
トビハゼPeriophthalmus modestusはハゼ科オク
スデルクス亜科に属し，本亜科に属する種

の中で最も北部に分布する種である．日本では東
京湾以南，沖縄本島以北の泥干潟に生息しており，
東京湾奥部は日本における北限の生息地である
（萩原，1996;  田中，1999）．同時に東京湾は東日
本における本種の唯一の生息地であり，東京湾よ
り南の生息地は愛知県以南である．そのため東京
湾の個体群は他の地域と著しく隔絶されており，
環境省により「絶滅のおそれのある地域個体群」

に指定されている（瀬能，2003）．東京湾内にお
ける主要な繁殖地は，萩原 (1996) および田中
(1999) の報告にある谷津干潟・江戸川河口・行徳
鳥獣保護区の3地点である．その他，葛西臨海公
園人工なぎさ（三森・多田私信），東京港野鳥公
園（有田私信）などで少数の個体の繁殖が確認さ
れており，多摩川河口においても繁殖の可能性が
示唆されている（伊藤ほか，1999）．
本種の稚魚は，孵化後約30–50日程度の浮遊生
活の後，干潟面での底生生活に移ると考えられて

東京湾奥部新浜湖におけるトビハゼPeriophthalmus
modestus（ハゼ科）の繁殖生態と稚魚の出現，
および生息に好適な環境について
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Abstract Reproductive ecology of the mudskipper Periophthalmus modestus
was studied at Shinhamako Lagoon, inner part of Tokyo Bay, the northernmost
habitat in Japan, in terms of conservation biology. Observation of courtship behav-
ior and monthly capturing of fish to measure body length and weight were made
from May to October 2004. Courtship behavior was recorded from June to August,
indicating that spawning season ran this period. It took place at the low tide that
occurred after 10:00 A.M. and only at the part of mud flat near reed field. Body
length of the females were significantly larger than that of the males. Condition
factor decreased from June to July, and moderately increased until October. Energy
preserved in body mass may be converted to reproductive activity after start of
spawning period. Distribution of juveniles was observed weekly from July to Sep-
tember 2005. Most of the juveniles were observed near reed field, not at the open
part of the mud flat. These results indicate that continuity between mud flat and
reed field is important for the conservation of this species.
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いる（小林ほか，1972;  萩原ほか，1993;  田中,

1999）．しかし，東京湾奥部においては夏期に頻
繁に発生する貧酸素水塊によって，浮遊幼生期を
持つ生物の加入が妨げられることが指摘され（風
呂田，1997），他の生息地由来の仔魚が加入でき
る可能性が低いと思われる．また，日本での分布
の北限にあたる東京湾では夏期に低温が続くと繁
殖が妨げられ，新規加入が不安定であることが示
唆されており，実際に冷夏であった1993年には，
江戸川河口および谷津干潟において，本種の稚仔
魚が全く確認されなかった（田中，1999）．
以上のことから本種の東京湾の個体群は地理的
に他の分布域と隔絶され，また生息域が泥質干潟
という限られた環境であるため，生息環境を含め
た包括的な保護策が求められている（萩原，1996）．
本調査は，今後の東京湾のトビハゼ個体群の保護
策を考慮する上で必要となる，繁殖盛期，繁殖の
周期，繁殖場所などの繁殖特性についての基礎的
な知見を得ること，また稚魚の干潟面での出現状
況を明らかにし，稚魚の微細生息場所の選好性を
把握することを目的とした．

調査地と方法

調査地の概況

東京湾内で最も個体数が多く見られる，千葉県
市川市に位置する行徳鳥獣保護区新浜湖（以下，
新浜湖）の北西部に位置する通称セイゴ水道の最
北部を調査地とした (Fig. 1a) ．本地点は，新浜湖
が江戸川河口と連結して海水交換が行われている
千鳥水門から最も遠い場所にあり，護岸とヨシ原
に挟まれた入り江状の地形に干潟が形成されてい
た．干潟面はヨシ原から30 cm程度の高低差のあ
る斜面の下に位置し，全域に軟泥が厚く堆積して
いた．

