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Abstract Changes in the distribution pa仕emsof 企巴shwaterfishes in an agricultural 
channel in Mie Prefecture， Japan， were investigated throughout a period of irrigation. 

Misgurnus anguillicaudatus and Oryzias lat伊eswere collected in branch channels， being 
temporary water areas， just after the onset of irrigation in April， but were not found in those 
channels in May. Cobitis minamorii tokaiensis was observed in the temporary water areas 
three days later than the aforementioned two species， subsequently becoming the dominant 
species in the branch channels. The distribution of C. minamorii tokaiensis increased in the 
westem branch channel， connected to the permanently water-filled main channel. Reasosns 
for the t芯mporaldifferences in utilization of the branch channels by these fishes were not 
immediately obvious. 

*Corresponding author: The Universi，砂 ofShiga Prefecture， 2500 H.αssα'ka-cho， Hikone 
Cii砂~ Shiga 522-8533， Japan (e-mail: minagawa.α(邑ses.usp.acjp)

1く田水域は雨季の洪水によって氾濫原に形成

される一時的水域の代替湿地となり(守山，

1997)，一部の淡水魚類の繁殖・成育の場として

重要な役割を担っていることが指摘されている

(斉藤ほか， 1988). 水田水域を利用する魚類は，

普段は河川や一年中水の枯れることのない水路な

どの恒久的水域に生息するが，繁殖の時期には濯

瓶期にのみ通水する水路や水田のような生産性の

高い一時的水域に進入する(斉藤， 1997). しか

し， 1960年代から行われた近代的閏場整備にと

もない，用排水の分離や排水路の掘り下げが行わ

れた結果，水域間での魚類の移動阻害あるいは生

息環境の消失が生じている(細谷， 2009). 

現在の日本では，用排兼用の濯概方式で，かつ

梅雨と重なる 6月に田植えを行うという伝統的な

作期を保つ水田水域において，水田生態系が作出

される以前の始源的な河川の氾濫原環境がかろう

じて保存されていることが指摘されている(岩

田， 2006). 日本における圃場整備率は 6割に達

し(農林水産省， 2010をもとに集計)，近代的固

場整備以前の水田水域は，特に平地ではほとんど

残されていない.そのため，アユモドキParabotia

curta (岩田， 2006参照)やヒナモロコ Aphyocypris

chinensis (中島・鬼倉， 2009参照)など，このよ

うな環境に依存した生活史をもっ淡水魚類の多く

が絶滅の危機に瀕している.

一方，農業農村整備事業においても水田生態系

の重要性が認識されるようになり， 2001年の土

地改良法改正によって農業農村整備事業は， I環

境との調和に配慮しつつJ(土地改良法第 l条)

行うことが必須となった.排水路と水田をつなぐ

水田魚道は農業農村工学分野における環境配慮施

策の代表である.例えば，栃木県西鬼怒川地区で

は排水路を二段式にし，下部の暗渠を主要な排水

路として上部に生物が利用可能な開渠の小排水路

を設けており(鈴木ほか， 2004)，また滋賀県で
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は排水路全体を段階的に堰上げて魚道化する「排

水路堰上げ式水田魚道」が施工されている(田

中， 2006). これらの手法では，排水路と，そ こ

に接続する一団の水田全体が魚類の移動可能な水

域となるが，一般的には排水路と水田一筆を水田

魚道によってつなぐ方法がとられる.後者の方法

は用排水の分離と水路網の合理化が前提で、あるた

め，用排兼用の水遣いや，水田に直結する規模の

小さな用排水路(以下，小水路)は消失する.一

般に，水路が何段階にも分岐し，水路システムの

階層が多くなるほど，水田に直結する用排水路の

規模は小さくなる.そのため，圃場整備に とも

なって階層が少なくなると，規模の小さな小水路

は消失する可能性が高い.また，圃場整備前後で

は，水田に直結する水路であっても，水路の規

模，護岸構造，涜速，水深，通水パターンなどが

変化すると推測される.用排兼用の水遣いや小水

路が水田水域の魚類に対してどのような役割を

担っているかを明らかにすることは，今後の農業

農村整備における環境配慮のあり方を考える上で

重要である.そこで本研究では，三重県に残され
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た用排兼用水路を対象に，濯j慨による水域の拡大

にともなう魚類の分布の変化を調査し，魚類の生

息や繁殖における規模の異なる水路環境の役割に

ついて考察を行った.

