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外来種コクチバスの河川内繁殖の確認

淀　太我・井口恵一朗

（2003年 2 月21日受理）

First Record in Japan of Fluvial Reproduction of the Alien
Species Smallmouth Bass

Taiga YODO
＊1 and Kei’ichiro IGUCHI

＊2

Abstract: Nine broods of smallmouth bass offspring were observed and collected in the Nogu 
River, Nagano Prefecture.  It was also observed that a paternal fish cared for the offspring in one 
brood.  This is the first record of smallmouth bass reproduction in Japanese streams.
　The mean standard lengths of offspring ranged from 9.8 to 22.8 mm in each brood.  Current 
velocities were measured at interval of ca. 75 cm from 6 to 10 sites across the stream adjacent to 
the location of each brood.  Maximum current velocities that the offspring can swim against the 
current ranged from 3.2 to 61.1 cm/s adjacent to the location of each brood.  Their distribution 
extended to areas with faster currents with their growth, and youngest larvae (flexion larval stage) 
were limited to areas with slow currents.  It seems that slow current areas are necessary for small-
mouth bass spawning.
　A significantly higher ratio of smallmouth bass to largemouth bass occurs in the Nogu River 
than in Lake Kizaki indicating that smallmouth bass have a higher adaptability to the environment 
of Japanese stream.  This indicates that smallmouth bass can readily establish and may disturb 
Japanese stream ecosystems.

　Key words: Smallmouth bass; Larvae and juveniles; Stream; Current velocity

コクチバス，Micropterus dolomieu は北アメリカ大

陸東部が原産で，近縁のオオクチバス，Micropterus 

salmoides とともに内水面遊漁の対象として非常に人

気が高い1)。原産地におけるコクチバスの生息域は主

に清澄な湖や中程度の流れを持つ河川で，典型的な河

川ではサケ科魚類よりも下流，オオクチバスよりも上

流に生息する1)。

両種は1925年に神奈川県芦ノ湖に移入された2)。オ

オクチバスは1960年代以降急速に国内での生息域を拡

大し，現在では全都道府県で止水域を中心として生物

群集に悪影響を与えている3-5)。一方で，コクチバスは

芦ノ湖には定着せず，その後コクチバスの国内におけ

る生息は不明とされてきた2,6)。しかし，1990年代以降，

非公式かつ非合意のまま日本各地に導入され，急速に

日本での生息域を拡大している＊3。

本種は日本の在来生態系に悪影響を与える侵略的外

来種ワースト100に選ばれている7)。これまでオオクチ

バスは本邦の流れの速い河川中・上流域にはあまり定

着していないが，コクチバスは原産地において流水域

でも繁殖しており8,9)，本邦でも流水域に定着してその

生物群集に悪影響を与えることが懸念される。これは

ブラックバス類による被害水域が大幅に増加すること

を意味しており，極めて深刻な問題である。

しかし，これまで日本の河川における本種の繁殖
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32 淀・井口

