
近年，水田やそれに連結する水路ネットワー
クなど，水田地帯に生息する魚類に注目が

集まっている．特にアジアのいくつかの国の稲作
地帯では，水田養魚によって生産され，あるいは
水田に侵入してくる魚類が，農家および非土地所
有者の貴重なタンパク源として重視されるように
なってきた（Halwart and Gupta, 2004）．日本では，
かつてのような水田養魚や水田漁撈による食用利
用は一般的でなくなっている（安室，2001: Ikuta

and Yamaguchi, 2005）ものの，最近ではコウノト
リやトキなどの高次消費者を支える餌生物として
新たに注目されている（岩田・藤岡，2006;  中島
ほか，2006）．こうした背景から，水田地帯におけ
る魚類の生態の解明は，アジア圏を中心に世界的
な重要課題となっている．

斎藤ほか（1988）は，水田地帯に魚類の産卵場
所・仔稚魚の成育場所としての機能があることを
明らかにした．最近になって水田地帯における魚
類群集の研究が大きく進展し，水田地帯が多くの
魚の繁殖・初期成長の場として，魚類群集の種多
様性を保全するうえで重要な働きをしていること
が明らかになってきた（Katano et al., 2003;  中村・
尾田，2003;  金尾，2005; Abe et al., 2007;  中川ほ
か，2007）．一方，圃場整備の進展による用排水
分離や水路構造の改変などにより，魚の移動の障
壁が多くなり，水田地帯に生息する淡水魚類に大
きな負の影響を与えてきたことも明らかになって
きた（端，1985, 1998）．そこで，魚が農業排水路
と水田の間を移動できるようにするために，国内
各地で水田魚道が工夫されている（端，1999;  鈴
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木ほか，2001）．特に，琵琶湖周辺では水田－排
水路間の落差を解消するために排水路を徐々に堰
上げして魚類が水田へ容易に侵入できるようにす
るなど，水田を魚類の繁殖場として復活させる
「魚のゆりかご水田プロジェクト」が進められてい
る（田中，2006）．
こうした研究や現場における取り組みの進展に
もかかわらず，水田を繁殖場所とする魚類の遡
上・産卵行動やその誘発要因に関しては，いまだ
未知なる部分が多い．水田地帯における魚類の遡
上生態については，国外では水位変動などの遡上
誘発要因とその影響についてのメコン川流域にお
ける研究がある（Baran, 2006）．国内では，産卵
遡上の日周期性および降雨との関係や（中村・尾
田，2005），ナマズの産卵遡上と濁度などの環境
要因との関係などの報告例がある（Maehata,

2007）．しかしながら，水田で産卵する魚類が産卵
遡上時においてどのような水路を選択して遡上す
るかについては，ほとんど検討されていない．最
近，Unami et al.（2010）は，ニゴロブナCarassius

auratus grandoculis（コイ科）の水田への遡上に関
する確率モデルを作成し，これをもとに支線排水
路や幹線排水路上流部に堰上げ魚道を増設するこ
とが，水田への遡上確率を増加させるという結論
を得ている．しかしこのモデルでパラメータとし
て用いられているのは水理学的条件だけであり，
水質など他の環境条件は考慮されておらず，また
実際の遡上データによる検証もなされていない．
本研究では，琵琶湖湖岸域の水田地帯を産卵場
所として利用している魚類の中でも特にニゴロブ
ナの親魚について，その水路選択と環境要因の関
係を明らかにすることを目指した．本亜種は，琵
琶湖の固有亜種であり（宮地ほか，1982; Yuma 

et al., 1998），当地域ではフナズシの原料とされる
水産上の最重要魚種のひとつである．しかし，近
年その漁獲量は激減しており（滋賀県水産課，
2009），2007年に発表された第3次環境省レッド
リストにおいて絶滅危惧ⅠB類に指定されている
（環境省，2007）．そのため，現在では資源量を回
復させるため，琵琶湖への未成魚の放流や水田へ
の孵化仔魚の放流，あるいは産卵場となるヨシ帯
の新規造成などさまざまな取り組みが行われてい
る（上野ほか，2003a, b）．さらに最近の研究から，
その仔稚魚は水田で豊富に発生するミジンコを主
な初期餌料として，たいへん速い初期成長と高い
生残率を示すことが明らかになっており（金尾ほ
か，2009; Yamazaki et al., 2010），上述した「魚の

