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はじめに

千葉県では，県内５河川でアユが漁業権魚種になっ
ており，漁業や遊漁で利用されている。これらの河川
のうち，内房域北部に注ぐ湊川では，天然稚アユが安
定的に遡上し利用されているが１－４），その他の河川で
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から
上流域への遡上が妨げられている。外房域に位置し太
平洋に注ぐ夷隅川では，下流域に設置された潮止堰下
まで天然稚アユが毎年来遊しているが，従来から設置
されている階段式魚道では落差が大きくアユ稚魚の遡
上は困難であり，同魚道内に設置したデニール式魚道
を使って一部のアユ稚魚が遡上しているにすぎない５－１０）。
そこで，魚道の改修や汲み上げ放流などにより，これ
らのアユ資源を有効に利用するため，潮止堰下への来
遊資源量を把握する必要が生じてきた。
河川においてアユの遡上尾数を推定した研究は，数

多く存在するが３,１１－１４），いずれも魚道等における定点
観察により，アユが遡上していく様子を捉えたもので
あり，夷隅川の潮止堰下のような滞留しているアユ資
源尾数の推定には適用できない。
そこで，来遊資源量を直接的に推定する試みとして，

夷隅川において来遊した天然稚アユを用いた標識放流
試験を行い，ピーターセン法による資源量推定を行う
とともに，投網によるCPUE（投網１投あたりの採捕
尾数）との関係を用いた遡上期全体の来遊資源量の推
定方法について検討したので報告する。

材料および方法

調査河川の概要
夷隅川は，房総半島を流れ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（図１）。潮止堰には
従来の階段式魚道のほか，デニール式の簡易魚道が設
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図1 調査河川の概要



置してあるが，堰下に来遊するアユ稚魚は流量や水位
等に関する限られた条件でしか遡上できない。また，
堰直下は平らなコンクリート製の水叩きになっており，
投網による漁獲努力はほぼ一定に保つことができる
（図２）。

標識放流
夷隅川の潮止堰下に来遊した天然稚アユを投網（目

合３０節）により採捕し，脂鰭カット標識を施した。標
識した稚魚は，計数後に潮止堰下に放流し，一部につ
いて体長，体重を測定した。放流は，１回目を２００４年４
月１６・１７日，２回目を２００４年５月１７日の２回行った。
また，４月１６日の放流魚について，４月１５日に採捕・
鰭カットを行った後に放流するまでの間，FRP製４００L
水槽に収容し，投網による採捕や脂鰭カット作業の

ハンドリングによる斃死状況を確認した。
採捕調査
採捕調査は標識放流後２日目（１回目は４月１９日，

２回目は５月１９日）から，潮止堰下の水叩き上で投網
により実施した。調査では，各調査日に１０～２０投を目
安として採捕を行い，数日間隔で標識魚が再捕されな
くなるまで実施した。採捕したアユは冷蔵で持ち帰り，
大きさ等の測定及び脂鰭の有無の確認を行った。
来遊資源量の推定
標識放流後，初回調査時の採捕尾数に占める標識魚

の割合（標識魚率：％）を用いて，ピーターセン法
（Baileyの修正式）１５,１６）により放流時の潮止堰下におけ
るアユ資源量を推定した。また，推定した資源量とそ
の時の投網による１投あたりの採捕尾数（以後，
CPUEとする）の関係を求めた。
次に，各調査日のCPUEから，資源量－CPUEの関
係式により，各調査日の資源量を推定した。標識放流

魚の再捕状況から，放流後約２週間を１期間（潮回り
を基準に，若潮から長潮まで）とし，その間の最大資
源量を１期間の来遊資源量とした。さらに，２月から
６月までの間の各期間の来遊資源量を合計し，年間の
来遊資源量とした。また，採捕調査が行われなかった
期間については，前後の期間の来遊資源量の平均値を
用いた。この年間来遊資源量の推定を，同様の投網調
査によるCPUEのデータがある２０００～２００７年にあては
めて行った。

