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はじめに

アユの種苗放流は全国各地で行われているが，千葉
県でも５河川で種苗放流が行われている。房総丘陵に
発し，太平洋に注ぐ夷隅川でも種苗放流が行われてお
り，上流域でアユが漁業や遊漁で利用されている。し
かし，近年はアユ冷水病による被害やカワウによる食
害1）などにより，漁期内のアユ資源の状態は著しく不
安定である。また，夷隅川では，その下流部に位置す
る潮止堰下まで天然アユが遡上してくることが知られ
ており2），中流部に位置する苅谷堰と合わせた二つの
堰を越えることで，漁場域への天然アユの遡上が可能
である。これらの堰には魚道が設けられており，その
機能は不完全ではあるものの2,3），魚道を改修すること
で天然アユを漁場域に到達させる可能性を有している。
一方，千葉県では，種苗生産施設で生産されたアユ

種苗が県内河川の漁場に放流されているが，その健苗
生産の過程でアユ稚魚（シラスアユ，体重0.3～0.5g）
が間引かれている。そこで，これらのシラスアユを有
効に利用し，河口域に放流することで，天然アユと同

じように，自発的に遡上させることが可能かどうかを
検証するために，アリザリンコンプレクソン（以下
ALCという）による標識試験および標識放流を行った
ので報告する。

材料と方法

標識試験
シラスアユに対するALC標識の有効性を確認する

ため，千葉県内水面水産試験場（現千葉県水産総合研
究センター内水面水産研究所）において３試験を行っ
た。供試魚には千葉県栽培漁業センター（現千葉県水
産総合研究センター種苗生産研究所）で生産したシラ
スアユを用い，各試験終了後の生残尾数を計数し，生
残率を求めるとともに耳石の染色状況を観察した。
試験１【標識液濃度及び浸漬時間】実用的で有効な濃
度と浸漬時間を検討するため，海水中のALC濃度を
100，50，25㎎／Ｌとし,それぞれ浸漬時間を24及び６時
間（昼間）とした６試験区と，対象区として海水のみ
で24時間飼育の区を設定した（表１）。各試験区の供試
尾数は57～60尾（平均全長54.6㎜,平均体重0.54g）で，容
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表１ 試験１の概要

生残率
（％）

終了時収容時
尾数

密度
尾／トン

浸漬
時間

ALC濃度
mg／L

水量
Ｌ試験区

生残尾数へい死尾数
7.0453574,7502410012100-24-5
0.0060605,00024501250-24-5
1.7159605,00024251225-24-5
90.0546605,000240120-24-5
86.7528605,000610012100-6-5
96.7582605,0006501250-6-5
68.34119605,0006251225-6-5
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量20Lの水槽に収容して密度を約5,000尾／トンとした。
これらを21㎡飼育池内に地下水のウォーターバス方式
で設置した。
試験２【収容密度】試験１で明らかになった有効濃度
（50，25㎎／Ｌ）及び浸漬時間（６時間）を適用して，
標識時における適正収容密度を検討するため，収容密
度を5,000，10,000，20,000尾／トンとした６試験区を
設定した（表２）。使用した水槽は試験１と同様に容量
20Lの水槽とし，それぞれ60，120，240尾（平均全長
54.6㎜，平均体重0.63g）を収容した。
試験３【標識保持期間】長期間の標識保持状況を確認
するため，試験１，２の生残魚を，容量400Lの水槽に
収容し，淡水馴致を行い，89日間及び180日間，地下水
による流水飼育を行った。標識魚は飼育終了後，耳石
を摘出し，蛍光顕微鏡（G励起）により標識保持状況
を観察した。
調査河川
標識放流によるシラスアユの遡上調査を，夷隅川で

