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Abstract   Biwa salmon, endemic to Lake Biwa, central Japan, is an important species 
for  local fisheries. Because little is known about the species spawning sites, despite the 
importance of such for effective management, suitable spawning sites for Biwa salmon 
in the Ishida River entering Lake Biwa were evaluated, focusing on distribution, water 
depth, current velocity and gravel composition (substrate). Many spawning redds were 
concentrated immediately downstream of an almost impassable weir (Umehara weir, 
approximately 5.2 km upstream from the river mouth). Statistical analyses of other factors, 
using Manly’s selection index, revealed that adult females have significant preferences 
when selecting spawning redds: water depth of 10‒30 cm, current velocity of 20‒30 cm/s 
and 40-50 cm/s, and a specific substrate (pebbles of 17‒64 mm).

*Corresponding author: Tottori Prefectural Fisheries Experimental Station, 107, 
Takenouchidanchi, Sakaiminato, Tottori 684-0046 (e-mail: malma@sj8.so-net.ne.jp)

ビワマス Oncorhynchus sp.は琵琶湖の固有種で
あるとともに（細谷，2013），環境省のレッ

ドリストには「準絶滅危惧（NT）」として（環境
省，2013），滋賀県のレッドデータブックには要
注目種として（滋賀県，2010）記載されており，
希少種として位置づけられる．
ビワマスは，10‒12月にかけて琵琶湖の流入河

川で産卵し（尾田ほか，2008；尾田，2011a），産
卵後に親魚は斃死する．翌年の 1月頃から稚魚の
浮上が始まり（尾田ほか，2008；尾田，2011a），
梅雨の増水にのってほとんどの稚魚が琵琶湖に降
湖する（藤岡・伏木，1988）．かつては，すべて
の稚魚が琵琶湖に降湖すると考えられていたが
（古川，1989），ごく少数の河川残留型成熟雄が存
在することが明らかとなった（藤岡・伏木，
1988；桑原・井口，1994）．琵琶湖に降湖したビ
ワマスは 1‒5年間湖内で生活し（田中ほか，
2008），再び産卵のため流入河川に遡上する．

また，ビワマスは琵琶湖の水産重要種であるた
め栽培漁業の対象とされ，明治時代から種苗放流
が行われてきた（田中ほか，2008；藤岡，2009；
田中，2011）．種苗放流の手法は時代によって変
遷してきたが，近年では 3月頃に平均 2 g前後ま
で育てたビワマス種苗約 80万尾を琵琶湖流入河
川に放流している（田中，2011）．放流手法の改
善にともない，1980年代と比べて流入河川に産
卵遡上するビワマスの親魚は増加した（尾田ほ
か，2008；尾田，2010，2011a；田中 2011）．
一方で，例えば，北海道のサクラマス O. masou 

masouでは野生魚の保護や河川環境の保全など，
放流によらない管理手法へとシフトしつつある
（永田，2008）．田中（2011）は，標識採捕法によ
り種苗放流時点での個体数推定を行い，近年のビ
ワマスの個体群が種苗放流に大きく依存している
ことを示している．しかし，多くの流入河川でビ
ワマスの自然産卵が確認されていることから（尾
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田，2010），自然再生産がビワマスの個体群維持
に貢献していることが示唆される（桑原，2013）．
また，田中（2011）はビワマスの種苗放流のあ

り方として以下の提言を行っている．1），親魚の
遡上が確認された河川のうち，稚魚の生育に好適
な環境を有する河川を選定して保全河川に指定
し，親魚の捕獲や種苗放流は一切行わず，自然に
産卵させ，それに由来する稚魚を降河までの間そ
のまま生育させる．2），1）以外の主要河川は増
殖放流河川として現在の放流手法に従い体重 2 g
サイズの種苗を放流する．3），現在の 2 g種苗よ
り放流効果の高い大型種苗（スモルト）を琵琶湖
へ直接放流する．田中（2011）の提言の 1）を実
践していくためには，ビワマスの自然再生産の貢
献度を把握することが重要であり，自然再生産の
貢献度を評価するうえでビワマスの産卵生態に関
する知見の蓄積が必要である（桑原，2013）．
ビワマスの産卵生態に関する研究については，
琵琶湖北湖 10河川の産卵状況（尾田，2010），産
卵期（尾田ほか，2008；尾田，2011a），産卵床の
流程分布（尾田ほか，2008；尾田，2011b），親魚
の体サイズ（藤岡，1991；田中，2007；田中ほか，
2008；尾田ほか，2011），卵サイズ（藤岡，1991；
尾田，2009）などが挙げられるが，河道区間ス
ケール，すなわち河川の階層構造のうち数十から
数百メートルレベルのスケール（江戸・東，

