
Bungoensis，1：2-8，2015                                  原著論文

－2－

オオイタサンショウウオの産卵季節消長と産卵誘発要因 

永野 昌博・松永 亜希 

大分大学 教育福祉科学部 生態学研究室＊

Analysis of oviposition period and trigger of oviposition in Oita 
salamander (Hynobius dunni) 

Masahiro NAGANO・Aki MATSUNAGA
Lab. of Ecology, Faculty of Education & Welfare Science, Oita University＊＊

要旨 

オオイタサンショウウオの繁殖行動の観察例は多いものの，繁殖活動の季節

消長についての見解は諸説あり，また，繁殖活動を誘発する環境要因について

の科学的分析はこれまで行われていない。そのため，本研究は，オオイタサン

ショウウオの産卵の季節消長と産卵を誘発する環境要因を明らかにすることを

目的に，大分市の 5 地点で，オオイタサンショウウオの卵嚢数ならびに環境の
変化を 2012年の 12月から翌年の 5月まで 14日間間隔で測定した。
 結果，地点によって産卵の開始，終了の時期は異なっており，最も早い産卵

開始は 12月上旬，最も遅い産卵終了は 5月上旬であった。これらはこれまでの
どの観察例よりも最も早く，最も遅い産卵時期であった。産卵ピークは地域に

より，1月一山型，2月一山型，2月と 3月の双山型と様々であった。産卵期間
の長さは個体群の大きさ（卵嚢数）と有意な相関がみられ，個体群が大きな地

点ほど産卵期間が長い傾向が明らかとなった。産卵誘発要因の統計解析の結果，

産卵誘発は，日最低気温と負の相関，降水量と正の相関があることが示唆され

た。
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はじめに 

オオイタサンショウウオ（Hynobius dunni
Tago,1931）は，かつて，大分県内の低山地の
水田周辺に普通にみられたが，生息地の開発な

どによって，その生息数は減少の一途を辿って

いる。そのため，本種は，県，国，世界の絶滅

危惧種に指定され，その保全が求められている

（大分県，2012；環境省，2000；ICUN，2013）。 
オオイタサンショウウオを保全するために

は，まずその生活史を知ることが重要である。

本種の生活史は，多くの研究者によって観察さ

れており，比較的よく知られている。本種の分

布は，大分県では広域であるが，宮崎県，熊本

県，高知県に局所的と比較的狭い範囲である

（佐藤ら，2013）。最近の研究では，大分県内
のオオイタサンショウウオであっても北部（宇

佐），中部（大分市），東南部（佐伯市）では，

遺伝的な分化が確認されている（Sugawara et. 
al.，2015）。繁殖期は，2月から 4月，繁殖環
境は，水田，ため池，極緩い流れの小川などの

止水もしくは止水に近い環境である（内山ら，

2002）。繁殖期以外は，雄雌ともに水辺周辺の
森林内で，ミミズやワラジムシなどの土壌動物

を食べて生活している（佐藤，1996）。繁殖期
になると，雄は雌よりも先に繁殖地に現れ，水

の中で雌を数週間に渡り待つ。雌が繁殖地に現

れると，一匹の雌に多くの雄が群がる。雌は卵

嚢を産み付けるのに適した枝などを見つける

と，それにしがみつき産卵を行う（図 1）。産
み出された卵は，周囲にいる複数の雄の放精に

よって受精する。卵嚢は，半透明のコイル状の

形をし（図 2），1卵嚢には 30～100個の卵が
包まれている（佐藤，1996；末吉，2001；末
吉，2002）。通常，雌は１回の産卵で 2つの卵
嚢を産む。毎年産卵するかは明らかでないが，

1年間の産卵回数は 1回である。 
このように本種の生活史の概要は知られて

いるものの，これらの情報の多くは観察例の蓄

積であるため，科学的根拠に乏しい情報もある。

産卵期間は，佐藤（1954）は 12月上旬から 4
月下旬，真柴（1969）は 1 月下旬から翌年 4
月，佐藤（1981）は 12月中旬から翌年 2月下
旬，佐藤（1996）は 12月下旬から翌年 3月下
旬，末吉（2001）は 1 月上旬から 4 月上旬，
内山ら（2002）は 2 月から 4 月とそれぞれ異
なる期間を報告している。また，産卵誘発要因

