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本⽇は悪天候の中、⼤勢の⽅々からご参加いただきありがとうございました。県内各地だけでなく、

福島県会津や宮城県、東京からもご参加いただきました。雪を押して参加いただきましたこと、主催者
として感謝申し上げるとともに、悪い時期の開催となったことをお詫び申し上げます。この活動は、⼭
⼝育英奨学会からの⽀援をいただいて、2020 年度に終了する予定でしたが、新型コロナ蔓延のため、⼈
が集まるシンポジウムや他県へ出かける活動ができなくなり、秋になってからようやく動き出し、この
時期の開催となってしまいました。 

このパネルディスカッションのプレゼンは、福島県の阿賀川・川の達⼈の会の齋藤昌廣さん、⽇本⾃
然環境専⾨学校の佐久間昌孝さんからいただいたデータを交えて、井上がまとめました。お⼆⼈から
所々で解説をいただきながら進めて⾏きたいと思います。 
 
◆ご存じの⽅もおられると思いますが、最
初に、活動を⾏った阿賀野川⽔系の⽔域や
周辺地形についてまとめてみました。会津
地⽅の中央に会津盆地と猪苗代湖が位置し
ており、北に飯豊⼭、吾妻⼭、南に帝釈⼭
脈があります。会津盆地に阿賀川と裏磐梯
湖沼群〜猪苗代湖に発する⽇橋川が流⼊
し、只⾒川を合わせてから新潟県に達し、
阿賀野川と名前が変わります。阿賀野川⽔
系は全⻑ 210km、⽇本で第７位と⾔われて
いますが、本流の阿賀川よりも⽀川の只⾒
川の⽅がずっと⻑く、流量も豊富です。 
 
◆福島県側の⽔系で注⽬されるのは、猪苗
代湖の存在とその⽔質の問題です。猪苗代
湖は湖⾯の海抜 514m と会津若松や安積疎
⽔が流下する郡⼭より 300ｍ近くも⾼い⼭
上の湖です。裏磐梯から流下する⻑瀬川に
途中から強酸性の酸川（すかわ）が流⼊す
るため、合流点から下流は酸性状態です（⾚
塗りの⽔域）。猪苗代湖も酸性に偏っていま
すが、他の流⼊河川で緩和されて、⿂が住
める状態だそうです。 
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Q：齋藤さんに質問ですが、この酸性の酸川や長瀬川には魚が住んでいるのでしょうか？ 

A：ほとんどの魚は住むことができませんが、例外はウグイで若干生息しているという話です。裏磐梯から流れ下る

魚介類は、この部分を生きて通過できないと言われています。 

Q：地図を見ると、日橋川は大きく蛇行を繰り返し、あちこちに三日月湖のようなものが見えますが？ 

A：これは河川改修が行われ、蛇行部を直行させたため、三日月湖としてとり残されたものです。 

 
◆会津地⽅の⿂類相を⾊々な資料から拾ってみました。 
裏磐梯の元々の⿂類相はよく分かりませ
んが、1980 年代に 20 種前後が記録され
ていましたが、ブラックバス類やブルー
ギルが持ち込まれて⿂類相は激変したそ
うです。 
猪苗代湖には 40 種前後の記録があり、現
在よく⾒られるのは⼆⼗数種だそうで
す。近年流⼊河川の酸性度が緩和され、コ
クチバスが増加しているとのことです。 
阿賀川の国⼟交通省の河川⽔辺の国勢調
査では 45 種、只⾒川の県のデータで 30
種前後が記録されています。 
 
