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Abstract   The ecology of adult amago salmon (Oncorhynchus masou ishikawae) after 
their upstream spawning migration being largely obscure, the study sought to reveal 
seasonal changes in the longitudinal distribution and abundance of salmon in the upstream 
spawning area in the Nagara River, Honshu Island, central Japan. The 2004 fish catch 
record by commercial fishermen and recreational anglers indicated a high level of migration 
of the salmon from the Ise Bay to the lower section of the Nagara R. in May, with a 
similarly high level of subsequent upstream migration in late May. Underwater observations 
in a tributary of the upper Nagara R. revealed that the salmon occupied large deep pools 
over summer. However, a considerable decrease in salmon numbers occurred in the pools 
during August, possibly due to bycatch fishing. To maintain wild amago salmon populations, 
such pool habitats are important refuges and fishing regulations to deter bycatch fishing 
must be considered.
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サツキ マ ス・ ア マ ゴ（Oncorhynchus masou 
ishikawae）は，サクラマス種群の 1亜種で

ある．本亜種は日本固有の魚類で，サツキマスは
海域へ回遊する降海型，アマゴは河川で生活史を
完結させる河川残留型である．このうちサツキマ
スはかつては西日本の河川に広く分布していたと
考えられるが，ダム建設や水質汚濁により分布河
川が減少したと推測されている（加藤，1975，
1998）．
サツキマスは，北半球南限の降海型サケ科魚類

であり（加藤，1998），学術的に貴重な魚類のひ
とつである．しかし近年，サツキマス個体群の存
続が確認されているのは，岐阜県の長良川（桑田・
德原，2011）や広島県の太田川（浜井ほか，

1996；海野ほか，2001）といったごく少数の河川
である．そのため，水産庁の日本の希少な野生水
生生物に関するデータブックでは絶滅危惧種（加
藤，1998）に指定されている．一方で，個体群が
存続している長良川においては，本種は内水面漁
業の対象種として古くから重用されており（岐阜
縣益田郡役所，1916；秋道，1978），現在でも専
門の漁業が行われている重要な漁業対象種である．
このようにサツキマスは，学術分野及び産業分

野において重要な魚類である．しかしながら，本
種の生態調査は，他の在来サケ属魚類に比べて遅
い 1963年に始まっており（加藤，1973），当時す
でに上流部まで産卵のために遡上できる河川が少
なかったこともあり，降海型への分化時期および

長良川におけるサツキマスの遡上動態

德原哲也 1・桑田知宣 1・藤井亮吏 1・原　徹 1・苅谷哲治 2・岸　大弼 1



德原哲也ほか6

海域での生活や，海域からの回帰に関する研究は
あるものの（加藤，1973；本荘，1975，1977；海
野ほか，2001），成魚の河川遡上後の生態につい
ては知見が乏しく，産卵床の条件（桑田・德原，
2011）を除けば，加藤（1973）と浜井ほか（1996）
が断片的に触れているに過ぎない．本研究では，
サツキマスの流程分布の季節変化および上流部の
産卵場付近の滞留場に到達した個体数変動を調査
することで，河川内に回帰してから産卵期近くま
での本亜種の遡上後の生態についていくつか知見
を得たので報告する．

材 料 と 方 法

遡上動態の調査　長良川は，岐阜県郡上市の大
日岳を源流とし，三重県桑名市で揖斐川と合流し
伊勢湾に注ぐ幹線流路 136 km，流域面積約面積
2000 km2の河川である（梶田，1979）（Fig. 1）．
2004年 4月に長良川流域でサツキマスを採捕し
ている漁業者にアンケート用紙を配布，漁期の終
了時に回収し，所属する漁業協同組合ごとにサツ
キマスの採捕月日と尾数を集計した．長良川のサ
ツキマス漁場は最下流区間の一部を除き，下流部
に位置する岐阜市以南が長良川漁業協同組合，中
流部に位置する関市および美濃市が長良川中央漁
業協同組合，上流部に位置する郡上市内が郡上漁
業協同組合によって管轄されている．本研究では
便宜的に長良川漁業協同組合管内を下流部，長良
川中央漁業協同組合管内を中流部，郡上漁業協同
組合管内を上流部に区分した（Fig. 1）．なお，郡
上市美並町内を流れる区間は，加藤（1973）は中
流部として区分したが，郡上漁業協同組合管内に
属することから，本研究では上流部として扱った．
他の区間については加藤（1973）と同様の区分で
ある．また，サツキマスの遊漁者が多いと考えら
れた長良川中下流部の主要な釣具店に依頼し，遊
漁者にアンケート用紙を配布してもらい，採捕月
日と尾数，採捕場所を記録の後，水産研究所へ郵
送してもらい，結果を集計した．
調査期間中の長良川の水位は，国土交通省の水