材料と方法

調査地 三重県松阪市新屋敷町を流れる用排兼

用水路のうち，幹線水路(延長約 3，000m) と，

それに東から流入する l本の支線水路(以下，東

側水路，延長 250m，流れ幅約 0.4m)，および幹

線水路から分岐して西へ流下し再び幹線水路に合

涜する支線水路(以下，西側水路，延長 600m， 

涜れ幅約 0.7m)を対象に魚類採捕調査を行った

CFig. 1).水路は幹線 ・支線ともに土水路で，西

側水路で、はコンク リート板による 2面護岸の区聞

が数 mだけ存在した.幹線水路のみ非濯i既期に

も生活排水等によりわずかに通水があり(恒久的

水域)，2008年から 2010年にかけて魚類の越冬

が確認されている(皆川ほか， 2010，2012). 一方，

毛、
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Fig.1. Map showing the four sampling stations in the Illain channel (St. 1-4) and six sampling stations 

in branch channels (W1-W3， E1-E3). The source ofthe eastern branch channel was drainage water企Olll

paddy 日巴lds，subseqllently flowing into the main channel. Water flowed into the western branch channel 

frolll the main channel. The Illain channel had flowing water dllring non→rrigation periods， the branch 

channels not at all. Black bold line indicates main channel; black broken lines the western and eastern 

branch channels; and gray lines other branch channels (temporary water areas)ー
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支線水路はいずれも濯概期にのみ通水する一時的

水域で、ある.

調査対象とした支線水路のうち東側水路は，水

田排水のみを水源とする規模の小さな小水路で、あ

り，その北側および南側に接続する水田はいず、れ

も東側水路に排水し，東側水路から取水する水田

はない.一方，西側水路では水路の北側に接続す

る水田は西側水路ヵ、ら取水し，南側に接続する水

田は西側水路へと排水する. したがって，水田を

経由した魚類の移動がそれほど多くないものと仮

定すると，幹線水路から支線水路への魚類の移動

方向は両支線水路で、異なっていた.すなわち，東

側水路で、は恒久的水域からの遡上のみであるのに

対し，西側水路では恒久的水域の上涜側からの降

下と下流側からの遡上とが存在し得た.東側水路

の水深は上流ほど小さく， Elでは約 30cm， E3 

では約 10cmであり，平均流速は 5cm/s未満で

あった.西側水路の水深は 10cmから 20cmで，

流速は約 10cm/sであった.

対象地の水田群では上流側から順に農作業が進

んだ. 2012年に， 支線水路に隣接する水田の状

態を["耕起J，["湛水J，["代かきJ，["田植え」の

4段階に分けて記録した.農作業の進捗は，調査

区聞に隣接する水田の筆数全体の中で各段階にあ

る水田の筆数が占める割合により求めた (Fig

2) .水田の状態と魚類の水田への進入可能性との

関係は，以下のように説明される. ["耕起」段階

で、は水の出入りがないため，魚類は水田に進入す

ることができない. ["湛水」段階では，取水によ

る取水口からの降下および、取水・強風・降雨によ

り生じた表面排水による排水口からの遡上が可能

であるが，雨水のみが湛水している可能性もあ

り，魚類が水田に進入できるかどうかは明確でな

い. ["代かき」段階では取水が停止するため取水

口からの降下はなくなり，代かきのための落水や

強風・降雨による表面排水を通じて排水口から魚

類が遡上できる可能性がある. ["田植え」後は，

定期的な取水による取水口からの降下および取

水・降雨により生じた表面排水による排水口から

の遡上が可能となる.ただし，田植え直後は表面

排水の生じない水管理となる場合が多い.

