
 

 

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．（2） 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 アユ 

主 担 当 者 水産研究・教育機構中央水産研究所 坪井潤一 

分担者  

 

平成30年度の成果の要約：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。 

 

 

全期間を通じた課題目標及び計画：アユの放流効果の向上に関する取組が全国各地で実施されて

いるが、河川等の環境においてどの程度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。本課題では内水

面の最重要魚種の１つであるアユが生息するために必要な環境を、維持・改善するために重要な

環境収容力の調査手法について検討する。栃木、岐阜、高知、熊本の各県の複数水系においてア

ユの種苗放流ならびに採捕調査を行い、成長率（体サイズ）、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、アユの生息密度、成長について、放流場所付近において川幅、水温な

ど河川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放流後の追跡調査を行い、河

川環境とアユの生残、成長の生息状況に係る知見を収集・分析する。 

 

 

結果： 

（１）利根川（栃木県）、揖斐川（岐阜県）、鏡川（高知県）、緑川（熊本県）の各水系におけるア

ユ種苗放流ならびに環境条件に関する調査体制を構築した（表1, 2）。 

（２）解禁日の友釣りによる採捕調査から、アユの成育状況を調べたところ、日間成長率は2.06%

から5.80%であり、河川間で大きくばらつくことが明らかになった（表3）。 

（３）日間成長率を規定する要因として、水温があげられる。5.80%を記録した熊本県緑川水系で
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は、放流時に水温が18℃を超えており、アユの成長にとって至適であったことが推察された。一

方、高知県の鏡川水系では、二番目に水温が高かったにもかかわらず成長率は最低の2.08%であっ

たことは、水温以外にも成長に関与する環境要因が存在することを示唆している。今回の結果よ

り、環境測定ならびに解禁時の漁獲状況の調査を継続し、データを蓄積して行くことで、養殖ア

ユが自然河川で生育するために必要な環境条件ならび最適な放流プロトコルが提案可能であると

考えられる。 

 

 

表1. 放流試験を行った4河川 

 

 

 

表2. 放流試験の概要 

 

 

 

表3. 解禁日における友釣りによる捕獲調査 

 

水系 河川 緯度 経度 川幅(m)

栃木県 利根川 黒川 36.646 139.650 11

岐阜県 揖斐川 坂内川 35.602 136.410 20

高知県 鏡川 高川川 33.643 133.529 5

熊本県 緑川 御船川 32.699 130.819 24

放流日
放流時の
水温（℃）

標識方法 種苗の系統
放流魚の

平均体重(g)

放流地点の
アユ密度
(N/m^2)

栃木県 2018/4/9 8.3 単独放流 那珂川_F2 3.8 0.91

岐阜県 2018/5/11 11.2 あぶら鰭切除 木曽川_F1 10.4 4.57

高知県 2018/4/5 13.0 あぶら鰭切除 奈半利川_F1 8.1 2.07

熊本県 2018/4/13 18.9 あぶら鰭切除 球磨川_F3 4.0 1.40

解禁（再捕）日
解禁日に釣れた

標識魚の平均体重(g)
放流日から解禁日

までの日数
日間成長率

(%)
解禁日CPUE

（尾 / 時間/ 人）

栃木県 2018/6/6 38.3 58 4.01 2.60

岐阜県 2018/6/30 34.9 50 2.42 4.74

高知県 2018/6/26 43.7 82 2.06 5.10

熊本県 2018/6/3 76.4 51 5.80 1.00
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課題と対応策： 

特に問題なく順調に実施された。 

今後、できる限り多くの河川で放流試験を行い、成長率などのパラメータの推定精度の向上に努

めたい。 

 

 

引用文献 

桑田知宣・太田雅賀 2014. 天然アユの遡上変動を考慮したアユ種苗放流マニュアル（長良川試

行版）. 岐 阜 県 河 川 環 境 研 究 所 

坪井潤一・桑田知宣・加地弘一・高木優也 2018. 赤字にならない！アユ放流マニュアル. 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/pdf/naisuimeninfo-11.pdf  
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平成 31 年 2 月 25 日 

 

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．（2） 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 アユ 

主 担 当 者 栃木県水産試験場 高木優也 

分担者 栃木県水産試験場 酒井忠幸 

 

平成30年度の成果の要約：那珂川水系の29地点でアユの生息環境を調査した。その結果、下

流ほどアユの生息にとって重要な長径25cm以上の巨石が少なく、自然任せでは改善の見込みが低

いことが推察された。そこで、漁協、河川管理者と共同で巨石投入の実証試験を行う体制を構築

した。また、アユの生息に悪影響を与えると考えられる巨石以外の事象（透明度の低下、トビケ

ラ類や糸状藻類の大発生）も観察された。 

早期小型放流試験を行った結果、残存率も成長も悪くなかった。ただし、流程4㎞の範囲でも

上流ほど成長が低下することが推察された。 

 

全期間を通じた課題目標及び計画：河川環境の悪化は、天然アユ減少の主因である。河川工作物

による遡上範囲の減少とともに、近年、巨石の減少など質の低下も著しい。そこで、効果的な巨

石投入の実施方法（投入場所、巨石のサイズ、並べ方）を明らかにする。また、アユの生息に悪

影響を与えるその他の事象の状況を調査分析し、改善策を検討する。 

アユの放流効果向上のために、上流域や支流などへの早期小型放流が推奨されている。しか

し、このような環境では中下流域のような成長は見込めない可能性が高い。そこで、河川環境と

アユの成長の関係を明らかにし、漁場ごとに効果的な放流時期とサイズ、密度を予測できるよう

にする。 

 

