
はじめに

　野生生物の生息適地モデルは，実際に観察された生物

の生息状況とその生息地の環境データとの統計的関係式

を基に，生物情報が不明な地域に対してもその生物の生

息確率を推定するモデルである．近年，リモート・セン

シングにより取得される地表面デジタルデータの種類は

急激に増加し，かつそれらが安価に提供されるようにな

ってきた（例えばDistributed Active Archive Center，NASA，

http://daac.gsfc.nasa.gov/；財団法人リモート・センシング

技術センター，http://www.restec.or.jp）．また地形や気象

をはじめとして，さまざまな空間データが国や地方自治

体レベルで盛んに電子化され，インターネットによる一

般公開も進んできている（例えば ESRI，http://www.esri. 

com/data；国土地理院，http://www.gsi.go.jp/）．容易に収

集可能となった環境要因を基に，これまで定量的把握の

難しかった生物生息状況を，面的かつ広範囲に推定でき

る生息適地モデルは，野生生物の保護・管理計画や自然
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Abstract: Based on a predictive habitat modelling approach, we investigated 1） the effects 
of damming on the distribution of salmonids and 2） whether the existing conservation 
areas for the salmonids are appropriate and effective in protecting their habitats in 
Hokkaido.  A habitat model for masu salmon, one of the most commercially important spe-
cies, predicted that their occurrence probability declined sharply approximately 30 years 
after damming.  Areas where the probability had significantly dropped due to damming 
were distributed throughout Hokkaido.  A habitat model for the Sakhalin taimen, a salmonid 
categorized as an endangered species, on the other hand, did not indicate a significant effect 
of damming on their occurrence, mainly because the taimen inhabit areas with low eleva-
tions where dams have not been commonly built.  Thirty-two stream systems designated as 
conservation areas for salmonids by the government of Hokkaido had significantly higher 
levels of both occurrence probability and conservation value for masu salmon than the other 
stream systems in the island, but that was not the case for the Sakhalin taimen, indicating 
an inappropriate placing of conservation areas for this species.
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再生などへの応用が期待され，社会的な需要も高まって

いる．それゆえ生息適地モデルに関する理論的研究はこ

れまで盛んに行われ（例えば Nicholls 1989; Legendre 

1993; Augustin et al. 1996; Lek et al. 1996; Fielding ＆ Bell 

1997; Gumpertz et al. 1997; Guisan ＆ Zimmermann 2000; 

Manel et al. 2001; De’ath 2002; Lichstein et al. 2002; Olden 

＆ Jackson 2002; Olden et al. 2002），それを野外で得られ

た生物データに実際に応用する例も増えてきている（例

えばKnapp ＆ Preisler 1999; Castella et al. 2001; Oberdorff 

et al. 2001; Joy ＆ Death 2002; Lobo ＆ Martín-Piera 2002; 

