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外来魚緊急総合対策事業
-農業用ため池外来魚生息状況調査一

(平成15年度)

加賀

自 的

栃木県の耕地面積は全民第10位の131，600ha、うち

水器面積は103，700ha(こ及び水沼率は79%と全国王子均

を大きく上国っている O 県内には那珂川水系、利根川

水系等に属する多くの湾JlIが流れているが、山沿いで

は農業用水をため池に頼っている地域が多く見られる。

県内には多くの農業用ため池が造られており、オオ

クチパス、ブルーギル(以下「外来魚Jと表記する。)

が放流されている箇F9i-も相当数に上るものと推察され

る。

これらため池に生息する「外来魚Jは、ため池を中

心とした水域の生態系に大きな影響を及ぼすとともに、

河川への仔稚魚、の供給源となることが懸念される。

本県においてこれら「外来sRJの駆i訟を効果的に実

施するためには、全果的な生怠状況を把握するととも

に、地域住民に対し「外来魚、」問題に対する啓発を進

めることが不可欠であると考えられる。

そこで、本年度は管理者が把握できた農業陪ため池

を対象に「外来魚Jの生息状況等についてアンケート

による調査を行った。

方法

器査対象 fため池台帳(栃木県農務部農地整備課)J

に搭載されたため油を中心とした201カ所を対象とし

た。

調査方法 管理者に対しアンケート用紙(表1)を

送付し回答を求めた。

返送された回答について、 f外来魚Jの生息状況、

移入時期、釣り人の来遊状況、管理者の駆除に対する

意向等を整理した。

結果および考察

アンケ…ト自殺状況等 アンケートの送付数20lf牛

のうち閤4X数は123件、回収率は61.2%であった。

調査対象としたため池の所在地は察内49$町村のう

ち、日光市や栗山村、足鹿町など水田面積の狭い地域

や大河川流域で農業用水が比較的豊富な地域など21市

町をi徐く 28市町であった。

表 1 アンケート調査察

(>>1縁}

ブラックパス等生患実態読査アンケート

ため，色等の名手字 蕗務 rrl 水潔 問

ため浩喜多の務毛主総
管翠菌偽名
ご祖語審名: 翠絡先(電話務号〉

1 t:.めこはどんな魚がすんでい宮すか"名前の務の口幻中にチエツヲしてくf遣い，
ロブラックパス ロブルーギJC

oコイ ロフナ媛 むタナゴ頚 ロハゼ頚
むをツゴ{クチn~ソ) 口~宅担コ ロウグイ{ザコ〉 E吋tJワ〈ガンガラ)
ロアメリカザリガニ 白川iエピ
。その俄(災体J含百三

2 1でブラyクパス‘ブルーギルがすんでいるとお替えになった方にお開脅し京す，
(11これら白換はどの〈らい叡から箆られるようになりまし7出?

。ご〈最近 ロ2-3$手羽 ロ〈 }年〈らい関 口わからない
(2)ため迭にはIW人がよ〈訪れ言与すかっ

gよ〈楽る ロた調こ集る 口ほとゐど蒸ない 自わからない
(3)(ので納入が来るとお替えげねた方にお酪舎はれ
どんな写蔀の人が静Jにを家すか? 多い閤こ餐号を付けてくfよさいe

0')学生 o中学生 自20代

口30代 040代以上

(4)パス掛;1二来る人還をどのよヨこ竪乙ていらっしゃいますか?
ロ遂忽 ロ歓滋する 口どちらても品、，

出 )(4)ぜ迷惑jとお答えになった方にお額きし設す.
どのような翠訟でf議怒止感じてあられ設すか。(設教関答湾}
む釣り糸やJレアーが必!こ絵てられるe ロゴミが捻てられる=
ロ工作物をミ議されるa 。立ち入り袋止の鏡跨1こ盤入される.
ロその総(易体的に

