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栗林公園の淡水魚類
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報告す−る。

は じ め に

この報告の作成にあたり，栗林公園の魚類

栗林公園は，松平5代藩主頼恭公が1745年

調査の機会を与えてくださった香川県栗林公

に完成させた庭園で，明治維新まで松平家歴

園観光事務所の皆様，現地調査等に協力して

代の下屋敷として使用された。その後，高松

くれた香川県立高松商業高等学校定時制の生

港が廃せられ1875年に県立公園として−・般公

徒諸君ならびに原稿作成の過程で丁寧なご指

開された。現在，栗林公園には，高松市の市

導をいただいた香川大学教育学部の末広育代

街地にある広大な面積（約75ha）の自然豊か

一・教授に深く感謝の意を表する。

な都市公園として，年間を通して一県内外から

調査方法および調査地の概要

多くの観光客が訪れている（香川県栗林公園
観光事務所，2003）。

ニッポンバラタナゴの保護活動は1997年8

栗林公園の他には，古くから観賞用のコイ

月24日から開始され，現在も継続して行われ

q岬J血〟5Cα岬わが放されて−いたようであるが，

ている。今回は活動開始時から2003年12月4

その他の魚類についての資料ははとんどな

日までに公園内で確認された魚類について報

い。筆者が入手できたのは，終戦前に坂口

告する。調査は，南湖を中心に公園内の全水
域で実施した。その内容は，ニッポンバラタ

（1944）が行った魚類調査以降の資料である。
戦後では，植松（1965）と須永ほか（1985）

ナづの分布調査，生態調査，増殖作業及びブ

の資料があるが，いずれも公園内の一・部水域

ラックバスの駆除作業である。採集には3種

の調査であった。

類の投網（1節8m皿，15mm，22Ⅲ皿），2種類の

1990年代の栗林公園では，ブラックバス

玉網（1節4mm，8m皿），もんどり及び釣り道具

タナゴRゐ0鹿〟50Ce肋加血用例e〟5ほか多くの

を使用した。また，南湖と北湖では舟からの
調査も行った。なお，ニッポンバラタナゴの
分布調査は1997年に1回，1998年に5回，
1999年に4回，2000年に6回，2001年以降は

在来魚の個体数が急激に減少した。筆者は，

定期的に毎月1回行った。また，ブラックバ

1997年から公園内でニッポンバラタナゴの保

スの駆除作業は，1997年9月4日から2003年

護活動を南潮を中心に全水域で行っており，

11月7日までの期間に行った。釣りによる採

今回はその活動過程で確認した魚類について

集は，入園者が公園内でのバス釣りが可能で

（オオウチバス）〟〜c′甲お′祝5βd肋〃血の移入

により，環境省（2003）がレッドデー・タブッ
クで絶滅危倶種に指定しているニッポンバラ
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1）南 湖

