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沖縄に生息するティラピア 横川浩治

ティラピア類 (Tilapiinae or Tilapiini 

sensu Trewavas, 1983) は、カワスズ 

メ科Cichlidae に属するアフリカ原産 

の淡水魚であるが、食用などの目的で 

古くから世界各地へ移植が試みられて 

いる (Lever, 1996)。ティラピア類には 

非常に多くの種があるが、日本へはこ 

れまで12～13種が導入され (丸山, 1977 

a, 1977b; 丸山ほか, 1987)、そのうちモ 

ザンビークティラピアOreochromis 

mossambicus、ナイルティラピアO. 

niloticus、ジルティラピアTilapia zillii 

の3種が野生化している (今井, 1980;  

山岡, 1989; 幸地, 1997; 和名は幸地に従 

う)。

著者は、毎年夏季に沖縄を訪れてい 

るが、その際に沖縄県内のいくつかの 

河川でティラピア類が生息しているの 

を確認した。本報では、その生息状況 

の概要について報告する。

モザンビークティラピア

Oreochromis mossambicus 
(Peters, 852) 

(Fig. 1)

同　定
本種は、外見上の特徴として、体側 

に明瞭な横帯がないことでナイルティ 

ラピアと、背鰭後部の基底近くに黒色 

円斑がないことでジルティラピアとそ 

れぞれ区別される (波戸岡, 1993; 幸地,  

1997)。
また、繁殖期における本種の雄は、 

頭部下面の白色部、背鰭と尾鰭の赤い 

縁辺を除き、体や鰭がほぼ全体的に黒 

くなる (山岡, 1989)。久米島の阿里川 

に生息するいくつかの個体は、これら 

の特徴がよく一致した (Fig. 1)。 

生息状況
久米島具志川村仲泊の阿里川で、 

1999年7月に目視により生息を確認し 

た (Fig. l)。石垣島の宮良川の支流お 

よび新川川でも1999年9月に本種と思 

われる魚群を確認した。

阿里川は、流程の非常に短い河川で、 

渓流域が河口の感潮域にそのまま連続 

する。本種が生息するのは下流の感潮 

域で、底質は砂泥、仲泊部落の中心部 

を流れるために、生活排水が相当に流 

入し、河川水は非常に汚染されている。 

高潮時には海水が逆流し、かなり高塩 

分になるものと思われる。

宮良川の支流は、河川工事が施され 

ているものの、自然状態に近い環境で 

あるように思われた。

新川川は、平野部を流れる比較的流 

程の長い河川であるが、その中流～下 

流域の淵に本種が生息していた。この 

川は、石垣市の市街地近くを流れ、阿 

里川ほどではないものの、水質は良好 

ではないように思われた。

久米島、石垣島の個体群とも10～20 

個体程度で群泳し、物音や振動に非常 

に敏感であったが、平静時には水面近 

くでホバーリングしている個体が多く 

みられた。

分　布
本種の本来の分布域は、アフリカ大 

Fig. 1.  久米島阿里川に生息するモザンビークティラピア (1999年7月20日撮影). Mozambique 
tilapia Oreochromis mossambicus inhabited Asato River, Kume Island, Okinawa (20, July, 
1999). Photo by K. Yokogawa.
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陸東南部のインド洋に流入する河川 

で、モザンビークのザンベジ川やリン 

ポポ川水系を分布の中心とし、南は南 

アフリカに至る (Trewavas, 1983; 阿 

部, 1986; 山岡, 1889; Lever, 1996; 幸地,  

1997)。
本種は、日本へは1954年にタイおよ 

び台湾のふたつのルートから移入され 

た (丸山ほか, 1987）。タイも台湾も自 

然分布地ではなく、日本よりも以前に 

移入され、繁殖していた (Lever, 

1996)。
タイ産の種苗は水産庁淡水区水産研 

究所が、台湾産の種苗は東京水産大学 

がそれぞれ受け入れ、養殖試験などが 

行なわれた。一時は全国各地の温泉地 

で養殖されたが、泉質によっては悪臭 

があること、外観上美形ではないこと 

もあり、養殖は中止された (丸山ほか,  

1987)。
沖縄県には1954年に台湾から移入さ 

れたが (幸地, 1997)、これは前述の東 

京水産大学に導入されたものとは別ル 

ートのようである (丸山, 1977a)。移入 

後、本種は食用魚として各地に放流さ 

れ、現在では県内のほぼ全域に分布し、 

沖縄の代表的な川魚になっている (幸 

地, 1997)。

久米島で本種の生息を確認したのは 

阿里川のみで、河口の隣接する近傍の 

河川では確認されなかった。本種は海 

水とほぼ等しい30‰の塩分濃度でも成 

長、繁殖し、70‰程度までは生息可能 

であるとされる (丸山ほか, 1987; 山岡,  

1989)。このように本種は塩分に対して 

強い耐性があり、南太平洋の環礁内の 

海水域にも生息している (山岡, 1989;  

