
 

 

平成 30 年度 環境収容力推定手法開発事業 報告 

 

課 題 番 号 3．（3） 事業実施期間 平成 30 年度 

課 題 名 漁場環境に応じた資源増殖等の手法開発 渓流魚 

主 担 当 者 水産研究・教育機構中央水産研究所 宮本幸太 

分担者 なし 

 

平成 30 年度の成果の要約：イワナ放流魚の定着条件を明らかにするため、放流場所の物理環境を

測定するとともに先住魚の生息個体数の推定を行った。これらのデータをもとに先住魚として最

も多く捕獲されたブラウントラウトの生息密度を決定する物理環境要因を考察した。その結果、1

歳以上魚では河床構造の複雑さ、当歳魚では、たまりの数が生息密度の決定要因であることが示

唆された。 

 

 

全期間を通じた課題目標及び計画：渓流魚をはじめとした内水面魚種漁獲量の減少傾向への対策

として、稚魚放流等の増殖が実施されているが、その生残や定着を決定する要因については未だ

不明な点が多く、どのような環境であれば放流が有効であるかを示す指標が存在しないことか

ら、必ずしも最適な増殖手法が採用されていない可能性がある。本課題ではイワナ等の渓流魚を

用いて、放流魚の定着に必要な環境条件を明らかにするため、河川調査や水路実験等を行い、放

流魚や先住魚の分布、体サイズ、行動、生息環境等に関するデータを収集・解析する。 

 

 

当該年度計画：本年度は、イワナ放流魚の定着条件を明らかにするため、調査区間の物理環境の

測定と放流場所に生息する先住魚の生息個体数の推定を行った後、イワナ種苗を調査河川へ放流

する。なお、得られたデータから、先住魚の生息密度と物理理環境条件との関係を解析すること

で、先住魚の生息密度の決定要因を考察する。 

 

 

結果： 

（１）栃木県内の利根川水系鬼怒川支流における内水面魚種生息状況ならびに環境条件に関する

調査体制を構築した。 

（２）同河川に 3 調査区間（区間長、A 区；360m、B 区；200m、C 区：360m）を設置して、先住

魚の採捕調査を行った結果、いずれの区間においてもブラウントラウトが最も多く採捕された
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（図 1、2、3）。 

（３）さらに、ブラウントラウトの生息個体数を当歳魚と 1 歳以上魚に分けて解析をした結果

（図 4、5、6）、最下流調査区間であるC 区の推定個体数が最も多かった。とりわけ、C 区では当

歳魚の推定個体数が他区よりも著しく多い場所があった（図 6）。 

（４）ブラウントラウトの推定生息個体数と物理環境（水深、流速、勾配、Pool and riffle sequence 

index.、河床基質、淵面積、淵数、淵数、たまり面積、たまり数、二次流路）との関係を調査した

結果、ブラウントラウト当歳魚の生息密度とたまりの数には有意な正の相関関係が認められた

（Peason’s r = 0.89, p < 0.001）。一方、ブラウントラウトの 1 歳以上魚については、河床構造の複雑

性の指標である Pool and riffle sequence index の値と生息密度の間に有意な正の相関が認められた

（Peason’s r = 0.65, p < 0.001）。 

今後、本調査で得られた先住魚の調査結果とイワナの放流効果との関係を調査することで、先住

魚の存在がイワナの放流効果におよぼす影響を評価することが可能になると考えられる。 

 

 
図１．A 区にて採集された魚類の種組成 

 

 
図 2．B 区にて採集された魚類の種組成 

A区

ブラウントラウト イワナ ヤマメ ニジマス その他

B区

ブラウントラウト イワナ ヤマメ ニジマス その他
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図 3．C 区にて採集された魚類の種組成 

 

 

図 4．A 区におけるブラントラウトの推定生息個体数 

 

 

 

 

 

C区

ブラウントラウト イワナ ヤマメ ニジマス その他
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図 5．B 区におけるブラントラウトの推定生息個体数 

 

 
図 6．C 区におけるブラントラウトの推定生息個体数 

 

課題と対応策： 

特に問題なく順調に実施された。 
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平成 30 年度 環境収容力推定手法開発事業 報告 

 

 

課 題 番 号 3．（3） 事業実施期間  平成 30 年度 

課 題 名 漁場環境に応じた資源増殖等の手法開発 渓流魚 

主 担 当 者 山下耕憲 

分担者 小西浩司、松原利光 

 

平成30年度の成果の要約：イワナの春稚魚放流の適正サイズを解明するため、実河川において放

流試験を行い、放流サイズを変化させた場合と放流時期とサイズの両方を変化させた場合につい

ての影響を検討した。その結果、より大型の放流魚の方が生残率が高い傾向が見られた。また、

放流魚に対する先住効果を評価するために、実験水路を用いた試験を行った。その結果、ヤマメ

の先住魚は同じサイズの放流魚よりも残存性が約3倍高く、一方、放流魚のサイズが先住魚より

も10％以上大きくなると、放流魚の残存性は先住魚と同等になる可能性が示唆された。 

 

全期間を通じた課題目標及び計画：現在、内水面漁業協同組合による増殖の手法は稚魚放流が主

流である。稚魚放流に用いられる渓流魚の多くは、養魚場で長期継代された魚（継代養殖魚）で

ある。一般的にサケ科魚類の継代養殖魚は自然繁殖由来の魚（天然魚と野生魚）よりも放流後の

自然界における適応能力や生残率が低いことが明らかになっている（Araki et al．、2007）。しか

しながら、放流によって遊漁や漁業が維持されている現状や養殖業への影響を考えると、放流に

よる増殖をすぐに中止することは難しい（中村ら、2012）。一方、遊漁対象としての天然魚や野生

魚のニーズも存在している（中村・飯田、2009）。したがって、内水面の漁業協同組合や養殖業者

からは稚魚の効率的な放流手法が求められており、それと並行して、天然魚と野生魚を効果的に

増殖・活用する手法も必要とされている。 

渓流魚の春稚魚放流では、より小型の種苗を放流した方が河川での生残率が高い傾向であるこ

とが過去のモデル分析で示されている（水産総合研究センター増養殖研究所内水面研究部、

2013）。しかしながら、このことは実河川で検証されていない。また、河川の生息場所に先住して

いる渓流魚は、後に侵入してきた個体よりも競争に強い傾向があることが明らかにされており

（Rhodes and Quinn、1998）、稚魚放流においても、放流された稚魚が放流場所の先住魚（野生魚

や以前の放流魚）との不利な競争による影響を受けている可能性が懸念される。しかしながら、

国内渓流魚における先住効果に関する知見は乏しい。 

放流に頼らず天然魚と野生魚を増殖する手法の1つとして、禁漁区の設定が挙げられる。その

増殖効果については、定量的な評価が行われている（中村ら、2001；久保田ら、2010；重倉ら、
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2014）。しかしながら、禁漁区の設定にかける費用（禁漁区を示す看板の設置や密漁者の監視等）

