
 

平成３０年度「環境収容力推定手法開発事業」ウナギ課題計画検討会議 

議事次第 

 

日時：平成３０年６月７日（木） １３：００〜１７：００ 

 

場所：一般財団法人東京水産振興会 2 階 会議室 

   〒104-0055 東京都中央区豊海町5番1号 豊海センタービル 

 

 

内容： 

１） 開会 中央水産研究所                    

２） 挨拶 水産庁、水産研究・教育機構本部                     

３） 全体計画について 中央水産研究所             

４） 実施計画          

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     

         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 
         宮崎県水産試験場内水面支場 
         鹿児島県水産技術開発センター            
   2.  環境収容力を推定するための手法開発    
         中央水産研究所・愛媛大学      
         中央水産研究所・鹿児島県水産技術開発センター              
         山口県水産研究センター内海研究部         
         愛媛大学・中央水産研究所 
   3.  漁場環境に応じた資源増殖等の手法開発 
         鹿児島県水産技術開発センター 
 ５） 総合討論 

６） 検討委員・水産庁講評                              

 ７） その他                                     

 ８） 閉会 中央水産研究所                       
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氏　名 所　　　　属 役　職

＜委託元＞

鈴木　信一 水産庁　増殖推進部　栽培養殖課 課長補佐

横尾　俊博 係長

鎌倉　明穂 係員

和田　智子 水産庁　資源管理部　漁業調整課 課長補佐

＜検討委員＞

白石　嘉男 日本養鰻漁業協同組合連合会 代表理事会長

望岡　典隆 九州大学大学院農学研究院　 准教授

＜参画機関＞

井上　幹生 愛媛大学大学院　理工学研究科 教授

畑　啓生 准教授

林　寛文 和歌山県水産試験場　内水面試験地 主任研究員

揖　善継 和歌山県立自然博物館 主査学芸員

稲葉　太郎 高知県内水面漁業センター 主任研究員

畑間　俊弘 山口県水産研究センター　内海研究部 専門研究員

和西　昭仁 専門研究員

兒玉　龍介 宮崎県水産試験場　内水面支場 主任研究員

猪狩　忠光 鹿児島県水産技術開発センター　漁場環境部 研究専門員

平江　多績 研究専門員

市耒　拓海 研究員

養松　郁子 国立研究開発法人　水産研究・教育機構　本部
研究開発コーディネー
ター

品川　三矢子 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究推進部 係員

中村　智幸 　中央水産研究所　内水面研究センター センター長

矢田　崇 グループ長

山本　祥一郎 グループ長

増田　賢嗣 主任研究員

瀬藤　聡 　　　　　　　　　海洋・生態系研究センター グループ長

西本　篤史 研究員

關野　正志 　　　　　　　　　水産生命情報研究センター グループ長

安池　元重 主任研究員

馬久地　みゆき 研究員

伊藤　正木 　中央水産研究所 特任部長

山本　敏博 　　　　　　　　　資源研究センター 主任研究員

横内　一樹 研究員

澤山　周平 研究員

＜オブザーバ＞

若林　稔 日本養鰻漁業協同組合連合会 参事

平成30年度「環境収容力推定手法開発事業」ウナギ課題計画検討会議
出席者名簿
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平成３０年度「環境収容力推定手法開発事業」ウナギ課題 

年度末報告会議 議事次第 

 

 

日時：平成３１年３月４日（月） １３：００〜１７：００ 

 

場所：一般財団法人東京水産振興会 2 階 会議室 

   〒104-0055 東京都中央区豊海町5番1号 豊海センタービル 

 

