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千歳川上流域の｢今｣と｢これから｣を考える



千歳川上流域における魚類の保護措置

•昭和56年、内水面漁場管理委員会指示により、烏柵舞橋から王子製紙第四ダムの区
間（3.3 km）における魚類の採捕禁止措置が発動される。

•以降、27年間にわたり、同区間の禁止措置が継続。
•平成19年春、採捕禁止区域は、第一烏柵舞橋から王子製紙第四ダムの区間（1.8 km）
に縮小。

•平成22年6月には全面的に禁止措置を解除。
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保護措置実施期間におけるサクラマスの変化

千歳川のサクラマス親魚の捕獲数が増加

外来魚ブラウントラウトの出現

日本海のサクラマス漁獲量が減少

・禁止措置以前（S30～56）のサクラマス親魚の年間平
均捕獲数が60尾だったのに対し、禁止措置以降（S57
～H20)は221尾と、3倍以上に増加。

・S59年に千歳川でブラウントラウト1個体を採集（Urawa, 
1989）
・千歳川支流紋別川において、在来種アメマスからブラウ
ントラウトへの置き換わりが確認される（鷹見ら、2002）。

・北海道日本海沿岸のサクラマス漁獲量は、 H5年頃ま
では400～500トンで推移していたが、近年は100～200ト
ンにまで減少。

禁止措置開始
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北海道日本海におけるサクラマス漁獲量



長期に及んだ禁止措置がもたらしたものは？

○サクラマスの資源保護に功を奏したのでは？
・ふ化放流以外にも、自然再生産によって資源が増えているのでは？

調査のために発動された禁止措置であったが、結果としては・・・・・

禁止措置の結果として、千歳川上流域の現在の状況はどうなっていて、
それはサクラマスにどのような影響を与えているのか？

過去に行われた調査はふ化場魚を対象としており、天然魚に関する知見は少ない。

○外来種ブラウントラウトがはびこる原因となったのでは？
・ブラウントラウトによってサクラマスの生息が脅かされているのでは？

サクラマスの自然再生産やブラウントラウトの影響について調べる！

→現在、さけますセンターが放流する全てのサクラマスには、耳石温度標識を施し
ており、ふ化場魚と天然魚との区別が可能。

∴天然魚に関する情報を正確に得ることができる。



千歳川のサクラマスは全てふ化場魚なのか？
天然魚はどの程度存在するのか？

千歳川において人工ふ化放流用に採捕されたサクラマスの耳石標識を調査
（H19～H21）

やはりスモルト放流の回帰効果は高いが、天然魚もかなり確認されている。

該当年級（H16）の放流数（千尾）

捕獲時期:8月下旬～9月下旬 捕獲時期:8月下旬～10月中旬

春稚魚 秋幼魚 スモルト

14.8 31.5 26.7

該当年級（H17）の放流数（千尾）

春稚魚 秋幼魚 スモルト

11.5 0 0

該当年級（H18）の放流数（千尾）

春稚魚 秋幼魚 スモルト

50.0 40.0 38.5

捕獲時期:8月下旬～10月上旬

H19年（全捕獲数211尾） H20年（全捕獲数239尾） H21年（全捕獲数423尾）



千歳川のサクラマスは全てふ化場魚なのか？
天然魚はどの程度存在するのか？

サクラマス産卵床の分布を調査（H19秋）

10月上旬～11月上旬の間に、3箇所の定点で、合計70個の産卵床を
確認！



千歳川のサクラマスは全てふ化場魚なのか？
天然魚はどの程度存在するのか？

千歳川上流域におけるサクラマス親魚の越夏場所の調査（H20夏）

千歳川上流域には、多数のサクラマス親魚が越夏出来る環境が存在した。

捕獲場における捕獲時期以前に、多数のサクラマス親魚が上流域までそ上していた。



千歳川のサクラマスは全てふ化場魚なのか？
天然魚はどの程度存在するのか？

産卵後のサクラマス魚体（ホッチャレ）の耳石標識を調査（H19～H21）

•千歳川上流域で産卵したサクラマス親魚のほとんどには耳石標識（=ふ化場
魚の印）が付いていない。

千歳川上流域における自然再生産はほとんどが天然魚によるもの

調査年 サンプリング場所 調査標本数 うち耳石標識
魚の数

Ｈ19

千歳川上流域（ダム
下～事業所周辺）

21 0

Ｈ20 33 0

Ｈ21

26 3

捕獲場（ウライへ漂
着したもの）

53 1



千歳川のサクラマスは全てふ化場魚なのか？
天然魚はどの程度存在するのか？

採捕場所によるサクラマス幼稚魚の由来の割合（H19～H21)

