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キリクチ（イワナ）の生息環境・保護に関する雅礎的研究
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泰194リルl･ilﾘ１１１２流域の111瀬谷に生息するイワナ（キリクチ）の食性、分布、生息符度、

箙ﾘ'１生態、アマゴとの|,１１１１}IHI係の調査を行った。

イワナは水生1,2虫のトピケラ噸、カゲロウXjiを餌とするが、アマゴは陸生兄山をおも

に孫川していた。

アマゴはl0lj下ｲﾘ、イワナは１１月上ｲuが藤ﾘ111ﾘ|であり、iAj淵とい)０１尻、平瀬で派ﾘⅡし

ていた。

イワナ、アマゴともに３つの年令群（当歳、１歳、２賎魚）で|＃成されていた。

」|:jJ､密度は減１２１ｍ当たりイワナは0.20～0Ｍ足、アマゴは0.39～0.82足であった。

イワナ、アマゴともにＩＦ1体１１１１の優劣は体の大きさによって決定し、ｉ化介』L1J1でも雅木

的には('8の大ききによって決定するが、イワゾ･よりアマゴが優位にあることがly1らかに

なった。
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〈なく、今後木極を保護・｛f理していくためには、

現在の生態学的知兄をi\ておくことが不可欠であ

る。特に、共存するアマゴとの種IHlXj係の解lyjは

JR要である。本研究では、ｊＭ:するアマゴを含め、

食性、分布、生息瀞lni、箙Ｉｌｌ生態、社会行ﾀｶなど

をIy1らかにするロ的でＫＷＩ§・研究を行った。

これらの結果に雄づいて、イワナのYf源保護・

椅理対策と問題点について検i１札た゜

はじめに

奈良ML十ilt川上澁域のIll瀬谷のイワナは、世界

のイワナHjiの`'0では雌もi#jに分布するものである。

この水域のヤマトイワナは古くからキリクチと呼

ばれ、他の水域のヤマトイワナとは形態的に異な

る希少なものとして注l］されている｡奈良県では、

県の天然記念物に脂定され、保護きれているが、

たび1Kなる滞漁、環境改変、｜ﾊｲ|;などによ')、絶

滅の危機にある。かつては、十iitlll、「l高川など

の上Hf域に広く分布していたが、乱獲、河川改修、

汚染などによってその分布Oii1lllは;Hfし<縮小して

いる。木iIKの(k態にＩ)Uする訓在li)ｉ充#|階はまった

調査水域の概況

源流域であるが､訓識水域の河川勾配は小さく、

河床形態も上流部及び支流のＡａ型を除いては、
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ほとんどの部分がＢｂＭである。iDI1ﾄﾞは部分的に

V+盤になっているが、｜ｊとんと`のｉｉﾘ床が50Cln以下

の砂瞭から構成されている。ＵｉＬｌＩｉ定)〈然記念物指

定{え域の下流部には闘さ約loIllのｌｌＨ堤があり、下

MCからの魚類の遡上はないものとザえられる。河

川１１辺は、かつては原1ｋ体であったが、ごく－．部

の'111イミ地帯を除いて杉のＷＩＧ地であり、杉の伐採

[((後の斜[､iのあちこちでﾙ幟が起こっている。

渕介水域ljVに』|：．ｕする魚類はイワナ以外にアマ

ゴ、タカハヤ、およびカワヨシノポリであるが、１ｋ

KA数ではアマゴがlitも多く、カリヨシノポリは下

ナル谷耐(人A1iより下流でわずかに'1}現するだけで

ある（lX11）。

剰代水jA1Alの水温は夏季でい9℃以上になるこ

とI』なく、冷水性魚類には適したi且度である。
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鯛査及び実験方法

