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茨城県には日本で二番目に大きな湖である霞ヶ浦があり、水利に恵まれた環境から国内有数の
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趣旨説明：農業と外来生物 

 

吉村 泰幸（農研機構 農業環境変動研究センター・外来生物影響評価ユニット） 

 

 アメリカザリガニ、ライギョ、40 年以上前、近所の川で捕まえ水槽で飼っていた。当時

の私は、外来生物という考えも知らず、もちろんどんな問題を引き起こしているか等も考

えたことはなかった。ただただ捕まえるのが面白い、エサをやるのが楽しかったのだ。今

や、日本には多くの外来生物が住み、TV 番組でも取り扱われることもある。外来生物は、

在来種を捕食し、居場所を奪い、農作物そのものを食害したり、水利施設に被害を与えた

り、人を傷つけたり等、さまざまな影響や被害をもたらしており、国連の SDGs（持続可能

な開発目標）でも、ゴール 15 の 8 番目に「侵略的外来種の移入を防止し、、」と掲げられて

いる。現在、外来種に対する対策の必要性が訴えられ、外来生物法や愛知目標（個別目標

９：侵略的外来種の制御・根絶）などによる規制、自治体や市民による防除活動などが行

われている。 

茨城県は日本で二番目に大きな湖である霞ヶ浦を有し、水利に恵まれた環境から国内有

数の農業生産県となっている。しかしながら、その農業用水利施設を介して分布を拡大す

る水生外来生物が存在し、時には通水障害も引き起こしている。地域における水利用は、

生活用、農業用、工業用と多岐にわたり、その面積も広域に広がっているため、それぞれ

の施設を管理する主体が多く、また、行政機関も複数存在することが考えられる。これら

は人間側の問題だが、このような現状が、水生外来生物を防除する際の壁となっており、

そのような壁を取り除くためにも、分布実態や対策に関する最新情報を共有することが重

要である。 

 本セミナーは、令和元年度から始まった農水省委託プロジェクト研究「農業被害をもた

らす侵略的外来種の管理技術の開発」をベースに水利用を介して拡散する水生外来生物の

現状と対策について、様々な研究機関や自治体の取り組みを紹介し、外来水生生物がどこ

から来て、どのように広がり、どのような問題を引き起こすのか、また、どのようにその

被害を防ぎ、緩和するのか、現在の分布状況や最新の知見や対策についての情報を共有す

ることを目的として開催するものである。その上で、水利施設を管理する主体間、複数の

行政機関で連携し、効果的な対策や管理のあり方について、広い視点で議論いただけるよ

う主催者を代表してお願いしたい。 
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農業農村整備分野における外来生物対策の取り組み 

 

樺元 淳一（農林水産省農村振興局鳥獣対策・農村環境課） 

 

