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竹束を用いたカワウPhalacrocor，αxcarbo hanedlαe7Pらの魚類保護手法-I

河川における竹束への淡水魚の蝦集

藍憲一郎

Effective measures to prevent the freshwater fishes 

from predation by great corrnorants using cost-feasible bamboo refuges - 1 

Observations on the aggregation of the fishes 

in the refuges at a natural river and a land-based tank. 

Ken-ichiro AI 

キーワード:カワウ 竹，河川，魚類保護

はじめに

カワウPhalσcrocoraxcarbo hanedaeは魚、食性鳥類で.

優れた摂餌能力を持ち.河川で、は水深20cm程度の浅瀬

から毎秒160cmを超える急流まで多様な水域を採食場

とする 1) ことが報告されている。本種のl日の採食量

は体重lkgあたり 262g21といわれ，相模川水系では年

間採食量が推定20~60 t ，相模川での年間漁獲量の2.6

~7.3% 31にも及ぶ。

千葉県はカワウの生息数が関東で最も多く， 2却OωO白5年

l口2月 ~2却O∞Oω9年 l口2月の生息息、数 lはま

移している。j河可川の上中流でで、はカワウによつて，アユ

Plecoglossus altivelis，オイカ ワZaccoplatypus，ウグイ

Tribolodon hakonensis等の漁業権魚種が採食されてお

りベ内水面の漁業者との聞に車L牒が生じている。そ

のため，千葉県でもカワウの有害鳥獣捕獲が許可され，

漁業者は猟友会等への捕獲依頼や人海戦術による追い

払い等の食害防除対策を実施してきた。しかしこれ

らは多くの経費や労力を要するため.安価で簡易な防

除手法の開発が急務となっている。

千葉県内でカワウの食害が問題となっている河川の上

中流域には，マダケhyllostachysbambusoides，モウソウ

チクPhyllostachysheterocycla，ハチクPhyllostachysnigra 

等の竹林が分布している 5)。そのため.これら竹材を

現地で容易に調達することができる o

以上のような背景を踏まえ，筆者は竹を資材とした

浮標物(以下，竹束という)を河川上流に設置し魚

種によっては，これに蝿集することを確認した。また，

カワウの擬似物で数種の淡水魚を追い，竹束への魚種

毎の逃避行動を明らかにした。本報告では，この手法

の効果を詳細に示しカワウの食害防除手法としての

可能性を考察する。

方

竹束の形状および設置場所

法

河川に設置した竹束は，直径12mmのロープで1辺が

2mの正方形を作り ，各辺に長さ約3mの枝付きのマダ

ケを1mおきに結びつけ (計8本). 4隅をフロートで浮

かせた構造とした(図1)0 4辺の内，上下流側の2辺に

マダケの太い幹を沿わせて形状を保持できるようにし

た。竹束は，その上流側を川岸の樹木等にロープで繋

ぎ止めた。

竹束の設置場所は，房総半島中部に位置する養老川

上流(粟又の滝から白鳥橋まで流程約10kmの問)とし，

損壊を防ぐため淵に設置した(図2)。最深部の水深が

1.1~2.2mの淵を粟又の滝寄りに3か所，白鳥橋寄りに

lか所の計4か所を選定し設置区1~4とした(図3 ) 。

竹束の設置数は，淵の面積 (水深0.5m以深の面積)約

100rrl あたり l基とし各設置区に 1~4基を 2007年8月

*関東カワウ広域協議会 ねぐら・コロニーモニタリングデータ (2010年2月)
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17日から2008年2月29日まで設置した。

各設置区と淵の面積および最深部の水深が概ね同じ

淵を，便宜的に対照区として扱った。対照区は，粟又

の滝寄りに3か所，白鳥橋寄りにlか所の計4か所を選

定し対照区1~4とした(図的 。

上流側 下波側

フロート マダケの太い幹

2m 

ロー プ

マダケ(長さ約 3m)

図 1 河川に設置した竹束の形状

lkm 
L-ーーーーーーーーー」

図2 設置区と対照区の位置

藍

設置区 1 (j 8 6 rrI) 位置区 2 (1 03 rri) 

1m) 

淵の境品副

水深(cm)
.200-225 

.175-200 

(m; 
.150-175 

回 125-150

園 100-125

.75-100 
。 10 15 

1m) 
国 50-75

ロ25-50

ロ0-25

ロ陸地

1m)淵の境界組

図3 設置区の等深図

上が上流側. 0は淵の面積(本文を参照)

