
Ⅰ．緒言

琵琶湖は，深く面積の大きな北湖と，浅く面

積の小さい南湖からなる日本最大の湖である．

多くの固有種を含む琵琶湖の豊かな生物相を守

ることは保全・水産の両面から重要であるが，

近年は在来生態系，特に魚類相に大きな人為的

影響が及んでいる．一例として外来魚の侵入が

挙げられ，オオクチバス・ブルーギルの食害に

よるとみられる在来魚への深刻な影響が数多く

報告されているため，外来魚対策は重要かつ喫

緊の課題となっている．

最近，外来魚の 1種チャネルキャットフィッ

シュ Ictalurus punctatus（図 1）の琵琶湖・淀川

水系への侵入が確認され，琵琶湖下流の瀬田川

および琵琶湖南湖で繰り返し捕獲が確認されて

いる（片野ほか 2010）．本種は北米を原産とす

るナマズ目イクタルルス科の大型淡水魚で，国

内では現在，霞ヶ浦・利根川をはじめとする 8

つの水系に分布しており（Yoshida 2017），釣り
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近年琵琶湖では，在来生態系への影響が懸念される外来魚アメリカナマズの捕獲が相次いでいる．し
かし，琵琶湖全体での分布の現状は不明で，未報告の捕獲情報もあると推察された．本研究では，本種
の過去から現在までの動向を明らかにするため，研究・教育機関をはじめ，釣り人など一般市民の方に
も広く情報提供を呼びかけ，琵琶湖における本種の捕獲状況を整理した．また，琵琶湖を含む淀川水系
内での本種の分布拡大を予測するため，室内実験により本種の活動可能な水温帯を計測した．
提供された情報を集計した結果，過去 19年間に計 314個体の捕獲が確認された．捕獲地点の大半は，
琵琶湖流出部の瀬田川洗堰周辺に集中していたが，一部個体は京都府内の宇治川および木津川，大阪府
内の淀川，奈良県内の布目川で捕獲されており，本種が水系内の下流側へ分布を広げつつあると考えら
れた．琵琶湖北湖では目撃・捕獲例は直近 5年で 3件と少なかったものの，室内実験で本種が夏季に水
温 40 ℃近くでも活動可能と判明し，夏の高水温化が進行しつつある琵琶湖でも，本種の分布拡大に注意
が必要である．
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図 1　北米原産の外来魚チャネルキャットフィッシュ（アメ

