
  
  ムツゴロウの生態(7)

  誌名 佐賀県有明水産振興センター研究報告 = Bulletin of Saga Prefectural Ariake Fisheries
Research and Development Center

ISSN 09191143
著者名 古賀,秀昭
発行元 佐賀県有明水産振興センター
巻/号 15号
掲載ページ p. 39-45
発行年月 1993年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



佐有水研報 15 (39--45) 1993 

ムツゴロウの生態-YII

一干潟上での行動と環境要素との関係ー

古賀秀昭

Ecological Study of Mudskipper-VII 
Relationship between Behavior of Mudskipper on Tidal Flat 

and Some Environmental Factors 

Hideaki KOGA 

Abstract 

Mudskipper，βoleophthalmusρectinirostris appear on tidal flats in the low water and f巴巴d，and the 

males in th巴breedingseason repetitively jump， which is defin巴das courting behavior. 1n winter， the 

fish seldom appear on tidal f1ats except on巴speciallywarm and fine days. Even in their active 

period， it is said that their apperance changes with the weather. Then， the relationship between their 

appearanc巴， jumping and some environmental factors was examined by means of multipl巴regression

analysis. 

1n a low temperatur巴 period，their appearance was much more in a c1ear and warmer day. 1n 

other period， it was much more during spr加gtide than during neap tide， and not r巴lat巴dto the w巴ather

condition. 1n march to April and Octob巴rto November， their appearance was explainable above fifty 

percents by only two explanatory variables， which were atmospheric temperature and weather， and 

tidal range and atmospheric t巴mperature，respectively. 

Main jumping period was in May to July. Jumping had some periodicity， and was not related th巴

environmental factors at all. 1t was presumed the fish spawned simultaneously as a spawning shoal 

in some period when was during n巴aptide to spring tide. 

はじめに

ムツゴロウはハゼ科の水臨両生魚、であり，子出

i時には泥中の生息子L(巣)から干潟表面に上り摂

餌行動を行う.また，産卵期の雄は求愛行動とさ

れるジャンプを繰り返す等干潟上の行動は活発で

ある 1-6) 本穣の干潟上への出現は摂餌行動と直接

的に結びついており，干潟上への出現と環境との

を把援することは，資源生態を知るうえで重

要と王寺えられる.

両者の関係については，出現は大潟時に多く，
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小潟時には少ないこと.主主卵終了期を除くと滋度

との相関は高く，また，気温が低い時期以外は天

候に左右されず，さらに，期間を通じて風とは関

係なく出現すること等が明らかにされている 7)

ここでは，震匝帰分析により本種の干潟上への出

現と環境要素との関係を求め，また，産卵行動と

されるジャンプと環境との関係について検討を加

えたので以下に報告する.



材料及び方法

1.謂査地点，ムツゴ口ウ出現状況

Fig.1に示す佐賀県六角川河口の干潟(地盤高

2.5~4.3m) において， 1990年 7月17日から1992

年 7月31臼までの約 2年間にわたり，原則として

休日を除く毎日出現状況を調査した.調査時刻は，

本穏の高密度分布域が干出する満潮 3時間後とし，

出現の程度は CR法により産卵期前後の極めて出

現が多い状態 (2~3 尾1m') を r 5 j，以下，多

い r4 j，普通 r3 j，少ない r2 j，緩めて少ない

N
4
i十
i Ashik遜rit. 

一一・・.・

Fig. 1 誠査場所

Map of the investigating location. 

Meshed mark shows obs巴rvingtidal flat 

Solid circle and open triangle show the 

measuring point of the atmospheric and 

mud temperature， respectively. Solid tri. 

angle shows the point of observing muds. 

kipper and measuring weather and wind 

spe巴d.

r 1 j，全く出現が無い状態を r0 jとし，ジャン

プについても同様である.なお，解析にはこの数

{践をそのまま用いた.

当調査域は1986年から設定されている採補禁止

臣域に位置しており，漁獲による生息数の減少は

ない.また，人が近づいても，他の干潟に生息、す

るムツゴロウとは異なり逃避行動をとることが極

めて少なし観察には絶好の条件を備えている.

なお， 1992年9月の調査結果8)では佐賀県有明海

沿岸で最もムツゴロウの生息密度が高い干潟の 1

つである.

2.環境要素の測定

1)気象

天候は，調査時の雲量等により快晴を 6，晴れ

を5，以下，薄曇りしさ去り 3，小雨 2，雨 lと

数値化した.気温は当水産振興センターの棒状水

銀混度計により，風速は調査地点において携帯型

風向風速計により 30秒間の平均風速を測定した.