については，真柴（1969）は日最低気温が高
いことと降雨ではないかと推察し，佐藤

（1981）は降雨と高湿度の可能性を述べてお
り，ここでも統一の見解は得られていない。し

かし，産卵期間や産卵誘発要因などの産卵生態

は，ビオトープ造成や個体群維持管理などの本

種の保全計画を立てる上で，最も重要な情報で

ある。そのため，科学的な調査法によって明ら

かにする必要がある。 

図 1．オオイタサンショウウオの産卵のようす 

  （由布市老色木川，2010.02.14：佐藤眞一・

日野勝徳撮影） 
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そこで，本研究は，オオイタサンショウウオ

の産卵生態についての定量調査ならびに気象

等の環境調査を行い，それらを統計的に解析す

ることで，本種の産卵期間と産卵を誘発する環

境要因について科学的に解明することを試み

た。

方法 

調査地 調査地域として，大分市内の霊山寺弁

天池（以下，霊山），高尾山自然公園（以下，

高尾山），大分大学旦野原キャンパス（以下，

大分大）の 3地域を選んだ。霊山寺弁天池は，
霊山の中腹（標高約 360ｍ）にある水面面積約
100㎡の水深の浅い池で，オオイタサンショウ
ウオの生息地として大分市指定の天然記念物

となっている（本調査は大分市より許可を得て

実施した）。高尾山は，標高約 70ｍに位置する
かつての田んぼ用排水路と思われる約 10㎡の
恒常的な水たまり（高尾山Ａ）と約 30㎡のや
や水深の深い池（高尾山Ｂ）の 2カ所を調査地

とした。大分大学は，大きな池につながってい

る約 30㎡の恒常的な水たまり（大分大Ａ）と
コンクリートの排水溝の一部（約 10 ㎡）（大
分大Ｂ）を調査地に選定した。大分大学の 2
地点の標高は共に約 45ｍである。いずれの調

査地も森に面した止水環境であった。また，い

ずれの調査地も事前に管理者の許可を得て調

査を行った。

調査期間 調査は 2012年 11月 5日から開始
し，その後 14（±1）日間間隔で定期的に行っ
た。調査終了日は，調査地点で異なっており，

2回（約 1月間）連続で新たな産卵が確認され
なかった時点で調査終了とした。

調査項目 調査地点の全ての卵嚢の数とその

発育段階を記録した。オオイタサンショウウオ

の雌は決まって 2卵嚢 1組（1双）として産卵
するが（図 2），本調査では組（双）単位でな
く，卵嚢数をそのまま記録した。発育段階は，

永野・藏淵（2011）の方法で，発生初期，尾
芽胚期，肢芽期，孵化初期に分類し，記録した。

全ての卵が孵化した卵嚢は，卵嚢内に孵化した

幼生が残っていても孵化完了と判断し，その卵

嚢は記録しなかった。各地点の水深は毎調査測

定し，水温はデータロガー（HOBO 社製

UA-002-64）を用いて 6時間間隔で継続的に記
録した。それ以外の気象情報は，気象庁（2013）
のデータを利用した。 

解析 合計卵嚢数と産卵期間の関係は，ピアソ

ンの相関係数を用いて検証した。産卵誘発要因

の特定は，発生初期の卵嚢数を目的変数とし，

水温，気温，日最低気温，日最高気温，温度差，

湿度，水深，降水量の 8つの環境要因を説明変
数とした重回帰分析を行った。卵嚢調査は 14
日間間隔の測定であったため，水深以外の 7
つの説明変数は，卵嚢調査間隔（約 14日間）
の平均値を使用した。最適モデルの選択は，Ｆ

