
魚類の個体群密度，個体数推定，社会構造や
行動を把握するために様々な個体識別法が

提案されている（青山，2000を参照）．たとえば
サケ科魚類の個体識別では，色素の注入（北野，
1995;  Sato, 2006），凍印 (Laird et al., 1975)，焼き
入れ（山口，1993; 久保田，1995），標識タグ（北
野，1995;  Nakamura et al., 2002）が用いられてい
る．しかし，これらの手法は，標識の脱落や傷の
治癒による標識の消失や，標識の装着が遊泳行動

や成長，死亡率などの魚体に及ぼす影響が懸念さ
れている (Strand et al., 2002)．特に小型魚にとって
は，標識の負荷は大型魚より大きいことが予想さ
れる．希少種，生物多様性の保全の観点からは，
採集行為によって対象魚類の個体群の存続に大き
な影響を与えることは避けなければならない（日
本魚類学会自然保護委員会，2004）．もし，個体
に生得的な特徴によって個体識別が可能であれば，
魚体への影響を最小限に抑えた調査が可能である．
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Abstract To develop a method for harmlessly identifying individual Japanese
charr, Salvelinus leucomaenis, the distribution and shape of parr marks were ex-
amined in fluvial specimens. Fish captured in six mark-and-recapture samples
from a tributary of the Tenryu River (35°41�N, 138°07�E, El. 1,045 m) between
June 2005 and May 2006 were photographed, and the linear distance and width of
each parr mark on the lateral line measured from digital images. Similarities be-
tween and within individuals during growth were analyzed using square Euclidean
distances. A photo-matching test was also conducted.

The number of parr marks and the parr mark ratio increased with body length
(BL) up to 50 mm BL. The square Euclidean distance was not correlated with the
number of days until recapture, although there was a negative correlation with ini-
tial BL (distribution: r��0.25, P�0.029, width: r��0.24, P�0.038). The simi-
larity analysis discriminated 74% and 95% of parr mark distribution and width, re-
spectively, in the same individuals. In the photo-matching test, 8 of 10 testers
identified 20 individuals from 40 photographs (average accuracy 97%), the exer-
cise requiring about 2 h per tester.

This method, utilizing parr marks, enables the identification of individuals with
visible parr marks on the base of tail (BL�32 mm) without harming the fish. This
should be useful for identifying fish with parr marks, especially in endangered
charr populations.
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これまでに体の傷や模様といった個体識別法は主
に大型動物で用いられてきたが，近年は比較的小
型の淡水魚類においても生得的な自然標識が提示
されており（青山，2000;  赤田ほか，2004），他種
への応用が期待されている．
サケ科魚類の多くは，幼魚期の体側に楕円形の
暗色斑紋（パーマーク）をもつ．パーマークの役
割は未解明であるが，多くの場合，降海型個体群
では消失するが河川型個体群では消失しないこと
（川那部ほか，2001），同種の他個体に対して攻撃
行動を触発することから (Maeda and Hidaka,

1979)，河川でのなわばりをめぐる競争に関与する
と考えられている（日高・前田，1979）．パーマー
クの変異に関する研究では，水系の異なる個体群
間で数および形状が異なり，それらが遺伝的に継
承されることが認められている（Blanc et al., 1994;

Mezzera et al., 1997;  工藤ほか，2002）．しかしな
がら，同一水系内の個体間での変異を扱った研究
はわずかしかなく (Nakano and Furukawa-Tanaka,

1994;  Nakano, 1995)，成長に伴う斑紋の変化につ
いては知見がない．中野 (1991) は，2ヶ月間の水
中目視調査において，アマゴ Onchorhynchus

masou ishikawae のパーマークの形状と黒点，朱点
の数および配置を記録したところ，同一淵内に生
息する12個体で識別が可能であり，その特徴に大
きな変化は認められなかったと述べている．また，
いわゆるパーマークとは異なるが，Donaghy et al.

