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アジメドジョウの生息地保全に関する生態学的研究

平松和也

近畿大学大学院農学研究科環境管現学専攻

Ecological study of habitat conservation for the endangered freshwater 

loach， Niwαella delicαtα 

Kazuya HIRAMA TSU 

Program in Environmental Management， Graduate School 01 Agriculture， Kinki U冗iversity，

Nakびmachi，Nara 631-8505， Japan 

Synopsis 

The Ajim巴 loach，Niwaella delicata， is endangered and categorized as a vulner油 lespecies in the latest Red List of 

Threatened Animals in ]apan (2007). In the present study， fi巴ldinvestigations and aquarium-based experiments were 

conducted to reveal the suitable habitat for this fish. The outcome of field investigations indicated that major variables 

influencing distribution of the fish are low summer water temperatures， variable channel units， an abundance of loose 

stones and abundant groundwater discharge and also that. in autumn， the hiding of the fish under substrates is followed by 

migration to groundwater seepages in order to overwinter. Meanwhile， aquarium-based experiments showed that the Ajime-

loach prefer a large substrate about 40 cm in diameter， and multi-layered loose stones for the hiding. Furth巴rmore，the fish 

proved to have positive rheotaxis and thermotaxis， indicated by sensitivity to differences in water flow of 0.5 cms.j and water 

temperature of 1.3"C土 O.lSD，respectively. The rheotaxis and thermotaxis of the fish probably play an important role in the 

finding of groundwater seepage. In the last chapt巴rof this pap巴r，based on the results of these investigations and 

exp邑riments，1 discuss the river management needed to conserve the suitable habitat for the Ajime-loach 

Key words: stream， loach， conservation， groundwater， river management 

緒言

河)11， i也沼，ため池，水聞や水路など多様な淡

水環境に恵まれたB本には約 400種の淡水魚が生

息する.これは全世界の淡水魚約 10，000種の 4%

にあたり，わが国の面積が世界の控地面積のわず

か0.25%であることを考えると日本は淡水魚の多

様性が高い霞であるといえる1)しかし現在，

日本産淡水魚のうち 144種(日本産淡水魚の

36%)が環境省レッドリストで絶滅危慎種に指定

されるなど園内の淡水魚の絶滅リスクは非常に大

きく，切迫したものとなっている 2) そのため，

全国的に淡水魚保護の気運が高まりさまざまな取

り組みがなされている 3)ι).5)ι)，7).8).9).10)など. ま

た， 2002年オランダのハーグで開催された『生

物多様性条約第 6回締約国会議jでは f現在の生

物多様性の損失速度を 2010年までに大きく低減

させるjことを目標に生物多様性条約戦略計蘭が

採択され，わが国においても， ["新・生物多様性

国家戦略Jll)が決定された.このように，淡水魚

を含む生物種の保護は社会的な要請となってい

る しかし環境省レッドリストで絶滅危慎種と

される淡水魚は，平成 12年に 76種であったもの

が， 7年後の見宜しではその倍に増加するなど目

標が十分に達成されているとはいいがたい.生物

種の保護には人工飼育下での系統保存などの方策

とともに，野外の生息環境の保全が不可欠である

12) 生息環境の保全とは 単に対象種の生息域を
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ゾーンニングして放置することで達成されるもの

ではなく，必要に応じて悪化した生息環境を復元

することや，環境の維持のために人為的に手を加

えることも含まれる 13)， 14).15).16) また，保全の必

要性のある生息地が人間活動の場と重複する場合

も多く，自然環境の保全と人関活動の持続的利用

の共存を図る必要性もある.この場合，対象とな

る人為的活動がどの程度まで環境のなかで許容さ

れるのかといった検討も重要で、ある 17) そのた

めには対象種の生息に適した環境を明らかにする

とともに，生態系のなかでそれらの環境が成立し

ている背景にまで踏み込んだ研究が必要となって

いる.さらに，保全指針の策定には，生息環境の

客観的な基準が求められることも多く，生態研究

における環境の定量化および評価法の確立が大き

な課題となっている. 日本産淡水魚の生恵、環境の

研究はこれまでに数多く行なわれているものの，

このような視点でみると保護の緊急性の高い種を

含めて大半の種では生息環境の保全に必要な研究

が十分に行なわれているとはいえない.

本研究で対象としたアジメドジョウ Niwaella

de!icata (Fig.l)はドジョウ科シマドジョウ亜科

アジメドジョウ属に属し 中部地方および近畿地

方の河川中・上流域に分布する日本国有の純淡水

魚、である 18) 閣内の淡水魚のなかではもっとも

高所にまで生息する魚種の lつで 19) 分布域も

限定されていることから生物地理学的に注自され

ている 20).21).22) 夏季には瀬の石操底で付着藻類

などを摂食し，越冬・産卵期には湧水に移動する

ことや比較的長寿命であることなどが知られてい

るが 23)，24)お ).26) 生態には未解明な部分が多い.

また， ドジョウ科のなかではもっとも美味とさ

れ，岐阜県などでは水産上の有用魚種であるお).

刊しかし環境の悪化に敏感な種で 27) 環境

省レッドリストでは絶滅危倶E類(絶滅の危険が

増大している積)に指定されており 2) 一部の生

息地ではさらに絶滅リスクの高い種として，保護

対策の確立が急、務となっているお)制

本種の減少要国は， 1M川の護岸工事による濁

水の流下にともなうシjレトの堆積，また工事後の

河床の平坦化や伏流水の減少などの生息地の破

壊J30)とされている これは本種が底生魚であ

り，春から夏にかけて転石の多いi頼を中心に活動

することや，河床の伏流水(湧水)を越冬産卵場

所に利用する習性からの類推であるが，実際に減

Fig.l. The Ajime-loach， Niwaella de!icata in life in the 
Ai River， Osaka Prefecture 

少要因について科学的に検証した研究例はない.

また，アジメドジョウの生息に適した環境 24)は，

①河床が礁で隠れ場所となる隙間があること，②

水がきれいで、蝶表面に土が被っておらず，食物と

なる詩藻が若生していること，③)11原に伏流水が

あるか，または河畔に地下水がしみでることなど

と指摘されているが，これらの条件についても定

性的な記述にとどまっており生息に適した底質の

定量的な検討や伏流水や地下水の特性の研究など

はなされていない.そこで本研究では，アジメド

ジョウの生息環境を定量化し，本種の減少要因の

評価や生息、に適した環境の解明を行なうととも

に，河川における本種の生息環境の維持に関する

考察を行なうことを自的とした.

本論文の構成は，野外調査に基づいた生息環境

解析(第 1章)，野外調査の結果を検証・補強す

るための水槽実験(第2章)，そして，生息を制

限する環境要因の特定と保護のための提蓄を行な

う総合考察(第3章)となっている.野外調査で

はアジメドジョウの良好な生息地である滋賀県野

洲川の個体群を対象として，越冬場所となる湧水

の特性を明らかにする一方，生息状況が厳しく，

絶滅の危険性が高い大阪府安威JIIの個体群を対象

に，夏季の生息環境要求やj可)11で生息分布が局眼

されている要因を明らかにした.水槽実験では，

湧水発見の鍵刺激の解明や環境要求の定量化を行

なうため，温度選択・流速選択・底質選択につい

ての実験を行なった.

なお，野外調査の対象とした安威)11個体群は本

種の生息分布域西限にあたり，本種の系統保存を

図るために重要な地方集団であることが指摘され

ている 31)大阪府のアジメドジョウは，第2版
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の環境省レッドリストでは絶滅の恐れのある地域

個体群 (LP) として指定され 30) 府内では安威

111以外に生息が確認されておらず，その生息数は

きわめて少ない 32)出. しかし，詳しい生息状況

はほとんど調査されておらず，生息、範聞や繁殖場

所などの基礎情報も明らかになっていない. 1967 

年以降は絶滅の可能性も示唆されるなど，危機的

な状況であったが，近年は安定的に生息してい

る.しかし安威)11にはダムの建設が進んでおり

34) また，流域に存在する複数の採石場の影響も

懸念されている飢35) プリマック・小堀が指摘

しているように，種の絶滅は突然起こることは稀

であり 13) 地域個体群の絶滅を通じて起こるこ

とがほとんどである.そのため，生息域の局限に

分布し，絶滅の危険性が高い安威)11個体群の保護

対策の推進は，本種の保護にとって非常に重要で

あることを付記する

本報は，著者が平成 20年3丹に近畿大学に提

出した博士論文(農第 119号)を基礎として作成

したものである

第 1章 アジメドジョウの生息環境

第 1節夏季の生患環境

第 1項はじめに

変温動物である魚類は，高水温期と低水温期で、

生息、場所が大きく異なる.高水温期は，生息、水域

を活発に遊泳し摂餌も積極的に行なうのに対し，

低水温期には摂餌せず，もっぱら身を隠しエネ

ルギー消費を最小化する 36) 種の保全のために

は，対象穏の両時期の生息環境を明らかにするこ

とが必要になる.第 l節では，安威川個体群を対

象として，アジメドジョウの夏季の生息環境につ

いて検討を進める.

アジメドジョウは，ほかのドジョウ類にくらべ

て早い流速に適応しており，活動の盛んな時期に

はj頼で石喋表面の付藩藻類などを食べて生活して

いる 18)幻)弘) 本種は驚いた時，礁の験問に隠れ

るが，臨れがとして利用できる喋の河川内分布は

流速や水深などの影響によって一様で、はない.ま

た餌となる付若藻類の生産量や，現存最も河川の

底質や流速などによって不均一で、ある.そこで，

アジメドジョウの夏季の生息場所を規定する環境

因子として，流速，水深，底質に着目し，個体レ

ベjレの利用場所の環境特性を検討した解析の手

法としては，近年注目されている PHABSIM

(Physical HABitat SIMulation system)を用いて

評価した

この手法は魚類の生息場所と河川の水理量の関

係についてシミュレーションを行なう計算モデル

で， Bovee and Milhousによって開発され 37) そ

の後改良を加えられたものであるお).39) 環境因

子の河)11内頻度分布と対象魚の出現頻度の差異か

ら，環境因子ごとに対象種の適性基準を求める

が，さらに各環境因子の適性指数の積を利用した

重みつき利用可能面積 (WUA) という尺度によ

り，調査水域の対象種の生息有効面積を総合的に

判断できる点において擾れている.圏内ではアユ

Plecoglossus altiveli altiveli40
l.41)， ウグイ

T r i b 0 1 0 d 0 n h a k 0 n e n s i s 41).42)，ヤマメ

Oncorhynchus masou masou 43).44) ， オ イ カ ワ

Zaccoρlatyρus40
) ，カワヨシノボ 1)Rhinogobius 

βumineus45
)などの魚種の生態研究において成果

を挙げている.

なお，第 l節の調査では，アジメドジョウの生

息状況を把握するために，水中の個体を直接自視

して計数した 目視による調査は，河川の魚類の

生息状況を広範囲に調べるために一般的な方法で

あるが 46) 生息状況を評価する場合， 目視僧体

の発見率が問題となる 47) また， 目視発見率は，

安威川個体群の生息状況をモニタリングしていく

ためにも重要で、あるため，第 l節では自視調査に

よるアジメドジョウの発見率も併せて評価する

第2項材料と方法

調査場所調査対象とした安威)11は，水源を京

都府亀関市に発し，大阪市東淀川毘で神崎川に合

流する流路延長 33km，流域国旗約 163km2の

淀川水系 2次支)11である (Fig.2).京都府内で

は，比較的流れが緩やかで中流域の景観を示し，

可児の河川区分 48)では Bb型の河川形態となる

府境の北摂山地にはいると上流域の景観に変わ

り， Aa製あるいは Aa-Bb移行型を示す.中流部

は再びBb型になり，平野部にはいると Bb-Bc型

となる.流量は，上流部の府境付近で平均 0.4ト

ン/秒，中流部の大門寺地点で平均 0.95トン/

秒で水質は市境で BOD年平均値 0.6mg / Q， 

大門寺地点で年平均値1.4mg / Qと比較的良好で

ある 49) 調査地点は，予備調査でアジメドジョ

ウの偶体数が比較的多かった K地点およびR地
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点の 2ケ所を選んだ.なお，安威川個体群は生息

数が少なく，小規模な採集であっても偶体群に与

える影響は大きいと考えられるため，調査地点の

位置の詳細については個体群保全の見地から公表

しないこととする.K地点は流程 74mの区間で，

水表面積 560m2，流れ幅 2-9m，平水時の流速は

最速で 196cm/秒，最大水深 84cmであった

方， R地点は流程 48mの区間で，水表面積

370 m2，流れ幅 2-13m，最速流速 89cm/秒，最

大水深 70cmであった.なお K地点の方が上流

にあたり， R地点はその下流 500mに位置する.

各調査地点は，横断線と縦断線により 2mx 1m 

の格子状に分割しそれぞれの格子(セル)につ

いて，以下の調査を行なった.総セル数は K地

点、で 280偶， R地点で 202個であった

生息状況調査 2000年 5月から 12月の間に

月 1-2回の頻度で潜水観察もしくは市販プラス

チック製箱メガネによる調査を行ない，アジメド

ジョウの生息状況を調べた.調査は，調査員 2名

が並んで調査地点最下流から上流に向かつて河床

をくまなく観察し，アジメドジョウを発見した場

合はその位置，個体数，全長を調査地点の地国に

記録した.調査中， 6月下旬に出現した全長 3cm

程度の個体はその出現状況とサイズから当歳魚と

推定されたため，それ以上のサイズの個体 (1+ 

魚以上)と分けて記録した 得られた個体のデー

タは，上記の各調査地点、のセル底分とつきあわせ

てセルごとに集計した調査地点の水温は，調査

時にデジタル水温計 (Digi-Tempmeter 3527; 

Tsuruga Electric Corporation)により測定した.

生息環境調査 2000年8月の平水時に，各調

査地点のセルごとに最大水深および60%水深流

速印さらに優占する底質を調べた.底質は最

大粒径により 4段階に区分しサイズの小さなも

のから頗に砂泥(粒径 1mm以下)，小中牒(粒

径 2mm-6cm)，大磯(粒径 7cm-24cm) ，巨

際(粒径 25cm以上)とした また，それぞれの

調査地点で水温の高い時期 (K地点 ;8月7日，

R地点 ;7月 10日)に調査地点の河床をくまな

く手探りし，周囲の河床よりも水温の低い場所を

湧水地点として特定し水温をデジタル水温計

(TURUGA， Digi Temper Mode13527) により測

定した

生息適性基準の作成 アジメドジョウの夏季の

生息環境を解析するため，セjレごとに得られた物

Fig.2. Location of the Ai River 

理環境データと，アジメドジョウの生息状況デー

タを用いて， PHABSIMの手法に基づく生息適性

基準を作成した.なお，適性基準の作成にあたっ

ては，確認、僧体数が比較的多かった K地点の 8

月のデータ (2四分)をまとめて使用した.ま

た，アジメドジョウの生息環境は，推斐川におけ

る調査では当歳魚、と1+魚以上で大きく異なるこ

とが示唆されているため 55) 生息適性基準は当

歳魚と 1+魚、以上の個体に分けて作成した.以下

に生息適性基準作成の手順を示す(実施手順はア

メリカ合衆国内務省/国立生物研究所 5]) 中

村 52)に詳しい， ) .各因子の階級設定については，

各環境データの頻度分布を正規分布とみなしたと

きの標準偏差値を間隔とした

1) セルごとの環境データから， K地点全体の

各物理由子の階級別出現頻度分布を求める.

2) セルごとのアジメドジョウ生息状況データ

から，水深，流速，底質それぞれの階級ごとのア

ジメドジョウ累積個体数を求める.

3) 階級ごとの累積個体数をセル数で除し，そ

の分布図を作成する.さらにその度数分布図を

%表示に変換する.

4) 50%を越える階級の適性債を 1(生息に最

適)，適性値 1以外で全体の 95%を占める階級の

適性値を 0.5(生息、可能) それら以外の階級につ

いては適性値o(生息不適)とする.

なお，今回の調査では水深，流速，底質の 3つ

の環境要素に着目し，適性基準を作成したが，抽

出された環境要素が個体の分布を十分に説明する

ものであるか否かを検証するため， PHABSIMで
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異なり，各調査時の有効漁獲強度を算出すること

が困難でAあったので，単位あたり漁獲量の代わり

に無標識魚、の比率(標識魚はすべての部位の標識

を含む)を用いて，累積標識魚、個体数との関係か

ら生怠個体数を推定した すなわち無標識魚率が

0%となる場合の累積標識魚、個体数を算出して，

調査域の生息個体数とした

アジメドジョウの生息地保全に関する生態学的研究

第 3J頁結果

生息状況 2000年の調査期間中に， K地点に

おいて当歳魚のべ98個体 1 +魚、以上のべ 37個

体，合計 135個体， R地点で当歳魚のベ4個体，

1十魚、以上のべ 171障体，合計21個体のアジメド

ジョウを確認した調査期間中の最多確認個体数

から各地点における生息密度を求めると， K地点

では 100m2あたりの当歳魚は 8.4個体， 1+魚以

上は 2.31間体であった.一方R地点では，当歳魚、

0.5個体， 1+魚以上1.1個体で K地点の方が生

息密度は高かった.