あると誤解しないよう配慮し，造園課職員が

園内で2番目に大きな池で面積は7890Ⅰポ，

開園時間前後に年間30回以上行なった。投網

と玉網による採集は1998年5月7日より開始

水深は平均1m程度で透明度が高い。東南端

し，筆者が期間中に．73回行った。

には水源地があり，大／ト2機のポンプを使用

採集した魚類のうち，ブラックバス以外の

して平均水温20度の地下水を日量2000トン放

資料はその場で同定を行い他に放流した。ま

み上げ，吹上から出している。また，南限に

た，ブラックバスは造園課事務所に持ち帰っ

は年間を通してコイほか多くの魚類が集まっ

て体長と体高を計測後に解剖等を行った．。な

ており，観光客が餌用の魅を与えている。南

お，採集魚類の同定，標準和名および学名は

湖の水は北湖，西湖（留玉梁に堰あり）及び

掬月亭南水路から土管（1節5mmの金網あ

「日本産魚類の検索一全種の同定」（中坊編，
1993）によった。ただし，カワムツ類ZαCC（〉

り）を通して滴翠池に流れ込んでいる。掬月

spp．．についてはHosoyaetal小（2003）に従った。

亭南水路にはエビモfわぬ椚Oge加C′桓購が生え

ているが，それ以外の場所に水草はない。今

各調査地点の位置を図1に，調査地点の概

回は3つの島周辺を含め池全域を調査した。

要は以下に示した。

また，2001年には汝漠工事等で掬月亭南水路

公園内には，7つの池（南湖，北湖，癖翠

を干上げたので，その際にも魚類調査を行っ

池，西湖，藩援池，芙蓉沼，群鴨池）と1つ
の水路（青渓）がある。地面積は全体で約

た。

3．5ha，各池は別の池と水路等でつながってい

2）北 湖
池面積は7060Ⅰポである。水深は平均1m程

る。池底部には保水用の粘土が敷かれてお

度，他の中央部が最も深く約1．5mである。南

り，その上に砂泥等が堆積している。

東門
図1．栗林公園における調査地息→は水流の方向を示す．．
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湖に比べると透明度が低い。玉澗で南湖とっ

