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紀伊水道東部海域における稚アユの漁獲量と成長特性

吉本　洋1

Catch and Growth Characteristics of Juvenile Ayu
in the Eastern Coastal Waters Facing Kii Channel 

Yo YOSHIMOTO
1

Abstract: The characteristics of fishing for the marine juvenile ayu (Plecoglossus altivelis altivelis) 
were investigated based on catch data from the fishing ground in the eastern coastal waters facing 
Kii Channel between 1980 and 2004. In years with rich yields, the amount of marine juvenile ayu 
fished remained the same for a prolonged period, and the area of the fishing ground was wider, 
compared to those years with poor yields. Age determination using the otolith between 1990 and 
1997 indicated that in the years with rich yields, juvenile ayu would reach the fishing ground at 
a younger age in the order of hatching. In addition, these ayu resided in the fishing ground for 
shorter periods and their growth rates were higher than those in years with poor yields. These 
observations suggest a relationship between the growth rate and the level of the stock of the 
juvenile ayu.
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両側回遊性のアユ Plecoglossus altivelis altivelis は，
河川漁業や遊漁の対象として内水面漁業の重要魚種
となっているが，近年は，冷水病の発生（Iida and 

Mizokami 1996），カワウ Phalacrocorax carbo の食害
（Takahashi et al. 2006）などにより，全国的にもアユ
資源は減少傾向にある＊1。
紀伊水道東部海域では河川放流および養殖用種苗

として稚アユが漁獲されているが，漁獲量の年変動は
激しく，採捕漁業者・河川関係者・養殖業者からは安
定的な資源の確保が求められている。当海域での海産
稚アユの漁獲量に関する研究としては，漁獲量と放流
量・放流組成の関係（堀木 1991），漁獲量変動と環境
要因（吉本・高橋 2006a），資源量の推定（吉本・高
橋 2006b）に関する報告がある。
一般に魚類では，卵から仔稚魚期を経て資源に加
入するまでの成長率の年変動が，加入量に反映される
とされている（Houde 1987）。しかし，アユに関して
は砕波帯の調査で，資源豊度の高い年は体長が大きく

なるという報告（東ら 2003a）がある程度で，資源量
と仔稚魚期の成長に関する詳細な研究は行われていな
い。
このようなことから，本研究では稚アユ漁獲量の年
変動をもとに，豊・不漁年の漁獲特性について明らか
にした。さらに，稚アユ耳石の日令査定をもとに，豊・
不漁時年のアユ仔稚魚の成長と漁場への加入の特徴に
ついても検討した。
和歌山県沿岸での海産稚アユの主な漁場は，紀伊
水道東部海域の湯浅湾・日高海域・田辺湾の 3海域
に大別される（Fig. 1）。1980～2004年には，これら
3海域の稚アユの漁獲量は県全体の約95％を占め，
CPUE と漁獲の変動は類似した傾向を示す（吉本・高
橋 2006a）ことから，漁獲量が資源量を反映している
ものと考えられる。中でも日高海域は，1980年以降毎
年海産稚アユの漁獲があり，県全体の漁獲量の約43％
を占め県下随一の漁場で，耳石による日令査定に関す
る資料も継続的に収集されている。以上のことから，
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日高海域を対象に本研究を実施した。

 材料および方法

漁獲量と CPUE
海産稚アユは県の特別採捕許可にもとづき，主に 1

月下旬から 3月下旬にかけて船曳網（長さ200 m，目
合 6 mm）と敷網（30 m×30 m，目合 6 mm）により
漁獲されている。夜間に漁港内や漁港近くの砂浜海岸
で漁獲された稚アユは，原則としてその後 2日間海上
の生け簀で蓄養され，放流・養殖用種苗として配布さ
れる際に，採捕日と漁獲場所ごとに漁獲量の計測（kg

