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栃水試研報 45， 2002 

中禅寺湖におけるコクチパスMicropterusdolomieuの
生態と駆除方法の検討

武 田維{命*1 糟谷浩一*1 ・福冨員。夫*1 土居隆秀利

室井克己*2 ・加藤公久*2 根昭弘*2 ・牲藤達朗叫

花坂泰治*2 ・長毘桂*2 北村畠ー *3

要 約

栃木県中禅寺湖では、平成7年に密放流によると思われるコクチパス (Micropterusdolomieu)が県内で初めて確

認された。本種は北米原産の肉食魚であり繁殖力が強く、さらには冷水域や河川にも生患可能であることから我が盟

の内水面操業や在来積に悪影響を与える事が懸念されている。そこで本種の効楽的な駆除方法を確立することを目的

として、平成7年から平成四年の間、毎年4月から9月にかけて本種の生態調査と駆除方法の検討を持った。

期間中に捕獲したコクチパスは96罵、確認した産卵床は46舗であった。捕獲方法の内訳は水中銃で33尾、地曳網で

31尾、巻網で22尾、釣りで9尾、刺網で1尾であった。また、実擦に産卵が行われた産卵床は10錨であった。年度毎

にみると、捕獲尾数、産卵床確認数ともに平成8年が最も多かった (42尾、 18個)が、平成12年には捕獲尾数1尾、

確認された産卵床数1個のみとなり駆除の効果が表れているものと思われた。捕獲魚の湾内容物のうち最も多く確認さ

れたのはヨシノボリ(RhinogobiussP.)とスジヱピ (Palaemonpaucidens)であったが、漁業対象穣であるヒメマス

(Oncorhynchus nerka)及びホンマス (OncorhynchussP.)の稚魚も発見された。コクチパス及びその産卵床は水

温が 12
0

C以上になる5月下旬から確認され始め、産卵床は水深l.3~4mの範囲で付近に障害物のある遠浅の砂磯地に

つくられる例が多かった。以上の結果から、中禅寺湖では水損120C以上になる期間中に地曳網、巻綿、水中銃を地形

に合わせて使い分けて駆除を行うのが効果的であると考えられた。

キーワード中禅寺湖コクチパス駆除食性産卵床

緒 言北米原産のブラックパスは、北米におい

て釣りの対象魚として人気があり、アメリカ合衆国内

はもとより海外においても広く移植放流されている。

日本においては、ブラックパスの一種であるオオクチ

パス (Micropterussalmoides)が明治時代に実業家

により芦ノ湖に放流されたのが最初である。その後、

オオクチパスは日本各地に放流された。水産庁の外来

魚対策検討委託事業の既移入魚対策委員会が実施した

全盟実態調査では、 1964年(昭和39年)までにオオク

チパスが確認されていた県は5県のみであったが、 24

年後の1988年(昭和63年)には45都府県となり急速

にその生息分布域は拡大した。栃木県においても1973

年(昭和48年)に渡良瀬遊水池にオオクチパスが確認

された。その後、栃木県内でも急速に生怠分布域が拡

大したが、その原臨は無許可で行われた人為的移植放

流(密放流)によるものと考えられる。

傘 1栃木然水産試験場

事 2"ド撃手ミ干潟治、芸送協j湾総合
本 3独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所8光支所

ブラックパスは魚食投魚であることから、未生息水域

への授入による在来種への影響が懸念される。このこ

とから平成6年に国の指導を受けて栃木県内水面漁業調

整規則が改正され、ブラックパス類(オオクチパス、

コクチパス、ブルーギル)の移糠放流が禁止された。

以上のように、県内においては平成6年まではオオク

チパスのみが確認されていたが、平成7年に利根川水系

鬼怒川の支流大谷川上流にある中禅寺湖において燥内

ではじめて密放流によるコクチパス (Micropterus

dolomieu)が確認された。中禅寺湖では、ヒメマス

(Oncorhynchus nerka) を主体とした漁業が盛んで

あり、この湖へのコクチパスの密放流は漁業者にとっ

て大きな脅威となった。そこで平成7年度から中禅寺湖

潟、業協同組合はコクチパスの駆賂を実施してきた。さ

らに、コクチパスはオオクチパスにくらべ、比較的冷

水を貯み、渓流にも生怠することが知られ、渓流域へ
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関1 中禅寺識の位讃

