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Abstract To c1arifシtheforaging microhabitat of the Japanese charr， Salvelinus 
leucomaenis， 1 investigated focal point depths and ve10cities in a 730-m reach of a 
typical mountain stream in central Japan in the spring and summer of 2004. The 
water depths and velocities of focal points used by 123 fish (>9-cm fork length) 
were compared to data for random points in the stream. The charr utilized focal 
points with depths> 10 cm and velocities<60 cmls. The preferred habitat was com-
paratively deeper (21-60cm) and moving at a slower velocity (1l-20cmls). The 
proportion of favorable foraging habitat in the study reach was calculat巴dto be 
15% in July and 18% in August based on focal points. This habitat was dispersed 
in small patches and distributed randomly throughout the reach. In small mountain 
streams such as the one studied here， there are repeated small steps and pools. 
Most of the favorable foraging habitat was in the pools. Therefore， charr density 
may be affected by river morphology， such as the number of pools or steps in a 
reach. 
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本にかけて分布する冷y水k性のサケ科f魚魚申良、類で

ある(Jハ川iリl那部ほか， 2001).分布の南限付近では

河川で一生を過ごす河川型個体群が出現し(中

野・前)11，1994)，低水温の山地河川に生息する.

個体群同士は地理的に陪離されることが多く，異

なる水系または地域ごとに形態形質(山本ほか，

2000; Nakamura， 2003) および遺伝形質 (Ya欄

mamoto et a1.， 2004)に変異がある. しかしながら，

多くの在来個体群では，ダム等の人工工作物によ

る個体群の分断に河川環境の悪化や強度の漁獲が

加わって，激減あるいは絶滅が進行している(前

)11， 1999). そのため，個体群によっては早急、かっ

具体的な保全策が求められている(佐藤ほか，

2006) . 

境の復元を考える際に，生息場所の環境特性に関

する知見は重要で、ある.その中でも採餌場所は，

日中の多くの時間を採餌に費やす魚類にとって

基本的な微生息場所のーっといえる.イワナの主

な餌生物は，陸生や水生の無脊椎動物であり

(Furukawa-Tanaka， 1985; Tanida et邑1.， 1989; Iguchi 

et a1.， 2004)，多くのイワナは流れの中の一地点に

留まるように泳ぎながら，水表面あるいは水中を

流れてくるこれらを採餌する(中野， 1991).この

場所は遊泳定位点 (Focalpoint)と呼ばれ (Griffith，

1972; Fausch， 1984)，河川環境に対する選択性が

種によって異なることが知られている (Dolloffand 

Reeves， 1990; Lohr and West， 1992; Nakano and 

Kaeriyama， 1995; Nakano et a1.， 1998) .イワナの遊

泳定伎点は，同所的に生息するヤマメ 011-

corhynchus mαsou masouや外来種との種間競争ま生物にとって良好な生息域の保全や劣化した環
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たは資源分割の観点から調査されているが(Nakano，

1995; Miyasaka et al.， 2003;狂asegawaand Maekawa， 

2006)，単独生息域における研究は少ない(山本ほ

か， 2001; Hasegawa and Maekawa， 2008). また，

イワナが主に生息する山地河川では，たとえば

PHABSIM (玉井ほか， 2000) などの物理指標を

用いた生息場所の定量的な評価は十分に行われて

いない.

そこで本研究は，潜水目視による行動観察と河

川の物理環境の測定をもとに，急、勾配な山地河川

におけるイワナの採餌場所特性を明らかにし，河

川区間における潜在的に好適な採餌場所の定量化

を試みた.

調査場所と方法

調査場所 長野県伊那市および宮田村に位置す

る天竜川水系の藤沢JlI(35079.2'N， 137095.5'E)で

調査を行った.藤沢JIIの上流域は，天然の落葉広

葉樹と植栽されたヒノキ Chamaecyparisobtusaま

たはカラマツLarixkaempferで構成された植生に覆

われた自然河道である.天竜J11から約6kmの地点

にある北水沢との合流点(標高し170m) を始点

とし，そこから上流の流程730mを調査区間とし

た (Fig.1). 調査区間の周辺水域は，自然河川に

おけるイワナの資源動態を把握する目的で， 1999 

年から潜水観察または電気ショッカーによる標識一

再描調査が行われている(柳生， 2008). 調査区

関の平均JII幅(土標準偏差)は1.56土0.63m，平

均日流量は毎秒0.076:::':::0.058m乙平均河床勾配は

20.0%である.河床形態は典型的なAa型(可児，

1944) を示し， 150倍以上の淵が認められた.水

温は夏季でも 140Cを超えることはほとんどない.