リカナマズ）



人等からは「アメリカナマズ」と通称される（本

稿では以後，こちらの呼称を用いる）．

原産国ならびに霞ヶ浦での研究報告（荒山・

岩崎 2012；遠藤ほか 2015；平山ほか 2018a；

Yamazaki et al. 2019）から，本種は浅く，流れ

のゆるやかで水温のやや高い水域を好むと考え

られており，琵琶湖内では南湖が生息に適した

環境と推測される．一方，水深が深く（平均

40 m，最大 104 m），水温躍層下に低温の水が

周年みられる北湖への侵入は困難と予想された

が，2016年に複数個体が採捕され，北湖全域

への急速な分布拡大が懸念される．

また，琵琶湖以南の河川部では，滋賀県内の

瀬田川で 2013年以降に毎年，複数個体が採捕

されているほかは，京都府内の宇治川，大阪府

内の淀川本流，奈良県内の布目ダム湖で散発的

な報告がある（川瀬ほか 2017，2018）のみで，

本種が現状，どの範囲に分布しているかは定か

でない．

琵琶湖・淀川水系での本種の分布については

これまで，偶発的に漁獲した漁業者や釣り人か

らの自発的な情報提供に基づく，部分的な把握

にとどまっており，潜在的にはより多く，広範

囲での捕獲情報があると想定される．

また，外来魚対策にはきめ細かいモニタリン

グと分布拡大の早期把握が最重要課題となる

が，広大な水系全域に採集努力を投入し続ける

のは困難であり，対象動物の生物学的な特性に

基づく適切な分布拡大予測と，それに応じたモ

ニタリングの仕組みが必要となる．

そこで本研究では，上記 2つの課題を解決す

るため，（1）琵琶湖・淀川水系を対象とした捕

獲情報の収集とマッピングおよび，（2）本種の

行動特性（代謝）の定量をおこない，それらの

知見に基づいて，（3）分布拡大シナリオの予測

とモニタリング重点水域の特定に取り組む．

具体的には，まず，本種の目撃・捕獲情報を

琵琶湖・淀川水系で詳細に調査し，現時点まで

の分布状況を整理して地図上に可視化する（第

Ⅱ章）．次いで，室内実験を通じて本種の行動

特性を代謝の面から明らかにし，特に，夏場の

高水温下での活動性について知見を集積する

（第Ⅲ章）．最後に，上記で得られたデータをも

とに，現状の分布から予想される今後の分布拡

大シナリオを考察し，重点的なモニタリングの

必要な水域について検討する（第Ⅳ章）．

Ⅱ．琵琶湖・淀川水系におけるアメリカナマズ

の捕獲情報収集

1. 概要

琵琶湖・淀川水系内での過去ならびに直近の

アメリカナマズ捕獲情報を，下記の 3通りの方

法：

・チラシ配布・ポスター掲示（第 2節）

・SNS上での情報発信（第 3節）

・他機関との情報交換（第 4節）

により収集した．集めた情報を地図上にプロッ

トし，分布の現状を整理した（第 5節）．

2. チラシ・ポスター配布による情報収集

本種の情報を広く市民から募るため，本プロ

ジェクトを周知するポスターおよびチラシ 2種

を制作し（図 2），計 2196部を配布した．

デザイン A（図 2A）は，大学等の研究機関

や博物館等の教育機関に設置・掲示するチラシ・

ポスターに使用した．情報提供を呼びかける主

な対象としては，水環境や生物多様性に関心の

ある市民（特に中高生・大学生）を想定し，施

設への訪問や，各所で開かれる環境保全活動に

参加する際に，環境学習の一環としてアメリカ

ナマズ問題について知ってもらうことを目的と

した．

デザイン B（図 2B）は，釣り人向けに配布

するチラシに使用した．琵琶湖を訪れる釣り人

の多くは，おもにブラックバス（オオクチバス 
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Micropterus salmoides）を釣り対象としており，