の有無については未確認で，本種の河川生態系に及ぼ

す影響の把握は不十分であった。そこで，我々は複数

年にわたって本種が確認された河川において調査を行

い，河川内での繁殖を確認するとともに，その環境条

件について知見を得たので報告する。

調査地点および方法

2002年 7 月 5 日および 8 日に，長野県大町市を流れ

る農具川（36°31' 34'' N，137°51' 28'' E）で調査した。

農具川は木崎湖から流れ出し高瀬川に流入する流程

約9800 m の小河川である。調査区間は木崎湖より約

1200 m 下流の十二山橋から三日町橋までの約1700 m

の区間とした。この区間は河川改修により直線化され，

川幅は 6 ～ 8 m，水深は20～110 cm で，両岸ともにコ

ンクリートで護岸されていたが，所々に木工沈礁が設

置されており，緩流部が作られていた。調査時の水温

は22.5℃であった。なお，この区間では1999年以降，

毎年コクチバスが確認されている（著者ら，未発表資

料；河野，私信）。

調査は潜水目視観察に依り，調査区間を下流へ下り

ながらコクチバス成魚および卵仔稚魚を探索した。仔

稚魚の群れを確認した場合，群れの中心を通り河川を

横断する定線を設け，約75 cm間隔で流速（cm/s）を

プロペラ式流速計（ケネック株式会社製VR101）を用

いて測定するとともに，各観測点付近で流れに抗して

遊泳するコクチバス仔稚魚の有無を記録した。その後，

仔稚魚を手網で採集し，氷蔵標本について標準体長を

計測し，発育段階を決定した。

結　　果

調査区間内の 9 ヶ所から，各 1 群のコクチバス仔稚

魚の群れを確認し，それぞれの群れで 6 ～53個体を採

集した（Table 1）。コクチバス仔稚魚の群れの出現箇

所は，調査区間内にほぼランダムに分布していた。

コクチバスの産卵床や卵は確認できなかった。採集

した仔稚魚の標準体長と発育段階は8.4 mm（屈曲期仔

魚）から25.4 mm（稚魚）であった。このうちもっと

も上流の仔稚魚群では保護親魚が認められたが，他の

群れでは周囲に明確な保護行動を示す成魚は認められ

なかった。各出現箇所における，コクチバス仔稚魚の

有無と流速との関係を Table 2 に示した。コクチバス

仔稚魚は流速の緩やかな河岸近くに主に分布し，特に

ツルヨシ，Phragmites japonica 等の抽水植物群落やク

ロモ，Hydrilla verticillata 等の沈水植物群落，木工沈

礁の下流に生じる緩流部に多くみられた。しかし，流

心付近で強い流れに抗して遊泳する個体も観察され，

各群れにおいて仔稚魚が出現した観測点の最大流速は

3.2～61.1 cm/s であった。また，各地点において仔稚

魚群の平均体長と，仔稚魚が出現した中で最大流速を

記録した観測点の流速との間には有意な正の相関関係

がみられた（Fig. 1，r7 = 0.820；p = 0.007）。

ブラックバス類の成魚については，コクチバス25個

体とオオクチバス 4 個体を目視した。オオクチバスの

産卵床や卵仔稚魚は確認されなかった。

Table 1.  Standard length and developmental stage of 
each brood of smallmouth bass

1 53 8.4 - 10.8 9.8 (0.6) Flex, Post
2 16 8.6 - 13.2 10.0 (1.1) Flex, Post
3 18 9.5 - 13.0 11.4 (1.0) Post
4 8 14.5 - 18.9 17.3 (1.6) Juv
5 20 10.9 - 15.1 12.0 (1.1) Post, Juv
6 6 18.9 - 25.4 22.8 (2.4) Juv
7 11 15.9 - 22.8 19.7 (2.1) Juv
8 21 8.8 - 16.4 11.0 (2.1) Flex, Post, Juv
9 19 11.3 - 16.9 13.1 (1.5) Post, Juv

Developmental
stage＊2

Site N＊1 Range Mean (SD)

Standard length (mm)

　＊1 Number of specimens caught.
　＊2 Flex, flexion larval stage; Post, postflexion larval stage; Juv,
 juvenile stage.

Table 2.  Current velocities (cm/s) and occurrence of smallmouth bass offspring at the measurement points across the 
stream at each observation site

45.7 (-) 5.9 (+) 28.5 (-) 18.1 (-) 17.7 (+) 7.3 (+) 7.6 (+) 50.3 (-) 3.2 (+)
58.3 (-) 14.6 (+) 61.3 (-) 16.0 (-) 13.3 (+) 14.9 (+) 8.2 (+) 51.5 (-) 4.0 (-)
64.0 (-) 5.4 (+) 51.9 (-) 65.5 (-) 30.4 (+) 61.1 (+) 42.9 (+) 49.9 (-) 7.5 (-)
62.3 (-) 14.5 (+) 62.2 (-) 53.7 (+) 42.5 (+) 48.2 (+) 59.6 (+) 53.3 (-) 9.3 (-)
32.5 (-) 60.0 (-) 29.1 (+) 18.1 (+) 57.7 (-) 47.7 (+) 52.9 (-) 44.3 (-) 7.2 (-)
16.3 (+) 47.6 (-) 33.8 (+) 8.1 (+) 73.4 (-) 38.4 (+) 26.6 (+) 29.6 (-) 16.5 (-)
5.6 (+) 31.6 (-) 3.1 (+) 5.2 (+) 21.3 (-) 14.5 (+) 3.6 (-)
4.9 (+) 47.0 (-) 3.2 (+) 5.1 (+) 16.7 (-) 12.1 (+) 3.8 (-)
3.9 (+)
3.2 (-)

Current velocity (presence/absence＊)

＊+, presence;  -, absence.

