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はじめに 

アメリカザリガニは北米原産のザリガニ類の 1 種である（自然環境研究センター 2019）．日本には

1927 年にウシガエル（食用蛙）の餌として導入されたが，その後，逸出・分布拡大し，現在では日本

各地のため池や湖沼，水田，用水路等の陸水環境に広く定着している（自然環境研究センター 2019）．

雑食性を示すアメリカザリガニは，水草，両生類，魚類，貝類，水生昆虫，デトリタス等を摂食し，

その種多様性や群集構造に影響を及ぼす（苅部・西原 2011; 自然環境研究センター 2019）．また，本

種の侵入に伴う水草の消失は，在来動物の産卵場所や採餌場所の損失を招き，水質の悪化も招く

（Rodríguez et al. 2005）．加えて，一度定着したアメリカザリガニを根絶あるいはその個体数を低減さ

せることは容易ではなく，その目標の達成には多大な労力や費用，時間がかかる（苅部・西原 2012）．

以上の通り，アメリカザリガニは国内の在来生態系や自然環境保全活動に対する脅威となっており，

2015 年には本種は生態系被害防止外来種リストの緊急対策外来種に指定されている（環境省，

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html，2021/12/26 確認）．地域の生態系へのアメリカザリ

ガニの生態影響の予防および緩和のため，本種のさらなる分布拡大の抑制や分布の封じ込め，自然再

生を目的とした駆除が急務となっている． 

新潟県十日町市松之山地域にある十日町市立里山科学館 越後松之山「森の学校」キョロロ（以後，

キョロロ）は里山の生物多様性を扱う自然科学館である．キョロロには「キョロロの森」と呼ばれる

フィールドミュージアムがある．「キョロロの森」には，ブナ二次林やコナラ二次林，スギ人工林を始

めとする森林環境が広がり，ため池や水田，放棄水田等の水辺環境も点在している（図 1）．これらの

水辺環境には，シナイモツゴやキタノメダカ，マルタニシ，ミズオオバコ，サンショウモ等の希少な

水生動植物が数多く分布している．里山環境が残り，豊かな動植物相が存在することから，「キョロロ

の森」は環境省の「生物多様性保全上重要な里地里山（https://www.env.go.jp/nature/satoyama/jyuuyousa

toyama.html，2021/11/22 確認）」に選定されている．その一方で，近年では，「キョロロの森」への侵

略的外来種の侵入および定着が確認されており，その生態学的影響が懸念されている（斎藤 2019）． 
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アメリカザリガニの「キョロロの森」への侵入は 2002 年の開館から 2019 年までの期間において確

認されてこなかった．しかし，2020 年 9 月 1 日，「キョロロの森」内の通称「モリアオガエルの池」

の池畔においてキョロロの学芸員によりアメリカザリガニの遺骸が確認され（小林 2020），さらに，

9 月 2 日の夜間には池内に生息するアメリカザリガニの生体が視認された（小林誠氏，私信）． その

後，キョロロ学芸員らによる採捕漁具を用いた捕獲が進められ，9 月 16 日の捕獲記録を皮切りに「モ

リアオガエルの池」でのアメリカザリガニの捕獲記録が相次いだ．翌 2021 年には通称「あかしょう

びんの池」や「キョロロの田んぼ」の承水路でもアメリカザリガニが捕獲された．なお，「モリアオガ

エルの池」へのアメリカザリガニの侵入経路については，キョロロ内の飼育個体の逸出や近隣の G 池

等からの分布拡大等が候補として挙げられるが，確たる証拠はない． 

本報告では，2020 年 9 月 16 日から 2021 年 11 月 8 日までに「モリアオガエルの池」や「あかしょ

うびんの池」等でキョロロの学芸員らにより捕獲されたアメリカザリガニのサンプル等を用いて，そ

のサイズや性別，卵巣の発達程度を測定し，「モリアオガエルの池」等におけるアメリカザリガニの侵

入および定着状況を評価した．また，2021 年秋期の「モリアオガエルの池」や「あかしょうびんの池」

 

