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有効な捕獲方法の検討
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Enhancement of the fishing e伍ciencyof the bluegill Lepomis macrochirus by 

using a trap containing conspecific individuals as decoys 
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Kitasato University， Ofunato， Iwate 022-0101， ]atan 

The attractiveness of conspecific individuals as decoys was investigated in Lakes Izunuma and Kejonuma in 

northern Japan to develop a new effective method for extermining the bluegill Lepomis macrochirus on the basis of 

their aggregation behavior. Two types of trap-empty traps (control) and traps with bluegill individuals as decoys 

(treatment)-were set up in these lakes， and the catch-per-unit efforts (CPUEs) of the treatment and control 

traps were compared. The CPUEs of the treatment traps were higher than those of th巴 controltraps in Lake 

Izunuma where bluegill density is low; this finding suggests that the decoys attracted the conspecific fish. In Lake 

Izunuma， the treatment traps were introduced to eradicate the alien fish and were used for 2 months， resulting in a 

1.86 times increase in the total catch of bluegill compared with conventional methods. These results showed the 

attractive effects of the conspecific bluegill as decoys， which can thus be used for effectively controlling the blue-

gill population. On the other hand， the decoys did not attract the fish in Lake Kejyonuma where bluegill density is 

high. Thus， the attractiveness of the decoy is affected by the density of the bluegill. 
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ブルーギルLetomismacrochirusは， 1960年に日本に

導入された北米原産の外来魚である。現在，本種の分布

は日本全国の湖沼や河川に拡大し，各地で本種による生

態系や内水面漁業への影響が報告されている。1，2)その生

態系への影響の大きさから，本種は 2005年に施行され

た外来生物法の規定する特定外来生物に指定された。行

政や民間団体によるブルーギルの駆除活動が各地で実施

され，釣獲や定置網など，既存の漁具等を用いた駆除が

実践されてきた。3，4)また，遮光ネットを張ったアイ篭

や，枯れ枝を入れて捕獲効率を高めた上で，ナマズを入

れて駆除労力を軽減させた「ギルジゴク」といった専用

の漁具が開発され，駆除活動の現場で用いられてき

た。5)ブルーギルの防除技術は試行錯誤の段階にあり，

より有効な防除技術の確立に向け，既存の駆除手法の効

果検証や 6)新規手法の開発・検証が実施されている。7)

外来魚の駆除手法を開発する際，対象魚種が持つ習性

を利用することは重要な着眼点の一つである。ブルーギ

ルは物陰や水中の構造物に隠れる習性を持つ。8-10)物陰

や枯れ枝を組み合わせて作成されたアイ篭やギルジゴク

は，この習性に着目して開発された漁具である。5，7)ま

た，ブルーギルの習性のーっとして群れ形成も知られて

いる。8-10)群れ形成に着目した駆除手法の研究として，

* Tel : 81-228-33-2216. Fax: 81-228-33-2217. Email:可imo@hotmail.com
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片野ほか7)の報告がある。この研究では，ブルーギルが I ̂  
高密度 (581個体/616m2) に生息する試験池で実験し I N-
た結果，捕獲器に固としてブルーギルを入れた場合でも I 450 

捕獲個体数は増加しなかった。しかし，対象種の生息密

度は，動物の群れ形成様式や空間分布に影響を及ぼしう

るため 11，12)固による誘引効果は異なる密度条件での検

証が必要だと考えられる。

本研究は，ブルーギルの生息密度の低い宮城県伊豆沼

・内沼と生息密度の高い岡県化女沼で実施され，ブルー

ギルの生息密度が同種個体の回としての誘引効果に及ぼ

す影響について検証した。また，従来，オオクチパス

Microtterus salmoidesに対する防除活動が実施されてき

た伊豆沼・内沼で，近年，確認されるようになったブ

ルーギルを対象にした駆除活動に，回を使用した捕獲方

法の適用試験を行なった。

試料および方法

調査地 ブルーギlレの行動や分布に関係する要素とし

て，透視度や捕食者であるオオクチパスの有無による影

響が検証されてきた。13，14)本研究では，これらの要素が

比較的類似していた宮城県北部に位置する伊豆沼 (N:

