
リュウキュウアユ Plecoglossus altivelis ryu-

kyuensisの自然個体群は，現在奄美大島に
のみ生息するが（西田ほか，1992;  四宮，2003），
そこでの生態学的知見は多くない．これまで，分
布（諸喜田ほか，1990;  西田ほか，1992;  澤志
ほか， 1992），親魚個体数の経年変化（四宮，
1997），産卵生態（西田・内村，1987;  岸野・四
宮，2004a），遡上生態（岸野・四宮，2003），遡
上期の河川出現状況（岸野・四宮，2004b）が知
られているが，いずれも淡水域のものであり，仔
稚魚の生息場所である海域における生態学的知見
は，砕波帯における食性（岡ほか，1996）が明ら
かにされているに過ぎない．
水野ほか (1958) と川那部 (1970) は，京都府宇
川において天然遡上に限られる区間での（川那部，
1957）アユP. a. altivelisの夏季における個体数は，

漁獲があるにもかかわらず遡上個体数のおよそ
1/3–1/2で，この比率が複数年にわたり一定である
と指摘している．したがって，産卵に参加するア
ユの個体数は，漁獲による影響よりも海域から回
帰する遡上個体数に左右されると考えられる．遡
上量は海域での仔稚魚の生残率と強く関連すると
推測できるため，リュウキュウアユ資源の回復に
は海域での初期生態に関する知見の蓄積が必要不
可欠である．しかし，リュウキュウアユ仔稚魚の
海域における出現場所や時期，出現個体のサイズ
といった基礎的な知見は欠如している．
本研究では，奄美大島の役勝川が流入する住用
湾と河内川が流入する焼内湾において，リュウ
キュウアユ仔稚魚の出現と遡上状況を比較調査
し，出現個体と出現場所および時期の関連を検討
することによって初期生息環境の特徴を明らかに
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することを目的とした．

材 料 と 方 法

調査定点の概要

役勝川は奄美大島の中南部を流れ，その河口は
太平洋側の住用湾西部に開く (Fig. 1)．河口域に
は広大なマングローブ域がある．この役勝川およ
び住用湾の，河川内に 2点 (S1, S2)，湾内に 3点
(S3–S5) の合計5定点を設けた．各定点の概要を以
下に示す．S1（河口から上流側2.0 km）：淡水域
下限の早瀬直下．S2（上流側1.0 km）：干潮時の
水深が2.5 m以浅の淵．S3（海側0.4 km）：海岸線
は砂泥質干潟と礫で，岸沿いの水深は1.5 m以浅．
S4（海側2.1 km）：海岸線は一部が礫浜の岩礁で，
水深は3 m以浅．S5（海側4.5 km）：海岸線は礫浜
で，水深は1.5 m以浅．一方，河内川の河口は東
シナ海側の焼内湾湾奥部に開き，河口域は埋め立
てと水路造成によって，ほぼ全域で護岸が施され

ている (Fig. 1)．この河内川および焼内湾の，河川
内に3点 (Y1–Y3)，湾内に8点 (Y4–Y11) の合計11

定点を設けた．Y1（上流側1.8 km）：淡水域下限
の早瀬直下．Y2（上流側1.1 km）：水深が2 m以
浅の淵．Y3（上流側0.8 km）：干潮時の水深が2.5

m以浅の淵．Y4（海側0.2 km）：海岸線はテトラ
ポットによる護岸で，水深は1 m以浅．Y5（海側
1.0 km）：海岸線は礫浜で，水深は2 m以浅．Y6

（海側1.1 km）：海岸線は隣接した砂泥質干潟と漁
港で，水深は干潟で 1 m以浅，漁港で 5 m以浅．
Y7（海側1.5 km）：海岸線は一部が岩礁の礫浜で，
水深は2 m以浅．Y8（海側2.1 km）：周辺の形状
はY5と同様．Y9（海側3.3 km）：海岸線は砂泥質
干潟で，水深は1 m以浅．Y10，Y11（ともに海側
2.9 km）：周辺の形状はともにY5と同様．なお，
これら河口から各定点までの距離は，国土地理院
発行の1/25000地形図をもとに河口を基点とし，海
側は直線距離を，河川内は流路にそって測定した．
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Fig. 1. Locations of study stations in the Yakugachi and Kawauchi Rivers flowing into Sumiyo and
Yakeuchi Bays, respectively.