調査方法

本調査においては，体長，肥満度の季節変化，
求愛行動の頻度および様式，そして稚魚の新規加
入状況の観察を行った．
体長および肥満度の測定 2004年5月から10月
にかけて毎月1回（5月6日，6月14日，7月5日，
8月16日，9月14日，10月12日），セイゴ水道北
部の干潟面において出現したトビハゼを28–55個
体，タモ網を用いて捕獲し，麻酔後に性別・体
長・全長・湿重量を測定・記録した．性別の判定
は萩原 (1996) に従い，生殖突起の形状の相違

（雄は細長く，雌は太短い）により区別した．雌
については生殖腺の部位に相当する腹部に，外見
上膨満が認められるものを卵が成熟しているもの
と判断した．肥満度 (Condition Factor: CF) は，湿
重量 (g) を体長 (cm) の3乗で除して算出した．体
長および生殖突起の発達度合から，当歳魚と判断
された個体は測定から除外した．捕獲した個体は
麻酔から覚醒した後に捕獲地点に放流した．
求愛行動の頻度および様式 セイゴ水道の北端
部にヨシ原際と干潟面を含む9 m�15 mの観察区
を，捕獲調査を行った範囲とは重複しないように
設定した (Fig. 1b)．観察は，2004年5月から10月
にかけて毎月1回（5月17日，6月29日，7月24

日，8月18日，9月28日，10月14日），また潮汐
周期と繁殖周期との関連を検討するため，同年7

月17日から8月1日の15日間，各日とも最干潮の
1時間前後の2時間に行い，雄による雌への求愛の
回数を計数した．求愛回数は，同一のペアで連続
して行われた場合を1回として計数した．この際，
トビハゼの行動に影響を与えないために，ヨシ原
の対岸となる護岸の上から双眼鏡又は単眼鏡を用
いて観察した．
稚魚の出現状況 2005年7月から9月にかけて

12回 （7月 8日，19日，25日，31日，8月 8日，
15日，22日，29日，9月5日，12日，20日，28

日），セイゴ水道のヨシ原際 (A)，中央部 (B)，護
岸際 (C) に長さ20 m，幅 1 mの測線を3本設けて
観察を行った (Fig. 1b)．ヨシ原際 (A) はヨシ原と
緩斜面で連続し，ヨシが干潟面の随所に侵入して
いた (Fig. 2)．中央部 (B) は大きな立体構造物のな
い単一の干潟面でのみ構成されていた．護岸際
(C) は，鋼矢板で護岸された導流堤の直下にあた
り，一部に導流堤に生じた破損部からの砂の流入
が認められ，周囲より10 cm程度盛り上がった箇
所が見られた．鋼矢板にはシロスジフジツボ，マ
ガキおよびムラサキイガイなどの付着生物が現れ
たが，それ以外の場所はほぼ単一の緩斜面をなす
干潟面で構成されていた．干潮時に測線の直側を
徒歩で観察し，出現した稚魚を測線ごとに体サイ
ズを区分して出現数を記録した．体サイズは，携
帯したスケールと照合して全長を10 mm単位で目
測し，全長20 mm未満，20–30 mm，30 mm以上の
3つに区分した．

結　　　　　果

体長分布および卵成熟雌の出現 2004年5月か
ら10月の各調査で捕獲されたトビハゼは雄171個
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Fig. 1. a) Location of Shinhamako Lagoon, the study site. b) Map of the site of sampling, observa-
tion of courtship and distribution of juveniles.



