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魚食性海鳥コアジサシSterna albifrons を利用した東京湾奥部の魚類相調査の
可能性
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Abstract.　For the fish inventory study in the innermost Tokyo Bay, information is 
insufficient about fishes having a swimming force because of sampling-method problems. 
This study verifies if the examination of piscivorous shorebird, little tern Sterna albifrons, is 
available for the fish inventory study: some fishes are ‘spilled’ when a parent bird is feeding 
a chick; and the raptorial bird, kestrel Falco tinnunculus, preys on chicks of little tern, but 
fishes as stomach contents of the chicks are ‘left’ around the kestrel’s eating place. This study 
was carried out at the rooftop of Morigasaki Water Reclamation Center, Ota City, Tokyo, 
where the nesting site was protected for the little tern and an eating place of the kestrel was 
present at the rooftop house. 
　The respective number of ‘spilled’ and ‘left’ fishes was 400 individuals of 20 species and 
55 individuals of 8 species. Fishes not collected recently by a seine net, a major sampling 
gear in the innermost Tokyo Bay, numbered seven species such as Anguilla japonica, 
Seriola quinqueradiata and Ditrema temminckii pacificum. Sizes of these species were 
those collected by a gill net and set net indicating that the examination of little tern would 
contribute to the fish inventory study to a certain degree.
　The most dominant ‘spilled’ fish, Engraulis japonica, numbered 256 individuals out of 
400 and ranged from 30.5 to 100.0 mm in body length, BL, with a mean + SD=78.5 + 9.68 
mm BL (n=231). A possibility of the species to spawn in the innermost Tokyo Bay would 
be suggested, because, out of 231 individuals collected and measured, specimens >80 mm 
BL, which would be a size considered to be starting mature were 120 individuals occupying 
51.9% and those >90 mm BL being 17 individuals (7.4%).

*連絡先 (corresponding author)：bokuwamoku@gmail.com

73. 42–53. Dec. 20, 2018



− 43−

白石瑛子 ・丸山啓太 ・竹山佳奈 ・北村　亘 ・河野　博

はじめに

　神奈川県の観音崎と千葉県の富津岬を結んだ
線より北側の東京湾内湾は、かつては干潟や浅
瀬が広がっていたが、1950年代から 70年代に
かけての埋め立てや浚渫などにより、その多く
は失われてしまった（小荒井・中埜 , 2013；国
土交通省関東地方整備局 , 2015）。それにとも
なって、干潟や浅瀬を生活の基盤として利用し
ていた魚類は、大きな影響を受けてきた（岩田
ほか , 1979；風呂田 , 1985）。しかし、魚類に関
する研究が行われるようになったのは、東京湾
における環境問題への意識が高まった 1970年
代になってからである（河野・加納 , 2006）。
　魚類相の特徴は湾内の環境や生態の変化を示
す（Whitfield & Elliott, 2002）ことから、東京湾
内湾、とくに湾奥では様々な場所で色々な方
法を用いて調査が行われてきた。例えば、小
型地曳網による干潟あるいは砂浜海岸の調査
（加納ほか , 2000；Hermosilla et al., 2012；村井
ほか , 2016）や手網によるタイドプールの調査
（内田ほか , 2008；Okazaki et al., 2012；Kanou et 

al., 2018）などである。しかしこうした調査で
は、体長 10cm前後の個体はほとんど採集され
ていないのが現状である。また、こうした大き
さの魚類を対象とした調査は、やや沖合では小
型ビームトロールによる調査が東京都環境局
（東京都環境局，2018）や島しょ農林水産総合
センター（米山ほか，2009）によって実施され
ているが、少し入り組んだ湾奥や運河では行わ
れていない。さらに湾奥では、カタクチイワシ
Engraulis japonicaなどを主な対象とした巻き網
漁などの漁業もほとんど行われていない（日本
海難防止協会 , 2010）。したがって、運河や湾
奥の水深のある水域や内湾沖合の遊泳力の高い
魚類については、知見が不足しているのが現状
である。
　松岡（2006）は魚食性海鳥のコアジサシ
Sterna albifrons の餌生物について言及し、体長
10cm程度の遊泳力のある魚類が出現すること
を報告した。そこで本研究では、コアジサシを
利用した調査から、魚類相調査における魚食性
鳥類を用いた調査手法の導入可能性の検証をす
るとともに、東京湾奥の主要な魚種の出現状況