単位）が行われている。これら計測資料＊2をもとに，
1980～2004年の年間漁獲量と CPUE（kg/boat）を算
出した。また，漁獲量の推移から，平均漁獲量と95％
信頼区間を求め，信頼区間内の年を並漁年，上回る年
を豊漁年，下回る年を不漁年と定義し，漁獲量の推移
と特性について検討を行った。

体長測定および日令査定
1990～1997年の 1～ 4月に，日高海域 9地点（Fig. 1）
で漁獲されたアユ稚魚について，採捕日・場所の異な
るものを 1群として採集し100％エチルアルコールで

固定した。各群について10尾を無作為に抽出し体長（標
準体長：SL）を測定した後，実体顕微鏡下で耳石を
取り出してユーパラールで封入し，描画装置付き顕微
鏡（×400倍）を用いて日周輪を計数し日令を求めた
（Tsukamoto and Kajihara 1987）。さらに，日令と採集
日からふ化日を算定するとともに，体長からふ化時の
体長（6.5 mm）を差し引き日令で除することにより日
間成長率（mm/day）を求めた。なお，エチルアルコー
ルの固定により体長の縮小が考えられるが，本研究で
はその補正は行っていない。

結　　果

漁獲量の推移
1980～2004年の県全域および日高海域での漁獲量と

CPUEの経年変動を Fig. 2 に示す。県全域の漁獲量は
1.0～28.7トン（平均：8.1トン）の間で推移し，1980

年代前半は20トン以上漁獲される年もあったが，1990

年以降は16トン未満となっている。95％信頼区間の
上・下限値はそれぞれ11.1・5.1トンとなった。日高
海域の漁獲量は0.3～14.5トン（平均：3.5トン）の間
で推移し，95％信頼区間の上・下限値はそれぞれ4.9・
2.2トンとなった。95％信頼区間で定義した豊・並・

Fig. 1. Location of sampling stations and survey areas of marine juvenile ayu in the eastern coastal waters facing Kii 
Channel and the Kinan coastal waters, from 1980 to 2004. ○; sampling stations for age determination using otolith in the 
Hidaka coastal waters, ; catch sites of juvenile ayu by fishermen. (S1, Ena; S2, Kobiki, S3, Ohbiki; S4, Kamiya; S5, Yuraura; 
S6, Ubuyu; S7, Mio; S8, Shioya; S9, Inami).
＊2海産稚アユ組合別・採捕者別・日々別採捕実績：和歌山県漁業協同組合連合会．
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不漁年は県全域と日高海域でほぼ一致し，また両海域
の漁獲量の間には正の相関（R = 0.913,　P ＜ 0.01）が
みられた。CPUE は県全域が33～285 kg/boat，日高
海域が17～224 kg/boat の範囲で，両海域の年変動は
よく一致した。また両海域ともに漁獲量と CPUE の
変動傾向は1991・2002年を除きほぼ一致した。
日高海域での平均漁獲量の95％信頼区間により

（Fig. 2），4.9トンを上回る年（1981・1982・1984・
1993・1994・1996年）を豊漁年，2.2トンを下回る
年（1985・1986・1987・1989・1990・1997・1998・
1999・2003年）を不漁年，その他を並漁年とした。
これらの分類をもとに，日高海域での豊・並・不漁年
の，1月後半から 3月後半までの半月ごとの平均漁獲
量（kg/半月）の推移を Fig. 3 に示す。豊漁年には，
S6（産湯）では 1月後半から 3月前半まで安定的な
漁獲（600～1,500kg）があった。また，日高川に近い 

S7（三尾）・S8（塩屋）では 1月後半から 3月後半ま
で，S9（印南）でも 2月前半以降継続的に漁獲が行
われた。由良湾内の S4（神谷）・S5（由良浦），さら
に以北の S1（衣奈）・S2（小引）・S3（大引）でも量
は少ないものの安定的な漁獲がみられた。一方，不漁
年は豊漁年のように漁獲開始時期から継続的に漁獲さ
れることがなく，豊漁年に漁獲量が最も多かった S6

