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Abstract   Pale chub Zacco platypus is an omnivorous fish, coexisting with dark chub 
Nipponocypris temminckii in the middle reaches of Japanese rivers. Previous studies have 
examined their feeding behavior, including algal, drift and surface feeding, and aggressive 
interactions. In particular, algal feeding of pale chub is known to decrease in the presence 
of algivorous ayu Plecoglossus altivelis. Such behavioral shifts may be common in fish 
communities, but have been little studied among coexisting cyprinid fishes. To determine 
whether or not feeding behavior of pale chub changed in the presence of dark chub, 8 
individuals of the former were established in each of 6 current-influenced ponds. One week 
later, 8 dark chub individuals each were introduced into 3 (randomly chosen) of the 6 
ponds. All fishes were observed during three 5-days periods. Pale chub exhibited 
predominantly algal and drift feeding, whereas dark chub showed mainly drift feeding. 
However, following dark chub introduction, pale chub increased algal feeding, but did not 
change the number of drift feeding acts. The growth rates of pale chub were consistent, 
regardless of the presence or absence of dark chub. The latter sometimes attacked pale 
chub, which subsequently moved to the water layer adjacent to the substrate and changed 
feeding behavior, thus allowing resource partitioning and continued coexistence of the two 
species.
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オイカワ Zacco platypusは雑食性の淡水魚であ
り，河床に生育する底生藻類や流下する水

生昆虫などを摂食する（中村，1952；水野ほか，
1958；名越ほか，1962；牧ほか，1970）．また，
行動観察によってオイカワの摂食行動は主に藻類
を摂食する行動，流下物を摂食する行動，水面に
浮く昆虫を摂食する行動に分けられることが報告
されており，それぞれの割合は季節や餌環境など
の条件によって異なる（Katano, 1994；Katano et 
al., 2000；Katano and Aonuma, 2001）．さらに，オ
イカワは藻食性の強いアユ Plecoglossus altivelis 
altivelisがいる場合に，藻類を摂食する行動を減

らし昆虫を摂食する行動を増やすことが報告され
ている（Katano et al., 2000；片野ほか，2015）．こ
のように他種の存在により摂食行動を変化させる
ことは，サケ科魚類でも認められており，異種共
存のメカニズムの一つであると考えられている（中
野・谷口，1996）．
小川・片野（2015）は実験池における行動観察

実験により，オイカワの流下物を摂食する行動の
全摂食行動に占める割合が，河川で同所的に生息
することが多いカワムツ Nipponocypris temminckii
の存在下で減少し，代わりに藻類を摂食する行動
が増えることを示唆した．カワムツは主に流下物

水流を伴う実験池におけるカワムツによる
オイカワの摂食行動への影響
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を摂食していたので両種の間には同一の餌をめぐ
る取り合い型競争が働いていたと考えられる．ま
た，オイカワとカワムツは互いに攻撃し合うこと
も報告されている（Katano, 1994；小川・片野，
2015）．しかし，小川・片野（2015）で示唆された，
カワムツによるオイカワの摂食行動の変化は，オ
イカワ単独放流池とオイカワとカワムツの両方を
放流した池，それぞれ 1個ずつの比較によるもの
にすぎず，オイカワの摂食行動がカワムツの存在
下で変化することは明示されたわけではない．
本研究の目的は，水流を伴う複数の実験池を用

いて，カワムツの存在によりオイカワの摂食行動
が変化するかどうかを明らかにすることである．
また，カワムツの存在とオイカワの成長率との関
連を調べ，摂食行動の変化による資源分割
（Schoener, 1974；Diamond, 1978；Nakano and 

Kaeriyama, 1995）が 2種共存のメカニズムとして
機能するかどうかを考察する．

材 料 と 方 法

実験に用いた魚類　本実験に用いた魚類のうち，
オイカワは 2014年 10月 10日に長野県上田市の
増養殖研究所上田庁舎内にあり，千曲川とつなが
る水路において電気ショッカー（モデル 12B，
Smith-Root社製，直流 200ボルト）を用いて採捕
した．カワムツは，2014年 9月 13日に長野県下
伊那郡を流れる天竜川の支流野岩川において，特
別採捕許可を得た上で同規格の電気ショッカーを
用いて採捕した．これらの魚は主として 120 cm
水槽において実験に用いられるまで，小川・片野
（2015）に従い飼育した． 