38
0

43'， E : 141
0

07')と化女沼 (N: 38
0

37'， E : 140
0

58 

')で， 2009年 5月から 7月にかけて実験を行なった

(Fig. 1)。伊豆沼は隣接する内沼(以下，伊豆沼・内沼

と記す)と合わせて水面面積 387ha，周囲長約 20km

の宮城県最大の湖沼である。伊豆沼での実験期間中の平

均水温は24.rc，透視度は約 40cmであった。沼の水

底の大部分は泥に覆われているが，伊豆沼の南東側には

ブルーギルが産卵床を形成可能な砂泥底の浅瀬がある。

2008年に実施した定置網を用いたブルーギルの分布調

査では，約 90%の個体がこの水域で捕獲され，この水

域にブルーギルの分布が集中していたと考えられた(藤

本泰文ほか未発表データ)。化女沼は水面面積 34ha，

周囲長約 3kmの天然湖沼を起源とするダム湖である。

化女沼での実験期間中の平均水温は 23.8
0C，透視度は

65 cmであった。ブルーギルの分布を湖岸からの目視観

察により調査した結果，北東側の遠浅の砂泥底の水域で

ブルーギルが高密度に生息していた。

両沼のこれらの水域にはオオクチパスが分布してお

り，本研究で設置した捕獲装置にも，それぞれの水域で

数個体の体長 30cm以上のオオクチパスが捕獲され

た。一方，伊豆沼と化女沼におけるブルーギルの生息密

度は大きく異なっていた。遮光ネットの付いたアイ篭

(組み立式アイ篭陰付，近江網工業株式会社)を用いた

事前調査では，伊豆沼と化女沼における単位努力量あた

りのブルーギル捕獲個体数はそれぞれ 0.5:!:0.2， 4.8:!: 

0.8個体/篭/日であり，ブルーギルの生息密度は伊豆沼

の方が明らかに低いと考えられた (Mann
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Fig. 1 Geographical locations of Lakes Izunuma and 
Kejonuma (A); study sites (black dots) in Lake Izunu田

ma (B) and Lake Kejonuma (C). 

test，ρ< 0.01)。本研究では，伊豆沼と化女沼のこれら

の水域を調査地とした。

捕獲装置遮光ネットを付けたアイ篭とカニ篭を実験

に用いた (Fig.2)。これらの捕獲装置はブルーギルの

駆除に使用されてきた漁具である。5)アイ電 (Fig.2A)

は直径 73cm，高さ 75cmのドーム型の形状で，側面

の網の目合いは半日 2cm，底面の網は半目 1cmであ

る。篭の上部には遮光ネットが被せられている。篭の側

面には 1箇所の入り口がある。入り口は高さ 30cm，幅

28cmで最奥部が高さ 12cm，幅 12cmのトンネル状に

なっている。入り口の最奥部を通過した魚類が篭の中に

収容される構造である。

アイ篭には，固となるブルーギルを入れる網篭を取り

付けた (Fig.2B)。網篭は直径 17cm，高さ 80cmの円

柱状で，側面と底面が半日 2cmのプラスチックネット
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Fig. 2 The traps used in the present study. A photograph (A) and schematic representation (1ヨ)of a trap，“ai-kago，" and photo-
graph of a crab trap called “k呂ni-kago"(C). The inner net where some bluegill individuals were placed as decoys is shown in 
the right half of B. 

