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Abstract   Nonbenthic fishes were investigated in 16 rivers in the Chubu and Tohoku 
regions, into which pale chub Zacco platypus had been introduced. Pale chub coexisted 
predominantly with Japanese dace Tribolodon hakonensis, followed by ayu Plecoglossus 
altivelis altivelis, and were abundant in rivers lacking the latter. Although pale chub, ayu, 
Japanese dace, dark chub Nipponocypris temminckii and Amur minnow Rhynchocypris 
lagowskii steindachneri all fed on both benthic algae and invertebrates, the percentage of 
algae in the diet of pale chub was less when ayu were present. However, the population 
abundance and diet of pale chub were not affected by the other nonbenthic species. 
Although pale chub and other cyprinids rarely fed on cyanobacteria, a main food item of 
ayu, pale chub was considered to be negatively affected by ayu through interference, 
exploitative competition and indirect effects via changes in algal composition. 
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オイカワ Zacco platypusはコイ科の淡水魚であ
り，河川では主に底生藻類，水生昆虫類に

加え，陸上から供給される昆虫類等を摂食する雑
食 性 で あ る（ 水 野・ 御 勢，1993；Katano and 
Aonuma, 2001；Katano et al., 2006）．オイカワと同
様に河川の底層から表層まで動き回って藻類や昆
虫類を摂食する魚類としては，アユ Plecoglossus 
altivelis altivelis，ウグイ Tribolodon hakonensis，カ
ワ ム ツ Nipponocypris temminckii， ヌ マ ム ツ N. 
sieboldii, ア ブ ラ ハ ヤ Rhynchocypris lagowskii 
steindachneri等がいる（宮地ほか，1976）．これら
の魚種間の直接的な相互作用としては，アユによ
るウグイやオイカワへの攻撃行動（Katano et al., 
2003, 2004, 2006）や , オイカワとカワムツとの間
の種間縄ばりおよび攻撃行動（Katano, 1994）が

報告されている．また，実験池において，アユの
存在がウグイやオイカワの成長を低下させる一方
で（Katano and Aonuma, 2001；Katano et al.，2003）
ウグイやオイカワの存在は栄養カスケードを介し
てアユの成長を高めることが明らかにされている
（Katano et al., 2003, 2006）．しかし，河川において
これらの魚種の個体密度や食性がどのように他魚
種に影響されているのかは，ほとんど研究されて
おらず， Kawanabe（1959）および川那部（1960）
によって，アユがコイ科の中層魚の食性に影響を
与えることが示唆されているだけである．
オイカワは太平洋側では利根川以西，日本海側

では信濃川以西の本州と四国の吉野川水系ならび
に九州に天然分布すると考えられてきた（宮地ほ
か，1976）．しかし，水口（1990）はこの分布内

移入河川におけるオイカワの豊富さと
藻食に対するアユの影響
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においてオイカワが元来生息していなかった地域
がある一方，関東地方や東海地方には大正時代以
前からオイカワが生息していた地域があることを
報告した．またオイカワは，1925年に始まった琵
琶湖産稚アユの種苗放流に混入したこと等により，
その後北海道と琉球列島を除く全国に分布を拡大
させ（中村，1952；中村，1969；水口，1990），今
日では国内外来種として広く知られている（高村，
2013）．
オイカワの移入については，上述したように放

流魚への混入のほか，インターネットやペット
ショップを介して購入された個体が逸出したこと
が考えられる．また，漁業協同組合が美しく魅力
的な色彩をもつオイカワを独自に移植放流した例
もある（片野，未発表データ）．いずれにせよ，
オイカワの移入の歴史は古く，現在，移入先でど
の程度繁栄しているかは環境や他魚種の存在に
よって大きく異なると考えられる．しかし，移入
先におけるオイカワおよび他魚種の生態について
の報告は乏しく，オイカワの個体数が魚類群集の
中で占める割合やオイカワが他魚種から受ける影
響は明らかではない．
オイカワが本来生息する西日本では東日本に比

