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平成２２年度外来魚抑制管理技術開発事業報告書 

 

ブルーギルの繁殖条件の解明と 

人為性転換魚の放流による駆除技術の開発 

 

水産総合研究センター中央水産研究所内水面研究部 

 

1. 研究の目的 

 ブルーギル、オオクチバスなどの外来魚は、食害や競争によって淡水域の漁業権魚種に大きな

影響を与えている。外来魚対策としては漁具による捕獲が主として行われており、その目標は着

目した地域からの根絶もしくは個体数の抑制である。外来魚の抑制によって漁業権魚種が増加す

ることを期待している。 

 しかしながら、一部の水干しできる溜池など、重要な漁業権魚種が存在しない水域を除いては

漁獲によって根絶に成功した事例はなく、継続的な個体数抑制も多くの場合困難である。 

 漁獲での根絶・抑制が難しい理由として、漁獲量が駆除とともに減尐していくことが第一に挙

げられる。漁獲努力一定で駆除を継続的に行う場合、初期では多くの個体が捕獲されるが、次第

に捕獲されにくくなってくる。このため、漁獲で個体数抑制可能な小さな個体群においてさえ、

根絶には十数年以上かかる（ブルーギル食害等影響調査報告書）。また、捕獲しにくくなった状

況で漁獲努力を続けることは、駆除事業や採捕者のモチベーションを大きく下げるという問題も

ある。 

 また、一旦漁獲による駆除を中止すると、繁殖によってすみやかに個体数のレベルが回復する

ことから、個体数抑制や駆除の為には継続的な漁獲駆除を行うことが必要となってくる。休むこ

とのできない継続的な漁獲駆除も、大きなコストである。 

 さらに、エレクトリックショッカーなど、漁法によっては駆除の過程で漁業権魚種の混獲が起

こる可能性もあり、外来魚と漁業権魚種が混在する場所（例えば諏訪湖）では混獲対策が必要と

なる。 

 このような背景から、漁具による駆除だけでなく、新たな駆除法も同時に開発していく必要が

あると考えられる。漁獲による駆除以外には生物的防除の方法がある。生物的防除は、害虫に対

しては主要な防除方法であり、ウリミバエの不妊虫放飼による根絶は有名である。魚類において

生物的防除はまだ十分な検討がなされていないことから、平成 17 年度ブルーギル食害等影響調

査報告書では、(1)捕食者導入、(2)不稔雄放流、(3)gynogenesis（雌性発生）雌放流について個

体群モデルに基づいて有効性を検討したが、理論・実践共に有効であると判断できる方法はなか

った。その後の本事業では、近年の国際雑誌における新たな議論から、自然には存在しない染色

体の組み合わせを持つ個体（トロイ染色体個体：XY 性決定システムを仮定すると、XX 雄・YY

雌・YY 雄・XY 雌の 4 種類のトロイ染色体個体がある）を放流することで、性比の偏りや性染

色体の片方の駆逐を起こさせ、自然個体群を駆除することを新たに提案した。基本的には YY♀

を十分放流することで個体群の性比は雄バイアスとなり根絶することができる。しかし理論的に
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はまだ不十分であることから、昨年度から本事業で研究を行ってきた。昨年度までに、どのよう

な個体群サイズであっても、また、どのような出生率・死亡率であっても、初期個体数の 7.5%

以上を放流すれば根絶できることを明らかにした。また、産仔数が主に雌の個体数によって制限

されている場合は YY 雌の放流が最も効果的であることを明らかにした。さらに、昨年度は、

YY 雌個体を作出する第一段階として、性ホルモンによる XY 雌個体の作出を行った。 

 昨年度までに、根絶までの最小放流量を明らかにしたが、放流個体数に対して、どの程度の時

間で根絶できるのかは明らかでない。根絶までの時間は具体的な駆除計画を立案するためには必

要な議論であることから、今年度は、(1) 数理モデルによって根絶（半減）までの時間の性質を

明らかにすること、またブルーギルの具体的な根絶（半減）時間を試算すること、(2) 根絶した

ことを判定する統計規準を検討すること、(3) 大量にブルーギル稚魚を作出する方法の検討とし

て、周年採卵の検討および、実験室内での交配の方法の検討を行った。 

 