１．野外調査及び野外ＯＩＩ察

１９９５年には、８)１７～９１１，１０)１２９～３０１１，１１

)１６～８［l、1996ｲﾄﾞにＩｊ、３）１２９～３０１１、リノ１３０

～５)１２１]、５月３０～３１［１，０)１２７～２８[]、８)】

５～８｝１，１０)１２１～２１１１、ｌＯｊｌ３０１１～１１)】ｌ［］

に現地で野外調ilEをｉｒった゜

ilRIffは付指定水域も含め企域について行ったが、

lHjアズマタ谷と菜谷との合MCﾉﾉﾊﾞより下流域ではイ

ワナlｊ極めて桶にしかin察冬ルグ、おもに両アズ

マク行の杉TiLff流点より」二Mし域において綱代を

iiった゜lItjアズマタ谷に詞ｉｆ区１１１１（八：約5001,1）

を肢I）て、恨織(1)捕法によるfk.ｕ密度の渕介を

ｉｊった゜産卵期の１０ハ（アマゴ）とｌｌｌｌ（イワナ）

に11、産ﾘlljﾙiiIrの河床形態、水深、流速、産ＩｌｌｉｊＪ力

などのｉｌＷｆを~トーナル谷合減点よりlzi4Cの文超しを含

めたくそ水域で行った。

イリ･)･とアマゴの食性を調べるために、lllll値し

た－．部の(M1体について、スポイドを)Ⅱいて吐きⅡｌ

させる力":によって、Ｗ内容物を採IILした。
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イリブーとアマゴの捕獲は、手づかみ、手綱、を

