
リュウキュウアユPlecoglossus altivelis ryukyuen-

sisの産卵は河川水温が 20°Cを下回る 11月
以降に始まり，翌年の2–3月に水温が上昇し始め
ると終了する（西田・内村，1987;  岸野・四宮，
2004）．孵化後の仔魚の出現は海域より水温と塩
分の低い汽水域で多く（岸野・四宮， 2005，
2006），汽水域の水温が20°C以上の時期に孵化し
た個体の多くは回帰しない（岸野・四宮，2005）．
また，遡上個体の成長量は時期によって変化し，
仔稚魚期に経験する水温が 20°C以上の期間が長
い遅期遡上個体ほど成長量は低下する（岸野・
四宮，2003）．このように，リュウキュウアユの初
期生活期に及ぼす水温と塩分の影響は大きいもの
と考えられている．しかし，その論拠とされる実
験結果の多くが基亜種アユP. a. altivelisに関するも
のであり（Iwai，1962;  伊藤ほか，1971b;  田畑・
東，1986），リュウキュウアユについては孵化仔魚

の好適塩分が50–75%海水であることが知られて
いるに過ぎない（幸地，1995）．リュウキュウアユ
は100万年以上にわたり基亜種アユよりも温暖な
水域で閉鎖的に生息してきたことから（Nishida，
1985；関ほか，1988），海水中での好適水温がア
ユより高い可能性もあり，リュウキュウアユの初
期生態的特徴をアユに関する実験結果から類推す
ることは適当ではない．
本研究ではリュウキュウアユの孵化仔魚，孵化
後15–20日および50日の仔魚を用いて，水温と塩
分の組み合わせを変化させた環境水中で絶食生残
実験を行い，リュウキュウアユ仔魚の生残と水温
および塩分の関係について検討した．加えて，こ
れまで知られている野外調査結果と本実験結果と
の整合性について考察した．
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Abstract Fasting Ryukyu-ayu (Plecoglossus altivelis ryukyuensis) larvae (newly-
hatched, 15–20 day old and 50 day old individuals) subjected to ranges of experi-
mental water temperature and salinity [15–21°C (2 or 3 steps) and 0–30 psu (3 or 4
steps), respectively] showed greatest survival rates in water temperatures of
15–18°C and salinity of 5–15 psu. Such water temperature and salinity ranges par-
alleled those of brackish water in the Yakugachi River during the early life stages
of Ryukyu-ayu, and supported a field investigation which indicated that Ryukyu-
ayu larvae occurred mainly in brackish water. The experimental result is probably
illustrates the limits of osmoregulatory adjustment in larvae of this species.
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2003年 1月 27日 –2月 24日の期間
に，奄美大島役勝川の産卵場の下流約 100 mで
20–22時に流下仔魚を採集した（岸野・四宮，
2004）．一部は10%ホルマリンで固定後，70%ア
ルコールで保存して，脊索長の測定に供した．産
卵場と採集定点の距離が短く，その間は瀬が連続
していたため，採集した流下仔魚は孵化直後の仔
魚と考えられ，孵化仔魚として扱った．現地にて，
ピペットを用いて採集した孵化仔魚を選別し，河
川水を満たした 2 · l容器（口径 110 mm，高さ
250 mm）に収容した．この2 · l容器を室内に持ち
帰り，室温にて放置した．同時に，500 ml容器
（口径90 mm，高さ115 mm）3個を用意し，それ
ぞれに塩分0，15および30 psuの水を満たして室
温下で放置した．翌朝の10時に2 · l容器からそれ
ぞれの 500 ml容器へ仔魚 6–22個体を収容した
(Table 1)．採集される孵化仔魚の個体数は日に
よって異なり，実験に供する個体数を一定にする
ことは困難であった．水温は室温，19°Cおよび
21°Cの3温度区分に設定した．サーモスタット付
きヒーターによって，それぞれ19°Cと21°Cに調温
した30 l恒温槽内に，仔魚を収容した500 ml容器
を静置した．仔魚収容 2時間後に，それぞれの
500 ml容器について棒状アルコール温度計により
水温を測定し，死亡状況を確認した．個体の死は
ピペットによる水流刺激を与えても動かなくなっ
た時と定義した．死亡個体が確認されたときはピ
ペットで取り除き，その個体数を記録した．以降
は6時間間隔で同じ操作を絶食状態で全個体が死
亡するまで繰り返した．以上の実験を各水温区に
ついて3回行った．なお，塩分は淡水（住用川支
流冷川で採水）と海水（33 psu；住用町戸玉地先
で採水）を混合し，手持屈折塩分計（アタゴ社製）
にて調整した．実験中は曝気と換水を行わなかっ
た．

