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コクチバスによる在来魚への捕食圧を軽減する水草帯の効果

中村智幸1・片野　修1・山本祥一郎1

Effects of Aquatic Plant Zones on the Reduction of Predation Pressure
on Japanese Native Fish by Smallmouth Bass Micropterus dolomieu

Tomoyuki NAKAMURA
1, Osamu KATANO

1 and Shoichiro YAMAMOTO
1

Abstract: Effects of aquatic plant zones on the reduction of predation pressure on Japanese native 
fish by smallmouth bass Micropterus dolomieu were examined in artificial ponds between June 
and September in 2002. One hundred shoots of Phalaris arundinacea which was a kind of aquatic 
plants were planted in 1 m2 zones for 4 of 8 ponds and no P. arundinacea was planted in the other 
4 ponds. Three smallmouth bass as predators, and 20 crucian carp Carassius sp. and 20 Japanese 
dace Tribolodon hakonensis as prey were stocked into each pond. We examined the number of the 
crucian carp and Japanese dace preyed on by the smallmouth bass between the ponds with and 
without P. arundinacea zones during 14 day replicate trials. The number of fish preyed on was 
significantly fewer in the ponds with P. arundinacea zones for both species. The results show that 
the presence of aquatic plant zones is effective to reduce the predation pressure on Japanese native 
fish by smallmouth bass.
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コクチバスMicropterus dolomieuは北米原産のサン
フイッシュ科 Centrarchidaeの淡水魚であり（Scott 

and Crossman 1973; 林 2000），近年日本国内で急速に
生息分布を拡大している（全国内水面漁業協同組合連
合会 2000）。本種は魚食性が極めて強く（George and 

Hadly 1979; Probst et al. 1984; Zimmerman 1999），流
水域や冷水域でも繁殖できるため（淀 2002），我が国
の内水面漁業や水域生態系への負の影響が懸念されて
いる（淀 2002）。
我が国におけるコクチバスの生態については，自
然水域における食性（大浜 1999，2000; 小原ら 1999; 

小原 2000; 糟谷 2000; 淀 2003）や繁殖（井口ら 2001; 

淀・井口 2003）に関する報告がある。また，摂食生
態に関しては，ウグイ Tribolodon hakonensisについて
の最大捕食サイズが水槽実験により求められている
（片野・青沼 2001）。さらに，コクチバスとキンギョ
Carassius auratus，アユ Plecoglossus altivelis altivelisお
よびウグイが同所的に存在した場合，いずれの魚種も

コクチバスに捕食され（Katano and Aonuma 2002; 山本
ら 2003），キンギョとウグイでは摂食頻度が低下し，
キンギョでは成長率も低下することが水槽実験で確か
められている（Katano and Aonuma 2002）。これらの
結果は，コクチバスが我が国の河川湖沼において繁殖
し，在来淡水魚を捕食するだけでなく，在来魚の摂食
行動や成長率にも影響を及ぼす可能性を示している。
コクチバスの駆除作業は日本各地で行われているが
（武田ら 2002），完全に駆除することは難しい。したがっ
て，駆除作業と同時進行で，在来魚が捕食されにくく，
なおかつその摂食行動が影響されにくい環境を保全あ
るいは造成することが必要である。
一般に，岩や石，植物等の下や間にできるカバー
は天敵による捕食リスクを軽減させる（White 1939; 

Hoar 1958; Elson 1962）。コクチバスと同属のオオク
チバスM. salmoidesについても，被食魚であるヨシノ
ボリ Rhinogobius sp.にカバーを与えた結果，捕食数の
減少したことが水槽実験で示されている（淀 1999）。



288 中村・片野・山本

我が国ではコクチバスは河川にも生息するが，湖
沼での生息例が多い（全国内水面漁業協同組合連合会 

2000）。湖沼における魚類のカバー構造のひとつとし
て水草帯が挙げられる。そこで本研究では，水草帯の
存在がコクチバスによる在来魚の捕食圧を軽減するか
否かを実験的に検証したので，その結果を報告する。

材料および方法

供試魚
コクチバスの被食魚として，フナ Carassius sp.とウ
グイを使用した。フナについては長野県水産試験場佐
久支場が養殖したものを，ウグイについては長野県の
民間の養殖場が千曲川で採集された卵をふ化させ養殖
したものをそれぞれ使用した。いずれの被食魚も，購
入後上田庁舎の屋外コンクリート池（長さ400 cm，幅
90 cm，高さ90 cm）に収容し，餌としてアユ用の配合
飼料を与えて 2週間以上飼育・馴致した後，実験に使
用した。被食魚の体長と体重は，フナでは55～79（67.4