◆齋藤さんが整理された阿賀川流域と猪
苗代湖の⿂類リストです。元データは稲葉
修さんの報告や国交省の河川⽔辺の国勢
調査、会津の市町村史の記録です。この表
の阿賀川流域には、⽀流の只⾒川⽔系や伊
南川も含まれています。 
▲マークのウナギやアユ、サケは、かつて
⽇本海から遡上した回遊⿂で、本流に多数
のダムができた現在、回遊は⾒られませ
ん。今⾒られるアユは、全て放流ものです。 
●マークをつけたカワヤツメ河川型、タナ
ゴ類、ウケクチウグイ、イトヨ太平洋型など、注⽬される⿂種が記録されています。 
○で囲んだ⿂種は、特に問題ある⿂種です。このリストには国外外来、国内外来が多数含まれています
が、サンフィッシュ科のブルーギル、オオクチバス、コクチバスの３種は「特定外来⽣物」に指定され
ています。「産業管理外来種」に指定されているブラウントラウトは信濃川⽔系で分布を拡⼤していま
す。後で⽚野さんから⻑野県におけるブラウントラウトの現状を報告いただきますが、阿賀川のリスト
に登場することは驚きです。（※シンポジウム終了後、稲葉修⽒に確認した結果、裏磐梯で釣り堀から逸
出した個体であるとのこと。阿賀川では確認されていないようです） フクドジョウは北海道原産である
ため、ほとんど警戒されていませんが、後で申し上げるようにかなり問題ある⿂種です。 
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◆次に希少種の画像を紹介します。 
太平洋系陸封イトヨは、カワセミ⽔族館で
撮影したものです。阿賀野川下流の新潟に
遡上してきたニホンイトヨとは別種です。 
Q：齋藤さん、水族館で見たイトヨはかなり小型 

ですが、普通何 cm ぐらいですか？現在の生   

息状況も教えてください。 

A：大きさはせいぜい 5～6cm です。阿賀川流域  

のほか、猪苗代湖周辺にもいますが、地形的  

に見て在来分布なのか疑問です。聞き取り調  

査もしていますが、阿賀川方面からの人為的 

な移入の可能性が考えられます。イトヨの生

息地は、湧水の減少によって全体的に減少しています。阿賀川の伏流水が湧出する所にはまだ結構残っていて、

同じ場所に希少種のホトケドジョウも生息しています。 

ウケクチウグイは、60cm にも達する⼤型のウグイで、阿賀野川⽔系のほかに信濃川⽔系、最上川⽔
系にも分布することが明らかになり、秋⽥県の⼦吉川でも 1 個体⾒つかっています。エゾウグイは只⾒
川で確認されていますが、新潟県側の阿賀野川流域からは今のところ⾒つかっていません。⽇本海側の
分布南限は、信濃川⽔系の⿂野川とその⽀川です。 

◆次に特に問題ある外来⿂です。 
オオクチバス、コクチバス、ブルーギルは

北⽶原産の特定外来⽣物で、改めて述べる
までもない侵略的外来⿂です。阿賀町のコ
クチバスは、裏磐梯から阿賀川に持ち込ま
れ、流下分散してきたものと⾒られます。 

阿賀野川⽔系では、特に国内外来⿂のフ
クドジョウが注⽬されます。今年 2021 年
秋、齋藤さんの案内で喜多⽅の⽥付川で採
集を⾏った結果を記しています。フクドジ
ョウが圧倒的な優占状態で 45 尾も採集され
たのに対して、カジカはわずか 2 尾だけ、陸
封イトヨやアカザは採集できませんでした。
在来の⽔⽣動物にとって⼤きな脅威です。 

◆次の図はフクドジョウの確認状況です。
1991 年に阿武隈川⽔系に定着していること
が確認されましたが、2011 年の河川⽔辺の
国勢調査で 55 個体を記録、阿賀野川の⾺下
橋下流でも 1 個体確認されており、早い段階
で新潟県側に達していました。 
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2014 年の東城さんたちの調査では、確認があった阿賀川 8 地点中 6 地点で優占種となっています。 
Q：齋藤さん、阿賀川右岸支川の田付川の状況は確認できましたが、ほかの支川の生息状況はいかがですか？ 

A：濁川でも同じような状況です。段差の上には遡上できず、下流には相当な密度で生息しています。 

 

