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琵琶湖産アユにおける河川への遡上開始日と遡上尾数の予測

酒井明久*

(2010年 l月5日受付， 2010年 4月8日受理)

滋賀県水産試験場

Forecast of the first ascending day and number of ascending ayu 

Plecoglossus altivelis altivelis in rivers fiowing into Lake Biwa 

AKIHISA SAKAI* 

Shiga PJザectureFisheries E.ゆerimentStation， Hikone， Shiga 552-0057， Japan 

This study was conducted to examine the relationships among the effects of population density， mean stan-

dard length， plankton biomass， water temperature and precipitation on the first ascending day of ayu Plecoglossus 

altivelis altivelis and the number individuals ascending the Ado River， Lake Biwa. Effects of four factors on fiuctu-

ations of the first ascending day (Yl) in the river were recognized by multiple regression analysis. The factors 

were as fol1ows: number of ayu caught by a set net in March (Xl) ， mean standard length of ayu in mid-March 

(X2) ， plankton biomass in mid-March (X3) ， and water temperature in Lake Biwa in mid司March(X4). 1n addi同

tion， effects of four factors on fiuctuations in the number of ascending individuals of ayu (Y2) in the river from 

April to June were recognized. The factors were as fol1ows: Xl， X2， X3， and amount of precipitation from April to 

Jun巴(X5).The fol1owing equations were obtained by multiple regression analysis of the factors except X5 for the 

forecast. 

y1 = -0.316Xl-3.14X2-1.29X3-9.25X4+290 (P<O.OOl) 

Y2=9.09Xl十 17.5X2+55.3X3-988(ρ<0.001) 

These equations can be used to forecast the first ascending day and the number of ascending ayu individuals in the 

nver. 

キーワード:アユ，遡上日，遡上尾数，琵琶湖，予測

琵琶湖に生息するアユ Plecoglossusaltivelis altivelis 

は，琵琶湖と河川を行き来する回避魚であるが，その遡

上時期は春から秋まで長期間に及ぶ。1.2)これらのうち春

から夏にかけての遡上群は，ヤナ漁で漁獲され河川放流

や養殖用の種苗，あるいは佃煮などの加工品原料として

利用されるほか，コアユ釣りや友釣りなど遊漁の対象と

しても利用される。しかし，アユの遡上開始時期や遡上

最は年によって大きく変動することから，遡上アユの計

画的な利用のためには，これらの要因解明と予測方法の

開発が求められている。

海産アユの遡上時期は，海水温と河川水温が等しくな

る頃に始まることが明らかにされ 3-6)琵琶湖とその流

入河川においても同様の傾向が確認されている。7)ま

た，遡上時期が月齢の影響を受けるとの報告もある。8，9)

一方，遡上量の変動要因は，両側回遊型アユでは前年の

仔魚降下量などとの関係が各地の河川で調べられ検討さ

れているが，その関係は河川ごとに異なっている。9-11)

琵琶湖産アユには大別して春から夏にかけて河川を遡上

する群と，夏の聞も湖中に留まり秋になって産卵のため

に河川に遡上する群が存在するが 1，2)春から夏にかけて

の遡上量の変動要因は明らかとなっていない。また，具

体的に遡上時期や遡上量を予測しようとした研究は，那

珂111， 5)長良川10)および鼠ヶ関川と日高川12)で、行われて

いるに過ぎない。

本研究では，琵琶湖流入河川の安曇川におけるアユの

遡上開始時期や遡上尾数と遡上期前のアユの資源水準や

成長，水温やプランクトン量など各種データとの関係を

分析し，遡上時期や遡上尾数の予測手法を見いだしたの
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で報告する。

