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Abstract   Due to multiple weirs constructed in the Shonai River (lower reach of the Toki 
River), local belief held that ayu (Plecoglossus altivelis altivelis) migration was impeded, 
local fishery cooperatives therefore managing ayu by seed stocking in the Toki River. 
However, individuals collected upstream from the Shonai River weirs, their origins 
discriminated using otolith morphological abnormalities and microchemical analysis, 
included two that were clearly amphidromous, such being evidence of migration.
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両側回遊性のアユ Plecoglossus altivelis altivelis 
は秋に河川下流で孵化した後，海に流下し

て冬を過ごし，春になると河川に遡上し，河川中
上流で付着藻類を食べて成長する．しかし，堰堤
をはじめとする河川横断構造物はアユの遡上を阻
害していることが報告されている（小山，1978；
古川・高橋，2010；前田・藤原，2011）．本種は
内水面漁業における重要魚種であり，資源増殖を
目的に種苗放流が行われている．庄内川は岐阜県
から愛知県を流れ，伊勢湾に流入する幹川流路延
長 96 kmの一級河川であり，岐阜県内では土岐川
と呼ばれている．愛知県内には複数の堰堤が存在
し，各堰堤には魚道が設置されている．魚道は堰
堤による生物の移動阻害解消を目的に設置される
が，多くの河川で十分に機能していないことが指
摘されている（小山，1979；和田， 2000；高橋・東，
2006）．庄内川においても，アユが入口を見つけ
にくいとされている張り出し型魚道（安田，
2011）が設置されているなど，魚道がうまく機能
しておらず，土岐川まで遡上する天然アユはいな

いとされている（土岐川観察館，私信）．堰堤が
ある河川において天然個体がどこまで遡上してい
るのかを明らかにすることは資源増殖を行う漁業
協同組合だけではなく，河川横断構造物の管理者
が魚道の設置や改修を考えるうえでも重要な情報
となる．しかしながら，種苗放流が行われている
河川において，アユの天然遡上を確認するために
は，河川に生息するアユを天然遡上個体と放流種
苗に判別する必要があり，容易ではなかった．し
かし，近年アユの耳石 Sr/Ca比から回遊履歴を推
定する研究が進み，河川に生息するアユの由来判
別が可能になってきた（Otake et al., 2002；清家ほ
か，2002；間野ほか，2014）．そこで，本研究で
は土岐川におけるアユの由来判別を行い，これま
でいないとされてきた天然遡上個体を確認したの
で報告する．

材 料 と 方 法

庄内川水系には下流側の愛知県内に落差 0.5–6.0 

岐阜県庄内川水系土岐川における天然遡上アユの確認
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mの堰堤が 7つあり（Fig. 1），いずれも魚道が設
置されている．しかし，庄内川に遡上するアユは
最下流にある小田井床止堰堤で遡上を阻害され，
多くの個体が同堰堤下流で減耗している可能性が
指摘されている（間野，未発表データ）．また，
河口から 41 kmにある玉野堰堤は発電用の取水施
設で落差が 6 mあり，右岸側に幅 1.8 m，長さ約
40 mのストリーム型魚道が設置されているものの，
魚道が下流に突き出した構造のため入口が堰堤か
ら下流側に離れた場所にあり，魚道内には水勢を
緩和する隔壁が設置されていない．このような状
況から，アユは玉野堰堤を越えて遡上していない
と考えられてきた．玉野堰堤から下流の愛知県内
には漁業協同組合はなく，アユの放流は行われて
いない．一方で，玉野堰堤より 2 km上流に位置
する県境より上流（土岐川）では土岐川漁業協同
組合がアユの漁業権を有し，恒常的に種苗放流を
行っており，本研究を行った 2012年は 6月に岐
阜県魚苗センターで育成された人工種苗 300 kg
を放流した（土岐川漁業協同組合，私信）．
調査は玉野堰堤から約 7 km上流に架けられた

国長橋と同約 8 km上流の昭和橋間において行い，
2012年 10月 14日に投網で採捕したアユ 7個体
を解析に用いた．採捕した個体は冷蔵して研究室
に持ち帰り，-20˚Cで冷凍保存後解凍し，標準体
長を計測した後，左右の扁平石を取り出した．半
透明で結晶が粗く，輪紋が形成されていない領域
がある異常な耳石（Ma et al., 2008）を除き，損傷

の少ない側の耳石をエポキシ系樹脂（スペシフィッ
クス 20kit，Struers社）で包埋し，スライドガラ
スに接着後，粒径 70 µmのダイヤモンドカップ砥
石（Discoplan-TS，Struers社），粒度 3–40ミクロ
ン規格のラッピングフィルム（インペリアルラッ
ピングフィルム，住友スリーエム社）を用いて耳
石核が露出するまで研磨し，最後に琢磨機
（RotoPol-35，Struers社）で鏡面処理を行った．続
いて，Otake and Uchida（1998）に準じ，耳石の表
面に炭素蒸着を施し，波長分散型電子線マイクロ
アナライザー（JXA-8530F，日本電子社）を用い
て微量元素分析（以下，EPMA分析）を行った．
測定条件は加速電圧 15 kv，電流値 2× 10-8 Aに
設定し，耳石核から縁辺まで直径 5 µmの電子ビー
ムを 5 µm間隔で各点 4秒間照射し，Srならびに
Caの X線強度を線分析した．Srと Caの X線強
度の濃度変換（重量％）には SrTiO3と CaSiO3を
標準試料として用い，データ解析は Srと Caの濃
度比を 1000倍にした値を用いた（以下，Sr/Ca比）．
各個体は耳石 Sr/Ca比の変動から降海履歴の有無
を判断し，天然遡上個体と人工種苗を判別した．