2月7日と11日に孵化仔魚をそ
れぞれ約360および540個体採集し，水温を18°C

に，塩分を15 psuに調節した30 · l円形パンライト
水槽に各々収容した．採集した翌日からワムシ
500 ml（15–70個体/0.1 ml）を毎日1回与え，収容
後 14日からアルテミア 200 ml（1–5個体/0.1 ml）
を追加した．換水は毎日サイフォンによって8時
間かけて60%行い，わずかに曝気を施した．以上
の条件下で最長50日間飼育した．
孵化後15–20日および50日の仔魚を，10時に水

温を18°Cに，塩分を0，5，15および30 psuに調
節した容器それぞれに5–8個体収容した後 (Tables

2, 3)，18°C（孵化後 15，17日の仔魚を使用）と
21°C（孵化後19，20日の仔魚を使用）に調温し
た恒温槽内にそれぞれ静置した．成長に伴って仔
魚の酸素消費量は多くなるため，収容個体数は孵
化仔魚を用いた実験時よりも少なくするよう留意
した．18°C区よりも生残に厳しいと予想される
21°C区では，自然条件下では仔魚が経験する可能
性が極めて低い塩分0 psuを設定しなかった．その
後の操作は孵化仔魚の実験時と概ね同じとした．
死亡個体は80%アルコールにて固定保存し，孵化
日ごとに20個体を上限として体長（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．
以上の実験を両水温区について，孵化後15–20日
の仔魚では2回，孵化後50日の個体では飼育中に
生残したすべての個体を用いて1回行った．なお，
実験時に仔魚を収容した容器は，孵化後15–20日
の仔魚では500 ml容器を，孵化後50日の個体では
30 · l円形パンライト水槽を使用した．

実験の結果得られた生残率はKa-

plan-Meier法により算出し，生残率の差の検定に
はLog rank testを用いた．同一条件として複数回
行った実験について生存率の差を確認した後，孵
化仔魚，孵化後15–20日および50日の仔魚それぞ
れについて，同水温内での異塩分間もしくは同塩
分内での異水温間で生残率を比較した．本来，生
残率はある時間断面における生残割合を指すが，
本報告では時間経過に伴う生残率の全体的な変化
についても使用した．

2月3日に採集後直ちに10%ホルマ
リンで固定した孵化仔魚の平均体長（範囲）は
6.2 mm (5.9–6.7 mm, n�15) であった．室温区とし
て 3回行った実験中の平均水温はそれぞれ 14.3，
15.6および 15.8°Cであり，全体での平均水温は
15.2°Cであった (Table 1)．1回目の実験中の平均
水温は2回目および3回目の平均水温よりも有意
に低かった（ANOVA: F�11.59, P�0.01; Scheffe’s

F test: 1回目vs. 2回目，P�0.01; 1回目vs. 3回目，
P�0.01; 2回目 vs. 3回目，P�0.05）．ただし，室
温区として3回行った実験で得られた生残率の間
には有意な差が認められなかった（0 psu, c2�1.06;

15 psu, c2�1.38; 30 psu, c2�5.03; いずれも P�

0.05）．そこで，平均水温が14–16°Cの範囲では生
残率に水温の違いが強く影響しないと判断し，3
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回の実験結果をまとめて生残率を算出した (Fig.

1)．19°C区および21°C区についても3回行った実
験それぞれの生残率の間には有意な差が認められ
なかったため（ 19°C区 : 0 psu, c2�3.11; 15 psu,

c2�0.73; 30 psu, c2�1.02; 21°C区: 0 psu, c2�2.40;

15 psu, c2�0.36; 30 psu, c2�1.81; い ず れ も
P�0.05），室温区と同様に生残率を算出した．最
も生残率が高かった塩分はすべての水温条件下で
15 psuであった (Fig. 1, Table 1)．次いで生残率が高
かった塩分は 0 psu，最も生残率が低かったのは
30 psuであった．ただし，21°C区では 0 psuと
30 psuの間で生残率に有意な差が検出されなかっ
た．水温間で比較すると，すべての塩分条件下で
水温が低いほど生残率は高かった．ただし，0 psu