当該年度計画：本年度は、5月に那珂川水系の29地点でアユの生息環境を潜水目視により調査し

た。また、漁協、河川管理者と共同で巨石投入の実証試験を行う体制を構築した。さらに、早期

小型放流の放流試験を実施した。 

 

結果： 

（１） 那珂川では、本流、支流ともに、下流ほど巨石が少なく、巨石の平均サイズも小さくなる 

傾向が見られた（図2、図3）。また、上流域でも巨石が100㎡（幅2m×流程50m）あたり100個

を超えることは稀であり、下流域への巨石の供給が今後増えることは期待できないと考えられ

た。本流の地点1から14の84.3㎞の区間では、10㎞ごとに100㎡あたり約9個（巨石の個数=-
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0.9301×地点1からの距離 + 111.83、R² = 0.3155、p<0.01）の巨石が減少していた。本流との

合流付近まで巨石が豊富な支流もないことから、支流からの巨石の供給も期待できない。つま

り、那珂川では下流ほどアユの生息にとって重要な長径25cm以上の巨石が少なく、自然任せでは

改善の見込みが低いことが推察された。 

 

 

図1. 調査地点 

 

 

図2. 那珂川水系における巨石密度の流程分布 
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図3. 那珂川水系における巨石の大きさの流程分布 

 

一方で、地点8（N36.758,E140.143）や9（N36.726,E140.150）のように、予想よりも巨石が多

い漁場がみられた（図2）。この2地点は、どちらも勾配が急な場所であり、カーブの外側にあた

る場所に巨石が多かった。出水時の様子を確認したところ、流量が増えたことで流れの直進性が

増し、流心がカーブの内側を流れるようになっていた。つまり、出水時の流速が速くなり過ぎな

いことで巨石が流されにくいと考えられる。勾配が急な場所であるのは、平水流量で細礫が流さ

れる程度の流速がないと巨石が埋まりやすくなるためと考えられる。このような条件を満たす場

所に巨石を投入すると、巨石率の向上効果が持続しやすいと推察された。しかし、予算（巨石を

遠くへ運ぶのは大変）や工事の都合（河川工事のついでに巨石を投入してもらうなど）、そもそも

巨石が無くなった漁場こそ復元が切望されているという現実もあり、投入した巨石をこれまで以

上に漁場に留まりやすくするための手法が必要である。 

 透明度は下流ほど低くなったが、特に地点1～4にかけて急速に低下した（図4）。クチビルケイ

ソウは上流部で多い傾向がみられ、一方で、糸状藻類（通称、青ノロ）は、多い地点、少ない地

点の差が大きかった。トビケラ類が大繁殖して、石表面の藻類が食べつくされた状況が箒川支流

の蛇尾川（地点22）でみられた。また、箒川では地点15～20にかけて、トビケラ類に食べつくさ

れたわけでもないのに、特に流心付近の藻類の現存量が異常に低いという事象がみられた。これ

らの要因を考察できるデータはまだないが、次年度も同じ時期に同じ場所で発生するならば、地

理的な環境要因（流入河川、近傍の土地利用など）についてもデータを収集する必要がある。 
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図4. 那珂川水系における藻類、透明度の流程分布 

 

（２）那珂川漁業協同組合連合会、常陸河川国道事務所と共同で、巨石投入の実証試験を行う体

制を構築した。下流域（地点14のやや下流）で3月にコンクリートブロックを投入する試験が予

定されている。投入後の状況を経時的に追跡し、漁場に留まったブロックと流されたブロックを

比較することで、投入した巨石を漁場に留まりやすくする手法に関する知見を得る。 

 

（３）利根川水系黒川（日光市）で放流試験を実施した。放流種苗は海産系F2、放流日が4月9

日で、放流時の水温が8.3℃、放流サイズが平均3.8g（4.7万尾）というかなり厳しい条件での放

流となった。それでも、6月5日に潜水目視による個体数推定を行ったところ、残存率は82%と十

分に高かった（図5）。また、6月6日に友釣りによって漁獲したところ、平均体重は31～40gで

友釣りの対象として問題のないサイズに成長していた（表１）。最下流部にあたる地点⑯では、1

比較的高い生息密度にも関わらず成長が良好であった。逆に、地点②は地点⑯の半分の生息密度

であったが、地点⑯より成長が悪かった。もともと厳しい条件で放流しているせいもあってか、

わずか流程4㎞の範囲でも上流ほど成長が低下することが推察された。 

平均体重を30gと仮定すると、178㎏（3.8g×4.7万尾）の早期小型放流によって、1,152㎏

（30g／3.8g×82%×178㎏）のアユを増殖したことになる。ちなみに、放流サイズが平均10gであ

った場合、178㎏の放流では438㎏（30g／10g×82%×178㎏）しか増殖できない計算となる。 
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図5. 調査河川と6月5日の推定生息数 

 

表1. 6月6日に友釣りで漁獲されたアユの大きさ（生息密度は6月5日の調査より） 

 

 

課題と対応策：複数の漁協関係者から、上流域では巨石の減少よりも細礫の増加による河川環境

の悪化が顕著であるという指摘があった。那珂川を管理する常陸河川国道事務所からも、河川内

の巨石が減少する一方で、細礫の堆積が進んでいるという回答があった。その原因として、2018

年7月2日に栃木県の河川を視察した日本大学の安田陽一教授は、山林の荒廃とそれに伴う河川

への細礫の流入量の増加を指摘されている。この問題を解決するため、調査を進めるとともに、

林務部署との情報共有を図っていく。近自然河川研究所の有川崇氏によると、効率的な巨石投入

のためには“川のカタチを観る”（上流域ではステッププールの波長に合わせて、中下流ではどん

な砂州形態が形成されるかを予測して巨石を配置すべき）必要がある。今後は、このような河川

構造についても調査を進めていく。 

 

引用文献 

坪井潤一・高木優也．アユの生息にとって重要な環境要因の検討．日本水産学会誌2016;82:12–17 

坪井潤一・桑田知宣・加地弘一・高木優也 2018. 赤字にならない！アユ放流マニュアル.  

