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Abstract   Biwa salmon, an endemic species and important fishery resource in Lake Biwa, 
migrate upstream from the lake in inlet streams during the spawning season. Monitoring 
the number of spawning redds in such inlet streams can provide an assessment of the Biwa 
salmon population, similar population assessments having been conducted for Bull trout 
(North America) and Sakhalin taimen/Masu salmon (Hokkaido, Japan).
   Numbers of recreational fishermen targeting Biwa salmon began to increase around 2006, 
becoming especially significant over the past four years. However, the potential negative 
impact of such on the Biwa salmon resource is a concern. To assess the current impact of 
fishing on Biwa salmon, spawning fish abundance and total redd counts of the latter in ten 
Lake Biwa inlet streams during 2015 were compared with the results of a previous study 
conducted in 2008, when recreational fishing was practiced on a smaller scale. Although 
spawning varied in each stream, the total redd count was comparable (1,066 in 2008 vs. 
1,159 in 2015), indicating little impact on Biwa salmon resources due to the recent increase 
in recreational fishing pressure. Comparisons of the body sizes of mature fish showed no 
significant difference in average body size between 2009 and 2015, a further indication of 
relatively low fishing impact. It was concluded, therefore, that the increase in recreational 
fishing has had little effect on the Biwa salmon populations, likely due to the Shiga 
Prefecture initiatives to introduce early regulation of recreational fishing, as well as the 
common practice of most recreational fishermen to practice “catch and release”.

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

産卵床の計数による個体群構造の推定法は，
比較的簡単且つ低コストで，さらに直接魚

体にダメージをあたえることなく実践できるため
希少種のサケ科魚類の資源状態を把握するには非
常に有効な手法である（江戸・東，2002；大熊ほ
か，2013）．北米大陸の北西部に分布する希少種
のブルトラウト Salvelinus confluentusでは，産卵
床数のモニタリングによりその資源動向を評価す
る調査が盛んに行われている（例えば，Rieman 

and Myers, 1997; Maxell, 1999）．Edo et al.（2000）は，
北海道に生息する希少種イトウ Hucho perryiの産
卵床の形状や大きさから産室数や埋没卵数，親魚
の体サイズが推定できることを示し，これらの情
報と確認された産卵床数からイトウの個体群構造
構成要素を評価できるとしている．また，サクラ
マス Oncorhynchus masou masouでも北海道の厚田
川で詳細な産卵床数のモニタリングが行われおり
（杉若ほか，1999），近年では網走川水系ドードロ

産卵床の増減からみたビワマス資源への遊漁の影響評価

尾田昌紀 1,2・淀　太我 1



尾田昌紀・淀　太我20

マップ川における産卵床数の経年変化と漁獲量変
動の相関関係が検討されている（下田・川村，
2014）．このように，サケ科魚類において産卵床
数は資源状態を評価する指標として広く用いられ
ている．
ビワマス Oncorhynchus sp.は，琵琶湖の固有種

