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内水面の環境保全と遊漁振興に関する研究
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 年度）
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天然アユの遊漁に関する調査－
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⤖ᯝ㸪79.5%ࡢே
㏆ᖺ㸪ࣘ㔮ࡾࢆᴦࡋࡴ⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜဨཬࡧ㐟⁺⪅
調査②においてアユ釣りを始めたきっかけを聞いた
ㄪᰝղ࠾࠸࡚ࣘ㔮ࡾࢆጞࡵࡓࡁࡗࡅࢆ⪺࠸ࡓ

目
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ࢀ࡚⾜ࡗࡓࡇ
ࡣῶᑡࡋ࡚࠾ࡾ㸪⁺༠⤒Ⴀࡢᝏࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
結果，79.5%の人が知人や家族などの経験者に連れら
近年，アユ釣りを楽しむ漁業協同組合員及び遊漁者
⤖ᯝ㸪79.5%ࡢேࡀ▱ேࡸᐙ᪘࡞ࡢ⤒㦂⪅㐃ࢀࡽ
㏆ᖺ㸪ࣘ㔮ࡾࢆᴦࡋࡴ⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜဨཬࡧ㐟⁺⪅
1)

れて行ったことと回答した（図
。
は減少しており，漁協経営の悪化が懸念されている。
ࢀ࡚⾜ࡗࡓࡇᅇ⟅ࡋࡓ㸦ᅗ 2）
2㸧
ࠋ
ࡣῶᑡࡋ࡚࠾ࡾ㸪⁺༠⤒Ⴀࡢᝏࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ࡑࡇ࡛㸪ࣘ㐟⁺᪂ࡓཧධࡍࡿ㔮ࡾேࢆቑࡸࡍ
1)
᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ཧධࡢ㞀ቨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㡯࡞
そこで，アユ遊漁に新たに参入する釣り人を増やす方
ࡑࡇ࡛㸪ࣘ㐟⁺᪂ࡓཧධࡍࡿ㔮ࡾேࢆቑࡸࡍ

ࡘ࠸࡚ࣥࢣ࣮ࢺᙧᘧࡢព㆑ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
策を検討するため，参入の障壁となっている事項など
᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ཧධࡢ㞀ቨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㡯࡞

についてアンケート形式の意識調査を行った。
ࡘ࠸࡚ࣥࢣ࣮ࢺᙧᘧࡢព㆑ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮦᩱ࠾ࡼࡧ᪉ἲ

材料および方法
ᮦᩱ࠾ࡼࡧ᪉ἲ

ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ ࢹ࣮ࢱࡢ㞟࠶ࡓࡗ࡚㸪ᖹᡂ 28

ᅗ 1
㸦㔮ࡾࢆ㊃

ᖺ 10 ᭶ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓࠋ
ࣥ
図
アンケート調査
ᅗ 11 アユ釣りのイメージに関する回答
ࣘ㔮ࡾࡢ࣓࣮ࢪ㛵ࡍࡿᅇ⟅
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ データの収集にあたって，
ࢹ࣮ࢱࡢ㞟࠶ࡓࡗ࡚㸪平成
ᖹᡂ 28
（釣りを趣味とするが，アユ釣りをしない人への設問）
㸦㔮ࡾࢆ㊃ࡍࡿࡀ㸪ࣘ㔮ࡾࢆࡋ࡞࠸ேࡢタၥ㸧
ࢣ࣮ࢺᑐ㇟⪅ࡣ㸦ᰴ㸧ࢡࣟࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸࣥࢢⓏ㘓
年
アン
ᖺ 10 月にインターネットアンケートを実施した。
᭶ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓࠋ
ࣥ



