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水産増殖 (AquacultureSci.) 62 (2)， 147 -154 (2014) 

米代川水系阿仁川支流における冬季のサクラマス幼魚と

イワナの定位場所および定位点

佐藤正人1，*.鷲尾達1，2

Wintering Habitat and Focal Point of Masu Salmon Juvenile 

Oncorhynchus masou and White-spotted Charr 

Sαlvelinus leucomaenis in Tributaries of the Ani River， 

Akita Prefecture， J apan 

Masato SAT01， * and Tatsu WASHI01，2 

Abs1ract: Wintering habitat and focal point of masu salmon juvenile Oncorhynchus masou and 
white-spotted charr Salvelinus leucomaenis were studied by snorkeling surveys in two tributaries 

of the Ani River. All wintering habitats were found near the bottom of pools. Water velocity at the 

focal point of masu salmon was faster than charr. Height from the streambed at the focal point of 

masu salmon was higher than charr. Statistical comparison between the pools where masu salmon 

were present， and pools where masu salmon were absent， indicated that the “present" pools were 
deeper in mean water depth， and slower in mean water velocity near the bottom， than the“absent" 

pools. The density of masu salmon was positively correlated with mean water depth and negatively 

correlated with mean water velocity near the bottom in a pool. These resuIts suggest that the deep 

pools with slow water velocity near the bottom are important as wintering habitats of masu salmon 

and white-spotted charr. 

Key words: Masu salmon; White-spotted charr; Habitat; Pool 

サクラマス Oncorhynchusmasouおよびイワナ

Salvelinus leucomaenis は，内水面における漁業・遊漁

対象として重要であり，日本各地の河川で増殖が実施

されているが，増殖効果が認められないことが多い(石

田 1985;石黒ら 2000;宮腰 2006;大友ら 2006;佐

藤 2007)。その原因のひとつとして，多くのサケ科魚

類から報告されている通り，越冬個体の高い減耗率が

あげられる (Cunjakand Power 1986 ; Nickelson et al. 

1992 ; Solazzi et al. 2000)。そこで，サクラマスとイワ

ナの越冬生活の実態を明らかにするために，冬季の生

息環境を把握することは重要であると考えられる。

日本の河川におけるサクラマスの越冬生態に関す

る知見は少なく，筆者らが知る限りでは，北海道にお

2013年 4月3日受付;2014年 4月9日受理.

いて河川生活を営む未成熟個体(以下，サクラマス幼

魚、)を対象に調査したものに限られる。すなわち，サ

クラマス幼魚は，他のサケ科魚類と同様に，河岸下の

えぐれた箇所に植生の根や茎の入り組んだところ，あ

るいは河岸の植物が雪の重みで水面に覆い被さったと

ころ，岩盤下のえぐれたところ，倒木や石の下部に形

成される流れの緩やかなところで越冬するというもの

である(井上・石城 1968;異山 1995;隼野ら 1999; 

鈴木ら 1999; Miyakoshi et al. 2002 ;小林ら 2007)。し

かし，これらの研究では，エレクトリツクショッカー

や投網で採捕された場所を生息場所とみなしている

ため，採捕個体の実際の微細生息場所を正確に反映し

ていない可能性がある。いっぽうイワナについては，

1秋田県水産振興センター(AkitaPrefectural Institute of Fisheries， Oga， Akita 010-0531， ]apan). 
2現住所:秋田県秋田市千秋矢留町 (Presentaddress: Senshuyadome， Akita 010-0877， ]apan). 
*連絡先 (Correspondingauthor): Tel， (+81) 185-27-3003; Fax， (+81) 185-27-3004; E-mail， masato-s@pref.akita.lg必 (M.Sato). 
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Morita et al. (2011) による，本支流間の移出入に関

