
全体計画  

（事業目的） 

シラスウナギについては 2009-2010年〜2012-2013年の 4シーズン連続で不漁となっ

ており、資源状態の低下が危ぶまれている 。しかしながら、ウナギに関しては、その

生態に関する知識が乏しく、資源状態の把握ができていない。 

このような状況の中、本事業は、ウナギ資源の回復と安定供給を図るために必要とな

る、シラスウナギの来遊量及び来遊時期、河川等（汽水域及び湾などの海域を含む）に

おけるウナギの分布・生息状況、産卵に向かう降りウナギの量及び時期等の調査を行う

ことにより、ウナギに関する基礎的知見の蓄積を図り、ウナギ資源の回復に資すること

を目的とする。 

 

（事業内容） 

提案者「鰻生息状況等緊急調査事業共同研究機関」は、上記の事業目的に沿って、シ

ラスウナギの来遊量及び来遊時期、河川等（汽水域及び湾などの海域を含む）における

ウナギの分布・生息状況、産卵に向かう降りウナギの量及び時期等の調査を行う。 

調査水域として、我が国におけるニホンウナギの主要な生息域 12 都県を網羅するよ

うに選定し、シラスウナギ 11水域、クロコ・黄ウナギ・降りウナギ（銀ウナギ）11水

域以上を野外調査の対象とする。また、30 県約 130 の漁業協同組合へのアンケート調

査により、ウナギの生息状況や漁獲状況を把握する。 

 なお、「鰻生息状況等緊急調査事業共同研究機関」は、独立行政法人水産総合研究セ

ンターを代表者として、国立大学法人九州大学（九州大学大学院農学研究院）、全国内

水面漁業協同組合連合会、茨城県（茨城県水産試験場内水面支場）、千葉県（千葉県水

産総合研究センター内水面水産研究所）、神奈川県（神奈川県水産技術センター内水

面試験場）、静岡県水産技術研究所（浜名湖分場）、和歌山県（和歌山県水産試験

場内水面試験地、和歌山県立自然博物館）、高知県（高知県内水面漁業センター）、

福岡県（福岡県水産海洋技術センター内水面研究所）、大分県農林水産研究指導セ

ンター（水産研究部浅海・内水面グループ）、熊本県（熊本県水産研究センター）、

宮崎県水産試験場（内水面支場）、一般財団法人宮崎県内水面振興センター、およ

び、鹿児島県（鹿児島県水産技術開発センター）を構成員とする共同研究機関であ

り、本事業受託のために、我が国におけるニホンウナギの主要な生息域に立地する試験

研究機関等が参画している。 
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課 題 番 号 	 １--（１） 	 事業実施期間 	 平成2255--2266年度 	 

課 題 名 	 日本におけるシラスウナギの来遊状況、 	 

ウナギの分布・生息状況、降りウナギの状況の把握 	 

主 担 当 者 	 山本敏博((水研センター増養殖研)) 	 

分 担 者 	 桑田博、鈴木俊哉、渋野拓郎((現SSEEAAFFDDEECC))、黒木洋明、渡辺一俊（現水工研）

矢田崇、中村智幸、丹羽健太郎、横内一樹、((水研セ増養殖研))、 	 

小磯雅彦、岩崎隆志((水研セ西水研亜熱帯研セ))、内田和男((水研セ本部)) 	 

協 力 機 関 	 九州大学、全国内水面漁業協同組合連合会、各県水産試験研究機関 	 

 	 

Ⅰ..全体の総括 	 

 	 

目的：ウナギの漁獲量の激�減や資源水準の減少が指摘されているものの、ウナギ資源の現状につい

ては不明点が多く、シラスウナギ並びに稚ウナギ((クロコ))、黄ウナギ、降りウナギの保全や資源管

理を行う上で大きな問題となっている。そこで本研究ではウナギの主要な生息域1133都県を網羅す

るように選定し、以下の33項目を目的とした。 	 

11))シラスウナギの来遊時期と採捕量の相対値を明らかにし、全国的に取り纏める。 	 

22))ウナギ分布・生息状況、降りウナギの出現時期・相対量を、全国的に整理する。 	 

33))ウナギ資源の保全・管理へ向け、課題を整理するとともに今後取り組むべき課題について考察す

る。 	 

 	 

