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はじめに 

 

我が国は、国土の約７割を占める豊かな森林による水源涵養機能等により水に恵まれており、

汽水域を含む河川や湖沼において地域毎に特色ある漁業が営まれてきました。内水面漁業は、和

食文化と密接に関わる様々な食用水産物を供給するほか、内水面漁業者による水産動植物の増殖

や漁場環境の保全・管理を通じて、釣り場や自然体験活動の学習の場といった自然と親しむ機会

を国民に提供する等の多面的機能を発揮し、豊かな国民生活の形成に大きく寄与しています。 

一方で、ニホンウナギをはじめとした内水面魚種の漁獲量は近年減少傾向にあり、各地で資源

増大を目的とした放流が行われていますが、一定期間人工的な環境で養殖された魚は天然魚と異

なった性質を持つことが知られており、より天然魚に近い魚を放流することが放流効果を高める

ことにつながると考えられます。 

 こうしたことから、ニホンウナギ等の内水面資源について、天然魚に近い性質をもつ放流用種

苗を育成するための手法を開発し、資源の回復に資することを目的とし、平成 25 年度から 5 ヶ

年間にわたり「放流用種苗育成手法開発事業」を実施しました。本事業により、天然魚に近い性

質を有し、放流効果の高い放流用種苗を育成するための手法や、放流後の生残率向上が期待され

る放流手法について具体案が提示され、それにより内水面水産資源の回復に係る手法がとりまと

められたことは、大きな成果と考えております。 

 

 最後に、本事業の遂行に尽力してくださった関係機関の方々に厚く御礼を申し上げます。ま

た、現場の方々におかれましては、本事業で得られた知見を基に内水面魚種の資源増殖を図って

いただくとともに、別に作成したパンフレットなどを活用し更なる普及啓発に取り組んでいただ

ければ幸いです。 

 

 

 平成 30 年 3 月 

                                      水産庁 増殖推進部 栽培養殖課 内水面漁業振興室長 

                                                                        中奥 龍也 
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全体計画 

 

近年、我が国におけるニホンウナギをはじめとする内水面魚種の漁獲量は減少傾向にあり、資

源増大のために各地で種苗放流が行われている。その効果が認められる一方で、養魚場等の人工

的な環境下で飼育された魚は天然魚と異なった性質を持つことが知られており、より天然魚に近

い魚を放流することが増殖効果を高めることにつながると考えられる。 

そこで本事業では、ニホンウナギ等の内水面水産資源について、天然魚に近い性質を持つ放流

後の生残率の高い種苗の育成・生産手法等を開発する。 

平成 25～29 年度に、ウナギ（ニホンウナギ）と渓流魚（イワナ、ヤマメ・アマゴ）につい

て、後述（事業の全期間を通じた課題項目及び担当機関）の 3 項目・6 課題の調査研究等を実施

し、成果をまとめる。 

国立研究開発法人水産研究・教育機構を代表者に、愛知県（愛知県水産試験場）、鹿児島県

（鹿児島県水産技術開発センター）、群馬県水産試験場、岐阜県水産研究所、滋賀県（滋賀県水

産試験場）、栃木県（栃木県水産試験場）が参加する「放流用種苗育成手法開発事業共同研究機

関｣が調査研究等を行う。 

 

 

事業の全期間を通じた課題項目及び担当機関 

 

課題項目                     担当機関 

1．ウナギの放流用種苗育成手法の開発にかかる調査研究 

（1）放流に適した種苗の育成手法の調査研究     愛知県水産試験場 

（2）放流後の種苗の実態調査研究          鹿児島県水産技術開発センター 

 

2．渓流魚の放流用種苗育成手法の開発にかかる調査研究 

（1）ヤマメ等についての調査研究          水産研究・教育機構中央水産研究所 

（2）イワナについての調査研究           群馬県水産試験場 

（3）アマゴ等についての調査研究          岐阜県水産研究所、滋賀県水産試験場 

（4）放流魚の漁獲規制手法の開発についての調査研究 栃木県水産試験場 

 

3．調査研究課題の進行管理・連携、運営委員会・検討委員会の開催及び成果報告書の作成 

水産研究・教育機構中央水産研究所 
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事業全体の成果と残された課題の要約 

 

