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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13~17年度)

加賀豊仁・尾田紀夫

目的

別途実施した農業用ため池等外来魚、生息状況調査で

も県内の広い範囲にオオクチパスやブルーギルが生息

している実態が明らかとなった。

ため池など閉鎖性が強く狭小な水面で、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が在来の生態系に及ぼす影響は

顕著であるものと考えられる O

農業用ため池からの流出水路は水田開沼の二次的な

生態系を育み、希少な生物が生息する地域も多い。

水源である農業用ため池に生息するオオクチパス

が水路、河川に逸出した場合、そこに生息する魚類等

資源の減少、生態系の撹誌を引き起こすことは容易に

想像できる O

しかしながら、農業用ため池は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、オオ

クチパス、ブルーギルの繁殖期に池の水を抜いての駆

i徐作業は実施しにくい状況にある。

本年度は形態の異なる 2つの農業用ため地において、

従来から抹用されている東Ij網及び延縄を用いて!腕徐を

行いその効巣を検討するとともに、駆除指導の要請が

あった 2カ所の農業用ため池において非繁殖期に池子

しによる駆除を行った。

1 羽田沼(大田原市羽器地内)

羽田認は、大田原市羽田地内に造成された鴻水を水

源とする麗積約 4haの農業用ため池(諮1)で、ミ

ヤコタナゴ生怠水路の水掠となっている。羽田沼、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 O

方 法

(1)捕獲謂査

①謂査期間

2004年4月から向年8月までの問、 1週間隔で毎月 2

問、 9，10月に各 1回、捕獲調査を実施した。

思1 駆除実施笛所

~使用漁呉及び設置方法

a)刺網

沼排水部の入り江付近や地形が援事!gな北端の島付近

に刺網(三枚網、 10mXO.7m又は20mXO.7m、網目;

中網6.7cm、外網33cm) を設置しオオクチパス及びブ

ルーギルの捕獲を行った。

また、堤体に沿って岸から 1m程度の笛所に刺網を

敷設し、産卵に訪れる親魚、の捕獲を試みた。

b)投綜]

水位が低下し、オオクチパス等・が毘視観察できる際

には、沼排水部の入り江内で投網(網目コマ 9掴m) に

よるt毒5霊を日式みた。

c)掬p網

稚魚、の捕獲を目的に掬い縞による捕獲を行ったo

d) トラップ

直佳約 1mの持j製トラップを用い捕獲を試みた。な

お、 トラップ中にはモツゴ、タモロコ等被食魚、を入れ

た透明セルロイドピンを吊り下げた。
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①捕獲魚の計測等

揚獲した f外来魚」は、氷冷し水産試験場に輪迭し、

。トラップ uNOJ

-総務幌地)

圏 2 羽田沼の捕獲場所

全長、標準体長、体重及び生殖腺重景を測定した。

(2)環境調査

2004年 4丹から2005年 2月までの閥、隔週、排水部

で水温、 pH、溶脊覇支素輩、生物化学的覇支素要求量、

懸濁物質量、強熱減量、アンモニウムイオン、亜硝駿

イオン、硝駿イオン及び 1)ン駿イオン濃度を測定した。

(1)播獲調査

オオクチパス

結 果

料招で671調体、投網で44鶴体のオオクチパスを捕獲

した。刺網では入り江付近で多く揚獲され、入り江内

(# 1)で37個体 (58.7%)、入り江北側の東岸(#2) 

で11個体(17.5%)が捕獲された(表1)。

捕獲個体の襟機体長の播獲日ごとの平均髄の経時変

化に一定の傾向は認められなかったが、 O年魚と推定

される小型儒体が 9丹16Elに 3{国体、 10月比日に 5個

体捕獲された。

刺総(延長10m) 1回3時間換業を漁獲努力量 l、

制網(延長20m) 1間3時賭操業を漁獲努力量 2とし

て算出した通年のCPUEは #1で2.1、#2で1.6、#

表 1 オオクチパス捕獲状況

漁法 地点 4 Hl46 5月126 5月276 6月116 6 Fl28日 7月8日 7 FJ20日 8月413 8月181ヨ 9丹16日 IOFJI4日

# 1 E出2 日=4
n=1 日出1 (168-196) n=1 (80-169) 
196.5 187.8 167.7 67.0 

#2 n口 2 n=4 n口 3 日ロ2

#3 

#4 

学5

#7 

刺繍

#8 n=2 

#9 

#10 

#12 
n=1 n=1 

186.3 
#13 日=4

#14 
日=1

162.0 44 71. 0 
投議寄 #1 n=ロ44 n=2 

上段.平均体長(醐)
下段:日ロ似体数、体長(mm): (綬小絞~主主大fv立)



5及び#14でしそれ以外は l未満の低い舗となった

(表 2)。

表 2 CPUEの経時変化(オオクチパス)