±6.2）mm，4.0～12.6（11.5±2.6）g，ウグイでは74～
114（91.7±6.2）mm，7.1～21.4（11.8±3.0）gであった（い
ずれの種も n＝640）。被食魚の体サイズについては，
ウグイではコクチバスによる最大捕食体長（片野・青
沼 2001）を参考にして決定した。フナについては同
様のデータがない。ただし，同じ体サイズのコクチ
バスとオオクチバスとでは種間で口の大きさは異なる
が，ウグイについての最大捕食体長に有意差の認めら
れないことがわかっている（片野・青沼 2001）。そこで，
フナでは体型が比較的似ているコイ Cyprinus carpio

についてのオオクチバスによる捕食体長（Lawrence 

1957; 田畑・柴田 1975）を参考に決定した。なお，本
研究で実験に使用したフナとウグイはともに飼育魚で
あり，捕食魚に対する逃避行動等における家魚化の影
響の可能性は排除できない。しかし，両種ともに自然
生息地において640尾もの魚を採捕し，供試すること
はその個体群に対して少なからず影響を及ぼす。そこ
で本研究では供試魚として飼育魚を使用した。

水草帯の有無による被食数の比較
上田庁舎の 8面の屋外コンクリート池（長さ

400 cm，幅200 cm，高さ90 cm）を使用して実験を
行った。池には緩やかにオーバーフローするように井
戸水を注水し，水深が30 cmになるようにした。8面
のうち 4面には，1 m2（1ｍ×1ｍ）の鉄製の金網枠
に，湖沼の岸辺によく見られる水草の一種であるクサ
ヨシ Phalaris arundinaceaを100本ずつ植えたものを
3枚設置し，他の 4面の池には無植栽の同型の金網枠
を 3枚設置した（Fig. 1）。実験には，上田庁舎の屋外

水路に自生するクサヨシを使用し，根を残して長さ30

～40 cmに切断した茎の部分を，実験池の底に敷いた
金網枠に 1本ずつ根を巻き付けるようにして植えた。
屋外水路におけるクサヨシの密度は場所によって大き
く異なっていたが，平均的に 1 m2あたりおよそ100本
であったので，その密度に従って実験を行った。植え
られたクサヨシの 1本あたりの重量は約21.2 gであっ
た。各池にコクチバス 3尾と，被食魚としてフナとウ
グイを各20尾ずつ放流し，1期14日間，計 2期，被食
数を観察した。コクチバスについては，3尾の体重の
平均値が池間でほぼ均一になるようにした（226.1～
299.1 g）。2002年 6月10日～ 7月12日に実験を行った。
実験期間中の15時測定の水温は19.0～24.8℃であった。

水草帯の分布密度の違いによる被食数の比較
上記の実験と同じコンクリート池を使用して実験
を行った。4面の池には，前の実験と同型の金網枠 1

枚（1 m2）に100本のクサヨシを，他の 4面には金網
枠 3枚（計 3 m2）に100本のクサヨシをそれぞれ植栽
し，クサヨシの植栽数を変えずに分布密度を変化させ
た（Fig. 2）。クサヨシを金網枠 1枚にのみ植栽した池
では無植栽の金網枠を 2枚設置して，金網枠 3枚に植
栽した池と金網枠の数を同じにした。そして，各池に

Fig. 1. Plane view scheme of the experimental ponds with 
and without aquatic plants.
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コクチバス 3尾と，被食魚としてフナとウグイを各20

尾ずつ放流し，1期14日間，計 2期，被食数を観察し
た。各池のコクチバス 3尾の体重の平均値は310.0～
350.2 gであった。2002年 8月21日～ 9月20日に実験を
行った。実験期間中の水温は18.9～26.8℃であった。
なお，いずれの実験においても，コクチバス，被食
魚ともに，死亡した場合にはすみやかにほぼ同サイズ
のものを再放流した。
両実験ともに，分散分析によって被食数の違いを検
定した。統計解析には，StatView J Ver. 5.0（Abacus 

Concepts, Berkeley, CA, USA）を使用した。

結　　果

各池におけるコクチバスによる被食数は，フナでは
クサヨシ帯がある場合に10～17尾，ない場合に13～20

尾，ウグイではクサヨシ帯がある場合に3～14尾，な
い場合に 2～20尾であった（Fig. 3）。各池のそれぞれ
の魚種の被食数について，クサヨシ帯の有無と実験期
を要因とした分散分析を行った結果，フナではクサヨ
シ帯の有無について有意差が認められた（クサヨシ帯
の有無，F1，12=12.60，P=0.004; 実験期，F1，12=0.03，
P＞0.05; 交互作用，F1，12=0.26，P＞0.05）。また，ウ