する報告があるのみである。

そこで本研究では，秋田県内の河川に生息するサク

ラマス幼魚、とイワナを対象に，冬季の微細生息場所を

潜水目視により把握し，両種の増殖効果向上と河川環

境保全に資する基礎的知見の収集を目的とした。

材料および方法

阿仁川支流の打当川に合流する 2本の渓流，打当内

沢川(秋田県北秋田市阿仁中村地区)および戸鳥内沢

川(岡市阿仁戸烏内地区)において調査を行った。両

河川ともに森吉山(標高1，454.2m) の南部に水源が

あり，南方向に流れ下って打当川に合流する (Fig.1)。

それぞれ，合流点からの主流路長は6.1km， 6.8 km， 

河川勾配は1/13，1/12である。両河川ともAa型の

河川形態(可児 1944) を呈する山地渓流であり，河

岸にはヤナギ類 Sαlixspp.，ブナ Faguscrenαta，スギ

Crypωmeria japonicaおよびササ類 Sasaspp.を主体と

する草木が繁茂している。打当内沢川ならびに戸烏内

沢川において，打当川の合流点の400m上流の地点か

ら800m上流の地点までを調査区間とした (Fig.1)。

調査区間の流れ幅(平均土標準偏差)は，打当内沢

川で6.9:t1.9 m (n = 10)，戸鳥内沢川で7.4:t2.1 m 

(n = 17)であった。淵の最大水深(平均±標準偏差)

は，打当内沢川で69.0土19.5cm (n = 10)，戸鳥内沢

川で100.1:t 48.2 cm (n = 17)であった。両河川ともに，

サクラマス幼魚とイワナの他に，カジカ大卵型 Cottus

ρolluxが生息している。また，秋季にはサクラマス降

海型が遡上し，産卵している。

潜水目視観察は，打当内沢川では2005年12月5日に

おいて，戸鳥内沢川では2005年12月6日および12月7

日， 12月9日において，それぞれ13時から16時の時間

帯に，淵および、平瀬の水深40cm以上の水域を対象に

佐藤・鷲尾

行った。調査時の水温範囲は，打当内沢川で3.0
0

C(2005 

年12月5日)，戸鳥内沢川で2.3-3.7
0

C (2005年12月7

日-2005年12月9日)であった。調査に 3日聞を費や

した戸鳥内沢川については，調査場所が重複しないよ

うに配慮した。潜水目視にあたっては，魚、を脅かさな

いように下流側から静かに入水し，上流方向へ簡旬し

ながら観察した。また，潜水中にサクラマス幼魚ある

いはイワナを発見した場合は，約1.5mの距離まで接

近し， 3-5分間の観察を行った。

サクラマス幼魚あるいはイワナが観察された場所の

生息場所タイプ [Bissonet al. (1982)の流路単位区

分による淵または平瀬]，打当川合流点からの距離，

個体数，全長を測定・記録した。魚の群がりの状態に

関して， 2個体以上が30cm未満の個体間距離を保ち

ながら，動作を同調させている場合を集団として扱い，

集団を構成している個体数を魚種ごとに記録した。全

長は，目視により 5cmきざみで測定し，例えば，全

長が10-15cmの範囲にあると思われた場合は同サイ

ズの階級に挿入した。

サクラマス幼魚あるいはイワナが観察された生息場

所タイプにおける最大水深に対する定位水深の割合，

定位点の河床からの高さ，定位点の流速，カバーの有

無を測定した。測定に先立ち，観察場所の河床の状況

を記録した。定位点について，サクラマス幼魚、あるい

はイワナが単独で観察された場合は，その位置を測定

した。また，集団で観察された場合は， 目視により集

団の中心部を見定めたうえで，その値を集団全体の代

表値として使用した。個体が観察された淵や平瀬の最

大水深と定位水深を10cm単位で測定し，最大水深に

対する定位水深の割合を算出した。そのうえで， 10% 

間隔で、相対水深の階級区分を設定した。定位点の河床

からの高さは，個体が定位していた地点の河床から個

体までの高さを10cmきざみの階級に区分けして表し

た。測定値が 0-10cmの範囲にある場合は同範囲の
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階級に挿入した。流速の測定には電気流速計 (ACM