成果 

1．ウナギの放流用種苗育成手法の開発にかかる調査研究 

（1）放流に適した種苗の育成手法の調査研究 

親魚サイズ（体重 500g 以上）の個体を入梅時に自然の状態と同様の水温変化のある露地池に収

容して 3 カ月以上養成すると（収容密度：およそ 4.1kg／ｍ3）、生殖腺が「下りウナギ」に近い状

態になることがわかった。 

平均相対成長率が 2.5% ／日より高い出荷ロットでは全ての個体が雄であった。平均相対成長率

が 1.5～2.5%／日の出荷ロットは雄のみ、あるいは若干雌が含まれ、平均相対成長率が 1.1～1.5%

／日の出荷ロットではいずれにも雌が含まれ、その比率は 11.8～29.4%であった。これらのことか

ら、出荷ロットの平均相対成長率から出荷ロットの雌比率を推定できると考えられた。 

低成長個体を再飼育した出荷ロットでは約 50%が雌であり、体重 300g 以上では雌の体重は雄よ

りも大きかったことから、低成長個体を再飼育し、その集団の大型個体を選択することで雌比率を

高めることが可能であると考えられた。 

周年出荷しており、なおかつ比較的緩やかな成長で養成している養魚場における低成長個体を

購入し、それらの個体を飼育している養魚場の飼育集団の中から体重 300g 以上となった個体を

選抜すると約半数が雌の集団が得られると考えられた。 

（2）放流後の種苗の実態調査研究 

鹿児島県枕崎市の花渡川における調査研究の結果は次のとおりであった。 

養殖ウナギの越冬後の再捕率は 200g サイズの 0～0.2%よりも 50g サイズの 2.0～4.1%の方が有

意に高く、長期間を経て再捕されたものには成長がみられ、体色も天然ウナギに類似していた。 

天然ウナギの越冬後の再捕率は 6.2%で、養殖ウナギの 4.1%とは有意差はみられなかったが、

瞬間成長率は全長、体重ともに天然ウナギが養殖ウナギより有意に高かった。 

養殖ウナギを放流する場合は 50g サイズを放流することが望ましいことがわかった。 

放流後の移動についてみると、天然ウナギは 89%が同一地点に定住していた。また、分散放流

した養殖ウナギの定住率は天然ウナギに及ばないが、一点放流魚よりは定住している個体の比率

が高いことから、分散放流は天然ウナギに近い定住性を作出する放流手法と考えられた。 

 

2．渓流魚の放流用種苗育成手法の開発にかかる調査研究 

（1）ヤマメ等についての調査研究 

捕食者が魚類の場合には、大型種苗の生残率が高く、捕食者が鳥類の場合には、小型種苗の生
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残率が高かった。このため、被食減耗の緩和を目指すには、捕食者の種類やサイズに応じた放流

