
リュ ウ キ ュ ウ ア ユ Plecoglossus altivelis

ryukyuennsisは，基亜種アユP. a. altivelisと
同様に，体長10 mm以上の仔稚魚期を汽水域と海
域の岸沿いで生活することが知られている（Senta

and Kinoshita, 1985;  塚本ほか，1989;  高橋ほか，
1990;  田子，2002b;  Azuma et al., 2003; 岸野・四
宮，2005）．基亜種アユでは体長10 mm未満の個
体は汽水域から採集され，海域から採集されるこ
とはほとんどない（Saruwatari, 1995;  Takahashi et

al., 1998;  田子，2002a;  東ほか，2003）．このた
め，リュウキュウアユでも体長10 mm未満の個体
は汽水域をおもな生息場所とすると予想されるが，
その実態は不明である．孵化仔魚の体長は両亜種
ともに5–6 mmと大差なく（田子，1999;  岸野・四
宮，2004），体長10 mmに達する期間は，両亜種
ともに飼育下で孵化後 1 0 日前後を要する
(Fukuhara and Fushimi, 1986; Tachihara and

Kawaguchi, 2003)．この間，孵化した仔魚がどのよ
うにして河川を流下し，体長10 mm前後まで成長
後，汽水域あるいは海域の岸沿いに出現するかは
基亜種アユも含めて不明な点が多い．
本研究では，奄美大島のリュウキュウアユの最
大生息河川である役勝川（西田ほか，1992;  澤志
ほか，1992;  四宮，1997）において，産卵場直下
から汽水域にかけて 3定点で採集を行い，体長
10 mm未満のリュウキュウアユ仔魚の初期分散過
程を検討した．

材 料 と 方 法

調査定点 奄美大島は九州最南端の佐多岬から
南南西約 300 kmに位置する (Fig. 1)．本島の中南
部を流れる役勝川は，島内では住用川に次ぐ規模
を有し，住用川とともに形成する河口域と住用湾
西部域が，リュウキュウアユ仔稚魚の最大生息域
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となっている（岸野・四宮，2005）．この汽水域
はメヒルギKandelia candelを主としたマングロ－
ブ林に覆われ，干潮時には広大な砂泥質の干潟が
出現する（Fig. 1の点線域内は干潟を示す）．この
住用湾に流入する役勝川の淡水域から汽水域にか
けて次の3定点を設けた．Y1は淡水域下限にあり，
産卵場と連続する瀬（産卵場からの距離約0.1 km）
であった (Fig. 2)．Y2は河川内の汽水域で，河床
型は干潮時に出現する淵（約1.1 km）とその下流

側に隣接する瀬（約1.3 km）であった．Y3は河川
の外に位置する汽水域で，河床型は干潮時に出現
する瀬（約2.3 km）とその直後の淵（約2.5 km）
であった．なお，河床型は干満の影響のある汽水
域内では本来適用されないが，本報告では干潮時
に出現した瀬や淵状の河床形態についても河床型
を使用した．各定点の塩分および水温は岸野・四
宮(2005)のFigs. 2，3に示されている．
河川で孵化したアユ仔魚は，流水中を受動的に
流下すると考えられている（小山，1978;  塚本，
1988;  西田，1989;  田子，1999）．この見解に従え
ば，産卵場から河口域までの流速と距離を測定す
ることによって，仔魚が河口域まで到達する時間
を推定することが可能となる（田子， 1999）．
2002年4月28日の大潮干潮時に，Y1–Y3までの調
査区間に出現した各河床型の位置を鹿児島県住用
村発行の1/5000地形図に記録し，河床型ごとに流
心域3個所の流速を測定した．流速は中性浮力に
調節した100 ml容器を2 m流し，その流下時間か
ら算出した．こうして得られた河床型ごとの平均
流速と流程距離を用いて，産卵場から各定点まで
の仔魚の流下時間を推定した (Fig. 2)．また，調査
区間内に形成されていたすべての瀬について，上
げ潮によって消失した瞬間の時刻も記録した．こ
の時刻の潮位を名瀬港（名瀬港と住用湾では潮位
に差がない）の潮汐周期グラフ（潮汐予測ソフト
TIDEWIN）から読み取り，この潮位をその瀬の地
盤高と判断し，河川勾配図を作成した (Fig. 2)．汽
水域の定点では上げ潮による逆流が観察された．
逆流によって仔魚が再び河川内へと運搬される可
能性があるため，各定点の逆流の影響を把握して
おく必要がある．1日のうち逆流が生じるのは，そ
の定点の地盤高以上に潮位が上昇し，満潮時刻を
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Fig. 1. Location of study stations in the freshwater
(Y1) and brackish water areas (Y2, Y3) in the Yaku-
gachi River flowing into Sumiyo Bay. White, gray and
black circles indicate spawning ground, riffles and
pools, respectively. Riffles and pools at each station
were adjacent. Dotted lines indicate tidal flats in
Sumiyo Bay.

