シリーズ連載

ビオトープのいきものたち －その33－
ため池の外来生物

さとやま自然史研究会
会長 神垣 健司

・ボタンウキクサ
南アフリカ原産の水草で、ウオーターレタスとも呼ば
れています。観賞用として導入され、ホームセンターな
どで大量に販売されていました。ビロード状で水をはじ
く葉は、葉ボタン
状になって水面
に広がります。繁
殖 力 が 強 く、繁
茂して水温の低
下や水質の悪化
を招くなど、ため
池の環境を悪化
させています。

1．ため池の概念
自然観察をしていると、「ため池」という言葉を普通に
使っていますが、具体的にはどのような水環境を「ため
池」としているのでしょうか。農林水産省のホームペー
ジでは次のように「ため池」を定義してあります。
ため池とは、降水量が少なく、流域の大きな河川に
恵まれない地域などで、農業用水を確保するために水
を貯え取水ができるよう、人工的に造成された池のこと
です。ため池は全国に約16万箇所存在し、特に西日本
に多く分布しています。ため池の多くは江戸時代以前
に築造されました。そして築造にあたっては、各地域に
おいて試行錯誤を繰り返して得られた経験をもとに造ら
れたものと推測されます。
このことから、ため池は大きさの基準があるのではな
く、単に人工的に造成された池であることがわかりま
す。こうしたため池はビオトープでも多く造成され、ビオ
トープを形成する重要な要素にもなっています。ため池
では環境の攪乱が頻繁に行われることから、在来の動
植物を凌駕するほど多くの外来生物が生息していま
す。

・オオフサモ
南アメリカ・アマゾン川原産の水草で、淡水魚の水槽
やビオトープの観賞用に移入されてきました。繁殖力が
強くて切れ藻でも容易に再生するため、今では日本全
土に分布を拡大させています。除草剤の効き目もほと
んどなく、断片を
散布する草刈り
では逆に繁殖を
助けることにもな
り ま す。現 在、外
来生物法によっ
て栽培や移動が
禁止されていま
す。

2．ため池に生息する主な外来生物
ため池に生息する外来生物の多くは人為的に持ち
込まれたものか、近くに生息していたものが分布を広げ
たものです。いずれも在来種にとっては異質な存在で
あるため、本来の生態系を攪乱させる大きな要因に
なっています。そうした外来生物のなかから代表的なも
のを紹介します。

・ヌートリア
南米原産のネズミ目に属する小型哺乳類で、見た目
からカワウソに間違えられることもあります。川やため池
などを住処にし
て、水 生 植 物 や
淡水性の巻貝を
主食にしていま
す。農 作 物 な ど
を食害することも
あり、特定外来生
物 に指 定 され て
い ま す。筆 者 の
住む広島では近年急速に個体数が増えています。

・ホテイアオイ
南アメリカ原産の水草で、水面に浮かんで美しい青
い花を咲かせま
す。観賞用に栽
培 さ れ、そ れ が
逸出して野生化
しています。また
水質浄化を目的
としてため池な
どに移入される
こともあります
が、そ の 後 の 放
置によって異常な繁茂による環境破壊も起こっていま
す。
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・チョウセンイタチ
大陸に分布するイタチで、韓国から毛皮業者が持ち
込んで養殖していたものが逸出したとされています。在
来種のニホンイタチを山間部に追いやり、都市や住宅
地ではチョウセンイタチが優勢になっています。そのた
め平地のため池
で見られるイタチ
はほとんどがチョ
ウ セ ン イ タ チ で、
日本の侵略的外
来 種 ワ ー ス ト 100
にも指定されてい
ます。

「ブオーン、ブオーン」という大きな鳴き声を発します。食
用ガエルという別名があり、かつては食用として国内に
持ち込まれましたが、その後に野外に逸出して各地に
定着しました。捕食性が強く、在来種にとっては脅威の
存在です。
・ミシシッピアカミミガメ
アメリカ合衆国南部からメキシコにかけて分布し、幼
体はミドリガメと称されてペット用に広く販売されていまし
たが、飼いきれなくなって野外に遺棄された個体が広く
繁殖しています。
繁殖力が強く、在
来の動植物に
様々な悪影響を
与えています。ま
た人に対するサ
ルモネラ菌の感
染例も報告され
ています。