2)子潟泥温

Fig.lに示す地擦高4.1mの干潟に測温抵抗体

(CHINO製 JPTloon，5 mA， CLASS B) 8本

を千潟表商， 10， 20， 35， 50， 75， 100， 150cml習

に設置し，連続測定を行った.数値は連続記録計

(CHINO製 AH420-GKN)にアナログデータと

して記録され，また，毎正時には各層の瞬時僚が

記録される.解析には，アナログデータから読み

取った調査時刻の干潟表面の値を用いた.

3)潮汐

潮汐の指標として臼平均潮位差を佐賀県有明海

漁業協同組合連合会発行の潮汐表により求めた.

結果及び考察

1.期間毎の干潟上への出現の最良重回帰式

ムツゴロウの生態に合わせ 3~4 月を活動開始

期， 5~7 月を産卵期， 8~9 月を産卵終了期，

10~1l月を越冬準綴期，越冬期間7)を除く 12月を

越冬直前期とし，以上 5期間について，出現の程

度を白的変数，泥温を除く観測が容易な環境4要

素(天候，気温，風速，潮位差)を説明変数とし，

変数減少法による重回帰分析9)を行った.ここで

は，自由度調整ずみ重相関係数(以下R)が最も

大きな館そとった霊回帰式を最良モデルとみなし，

その結果を Table1.に示した.

活動開始期の 3~4 月には，風速が除かれたモ
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デノレがR=0.642を示し，最良となった.囲帰式で

説明される部分の割合とされる寄与率は0.659を

示し，この式から約66%が説明出来る.分散分析

の結果，分散比(以下 Fo)は39.22で回帰は 1%水

となった.さらに 3個の説明変数の録

回帰係数も検定の結果 1%水準で有意となり，こ

の密帰式は干潟上出現の予測に役立っと言える.

次に，どの変数が最も匝帰式に寄与しているかを

標準煽由帰係数で判断すると，気滋，天候，潮位

となり，ムツゴロウの出現は温暖な好天の

日で，しかも大潮時に多いものと考えることが出

来よう.

産卵期である 5~7 月には，天候が除かれたモ

デノレが最良となった.寄与率は0.329 と 3~4 月に

比べると低い債であったが， Fo，偏回帰係数とも

に1%水準で有意となったことから，全体として

は有効なモデルと蓄えよう.標準偏回帰係数は，

溺佼差，気温，風速(負)の!績となり，ムツゴロ

ウの出現は大潮時の混かな日に多く，風が強いと

若干ではあるが少なくなる傾向がうかがえる.

産卵がほぼ終了した 8~9 月には，潮位差のみ

のモデル，すなわち 1次囲帰式が最良となった.

寄与率は0.235と最も低かったが， F。も偏回帰係

数もともに 1%水準で有意であった.気温との関

係が全期間中唯一認められなかったが，この理由

として， 30T以上の高温はむしろ出現の制限要因

となること 7)があげられる.以上のことから，この

時期の出現は，大潮時により多く，気象条件には

ほとんど左おきれないものと考えられる.

小野原1)以来，ムツゴロウ親魚の県内での分布

調査が数回にわたり実施されているが8，H13)，そ

の調査時期は 8，9月の大潟時である.このこと

は，出現の条件が開ーであったことを示しており，

その結果の信頼性は高いものと雷えよう.今後の

分布調査についても，その日の天候，風速，気温

等の気象条件の如何にかかわらず，大潮時に実施

すればよいことを示唆している.

越冬準備期の10~11月には，産卵期と向様に天

τable 1. 変数減少法による干潟上出現の期間毎最良重回帰式

Th巴 bestlinear multiple regression mod巴1of appearance on tidal flat of mudskipperobtain巴dby 

backward elimination method. 