2002年の5月 7月および8月の平均水温はそれぞ

れ8.90C，12.30Cおよび12.90Cであった.生息魚類

はイワナのみである.ただし，調査区間の上流およ

び調査区間に流入する小支流にはイワナも生息し

ない.調査区間の2km下流で地元漁協によるイワ

ナの放流が行われているが，調査区間に到達する

には急傾斜の未舗装路が約 1km続くことから，瀞

漁者はほとんど訪れない.調査区間における 2004

年の春から夏にかけての l歳魚、以上の密度は，

100m2あたり約 10.3尾で、あった(柳生，未発表). 

潜水自視観察 シュノーケリングによる潜水観

察を 2004年5月 (28日-6月2日)， 7月 (9-27日)

および8月(10-13日)の合計3由行った.上記期

間のうち，晴天または曇天の日中 8:00-17: 00の聞

に潜水観察を行い， 4-6臼かけて調査区間の下流

1km 

T enryu River 

'<~い:""ノアゲ
， 

Study site (Fujisawagawa stream) 

Fig. 1. Map of the study site. The study was con-
ducted in a 730-m reach of Fujisawagawa Stream， a 
tributary of the Tenryu River. The dotted line indicates 
the watershed. 

から上流に向かつて遡行した.水中の透明度は良

好であったが，連続する落差によって視認範囲は

5m程度に限られた.浅い水深の箇所は顔を横に

向け，簡留しながら移動することで，ほとんどの

水域でイワナを探索した.ただし，著しく視界が

悪い乱流の中や主流路からはずれた水たまりにつ

いては観察を行わなかった.調査区間には大磯や

乱流などが多く存在し，これらに隠れながらゆっ

くりと近づくことで観察者によるディスターバン

スの影響を小さくした.

発見したイワナが採餌行動を行うまで2-3分開

の観察を行い，その個体が遊泳定位した状態の鼻

先を遊泳定位点とした.個体につき複数の遊泳定

位点がある場合は，そのうち最も利用頻度が高

かった l点のみを計測した.ただし，採餌を行わ

ない個体の遊泳場所は計測しなかった.なお崩

内の生息、数が少ないこともあり，劣位個体に見ら

れる底をつつく採餌行動(N北anoand Furukawa-

Tanaka， 1994)は観察されなかった.

個体の重複観察を避けるため，調査中に確認し

た個体はタモ網を用いて捕獲し，その日の調査終

了まで晴雄した.捕獲個体はデジタルカメラで体

側を撮影し，パーマークによる個体識別を行った

(柳生ほか， 2007). 遊泳定位点の位置を見失わな

いように，カラーテープを巻いた長さ 4cmの鉄棒

をその直下の河床に埋設した.

遊泳定位点の計測 遊泳定位点の物理特性は，

水深，流速， JJ支質およびカバーなどによって説明
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されている (Lohrand West， 1992; Urabe and Nakano， 

1999). ただし，調査区間の持床は，過去の出水

の影響を受けて粗牒 (cobble)および大磯 (bolder)

が卓越しており，多くの研究で重要なカバー要素

とされる倒流木，岸のえぐれおよび水面上の植生

(Urabe and Nakano， 1999)については海道内にほと

んどみられなかった.このため，本研究で、は遊泳

定位点の物理環境として特に水深と流速に着目

し，定位点水深，河床からの距離，定位点流速お

よび個体の尾叉長を計測した.

定位点水深はプラスチックスケールを用い，水

面から遊泳定位点までの鉛直距離を可床からの

距離は遊泳定住点から河床までの鉛藍距離をそれ

ぞれ1cm単位で、計測した.定位点流速はプロペラ

式流速計(コスモ理研CR-7型:Tanida et al.， 1985) 

を用い，遊泳定位点における 10秒間のプロペラ回

転数を計測したのち，流速に換算した.ただし，

プロペラが自転しない場合の流速は毎秒Ocmとし

た.捕獲伺体の尾叉長は0.1cm単位で、計測した.

捕獲できなかった個体は，その僧体がいた場所に

近接する擦や枝にスケールをあて， 0.5cm単位で、

推定した.潜水観察による推定値と実際の計測値

を複数個体で比較したところ，その誤茶は

土0.5cm以内であった.

夏までのイワナ当歳魚、の生息場所は高齢魚、と

なり，岸近くの浅い緩流部であることが多いため

(斎藤， 1975; 久保田ほか， 2001)，捕獲時の体サ

イズ組成から当歳魚、の可能性がある個体(尾叉長

9.0cm未満)を除き歳魚、以上のみを解析に用

いた. 7月および8月の調査では，それぞれ12尾

および13尾の再捕個体が含まれていたが，再捕さ

れるまでに十分な日数があること，捕獲地点が多

くの場合で異なり遊泳定位点データが一致しない

ことから，これらを独立したデータとして扱った.