4fJ14B 5月12日5月2iB6月II日7丹2088丹4日8丹1889月16日10月14日遇開j

# 1 7.33 0.5 

#3 

#4 

#5 

。1

0.3 

#7 0.5 山
一
山
一

U

#8 

#9 

#10 

0.25 

。。
#12 

揚獲地点、捕獲日ごとのCPUEは、 8月4B#1で

7.3 (捕獲{障体数22)の高い姐を示したが、水位が

-152cmと1ff;p上に水温が300Cと高く、オオクチパス

が水が流動している入り江内に蛸集していたためと考

えられる。

投網は水位が低下し生息魚、が視認できた諒に実施し、

6月28Bに44儲体、 7丹8Bに1個体、 9月16Bに2

個体を捕獲した。 6月28Bには標準体長130-150rnrnの

2年魚と推定される個体が36個体捕獲され、 7月8B

及び9月16日に播獲された個体は、全て O年然、と推定

される小型健体であった。

6丹28日に多くの僧体が捕獲された理由として、東IJ

網による 8丹4B同様、低水投(-200cm)と高水温

(31. 8
0

C) が考えられる。

刺網及び投網による捕獲地点ごとの捕獲個体数及び

刺繍によるCPUE値から、羽田沼では入り江内、入り

江北側の東岸に漁獲努力(刺網)を集中するとともに、

低水位時に投網による捕獲を行うことで駆除効率の向

上を図ることが可能で、あると考えられた。

ブルーギル

刺網で84~自体、投網で19個体、 トラップで131語体、

掬い網で21儒体を捕獲した。刺繍では入り江内(#1 ) 

が最も捕獲数が多く (371間体 (44.0%))、かつ調査期

関を通じて捕獲された。 4月-6丹には沼の東岸(#

2 -7)を中心iこ、 7-10月には西岸(#8 -14)を

中心に捕獲された(表 4)このことはブルーギルの主

産卵場が入り江内又は東岸に形成されることを示唆し

ているものと考・えらオ1る。

揚獲{間体の標準体長の捕獲日ごとの平均値は、 O年

魚、の捕獲により 6-8月に減少している。
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表 3 CPUEの経時変化(ブルーギル)

4月26日5Fl12B 5月2i日6!1lIB 月20日8丹4日8fll8B 9丹16日IOfll48 議持l

ハ内噌1.5 0.5 2.2 

刺網(謀長10m) 1悶3時韻操業を漁獲努力量 l、

制網(延長20m) 1田3時間操業を漁獲努力量 2とし

て算出した通年のCPUEは#1で2.2、#2で1.5、#

5及び#14で2.0と高い値を示した。

播獲地点、捕獲日ごとのCPUEは、 #1の4月26日

が4.0、7丹20Bが5.7、9丹16日が4.5、#2の5月

12日が4.0と高い{誌を示したが、オオクチパスとは異

なるパターンを示した。

投網は水伎が{底下し生息、魚、が視認できた際に実施し、

7月8Bに91国体、 7丹20Bに81障体、 8月18日及び

9月16自に各 2個体を捕獲した。投網で揚獲された個

体はO年魚、 1年魚と推定される小型魚、が主体であっ

。
た

トラップでは 4日、のべ16回の操業で13個体が捕獲

されたのみで捕獲効率は低い結果となった。

(2)環境調査結果

アンモニウムイオン、亜硝酸イオン、硝駿イオン及

び 1)ン酸イオン濃度の経時変化を図 3に訴す。

前述したように、羽罰沼には冬季にオオハクチョウ

等の渡り鳥が飛来し、鰐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。

富栄養化はプランクトンの発生を促進し、「外来魚j

"<1' 
1 

目白⑫司同 NH4+ 陥 3"<il 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

。
4/14 5/27 7/8 8/18 10/29 12/8 1/27 

閤3 羽田沼の水質
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表 4 ブルーギルの捕獲状況

if.('.I:去 }告j長 4月26B 51112EI 51127B 6111113 6月28B 711 8 1ヨ 7 FJ20B 8月，11ヨ 8 )g18日 9111613 

# 1 n=4 n=17 日誌は2 耳おお9
(151-157) 話=1 n=1 n=1 (47-144) n=) (44-109) (99-130) n=1 

131. 7 148.0 125.0 
#2 日=3 n=4 

#3 

手字 4 

#5 日出2
(113 

#7 n=2 n=3 
(1<)()τ 

東日網

#8 日=2 (199-268) 
(136-143) 

#:合 n=7 
民=1 (j29 

#10 11=2 日出2

#12 n=2 

ゑ13

学14 日=2

投網 11=9 n公認8 n=2 11=2 

十詰L、総 n=22 

トラッフ。 n=4 nおお7
11=1 11=1 (69-9::1) (96-145) 

…i二段:平均体長(醐)
f段:日間側{本数、体長(mm): (1設小{尚一波大飯)

仔稚魚、の生残、成長を高める可能性が考えられること、

4 底泥の堆積は!駆除効率を抵減させることから、今後、
.... 許制開閉開. -

事"60m 
制酬幽幽場初勝

これらについて対応が必要であると考えられる。

2 A池(真岡市)

真岡市土地内に造成された山からの、浸出水を水源と

する閥横約5，OOOm'の農業用ため池(図りである。

比較的単純な形態のこの池は、パス類の産卵に適し

た底質の館所は少ないものの、数年前に放流されたオ

オクチパスが再生産を繰り返している O

浮島

国 4 A 池の概要
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trleあたりに換算すると1.9となった。