文水質データベース（http://www1.river.go.jp/）を
参照し，下流部は大垣市墨俣観測所（河口から
39.4 km地点），中流部は美濃市美濃観測所（河口
から 74.5 km地点），上流部は郡上市稲成観測所
（河口から 105.5 km地点）の日間の平均水位デー
タをそれぞれの区間の代表値として使用した（Fig. 
1）．なお，水位は東京湾平均海面を基準とした．

水温についても，同じ水文水質データベースを参
照し，三重県桑名市にある揖斐長良大橋観測所
（河口より 3.0 km地点）および岐阜県羽島市にあ
る大藪大橋観測所（河口から 31.2 km地点）の日
平均水温データを使用した．

潜水目視調査　上流部の産卵場付近の滞留場に
到達後の滞留状況と個体数変動を把握するため，
長良川上流部の 1支流において潜水目視調査を
行った．なお，密漁や乱獲を避けるため詳細な調
査場所の公表は控える．
本研究では長良川との合流点から約 4 km上流

にある堰堤（堰堤高 >10 m）を上流端とし，その
堰堤から下流 350 m地点を下流端とする調査区間
を設定した（平均川幅 16 m）．この区間は可児の
区分の Aa-Bb移行型の河川形態となっている（水
野・御勢，1993）．区間内には，堰堤直下および
その 100 m下流側の 2箇所に淵があり，その他は
瀬になっている．上流の淵は，堰堤から下流の副
堤（堰堤高約 1.5 m）までにできた長さ約 25 m，
最大水深約 5 mの人工のものである．下流の淵は
増水の影響で年変動があるものの，長さ約 180 m，
最大水深約 7 mの自然のものである．両淵内とも，
後述する 2007年を除き，目視観察を不可能とす
るような障害物はない．淵型の分類では人工淵が
S型，自然淵が M型にあたる（水野・御勢，

Fig. 1.　Map of the Nagara River. Solid circles and 
triangles indicate water level and water temperature 
monitoring sites, respectively.
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1993）．自然淵では夏季にサツキマスが滞留する
ことが昔から地元の漁業者の間で知られている．
また，この自然淵の淵尻ではサツキマスの産卵行
動も確認されている（桑田・德原，2011）．
調査は，2001年から 2009年の毎年 5月から 10

月に，増水・濁水で調査不可能な場合を除き，お
およそ月 1回を目安に行った．ただし，2002年
は 8月中に 3回調査を行った．調査は，スキュー
バダイバー1名，スキンダイバー（シュノーケル
のみ装備のダイバー）2名の 3名 1組で行った．
スキューバダイバーが河道中央を潜行し，下流方
向へ流下しながら中層および底層でサツキマスを
計数した．また，スキンダイバーはスキューバダ
イバーの斜め後方に浮いた状態で下流方向へ移動
しながら上層でサツキマスを計数した．ただし，
人工淵では堰堤直下の落ち込み部までスキンダイ
バーが接近できないため，スキンダイバー1名が
淵左岸中部で定位，もう 1名が淵中央部で定位し，
淵右岸より落ち込みの最深部をスキューバダイ
バーが潜行し，サツキマスを左岸に向かって追い
立てて計数する方法をとった．2002年から 2005
年までは 2箇所の淵での合計数のみを記録してい
たが，2006年から 2009年は淵ごとに確認尾数を
集計した．全長 30 cm以上で体色が銀色の個体を
サツキマスとし，河川残留型（アマゴ）と区別し
た．また，7月下旬以降に確認された個体では銀
色がかなり薄くなっていたが，パーマークが不鮮
明な大型個体（>30 cm）はサツキマスとして計数
した．ただし，遊泳するサツキマスを 1尾単位で
計数できるのは，1群 60尾が限界であったため，
60尾を超える大きい群の場合は，10尾単位で推
定した．