渇川環境の計測 河川流程に沿って2m間関で

横断ラインを設定し，ラインごとにその)11幅を5等

分する簡所の中心で水深および流速を計測した.

流速についてはプロペラ式流速計を用い，水深が

10cm未満の場合は l点， 10cm以上30cm未満の場

合は2点， 30cm以上の場合は3点をそれぞれの水

深に対し等分する点で計測し，それらを平均した.

河川環境の計測は2004年11月30日 12月18日

にかけて行った.遊泳定位点(春から夏)とiPJ)11 

環境(秋から冬)の計測時期は異なるが，流量が

変化しない限り河川内の水深および流速は一定で

あると披定した.流量は調査区間の中央付近に設

置した自記水位計(坂田電気株式会社HRL-5) と

その地点の流速測定法によって観測した(柳生，

2008). 7月， 8月および河川環境計測期間中の平

均流量は，それぞれ毎秒0.058m九 毎 秒0.040m3

および毎秒0.043m3と年間のほぼ平水量であった

のに対し，5月はこれらの約2.5倍(毎秒0.107m3)

であった.なお，調査期間中に河床地形の変化を

伴うほどの大きな出水はなかった.

遊泳定位点の選択性 Baltz (1990)の選択度指

数 (D)を用いて河川環境に対する遊泳定位点の選

択性を求めた.ただし 5月の遊泳定位点はやや

増オ三時に計測したものであったため， 7月および8

月のデータについて選択性を求めた.

D=(r-p)/(r+p)-2rp 

ここで rはイワナが利用した遊泳定位点に占め

る微小環境の割合，pは調査区間の物理環境に占

める微小環境の割合とする.選択度指数は，

Matthews (1996)および、Wissmarand Craig (2004)に

従い，次に挙げる 5段階で評価した.r強い忌避性

があるJ: -l.00三D<-0.50，r忌避性があるJ: 
-0.50~D< 一 0.25 ， r選択性がないJ: -0.25~ 
D<0.25， r選択性があるJ: 0.25~D<0.50， r強い

選択性があるJ: 0.50~D< l.OO. 

遊泳定位点は水深と流速の相互作用によって決

定すると考えられたため，水深および、流速それぞ

れだけでなくそれらの複合環境(水深流速環境)

についても選択性を求めた.また， r選択性があ

るJまたは円安い選択性がある」と評制された水

深流速環境を好適採餌場所とし，計測した物理環

境中に含まれるその割合を算出した.さらに，好

適採餌場所の河川内分布を平面的に国示した.

結 巣

イワナの遊泳定位点 3囲の調査で，捕獲した

106尾および、水中でL尾叉長を推定した 17尾の遊泳

定位点を計測した.計測した定位点水深は

4-53cm，河床からの距離は0-29cm，定位点流速

は毎秒0-48cm，個体の建叉長は9.1-23.0cmで、あ

り，これらの項目に調査月による差はなかった

(Table 1). 

定位点水深における 10cm底分の頻度分布は，

11-20cmをモードとする一山型を示し， 5月， 7月

および8月の計測個体のうち，それぞれ44%，48% 

および50%がモードの区分を利用していた(Fig.

2). 開様に，定位点流速における毎秒 10cmIZ分
の頻度分布は，毎秒 11-20cmをモードとする一山

型を示し， 5月， 7月および8月の計測個体のうち，

それぞれ62%，50%および53%がモードの区分を
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r=0.128，8月 n=38，r=0.057，すべてP>0.05). 

調査LR聞の河JII環境伏流により流水の計測が

できなかった 15点を除いて，調査夜間全体で

し810点の水深 (0-59cm)および流速(毎秒

0-230cm) を計測した.水深における 10cm区分

の頻度分布は， 1-10 cmをモード (980点=54%)

として，それより深くなるにつれて調査区間全体

に占める割合が徐々に減少する分布を示した (Fig.

2) .また，流速における毎秒10cmIR分の頻度分

布は，毎秒1-10cmをモード (443点=16%) とし

114 

利用していた (Fig.2). 

尾叉長と定位点水深との間には5月および7月

において有意な正の相関が認められ (Pearsonの相

関係数， 5月 ;n=39， 1'=0.373， P=0.019， 7月 ，n= 

46， r=0.357， P=0.0148)，尾叉長が大きいほど深い

水深に定位する傾向がみられた.ただし， 8月に

おいては有意な相関は認められなかったい=38，

1'=一0.127，P>0.05). 一方，罵叉長と定位点流速

との閣にはすべての月で有意な相関関係は認めら

れなかった (5月 n=39，r= -0.084， 7月 ，n=46， 

Sampling number offish and mean::i::SD value for focal point characters about each month Table 1. 