2002）における産卵環境に関する研究はこれまで
行われていない．サケ科魚類の産卵生態を研究す
るにあたり河道区間スケールにおける産卵場の水
深や流速，河床材料といった物理的環境を把握す
ることは，最も基本的かつ広範に行われているこ
とである（丸山，1981；中村，1999；杉若ほか，
1999；若林ほか，2002；卜部ほか，2004）．そこで，
琵琶湖流入河川のひとつである石田川においてビ
ワマスの産卵環境を調査し，ビワマスがどういっ
た環境を産卵場として利用しているのかを明らか
にするため，河道区間スケールにおける産卵場の
選択性について検討を行った．

材 料 と 方 法

調査地　調査を行った石田川は，琵琶湖北湖の
北西部に流入する河川（Fig. 1）であり，河川延
長は約 17 kmである（滋賀県，2007）．これまで
石田川のビワマスの遡上範囲は河口から 5.7 km
上流に位置する梅原の取水堰堤とされていたが
（尾田，2010），2010年の調査により河口から約 8 

km上流に位置する北生見の堰堤までビワマスの
親魚が遡上していることが明らかとなった．その
ため，北生見の堰堤から河口までを産卵床の分布
調査範囲として設定した．なお，石田川の選定理

Fig. 1.　Map of the study area.
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由は，尾田（2010）が産卵床の分布調査を実施し
た 10河川のうち，産卵床が多く確認され，河道
区間スケールの産卵環境調査に適した中規模河川
であるためである．
産卵床分布調査（区域スケール）　ビワマスの

産卵盛期である 11月中旬（尾田ほか，2008；尾
田，2011a）に北生見の堰堤から河口までを踏査
し，産卵床を確認した場合にはハンディ GPS
（GARMIN社，FG-530型）を用いてその位置を記
録した．踏査は偏光グラスを装着して行い，前報
（尾田ほか，2008；尾田，2010，2011a）の手法に
従って産卵床のマウンドの長径や，その上流側の
ピットの長さをもとに疑似産卵床を含まないよう

記録した．産卵床の位置情報は地図情報ソフト
（カシミール ver 8. 8. 2）を用いて 1/25,000地形図
上にマッピングした．産卵床の分布調査は 2010
年には 11月 13日から 14日にかけて，2011年に
は 11月 12日に行った．2011年には踏査の際に，
産卵後斃死したビワマス親魚の標準体長を測定
し，外部形態（2次性徴）をもとに性を判別し
た．なお，本調査は滋賀県の特別採捕許可を得て
実施した．
産卵環境調査（河道区間スケール）　2010年の

産卵床分布調査の結果から，河口から 5.2 km付
近にある梅原橋周辺に多くの産卵床が分布するこ
とが明らかとなった（Fig. 2）．そこで，2011年の

Fig. 2.　Distribution of spawning redds of Biwa salmon in the Ishida River in 2010 and 2011.
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11月 5日に梅原橋のやや上流に位置する梅原の
取水堰堤を基点に，下流に向かって流路に対して
垂直な横断測線を 10 m間隔で設定した．横断測
線として 41測線を設定し，各測線上には水面幅
を 4等分するように 3点の調査測点を設定した．
各調査測点において水深，流速，河床材料を計測
した．水深の測定には測量用スタッフを用いた．
調査測点の 60%水深の流速を CR –11型回転式小
型流速計（コスモ理研）を用いて測定した．河床
材料は，Bain et al.（1985）に従い，岩盤，砂（2 
mm未満の砂礫），小礫（2–16 mmの礫），中礫
（17–64 mmの礫），大礫（65–256 mmの礫）およ
び巨礫（256 mmより大）をそれぞれ 1–6までの
段階の順位変数で表示し，目視により記録した．
また，調査区間に散在する産卵床についても同

様に物理環境を計測した．水深として産卵床マウ
ンドの前端部の水深を，流速として産卵床マウン
ド前端部の 60%水深の流速をそれぞれ測定した
（卜部ほか，2004）．河床材料として目視により産
卵床マウンドを構成する礫のサイズを記録した． 
卜部ほか（2004）は，北海道のメップ川におい

て水深，流速，河床材といった物理環境に対する
サクラマスの産卵床の選択性について Manlyの
選択指数（Manly et al., 2002）を用いて解析を
行っている．本研究においても卜部ほか（2004）
の手法に準じてビワマスの産卵床で確認された産
卵環境特性が，個々の環境変量に対する選択性に
より生じたものかどうかについて，Manlyの選択
指数（α）を用いて解析を行った．計算式は以下
のとおりである．
                               m
      αi＝（ri / ni）/Σ（ri / ni），  i＝ 1，・・・，m
                            i＝ 1
ここで，riは階級 iに属する地点で採集された

