
Ⅰ．背景

ミュージアムパーク茨城県自然博物館の「と

んぼの池」は，谷津田として耕作していた低地

に作られた面積約 7,000 m2の人工の池である．

水生の動植物や池を利用する小動物，野鳥など

の観察を目的として設置され，湿地の生態系が

再現されている（図 1）．「とんぼの池」は，自

然水系から独立しており，また博物館の野外施

設として入館者以外は立ち入ることができず，

生物の持ち込みや捕獲なども禁じられている．

他水系から生物が流入せず，外来種の導入や捕

獲圧などの人間による生態系の攪乱が排除でき

る自然環境は極めて貴重であり，茨城県内にお

いて，絶滅のおそれのある野生動植物種の生息

域外保全にこれほど適した場所を他に見出すこ

とは難しい．しかしながら，「とんぼの池」には，

これまで明確な管理規定や自然観察以外の運用

目的が定められておらず，過去には生態系に悪

影響を及ぼす外来生物の導入さえ行われてい

た．積極的な自然環境の維持管理がなされてこ

なかった結果，「とんぼの池」は，生物相の単

純化や水生植物の消失，水質の悪化などの問題

を抱え，稀少生物の生息域外保全など望めない

状態となっていた．

Ⅱ．活動の目的

「とんぼの池」において外来生物の駆除と水

質の改善を目的とする池干しを実施し，生態系

を回復させ，最終的に「とんぼの池」を絶滅の

おそれのある動植物種の保全の場として再生さ

せる．また，本活動を通して，博物館の来館者

に環境保護や生物多様性保全の意義についての

普及啓発を行う．
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図 1　とんぼの池



Ⅲ．池干し前の調査・準備について

1. 生物調査

池干し実施するにあたり，事前に池に生息す

る生物を調査し，茨城県自然博物館生物多様性

保全研究グループ内で検討を重ね，生態系の回

復に悪影響を及ぼすと考えられる種を駆除対象

種として選定した．特に飼育型のコイ Cyprinus 

carpioをはじめとするコイ科底生魚類について

は，富栄養化の原因となり，除去することで水

質の改善効果があることが報告されている（国

土交通省 2010；松崎 2013）．このため，今回の

池干しでは，コイやフナ類などのコイ科底生魚

類も駆除対象種とした．

2. 魚類の放射性物質検査

池干しにより捕獲した魚類ついては，飼料業

者に飼料原料として無償で回収していただける

よう依頼した．ただし，魚類の引取りには，放

射性物質の検査が必要であったため，池干し前

に池からサンプリングした魚類の残留放射性物

質検査を行った．検査の結果，池に生息する魚

類から放射性物質は検出されなかった（検出限

界値：10 Bq/kg）．

3. 水質および土壌調査

池干し前後の変化を比較するため，日本大学

工学部土木工学科水環境システム研究室の協力

を得て，水質および池底の土壌の調査を行った．

4. 池水の菅生沼への排水について

排水された池水は，雨水排水管を通り，隣接

する菅生沼に流入する．池水の菅生沼への排出

や池干しのプロセスについて，菅生沼を管轄す

る境工事事務所に相談し，法令上の問題がない

ことを確認した．

Ⅳ．池水の排水

「とんぼの池」において池干しが行われるの

は，1994年の博物館開館以来，今回が初めて

である．池水は状況を確認しながら，2016年

11月 1日から 2週間かけて徐々に排水した．

その際，外来生物の流出を防ぐため，排水口に

φ4 mmのナイロン製の網を設置した．池水を

排水したところ，以下の事が明らかとなった．

1）池の構造上，池水を完全には排水できず，

池の両端となる東側と西側にそれぞれ面積約

400 m2と約1000 m2の大きな残水域ができる．

また，池の各所から水が湧き出しているため，

池底は絶えず湿潤な状態で乾燥しない．

2）池底には有機物を含んだ泥が 50 cm以上堆

積しており，底質は非常に軟弱で，歩いて移

動することは困難である（図 2）．

図 2　底質は非常に軟弱で，調査などの際にはソリを足場に

した．

Ⅴ．池干しの実施

1. 東側残水域の生物の捕獲

2016年 11月 19日に東側の残水域（約 400 

m2）の生物の捕獲作業を実施した．

生物の捕獲作業については，普及活動の一環

として「とんぼのいけの池干し大作戦」という

一般参加のイベントとして計画したが，開催当

日の悪天候により，イベントは中止となってし

まった．そのため，当日は博物館職員やアクア

ワールド茨城県大洗水族館のスタッフ，茨城大

学と筑波大学の学生，ボランティアなどが中心

となり，総勢 50名で手製の追い込み網を使い
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捕獲作業を実施した（図 3）．東側の残水域では，