Pess et al. 2002; Fernández et al. 2003; Knapp et al. 2003）．

　しかし，これまでの生息適地モデルの活用例を見ると，

その目的がたとえ野生生物の保護・管理にあっても，単

に生物の潜在的な生息可能地域を推定し，それを地図に

表示するだけに留まっているものが多い．本論文では，

生息適地モデルのこれまでの一般的利用法から一歩踏み

出し，１）生息環境の人為改変の影響評価，そして２）

野生生物の保全地域の評価への適用可能性について検討

した．生息環境の人為改変に対する評価では，北海道全

域を対象に，サクラマス（Oncorhynchus masou）に対す

るダムによる河川分断の影響を解析した．また北海道で

保護水面に指定されている３２水系（Fig.１A）が，サクラ

マスならびに同じくサケ科魚類のイトウ（Hucho perryi）

の保護にどの程度貢献しているのか，ギャップ分析

（Scott et al. 1993）による評価を行った．

　サクラマスは東日本を中心に広く分布し，北海道でも

河川上流から下流まで比較的広い生息域をもつ．道内の

サクラマス個体群は水産資源保護法によって指定された

上記保護水面を中心に手厚く保護されており，増養殖さ

れた稚魚の放流も行われてきた（桑田１９６３；林中１９６８）．

北海道のサクラマスは少なくともメスに関しては，ほと

んどすべてが溯河回遊型の生活史を有する（Kato 1991）．

また他のサケ科魚類と同様，その産卵場所は一般に河川

上流に位置する．そのためサクラマス資源に対するダム

による流域分断の影響は，通し回遊魚の中でも特に著し

いものであることが予想される．その影響がどの地域で，

どれくらいの規模で生じているかを定量的に把握するこ

とは，水産資源保護の観点から特に重要な課題である．

　日本では北海道にのみ生息する大型のサケ科魚類イト

ウは生息数と生息域の急速な減少により，その存続はき

わめて危機的な状況に瀕している（小宮山１９９７；福島

１９９８）．本種は環境省によるレッドデータブックでは絶滅

危惧 IB類に，また北海道レッドリストでは絶滅危機種に

位置づけられてもいる．北海道では，南限系統群の保護

を目的として利別川，また北限系統群の保護を目的とし

て増幌川と幌内川の計３つの保護水面（Fig.１A）におい

て本種の生息状況のモニタリングが継続されている．し

かしサクラマスと違い水産資源でないことから積極的な

保護の手立ては講じられていない．まずは既存の保護水

面を維持することが，イトウ保護にどの程度貢献しうる

かについて，科学的に評価する必要がある．

方　法

調査地域

　調査対象地域である北海道の面積（北方領土を除く）

は７８，４２３km２であり，流域面積１４，３３０km２の石狩川を筆

頭に１，５００あまりの河川流域から構成される（北海道土

木協会１９９５）．火山活動が盛んな北海道は，東の知床か

ら屈斜路・阿寒・大雪・十勝にかけて，また石狩低地帯

を隔てて胆振・後志にかけて火山が連なる（石城・福田

１９９４）．また日本最大の湿原である釧路湿原をはじめ，サ

ロベツ，霧多布，勇払など数多くの湿原や原野がある．

このように起伏に富んだ多様な地形を持つことが北海道

の自然環境の最大の特徴であろう（Fig.１B）．一方，北緯

４１度２１分から４５度３１分の高緯度に位置し，年平均気温

が約５．１度（国土地理院が提供する国土数値情報の全道

平均値）と寒冷な土地であることも特徴としてあげられ

る．しかし一様に寒冷なわけではなく，渡島半島から東

に日高，襟裳岬にかけての地域と北に日本海沿岸地域で

は，年平均気温は６度を超え，比較的温暖な気候をもつ

（Fig.１C）．年降水量の分布は，渡島半島や道北にかけて

の日本海側，また日高山脈で１，５００mmを超える多雨地

域が見られるが，オホーツク海に面した地域から十勝平

野にかけて１，０００mmを下回る（Fig.１D）．

　日本では原生的な自然が多く残ることで知られる北海

道であるが，過去１００年あまりの開拓の歴史を通じて自

然環境は一貫して改変されてきた．捷水路などの河川改

修工事によって多くの河川下流は直線化・護岸化されて

おり，水際線の人工化率は２０％弱に達している（環境庁

２０００）．また河川工作物によっていたるところで河川が分

断されている．道内には１６７基のダム（河川法で定義さ

れた堤高１５m以上の構造物）と約１，０４０基の砂防ダムが

設置されている（それぞれ２０００年現在の北海道河川課及

び砂防災害課資料．以降，両者を総称してダムと呼ぶ）．

これらダムによって海から分断された流域は全道にパッ

チ状に分布する（亀山ほか２００４；Kameyama et al. 2004）．

入植の歴史の古い石狩川流域などでは，２０世紀初頭に造
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Fig.　1.　Study area, Hokkaido, showing A） 32 stream systems designated as the conservation areas 
of fisheries resources: 1. Nishibetsu, 2. Onnebetsu, 3. Okushibetsu, 4. Yanbetsu, 5. Horonai, 6. 
Shimonaefutoro, 7. Masuhoro, 8. Nobusya, 9. Syokanbetsu, 10. Atsuta, 11. Syakotan, 12. Yobetsu, 
13. Furuu, 14. Tomari, 15. Chihase, 16. Sukki, 17. Toshibetsu, 18. Futoro, 19. Usubetsu, 20. Kenichi, 
21. Toppu, 22. Hime, 23. Ishizaki, 24. Ookamotsu, 25. Kokamotsu, 26. Mogusa, 27. Oyobe, 28. 
Shiodomari, 29. Haraki, 30. Hidakahorobetsu, 31. Nikanbetsu, and 32. Utabetsu Rivers, B） 
elevation above sea level （m）, C） mean annual air temperature （Celsius）, D） mean annual 
precipitation （mm）, E） drainage basins fragmented by damming （years in AD）, and F） the 
locations of fish survey sites recorded in HFish.