流下後遡上までの調査　

住用湾のS2–S5の各定点において，2001年11月
–2002年 5月に月 4–5回（ただし，11月は 1回），
岸沿い（岸から5 m以内）200 mの区間でスノーケ
リングによる潜水観察を行ない，リュウキュウア
ユ仔稚魚の出現の有無を確認した．また，月
30–50個体を目安に叉手網（上幅 60 cm，下幅
150 cm，長さ100 cm，目合2 mm）を用いて採集
した．ただし，S3では12月以降，東側約1 kmの
港湾増設工事による濁りのため，全調査日数29日
のうち17日 (60%) は潜水観察ができなかった．潜
水観察ができなかった日は，叉手網を岸沿いで最
長50 m押しながら歩き，採集個体の有無によって
出現を判断した．焼内湾のY2–Y11においても住
用湾と同様の調査を行った．ただし，潜水観察距
離は100 mとし，叉手網による採集は行わなかっ
た．11月はすべての定点で，Y10とY11では4月
以降の調査を行わなかった．
観察と採集の終了後，すべての定点で表層と水
面下1 m付近（以下下層）において棒状アルコー
ル温度計によって水温を，屈折塩分計によって塩
分を測定した．荒木ほか (1985) に従い，塩分
0.2–30 psuを汽水域とし，両層ともに平均塩分が
その範囲にあった調査定点を汽水域とした．各定
点の層別平均塩分をもとにすべての定点を淡水，
汽水，海域のいずれかに区別した．採集した仔稚
魚は直ちに10%ホルマリンに浸液し，1–2時間固
定後，70%アルコールで保存した．採集した851

個体すべてについて体長（脊索屈曲完了後は標準
体長，それ以前は脊索長）を測定した．733個体
についてはTsukamoto and Kajihara (1987) に従って
日齢査定を行った．孵化日は採集日と推定日齢の
差から逆算した．孵化日と採集日の統計的処理は
2002年1月1日を1として行った．

遡上調査

河川調査定点の上流部であるS1に270 m2，Y1

に288 m2の観察区を設けた．前項と同じ期間に同
様の頻度で，潜水により観察区内の仔稚魚の個体
数を計数した．観察後，叉手網を用いて採集を行
ない，水温と塩分を前項と同様に測定した．採集
した個体すべての体長を測定し（S1，216個体；
Y1，115個体），このうち，それぞれ214と89個体
の日齢を査定した．

結　　　　　果

調査定点の塩分と水温　

住用湾と焼内湾の平均塩分は，両層ともに河川
から離れるにつれて高くなった (Fig. 2)．両層の平
均塩分から住用湾ではS1が淡水域，S2とS3が汽
水域，S4とS5が海域に，焼内湾ではY1とY2が
淡水域，Y3とY4が汽水域，Y5–Y11が海域に区
分された．淡水域を除くと両湾ともに下層が表層
より平均塩分は高かった．また，住用湾では河口
部の外に広い汽水域があるのに対し，焼内湾では
河口部で汽水域が終わった (Figs. 1, 2)．
層別の月別平均水温と調査期間中の平均水温を

Fig. 3に示した．住用湾ではすべての定点について
示したが，焼内湾では住用湾の各定点と近い塩分
を示したY1, Y3, Y4, Y6, Y8を代表としている．示
さなかったY2はY1と，Y5とY9はY6と，Y10と
Y11はY8と同様であった．最低水温の時期は住用
湾では12–1月，焼内湾では1–2月で，焼内湾では
最低水温の時期が約1月間遅れていた．住用湾と
焼内湾での調査期間を通じた平均水温は，河川か
ら離れるにつれて概ね高くなった．両湾の間で，
淡水域であるS1とY1，河川内汽水域であるS2と
Y3，河川外汽水域であるS3とY4，海域で塩分が
近いS4とY6およびS5とY8それぞれで水温を比較
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Fig. 2. Mean salinities at the study stations in
Sumiyo and Yakeuchi Bays. Open and solid circles
show mean values at surface and 1-m deep, respec-
tively. Vertical bars on circles indicate ranges of mea-
surements.



