
アジメドジョウ Niwaella delicataは，シマド
ジョウ亜科に属し，中部地方および近畿地

方の山地流に生息する日本固有種である．日本産
のドジョウ科魚類としては，もっとも高所まで生
息し，吸盤状の口唇部をもつなど渓流環境に適応
している．本種は，環境の変化に敏感で（後藤・
後藤，1971），河川改修などの影響により生息数
が減少しているため（後藤，1996），各地で絶滅
危惧種あるいはそれに準ずる種とされている（大
阪府，2000;  滋賀県，2000;  福井県，2002;  京都
府，2002）．特に，大阪府個体群は本種の分布域
西限にあたり，他の個体群と孤立していることや
生息数が少ないことから，環境省レッドリストで

“絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)”に指定さ
れている（前畑，2003）．大阪府内では，淀川水
系の安威川のみに分布し，その安威川でダム建設
が進められていることから，本種に対する影響予
測と保全対策の確立が求められている（大阪府安
威川ダム建設事務所，2004）．
個体群の保全を進める上では，対象種の生息環
境に関する情報の集積は不可欠だが，本種の生態
学的知見は依然乏しい．これまでに，揖斐川にお
ける生息場所の流速，水深，底質に関する記載
（駒田・鈴木，1994）や，安威川におけるPHAB-

SIMを用いた生息場所の水深や流速，底質に関す
る解析（平松，2004）があるが，これらはいずれ
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も微生息場所スケールでの情報である．微生息場
所スケールでの解析は，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いった目的
には，より大きなスケールでのアプローチが必要
となる（Inoue et al., 1997）．
そこで，本研究は，保全の緊急度の高い安威川
個体群を対象として，生息水域と非生息水域を区
間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
とを目的として行われた．また，研究結果にもと
づき，安威川個体群の保全に必要な事項の考察を
行った．

調査場所と方法

調査場所

安威川は，京都府亀岡市に水源をもつ東掛川や
栢原川などが大阪府境付近で二料川と合流し，大
阪市東淀川区で神崎川に流入する流域面積約
163 km2，流路延長32 kmの淀川水系2次支川であ
る．今回の調査では，標高32 mの長ケ橋を基準点
として，東掛川と栢原川合流付近標高220 mまで
の安威川本流13 kmの範囲を調査域として設定し
た（Fig. 1）．基準点とした長ケ橋から，標高85 m

に位置する越前井堰までは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に変わり，河床勾配は2.9%と
急峻になり，河床型はAa型あるいはAa–Bb移行
型となる．しかし，京都府域に入ると，流れは再
び緩やかになり，中流域の景観を示して，河床型
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60 m付近に建設が予定されてお
り，平成17年7月現在の計画では，標高110 m付
近までが常時湛水域，標高130 m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回に分けて，調査域全域について潜水目
視調査を行った．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目視した．確認した個
体について，水中に置いた物差しとの対比により
全長の計測を 1 cm単位で行い，確認地点を縮尺
1/2500の河川地図上に記録した.

さらに，生息密度を確認するため，2001年7月
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間選
定し（Fig. 1），2000年と同様の潜水目視により個
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Fig. 1. Map of the study area and location of study sections.



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，もっとも短い調査
区間は 80 m，もっとも長い調査区間は 140 mで
あった．それぞれの調査区間では，流路に沿って
2 mごとに流れ幅を0.1 m単位で測定し，2 mの区
間の河床を近似的に台形と考えて，河床面積
（（下流側流れ幅�上流側流れ幅）�2/2）を積算し
て調査区間全体の河床面積とした．個体数密度は，
各調査区間の目視個体数を河床面積で除し，河床
100 m2あたりの密度として算出した．

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因子を調査した．
夏季水温 8月1日から19日にかけて，各調査

区間流心部の水深 30–50 cmの河床に温度計測ロ
ガ－（米国オンセットコンピューター社製　Tid-

bit）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区間
の表流水の溶存酸素量を，ウィンクラー法により
測定し，さらに，20°C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て，各調査
区間のBODを算出した（西条・三田村，1995）．
湧水密度 水温測定と同時期に，各調査区間の
河床をくまなく手探りし，周囲の河床よりも水温
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（TRUGA DigiTemper Model3527）
により表流水との水温差を確認した．これら湧水
地点の箇所数を調査区間の河床面積で除し，河床
100 m2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11本のライントラン
セクトそれぞれについて，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5 cmの表面流
速および河床より5 cm上の河床流速を，CR-7型
回転式小型流速計（Tanida et al., 1985）を用いて
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，長尺に

よって1 cm単位まで測定し，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 各測点直下50 cm四方のもっとも優
占する河床材料を，竹門（1995）の分類に従い，
目視によって岩（粒径500 mm以上），巨石（粒径
250–500 mm），石（粒径50–250 mm），砂利（粒
径 4–50 mm），粗砂（粒径 1–4 mm），細砂(粒径
0.125–1 mm)，泥（粒径0.125mm以下）の7段階
の順位変数に分け，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 河床材料に石以上のサイズの底
質が優占する測点では，石の状態を竹門（1995）
を参考に，目視や手探りで3段階の順位変数（は
まり石→0，1層浮き石→1，多層浮き石→2）に
分類し，全ての測点の合計を各調査区間の浮き石
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0とした．
河床型 各調査区間の河床を可児（1978）に
従って，淵・平瀬・早瀬に分類し，調査区間の河
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息区間の環境因子を，
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因
子を説明変数として，主成分分析を行った．
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
分析を行い，各調査区間のグループ分けを行った．
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．