Period 
Partial regression coefficient 

Const R' R AIC Fo 
Weather 1可ind A.Temp 1¥range 

l¥lar. to Apr. 0.30村 0.22** 0.29字率 -3.85 0.659 0.642 172司6 39.22寧車

(0.33) (0.58) (0.23) 

l¥lay to July 0.10*掌 0.08*牟 0.48ホ車 -0.32 0.329 0.313 344.9 20.93事事

(breeding period) (-0.20) (0.36) (0.40) 

Aug. to Sept 0.37*皐 1. 02 0.235 0.221 157.2 17.47*本

(0.48) 

Oct. to Nov 0.13本 0.10** 。.72** 2.56 0.567 0.549 225.7 32.70** 
(-0.18) (0.32) (0.54) 

December 0.25ネ -0.10 0.25事事 0.37 4.27 0.594 0.520 73.5 8.05** 

(0.33) 

The best models were determined by the largest value of 

R' Coefficient of determination寄与率(決定係数)

R Multiple correlation coefficient adjusted for the degrees of freedom自由度調整ずみ重相関係数

( ): Standard partial regression coefficient標準編図録係数

* * : Significant at 1 % level * : Significant at 5% level 
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{侯が除かれたモデルが最良となった.寄与率は

0.567と比較的大きいことから有効なモデルと言

えよう.標準備閤帰係数も，産卵期と同様に溺佼

差，気温，風速(負)の11頂であったが，その値は，

産卵期に比べ潮位差だけがより大きいことから，

この時期のムツゴロウの出現の中心は大潮時であ

るが，溢かな日にはより多く，風が強いと若手で

はあるが出現が少なくなる傾向にあるものと考え

られる.

越冬夜前の12月には，全ての変数を含むモデル

が最良となった.寄与率は0.594と比較的大きな値

を示したが， F。は一応 1%水準で有意となったも

のの，他の期間に比べ小さしさらに，偏国帰係

数も 1%水準で有意な変数は気温だけで，風速，

溺位差は有意ではなく，干潟上への出現を十分に

説明しているとは言い難い.ただ，低混となるこ

の時期の出現は，滋暖で好天の臼に多いことは間

違いなさそうである.

以上，期間毎に重回帰式による出現と環境要素

Table 2. 2説明変数による期間毎子潟上出現の震回帰式

の関係について述べたが，出現と環境姿因との相

互桔潤から得られた結果7)とほぽ同様であった.

つまり，全体的にみると，ムツゴロウの干潟上へ

の出現は， {j:¥;滋期には好天てで気温が高い日に，そ

の他の時期には気象条件にはさほど左右されず，

主に大潟時に多いものと考えられた.大潮時によ

り多く出現する理由として，小潮時には子潟の乾

燥という物環的な制限を受けるものの1 約 1B 

リズム (Circadianrhythm) と潮汐リズムの干渉

作用によってムツゴロウが獲得した約訪日周期の

月リズム10)により大きく支配されているためであ

ろう.

2.環境要素による干潟上への出現予測

本穏の干潟上への出現の程度を予測することは，

摂餌臼数の推定や生態観察の機会を知るうえで一

助となると考えられる.前述した期間毎の最良重

由帰式により予測することは可能であるが，説明

変数が多いと計算も複雑になり，ましてや図形化

することは不可能である. 2つの説明変数の場合

Two left explanatory variables' linear multiple regression model of app巴aranceon tidal flat of 

mudskipper obtained by backward elimination method. 

Period 
Partial regression coefficient 

Const R' R AIC F。
1司Teather Wind A. Temp. T. range 

Mar. to Apr 0.32*' 0.22*' 一3.00 0.609 0.597 l79.4 48.32** 
(0.35) (0.60) 

May to July 0.07事事 0.46事$ -0.18 0.292 0.281 350.0 26.61** 
(breeding period) (0.60 (0.38) 

Aug. to Sept 0.37** 1.02 0.235 0.221 157.2 17.47旗本

(0.48) 

Oct. to Nov 0.11事事 0.68*本 -2.68 0.537 0.525 229.0 44.03** 
(0.33) (0.51) 

December 0.24ホ 0.30事* 吋 3.65 0.525 0.485 73.8 13.26** 
(0.31) (0.62) 

R2 Coefficient of determination寄与率(決定係数)

R Multiple correlation coefficient adjusted for the degrees of freedom 自由度調繋ずみE童相関係数

( ): Standard partial regression coefficant.標準編回帰ー係数

* * : Significant at 1% level * : Significant at 5% level 
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ることがわかる.気温が25'Cの場合には，天候に

関係なく r3J以上の出現が予測される.一方，

気温15'Cの場合には，快晴時においても r2 Jを

務干上回る程度で，雨天時には r1 J以下となり

出現する可能性は微妙となる.なお，干潟上出現

の下限温度は12~13'Cとされており 7)，下限温度

以下では出現は期待出来ない.