られたダムに分断された流域も見られる（Fig.１E）．また

建設年度はそれほど古くないが，日高山脈西方に１９５０｜

６０年代にかけて大型のダムが多数建設されていること

も注目される．

淡水魚類データベース（HFish）

　北海道には６０｜７０種ほどの淡水魚が生息するが，その

半数近く（２９種）は，一生の間に海と川を行き来する通

し回遊魚である（後藤１９９４）．そのため北海道の淡水魚

類相は，ダムによる河川分断の影響を被り易い．

　北海道では過去半世紀の間に少なくとも６，６７４件の魚

類調査が行われている（Fig.１F）．この数は，自然環境保

全基礎調査（環境庁１９７９，１９８８，１９９４）や河川水辺の国

勢調査（リバーフロント整備センター１９９２｜１９９７），サケ・

マス保護水面管理事業調査（北海道立水産孵化場１９８３｜

１９９９）の調査データ，さらに国や道による環境アセスメ

ント等の報告書や論文からのデータをひとつのデータベ

ースに統合して GISで解析可能な形式に整備した結果の

集計値である．このデータベース（HFishと呼ぶ）の収

録文献数は計８８１あり，収録したデータの取得年代は

１９５３｜２００３，調査時期は主に６－１０月（９０％以上）であ

る．調査地点（６，６７４地点）は河口から標高１，４００mま

での河川湖沼に分布する．ただし，これらの地点を標準

地域メッシュコードの３次メッシュ（約１km２）に統合

すると，調査地点を含むメッシュの総数は３，８０１に大幅

に減少する．これは調査地点の多くが空間的に偏在して

おり，北海道全域に均等に分布していないことを示唆し

ている（Fig.１F）．

統計解析

モデル

　本研究で使用した生息適地モデルは，ロジスティック

回帰を用いた一般化加法モデル（Generalized Additive 

Model; GAM），つまり一般化線形モデルの線形予測部分

を平滑化関数の和で置き換えたものであり（Hastie ＆ 

Tibshirani 1990）

   （１）

と表すことができる．ここで Pはサクラマスまたはイト

ウの生息確率である（ただしその観測値は「いる／いな

い」という２値の論理値）．aは定数項，fは平滑化関数（こ
こでは自由度＝４のスプライン関数）とし，説明変数 Xi

は採捕地点におけるさまざまな環境要因（後述）である．

GAMは一種のノンパラメトリック回帰であり，説明変数

と応答変数との間の非線形関係を記述する能力が高い

（Hastie ＆ Tibshirani 1990）．

変数

　北海道の淡水魚の１地点あたりの生息種数はその地点

を中心に半径約６kmの範囲まで正の自己相関を示す

（福島２００５）．また個々の魚種の出現パターンもこれと

同程度の空間スケールで自己相関を持つことが予想され

る．このように空間的な自己相関を持ち，独立性が低い

データをそのまま回帰分析などの統計解析に用いること

は，ほとんどの統計検定を無効にする（例えば，真のモ

デルよりも多くの説明変数を誤って有意とみなしてしま

う．Legendre 1993）．そこで，本研究では目的変数（HFish

の中で，地点ごとに記録されたサクラマスとイトウの採

捕結果）と説明変数（３次メッシュごとの環境要因など）

を３６km２（６km×６km）の面積を持つひとまわり大きな

メッシュに統合することとした．そして，６kmメッシ

ュの中で累積される採捕記録が１件以上であれば目的変

数を１とし，それ以外ならば０とした（全サンプル数は

３９１０．ただし同一メッシュでも調査年が異なるものは別

サンプルとして扱った）．また，説明変数の中で地形や気

候に関する環境要因については６kmメッシュ内の平均

値を用いた．

　GAMに使用した説明変数の中で標高（ELEV），最大傾

斜角（SLOP），年平均気温（AIR），年平均降水量（RAIN），

最大積雪深（SNOW），流域人口（POP）までの変数は国

土数値情報（標高・傾斜度メッシュ G04-56M，気候値メ

ッシュ G02-62M）からデータを取得した（Table１）．ま

た調査件数（VISIT），調査年（YEAR）と UTM座標値

（X，Y）は HFishから求めた．ダムによる分断の有無

（DAM）及び分断後の経過年数（TDAM）については流

域分断年と魚類調査年との時間的な前後関係から求めた．

なおすべてのダムに対して魚道が付設されているか否か

の一元化された情報は存在しないため，本研究では魚道

の有無は考慮していない．

　説明変数の有意性は，その変数をモデルから除外した

時の乖離度（deviance）の変化量を対数尤度比検定で評

価した．ELEV，SLOP，POP，AREAについては対数変

換したものを変数に使用した．また，ELEVと SLOPは

高い正の相関（r＝０．７４８）を示したため，この２つの変

数をモデルに同時には使用しないことにした．

　UTMの XY座標値は，環境要因だけでは説明できない

地史的あるいは人為的要因（漁獲圧，放流など）などに