で覆われ，上部の関口部からブルーギルを入れ，そこを

紐で縛ることで，ブルーギルの網龍からの逸出を防ぎな

がら囲として使用できる。また，円柱状の網篭をアイ篭

内の入り口近く (Fig.2B-a) に設置し，入り口付近に

来たブルーギルから，アイ篭内に回のブルーギルが居る

のがよく見えるようにした。

カニ篭 (Fig.2C) は幅 74cm，奥行き 57cm，高さ

38cmのドーム型の形状で，半目 1cmの綿が張られて

いる。側面にある入り口は高さ 17cm，幅 25cmで，

奥に向かつて漏斗状に狭まり，最奥部の円形の関口部は

直径 10cmで，そこを越えて使入した魚が篭の中に収

容される構造である。市販品には側面に 2箇所の入り

口があるが， 1箇所を閉じて入り口を 1箇所とした。

間による誘引効果の検証試験 園による誘引効果を検

証するため，伊豆、沼と化女沼で回の有無によるブルーギ

jレの捕獲個体数の違いを比較した。伊豆沼では 2009

7 月 6 臼 ~9 B ，化女沼では 2009 年 7 月 22 日 ~24 B 

に実験を行なった。屈としてブルーギルを入れたアイ篭

と対照群として空のアイ篭を l組とし，岸際の水深約

50 cmの位置に，回付きと対照群のアイ篭を地形に合わ

せて互いに 3~10m 離して設置した。回付きアイ篭に

は網篭にブルーギル4個体を入れ，対照、群のアイ篭に

は空の縞篭を吊るした。このブルーギルは，実験当日に

この試験や他のアイ篭などで捕獲した個体を用いた。ア

イ寵は午前9時に設置して 24時間後に回収し，捕獲さ

れたブルーギルの偲体数を計数した。図として利用した

ブルーギル4個体は，匝としての再利用はしなかった。

1回の試験で伊豆沼では 5組，化女沼では 8組のアイ篭

を設置し，この試験を伊豆沼では 3田(のべ 15組)， 

化女沼では 2田(のべ 16組)実施した。設置場所の違

いが実験結果に影響するのを避けるため，実験群と対照、

群の設置位置を毎間交換した。捕獲したブルーギルの体

長と体重を計測した。

化女沼では篭によるブルーギルの捕獲個体数が多いた

め，回を入れなかったアイ篭でも，先に篭に入った個体

によって誘引効果が生じる可能性が予概された。そこ

で，篭に入っている個体数が少ないと予測された設置 1

時間後の捕獲個体数も記録した。記録後の笥は，捕獲個

体と回な入れたまま再設置し，設罷24時間後の調査ま

で放置した。

回を用いた駆捺試験伊豆沼で 2009年 5月29臼か

ら7月30Bまで，回付きを含むアイ篭とカニ篭を用い

てブルーギル駆除試験を行なった。伊豆沼の南東岸に約

30個の篭を，数十 m の開痛で設壁した。試験期間中に

生じた水位変動に応じて，篭の設置場所をブルーギルの

捕獲に適した位置に移動させた。アイ篭は，回としての

ブルーギルを 2個体入れたものと 4個体入れたもの，

そして対照群としてブルーギルを入れないものの，計3

種類を用いた。カニ篭は捕獲効率が抵いことが実験期間

中に判明したため，実験期開中に設置を中止し，初期の

みの設置となった。

篭は 1~4 Bの間関で引き上げ，ブルーギルの捕獲倍

体数を記録した。この駆除試験では，試験で設置した篭

で捕獲したブルーギルを，次に設置する篭に固として使

用した。 4個体の間を入れた篭の捕獲効率の方が2個体

の臨を入れた笥よりも高いことが実験期間中に判明した

ため，間を使用する際は， 4個体の園を入れたアイ篭を

優先して設置した。捕獲したブルーギルが 1個体余っ

た場合には，聞として使用しなかった。この方式で昭を

使用し，捕獲したブルーギルを聞として最大限利用した

場合に，伊豆沼で得られる駆除効果を評価した。匝付き

アイ需の設置位置を毎間無作為に変更した。使用した回

はコンディションに応じて再使用した。この試験結果に

は，前述の誘引効果の検証試験における伊豆Z沼での捕獲

結果も含めた。

結果

屈による誘引効果 伊豆沼における盟による誘引効果

の検証試験では，標準体長 65~97mm (平均 77.3

mm)，体重 10.1~35.5 g (平均 19.7g)のブルーギlレ
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Fig. 3 The number of bluegill individuals captured in the 
trap without any decoys and in the trap containing 4 
bluegill individuals in Lake Izunuma (left) and in Lake 
Kejonuma (right). Standard errors are indicated by 
vertical bars. An asterisk indicates a signi負cantdiffer-
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ため，駆除期間中のブルーギルの減少により，駆除期間

中に捕獲個体数が減少する可能性や，繁殖活動や水温上

昇による摂食活動の増加によって捕獲個体数が増加する

可能性が考えられた。篭 1個あたりの 1回の捕獲個体

数と駆除日との相関関係を算出した結果，空のアイ篭

(r= -0.08， n = 526，ρ>0.05)，4個体の回付きアイ篭

(r= -0.14， n = 105， p> 0.05)， 2個体の回付きアイ篭

(r= -0.06， n = 22，ρ> 0.05)，カニ篭 (r=-0.02， n = 

23，ρ> 0.05)であった。捕獲個体数に明らかな季節変

化がみられなかったため，この試験では季節変化を分析

せず，各種の篭について，篭 l個あたりの 1回の捕獲

個体数の調査期間中の平均値を比較した。篭 1個あた

りの 1回の捕獲個体数は， 4個体のブルーギルを入れた

回付きアイ篭で，他の篭よりも有意に高い捕獲個体数を

示した (one-way ANOVA; F3，683 = 30.62，ρ<0.001， 

Tukey post hoc test:ρ< 0.01) (Fig. 4la 4個体のブルー

ギルを入れた回付きアイ篭の篭 1個あたりの 1回の捕

獲個体数 (2.30個体/篭)は，空のアイ篭 (0.37個体/

篭)の 6.2倍であった。空のアイ篭， 2個体の固を入れ

たアイ篭と，カニ電 (Smalltrap)の聞には，ブルーギ

ルの捕獲個体数に差はなかった (one-wayANOV A; 

Tukey post hoc test:ρ>0.1) . 