図 1．「キョロロの森」およびキョロロ周辺に分布する主要なため池，水田，河川および建築物等

の構造物． 
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等の岸壁におけるアメリカザリガニの巣穴の分布状況についても調べ，これらの池におけるアメリカ

ザリガニの越冬および繁殖の可能性についても言及した．さらに，「キョロロの森」およびキョロロ周

辺のため池におけるアメリカザリガニの分布状況についても踏査およびヒアリングにより調べ，その

結果を取りまとめた． 

Alcorlo et al. (2008)によると，アメリカザリガニの雌の卵巣の発達段階は 7 段階に分けられ，各段階

は卵巣の色や卵母細胞のサイズと対応している．例えば，卵巣が発達し始めるステージ 2 では卵巣は

白く（卵母細胞は 0.3 mm 未満），卵巣が発達途上であるステージ 3 では卵巣は黄色い（0.3～0.5 mm）．

また，繁殖フェーズに入ったステージ 4 だと卵巣はオレンジ色（0.5～0.7 mm），ほぼ成熟したステー

ジ 5 では茶色（0.5～1.2 mm），繁殖中のステージ 6 では黒色（1.3～1.6 mm）となる．抱卵後であるス

テージ 7 では卵巣は透明になり，未成熟の幼体はステージ 1 に区分される．このような卵巣の発達段

階は個体サイズと相関すると考えられるが（例えば，Bunnell & Marschall 2003），アメリカザリガニに

おいて個体サイズと卵巣の発達段階との関係を調べた研究は見当たらない．そこで，本研究では，前

述の捕獲個体のサンプルを用いて，全長（額角から尾扇末端までの長さ）と繫殖フェーズにある卵巣

の有無との量的な関係を評価した． 

 

調査地概要 

新潟県十日町市松之山地域は日本海性気候下にある多雪地である．調査地から近傍の十日町観測所

によると，2010 年～2020 年の 10 年間の年平均気温，年降水量および最大雪深の平均値はそれぞれ 1

1.8°C，2642 mm，228 cm であった（気象庁 https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php，2021 年

11 月 25 日確認）．松之山地域内には，棚田を有する里山環境が広がり，ブナ二次林，ナラ―ミズナラ

二次林，スギ人工林，水田，放棄水田，畑，家屋等が混在した景観がみられる（斎藤ら 2018）． 

 キョロロの森はキョロロの敷地内にある約 80ha の里山保全地域である．キョロロの森には，水田

や放棄水田，沢に加え，放棄水田から造成された小規模なため池が数多く点在している（図 1）．上述

の通り，これらの陸水環境には，数多くの絶滅危惧種が分布している（斎藤 2017, 2020）． 

 「モリアオガエルの池」および「あかしょうびんの池」は「キョロロの森」の入り口近くに位置し

ており，キョロロ本館や駐車場に最も近いため池である（図 1）．「モリアオガエルの池」は谷戸状の

地形に成立したため池である．池の周囲はコナラ等からなる二次林が取り囲み，池内には周囲の二次

林から流入した落葉が厚くたまっている．池の水面は浮葉植物であるフトヒルムシロが優占している．

「あかしょうびんの池」は「モリアオガエルの池」の下流部に位置しており，暗渠を通じて，「モリア

オガエルの池」の水が「あかしょうびんの池」に流入している．「あかしょうびんの池」は 2 つの池

（①，②; 図 1）からなり，池①の水は池②に流下している．また，池①には，キョロロ駐車場下に位

置する水田脇の承水路からの水も流下している．なお，池①，②ともに放棄水田から造成されたため

池である．池①では，ヒルムシロやホッスモ，ヒシ，ガマ，カンガレイが優占し，池②では，フトヒ
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ルムシロやジュンサイ，ヨシが優占する．「キョロロの田んぼ」は「あかしょうびんの池」の下流部に