網、投網などによって行い、ｌＩＩｉ捜したすべての個

体について体長と体重を測定し、止血帝庇推定の

ためのものは脂鰭あるいは尼鮴の一部を切断する

ことによって標識し、採鵬場所へ放鮒Cした。

結果

1．食性

季節によってlffの変釛はあるが、イワナはi【Ｊ１

床のトピケフノノiをj:とした水生動物を捕食してい

た。これにＡＩし、アマゴは陸生昆虫をおもにlilif［

していた。

イワナはアマがに比べ個体数でも重最でも水(|：

動物を多く１１(餌していた。イワナ、アマゴともに、

水生動物の１'１では特にカゲロウ目を摂餌するが、

イワナのＷ内容物から巣とと（)にイノプスヤマト

ビケラの出現することが多かった。イワナは[`接

河床の底【Ｉ動物をお(jにlMi食する傾向がある。

アマゴの１１内容物からは、滝ﾄﾞしてきたとどえ

られる水生lIAljlの脱皮紙や陸生昆虫の砿片が多く、

流れの中心部でijf下する水生昆虫や陸｣１２足虫をお

もに捕食する傾|ｲﾘが強いと考えられる。

本研究において、イワナは底生動物、アマゴは

陸生動物をお()にＭｉ食することが認められたが、

これまで、llijlll域のイワナは水生昆虫の成虫およ

び陸'1動物を主として捕食していることが報Ｉｌｉき

れている,。つより、イワナとアマゴは本来よく似

た食性をもち、それぞれのjii独域においては、陸

生昆虫をおもにlllifにしていると考えられる。しか

し、イワナとアーイゴが共存した場合には、イワナ

はアマゴの影粁を受け、食性を転換することに

よってアマゴとのjWrを可能にしている《)のとザ

えられる□

２．室内実験

1996ｲ|:７)]から11月に行った。凋従地の１面アズ

マタ谷で19996年５～６)lに採災したイワナとアマ

ゴの当歳魚を冷却器により１５～16℃の水温に保っ

た渓流水槽（幅１１５cm、奥行４５cm、水深10cm、

流速５〔､／sec、以下）と通常の水棚（７５ｘ４５ｘ

４５Ｃｍ）に収容し、適宜実験に使川した。すべて

のｿﾐ験１１１水槽の水温も15～16℃に保ち、底には砂

ｲﾘを敷き詰めて実験に〃}いた。爽験１V１１１１【'１の餌と

してil｢随の冷凍赤虫を与えた。

ベア実験：水槽（幅６０cm、商さ３０(m、奥行３０

(、）のＩＩＵＬに不透明な仕切板を紐さ、３()ｘ３０ｘ

３０ｃｍの空ＩＭＩを作1)、その｢li央に|A1りこぶしﾉI〈の

ｲiにより隠れ家を設けた。爽験では、イリナーイ

ワナ、イワナーアマゴ、アマゴーアマゴの２個体

の組み合せを作り、それぞれの行ﾀ１１観察を行っ

た。iAjlfの勝敗の決定を観察時lHllAlの攻撃Inl数に

よって行い、より多く攻撃した例体を勝行とした㈹

雌団実験：ブミ験には幅７５cm、尚甚ｌ５Ｃｍ、リ１行４５

cn1の水槽を11]い、集団内での攻Ｗｊ勅の観察を

行った。水欄には石をⅢいて２ケｉｉの隠れ家を設

けた。

ｌｐ１槙jfU1については、イ『ノナとアマゴそれぞれ

５個体をｌ災[１１とし、イワナでは`ｌＨｌ１１１、アマゴで

は３卿】1について観察を行った。行ⅡＬｌⅡにおける

個体のⅡn位'よ個体間の攻撃行ﾀﾞｶの[【〕12kによ})決定

した。

１１t谷ｶﾞﾐ１Nについては、イワナ５個(|〈とアマゴ５

個体の計１０個体を１集{j]とし、４Ⅱ１１１１の鰹察を

行った。行雄ujにおける個体のＭ１,!':は、各(ﾄﾞﾘｲ|も間

の攻撃↑j動のlQI蚊により決定した。

２．産卵生態

捕獲したⅡA1体の肥満度(〔15=Ｗ/LJxlO１，Ｗ:(Ｍｉ[、

L:体１２）を詞ぺた結ⅡL、イワナでは、春先から１０

/jまで徐々にⅡ111ﾉⅡするが11))に明らかに減少す

る。このこと【よ’1ノlに康卵によって体璽が減少し

たことを示す。ｆ九、１１）}上旬には支流及び水Ｈｆ

の｣二流域で瀧卵行釛､産卵床が多数観察された｡一

方、アマゴでは９～１１）jの間に肥満度がlﾘIらかに

減少し、10)１トィリにはいたるところで産卵行ﾀｶ､瀧

卵[股が観潔きれた。したがって、イワナの産ｌｌ１１Ｕｌ

は１１)1-Ｍﾘ､ｱﾏｺﾞの産卵期はｌＯｌｌ下旬であると
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歳魚は160～190ｍであり、それ以後に生き残る個