東側水路の通水は 2012年 4月 8日に確認され，

4月 12日の時点で上琉 50mが， 4月 15日の時点

で上流 30mがそれぞれ通水していなかったが 4

月 21日以降は全区間で通水していた.西側水路

は幹線水路から分岐して涜下するため，河川|から

幹線水路への取水・通水が行われた 4月 3日以降

は常に通水していた.西側水路に接続する水田群

で、は東側水路よりも遅れて農作業が進み， 4月 12

日の時点では 59.5%が「耕起」段階であった.こ

れは，西側水路の南側に接続する水田群がほぼ、

「田植え」を終えていたのに対し，北側に接続す

る水田群がほとんど「耕起」段階であったことに

よる. 4月21日には西側水路，東側水路ともに

接続する水田群の約 50%が「田植え」を終えて

いた (Fig.2). 

調査方法 恒久的水域である幹線水路では，

2009年 3月 26日および4月 23日に， 100から

200 m間隔で設定した 4地点 (St.1-4)において

魚類の採捕を行った (Fig.1). 3月 26日は非謹概

期 4月 23日は瀧概期であった.調査区聞をそ

れぞれ 25mとし，区間の上下流端を定置網 [間

口63cm，袖長 200cm，網目 6.5mm (袖網)・ 4

mm (胴網)Jで仕切り，各調査区間で l名が投網

(26節 1，600目)を， 2名が手網(間口 40cm，網

目2mm)を用いて 30分間の採捕を行った.

一時的水域である支線水路における調査は

2012年に実施した.調査 日は，東側水路の通水

が始まった後，中干しが行われる前までの 4月

11-12日(通水 3-4日後)， 15日(同 7日後)， 21 

日(同 13日後)， 28日(同 20日後)， 5月6日(同

28日後)， 13日(同 35日後)とした.東側水路

に3地点 (EI-E3)，西側水路に 3地点 (WI

W3)，区間長 10mの調査区聞を 100mごとに設

定し (Fig目 1)，区間の上下流端を定置網(同上)

で仕切り，各調査区間で手網(同上)を用いた 5

分間の採捕を毎回 2名により行った.また， 4月

21日のみ，田植えにともなう排水の見られた東

側水路に隣接する水田 l筆の排水口を覆 うよう

に，開口部を下涜側に向けて小型定置網(間口

16 cm，袖長 35cm，網目 2mm)を設置した.

100% 

80%，1 

60% j 協畿圏場場 I~I ロ
包Pud世間E

ぺ]務協 .値 観;:::::
20% 

0ち色

Fig. 2. Changes in the agricultural stages in paddy fields 

around the study area. 
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採捕された魚類については種を同定して標準体

長を 1mm単位で測定し，成熟(軽く腹部を圧迫

して精子あるいは成熟卵が見られる，あるいは抱

卵して腹部が膨満している個体)在確認した後，

採集場所に放流した.種の同定については中坊

(2013) に従ったが，フナ属魚類については正確

な同定が困難であったため，本研究ではまとめて

フナ属魚類 Carassiusspp.とした.

統計解析 ほぼ調査期聞を通して l歳魚以上の

個体が見られたド、ジ、ヨウ Misgurnusanguillicaudatus， 

トウカイコガタスジシマドジョウ Cobitisminamorii 

tokaiensis，ミナミメダカ Oryziaslatipesについて，

西側水路と東側水路での分布に一定の経時的傾向

が見られるかどうかを検討した.西側水路と東側

水路それぞ、れについて，各個体が採捕された地点

から幹線水路までの距離 (100，200， 300 m) を

目的変数， 4月 12日を起点とした各調査日まで

の日数を説明変数とし， Spearmanの順位相関係

数 pを求めた.統計解析には SPSS20.0 (IBM) 

を用いた.

結 果

幹線水路で採捕された魚類恒久的水域である

幹線水路の 4つの調査地点において，濯概開始前

の2009年 3月 26日に 3科 7種計 264個体，濯概

開始後の 2009年4月 23日に 5科 11種計 66個体

の魚類が探捕された (Table1). 濯概開始前には

ドジョウ， トウカイコガタスジシマドジョウ，ミ

ナミメダカが多かったが，濯概開始後にはドジョ

ウおよびミナミメダカはそれぞれ l個体のみとな

り， トウカイコガタスジシマドジョウは濯概開始

前より減少したものの，他の魚種と比べて多く探

捕された.