高木優也・橫塚哲也．潜水目視で小河川のアユ生息数を推定する手法の検討．栃木県水産試験場

研究報告 2017; 60: 31–32． 

 

平均全長平均体重測定尾数生息密度
(mm) (g) （尾） (尾／㎡）

② 151.6 33.1 15 0.6
⑤ 159.9 39.9 13 0.43
⑬ 151.3 31.4 19 1.58
⑯ 158.3 38.3 20 1.25

採捕地点
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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．（2） 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 アユ 

主 担 当 者 岐阜県水産研究所 大原 健一 

分担者 岐阜県水産研究所 辻 寛人、田中 綾子 

 

平成30年度の成果の要約： 

揖斐川水系坂内川において、アユの放流試験を行い、解禁日までの成長について調査した。解

禁日の漁獲調査では、15名の調査員により計625尾の釣果があり、平均釣獲数は42尾/人であっ

た。解禁日までの日間平均成長率は、海産系が2.4%、湖産系は3.1%となった。また、漁獲割合は

早期に放流した海産系が3.5%、湖産系が96.5%であった。なお、放流割合は海産系が10.1%、湖産

系が89.9%である。このことは、湖産系のアユが、より低水温で成長し、且つなわばり性が強いこ

とと関連付けされる。 

 郡上漁協管内の長良川において、アユの天然遡上/人工産の漁獲割合の差異を漁法ごとに求め、

その形態形質を比較した。天然遡上の割合は、8月の網が最も高く、10月のやなで最も低い値と

なったが、8月の網・友釣り・たくりでは、漁法ごとの混合率に有意差は認められなかった。全長

は9月の友釣りで漁獲される個体が大きい傾向があり、8月のたくりで漁獲されるアユは有意に小

さかった。また、9月の友釣りで漁獲される個体の背びれが伸長しており、8月のたくりで漁獲さ

れるアユは背びれが伸長していないことが判明した。8月、10月のやなで漁獲されるアユは、い

ずれも人工産の個体が天然遡上の個体よりも有意に大型であった。また、8月にやなで漁獲される

天然遡上アユの背びれは人工産のそれよりも有意に伸長していた。これらの結果から、同じ漁場

であっても、時期や漁法により漁獲されるアユの由来や形態的特徴が異なり、資源管理のための

一助となる結果が得られた。 

 

全期間を通じた課題目標及び計画： 

１）環境収容力ごとの放流アユの成長率の検討 

天然アユの遡上のない河川において、環境収容力と解禁日までの成長率から、「どの程度の放流

量」を「いつ放流する」ことによって漁協が目標とするアユ資源の増大を期待できるのか検討す

る。 

２）漁法による天然アユの混獲率の推定 

アユ漁には様々な漁法が存在するが、天然アユの持続的な資源確保のためには漁法ごとの漁獲

率の差異を検討する必要がある。岐阜県には、友釣り以外にも、網、やな、夜網、鵜飼など伝統
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的な漁法があり、それらにより漁獲される天然アユの割合等から、今後の持続的な資源活用のた

めの最善策を検討する。 

当該年度計画： 

１）環境収容力ごとの放流アユの成長率の検討 

揖斐川水系坂内川において、放流地点の河川面積を環境収容力と仮定し、放流アユの生残率、

成長率を推定する。 

２）漁法による天然アユの混獲率の推定 

郡上漁業協同組合管内の長良川において、7月-10月期の天然/放流アユを漁法ごとに識別し、

その漁獲率等の差異を調査する。 

結果： 

１）環境収容力ごとの放流アユの成長率の検討 

揖斐川水系坂内川の漁場およびアユの放

流地点について図.１に、放流量、平均体

重、放流尾数を表１に示した。平成30年5

月11日に放流した海産系人工産アユは、す

べての個体の脂びれを切除し、標識を行っ

た。また、坂内砂防堰堤の魚道内に自記式水

温系を設置し、1時間おきに水温を測定し

た。 

 漁場を堰堤等により区切られたA、B、Cの

3つの区域に分割し、各区域の漁場面積、放

流尾数、放流密度を表2に示した。漁場面積

は、Google Mapを用いて地点間の距離を測

定し（総延長11.3km）、現地において、橋上

より河川幅を測定（16地点）することによ

って求めた。なお、漁獲調査では、放流尾数

の最も多いC区域を調査区域とした。 

 漁獲調査は、平成30年6月30日、7月15

日、8月16日は友釣りによって、8月20日

は投網で行った。漁獲調査の結果を表3に示

した。6月30日の解禁日には、15名の調査員により、計625尾の釣果があった。平均釣獲数は42

尾/人であった。解禁日には、C区域に約200名が入川しており、42尾/人の釣果を仮定すると、

約8,400尾が漁獲されたことになり、C区域の放流量の約10.6%が解禁日に漁獲されたことが推定

される。この平均釣果は、漁協、遊漁者ともに満足できるものであった。 

地蔵橋
(11.3)

奥いび湖橋
(0.00)

国道303号

揖斐川町役場

500m

上流（滋賀県方面）

下流（横山ダム）

坂内振興事務所

坂内砂防堰堤
(5.3)

川上堰堤
(11. 0)

川上砂防堰堤
(9.5)

B区域

A区域

海産系（標識あり）
湖産

サガド砂防堰堤
(6.4)