結 果

供試した 7個体の体長ならびに耳石異常の出現
状況を Table 1に示す．TK2, 3, 6の 3個体は左右
いずれの耳石にも異常がみられ，これらの耳石に
ついて EPMA分析は行わなかった．TK1, 4, 5, 7

Fig. 1.　Map of Toki River sampling site. Weirs indicated by bars across river.
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は左右ともに耳石の異常はみられず，EPMA分析
を行った．各個体の耳石中心から縁辺の耳石 Sr/
Ca比の変動を Fig. 2に示す．TK1は耳石中心か
ら縁辺にかけて Sr/Ca比が 2.3以下の低い値で推
移した．TK4は耳石中心付近で 1.3以下の低い値
を示したが，160 µm付近で上昇し，200 µm付近
で一時的に 3.5を示した後は 3.4–1.9で推移し，
360 µm付近からは 3.0以下の値で推移した．TK5
は耳石中心付近で一時的に 11.7を示したが，す
ぐに低下し，100–400 µm付近では 4.9–8.4で推移
した後，450 µmにかけて急激に低下し，その後
は 2.8以下で推移した．TK7は耳石中心付近で 9.4
を示したが，50 µm付近にかけて急激に低下した
後，430 µm付近までは 4.0–8.4の間で大きな変動
を繰り返し，450 µmにかけて急激に低下した後
は 2.2以下の値で推移した．

考 察

耳石の異常は主成分である炭酸カルシウムの結
晶がストレスなどで変化することにより生じ，正
常な耳石に比べて低い Sr濃度を示すとされてい
る（Ma et al., 2008）．そのため，本研究では異常
耳石については EPMA分析を行わなかった．3個
体は左右ともに耳石が異常であったため，これら
の個体は耳石 Sr/Ca比の変動パターンによる降海
履歴の有無は確認できなかった．しかしながら，
財団法人岐阜県魚苗センター産の人工種苗に耳石
の異常が高頻度で生じることや（間野ほか，
2014），土岐川で種苗が放流される前に下流の庄
内川域で採捕した天然遡上個体では左右がいずれ
も異常である個体はわずか 0.7％であったことか
ら（間野，未発表データ），上記 3個体は天然遡
上個体ではなく，人工種苗と推定できる．
一方，土岐川の流入する伊勢湾沿岸海域で採捕

したアユの耳石 Sr/Ca比は耳石中心付近で 4.02–
8.35を示すことが分かっている（間野ほか，
2014）．また，人工種苗でも希釈海水で育成され
ると耳石 Sr/Ca比が降海履歴のある天然遡上個体
に近い値を示すことが知られている（清家ほか，
2002）．しかし，同センター産の人工種苗は孵化
直後から塩分約 3‰の人工海水で飼育された後，
淡水馴致され放流サイズまで飼育されており，耳
石 Sr/Ca比は 3以下の値を示すことが確認されて
いる（間野ほか，2014）．したがって，耳石中心
付近で Sr/Ca比が 5以上で推移した TK5と TK7
は降海履歴のある天然遡上個体と判断され，土岐
川には下流の堰堤を越え，海から遡上する天然遡
上アユが生息することが確認された．本研究によ
り，庄内川水系において天然遡上個体が存在しな
いとされてきた土岐川まで遡上して秋の産卵時期
まで生残する個体の存在が明らかになった．この
ことは，庄内川および土岐川では生物多様性に配
慮し，天然個体を念頭においたアユの資源管理が
重要であることを示唆している．また，他の河川
においても同様にアユの遡上が不可能と思われて
いる地点にまでアユが遡上している可能性を示す
ものであり，魚道の設計や改修にあたっての重要
な知見となる．
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合に情報提供いただいた．アユの採捕は矢田・庄

Sample SL (mm) Otolith abnormality
TK1 190.1
TK2 184.6 right and left sides
TK3 197.9 right and left sides
TK4 177.9
TK5 179.3
TK6 205.2 right and left sides
TK7 223.0

Table 1.　Standard length (SL) and occurrence of otolith 
abnormalities in ayu

Fig. 2.　Profiles of otolith Sr/Ca ratios of individual ayu.
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内川をきれいにする会に協力いただいた．また，
EPMA分析は三重大学大学院生物資源学研究科海
洋個体群動態学研究室，同大学医学部電子顕微鏡
室，同大学社会連携研究センター（現地域イノベー
ション推進機構）の機器を使用させていただいた．
ここに御礼申し上げる．アユの採捕は岐阜県の特
別採捕許可を得て行った．
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