
Ⅰ．序論

サケ科イワナ属のオショロコマは，国内では

降海しない陸封型が北海道にのみ分布する．一

般に河川最上流域に生息し，オショロコマより

下流には同属のエゾイワナが分布するとされて

いる（Fausch et al 1994, Yamamoto et al 1999, Morita 

et al 2005, Koizumi et al 2006）．堰堤などの人工

的な魚止めは，陸封魚や降海魚の季節移動の阻

害や遺伝子交流の阻害によるメタ個体群の機能

低下を引き起こす．また，外来種のニジマスの

定着によって競争排除が発生していると言われ

ている．

本研究は，環境 DNA解析と助成以前より集

積していた捕獲のデータを総合することで，河

川の流程に沿ってオショロコマ，エゾイワナ，

およびニジマスそれぞれの分布と季節移動を解

明することを目指した．特に，通常の調査では

データ収集が困難な冬季の分布情報を，環境

DNAにより蓄積できると考えた．これはひい

ては，好適な越冬地，繁殖地，生息地の条件を

解明し，在来イワナ属の保全に貢献することを

目指した．

国内での分布が北海道に限られるオショロコ

マおよび同属のエゾイワナについては，生息地
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の分断によるメタ個体群の機能低下や外来種の

侵入による個体群の絶滅可能性の増大が危惧さ

れる．地域個体群の現状を可能な限り広域に把

握し，個体群存続可能性分析（PVA）などに発

展させることも重要であり，基礎データの充実

が望まれる（Morita et al 2000, Morita and 

Yamamoto 2002, Morita and Yokota 2002, Morita et 

al 2004）．

背景として，ここ数年，凍結されていた事業

の再開など，ダム建設の増加傾向が挙げられる．

在来サケ科魚類が多様で現存量も多い北海道に

て，人工的な魚止めの影響や外来種であるニジ

マスの影響を定量化し，生息，繁殖，越冬に好

適な環境条件について，急ぎ検討する必要があ

る．

ダムを始めとする人工の魚止めについては，

移動障壁として捉えられてきた．これらの増加

により，生息地の分断やメタ個体群の機能低下

が引き起こされ，個体群の絶滅可能性の増大が

危惧されている．このような指摘は従来からあ

るが，ダムや堰の完成から 30年をかけて個体

群の絶滅が進行するとの先行研究もあり，移動

障壁の影響の定量評価や人為的に陸封された個

体群の保全には長期的視野が重要である

（Morita et al 2009）．

北海道のイワナ属 2種（オショロコマおよび

エゾイワナ）は放流由来の遺伝子を持たない可

能性がある．これらはとくに「天然個体群」と

して区別され，地域固有の遺伝情報を保持した

個体群として極めて貴重な存在である．しかし，

魚止めと外来魚の複合によって，個体数の衰退

傾向は加速している可能性がある．河川のサケ

科魚類は，降海以外にも季節移動や増水による

移動など，河川の流程または本流と支流を移動

しているとされるが，北海道ではヒグマの影響

で秋季の繁殖地や冬季の生息域に関する情報が

不足している．一方，魚止めは外来魚の侵入を

食い止めるという対極の効果も持ちうる．北海

道の在来サケ科は外来種ニジマスの分布拡大に

よる競争排除の可能性が指摘されている

（Taniguchi 2000, Morita et al 2004, Hasegawa et al 

2004, Hasegawa et al 2006, Baxter et al 2007, 

Sahashi and Morita 2016）．2015年にニジマスは

国の産業管理外来種に選定されたが，同年の北

海道の指定外来生物への選定が見送られるな

ど，影響が北海道の地域社会からは過小評価さ

れている．

申請者らの上川盆地での釣獲による予備調査

によって，オショロコマが最上流域に 1種で隔

離されていること，さらにエゾイワナの生息エ

リアが著しく狭いことが判明しつつある．以上

から，北海道の在来イワナ属 2種の生息状況を

詳細に調査する意義は大きいと考えられる．希

少な在来のイワナ属群集について情報を蓄積

し，生息地の分断や外来種からの影響の拡大を

正確に評価し，さらに情報発信によって社会で

の位置づけを変えることが保全の成功の鍵を

握っている．これは，PNF助成の理念に適う

ものだと考える．

Ⅱ．材料と方法

1. 調査地

北海道のイワナ属の 2種，オショロコマ

（Salvelinus malma）とエゾイワナ（アメマス，

Salvelinus leucomaenis）を対象とし，ニジマス

（Oncorhynchus mykiss）の侵入の有無について

も調査した（Fig. 1）．調査河川は，石狩川水系

のピウケナイ，オサラッペおよび支流系 Aの 3

河川とした（Fig. 2）．釣獲による予備調査を通

じて，上流から下流にかけて生息種がオショロ

コマ，エゾイワナ，ニジマスへと順次変化する

支流系 A，オショロコマの生息域にニジマスが

侵入（人為的移入）しているピウケナイ川，い

ずれのサケ科魚種についても生息数が少ないオ
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サラッペ川，という予測を得たためこれらの河

