
ホトケドジョウLefua echigoniaは，全国的に生
息数および生息地の減少が指摘されている

魚種である（勝呂，2005a）．レッドデータブック
（環境省，2003）では絶滅危惧 IB類に指定され，
2007年に改定されたレッドデータリストにおいて
も，引き続き絶滅危惧 IB類に指定されていること
から（環境省，2007），本種の保全は急務である
と考えられる．しかしながら，本種の保全を行う
ために必要な生態的知見は未だ少ない．
ホトケドジョウは，湧水の影響を受ける水域

（以下，湧水域という）に生息するとの報告が多
数ある（勝呂，2005b；持田・倉本，2007；相木
ほか，2008）．本種は冷水性の魚類であり（細谷，
2003），夏期に周辺水域よりも水温が低い湧水域

を生息場とするとの報告がある（柿野ほか，
2006；木呂子・藤田，2007；満尾ほか，2007）．
しかし，本種は27°C程度の水温で飼育可能で（勝
呂，2005b），34°Cの水田内で確認された知見もあ
り（杉原ほか，2003），夏期には湧水域だけでな
く，より水温の高い水田や水田内水路（藤咲，
2007）などにも分散することが知られている．
一方，本種は秋期から冬期にかけての水温低下
時期に湧水域へ移動するとの報告があり（伊奈・
倉本，2003；守山ほか，2007），さらに夏期には
本流域に分散していたホトケドジョウが湧水の入
る地点に集まって越冬するという定性的な報告も
ある（勝呂，2005b）．このように，本種が秋期か
ら冬期にかけて湧水域に集まるのは，冬期は周辺
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水域よりも湧水域の方が水温が高いためであると
推定されている（勝呂，2005b；守山ほか，2007）．
近年，冬期に湧水が枯渇することが日本各地で報
告されており（神宮字ほか，1999；国分ほか，
2003），もし，本種が湧水域を越冬場として積極
的に利用しているならば，冬期の湧水の枯渇が本
種の生息に大きなダメージを与えることが懸念さ
れる．したがって，本種の冬期の分布と湧水との
関係を把握する必要がある．
そこで本研究では，冬期におけるホトケドジョ
ウの分布と湧水との関係を明らかにするために，
地下水の流入口の位置を操作した池において本種
の冬期の分布パターンの変化と環境要因について
野外調査を行い，地下水の流入が本種の分布パ
ターンに及ぼす影響について検討した．

材 料 と 方 法

調査水域 栃木県宇都宮市西鬼怒川地区に造成
された面積約 400 m2の保全池を調査水域とした
（Fig. 1）．保全池は，同地区で1997年から導入さ
れた県営農村自然環境整備事業（総合型）によ
り，ホトケドジョウを始めとする湧水域に生息す
る生物の保全を目的として2005年に造成された．
保全池内に生息している生物は周辺より自然に移
動してきたものであり，人為的な放流等は行われ
ていない．保全池内全域の底質は泥底であり，ま
た池内に植生は見られない．この保全池の水源は

通常湧水であり，保全池の西側に広がる河岸段丘
からの湧水が流入口A（Fig. 1）より流入する．し
かし，冬期では，地下水位低下により湧水が涸れ
るため，太陽光発電を用いたポンプにより晴天時
の昼間に地下水をくみ上げて水源としている．本
来，湧水とは地下水が地表面に自然に湧出したも
のであるが（国分ほか，2003），ポンプにより人為
的にくみ上げたという点を除き地下水と湧水とは
水質，水温ともに同じものであることから，本研
究ではくみ上げた地下水を湧水の代替と捉えた．
なお，晴天時の昼間のみの供給では自然状態の湧
水の代替とならないため，調査期間である2006年
2月10日から 3月3日の間，工事用電源を用いて
終日地下水を保全池に供給した．地下水の流入位
置は，2006年2月23日午後4時頃に人為的に変更
した．地下水の流入位置の変更にあたっては，流
入口Aから新たな流入位置（以下，流入口Bとい
う）まで塩化ビニル製パイプを敷設した（Fig. 1）．
調査に先立ち，ナイロン製の水糸を保全池の水
面上約30 cmに1辺2 mの正方形に区切るように張
り，計 68個のメッシュを設けた（Fig. 2）．隣接
メッシュでの調査による攪乱を回避するため，調
査は市松模様状に配置されたメッシュ（以下，調
査メッシュという）のみで行った（Fig. 2）．調査
メッシュは第1回調査で42個，第2回調査で40個
となり，それぞれに番号をつけた．なお，調査地
に設置された調査メッシュは保全池施工時のモニ
タリング調査のものを利用しており，後に流入口
Aが調査メッシュ以外の部分にできた経緯がある．
そのため，流入口A直下（A-8）の調査メッシュ
のみ周辺調査メッシュと隣接する配置となった．
ホトケドジョウの分布調査 地下水の流入位置
がホトケドジョウの分布パターンに及ぼす影響を
知るために，ホトケドジョウの採捕を地下水流入
口の変更前の 2006年 2月 22日から 23日（第 1回
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Fig. 1. The map of the study area and structure of
the conservation pond.