実験池と実験設定　7.6 m2の実験池を 6面用意
し，その水深は 30 cmに設定した（Fig. 1）．池の
一端から井戸水を 4.8 L/minで流入させ，反対側
の端から同量の水を排水した．池内には底生藻類
と底生無脊椎動物を定着させ採集するために，裏
側に溝がついた瓦（25 cm × 25 cm）を 8個設置し，
また水流を作り出すためにポンプ（LB480，120 
L/min，鶴見製作所製）も設置した．また，4.0 × 
0.4 mの塩化ビニール板を池の両端に半円状に設
置することによって流れが円滑になるようにした
（Fig. 1）．ポンプの周辺は魚類の隠れ場所として
も利用された．流速については，各池で瓦の中央
部の上 3 cmの部分を流速計（CR-7，コスモ理研
社製）を用いて計測した．流速（平均値±標準偏
差）は，池 1で 33.8± 19.9 cm/s，池 2で 33.8±

20.2 cm/s， 池 3で 33.9± 19.9 cm/s， 池 4で 33.8
± 20.2 cm/s， 池 5で 34.1± 20.1 cm/s， 池 6で
33.8± 20.1 cm/sであり，各池間で流速に有意差
は認められなかった（Friedmann test，n = 8，P > 
0.05）．オイカワの放流より 14日前にポンプを作
動させた．また，魚食性の鳥類による実験魚の被
食を避けるために，各実験池には網目 1.5 cmの
ナイロンネットをかけた．底生藻類と無脊椎動物
は自然に定着・繁殖した．

2015年 9月 4日にオイカワ 8個体ずつを 6池
すべてに放流した．さらに同年の 9月 11日には
6つの実験池のうちランダムに選んだ池 2，4，6
にカワムツを 8個体ずつ放流した．両種の放流密
度（1.05個体 /m2）は，自然河川で報告された範
囲内（水野ほか，1958；Katano, 1983）にあった．
性については外見から雌雄の判別ができる個体が
少なかったので考慮しなかった．魚類の回収は，
池の水を抜いた後にタモ網を用いて行った．この
時，2つの実験池でオイカワが合計で 3個体死亡
したために回収できなかった．魚類は放流前と回
収後に標準体長（0.1 cm）と湿重量（0.01 g）を計
測し，日間成長率を 100（LnW2–LnW1）/ T,（W1，
W2はそれぞれ放流前と回収時の体重，Tは放流
日数）によって求めた．実験に用いた魚類の放流
前の体長（平均値±標準偏差）と体重（平均値±

Fig. 1.　Experimental pond. Arrow lengths indicate 
current velocities.
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標準偏差）は，オイカワでは 9.8± 1.0 cm，16.0
± 5.4 g，カワムツでは 11.8± 1.4 cm，32.1± 11.2 
gであった．放流時における各魚種の標準体長お
よび湿重量には池間で有意差は認められなかった
（ANOVA，オイカワ：F5,42 = 0.0，P > 0.05；カワム
ツ：F2,21 = 0.0，P > 0.05）．実験期間中は毎日 15時
に各池の水温を計測した．実験は 9月 26日まで
22日間行い，その間の水温は 19.8–26.2˚Cの範囲
にあった．

行動観察　全個体の魚体背部に 2本のカラーリ
ボンタグを装着し，色の異なるリボンの組み合わ
せによって個体識別を行った．行動観察では双眼
鏡を用いて各個体を 1分間追跡し，摂食行動と攻
撃行動を記録した．摂食行動は 4種類，すなわち
河床に生えた底生藻類を削ぎ取って摂食する行動
（藻食行動），河床の底生動物を突いて摂食する行
動（底食行動），流れに定位して水中の流下物を
摂食する行動 （流下物摂食行動），水面に落下し
た餌を摂食する行動（水面摂食行動）が認められ
たので，これらの頻度を記録した．攻撃行動とし
ては，接近した他個体を追う「追い行動」を記録
した．カワムツの在不在でオイカワの行動が変化
するかを確認するために，観察期間をオイカワの
みが池内に存在した期間 1，3池にカワムツを放
流した後の期間 2，期間 3の 3つに分け，それぞ
れの期間内にあたる 9月 7日から 11日，14日か
ら 18日，21日から 24日に観察を行った．観察
はオイカワに対して合計で 1951分間，カワムツ
に対して合計で 356分間行った． 

餌資源の評価　実験池の餌資源について調べる
ために，落下する無脊椎動物，底生無脊椎動物，
底生藻類のサンプリングを行った．
落下する無脊椎動物については，実験池間の通

路に水で薄めた中性洗剤（食器用洗剤，イオン）
を入れたアルミ製トレー（30 × 40 cm）を 2つ設
置し，24時間後に落下した無脊椎動物を採集し，
70%エタノール溶液で固定した．この作業を 9月
19日と 20日に行った．サンプルは，分類群ごと
の個体数とトレーごとの合計湿重量を計測した．
底生無脊椎動物と底生藻類のサンプリングは魚