体は極めて少ないものと考えられる。

考えられる。

それぞれの産卵盛期の１０月下旬と１１)]上旬に産

卵床の水深､流速､河床型などの調査を行った。両

種ともに平瀬と渕尻の砂礫底で産卵し、両者には

明瞭な違いは認められなかったが、イワナは渕の

岸よりで流れのほとんどないような場所でも産卵

していた。水深においては両者に有意な差は認め

られなかったが、流速においてはイワナの値が有

意に小さかった。また、アマゴの産卵がおもに本

流部で行われているのに対し、イワナの産卵はお

もに支流で行われていた。すなわち、イワナは産

卵期には本流部から支流に遡上し、産卵する傾向

が強いものと考えられる。

アマゴ：アマゴの当歳魚はイワナに比べてｌ～

２ヶ月早い３月下旬には体長20～30mmのものが出

現する。これらは８月には50～１１０mmに成長し、翌

年の３月にはほとんどの個体が’１０，１以上に達す

る。体長の頻度分布から２歳魚は120～160mm、３

歳魚は160～190mmに達し、イワナの場合と同様に

それ以後の生き残りは極めて少ないものと考えら

れる。

４．流程分布

調査区間Ｂと支流部で捕獲されたイワナとアマ

ゴの月別の個体数を表ｌに示した。Ｂ区間ではア

マゴの占める割合が68％であるのに対し、支流部

では逆にイワナが62％を占めた。すなわち、イワ

ナはより上流部を好んで生息しているものと考え

られるｃ

３．年令組成および成長

1995年８月から１９９６年１１月までの各月に捕獲

した全てのイワナとアマゴの体長を測定し、各月

の体長の頻度分布を解析した。

イワナ：５月に浮出直後と考えられる当歳魚（２０

～301,mの個体が出現し、８月には４０～70ｍ、翌年

の８月には１００ｍ前後に達する。しかし、１歳魚

(満１歳）以上の個体については年齢の判別はでき

なかった｡体長の頻度分布から満３才まで生残し、

それ以上の個体は死亡するものと考えられる。

各月の体長分布から、２歳魚は120～1601,,3

５．生息密度

標識再捕結果に基づいて、Chapmanの個体数推

定法によって調査区間Ｂの個体数の推定を行った

(表２）。これらの推定はほとんどの場合、1歳魚

以上の個体を対象とした。再捕率は1991年の予備

調査で得られた値の平均値が１１}いられた。イワナ

表１捕獲したイワナとアマゴの個体数とその割合

Ttlblel・ＮｕｍｂｅｒａｎｄｍｔｉｏｏｆｌｗａｎａａｎｄＡｍａｇｏｃａpluredinmainstreamarlditstributary

支流

アマゴ

１６ 

Ｂ区

イワナアマゴ年月

ｌ９９５Ａｕｇ 

Ｎｏｖ 

ｌ９９６Ｍａｒ 

Ｍａｙ 

Ｊｕｎ 

Ａｕｇ 

Ｏｃｔ 

合計

合計 合計

２８ 

イワナ

１２ 

４
０
２
８
 

４
２
 

３
２
６
３
 

０
５
 

２
 

１
 1４７ 

７２ 

８ 

３１ １１ 

１０ 

７ 

８８ 

１２８(62） 

１７ 

６ 

６ 

３２ 

７７(38） 

２８ 

１６ 

，１ｉ 
205（1００ 

3５ ４８ 8３ 

109(32）２３２(68）３４１（100 

－４２‐ 



表２イワナとアマゴの112息密度（尼／流限1m）

Thble2Populaliondcnsilics(individuals／、）

のIili獲率の力が小さいのは、生息滞庇が小さいこ

とと、捕獲がアマゴに比べて111雛であることがllU