◆阿賀野川では 2015 年に⽀川早出川で相次いで確認されましたが、以後急速に増加して、上流へと分
布拡⼤しつつあります。阿賀町の常浪川や⾚岩川、新⾕川などの⽀流でも確認されています。 
さらに阿賀野川⽔系を越えて左岸側の能代川⽀流や、右岸側の都辺⽥川や安野川、折居川や荒川川など
の⼩河川でも⾒つかっています。これらは
広域農業⽤⽔路を通じて広まったものと推
定されます。能代川は⼩阿賀野川を介して
信濃川本流と連続しています。フクドジョ
ウは本来渓流性で酸⽋には弱いですが、結
構泥濁りに強いことから、下流にも⽣息可
能と思われます。今後、信濃川本流や、⽔路
でつながる福島潟や加治川などにも分布を
拡⼤していくことが懸念されます。⿂野川
などではカジカが重要な漁業権⿂種となっ
ていますが、漁業被害が⼼配されます。 
 
◆次にフクドジョウとはどんな⿂か、⽇本
⾃然環境専⾨学校の佐久間さんから解説を
頂きます。  
 もともと国内では北海道にしかいない魚で、国

外では大陸やサハリンなどにいっぱいいます。ド

ジョウの仲間ですが、砂礫や岩がごろごろする

瀬を好んで住んでいます。北海道以外で分布が

記録されているのは、阿賀川、阿賀野川水系の

ほか、山形県や、宮城、福島の阿武隈川水系、

茨城県などで、神奈川県にも飛び地で生息して

います。表示した分布図は、国立環境研究所の

侵入生物データベースのものですが、データが

古いです。     

◆国内にはフクドジョウに似た種類はいないと

言われていますが、幼魚はシマドジョウに間違

われることがあります。ただし、体の斑紋には個

体変異が多いため、特徴を表現するのが難しい

です。ヒゲの数は３対６本、普通のドジョウの尾

が丸いのに対して、中央がくびれているのが特

徴的です。 
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◆フクドジョウの⾷性について、2014 年に会津の阿賀川から新潟県の阿賀野川にかけて調査した東城
さんほかの報告があります。その結果を引⽤させていただきました。 
 ほかの河川では、甲殻類のミズムシを捕
⾷していたケースもありましたが、阿賀野
川では、もっぱらカゲロウやトビケラ類、ユ
スリカ類などの⽔⽣昆⾍を専⾨に⾷べてい
ます。他の河川ではユスリカ類が出ていま
せんが、フクドジョウが選択したというよ
り、その環境中に多く⽣息している得やす
い種類を⾮選択的に捕⾷していると考えら
れます。 
  
◆次の画像は、フクドジョウに捕⾷されて
いる⽔⽣動物です。 
以上、フクドジョウに関するまとめですが、 
分布を拡⼤している理由を整理しました。 
もともと渓流性で遊泳⼒が強く、移動能⼒
が⾼い点があげられます。また、サケ科な
どの放流に紛れ込んで分布を拡⼤している
という指摘があります。他の⿂と⼀緒のバ
ケツに⼊れておくと、最初に酸⽋を起こし
ますが、能代川⽀川などでは泥かぶりの⽤
⽔路にも多数⽣息しており、環境適応能⼒
に優れているものと推察されます 
 