2. 放流法による根絶までの時間の性質 

2-1. 人為性転換個体の放流による根絶法 

 人為性転換個体の放流による根絶法とは、自然に存在しない性表現型と性染色体の組み合わせ

を持つ個体を放流することで、性比を偏らせ、個体数抑制や根絶を行う方法である。XY システ

ムの場合に、XX 染色体を持つ雌を XX female と呼び、XX female・XY male・YY male・

YY female をそれぞれ、XX♀, XY♂, YY♂, YY♀と表記する。自然に存在しない性表現型と

性染色体の組み合わせとしては、YY♀、YY♂、XX♂、XY♀の四通りがある。性転換個体の作

出は、性ホルモン処理によって行う。稚仔魚期の感受性の高い時期に性ホルモンにさらされるこ

とで、魚類の性表現型は比較的容易に、雄から雌、雌から雄へと改変することができる。 

 

2-2. 交配組合せ 

 昨年度までに開発したモデルのうち YY♀を放流した場合の説明を簡単に行う。野外における

XX♀ XY♂, YY♂, YY♀の個体数を、それぞれ       とする。このとき、雌を 1 個体選ん

だとき、XX♀が選ばれる確率  (   )は
 

 ＋ 
であり、YY♀が選ばれる確率  (   )は

 

 ＋ 
であ

る。また同様に、雄を 1 個体選んだとき、XY♂が選ばれる確率  (   )は
 

 ＋ 
であり、YY

♂が選ばれる確率  (   )は
 

 ＋ 
である。 

 YY♀を放流した場合の起こりうる交配の組

合せには四通りあり（図 1）、それぞれの確率

は次のように計算できる： 

 

 XX♀   XY♂:   (   )  (   ), 

 XX♀   YY♂:   (   )  (   ), 

 YY♀   XY♂:   (   )  (   ), 

 YY♀   YY♂:   (   )  (   ). 

 

図 1 YY♀を放流した場合の交配組合せ 
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2-3. 調和平均による出生項 

 性比の偏りがある個体群の動態を考える場合、極端に雌バイアスになった場合と、極端に雄バ

イアスになった場合の出生率を扱える出生項関数型を考える必要がある。雄が十分いる場合は、

通常の個体群動態のモデル同様、出生は雌の数に依存し、低密度であれば比例する（出生率を m

として、 ）。一方、雄が足りない場合は、出生は雄の数に依存する（ ）。

ただし、k は雄の繁殖力の係数であり、繁殖シーズン中に平均で雄が 10 個体の雌と交配できる

場合は、0.1 となる。これら両極端の場合を同時に表す出生項の関数として、次の調和平均を用

いる： 

 

 . 

 

雌の個体数が十分大きい場合は、分母の 1/x がキャンセルして となり、雄の個体数

が十分大きい場合は、分母の k/y がキャンセルして となる。この関数を出生項

の基本とする。 

 

2-4. YY♀放流のモデル 

 交配の組合せ確率と調和平均の出生項を微分方程式で定式化することで、YY♀を放流するモ

デルを作ることができる： 

 

, 

, 

, 

 

 

ただし、c は密度効果の係数、μ は死亡率である。一番目の式は XX♀の個体数変化を表し、そ

の右辺第一項は出生率である。出生率の始めの項は調和平均、中の項は交配確率、最後の項は密

度効果を表す。放流量については動態を考えず、YY♀を個体数 p で常に個体群中に維持する状

況をモデル化している。昨年度までの研究で、このモデルにおける根絶できる最小放流数は解析

的に求めた。 

 

2-5. ブルーギルの出生率（加入率）・死亡率の推定 

 ブルーギルにおける具体的な根絶時間の試算を行うために、文献からパラメータの推定を行っ

た。加入個体の自然死亡率 μは、Ricker (1945)の推定値 0.47-0.66/year を用いた。計算にはこ

の平均値 μ=0.565/year を用いた。内的自然増加率 r は、魚類一般の中程度の値として
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r=0.16-0.5/year を用いた。計算には、平均値の r=0.33/year を用いた。雄の繁殖力 k について

は、利用できる情報がなかったが、シーズン中に 10 個体の雌と交配可能し、k=0.1 と仮定した。

YY♀放流の場合、性比は雄バイアスになるので k の値は結果に大きく影響しない。 

 内的自然増加率の値からモデルの出生率 m の値を計算するには、放流前のダイナミクスを考

えればよい。放流が無い状態で、低密度であるために密度効果を無視できる状況を考える。性比

が 1:1 であるとすれば、総個体数を N として、XX♀の個体数 x＝0.5N、YY♂の個体数 y＝0.5N

であるから、総個体数の動態を次のようにモデル化できる： 

 

, 

. 