では室温区と19°C区の間で，30 psuでは19°C区と
21°C区の間で生残率に有意な差が認められなかっ
た．21°C区では19°C区との水温差はわずかである
が，すべての塩分条件下で著しく低い生残率を示
した．

– 孵化後15–20日の仔魚
の平均体長（範囲）は，15日で 10.7 mm (9.8–

12.1 mm, n�20)，17日で11.6 mm (9.7–13.7 mm, n�

20)，19日で11.1 mm (10.2–12.1 mm, n�12)，20日
で 12.1 mm (10.8–13.6 mm, n�13)であった．18°C

区と21°C区ともに，2回の実験結果から得られた

生残率の間には有意な差が認められなかった
（ 18°C区 : 0 psu, c2�1.25; 5 psu, c2�2.99; 15 psu,

c2�0.03; 30 psu, c2�0.07; 21℃区: 5 psu, c2�3.33;

15 psu, c2�0.20; 30 psu, c2�0.21; い ず れ も
P�0.05）．そこで，各水温区について2回の実験
結果をまとめて生残率を算出した (Fig. 2)．18°C，
15 psuの条件で15–20日間飼育した仔魚は，18°C

区の0 psuでは実験開始後わずか1日ですべての個
体が死亡した．ただし，5 psuと環境水中にわずか
ながら塩分が存在すると，そこでの生残率は設定
塩分内で最も高い値を示した (Table 2)．15 psuで
も比較的高い生残率を示したが，30 psuでは急激
に生残率が低くなり，0 psuとの間には有意な差が
認められなかった．21°C区でも18°C区と同様に5，
15，30 psuの順に生残率が高いが，5 psuと15 psu

の生残率の間には有意な差は得られなかった．
21°C区では18°C区と比較し，どのような塩分条
件下でも著しく低い生残率を示した．
孵化後 50日で，仔魚の平均体長（範囲）は

17.0 mm (14.5–19.7 mm, n�20) まで成長した．
18°C区の0 psuでは孵化後15–20日の仔魚と同様に
実験開始後 1日以内にすべての個体が死亡した
(Fig. 3)．5 psuと15 psuでは生残率が著しく高く，
両者の間には有意な差が認められなかった (Table

3)．30 psuでは孵化後15–20日の仔魚と比較して明
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Table 1. Experimental conditions for newly-hatched larvae (c2-values obtained from 
Log rank test of temperatures and salinities)

Water temperature
Number of individuals/replicate c2-value to:

Salinity(WT)
1st 2nd 3rd Total 15 psu 30 psu 19°C 21°C

Room temperature 0 psu 11 11 20 42 10.59*** 4.10*** 3.45 39.92***
(ca. 15°C) 15 psu 11 11 17 39 – 32.02*** 12.98*** 42.04***

30 psu 12 10 22 44 – – 9.83*** 16.83***
Mean WT 

14.3 (1.4) 15.6 (1.6) 15.8 (1.6) 15.2 (1.6)
(SD*)

ca. 19°C 0 psu 10 15 9 34 9.24*** 16.78*** – 33.84***
15 psu 10 15 8 33 – 34.24*** – 41.47***
30 psu 10 15 8 33 – – – 1.28

Mean WT 
19.4 (1.3) 19.6 (0.6) 19.5 (0.4) 19.5 (0.1)

(SD)

ca. 21°C 0 psu 7 6 15 28 5.62** �0.01 – –
15 psu 6 6 16 28 – 7.89*** – –
30 psu 9 7 16 32 – – – –

Mean WT 
21.7 (0.3) 21.1 (1.9) 20.7 (1.9) 21.1 (1.6)

(SD)

* Standard deviation; ** P�0.05; *** P�0.01.



らかに高い生残率を示し，15 psuとの間に有意な
差は検出されなかった．21°C区でも5 psuと15 psu

の間では生残率に有意な差が認められなかったが，
30 psuでは他の塩分より生残率は低かった．水温
間で比較すると，5 psuでのみ18°C区のほうが生残
率は高く， 21°C区では孵化仔魚および孵化後
15–20日の仔魚よりも生残率は顕著に高くなった．
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Fig. 1. Survival rates over time of newly-hatched
Ryukyu-ayu larvae. A: Room temperature (ca. 15°C).
B: ca. 19°C. C: ca. 21°C. See Table 1 for experimental
conditions.