(2005) は，タイセイヨウサケ Salmo salarの稚魚の
頭部に存在する黒色素胞 (melanophore) の点の分
布パターンが個体ごとに異なっており，孵化後し
ばらくしてから少なくとも16ヶ月間の個体識別に
有効であったと報告している．したがって，パー
マークや斑点形質は個体レベルにおいても変異が
あり，これらの特徴を持つ種で個体認識の証拠と
して適用できる可能性がある．
日本に生息するイワナ Salvelinus leucomaenis

は，異なる水系間で遺伝的に変異があり (Ya-

mamoto et al., 2004)，多様な外部形態をもつこと
から4亜種に分類される（細谷，2000）．しかし，
形態形質は水系間（山本ほか，2000;  Nakamura,

2003）あるいは水系内の支流間 (Nakamura, 2003)

で変異がみられるものの，個体群内の変異に関す
る知見はほとんどない．また，本種は複数年の寿
命をもち，特に河川型個体群では限られた空間へ
の定着性が高いことから (Nakamura et al., 2002)，
長期間の個体追跡研究に適している．さらに，乱
獲や生息環境の悪化などにより地域個体群の絶滅

が危惧されており（木村，2003;  田中，2003），保
全生態学的研究の必要性が高い（佐藤ほか，2006）．
そこで本研究は，イワナ河川型個体群の成長に伴
うパーマークの分布と形状の変化について考察す
るとともに，あらたな個体識別法として，写真に
撮影されたパーマークから個体を識別する手法を
検討した．この識別法が野外の個体追跡調査に適
用されることを想定し，調査は自然河川で行った．

調査場所と方法

野外調査期間は 2005年 6月から 2006年 5月と
し，この間に標識－再捕調査を6回行い，個体の
デジタル写真を毎回撮影した．体側斑紋画像によ
るイワナの個体識別の有効性を検証するため，個
体のパーマークの位置と幅を計測し，数値を個体
間で比較する「数値化による判別」と，写真をみ
て個体の斑紋形質を総合的に判別する「視覚によ
る判別」を実施した．
調査場所 調査場所は，長野県伊那市長谷の天
竜川水系三峰川に流入する支流（名称なし）
（35°41�N，138°07�E，標高1,045 m）とした．この
支流は，合流点から約200 m上流の暗渠パイプに
よって魚類の移動が制限される．そのため，この
区間は秋季に三峰川から遡上してきたイワナ親魚
によって産卵場として利用され，翌年の春から秋
にかけて多くの稚魚が生息する．また，平水時の
川幅は約4 m，水深は約10 cmと浅いため，捕獲が
容易であった．さらに，支流および三峰川に生息
する魚類は河川型のイワナのみであった．これら
のことから，本調査場所はイワナのパーマークの
変異について稚魚の段階から個体を追跡するのに
適していると判断した．
標識 –再捕調査 調査区間は暗渠パイプから下
流 100 mとし，下流から上流に向かって調査を
行った．イワナの捕獲は主にタモ網（目合2 mm）
を用い，最終調査日の2006年5月14日は，エレク
トリックフィッシャー（フロンティア・エレクト
リック社，Fish Shocker III）による捕獲も併用し
た．
捕獲したイワナは，麻酔（2-Phenoxyethanol，

0.01%溶液）したのち，標準体長，体重を計測し，
無標識個体については標識を施した．その後，水
を満たしたアクリル製水槽（100 mm�16 mm�50

mm，150 mm�24 mm�70 mm，320 mm�45 mm�

120 mmのいずれか；それぞれ幅�奥行�高さ）に
イワナを静置し，左右の体側をデジタルカメラ
（RICOH社，Caplio 400G wide，1280�960 pixels）
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によって撮影した．標識は，主にイラストマー蛍
光タグ（NMT社，イラストマー4色ミニキット）
を用いた．標識部位は胸鰭，腹鰭，臀鰭，尾鰭，
脂鰭，背鰭の基部とし，このうち1から2箇所の皮
下に蛍光色素（赤，黄，緑，橙色のいずれか）を
注入することで個体標識とした．また，体長120

mm以上の個体については，樹脂製のタグ（バ
ノック社，長さ15 mm，黄色および白色）を背面
に装着し，装着位置，装着方向，カラーにより個
体を識別した．捕獲したすべてのイワナは非再生
鰭である脂鰭を切除し，無標識魚と区別した．以
上の工程が終了したイワナは麻酔から覚醒させた
のち調査区間に放流した．
パーマークの数値化 体側画像を用いてパー
マークの位置と幅を計測した．パーマークは，米
沢ほか (2000)，工藤ほか (2002) と同様に側線と交
差する斑紋のみとし，鰓蓋または尾柄にあらわれ
た不完全な斑紋および背部，腹部の小斑紋は計測
しなかった (Fig. 1A)．パーマークの位置は，各個
体の側線基点（鰓蓋と側線の交点）から側線上の
各パーマークの中心までの直線距離を計測し (Fig.