 

したがって、 である。計算したブルーギルの場合の出生率 m の推定値は、

m=1.79 である。 

 

2-6. 個体数の時間変化 

 ブルーギルのパラメータ推定値を用いて、初期個体数の 15%の YY♀を放流（維持）した場合

の個体数の時間変化を図 2 に示す。以下断りがない場合、ブルーギルのパラメータ推定値を用

いる。初期個体数は 1000 尾とした（c = 0.00058）。放流開始後ただちに XX♀の個体数が減尐

を始める。XY♂は始めの 3 年間ほどは尐しだけ増加し、すみやかに減尐に転ずる。交配によっ

て生じる YY♂は、時間とともに増加していくが、初期個体数の半数以下の値が上限となる。YY

♀は一定数個体群中に維

持するので、時間とともに

その数は変化しない。全体

の個体数は、始めの 3 年間

に小さな増加を示した後、

初期個体数の半分近くま

で減尐する。 

 個体数が 1 になった時

刻までの時間を根絶時間

とし、個体数が半数になっ

た時刻までの時間を半減

時間とする。ブルーギルの

パラメータで計算した図２の場合、雌の半減時間は 5.8 年である。また、雌の根絶時間は、24.8

年であり、雄の根絶はこれより遅れて、37.7 年である。結果は、具体的なパラメータに対して、

現実的な時間内で半減や根絶が可能であることを示しており、半減時間、根絶時間の観点でも人

為性転換個体の放流が有効であることが明らかとなった。 

図 2 個体数の時間変化 
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2-7. 半減時間および根絶時間の最短値 

 放流法では根絶までの時間に、それ以上短くできない限界がある。というのは、仮に放流によ

って雌の繁殖を完全に抑制できたとしても、もともと生息していた個体が自然死亡によって根絶

されるまでの時間は最低限必要であるためである。この時間は、マルサス減尐のモデルとして、

次のように計算することができる。Te を最短根絶時間、Th を最短半減時間とすると、 

 

 , 

 . 

 

最短根絶時間は、自然死亡率と初期個体数の関数である（図 3）。初期個体数が大きいほど、自

然死亡率が小さいほど、最短根絶時間は長くなる。最短半減時間は、初期個体数に依存せず、自

然死亡率だけで決まる（図 4）。また、個体数を 1/n にする時間も同様に計算でき、初期個体数

に依存しない。 

 

 

2-8. 雌を根絶（半減）する時間への個体数の影響 

 前節で最短根絶時間は初期個体数に依存するが、最短半減時間は依存しないことを述べたが、

放流モデルでの一般の根絶時間、半減時間においても同様のことが成り立つ（図 5, 6）。特に半

減時間に関しては解析的に個体数に依存しないことを示すことができる。根絶時間の初期個体数

依存については、若干の注意が必要である。第一にモデルでは寿命を考慮していないが、初期個

体数依存性が影響するのは、この効果が大きい。また、モデルにおいても初期個体数による根絶

時間の違いは小さい（図 5）。 

 

 

 

 
図 3 初期個体数と最短根絶時間 図 4 自然死亡率と最短半減時間 
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2-9. 根絶（半減）時間と放流量の関係 

 放流量を増やせば、根絶にかかる時間や個体数を半減する時間を減尐させることができるが、

その性質を図 7, 8 に示す。図 7 によれば、根絶可能な最小放流量に近い程度の尐ない放流量（0.08

程度）では根絶に長い時間がかかるが(100 年)、放流量とともに急激に根絶時間は短くなる。さ

らに放流量を増やした場合は、根絶時間はサチュレーションして、最短根絶時間（点線）に漸近

する（図 7）。放流量と半減時間の関係も同様であり、放流量の増加とともに半減時間は急激に

減尐し、最短半減時間（点線）に漸近する(図 8)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-10. 根絶時間の観点での Cost-Benefit 