（要約 ）
　東京湾奥部の水深のやや深い所や運河域などでは遊泳力のある魚類についての情報が不足している。そこ
で本研究では、魚食性海鳥のコアジサシ Sterna albifronsを利用して魚類相の研究に資することができるかど
うかを検証した。調査場所は東京都大田区昭和島にある森ヶ崎水再生センター屋上に整備されている営巣地
である。コアジサシの給餌行動の際の「取りこぼした」魚類および天敵である小型猛禽類のチョウゲンボウ
Falco tinnunculusが捕食し「食べ残した」コアジサシのヒナの胃内容物の魚類について、同定、計数、計測を行った。
　「取りこぼし」では 12科 20種以上 400個体が、「食べ残し」では 5科 8種以上 55個体（ハゼ科不明複数
種 2個体と同定不能種 6個体以外はすべて「取りこぼし」で出現した種）が確認された。
　周辺水域で最も盛んに行われている地曳網調査では採集されない魚種として、ニホンウナギ Anguilla 
japonicaやブリ Seriola quinqueradiata、マタナゴ Ditrema temminckii pacificumなど 7種が確認された。さら
に、これらの大きさは刺網や小型定置網などで採集される大きさであることから、コアジサシによる魚類相調
査は、一つの方法としては有用であると判断された。
　「取りこぼし」調査で最優占種（400個体中 256個体）のカタクチイワシ Engraulis japonicaの大きさは、
体長範囲で 30.5－ 100.0 mm、平均±標準偏差で 78.5± 9.68 mmであった（計測できたのは 231個体）。その
うち、成熟しはじめると考えられる体長 80 mm以上の個体が 51.9%（120個体）であり、さらに体長 90 mm
以上の個体が 7.4%（17個体）を占めたことから、東京湾内湾での産卵の可能性が示唆された。

Key words:　fish assemblage, inner Tokyo Bay, little tern, Japanese anchovy, spawning
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を把握することを目的とした。

材料と方法

　本研究の調査地は東京都大田区昭和島にある
東京都下水処理施設である森ヶ崎水再生セン
ターの屋上（Fig. 1）で、二つの方法による調
査と一つの補足調査を実施した。

１．�森ヶ崎水再生センターとコアジサシの行動
範囲

　森ヶ崎水再生センターでは、2001年に約 6.2ha
の屋上（Fig. 2）でコアジサシの営巣が確認さ
れたことから、NPO法人リトルターン・プロ
ジェクトと東京都下水道局、大田区がコアジサ
シの営巣地整備を始め、コアジサシの誘致を
現在も続けている（林ほか , 2005；リトルター
ン・プロジェクト , 2011）。屋上に砂利や貝殻
を敷いたり、あるいはシェルターやカラス除
けを設置したりするなどの工夫がなされてい
る。ボランティア活動も行われ、営巣地の草む
しりや貝殻撒き、営巣調査などが行われている。

コアジサシの他、コチドリ Charadrius dubius 
やシロチドリ Charadrius alexandrinus 、カルガ
モ Anas poecilorhyncha、ハクセキレイ Motacilla 
alba、ヒバリ Alauda arvensis などが屋上で繁殖
しているほか、春秋の渡りのシーズンにはトウ
ネン Calidris ruficollis 、ハマシギ Calidris alpina、
メダイチドリ Charadrius mongolus などのシギ
類やチドリ類も立ち寄る。さらに屋上には、コ
アジサシの卵やヒナ、親鳥を狙って、ハシブト
ガラス Corvus macrorhynchos やチョウゲンボウ
Falco tinnunculus、ハヤブサ Falco peregrinus な
どの天敵も侵入している。営巣中のコアジサシ
の行動範囲は半径 6kmといわれている（Fujita 
et al., 2009）が、森ヶ崎水再生センターを中心
とした 6km圏内には、多摩川下流部や河口部、
入り組んだ運河や東京港への航路などの淡水域
から汽水域、海水域が含まれている（Fig. 1）。

