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館山湾の砂浜海岸におけるアユ仔稚魚の
季節的および日周的出現様式

荒山和則1,  2, ＊・河野　博2・茂木正人2

Seasonal and Diel Occurrence of Ayu, Plecoglossus altivelis altivelis, 
Larvae and Juveniles at a Sandy Beach in Tateyama Bay, Central Japan

Kazunori ARAYAMA
1,  2, ＊, Hiroshi KOHNO

2 and Masato MOTEKI
2

Abstract: We examined seasonal and diel occurrence patterns of ayu, Plecoglossus altivelis 
altivelis, larvae and juveniles at the shoreline and offshore areas of a sandy beach in Tateyama Bay. 
Sampling was conducted from April 1999 to March 2001 using a small seine net. Fish were present 
in daytime from early November to early January. The offshore area yielded many more fish than 
the shoreline area (527 vs. 41 individuals), and the body lengths of fish were similar in both areas 
(approximately ＜20 mm). In February and March, fish were present in nighttime at the shoreline, 
although absent in daytime. The early life history of the ayu at the sandy beach is summarized as 
follows. Fish ＜20 mm in body length are distributed offshore mainly in the daytime and aggregate 
near the shoreline at morning twilight. Fish ＞20 mm in body length are distributed at the 
shoreline from early evening to nighttime, but do not occur at the sandy beach during the daytime.

Key words: Plecoglossus altivelis altivelis; Sandy beach; Seasonal and diel occurrence patterns; 
Habitat utilization
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海洋生活期のアユ Plecoglossus altivelis altivelis の仔
稚魚が砂浜海岸の浅所域に多数出現し，その場を成育
場として利用していることが指摘されて以来（Senta 

and Kinoshita 1985），全国各地の砂浜海岸でアユの
出現が確認されている（赤崎・瀧 1989; 塚本ら 1989; 

Gomyoh et al. 1994; 荒山ら 2002; 小路・田中 2002; 

Suda et al. 2002; 田子 2002a; 東 2005など）。砂浜海岸
へのアユ仔稚魚の出現は，海岸周辺地域におけるア
ユの生息河川の存在や，その河川水の海域への拡散程
度に影響されると考えられている（木下 1993; 内田ら 

1998; 東ら 2002, 2003; 東 2005）。しかしその一方で，
アユの生息する主要河川の河口から海岸線沿いに約
20 km離れた砂浜海岸でも大量のアユ仔稚魚が採集さ
れることもあることから，砂浜海岸への接岸機構を含
めたアユ仔稚魚の時空間分布パターンを解明する必要
性が指摘されている（東ら 2002）。

海洋生活期のアユの生活史研究は，熊野灘（塚本ら 

1989）や富山湾（田子 2002b），土佐湾（東 2005; 八
木ら 2006），東京湾（河野・島田 2006）などで行われ，
概略でみればアユ仔稚魚は砂浜海岸や河口域，沿岸域
を生息場所とし，その成長とともにこれら水域間を移
動することが明らかにされている。しかし，日周性に
関する知見は研究が進んでいる砂浜海岸においても乏
しく（Senta & Kinoshita 1985; Gomyoh et al. 1994; 塚
本ら 1989; 田子 2002a; 東 2005），報告された結果も次
のように様々である: 1）潮汐よりも昼夜に影響を受
け日中に多く採集される（Senta & Kinoshita 1985），
2） 体長30 mm以下の仔魚が多い時期は満潮時に採集
量が増加するが，30 mm以上の個体が多い時期には
その変化はみられない（塚本ら 1989），3）日中は群
れを形成し潮汐に対応して能動的に離・接岸行動を
行うが夜間は分散して分布する（東 2005）。ただし，



246 荒山・河野・茂木

東（2005）は，接岸行動がアユの成長とともに変化す
ることも示唆している。 4）潮汐あるいは昼夜とアユ
の出現に関連性はない，もしくは不明（Gomyoh et al. 