 前節の結果から、放流量を増やしても次第に根絶までの時間を短縮する効果は小さくなってい

くことが明らかとなった。一つの観点として、根絶時間が短いほど Benefit があると考えること

図 6 放流法の雌根絶時間 図 5 放流法の雌半減時間 

図 7 放流量と根絶時間 図 8 放流量と半減時間 
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ができる。もしくは、根絶時間の逆数が大きいほど大きな Benefit があると考えることができる。

また、放流量 p はコストと考えることができる。そこで、Cost あたりの Benefit の放流量に対

する値を計算した結果が図 9 である。Benefit/Cost は約 9％で最大となり、放流量のひとつの目

安となる。 

 

 

図 9 放流量の Cost-Benefit 解析 

 

3. 放流法による根絶を判断する統計基準 

 人為性転換魚を放流する駆除法では、根絶したことを判断するための基準が必要である。YY

♀を放流する場合は、XX♀が根絶できた時点で放流をやめればよいが、そのタイミングをどう

判断するかが問題である。以下、根絶判断の為のモニタリングと統計基準に関して検討する。 

 

3-1. 放流法による根絶を判断するためのモニタリング 

 まず、根絶を判断するには個体群をモニタリングする必要がある。根絶判断の材料となる重要

な個体群パラメータに性比がある。サンプリングした個体の性比をモニタリングして、雌が尐な

くなれば、放流法が成功していると判断できる。また、一定の努力量でモニタリングを行い、雌

が「いた」・「いない」の時系列データを蓄積することも根絶を判断する情報となる。放流法が

成功して、性比が次第に雄に偏ってくると、雌がいない観察が増えてくる。さらに、除去法など

何らかの方法で個体数の推定を行う。 

 

3-2. 放流法による根絶を判断するための統計規準 1：性比 

 ある時刻での性比を観察したデータに対して、二項分布を仮定して雌の比率の信頼区間を求め

る。別途、何らかの方法で総個体数の推定を行う。雌の比率の信頼区間と総個体数の推定から、

個体数中の雌の数の信頼区間を求める。その数が 1 以下のとき、根絶と判断する。 

 

3-3. 放流法による根絶を判断するための統計規準 2：雌の観察時系列 

 個体数は指数関数的に減尐しているため、雌が「いた」・「いない」の時系列データは非定常

のポアソン過程に従うと仮定できる。このとき、最後に雌を観察した時刻とそれ以前に観察した
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時刻の和を統計量として、現在まだ根絶していないという帰無仮説を検定することができる

（Solow, 1993, J. Math. Biol. 32, 79-82）。この統計基準は、「サンプリングして 0 だったから、

根絶した」とするより、よい判断を与える。また、漁獲など他の方法で根絶を行う場合の根絶判

断にも用いることができる。 

 

4. 大量にブルーギル稚魚を作出する方法の検討 

 人為性転換個体作出のためにブルーギルを産卵させる技術の検討も、課題のなかで行った。大

量にブルーギルの稚魚を作出するためには、人工環境下での産卵生態をよく理解する必要がある。

ここでは、実験効率化や季節によらない種苗生産のための周年採卵の検討と、実験室内での交配

の方法の検討を行った。また、生きたまま成熟の度合いを測定する方法としてカテーテル法があ

るが、実際に日本で市販されているカテーテルで利用できる材料の検討と実際上の問題の検討を

行った。 

 

4-1. 実験魚 

 昨年度に上田市内の溜池で捕獲し室内飼育を続けているブルーギルに加え、2010 年 7 月 12

日、20 日に長野県上田市の須川湖で小型のブルーギル成魚を約 200 匹捕獲し、実験用のストッ

クとした。また、昨年度、性転換の為にホルモン処理した個体（エストロン 14 匹、コントロー

ル 11 匹）も実験魚として用いた。餌は配合飼料（コイ雑魚用 C-4・コイ 2P、マルイ）と、冷凍

アカムシ（UV 赤虫、キョーリン）を用いた。 

 