べて魚類相が多様であり，カワムツやヌマムツと
いった近縁種がアユやウグイとともに生息する（宮
地ほか，1976；川那部・水野，1989；建設省，
1993）．また，西日本，東海および関東地方の河
川には，オオクチバス Micropterus salmoidesやブ
ルーギル Lepomis macrochirusなどの外来魚が多い
（建設省，1993）．そのために，これらの地域にお
いてオイカワは，他種との競争だけでなく外来魚
による捕食の影響も受けていると考えられ，魚種
間の関係は解析しにくい状況にある．一方，本研
究を主に行った中部・東北地方では，ヌマムツは
生息しておらずカワムツもまだ侵入初期にある（片
野ほか，2014）．調査を通してコクチバス M. 
dolomieuとブルーギルは採捕されず，オオクチバ
スも１個体が採捕されただけである．河川の魚類
群集はオイカワが生息する他の地域と比べて単純
であり，オイカワへの他魚種の影響は解析しやす
いと考えられる．
本研究では，中部，北陸，東北地方において移

入されたオイカワと他魚種を採捕し，その魚類群
集における優占率や食性を調べることにより，オ
イカワの個体密度や食性が他魚種のうち，とくに
アユから大きな影響を受けることを明らかにした
ので報告する．

材 料 と 方 法

調査場所　調査は長野県では天竜川支流南大島
川および田沢川，千曲川支流産川および上田市の
増養殖研究所内の水路，新潟県では八千川，関川
支流儀明川，関川本流，鯖石川支流別山川，羽茂
川，国府川支流新保川および長谷川，久知川およ
び河崎川，山形県では赤川支流小黒川および日向
川支流荒瀬川，岩手県では雫石川支流竜川の合計
16河川で行った（Fig. 1）．このうち，天竜川，八
千川，関川および佐渡島の河川（羽茂川，国府川，
河崎川および久知川）は宮地（1976）に従えば天
然分布域内にある．しかし，著者の一人である河
村の遺伝解析において，これらの河川のオイカワ
はすべて琵琶湖周辺の個体群に由来する mtDNA
を持つことから（河村ほか，未発表データ），今
回の解析に含めた．増養殖研究所内の水路のオイ
カワはすべて千曲川から遡上あるいは降下したも
のであり，養殖や放流は行われていない．
オイカワの個体数や優占率は河川内の地点に

よって異なることが考えられるが，同一河川で複
数地点を調査し，その平均値を用いる手法を採る
と，他魚種の影響はかえって捉えにくくなると考

Fig. 1.　Map showing rivers included in sampling 
program. Closed and open circles indicate presence and 
absence of ayu Plecoglossus altivelis altivelis, respectively.
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えた．そのために，流程の長い河川では，本流と
支流，異なる支流などに２カ所の調査区を設け，
それぞれを別々に解析した．調査場所では，環境
要因についての詳細な計測は行わなかったが，主
として電気ショッカーを用いたために，すべて水
深は 1 m以下で川幅は 10 m以下であった．関川と
竜川では，本流自体の川幅も水深も大きかったが，
それぞれ分流と支流で調査を行い，調査場所の水
深と川幅は上記の範囲内にあった．また，調査は
瀬と淵の両方を含む流程 50 m以上の場所で行い，
調査水域に三面コンクリート水路は含めなかった．
このほかに，米代川水系常磐川については，秋

田県水産振興センターの佐藤正人氏が投網で採集
したアユとオイカワのサンプルを用い，食性につ
いてだけ解析した．調査を行ったがオイカワが採
捕されなかった河川として長野県の天竜川支流久
米川，新潟県の姫川，三面川支流薦川，青森県の
鳴沢川および岩木川が挙げられるが，これらにつ
いては生息の実態が不明のため，解析から除外した． 

魚類の採捕時期と方法　調査は 2010–2013年の
5–10月に行った．調査人員が確保できなかった
り，電気ショッカーを利用できなかったりしたた
めに，南大島川，田沢川，小黒川，荒瀬川，常磐
川では投網（11節，700目）を用い，竜川では市
販のシマミミズを餌とした釣りにより魚類を採捕
した．残りの河川では背負い式の電気ショッカー
（モデル 12 B，スミスルート社，直流，300 V）を
用いた．投網および釣りでは，その手法から当歳
魚は採捕されなかった．電気ショッカーによる調
査では，全長 4 cm以下の稚魚は同定に時間がか
かるので採捕しなかった．関川本流と鯖石川で採
捕されたオイカワの全長はそれぞれ 4.4–10.5 cm
と 4.5–7.0 cmの範囲にあり，やや小型個体が含ま
れていたが，その他の河川では全長が 6.4–15.1 cm
の範囲にあった．
魚類の採捕にあたっては，必要に応じて県の特