K地点およびR地点での観察個体数と調査時

の水温を Fig.3に示した.なお，水温はいず、れの

調査時にも，荷地点で差が認められなかった. 5， 

6月上旬(水温 15t-21.5t) は， 1+魚以上の

み出現した. 6月下旬には当歳魚、が出現し， 7月
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通常行われるが検定を利用した検証を行っ

た 51) まず，適性基準をもとに， K地点のセル

ごとに合成適性値(流速・水深・底質の適性指数

の積)を求め，流速・水深・底質すべての適性指

数の積が lもしくは 0.5であるセルを，“生息に

適したセル" (以下適セルと略す)，積が0.125も

しくは 0.25のセルを，“生息可能なセル" (以下

可能セルと略す)，積がOのセjレを“生息、に不適

なセjレ" (以下不適セルと略す)としたそして，

「適セルと可能セルJr適もしくは可能セjレと不適

セルJについて，実際のアジメドジョウの生息状

況と x2検定を行なった帰無仮説は，それぞれ

“適セルと可能セルの開でアジメドジョウが利用

する割合は変わらない" “適セルもしくは可能と

不適セルの聞でアジメドジョウが利用する割合は

変わらない"とした

標識放流再捕調査 R地点においてアジメド

ジョウの標識放流再措と潜水目視調査を 1999年

8月から 9月にかけて実施し，潜水調査の平均値

を標識放流再捕調査の推定生息個体数で除した値

を潜水自視による発見率とした潜水調査の要領

は前記の生息状況調査と同様である.潜水白視の

後，アジメドジョウを手網により捕獲し，オイゲ

ノール麻酔下で標準体長の計測と鰭切除による標

識を行なった 2閤日以降の調査では，標識魚が

再捕された場合は標識部位の確認と僧体数の計数

のみ行なって再放流し無標識魚には標識を施し

て放流した.以下の個体数推定の算出に必要なた

め，標識部位は調査日ごとに変えた (8月25日;

右腹鰭， 8月27B : ;在腹鰭， 8月初日;同腹鰭，

9丹3日;尻鰭) 調査最終日には，標識は行な

わなかった.なお，標識再捕を行うにあたって，

予備的に各部の鰭を切除した個体の飼育を 1ヶ月

行ったが，死亡僧体はなかった.

個体数の推定には， 3通りの推定法を試みた.

1)調査地点への移出入を考患に入れた Leslie

の3点法(小標本の補正式)日)

2)移出入が無視できると仮定した Schnabel

法悦)

3)移出入が無視でき，単位努力あたりの漁獲量

が資源量に比例して変化すると仮定する delury 

法 54)

de lury法は，単位あたり漁獲量を漁具能率，

当初資源量，累積漁獲個体数で表す線型回帰モデ

ルを用いた.今回は，採取状況が調査日によって

40 
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(水温25t) になると K地点では急、激に増加し

た 8月には，最高水温に達し(水温27.9t). K 

地点の当歳魚、の確認個体数は引き続き多く .R地

点でも少ないながら確認された. 9月(水温

22
0C)以降，温度低下とともに確認僧体数も減少

し.11月(水温 12-14t) には R地点で 1+魚以

上の個体がわずかに確認されたが. 12月(水温

1O-6
0

C)にはまったく確認できなくなった.

確認個体数の多かった 8月の各調査地点の当歳

魚の分布データを Fig.4に. 1 +魚以上のデータ

をFig.5に勇水地点の分布とともに示した.R

地点は確認個体数が少ないため，分布に特定の傾

H 

Om 

Temperature of surface water 
27.80C 

• : Groundwater 

seepage 

25m 

向は認められなかったが K地点では当歳魚が特

に集中分布するのに対して.1+魚以上では比較

的分散して分布する傾向がみられた.また，湧水

地点は K地点で 18ケ所 R地点で 13ケ所と K地

点で多く，当歳魚の分布は，それら湧水地点が集

中する調査地点の中央部およびその上流側の岸際

に多かった.

潜水自視発見率標識放流再捕調査における採

取魚は計25個体で，体長は 53-87mm. うち 22

個体に標識を施し，再捕個体数はのべ 11個体で

あった (Table1) 標識個体の再捕率は，右腹鰭

切除魚で平均 42%ともっとも高く，左腹鰭切除

50m 

• : 1 fish ・:2 fish • : 5 fish • : 10 fish 

E 

• : individual of Nde/icata 

Fig.4. Groundwater seepage (I). obsεrved point of age-O+ fish of Niwaella de!icata (II) and observed point of age-l+ 
and older fish of Niωaella delicata (m) at Site K in the Ai River. Research of groundwater seepages and 
observation of N delicata by diving census were performed in August， 2000. 



アジメドジョウの生怠地保全に関する生態学的研究

魚では平均 11%，両腹鰭切除魚、は 33%であった.

尻鰭切除魚は回収されなかった.再捕率に差が生

じたことについては，切除された鰭の部位の違い

よるものか，あるいは別の要因(左腹鰭切除を除

く標識個体数が少なかったことなど)が影響した

のかについては明らかではなかった。しかし標

識部位によって再捕率に違いがみられたものの，

標識魚の再捕率は平均で 27%と高かった累積

m
l
f
 

nu 

• : Groundwater seepage 

117 

標識魚個体数と各調査四の標識魚が全採取魚、に占

める比率は有意な相関 (y= -2.6544x + 99.791 

r2 
= 0.9974， P<O.OO1)を示し，調査期間中の標

識魚の移動は少なかったと考えられる.調査地点

の生息個体数を推定すると， Leslieの3点法では

8月27日に 53個体土 19SD， 8月30日に 20個

体:t10 SD， 9月3日に 28個体 (SDは計算不可)

で平均 33.3個体となった一方， Schnabel法，

25m 50m 

21.90C 

E 
月ow_色

• : individual of N. de/icata 

臨

円ow---.，

• : individual of N de/icata 

Figふ Groundwaterseepage (1)， observed point of age-O+ fish of Niwaella delicata (II) and observed point of age-l+ 
and older fish of Niωaella delicata (m) at Site K in the Ai River. Research of groundwater seepages and 
observation of N. de/icata by diving census were performed in July and August， 2000， respectively. 
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Table 1. Number of individuals marked and recaptured of N仰 aelladelicata in the Ai River in 1999 

Cutted fin 

Pelvic (Right) 

Pelvic (Left) 

Both pelvic 

Anal 

No marking 

Marketing and Release 

25Aug. 27 Aug. 30Aug 

3 

12 

3 

de lury法はともに 37-38個体であった Leslieの

3点法は通常分散が大きくなる傾向があり，今回

の結果においても分散は大きかった.標識魚の再

捕状況から，調査期間内の魚の移動はほぼ無視で

きると考え. Schnabel法. de lury法の計算値を

採用し調査地点の推定生息個体数を 38個体と

したまた向地点での目視計数の結果，平均 10

偶体(最小81間体一最大 13個体)が観察され，

変動係数は 21.6%であった.潜水目視での観察個

体数から目視発見率を求めると 21.1-34.2 %.平

均 27%となり， 目視個体数に 3.7を乗じた値が，

およその生息個体数であることが訴された.この

ように，生息状況を把握する手段として，潜水自

視調査は発見率が高く有効な方法であることが示

された.

生息、適性基準 K地点の環境データ頻度分布と

それぞれの階級でのアジメドジョウ出現個体数を

もとに適性基準を作成すると (Figθ. 1 +魚以

上の個体の生息に女子適な適性指数 lを示すのは，

流速では 53-104cm/秒，水深では 39-57cm.

底質は臣礁であった.一方，生怠不適を示す適性

指数Oであるのは，流速では 0-26cm/秒，水深

では 0-19cmと58-76cm. 底質は小中藤および

砂であった.当歳魚では，適性指数1となったの

は，流速 0-26cm/秒，水深 0-38cm. 底質大磯

以上で，適性指数Oは流速 53-130cm/秒，水深

58-76cm. 底費砂泥であった.このように. 1 

+魚以上の個体と当歳魚では生息環境に対する選

貯性に差異がみられ，当歳魚は緩やかな流速で浅

い場所を好むが，成長が進み. 1 +魚以上になる

と速い流速で深い場所を好んで生息することが示

された.また，底質については，当歳魚の方が粒

径の小さな底質まで生息可能であった

適性基準の有効性 K地点で 1+魚以上の適

R巴capture

3 Sep 27 Aug. 30Aug司 3 Sep. 

l 

4 

14 Sep. 

2 

l 

2 

1 

1 

3 

セルとなったのは 30儲 可能セルは 20伺，不適

セルは 220個となった.一方，当歳魚について

は，適セルは 178偶，可能セjレが25個，不適セ

ルは 67個となった. I適セルと可能セルJI適も

しくは可能セルと不適セjレJについて，実際のア

ジメドジョウの生息状況と x2検定を行ったとこ

ろ • 1 +魚以上の個体では. I適セルと可能セル」

の問に，有意差が認められ (P<0.05;ただしイ

エツの小標本の補正を行なった場合). I適もしく

は可能セjレと不適セル」の場合にも有意差が認め

られた (P<0.05). 一方，当歳魚については

「適セルと可能セル」の間には有意差は認められ

ず. I適もしくは可能セルと不適セル」の場合に

のみ有意差が認められた (P<0.05. イエツの補

正)• 

これらの結果は.K地点、におけるアジメドジョ

ウの個体の分布は. 1 +魚以上のf国体では水深，

流速，底質に強く影響され，当歳魚ではそれ以外

の環境要閣の影響を受けていることを訴してい

る なお，これら合成適性値をセルの面積 2m2

にかけた備が利用可能な生息場面接 (WUA) と

なり .K地点では 43であった.

適性基準の適用 K地点で作成した1+魚以上

の個体の適性基準を.R地点に当てはめた.R地

点における不適セルは 175個になり，また生患可

能セルは 17個，生息、適セルはわずかに 10個とな

り. WUAは17となった.このように K地点に

くらべて R地点ではアジメドジョウの利用可能

水域の面積が少ないことが示され.K地点にくら

べて生息密度の低い R地点の生息状況をよく表

していた.
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第4項考察

PHABSIMの手法によって，安威JIIK地点の

アジメドジョウ，特に 1+魚以上の備体の夏季の

生息分布は，流速，水深，底質といった物理的環

境因子によって説明できることが示された.ま

た，作成された生息適性基準から計算されたアジ

メドジョウの WUAは， K地点だけでなく R地

点のアジメドジョウ生息状況をよく反映してい

た.この結果は，今回得られた生息適性基準が安

威)11のアジメドジョウの生息域全体に対しでも適

用しうる可能性を示唆しており， PHABSIMはダ

ム建設がアジメドジョウの生息域に与える影響を

評価するための有効なシミュレーションツーjレと

して期待できる.ダム建設にあたっては

PHABSIMを適用して，あらかじめさまざまなパ

ターンを想定した上で，影響を最小化する工法を

とることを関係機関に提言したい.さらに今後

は，この適性基準が安威JII以外の河川でも応、用可

能であるか否かといった検証も必要である.今

後，シミュレーションの精度を高めていくために

は，流速，水深，底質以外にも生息分布に対して

影響をおよぼす環境国子の検討も重要で、ある 40)

また，当歳魚、では 1+魚、以上の個体にくらべて

緩やかな流速，浅い場所，粒径の小さな底質と

いった環境に対する選好性が示された駒田・鈴

木 (1994)や後藤 (1996)が示唆する稚魚、の生息

環境の特性 24).55)が再確認されたものの，偶体の

分布に対する流速，水深，底質の影響は 1+魚、以

上の個体にくらべて小さかった.今回調査された

当歳魚、は， 1+魚、以上の個体よりも遅れて 6丹の

下旬に出現し， 7丹にかけて急激に僧体数が増加

した.人工飼育下のアジメドジョウは 4月中旬に

産卵し卵黄を吸収して活発に活動するまでに 2

ヶ月以上を要したことが報告されており 56) 安威

川での状況も向様であると佼定すると 6，7月の

確認場所は産卵場所と近接している可能性が高

い.さらに， 8丹の調査時にも，当競魚の分布は

6， 7月とは大きく異ならなかったため，産卵場

所である湧水の位霞が，個体の分布に大きく影響

していたことも考えられる.実際に Fig.4にみら
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れるように K地点の湧水の分布と当歳魚、の分布

にはある程度の相似性がみられる。また，当歳魚

が多く分布した湧水付近では，秋に抱卵した越冬

メスも採捕された 57)

アジメドジョウが，生活史のなかでどれほどの

距離を移動するのかは不明で、あるが， K地点にお

ける個体の分布の季節変化をみると，当歳魚、ほど

顕著で、はないものの 1+魚以上の個体もまた越冬

場所を中心とした水域で活動するようである 57)

また，標識放流再捕調査の結果も，標識魚、の回収

率が標識20日後で 67%となり，定着性が高いこ

とを示している.これらの結果が，アジメドジョ

ウという種に普遍的であるか百かは不明で、ある

が，少なくとも，安威JIIにおいては越冬産卵場所

となる湧水と活動期の生活環境が隣接することが

重要で、あると考えられる.あるいは砂助堰堤など

の河川横断構造物が移動の障害となっているのか

もしれない.

ところで， 2000年には生息密度が低かった R

地点においても，潜水目視発見率の調査で示され

たように 1999年には比較的多数のアジメドジョ

ウが確認されており，生息状況は悪くはなかっ

た それでは， 1999年から 2000年にかけて生息

密度を低下させた要因は何であろうか Fig.7に

1999年と 2000年の R地点の流心部の流速と水深
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Fig.7. Current velocity and water d巴pthof the center 
of fiow at Site R in 1999 and 2000. Dotted lines 
show 1999， solid lines 2000. 

を示した 1999年と 2000年にかけて，水深が一

様になり流速が低下していることがわかる 特に

70cm/秒を越える流れの速い水域が消失してい

る.これは 1999年から 2000年にかけて R地点

で行なわれた河川改修により，河床の掘削や臣礁

の除去による流路の拡幅を行なった結果である.

この河川工事がアジメドジョウの生息有効面積を

減少させたものと推定される.このような工事の

影響も今後 PHABSIMを活用することで予測が

可能かもしれない.

第2節 リーチスケール解析

第 1J買はじめに

河川の生物の生息場所構造にはさまざまな空間

的・時間的スケールの階層性が存在する関).59)

もっとも大きなスケールは流域河道網スケール

(単位 103m)であり，水系およびその集水域まで

を含む.そのほかのスケール区分としてはセグメ

ントスケール(勾配と河床材料に支配された河道

形態が類似した区間を単位とする，単位 102m)， 

リーチスケール(瀬と淵が lつ以上のペアを含む

範囲;単位 101m)，河床型スケール(瀬・淵な

ど;単位 100m)，微細生息場所スケー jレ(単位

lO-lm)などが定義されており， )11買に小規模とな

る.魚類などの生息環境保全を考える上では，こ

れらの異なったスケールからのアプローチが重要

である刷。61)幻例えば，水温や水質といった環

境問子では，小さな区分のスケールのなかではほ

とんど差がないため，魚類の生息状況を調査しで

も生息制限要因としては検出されないが， より大

きなスケーjレでは，生息、の有無を左右する重要な

環境因子であるかもしれない.一方，魚類の隠れ

がとなる石の隙関や岸辺のオーバーハングなどの

ような微細な環境因子を，流域レベルのような大

きなスケールで比較することはあまり意味がない

かもしれない.また，スケールが異なると，一見

すると相反する結果が得られることもある 63)

今回の研究について考えると，第 l節で行なっ

た安威川における PHABSIMを用いた生息場解

析や第 3節で行なった野洲川での越冬場所調査

は，微細生息場所スケールから河床型スケールに

近い，小さなスケールでの調査である.これらス

ケーjレの小さな生息場所での解析は，河川内にお

いて魚類が利用する場所を特定する目的では有効

だが，魚類の生息量を制限する要因を検討すると
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いった自的には，より大きなスケールでのアプ

ローチが必要となる ω

そこで，第 2節では，安威JII個体群を対象とし

て，生息水域と非生息水域をリーチスケールで比

較することで，アジメドジョウの河川内分布に影

響する環境要因を明らかにすることを目的とし

たまた，研究結果にもとづいて安威川個体群の

保全に必要な事項の考察を行なった.

第2項材料と方法

調査場所 安威川の詳細については前節で述べ

たとおりである.今回の調査では，標高 32mの

長ケ橋を基準点として，東掛JIIと栢原JII合流付近

標高 220mまでの安威川本流 13kmの範屈を調査

域として設定した (Fig.8).基準点とした長ケ橋

から，標高 85mに位置する越前井堪までは Bb型

の河床型で，河床勾配は 0.6-0.9%と緩やかであ

る.北摂山地にはいると上流域の景観となり，河

床勾配は 2.9%と急峻になり可床型は Aa型あ

るいは Aa-Bb移行型となる. しかし，京都府域

にはいると流れは再び緩やかになり，中流域の景

観を示して可床型は Bb型，河床勾配は1.2%

程度となる なお，安威川ダムは，標高 60m付

近に建設が予定されており，現在の計画では標高

100m付近までが常時湛水域，標高 125m付近ま

でが最大湛水域となる

生息分布調査生息分布を明らかにするため，

2000年8月の平水時に 8聞に分けて，調査域全

域について潜水目視調査を行なった.調査にあ

たっては，調査員 2名が晴天の昼間に，調査範囲

の下流端から上流に向けて，並んで遡上しながら

自視した.確認した個体について，水中に寵いた

物差しとの対比により全長の計測を 1cm単位で

行ない，確認地点を縮尺 112500の河JII地図上に

記録した.さらに，生息、密度を確認するため，

2001年7丹中旬および8月下旬に. 2000年の調

査で生息が確認された水域から生息区間を，生息

が確認されなかった水域から非生息区間をそれぞ

れ複数区関選定し 2000年と同様の潜水目視に

より僧体数密度を調べた.なお，調査場所の詳細

については個体群保全の見地から公表しないこと

とする.

各調査区間は，複数の河床型を含むように川幅

平均の 10倍の距離としたため俗もっとも短い

調査区間は 80m. もっとも長い調査区間は 140m

Sec.10 

Sec.9 

Sec.4-8 

Sec.3 
Sec.2 
Sec.1 

Fig.8. Location of the study area (oblique line) and 
location of study sections in the Ai River. 

であった.それぞれの調査区間では，流路に沿っ

て流れ幅を 2mごとに O.lm単位まで測定しそ

の2m区間の河床を近似的に台形として河床面積

( (下流側流れ脂+上流側流れ幅)x 2γ2) を求

めた.それらの累積を調査毘間全体の河床面積と

して，各調査匿間の目視個体数を河床面積で除

し河床 100nfあたりの密度として個体数密度を

算出した

生息環境調査 アジメドジョウの生息に関係す

る環境因子を明らかにするため，生息密度調査を

行なった 10ヶ所の調査区間で. 2001年8月から

9月にかけて水温や物理環境などの環境問子を調

査した

夏季水温 8月1日から 19日にかけて，各

諦査匹間流心部の水深 30-50cmの河床に温度計

測ロガー(オンセットコンピュータ一社製

Tidbit) を設置し 2時間ごとの水温を測定した.