ࡋࡓࣔࢽࢱ࣮ࡢ࠺ࡕ㸪ᅜࡢ 20 ṓ௨ୖ 49 ṓࡲ࡛ࡢ⏨
ケート対象者は（株）クロス・マーケティングに登録
ࢣ࣮ࢺᑐ㇟⪅ࡣ㸦ᰴ㸧ࢡࣟࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸࣥࢢⓏ㘓
ዪࡋࡓࠋㄪᰝࡣḟࡢ 2 㡯┠ࡘ࠸࡚ᐇࡋࡓࠋ
したモニターのうち，全国の
ࡋࡓࣔࢽࢱ࣮ࡢ࠺ࡕ㸪ᅜࡢ 20 歳以上
ṓ௨ୖ 49 歳までの男
ṓࡲ࡛ࡢ⏨

女とした。調査は次の
ዪࡋࡓࠋㄪᰝࡣḟࡢ 2 項目について実施した。
㡯┠ࡘ࠸࡚ᐇࡋࡓࠋ

ㄪᰝձ 㔮ࡾࢆ㊃ࡍࡿࡀࣘ㐟⁺ࢆࡋ࡞࠸ேࢆᑐ

㇟㸪ࣘ㐟⁺ᑐࡍࡿ࣓࣮ࢪ㸪ࣘ㐟⁺ࢆࡋ࡞࠸
調査①
ㄪᰝձ 釣りを趣味とするがアユ遊漁をしない人を対
㔮ࡾࢆ㊃ࡍࡿࡀࣘ㐟⁺ࢆࡋ࡞࠸ேࢆᑐ
⌮⏤࡞ࢆ⪺ࡁ㸪ࣘ㔮ࡾࡢཧධ㞀ቨࢆㄪࡿㄪᰝ
象に，アユ遊漁に対するイメージ，アユ遊漁をしない
㇟㸪ࣘ㐟⁺ᑐࡍࡿ࣓࣮ࢪ㸪ࣘ㐟⁺ࢆࡋ࡞࠸

理由などを聞き，アユ釣りの参入障壁を調べる調査
⌮⏤࡞ࢆ⪺ࡁ㸪ࣘ㔮ࡾࡢཧධ㞀ቨࢆㄪࡿㄪᰝ タၥ㸦ᢤ⢋㸧
設問（抜粋）
タၥ㸦ᢤ⢋㸧

࣭ࣘ㔮ࡾࢇ࡞࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸽

・アユ釣りにどんなイメージを持っていますか？
࣭ࣘ㔮ࡾࢇ࡞࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸽

࣭ࣘ㔮ࡾࢆࡋ࡞࠸⌮⏤ࡣఱ࡛ࡍ㸽

・アユ釣りをしない理由は何ですか？
࣭ࣘ㔮ࡾࢆࡋ࡞࠸⌮⏤ࡣఱ࡛ࡍ㸽

࣭ࣘ㔮ࡾࡀࢇ࡞㢼ኚࢃࢀࡤࣘ㔮ࡾࢆࡋࡓ࠸

ᛮ࠸ࡲࡍ㸽
・アユ釣りがどんな風に変わればアユ釣りをしたいと
࣭ࣘ㔮ࡾࡀࢇ࡞㢼ኚࢃࢀࡤࣘ㔮ࡾࢆࡋࡓ࠸

ᅗ 2 ࣘ㔮


ㄪᰝղ ࣘ㔮ࡾࢆ㊃ࡍࡿேࢆᑐ㇟㸪ࣘ㐟⁺
思いますか？
ᛮ࠸ࡲࡍ㸽
図
ᅗ 22 アユ釣りを始めたきっかけに関する回答
ࣘ㔮ࡾࢆጞࡵࡓࡁࡗࡅ㛵ࡍࡿᅇ⟅
ࢆጞࡵࡓࡁࡗࡅ㸪ࣘ㔮ࡾࡢᴦࡋࡉ࡞ࢆ⪺ࡁ㸪
調査②
ㄪᰝղ アユ釣りを趣味とする人を対象に，アユ遊漁
ࣘ㔮ࡾࢆ㊃ࡍࡿேࢆᑐ㇟㸪ࣘ㐟⁺
（アユ釣りを趣味とする人への設問）
㸦ࣘ㔮ࡾࢆ㊃ࡍࡿேࡢタၥ㸧