別採捕許可を取得した．調査時間および調査範囲
は河川によって異なった．産川，増養殖研究所内
の水路，八千川，儀明川，羽茂川，長谷川，久知
川，小黒川，荒瀬川，竜川では複数年にわたって
調査を行ったが，他の河川では単年のみ調査を
行った．1回の調査は電気ショッカーを用いた場
合には 1日で終了したが，釣りや投網を用いた場
合には 2–3日間行うこともあった．1回の調査に
要した時間は 20–540分であった．オイカワの採
捕数が少ない場合には，調査時間や調査面積を増
やすことによって，資料が偏らないようにした．

いずれの調査河川も大増水後に藻類がはぎ取られ
た状態にはなく，河床に藻類が生育していた．採
捕された魚類については，種を記録し，食性や遺
伝解析に用いたオイカワ，ウグイ，アユ，カワム
ツ，アブラハヤ，フナ類 Carassius spp.の一部個
体を除いて他はすべて放流した．アユについては
採捕されなくても食み跡が残されている場合には
生息すると判断した．採捕した魚類を持ち帰る場
合には，99.5%エタノールもしくは 10%ホルマリ
ン液で固定した．

底生藻類のサンプリングと解析　2013年 10月
19日に佐渡島の新保川，久知川，河崎川におい
て底生藻類を採集した．早瀬あるいは平瀬におい
て，アユの食み跡が確認された石を川ごとに 5個
選び，それぞれの表面に 5× 5 cmの方形区を設
置し，その中の付着藻類をナイロンブラシを用い
てこすり取った．採集した藻類は 5％ホルマリン
液で固定し，持ち帰った．

食性の解析　食性の解析にあたっては，アユに
ついては胃，コイ科魚類については消化管の第 1
屈曲までの内容物を取り出した．この内容物を実
体顕微鏡（× 3–6）下で格子付きシャーレの上に
一様になるように拡げ，藻類，カゲロウ目幼虫，
トビケラ目幼虫，双翅目，ユスリカ科幼虫，双翅
目ガガンボ科幼虫，羽化した水生昆虫を含む陸生
昆虫に分類した．各食物項目についてシャーレの
一部に集め，その長さと幅を計測し，体積が全体
に占める割合を算出した．藻類については，光学
顕微鏡（× 40）下で 5視野を無作為に選び，そ
の中で硅藻，藍藻，緑藻が占める被度を細胞ごと
に長さを計測することによって算出した．

資料の解析　本論文では，ハゼ科，ドジョウ科，
カジカ科，ドンコ科，ヤツメウナギ科，ナマズ目，
カマツカ Pseudogobio esocinusを底生魚とした．
オイカワは河川の中層を広く動き回るので，底生
魚を除く他魚種と餌や活動場所を巡って競合する
可能性が高いと考えた．そこで，非底生魚の中で
オイカワの個体数が占める割合を非底生魚優占率
と定義した．
同一河川で複数年調査した場合，2年目以降は

初年度の採捕が種構成に影響した可能性があるの
で，オイカワの単位努力量あたりの捕獲数（Catch 
per unit effort: CPUE）や非底生魚優占率は初年度
の資料だけに適用した．魚類の食性は胃あるいは
消化管内容物が 10個体以上得られた場合のみ試
料とした．同一河川で複数年にわたってこの条件
が満たされた場合には，各年に得られた各食性項
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目の平均値をさらに複数年間で平均化した．相関
分析にあたっては，資料を正規分布化するために
オイカワの優占率については角変換（arcsin √x）を，
CPUEについては対数変換（log x）を行った．

結 果

オイカワと共存する魚種　常磐川を除く 16河
川で採捕された魚種のうち，非底生魚の中で，オ
イカワと 4河川以上で共存していた非底生魚は，
アユ，ウグイ，フナ類，モツゴ Pseudorasbora 
parva，カワムツ，アブラハヤの 6種であった（Fig. 
2）．大半の河川でオイカワはウグイと共存し，ア
ユも 6割以上の河川で共存していた．オイカワと
同じく国内外来魚であるカワムツも 4河川で同所
的に採捕された．