この測定値から平均値を求め，夏季水温とした

水質 9月中旬の平水時に採水した各調査IR

関の表流水のi容存酸素量をウインクラ一法により

測定して，さらに. 20tの恒温器に暗条件で5日

間静置した後，再び溶存酸素量を測定し各調査

区間の BODを算出した 65)

湧水密度: 水温測定と同時期に各調査区間の

海床をくまなく手で探り，周囲の河床よりも水温
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が低く水の湧きだしが感じられる場所を湧水地点

とした.それぞれの湧水地点について，棒状デジ

タル水温 計 (Digi-Tempmeter 3527; Tsuruga 

Electric Corporation) により表流水との水温差

を確認したこれらの湧水地点数を調査区間の河

床面積で除し，河床 100rrlあたりの湧水密度を求

めた.

平均流速と流速変異 9月下旬，各調査区間

の流路に沿って等間隔に設けた日本の横断線そ

れぞれについて，等間隔に設けた 5つの測点にお

ける流速を測定した水面下 5cmの表面流速お

よび河床より 5cm上の河床流速を CR-7型囲転

式小型流速計 66)によって測定し，平均値を求め

たまた各区間の流速変異として，標準偏差から

変動係数を求めた.

平均水深と水深変異: 各測点の水深を，標尺

によって 1cm単位まで測定して，平均値を求め

たまた，各区間の水深変異として，標準偏差か

ら変動係数を求めた

河床材料: 各測点宣下 50cm四方のもっとも

優占する河床材料を，竹内の分類 67)に従い， 目

視によって岩(粒控 500mm以上)，巨石(粒径

250-500mm) ，石(粒径 50-250mm)，砂利(粒径

4-50mm) ，粗砂(粒径 1-4mm)，細砂(粒佳

0.125-1mm) ，泥(粒径 0.125mm以下)の 7段階

の順位変数に分けて測点全体の平均値を底質粗度

としたまた，底質変異として標準偏差から変動

係数を求めた

浮き石の多さ. 河床材料に眉以上のサイズの

底質が優占する測点では，石の状態を竹門の分類

67)を参考に， 目視や手探りで3段階の願位変数

(はまり石→ 0，浮き石→1.多層浮き石→ 2) に

分類し，すべての測点の合計を各調査区関の浮き

石の多さとした.砂利以下の河床材料および岩盤

ははまり石と同様に Oとした.

i可床型: 各調査区間の河床を可児の河川区

分必)に従って，淵・平瀬・早瀬に分類し，調査

IR聞の河床面積に占めるそれぞれの河床型の面積

比率(%)を求めた.

データ解析 生息区間および非生怠区間の環境

因子を， Mann-Whitneyの U検定により比較し

た有意水準は，いずれの解析でも 5%までとし

た 次にアジメドジョウの生息に好適な環境を総

合的に把握するため，有意差の認められた環境悶

子を説明変数として，主成分分析を行なった.序

列軸は第 2軸まで採用し各調査区間を平面図に

配置した.さらに Ward法によるクラスター分析

を行ない，各調査区間のグループ分けを行なっ

た.なお，主成分分析にあたっては，データの正

規性をえるために対数変換もしくは逆正弦変換を

行なったまた，環境因子それぞれの計測単位が

異なるため，基準値へ変換した

第3填結果

生息分布および生息密度 2000年の調査域全

域の潜水目視調査によって調査域の下流端から

5.7-7.6km，標高1l0-160mにかけての範囲で 64

個体のアジメドジョウを確認した.特に，標高

130m，調査域下流端から 7km付近に多くみられ

た.なお，生息水域の一部は建設予定の安威川ダ

ムの海水域に含まれた (Fig.9). 2001年の調査

でも， 2000年の非生息区間である Sec.l， 2， 3， 9， 

10では 7，8月ともに生息は確認されず，生息区

間である Sec.4，5， 6， 7， 8では 7，8月ともに生

息が確認された 個体数密度は， Sec.4で0.1-0.2

個体.100m.2， Sec.5で0.5-1.3個体・ 100m.2，

Sec.6で0.5-1.5個体.100m，2， Sec.7で0.1-0.7個

体・ 100m，2，Sec.8で0.1-0.3個体・ 100m，2となっ

ており， 2000年調査で生息数の多かった標高

130m付近に設定した Sec.5とSec.6で高い値を

示した (Fig.10). 7月にくらべて， 8月はいずれ

の地点においても密度が低かった.このように，

調査時期によって個体数密度は異なったが，アジ

メドジョウの生息が確認された水域および分布の

傾向に大きな変化は認められなかった.すなわ

ち，生息確認水域は流路長約1.9kmの狭い範闘

であり，河床勾配は 2.5%と安威JIIではもっとも

峻な医聞であった.また，標高 130m付近が

もっとも生息最が多く，その上下の区間では少な

かった確認個体の全長は 3-9cmの範聞であっ

た (Fig.1l) サイズ組成は調査年度によって異

なり， 2000年には 3-4cmの個体が多数観察され

た.

生息環境 生息区間および非生息区間の環境因

子の比較において，夏季平均水温，浮き石の多

色湧水密度河床型(平瀬・早瀬・淵の面積比

率)で有意差が認められた (Table2) 一方，溶

存酸素量， BOD，表層および底層の平均流速と

流速変異，平均水深と水深変異，底質粗度と底質

変異，湧水地点と表流水との水温差については，
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でも生息区間，非生息区間それぞれの最大値，最

小値をみると，低水温の非生息区間や浮き石が多

い非生息区間などが存在し，生息条件には環境田

子の総合的な評価が必要で、あることが伺えた.そ

こで生息亙関と非生息区開の比較において，有意

差が認められたすべての間子について，主成分分

析を行なった結果，第 2軸までで全体の 84.91%

の変動を説明できた第 1軸の寄与率は 70.11%

と大きく，すべての環境要素との有意な相関が認

められた (Table3). 第2軸は夏季水温との間の

みに有意な正の相関が認められた.第 l軸の主成

分負荷量は湧水密度，浮き石度，早瀬および淵の

面積比率がプラス方向を，平均水温，平瀬の面積

生息、区間と非生息区間で有意差は認められなかっ

たなお，調査期間中に出水はなく， 1可床型・水

位に変化はなかった.

このように，生息区間では非生息区間にくらべ

て夏季の平均水温が低く，湧水地点，浮き石が多

いことが明らかになった.また，河床型は生息区

間では早瀬，平瀬，淵が均等に存在して多様で

あったが，非生息区間では平瀬を中心として単調

であった. しかし有意差が認められた環境因子
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比率がマイナス方向を示した.また，値は平瀬お

よび早瀬の面積比率で特に大きく，夏季水温や淵

の面積比率にくらべて影響が大きいことが示され

た

クラスター分析の結果，各調査区間は 3つのグ

ループに区分された (Fig.12). 各グループを構

成する調査区間の生息分布の状況をみると，グ

ループ lには，すべてアジメドジョウが生息し，

生息量が多い区間も含まれており，このグループ

がアジメドジョウの生息にもっとも好適な環境特

性をもっていると考えられた.次に，グループ2

には生息区間と非生息区間が含まれ，このグルー

プは，アジメドジョウ生息の可否の境界線的な特

徴をもち，グループ3はすべて非生息匿間で構成

され，アジメドジョウの生息には適さない環境特

性をもっていると考えられた.各グループの環境

を比較すると，まず，グループlの水温は

25.9-26.5tと低く，湧水地点は 2-2.9ケ所・ 100M2

と多かった，また，浮き石は 31-42と多く，河床

型の面積比率については均等な値を示し，淵が

21-41%，早i騒が 27-47%，平瀬が 19-41%であっ

た.次に，グループ2では，水温は 25.8-25.9tと

低いが，湧水地点は1.3ケ所.100m.2と少なく，

浮き石も 25と少なかった 河床型の面積比率に

Table 2. Comparison of environmental variables between sections of the Ai River where Niwaella delicata was pr巴sentor 
absent (above: median: below: minimum-maximum) using Mann-Whitney Utest 

Present (n=5) Absent (n=5) Significance 

Mean summer water temperature (t) 25.8 26.6 P>0.05 

(25.7-26) (25.8同26.8)

Dissolved oxygen (mg' L'I) 8.8 9.0 NS 

(8.5-9.1) (8.7-9.1) 
BOD (mg . L.1) 1.4 1.5 NS 

(0.7-1.5) (1.1-2.0) 

Density of groundwater discharge 2.5 1.0 P<0.05 
(number . m，2) (1.3・2.0) (0.1-1.4) 

Temperature di妊erencebetween stream ー2.6 -3.8 NS 

groundwater (t) (-1.0--9.9) (-1.0--8.3) 

Mean stream surface velocity (cm . sec，l) 39 39 NS 

(32司51) (37-51) 

Current complexity of surface (%) 67 64 NS 

(56-101) (61-78) 

Mean streambed velocity (cm . sec.1) 26 27 NS 

(21-31) (23-43) 

Current complexity of streambed (%) 94 82 NS 

(72・141) (77-93) 

Mean d巴pth(cm) 35 33 NS 

(31-38) (23-47) 

Depth complexity (%) 67 69 NS 

(57司86) (53-77) 

Substrate coarseness 5.2 5.0 NS 

(4.7-5.6) (4.5-5.5) 

Substrate heterogeneity (%) 26 27 NS 

(27-30) (23闇34)

Abundance of loose ston己 20 38 P<0.05 

(13-28) (25-42) 

Area of pools (%) 23 16 Pく0.05

(20-41) (14-29) 

Area of riffles (%) 33 66 Pく0.01

(19-49) (61-77) 

Area of rapids (%) 30 10 P<O.01 

(17-47) (2司21)

NS: Not significant (P>0.05) 
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ついては平瀬が48-61%と多く，竿瀬は 20-30%.

淵は 19司22%と少なかった.そしてグループ3は，

水温が26.1伊27.1tと高く 湧水地点は 0.3-1.4ケ

所.100m-2と少なかった. また，浮き石も 13目指

と少なかった.河床型の面積比率については，淵

が 14-32%. 早瀬は 2-20%とともに少なく，平瀬

が 65-77%と多かった.

第4!頁考察

アジメドジョウは，秋季に湧水がある河床の磯

中に潜入して越冬することが知られており，越冬

後産卵も湧水中で行なうと考えられているお)判。

68) 安威JIIでも，当歳魚と推定される小型魚が湯

水地点を中心に分布し越冬前の個体が湧水地点

で採集されたことなどから 57) ?勇水地点が越冬

および産卵に深く関わっていると考えられる.ま

た本種は成長につれて，水深が浅い流れの遅い岸

辺から，流れの速い早瀬の中心部へと生息場所が

変化するなど，さまざまな河床型を使い分けてい

ることが報告されている 55)，57) 水温については，

アジメドジョウは冷水性の魚種といわれており，

高水温耐性試験では.28
0

Cを超えると活力の低下，

艶死が進み. 30tでほとんどの供試魚が死亡した

との報告がある 69)

1)ーチスケールの解析結果から安威JIIのアジメ
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Table 3. Factor loading (correlation coefficient) of巴ach
axis for environment variables 

Factor loading 
Axis 1 Axis 2 

Density of groundwater discharge 0.88材ー0.30
Mean summer water temperature -0.64 * 0.72* 
Abundance of loose stone 0.87** 0.28 
Area of pools 0.67* 0.41 
Area of riffles 同0.97料ー0.19
Area of rapids 0.93料 0.03

Percent of variance (cumulative %) 70.11 84.91 
*pく0.05. 料 Pく0.01

ドジョウ生息区間は非生息IK関にくらべて，湧水

地点や浮き石が多く，河床裂が多様で，夏季の水

温が低いことが示され，これらの環境因子を総合

的に解析することで，本種の生息分布が説明でき

たこの結果は，これまでの知見から予測される

ようにリーチスケールでも，水域の河床型や湧水

の存在および水温などが生息分布の制限要園に

なっていることを裏づけるものである

底質については，微生息場所スケールでは，第

1節の調査でも示されたように，比較的大きな粒

径の大きな河床材料を好む.しかし本研究で

は，底質粗度や底質変異に明確な相違は認められ

ず，生息IK聞は非生息、区関にくらべて浮き石の多

いことが示された.浮き石とアジメドジョウの関

係については，浮き石の消失がアジメドジョウの

減少要国であるとの推測はあるものの 23)制，生

息を制限する要因になっていることが示されたの

は，今田が初めてである 浮き右は，アジメド

ジョウにシェルターや産卵床として利用されると

考えられるが，それ以外の間接的な影響として，

浮き石の存在と湧水発生の関係が考えられる.河

床に浮き石が多いほど，河床間隙が多くなるため

河床の透水係数が大きくなることが知られてお

り70) 湧水が発生しやすくなると考えられる.

河床型については，生息区間では非生息区間に

くらべて，早瀬と淵の面積比率が多いことが示さ

れた.平瀬は，浮き石が多いことやアジメドジョ

ウの重要な餌量である付着藻類の生産性が高いこ

となどから，摂餌場所や揺れがとして利用されて

いると考えられるが，淵については河床型スケー

ルの利用はほとんどない 57) 生息個体数が多い

揖斐川では，一部の個体が淵尻を利用していたと

の報告もあるが 55) 第2章で述べるようにアジ

メドジョウは正の走流性をもつことや，稚魚の利
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用する水域は，流れの遅い場所でも水深の浅い場

所であることから 55)，57) 淵の利用頻度が少ない

のは当然といえる しかし湧水の発生との関わ

りにおいて，淵の存在はアジメドジョウの生息環

境として重要であると考えられる勇水発生モデ

jレの lつとして，河床間隙水の挙動と瀬ー淵構造

の関連が提示されており 71)，76) このモデルでは，

上流側の淵尻で、河床へと浸透した水が，下流の瀬

で湧きだす.すなわち，平瀬が優占する単調な河

床型の水域にくらべて，早瀬とi鼎が交互に連続す

る起伏に富んだ河床型の水域では，湧水が発生し

やすい.この視点で今国の結果をみると，生息区

間は非生息区間にくらべて，早瀬.1崩の多い起伏

に富んだ河床型となっており，安威)11において

も，このプロセスの存在が示唆される.

このように，安威川のアジメドジョウ生息水域

は，非生息水域にくらべて明確なi頼回淵構造をも

ち，浮き石が優占することにより河床間隙が多

く，湧水が豊富に存在する環境になっていると推

定される.このような河床型や河床開館などは，

撹乱を通じた土砂の移動や侵食・堆積の過程に

よって維持・再生すると考えられ 67)，72) 安威川

のアジメドジョウ個体群の保全には，そのプロセ

スを阻害しないことが重要と考えられる.今回の

調査地点のうち. Sec，9は. 1960年代初頭にアジ

メドジョウの生息が確認されているが 32) 現在

アジメドジョウは生息していない.今回の環境調

査の結果は，この地点では湧水地点・浮き石が少

なく，高水温で，淵と早瀬は少なく，平瀬が多い

ことを示しており，環境因子のクラスター分析で

は生息、水域の条件がすべて不足しているグループ

3に分類された.アジメドジョウが生息していた

当時の環境調査は行なわれていないものの，生息

環境が悪化している可能性が高く，その原因とし

てSec.9毘辺の採石場からの過剰な土砂供給が考

えられる 細粒土砂が大量に河川|に流入したこと

で，アジメドジョウの生息環境を維持するために

必要な侵食・堆積と土砂供給のバランスが崩れ

て，河床間隙や湧水が消失し，さらに河床型が単

調化したと推測される.また，集水域の森林が伐

採されて，支流や枝谷からの流入水量が減少し

水温上昇が生じた可能性もある.安威JIIにおける

採石場の影響は，オオサンショウウオの生息環境

に対しても，間様に懸念されている 73)

さらに今後は，安威)11ダムの建設の影響も懸念

される. 2009年現在のダム予定貯水量は建設計

画当初よりも低下したため(利水分を削除).ア

ジメドジョウ生息域の大半は常時湛水化すること

を免れたものの，生息域末端はダム完成後の試験

湛水や 113程度の確率で海水化するため，生息環

境が大きく変化する可能性が残されている.その

場合，水温上昇や河床への土砂堆積，溶存酸素最

の低下，富栄養化などの生息環境の悪化が予想さ

れ 74) いずれの変化もアジメドジョウの生息に

は適さない.湛水化する水域は生息、水域の下流部

であるため，個体群全体への影響は小さいとの予

測もできるが，近年この水域ではアジメドジョウ

個体数の増加が認められており，重要な生息水域

となりつつある(平松 未発表)，少なくとも湛

水時期をアジメドジョウの湧水潜入期と重ならな

いようにすることや湛水期間を短縮するなどの配

慮が必要である.また，ダム本体のロック材採掘

に関わる影響も懸念される.本研究を開始した当

初，ロック材の原石山はアジメドジョウの生息水

域へ流れ込む支流に隣接して造成される計画で

あった.そのため，採石や運搬路建設にともなう

土砂が支流をつうじて生息水域へ流れこむ危険性

が大きかった現在，河川環境に配慮し原石山

造成を中止して既存の採石場から調達することが

ほぼ決まったため，その危険性はなくなったもの

の，採石場からの輸送路拡張工事や採石場の採揖

量拡大によって土砂が河川に流入する懸念が新た

に起こっている.今後，採石場への監視を強化す

るとともに，河川に土砂を流入させない工法など

の措震が必要である.さらにアジメドジョウ生息

水域の継続的な環境モニタリングを行ない，環境

の変化に即応して保全対策が実施できる体制づく

りが望まれる.

第 3節越冬環境

第 1壌はじめに

アジメドジョウは河川の中・上流域の離底に生

息し，夏期は主に瀬で付着藻類を摂食するが，秋

期になると河床の湧水に潜入して越冬し春先に

河床内で産卵すると考えられている 18)，23)鎚こ

のような越冬・産卵習性は，アジメドジョウを特

徴づける習性でありながら，夏季の生活場所から

どのようなプロセスを経て湧水に潜入しているの

か，あるいはアジメドジョウの潜入する湧水はど

のような特徴をもつのかといったことは明らかに
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なっていない 一般的な湧水の特徴としては，水

温変動が小さく安定していること，礁問浄化によ

り輩素・リン分などが少ないことや溶存酸素が少

ないことなどが知られている 75).76) アジメド

ジョウは，秋季の潜入にあたって，これらの特徴

によって河川内で湧水を見つけている可能性があ

る.特に湧水の水温特性に関しては従来から注目

されており，秋期以降に水温低下の著しい河川表

流水に対して湧水は相対的に高温になるた

め 75).77)アジメドジョウはその水温差を刺激と

して湧水を発見するという仮説がある 23) 一方，

森ほかはアジメドジョウの潜る湧水と河口|表流水

の水温を測定した結果，アジメドジョウの潜入期

には大きな水温差は認められないと報告している

78) しかしこの調査では，河川表流水と湧水の

水温の日周変動の差異を考慮していないため湧水

が表流水よりも高温になる可能性がもっとも高い

夜間の水温差が十分に反映されていない.そのた

め，依然としてアジメドジョウの利用する湧水が

河川表流水より高温になるか否か，またアジメド

ジョウはその水温差を感知するのかといった開題

は解決されていない.