試料および方法

分析には 1994~2007 年の 14 年間に得られた次の資

料を用いた。

自的変数複数の琵琶湖流入湾川iでは，遡上アユを漁

獲するヤナ漁が操業されている。本研究では，毎年安定

して操業されている安曇川 (Fig.1)のヤナ漁における

アユの漁獲量データから以下のとおり遡上開始日と遡上

尾数を求め，これらを目的変数とした。

遡上開始日 (Yl):ヤナ漁において 100kg以上の漁

獲量を記録した最初の日を本格的な遡上開始臼として扱

い， 3月1日からの経過日数を各年の遡上開始臼とした。

遡上尾数 (Y2): 4~6 丹の月別漁獲量を同期間のヤ

ナ漁獲アユの月別平均体重で除して各月の漁獲尾数を求

めた。毎年のヤナ漁の操業開始時期は，アユの遡上にあ

わせて決定されるため年によって前後する。解析対象と

した 14年間において最も早い年には 3月1日，遅い年

には 4月24臼に漁獲が開始されており，概ね 4月には

本格的に稼動する。また，操業の終了時期は 6月27日

から 8月 19日の聞で変動しており， 7月以降はアユの

需要の低下や潟水などの理由により，禁漁期を待たずに

操業を終えることが多い。そこで，本研究では毎年安定

して操業される 4~6 月の漁獲尾数を遡上尾数の指標値

とした。

説明変数遡上開始日と遡上尾数の年変動に影響する

要閣として，以下の変数を選定し説明変数とした。

エリ漁獲尾数 (Xl):遡上期前の琵琶湖におけるアユ

資漉尾数の指標値として， 3月の小型定置網(エリ)に

おけるアユ漁獲尾数を用いた。データには琵琶湖におい

て最も多くのヱリを操業する志賀町漁業協関組合 (Fig.

1)の漁獲量を採用し，これを 3月の操業統数とエリ漁

獲アユの平均体重で除して，エリ 1統当たりの漁獲尾

数を求めた。

体長 (X2):遡上期前のアユの体長として，エリ漁獲

アユの 3月中勾の平均体長 (mm)を用いた。

プランクトン量 (X3):琵琶湖におけるアユの餌の量

の指標値として，滋賀県水産試験場が毎月 1回実施し

ている琵寵湖定点定期観測13)において， 3月に沖合に設

定された 3定点 (Fig.1) の水深 0~20m で測定された

プランクトン沈殿量 (mL/m3) の平均値を用いた。な

お，プランクトンの採集は，北原式中層定量ネット(網

口直径 25cmまたは 22.5cm，回合 95μm)を用いて行

われた。

湖水温 (X4):琵琶湖定点定期観測13)の3定点 (Fig.

1) における 3月の水深 10mの水温 CC)の平均値令

用いた。

降水量 (X5):アユの遡上期における安曇川の水量に
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Fig. 1 Map of the study area. Triangles indicate the loca悶

tions of fish weirs called “yana". Open squares (1-3) 
indicate the stations where water temperature at 10 m 
depth and plankton biomass were observed. The dot-
ted area indicates the fishing ground of a set net called 
"eri" . 

影響する要因として，気象庁の気象統計情報 (http://

www.]ma.go・jp/ jma/ index.html)から南小松 (Fig.1) 

における 4~6 月の降水量 (mm) を調べ，この積算値

をデータとして用いた。

遡上開始日 (Yl) と遡上尾数 (Y2)の変動要屈を抽

出するとともに予測式を導くため，Y1においては Xl

~X4， Y2 においては Xl~X5 との関係を重回帰分析に

より調べた。なお，各説明変数間 (Xl~X5) には有意

な相関はみられず (Table1)，重田帰分析を行う上で開

題となる多重共線性は認められなかった。最長重回帰式

は，変数減少法により赤池の情報量基準 (AIC)が最小

となるモデルを求めた。 Y2の分析においては， 4~6 月

のデータであるため予郡に利用できない X5を含むモデ

ルが採択された場合，これを除いた変数のみを用いて同

様に重回帰分析を行い予測式とした。得られた 2つの

予測式の有効性を確認するため， 2008年と 2009年の

遡上開始臼と遡上尾数を予測し，実測イ直と比較した。予

測値を求めるための両年の各変数のデータは 2007年ま

でと同様の方法で収集した。また，安曇川における遡上

開始日と過上罵数の予測結果が他の河川に適用可能かど

うかを検討するため，安曇川の対岸で琵鷲湖に流入しヤ

ナ漁が操業されている姉)11(Fig.1)における遡上開始



672 酒井

Table 1 Correlation coefficient between the first ascending day， the number of ascending ayu in the Ado River from April to June 
and five factors 

Factor 

Yl: First ascending day of ayu in the Ado River 

Y2: Number of ascending ayu individuals in the Ado River from April 

to June 

Xl: CPUE in March (number/set net-month) 

