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１．はじめに

ワンドといわれる止水域の起源の一つは明治時代の
淀川流域だといえる。淀川流域の上流域には、田上山
を代表とする花崗岩質の山地が広がる。ここから多量
の土砂が生産され下流域に堆積し、江戸時代にはすで
に舟運に困難をきたしていた。明治時代になるとオラ
ンダ人技師のデ・レーケらによって下流域の水深確保
のためにケレップ水制群が下流域に作られた。これが
近代河川改修の始まりでもあり、ワンドの起源といえ
る。

淀川に作られた水制群では、高水時に濁水が石積み
横工を超えて流れ、堤防と縦工との間に土砂が堆積し
た。その結果、この水制工の周囲には多くの水たま
りができた。これがタマリあるいはワンドと呼ばれ、
1970年代以前の淀川には780あまりのワンドがあった
という1)。

1970年前後にはこのようなワンド域に絶滅危惧種
のイタセンパラ（Acheilognathus longipinnis）が発見さ
れ、ワンドは河道の水深確保のみならず魚類の生息場
所として重要であると注目されるようになった。その
後は、淀川だけでなく、多くの地域でワンドの重要性
が認識されるようになった。神奈川県多摩川2)、宮崎
県北川3)、兵庫県円山川4)、大阪府淀川5)および熊本県
菊池川6)では河川生態系保全の目的で人工的にワンド
が造成され、各地で水生生物の調査が行われている。

北海道東部十勝川河口付近のウツナイ川合流箇所に
おいては、河道閉塞防止を目的に締切堤が設置され、
それに伴ってワンド状地形が形成された。また、同付
近の右岸は十勝川河川改修時に旧河川の一部が残さ
れ、小型船舶の停泊地として使われる緩流域となって
いる。これらは、水生生物保全の目的で行われたもの
ではないが、人為的な河川改修によって造成された緩
流域であり、魚類の生息場所として機能している可能
性は高い。

このような観点から、これら緩流域では布川ら7)に
よりサケ稚魚の生息場としての報告はなされている。

しかし、その他の魚類群集に関する知見はない。さら
に、我が国の北部寒冷域である北海道においては、人
工ワンドの魚類組成についての報告が少ない。そこ
で、本研究ではこれらの緩流域に着目し、十勝川河口
域の旧川跡とワンドにおいて、4月から5月にかけての
春期の魚類相および底生動物相について報告する。

２．調査方法

２．１　調査地

十勝川（流路延長156 km、流域面積9,010 km2）は、
十勝岳（標高2,077 m）から源流がはじまり、十勝平
野に流れると多くの支川と合流して帯広市に至る。流
域には音更川、札内川および利別川等の比較的流域面
積の大きな支流があり、中下流の低平地には広大な畑
作地帯を有する。

この十勝川の河口域の左右岸にはワンド状地形と旧
川跡がある。旧川跡はK.P. 3.0の右岸に位置し（図－

1）、1975年頃以前には十勝川分流最下流であった。現
在は分流のほとんどが埋め立てられ、水際が整備され
人工的な湛水面のような形状を呈している（図－1、
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写真－1）。旧川跡は、奥行きが約200 m、本川との流
入部分の水面幅が20 m、最も内陸側の水面幅が30 m
程度の長方形で、その面積は約0.8 ha、水深は3 m未
満である。調査期間中（4月上旬から6月上旬）の水
温は8℃から18℃（図－2）、DOは6.2 mg/lから7.8 mg/
l、ECは14.4 mS/mから20.2 mS/mだった。この旧川
跡地で十勝川本流の流れの影響を受けない範囲を「旧
川」とした。ワンド状の緩流部は十勝川河口部の左岸
K.P. 2.0からK.P. 3.0区間に位置する（図－1）。十勝川
水系河川整備計画（平成25年6月 北海道開発局）によ
れば，河口には通水阻害を起こすことから河口を固定
する目的で河口締切堤が設置されている。この締切堤
の先端を横切るようにウツナイ川が十勝川に流入し、
その一部に三角形の緩流部が形成されている（図－1、
写真－2）。この緩流部の面積は約2.9 haであり、水深
は0.5 mから1.0 mで、調査期間中の水温は9.3 ℃から
19.6 ℃で変動していた（図－2）。また、DOは6.1 mg/
lから10.3 mg/l、ECは14.2 mS/mから20.2 mS/mだっ
た。ウツナイ川の流れの影響を受けない範囲を調査箇
所「ワンド」とした。

