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外来魚緊急総合対策事業

一農業用ため池における外来魚、駆除

(平成15年度)

加賀翠仁・尾由紀夫

自 的

栃木県内では農業用ため池の多くにオオクチパスや

ブルーギルが放流されているものと推察される O

これら池沼は、広い面積を有するダム背水面や河川

と異なり魚類等の生物資源は脆弱で、「外来魚Jが及

ぼす影響は顕著で、あるものと考えられる O

また、ほとんどが排水用水路を有し、池沼のみなら

ず下流水路、更には流入河川に生息、する魚類等資源の

減少、生態系のJ党首しを引き起こすことは容易に想像で

きる O

しかしながら、この水域は本来の利陪目的が農業で

あること、十分な農業用水の確保が困難で、あるために

設置されていることから、水を抜いての駆訟作業は困

難な状況にある。

国 1 調査実施場所の位置

そこで、本年度は形態の異なる 2つの農業用ため池

において、従来から採用されている桝網及び延縄を用

いて駆除を行い、その効果を検討した。

1 捕護欝査

(1)調査期時

羽田沼

2003年 5月から同年7月までの[慢に 4回、オオクチ

パス又はブルーギルの接岸状態を目視観察し捕獲調衰

を実施した。

また、 9J=J 24日及び11月4EIに下流水路(羽田北水

路及びミヤコタナゴ生息地水路(以下「生息地水路j

と表記する。)で子網によりオオクチパス等の生息状

況を調査した。

Aため池

2003年 5月から同年10月までの11:1]に 7日の捕獲調査

を実施した。

(2)館用漁具及び設置方法

羽田沼

a)刺網

沼の排水部付近

の入り江状の部分

を横切る形で、東日網

(三枚kteJ、10mX

0.7m) を設置し

オオクチパス親魚、

の播獲を行った。

また、 i是{本{こ沿 f 

ってf辛から 1m程

度の箇所に刺t絡を

敷設し、産卵に訪

れる親魚、の捕獲を

試みた。

b)子網

浮上して群泳するオオクチパス仔魚、を予網を用い
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国 2 羽田沼の概要

てすくい取った。

Aためi也

a)刺網

堤体(北岸)に沿って、あるいは東岸、西岸に沿

って浮刺網(三枚網、 20mX1 m)を敷設してオオ



21 

クチパスの捕獲を試みたo

b)手続j

浮上して群泳するオオクチパス仔魚、を手綱を用い

てすくい取った。

c)延縄

池の東淳、又は西岸に延縄を敷設してオオクチパ

スの捕獲を行った。

d)釣り

各試験捕獲n寺にミミズ又は)1.-アーによる釣りを行

った。

叫争開問働制

uOm 

図3 Aため池の概要

(3)捕獲魚の計測等

捕獲した「外来魚、」は、氷冷し水産試験場に輸送し、

直ちに全長、体環及び~~::殖11宗重量を ~WJ定の接、消化管

内容物を10%ホルマリンにより国定し、実体顕微鏡下

で分類した。

(ヰ)環境鵠査

羽田沼

7、8月は毎週 l問、 9月以、昨はi結遇、排水部で水

温、 pH、溶存駿素量、生物化学的自主案要求量、!怒濁

物質量、強熱減量、アンモニウムイオン、ヨ郎両酸イオ

ン、硝酸イオン及びリン重量イオン濃度を測定した。

Aためiせ1

産卵開始時期を想定するため、 4月20日から 6月16

日までの問、流入部、流出部等 3カ所で週2間水視を

測定した。

結果及び考察

1 調査水域の概要

羽田混(大田原市翠田地内)