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 5.7–7.6 km，標高 110–160 m

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130 m，調査域下流端から7 km

付近に多くみられた．なお，生息水域の末端は建
設予定の安威川ダムの常時湛水域に，また，生息
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水域の大半は最大湛水域に含まれた（Fig. 2）．
2001年の調査でも，2000年の非生息区間である

Sec. 1，2，3，9，10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・ 100 m�2， Sec. 5で
0.5–1.3個体・100 m�2，Sec. 6で0.5–1.5個体・100

m�2， Sec. 7で 0.1–0.7個体・ 100 m�2， Sec. 8で
0.1–0.3個体・100 m�2と，2000年調査で生息数の
多かった標高130 m付近に設定したSec. 5とSec. 6

で高い値を示した（Fig. 3）．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1.9 kmの狭い
範囲であり，河床勾配は2.5%と安威川ではもっと
も急峻な区間であった．また，標高130 m付近が
もっとも生息量が多く，その上下の区間では少な
かった．
確認個体の全長は， 3–9 cmの範囲であった

（Fig. 4）．サイズ組成は調査年度によって異なり，
2000年には3–4 cmの個体が多数観察された．
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Fig. 2. Underwater visual counts of Ajime-loach in the Ai River study area in August 2000. Solid
bars—number of individuals observed; solid line—height above sea level.

Fig. 3. Densities of Ajime-loach observed in each
study section in July and August 2001.



生息環境

生息区間と非生息区間の環境因子の比較におい
て，夏季平均水温，浮き石の多さ，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（Table 1）．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，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，河床型・水位に変化はなかった．
このように，生息区間の環境特性としては，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
（Table 1），生息条件には，環境因子の総合的な評
価が必要であることが伺えた．そこで，生息区間
と非生息区間の比較において，有意差が認められ
たすべての因子について，主成分分析を行った結
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，全ての環境
要素との有意な相関が認められた（Table 2）．一
方，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1軸の主成分負荷量は湧水密
度，浮き石の多さ，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

大阪府安威川のアジメドジョウ 43

Fig. 4. Frequency distribution of total lengths of
Ajime-loach observed during underwater visual
counts. Solid bars—August 2002; open bars—July
2001; dotted bars—August 2001.

Table 1. Comparison of environmental variables between sections of the Ai River where Ajime-loach was present
or absent (above: median; below: minimum-maximum) using Mann-Whitney U test

Present (n�5) Absent (n�5) Significance

Mean summer water temperature (°C) 25.8 (25.7–26) 26.6 (25.8–26.8) P�0.05
Dissolved oxygen (mg ·L�1) 8.8 (8.5–9.1) 9.0 (8.7–9.1) NS
BOD (mg ·L�1) 1.4 (0.7–1.5) 1.5 (1.1–2.0) NS
Density of groundwater discharge (number ·m�2) 2.5 (1.3–2.0) 1.0 (0.1–1.4) P�0.05
Temperature difference between stream �2.6 (�1.0–�9.9) �3.8 (�1.0–�8.3) NS

and groundwater (°C)
Mean stream surface velocity (cm· sec�1) 39 (32–51) 39 (37–51) NS
Current complexity of surface (%) 67 (56–101) 64 (61–78) NS
Mean streambed velocity (cm· sec�1) 26 (21–31) 27 (23–43) NS
Current complexity of streambed (%) 94 (72–141) 82 (77–93) NS
Mean depth (cm) 35 (31–38) 33 (23–47) NS
Depth complexity (%) 67 (57–86) 69 (53–77) NS
Substrate coarseness 5.2 (4.7–5.6) 5.0 (4.5–5.5) NS
Substrate heterogeneity (%) 26 (27–30) 27 (23–34) NS
Abundance of loose stone 20 (13–28) 38 (25–42) P�0.05
Area of pools (%) 23 (20–41) 16 (14–29) P�0.05
Area of riffles (%) 33 (19–49) 66 (61–77) P�0.01
Area of rapids (%) 30 (27–47) 10 (2–21) P�0.01

NS: Not significant (P�0.05).