の生息分布域の拡大が懸念される。また、オオクチパ

スの生息域の拡大が急速に進行したことから、コクチ

パスについても早急に対策を議じ駆除を実施していく

ことが必要であると考えられる。しかしながら、本邦

でコクチパスが確認されてからまだ告が説く、本邦で

のコクチパスに関する知見は櫨めて少ないのが現状で

ある。そこで、国庫補助事業の一環として、中禅寺湖

のコクチパスの駆除とあわせ、当湖におけるコクチパ

スの生態調査を実施したので、 6カ年のとりまとめとし

てその結果を報告する。

なお、各年度に実施した調査の詳細については、栃

木県水産試験場研究報告書第42考~第44号に調査試験

報告として掲載したので、参照額いたい。

中禅寺識の概要

(1)地理的位置、形態及び環境

中禅寺識は、利根川水系鬼怒川の支流大谷川の上流

にあり、県の商に位撞している(図1)。本識は、数十

万年以前に男体山 (2，4S4m)の噴火で流出した溶岩に

よって、大谷川が緩止められて形成された。 1)湖は

1，296mの様高に位醤する。湖の面積は11.5Km¥湖

岸延長は25km、最大水深は163m、平均水深94.6mで

ある。1)全体的に湖概崖が汀線に近接し、槻欄の揺は

狭い。図2に示したとおり、常時流量が認められる流入

河川は、湖の北側に位寵する藷藷ケ浜及び西側に位置

する千手ケ浜に注いでいる。また、流出河)!Iは湖の東

側にある大谷川11本のみであり、特に華厳の滝(高さ

96m)から上流、湖に至るまでの区間を通称「大尻)!lJ

と呼んでいる。冬季には西風が強く、全面結氷するこ

熊

千
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中禅寺湖

5m等深線

大
尻
) 11 

最深部 163m
@ 

む
じ
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国2 中禅寺織の形態
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表 1 中禅寺搬に生息する魚類3)

番号 和名 学名 移入年 原産地

1 ヒメマス Oncorhynchus nerka 1906 支宝寺湖(北海道)

琵琶湖(滋賀県)2 ホンマス(中待寺湖主主ピワマス) Oncorhynchus sp. 1882 

3 ニジマス Oncorhynchus mykiss 1887 カリフォルニア(アメリカ)

4 ブラウンマス 5almo trutta 

5 イワナ 5aIγ巴linuspluvius 1873 総尾(臼光市)

6 カワマス 5alvelinus fontina1is 1902 コロラド(アメリカ)

オペオンゴ(アメリカ)

霞ヶ浦(茨城県)

7 レーク・トラウト 5alvelinus namaycush 1966 

8 ワカサギ Hypomesus olidus 1914 

9 コイ Cyprinus carpio 1874 

10 フナ Carassius sp. 1874 

11 ウグイ Tribolodon hakonensis 1906 渡瀬遊水池(栃木県)

12 モツゴ Pseudorasbora parva 

13 ドジョウ Misgurnus anguilIicaudatus 1874 

14 ウナギ AnguilIa japonic呂 1874 

15 カジカ Cottus pollux 

16 ヨシノボ1) Rhinogobius sp. 