Lever, 1996)。しかし、久米島では河川 

から積極的に降海しないものと推定さ 

れ、そのために分布域が特定の河川か 

ら拡大しないものと思われる。

備　考
沖縄で本種が増え始めた頃は、釣っ 

て食べることもあったが、生活排水や 

畜産排水が流れ込む所に多いので、汚 

いところに住む魚というイメージが強 

く、現在ではほとんど利用されていな 

い (幸地, 1997)。繁殖力が強く、沖縄 

には天敵魚種も少ないので、急速に増 

加した (幸地, 1997)。蚊の駆除を目的 

として放流されたこともある (白井,  

1982)。水質汚染に強く、水が真つ黒く 

汚れたどぶ川にもみられる。雑食性で、 

生活排水に含まれている残飯なども食 

べるので (幸地, 1997)、まるで人間が 

餌を与えているようである (幸地,  

1991)。
生息適水温は20～35℃で (丸山ほか,  

1987)、15℃以下で死亡するが (阿部,  

1986; 山岡, 1989)、沖縄の河川の水温 

環境は本種の生息によく適しているも 

のと思われる。水温条件がよければ周 

年産卵し、3～4週間に1回産卵する 

 (丸山ほか, 1987)。水温22℃以上になる 

と産卵行動を開始し、雄が水底に円形 

の産卵巣を作り、雌を導いて産卵させ 

る (丸山ほか, 1987; 山岡, 1989)。受精 

卵は雌親魚によって口腔哺育され、孵 

化するまで口腔内で保護されるととも 

に、仔魚は孵化後もしばらくの間は雌 

親の口内を避難場所として利用するた 

め、雌親の周囲に留まる (山岡, 1989)。 
このような在来の淡水魚にはない特殊 

な産卵生態も、沖縄で本種が増えたひ 

とつの要因と考えられている (幸地,  

1991)。

ナイルティラピア

Oreochromis niloticus 
(Linnaeus, 1758) 

(Figs. 2 & 3)

同　定
本種は、外見上の特徴として、体側 

に横帯があることでモザンビークティ 

ラピアと、背鰭後部の基底近くに黒色 

円斑がないことでジルティラピアとそ 

れぞれ区別される (波戸岡, 1993; 幸地,  

1997)。今回観察、撮影された個体は、 

横帯の存在によって本種に同定された 

 (Figs. 2 & 3)。
また、繁殖期における本種の雄は、 

横帯が消えて背鰭および尾鰭の縁辺が 

淡紅色になる(山岡, 1989; 波戸岡,  

1993) が、モザンビークティラピアの 

ように縁辺を除いて鰭全体が黒くなる 

ことはなく、尾鰭には細かい横縞が認 

められる (Fig. 2)。

生息状況

与那国島祖納の田原川で、1994年9 

月と1999年9月に (Fig. 2)、沖縄島那覇 

市牧志の安里川で1997年8月に (Fig. 

3)、それぞれ生息を確認した。特に安 

里川では夥しい数の個体が群泳してい 

た (Fig. 3)。

田原川は宇良部岳の麓の湧水を源と 

する全流程1kmほどの小河川であり、 

渓流域はなく、全流程を通して流れは 

非常に緩やかである。河口近くにはマ 

ングローブがわずかに発達し、河口域 

以外は生活排水の影響を受けないの 

で、水は清澄である。本種はこの川の 

ほぼ全域にわたって生息しており、水 

面近くでホバーリングしていることが 

多いが (Fig. 2)、ときに数十尾ほどの 

大きな群をなして活発に遊泳すること 

もある。モザンビークティラピアと同 

様に、物音や震動には敏感であった。

安里川は那覇市の中心部を流れ、川 

底は浅く、やや流速のある河川である。 

著者がナイルティラピアを観察したと 

きは、河川水はやや濁っており、小さ 

な堰の下で非常に多くの個体がひしめ 

きあい、流下してくる餌料を奪い合っ 

ているように見えた (Fig. 3)。

分　布
本種の本来の分布域は、アフリカ大 

陸西部および北部の河川で、ニジェー 

ル川、ガンビア川、チャド川およびナ 

イル川水系などである (Trewavas, 

1983; 阿部, 1986; 山岡, 1989; Lever, 

1996; 幸地, 1997)。アフリカ以外では、 

イスラエルのヤルコン川とヨルダン渓 

谷に生息するものは、自然分布と考え 

られている (Lever, 1996)。

本種が日本へ移入されたのは1962年 

のことで、エジプトのアレキサンドリ 

ア水族館の稚魚が、元鹿児島大学の今 

田氏の仲介により、水産庁淡水区水産 

研究所に持ち込まれた。この稚魚は、 

東宮御所、埼玉県水産試験場、鹿児島 

大学、淡水区水産研究所の4機関に配 

分され、養殖技術等に関する試験研究 

が行なわれた。そして、増殖された種 

苗は、全国各地の養殖業者などの手に 
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渡り、一時は北海道から沖縄までの各 