11.. 	 シラスウナギの来遊時期と採捕量の相対値等の全国的な取り纏め 	 

 	 シラスウナギの遡上調査を全国各地で実施した。各地における採集の場所、方法、調査期間を表

11へ取り纏めた。なお、ここではニホンウナギシラスをシラスウナギと言う。また、タモ網、手す

くい網等を「タモ網」、待受網、ふくろ網、張り網等を「定置網」と言う。また、国内の採集の場

所を図11へ示す。 	 

 	 

表11.. 	 全国各地におけるシラスウナギの採集の場所、方法、調査期間 	 
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図 11.. 	 本事業でシラスウナギの遡上調査が行われた場所 	 

 	 

 	 利根川から石垣島にかけての1111地域・場所でシラスウナギの遡上調査が実施された。そのうち

1100地域・場所では通年調査が行われた。宮崎県の大淀川と一ツ瀬川では漁期中の遡上調査に限られ

たが、日別の採捕記録を収集した。 	 

 	 本事業期間中の22001133年 44月〜22001155年 11月に、シラスウナギが採捕されなかった月は99月のみで

あった。したがって、99月11日を遡上シーズンの初日とした。 	 

 	 22001122--22001133年シーズンはシラスウナギの遡上終期が横須賀市松越川河口、和歌山県富田川河口、

高知県夜須川、筑後川筑後大堰下、宮崎県石崎川下流、鹿児島県二反田川河口の66河川で捉えられ

た。最も東に位置する横須賀市松越川の遡上終期は44月で、上述した66河川のなかで最も早く遡上

終期を迎えた。一方、黒潮の影響を受ける高知県では55月、鹿児島県、宮崎県、和歌山県では66月

に遡上終期を迎え、福岡県も遡上終期が66月であった（図22--AA）。 	 
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相対値を図22--BBに示す。シラスウナギは総じて、西日本で遡上の初期と盛期が早く、東日本で遡上

の盛期が遅い傾向にあった。地域毎にみると、石垣島の遡上が1122月〜33月に認められ、盛期は1122

月であった、黒潮の影響を受ける鹿児島県、高知県では遡上期間が長くなる傾向にあった。一方、

同じ黒潮の影響を受ける和歌山県の採捕量の相対値の変動は大分県に類似していた。福岡県は有明

海内の筑後川における調査であったが、22--33月に遡上盛期となり、鹿児島県の遡上盛期とほぼ同じ

であった。利根川の遡上盛期は44--55月にみられた。横須賀市でも盛期は44月に認められ、他の地域

に比べて遅かった。神奈川県相模湾におけるシラスウナギの遡上時期や盛期は、課題番号22--（33）

神奈川県によって黒潮の蛇行との関係が論じられた。 	 

 	 22001144--22001155年シーズンは、遡上が鹿児島県と和歌山県で1111月から認められ、次いで高知県で1122

月から認められた。また、宮崎県においても初期の遡上が活発で、22001133--22001144年シーズンよりも好

漁であった様である（図22--CC）。しかし、課題22--（1122）宮崎県内振セの総合考察で22001155年 11月以降

のシラスウナギの漁獲が低減傾向にあると論じていることから、今後の動向に注視する必要がある。 	 

 	 AAooyyaammaa 	 eett.. 	 aall11))は神奈川県相模川において、22000099--22001100年シーズンと22001100--22001111年シーズンのシ