㸦ࣘ㔮

ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ

ࡶ㸪ࣘ㔮ࡾ
ࣘ㐟⁺ࡢ PR
ࡢ࣏ࣥࢺࡸ᪉ἲࢆㄪࡿㄪᰝ
本調査の結果から，現在アユ釣りをしていない人で
を始めたきっかけ，アユ釣りの楽しさなどを聞き，ア
ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝࡽ㸪⌧ᅾࣘ㔮ࡾࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ே࡛
ࢆጞࡵࡓࡁࡗࡅ㸪ࣘ㔮ࡾࡢᴦࡋࡉ࡞ࢆ⪺ࡁ㸪

ユ遊漁の
ࣘ㐟⁺ࡢ PR のポイントや方法を調べる調査
ࡢ࣏ࣥࢺࡸ᪉ἲࢆㄪࡿㄪᰝ

ྲྀࡗࡘࡁ࡙ࡽࡉ
タၥ㸦ᢤ⢋㸧
も，アユ釣りに魅力は感じているものの，アユ釣りの
ࡶ㸪ࣘ㔮ࡾ㨩ຊࡣឤࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࣘ㔮ࡾࡢ

設問（抜粋）
タၥ㸦ᢤ⢋㸧

㔮ࡾ࠸࠺㔮
࣭ࣘ㔮ࡾࢆጞࡵࡓࡁࡗࡅࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
取っつきづらさ（他の釣りから道具を流用できない，
ྲྀࡗࡘࡁ࡙ࡽࡉ㸦ࡢ㔮ࡾࡽ㐨ලࢆὶ⏝࡛ࡁ࡞࠸㸪

・アユ釣りを始めたきっかけを教えてください。
࣭ࣘ㔮ࡾࢆጞࡵࡓࡁࡗࡅࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࡞㸧ࢆཧධࡢ
友釣りという釣り方が特殊，道具などの値段が高い，
㔮ࡾ࠸࠺㔮ࡾ᪉ࡀ≉Ṧ㸪㐨ල࡞ࡢ್ẁࡀ㧗࠸㸪

ࡓࠋ㐨ලࣞࣥࢱ
⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
など）を参入の障壁と感じていることが明らかになっ
࡞㸧ࢆཧධࡢ㞀ቨឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ

結果および考察
⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ

౪ࡍࡿࡇࡼ
ㄪᰝձ࡛ࡣ⏨ᛶ
781 ே㸪ዪᛶ 219 ேࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
た。道具レンタルや釣り場ガイドなどのサービスを提
ࡓࠋ㐨ලࣞࣥࢱࣝࡸ㔮ࡾሙ࢞ࢻ࡞ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ

ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
ㄪᰝղ࡛ࡣ⏨ᛶ
733 ே㸪ዪᛶ 267 ேࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
供することにより，これらの障壁を解消できる可能性
調査①では男性
女性
౪ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ㞀ቨࢆゎᾘ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶ
ㄪᰝձ࡛ࡣ⏨ᛶ 781 人，
ே㸪
ዪᛶ 219 人から回答を得た。
ேࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ

⪅ࢆඃ㐝ࡍࡿ࡞
がある。また，きっかけ作りとしては，初心者の同伴
調査②では男性
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡁࡗࡅసࡾࡋ࡚ࡣ㸪ึᚰ⪅ࡢྠక
ㄪᰝղ࡛ࡣ⏨ᛶ 733 人，女性
ே㸪ዪᛶ 267 人から回答を得た。
ேࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ ㄪᰝձ࠾࠸࡚ࣘ㔮ࡾࡢ࣓࣮ࢪࢆ⪺࠸ࡓ⤖ᯝ㸪

