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栃71<試研報 43， 2000 

利根JH水系遡上アユ調査

一思}JI、鬼怒川-

(平成 9年度"')

糟谷;告

1 平成9年度語査で得られたアユ検体の形態、

闘的

平成9年度の手IJ認JII水系アユ資源調査における、天

祭j謹上アユの加入について調査を実施した結果、思川

で謂査期間中に人工産以外のアユの加入が推定された

が、そのアユが潟産アユか天然遡上アユか誌J.lIJできな

かった。また、鬼怒川では、調査期間中に人工産以外

のアユの加入は認められなかったが、調査期間以前に

人工産以外のアユが加入した可能性があった。しかし

ながら、これらの誠査では、採捕した人工産以外のア

ユが潟産アユか天然遜上アユか誌J.lIJすることができな

かった。

近年、潟産アユと海産アユが形態的に異なることが

されている。そこで、平成9年度に得られた鬼怒

川及び思JiIのアユの形態について検査を実施し、人工

ユ以外のアユの由来(湖産か海遊か)について検

た。

材料及び方法

検体 アユは、平成 9年に入手した養殖湖産アユ

(擬産群)、開年 8月に茂木町地先及び黒羽町地先の那

王寺111にで友釣りで採摘したアユ(前者:那珂川茂木群、

:那珂川黒羽群)、間年 5月から 8月にかけて小山

市地先の思川にて友釣り又はコロガシで採捕したアユ

(盟、JlI群)、間年6月から 8flにかけて上三川地先及び

二宮町地先の鬼怒川にて友釣り又は投縞で採摘したア

ユ(鬼怒JlI群)を用いた。これらのアユの耳石の形態

を検査し、非指標魚(湖産または海産の可能性が高い

アユ)のみを10%ホルマ 1)ンで回定し、検査に供した。

l 標準体長と鐸組長の回帰分析結果

.;j;1υI~持品J:* 1 

Y =O.OO:l X + 1.666 
y=O.006X→0.898 
Y=O.007X十臥841

E=0.008X +0.937 

E=0.008 X + 0.826 

Y:慾総長

有11詰l係数 r tl品主*2

検査項目 各検体の擦準体長、眼筏、最長銀語長

(以下「館組長j という)、尻鰭軟条数、脊椎骨数を検

した。

iP，IJ定結果の処理 湖産群とその他の群との形態(以

下、形態に関する項目を f形質j という)を比較検討

した。検体の大きさにより変動する限筏及び鰐語長に

ついては、各群毎に擦準体長との関係を即席直線、とし

て求めた。必要に応じ、この間帰直線式により、比較

するそれぞれの群の眼径及び銀恕長を間一課準体長の

持の長さに補正した後、それぞれの群の母平均の差の

検定を実施した。検定は、等分散の検定結巣により S

t u d e n tの t検定又はWelchの t検定を用い

た。各群の尻鰭軟条数、脊機管数の比較については、

分割表により検定した。

結果及び考察

各群の検体の標準体長の平均値は、潟産群156.3閥、

那珂川茨木群160.5rnm、那珂JlI黒羽群138.3蹴、思JiI群

152.2閥、鬼怒JII群148.7臨であった。

各群の標準体長と銀結長との関係を隈 lに、由帰分

析の結果を表 lに示した。湖護群以外の群で直線図1婦

が有為であった。そこで直線回帰式により湖産群以外

の群の鰻記長を湖産群の標準体長の平均値で補正し、

潟産群の銀短長と他群の補正銀組長の母平均を比較し

た(表 2)。その結果、思JII若手以外の群の補正銀組長の

母平均は、潟産群の鰐組長の母平均と0.05の危後率で

有為な差が認められた。
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図1 標準体長と鰐記長との関係
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表2 搬産群の鰐組長と他群の補正鰐語長の母平均の比較

補正の基準とした (補正)鰐恕長平均値 潟産群の母平均との差*1 湖産若手の母平均
群 標準体長(mm)

潟産群
那珂川茂木
那時}II黒5J5l
思 }II 

鬼怒川

* 1 95%信頼区間
*2 有意水準0.05

156 
156 
156 
156 

(mm) 

2.20 
(1.88) 
(1.94) 
(2.13) 
(2.02) 