◆最後にフクドジョウの急速な分布拡⼤によって、悪影響を受けている⿂たちです。 
 カジカ（⼤卵型）、アカザ、シマドジョウ、ヨシノボリ類は、いずれも同じ環境に⽣息する底⽣⿂で、
餌の種類も重なります。カジカは、前に述
べましたように信濃川⽔系の⿂野川や下越
の荒川などでは、重要な漁業権⿂種です。
今後、喜多⽅の⽥付川などと同じような危
険に晒される可能性は否定できません。 
アカザは河川改修などの環境改変によって
各地で減少しており、環境省レッドリスト
の絶滅危惧Ⅱ類に、福島県レッドリストで
は絶滅危惧Ⅰ類、新潟県では準絶滅危惧に
指定されています。ここにフクドジョウが
加われば、⼀層深刻な状況に置かれること
になります。早急な対策が必要です。 
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◆続いて阿賀野川⽔系で急速に分布を拡⼤しているもう⼀種類の外来⽔⽣動物、ウチダザリガニについ
て考えていきたいと思います。実物をご覧頂くため、先⽉末に阿賀野川で捕獲したウチダザリガニをボ
イルしたものを準備しました。⾊が⾚くな
っていますが、特徴をご覧頂けると思いま
す。採集した当⽇にボイルして冷凍にしま
したので、お持ち帰り頂いて試⾷されても
結構です。 
巨⼤な鋏のオスや、腹部が幅広く卵を抱え
たメスも混じっています。鋏脚の付け根に
⻘⽩い斑紋がありますが、これが英名 
Signal crayfish の由来です。ウチダという
名前から在来種ではないかと思われる⽅も
おられますが、北海道⼤学の内⽥先⽣への
献名に由来しています。 
 
◆⽇本には３種類のザリガニが住んでいま
すが、私たちにとって⼀番なじみが深いの
が残念ながらアメリカザリガニだと思いま
す。⿊っぽくて⼩さい仔ザリガニを、アメ
リカザリガニと間違える⼈もいます。 
ニホンザリガニは北海道と東北北部に分布
し、⽇光に離れているのはアメリカザリガ
ニが移⼊される前、皇室のザリガニ料理の
ために持ち込まれたと⾔われています。 
ウチダザリガニは、仔ザリガニのころから
鋏脚が⼤きめで、付け根の斑紋も明瞭です。 
 
◆ウチダザリガニは外来⽣物法上の「特定外来⽣物」に指定されており、飼育や販売、放流や⽣きたま
まの移動は禁⽌、違反には罰則が伴います。様々な⽔⽣動物や⽔草を⾷害するなどの、⽣態系被害や⽔
産被害を及ぼすからです。 
なお、アメリカザリガニについては、同様
に⽣態系被害や農業被害が判明しています
が、特定外来⽣物には指定されていません。
すでに国内に蔓延状態で、家庭や学校で多
数飼育されているため、指定によって⼤量
に捨てられるなどの混乱が予想されるため
です。現在、⾒直しが⾏われており、飼育、
採集は今まで通り認められますが、野外に
放すことや販売が禁⽌される⾒込みです。 
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◆新潟県ではじめてウチダザリガニが報告されたのは、2011 年地元新潟⽇報の報道です。7 ⽉の新潟・
福島豪⾬のあとで、津川町⿅瀬地区で⾒つ
かったものです。阿賀町での聞き取り調査
で、その翌年に⻄会津町上野尻発電所の⼯
事に当たっていた潜⽔⼠がゲートに張り付
いていたザリガニ（種不明）を⽬撃したとの
情報を得ました。正式な記録としては残っ
ていませんが、本⽇このシンポジウムに参
加頂いた会津美⾥町の坂下先⽣も発電所下
流で確認しておられるそうです。今後、詳細
な調査が求められます。 
 
◆裏磐梯や阿賀町で、駆除したウチダザリ
ガニを⾷材利⽤するイベントが⾏われてい
ることは、多くの皆さんがご存じかと思い
ます。裏磐梯ではそこそこの参加料を徴収
して、観光にも⽣かしているようです。 
問題ある外来種といえども無駄に殺さずに
⾷材利⽤するという⽅向性は正しいと思い
ます。ただ、魅⼒ある⾷材だからといって、
近くの川で育てたいという⽅向に流れれば
問題です。実際に阿賀町のイベントが報道
された後。事務局に分けてほしいという連
絡が何件かあったそうです。 
 