17 シマドジョウ Cobitis biwae 

とはほとんどない。 U 本湖は日光国立公園内にあり、

毎年初夏から秋にかけて多くの観光客が訪れ、湖の北

洋を中心にかなり整備されている。海岸の改変状況は、

自然湖岸が 72.6 %、半自然湖岸が 18.3 %、人工湖

岸が 9.1%となっている。竹本湖の*繋は、貧栄養湖

の範臨に入る。 1) 本湖にはイトモ (Potamogeton

pusil1a L)、ササエピモ (Potamogetonnipponicus)、

ヒロハノエゼモ (Potamogetonperfoliatus)の3種類

の水草が確認されているが、湖畔には誕水植物群落は

認められていない。j)

(2 )生息魚類

中禅寺湖には元来魚類、は生息せず、ヱド?坊に生怠する

魚、種はすべて放流されたものである。放流の始まりは、

明治6年に行われたイワナ (Salvelinuspluvius)の放

流出である。現在生息する魚種と移植時の記録は表lの

とおりである。

(3 )湖の科用

本湖では平成6年1月1白付けで第5種共開漁業が中禅

寺搬漁業協同総合に免許されている。漁業機の存続期

間は10年である。対象となる漁業は、ひめます漁業、

さくらます・やまめ漁業、びわます(通称、ほんます)