グイではクサヨシ帯の有無およびクサヨシ帯の有無
と実験期との交互作用についてそれぞれ有意差が認め
られた（クサヨシ帯の有無，F1，12=6.17，P=0.029；実
験期，F1，12=0.27，P＞0.05；交互作用，F1，12=17.50，
P=0.001）。このように，両種ともに，クサヨシ帯があ
る場合にコクチバスによる被食数が有意に減少した。
クサヨシの分布密度の違いによるそれぞれの魚種
の池ごとの被食数は，フナではクサヨシの分布密度
が密（100本／ 1 m2），粗（100本／ 3 m2）のいずれの
場合でも 7～20尾，ウグイでは分布密度が密の場合に
6～19尾，粗の場合に 1～15尾であった（Fig. 4）。そ
れぞれの魚種の被食数について，クサヨシ帯の分布
密度と実験期を要因とした分散分析を行った結果，
両種ともに実験期についてのみ有意差が認められた
（フナ：実験期，F1，12=5.93，P=0.031; クサヨシ帯の分
布密度，F1，12=2.37，P＞0.05; 交互作用，F1，12=0.81，
P＞0.05; ウグイ：実験期，F1，12=5.03，P=0.045; クサ
ヨシ帯の分布密度，F1，12=1.74，P＞0.05; 交互作用，
F1，12=2.10，P＞0.05）。このように，両種ともに，今
回設定したクサヨシ帯の密度の範囲内では，被食軽減
の効果は変わらなかった。

Fig. 2. Plane view scheme of the experimental ponds with 
sparse and dense aquatic plants.
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Fig. 3. Mean number of the crucian carp (left) and 
Japanese dace (right) preyed on by the smallmouth bass 
in the experimental ponds without and with aquatic plants. 
Vertical bars indicate the standard deviations.

Fig. 4. Mean number of the crucian carp (left) and 
Japanese dace (right) preyed on by the smallmouth bass 
in the experimental ponds with sparse and dense aquatic 
plants. Vertical bars indicate the standard deviations.
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考　　察

岩や石，植物等の下や間にできるカバーは，魚類
の隠れ場所として重要であり，増水時の避難場所や夜
間の休息場所としても機能する（Boussu 1954; Lewis 

1969; Fausch and Northcote 1992）。また，カバーは天
敵による捕食リスクを軽減させる（White 1939; Hoar 

1958; Elson 1962）。
本研究では，実験中に水面上から池の中を観察する
と，多くの場合コクチバスは水草帯の中に入ることな
くその周囲を遊泳し，フナとウグイの姿はほとんど観
察されなかった。おそらくフナとウグイは水草帯の中
に身を潜めていたものと思われる。水草帯は捕食者の
視界を遮り，その中に入り込んだ魚にとって被食回避
という点で有利に働くと推察される。また，仮に捕食
者が水草帯に入り込んでも，水草帯は捕食者の遊泳を
阻害し，中にいる魚にとって被食回避になる。本研究
では，クサヨシ帯の設置により，フナ，ウグイともに
コクチバスによる被食数が有意に減少した。この結果
は，水草帯の存在がコクチバスによる在来魚への捕食
圧を軽減する上で効果的であることを示す。我が国の
多くの湖沼では，コンクリートの「張りブロック」に
よる護岸や，沿岸帯の浚渫の影響等で，水草帯が減少
している（角野 1998）。このことも，コクチバスによ
る在来魚の捕食に拍車をかけていると思われる。これ
らのことから，水草帯の豊富な水辺環境を保全あるい
は復元することが，コクチバスによる在来魚の捕食を
防ぐ上で重要であると考えられる。ただし，外来の水
草は異常増殖するなどして，生態系や漁業，船の航行
に影響をきたすことがある（角野 2002）。したがって，
水草帯を復元する際には，その水域にもともと繁茂し
ていた在来の水草を利用するのが良いであろう。
本研究では，クサヨシの植栽数を変えずに分布密
度のみを変えて実験を行ったところ，クサヨシ帯の密
度の高い池と低い池との間で，フナ，ウグイともに被
食数に有意差は認められず，設定した密度の範囲内で
は，捕食軽減効果は変わらなかった。このことは，ク
サヨシの密度がそれほど高くなくても捕食圧軽減の効
果を期待できることを示している。捕食圧軽減をもた
らす水草帯の最低密度については，今後明らかにされ
るべき興味深い課題である。また，実際の湖沼におい
て水草帯の復元を行い，コクチバスによる在来魚の捕
食圧が軽減するかどうか確かめることも重要である。
さらに，水草帯に限らず在来魚の被食軽減に効果的な
カバー構造のあることが考えられるので，水草帯以外
のカバーについてもその構造解明と保全・復元を図る
必要がある。

要　　約

コクチバスによる在来魚への捕食圧を軽減するうえ
での水草帯設置の効果を実験的に検証した。屋外実験
池 8面のうち 4面に，クサヨシを 1 m2の範囲に100本
植え，他の 4面は無植栽とした。そして，各池にコク
チバス 3尾とフナおよびウグイを各20尾放流し，1期
14日間，計 2期，フナとウグイの被食数を調べた。そ
の結果，両種ともにクサヨシ帯を設置した池では，被
食数が有意に減少することが明らかになった。この結
果は，自然水域における水草帯の保全・拡大が，コク
チバスによる在来魚への捕食圧を軽減するうえで効果
的であることを示す。
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