行った（図１）。夷隅川は太平洋に注ぐ流路延長67.5㎞
の２級河川で，河口から約6.2㎞に潮止堰があり，これ
より下流は感潮域である。潮止堰には鋼製のデニール
式簡易魚道（アユの遡上が可能）のほか，従来の階段
式魚道（遡上困難）が設置されている。また，河口か
ら約17.2㎞ には苅谷堰があり階段式魚道が設置されて
いる。
標識放流
標識放流は，河口から約3.1㎞にある岬橋で行った。
この地点は，岬橋付近までは水深が５～６mで，海水
の影響が十分にあり，潮位に関わらず環境が安定して
いると考えられることから放流地点とした4）。
2001年 千葉県栽培漁業センターで生産したふ化後
66日のシラスアユ（平均全長40.3㎜，平均体重0.28g）
を用いて，1月30日に，活魚車の水槽内で直接ALC標
識を施した（表３）。活魚槽内にALC溶液（標識液濃
度50㎎／L）を満たし，収容密度が約１万～1.4万尾／
トンになるように収容した。浸漬時間は６時間とし，
浸漬後水槽内に海水を注入し，ALC溶液を薄めながら

サイホンで他の水槽に排出した。ALC溶液を排出後，
放流地点の岬橋へ移送し，橋上からビニール筒を用い
て55,000尾のシラスアユを放流した。放流時の環境は，
表層は水温7.0℃，塩分0.8PSUで，底層（水深４m）は
水温11℃，塩分28.7PSUであった。
2002年 2001年と同様に，ふ化後65日のシラスアユ
（平均全長47.2㎜，平均体重0.38g）を用いて，1月16日
に活魚車水槽内でALC標識を施し，岬橋から53,000尾
を放流した（表３）。放流時の環境は，表層は水温10.4
℃，塩分11.3PSUで，底層（水深4m）は水温12.3℃，
塩分33.9PSUであった。
2003年 標識放流を２回行い，ふ化後67日（1月28日放
流，平均全長45.9㎜，平均体重0.29g）と，ふ化後91日
（２月21日放流，平均全長69.5㎜，平均体重1.4g）のシ
ラスアユを用いた（表３）。2001年と同様の標識条件の
下に，活魚車水槽内で標識を施し，夷隅川下流の若潮
橋（１月28日，52,000尾）および岬橋（２月21日，25,000
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表２ 試験２の概要

生残率
（％）

終了時収容時
尾数

密度
尾／トン

浸漬
時間

ALC濃度
mg／L

水量
Ｌ試験区

生残尾数へい死尾数
93.3564605,00024501250-6-5
90.81091112010,00024501250-6-10
82.91994124020,00024501250-6-20
96.7582605,0006251225-6-5
95.8115512010,0006251225-6-10
87.52103024020,0006251225-6-20

図１ 調査河川の概要



河口域に放流したシラスアユ人工種苗の遡上

尾）で放流した。
放流時の環境は，１月28日は，表層で水温10.7℃，塩
分2.8PSUであった。また，２月21日は，表層で水温8.7
℃，塩分6.7PSU，底層で水温12.1℃，塩分34.3PSUであ
った。
2004年 これまでと同様に，ふ化後65日のシラスアユ
（平均全長40.7㎜，平均体重0.27g）を用いて，1月15日
に活魚車水槽内で標識を施し，岬橋から54,000尾を放
流した（表３）。放流時の環境は,表層が水温6.9℃,塩分
7.5PSUで，底層は水温12.1℃，塩分34.3PSUであった。
遡上調査
遡上調査は，潮止堰下，同堰のデニール式簡易魚道

および苅谷堰下において，投網，タモ網，袋網を使用
して行った。また，放流後の分散状況を把握するため，
2002，2003年に河口部の砂浜（河川内）での投網によ
る採捕及びシラスウナギ漁に混入したアユの収集（岬
橋～潮止堰）を補足的に行った。
採捕調査時には水温を測定し，採捕したアユは冷蔵

（または冷凍）で持ち帰り，全長，体長，体重を測定後
耳石を採取し，蛍光顕微鏡（G励起）を用いてALC標
識の有無を確認した。
2001年 投網による採捕調査を，夷隅川の潮止堰下に
おいて，放流翌日の１月31日から５月30日までに18回
行い，このうち初めてアユを採捕した3月16日以降に
同川苅谷堰下でも採捕を行った。各調査日とも10～20
投を目安として採捕を行った。投網の目合は30節を用
いた。
また，潮止堰に設置してあるデニール式の簡易魚道