漁業、にじます・スチールヘッドトラウト漁業、ブラ

ウントラウト漁業、いわな漁業、ブルックトラウト漁

業、わかさぎ漁業、うぐい漁業、ふな漁業、こい漁業、

うなぎ漁業、かじか漁業の13種である。そのうち、ル

アーやフライによる釣りの対象となるマス類が漁業上

1929 

重要な魚種になっている。特にヒメマスは中禅寺湖の

特産にもなっており、中宮詞地区の食堂等でヒメマス

料理として高い評価を得ている。平成 9年のヒメマス

の漁獲量は23トンであり、全留でも山梨県についで第

2位であった。竹中禅寺湖漁業協同組合では増殖の自的

で、漁業機対象魚韓の放流を行っている。放流は卵放

流、稚魚放流及び成魚、放流である。そのうち平成9年、

平成10年および平成立年の稚魚放流の状況は、ヒメマ

スが最も多く、その他にホンマス (Oncorhynchussp)、

ニジマス (Oncorhynchusmykiss)、ブラウントラウ

ト (Salmotrutta)等が放流されている(表 2)。ヒメ

マス稚魚の放流は 6尽から 7s:lに行われるが、放流さ

れた稚魚は、一ヵ月樫湖岸を群泳し、その後沖合に移

動してゆくということである(中禅寺湖漁業協同組合

長私信)。

表2 中禅寺湖における主要魚種の稚魚放流状況

ヒメマス 706 891 1，028 

ホンマス 107 155 O 

ニジマス 190 128 75 

スチ一時ヘットeトうウト 82 34 60 

7'ラウントラウト 87 139 37 
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平成7年

O 

O 

表3 各漁法の実施状況

平成8年

O 

O 

平成12年

ム

O 

塑重量
水中銃

地曳網

巻網

巻網+投網

釣り

耕網

定置網

延縄

0・・・実施して捕獲した
ム・・・実施したが捕獲できず
ー・・・実施せず

O 

ム

ム

方 法

中禅寺湖環境調査

表層水湛の測定 測定は、 4月下旬から9月中旬にか

けて実施した(平成9，10年度)。中禅寺湖漁業協同組合

の監視船に設寵された水温計での部定であったため、

場所は特に定めなかったが、主に沖合の水損で、ある。

また、多くのコクチパスの産卵床が形成された菖蒲ヶ

浜(酪2) のプリンス前(以下、プリンスホテルのある

ほ域をプリンスとし、岸寄りをプリンス前、沖合をプ

リンス沖と呼ぶ。)に自記水温計(佐藤計量器製作所製

「記櫨計SK-L200TJ)を設置し、 1時間毎に水

視を測定した(平成10年度)。

時期完IJ水温鉛直分布 栃木県生活環境部「栃木県水

質年表(平成9年度)J から引用した。

透明度の概定 プリンス沖の透明度を定期的に測定し

た(平成10，11年度)。

湖棚の麗質及び湖底の地形等調査 中禅寺湖全周の

岸寄りに存在する槻搬の底質及び沈木等の障害物につ

いて調査を実施した。調査方法の詳掘については、本

研究報告42号 2)を参照されたい。また、沖から湖岸に

かけての地形の変化状況を調査した。調査方法の詳細

については、本研究報告43号2)を参照されたい。

中禅寺湖及び流入河川の環境欝査

水温調査 プリンス沖と菖蒲ヶ浜の流入河川である

菖蒲清水)J[と湯)J[ (左岸)の水植を平成10年5月~平

成11年12月にかけて月一度の割合で測定した。

喋境調査 菖蒲清水川の)I [践の状態(底賞、水深)

及び流速を測定した。調査方法については、本研究報

告44号 5)を参照されたい。

コクチパスの捕獲 期間中、表 3のような漁法によ

りコクチパスの捕獲を試み、年度毎に捕獲地点、捕獲

尾数、捕獲方法について取りまとめた。水中銃につい

平成9年 平成10年

O O 

O ム

O ム

O 

ム O 

ム

平成11年

ム

ム

ム

O 
ム

てはダイパーが水中宮視を行いながら使用した。また、

地曳網と巻網については水中目視時にコクチパスもし

くは産卵床を発見した場合に状況に応じて使い分けた。

釣りについては中禅寺湖漁協の総合員と釣り人からの

持ち込みである。

コクチパスの体型及び食性 期間中に捕獲したコク

チパス96尾のうち95尾について体型調査を行い、うち

93尾について湾内容物の調査を行った。また、体型調

査については、全長、体重の測定を行った。

産卵について 平成7-12年の期間中に45儲の産卵床

を発見した。それらのうち平成9-12年の期損に発見し

たコクチパスの産卵床16錨について、発見場所の照辺

環境(水深、底質、水温、直径、捧害物の有無)を調

査しそれ以外の産卵床については発見場所を記録した。

また、産卵床内に卵が発見された場合には速やかに除

去した。

幸吉 果

中禅寺瀧の環境 監視船で測定した平成9年度と平成

10年度の表層水温は、その上昇期に違いが見られた

(霞3)。平成9年の水温培、 5月上旬に4
0

Cであった水温

が、 6月上旬に100C以上になり、 6月の下旬に1TCに達

した。一方、平成10年度の水識の上昇は、平成9年度

より王手く、すでに5月下旬には13
0

Cに達し、その後6月

中旬まで14
0

Cから 15
0

Cと横這いであったが、 6月中旬

から再び水損の上昇が見られている。平成10年度は岸

りのプリンス前で6月から8月にかけて水温を部定し

たが、監視船で測定した水準と間じような額向を示し

た(図3)。このことから湖の沖合と岸寄りの水温変化

の傾向はそれほど変わらないものと推測された。

平成9年度の湖心における水温鉛直変化を図4に示し

た。 4月の時点では、表麗水温の方が深層水損より低か
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園3 中禅寺湖の水温