Fig. 2. Survival rates over time of 15–20 day old
Ryukyu-ayu larvae. A: ca. 18°C. B: ca. 21°C. See
Table 2 for experimental conditions.

Table 2. Experimental conditions for 15–20 day old larvae (c2-values obtained from 
Log rank test of temperatures and salinities)

Water temperature
Number of individuals/replicate c2-value to:

Salinity(WT)
1st 2nd Total 5 psu 15 psu 30 psu 21°C

ca. 18°C 0 psu 5 5 10 17.39*** 9.68*** 0.02 –
5 psu 7 7 14 – 5.95** 17.11*** 14.84***

15 psu 7 7 14 – – 9.69*** 3.85**
30 psu 7 7 14 – – – 0.02

Mean WT (SD*) 18.2 (0.6) 17.7 (1.0) 17.9 (0.8)

ca. 21°C 5 psu 7 5 12 – 0.79 14.73*** –
15 psu 7 5 12 – – 8.55*** –
30 psu 7 5 12 – – – –

Mean WT (SD) 21.5 (0.3) 21.6 (0.2) 21.4 (0.8)

* Standard deviation; ** P�0.05; *** P�0.01.



孵化仔魚（平均体長 6.2 mm）は淡
水中 (0 psu) で孵化し，淡水以外を経験したことが
ないにもかかわらず，すべての水温条件下で15 psu

での生残率が最も高かった (Fig. 1, Table 1)．この
結果は，従来からの基亜種アユとリュウキュウア
ユの孵化仔魚を用いた生残実験の結果と良く一致

した（田畑・東，1986;  伊藤ほか，1971b;  幸地，
1995）．魚類の浸透圧はおもに鰓，腎臓および消
化管によって調節される（小栗，1977;  小笠原，
1987;  金子，2002）．アユ孵化仔魚の鰓および腎臓
は十分に発達していないものの（Iwai, 1962;  平野，
1994），消化系諸器官の分化程度は高い（田中ほ
か，1972）．また，鰓の未発達な発育初期の魚類
では浸透圧調節部位として卵黄嚢上皮や体表に分
布する塩類細胞が機能する（金子，2002;  Kaneko

et al., 2002）．これらから，リュウキュウアユ孵化
仔魚も消化管および体表の塩類細胞によって浸透
圧を調節すると考えられる．浸透圧 (P) は以下の
ファント・ホッフの公式により表される（長倉ほ
か，1998）．

P�RTC

Rは気体定数(0.082)，Tは絶対温度，Cは溶液モル
濃度である．この式から，浸透圧は塩分濃度およ
び温度が高いほど大きくなる．高橋ほか (1990) や
高橋 (2005) は，魚類の体液が1/3海水の塩分に相
当し，これよりも塩分が高くても低くても浸透圧
調節のためにエネルギーを消費するので，体液と
環境水の受動的な浸透圧バランスから淡水・海水
よりも汽水中でエネルギー消費量が少なくなるこ
とを指摘している．以上から，リュウキュウアユ
孵化仔魚が 15 psuで最も生残率が高かったのは，
浸透圧調節に要するエネルギー量が少なくて済む
ためと推察される．水温に関しては，15–21°Cの
範囲では水温が高いほどすべての塩分条件下で生
残率は低下し，特に，21°C区では著しく低い生残
を示した (Fig. 1, Table 1)．水温が高いほどアユ孵
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Fig. 3. Survival rates over time of 50 day old
Ryukyu-ayu larvae. A: ca. 18°C. B: ca. 21°C. See
Table 3 for experimental conditions.

Table 3. Experimental conditions for 50 day old larvae (c2-values obtained from 
Log rank test of temperatures and salinities)

c2-value to:
Water temperature (WT) Salinity No. of Ind.

5 psu 15 psu 30 psu 21°C

ca. 18°C 0 psu 5 8.68*** 8.68*** 2.55 –
5 psu 8 – 1.12 8.69*** 4.62**

15 psu 8 – – 2.16 1.31
30 psu 8 – – – 0.96

Mean WT (SD*) 18.4 (0.7)

ca. 21°C 5 psu 7 – 0.09 4.30** –
15 psu 7 – – 3.95** –
30 psu 7 – – – –

Mean WT (SD) 21.5 (0.4)

* Standard deviation; ** P�0.05; *** P�0.01.



