
 	 

図 33.. 	 クロコ、黄ウナギ、銀ウナギの分布生息状況調査でウナギ標�本を得た地域 	 

 	 

 	 茨城県から鹿児島県にかけての1111地域でウナギの標�本採集調査が行われた。本事業では1155ccmm未

満のウナギをクロコと定義した。クロコが採集された水域は、神奈川県下菊川、和歌山県高瀬川、

宮崎県清瀬川に限られた。下菊川は、酒匂川の河口に注ぐ小河川である。酒匂川河口に近く、最も

多くのクロコ（666666個体）が採集された（課題番号22--（33）神奈川県）。神奈川県下菊川におけるク

ロコ（1155ccmm未満）の月別全長別採捕数を図44に示す。 	 
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図 44.. 	 神奈川県下菊川におけるクロコ（全長1155ccmm未満）の月別全長別採捕数 	 

 	 

 	 神奈川県下菊川におけるクロコの採捕データは、成長コホートの判別に十分な情報を提供した。

これまで、国内で天然のクロコに関する情報は少なく、成長に関する情報もほとんど無かった。本

事業における神奈川県の調査によって、河川加入後のシラスウナギが99月までに約1100ccmmまで成長

すること、その後、成長が停滞する個体、成長が持続する個体が存在することも明らかになった。

また、クロコの消化管内容物分析が、神奈川県、和歌山県（課題番号22--（55））によって実施され、

河川加入後のクロコが、ユスリカ科の幼虫を摂餌していること、さらに、神奈川県、和歌山県、宮

崎県（課題番号22--（1111））の調査によってクロコが早瀬、礫底、シルト層に木の葉がカバーした場

所に出現することが明らかとなった。これらの成果は、その後の個体の河川生活期の生活型や性比、

生残に強く影響を与えうる河川加入直後のニホンウナギの生息域利用実態の一端を示した。宮崎県
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の調査ではクロコが、清武川河口から33..88kkmmないし55..88kkmm上流で22001133年1111月〜22001144年11月と22001144

年 77月〜22001155年 11月の間に採捕され、清武川河口付近の定点で採捕されなかった。このことから、

ニホンウナギが初冬から春に河川加入した後、その年の春から夏にかけて成長しながら数kkmm上流

へ遡上したものと推察された。今後引き続き、クロコの生態情報を収集すると共に、クロコの河川

内の移動を妨�げる要因や減耗要因についても検討する必要がある。 	 

 	 黄ウナギは、表33にあるすべての地域で調査期間中、他の生活史段階に比べて最も多くの個体が

採捕された。各地域で採捕された、黄ウナギと銀ウナギの総数を表44へ記す。 	 

 	 

表44.. 	 各地から得た黄ウナギ、銀ウナギの標�本 	 

 	 

 	 

 	 標�識放流のために再放流された個体を除いても、各地から約44,,220000個体のウナギが標�本として採

集された。これらの多くは現在も生殖腺切片作製や年齢査定のための耳石切片作製を継続している

が、ここでは比較出来る範囲で、得られているデータを検討する。採捕されたウナギの全長範囲に

ついては表44へ示した。このうち生殖腺切片作成によって雌雄判別を行ったのは、東京都中川の336677

個体、浜名湖の552266個体、鹿児島県網掛川の333355個体である。地域毎に性比をみると東京都中川の

雌比率が9988..44%%、浜名湖が8822..55％、鹿児島県網掛川が5544..00%%であった。KKoottaakkee 	 eett 	 aall..22))は、三陸海

岸から天草にかけての沿岸で採捕されたニホンウナギの雌雄比を調べ、北で雌の比率が高く、南で

雌の比率が低い緯度クラインがあることを示唆した。鹿児島県網掛川は沿岸ウナギでは無いと思わ

れるが、本事業結果は北で雌比率が高く、南で雌比率が低いKKoottaakkee 	 eett 	 aall..22))と同様であった。しか

し、KKoottaakkee 	 eett 	 aall..22))では、定量採集、漁具によるサイズ選択性および、黄ウナギや銀ウナギの生活

史段階を考慮した傾向を示すには至っていない。また網掛川では、種苗放流されたウナギが混入し

ている可能性があること、種苗放流ウナギの性比は天然のものと異なる可能性を考慮すると、性比

の緯度クラインの精査は改めて行われるべきである。 	 

 	 YYookkoouucchhii 	 eett 	 aall..33))は、11999999年から22000044まで行われた水産庁委託事業「ウナギ資源増大対策委託