放流点直下を除き、ほとんどが自然再生産由来

青：自然再生産由来
赤：ふ化場由来



千歳川のサクラマスは全てふ化場魚なのか？
天然魚はどの程度存在するのか？

確認場所 区分 確認
数

内訳 備考

ふ化場由
来

自然再生
産由来

未確認

千歳捕獲場 捕獲親魚 423 126 76 221

捕獲場から上
流域

ホッチャレ
等

130 4 75 51

合計 合計 553 130 151 272

平成21年に千歳川への回帰が確認出来たサクラマスの総数と由来

最低でも553尾のサクラマス親魚が千歳川に回帰したことを確認
最低でも130尾の親魚が、捕獲場から上流に溯上していたことを確認
自然再生産を由来とする親魚が、最低でも151尾いたことを確認



千歳川のサクラマスは全てふ化場魚なのか？
天然魚はどの程度存在するのか？

まとめ

•捕獲場で捕獲が始まる以前の時期にも、千歳川上流域には多数のサクラマス
親魚がそ上し、越夏している（H20～H21）。

•8月下旬～10月上旬に増殖用の親魚として採捕されるサクラマスにも、相当数の
自然再生産由来魚が含まれている（H19～H21）。

当該区域は、天然のサクラマス資源を保全する上で重要な場所！

•上流域にそ上し、天然産卵を行ったサクラマス親魚はほとんどが自然再生産由
来魚（H19～H21）。

•上流域に生息するサクラマス幼稚魚は、放流点直下を除き殆どが自然再生産
由来魚（H19～H21）。

•上流域においては、多くの産卵床が確認された（H19）。



ブラウントラウトが、サクラマスにとって脅威となって
いるのではないか？

•千歳川におけるブラウントラウトの魚食の重要度は、サケ及びサクラマス幼魚の放流時
期に一時的に高まるが、その他の時期には魚類をほとんど摂餌していない。

千歳川におけるブラウントラウトの餌メニュー、餌料重要度指数等（H16）

天然のサクラマスが、ブラウントラウトに大量に捕食されているとは言えない。



ブラウントラウトが、サクラマスにとって脅威となって
いるのではないか？

当歳魚では、ブラウントラウトとサクラマスの間で、餌生物の競合は見られない。
（一歳魚以上での検証は今のところ不十分）

サクラマス及びブラウントラウト当歳魚の食性の比較（H19）

サクラマス：6月を
境に水生昆虫から
陸生昆虫を主に食
べるようになる。

ブラウン：時期を通
して水生昆虫を主
に食べている。

同じエサ

違うエサ

時期を追う毎に、両種の利用
するエサの類似性は低下す
る=エサの食い分けが進む。



ブラウントラウトが、サクラマスにとって脅威となっている
のではないか？

・サクラマス、ブラウントラウトの当歳魚（0+）及び1歳以上（体長約10～25cm）を対象
に、流路内の位置毎に生息数を潜水目視観測によって調査、同時に生息場所の位
置関係（流れ込みからの位置）及び微生息環境（水深・流速・障害物の面積等）の
データを観測（6月～8月）

・流れ込みからの位置、分類された微生息環境に対する選択性について、Jacobの選択度指数（1974）
を用いて時期別・魚種別・年齢別（0+又は1+以上）に解析し、比較

・Jacobsの選択度指数（1974）
Dsa = ( rs – pa ) / ( rs + pa -2rspa )