と増殖効果との関係性（禁漁による増殖の費用対効果）や、効果的な禁漁区設定の環境条件や立

地条件はほとんど明らかになっていない。 

そこで本課題では、イワナをはじめとする渓流魚の稚魚放流後の生残率向上を目的として、春

稚魚放流における稚魚のサイズと時期を変化させた場合の放流効果に与える影響を、実河川への

放流試験により検証し、春稚魚放流の適正サイズを解明する。また、稚魚放流時における先住効

果の影響を、実験水路を用いた試験と実河川への放流試験により評価する。加えて、禁漁区の設

定の費用対効果と効果的な設定条件の把握を目的として、実際の禁漁区における資源量調査を行

い、禁漁区の条件と増殖効果の関係を明らかにする。 

 

当該年度計画：今年度は、放流サイズを変化させた場合と放流時期とサイズの両方を変化させた

場合の春稚魚放流について、実河川において継代養殖イワナ稚魚を用いた放流試験を行い、条件

の違いによる生残、成長および移動性の差を明らかにする。また、放流魚に対する先住効果につ

いて、実験水路を用いた試験を行い、先住効果の影響を評価するとともに、放流効果を向上させ

るための手法について検討する。 

 

結果： 

（１）放流サイズを変化させた場合におけるイワナ継代養殖稚魚の生残率比較を行った。供試魚

には群馬県水産試験場川場養魚センター（以下「川場養魚センター」という）で飼育している継

代養殖イワナの0+歳魚を用いた。放流試験は放流サイズの異なる試験群として全長を基に4群を

設定して行った。全長が4.5 cm以上5.5 cm未満の個体を①群、5.5 cm以上6.5 cm未満の個体を

②群、6.5 cm以上7.5 cm未満の個体を③群および7.5 cm以上8.5 cm未満の個体を④群とした。

各放流群の総重量から求めた供試魚の平均体重は①群で1.2 g、②群で1.9 g、③群で2.7 gおよ

び④群で3.9 gであった。供試群は識別のため、①群は右腹鰭の切除、②群は左腹鰭の切除、③

群は右腹鰭と脂鰭の切除および④群は左腹鰭と脂鰭の切除による標識をそれぞれ放流直前に行っ

た。 

試験区間は群馬県桐生市内の桐生川支流忍山川のサイトAと同支流朝日沢川のサイトB1とした

（図1）。放流地点は各サイトの中間点とし、両サイト共に全群を平成30年5月30日に放流し

た。放流尾数はサイトAでは各群250尾ずつであったが、サイトB1では輸送中に一部供試魚が死

亡したため、①群では192尾、②群では213尾、③群では240尾および④群では250尾であっ

た。 

採捕調査はサイトAでは平成30年7月5日、サイトB1では平成30年7月3日に行った。試験

区間は下流端の砂防堰堤から上流方向に20 m毎に分割し、区間毎に電気ショッカーによりイワナ

を採捕した。供試魚を含む採捕魚は魚体測定および標識の確認を行い、調査終了後、採捕された

試験区間に再放流した。生残尾数は2回除去法を行い、Program CAPTUREのmbh-Pollock 
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estimatorにより推定した。 

採捕調査時のサイトAとサイトB1における推定生残尾数、生残率、放流地点からの移動距離お

よび全長をそれぞれ表1と表2に示す。サイトAとサイトB1共に、採捕調査時における全長がイ

ワナ野生魚の0+歳魚よりも小さい群では生残尾数が極端に少ない、または生残尾数が0尾と推定

された。また、両サイトの全群において、採捕された個体の平均位置は放流地点よりも下流側で

あった。 

 

 

図1 放流試験における各調査サイトの位置 

 

表1 サイトAにおけるイワナ稚魚放流魚と野生魚の推定尾数（平均値±標準誤差）、 

生残率、放流地点からの移動距離（平均値±標準誤差）および全長（平均値±標準誤差） 
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表2 サイトB1におけるイワナ稚魚放流魚と野生魚の推定尾数（平均値±標準誤差）、 

生残率、放流地点からの移動距離（平均値±標準誤差）および全長（平均値±標準誤差） 

 

 

（２）放流時期とサイズを変化させた場合におけるイワナ継代養殖稚魚の生残率比較を行った。

供試魚には川場養魚センターで飼育している継代養殖イワナの0+歳魚を用いた。放流試験は放流

時期とサイズの異なる試験群として、餌付け時期の小型群、餌付け1か月後の中型群および通常

の春放流サイズである大型群の3群を設定して行った。全各放流群の総重量から求めた供試魚の

平均体重は小型群で0.1 g、中型群で0.3 gおよび大型群で1.1 gであった。供試群は識別のた

め、イラストマータグによる標識を放流直前に行った。小型群は赤色、中型群は青色および大型

群は黄色のイラストマータグをそれぞれ尻鰭基部に注入した。 

試験区間は群馬県桐生市内の桐生川支流朝日沢川のサイトB2と同支流高沢川のサイトCとした

（図1）。放流地点は各サイトの中間点とし、小型群は平成30年2月5日、中型群は3月6日およ

び大型群は4月26日に順次放流した。放流尾数はサイト毎に各群240尾ずつであった。 

採捕調査はサイトB2では平成30年7月2日、サイトCでは6月28日に行った。試験区間は下

流端の砂防堰堤から上流方向に20 m毎に分割し、区間毎に電気ショッカーによりイワナを採捕し

た。供試魚を含む採捕魚は魚体測定および標識の確認を行い、調査終了後、採捕された試験区間

に再放流した。生残尾数は2回除去法を行い、Program CAPTUREのmbh-Pollock estimatorにより

推定した。 

採捕調査時のサイトB2とサイトCにおける推定生残尾数、生残率、放流地点からの移動距離お

よび全長をそれぞれ表3と表4に示す。サイトB2とサイトC共に大型群のみが採捕され、小型群

と中型群は1尾も採捕されなかった。また、採捕された大型群の平均全長は採捕調査時における

イワナ野生魚の0+歳魚よりも大きかった。  
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表3 サイトB2におけるイワナ稚魚放流魚と野生魚の推定尾数（平均値±標準誤差）、 