࡚᪂つཧධࢆಁ
42.1%ࡢேࡀࠕ㠃ⓑࡑ࠺ࠖᅇ⟅ࡋࡓ୍᪉㸪
ࠕ㠃ⓑࡃ࡞
者を優遇するなど，既にアユ釣りをしている人を通じ
調査①においてアユ釣りのイメージを聞いた結果，
⪅ࢆඃ㐝ࡍࡿ࡞㸪᪤ࣘ㔮ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿேࢆ㏻ࡌ
ㄪᰝձ࠾࠸࡚ࣘ㔮ࡾࡢ࣓࣮ࢪࢆ⪺࠸ࡓ⤖ᯝ㸪
ࡉࡑ࠺ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡣ
4.9%ࡲࡗࡓ㸦ᅗ 1㸧ࠋ
て新規参入を促すことが有効と考えられる。
42.1%の人が「面白そう」と回答した一方，
「面白くな
࡚᪂つཧධࢆಁࡍࡇࡀ᭷ຠ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
42.1%ࡢேࡀࠕ㠃ⓑࡑ࠺ࠖᅇ⟅ࡋࡓ୍᪉㸪
ࠕ㠃ⓑࡃ࡞

 ᮏ◊✲ࡣ㸪㸦୍

⏘◊✲࣭ᩍ⫱ᶵ
ࡲࡓ㸪
ࠕ⡆༢࡛ࡁࡑ࠺ࡶ࡞࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡀ
56.8%
（一財）東京水産振興会委託・
（国研）水
さそう」と回答した人は
。
 本研究は，
ᮏ◊✲ࡣ㸪
㸦୍㈈㸧ᮾிỈ⏘⯆ጤク࣭
㸦ᅜ◊㸧Ỉ
ࡉࡑ࠺ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡣ 4.9%にとどまった（図
4.9%ࡲࡗࡓ㸦ᅗ 1）
1㸧
ࠋ
㦂ሙጤク㸦ཷ
㧗࠸ྜ࡛࠸ࡓࠋࣘ㔮ࡾࢆࡋ࡞࠸⌮⏤ࡘ࠸࡚⪺
産研究・教育機構中央水産研究所受託・栃木県水産試
また，
「簡単にできそうもない」と回答した人が
⏘◊✲࣭ᩍ⫱ᶵᵓ୰ኸỈ⏘◊✲ᡤཷク࣭ᰣᮌ┴Ỉ⏘ヨ
ࡲࡓ㸪
ࠕ⡆༢࡛ࡁࡑ࠺ࡶ࡞࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡀ 56.8%

㐟⁺⯆㛵
࠸ࡓタၥ࡛ࡣ㸪
ࠕ㐨ලࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ
験場再委託（受託）の「平成
28ᅇ⟅ࡋࡓேࡀ
年度内水面の環境保全
と高い割合でいた。アユ釣りをしない理由について聞
㦂ሙጤク㸦ཷク㸧ࡢࠕᖹᡂ
ᖺᗘෆỈ㠃ࡢ⎔ቃಖ
㧗࠸ྜ࡛࠸ࡓࠋࣘ㔮ࡾࢆࡋ࡞࠸⌮⏤ࡘ࠸࡚⪺
61.4%㧗࠸ྜ࡛࠸ࡓࠋࡉࡽ㸪ࣘ㔮ࡾࡀࢇ࡞
と遊漁振興に関する研究」の一環として実施した。
いた設問では，
「道具を持っていない」
㐟⁺⯆㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࡢ୍⎔ࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋ
࠸ࡓタၥ࡛ࡣ㸪
ࠕ㐨ලࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖと回答した人が
ᅇ⟅ࡋࡓேࡀ
㢼ኚࢃࢀࡤࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠺㸪࠸࠺タၥ࡛ࡣ㸪
61.4%と高い割合でいた。さらに，アユ釣りがどんな
61.4%㧗࠸ྜ࡛࠸ࡓࠋࡉࡽ㸪ࣘ㔮ࡾࡀࢇ࡞
ࠕ㐨ලࡸ㐟⁺ᩱࡀᏳࡃ࡞ࡿࠖ࠸ࡗࡓලయⓗ࡞せ⣲ࢆ
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