X2: Mean standard length in mid-March (mm) 

X3: Plankton biomass in mid-March (mL/m3) 

X4: Water temperature at 10-m depth in Lake Biwa in mid-March CC) 

X5・Amountof precipitation at Minamikomatsu from April to June 

料 Significantlevel at 5Jo and 1%， respectively 
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Fig. 2 Comparison between the obs巴rved(.) and esti-
mated (0) days progressed from 1 March to the first 
record of a catch of more than 100 kg/ day of ayu in the 
fish weir "yana" by using multiple regression analysis 
in the Ado River from 1994 to 2009. Dotted lines and 
vertical bars indicate the 95% confidence interval and 
95% prediction interval， respectively. 

日と遡上尾数を，安曇川と同様の方法で収集した。

なお，本研究における統計解析には R2.8.1(R Deve-

lopment Core Team， Vienna， Austria) とそのパッケー

ジMASSを使用した。

結果

遡上賭始日の変動要因と予測 安曇川における遡上開

始臼は，最も早かった 2002年には 3月 11B，最も遅

かった 1996年には 5月29日であった。すなわち，遡

上開始日には年によっておよそ 2ヵ月半の差がみられ

た (Fig.2)。

Ylと各説明変数との棺調関係をみると ，YlはX2

とのみ有意な負の相闘が認められた (Table1) 0 Ylを

目的変数とする震回帰分析の結果，Xl~X4 のすべての

Yl Y2 Xl X2 X3 X4 X5 

1.000 

0.686料と 1.000 

0.327 0.472 1.000 

0.766料 0.368 0.063 1.000 

0.390 0.622* -0.178 0.226 1.000 

0.361 0.433 0.305 -0.034 0.114 1.000 

0.218 0.063 0.183 0.002 0.319 1.000 

Table 2 Results of multiple regression analysis of the first 
ascending day of ayu (Yl) in the Ado River 

Standard partial 
Partial recesSion regression t value 

coefficient "~.s~ 
coefficient 

Xl -0.316 0.342 -2.63* 

X2 -3.14 0.739 -5.97料*

X3 -1.29 -0.255 1.99 

X4 -9.25 -0.253 -1.97 

Constant term 290 

F 15.0料*

Adjusted ]'2 0.811 

AIC 106 

X1: CPUE in March (numberlset net.month); X2: mean standard 
length in mid-March (mm); X3: plankton biomass in mid-March (ml 
1m3); X4: water temperature at 10田mdepth in Lake Biwa in mid同

March ('C) 
t values were ca1culated for partial regression coefficient 
*，***: Significant level at 5Jo and O.IJ6'， respectively 

説明変数が採択された。最良重回帰式は，

Yl = -0.316Xl-3.14X2-1.29X3-9.25X4+290 

(1) 

であった。自由度調整済みの重招関係数の二乗は 0.811

であり，分散分析の結果，回帰は 0.1%の水準で有意で

あった (F=15.0，ρ< 0.001; Table 2)。すなわち，これ

ら Xl~X4 の説明変数の組み合わせは Yl を説明する

のに有効であり，遡上開始Bの変動にはこれら 4つの

要因が関わっていることが示唆された。偏回帰係数の符

号から，これら 4つの説明変数はともに遡上開始臼を

早める要因であった。標準化偏田帰係数の大きさから，

X2， Xl， X3およびX4の順に過上開始臼の変動に寄与

していた。 t検定によると偏回帰係数は XlとX2がそ

れぞれ 5%と0.1%の水準で有意であった。

(1)式から得た 2007年以前の遡上開始日の推定値と

実測値を比較すると，両者には 2003年に最大紅白の

残差がみられたが，これ以外の年には実測値は推定値の
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Fig. 3 Changes in the number of ayu caught in the fish 

weir “yana" in the Ado River (A)， and the set net 

“eri" in Lake Biwa (B). 