ゆりかご水田プロジェクト」の資源保護上の意味
が裏付けられている．

材 料 と 方 法

調査水域 調査は，琵琶湖（南湖）の東岸に位
置する，滋賀県草津市下笠地区の琵琶湖湖岸から
集落までつづく農業用幹線排水路とそれに流入す
る支線排水路7路線（B1-7），幹線排水路下流部
（Md；琵琶湖岸から1.61 kmまで）とその上流の
幹線排水路の支流 2路線（TMd1-2）で行った
（Fig. 1）．本水域は，1971年に「草津用水地区か
んがい排水事業」が完成しており，既に圃場整備
済の水田地帯である．そのため，水田–支線排水
路間の落差が大きく，魚類が水田に侵入できない
構造になっていた．
幹線排水路（Md）は，琵琶湖岸から内陸部へ
約 1.0 kmの地点までは約 4.0 mの幅があるが，
1.19 km入ったところで川幅が約 1.45 mと狭くな
り，1.61 kmの所で 2つの支流（TMd1とTMd2）
に分かれていた（Fig. 1）．幹線排水路（Md）の両
岸はコンクリート壁からなり，底質は大部分が泥
もしくは砂泥質であった．また，その中ほどから
上流には，マコモを中心とする抽水植物が局所的
に群落をなしていた．しかしながら，マコモは水
路全幅には広がっておらず，水の流れや魚類の移
動の大きな妨げにならないと思われた．
支線排水路は，川幅約50 cmで，支線によって
やや異なるが，幹線排水路との合流点から上手側
5–10 mが暗渠になっていた．暗渠から上流側は，
両岸が切り立った高さ約50 cmのコンクリート製
板で仕切られ，水路の底は泥または砂泥で，植物
はほとんど生えてなかった．ただし，水路上部の
両脇の陸上法面には植物が繁茂していた．なお，
支線排水路B1-7の湖岸からの距離は，それぞれ約
0.13 km, 0.34 km, 0.55 km, 0.76 km, 0.97 km, 1.19 km

および1.40 kmであった（Fig. 1）．
本研究を行うにあたり，この水域を選んだ理由
は，幹線排水路が琵琶湖湖岸から水田地帯を直線
上に伸び，この幹線排水路に流入する支線排水路
7路線がいずれもこれとほぼ直角に交差しており，
また，支線排水路の末端が他の水路とつながって
おらず，集水域がそれぞれ独立しているために支
線排水路に侵入する魚類の水路選択に関わる環境
要因を評価しやすいと判断されたためである．
調査方法 調査は，2007年5月7日から6月30

日の間，支線排水路7路線，幹線排水下流部およ
びその上流の 2つの支流に設置した合計 11定点
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（St. 1-9およびSt. M1-2）において，魚類の捕獲調
査と環境項目調査がほぼ毎日行われた（Fig. 1）．
定点の設置場所は，支線排水路のうちB1-6では
幹線水路（Md）との合流点から暗渠部を含め約
10 m上手側とし，暗渠部のなかったB7では幹線
排水路（Md）との合流部から約5 m上手側とした．
また，幹線排水路支流のTMd1とTMd2では，前
者は分岐点の直前に，後者は分岐点から約2 m上
手側とした．幹線水路（Md）では，琵琶湖岸か
らそれぞれ 0.10 kmと 0.98 kmのところに 2定点
（St. M1と St. M2）を設置した．
魚類の捕獲調査では，支線排水路と幹線排水路
支流にそれぞれ設置した合計 9定点（St. 1-9）に
おいて，下流側に魚類の侵入口のある網製モンド
リ（幅49.5 cm�高さ40.0 cm�奥行き60.0 cm）を
設置し，遡上してきた魚種のみが採集されるよう
にした．モンドリ設置に際しては，それを水路壁
に密接させ，左右に隙間がある場合は竹などを
使ってそれを塞ぎ，遡上魚類がすべて捕獲される
ように留意した．モンドリ漁獲物の確認は，原則
として17–19時に行ったが，降雨によって増水が
著しい時には，随時調査を行うことによってモン
ドリに掛かったゴミを除去し，それが正常に機能
するよう努めた．採集されたニゴロブナは調査現
場で捕獲直後に指を使って腹部を軽く圧して配偶
子（卵または精子）の体外放出を目視観察するこ