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. 5）．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1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は全て非生息区間で構成され，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 1の水温は 25.9–26.5°Cと低く，湧水地点は
2–2.9ヶ所・100 m�2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%，早瀬が27–47%，平瀬
が19–41%であった．次に，グループ2では，水温
は 25.8–25.9°Cと低いが，湧水地点は 1.3ヶ所・
100 m�2と少なく，浮き石も25と少なかった．河
床型の面積比率については，平瀬が48–61%と多
く，早瀬は20–30%，淵は19–22%と少なかった．
そして，グループ3は，水温が26.1–27.1℃と高く，
湧水地点は 0.3–1.4ヶ所・ 100 m�2と少なかった．
また，浮き石も13–28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．

考　　　　　察

アジメドジョウは，秋季に湧水がある河床の礫
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うと考えられている（本荘・
田口，1974;  森ほか，1974;  丹羽，1976など）．安
威川でも，当歳魚と推定される小型魚が湧水地点
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（平松，2004），湧水地点が越
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（駒田・鈴木，1994;

平松，2004）．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°Cを超えると活力の低下，斃死が進み，
30°Cでほとんどの供試魚が死亡したとの報告があ
る（福井県内水面総合センター，1999）．
本研究の結果から，安威川のアジメドジョウ生
息区間は非生息区間にくらべて，湧水地点や浮き
石が多く，河床型が多様で，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．この結
果は，これまでの知見から予測されるように，区
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Table 2. Factor loading (correlation coefficient) of
each axis for environment variables

Factor loading

Axis 1 Axis 2

Density of groundwater discharge 0.88** –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 –0.97** –0.19
Area of rapids 0.93** 0.03
Percent of variance (cumulative %) 70.11 84.91

* P�0.05, ** P�0.01.

Fig. 5. Ordination of principal component analysis
for environmental variables (quantity of loose stones,
density of groundwater discharge, percentage of area
of channel units, and summer water temperature) in
each study section. Solid and open circles indicate sec-
tions where Ajime-loach was absent or present, large
and small circles showing high and low densities, re-
spectively. Solid triangle indicates Section 9 (Ajime-
loach present in 1962, 1963, but now absent). Cluster
analysis classified sections into three types (Group 1:
Ajime-loach always present; Group 2: present or ab-
sent; Group 3: always absent).



間スケールでも，水域の河床型や湧水の存在，水
温などが生息分布の制限要因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，粒

径の大きな河床材料を好むことが報告されている
（駒田・鈴木，1994;  平松，2004）．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，生息区間は非生息区間にくらべて浮き石
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
ウの減少要因であるとの推測はあるものの（丹羽，
1976;  後藤，1996），生息を制限する要因になって
いることを実証したのは，今回が初めてである．
浮き石は，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
間隙が多くなり，河床の透水係数が大きくなるこ
とが知られており（村上ほか，2001），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．早瀬は，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，摂餌場所や隠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，微生息場所
スケールの利用はほとんどない（平松，2004）．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 (駒田・鈴木，
1994)，アジメドジョウの成魚・未成魚は正の走流
性をもつことや（平松，未発表データ），稚魚の利
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（駒田・鈴木，1994;  平松，
2004），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．湧水発生モデルの 1つとして，
河床間隙水の挙動と瀬–淵構造の関連が提示され
ており (Hendricks, 1993; White, 1993)，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，早瀬と淵が交互に
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．この視点で今回の結果をみると，
生息区間は非生息区間にくらべて，早瀬・淵の多
い起伏に富んだ河床型となっており，安威川にお
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，明確な瀬–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間隙などは，
攪乱を通じた土砂移動・侵食・堆積の過程によっ
て維持・再生すると考えられ（竹門，1995;  高
橋・竹門，1999），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．しかし，一部の水域では，既
に機能していない可能性が高い．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（水野，1968）．しか
し，現在，アジメドジョウは生息しておらず，環
境因子のクラスター分析では，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
多いなど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 (Fig. 5)．アジメドジョウが
生息していた当時に，環境調査は行われていない
が，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周辺の砕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予測できる．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．安威川
における砕石場の影響は，オオサンショウウオの
生息環境に対しても，同様に懸念されている（栃
本，2003）．
さらに今後は，安威川ダムの建設の影響も懸念
される．常時湛水化する生息水域下流部では，水
温上昇，河床への土砂堆積，溶存酸素量の低下，
富栄養化などの生息環境の悪化が予想され（森，
1999），いずれの変化もアジメドジョウの生息には
適さない．常時湛水化する水域は，生息水域の下
流端であるため，個体群全体への影響は小さいと
の予測もできるが，生息水域の大半は，試験湛水
により一時的に湛水化する．この試験湛水の影響
は不明であり，少なくとも湛水時期を湧水潜入期
と重ならないようにするなどの配慮が必要と考え
られる．そして，もっとも懸念されるのは，ダム
本体のロック材採掘に関わる影響である．ロック
材の原石山は，アジメドジョウの生息水域へ流れ
込む支流付近に造成され，採石や運搬路建設に伴
う土砂が生息水域へ流れこむ危険性がある．可能
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であれば，原石山造成を中止して，既存の砕石場
から調達するなどの代替案を考慮することが望ま
しい．不可能な場合には，可能な限り河川への土
砂流入を防止するとともに，河畔植生を保全する
などの措置が必要である．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．

補　　　　　遺

この原稿を投稿後，大阪府は安威川ダムの建設
にあたって，利水容量の変更を決定した．この変
更により，ダム水位が低下し，最大湛水域は約
250 m，常時湛水域は約600 m下流側に後退するこ
ととなった．この結果，アジメドジョウ生息域は，
常時湛水域外となり，最大湛水域についても生息
密度の高い水域の半分が含まれる程度となった．
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