100D， ]FEアレック株式会社)を使用し， 5 cm/sき

ざみの階級に区分した。カバーについては，定位点か

ら半径 1m J.-j内の水面下にあるカバー (倒木，樹木

の根株および石の陰，岩盤下のえぐれたところ)の有

無により評価した。

2006年12月6日から2007年 1月9日にかけての 5日

間，戸鳥内沢川においてサクラマス幼魚、が観察された

淵 (以降，生息淵と記す)の個体数密度 (観察個体数/

淵面積 m2) と環境因子との関係を解析した。また，

生息淵とサクラマス幼魚、が全く発見されなかった淵

(以降，非生息淵と記す)との比較を行った。環境因

子として，淵の面積，容積，平均水深，平均流速，カ

ノfー率の 5項目をとりあげ以下の通りに定義した。

淵の面積 (m2):川l幅 (m)X 淵の長さ (m)

淵の容積 (m3) :淵の面積 (m2)X 平均水深 (m)

平均水深 (cm):淵の平均水深

平均流速 (cm/s) 河床付近(水面から90%の位置)

の平均流速

A 

~コ

カバー率(%): 100 X 淵にあるカバー全体の面積

(m2) / 淵の面積 (m2)

川幅は，淵の上流端から下流端に向かつて等間隔

に5点を設定し，その点を通過する川幅の平均値とし

た (Fig.2)。淵の長さは，淵の上流端側の川幅を 5等

分し，各点を含みながら淵の上流端と下流端を結ぶ直

線距離の平均値とした (Fig.2)。平均水深，平均流速

については I幅および長さを 5等分するグリッドを設

け， 中央部に位置する 9つの交点における測定値の平

均値を用いた (Fig.2)。計測地点ごとの流速データに

ついて，電気流速計が負の値を表示した場合は，絶対

値を使用した。カバーの面積の算出方法については，

Hasegawa and Maekawa (2008)を一部改変し，倒木，

樹木の根株の陰，河岸の植物が覆い被さ った場所ある

いは石の陰では，これらの最大幅を横の長さ，最大長

を縦の長さとする長方形として面積を算出した。また，

岩盤下のえぐれたところでは，個体が身を隠す部分の

最大幅を底辺の長さ，最大長を高さとする三角形とし

て面積を算出した (Fig.2)。

I Cross I 
o : Measurement points of water depth (cm) and ¥Vater velocity (cm/ s) 

。 。
• Waterflo¥V 

C • 
• 。 • Water depth (cm) 

OIWidth 

ngth 

。 f、 Water velocity (cm/s) 。

B 
Woody debris， rools， plants， and slones (calculate lhe area ofthe square) Undercut bank (calculate the area ofthe triangle) 

s 
Water fIo¥V 

Fig. 2. Measurement points of a pool (A， water depth and water velocity) and calculate method of a 

cover area (B， woody debris， roots， plants， stones， and undercut bank). 
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Table 1. Number of fish at the Uttounaisawa River 

DRM*1 (m) 450 460 560 600 610 620 630 640 650 660 670 710 750 755 775 780 

Habitat*2 R P P R P R P P P P R P R P R P 
Species*3 

MS 4 
WSC 2 1 1 1 

*1 Distance古'omriver mouth. 
本2P， Pool; R， Run. 
*3 MS， Masu salmon; WSC， White.spotted charr 

Table 2. Number of fish at the Todorinaisawa River 

DRM*I(m) 400 405 425 430 435 440 450 470 475 495 500 505 515 545 550 580 590 610 620 

Habitat*2 P P R P R P P R P R P R P R P P P P P 
Species*3 

MS 2 5 13 1 3 11 9 5 5 
WSC 3 1 1 1 1 1 1 

DRM(m) 630 635 645 650 660 675 680 690 700 705 720 730 740 755 765 770 785 790 

Habitat R P P P P P P P 

Species 

MS 5 1 5 2 1 
WSC 1 1 

* 1 Distance from river mouth 
*2 P， Pool; R， Run 
*3 MS， Masu salmon; WSC，羽市ite.spo仕edcharr 