そこで第3節では，まず，夏季に河床で活動し

ていたアジメドジョウがどのようなプロセスを経

て河床へ潜入するのかを明らかにするとともに

アジメドジョウが越冬場所として利用する湧水に

ついて河川表流水との水温差を詳細に測定した

さらに，アジメドジョウの利用する湧水の発生と

河JII形状の関係についても併せて検討した

第 2項材料と方法

調査場所 調査は滋賀県甲賀市の野洲川上流で

行なった (Fig.l3) 流域面績 387.0km2，流路延

長62.25kmを有する野洲川は，鈴鹿山脈の御在

所岳に水源を発し，守山市幸津川町で琵琶湖東岸

に流入する淀川水系の一級河川で、ある.源流部に

ある野洲JIIダム，青土ダムでフk量が調節されてい

るものの，上流域の山地は急峻な地形で森林層が

貧弱なため保水力が低い そのため，増水時には

頻繁に河床の撹乱や流路の変動が生じる.水質

は，中流部の湖南市若部付近で BOD0.7-

2.0mg/ Rと比較的良好である 79) 調査地点は標

高約 220mに位寵しており，平均流れ幅約 20m，

可見の河川底分 48)によると付近の河川形態は Aa

-Bb移行型である.平水時の最大流速は 110cm/

秒，最大水深は 80cmであった.左岸は竹林で右

岸には自然の寄りかfIが数百 m にわたり広がって

いる.調査地点付近にはアジメドジョウ以外にも

12種の淡水魚が生息するのを確認している.

生息状況調査 アジメドジョウの河床での生息

状況を把握するために 2006年8丹， 11月， 2007 

年2月， 5月の合計4回， Fig.14の中川に隣接す

る平瀬ー早瀬(区間長 100m) に50cmX 50cm 

のサンプリングポイント 71寸 04ヶ所をランダ

ムに設定し，アジメドジョウの採取を行なった.

各サンプリングポイントではポイント内で最大の

芯離を選び，その石1擦を反転して流下するアジメ

ドジョウを高さ 36cm，幅 36cm，深さ 30cm，

メッシュサイズ 2.5mmのタモ網によって採取し

た.採取したアジメドジョウは個体数を数えると

もに，各個体の標準体長を 1mm単位で測定し

たまた反転した石礁については，最大粒径

(D)， I幅 (W)，高さ(日)を 1cm単位で計測し

たこれらの数値をもとに Grahamet alの換算

式印);SA = 1.15 X ((D x W) + (W x立)+ (H 

⑧ D吋i陥M附附s試吋則帥叫t汀制胸「付巾伽ibl以u凶伽j比t
Niwaella delicat，伯a 
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Fig.l3. Location of the study site in the Yasu River. 
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x D))によって，石礁の表面積を算出し，その

値の 112を各石礁の下部商積としてアジメドジョ

ウ生息密度の定量化に利用したーなお，得られた

石醸の下部面積は 32-2956 cm2の範聞で，各調

査月に得られた石礁の表面積の頻度には有意な差

は認められなかった (Kruskal罰Wallistest， 

T=0.916. P=0.822). 測定された石蝶はJII岸に並

べて，各回の調査中に再度反転することを防止し

た.河床から採取した石磯が存在した場所には，

通し番号をふった錘を竃色調査終了後に石礁を

河床にもどすための自印とした.各調査臼の水温

は調査開始時にデジタル水温計 (Digi-Temp

meter 3527; Tsuruga Electric Corporation)によ

り測定したが，その水温は 2006年8月には

25.4t.日月には 14.7t.2007年2月には 7.9t.

そして 2007年5丹には 18.3
0

Cであった.採取し

たアジメドジョウは各月の調査柊了時に調査区間

の中央付近で放流した.また可床から持ち出し

た石磯も番号っき錘の清報をもとに河床に廃し

た

j勇水潜入調査湧水に蛸集するアジメドジョウ

を採捕するため，湧水トラップを作成した.湧水

トラップを設援した周囲の河川形態とトラップの

形状を Fig.l4に示した湧水が確認されたのは，

淵尻から早瀬の瀬頭にかけて形成された中洲の右

岸の岸際であった 湧水地点を内陸部方向に深さ

50cm.奥行き 2.5m程度掘り，湧出量を増加させ

た後に穴が崩れないように直f猷ヲ 30cmの石で埋

め戻した.そして，河川本流に向けて外径

26.6cm. 高さ 19.4cmの塩化ピニール製パイプを

横向きに設霞しすべての湧水がパイプ内を通っ

て河JIIに流入するようにパイプ居間を埋めた.パ

イプ内には琵琶湖でスジエピ漁につかうエピタツ

ベを改良し底面に直径2-3mmの穴を 300個

桂度開けたものを河川本流側が入り口となるよう

にはめ込んでトラップとした パイプとトラップ

の聞には，市販の水槽浄化フィルター用ポリプロ

ピレンウールをつめ， トラップ入り日以外からの

アジメドジョウの潜入を助いだ. トラップ内とト

ラップ入り口からよ流に 2m離れた水深 30cmの

河床に記録式水温ロガー(オンセットコンピュー

タ一社製 Tidbit) を設置して調査期間中 1時間

間隔. O.lt単位で水温測定を行なった

調査は. 2003年 10月 1B 叩 11月28日の間に

実施し トラップの取上げは. 5 -10日開隔で行

Fig.l4. Trap for Ni仰 elladelicata and setting in the 
groundwater area. The cross indicates the 
water temperature measurement point of the 
streambed area (surface water not affected by 
the groundwater) 

なった.降雨により湧水トラップに土砂が堆積し

たため.11月29日以降は調査を打ち切った. ト

ラップ取り上げ時間は主に午前 11時ごろであっ

たが調査期間のうち.11月9日から 10日.11月

17日から 18日の合計2聞のみ，昼夜の潜入状況

の差異を調査するため 夜明けの午前 6-7時と

日暮れの午後5-6時に取り上げた.取り上げた

トラップに漁獲された生物は，種ごとに個体数の

計数と体長の計測を行なった.体長の計測はオイ

ゲノール麻酔下で行ない，計測後，現場で放流し

た.

越冬場所の河)11測量湧水が発生していた中洲

付近の河川形態を把握するため. 2003年 12月5

日に 70mの底開に縦断方向に1O-13m間隔で. 7 

本の横断測量を行なった各横断線では. 20ケ所

程度の測量ポイントを設置して水準器および標尺

により. 1mm単位で地盤高および水面高を測量

した.
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第3項結果

河床の生息状況の季節変化各調査月に採取さ

れたアジメドジョウの個体数は， 8月に 47個体，

11月に 112個f本， 2月は l個体， 5月は 38個体

であった.これらの値とそれぞれの月に採取した

石礁の下部面積合計値より生息密度を算出する

と，それぞれ 1m2あたり 18.7個体土 39.6(平均

値:tSD)， 38.9個体:t61.8， O.l個体:t0.9， 16.l 

個体土 47.lとなり，各月のアジメドジョウ個体

数密度には有意差が認められた (Kruskal-W allis 
test， T=83.719， P<O.OOOOl) (Fig. 15). 8丹から

11月にかけて密度が高くなり， 2月には低下し

5月には再び増加した (Steel-Dwasstest， P< 

0.01) この結果は，アジメドジョウが夏から秋

にかけていったん河床の底質の下へ潜り，その後

に越冬場所に移動したため冬季には河床で発見さ

れなくなり，春になって再び河床に姿を現したこ

とを示している

アジメドジョウの生息状況に与える底質の影響

を検討するため，以下の解析を特なった.まず，

石礁の下部面積とアジメドジョウ採取確率(サン

プリング回数に対するアジメドジョウの出現比

率)について解析を行なった.石礁は下部面積に

よって 5∞cm2未満，5∞問的9cm2，1C削ー 1499αn2，

15∞cm2以上の4つのカテゴ1)ーに分けた.各階級

の石醸のうち，アジメドジョウが採取された石喋

と採取されなかった石磯の頻度を比較したところ

(Fig. 16)， 11月のデータでは統計的に有意差が

認められ (Fisher'sexact test， df=3， P=0.045)， 

アジメドジョウの採取比率は特に石礁の下部面積

が大きいもので高くなり， 1500cm2以上では 90%

以上に達した. 一方， 8月， 2月， 5丹にはその

ような傾向はみられなかった (Fisher's exact 

test， df=3， P= 0.346， 0.237， 0.070). 次に，アジメ

ドジョウの体サイズと利用する右礁の関係を明ら

かにするため，各サンプリングポイントにおいて

採取された最大個体の標準体長と石礁の下面積の

回帰分析を行なった (Fig.17). その結果，最大

個体の体長と石礁の下面積は 11月の調査におい

て正の相関関係が示されて (;'=0.428，P<O.Ol， 

n=44) ，下部面積が広い石磯ほど大型の個体が採

取されていた.一方，ほかの丹にはそのような関

係はみられなかった (8月;ゾ立0.l08，P>0.05， 

n=32， 5月;?=0.l73， P>0.05， n=22). 

湧水での採取結果 10丹20日から日月 28臼
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までの聞に， 763個体のアジメドジョウが採捕さ

れた (Table4). 水j昆は，河川表流水で 11.8-

21.8tの範囲，湧7](で、 12.3-20.l Ocの範囲であっ

た (Fig.18). 

アジメドジョウの湧水への潜入は河川表流水が

15.8t :t 1.1 SD， i勇水が 15.5t:t 0.9 SDに低下し

た10丹20-27日の関に始まった.11月28日に

は洪水による撹乱で調査が中止したため，潜入の

柊了時期については明らかにならなかった.アジ

メドジョウは，採捕された魚類の 95%を占め，

その他の魚類としてはアカザ Liobagrusreini 31 

f図イ本， カワヨシノボリ 6個イ本， オイカワ 11間体で

あった.アジメドジョウの体長は 38-81mmで，

体長頻度分布は 50-56mmと62司68mmにピーク

がみられた 1日あたりに換算した採捕偶体数は

潜入期間中大きく変化し，最大は 122個体/日で

最少は O.l個体/日であった. 10月20日白 11月

lO日までの間， 1日あたりの採捕個体数はlO個

体/日以下であったが， 11月9-lO日には 50個

体/日.l;J、上に増加した.11月lO-17日の関に

は再び0.5個体/日に減少した後， 11月 17-18 

日は 122i国イ本/日に増加し， 11月 18日ー 28日の

関も 37.5-61.5個体/日と多かった.

河川表流水と湧水の水温動態は長期的にみると

よく似た傾向を示したが，短期間で、は表流水の変

動は湧水よりも大きく，湧水は比較的安定してい

た.それゆえ，湧水は主に夜間に，場合によって

は日中も表流水よりも高温になった (Fig.19). 
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• 
The capture period of Niwaella de!icata in the 
groundwater trap 
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Tabl巴4.NzωaelladeZicata captured by the groundwater trap in the Yasu River in 2003 

Sampling date Sampling time Sampling Number of Number of Standard length (mm) 

interval (days) individuals individuals per day Min Max A verage 

October 1100 Start 

6 1100 5.0 

12 1100 6.0 

20 1100 8.0 

27 1100 7.0 

Nov巴mber 5 1100 9.0 

9 0700 3.8 

9 1700 0.4 

10 0600 0.5 

17 1800 7.5 

18 0700 。司5

18 1700 0.4 

28 1100 9.8 

調査期間中，多くの場合，湧水は午後8時ごろか

ら表流水よりも高温になり，その状態は翌朝の午

前8時ごろまで続いた.湧水が高温となる場合の

水温差は， 11月5日に最大で1.3tとなったが，

ほとんどの場合は 1t未満であった. 1日のうち

湧水の方が高温になる時間数は，アジメドジョウ

の潜入期以前には中央値で 8時間 (n=19) で

あったが，潜入期には 11時間 (n=38) となり，

有意に長くなっていた (Mann-WhitneyU test 

z=1.962， P=0.025) . 

昼夜の採捕量の差異については調査臼によって

傾向が異なった (Fig.20). 11月9-10日に行

なった調査では，昼夜の差はほとんどなく，夜間

の採捕は 57.5i国体/日 日中は 54個体/日で

あった.一方， 11月 17-18日の調査では，夜間

の採捕量は日中の 3倍におよび，夜間の採捕個体

数は 122個体/日で， 日中は 37.5個体/日で

あった昼夜の採捕最の傾向とともに水温動態も

調査日によってまったく異なった.11月9-10 

日の調査では，河川表流水は 15.0句 15.9tの範聞

で，湧水は 15.3-16.l Ocであった.一方， 11月

17 -18日の調査では，表流水は 11.8-15.3t，湧

水は 12.l-13.7
0

Cであった.11月9-10日には表

流水，湧水の水温ともに徐々に低下を続けて湧水

は表流水よりも常に 0.2-0.5
0

C高温になってい

た 一方， 11月 17-18日には表流水，湧水と

もに夜間は低下したが， 日中には上昇した.湧水

は日中には表流水よりも最大で 2.lt低く，夜間

O 

O 

O 

7 

25 

23 

27 

4 

61 

15 

600 

0.0 

。。

0.0 

0.1 57.0 

0.8 52.0 66.0 59.7 

6.6 50.0 74.0 59.9 

57.5 38.0 67.0 54.2 

54.0 49.0 76.0 58.2 

0.5 53.0 73.0 62.5 

122.0 51.0 73.0 59.9 

37.5 50.0 60.0 54.3 

61.2 46.0 81.0 60.9 

には 0.7
0

C高くなっていた

採取されたアジメドジョウのサイズに着目する

と， 11月9-10日の夜間に潜入した個体の平均

体長は 58.2mm:t 7.l SD (n = 27) で，昼間は

54.2mm土 5.3SD (n = 23) であった.一方， 11

月 17-18日にかけての潜入個体の体長は夜間

59.9mm土 6.5SD (n = 61)，昼間 54.3mm土 3.2

SD (n = 15) であった.夜間の個体と昼間の個

体をくらべると， 11月9-10日 (Student-Ttest， 

T=2.263， P=0.028)， 11月 17-18日 (Student-T

test， T=4.718， P<O.OOOl) ともに夜間に潜入する

個体は昼間のものよりも有意に大きかった.特に

夜間には，昼間には見られない 70mmSLを越え

る大型の偶体が潜入していた

湧水付近の河]11形態 測量を行なった横断線ご

との地盤高および水面高を Fig.21に示した 調

査地点付近の水面高の横断分布は，横断線1， 2 

ではほとんど一様で，横断線3から 6にかけて

は，湧水の出ていた中洲を挟んで流れる左岸流と

右岸流で大きく水位差が生じていることが明らか

になったその差は横断線3で約 20cm，横断線

4， 5で約 30cm，横断線6で約 20cmとなってい

た.これは横断線2から 3にかけて右岸流では縦

断方向に約 30cmの落差が生じているのに対し

て，左岸流は約 7cm程度の落差しかないためで

ある (Fig.22). このように，中洲においてアジ

メドジョウの利用する湧水の存在する周辺は，特

に水位の変化が大きいことが示された
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今回の調査結果から，野洲川のアジメドジョウ

は，水温が 1St程度に低下する 10丹下旬から 11

月ごろになると越冬場所への移動を開始すること

が示されたまた，越冬場所への移動に先んじ

て，夏季から秋季にかけて河床の底質の下に潜む

傾向が強まり，特に大きなサイズの底質が選好さ

れていた河床の磯間を越冬場所として利用する

ことは，サケ科 81)，82)や，ヌメリゴイ科・コイ科・

カジカ科 83)などの魚種で知られているが， ド

ジョウ手ヰではこれまでヒナイシドジョウ Cobitis

shikokuensisで指摘されているのみである 84)お
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アジメドジョウは，さらに季節が進み， 11月下

旬の水温約 12tのころになると，それらの底質

の下から移動し湧水へと蛸集した

秋になるとアジメドジョウが河床の湧水に潜入

することは，アジメドジョウを多産する岐阜県で

は古くから経験的に知られており，このような生

態を利用したアジメ穴漁が伝統的に行なわれてき

た 23) 益田JII支川の大洞J11におけるアジメ穴の

漁獲は， 9月初めの水温 14-1Stに低下するころ

から始まり， 9月中旬から 10月上旬の 13-14t 

に最盛期を迎え， 10 -11
0

Cになる 10月下旬には

漁期を終える事が報告されている 78) これらの

状況は，水温に関しては今囲の調査とほぼ同様でL

あるが，潜入時期については野洲川の方が 1ヶ月

程度遅れていた.今回の調査場所である滋賀県甲

賀市が低緯度に位置し標高も低いため，相対的に

水温が高いことが原因と考えられる.潜入開始時

期が異なっても水温はほぼ同じであったことか

ら，明暗周期などの要閣よりも，水温の低下がア

ジメドジョウの湧水潜入行動を解発する鍵刺激と

して働いていると考えられた.また，アジメド

ジョウの利用する湧水の水温については，今回の

調査の結果からみるかぎり，河川表流水と基本的

には類似した動態を示した.これは森ほかや渥

美・岡部の調査結果 78)お)とほぼ同様の傾向で

あった. しかし水温の日賠変化について注目する

と湧水は河川表流水よりも安定しているため，

夜間に湧水が河川表流水と比較して高温となり，

昼間には河川表流水が湧水よりも高くなることが

確認されたその水温差は昼間には河川!表流水が

湧水よりも最大2.9t高く，夜間には湧水が最大

で1.3t高温になった.この結果からは， もしア

ジメドジョウが湧水と河川表流水の水差温を感知

して，暖かい湧水へと移動するのであれば，その

移動は夜間に起こるという仮説が導かれる.後藤

によれば 24) 登り落漁による朝夕の漁獲数の比

較では秋季には夜間の漁獲数が増加し，生殖腺の

発達した 2+魚、以上の個体が多くなるという.ま

た，今回の結果でも，夜間潜入する個体の方が大

きく， 70mmSL 以上の大きな個体のトラップへ

の潜入が夜間のみに眠られていた.これらの結果

は，アジメドジョウの湧水潜入行動の白馬性を示

しているとも考えられる.実際に潜入行動の昼夜

比較をみると， 11月 17-18日には予想通り夜間

の移動量が多かった 11月9-10日の移動量に

は昼夜の差がほとんどなかったが，この期開は雨

天のため日照がなく，湧水が河川表流水よりも終

日やや高温になっていたことが影響した可能性が

ある.これらの結果は基本的には「アジメドジョ

ウは秋季になると相対的に暖かくなる湧水に集ま

るJという仮説と矛盾しない しかし衣聞に湧

水が河川表流水よりも暖かくなる場合の水温差は

1t程度であり，このような小さな水温差をアジ

メドジョウが感知できるか否かについては，水槽

実験などで明らかにする必要がある.

