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短報

北海道で確認された

外来種ブラウントラウトによる

ヤツメウナギ類の捕食

長谷川 功アダムスロパート2 前川光司3

Predation on N ative Lamprey Species by 

N onnative Brown Trout in Hokkaido， J apan 

Koh HAsEGAWA¥ RobertADAMs
2 

and Koji MAEKAWA
3 

Abstract: In June 2006， we found predation on native 

lamprey species by a large， nonnative brown trout 

(600mm泊 forklength) in a small s甘eamin Hokkaido， 

Japan. The仕outate 15 adu1t加npreysand one山首denti-

fied fish. Brown trout may cause decline of endangered 

native lamprey species. 

Key words: Larnprey; Brown仕out;Predation; Biological 

mvaslOn 

ブラウントラウト Salmotruttaは，ヨーロッパから西アジ

ア原産のサケ科魚類であり 水産資源として世界各地に移

殖され利用されてきた反面，種間競争や捕食などを通じて，

在来の水生生物の個体数減少の原因となっている (Watson

1999)。日本では，北海道の河川 ・湖沼の他，栃木県中禅寺

湖や富山県黒部川などに生息している (帰山 2002)。ブラ

ウントラウトが日本の在来生物に与える影響として，近縁

のサケ科魚類との種間競争 (鷹見ら 2002a;Hasegawa et al. 

2004; Hasegawa and Maekawa 2006a， b， in press)や交雑(杉

山 1997)に加えて，多岐にわたる分類群の在来生物穫を捕

食していることがある。河川棲サケ科魚類の主要な餌資源

である水生・陸生昆虫にはじまり (鷹見ら 2002b)，浮上期

のサクラマス Oncorhynchusmasou稚魚(真山 1999)や絶滅

危倶種ニホンザリガニ Cambaroidesjaponicusに対する捕食

(中田ら 2006)などがこれまで報告されている。水産重要種

であるシロザケ O.ketaやサクラマスの種苗放流直後に こ

れらの放流魚が高頻度でブラウントラウトに捕食されるこ

とも懸念されている(青山ら 2002;斉藤・鈴木 2006)。

本研究では，北海道南西部の千歳川支流紋別川で大型の

2007年6月22日受付 2007年8月30日受理.

ブラウントラウト(尾叉長600mm) 1個体 (Fig.1)が，ヤ

ツメウナギ類 Lethenteronspp.の成体を捕食していたことが

明らかにな ったので，その詳細を報告する。日本国内でブ

ラウン トラウトによるヤツメウナギ類の捕食が確認された

のは，本研究が初めてである。

千歳川水系では，カワヤツメ L.japonica，スナヤツメ L.

reissneri，シベリアヤツメ L.kessleriの3種のヤツメウナギ

科が生息している CIwataet al. 1985)。ただし，紋別川は千

歳川本流に設けられた発電用ダムの上流側で千歳JIIと合流

しているため海と分断されている。そのため，紋別川には

遡河回遊型であるカワヤツメは生息しないと考えられる。

スナヤツメとシベリアヤツメは個体数が減少しつつあり，

2003年に環境省が刊行したレ ッドデータブックでそれぞれ

絶滅危倶 H類と準絶滅危倶に指定されているが (環境省

2003) ，これまで特筆すべき保全活動は行われていない。

本研究で用いたブラウン トラウ トは， 2006年6月26日に，

紋別川下流部で電気漁具 (Smi白-Root社製)を用いて捕

獲された。捕獲直後にヤツメウナギ類を数個体吐き出した

(Fig. 2)。吐き出したヤツメウナギ類は，全て回収した。

捕獲後，実験室に持ち帰り，解剖して胃を摘出し，胃内

容物を調べた。その結果 捕獲直後に得たサンプルも含め

て，ヤツメウナギ類の成体15個体 (全長平均141.5mm;最小

123 mm最大190mm)と消化が進み種を判別できない魚類

1個体 (全長155mm)が確認された。ヤツメウナギが成体

であることは，限があるなど外部形態から判断できた。ヤ

ツメウナギ類の消化はそれほど進んで、いなかった (Fig.2)。

なお，スナヤツメとシベリアヤツメは鰭の形態の差異で種判

別できるが，今回のサンプルは鰭の損傷が激しく判別できな

かったので，本研究では，まとめてヤツメウナギ類と記す。

ヤツメウナギ類のアンモシーテス幼生は，流れの緩やか

な場所で，泥や砂の中に潜ってデトライタスを食べながら

3-4年かけて変態する。変態が完了した個体は，翌年

春~初夏にかけて河川の平瀬や淵尻で集団産卵を行い，

産卵後死亡する(福冨ら 2002;Takayama 2002; Yamazaki 

2007)。したがって，ヤツメウナギ類は，泥の中に潜むアン

モシーテス幼生よりも水中を動き回る成体の方がブラウン

トラウトに発見されやすく捕食されやすいと考えられる。

本研究で，捕食されていたヤツメウナギ類は消化の程度が

どれも同じくらいであったことから，ほぼ同時に捕食され

たと考えられる。捕食時の状況として，ブラウントラウ ト

が産卵のためにヤツメウナギ類が高密度に集ま っていたと

ころを襲って多数を捕食したというととも考えられる。産

卵前の成体が多数捕食されることは，ヤツメウナギ類の個

体数減少の原因となりかねない。

l水産総合研究センター中央水産研究所 (NationalResearch Institute of Fisheries Science， Fisheries Research Agency， Chugushi 2482-3， 
NikJω， Tochigi 321-1661， Japan). 

2 Hudson River Estuary Program， Hudson River Fisheries Unit (21 South Putt Corners Road， New Paltz， NY 12561) 
3北海道大学北方生物園フ ィールド科学センター (FieldScience Center for Northern Biosphere， Hokkaido University， Kita 9 Nishi 9， 
m匂-ku，Sapporo 060-0809， NY Jap釦)• 
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Fig. 1. The large brown甘outwhich ate lamprey species and an unidentified fish. 

Fig. 2. lampreys which were spitted out by the brown trout. 

本研究により ，外来種ブラウントラウトによる在来ヤツ

メウナギ類の捕食が確認された。ブラウントラウ トとヤツ

メウナギ類が同所的に生息する場合は，ヤツメウナギ類の

保全を図るうえで，ブラウントラウ トの捕食圧を考慮する

ことも重要だろう 。
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