ラスウナギの遡上盛期が66月にあったことを報告した。本事業では、調査を行った各地域でこのよ

うな遡上盛期の遅れは認められなかった。しかし、僅か22年度間の調査期間にも関わらず、遡上調

査を行ったいずれの機関においても、遡上時期に年による変動がみられるというデータを得た。こ

れは、シラスウナギの遡上時期の年変動がそれぞれの地域において一般的に起こりうる可能性を示

したものである。シラスウナギの資源管理を行う目的で、東アジアの国々のシラスウナギ池入れ量

を制限する取り組みが行われている。しかし、シラスウナギの資源管理へ向けて、池入れ量制限と

合わせ、漁獲統計と通年調査による採捕量の相対値および遡上時期やその盛期の継続把握を主要な

産地で行い、年変動要因を解明していく必要がある。 	 

 	 課題番号22--（77）高知県の考察では、採捕量の相対値の推移から22001133--22001144年シーズンの当該地

域における漁期外（禁漁期）の遡上推定量が約4444％に達したと論じた。河川へのシラスウナギの調

査に基づく採捕量を把握し、漁期外に遡上するシラスウナギの量をおよそ見積もることは、漁業調

整上、また利害関係者との合意形成を得るために重要な知見となった。 	 

 	 課題番号22--（66）和歌山自然博では、河川加入後のシラスウナギの耳石日齢解析を行い、富田川

へ遡上したシラスウナギのふ化月組成が示された。上述した各地におけるシラスウナギの採捕量の

相対値や盛期の年変動は環境要因の他に、親ウナギの産卵期の遅れ等も考えられることから、本事

業で得られたシラスウナギの耳石日齢解析は、仔魚の輸送と産卵期の影響を考慮する上で重要な課

題である。 	 

 	 シラスウナギの遡上リズムは未解明な点が多く、調査回数や調査時間帯などのモニタリングデザ

インについては、データの精度向上をはかり、効率的調査を行うための今後の検討課題である。し

かし、課題番号22--（66）和歌山自然博では、2244時間調査を実施しており、また、課題番号22--（88）

福岡県と課題番号22--（99）大分県では特別採捕報告に基づく潮汐周期と日別採捕尾数の比較を行っ

た。さらに、課題番号22--（1122）宮崎県内振セでは、潮位データや、採集時間帯別の採捕尾数等のデ
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ータが記録されており、今後は潮汐周期とシラスウナギの遡上リズムの関係解析等を行うことが重

要である。また、これらの解析に加えて、確からしいデータを得るモニタリング頻度についても検

討されるべきである。 	 

 	 シラスウナギの採捕には、危険を伴う地域も未だ多い。漁期中のシラスウナギの採捕調査が困難

となり、本事業推進上問題となることもあった。課題番号22--（88）では、漁期中は漁業者から採捕

したシラスウナギを買い付け、また漁期外は特別採捕による直接調査を実施した。直接調査に当た

っては、漁業者と同じ方法、場所を利用する工夫がみられた。漁期中は漁業者へ同行して、採捕の

方法を確認するなど、採捕者の技量による誤差を極力抑えた通年調査を行った。漁期中に漁業者の

協力を得て行う調査は、今後の参考となる事例となった。 	 

 	 シラスウナギの漁獲統計についても掘り起こしが進み、各機関によって取り纏められた。シラス

ウナギの採捕量の推移は、シラスウナギの遡上生態の解明に資する重要な資源生態学的データと言

える（表22）。 	 

 	 

表 22.. 	 各地域における特別採捕報告書に基づくシラスウナギ採捕量の推移の取り纏め状況 	 

 	 

 	 

22.. 	 ウナギ分布・生息状況、降りウナギの出現時期・相対量の全国的な整理 	 

 	 本事業では、各地域でウナギを入手し、標�本について分析して評価した。表33に各地の調査概要

を示す。また、クロコ、黄ウナギ、銀ウナギの生息状況調査でウナギ標�本を得た地域を図33に示す。 	 

 	 

表33.. 	 各地域におけるクロコ、黄ウナギ、銀ウナギの調査概要 	 
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