オイカワの優占率　非底生魚におけるオイカワ
の優占率は河川によって大きく異なり，3.6–74.4%
の範囲にあった．電気ショッカーを用いた河川に
ついて，オイカワの 1時間あたりの CPUEを算出
すると，8.0–112.0尾となり，非底生魚優占率と
正の相関を示した（n = 11, Pearsonʼs r = 0.708, P = 
0.0148）．この結果から，非底生魚優占率はオイ
カワの豊富さを表す指標となると考えられること
から，以後は電気ショッカーを用いなかった河川
の資料も含めてこの指標について解析する．
オイカワの非底生魚優占率は，アユが確認され

た河川に比べてアユが確認されなかった河川にお
いて有意に高かった（Mann-Whitney U-test, z = 2.82, 
P = 0.0048; Fig. 3）．オイカワの優占率は，ウグイ（P 

= 0.0807），カワムツ（P = 0.2751），フナ類（P = 
0.6744），アブラハヤ（P = 0.7160），モツゴ（P = 
0.1567）がそれぞれ確認された川と確認されなかっ
た川の間では有意に異ならなかった（Mann-Whitney 
U-test）．

オイカワおよび他魚種の食性　アユ，ウグイ，
カワムツ，アブラハヤとアユが確認された川のオ
イカワ，アユが確認されなかった川のオイカワに
ついて，それぞれ 6，11，6，2，8，6河川におけ
る各食物項目の平均値を示した（Table 1）．いず
れの魚種も藻類と水生昆虫類を主食とする雑食性
であった．このうち，アユは藻類を平均して 70%
以上摂食し，そのほかユスリカ科とカゲロウ目の
幼虫を多く捕食していた．ウグイは，トビケラ目
の幼虫を 40%近く捕食し，ついでカゲロウ目と
ユスリカ科の幼虫を多く利用したほか，藻類も平
均して 14%摂食していた．カワムツの食性はウ
グイと類似し，トビケラ目を 45%，カゲロウ目を
16%，藻類を 15%摂食していた．アブラハヤは 2
河川のみの資料であるが藻類を 30%，水面への落
下昆虫を 23%，ユスリカ科の幼虫を 21%捕食し
ていた．
オイカワの食性はアユの有無によって大きく異

なり，とくに藻類が消化管内容物に占める割合は，
アユが確認されなかった河川で平均して 40.5％（n 
= 6, SD = 13.4）であったのに対して，アユが確認
された河川では 22.9％（n = 8, SD = 12.8）にすぎず，
両者の間で有意差が認められた（Mann-Whitney 
U-test, z = 2.32, P = 0.0201）．そのほかオイカワは
トビケラ目をいずれの河川でも 30%以上捕食し，

Fig. 2.　Percentage of coexistence between pale chub 
Zacco platypus and six other dominant fishes: da, 
Tribolodon hakonensis; ayu, Plecoglossus altivelis 
altivelis; ca, carassius spp.; mi, Pseudorasbora parva; ch, 
Nipponocypris temminckii; fa, Rhynchocypris lagowskii 
steindachneri.

Fig. 3.　Percentage of pale chub Zacco platypus of all 
nonbenthic fishes in rivers with and without ayu 
Plecoglossus altivelis altivelis. Figures above bars and 
vertical bars indicate number of rivers investigated and 
standard errors, respectively.
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カゲロウ目も 10%以上捕食していた．水生昆虫
の各分類群や落下昆虫については，アユの有無に
よる影響は認められなかった（P > 0.05）．

6河川では 2–3年に渡って食性解析を行った．
藻類が食性において占める割合は河川や時期に
よって 10.0–80.7%まで異なっていた（Table 2）．
オイカワの食物の中で藻類が占める割合は，同一
河川でも時期によって 1.4–34.2%変動した．