事業報告書」で得られた66,,338888個体の黄ウナギデータについて、全国的な取り纏めを行った。そこ

では、河川距離が長いほど平均全長が大きくなること、また河川距離が長いほど雌の比率が高くな
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ることを明らかにした。本事業で得た約44,,220000個体近いデータは、分析整理を進め、改めて全国的

な比較検討を行う必要がある。 	 

 	 本事業では、ウナギの発育段階の判定はOOkkaammuurraa 	 eett 	 aall..44))に従って行われた。本事業における銀

化ウナギの黄ウナギに対する出現数または比率、定性指標�を地域毎に取り纏めた（表55）。 	 

 	 

表 55.. 	 各地域における銀化ウナギ（SS11--SS22）の出現数または比率、定性指標� 	 

 	 

 	 銀化ウナギは地域や場所によって若干出現時期が異なった。また、ほぼ通年にわたって銀ウナギ

が出現する大分県などの地域もあった。しかし、出現盛期は総じて1100月〜11月にかけてであった。 	 

 	 東京都中川では、黄ウナギ((YY11--YY22))と銀ウナギ((SS11--SS22))の総数のうち、9988..44%%が雌であった。これ

ら雌336611個体について、一般化線形モデル((GGLLMM))を用いた銀化確率モデル結果を図55へ示す。 	 

 	 

図55.. 	 東京都中川における22001133年と22001144年の雌個体の銀化（SS11--SS22）確率（00：黄ウナギ、11：銀ウ

ナギ）。緑::実測値、赤::予測値AA:: 	 66月、88月、1100月に出現するニホンウナギの銀化確率、BB:: 	 GGSSII、

およびCC：全長に対する銀化確率 	 

 	 

 	 これらの結果は東京湾中川河口域の雌ウナギは、1100月に銀ウナギが多く、またGGSSIIが 1155前後、

全長が最小で550000mmmmを超えると銀化する可能性が高いことを示している。本事業で得た様な比較可

能な採集デザインにより得られた定量的データをモデル解析に使用することによって、銀化の時期

やサイズを説明することが可能であり、その結果は、銀化ウナギの漁獲管理を行うための基礎デー

タとして利用可能である。 	 

 	 

33.. 	 ウナギ資源の保全・管理へ向けた課題の整理と今後取り組むべき課題についての考察 	 

 	 本事業は僅か22年間の緊急的な事業であり、調査手法の十分な検討が行われない状況下で開始さ

れた。しかし、わずか22年間であったがシラスウナギに関する全国的な遡上調査が通年行われ、
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22001133--22001144年シーズンは遡上の初期から終期まで各地域における採捕量の相対値の把握が出来た。

また、黄ウナギ、銀ウナギの漁獲量が減少するなか、貴重な標�本を得るとともに、ほとんど情報が

無かったクロコについての生態情報の把握が進んだ。 	 

 	 一方、課題もいくつか指摘出来る。まず、今回得た標�本の分析が十分に行われていない現状にあ

る。貴重な標�本である以上、標�本やデータの管理や分析は今後も行われるべきであり、引き続き事

業間での標�本やデータの融通を関係各所で調整しつつ進められることを望む。また、本事業では改

めて漁獲統計の重要性が認識された。シラスウナギや黄ウナギ、銀ウナギの漁獲統計について今後

も正確かつ継続的に記録されるべきである。 	 

 	 シラスウナギに関しては、モニタリング手法に関して十分な検討を改めて行う必要がある。本事

業課題の中で、汽水、海ウナギについても管理・保全の対象であることが指摘された。したがって、

ウナギの資源研究は内水面のみならず河口や干潟�、内湾環境も含めて行われるべきである。 	 

 	 本事業では、クロコ、黄ウナギ、銀ウナギの移動や成長、生残を把握する目的で標�識放流調査が

行われた。しかし、現在の技術では、特にクロコや小型の黄ウナギを主とした標�識が行えない問題

点も指摘できる。課題番号22--（22）千葉県はクロコに金粉を標�識として用いる技術開発を行った。

しかし、脱落率が低く確実に小型個体まで個体識別出来る新技術開発は進められるべきであろう。

課題番号22--（77）高知県はマイクロサテライトDDNNAA標�識を用いた個体識別法を用いて、その現場展�

開を検討した。脱落率が低く確実に小型個体まで標�識出来る標�識技術を非侵襲で現場展�開出来る様

に、開発を進めるべきだろう。また、DDNNAAによる個体識別を行うのであれば、大量に個体識別する

技術とデータ管理を行うシステムも合わせて検討される必要がある。 	 
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