95%信頼芭間内に含まれ，詞者の変動傾向は類似して

いた (Fig.2)。さらに， (1)式から 2008年と 2009年の

遡上開始臼は，それぞれ 50日 (4月初日)と 62日

(5月2日)とそ予測された (Fig.2)。荷年の実掛値 (4

月 20臼と 4月30日)は予測値の 95%信頼区間内に含

まれ，予測値との誤差はそれぞれoBと2日であった

(Fig.2)。

遡上尾数の変動要因と予測 安曇川 i における 4~6 月

の遡上尾数は， 12~943 万尾の開で変動した (Fig.3) 。

一方，同期間の琵琶湖におけるエリ 1統当たりの漁獲

毘数は， 20~144 万尾の簡で変動した。これらの変動係

数は前者では 0.804，後者では 0.451であり，遡上撞数

の年変動は琵琶湖内の資源尾数のそれと比べて極めて大

きかった。

Y2と各説明変数との椙関関係をみると ，Y2はX3

とのみ有意な正の棺関が認められた (Table1) 0 Y2を

毘的変数とする重田帰分析の結果，X4を除く 4つの説

明変数が採択された。分散分析の結果，回帰は 0.1%の

水準で有意であった (F=12.8，ρ<0.001; Table 3)。す

なわち，Xl，X2，X3，X5の説明変数の組み合わせは Y2

を説明するのに有効であり，溜上罵数の変動にはこれら

4つの要因が関わっていることが示唆された。偏回帰係

数の符号から，これら 4つの説明変数はともに遡上尾

数に対して増加要閣であった。標準化儒回帰係数の大き

さから，X3， Xl， X2， X5の11演に遡上尾数の変動に寄与
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Table 3 Results of multiple regression analysis of the 

number of ascending ayu individuals (Y2) in the Ado 
River 

Standard partial 
Partial regression regression t value 

coefficient 
coefficient 

X1 8.88 0.593 4.52** 

X2 20.6 0.299 2.22 

X3 54.2 0.659 4.90料斗

X4 

X5 0.448 0.234 1.78 

Constant term -1380 

F 12.8女材

Adjusted 1'2 0.784 

AIC 186 

Xl: CPUE in March (numberlset net-month); X2・meanstandard 
length in mid-March (mm); X3・planktonbiomass in mid-March (ml 
1m3); X4: water temperature at 10悶mdepth in Lake Biwa in mid‘ 

March CC); Xs・amountof precipitation at Minamikomatsu from 
April to June 
t values were ca1culated for partial regression coefficient. 
** **札 Significantlevel at 1% and 0.1%'， respectively 

Table 4 R巴sultsof multiple regression analysis of the fac-

tors except for X4 and X5 to forecast the number of 
ascending ayu individuals (Y2) in the Ado River 

Standard partial 
Partial regression 

CDEfEcient regression t value 
coefficient 

Xl 9.09 0.607 4.20** 

X2 17.5 0.254 1.74 

X3 55.3 0.672 4.54** 

Constant term 988 

F 13.1料*

Adjusted 1'2 0.737 

AIC 188 

Xl・CPUEin March (numberlset net'month); X2: mean standard 
length in mid-March (mm);.口:plankton biomass in mid-March (ml 
1m3) 

t values were ca1culated for partial regression coefficient 
材，料水:Significant level at 1%' and 0.1%'， respectively 

していた。 t検定によると偏回帰係数は XlとX3がそ

れぞれ 1%と0.1%の水準で有意であった。

上記の分析では X5が採択されたため，これを除いた

Xl~X3 を説明変数とした重回帰分析を行った結果，次

式を得た。

Y2=9.09Xl + 17.5X2+55.3X3 988 (2) 

自由度調整済みの霊棺関係数のニ乗は 0.737であり，分

散分析の結果，回帰は 0.1%の水準で有意であった (F
= 13.1，ρ< 0.001; Table 針。 (2)式から得た 2007年以

前の遡上尾数の推定値と実関値を比較すると，両者には

1998年に最大 435万尾の残差がみられたが，これ以外



の年には実測伎は推定値の 95%信頼毘関内に含まれ，

両者の変動傾向は類似していた (Fig.4)。さらに， (2) 