1O~1l月の越冬準備期の干潟上出現は，潮位差

と気温の 2要素で表され，潮位差の傾きが大きい

ことから，出現は気温より潮位差により大きく左

右されることがわかる.なお，この時期の平均潮

位差は，大潮の 1~2 日後が最も大きく 5~5.5m

程度，小潮の 1~2 日後が最も小さく1.5~ 2 m程

度である.潮位差 5mの大潟持には，気混が20'C

以上であれば r3J以上の出現が予測される.一

方，溺位差 2mの小潮時には，気温が25'Cと高く

ても r1 Jと r2Jの中間に過ぎず， 15'Cの場合

にはほとんど出現は期待出来ない.

3.求愛行動(ジャンプ)と環境

求愛行動とされるジャンプ仙の状況を年毎に

には 3次元の鴎が描けることから，説明変数を 2

f固まで減少した時点での重毘帰式を求めた.ただ

し，最良モデルが 1次回帰式であった産卵終了期

については除外した.

その結果を Table2に示したが，全ての期間に

おいて由帰は 1%水準で有意となった.しかしな

がら，回帰式によって50%以上説明出来る寄与率

が0.5以上でなおかつRも0.5以上の値を示したの

は活動開始期，越冬準傍期の 2期間に過ぎなかっ

た.そこで，この 2期間の出現傾向を Fig.2-1，2に

例示した.

3~4 月の活動開始期の干潟上出現は，気溢と

天候の 2婆索で表され，気温の{嘆きが大きいこと

から，出現は天候より気温により大きく左右され
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Table 3. 各測定項目の平均値とジャンプとの相関係数日~8 月)

Mean values of each item and correlation coefficient with jump in br巴巴dingp巴riod.

Jump Appear町 Weath巴r W. speed A. t巴mp. 1VI. temp T. range 

Mean value 2.06 3.03 3.95 2.91 26.65 26.89 3.56 

Correlation coefficient 0.55** 0.05 -0.00 0.03 0.04 0.13 

* * : Significant at 1% level * : Significant at 5% level. 

Fig.3に示した.

ジャンプがみられた期間は， 1990年については

7月中旬からの調査であったことから，ジャンプ

の始まりは不明であるが 8月に入ると急減し 8

月22日を最後にジャンプはみとめられなくなっ

た. 1991年は 5月16日から 8月27臼まで， 1992年

は5月7日から 7月31日であった.このように，

ジャンプがみられた時期は年によって若干異なる

ものの 5月上・中旬から 7月までが主であり，

8月には稀となった.また，ジャンプには不規則

な増減期が明瞭に認められ， 1991年には 5月下旬，

7月上・中旬の 2田， 1992年には 5月中旬 6月

上・中旬 7月上・中旬の 3聞のピークがみられ

た.

ジャンプがみられた 3 カ年の 5~8 月について，

出現，ジャンプ，各環境要素の平均値及びジャン

プとその他の要素との相関係数を Table3. Vこ示

要

1.ムツゴロウの干潟上への出現と環境要素との

関係を震回帰分析により求め，また，産卵行動と

されるジャンプと環境との関係について検討した.

2.本種の干潟上への出現は，低温期には好天で

気温が高い臼に，その他の時期には気象条件には

さほど左右されず，主に大潮時に多いものと考え

られた.

3. 3~4 月の活動開始期， 10~1l月の越冬準備

期の 2期間については，本種の干潟上への出現は

-44 

した.出現との相関係数ほ0.55と1%水準で有意

であったが，環境要素との簡にはほとんど栢関は

認められなかった.

ジャンプが産卵前行動(求愛行動)とすれば，

それが急減ずる時期を巣ごも万，つまり産卵の最

中とすることができるが，その時期は， Fig.3.か

ら1991年は 6月上旬， 1992年は 5月下旬と 6月下

旬となる.潮汐との関係をみると，その何れもほ

ぽ下弦から朔，つまり，小潮から大瀬にかけてで

あった.野田ら 15)は，陸上水槽での本種の産卵が小

潮から大潮の間に集中したと述べているが，この

結果と一致している.以上のことと，ジャンプが

明瞭な増減期を持っていることを考え併せると，

本種の天然での産卵は，小潮から大潮にかけての

ジャンプが急減する時期に，しかも群としての同

時性を持ち行われていると考えてよさそうである.

約

それぞれ気温と天候，潮位差と気温の 2つの変数

でかなりの部分説明できた.

4.求愛行動とされるジャンプは，年によって若

干異なるものの，主に 5月上・中旬から 7月まで

みられ，また，不規則な増減期が明瞭に認められ

た.産卵は小潮から大潮にかけてのジャンプが急

減する時期に，しかも群としての向時性を持ち行

われているものと考えられた.
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