とで，性成熟の有無を確認し，記録した．その後，
すべてを室内に持ち帰って10%ホルマリン水溶液
で固定した．なお，本亜種の捕獲は，滋賀県の特
別採捕許可を得て行われた．
環境項目調査では，支線排水路7路線において
は各定点（St. 1-7）より下流側2–7 mの範囲で, 幹
線排水路（Md）の2支流（TMd1と2）において
は，各定点（St. 8と9）より下流約1 mの範囲で，
また幹線排水路（Md）では定点（St. M1とM2）
において，原則として16–19時の間に，後述の8項
目について調査を行った．
本調査では，水温（ °C），水深（cm），流速

（cm/s），pH，電気伝導度（mS/cm），溶存酸素濃
度（mg/l），濁度（NTU）および色度（度）の8項
目について測定した．水温については（株）佐藤
計量器製作所（東京都千代田区）のデジタル水温
計MODEL SK-250WPII-N（�0.6°C），流速につい
ては（有）コスモ理研（大阪府柏原市）の小型プ
ロペラ式の流速計CR-II型（0.01 cm/sec未満検出
不能），pHと電気伝導度については（株）堀場製
作所（京都府京都市）のCOMPACT pH METER

B-212（�0.1 pH）と Twin Cond B-173（ 2%FS�

1 digit, 10 mS/cm以上は3%FS�1 digit），溶存酸素
濃度については，（株）ワイエスアイ・ナノテック
（神奈川県川崎市）の MODEL DO200（�0.2

mg/l），濁度と色度については（株）共立理化学
研究所（東京都大田区）のAQUA DOCTOR WA-

PT-4DG（�1%F.S.）を使用した．環境項目の測定
にあたっては，支線水路では，水路幅の中心部分
の水深 3–5 cmを，また幹線水路では右岸より約
50 cm離れた所の水深10 cm程度をそれぞれ目安と
して測定，採水等を行った．水温，水深，流速，
pH，電気伝導度および溶存酸素濃度など6項目の
測定は現場で行った．濁度と色度に関しては，現
場で採水を行い，そのまま室内へ持ち帰ってただ
ちに測定した．
なお，上記8項目以外に魚類の水路選択に関わ
ると想定される環境項目として，調査地点の湖岸
からの距離と調査日（日付）を加えた．
統計解析 本研究で解析対象とした水田に関わ
る環境要因には，要因間に複雑な関係がある．そ
のため，第1段階でデータの分布の基本的な特徴
を把握し，第2段階で説明変数と被説明変数間の
連関について把握し，第3段階で説明変数間の関
係性を把握するという3段階の手順に分けて，そ
の過程と結果を明示することにより，精査な統計
モデリングを行った．第1段階では，代表値を中
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Fig. 1. A: Shiga Prefecture and Lake Biwa. B:
Study area (Shimokasa in Kusatsu City). Md: main-
line of drainage canal; TMd1-2: tributaries of main
drainage canal; B1-7: branch drainage ditches; St.1-9:
survey stations on branch drainage ditches (St.1-7)
and tributaries of main of drainage canal (St.8-9), at
which Mondori-traps were set to catch fishes; St.M1-
2: survey stations on main drainage canal (Md).



央値としてその差異に着目して分布の重なり度合
いを検証する，マン・ホイットニーのU検定を用
いた．第2段階では，一般化線形モデル（General-

ized Linear Model: GLM）のロジスティック回帰分
析を用いた．第3段階では，多重共線性の問題を
定量的に検証するために主成分分析を用いた．こ
うして，一連の統計モデリングによって，水路選
択と環境要因の各変数の関係について精査を行っ
た．
遡上魚類の水路選択に関わる環境要因を検討す
るために，St. 1-9のうち少なくとも1つの定点でニ
ゴロブナ親魚が採集された日のデータを用いて，
水路選択の環境要因を検討した．
第 1段階として，水温，水深，流速，pH, EC,