２．２　生物の採捕

生物の採捕を旧川とワンドにおいて、4月中旬より1
から2週間程度の間隔をおき合計6回実施した。調査は
第1回：2016年4月12日、第2回：同年4月26日、3回目：
同年5月9日および10日、第4回：同年5月16日および17
日、第5回：同年5月24日、第6回：同年6月7日である。
旧川およびワンドは潮位の影響を受けるが、すべての
調査日で概ね水位が一致する日中の時間帯に合わせて
実施した。

採捕方法は、それぞれの地形および流況を勘案し、
引き網と投網により捕獲した。引き網は、水深の深い
場所で実施し、投網は水際の水深の浅い場所で実施し
た。引き網は、旧川では4回、ワンドでは3回に分けて
実施した。一方、投網は7投実施した。旧川とワンド
との捕獲努力量は若干異なるが、それぞれの調査地に
おける調査回ごとの努力量は同じにした。捕獲した魚
類と底生動物は、それぞれの回数ごとに個体数を記録
した。捕獲した個体は速やかに放流した。

３．旧川とワンドの魚類および底生動物

本調査地で捕獲した魚種は、キュウリウオ科の
キュウリウオ（Osmerus mordax dentex）、ワカサ
ギ（Hypomesus nipponensis）、サケ科ではアメマス

写真－1　十勝川河口部における旧川

矢印は十勝川の流向を示す

写真－2　十勝川河口部ウツナイ川合流部にできたワンド

破線矢印はウツナイ川の流向を示す

図－2　調査期間中の旧川とワンドの水温
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6月 6月

12日 26日 9日 16日 24日 7日 12日 26日 9日 16日 24日 7日

キュウリウオ目 Salmoniformes
キュウリウオ科 Osmeridae

ワカサギ Hypomesus nipponensis 73 105 122 286 114 1 8 74 75 50 32 17

キュウリウオ Osmerus mordax dentex 4 7 1

シラウオ科 Salangidae
シラウオ Salangichthys microdon 10

サケ目 Salmoniformes
サケ科 Salmonidae

サケ Oncorhynchus keta 5 57 10 4 22 168 26 49 49 102 11

ニジマス Oncorhynchus myskiss 1

アメマス Salvelinus leucomaenis 1 1 1 2

コイ目 Cypriniformes
コイ科 Cyprinidae 

ﾀｲﾘｸﾊﾞﾗﾀﾅｺﾞ Rhodeus ocellatus 8

ギンブナ Carassius auratus langsdorfii 1 5

モツゴ Pseudorasbora parva 1

ｳｸﾞｲ属の一種 Tribolodon sp. 103 1,761 420 250 2,290 20 29 132 258 108 977

エゾウグイ Tribolodon sachalenensis 4

ヤチウグイ Rhynchocypris percnurus sachalinensis 1

トゲウオ目 Gasterosteiformes
トゲウオ科 Gasterosteidae

イトヨ日本海型 Gasterosteus aculeatus 1

イトヨ太平洋型 Gasterosteus aculeatus 1 4

トミヨ Pungitius sinensis 1 1

ボラ目 Mugiliformes
ボラ科 Mugilidae

ボラ科の一種 Mugil sp 11 1

スズキ目 Perciformes
ハゼ科 Gobiidae

ヌマチチブ Tridentiger brevispinis 2

アシシロハゼ Acanthogobius lactipes 2 5 2 3 1 1 2 16

ｼﾞｭｽﾞｶｹﾊｾﾞﾞの一種* Gymnogobius sp 3 1 29 21 21 31 8 6 53 54 83 112

カレイ目  Pleuronectiformes
カレイ科 Pleuronectidae

ヌマガレイ Platichthys stellatus 28 11 25 13 16 3 3 12 55 53 47 85

十脚目 Decapoda
テナガエビ科  Palaemonidae

スジエビ Palaemon paucidens 13 6 8 1 2 9 5 10

イワガニ科 Grapsidae
モクズガニ Eriocheir japonica 1 1

*ジュズカケハゼの一種に関する表記方法は本文を参照

旧　 　川 ワ ン　　ド

4月 5月 4月 5月

（Salvelinus leucomaenis）、ニジマス（Oncorhynchus 
myskiss）、コイ科ではウグイ属の一種（Tribolodon 
s p . ）、ヤチウグイ（ R h y n c h o c y p r i s  p e rc n u r u s 
sachal inens is）、トゲウオ科ではイトヨ日本海型