生残率、放流地点からの移動距離（平均値±標準誤差）および全長（平均値±標準誤差） 

 

 

表4 サイトCにおけるイワナ稚魚放流魚と野生魚の推定尾数（平均値±標準誤差）、 

生残率、放流地点からの移動距離（平均値±標準誤差）および全長（平均値±標準誤差） 

 

 

（３）ヤマメ放流魚に対する先住効果の評価試験を行った。供試魚には、先住魚と放流魚共に川

場養魚センターで飼育している継代養殖ヤマメの0+歳魚を用いた。試験直前に供試魚の魚体測定

を行い、その際に個体識別のためイラストマータグによる標識を施した。 

 土木工事用のポリエチレン製Ｕ字溝と水中ポンプを用いて、幅0.45 m、長さ8.3 m、勾配10％

の流水式実験水路を川場養魚センターの屋外に設置した。実験水路は発泡スチロール建材を堰板

に用いて長さ約1 mずつの7のプールに区切り、上から順に1区、2区・・・7区とした（図2）。

7区の下には生け簀を設置し、水路から移出した供試魚を保持できるようにした。試験用水には、

川場養魚センターの湧水（水温：約12.0℃）を使用し、水中ポンプで毎秒3.38 Lの湧水を1区の

上流に導入した。 

 試験の1日目は7区の下を網で区切り、水路から供試魚が移出しない状態にした。その後、

11:00に先住魚を各区に1尾ずつ投入した。2日目の11:00に放流魚を各区に1尾ずつ投入後、7

区の下の網を取り外し、水路から供試魚が移出できるようにした。3日目の11:00に全ての試験魚

を取り揚げて各区と水路から移出した供試魚の尾数と標識を記録した。試験は6回繰り返した。 

 解析は、各供試魚の水路内残存確率（水路内：1；水路外：0）を応答変数、先住効果（先住

魚：1；放流魚：0）、1 cmあたりの標準体長の効果、各供試魚の投入位置（1－7区）およびこれ

らの交互作用項を説明変数とした一般化線形モデルを構築し、赤池情報量基準（AIC）を用いてス

テップワイズ法によるモデル選択を行った。モデルの確率分布は二項分布を仮定し、リンク関数
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はロジット関数とした。モデル選択後、得られたベストモデルの説明変数の効果を定量化するた

めに各説明変数の係数のオッズ比を求めた。 

 AICによるモデル選択の結果、先住効果と1 cmあたりの標準体長の効果のみを含むモデルがベ

ストモデルとして選択された（表5）。ベストモデルから得られた先住魚と放流魚の水路内残存確

率と標準体長との関係を図3に示した。先住効果と標準体長が１ cm大きくなったときのオッズ比

はそれぞれ3.11倍、2.69倍と推定された。したがって、ヤマメの先住魚は同じサイズの放流魚よ

りも残存性が約3倍高く、一方、放流魚のサイズが先住魚よりも10％以上大きくなると、放流魚

の残存性は先住魚と同等になる可能性が示唆された。したがって、放流魚が先住魚よりも10％以

上大きく、かつ放流場所の先住魚の密度が高い場合、放流魚の残存率が先住魚よりも高くなり、

放流によって先住魚が放流場所から移出してしまう可能性が示された。このことから、稚魚放流

を行う場合には、放流魚のサイズが先住魚よりも大きくならないように調整することや、先住魚

が少ない場所で放流を行うようにすることで、稚魚放流の効果を高め、また、先住魚である野生

魚や定着した過去の放流魚等を資源として有効活用することができると考えられた。 

 

 

図2 先住効果の評価試験に用いた人工水路の概略 

 

表5 推定された一般化線形モデルの先住効果（先住魚：1；放流魚：0） 

と1 cmあたりの標準体長の効果の諸元 

 

 

図3 推定された水路内残存確率に対しての先住効果と標準体長の関係 
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課題と対応策：春稚魚放流の適正サイズに関して、今年度は放流サイズを変化させた場合と、放

流時期とサイズの両方を変化させた場合について検討したが、今年度得られたデータとこれらの

条件だけでは放流時期とサイズ、またはその他の要因がどのように放流効果に影響するかを総合

的に評価することは難しい。また、実際の遊漁においては、漁業調整規則や遊漁規則によって、

放流魚の全長が15 cm以上の個体のみが遊漁資源として扱われる。しかしながら、今回は0+歳時

点でのデータしか得られていない。したがって、放流魚の全長が15 cmを超えると予想される来

年度における再度の採捕調査や、別サイトでの追加試験によるデータの蓄積が必要である。ま

た、放流サイズを変化させずに放流時期だけ変化させた場合等における放流効果についても今後

検討する必要がある。 

先住効果に関して、今回の評価試験では、実験水路において先住魚に自然繁殖由来の魚ではな

く継代養殖魚を用いた。しかしながら、実河川において先住魚として想定されるのは多くの場

合、自然繁殖由来の魚である。したがって、今後は実河川において自然繁殖由来の魚と養殖継代

魚を用いた放流試験を行い、日本の渓流魚における先住効果を詳細に検討する必要がある。 
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平成 30 年度 環境収容力推定手法開発事業 報告 

 

課 題 番 号 3．（3） 事業実施期間 平成 30 年度 

課 題 名 漁場環境に応じた資源増殖等の手法開発 渓流魚 

主 担 当 者 長野県水産試験場 環境部 下山諒 

分担者 長野県水産試験場 環境部 山本聡 

 

平成30年度の成果の要約： 

 ・イワナ稚魚の個体間競争が流下に与える影響を調べるため、水槽実験を行った。本年度は、

予備実験として水槽形状などの実験手法について検討し、個体間競争を観察できる見通しを得

た。 

 ・来年度以降に行うイワナ稚魚の流下調査を行う河川を選定するため、候補河川の河川形態、

イワナ稚魚等の出現状況を調査した。その結果、信濃川水系鎖川支流中俣沢および小西沢を選定

し、基本データとなるイワナの生息密度を推定した。 

 ・流下稚魚を採捕するためのネットの形状等を検討し、2018年11月に小西沢にてネットの耐久

試験を行った。ネットは24時間の供試に耐えることが確認され、来年度以降の調査実施について

見通しを得た。 

 