湧水発生と河川形態 今回アジメドジョウが潜

入した湧水は，砂磯堆の中州で発生していた こ

のような場所には河床開隙水と呼ばれ，地下水と

表流水の中間的な性質をもっ亜表流水の流れが存

在する87).88).89) 地形測量の結果をみると，アジ

メドジョウによって利用された湧水は，この河床

間隙水に由来するもである可能性を示していた.

今回明らかになった湧水の水温が地下水でみられ

るほど安定的ではなく，表流水とよく似た変動を

示していたことも，この推測を支持する.渥美・

間部も福井県のアジメドジョウ生息河川の伏流水

の水温を調査して，アジメドジョウが利用する湧

水が地中を潜っているのは短時間であろうと推察

しているお) 河床間隙水は河原や河床の堆讃物

のなかを流れ，その流れは表流水より遅いものの

地下水よりは早く，堆積物の透水係数と動水勾配

によって支配されている卯今回，中洲の透水

係数の測定は行なわなかったが，付近の河床は比

較的粒度の粗い底費となっており，また細粒土砂

も少ない.このような底質の地点は透水性が高い

ため，地下における水の流れは活発である則的

また，河川測量の結果では中洲を挟んで左岸流と

右岸流に水位差が生じており，この動水勾配に

よって中洲布岸側に河床間隙水が湧き出していた

ものと推定される.河床間隙水は，河床などの堆

積物の中では普通に存在するため，河床間隙水に

由来する湧水をアジメドジョウが利用するのであ

れば，湧き出し場所が限られた地下水にくらべ

て，発見はたやすいものと推定される.

第2章 アジメドジョウの環境選択

第 1節温度選択

第 1:r買はじめに

第 1章で述べたように，湧水の安定した水温
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が，アジメドジョウの越冬場所選択に関わる可能

性は過去から指摘されている.すなわち，秋にな

り水温が低下しはじめると，年間の水温変動の小

さい湧水の方が水温低下の著しい河JIIよりも暖か

くなるため，アジメドジョウはその温度差を感知

して媛かい湧水へと集まるという仮説である.外

部からの刺激に対して生物が一定の方向に運動す

ることを走性と呼ぶが 9)) この仮説はアジメド

ジョウが正の温度走性を 少なくとも秋季には

もっていることを意味している.第 l主主の野洲川

における野外調査では，アジメドジョウが集まっ

た湧水は，秋季には夜間を中心に河川よりも高温

になることが示され，湧水の方が高温になる時間

はアジメドジョウの潜入以前よりも潜入期の方が

有意に長かった.また，アジメドジョウの湧水潜

入は湧水の方が高温であった夜開にもっとも多

く，湧水が低温で、あった昼間には少なかった さ

らに湧水が…日中高温になる場合には潜入の昼夜

の差は認められなかった これらの結果はアジメ

ドジョウが正の温度走性をもつことを示唆すると

考えられる しかし野外で、湧水と河JII表流水の

間に生じていた水温差は最大で1.3t程度と小さ

く，このような温度差をアジメドジョウは感知し

うるのかといった点についての検証は十分に行な

えなかった また，岐阜県でアジメ漁に利用され

る湧水と河川表流水の水賀測定を行なったとこ

ろ，十分なデータは得られていないものの溶存酸

素や溶存無機窒素， 1容存無機リンなどの項目で差

が認められた(平松，未発表) この結果をみる

と，アジメドジョウが湧水に誘引される行動が，

温度走性によるものではなく化学的な走性の影響

も考えられる ここでは，アジメドジョウの温度

走性，特に高水温への移動が解発される正の温度

走性について水槽実験により検証したまた，正

の温度走性があった場合，どの程度の感受性があ

るのかを併せて検討した.さらに，潜入行動の日

属性についても検証を行なった.

第 2項材料 と方法

実験 1 直径 60cm，高さ 28cmのプラスチッ

ク製タライを中心にして長さ 65cm，幅 45cm，

高さ 33cmのプラスチック製コンテナ 3個をビ

ニールホースで連結したものを実験装置とした

(Fig.23) .中央の Startchamberとしたタライに

供試魚、を導入し水温の異なる 3つの Chamber

Fig.23. Experimental apparatus of Test 1 in the 
巴xperimentfor thermotaxis of Niωaella 
delicata. Black arrows show the water suply. 

1， 2， 3に移動する供試魚、の個体数を比較するこ

とで，アジメドジョウの温度走性を検証した.

Chamber 1， 2， 3には，十分に曝気された井戸

水がかけ流しになっているタンクからそれぞれ

6.3ml/秒の注水を行なった一方， Start 

chamberではオーノ¥-フローで排水することに

よって， Chamber 1， 2， 3から Startchamber 

への水流を発生させた.流速は Startchamberの

出口で約 2cm/秒であった各 Chamberの水温

調節には，サーモスタット付セラミックヒーター

(Power Safe 500， Seapalex 1020: NISSO)および

投げ込み式クーラー (TRL117D:THOMAS) を

用いた各 Chamberの平均水温は， Chamber 1 

で 19.8t :t 0.2 SD， Chmaber 2で 15.3t :t 0.6 

SD， Chamber 3で 9.6'c :t 0.7 SDであった .

Start Chamberの水温は 16.0
0

C土 0.9SDで，各

Chamberとの水温差は Chamber1 : 3.8 t :t 0.9 

SD， Chamber 2 : 0.7t土 0.5SD， Chamber 3 : 

-6.4
0

C土1.1SDであった (Fig.24) 実験は 11月

19 -26日の関に 6回繰り返し 1閉あたりの実験

継続時間は 24時間とした.イ共試魚、には，野洲川

から実験開始7日前にタモ縞で採集した体長

64.7mm :t 3.7 SDのアジメドジョウ 40個体を用

いた.これらの供試魚、は採集から実験までの期

間，井戸水をかけ流しにしたプラスチック製コン

テナで水温 14.6
0

C:t 1.1 SDの範閤で馴致飼育し

た 飼育期間中は，毎日生きたイトミミズを適量

与えた.11月四日午前 9時に全供試魚、を Start

chamberに導入し，翌日の午前9時に 各

Chamberおよびそれに繋がるホースの供試魚、を

取り上げて，個体数を計数した解析にあたって
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Start chamber of the experimental apparatus 
in Test 1 

は，ホースのなかの個体は各 Chamberの個体と

して扱った.なお，取り上げ時には Start

chamberから各ホースの入り口をゴム栓で塞ぎ，

Start chamberに残った供試魚の迷入を紡いだ¥

取り上げた供試魚は，再びStartchamberへ導入

し，実験をくり返した Startchamber と

Chamber 1， 2， 3の連結の仕方はくり返しのたび

に変更し Startchamberの流水出口の同じ穴か

ら，常に同じ Chamberの水がでることを回避し

た.なお7.Ki晶、測定は，この第 l節の実験だけでな

く，第 2節，第3節の実験も含めてすべて防水型

Cooler 

Heater 

Heater 
Chamber 1 

平松和也

7.Ki鼠ロガー(オンセットコンピュータ一社製

Tidbit) を用いて 1時間間隅， O.lt単位で測定し

た.

実験2 長さ 4Scm，幅 33cm，高さ 27cmのプ

ラスチック製コンテナ 7個をビニールホース， T

字型パイフ¥ボールバルブで連結したものを実験

装麓とした (Fig.25). そ し て 実 験 装 量の

Chamber 3， 5， 7 (以後Startchamberと呼ぶ;

Chamber 5，7については，図中の網がけ部分の

み)にそれぞれ導入したアジメドジョウが，その

上流に位置する水温の異なる 2つの Chamberの

どちらに移動するのかを測定し温度走性の検証

を行なった また，比較のため，まったく水温差

をもうけない対照実験を実施したなお，

Chamber 3，5の中央部にはネットの仕切りを設け

であるため， Chamber 3に導入された個体は

Chamberl， 2のみ， Chamber 5に導入した個体

はChamber3， 4のみ， Chamber 7に導入した

個体は Chamber5， 6にしか移動できない.

実験装置への注水は，常時曝気された井戸水が

供給される 2つのタンク Aとタンク Bより行

なった. タンクA， Bからの?主水は， Chamber 1， 

2， 4， 6に流量 9ml/秒で入り(出口流速では， 2.9 

cm/秒)， Chamber 3と5から間量の排水，

Chamber 7からは流量 lSml/秒で、排水された

温度選択実験中，タンク Aは水温約 1Stに維持

し一方タンク Bは約 22tに保った水温維持

Drain 

D ・nChamber 7 

合
極翌幸専遡

Fig.25. Experimental apparatus of Test 2 in the experiment for thermotaxis of 在̂ωaelladelicata. Black arrows show 
the water supply. Each dotted area is a start chamber where 20 individuals of N delicata were placed at the 
start of each experimental trial. Mesh nets in the center of Chambers 3 and 5 show partitions that prevented 
the mixing of groups of test fish 



時間に調節した.供試魚、の平均体長は 58mm土 6

SD，野洲)11から実験開始4目前にタモ網で採取

し水温 19.2-20.4tに設定されたプラスチック

コンテナで実験まで期l致飼育した. 10月 10日午

前 6時に対照実験を開始し馴致していた 60個

体から 20個体3紐に分けて実験水槽の Start

chamberに導入した導入後30分間は，水槽に

供試魚、を馴致するため， T字パイプに綿を詰めて

移動ができないようにした.その後，魚を驚かさ

ないように綿を外した.導入 12時間後の午後6

時に， Chamberをつなぐボールパルプを閉じて，

Chamber内やホースのアジメドジョウの位置を

確認した.解析にあたっては，ホースのなかの個

体は，各 Chamberの個体として扱った.位置確

認の後， 20僧体3組の供試魚、は，それぞれいっ

たん実験装龍から取りだした後，同じ 20個体の

組をすぐに再びStartchamberに導入した.ただ

し向じ組が繰り返して再じ Startchamberに入

らないように，導入する Startchamberは当初そ

れぞれの組が導入されたものではなく，上流側の

Start chamberにずらして入れた (Hiramatsu

and Hosoya26)を参照).対照実験終了後，すべて

のグループを実験装置から取り出し， 12時間再

びl個のコンテナで蓄養した.この間の水温は

19.2 -20.0tであった温度選択実験は 10月14

日午後6時に開始して 10月 18日午後6時に終了

した 実験手頗は対照実験と同じであった.
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第 3:r頁結果

実験 1 Start chamberから移動した供試魚の

個体数は，実験 l回あたり 5司 17個体の範囲で

あった.Chamber 1， 2， 3へ移動したアジメドジョ

ウの個体数は， Chamber 1で4-16個体，

Chamber 2で 1-7個体， Chamber 3で0-1

個体であった (Fig.27).各 Chamberに移動した

個体数には有意差が認められ，水温が高いほど個

体数が多くなる傾向が認められた (Kruskal-

Wallis test， T= 12.898， P = 0.0016) . また Chamber

1とChamber2， Chamber 2とChamber3 (と

もに Steel儒Dwasstest. P<0.05) ， Chamber 3と

Chamber 1 (Steel-Dwass test， P<O.Ol) の間に

もそれぞれ有意差が認められ，アジメドジョウは

高水温の chamberを選択し低水温の Chamber

を忌避することが示された.

実験2 各 Startchamberから移動した供試魚、

は，サーモスタット付ヒーター (PowerSafe 500， 

Seapalex 1020; NISSO) と投げ込み式クーラー

(TRLl17D; THOMAS)により行なった.タンク

Aとタンク Bの水温差によって，各 Chamberは

さまざまな水温となった (Fig.26).各 Chamber

の水温は 18.4-22.2tの範聞で，平均水温は

Chamber 1で21.6 t :t 0.2 SD， Chamber 2で

18.8 t :t 0.2 SD， Chamber 3で21.1t :t 0.3 SD， 

Chamber 4で 18.9 OC :t 0.3 SD， Chamber 5で

19.5 t :t 0.3 SD， Chamber 6で 18.9t :t 0.3 SD， 

Chamber 7で 19.2t:t 0.4 SDであった.また，

Chamber1と2の水温差は 2.9t 土 0.2SD， 

Chamber 3と4では1.3t土 0.1SD， Chamber 5 

と6では 0.6t:t 0.1 SDであった.対照実験につ

いては，タンク ABの7](I量を同じにすることで，

すべての Chamberの水温に差を設けずに行なっ

た対照実験 の水混の範囲は 18.0-21.3 t ， 

Chamberlから 7までの平均水温は 19.7t:t0.5 

SD から 19.9t:t 0.6 SDの聞で， Chamber間の

水温差は O.ot:t 0.1 SDもしくは 0.1t :t 0.1 SD 

であった.

実験は，まず繰り返し 8回の対照実験を行な

い，続いて 8回の温度選択実験を行なった.実験

継続時間は昼夜の行動比較を行なうために 12時

間とした実験中の明暗周期は蛍光灯により 12
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Fig.27. Numbers of Niwaella delicata that moved to 
Chamber 1. 2， and 3 in Test 1. Circles show 
median number of individuals. Vertical lines 
are minimum/maximum numbers (n 6).へ

significant difference with the Steel-Dwass test， 

Pく0.05

の個体数は，対照実験で 0-12個体，温度選択実

験で 0-16個体であった温度選択実験では高温

Chamberに移動した個体は 3-16個体，低温

Chamberには O叩 11個体であった (Fig.28).対

照実験と温度選択実験の比較結果から，供試魚、は

水温差がある場合，高温 Chamberに移動する個

体が多いことが京された.対照実験では，

Chamber 1と Chamber2 (Mann-Whitney U 

test， U=25.5， P=0.54) ，Chamber 3とChamber4 

(Mann-Whitney U test， U=21. P=0.278)， 

Chamber 5 とChamber6 (Mann-Whitney U 

test， U=26.5， P=0.610)のいずれの比較でも有意

差は認められなかった…方，温度選択実験で

は， Chamber 1とChamber2 (Mann-Whitney U 

test. U=9， P=0.0l4)， Chamber 3 とChamber4 

(ManrトWhitneyU test， U=12， P=0.038)の組み

合わせで，高温chamberが有意に多かった

Chamber 5とChamber6の組み合わせでは，高

温 Chamber側の中央債の方が多かったものの，

統計的な有意差は認められなかった (Mann-

Whitney U test. U立 14，P=0.064). このように，

アジメドジョウは実験を行なった水温範囲 18.4-

22.2tの範囲では，相対的に高い水温の方へ移動

することが示され，少なくとも1.3t土 0.1SD程

度の水温差に対して感受性があることが明らかに

なった.昼夜の移動量を比較したところ，昼間に

移動した個体は対照実験で調査 1問あたり 33-
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Fig.28. Numbers of Niwaella delicata that moved to 
each chamber in Test 2. Circles show median 
number of individuals. Vertical lines are 
minimum/maximum numbers (n 8) 

significant difference with the Mann同Whitney
U test， P<0.05. 

58個体，温度選択実験で 25-44個体.一方，夜

間に移動した個体は対照実験で 13-44個体，温

度選択実験で 47-52偶体であった対照実験で

は，昼夜の移動量に有意差はみられなかったが

(ManルWhitneyU test， U=3.5， P=0.271) ，温度選

択実験では夜間に移動した個体が有意に多かった

(ManrトWhitneyU test. U=3.5， P=0.271). 

第4項考察

実験結果に示されたように，アジメドジョウは

相対的に暖かい水槽へと移動する傾向にあった

反対に冷たい水槽は避ける傾向が認められた.こ

の結果はアジメドジョウが正の温度走性をもつこ

とを示す.また，水温感受性は水温差1.3t程度

のわずかな差にも反応することが示され，第 l

の野外調査で確認された湧水と河川との水温差

を，アジメドジョウは感知することが可能で、あ

り，秋季の越冬場所への移動の鍵刺激となりうる
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ことも示された.変温動物である魚類が生息に適

した水温を求めて移動することは多くの報告があ

り紛 93).94) 河JIIが凍結するような低温帯に生息

する魚種ではアジメドジョウと向様に湧水域で越

冬することが知られている 95) しかし，アジメド

ジョウの生息する河川は凍結するほど低温になる

ことはなく，アジメドジョウ以外に同所に生息す

る魚種のなかで湧水において越冬するものは確認

されていない.アジメドジョウにとって湧水で越

冬することの利点は不明であるが，湧水は産卵場

所としても利用されるため，春先の低水温期の産

卵行動に対する利点や卵のふ化に対する利点打)な

ど産卵環境として有効に働く可能性はある.