１．はじめに 

 食料・農業・農村基本法においては、今後の食料・農業・農村施策の目指す基本理念の

一つとして、農業の有する多面的機能の発揮が掲げられており、土地改良法においては、

環境との調和に配慮することが事業実施の原則に位置付けられている。農村振興局鳥獣対

策・農村環境課では、環境との調和に配慮した農業農村整備事業の推進に貢献する調査を

実施しており、成果の一環として外来生物対策についても農水省ＨＰで公表している。 

２．これまでの取り組み 

「外来生物対策指針（平成 20 年 3 月）」は、農業用用排水路、ため池、調整池及びその

周辺において通水障害や維持管理面での障害等の影響を及ぼす外来植物に対して、その影

響を軽減・除去するための望ましい方策等を示し、外来植物による被害を防止することを

主な目的としてとりまとめたものである。 

「カワヒバリガイ被害対策マニュアル(平成 25 年 3 月、平成 29 年 3 月改定)」は、カワ

ヒバリガイによる被害の軽減、または被害の未然防止を図るため、水管理による防除、水

路管内のライニングによる固着防止等現地適用可能な対策技術等を紹介し、適正な生態系

保全及び農業水利施設の整備と維持管理の適正に資することを目的として策定している。 

外来生物対策に関する上記の調査成果は、主に農業水利施設を利用・維持管理する土地

改良区や末端施設での用水管理を行う農家等を利用対象者としているが、通常の維持管理

活動で対処できない等の場合の体制整備や、被害対策実施主体の防除実施協力体制とネッ

トワーク化の重要性について記述している。 

３．現在の取り組み 

上記以外にも外来生物対策に関する参考資料を公表してきたが、カワヒバリガイをはじ

めとして外来水生生物に起因する農業水利施設被害への抜本的対策を求める現場の声は依

然として強く、令和２年度から、「農業利水に支障を及ぼす有害生物の発生を想定した対策

手法、効率的な施設管理を可能とする施設構造等を検討する調査」を実施している。 

令和２年度は、国営事業に関連する土地改良区（連合）の 576 団体を対象に、実態把握

を行うアンケートを実施、約９割から回答があった。通水阻害の要因の大部分は外来水生

生物であり、以下のような実態が明らかとなった。 

①概ね半数の土地改良区で通水阻害が発生、または対策を要し、施設は開水路が多い。 

②影響の及ぶ農地は 100ha までが多いが、国営地区受益面積に相当するケースもある。 

③要因は「水草」が多く、沈水植物（コカナダモなど）による被害が多く認識される。 

④除去は、人力・手作業により多く行われている。 

⑤対策の実施主体は土地改良区が多く、費用・労力負担を担っている。 

本アンケート結果からは、全国展開の可能性がある効果的な対策事例も見られた。今後、

効果的な対策事例について詳細を把握するとともに、文献調査やケーススタディを併せて

実施する。土地改良事業地区における通水阻害対策手法を整理し、施設設置時、更新時の

計画についての提案事項を令和４年度までに技術資料としてとりまとめる予定である。 
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茨城県の外来種対策 

 

山根 爽一（茨城県自然環境課生物多様性センター） 

 

2016 年に策定された「茨城の生物多様性戦略」において，外来生物が生態系や在

来生物へ与える影響は極めて甚大であり，その侵入防止と根絶・抑制に取り組む必要

があると述べている。そのために，近県での侵入状況を参考に予防的対策を講じるとと 

もに，県内への侵入状況を継続的に調査することを謳っている。 

ひとたび定着した外来種を根絶することは非常に困難である。定着を阻止するため，

侵入の初期に発見できるよう県民向けに外来生物に関するパンフレットを作成して，情

報提供を呼びかけている。 

しかし，2020 年 12 月現在，動物 16 種，植物 10 種の特定外来生物が県内に定着し

ている。中でも，動物ではアライグマ，チャネルキャットフィッシュ，オオクチバス，クビアカ

ツヤカミキリ，カワヒバリガイ，植物ではナガエツルノゲイトウ，ミズヒマワリ，オオフサモ，オ

オキンケイギク，アレチウリなどが分布域を広げている。また，隣接地域に生息するシカの

一種キョンやカミツキガメの侵入にも注意が必要である。 

近年，古河市にクビアカツヤカミキリが侵入・定着し，常総市ではヒアリが確認されるな

ど，新たな特定外来生物が見つかった。人や物の交流が盛んになるにつれ，外来種の

侵入増加が予想されることから，本県における外来種の侵入・定着状況を正しく知るため

に，「茨城における外来種リスト」の策定に着手した。 

定着した特定外来生物は，市町村や環境団体，県民と連携協力して，その根絶と抑

制を図っている。アライグマは定着の初期に防除実施計画を策定して防除に取り組んで

いるが，捕獲数は県南西部を中心に増加を続け，年間の捕獲頭数は 1000 頭を超えた。

霞ケ浦では，漁協がチャネルキャットフィッシュ，オオクチバス等の外来魚を年間 300 トン

ほど回収・駆除している。バラ科樹木を加害するクビアカツヤカミキリは，古河市以外への

生息域の拡大が懸念されるため，近県や市町村との情報交換を行っている。 

ナガエツルノゲイトウ，ミズヒマワリ，オオフサモ等の水生の外来生物は，10 年ほど前か

ら各地の河川や水路、湖沼での繁茂が見られ，分布の急速な拡大が懸念される。新利

根川流域では，農業用施設への被害を防止するために除去を実施した他，河川管理者

や市町村と連絡協議会を設置し，生育状況のモニタリングや啓発等について協議を行

っている。近年は生育地が広がり，水田等への侵入も確認されている。オオキンケイギク

も県内各地に広がっており，市町村や環境団体が除去に取り組んでいるが，繁殖力が

旺盛で在来生物に大きな影響を与えている。 

一旦定着した種の多くは根絶が困難となるため，侵入・定着の防止が重要である。し

かし，その一方で駆除を実施して抑制を図らなければ生態系や産業に多大な影響を与

える。定着の初期における迅速かつ集中的な駆除努力が必要であろう。根絶が難しくな

った種を駆除するためのモチベーションの維持も大きな課題である， 
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生態的特徴に基づくカワヒバガイの防除の考え方 