DO，色度および濁度の8項目について，ニゴロブ
ナの遡上があった水路と遡上のなかった水路での
差異の有無を検証するためにマン・ホイットニー
のU検定を行った．本研究でノンパラメトリック
検定であるU検定を用いたのは，対象としたデー
タ群が正規分布に近似できるかどうかが不明だっ
たためである．U検定により危険率5%以下で有意
差が検出された項目に関して，魚の遡上があった
水路となかった水路の平均値と最小値から最大値
までの範囲を求めた．
第2段階として，各環境要因が魚の水路選択に
どの程度影響を及ぼしているかを検討するために，
一般化線形モデルのロジスティック回帰分析を
行った．魚の遡上があった場合を1，なかった場
合を0として目的変数とした．魚類の水路選択に
関わる可能性がある環境項目として，U検定の対
象とした上記8項目以外に，調査日（日付），お
よび調査地点の湖岸からの距離の 2項目を加え，
計10項目を説明変数の候補とした．変数の選択は
Waldの検定に基づく変数減少のステップワイズ法
によって，危険率5%を基準として行った．さら
に，選択された変数については，変数の影響の大
きさを示すオッズ比Exp（B）を求め，求められた
変数の水路選択への影響を定量的に示した．さら
に，変数間の多重共線性について検証する指標で
ある分散拡大要因（Variance Inflation factor: VIF）
を求めた．
第3段階として，ロジスティック回帰分析の多
重共線性について，より厳密に精査する必要があ
る．そのため，各変数のベクトルの直交性の程度
を明示することができる主成分分析（Principal

Component Analysis: PCA）を行い，主成分を求め
た．さらに，各成分の中でも寄与率が20%以上の

成分に着目して，変数相互の直交性（独立性）の
程度を定量的に検証した．
最後に，上記の一連の統計モデリングで求めら
れた「説明変数」について，行動科学の理論に基
づき，ニゴロブナ親魚による水路選択の閾値を求
めた．判別分析は，「遡上があった場合」，「遡上
がなかった場合」の2値の質的カテゴリーに分け
て，ウィルクスのラムダに基づくステップワイズ
法で変数選択を行い，線形判別関数Zを求めた．
さらに，求めた線形判別関数にZ�0を代入し，閾
値となる曲線の式を求めた．なお，統計解析は統
計ソフトウェアSPSS ver.11.5J を使用した．

結　　　　果

定点（St. 1-9）に設置したモンドリで採集され
たニゴロブナの総個体数は88個体で，採集された
親魚は腹部を軽く圧することですべての個体が精
液または卵を放出した．特に，雌では多くの個体
の腹部が著しく膨潤しており，中には腹部を圧す
る以前に自然に放卵するものが13個体見られた．
これら親魚の遡上日は，5月 7日，25日，26日，
27日，28日，6月3日，10日，14日および24日の
計 9日であった． 1日あたりの総採集個体数は
1–52個体と日によって大きな差があった．調査地
点別の採集回数と総採集数は，それぞれSt. 1（0

回・0個体），St. 2（4回・10個体），St. 3（4回・
23個体），St. 4（2回・17個体），St. 5（4回・17

個体），St. 6（3回・5個体），St. 7（4回・13個体）
St. 8（0回・ 0個体）およびSt. 9（2回・ 3個体）
となった．幹線水路の環境について，St. M1とSt.

M2について，水温，水深，流速，電気伝導度，
溶存酸素，色度および濁度の調査を行った．その
結果，琵琶湖に近いSt. M1は比較的流速が遅く，
電気伝導度，色度，濁度など水田濁水の指標にな
る項目についてSt. M2より平均が高かった（Table

1）．
「選択された水路」と「選択されなかった水路」
で環境要因のデータを2つに分けてマン・ホイット
ニーのU検定を行った．その結果，流速，電気伝
導度，溶存酸素濃度，濁度などに有意な差があっ
た（Table 2）．また，比較参考にするためにニゴロ
ブナ親魚の遡上がなかった日の全水路の流速，電
気伝導度，溶存酸素濃度および濁度を求めた．そ
の結果，水路の流速の平均は16.1 cm/s，電気伝導
度の平均は219.4 mS/cm，溶存酸素濃度は4.57 mg/l，
濁度は23.5 NTUであった．
ロジスティック回帰分析を行った結果，ロジス
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ティック回帰モデル式は，
1/(1-P)��exp{0.004X1�1.127X2�5.450}

