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はじめに

千葉県では，５つの河川でアユPlecoglossusaltivelisが
共同漁業権の対象種となっており，漁業や遊漁により
利用されている。これらの河川のうち，上流域まで天
然アユが遡上できるのは内房域北部に位置する湊川
（富津市）のみである。他の河川は，中流域にダムが存
在するか，中下流域に設置された頭首工の魚道が十分
に機能していないことなどにより遡上が阻害されてい
るのが現状である。
河川に魚道を設置するにあたり，その種類や場所の

選定及び設計に対する方法論については，中村１，２）など
のほか，数多くの報告書がある。しかし，アユを対象
とした魚道の実例については，魚道の種類毎の設置事
例を用いた実験的研究により，魚道内の流れ場の特性
と遡上行動との関係など，主に魚道設置における水理
条件を探るための事例研究はあるものの３-７），アユそ
のものの遡上条件を探るための実例研究は，戸井８）に
よる魚道からの流水刺激に関する実験を除いて見あた
らない。
筆者らは外房地域を流れる夷隅川にデニール式魚道

を設置し，アユの遡上状況や魚道の効果の把握に努め
てきた。このため本研究では，屋外池に設置したデ
ニール式魚道を用いて遡上試験を行い，その遡上効果
やアユの遡上要因について検討したほか，２系統のア
ユ種苗の遡上性の差異についても検討したので報告す
る。

材料および方法

供試魚

試験には，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２系
統のアユ種苗を用いた。１つ目の系統は，従来から放
流種苗として生産してきた木曽川系継代種苗（海産系，
１８代目，以下継代群）である。２つ目は，江戸川産の
天然種苗を養成した雄と継代群の雌を交配した種苗
（以下Ｆ１群）である。平均全長は，継代群が１２９．３㎜，
F１群が１２０．２㎜であった。なお，Ｆ１群には，脂鰭切
除による標識を施した。
遡上試験
２００３年７月２２日から７月３１日に，千葉県内水面水産
研究センター（現 千葉県水産総合研究センター内水
面水産研究所）の屋外池内にデニール式魚道を設置し
て，アユ種苗の遡上試験を７回実施した。

試験池は屋外コンクリート製（８㎡）で，この池を
木材を用いて上池，中池，下池に区分し，上池から下
池にかけて木製のデニール式魚道（長さ１,８００㎜，幅３００
㎜，高さ２５０㎜）を勾配約１８％に設置した（図１）。中
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図１ デニール式魚道を用いた遡上試験の概観



池には水中ポンプを２基設置して上池にくみ上げ，上
池から下池に向かって魚道内を水が流れるようにした。
下池に流入した水は，木材に開けたネット部を通じて
中池に戻し，下池と中池を同じ水位に保った。また，
各試験中の新たな注水は行わず，ポンプによる循環の
みとした。魚道内の水量は，魚道からあふれ出ないよ
うに上池の水位により調節し，魚道内の水深は上部が
０．１２ｍ，中部が０．１６ｍ，下部が０．２１ｍ，流速は，表層
が約０．３～０．６m／s，底層がほぼ０m／s，流量は毎分
約０．５m３であった。
１回の試験には，２系統のアユ種苗を各５０尾ずつ計

１００尾を使用し，開始時に下池に収容した。各試験は
午前１０～１１時に開始し，２４時間後に水位を落とし，各
池ごとにアユの尾数を計数するとともに全長，体長，
体重を測定した。遡上率（％）は，上池に遡上した尾
数を供試尾数に対する割合として表した。試験中は無
給餌とし，開始時と終了時の水温を記録した。
また，遡上率の変動要因の検討には，開始時と終了

時の水温差のほか，銚子地方気象台佐倉気象観測所に
よる日照時間および降水量の観測資料を用いた。

結果および考察

遡上率と変動要因
試験日ごとの遡上率と水温（開始時，終了時，水温

差），日照時間および降水量を表１に示す。各群の遡
上率は，継代群が約１４．０～８８．０％，F１群が２０．０～
１００％と試験日毎に大きく変化した（表１，図２）。
遡上率が試験日ごとに大きく変化したことから，こ
れらの要因を検討するため，遡上率と試験開始時から
終了時までの水温差，日照時間，降水量との関係を見
たところ（図３），遡上率と水温差については有意に相
関し（p<０．０５），試験中の水温差が大きいほど遡上率が
高くなっていた。一方，日照時間および降水量と遡上
率の関係については，相関は見られなかった。日照時
間と降水量は，水温の変動に直接影響すると考えられ
るため，遡上率に影響する可能性もあることからさら
なる検討が必要である。
また，予備試験を含む一連の行程において，試験開
始前の予備飼育時の水温が，試験開始時の水温より高
かった場合に，遡上率が低くなる場合があった。これ
は，河川での放流時に種苗の飼育水温より河川の水温
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表１ 遡上試験結果