Dsa：魚sの微環境タイプaへの選択度
rs: sが利用したセルのうちaの占める割合
pa：調査区間全体におけるaの占める割合

・生息場所の微生息環境要素（水深・流速・障害物）を総合的に
判断するため、主成分分析を行い、微生息環境を4つのタイプに
分類

A

BC

D

エリアA → 水深がやや深く，流速緩く，障害物はややある。
エリアB → 水深浅く，流速やや早く，障害物は多い。
エリアC → 水深浅く，流速早い，障害物は少ない。
エリアD → 水深が深く，流速やや早く，障害物は少ない。

流れ込みからの位置の選択性

上流 →→→→→→→→→→ 下流好む
↑
↓
嫌う

好む
↑
↓
嫌う

千歳川上流域二次流路内におけるサクラマスとブラウントラウトの生息環境への選択性
（H20）

＜方法＞



ブラウントラウトが、サクラマスにとって脅威となっている
のではないか？

当歳魚同士では優务関係は明確ではない。
1歳以上は、8月になると両種の餌のとり方に差が見られる。
（※大型のブラウントラウトに関してはデータがなく、検証がなされてない。）

餌のとり方

6-7月（春～初夏）
サクラマス1歳以上＝ブラウントラウト1歳以上＞サクラマス当歳‐？‐ブラウントラウト当歳

（流れ込み付近で，待ち伏せ型） （広い範囲を動き回る） （下流域に分布）

8月（盛夏）
サクラマス1歳以上＞ブラウントラウト1歳以上＝サクラマス当歳‐？‐ブラウントラウト当歳
（流れ込みで待ち伏せ型） （広い範囲を動き回る） （下流域に分布）

千歳川上流域二次流路内におけるサクラマスとブラウントラウトの生息環境への選択性
（H20）

＜結果＞



ブラウントラウトが、サクラマスにとって脅威となって
いるのではないか？

ブラウントラウトが進入しているが、優占種はサクラマスで
あり、現状では置き換わり等の危機的な状況にはない。

サクラマス ブラウントラウト

月 日 1歳以上 当歳魚 1歳以上 当歳魚

6 23 11 298 13 0

7 10 10 413 20 30

29 16 415 19 19

8 5 13 284 13 29

28 5 271 12 31

55 1681 77 109

潜水目視調査によってカウントしたサクラマス及びブラウントラウトの個体数（H20）



（まとめ）

•ブラウントラウトがサクラマスを大量に捕食しているとは言えない
（H16）。

•今のところ、当該区域の優占種はサクラマスである（H20）

今回調査を行った限りでは、千歳川上流域において、ブラウン
トラウトがサクラマス資源に直接大きな影響を与えているという
状況は観察されなかった。

ブラウントラウトが、サクラマスにとって脅威となって
いるのではないか？

•当歳魚同士の餌料生物は競合していない（H19）

むしろ人間の影響のほうが心配？



•サクラマスの自然再生産に適した環境があり、実際に天然産卵
が行われている。

長期間に及ぶ禁止措置の継続により、現在の千歳川上流域は、天
然のサクラマスが再生産を繰り返すのに適した環境が整っている。

千歳川上流域の現状は・・・

•自然再生産による世代交代が繰り返されており、数も多いと考え
られる。

この貴重な環境を、末永く維持していくことが望ましいと、私たちは考
えます！

•ブラウントラウトがサクラマス資源に直接大きな影響を与えてい
る状況は、今回の調査においては見られなかった。



今後の千歳川上流域の
在り方を考える。



河川釣り場の管理
～「守りたい」 「釣りたい」 ２つの考えの両立～

サクラマスの場合
河川上流は・・・
・越夏場所
・産卵場所
・幼稚魚の生育場
となっている。



天然サクラマス資源の持続的利用に向けて
従来の禁止区域を｢聖域｣に！

聖域（保全ゾーン）
サクラマスの
・越夏場所
・産卵場所
・稚魚の生育場

・越夏場所・産卵場・稚魚の生育場を保護することで
将来にわたって持続的に釣りが楽しめます！

（利用ゾーン）
ヤマベやブラウントラウトの釣り
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理するとともに、今後の千歳川上流域におけるサクラマスの資源造成とその利用のあり方を提案するものです。