類の回収 2日前に同時に行った．各池の瓦を無作
為に 4枚選び，その下にネットをあてがって回収
し，ネットの中，瓦の表面および裏面に付着した
底生無脊椎動物をピンセットですべて採集し 70%
エタノール溶液で固定した．その後，瓦表面の藻
類を無作為に選んだ 5 cm × 5 cmの範囲から，ナ
イロンブラシを用いてこすり落とし，採集した．

底生無脊椎動物は，瓦 1枚あたりの湿重量と分類
群ごとの個体数を計測した．底生藻類の現存量を
示す指標としてクロロフィル a量を計測した．試
料をガラス繊維ろ紙（Whatman GF/C）を使って
ろ過し，その残渣を 90%アセトン溶液を用いて，
4˚Cで 24時間抽出した後，分光光度計（UV-1800，
島津製作所）で 664 nmと 665 nmの波長を測定し
た．

統 計 解 析　統計解析は Statview, version J. 4.11
（Abacus Concepts, USA）を用いて行った．魚類の
摂食行動は 1個体の 1分間当たりの各摂食行動を
池ごとに平均化したものを 1データとして，反復
測定分散分析（repeated-measured ANOVA）により
カワムツの在不在および各期間の影響を解析した．
分散分析を行う際にはデータを正規分布に近づけ
るために，常用対数を用いて Log (x+1) 変換した．
オイカワの個体ごとの摂食行動の変化を検討する
ために，個体ごとの全摂食行動に占める藻食行動
の割合の増加ポイント（期間 3における個体ごと
の全摂食行動に占める藻食行動の割合－期間 1に
おける個体ごとの全摂食行動に占める藻食行動の
割合）と体重の関係を Spearmanの順位相関検定
を用いて解析した．オイカワの日間成長率，各池
の無脊椎動物及び藻類の現存量は，池ごとの平均
値を 1データとしてWelchの t検定により解析し
た．また，池 2で 1個体，池 3で 1個体，池 5で
2個体のオイカワが実験期間中に死亡したか，観
察事例が不足したため，解析から除外した．

結 果

摂食行動および攻撃行動　オイカワの摂食行動
は合計で 2669回観察され，すべての実験池にお
いて藻食行動と流下物摂食行動の合計が 90%以
上と高い割合を示した（Table 1）．オイカワの藻
食行動回数におけるカワムツの放流と観察期間の
影響を解析したところ，いずれも有意に影響した
ことが認められた（Repeated measured two-way 
ANOVA，カワムツ：F1,4 = 167.2，P = 0.0002；観
察期間：F2,12 = 36.4，P < 0.0001）．藻食行動の回数
はカワムツを放流した池ではカワムツの放流後，
カワムツを放流しなかった池に比べて増加した
（Fig. 2）．また，オイカワの 1分間あたりの藻食
行動の回数は，すべての期間の間に有意差が認め
られ（Tukey-Kramer検定，期間 1と期間 2：P < 
0.05；期間 2と期間 3：P < 0.05；期間 1と期間 3：
P < 0.05），期間を経るごとに増加した．オイカワ
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の藻食行動に対するカワムツと観察した期間の交
互作用は，期間 1でカワムツを放流しなかったた
めに有意であった（F2,12 = 17.2，P = 0.0013）．
オイカワの 1分間における流下物摂食行動の回

数に対しては，カワムツも観察期間も有意な影響
を 与 え な か っ た（Repeated measured two-way 
ANOVA，カワムツ：F1,4 = 0.2，P = 0.6460；観察
期間：F2,12 = 1.6，P = 0.2655）．また，カワムツと
観察期間の間の交互作用も認められなかった（F2,12 
= 1.2，P = 0.3617）．
オイカワの全摂食行動に占める藻食行動の割合

を個体ごとに期間 1と期間 3で比較したところ
（Fig. 3），カワムツを放流した池 2，4，6では，1
個体を除いてすべての個体が期間 1から 3にかけ
て，藻食行動の割合を増加させたが，藻食行動の
増加ポイントは -20.0 ポイントから +90.4 ポイン
トまで個体により大きく異なった．一方，カワム
ツを放流しなかった池 1，3，5では，藻食行動の
割合の増加率は小さく，藻食行動の割合が増加し
なかった個体も 11個体確認された．カワムツを
放流した池でも放流しなかった池でも，期間 1か
ら期間 3にかけての藻食行動の増加ポイントと，
オイカワの回収時の体重の間には相関関係は認め
られなかった（Spearmanの順位相関検定，z = 
-0.5–0.8，P > 0.05）．
カワムツの摂食行動は合計で 539回観察され，

