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渓流魚在来個体群生息水域の推定

大浜秀規・高橋一孝

近年、水産資源増大のための放流事業が地域の遺伝資源を撹乱している可能性があること I. 2）及び自然環境の

改変が生物の多様性の減少を導いていること 3）が指摘されるようになってきた。そこで、地域遺伝資源の保全に

配慮した増殖事業の実施を検討するため、過去に放流を行ったことがなく、その地域独自の遺伝子が残されてい

るアマゴ、イワナの在来個体群生息水域の推定を行った。

材料及び方法

調査方法は、既に同様の調査を行っている栃木県の方法4）に準じた。

調査水域を図 lに示した。調査水域は、富士川水系早川の

早川漁業協同組合の漁場範囲（早川橋から上流の早川の本流

及び支流〉とした。

調査は、渓流魚の生息水域、放流の実績（放流年度、放流

場所、放流種苗の由来）、放流場所より上流の遡上阻害物（滝

等）の位置について漁協の放流関係者、遊漁者、釣具店及び

関係市町村に聞き取りを行った。

遡上阻害物が堰堤等の河川工作物である場合には、その位

置及び竣工年度を設置者である、建設省関東地方建設局富士

川砂防工事事務所、東京営林局野呂川治山事業所、山梨県身

延土木事務所、同鰍沢林務事務所、同企業局電気課、日本軽

金属欄山梨事務所、東京発電（欄雨畑川発電所、東京電力側早

川工務所、早川町、身延町に聞き取りを行った。 図 1 調査水域

放流種苗については、種苗を供給した養殖業者に、放流時点における由来の聞き取りを行った。

聞き取った情報は、 1/25, 000地形図（国土地理院発行）に記録した。

聞き取りにより過去に放流を行ったことがなく、かっ下流に放流された種苗が遡上阻害物により侵入していな

いと推定された水域を「在来個体群生息水域」、聞き取ったうちの一人からでも放流の可能性が指摘された水域

を「交配水域J、放流以前には生息が認められなかったが、放流により渓流魚が定着した水域を「定着水域」、

環境の悪化などにより従来生息していた渓流魚がいなくなった水域を「絶滅水域Jとした（表 1）。

表 1 水域の区分の定義

言》夏空 F疋~ 義 条 件

在来個体群 在来個体群が生患していると考 聞き取りにより過去に放流を行ったことがなく、かつ下

生息水域 えられた水域 流に放流された種苗が遡上阻害物により侵入していない

と推定された水域

交配水域 在来個体群と放流種苗が交配し 聞き取ったうち一人からでも放流の可能性が指摘された

た可能性がある水域 水域

定着水域 従来の自然分布域以外で放流種 放流以前には生息が認められなかったが、放流により渓

苗が定着した水域 流魚が定着した水域

絶滅水域 従来は自然分布水域であったが 環境の悪化などにより従来生息していた渓流魚がいなく

生息が確認できなくなった水域 なってしまった水域

Hideki Ohama・KazutakaTakahashi 
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結果及び考察

早川漁協の放流実績を表2に示した。アマゴの放流は昭和46年から毎年行われ、稚魚は数万の単位で放流され

ていた。この種苗は県内の複数の養殖業者が供給したもので、同じ富士川水系須玉川由来のものもあったが、静

岡県、岐阜県、長野県及び不明のものもあった。なお、山梨県では、ヤマメ、アマゴとも特に区別せず「ヤマメ j

と称している。このため、放流種苗のアマゴの中に、ヤマメが混入している可能性のあることが養殖業者から指

摘された。

表2 早川漁協のアマゴ、イワナの放流実績

下1
アマゴの放流量 イワナの放流量 種 国 0) 由 来

稚魚成魚 卵 稚魚 成魚 ア マ ゴ イ ワ ナ
千尾 kg 万粒 千尾 kg 

s 46 20 富士川水系

47 10 岐阜

48 10 岐車

49 10 1 岐阜 富士川水系

50 50 1 不明 不明
→一一一ー一一一 一一一一ー『ーー 一一一一一一一四 ーーーーー一一一一一ーーー四回ーーー一一一ーーーーーーー－ 一一一ーー目ーー一一一一一一一ーー一一一一一一一一一

51 55 2, 000尾 静岡、岐阜

52 60 静岡、岐阜、不明

53 60 長野、岐皐

54 64. 5 210 長野、岐阜、不明

55 68 3,300尾 岐阜、不明
一一一一一一一一一戸一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

56 63 100 静岡、岐阜、不明

57 66 静問、岐阜

58 66 380 20 静岡、岐阜、不明 不明

59 60 400 静問、岐阜、不明

60 60 550 5 静岡、岐阜、不明 不明
一ーー一ー一一一 一一一一ーーーー ー一一一一一一ー ーーーーー『ー一一一ーーーー－－・－－ー一一ー－－－－ーー『 一一一ーーーーー一一一一一一一ー一一一一一一一一一一

