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あり
がと

う！ゴビウス開館20周年

カムルチー　Channa argus
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特別展関連イベント
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がする実験区と、貝のにおいがしない実験区の
計4つの繁殖実験を行ってみました。結果、すべて
の実験区で複数回の産卵がみられ、野外と比べ
狭い水槽環境であれば、二枚貝の種類やにおい
の有無に関係なく採卵装置に産卵するという、
とても面白い発見がありました。

　採卵装置は生きた二枚貝と同様に、入･出水管
からのゆるやかな水の流れを再現しており、ミナミ
アカヒレタビラはこの２つのとなり合った人工的
な水流を感じ、産卵に適した二枚貝と認識したの
ではないかと今のところ考えています。
　採卵装置による繁殖方法で、2020年は計31個体
の育成ができました。この方法は、野外で希少
になっているイシガイ科二枚貝を必要とせず、
また人工授精に比べ、より自然に近い繁殖方法
ともいえます。現在、この方法でミナミアカヒレ
タビラのほかに、タイリクバラタナゴでも繁殖
に成功しています。人工授精と比べると受精率
が悪いといった課題もありますが、今後いろいろ
な実験を重ね、ゴビウスでのタナゴ類の繁殖方法
のひとつとして確立させていきたいと考えてい
ます。

（桑原友春）

※本事業はホシザキグリーン財団の「希少生物
繁殖事業」の一つとして実施しています。

　ミナミアカヒレタビラは、島根県では限られ
た場所にくらすタナゴのなかまです。2012年に
県の「指定希少野生動植物」となり、ゴビウス
では展示や調査などを目的に許可を得て採集
し、繁殖にも取り組んでいます。

 
　タナゴの繁殖方法には、生きたイシガイ科二枚貝
に産卵させる「自然繁殖」と、人の手でメスの
お腹をしぼって卵を集め、オスの精子をかけて
授精させる「人工繁殖」があります。ゴビウス
でもこれらの方法で毎年ミナミアカヒレタビラ
の繁殖を行っていますが、近年、安定した成果
が得られていませんでした。
　そこで2020年に新たな方法として、二枚貝の
代わりに写真のようなプラスチック容器（以
下、採卵装置）に産卵させる方法を実験的に試
しました。

　実験をはじめた当初、タナゴが産卵する二枚貝
を選ぶとき、貝のにおいを頼りにしていると考
えていました。そこで採卵装置から生きたドブ
ガイ、イシガイ、ヤマトシジミのそれぞれのにおい

[参考]安部義孝・長浜寿郎・内田博道・高橋英夫（1984）貝

殻を使用したミヤコタナゴの採卵装置について．動物園水族

館雑誌，26（2）：44-45．
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　外来生物として有名なカムルチーは細長く、
ヘビのような姿から「スネークヘッド」ともよ
ばれます。肉食性で、魚やカエルなど動くもの
は何でも襲って食べます。見た目や食性からは
獰猛そうな印象を受けますが、実は見かけによ
らず意外な子育てをします。
　繁殖期は５～８月で、オスとメスが共同で巣
作りをします。水草などを利用したドーナツ状
の巣の中に産卵し、親はふ化するまで巣を守り
ます。そして、しばらくすると、親とは全く
違った姿のオタマジャクシのような子どもが一斉
に生まれるのですが、その後も、親はある程度
子どもたちが泳げるようになるまで見守り続け
　