1994; 田子 2002a）。
本研究では，千葉県館山湾の砂浜海岸でアユの出現
の季節性と日周性を調査し，砂浜海岸の水深 1 m以浅
の浅所水域における時空間的な出現様式を検討した。
なお，本研究において海洋生活期とは，ふ化したアユ
が河川を流下してから河川に遡上するまでの間として
扱っている。

材料および方法

調査は，千葉県館山湾の湾奥部に位置する北条海岸
で行った（Fig. 1; 34°59´N，139°51´E）。通常海況時の
本海岸は静穏で，砕波は汀線から約 5 m以内で起こ
り，その波高は20～50 cm程度である。また，汀線か
ら沖へ約50～70 mのところには小規模なバーが形成
されている（Fig. 1; 荒山ら 2003）。
館山湾には大小いくつかの河川が流入している。調
査地点の周辺では川幅約10 mの河川（汐入川）が流
入しているが，河口両岸に長さ約150 mの導流堤があ

るため，河川水が海岸汀線へ直接影響を及ぼすことは
ないと考えられる。また，館山湾流入河川のうち最も
大きな河川（平久里川）は調査地点から約2.5 km離
れたところに流入する。
アユ仔稚魚は 2 つの調査計画に基づき採集した。
まず，出現の季節性を明らかにするための調査を，海
岸の汀線域と沖浜において1999年 4月から2001年 3月
にかけて，原則として毎月 2回，大潮の日中の干潮前
後に行った。ただし，1999年 4月上旬と10月上旬およ
び2000年 1月下旬の汀線域と沖浜の両定点，1999年12

月下旬と2000年 1月上旬の沖浜では，荒天のために調
査を行うことができなかった。次に，出現の日周性を
明らかにするための調査として，1999年11月から2000

年 4月にかけて毎月 1回，汀線域では潮汐に対応した
昼夜採集を，沖浜では昼夜それぞれの干潮時に採集を
行った。汀線域での昼夜採集は，満潮時，干潮時，満
潮と干潮の中間時（上げ潮時と下げ潮時）にそれぞれ
実施した。昼夜の区分および潮時の確認は，調査地点
に近い気象庁の観測所における日出没時間（測地: 館
山）と潮位（布良）に基づいた。これら調査の範囲は，
干潮時の汀線から約100 m沖合の水深 1 m以浅の水域
とし，“汀線域”は海岸汀線から沖へ約20 m，“沖浜”
はバーから沖へ約30 mの範囲とした（Fig. 1; 荒山ら 

2003）。
アユの採集は，袖網の端にロープを取り付けた小型
地曳網（袖網：長さ 4 m，目合 2 mm；袋網：長さ3.5 m，
目合 1 mm）（Kanou et al. 2002）を用いて 2名で行った。
地曳網は海岸汀線に対して平行になるように曳網し，
1回の採集につき50 mの曳網を 2回行った。採集物
は直ちに10％海水ホルマリンで固定し，研究室に持ち
帰った。研究室では採集物からアユを選別し，個体数
の計数，体長（上屈前仔魚と上屈仔魚については脊索
長，上屈後仔魚と稚魚については標準体長）の測定を
行った。体長の測定はノギスもしくは実体顕微鏡にと
りつけたミクロメーターにより0.1 mm単位で行った。
以下，仔稚魚の大きさは全て体長で示した。また，本
研究では，採集されたアユについて，生まれた年をそ
の年生まれの年群として扱った。アユの出現期間中の
水温は12.0～22.0℃であった。

結　　果

日中の干潮時における出現
アユの出現期間は汀線域および沖浜ともにほぼ同じ
で，4月（計14個体，沖浜）や 6月（ 1個体，汀線域）
にもわずかに出現したものの，主として11月上旬から
1月上旬にかけて出現した（Fig. 2）。特に多く出現し
たのは，1999年群では11月下旬（計151個体），2000年