設置区 4の淵の面積は，淵の境界線で、囲まれ

た面積とした

赤線の正方形は竹束l基を示す

対照区 1081rr1) 対照区 2 (69rr1) 

1m) 

1m) 

対照区 3026rr1) 

図4 対照区の等深図

1m) 

水深(cm)・200-225・175-200・150-175・125-150

国 100-125

圃75-100

圃 50-75

ロ25-50

口0-25

ロ陸地

図の説明は，図3を参照
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河床の底質と魚類相

各区の魚類生息環境を把握するため，流れの方向に

沿って1m間隔，その垂直方向には0.5m間隔で，目視に

より河床の底質を岩盤，際，砂礁，砂および護岸等人

工物に類別した。なお，淵の探部で目視による類別が

できない地点は，河床にあてた金属製測深スケールの

触感により判断した。全ての地点の底質を類別に合計

することで河床の底質組成を求めた。

各区の魚類相を把握するため，魚類の採捕を3回

(2007年7月 25 日 ~8月 3 日， 12月 11 ~ 19 日， 2008年2月25

~28 日)行った。 魚の逸散を防ぐため，淵の上流側と

下流側に刺網(網目の長さ 14.3mmと22.2mm)を仕掛けて

から，投網(網目の長さ 14.3mm)打ちを5回繰り返した。

網打ちの際，竹束は川岸に移動させた。刺網と投網で

採捕した魚、は，魚種毎に個体数と全長を記録した。

竹束への淡水魚の蝿集

竹束へ蝿集する魚種と尾数の多寡を把握するため，

2007年 10月 ~2008年2月に竹束の上流側，水面下0.5m

の位置に水中テレビカメラ(超小型水中TVカメラロ

ボットFM-3100，キューアイ製)を設置し 10時から

14時まで竹束内の映像を記録した。本カメラは水平方

向で570，垂直方向で430の視野を有する。対照区にお

いても同様に，出|の中央部で河川表層の映像を記録し

た。

設置区とその対照区は，間隔を開けずに撮影し(原

則として4日以内)，各区の撮影は晴天日に3回ずつ計

24回行った。加えて，揖影開始時 (10時)の表層水温

の測定および透視度計(測定上限1m)による透視度の

測定を毎回実施した。

後日，記録した映像を観察し識別できた魚種を記

録するとともに，魚種に関わらず，視認された魚影を

l分毎に計数し視認尾数とした。また，その数を設置

区とその対照区で比較した。

竹東への逃避実験

本実験は，魚種毎の竹束への逃避行動を把握するた

め， 2008年8月 4 日 ~11 月 7 日の晴天日に実施した。当

センター内水面水産研究所のコンクリート池において，

長さ 15~26cmのカワウの風切羽50枚を幅40cmのプラス

チックハンガーに括り付けたもの(以下，擬似物(羽)

という.図5上)または，凍結保存した全長82.5cmのカ

ワウを2kgの重りとともに直径22mmの塩ビ、パイプに固

定したもの(以下，擬似物(全身)という;図5下)を

水面下で竹束の周りにおいて動かし(以下，追うと表

現)，供試魚の逃避行動を観察した(図6)。

供試魚、は，アユ，ウグイ，フナ類(キンブpナCarassius

buergeri sub平 .JとギンフーナCarassiuslangsdorfi;)および

オイカワとした(表1)。アユ， ウグイの実験は，屋外

70ぱ池(水深0.6~0.7m) の l辺に枝付きの約2mのマダ

ケを0.5m間隔で'15本設置後.供試魚100尾を収容して

行った。フナ類とオイカワの実験は，屋内21rri池(水

深0.6~0.7m) の 1辺にマダケを8本設置後，供試魚50尾

を収容して，同様に行った。両池には井水を注水した

が，実験中は止水，無通気とした。なお，供試魚、の計

数を容易にするため，予め池底にローフ。を張って区域

を分けておいた。

供試魚、を池に収容して2時間後，竹束の外にいる個

体を4~5名の観察者により計数した。 その後，前述し

た擬似物で追い，直後に同様に計数した。この作業を

10分間隔で計5回行った。竹束内にいる個体数は，収

容尾数との差から求めた。

なお，同一の魚種でカワウの擬似物を替える時は，

前の実験の影響を避けるため3日間以上あけ，アユと

ウグイは魚群を入れ替えた。

図5 カワウの擬似物

上図擬似物(羽)