内容： 

１） 開会 中央水産研究所 

２） 挨拶 水産庁、水産研究・教育機構本部 

３） 全体計画について 中央水産研究所 

４） 成果発表 

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 

         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 

         宮崎県水産試験場内水面支場 

         鹿児島県水産技術開発センター 

   2.  環境収容力を推定するための手法開発 

         中央水産研究所・愛媛大学 

         中央水産研究所・鹿児島県水産技術開発センター 

         山口県水産研究センター内海研究部 

         愛媛大学・中央水産研究所 

   3.  漁場環境に応じた資源増殖等の手法開発 

         鹿児島県水産技術開発センター 

５） 総合討論 

６） 検討委員・水産庁講評 

７） その他 

８） 閉会 中央水産研究所 
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氏　名 所　　　　属 役　職

＜委託元＞

中奥　龍也 水産庁　増殖推進部　栽培養殖課　内水面漁業振興室 室長

鈴木　信一 　　　　　　　　　　栽培養殖課 課長補佐

横尾　俊博 係長

図師　尚史 係長

和田　智子 水産庁　資源管理部　漁業調整課 課長補佐

＜検討委員＞

白石　嘉男 日本養鰻漁業協同組合連合会 代表理事会長

望岡　典隆 九州大学大学院農学研究院　 准教授

＜参画機関＞

井上　幹生 愛媛大学大学院　理工学研究科 教授

林　寛文 和歌山県水産試験場　内水面試験地 主任研究員

稲葉　太郎 高知県内水面漁業センター 主任研究員

畑間　俊弘 山口県水産研究センター　内海研究部 専門研究員

和西　昭仁 専門研究員

兒玉　龍介 宮崎県水産試験場　内水面支場 主任研究員

猪狩　忠光 鹿児島県水産技術開発センター　漁場環境部 研究専門員

平江　多績 研究専門員

市耒　拓海 研究員

中村　智幸 　中央水産研究所　内水面研究センター センター長

矢田　崇 グループ長

山本　祥一郎 グループ長

西本　篤史 研究員

關野　正志 　　　　　　　　　水産生命情報研究センター グループ長

安池　元重 主任研究員

小林　真弓 研究支援職員

伊藤　正木 　中央水産研究所 特任部長

山本　敏博 　　　　　　　　　資源研究センター 主任研究員

横内　一樹 主任研究員

澤山　周平 研究員

福田　野歩人 研究員

＜オブザーバ＞

若林　稔 日本養鰻漁業協同組合連合会 参事

羽田　好孝 静岡県水産技術研究所　浜名湖分場 所長

鈴木　基生 上席研究員

内田　和男 全国内水面漁業協同組合連合会 専務理事

平成30年度「環境収容力推定手法開発事業」ウナギ課題年度末報告会議
出席者名簿
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平成 30 年度「環境収容力推定手法開発事業」ウナギ課題成果報告会議 
総合討論議事録 
 
中奥 
ウナギ資源は低位かつ減少傾向にある 
中国台湾は、シラスウナギ来遊があるが、日本は低調 
河川におけるウナギの資源のために、環境収容力をキーワードに、進めてもらいたい 
 
矢田 
種苗生産と天然資源の研究を進めている 
来遊事業に加え、本事業では、河川での成長期を対象として、収容力の側面から調査 
事業間で連携を図りながらすすめたい 
 
全体計画（山本） 
質疑なし 
 
和歌山（林） 
福田：隠れ家面積と個体数密度について、両者に関係がみられないという解釈の方が妥当で
は？ 
a.おっしゃるとおり 
福田：個体による選好性について、石垣護岸の多いエリアであれば、再捕される可能性があ
るため、 
環境と個体の選好性をともに考慮すべき 
a.おっしゃるとおり 
望岡：隠れ家面積の算出法について、再検討が必要では？ ウナギのサイズ別に検討されて
はいかがか？ 
a.検討していきたい 
山本祥：５０m 区間内で、上・下流で傾向があるか？ 
a.今のところ、認識していない 
望岡：石垣護岸で多く採集されているが、同じ場所を利用しているのか？ 
a.同じ穴の利用というわけではないようだ 
 