を遡上通過するアユを袋網を用いて採捕した。採捕は，
投網調査で初めて採捕した日（３月16日）から５月30
日までに８日間延べ24回行った。簡易魚道は，潮止堰
の既設階段式魚道の一部を改良し，鋼製のデニール式
魚道（長さ5.4ｍ，幅0.5ｍ，高さ0.43ｍ）を設置したも

ので，上流側出口に袋網（目合26節）を取り付け，遡
上する魚類を採捕した。袋網の設置は，堰下の水位が
潮位の変化に伴い上下することから，魚類が魚道に侵
入可能な水位の時間帯に，１回の網設置時間を30～60
分として数回繰り返した。
2002年 投網による採捕調査を2001年と同様の方法
で，潮止堰下では放流２日後の１月18日から６月10日
までに23回，このうち苅谷堰下では3月14日以降に行
った。 また，放流地点より下流の河口部砂浜域で，１
月18日から３月14日までに６回の投網採捕調査を行っ
た。
簡易魚道における採捕調査を2001年と同様の方法で
３月25日から６月10日までに，11日間延べ33回にわた
り行った。なお，使用した袋網の目合は30節を用い
た。
また，岬橋（放流地点）から潮止堰の間で行われて
いるシラスウナギ漁業（タモ網による灯火採集）によ
り混入したアユを漁業者から収集した。
2003年 投網による採捕調査を2001年と同様の方法
で，潮止堰下では２月14日から６月９日までに16回，
このうち苅谷堰下では３月11日以降に行った。
また，河口部砂浜域で，１月29日から２月28日まで
に３回の投網採捕を行ったほか，シラスウナギ漁業に
より混入したアユの収集を行った。
簡易魚道における採捕調査を2002年と同様の方法で，
３月20日から６月９日までに，８日間延べ23回にわた
り行った。
2004年 投網による採捕調査を2001年と同様の方法
で，潮止堰下では３月４日から６月17日までに17回，
苅谷堰下では４月７日から６月24日に７回行った。
簡易魚道における採捕調査を2002年と同様の方法で，
４月17，19，23，30日の４日間に延べ12回行った。
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表３ 標識放流結果

2004年2003年2002年2001年放流年
1月15日2月21日1月28日1月16日1月30日放流月日
夷隅川岬橋夷隅川岬橋夷隅川若潮橋夷隅川岬橋夷隅川岬橋放流場所
54,000尾25,000尾52,000尾53,000尾55,000尾放流尾数
全長40.7㎜全長69.5㎜全長45.9㎜全長47.2㎜全長40.3㎜放流サイズ
体重0.27g体重1.42g体重0.29g体重0.39g体重0.29g
65日91日（2回目）67日（1回目）65日66日ふ化後日数
50㎎／L50㎎／L50㎎／L50㎎／L50㎎／LALC濃度
6時間6時間6時間6時間6時間浸漬時間
96%95%91%98%89%標識時生残率
6.9℃8.7℃10.7℃10.4℃7.0℃表層（水温）
7.5psu6.7psu2.8psu11.3psu0.8psu（塩分）
12.1℃9.0℃－12.3℃11.0℃底層（水温）
34.3psu33.3psu－33.9psu28.7psu（塩分）
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遡上状況および遡上率
アユの遡上状況を把握するため，調査日ごと，採捕

場所ごとに，調査尾数及び放流魚（ALC標識魚）尾数
を集計し，混獲率を計算するとともに，投網採捕時の
一投あたりの採捕尾数を努力量としたCPUE（単位漁
獲努力量あたり漁獲量）を算出した。また，簡易魚道
における袋網での採捕尾数を集計し，袋網設置一時間
あたりの採捕尾数を努力量としてCPUEを算出した。
次に，放流したシラスアユ人工種苗の遡上率を推定