した．表層水温では比較したすべての定点間で差
が認められなかった（Mann-Whitney’s U-test：す
べてP�0.05）．しかし，下層水温ではS2とY3間，
S3とY4間で差が認められ（S2 vs. Y3, U�635，
P�0.01; S3 vs. Y4, U�487, P�0.05;  その他 ，
P�0.05），汽水域の下層水温は住用湾で有意に低
かった．

汽水域・海域での仔稚魚出現状況　

住用湾と焼内湾の汽水と海域における総観察距
離はそれぞれ19.6 kmと22.3 kmにおよんだ．各定
点での調査回数は，住用湾のS2–S5で29回，焼内
湾のY3–Y9で27回，Y10とY11で17回であった．
調査期間中に両湾合わせてリュウキュウアユ仔稚
魚を54回確認した．表層では54回確認されたが，
下層ではS4の1回のみであった．定点毎に12–4月
までの各月について，仔稚魚の出現回数／調査回
数を出現頻度としてFig. 4に示した．11月と5月
ではすべての定点で仔稚魚が確認できなかった．
住用湾の汽水域 (S2, S3) では，仔稚魚は12月7日

–4月29日の期間に出現し，12–4月における各月
の平均出現頻度（範囲）は84% (25–100) で，海域
(S4, S5) では12月16日–4月3日の期間に出現し，
20% (0–50) であった．一方，焼内湾の汽水域 (Y3,

Y4) では12月8日–4月6日の期間に出現し，平均
出現頻度は34% (0–80) で，海域 (Y5–Y11) では1

月 12日 –2月 24日の期間に出現し，3% (0–50) で
あった．両湾ともに仔稚魚は海域より汽水域で高
頻度に出現し（Mann-Whitney’s U-test：住用湾，
U�2，P�0.01；焼内湾，U�65，P�0.01），かつ
出現期間も長かった．

汽水域・海域での出現個体　

S2–S5で採集した個体の平均体長は，S2が最も
大きく（Scheffe’s F-test：すべてP�0.001），次い
でS3とS4が大きく (S3 vs. S4, P�0.99)，S5が最も
小さかった（すべてP�0.001; Fig. 5）．一方，平均
日齢はS2が最も高齢で（すべてP�0.001），S3–S5

の定点間では差がなかった（すべてP�0.21）．い
ずれの定点でも体長 10 mm未満（全体の 0.4%），
日齢10日未満 (0.5%) の個体はほとんど採集され
なかった．S2で採集された個体の体長と日齢の値
は他の定点よりも有意に高く，体長と日齢組成は
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Fig. 3. Monthly changes in mean water temperature
at the study stations in Sumiyo (lefts) and Yakeuchi
Bays (rights). Symbols are as in Fig. 2. Numbers next
to each symbol indicate mean water temperature dur-
ing the study period.

Fig. 4. Monthly changes in occurrence frequency of
larvae and juveniles of Ryukyu-ayu at the study sta-
tions of Sumiyo (left) and Yakeuchi Bays (right) from
December-2001 to April-2002. White, gray and black
bars show freshwater, brackish water and seawater, re-
spectively. Numbers above graphs indicate number of
samplings.



ともに二峰型を示した．S2は河川内に位置するこ
とから，遡上のために他の水域から来遊する個体
の影響が考えられ，他の定点での採集個体と全体
の平均値のみで比較をするのには疑問が残った．
そこで，水野・御勢 (1993) に従って，S2の体長を
大型個体と小型個体および日齢を高齢個体と若齢
個体に正規確率紙を用いて分解した．その結果，
平均体長は大型個体で30.0 mm (n�117)，小型個
体で21.7 mm (n�162) となった．このS2の大型個
体と小型個体およびその他の定点で採集された個
体との間で平均体長を比較すると，S2の大型個体
が最も大きく（Scheffe’s F-test：すべてP�0.001），
次いでS2の小型個体，S3およびS4の個体が大き
く（小型個体 vs. S3，P�0.99；小型個体 vs. S4，
P�0.99），S5の個体が最も小さかった（すべて
P�0.001）．一方，平均日齢はS2の高齢個体で52