７/３１７/３０７/２９７/２８７/２４７/２３７/２２試験日
８２．０７８．０３０．０５７．１８８．０４０．０１４．０継代群

遡上率（％）
９２．０１００．０４４．９６８．０８０．０５４．０２０．０Ｆ１群
１８．７１８．１１８．０１８．２１７．７１７．６１８．３開始時

水温（℃）
２３．２２３．３２３．３２２．４２２．７２０．３２０．２終了時
４．５５．２５．３４．２５２．７１．９水温差（℃）
１．９００．２５．１０．２００日 照 時 間
０４８００３６０降水量（㎜）

＊日照時間と降水量は２４時間の合計

図２ アユ種苗の系統別遡上試験結果
＊＊：有意水準１％

図３ 遡上率と変動要因の関係
上段：遡上率－水温差，中段：遡上率－日照時間，
下段：遡上率－降水量



が低かった場合には上流への遡上・分散に影響が出る
ことを意味する。
一般に人工産種苗では，放流後分散せずに群れにな

る傾向が見られるが，本試験では，水温差との相関が
認められたことから，実際の放流時において，放流直
後の水温の上昇がアユの遡上・分散に大きく関わるこ
とが考えられた。遡上・分散が早ければ，それだけ放
流後の生息密度が減少し，冷水病の発症要因となるス
トレスを軽減できることが期待される。
系統間の比較
遡上率を試験日毎に見ると，２系統の遡上率につい

て，７回の試験のうち７月２４日を除く６回でF１群の遡
上率が継代群を上回り，７月３０日では有意にF１群の遡
上率が高かった（χ２，p<０．０１）。このことは，F１群
が遡上性に関して優位である傾向を示しており，天然
魚の持つ遡上性が雄だけを用いても，F１世代に引き
継がれていることを示唆する。また，F１群には劣る
ものの継代群の遡上率も同様な傾向を示した。これは
魚道内の流速測定結果が示すとおり，デニール式魚道
内の底層が緩やかな流れを持つことによるものと考え
られる。しかし，本試験では２つの系統を一緒に収容
しており，Ｆ１群の遡上行動が継代群の遡上を促進し
た可能性も考えられる。
デニール式魚道の効果
本試験により，デニール式魚道はF１群及び継代群

の遡上に有効であることが明らかになった。このため，
夷隅川に設置した同魚道でも，環境要因が整えば
１００％の遡上が期待できるものと考えられた。
また，今回用いた２系統の種苗は県内河川で試験放

流され，その結果Ｆ１群の遡上性が高い傾向を示し，
上流側での再捕率も漁期を通じて継代群よりも高かっ
た９）。このことは，今回の試験結果からも裏付けられ，
継代群に天然魚を交配することで，遡上性の高い種苗
が得られることが実験的にも示された。また，この群
は，遡上性のほかに冷水病に対しても発症もしくは斃
死率が継代種苗より低い可能性が考えられ９），河川に
放流する種苗としての有用性も高いと推測された。
今後，遡上を阻害している堰などに対してデニール

式魚道を導入することは有効な手段であると考えられ，
遡上性の高い種苗の導入と併せて実施することにより，
河川での放流アユの生残・利用効率が向上することを
期待したい。

本研究を実施するにあたり、独立行政法人国立高等
専門学校機構木更津工業高等専門学校環境都市工学科
の石川雅朗准教授並びに白井淳治氏にはデニール式魚

道の作製に際し、特段のご配慮ならびにご指導をいた
だいた。ここに記して深謝申し上げる。

要 約

１）屋外コンクリート池にデニール式魚道を設置して，
２系統のアユ種苗を用いた遡上試験を実施し，同
魚道の遡上効果とアユの遡上要因及び種苗性につ
いて検討した。

２）試験には，木曽川系継代種苗（海産系１８代目）と
江戸川産の天然種苗を養成した雄と継代群の雌を
交配したアユ種苗の２系統を用いた。

３）試験は２００３年７月に７回実施し，１回の試験には，
２系統のアユ種苗を各５０尾ずつ収容し，２４時間後
に魚道を遡上した尾数を計数し，遡上率を算出し
た。

４）各群の遡上率は，継代群が１４．０～８８．０％，F１群
が２０．０～１００％で試験日毎に大きく変化した。

５）遡上率と水温差（開始時と終了時），日照時間およ
び降水量との関係を見たところ，遡上率と水温差
については有意な相関が認められたが，日照時間
および降水量との関係についての相関は見られな
かった。

６）遡上率と水温差とに相関があったことから，実際
の放流時における放流直後の水温上昇がアユの遡
上・分散に大きく関わることが示唆された。

７）試験に用いた２系統を比較したところ，７試験中
６回で，F１群の遡上率が継代群を上まわり，う
ち１回は有意に高かったことから，F１群に天然
魚の持つ遡上性が引き継がれていることが示唆さ
れた。

８）本試験によりデニール式魚道を用いた場合，環境
要因さえ整えば高い遡上効果が期待できることが
確認されるとともに，天然魚の高い遡上性を導入
することにより，放流アユの生残・利用効率の向
上が期待される。
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