利用された藻類の組成　藻類を硅藻，藍藻，緑
藻に分けて各魚種による利用率を見ると（Table 1），
いずれの魚種も硅藻をもっとも多く摂食していた．
アユとカワムツでは次いで藍藻，緑藻の順に，そ
の他の魚種では緑藻，藍藻の順に多く摂食してい
た．アユは藍藻を平均して 15%摂食していたが，
カワムツを含めてその他の魚種は 2.4%以下しか
摂食していなかった．アユの有無によって，オイ
カワの消化管内容物に占める硅藻と藍藻の割合に
有意差は認められなかった（Mann-Whitney U-test, 
硅藻：P = 0.1209, 藍藻：P = 0.6527）．一方，オイ
カワが利用した緑藻の割合は，アユが確認された

河川（4.6% ± 2.6 SD）に比べて，確認されなかっ
た河川（12.9% ± 4.0 SD）で有意に高かった（z = 
2.39, P = 0.0169）．

アユに食まれた石に付着していた藻類　新保川，
河崎川，久知川において，アユの食み跡が残され
た石の付着藻類を調べたところ，いずれの河川で
も 90%以上を藍藻が占め，硅藻および緑藻はほ
とんど確認されなかった（Table 3）．

考 察

調査河川の中で一部の河川では，調査人員の不

Table 1.　Food contents of five fish species: pale chub Zacco platypus, ayu Plecoglossus altivelis altivelis, Japanese dace 
Tribolodon hakonensis, dark chub Nipponocypris temminckii and Amur minnow Rhynchocypris lagowskii steindachneri 

Table 2.　Yearly changes in the percentage of algae in the diet of pale chub Zacco platypus 

Pale chub

Food item
ayu absent

(6)*
ayu present

(8)
ayu
(6)

Japanese dace
(11)

dark chub
(6)

Amur minnow
(2)

Ephemeropteran nymphs 10.8 ± 12.4** 17.8 ± 12.2 11.5 ± 9.5 19.6 ± 20.3 16.1 ± 12.4 7.6 ± 0.9
Trichopteran larvae 36.3 ± 18.6 38.5 ± 14.9 2.6 ± 6.4 37.6 ± 20.3 44.7 ± 17.4 18.1 ± 2.3
Chironomid larvae 7.8 ± 6.1 6.7 ± 5.6 13.3 ± 3.7 9.9 ± 8.2 11.1 ± 7.9 20.3 ± 4.2
Tuplid larvae 0.0 ± 0.0 0.2 ± 0.5 0.0 ± 0.0 1.0 ± 2.6 0.7 ± 1.1 0.0 ± 0.0
Aerial insects 3.3 ± 4.0 11.7 ± 13.2 0.0 ± 0.0 5.8 ± 8.8 9.7 ± 4.6 23.2 ± 32.8
Diatoms 28.0 ± 15.5 17.2 ± 8.1 51.4 ± 8.5 10.8 ± 10.3 11.4 ± 17.1 22.9 ± 17.3
Cyanobacteria 0.0 ± 0.0 0.2 ± 0.4 15.2 ± 11.3 0.7 ± 0.9 2.4 ± 5.7 0.2 ± 0.3
Green algae 12.9 ± 9.7 4.6 ± 7.3 4.9 ± 7.6 3.0 ± 3.4 1.1 ± 1.6 6.7 ± 7.8
Others 1.0 ± 1.3 3.3 ± 4.0 1.2 ± 2.9 11.5 ± 12.9 3.0 ± 3.4 1.3 ± 1.8
*Figures in parentheses indicate number of rivers investigated.
** Mean percentage ± SD.

River 
(tributary)

First investigation Second investigation Third investigation
Month Year n % algae Month Year n % algae Month Year n % algae

Chikuma (San) May 2010 57 60.7 Oct. 2011 27 34.1
Chikuma* Aug. 2011 56 24.9 Oct. 2013 22 29.1
Seki (Gimyo) Oct. 2010 31 80.7 Oct. 2011 13 46.5 Sep. 2012 10 60.0
Kokufu (Hase) Oct. 2010 32 42.3 Oct. 2011 12 25.0
Kuchi Oct. 2010 35 60.8 Oct. 2011 22 33.6 Oct. 2013 13 26.9
Aka (Koguro) Sep. 2010 27 10.0 Sep. 2011 43 11.4
* Water course at National Research Institute of Aquaculture.