全期間を通じた課題目標及び計画：  

 イワナなどの渓流魚では、増殖を目的とした禁漁区が設定されている。禁漁区を種川として増

殖した資源が遊漁区への染み出しに期待するものであるが、先行研究からイワナ成魚は定住性が

強く、ほとんど移動しないことが知られている。一方、イワナ稚魚の流下に関する研究は少な

く、禁漁区からの流下についての詳細はわかっていない。そこで我々は禁漁区からのイワナ稚魚

の染み出し効果について明らかにするために、①イワナ稚魚が流下する要因の解明、②禁漁区間

から流下するイワナ稚魚の捕獲技術開発、③禁漁河川のイワナ稚魚の流下データの集積と解析を 

行う。 

 

当該年度計画：  

イワナ稚魚の個体間競争が流下に与える影響を調べるため、予備実験として水槽形状などの実

験手法について検討するとともに、来年度以降に行うイワナ稚魚の流下調査を行う河川を選定す

るため、候補河川の河川形態やイワナ稚魚等の出現状況を調査する。さらに、流下稚魚を採捕す

るためのネットの形状等を検討し、ネットの耐久試験を行う。 
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結果： 

 （１）水槽実験 

イワナ稚魚の流下は個体間競争によるものかを確認するために、水槽実験を行った。牛乳パッ

クを用いて7㎝×7㎝×10cmの水槽を作成し、それを5段もしくは9段の階段状（落差１㎝に設

定）に連結させた。その中央にイワナ稚魚（投入時の平均全長±SD 2.95±0.25㎝）を25匹入れ

個体間競争を観察した（図1）。観察の結果、イワナ稚魚たちの間には個体間競争がみられた。各

水槽にスコアを設定し（図2）、その合計値の経時的変化を図で示した（図3）。試験開始直後の4

月下旬は上流部へ遡上傾向がみられ、5月上旬から競争が始まり敗北個体が下流へ移動する傾向が

みられた。牛乳パックを使用した水槽内でイワナ稚魚の個体間競争が行われるということが明ら

かになった。 

 

 （２）自然河川調査 

①調査河川の選定 

来年度、イワナ稚魚の流下を調査する河川を選ぶために、2018年4月19日より6月22日まで

県内3河川のイワナ稚魚の出現状況と河川形態を調査した。その結果、河川形態がAa型である信

濃川水系鎖川支流中俣沢および小西沢を選定した。 

選定河川の基本データの取得を目的に、2018年10月10日から12日の間に電気ショッカーによ

る調査を行い、ピーターセン法による生息密度推定、採捕魚の全長組成を調べた。結果、全長組

成より両支流の0歳魚の加入が認められた（図4）。中俣沢の生息密度は0.04尾/㎡、小西沢の生

息密度は0.14尾/㎡であった（図5）。 

②稚魚捕獲ネットの開発 

自然河川において、流下するイワナ稚魚を採捕するためのネットを開発した。図6に示した稚

魚捕獲ネットを試作し、河川流下物（主に落葉）の多い時期に24時間以上設置し耐久できるかを

検証した。2018年11月7日10時50分に小西沢設置し11月8日14時06分に回収した。使用し

た材料は、ネット×1個、単管パイプ8本（1.5ｍ×4本、1.0ｍ×4本）、直交クランプ×8個、自

在クランプ×4個、ネット固定用ロープである（図7）。稚魚捕獲ネットはS型淵の下端を横切る

ように設置し、目詰まりによって濾過流量が変化しないよう配慮した（図8）。結果、24時間以上

経過しても破損、流出することなく使用することができた。取水割合｛濾過水量(L/秒)/河川流量

(L/秒)｝は開始時が86.1％。終了時が79.6%で、その平均は82.9%となった。 
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図1. 階段型水槽の模式図 

 

 

図2. 各水槽のスコア 

 

図3. 稚魚の移動をスコアで表示 
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図4. 中俣沢・小西沢の捕獲イワナの全長組成（濃い部分が0歳魚） 

 

 

 

 

図5. 中俣沢と小西沢のイワナ生息密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6. 稚魚捕獲ネット模式図 
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図7. 稚魚捕獲材料 

 

 

図8. 稚魚捕獲ネット設置図（左図：模式図、右図：小西沢設置図） 

 

 

課題と対応策： 

水槽実験で個体間競争を観察できる見通しを得たので、来年度は河川の生息密度を考慮した収

容密度にするなど試験設定を検討のうえ実験を行う。 

流下調査河川の選定を行ったが生息密度がやや低かったので、その他の候補河川については引

き続き情報収集を行う。 

作成した稚魚捕獲ネットについて使用後ハトメ部分が変形したので、その部分の改良を加え次

年度の調査を行う。 

河川水 

単管パイプ 

稚魚捕獲ネット 
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平成 30 年度 環境収容力推定手法開発事業 報告 

 

課 題 番 号 3．（3） 事業実施期間  平成 30 年度 

課 題 名 漁場環境に応じた資源増殖等の手法開発 渓流魚 

主 担 当 者 岸 大弼 

分担者 徳原哲也 

 

 

平成30年度の成果の要約：禁漁区のアマゴ等渓流魚の生息密度を入漁区と比較した結果、1歳以上

では有意差は認められなかったが、0歳および全個体の場合は禁漁区の方が生息密度が高いことが

示唆された。支流から本流への資源供給機能（しみ出し効果）」の調査については、2支流で1193

尾および344尾の稚魚を標識し、次年度以降の漁獲調査の準備を整えた。 

 

 

全期間を通じた課題目標及び計画：アマゴ等渓流魚は、その由来によって自然繁殖魚と放流魚に大

別される。自然繁殖魚は、放流魚よりも生残率が高いという長所があるが、資源量は限定的である。

ただし、換言すれば、自然繁殖魚の希少価値が高く、遊漁者に重視される資源でることから、その

資源量は漁協の集客力や収益に影響しうると存在といえる。近年、自然繁殖魚の持続的利用への関

心が高まっている。そこで本課題では、環境収容力の高い支流を禁漁区として役立てることを目標

とし、禁漁区と入漁区における生息密度の比較、産卵場所の立地条件の調査、支流から本流への資

源供給機能（しみ出し効果）の調査を行う。 

 

 