{国ため主主にいるブラックパス、ブルーギ品を経緯したいとお奪えになっていらっし料、ますか嘗
口鶴 む桜銭の必裂は位、

3 水産J;l騒i義へのご主意見、ご翠翠がごさい窓しt古お蓄を守主さい，

ご協力持Jがとうご古い家し払

謁査対象を規模別にみると、貯水量1，000rn' 以上

5，000 rn'以下が100カJifrと調査対象の半数を占めており、

小規模なため池が沢筋に作られている地域が多いこと

が考えられる。

「外来魚J生息状況 「外来魚、」が生息するため池は

62カ所で、そのうち58カ所(回答のあった123カ所の

うちの47.2%)にオオクチパスが生息し、 25カ所にブ

ルーギルが混生していた。

4カ所ではブルーギルのみの生息、が報告された。

市町村別では、明答があった24市町のうち20市町に

オオクチパスが、 11市町村にブルーギルが生息してい

ることが確認された(表2L
生息率(，外来魚Jが生患、しているため池数を回答

のあったため池数でi出した欝合)は貯水量5，000rn'以

上のため池で60%を越え、 5.000rn'未満で、も43%とな
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っている。

大型のため池での生息率が高い理出として、アクセ

スの容易さ、釣り易さ、繁殖の可能性が高いこと等が

考えられるが、比較的規模の小さいため池でもほぼ半

数に生息していることから場所を選{ぎない放流の実態

がみられる O

貯水量100，000m'm、上のため池3カ所で「外来mJが

生息していないとの回答があったが、これらは全て県

北部に位置するため池で、釣りが禁止されるとともに

閤困をフェンスで問うなど管理が撤底しているため放

流がなされなかったものと考えられる。

表2 ため池の規模別外来魚生患状況

!ti'主役ni

u-;iI 
jfTI!!!争l

iぬ 5燃 10，餓ω1依縦一
<1.夜時 場1傍1く :f '~l 

5.00母く 10京母〈 苅良質〕く iぬかくJ(JU，Oぜく

パスギ九パスギ九パスギルパスギんパスギルパスギパスギルパスギjC

「外来魚J移入時期 10年以上前から「外来魚Jが

見られるとするため池が12カ所(移入時期がわかって

pる瀧池の36%)あり、中には渡良瀬遊水地で初めて

生息が線認された1973年とi司時期に移入されたとする

問答もあった。 5-8年前からみられるようになった

とするため池は16カ所で46%、ここ 2-3年の陽にみ

られようになったとするため池は 7カ所で15%であっ

た。ごく最近オオクチパスがみられるようになったと

する回答も 1カ所あったが、このため池は近年築造さ

れ、やはり築造時期が最近で 2-3王子前からオオクチ

パスがみられるとの田答があったため池と管路で接続

されており、そこからの流下の可能性が高いものと考

えられる O 流下元のため池にはオオクチパスの生怠が

確認されており、放流あるいは河川からの流入の両方

の可能性が考えられる(図1)。

3% 

5"'-'8年前

45% 

10年以上

33% 

国 1 外来魚移入時期

栃木県では1994年にブラックパス(オオクチパス、

コクチパスを含むオオクチパス科の魚類)及びブルー

ギルの移植を禁止(栃木県内水面漁業謁整規則)して

いるが、この時期DJ、i絡に移植されたと考えられるため

池が60%にも上っていることから、依然として密放流

が続けられているものと推察される。

栃木県内水両漁場管理委員会では2004年l月に、採

捕したブラックパス、ブルーギルの再放流を禁止する

指示を行っておりこの効果が期待される。

水生生物の生息状況 ため池には従来からコイやフ

ナ類が放流されている例が多く、 123のため池の 3/4

を超える94カ所からコイ、フナ類が生息しているとの

回答があった(図 2)。

図2 水生生物生息状況の比較

コイ、フナ類以外の魚種ではそツゴ、タモロコ、タ

ナゴ類などが生息しているため池が44カ所あった。

「外来魚jに捕食されると考えられる魚、撞(コイ、

ブナ類を除く O 以下、 f被1m食魚jと表記する。)の生

息カ所は、「外来魚」が生怠しないため池(以下、 1~lô

生息池Jと表記する。)では25カ所 (41.0%)である

のに対し、「外来魚Jが生息するため池(以下、「生怠