各群の標準体長と眼径との関係を鴎 2に、回帰分析

の結果を表 3に示した。那珂)11茂木群以外の群で直線

問l婦が有為であった。そこで湖産群と那珂川茂木群は、

潟産群の眼控を那珂川茂木苦手の捺準体長の平均値で補

正してから隈径を比較した。 j議産群と那珂)11茂木群以

外の群は、湖産群と比較する群の諜準体長との平均値

で限認を補正してから盟径を比較した。その結果、思

JII群以外の眼径は、潟産群の限箆と0.05の定験率で有

為な差が認められた(表4)。

各群の各尻鰭軟条数を手干するi間体の出現数を国 3に

示した。那珂JII茂木群で 16本の軟条を有する個体が

多かった。湖麗群とその他の群の各軟条数を有する個

体の出現割合の差を検討した結来、那珂)11茂木群のみ

が湖産群との賠に0.05の危険家で有為な差が認められ

た(表 5)。

各群の各脊椎骨数を有する個体の出現数を悶4に示し

た。那珂)11茂木群で 62踏の脊椎骨数を有する個体が

多かった。湖産群とその他の群の各脊椎骨数を有する

個体の出現割合の差を検討した結果、那珂川茂木群の

みが潟産群との潤に0.05の危険率で有意な差が認めら

れた。(表6)。

盟、JIIと鬼怒川アユ苦手の諸形質を調査するにあたり、

対擦として湖産アユ群(養殖物)、那珂川茂木若手及び那

珂JII黒羽群をもちいた。毎年、那時JIIは多くの潟産ア

ユが溜上する。那珂)11で採掃されるアユの由来は、遡

上してくる海産アユと放流された人工産アユ及び湖産

上眼(mm) 下限(mm) との差の判定*2

-句町~句
0.382 0.252 有意
0.328 0.178 有意
0.136 -0.006 有意でない
0.249 0.103 有意
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関z と組経との関係

3 標準体長と眼径の回帰分析結果

、役. 一次回帰式事 I

j総 E主 Y=0.021X十2.642
那珂)11茂木 Y口 0.006X+5.364 

那E可JII泉5j)] Y=0.025X十2.160
窓、 }II Y=0.023X +2.287 
鬼怒川 Y=0.019X +2.774 

キ 1X:標準体祭.Y:H良径
*2有窓水準0.05

相関係数 r 判定本 2

0.337 予言意

0.221 有意じない

0.702 手iiま
0.790 有意

0.850 有意

ユ 148子}語、法木で人工産アユ55千躍であった。また、

茂木は黒5J5lより約40km下流にあり、黒羽にくらべ天

然遡上アユに依存していることが知られている。その

ため、 8月に那珂川で採摘されたアユのうち今留の鵠

に供されたものは、那珂川黒羽群が湖産アユと潟産

アユの 3種頚である。平成 9年度における那珂川への アユの混じり、那珂)11茂木群が海産アユ主体であるこ

アユの放流状況は黒羽で人工産アユ 145千尾・湖産ア とが想定された。湖産と他群との各形質のうち、銀絶

補正の基準とした
翼手 標準体長(mm)

湖産群 160.5 
那珂川茂木
湖産群 149.5 
那珂川黒羽 149.5 
槻産群 153.5 
d在品日、 JII 153.5 
潟産群 153.0 
鬼怒 }II 153.0 

* 1 95%信頼区間
本 2 有意水準0.05

4 各群の(補正)隈誌の母平均の比較

(補正)隈径平均鍍 海産若手の母平均との差*1 湖度群の母平均
(mm) 上限(mm) 下程(mm) との差の判定*2

(5.96) 時司『句『匂句『
6.31 -0.243 -0.457 有意
(5.73) 一(5.91) -0.038 0.317 手正慈
(5.82) ーもー旬、h句
(5.83) 0.094 -0.131 有意ではない
(5.80) 町、一ーー-
(5.64) 0.294 0.037 有意
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59 60 61 62 

待機材童文(繍)