（細谷，2013）であるとともに，環境省のレッドデー
タブックでは準絶滅危惧種（環境省，2015），滋
賀県のレッドデータブックでは要注目種（滋賀県，
2010）に指定されており希少種として位置づけら
れる．ビワマスは普段，琵琶湖の水温躍層より下
層の低水温域を回遊しているが（藤岡，2009；
Kamimura and Mitsunaga, 2014），10–12月に産卵の
ため流入河川に遡上する（尾田ほか，2008；尾田，
2011a；尾田，2014）．ビワマスは当歳魚の初夏ま
でにほとんどの個体が琵琶湖に降湖し，1–5年の
湖内生活期間を経て雄は満 2歳から，雌では満 3
歳から成熟する個体が出現する（藤岡，2009）．
遡上親魚の年級群は満 2歳魚から満 6歳魚で構成
されるが，その主体は満 3–4歳魚である（田中，
2011）．ビワマスは琵琶湖の水産重要種でもあり，
主に刺網によって漁獲されている（藤岡，2009）．
そのため，明治時代から種苗放流事業が行われて
おり，現在では滋賀県漁業協同組合連合会（以下，
滋賀県漁連）によって毎年約 70万尾の種苗放流
が行われている（藤岡，2009；田中，2011）．そ
の漁獲量は年間 20–50トンで安定して推移してき
たが（滋賀県農政水産部水産課，2008），2006年
頃からトローリング（引縄釣り）遊漁者が増え始
めてきた（菅原ほか，2014）．これを受けて琵琶
湖海区漁業調整委員会は，ビワマスの採捕実績の
把握や漁業とのトラブル防止のため 2008年から
トローリング遊漁者に対して届出と採捕実績の提
出を義務づけた（菅原ほか，2014）．2008–2011年
までビワマスは，漁業者に 23.2–45.8 トン，遊漁
者に 6.6–8.6トン利用されていることが明らかと
なり，遊漁者に釣られたビワマスの約半数は再放
流されていた（菅原ほか，2014）．しかし，更な
るトローリング遊漁者の増加に伴い漁業調整上の
問題やビワマス資源にあたえる影響が懸念された
ため，2013年から琵琶湖海区漁業調整委員会は
遊漁者によるトローリングを届出制から承認制へ
と変更し，2015年からは竿数の制限を指示して
いる（琵琶湖海区漁業調整委員会，2015）．琵琶
湖海区漁業調整委員会資料によると，2011年 12
月から 2012年 9月までの総採捕量は 34.7トン（う
ち遊漁者によるもの 13.4トン），2012年 12月か

ら 2013年 9月までの総採捕量は 30トン（うち遊
漁者によるもの 14.7トン），2013年 12月から
2014年 9月までの総採捕量は 35.8トン（うち遊
漁者によるもの 19.5トン）と推移しており，遊
漁者による採捕量が漁業者のそれを上回るように
なった．
琵琶湖流入河川におけるビワマスの産卵床分布

は 2008年に 10流入河川（尾田，2010）で調査が
行われている．そのため，トローリングの影響が
懸念されはじめた 2013年以前の状況と比較する
ことができる．そこで，2015年に尾田（2010）
と同様の手法でビワマスの産卵床数と遡上親魚数
の調査を行い，過去の知見と比較することで，近
年のビワマスの資源状態を評価することを目的に
本研究を実施した．

材 料 と 方 法

本調査は，2008年に調査を実施した琵琶湖 10
流入河川（尾田，2010）で行った．すなわち，琵
琶湖東部流入河川として犬上川，芹川，天野川，
姉川の 4河川を，琵琶湖北部流入河川として塩津
大川と大浦川の 2河川を，琵琶湖西部流入河川と
して知内川，石田川，安曇川，高嶋鴨川の 4河川
である（Fig. 1）．産卵床調査は，原則として尾田
（2010）で報告した魚止地点から河口までの範囲
を踏査した．ただし，天野川は尾田（2010）で魚
止としたヤナが撤去され，地元の米原市等の取り
組みによって堰堤に魚道が整備されたことから（孝
橋ほか，2013），丹生川との合流点から河口まで
を踏査した．石田川は，2010年の調査で遡上範
囲が河口から 8 km上流の堰堤であることが確認
されたため（尾田・原田，2013），この堰堤から
河口までを踏査した．安曇川は尾田（2010）で魚
止とした取水堰堤のゲートが工事のため一時的に
開放されていたため，この取水堰堤より上流にあ
る荒岩橋直下の堰堤を魚止として判断した．犬上
川の調査範囲にはビワマスの遡上阻害となる河川
横断工作物は存在しないが，瀬切れにより河川の
表流水が伏流して遡上困難となる場所を魚止とし
て判断した．調査は，偏光グラスを装着して河川
を踏査しながら尾田（2010）にならい，産卵床の
形状をもとにビワマス産卵床を識別し，河川ごと
の産卵床数を計数した．調査時期はビワマスの産
卵盛期である 10月下旬から 11月（尾田ほか，
2008；尾田，2011a；尾田，2014）に設定した．
ただし，安曇川の旧魚止堰堤から上流部の調査は
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12月 5日に実施した．産卵床調査時に目視によ
り確認されたビワマス親魚の個体数（産卵後の斃
死個体を含む）を計数した．ただし，計数した親
魚数には出水により琵琶湖まで流下した個体や，
サギ類などの捕食者によって持ち去られた個体は
含まれない．また，踏査の際に一部の産卵後の斃
死個体について外部形態および生殖腺から性別を
判別し，標準体長（以下，体長）を測定した．な
お，親魚の体長を測定したのは，犬上川，姉川，
塩津大川，大浦川，知内川，石田川の 6河川であ
る．尾田ほか（2011）によりビワマスの体サイズ
は河川間で有意差がないことが確認されているの
で，6河川の測定結果を雌雄別にプールして扱っ
た．