よる傾向面（trend surface）を説明する上で有用である
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（Legendre ＆ Legendre 1998）．しかし限られた流域で局

所的に観察されている絶滅危惧種イトウに対し，その生

息域を傾向面解析によって厳密に特定することは，ひと

つ間違うとさらなる個体数の減少を招く恐れもある．こ

のため XY座標による傾向面を説明変数に用いるのはサ

クラマスだけにとどめ，イトウのモデルへの使用は控え

ることとした． 

モデル選択とモデル評価

　説明変数のモデルへの選択はステップワイズ法を用い，

AIC（Akaike Information Criteria）を最大に低下させる変

数から順に採用した．このとき，各変数は線形関数かス

プライン関数の２つの選択肢を持たせ，その選択も AIC

を基準にして行った．

　サクラマスとイトウのモデルの推定能力を評価するた

めに，次のような交差確認（cross-validation）を行った．

まず，全サンプルをランダムに１０分割し，全体の１０分

の９のサンプルを用いてモデルを構築した．次に，残り

の１０分の１のサンプルについてそのモデルを使って生

息確率を推定するという作業を１０回繰り返すことで，全

サンプルの生息確率の推定値を得た．この一連の作業を

合計１０回繰り返して１０組の推定値データセットを用意

した後，これらの平均値を求めて１組のデータセットを

得た．これらの推定値は０から１までの確率（P）であ

り，一方の観測値は０または１の論理値である．ここで

は単純に P＝０．５をしきい値にして「いる／いない」を

決めるのではなく，０から１までを２００分割してそれぞ

れの P値に対して推定の感度（sensitivity）と特異度（speci-

ficity）を計算し，その和が最大となる時の P値をしきい

値に採用した（Manel et al. 2001）．またその時の kappa

値（Fielding ＆ Bell 1997）を求めた．

生息適地モデルに基づいた保護水面の評価

　全道の３次メッシュデータをサクラマスとイトウのそ

れぞれのモデルに代入して，北海道全域の潜在的な生息

確率を求めた．さらに，全道を５７４水系（国土地理院発

行の２５，０００分の１地形図に河川として記載された水系

に相当する）に分割し，水系ごとに２種の生息確率の平

均値を求めた．また３次メッシュ単位で求められた生息

確率の水系内での合計値をその種に対する保全指標値と

して算出した（Filipe et al. 2004）．その上で，全道に現在

３２水系指定されている保護水面（Fig.１A）のサクラマス

とイトウの生息確率及び保全指標値が，他の河川水系と

比べて高い順位にあるかどうかをMann-Whitney検定

（片側検定）を用いて評価した．

結　果

サクラマス

　サクラマスの生息適地モデルは以下のものが選択され

た．

logit P＝ a＋ f（ELEV）＋ f（AIR）＋ f（RAIN） 

＋ f（SNOW）＋POP＋ f（AREA）＋ f（VISIT） 

＋ f（YEAR）＋ f（TDAM）＋ f（Y）＋ f（X＊Y）

ただし，X＊Yは XY座標値の交互作用を意味する．

　サクラマスの生息確率は標高２００｜３００m付近で最も

高くなり（Fig.２A），気温・降水量の上昇とともに生息確

率も上がるが（Fig.２B，C），積雪深の大きいところでは

低下する（Fig.２D）．また，他の変数と比べて相対的な寄

与率は低いものの流域人口の増加とともに生息確率の低

下する傾向が見られる（Fig.２E）．流域面積では１，０００km２

弱の中規模流域において生息確率が高いことが示された

（Fig.２F）．当然，メッシュあたりの調査件数が多ければ

確率は上昇する（Fig.２G；VISIT＞２０で下降するように

見えるがその信頼限界の幅は広い）．さらに１９８０年代か

ら２０００年まで生息確率が急激に上昇している（Fig.２H）．

これは８０年代に電気ショッカーが魚類調査に導入され

るなど，時代とともに魚類の採捕効率が向上したことを

反映している可能性が高い．ダムの影響としては，単に

ダムによって分断されたか否か（DAM）ではなく，ダム

で分断されてからの経過年数（TDAM）がサクラマスの

生息確率を有意に左右している（Fig.２I；p＜０．００００）．

その関係から，分断後３０年あたりから急激に生息確率の
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Table　1.　The candidates of predictor variables used for 
the stepwise procedure for the generalized additive 
models of masu salmon and Sakhalin taimen.