合計 220 kgの魚類が捕獲された．

捕獲した駆除対象種については，捕獲時に全

個体の標準体長および重量を測定した．また，

駆除対象種以外の生物については，博物館内の

水族館施設に保護し，池干し後に再び放流する

こととした．

2. 西側残水域の生物の捕獲

西側の残水域は約 1000 m2と範囲が広く，過

去に浚渫された影響で 1 m以上の泥が堆積して

いる場所も確認された．そのため，茨城県自然

博物館生物多様性保全研究グループのメンバー

やボランティアだけでは捕獲作業は難しいと判

断し，残水の排水を造園業者に，生物の捕獲を

地元漁協にそれぞれ委託して，2017年 2月 28

日に捕獲作業を行った．

本作業では，合計215 kgの魚類が捕獲された．

東側と同様に捕獲した駆除対象種の標準体長と

重量を測定し，駆除対象種以外の生物は水族館

施設で保護した（図 4）．

3. 消石灰の散布

鈴木ら（2013）を参考に，捕獲作業では捕り

きれなかった外来魚類を駆除するため，消石灰

の散布を行った．東西の残水域からは，それぞ

れ排水口に向かって細い流れができており，排

水口付近で合流している．消石灰の散布は東側

から実施することにしたが，流れに沿って魚が

逃げる可能性があるため，東側の残水域から排

水口に向かう流れをプラスチック製の畦板で堰

き止め，溜まった水は定期的に水中ポンプで排

水することで，東西の残水域を分離した．

東側の残水域においては，2017年 1月 26日

に水中ポンプで水をすべて排出した後，池底に

粉末状の消石灰を 200 kg散布した．翌日（1月

27日）には，湧き水により残水域が再び現れた．

この残水域の pH値は 12.5であった．pH値が 

11.5以上では，数時間以内に魚は死亡する（上

島ら 2015）．このため，東側残水域の魚類は駆

除できたと判断した．

西側の残水域については，2月 28日の捕獲

作業終了後，同様に消石灰360 kgを散布した（図

5）．翌日（3月 1日）には再び水が増えたが，

pH値は 12.4であり，死魚が多数確認できた．

消石灰散布後の水は強いアルカリ性になる
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図 3　生物の捕獲作業

図 5　消石灰の散布

図 4　捕獲された魚類の一部



が，貯水により薄まるため，貯水後は生物への

影響はなくなる（鈴木ら 2013）．西側の残水域

の例では，湧き水によって残水域が広がるにし

たがって pH値は減少し，散布した日から 7日

後には，ほぼ散布前の値に戻った．

Ⅵ．池干しで捕獲された生物

池干しにより捕獲された生物は，魚類 17種

類，カエル類 1種，カメ類 1種，エビ類 2種，

貝類 1種である（表 1）．捕獲された魚類には，

全長 1 mを超えるハクレン Hypophthalmichthys 

molitrixやアオウオ Mylopharyngodon piceusな

ど，導入経緯が不明の魚種もあった．

コイ，フナ類（ギンブナ Carassius auratus 

langsdorfii，ゲンゴロウブナ Carassius cuvieri），

カムルチー Channa argusの体長組成を調べた

ところ，サイズが均一で，特に小型の未成魚は

まったく捕獲されなかった（図 6）．産卵基質

となる水生植物が消失したことにより，再生産

が行われなくなっていたためと推測される．
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図 6　コイ，フナ類，カムルチーの体長組成．標準体長の単位は mm．
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表 1　池干しで捕獲された生物の種類と捕獲数．捕獲時に同定が難しい種については，属までの確定とした．

科名 和名（属名） 学名 捕獲数

コイ Cyprinus carpio 72

ハクレン Hypophthalmichthys molitrix 5
アオウオ Mylopharyngodon piceus 1
ニゴイ Hemibarbus labeo 1
モツゴ Pseudorasbora parva 134
タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus 172
ツチフキ Abbottina rivularis 25
タモロコ Gnathopogon elongatus 7