係しているとげえられる。

1995年の11ハの推定位が８)1に比べ約半分に減

少しているのは、アマゴの産９１]【(〔後で藤ﾘllIIM作の

多くが死亡したこととイワナの康卵期であったた

め、イワナが調査区INIから支肌i部へ康ﾘ１１移勅した

ことによるものと考えられる。

1995年8ハと1996年８月の位を比べると､ｱﾏ

ｺﾞの1996年８ﾉjの値が半分以下になっている。こ

れは密漁若によるものと考えられる。また、１９９６

年ｌＯｊ１の調充でＡ区1111の個体故推定を試みたが、

ほとんどアマゴ、イワナが捌獲できなく、その姿

６塾ぬられなかった。さらにアマゴの駈り111Ｗにも

かかわらず藤卵床､産卵行勤も副ぬられなかった。

lﾘＩらかに密漁によるものと考えられる。1995年に

はほとんど剛察されなかった滞漁新の興した釣ｊＬ

が1996年にはしばしば観察された。

を動き(01るかまたは定位し、敗者は上層の隅へ逃

げるかあるいは水ＩＷの隅で腹部を底に接してｉｉＭニ

していた。すなわち、イワナの個体|Ｍ１の俊劣は体

の大きさにより決定していると考えられる。

アマゴカィアマゴのペアリミ験１０例のすべてにおい

て攻砿行効が飢簾さ札10例IIJ８例は体長の大き

い個体が勝村になった。（|:1芝の小さい個体が勝粉

になった２例のうちｌ例は勝者の方が体１１ｔが)Ｋ〈、

他の１(ｱﾘは('81と雄が極めて小さかった。アマゴの

個体lllでもイワナとＦ１様に体の大きさにより俊劣

が決定していると考えられる。

イワナjtlアマゴのjI{lみ合せでは、イワナの体!＆

が大きい組み合せの8例[''6例でアマゴが勝若になっ

た。しかも(１６１〔鑑の大きい組み合せでも{'81&の小

さなアマゴが勝ffになった。アマゴの方が大きい

組みｲﾃせでは８例'''６例でアマゴが勝者になり、２

例でイワナが腓什になった。この場合イワナが勝

者となる組み合せは比較的体長差の小さい組み合

せであった。〉Wli個体1111では、何穂個体１１１１ほど体

の大きさが優劣を決定していないと考えられる。

数個体の1面]ｉＩＨ(１１体をｊＭ:きせた場合には、Ｆｊ樫

に共通して、nＭ昆位個体（体長の雌も大きいもの）

が独奴的に振る獺い、他WWI体に攻嫉を加えた。Ｆ】

種』S[Ｊ１内での攻砿頻度IjKイワナに比べアマゴの力

がｲ｢なに高かった。これはアマゴがイワナに比べ

攻撃性の強いことを示唆している。これらのﾘﾐ験

において、優位０１体の除去、再添加を行った結果、

1位(１V(|〈を除去すると、除去直後に２位個体が激し

く他(ﾄﾘ１１８を攻砿するようになる｡Wjぴ1位(i81体を辰

６．社会行動

水lHiﾂﾐ験:穂IAl､種Ｉｌｌを|ﾄﾘわず､例(l;１１１１には攻撃行

動がAll察された。両穏に共通してＩＨＩ察された攻撃

行ﾘﾉ１１は追いｲﾉ､い（chargc)、つつき（niI))、追跡

(chilSc)、側面誇示（lalc｢alclisplny）であった。こ

れらに加え、アマゴでは平行泳ぎ（PKI｢allcIswim)、

イワナ･では]１２面誇示（｢｢onmI`lisl)lay）がAu察され

た。

イワナ対イワナのペア実験の11例【''１例を除い

て体l(の大きい個体が勝者になった。肪廿は底坪Ｉ
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イワナの資源保温・管理対策と問題点

