
サケ科魚類ブラウントラウト Salmo truttaは，
主に遊漁資源として世界各地に移殖され利

用されてきた反面，「世界の侵略的外来種ワース
ト100」にも選定されているように種間関係（捕
食–被食関係，種間競争，交雑など）を介して在
来サケ科魚類の個体数減少の原因となることが指
摘されている (Lowe et al., 2000)．明治時代以降，
日本各地にも繰り返し移殖され，現在では，北海
道の河川や本州の山上湖（栃木県中禅寺湖など）
など複数の水域に定着している（帰山，2002）．
日本国内でも，在来サケ科魚類であるイワナ
Salvelinus leucomaenisや ヤ マ メ Oncorhynchus

masouとの種間関係（捕食–被食関係，種間競争，
交雑，在来種の産卵床の掘り返し）について研究

例が多数存在する（例えば，杉山，1997;  真山，
1999;  斉藤，2000;  鷹見ほか，2002a, 2002b;  若林
ほか， 2002, 2003; Hasegawa et al., 2004; Morita 

et al., 2004; Hasegawa and Maekawa, 2006a, 2006b,

2008a, 2008b;  Kitano et al., 2009）．なかでも，北海
道のある河川で生息魚種がイワナからブラウント
ラウトへ置き換わったことを述べた鷹見ほか
(2002a) は，ブラウントラウト侵入による在来サケ
科魚類の個体数減少を明示している．彼らは，置
き換わりの原因として種間競争の可能性を指摘し
ている．したがって，在来種保全のためには，ブ
ラウントラウトの適正な管理が必要であるが，具
体的な管理策は確立されていない．
サケ科魚類に限らず生物種の管理策を考案する
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には，対象種の生態を把握することが不可欠であ
る．特に，ハビタットや餌といった資源の利用様
式は，最も基本的な情報の一部である．これまで
のサケ科魚類の資源利用様式に関する研究につい
て，Beechie et al. (2005) は，成魚（1歳以上）と
比べて，死亡率が高く個体群サイズに影響しやす
い当歳魚の情報が不足していることを指摘してい
る．外来種管理策の考案を目的とした場合は，在
来種と外来種の資源利用様式を比較し，両種間に
生じ得る種間関係について検討・把握することが
重要だろう．
日本国内の在来サケ科魚類とブラウントラウト
についても，成魚の資源利用様式を比較した研究
例は多い．鷹見ほか (2002b) は，ブラウントラウ
トはイワナよりも水生動物を多く捕食する傾向が
あることを報告している．また，Hasegawa and

Maekawa (2006a) は，ブラウントラウトのマイクロ
ハビタット選好性はイワナと類似するが（淵の中
から底層），ヤマメとは異なること（淵の表層）を
実験条件下で示した．さらに彼らは，マクロス
ケールでは，イワナとブラウントラウトが同所的
な河川において両種の流程分布が異なることも示
した（イワナ：上流⇔ブラウントラウト：下流）
(Hasegawa and Maekawa, 2008a)．しかし，当歳魚
の資源利用様式については，若林ほか (2003) が，
ブラウントラウトとホンマス（栃木県中禅寺湖に
のみ生息するサクラマスとビワマスO. masou subsp.

の交雑種:サクラマスと生態的特性が類似）の定位
点が異なることを報告している程度で，十分な知
見があるとはいえない．
そこで本研究は，在来サケ科魚類イワナ・ヤマ
メとブラウントラウトの当歳魚の資源利用様式を
明らかにする研究の一環として，3種が同所的な
河川において，各種当歳魚の分布と河川環境の関
係について検討した．