Fig. 2. Profile of estuarine waters in the Yakugachi
River. Symbols as in Fig. 1. Numbers in parenthesis
indicate estimated transit time (minutes) through each
riverbed type.



迎えるまでの時間と考えられる．そこで，潮汐周
期グラフと定点の地盤高を用いて，調査期間前後
の1月1日–3月31日まで毎日について逆流時間を
推定し，各定点における逆流の影響を査定した．
採集 採集は仔魚ネット（網開口部40�70 cm，

側長 210 cm，目合 0.4 mm）の設置および曳網に
よって行った．曳網は両下隅に1 kgずつ錘を付け
た仔魚ネットに10 mのロ－プを付け，採集者がそ
の先端を持ちフィンをつけて岸と平行に200 mを
遊泳して行った．表層を曳く際には仔魚ネット上
縁が水面と接するように浮子によって調節し，底
層曳き時は浮子を除いた仔魚ネットの下縁が底層
と接するように目視でロ－プの長さを調節しなが
ら遊泳した．遊泳速度は一定でなく明らかでない
が，1回の採集に要した時間が15分前後であった
ことを考慮すると，およそ0.2 m/sと考えられた．

Y1では2002年1月21日—3月27日の期間中に6

日（Fig. 3;  丸印は各定点の調査日を示す），孵化
のピーク時である20–22時（岸野・四宮，2004）
に1時間間隔で3–5分間，計18回，瀬の流心域に
仔魚ネットを設置した．Y2では流れが下流方向に
一定（潮位65 cm以下; Fig. 2）となる時間帯の夜
間に瀬の流心域で6回，淵の流心域で表層と底層
（水深約1.2 m）に分けてそれぞれ3回，仔魚ネッ
トを5–30分間設置した．また，淵の流心域では，
それに加えて表層と底層（平均水深1.3 m，範囲
0.7–2.5 m，n�10）で2回ずつ，仔魚ネットを曳網
した．日中も同様の採集を行ったが，瀬での設置
は1回少なく，淵での曳網は2回多かった．Y3で
は下流方向への流れが一定（潮位0 cm以下;  Fig.

2）となる大潮から中潮時にかけての干潮時の夜間
に瀬の流心域で3回，下流側の淵の流心域で表層
と底層（水深約2 m）に分けてそれぞれ8回と6回，
仔魚ネットを4–30分間設置した．各採集時の濾水
量は仔魚ネットを設置した際にはネットの開口面
積，流速および設置時間から，曳網した際には開
口面積と曳網距離から算出した．なお，Y1の下流
の淵（水深：1.2 m）で底層流速を測定したところ
表層流速の92–100% (n�3)であり，底層流速は表
層流速を代用した．
採集した仔稚魚は直ちに10%ホルマリンで30分
間固定して選別計数し，70%アルコ－ルで保存し
た．採集した計測可能なすべての個体について体
長（脊索屈曲完了後は標準体長，それ以前は脊索
長）を，接眼マイクロメ－タ付き実体顕微鏡下で
測定した．Y2とY3で採集した仔魚の一部（237