するため,潮止堰下における各年の稚アユ推定来遊量2）

に，投網採捕におけるALC標識魚の混獲率を乗じて遡
上尾数を推定し，これに対する標識放流尾数の割合を
遡上率として算出した。

結果および考察

ALC濃度，浸漬時間，収容密度及び標識保持期間
2000年１月27日に行った試験１によるALC濃度及
び浸漬時間と生残率の関係を表１に示した，生残率は，
浸漬時間６時間が68.3～96.7％で，24時間が0.0～7.0％
であり，対照区は90.0％であった。
耳石標識の観察結果（標識後89日）はALC濃度と浸

漬時間とによらず同様に明瞭であった。
2000年2月10日に行った試験２による収容密度と生
残率の関係を表２に示した。生残率は，82.9～96.7％
であった。収容密度が低いほど生残率が高い傾向が見
られた。標識の保持状況はALC濃度25及び50㎎／L区
では，標識後180日において保持を確認できた。しか
し，25㎎／L区では標識が不明瞭な個体も見られた。
以上の試験結果から，シラスアユ期におけるALC標

識は，ALC濃度50㎎／L，浸漬時間６時間，収容密度
１万尾／で標識することにより，標識後180日後にお
いても容易に蛍光を確認できることが明らかになった。
このため，この標識条件で，標識放流を行った。

遡上調査
2001年 潮止堰下における投網調査では，３月16日か
らアユが採捕され，５月30日まで毎回採捕された（図
２，表４）。投網１投あたりの採捕尾数（CPUE）は，
４月の下旬から増加し，５月10日に最大300尾／投に
達した。
採捕日ごとの平均全長は61.0～86.5㎜ で，採捕の
ピーク時期にやや小型化する傾向が見られた。
簡易魚道における袋網による採捕調査では，４月９

日から遡上アユが採捕され，５月30日まで毎回採捕さ
れた。１時間あたりの採捕尾数は５月７日に最大とな
った（270尾／時）。採捕日ごとの平均全長は66.1～81.3

㎜であった。
苅谷堰下における投網採捕では，４月20日に初めて
採捕され，５月29日まで毎回採捕された。CPUEは５
月17日に最大値に達した（5.8尾／投）。採捕日ごとの
平均全長は87.3～108.0㎜で潮止堰下より大きい傾向で
あった。
潮止堰下での投網採捕では，水温10℃以下でも３月
中旬から採捕され始めたが，魚道を遡上通過するアユ
は水温が15℃以上となった４月９日からであり，アユ
は堰下に一旦集群した後，水温の上昇をきっかけとし
て遡上を開始すると考えられた。また，潮止堰の魚道
を通過したアユは７～10日前後で11.0㎞ 上流の苅谷堰
に達し，同堰を通過できずに滞留・成長すると考えら
れた。
2002年 潮止堰下における投網調査では，３月14日か
らアユが採捕され，６月10日まで毎回採捕された（図
２，表５）。CPUEは４月の上旬に急増（最高152尾／
投）した後，一旦減少し，再び５月中旬に増加した。採
捕日ごとの平均全長は65.7～89.3㎜ で，時期が進むに
連れてやや小型化する傾向であった。
簡易魚道における袋網による調査では，４月11日か
ら遡上アユが採捕され，５月14日まで毎回採捕された。
CPUE（１時間あたりの採捕尾数）は4月中旬に小