7）芙蓉沼

ながっている。また，北湖からは森川を通っ

池全体にハス脱J〃刑み￠〝〟C昨′αが生えて−い

て青渓に入る流れと，皐月亭横（堰あり）か

る。池面積は5510Ⅰポ，水深は30〜50cmで透明

ら西湖に入る2つの流れがある。水草はな
い。今回は2つの島周辺を含め池全域を調査

度は比較的高い。泥層が厚くハスが密生して−

した。

は東岸一・帯を調査した。

いてヰ心部の調査が困難であったので，今回

3）育 渓

8）群鴨池

園内で1番大きな池で面積は7930Ⅰポ，池全

北潮と滴翠池をつなぐ水路である。北潮か

ら流入した水は森川を通り水幅が数mに広
がった育渓に入る。今回の調査では，森川を

体にガガブタ伽ん0んね∫ 乃dfcαが生えている。

含めた水路を青渓とした。森川の水深は10〜

落葉等が多く堆積している。水の流れはほと

30cm，エビモとトリゲモ類呵α5Spp．が見られ

んどない。永代橋付近には外堀につながる水

る。青渓の水深は平均50cm程度で，夏季には
全域を調査した。また，2001年には汝漠工事

路が2本あり，そのうち1本は常時水が流れ
ている。また，池の南端にある花しょうぶ園
には浅い水路がある。今回は池の周囲と花

等で森川と青渓の一・部を干上げたので，その

しょうぶ園周辺を調査した。

水深は30cm〜1m，岸辺に広葉樹が多いため

ヒシ乃・呼α′甲〃血αが水面を覆う。今回は水路

際にも魚類調査を行った。

結

4）滴翠池

直径約20mの円形池で面積は1290Ⅰポであ

果

調査地点別の採集結果を表1に示した。調

る。水深は30′・h′50cmで，粘土層の上に泥が

査方法の頁で述べたように，各地点で採集方

20cm以上堆積している。棋士瀬で青渓とつな

法や作業内容，採集回数等が異なるので厳密

がっている。また，洒翠池の水は水深5〜

には比較できないが，南湖や北湖など水源地

10cmの浅い水路（低い堰あり）を通って西湖

に近い他に多くの魚類が生息していることが

に流れ込んでいる。水草はない。今回は2つ

分かる。以下に地点別の魚類相の特徴を記述

の水路を含め池全域を調査した。

した。

5）西 湖

1）南湖・北湖

南北に細長く伸びた池で面積は5050Ⅰポであ

両池に共通して出現する魚種は，コイ，ゲ

る。南側の小普陀周辺の水深は50cm程度で透

ンゴロウブナCα′α55f以5C〟V〜eJ ，ギンブナ

明度も比較的高い。北側は水深約1mで透明
度が低く常時濁っている。また，西湖の水は

Cα川55g〟5α〟′血飢加齢血画，ニッポンバラタ
ナゴ，オイカワZαCC〃〆叫汐〟5，ヌマムツ（カワ

3本の土管から芙蓉沼，渡波池及び外堀に流

ムツA型）zαCCO5feわ〃〟れ モツゴP5e〟（わ用5み0／〃

れ込んでいる。夏季にはヒシが繁茂する場所

クα／Vα，タモロコG〝αJゐ叩OgO〝eわ乃gαJ〟5eわ〝−

がある。今回は小普陀周辺と東岸一・帯を調査

gα加，イトモロコ∫q〟αJ肋∫㌢堤C〜J〜5g用C繭，ナ

した。

マズ∫助川5d50加，メダカ0′野∫αぶJα卸e5，ブ

6）濃濃池

ラックバス，クロヨシノポリ戯血咽め血sp．

池面積は300Ⅰポである。直径10〜15cmの玉石

DA，カムルチーCんα朋…′g〟5の14種であり，

が散在し，その間に泥が堆積している。水深
は3〜5cmと浅く，やや流れがあるので池と

他の地点と比較してコイ，オイカワ，モツ

いうより小川に近い。漬授他の水は土管を通

ゴ，イトモロコ及びブラックバスの個体数が

こ．れらの魚種を含め16種を確認した。また，

り芙蓉沼に流れ込んでいる。今回は池全域を

多かった。南湖では，カワムツ（カワムツB

調査した。

型）助cc〃Je∽朋助成ff，ソウギョ C如呼ゐ〝γ〝−

−15 −

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
0′yiαぶ血書わ即を1個体確認した。

卵ゐ〝g血肋β及びオイカワとヌマムツのハイブ

リッドと思われる個体を確認した。北湖で

4）濃濃池

は，2002年10月にキンギョC Ⅳ〃5血βα〟相加∫を

この池では5種の魚類を確認した。ドジョ

1個体確認した。

ウ肋g以用〟5〃〝脚∫〟ねα〟血加は2001年9月に造

2）青渓・洒翠池

園課職員が作業中に1個体を発見したもので

両地点に共通して出現する魚種は12種で，

ある。それ以後，筆者が調査を2回行ったが

南湖・北湖の共通魚種14種のうちゲンゴロウ

ドジョウを確認することはできなかった。

ブナとカムルチ・一を除いた魚種と同じであ

5）芙蓉沼・群鴨池

る。今回の調査では上記12種を含め合計14種

両地に共通して出現する魚種は，コイ，ゲ

の魚類を確認した。育渓では，他の地点に比
べてメダカの個体数が非常に多かった。ま
た，森川上流で2003年の8月と9月にキン

バス，クロヨシノポリ，カムルチ・−の7種で

ギョを合計3個体採集した。

確認した。両地ともメダカとブラックバス以

ンゴロウブナ，ギンブナ，メダカ，ブラック
あり，これらの魚種を含め合計10種の魚類を
外の魚類の個体数は少なかった。

3）西 湖

次にブラックバスの生息状況と採集結果に

この池では13種の魚類を確認した。そのう
ちコイ，ゲンゴロウブナ，ブラックバスの個

ついて記述する。

体数が比較的多かった。また，オイカワやメ

透明度が高い南湖では，春から秋にかけて

ダカなどの個体数は少なく，留玉染の堰下や

池全域でブラックバスを観察することができ

皐月亭横の堰下，滴翠地中、らの水路出口付近

る。特に餌である／ト魚が多い南限や迎春橋周

以外ではほとんど見ることができなかった。

辺では活発な捕食活動が見られる。また，4

2001年4月にはメダカと混泳するヒメダカ

月〜6月には島周辺や歩道から離れた岸辺な

表1．．調査地点別の採集魚類
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図2，．ブラックバスの採集個体数の月変化