日 (n�154)，S2の若齢個体で31日 (n�101) となっ
た．体長と同様に平均日齢を比較すると，S2の高
齢個体が最も高齢であり（すべてP�0.001），S2

の若齢個体およびその他の定点で採集された個体
との間には有意な差が認められなかった（すべて
P�0.10）．

日齢査定の結果からS2–S5の採集個体について
採集日と推定孵化日の関係を検討すると，すべて
の定点で有意な正の相関が認められ（Spearmanの
順位相関：すべてP�0.001），早期に採集された個
体ほど早期の孵化個体であった (Fig. 6)．S2とS3

に出現した個体の推定孵化期間は，ともに11月中
旬–3月中旬であったが，S4のそれは11月下旬–3

月上旬と比較的短く，S5では12月上旬–1月上旬
とさらに短かった．S2とS3では孵化期間を通じ
て，同一孵化日の個体が幅広い間隔で採集された．
これに対して，S4とS5では同一孵化日の個体が採
集された間隔は比較的狭かった．
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Fig. 5. Frequency distributions of body length (BL:
notochord length in preflexion and flexion larvae, stan-
dard length in postflexion larvae and juveniles; left)
and day age (right) of larvae and juveniles of Ryukyu-
ayu at four stations in Sumiyo Bay. Numbers under
each station indicate mean and ranges of measure-
ments.

Fig. 6. Estimated hatch date of larvae and juveniles
of Ryukyu-ayu by catch date at four stations in
Sumiyo Bay.



遡上個体の出現状況

淡水域の早瀬直下に設けたS1とY1の潜水観察
による確認個体数を観察面積で除して密度に換算
し，その経日変化をFig. 7に示した．S1では1月
18日 –5月 25日の期間に，Y1では 2月 24日 –5月
18日の期間に出現した．Y1ではS1より遡上の開
始が1月間以上遅かったが，遡上の終了は概ね一
致した．Y2（淵）での出現期間は3月2日–4月27

日であった (Fig. 4)．この期間はY1で比較的高密
度に出現した期間と概ね一致した．出現期間中に
おける各定点での出現頻度は，S1で96%，Y1で
93%，Y2で33%であり，早瀬直下では遡上個体は
高頻度で出現した．

遡上個体の体長と日齢　

遡上個体の平均体長と日齢はS1よりY1で採集
された個体の値のほうが有意に高かった（Welch’s

t-test：体長， df�154, t��3.0, P�0.01；日齢，
df�132, t��2.3, P�0.05；Fig. 8）．また，S1の平
均体長と日齢の値は，S2の大型個体の平均体長と
高齢個体の平均日齢の値よりそれぞれ有意に高
かった（体長，df�298, t��7.3, P�0.001；日齢，
df�355, t��15.8, P�0.001）．

S1とY1で採集された遡上個体の日齢を査定し
た結果，採集日と推定孵化日の間には，両定点で
有意な正の直線関係が成立し（単回帰分析：両河
川P�0.05；Fig. 9），早期孵化個体ほど早期遡上
個体であった．両定点で得られた回帰直線の傾き

には有意な差が認められなかった (ANCOVA:

df�299, t�0.69, P�0.05)．S1における採集個体の
推定孵化日は2001年11月19日–2002年3月14日
で，この期間中に孵化した個体は満遍なく遡上し
ていた．一方，Y1における推定孵化日は2001年
11月23日–2002年3月17日で，S1とほぼ同じ期
間であるものの，12月中旬以前に孵化した個体は
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Fig. 7. Daily variations in the density of upstream
migrating larvae and juveniles of Ryukyu-ayu at S1 in
Sumiyo Bay (solid circles) and Y1 in Yakeuchi Bay
(open circles) from January to May in 2002.

Fig. 8. Frequency distributions of standard length
(left) and day age (right) of upstream migrating larvae
and juveniles of Ryukyu-ayu at S1 in Sumiyo Bay and
Y1 in Yakeuchi Bay. Numbers under each station indi-
cate mean and ranges of measurements.