調査は，2004年7月に北海道千歳市
に位置する千歳川水系ママチ川 (42°46�N,

141°33�E) で行った (Fig. 1)．ママチ川は，上流域
で2本の支流に分かれており，それぞれイケジリマ
マチ川 (IM) と湧水の沢 (YS) とよばれている．1歳
以上の個体については，イワナは湧水の沢を中心
に，ヤマメとブラウントラウトは両支流の全域に
生息している（Hasegawa and Maekawa, 2006b;  ヤ
マメについては長谷川，未発表）．ママチ川は，海
と分断されていないため，イワナとヤマメ（サク

ラマス）は降海型個体群である（ブラウントラウ
トの生活史については，詳細不明）．両支流とも
に湧水起源であり，底質は小礫主体である．調査
中の水温は，ほぼ10°Cで安定していた．また，マ
マチ川は勾配の緩やかな河川（調査区周辺の河床
勾配は0.5%前後）で，イケジリママチ川，湧水の
沢ともに魚の移動を妨げるような落差はない．ブ
ラウントラウトは，1985年から数年間，継続的に
釣り人によって放流され，その後定着した（鷹見
達也，私信）．ママチ川に生息する河川棲の在来
サケ科魚類は，イワナとヤマメのみである．その
他の在来魚であるエゾハナカジカCottus nozawae，
エゾウグイ Tribolodon ezoe， フクドジョウ
Noemacheilus barbatulus，スナヤツメ Lethenteron

reissneriの個体数は多くない．
イケジリママチ川と湧水の沢でイワ

ナ，ヤマメ，ブラウントラウトの当歳魚の密度推
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Fig. 1. Location of study sections in Mamachi
Creek. Number on each plot indicates number of study
sections in Ikejiri-mamachi Stream (IM) and Yusuino-
sawa Stream (YS), respectively.



定を行った．密度推定に先立って，長さ150 mの
調査区を両支流に5ヵ所設定した (Fig. 1)．隣り合
う調査区どうしは，少なくとも300 m離した．当
歳魚の生息個体数は，バックパック型電気ショッ
カー (Smith-Root Inc., Vancouver, Washington, USA)

を用いた3回採捕の除去法により推定した (Zippin,

1958)．そして，推定された個体数を調査区の水表
面積で除して100 m2 当たりの密度を求めた．調査
区の上下流端はブロックネットで仕切り，採捕中
に魚が調査区から逃げ出すのを防いだ．採捕した
魚は，フェノキシエタノールで麻酔をかけた後，
1 mm単位で尾叉長を計測した．7月には，3魚種
ともに尾叉長から当歳魚とそれ以外を区別するこ
とができる．なお，本論文では，Hasegawa and

Maekawa (2006b) で扱わなかった当歳魚の分布に
関して解析を行った．

河川環境の特徴を表すのに有効で，
なおかつサケ科魚類のハビタット利用に影響する
とされている6つの物理環境を各調査区で計測し
た (Table 1)．河川規模の指標として川幅（調査区
内で15 m毎に計測したその平均値）と流量（調査
区の上下流端で計測したその平均値）を計測した．
名越ほか (1988) に従い，当歳魚の主要なマイクロ
ハビタットである淵と「たまり（遊泳力の弱い稚
魚が利用する川岸近くの流れが緩く，水深の浅い
場所）」，それぞれの面積の合計を算出した．各淵
と「たまり」の面積は，最大縦幅（流れに対して

平行方向）と最大横幅（流れに対して垂直方向）
の積とした．Horan et al. (2000) に従い，カバーと
してアンダーカット（川岸のえぐれ;奥行き20 cm

以上）の総延長と倒流木の個数（直径10 cm以上，
長さ1 m以上）を記録した．各調査区の環境を特
徴づけるために，上記のデータを用いて主成分分
析 (PCA) を行った．ただし，川幅と「たまり」以
外の環境データは，Hasegawa and Maekawa (2006b)

のものを用いた．Gatz et al. (1987) に従い，絶対値
が 0.55以上の係数が，主成分 (Principal Compo-

nent; PC) に影響を与えていると判断した．なお，
各調査区の水表面積は，隣接する川幅の長さを上
底, 下底としてできる台形（高さ15 m）の面積の
和とした．