手法の開発が必要と考えられた。 

物理環境の複雑な場所および水深の深い場所への放流効果の検証を行った結果、放流魚の生残

個体数は枝束無投入区よりも枝束を 4 本以上投入した試験区で有意に多かった。また、水深

45cm 試験区の放流魚の生残個体数は水深 15cm 試験区よりも有意に多かった。これらの結果か

ら、河床構造が複雑な場所や障害物の多い場所を放流場所として選定・造成することが被食緩和

策に繋がると考えられた。 

半野生アマゴの被食実験ならびに生残魚の特性評価実験を行った結果、半野生アマゴのほうが

継代飼育アマゴよりも放流後の生残個体数が多いことが明らかとなった。さらに行動解析の結

果、刺激（鳥模型の水槽内への投入）前後の摂餌回数の変化量が大きい個体ほど生き残りが良い

傾向が認められ、捕食者に対して敏感な個体ほど捕食されにくいと考えられた。 

河川の浅場に竹束を設置して陸上野生動物による放流魚の被食減耗の緩和効果を評価した結

果、河川内の放流魚の残存個体数は竹設置区で対照区（竹束無設置区）よりも有意に多かった。

この結果から、放流場所への竹束の設置が放流魚の被食減耗の緩和に役立つと考えられた。 

（2）イワナについての調査研究 

継代養殖稚魚について、放流直前にカワウの羽根で脅してストレスを与えた群、自発摂餌によ

る飼育を行った群、人工水路で選抜した遡上性の高い群、カバー使用で選抜したカバー使用性の

高い群をそれぞれ河川へ放流したが、生残率の向上は認められなかった。 

継代養殖魚の卵に天然魚（在来個体群）の精液を交配して作出した半天然稚魚の放流後の生残

率は継代養殖稚魚より有意に高かった。半天然稚魚の生残率は継代養殖稚魚の約 2.5 倍と推定さ

れ、稚魚放流の増殖効果向上には半天然稚魚の放流が有効であると考えられた。 

半天然稚魚と継代養殖稚魚の間で清水時と濁水時における遡上性、カバー使用性および安静時

と警戒時における微生息場選択性と摂餌性をそれぞれ室内試験で比較した結果、清水時における

遡上性、カバー使用性および安静時と警戒時における微生息場選択性と摂餌性に有意差は認めら

れなかったが、濁水時における遡上性は半天然稚魚の方が有意に高かった。 

（3）アマゴ等についての調査研究 

春稚魚放流および秋稚魚放流で生残率を比較した結果、生残率は秋稚魚放流の方が高いもの

の、費用対効果の優劣は春稚魚および秋稚魚の単価によって変動することが示唆された。 

アマゴの半野生魚のほうが継代養殖魚よりも放流効果が高いことが示唆された。アマゴ半野生

魚の養殖場での事業規模での生産効率は継代養殖魚よりやや劣ることが示唆された。 

以上の結果から、稚魚放流の実施時期については漁協はそれぞれの地元における春稚魚および

秋稚魚の単価を把握するとともに、それらの値から費用対効果の優劣を予測して放流時期を判断
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するのが望ましいと考えられた。放流用種苗の系統については、継代養殖魚よりも放流効果が高

い半野生魚を採用することで資源量が増加するものと期待される。ただし、半野生魚は継代養殖

魚よりも養殖場での生産効率が低い分、単価を割り増しして設定する必要があると考えられた。 

渇水による死亡率がイワナで 5.0%、アマゴで 9.7%であることが確認され、増水だけでなく渇

水も減耗要因として留意する必要性が示唆された。 

アマゴ、ヤマメでは、分散放流と集中放流の間で残存率に明確な相違はなく、集中放流を分散

放流に変更しても必ずしも放流効果が改善できるとは限らないことが示唆された。 

（4）放流魚の漁獲規制手法の開発についての調査研究 

釣り人に預けた漁獲日誌の記載内容を調査した結果、1 日 10 尾まで持ち帰り可という尾数制限

を導入した場合、年間の持ち帰り尾数がヤマメで 14%、イワナで 29%減少すると推定された。 

20cm より大きい個体を守るような全長制限を小河川で実験的に再現した結果、翌春のイワナ

の稚魚数が約 3 倍に増加した。再生産を増やすためには、20cm より大きいサイズクラスの持ち

帰りを制限するような全長制限が効果的であると考えられた。 

インターネットアンケートの結果、1 日 10 尾までの尾数制限であれば 77%の釣り人が、25cm

より大きな個体の持ち帰り禁止であれば 58%の釣り人が納得すると推定された。 

 以上の結果から、効果的な漁獲規制（釣り人が納得できる範囲内で、かつ効果が期待できる）

は次のとおりであると考えられた。 

・尾数制限であれば、1 日 10 尾まで。 

・全長制限であれば、全長 25cm 超の持ち帰り禁止（受け入れが難しければ、産卵期直前の 9 月

だけ、あるいは支流など産卵環境が良好な漁場のみ全長 25cm 超の持ち帰りを禁止）。 

 

課題 

1. ウナギ 

鹿児島県枕崎市の花渡川では放流ウナギの生残率は 200ｇサイズ種苗より 50g サイズ種苗のほ

うが高いと考えられたが、このことが日本の河川における一般的な傾向であるかどうか検証する

必要がある。また、放流後生残・成長したウナギが産卵回遊するかどうか検証する必要がある。 

2. 渓流魚 

 稚魚放流の放流適地の解明が必要である。また、多くの地域で秋放流より費用対効果が高い春

稚魚放流の放流適正体サイズの解明が必要である。半天然稚魚放流、新たな漁獲規制（尾数制

限、大型個体の持ち帰り禁止）の普及が必要である。 
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