（Gasterosteus aculeatus）、イトヨ太平洋型（Gasterosteus 
aculeatus）、トミヨ（Pungitius sinensis）、ハゼ科で
はヌマチチブ（Tridentiger brevispinis）、アシシロハ
ゼ（Acanthogobius lactipes）、ジュズカケハゼの一種

（Gymnogobius sp）を確認した。ジュズカケハゼの一
種は本来ウキゴリ属の一種と表記するべきだが、ここ
での個体はウキゴリ属に所属するジュズカケハゼの近
縁種4種のうちの一種であることは、その形態から明
らかであった。しかし、ジュズカケハゼの近縁種4種

の分類が混乱していることから8)、ここではジュズカ
ケハゼの一種と表記する。また、ボラ科の一種（Mugil 
sp）、ヌマガレイ（Platichthys stellatus）等の周縁性の
淡水魚も含まれ、確認できた魚種は、7目10科20種で、
調査期間中の総個体数は8,683個体であった。ウグイ
属の一種が6,348個体捕獲され、総個体数の73.1％を占
めていた。次にワカサギ、サケ（Oncorhynchus keta）、
ジュズカケハゼの一種そしてヌマガレイの順に多く確
認され、これらの種で全体の98.8%を占めていた。底
生動物は十脚目のスジエビ（Palaemon paucidens）と
モクズガニ（Eriocheir japonica）が捕獲された（表－1）。

多くの種が旧川とワンドの両方で確認できたもの
の、どちらか一方でしか捕獲されなかった魚種も見ら

表－1　調査期間中に確認された旧川とワンドの魚類および底生動物
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れた。シラウオ（Salangichthys microdon）、ニジマス、
タイリクバラタナゴ（Rhodeus ocellatus）、ヤチウグイ
は旧川でのみ捕獲された。ただし、ニジマス、ヤチウ
グイは1個体のみだった。一方、モツゴ（Pseudorasbora 
parva）、イトヨ日本海型、イトヨ太平洋型、トミヨお
よびヌマチチブ（Tridentiger brevispinis）はワンドで
のみ確認できたものの、モツゴおよびイトヨ日本海型
は1個体のみ捕獲された（表－1）。

一年中水が供給されている恒久的水域には、フナ類、
タナゴ類、ドジョウ類が豊富であることが本州のワン
ドやタマリで知られている9), 10)。本調査地は淀川等よ
りも寒冷地であり、確認種数は少ないものの、恒久的
水域であることからか、複数のコイ目の魚種が確認さ
れた（表－1）。

ワンドより旧川で多く採取されたのは、ウグイ属の
一種とワカサギで、旧川よりワンドで多く捕獲された
のはサケ、ジュズカケハゼの一種およびヌマガレイだ
った。ウグイ属の一種はどちらの調査場所でも5月に
入ると多くとれ始め、最終日の6月7日が最も多く見ら
れた。ワカサギは、旧川では4月上旬から多く見られ、
最終日にはほとんど捕獲されなかった。一方で、ワン
ドでは4月12日にはほとんど見られず、4月26日と5月9
日に捕獲数のピークが見られ、その後減少していく。
このように、捕獲数の時系列変化に旧川とワンドとで
ちがいがある種が認められた。サケは4月中下旬と5月
下旬で多く捕獲されたが、これは上流における野生魚
の降下数と孵化場からの放流数が大きく関係すると考
えられる7)。ジュズカケハゼの一種はどちらの調査地
でも調査期間中に増加する傾向が見られた。種別にみ
ると季節に伴う個体数変化に変動が見られるが、種数
はどちらの調査地も調査日4月から6月になるにつれて
増加する傾向は同じだった。

４．まとめ

今回の調査により北海道の寒冷な地域においても旧
川およびワンドに多様な水生生物が確認され、種数は
多くはないものの、種によっては個体数を季節変動さ
せて生息していることがあきらかになった。旧川とワ
ンドともに、人為的な河川改修によって出現した緩流
域ではあるものの、春期の魚類や底生動物の生息場所
として機能しており、魚類の種多様性を保全する上で
重要性が示唆された。
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