 

中井 克樹（滋賀県立琵琶湖博物館） 

 

 筆者が現在も勤務する琵琶湖博物館の開設のための部局に 1992 年に職を得て迎えた最

初の冬、琵琶湖でカワヒバリガイ Limnoperna fortunei が初めて発見されたとの知らせが

届いた。翌 93 年の秋、運用開始を控えた長良川河口堰の上流側から、汽水域に棲息する外

来種コウロエンカワヒバリガイ Xenostrobus securis と思われる二枚貝が付着した川底の

石が持ち込まれたが、この貝は正真正銘のカワヒバリガイであった。これを受け、長良川

と河口部で合流する揖斐川の下流部で 1988 年に採取されたコウロエンカワヒバリガイと

同定されていた貝がカワヒバリガイだと判明し、これが日本最初の確認事例となっている。

その後、カワヒバリガイは、外来生物法の特定外来生物に指定されたのと相前後して、2000

年代半ばに矢作川や天竜川、霞ヶ浦水系など新たな水系への侵入・定着が相次いでいる。 

 カワヒバリガイの国内侵入が認識された当初、北アメリカ五大湖における生態的特徴が

類似したゼブラガイ（カワホトトギスガイ）Dreissena polymorpha の激増による甚大な被

害や、韓国・漢江の八堂ダムにおけるカワヒバリガイの大発生から、日本国内でも深刻な

影響の発生が懸念された。カワヒバリガイが問題を起こす原因となる生態的特徴としては、

生活史の初期にプランクトンとして浮遊する受精卵～幼生期を持つこと、および稚貝とし

て着底した後、足糸を分泌し堅い基盤に固着して成長することが挙げられる。着底直後の

稚貝は匍匐して固着する適地へ移動するため、基盤の割れ目や凹み、あるいは先住の個体

の周囲に集まって固着する傾向があり、結果として高密度に着生する状況も現出する。 

 日本の野外水域においてカワヒバリガイが高密度で生息する状況は、長良川、宇治川、

矢作川等で確認したが、演者の知る限り、地域的にも期間的にも限定的な現象であった。

一方、さまざまな人工の利水施設内では、時に厚みをなして大規模に着生する事例が度々

確認された。そして、カワヒバリガイが定着している水系から取水する農業用水施設等で

の通水障害が運用・管理上の支障となってきたことから、本格的な対策事業が始まった。 

 カワヒバリガイは、利水施設へ侵入した１mm に満たない浮遊個体が施設内で稚貝として

着底し、スクリーンや細管内部などで固着生活を続けると、成長する過程で通水障害を起

こし、それ以外の場所でも壁面を粗面化して通水効率を低下させる。さらに、固着した個

体が死亡等により脱落し、農業用水システムでは水源から末端の農地に近づくほど流路の

幅が狭くなることから、脱落した個体・死殻が用水とともに流下しながら途中で引っかか

ると、そこで大量の個体が目詰まりして水の流れを閉塞させる。また、環境条件の悪化や

繁殖後の疲弊により、固着した個体が同時期に大量死することも想定され、施設内で水が

滞留したり流量が少なかったりすると、軟体部の腐敗による水質悪化を招くおそれもある。 

 カワヒバリガイの定着水域から取水する限り、利水施設ではカワヒバリガイによる最悪

の被害の発生を想定しておく必要がある。施設の特徴を分析し、箇所ごとに被害の種類や

その深刻さを推定して、適切な運用・維持管理が行われることに期待したい。 
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霞ヶ浦用水事業におけるカワヒバリガイの被害状況とリスク管理 

 

横島 友和（霞ヶ浦用水土地改良区・管理課） 

 

