
イワナSalvelinus leucomaenisは，日本ではおも
に北海道と本州に分布するサケ科魚類であ

る (Kawanabe, 1989)．本種の体色や斑紋には変異
があり（Nagasawa, 1989;  山本ほか，2000），その変
異と分布パターンからアメマス・ヤマトイワナ・
ニッコウイワナ・ゴギの4亜種に分類されている
（細谷，2000）．しかし近年，日本全国のイワナ50

個体群を解析したミトコンドリアDNAシーケンス
分析から，各地域の在来個体群を進化的に有効な
単位 (Evolutionary significant unit; ESU) として保全

する必要性が指摘されている (Yamamoto et al.,

2004)．しかし，在来イワナ個体群は，主に生息環
境の悪化や砂防堰堤等による個体群の分断（遠藤
ほか，2006），放流されたイワナとの交雑 (Sato，
2006a)，さらには遊漁者による乱獲（佐藤・渡辺，
2004）によって，在来個体群が全国的に減少傾向
にある（例えば，中村，2001;  佐藤ほか，2006）．
パーマークが全くなく体側に虫喰模様があるナ
ガレモンタイプのイワナは， 特殊斑紋タイプの在
来イワナである（武田，1975）．ナガレモンタイプ
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Abstract The occurrence and distribution of the threatened nagaremon-charr, a
morphotype of Salvelinus leucomaenis japonicus, were investigated in the Ane
River system, Lake Biwa basin, Shiga Prefecture, central Japan, in August, 2005.
The total numbers of nagaremon-type charr and typical-type charr captured were
20 and 38, respectively. The occurrence of nagaremon-type charr has dropped dra-
matically compared with the 1970s, suggesting that artificial transplantation might
have obscured indigenous gene pools and modified evolutionary distinctions of
that morphotype. Nagaremon-type charr were distributed further upstream than the
typical-type, a significant only the former being captured above waterfall. These
observations suggest that habitat restoration, prohibition of fishing and removal of
Salvelinus leucomaenis pluvius are essential for practical conservation of the na-
garemon-type charr.
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のイワナの出現が確認されている個体群は，琵琶
湖流入河川に 4個体群（武田， 1975， 1980，
1998），青森県に1個体群（武田，1980）と全国
でも限られた水域からしか生息が報告されておら
ず，生物地理学的に重要である．ナガレモンタイ
プのイワナは特殊な斑紋が表現型として発現して
いることから，そこに何らかの進化的意義を内在
している可能性があり，イワナ属魚類の体側模様
の進化を考える上でも重要な個体群である．なお，
本研究では，便宜上，滋賀県内に生息するナガレ
モンタイプのイワナに対してのみ，「ナガレモンイ
ワナ」という名称を用いる（武田，1975）．ナガレ
モンイワナは，ヤマトイワナS. l. japonicusの中の
変異型と考えられている（武田，1975）．特に琵
琶湖流入河川の姉川水系に生息するナガレモンイ
ワナは，他の生息場所における出現率が2割以下
であるのに対して，釣獲個体の9割以上がナガレ
モンイワナであり（武田，1975，1980; 佐藤，
1998），その希少性と学術的重要性から，滋賀県
における保全すべき個体群に指定されている（藤
岡， 2005）．
このような状況にもかかわらず，姉川水系のナ
ガレモンイワナの保護策としては， 前述のように
滋賀県の指定のみであり，生息環境の改善や遊漁
規則等の実効的な保護策は講じられていない．そ
こで本研究では，姉川水系のナガレモンイワナ個
体群の保全に向けた基礎資料を得るために，同水
系の一支流に生息するナガレモンイワナの出現率
や流程分布を調査した．調査結果に基づき，姉川
水系における在来イワナ個体群の保全策について
議論する．

調査場所と方法

調査場所 調査は琵琶湖流入河川の姉川水系の
本流に接する谷において行った (Fig. 1)．調査地の
詳細は保護目的のため公表しない．本谷は標高約
1200 mを源とし，標高670 mで本流に接する深い
V字谷である（平均河床勾配�約20%）．流程は
約1.5 kmであり，平均流れ幅は1.95 mであった．
この谷は姉川との合流点より約150 m上流に落差
約10 mの砂防堰堤があるため，下流からの魚類の
遡上は困難である．姉川上流漁業協同組合員への
聞き取り調査によると，この砂防堰堤の下流まで
は漁業権魚種として滋賀県醒井養鱒場で生産され
たニッコウイワナが放流されていた．調査区間は
砂防堰堤から上流約700 mにある滝（落差約3 m）
までの区間と，砂防堰堤から上流約400 m付近に