今回の駆除試験では， 2種類のアイ篭を合計 631回設

置し， 438個体のブルーギルを捕獲し，その内訳は，の

べ 526回設置した空のアイ篭では 196個体 (0.37個体/

篭)，のべ 105回設置した 4個体のブルーギルを入れた

を固として使用した。設置24時間後に引き上げた対照

群の空のアイ篭と回付きアイ篭のブルーギル捕獲個体数

は，それぞれ， 0.20個体/篭(合計 3個体)と 2.87個

体/篭(合計 43個体)であり，回付きアイ篭が有意に

高い値を示した (Wi1coxontest， n = 15， z = 2.37，ρ= 

0.0178) (Fig.3)。捕獲した 46個体のブルーギルのう

ち，無作為に選び別の試験に用いた 8個体を除く 38個

体を計測した。捕獲したブルーギルの標準体長と体重の

範囲はそれぞれ 63~99 mm (平均 74.7mm)， 9.8~ 

36.7 g (平均 17.8g)であった。

化女沼における固による誘引効果の検証試験では，標

準体長 72~106 mm (平均 84.6mm) ，体重 14.2~50.2

g (平均 25.1g)のブルーギルを固として使用した。設

置 24時間後に引き上げた空のアイ篭と回付きアイ篭の

ブルーギル捕獲個体数は，それぞれ， 3.50個体/篭(合

計 56個体)と 2.38個体/篭(合計 38個体)であり，

捕獲個体数に有意差は認められなかった (Wi1coxon

test，η= 16，ρ> 0.1) (Fig. 3)。また，設置 1時間後に

確認した空のアイ篭と回付きアイ篭の捕獲個体数は，そ

れぞれ1.1i: 0.3個体/篭と 0.8i:0.3個体/篭で両群聞に

有意差は認められなかった (Wi1coxont巴st，n= 16，ρ> 

0.1)。捕獲したブルーギル 94個体のうち，無作為に選

び別の試験に用いた 20個体を除く 74個体を計測し

た。捕獲したブルーギルの標準体長と体重の範囲はそれ

ぞれ 72~106 mm (平均 83.8mm)， 14.2~50.2 g (平

均 24.3g)であった。

回を用いた駆除試験伊豆沼におけるブルーギル駆除

試験では， 5月下旬から 7月下旬までの聞に 454個体の

ブルーギルが捕獲された。駆除試験は 2ヶ月に及んだ
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Table 1 Results and simulated capture of bluegill in Lake 