結 果

標識放流
脂鰭カット標識を施したアユを１回目に８６３尾（平均

体長６１．７㎜，平均体重２．４g），２回目に８１１尾（平均体
長５８．６㎜，平均体重２．０g）放流した（表１）。
なお，投網採捕及び標識作業による斃死はほとんど
見られなかった。
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図２ 夷隅川潮止堰
堰下はコンクリート製の水叩きになっており，投網によ
る漁獲努力は安定している。

表１ ピーターセン法による夷隅川潮止堰下のアユ資
源量推定結果（２００４年）

５／１７４／１６～４／１７標識放流日
８１１８６３標識放流尾数
５／１９４／１９採捕日
６９６１９５採捕尾数
３１２０うち標識魚尾数
４．５１０．３標識魚率（％）
１０１０投網数
６９．６１９．５ＣＰＵＥ（尾／投）
１７，６６５８，０５５推定資源尾数

（１１，７７８－２３，５５２）（４，８７４－１１，２３５）（９５％信頼区間）

図３ 標識魚の再捕状況



採捕調査・来遊資源量の推定
１回目の標識放流後，最初の採捕調査（４月１９日）
では，１９５尾中２０尾が標識魚で標識魚率は１０．３％で
あった。同様に，２回目の標識放流後の最初の採捕調
査（５月１９日）では６９６尾中３１尾が標識魚で標識魚率は
４．５％であった（表１，図３）。これらの値から標識放流
時の潮止堰下への来遊資源量を推定したところ，１回
目は８，０５５尾，２回目は１７，６６５尾と算出された。
そして，各採捕日のCPUE（４月１９日：１９．５尾/投，
５月１９日：６９．６尾/投）と資源量推定値から下記の関係

式を求めた（図４）。なお，資源量が０のとき，CPUE
も０であることから，原点を通る直線回帰とした。
Y（資源量）=２６５．４X（CPUE）（R２=０．８０６３）
次に，標識放流魚の再捕状況を見ると，１回目の標識

魚は放流後６日目まで，２回目の標識魚は放流後１３日
目まで再捕され，放流後，約２週間で潮止堰下からい
なくなっていた。
標識放流調査を行った２００４年の夷隅川におけるアユ
の来遊状況を見ると，３月４日から潮止堰下での採捕
が始まり，６月１７日の調査まで毎回採捕された（表２，
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表２ 夷隅川潮止堰下におけるアユ来遊資源量の推定結果 （単位 CPUE：尾/投，資源量：尾）

合計**6/12～6/266/11～5/295/28～5/145/13～4/304/29～4/154/14～3/313/30～3/163/15～3/12/15～2/29期間
（若～長潮）

2000 6/55/265/195/114/264/143/下*3/103/32/24採捕日
0.32.10.81.535.63.40.10.00.0ＣＰＵＥ

11,891885632123989,4489024642700資源量

合計**6/17～6/306/16～6/26/1～5/195/18～5/45/3～4/194/18～4/44/3～3/203/19～3/52/18～3/4期間
（若～長潮）

2001 5/305/295/175/105/74/244/204/94/54/23/283/223/163/6採捕日
4.12.21.0300.038.216.713.06.946.04.52.90.21.00.0ＣＰＵＥ

98,8081,08858426579,62010,1294,4323,4501,83112,2081,194770532650資源量

合計**6/21～7/56/20～6/66/5～5/225/21～5/85/7～4/234/22～4/84/7～3/243/23～3/92/22～3/8期間
（若～長潮）

2002 6/105/275/225/145/95/75/24/304/264/244/234/194/154/114/23/253/203/193/14採捕日
0.20.227.662.919.31.820.21.320.926.70.45.8152.459.64.00.20.50.00.1ＣＰＵＥ

72,78753417,32516,6915,1224875,3613455,5407,0771061,54840,44715,8181,06261133013資源量

合計**6/10～6/246/9～5/265/25～5/115/10～4/274/26～4/124/11～3/283/27～3/133/12～2/262/11～2/25期間
（若～長潮）