結 果

遡上動態　2004年に確認されたサツキマスの
採捕尾数は，下流部 320尾，中流部 75尾，上流
部 35尾であった．下流部では 4月 10日から採捕
され始め，6月 12日まで記録された（Fig. 2a）．
特に 5月 17日の増水後の水位低下期から 5月 31
日までに総採捕尾数の 48.1%（154尾）の個体が
採捕された．また，それ以外についても増水後の
水位低下中に採捕される傾向にあった．河川水温
（日平均）は，最初の採捕が確認された 4月 10日
に下流部で 15℃以上となり，遡上のピーク終期
の 5月 28日～5月 31日までは下流部及び河口と
も 20℃を超えた（Fig. 3）．それ以後最後のサツキ

マスが捕獲された 6月 12日まで，下流部 20.7℃，
河口部 22.5℃であり，河口部では平均水温が
23℃を超えた日もあった（Fig. 3）．
中流部では 5月 1日に採捕され始め，7月 6日

まで記録された（Fig. 2b）．採捕のピークは 5月
25日から 6月 1日の期間であった．5月 17日の
増水後の水位低下中に多くの個体が採捕されたこ
とは下流部に類似するが，5月初旬に採捕数が減
少したこと，下流部では採捕されない 6月の中旬
以降，7月上旬まで採捕が続いた点で異なってい

Fig. 2.　Number of amago salmon caught by fishermen 
and anglers, and relative water levels observed in the 
Nagara River. a, lower section; b, middle section; c, upper 
section. Bars and solid lines indicate numbers of salmon 
and relative water levels, respectively.

Fig. 3.　Water temperatures in the Nagara River. Solid and 
broken lines indicate temperatures at the river mouth and 
in the lower section, respectively.
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た．
上流部では 7月 8日から採捕され始め，8月 26

日まで記録された．採捕のピークと水位との間に
は，明瞭な傾向は認められなかった（Fig. 2c）．

潜水目視調査　サツキマスはすべて両淵内で観
察され，淵間の瀬で確認された個体はいなかった
（Fig. 4）．サツキマスの確認尾数は，2007年を除
き，毎年 5月中下旬は 0–3尾と少なく，7月後半
から 8月前半にその年の最大確認尾数を記録し，
9月以降は急激に減少したことが共通していた
（Fig. 4）．8月に 3回の調査を行った 2002年の例
では，2日に 100尾であったものが，6日に 54尾，
20日に 5尾となり，18日間で急激に減少した．
いずれの調査年も，確認尾数が少数だった調査

時を除いて，基本的にサツキマスは群を形成して
行動していた．自然淵の観察例では，多くの場合
は中層を群で遊泳しており，上流からスキューバ
ダイバーが接近すると密集して旋回行動をとり，
下流側へ徐々に移動するが，その後さらに接近す
ると淵の末端部の浅場まで流下することはなく，

反転してスキューバダイバーの横もしくは上層を
通過して上流側に逃避した．このようにサツキマ
スは大部分の個体がダイバーに対して一定以上の
距離を取りながら遊泳し続けたが，2007年，人
工淵において，底面に敷設された制水用の護床ブ
ロック群が増水により洗掘された際には，ダイバー
に驚いたサツキマスがブロック下部に形成された
空隙に逃避する個体も観察された．

考 察

2004年度単年度の結果であるが，長良川下流
部におけるサツキマスの遡上は 4月 10日から 6
月 12日まで記録された．この期間内で見られた
採捕のピークはいずれも増水後であった．特に，
5月 17日の増水時は，総採捕尾数の半数近くが
水位低下中の 19日から 31日にかけて採捕されて
いた．サケ（O. keta）の遡上活動は増水による流
量変化によって促進されることが知られており（真
山・高橋，1977），サツキマスの海域から河川下
流部への遡上についても同様であると考えられた．
また，水温から見ると河口の平均水温が 20˚C以
下の時期に遡上が集中することや 22℃を超える
時期に遡上が終了することが示唆される．先行研
究において，サツキマスの遡上のピークは 5月で
あり（加藤，1973；本荘，1977），水温は海水中
では 19˚Cを超えるとほとんど斃死し，淡水でも
24˚C以上になるとより低い水温を求めるとされ
てきた（本荘，1977）．本研究の結果もこれらを
支持し，サツキマスは水温上昇に連動しつつ増水
を利用した遡上様式を持つと考えられる．
中流部ではサツキマスは 5月 1日から採捕され