位置する 2 枚の湿田であり，田内には「あかしょうびんの池」からの水が流入している．両水田とも

に 2004 年に放棄水田が復田されたものであり，復田以降，除草剤の使用を極力抑えた稲作が続けら

れている（斎藤 2017）．なお，水田②には 2020 年より承水路が造成された．田内には，イヌビエや

タイヌビエ，イボクサ，コナギ，オモダカ，キカシグサ等の水田雑草の普通種に加え，サンショウモ

やイヌタヌキモ，ミズオオバコ，ヤナギスブタ等の絶滅危惧種も生育している（斎藤 2017; 斎藤，私

信）．「キョロロの田んぼ」の水は暗渠を通じて小坪野沢に流下している． 

 

ため池におけるアメリカザリガニの捕獲およびその形態計測 

 2020 年 9 月 16 日，「モリアオガエルの池」に設置した市販の採捕漁具（網もんどり；芦澤ら 2018）

よりアメリカザリガニの雄 2 個体がキョロロの学芸員により捕獲された．それ以降，「モリアオガエ

ルの池」では，1～6 個の採捕漁具（網もんどりまたはアナゴ籠；芦澤ら 2018）がキョロロの学芸員ら

により継続的に仕掛けられ，1～7 日（稀に 2 週間）に一度程のペースで漁具に捕獲された生物個体の

確認作業が行われてきた．アメリカザリガニ誘因用の餌には主に煮干しが用いられた．但し，降雪期

には漁具は設置されなかった．漁具内にアメリカザリガニが確認された場合，キョロロの学芸員らは

捕獲時の年月日と地点名を記録し，チャック付きビニール袋内に入れてアメリカザリガニを移送し，

キョロロ実験室内の冷凍庫内に保管した．漁具内には，ドジョウやツチガエル，アカハライモリ，マ

ルタニシ，ナミゲンゴロウ等がしばしば混獲されたが，これらは漁具から取り出し，池に逃がした．

2021 年からは，「あかしょうびんの池」と「キョロロの田んぼ」においても不定期に採捕漁具がキョ

ロロの学芸員らにより仕掛けられ，アメリカザリガニの分布状況が調べられた．上述の捕獲作業はキ

ョロロの学芸員らおよびインターンシップ生により実施された． 

2021 年 11 月 9 日，国際自然環境アウトドア専門学校自然ガイド・環境保全学科 2 年生の実習「水

辺の環境教育学」での活動の一環で，キョロロ内に冷凍保管されていたアメリカザリガニのサンプル

が計測された．冷凍状態の個体を湯により解凍した後，各個体の全長をデジタルノギスにより計測し

た．また，腹肢の形態を参考に各個体の雌雄を識別した．雌個体については，Alcorlo et al. (2008)を参

考に，頭胸甲内の卵巣の色を確認し，卵巣の色がオレンジ色，茶色，黒色である場合は，その色を記

録した．オレンジ色，茶色，黒色の卵巣はその個体が繫殖フェーズに突入していることを示す（Alcorlo 

et al. 2008）．2021 年 6 月 9 日に松之山松口集落の「ほりごたつの田んぼ」周辺（図 1）でキョロロの

学芸員により捕獲されたアメリカザリガニ 68 個体と 2021 年 11 月 8 日にキョロロ近傍の G 池（図 1）

で著者らに捕獲されたアメリカザリガニ 3 個体の全長と卵巣の色名も上述と同様の方法で計測した．

なお，「あかしょうびんの池」はそれぞれ 2 つの池から構成されるが（図 1），冷凍サンプルに残され

た表記からは 2 つの池のどちらから採集されたのかは読み取れなかった．そのため，以下のデータ分

析では，「あかしょうびんの池」の池①，②の違いを扱うことができなかった．すなわち，以下で扱う
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「あかしょうびんの池」のデータは，池①，②両方のデータから構成されていることになる．「キョロ