2003 6/95/305/265/125/14/304/244/184/154/13/243/203/143/112/282/14採捕日
26.17.8258.20.875.0246.6173.8136.556.523.710.26.60.20.80.00.4ＣＰＵＥ

189,6126,9342,05768,52621219,90565,44846,11336,22714,9956,2872,7071,752532120106資源量

合計**6/13～6/276/12～5/295/28～5/145/13～4/294/28～4/154/14～3/313/30～3/163/15～3/12/16～2/29期間
（若～長潮）

2004 6/176/上*5/285/255/195/175/64/304/264/234/214/194/174/154/73/293/183/4採捕日
20.428346969.667.654175.845.366.18.319.527.519.1355.913.70.20.1ＣＰＵＥ

277,5375,41464,94375,108124,47317,66517,94114,33246,66612,02317,5432,2038,0557,2995,07814,8363,6365327資源量

合計**6/17～7/16/16～6/26/1～5/185/17～5/45/3～4/194/18～4/44/3～3/203/19～3/62/19～3/5期間
（若～長潮）

2005 6/76/65/下*5/85/54/274/254/83/下*3/173/102/24採捕日
150.0150.025.025.0150.0200.019.58.60.50.4ＣＰＵＥ

134,04039,81039,81023,2236,6356,63539,81053,0805,1753,7292,282142106資源量

合計**6/21～7/56/20～6/66/5～5/235/22～5/85/7～4/234/22～4/84/7～3/253/24～3/102/23～3/9期間
（若～長潮）

2006 6/55/295/125/94/284/184/43/15採捕日
18.810.023.022.238.29.40.80.2ＣＰＵＥ

23,9794,9762,6546,1045,89810,1382,49521253資源量

合計**6/11～6/246/10～5/275/26～5/125/11～4/274/26～4/134/12～3/293/28～3/153/14～2/282/13～2/27期間
（若～長潮）

2007 6/15/下*5/94/224/6採捕日
1.250.210.050.7ＣＰＵＥ

36,5633186,82113,3232,65413,447資源量
*採捕調査がなかった若潮から長潮までの期間については，各期間の前後の資源尾数推定値の平均値を用いた。
**推定資源量の合計は，各太線間（若潮～長潮）の各期間内の最大値（網がけの値）の総和。

図４ 推定資源尾数とCPUEの関係 図５ 潮止堰下（投網）で採捕されたアユのCPUEと
水温（2004）



図５）。CPUEは，徐々に上昇しながら，４月上旬，４月
下旬，５月下旬の３回のピークが認められた（図５）。
これらの調査日のCPUEと上記の式を用いて各調査日
の資源量を求め，潮回りによって区切った期間ごとの
最大資源量を合算したところ，２００４年遡上期の合計で，
２７７，５３７尾が潮止堰下へ来遊していたと推定された（表
２）。
同様に，潮止堰下での投網採捕によるCPUEデータ

がある２０００年から２００７年の来遊資源量を推定したとこ
ろ，それぞれ，１１，８９１尾，９８，８０８尾，７２，７８７尾，１８９，６１２
尾，２７７，５３７尾，１３４，０４０尾，２３，９７９尾，３６，５６３尾となっ
た（表２，図６）。

考 察

本調査により，夷隅川の潮止堰では，年によって増
減があるものの，多い年には約１０～３０万尾の来遊資源
量があることが推定された（図６）。これは，内房域に
注ぐ湊川におけるアユ遡上量と同等以上であると考え
られ，有用な遊漁対象資源として活用できよう３）。
しかし，これらの天然稚アユ資源は，潮止堰に設置

された魚道の機能が不十分であることから，上流への
遡上は一部にとどまり，堰下に滞留した稚アユは，約
２週間でいなくなり，新たに海から遡上してくる群

れに置き換わっていることが考えられた。この短期間
での減耗要因としては，魚食性の魚類（ウナギ１７）・ス
ズキ等），鳥類（カワウ１８）・サギ類・カワセミ等）など
による被食減耗，淡水要求にともなう自然死亡，海域
への逸散などが考えられるが，減耗要因を除去するこ
とは困難を極める。このため，来遊資源をより有効に
活用するためには，堰・魚道を滞留することなく通過
できるような構造に変えていくことが必要である。ま
た，このような改善が図られるまでは，人為的な汲み
上げ放流等を「タイミングよく」行っていくことが有
用であると考えられる。
今回実施した標識放流試験により，ピーターセン法