Fig. 9. Estimated hatch date of upstream migrating
larvae and juveniles of Ryukyu-ayu by catch date at S1
in Sumiyo Bay (solid circles) and Y1 in Yakeuchi Bay
(open circles).



著しく少なかった．

考　　　　　察

汽水域・海域での出現状況　

調査期間を通じて一度もリュキュウアユ仔稚魚
を確認できなかった定点はY8, Y10, Y11であった
(Fig. 4)．これらの定点は両層ともに平均塩分が30

psu以上で (Fig. 2)，各月の平均水温の層別差と変
動幅も小さく (Fig. 3)，純粋な海域という特徴を有
していた．両湾ともに平均塩分が0.2–30 psuの汽
水域の定点では，リュウキュウアユ仔稚魚の出現
頻度が高く，出現期間も長かった．また，汽水域
(S2, S3) では同一孵化日の個体が幅広い採集日間
隔で採集され，同じ孵化日の個体が長期間滞留し
ていたのに対し，海域 (S4, S5) では滞在期間が比
較的短いと考えられた (Fig. 6)．さらに，出現個体
のほとんどが水温と塩分がともに下層よりも低い
表層で確認された．このように，リュウキュウア
ユ仔稚魚は遡上するまでの仔稚魚期を海域まで下
らずに汽水域で過ごす個体が多いと考えられた．
リュウキュウアユ仔稚魚の餌生物はカイアシ類
で（岡ほか，1996），アユ（浜田・木下，1988）
と差はない．カイアシ類の密度は，内湾もしくは
河口域から沖合に向かうにつれて低下するので
（田中，1981），リュウキュウアユ仔稚魚が汽水域
に多く出現する現象は，餌生物の豊富な水域を選
択している可能性がある．また，塩分や水温など
の無機的環境要因は，アユ孵化仔魚の生残を制限
する．同一水温下におけるアユ孵化仔魚の絶食生
残率は，淡水と海水よりも汽水中で最も高く（田
畑・東，1986;  伊藤ほか，1971），リュウキュウア
ユでも同様である（幸地，1995）．このことも，
リュウキュウアユ仔稚魚の汽水域での出現と関連
すると推察される．水温に関しては，同一塩分下
における絶食生残率は，高水温 (13–30°C) ほど低
く，25°C以上での生残率の低下は著しい（伊藤ほ
か，1971）．海水中で体長60 mm程度に飼育した
アユにおいても，水温が24°C以上に上昇すると大
量斃死が観察され (Iwai, 1962)，孵化仔魚と同じく
高塩分下での高水温は致命的な影響をもたらす．
自然条件下では，海水温が 20°C以上の時期に孵
化した個体の多くが遡上しないとの指摘がある
(Takahashi et al., 1999)．本調査結果では，両湾の
月別平均水温が 20°C以下に低下する期間は，汽
水域では12月から4月，海域では12月もしくは1

月から3月であった (Fig. 3)．仔稚魚の出現頻度が

比較的高かった期間は，汽水域では12月から4月，
海域では1月から3月であった (Fig. 4)．したがっ
て，汽水域と海域のそれぞれで水温が20°C以下に
低下する期間と仔稚魚が出現する期間は概ね一致
した．これらから，リュウキュウアユ仔稚魚は水
温が約 20°C以下の期間を汽水域と海域で生息す
ると考えられる．汽水域は海域と比較し塩分と水
温が低く，20°C以下の期間も長いため (Fig. 3)，
仔稚魚にとっては海域よりも好適な水域と推察さ
れる．

汽水域・海域での出現個体　

汽水域と海域の岸沿いに出現するアユ仔稚魚の
体長と日齢は，それぞれ約10 mmと10日以上とさ
れる（塚本，1988;  塚本ほか，1989;  高橋ほか，
1990;  Takahashi et al., 1998;  東ほか，2002;  田子，
2002a, b;  Azuma et al., 2003）．リュウキュウアユ
でも住用湾のS2–S5における体長10 mm，日齢10

日未満の出現は希で (Fig. 5)，より成長してから汽
水域と海域の岸沿いに生息場所を移すと考えられ
る．
岸沿いに生息場所を移した個体は，体長

（S2–S4の間）と日齢（S2–S5の間）で差が認めら
れなかった（S2は小型の若齢個体のみ）．した
がって，河川内の汽水域から海域にわたる広い範
囲を利用すると言える．ただし，汽水域では他の
水域に移動せず長期間滞在するのに対し，海域で
は滞在期間が比較的短かったと考えられた (Fig.