ところで，今回の実験では， lt未満の水温差

ではアジメドジョウの移動に明確な正の温度走性

の存在を示しえなかった. しかし一般的に魚類の

水温感受性は鋭敏であり，多くの魚種で 0.03-

0.05tの温度変化を感知することが知られている

ため附.97) 今国の実験で lt未満の水温差にアジ

メドジョウの反応が明確で、なかったのは，感受性

以外のほかの要因があるのかもしれない.例え

ば，実験装置の構造上の問題が考えられる.今

回，実験lでは，低水温の水槽と高水温の水槽か

らの流入水は，それぞれ独立してアジメドジョウ

の収容槽に供給した. しかし，実験2では，低水

温の水槽と高水温の水槽からの流入水は収容槽手

前の T型パイプで合流する.アジメドジョウは，

T型パイプ内の分岐点で高温と低温を識別するこ

とになるのであるが，この部分で明確に高温と低

温が分離していなかった可能性もある.例えば先

行個体がパイプ内にいる場合など，パイプ内の水

がかなり撹持されてしまい，水温差が明瞭でな

かった可能性もある.それぞれの水槽からの流入

部を独立させた構造である方が明瞭な結果が得ら

れたかもしれない.また湧水は水温以外にも，河

川表流水とは水質などの特性も異なるため，湧水

の温度特性が単独でアジメドジョウを誘引するの

ではなく，水質などその他の要因と複合的に機能

することではじめて効果的に働くのかもしれな

し、

潜入行動の自周性については，温度選択実験で

は夜間の移動が多かったものの，対照実験では明

確な差がなく，夜行性は示しえなかった.野外調

査の結果と併せて考えても日間性はそれほど顕著

ではないと推測される.

第 2節流速選択

第 1項はじめに

アジメドジョウは吸盤状の口唇形態をもつな

ど，ほかのドジョウ類にくらべて流水環境に適応

していると考えられている 21).23) 特に活動の活

発な時期には，阜i頼など流速の早い場所で石礁の

表面に生育する付着藻類などを食べて生活してい

る.餌となる付着藻類の生産量は， ?i'iJ JII内で均一

でなく，流速の早い瀬でL生産量が高く，流速の遅

い淵で、は生産量が低い.王手瀬，平瀬，淵の生産量

比は 1: 2/3:1/2であるとの報告もある 98) その

ため，アジメドジョウが流速の早い環境を好むこ

とは，摂餌効率の面から有利であるといえる こ

れらのことからアジメドジョウが流水に誘引され

ること，すなわち正の走流性をもつことが予測さ

れる 走流性は河川'性魚類で、は一般的に認められ

る行動習性である 91) 第 1章第 l節の夏季の野外

調査では，アジメドジョウは遊泳力の弱い幼魚、か

ら成長にしたがって，流速の速い場所へと生息場

所が移っていくことが示され，底質や水深などと

ともに流速が夏季の個体の生息分布を決定する

要な環境要素の lつであることが暁らかになっ

た. しかし夏季に正の走流性があったとしても，

その走性は季節変化を示す可能性がある 通常，

変温動物である魚類は，摂食を行なわない低水温

期には，エネルギー消費を小さくするため，流速

の小さな場所に移動する.その場合，正の走流性

は抑制される必要があろう.一方で，アジメド

ジョウは秋季以降河床の麗質の下へ潜り，その後

さらに湧水の流れに導かれて越冬場所へと集ま

る.この湧水探索の過程において，走流性はなん

らかの役割を果たしているのかもしれない.ここ

では，アジメドジョウの走流性について検証する

とともに，アジメドジョウの流速選択について夏

季から秋季の変化を明らかにすることを目的とす

る.

第2項材料と方法

実験 l 長さ 48cm，幅 33cm，高さ 27cmのプ

ラスチック製コンテナ 3偶をビニールホースでY

字型に連結したものを実験装置として，流水と止

水に対するアジメドジョウの選択性の差異を検証

した (Fig.29).3惜のコンテナにはすべて井戸水

を満たして十分に曝気したが， Chamber 2にの

み，井戸水をかけ流しているタンクから常時注水
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し， Chamber 2から StartChamberに水流が発

生するように設定した.また， Start Chamberに

はオーバーフローを設けて，水が lまかの

Chamberに逆流することを防ぐとともに，水深

を16cmに保ったなお， Chamber 1へは注水

がないため， Start chamberとの連結部には流れ

がなく，止水となっている Chamber 2へのタ

ンクからの注水量は，実験によって 33.9ml/秒，

2.lml/秒， 0.8ml/秒に変更して StartChamber 

へはいる水流がlOcm/秒， 1cm/秒， 0.5cm/秒

となるようにした夏季実験を 2002年7月 11-

28日に，秋季実験は同年 11月7-24日に行な

い，各季節とも流速lOcm/秒， 1cm/秒， 0.5cm 

/秒の順に実験を行なった夏季，秋季ともに，

実験の繰り返しは設定流速ごとに 6回，実験継続

時間は 24時間とした.供試魚、は実験開始6日前

に野洲川でタモ網により 20個体のアジメドジョ

ウを採捕し実験開始までプラスチック製コンテ

ナで井戸水をかけ流して馴致飼育した.供試魚、の

体長は，夏季実験で 59.lmm土 4.9SD，秋季実

験で 60.9mm土 3.7SD，イ共試魚、の体長組成に季

節開の有意差は認められなかった (Mann-

Whitney U test. z=1.332， P=0.091) 罰JI致餌育お

よび実験期間中の水温は，夏季 18.6-28.4 t (平

均 22.8t)，秋季 11.8-16.9t (平均 14.3t) で

あった. 7月 11日および 11月7日の午前 9時に

耕致飼育していた全供試魚、を Startchamberへ導

入し，翌朝 9時に注水を止めて供試魚をすべて取

り上げた.取り上げの際には水槽連結部をゴム栓

で塞いで、Startchamberに残った供試験魚、の迷入

を防止した.各Chamberやホースにいる供試魚、

の個体数を計数した後，取り上げた供試魚は再び

Start chamberへ導入して実験を繰り返したな

合
偲 密 封 同

Fig.29. Experimental apparatus in Test 1 of the 
exp巴rimentfor rheotaxis of Mωaella delicata. 
Black arrows show the water supply. 

お， Start chamberとChamber1 ， Chamber 2 

を繋ぐホースの接続は，実験の繰り返しごとに入

れ替えて，水流の噴出がStartChamberの連結

部の一方に偏ることを防いだ.また，データ解析

時には，ホース内の個体は接続先の Chamberの

個体として取り扱った

実験2 長さ 60cm，高さ 30cm，幅 30cmのプ

ラスチック製コンテナに，長さ 45cm，幅 30cm，

高さ 25cmのプラスチック製コンテナ 5個を接続

したものを実験装置として，流速の異なる 5つの

水流を同時に発生させた場合のアジメドジョウの

反応を検証した (Fig.30). 5つのコンテナ

(Chamber1， 2， 3， 4， 5) は高さを変えて設置

しているため，タンクから注水された水が

Chamber1から Chamber5へと順に流入する構

造となっており， Chamber 5からはオーバーフ

ローによって排水される.各Chamberはホース

で繋がれた Startchamberに対して設置されてい

る高さが異なるため，サイフォンの原理で発生す

る水流の強さは異なり もっとも高い Chamber

lで 152ml/秒， Chamber 2で 89ml/秒，

Chamber 3で67ml/秒 Chamber4で21ml/ 

秒， Chamber 5で4ml/秒の水流を Start

chamberで発生させた.これは， Start chamber 

の 流水 出口 で流 速48.3cm/秒， 28.4cm/秒，

21.2cm/秒， 6.8cm/秒， 1.4cm/秒に相当する.

実験は 2000年 11月30日-12月日日に行なっ

た供試魚は， 11月 12日に野洲川で採取した平

Fig.30. Experimental apparatus in Test 2 of the 
experiment for rheotaxis of Niwaella delicata. 
Black arrows show the water supply 
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均体長 56.9mm:!:: 8.0 SDのアジメドジョウ 100

偶体を用い，実験開始までの期間は十分に曝気さ

れた井戸水をかけ流しにしたプラスチック製コン

テナで馴致飼育した. 11月30日午前 9時に

Start chamberに金供試魚、を導入して，導入後3

B目， 6日目， 9日自， 12日目， 15日目に各

Chamberおよびホースへ移動している個体数を

取り上げ，オイゲノール麻酔下で標準体長の測定

を行なった.供試魚は，麻酔から覚醒したことを

確認した後，再び、水槽へ戻した.取り上げ日に

は， Start chamberと各 Chamberからのホース

の連結位置を毎匝変え， Start chamberの特定の

穴から常に同じ流速の水が出ていることのないよ

うにした さらに 12月20日から 12月22日の 3

日間は，底面からのすべての湧水を停止し湯

水量omlの場合の潜入を調べ，対照実験とした

馴致飼育および実験期間中の水温は 11.7-17.7t 

(平均 15.5t)であった.

第3項結果

実験 l 供試魚、の Chamber1， 2への移動僧体

数を Fig.31に示した流水の Chamber2へ移動

Summer 
20 10cm/sec. 

15 * 
10 

cn 
句 5 

占コ
て3 O 
〉

20 1cm/sec. 
て3

** c 
15 同。目

10 
1.... 。

5 ぷコ

E O コz 20 0.5 cm/sec. 

15 

** 10 

5 

O 

2 

Chamber 

した個体は夏季2-16個体，秋季0-5個体で

あった流速ごとにみると， lOcm/秒で 2争 12個

体(夏季)， 0 -5個体(秋季)， 1cm /秒でし 16

個体(夏季)， 2 -4個体(秋季)， 0.5cm /秒で 2

司 12倍体(夏季)， 2 -4個体(秋季)であった

一方，止水の Chamber1へ移動した個体は 0-5

個体(夏季)， 0句 3個体(秋季)であった

Chamber 1とChamber2への移動量を比較する

と，夏季には 10cm/秒， 1cm /秒， 0.5cm /秒の

いずれの流速においても Chamber2へ移動した

個体が有意に多かったが (Mann-WhitneyU test， 

それぞれ U=3五 2，2， P<0.05， 0.01， 0.01)，秋

季は 1cm/秒， 0.5cm/秒において多かったものの

(Mann-Whitney U test，それぞれ U=3，4.5，とも

にP<0.05)， 10cm/秒については，有意差が認

められなかった (Mann-WhitneyU test， U=17.5， 

P>O.l) • 

なお，流速の速さと移動個体数の多さについて

は，夏季には流速の早い方が中央値の多い傾向が

あったものの，夏季・秋季ともに有意差は認めら

れなかった(Kruskal-Wallis七est，それぞ、れT=1.390，

1.7臼，P=0.499，0.414). また， Chamber 2への移

ー

Autumn 
10cm/sec. 

1cm/sec. 

本

ー
0.5 cm/sec. 

* 

ー
1 2 

Chamber 
Fig.31. Numbers of N仰aelladelicata that moved to Chamber 1 and 2 in Test 1. Circles show median number of 

individuals. Verticallines are minimum/maximum numbers (n = 6). Current velocity of Chamber 1 were 0 
cm/sec.， respectively.へ料 significantdifference with the Mann-Whitney Utest， P<0.05， 0.01， respectively. 
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Fig.32. Numbers of Niwaella de!icata that moved to 
Chamber 1， 2， 3， 4， and 5 in Test 2. Circles show 
median number of individuals. Verticallines are 
minimum/maximum numbers (n = 5) 

動個体数は，夏季には平均 7.3個体となり収容し

た供試魚、全体の 36.5%におよんだが，秋季には平

均 2.5個体， 12.5%程度で， Charnber 1への移動

も夏季平均1.8個体， 9%であったものが，秋季

には平均1.3個体， 6.5%に減少した.このように，

アジメドジョウは，秋季には夏季にくらべ活動性

が低くなっていた.

実験2 実験期間中に 各 Chamber・に移動し

た供試魚の個体数はのべ 113個体であった

方，対照実験では，移動偶体はまったく確認され

ず，アジメドジョウは流水に誘引されることが示

された流速によって移動個体数には有意差が認

められ(Kruskal-W allis test， T= 16.932， P = O.∞19) ， 

流速 1.4crn/秒で 1-11 個体，流速6.8crn/秒で 1-

19個体，流速21.2cm/秒で4-14個体，流速

28.4c町ν秒でO叩 41固体， 48.3crn/秒でO個体とな

り，流速 22crn/秒を越えると著しく移動個体数が

減少した (Fig.32). 

収容した供試魚、の体長頻度分布と湧水潜入僧体

の体長頻度分布に，有意差は認められず (Mann-

Whitney U test， z=0.398， P=0.345)，いずれのサ

イズの個体についても，流水の誘引効果はみられ

た (Fig.33). 

第 21貰考 察

水槽実験によって，アジメドジョウは止水より

も流水に対して選好性があることが示され，予想、

どおり正の走流性をもつことが明らかになった.

しかしながら，その走流性には季節的な変化がみ

られ，夏から秋にかけてアジメドジョウの活動性

40 
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c 。
'1-。
L幽 40 Fish in ChambelS 

ぷ。コ
ε 30 コ
Z 

20 

10 

。
30 40 50 60 70 80 

Standard Length (mm) 
Fig.33. Frequency distributions of standard length of 

Niwaella de!icata tested in Test 2 and the fish 
moved to Chambers. 

が低下するとともに走性が弱まる傾向が認められ

た.特に早い流れへの反応が認められなくなっ

た秋季に走流性を示す限界値は，実験 lで

lOcm/秒未満，実験2では 21cm/秒以下と異

なっていたが，いずれにしても夏季の野外調査で

示されたような 50cm/秒を超える早い流れに対

する選好性は消失しているものと考えられた.こ

れは，秋季になって，流速の早い河床表面から流

水の影響を受けることの少ない河床内部へと移動

する際に，強い正の走流性があると行動が制限さ

れるため走性が抑制されるのであろう.一方で，

秋季になっても，秒速数cm程度の弱い流れに対

する走流性は失われていなかった.この結果は，

秋季に底質の下に潜った後にも，流れのある生息

環境を必要としていることを示唆する これは湧

水を越冬場所とすることと関係すると考えられ

る.アジメドジョウの場合，越冬場所をそのまま

産卵場所としても利用すると考えられるため，流

水環境で、あることがふ化率を高めるために必要で

あるのかもしれない.さらに秋季になっても，微

弱な流水に対して選好性をもつことは，湧水を探

すための鍵刺激として i.勇水が流水であるという
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基本的な特性を利用しているのではないかと考え

られる.アジメドジョウと同じく，湧水を産卵床

として利用する習性のあるブルックトラウト

Salvelinus fontinalisでは可床から噴出す水流

によって湧水を発見することが可能であると報告

されている ω また，走流性に加えて，第 l節

の水槽実験で示された温度走性が複合的に機能す

ることで，より効果的に湧水の探索を行なってい

るのかもしれない.河川では通常我々が自にする

低水路を流れる表流水以外に河床の下や低水路

近傍の河原の内部を流れる河床間隙水と呼ばれる

亜表流水が存在する.これらの水は河床の透水性

や動水勾配によって流れる速度はさまざまである

が，表流水よりも面的に広く流れている.また，

表流水にくらべて流速は遅いものの，地下水より

は早くその流速は数cm/秒におよぶこともある

1∞今回の実験によって示されたように，数

cm/秒程度の流れであれば，アジメドジョウは十

分感知することが可能な流速であるため，河床に

潜ったアジメドジョウは 比較的容易にこれらの

流れを探し当てることが可能で，その流れに沿っ

て，最終的な越冬場所に到達するのであろう.

第3節底賓選択

第 1項はじめに

アジメドジョウの減少要因については，護岸工

事や森林伐採などによる河床への土砂の堆穣が指

摘されている.しかし本穂の底質選択や底質利

用に関する研究は少なく，未だアジメドジョウの

生息に適した底質を保護するための情報の蓄積は

十分とはいえない.第 1章で実施した PHABSIM

による生息場所解析やリーチスケールの生息場

所・非生息場所の環境比較によって，①アジメド

ジョウの 1+魚以上の個体は最大粒径 25cm以上

の大きな嵐質が優占する場所，当歳魚、では粒径

7-25cmまでの底質が優占する場所をそれぞれ夏

季に選女子すること，②アジメドジョウが生息する

水域には，生息しない水域よりも浮き石が多いこ

と，③秋には庇質の下に溶り，その際には大きな

底質の利用頻度が高いこと，などが示されたし

かし野外で生じている現象は，複数の環境要素

棺互の影響や調査地点の地理的影響などがあるた

め，その解析は容易ではない 60)，61)， 101) アジメド

ジョウが好むことが示唆された大きな底質が浮き

石になっている場所は，河川のなかでは特定の場

所に限定される.そのような場所は，ほとんどの

場合，流れが早く，細かい底質が堆積しにくい早

瀬である ω)ι7)，102) 一方でアジメドジョウは，本

章第2節で示したように正の走流性をもっている

ため，流れのある環境を好む.そのため，平瀬に

生息するアジメドジョウは流速の早い環境に引き

寄せられたのか，あるいは浮き石や大きな底質の

環境を選好したのかが明確ではない.さらに，相

乗効果によって，底質選択性を過大に評価してい

る可能性もある.そこで 野外調査で得られたア

ジメドジョウの生息に適した底質の条件が流速の

影響などを除外しでも成立するか否かについて，

明らかにする必要がある.また，野外調査の結果

では安威川における調査では夏季にも大きな底質

に対する選択性が示唆されたのに対し，野洲川で

の調査では夏季にはそのような傾向は認められな

かったため，ここでは底質選択性の季節変化につ

いても明らかにすることを試みた.

第2項材料と方法

仕切りで分間した水槽に 4種類の異なる底質を

充填したものを実験装置として，アジメドジョウ

の底質のサイズや状態に関する選択実験を行なっ

た (Fig，34). 水槽を二重構造にしたのは，排水

の際に， 1共試魚、の入っている内側水槽から車接排

水することなく，内側水槽と外側水槽の向から排

水して供試魚への影響を軽減するためである.内

側水槽の底面には排水穴を開けて内側水槽一様に

排水ができるようにした 底質サイズの実験で

は，水槽の大きさは外側水槽;長さ llOcm，相

85cm，高さ 20cmで，内側水槽は長さ 96cm，相

66cm，高さ 18cm， 1区間あたりの底面積は

1584cm2とした一方，底質の状態、に関する実験

では使用する底質材料が多いため水槽サイズは大

きく，外側水槽は長さ 140cm，栢lOOcm，高さ

35cmで，内側水槽は長さ llOcm，幅80cm，高

さ30cm，1区画あたりの鹿面積は 2200cm2とし

た水槽の水深は，底質サイズの実験で 15cm，

底質の状態に関する実験では 25cmで，内側水槽

の仕切りよりも高く，内側水槽の高さよりも低く

した.これは，供試魚が内側水槽のなかは自由に

移動できるが，内側水槽の外には出ないようにす

るためである.内側水槽の 4つの反画には，それ

ぞれさまざまな底質材料を充填しそれらの底質

に対するアジメドジョウの選好性の差異を評価し



144 平松和也

た.実験に用いた底質材料は，河床から採取した

ものを市販の亀の子タワシとワイヤーブラシで十

分洗浄し. 1週間野外で天日乾燥した.底質のサ

イズについては. 7つのカテゴリーを用意した.