4-2. 成熟度を調べる方法（カテーテル法）の検討 

 カテーテルを産卵口に挿入して卵巣内の卵を採取することで、個体の成熟度を判別する方法が

ある。この方法では、個体を殺して解剖することなく、傷つけずに成熟度を調べることができる。

また、同一個体の成熟度を継続的に観察することにも利用できる。 

 カテーテルは、以下のような太さの異なる 5 種類のガラス製の製品と、2 種類のポリエチレン

チューブを用意し、最適な外径・材質の検討を行った。 

 

・キャピラリーチューブ（ガラス製） 

 外径×内径×全長 

 0.8×0.4×120 

 0.9×0.5×120 

 1.0×0.6×120 

 1.1×0.7×120 

 1.3×0.8×120 

・ヒビキ ポリエチレンチューブ細管 

 No.4（外径 1 1/3 mm） 図 10 ポリエチレンチューブ挿入時の様子 
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 No.3（外径 1mm） 

 結果として、ガラス製のキャピラリーチューブは、割れやすく対象魚を傷つけてしまう恐れが

あるため採卵には適さない。ポリエチレンチューブに関しては、No.4（外径 1 1/3 mm）ではや

や太く挿入するのが難しかった。ポリエチレンチューブ No.3（外径 1mm）は挿入しやすく、

調べた製品の中では最善の規格だった。抵抗があるところまで挿入したあと、採卵するためにカ

テーテルの反対の端から口を使って吸う。採取した卵は、水を張ったシャーレなどに入れて、実

態顕微鏡で卵のサイズを測定することができる。また、卵黄蓄積も判別できる。 

 カテーテルは、小さな個体でも比較的簡単に挿入することができるが、抵抗を感じたときには

無理をせずに採卵を中止した方がよい。以下の実験では、どのサイズの個体にも同じ規格のカテ

ーテルを用いて卵の採取を行った。 

 

4-3. 日長・水温のコントロールによる成熟 

 ブルーギルの繁殖期は 7 月の後半に

は終わり、通常は冬に向けて生殖腺が

退行する。ここでは、室内において自

然日長で飼育していた個体を長日処理

(14.5L)と高水温の処理を行うことで、

冬期に成熟させることを検討した。具

体的な手順としては、11 月 2 日から恒

温室に魚を移動し、長日高温処理

(14.5L、20℃)を行い、1ヶ月後に 4匹、

3 ヶ月後に 5 匹、飼育魚からランダム

にサンプルを抽出してGSIの測定を行

った。また、事前に 2010 年 7 月の繁殖期後期に野外で捕獲した個体の GSI を測定した。 

 7 月 12 日の繁殖期の野外ブルーギルの生殖腺重量の測定では、産卵後と見られる個体もあっ

たが、生殖腺が発達しているものが数匹確認できた。平均体長 8.2cm で平均 GSI 値は 3.2%であ

った。その後、8 月 6 日まで室内で飼育した個体は生殖腺が退行し、GSI は 0 であった。11 月

に長日処理を開始してから、1 ヶ月後(12 月)の

雌の平均 GSI は 0.5%、3 ヶ月後(2 月)には 0.8%

まで上がった（図 11）。結果は、繁殖期ではな

い冬でも長日高温処理によって成熟度を上げる

ことが可能であることを示している。 

 

4-4. 実験室内での交配の方法の検討 

 ブルーギルは攻撃性が強く、狭い水槽で密度

を低い状態にすると、ドミナントの個体が务位

図 11 長日高温処理による GSI の増加 

図 12 セーパレーターで仕切られたペア 
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の個体を攻撃して死なせてしまうことが多い。攻撃行動は、雄雌の産卵ペアを水槽内に入れた場