6)．海域でリュウキュウアユ仔稚魚が最も高頻度
に出現した時期は，両湾ともに 1月であった．
2001年11月–2002年3月までの流下仔魚の採集結
果から，役勝川と河内川の孵化の盛期は12月と推
測されている（岸野・四宮，2004a）．S2の若齢個
体およびS3–S5の採集個体の平均日齢はいずれも
30日前後であったことから，孵化盛期の個体が海
域にも出現した可能性が高い．1月には海域でも
水温が20°C以下に低下するので，汽水域で成長し
た孵化盛期の個体が，好適水温になった1月に生
息域を海域まで広げたのかもしれない．

S2の大型・高齢個体は遡上個体 (S1) より小
型・若齢であったことから (Figs. 5, 8)，汽水域
(S2, S3) と海域 (S4, S5) で成長した個体はいずれ
も，遡上直前には河川内の汽水域に集まると推測
される．S2の高齢個体と遡上個体との平均日齢の
差から，汽水域での滞在期間は約2週間と判断さ
れる．海水中で飼育したアユは，淡水移動後1日
以内にすべての個体が斃死するが，汽水下（30%
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海水）で4日間馴致したアユは，淡水移動後14日
でも79–98%の高い生残率を示す（田畑，1976）．
野外においても海域で成長した個体は遡上前に汽
水域に集まることが，耳石Sr : Ca比の分析から明
らかにされている (Otake and Uchida, 1998)．これ
らから，リュウキュウアユ仔稚魚が遡上前に汽水
域に集まる現象は，淡水馴致のためと推測され，
汽水域はリュウキュウアユの初期成長のおもな生
息域としてだけでなく，海域から淡水域に移動す
る際の淡水馴致の場としても重要と考えられる．

遡上個体の河川間比較　

2001–2002年にかけての流下仔魚の採集結果か
ら，孵化期間（盛期）は，役勝川（住用湾）では
11月 20日 –3月 8日（12月上旬），河内川（焼内
湾）では11月21日–3月7日（12月上旬）で，両
河川における孵化期間および盛期は等しいとされ
る（岸野・四宮，2004a）．しかし，本調査で観察
された河内川での遡上は役勝川よりも1月間以上
遅れ，2月24日に始まった (Fig. 7)．河内川での遡
上の遅れはこの年に限ったことではなく，1996年
では役勝川で1月30日に，河内川で2月15日に，
2003年では役勝川で1月26日に，河内川で2月9

日に遡上が始まり，河内川ではいずれの年でも2

週間以上役勝川より遡上が遅れる（岸野，未発表
データ）．アユの遡上が水温と密接に関係すること
は古くから指摘され（林・川崎，1947;  堀田，
1952;  楠田，1963），実験からも水温上昇の遡上
促進が明らかにされている (Tsukamoto and Uchida,

1990;  Uchida et al., 1990)．リュウキュウアユでも
水温の連続上昇期における遡上個体数の急増が知
られている（岸野・四宮，2003, 2004b）．これら
から，水温が最低値を記録し，その後上昇し始め
る時期（水温上昇期）と遡上開始時期が重なると
考えると，水温上昇期は役勝川 (S3) で1–2月，河
内川 (Y4) で2–3月で (Fig. 3)，実際の遡上開始時
期と一致する．したがって，河内川での遡上の遅
れは，汽水域の水温上昇期が役勝川より遅いのが
要因として挙げられる．しかし，単に水温上昇期
の不一致で河内川の遡上が遅れるのならば，河内
川の遡上個体は役勝川の遡上個体よりも海域で生
活する期間が長いはずである．実際には，遡上個
体の平均体長・日齢はY1のほうがS1より有意に
大型・高齢であるものの，その差は体長で1.4 mm，
日齢で4日とわずかで，1月間以上の遡上時期の差
を説明するには不十分であった (Fig. 8)．また，遡
上日と孵化日の間に成立した回帰直線の傾きには