高知（稲葉） 
横尾：昨年度まで河川の調査について聞きたい 
前事業での知見など、すでにわかっていることがあるが、それと現課題の位置付けは？ 
a.定点調査は今年度から開始したものであるが、その他の調査内容は、前事業から継続して
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いるものがある。 
 
宮崎（児玉） 
横尾：隠れ家でとれるウナギは、追われて逃げ込んだ個体と、元々隠れ家を使っている個体
について、ショッカーの調査では、どちらを見ているのか？ 
a.逃げ込んでいくことは確認したことがない。 
 
鹿児島（平江） 
山本祥：カバーについて、その影響はどうか？ 
a.時間的に変わってしまうので、検討はむずかしい。変わらないものについて、検討した。 
（高知、宮崎）カバーの時間的な変化は、検討余地があるが、エフォートがかかる。 
 
環境 DNA(山本祥) 
横尾：板倉さんたちの論文との手法の違いについて、教えて欲しい 
a.論文を精査し、重複しないようにしたい。 
望岡：人工河川のデータで、一点だけ高い値になっているが？ 
a.実験的なハンドリングエラーによる 
 
漁具バイアス（山本） 
福田：サイズバイアスとなっているが、商業的な筒との対応について検討しては？ 
a.筒の太さで、細いものを選択するために、商業的な筒では、小型ウナギがとれないと説明
できる可能性がある 
a.ウナギのサイズによって、要因が異なる可能性を検討したい。 
 
愛媛大、中央水研 
望岡：うなぎがいない河川があったが、要因は？ 
a.急傾斜の山から、流れる小河川であるが、淡水域のみを対象。隣接する河川でとれたので、
たまたまとれなかったと考えている。 
望岡：ストマックポンプを試したウナギのサイズは？ 
a.結果は、大きさによらないようだったが、全長３５cm 以下の個体は、難しい。また、内
容物によって、調べられるかどうかが違う。 
 
 
総合討論 
鈴木：コンクリートの場所でもウナギがとれるのは？ 
a.井上:３面護岸の場所にもいることがあるが、その河川に入ってしまった場合、他の河川に
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行くことはなさそうである。大型個体がみつかることが多い。隠れる場所があれば、そこを
利用するのがウナギであると考えている。 
その場所を利用することは、あまり良いことではないと思っている。 
 
望岡：河川内での標識調査で、成長が停滞するのはなぜか？ 
a.稲葉：氷と炭酸で麻酔し、イラストマーを行っているため、重いハンドリングの影響。 
a.山本：ショッカーによる採集も影響があるかもしれないが、。 
a.畑間：ショッカー試験に用いたウナギは、三日後には摂餌を開始しているので、そこには
影響がないのではないか？ 
a.井上：頻繁に調査していた際には、肥満度の低下を観察していた。 
 
山本祥：環境収容力の評価としては、個体の成長もあるかもしれないが、ウナギの成長停滞
の問題もある。 
山本：加入量の増減が、その後の生残に影響する場合には、そこも考慮する必要があるかも
しれない。 
福田：環境収容力としては、餌生物の量が一番重要なのではないか？餌の量とウナギの密度
の関係を明らかにすることが重要。ニホンウナギではこれまで、そのアプローチがない。利
用する餌生物との分布の対応がみられるかは、検討する価値があるのではないか？ 
澤山：餌料について、その量を考えるためには、ウナギがどのような種類の餌を利用してい
るのか？をまず整理していく必要があると考えている。 
 
検討委員講評 
白石会長：河川のウナギの再採捕されたウナギの行動範囲は狭いということを感じた。今後
も、調査、実験を継続していってもらいたい。 
望岡：初年度として、順調に事業が開始されていると感じる。環境収容力というと、意味が
広く、曖昧なところもある、大きなテーマだが、４年間で少しづつアプローチしていっても
らいたい。 
中奥：初年度、様々な実験、調査を進めていただいている。次年度以降につながる課題が見
えてきていると思う。課題間の連携を強めて進めて欲しい。 
 
