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流下する砂礁が放流されたアユPlecoglossusaltivelisの定着におよぼす影響

坪井潤ー 1*芦漂晃彦 1熊田那央 2有馬智子，2阿部信一郎3a

(2012年 3月 12臼受付， 2012年4月 17日受理)

1山梨県水産技術ゼンター筑波大学生命環境科学研究科掛水産総合研究センター増養嬢研究所

E宜ectof drifted sands on the establishment of stocked ayu Plecoglossus altivelis 

]UN-ICHI TSUBOl，l* AKIHIKO ASHIZAWA，l NAO KUMADA，2 TOMOKO ARIMA2 AND SHINICHIRO ABE3 

1 Yamanashi Prefectural Fisheries Technology Center， Kai， Yamanashi 400-0121， 2Graduate School of L約

and Environmental Sciences， University of Tsukuba， Tsukuba， lbaraki 305-8572， 3Natioηal Research lnstitute 

of Aquaculture， Fisheries Research Agency， Ueda， Nagano 386-0031， Japan 

We investigated factors preventing the establishm巴ntof stocked ayu Plecoglossus altivelis by sampling with 

casting nets and measuring microhabitat at several locations. In our analysis， three factors were selected as 

explanatory variables of the probability of capture of more than one ayu (or not) per casting net: 1) larger 

diameter of drifted sands， 2) lower frequency of cob羽田 (sizeclass of 65-256 mm) and boulders (> 256 mm)， and 

3) higher frequency of cobbles and boulders buried by sands or caddis丑ycases. These three factors were strongly 

correlated with the amount of drifted sands. We concluded that the amount of drifted sands is useful as an indica-

tor for managem巴ntdecisions concerning stocking sites. 

キーワード:アユ，忠避要因，砂磯，種苗放流，放流効果

アユPlecoglossusaltivelisは内水面の水産資源とし

て，また，藻類の捕食を通じ河JII生態系を健全に保つ上

で重要種である。1)種萄放流が予言くから行われ，河川工

作物により天然遡上がみられない水域では，アユは放流

によって維持されている水産資額である。1)これまで放

流場所を選定するための荷)11環境として，濁っていない

きれいな水と藻類の付着基貿となる若の存在が重要視さ

れてきた。河川水の潟りについては，掬土で作られた濁

水を用いて多くの実験が行われ，アユが濁りを嫌うこと

は誌く知られている。2-4)また，大きな石の重要性につ

いても指捕されており，人為的に長窪 25cm以上の百

石を投入する試みが行われてきた。附全国 241明11で行

われた環境調査では，向床に占める巨石の割合が 26%

を下回ると，アユの漁獲不良が生じやすいことが明らか

にされている。7)

しかし，最近では清流に大型の石が点在するような環

境であっても，アユの生息密度や，種苗放流による資源

添加効率が低い場所がみられる。近年，アユの不漁が続

いている富士川水系の釜無川において予備調査を行った

ところ，アユの生怠密度が低いエリアでは，平水時でも

多量の砂礁が河床から水中に巻き上がりながら流下する

様子が確認された。本研究では，アユの生息場所および

非生息場所の物理的環境，特に流下する砂礁に並Bし，

放流されたアユの定着を阻害する要因について検討を行

った。

材料と方法

調査場所 2009年 4丹28日から 7月8日にかけ

て，延べ 8日間にわたり，富士川i水系の釜無JIIにおい

て調査を行った (Fig.1)。釜無川上流域では天然アユ

の遡上はほぼ皆無であり，峡北漁業協陪組合によってア

ユの種苗放流が行われている。 2009年には 4月訪日

から 5月 15Bにかけて 5回の放流が行われた。主要な

放流場所である 3箇所(上流区，中流区，下流区)を

調査地とし，アユの捕獲調査および環境測定を行った

(Fig. 1， Table 1)。なお，放流された山梨県水産技術セ

* Tel: 81-55-277-4758. Fax: 81-55-277-3049. Ema必ilじ:t飴S1由1命.boi-ahxロx@pr巴ぱf.yama加naおsl泌1廿i“iしi.lg怠剖.j
a 現所属:鯛水産総合研究センター日本海区水産研究所(JapanSea National Fisheries Research Institute， Fisheries Research Agency， 
Chuo， Niigata 951-8121， Japan) 
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Fig. 1 Fuji River Basin in central Japan. Open stars indi-
cate study sites in the Kamanashi River. 