河川間で有意な差が認められないので (Fig. 9)，海
域での生活日数は遡上期間を通して河川間でほぼ
等しいと判断された．これらから，少なくとも
2002年に関しては，遡上開始時期の河川間での差
は両湾の水温上昇期の不一致のみでは説明できな
い．Y1の耳石から推定した孵化日は2001年11月
23日–2002年3月17日で，実際の孵化期間と良く
一致するものの，孵化盛期が12月上旬にあったに
もかかわらず（岸野・四宮，2004a），遡上個体の
日齢からは12月中旬以前に孵化した個体が極端に
少ないと推定された．したがって，河内川で遡上
が著しく遅れた要因として，早期孵化個体の多く
が回帰しなかった可能性も挙げられる．早期孵化
個体が回帰しない現象はアユにおいても報告があ
り，その要因として海域における20°C以上の高水
温が指摘されている (Takahashi et al., 1999)．本研
究では，接岸後の体長10 mm以上の個体は多くが
汽水域と海域の表層を遊泳するのを確認した．し
かし，接岸前の初期仔魚（体長10 mm未満）の生
息域を特定するにはいたらなかった．アユ仔魚で
は照度10000 lux以上では底層に分布することが実
験的に確認され（小山，1978），実際，日中は底
層でアユ流下仔魚が多く採集される（兵藤ほか，
1984）．自然光下では初期仔魚の生残率が低下す
ることから（伊藤ほか，1965;  小山，1978），透明
度の高い本調査水域では日中は接岸前の初期仔魚
が底層に分布すると推測され，底層の水温が重要
と考えられる．河川間で仔稚魚が多く出現した汽
水域の水温を比較すると，河内川のほうが有意に
高く (Fig. 3)，特に 12月の平均下層水温は S3で
18.7°C, Y4で21.3°Cであった．したがって，12月
の汽水域の下層水温が河内川で高すぎたため，河
内川では早期孵化個体（孵化盛期も含まれる）の
多くが回帰しなかったと考えられる．
住用湾西部には役勝川とともに本島では最大の
住用川が流入する．一方，焼内湾に流入する大規
模な河川は河内川のみで，低水温の河川流量は住
用湾のほうが明らかに多い (Fig. 1)．また，海上保
安庁水路部発行の海図によると，S4（住用湾）の
沖側最深部での水深は 5 mであるのに対し，Y5

（焼内湾）の沖側では23 mにも達し，湾の平均水
深は住用湾のほうが明らかに浅い．さらに，住用
湾の汽水域ではマングローブを伴った広大な干潟
が発達するのに対し，焼内湾では埋め立てによっ
て干潟がほとんど失われている．砂浜海岸は，満
潮時に吸収した海水を干潮時に濾過しながら徐々
に排出する (Brown and McLachlan, 2002)．この過
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程で排出水は気温によって冷却される．この現象
は干潟でも起こり，住用湾の汽水域は冬季に気温
によって冷却されやすい．したがって，住用湾の
汽水域は低い気温の，焼内湾の汽水域は高い海水
温の影響をそれぞれ強く受けると考えられる．以
上，両湾の地形的特徴の差によって住用湾では12

月でも下層水温が20°C以下に低下したのに対し，
焼内湾では20°C以上であったと考えられる．また，
先述した両湾における汽水域の水温上昇期が焼内
湾では住用湾に比較し遅い現象も，気温が海水温
に比較し，早い時期に低下する一般的な現象から
説明できる．結局，両河川の遡上開始時期の差は
汽水域の地形的特徴の差に強く関連すると推察さ
れる．
本研究の結果，遡上以前のリュウキュウアユの
生息場所は汽水域が中心となることが明らかと
なった．奄美大島のような亜熱帯地方では冬季に
おいても海域での水温が高いため，より生存に適
した低水温・低塩分の汽水域は，遡上前のリュウ
キュウアユにとって長期間の生息が可能な水域で，
冬季に水温が十分低下し，海域をも利用できる温
帯域のアユ（Saruwatari, 1995;  東ほか，2002）よ
りも初期生活場所としての重要性が高いと考えら
れる．したがって，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結論される．
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