Fig. 1.  Map of location of sampling site (above) and 
cross section diagram of sampling site at the sandy beach, 
Tateyama Bay, central Japan. 
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群では12月上旬（計280個体）であった。採集個体数は，
汀線域よりも沖浜に多く，汀線域では41個体（1999年
群：24個体，2000年群：17個体）であったのに対し，
沖浜では527個体（191個体，336個体）であった。
採集されたアユの体長範囲は，1999年群では，汀線
域では9.1～21.3 mmおよび61.4 mmであり，沖浜では
9.7～16.3 mmおよび31.9～44.0 mmであった（Fig. 3）。
ただし，主に出現したのは両定点ともに20 mm未満

で，汀線域での出現個体数の87.5％，沖浜での92.7％
を占めた。2000年群では，汀線域では10.4～19.9 mm

の個体が，沖浜では10.0～26.8 mmの個体が出現した
（Fig. 3）。また，1999年群と同様，出現個体は20 mm

未満がほとんどであり，それぞれ100％と94.3％を占
めていた。
各月での体長組成は，両年群ともに11月から12月上
旬にかけて出現したのは主に15 mm未満の個体であっ
た（Fig. 4）。12月下旬から 1月上旬は，1999年群では
計 7個体（10.9～21.3 mm）が採集されたに過ぎなかっ
たが，うち 4個体は15 mm以上であった。2000年群で
は計54個体が採集され，そのうちの96.3％が15 mm以
上であった。 1月下旬以降では，1999年群では， 4月
以降に採集された個体は全て30 mm以上（15個体）で
あったが，2000年群では，2月に12.5～15.1 mm（ 4

個体）のものが採集された。また，同一日に汀線域と
沖浜の両方で採集された時のアユの体長範囲は汀線域
と沖浜とでほぼ重複していた。

出現の日周性
汀線域での昼夜採集の結果，潮汐変動に対応した個
体数の増減はすべての月で認められなかったが，採集
時間でみると，アユの出現時間帯が月によって異なる
傾向がみられた（Fig. 5）。まず11月と12月では，アユ
は昼夜ともに出現したが，出現のピークは早朝にみら

Fig. 2.  Seasonal changes in the numbers of Plecoglossus 
altivelis altivelis larvae and juveniles collected from the 
shoreline and offshore areas at a sandy beach in Tateyama 
Bay from April 1999 to March 2001. Open dots indicate 
that no fish were collected.

Fig. 3.  Comparison of the body length distributions of Plecoglossus altivelis altivelis larvae and juveniles collected from the 
shoreline and offshore areas at a sandy beach in Tateyama Bay. Fish ＞40 mm in body length are not shown.
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れた（11月: 16個体，12月: 3,240個体）。1月と 2月では，
アユは昼夜ともに出現したが，夜間に多く出現する傾
向にあった。 3月はこの傾向が顕著となり，アユが出
現したのは夕方から夜間に限られていた。 4月は日中
に 1個体のみが出現した。一方，沖浜における昼夜の
干潮時の調査では，11月と12月には主に日中に出現し
ていたが， 2月は夜間のみに出現した（Fig. 6）。さら
に 3月は昼夜ともに出現しなかったが，4月は日中の
みに出現した。
汀線域に出現したアユの体長組成の日周変化は，
潮汐変動に関連してはすべての月で認められなかった
（Fig. 7）。しかし，採集時間でみると，12月から 3月には，
夕方から夜間にかけて体長組成が大きくなる傾向がみ
られた（Scheffe’s F test: 12月と 2月，P＜0.05; 1月
と 3月，P＜0.01）。なお，11月から 3月に出現したア
ユの体長範囲は，順に9.2～17.3 mm（平均±標準偏
差：13.3±1.6 mm），9.1～22.9 mm（14.5±2.3 mm），

10.1～29.2 mm（20.4±2.4 mm），13.8～36.9 mm（28.0

± 3.7 mm），19.2～ 39.6 mm お よ び 64.8 mm（28.7±
5.7 mm）であった（Fig. 7）。一方，沖浜に出現した
アユの体長組成は，汀線域のそれと比較すると， 2