Izunuma 

Type of trap 

Trial of trap 

Number of captured fish 
per trap 

Total catch of each type of 
trap 

Total catch 

Simulated Results of capture capture 

-blEuZegE11t 1 T4rbalpuewg抽ill JbluZegt11t 1 

526 105 631 

0.37 2.30 0.37 

196 242 235 

438 235 

回付きアイ篭では 242個体 (2.30個体/篭)であった

(Table 1)。合計 631回のアイ篭設置のすべてが，回付

きを用いず従来どおり空のアイ篭を利用し，その際の捕

獲個体数を 0.37個体/篭と仮定した場合，ブルーギルの

推定捕獲個体数は 235個体となり，今回の回を用いた

駆除試験ではこの推定捕獲個体数に対し1.86倍の捕獲

個体数であった。

考察

ブルーギルは，隠れ場において，あるいは逃避行動の

際に群れ，繁殖にあたってもコロニーをつくるな

ど 2，8，9，14)群れを形成しやすい魚であることから，本研

究では同種個体の固としての誘引効果を検証し，駆除活

動への適用を試みた。さらに，動物の群れ形成行動や分

布様式が生息密度による影響を受けることから 11，12)誘

引効果に及ぼすブルーギルの生息密度の影響について検

証した。

伊豆沼での実験結果は，同種個体が固として誘引効果

を持つことを示した。 2ヶ月間実施した駆除試験でも，

4個体の固を用いた場合には捕獲個体数が増加した。し

かし， 2個体の固を用いた場合には，捕獲個体数が増加

しなかったため，誘引効果が生じる回の個体数に闘値が

存在すると考えられた。一方，化女沼での試験では，ブ

ルーギルのアイ篭による捕獲個体数は，回の有無による

有意差が設置後 1時間後も 24時間後も認められず，回

の誘引効果は確認されなかった。このように，誘引効果

が生じるには，水域におけるブルーギルの生息密度があ

る程度低いことが条件として必要であると考えられた

が，その条件を満たす伊豆沼における駆除試験の結果

は，困の設置がアイ篭 1個あたりの捕獲個体数を条件

により 6.2倍に高める効果を持つことを示した。

伊豆沼における 2ヶ月間の駆除試験では，回を用い

なかった場合の推定捕獲個体数と比較して1.86倍の捕

獲個体数となった。こρ試験では，捕獲したブルーギル

のほぼ全ての個体を固として用いたことから，固を用い

た手法を実際に運用した場合の，最大限の努力を行った

中での現実的な数値だと言える。捕獲したブルーギルを

固として利用することで，わずかな作業コストで駆除効

果を高めることができたと言える。アイ篭やカニ篭など

の漁具を用いたブルーギル駆除活動は各地で実施されて

おり 3，4)これらの地域にこの手法を導入するのは容易だ

ろう。しかし，化女沼の事例のように，固による誘引効

果が生じない場合もあるため，事前に固による誘引試験

を実施し，誘引効果の有無を検証する必要がある。

ブルーギルの駆除試験の際，捕獲したブルーギルの回

収間隔は 1~4 日であったが，回のブルーギルは衰弱し

たり死亡したりしたため， 1~7 日毎に入れ替える必要

があった。また，誘引効果を得るには 4個体のブルー

ギルを収容する必要があった。このため，ブルーギルの

捕獲個体数が少ない場合には，回の確保が困難になりや

すい。実際，伊豆沼ではアイ篭を 631回設置したが，