られる。厳寒期には，地下水が流入する南限

に行ったが，多くの個体が越冬してしまっ
た。2003年には，4月と5月に1回ずつ舟を

の水底に群れをなして越冬しているが，水温

使用して南湖と北湖で産卵期に入っているブ

が上昇する日中には活発に活動する。

ラックバスの親個体を集中的に採集した。そ

ど，人通りの少ない場所で多くの産卵床が見

の結果，7月以降に出現する当歳魚を2001年

表2は投網と玉網によるブラックバスの採
集結果である。作業は6年間で73回行われ合

の3割以下に抑えることができ，越冬個体も

計1342個体を採集した。なお，釣りでは7年

少数であった。

間で250個体以上を採集している。4月〜10月

今回の駆除作業の結果，1997年の調査開始

頃の投網による採集では，発見したブラック

時には姿を消していた小魚が，南湖を中心に

バスのはとんどを採集することができたが，

広い範囲で多数観察できるようになった。特

11月以降になるとブラックバスは発見できる

に，ニッポンバラタナゴはブラックバスの侵

ものの全く採集できなくなった。また，1999

入が難しい浅い水路などでしか見ることがで

年からブラックバスの繁殖活動が活発とな

きなかったが，2003年には南湖の南限ほか，

り，当歳魚が公園内全域に多数出現するよう

北湖，青漢及び洒翠池の岸からニッポンバラ

になった。

タナゴの群れを観察できるまでに回復した。

図2は，2001年と2003年におけるブラック
バスの採集個体数の月変化を示している。

1999年にブラックバスの急増について造園課

2001年では，当歳魚が7月以降に多数出現し

生息場所である南湖，北湖，青揆及び滴翠池

ている。筆者はそれら当歳魚の採集を積極的

を中心にブラックバスの採集を行うことにな

と協議した結果，ニッポンバラタナゴの主な

表2．．ブラックバスの採集結果

調査年 回数 個体数 当歳魚（％） 備 考
7 4 1 7 4 5

7 9 9U OO 00 5

企U

0 企U 4 2

2 1 4 1 2

5 00 0 1 9 00

00 0 7

3 9

2

3 00

l 1 2 2 2

5 2 00 1 9 00
1
2
1

∧U

00 9 0 1 2 3
9 9 0 0 0 0

9 9 0 0 0

当歳魚が多数出現
当歳魚が多数出現
4〜5月に舟を使用した採集作業を実施
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表3．調査年別の確認魚種−・覧
回
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17．．ナマズ
は．メダカ

ヒメダカ

G〝α助（pOgO〝eわ〃gα血5eわ乃gαぬ5
G〝α助甲OgO〝Spp・
∫q〟8J∫血5g用C〜〟5g用C〟わ
〟‡5g〟′〝〟5α〝g〟fJJわα〟血奴5