体，雌118個体ののべ289個体であった．雌雄そ
れぞれの個体数および体長分布をFig. 3に示す．
雌雄の体長を比較すると，5月を除くいずれの月
においても雌が有意に大型であった (t検定，P�

0.01)．また，いずれの月においても，体長が
75 mmを超える個体はすべて雌であった．腹部が
膨満した雌は，7月には出現した雌の約30%を，8

月には同約20%を占めたが，他の時期には出現し
なかった (Fig. 3)．
肥満度の季節的変化 各月の水温および雌雄別
の肥満度の季節的変化をFig. 4に示す．雌雄とも
にほぼ同様の変化を示しており，水温が上昇する
前の2004年5月から6月にかけてやや上昇し，7月
に大きく低下した．その後，8月と9月は5月とほ
ぼ同水準に回復し，水温が低下する10月には再び
上昇が見られた．
求愛行動 本調査地で確認された本種の求愛行
動は以下のようであった．雄は背鰭を広げ，大き
なジャンプを繰り返した．雌は求愛する雄を認め
ると，背鰭を広げて応答した (Fig. 5a)． 雄は背中
を丸めて高く上げ，雌に接近した．雌も雄に接近
した (Fig. 5b)．雌との距離が近くなると，雄は体
の後半部をゆっくり左右に振る動作を行った (Fig.

5c)．雌が巣に向かう雄の後に追随した．その途中
で，雄はときどき体を翻し，雌に接近してを雌の
頭をつつくような動作をした (Fig. 5d)．以上の動
作は繰り返し行われた．また，これらの行動は観
察区のなかでも最も東端の，ヨシ原に隣接する干
潟面のみで観察され，干潟の中央部では観察され

なかった．
雄の求愛行動の頻度の季節的変化をFig. 6aに示
す．求愛行動は5月にはまったく観察されなかっ
たが，6月には1時間あたり4回，7月には同7回
と頻度が上昇した．しかし，8月には同1回と大き
く低下し，9月以降はまったく観察されなくなっ
た．

2004年 7月 17日から 8月 1日までの，1潮汐周
期間の気温，最干潮時刻および雄の求愛行動の頻
度をFig. 6bに示す．上段に示した月齢は潮汐を表
し，満月および新月が大潮を，半月が小潮を示し
ている．7月26日から28日までの3日間において
は求愛が行われず，最大干潮時刻が午前10時より
遅い日では毎日，求愛が観察された．求愛が見ら
れなかった3日間は，いずれも最大干潮時刻が午
前10時以前であった．

162 多留聖典ほか

Fig. 2. A picture showing the mud flat near reed
field, where the courtship behavior of males was ob-
served frequently in 2004 and juveniles appeared most
frequently in 2005.

Fig. 3. Monthly composition of body size of Perio-
phthalmus modestus from May to October 2004. The
sinister and the dexter of each graphs show body
length of males and females, respectively. Dark areas
of females indicate number of females with swollen
abdomen.



稚魚の出現状況 2004年には，求愛行動の観察
を行った7月31日に，全長約15 mmの小型個体が
干潟面で確認された．2005年においては，新規加
入個体は8月15日の調査で初めて確認された．そ
の後に出現した稚魚の着底状況をFig. 6に示す．8

月15日以降，9月28日まで稚魚は継続的に出現し
たが，確認された個体数は調査回ごとに16–62個
体の間で変動した．また，9月 12日以降は全長
30 mm以上の個体が出現する一方で，20 mm未満
の個体の出現は大きく減少した．また，体サイズ
に関わらず，観察期間を通じて出現した新規加入
個体の約80%以上がもっともヨシ原際の測線 (A)

で確認され，他の2測線に比べ有意に多く，護岸
際の測線 (B) および干潟中央部の測線 (C) に出現
した個体は少数であった（Scheffeの多重比較，測
線AとBおよびAとC，P�0.0001；測線BとC，
P�0.1）．

考　　　　　察

繁殖期と肥満度 腹部が膨満した雌は7月およ
び8月に出現し，雄の求愛行動も6月から8月にか
けて観察され，いずれもその盛期は7月であった．
本種の新浜湖における繁殖期は6月下旬あるいは7