本研究で採捕された当歳魚は，イワナ71個体，
ヤマメ532個体，ブラウントラウト134個体であっ
た．ヤマメ当歳魚は，全調査区に分布していた
(Table 1)．イワナ当歳魚はYS2, 3, 4, 5，ブラウン
トラウト当歳魚は IM1, 2を中心に分布していた
(Table 1)．当歳魚の平均尾叉長には，3種間で有
意な差がみられた（イワナ：66.3�6.71 mm；ヤマ
メ： 81.9�8.94 mm；ブラウントラウト： 45.2�

8.16 mm：平均�SD）(One-way ANOVA: df�2, F�

1008.3, P�0.001)．
主成分分析の結果，PC1とPC2の固有値のみが
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Table 1. Estimated YOY density of each species and habitat characteristics of each study section

YOY density
total area (m2)

study 
(no./100 m2)

area width flow UB 
LWD

section
MS WC BT

(m2) (m) (m3/s)
pools lentic

(m)

areas

IM1 9.48 0.14 16.74 717 4.78 0.25 45.0 78.9 33.3 8
2 17.66 0.13 5.31 753 5.02 0.14 66.1 144.1 23.0 5
3 12.76 0.16 0.48 627 4.18 0.17 98.4 59.5 47.5 5
4 16.50 0.00 0.00 400 2.67 0.05 30.5 35.3 57.9 9
5 5.68 0.00 1.89 370 2.47 0.03 15.4 29.5 17.9 6

YS1 12.05 0.00 0.00 589 3.93 0.11 41.8 34.8 19.1 5
2 26.81 6.07 0.00 511 3.41 0.10 32.8 87.5 30.7 6
3 9.72 2.30 1.77 566 3.77 0.09 37.1 92.1 21.8 9
4 11.53 2.53 0.00 633 4.22 0.07 32.1 99.5 9.9 13
5 6.07 2.32 0.00 560 3.73 0.03 6.3 88.8 10.0 11

Data of flow, total dimension of pools, total length of undercut banks and number of woody debris are from
Hasegawa and Maekawa (2006b). MS, WC, BT, UB and LWD are abbreviation of masu salmon, white-spotted
charr, brown trout, total length of undercut banks and number of large woody debris, respectively.



1以上となった．PC1とPC2の累積寄与率はおよそ
80%であったので，今後の議論はPC1とPC2を用
いて進める (Table 2)．PC1は，河川規模に関係す
る要因（川幅，流量）と淵の面積とともに大きく
なる (Table 2)．一方，PC2は「たまり」の面積と
ともに大きくなる (Table 2)．PC2は，カバー（ア
ンダーカット，倒流木）にも影響される．アン
ダーカットの総延長はPC2に負の影響を与えてい
るのに対し，倒流木の個数はPC2に正の影響を与
えている (Table 2)．川幅は，PC2にも影響がある
と判断されたが，PC2 (0.55) における係数はPC1

(0.81) における係数よりも明らかに小さいため，川
幅の影響はPC2よりもPC1への方が大きいと判断
した．主成分分析の結果，イワナ当歳魚が多い調
査区YS2, 3, 4, 5とブラウントラウトが多い調査区
IM1, 2は，河川規模で明瞭に区別できた (Fig. 2)．

先行研究から，イワナとブラウントラウトの当
歳魚は，ともに「たまり」をマイクロハビタット
として利用することが明らかにされている（久保
田ほか，2001;  若林ほか，2003）．本研究において
も，両種の当歳魚の密度が高かった調査区は「た
まり」の面積が大きい傾向にあった．しかし，ブ
ラウントラウト当歳魚はイワナ当歳魚よりも河川
規模の大きい場所に分布していたことから，両種
の利用するハビタットはマクロスケールで異なる
と考えられる．一般にサケ科魚類の稚魚は産卵場
所付近で生育する (Armstrong et al., 2003)．また，
イワナは小支流や河川最上流部などの細流で産卵
し（中村，1999），ブラウントラウトはイワナより
も下流側すなわち河川規模が大きい場所で産卵す