当該年度計画：本年度は、「禁漁区と入漁区における生息密度の比較」と「支流から本流への資源

供給機能（しみ出し効果）」の調査を実施する。禁漁区と入漁区における生息密度の比較」につい

ては、アマゴ等の個体数推定を行い、生息密度を算出して禁漁区と入漁区の間で比較する。また、

過去の関連データも収集し、本年度のデータとともに禁漁区と入漁区の間で生息密度を比較する。

「支流から本流への資源供給機能（しみ出し効果）」については、本年度は2支流を対象とし、ア

マゴ等の稚魚（0歳）の採捕および標識（脂鰭切除）作業を行う。 

 

 

結果： 

（１）「禁漁区と入漁区における生息密度の比較」については、木曽川、長良川、神通川、庄川、
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九頭竜川の計5水系においてアマゴ等の個体数推定を実施し、禁漁区5地点と入漁区24地点の生

息密度のデータが得られた。また、過去の関連データを収集したところ、禁漁区12地点と入漁区

62地点の生息密度のデータが得られた。 

（２）本年度のデータおよび過去のデータを合わせて禁漁区12地点と入漁区86地点との間で

Mann-Whitney U検定を実施した。検定は、0歳、1歳以上、全個体で行った。その結果、0歳は、

禁漁区の平均生息密度は入漁区の1.65倍と高く、有意差が認められた（U=503、P=0.023）。1歳以

上は、禁漁区の平均生息密度は入漁区の1.36倍であったが、有意差は認められなかった（U=547、

P=0.058）。全個体の場合は、禁漁区の生息密度は入漁区の1.47倍と高く、有意差が認められた（U=423、

P=0.002）。以上の結果から、禁漁区における概況としては、入漁区よりも生息密度が高い傾向が示

唆された（表1）。 

 

 

表1．禁漁区および入漁区におけるアマゴ等の平均生息密度 

 禁漁区 入漁区 相対値（禁漁区/入漁区） 

0歳（尾/m2） 0.245 0.148 1.65 

1歳以上（尾/m2） 0.127 0.097 1.36 

全個体（尾/m2） 0.356 0.243 1.47 

 

（３）「支流から本流への資源供給機能（しみ出し効果）」は、木曽川水系の馬瀬川・老谷および神

通川水系の蒲田川・蒲田川人工産卵河川を調査地とした。本年度は、支流に相当する老谷および蒲

田川人工産卵河川でおよび標識（脂鰭切除）作業を行った。 

（４）老谷ではアマゴの稚魚136尾とイワナの稚魚1057尾の標識を実施した（表2）。全長はアマ

ゴが32-87mmおよびイワナが27-51mmだった。蒲田川人工産卵河川ではヤマメの稚魚25尾、イワ

ナの稚魚317尾、イワナとヤマメの交雑個体の稚魚2尾の標識を実施した。全長はイワナが36-91mm、

ヤマメが68-112mm、交雑個体が84-90mmだった（表3）。以上の作業により、次年度以降の本流（馬

瀬川および蒲田川）における漁獲調査に向けた準備が完了した。 

 

表2．老谷における稚魚の標識結果 

 アマゴ イワナ 計 

全長（mm） 32-87 27-71 - 

採捕・標識数（尾） 136 1057 1193 

個体数推定値（尾） 178 1354 1532 

標識率（%） 76.4 78.1 77.9 
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表3．蒲田川人工産卵河川における稚魚の標識結果 

 ヤマメ イワナ イワナとヤマメの交雑個体 計 

全長（mm） 68-112 36-91 84-90 - 

採捕・標識数（尾） 2 317 25 344 

個体数推定値（尾） 2 392 28 422 

標識率（%） 80.9 90.3 100 81.5 

 

 

課題と対応策： 

本年度は、「支流から本流への資源供給機能（しみ出し効果）」と「禁漁区と入漁区における生息密

度の比較」を行った。「禁漁区と入漁区における生息密度の比較」については、豪雨で調査が実施

できない期間があったものの、計29地点分のデータを得ることができた。入漁区については24地

点のデータが得られたが、禁漁区については5地点と少ないため、次年度以降も調査を継続してデ

ータを追加することが課題である。 

「支流から本流への資源供給機能（しみ出し効果）」については、当初の計画通り、2支流で稚魚の

標識作業を順調に実施できた。ただし、それら2支流はいずれもイワナが主体であった。他魚種に

ついてもデータを蓄積することが望ましいため、次年度はアマゴまたはヤマメが主体の支流で標識

を行うことが課題である。 
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平成 30 年度 環境収容力推定手法開発事業 報告 

 

課 題 番 号 3- (3) 事業実施期間  平成 30 年度 

課 題 名 漁場環境に応じた資源増殖等の手法開発 渓流魚 

主 担 当 者 滋賀県水産試験場 菅原和宏 

分担者 滋賀県水産試験場 亀甲武志 

 

平成30年度の成果の要約： 

〈アマゴ継代養殖稚魚の春放流の適正サイズの検証〉アマゴ継代養殖稚魚の春放流の適正サイズを

明らかにするため、犬上川上流域の堰堤で区切られた4区間において、サイズの異なる稚魚を同時

に放流する同時放流と、1ヶ月毎に小さな稚魚から順番に放流する順次放流の2種類の放流試験を

行った。同時放流試験では、6/26に2.0gサイズと、6.1gサイズを同時に放流した。順次放流試験

では、5/2に1.4gサイズ、5/31に3.4gサイズ、6/25に5.3gサイズを順次放流した。各区の放流

尾数は同じ経費で購入できる尾数とした。放流後は標識再捕法により定期的に個体数推定を行った。

同時放流試験における放流4ヶ月後（10/30）の推定個体数は、2.0g区の方が多かった。成長は両

区ともに良好であったが、2.0g区の魚が6.1g区の魚を上回ることはなかった。順次放流試験にお

ける最初の放流から6ヶ月後（11/12）の推定個体数は、1.4g区が最も多く、成長も最もよかった。

以上の結果から、一定の増殖経費においては、単価が安い小型の種苗を多く放流する方が放流効果

が高い可能性が示唆された。 

〈イワナにおける禁漁の増殖効果の検証〉禁漁区から下流域へのしみ出し効果を調べるため、現在

禁漁となっている姉川上流のナガレモンイワナ生息域において調査を行った。7～8月に禁漁区内の

調査区間（流程600m）において、電気ショッカーで採捕したすべてのイワナ（計78尾）の脂鰭を

切り、再放流した。その後、7/11、9/3、11/2に禁漁区域の下流域（非禁漁区域）で調査を行い、

脂鰭を切ったイワナが採捕されるか調べたところ、まったく採捕されなかった。しかし、過去に別

の調査で禁漁区内で標識したイワナが、11/2に禁漁区域の下流域で3尾採捕され、これらはいずれ

も成熟していた。この3尾のイワナ親魚は、産卵期に下流域へ移動したと考えられた。 

 

