
  
  水田の冬期湛水農法が魚類にあたえる影響

  誌名 農業および園芸 = Agriculture and horticulture
ISSN 03695247
著者名 田和,康太

中西,康介
発行元 [発行元不明]
巻/号 91巻1号
掲載ページ p. 98-104
発行年月 2016年1月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



98 

特集 水田の冬期湛水を多角的に考える

水田の冬期湛水農法が魚類にあたえる影響

一ドジョウを事例に-

田和康太 *・中 西康介 **

〔キーワード〕 越冬個体，湿田， ドジョウ，当年

個体，動物プランクトン

1 水田水域を代表する魚類

ードジョウー

ある一定期間だけ湛水状態が維持される一時的

水域は，餌動物の多さ，大型捕食者の少なさ，高7}く

温などといった条件から，淡水魚にとって好適な生

息、，繁殖環境となる (Williamsand Coad 1979).そ

のため，一時的水域である水田やその周辺水域も同

様に，多くの淡水魚の生息，繁殖場所と して機能す

ることが明らかになっている(皆川 2015)

水田水域を利用する淡水魚の代表種としてド

ジョウ Misugurnusanguillicaudatusが挙げられる (図

1) .ドジョウはコイ目ドジョウ科ドジョウ属に属す

る淡水魚で，日本全土と国外では，アムーノレ川水系

(黒竜江)や沿海州、1，サハリ ンから，中国大陸，ベ

トナム，ミャンマー北部に至るまで，東アジア全体

に広く分布している(宮地ほか 1982).水田におい

て，田槌えのため入水が開始されると ，水田外で越

図 l 水底の泥の中から顔を出したドジョウ
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冬していたドジョウは小水路などを通り水田へ侵

入して，成長，産卵する(田中 1999). ドジョウの

繁殖期はおよそ 5月中旬から 8月までであり

(Fujimoto et al. 2008) ，その間，複数回産卵する(鈴

木 1983).水田内で肺化した ドジョウの仔魚は，そ

の後水田内で成長し，中干し時や落水時に小水路な

どへ降下するか(湯浅 ・土肥 1989)，または水囲内

に留まり，どち らかで越冬する(端 1999) このよ

うに，ドジョウは水田水域の中で生活史を完結する

魚類で、あることがわかる.また，ドジョウは鯉呼吸，

皮膚呼吸，腸呼吸を行うため，他の魚類と比較して

酸素欠乏に対して極めて強い耐性を持つ(宮地ほか

1982) この生理的特徴により， ドジョウは他の水

田水域を利用する魚類の中で，最も水田水域を有効

に利用できると考えられる.ドジョウは鳥類の餌資

源としても知られ， 一度は野生絶滅したコウノトリ

Ciconia boyciana (内藤 ・池田 2009)やトキ Nipponia

nippon (長田 2012)，また，ゴイサギ Nycticorax

nycticorax (遠藤 2000)や チュ ウサギ Egrella

intermedia (藤岡 1998) に代表されるサギ類の主要

図 2 ドジョウを捕食するダイサギ
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な餌動物のーっとなり(図 2)，サシパ Butastur

indicusなどの猛禽類に捕食されることもある

(Kadowaki et al. 2007) .さらにドジョウはかつて人

間の食用としてもよく利用され，農村などでは，ド

ジョウの摂取が貴重なタンパク質の補給になって

いたと考えられている(林 1903).このように， ド

ジョウは水田生態系の中で，様々な役割を担ってお

り， I田んぼを代表する魚Jであったことがわかる.

2 圃場整備事業によるドジョウの激減と

冬期湛水農法

1960年代以降の圃場整備事業の拡大に代表され

る水田水域の大幅な改変により，ドジョウは多大な

影響を受け，その個体群は全国的に減少してしまっ

た(細谷 2002).具体的な要因としては，農薬の大

量使用による個体数の激減(中村 2007)，水田と周

辺水路との落差による水田への遡上阻害(皆川

2015)，中干しの徹底や乾固化，農業水路のコンク

リート化による中干し期以降の生息水域や越冬水

域の消失(田和ほか 2014) などが挙げられる.そ

の結果， 2015年現在では， ドジョウが 14府県にお

いて準絶滅危倶種以上のカテゴリーに指定される

事態となっている(1日本のレッドデータ検索シス

テムJ，h即 ://www.jpnrdb.comJ， 2015年 11月 25日

確認).これはドジョウにとって利用可能な水田水

域が減少している証拠であり，早急にドジョウに適

した水回環境を明らかにする必要がある.