ることが知られている（若林ほか，2002）．した
がって，本研究でみられたイワナとブラウントラ
ウトの当歳魚の分布様式の違いは，両種の産卵場
所選好性の違いが原因だと考えられる．
ヤマメ当歳魚は，どの調査区にも分布していた．
本研究の結果からは，ヤマメ当歳魚のハビタット
利用特性について言及するのは困難である．しか
し，先行研究から，ヤマメとブラウントラウトの
当歳魚が利用するハビタットは，マイクロスケー
ルで重複しないと推察される．若林ほか (2003) は，
ヤマメと生態的特性が類似するホンマス当歳魚と
ブラウントラウト当歳魚のマイクロハビタット利
用を比較した結果，ホンマスの方がブラウントラ
ウトよりも流速の速い場所を利用することを明ら
かにした．彼らは，その原因として，ホンマスの
方がブラウントラウトよりも稚魚の浮上期が早い
ために体サイズが大きく，当歳魚が「たまり」か
ら流心にハビタットをシフトさせる時期が早いた
めと考察している．さらに，尾叉長45 mm以上の
ホンマス当歳魚が流心を利用していたこと（若林
ほか，2003），本研究のヤマメ当歳魚の平均尾叉
長は約82 mmであったことを考慮すると，本研究
におけるヤマメ当歳魚も流心を利用していた可能
性が高い．また，流心を利用できるほど成長した
ヤマメ当歳魚ならば，勾配が緩やかであるママチ
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Table 2. Principal component loadings for six 
habitat characteristics

Variables PC1 PC2

Eigenvalue 2.74 1.91
Percentage of total variance 

45.6 31.8
explained (%)

Cumulative percentage (%) 45.6 77.4

Width (m) 0.81 0.55
Flow (m3/s) 0.89 0.004
Total area of pools (m2) 0.87 �0.30
Total area of lentic area (m2) 0.44 0.78
Total length of undercut banks (m) 0.31 �0.80
Number of large woody debris �0.50 0.58

Fig. 2. Principal component plots of each study sec-
tion. PC1 was correlated with river scale, while PC2
was indices of cover variables and lentic area. IM1-5
and YS1-5 indicate study sections.



川内を自由に移動できる程度の遊泳力は備わって
いると考えられる．このことは，ヤマメ当歳魚が
調査区域全体に分布していた一因だと推察される．
ブラウントラウト当歳魚は，イワナやヤマメの
当歳魚と比べて極端に体サイズが小さかった．サ
ケ科魚類の競争能力は基本的に体サイズに依存す
るため (Nakano et al., 1998)，これら3魚種の当歳
魚の間で種間競争が生じたならば，ブラウントラ
ウトは劣位となり，個体の成長率や生存率の低下
など個体群の存続に不利な影響が現れると考えら
れる．それにもかかわらず，千歳川など日本国内
の複数の水域でブラウントラウトが定着できた一
因として，イワナやヤマメと当歳魚のハビタット
利用がマクロスケールやマイクロスケールで異な
るために競争が回避されている，ということがあ
るかもしれない．この点については，今後さらに
研究を進める必要がある．
本研究の結果から，外来種ブラウントラウトの
当歳魚は，在来種イワナ・ヤマメの当歳魚と異な
るハビタットを利用している可能性が挙げられた．
今後，当歳魚におけるイワナ・ヤマメとブラウン
トラウトの種間関係や各魚種の当歳魚のハビタッ
ト利用の詳細を明らかにすることが，効果的なブ
ラウントラウト管理策の考案（例えば，ブラウン
トラウト当歳魚が多い下流域で駆除を行うことで
イワナ当歳魚の混獲を防ぐ，など）につながると
考えられる．
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