外来種問題全般，特に外来魚対策についての捉

え方が多様であることから，「外来種」の文字

を大きく出さない方が協力を得やすいと判断し

て制作した．

なお，デザイン A，Bに共通で，「釣れた魚

の写真提供」を必須項目として明記し，「外見

の似た魚種との判別ポイント」を図解として掲

載した．これは，著者らが過去に愛知県の矢作

川で実施した本種の情報収集において，釣り人

による誤同定が頻発した（山本ほか 2014）経

験を踏まえたものである．

3. SNSを活用した情報収集

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）

を通じた情報収集を目的として，Facebookな

らびに Twitter上にて，著者の個人アカウント

で情報発信を行なった．投稿の際には，説明に

加えてデザイン Bの画像（図 2B）も掲載し，

情報の周知に努めた．

なお，SNS上では，本種の目撃・捕獲に関

する情報提供のほかに，本種の生態や，琵琶湖

における外来魚の現状についての質問，意見表

明などもコメントとして寄せられたため，これ

らにも可能な範囲で回答した．

4. 連携する他機関との情報共有

本プロジェクトでは，琵琶湖での情報収集に

あたって，滋賀県水産試験場（滋賀県彦根市；

以下「滋賀水試」と表記）と連携し，著者らが

市民および釣り人からの情報を，滋賀水試が漁

業者からの情報を収集して，随時，データ共有

する体制を構築した．これは，滋賀水試が以前

より，漁業者によって琵琶湖で漁獲された外来

魚の情報収集を担当しており，著者らの参入に

よって情報収集の経路を新たに増やすことは，

152

図 2　制作した配布物のデザイン 2種

（A） （B）



漁業者に混乱を生じかねないと判断したためで

ある．

また，下流の淀川流域における情報収集では，

大阪府立環境農林水産総合研究所生物多様性セ

ンター（大阪府枚方市；以下「生物多様性セン

ター」と表記）と連携し，上記と同様，相互に

データ共有する体制を構築した．

特に，生物多様性センターで独自に制作する

ポスターの一部に，先述のデザイン Aの画像

を配置することで，両者で連携して情報収集に

あたっている旨を明示した．

5. 琵琶湖・淀川水系での本種の出現状況

上述した 3通りの方法を通じて，市民・研究

者 13名からの情報提供により，2012–2019年

の 26件 56個体分，滋賀水試からの情報共有に

より，2001–2019年の 258個体分の目撃・捕獲

情報が集まった．前者の 26件についてその内

訳は，捕獲情報 22件，目撃情報 1件，文献提

供 2件，標本提供 1件となった．これらを集計

し，本種の捕獲された地点を整理したマップを

図 3に示す．

直近 3年では，下記の 6水域で本種の捕獲が

確認された：（1）琵琶湖の南湖全域および北湖

の南端部，（2）瀬田川全域，（3）天ヶ瀬ダムよ

り下流の宇治川，（4）三川合流付近，（5）淀川

大堰より上流の淀川，（6）布目ダム湖内および

ダム下流の布目川．

いっぽう，本種の捕獲が確認できなかった水

域は，南端部を除く琵琶湖北湖の大半，三川合

流付近と布目川流域を除く木津川水系，および

桂川水系の 3水域であった（図 3）．

なお，物証を伴わないものの確度の高い目撃

情報として，2018年に北湖の北端部において，

熟練したダイバーが本種と思われる全長 40 cm

程度の魚の死骸を観察している（図 3の「*」印）．

加えて，2018年に木津川で採集されたコクチ

バスの胃内から，本種または本種に類似するギ

ギとみられる魚の死骸が見つかっており（図 3

の「**」印），これについては現在，種同定の

ために標本を精査中である．

Ⅲ．アメリカナマズの代謝測定

1. 概要

水系内における本種の分布拡大を左右する，

環境水温に対する季節ごとの応答性を明らかに

するため，代謝測定ならびに高温耐性の定量実

験を行なった．

実験は，2019年 1月から 8月にかけて 5回

にわたり，東京大学大気海洋研究所（千葉県柏

市）内に設置された回流水槽にて行なった．供

試個体には，水温の季節変動が琵琶湖・淀川水

系と類似する利根川で採捕したアメリカナマズ

計 39個体（全長 32–60 cm，体重 0.3–1.9 kg）

を用いた（表 1）．

2. 実験個体の採集

各実験の 2–5日前に，利根川下流（千葉県香

取郡；神崎大橋付近）にて，地元漁業者の協力

を得て張り網および刺し網を用いて実験個体を

採集し，実験施設への輸送後，24時間以上の

馴致期間を設けた．

個体の採集・運搬・飼養にあたっては，本研

究に先立って特定外来生物の飼養等許可を取得

し（許可番号：14000345），室内実験については，

東京大学大気海洋研究所動物実験委員会より実

験実施に先立って実験計画の承認を受けた（承

認番号：P19-14）．

3. 回流水槽を用いた代謝測定

本種の季節的な活動性を推定するための基礎

情報として，河川の環境水温が異なる 5つの期

間に採捕したアメリカナマズを用いて，共通の

水温条件（約 16–19 ℃；表 1）における休止代

謝速度を測定した．

実験では，採捕時の環境水温から 24時間以

上かけて実験水温に移行・馴致した供試個体を，
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図 3　収集した情報に基づく捕獲状況マップ
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Blazka式回流水槽（容量 127 L，オランダ製；