式から 2008年と 2009年の遡上尾数は，それぞれ 256

万尾と 197万尾と予測された (Fig.4)。両年の実測値

(274万尾と 64万尾)は予測値の 95%信頼区間内に含

まれ，予測備との誤差はそれぞれ 18万尾と 133万毘で

あった (Fig.4)。

遡上開始Bと遡上尾数の汚川間辻較上記の遡上開始

日と遡上尾数の予測結果はデータを採用した安曇川への

適用事例であるが，安曇川と姉川 (Fig.1)との間には，

遡上開始日と遡上尾数の変動傾向に高い正の相関関係が

認められた (Fig.5)。

酒井
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遡上開始日の変動要閣安曇川における趨上開始日

は，解析の対象とした 14年間では 3月 11日から 5月

29日の間にあり，年によって約 2ヵ月半もの差が認め

られた。両側田遊型アユを対象とした栃木県那珂川にお

ける報告別では，遡上を初めて確認した白の年変動は 20

年間で lヵ月余りとされており，これと比較して琵琶

湖産アユの遡上開始臼の年変動は大きかった。本研究で

は本格的な遡上の開始を捉える目的で，安曇川のヤナ漁

で 1臼当たりの漁獲量が 100kg以上を記録した最初の

Bを遡上開始日として扱った。このため，真の遡上開始

からこの基準を満たすまでの臼数が年によって異なるこ

とで，より年変動の幅が大きくなった可能性がある。ま

た，両側回遊型アユは夏までにほぼすべてが海域から河

川に遡上するのに対し 15)琵琶湖産アユは夏にも湖中に

残留している。1.2)このことが，琵琶湖産アユにおいて遡

上開始時期がより変動しやすいもうひとつの理由と考え

られる。

回帰分析の結果，遡上開始臼の変動には体長

(X2) ，エリ漁獲毘数 (Xl)，プランクトン量 (X3)お

よび湖水温 (X4)がそれぞれ遡上開始日を早める要因

として関わっていた (Table2)。特に，体長の標準化偏

田帰係数は 0.739と他の変数のそれと比べて大きく， 3 

月までの成長の早遅が遡上開始日の変動に大きな影響を

与えていることが明らかとなった。琵琶湖産アユでは，

ふ化時期が早くかっ成長の早い個体ほど早い時期に遡上

することが知られている。2.14)本研究で得られた遡上開

始日と体長との関係は，この現象を反映したものと考え

られる。

遡上開始日の変動には，体長に次いでエリ漁獲尾数の

影響が大きかった (Table2)。本研究では先述したよう

に遡上開始日を「安曇川のヤナ漁で 1日当たりの漁獲

量が 100kg以上を記録した最初の日」と定義したため

に，資j原尾数の多い年ほどこの基準を早く満たすことが

できたと考えられる。遡上開始日の変動に資源尾数が影

察考
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響を与えるかどうかについては，遡上開始臼の定義を見

直した上で，再度分析を行う必要がある。

海域におけるアユ仔稚魚の成長速度は，冬季のプラン

クトン量と正の相関関係にあることが知られている。16)