個体中 87個体）から耳石を摘出し，Tsukamoto

and Kajihara (1987) に従って日齢査定を行った．

結　　　　　果

流下時間と逆流時間 大潮の干潮時ではY1–Y3

の区間に瀬と淵がそれぞれ6箇所出現した (Fig. 2)．
流 速 範 囲 は瀬 で 0.41–0.83 m/s (n�18)， 淵 で
0.07–0.25 m/s (n�18)であった．この河床型ごとの
流速と流程距離によって，干潮時における産卵場
からの流下時間はY1まで3分，Y2の瀬まで3.1時
間，Y3の淵まで 5.8時間と推定された (Fig. 2)．
Y1–Y3の地盤高は160，65，0 cmの潮位に相当し，
Y1–Y3までの高低差は160 cmと小さく勾配は緩や
か (0.07%)であった (Fig. 2)．Y1–Y3の地盤高以上
に潮位が上昇し，満潮に達するまでの平均逆流時
間は1日のうちそれぞれ1.7，8.1，11.0時間と推定
された (Fig. 3)．河川内では下流へと向かう順流と
上げ潮による逆流の流力勾配の均衡が崩れる時に
初めて流れは上下流へと向かうため，Y1とY2の
逆流時間はさらに短くなると考えられた．実際，
Y1では水位が上げ潮によって上昇した時でさえ，
流速は遅くなったものの逆流は観察されなかった．
本調査を行った1–3月は，夜間の潮位が年間で最
も低下する時期で，大潮の干潮時では潮位が平均
�4 cm（範囲，�27–16 cm）まで低下し，Y3より
下流側まで河川状の流れが出現した．大潮時の夜
間の満潮時刻は18:00–20:00の間で，産卵場から
Y3までの推定流下時間が5.8時間であったことか
ら，満潮時刻前後に孵化した仔魚の多くは干潮時
までにY3よりも下流側へと流下すると予想され
た．一方，小潮時では夜間の潮位が平均 48 cm
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Fig. 3. Daily changes in estimated time of tidal in-
flow current from Sumiyo Bay to the Yakugachi River
at each station. Solid circles in panel indicate sampling
dates at each station.



(21–79 cm)までしか低下せず，Y3より下流側に河
川状の流れは出現しなかった．小潮時の夜間の満
潮時刻は22:00–02:00の間で，干潮時までにY2よ
り下流側へと流下するものの，Y3まで達する仔魚
は大潮時より少数と予想された．
採集個体の体長 産卵場との距離が100 mと短
いY1で採集された個体は6 mm未満の単一な体長
組成を示した (Fig. 4)．Y2とY3では体長 6 mm未
満の仔魚とともに，より大型の個体も多く採集さ
れた．Y2とY3ともに体長10 mm以上の個体は少
なく，特にY2では体長17 mm以上の，Y3では体
長13 mm以上の個体はほとんど採集されなかった．
各定点の採集個体の平均体長はY2 (8.0 mm)，Y3

(7.4 mm)，Y1 (5.5 mm)の順に大きく，定点間で有
意な差が認められた (Kruskal-Wallis test: H� 50.68,

P�0.001)．Y1での採集個体の体長は他の定点の
個体よりも有意に小さく，Y2とY3の間では差が
認められなかった (Scheffe’s F test: Y1 vs. Y2,

P�0.001;  Y1 vs. Y3, P�0.01;  Y2 vs. Y3, P�0.26)．
Y2での昼夜別の平均体長は，日中で7.6 mm，夜
間で8.1 mmであり，両者の間には有意な差が認め
られなかった (Mann-Whitney’s U-test: U�2447, 

P�0.78)．
成長 Y2とY3で採集された個体の体長 (y) と
耳石から推定した日齢 (x) との間には次の有意な
正の直線関係が成立した（単回帰分析： n�87,