なお，以下の粒径とは，最大粒径を意味する.サ

イズ lは粒径 1cm未満，サイズ 2は粒径 1-2cm. 

サイズ 3は粒径3叩 8cm サ イ ズ4は粒径9-

12cm. サイズ 5は粒径 13-19cm. サイズ 6は粒

径 20-23cm.サイズ7は粒筏 27-37cmであっ

たそれぞれの底質を…定容積に収容した場合に

全容穫にしめる空隙の割合を示す空隙率的)は，サ

イズ 1で35.8%. サイズ2で40.3%. サイズ 3で

45.1 %.サイズ4で47.4%. サイズ 5で49.7%. サ

イズ 6で57.7%. サイズ 7で64.2%で粒径に比例

して増加した…方，鹿賓の状態に関する実験で

用いたカテゴリーは，竹門の分類 67) を参考には

まり石，のり石，浮き石，多層浮き石の 4タイプ

としたはまり石は大若(粒筏 16cm :t 2 SD) 

を粗砂に埋没させた状態としのり石は粗砂の上

に大石を静置した状態，浮き在および多層浮き石

は，粗砂の上にそれぞれ2層あるいは多層に大石

を積んだ状態とした.実験装置は 4つのカテゴ

リーの底質しか同時に扱えないため，底質サイズ

の実験は，実験 lとして，サイズ1. 2. 3. 5の

組み合わせで 2002年 8丹14勾 20日に夏季の実験

を.10月25同 11月2日に秋季の実験を行なった

また，実験2として，サイズ 4.5. 6. 7の組み

合わせで 2002年 8月21-27日に夏季の実験を，

11月 3-9日に秋季の実験を行なった底質サイ

ズ実験に続いて，底質の状態に関する実験を 8月

28 -9月l日と 11月10-14日に，それぞれ夏季

実験，秋季実験として行なった実験の繰り返し

は，底質サイズの実験では夏季，秋季とも 7問，

底質の状態に関する実験では 5聞とした実験継

続時間は各実験とも 24時開である.供試験魚 20

個体は.8月4日と 10月 15日にタモ網で採捕し，

十分に曝気された井戸水がかけ流しにされたプラ

スチック製コンテナで実験開始まで馴致飼育し

た供試魚の平均体長は，夏季 61mm土 8SD. 

秋季 64mm:t 3 SDであり，体長組成に有意差は

認められなかった (Mann-WhitneyU test. 

z= 1.938. P=0.052) . 実験は 8月 14臼あるいは 10

月25日の午前 10時に開始し，馴致していた供試

魚を 5個体 l組として，それぞれの組を内側水槽

の4つの思屈に分けて導入した.翌朝日時に実

験装置の水をサイフォンで外側水槽と内側水槽の

隙間から排水し，水位が内側水槽の仕切りよりも

低くなった段階ですべての底質材料をとり除い

て，区画ごとの供試魚の錨体数を計数した計数

後，底質材料を再び水槽に充填するとともに. 5 

個体 1組にした供試魚を各区画に導入して実験を

繰り返した.底質材料の再充填にあたっては，底

質材料の水槽内の配置を実験の繰り返しごとに変

えて，区間の位置による影響をなくした.実験中

の水温は，夏季の実験で 19.5-29.4 't (平均

22.3 't).秋季の実験で 13.9司 21.7't (平均

18.5
0

C)であった.

Bottom of inner 

chamber 担 当 嗣 酒場咽

Holes covered 

with mesh nets 

Outer chamber 

Fig.34. Structur巴 ofthe experimental apparatus for substrate preference of Niwaella delicata. Gray spheres in the 
compartments of the inner chamb巴rindicate the natural substrates of various sizes or conditions. 
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Fig.35. Number of individuals of Niwaella delicata 
located in substrates of various sizes: size 1 
(Jess than 1 cm in diameter)， size 2 (1同2cm)， 

size 3 (3-8 cm)， size 4 (9-12 cm)， size 5 (13-19 
cm)， size 6 (20-23 cm)， and size 7 (27-37 cm). 
Upper figure represents test 1， lower one test 
2. Circles show median number of individuals 
in summer (open) and in autumn (solid). 
Vertical lines indicate minimum/maximum 
numbers (n = 7).ぺsignificantdifference with 
the Mann-Whitney U test， P<0.05. 
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Fig.36. Number of individuals of Niwaella delicata 
locat巴din substrates of various conditions; 
Hamari-ishi (embedded stones)， Nori同ishi(one-
layered loose stones)， Ukiishi (two-layered 
loose stones)， and Tasou Uki-ishi (four-lay巴red
loose stones). Circles show median number of 
individuals in summer (open) and in autumn 
(solid). Vertical lines are minimum/maximum 
numbers (11 = 5).へsignificantdifference with 
the Mann也WhitneyU test， P<0.05. 

第 31真結果

底質サイズの実験 1において，サイズ1， 2， 3， 

5の底質へ嬬集していた供試魚、の個体数は，夏季

にはそれぞれ0-8個体， 0-9個体， 0-9個体， 2

叩 20個体であった秋季にはo-1僧体， 0 -14 

個体， 0 -13偲イ本， 4 -16個体であった. また，

サイズ 4，5，6，7の底質材料を用いた実験2では，

夏季にはそれぞれO司 5個体， 0 -151国体， 0-5

偶体， 1 -201間体，秋季には 0-11国体， 0-9個

体， 0四 101国体， 7 -20 個イ本であった (Fig.35). 

供試魚、の各区画への闇集は底貿のカテゴリーや季

節によって有意差が認められ，アジメドジョウが

底質に対する選択性をもたず，各区聞に蛸集して

いた餌体数に差がないと仮定した場合の期待値と

は実験1，実験2ともに夏季・秋季のいずれの季

節でも有意差が認められた (Kruskal-W allis test， 

T=8.29， 8.84， 24.53， 28.83， P=0.040， <0.001， 

<0.001， 0.031，それぞれ夏季実験L 夏季実験2，

秋季実験1，秋季実験 2) このように，供試魚は

いずれの実験においても 実験装置のなかでもっ

とも大きな底質材料の区岡を選貯していた.さら

に夏季から秋季にかけて生じた変化として，実験

1，実験2それぞれでもっとも小さな底質材料で

あるサイズ Iとサイズ4の底質に集まる個体が有

意に少なくなっていた(羽ann司WhitneyU test， 
U=6.5， 45， P=O.Oll， 0.005) . 

また，底賓の状態に関する実験では，はまり

石，のり石，浮き石，多層浮き石の区画に鯖集し

ていた供試魚、のf自体数は 夏季にそれぞれ 0-2

個体， 1 -6個体， 1 -81関イ本， 9 -16儲イ本， 秋季

には O叩 2個体， 0 -11臨体， 2 -81菌体， 10 -18個

体であった (Fig.36). 底質サイズの実験と開株

に， 1:共試魚、の各区画への蝿集は底質のカテゴリー

や季節によって差異が認められ，アジメドジョウ

が底質に選択性をもたず，各区画に蝿集していた

倍体数に差がないと仮定した場合の期待値とは夏

季・秋季のいずれの季節でも有意差が認められた

(Kruskal-W allis test， T= 14.90 ;夏季， 16.61;秋

季，どちらも P<0.005).夏季・秋季ともに，供

試魚は底質材料によって形成される空隙の多い麗

質に多く集まる傾向が示され，はまり石はほとん

ど利用されていなかった.秋には多層浮き石に虫詩

集する個体数が特に多く，また，のり石E画の供

試魚、は夏から秋にかけて有意に減少していた

(Mann-Whitney Utest， U=l， P=0.016). 
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第 3J翼考察

水槽実験の結果から，アジメドジョウは活動範

囲でもっとも大きな底質に集まる傾向が認めら

れ，少なくとも実験に用いた粒径 8mm同 31cm

の範囲では底質のサイズが大きければ大きいほど

アジメドジョウの選好性が強いことが明らかに

なった.また，特に多層浮き石に対する選好性が

強いことも示された.

大きな底質に集まる傾向は，実験を行なった夏

季，秋季に共通であったが秋季に一層強くなって

いた.この結果は，野洲川においてアジメドジョ

ウが秋季になると大型の底質の下へ潜ることを示

した調査結果を支持するものである.さらに，多

麗浮き石への選好性が秋季に強まることも，秋季

の底質の下への蛸集を裏付けていた.一方，今国

の実験では，秋季に比べて弱いものの，夏季にも

大型の底質に対する選好性が示された.野外で

は，安威)11で今回の供試魚に相当する 1+魚、以上

の個体において悶様の選好性が認められた一方，

野洲川の調査結果からはそのような傾向は認めら

れなかった.これは，野洲)11での調査が底費の下

面に隠れる個体のみを対象にしていたのに対し，

今回の水槽実験や安威)11での調査は底質の表面や

石の周閉にいる個体の動向を含んで、評価したこと

が影響したと考えられる.アジメドジョウが底質

の大きさを判断する基準は不明でLあるが，本種の

行動は夏季から秋季にかけて昼行性から夜行性に

変化するとの報告もあるため 24) 秋季について

は底質問隙の照度が識別の基準となっている可能

性がある.また野洲川での調査結果において，ア

ジメドジョウの体サイズと選択される底質のサイ

ズの相関関係が示されたことは，触覚が選択の基

準になっている可能性を示唆する.すなわち，個

体は体表が接触しないような十分な広さをもった

空間を選択しているのかもしれない.今回の水槽

実験の結果では体サイズの影響について明らかに

できなかったが，底質の大きさによってアジメド

ジョウ収容量には差があることが示唆された 底

質サイズに関する実験1と実験2を比較すると，

実験 1ではもっとも大きなサイズ 5に集まる個体

数は中央値で 10程度であったのに対し，実験2

では 20個体ほとんどすべてがもっとも大きなサ

イズ 7に集まっていた.これは，サイズ 5の底質

が形成する空隙では 20個体の供試魚、を収容する

ことができないため，あぶれた個体はより小さな

底質の区画へと入らざるを得なかったものと考え

られる このように，底質サイズによって，アジ

メドジョウが利用しうる限界量は規定されるもの

と考えられる.しかしサイズ 5とサイズ 7の底

質では空隙率の差は 15%程度であり，空静:率と

いう指標はアジメドジョウが利用する空間を定量

化するためには適当ではないと考えられる.今

後，アジメドジョウが必要とする空間の容量を評

価するには新たな指標が必要である.例えば小野

田ほかが離の周縁部と河床までの距離として定義

した「喋下陪隙J103)の概念などが有力であろう

さらに，森・渡辺がネコギギPseudbagrus

ichikawaiの生息環境評価のため，河床の床闇め

ブロックの下に形成された空隙に用いた f空隙

度J104) (棒状メジャーを水平に差し入れ空隙の奥

行きとブロック l幅から算出)なども応用可能であ

る.

なお，浮き石の存在は，河床の透水性や河床間

隙水域の形成にも大きく影響し 70) そのため湧

水の発生にも関係すると考えられる.浮き石の多

い環境では河床開隙が多く透水性が高くなるた

め，湧水も豊富に存在するであろう 一方，はま

り石が多く，河床の透水性が低い場所で、は湧水も

少なくなると考えられる.アジメドジョウが秋季

の湧水の潜入に先立って大きな底質と浮き石を求

めて移動することは，湧水の発見を湧水のみの特

性(水温など)によって探索するよりも，容易な

ものにしているとも考えられる

第 3章総合考察

第 1節生息制隈要菌

環境省レッドデータブック第 2版では，アジメ

ドジョウの減少要因は“河川の護岸工事による濁

水の、流下にともなうシルトの堆積，また工事後の

河床の平坦化や伏流水の減少などの生息地の破

壊 " と さ れ て い る 初 同 様 の 記 述 は ， 府 県版

レッドデータブックでも見られる 例えば，京都

府レッドデータブックでは“河川|改修に伴う伏流

水の遮断による越冬および繁殖場所の消失，また

上流域の山林伐採にともなう砂泥の流入による生

息場所の消失，さらに餌となる付着藻類の質の悪

化などが生存に対する脅威となると指摘して

おりお奈良県版レッドデータブックでは，“護

岸工事や森林伐採による河床への土砂の堆積によ
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り，本種の生息、場所である磯嵐や越冬・繁殖場所

となる伏流水が減少している"としている 105)

これらの記述は，アジメドジョウが底生生活をお

くり，河床の石礁の上に生育する付着藻類を摂食

することや秋以降は河床の湧水にi替って越冬した

後，春先に産卵するという生態から推測されたも

のである.すなわち河床にシルトや砂泥などの土

砂が堆積することで，河床の間際が埋まりアジメ

ドジョウがi替ることができなくなったり，付着藻

類の生産量が低下すること，また可床が平迫化

することで，アジメドジョウが好む付着藻類の生

産が活発な早瀬がなくなること，湧水の水源であ

る伏流水の減少によって，越冬・産卵場所が消失

することなどを想定しているものと考えられる

しかしアジメドジョウの生息状況や生息環境を

定量的に調査し環境変化が生息におよぼす影響

を明示した研究例はほとんと守なかった.アジメド

ジョウの生息状況をモニタリングした調査として

は，後藤・後藤が 1967年から 1971年にかけて長

良川で行なった研究幻)があるが，この研究では

アジメドジョウの個体数の減少と製紙排水による

河川の水質悪化との関係が指摘されているのみで

あった

希少種の絶滅を防ぐためには，まず，個体数減

少の要因を明らかにすることが必要である l侃

そのうえで，その減少要因をとりのぞかなけれ

ば，やがてその希少種は絶滅してしまう.そこで

アジメドジョウの場合も 指摘されている減少要

因が本種の生息にどの程度の脅威となっているの

かを検証しさらには提起されていない脅威の有

無についても検討する必要がある.そして，それ

らの開題を整理して，何から手をつけねばならな

いのか，あるいはどのように改善すべきなのかを

明らかにしておかねばならない.

今田の研究結果からアジメドジョウの生息を制

眼する要因を検討すると可床型の多様性，夏季

の水温，底質の状態(浮き石の多さや石のサイ

ズ)，湧水(湯水の多さや温度特性)といった項

目が影響していることが示唆された.このうち，

夏季の水識については レッドデータブックでは

指摘されていないが，安威川の生息水域では，夏

季の平均水温が生息しない水域にくらべて有意に

低くなっていた.比較的高所に生息するアジメド

ジョウは冷水性の魚種といわれており，高水温耐

性試験では， 28tを超えると活力の低下，勢死が

進み， 30tでほとんどの供試魚が死亡したとの報

告がある 69) これらの結果は，河川の水温が何

らかの原由で上昇すると アジメドジョウが生息

できなくなることを示している.河川の水温上昇

をまねく原因としては，地球規模での温暖化，局

地的には，河畔林の伐採による B熊最の増大，支

流や地下水が枯渇して水温の低い水の供給が減少

するといった現象が考えられる.特に安威川の場

合は，採石場による周辺山地開発の影響が懸念さ

れる

次に，底質の状態については，アジメドジョウ

の生息しない水域では浮き石が少なかった. ま

た，水槽実験では，浮き右が多層になっている底

聞に有意に多く集まり，はまり石の区画を利用す

ることはほとんどなかった.この結果はシルトや

砂泥などの土砂が流入し，生息場所の底質が浮き

石からはまり石になってしまうと，アジメドジョ

ウが生息しなくなることを訴す.これは， レッド

データブックで示唆された河床への土砂流入が，

本種の減少要因として実際に働いていることを証

明している.同様に浮き石がはまり在化すること

によって，魚類の生息環境が悪化した例として

は，渡辺ほかの調査したハナカジカ Cottus

nozawaeの研究 61)が知られている.アジメド

ジョウでは，浮き石を女子む傾向は，越冬場所に移

動する秋以降特に顕著で、あった.また，浮き石の

サイズも，本種の生息、に影響し，体サイズによっ

て底質の利用状況が異なり，体サイズが大きくな

ればなるほど，大きな浮き石が必要であることが

示された特に， 7cmを越える大型個体では，下

部面積が800cm2以上のサイズの底質を必要とす

ることが示された

河床型については，安威)11でアジメドジョウが

生息しない水域は，司王i頼が大半を占める河床型の

多様性が低い地形で、あることが示されたこれは

河床が平坦化するとアジメドジョウは生息しなく

なることを示し， レッドデータブックで懸念され

ている河川工事の影響が存在することが証明され

た.実際に安威JIIでは，アジメドジョウの生息数

が多かった R地点において河川改修が行なわれ，

河床が平坦化して流況が単純化した結果，個体数

が減少した

湧水については，アジメドジョウの生息する水

域は，生息、しない水域よりも有意に湧水地点が多

かった.また，アジメドジョウが利用する湧水は
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わずかに夜間に水温が高くなる水温特性をもち 第2節保全への提言

中治iのなかを流れている河床間隙水に由来するこ

とが示唆された.河川における湧水は，その由来

により大きく 3つに分けられる.まず，①斜面に

由来する地下水が河床堆積物を通り流路へ至るも

の(雨や雪が斜面に浸透して流出してくるもの)， 

次に，②流路近傍の浅い部分に存在する地下水に

由来するもの(河床間隙水が流出するもの)，そ

して，③地下深くから湧出するもの(帯水層から

供給されるものなど，特定不能)である鈎ア

ジメドジョウの越冬場所となる湧水については従

来から河床の比較的浅い部分に由来する伏流水起

源の湧水，すなわち②の種類であることが推測さ

れているお)，24)制 今回の研究結果もその仮説を

支持した. しかしアジメドジョウが正の温度走

性をもち，暖かな水の方へ移動することを示した

水槽実験や越冬場所の湧水の水温調査の結果は，

流路近傍の浅い部分に存在する地下水に由来する

湧水で、あっても，一定の期間は地下に滞留して，

少なくとも夜間には表流水よりも高温になるよう

な性質をもつことが必要であることを示してい

る.