２．�コアジサシの「取りこぼし」と補足的「記
録映像」調査

　コアジサシはチドリ目カモメ科の鳥類で、全
長約 24cm、翼開長約 53cm になる（桐原 , 

Fig. 1. Map showing the study site, Morigasaki Water Reclamation Center, Ota City, Tokyo, in the innermost Tokyo Bay, 
with a circle of 6 km radius from the study site.
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2009; 高野 , 2007）。ヨーロッパやアフリカ、ア
ジア、オーストラリアなどに広く分布し、本
州以南の日本に 4月ごろ夏鳥としてフィリピン、
パプアニューギニア、オーストラリア北東部な
どから飛来する（日本鳥類保護連盟 HP）。埋め
立て地や河川の中州などで5月から7月に産卵・
繁殖し、餌は主に水面近くを泳ぐ 10cm程度の
小魚で、上空から急降下して水中に飛び込み捕
らえる。捕らえた小魚を嘴にくわえたまま営巣
地へ運び、ヒナへ給餌を行う。そのほか、オス
がメスへ魚をプレゼントする求愛給餌も行う。
給餌の際に魚を取りこぼすことがあり、巣の周
辺には魚が散らばっている。
　そこで、「取りこぼし」（本研究では spilled 
fishとする）調査を行った。2016年 5月 15日
から 7月 24日の土曜日または日曜日の 11日
間と、2017年 5月 7日から 7月 8日の土曜日
または日曜日の 8日間、計 19日間の午後 2時
から午後 5時に森ヶ崎水再生センターの屋上
約 6.2haをくまなく歩き、落ちている魚類を採
集した。魚類は研究室に持ち帰り、同定と計数、
体長測定を行った後、冷凍保存した。
　補足調査として、2017年 6月 26日 11時 04
分から 15時 10分の「記録映像」調査を実施し
た。森ヶ崎水再生センター屋上の St. 1（Fig. 2）
から北西区画（Fig. 2 の灰色領域）を、家庭用
ビデオカメラを設置して撮影し、給餌の回数と
魚種を確認した。

３．チョウゲンボウの「食べ残し」調査
　チョウゲンボウはハヤブサ目ハヤブサ科の鳥
類で、全長約 33－ 39cm、翼開長約 69－ 76cm
の小型猛禽類である（五百澤・山形，2014；高
野，2007）。極地を除くユーラシアからアフリ
カ、およびアジアに分布しており、日本では主
に本州、とくに東日本を中心とした川沿いや海
岸、山地の断崖や市街地の橋梁、建物などで繁
殖する。開けた環境を好み、ホバリング（停空
飛翔）を頻繁に行いながら、急降下してネズミ
や小鳥、虫などを捕食する。

　森ヶ崎水再生センター周辺のチョウゲンボウ
は、同センターの屋上にある建屋壁面に備え付
けられた電灯の上（Fig. 2 の St. 2と写真）を気
に入っており、そこで捕まえてきたコアジサシ
のヒナを解体している。魚類を好まないようで、
解体の際、魚類や魚類が入ったコアジサシのヒ
ナの胃袋をその場に捨てる。そこで、2017年
6月 24日、6月 26日、7月 2日の 3日間、建
屋壁面の電灯の下から、落ちている魚類とコア
ジサシのヒナの胃袋を、全て回収した（本研究
では left fishとする）。魚類と胃袋は研究室に持
ち帰り、胃袋は切開して内容物を取り出した後、
その同定と計数を行い、冷凍保存した。