1B)，側線長で除して標準化した．パーマークの幅
は，側線上の各パーマークの幅を計測し (Fig. 1C)，
位置情報と同様に標準化した．各個体の計測値は，
左体側，右体側の順に鰓蓋に最も近いパーマーク
から尾部にかけて連続して並べた．左右体側の
パーマーク数には個体差がみられたが，便宜上，
計測した最大数で統一した．最大数に満たない個
体については，位置データは1，幅データは0を補
完した．個体間の類似度として，平方ユークリッ
ド距離 (dij

2) を以下の式によって算出した（水野，
1996を参照）．

ただし xikと xjkは，それぞれ個体 iと jの k番目
の変数をあらわす．なお，パーマークの位置と幅
の計測は Adobe Photoshop 5.0J (Adobe systems Inc.

Version 5.0) を，平方ユークリッド距離の算出は
SPSS 10.0J (SPSS Inc. Version 10.0) を用いた．
数値化による判別 個体間の類似度を用いて以
下の3項目を検討した．1) パーマークの個体間差
異を検討するため，他日に撮影された同一個体間
と，同日および他日に撮影された他個体間の類似
度を比較した．2) 成長に伴うパーマークの変化を
検討するため，再捕された同一個体間の類似度と
再捕されるまでの間隔および初期捕獲時の体長と
の関係を調べた．3) 複数の画像群の中から同一個

体を判別できるかどうかについて検討するため，
同一個体間の類似度が最も小さくなった場合を正
判別，他個体間の値が最も小さくなった場合を不
正判別として判別率を求めた．
視覚による判別 視覚による個体識別が可能か
どうか，また，観察者が異なっても同様の結果が
得られるかどうかを検討するため，青山 (2000)，
赤田ほか (2004) を参考に判別テストを行った．再
捕履歴のある20個体を選択し，個体の左右体側を
1組とした写真（縦125 mm�横175 mm）を40組
用意した．その際，他日に撮影された同一個体の
組み合わせが，4組（2個体），3組（4個体），2組
（6個体），1組（8個体）とした．タグなどの個体
を識別できる部位は，黒色のテープでランダムに
覆うことで個体の判定を不能にした．これらを順
不同に重ね，21歳から32歳の被験者10人に写真
による照合，判別根拠の図示および所要時間の記
録を依頼した．被験者には，40組の写真を20個
体に判別することのみを伝え，同一個体が何組ず
つ含まれるかは伝えなかった．ただし，被験者は
撮影時の水槽に取り付けられたスケールから体長
を推定することができた．同一個体分の写真を完
全に照合した場合を正解，それ以外はたとえ部分
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Fig. 1. Method of parr mark measurement. Only
visible parr marks crossing the lateral line (A) were
measured; from the beginning of the lateral line to the
center of each parr mark (B) and the width of each
parr mark on the lateral line (C).



的に正解であっても不正解とし，20個体の正解率
を求めた．なお，被験者は複数回の魚類調査に携
わった経験をもつものとし，本テストの前に予備
的に別個体の写真を用いて判別を行ってもらった．

結　　　　　果

標識 –再捕調査 調査期間中の捕獲数は，のべ
396個体であり，これらの体長は 26 mmから 219

mm（平均60.8 mm）であった．このうち，115個
体は他日に捕獲した同一個体が2回から4回重複
してカウントされていた．これらの再捕個体は標
識部位によって51個体と判明したため，実際の個
体数は332個体であった．再捕個体の再捕間隔は
26日から335日（平均104.4日），体長の範囲は26

mmから163 mm（平均69.5 mm）であった．最も
成長した個体は，体長52 mmから118 mmに成長
した（再捕間隔335日）．なお，樹脂製のタグでは
標識の脱落が1個体にみられ（2005年7月の体長
111 mmに装着後，11月に 114 mmで再捕の際消
失），イラストマー蛍光タグの装着中に2個体（体
長36 mmと47 mm）が死亡した．
パーマークの変化 パーマークはすべての捕獲
個体で認められたが（最小体長26 mm），体長50

mm未満の個体ではパーマーク数および側線全体
に占めるパーマークの割合（パーマーク率）が少
ない個体がみられた (Fig. 2a, b)．捕獲個体のうち，
尾柄部に明瞭なパーマークをもつ個体の体長は32

mmから219 mmで，尾柄部にパーマークが認めら
れない個体の体長は 26 mmから 49 mmであった
(Fig. 2c)．
再捕個体のうち3個体は成長に伴いパーマーク
数が増加し（No. 1；パーマーク数8から14，体長
26 mmから36 mmに成長，No. 4；パーマーク数12