ロの田んぼ」については，全ての捕獲が水田②に造成された承水路で実施された（小林誠氏，私信）．

よって，以下で示す「キョロロの田んぼ」のデータは全て水田②の承水路由来のものである．  

 全長と繫殖フェーズにある卵巣の有無との量的な関係を一般化線形混合モデル（GLMM）により評

価した．解析には，「モリアオガエルの池」，「あかしょうびんの池」，「キョロロの田んぼ」，「ほりごた

つの田んぼ」および G 池のデータを用いた．Alcorlo et al. (2008)により示された卵巣の発達段階のう

ち，本研究の捕獲個体からは，白色（ステージ 2），黄色（ステージ 3），オレンジ色（ステージ 4）の

卵巣が確認された．オレンジ色の卵巣は繫殖フェーズにあることを示すことから（Alcorlo et al. 2008），

本解析ではオレンジ色の卵巣の有無を応答変数とした．全長を説明変数とするモデルとヌルモデルの

2 つを構築し，赤池情報量基準（AIC）によりモデルを比較し，AIC が小さい方のモデルを当てはまり

のよいモデルとして選択した．確率分布には二

項分布を，リンク関数には logit リンク関数を用

い，捕獲地点および捕獲月をランダム効果とし

た．データ解析には，R 4.1.1.（R Core Team 2021）

を用い，GLMM の構築にはパッケージ lme4 の

glmer 関数（Bates et al. 2021）を，信頼区間の算

出と図示にはパッケージ ggeffectsの ggpredict関

数（Lüdecke 2021）を用いた． 

 

キョロロおよびその周辺のアメリカザリガニの

分布状況の把握 

2021 年 11 月 8～10 日，著者らはキョロロの

周囲のため池 3 か所（D，E，G 池; 図 1）に煮干

しを入れた採捕漁具を仕掛け，各池におけるア

メリカザリガニの在不在を調べた．また，キョ

ロロのスタッフへのヒアリングを行い，松口集

落内の既にアメリカザリガニが定着しているた

め池の位置を把握した．アメリカザリガニが定

着しているため池の位置は QGIS 3.16.14

（QGIS.org 2021）で図示した． 

また，2021 年 11 月 8 日，「モリアオガエルの

池」，「あかしょうびんの池」，「キョロロの田ん

ぼ」の沿岸を胴付長靴を着用して踏査し，アメ

 

図 2．全長とオレンジ色の卵巣の有無との関係．
実線は GLMM により得られた予測値，その周
囲の灰色のポリゴンは 95％信頼区間を示す． 

表 1．アメリカザリガニ雌個体におけるオ
レンジ色の卵巣の有無を説明する一般化線
形混合モデルの推定値と標準誤差． 

変数名 推定値   標準誤差 

モデル 1；AIC＝91.38   

切片 -7.89 *** 2.08 

全長 0.07 ** 0.02 

モデル 2；AIC＝103.98   

切片 -4.65 *** 0.00 

***p < 0.001, **p < 0.01 

 



6/13 

 

リカザリガニのものと思われる巣穴の位置

と個数を記録した． 

 

結果 

全長とオレンジ色の卵巣の有無との関係 

2020 年 9 月 16 日～2021 年 11 月 7 日まで

のキョロロの学芸員らによる捕獲作業によ

り，「モリアオガエルの池」では計 252 個体

（雄 144，雌 108），「あかしょうびんの池」

では計 12 個体（雄 6，雌 6），「キョロロの

田んぼ」では計 2 個体（雄 1，雌 1）が捕獲

された．また，「ほりごたつの田んぼ」で捕

獲された 68 個体の内，雄は 30 個体，雌は 3

8 個体であり，G 池の 3 個体は雄 1 個体，雌

2 個体からなった． 

以上の全ての雌個体（n = 155）のデー

タを用いて，全長とオレンジ色の卵巣の有

無との関係を GLMM により解析した．そ

の結果，95％信頼区間の幅は大きいものの，

全長はオレンジ色の卵巣の有無と有意に

正に関係することが示された（表 1，図 1）．

また，オレンジ色の卵巣をもつ最小の個体

は全長 60.41 mm であった（図 2）． 

 