（産湯）でも150 kg 以下で推移した。また，日高川に
近い S8（塩屋）では比較的安定した漁獲があったが，
その他の S1（衣奈）・S2（小引）・S3（大引）・S7（三
尾）では20 kg 以下で推移し，豊漁年のような採捕地
点の広がりはみられなかった。並漁年は豊漁年と同様
に S6（産湯）では 1月後半から 3月前半まで比較的
多く漁獲（318～623kg）され，日高川周辺・由良湾
周辺・S4（神谷）と広範囲で漁獲されたが，全般的
には豊漁年と比較すると漁獲量が少なかった。

加入と成長
1990～1997年の日高海域での豊・並・不漁年時の稚
アユの漁獲量は，それぞれ5.2～8.4トン・2.5～4.4トン・
0.3～0.7トンで，年により約24倍の変動がみられた。
漁獲開始時期は不漁年が 2月 5日～ 3月 5日で，豊漁
年の 1月23日～ 1月30日，並両年の 1月23日～ 1月27

日に比べて遅くなった。また，平均ふ化日は不漁年が
11月 1～18日で，豊漁年の11月18～12月 3日，並漁年
の11月11～11月29日に比べて早かった。
日高海域での稚アユの主なふ化時期は11月である
ことから，漁獲量と11月生まれの稚アユの日間成長
率（mm/day）の関係をFig. 4に示す。日間成長率は，
漁獲量が0.7トン以下の年は0.40 mm/day以下であった

Fig. 2. Annual changes in the catch and CPUE of juvenile ayu in the fishing grounds in the Wakayama and Hidaka coastal 
waters from 1980 to 2004. Solid and dashed lines indicate mean and 95% confidence interval of the catch, respectively.
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が，全体的には漁獲量が多くなるほど高くなる傾向（P 

＜ 0.1）がみられ，その関係式はべき乗式

 y = 0.411 x0.037 　（R = 0.642）

で表された。
豊・並・不漁年の採捕時期とふ化時期の関係を Fig. 

5 に示す。豊・不漁にかかわらず早生まれが早く漁場
に加入し，採捕時期（ x：1月 1日からの日数）とふ化
時期（ y： 9月 1日からの日数）の間には正の相関（P

＜0.01）がみられ，その関係式は

豊漁年: y = 0.468 x + 61.024（R = 0.488）
並漁年: y = 0.414 x + 59.146（R = 0.503）
不漁年: y = 0.523 x + 37.029（R = 0.397）

となった。同時期にふ化した稚魚でも，豊・並漁年に

は不漁年よりも漁場に早く加入する傾向がみられた。
1次回帰式にもとづき，11月15日にふ化した稚アユの
採捕日の理論値を算出すると，豊漁年が 1月29日，並
漁年 2月 6日，不漁年が 3月12日となった。
半月毎の採捕時期とふ化時期の推移を Fig. 6 に示

す。豊・並漁年には，稚アユはほぼ規則的に早生まれ
から順に漁場に加入し，10月にふ化した早生まれは 3

月後半以降は出現せず，漁場への滞在期間は11月以降
に生まれたものと比べて短かかった。一方，不漁年は
豊漁年と比較すると，漁場への加入に関して明瞭な規
則性がみられず，10月生まれのものでも漁獲が開始さ
れる 2月前半から終了時の 3月後半まで漁場に出現し
滞在期間が長かった。
豊・並・不漁年別のアユ仔稚魚の成長を Fig. 7 に示
す。日令（x）と体長（y）の間には正の相関（P＜0.01）
がみられ，回帰式はそれぞれ