下図 .擬似物(全身)
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図6 逃避実験の模式図

矢印は供試魚を追う方向を示す

昨
昨
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結 果

河床の底質と魚類相

各区の河床の底質組成を図7に示す。設置区1-3の

河床は岩盤が78-93%を占めており，設置区4は砂礁

が60%を占め，右岸側に護岸が施されているため，護

岸等人工物が4%を占めていた。また，対照区1-4の

河床は岩盤が54-94%を占めていた。

各区の採捕魚の個体数組成を図8.採捕魚の大きさを表2

に示す。設置区では，延べ12回の採捕で10種448尾が出現

し内訳はオイカワ296尾，ウグイ87尾，ギパチPseudobagrus

tokiensis 20尾， シマドジ、ヨウCobitisbiwae 19尾， カマツカ

Pseudogobio esoGInus 11尾，ニゴイHemibm加 sbarbus 5尾，

モツゴPseudorasboraparva 4尾，トウヨシノボリ

Rhinogobius sp.4尾，ナマズSi/urusasotus 1尾，ギンブ

ナl尾で、あった。設置区1.2ではウグイが優占種であり，

採捕魚、に占める個体数組成はそれぞれ89%. 57%，平

均全長は67.4阻 (N=16).49.9rnrn (N=33)であった。設

置区3. 4ではオイカワが優占種であり，採捕魚、に占め

る個体数組成はそれぞれ57%. 86%. 平均全長は44.4

rnrn (N=69). 54.4rnrn (N=216)であった。

対照区では延べ12回の採捕で9種760尾が出現し，内

訳はオイカワ477尾，ウグイ 233尾.シマドジョウ 16尾，

カマツカ 14尾，ギパチ9尾， トウヨシノボリ 5尾，ニゴ

イ3尾.モツゴ2尾，カワムツNipponocyprisfemminckii 

l尾であった。対照区1-3ではウグイが優占種であり，

採捕魚に 占める 個体数組成はそれぞれ39%. 55%. 

58%. 平均全長は81.6mrn(N=5). 79.4阻 (N=62). 80.6 

rnrn (N=36) であった。対照区4ではオイカワが優占種

であり ，採捕魚、に占める個体数組成は72%. 平均全長

は32.0rnm (N=413) であったo

表 1 逃避実験における供試魚の由来と大きさ

魚種 アユ クグイ フナ類 オイカワ

由 来 人工産 天然産 人工産 天然産

擬似物実施日 9月4日 9月8日 11月4日

(羽) 平均全長(四) 129.4土4.4 132.1:!::10.2 111.7:!:: 9.2 

擬似物実施日 8月4日 8月27日 11月7日 10月31日

(全身)平均全長(凹) 122.6:!:: 5.3 132.4:!:: 9.4 111.7:!:: 9.2 91.2:!:: 7.3 
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採捕魚の大きさ表2

カワムツキ'ンプナナマスeトウヨシノホ1

61.0 

62.5:¥: 3.5 

モツコ

魚種毎の平均全長(mm)