から 18，体長 45 mmから 62 mmに成長，No. 7；
パーマーク数9から21，体長31 mmから39 mmに
成長），1個体はパーマーク数が減少した（No. 22;

パーマーク数20から19，体長67 mmから112 mm

に成長；Table 1）．前者は，体側の後半部または
パーマークの間から新たに出現することでパー
マークが増加しており，以前からあったパーマー
クの位置はほとんど変わらなかった．後者は，成
長後に尾柄部の2つのパーマークがつながったこと
でパーマークが減少していた．その他の 47個体
（体長 32 mmから 163 mm）には成長に伴うパー
マークの変化はほとんどなかった（例としてFig. 3

に5個体の体側画像を示す）．
尾柄部にパーマークが認められなかった個体

(No. 1, No. 4, No. 7) は，のちの相関分析および判
別率のデータからは除外した．
数値化による判別 再捕個体のべ115個体の総
当りにより，他日に撮影された同一個体間は79通
り，他日および同日に撮影された他個体間は6,476

通りの平方ユークリッド距離が得られた．この値
は，他個体間（位置； 0 . 4 4 9 �0 . 5 0 9，幅；
0.0201�0.0121；それぞれ平均�標準偏差）に比
べ，同一個体間（位置； 0.067�0.263，幅；
0.0031�0.0086）で明らかに小さかった（位置；一
元配置分散分析，F�44.36，P�0.001，幅；一元
配置分散分析，F�157.14，P�0.001）．同一個体
間の類似度は，再捕されるまでの期間に相関関係
は認められなかったが（位置；Pearsonの相関係
数，r��0.08，P�0.05，幅；Pearsonの相関係数，
r�0.15，P�0.05），初期捕獲時の体長との間に負
の相関が認められた（位置；Pearsonの相関係数，
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Fig. 2. Averages and standard deviations of the
number of parr marks (a) and the parr mark ratio (b)
with increasing body size in sampled individuals (c).
Black bars indicate individuals lacking a parr mark on
the base of tail. Parr mark ratios determined from total
length of parr marks over length of standardized lat-
eral line.
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Table 1. Body length, number of parr marks and parr mark ratios of fish marked and recaptured

2005 2006
No. Jun. Jul. Aug. Oct. Nov. May

1 26(8, 0.2) 36(14, 0.4)
2 37(23, 0.6) 46(23, 0.7)
3 45(15, 0.6) 53(15, 0.6)
4 45(12, 0.3) 62(18, 0.5)
5 49(20, 0.7) 59(20, 0.7)
6 138(20, 0.5) 146(20, 0.6)
7 31(9, 0.2) 39(21, 0.6) 43(21, 0.7)
8 52(22, 0.6) 68(22, 0.6) 118(22, 0.6)
9 87(23, 0.7) 108(23, 0.6)

10 39(22, 0.6) 40(22, 0.6)
11 44(24, 0.6) 46(24, 0.6)
12 48(18, 0.6) 50(18, 0.7)
13 55(22, 0.6) 57(22, 0.6)
14 65(23, 0.6) 67(23, 0.6)
15 32(24, 0.6) 34(24, 0.7) 51(24, 0.7)
16 58(15, 0.5) 59(15, 0.5) 77(15, 0.5) 82(15, 0.5)
17 46(23, 0.7) 50(23, 0.7) 89(23, 0.7)
18 49(19, 0.7) 65(19, 0.7)
19 134(20, 0.5) 146(20, 0.5)
20 55(25, 0.8) 66(25, 0.8) 69(25, 0.8)
21 111(20, 0.6) 114(20, 0.6)
22 67(20, 0.5) 112(19, 0.5)
23 52(24, 0.7) 74(24, 0.7)
24 53(27, 0.6) 67(27, 0.7)
25 55(20, 0.7) 59(20, 0.7)
26 58(19, 0.6) 69(19, 0.6)
27 58(17, 0.6) 72(17, 0.7)
28 61(17, 0.6) 75(17, 0.6)
29 66(26, 0.5) 83(26, 0.6)
30 67(22, 0.6) 83(22, 0.6)
31 146(22, 0.6) 163(22, 0.6)
32 42(17, 0.6) 56(17, 0.7) 58(17, 0.7)
33 47(26, 0.7) 57(26, 0.8) 57(26, 0.8) 70(26, 0.7)
34 63(19, 0.6) 76(19, 0.6) 99(19, 0.7)
35 57(22, 0.7) 60(22, 0.7)
36 70(24, 0.6) 94(24, 0.6)
37 39(20, 0.7) 49(20, 0.7) 68(20, 0.6)
38 53(25, 0.7) 94(25, 0.7)
39 47(20, 0.7) 48(20, 0.7)
40 47(22, 0.7) 49(22, 0.7)
41 53(22, 0.7) 54(22, 0.7)
42 58(22, 0.7) 61(22, 0.7)
43 65(18, 0.7) 67(18, 0.7)
44 66(26, 0.7) 68(26, 0.7)
45 70(30, 0.7) 74(30, 0.7)
46 96(22, 0.6) 98(22, 0.6) 124(22, 0.6)
47 63(24, 0.7) 83(24, 0.6)
48 49(21, 0.5) 65(21, 0.5)
49 68(20, 0.7) 97(20, 0.7)
50 91(19, 0.6) 118(19, 0.6)
51 127(14, 0.4) 148(14, 0.4)