関4 各脊樵脅数を有する{副本数

63 

軟 条 数 (本) ;溺 群との

言手 検体数 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 出現象j合の差*

j胡 産 39 1 。 10 24 4 O 一一~一一那珂川茂木 57 。 。 6 29 20 2 有意

那珂川黒現 21 O O 4 15 2 O 有意ではない

~、 JlI 77 O 2 21 44 10 O 有意ではない

i鬼悲)11 30 O O 8 20 2 O 有意ではない

*有意水準0.05

6 各脊縫f奇数を有する簡体数

脊 権与 管 数 (関) 湖産群との

群 検体数 59 6 0 6 1 6 2 6 3 出現割合の差*

7t者 産 42 。 4 23 15 O ~町、~巴---旬、~‘~匂

那珂川茂木 57 O 4 14 38 有意

那珂川黒羽 26 l 5 10 9 1 有意ではない

d隠己e、 JII 91 O 13 54 24 O 有意ではない

鬼怒川 33 O 6 15 12 O 有意ではない

*有意水準0.05

表7 湖産群と他群の形質母平均の差の検定結果一覧

館記長 自良 径 尻鰭軟条数 脊椎骨数

判定利 結果的 半IJ定刻 結果*2 判定利 結果*2 判定刻 結果*2

那珂川茂木群 有意差有り 短い 有意差有り 長い 有意差手まり 多い 有意差手まり 多い

那珂川黒)j5J群 有意差有り 短い り 長い 有意:差なし 有意差なし

JiB 、 )11 群 有意差なし 有意差なし 有意差なし 有意差なし

鬼怒 川 群 有意差有り 短い 有意差有り 短い 有意差なし 有意差なし

* 1有意水準0.05
*2湖産群と比較した持の各群の形質の状況

長と眼径については母平均の差、尻鰭軟条数と手手権脅

数については出現割合に関して検定を行い、その結果

を表7に示した。

今回、海産アユと湖産アユの区別の基準を、(海産ア

ユの鰻組長)< (湖産アユの鰻恕長)、(海産アユの眼

径)> (湖産の眼径)、(海産アユの尻鰭軟条数)>

(湖産アユの尻鰭軟条数)、(海産アユの脊椎管数)>

(湖産アユの脊稚脅数)とした。鰐組長、眼諜の 2つの
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形貿を部定した結巣、湖産と有為差が認められたのは、