C区域

図. 1 坂内川の漁場およびアユの放流地点 

表1 放流日ごとの放流アユの系統、平均体重、放流量、放流尾数

放流日 5月11日 5月25日 6月4日 6月5日

種苗の系統 海産系 湖産 湖産 湖産

平均体重（g） 10.4 13.5 14.1 15.4
放流量(kg) 160 400 400 150
放流数(尾)* 7,650 30,000 28,500 9,700
放流割合(%)* 10.1

*C区域放流分のみ

89.9

表2　各区域の漁場面積、放流尾数、放流密度

区域
漁場面積

(m2)

放流尾数
(尾)

放流密度

(尾/m2)

A区域 15,900 1,900 0.12
B区域 87,900 3,800 0.05
C区域 106,400 79,000 0.74

計 210,200 84,700 0.43
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 解禁日までの日間平均成長率は、海産系

が2.4%、湖産系は3回の放流の中間日で

ある5月30日を起点として3回の平均体

重から推定すると、3.1%となった。また、

漁獲割合は早期に放流した海産系が

3.5%、湖産系が96.5%であった。このこと

は、湖産系のアユが、より低水温で成長

し、且つなわばり性が強いことと関連付け

される。さらに、漁期の終盤で、水温が上昇する8月の調査では、海産系の漁獲割合が9%にまで

上昇することからも伺える。つまり、放流アユの生残率、成長率には種苗の遺伝的なバックグラ

ウンドが影響することの想定が必要であろう。ただし、海産系の漁獲割合が当初の放流割合の10%

を越えなかったことは、放流から解禁までの期間が湖産系よりも長く、放流後に減耗した可能性

もあり、早期放流のリスクの一つとして勘案する必要がある。 

 

２）漁法による天然アユの混獲率の推定 

郡上漁協管内の長良川において、天然遡上/

人工産の漁獲割合の差異を求めるための、時期

と漁法について表4に示した。天然遡上/人工

産の識別には側線上方横列鱗数および下顎側線

孔を用いた。すなわち、側線上方横列鱗数が

17未満の個体を人工産、17以上で且つ下顎側

線孔に乱れのないものを天然遡上アユと同定した。この基準に合わない個体は全体で5個体

（1.7%）のみであった。なお、郡上漁協管内の長良川の放流種苗の99%以上は（一財）岐阜県魚苗

センター産の海産系非継代の人工種苗である。 

天然遡上/人工産の漁法ごとの漁獲割合を表5

に示した。天然遡上の割合は、8月の網が最も

高く、10月のやなで最も低い値となった。この

うち、8月の張切り網・友釣り・たくりでは、

漁法ごとの混合率に有意差は認められなかった

（Ryan の多重範囲検定、p > 0.05）。一方で、

2014-2016年の郡上漁協管内の長良川における

8月の友釣りによる調査では、天然遡上の割合は約50%となっており、今年度の結果はそれよりも

高い値であった。長良川河口堰における遡上アユの計測数は、2014-2016年の平均が756,132尾で

あり、2018年は847,565尾であった。この間の郡上漁協による人工産種苗の放流量は、15-17ト

ン、平均体重は10gであった。つまり、天然遡上と人工産の比が大きく変化していないにも関わ

表3 坂内川における友釣りおよび投網による漁獲調査結果

調査日

調査方法

調査人数

総漁獲数(尾)
平均体重（g）
最大体重（g）
最小体重（g）

海産系 湖産系 海産系 湖産系 海産系 湖産系 海産系 湖産系

漁獲数(尾) 22 603 1 13 2 20 1 24
漁獲割合（%） 3.5 96.5 7.1 92.9 9.0 91.0 4.0 96.0
平均体重（g） 34.9 36.9 19 31.3 72.5 68.6 75.0 50.1
最大体重（g） 52 56 - 44 73 101 - 69
最小体重（g） 12 11 - 16 72 41 - 22

41

3
25

51.1
69
22

友釣り

8月16日

2
22

69.0
101

11

7月15日 8月20日

投網友釣り

1
14

30.4
44
16

6月30日

友釣り

15
625
36.8
65

表4　漁法ごとの調査日および調査個体数

漁法 調査日 調査個体数 調査地点

8月8日 50 八幡町

9月24日 50 八幡町

張切網 8月7日 50 八幡町

たくり 8月31日 40 大和町-八幡町

8月24日 50 大和町

10月30-31日 50 八幡町

友釣り

やな

表5　漁法/調査日ごとの天然遡上/人口産の割合

漁法 調査日 人工産 天然遡上 不明 混合率*

張切網 8月7日 7 43 0 a

友釣り 8月8日 10 40 0 ab

たくり 8月31日 9 31 0 ab

やな 8月24日 18 30 2 bc

友釣り 9月24日 25 23 2 cd

やな 10月30-31日 31 18 1 d
*同じアルファベット間には有意差がない（p  > 0.05）
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らず、2018年の人工産の漁獲割合が低下していたことになる。 

各漁法で漁獲されたアユの全長および背び

れ長/背びれ基底長(DFL/BDFL)の比について表

6に示した。なわばりを持つアユは、背びれの

後端が伸長することが知られており、DFL/BDFL

はなわばり個体が漁獲されているかどうかの指

標となる（図. 2）。全長は9月の友釣りで漁獲

される個体が大きく、8月にたくりで漁獲され

るアユは小さい個体が多かった（Ryan の多重

範囲検定、p < 0.05）。また、9月の友釣りで

漁獲される個体の背びれが長く、8月にたくり

で漁獲されるアユは背びれが伸長していない

ことが判明した。一方で、体サイズ（体重）

とDFL/BDFLには相関関係は認められず

（y=0.0016x+1.7668, R² = 0.0335）、大型の個体であっても必ずしも背びれが伸長していなかっ

た。 

各漁法で漁獲された天然遡上と人工産の全

長および背びれ長/背びれ基底長(DFL/BDFL)を

比較した（表7）。やなで漁獲されるアユは、

いずれも人工産の個体が、天然遡上よりも有意

に大型であった(Mann–Whitney U test, p < 

0.05)。また、8月にやなで漁獲されるアユの

DFL/BDFLは天然遡上の個体が人工産よりも大きく有意に背びれが伸長していた。やなで漁獲され

るアユは、上流から降下したアユを漁獲する漁法であり、他の漁法とは利用されるアユの性質が

異なっている。 

これらの結果から、同じ漁場であっても、時期や漁法により漁獲されるアユの由来が異なり、

さらにその生育履歴（ここでは成長となわばり性）も異なっており、資源管理の際には留意する

必要がある。 

 