大田原市羽湿地内に造成された湧水を水源とする耐

積約 4haの農業開ため池(密 l、2)で、かつては

ジュンサイの採取が行われるほど透明度の高い清澄な

水域であったが、周辺の地域開発やオオハクチョウを

はじめとする水禽類への餌付けの影響等で富栄養化が

進み、現在では、底泥が深く堆積する状況にある O

この沼でオオクチパスが最初に確認されたのは1977

年で、その後、貯留水を抜き、地引き摺による駆除を

試みたが根絶には至らず、現在は、オオクチパス、ブ

ルーギルが多数生息する状況となっている O 当該水域

を管理する水利組合では水禽類保護のため釣りを禁止

しており、オオクチパス等の減耗は、通常、告然減耗

によるのみである。

羽部沼の下流には国の天然記念物に指定されている

ミヤコタナゴが生怠し、沼、下流水路及びその周辺地

域は環境省により生息地保護区に指定されており、オ

オクチパス等による食害が懸念される。

Aため池

山からの浸出水を水源とする面積約5，000m'の操業

用ため池で、集水域には人家等は存在しない。

水底は周関の111から流入するシルト状の泥が数十cm

堆較し、透明度は低い状況にある。

この池の形態は比較的単純で¥堤体付近の底質は砂

利混じりでオオクチパスの産卵に利用されているもの

と考えられるが、急傾斜地がほとんどで産卵床の数は

多くはないものと考えられる o 1幻からの浸出水が流入

する浅所も泥や枯葉が堆積し産卵適地とはいえないが、

再生産が繰り返されている O

オオクチパスは数年前に放流され、現在は、少数な

がら本種を自的とした釣り人が見られる O

Aため池下流水路においてもミヤコタナゴの生息が

確認されており、羽田沼間接食容が懸念される。

2 舗獲調査結果

羽田沼

制網等による捕獲結果を表 l、2に示す。

オオクチパス成魚、は入り江の入り口に張った刺網に

のみ限網し、堤体に沿って敷設した制網では全く捕獲

できなかった。

堤体に沿った比較的浅い水底にはヨシなどの枯れ枝

が堆積し、オオクチパスの産卵場として適当ではなか

ったものと考えられる。



ボートによる観察では沼の北側でやや成長した稚魚、

の群が確認されており、 f也に産卵に適した場所が存在

するものと考えられる。

一方、ブルーギルは入り江に敷設した制維!と堤体に

沿って敷設した刺網で同数が捕獲されたが、捕獲日あ

たりの捕獲尾数は堤体沿いが入り江の 2倍であり、堤

体沿いではヨシなどの枯れ校が堆積する水誌に産部床

を作っているのが観察されていること、沼岸周辺には

同様の場所が多くみられることからブルーギルの産卵

適地は沼岸全体に及ぶものと推察された。

また、オオクチパスふ化仔魚は沼の排水部(入り江

内)付近で手綱により 1群約500個体を捕獲したが、

ボートによる観察で確認された稚魚群は推定体長20剛

院度で、泳ぎが早く捕獲できなかった。

表 1 羽田沼におけるオオクチパス捕獲結果

JI初会主lii長 全長mm JI[:~j鈴 1St

!忍数 1'1数 平均 f絡協 平均 範関

羽目1m 17 267.2 145-362 23.8 19.6-29.3 

)J)JFE!北水路 i 142.9 80-204 23.6 19.0-27.0 

eUi!、J也水Jri¥ 8 ? 166.1 1必-230 28.3 28.8-31.7 

捕獲したオオクチパスの}肥満度は、羽田沼で平均23.

8 (範罷19.6-29.3)、羽田北水路では平均23.6(範

囲19.0-27.0)、生息地水路では平均28.3(範囲26.8

-31. 7)であった。

消化管内容物は羽田沼では17個体中13個体(76.5%)

からアメリカザリガニが、 l個体 (5.9%)から種不

明の稚魚、が、 21間体 (11昏 8%)から陸生昆虫が検出さ

れ、空野個体が 21臨休であった。

f生恵、地水路Jでは、タモロコ、ドジョウ等の魚類、

アメリカザ、リガニが捕食されていた。

このことから、羽田沼では従来生息していたであろ

う小型の在来魚はオオクチパスの食害を受け絶滅し、

コイ、ブナのみが生き残ったものと考えられる。

表2 羽田沼におけるブルーギル捕獲結畏

捕獲 11M盤 iE:l!毛醐 !肥満度

尽数日数 王子均 総問 互!ιj3j 絡協i

入り江 13 4 163.2 130-196 34.5 30.0-40.4 

.I1ti*i(}l、 13 2 173.8 148-189 35.9 31. 8-42. 2 
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Aため池