支線水路で、採捕された魚類 6回の調査によ

り， 3科 8種(および種不明のコイ科稚魚)計

541個体の魚類が探捕された (Table2). トウカ

イコガタスジシマドジョウが最も多く，次いでミ

ナミメダカ，フナ属魚類が多かった.

いずれの魚種も，調査時期の早い段階では幹線

水路から近い地点で多く採捕される傾向にあった

(Pig.3). フナ属魚類は 4月 28日までは幹線水路

に隣接する Wlおよび El地点で成熟個体が探捕

され， 5月 6日以降は，体サイズから 2012年生

まれ(以下， 2012年級群)と推測された稚魚の

みが東側水路で採捕された (Pig.3a). ドジョウ

とミナミメダカには次第に幹線水路から遠い地点

かつ東側水路で多く採捕される傾向がみられたが

Table 1. List offishes丘omthe four sampling stations in the main channel 

Mar. 26， 2009 Apr. 23， 2009 

St.1 St.2 St.3 St.4 Total St.1 St.2 St.3 St.4 Total 

Anguillidae 

1 Anguillajaponica 。。。。。 。 。 2 

Cyprinidae 

2 Carassius spp. 。 l 9 。 10 。 3 。 8 11 

3 Tanakia lanceolat，α 。。 。 。 。 2 

4 Rhodeus ocellatus ocellatus 。 15 17 2 。 3 5 10 

5 Opsariichthys pla砂'Pus 。。 。 l 。 l 。。
6 Gnathopogon elongatus elongatus 。。。。。 。。。
7 Pseudogobio esocinus esocinus 。。。。。 。。 3 4 

Cobitidae 

8 Misgurnus anguillicaudatus 7 14 29 51 。 。。
9 Cobitおminamoriitokaiensis 11 30 43 2 86 4 14 9 3 30 

Plecoglossidae 

10 Plecoglossus altivelisα'ltivelis 。。。。。 。 3 

Adrianichthyidae 

11 Oryzias latipes 10 3 26 59 98 。 。。
Total 28 49 96 91 264 8 21 15 22 66 
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Table 2. List offishes from the six sampling stations in the two branch channels 

Cyprinidae 

1 Cyprinidae sp. 

2 Car，ωsius spp. 

3 Tanakia lanceolata 

4 Rhodeus ocellatus ocellatus 

5 Opsariichthys pla砂'Pus

6 Gnathopogon elongatus elongatus 

Cobitidae 

7 Misgurnus anguillicaudatus 

8 Cobitis minamorii tokaiensis 

Adrianichthyida巴

9 Oryziαs latipes 

Total 

Westem branch channel 

April，2012 

11-12 15 21 

。。。
4 3 2 

。。
15 10 2 

。。。
。。

10 10 6 

2 27 19 

49 26 37 

82 76 66 

May，2012 

28 6 13 

。。。
。
。。

11 。。
。。

。。
。。。
34 30 53 

2 。。
50 30 55 

Total 

。
11 

2 

38 

2 

26 

165 

114 

359 

Eastern branch channel 

April，2012 

11-12 15 21 

。。。
3 。2 。。。
。 。
。。。
。 。
。

。18 17 

14 2 2 

18 22 22 

May，2012 

28 6 13 

。。12 

。20 35 。。。
9 。
。。。
。。。

。
17 7 6 

10 。
37 29 54 

167 

Total 

12 

60 。
11 

。

4 

65 

29 

182 



168 皆川明子ほか

(ドジョウ， p = 0.635，ミナミメダカ p=0.563， と

もに Pく 0.01)，5月 6日にはそれぞれ白地点で

l個体のみとなり， 5月 13日には l個体も採捕さ

れなくなった (Fig.3b， d) . トウカイコガタスジ

シマドジョウは調査期間の後半ほど西側水路で多

く採捕されるようになった (Fig.3c). また，経

過日数にともなって，西側水路，東側水路それぞ

れにおいて，幹線水路から遠い地点で探捕される

ようになった ()I聞に， p= 0.248， 0.576，ともに P

く 0.01). その他の魚種は， 4月28日までは恒久

的水域に隣接する W1および E1地点で多く採捕

されたが， 5月 6日には採捕されなくなり， 5月

13日に E1地点でコイ科の稚魚が 12個体採捕さ

れた (Tab1e2). 