ったが、 5月中旬には表層水温が7.3
0

Cと深関水温より

渇くなっている。更に6月以降表層水温と深層水温の誼

度差は大きくなり、水深約20mに水損躍層が形成され

ていった。

プリンス沖の透明度を関Sに示した。調査期間は、平

成10年5月から平成11年12月までであった。調査期間

中、透明度は常に 5~6m以上で、あった。

コクチパスの隠れ場所となりそうな欝害物の分布状

況を函6に示した。岩以外の障害物としては桟橋と沈木

が存在していた。桟橋は湖の北側の天埋教から歌ケ浜

あたりにかけて集中していた。また、沈木は、プリン

ス沖、勇助和田~銭石にかけて多かった。

りの浅瀬の匹域を湖概幅と底震との組み合わせ

で、 4つのタイプに分けることができた(額6)。

A 底質の粒度が細かく、湖欄の闘が広い毘

域・・・菖藷ケ浜及び大尻を中心とした区域

B 蔵質の粒度が縮かく、瀬棚の幅が比較的狭い区

域・・・砥沢、「あせがたJ及び千手ケ浜を中心と

した匹域

C 小湾が多く、底質の粒鹿が細かい匹聞と粗い区

間が比較的交互に出現し、瀬棚の幅が狭い臨

域・・・むじな窪~三角(湖南)、勇助和田~俵石

にかけての湖南岸及び冠岩~赤岩にかけての湖北

洋の区域

D 底質の粒度が総く、湖搬の幅が狭い区域・

曲和田 ~6番にかけての湖北岸及び立木観廿~

f本つがj にかげての湖東岸の区域

また、浮から沖合にかけての地形を瀬棚と湖棚躍と

の組み合わせで、 5つのタイプに分けることができた
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① 流入河川と地形により発達した湖概が形成され、

沖合には湖欄農がよく発達している地点・

蒲ケ浜近辺

② 湖形成時に溶岩の影響があったことが推測され、

極めて遠浅で、あり、 t初期農が発達していない地
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川

臨6 中善寺湖岸の状況及び沖合いの地形

点・・・大尻近辺

@ 流入河111があっても地形により湖捕は発達せず、

岸近くに湖織濯が形成されている地点・・・千手

ケ浜近辺

告 !j、湾と断躍が多く、急な湖棚態と比較的緩やか

な瀬棚躍が形成されている地点・・・八了出島近

辺、ぞうが鼻近辺及び湖北の三角(湖北)近辺

⑤ 湖形成時に溶岩の影響があったことが推測され、

湖概麗が発達していないか又は比較的緩やかな潟

翻農が見られる地点・・・だるま石近辺

や禅寺湖及び流入河)11の環境欝変

71<識調査の結果を図?に示した。プリンス沖の水温は、

夏期に20
0

C以上あったものが、 1月から4月には5
0

C以

下に低下しており、周年の議度差は20
0

Cもあった。湯

JII の水温は、樹の71<~昆変化と比較すると、周年の水温

琵は小さいものの、 1月には50C以下となった。高藷清

水)11の水温は、時年一定しており、ほぽgoCから 100C

で推移していた。また、春季から初夏にかけてのプリ

ンス沖の水瓶上昇は、年毎に大きく異なり、平成10年

は平成9年に比べほぼ半月以上も早く 10
0
Cを越え、コ

クチパスの確認時期についても平成9年が6月1013であ

り平成10年は5月25日であった。

さらに、富藷清水川における成費等の環境調査の結

調畑コ'K仰い
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額7 プリンス沖と菖諸ヶ浜の流入問川の水温変化

果を図8及び図9に示した。本}IIの中で、水深が深く流

れが緩やかな3地点(国引をコクチパスが越冬してい

る可能性がある地点として選定し、平成11年度の冬期



(12 月 ~3Jヲ)に監規を実施したがコクチパスは見つか

らなかった。
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霞8 高藷清水川の川底等の状況

コクチパスの擁護状況 平成子12年までのシ9

月に様々な諒法によりコクチパスの捕獲を試みた(表

4)。それらの結果のうち、各年の漁法53IJ捕獲尾数の推

移を図10に、各年毎の捕獲地点と捕獲尾数を臨11に示

した。

5年間の総捕獲尾数は96尾であり、漁法別の内訳は

水中銃で33尾 (35%)、地曳縞31尾 (32%)、巻網で13

(14%)、巻網÷投網で9尾 (9%)、釣りで9尾 (9%)、

刺網で1尾 (1%)であった。また、平成7年に実施した

定罷網と平成8年に実施した延縄についてはコクチパス

を措獲できず事前の準備の手間等から考えて漁獲効率

が低いと推察されたので以後実施しなかった(表4)。

平成9年には巻網を用い(含、投網の併用)22尾のコ

クチパスを捕獲できたが、これは浅所に群れていた小

型のコクチパスに対して巻摘を用い捕獲した事例であ
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地点③