課題と対応策： 

放流アユの生残率、成長率、特に、低水温時の成長に関しては種苗の遺伝的なバックグラウン

ドが影響することが想定されることから、種苗性も勘案したデータの採取が必要であることが示

唆される。また、時期や漁法により漁獲されるアユの由来や履歴が異なっていたが、例年とは異

なり、人工産の漁獲割合が低い傾向が認められた。これは、7月に豪雨災害が発生するほどの洪水

が発生したことと関連があると推測されるものの、継続した調査が必要である。 

図. 2 アユの背びれ。左が伸長していない個体、右が伸長した個体 

漁法 調査日 天然遡上 vs 人工産 天然遡上 vs 人工産

8月8日 193.2 185.6 2.03 2.06
9月24日 191.6 200.1 1.82 1.90

張切網 8月7日 186.1 184.2 1.89 2.00

たくり 8月31日 170.3 178.0 1.72 1.78
8月24日 172.7 * 195.3 1.91 * 1.75

10月30-31日 183.9 * 205.4 1.80 1.85
*（p  < 0.05）

友釣り

やな

全長 DFL/BDFL

表7　漁法/調査日ごとの全長および背びれ長/背びれ基底長(DFL./BDFL)

表6　漁法/調査日ごとの全長(TL)および背びれ長/背びれ基底長(DFL/BDFL)

漁法 調査日 漁法 調査日

友釣り 9月24日 195.4 a 友釣り 8月8日 2.04 a

やな 10月30-31日 194.0 ab 張切網 8月7日 1.90 ab

友釣り 8月8日 191.7 abc 友釣り 9月24日 1.86 b

張切網 8月7日 185.8 bc やな 10月30-31日 1.81 b

やな 8月24日 180.9 c やな 8月24日 1.81 bc

たくり 8月31日 172.0 d たくり 8月31日 1.72 c
*同じアルファベット間には有意差がない（p  > 0.05）

TL (mm)*
DFL/

BDFL*
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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．（2） 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 アユ 

主 担 当 者 高知県内水面漁業センター 占部敦史 

分担者 高知県内水面漁業センター 隅川 和 

 

平成30年度の成果の要約： 

標識放流により、人工アユの成長、移動等について調査したところ、放流後2ヵ月で約8gから

約40gになり、順調な生育を確認した。標識放流において、脂鰭切除標識が人工アユの魚体に与え

る影響は不明であることから、脂鰭切除による影響を評価した。遡上実験及び飼育実験を行ったと

ころ、脂鰭切除標識が放流後の河川定着に必要な遡上行動及び摂餌行動に影響を及ぼしている可能

性は極めて低いことが分かった。親魚の耳石日輪解析手法について検討したところ、推定日齢に13

日を加算することで、親魚の日齢を査定できるものと推測された。 

 

全期間を通じた課題目標及び計画： 

近年、わが国のアユ漁獲量は著しく減少しており、アユ資源の増殖活動が必要不可欠となってい

る。そのため、高知県では各内水面漁業協同組合がアユ資源の増殖活動として種苗放流や資源保護

に努めている。しかしながら、漁獲量は過去の水準まで回復していない。また、種苗放流や資源保

護を効果的な手法で実施することが必要であるが、その最適な条件が明らかとなっていない。そこ

で、本課題では、種苗放流や資源保護を効果的な手法で実施するための知見収集を目的として、ア

ユ放流手法では放流後の分布、生息環境、体サイズ等のデータを、資源保護手法では遡上魚と産卵

親魚の耳石解析による孵化日組成等のデータを収集する。 

 

当該年度計画： 

1 種苗性や河川環境に合った放流方法の開発 

(1) 放流試験 

   高知県内の河川において、標識放流により、人工アユの成長、移動等について調査を行う。 

(2) 脂鰭切除標識による魚体影響評価 

   脂鰭切除標識が人工アユの魚体に与える影響を遡上実験及び飼育実験で明らかにする。 

２ 次世代に寄与する天然アユ親魚の特定と保護  

遡上魚及び産卵親魚において耳石の日輪解析を用いて日齢査定を実施し、遡上貢献度の高い

親魚の孵化月を明らかにする。しかしながら、産卵親魚は耳石縁辺部の日輪が密になることで
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計数が難しいため、日齢査定した推定日齢に誤差が生じる可能性がある。そこで、本年度は、

親魚の耳石日輪解析手法について検討する。 

 