全期間を通じた課題目標及び計画： 

〈アマゴ継代養殖稚魚の春放流の適正サイズの検証〉現在、渓流魚の春放流では2～10gの種苗を

用いて4～6月に行われている。しかし、2～10gのうち放流効果の高い種苗サイズについては検討

されていない。そこで本課題では、アマゴ継代養殖稚魚を用いて春放流の適正サイズについて放流

試験で明らかにすることを目的とする。犬上川上流域において、サイズの異なるアマゴ継代養殖稚

魚を同時または順次放流し、標識再捕法により定期的に個体数推定を行うとともに、生残、成長に
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ついても調べる。 

〈イワナにおける禁漁の増殖効果の検証〉渓流魚の漁場管理策の一つとして禁漁がある。禁漁が効

果的であるという報告はいくつかあるが、禁漁で増えた魚をどのように有効に利用するかについて

検討する必要がある。そこで本課題では、禁漁によって増えた魚が、禁漁区域外へ移動するか否か

について調べることを目的とする。現在、禁漁になっている姉川上流のナガレモンイワナ生息域に

おいて、禁漁区内でイワナを標識し、そのイワナが非禁漁区である下流域へ移動するか否かを調べ

る。 

 

当該年度計画： 

〈アマゴ継代養殖稚魚の春放流の適正サイズの検証〉犬上川上流域の堰堤で区切られた4区間にお

いて、サイズの異なる稚魚を同時に放流する同時放流と、1ヶ月毎に小さな稚魚から順番に放流す

る順次放流の2種類の放流試験を行う（図1）。同時放流試験では、6/26に2.0gサイズと、6.1g

サイズを同時に放流し、順次放流試験では、5/2に1.4gサイズ、5/31に3.4gサイズ、6/25に5.3g

サイズを順次放流する。各区の放流尾数は同じ経費で購入できる尾数とし、放流後は標識再捕法に

より定期的に個体数推定を行い、生残、成長について調べる。 

 

〈イワナにおける禁漁の増殖効果の検証〉現在禁漁になっている姉川上流のナガレモンイワナ生息

域において調査を行う（図2）。7～8月に禁漁区内の調査区間（流程600m）において、電気ショッ

カーで採捕したすべてのイワナの脂鰭を切り再放流する。その後7/11、9/3、11/2に禁漁区域の下

流域（流程300m、非禁漁区域）で調査を行い、脂鰭を切ったイワナが採捕されるかを調べる。また、

過去の調査で禁漁区内で個体識別標識されたイワナが採捕された場合は、その移動についても調べ

る。 

図 1. 試験区間の河川環境と各区間に放流した稚魚の時期・サイズ・尾数 
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結果： 

〈アマゴ継代養殖稚魚の春放流の適正サイズの検証〉 

（１）同時放流試験（区間①）における放流4ヶ月後（10/30）

の推定個体数は、2.0g区43.5尾、6.1g区15.5尾であった。

生残率は、2.0g区28.1%、6.1g区17.4%であった（図3）。 

（２）同時放流試験（区間②）における放流4ヶ月後（10/30）

の推定個体数は、2.0g区21.4尾、6.1g区10.2尾であった。

生残率は、2.0g区25.5%、6.1g区21.3%であった（図4）。 

（３）同時放流試験における放流魚の成長は良好であった

が、2.0g区の魚が6.1g区の魚を上回ることはなかった。（図

5、6）。 

（４）順次放流試験（区間③）における最初の放流から6

ヶ月後（11/12）の推定個体数は、1.4g区20.2尾、3.4g区

15.7尾、5.3g区14.6尾であった。生残率は、1.4g区11.6%、

3.4g区12.6%、5.3g区15.1%であった。（図7）。 

（５）順次放流試験（区間④）における最初の放流から6ヶ月後（11/12）の推定個体数は、1.4g

区41.2尾、3.4g区34.5尾、5.3g区19.4尾であった。生残率は、1.4g区 21.4%、3.4g区 25.0%、

5.3g区18.0%であった。（図8）。 

（６）順次放流試験における放流魚の成長は、区間④では1.4g区と3.4g区が同程度だったが、区

間③では1.4g区が最も良かった（図9、10）。 

（７）以上の結果から、一定の増殖経費においては、単価が安い小型の種苗を多く放流する方が放

流効果が高い可能性が示唆された。 

 

 

図 2. 調査河川の概要 

禁漁区域内の調査区間 

（流程600m） 

下流域 

（流程300m） 

図 3. 同時放流試験（区間①）におけるアマゴの推定個体数と生残率の推移 
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図 4. 同時放流試験（区間②）におけるアマゴの推定個体数と生残率の推移 

図 5. 同時放流試験（区間①）におけるアマゴの尾叉長と体重の推移 

図 6. 同時放流試験（区間②）におけるアマゴの尾叉長と体重の推移 

図 7. 順次放流試験（区間③）におけるアマゴの推定個体数と生残率の推移 
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〈イワナにおける禁漁の増殖効果の検証〉 

（１）7～8月において禁漁区域の調査区間で脂鰭標識したイワナの尾数は計78尾であった（表1）。 

（２）7/11、9/3、11/2に禁漁区域の下流域（非禁漁区域）で調査を行い、脂鰭を切ったイワナが

採捕されるか調べたところ、まったく採捕されなかった（表2）。 

（３）過去に別の調査で禁漁区内で標識したイワナが、11/2に禁漁区域の下流域（砂防堰堤のすぐ

下）で3尾（雄2尾、雌1尾）採捕され、これらはいずれも成熟していた。3尾のうち、雌個体の

図 8. 順次放流試験（区間④）におけるアマゴの推定個体数と生残率の推移 

図 9. 順次放流試験（区間③）におけるアマゴの尾叉長と体重の推移 

図 10. 順次放流試験（区間④）におけるアマゴの尾叉長と体重の推移 
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移動距離は不明であったが、雄1尾は200m上流から、もう1尾の雄は数十m上流から移動してき