「キョロロの森」のため池群におけるア

メリカザリガニの捕獲個体数およびその

サイズ構造の推移 

 2020年 9月～2021年 11月の期間におけ

る「モリアオガエルの池」におけるアメリ

カザリガニの捕獲個体数を図 3 に，捕獲個

体の全長を図 4 に示した．2020 年 9 月 16 日の発見から 2020 年の 12 月までの間，「モリアオガエル

の池」ではアメリカザリガニが雌雄ともに散発的に捕獲され，その中には繫殖フェーズにあるとされ

るオレンジ色の卵巣を有する個体（Alcorlo et al. 2008）も 2 個体みられた（図 3）．この時期捕獲され

 
図 4．「モリアオガエルの池」におけるアメリカザリガ
ニの捕獲個体のサイズ分布．a は雄個体，b は雌個体，
c はオレンジ色の卵巣を有する雌個体を示す． 

 

図 3．「モリアオガエルの池」におけるアメリカザリ
ガニの捕獲個体数の時系列推移．a は雄個体，b は雌
個体，c はオレンジ色の卵巣を有する雌個体を示す． 
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たアメリカザリガニは，全長 50 mm 前後の

比較的小型の個体と 100 mm 前後の大型個

体に 2 分されていた（図 4）．なお，2020 年

12 月 11 日から翌年 5 月 23 日の捕獲記録が

ないのは積雪およびキョロロにおける春期

の繁忙期対応のため採捕漁具を仕掛けられ

なかったためである．2021 年 5 月 23 日～7

月 8 日までの期間，216 個体（雄個体 119 個

体，雌個体 97 個体）が捕獲され，雌雄とも

に様々な個体サイズのものがみつかった

（図 4，5）．最小の個体で全長 31.79  mm，

最大の個体で全長 116.16 mm であった．オ

レンジ色の卵巣を有する大型個体も 13 個

体捕獲された（図 3）．7 月中旬以降，捕獲

頻度および個体数は低下し，特に雌個体の

捕獲数が著しく低下した（捕獲数は 2 個体

のみ）．この時期の全長のサイズ分布は，

2020 年秋期と類似して，大型の集団と小型

の集団に二分していた（図 4）． 

 「あかしょうびんの池」では雄 6 個体，

雌 6 個体がキョロロの学芸員らにより捕獲

され，全て 5 月下旬～6 月中旬にみつかっ

た．雄は全長 10 mm 台の 2 個体と 50 mm

前後の 4 個体からなり，雌は全長 10 mm

台の 2 個体と 40 mm 前後の 4 個体からな

った． 

 「キョロロの田んぼ」の水田②の承水路

では雌雄 1 個体ずつが 6 月下旬～7 月上

旬に捕獲され（図 7），全長は雄 89.08 mm，雌 47.95 mm（卵巣は未成熟）であった． 

 

「キョロロの森」およびキョロロ周辺におけるアメリカザリガニの分布 

 2021 年 11 月 8 日の調査の結果，アメリカザリガニのものと推定される巣穴（図 8）が「モリアオ

ガエルの池」で 23 個（西側池岸 9 個，北東池岸 3 個，南東池岸 9 個，南側池岸 2 個），「あかしょう

 

図 5．「あかしょうびんの池」におけるアメリカザリ
ガニの捕獲個体数の時系列推移．a は雄個体，b は雌
個体を示す． 

 

図 6．「あかしょうびんの池」におけるアメリカザリ
ガニの捕獲個体のサイズ分布．a は雄個体，b は雌個
体を示す． 

 
図 7．「キョロロの田んぼ」の水田②の承水路における
アメリカザリガニの捕獲個体数の時系列推移． 
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びんの池」の池①で 2 個

（西側池岸 1 個，南西池

岸 1 個），池②で 1 個（北

西側池岸 1 個），「キョロ

ロの田んぼ」の水田①で

1 個（南西側池岸），水田

②の北側の承水路で 13

個（全て北側水路岸）み

つかった． 

 キョロロのスタッフ

へのヒアリングの結果，

キョロロ周辺では少な

くとも 6 つのため池の

周辺にアメリカザリガ

ニが定着しており，「ほ

りごたつの田んぼ」周辺でも大きな個体群が存在することがわかった（図 9）．また，2021 年 11 月 8

～10 日の調査により，E 池にアメリカザリガニが定着していること，D 池には未定着なことが新たに

わかった（図 9）． 

 