Co♭∫ぬあよwαe
∫〜J〟′〟ぶ〃50血5

0J．匹fαβJαJ桓e5
0り堵∫β5加わe5

〟よc′呼，ね川55αJ∽0〜血5

20い ドンコ

0（わ乃わぁ〟ぬ0占∫C〟′堤0ム5C〟′α

21．クロヨシノポリ

RhinogobilLSSPIDA

ヨシノポリ類
22．．ウキゴリ類
23 カムルチー

欠損乃OgO占 〟ぶSpp

Cんαe〃OgOム〜〟5Spp．

・〇・〇〇・

19．．ブラックバス

Cね乃甲カβ′γ喝0ゐ〝gゐ肋5
乃e〟（わ用βみ0′〃クd′Vα

C策α〝〝α〃Jg〟5

り，西湖，芙蓉沼及び群鴨池での駆除作業

卵準備に入っている個体は全体の77％であっ

は，2000年以降数回しか行われていない。そ

た。また，5月9日では84％，7月17日では

のため，西湖，芙蓉沼及び群鴨池における小

25％，8月1日では0％であった。

魚の個体数は現在でもあまり回復していな

今回の調査で魚類以外に確認した水生生物
は，クサガメCん∫〝e〝ヴ5／・eeVe5玖 ニホンイシガ

い。

メ肋〟′叩y5ノ呼0〝gCα，ミシシッピアカミミガ

採集したブラックバスを解剖して胃内容物
を調べた結果，稚魚期の体長18〜26mm頃には

メ乃αC如叩y55C′わJαeねgα〝5，スッポンJセわゐ−

主にモツゴの仔稚魚やメダカを捕食してい
た。1歳魚以上の個体では主にオイカワとギ

c〟55f〃e乃5〜5，ウシガエル尺8那Cα館∫ムeid〝α，ニ

ンブナを捕食しており，その他，モツゴ，タ

AJ‡Odo〝ねWOOd∫α〝α，マルドブガイ AJ乙0（わ〝ね

モロコ，メダカ及びクロヨシノポリを確認し

c〃J吻摺0ぶ，マシジミ
CoJ誠・〟ねねd叫 ヒメタニ
シ助畑山＝押通血7鉱血叫 モノアラガイ

ホンイモリq〝甲5〝′祓（〉卵5肘，ドブガイ

た。

月〃ぬ曲r血Jα′ぬノ呼0〃血，ヒラマキミズマイ

2003年に採集したブラックバスを解剖して

マイq肌血山d抽闇5∫5甲f′・肋5である。

卵巣の成熟度を観察した結果，4月14日に産
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今回の調査でブラックバスを初めて確認し

