
Ⅰ．はじめに

水田や溜池を主な生息地とする水生動物は，

環境省レッドリストの改訂のたびに絶滅危惧の

ランクが上げられたり，新たに絶滅危惧種に追

加されたりしている．多くの人が名前を聞いたこ

とがあるタガメ Kirkaldyia deyrolliや大型ゲンゴ

ロウ類，ミズスマシ類はすでに絶滅している地

域が多く，国内の状況は年々悪化しており，これ

らの種が現在も残存する地域（以下，ホットス

ポット）では生息環境を含めた保全が不可欠で

ある．その減少は，高度経済成長期の開発や残

効性の高い農薬の使用などが主な要因とされて

いたが，近年ではアメリカザリガニ Procambarus 

clarkii，ウシガエル Rana catesbeiana，オオクチ

バスMicropterus salmoidesなどの侵略的外来種

の増加と拡散が新たな脅威として指摘されてい

る（苅部・西原 2011，西原 2016，永幡 2016など）．

アメリカザリガニやオオクチバスの増加は希少

なトンボ類・ゲンゴロウ類の激減要因とされて

いる（苅部・西原 2011）．また，アメリカザリ

ガニが侵入した水田のタガメ幼虫の生存率は，

アメリカザリガニがタガメ幼虫を捕食すること

により，アメリカザリガニが侵入していない水

田に比べて有意に低いことも報告されている

（Ohba 2011）．このように身近な水辺の外来生

物の問題は徐々に明るみになっている．加えて，

外来種の対策として，外来種が近づけないよう

な池内の囲い込み（避難場所）の作成や継続的
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日本の水辺環境には絶滅が懸念される水生動物が生息しており，その減少要因を取り除くことが保全
への第一歩となる．減少要因として，高度経済成長期の生息環境の改変や残効性の高い農薬の使用など
があげられているが，近年ではアメリカザリガニ，ウシガエル，オオクチバスなどの侵略的外来種の増
加と拡散が新たな脅威となっている．本研究では，絶滅危惧種に指定されている水生生物が残存する 2
個所のホットスポットにおいて，アメリカザリガニの駆除を実施しつつ，絶滅危惧種を含む水生動物へ
の影響を種数と個体に残る外傷の程度で評価した．アメリカザリガニが侵入した水域では，明らかに水
生動物の種数が減少していた．また，ミズカマキリやアカハライモリの外傷は，アメリカザリガニ侵入
池の方が，未侵入池よりも高かった．兵庫では 2,214頭（26期との合計 3,744頭）のアメリカザリガニ，
五島では 26,919頭（同 40,752頭）を駆除したが，サイズの低下が認められるものの根絶には至っていない．
根絶できるまで，今後もこれら外来種の駆除を継続したい．
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な外来種の除去が希少種の個体数の回復に対し

て有効であることも示されている（苅部・西原

2011）．

外来種に関しては，その影響が一般には認知

されにくいことも問題である．特定外来生物の

オオクチバスやウシガエルは，在来の生態系へ

の影響が大きいとされる一方で，生態系被害防

止外来種であるアメリカザリガニは依然，理科

教材やペットとしても流通し，身近な自然の生

き物として在来生態系への影響はほとんど無視

されてきた．以上のように，21世紀になり，

一部の熱心な研究者が外来種についての問題を

指摘している程度であり，一般への認知度はま

だまだ低い状況にある．

申請者らは第 26期の PNF国内研究助成を受

け，西日本の 2か所の生物多様性が高い地域に

おいて本格的な外来種の除去作業や調査を開始

した．これまでに，兵庫県では 1,400頭以上の

アメリカザリガニ，および近隣に定着しつつ

あったウシガエルの成体 5頭と 1卵塊（数千個

の卵が含まれる）を除去，五島ではアメリカザ

リガニ 6,000頭以上を駆除した．第 27期では，

主にアメリカザリガニに焦点を当て，兵庫，長

崎県五島市で駆除作業と在来種への影響を調査

した．次に，アメリカザリガニが在来の水生動

物の個体に及ぼす損傷の程度，駆除作業を通じ

て浮き彫りとなった課題についても報告する．

Ⅱ．材料及び方法

1. アメリカザリガニの駆除

以下の 2地点で駆除作業を行った．採集され

るアメリカザリガニは全てハサミを含む全長を

基に，L（10 cm以上），M（9～ 5 cm），S（5 

cm未満）に分別をした．なお，本調査地は希

少種の生息地でもあるため，乱獲を防ぐ観点か

ら詳細な位置情報は標記しないこととする．

1）兵庫県のホットスポット

全国に数箇所しかないタガメとゲンゴロウ

Cybister chinensisが残存する地域であり，確認

される種の詳細は市川・大庭（2015）が報告し

た．2013年から保全地区に地主の協力のもと，

湿地の造成を行うとともに，採集者による乱獲

を防ぐための柵を設置したところ，これらの希

少種は徐々に個体数が増加している．しかし，

近隣の溜池にはオオクチバスが，近くの観光植

物園内にはアメリカザリガニが密放流され，後

者は高密度で生息している．アメリカザリガニ

が 2015年 4月になって，保全地区内でも確認

されるようになったため，緊急に駆除を開始し

た．2015年 6～ 8月までザリガニが確認され

なかったものの，9月以降に小型個体が急激に

増加し，11月には 400頭以上が駆除されるま
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図 1　兵庫県（a）と長崎県五島市（b）のアメリカザリガニ侵入池