ANOVA 

F P 
Aug.l0-l3 Ju1. 9-27 May 28-Jun. 2 Sampling date 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

2.43 

1.60 
0.l3 

0.61 

35 
3 

15.5ごと3.6

18.8土7.2

7.1土3.7

14.7::i::7.6 

32 

14 

15.1 :t3.8 
17.7:t8.8 
6.7:t3.9 
16.6:t 10.8 

39 
O 

l3.8ごと3.6

21.6こと8.1

6.6ごと5.2

14.6土10.1

No. offish caught 

No. offish estimated fork length 

Fish fork length (cm) 

Focal point depth (cm) 

Distance from the stream bottom (cm) 

Focal point velocity (cmJsec) 
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comp1ex habitat based on water depth and ve10city 
were described as: strong avoidance (一1.00豆D<
-0.50; gray)， avoidance (一0.50話D<ー 0.25;dotteの，
no se1ection (-0.25~D<0.25; diagona1s)， se1ection 
(0.25~D<0.50; cross-hatched) and strong se1ection 

(0.50~D< 1.00; b1ack). 

Fig. 3. Habitat preferences of charr with respect to 
the water depth (left) and ve10city (right).羽生iteand 
b1ack bars indicate Ju1y and August， respective1y. De-
tails of the se1ectivity index are shown in the text. 
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て，それより速くなるにつれて徐々に減少する分

布を示した (Fig.2).

遊泳定位点の選択性水深に対する定位点水深

の選択性は， 21cm以上の範囲に認められた.ま

た， 1-10 cmの範囲には忌避性が認められ， 11-20 

cmの範閤には選択性または忌避性は認められな

かった (Fig.3).流速に対する定位点流速は，毎秒

11-20cmの流速のみに選択性が認められた.毎秒

1-10 cmの流速には選択性または忌避性が認めら

れず，毎秒21cm以上の流速で、は選択性が認めら

れないか忌避性が認められた (Fig.3). 

水深流速環境に対する遊泳定位点の選択性は，

水深11-60cmかつ流速毎秒 1-50cmの範盟内に認

められ，そのうち強い選択性は主に水深11-40cm

かつ流速毎秒1-20cmの範閤に認められた.また，

水深についてはより遅い流速での，流速について

はより深い水深での選択性が強くなる領向があっ

た(Fig.4).

好適採餌場所が河川環境に占める割合は， 7月

および8月で，それぞれ15%(264点)および18%

(324点)であった.好適採餌場所は，単独あるい

は小規模なまとまりを形成しながら，河川内に分

散して分布していた (Fig.5). 

択されていたとすると，その環境は異なるはずで

ある. しかし，各項目の計測値に調査月による護

はみられなかったことから，期間中の遊泳定位点

は場所ではなく特定の条件が選択されていたと考

捜n言、

7月および8月の流量に対し， 5月はそれらの約

2.5倍で、あった.平均水深および平均流速は流量に

応じて変化するため，各月で向ーの採餌場所が選

考
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えられる.

定位点水深の選択性は浅い水深には認められ

ず， 21 cm以上の範聞に認められた.また， 5月と

7月の尾叉長と定位点水深との簡には正の相関が

認められた.これらのことから，特に大型魚にお

いて， より深い水深が貯まれることが示された.

定位点流速の選択性は，毎秒1l-20cmの範

囲のみに認められた.ただし，尾叉長と定位点流

速との閤に相関がないことから，体サイズにかか

わらず多くの個体で比較的遅い流速が好まれるこ

とが示された.水深流速環境に対しては，同じ水

深であっても遅い流速，同じ流速であっても深い

水深の場所で、の選択性が高くなっており，これら

に相五作用があることが示唆された.

サケ科魚類の成長をもたらす獲得エネルギーは，

流速と餌生物の流下の関係によって説明される

(Fausch， 1984). 流速と餌の流下審度には正の相関

があり，流れの速い表層付近の流下量が多くなる

(Furukawa-Tanaka， 1992). 一方，流速が速くなる

と遊泳に伴う消費エネルギーが増加する.その増

加率は種の形態や生理的な特徴によって異なり，

イワナではヤマメよりも速い流速でのエネルギー

消費量が大きいと考えられている(中野， 1991). 