固による誘引効果が加わっても捕獲個体数そのものが少

なかったため，困を用意、できた回数は，全体の 1/6に

相当する 105回であった。駆除効果を高める目的で，

他の水域のブルーギルを固として使用することは技術的

には可能だろう。しかし，ブルーギルは外来生物法で特

定外来生物に指定されており，このような目的であって

も生きた個体の移動や保管には厳しく制限されているた

め，実施に際しては，環境省・水産庁の許可を得る必要

がある。

ブルーギルの生息密度が異なる 2つの生息地で行な

った本研究の結果は，高い生息密度で実施された先行研

究の結果7)と併せて，固による誘引効果が生息密度の影

響を受ける可能性を示唆した。伊豆沼のブルーギルは侵

入初期の段階にあり， 2009年 6月時点での伊豆沼・内

沼におけるブルーギルの生息個体数と生息密度は，それ

ぞれ 2，810個体， 7.4個体/haと推定されていた(藤本

泰文ほか未発表データ)。ブルーギルの生息個体数を調

べた他地域のデータ:1，553個体/ha，6) 1，061個体/ha

(深泥池水生生物研究会:http://www.jca.apc.org/三lOn/

report/， 2009年 8月30日確認)と比較して，伊豆沼・

内沼におけるブルーギルの生息密度は著しく低いと言え

る。一般に，低密度で生息する動物個体群は，特定の場

所に集中して分布する性質を持つ。低密度によって生じ

るアリー効果の負の影響に対し，集中して分布すること

で群れ行動による捕食リスクPの低減や，繁殖活動におけ

るつがい形成の確率の増加など，生活史のさまざまな段

階で適応度が高まるとされている。12，15-17)実際，伊豆沼

のブルーギルの分布も，限られた水域に集中していた。

伊豆沼と化女沼で実施した本研究の結果と，これらの生

態学的知見から，伊豆沼のブルーギルが群れ形成行動を

選択し易い状況にあり，その結果として固による誘引効

果が生じた可能性が示唆された。
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先行研究7)では，捕食者であるオオクチパスが生息し

ない池で，比較的大型のブルーギJレ(体長 83~153 mm) 

による誘引効果が検証された。一方，本研究では，全て

の実験条件でオオクチパスが存在し，固として中型

(65~97mm) のブルーギルが用いられた。捕食者の存

在がブルーギルの逃避行動を強め，中型のブルーギルを

固に用いたことが，同じ体サイズのブルーギルに対する

誘引効果を引き起こすのに適切な条件であった可能性も

考えられた。また，実験を行った時期は，繁殖活動や摂

食活動が活発な時期でもあった。これらの条件が，本研

究では検証できなかった固による誘引効果の必要条件で

あり，その上でブルーギルの生息密度が影響することで

誘引効果が得られたのかもしれない。また，捕獲器の構

造が誘引効果に及ぼす影響も存在する。たとえば，今回

の駆除試験に用いたカニ篭とアイ篭では，前者が体長

60mm以下の小型個体に，後者がそれよりも大型の個

体に有効とされる。5)伊豆沼・内沼で実験中に捕獲され

たブルーギルは，体長 60mmを超える個体がほとんど

で，カ二篭が有効とされる小型個体が確認されなかった

ことが，カニ篭の捕獲効率が低くなった原因だと推測さ

れる。これらの結果は，ブルーギルの捕獲器による駆除

技術を高めるには，回や捕獲器の構造が持つ誘引効果の

違いをさまざまな観点から検証し，整理する必要性があ

ることを示唆した。

一般に，単位捕獲努力量当たりの捕獲個体数 (CPUE)