を用いて直接的に来遊資源量を推定することができた。
河川におけるアユの資源尾数の推定方法には，今回
用いた標識放流法（ピーターセン法）のほか，除去法
（DeLury法）や潜水目視法（ライントランセクト法）な
どによる報告がある１９－２１）。Delurｙ法は，漁獲情報を用
いて，初期資源量を推定するものであるが，山本ら１９）

が用いたように，天然アユの加入がなく，漁獲により
資源が減少していく場合には利用可能であるが，今回
のように経時的に加入が見込まれるほか，漁獲対象で
もない場合は利用できない。潜水目視法は，言うまで
もなく透明度の高い水域で一定の範囲を見渡すことが
できる場合に可能な調査であり，透明度の低い下流域
での本調査では利用不可能である。
ピーターセン法を適用するにあたっては，いくつか
の条件があるが１６），本試験ではこれらの諸条件，すな
わち①標識個体がよく混合され，捕獲のされやすさに
差異がないこと，②標識個体の死亡率は無標識個体と
等しく，標識脱落や加入逸散はないこと，③標識装着
による短期的な死亡はなく，再捕魚はすべて発見され
ることなどについて，すべて満たしているとして試験
を行った。また，漁獲努力については，経験の豊かな
漁業者ならびに筆者らが投網を行い，調査位置につい
ても，堰下の水叩きの越流が当たる部分を中心に，川
幅範囲を偏ることなく毎回一定の努力量により調査を
実施しており，調査者による大きな偏りはないであろ
う。
このように，堰等により遡上が阻害されている場合，
ピーターセン法を用いて，期間別の資源量を推定し，
これを基にした年間の来遊資源量の推定が可能であっ
た。しかしながら，資源量とCPUEの関係式を得るに
あたっての調査は，２回の放流試験にすぎず，今後の調
査の充実により正確度を高める必要がある。

要 約

１）千葉県外房域に位置する夷隅川において，潮止堰
下に来遊する天然稚アユの資源量推定をピーター
セン法で行うとともに，２０００～２００７年の来遊資源
量を推定した。

２）２００４年に，潮止堰下で採捕した天然稚アユの標識
放流を２回行い，各標識放流時の来遊資源量を求
めたところ，４月１９日は８，０５５尾，５月１９日は１７，６６５
尾と推定された。

３）２回の標識放流試験による推定資源量と投網によ
るCPUEとの関係から，Y（資源量）＝２６５．４X
（CPUE）が得られた。

４）潮止堰下への標識放流魚は，約２週間でいなくな
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図６ 夷隅川潮止堰下におけるアユ来遊資源量の推
定結果



ることから，ほぼ一潮回り（若潮から長潮まで）
で群れが入れ替わると考えられた。

５）各調査日のCPUEから期間毎の来遊資源量を求め，
これを合算し２００４年遡上期における来遊資源量は
２７７，５３７尾と推定された。

６）２０００年から２００７年における夷隅川潮止堰下への天
然稚アユの来遊資源量は，それぞれ，１１，８９１尾，
９８，８０８尾，７２，７８７尾，１８９，６１２尾，２７７，５３７尾，
１３４，０４０尾，２３，９７９尾，３６，５６３尾と推定され，年に
よって増減はあるものの，多い年で約３０万尾が来
遊すると考えられた。

７）来遊資源を有効に活用するためには，堰や魚道を
滞留することなく通過できるような構造が必要で
あるとともに，構造が不十分な場合は，人為的な
汲み上げ放流などを「タイミング良く」行うこと
が有用である。

８）堰等により遡上が阻害されている場合，ピーター
セン法で求めた期間別の資源量を基にして，年間
の来遊資源量の推定が可能であった。
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