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事業概要 

 

１．事業の位置づけ 

 ニホンウナギをはじめとした内水面魚種の漁獲量は、近年減少傾向にある。この減少傾向へ

の対策として、各地で資源増大を目的とした放流や、石倉増殖礁の設置等の環境改善の取組等が

実施されている。 しかしながら、これらの内水面水産資源の増大・回復のための取組において

は、河川等の環境においてどの程度ニホンウナギ等の内水面水産資源が生息可能かを示す指標が

存在しないことから、必ずしも最適な資源増殖等の手法が採用されていない可能性がある。  

本事業では、ニホンウナギの生息密度等について、標識放流等の手法を活用して調査を行うこ

とにより、河川等の環境と生息状況に係る知見を収集・分析する。また、環境DNAを活用した生

息調査技術開発、生息環境の評価技術開発等を通じて、環境収容力を推定するための手法につい

て検討する。これらによって得られた成果をとりまとめ、都道府県水産試験場や内水面漁業関係

者がニホンウナギの保全に取り組む際の参考となる資料としてとりまとめることを目的とする。 

 

２．課題構成と担当機関 

 本事業は、内水面における重要種であるアユ・渓流魚・ワカサギの生息密度、成長、移動等

について、河川、湖沼および浅海域において環境調査を実施するとともに、標識放流等の手法を

活用して調査を行い、河川等の環境と内水面魚種の生息状況に係る知見を収集・分析する。環境

収容力が異なる河川や水域において放流試験を行い、その後の成長、生残等を追跡することで、

漁場環境に応じた種苗放流について検討する。なお、得られた成果は、内水面漁業者等が放流活

動を行う際に参考となる資料としてとりまとめる。 

 

課題１ ニホンウナギ等の内水面魚種の分布状況及び生息環境の調査・分析 

      担当：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， 

       高知県内水面漁業センター，宮崎県水産試験場，鹿児島県水産技術開発センター 

課題２ 環境収容力を推定するための手法開発 

    担当：水産研究・教育機構，愛媛大学，山口県水産研究センター， 

       鹿児島県水産技術開発センター 

課題３ 漁場環境に応じた資源増殖等の手法開発 

    担当：水産研究・教育機構，長崎大学，北海道立総合研究機構，栃木県水産試験場， 

       群馬県水産試験場，山梨県水産技術センター，長野県水産試験場， 

       岐阜県水産研究所，滋賀県水産試験場，高知県内水面漁業センター， 

       熊本県水産研究センター，鹿児島県水産技術開発センター 

課題４ 運営委員会・検討委員会の開催、研究成果の取りまとめ 

    担当：水産研究・教育機構  
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参画機関及び担当者 

 

・水産研究・教育機構中央水産研究所 

     中村智幸，矢田 崇，山本祥一郎，坪井潤一，増田賢嗣，宮本幸太，阿部倫久 

     伊藤正木，山本敏博，黒木洋明，横内一樹，福田野歩人，澤山周平 

     關野正志，安池元重，馬久地みゆき，須藤 聡，西本篤史， 

・愛媛大学 

     井上幹生，畑 啓生，三宅 洋 

・長崎大学 

     井口恵一朗，村瀬 偉紀 

・北海道立総合研究機構 

     浅見大樹，畑山 誠，佐藤敦一，真野修一，高畠信一，本間隆之 

・栃木県水産試験場 

     高木優也，酒井忠幸， 

・群馬県水産試験場 

     山下耕憲，松原利光，小西浩司 

・山梨県水産技術センター 

     名倉 盾，青柳敏裕，加地弘一 

・長野県水産試験場 

     山本 聡，河野成実，下山 諒，宮尾秀和，沢本良宏，星河廣樹 

・岐阜県水産研究所 

     大原健一，辻 寛人，田中綾子，岸 大弼，德原哲也 

・滋賀県水産試験場 

     菅原和宏，上野世司 

・和歌山県水産試験場 

     小川満也，林 寛文，河合俊輔，中西 一，賀集健太， 

・和歌山県立自然博物館 

     揖 善継，平嶋健太郎，國島大河 

・高知県内水面漁業センター 

     荻田淑彦，稲葉太郎，占部敦史，隅川 和 

・山口県水産研究センター 

     大渕浩志，畑間俊弘，和西昭仁 

・熊本県水産研究センター 

     荒木希世，宗 達郎 

・宮崎県水産試験場 
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     金丸昌慎，兒玉龍介，上林大介，中神秀一 

・鹿児島県水産技術開発センター 

     西 広海，市耒拓海，猪狩忠光，平江多績 

 

 

検討委員 

   【ウナギ】 

     望岡 典隆（九州大学大学院・准教授） 

     白石 嘉男（日本養鰻漁業協同組合連合会・代表理事会長） 

   【アユ・渓流・ワカサギ】 

     徳田 幸憲（高原川漁業協同組合・参事） 

     小関 右介（大妻女子大学・准教授） 
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要旨 

 

【ウナギ】 

 和歌山県高瀬川では黄ウナギの隠れ場所や移動、生息密度等の情報が得られ、また感潮域での

クロコの分布が確認された。高知県奈半利川ではDNAによる個体識別の結果、高瀬川、宮崎県日

置川、鹿児島県八幡川と比べて季節的移動の傾向が強く、移動の距離も長かった。日置川ではニ

ホンウナギの生息密度には、餌料生物の重要性が示唆された。八幡川では、養殖種苗と天然種苗

の肥満度・成長率が比較され、長期追跡するとほぼ同等であるという結果が得られた。ニホンウ

ナギの環境DNAでは、人工河川でのバイオマスとの相関や、温度による半減期の差異について成

果が得られた。また地域内の複数スケールによる環境評価に向けて、生息密度・サイズ・環境条

件のデータ蓄積を開始した。漁具としての筒の評価では、養殖種苗の長さ・太さとサイズの関係

が明らかになった。漁具としてのエレクトロ・フィッシャーの評価では、電圧などの設定別の捕

獲効率試験を実施するとともに、採捕方法のガイドライン作成を開始した。鹿児島県中州川で

は、堰に設置された簡易魚道を利用したウナギの遡上が確認できた。 

 

【アユ】 

 アユ種苗放流の資源添加効率を最大化するため、放流から解禁までの時期、種苗サイズ、放流

密度等のパラメータについて検討するため、本州、四国、九州の計4県において、放流試験を行

った結果、河川によって、放流後の日間成長率が大きくばらつくことが明らかになった。早期小

型放流時の日間成長率の算出などの他、天然アユの海洋生活期の特性について重要な知見が得ら

れた。 

 

【渓流魚】 

 渓流魚では禁漁区の増殖効果や稚魚放流の適正サイズに関する成果が得られた。禁漁区である

支流から入漁区の本流へ魚が移動する染み出し効果、先住魚の存在が放流魚の定着を困難にさせ

る先住効果について、それらを実験環境下で再現することができた。 

 

【ワカサギ】 

 ワカサギでは耳石標識の際の濃度、浸漬時間、生残および標識効果の関係が明らかとなった。

簡易魚群探知機を用いた湖内の魚類分布状況の把握、低水温で培養可能なワカサギ餌料生物の探

索を開始した。 

 

 

444