密漁対策：水水域'よイワナ（キリクチ）の雌.ｕ地と

してMLの天然記念物に指定ざ仏ｉﾉﾐ的に保護きれ

ているが、立地条件､河川１A)辺の環境から、帝演者

が立ち入り易く、しばしば桁漁のあったことが認

められる。１９９６ｲ12Ｍ]以降ｌＯｌｌの間にも密漁lfが

入った痕跡があり、本流部ではイワナおよびプマ

ゴが壊滅的な依りfを受けた。現地調約'１にしばし

ばｲ〔の技に絡んだ釣糸、餌容器などがIJI(粟きれて

いるのが認めら札かなりの稀漁者が入り込んで

いるものと考えられる。これらにｶﾅ処するにｌｊ､ニヒ

Ⅱ、祝１１、夏季（ｵﾘﾄﾞに８)１）なと゛には監１１１１(のＭＨ

など強ﾉﾉな監１Ｍが必要である。

した｣ル合、１位(V1体と２位個体の１１１１で激しいｌｊ(W<行

動力Ｗｌ察されるが､1位(1M体がiiiぴ優位例('５となっ

た。

イリナ5個体とアマゴ5liAl作からなる混合ｌＬｌ１１に

おいては、攻Ｗ'1敗の合而ＩＩｊイワナに比べブマゴ

が//底に多く、アマゴがイ『ノナに比べ、より攻撃

､ﾔであると考えられる。イワナとアマゴの例(|樹

にはモザイク状の直線的なＭ位INI係が認められ、

これらの順位IjJL本的には(Ｍ２の大きさにﾉﾙづい

ている。順位と体12の|(１１には問いl}:のH11Hjが認め

られた。しかし、と`のＩＩＢ合MLlllにおいて()常にア

マゴが上位を１１『ぬ、槙１１１１においてアマゴがより優

位であると考えられる。

産卵行動：アマゴ１０個体の産ljIIlﾄﾐのある１４＃､で産

HH1TJbの観察をiTった゜アマゴの瀧卵床の後ﾉﾉに

'よ、イワナが定位しており、アマゴの産D1liTﾀｶに

影瀞を』jえていた。イワナは７，マゴの産卵11§の後

方で庇に沈むようにしてたI<Ｌているが、厳ＩＨ床

でブマゴの箆雄が符i)添い始めると“にじり”MYっ

てくる。産卵床｣:でアマゴの雌雄が平行したり、雌

がソインガリングなどすると、イrノナは厳ｌｌｌｌｌﾐに

急述に接近し、MYl)添いに割り込もうとするス

ニーキングに)Iける行動をする。他のアマゴイ)ス

ニーキングのためか接近するが、イワナよりいち

111〈発兄され追いｲﾉ､われる。しかし、イワナの割

り込み行動がjnAつかると、ペアの雄個体によって

激しく追い払われる。このような繁殖なわIfりへ

の仏人iji度はアマゴの方がイ『ノナよりもIvIlP,かに

多かった。なわばり個体の攻ﾘﾘﾋiTｸｶの頻度(,イワ

ナよりもアマゴに)Ｉ化てのﾉﾉが多かった。｝史人個

体のアマゴ'よなわばり個什`からの攻蛭を受l）ろ前

に逃避するが、１A人個体のイワナは攻砿を受ける

とｉＭｉｊに追われる。これルイリナの産卵床への接

近↑i勅が卵食いやＩＩＩ種間スニーキングなどの.CiJ刀

的なiTjhであるため、なわばり個体は激しく追跡

するものと考えられる．

保麺林の設定：イ〈水域の)/１１辺のほとんどがｲｸの植

林地帯になっており、落蝋'1(雌樹林ｲＩｆは他かに〈Ｆ

ｲI:するのみである。そのために、杉の伐採後にい

たるところで１１１のｵ１面の伽幟が起こり、」且砂が河

川に流入し、イリ･ﾉｰにとって極めてiR要な隠れ家

のiバリｔしている現状lこある。ｉｐｌ１Ｉｌ周辺を杉のｌｉｉ純

|卜にすると、」|占いする陸1kのldllDU[、)ｌｉｉ純になる

とli1時に生XAil()減少する()のと考えられる。陸

生16虫はイ『ノナやアマゴにとって重要な餌税源で

あり、河川川辺をihf業照簾ｌ１ｌ林にすることによっ

て１W資源を墹大きすとともに、111斜面の〃liiiiを防

ぐこともできる。したがって、川岸から少なくと

()５０～lOOlnの''11を自然林として残すﾉﾉ雄が必要

である。ｆた､河川１１１辺を(l然Ⅱくにすることによっ

て、密漁ｻｲの釣りを防ぐこと()できる。

河川工菰：1996ｲlHに'１１のMii片防lLのⅡ的で杉谷に

砂防堰堤がIIE誠された｡水i紬6敗lOOnIにわたって

li1pJなくl((1)付けjul路が作られた。これらのＩＳｌ１ｌ

のイリナヤアマゴへの影郷は|ﾘ1白で、ｊ[(り付けKjl

路KlllI、砂防jM堤↑流部では］:?)i修了[h後にはj〔(《

MjIj全く認められなかった。このような」ﾆﾘIを行

うjllMIに杉の１A林を【１１止すべきと考える。
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Summary 

FoodhabiIs,disIribuIioI1s,populaIiondellSiIics,elwironmentalcoI1dilionso［ 

sl)awnin8bedalldsI)awni11gbchaviorsoＩＫｉｒｉｋｕｃｈｉＳｎｌｚ'@ｌｎｌｌｌｓｌ(Plに0）"(ｋｗｉｓａｎｄ

Ａｍａ８ｏＯ）lco7ﾉＩＩＩＣﾉｌｌｌｓ〃ＭＳＣＩｲｧﾊo(ｌＭｗｓｗｅｒｅｉＩｗｃｓＩｉｌ;ａｌｅｄｉｎｌｈｅｕｐｐｅｒｓｔｒｅａＩ】lof

TblsukawaRivcr)NamPrefecturc,Socialbehiwiorso(lhefryofboIhspecieswere 

obscrvcdinlhelabomIoryaquarium・T11eKirikuchimail11yledonａ(lualicillsccls・

ｏｎlheolIIerhand,Ama8omainI),fedonIerreslrialil1secls・Ｔ１１ｃｍＩｉｏｏ〔Kirikucl1iI(）

Ａｍａ８ｏｐｏｌ)ulaIionwaslow(３１ｏ７)inthelowc「redlchesalldhigh(６tＣｌ)iI1Ihe

upperreachesandlhcirlribuloryThepopulaIio11dcnsiliesofKirikuchiandAma8o 

was0.44ｆｉｓｈ／slreammandO82,Ａｕ８ｕｓＩ１９９５ｉｍｄＯ３５ａｎｄＯ３９,Au8usI1916， 

resl)eclivelyTheKirikuchimadespawnin8bcdi11sll(1ⅡowwaIero〔Fuchi-pooland

Himse-rapidscoml)aredwithAma8o・SizchierMchywasobservedi11socml

behaviorsofbolhsl〕ccics,ＴｈｅＡｍａ８ｏｗａｓｌｌＩ()remBrressivelhanKirikuchinnd
dominanttoKirikuchi． 

－４５‐ 