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 Site 8 Site 9
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考　　察

本調査においてコクチバスの産卵床や卵および浮上

前の仔魚を確認することはできなかったが，1 つの群

れに保護親魚が確認されたことから，本種が調査区間

内で繁殖に成功していることは明らかである。また，

著者らの長野県青木湖における潜水調査では標準体長

10 mm 前後で親魚の保護を離れることが観察されてい

る（著者ら，未発表資料）。このことから，他の仔稚

魚群は既に親の保護を離れており，そのため保護親魚

がいなかったと考えられる。

コクチバス仔稚魚各群の平均体長が，それらが出

現した観測点の流速と正の相関を示したことから，本

種仔稚魚は成長とともに遊泳力が増し，より流速の速

いエリアにも進出可能になることが明らかである。特

に標準体長が15 mm を超えるような稚魚は，流速50～

60 cm/s の流心部においても自由に遊泳しており，潜

在的にはさらに速い流れにも進出可能と考えられる。

一方今回の調査で，屈曲期仔魚は流速16 cm/s 以上の

観測点には認められていない。一般的に仔魚は脊索

末端が上屈しはじめるまで（前屈曲期仔魚）の遊泳力

は屈曲期以降の仔魚と比較して著しく弱い。コクチバ

スでは孵化後数日間は産卵床に横臥したまま成長する

が，浮上後 1 ～ 2 日間は前屈曲期仔魚として遊泳，摂

餌を行う（著者ら，未発表資料）。原産地でも産卵床

上の流速は0.7～7.1 cm/s（平均3.2 cm/s）とされてお

り9)，コクチバスの繁殖には少なくともかなり流れの

緩やかな場所が必要と考えられる。

農具川は川幅が狭く，流速が速く，水深が概ね浅

いことからブラックバス類のルアー釣りには適して

おらず，意図的な放流の動機に乏しい。一方，上流の

木崎湖にはコクチバス，オオクチバスともに多く生息

している。このことから，農具川のブラックバス類は

主に木崎湖からの自然流出であると考えられる。木崎

湖では2001年に，地曳網によってコクチバス38個体と

オオクチバス56個体が採集されている（淀ら，未発表

資料）。これに対し農具川ではコクチバス25個体とオ

オクチバス 4 個体が目視観察され，農具川のコクチバ

ス出現比は木崎湖のそれより明らかに高い（G 検定，

Gadj = 19.96，P ＜0.001）。また，オオクチバスについ

ては河川内で卵や仔稚魚は認められず，繁殖に成功し

ていないと判断される。木崎湖からの流下がコクチバ

スに偏って起こるとは考えにくく，流下した仔稚魚あ

るいは成魚の生残が良いことと，河川内で繁殖可能で

あることが，農具川においてコクチバスの出現比率を

高めた原因と考えられる。

本研究により，コクチバスは流速の大きな国内の河

川においてオオクチバスと比較し定着しやすいことが

明らかとなった。以前から懸念されているように，こ

れまでオオクチバスの定着しなかった河川中・上流域

でも，その一部では密放流や他の生息域から流下，溯

上することによってコクチバスが侵入した場合，定着

して生態系が大きく撹乱される可能性が高い。

要　　約

長野県大町市を流れる農具川で外来魚コクチバスの

仔稚魚 9 群が確認され，この中の 1 群で保護親魚が同

時に観察された。これは本邦の流水域における繁殖の

初記録である。

各群れの平均体長は9.8～22.8 mm（屈曲期仔魚～稚

魚）で，各仔稚魚群の出現箇所内において，仔稚魚

の出現した観測点の流速は最大3.2～61.1 cm/s を示し

た。仔稚魚は成長にともなってより速い流心部に進出

すると考えられ，一方産卵には緩流部が必要と考えら

れた。また，農具川への侵入源と考えられる木崎湖と

比較して農具川ではオオクチバスよりもコクチバスの

比率が有意に高く，本種の流水域への適応性の高さが

明らかとなった。これらは，オオクチバスが定着しな

かった本邦の河川中・上流域においてもコクチバスが

定着して生物群集に悪影響を与える危険性を改めて強

く示唆するものである。
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