琵琶湖産アユにおいても 2月から 4月までの体長の増

加率と 3月のプランクトン量には正の相関関係が認め

られている。17)このように，冬季のプランクトン量の多

さはアユの成長に対して促進的に働くことから， 3月の

プランクトン量はアユの成長への影響を介して遡上開始

日の変動に関わっていると考えられる。

琵琶湖産アユの遡上は，河川水温が湖水温に近づく 8

℃前後に始まるとされる。7)栃木県那珂川に遡上する両

側部遊型アユでは，冬季の海水温が高い年ほど遡上が早

い時期に認められるという。5)琵琶湖の水温は， 2丹か

ら3丹には全膚で均ーとなり，この聞に年間最低水温

が記録される。18)年間最低水温はその年の気温の影響に

より 5~80C の闘で変動する。 19) 安曇川の詳細な水盤

データはないが，湖水と同様に気温の影響を受けて変動

し，冬季には 8
0

C以下になるものと考えられる。暖冬の

年には，河JII水温が早い時期に 8
0

Cを上回り，アユの遡

上が早く始まるものと推察される。

避上尾数の変動要国 アユの遡上尾数の年変動は，遡

上期蔵前の琵琶湖における資源尾数の年変動と比べて緩

めて大きかった (Fig.2)。このことは，遡上尾数の変

動要因が資源尾数の大きさ以外にも存在すること合示唆

する。重回帰分析の結果，遡上尾数の変動にはエリ漁獲

尾数 (Xl) とブランクトン量 (X3)，体長 (X2)およ

び降水量 (X5)が，いずれも増加要因として関わって

いた (Table2)。標準化偏回帰係数の大きさから，特に

ブランクトン量とエリ漁獲尾数の影響が大きいことが明

らかとなった。

冬季のアユは，餌としてヤマトヒガナガケンミジンコ

Eodiaptomus japonicuぶなどのカイアシ類，オナガミジ

ンコ DiaPh仰 osomabrachyurumなどのミジンコ類およ

びユスリカ類を利用している。20)一方，琵琶湖における

3月の動物プランクトンの種組成は，アユに利用されて

いないワムシ類を除くとヤマトヒゲナガケンミジンコを

主体とするカイアシ類やそれらの幼生，カブトミジンコ

DaPhnia galeataなどのミジンコ類の密度が高い。21)し

たがって，本研究で使用したプランクトン沈股量はこれ

ら大型の動物プランクトン密度，すなわち，アユの鰐の

発生量の変動を反映すると考えられる。先述したよう

に，冬季のプランクトン量の多さはアユの成長に対して

促進的に働くと考えられる。また，遡上魚は開時期にふ

化した湖中に残留する個体に比べて成長が早いという特

徴をもっ。14)このことから，冬季のプランクトン量が多

い年にはアユの成長が早いために，資源尾数に占める遡

上尾数の割合が高まったと考えられる。なお，遡上尾数

の変動に対して 3月中旬の平均体長は増加要屈として

採択されたが，その影響は大きくなかった (Table3)。

3 月のプランクトン量は 2~4 月の体長増加率，すなわ

ち成長速度と高い正の相関関係が認められていることか

ら 17)遡上尾数の変動には 3月中旬におけるアユの体長

のみならず，成長速度と遡上までの生残率が影響してい

る可能性がある。

4~6 月の降水量も影響は小さいが遡上尾数の増加要

因として採択された。調査対象とした 14年開で降水量

が最も少なかった 2005年には，安曇川において 5月中

旬から 6月末まで約 1ヵ月半にわたりまったく通水し

ていない「瀬切れJの状態が続き，アユの遡上が不可能

な状態にあった。降水量は河)11流量を介して，アユが遡

上可能な通水状態に保っかどうかを決めるとともに「呼

び水効果J6.8)の大きさに影響を与え，アユの遡上尾数の

変動に関与していると考えられる。

3月の湖水温は遡上尾数の変動要国としては採択され

なかった。両側田遊型アユでは，遡上量の変動に対して

秋から冬にかけての海水温が増加要因として作用すると

いう複数の報告5，10，12)がある。これらの研究では，海水

温が高いほど海域におけるアユの生残率が高まり，遡上

量が多くなると考えられている。琵琶湖の水温は，アユ

の成長22)や餌の発生量と関わる重要な要因と考えられ

るが，遡上尾数の変動との間に他の様々な要慢を介して

どのように関わっているのか今後さらに検討することが

必要である。

遡上開始日と遡上毘数の予測 遡上開始日と遡上尾数

の予測を行うために，それぞれの変動要因として採択さ

れた変数から 3月に得られる変数のみで重回帰分析を

実施した結果， ともに有意な重回帰式が得られた。この

式から得た 2007年までの遡上開始日の推定値は概ね実

説値の変動傾向を反映し， 2008年と 2009年の遡上開

始日の予測値は，実演。{臨との誤差が 2臼以内と高い精

度で予測できた (Fig.2)。しかし， 2003年のように趨

上開始臼の実測値が推定値より 21日早く，誤差の大き

い年もみられた (Fig.2) 0 2003年は遡上開始日の変動

に関係するエリ漁獲尾数，ブランクトン量および湖水温

がいずれも解析対象とした 14年間の平均値と比べて低

い債を示し，このために遡上開始日がやや遅めに推定さ

れたが，遡上開始日の変動に対して最も影響の大きい 3

月中旬の体長は 52.6mmと14年間の平均値50.0mm

より大きかった。本研究ではアユの成長の年変動の指標

値として体長の平均値を使用したが，体長組成にも年変

動があるため，早い時期に遡上する成長の早い個体2，14)

がどの程度含まれるかは乎均体長のみでは十分に反映さ

れないことも考えられる。より精度の高い予測のために

はこの点からの検討も必要であろう。

間帰式から得た 2007年までの遡上尾数の推定値につ
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いても概ね実測値の変動簡向を反映し， 2008年の遡上