となり2つの変数が選択された．1つは水深で（係
数B��0.004, p�0.045, Exp (B)�0.996），もう1つ
がDO（係数B�1.127, p�0.000, Exp (B)�3.087）
であった．選択された「水深」と「DO」の多重共
線性について検証する V I F を求めた結果，
VIF�1.117となった．この値は多重共線性につい
て回帰分析に影響を与えないVIF�4の範囲であ
り，このロジスティック回帰分析結果において多
重共線性の影響を考慮する必要のないことが定量
的に確認できた．
主成分分析（ P C A）の結果，第 1主成分

（PC1：寄与率37.2%）では負荷量の絶対値の大き
い順にDO（0.864），電気伝導度（�0.796），水深
（0.671）および流速（0.567）によって構成された
（Table 3）．すなわち，水深，DOおよび流速はほ
ぼ共通の動向を示し，電気伝導度がこれと逆の動
向を示す傾向が見られた．一方，第 2主成分
（PC2：寄与率24.4%）は，主として濁度（0.915）
や色度（0.844）などによって構成された．以上の
一連の統計モデリングから，ニゴロブナ親魚の遡
上に最も決定的な影響を及ぼす環境要因はDOで
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Table 1. Mean and range of environmental factors
influencing  main drainage canal at St. M1, M2 

(see Fig. 1)

St.M1:  St.M2: 
Environmental 0.1 km 0.98 km 
factors from the from the 

lake shore lake shore

Water temperature mean 22.5 20.6
(°C) range 19.6–26.0 19.0–24.0

Water depth (cm)
mean 466.9 245.6
range 400.0–555.0 100.0–695.0

Water velocity mean 11.58 30.11
(cm/s) range 0.00–45.10 16.30–39.50
Electrical mean 180.5 166.8
conductivity (mS/cm) range 83.0–240.0 68.0–240.0

pH
mean 6.7 7.1
range 6.0–7.0 6.9–7.2

Dissolved oxygen mean 4.40 4.84
(mg/l) range 2.54–6.68 3.43–7.15
Chromaticity mean 72.5 57.9
(mg/l Pt) range 20.0–135.0 45.0–70.0

Turbidity (NTU)
mean 39.5 32.1
range 8.0–96.0 8.0–52.0

Table 2. Differences of environmental factors between selected and non-selected branch canals, including means,
ranges and P-values (Mann-Whitney U test).

Environmental factors
Selected Non-selected
(N�24) (N�56)

P-values

Water temperature (°C)
mean 20.6 21.0

0.144
range 18.1–28.1 18.2–26.5

Water depth (m)
mean 21.0 20.3

0.549
range 4.0–84.0 2.0–105.0

Water velocity (cm/s)
mean 36.35 18.58

0.000
range 9.20–80.60 0.00–66.00

Electrical conductivity mean 158.8 195.4
0.002

(mS/cm) range 53.0–210.0 64.0–290.0

pH
mean 6.88 6.79

0.356
range 6.40–7.50 6.30–7.40

Dissolved oxygen (mg/l)
mean 5.40 4.17

0.001
range 2.73–7.60 2.31–7.31

Chromaticity1 (mg/l Pt)
mean 77.0 91.0

0.378
range 49.5–175 30.0–750.0

Turbidity2 (NTU)
mean 29.87 29.57

0.007
range 7.40–88.0 1.90–440.0

Distance from Lake Biwa to 
range 339.65–1609.29 127.38–1609.29

Survey Station (m)
Date range 5/7-6/24 5/7-6/30

1. Records from selected and non-selected canals 22 and 50, respectively.
2. Records from selected and non- selected canals 23 and 51, respectively.