◆昨年 2020 年 9 ⽉〜11 ⽉に、阿賀野川で捕獲調査を⾏った結果を報告いたします。 
調査は福島県境に近い阿賀町から新潟市に⾄る本流、および流⼊⽀川 15 ヶ所で実施しました。 
阿賀野川本流には、上流から豊実ダム、⿅瀬ダム、揚川ダムという発電⽤ダムが連続し、⼭間部から越
後平野に達する直前に農業⽤取⽔堰の阿
賀野川頭⾸⼯があります。地図中の①〜④
はダム湖の湛⽔域、⑦は阿賀野川頭⾸⼯の
湛⽔域です。 
この下流の⑧〜⑪の地点では川幅は広が
り、⑨の万願寺床固め下流には塩⽔楔の遡
上もある下流景観が広がります。 
⑫〜⑭は流⼊⽀川ですが、⑫⑬は常浪川の
清冽な上−中流域の景観を呈します。 
⑤では橋梁⼯事中で場所が限られ、⑥では
河川⼯事のため実施できませんでした。 
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◆調査地の代表的な９ヶ所の景観を⽰しま
す。St.１〜４（前図の①〜④）は、ダム湖の
湛⽔域、St.７は越後平野に到達する直前に
位置する阿賀野川頭⾸⼯の湛⽔域です。 
St.10 は下流域の典型的な景観で、川幅は数
百ｍに広がっています。 
St.12 の常浪川は、カジカやヤマメ域に相当
する上-中流域の部分です。 
 
◆次の写真は、ザリガニの捕獲に⽤いたエ
ビ籠とカメ⽤トラップです。⿂のアラを餌
として 1 ヶ所に４個を１晩設置しました。そ
の結果、多いものでは１個のトラップで 20
〜30 尾も⼊り、ダム湖内におびただしい数
のウチダザリガニが⽣息していることが確
認されました。 
なお、トラップの設置は漁業組合員にしか認
められていないため、流域４漁業協同組合の
同意書を得た上で、新潟県⽔産課から特別採
捕許可を受けて⾏いました。 
 
◆次の表は、2020 年の採集結果をまとめた
ものです。上流側４ヶ所のダム湖の湛⽔域か
ら計 183 個体、阿賀野川頭⾸⼯の湛⽔域で１
個体が確認されました。この 1 個体はモクズ
ガニに⾷害された破⽚でしたが、証拠として
は⼗分です。この２⽇後、モクズガニ漁を⾏
っている阿賀野市⼩松の漁業者から、「今⽇、
カニ籠ではじめてウチダザリガニ１匹を捕
まえた」との連絡がありました。この漁業者
に再度確認したところ、今年 2021 年は 10 個
体ほど捕獲されたとのことです。 
この調査で、ウチダザリガニは五泉市−阿賀
野市境界の阿賀野川頭⾸⼯まで達していることが明らかになりましたが、⼤出⽔の度にダム湖や取⽔堰
のゲートが開放されており、この下流まで分布が拡⼤している可能性があります。阿賀野川下流域では
河川規模が⼤きいため、各地先の漁業者の協⼒が不可⽋です。 
なお、ウチダザリガニのほかに 3 種類の甲殻類が捕獲されました。アメリカザリガニは、⾓神ダム湖で
１個体だけ捕獲されました。⽇本海から遡上するモクズガニは、揚川ダムの上流、常浪川まで達してい
ます。テナガエビは St.11 阿賀のかけはし下流で捕獲しましたが、常時塩⽔楔が存在する場所です。 



 −9− 
 

◆新型コロナが⼀息ついた 2021 年 10 ⽉、
齋藤さんに案内いただいて会津地⽅の現地
視察と予備調査を⾏いました。 
ウチダザリガニは 1998 年に⼩野川湖で初確
認されましたが、阿賀野川まで達する経路が
不明です。これまでにウチダザリガニが確認
された地点をプロットすると、強酸性の酸川
（すかわ）合流点から下流の⻑瀬川〜猪苗代
湖では確認できず、その下流の⽇橋川や阿賀
川、只⾒川でも明確な記録がありません。 