矢田 
PIT タグの情報データベースについて、今後の協力を要請。 
 
中村 
統計解析を行って、差がある、相関があると言う必要がある。 
小河川に入り込んだウナギがいることは、良材料であると感じた。 
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平成３０年度環境収容力推定手法開発事業（アユ・渓流魚・ワカサギ）計画検討会 

議事次第 

 

 

日 時： 平成３０年６月１１日（月）１３時～１７時、同年６月１２日（火）９～１２時 

 

場 所： 一般社団法人 東京水産振興会 豊海センタービル会議室 

 

内 容： 

    １．開会 

    ２．あいさつ 

       水産庁 

       水産研究・教育機構 

    ３．調査研究計画の説明と検討（アユ） 

       中央水産研究所内水面研究センター 

       栃木県水産試験場 

       岐阜県水産研究所 

       高知県内水面漁業センター 

       熊本県水産研究センター 

       国立大学法人長崎大学 

    ４．調査研究計画の説明と検討（ワカサギ） 

       中央水産研究所内水面研究センター 

       北海道立総合研究機構 さけます・内水面水産試験場 

       山梨県水産技術センター 

       長野県水産試験場 

    ５．調査研究計画の説明と検討（渓流魚） 

       中央水産研究所内水面研究センター 

       群馬県水産試験場 

       長野県水産試験場 

       岐阜県水産研究所 

       滋賀県水産試験場 

    ６．総合討論 

    ７．その他 

    ８．閉会 
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氏　名 所　　　　属 役　職

＜委託元＞

中奥　龍也 水産庁　増殖推進部　栽培養殖課　内水面漁業振興室 室長

清水　孝之 水産庁　増殖推進部　栽培養殖課 課長補佐

鈴木　信一 課長補佐

横尾　俊博 係長

図師　尚文 係長

鎌倉　明穂 係員

和田　智子 水産庁　資源管理部　漁業調整課 課長補佐

川上　賢治 釣人専門官

＜検討委員＞

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

＜参画機関＞

井口　恵一朗 国立大学法人長崎大学大学院 教授

村瀬　偉紀 大学院生

畑山　誠 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 研究主幹

高木　優也 栃木県水産試験場 主任

山下　耕憲 群馬県水産試験場 技師

名倉　盾 山梨県水産技術センター 主任研究員

山本　聡 長野県水産試験場 部長

下山　諒 技師

沢本　良宏 長野県水産試験場　諏訪支場 支場長

星河　廣樹 研究員

大原 健一 岐阜県水産研究所 専門研究員

辻 寛人 研究員

岸　大弼 岐阜県水産研究所　下呂支所 専門研究員

德原　哲也 専門研究員

菅原　和宏 滋賀県水産試験場 主査

占部　敦史 高知県内水面漁業センター 研究員

宗　達郎 熊本県水産研究センター 研究参事

養松　郁子 国立研究開発法人　水産研究・教育機構　本部 研究開発コーディネーター

中村　智幸 中央水産研究所　内水面研究センター センター長

矢田　崇 グループ長

坪井　潤一 主任研究員

増田　賢嗣 主任研究員

宮本　幸太 研究員

平成30年度「環境収容力推定手法開発事業」(アユ・渓流魚・ワカサギ)
計画検討会議出席者名簿
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平成３０年度環境収容力推定手法開発事業（アユ・渓流魚・ワカサギ）成果検討会 

議事次第 

 

 

日 時： 平成３１年２月２７日（水）１３時～１７時、同年２月２８日（木）９～１２時 

 

場 所： 一般社団法人 東京水産振興会 豊海センタービル会議室 

 