Table 1 Physical and biotic characteristics (mean土SD)
of the three study sites 

Upper Middle Lower 

River width (m) 29.3土8.7 38.8:t 10.7 31.7土4.5

Water temperature 
CC) 

14.3土3.1 15.2 :t2.9 16.3ごと2.8

Water clarity (cm) 97.7士2.8 92.9:t8.6 79.9士14.8

Algal biomass (μg) 1.59土1.22 2.48:t 1.40 2.10士0.63

A(μlgga/l dpayro) duction 1.27ま1.26 0.32:t 1.73 0.44士0.85

Total number of 22500 23750 27500 
stocked ayu 

DEIls(iNtv / of stock巴d 0.77 0.61 0.87 
ayu (N/m2) 

ンター産のアユは放流地点から流程 1km程度の範閤内

に定着することが経験的に知られているため，流程 1

km ~こ各亙の平均JII~隔を乗じた商積と放流尾数からアユ

生息密度を算出した。

説査方法毎回の調査時に水温および透視度計を用い

て水の透視度を計測した。 1日1箇所あたり 3投ずつ，

Fig. 2 Boulders buried by sands (upper panel) and occu-
pied by caddisfly cases (lower panel). The dotted line 
in the upper panε1 shows the border between boulders 
(left side) and sands (right side) in str巴amsubstrates. 

投網(尽合い 18mm) による捕獲を行った。捕獲場所

については，無作為に選定したが，自抱の立つような急

瀬や水深のある綿では，捕獲効率が著しく低下すると考

えられたため捕獲を行わなかった。網を投げる際は，ア

ユを移動させないように細心の註意を払い，できる限り

遠投して捕獲を行った。延べ 72投について，それぞれ

捕獲を行った直後に，投網で臨まれた範閤内(約 8m2) 

の物理環境を調べた。投網の着水面を円形と仮定し，そ

の直径を川の流れに対し平行に 4等分する 3点におい

て，水深 (cm)，流速 (cm/sec)，サーバーネット(関

口部 25cm x 25 cm， 回会い 0.475mm) で採取された

流下する砂礁の重量 (g，関口部の嵐辺を荷床から 5cm

上方に回定した状態で 20秒間ずつ計 1分間)，採取さ

れた砂擦の粒筏 (mm，無作為に選んだ 10粒の平均値)

を測定した。なお，砂磯の重量および粒径については，

後日，充分に乾燥させた後，計測を行った。また，投網

の着水面の直窪を川の流れに対し垂直に 4分割する 3

本のライン上(10cm間陪で 10点，計 30点)の底質

を尽視により調査した。アユの捕食痕であるハミ跡がみ
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ス10)を用いて採取し，付着藻類のクロロフィル最を分

光光度計を用いて概定した。11)

アユのマイクロハピタットを定量的に評価するため，

従属変数を投網 1投によるアユ捕獲有無，説明変数を

調査自(全8回)，調査場所，水深，流速，流下した砂

醸の重量，流下した砂礁の粒径， 30地点のうち長径 65

mm以上のおの占める地点数，これらの石のうち砂をか

ぶった若の割合として，ロジスティック回帰分析を行っ

た。なお，統計解析には SPSS12.0Jを用いた。

結 果

3箇所の調査地における川幅，水温，透視度，藻類の

現存最および成長量を Table1に示した。水温および透

流下する砂が放流アユの定着におよぽす影響

られたのは Bainet al. 8)の底質基準に従うと，玉石(長

窪田~256mm) および在磯 (>256 mm) であった。

そのため， 30点のうち長径 65mm以上の石の占める点

数を測定した。また，これらの右のうち表面が砂，もし

くは砂で造られたウルマーシマトピケラめdrotsyche

orientalisおよびナカハラシマトピケラ Hydrotsyche

setensisの巣で覆われている五 (Fig.2) の割合(砂を

かぶった石数/30点で計数されたお数)を算出した。底

質の調査時にはドライスーツを着用し，できる限り正確

に測定するよう努めた。調査期間中の 2009年 6月8日

から 9日にかけて，調査を行った 3地点において，付

着藻類の現存量および生産量を測定した。 Stevenson9)