R2� 0.94, P�0.001;  Fig. 5）．

y�0.570x�5.319

この式から，リュウキュウアユ仔魚は孵化後1

日では5.9 mm，3日では7.0 mm，6日では8.7 mm，
10日では11.0 mmに成長すると推定された．
採集密度 Y2とY3での夜間におけるネット設
置時の採集結果を用いて，瀬と淵別に，また淵で
は層別にリュウキュウアユ仔魚の採集密度に差が
あるかを検討した (Table 1)．その結果，河床型間
での採集密度の差は認められず (Mann-Whitney’s

U-test: U�47, P�0.20)，淵における層別密度の差
も認められなかった (U�40, P�0.47)．
夜間の各定点におけるネット設置時の採集密度
は，Y2，Y3，Y1の順に高く，定点間で有意な差
が認められた (Kruskal-Wallis test: H�7.51, P�

0.02)．どの定点間で採集密度に差があるかを検討
すると，Y2ではY1より採集密度は有意に高かっ
たものの，Y2とY3およびY1とY3の間では差が
認められなかった (Scheffe’s F test: Y1 vs. Y2,

P�0.02;  その他の組み合わせ，P�0.05）．
日中におけるY2でのネット設置時の採集密度は

0.02個体/m3と著しく低く，日中での仔魚の流下
はほとんど認められなかった (Table 1)．しかし，
曳網してみると表層ではまったく採集されなかっ
たものの底層では採集され，Y2に仔魚が生息する
ことが確認された．この日中での底層密度は夜間
における曳網時の採集密度と有意な差が認められ
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Fig. 4. Frequency distributions of body length (BL:
notochord length in preflexion and flexion larvae, stan-
dard length in postflexion larvae and juveniles) at each
station in the Yakugachi River flowing into Sumiyo
Bay. Gray and white bars indicate night and day col-
lections, respectively. Numbers in each panel indicate
mean and ranges of measurements.

Fig. 5. Relationship between age in days (x) and
body length (y) of Ryukyu-ayu larvae collected at Y2
and Y3.



な か っ た (Mann-Whitney’s U-test: U�11.5, P�

0.31)．なお，Y1では3月22日以降，Y2およびY3

では3月27日（調査期間中最長の30分間ネット設
置）以降，仔魚は採集されず，これらの日の採集
結果は除外して採集密度を算出した．

考　　　　　察

流下行動 富山県庄川では最下流の産卵場直下
とその下流側約5 kmの河口部で採集した仔魚の平
均体長差が最大0.4 mmしかなく，流速から推定し
た地点間の流下時間が流下のピーク時刻の差と概
ね一致することから，孵化仔魚は河川流に乗って
流下し，その日のうちに河口域に到達すると考え
られている（田子，1999）．このように，アユ孵化
仔魚の流下は河川流に対して受動的とする見解が
一般的である（小山，1978;  塚本，1988;  西田，
1989;  田子，1999）．今回の採集結果でも，すべ
ての定点で体長の最頻値が5.0–5.9 mmと一致した
ため (Fig. 4)，産卵場からY3まで孵化した日の夜
間のうちに流下した仔魚が多いと推測された．し
かし，産卵場からの距離が1.1–1.3 kmと短く，小
潮時でさえ干潮時には干出し，上げ潮の影響も小
さいなど，仔魚が流水中を受動的に流下するなら
ば，滞留し成長する機会が少ないはずのY2におい
て，孵化仔魚より大型の体長10 mm未満の仔魚が
夜間には多数流下していた．また，仔魚が滞留し
やすい環境条件のY3では，Y2より採集密度が高

