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短　報

　2003年10月15日受付：2004年 1月14日受理．
　1  富山県水産試験場（Toyama Prefectural Fisheries Research Institute, Takatsuka, Namerikawa, Toyama 936-8536, Japan）．

Abstract: Dif ference in number and size of ayu 
Plecoglossus altivelis larvae collected by bow side tow 
and stern tow of a ship was examined in the inner part 
of Toyama Bay in 1999. The tows were conducted eight 
times using two larvae nets at the same time. The mean 
lengths of larvae collected at the bow side ranged from 
4.9±0.3 to 10.9±6.2 SD mm, whereas those collected at 
the stern ranged from 5.2 to 7.6±1.6 mm. The lengths 
of larvae collected at the bow side were distributed 
significantly to a larger size compared with those col-
lected at the stern. In water tank experiments ayu larvae 
escaped from the surface to the bottom when an object 
was thrown and floated on the surface. These facts sug-
gest that in collecting ayu larvae at the rear of a ship, 
larger larvae tend to escape from the surface in fright 
response of approaching ship. Some of larvae collected 
at the middle layer by a larvae net towed at the rear 
of the ship might, in fact, inhabit the surface layer. It 
is concluded that bow side tow is more effective than 
stern tow in collecting ayu larvae inhabiting the surface 
layer.
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河川から降海した直後の海域でのアユ Plecoglossus altivelis

仔魚の生態に関しては，太平洋側では伊勢湾（高松 1965），
瀬戸内海（千田 1967），和歌山県沿岸域（堀木 1988），熊
野灘（塚本 1989）および四万十川河口域（高橋ら 1990; 

Takahashi et al. 1998）での，日本海側では富山湾（田子 

2002a）での報告がある。著者は先に表層でのネット曳に
より富山湾で最大体長22 mmまでの仔魚を採集し，富山湾
では体長約16 mmまでの仔魚は主として塩分躍層より上側
の表層に分布することを明らかにした（田子 2002a）。しか
し，熊野灘や四万十川河口域では 9～12 mmサイズは底層

に生息すると考えられている（塚本ら 1989; 高橋ら 1990; 

Takahashi et al. 1998）。著者はこの違いを日本海側と太平洋
側では潮位差が大きく異なることによるものと考えている。
しかし一方で，富山湾以外での調査では船の規模や船のど
の位置でネットを曳網したのかについては，ほとんど触れ
られていない。同じ海域でも船の大きさや船での曳網位置
によりアユ仔魚の採集尾数やサイズに違いが生じることが
推測される。
本研究では，海域でのアユ仔魚のより正確な生息場所を
推定するために，庄川沖の富山湾奥部で船首部側方と船尾
部後方との曳網により採集されるアユ仔魚の尾数と大きさ
の違いを明らかにした。
曳網試験は富山水試の調査船「はやつき」（19トン，全長

20.45 m）を用い，庄川河口沖合い1.0～1.5 kmの海域で，河
川からのアユ仔魚の降下期間の終期に近く，また大型の仔
魚の出現が明らかになっている時期（田子 2002a）に当た
る，1999年12月 1日に行った。当日は晴で，南風がやや強
く，少しうねりがあった。試験には口径80 cm，網目0.3 mm

の仔魚ネットを用いた。船首部側方曳では，船首部先端か
ら後方2.6 mに位置する右舷から海側に約0.8 m張り出した
棒（boom）の先端にロープで取り付けて，ネットをブーム
より約 6 m後方に位置するようにした。実際の曳網では船
の上下動と波の影響によりネット上部は水面上に20 cmほど
出る場合が多かった。船尾部後方曳では，できるだけ船の
航行の影響を少なくするため，船尾から約50 m後方にネッ
トが位置するようにロープを出し，2個の浮子（浮力3.4 kg）
によりネットの上端を水面に位置するように設置した。両
ネットは船速約 2ノットで10分間，同時に曳網した。曳網試
験は計 8回行った。採集した仔魚は80％エタノール溶液に
保存し，同定・計数の後，すべての仔魚を万能投影機で10