の方法に従い 1地点あたり 10サンプルをミクロクロ

Table 2 Summary of stepwise multiple regression: probability of capture of more than one ayu (or not) per casting net and nine 

predictor variables 

点

0.017 

0.652 

0.182 

0.667 

0.427 

0.931 

0.013 

0.065 

0.134 

Coefficient 

0.481 

ω0.472 

-1.340 

0.012 

叩 0.016

0.016 

叩 3.942

0.169 

-0.028 

叩 0.567

df 

司

自

よ

司

自

i

噌
E
よ

噌

E
A

噌
E
よ

噌

E
よ

司

自

よ

噌

E
A

噌
E
よ

G2d 

6.924 

0.207 

1.872 

0.188 

0.640 

0.007 

7.851 

3.983 

2.526 

InLRC 

一35.582

山 32.224

-33.056 

山 32.215

山 32.440

山 32.124

-36.046 

-34.112 

山 33.383

InLb 

-32.120 

Variablea 

Sampling episodes 

Site A 

Site B 

Water depth 

Velocity 

羽Teight of drifted sands 

Diameter of drifted sands 

CB 

CBB 

Constant 

Step 1 

Step 2 

0.014 

0.191 

0.010 

0.057 

0.064 

0.384 

四1.096

四 3.776

0.149 

叩 0.026

四 0.548

ー

ム

寸

i
1
i
寸
i

寸

i

7.141 

1.811 

8.964 

4.106 

3.785 

-36.149 

-33.483 

-37.060 

-34.631 

山 34.470

-32.578 Sampling episodes 

Site B 

Diameter of drifted sands 

CB 

CBB 

Constant 

Step 5 

0.014 

0.001 

0.047 

0.062 

0.380 

-4.461 

0.150 

-0.026 

-0.110 

寸'ム

4
aム

4
aム

4
aム

7.087 

16.762 

4.605 

3.910 

同 37.027

同 41.865

司 35.786

-35.438 

同 33.483Sampling episodes 

Diameter of drifted sands 

CB 

CBB 

Constant 

Step 6 

a Combinat即 時 ofSites A and B represent the three study sites (Site A， Site B); Upper謂 (1，0)，Middle= (0， 1)， Lower= (0， 0). CB開 frequencyof cob-
bles (size c1ass of 65-256 mm) and boulders (> 256 mm) at 30 stream substrate sampling points， CBB田 ratioof cobbles and boulders buried by sands 
or caddis宜ycases to the total of all cobbles and boulders. 

b lnL， log likelihood for the model at each step 
c lnLR' log likelihood for the model if the variable is removed 
d G2， statistic of the likelihood-ratio test as in the equation: G2 = -2 (JnL沢一lnL).
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視度のみ流程に治った傾向を示し，上流ほど水温が低

く，透視度は高かった。ロジスティック由帰分析の結

果，投網 1投によるアユ捕獲有無の有効な説明変数と

して，調査田，流下する砂擦の粒佳， 30地点の河床に

~ 1.0 
0 z 
o 
z 
喜0.8ド、
<l) 

o 
g 
ち 0.6
2 
話

。‘8 0.4 
<l) 

ぷ=
』吋
o 
O 0.2 

」コ
司

心z 0・~~ 0.5 1.0 

四回目白CB;25， CBB; 0.1 
一一一一CB;25， CBB; 0.5 

. . CB; 10， CBB; 0.1 
. . . . CB; 10， CBB; 0.5 

. -w 

Diameter of drifted sands (mm) 

Fig. 3 Re1ationship between diameter of drifted sands， 

CB， CBB， and pr・obabilityof capture of more than one 
ayu (or not) per casting net， predicted from multiple 
regression analysis. CB and CBB corr巴spondto those 
in Table 2. 