あると推察された．
判別分析により線形判別関数を求めることで，
本亜種の水路選択に関するDOの閾値を評価した．
その結果
Z�0.804�溶存酸素濃度（DO）�3.604

の判別関数が得られた．この判別関数について
ウィルクスのラムダに基づくカイ2乗検定を行った
結果，P�0.000となり統計的に有意であった．線
形判別関数のモデル式から本亜種の水路選択にお
いて，判別の境界（Z�0）となる溶存酸素濃度の
値を求めた．その結果，判別境界�3.604/0.804�

4.48（mg/l）となった（Fig. 2）．この結果から，本
亜種は溶存酸素濃度が4.48 mg/l以上の水路を選択
すると予測された．さらに，線形判別関数に基づ

き判別得点を求めて予測の精度を求めた（Table

4）．交差確認済みの予測結果から，「選択される
水路」は71.4%の予測正答精度であった．一方，
「選択されない水路」は75.0%の予測正答精度で
あった．「選択されなかったのに」，「選択される」
と予測を誤答した割合は 28.6%であった．また，
「選択されたのに」，「選択されない」と予測を誤答
した割合は25.0%であった．総じて，溶存酸素濃
度だけで72.5%の高い予測精度で本亜種の水路選
択を判別することができた．

考　　　　　察

ロジスティック回帰分析の変数選択の結果，湖
岸からの距離は有意な説明変数として選択されな
かった．この結果は，本研究の調査場所ではニゴ
ロブナによる支線排水路の選択に湖の連結性はあ
まり関係がなく，むしろ支線排水路の環境条件が
遡上の有無を決定していたことを示唆する．
本研究の統計分析により，溶存酸素濃度の高低
がニゴロブナ親魚の水路選択に最も強く関与する
環境要因の1つであることが示された．ニゴロブナ
稚魚はオオクチバスの幼魚よりも低酸素に対する
耐性が高く（Yamanaka et al., 2007），溶存酸素濃
度が低いために他の魚類が利用しにくいヨシ帯奥
部などの場所を生育場所とする（藤原ほか，1999）．
しかし本研究の結果は，本亜種親魚が少なくとも
低酸素水に誘引されてそのような場所に侵入・産
卵しているのではないことを示している．
次に，溶存酸素に関する既存のフナ類に関する
生理学的研究との整合性について考察してみたい．
鈴木・神先（1974）は，溶存酸素濃度がゲンゴロ
ウブナCarassius cuvieriで 3 ml/l，ギンブナCaras-

sius sp.で2 ml/l以下になると呼吸運動の回数が多
くなることを報告した．これらの溶存酸素濃度は，
彼らが実験を行った水温15–16°Cの条件下で，そ
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Fig. 2. Differences between ‘Non-Selected’ and 
‘Selected’ branch drainage ditches by round crucian
carp. Boxes indicate median of dissolved O2; error
bars (vertical bars) indicate 95% confidence interval;
bold line indicates borderline of selection (4.48 mg/l
Diss. O2) according to canonical discriminant analysis.

Table 3. Principal component loadings for 
environmental factors

Environmental factors PC1 PC2 PC3

Proportion (%) 37.2 24.4 13.5

Water temperature �0.532 0.184 �0.497
Water depth 0.671 �0.022 0.433
Water velocity 0.567 0.416 �0.502*
Electrical conductivity �0.796 �0.314 0.441
pH 0.515 �0.011 0.218
Dissolved oxygen 0.864* 0.316 �0.162
Chromaticity �0.438 0.844 0.265
Turbidity �0.296 0.915* 0.229