図 4）内に封入し，流速を毎秒 0.1 mに設定し

て水槽内の酸素濃度変化を計測した．計測開始

から 30分おきに，水槽内の酸素濃度変化から

魚の酸素消費量を算出し（Mori et al. 2015），魚

が水槽内で安静を保って酸素消費速度が落ち着

く，計測開始後 2–3時間以降から 6時間経過後

までの間で最も低かった値を用いて，体重 1 kg

あたり・1分間あたりの休止代謝速度を個体ご

とに求めた（表 1，図 5）．

測定した休止代謝速度は 5つの実験グループ

でおおむね同程度の値となり（表 1，図 5），ア

メリカナマズが生命維持に必要とするエネル

ギー量（すなわち，基礎代謝量）は，季節によ

らず，その時の周囲の水温（今回は実験水温：

17–18 ℃前後で全て共通）によって決まるもの

と推察された．

なお，グループⅤでは休止代謝速度の値のば

らつきが大きく，河川水温（約 30 ℃）から実

験水温（17–18 ℃）への移行時に馴致が完了し

なかった可能性がある．一方，同程度の水温変

化を経験したグループⅠ（約 4 ℃から 17–18 ℃

へ移行）では，測定値のばらつきが小さく，水

温を変化させる方向によって生理的な順応の早

さに違いがあったのかもしれない．原産国では

本種の至適水温は 20 ℃台後半と報告されてお

り（McCauley and Beitinger 1992），本邦におい

ても，実験水温（17–18 ℃）より高い水温帯に

至適水温があると想定される．

4. 高温耐性の定量

代謝測定後の個体を実験水槽（100 L円形タ

ンク）に収容し，代謝測定時と同じ水温（18 

℃前後）から，1時間に約 4 ℃（毎分約 0.06 ℃）

の割合で水温を上昇させて，魚が平衡を失い姿

勢を保てなくなる水温（＝上限臨界水温 critical 

upper thermal limit）を個体ごとに記録した．平

衡を失った個体はすぐに水槽から取り出し，水

温 18 ℃前後に調整した別の水槽に移して，姿

勢を回復することを確認した．

本種の上限臨界水温は実験グループごとに異

なり，時期が進んで河川水温が上昇するととも

に，上限臨界水温も顕著に上昇した（図 6，表 1）．

河川水温と上限臨界水温の差をみると（表 1），

冬季に採集したグループⅠから真夏のグループ

Ⅴまで順に，それぞれおよそ 29 ℃，23 ℃，16 ℃，
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表 1　室内実験の概要．†上段は平均値±標準偏差，下段はデータ範囲を示す．‡上段は中央値，下段はデータ範囲を示す．
表 1. 室内実験の概要．  

実験回 
Group 

個体数 
Number 

全⻑ 
TL (cm) 

体重 
BM (g) 

採集⽇ 
Capture date 

河川⽔温† 
TA (ºC) 

実験⽔温 
Texp (ºC) 

上限⽔温‡ 
Tmax (ºC) 

基礎代謝速度‡ 
RMR (mgO2/kg/min) 

I 8 41.4‒51.4 0.61‒1.22 2019/1/20, 2/3 
4.3±1.3 
[1.4‒7.7] 

16.7‒18.1 
33.5 

[31.7‒33.7] 
0.96 

[0.76‒1.13] 

II 8 37.7‒52.0 0.40‒1.02 2019/4/1, 8 
11.4±1.4 
[8.6‒16.0] 

16.9‒18.6 
34.1 

[33.9‒34.8] 
0.96 

[0.89‒1.14] 

III 8 40.6‒59.6 0.50‒1.88 2019/5/14 
19.1±1.4 

[16.5‒22.5] 
17.4‒18.5 

35.4 
[35.1‒36.0] 

0.94 
[0.78‒1.12] 

IV 8 32.0‒46.9 0.29‒1.01 2019/6/21, 25 
22.7±1.6 

[19.1‒26.4] 
17.3‒18.8 

36.4 
[33.8‒36.7] 

0.94 
[0.66‒1.25] 

V 7 32.0‒45.8 0.29‒0.91 2019/8/11 
30.5±1.4 

[28.4‒33.8] 
16.6‒19.0 

38.9 
[36.8‒39.4] 

0.89 
[0.60‒1.70] 