DescriptionVariable

Average log-transformed elevation of gridELEV
Average log-transformed hill slope of gridSLOP
Estimated annual air temperatureAIR
Estimated annual rainfallRAIN
Maximum snow fallSNOW
Log-transformed population of a drainage basinPOP
Log-transformed drainage areaAREA
Number of fish survey per year and 6-km gridVISIT
Fish survey yearYEAR
Whether dammed or notDAM
Years after dammingTDAM
X UTM-coordinateX
Y UTM-coordinateY



低下が顕著であることが分かる．

　次にこのモデルを３次メッシュデータにあてはめ，サ

クラマスの生息確率を全道的に推定した（Fig.３）．その

結果，本種は流域面積の大きな石狩川および十勝川流域

で生息確率が低いものの，それ以外の北海道一円の沿岸

地域には高密度で分布することが示された．

　このモデルは生息確率 P＝０．４６２をしきい値として「い

る／いない」の判定をしたときの感度＋特異度が最大と

なり，その時の kappa値は０．５３６と比較的高い値となる

（Table２）．実際はいるのに「いない」とする誤分類（３７８

例），また反対にいないのに「いる」とする誤分類（５３１

例）はほぼ同程度な値である（Table３）．

　仮に北海道に１基もダムが無かった場合，サクラマス

の生息状況はどうであっただろうか．この仮想的な生息

確率分布は，上式において TDAMの値を０とおくことで

求まる．そして TDAMを含めたモデル結果（Fig.３）と

の差分をメッシュごとに計算すれば，ダムに由来する生

息確率の低下量を定量化できる（Fig.４）．この図から，

ダムの影響を受けている地域が全道にパッチ状に分布す
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Fig.　2.　The additive logistic fit （thick line） of the occurrence probability of masu salmon to 
the predictor variables incorporated in the generalized additive model.  The pointwise 
 2×standard-error bands （thin line） are also shown, indicating approximate 95％ 
confidence intervals.  The fitted values for each function are adjusted to average zero. 
 Refer to Table　1 for the abbreviations of variable names.

Fig.　3.　The predicted distribution of masu salmon in Hok-
kaido showing occurrence probabilities estimated by 
the generalized additive model fitted to the environ-
mental variables derived from the third-order standard-
ized mesh code data.