地で養殖されていた (丸山ほか, 1987)。

沖縄へは1970年代に国内の他地域か 

ら移入され、池中養殖されていたが、 

1980年頃から養殖場付近の川でもみら 

れるようになった (幸地, 1997)。田原 

川、安里川のナイルティラピアも、お 

そらくこのようにかつて養殖されてい 

たものが、逸出あるいは遺棄されて繁 

殖したものと推定される。

備　考
本種の生息適水温は24～32℃である 

が (丸山ほか, 1987)、馴致すれば10℃ 

でも生息でき (丸山, 1977b; 山岡,  

1989)、モザンビークティラピアよりも 

低水温に対する耐性が強い (望月,   

1985)。従って、沖縄の河川の水温環境 

で生息することは容易である。水温条 

件がよければいつでも産卵し、季節的 

なものはない (丸山ほか, 1987）。水温 

19℃以上になると、雄が水底に円形の 

産卵巣を作り、雌を導いて産卵させる 

 (丸山ほか, 1987; 山岡, 1989)。産卵、 

繁殖生態はモザンビークティラピアと 

ほとんど同様である。

塩分濃度は24‰までは耐えるが、産 

卵はせず (丸山ほか, 1987)、モザンビ 

ークティラピアより塩分耐性は弱い。 

温泉水や工場の温排水でも飼育が可能 

で、かなり汚れた水中でも生存する (丸 

山ほか, 1987)。沖縄島中南部の河川は、 

畜産排水によって著しく汚染されてお 

り、ほとんどの河川で淡水魚はごくま 

れにしかみられないという (宇井,  

1997)。今回、安里川で目視した限りで 

は、ナイルティラピア以外の魚種は確 

認されず、おそらく本種だけがここに 

生息し得る魚類なのであろう。

与那国島の田原川には、南米原産の 

スクミリンゴガイPomacea canaliculata 

が多産し、これもティラピア類と同様 

にかって養殖されていたものが逸出あ 

るいは遺棄されて定着したものとみら 

れている (横川, 1995)。

モザンビークティラピアとナイルテ 

イラピアは、原産地では分布が重複し 

ていないが (山岡, 1989)、両種間で容 

易に交雑を起こすことが知られている

Fig. 2. 与那国島田原川に生息するナイルティラピア (1999年9月15日撮影). Nile tilapia Oreo
chromis niloticus inhabited Tabaru River, Yonaguni Island, Okinawa (15, September, 1999). 
Photo by K. Yokogawa.

 (Taniguchi et al., 1985; Macaranas 

et al., 1986; 米山ほか, 1997) 。従って、 

これら2種が同所的に生息する沖縄で 

は、すでにあちらこちらで交雑が生じ 

ていると推測される。両種間の雑種F1 

には妊性があり、F2以降も再生産が可 

能なので、両種の集団が混合した場合 

には、相互に激しい遺伝子流入を生じ 

る (Taniguchi et al., 1985; Macaranas 

et al., 1986; 米山ほか, 1997) 。そうな 

るともはや“種”というものは存在し 

得なくなる。

日本に定着したティラピア類は、今 

のところオオクチバスやブルーギルの 

ように“目に見える問題”(全国内水面 

漁業協同組合連合会, 1992) は引き起 

こしていないようだが、このような遺 

伝的攪乱の問題も含めて、その現状に 

ついて考え直してみるべきである。ま 

た、外来種のティラピア類しか棲めな 

くなってしまった沖縄の河川の現状に 

ついても憂慮すべきであろう。
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Abstract
Tilapias inhabited Ryukyu Islands, 

Japan

Kōji Yokogawa
(Kagawa Prefectural Fisheries Experi

mental Station, 75-5 Yashimahigashimachi, 
Takamatsu, Kagawa 761-0111, Japan)

Two species of tilapia, Oreochromis mos
sambicus (Mozambique tilapia) and O. 
niloticus (Nile tilapia) which are originat
ed from Africa were observed to be 
propagated in Ryukyu Islands, Japan. 
They both were introduced into Japan for 
food resources, however nowadays, they 
are hardly utilized. During such a process, 
some of them might released into rivers, or 
escaped from nurseries, thus they have set
tled themselves at some localities in Japan. 
Since the climate of Okinawa is subtropi
cal, which is suitable for the tilapias, allow
ing them to settle there easily. Recently, 
they are distributed everywhere in Oki
nawa, however, such a status should be 
reconsidered including pollution of rivers in 
Okinawa where only tilapias can inhabit.
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