た個体であることがわかった（図11）。 

 

課題と対応策： 

〈アマゴ継代養殖稚魚の春放流の適正サイズの検証〉 

今後も調査を継続し、漁獲サイズ（全長12cm以上）に達する平成31年度春のデータを取る必要が

ある。本年度と同様の放流試験を来年度も行い、データを蓄積する必要がある。 

〈イワナにおける禁漁の増殖効果の検証〉 

禁漁区域内の調査区間で標識できたイワナの数が少なく、結果的に下流域でも標識したイワナを採

捕することができなかった。標識した時期は夏であり、イワナ当歳魚の移動の時期がもっと早かっ

た可能性がある。来年度は春に当歳魚を採捕して標識する必要がある。禁漁区間から移動した親魚

3尾を下流域で確認できたことから、しみ出し効果については当歳魚だけでなく、産卵期の親魚に

ついても注目して調べる必要がある。 

表 1. 禁漁区域の調査区間で脂鰭標識した

イワナの尾数 

表 2. 禁漁区域の下流域（非禁漁区域）で採捕

されたイワナに占める脂鰭標識したイ

ワナの尾数 

図 11. 11/2 に禁漁区域の下流域で採捕された 3 尾のイワナ 
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平成 30 年度 環境収容力推定手法開発事業 報告 

 

課 題 番 号 3．（4） 事業実施期間 平成 30 年度 

課 題 名 漁場環境に応じた資源増殖等の手法開発 ワカサギ 

主 担 当 者 長野県水産試験場諏訪支場 星河廣樹 

山梨県水産技術センター 名倉盾 

水産研究・教育機構中央水産研究所 宮本幸太 

分担者 長野県水産試験場諏訪支場 澤本良宏 

山梨県水産技術センター 青柳敏裕、加地弘一 

 

 

平成 30 年度の成果の要約：コチニール色素を用いたワカサギの耳石標識技術を開発するため、生

残率、標識効果、標識液の濃度および標識液への浸漬時間との関係を調査した。その結果、コチ

ニール標識液の濃度が 40～60g/L かつ浸漬時間が 12～48 時間の範囲が、最も実用的な標識条件で

あると考えられた。また、ワカサギ卵の飼育実験からは、蒸留水を飼育水として使用すると生存

率が著しく低下することが明らかとなった 

 

全期間を通じた課題目標及び計画：ワカサギは、従来から漁業や遊漁の重要な対象種である。近年

ではドーム船など女性や子供でも安心してワカサギ釣りができる施設が各地で増加しており、遊漁

対象種としての期待が高まっている。その一方、ワカサギについては増殖効果を把握する際に必要

となる標識技術に関する知見が乏しく、資源管理を進めるうえで課題となっている。さらに、ワカ

サギの卵や仔稚魚の体サイズが極めて小さいことや標識対象となる個体数が膨大であることから、

標識法は耳石標識等の着色法が有効と考えらえる。従来、魚類の耳石標識には標識剤としてアリザ

リンコンプレクソン（ALC）が使用されていたが、食の安全・安心の声が高まっていることや標識コ

ストの観点から代替品が望まれている。そこで、本事業では天然色素を用いたワカサギの耳石標識

技術とその放流手法の開発を行う。 

 

当該年度計画：本年度はコチニール色素を用いた耳石標識技術を開発するため、生残率、標識効

果、標識濃度および標識時間との関係を調査する。なお、得られた結果から、実用可能な標識濃

度と浸漬時間について考察を行う。飼育試験については、外池と室内池を用いてワカサギ飼育予

備試験を実施するとともに、これまで定量的に評価されることのなかった飼育用水とワカサギ卵

の生残との関係を調査する。 
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結果： 

（１）コチニール色素を用いた耳石標識の評価については、耳石サンプルの検鏡・評価体制を構

築した。 

（２）長野県水産試験場が実施した耳石標識実験の結果、生残率の観点から実用可能な標識条件

は標識濃度 70g/L 以下かつ浸漬時間 48H 以下と考えられた（図 1、2）。 

（３）この生残率の結果を耳石の発色強度（1：見えない、2：ぼんやり見える、3：見える、4：

ALC と同様に見える）、標識濃度および浸漬時間との関係（表 1）と照合したところ、本結果で

は、標識濃度が 40～60g/L かつ浸漬時間が 12～48 時間の範囲が、生残率と標識効果の双方から実

用的な標識条件であると考えられた。 

（４）本結果より、コチニール色素による耳石標識の実用的な標識濃度と浸漬時間の条件が明ら

かとなった。しかし、現場への応用を考慮すると、生残率や標識効果のさらなる改善が必要と考

えられる。今後も引き続き、標識濃度と浸漬時間の設定について検討を進めるとともに、管理水

温、卵の積算温度、生残率および標識効果との関係についても調査を行う予定である。 

（５）山梨県水産技術センターが実施した飼育実験では、蒸留水をワカサギ卵の飼育水として使

用すると、卵の生存率が著しく低下することが明らかとなった（表 2）。 

（６）屋外飼育実験では、4月25日に6万粒、5月25日にワカサギ発眼卵8万粒を屋外の176.3

ｔ池に収容し、7月25日にプランクトンネットでサンプリングを実施したがワカサギの生残は確

認できなかった。これは餌料プランクトン発生時期とワカサギの孵化時期がマッチしなかったこ

と、池内に糸状藻が発生したことが原因と考えられた。このため、屋外池でワカサギを長期間飼

育するには、クロレラ濃縮液を池内に添加して餌料プランクトンをより長期間発生させること、

池の一部に遮光シートを張り糸状藻の発生を抑制することが必要と考えられた。 

（７）室内飼育実験では、4月18日にワカサギ発眼1万粒を、室内5トン池に収容し、収容後2

週間アレン処方の人工海水で飼育した後、淡水かけ流しで飼育を行った。6月6日には体長約13

ｍｍまで成長した個体が確認されたが、その後は糸状藻類の発生に伴い生残個体が確認できなく

なった。このため、室内飼育水槽でワカサギを2ヶ月間以上飼育するためには、飼育水に塩水を

用いるとともに遮光シートを飼育池上部に張ることで糸状藻の発生を抑制する必要があると考え

られた。 
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表 1．各浸漬条件（濃度・時間）での耳石標識の平均発色強度 

 

 

 

 

 

 

 