川を選定した．

2. 種特異的な環境 DNA検出系の確立

オショロコマ，エゾイワナ，ニジマスの 3種

につき，ミトコンドリアチトクローム b遺伝子

領域に，それぞれの種に特異的なプライマーお

よび TaqManプローブを設計した．それぞれの

プライマー・プローブセットの特異性を確認す

るため，それぞれのプライマー・プローブセッ

トを用いて，3種の組織に由来する DNAを鋳

型にしたリアルタイム PCRを行った．

3. 採水調査

環境水の採取については，1ヶ月に 1回を目

処としたが，冬季の調査は 3月の 1回のみとし

た．これは，ヒグマの危険性，積雪初期および

融雪期のアプローチの難しさ（雪崩などのリス

ク）を避けることを優先したためである．人工

の魚止めの夏季と冬季の写真に示されているよ

うに，渓流域での冬季の調査は積雪の影響に

よって容易ではない（Fig. 3）．以上から，採水

調査は 2016年 10月 12日，2017年 3月 9日—

10日，5月 28日，6月 28日，7月 26日，8月

30日，9月 26日，10月 28日に実施した．なお，

助成期間の 2017年 9月末までには，2016年 10

月から 2017年 7月までの環境水について分析

を終了した．

各地点で約 900 mlの表層水をサンプリング

した．水面が凍結している場合は，ドリル等で

穴をあけ，もっとも凍結面に近い水を得た．採

水サンプルには，DNAの分解防止のため終濃

度 0.01 %の塩化ベンザルコニウム溶液を添加

し，当日中にグラスファイバーフィルター（平

均孔径 0.7 μm）を用いたろ過を行った．ろ紙

サンプルは冷凍で保存し，神戸大学に冷凍便で

輸送したが，一部のサンプルについては，運送

会社のミスで冷蔵便での輸送となった．ろ紙サ

ンプルからのDNA抽出はサリベットとDNeasy 

Blood & Tissue Kitを用いた一般的な環境 DNA

抽出法によって行った．リアルタイム PCR試

薬として Environmental Master Mix 2.0を用い，

鋳型として環境 DNAサンプルを 5 μl加えた 20 

μlの反応系で，StepOnePlusのデフォルトの

PCR条件（ただし，サイクル数のみ 55サイク

ルとした）でリアルタイム PCRを行った．
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図 1　対象種 3種の写真．1. オショロコマ，2. エゾイワナ，3. 

ニジマス
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図 3　人工の魚止め．例としてピウケナイ第一堰堤の夏季と冬季の写真を示す．