そのため，早い流速に定位することはイワナに

とって有益で、はないかもしれない. これまでに報

されている遊泳定位点の平均流速は，本研究で

選択性が認められた毎秒11-20cmの流速の範聞に

含まれている(中野， 1991; Nakano， 1995;山本ほ

か， 2001; Miyasaka et al.， 2003) . したがって，イ

ワナの定位点流速は，潜在的に遅い流速が好まれ，

河川l間あるいは個体群簡の違いは小さいと考えら

れる.一方，深い水深は，鳥類やほ乳類による捕

食を回避するカバーとして認識されており (Al-

louche， 2002)，水深に対する選択性は個体の生存

に関わると考えられる. しかしながら，本研究に

おいて選択性が認められた水深は，山本ほか

(2001)による遊泳定位点の平均水深 (27-37cm)お

よび、Nakano(1995)による採餌場所として最も利用

された水深 (81-120cm)よりもかなり浅かった.た

だし，本研究では「選択性がない」と評価された

11-20cmの水深においても多くの個イ本の利用が認

められた.このことは，調査区間には深い水深の

場所が少ないために，やむを得ず浅い水深で採餌

する個体がいたことを示唆している. したがって，

水深に対する選択性は河川内のより深い場所が選

択され，環境の異なる河川l開ではその債が異なる

ことが考えられる.

採餌場所の選択性はカバーからの距離にも影響

を受けることが予想される (Urabeand Nakano， 

1999). しかしながら，本研究のような落ち込み

(落差の小さな滝状の流れ)と淵が短い流程で交

互に連続する山地小河川では，水面の大部分は常

に白泡で覆われるかまたは波立っており，睦上か

ら水中への視認性は良くない.このため，このよ

うな複雑な流れ自体が捕食者回避として機能し，

カバーへの依存度を低減している可能性がある.

本研究と同程度の規模の河川におけるイワナでは

カバーを選択的に利用しないことが報告されてい

る(山本ほか， 2001). 

河川環境に対する好適採餌場所の割合は 15%お

よび18%であった. したがって， 自然再道といえ

ども，イワナにとって好適でない場所が多く含ま

れることが明らかとなった.また，好適採餌場所

は，小規模にまとまりながら河川内に分散分布し

ていた.これらのことは，山地河川特有の河川形

態と好適採餌場所との関係を示唆している.一般

的な山地河川では，落ち込みと淵が交立に連続す

る(高橋・太田， 1999). この形態は，急勾配で

小規模な河川lほど縮かくなり，区間内に多数存在

することが予想される.本研究でイワナの摂餌場

所として選好された水深が深くて流速が遅い場所

は，一散的な出地河川では淵である場合が多い.

また，パッチ状に分布する貯適採餌場所は河町内

に多数存在する淵の分布状態を示唆している出

はイワナにとって好適な採餌条件が満たされるの

みならず，視認範闘が広いため，採餌効率が高い

と考えられる.一方鼎以外の環境では，潜在的

な採餌場所が少ないうえに，乱流や大礁などの物

理樟害物によって視界が遮られる. したがって，

調査区間におけるイワナの好適採餌場所は主に淵

に存在すると考えられる.

本研究の結果は，サケ科魚類の生息量と淵量と

の関係を示唆する過去の報告 (Urabeand Nakano， 

1999; Rosenfeld et al.， 2000; Mossop and Bradford， 

2006)を支持する.ただし，本研究のような小河

川では，視認範囲が広くて深い淵の存在は採解効

率および捕食者間避の面で特に重要であると思わ

れる.そのため，このような淵の規模が縮小する

場合や，淵そのものが消失する場合は生息数に強

く影響すると予想される.イワナの在来個体群の

ほとんどは河川上流部に隅離して生息することか

ら(中村¥2000;遠藤ほか， 2006)，このような河

川区間では淵を捕失させない河川管理が必要で、あ

る.たとえば，河川構造物の設置や林道建設に捺
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しては，たとえ一時的であっても過度の土砂流入

を防ぐ，河床地形を大幅に改変しないなどの配慮

を行うことが望ましい.また，土砂の堆積により

i閣が減少傾向にある河川では，淵の造成によって

魚類個体群の田復が保進されると考えられる(佐

藤・名越， 2005). 

河川区間に生息可能なイワナの数や量は，採餌

場所の影響を強く受けると考えられる.つまり，

女子遮採餌場所の量や空間分布が異なる河川では，

単位面積あたりのイワナの許容量が異なるはずで、

ある. したがって，イワナの生息状況を評価する

場合，採餌空間の量や質についても評価を行い，

その許容量に対して生息、密度が評価されるべきで

あろう.そのためには，さまざまな河川区間にお

いて梓川環境と生息脅度の対応関係が明らかにさ

れる必要がある.
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