期開を通じて 1Bあたりの捕獲数が少ないこと、廷

縄では 7月中旬以降全く捕獲できない状況であったこ

とから、当水面におけるオオクチパス成魚、の資源量は

僅少で、あり、次年疫以降小型個体の捕獲を集中的に実

施することで駆除が可能で、あるものと推察される。

1週間摘で毎月

法方

譲久保瀧(南那須需森田地内)

南那須町の出間部に築造された水面積約10，000ぱの

ため池で、改修工事の実施にあわせ2004年8丹22日に

貯留水を排水し駆除を実施した。

生息、魚、はコイ、フナ類及びオオクチパスの 3韓のみ

3 

であった。

排水し水位を下げた後、投鋼、持い網を用いオオク

チパスを捕獲した。

なお、域外への逸品を防止のため排水部には竹で作

成したスクリーンを設援した。

捕獲魚、の総数は明らかでないが、体長100脚以上の

個体は全て回収し計測した。

回収した351関体の王子均体長は148.9獅(最小組106岡田

~最大髄314脚)、平均体重は91.6g (最小値26.0g-

最大値520.5g)、杷j荷度は平均22.0(最小鎖16.6-最

大{直25.4)であった。

ウ)鞠い網

稚魚、の捕獲を目的に掬p織による捕護を行った。

(1)揚獲調査

東日調で16個体、延縄で14個体のオオクチパス成魚、

掬い網で約1，300個体のオオクチパス仔魚、を捕接した。

(1)捕獲調査

①調査期間

2004年4丹から同年9月までの問、

2田捕獲調査を実施した。

②使用漁具及び設置方法

ア)艇網

堤体(北岸)に沿って、あるいは東岸、西岸に沿っ

て東日網(三枚網、 10mXO.7m又は20mXO.7m、網目;

中網6.7cm、外綿33cm)を設置しオオクチパスの捕獲

を行った。

イ)延縄

堤体沿いはと岸)又は東、西岸にOf*曜を敷設してオ

オクチパスの捕獲を行った。

果幸吉

10 

B 

向。
剖
制
品
品
開
眼
附
期
繁

オオクチパス捕盤状況

刺繍

3

3
邸

時

j
j
z
~

r
nお

明
関経

漁法 4丹22日 5月iD 月24日 6113B 6月liRinlD 月16日 7丹2988丹12日 9月お時

202.3 151.0 諮]，¥8.0 212 泊.0 169 
n=2 おお3

11"公 1 (1l2-1剖) n=1 (79-213) n口 1

192 170.5 203.8 193 186 208.5 
n立記 n=4 n=2 

I1ぉ 1 (I49-1児)(I68-2Hl n=1 認(2u5-21引

上段・平均体;炎(臨)

ド段:n=倒体数、体長(mm): (主主ノj、総~主主大flrr)

表5

3∞ 

4 

0 
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

援準体長mm

譲久保溜オオクチパスの標準体長題6

2 

刺繍(延長10m) 1田3時間操業を漁獲努力量 1、

刺網(延長20m) 1回3時間操業を漁獲努力量2とし

て算出した通年のCPUEは0.13で、捕獲呂ごとのCPUE

の変化に一定の開向は認められなかった。

延縄の釣鈎 l本あたりのCPUEは通年では0.05、

神暁溜(芳賀町稿毛田地内)

芳資台地の山あいに築造された水産百穣約5，000ぱの

ため池で、管理者の要望により2004年10丹3日に貯留

水を排水し駆除を実施した。

生息魚、はコイ、フナ類、オオクチパス及びブルーギ

)[...の 4麓のみであった。

排水し水位を下げた後、曳き網により生怠魚を岸に

寄せ、掬い網を用いオオクチパス、ブルーギルを捕獲

4 

.......東IJ鱗

一品-9.草縄

~ 
A 

-，..、。、。

0.5 

0.4 

0.1 

出 0.3
コ
0. 
u 0.2 

した。

なお、域外への逸出防止のため排水部には鉄製のス

クリーンを設置した。

円
円
¥
由

由
¥
由

CPUEの経時変化

出

N
¥
∞

N
H
¥
∞
 

由
判
¥
九
戸

田
戸
¥
作

調査月白

円

¥

九

円

九
二
¥
由

国 S

M 
¥、色。

O
N
¥回

国
¥
悶

N
N
¥寸

nu 
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捕獲魚、の総数は明らかでないが、体長100脚以上の

オオクチパスは全て題収し計測した。

回収した18個体の王子均体長は238.2醐(最小値123鵬

~最大値324罰則、王子均体重は416.5g(最小値47.1g-

最大値1，085.4g)、肥満度は平均26.5(最小髄23.4-

最大値31.9)であった。

4.5 

4 

l5 

3 
ま華
経2.5

富2

慾1.5

U5 

。
10日 120 140 160 100 200 220 240 260 280 3)0 320 

擦議体長附

図7 神暁溜オオクチパスの標準体長

(指導環境部)
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