結果： 

１ 種苗性や河川環境に合った放流方法の開発 

(1)  放流試験 

   高知県鏡川水系高川川において、人工アユ（種苗系統：奈半利川海産系F1，魚体重：8.1g）

4,270尾を脂鰭切除で標識放流した。高川川は、川幅が5m、流程が800mであり、下流側には

5m程度の堰堤がある。放流は堰堤より上流側で行った。標識放流後46日、64日及び82日に

友釣りにより漁獲調査を行った。その結果、平均魚体重がそれぞれ46日で29.6g、64日で42.2g、

82日で43.7gであり、放流後の順調な成育を確認した（表1）。 

(2)  脂鰭切除標識による魚体影響評価 

   人工アユにおいて脂鰭切除の標識群と無標識群で遡上実験及び飼育実験を行った。遡上実験

では、Tsukamoto and Uchida（1990）、田中ら（2014）の方法を参考にし、 5つの水槽（底面

積：1m2）を連続に並べて、それぞれの水深が水槽間で5cmの水位差が生じる装置を作成した（上

部水槽から水深：35，30，25，20，15cm；図1）。実験では2番目に水位が低い水槽（水深：20cm）

に供試魚（標識群：85個体，無標識群：83個体）を収容し、収容24時間後に全て取り上げて、

水槽別の個体数を確認した。遡上行動の評価には、とびはね率および水槽移動比率を用いた。

とびはね率は、収容した水槽より上部に移動したものをとびはね個体とし、定位もしくは下部

の水槽に移動したものを非とびはね個体として算出したところ、標識群（92.9％）と無標識群

（94.0%）で有意な差がなかった（Fisher's Exact Test：p = 1.00）。また、水槽移動比率は

標識群と無標識群の水槽別個体数で算出したところ，両群で有意な差がなかった（Fisher's 

Exact Test：p = 0.95，表2）。これらの結果から、脂鰭切除標識による遡上行動への影響は極

めて低いと示唆された。次に、飼育実験では、標識群（20尾）と無標識群（19尾）を500L円

形水槽で混合飼育（3%給餌）し、両群における成長比較により、摂餌行動の優劣を確認した。

実験において、平均魚体重は、飼育開始前のサンプリングでは標識群と無標識群で有意な差が

認められたが（t-test：p < 0.01）、飼育25日、40日及び68日では両群で有意な差が認めら

れなかった（t-test，25日：p = 0.73，40日：p = 0.06，68日：p = 0.40）。なお，飼育中に

無標識群で2尾が死亡したため、それらについては分析から除外した。両群における成長差は

確認されなかったことから、脂鰭切除標識による摂餌行動への影響は極めて低いものと推測さ

れた。遡上実験及び飼育実験から、脂鰭切除標識は放流後の河川定着に必要な遡上行動及び摂

餌行動に影響を及ぼしている可能性が極めて低いと考えられた。 

 

２ 次世代に寄与する天然アユ親魚の特定と保護  

アユ親魚における耳石の日輪解析手法について検討するため、放流種苗生産用の人工アユ親
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魚4個体を用いて、日齢査定を行った。人工アユ親魚は日齢が358日であることが既に分かっ

ている（孵化日：2017年10月23日，取上げ日：2018年10月16日）。そこで、親魚における

既知の日齢と日齢査定による推定日齢を比較することで誤差を確認した。親魚から摘出した耳

石は、スライドグラスに耳石溝が上側になるようにエポキシ系樹脂で包埋し、乾燥させた後、

耳石核が確認できるまで研磨機（Struers S5629）と耐水研磨紙（♯1200-2400）を用いて研磨

した。研磨した耳石は、粒径1umのダイヤモンドペーストで研磨面を鏡面仕上げし、0.2N塩

酸で30秒間エッチング処理を行い、透明マニュキュアで研磨面をコーティングした。耳石の

日輪解析は、光学顕微鏡及び日輪計測システム（ラトックシステムエンジニアリング社）を用

いて、Tsukamoto and Kajihara (1987)に従い日輪を計数した。日齢査定は、各個体で日輪計

数を3回実施し、3回の計数結果の平均値を推定日齢とした。その結果、推定日齢は327-353

日であり、既知の日齢358日より低く査定された（表4）。既知の日齢と推定日齢との誤差は、

範囲が5-31日で、平均値が13日であった。なお、4個体中、3個体では誤差が5-9日と小さ

かったことから、親魚の日齢査定は上記の日齢解析手法で得られた推定日齢に誤差を補正する

ことで十分可能であることが示唆された。これらの結果から、推定日齢に誤差平均の13日を

加算することで、親魚の日齢を査定できる。 

 

課題と対応策： 

ほとんどについては、特に問題なく順調に実施された。しかしながら、アユ放流試験では川幅5m、

流程800mの支流で実施したが、本調査河川は河川規模が非常に小さかったため、環境収容力を明

確に示すことが難しかった。小規模河川では放流後のアユの成長を確実に調べるには適しているが、

環境収容力を調べるためには大規模河川でも同様な調査を実施する必要があると考えられた。そこ

で、今後は、小規模河川と大規模河川の2調査区で、放流試験及び漁獲調査を実施することで環境

収容力を比較する。 
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表1 アユ試験放流における漁獲調査結果 

  

 

 

図1  脂鰭切除標識の魚体影響評価における遡上実験水槽 

 

表2 脂鰭切除標識の魚体影響評価における遡上実験結果（水槽移動比率） 

 

 

表3 脂鰭切除標識の魚体影響評価における飼育実験結果 

 

 

 

 

漁獲調査日
放流後
日数

放流時の
平均体重(g) n 採捕時の

平均全長(mm)
採捕時の

平均体重(g)
CPUE

(尾/時間/人)

2018/5/21 46 14 150.8±11.2 29.6±7.4 3.8

2018/6/8 64 28 164.8±20.1 42.2±8.1 8.5

2018/6/26 82 29 169.8±15.0 43.7±12.1 5.1

8.1

0.7L/Sec

0.2L/Sec
0.2L/Sec

0.2L/Sec
0.2L/Sec

0.7L/Sec

0.9L/Sec

1.1L/Sec

1.3L/Sec

No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1.5L/Sec

15cm
20cm

25cm
30cm35cm

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

標識群 85 4.7 2.4 5.9 25.9 61.2

無標識群 83 2.4 3.6 7.2 25.3 61.4

n
水槽移動比率 (%)