The data includes body length (total number of parr marks on both sides, parr mark ratio).



r��0.25，P�0.029，幅； Pearsonの相関係数，
r��0.24，P�0.038；Fig. 4）．同一個体を識別す
る判別率は，位置データで74.0%（150のうち111

ケース），幅データで94.7%（150のうち142ケー
ス）であった．
視覚による判別 再捕個体の中からパーマーク
によって識別可能でかつ様々な体サイズが含まれ

るよう20個体を選択し，判別テストに用いた．そ
の体長は46 mmから163 mmであった（平均83.4

mm）．10人中8人の被験者は20個体を正確に照合
したが，残りの2人は3個体ずつの誤判別があり，
全体の正解率は97.0%であった (Table 2)．一人当
たりの判別時間は98分から160分（平均124.1分）
を要した．被験者が同一個体と判別する根拠は，
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Fig. 3. Lateral views of five individuals on different days, identified by injected or tagged marking.
Individually unique parr mark features encircled by black.



パーマークや斑点といった体側模様に関するもの
であり，多くの場合，特徴的な形状のパーマーク
とその位置が決め手となっていた．誤って判別さ
れたケースは，同一個体を複数に分けた 2例と，
別個体を同一と判別した 2例であった．前者は，
体長が急激に変化した場合（体長46 mm，50 mm

と 89 mmを別個体と判定，体長 47 mm，57 mm，
57 mmと70 mmを別個体と判定）であり，後者は，

同日の捕獲のため写真の背景が似ており，個体の
体長が近い場合（11月捕獲の体長58 mmと61 mm

を同一と判定）および標識タグによる判定をした
場合（背中の樹脂製タグのみから体長 146 mm，
163 mmと138 mmを同一と判定）であった．

考　　　　　察

パーマークの数値化による判別では，他日に撮
影された同一個体を高確率で識別することができ
た（位置による判別； 74.0%，幅による判別；
94.7%）．また，第三者を対象とした視覚による判
別テストでも，正解率は97.0%と極めて高かった．
これらのことから，野外において撮影したイワナ
個体のパーマークの特徴を用いて個体識別が可能
であることが示された．
本手法の適用範囲 尾柄部にパーマークが認め
られない個体はその後にパーマーク数が増加し，
明瞭なパーマークがみられる個体はその後のパー
マーク数が変化しなかった．イワナのパーマーク
は体の前方から出現する（斉藤，1980）．した
がって，尾柄部にパーマークをもつ個体は側線上
におけるパーマークの出現が完了したとみなして，
本手法を適用することができる．
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Fig. 4. Relationship between square Euclidean distance and interval (days) before recapture (upper)
and initial body length at recapture (lower). Open points considered as outlier values and excluded
from the correlation analysis. N.S. indicates P�0.05, Pearson’s correlation analysis.