ること，特に著しく影響を受けた流域が日高山脈の西側

や石狩川支流雨竜川上流などに分布することが分かる．

イトウ

　イトウの生息適地モデルは以下のものが選択された．

logit P＝a＋ f（ELEV）＋ f（AIR）＋ RAIN＋ f（SNOW）

＋ f（POP）＋AREA＋ f（VISIT）

　応答関数の挙動をみると，説明変数の中では標高の影

響が大きく，標高数１０m以下の低地が主な分布域である

ことを示す（Fig.５A；狭い信頼限界と大きな y軸の変化

に注目）．また寒冷な気候帯に分布する傾向も認められる

（Fig.５B）．一方，サクラマス同様，降水量，積雪深，流

域人口，流域面積，また調査件数がイトウの生息確率に

もほぼ同じような影響をもたらしている（Fig.５C，D，E，

F，G）．しかし，ダムによる分断や調査年の影響は検出

されていない．そもそもイトウの生息する低地帯に河川

内横断工作物がほとんど建設されておらず，ダムの影響

を評価するには無理がある．

　全道におけるイトウの主な生息適地は，道北地方から

オホーツク海沿岸に道東の根釧原野まで，そして十勝川

下流域などに分布する（Fig.６）．いずれも標高が低く，

なだらかな地形を持つ地域である（Fig.１B）．このモデル

では，イトウの過去の採捕記録が乏しい（８４メッシュ）

ことから，生息確率 P＝０．０２３ときわめて小さなしきい値

において感度＋特異度が最大化される．しかしこの場合，

実際はいないのに「いる」と推定する誤分類がかなり多

くなり（６４８例），kappa値は０．１４９と小さい（Tables２

＆３）．

保護水面の評価

　北海道の主な河川水系（５７４水系）のサクラマスとイ

トウの平均生息確率を大きいものから小さいものまでラ

ンク付けしてプロットし，保護水面に指定された３２水系

（１～３２，Fig.１A）をあわせて示した（Fig.７A）．この図

で保護水面は全体的に上方にプロットされる傾向がある．

つまりサクラマスの保護水面における生息確率は，全道

の他の水系よりも有意に高い（p＝０．０００）．しかし同じ図

を横軸，すなわちイトウの生息確率に注目してみると，

保護水面におけるイトウの生息確率は全道平均からみて

決して高いものではない（p＝０．７７３）．

　一方，各メッシュに求められた生息確率を水系単位に

合計した値，すなわち保全指標値についても同様にラン

ク付けを行った（Fig.７B）．するとサクラマスの保護水面

における水準の高さはいっそう際立ったものとなる（p＜
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Table　2.　The summary of the best generalized additive models for masu salmon 
and Sakhalin taimen.

Kappa
Threshold

P

Sensitivity 
+

 specificity

Model
df

Residual
deviance

Null
deviance

０．５３６０．４６２１．５３６４５．３３７７５．３５４１９．５Masu salmon
０．１４９０．０２３１．７００２２．４４９５．３８１１．４Sakhalin taimen

Table　3.　The confusion matrices of the best generalized 
additive models for masu salmon and Sakhalin taimen 
based on threshold probabilities that maximize the 
sum of sensitivity and specificity （see Table　2）.

Observed
－＋

Masu salmon
５３１１５４７＋Predicted
１４５４３７８－

Sakhalin taimen
６４８７３＋Predicted
３１７８１１－

Fig.　4.　The predicted loss of occurrence probability for 
masu salmon due to habitat fragmentation caused by 
damming.



０．０００）．しかし，イトウに関しては生息確率と同様，保

全指標値が保護水面において特に高い傾向は認められな

い（p＝０．２４８）．

考　察

ダムによる分断の影響

　北海道のサクラマスの分布はダムによる分断の影響を

明らかに受けている．その影響の度合いは建設年代の古

いダムの上流域ほど大きく，建設後約３０年以上経過する

と生息確率が著しく低下することが確認された．同じサ

ケ科に属するアメマス（Salvelinus leucomaenis）では，溯

河回遊型とともに河川残留型個体群も北海道には多いた

め，ダムで分断され，隔離されてもすぐには絶滅せず，

長い年月をかけて遺伝的な劣化を生じ，絶滅確率がしだ

いに高まることが知られている（Maekawa et al. 2001; 

Morita ＆ Yamamoto 2002; 森田・山本２００４）．一方，北

海道のサクラマスについても，１｜２年の河川生活期の

後に降海すること，またオスに関しては河川残留型個体

もごく普通に見られることから（Kato 1991），ダムによ

って隔離されても，その後何年間かはダム上流で本種が

確認されても不思議ではない．しかし，ダムによって完

全に分断されてから３０年という長期にわたってサクラ

マスが個体群を維持できるとは考えにくい．

　北海道の河川横断工作物に設けられた魚道は，大正時
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Fig.　5.　The additive logistic fit （thick line） of the occurrence probability of Sakhalin taimen. 
 See Fig.　2 for the details.

Fig.　6.　The predicted distribution of Sakhalin taimen in 
Hokkaido.  See Fig.　3 for the details.