0日 25日 40日 68日

(g) 7.9±2.3 11.4±2.3 16.6±6.9 22.2±11.3
n 85 6 5 9
(g) 9.4±3.0 10.7±4.8 10.6±2.4 17.7±8.6
n 83 6 5 6

平均魚体重
飼育経過日数

標識群

無標識群
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表4 アユ親魚の日輪解析手法の検討結果 

 

 

参考文献： 

Tsukamoto K, Uchida K. Spacing and jumping behavior of the ayu Plecoglossus altivelis. Nippon 

Suisan Gakkaishi 1990; 56: 1383-1392．  

田中秀樹，鈴木究真，星野勝弘，松岡栄一．アユの冷水と濁水に対する移動性とストレス反応 神

奈川県水産技術センター研究報告書 2014; 21: 1-6 

Tsukamoto K and Kajihara T. Age determination of ayu with otolith. Nippon Suisan Gakkaishi. 

1987; 53: 1985-1997. 

 

1回目 2回目 3回目 平均値 誤差

1 48.4 オス 348 346 363 352 6

2 36.6 オス 320 362 377 353 5

3 36.4 メス 357 360 330 349 9

4 31.3 オス 304 335 341 327 31

※既知の日齢：358日齢

日齢査定結果

推定日齢

魚体情報

日輪計数
雄雌

魚体重
（g）ID
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分担者  

 

平成30年度の成果の要約：河川の漁場環境に応じたアユ人工種苗放流技術を開発するため、熊本

県内の緑川水系御船川において脂鰭カットによる標識放流を行い、漁獲されたアユから放流後の成

長と移動分布を把握した。また、天然アユの遡上モニタリング及び遡上変動要因について明らかに

するため、球磨川におけるアユの流下仔魚調査及び遡上稚魚調査を行い、平成29年の流下仔魚は

3.3億尾、平成30年の遡上稚魚は208万尾と推定された。 

 

全期間を通じた課題目標及び計画 

（１）河川の漁場環境に応じた人工種苗放流技術の開発 

  （最近の種苗性や河川環境に合った放流方法の開発） 

 解禁日にできるだけ目標となるサイズになるための河川放流後のアユの成長率の把握と放

流後の移動分布の把握 

（２）天然アユの遡上モニタリングおよび遡上量変動要因の検討 

  （早期遡上群の回復に向けた研究） 

 近年、遡上量が減少している天然アユ稚魚の状況把握および遡上量増減の要因について検討

し考察する 

 

当該年度計画：本年度は、緑川水系御船川において、標識放流したアユの放流後追跡調査を行い、

放流アユの成長等を把握する。 

 また、球磨川におけるアユの流下及び遡上状況を把握する。 

 

結果 

（１）河川環境に合ったアユ放流手法の検討 

 ①標識放流 

 平成30年4月12日に緑川漁協が中間育成している平均体重4.0gのアユ人工種苗(球磨川遡

上海産アユ F3)6,648尾の脂鰭をカットし、4月13日に未カットアユと併せて約4.4万尾を

緑川水系御船川の玉虫橋に放流した。（図1、2） 
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 また、データロガーを御船川の横野橋及び若宮堰に設置して水温を計測した。 

 6月～8月に御船川で友釣り及び刺網により漁獲されたアユを入手し、再捕個体の判別及び

精密測定を行った。入手した全71サンプルのうち、7個体が脂鰭カット個体であり、その平均

体重は、それぞれ7月15日106.5g(n=1)、8月1日116.2g(n=2)、8月2日94.6g(n=2)、8月7

日77.6g(n=2)であった。また、漁獲地点は放流地点から下流約2kmまでの範囲であり、標識魚

の混入率は9.9%(7/71尾)と放流地点周辺に放流されたアユの標識率7.6%(6,648/86,900尾)と

ほぼ同じであり、脂鰭カットによる生残への影響はないと推察された。 

 再捕個体を含めた全サンプルの漁法別漁獲の平均体重は、友釣りは解禁直後の6月3日に

78.1g(n=8)、8月1日に130.5g(n=10)、刺網は8月2日に93.9g(n=15)と友釣りで漁獲された

個体の方が大型で、平均全長も同様であった。（図3、図4） 

 放流地点に最も近い横野橋の日平均水温は、放流時の4月13日が16.3℃、解禁時の6月1

日が19.4℃、7月1日が21.6℃、8月1日が23.6℃であった。(図5） 

②釣獲日誌 

 緑川漁業協同組合の組合員7名に緑川水系御船川でのアユ釣獲日誌を記入してもらい、CPUE

等を算出した。 

 月平均のCPUEは、6月が2.0尾/h、7月が2.1尾/h、8月が1.4尾/h、9月が1.8尾/h、10

月が3.3尾/時間であった。(図6) 

 また、釣獲されたアユの全長の頻度分布は、6月は15～20cmが64%を占めており、7月にな

ると15～20cmが44%と20～25cmが43%とほぼ同じ割合となり、8～10月は20～25cmが60%以

上を占めていた。(図7) 

 