Fig. 2. A sketch of the rooftop of Morigasaki Water 
Reclamation Center, Ota City, Tokyo, in the 
innermost Tokyo Bay, showing the nesting site of 
little tern, Sterna albifrons, the location of video 
camera ( St. 1), and the eating place of kestrel, Falco 
trinnunculus (St. 2 with a photograph of rooftop 
house).
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４．魚類の同定と計測
　魚類の同定は中坊（編）（2013）と河野（監
修）（2011）に従った。損傷が著しく同定がで
きなかった個体は、破損個体として扱い、解析
から除外した。魚類の大きさに関しては基本的
に体長を、ダイアルキャリパーを用いて 0.1mm
の精度で測定した。なお、カタクチイワシの大
きさについては、東京都環境局自然環境部水環
境課の所蔵する 1986年度から 2016年度（ただ
し 2005～ 2009年度は調査していない）の小型
地曳網と小型底曳網の調査記録を比較材料とし
た。

結　果

１．コアジサシの「取りこぼし」
（１）種数と個体数、種組成
　12科 20種以上 400個体が確認された（Table 
1）。カタクチイワシ Engraulis japonicaが 256

個体（採集個体数の 64.0％）と最も多く、次
い で ボ ラ Mugil cephalus cephalus と マ ハ ゼ
Acanthogobius flavimanus の 42 個 体（10.5 ％）、
ア ユ Plecoglossus altivelis altivelis の 14 個 体
（3.5％）が続いた。これら上位 4種で全体の

88.5％の個体数を占めた。なお、コイ科魚類は
4種（採集種数の 20％）34個体（8.5％）、ハゼ
科魚類は 6種（30％）50個体（12.5％）が採集
された。
　2016年から 2017年にかけて、カタクチイワ
シの割合がやや減少し、マハゼの割合が少し増
加した（Fig. 3）。また、2016年と 2017年のど
ちらか一方の年にしか出現しなかった種は、ニ
ホンウナギ Anguilla japonicaなど 11種にのぼっ
た（Table 1）。
　コアジサシのヒナが初めて確認されたのは、
2016年は 5月 21日、2017年は 5月 27日であっ
た。しかし両年とも、それよりも前の調査日
に魚類が採集された（Fig. 4）。採集された魚類

Fig. 3. Percent composition in individual numbers of fishes collected through the examination of piscivorous shorebird, 
little tern Sterna albifrons, shown by the following sampling methods: spilled fish collection in 2016 and 2017 and 
video recorded fish in 2017 during the feeding chicks; and left fish collection as stomach contents of the chicks 
preyed by the raptorial bird, kestrel Falco tinnunculus. Numerals above each bar indicate the total number of 
individuals.
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の種数（Fig. 4の折れ線）と個体数（Fig. 4の
上部の数字）は、2016年には 5月の下旬から 6
月の下旬にかけて多かったが、その後減少した。
2017年には、5月下旬から種数も個体数も増

え、7月の上旬にかけても種数、個体数ともに
多かった。19調査日中、カタクチイワシは 18
日、ボラとマハゼは 13日、アユは 10日出現し
た（Fig. 4、Table 1）。

Fig. 4. Percent composition in individual numbers of dominant five and other fishes collected through the spilled fish 
collection by the piscivorous shorebird, little tern Sterna albifrons, shown by sampling days in 2016 and 2017. 
Numerals above each bar indicate the total number of individuals, and the number of species was also shown by a 
line graph.

