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放流用種苗育成手法開発事業（平成25年度／国庫委託）

「小渓流における長期資源モニタリング調査111」

一釣獲がイワナ・ヤマメの全長組成と推定産卵量に及ぼす影響－

目的

イワナやアマゴではより大型の個体から釣られる傾

向があることが知られている。1-3）また，体長が大きく

なるに伴って抱卵数は指数関数的に増加するため， 4)

釣獲は，個体群全体の産卵量に対してその漁獲量以上

に大きな影響を与える可能性がある。そこで，輪番禁

漁制が導入された漁場において解禁年と禁漁年の全長

組成を比較し，釣獲が全長組成と産卵量に及ぼす影響

について検証した。

材料および方法

調査場所および方法調査は栃木県北西部の利根川

水系大芦川支流の本沢および蕗平沢で行った。調査場

所や方法の詳細は 「小渓流における長期資源モニタリ

ング調査 I (p36 39）」 を参照願いたい。

全長組成の比較解禁年であっても全長15cm以下

の採捕は禁止されているので，禁漁によって釣り人に

よる持ちかえりがなくなれば， 15cm超の魚の割合が
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増えることが期待される。また本調査地では，おおむ

ねl歳魚で、全長lOcmから15cm, 2歳魚、で全長15cmから

20cmで二あることが分かっている （p40参照）。そこで，

全長15cm以下， 15cm－超20cm以下， 20cm超，の3つの

サイズクラスに分けて個体数を集計し，季節ζと，魚

種ごとに比率の差に関するが検定を行った。禁漁年

と解禁年で比率に有意な差が見られた場合には，残差

分析を行った。

成熟雌の平均全長の比較と平均抱卵数の算出 秋の

調査回における成熟雌の平均全長を，魚種ζとに禁漁

年と解禁年で比較した。本調査地では雌雄で平均全長

に差が見られなかったことから （p40参照），雌の最

少成熟サイズ以上の個体の全長データを集計し，その

平均を成熟雌の平均全長Aとした。平均抱卵数Eは次

式により算出した。

イワナ log E = 1.29×log A + 0. 735> 

ヤマメ log E = 2.76×log A -1.085> 

これらの統計解析には R.version 2.15.2を使用した。
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図 1 イワナ・ヤマメの全長組成の禁漁年と解禁年の比較
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結果および考察

全長組成の比較禁漁年のイワナでは，全長15cm

から20cmに新たなピークが生じ，右に裾を引く 1山型

から2山型へと全長組成が変化していた（図1)。ヤマ

メではそのような変化は見られなかったものの，全体

的に全長組成が大型化する傾向が見られた（図1）。

表1 イワナ・ヤマメのサイズクラスごとの比率

（括弧内の数字は個体数を示す）

春の調査 ～150mm 150～200mm 200m～ 
イワナ禁漁 ”53% (647) ”37% (455) 10% (116) 

解禁 ”60% (385) “31% (197) 9% (59) 

ヤマメ禁漁 ”43% (294) ”50% (338) ”7% (45) 

解禁 ”60% (167) ”38% (105) ”2% (5) 

秋の調査 ～150mm 150～200百四 200m皿～
イワナ禁漁 41% (388) 43% (411) 16% (147) 

解禁 42% (169) 41% (162) 17% (69) 

ヤマメ禁漁 ”34% (189) 54% (299) ”21% (65) 
解禁 "46% (103) 49% (108) ”5% (11) 

帥残差分析p<0.01

3つのサイズクラスごとに個体数を集計した結果は

表1のとおりであった。春のイワナ（χ2検定pく0.05),

春と秋のヤマメ（が検定pく0.01）で禁漁年と解禁年

の比率に差が見られた。秋のイワナでは比率に差は見

られなかった（χ2検定 p>0.05）。

残差分析の結果から，禁漁年では春のイワナの15c

m以下の割合が少なくなり（60%→53%), 15cm超20c

m以下の割合が増える（31%→37%）。春のヤマメの15

cm以下の割合が少なくなり（60%→43%)15cm超20c

m以下の割合が増え（38%→50%), 20cm超の割合も

増える（2%→7%）。秋のヤマメの15cm以下の割合が

少なくなり（46%→34%), 20cm超の割合が増える

(5%→21%）ことが明らかとなった。

平均全長で比較しでも，ヤマメでは禁漁年の方が有

意に大きくなっており（Welch’st test春： 158 vs 

148 , pく0.001,秋： 166vs 156, pく0.001），禁漁によっ

て全長組成が大型化することが確かめられた。特に，

秋の20cm超の割合の増加は顕著で（5%→21%），ヤマ

メでは大型魚から釣られる傾向が強L、と考えられた。

イワナでは，春に15cm超20cm以下の割合が高くなっ

た（31%→37%）のみで，平均全長にも差は見られな

かった（Welch’st test春： 151vs 149 , p=0.452, 

秋： 165VS 165 , p=0.973）。この要因としては，イ

ワナはヤマメに比べて成長が遅く，春lこ15cm超20cm

以下のサイズクラスであっても秋に20cm超になる個

体が少ないこと， 釣獲が無くとも 2歳魚秋

(15～20cm）から3歳魚春（20cm～）までの生き残り

が悪いことが考えられる（p40参照）。また，イワナ

ではサイズに関係なく漁獲圧が一定に掛かることが示

唆された。一般的に，渓流魚は大きな個体ほど，エサ

が多く流れてくる場所に定位することが知られており，

6）その結果として大型魚から釣られる傾向があると考

えられる。しかし，ヤマメと比べてイワナでは，定位

場所と体サイズの関係に例外が見られることが多いと

されており， 6）それが，イワナで大型魚から釣られる

傾向が見られなかった要因かもしれない。

成熟雌の平均全長と平均抱卵数成熟雌の平均全長

には，禁漁年と解禁年で有意差が見られ（Welch’st 

test イワナ： 183vs 178, pく0.05，ヤマメ： 168

vs159, pく0.001），禁漁年では，平均全長がイワナで5

mm，ヤマメで9mm大きくなった。この結果から，

禁漁によって成熟雌1尾当たりの抱卵数は，イワナで8

粒（247→255），ヤマメで30粒（171→201）増加した

ことになる。このように，本調査地のようなイワナ・

ヤマメの成長が遅く，また寿命も短い漁場では，禁漁

による平均抱卵数の増加の程度は，ごく僅かであると

考えられた。
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放流用種苗育成手法開発事業「小渓流における長期資

源モニタリング調査Ill」一釣獲がイワナ・ヤマメの全

長組成と推定産卵量に及ぼす影響一（p43-44)

イワナやアマゴではより大型の個体から釣られる傾

向があることが知られています。そこで，釣獲が全長

組成と産卵量に及ぼす影響について検証しました。禁

漁にすると，平均全長がイワナで、5mm，ヤマメで；9m

m大きくなり，成熟雌1尾当たりの抱卵数は，イワナ

で8粒，ヤマメで30粒増加したと考えられました。ヤ

マメでは，特に秋の20cm超の割合が増加しました（5

%→21%）。一方，イワナではそのような傾向は見られ

ませんでした。
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