那珂川茂木群と那珂J!I黒羽群と鬼怒J!I群であった

7)。しかし、那時間の 2群は問形質で海産アユの特徴

を示したが、鬼怒川i群は鰻組長で海産アユの特徴を示

したが、限諮は短く海産アユの特徴とは異なる結果で

あった(表7)。思}I1群は、調形震ともj胡産群と有為な

差拡認められなかった。表 2に示したとおり、 j初産群

と有為な差のあった 3群の補正銀組長平均値は、那周

}I1茂木群が最も撞く、次いで那碍J!I黒羽群、鬼怒川群

のJil震であった。更に、表4から、潟産群と有為差のあ

った補正限経平均鎮のうち、那珂川茂木群は湖産群の

1.059僚、那珂川黒羽群は湖産群の1.031倍であり、期

窪群との比較で那珂}I1茂木群の方が那持JII黒羽若手より

娘径が大きいと推測された。尻鰭軟条数については、

那珂川茂木群で欝鰭軟条数の多い繭体の出現割合が多

く、湖産若手と有為な差が認められた。脊椎骨数につい

ては、那珂J!I茂木群で脊機管数が多い個体の出現割合

が潟く、潟産君事と有意な差が認められた(表7)。

以上のことから、那珂川茂木群は海産アユが最も多

く混じり、次いで那珂IJI黒羽群も海産アユが混じって

いるがその数は那珂川茂木若手に比べかなり少ないと推

識された。思'"群及び鬼怒'"群は、海産アユが混じっ

ていても、その数は緩めて少ないものと考えられた。

今回、銀組長、眼径、尻鰭軟条数及び脊機符数の形

質をたよりに、平成 9年度に採捕した思111及び鬼怒川

の検体の中に海謹アユの有無について検討したが、海

産アユがいるという確誌は得られなかった。

2. 鬼怒川におけるアユ遡上議資

自 的

平成9年震に引き続き、耳石を利用してアユの遡上に

ついて諦査を実施した。昨年産、アユ放流後の 6.F1か

ら8月にかけて調査を実施し、アユの趨上は確認され

なかった。本年度、再度、耳石による調査を実施する

とともに、アユ放流言なにも採捕を試みたのでその結果

を報告する。

方 法

河JII調査および調査区簡 手IJ壊JII7l<系の鬼怒J!Iで調

を実施した。調査区間を茨城県境から上流宮陪播

(真関市)にいたる約22kmの区簡を設定し、二宮町地

内の大道泉橋から上流砂ケ原檎に至る区間でアユの採

摘を実施した(図1)。

露査区間の放流 調査区間内に人工産アユ19万8千

培、 j胡産アユ 2万 I千賠が放流された。なお、調査区

間外には、茨城県内で湖産アユ8万3ヂ尾、富岡橋か

らj二流石井大憾までの区間で人工護22万培、潟産28万

S千躍が放流された。栃木県漁業協関組合連合会が生

鬼怒川

。下怨市

)11島綴
ι--' 

m
 

わ
れ

ー

図l 鬼怒川そ上アユ調査場所

表 l 平成10年度放流アユの指標魚出現状況

県漁連産人工アユ系統
湖産アユ

A B C D B 

検 体 尾 数 60 60 60 60 26 30 

指 標 魚 毘 数 60 42 41 44 26 3 

非指標魚培数 O 18 19 16 O 27 

指諜魚、出現率(% ) 100 70 68 73 100 10 

指標魚出現率平均(%) 82 



図2 平成10年度鬼怒川の水位
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図3 鬼怒)11におけるアユ指標魚、の出現率の経時的変化

した人工産アユは 5系統あり、それらの指標魚(人

工産アユに多く見られる耳石を持つアユを指す。それ

以外のアユを非指様魚とよぶ。)の出現都合の平均値は

82%であった。また、湖産アユの指標魚の出現率は

10%であった(表1)。

アユの採掠 アユ稚魚が放流される前の 4月6B、

8日及び13日に、投舗による採捕を実施した。縞の目

合33節の投網をもちいた。

アユ放流後の調査は7月中旬・下旬、 8月上旬・中旬

の4鶏間に分けて、各期間30尾を自擦に投縞による採

捕を試みた。

アユ検体の検査 採摘されたアユ検体はすべて、体

よび体長等の体型誤IJ定と耳苔の形態について検査

を行った。

結果及び考察

4月から 7Flにかけての水位を図 2に示した。 4月

中旬、 5月下旬に大きな増水があった。増水の程度は

も下流の水海道で最も大きく、鎌庭、石井と上流に

いくに従って小さくなっている。

アユ稚魚、が放流される前の 3題の調査で採摘された

魚種はウグイ、オイカワ、カマツカ、サケ、フナであ

り、アユは採摘されなかった(表 2)。

7月と 8月に採捕したアユ検体に占める指標魚の出

現寄i合は、 7汚中旬には38.2%であり、時期が遅くな

るにつれてしだいに高くなり、 8月中勾に泣82.4%に

した(図 3)。なお，調査時期が遅くなるにしたがっ
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表2 アユ放流前の調査結果

結果 水温(OC) 場所 投網回数 j割愛された魚種
4月6日 12.4 右岸 10 ウグイ

左戸学 14 オイカワ
カマツカ
サケ
フナ

4月8B 13 容淳 10 ウグイ
左岸 10 オイカワ

サケ
4fH3日 13 右岸 7 オイカワ

左岸 10 サケ
ウグイ
カマツカ
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閣4 各調査時期の指標魚および非指標魚、の体重比較

て指標魚出現率が言語くなる傾向が認められ、この様向

は統計的に有意であった。また、指標魚と非指標魚と

の体重を統計的に比較してみると、 8月上旬を捻いて両

者の摺に差は認められなかったが、 8月上旬は非指標魚、

のほうが指標魚より大きかった(図4)。

本調査は昨年度からの継続調査である。那珂川にお

いては天黙そ上アユが多い茂木地区では採捕されたア

ユに占める非指標魚の割合が時期が遅くなるにつれて

増加することが知られている(指標魚の割合が減少す

る)。今密の鬼怒川の調査では、調査時期が遅いほど指

標魚の割合が場加しており、天然そ上アユの参入は確

認できなかった。

本調査を実施するにあたり、拐木県鬼怒川漁業協同

組合及び栃木県下都賀漁業協同組合から多大なるご協

力を賜りました。

(資源環境部)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