タイワンドジョウ科 カムルチー Channa argus 64
ナマズ科 ナマズ Silurus asotus 1
ウナギ科 ニホンウナギ Anguilla japonica 1
メダカ科 ミナミメダカ Oryzias latipes 11
サンフィッシュ科 ブルーギル Lepomis macrochirus 11
ハゼ科 ウキゴリ属 Gymnogobius sp. 2

クロダハゼ属 Rhinogobius sp. 11

（魚類以外）

アカガエル科 ウシガエル Rana catesbeiana 4
ヌマガメ科 ミシシッピアカミミガメ Trachemys scripta elegans 74
テナガエビ科 テナガエビ Macrobrachium nipponense 13

スジエビ Palaemon paucidens 90
イシガイ科 ヌマガイ Sinanodonta lauta 54

フナ属
（ギンブナ・ゲンゴロウブナ）

471

コイ科

Carassius sp.
（C. auratus langsdorfii ・C. cuvieri ）



また，2007 年の記録では，ブルーギル

Lepomis macrochirusとオオクチバスMicropterus 

salmoidesが，数多く捕獲されていた．しかし，

今回の池干しでは，ブルーギルの捕獲数は池全

体で 11個体だけであり，オオクチバスにいたっ

ては捕獲されなった．泥の堆積により産卵場所

となる砂礫底が消失したことや大型のコイ科魚

類による産卵床の攪乱などが，衰退の原因と考

えられる．反対にモツゴ Pseudorasbora parvaや

タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus

など，繁殖が植生に依存しない種については，

数多く捕獲された．また，池底からは冬眠中の

ミシシッピアカミミガメ Trachemys scripta 

elegansが大量に捕獲された．

Ⅶ．池干し後の「とんぼの池」

2017年 3月 4日から貯水を開始し，3月中旬

には満水となった．その後，3月下旬に水族館

施設で維持していた生物を再導入した．

池底を乾燥させることで，栄養塩類の溶出抑

制や有機物の好気的分解作用などにより，土壌

や水質の改善が期待できる．しかし，「とんぼ

の池」では，池底が湿潤な状態のままで十分に

乾燥することができなかった．このため，池干

しの前後で底泥の栄養塩や有機物の有意な減少

は確認されなかった．ところが，例年は植物プ

ランクトンによって濁ったままの状態である池

水が，2017年は 6月まで濁ることがなく，池

底が見えていた．原因は不明だが，排水による

洗い流しや消石灰の散布，温度変化による殺藻

作用が影響したのではないかと考えている．水

の濁りが消えたことで土壌シードバンクによる

沈水植物の復活を期待したが，残念ながら沈水

植物の復活は確認できなかった．8月にエビモ

Potamogeton crispusを池の 4カ所に試験的に移

植してみたが，移植後わずか 1日でアメリカザ

リガニ Procambarus clarkiiにすべて食害されて

しまった．このため沈水植物の回復がアメリカ

ザリガニによって阻害されている可能性が考え

られる．

その他の変化として，2007年以来消失して

いたヒシ Trapa japonica群落の自然回復が確認

さ れ た． ま た， チ ョ ウ ト ン ボ Rhyothemis 

fuliginosaの飛来も 5年ぶりに確認された．

他に池干し以前に記録のない現象としては，

アズマヒキガエル Bufo japonicus formosusの幼

生が大発生し，5月上旬には，無数の幼体の上

陸が観察された．6月中旬には，水面が緑色の

アオコのようなもので覆われたが，顕微鏡によ

る観察でミドリムシの 1種Euglena hemichromata

の異常発生であることがわかり，10日間ほど

の短い期間で消失した．

7月下旬から 10月下旬まで，ビンドウや網

による池内の生物のモニタリングを行ったが，

モツゴ，ミナミメダカ Oryzias latipes，クロダ

ハゼ類については，池干し前のレベルに個体数

が回復していることが確認された．また，池底

に太陽光線が届くようになったことにより，糸

状緑藻の大発生が起き，7月以降は，池底から

剥がれた糸状緑藻群落の断片が，大量に水面に

浮ぶ状態となった．

Ⅷ．「とんぼの池」における生息域外保全の試み・

霞ヶ浦産ゼニタナゴの導入

生物のモニタリングの結果，産卵母貝となる

ヌマガイ Sinanodonta lautaの個体群が残ってお

り，競合するタイリクバラタナゴが確認されな