尾数は実測値 274万尾に対して 18万尾の誤差で予測で

きた。一方， 2009年の遡上尾数の予測値は実測値を

133万尾下回る 64万尾にとどまった (Fig.4)。また，

2007年までの推定値においても実測値と誤差の大きい

年がみられ， 1994年は実測値が推定備を 229万尾下回

り， 1998年には実誤j値が推定値を 435万尾上回った

(Fig. 4) 0 1994年には 5月 1日に本格的な遡上が始ま

ったが CFig.2)，その直後である 5月中旬に渇水のた

め6日間操業できなかったほか，漁期を通じて水量の

少ない状態が続いた。一方， 1998年には南小松におけ

る 4~6 月の累積降水量が 897mm と 14 年間の王子均

550mmと比較して1.6倍も多く，安曇川では水量の多

い状態が続いたと思われる。 2009年には安曇川が 5月

下旬から約 1ヵ月にわたり渇水のために瀬切れしてお

り，アユが遡上できない状態にあった。これらのことか

ら遡上尾数の推定値または予測値が実測値と大きく異な

る原因のひとつは，遡上時期の河川の水理状況と考えら

れる。

以上のように，成長の早い個体の割合が体長の平均値

に十分に反映されない場合や，遡上期の河川の水理状況

によっては，遡上開始日や遡上尾数の予測精度が低下す

る可能性はあるが，遡上期前である 3月に得られる変

数のみを用いて概ねこれらを予測することが可能である

と考えられた。なお，これらの予測結果はデータを採用

した安曇川への適用事例であるが，安曇川と姉川 (Fig.

1) との聞には，遡上開始臼と遡上尾数の変動傾向に高

い正の相関関係が認められた (Fig.5)。すなわち，琵

琶湖北部の対岸に位置する安曇川と姉川では遡上開始日

と遡上尾数の年変動は同調して起こっていた。この理由

としては，琵琶湖内においてこれらの変動に関与するア

ユの成長の早遅や餌の量に著しい地域差がないこと，ア

ユの遡上が河川選択的ではないこと，天候に左右される

河川水量の年変動は河川間で類似していることなどが考

えられる。したがって，安曇川における遡上開始臼と遡

上尾数の予測結果は，棺対的な変動傾向として捉えれば

琵琶湖北部の他の河川への適用も可能である。琵琶湖南

部に位置する他の河川への適用の可否については，趨上

開始日や遡上尾数に関する情報を収集し，安曇川におけ

るそれらの変動傾向との比較が必要であろう。

遡上アユは漁業や遊漁の対象として重要な資源である

ため，遡上開始日や遡上尾数が予測できれば資源の有効

な利用に役立つと考えられる。すなわち，これらの予測

は，ヤナ漁においては操業開始時期の決定など操業計画

の検討に具体的な情報を提供する。友釣り漁場において

は，アユの生患密度が高くなると成長停滞のため釣獲魚

が小型になることが知られている。5，23)したがって，遡

上尾数が多いと予測された年には，増殖事業として実施

酒井

される種苗放流を天然遡上が期待できない漁場に重点的

に配分することや，天然魚に先立つて釣れる大型種苗と

することで漁場を有効に利用できる。23)さらに，河川の

下流域ではサピキ仕掛けで遡上アユを釣るコアユ釣りが

盛んであるが，遡上開始Bや遡上尾数の予測結果はコア

ユ釣りの遊漁者にとっても有益な情報となる。

本研究では琵琶湖産アユの再川への遡上開始日や遡上

毘数の変動要因を抽出するとともに，それらの予測手法

を提案した。予測結果は，上記のように遡上アユの計闘

的な利用に有効であろう。今後は，遡上アユのみなら

ず，琵琶湖産アユ資源全体の計画的な利用に役立てるた

め，その資源変動要西の解明や予測手法の開発が必要で

ある。
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定した。 日水誌， 76(4)，658-669 (2010) 

琵琶湖産アユにおける河川への遡上開始aと遡上尾数の予測

酒井明久(滋賀水試)