でになった．保全地区内では農薬は使用されて

いなかった．

保全地区内では月 1回，2～ 5名程度ですく

い取りによる採集（図 1a）と，2016年 6月以

降（晩秋～春はトラップでは捕獲できないため）

は魚キラー（もんどり）やウナギ胴，アナゴカ

ゴ，塩ビ管を用いたトラップによる駆除も実施

した．2016年 3月に地主の協力のもと，池の

堤を撤去しての水抜きを実施し，水域面積を小

さくして駆除を行った結果，徐々に個体数が減

少している．しかしながら，2016年 9月以降

に再び小型個体の増加が認められたため，2016

年 10月以降はアナゴカゴ，塩ビ管を用いたト

ラップを常時設置し，調査のたびに引き上げを

行った．また，2016年 3月を皮切りに，2016

年 11月，2017年 4月及び 8月に，エンジンポ

ンプを用いて保全地区内のアメリカザリガニ侵

入池の水抜きを行った（図 2）．

2）五島列島福江島のホットスポット

福江島の五島市三井楽町内の溜池群には，希

少なミズスマシ類やゲンゴロウ類が確認されて

いる．2014年秋の調査でこの池にアメリカザ

リガニの侵入が確認されているが，本種がどこ

まで分布しているのかを調べるため，2015年

10月以降に周辺のため池を目視とタモ網によ

るすくい取りを行ったところ，アメリカザリガ

ニが最も高密度に生息する女池を中心に 7箇所

の池で侵入が確認されている．

次に，1～ 2カ月に 1回の頻度でアメリカザ

リガニの駆除をタモ網によるすくい取り及びト

ラップを用いて行った（図 1b）．また，2016年

6月からは，五島市在住の有志の方と五島市三

井楽支所の職員によって，最も高密度でアメリ

カザリガニが生息する女池（後述）で定期的な

トラップの引き上げをお願いし，現在も継続し

ている．

2. アメリカザリガニの侵入と水生動物のケガの

関係

アメリカザリガニが在来の水生動物に及ぼす

影響を調査するため，上記の 2か所で採集され

る水生動物について，目視でケガの有無を調査

した（図 3）．比較対象として近隣のアメリカ

ザリガニが侵入していない水域で採集される水

生動物についても同様にケガの有無の調査を

行った．調査後，すべての水生動物は採集した

場所に放逐した．

それぞれの地域で共通して確認されたアカハ

ライモリとミズカマキリに焦点を当てて，ケガ

の有無に及ぼす影響を水域内のアメリカザリガ

ニの在不在および地域（兵庫と五島）による違

いを検討するため，二項分布を仮定した一般化

線形モデル（glm）へのあてはめを行った．解

析には統計ソフト R（R Core Team 2014）を用

いた．アメリカザリガニの在不在と地域の交互

作用を含むフルモデルを行い，この交互作用が

有意ではない場合は交互作用を抜いたモデルも

実行した．

Ⅲ．結果及び考察

1. アメリカザリガニの駆除

1）兵庫県のホットスポット

保全地区内の池に侵入したアメリカザリガニ
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図 2　エンジンポンプによるアメリカザリガニ侵入池の水抜