Table 2. Results of photo-matching test (10 testers)

Correct Time required for 
identifications (%) identifications (minutes)

100 98
100 102
100 105
100 125
100 129
100 135
100 157
100 160
85 110
85 120



パーマークが河川でのなわばりをめぐる競争に
関与する（日高・前田，1979）と仮定すると，成
魚を含めた社会関係が形成されるころにパーマー
クが必要になるのかもしれない．前川 (1977) は，
然別湖産イワナ Salvelinus malma miyabeiの発育ス
テージについて，形態的に異なるD1期（尾叉長
34.1 mmから50.1 mm; 各鰭の鰭条の分岐が始まる，
体高比が高まり成魚的形態に近づく）とD2期（尾
叉長49.0 mmから68.0 mm; 各鰭の鰭条は明瞭に分
岐する，鱗が全身に広がり側線器が完成する，鰓
耙が定数に達する）の間に生息場所が相対的に大
きな淵へと分散し，1歳魚以上の個体との社会関
係が成立するとしている．本研究では体長32 mm

以上で尾柄部まで明瞭なパーマークをもっていた
が，体長49 mm以下では尾柄部にパーマークが認
められない個体もみられた (Fig. 2)．この体長の範
囲は，前川 (1977) のいうD1期の尾叉長とほとんど
重なり，外部形態もその記述と一致した．した
がって，パーマークは発育とともに出現し，鰭や
体型が成魚とほぼ等しくなる期間に形成されると
考えられる．本手法は少なくとも体長32 mm以上
で適用可能であるが，成魚的形態を備えていない
49 mm以下の個体ではパーマークが出現していな
い場合もありうる．
パーマーク数の変化がなかった同一個体間の類
似度は，再捕間隔との間に相関関係はみられず，
初期捕獲時の体長との間に負の相関が認められた
(Fig. 4)．このことから，パーマークの単位時間当
たりの変化量はパーマーク出現後の小型個体で相
対的に大きく，成長とともに小さくなると考えら
れる．
今回捕獲したなかでパーマークが消失した個体
はみられなかったが（最大体長219 mm），大型個
体は体色が暗い傾向があった．イワナでは，パー
マークがまったく存在しない個体の存在や（武田，
1980），亜種のアメマス Salvelinus leucomaenis leu-

comaenis では，パーマークが不明瞭な個体が多い
ことが経験的に知られている（武田，1980）．大
型個体やイワナ亜種への本手法の適用については
検討を要する．
パーマークの数値化による判別率は，位置情報
に比べ，幅の情報で高かった．このことは，パー
マークの出現する位置よりも，各パーマークの形
状およびその配置の変異が大きいことを示してい
る．今回の解析では幅のみを用いたが，パーマー
クの形状について，より詳細な数量化が可能であ
れば，判別率は高くなるかもしれない．しかし，

今回の判別方法では，同一個体がいない場合でも
類似度によって近接個体が選択されてしまうため，
標識個体に対して新規加入個体が多いほど判別率
が低下する．実際の標識–再捕調査では捕獲個体
の履歴が不明であるため，数値化による判別は適
用できない．現時点では補足的な手段であるが，
数量化の精度が向上し，同一個体の有無を正しく
評価できれば定量的かつ効率的な手法となる可能
性がある．
視覚による判別は，個体群サイズによる正解率
および判別時間への影響があるかもしれない．正
解率は類似した斑紋形質をもつ個体が増えるほど
低くなると予想される．しかし，標識によって識
別した332個体はいずれかのパーマークの形状また
は位置による識別が可能であった．したがって，
イワナのパーマークはホトケドジョウ属でみられる
腹部の白色線（青山，2000;  赤田ほか，2004）な
どと同様に個体に固有の形質であり，個体数が増
加しても明確に識別できると考えられる．
一方，判別時間は個体群サイズによって明らか
に影響を受ける．今回の判別テストは，40組の画
像照合（照合数;  780）において平均124.1分の判
別時間を要している．実際の標識－再捕調査では
同日の捕獲個体は照合の必要がないため，照合数
は標識放流数�再捕数である．例えば30個体ずつ
の標識放流，再捕があった場合の照合数は30�30

であり，143.2分を要することとなる．これが50個
体ずつだと397.8分，100個体ずつだと1591.0分と
なる．したがって，対象個体群が大きいほど判別
時間は増加するが，適用可能な個体群については
個々の調査者によって異なると思われる．
以上のように適用範囲は限定されるものの，本
手法は野外では体側面を写真に記録するだけとい
う簡便さをもち，魚を傷つけることなく個体識別
が可能である．このことは，特に絶滅のおそれの
ある地域のイワナ個体群等を対象とした調査研究
において有効と思われる．
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