月の夜間の干潮時には沖浜（平均±標準偏差：20.8±
4.3 mm，6個体）よりも汀線域（28.5±3.8 mm，4個体）
に大きな個体が出現していたが，その他の月では同様
であった。

考　　察

館山湾の砂浜海岸におけるアユの出現様式
本調査結果からアユの出現様式は以下のようにま

とめられる：1）約20 mm未満のアユ（主に11月から
12月に出現）は昼夜を通じて砂浜海岸に出現するが，
汀線域では早朝に多く，日中は沖浜に多く出現する，
2）約20 mmを越えたアユ（主に 2月と 3月に出現，

Fig. 4.  Seasonal changes in the body length distributions of Plecoglossus altivelis altivelis larvae and juveniles collected from 
the shoreline and offshore areas at a sandy beach in Tateyama Bay. Open and solid bars indicate shoreline and offshore 
areas, respectively. Fish ＞40 mm in body length are not shown.
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平均体長：約28 mm）は，日中，汀線域や沖浜のいず
れでもない水域で過ごし，夕方から夜間にかけて汀線
域に出現する。
砂浜海岸でのアユの出現期間とその大きさは海域に
よって違いがみられるが，約20～28 mmに成長したア
ユは分布域を沖合深所へ広げることが指摘されている
（塚本ら 1989; 田子 2002a; 東 2005）。また，四万十川

河口域の浅所水域でも20 mmを越えたアユは河口内の
深所へ移動するという（Takahashi et al. 2002）。本研
究で 2月以降に約20 mm以上のアユが日中ほとんど採
集されなかったこと（Figs. 4, 7）は，これらの知見と
合致しており，砂浜海岸に出現しない日中はその沖合
に分布していると推測される。
次に，アユの主な出現時間帯が夜間へ変化した（Fig. 

5）ことを検討する。まず，アユ仔稚魚の摂餌は主に
日中に行われることが知られている（伊藤ら 1965; 山
本ら 2003）。本研究で採集されたアユの摂餌日周性を
調べた結果でも，夜間に摂餌が活発になる傾向は認
められなかった（荒山 未発表）。したがって，夜間の
汀線域への出現は摂餌が目的ではないと結論づけられ
る。また，汀線域と沖浜との間で水温と塩分がほぼ同
じであったことからは（荒山ら 2003，未発表），少な
くとも水温と塩分に関して，アユがその生活に好適な
水質環境を選択していた可能性も考えにくい。
アユ仔魚の行動観察を飼育池で行った伊藤ら（1965）
は，仔魚（ふ化後12日から93日で全長7.9～41 mm）

Fig. 5.  Diel changes in tide level and the numbers of 
Plecoglossus altivelis altivelis larvae and juveniles collected 
from the shoreline at a sandy beach in Tateyama Bay from 
November 1999 to April 2000. Solid circles indicate tide 
level. Dark graph, nighttime; grey graph, twilight.
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が夜間には活動を停止し池内に分散して分布するこ
とを報告している。さらに，体長約15 mm以上の仔魚
では夜間に鰾内ガス量が増加することから（北島ら 

1998），夜間は日中よりも浮遊しやすいといえる。こ
れらに対して日中のアユは，群れを形成し遊泳してい
ることが飼育環境下（伊藤ら 1965）と自然環境下（田

Fig. 7.  Diel changes in the body length distributions of Plecoglossus altivelis altivelis larvae and juveniles collected from 
the shoreline at a sandy beach in Tateyama Bay from November 1999 to March 2000. Numerals in parentheses indicate the 
number of individuals. Dark graph, nighttime; grey graph, twilight; HT, high tide; LT, low tide. Fish ＞40 mm in body length 
are not shown.
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子 2002a）の両方で確認されている。
以上の知見からは，館山湾のアユの出現日周性につ
いて，日中には群れ行動を行い生活史の各段階に応じ
た生息場所に能動的に分布するが，夜間には群れ行動
が弱まり，各個体が浮遊し分散することで受動的に汀
線域に輸送されると説明することができる。
しかしその一方で，体長約30 mmを境にそれまで確