池Jと表記する。)では18カ所 (29%)、被捕金魚、が複

数種生息する飽所は f生息池jで8カ所(12.9%)、

I~ド生息地j で 8 カ所 03.1%) であった。

コイ、フナ類は「生息地jの75.8%で生息している

との回答があったが、水産試験場が大田原市、真i潟市

のため池で実施している調査では、食害を受けない大

型魚、のみが確認され、幼魚、は全く観察されていないこ

とから、コイ、フナ類が生息するとの凶答があった

「生怠池J では、繁殖が行われでも卵、仔稚~，は f外

来~J の食容を受け成~、のみが生息、している状況にあ

るものと推察される。

「外来魚、に在来の魚積が食害されいなくなってしま

った。Jとの沼答も l件あったが、従来生息していな

かった f外来魚Jが放流されると、多くのか、種が食害

を受け、挟i誌なため池などでは絡滅の危機に!相される

ことが改めて確認された。

一方、オオクチパスの餌料のひとつであるアメリカ

ザ、リガニについてみると、イ由の被掛金種が生息せずア

メリカザリガニのみが生息しているため池は「生怠池J

で21カ所 (33.9%)、f非生息地jでは SカjiJi"(8.2%)、

アメリカザリガニと他の被1m食種が生怠しているため

池は「生息地jで10カ所 (16.1%)、「非生息地」で16

カ所 (26.2%)であった。

このことは、「生息池Jではアメリカザリガニ以外

の被捕金種が先に食害により絶滅する可能性が高いこ

とを示唆しているものと考えられる。

釣り人の来遊状況と管理者の受け止め方 f生息池J

への釣り人の来遊状況は、「よく来る」が35カ所

(56.4%)、「たまに来るJが19カ所 (30.6%)で、 85

%を超える5，1カ所のため池に釣り人が来遊しているこ

とが明らかになった。

釣り人の年齢層については小中学生或いは30議以上

に偏る場所もみられたが、立地条件等、その理由を明

らかにすることはできなかった。

来遊する釣り人に対して仁迷惑jと考えている管理

者は34人で、この設問に回答した53人のうち6'1%であ

った。 f迷惑Jと考える理由は、釣り道具やゴミの投

立ち入り禁止カ所への侵入、施設の破壊の)1頃とな

り、マナーの惑さがうかがえる。

「外来魚J駆除に対する管理者の意向 f外来魚Jを

駆除したいと考えている管理者は42人で、 I~ι忠、油j管

理者62人の70%、駆除は不要と考えている管理者はブ

ラックパスのみ、ブルーギルのみの「生怠池J各 4人、

無問答は12人であった。

駆除不要の中には「駆除時には椙談したpJとの間
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答があること、無回答の中には「在来魚の減少Jを

「迷惑jと考える理出にあげていたり、「食容により

在来種がいなくなってしまった。」と回容している例

があることから、!駆除が必要と考える管理者の割合は、

さらに高いものと考えられる。

以 tの結架から、県内の広い範関のため池に「外来

魚jが生息していることが確認されるとともに、“パ

ス釣り人気"が依然担強い一方、管理者の多くが f外

来魚j駆除の意向を持っていることが明らかになった。

1997年に栃木県立馬頭高等学校が那須郡内 1市 4111J

の湖沼・ため池で行った調査では、 62カ所中21カ所

(33.9%)で“ブラックパス"の生息を確認している。

今回の調査では、同地域内で25カ所のため池を対象に

アンケート調査を行い、 18カ所から回答を荷、うち11

カ所 (44%)に f外来H.1Jが生息していることを確認

したが、調査対象数が那須郡内の湖沼・ため池の29%

に留まっていること、鋭資1:1三に 61:fの綬過があること

から、さらに詳細な調査を行う必要があるものと考え

られる。

また、 nmRI徐方法の指導jや「駆除予算の補助」を

望む意見が寄せられたことから、これらに対する行政

(水産行政のみならず民政、 l当然環境行政を含む。)の

より一層の対応が必要で、あるとともに、「外来魚J問

題を正しく理解していただくための普及啓発が重要で、

あるものと考えられる。

(指導環境部)
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