Fig. 3. Spatial distribution of juvenile ayu captured in the fishing grounds by categories of yield level in the Hidaka coastal 
waters from 1980 to 2004. The diameter of each circles is drawn in proportion to the cube of catch (kg) of juvenile ayu . 
Locations of catch sites are referable to Fig. 1.
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豊漁年: y = 0.440 x + 5.489（R = 0.756） 
並漁年: y = 0.412 x + 8.716（R = 0.784）
不漁年: y = 0.438 x + 3.306（R = 0.629）

となり，共分散分析による成長の比較を行った結果，
豊漁年と並漁年の間には有意な差がみられなかった
が，豊・並漁年の成長は不漁年に比べ有意（P ＜0.01）
に良好であった。

考　　察

日高海域での海産稚アユの漁獲量をもとに，平均漁
獲量とその95％信頼区間により，漁獲量が4.9トンを
上回る年を豊漁年，2.2トンを下回る年を不漁年，2.2

～4.9トンの年を並漁年とした。日高海域での稚アユ
の漁獲は，豊漁年時には不漁年と比較して，海域のほ
ぼ中央に位置する S6（産湯）において，1月後半の
漁獲開始時から漁獲量が多かった。また，3月前半ま
で安定した漁獲が維持されるとともに採捕地点も広範
囲に及び，時間的・空間的な広がりがみられた（Fig. 3）。
和歌山県の砕波帯に出現したアユ仔魚のふ化日組成
を調べた結果，10～11月にふ化した早生まれの仔魚は，
12～ 1月の遅生まれのものに比べて河口から遠く離
れた地点まで到達するとされている（東ら 2003b;  東 

2004）。その主な要因は，10～11月が12～ 1月よりも

降水量が多く，河川流量の影響で遠方まで仔魚が移動・
分散することと，早生まれの仔稚魚は，生息環境が高
水温で餌料条件も良好で高成長を確保できるため，海
域での移動能力が大きくなることによると指摘されて
いる（東ら 2003b;  東 2004）。今回の研究でも豊漁の
年には稚アユの成長率が高くなったことから（Fig. 4, 

Fig. 7），高成長による遊泳力・移動能力の高さが，ア
ユ資源の空間的な広がりをもたらしたものと考えられ
る。
本研究から，豊・並漁年に漁獲された稚アユは，不
漁年に比べて日間成長率は良好で（Fig. 4，Fig. 7），
同一ふ化時期の稚アユでも漁場への加入が早く（Fig. 

5），漁場での滞在期間も短くなることが明らかになっ
た（Fig. 6）。和歌山県沿岸での調査では，アユの資源
豊度が高い年は低い年に比べ，砕波帯への出現と漁業
者が採捕する時点での仔稚魚の体長が大きくなると指
摘されている（東ら 2003a）。これらの報告は，本研
究で稚アユの成長は豊漁年には不漁年に比べて日間成
長率が高くなるということと一致し，アユの資源豊度
と初期成長の関係が示唆される。
アユは河川を流下し，一時期河口沿岸表層で過ごす。
その後，土佐湾では体長が約10 mm 以上（Azuma et 

al. 2003），富山湾（田子 2002b）では12 mm 以上にな
ると砕波帯に移動する。日高川の周辺海域では，砕波
帯に接岸したアユ仔魚は，体長が約30 mm 以上になる
と一旦姿を消し，その周辺の浅海域で稚魚期まで成長