流入する支流の上流約 120 mにある滝（落差約
2 m）までの区間の合計 820 mとした (Fig. 3)．調
査区間内にはこれらの滝以外に，下流からの魚類
の遡上が困難と考えられる滝が，砂防堰堤から本
流の上流約 500 mと 660 m付近に存在していた
（それぞれ落差約10 mと約5 m）．
出現率と流程分布 イワナの採捕は，エレクト
ロフィシャー（スミス・ルート社，モデル12）を
用いて行った．捕獲された個体は，武田 (1975) を
参考に，虫喰模様の有無からナガレモンタイプ
(Fig. 2A) とそれ以外の普通タイプ (Fig. 2B) に判別
した．2005年8月26日と30日に調査区間全域に
おける採捕を計 2回行った．エレクトロフィッ
シャーでは，当歳魚の採捕が困難であることから
（佐藤ら，2006），ナガレモンタイプの出現率や流
程分布の解析は，当歳魚と1歳魚以上に区分して
行った．当歳魚と1歳魚以上の区分は，100 mmを
境界として体長組成が明瞭に区分されたため，標
準体長100 mmを基準として便宜的に区分した．1

回目（26日）に採捕した個体については，砂防堰
堤から採捕した地点までの距離 (m) と1 mm単位
で標準体長，さらに0.1 g単位で体重を測定し，標
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Fig. 1. Map showing the location of Ane River in
the Lake Biwa basin, Shiga Prefecture.



識を付けた後，採捕した場所へ放流した．採捕魚
への標識は，尾鰭の先端を3–5 mm角程度切除し
た．2回目（30日）に採捕した個体については，
無標識の個体のみ1回目と同様に砂防堰堤からの
距離，標準体長，体重を測定して，採捕した場所
へ放流した．なお本研究では，イワナの捕獲個体
数が少なく，再捕率も低かったため（当歳魚の総
捕獲個体数42個体，1回目捕獲個体数28個体，2

回目捕獲個体数14個体のうち2個体は標識個体，
再捕率14%; 1歳魚以上の総捕獲個体数19個体，1

回目捕獲個体数10個体，2回目捕獲個体数9個体
のうち 1個体は標識個体，再捕率 11%），標識再
捕法による個体数推定は行わなかった．
これら2回の採捕結果に基づき，ナガレモンタ
イプの捕獲個体数をイワナの捕獲個体数で除して，
ナガレモンタイプの出現率を算出した．砂防堰堤
から上流約500 mにある落差10 mの滝（以下，滝
A; Fig. 3）は下流からの魚類の遡上が困難である
最上流に位置する滝と考えられる．このため，こ
の滝の上流で捕獲されたイワナの個体に対するナ
ガレモンタイプの出現頻度を別に算出した．また，
現在のナガレモンタイプの出現頻度を，武田
(1975) における出現頻度と比較した．さらに，当
歳魚と1歳魚以上でのナガレモンタイプの出現頻
度も比較した．これらの出現頻度の比較には，

フィッシャーの正確確率検定を用いた．
また，ナガレモンタイプと普通タイプの流程分
布を調べるために，それぞれのタイプが捕獲され
た砂防堰堤からの距離を比較した．捕獲した個体
の標準体長を，ナガレモンタイプと普通タイプで
比較した．これらの比較には，Mann–WhitneyのU

検定を用いた．

結　　　　果

出現率と流程分布 調査水域全域からの2回の
採捕調査によって，当歳魚と1歳魚以上を含むナ
ガレモンタイプ20個体と普通タイプ38個体を捕獲
した (Table 1)．調査区間全域におけるナガレモン
タイプの出現率は，全体で0.34であった．年齢別
の出現率では，当歳魚と 1歳魚以上でそれぞれ
0.30と0.44であり (Table 1)，ともに半数に満たな
かった．一方，滝Aの上流においては，総捕獲個
体数は5個体と少ないものの，それらはすべてナガ
レモンタイプであった (Table 1)．本研究のナガレ
モンタイプの出現率は，武田 (1975) が報告した出
現率（採捕した38尾中38尾がナガレモン型）よ
りも，有意に減少していた（フィッシャーの正確
確率検定，P�0.05）．当歳魚と1歳魚以上間での
ナガレモンタイプの出現頻度には，有意な差は認
められなかった（フィッシャーの正確確率検定，
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Fig. 2. Body patterns of nagaremon-type and typical-type charr. (A) Nagaremon-type charr–“mot-
tled” pattern without parr–marks. (B) Typical-type charr–salmonid-specific parr marks and a few
white spots lateral. Photographs by Yuichi Kano, Aug. 26, 2005.