†上段は平均値±標準偏差，下段はデータ範囲を⽰す．供試個体が環境中で馴致された河川⽔温として，国⼟交通省⽊下（⾃動）⽔質観測所に
おける実測⽔温を指標とし，採集⽇の前⽇から 1 週間前までの毎時の⽔温データを集計した． 
‡上段は中央値，下段はデータ範囲を⽰す． 

図 4　代謝測定に用いた Blazka式回流水槽



14 ℃，8 ℃となり，潜在的に活動可能な水温幅

が，時期によって明瞭に変化することが明らか

となった．

Ⅳ．アメリカナマズの将来予測に向けて

1. 琵琶湖・淀川水系における本種の現状

本研究によって，アメリカナマズが現在，当

水系の広域にわたって分布しており，侵入初期

にあたる 2000年代と比べて大きく分布を拡大

した様子が明らかとなった．過去に唯一，当水

系の全域を対象として本種の出現状況を整理し

た片野ほか（2010）では，2008–2009年度に琵

琶湖で 3件，瀬田川で 1件の捕獲事例を報告し

ている．また，滋賀県（2018）は，1994年か

ら 2017年までの間に滋賀県内（琵琶湖および

瀬田川）で捕獲され，滋賀県水産試験場に持ち

込まれた外来魚の魚種と捕獲地点を 4年毎に集

計し，本種については 14地点から 19例を報告

している．本研究では，2府 2県にまたがる水

系全域を対象とした情報収集により，新たに

26件の目撃・捕獲事例を確認した．特に，天ヶ

瀬ダムより下流の宇治川および淀川，木津川支

流の布目川でも複数個体が捕獲されている実態

が判明し，当水系における本種の分布範囲を大

きく更新するものとなった．

2. 水系内での分布拡大予測

水系内でまだアメリカナマズの確認されてい

ない水域として，（1）琵琶湖北湖（南北両端部

を除く），（2）木津川（最下流および布目川流

域を除く），（3）桂川，の 3つが挙げられる．

これら 3水域それぞれの中でも，本種の捕獲さ

れた水域との境界付近では，分布拡大の兆候を

早期に捉えるためにも，継続的な情報収集と定

期的な採集調査を組み合わせた重点的なモニタ

リングが必要だと考えられる．

（1）琵琶湖北湖

大半の水域で本種は未確認であるが，例外的

に，過去に 2群の捕獲報告がある．まず，2001
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年および 2003年に確認された最北部での 2例，