そうした中， 1990年代以降に水田生物多様性保全

の観点から，生物の生息環境に配慮した水田が注目

されるようになった.これらのうち，特に，冬期t甚

水農法は，餌動物の多さや非作付期に湛水すること

などから，ドジョウのように水田を生息，繁殖場所

として利用する魚類にとって好適な環境であると

考えられており，様々な地域で広がりをみせている

(岩淵 2003;養父 2005;呉地 2007;Washitani 2007; 

内藤・池田 2009，Katayama et al. 2011). しかし，

実際に冬期湛水田において魚類の生息状況などを

定量的に研究した例は数少なく，これまでに岩田・

藤岡 (2006)が慣行的なイネ回と冬期湛水のハス田

において魚類相の比較を行った程度であり，冬期湛

水の魚類に対する影響には，未解明の部分が多い.

また，皆川ほか (2009)は早生水稲を栽培するた

めに4月上旬に湛水される水団地域ではドジョウの

当年個体の成長が十分でなかったことを， Katayama 

et al. (2011)は4月中旬以降に順次湛水される水回

地域において5月末にドジョワの個体数を比較した

際に，湛水開始時期の早い水田のほうがドジョウの

個体数が多かったことをそれぞれ報告している.こ

のように，ドジョウの生息状況や繁殖状況は，水田

の湛水開始時期や水田の湛水期間によって大きく

影響されると考えられるため，冬期から長期間湛水

状態が維持される冬期湛水農法によってその生息

状況や繁殖状況が変化する可能性がある.

そこで筆者らは，冬期湛水がドジョウの生息、・繁

殖状況にどのような影響を与えるのかを野外調査

と操作実験から明らかにすることを目指し，ドジョ

ウ個体群の保全に対する冬期湛水の有効性を検討

した.

3 冬期湛水田にドジョウは多いのか?

(1)冬期湛水田と通常湛水田との比較

滋賀県高島市今津町の椋川集落では，田んぼに暮

らす様々な生きものたちの暮らしや環境に配慮し

ながら，安全でおいしいお米づくりを進める「たか

しまいきもの田んぼ米」の取り組みによって， 2007 

年から 2013年まで、冬期湛水栽培が実施されていた.

この水田で、湛水が開始されるのは，例年 12月頃か

らで、あった.筆者らは，この冬期湛水田とそこに隣

接する慣行的な水管理の水田において，ドジョウの

生息状況を 2008年から 2013年に渡り，経年的に調

査した.その結果，慣行的な水管理の水田では，毎

年ドジョウが多数採集されたのに対し，冬期湛水田

では，ドジョウがわずかしか採集されなかった(図

3). さらに，採集されたドジョウの発育段階をみる

と，慣行田では，毎年採集個体の大半が当年個体で

あったのに対し，冬期湛水田では大半が越冬個体で、

あり，当年個体は散発的に採集されるのみであった.

このことから，限定的な水田における調査結果では

あるが，冬期湛水田は慣行田に比べると，毎年の安

定したドジョウの繁殖場所とならない可能性が示

唆された.

同様に，滋賀県彦根市開出今町の 2筆の水田にお

いて， 2009年から 20日年までの 3年間， ドジョウ

の生息状況を調査した.この調査水田では， 2009 

年および2010年には，前年の 12月から全面が湛水

される冬期湛水栽培が実施されたが， 2011年には実
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図3 滋賀県高島市今津町の慣行田と冬期湛水田におけるドジョウ個体数の季節変化

図4 滋賀県彦根市開出今町の調査水田の様子
(a) 2010年2月の冬期の調査水田.プールのように全面が湛水される (b) 20日年2月の冬期の調査水田.冬

期湛水が実施されておらず，田面の大半が乾燥しているが， 一部には水域が残存する

施されず，慣行的な水管理が実施された(図 4).調

査の結果，冬期湛水を実施した 2009年と2010年に

は，ドジョウの個体数が少なかったが，冬期湛水を

実施しなかった 2011年にはドジョウの個体数が増

加した.特に冬期湛水を実施しなかった 20日年に

は，当年個体(調査年生まれの仔稚魚)が増加して

いた(図 5).冬期湛水田でドジョウが少なかった要

因として，ドジョウ仔稚魚の捕食者の増加やドジョ

ウ仔稚魚に必要な餌動物の少なさなどが考えられ

た.例えば，調査水田において冬期湛水が実施され

ていた年には個体数の多かったコマツモムシ

Anisops ogasawarens臼が，冬期1甚水をやめると激減

していた コマツモムシ類は肉食性を示すため，養

魚池などに侵入すると，イ子稚魚に多大な食害をもた

らすことが報告されている (Sanoet a1. 2011) .この

ことと，解化後数日のドジョウ仔魚は，運動能力が

極めて低いため，水生見虫類に捕食される危険が高

いことを指摘している鈴木 (1983)の報告とを併せ

ると，冬期湛水によって増加するコマツモムシのよ

うな捕食性水生昆虫がドジョウの仔稚魚の激減に
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図5 滋賀県彦根市の調査水田 (a)および (b)におけるドジョウの個体数の季節変化
2009年と 2010年は冬期湛水が実施されたが， 2011年は実施されなかった