過去の主な魚類調査結果と今回の調査で確

たのは1997年8月24日の南湖である。1998年に

認した魚類を表3に示した。
1943年の資料は，群鴨池が干上がった際に

は，ブラックバスは渡波池を除くすべて−の水

坂口（1944）が調査した結果である。ウナギ

域で確認され，南限を中心に南湖に群れて−い

A〝伊肋′呼0〝ね ヤリタナゴ乃〝α鳥iα加cαト

るはずのオイカワやニッポンバラタナゴなど

血払ハス（わぶαJ混加如Ⅷ肛如朗よ5〟〝Cg′−05かよ5，シ

の群れが消えているなど，ブラックバスの影

マドジョウCo抽〜5ム加舵，ドンコ0（わ〝わわ〟fg5

響が顕著に現れていた。造園課の記録では，

0ム5C〟用0みβC〟′堤，ウキゴリ類Cんαe〝OgOム〜〟5Spp．．

南湖と北湖の汝漢作業期間（1994．．10−1996．

など，それ以降の調査では確認されていない

3）にはブラックバスを確認していない。しか

上記6種を含め合計17種の魚類を確認してい

し，その後に行われた西湖の俊深作業期間
（1996い10−1997．3）には業者がブラックバス

る。1954年の資料は，南湖で植松（1965）が

コイの行動観察時に調査した結果である。

を確認し駆除作業を行っている。調査地の概

ニッポンバラタナゴの生息が初めて確認され

要の頁でも述べたように，西湖の魚類は南湖

たはか合計6種を確認している。1983年の資

や北潮には入れない構造になっている。西湖

料は，南湖と酒翠池を須永ほか（1985）が調

汝深時，西湖の魚類は皐月亭横の水路（北

査した結果で，初めて採集されたオイカワと

潮）に網を張って一・時人れられており，その

イトモロコを含め合計11種を確認している。

時にブラックバスが北湖に入ってしまった可

今回の調査では過去の調査で記録のないキン

能性が考えられる。
植松は1983年に南潮と滴翠他の広い範囲で

ギョ，ソウギョ，ブラックバス，ヒメダカ，
カムルチ・−の5種を含め合計17種の魚類を確

ニッポンバラタナゴの繁殖行動を確認してい

認した。なお，カワムツ類とヨシノポリ類

る（植松・安芸，1984）。また，表3の結果よ

月んf〝0伊仙 5S押及びウキゴリ類については，

り1983年の調査時には少なくとも南湖と滴翠

須永ほか（1985）の調査以降に再分類され数

池にブラックバスはいなかったと思われる。

種に分かれている。

造園課職員の話では，1980年代後半からブ

考

ラックバスが群鴨池で見られるようになった

察

そうである。この話は，高松市周辺の河川や
溜池でブラックバスが確認されはじめた時期

7年間にわたる調査の結果，公園内で17種
の魚類を確認することができた。特に南湖で

と一・致する（植松ほか，1979；須永ほか，

は16種を確認し，種類数・個体数ともに園内

1985；須永ほか，1987；佐々木編，1987）。以

最多であることが分かった。安定した水温の

上の事から，ブラックバスは1980年代後半に

地下水が流入する南限，水草が繁茂する浅瀬

群鴨池に入り，芙蓉沼や西湖に生息範囲を拡

がある掬月亭南水路，島周辺など南湖の多様

大したと考えられる。そして，1996年より行

な環境が，多くの魚類の繁殖や成長に適して

われた西湖の汝深作業時に北湖に入り，南湖

いた結果であろう。また，南湖での優占種は
オイカワであった。浅くて池床が平坦，水流

今回の調査では，放流個体と思われるキン

のゆるやかな公園特有の池環境が，オイカワ

ギョを北湖と青渓で，ヒメダカを西湖で確認

の生息に適していた結果といえる。南湖，北

している。これらの事実から，ブラックバス

湖，育渓及び滴翠池の4地点で確認された魚

もそれらの魚類と同様に周辺地域から持ち込

種が非常に似ていたのは，それら地点間には

まれた可能性が高い。一・方，外堀は群鴨池と

堰等がなく魚類の往来が可能であるためと考

渡波池に水路でつながっており，魚類の侵入

えられる。

を防ぐ堰等もない。外堀の水深は普段2〜5

や育渓及び滴翠池に広がったと考えられる。
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cmであるが，台風時には水深が1m以上とな

