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栃71<試研報 44， 2001 

在来水産資源生態調査研究

一フッキングモータリティー試験(イワナ)

(平成10年度~平成11年度)

土居隆秀 福冨員IJ夫・武田維倫・中村智幸

目的

近年、渓流釣りが趣味としてブームとなっているが、

これと共に様々な魚種で広く普及し始めているのにキ

ャッチアンドリリースと言う手法がある。しかし、

及し始めている釣りの手法ではあるが、リリース後の

魚、がその後本当に生き延びているのであろうかという

疑陪が持たれる。このため今簡は、イワナを対象とし

たフッキングモータリティ 試験を実施し、フライ(毛

鈎)や餌釣りによる釣獲方法や鈎掛かりの部位、釣獲

後の取り扱い方などにおいて、 1)リース後の生残性に

違いが見られるかどうかを検討した。

1.イワナ稚魚に関する検討

材料および方法

実施時期 1998年11月4日'"1999年2月l臼 (82日

間)f共試のための釣獲は、 1998年11月4日"'6臼 (3日

間)および118、12日 (2日間)で実施した。

実施場所 釣獲は、栃木県水産試験場内のコンクリ

ート製池 (2m X  4m) 内で実施した(水深30cm)。

また、釣り上げ後の魚、を飼育続察するため、 2mX4 

mのコンクリート製池2箇に75L水糟を設置し、その中

に釣り上げたイワナ維魚、を収容した。

供試魚水産試験場内で飼育中のニッコウイワナ1

年魚、(体長15cm以下の魚:平均体長約10cm、平均体

重約17g :以下稚魚、と雷う)800尾を使用した。

釣護方法 釣りでは、 #16、#18のかえしの付いた

毛鈎を用いるフライ(毛鈎)釣りと3-5号の半かえし

の付いた渓流鈎を用いた餌釣りの2通りを行った。 l試

験区10尾以上20尾の篠保を目標に実施し、各鈎掛かり

部位(口腔内、食道内、体表)による比較を行った。

鈎掛かりの部位については、 i咽頭部より手前を『臼腔

内』、咽頭内より奥を『食道内』、体の表面を『体表』

として区分けした。また、釣獲後の鈎の処理方法とし

て、鈎をタトす場合を F鈎除去』とし、鈎を外さずに糸

を切る場合を『糸切鈎残留』として区分けした。

釣獲後の生残については、 21日間無給額で観察を続

け、その間の死亡数と脱落あるいは排出された鈎の数

を記録した。食道に鈎掛かりしたイワナについては、

その後の体重変化を調べるために2ヶ月間給餌を行っ

た。給餌の期間も鈎の排出数を篠認し、最終計測時に

鈎の残留と魚、体内の鈎の有無及びその移動について調

査した。鈎の確認は、魚、をSoftexで軟X線撮影し、そ

のフィルムから鈎の存在とその位置について調べた。

その後各個体を開腹し、鈎の刺さり主主会(鈎の存在位

置、鈎の残額状態、ハリスの有無等)について調査し

た。

結果および考察

魚の死亡状況 21日間の鏡祭期間中に口腔内および

体表に鈎掛かりした魚、では、フライ、餌釣りのどちら

においても全く死亡魚は見られなかった。餌釣りにお

いて食道内に鈎掛かりした魚、を翌a観察したところ、

鈎除去区で18尾中12尾の死亡があり、糸を切った鈎残

留区では、 17尾中l尾の死亡が確認された。その後継

続飼育した区では、それ以降全く死亡魚は見られなか

った。対照区では、 21日間に死亡した閥体は見られず、

22-82日間に20尾中H患の死亡が確認された(表 1お

よび表 2)。

このように釣獲後にリリースした稚魚では、そのほ

とんどが生残することが判った。ただし、食道内に鈎

掛かりした場合は、鈎を外さずに糸を切って放した方

が死亡する説会は抵かった。

食道内に鈎掛かりした魚の成長 体長、体重ともに、

鈎賂去臣、糸切鈎残留区、対照誌のいずれにおいても

犠加傾向を示した。体長、体重ともに鈎除去症と糸切