次いで，2017年に相次いで報告された南端（南

湖との境界付近）での 3例である．

前者は，琵琶湖・淀川水系全体における最初

期の捕獲事例であるものの，当該水域ではその

後，2018年までの少なくとも 15年間，本種が

目撃・捕獲されたことはなく，当時から現在ま

で，多数の個体が継続的に分布していたとは考

えづらい．本研究では，熟練のダイバーより，

本種によく似た魚の死骸を目撃した，という情

報が寄せられた．写真や実物がないため確証は

ないものの，情報提供者は琵琶湖での豊富な魚

類観察経験をもち，外見の似た他種（ナマズ・

イワトコナマズ・ビワコオオナマズ，ギギ，コ

イ・ニゴイ等）との誤認の可能性は低いと推察

された．目撃個体がアメリカナマズであったと

すれば，当該水域で 3例目となるが，その個体

の由来（具体的には，付近に生息していた個体

か，南湖から偶発的に移動してきた個体か）が

定かではなく，今後，本種の出現が続くかどう

か注視する必要がある．

後者の事例はいずれも，2017年に漁業者に

よって捕獲された個体が滋賀県水産試験場に持

ち込まれたものである．隣接する南湖では，

2007年から 2017年までほぼ毎年，アメリカナ

マズが捕獲されており，捕獲地点も南湖全域に

およぶことを考慮すると，南湖で増加した個体

の一部が北湖―南湖の接続部を越えて北上し，

当該水域に侵入したものと推測できる．さらに，

報告された 3例のうち 2例は湖岸に設置した小

型定置網（エリ）での漁獲であったが，残りの

1例は沖合での曳網漁で，一度に 2個体が入網

していた．本種は止水環境では主に底生であり

（Yoshida et al. 2017），岸近くの浅い水域で採餌

する（遠藤ほか 2015，平山ほか 2018a）と報告

されているが，湖内において複数の個体が沖合

を泳ぎ渡り，長距離移動しているとすれば，南

湖と比べて水深の深い北湖においても急速な分

布拡大が懸念される．

（2）木津川

直近の 2018年に 1例，最下流（宇治川との

合流点から上流約 2 km地点）で本種の稚魚が

5個体捕獲された事例が報告されている（北野・

小林 2019）．これらの個体の由来は不明だが，

三川合流付近で 2018年以降に本種が複数捕獲

されている状況をふまえると，木津川上流から

の流下よりは，宇治川からの溯上の可能性が高

いと考えられる．一方，木津川内に少数の繁殖

個体が存在した可能性も否定できず，宇治川と

の合流点から上流数キロメートルの区間を中心

に，定期的な採集調査が必要かもしれない．

支流の布目川では，布目ダム湖内で 2007年

から，ダム下流でも 2016年以降に本種の生息

が確認されているが，木津川本流における捕獲

は現在のところ報告されていない．なお，木津

川と布目川の合流点から約 1 km下流の笠置大
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図 7　今後のモニタリングが必要な水域
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橋付近にて 2018年に釣獲されたコクチバスの