ドジョウ， トウカイコガタスジシマドジョウ，

ミナミメダカについて，採捕された全個体の体長

分布はいずれも多峰性を示さず，それぞれの平均

標準体長(土 SD) は， ドジョウが 53.3土 7.3mm 

(範囲 42-75mm，個体数 n= 30)， トウカイコガタ

スジシマドジョウが 40.5士5.2mm  (28-60 mm， n 

= 229)，ミナミメダカが 21.3::!:: 2.4 mm (14ー27
mm， n = 143)であった.なお，支線水路で、これら

の魚種の 2012年級群と推測された個体の出現は

認められなかった.また，採捕された魚類のうち

成熟個体は， ドジョウ 1個体，フナ属魚類 6個体

であった.

4月 21日には東側水路に接続する水田の排水

口(表面排水あり)に設置した小型定置網で、ド

ジョウが採捕された.また， 4月 28日には東側

水路に接続する水田内を遊泳するミナミメダカが

確認された.

考 察

支線水路における魚類の分布の変化 フナ属魚

類については， 1年魚以上の個体は幹線水路に隣

接する調査区聞においてのみ採捕され， 2012年

級群のほとんどが東側水路で採捕された.また，

フナ属魚類の採捕数は謹蹴開始後にも幹線水路で、

それほど減少しなかった.これらの結果はフナ属

の成魚が繁殖のため一時的水域に短時間だけ進入

するという報告(斉藤ほか， 1988) とも合致する.

なお，支線水路でも東側水路に 2012年級群の分

布が著しく偏ったことから，水深や流速など東側

水路の何らかの環境条件がフナ属魚類の繁殖や稚

魚の成育に適していた可能性がある.

ドジョウとミナミメダカは，幹線水路において

非謹概期には多く採捕されたものの，濯概開始後

にはほとんど採捕されなくなった.一方，支線水

路には，通水開始 3日後に既にドジョウとミナミ

メダカが進入していた.両種とも幹線水路へと流

下する東側水路で、多く採捕され，東側水路で、は時

間の経過とともに恒久的水域から遠い一時的水域

の奥の方へと分布が偏る傾向が認められた.

東側水路に接続する水田群は 4月 12日から 21

日にかけて「湛水」から「田植え」へと移行して

いた.一方，西側水路の南側に接続する水田群は

4月 12日の段階でほぼ田植えを終えており，調

査期間の前半には表面排水がみられなかった可能

性がある.よって，調査期間前半で、は東側水路の

方が水田排水の流入機会が多かったと推測され

る.両種は本地域において水田に進入することが

確認されている(皆川ほか， 2009). また，東側

水路に接続する水田では調査時にドジョウの遡上

およびミナミメダカの遊泳が確認されており，さ

らに 5月には両種が支線水路でほとんど採捕され

なくなった.これらのことから，両種は水田排水

に向かつて遡上する形で支線水路，そして水田へ

と分布を広げたと推察される.