造をもつニッポンバラタナゴの保護水域を公

り，道路と外堀の境が分からなくなるほど増

園内につくる必要があると考える。

ブラックバスの卵巣成熟度の観察結果よ

水す−る。また，外堀lま栗林公園の南西1kmに
ある奥の池と水路でつながっている。水路に

り，公園内のブラックバスの産卵期は4月下

は普段水はほとんど流れていないが，台風時

などには大幅に増水する。現在，奥の他には

旬〜6月下旬，最盛期は5月であると考えら
れる。なお，この期間の水温は17〜23度で

ブラックバス，カムルチ1一及びブルー・ギル

あった。前畑（2001）は，琵琶湖産ブラック

エ甲0椚∫5刑αC仰C最′〟5などの肉食性外来魚が生

バスの産卵期について5月上旬〜7月上旬，

息している。台風などの増水時に，奥の池の

最盛期は6月，産卵期の水温は16〜22℃であ

ブラックバスが外堀を経由して一群鴨池や渡波

ると報告している。琵琶湖産と比較して公園

池に侵入したとも考えられるがその可能性は

内のブラックバスはやや早く産卵期がある

低いと思われる。

が，産卵通水温はほぼ同じであることから，

ブラックバスの採集個体数の月変化を示し

ブラックバスの産卵において重要な条件は水

た図2の結果より，4月〜5月における産卵

温であると考えられる。また，前畑（2001）

期の親個体の採集は，夏季に出現する当歳魚

は，主に産卵に参加するのは雌雄とも2歳魚

の個体数を抑制する効果があり，公園内のブ

以上の個体であるとしているが，公園内のブ

ラックバスの駆除に大変有効であると考える

ラックバスについては1歳魚の−・部も産卵に

ことができる。また，島周辺や沖合いのブ

参加していた。公園内のブラックバスの成長

ラックバスの採集には舟の使用が不可欠であ

速度は，三重県の湖産個体（淀，2002）と比

る。なお，11月〜3月の期間，投網によるブ

較して極めて速い。三重県産個体の成長が1
年で約15c皿，2年で約22cm，3年で約26cmで

ラックバスの採集が困難となるのは，捕食や
繁殖活動をほとんど行わないためブラックバ

あるのに対し，公園内では当歳魚の体長が10

スの警戒心がより強くなっているためだと思

月頃には11〜18cmとなり，1年で15〜22cm，
2年で24〜29c皿，3年で32cm以上となる。公

われる。

園内の池は，水深が50c皿〜1．．5mで餌となるコ

胃内容物の調査結果より，公園内のブラッ
クバスは主にオイカワ，ギンブナ，モツゴ及

イ科魚類の密度が高く，ブラックバスの競争

びメダカを捕食していることが分かった。高

相手が少ない。また，水温約20度の地下水が

橋（2002）は宮城県伊豆沼における淡水魚類

流入するため冬季でも水温が比較的高いな

の漁獲量の変化に関する報告の中で，ブラッ

ど，まさにブラックバスにとって最適な環境

クバス移入後の影響として，タナゴ類（主に

がもたらした結果といえる。淀（2002）によ

タイリクバラタナゴ点ゐode〟50Ce〃油化OCe肋九び

ると，ブラックバスの成熟は年齢でなく体長

とゼニタナゴAcゐeiJ聯α血5￠p〟5）とモツゴが

に依存するとしており，公園内のブラックバ

他の魚類に先駆けて急減したことをあげてい

スの急速な成長が1歳魚の繁殖参加を可能に

る。公園内でも調査開始当時の状況から，ブ

しているのではないかと考える。
今回の調査によって公園内で初めて確認さ

ラックバスはニッポンバラタナゴを選択して

捕食していると考えられる。今後，保護活動

れた魚種のうち，ソウギョは造園課が除草を

によるニッポンバラタナゴの個体数増加に伴

目的として放流した個体であるが，放流した

い，再びニッポン／†ラタナゴがブラックバス

時期や場所，個体数等についてはほとんど不

の捕食の対象となることは間違いない。ブ

明であった。なお，1994年より行われた南湖

ラックバスを公園内から完全に駆除できない

の汝藻後に，体長1mを超える個体を含め複
数のソウギョが死んでいる。現在，南湖には

のであれば，ブラックバスが侵入できない構
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ソウギョの餌となる水生植物がはとんどな