鈎残器産では、対照度と比べ 82日間の瞬間成長率

(SGR)の平均鍍において有意差は見られなかった。

魚体に残された鋭の排出状況 口控内に鈎掛かりし

た場合、 19本のフライ鈎の内3 日までに 14本、 4~21

日間に4本の合計18本 (94.7%)の鈎が脱落した。これ



に対して餌釣りでは、 3 日までに 17本中9本、 4~21B

までに6本の合計15本 (88.2%)の鈎が脱落した。食道

内に鈎掛かりした16本については、 21日間に排出され

たものはなく、その後22~82B間に4本(25.0%)の排出

が確認された(表 3)。

食道内に残された鈎の動向 糸切鈎残留区における

16個体の内、観察期間中に4本の鈎排出を確認したが、

体内に鈎の残っていた個体は8尾だけであり、残りの半

数については体外へ排出されたこととなる。 Softexで

軟X線フィルムを撮った結果では、体内から9本の鈎が

確認された。これらの個体について食道内に残された

鈎の動向を確認するため、解剖により体内の鈎残留状

祝を調べた(表4)。鈎の発見部位は、胃の富義から6

本(内2本は、関一魚体で穣認)、幽門部から3本であ

った。 ら発見された6本の内、関壁前端部に制突
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していたものが4本、残りの2本は同一個体から確認さ

れ、胃の内部に露出状態で残留していた。鈎の残留を

機認した 9個体については、盲護に突き刺さっていた4

個体を含め全ての個体で鈎が胃の奥(内部)へと移動

していた。富嚢に突き刺さっていた鈎あるいは腎内部

に残留していたほとんどの鈎は、先端部のかえし(パ

ーブ)の部分あるいはハリスを巻くシャンクからカー

ブとなるベンドの中間部分で腐蝕と患われる僅かに赤

く錆付いた部分が見られた。

これらのことから、たとえ魚体に鈎が残留した場合で

も、魚、の体内で鈎は移動し、最終的には腐蝕などの作

用により体外へ排出されてしまう可能性のあることが

予想された。このため、鈎を残したことで魚、が死亡し

てしまうケースは少なく、また残欝した鈎の影響を受

けることなく成長することが確認された。

表 1 釣獲により収集したイワナ稚魚、の個体数

フライ
{本表

19 

20 

口殴

鈎F主去

食 i宣

鈴]残留

表 2 イワナ稚魚、の死亡状祝

鈎f卦かりの 鈎の処理 {共言式魚 死亡j魚、の個体数
部位 方法 {関{本数 翌日 2~3 日 4~21B 

口際 鈎除去 20 。 。 。
19 。 。 。

{本 3受 鈎F争去 20 。 。 。
ロ2空 鈎徐去 19 。 。 。

鈎残留 17 。 。 。
体表 鈎徐去 20 。 。 。
食道 鈎徐去 18 12 。 。

17 l 。 。
20 。 。 O 

館釣り

コントロール

釣り方

フライ

餌釣り

コントロール

日
口
一
如
一
間
口
一
叩

22~82B 。 。
。 。
。 。
。 。
。 。
。 O 

12 67 

6 

5 

。
。

表 3 魚体に残された鈎の排出状況

* 

排出された鈎の数
4~21 B 22~82B 

4 
6 

排出された 魚体残留
錫体の割合(%)

94.7 
88.2 

室却の数 (本)

6 

表4 食道に残された鈎の動向

検査尾数(f宅) 鈎の発見部{立
腎のE草寺護

符の幽内部
{本外放出

3 16 

主主jの動向状況
宵塁塁を刺突

関内部に露出(何一1図体内から発見)
すべて内部iこ露出

魚、{本から放出

鈎の数(本)
4 
2 
3 
4 
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2. イワナ成魚、に関する検討

材料および方法

実施時期 1999年6月 15 日 ~9月 7 日 (82 日間)