P�0.913）．
ナガレモンタイプは，当歳魚と1歳魚以上とも
に，普通タイプに比べて調査河川内の上流域に分
布する傾向が認められた．両タイプの流程分布を
比較すると，当歳魚と成魚でともに，ナガレモン
タイプが有意に上流に位置していた（当歳魚：ナ
ガレモンタイプ，平均�標準偏差�407�166 m，
n�12．普通タイプ，平均�標準偏差�280�174 m，
n�28． Fig. 3A; Mann–Whitneyの U検 定 ，
Ucal�101.5， P�0.05; 成魚：ナガレモンタイプ，
平均�標準偏差�496�107 m，n�8．普通タイプ，
平均 �標準偏差 �358�93 m， n�10． Fig. 3B;

Mann–WhitneyのU検定，Ucal�14.0，P�0.05）．
体長の比較 当歳魚の平均標準体長には，ナガ
レモンタイプと普通タイプの間で有意な差が認め
られなかった（ナガレモンタイプ，標準体長
41–83 mm，平均�標準偏差�59�11 mm，n�12．
普通タイプ，標準体長43–79 mm，平均�標準偏
差�58�10 mm，n�28．Mann–WhitneyのU検定，
Ucal�151.0， P�0.626）．同様に，1歳魚以上の個
体の平均標準体長についても，ナガレモンタイプ
と普通タイプの間で有意な差は認められなかった
（ナガレモンタイプ，標準体長146–219 mm，平均

�標準偏差�169�34 mm，n�8．普通タイプ，標
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Fig. 3. Distribution of nagaremon-type and typical-type charr for each age class in the Ane River system, Lake
Biwa basin: (a) 0–1 year, (b) �1 year. Solid and broken lines indicate waterfalls (�2.0 m) on the main and branch
streams, respectively.



準体長 102–197 mm，平均±標準偏差�154�

35 mm，n�10．Mann–WhitneyのU検定，Ucal�

34.0，P�0.594）．

考　　　　察

イワナ資源量 亀甲ほか（未発表データ）が，
2005年に滋賀県内において自然再生産で維持され
ている13の野生イワナ個体群について180 mから
1000 mの調査区間を定め，本研究と同様な手法を
用いて行った資源量調査では，捕獲された1歳魚
以上の総個体数は 25個体から 140個体であった
（総捕獲個体数の平均�標準偏差�61�29個体）．
本研究では820 mと比較的長い調査区間を定めた
にもかかわらず，捕獲された1歳魚以上のイワナ
の総個体数は19個体であった．したがって，本谷
の野生イワナの個体数は滋賀県内の他の野生イワ
ナ個体群よりも少ない可能性がある．本谷の個体
数が少ない原因としては，遊漁による高い漁獲圧
と生息環境の悪化が主に考えられる．イワナ釣り
による個体群への影響は非常に大きい（佐藤・渡
辺，2004）．また後者については，河川改修と流
量の減少などが考えられる．調査区間の下流部に
は，ナガレモンイワナの生息が報告された1970年
代（武田，1975）にはなかった大型の駐車場が建
設され，それに伴う土砂の流出により，イワナの
産卵や生息場所として重要な淵や平瀬（Nakamura

et al., 2002; 佐藤・渡辺，2004）が減少している可
能性が高い．また，砂防堰堤から約700 m上流付
近にある滝の下には，取水口が設置されていた．
この取水口の正確な設置時期は不明であるが，
1995年から1998年までの間に設置されたと考えら
れる（斉藤裕也，私信）．取水によって下流の流
量が減少した場合，魚類の生息空間の減少や移動
経路の分断，餌となる水生生物の流下量減少など
も考えられるため（近藤・竹下，2005），それらが