胃内に，本種の稚魚とみられる小魚が入ってい

たとの情報が寄せられた．消化が進んでおり，

外見のよく似たギギとの判別が困難な状態では

あるが（現在，標本を詳細に観察して種同定中），

これがアメリカナマズの稚魚であった場合，布

目川の下流あるいは木津川本流でコクチバスに

捕食されたものと推察され，本種の稚魚を含む

複数の個体が，布目川から木津川へとすでに侵

入している可能性もある．布目川流域では

2016年より，本種の駆除を目的とした釣り大

会が開催されており，木津川本流でも並行して，

何らかの採集努力の投入および実態調査が必要

であろう．

（3）桂川

桂川では現在のところ，本種の目撃・捕獲事

例は報告されていない．桂川と同じく宇治川に

注ぐ木津川では，前項（2）で述べた通り，宇

治川との合流点のすぐ上流部で本種の稚魚が捕

獲されており，宇治川からの溯上の可能性も考

えられた．

これを踏まえると，桂川でも，宇治川からの

溯上個体（成魚・稚魚を問わず）の侵入が懸念

される．一方，桂川の本川には，取水のための

堰堤や床固め工による落差，段差が多数存在し

ている．これらの河川構造物には魚道が設置さ

れており，上流の日吉ダムまでは魚類の溯上は

可能であるが，これまで国内河川において本種

が河川内を長距離溯上した例は報告されておら

ず，ダムや堰堤を越えて上流側に侵入した明確

な事例は確認できていない（Yoshida 2017）こ

とから，宇治川との合流点から，桂川で最下流

に位置する 1号井堰（鴨川合流点から約 1 km

上流）までの区間に集中したモニタリングが効

果的と考えられる．

3. 今後の展望

本研究では，本種の分布の現状把握と，大ま

かな分布拡大シナリオの検討までを目標とした

が，将来的には「どの地点にいつ頃出現しうる

か？」を予測できる，より高精度なシミュレー

ションモデルへの展開も期待できる．具体的に

は，今回得られた本種の捕獲地点を魚の分布の

初期値とし，測定した遊泳能力を魚の移動パラ

メータに設定したうえで，琵琶湖の水流と水温

を組み込んだ物理モデル内で魚の移動・拡散・

定着を再現できれば，地点ごとの出現しやすさ

（＝重点的なモニタリング・駆除が必要な水域）

や，繁殖するのに十分な個体数が集まるまでの

時間（＝定着までの時間）など，より詳細な予

測が可能となる．

琵琶湖・淀川水系の全域における本種の現状

を体系的に整理した捕獲状況マップ（図 3）お

よび重点モニタリング水域（図 7）等の知見は，

科学的・行政的な調査の基礎として活用が期待

できる．また，市民・釣り人向けのチラシ配布

などを通じて，アメリカナマズの分布拡大につ

いて多くの人に知ってもらうきっかけづくりが

できたと考えている．このような周知効果を下

地として，今後，各府県の行政機関や各水域の

漁協などの関連団体とも情報共有を進めること

で，アメリカナマズ以外にも多くの外来魚を抱

える琵琶湖・淀川水系での，リアルタイムに近

いモニタリング体制の構築が期待される．

最後に，アメリカナマズの分布および生態に

関する国内研究の現状について述べる．本種は

2005年に特定外来生物に指定されているほか，

2018年には緊急対策外来種にも指定され（環

境省 2018），全国レベルで喫緊の対策が急務で

ある．しかし，本種の分布に関する知見は現在，

水系ごと，あるいは府県ごとに報告されている．

具体的には，阿武隈川水系（鷹崎ほか 2018），

矢作川水系（山本ほか 2014），岐阜県内のため

池（向井ほか 2019）滋賀県内の琵琶湖・瀬田

川（滋賀県 2018），大阪府内の淀川（川瀬ほか
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2017，2018）といった事例があり，本研究もこ

れらに並ぶものと位置づけられる．一方，水系

を超えた取り組みによる，知見の一般化をめざ

した調査研究は限られており，前章第 1節でと

りあげた，2009年度時点での国内分布を概説

した片野ほか（2010）以降は，国内でみられる

アメリカナマズ集団間の遺伝的背景を調べた報

告（向井ほか 2016）および，動物搭載型の行

動記録計を用いて湖沼と河川で行動を比較した

研究（Yoshida et al. 2017）に限られる．また，

本種の個体群動態および生態に関する知見の多

くは，利根川水系の霞ヶ浦および北浦でおこな

われた研究（たとえば，Matsuzaki et al. 2013；

冨永ほか 2013；遠藤ほか 2017；平山ほか

2018b）に基づいており，上記水系以外におけ

る個体群の挙動や，河川における本種の生態解

明も急がれる．本種は特定外来生物に指定され

ており，生体の運搬・飼養に許可が必要ではあ

るが，室内での飼育実験に基づく知見の蓄積（た

とえば，松田 2017）も野外における本種の生

態の理解ならびに，効果的な駆除方法の検討に

も有用であろう．

以上のように，今後は個別の水域・水系で行

われる調査研究に加えて，水域間の比較研究や

室内実験等で得られた多様な知見をも統合し，

正確な現状把握と国内における本種の生態に基

づいて，より一層，的確な対策を講じることが

肝要である．本研究で得られた知見も，こうし

た取り組みの一環として，本邦の貴重な在来生

態系の保全に資するものとなれば幸いである．
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Predicting non-native channel catfish expansion in Lake Biwa based on 
past capture data and swimming performance measurement

YOSHIDA Makoto A., MABUCHI Koji and SATO Katsufumi

Recently, non-native channel catfish Ictalurus punctatus, an invasive alien species in Japan, has been repeatedly 
caught in Lake Biwa. However, the speciesʼ present status in the lake is unclear, and there seem to be more 
unreported capture records than have been reported. To reveal its distribution in the lake, we collected capture 
records of channel catfish from citizens including leisure anglers. In addition, we quantified its thermal tolerance 
using a swimming chamber to predict its dispersal in the Lake Biwa/Yodo River basin. Our survey has revealed that 
314 individuals were caught across the basin during 2005–2019. While most of the capture records occurred near the 
Setagawa Weir, some records were reported from the Uji and the Kizu River in Kyoto Prefecture, the Yodo River in 
Osaka Prefecture, and the Nunome River in Nara Prefecture, indicating the speciesʼ range expansion in the 
downstream direction. Moreover, our laboratory experiments have confirmed the speciesʼ thermal tolerance up to 40 
ºC in summer season. Yet the species has been caught only three times in the North basin of Lake Biwa for 5 years, 
it may also expand its range in the area, where the average water temperature during summer has rising gradually 
along with global warming.

Keywords: citizen science, exotic species, Ictalurus punctatus, invasive alien species, Yodo River basin
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