オオクチパス成魚、は刺網で 4尾(l[白あたり 4尾)、

延縄で 9尾(1閏あたり'1.5思)、釣りで15尾(1回あ

たり1.875尾)、巻網で 1尾が捕獲された(表 3)。

怒縄では生きた小魚、ミミズ等をエサとして用いた

が、ミミズではヘラブナが混獲されオオクチパス駆践

のためのエサとして適当で、ないことが確認された。

Aため池の岸には広葉樹が繁茂し、その砧れ枝が池

底に沈んでおり刺網は浮からやや離れた地点に張らざ

るを得なかったため、延縄での捕獲数が刺絹での擁獲

数を上回ったものと考えられる。

pずれの漁法も捕獲効率が悪い上に小型個体が捕獲

できないことから、さらに効率的な捕獲方法を考案す

る必要がある。

表 3 Aため池におけるオオクチパス揖獲結果

:tili1芸品Ii慾 全1::醐 )I~ìl埼}良

!芯数 I1護士 平均 議江間 'F~ J:1J 経1m

î!~ り 8 209.2 238-:321 17.8 16.7-19.6 

~!lH事l 276.0 109-317 16.8 15.7-17.6 

iili縄 9 2 295.1 204-335 17.9 16.0-19.8 

i巻網 304.0 16.4 

捕獲したオオクチパスの肥満度は平均18.1(守ilIlA

15.7-19.8)で前述の羽田沼で捕獲されたオオクチパ

スの肥満度に比し低い値であった。

また、沼化管内容物が確認できた27個体のうち、ア

メリカザリガニを摂食していた個体が 31鴎体(11.1%)、

魚類を摂食していた個体が 1個体 (3.7%)、空宵個体

は3個体(11.1%)で、 20個体 (74.1%)は陸生昆虫

や水生昆虫、動物プランクトンを摂食しており、肥満

度の低さと併せ、 Aため池では食物現存;量が極度に低

p状況にあるものと考えられる。

手網による仔稚魚、の捕獲では、 5丹21日に排水部付

近及び流入部付近で 3群約2，000尾、 6月17日に 1群

約500尾を捕獲した。

表面近くを遊泳している仔魚群は、手網が入れられ

ると水底へと沈み込み網を避ける行動をするが、ある

程度の時間が経過すると再度浮き上がり、水表へ浮き

上がる。

繰り返し掬い取ることで仔魚群の多くの関体を掬p

取ることができるものと考えられるが、より効率的な

集魚、方法の利}刊を検討する必要があるものと考えられ

た。
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3 環境調査結果

湯田沼

前述したように、羽田沼には冬季にオオハクチョウ

等の渡り鳥が飛来し、餌付けが行われていることから

他水域に比し冬季の栄養塩類濃度が高く、底泥の堆積

も進んでいる(悶 4)。

富栄養化はプランクトンの発生を促進し、 f外来魚」

仔稚魚、の生残、成長を高める可能性が考えられること、

底泥の!1i;績は「干し上げjによる駆除の効柴を低減さ

せることから、今後、対応が必要であると考えられる O

mg/~X 

m ゆ“-ss
-私一議熱量霊長童詩

BOD 

40.0 

20.0 

0.0 

7/9 8/8 917 10/7 11/6 1216 1/5 214 ノ5

mg/'IX 

1.20 

0.80 

命令-NH4-

-各一N02-

やお P04“

0.40 

0.20 

0.00 

719 8/8 917 iO!7 11/6 1216 1/5 214 3/5 

ー合-N03-

1.0 

0.0 

719 8/B 917 1017 11/6 12/6 1/S 214 3/5 

図4 水質の経時変化(羽盟沼)

Aためi也

産卵時期を推察するための水沼li則定結果を悶 5に示

す。

水温の状況に応じて駆除時期を設定したが、駆除を

開始したH寺点で、慨に産卵が行われていたものと考えら

れ、さらに早い時期からの対応が必要で、あるものと考

えられた。

℃「
i
ト
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ト d 盟 z←吋ー噌一ー マ 一←制強制加，)

ート主建水量筑ー15伽羽)

一会一流入約同伽1)

箆総務会 一←流入水(沢)

~{f' ~~ ，，\~ ，，(' ♂ 4ρ 、)' "'~ "，¥，，， 

函 5 Aため池の水温

(指導環境部)
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