*Highest value of each component loading

Table 4. Predicted classifications by canonical 
discriminant analysis

Predicted classifications

Non- Selected Total
selected

Number of Non-selected 40 16 56
records Selected 6 18 24

Percent (%)
Non-selected 71.4 28.6 100.0
Selected 25.0 75.0 100.0



れぞれ4.1 mg/lおよび2.7 mg/lに相当する．ただし
両種とも，0.5 ml/l（0.7 mg/l）程度までの溶存酸
素濃度であれば呼吸運動の回数を増やして酸素欠
乏に対処することができた．これに対して本研究
の判別分析の結果は，ニゴロブナが溶存酸素濃度
4.48 mg/l以上の水路を選択するというものであっ
た（Fig. 2）．ニゴロブナは，ゲンゴロウブナと同
様に溶存酸素濃度の豊富な琵琶湖の沖帯に生息す
る（宮地ほか，1982）ため，成魚の酸素要求性は
ゲンゴロウブナに近い可能性がある．したがって
フィールドデータに基づく本研究の結果は，生理
学的な知見と整合性がとれていると言える．
本研究において，流速はロジスティック回帰分
析で有意な説明変数として採択されなかった．し
かし流速は，ニゴロブナが遡上した水路（平均
36.4 cm/s）で遡上しなかった水路（平均18.6 cm/s）
より有意に大きかった．したがって本亜種が流速
の大きい支線排水路を選択していた可能性も捨て
切れない．佐久間ほか（2008）は，水路にもぐり
堤を設置し，その下流側にギンブナの成魚を放し
た際の堤上への遡上率が，堰上の越流流速
100 cm/s付近で最大になったことを報告している．
さらに，もぐり堤を設置しなかった場合，流速
50 cm/sではほとんどの個体が上流側へ移動したの
に対して，流速 20 cm/sでは上流側への移動は約
20%にとどまったことも観察している．したがっ
てニゴロブナの流速に対する反応がギンブナと似
ているとすれば，この流速がニゴロブナを誘引し
た可能性も考えられる．加えて，流速と溶存酸素
濃度の動向には，主成分分析の結果から類似性が
あったと考えられる．鈴木（1971）は，ニゴロブ
ナの酸素消費量が遊泳速度の増加に伴って指数関
数的に増加することを報告している．したがって
流速が大きい水路では，ニゴロブナはより高い溶
存酸素濃度を要求した可能性が高く，そのことが
ロジスティック回帰分析において流速が説明変数
として採択されない原因となったのかもしれない．
電気伝導度は，選択された水路において比較的
低い値を示し，選択されなかった水路との間にU

検定において有意差が認められた．しかし，主成
分分析の主成分（PC1）で負荷量の絶対値が大き
かった結果から，溶存酸素濃度と電気伝導度の動
向に類似性が示された．そのことが，ロジス
ティック回帰分析では説明変数として選択されな
かった要因かもしれない．しかし，U検定の結果
を重視すれば，例えば，降雨によって水田の土壌
から流出したイオン濃度が下がったことに，ニゴ

ロブナが反応している可能性もある．その検証の
ためには，水田から流出するイオンの種類を特定
するとともに，その変動をとらえる必要がある．
さらに，ニゴロブナの各種イオンの変動への感度
についても，実験で検証していく必要がある．
濁度は，ロジスティック回帰分析で有意な説明
変数として選択されなかったものの，U検定では
魚が遡上した水路の方が有意に高い値を示した．
しかし平均値では，選択された水路とそうでない
水路にほとんど違いがなく，選択された水路の方
が値の範囲が狭かった．この結果は，適度な濁り
はニゴロブナを誘引するものの，強い濁りは逆に
忌避させる可能性を示している．濁りが本亜種の
水路選択に及ぼす影響については実験的に検討す
ることが可能なので，今後の検討課題とすべきで
ある．
本研究の結果は，ニゴロブナ親魚がよく遡上す
る降雨時あるいは降雨後に，水路を流れる水の溶
存酸素の低下を防ぎ，また濁りを適度なものにす
ることで，支線排水路に本亜種を誘導できる可能
性を示している．このことは堰上げ魚道を設置し
た支線排水路から水田へ本亜種を効果的に遡上さ
せる条件の一部として，現在滋賀県で行われてい
る「魚のゆりかご水田」事業に応用できる可能性
がある．しかしながら，本研究では測定された
「湖岸からの距離」と「日付」を除く8つの環境要
因が概ね2つの主成分にまとめられた．すなわち説
明変数間の独立性が低かったために，要因間の交
絡によって解析結果に歪みが生じていたことが懸
念される．したがって本研究の統計解析の結果を
もとにした強い推論は避けなければならない．今
後，本研究で示された水路選択の条件が，ニゴロ
ブナに限らず他の水田利用魚種にも適用可能なも
のであるのか否かについて，他の地域でのフィー
ルドデータ，および操作実験によって検証される
ことが望まれる．
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