トウカイコガタスジシマドジョウについては，

幹線水路の調査において濯瓶開始後にも比較的多

くの個体が探捕された.本種は支線水路にドジョ

ウおよびミナミメダカよりも遅れて進入し，その

後は東側水路，西側水路ともに優占するように

なった.しかし， 5月 6日以降には他の魚種とは

異なり，西側水路に分布が著しく偏るようになっ

た. トウカイコガタスジシマドジョウの産卵場所

等の生活史は十分明らかにされていないが，スジ

シマドジョウ類が水田脇の小溝で、産卵するという

報告(斉藤ほか， 1988)や，近縁種のサンヨウコ

ガタスジシマドジョウ Cobitisminamorii minamori 

が浅くて流れのない水田や湿地で、繁殖するという

報告がある (Saitoh，1990). また， トウカイコガ

タスジシマドジョウには，東側水路において，経

過日数にともない幹線水路から離れた地点で探捕

される傾向が認められた.したがって，期間後半

に東側水路でトウカイコガタスジシマドジョウが

減少した要因として， ドジョウ，ミナミメダカと

同様に水田へと遡上したことが考えられる.しか

し， 2008年 6月 10日に本地域の水田で行われた

中干し時に，水田 1筆の排水口から降下したトウ

カイコガタスジシマドジョウの当歳魚は 4個体

(標準体長 20-27mm)であり，他種の当歳魚と比
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較してきわめて少数であったことから(皆川，未

発表)，本種が繁殖場としてどの程度水田に依存

しているかは明らかでない.流れの緩やかな東側

水路が高水温，低溶存酸素濃度，他種の稚魚の増

加など本種の繁殖や生息に好ましくない環境に

なったために東側水路から幹線水路や西側水路等

の他の水域へと移動した可能性もあり， トウカイ

コガタスジシマドジョウによる水田水域の利用実

態の解明は今後の課題である.

水田水域における規模の異なる水域がもっ意味

トウカイコガタスジシマドジョウは 2013年に公

表された環境省の第 4次レッドリストで絶滅危倶

IB類に指定されており(環境省， 20l3) ，スジシ

マドジョウ種群の中でも生態や生息環境に関する

情報が不足していることが指摘されている(斉

藤， 2005; Nakajima， 2012). 本地域で 2008年に

実施された水路一水田聞で、の魚類の移動調査にお

いて，田植えが行われていない l筆の水田の排水

口でトウカイコガタスジシマドジョウ 42個体

(うち 36個体が成熟)の遡上が確認されたのが 5

月 14日であった(皆川，未発表). 50年前と比

較すると全国的に水稲作期が 1ヶ月ほど早期化し

ており，中でも本地域では早場米が生産されてい

るため，伝統的な作期と比較して田植え・中干し

が約 2ヶ月早くなっている. 6月上旬に行われる

中干しまでに稚魚が水田を利用できる期間は 1ヶ

月弱である.そのため，中干し以降の魚類の成育

を支えているのは，水田の中干し以降も当面は水

域が消失しない一時的水域である支線水路と考え

られる.本調査において，支線水路のなかでも規

模が小さく排水のみを集める東側水路では，初期

にドジョウとミナミメダカが，後にフナ属魚類の

稚魚が採捕され，支線用排水路に相当する西側水

路では 4月下旬以降にトウカイコガタスジシマド

ジョウが多く採捕された.規模や微小環境が異な

る水路および水田が魚類の生息や繁殖にそれぞれ

異なる役割を果たしている可能性がある.

現在，圃場整備事業において用排水を分離した

り，水田区画を大規模にしたりする際には，それ

らによって生じる排水路と水田との落差に対し

て，魚類など水田を利用する生物への配慮として

水田魚道を設置し，排水路から水田へと生物が遡

上できるようにする場合が多い(社団法人農業土

木学会， 2004). 水田魚道が水田を利用する魚類

の保全に果たす役割は大きいが，本調査の結果や

既往の知見(斉藤ほか， 1988)を見ると，排水路

と水田を魚道によってつなぐだけでは，魚類の生

息に必要な一時的水域を十分担保できない可能性

が危倶される.水田よりも水深が大きく，緩やか

な流れがある規模の小さな用排水路が，魚類の生

息や繁殖にとって水田とは異なる役割をもつなら

ば，圃場整備事業においても，それに特有の環境

や生態的機能を有する水域を意図的に保全あるい

は創出する必要がある.したがって，今後，幹線

水路とそこにつながる支線水路および、水田の物理

環境や水質等の違い，そしてそれら環境条件と魚

類の生息・利用との関係者E明らかにすることが重

要な課題である.
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