考察 

GLMM の結果，本調査地のアメリカザリガニの雌個体は全長が 60 mm を超えると，繁殖フェーズ

にある卵巣を有しうる（産卵しうる）ことが明らかになり，全長が大きい個体ほどその可能性が高い

ことが示された（表 1，図 2）．Alcorlo et al.（2008）は，雌個体の全長が大きいものほど産卵数が直線

的に増えることを示した．Global Invasive Species Database（GISD）では，全長 100 mm の雌個体が約

500 個の卵を産み，より小型の個体でも約 100 個の産卵を行うことが紹介されている（GISD 

http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=608，2021/12/30 確認）．日本国内では最大で 600 個の抱卵数

の記録がある（自然環境研究センター 2019）．以上の結果は，大型の雌個体が侵入先の陸水環境にお

いて数百個体もの稚ザリガニを放出しうることを示す．また，稚ザリガニは孵化後 1 年目には全長 50 

mm，2 年目には全長 80 mm，3 年目には全長 100 mm に達する（川井 2009）．本研究において全長 60 

mm 以上の個体で卵巣が成熟しうる可能性が示唆されたことから，孵化後 1～2 年目の個体であって

も産卵能力を有する可能性はあると考えられる．すなわち，産卵能力をもつ大型の雌個体が新天地に

侵入した場合，定着後 1～2 年以内に次世代の個体群が繁殖を始める可能性がある． 

今回の調査期間中，「モリアオガエルの池」では 252 個体のアメリカザリガニがキョロロの学芸員

 
図 8．アメリカザリガニのものと推定される巣穴．a, b は「モリアオガ
エルの池」，c は「あかしょうびんの池」の①池，d は「キョロロの田ん
ぼ」の承水路岸にあった． 



9/13 

 

らにより捕獲され，その内の 216 個体は 5 月下旬から 7 月上旬にかけて捕まった（図 3）．捕獲個体の

サイズは全長 31.79～116.16 mm と様々であった（図 4）．川井（2009）によると，アメリカザリガニ

は孵化後 1 年で全長 50 mm，2 年で全長 80 mm，3 年で全長 100 mm に達し，寿命は 4～5 年とされ

る．今回捕獲された個体は全長 50～110 mm の範囲のものが多く（図 4），この中には孵化後 1～3 年

目の個体も多く混じっていると考えられる．また，全長 50 mm 未満の個体は孵化後 1 年経っていな

い個体である可能性がある．川井（2009）によると，アメリカザリガニの雌個体は 9 月頃に交尾した

後，産卵・抱卵を行う．11 月頃には卵から稚ザリガニが孵化し，雌個体は腹部でそれらを抱えたまま

巣穴の中で越冬し，翌春まで世話をする．同様の季節性は南西スペインの水田や小河川でも確認され

ており，春と晩秋には親離れした新規個体の加入が確認されている（Alcorlo et al. 2008）．5 月下旬か

ら 7 月上旬にかけて「モリアオガエルの池」で捕獲された小型個体は越冬後に親離れした加入個体で

あると予想される．また，オレンジ色の卵巣を有する繁殖可能な個体は 2021 年だけでなく 2020 年秋

期にも捕獲された（図 4）．これら捕獲個体以外にも「モリアオガエルの池」には産卵能力を有する（あ

るいは既に抱卵中の）雌個体が潜んでいた可能性があり，それらが子育てに成功した結果，新規加入

個体が 2021 年に出現したのかもしれない． 

 

図 9．「キョロロの森」およびキョロロ周辺のアメリカザリガニの定着状況．赤色はアメリカザリガ

ニが既に定着している水域を，水色は 2021 年現在未定着の水域を，紫色は情報がない水域を示す． 
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2020 年の秋期と 2021 年の夏期～秋期にかけて，「モリアオガエルの池」における捕獲個体数は低く