2001）。坂口の調査以降，県内でハスが確認さ

く，生き残っているソウギョ数個体にとって

れたのは1980年であること（植松，1981），ハ

厳しい状況となっている。カムルチ・一はブ

スの未成魚はオイカワと形態が似ていること，

ラックバスよりも早くから公園内に生息し，

現在の公園ではオイカワが優占種となってい

一・時はかなりの個体数が確認されたようであ

ることから，この場合のハスはオイカワの可

るが，現在は個体数が激減し，各地で成魚数

能性が考えられる。坂口はタモロコ類に関し

個体が確認できる程度で幼魚Ⅰ享ほとんど見ら

て「当地方の野生種ではなく，琵琶湖より移

れない。この原因としては，ブラックバスに

入放魚したものが繁殖分布したものでゲンゴ

よるカムルチ、一稚魚の捕食が考えられる。カ

ロウブナと同じである」と報告している。こ

ムルデーの移入時期について−旧造園課職員に

のことから，坂口が確認したのは現在のホン

聞いたところ，1鍼9年にはすでに公園内に生

モロコG乃α助甲0卵乃CdeJ〟肋ce〝5の可能性もあ

息していたことが判明した。また，移入の時

る。しかし，坂口の調査以降，公園内をはじ

期や経路については不明であった。ヌマムツ

め県内ではホンモロコは採集されていないこ

は香川県の中央部，津田川以西から大束川以

とから，坂口が調査したタモロコ類はタモロ

東までの平野部に分布する（大高。安芸，

コの可能性が高いと考える。なお，シマド

2003）。今回，公園内でもヌマムツが発見され

ジョウやヤリタナゴが生息して−いたこ．とか

たことで，栗林公園が以前香東川河川敷で

ら，当時の公園内には流れのある砂地が残っ

あったことをうかがわせる結果となった。な

ていたと思われる。

お，ヌマムツは開発や河川改修による生息環

須永はか（1985）の調査以降，公園内では

境の悪化や水質悪化により個体数が減少して

イトモロコが採集されている。今回の調査で

おり，香川県レッドデータブック（2004）で絶

も泥援池と群鴨池以外の広い範囲でイトモロ

滅危倶種に指定されている。

コを確認している。坂口（1954）は群鴨池周

坂口（1944）は同報告書の香川県産淡水魚

辺の調査でイトモロコを発見していないが，

目録で，県内に生息するフナ類としてフナと

今回の調査結果からイトモロコはもともと公

ゲンゴウロウブナを記載している。この場合

園内に生息していた可能性が考えられる。現

のフナとは現在の生息状況から考えてギンブ

在，イトモロコは生息環境の悪化や移入種と

ナであり，坂口が調査した公園内のフナ類も

の競争等で県内河川での生息場所や個体数が

ギンブナであったと考えられる。また，タナ

激減しており，香川県レッドデータブック

ゴ類はヤリタナゴと比較して分類し，「体長

（2004）で絶滅危倶種に指定されている。今

50皿m以下のもの約50匹位捕獲された」と報告

後，栗林公園はイトモロコの貴重な生息地の

している。その後，植松（1965）が1954年に

1つとなりそうである。

公園内のニッポンバラタナゴは，ブラック

南湖でニッポン／†ラタナゴを確認しているこ

バス移入後約10年でほとんど見られなくなっ

とから，この場合のタナゴ類はニッポンバラ

タナゴの可能性が高い。ハスについて坂口

た。その後，7年間にわたるブラックバスの

は，「発育繁殖共良好の様相で体長165皿皿以下

駆除作業の結果，ブラックバス移入以前ほど

のものモツゴよりさらに多く養魚上好資料で

ではないが，各池の岸からニッポンバラタナ

ある」と報告している。しかし，ハスは魚食

ゴの産卵行動を観察できるまでに個体数を回

性の魚で，餌であるモツゴより個体数が多い

復することができた。今回の調査は，ブラッ

とは考えにくい。また，ハスは大河川や湖沼
に連なる河川でないと繁殖は困難であるほ

クバスの移入の危険性とブラックバスの駆除
作業の必要性を再認識させられる結果となっ

か，体長200mm以上になる個体も多い（田中，

た。現在，栗林公園には年間に50万人を超え
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る入園者がある。公園内での行為について

イカワ属魚類3種の分布．香川県自然科学館

は，鳥獣魚類の掃獲や持ち込みを条例や内規

研究報告（22）：1−14一．

で禁止している。東門と北門には，禁止事項

坂口清一・．1944．栗林公園内の池の主要動物相．

を書いた看板も設置されているがあまり効果

自然科学研究及同会計報告書：77−99（未公

はないようである。今回の調査期間中におい

表）‖

佐々木峰子編い1987．．春日川における魚類調査…

ても，魚類の捕獲や放流を筆者や造園課職員

日本の淡水生物ゼミナ・−ル香川大学祭資料．

が発見しており，一・部の心無い人たちによっ

香川大学教育学部生物学教室．

て公園内の生態系が乱されている事が分かっ

須永哲雄・植松辰美・大高裕幸・河内直人．

た。開発や環境汚染によって河川や溜他の貴

重な生物が消えつつある現在，栗林公園は

1985．香川県中濃東部地域における淡水魚の

ニッポンバラタナゴをはじめ，香川の代表的
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