どちらの期間でも流下物摂食行動が 90%以上の
高い割合を示した（Table 1）．カワムツの 1分間
あたりの流下物摂食行動の回数は，3池の平均で
期間 2に 1.4回，期間 3に 1.4回であり，期間に
よって回数に有意差は認められなかった（Welch

Table 1.　Number of feeding acts of pale chub Zacco platypus and dark chub Nipponocypris temminckii in each experimen-
tal pond 

Species Pond Time (min)
Feeding behavior

Algal Drift Benthos Surface Total
Pale chub 1 321 25 (7.6) 299 (91.4) 0 (0.0) 3 (0.9) 327

2 333 210 (38.7) 323 (59.6) 0 (0.0) 9 (1.7) 542
3 323 48 (12.2) 336 (85.1) 1 (0.3) 10 (2.5) 395
4 372 296 (42.4) 392 (56.2) 0 (0.0) 10 (1.4) 698
5 287 27 (10.8) 208 (83.2) 0 (0.0) 15 (6.0) 250
6 315 273 (59.7) 149 (32.6) 0 (0.0) 35 (7.7) 457

Dark chub 2 117 0 (0.0) 158 (93.5) 0 (0.0) 11 (6.5) 169
4 120 0 (0.0) 159 (88.8) 7 (3.9) 13 (7.3) 179
6 119 2 (1.0) 180 (94.2) 0 (0.0) 9 (4.7) 191

Figures in parentheses indicate percentages. 

Fig. 2.　Number of feeding acts per minute of pale chub 
Zacco platypus during the three observation periods. 
Closed circles with solid lines and open squares with 
broken lines indicate data for ponds with dark chub 
Nipponocypris temminckii present/absent, respectively, at 
the end of period 1.
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の t検定，t = -0.6，P = 0.5610）．
全期間を通してオイカワ同士の攻撃行動が合計

で 96回，カワムツ同士の攻撃行動が合計で 25回，
カワムツがオイカワを攻撃する行動が合計で 23
回観察された．オイカワがカワムツを攻撃する行
動は観察されなかった．

成長率　オイカワの成長率（平均値±標準偏差）
は，カワムツを放流した池では 0.2± 0.4 %/day，
カワムツを放流しなかった池では 0.0± 0.5 %/day
であり，カワムツの在不在で成長率に有意差は認
められなかった（Welchの t検定，t = -2.0，P = 
0.1123）．
カワムツの成長率（平均値±標準偏差）は，

-0.4± 0.3 %/dayでマイナスの成長を示した．
餌資源　落下昆虫の資源量（平均値±標準偏差）

は，0.4± 0.2 g/m2で，個体数ではユスリカ科成
虫（94.2%），ハチ目成虫（4.3%），その他（1.5%）
の順に多かった．
瓦 1枚当たりの底生無脊椎動物の現存量（平均

値±標準偏差）は，カワムツを放流した池では 0.5
± 0.0 g，カワムツを放流しなかった池では 0.8±
0.2 gであり，カワムツを放流しなかった場合の
方が，5%レベルでの有意差は認められないもの
の（Welchの t検定，t = 1.8，P = 0.1523），平均値

では多い傾向があった．個体数比においてはカワ
ムツを放流した池ではユスリカ科（53.1%），トビ
ケラ目（32.6%），カゲロウ目（12.7%）の順に多く，
カワムツを放流しなかった池ではカゲロウ目
（39.2%），ユスリカ科（25.3%），巻貝綱（20.1%）
の順に多かった．
藻類の現存量（クロロフィル a）（平均値±標

準偏差）は，カワムツを放流した池では 1.1± 0.1 
µg/cm2，カワムツを放流しなかった池では 0.6± 0.3 
µg/cm2で，カワムツを放流した場合の方が，5%
レベルでの有意差は認められないものの（Welch
の t検定，t = -2.1，P = 0.099），平均値では多い傾
向が認められた．

考 察

本研究では 3池ずつ繰り返し 3期間にわたって
実験することによって，カワムツがいる場合に，
オイカワの藻食行動の回数が増加する一方で，流
下物摂食行動の回数は変化しないことが明らかに
なった．小川・片野（2015）ではカワムツがいる
場合に，オイカワの全摂食行動に占める藻食行動
の割合が増加し，流下物摂食行動の割合が減少す
ることが 1池ずつの比較から示唆された．カワム