影響している可能性が高い.さらに，動物プランク

トンの組成を 2010年と2011年とで比較したところ，

2010年には初期 (5月)にカイアシ類が優占してい

たのに対し， 2011年にはワムシ類，ミジンコ類が初

期に優占していた(図 6) 特にワムシ類はドジョ ウ

仔魚の餌動物と して不可欠であるといわれている

(鈴木 1983).これは，僻化後まもない仔魚の口径

から考えると ，ドジョウの初期餌動物には，ワムシ

類あるいはそれ以下の小動物が適 しているためで

ある(伊藤 ・鈴木 1978).また， ドジョウの初期摂

餌の開始時期が遅れるほど，ドジ ョウは成長不良を

起こし，急激にドジョウの生存率が低下することも

報告されているように (Wanget a1. 2010)，冬期1甚水

の影響で動物プランクトンの組成が慣行栽培時と

大きく変わるため，仔魚期に十分な量のワムシ類が

存在せず，大半の仔魚が生存できていない可能性が

ある.

(2)操作実験水田による検証

中西 ・沢田 (2015)と同様の湛水時期のみを操作

した 3枚の実験水田(それぞれ， 1月，3月， 5月湛

水)および， 2枚の水田用ライ シメーター(それぞ

れ， 3月， 5月湛水，図 7)において，ドジョウの繁

殖状況を 2012 年と 2013 年に調査した • i甚水時期の

影響を調査するため，2012年と 2013年とで実験水

田，水田用ライシメーターともに各区の湛水時期を

入れ替えた.これらの実験水田および水田用ライシ

メーターでは，潜在的に ドジョウが生息していな

かったため，親魚を放流し，その後の繁殖状況をそ

ニタリングした

その結果， 5月湛水の水田において最も多くのド

ジョウの当年個体が採集され 1月，3月といった

湛水時期の早い水田では十分な個体数の当年個体
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20日年 11月の滋賀県高島市今津町椋川集落の
1星回

写真のように，非作付期であっても，田面には
多くの水域が残る こうした湿田では，豊かな
生物多様性が周年維持されている.

図 10

動物の生息、場所として機能する(図 10) この湿田

の機能を冬期湛水田は代替しているといった見方

もあるが(呉地 2007)，特に，水田を均平し，全面

をプールのように湛水する冬期湛水田の場合，本来

の湿固とは大きく異なる水田環境となる.筆者らは

が確認されなかった(図 8，9) このことから， ド

ジョウ仔魚の餌動物や捕食者といった要因に加え

て，冬期湛水田では，ドジョウの繁殖や産卵が誘発

されにくい環境が形成されている可能性が考えら

れた.

水田用ライシメーター図 7

湿田は一年を通して湿潤であるため，多種の7Jく生

湿田と冬期湛水田4. 
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数

Nは当年個体の個体数を示す

いくつかの地域の湿田において，水生動物の生息状

況を調査してきたが，調査地の湿田に共通していた

のは，中干し期や非作付期にも水田の一部に水域が

残されていることや，それらの水域の水深が様々で

ある こと， また，泥深いことなどで、あった.たしか

にこうした環境では，一年を通して多数のドジョウ

が生息しており，湿田はドジョウの繁殖，生息、，稚

魚の成長，さらに越冬場所として機能していた(田

和ほか 2013).これらのことから，冬期湛水田を湿

田と同義で捉えることについては，慎重に検討すべ

きである.

5 おわりに

ドジョウのように水田を利用する魚類にとって，

越冬水域は必要不可欠で、ある ところが，水回全面

に水を張り，冬期の水域が維持されたからといって，

そこを越冬場所として利用する魚類が増加するわ

けではない.また，動物プランクトンに代表される

餌動物の豊富さは，魚類が水田を繁殖場所として利

用するメリットの一つであるが，冬期湛水による湛

水期間の長期化によって，特に仔魚期の餌動物が不

足することも考えられる 現状として，冬期湛水に
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取り組む自治体では，水田の全面湛水や深水管理が

推奨され，こうした管理が魚類に好適とされている

例が多く見受けられる.しかし，そのすべてにおい

て正確な評価が十分になされていない.この現状を

鑑みると，今後， ドジョウだけにとどまらず，他の

魚類や水生動物を対象として，冬期湛水に対する生

態学的な定量評価をさらに推進していく必要があ

るだろう.
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