果

越冬状況

潜水目視により打当内沢川，戸鳥内沢川の37個の淵，

16個の平瀬を観察した結果， 22個の淵でサクラマス幼

魚とイワナが観察された (Tables1， 2)。

総観察個体数は，サクラマス幼魚、で83個体，イワナ

で18個体であり (Tables1， 2)，観察個体数が多かっ

た戸鳥内沢川において分布を調べたところ，両種とも

分布が流程に沿って一様に分布していた。総観察個体

数のうち集団を構成していた個体数は，サクラマス幼

魚、で77個体 (全観察個体数の87.5%)，イワナで 8個

体 (44.4%)であった。

分布パタ ーンについて，サクラマス幼魚、あるいはイ

ワナが単独で、いる場合，サクラマス幼魚あるいはイワ

ナが単一種の集団を構成している場合，両種が集団を

共有している場合の 5つのパターンが観察された。ま

た，淵内で 1-3タイフ。の分布パターンが観察される

場合があった。

集団内の平均個体数 (平均±標準偏差)は，サク

ラマス幼魚、あるいはイワナが単一種の集団を構成して

いる場合で，それぞれ5.2:t 2.7個体 (n= 11)， 2個体

(n = 1)であった。また，両種が集団を共有している

場合の平均個体数は， 7.8:t 4.1個体 (n= 4)であり，

P P 
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Fig. 3. Size distribution frequency of total length. A， 
masu salmon; B， white-spotted charr. _， single species * 1 

(single) *2 [masu salmon (n = 6)， white-spotted charr (n 

= 10)];図，single species (group) *3 [masu salmon (η= 

52)， white-spotted charr (n = 2) ];口， mixed two species叫

(group) [masu salmon (n = 20)， white-spotted charr (n = 

6)]. *1，叫， “singlespecies" show masu salmon or white-

spotted charr were found， 1 species，“mixed two species" 

show masu salmon and white-spotted charr were found， 
2 species; *2，*3， in parenthesis of “single" and “group" 

show the fish were found as single fish and multiple fish， 
respectively. 



Fig. 5. Relationship between density of masu salmon and 

5 environmental factors in each pool. A， water area; B， 

water volume; C， mean water depth; D， mean water veloc-

ity near the bottom; E， cover rate (% of pools with cover). 
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が単一種の集団を構成している場合の全長最頻階級，

両種が集団を共有している場合の全長最頻階級は，い

ずれも 10-15cm区間であった。

環境条件

サクラマス幼魚、あるいはイワナが観察された淵の

最大水深に対する定位水深の割合，定位点の河床から
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Fig. 4. Effect of 3 environmental factors on the posi-

tion of individuals in pools. A， ratio of water depth at the 
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MWD); B， height of the focal point from streambed; C， 

water velocity at the focal point 田， masu salmon (11 = 17); 

0， white-spo仕edcharr (11 = 11);口mixedtwo species * 1 

(11 = 4). * ¥ mixed two species show masu salmon and 

white-spotted charr were found as 2 species. 

その内訳はサクラマス幼魚、で6.2::!::3.4個体，

1.7 ::!:: 0.8個体であった。

魚、が単独でいる場合の全長最頻階級は，サクラマ

ス幼魚、では10-15 cm区間と 15-20 cm区間，イワナ

では15-20 cm区間であった (Fig.3)。サクラマス幼

魚が単一種の集団を構成している場合の全長最頻階級

は， 10 -15 cm区間であった (Fig.3)。また，イワナ

イワナで

T'able 3. Percentage of individuals using cover 

Species*l 

MS 
WSC 
MS/WSC 

Different superscripted letters in the same column show a 
significant difference among species (P< 0.01). 

* 1 MS， Masu salmon; WSC， White-spotted charr; MS/WSC， 
Mixed masu salmon and white-spotted charr. 
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T'able 4. Measurement of environmental facωrs in pools where masu salmon were present or absent 

Factors Present (n=lη Plbsent(n=10) P 

Water area (m2) 55.8:!: 38.1 32.7:!: 18.4 0.035 

Water volume (m3) 29.6:!: 18.8 11.5:!: 5.6 0.002 

Water depth(cm) 55.3:!:22.4 36.8:!:8.3 0.014 

Water velocity (bo枕om;cm/s) 7.3:!:2.6 14.2 :!:4.6 0.0003 

Cover(%) 8.8:!: 12.3 10.6:!: 8.9 0.248 

Values: average :!: SD 

Mann-Whitney's U test (exact test) was used to comp創.eenvironmental factors between present and absent pools. 