Fig. 2. Layout of the investigation mesh, indicated
by gray squares.



調査）と，変更 7日後の同年 3月 2日（第 2回調
査）にそれぞれ実施した．それぞれの調査メッ
シュの東西および北の3辺を3 mm目合いの金網で
仕切った後，残る南側の1辺に設置した2枚の三
日月網に調査員2名がホトケドジョウを追い込み
採捕した．そして，採捕個体数を記録し，30 cm

の竹尺を用いて標準体長を計測した後，採捕した
調査メッシュの中心部に採捕個体を放流した．な
お，採捕によって死亡や著しく衰弱した個体はい
なかった．ホトケドジョウは孵化した年に標準体
長が 40 mmに達することが報告されている（岡
田・清石，1937；樋口，1996）．そのため，40 mm

以下の個体は当歳魚とした．
保全池の環境要因調査 ホトケドジョウの分布
と環境要因との関係を明らかにするため，調査
メッシュの水温および電気伝導度（EC）（東亜
DDK製，EC計CM-21P使用），pH（東亜DDK製，
pH計HM-12P使用），水深，泥底の深さ（以下，
泥深という）を調べた．水温と電気伝導度は，2

月22日と3月2日にそれぞれ調査メッシュ中心部
の約6割の水深で計測した．日中の水温上昇によ
り保全池内の水温が変化することを考慮し，水温
および水質の計測時間は午前8–9時の1時間に限
定した．なお，その際にそれぞれ流入口A（第1

回調査時）およびB（第2回調査時）の塩化ビニ
ル製パイプの入り口付近（以下，地下水供給部と
いう）でも水温を測定した．水深の計測はホトケ
ドジョウの採捕時に実施し，調査メッシュ中央部
の水深を30 cmの竹尺を用いて計測した．泥深の
測定は，2月22日に実施し，1 kgの錘を付けた直
径6 mmの測量用ピンポールを用い，錘の自重で刺
さった深さを計測した．泥深は，調査メッシュ内
の中央部1ヶ所と対角線上に中央部からそれぞれ
の角までの間の中間部の4ヶ所の計5ヶ所で計測
し，その平均値を解析に用いた．
データ解析 ホトケドジョウが湧水に集まる性
質を持つのかどうかを知るために，調査メッシュ
毎の採捕個体数を用いて分布の集中度をMorishita

indexにより解析した．また，本種の分布と環境要
因との相関関係を把握するため，採捕個体数を目
的変数に各環境要因を説明変数に指定し重回帰分
析を用いて解析した．変数選択にはステップワイ
ズ法（変数増減法）を用いた．統計計算にあたっ
ては，SPSS ver.17.0（SPSS Inc., Tokyo）を使用し
た．

結　　　　　果

ホトケドジョウの分布 今回の調査では，ホト
ケドジョウだけでなく，ドジョウMisgurnus anguil-

licaudatusおよびフナ属の1種Carassius sp.が採捕
された．このうちホトケドジョウは，第1回調査で
は，73個体（標準体長 19–38 mm, 27.0 mm�4.1

SD）が採捕され，そのうち約33%の個体は流入口
A周辺の調査メッシュ（A-5）で確認された（Fig.

3）．第 2回調査では，47個体（標準体長 20–36

mm, 27.3 mm�4.1 SD）が採捕され，約 34%の個
体は流入口B周辺の調査メッシュ（A-8）で確認
された（Fig. 3）．これらの分布は両調査時ともに
有意な集中分布であった（F検定，片側検定，第
1回調査Morisita index Id�11.73, F�19.84, p�0.01,

n�42；第 2回調査 Id�5.78, F�6.63, p�0.01, n�

40）．今回の調査で採補された個体は最大で38 mm

と全て40 mm以下であったため，ほとんどの採捕
個体は 2005年生まれの当歳魚である可能性が高
い．
環境要因とホトケドジョウの分布との関係 第1

回および第 2回調査時の環境要因調査の結果を
Table 1に，水温の分布をFig. 4に示す．なお，流
入口A（第1回調査時）およびB（第2回調査時）
の地下水供給部で計測した地下水水温は，それぞ
れ15.1°Cと15.0°Cであった．
環境要因と採捕個体数との関係について重回帰
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Fig. 3. Distribution pattern of Japanese eight-barbel
loach captured in the conservation pond.