は生息密度と正の相関があり，駆除活動などで生息密度

が低下すると CPUEは回帰直線に沿って次第に低下す

るが，生息密度が特定の値を下回ると CPUEはその回

帰直線を外れてさらに低下するため，水域からの完全駆

除に必要な駆除努力量はきわめて大きくなると予測され

る。18)本研究の結果は，固による誘引効果を利用するこ

とで，ブルーギルの駆除効率を生息密度の低い条件下で、

高めるものであり，京都府の深泥池のように駆除努力に

よりブルーギルの生息密度を十分に低下させた(深泥池

水生生物研究会:前出)水域における，完全駆除を視野

に入れた取り組みに貢献できる可能性がある。

同種個体による誘引効果を利用した魚類の駆除は，既

に北米の五大湖に 侵 入 し た 外 来 種 の ウ ミ ヤツメ

Petromyzon marinusに対して試みられ 19)誘引フェロモ

ンの化学組成を特定し 20)合成フェロモンを使用した駆

除技術の開発にも成功している。固による誘引効果が得

られたブルーギルについても，より発展的な駆除手法の

開発に向け，誘引効果のメカニズム解明が期待される。
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クロミンククジラにおけるクジラヒゲの成長，特に外縁先端部

に出現する欠亥IJについて

銭谷亮子，加藤秀弘(海洋大)

南極海鯨類捕獲謁査(JARPA) と商業捕鯨の南極海第N区

で採集された 1，654個体のクロミンククジラのヒゲ板を用い，

ヒゲ板の成長と外縁先端部に出現する V字形の欠刻について

検討した。ヒゲ板長は体長の治加に伴い伸長し，雄は体長 8.0

m 以上で 261.8mmに，雌は体長 8.5m以上で 278.3mmに達

した。欠刻は胎児のヒゲ板には認められなかったが，出生後の

体長 5.4mJょj、下のヒゲ板金てに認められたことから，欠亥1は出

生時に形成された可能性が高く，摩耗により体長 6.4m付近で

完全に消失すると考えられた。

臼水誌， 76(5)，870-876 (2010) 

ブルーム盛期における麻簿性貝毒原因プランク卜ン Alexαn-

drium tamαrenseの日周鉛直移動，環境要因および細胞毒震

の変化

山本さを者(大奴環良水総研)， 

松山幸彦(水研セ閲海水研)， 

大美博sB，有山啓之(大阪環農水総研)

Alexandrizmz tamarense赤潮が確認された 2007年春期に堺

出島漁滋で主主夜観測を行い， 日照鉛箆移動と環境，細胞毒援の

変化を調査した。日中，遊泳細胞は表層に集中分布したが，日

没後分散し，底隠で密度が増加した。夜明け後は再び表層で場

加しており，日照鉛渡移動が確認された。細胞の議組成に変化

はなかったが，細胞議長は8没以降夜明けまで増加傾向であっ

た。このことから議は夜間に蓄積すると推察され，高議細胞が

鉛直移動することで深所に分布するアカガイ等で貝議のリスク

が高くなることが示唆された。

汚水誌， 76(5)，877-885 (2010) 

大阪港湾域におけるに底泥からの汚濁発生源除去効果からみた

航路渓漢の評価

西尾孝之，新矢将尚(大阪市立環境科研)

河川末端に位置する地点の底泥中家主祭，リン，有機物含有量

は大i阪港内外地点よりも 2~3 倍高かった。間隙水中の窒素，

リン，有機物濃度も，河川末端の底泥が 9~20 倍高く，拡散

フラックス推定値もアンモニウムイオンおよびリン酸イオン共

に約 2~10 倍高かった。微生物活性の低下する冬期において

もこれらの潜在的拡散フラックスは高かった。河口域の底泥は

浮泥状態で撹乱により巻き上がりやすいために間隙水中の栄養

塩類が拡散し易く，淡淡することにより底泥からの溶出による

閉鎖的な港内停滞水域への汚濁負荷を低減する効果が高いこと

が明かとなった。 白水誌， 76(5)，886-893(2010) 