Table 3 Pearson's productωmoment correlation coe伍ci-
ents between the w巴ightof drifted sands and four 
predictor variables in the best model of the stepwise 
multiple regression (see Tab1e 2) 

Weight of r 
drifted sands p 

Sampling Diameter 
episodes of sands 

ー0.156 0.627 

0.190 < 0.001 

CB CBB 

市 0.423 0.300 

< 0.001 0.010 

占める長径 65mm以上の石の占める地点数，および砂

やトどケラの巣で覆われている長径 65mm以上の石の

割合が選択された (Table2)。説明変数として調査闘が

選択され，その係数が正であったため，調査の後半ほど

アユが捕獲されやすかったといえる。そのため，臼を追

うごとに湾川全体にアユが分散したことが示唆された。

物理環境については，流下する砂磯の粒径が大きいほ

ど，河床に占める石の数が少ないほど，砂やトピケラの

巣で覆われている石の割合が高いほど，アユが捕獲され

にくい傾向がみられた (Table2， Fig. 3)。また，アユ

の捕獲有無に影響していた物理環境に関する 3つの変

数のどれもが，流下する砂礁の重量と相関した (Table

3)。

考 察

流下する砂膿は，粒径によってはそれ自体がアユの忌

避要臨となるだけでなく，堆積により石を埋没させた

り，石の表面を覆ったりすることで餌となる付着藻類の

環境を悪化させ，アユの定着を|羽害していると示唆され

た (Fig.4)。一方，アユの定着を阻害する要因である

濁りについては，懸濁物質量が 25mg/L以上でアユが

忌避行動を起こすとされ 12)この備は透視度に換算する

とおよそ 30cmとなる。本研究では最も透視度の低か

った下流区においても調査時の透視度は 80cm程度で

あったため，恒常的な濁りがアユの定着を妨げる要因で

あったとは考えにくい。また，投網 1投によるアユ捕

獲有無を説明する有効な変数として，調査地が選択され

なかったため，アユ捕獲の有無は，水温や透明度，藻類

の現存量といった調査池間の違いでは説明できないこと

が示唆された。

8回の調査はいずれも平水時に行われたが，砂磯

が常に巻き上がっている笛所がみられた。調査を行った

lMass ofd的

Sands， especially those of 
larger diameter， aggravate Ayu 

Depress foraging habitat quality 

by burying cobbles and boulders 

Prevent establishment of stocked ayu 

Fig. 4 Schematic model for understanding the process of preventing the establishment of stocked ayu by masses of drifted sands. 
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釜無川の語源は，深い釜(淵)が少ない愈

とされ，室町時代の書物には「自砂に覆われた広大な河

原が広がっていたJと記されている。13)元来，南アルプ

スから供給される砂醸量が多いことに加え，現在，釜無

)11には複数の堰が設寵されている。堰の上下流部では河

床勾配が緩やかになるため，砂礁が河床に堆積しやすい

環境といえる。間JII工作物によって砂操が堆積しやすい

環境は，釜無川i以外にも存在すると推察される。伊藤

134)によると，信濃川水系の魚野川では，アユの友釣り

での CPUEは，直径25cm以上の臣石のカウント数と

正の相関を示すが，近年は河床の細粒化が進行している

という。阿部は全国規模の河川!調査から，漁獲が不良

である漁場では，河床がはまり石(砂磯に埋もれて動か

しにくいお)である頻度が高いことを報告しており，川

底の石が土砂に裡まってしまうことにより，アユの漁獲

不良が生じると考察している。また，愛知県の豊川で

は，本研究でみられた造巣性のトピケラ類がおを覆い尽

くしてしまう事例が確認されている。15) トピケラ類の増

加は，巣材となる砂の増加や，捕食3きであるコイ科魚類

の減少が原因として挙げられる。砂が堆積し石の際関を

埋めると，コイ科魚類の隠、れ場所が減少し，近年急、増し

ているカワウによる捕食圧がコイ科魚類に強くかかり，

その結果としてコイ科魚類が減少するのかもしれない。

実際に，調査を行った富士JII水系では， 2000年代にカ

ワウ倒体数の急、増とウグイ Tribolodonhako抑制おやオ

イカワ Zaccoρlat)卯tSの資源最の低下がみられてい

る。16)また，ウグイやオイカワなどの他魚種が水生昆虫

の捕食を通じて底生藻類を増加させ，アユの成長を高め

ることが報告されている。17，18)今後，内水面遊漁の振興

のためには，アユだけでなく魚類資源全体の底上げが必

要であり，魚類の生息環境に配慮:した河JII管理がより

層求められる。富士川水系では，既存の河川工作物に切

り込み(スリット)を入れ，上流部の土砂を排出する試

みも行われている。19)スリット化により，本来の河床勾

配が復元され，魚類の移動や水生生物の生息環境改善も

期待されている。20)