倍に拡大し，標準体長または脊索長を0.1mm単位で計測し
た（田子 1999）。
また，アユ仔魚の音，水流および物陰に対する反応を調
べるために，神通川アユマス増殖場で孵化飼育されていた
アユ仔魚（平均体長20 mm）を用いて，2002年11月19日に
水槽（長さ60 cm，幅30 cm，水深27 cm）でアユ仔魚の反応
試験を行った。反応試験は水槽にアユ仔魚320尾を収容し，
長さ約20 cm，直径約 5 mmの木の棒で水槽の上端を10回叩
く（約10秒），同じ棒で水面近くを10回かき回す（約10秒）
および尾部が左右に動くラッコ型の模型（長さ25 cm，幅
8 cm，高さ 6 cm; 茶色）を投入して10秒間水面に浮かべる，
の各実験を計10回行った。
富山湾での曳網試験の採集尾数と体長を Table 1に示し
た。船首部側方曳では計134尾，船尾後方部曳では計57尾の
アユ仔魚が採集された。曳網 1回当たりの仔魚の採集尾数
の平均値と標準偏差は船首部側方では16.8±9.7尾，船尾部
後方では7.1±5.8尾で，船首部側方で採集された仔魚数の平
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均値は船尾部後方のそれよりも有意に多かった（t-検定，
z＝2.40，P＝0.017）。採集された全仔魚の体長の平均値と
標準偏差は，船首部側方では8.2±3.3 mm，船尾部後方では
6.7±1.2 mmで，船首部側方で採集された仔魚の体長の平均
値は船尾部後方のそれよりも有意に大きかった（t-検定，
z＝4.80，P＜0.001）。
採集された仔魚の体長分布を Fig. 1に示した。船首部側
方で採集された仔魚の体長は4.2～20.5 mmに，船尾部後方
で採集されたアユ仔魚の体長は4.7～9.7 mmに分布した。
船首部側方で採集されたアユ仔魚の体長は，船尾部後方
で採集されたアユ仔魚に比べ有意に大きい方に分布した
（Kolmogorov-Smirnov検定，df＝2，D＝0.239，P＝0.021）。
船尾部後方の曳網では船首部側方の曳網で採集された体長
10～20 mmの大型個体が全く採集されなかった。
水槽での反応試験では，水槽の叩きや水面近くのかき
回しでは，表面近くの仔魚の多くは底層方向に移動した。
ラッコ型の模型を浮かべると，ほとんどの仔魚は一様に底
層に素早く移動した。仔魚への脅し行為から仔魚がそれ以
前の状態（群の固まり具合や遊泳層）に戻るのに要した時
間の平均値と標準偏差は，叩きでは19.6±3.5秒，かき回し
では40.7±3.2秒および模型の投入では52.2±4.5秒で，各平

均値には有意な差が認められ（分散分析，F2,27＝171.61，
P＜0.001），模型の投入は叩きやかき回しよりも有意に多く
の時間を要した（post hoc tests，Fisher’s PSLD，各 P＜0.001）。
これらの結果と，飼育池（長さ10 m，幅10 m，水深 1 m）
で体長10～20 mmサイズの仔魚を水陸望遠鏡（長さ1.4 m，
直径3.5 cm）で観察すると，水面近くを群れで遊泳してい
た仔魚は望遠鏡が近づくと底層または左右方向へ逃げるこ
と（田子 未発表），および表層にいるアユ仔魚を人が表層
を遊泳して追うと仔魚は底層方向へ逃げることから（田子 

2002b），船首部側方と船尾部後方で採集されたアユ仔魚の
尾数と大きさの差は，船尾部後方では船の影，スクリュー音，
航行後にできる水流などによって，仔魚の多くが底層および
左右方向に逃避し，特に遊泳能力の高い大型サイズの仔魚ほ
ど遠くに逃避できたことにより生じたものと推定される。
著者は先に庄川沖の富山湾奥部海域において，船尾部後
方での直径80 cmの仔魚ネットを用いての中層曳により，
水深 1 m以深（特に水深10 m以浅の層）の中層（塩分躍層
より下の層）で少ない尾数ではあるがアユ仔魚を採集した
（田子 2002a）。しかし，本調査結果と曳網試験を行った調査
船の大きさは19トンで，その平常の喫水が2.0 mあることを
考え併せると，これら塩分躍層下で採集された仔魚の多く
は，船の出現に驚いて表層から塩分躍層下に逃避しただけ
であって，実際の仔魚の生息場所は表層である可能性が高
いことを示唆している。
水面近くの表層を遊泳し，ある程度遊泳能力の発達した
アユ仔魚を採集するには，船尾部後方曳よりも船首部側方
曳が適していると結論される。
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Table 1.  Number and size of ayu larvae collected at the bow side 
and stern by a cone net towed at the surface layer in the inner 
part of Toyama Bay on 1 December, 1999

Number
of tow

Time

Bow side Stern

Number
of ayu

collected

Length
of larvae＊

(mm)

Number
of ayu

collected

Length
of larvae＊

(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8

10 :33-10 :43
10 :50-11 :00
11:06-11 :16
11:21-11 :31
11:35-11 :45
11:50-12 :00
12:10-12 :20
12:26-12 :36

21
16
36
16
9
3

20
13

8.2±2.6＊＊

7.4±1.8
8.6±3.0
7.1±1.2
6.3±1.3
4.9±0.3
8.9±3.4

10.9±6.2

7
7
4
1
4

19
12
3

7.6±1.6＊＊

5.9±0.9
5.6±0.5

5.2
6.1±0.7
7.2±1.0
6.5±1.2
6.1±0.9

134 8.2±3.3 57 6.7±1.2

　＊Standard length or notochord length.
　＊＊Mean±SD.

Fig. 1.  Frequency distribution of the standard or notochord 
lengths of ayu larvae collected at the bow side (shaded column) 
and stern (dotted column) of a ship (19 tons) by larvae nets 
towed at the surface layer in the inner part of Toyama Bay on 1 
December, 1999. 
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