ピークがあった後，一旦減少し，５月14日に最大とな
った（42.5尾／時）。採捕日ごとの平均全長は57.5～
86.6㎜ であった。また，全長について投網採捕魚群と
採捕日ごとに比較したところ，有意差はなかった。
苅谷堰下における投網採捕では，４月11日に初めて
採捕され，５月27日までの８調査日中の６日で採捕さ
れた。CPUEは４月下旬と５月下旬に増加したが，低
いレベルで推移した（最高1.4尾／投）。採捕日ごとの
平均全長は74.3～111.6㎜で潮止堰下より大きく，ばら
つきも大きい傾向であった。また，河口部での投網採
捕では，放流2日後の１月18日，２月12日および３月４
日の３日で各１尾が採捕された。
シラスウナギ漁業によるアユの混入は，放流地点よ
り上流のシラスウナギ漁場で，３月２日，19日および
４月１日～15日の間で計８尾が採捕された。採捕日ご
との平均全長は60.5～79.7㎜であった。
2002年の潮止堰へのアユ来遊状況は，水温が14℃
に達した３月14日から採捕され始め，17℃に達した４
月11日から魚道でも採捕され始めた。その後，低温傾
向が続いたことや，流量などの遡上条件があわない日
が多かったことから，調査期間中の魚道遡上量は多く
なかったと考えられた。
2003年 潮止堰下における投網調査では，２月14日
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（堰下水温9.8℃）に初めてアユが採捕されたが，継続的
に採捕されたのは３月11日以降で，６月９日まで毎回
採捕された（図２，表６）。CPUEは，５月26日が258.2
尾／投と最も多かったが，ピークは４月下旬と５月下

旬の２回現れた。
簡易魚道における稚アユの遡上は４月１日の４尾

（1.4尾／時）の採捕に始まり，一時的に水温の降下した
４月24日（15.4℃）と水温が著しく高かった５月30日
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表４ 遡上調査における採捕尾数とCPUEおよび採捕魚の大きさ（2001年）

5/305/295/175/105/74/244/204/94/54/23/283/223/16採捕月日
4122190022916765694604529210採捕尾数

潮止堰
（投網） 4.12.21.0300.038.216.713.06.946.04.52.90.21.0CPUE（尾/投）

73.479.161.072.674.667.769.677.286.577.675.775.379.7平均全長（㎜）
912675271103－－00採捕尾数

潮止堰
（魚道袋網） 3.43.4270.011.60.351.5－－00CPUE（尾/投）

81.366.176.474.970.477.0平均全長（㎜）
－4589－1490－0000採捕尾数

苅谷堰
（投網） －0.45.80.9－1.40.50－0000CPUE（尾/投）

108.098.887.394.0100.6平均全長（㎜）

図２ 潮止堰下（投網）および簡易魚道（袋網）で採捕されたアユのCPUEと水温
上段から，2001年，2002年，2003年，2004年の各グラフを示す。
CPUEは，投網は一投あたりの採捕尾数を，袋網は網設置一時間あたりの採捕尾数を示す。
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（24.8℃）を除いて６月９日の18尾（5.8尾/時）まで，
毎回採捕された。遡上魚の大きさは，全長58.7～99.2
㎜であった。遡上が見られたときの水温は14.2～22.7
℃であった。
また，苅谷堰下では，５月１日から６月９日の期間

で，稚アユが採捕されたが，河口部の砂浜域では稚ア
ユは採捕されなかった。また，タモ網採捕では，２月
24日に 尾採捕された。7
2004年 潮止堰下における投網調査では，３月４日
（堰下水温9.1℃）に初めて採捕され，６月17日（同23.8
℃）まで毎回採捕された（図２，表７）。
CPUEは５月25日が469.0尾／投と最も多かったが，
ピークは４月下旬と５月下旬の２回現れた。

簡易魚道における稚アユの遡上は４月17，19日に確
認された。遡上魚の大きさは，全長58.9～102.6㎜（平
均78.2㎜）であった。また，遡上が見られたときの水温
は18.9～20.1℃であった。
また，苅谷堰下では，５月３日から６月24日の間に
稚アユが採捕された。
標識魚の再捕状況
2001年【再捕尾数】採捕された合計2,961尾のうち，
1,953尾の耳石標本を検鏡したところ，13尾からALC
標識による明瞭な蛍光が観察された（表８）。標識再捕
魚は，すべて潮止堰下での投網採捕魚からであり，苅
谷堰下（全94尾）や簡易魚道での袋網採捕魚（全827尾
中518尾検鏡）からは確認されなかった。
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表８ 採捕調査におけるALC標識魚混獲状況（2001年）