代から１９７０年代までの間にわずか２６基，それ以降やや

増加傾向にあり，年平均７基以上のペースで造られてい

る（高橋・東１９８０）．１９９０年から２００１年までの１２年間

になると，砂防ダムだけで１９９基の魚道が設けられてお

り，その構造も従来の階段式ではなく流量の変動に対応

しやすいアイスハーバー型が半数以上を占めるようにな

る（北海道砂防災害課資料）．つまり今から３０年以前に

設置されたダムには魚道のないものがほとんどであると

も言える．たとえ魚道があってもその多くは階段式であ

り，流量の少ない時には魚類の移動が完全に遮断されて

しまうこともある（高橋１９９９）．また流木や土砂が堆積

し易く，管理の行き届かない河川上流に設置された魚道

では本来の機能を発揮しないものも多い（下田１９９２）．

　分断後３０年でサクラマスの生息確率が急激に低下す

るという解析結果は，魚道の無い（あるいはあっても機

能しない）旧式ダム上流ではサクラマスが減少している

ものの，建設年度の新しいダム上流では魚道が比較的有

効に機能するため，彼らの生息確率が極端に低下しにく

いことを反映しているのかもしれない．だとすれば，建

設後３０年を経過したダムへの魚道の設置，改良を優先的

に検討するなどの保全策が考えられる．

　本研究では堤高１５m以上のダムと砂防ダムだけを対

象に分断の影響を評価したが，河川横断工作物には他に

も治山や灌漑を目的とするものなど数多く存在する．そ

してこれら工作物によって影響を受けているのはサクラ

マスだけではなく，広く通し回遊魚がなんらかの影響を

受けていると考えるのが自然である（Joy ＆ Death 2001）．

中でも，ハゼ科やカジカ科など底生性の両側回遊魚，ま

た回遊性のエビやカニなどへの影響は無視できない（下

田ほか１９９３；Holmquist et al. 1998; March et al. 2003）．

北海道日高地方では，底生性あるいは小型の通し回遊魚

に既存の魚道がほとんど効果を発揮していないことが指

摘されている（福島２００５）．

保護水面と希少種の保護

　保護水面の３２水系は，サクラマスの生息確率，保全指

標値ともに全道平均と照らし合わせて，有意にその水準

が高いことが分かった．特に生息確率よりも保全指標値

でみた場合に，保護水面が際立ってサクラマスに関して

高水準に位置していた．これは保護水面の流域面積（幾

何平均８０．０km２，９５％信頼限界５７．９｜１１０．８km２）が道内

のそれ以外の水系の流域面積（幾何平均２１．９km２，９５％

信頼限界１９．３｜２４．８km２）よりはるかに大きいことに起

因する（p＝０．００００）．

　昭和３８年から水産庁が手がけた保護水面管理事業の

もとで，少しずつ数を増やしてきた保護水面は，もとも

とサクラマスの生息数・遡上数の多い水系の中から選択

的に指定されている（林中１９６８）．しかし，保護水面に

おいてすべての魚類の周年禁漁を継続してきたこと，ま

た砂利採取による産卵場の荒廃や横断工作物による親魚

の遡上阻害を事前に規制また排除できたことの効果が顕

著に現れ，サクラマス資源が維持されてきたのも事実で

あろう（北海道立水産ふ化場事業課鮭鱒係１９７１）．

　一方で，本研究が対象にしたもう１種のサケ科魚類，

イトウに関しては，保護水面による資源保護の役割が必

ずしも十分なものとは言えないことが明白となった．確

かに，道東と道北にある５つの保護水面（１．西別川，

４．止別川，５．幌内川，６．下苗太路川，７．増幌川）

においてはイトウの生息確率や保全指標値が比較的高い

（Fig.７）．しかし HFishによると，保護水面の中では唯

一，増幌川において計４尾のイトウが採捕された記録し

かない．水産資源保護法によって設定された保護水面は，

イトウのような希少種を保護することを優先的な目的と

しない．しかし，なんらかの保護の手立てを早急に打た
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Fig.　7.　The rankings of the 574 major drainage basins of 
Hokkaido according to A） the mean basin-wide 
occurrence probability and B） the predicted basin-
wide conservation value of masu salmon （ordinate） 
against Sakhalin taimen （abscissa）.  The 32 streams 
designated as conservation areas are numbered from 1 
to 32.  Refer to Fig.　1A for the stream names.