本研究では流下する砂磯に関する変数が，アユ捕獲の

有無を説明する要患として選択された。砂擦は浮き石を

減らすだけでなく，藻類を削ることによってアユの食物

を減らす効果も懸念される。21，22)言い換えれば，平水時

でありながら常に増水時のような付着藻類の流失が起こ

っていると推測される。近年， 1可床低下防止や高水敷の

ハリエンジュ Robiniaρseudoacaciaおよび河川中のカワ

シオグサ CladoPhoraglomerataの繁茂を防ぐため，同JII

へのこと砂投入が行われているが 23，24)これに伴いアユの

餌生物である付蒼藻類の現存量が減った事例もある。24)

少なくともアユ種苗放流時期や，天然アユの遡上および

産卵時期には，土砂投入は避けるべきであろう。

種苗放流によってアユ資漉が維持されている荷川で

は，放流場所の選定が放流効果の向上に必要不可欠であ

る。本研究では，アユの捕獲有無に影響していた物理環

境に関する 3つの変数が，いずれも流下する砂擦の重

と相関していた。そのため，流下する砂擦の重量は，

アユの放流不適地を抱擁するための指標になり得る。調

査を行った釜無川を慨にとり，指標値の算出を試みた。

7.65g以上の砂磯が採取された場所において，アユは l

個体も捕獲されなかった。サーバーネット 1分間で

7.65 gという値は，市販されている一般的なサイズの稚

魚照すくい網(関口部 10cm x 12 cm)で 10秒間に換

算すると約 0.2gに相当する。砂の比重を 2.0と仮定す

ると 0.2gの砂の体積は 0.1cm3となる。稚魚照すくい

網を水中に 10秒間沈めただけで，指でつまめるほど多

くの砂礁が採取されるような地点では，アユの定着は期

待できない。それが護数地点で観測されれば，放流場所

として不適切なエリアである可能性が高い。河川環境は

洪水や再川改修などにより刻一刻と変化するため，釜無

川を含め土砂供給最が多い河川では，アユの放流麗郊に

流下する砂磯量を把握し，放流場所選定の判断材料とす

ることが望ましい。アユの放流場所は， rかつて遊漁者

で娠わった場所」といった実績にとらわれず，放流時の

河川環境を最重要視して選定されるべきである。
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調査局流し網のマサバに対する選択性について

矢野綾子，東海正(海洋大)， 

バi端淳(水研セ中央水研)

1984~2002 年に三盤~道東沖で行われた調査用流し網で漁

獲されたマサバの臼合別尾叉長組成データから，合算条件に従

い37のデータセットを得てマサパに対する流し縞の選択性曲

線、マスターカーブを求めた。また別に採集されたマサバ標本の

胸局長4か所(自の中心，線議後縁，背鰭基部前端，最大腕

周)を計測し，尾叉長に対する関係式を求めた。推定した選択

位曲線の最適体長を持つマサパの各部腕潤長を線白内局長と比

較すると，流し網の漁獲は総蓋後縁から背鰭基部前端での悠が

かりや背鰭前端での刺しであると示唆された。

白水誌， 78 (4)， 681-691 (2012) 

日本産アマモZosteramarinαの分布南限群落における季節的

消長と光合成特性

河野敬史(鹿大水)， 

Gregory N. Nishihara (長大海セ)， 

寺街竜太(鹿大水)

鹿児島湾のB本産アマモ分布南限群落で群落の垂直分布構造

と季節変化，光合成活性を明らかにした。群落は水深 2~2.5

mに見られ，草体は冬から春に伸長し，夏までに枯死流失し

た。純光合成速度は 20'Cで最高値を示し， 12~24'C で最高値

と有意義がなかった。一方， 28'C， 32'Cでは呼吸速度が増加

し，純光合成速度は有意に低下した。光化学系立の電子伝達速

度は 30'Cで最高伎を示し，それ以上で減少した。生育地の偲

体では電子伝達の阻害は見られないが，呼吸速度の増加で純光

合成速度は低下する環境と考えられた。

日水誌， 78(4)，692-704 (2012) 