く大型の仔魚も多いと考えられるが，実際はそう
ではなかった．このような採集結果を，受動的な
仔魚の流下行動から説明することは困難である．
高橋 (2005) は四万十川では孵化後2–3日の仔魚が
深夜から明け方にかけて流下し，その他の時間帯
では流下しないこと，矢作川では河口から
10–40 kmの範囲にある複数の定点でも，仔魚は夜
間にのみ集中的に流下し，それら流下仔魚の中に
は卵黄指数0–1（塚本，1991）の個体が多数含ま
れていることを指摘し，日中には流下しないとい
う仔魚の能動的な行動を予察している．本調査結
果においても，Y2では日中に仔魚がほとんど流下
しなかったものの，曳網すると淵の底層でのみ採
集されたことから，日中の仔魚は能動的に流れの
緩やかな淵の底層で定位し，ほとんど移動しない
と考えられた．このような現象によって，下げ潮
時に流下する機会は半減し，結果的に海域まで遠
く分散する仔魚は少なくなると考えられる．
日中に仔魚が淵の底層に分布するだろうという
推察は，アユ仔魚の走光性および体比重をもとに
すでに高橋 (2005) によってなされている．すなわ
ち，アユ仔魚は照度10000 lux以上で負の，それ以
下で正の走光性を有し（小山，1978），体比重は
昼間に増加し，夜間減少するため（北島ほか，
1998），昼間は負の走光性と体比重の増加によっ
て淵などの緩流部の底層に移動するというもので
ある．本調査結果はこのような日周変化に伴う仔
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Table 1. Variations in total larval density (individuals/m3) collected by two different sampling methods 
at each station from January to March in 2002

Sampling method
St. No Time of day Environments

Setting Total Towing Total

Y1 Night Riffle 0.06 (466, n�15)* 0.06 — —

Y2 Day Riffle 0.02 (222, n�5) —

Pool
Surface 0.00 (28, n�3) 0.01 0.00 (224, n�4) 0.08
Bottom 0.00 (28, n�3) 0.17 (224, n�4)

Night Riffle 0.38 (262, n�5) —

Pool 
Surface 0.16 (25, n�3) 0.36 0.13 (112, n�2) 0.08
Bottom 0.28 (25, n�3) 0.03 (112, n�2)

Y3 Night Riffle 0.16 (238, n�2) —

Pool 
Surface 0.29 (88, n�8) 0.18 — —
Bottom 0.11 (97, n�6) —

* Numbers in parentheses indicate volume of total filtered water (m3) and number of samplings.



魚の鉛直移動を野外において初めて確認したこと
になる．
成長と流下 3月27日の夜間では，Y2とY3そ
れぞれの瀬で調査期間中最長の30分間，仔魚ネッ
トを設置したが，流下仔魚をまったく採集できな
かった．Y2とY3には遡上前のリュウキュウアユ
仔稚魚 (8.3–38.5 mm) が岸沿いに高頻度で出現し，
両定点ではそれぞれ体長18 mmと12 mm以上の個
体が多く採集されている（岸野・四宮，2005）．
本調査で得られた仔魚は Y2と Y3それぞれで
17 mmと 13 mm以上の個体が著しく少なく (Fig.

4)，流下する仔魚の最大体長と岸沿いに出現する
仔魚の最小体長は両定点でそれぞれ一致する．し
たがって，3月27日に流下仔魚を採集できなかっ
たのは，その定点より上流側に仔魚が生息してい
なかったわけではなく，夜間においても流下しな
かったことを意味する．Tsukamoto et al. (1975) は
全長12.4 mmのアユ仔魚の巡航速力は0.06 m/sで，
全長20.0 mmでは0.09 m/sであることを実験により
明らかにしている．Y2–Y3間の淵流心域での表層
最低流速が 0.07 m/sであったことを考慮すると，
成長し体長12–18 mmに達したリュウキュウアユ仔
魚は遊泳能力の上昇とともに夜間でさえ流下しな
い個体が多いと推測される．
以上のように，体長10 mm未満のリュウキュウ
アユ仔魚は汽水域で多く採集され，体長10 mm以
上の仔稚魚も汽水域をおもな生息場所としている
（岸野・四宮，2005）．したがって，リュウキュウ
アユは遡上までの初期生活の場として一貫して汽
水域を利用しており，汽水域の環境保全はリュウ
キュウアユ保護のために必要不可欠と考えられる．
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