琵琶湖に流入する安曇川におけるアユの遡上開始日および遡

上烏数の変動と滋上期直前のアユの資源賎数と平均体長，プラ

ンクトン議，湖水温および遡上期降水設との関係を調べた。重

回帰分析により，遡上開始日の変動には資源足数，平均体長，

ブランクトン最および湖水温が，遡上尾数の変動には資源尾

数，王子均体長，ブランクトン量およひ'降水量がそれぞれ影響し

ていることが判明した。説明変数から遡上期降水量制徐いても

有意な重回帰式が導かれ，これらの関係式からアユの河川への

遡上開始日と遡上尾数を予測lできると考えられた。

日水誌， 76(4)，670-677 (2010) 

ユズ巣汁添加飼料を給与したブ 1)における治会筋の褐変抑制と

筋肉中からのユズ香気成分の検出

深間務久，橋口智美，柏木丈拡，妹尾歩美，

高桑史明，森筒克司，沢村正義，益本俊郊(高知大差是)

養殖ブリの高付加価値化を践的として下記の試験を行った。

試験 lではユズ巣汁をブリ飼料に添加することによって血合

筋の褐変を抑制できるか検討した。飼料 1kg (こユズ果itを段

階的に添加し，ブリ幼魚に 40日間給与した。ユズ果汁の添加

によって，成長を損なう本f尽く，血合筋の褐変、が抑制されてい

た。試験2としてユズ果汁を添加した飼料を 30日関与えたブ

リの筋肉中からユズ香気成分の検出と河定を行い，香りの成分

が果汁を添加した飼料より移行し，蓄積されたことを切らかに

しfこ。 日水誌， 76(4)，678-685 (2010) 

イワシクジラ骨格筋ミオグロビンの生化学的および熱力学的性

状

落合芳博(東大院段)， 

渡辺，5;1:明，内田政行(臼大生物資源)， 

小津秀夫，渡部終五(東大院長主)

イワシクジラ骨格筋から，硫安分廊とカラムクロマトグラフ

ィーによりミオグロビン (Mb)を精製し，諸性状を調べた。

25'C， pH 7.0における自動酸化速度は 0.04h-1であった。 pH

7.0における円二色性の混度依存性から本 Mbの折りたたみに

おける見かけの自由エネルギーは-12.6kJ /mol，転移温度は

64.1 'cと算定された。示去を走資熱量分析により 81.8'Cで大き

な構造変化が起こることが示唆された。本 Mbの構造特性に

ついて相向性モデリングによる検討も併せて行った。

日水誌， 76(4)，686-694 (2010) 
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クロマグロで発生したヤケ肉における肉質の変化および水溶性

タンパク質の変性

務会芳博(東大後段)

ヤケ肉は変色(白イヒ)や保水伎の低下などを伴う異常肉で，

マグロ類等で天然，養績を問わず，夏季tこ発生が集中する。ヤ

ケ肉の発生機構を切らかにするために，天然および養液グロマ

グロの正常個体とヤケが発生した倒体につき，普通筋および血

合筋における肉質(メトイヒ率，色調など)の相違および水溶性

タンパク質成分の変化を調べた。その結果，ヤケ肉では成分の

重合や分解が生じ，クレアチンキナーゼなど複数成分の消失が

認められた。溶解度や熱分析の結果から，ミオグロビンの変性

度合は小さく，変色には大きく関与しないと考えられた。

日水誌， 76(4)，695-704 (2010) 

リアルタイム PCRを用いた実験感染アニ工における Flavobαc-

terium psychrophilumの排蕗棄の推定(短報)

大原健一，奈はj替史，桑限知宣(岐阜県河川環境研)， 

海野徹也，古津修一(広大生物閤科)

プユの冷水病閣の排菌設についてリアルタイム PCR(R-

PC却を用いて推定した。 2.1X 104 CFU/主shの冷水病磁を接

種したアユを個体別に飼育した。試験開始の主主臼から小型水憾

に取り上げ， 10分間静賞した後，そこから 50mLの水を採取

した。採取した水から DNAを抽出し， R-PCRを行った。 4

日後以降はすべての個体から排磁が縫認され， 11日後にすべ

ての倒体が死亡した。推定された排溺設は死亡の 2~4 日前か

ら徐々に増加した。また，死亡日以前よりも死亡後に有意に増

加し，死亡後は高い水準で維持された。

日水誌， 76 (4)， 705-707 (2010) 
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