このように，これまでにレッドデータブック等

で指摘されている減少要因は，実際にアジメド

ジョウの生息に対して脅威となっていることが証

明された.さらに生息域の水温や底質のサイズの

ように，これまで指摘されることの無かった要因

も影響していることが示され，アジメドジョウの

生息地の保全のためには これらの問題に対応す

ることが必要であることが明らかになった.

なお，今回の研究で明らかになった保全すべき

環境因子には，空間的な階層性がみられた.微細

生息場所スケールでは，河床の底質の大きさや流

速，水深が，個体の生息場所選択に影響していた

が， リーチスケールではそれらの項目はいずれも

アジメドジョウの生息の有無には影響していな

かった.さらに，水系や流域スケールでは，流程

距離や集水域面積，河川勾配などの要因が，アジ

メドジョウの生息分布に影響するとの研究結果も

ある 107) 今後，アジメドジョウの生患環境の保

全を進めていく上では，生息場所構造のさまざま

な空間的・時間的スケールの階層性についても留

意していかなければならない.

第 1節で示したアジメドジョウの生息を制眼す

る環境要因を踏まえて，第2節では本種の生息地

の保護に関して 3つの提言を行なう.

まず，第 lに，河床型の多様性や浮き石の多い

底質の状態を保護するため，河川管理の基本的発

想、を転換することである.すなわち，洪水や河川

内の土砂移動をある程度許容し，土砂の侵食・堆

積作用のプロセスそのものを保証する河川管理へ

と移行することが必要で、ある.河川|は，土砂移動

と流路変動が活発に生じている場である.アジメ

ドジョウをはじめとする多くの河川の生き物に

とって重要な瀬一端構造や間践の多い浮き石の優

占する底質は，増水などの撹乱時に堆積物が動く

ことによって，再生・維持されていると考えられ

る67)，)ω しかし従来のわが国の河川管理は，

洪水やその結果生じる河川形態の変化，土砂移動

などをマイナスの変化としてとらえ，これらの現

象を椋力抑制する努力を行なってきた.例えば，

砂防ダムなどで土砂流出を抑制しさらに護岸工

事などで河岸や河床を完全に固定して流路を安定

化することを目指してきた.アジメドジョウの生

息する河川は，いわゆる“荒れる")11であること

が多く，そのため従来型の河川管理によって，河

川の構造が著しく改変・固定化されてきたこの

ような河川管理は，治水面では一定の成果を得た

ものの，撹乱が生じる頻度や規模が減少し撹乱

によって成立してきた河川の生物の生息場所構造

を変化させていると考えられる.例えば瀬一端構

造について考えると，淵は平水時には物質の堆積

が優占する場所であるが洪水時の洗掘によっ

て，水深が深い環境が維持される 反対に瀬では

平水時には流れが速いため堆積が起こりにくく，

また細かな粒子が洗い流されることで浮き石構造

が維持されるが，増水時には堆積によって新たな

浮き石が供給される.撹乱がなくなると，このプ

ロセスが崩れて淵には細粒土砂が溜まりつづけ，

水深は浅くなる 一方，瀬で、は表層は水流により

土砂堆積は生じないものの，中層以下ではやはり

細粒土砂による底質の目詰まりが進行して，いわ

ゆるアーマー化により透水性や空隙は失われてい

く.このような河床の固定化がアジメドジョウの

生息に悪影響をおよぼすことは今回の研究結果を

みると明らかである。それを回避するためには，

洪水による撹乱と侵食・堆積を許容する以外に手
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段はない.災害を起こすような大規模洪水を妨ぎ

ながら，一定の撹乱を許容する河川管理を行なう

ための方策として，丸井は“平常時の流れを集め

る低々水路部，中規模の出水をスムーズに流下さ

せる主水路部，計甑規模の大出水を処理する高水

敷および余裕部分， といった出水規模別の流路を

もっ複合的な断面計商"の策定 lω)や，その際に

は低水護岸を廃止すること，既存の岩などの積極

的利用を挙げている.しかしこれらの計画の策

定にあたっても，まず，現状としてどの程度の規

模の洪水・増水が起こり，その際に河川ではなに

が起こっているのか明らかにする必要がある.例

えば，玉井は「河床生態保全洪水J110)として，月

l固に 5日開の中規模の洪水が重要であるとして

いる.この程度の洪水が頻繁に起こることによっ

て，河床の磯表面の付着藻類の生産性が向上する

という.撹乱の強度を評価する手法としては，

Townsend et al.が着色礁を人為的に設置し動態

を観察する方法 lll)を考案している.また，北村

ほかは，本研究の第 1章第 l節で実施した

PHABSIMを河床撹乱頻度が魚類生息場に与える

影響の評価に利用している 40) 洪水による撹乱

や土砂移動を通じて，アジメドジョウの生息地を

保全するためには，これらの手法を応用して， ど

の程度の規模の洪水がどのくらいの頻度で生じる

必要があるのかを明らかにしておく必要がある.

第2の提言は，ii'iJ JIIにおける水の挙動に対する

認識を拡大することである.可鬼は"}I/の川たる

性格は「流れる7j(Jという点にある"と述べてい

る48) これを言い換えると川がJ11であるために

は「流れる水」を保全することが霊要であるとい

うことであろう それでは，この「流れる水jを

どう捉えるべきであろうか. I河川IJとは河川水

そのものとその水体を入れる容器としての河床に

よって構成されるが 112) 通常「河川水」として

認識されているのは低水路を流れる表流水のみで

ある.しかし実際の河川では，流路近傍の河原

や中洲のような砂諜堆の内部，河床の内部に流れ

る河床間隙水と呼ばれる亜表流水を有しており，

さらにその深部には地下水が流れている 87)倒的

表流水とともに，これらの河床間際水，地下水を

すべてあわせたものが，真の河川水といえる 112)

河床間隙水や地下水は，表流水よりも流下速度が

遅く，気温の影響を受けないこと，嫌気的環境に

あることなどから，今回の研究結果でも示された

ように水温やその他の水質が異なる.このような

水文・水理学的に異なる性質の水が相互に影響し

あって，河川生態系が成立している.例えば，砂

磯堆の上流端では，表流水が底質内部に浸透する

ことで，開隙水域に豊富な溶存酸素が供給され，

モンカゲロウなとをの水生昆虫の産卵場所になって

いる l∞)問また，開臨水域には独特の生物群集

が形成され 113)， 114) 水とともに底質中に浸透した

栄養塩や有機物は河床開隙、で滞留する間にバクテ

リアやイトミミズ，水生昆虫などの間隙生物に浄

化されて，表流水をj函養する.河床開隙水は地下

水と表流水との物質の仲介役としても機能してい

る.今回の研究結果が示すようにアジメドジョウ

もまた河床間隙水を利用して越冬産卵場所として

いた.アジメドジョウがなぜ河床間隙水を利用す

るのかという点については今後明らかにしていく

必要があるが，アジメドジョウの生息地を保護す

るためには，表流水のみならず河床開隙水や地下

水などすべての河川水を保護する必要があること

は間違いない. しかし，表流水以外の水の流れは

産接自に見えないため，河川行政のなかではこれ

まで荷原や河床の関隙水や地下水が保全の対象と

しされることは少なかった.たとえば，河川改修

で頻繁に行なわれる床面めなどは，表流水と河床

間際水・地下水との水の交換を妨げる また，落

差工は壊堤の根固めが横断方向につくられること

で，間滞、水の上流から下流への流れを遮ると考え

られる.そこで，今後アジメドジョウが生息する

河川の環境を維持していくためには，河J11の水の

流れを単に上流から下流へと流れる表流水として

みるのでなく，水の動きを多面的にとらえ，河原

や河床への垂直方向や横断方向の流れも把握して

おくことが必要になってくる.このような水の流

れを把握するための工夫としては，簡易井戸を利

用したピエソ。メータ一法やパッカ一法などの透水

試験法が開発されており 70).87)，100)，115).116)，117)，118)

これらの活用が望まれる.

第3の提言は，個体群の保全を考えるよでは，

局所的な対応、だけでなく，流域規模での保全体制

づくりを行なうことである.河川環境は微生息場

所スケールから流域スケーjレまでさまざまな階閣

でとらえることができ，それぞれの階層で保全対

策を考えることが重要で、ある ω)，61).62) 特に，河

床型の多様性や前床間隙水域の保全は流域レベル

あるいは一定の流程を単位とした土砂や流量のコ
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ントロールによってしか実現できない.今回の調

査でアジメドジョウの越冬場所となっていた野洲

川の中洲はその翌年の洪水により破壊された 一

方，中洲を破壊した洪水は，新しい中洲を出現さ

せるとともに，新たな越冬場所となる湧水も形成

した.このように，中ナ1'1の位置については動的に

変化していたものの，ある程度のスケールでみる

と，アジメドジョウの越冬場所自体は河川内に安

定して存在していたこのような破壊と再生の平

衡状態が河川本来の特性であり，このプロセスの

保全こそが河川環境を維持するための主柱といえ

る.一方，瀬一淵構造や中洲を維持するためにい

くら頑強な人工構造物を設置しでも，数年単位で

発生する河床変動により理没・破壊されることは

いうまでもない.このような河川の動態を谷田は

f動的安定系J88)と呼ぴ，河川の生息場所構造の

存在様式を振り子に例えている.すなわち，河川

には振り子の先端のように一定の範囲を振れなが

ら常に存在する部分(動的な場)と，振り子の支

点のようにかなり国定的な部分(安定な場)が存

在する.この振り子の先端部分，すなわちアジメ

ドジョウの越冬場所となる湧水の保全のために

は，流域スケール，あるいは少なくともセグメン

ト単位以上のスケールで河川の堆積侵食作用を妨

げない配慮が必要である また，アジメドジョウ

の生息制限要因の lつであった夏季の水温につい

ても，水温上昇を抑制するためには流域の河畔林

や集水域の111地の保全といった視点が必要であ

る.

ここまで，研究結果を踏まえてアジメドジョウ

の生息地を保全するために 3つの提言を行なって

きた.これらを要約すると，アジメドジョウの生

息地の保全には守可川が本来有している，自然の

撹乱である洪水の下での動的な生態系を保全す

る"という視点が必要であると言えよう.玉井は

これを f潜在自然型川づくり J17)と呼んで、いる.

ここでいう「潜在型自然Jとは，“自然園子につ

いては現在の条件を変えずに，人為的な活動のみ

を止めたときに出現する自然"であり，このよう

な自然の姿を常にイメージしながら，自然のもつ

環境容量，すなわち人為的な活動からの回復可能

な限界を想定して河川管理を実施していくことが

まれる.

要約

日本田有の淡水魚で，近畿地方および中部地方

に生息するアジメドジョウ Niwaelladelicataは，

環境省最新版レッドリスト (2007)で絶滅危慎E

類に指定されており，保護対策の確立が求められ

ている.本種の保護には，生息地の環境保護が不

可欠であるが，底生性の生活様式や湧水へ潜り込

む越冬習性が研究を閤難なものにしているため，

本語の生息環境や生態に関する研究はほとんどな

い.本研究では，野外調査と室内実験を組み合わ

せて，アジメドジョウの生息環境を定量化し本

種の減少要因の評価や生息、に適した環境の解明を

行なうとともに，生息環境の維持に関する考察を

行なうことを目的とした.

1 .アジメドジョウの生息環境

夏季の生息環境 夏季の生息場所を規定する環

境因子として，流速，水深，底質に着目し，個体

レベルの利用場所の環境特性を調査した 解析の

手法として，魚類の生息、場所と河川の水理量の関

係についてのシミュレーションモデルである

PHABSIM (Physical HABitat SIMulation 

system) を用いた.その結果，安威川における

アジメドジョウ1+魚以上の個体の夏季の分布

は，流速，水深，麗質といった物理的環境面子に

よって説明できることが示された.一方，当歳魚

の分布では上記の環境要素のみで十分説明でき

ず，越冬産卵場所となっていた湧水の分布などが

個体の分布に影響している可能性が高かった. 1 

+魚以上の個体の生息に好適な環境は，流速 53-

104cm/秒，水深 39-57cm，成質は巨磯である

ことが示された一方，当歳魚では，流速o-
26cm/秒，水深 0-38cm，底質大磯以上であった

このように，当歳魚は緩やかな流速で浅い場所を

好むが，成長が進むと速い流速で深い場所を好ん

で生息することが示されたまた，当歳魚の方が

粒径の小さな底質まで生息可能であった.これら

の結果は PHABSIMがアジメドジョウの生息場

所を評価するためのシミュレーションツールとし

て有効であることを示している.

リーチスケール解析 本種の河川内分布を決定

する環境要簡を明らかにするため，安威川におい

て複数の瀬・淵から構成される川幅平均の 10倍

程度の底間(リーチ)を単位として生息環境解析
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を行なった.生息区間と非生息区開の環境因子の

比較において，夏季平均水温，浮き在の多さ，湯

水密度可床型(平瀬・早瀬・淵の面積比率)で

有意差が認められた.生息芭間は非生息IR間にく

らべて湯水地点や浮き石が多くなっており可床

型が多様で、夏季の水温が低いことが示され，これ

らの環境因子を総合的に解析することで本種の生

息分布が説明できた この調査結果は，

PHABSIMなど微細生息場所スケールの諦査では

示しえないものであり アジメドジョウの生患地

保全のためにはさまざまな空間的・時開的スケー

ルの階層性に着目した対策が必要であることが訴

された.

越冬環境 夏季の生活場所から越冬場所となる

湧水に至るプロセスや，越冬場所の環境特性を明

らかにするため，野洲JIIにおけるアジメドジョウ

の生息場所や湧水潜入状況および湧水の温度特性

などを調査した.越冬のための第一段階として

は，河床の底質の下に潜む傾向が強まり，特に下

部面積 1500cm2以上の大きなサイズの底質が選

好されていた.湧水への潜入は，河JII水温が

15t以下となる 10月下旬に始まって， 12 -13t 

の11丹末にいちじるしく増加した.潜入期間中，

i勇水の水温は夜間に河川水温よりも高くなる場合

が多く，最大1.3
0

C高温となった. 1日のうち湯

水が河川水より高温になる時間は，潜入期以前に

くらべ，潜入期の方が長かったまた，湧水の発

生場所は水位変化の大きい場所で，湧水の起源が

河床間隙水(伏流水)であることを示唆した

2. アジメドジョウの環境選択

温度選択河川表流水の水温低下により湧水が

相対的に高温となった場合，その水温差がアジメ

ドジョウの湯水発見の鍵刺激となる可能性を水槽

実験により検証した.アジメドジョウを収容した

水槽に対して，水温の異なる 3つの水槽 (9.6t

::!:: 0.7 SD， 15.3 t::!:: 0.6 SD， 19.8t::!:: 0.2 SD)か

ら同時に通水し，それぞれの水槽への移動量を調

べた実験の結果，水温が高いほど移動個体数が

多くなる傾向が認められた.また，水温の異なる

2つの水槽への選択実，験で、は，水温差2.9t::!::0.2 

SD， 1.3t土 0.1SD ， 0.6t土 0.1SDの3つのパ

ターンで実験を行なったところ， 2.9t土 0.2SD 

と1.3t::!::0.1 SDの場合において高温の水槽への

移動が有意に多かった.これらの結果はアジメド

ジョウが，ある温度帯では正の温度走性をもつこ

とを示す.また，水温感受性は水温差1.3t程度

のわずかな差にも反応することが京され，野外調

査で確認された湧水と河)11との最大水損差に対し

て感受性を有することが示された

流速選択 野外調査から示唆された走流性につ

いて，流速lOcm/秒， 1cm/秒， 0.5cm/秒の 3

パターンの流水に対して アジメドジョウの移動

量を止水の場合とそれぞれ比較した アジメド

ジョウは夏季にはいずれの流水に対しでも選好性

があることが示され，正の走流性をもつことが確

認できた. しかしその走流性には季節的な変化

がみられ，夏から秋にかけてアジメドジョウの活

動性が低下するとともに走性が弱まる傾向が認め

られた特に早い流れに対する反応が認められな

くなり，秋季には流速lOcm/秒に対する選好性

が認められなくなった.また，秋季に流速

1.4cm/秒， 6.8cm/秒， 21.2cm/秒， 28.4cm/秒，

48.3cm/秒の水流を荷時に発生させて移動量を調

べたところ，流速22cm/秒を越えると，いちじ

るしく移動儲体数が減少した秋季の搬流速に対

する走流性は，河床へ潜入した後に湧水の発見に

役立っているものと考えられる.

底質選択 野外調査により示唆された，底質の

サイズや状態に対する選好性を検証するため，さ

まざまな底質材料を充填した水槽に導入したアジ

メドジョウの分布の偏りを調べた.最大粒径で

1cm未満， 1 -2cm， 3 -8cm， 13“ 19cmの4種類

の底質材料の組み合わせでは，夏季・秋季ともに

もっとも大きい 13-19cmの底質材料を充填した

区画に供試魚が蛸集した また，最大粒径で1

12cm， 13 -19cm， 20 -23cm. 27 -37cmの組み合

わせでは，夏季・秋季ともに 27-37cmの底面に

蛸集した.このように，底質のサイズが大きけれ

ば大きいほどアジメドジョウの選好性が強いこと

が明らかになったまた 大きな底質に集まる傾

向は，夏季.秋季に共通であったが，秋季に一層

強くなった底質の状態に関する実験では，はま

り石，のり石，浮き石，多膳浮き石の比較を行

なったところ，特に多層浮き石に対する選好性が

強いことが示され，その傾向は夏季.秋季に共通

で、あったが，秋季に特に強かった

本研究は，絶滅危倶種アジメドジョウの減少要

因と推定されている，河床への土砂堆積による河
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床間隙の減少，河床の平坦化や伏流水の減少など

の現象が実際に生息、を制限することを訴したさ

らに，夏季の水温や底質の大きさなどの環境要素

も重要で、あることが明らかになった.アジメド

ジョウの生息地の保全には，流域全体を視野に入

れた保全対策を策定し，洪水・河川内の土砂移動

を許容する河川管理を行なうことによって多様な

河床形態や浮き石を中心とした透水性の高い底質

環境を維持することが必要である
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