・ブラックバス
ブラックバスは北米に生息するサンフィッシュ科淡水
魚の総称として使われ、国内では最も個体数が多くて認
知度も高いオオクチバスを指して用いられることが多い
で す。河 川 や 池
沼に生息し、他の
魚 類 や カ エ ル、
節足動物などを
捕食する獰猛な
肉食魚で、ゲーム
フィッシングの対
象魚として人為的
にため池などに
放流されています。

・アメリカザリガニ
アメリカ合衆国南部のミシシッピ川流域を原産地とし、
国内にはウシガエルの餌用として持ち込まれました。そ
の後、繁殖池から逸出した個体が分布域を広げて、全
国に広く分布する
ようになりました。
「ザリ ガニ釣 り」な
どで子どもたちに
は 人 気が高 いの
で す が、強 い 生
存能力で在来の
動植物に対する
悪影響は顕著で
す。

・ブルーギル
ブラックバスと共にため池の生態系を破壊する外来
魚です。北米大陸原産で、人為的な放流によって日本
各地で爆発的に繁殖しています。在来魚の卵や稚魚を
捕食することか
ら、生 態 系 に と っ
て大きな脅威と
なっています。そ
して汚水で汚れ
た水でも生息でき
る生命力を持って
いるため、根本的
な駆除も難しいと
されています。

3．ため池の外来生物の駆除について
ため池は里山における重要な水環境のひとつで、絶
滅危惧種として指定されている様々な動植物が生息し
ています。しかし身近にあるためか、人為的に持ち込ま
れるなどした様々な外来生物が繁茂、繁殖して、在来種
が駆逐された事例が数多くあります。ため池にいったん
外来生物が定着してしまうと、そのままでは在来種の自
然回復は難しいため、定期的な外来生物の駆除を行う
必要があります。多くの人が容易に観察できる身近なた
め池だからこそ、在来動植物が生育できる環境が大切
だと思います。

・ウシガエル
北米原 産の大
型のカエルで、現
地では水草が繁
茂する池沼や流
れが緩やかな河
川に生息していま
す。夜 行 性 で、
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キツツキの世界 その1
日本に棲むキツツキはアリスイ，アオゲラ，ヤマゲラ，ノ
グチゲラ，クマゲラ，キタタキ（絶滅），アカゲラ，オオアカ
ゲラ ，コアカゲラ，コゲラ，ミユビゲラですが、近年ミユビゲ
ラは殆ど目撃されていません。北海道ではノグチゲラとア
オゲラを除く種が棲息しています。

幌加内ビオトープ研究会代表、
日本ビオトープ協会個人会員
内海 千樫

春
まだ残雪消えやらぬ林の中からコローン、コローンと心
地よい音が響いてきます。囀ることのないキツツキは、ドラ
ミングと言って枯れて良く響く木をつついて大きな音を出
します。縄張り宣言や繁殖相手を呼ぶ意味があります。
音のする方に近づいてみるといました。

キツツキの脳は、頭蓋骨にぴたりと収まっており、中で
揺さぶられないようになっており、キツツキの脳は、オレ
ンジを半分に切って切り口を前に向けたようなかたちで
後頭部に収まっています。正面からの衝撃を受ける面積
が大きい分、面積当たりの衝撃を和らげることができると
言います。

アカゲラのドラミング
クマゲラのドラミング

ヤマゲラのドラミング

ドラミングの音の大きさと1回に鳴らす長さは体の大きさ
に比例しています。
ものすごい勢いで木を叩きますが、良く脳震盪を起こさ
ないものです。

クマゲラのドラミングに反応してアカゲラがやって来ま
した。怯むことなくドラミングをしますが、音の大きさに敵
わず退散しました。
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アカゲラのテリトリー争い
同じテリトリーの中に複数の雄がいるとドラミングを聞い
てやって来て、激しい追跡合戦が行われます。
直接攻撃し合うような事はせず、レスリングでバックを取
る様に相手より有利なポジションを取ろうとします。相手よ
り有利なポジションというのは、相手の真下に止まることで
す。その位置を取られないように、キョキョキョキョと鳴きな
がら追いかけ合い、木の幹をぐるぐる回ったりします。

キョキョキョと鳴きながら相手を追跡します。

最初は幹の上の方に止まっていたのが、相手の下に止
まろうとして、最後は根元まで来てしまいます。

冬の間は目立った縄張りは無く、緩やかに複数のキツ
ツキが重なって活動していますが、子育てに必要な餌を
得るためには、確保しなければならない面積が必要で
す。共倒れしないように。
（次号・その2に続きます）