Fig. 3.　Proportion of algal feeding of all feeding acts for each individual in periods 1 and 3. Ponds 2, 4, 
6 – dark chub present; 1, 3, 5 – dark chub absent. Lines on graphs indicate the same percentage of algal 
feeding in periods 1 and 3.
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ツがいる池で，オイカワの流下物摂食行動の割合
が減少したのは，オイカワの藻食行動の回数が増
えたことによると結論付けられる． また期間 2
から期間 3にかけても，カワムツがいる場合にオ
イカワの藻食行動の回数は増加したが，これはカ
ワムツが放流された場合に，オイカワの摂食行動
の変化が 2週間続いたことを示す．その理由は明
らかでないが，実験の経過とともに藻類の現存量
が増えたことが原因ではないかと推察される．
本研究で，カワムツは非常に高い割合で流下物

摂食行動を示し，またオイカワを攻撃する行動が
観察された．このことからオイカワは，餌場を巡
るカワムツからの攻撃を受けたために，流下物を
摂食しやすい中表層部から河床部に移動し，底生
藻類を多く摂食したと推察される．主に河床部で
藻類を摂食するアユが河床部のオイカワを攻撃し，
中表層部に追いやることはすでに報告されている
（Katano and Aonuma, 2001）．今回はそれと逆のパ
ターンが生じたと考えられる．
オイカワには個体によっては種内攻撃行動を示

す場合があり（小川・片野，2015），カワムツで
はなくてオイカワを追加放流し，その個体密度を
増加させた場合にも，オイカワの摂食行動が変化
する可能性がある．カワムツはオイカワよりも高
い攻撃性を示すので（小川・片野，2015），カワ
ムツの存在はオイカワ自身の個体密度よりも強く
オイカワの摂食行動に影響することが推測される
が，この点を確かめるためには，さらなる実験を
行う必要がある．また，本研究ではオイカワより
も大型のカワムツを使用しており，オイカワより
小型のカワムツを使用した場合のオイカワへの影
響は明らかでない．しかし，小型のカワムツでも
自身より大型のオイカワを攻撃することが観察さ
れており（小川・片野，2015），オイカワの摂食
行動への小型のカワムツの影響は，本研究の場合
よりは小さいながらも，認められるのではないか
と推察される．この点についても今後の課題とし
たい．
オイカワの流下物摂食行動の回数が減少しな

かった理由は明らかではないが，流下物は水の表
層から底層まで流れており，カワムツが摂食する
場所より河床に近い部分でも利用できる餌があっ
たと考えられる．そのためにオイカワは，藻類を
摂食しつつ底層部に流れる流下物を摂食していた
のではないかと思われる．
オイカワの摂食行動の変化を個体ごとに検証す

ると，カワムツを放流した池では多くの個体が藻

食行動の割合を増やした一方で，藻食行動を減ら
したり，あまり増やさなかったりする個体もいる
ことが明らかになった．また，オイカワがカワム
ツの影響によって藻食行動を増やす程度と，オイ
カワの体重とは相関がみられなかった．オイカワ
の摂食行動には，体重に影響されない個体差が生
じることが報告されており（Katano, 2011；小川・
片野，2015），本研究の結果と符合する．
本研究ではオイカワの成長率はカワムツを放流

した場合にも，放流しなかった場合にも，大きく
異ならなかった．オイカワは，カワムツがいない
場合には主に流下物を，カワムツがいる場合には
藻類および流下物を摂食することによって，いず
れの場合でも変らずに必要な餌を得ていたと考え
られる．すなわち，カワムツの存在下でオイカワ
は摂食行動を変化させ採餌場所を変化させること
によって，流下物をめぐる競争を緩和させたと推
察される．したがって，本実験におけるオイカワ
とカワムツは共存下で部分的に餌資源を分割させ
たと思われる．ただし，今回実験に用いた個体は
両種とも最大サイズに近かったため（宮地ほか，
1976），成長率の変化を検出しにくかった可能性
がある．よって餌資源の分割による競争緩和の有
無を明らかにするためには，今後は様々なサイズ
の個体を用いて実験を行う必要がある．
本研究ではオイカワとカワムツの個体数を同数

にして実験を行ったが，今後は両種の個体数や個
体密度をコントロールしたり，餌資源を制限した
りすることにより，より詳しくオイカワとカワム
ツの競争及び共存のメカニズムを解析することが
望まれる． また，オイカワとカワムツにみられ
る個体差が（Katano, 1987；Katano, 2011；小川・
片野，2015），両種の種間関係に与える影響をよ
り詳しく解明することも重要である．
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