の高さ，定位点の流速を Fig.4に示す。定位点から半

径 1m以内のカバーの有無を Table3に示す。サクラ

マス幼魚とイワナの定位点は，淵の最深部付近に形成

された。淵の最大水深に対する定位水深の割合につい

て，サクラマス幼魚、とイワナ間で有意な違いは認めら

れなかった (Kolmogorov-Smirnovの2試料検定，D= 

0.257， P= 0.349)。定位点の河床からの高さの最頻階

級(範囲)は，サクラマス幼魚で 0-10 cm区間 (0

-40 cm)であった。イワナの定位点の河床からの高

さは，いずれも0-10 cm区間内にあり，イワナはサ

クラマス幼魚、より河床に近い位置に定位する傾向が

認められた (Kolmogorov-Smirnovの2試料検定，D= 

0.412， P= 0.019)。定位点の流速の最頻階級(範囲)は，

サクラマス幼魚で 5-10 cm/s区間 (0-20 cm/s) ， 

イワナで 0-5cm/s区間 (0-10 cm/s)であり，イ

ワナはサクラマス幼魚、より流速が遅いところに定位

する傾向が認められた (Kolmogorov-Smirnovの 2試

料検定，D = 0.551， P = 0.008)。カバーは，石と倒木

によって構成されており，サクラマス幼魚、とイワナは

ともにカバー後方の流れの緩やかな場所で定位してい

た。全観察個体数に占めるカバーで確認された個体の

割合は，イワナの方がサクラマス幼魚よりも高かった

(χ2検定， χ2= 8.269， df = 1， P = 0.004)。

戸烏内沢川におけるサクラマス幼魚、の生息淵の個体

数密度と各環境因子との関係を Fig.5に示す。また，

生息淵と非生息淵との問で環境因子を比較した結果を

Table 4に示す。生息淵17個について，出現した60個

体のサクラマス幼魚、を対象に分析を行ったところ，個

体数密度と平均水深および平均流速との聞に相関関係

が検出され(平均水深:y= 0.643， n = 17， P= 0.005 ; 

平均流速 y=一0.628，n = 17， P = 0.008)，深くて流

れの遅い淵に多くの個体が集まる傾向が認められた。

また，生息淵17個と非生息淵10個を比較したところ，

生息淵は非生息淵より淵の面積が広く，容積が大き

く，平均水深が深く，河床付近の平均流速が低かった

(Mann司Whitneyの U検定，底面積:z= 2.109， P= 0.035; 

容積:z = 3.113， P = 0.002 ;水深 z= 2.461， P = 0.014 ; 

流速 z = 3.916， P = 0.0003)。

考察

サクラマス幼魚とイワナの分布パターン

イワナの観察事例が少なかったので，サクラマス幼

魚、とイワナの比較を通じて，種による集団形成のしや

すさを比較することができなかった。集団で観察され

たサクラマス幼魚、の全長最頻階級は， 10 -15 cm区間

に集中しており，秋田県におけるスモルトの尾叉長に

関する報告(佐藤ら 2009) と一致していた。サクラ

マス幼魚の集団は，淵の深みの流れの緩やかな場所で

観察された。久保 (1976) は，自然河川および実験水

路内におけるサクラマス幼魚の観察結果に基づき，幼

魚、のうちスモルト化する個体は冬季にも流れの緩やか

な深みで集団を形成し，春季に群れを形成して河川を

降下すると述べている。これらのことから，サクラマ

ス幼魚で認められた冬季の集団は，スモルト化に伴う

群れ形成に関連している可能性が示唆される。

本研究では，全長最頻階級が同じサクラマス幼魚

とイワナの両種が集団を共有している場合が観察され

た。この場合の両種あわせての平均個体数は， 7.8個

体であった。益田 (2010) は，群れを 3個体以上のサ

イズのそろった個体が一定距離を保ち，各個体の動き

が同調して遊泳することと定義している。本研究で観

察された両種の集団は，この群れの定義に該当するこ

とから，両種の群れであると考えられる。

サクラマス幼魚とイワナの定位点および定位点の流速

観察されたイワナの63.6%が，淵内にあるカバー後

方の流れの緩やかな場所で定位していた。イワナと

同属のブルトラウト Salvelinusconfluentusやカワマス

Salvelinus fontinalisは，石や倒木といったカバーの

下で定位することが報告されている(百lUrow1997 ; 