結 果 と 考 察

調査河川の河川延長（滋賀県土木交通部河港
課，2007），親魚の遡上範囲，確認された産卵床数，
確認された親魚数，産卵床密度について 2008年
（尾田，2010）と 2015年の結果を Table 1に示す．

また，2015年の遡上親魚の体長組成を Fig. 2に示
す．

2015年に確認された産卵床数は，高嶋鴨川の 0
床から安曇川の 353床と河川によって大きく異
なっていた．産卵床数は安曇川と姉川で多く，次
いで，知内川と芹川が多かった．2008年より産
卵床数が多く確認されたのは，姉川，知内川，安
曇川であった．2008年と同程度であったのが，
犬上川，芹川，塩津大川，大浦川であった．2008
年より少なかったのが，天野川，石田川，高嶋鴨
川であった．10流入河川の合計産卵床数は 2008
年が 1,066床，2015年が 1,159床であった．確認
された遡上親魚数が多かったのは，姉川，知内川，
安曇川で，次いで石田川が多かった．2008年と
比べて親魚の遡上範囲が拡大したのが天野川と安
曇川であり，逆に縮小したのが犬上川であった．
天野川は堰堤の遡上阻害の解消によって河口から
6.8 km（2008年は 1.7 km）まで遡上範囲が拡大し
た．安曇川は 2008年に魚止と判断した取水堰堤
のゲートが工事のため開放されていたため，河口
から 18.8 km（2008年は 13.2 km）まで親魚が遡上
していた．犬上川は，2008年より河川流量が乏
しかったため瀬切れにより，河口から 3.2 km（2008
年は 4.6 km）までしか遡上できない状況であった．
産卵床密度は，最も高かったのが知内川の 33.3
床 /kmであり，次いで高かったのは姉川の 24.2
床 /kmや芹川の 18.9床 /km，安曇川の 18.8床 /km
であった．2008年と比べて産卵床密度が大きく
低下していたのが天野川の 5.9床 /kmであった
（2008年は 40.6床 /km）．2015年の遡上親魚の体
サイズは，雄が 41.4± 5.3 cm（平均±標準偏差），
雌が 41.6± 4.2 cmであった（Fig. 2）．2015年の
雌雄の体サイズについて比較したところ有意差は
検出されず（Welchの t検定．P > 0.05），このこ
とは 2009年と同様であった（尾田ほか，2011）．
2009年（尾田ほか，2011）と 2015年の体サイズ
を雌雄別に比較したところ，雌雄ともに有意差は
検出されなかった（雄：Welchの t検定． P > 0.05，
雌：Welchの t検定．P > 0.05）．
産卵床数からビワマスの資源状態を評価するに