値を基準とした変数減増法により行った。解析

には，エクセル統計 2010（社会情報サービス
製）を使用した。 

結果 

合計卵嚢数と産卵期間の関係 各調査地の合

計卵嚢数と産卵期間は，霊山は 400 卵嚢-148
日，高尾山Ａは 123 卵嚢-85 日，高尾山Ｂは

図 2．オオイタサンショウウオの卵嚢 

  （大分市霊山，2012.03.22）
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157 卵嚢-84 日，大分大Ａは 210
卵嚢-84 日，大分大Ｂは 14 卵嚢
-44日であった（図 3）。産卵のピ
ークは，霊山は 1月下旬，高尾山
Ｂと大分大学Ａは 1 月下旬から 2
月上旬，高尾山Ａは 1月下旬から
2 月上旬と 3 月上旬の双山型，大
分大学Ｂは明瞭なピークがみられ

なかった。合計卵嚢数と産卵期間

の関係を解析した結果（図 4），両
者には有意な相関が検出され（ピ

アソンの相関係数; r2=0.97，
p<0.05），合計卵嚢数が多い地点ほ
ど産卵期間が長いことが明らかと

なった。

産卵を誘発する要因 産卵誘発要

因を解析するため，各調査日の発

生初期の卵嚢数を目的変数とし，

水温，気温，日最低気温，日最高

気温，温度差，湿度，水深，降水

量の 8 つの環境要因を説明変数と
した重回帰分析を行った。霊山以

外の 4 地点は目的変数のサンプル

数が少なく解析を行うことができ

なかった。霊山の解析の結果（表

１），最低気温，降水量，湿度，水

深の 4 要因を含むモデルが最適モ

デルとして選択された。このモデ

ルの偏回帰係数の有意性検定の結果，最低気温

と降水量の 2 要因において有意性が検出され
た（P＜0.001）。 

オオイタサンショウウオの産卵嚢数と最低気

温には負の相関が示され（表 1，図 5），降水
量とは正の相関が得られた（表 1，図 6）。 

図 4．オオイタサンショウウオの合計卵嚢数と産卵日数の関係 

表１．オオイタサンショウウオの産卵数と各環境要因との重回帰分析の結果 

決定係数修正Ｒ2＝0.86， AIC＝70.69， 回帰式の有意性（Ｐ値）＝0.0008 

図 3．オオイタサンショウウオの産卵季節消長 

変数 偏回帰係数
標準

偏回帰係数
Ｆ　値 ｔ　値 Ｐ　値 標準誤差

　最低気温 -13.95 -0.94 46.16 -6.79 0.0003 2.05
　降水量 37.16       0.77 32.96 　　　5.74 0.0007 6.47
　湿度       2.77       0.26 5.39 　　　2.32 0.053 1.19
　水深    -3.93 -0.23 2.77 -1.66 0.14 2.36
　定数項 -83.13 0.88 -0.94 0.38 88.49
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考察 

合計卵嚢数と産卵期間の関係 オオイタサン

ショウウオの産卵期間は，諸説あり（真柴，

1969；佐藤，1954，1981，1996；末吉，2001；
内山ら，2002），諸説の中で最も早いのが 12
月 5 日（佐藤，1954）で，最も遅いのが 4月
下旬（佐藤，1954）である。本結果（図 3）の
最も早い産卵確認日は霊山の 12月 4日であっ
たが，おそらく実際の産卵日はその数日前の降