61 60 200 静岡、岐阜、不明

62 60 400 静岡、岐阜、不明

63 60 400 静岡、岐阜、不明
ーーーー一一一一一 一ーーーーーー一 一一一一一一ー一一 一一一一一一一一

H 1 60 400 静岡、岐阜、不明

2 60 400 静岡、岐阜、不明

3 60 400 10 静岡、蚊阜、不明 多摩川水系、東北地方

4 60 440 静岡、岐阜、不明

5 60 617 静岡、長野、岐阜、不明
一一一ー←一一一一t一一一一一一一一 一『一一一一一一一 →一一一一一一一 一一一一一千ーー 一一一一一一一十一一一一一一一一一一一一←一一一一一一一一 ー一一一一一一一一一一一一一一一一世～一一一ー一一一

6 60 500 静岡、長野、岐阜、不明

7 60 500 10 静岡、長野、岐阜、不明 不明

8 70 700 5 静岡、長野、岐阜、不明

注：漁協の総代会議案集による

主に成魚は15～20cm、稚魚は2～3g程度の大きさ。

イワナの放流は昭和49年に始まり、断続的に平成8年までに 7回行われていた。この種苗も県内の複数の業者が供

給したもので、同じ富士川水系塩J11及び大門川由来のものもあったが、多摩川水系や東北地方のものもあった。

当該漁協は従来から放流事業に積極的で、放流する稚魚を小分けにして背負い、車が入らない上流でも放流を

行っていた。ここ24年間で放流に関わった人は7～51人／年、平均38人であった。

アマゴ、イワナの放流は漁協以外に関係市町村の芦安村で行われていたD また、釣り人が釣った魚、持ち込ん

だ卵や稚魚を放流しているとの情報もあったが、場所等の特定はできなかった。

遡上阻害物の位置を図2、3、4に示した。
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図2 早川上流部における遡上阻害物の位置
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図3 早川中流部における遡上回害物の位置
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国4 早川下流部における遡上阻害物の位置

遡上回害物として治山、砂坊、発電、上水用の堰堤が362ケ所確認された。なお、それ以外に 1/25,000地形

図上で滝が27ケ所、設置者不明の堰堤が13ケ所あった。

堰堤は放流が行われる以前から設置されているものもあった。魚道が設置されている堰堤は2ヶ月号で、それ以

外のものは、滝と再じく放流種苗の遡上を阻害していると考えられた。

イワナは、早川本流の上流域及び支流に生息していた。この生息水域のほとんどは、放流魚との交配水域と推

定された。在来個体群の生息水域は5ケ所推定されたが、支流最上流部の短い区間に限られ、最長の水域でも 3

km以内であった。また、放流による定着水域が5ケ所確認された。絶滅水域は確認されなかったが、早川！の中・

下流域ではイワナの生息水域は不連続で遡上阻害物により交流は行われないと考えられた。

アマゴは早川本流の中下流域及び支流に生息していた。ただし、発電用取水のため水がなく、出水時にしか魚

が見られなかったり、連続した堰堤の設震により魚が生息できなくなった絶滅水域が9ケ所確認された。

アマゴは、イワナに較べ生息水域が広かったものの、現在でも在来個体群が生息すると推定された水域は支流

の5ケ所で最長の水域でも 3km以内であった。

なお、イワナ、アマゴとも、生息水域の図については、資源保全のため本報告には記載していなし、

ところで、近年遺伝的多様性確保の必要性や人工種苗の放流による遺伝資源の撞乱が懸念され始めている！.2〕。

中村らU は遺伝的多様性を配慮して増殖事業を展開する必要があり、渓流魚在来個体群の生息が推定された水域

への新たな放流は行わず、地域遺伝子を保全することが重要であるとしている。

本調査においてもイワナ、アマゴとも在来個体群が確認されたのは、いくつかの支流の上流に担られていた。

このため、渓流魚の在来個体群を保全するためには、漁協が行う増殖放流の場所は在来個体群の生息が推定され

た場所を避けるとともに、一般の釣り人や関係市町村が放流を行う場合でも、地元漁協と連絡を取り、十分配慮

して放流をする必要がある。また、在来個体群生息水域を交配水域と需離している遡上阻害物については、魚道
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を設置すべきではないと考えられる。さらに、現在交配水域となっている場所に、地元由来の種苗を放流するこ

とについても、今後検討する必要があると思われた。

なお、今回調査を行った水域についても今後放流や遡上阻害物に関する新たなd情報が得られた場合には逐次結

果を更新する予定である。
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要 約

1 地域遺伝資源の保全に配慮した増殖事業の実施を検討するため、その地域独自の遺伝子が残されている、渓

流魚在来個体群生息水域の推定を行った。

2 アマゴの放流は昭和46年に始まり、その由来は同じ富士川水系もあったが、他県及び不明のものもあった。

放流種苗のアマゴにヤマメが混入している可能性が指摘された。

3 イワナの放流は昭和49年に始まり、その由来は同じ富士川水系もあったが、多摩川水系や東北地方のものも

あった。

4 遡上阻害物として治山、砂防、発電、上水用の堰堤が362ケ所確認された。

5 イワナの生息水域のほとんどは、放流魚との交配水域と推定された。在来個体群の生息水域は5ケ所推定さ

れたが、支流最上流部の短い区間に隈られていた。放流による定着水域が5ケ所確認された。

6 アマゴの絶滅水域が9ケ所確認された。在来個体群が生息すると推定された水域は5ケ所であった。

7 渓流魚在来個体群の生患が推定された水域への新たな放流は行わず、地域遺伝子を保全することが重要であ

ると考えられた。
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