合でもおこる。一方、成熟を誘発するには異性の存在が必要かもしれない。そこで、透明なセパ

レーターを水槽の中に設置し、雄雌の姿や匂いは感じることができる状況を作り、行動や成熟度

の変化を検討することとした（図 12）。 

 11 月から長日処理された成魚のストックから雄を選別し、2011 年 2 月 2 日、3 日に 45cm 水

槽もしくは 60cm 水槽(n=6)に 1 匹ずつ入れた。水温を

23.5~24℃に設定し、水槽の底には深さ 5cm の金属製ト

レーに粒径 1〜1.5mm 程度の砂を敷き均して設置した。

雄が産卵床を形成したら各水槽にタンクセパレーターを

取付けて 2 空間に分け、雄のいない側に雌を 1 匹ずつ入

れた。雌導入から 1 週間後と 2 週間後にカテーテルを用

いて卵巣から卵を取り出し、雌の卵の有無や卵の大きさを

観察した。 

 セパレーターを用いた事で雌が雄に攻撃されるのを防

ぐことができた。6 水槽中、雄のみを導入した翌日に 2 水槽、2 日後に 1 水槽、5 日後に 2 水槽

ですり鉢状の産卵床を形成した。1 水槽ではすり鉢状では

なく砂面に凹凸ができていた。 

 雄導入から 5 日後の 2 月 7 日にセパレーターを隔てて

雌を導入し、1 週間後に卵の有無を確認したところ、6 水

槽中 2 水槽の雌が卵を持っていた。更に 1 週間後には卵

が大きくなっており、卵黄蓄積が確認された（図 14）。

卵を持つ雌は、持たない個体に比べ排泄口が膨張している

（図 15）。 

 卵を持っている雌の隣の雄は砂を掘り続けているが、卵

を持たない雌の水槽では雄が砂掘りをやめる傾向があ

るかもしれない。今後の検討が必要である。 

 

2-4. 昨年度人為性転換処理をした個体の性判別 

 昨年度エストロゲンで雌化処理したストックの雄雌

判別を行った。2011 年 2 月 3 日にエストロン処理群 14

匹、2月 4日にコントロール群 11匹の体長体重測定と卵

の検査を行った。卵の検査にはカテーテル法を用いた。 

 エストロン処理群は未熟で卵を持つ個体はいなかっ

た。また雄らしい個体もいなかった。平均体長は 10.6cm、

平均体重 50.8gであった。コントロール群では、11匹中 1匹で卵が採取できた。平均体長 11.4cm、

平均体重 62.5g であった。サイズ的には十分大きくなったので、成熟させて産卵が行えるように

図 13 産卵床を形成した雄 

図 14 採取した卵 

図 15 卵を持った雌の産卵口は大

きい 
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環境を整える。 

5. まとめ 

5-1. 人為性転換の放流による駆除・根絶法 

 モデルの解析から、放流法による根絶時間の性質が明らかになり、根絶時間の観点からも有効

な方法であることがわかった。放流法には、漁獲による駆除や根絶と比べて、優れた点がいくつ

かある。まず、毎年放流しなくてもよいことや、それほど多量に放流しなくてもよいことから、

労力が尐なくてすむ。また、漁獲努力一定では、個体数が尐なくなると漁獲効率が落ちてくるが、

放流法では、同じ放流量を尐ない個体数に対して投入すれば、より大きな効果が得られる。さら

に、放流魚の数が確保できさえすれば、大きな個体群での駆除や根絶にも有効である。 

 

5-2. 実験室内での交配の方法 

 実験室内での交配方法については、セパレーター法が成熟の誘発に有効であることがわかった。

また、カテーテル法による生きたままの成熟度測定の検討を行ったことで、今後の成熟条件の研

究に有効な方法となった。 

 

6. 今後の課題 

 人為性転換の放流による駆除の理論では、放流量をどのようにコントロールすべきかを検討す

るのが今後の課題となる。時間とともに放流量を減らすモデルの検討がまず考えられる。また、

個体群のモニタリングから得た性比・放流個体の比率を情報として、放流量をフィードバック的

に変化させることが考えられる。さらに、根絶時間だけに着目するのではなく、根絶までの延べ

総個体数の最小化を benefit とした最適放流戦略についての検討も今後の課題である。漁獲によ

る駆除と放流法による駆除の混合戦略についても検討するべきかもしれない。 

 昨年度作出した XY♀を XY♂と交配させて YY個体を作出することも今後の課題である。エスト

ロン処理した雌個体を産卵させて得た子供の性比を調べて、雄：雌＝3:1であれば、YY個体の作

出に成功、2:1 であれば YY は致死、1:1 であれば親が XX♀であるという３つの予測を検証する

ことが具体的な実験となる。 
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