き（兵庫県）



を 2,214頭（26期との合計 3,700頭以上）（図 1），

植物園内では 136頭（26期との合計 350頭以上）

を駆除した．保全地区内では 2016年 10月～

2017年 9月の 1年間で計 3回の水抜きを実施

したところ，2016年 11月に 774頭，2017年 4

月に 238頭，2017年 8月に 646頭を駆除し，

水抜きをしないときに比べて駆除数が大幅に増

加した（図 4）．しかしながら，水位が回復す

ると再び増加に転じた．この池の構造上，完全

に水を抜くことができないので，今後は水域面

積を小さくした上で薬剤等を散布し，根絶を目

指す．

2）五島列島福江島のホットスポット

現時点でのアメリカザリガニの駆除数を表 1

に示す．これまでに，40,000頭以上を駆除して

いるが，減少する気配はなく，今後も継続して

捕獲圧をかけ続ける予定である．特に，女池は

地元の方の協力のもと，高頻度で捕獲圧をかけ

続けているが，Lサイズは減少したもののまだ

まだ減少の気配がない（図 5）．この池がこの

地域のザリガニの供給源となっているため，低

密度化を図ることが，結果的に地域の個体群の

密度低下に結びつくものと思われる．地元の方

に聞き取りを行うと，現在の女池はヒトモトス

スキ Cladium chinenseが繁茂した状態になって

いる（図 6）が，アメリカザリガニが侵入する

前は多種多様な水草が繁茂する池だった．アメ

リカザリガニが増加し，アメリカザリガニが食

害しない抽水植物・ヒトモトススキのみとなっ

たと推測される．繁茂したヒトモトススキが隠

れ家となってしまい，現在のやり方で駆除を続

けてもなかなか低密度化には至らない．今後，

重機を用いたヒトモトススキの全撤去をしての

駆除を視野に入れている．
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図 3　アカハライモリ（a）とミズカマキリ（b）に見られる外傷．矢印はケガの部位を示す．

図 4　兵庫県におけるアメリカザリガニ侵入池の月間駆除数．

駆除数の推移を分かりやすくするため第 26期と第 27期の駆

除総数を示す．



2. アメリカザリガニの侵入と水生動物のケガの

関係

解析の結果，いずれもフルモデルの交互作用

が有意ではなかったため，交互作用を除外した

モデルの結果を示す．アカハライモリでは地域

とザリガニの在不在が有意（P < 0.003, GLM），

ミズカマキリではザリガニの在不在のみが有意

（P = 0.005）となった（表 2）．いずれにおいても，

ザリガニの在不在について説明変数の係数が正

となった．アメリカザリガニ未侵入池に比べ侵

入池でケガ率が高かった（図 7）．アカハライ

モリでは前・後足の指や尻尾への損傷が目立つ

一方で，ミズカマキリでは脚や呼吸菅の損傷を

確認した．胴体や頭部などの致命的な部位の怪

我個体が確認されなかったのは，これらの個体

は丸ごと捕食されたものと推測される．故にこ

の調査で確認される怪我個体は，致命的な怪我

を負う前に逃避できた個体を観察しているにす

ぎず，実際の捕食率を過小評価しているのかも

しれない．
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図 5　五島市三井楽町女池におけるアメリカザリガニの月間

駆除総数（a）とトラップあたりの駆除数（b）．（b）では，

15～ 20基のトラップの 1トラップあたりの平均駆除数

図 6　アメリカザリガニが最も高密度で生息する女池．ヒト

モトススキが繁茂しているため，隠れ家が無限にある状態

表 1　長崎県五島市三井楽町一帯のアメリカザリガニの駆除数．駆除数の推移を分かりやすくするため第 26期と第 27期の駆

除総数を示す．

場所 駆除期間（年.月） L M S 合計 備考
A池 15.10～17.9 0 0 0 0
B池 15.10～16.9 0 0 0 0
四角池 15.11～16.9 86 299 760 1145
丸池 15.11～16.9 87 463 868 1418
男池 15.10～16.9 18 55 541 614
女池 15.12～16.10 2166 22990 11916 37072 市職員+有志も駆除に参加
コンクリート池 16.6～16.9 6 14 56 76 16年夏季に干し上げ
タヌキアヤメ湿地 16.6～16.9 11 23 1 35 16年夏季に干し上げ
水田 16.2 0 0 21 21
小さな池 16.10~17.9 6 65 71
区別なし（全域調査） 15.11 17 37 246 300
期間合計 2,391 23,887 14,474 40,752

ザリガニサイズ



Ⅳ．おわりに

外来種の侵入は人の手による持ち込みが最大

の要因である．特定外来生物に指定をされてい

ても，多くの一般人には周知されていないこと

も多い．今回対象としたアメリカザリガニは生

態系被害防止外来種リスト（環境省・農林水産

省が作成）で緊急対策外来種に選定されている

が，売買や譲渡，飼育を規制できないため，ペッ

トとしての需要が高く，生態系への被害を意識

する人は未だに少ないと考えられる．昨年，長

崎県五島において，そのことを痛感させられる

事例があった．

2016年 6月 9日付け長崎新聞に本グループ

の五島でのアメリカザリガニの駆除活動が紹介

された（図 8）．島民への問題意識の普及啓発

を願ったが，それとは裏腹に，その記事を見て

場所を特定し，アメリカザリガニを取るために，

数組の親子がたびたび訪れるようになった．聞

き込みを行うと，島内のとある教育機関からア

メリカザリガニがいる場所を聞いて探し当て

た，とのことであった．アメリカザリガニの生

態系への影響を意識しない方が持ち帰ると，飼

育できなくなって近隣の水域へと放逐され，ま

すます分布が拡大する恐れもある．また，アメ

リカザリガニの駆除をしていると，通りすがり

の島民から駆除の理由を尋ねられることもしば

しばである（質問や意見として多いものは，『何

か問題があるのか？』や『ザリガニは外来種な

んですか！？』である．）．これらの事例のよう

に，外来種対策には島民への意識付けが重要と
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動物種 説明変数 係数 標準誤差 z P
イモリ (Intercept) 2.73 0.252 -10.86 < 2e-16