Mean±SD Mean±SD

60.0±6.18

78.5±9.66 73.4±9.90

55.4±3.97
42.9±3.56
65.2±5.00
52.4±4.17

65.8±8.21

44.4±8.59 38.3±4.03

69.2±4.31

62.3±3.57

56.7±9.24

Ditrema temminckii pacificum

53.8±9.19 40.8±5.65
50.7±3.63

Body length （mm）

Table 1. Spilled fish by little turn and left fish by common kestrel collected at the rooftop of Morigasaki Water 
Reclamation Center, Ota City, Tokyo, in 2016 and/or 2017
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（２）体長組成
　採集された 400個体のうち、369個体につい
て体長を測定することができた（Table 1）。採
集された魚類すべての平均体長は 68.7 mm、標
準偏差（SD）は 16.6 mmで、最小はヒナハゼ
Redigobius bikolanusの体長 22.9 mm、最大はニ
ホンウナギの 110.4 mmであった（Fig. 5）。
　主要 4種の測定個体数と平均体長± SD、体
長範囲は以下のとおりである（Table 1、Fig. 5）：
カタクチイワシ－ 231個体、78.5± 9.66 mm、
30.5－ 100.0 mm；ボラ－ 41個体、44.4± 8.59 
mm、27.2－ 60.8 mm；マハゼ－ 41個体、53.8
± 9.19 mm、35.7－ 74.7 mm；アユ－ 14個体、
65.8± 8.21 mm、53.9－ 84.3 mm。

（３）補足的「記録映像」
　記録期間中に給餌をのべ 80回、各回 1個体
の魚類を確認した。80個体の魚類中、カタク
チイワシが 35個体（43.8％）、ハゼ類（マハゼ

あるいはビリンゴ Gymnogobius breunigiiで、同
定不能）が 17個体（21.3％）、チチブ属不明複
数種 Tridentiger spp.が 13個体（16.3％）、スズ
キ Lateolabrax japonicus が 1 個体（1.3％）、不
明種が 14個体（17.5％）であった（Fig. 3）。ハ
ゼ科魚類は少なくとも 2種 30個体で、採集さ
れた個体数の 37.5％を占めた。
　80回中、親鳥が食べたことを確認できたの
は 6回（7.5％）、ヒナに与えてヒナが食べた
ことを確認できたのは 14回（17.5％）、親かヒ
ナが食べたかどうかが不明だったものが 60回
（75％）であった。

２．チョウゲンボウの「食べ残し」
　ハゼ科不明複数種 Gobiidae spp. 2個体や同
定不能種 Unidentified 6個体をふくめて 5科 8
種以上 55個体が確認された（Table 1）。カタ
クチイワシが 15個体と最も多く採集個体数の
27.3% を占め（Fig. 3）、14 個体（25.5％）の

Fig. 5. Percent composition in body length of dominant four and other fishes collected through the spilled fish collection 
by the piscivorous shorebird, little tern Sterna albifrons, shown by 10 mm body length intervals.
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マハゼ、7個体（12.7％）のビリンゴと続いた。
ハゼ科魚類はハゼ科不明複数種をふくめて 25
個体（45.5％）であった。

考　察

１．コアジサシの食物メニューと摂食量
　本研究のコアジサシの取りこぼし調査では
20種以上 400個体が確認された。松岡（2006，
2011）も 2004年と 2005年に本研究の調査地を
含めた東京湾奥の 4か所での取りこぼし調査で、
22種 1,389個体を採集している。
　本研究の取りこぼし調査での個体数の割合で
は、カタクチイワシが最も多く 64.0％（256個
体）、ボラとマハゼがそれぞれ 10.5％（42個体）、
アユが 3.5％（14個体）を占めた。また、マハ
ゼやチチブ属不明複数種などからなるハゼ科魚
類は 50個体 12.5％であった。松岡（2006）も、
本研究と同様に、カタクチイワシが 50－ 70％、
マハゼが 10－ 20％を占めたことを報告してい
る。しかし本研究の記録映像調査では、確認さ
れた 80個体のうち、カタクチイワシが 35個体
43.8％を占める一方で、マハゼやビリンゴ、チ
チブ属不明複数種を含むハゼ科魚類は 30個体
37.5％を占めた。さらにチョウゲンボウの食べ
残し調査になると、カタクチイワシの 15個体
27.3％に対して、ハゼ科魚類は 25個体 45.5％と、
割合では逆転した。
　これらの取りこぼし・記録映像・食べ残し
調査の結果は、コアジサシにとって「カタク
チイワシは取りこぼしやすい魚種」であるこ
とや「ハゼ科魚類は逆に取りこぼしが少ない
魚種」であることを示している。したがって、
Atwood & Kelly（1984：アメリカコアジサシ S. 
antillarum）や松岡（2006）が述べているように、
営巣地での取りこぼし調査から、コアジサシ類
の「食物メニュー」の推定は可能であると考え
られる。しかし、魚種により取りこぼしの量に
差があるため、取りこぼし調査だけでは摂食量
や捕食された魚種の占める割合といった情報を