γマドシ'ョウ カマツカ ニコ'イキ.ハ.チ

41.0 

38.4:¥:7.8 

39.3 :¥:4.8 

130.3:¥: 12.7 

42.7:¥: 3.6 

66.7:¥:20.0 

70.5:¥:44.5 

101.0 

36.6 

43.6:¥:20.0 

39.3:¥: 13.3 

35.7 

66.1 :¥:20.3 

178.0 195.0 68.0:¥: 5.9 70.0 60.4:¥:22.9 

61.0:¥:27.2 

40.0:¥: l.1 

42.5:¥: 2.1 

49.2 

63.0:¥:2.6 

59.5:¥:9.2 

ウグイ

67.4:¥:19.4 

49.9:¥: 18.4 

67.9土22.6

90.2土52.3

81.6土13.7

79.4:¥: 9.3 

80.6:¥: 11.0 

59.8:¥: 13.3 

設置区 1

2 45.4:¥:23.8 

3 44.4:¥:15.9 

454.4:¥:27.6 

対照区 1 36.8 

2 47.7:¥: 18.4 

3 60.0:¥:23.9 

4 32.0:¥:11.6 

オイカワ
区別

130.1 

7.5"Cの時に92.6尾/分と今回の水中観察で最も高い値

を示した。その他の区では，設置区，対照区に関わら

ず， 1月以降に水温が8.0"Cを下回ると平均視認尾数が3

尾/分以下に減少した。なお，tJ最影時の透視度は毎回

1m以上あり，帽集している魚を確認するには十分な

視界が確保されていた。

竹束への逃避実験

魚種毎の逃避実験結果を図10に示す。アユは，収容

後，群れとなって遊泳し，収容2時間後に竹束内にいた

個体はなかった。その後，擬似物(羽)と擬似物(全

身)のどちらで、追っても群れが逸散するた、けで、竹束へ

逃避することはなかった。

ウグイは，擬似物(羽)を用いた場合，追う前に平均

45.0% (土7.2S0) の個体が竹束内におり，追った後に

は.その割合が平均58.2% (土5.5S0)に増加した。擬

似物(全身)を用いた場合，追う前に平均53.2%

51.5士21.693.0主 7.544.5:¥: 7.8 

竹束への淡水魚の蝿集

映像で視認された魚影の内，魚種が識別されたもの

は.設置区1，2ではウグイ，設置区3ではウグイとオイ

カワ，設置区4ではウグイ，オイカワとモツゴであった。

対照区lでは識別された魚種はなく，対照区2ではウグ

イとオイカワ，対照区3ではウグイ ，対照区4ではウグ

イ，オイカワとコイ Cyprinusca中 10で、あった。各区の

平均視認尾数と表層水温を図9に示す。設置区の平均

視認尾数は0.004~92.6尾/分の範囲であり，対照区は

0.0~29.7尾/分の範囲であった。設置区 lおよび2では，

視認尾数が対照区より有意に上回ったのは3田中2回

( t検定，P<0.05)，設置区3および4では3固とも対照

区より有意に上回った(t検定，P<0.05)。

表層水温は， 10月から2月にかけて各区とも 17
0

C 前

後から3
0

C台まで低下した。設置区3では水温が11.5
0

C

から7.5
0

Cに低下するとともに平均視認尾数が増加し

41.3:¥: 6.0 
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*は、視認尾数が有意に上回ったことを示す
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92%の個体が竹束内にいた。 さらに20~40分経過した後

は，その割合が100%に増加した。このため， オイカワに

ついてはカワウの擬似物で追うことをしなかった。

竹束に対する淡水魚の行動

養老川上流の淵の河床は，岩盤や砂蝶が多くを占め，

礁と礁の隙間等の魚類の隠れ場が少ない淵であった。

また， 11種の淡水魚が生息し，比較的小型のウグイも

しくはオイカワが優占していた。

オ(1:11観察では，冬季に* iliLが8.0"cを下回ると，設置

区3以外の区では.平均視認尾数が3尾/分以下に減少

したが，設置区3では92.6尾/分に増加した。このこと

は.水温の低下とともにウグイ ，オイカワ等が逸散す

る淵と蛸集してくる淵があることを示しており ，設置

1~: 3は後者の 1JHIであると考えられる 。 そこで，設置18: 3

を除色他の設置区と対!!日区の視認尾数を比較してみ

ると，設置区が対!!京区を上回ったことが9回中71g:1あり.

上1mった凹数に有意荘が認められた(X 2適合度検定.

P<0.05)。また，ノ1(1-P観察で、ウグイとオイカワは竹束

内で視認されたことから この2魚種は竹束に蛸集す

ると考えられる。このことは，逃避実験において，

グイの50%前後の個体が，カワウの擬似物で追う前に

竹束内にいたことや.オイカワを収容後， 92~100% の

個体が竹束内にいたこととも符合する。

なお.水1:1:1観察でギンブナは視認されなかったが，

フナ類、はカ ワウの擬似物で追う前に50%前後の桐体が

竹束内にいたことから，ギンブナも河川に設置した竹

束に蛸集することが想定される。また， f'r;l~'it不捕では

アユが出現しなかったが， 2007年6月に当河川で冷水

病が発生しており ，採捕結果に影響を及ぼしたものと

批iHlJされるo

逃避実験において，アユは人工産継代魚 (24代)を

用いたが，竹束1)>]にいることも.そこへの逃避行動も

示さなかったため，竹束を利用しないことが示唆され

た。一方， ダム訪日産人工アユを供試如、とした実験では，

カワウの翼 (の擬似物つに威嚇されたアユの多くは.