地域（vs. 兵庫）† 0.68 0.229 2.96 0.003
ザリガニ（vs. 在）†† 3.56 0.249 14.30 < 2e-16

ミズカマキ (Intercept) -1.72 0.598 -2.88 0.004
地域（vs. 兵庫）† -0.44 0.560 -0.79 0.430
ザリガニ（vs. 在）†† 1.53 0.550 2.78 0.005

†推定値は五島に対する兵庫の相対効果を示す。
††推定値はザリガニ不在に対するザリガニ在の相対効果を示す。

表 2　怪我率に関する一般化線形モデル（GLM）の結果

図 7　アカハライモリ（a）とミズカマキリ（b）の怪我個体の割合の比較



考えている．助成期間後の 10月 25日に公開シ

ンポジウム『五島の外来生物を考える』（https://

nagasakiken.click/211%E4%BA%94%E5%B3%B6

%E5%B8%82/21007）にて今回の事例も紹介し

た．

また 2016年 9月に，本調査・駆除作業を行

う中で五島市の調査地域内で外来の水草である

ホテイアオイ Eichhornia crassipesとアマゾント

チカガミ Limnobium laevigatumが放棄されてい

る池を確認した．株が少ないホテイソウは我々

の手ですぐに除去できたが，アマゾントチカガ

ミは簡単には除去できない量になっていた．

2017年 2月と 8月，9月にアメリカザリガニの

駆除と並行して定着しつつあるアマゾントチカ

ガミの除去作業も行った（図 9）．この地域に

は環境省レッドデータリスト絶滅危惧ⅠB類の

ヒメミズスマシ Gyrinus gestroiが生息し，彼ら

はその生活史の中で抽水植物を利用している

（大串・大庭 2017）．アマゾントチカガミが繁

茂するとヒメミズスマシが滑走する水面がなく

なってしまい，この池から姿が見られなくなっ

た．今後外来水草の除去を行うことでヒメミズ

スマシが戻るかどうかを調査したい．池の所有

者に聞き込みを行うと，アマゾントチカガミの
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図 8　2016年 6月 9日付の長崎新聞

図 9　アマゾントチカガミの除去前（a）と除去後（b）　2017年 9月 23日撮影



繁茂はこの池の所有者が問題意識を持たずに投

棄したことがきっかけであった．外来種問題に

ついては，その問題を地域の方と共有する重要

さを感じたため，安易に外来種の放流を行わな

いことを告知するポスターを作成し，公共機関

に掲示するなどの対応を，長崎県を通じてお願

いした．今後は駆除活動と並行しつつ，外来種

問題について一般市民へ情報を提供することに

も更に力を入れる必要があるだろう．
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Effect of the removal of invasive alien species on the survival  
of native aquatic animals

OHBA Shin-ya, OGUSHI Shuntarou, TANAKA Ryuma, 
HONKI Kazuyuki, YAMADA Chihono, NUMATA Kaoru, 

FUKUI Mizuki and ICHIKAWA Noritaka

In Japan, aquatic animals on the endangered list inhabit freshwater ecosystems such as rice fields, ponds, and 
fallow fields; their population sizes declined because of several anthropogenic factors. It is necessary to eliminate 
these factors for the conservation of the aquatic animals. Currently, anthropogenic effects such as residual pesticides 
and habitat destruction by development during high economic growth are well known; however, dispersal of 
invasive alien species such as exotic crayfish (Procambarus clarkii), bullfrog (Rana catesbeiana), and largemouth 
bass (Micropterus salmoides) is the current threat to rare aquatic animals. In this study, we removed exotic crayfish 
from two hotspots (Hyogo and Fukue Islands in Nagasaki) in western Japan and compared the injury rates of two 
native aquatic animals, Japanese fire belly newts (Cynops pyrrhogaster) and water stick insects (Ranatra chinensis). 
Most of the ponds invaded by the crayfish showed a higher injury rate for the two native aquatic animals than those 
not invaded. We removed 2,214 crayfishes from Hyogo and 26,919 crayfishes from Fukue Island for 1 year (from 
October 2016 to September 2017). The exotic crayfish is still present in both hotspots, but the size of the collected 
individuals gradually decreased. The crayfish should be removed periodically to conserve other aquatic animals.
Keywords: Rare species, Predation marks, Attention alien species, Conservation Ecology, Exotic crayfish
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