（図 3），特に大型の雌個体の捕獲数が低かった（図 4）．夏期～秋期に捕獲記録が疎らとなった理由

としては，夏期繁忙期にキョロロが突入したため漁具の内容物を確認できる時間が減少したことが 1

つ挙げられる．しかし，漁具の中身を確認する機会は減っても，漁具自体は 7 月 8 日以降も継続的に

池内に仕掛けられていたという（小林誠氏，私信）．今回用いた網もんどりとアナゴ籠には，どちらも

入口に漏斗状の返しがついており，一度漁具内に入った個体は容易には逃げられないと予想されるが，

一方で，網もんどりはアナゴ籠よりアメリカザリガニに脱出されやすく，アナゴ籠においても誘因餌

がなくなると徐々に捕獲個体は脱出するとの指摘がある（芦澤ら 2018）．今回においても漁具内から

アメリカザリガニが脱出した可能性は否定しきれない．7 月 8 日以降に捕獲が散発的になった理由と

しては，捕獲努力量が減少したことが一因かもしれない．但し，アメリカザリガニの生物学的特性も

捕獲個体数が疎になったことに関与している可能性があるため，以下ではこの点についても検討する． 

今回の事例と類似した事例は宮城県北部のため池で漁具やトラップによるアメリカザリガニの駆

除を行った芦澤・藤本（2012）でも報告されている．芦澤・藤本（2012）では，5 月から 6 月末まで

は大型個体が多く捕獲されたが，7 月から 9 月にかけては小型の雄個体ばかりが多く捕獲された．こ

の理由として，芦澤・藤本（2012）は雌個体が巣穴で抱卵していたため捕獲されなかった可能性を挙

げている．多くの雌個体は秋に産卵するものの，春に交尾を行いその数週間後に産卵し抱卵・子の世

話に移行する個体もしばしば存在する（Alcorlo et al. 2008; 川井 2009）．6 か月以上冠水する場所に

おいて，アメリカザリガニは繁殖期を春と秋の両方で迎えうることも指摘されている（GISD http://w

ww.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=608，2021/12/30 確認）．夏期～秋期にかけて「モリアオガエルの池」

で大型の雌個体の捕獲数が低かった理由は，大型の雌個体が抱卵や子の世話のために巣穴に潜ってい

た可能性がある． 

水温はアメリカザリガニの移動距離や活発さに影響を及ぼす要因である（Gherardi et al. 2000; Pa

yette & McGaw 2003）．水温が 22°C の環境ではアメリカザリガニは最も活動的になる一方で，本種

は 30°C 以上と 12°C 以下の水温を避けることが示されている（Payette & McGaw 2003）．不適な水温

の際には，温度環境が穏やかな巣穴に籠ってやり過ごす．「モリアオガエルの池」での捕獲個体数の季

節的な変動は水温の季節性により説明が可能かもしれない．一方で，「モリアオガエルの池」で水温を

含む非生物環境データは蓄積されていない．今後，「モリアオガエルの池」でのアメリカザリガニの個

体群動態を理解するため，池内の環境データを蓄積していく必要がある． 

2021 年 5 月下旬～6 月中旬にかけて，「あかしょうびんの池」でもアメリカザリガニが捕獲され（図

6），多くの捕獲個体の全長は 50 mm 以下と小さかった（図 7）．これらの個体の多くは孵化後 0～1 年

目の個体と考えられる（川井 2009）．「あかしょうびんの池」の上流には「モリアオガエルの池」があ

り，両池は暗渠により連結している．今回，「あかしょうびんの池」で捕獲された個体は「モリアオガ

エルの池」で新規に加入したものが流下したものかもしれない．「あかしょうびんの池」の下流に位置
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する「キョロロの田んぼ」の承水路でも 2 個体が捕獲され，1 個体は未成熟の雌であった．この個体