Fig. 4. Relationship between mean growth rates of juvenile ayu hatched out in November and the catch amount in the fish-
ing grounds in the Hidaka coastal waters from 1990 to 1997. Error bars indicate the standard deviation.
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すると推測されている（東ら 2002）。また，漁業者は
体長約30 mm 以上の稚アユを漁港内やその周辺の砂浜
域で採捕している（東ら 2002;  吉本・高橋 2006b）。
これらの事実から，本研究で調査した漁業者が採捕し
た稚アユは，砕波帯を離れその周辺の浅海域で生息し
ているものを対象としているものと考えられる。
以上のことを総合すると，アユ仔稚魚は豊漁年には
不漁年と比較して初期成長が良好で，同一ふ化時期の
アユでも早く砕波帯を離れその周辺の浅海域に出現し
滞在期間も短く，次の生息海域に移動するものと推定
される。アユの生息域の移動は発育にともなっておこ
ると考えられている（塚本 1989）。本研究では，豊・
不漁年のアユの初期成長率の違いに着目して，浅海
域でのアユの出現特性と滞在期間について明らかにし
た。しかし，今後は単にアユの初期成長だけではなく，
仔魚から稚魚への発育サイズなども考慮し，アユの生
息域の移動について検討する必要がある。
一般に魚類では，資源量が多い年には体長が小さく
なるという密度効果がみられることがある。網走湖の
ワカサギ Hypomesus nipponensis（浅見 2004），瀬戸内
海中西部海域のサワラ Scomberomorus niphonius（岸
田 1990），道東海域のマイワシ Sardinops melanostictus

（和田 1988），瀬戸内海中部海域におけるマダイ 
Pagrus major（高場 1998）などでは，成長が分布密度
に依存し，資源量が多い年は魚体が小さくなると指摘
されている。本研究では，アユの資源量と成長率との
間には上記のような密度依存の関係はみられず，逆に
アユの資源量が多い年には成長率が高くなる傾向がみ
られた。このことからは，他の魚種と比べてアユ仔稚
魚の分布密度が密度依存を起こすほど高くないものと
考えられる。
最近の研究では，魚類の初期減耗の主な要因は被食
と考えられている。また，魚類の年級豊度は初期生活
の特定の時期に決定されるのではなく，卵期から仔稚
魚期を経て資源に加入するまでの累積的な死亡率を成
長速度の関数と考え，成長率の年変動が加入量に反映
するとされている（Houde 1987）。本研究の稚アユ資
源豊度と成長率の関係から，高成長の仔稚魚は低成長
のものと比べて，遊泳力・接餌能力が高く被食の確率
も低く初期減耗も少なくなり，その結果資源量の増大
につながったものと推定できる。しかし，本研究では，
アユが豊漁時に初期成長が良好になる原因については
明らかにはできなかった。また，海域での潮位差（田
子 2002a），フロントの形成（千田 1967），河川水の影
響（塚本ら 1989;  八木ら 2006）などの海洋物理環境や，
カイアシ類などの餌料密度（八木ら 2006）がアユ仔
稚魚の出現・分布・生残に影響を与えるとされている。
今回の研究ではこれらの物理的・生物的要因について

Fig. 5. Relationship between catch date and birth date 
of juvenile ayu by categories of yield level in the Hidaka 
coastal waters from 1990 to 1997.
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は検討されていない。したがって，今後は，野外およ
び室内実験を関連させ，プランクトンなどの餌料環境，
被・捕食魚の関係，降水量，風向・風力，流向・流速，
水温，塩分などの物理的条件なども考慮し，アユ仔稚
魚の出現と分布，成長と減耗，資源豊度，環境収容力
の関係などを総合的に解明する必要がある。

要　　約

1980～2004年の紀伊水道東部日高海域での漁獲資料

をもとに，海産稚アユの漁獲特性について検討した。
豊漁年は不漁年に比較して，長期間にわたり漁獲され
るとともに，採捕海域が広範囲に及び空間的な広がり
もみられた。また1990～1997年の耳石を用いた日令査
定により，豊漁年は不漁年に比べて，稚アユは若齢で
早生まれから順に規則的に漁場に出現し，滞在期間も
短く，日間成長も良好であることが明らかになった。
以上のことから，アユ稚魚の成長と資源豊度との関連
性が示唆された。

Fig. 6. Seasonal changes in the birth date of juvenile ayu by categories of yield level in the Hidaka coastal waters from 1990 
to 1997.

Fig. 7. Relationship between age in days and standard length of juvenile ayu by categories of yield level in the Hidaka coastal 
waters from 1990 to 1997.
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