イワナ成魚を対象とした釣獲は、 6月 15B~17 日 (3

日間)に実施した。一部の試験誌では、 7月1B~2 日

(2日間)に再度試験を設定し直した。

実施場所 釣獲池には、栃木県水産試験場のコンク

リート製池 (2mX5m) を使用し、水深70cmで実施

した。また、釣り上げ魚、を飼育観察するため、 2mX 

4mのコンク J)ート製池2頭に75Q 水槽を設置し、そ

の中へ釣り上げたイワナを収容した。

供試魚 水産試験場内で銅育中のニッコウイワナ

l年魚(体長15cm以上の魚:以下成魚、と言う) 600尾

を使用した。

試験方法 釣りは、 #14、#16のかえしの付いた毛

鈎を用いるフライ(毛鈎)釣りとS、6号の半かえしの

付いた渓流鈎を用いた額釣りの2通りを行った。試験の

設定方法は、稚魚の場合と向様とした。ただし、口校

内については、釣獲後の取り扱い方として濡れた手と

砂に塗した場合を想定し、魚を臨む前に手を水に浸し

てから魚、を掴んだ場合を『濡れた手』とし、小砂利を

した後に魚を;霞んだ場合を『砂を塗す』として思分

けした。

釣獲後の生残については、 21B間無給餌で観察を続

け、その関の死亡魚、と排出された鈎の数を記録した。

食道に鈎掛かりしたイワナについては、その後の体

長・体重変化を調べるため2ヶ月間給餌を行い、稚魚と

同様の方法で鈎の位置について調査を実施した。

結果および考察

釣護持の実施条件 釣獲を実施した当日の条件を表

Sに示した。

釣獲後の飼育潔境 釣り上げ後の魚を管理した環境

条件を表6に示した。

魚の死亡状況 成魚、では、稚魚に比べ死亡した尾数

が全体的に多かった。フライの口腔内糸切鈎残程度と

餌釣りの食道内鈎路公および口腔内糸切鈎残留の砂を

塗した誌では、他の区に比べ死亡した尾数が6尾から

11尾と多かった。

ただし、今国試験を実施した一部の死亡魚で培、病

的な症状を示したものもおり、粘液細菌のサイトファ

ーガ・カラムナリス (Cytophaga columnaris) も分

離されたが、対関区では当疲状を示して死亡した錨体

はなく、鈎掛かりにより傷ついた箇所から細菌等が入

り込み、疾病を引き起こしたものと推定された。特に

フライでは鈎の軸が太いあるいは受ける傷口の拡がり

が大きいためか、口控内の糸切鈎残留区において鈎掛

かりの吻端部あるいは口腔部が黄色に変色するいわゆ

る口ぐされ疲状を示した個体が多く確認された。この

ような錨体では、傷口の疲状が進み、鰭組織まで崩壊

が見られるケースが多く、前述したカラムナ J)ス菌な

どの影響を受けて死亡した可能性があると考えられた。

また、釣った後に砂が体表に付いた場合は、魚、体の粘

液が取れることにより体表が傷ついたり、細菌などが

霞入しやすくなることで、死亡するケースの増えるこ

とも考えられた(表7)。

食道内に鈎掛かりした魚の成長 21B間無給餌飼育

で観察した餌釣り食道内鈎除去区、食道内糸切鈎残留

区および対照尽において、その後のイワナ成魚、の成長

を調べた結果、体長、体重のどちらにおいても、全て

の区でともに増加関向を示した。

魚体内に残された鈎の排出状況 口控内に鈎掛かり

した魚、を21日間観察した結果、フライでは3日までに

20本中3本、 4~21 日間に 13本の合計17本(85.0%)の鈎

が脱落した。これに対し餌釣りでは、 3日までに12本、

4~21 日までに 4 本の合計16本 (80.0%) の鈎が脱落

した。また、砂を塗した底では、 3 日までに3本、 4~

21日までに9本の合計12本 (60.0%) の鈎が税落した。

食道内に鈎掛かりした慌では、 4~21 日間に 3 本

(15.0%)が排出された(表8)。

食道内に残された鈎の動向 食道内に鈎が残留した

個体18尾は、 21日開無給餌で鏡察した後2ヶ月間館を

給餌し、その後の成長について調べた。また鈎の有無

を、 Softexで軟X線フィルムを撮って調べた結果、 12

本の鈎の存在が確認された。これらの閥体については、

鈎の残留状況を解部により確認した結果、体内から確

認された鈎は12本であったが、向一個体の体内から2

本の鈎が確認された個体が1尾おり、体内に鈎の残留し

ていた個体は11尾であった。また、もう l躍でも2本の

鈎を確認した{図体がいたが、この個体は1本が体内(育

内)に残留しており、もう l本が対外に排出された状態、

(鈎は庇何より排出、テグスが腸管内に残って閤定)の

ものであった。この他の7尾の翻{本からは、魚体内で鈎

は確認されておらず、体外へ排出されたものとして扱

った。この内観祭期間中に排出された鈎は4本、他の魚、

から確認された鈎が2本あり、その他として行方不明と

なった鈎が、 i本であった。一方、体内から発見され

た鈎の部位は、関の富義から 12本(うち2本は、間一



間体内で確認)で、内腎壁に刺突していたものが10本、

胃壁に刺さらずに腎内部に露出していた鈎は2本であっ

た(表 9)。この中で胃壁を刺突もしくは湾内部に残留

していた鈎は、 66.7%と高く、体外へ排出されたもの

が33.3%であった。胃壁を刺突した鈎の状況は、表 l

Oのとおりであり、特に釣り上げ時点の吻端からの計

測距離が平均で37.5~45.0mmで、あったのに対し、解

部持の吻端からの距離は平均で42.5-51.0mmと若子で

はあるが体内の突の方へと移動している可能性が見ら

表 5 釣獲時の飼育環境条件

サンプ'J:ング日 天候 気j昆 CC) 水温 CC)