図9 冬期河川調査地点断面図

る。平成10年には刺網を実施したがコクチパスを捕獲

できなかった事に加えて他の魚、額(ニジマス、ブラウ

ントラウト、コイ、フナ)が多数捕獲されたことから3

思で使用を見合わせた。その後、平成11年に刺繍でコ
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菌10 コクチパス捕獲個体数と捕獲漁法の変化

クチパスを1尾捕獲したが、この事例は卵が発見された

産卵床の周屈に刺揺を設霞し2時間後に番魚を捕獲した

事例であり、他魚種の混獲は無かった。

捕獲地点毎の捕獲尾数の推移であるが、鴎11に示す

ように平成8年には湖南岸の小寺ヶ崎、八丁出島、むじ

な窪、歌ヶ浜を含む12地点で42尾のコクチパスが捕獲

された。しかし、それ以降の捕獲地点はプリンス沖を

中心とする湖北岸であり捕獲尾数、擁護地点共に平成8

年を頂点として減少傾向にある。また、年毎の捕獲地

点の中心は平成7年が三角、平成8年が大尻、 9年以持

がプリンス沖であった。

コクチパスの体型及び食性 平成7-12年までの期間

に捕獲したコクチパスの体長及び体重の綴成を間12に

示した。捕獲錨体の平均体長、平均体重は平成7-9年に

かけて小型化した。しかし、捕獲尾数が激減した平成

10年以降、体長が18c語以下の小型個体が捕獲されなく

なった。
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図11 捕獲区需と捕獲個体数の経年変化

8 

食性については、函13に示すように館料極体数割合

では49%が魚類、 34%がスジエピ、 2%が昆虫、残り

14%が不明物であった。また、餌料儲体数割合で49%

を占めた魚類のうち35%がヨシノボリ、 9%がヒメマス、

3%がワカサギ、 1%がホンマス、残り 2%は判73IJ不能魚

であった。また、体長による会性の違いは観察されな

かった。

産卵について 産卵床の形成された時期は平成9年が

6月14日、平成10年が5月25自で水温が12
0

C以上にな

る時期と重なっており北米での記録Ilとほぼ一致した。

また、産卵床の形成された地点は水深1.3-4mで、ありい

ずれも水上からの目視で確認可能であった。また、成

質は長径5-40mmの中毒薬と小擦の混合物 (81%) もしく

は砂(19%)であり、産卵床の形は長径(直笹) 30 

150cmの椅丹(円)であった。さらに、産卵床の周辺

1m以内には沈木 (75%)、岩 (19%)などの障害物が

存在する場合 (94%)が多かった。このことからコク

チパスが産卵床を形成する条件を有する地点は中禅寺

湖の湖岸域には多く存在すると考えられた。しかし、

産卵床が形成された地点は鴎14に示すように平成子11

年までの期間、各年2地点ずつで発見個数については平

成8年以降減少額向にある。また、産卵床が形成された

水深と透明度や産卵床の大きさとの聞には相関関係は

認められなかった。
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ことから、中禅寺期における漁業及び遊漁を保護する