始め，7月 6日まで記録された．採捕のピークは
5月 25日から 6月 1日と，下流部の遡上ピーク
よりも 20日程度遅れていた．また，下流部の遡
上期間がほぼ 1箇月であったのに対して中流部で
は 1週間と短かった．このことから，サツキマス
は中流部では長期の滞留をせず，増水を利用して
速やかに上流部まで遡上している可能性が示唆さ
れた．
上流部では 7月 8日から採捕され始め，8月 26

日まで記録されたが，採捕のピークと水位の間に
は，明瞭な傾向は観察されなかった．一方，支流
の滞留場で実施した潜水目視調査から，年変動は
あるものの，5月下旬は少数であった確認尾数が
6月から増加し，7月後半から 8月前半にかけて
ピークを迎える点が共通していた．このことから，

Fig. 4.　Numbers of amago salmon counted during 
underwater observations in the two study pools in a 
tributary of the Nagara River. Solid lines depict total fish 
numbers during 2002–2005. Broken lines with circles and 
squares depict upper and lower pool fish numbers, 
respectively, during 2006–2009.
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サツキマスの上流部の滞留場までの遡上は 6月上
旬頃から始まり，7月下旬までには完了するもの
と考えられる．7月を上流部への遡上のピークと
するなら，長良川におけるサツキマスの下流部か
ら上流部までの遡上期間は約 2箇月と判断される．
潜水目視調査の結果により，サツキマスは，サ

クラマスと同様に大型の淵を滞留場として群で越
夏する（田子，2000）ことが確認された．富山県
神通川では流し網でサクラマスを採捕する際に，
網に追われ淵尻まで流下するも，下流の瀬には逃
避せず，反転して淵に戻ろうとする行動が観察さ
れており，淵に依存する傾向が示唆されている（田
子，2000）．本研究の潜水目視調査で観察された
サツキマスのスキューバダイバーからの逃避行動
はこの事例と類似するものであり，サツキマスも
淵への依存性が強いことが示唆される．
潜水目視調査の結果，上流域でのサツキマスの

確認数は 8月から 9月にかけて減少していった．
8月に 3回の調査を行った 2002年の例では，20
日程度で急減した．サクラマスでは，滞留場であ
る本流あるいは大きめの支流の淵の深部で過ごし
た後，産卵期直前に移動を始め，より上流の産卵
場に移動する他（佐野，1964；宮腰ほか，2009），
越夏場所が産卵場より上流にある場合には，産卵
期直前に越夏場所の下流側または支流に移動する
例（今井ほか，2010），夏季を本流の滞留場所で
過ごし，下流に流れ込む支流まで降下し，その支
流の産卵場へ遡上する例（田子，2000；宮腰ほか，
2009）がある．しかし，本研究の潜水目視調査区
間の周辺は，サツキマスの産卵場にもなっていた
こと（桑田・德原，2011），サツキマス確認尾数
が急減した 8月は産卵期まで日数があったことか
ら，減耗要因が産卵に伴う移動であったとは考え
にくい．この滞留場付近ではサツキマスを専門に
採捕する漁は存在しないが，8月初旬にアユの火
振り網漁，中旬にアユの張り網（刺し網）漁が解
禁され，サツキマスの滞留場となる淵でもこれら
の網漁が行われ，地元の漁業者への聞き取りでは
実際にサツキマスも混獲されるとのことである．
調査地点のいずれの淵も底面の形状は平滑で，サ
ツキマスが逃避しやすい障害物が少ないため，漁
獲圧が作用しやすい条件である．人工淵では
2007年のみ護床ブロックが洗掘されて下部に形
成された空隙をサツキマスが利用する様子が観察
され，この年に限って 7月から 9月にかけて確認
尾数が急減しなかったことからも，混獲が減耗要
因の一因である可能性がある．

本研究の結果，上流域の大型の淵は，サツキマ
スの夏季の生息環境として重要であることが判明
した．サツキマス資源を維持していくためには，
良好な大型の淵環境の存続およびその場所での必
要に応じた漁獲規制が求められる．
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