Meyer and Gregory 2000)。これは，本観察結果と一

致し，イワナではカバーを利用する傾向が強いと考

えられる。サクラマス幼魚では，河岸の植物が覆い被

さった箇所や岩盤のえぐれの下といった，カバーの下

あるいは後方の流れの緩やかな場所で定位することが
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報告されている(井上・石城 1968;虞山 1995;隼野

ら1999;鈴木ら 1999; Miyakoshi et al. 2002 ;小林ら

2007)。しかし，本観察では，カバーで確認されたサ

クラマス幼魚の割合は 5.9%と低かった。その理由

としては，サクラマス幼魚、とイワナで定位点の流速が

異なっていたことから，調査河川内にあるカバーの周

辺にサクラマス幼魚の好む流速条件が整っていなかっ

たことが考えられる。

本研究では，淵の最深部付近でサクラマス幼魚ある

いはイワナがしばしば定位しているのが観察された。

一般的にサケ科魚類では，越冬場所として流速が緩や

かで，エネルギー消費を低く抑えることができる空間

を選択し， 日光が当たる場所を忌避する習性があるこ

とが知られている (Cunjaket al. 1998)。観察された

サクラマス幼魚とイワナについても，消費エネルギー

を節約しながら，日光の影響が少ない淵の最深部付近

を越冬場所として利用していたと考えられる。

定位点の流速の最頻階級は，サクラマス幼魚、で 5-

10 cm/s区間，イワナで 0-5cm/s区間であり，イ

ワナはサクラマス幼魚、より流れの遅い場所で観察さ

れた。サケ科魚類の越冬場所における定位点の流速

範囲に関して，全長11-17cmのタイセイヨウサケ

Salmo salarで26cm/s (Maki-Pe悩yset al. 2004)，全

長10-25 cmのブラウントラウト Salmotruttaで19-

24 cm/s (Maki-Petays et al. 1997)，全長10-25 cmの

ブルトラウトで 2-5 cm/s (百lUrow1997) ，標準体長

5 -20 cmのニジマス o.mykissで 6-12 cml s (Baltz 

et al. 1991)という報告があり，魚種によって異なる。

流速に関して，本報告のサクラマスは同属のニジマス

に近い選好性を示し，一方のイワナは同属のブルトラ

ウトと同様の選好性を示したことから，流速選好性は

属聞の違いを反映している可能性がある。

定位点の河床からの高さの階級範囲は，サクラマス

幼魚、で 0-40cm区間，イワナで 0-10cm区間であ

り，イワナはサクラマス幼魚より河床に近い位置で定

位する傾向が認められた。淵内で、は水深が浅くなるの

に従い，河床付近の流速が速くなる。サクラマス幼魚、

は，イワナより流れの速い場所を越冬場所として利用

する傾向があると考えられることから，イワナとサク

ラマス幼魚、の聞に認められた定位水深の差は，両種が

選好する流速の違いにあると考えられる。

越冬場所としての淵とカバーの重要性

本研究では，サクラマス幼魚、は水深があり，河床付

近の流れが遅い淵に集まる傾向が示された。サクラマ

ス幼魚、の生息淵の特徴を非生息淵と比較すると，水深

があり，河床付近の流速が遅いというものであった。

サクラマス幼魚の定位点の河床からの高さと流速の最

頻階級は，それぞれ， 0 -10 cm区間， 5 -10 cm/s区

間であり，河床付近の流れが緩やかな場所であった。

これらのことから，サクラマス幼魚の越冬場所として，

サクラマス幼魚、が定位しやすい流速帯が河床付近に位

置するような淵の存在が重要であると考えられる。ま

た，サクラマス幼魚の生息淵は，非生息淵と比べて淵

の面積が広く，容積が大きかったことから，越冬場所

として，サイズの大きな淵の存在が重要で、あると考え

られる。

イワナでは観察された個体の63.6%が淵内にあるカ

バーを利用していた。イワナの定住率は，石や岩の下

や隙間といったカバーがある淵において高くなること

が明らかにされている (Nakamura2011)。これらの

ことから，イワナの越冬場所として，カバーを備えた

淵の存在が重要であると考えられる。

要約

河川における冬季のサクラマス幼魚とイワナの生息

環境を明らかにするため 秋田県米代川水系阿仁川の

2支流で、潜水調査を行った。サクラマス幼魚、とイワナ