Table 3.　Composition of benthic algae sampled from 
stones grazed by ayu Plecoglossus altivelis altivelis in 
three rivers on Sado island

River Diatom Cyanobacteria Green algae
Shinbo 3.8 ± 4.8* 96.2 ± 4.8 0.0 ± 0.0
Kawasaki 4.0 ± 4.2 93.7 ± 5.6 2.3 ± 4.1
Kuchi 1.0 ± 1.3 99.0 ± 1.3 0.0 ± 0.0
* Mean percentage ± SD.
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足により電気ショッカーによる採捕ができず，投
網や釣りによって魚類を採捕した．しかし，本調
査では電気ショッカーによるオイカワの CPUEと
非底生魚群集における優占率の間に正の相関が認
められたことから，後者はオイカワの個体密度を
反映すると考えられた．その結果，移入域におけ
るオイカワの豊富さはアユの有無によって影響さ
れ，アユが確認されなかった河川ではオイカワの
個体密度は高いと結論づけられた．
実験条件下で，オイカワはしばしばアユの直接

的攻撃を受け , その成長はアユが増加するにした
がって低下することが報告されている（Katano 
and Aonuma, 2001；Katano et al., 2004）．本研究に
よって，アユによるオイカワへの影響が実験条件
下だけでなく河川においても生じること，その影
響が行動だけでなくオイカワの豊富さにも及ぶこ
とが明らかになった．
オイカワとアユ，ウグイ，カワムツおよびアブ

ラハヤの食性を比較検討した結果，これまでの研
究と同様に（宮地ほか，1976；水野・御勢，1993；
Katano et al., 2006），いずれも藻類と水生昆虫類を
主食とする雑食性であることが明らかになった．
藻類を摂食する割合は，アユでもっとも高く，つ
いでオイカワ，アブラハヤ，カワムツ，ウグイの
順に高かった．藻類を多く摂食する点で，オイカ
ワはアユと食物が類似しており，そのためにアユ
によって影響されたと考えられる．

Kawanabe（1959）および川那部（1960）は 6個
の食物連鎖の比較から，アユがいるとオイカワが
陸生昆虫類を多く捕食するようになると報告して
いる．しかし，本研究ではオイカワの食物のうち
陸生昆虫が占める割合がアユによって影響される
という傾向は認められなかった．一方，アユと共
存している河川では，共存していない河川と比べ
て，オイカワが底生藻類を摂食する割合は低かっ
た．その理由としては，餌の取り合いによる競争
やアユによるオイカワへの攻撃が推測されるが，
今回，藻類を硅藻，藍藻，緑藻に分けて調べた結
果，さらに別のプロセスが働いていることが示唆
された．アユが石面を強く摂食すると藻類群落が
硅藻や緑藻主体のものから藍藻主体のものへ変化
することは実験やサンプリングに基づく調査結果
によって明らかにされている（Abe et al., 2000, 
2001；片野ほか，2006）．今回の調査においても，
佐渡の 3河川においてアユの食み跡のある石から
採取された藻類はほとんど藍藻であった．ところ
が食性解析を行ったところ，アユの有無に限らず，

オイカワを始めとする 4種のコイ科魚類は藍藻を
ほとんど摂食しておらず，藻類としてはもっぱら
硅藻と緑藻を利用していた．硅藻や緑藻は石面に
緩く付着するために魚類によって摂食しやすいの
に対して，藍藻はその基部が石面に強く付着する
ので，摂食行動によってそれを根こそぎはぎ取る
ことはむずかしい．アユは特殊な歯列を発達させ
ているために，藍藻の上部を刈り取ることが可能
になったと考えられている（Abe et al., 2001）．し
かし，アユと同所的に生息するコイ科魚類はこう
した能力を持たず，そのために藍藻を十分に利用
できないと考えられる．すなわち，アユが石面の
藻類を強く摂食することによって藻類群落を藍藻
に変える生態系エンジニアリング（Flecker, 1996；
Jones et al., 1997）は，藻類の直接的摂食に加えて，
間接的にも他魚種の食物を乏しくさせると推測さ
れる．
このように，コイ科魚類の食性がアユによって