流下する砂礁が放流されたアユPlecoglossusαltivelisの定着

におよ{ます影響

坪弁務一，芦深晃彦(山梨水技セ)， 

熊田那央，有馬智子(筑波大生命)， 

阿部信一郎(水研セ増養殖研)

放流されたアユの定着阻害要因を明らかにするため，投網に

よる捕獲と投網の着水地点の環境測定を行い，アユのマイクロ

ハピタットについて解析を行った。その結果，アユにとって以

下の 3つが忌避要因であることが明らかになった。 1)巻き上

がる砂の粒筏が大きい， 2)長径 65mm以上のおが少ない， 3) 

砂やトビケラの巣で表面が覆われている石の割合が高い。ま

た，これらの要因はいずれも流下する砂擦の重量と相関がみら

れた。今後，砂磯の流下量を考慮したアユ種苗放流場所の選定

がなされるべきである。 日水誌， 78(4)，705-710 (2012) 

本格潟に密放流されたコクチパスMicropterusdolomieuの根

絶

大浜秀規，関崎巧，青柳敏裕，加地弘一(山梨水技セ)

刺網及び水中銃等による採捕と潜水観察の結果から，本橋湖

におけるコクチパス駆除の効果を検証した。 1997年から 2004

年にかけて刺網で 68個体，水中銃等で 18個体のコクチパス

を採捕した。刺縞の CPUEは1997年の 0.36から徐々に減少

し， 2002年には Oとなった。刺線による推定年間採捕率は常

に50%以上あった。コクチパスの再生産がなかったこと，生

息情報をフィードパックさせた刺網での採捕率が高かったこ

と，速やかに駆除を開始したことなどから，根絶に成功したと

考えられた。 日水誌， 78(4)，711-718 (2012) 

有害赤潮藻ヘテロカブサの分布域北上現象一佐渡鳥加茂湖での

赤潮によるマガキの大量死…

近藤伸一，中尾令子(新潟水海研)， 

岩滝光儀(長大海セ)， 

坂本節子，板倉茂(水研セ瀬水研)， 

松山幸彦(水研セ西海水研)， 

長崎慶三(水研セ瀬水研)

加茂湖は，新潟県佐渡島に位震するマガキ養殖で有名な汽水

湖である。 2009年秋に初めて，問湖において貝類発死原因渦

鞭毛藻ヘテロカプサによる赤潮が発生し，養殖マガキの大量姥

死が起きた(被害額1.9億円)。本穫の由来および侵入経路は

不明だが，大君主台風による海水の大規模援活Lが赤潮発生の引き

金になったと考えられる。それ以前のヘテロカプサの発生北限

は福井県小浜湾であったこと，翌2010年にも再度本種による

赤潮が発生したことから，本件は有害藻類分布域の高緯度地域

への拡大を示す典型的な事例であるといえる。

日水誌、， 78(4)，719-725 (2012) 

醤油重量を用いて製造したニギス魚醤油および蒲鉾製造ロス欝油

の発酵初期に起こるタンパク質の分解について

議谷亜由美(水研セ中央水研)， 

松津保浩(酪農大食と健康学類)， 

小善圭一，康問恭行(富山食研)， 

高野隆司(樹梅かま)， 

矢野豊，史晃正隆(水研セ中央水研)

醤油麹を用いたニギス魚醤油では，発酵開始から 7日目以

内にもろみの液化が進行し，タンパク質量が減少した。一方，

務鉾製造ロスが主原料の醤油もろみでも，発酵開始から l日

以内に液化が進行し，タンパク質量が減少したことから，魚醤

油の発酵初期には自己消化酵素よりも麹由来のタンパク質分解

酵素が強く作用することが示唆された。原料タンパク賓の差異

は分解産物の内訳や挙動に影響を及ぼすことが示された。すな

わち，低分子のタンパク質成分の分子量分布やそれらの消長お
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