月上旬に開始され8月まで続くこと，その盛期は7

月であることが示唆された．これは近隣の江戸川
河口における報告（田中, 1999）とも合致してい

ることから，東京湾における個体群の特徴と考え
られる．
肥満度の変化においては，2004年6月に見られ
た上昇は，繁殖期の直前にあたるため，繁殖の準
備としてエネルギーを蓄積していること，7月の減
少は繁殖盛期であることから，雌では卵の生産，
雄では求愛行動や卵保護などのコストの増大を反
映したものと推定された．また，2004年10月の肥
満度の上昇は，田中 (1999) が示唆しているように，
越冬に向けてエネルギーを蓄積したことによると
考えられた．
繁殖周期と求愛行動時間 繁殖周期について
は，潮汐周期及び気温との直接の関連性は見いだ
せなかった．2004年7月26日から28日までの3日
間は求愛行動が全く観察されなかった (Fig. 6b)．
これらの日は最大干潮時刻が10時より前であり，
行動の観察は11時より前に行われた．一方，最大
干潮時刻が10時以降であり，観察が11時以降に
行われた日は全ての日で求愛行動が観察された．
この理由として，Ikebe and Oishi (1997) は干潟面
が干出し，太陽の直射光を受けて干潟面の温度が
上昇するとともに，活動する個体数が増加するこ
とを示している．本研究においても，干潟面の温
度上昇が，求愛行動を行う個体数の増加要因と
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Fig. 4. Seasonal fluctuation of air temerature and
CF of captured Periophthalmus modestus from May to
October 2004. Vertical bars in lower graph indicate
SDs.

Fig. 5. Schematic illustration of courtship behavior
in Periophthalmus modestus. a) A male jumping con-
tinuously with expanding his dorsal fin. A female also
expanding her dorsal fin by responding for male jump-
ing. b) The male approaching the female with lifting
his back. The female following the male. c) The male
flattering his tail by the female’s following. d) Pecking
head of the female.



なっていることが推察された．また，本調査地に
おける求愛行動の様式については，的場・道津
(1977) による長崎県本明川河口の個体群について
の報告と差異は認められなかった．
繁殖および稚魚の生息に必要な環境 萩原

(1996) および田中 (1999) は，本種の生息環境とし
て，巣穴の作成のために含水率の高い泥質が
25–30 cm以上堆積しており，定期的に体を湿潤さ
せるのに好都合な水たまりが干出時に多く形成さ
れる干潟が必要であると指摘している．本調査に

164 多留聖典ほか

Fig. 6. a) Monthly fluctuation of the frequency of courtship behavior in Periophthalmus modetus
from May to October 2004. Upper and lower lines indicate air temerature and frequency of courtship
behavior of males per 1 hr, respectively. b) Daily fluctuation of courtship behavior in P. modetus and
lunar phase from July 17 to August 1, 2004. Lines with open circles, solid line and line with solid cir-
cles indicate air temerature, time of low tide and frequency of courtship behavior, respectively.



おいては，調査地の全域がその条件を満たしてい
たが，実際に求愛行動が観察されたのは，観察区
の大部分を占める開けた干潟面ではなく，東端の
ヨシ原と干潟が接近する場所であった．求愛行動
の観察中に確認された巣穴も，いずれも求愛行動
の行われた地点の近傍で確認された．また，新規
加入した稚魚の80%以上が求愛行動が行われた地
点とほぼ重複する，ヨシ原に最も近い測線で出現
した (Fig. 2)．このことは，本種の繁殖および稚魚
の加入にとって，干潟面とヨシ原が斜面や土手な
どの地形で連続する環境が必要であることを示し
ている．これは本種が満潮時に岸辺や杭，ヨシの
茎などの沈水しない場所に移動して次の干潮を待
つこと（萩原, 1996），また干潮時においても鳥に
よる捕食をさけるためにヨシ原を隠れ場所として
利用することが考えられる．従って，干潟面に隣
接するヨシ原が失われてしまうこと，および干潟
面とヨシ原が何らかの原因により隔離されてしま
うことは，本種にとって好適な繁殖地が減少して
しまうだけではなく，稚魚の加入を妨げることに
もつながり，結果的に個体群の存続に重大な影響
を及ぼす可能性が高いと考えられる．
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Fig. 7. Composition of total length of juveniles of
Periophthalmus modetus in each census line, from Au-
gust 15 to September 28, 2005.