ます。卵を産みっぱなしの魚が多い中、カムル
チーは珍しく「家族」をもつ魚なのです。

（仲波友美）

　山道を散歩していると、思わぬところに、小さな
ため池を見つけることがあります。それが初夏
で、池のまわりの植物に、握りこぶしくらいの大
きさの白くて丸い物体がくっついていたりする
と、ちょっとした発見をしたような嬉しい気分に
なります。「延命の小袋（子袋）」という縁起の
良い名でもよばれるこの物体の正体は、モリアオ
ガエルの卵。といっても、白く見えるひとかたまり
は、数百個の卵が、カエルの粘液と一緒になった
もので、正しくは「卵塊」です。産み出された直後
は、ふわふわのホイップのように柔らかいのです
が、しばらくすると表面が乾き、まさしく小さな
袋のようになります。
　卵塊は、池のまわりの植物のなかでも、枝や葉が
水面上までせり出したような部分に産み付けられて
います。これにより、袋の中で生まれたオタマ
ジャクシは、そのまま真下の池に落下して、すぐ
に水中生活が始められるというわけです。子を思う
親心（？）のようですが、時には「こんなところ
に！？」と見上げるほど高い木の枝先に産み付け
られていることもあり、落下の衝撃は大丈夫？ 
風にあおられて岸辺の土の上に落ちてしまわな
い？など、つい余計な心配をしてしまうこと
も・・・。

　こうした風景を気軽に見ることができる場所の
ひとつが、おとなり広島県にある吉水園です。
今から200年以上も前に造られた美しい庭園で、
背後の山々と一体となった園内は、自然美に満
ちあふれています。昭和後期に、ここを訪れた
俳人の山口誓子も、モリアオガエルの生態を見
事にとらえた句を詠んでいます。

　普段は立ち入ることができませんが、モリアオ
ガエルが園内の池に産卵にやってくる初夏の数日、
一般に公開されますので、機会があれば訪れて
みてはいかがでしょうか。

（中畑勝見）

表紙の生きもの カムルチー  Channa argus
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※火曜日が祝日の場合は、その翌平日が休館日となります。

ご来館案内 ●入館料／大　　人…500円（400円）
　　　　　小中高生…200円（160円）
　　　　　　　　　  ※（　）内は団体20名様以上の料金

●開館時間／９：30～17：00（最終入館は16：30）
●休館日／火曜日、年末（12月28日～12月31日）

●年間パスポート／大　　人…1,400円
　　　　　　　　  小中高生……500円
　 ご家族で同時にご購入いただくと２割引になります。
 　大人1,120円、小中高生400円。
　 ※割引の適用は同居のご家族に限ります。他の割引との併用不可。

●一畑電車湖遊館新駅より徒歩10分●出雲空港より車で10分
●山陰道宍道インターより車で15分

■動物取扱業に関する表示    
　氏名または名称：公益財団法人ホシザキグリーン財団
　事業所の名称：島根県立宍道湖自然館
　動物取扱業の種別：展示
　登 録 番 号：第073102040号
　登録年月日：2007年5月17日  
　登録有効期限：2022年5月16日  
　取扱責任者：中野浩史

イ ベ ン ト 報

ゴビウスでは毎月１回、
生きものをテーマに観察会を
開催しているよ♪

告 ～「金魚帽子をつくろう！」編～

ゴビウス生きもの観察会に参加しませんか？ゴビウス生きもの観察会に参加しませんか？

申込先着30名定  員

どなたでも
（小学生以下は保護者の参加も必要）

対  象
TEL 0853-63-7100
開催２週間前から電話にてお申し込みください。

http://www.gobius.jp/生きもの情報も発信中だよ！

8/8受付開始

日本最大の水生昆虫タガメの姿は迫力満点！卵や幼虫
などいつもは見ることのできない姿も観察するよ。

8/22 日曜日 10:00〜11:30

水生昆虫の王者タガメのひみつ！

8/29受付開始

小さな小瓶のなかに、砂と水草を入れて、自分だけの
小さな水槽をつくってみよう！

9/12 日曜日 10:00〜11:30

ボトルアクアリウムをつくってみよう！

10/10受付開始

貝殻を使って、世界でたったひとつのステキな貝殻ア
ートを作ってみよう！

10/24 日曜日 10:00〜11:30

貝殻アートで

ディスプレイフレームをつくろう！

11/7受付開始

毎年おこなっているオオサンショウウオの身体測定。
今年の結果は？実際にふれながら測定してみよう！

11/21 日曜日 10:00〜11:30

オオサンショウウオの身体測定！
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