ニゴロブナ Cαrαssiusαuratusgrand，οculisの飼育仔稚魚の

発育と成長

藤原公一(滋賀水試)

琵琶湖においてニゴロブナの放流事業を突絡するうえで効果

的な種苗サイズを検討する基礎資料を得るため，飼育した本稜

仔稚魚の発育と成長を競べた。その結果，襟準体長が概ね 16

1003 

mmまで成長して稚魚、期に達すると，鰭条や鱗，骨格がほぼ完

成するとともに， 1号絡筋および消化，呼吸，循環，感覚，造

血，排社止を司る各器官の急速な発達が観察され，天然環境下で

生き残る機能の著しい向上がうかがえた。したがって，このス

テージ(標準体長約 16mm)は，効果的な放流サイズを検討

するうえでの基準の一つになると考えられた。

日水誌， 76(5)，894-904 (2010) 

海底に長期間浸漬した刺鱗の漁獲機能の経時変化

秋山清二(海洋大)

海底に残置された逸失刺網の漁獲継続期間について検討する

ため，千葉県館山湾の海底に料網を 2000日間浸演し，浸演時

間と羅網個体数の関係を調べた。刺網にはイセエピ 15個体，

イセエど以外のEj3殻類25俗体，腹足類8個体， ，魚類5個体，

その他2個体の合計55個体が綾織した。羅絹個体数は実験開

始直後に急増し，浸漬 11El 13に最大となった後，減少した。

羅網{障体数の減少過程は指数関数で表され，漁獲講堂続期間は

182日と推定された。漁獲継続期聞はイセエビや魚類では短

く，イセエピ以外のEj3殻類や腹足類ではより長期に及んだ。

日水誌、， 76(5)，905-912 (2010) 

群れ形成の習性を利用したブルーギ)[..Lepomis macrochirus 

の有効な捕獲方法の検討

藤本泰文(伊主主沼財団)，

高橋清孝(シナイモツゴ郷の会)， 

進策健太郎(伊豆沼財問)，山家秀信(東農大)， 

佐藤繁(北里大海洋)

ブルーギlレが群れを形成する習性を本種の駆除手法に利用す

ることを目的とし，間緩{溺体の潤としての誘引効果を伊豆沼と

化女rt5で検証した。対照群として空の穏と聞のブルーギルを収

容した篭を湖岸に設霞し，捕獲個体数を比較した。本稜の生息

密度が低い伊豆j沼では，間を収容した篭で高い捕獲偲体数を示

した。 2ヶ月間の駆除活動に潤を用いた結巣，給、捕獲数が1.86

倍に高まり，この手法の有用性が確かめられた。一方，本種が

高密度に生息する化女浴では誘引効果が縫認されず，誘引効果

が生じる条件に生息密度が関与する可能性が示唆された。

臼水誌， 76(5)，913-919 (2010) 

三重県加茂川におけるウグイの降海時期と降海時の体長

石崎大介，淀太我，吉縄基(三重大院生資)

三重県加茂川において，ウグイの降海時期を産卵場である淡

水域と下流の汽水域での出現状況の周年変動を定期的に比較す

ることにより把援した。繁殖時に数日のみ出現する産卵親魚以

外に採捕された個体は当歳魚、と 1歳魚のみであり，河者は共

に春から夏に汽水域に出現し，同特期に淡水域での 1分あた

りの採捕個体数が減少した。このことから，本河川のウグイは

主に当歳と 1殺の春から愛に降海すると考えられた。また，

汽水域に出現し，耳石微量:元素分析により降海底後と判断され

た個体の体長から，降海時の体長は 12~106mm と考えられ

た。 お水誌， 76 (5)， 920-925 (2010) 
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