イワナの生息地に与える影響も無視できない．
ナガレモンタイプの出現頻度 本研究でのナガ
レモンタイプの出現率は，武田 (1975) の出現率よ
りも，大きく減少していた．減少の要因としては，
1) ニッコウイワナとの交雑，2) ナガレモンタイプ
への選択圧の増加，3) 本谷のイワナ個体群サイズ
が小さいことによる偶発的な要因，が考えられる．
本研究だけでは，ナガレモンタイプが減少した要
因を，いずれとも決定できない．しかし，第1の
要因に関しては，放流された非在来のニッコウイ
ワナとの交雑が，近年における在来イワナ個体群
の主要な減少要因として挙げられている（後藤ほ
か，1998; Sato，2006a）．本研究の調査河川にお
いても，ナガレモンタイプは普通タイプより上流
域に分布しており，さらに調査区間の下流では
ニッコウイワナが放流されていた．したがって，
調査区間内でのナガレモンタイプの減少要因の一
つに，ニッコウイワナの放流による交雑の影響が
推測される．第2の要因については，前述したよ
うな比較的近年に起こった物理的環境の変化か
ら，ナガレモンタイプに特異的な選択圧が増加し
たか，もしくはこのタイプに対する釣り等による
人為的な選択圧が増加した可能性が挙げられる．
実際，ナガレモンタイプは釣獲対象として人気が
高く，持ち帰られやすい（佐藤，1998）．第3の要
因については，すでに議論したように，本谷の個
体群サイズが小さいことから，全く偶発的にナガ
レモンタイプの出現率が低下した可能性が考えら
れる．
在来イワナ個体群は，放流が行われている水域
よりも上流部で，下流からの魚類の遡上が困難と
考えられる水域に生息すると推定されている（中
村，2001）．本研究の滝Aの上流では，採捕個体
すべてがナガレモンタイプであり，さらに聞き取
り調査の結果から，この上流水域へのニッコウイ
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Table 1. Numbers of nagaremon-type and typical-type charr captured, and occurrence of the former in the Ane
River system, Lake Biwa basin in August 2005

Age
Type Total

Age 0 Older than age 1

Nagaremon-type charra 12 (3) 8 (2) 20 (5)
Typical-type charra 28 (0) 10 (0) 38 (0)
Occurence of nagaremon-type charrb 0.30 (1.0) 0.44 (1.0) 0.34 (1.0)

a Number captured above an upstream waterfall 500 m distant from dam indicated in parentheses.
b Occurrence above waterfall indicated in parentheses.



ワナの放流も行われていないと考えられる．つま
り，滝Aの上流の個体群は，ニッコウイワナの遺
伝的影響をうけていない在来のナガレモンタイプ
個体群であり，滝Aの下流の個体群は，ニッコウ
イワナの遺伝的影響をうけている可能性が考えら
れる．特に第1の要因に関しては，滝A上流の個
体群が在来であるか，滝A下流の個体群が放流魚
の遺伝的影響をうけているかどうかについて，分
子遺伝学的手法を用いて検討する必要がある．
保全へ向けた提言 本谷は滋賀県内の野生イワ

ナ個体群の中でも特に資源量が少なく，下流から
の魚類の遡上が困難である隔離された個体群であ
る．調査開始地点の砂防堰堤の下流には放流され
たニッコウイワナが生息するので，まずは本谷全
体に生息するナガレモンタイプのイワナを回復さ
せることが必要である．そのためには，砂防堰堤
から上流水域全体を，周年禁漁区域に設定するな
どの遊漁規則の改正を行う必要がある．そして，
本谷のイワナは隔離された個体群であるため，他
の支流からの個体の移動による個体数の回復は見
込めず，さらにそのような隔離された個体群では，
環境の撹乱等による個体群の回復が遅れる(Sato,

2006b)．したがって，隔離された水域内における
環境収容力を引き伸ばすために，取水口の撤去も
含めた生息環境の改善を行う必要がある．また，
ナガレモンタイプと普通タイプのイワナが，同所
的に生息している滝A下流の個体群が，放流魚の
遺伝的影響をうけていることが確認できれば，そ
の交雑個体群の除去を検討する必要もあろう．さ
らに，支流で産まれたイワナ稚魚は，除々に本流
に降下して生活する（中村，1998）ことから，滝
A上流のナガレモンタイプの下流域への自然分散
により，滝A下流でのナガレモンタイプの個体数
の回復過程を含む本谷全体のイワナの生息状況を
継続的にモニタリングする必要がある．
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