認されていた汀線域における満潮時の出現量の増加が
みられなくなることや（塚本ら 1989），全長約 4 cm

に達したアユが夕方に河口周辺に集合すること（楠田 

1963），体長約30～35 mmで遊泳機能に関する形質が
完成すること（東 2005; 高橋 2005; 河野・島田 2006）
からは，アユは成長にともない能動的な移動を行うよ
うになると考えられる。
館山湾の汀線域で行った昼夜採集では，12月から

3月の夕方から夜間にかけて，採集されたアユに体長
組成の大型化が認められた（Fig. 7）。この現象を分散
（受動的輸送）で説明することは日中の生息場所と汀
線域との距離的関係を考慮すれば不可能ではないが，
夕方と夜間とで採集されるアユの体長範囲が異なるこ
と（Fig. 7）に対する説明はつかない。アユの夜間の
出現は，分散だけでなく能動的な移動にもよると考え
ることが妥当である。

日中に出現しないアユが夜間に出現することの意義
館山湾の砂浜海岸におけるアユは成長とともに生

息場所を砂浜海岸以外の水域に完全に移行させるので
はなく，日周的に砂浜海岸の浅所域とその近傍水域間
を受動的および能動的に往来していることが示唆され
た。この日周性は東（2005）も指摘しており，さらに
東はこの日周性が早生まれのアユに認められることを
明らかにしている。
海洋生活期のアユの回遊経路はアユのふ化時期に

よって異なり，早生まれのアユは砂浜海岸に短期間
滞在した後，沿岸域を経由して河口域に移動するの
に対して，遅生まれのアユは長期間砂浜海岸に滞在し
た後，直接河口域に移動するという（塚本ら 1989; 東 

2005）。広範囲を回遊する早生まれのアユが日中は砂
浜海岸の浅所域ではなくその沖合に分布することは
（東 2005），沿岸域でのアユの主な分布域が水深10 m

以浅水域とされていることも考慮すると（大方・石川 

1979; 塚本ら 1989; 森 1995; 田子 2002b; 東 2005），次
の生息場所である河口域から過度に離れる危険性も生
じると思われる。
東（2005）は，早生まれのアユが夜間に砂浜海岸
の汀線域に現れることの利点として被食の危険性が低
下することをあげている。しかしながら，日中，砂浜
海岸の沖合（沿岸域）に分布するアユにとって，夜間

に砂浜海岸浅所域に出現することは，沿岸域でも海岸
線に近い，比較的狭い水域内に分布することにつなが
る。すなわち，遅生まれのアユが砂浜海岸から直接河
口域へ移動するように（塚本ら 1989; 東 2005），砂浜
海岸から沿岸域までの広範囲で生活するアユの河口域
への移動を容易にすることにも寄与していると考えら
れる。

要　　約

館山湾の砂浜海岸の汀線域と沖浜において，アユ仔
稚魚の出現の季節性と日周性を調べた。採集は，1999

年 4月から2001年 3月にかけて，目合い 1 mmの小型
地曳網を用いて行った。館山湾においてアユ仔稚魚は，
日中に関しては，主に11月上旬から 1月上旬に採集さ
れた。沖浜と汀線域とを比較すると採集個体数は沖浜
で多く（527個体 vs. 41個体），体長はどちらもほとん
どが20 mm未満であった。2月と 3月は日中には出現
しなかったものの，夜間には汀線域に出現した。館山
湾のアユの出現様式は，1）体長約20 mm未満の個体
は，早朝には汀線域に多く出現するものの日中は主に
沖浜に出現する，2）体長約20 mm以上では，日中は
砂浜海岸に出現しないが，夕方から夜間にかけて汀線
域に出現する，と考えられた。
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