より動物食の方向に変化すると，コイ科魚類がカ
ゲロウなどの藻食性水生無脊椎動物を減らすこと
によって間接的に底生藻類を増加させる栄養カス
ケードを促進することになる（Katano et al., 2003, 
2006）．アユによる藻類群落への生態系エンジニ
アリングは，アユが縄ばり内だけで藻類を摂食し
成長する基盤を直接的かつ間接的に保証すること
になり，日本の河川におけるアユの繁栄をもたら
したと考えられる．
海産の天然遡上アユはしばしば川全体の個体密

度が 1 m2あたり 5尾を超えるほど高くなること
があり（川那部，1970），そのような状況ではオ
イカワは生態的に著しく悪影響を受けると考えら
れる．ウグイについても，河川下流部でアユが多
い場合には海あるいは他の河川へ移動することが
報告されている（Katano et al., 2010）．一方，アユ
は秋に産卵した後に死亡するので，秋から春の間，
他魚種はアユの影響を受けない．また，オイカワ
は農業水路やアユが遡上しない支流にも生息する
ことによって，アユの影響を緩和すると考えられ
る（斉藤ほか，1988；中村・尾田，2003；加藤，
2004）．
調査河川では，外来の魚食魚の影響はほとんど

認められなかった．環境要因についてのくわしい
計測は行わなかったので，その影響を論じること
はできないが，調査場所はいずれも水深，流速が
比較的小さな環境にあり，この点では大きな違い
はなかったと考えられる．オイカワについては主
として幼魚の生息環境についての報告はあるが（名



オイカワに対するアユの影響 105

越ほか，1962；高村，1979；水野・御勢，1993），
成魚の生息密度や食性への環境要因の影響を定量
的に明らかにした研究は行われておらず，今後の
解析が必要である．しかし，小河川の比較的一様
な環境下で調査を行ったこと，および多数の調査
地点を比べていることから，本論文の結論は妥当
であると考えられる．また，異なる年や季節に採
捕されたオイカワの食性のうち消化管の中で藻類
が占める割合は，最大でも 34％しか異なってお
らず，その影響は限定的であると考えられる．
ウグイ，カワムツ，アブラハヤとオイカワは食

性が重複していたが，オイカワがより多く藻類を
摂食する点において異なっていた．また，ウグイ，
カワムツ，アブラハヤそれぞれの有無によって，
オイカワの豊富さや食性のうち藻類が占める割合
は大きく影響を受けなかった．これらの魚類の食
性は類似していたので，いずれかが欠けていたり，
その個体数が少なかったりした場合には，その他
の魚類が相補的に無脊椎動物や藻類を摂食したこ
とが推測され，そのために明瞭な統計結果が得ら
れなかったと考えられる．
調査した河川のうち天竜川と千曲川では，現在

海産の天然アユは遡上していないが，その他の河
川では調査区間ないしはその下流に天然アユが遡
上しており，アユは毎年河川でオイカワと共存す
ると考えられる．また，天竜川や千曲川のように
アユの種苗放流が盛んな河川はもちろん，漁業権
のない佐渡島の河崎川と久知川を除くすべての河
川では，現在あるいは過去に琵琶湖産アユが種苗
放流されている（片野ほか，2014）．今回採捕さ
れたオイカワはその集団に琵琶湖周辺のオイカワ
個体群固有の mtDNAを有しており（河村ほか，
未発表データ），その移入経路としては琵琶湖産
アユの種苗放流への混入が疑われる．一方，河崎
川と久知川におけるオイカワの移入経路は明らか
でない．
オイカワの移入河川で調査を行うことによって，

その魚類群集や国内外来魚の侵入状況が明らかに
なった．魚類群集のうち中層魚は主にアユ，ウグ
イ，オイカワ，フナ類，カワムツ，モツゴなどか
ら構成され比較的単純であったが，国内外来種と
してオイカワが広く分布し，さらにカワムツもい
くつかの河川に侵入し，その個体数は増加傾向に
ある（片野ほか，2014）．一方，オオクチバスな
どの侵略的外来魚はほとんどの河川に侵入してお
らず，その点では健全な群集が形成されていた．
しかし，カワムツの侵入が近年になってから生じ

ていること，ならびに国外外来魚が東日本の河川
でも増加しつつあること（リバーフロント整備セ
ンター，2008；国土交通省，2013）を考慮すると，
この地域の魚類群集を今後も注視し，国内外外来
魚の侵入を防ぐ施策が実行される必要がある． 
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