得ることはできないと考えられた。

２．�周辺の魚類相との比較および魚類相調査の
手法としての妥当性

　本研究では 20種の魚類が確認された。本研
究の調査地点の周辺で実施された地曳網によ
る研究では、大森ふるさとの浜辺公園（東京
都大田区）の人工の干潟と砂浜海岸で 2014年
5月から 2015年 6月の 1年間に 35種（村井ほ
か，2016）が、多摩川河口の 3地点（多摩川本
流の海老取川合流地点と京浜島、羽田空港の北
東部）で 2006年 5月から 2013年 6月の 7年間
に 67種（河野ほか，2014）が採集されている。
したがって、本研究で採集された魚種数がとく
に多いわけではない。しかし本研究でのみ採集
されている魚種は、ニホンウナギとタイリクバ
ラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus、ギンブナ
Carassius sp.、オイカワ Zacco platypus、サヨリ
属不明複数種 Hyporhamphus spp.、ブリ Seriola 
quinqueradiata、 マ タ ナ ゴ Ditrema temminckii 
pacificumの 7種で、本研究の出現魚種の 35％
を占めた。
　ニホンウナギは大森ふるさとの浜辺公園の
人工干潟前の浅場で小型定置網によって全長
480mm（竹山ほか，2013）および全長 447－
534 mm（per. com.; 藤井 , 2017）が採集されて
いる。なお、本研究で採集されたニホンウナギ
は 2017年 7月に採集された全長 110.4mmの 1
個体であった。
　サヨリ属の魚類については、本研究で 6月と
7月に体長 66.1－ 67.1mmの 3個体を確認した。
河野（監修）（2011）は、かつては湾奥の沿
岸に大量に来遊していたサヨリ Hyporhamphus 
sajoriは 1922年以降ほとんど漁獲されなくなっ
たこと、およびクルメサヨリ H. intermediusは
1950年代終わりまでは湾奥の河口に普通に見
られたものの最近ではあまり見られなくなった
ことを報告している。本研究の調査地周辺では、
灯下採集により、城南島で体長 10.2－ 80.4mm
のクルメサヨリあるいはサヨリ属魚類が、東京
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海洋大学係船場で体長 44.5－ 74.1mmのサヨリ
が採集されている（酒井ほか，2007）。さらに
稚魚ネットによる湾奥の調査で、体長 7.3mm
のサヨリと体長 55.4mmのクルメサヨリが採集
されている（加納ほか，2002）。大井埠頭の南
東にある東京港野鳥公園前の自然干潟での小型
地曳網調査では、体長 71.4mmのクルメサヨリ
が採集されている（東京都環境局環境評価部，
2001）。
　ブリも本研究で 5月から 7月に体長 49.5－
67.1mmの 3個体が採集された。しかし東京都
のこれまでの調査では、島しょ農林水産総合セ
ンターの小型底曳網調査（米山ほか，2009）で
も、環境局の小型底曳網と小型地曳網による調
査（東京都環境局，2018）でも、ブリは採集さ
れていない。稚魚ネットによる調査では、体
長 12.7－ 28.4mmのブリが内湾と東京湾の湾口
部で採集されている（加納ほか，2002）。体長
15mmほどから 150mmくらいのブリの稚魚は
流れ藻につき（三谷，1964）、小櫃川河口湿地
帯の水路の入口に設置した定置網でも流れ藻に
ついたブリ（ただし大きさは不明で、稚魚ある
いは初期の未成魚と記されている）が報告され
ている（辻，1980）。
　マタナゴは、本研究では 2017年 6月に 1個
体（体長 42.1mm）が採集された。東京湾奥
での近年の研究ではマタナゴ（2007年以前
はウミタナゴと表記されている：Katafuchi & 
Nakabo, 2007を参照）の採集記録はない。東京
都環境保全局水質保全部（1985，1996）は小型
地曳網を用いて、全長 122mmの個体を大井ふ
頭その 2（城南島の北西角）で、体長 53mmの
個体を城南大橋（東京港野鳥公園前の自然干
潟）で採集している。多摩川河口の刺網調査で
は、全長 203mm から全長 251mm の個体（君
塚・多紀，1985; 河野ほか , 1994）が採集され
ている。また、1977年の夏季に小櫃川河口の
沖合に網を張った簀立て漁による採集記録があ
るが、個体数や大きさの情報は記されていない
（辻，1980）。