◆図に⽰したように、会津盆地に広⼤なウチ
ダザリガニの「空⽩地域」があります。ただ
し、前に述べましたように上野尻発電所下流
での⽬撃情報があります。 
可能性としては、①⻑瀬川を無事通過して猪
苗代湖〜⽇橋川〜阿賀川〜阿賀野川に達し
た、②裏磐梯から阿賀川下流〜阿賀野川上流
に移植された、③酸川合流前に取⽔する⼟⽥
堰（はにたぜき）を経由して⽇橋川につなが
る⽔路がある、が考えられます。現地を調べ
た結果、磐梯⼭麓を⻄に流れた⼟⽥堰は、猪
苗代町−会津磐梯町の境界付近でほぼ直⾓
に左折して猪苗代湖に注いでいて、⽇橋川へ
つながるルートは確認できませんでした。 

◆調査地区の⾵景を、何ヶ所かあげました。 
広⼤な猪苗代湖と、その出⼝の⼗六橋、鉄分
で⾚い河床の酸川の景観です。⼟⽥堰は、三
⾯コンクリートの急流でした。ウチダザリガ
ニを採集した菱沼川の遠⽅に磐梯⼭が⾒え
ています。最後の２枚は多数のフクドジョウ
が採集された喜多⽅市の⽥付川の状況です。 

◆菱沼川でのウチダザリガニの採集結果で
す。菱沼川は⻑瀬川左岸側にある⽔草が繁茂
した農業⽤⽔路で、54 個体のウチダザリガ
ニが採集されました。カワセミ⽔族館の平澤
桂さんによれば、最近になって移植とみられ
るウチダザリガニが急増し、陸封イトヨが⾒
られなくなったとのことです。 

▲ 
磐梯山

▲ 
磐梯山
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◆2020 年 9 ⽉〜11 ⽉に新潟県阿賀野川の４地点で採集したウチダザリガニと、2021 年 10 ⽉に福島県
猪苗代町菱沼川で採集したウチダザリガニの体⻑分布を⽐較してみました。阿賀野川では⼩型個体は得
られず、抱卵メスも⾒られませんでした。⼀⽅、菱沼川では、⼩型個体から⼤型個体まで揃っていて体
⻑分布から 0＋から 3＋以上までの年齢群に分けられ、3 年で成熟すると推定されます。阿賀野川で⼩型
個体が得られなかったのは、採集⽅法の違いに起因すると考えられます。 
今回のシンポジウムでご覧頂くため、漁協員である阿賀町の五⼗嵐洋祐さんのご協⼒を得て 11 ⽉末に
ウチダザリガニを採集しましたが、抱卵メスが何個体か混じっていました。阿賀野川での繁殖期は、菱
沼川より遅い可能性があります。 
なお、ザリガニの体サイズの計測は、頭胸甲
⻑を計るのが⼀般的ですが、ここでは額⾓
先端から尾扇の先端までを体⻑としまし
た。阿賀野川で得られたウチダザリガニの
最⼤個体は、全⻑ 27cm あまりのオスでし
た。 
 
 
 
 
 
◆特定外来⽣物のウチダザリガニは、⾞道
を越えない現地で処分しなければなりませ
ん。北海道では現場で茹でている所がある
そうです。いくつか⽅法があるようですが、
ドライアイスと⼀緒にビニール袋に封じて
−78．5℃で冷凍し、クーラーボックスで運
ぶのが最も効果的でした。ただ、購⼊できる
場所が限られ、⻑時間おけないのが難点で
す。クローブ液に漬けるのも効果的です。 
 
◆ウチダザリガニは阿賀町の福島県境から
阿賀野川頭⾸⼯まで確認されましたが、そ
の下流の状況は把握できていません。また、
猪苗代湖〜阿賀川での⽣息状況も不明で
す。今後、福島県内の研究者や環境団体、河
川管理者や各地先の漁業者の協⼒を頂いて
⽣息状況を把握し、対応策を協議していき
たいと思います。⽔⾯下で急速に分布域を
拡⼤する侵略的外来種に対処するため、皆
さまのご⽀援をお願いいたします。 