は，資源全体に占める自然産卵の割合について考
慮する必要がある．これまで，標識放流をもとに
ビワマス資源に対する放流種苗の割合が調査され
ている．澤田（1997）は 1996年のビワマス満 1
歳魚に対する放流種苗の割合は約 16％と推定し
ている．一方，田中（2011）は，2005年に標識
魚を放流しピーターセン法により 2005年の初期

Fig. 1.　Map of the study area.
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資源尾数を推定し，これが種苗放流尾数とほぼ一
致することから 2000年代のビワマス資源はほぼ
放流種苗によって維持されていると考察している．
しかし，天野（2014）は，ビワマスの野生稚魚と
放流種苗の餌資源や経験水温の違いに着目し，耳
石の炭素・酸素安定同位体比分析により，河川に
産卵遡上した親魚の由来を判別する手法を確立し
た．それによると 2009年の遡上親魚に占める放
流個体の割合は 12%，2010年は 29%であり，2
年間をまとめると 21%であったと報告している．

このことから 2000年代以降も，1990年代と同様
にビワマス資源は主に自然産卵によって支えられ
ていると報告している（天野，2014）．1990年代
に 8割近くが自然産卵由来であったビワマス資源
が，2000年代にはすべて放流種苗に置き換わっ
たという田中（2011）の推定は過大であり，天野
（2014）の知見を踏まえると 2000年代以降もビワ
マス資源は自然産卵主体で維持されていると考え
るのが妥当であろう．このことから，産卵床数は
ビワマス資源の間接的指標として使用可能と考え

Table 1.　Number of spawning redds and upstream migration range of Biwa salmon in ten Lake Biwa inlet streams in 2008 
(Oda, 2010) and this study 

Inlet stream Stream
length (km) Year Day Upstream migration

range (km)
Number of 

spawning redds
Number of

mature fishes
Density of spawning

redds ( /km)

Inukami 27.3
2008 Nov. 1 4.6 44 21 9.6
2015 Nov. 9 3.2 34 17 10.6

Seri 16.9
2008 Nov. 11

6.5
151 44 23.2

2015 Nov. 29 123 15 18.9

Amano 18.7
2008 Oct. 31 1.7 69 50 40.6
2015 Nov. 23 6.8 40 14 5.9

Ane 31.3
2008 Oct. 30

12.5
262 147 21.0

2015 Nov. 22 303 152 24.2

Shiozuokawa 7.5
2008 Nov. 8

2.6
7 13 2.7

2015 Oct. 31 10 11 3.8

Oura 7.0
2008 Nov. 16

3.6
44 33 12.2

2015 Nov. 1 36 42 10.0

Chinai 19.0
2008 Nov. 3

5.1
65 66 12.7

2015 Nov. 14 170 142 33.3

Ishida 17.0
2008 Nov. 4 5.7 147 84 25.8
2015 Nov. 21 8.0 90 64 11.3

Ado 57.9
2008 Nov. 6 13.2 253 137 19.2
2015 Nov. 26, Dec. 4 18.8 353 187 18.8

Takashimakamo 13.9
2008 Nov. 7

4.0
24 1 6.0

2015 Nov. 8 0 1 0.0

Total or Range 7.0 – 57.9
2008 Oct. 30 - Nov. 16 1.7 – 13.2 1,066 596 2.7 – 40.6
2015 Oct. 31 - Dec. 5 2.6 – 18.8 1,159 645 0.0 – 33.3

Fig. 2.　Standard length distribution of Biwa salmon in 2015.
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られる．本調査の結果は，2015年の産卵盛期に
各河川を 1回踏査したものなので，調査日以降に
形成された産卵床や，調査日よりかなり以前に形
成された産卵床は形状が崩れるなどして識別でき
ないものが含まれるため，各河川の年間総産卵床
数を示すものではない．しかし，2008年の調査
も同様の手法で行っているため相対的な経年比較
は可能である．2015年の琵琶湖 10流入河川にお
ける産卵床数は，河川ごとでは 2008年と比べて
増減はあるものの，総産卵床数では大差がなかっ
たことからビワマス資源量は 2008年と比べて大
きく増減していないと推察される．
回帰親魚の体サイズに関する滋賀県水産試験場