計5/305/295/175/105/74/244/204/94/54/23/283/223/16採捕月日調査地点
2,0404122190022916765694604529210採捕尾数

潮止堰
（投網）

130000452110000ALC標識魚
1,3414122120122916765694604529210検鏡尾数
1.00.00.00.00.01.73.03.11.40.20.00.00.00.0混獲率（%）

表６ 遡上調査における採捕尾数とCPUEおよび採捕魚の大きさ（2003年）

6/95/305/265/125/14/304/244/184/154/13/243/203/143/112/282/14採捕月日
209621,29187501,2331,3908195653791021323806採捕尾数

潮止堰
（投網） 26.17.8258.20.875.0246.6173.8136.556.523.710.26.60.20.80.00.4CPUE（尾/投）

－－－－68.167.068.567.578.269.966.071.582.583.561.3平均全長（㎜）
1801410540延べ採捕尾数

潮止堰
（魚道袋網） 5.80.03.50.40.06.01.40.0CPUE（尾/時）

71.568.171.373.579.1平均全長（㎜）

表７ 遡上調査における採捕尾数とCPUEおよび採捕魚の大きさ（2004年）

6/175/285/255/195/175/64/304/264/234/214/194/174/154/73/293/183/4採捕月日
2041,9812,3456961,0145401,0554536618319538528755913722採捕尾数

潮止堰
（投網） 20.4283.0469.069.667.654.0175.845.366.18.319.527.519.155.913.70.20.1CPUE（尾/投）

70.874.679.869.470.372.272.470.470.272.973.674.172.966.772.757.966.7平均全長（㎜）
0011123延べ採捕尾数

潮止堰
（魚道袋網） 0.00.037.05.8CPUE（尾/時）

78.2－平均全長（㎜）

表５ 遡上調査における採捕尾数とCPUEおよび採捕魚の大きさ（2002年）

6/105/275/225/145/95/75/24/304/264/244/234/194/164/154/114/23/253/203/14採捕月日
122765661931110113167160435－76259640351採捕尾数

潮止堰
（投網） 0.20.227.662.919.31.820.21.320.926.70.45.8－152.459.64.00.20.50.1CPUE（尾/投）

75.669.573.276.874.265.771.766.371.673.175.678.380.576.580.780.385.589.3平均全長（㎜）
008514151258110延べ採捕尾数

潮止堰
（魚道袋網） 0.00.042.50.31.35.00.215.84.62.90.0CPUE（尾/時）

78.557.571.674.176.974.486.679.9平均全長（㎜）
14082614010－0採捕尾数

苅谷堰
（投網） 1.40.00.80.20.61.40.00.10.0－0.0CPUE（尾/投）

82.1111.683.274.384.3－平均全長（㎜）
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【再捕期間と大きさ】遡上アユの採捕時期は３月16日
～５月30日であったが，標識再捕魚は４月５日～５月
７日にのみ出現し，遡上時期は偏っていた。また，大
きさは，平均全長74.6㎜，標準偏差5.64でばらつきは小
さかった。
【混獲率】標識再捕魚の採捕日ごとの混獲率は，0.22
～3.08％で，４月20日および４月24日に高い値を示し
た。また，５月７日の潮止堰下での投網採捕では，堰
下で採捕されたものと魚道入り口直下で採捕されたも
のを分けて耳石の観察をしたところ，堰下採捕魚での
みALC標識が確認され，流れが直接あたる魚道直下で
の採捕魚からは観察されなかった。
2002年【再捕尾数】採捕された合計3,142尾の全個体
の耳石標本を検鏡したところ，11尾からALC標識によ
る明瞭な蛍光が観察された（表９）。標識再捕魚は，河
口部での投網採捕で１尾（１月18日），シラスウナギ漁
業で1尾（４月１～10日のうちの１日），潮止堰下での
投網採捕で８尾（４月11日，４月15日に各４尾）およ
び簡易魚道の袋網採捕で１尾（４月11日）が出現し，
苅谷堰下では出現しなかった。
【再捕期間と大きさ】 標識再捕魚の採捕時期は放流
２日後に河口部で採捕された１尾を除いて，４月１日
～４月15日であり，遡上時期は偏っていた。また，こ
れら４月に採捕された標識再捕魚の大きさは，平均全
長82.6㎜ で，天然魚群と比較したところ有意差はなか
った。また，放流から２日後の１月18日に，河口付近
の砂浜域で再捕されており，放流直後に広範囲に分散
しているものと考えられる。