竹の逃げ場内に逃げ込むとの報告 r， )がある。

この相違の要因として.アユの雄前性が影響してい

る可能性があり，さらに詳細な実験が望まれる。

ウグイは，カワウの擬似物の種類に関わらず竹束内

へ逃げ込むが.擬似物(全身)の方が擬似物(羽)に

比べると逃げ込む剖合が高かった。また， フナ#a'iは搬

竹束を用いたカワウPhalacrocoraxcarbo hanedaeからの魚、類保誰手法-} 河川における竹取への淡水魚の蛸集

察考

(土11.5SD)の個体が竹束内におり.追った後は平均

86.0% (土16.6SD)に増加 した。追った後に竹束内にい

た個体の割合は，擬似物(全身)の方が擬似物(羽)

より有意に上回っていた (t検定， P<0.05)。

フナ類は，擬似物(羽)の場合，追う前には平均

44.5% (土8.2SD)の個体が竹束内におり.追った後に

は. その割合が平均100.0%(土O.OSD)に増加した。な

お，2m]目の実験開始時には竹束の外に現れなかった

ため. 21日日を実施せず，lml日の実験終了から20分後

に3回目の実験を行ったため.実験回数は41mとなった。

擬似物(全身)では，追う前には平均51.2% (土15.4SD)

の個体が竹束内におり，追った後はその割合が平均

94.4% (土12.5SD)に増加した。追った後に竹束内にい

た個体の割合は，擬似物 (羽)と擬似物(全身)とに

有意な違いが認められなかった (t検定，P>0.05)。

オイカワは収容直後から竹束へ移動し 211寺間後には
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似物の程類に関わらず竹束内に逃げ込み，逃げ込む割

合に両者の差は認められなかった。これらのことから，

ウグイやフナ類は，竹束に逃げ込むことが明らかにな

か河川に設置した竹束は，両f#、種の逃避場となるこ

とが考えられる。

魚類保護手法としての竹束設置

鳥類は視覚が発達した動物i)といわれる。筆者は，

カワウが河川上空を飛行する様子をしばしば観察して

おり，魚影を探索しているものと推測される。ウグイ

やオイカワが竹束に帽集し，身を隠すことができれば，

カワウの魚影探索を妨げられる。 しかし竹束から見

え隠れする僅かな魚影をカワウが視認できるならば，

逆に採食場を提供することにつながる。この点につい

てはカワウの飛来・着水状況を調査し明らかにして

いく必要がある。

ウグイやフナ類は竹束に逃避することから，竹束は，

カワウの水中での摂餌行動を妨げられる可能性がある。

一方，カワウは水中の狭い隙聞を通過することが知ら

れ，通過を阻止する升目間隔は10cmとされる 8)。この

ことから，竹束の製作にあたっては竹を隙間なく敷き

詰めることと共に，カワウの通過を阻止できるかを確

認することが重要で、ある。

本手法は，資材が安価であり，製作や設置が容易で

ある。 また.カワウから魚を守りたい時期や場所に設

置箇所を絞れることから，食害防除対策に要する経費

や労ブJを効率よく投入することが可能となる。さらに，

千葉県内では，欣置されたモウソウチクやマダケの竹

林拡大が問題となっており 川 本手法はこれら竹材の

有効活用にもつながる。今後 竹束によるカワウの魚

影探索や摂餌行動に対する妨害状況を調査しその有

効性を検討 していく必要があろう 。

なお，この研究は.農林水産省先端技術を活用した

農林水産研究高度化事業 「カワウによる漁業被害防除

技術の開発」によって実施した。

要 約

1)カワウの食害から魚、を守る手法を開発するため.

河川に竹束を設置し淡水魚の蛸集状況を観察し

た。また， コンクリート池にアユ，ウグイ，フナ

類，オイカワを収容し竹束への逃避行動を観察

した。

2 )河川やコンクリート池での観察から，ウグイやオ

イカワは竹束に蛸集することが明らかになり，河

川での竹京設置が，これらの保護手法となる可能

性が示 された。

珪与

3 )収容したウグイやフナ類は，カワウの擬似物で追

うと竹束に逃げ込んだため，河川に設置した竹束

は，これらの逃避場となることが考えられた。

4 )人工産継代アユは.竹束内にいることも，そこへ

の逃避行動も示さなかったため，竹束を利用しな

いことが示唆された。
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