　本研究の結果から、前述した 4種でも示した
ように、採集された魚類の大きさは、東京湾の
湾奥でさかんに行われている小型地曳網で採集
される大きさよりも大きく、刺網や小型定置網
などで採集される体長範囲に含まれることが明
らかになった。よって、コアジサシによる魚類
相調査は、コアジサシの行動範囲である 6km
以内に生息する、採集が困難な魚種を確認でき
るという意味では、一つの方法として有用であ
ると考えられた。

３．�優占したカタクチイワシの大きさと湾奥で
の産卵の可能性

　本研究の「取りこぼし」調査（Present study）
で最優占種であったカタクチイワシの大きさ
を、東京都環境局の小型地曳網（Seine net）と
小型底曳網調査（Troll net）で得られた大きさ
と比較した（Fig. 6）。本研究で採集・計測さ
れた 231個体の体長範囲は 30.5 mm－ 100.0 
mm、平均±標準偏差は 78.5± 9.68 mmであっ
た。東京都の調査は、小型地曳網で体長範囲は
9.0－ 76.0 mm、平均±標準偏差は 27.5± 12.2 
mm）、小型底曳網で体長範囲は 61.0－ 101.0 
mm、平均±標準偏差は 79.7± 9.91 mmの個体
が採集された。一元配置分散分析では有意な
差（P<0.01）が認められたが、本研究と小型底
曳網との間には有意な差は認められなかった
（Scheffe’s F test：P=0.72）。
　カタクチイワシは体長 80 mm前後から成熟
しはじめる（近藤，1971；落合・田中，1998）。
また、体長 90 mmより大きくなると卵巣内の
卵の大きさが二つの群に分かれ、大きな卵群
が産卵される（近藤，1971）。体長 80 mm以上
の個体は、本研究では 231個体中 120個体で
51.9％を、東京都環境局の小型底曳網では 49
個体中 25個体で 51.0％を占めた。また体長 90 
mm以上の個体はそれぞれ 17個体（7.4％）と
8個体（16.3％）であった。
　これらの結果は、東京湾の奥でもカタクチ
イワシが産卵する可能性を示している。しか
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し東京湾における産卵場は不明で（加納ほか，
2002）、内湾での採集仔魚の量は外湾に比べる
と少ない（加納ほか，2002；長岩ほか，2005）。
加納ほか（2002）はカタクチイワシを湾口→全
湾型とし、湾口に集中していたふ化した仔魚が、
成長とともにある程度遊泳力をそなえて、内湾
から湾奥に進入するとした。長岩ほか（2005）も、
夏季には外湾で仔魚が著しく優占するが、その
他の季節には、湾奥では採集量は少ないが、東
京湾全体に広く分布するとした。三谷・中田
（1988）も、カタクチイワシ卵が、好漁期には
横浜沖の内湾から湾口部にまで濃密に分布する
が、不漁期にはこうした濃密な卵は採集できな
かったとしている。
　以上のことから、カタクチイワシが東京湾の
奥で産卵する可能性は高いが、量的には少ない
のではないかと考えられる。
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