雨のあった 12月 2日と思われる。この産卵開
始日は公表されているものの中では，最も早い

記録である。産卵終了日はこれまでのどの記録

よりも遅い 5月上旬であった。しかし，今回の

最も早い記録も，最も遅い記録もともに霊山で

あり，霊山以外の 4地点では，前例の範囲内の

産卵時期であった。霊山だけ産

卵期間が長い理由としては，霊

山だけ繁殖活動に適した気象条

件が長い可能性が考えられる。

霊山寺の標高は 360ｍであり，
他の地点よりも 300ｍほど標高
が高い場所にあるため，僅かに

寒冷であると思われる。しかし，

それだけでは，産卵時期が遅く

なるのは説明できても，産卵時

期が早くなるのは説明ができな

い。もう一つ霊山の産卵期間が

長い理由として考えられるのは，

霊山の個体群が他よりも大きい

ことである。本研究では，図 4
に示したように産卵期間の長さ

と合計卵嚢数は有意な正の相関

関係が得られたことから，個体

群が大きくなるにつれて産卵期

間は長くなることが示された。

では，なぜ，個体群の大きさと

産卵期間の長さが相関するので

あろうか。おそらくは，雌の産

卵時期は遺伝と関連し，そのピークやばらつき

が正規分布であると仮定すると，雌の個体数が

多いほど外れ値，つまり，早く産卵する個体，

遅く産卵する個体の割合も増えるのではない

かと考えられる。別の言い方をすると，個体数

が多い地点ほど，遺伝的多様性が高くなり，そ

の個体群の産卵期間は長くなると推察される。

また，遺伝子を残すためには雌だけでなく同個

体群の雄の遺伝的多様性も必要である。個体群

が大きいと早く産卵する雌や遅く産卵する雌

がいてもそれに対応した雄がいる可能性が高

い。一方，個体群が小さいと，そのようなピー

ク時期から外れた雌は，繁殖できない可能性が

高くなり，世代を重ねるごとに繁殖時期は，ピ

ーク時期に集中するようになると推察される。

そのため，小さな個体群の産卵期間は短く，大

図 6．オオイタサンショウウオの産卵と降水量の関係 

図 5．オオイタサンショウウオの産卵と最低気温の関係 
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きな個体群は産卵期間が長くなるものと考え

られる。実際，末吉（2001）は，小個体群の
オオイタサンショウウオの調査において，産卵

ピークから 1 月以上前に確認された卵嚢は全
て未受精卵であったことを報告している。

産卵のピーク時期は，高尾山Ａを除く 4地点
では，1月から 2月の間であり，高尾山Ａは 3
月上旬が産卵のピークであった。このことから，

オオイタサンショウウオの産卵ピークは 1 月
から 3月上旬といえ，これはこれまでの諸説と
一致する時期であった。 

産卵を誘発する要因 霊山寺弁天池のオオイ

タサンショウウオ個体群において産卵を誘発

する環境要因を重回帰分析によって解析した

結果，最低気温と降水量において有意差が得ら

れた（表 1）。このことから，オオイタサンシ
ョウウオの雌は，日最低気温が低く，降水量が

多い条件によって産卵が誘発されると考えら

れる。オオイタサンショウウオに限らず多くの

両生類は乾燥に弱いため，乾燥時はあまり移動

せず，降雨などにより地表が湿った時に移動す

ることが知られている（Kusano,1980; 草野・
川上，1999）。オオイタサンショウウオの雌も，
産卵直前まで水辺近くの森に身を潜め，降雨に

よって水辺に移動し産卵するのであろう。日最

低気温との関係は，オオイタサンショウウオは

夜間に森から水辺に移動することが多いため，

日最高気温（日中温度）より日最低気温（夜間

温度）の影響を強く受けると思われる。真柴

（1969）も日最低気温とオオイタサンショウ
ウオの産卵の関係に着目している。しかし，日

最低気温の低さと相関しているという本結果

に対し，真柴（1969）は日最低気温が高い日
を好んで産卵を行うのではないかという本結

果と逆の考えを提示している。本種の産卵は，

12月から 2 月と寒い時期に行われる。そのた
め，本調査で得られた寒い日を好んで産卵する

という本結果は理解しがたく，真柴（1969）
の見解の方が適当と思われる。また，トウキョ

ウサンショウウオ（Hynobius tokyoensis）に
おいても温度の上昇と降雨の影響が繁殖行動

を誘発する要因であるといわれている

（Kusano,1980）。トウキョウサンショウウオ
は，年により繁殖活動の開始時期や季節消長が

異なることが知れている（草野・川上，1999）。
本結果は，1年間しか行っていないので，年次
変動は知り得ないが，本結果からオオイタサン

ショウウオは，場所によってもそれらが異なる

ことが明らかとなった。これらのことから，オ

オイタサンショウウオの産卵誘発要因の解明

には，卵嚢調査の間隔をより短くし，かつ，多

年度，多地域でのデータを重ねて解析する必要

があると考えられる。今後も調査を続け，デー

タを増やすことで，オオイタサンショウウオの

繁殖生態の詳細を明らかにし，それらを本種の

保全活動へと繋げていきたい。 
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