【混獲率】 標識再捕魚の採捕日ごとの混獲率は，河
口部で100%（n=1），シラスウナギ漁業で20%（n=5），
潮止堰下の投網で0.5%（n=762）と0.7%（n=596），簡
易魚道で9.1%（n=11）であった。
2003年【再捕尾数】 採捕調査で得られたアユのうち
４月末までに採捕された2,861尾の耳石を検鏡したと
ころ，11尾からALC標識による明瞭な蛍光が観察され
た（表10）。標識再捕魚は，２月24日に採捕された５尾
（シラスウナギ漁業によるタモ網採捕）を除いて，すべ
て潮止堰下での投網採捕魚で，苅谷堰下での採捕魚か
らは確認されなかった。この２月24日の標識再捕魚は，
福原橋付近で採捕されており，２回目放流群（２月21
日放流）であることが耳石観察から確認されたことか
ら，放流後３日で，約1.5㎞上流に遡上していたと考え
られた。
【再捕期間と大きさ】採捕された時期は，３月24日～
４月24日の範囲であり，再捕時期には偏りが見られた。
１回目放流群の再捕魚の大きさは，平均全長72.6㎜で
標準偏差は6.07であった。
【混獲率】潮止堰下での再捕魚はすべて1回目放流群
（１月28日）で，混獲率は，０～0.98％であった。
2004年【再捕尾数】
採捕調査で得られたアユ稚魚のうち1,511尾（投網採
捕1,404尾，袋網採捕107尾）の耳石について，ALC標
識の確認を行ったが，標識魚は出現しなかった（表11）。
遡上率の推定
2001～2004年の潮止堰下に出現した投網採捕におけ
る標識魚数に基づく遡上率の推定結果を表12に示した。
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表９ 採捕調査におけるALC標識魚混獲状況（2002年）

計6/105/275/225/145/95/75/24/304/264/244/234/194/164/154/114/23/253/203/14採捕月日調査地点
2,936122765661931110113167160435－76259640351採捕尾数

潮止堰
（投網）

8000000000000－440000ALC標識魚
2,936122765661931110113167160435－76259640351検鏡尾数
0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0－0.50.70.00.00.00.0混獲率（%）
150008514151258110採捕尾数

潮止堰
（魚道袋網） 100000000010ALC標識魚

0.70.00.00.00.00.00.00.00.00.09.10.0混獲率（%）

表10 採捕調査におけるALC標識魚混獲状況（2003年）

計6/95/305/265/125/14/304/244/184/154/13/243/203/143/112/282/242/14採捕月日調査地点
6,957209621,29187501,2331,3908195653791021323806採捕尾数

潮止堰
（投網）

2,795－－－－－5005006005653791021323806検鏡尾数
60131010000ALC標識魚
0.2－－－－－0.00.20.50.20.01.00.00.00.0－0.0混獲率（%）
77採捕尾数

福原橋
（タモ網） 55ALC標識魚

71.471.4混獲率（%）
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2001年は検鏡尾数1,341尾中13尾，2002年は2,936尾中
８尾，2003年は2,795尾中６尾，2004年は1,404尾中０尾
であった。同堰下への推定来遊尾数2）から推定した遡
上率は，０～1.80％であった（表12）。
このため，シラスアユを河口域に放流した場合，量

的には少ないものの河川を遡上することが明らかにな
った。アユの生活史の中で，海域生活期における減耗
が著しく，年変動も激しいことが示唆されている5）こ
とから，天然資源の遡上量が少ない（海域での減耗が
著しい）場合は，このような河口域放流資源が有効な
資源として寄与する可能性がある。
また，アユの資源動態を考える上では海域から遡上