についても「モリアオガエルの池」の新規加入個体が流下したものと予想される．前述した通り，「モ

リアオガエルの池」ではアメリカザリガニが既に繁殖を開始している可能性があり，今後，「モリアオ

ガエルの池」は「あかしょうびんの池」等を始めとする他の水域へのアメリカザリガニの散布源とな

る恐れがある． 

 今回捕獲された個体はほとんどが全長 30 mm 以上のものであり，全長 10 mm 台の個体は 4 個体の

みみつかった（図 4，6）．親離れする稚ザリガニの全長は約 8 mm であり（自然環境研究センター 2

019），本種の 1 個体あたりの抱卵数が少なくとも 100 を超えること（GISD; http://www.iucngisd.org/gi

sd/species.php?sc=608，2021/12/30 確認）を考えると，今回用いている採捕漁具 2 種では稚ザリガニを

捕獲できていないことが予想される．白石ら（2015）はカニ籠を水中から引き上げる際に網目からア

メリカザリガニの小型個体が抜け落ちる様子を観察している．今回用いたアナゴ籠や網もんどりでも

同様の事態が生じている可能性はある．また，アナゴ籠や網もんどりの入り口が構造的に稚ザリガニ

に利用されにくい可能性もある（芦澤ら 2018）．今後，各池における小型個体の個体数の季節的動態

や駆除方法を検討する必要がある．駆除にあたっては，芦澤ら（2018）の指摘にある通り，漁具を用

いた罠以外の方法（例えば，タモ網等によるすくい採り；苅部・西原 2011，小型個体の物陰に隠れる

習性を利用した捕獲；Engdahl et al. 2013）との併用が必要となるだろう． 

今回，アメリカザリガニのものと思われる巣穴（図 8）が「モリアオガエルの池」の池岸で 23 個，

「あかしょうびんの池」の池岸で 2 個，「キョロロの田んぼ」の畔で 14 個発見された．前述した通り，

アメリカザリガニは巣穴で不適な環境をやり過ごし（Payette & McGaw 2003），雌個体においては巣穴

内で稚ザリガニを育てる（川井 2009）．これらの水域，特に「モリアオガエルの池」では，翌春に越

冬に成功した多くの稚ザリガニが加入すると考えられ，さらに，一部の稚ザリガニは「あかしょうび

んの池」や「キョロロの田んぼ」，あるいは連結する別の水域に流下する恐れがある． 

 今回の調査とヒアリングにより，キョロロ周辺におけるアメリカザリガニが定着したため池の分布

状況が地図化できた（図 9）．「モリアオガエルの池」と「あかしょうびんの池」より東側のため池群

の多くはアメリカザリガニに既に定着されており，「モリアオガエルの池」と「あかしょうびんの池」

はアメリカザリガニの分布拡大の最前線であることが読み取れる．「モリアオガエルの池」は水路に

より「クロサンショウウオの池」や「メダカ池」，小坪野のため池群と連結しており，今後はこれらの

池にアメリカザリガニが進出する可能性が高い．今後，「モリアオガエルの池」や「あかしょうびんの

池」におけるアメリカザリガニの個体数の低減および根絶に加えて，既に本種が定着済みの池からの

アメリカザリガニの分散を抑制する施策が必要となる．例えば，流下トラップや落とし穴等の設置と

いった侵入防止策（芦澤・藤本 2012）の検討が必要だろう．また，既に定着済みのため池内における

個体数の低減や根絶にあたっては，雌雄ともに捕獲できる時期を見極め，効率的な管理時期を選定す

ることが重要である．前述した通り，夏期～秋期においては大型の雌個体を漁具により捕獲できない
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可能性がある（図 4; 芦澤・藤本 2012）．また，春期等に加入する小型個体を効率的に捕獲する方法も

検討の必要がある（苅部・西原 2011; 芦澤ら 2018）．さらに，アメリカザリガニの生態的影響や本種

駆除後の生態系回復を定量的に検証するため，アメリカザリガニの個体数や体サイズだけでなく，水

草や魚類，水生昆虫といった他の生物群の量や非生物環境のモニタリングを行うことが望ましい．そ

して，定められた管理目標に向かって，各々の管理手法の効果を科学的に検証し，順応的に管理手法

や方針を変えることができる仕組みづくりが重要である（例えば，大河内 2009）． 
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