産卵床数がすべての地点で採集された産卵床に占
める割合（相対度数）を，niは調査区間内の階級
iに属する度数が分析に用いたすべての試料の階
級度数に占める割合を示している．ランダム選択
の値（1/産卵床データが属する階級数 m）と比較
して選択指数 αiが大きい場合，その階級 iは積極
的に選択された環境条件であると判定される．

結 　 　 果

産卵床の流程分布　2010年および 2011年の石
田川における産卵床の流程分布を Fig. 2に示し

た．両年とも同様の分布傾向を示し，河口から 2 
kmまでは産卵床は少なく，それより上流域で多
く確認され，特に河口から 5.2 kmの梅原橋周辺
では産卵床の密度は高かった．石田川には北生見
の魚止堰堤より下流部にも複数の河川横断工作物
が存在するが，ビワマスの親魚はこれらの河川横
断工作物を遡上しており，高い遡上能力をもつこ
とを示している．
また，踏査中に確認されたビワマスの親魚の標

準体長の範囲および平均体長はそれぞれ，雄
（n=17） で 35–55 cmお よ び 47 cmで あ り， 雌
（n=30）では 31–59 cmおよび 46.8 cmであった． 
産卵環境　産卵環境調査を行った調査区間内で

33個のビワマスの産卵床が確認された．産卵床
および測線調査の水深，流速，河床材料を Table 
1に示した．
水深（Fig. 3），流速（Fig. 4），河床材料（Fig. 

5）について産卵床の観測値の分布と，測線調査
によりランダムに測定した観測値の分布を
Kolmogorov-Smirnov検 定 に よ り 検 定 し た．
Kolmogorov-Smirnov検定は，有限個の標本に基づ
いて 2つの母集団の確率分布が異なるかどうかを
調べるために用いられるノンパラメトリックな検
定手法の一種である．その結果，水深（D = 
0.3718, X-squared = 14.3845, df = 2, P < 0.05），流速
（D = 0.3067, X-squared = 9.7916, df = 2, P < 0.05），河
床材料（D = 0.3089, X-squared = 9.9337, df = 2, P < 
0.05）ともに有意差が認められ，ビワマスは調査
区間の環境中から産卵場所を選択的に利用してい
ることが示された．
産卵床の水深の選択指数（α）のうちランダム

選択の値より高かった階級は，水深 10‒30 cmで
あり，特に 10‒20 cmの選択指数が高かった．産
卵床の流速の選択指数（α）のうちランダム選択
の値より高かった階級は，流速 20‒30 cm/sと
40‒50 cm/sであり特に 20‒30 cm/sの選択指数が高
かった．産卵床の河床材料の選択指数（α）のう
ちランダム選択の値より高かった階級は 4（中礫）
であり，その他の階級は選択されなかった． 

考 　 　 察

産卵床の流程分布　石田川におけるビワマスの
産卵床分布は，2010年および 2011年ともに同様
の傾向を示し，河口から 2 kmまでの下流域で少
なく，それより上流域に多く分布していた．特に
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河口から 5.2 kmの梅原橋周辺で産卵床の密度が
高かったことは，すぐ上流に位置する梅原取水堰
堤がビワマスの親魚にとって遡上障害となり，こ
こを遡上できなかった親魚がその下流部で集中し
て産卵したためと推察される．河川横断工作物の
下流部で産卵床密度が高くなる現象は，これまで
の調査でも報告されている（尾田ほか，2008；尾
田，2011b）．
産卵環境　かつてビワマスの基亜種であるとさ

れたサクラマス（ヤマメ）の産卵環境については
多くの報告があるが，河川残留型のヤマメはビワ
マスと体サイズが大きく異なるため，ここでは回
遊型のサクラマスの事例と比較した．北海道の厚
田川におけるサクラマスの産卵環境は，流速が
20.9‒101.7 cm/sで（平均 52.6 cm/s），河床材料が
5‒25 mmの礫が 30%程度を占める場所であった
（杉若ほか，1999）．北海道のメップ川におけるサ
クラマスの産卵環境は，水深が 9.5‒40 cmで（平
均 23.8 cm），流速が 1.3‒56.1 cm/s（平均 32.8 cm/s），
河床材料が 26.5‒75 mmの粒径が優占し，粒径 9.5 
mm未満の組成比が低い場所である傾向がみられ
た（卜部ほか，2004）．栃木県の中禅寺湖に流入
する河川のホンマス（サクラマスとビワマスの交
雑種）の産卵環境は，水深が 13‒40 cm（平均 28.4 
cm），流速が 12.4‒68.3 cm/s（平均 38.6 cm/s），産
卵床マウンドの礫径が 21.2‒74.5 mm（平均 43 
mm）の場所であった（若林ほか，2002）．
ビワマスの産卵環境のうち，水深についてはサ