は，すべて淵の最深部に近い河床付近で観察された。

淵内の両種を比較したところ，サクラマス幼魚、はイワ

ナに比べて，河床から離れて，流速の速い場所に定位

する傾向を示した。サクラマス幼魚、が観察された淵は，

観察されなかった淵よりも深く，河床付近の流速が低

かった。サクラマス幼魚、の個体数密度は，淵が深く，

河床付近の流れが遅くなるほど高くなる傾向が認めら

れた。これらのことから，サクラマス幼魚とイワナの

越冬場所として，水深があり，河床付近に緩流部を備

えた淵の重要性が示された。

謝辞

本稿のとりまとめに際して，独立行政法人水産総合

研究センター増養殖研究所の中村智幸博士，富山県農

林水産総合技術センター水産研究所の因子泰彦博士な

らびに 3名の編集委員および査読者の方々から丁寧な

ご助言とご指導をいただいた。英文については，公立

大学法人秋田県立大学の岡野桂樹教授からご指導をい

ただいた。データの統計解析については，木村青史氏

からご指導をいただいた。本研究は阿仁川漁業協同組

合のご協力によって行われた。これらの方々に心から

感謝の意を表する。本研究はサケ・マス・リパイパル

事業(国庫補助事業)によって行われた。



154 佐藤・鷲尾

文献

Baltz， D. M.， B. Vondracek， L. R. Brown and P. B. Moyle 

(1991) Seasonal changes in microhabitat selection by 

rainbow trout in a small stream. Trans. Am. Fish. Soc.， 

120，166-176. 

Bisson， P. A.， ]. L. Nielsen， R. A. Palmason and L. E. Grove 

(1982) A system of naming habitat types in small 

streams， with examples of habitat utilization by salmonids 

during low stream flow. In “'Acquisition and Utilization 01 

Aquatic Habitat Inventory Inlormation" (ed. by N. B. 

Armantrout) ，ηle American Fisheries Society， Portland， 

Oregon， pp. 62-73. 

Cunjak， R. A. and G. Power (1986) Winter habitat utilization 

by stream resident brook trout (Salvelinωlontinalis) and 

brown trout (Salmo trutta). Can. J. Fish. Aquat. Sci.， 43， 

197Cト1981.

Cunjak， R. A.， T. D. Prowse and D. L. Parrish (1998) Atlantic 

salmon (Salmo salar) in winter:“the season of parr 

discontent"? Can. J. Fish. Aquat. Sci.， 55(Sl)， 161-180. 

Hasegawa， K. and K. Maekawa (2008) Potential of habitat 

complexity for mitigating interference competition 

between native and non-native salmonid species. Can. ]. 

Zool.， 86， 386-393. 

隼野寛史・永田光博・宮腰靖之 (1999)北海道北部増幌川

におけるサクラマス幼魚、の秋季放流試験 1. サイズの異

なる 4群の栄養状態と越冬期の生残率.北海道立水産

鮮化場研報， 53， 39-47. 

井上聡・石城謙吉 (1968)冬期の河川におけるヤマメの

生態.陸水学会誌， 29， 27-36. 

石田力三 (1985)内水面におけるマス類の放流効果試験.

日本海ブロック試験研究集， 6， 63-76. 

石黒武彦・小野郁夫・吉光昇二 (2000)サクラマス増殖技

術の開発について 新資源造成事業 (1984-86)の経過

と結果 .さけ・ます資源管理センター技報， 167， 

21-36. 