化仔魚の生残率が低下することを示す実験結果は
多く，20–25°Cの範囲ではそれより低い水温と比
較して生残率の低下が大きい（田畑・柄田，1979;

伊藤ほか，1971a, b;  田畑・東，1986）．このこと
は，アユよりも温暖な水域で100万年以上にわた
り適応進化したリュウキュウアユ（Nishida, 1985;

関ほか，1988）であっても，仔魚の生残と水温の
関係は基亜種と大差ないことを示している．この
ような水温が高いほど生残率が低下する現象は，
先のファント･ホッフの公式より，水温が高いほど
浸透圧が大きくなることに加えて，たとえ体内外
の水温が同じになっても，高水温ほど分子の拡散
速度が大きくなり，半透膜を介する分子の移動量
が増える結果，能動輸送に要するエネルギー量が
増加するためと理解される．20–25°Cの範囲で生
残率が著しく低下する現象は，孵化仔魚では浸透
圧調節機能が未発達なためと説明できる．

– 18°C，15 psuのもとで
孵化後 1 5 – 2 0日間成長した仔魚（平均体長
10.7–12.1 mm）は，18°C区の0 psuと30 psuでは著
しく生残率が低く，5 psuもしくは15 psuといった
汽水下でのみ高い生残率を示した(Fig. 2)．した
がって，孵化後15–20日の仔魚は孵化仔魚よりも
狭塩性が高いと考えられる．また，21°C区ではす
べての塩分のもとで著しく低い生残率を示し，孵
化仔魚と同様の結果が得られた (Figs. 1, 2)．孵化
後15–20日の仔魚の浸透圧調節部位としては，実
体顕微鏡下では鰓弓は認められるものの鰓弁を確
認できず（岸野，未発表データ），腎臓は未発達
なことから (Iwai, 1962)，塩類細胞と消化管を挙げ
ることができる．Fundulus heteroclitusの塩類細胞
は成長に伴って，卵黄嚢上皮，体表，鰓弁および
鰓蓋膜へとオーバーラップしながら順次移行する
(Katoh et al., 2000)．基亜種アユにおいても成長に
伴う塩類細胞の消長はFundulus heteroclitusと同様
とされる（金子，私信）．したがって，リュウキュ
ウアユの孵化後15–20日の仔魚では，卵黄嚢上皮
に分布した塩類細胞は消失したものの，体表と鰓
蓋膜に塩類細胞が分布し，これらによっておもに
浸透圧を調節すると推測される．したがって，浸
透圧調節能は孵化仔魚と孵化後15–20日の仔魚の
間で大差ないと考えられる．浸透圧調節能に両者
の間で差がないならば，成長に伴って体積に対す
る体表面積の比は小さくなるため，浸透圧調節に
要するエネルギー量は孵化仔魚よりも孵化後
15–20日の仔魚のほうが少なくならなければなら
ず，孵化後15–20日の仔魚が孵化仔魚よりも狭塩

性が高いという本実験結果を説明できない．ここ
で，孵化仔魚の顎は未発達なため（立原・木村，
1991），口腔内の換水は少ないと考えられる．対
して，孵化後15–20日の仔魚では両顎が発達する
ため（立原・木村，1991），口腔内の換水は孵化
仔魚よりも多くなる．口腔内の換水が多くなると，
孵化後15–20日の仔魚の体積に対する体表面積は
孵化仔魚より大きくなり，浸透圧調節に費やすエ
ネルギー量は孵化仔魚より多くなると推察される．
この時期のアユ仔魚は口腔内の換水率上昇に伴う
体表面積比の増加と未発達な浸透圧調節能によっ
て，最も環境水の塩分と水温の影響を受けやすく
なると推察される．その結果，孵化仔魚よりもさ
らに狭塩性が高くなったと推測される．
孵化後50日の仔魚（平均体長17.0 mm）は18°C

区の0 psuで著しく低い生残率を示したが，30 psu

での生残率は孵化後15–20日の仔魚よりも明らか
に高くなった．21°C区でもすべての塩分のもとで
孵化後20日までの仔魚より明らかに高い生残率を
示した (Figs. 1, 2, 3)．アユでは体長35.5–41.5 mm