クラマスの既往知見と類似しており，50 cm以浅
（平均 29 cm）の比較的浅い場所を利用していた．
流速については測定された流速範囲の幅が広く，
このこともサクラマスと同様であった．平均流速
は 47.7 cm/sで既往のサクラマスの知見の範囲に
含まれた．河床材料については調査方法が異なる
ため単純な比較は難しいが，粒径 17 mm以上の
河床材料を選ぶ点ではサクラマスと同一の傾向を
示した． 

選択指数（α）からみると，石田川の河川環境
中から選択的に産卵場として利用されている環境
は，水深が 10‒30 cm，流速が 20‒30 cm/sおよび
40‒50 cm/s，河床材料が中礫（17‒64 mm）である
ことが示された．産卵床の河床材料の平均値は，
ランダム観測点の河床材料の平均値とあまり変わ
りないが，平均値のあたりを産卵床として選択す
る傾向がある．水深，流速，河床材料の頻度分布
から，産卵床での割合が環境中での割合より大き
いところは Manlyの選択指数からも選択されて
いることが示された．
水深，流速，河床材料はビワマスが産卵床を造

成できるかどうかを制限する要因であると考えら
れる．これらの変量のうち水深と流速について
は，その値があまりにも大きすぎたり，小さすぎ
たりする場所での産卵は不可能であるが，そのよ
うな場所でない限り産卵は可能である．本調査河
川における選択性の分析結果からも，これらの変
量に対する選択性の幅は広かった．これに対し，
河床材の選択性の幅は狭く，水深や流速に比べよ
り強く産卵床の分布を規定する要因になっている

Table 1.　Water depth, focal point velocity and substrate associated with Biwa salmon spawning redds in the Ishida River 
in 2011. Asterisks indicate statistically significant differences between spawning redds and random sampling points 

as determined by the Kolmogorov-Smirnov test for continuous variables (P < 0.05).

Variable
Mean±SD (Range, N)

Spawning redd Random sampling point
Water depth (cm) 29±9.2 (12–52, 33) 37±12.2* (7–71, 123)

Focal point velocity (cm/s) 47.7±21 (8.5–99.5, 33) 74.3±38* (4–233, 123)
Substrate (units) 4.1±0.2 (4–5, 33) 3.6±1.2* (1–6, 123)

Fig. 3.　Frequency distribution of water depth. Solid bars 
indicate random sampling points,  open bars spawning 
redds.
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と考えられる．サケ科魚類では雌が尾鰭で河床を
掘り返しそこに卵を埋没させるため，産卵床を構
成する礫サイズがあまりに細かいと産卵床内部の
通水性が悪くなり卵の生残率が低くなる（山本，
2001；卜部ほか，2004；永田，2008）．そのため
礫サイズが 16 mm以下の場所には産卵床が造成
されなかったものと考えられる．また，礫サイズ
の上限は雌が尾鰭によって礫を動かす機械的能力
によって規定されるため（山本，2001），礫サイ
ズが大きすぎても産卵場として適さないと考えら
れる．ビワマスより体サイズの小さな河川残留型
のヤマメの産卵床が粗砂利（8‒16 mm）と細小石
（16‒32 mm）で構成され，砂礫の中間粒径が
5.5‒25 mmで（中村，1999），ビワマスの産卵床
の河床材サイズより細かいことは，ヤマメ親魚の
尾鰭の機械的能力が産卵床の礫サイズを規定して
いるためと考えられる．ビワマスが河床材サイズ
を中礫（17‒64 mm）に限定して選択したのも，
河床材の通水性とビワマス親魚の礫を動かす機械
的能力のバランスによって決定されたと考えられ
る．
従って，田中（2011）が提言した「ビワマス親

魚を自然に産卵させ，それに由来する稚魚を降河
までの間そのまま生育させる保全河川」を設定す
るにあたり，上記の水深，流速，河床材料が分布
する河川を保全河川として選定することが望まし
いと考えられる．どの河川がどの程度上記の環境
を満たしているのか、つまり潜在的な産卵場所と

して利用できるのかを河川ごとに評価する必要が
ある．また，河川横断工作物には魚道を整備し，
ビワマス親魚がより上流域まで遡上できるように
することが求められる．
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