
  
  希少魚を含めた水生生物の生息状況調査

  誌名 栃木県水産試験場研究報告
ISSN 13408585
著者名 酒井,忠幸

久保田,仁志
吉田,豊

発行元 [栃木県水産試験場]
巻/号 52号
掲載ページ p. 34-35
発行年月 2009年3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)



34 

希少魚を含めた水生生物の生息状況調査

ミヤコタナゴ生息状況調査一

(平成19年度)

酒井忠幸・久保田仁志・吉田豊

目的

本県では大田原市羽田地内，大田原市滝岡地内，矢

板市内及び匿名のA生息地の 4ヶ所の水路又は沼にミ

ヤコタナゴの生息が確認されており，それぞれの生息

地で地元保護団体，関係市町村等がその保護及び生息

地の保全にあたっている。今後の保全策を検討する上

で，それぞれのミヤコタナゴの生息地において定期的

かっ定量的な調査を継続し，データを蓄積することは

重要である。

羽田生息地，滝岡生息地，矢板生息地においてはこ

れまで継続して実施しているモニタリンクe調査を行っ

た。 A生息地では個体群の状況を評価するため，上記

の調査と併せて個体数推定を行った。

なお，調査にあたっては文化財保護法に基づく現状

変更申請許可を得た。

I 羽田生息地

本調査は環境省野生生物課，関東地方環境事務所，

栃木県環境森林部自然環境課，大田原林務事務所，大

田原市教育委員会及び羽田ミヤコタナゴ保存会と共同

で実施した。

方 法

調査期間平成19年10月24日

調査方法延長750mの水路において上流端から15

mご、とに設置されている標柱部分50地点および水路内

の堰直下4地点，計54地点にトラップ(セルビン)を

2時間設置し，水生生物を採捕した。

結果および考察

ミヤコタナゴは採捕されず，平成14年以降 6年連続

で未確認となった。タモロコ， ドジョウ，フナの他，

外来種のブルーギル及びオオクチパスが採捕された

(表1)。生息地の水源である羽田沼には両穫が生息し

ているため，生息水路上流部に金網を設置し侵入防止

を図ってきた。しかし，今回の結果は網の設置だけで

は両種の侵入防止は十分でーないことが示唆され，生息
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図1 探捕魚類の経年変化(羽田生息地)

地内での監視及び定期的な駆除が必要と考えられた。

本調査の後，生息地全域において，手網によってオオ

クチパス約50個体ブ、ルーギル 4個体を駆除した。

E 滝岡生息地

本調査は環境森林部自然環境課及び大田原林務事務

所と共同で実施した。

方法

調査期間平成19年10月19日に実施した。

調査方法延長約420mの水路において上流端から

10m間隔で定点を設け，各定点にトラップ(セルビン)

を2時間設置し，水生生物を採捕した。

結果および考察

42定点のうち， ミヤコタナゴが採捕されたのは最下

流部のSt.29及びSt.43においてミヤコタナゴを採捕し
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A生息地

本調査は環境省野生生物課，関東地方環境事務所，

環境森林部自然環境課，宇都宮林務事務所及び関係市

町と共同で実施した。

方

W た(図 2)。採捕魚の中には今年生まれと思われる稚

魚、も含まれていた。また，周年の秋季には流程の中程

に位置する観察舎前池においても多数の成魚及び稚魚

が確認されていることから，今年度も継続して繁殖が

行われているものと考えられた。 法

調査期間 平成19年11月 8日， 9日に実施した。

調査方法延長約1，000mの水路のうち，上流部640

m聞について20m間隔の定点34ヶ所と構造物(堰また

は落差工)下流の定点 8ヶ所を設け，各定点にトラッ

プ(セルビン)を 2時間設置し，水生生物を採捕した。

個体数推定にはPetersen法を用いた。なお， 640m地

点から下流部については，道路改修に伴って水路内の

通水を停止していたため，調査を実施しなかった。
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結果および考察

2日間で採捕されたミヤコタナゴは29個体(再捕個

体を除く)で，推定個体数は36個体(士5:SD)だっ

た。前年 8月時の調査では104個体(:1::37) と推定さ

れており，個体群の縮小が懸念された。
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図2

矢板生息地

本調査は矢板市教育委員会及び山田ミヤコタナゴ保

存会と共同で実施した。調査結果の取りまとめには矢

板市教育委員会が作成した資料を使用した。

方法

調査期間 平成19年10月31日に実施した。

調査方法 自然流下により生息池の水を排水し，

さで網で魚類を採捕し，種ごとに計数した。

E
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ミヤコタナゴの流程分布 (A生息地)

なお 2日目に採捕した22個体は，生息地の個体群

の強化を目的とした「繁殖補助(冬季に野生個体を域

外で繁殖させ，翌春に親魚，稚魚共に再放流する)J

のため，水試に移動した。また，前述の道路改修が開

始する際には関係機関及び宇都宮大学と協同で工事区

間の魚類を採捕・移動を行った。このとき採捕された

ミヤコタナゴ20個体については繁殖補助の供試魚とし

た。平成20年には親魚，稚魚、共に生息地に放流を予定

している。

図3

結果および考察

ミヤコタナゴ226個体，ホトケドジョウ507個体，

ジョウ 2個体， ドブガイ57個体が採捕された(表 2)。

ミヤコタナゴは昨年に比べやや減少したが，採捕され

た個体の中に今春生まれと思われる稚魚が多数確認さ

れたことから，再生産が今年も継続していると考えら

れた。また， ドブガイについても年ごとに採捕数の変

動はあるものの，減少する傾向は見られず，今回の調

査においては採捕数の半数近くが稚貝だったことから，

再生産が順調に行われていると考えられた。

今年度はアメリカザリガニの捕獲数が前年に比べ大

きく減少した。保存会では長年に渡ってアメリカザリ

ガニを多数捕獲し，駆除してきた。今年度は駆除の効

果が現れてきたと考えられる。今後も継続して駆除を

行うことでよりアメリカザリガニの個体数を減少させ

ることが可能と考えられる。
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表2

種名

ミヤコ事ナゴ

フナ類

ドジョウ

ホトケドジョウ

ドブガイ

アメリカザリガニ

ヤゴ類
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