為にもコクチパスの駆除と繁殖の担止は必要だ、と考え

臨時

コクチパスの駆除及び再生産の臨止を効果的に行う

為にはその行動を理解することが重要である。北米で

の調査ではコクチパスは水深10m前後で越冬し水温が

10
0

C前後になると浅場へと移動することが確かめられ

ている。 1) これまでの中禅寺湖での調査結果はこの結

られる。

者察

中禅寺湖ではヒメマスを中心としたマス類を対象と

する漁業及び遊漁が行われており、密放流されたコク

チパスによる水産資源への影響が懸念されている。摘

スジエゼやヨシノボりのよう

捕獲個体の体重と体長の経年変化図12

果を支持するものであり、コクチパスの行動は水温の

影響を強く受けていることが推測された。また、環境

調査の結果より中徳寺湖におけるコクチパスの行動様

式について推測すると、コクチパスは表麗水瀧がlOOC

以下になる持期に越冬のために深場へ移動し、表層水

温がlOOC以上になる5月下旬に浅場へ産卵のために移

に比較的遊泳力が小さく捕食が容易な生物を中心に捕

食していることが判明したが、漁業及び遊魚の対象と

して重要な資掠であるヒメマスの稚魚も捕食している

ヒメマスに対する食害は放流

されたコクチパスは、

直後のヒメマス種苗に集中していることから、コクチ

パスが埼加した場合にヒメマスの初期減耗が増大する

さらに、先住の肉食魚類であるブ

ラウントラウトもヨシノボリを多く捕食していること

から、 6) 7)コクチパスとブラウントラウトとの間に館料

生物を巡る競争関係が生ずることが予測される。

ことが明らかとなった。

ことが考えられる。

塁手jしていると推測された。このことから、コクチパス

の持動予測には湖水温の計測が不可欠であると結論づこの
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けられた。また、高清清水j[[でのコクチパスの越冬の

可能性であるが、コクチパスは潟水温が高蒲清水j[[の

水温 (9
0

C) よりも抵くなる前にi祭場へ移動すると考え

られ実際に河川での越冬は確認されていないことから、

越冬の為に畜藷清水11[へ趨上する可能牲は抵いと考え

られた。

次に渡部床の出現時期はコクチパスの出現時期とほ

ぼ一致していた。このことから、産卵時期についても

水混の影響を強く受けていることが推測された。また、

産卵床はいずれも水上からの目視が可能である水深に

形成されており、水上からのコクチパスの捜索は水深4

m以浅の地点を中心に産卵床をマーカーとして行うこ

とが有効であると考えられた。また、これまでに産卵

床が形成されたのはプリンス沖を中心とした5地点であ

り、コクチパスが19地点で捕獲されていることを考え

ると非常に限定されている。このことから、コクチパ

スは産卵期に産卵適地に集合することと中禅寺湖では

コクチパスの産卵に適した環境を構える水域がE設定さ

れていることが推察された。しかし、コクチパスが集

と拡散をどの程度の法域で、行っているかは不明であ

る。

コクチパスの駆鈴については、基本は水中銃を携帯

しての水中居援であり、その様には産卵床が形成され

た実績のある地点を中心に湖全域について実施するこ

とが望ましいと考えられた。また、水中日視でコクチ

パスを発見した場合、状況に感じて水中銃、地曳網、

巻錦、純綿を使い分ける捕獲方法が有効であると考え

られる。特に、産卵床の周りに刺絹を仕掛け番魚を捕

獲する漁法はコクチパスの習性を利用したものであり

非常に有効な手法であると思われた。今後、このよう

なコクチパスの習性を利用した効率の良い漁法の開発

が望まれる。平成10年~12年にかけてコクチパスの小

型間体 (15cm以下)が捕獲されないこととこれまでに

当歳魚が確認されていないことから、これまでのコク

チパスの捕獲及び産卵床の破壊が効果を挙げていると

思われた。

最後に、現在の中捧寺j坊の生態系は明治以来人間の

手によって育てられてきたものである。それ放に、本

事例は本質的な意味での外来魚の礎放流による在来生

態系の改変にはあたらないのかもしれない。しかし、

密放流という持為に対して地元漁協が明確に反対の意

思表示を行ったこと、そして、地元と行政が一致協力

して外来魚の駆除を行い一定の成果を収めつつあるこ

とは漁場管理の好例として誇るべき事例であると考ら

れる。
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