までのアユ仔稚魚の生活史は重要であるものの必ずし
も明らかではない6,7）。アユの生活史のうち，卵から流
下仔魚となり，海域生活に至るまでの減耗過程につい
て5,8,9）や天然魚の遡上様式10-12）は，過去の研究事例が
あるものの，本研究のような海域生活期の稚魚が遡上
していく過程を大量標識を施した人工種苗を用いて解
析した例はない。今回，把握された厳冬期から遡上に
至るまでの成長過程や標識放流魚の遡上時期の偏りな
どは，これらを検討していく上での基礎的な資料とな
るであろう。今後，耳石日周輪の解析を行うことなど
により，夷隅川に生息しているアユの資源動態解析が
進むことが期待される。

要 約

1）千葉県のアユ種苗生産施設で，健苗生産の過程で
間引かれているアユ稚魚（シラスアユ）を夷隅川
の河口域に放流し，自発的に遡上させることが可
能かどうかを検証するために，アリザリンコンプ
レクソン（以下，ALC）を用いた標識試験と放流
試験を行った。

2）シラスアユへのALC標識条件を探るため，ALC濃
度，浸漬時間，収容密度及び標識保持期間の検討
を行った。

3）標識試験の結果，シラスアユへのALC標識は，
ALC濃度50㎎／L，浸漬時間6時間，収容密度１万
尾／トンで標識することで，標識後180日後にお
いても耳石中の蛍光を確認できることがわかった。

4）これらの標識条件により標識したシラスアユを夷
隅川下流部の岬橋において，2001年から2004年の
各１月（平均全長40.3～47.2㎜，52,000～55000尾）
および2003年の２月（平均全長69.5㎜，25,000尾）
に放流した。

5）標識魚の遡上状況を追跡するため，投網や袋網等
（簡易魚道内）を用いた採捕調査を2001年から2004
年に夷隅川潮止堰，潮止堰に設置した簡易魚道，
同川苅谷堰で実施した。

6）2001年から2004年に夷隅川潮止堰下で行った採捕
調査では，各年とも３月上・中旬から堰下への遡
上が始まり，６月まで継続した。遡上のピークの
時期は年により異なったが４月中下旬か５月中下
旬が多かった。

7）標識放流魚は，2001年から2003年は，９～13尾が
各年に再捕されたが，2004年は再捕されなかった。

8）標識再捕魚の出現時期は２週間から１か月程度の
期間に集中して再捕されており再捕時期が偏って
いた。また，そのサイズは，同時期に採捕された
天然魚との間に差はなかった。

9）放流尾数に対する放流魚の潮止堰下への推定来遊
放流魚尾数を遡上率として算出したところ，2001
年から2004年に０～1.8％と推定された。

10）これらのことから，シラスアユを河口域に放流し
た場合，量的には少ないものの河川への遡上が認
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表12 遡上率の算出

2004200320022001定義項目

00.210.270.97（％：ALC標識魚の比率）混獲率A
219,459195,51575,180101,999（尾：尾崎（2005））推定来遊尾数B

0411203989（尾：A×B）推定遡上尾数C
54,00077,00053,00055,000（尾：ALC標識尾数）標識放流尾数D
0.000.530.381.80（％：C／D×100）遡上率E

表11 採捕調査におけるALC標識魚混獲状況（2004年）

計6/175/285/255/195/175/64/304/264/234/214/194/174/154/73/293/183/4採捕月日調査地点
10,5992041,9812,3456961,0145401,0554536618319538528755913722採捕尾数

潮止堰
（投網）

1,404991001001009310099979869964910010010022検鏡尾数
000000000000000000ALC標識魚
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0混獲率（%）
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められ，天然資源の遡上量が少ない（海域での減
耗が著しい）場合は，このような河口域放流群が
有効な資源として寄与する可能性がある。
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