分析を用いて解析したところ，第 1回調査と第 2

回調査ともに，採捕個体数を説明する変数として
水温が採用され，水温が高い調査メッシュほど採
捕個体数が多かった（Table 2）．

考　　　　　察

今回，流入口の位置の変化に併せてホトケド
ジョウが地下水流入口の周辺の調査メッシュに集
中分布した．これは，地下水の流入が本種の分布
パターンに影響を及ぼすことを示唆する．本研究
の結果は，勝呂（2005b）が推察するように，本
種は湧水域に集合して越冬する特性をもつことを
支持する．ただし，本調査ではくみ上げポンプの
利用可能期間が限られていたため，一度の操作に
よる事例的なものとなっている．今後は，地下水
流入口の位置の操作を複数回繰り返すなど，より
詳細な野外実験による検証が必要であろう．なお，
今回1歳以上の個体が確認されなかった理由は不
明であり，1歳以上の個体がどこで越冬をしてい
るかについては，別途調査が必要と考えられる．
今回の調査では，水温が高い調査メッシュほど
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Fig. 4. Pattern of water temperatures in the conser-
vation pond.

Table 1. Environmental data measured at the conservation pond investigation mesh

First investigation (n�42) Second investigation (n�40)

Mean SD Max Min Mean SD Max Min

Water temperature (°C) 11.1 0.8 12.8 9.5 9.4 0.7 11.3 8.0
EC (mS/m) 14.8 0.2 15.1 14.2 14.1 0.1 14.5 13.9
pH 6.3 0.3 6.7 5.7 6.5 0.1 6.7 6.4
Depth of water (mm) 22.5 3.5 30.0 14.0 20.0 3.4 26.0 11.0
Depth of mud (mm) 6.4 1.9 11.2 3.3 6.4 1.9 11.2 3.6

Table 2. Multiple-regression analysis of fish numbers and environmental factors

Standard partial-regression coefficient (Variable inflating factor)

Investigation Method of variable 
R2 F(df)

period selection Water 
EC pH

Depth of Depth of 

temperature water mud

First investigation

Forced entry 0.45* (1.7) 0.04 (1.1) 0.05 (1.6) �0.36 (1.2)* 0.23 (1.1) 0.28 2.73 (5,41)*

Step-wise selection 0.40* 0.16 7.40 (1,41)*

Second investigation

Forced entry 0.83 (2.4)** �0.25 (1.7) 0.07 (1.7) �0.24 (1.7) 0.09 (1.2) 0.37 4.01 (5,39)**

Step-wise selection 0.52** 0.28 14.40 (1,39)**

*, p�0.05; **, p�0.01.



採捕個体が多いことが明らかとなった．これは，
ホトケドジョウは冬期には水温の高い水域に集ま
る傾向があることを示唆する．勝呂（2005b）は，
ホトケドジョウが冬期に源流域へと集まることを
報告しており，これは源流域が他水域より水温が
高いためと推察している．また，本種は5°Cから
25°Cの水域に多く生息するとの報告や（大澤ほか，
1998），飼育下では，水温が5°C以下になると死亡
数が増えることが知られている（勝呂，2005b）．
本種の生息する丘陵地や平野部の小流量の水域で
は，冬期に水温が低下し結氷することもあるため，
本種は冬期でも年平均気温に近くより水温の高い
湧水域に集まるのかもしれない．湧水域を生息場
所とすることが知られるハリヨGasterosteus aculea-

tus leiurusにとり湧水が重要であるのは，夏期に
20°C以上にならない水温条件に加え，営巣繁殖に
欠かせない静水域，砂泥底，水草繁茂といった環
境要因や，豊富な餌生物がいるためとされている
（森，1994）．また，ホトケドジョウと同じく冬期
に湧水に集まることが知られているアジメドジョ
ウNiwaella delicataでは（丹羽，1976），詳細な実
験により冬期に高水温へと集まる温度走性が確認
されているものの，水温以外にも湧水へ誘引され
る要因が存在する可能性も示唆されている（Hira-

matsu and Hosoya, 2007）．したがって，ホトケド
ジョウについても水温以外に冬期に湧水へと誘引
される要因がある可能性も残される．本種の分布
と水温との間の因果関係を明らかにするためには，
水温のみを操作した室内実験を実施する必要があ
る．
今回の調査から，ホトケドジョウは冬期に地下
水の流入する，より高水温の場所に集まる傾向を
持つことが明らかとなった．この結果から，湧水
域をホトケドジョウの好適な越冬場所とみること
は妥当と考えられる．近年，地下水位の低下が進
行しており（国分・中山，1999），それに伴って
冬期の湧水の枯渇も報告されている（神宮字ほか，
1999；国分ほか，2003）．したがって，本種の越
冬場所の確保のためには，冬期に湧水が枯渇しな
いよう冬期の地下水涵養の取り組みを行うことが
重要と言えよう．
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