キョッ、キョッと鳴きながら首を伸ばし、左右に振ります。
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栗原川・ホタルの生息環境整備
2014年より日本ビオトープ協会が行っている
「ホタル水路づくり」研修会に参加しておりま
す。
この研修会は、ビオトープを通して地域の環
境学習・交流の場所になることを目指し、周辺
地域の自然環境調査を行いながら、この地域
に時間をかけて適合してきたホタルを含む多様
な生物の棲む水辺環境をこの水路に再生する
計画です。2014年3月より現在まで、62回（雨天
中止含む）環境調査・河川整備作業・自然再生
方法や動植物の講義が継続して行われてきま
した。

主席ビオトープアドバイザー、
株式会社小澤造園
山本 麻未

ひとたび増水すれば全てが下流に流されて
しまうこの水路に、重機を使わずに生物生息環
境を整えるためには、周辺の環境調査を行った
上で作業手順を工夫する必要がありました。

「ホタル水路づくり」研修が行われる水路・栗
原川は、東京農業大学伊勢原農場敷地内を流
れています。水路は農場より低い位置を流れ、
ホタルの生息環境として最も重要とされる照明
の無い夜間の暗さが確保できる地形・光環境に
あります。
しかし、水路はコンクリート壁に囲まれ、水の
流れはとどまることなく直線的で、かつて増水し
た際に一度に流れ着いた堆積土砂には、根を
下ろした帰化植物を含む様々な種類の植物群
落が覆いつくしていました。上流には堰堤があ
り、この落差により溶存酸素量は高められて水
生生物に酸素を供給する役割がある一方で
残念ながら魚類を含め生物の移動を困難にし
ています。

具体的には、地質・地形を活かして粗朶柵に
よる水流の緩急をつけさせ瀬や溜まりをつくり、
コンクリート壁に沿って水流が単調で直線的に
なりがちな箇所には、狭い間隔で杭打ちをした
間に川石を積み、増水時に水圧を受ける淀み・
水深の変化をつけさせたり、急流により据えた
石や粗朶柵の洗掘を防ぐためのセキショウやイ
ヌコリヤナギを植栽し、粗朶の隙間や流水量に
よって機能する支流や、河床に石を据えて流れ
を巻かせたりすることで、生物の活動に合わせ
た環境整備をしてきました。
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この環境は、約月一回の研修で少しずつ整
備を行ってきましたが、河川の増水によって現
在までに幾度も流されました。
想定とかけ離れた状況になることに初めは驚
き落胆することもあったのですが、特に造園的
な植栽をした箇所は増水時に流失が多く、辛う
じて留まっていた植物の状況を観察することで
自然界に於いての規則性について考察する場
となりました。
1株の苗を植える場所、石1つの積み方でさえ
悩みながら補修・再築を行うなかで、急激な変
化に柔軟に耐える人力での河川環境整備を学
び、状況に合わせた幾つもの手法を流失・失敗
しながら実践することができたことは大変貴重な
経験でした。
また、河川の整備とともに適度な採光のため
の草刈・剪定・伐採や、繁殖力の強い種を除く
調整なども定期的に行ってきたことで、川辺で
は四季を通して柔らかい光と影・風を肌でも感じ
ることが出来、初期には難しかったカワニナの
生息確認が年々容易になってきました。

中止で現地へ赴くことができないこともありまし
た。それまでの環境が変わってしまうかと不安に
思っていたのですが、数年にわたり整備してき
た環境は何度かの災害の様な増水にもかかわ
らず、補修は必要でしたが、植物は粗朶や組ん
だ石に根を絡ませ、様々な生き物の棲みかと
なっていました。
地域の方々に集まって頂き行っていたホタル
観察会も中止となってしまいましたが、少数で
行った夜間観察ではホタルの飛翔数も増えて
おり、それまでの研修会の成果に安堵しまし
た。
夜間のホタル観察会という開かれた学びの機
会を失ったのは非常に残念ですが、研修会で
は継続して観察し作業を行うことで、計画を環
境に合ったカタチにする技術とそれまでの変遷
を、研修会新規参加者へ自分の言葉で伝え共
に行動することにより、さらに理解度が深まって
いく印象を受けています。
まだまだ私自身が習得すべきことは沢山あり
ますが、関わった人が希少種・地域遺伝子の保
全など環境活動に興味を持つきっかけを増や
し、共に学び、いまある自然環境と共生できるよ
うに努めていきたいです。

残念ながら2020年、2021年と新型コロナウイ
ルス感染症対策のため、数回にわたる研修会

栗原川・橋より見る四季
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