内 容： 

    １．開会 

    ２．あいさつ 

       水産庁 

       水産研究・教育機構 

    ３．調査研究計画の説明（渓流魚） 

       岐阜県水産研究所 

       長野県水産試験場 

       滋賀県水産試験場 

       群馬県水産試験場 

       中央水産研究所内水面研究センター 

    ４．調査研究計画の説明（ワカサギ） 

       北海道立総合研究機構 さけます・内水面水産試験場 

       山梨県水産技術センター 

       長野県水産試験場 

       中央水産研究所内水面研究センター 

    ５．調査研究計画の説明（アユ） 

       中央水産研究所内水面研究センター 

       栃木県水産試験場 

       岐阜県水産研究所 

       高知県内水面漁業センター 

       熊本県水産研究センター 

       国立大学法人長崎大学 

    ６．総合討論 

    ７．その他 

    ８．閉会 
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平成30年度「環境収容力推定手法開発事業」(アユ・渓流魚・ワカサギ)成果検討会議出席者名簿

氏　名 所　　　　属 役　職

＜委託元＞

中奥　龍也 水産庁　増殖推進部　栽培養殖課　内水面漁業振興室 室長

鈴木　信一 課長補佐

横尾　俊博 係長

鎌倉　明穂 係員

和田　智子 水産庁　資源管理部　漁業調整課 課長補佐

川上　賢治 釣人専門官

＜検討委員＞

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

＜参画機関＞

井口　恵一朗 国立大学法人長崎大学 教授

畑山　誠 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 研究主幹

高木　優也 栃木県水産試験場 主任

山下　耕憲 群馬県水産試験場 技師

名倉　盾 山梨県水産技術センター 主任研究員

山本　聡 長野県水産試験場 部長

下山　諒 技師

澤本　良宏 長野県水産試験場　諏訪支場 支場長

星河　廣樹 研究員

大原　健一 岐阜県水産研究所 専門研究員

田中　綾子 研究員

岸　大弼 岐阜県水産研究所　下呂支所 専門研究員

亀甲　武志 滋賀県水産試験場 主任主査

菅原　和宏 主査

占部　敦史 高知県内水面漁業センター 研究員

宗　達郎 熊本県水産研究センター 研究参事

養松　郁子 国立研究開発法人　水産研究・教育機構　本部 研究開発コーディネーター

中村　智幸 　中央水産研究所　内水面研究センター センター長

矢田　崇 グループ長

坪井　潤一 主任研究員

宮本　幸太 研究員

＜オブザーバ＞

内田　和男 全国内水面漁業協同組合連合会 専務理事
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平成30年度「環境収容力推定手法開発会議（アユ・渓流魚・ワカサギ）」 

成果検討会 総合討論 要旨 

 

・渓流魚の増殖については、地域や環境により大きく異なることが予想されるため、

最終的には漁協さんが漁場の状態を把握する必要がある。しかし漁協が魚類の生息

密度等を調べることは難しいので、漁場のデータとして釣獲結果を記録に残してゆ

けるような体制について検討し、今後も提案してゆくべきとの提案。 

 

・河川の環境収容力はある程度決まっているので、先住魚についてはバイオマスで

評価できるのではないかとの提案 

 

・遊漁の高度利用を目指した際、増殖からしっかりと収入として効果が得られるよ

うな方法についても検討してゆく必要があるではないかとの提案。 

 

・アユの放流時期と成長マトリクスについては、種苗性は考慮しないのかとの提案 

 

・塩分とアユの生残の調査結果については、天然アユの資源動向を検討する際の良

い判断材料になるのではないかとの提案。 

 

・ワカサギのコチニール標識について、実際に耳石を用いて年齢解析をしていると、

個体によっては年齢査定が難しい場合があり、そのような時にこの標識技術が活用

できれば非常に有用と考えられる。標識が不明瞭でも良いので標識ができれば色々

と活用方法が見いだせる。今のうちから活用方法を検討しておいたほうが良いとの

提案 

 

・標識技術の向上とともに早い段階で実際に放流実験をして、データをとるのも良

いだろうという提案。 
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