（２）早期遡上群の回復に向けた研究 

  ①流下仔アユ調査 

 球磨川の球磨川堰において、平成29年10月26日から12月7日までの計5回、流下仔アユ

調査を実施した。調査は18時から翌日6時までの毎正時に5分間プランクトンネットにより

流下するアユ仔魚を採集し、エタノール固定したのちに計数した。 

   また、国土交通省八代河川国道事務所も同様の方法により流下仔アユ調査を行っており、 

  その調査結果と併せて、推定された流下仔アユ量は約3.3億尾(前年比236%)であった。(図8） 

  ②遡上稚アユ調査 

 球磨川の球磨川堰において、球磨川漁業協同組合が行う稚アユのすくい上げ量から稚アユの

遡上量を把握した。すくい上げは、平成30年3月15日から5月16日まで行われ、合計208

万尾(前年比335%)が遡上した。(図9） 

 平成30年の球磨川のアユについては、流下仔魚が多く、海域での生残が良好であったこと

が遡上稚魚の増加に繋がったと推察される。 
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図１ 調査対象河川位置図 

 

図２ 平成30年御船川アユ放流地点 

 

8585



 

図３ 漁法別の漁獲アユ体重 

 

 

図４ 漁法別漁獲アユ全長 

 

 

図５ 緑川水系御船川の日平均水温の推移 
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図６ 御船川アユ釣獲日誌CPUE 

 

 

図７ 御船川アユ釣獲日誌全長頻度分布 

 

図８ 平成29年球磨川の日別流下仔アユ尾数 
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図９ 平成30年球磨川の日別遡上稚アユ尾数 

 

 

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年度の成果の要約：天然海域におけるアユの初期生活史を明らかにする目的で、熊本県を

流れる球磨川において、早期遡上群ならびに晩期遡上群を対象として、耳石分析を実施した。日

輪解析の結果、早期遡上群は、晩期遡上群と比べて、早い時期に孵化し、高い比成長速度を実現

し、大型の体サイズで河川に進入してくる傾向が示された。Sr/Ca（ストロンチュウム/カルシウ

ム）を指標とした微量元素分析の結果、晩期遡上個体において、河川進入からしばらくの間、遡

河移動を中断して滞留する傾向が認められた。以上から、球磨川産アユの移動・回遊パタンが、

個体のレベルにおいて、文脈依存的に変異する実態が明らかとなった。 

 

 

全期間を通じた課題目標及び計画：近年のアユの漁獲量は低迷しており、漸減傾向に歯止めのか

からない状況が続いている。事態の打開にむけて、天然アユ資源の回復に高い期待が寄せられて

いる。しかしながら、本種の生残に影響を及ぼす環境要因に関する知見は乏しいため、有効な施

策の構築には至っていない。本課題では両側回遊魚であるアユが海域で生活する時季に焦点を当

てながら、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、球磨川下流の河口近傍の定点において 3 月 15 日（遡上初期）ならびに

5 月 16 日（遡上晩期）に採捕された個体を検討の対象とした。早期遡上群については 50 個体、晩

期遡上群については 47 個体について、それぞれ、耳石を摘出し、耳石核から後端方向へ日輪解析

と微量元素分析を行った。 

 

 

結果： 

（1）体長、日齢範囲と孵化日組成 

標準体長（脊椎骨形成以前は脊索長）と日齢範囲は、早期遡上群では 61.49–90.05 mm（73.04 
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mm ± 6.28, n = 50）と 120–169 day（136.34 day ± 11.37, n = 50）となり、晩期遡上群では、43.20–

73.36 mm（56.44 mm ± 9.41, n = 47）と 138–212 day（172.77 day± 16.46, n = 47）となった。孵化日組

成について、早期遡上群では、9 月 27 日–11 月 15 日（n = 50）、晩期遡上群では、10 月 16 日–12

月 29 日（n = 47）であり、孵化日のモードは、早期遡上群のほうが 20 日近く早期に訪れた（図

1）。 

 

（2）成長履歴 

早期遡上群と晩期遡上群のそれぞれについて、比成長速度［SGR; Specific Growth Rate: (Log0SL-

Log10(6.1))/Age］を求めた。孵化から採捕されるまで過ごした海中生活期間中の平均 SGR につい

て、早期遡上群の 0.79 は、晩期遡上群の 0.56 よりも高い値を示した（図 2、Student’s t-test, 

p<0.001）。さらに、10 日間隔で算出した比成長速度の平均値を比べてみると、71–100 日齢区間を

除き、全ての日齢範囲で、両遡上群の間には差異が認められ、1–70 日齢までは、早期遡上群が高

い比成長速度を示したのに対して、91–150 日齢では、晩期遡上群が高い比成長速度を示した（図

3、Student’s t-test, p<0.05）。 

 

（3）経験塩分履歴 

早期遡上群と晩期遡上群のそれぞれについて、日齢ごとの平均 Sr/Ca を図 4 に示す。本研究では、

Hata et al. (2016)*に基づき、Sr/Ca の値が初めて 2.4 を下回ったタイミングをもって「河川進入齢」

と定義した。早期遡上群では、河川進入直後のタイミングで捕獲された個体が多かったため、塩

分履歴が耳石に反映されていない個体が多数観察された。一方で、晩期遡上群では、採捕の 1 ヶ

月前には、河川侵入を果たしていたことが明らかとなった。また、孵化から 1−40 日に記録された

Sr/Ca の平均値は、早期遡上群よりも晩期遡上群の方で高い値を示す傾向があった。 

*Environ Biol Fish 99: 527–538 

 

 

図１．早期・晩期遡上群の孵化日組成の比較 
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図2．海中生活期間中の早期・晩期遡上群についてボックスプロットによる比成長速度の比較 

 

 

 
図3．早期・晩期遡上群について10日間隔の平均値による比成長速度の比較 
*は両群の成長速度の間に有意差があることを示す（Student’s t-test, p<0.05） 

 

 

 

図4．早期・晩期遡上群について日齢に対応したSr/Ca の平均値の比較 
破線は河川進入時のSr/Caの基準値を、縦棒は標準偏差を示す 

 

 

課題と対応策： 

特に問題なく順調に実施された。 
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