かったことから，「とんぼの池」における生息

域外保全の第一段として，茨城県霞ヶ浦産のゼ

ニタナゴ Acheilognathus typusの導入を試みた．

ゼニタナゴは環境省のレッドリストで絶滅危惧

IA類に分類されており，霞ヶ浦においては

2001年以降記録がなく，野生絶滅の可能性が

高いとされる（諸澤ら 2007）．霞ヶ浦産ゼニタ
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ナゴの継代保全を行っている市民団体「土浦の

自然を守る会」よりゼニタナゴ 39個体（雌雄

の内訳は不明）を譲り受け，2017年 9月に「と

んぼの池」に導入した．

Ⅸ．普及活動

1. 「とんぼのいけの池干し大作戦」の実施

普及活動の一環として，魚類の捕獲作業を一

般参加イベントとして計画した．残念ながら当

日の 2016年 11月 19日は悪天候のため，イベ

ントは中止としたが，最終的に 100名の定員に

対して 130名の応募があり，興味と関心の高さ

が伺えた（図 7）．

2. 企画展での啓発活動

ミュージアムパーク茨城県自然博物館で開催

された第 67回企画展「外から運ばれて来た生

き物たち－ Youはどうして日本へ？－」（2016

年 10月 8日～ 2017年 1月 29日）おいて，毎

週日曜日に 2回，来館者に対してグループのメ

ンバーが外来生物や本活動について解説するイ

ベントを行った．

3. 博物館常設展での特別展示

魚類の捕獲作業を撮影・編集した普及用の映

像を作製し，2017年 4月より常設展において

特別展示を行っている．本映像は，延べ 30万

人以上の来館者が視聴した（2017年 11月現在）

（図 8）．
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図 7　「とんぼのいけの池干し大作戦」のポスター

主催：ミュージアムパーク茨城県自然博物館，
茨城県自然博物館生物多様性保全研究グループ
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に水を抜き､底を天日干しすることです。「かいぼ
り」、「どろ流し」などともよばれます。
かつてはため池の機能を維持するための管理作業の
一つでしたが､近年では､都市部の公園池などで､自
然の浄化能力を活用した水質改善や､外来魚を駆除
することによる生態系の回復を目指した「池干し」
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とんぼの池に入って魚をとったり，
生き物の数をかぞえたりします。

持ち物

大人の方も

検 索茨城県自然博物館

協力：茨城自然博物館ボランティア，
水海道あすなろの里，茨城自然博物館友の会

助成：公益財団法人自然保護助成基金第27期
（2016年度）プロ・ナトゥーラ・ファンド



4. 広報誌，SNSによる普及活動

本活動ついて，博物館刊行物「A･MUSEUM」

や Facebookにおいて定期的に紹介した．

Ⅹ．まとめ

本活動における外来魚類駆除の成功により，

「とんぼの池」での稀少魚類の生息域外保全が

可能となった．今後は，茨城県内において生息

数が著しく減少しているアカヒレタビラ

Acheilognathus tabira erythropterusの導入や霞ヶ

浦産ゼニタナゴの追加導入を計画している．

「とんぼの池」の水質の改善には水生植物の

再生が必要不可欠であるが，そのためにはアメ

リカザリガニの生息個体数を低密度に抑制しな

ければならない．しかし，個体数があまりに多

く，現状では，罠などで定期的に捕獲する以外

に有効な手立てがない．糸状藻類の大発生など

の問題もあり，植生回復と水質改善については，

今後も試行錯誤を重ねていくつもりである．

偶然ではあるが，2017年に外来生物が生息

する町中や公園などの池の水を抜いて調査する

テレビ番組が人気を博し，本活動に対しても注

目が集まった．展示映像を熱心に見ている来館

者や活動に対する問い合わせも増え，環境保護

や生物多様性保全の意義についての普及啓発に

予想以上の効果があった．
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図 8　展示の様子
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endangered species and dissemination for nature conservation.
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