ない限り，本種が北海道から完全に姿を消す可能性も否

定できない．

　イトウ資源の保護と回復には，治水や農林業に携わる

現場の担当者の迅速な対応や有機的な連携が欠かせない

（小宮山１９９７；福島１９９８）．しかしイトウ個体群の保護

を北海道で組織的に行おうとすれば，本研究で得られた

モデルなどから潜在的生息分布をあらかじめ把握し，そ

れに基づいて保全地域を設定することが最も合理的かつ

有効であろう．モデルで推定される生物の生息域と，生

物の保護を目的として設定された保全地域との面的な乖

離を検出し，新たな保全地域を設定したり，既存のもの

を見直したりするための保全手法をギャップ分析と呼ぶ

（Scott et al. 1993）．この手法を本研究の結果に応用する

ならば，例えば次のような保全策が打ち出されよう．推

定されたイトウの生息確率がきわめて高く，実際の採捕

記録も多い（未発表データ）のは明らかに道北地方（特

に宗谷地方）である．この地域の土地利用あるいはスポ

ーツフィッシングなどに対して，手遅れにならないうち

になんらかの規制を設けることが，本種にとって最も効

果的な保護政策である．

生息適地モデルについて

　ギャップ分析をはじめ，野生生物の保護・管理に生息

適地モデルを活用するためには，そのモデルの特性や限

界を十分に理解しておくことが必要である．本研究で構

築した統計モデルは，地域的で特異的な生息分布パター

ンに完全に対応する柔軟性を備えてはいない．そのため，

サクラマスとイトウの生息確率分布図には，明らかに現

状と矛盾する地域も少なからず見受けられる（Figs.３，６）．

例えば，本来通し回遊性の生活史を送るサクラマスは，

ダムによって陸封された後，しばしば一生をダム湖とそ

の上流域で過ごすように生活史を変化させることが知ら

れている（前川１９９９）．事実，北海道にあるいくつかの

大型のダム湖では安定した残留型サクラマス個体群が生

息するが（Tamate ＆ Maekawa 2002），モデルはそれを

検出できていない．また本来は標高の低い湿原や原野を

流れる河川に生息するイトウであるが，例外的に標高

３００mを超える山間部に建設されたダム湖にも比較的安

定した個体群を維持することがある（Edo 2000）．これに

ついてもモデルはその存在を検出できなかった．

　サケ科魚類では比較的大型で生産力の高いダム湖上流

に陸封型個体群が出現する傾向があることから（前川

１９９９），ダム湖上流の流域面積やダム湖の貯水量を説明変

数に加えることで，生息適地モデルの推定能力を高める

ことは可能であろう（Morita ＆ Yamamoto 2002）．また

イトウのモデルでも調査地点の位置座標（X，Y）を説明

変数に加えることで，人工湖などの局所的な分布を正し

く推定するモデルを得ることも可能である．ただしその

場合，本研究から得られたような，実際には生息が確認

されていないが“潜在的に”生息する可能性のある地域

（例えばイトウではオホーツク海沿岸など）を予測する

ことは難しい．このように，生息適地モデルは推定精度

の高いものの利用価値が必ずしも高いわけではなく，そ

の目的に応じてモデルを開発・適用していくことが肝要

である．
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摘　要

１．生息適地モデルを使って以下の２つの解析を行った．

１つは北海道におけるサクラマスの分布に与えるダムに

よる流域分断の影響解析であり，２つめはサクラマスや

イトウなどサケ科魚類の保護を目的として北海道が設定

した保護水面が，的確に彼らの生息適地をカバーしてい

るかどうかを見極めるための評価解析である．

２．サクラマスの生息適地モデルには説明変数として標

高，気温，降水量，積雪深，流域人口，流域面積，調査

件数，調査年，ダム分断後の経過年数，調査地点の位置

座標が選ばれた．

３．ダム上流側でのサクラマスの生息確率は分断後，約

３０年経過すると急激に低下していた．これは古い時代に

建設されたダムの多くは魚道がない，あるいは魚道の機

能が低いのに対し，近年のダムにはサクラマスに比較的

有効な魚道が設置されていることを反映しているのかも

しれない．建設後３０年を経過するダムへの魚道の設置，

改良が強く求められる．

４．ダムの影響を受けてサクラマスの生息確率が低下し

ている地域が全道にパッチ状に数多く分布する．特に著

しい影響を受けた地域は，日高山脈西部や石狩川上流部

などである．
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５．イトウの生息適地モデルには説明変数として標高，

気温，降水量，積雪深，流域人口，流域面積，調査件数

が選ばれた．

６．イトウの生息確率に対するダムの影響は検出されな

かった．しかし，そもそもイトウの主な生息域である湿

原や原野にはダム等の工作物がほとんど建設されていな

いため，その影響評価を行うことには無理がある．

７．保護水面３２水系におけるサクラマスの生息確率は全

道平均よりも有意に高い．さらに保全指標値で比べると，

保護水面における水準の高さはいっそう際立つ．しかし

イトウに関しては生息確率，保全指標値ともに保護水面

での水準が高いという傾向は認められなかった．イトウ

保護のためには既存の保全地域の対応では不十分であり，

高密度に生息する地域（例えば宗谷地方）の重点的な保

全が提示された．
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