可児篠吉 (1944)渓流棲昆虫の生態.可児篠吉全集，思索社，

東京， pp.3-91. 

小林美樹・下回和孝・竹内勝巳 (2007)北海道南西部河川

におけるサクラマス幼魚の越冬行動.北海道立水産卵手

化場研報， 61， 19-29. 

久保達郎 (1976)サクラマス幼魚の河川生活期における移

動習性.生理生態， 17，411-417. 

Maki-Petays， A.， T. Muotka， A. Huusko， P. Tikkanen and P. 

Kreivi (1997) Seasonal changes in habitat use and 

preference by juvenile brown trout， Salmo trutta， in a 

northern boreal river. Can. J. Fish. Aquat. Sci.， 54， 

52Cト530.

Maki-Petays， A.， ]. Erkinaro， E. Niemela， A. Huusko and T. 

Muotka (2004) Spatial distribution of juvenile Atlantic 

salmon (Sαlmo salaのina subarctic river: size-specific 

changes in a strongly seasonal environment. Can. ]. Fish. 

Aquat. Sci.， 61， 2329-2338 

益田玲爾 (2010)群れ行動.魚類生態学の基礎(塚本勝巳編)， 

恒星社厚生閤，東京， pp. 264-286. 

呉山 紘 (1995)越冬時サクラマス幼魚の生活と河川l環境.

魚、と卵， 164， 33-40. 

Meyer， K. A and]. S. Gregory (2000) Evidence of concealment 

behavior by adult rainbow甘outand brook trout in winter. 

Ecol. Freshwat. Fish.， 9， 138-144. 

宮腰靖之 (2006)北海道におけるサクラマスの放流効果お

よぴ資源評価に関する研究.北海道立水産鮮化場研報，

60， 1-64. 

Miyakoshi， Y.， H. Hayano， H. Omori， M. Nagata阻 d].R Irvine 

(2002) Importance of instream cover for young masu 

salmon， Oncorhynchω masou， in autumn and winter. Fish. 

Manag. Ecol.， 9，189-251. 

Morita， K.， S. H. Morita and T. Nagasawa (2011) Seasonal 

changes in stream salmonid population densities in two 

tributaries of a boreal river in northern Japan. Ichthyol. 

Res.， 58，134-142. 

Nakamura， T. (2011) Relationships between physical 

characteristics of pools and the residency of stream-

dwelling white-spotted charr. Aquacult. Sci.， 59，427-433. 

Nickelson， T. E.，]. D. Rodgers， S. L. Johnson and M. F. Solazzi 

(1992) Seasonal changes in habitat use by juvenile coho 

sa1mon (Oncorhynchus kisutch) in Oregon coasta1 streams. 

Can.]. Fish. Aquat. Sci.， 49， 783-789. 

大友俊武・清水勇一・高橋憲明 (2006) サクラマス

Oncorhynchus masou資源造成技術の開発について.岩

手県水産技術センター研報， 6， 7-13. 

佐藤正人 (2007)サケ・マス資源増大対策事業(サケ・マ

ス資源管理推進事業・サクラマスー 2).平成17年度秋田

県農林水産技術センター水産振興センタ一事業報告書，

276-281. 

佐藤正人・渋谷和治・古仲 博 (2009)サケ・マス資源管

理推進調査(サクラマス・調査).平成19年度秋田県農

林水産技術センター水産振興センタ一事業報告書，

249-273. 

Solazzi， M. F.， T. E. Nickelson， S. L. Johnson and J. D. Rodgers 

(2000) Effects of increasing winter rearing habitat on 

abundance of salmonids in two coastal Oregon streams. 

Can.]. Fish. Aquat. Sci.， 57， 906-914. 

鈴木研一・永田光博・中島美由紀・大森 始 (1999)北海

道北部河川におけるサクラマス幼魚の越冬時の微生息

場所とその物理環境.北海道立水産僻化場研報， 54， 

7-14. 

τlmrow， R. F. (1997) Habitat utilization and diel behavior of 

juvenile bull trout (Salvelinus conjluentus) at the onset of 

winter. Ecol. Freshwat. Fish.， 6， 1-7 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