表 2．異なる飼育水を用いた際のワカサギ卵の生残率  

 
 
 
 
 

 
 

 
図 1．コチニール染色溶液の濃度とワカサギ卵の生残率との関係 
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図 2．コチニール染色溶液への浸漬時間とワカサギ卵の生残率との関係 

 

 

 

課題と対応策：来年度は標識効果と生残率の向上を目指し、浸漬水温、標識時の卵の積算水温、

生残率および標識効果の関係解明に着手する。飼育試験については、餌料プランクトンの発生期

間の延長と糸状藻類の発生抑制を行い、ワカサギの長期間飼育を目指す。 
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平成 30 年度 環境収容力推定手法開発事業 報告 

 

課 題 番 号 3．（4） 事業実施期間  平成 30 年度 

課 題 名 ワカサギの放流種苗用餌料と資源推定手法の開発 

主 担 当 者 北海道立総合研究機構 畑山誠、佐藤敦一、真野修一、高畠信一、本間隆之 

分担者  

  

平成30年度の成果の要約 

＜放流種苗用餌料の開発＞ 

  6月に網走湖で採集したワムシ類について培養を試みた。ヒルガタワムシが7～22℃の水温

で、ツボワムシが12～18℃の水温で培養可能だった。ツボワムシは水交換や12℃以下の水温で

すぐに耐久卵をつくり、観察できなくなった。 

＜資源推定手法の開発＞ 

9月に阿寒湖内で簡易普及型魚群探知機（以下、魚探）による調査を行い、そのエコーグラム

から、魚類は表層に分布すると考えられた。曳き網の漁獲物は、ほぼすべてがワカサギであっ

たことから、少なくとも夜間にはワカサギは表層に分布すると考えられた。 

 

全期間を通じた課題目標及び計画： 

ワカサギは、ふ化仔魚の無給餌放流により資源造成を図る場合が多いが、年によっては低水温

等の理由で、放流時期、湖沼内の餌生物密度が低い場合があり、期待した効果が得られないこと

もある。本課題では、人工種苗の生残を高めるために、放流仔魚の初期餌料として培養が確立さ

れていない低温淡水ワムシ餌料を北海道内の湖沼から探索、作出し、低水温時の給餌放流等に利

用することを検討する。また、湖沼のワカサギには密度効果が働くことから、利用目的にあった

資源を形成するためには資源量を推定する必要がある。これまで開発された資源量推定手法は、

十分な漁獲情報、水深が浅いという湖沼形状の特徴を前提としており、必ずしも一般的に利用で

きる手法ではない。本課題では、阿寒湖にて漁獲データと簡易型魚探データを取得し、両データ

を照合することで、汎用性が高くかつ低コストなワカサギ資源量推定手法の確立を目指す。 

 

当該年度計画： 

＜放流種苗用餌料の開発＞ 

本年度は、網走湖でワムシを探索し、単離したのち水槽での培養を試みて、適正な培養条件

に関する基礎資料を得る。 
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＜資源推定手法の開発＞ 

阿寒湖内で魚探の反応を観察する。特に曳き網を行う調査地点の前後では音響データ（デジ

タルデータ）を取得する。湖内で曳き網調査を行い、漁獲量は船上にて測定し、漁獲されたワ

カサギの一部は10％ホルマリン溶液で固定後、被鱗体長等を測定する。 

 

結果 

＜放流種苗用餌料の開発＞ 

網走湖でワムシを採集し、ツボワムシ属とヒルガタワムシ属

のワムシが単離できた。ヒルガタワムシ（図１）は7.3～22.5℃

で、ツボワムシ（図２）は11.7～17.9℃で培養できた。10℃で

60日間培養したヒルガタワムシの密度は2.6～20.8個体/mlの

範囲で変化し、15℃で60日間培養したツボワムシの密度は0.0

～1.3個体/mlであった。ツボワムシは、水質の変化（水替え）

や12℃以下の水温では耐久卵をつくり、増殖が停止する現象が

観察された。 

耐久卵：環境が悪化すると形成され、環境改善時に増殖を開始するもの。 

＜資源推定手法の開発＞ 

（１）2018年9月13日18：00より阿寒湖内をSt 1から各調

査地点を結ぶ航路（図３）で魚探（古野電気株式会社製、FCV-

1200L、50 kHz）の反応を観察した。そのエコーグラム（図４）

からは、ワカサギと思われる魚類は表層に分布した。また、曳

き網を行う地点では前後300 mの音響データを取得した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 単離されたツボワ

ムシ 

図１ 単離されたヒルガ

タワムシ 

図３ 阿寒湖内地点図 図４ エコーグラム（St 1, 2 間） 
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（２）2018年9月14日に、曳き網（網幅300 m、網丈7.5 m、魚捕部の目合3.5 mm）による漁

獲物調査を、St 4、St 8、St 10で行った。漁獲された魚類は、ほぼすべてがワカサギであり、

その漁獲量を表１に示した。漁獲尾数に引き伸ばした体長組成では、各地点、70 mm以上の大型

魚と70 mm未満の小型魚に分けられた（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題と対応策 

＜放流種苗用餌料の開発＞ 

・低水温（10℃）で増殖するヒルガタワムシが単離されたが、密度が低いため、餌料などの飼

育条件を検討する。 

・低水温耐性の低いツボワムシが単離されたが、徐々に低水温に馴致し、10℃前後で培養でき

る株の作出を試みる。 

・網走湖以外の自然湖沼でワムシ類を採集し、10℃前後で培養できる種類を更に探索する。 

＜資源推定手法の開発＞ 

・主な漁業対象となるワカサギ小型魚の密度の推定について、魚の重なりあいが多く、分離が

悪かったため、密度の推定に至らなかった。今後、航行速度の調整を行うとともに、現行の

周波数（50 kHz）に併せ、より分解能の高い周波数（200 kHz）を用いた調査により密度推定

を検討する。 

・今後、湖内のワカサギ資源量の推定精度を検証するために更に調査地点数を増やす予定であ

る。 

 

＞70 mm ＜70 mm ＞70 mm ＜70 mm
St 4 56.0 1,151 50,336 81.8 50.1
St 8 51.5 691 45,631 84.1 48.4
St 10 40.0 1,931 30,176 83.2 48.0

調査地点
漁獲量
（kg）

漁獲尾数 平均体長（mm）
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表１ 漁獲されたワカサギ 

図５ 漁獲されたワカサギの体長組成 
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