の個体の腎臓は未発達で (Iwai, 1962)，孵化後 50

日のリュウキュウアユ仔魚でも腎臓は機能しない
と推測される．しかし，鰓弁はこの時点で発達し
ているのが実体顕微鏡下で観察される（岸野，未
発表データ）．このため，孵化後20日以前の仔魚
と比較して浸透圧調節能は高く，浸透圧調節器官
の発達に伴って塩分および高水温耐性が上昇した
と考えられる．また，汽水下で成長した仔魚は孵
化後50日までは 0 psuで直ちに死滅することから，
海水よりも淡水への順応が難しいことが窺われる．
塩類細胞には高張な環境でイオンを排出する海水
型と低張な環境でイオンを取り込む淡水型の2種
があり（金子，2002），通し回遊魚であるサケ
Oncorhynchus ketaやウナギ Anguilla japonicaは，
この2種の塩類細胞の出現と消失によって淡水域
と海水域を行き来する (Uchida et al., 1997; Sasai et

al., 1998)．汽水下で成長を始めたリュウキュウア
ユ仔魚はこの淡水型の塩類細胞が消失し，海水型
の塩類細胞のみが分布した結果，0 psu下での生残
率が低下した可能性がある．

奄美大島の役勝川と河内川での
流下仔魚の採集結果から，リュウキュウアユの産
卵期は水温が20°C以下に低下するころに始まると
される（岸野・四宮，2004）．本実験結果では，
孵化仔魚の0 psuでの生残率は室温区（平均15°C）
と19°C区の間では差が認められなかったものの，
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21°C区では著しく低い値を示した (Fig. 1, Table 1)．
したがって，水温が20°Cより低下してリュウキュ
ウアユの産卵が始まるのは，孵化仔魚の斃死を回
避するための温度環境への適応と理解される．ま
た，岸野・四宮 (2005) は河口汽水域が小規模で海
水の影響を強く受ける河内川では11–12月の早期
孵化個体がほとんど回帰しないこと，その時期の
汽水域の水温は20°C以上であることを指摘した．
本実験結果から，どのような塩分条件下でも孵化
仔魚と孵化後15–20日の個体が21°C区で著しく低
い生残率を示したことは，先の野外調査結果によ
る指摘を実験的に支持したものと考えられる．高
水温条件下における早期孵化個体の大量減耗は基
亜種アユにおいても知られている（Takahashi et al.,

1999, 2003;  高橋，2005）．また，体長10 mmまで
のリュウキュウアユ仔魚は昼間には流下しないた
め，汽水域から海域へと遠く分散される機会は半
減し（岸野・四宮，2006），体長10 mm以上に成
長した後も海域より汽水域に多く出現する（岸
野・四宮，2005）．この時期の汽水域は海域と比
較し低水温かつ低塩分という特徴を有し（岸野・
四宮，2005），仔魚にとって最も浸透圧調節に負
荷のかからない水域である．汽水域でリュウキュ
ウアユ仔稚魚が多い現象は好適な水域を積極的に
選択しているためという推論が可能となる．さら
に，海域もしくは汽水域で20°C以上の水温を長く
経験したリュウキュウアユ遡上個体の成長量が低
いという現象も（岸野・四宮，2003），水温と浸
透圧の関係から説明可能である．浸透圧調節にエ
ネルギーを多く必要としない汽水域で採集された
アユは，海域で採集されたアユよりも高い成長量
を実現することが知られている（高橋ほか，1990;

高橋，2005）．
以上のように，リュウキュウアユ仔魚にとって
河口汽水域は，生理的に最も適した環境条件を提
供し，実際に多くのリュウキュウアユ仔稚魚が汽
水域を利用している（岸野・四宮，2005，2006）．
干潟が出現し，河床の起伏が大きいなど多様な環
境を有する汽水域は，河川水の流入と潮の干満あ
るいは大気による冷却によって，多様な水温・塩
分環境を形成する．多様な汽水環境は仔魚が最も
好適な水温・塩分環境を選択する機会を増やすた
め，その後の生残に有利に働くと予想される．し
たがって，汽水域の環境保全はリュウキュウアユ
の保護対策として最重要課題の1つとして挙げる
ことができる．

本研究を取りまとめるにあたり，鹿児島大学水
産学部の川村軍蔵博士には有益な助言と暖かい励
ましの言葉をいただいた．東京大学大学院農学生
命科学研究科の金子豊二博士には浸透圧調節と塩
類細胞について多くの助言を賜った．住用村役場
の師玉敏司氏には現地での宿泊施設の便宜を図っ
ていただいた．株式会社マングローブ公社の方々
には現地生活で惜しみない援助を賜った．各氏に
対し，この場を借りて厚く御礼申し上げる．
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