6.16 日寄れ 22.0-30.4 16.2-16.7 

1回目 6.17 勢り 19.4-21.9 16.1-16.2 

6. 18 雨 14.5-15.3 15.8-15.9 

2@]臼 7. 1 り 21.9-23.5 16.8-17.2 

(湾設定) 7. 2 議り 21.3-24.8 16.7-17.2 

表 6 釣り上げた魚を収察した水機の飼育条件

注水議 法水 排水 飼育水滋

8:1霊(Q) (mQ/s) pH 以)(mg!Q) pH Dαmg!Q) ('Cl 

75 76 6.3 9.33 6.4 9.02 15.8-18.5 
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れた。なお、体内から発見された鈎については、稚魚、

と間様全て錆びた箆所があり、完全にシャンク部分や

パーブ部分の欠損した錦も確認されており、腐蝕の進

んでいるものが多く見られた(表 11)。

以上の結果から、成魚、についてはフライや館釣りの

手法の違いあるいは釣り上げ持の取り扱いの違いが、

痕接死亡原因に結びついているとまでは雷えず、特に

差がないものと考えられた。ただし、釣り上げた行為

により、口腔内や食道内に傷が付くことから、他の病

原綿菌などの侵入により症状が怒化、死亡すると言う

ケースも想定され、特に成魚については、リリースし

た場合の死亡が稚魚、よりは多くなることが予想される

結果となった。また鈎の残留については、稚魚と同様

腐蝕などの競落や体外への排出により、魚が死亡する

ケースは極めて少ないことから、錦の残留による

を受けることは少ないものと考えられた。

(資源、環境部)

表 7 イワナ成魚、の死亡状況

釣り方 鈎掛かりの鈎の処理釣り上げ後供試魚数 死亡状況(尽)

部位 方法 のハンドリング (尾) 翌日 2~3 臼 4~14 日 15~21 B 合言1・死亡率(%)

鈎除去 j怒れた手 20 O O 2 1※(1) 3※(1) 15 

口波 鈎残留 " 20 O l l※(1) 。 2※(1) 10 

鈎除去 砂に塗す 20 O O 4※(3) O 4※(3) 20 

長耳釣り 鈎残留 " 20 O 3※(1) 5※(3) O 8※(4) 40 

食道 鈎徐去 濡れた手 20 O 3 3※(1) O 6※(1) 30 

鈎残留 20 。 O O b 

体表 鈎除去 濡れた手 20 O 3※(2) O 4※(2) 20 

口腔 鈎除去 濡れた手 20 O O O b 

フライ 鈎残留 " 20 O 2 9※(2) O 11※(2) 55 

{本表 鈎除去 " 21 O O 2 10 

Control 濡れた手 20 。 O O O O O 

※(  )内l立、病気の症状が確認された偲体数

表8 魚体に残した鈎の脱落状況

釣り方 鈎掛かりの 鈎の処理 釣り j二げ後 供試魚、数 税法した鈎の本数(本)

部位 方法 のハンドザング {尾) 3日以内 4~21 日 合計 税落率(%)

口腔 鈎残留 濡れた司王 20 12 4 16 80 

鎖釣り 砂に主主す 20 3 9 12 60 

食道 " 濡れた手 20 O 3 3 15 

フライ 口 腔 20 4 13 17 85 
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表 9 食道に残した鈎の動向

供試魚数(尾) 鈎の発免部位 鱈体数(J宅) 鈎の動向状態 鈎の数(本) 割合(%) 特記事項

轡の畜褒 11 腎撲を京IJ突 10 61.1 

18 湾内部に残留 2 内12ドは体外排出を吸引

体外排出 7 月工円から排出 38.9 体外排出を吸引

魚川本から排出 4 

行方不明

表10 腎壁を刺突した鈎の状況

供試魚数(尾) 鈎の発見部{立 鈎の向き 個体数(尾) 釣上げ時の吻端からの 解剖持の吻端からの

距総(mmH襟準偏差 距磁{mmH標準偏差

上側 上向き 2 37.5土6.36 45.0土7.07

10 腎の盲婆前端
下向き 3 40.3:t 1.53 50.3土0.58

下側 上向き 45.0 50.0 

下向き 4 38.3土5.12 54.0ごと8.21

表11 発見した鈎の状態

発見鈎数(鱈〉 鈎の動向状態 鈎の数(本) 腐蝕した鈎数(本) 腐蝕率(%) 備 考

胃援を刺突 10 2 20.0 シャンク欠損 2本

17 湾内部に残留 2 1 

日工門から排出 l 1 28.6 

魚、体から排出 4 O 
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