の報告では，2014年の平均体長は 38.5 cmで 2006
年以降，若齢化と小型化の傾向がみられると指摘
している（田中，2014b）．本調査結果では，雄が
41.4± 5.3 cm（平均 ± 標準偏差），雌が 41.6± 4.2 
cmであり，上記の報告より若干体サイズが大き
く 2009年との比較でも有意差は認められなかっ
た．漁業者の刺網によって漁獲されているビワマ
スの体サイズは 2013年が平均 40.0 cm（田中，
2013），2014年が平均 39.7 cm（田中，2014a）であっ
たのに対し，トローリングにより釣獲された体サ
イ ズ は 2013年 が 平 均 32.9 cm（ 田 中，2013），
2014年が平均 34.4 cm（田中，2014a）であり，ト
ローリングのほうが刺網より小さな個体を採捕し
ている．田中（2014a）は，親魚の小型化若齢化
は資源減少の兆候とも考えられるが，増殖事業に
用いる採卵用親魚の採捕は順調であり親魚不足と
いう事態は生じておらず，トローリングが資源に
およぼす影響の有無については断言できないとし
ている．また，遊漁者は釣獲したビワマスをリリー
スする傾向にあるが（菅原ほか，2014），夏季に
は表層の高水温帯にさらされるため，その有効性
が問われている．田中・吉岡（2014）は，実際に
トローリングによりビワマスを釣獲し，その個体
を蓄養して対象区との生残率を検証しているが，
その差は明確ではなく一般的な釣獲の場合は高水
温暴露の影響は大きくないと評価している．
このことから，ビワマストローリングによる釣

獲が資源に及ぼしている影響は軽微であると考え
られるが，今後も産卵床モニタリングを継続する
ことは必要であろう．ビワマストローリングによ
る釣獲が資源に及ぼしている影響が軽微であった
ことは，滋賀県の水産当局が早い時期から届出制
（菅原ほか，2014）や承認制（琵琶湖海区漁業調
整委員会，2015）を導入し規制に取り組んできた

ことや，トローリング遊漁者の多くが釣獲したビ
ワマスを再放流してきたため（菅原ほか，2014）
と考えられる．
河川ごとに増減がみられたことは，ビワマスの

母川回帰性が高くないため（天野，2014），渇水
等が生じれば流況のよい河川を選んで遡上するこ
とが一つの要因と考えられる．2015年の琵琶湖
集水域は，10–11月上旬にかけて渇水であった（気
象庁アメダス http://www.jma.go.jp/jp/amedas/）．11
月 8日にまとまった降雨があり（気象庁アメダス
http://www.jma.go.jp/jp/amedas/），渇水が解消され
流入河川の流況の回復に伴いビワマス親魚が一斉
に遡上し，翌 9日には 2015年のビワマス目標採
卵量に到達し採卵事業が終了した（亀甲武志氏，
私信）．また，ビワマスは産卵期間中に遡上河川
で密漁が横行しており（桑原，2013），こうした
ことも個別の河川で産卵床数が減少した要因と考
えられる．実際に石田川の調査中に，卵を持ち
去って放置したと考えられる雌親魚の斃死個体を
確認した．
琵琶湖流入河川は扇状地を斜行する河川が多く

表流水が伏流し渇水時には瀬切れが頻発する（尾
田，2011b）．こうした年には，流況の安定した河
川を選んでビワマスが産卵遡上していることが推
察される．ビワマスの母川回帰性が低いことは（天
野，2014），不安定な琵琶湖流入河川の流況に適
応した特性と考えられる．このため特定の河川に
限定せず流入河川の環境保全に取り組むとともに，
厳格な密漁対策を講ずることがより有効なビワマ
ス資源の増殖策になると考えられる．
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