図 2　調査地図
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Ⅲ．結果

1. 種特異的な環境 DNA検出系の確立

設計したそれぞれのプライマー・プローブ

セットを用いてオショロコマ，エゾイワナ，ニ

ジマスの組織から抽出した DNAを鋳型にリア

ルタイム PCRを行ったところ，それぞれの対

象種のみについて増幅シグナルが観察された．

このことから，種特異的な検出系が確立された

といえる．

2. 環境水からの DNAの検出結果

オショロコマ，アメマス，ニジマスの DNA

の検出結果を，調査回ごとに Fig. 4に示した．

支流系 Aでは，オショロコマが全ての調査地

において，採水時期にかかわらず検出された．

エゾイワナは中流と下流の調査地から採水時期

にかかわらず検出された．ニジマスは，中流と

下流の調査地から検出されたが，夏季のみに限

られた．ピウケナイ川では，全ての調査地にお

いてオショロコマとニジマスが検出された．オ

ショロコマについて 2017年 5月に検出されず，

ニジマスについては，最下流で 2017年 3月と

5月に検出されないなど，採水時期による違い

が見られた．オサラッペ川については，対象種

不在という結果が多くを占めた．しかし 2017

年 6月には 3種とも検出された．エゾイワナは

3月から 6月にかけて最下流で検出され，ニジ

マスは 6月と 7月に中流と下流の調査地で検出

された．

Ⅳ．考察

1. 環境 DNA調査の有効性

本研究に際しては，釣獲による予備調査の結

果を踏まえて調査河川を選定した．つまり，上

流から下流にかけて生息種が順次変化する支流

系 A，オショロコマとニジマスが生息している

ピウケナイ川，いずれのサケ科魚種についても

生息数が少ないオサラッペ川，であったが，

Fig. 4に示されたように環境 DNA調査の結果

との整合性は高かった．

これは即ち，釣獲による調査と環境 DNAの

結果に大きな齟齬はなく，同時に目視も含めた

釣獲の有効性が保証され，さらには厳冬期の調

査結果が示したように，北海道のような多雪で

調査が難しい地域での淡水魚の調査において，

捕獲と環境 DNAによる調査が相補的に実施さ

れることの有効性が示されたものである．

これまで，北海道のサケ科魚類についての河

川での環境 DNA調査は前例がなく，さらに北

海道の厳冬期の調査については捕獲を含めても

先行研究は多くない．冬季には生物の代謝が低

下し，環境水への DNAの放出が減少し，検出

力が落ちてしまう懸念もあった．しかし本研究

の結果からは，北海道の厳冬期での採水におい

ても，DNA検出が十分可能であることが示さ

れた．

このような調査には，経験豊富な山岳ガイド

の同行が不可欠であり，ガイドの雇い上げとス

ノーモービルおよびモービルドライバーのレン

タルの費用が大きかった．この点において，助

成金を得ることができた効果が非常に大きかっ

たといえる．

また，ここで得た環境 DNAサンプルは他の

生物種に用いることが可能であるため，例えば

魚類を網羅的に検出するMiFishプライマーを

用いた解析によって，各河川の季節ごとの魚類

相を網羅的に解析することも可能である．その

意味でも，本助成による研究によって重要なサ

ンプル採取に成功したといえる．

2. 対象種 3種の生息範囲と季節変化

季節変化については，オショロコマの支流系

A最上流域の個体群は通年確認され，目視に

よって婚姻色が確認され，繁殖行動と思われる

行動が確認された．産卵床の計数などは実施し

ていないが，支流系 Aでの結果からは，オショ
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ロコマの季節移動は顕著ではないと考えられ

る．

予備調査からはエゾイワナが春季にオサラッ

ペを降河してくることが判明していた．環境

DNAの結果から，エゾイワナがオサラッペの

下流において春季から夏季に検出されている．

しかし，中上流域での検出が少なく，明瞭な季

節変化を捉えることはできなかった．支流系 A

のエゾイワナは，環境 DNAでの検出結果に若

干の変動があるものの，通年安定して検出され

たと言える．

ニジマスについては，先行研究では越冬時に

溯上傾向を示すとされているものの，今回の調

査では，検出地点数，検出回数ともに予想を下

回っており，溯上傾向もみられなかった．

3. 保全のための議論

本研究の結果から，魚止めによってニジマス

の溯上による生息地拡大が防がれていることが

示唆された．とくに，ピウケナイ川流域ではオ

ショロコマが同所的に生息しており，これは人

為的に魚止めの上までニジマスが導入された結

果だとされている．著者の釣獲データも踏まえ

て考えると（今村，未発表），ニジマスに圧迫

されている危惧はぬぐいきれない．

アメマスの生息地は限定的で，支流系 A流

域の堰堤の間にのみ生息していた．オサラッペ

川流域では降河を経験した個体が釣獲されてい

たが，これは下流域に限られる．環境 DNAで

の検出結果と合わせて，降河 /溯上の移動が人

工の魚止めに阻害されている可能性が非常に高

いと考えられる．

総合して，希少な在来種であるオショロコマ

については，安定した生息地の存在が示唆され

た．ただし，オショロコマの「天国」は最上流

域に限られ生息地の面積は大きくなく，つまり

環境収容力が大きいとは考えにくい状況であっ
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図 4　環境 DNA分析の結果まとめ．河川ごと，調査地ごとに環境 DNAのデータを示す．対象種 3種それぞれについて，調査

日ごとに 3反復の解析を実施した結果を示す．
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た．

以上を踏まえると，魚止めは「ニジマス止め」

であり，同時に移動分散を阻害している可能性

が改めて示唆された．釣獲に加えて環境 DNA

分析を実施したことで，イワナ属の在来種 2種

と外来種であるニジマスの生息状況を明らかに

することができた．人工の魚止めを破壊すれば

よい訳ではないが，現状のままで良いという根

拠もない．本研究では，種ごとの定量的な分布

状況，マイクロハビタットの種間での「棲み分

け」といった観点のデータは取得できていない．

今後，有効な保全策の早急な検討と立案のため

にも，季節移動や溯上性の精密な調査が必要で

あると考える．
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Are Salvelinus species in Hokkaido Island, Japan endangered by 
damming and invasive Rainbow Trouts?

IMAMURA Akio and MINAMOTO Toshifumi

We investigated distribution of Dolly Varden Charr (Salvelinus malma) and White Spotted Charr (Salvelinus 
leucomaenis) in Hokkaido Island, Japan. Our research sites were located at middle of the island, and these two 
species are landlocked. The species' populations are to be fragmented by damming and the invasive species, 
Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). We established the protocols for the species-specific detection of 
environmental DNA (eDNA) for these three species. Although Dolly Varden Charr populations have been separated 
by damming, they are not eliminated by the invasive Rainbow Trout but lived together in some of the sites. White 
Spotted Charr populations inhabited the lower reaches than the Dolly Varden Charr. This charr also lived together 
with the trout, but their frequency of the detection was less than expected. Invasive Rainbow Trout population was 
also less detected than concerned. Damming may have a function as protective walls as well as impassable barriers. 
However, from a long-term perspective, fragmentation might affect negatively for the viability of the populations of 
the native Salvelinus species. We could not reveal the seasonal movement, especially in their reproductive phase in 
the present study, although we made eDNA survey through the year including the coldest winter. We should continue 
to study the ecology of charrs and trouts focusing on the effect of damming and make some contributions to 
conservation of the native Salvelinus species.
Keywords: Dolly Varden Charr, Environmental DNA (eDNA), Impassable barriers, Research during the coldest 
winter, Water sampling, White spotted Charr
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