 霞ヶ浦用水土地改良区の地区内で、カワヒバリガイの被害が初めて確認されたのが平成

２５年（2013）に水利用している水田の一部において、死んだカワヒバリガイが原因で蛇

口が閉塞するといった通水障害の被害が発生した。通水障害の解消方法は、コンプレッサ

ーで蛇口から空気を送り込み詰まった異物を除去する方法と一部配管を切断して再接続し

直す工事で解消した。被害発生が代掻き及び田植えの時期であり水の需要が多いときで、

約１週間水利用が出来なくなった。工事費用としては、約６０万円が被害地区での負担と

なった。通水障害が発生したのが、影響が大きい代掻き・田植えを行う通水初期のため、

次年度以降からは、通水前に管内の水替え作業（管内のフラッシュ作業）を水資源機構・

地元土地改良区及び維持管理組合と連携して毎年実施していることで、蛇口の閉塞といっ

た被害が軽減されている。 

平成２６年（2014）より、研究機関が行っているカワヒバリガイの生息調査に参加し、

霞ヶ浦用水地区内の調整池にトラップによる調査を実施、カワヒバリガイが生息している

かどうかを確認して、生息が確認された調整池においては、落水や低水位管理を実施する

こととした。 

利根川水系と那珂川水系の境界に位置する「笠間池」は、他水系へ生息が拡大する恐れ

がある重要地点であるため、トラップ調査を行い、回収する際に通常管理水位より下げて、

トラップ調査とあわせて周辺調査を行っている。平成２６年（2014）に実施した調査では、

トラップにカワヒバリガイの付着はなかったが、水位を下げて周辺の調査をした事で池の

護岸からカワヒバリガイが確認された。この重要地点において、生息が確認されたため、

すぐに完全落水を開始し、２ヶ月間の落水状態を維持して、カワヒバリガイを乾燥させて

死滅させた。補足として、完全落水した時期は、非灌漑期で、カワヒバリガイの幼生が無

い期間の冬場に実施した。 

平成２７年（2015）に明石揚水機場吸水槽のスクリーンにおいて、通水期間中に水位差

があり、非灌漑期に吸水槽を排水して確認したところ、スクリーンにカワヒバリガイが大

量に付着していたため、こそぎ落として清掃した。次年度以降は、吸水槽を排水し、カワ

ヒバリガイを乾燥させて死滅させる事で、スクリーンの清掃の労力は無くなった。 

現在、毎年行う調査及び調整池の落水は、時期や方法などを改善しながら継続しており、

あわせて地元水利組合等への落水などの周知を行っている。 

また、被害が発生した平成２５年（2013）から、「カワヒバリガイの被害と対策について

の合同打合せ」を毎年実施しており、研究機関を含め、関係行政機関と、被害の状況や実

施している対応などの情報を共有している。 

 

令和元年度（2019）からは、「侵略的外来種コンソーシアム」に加入し、調整池の低密度

管理技術の開発として、落水時期や落水期間、労力の軽減など、新たな費用負担が発生し

ないよう、施設管理者として通常の維持管理の中で対応できる方法等を検討していく。 
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水利施設の管理でカワヒバリガイを減らす工夫： 

見つける・水を抜く・監視する 

 

伊藤 健二（農研機構 農業環境変動研究センター・外来生物影響評価ユニット） 

 

 近年、カワヒバリガイは近畿から東海、関東地方の河川や湖沼、水路や貯水池などの様々

な淡水に生息し、水利施設で通水障害を引き起こすようになっている。水利施設は通水障

害が発生する現場であると同時に、新たな地域へカワヒバリガイの分布を拡大させる経路

にもなっている。カワヒバリガイの分布拡大を防ぎ、新たな地域で被害を発生させないた

めにも、水利施設内での密度を抑制し、大規模な発生を防ぐことが求められる。 

 カワヒバリガイは生まれて 10-20 日間、大きさ 0.1mm 程度の浮遊幼生となって水中を漂

う生活史をもつ。この時期の幼生は水の流れに逆らって移動する能力がなく、海まで流さ

れれば死滅してしまう。そのため、カワヒバリガイの集団が存続するためには、生活史を

完結できる止水や流れの緩やかな場所が必要となる。実際、カワヒバリガイの多発してい

る生息地は、止水、もしくは緩やかな流れのある場所に集中している。水利施設でカワヒ

バリガイの発生を抑えるためには、止水である貯水池などの管理が特に重要となる。 

 カワヒバリガイ対策の第一歩は、施設に侵入するカワヒバリガイを発見することである。

水源となる湖沼や河川でカワヒバリガイが確認されている場合、そこから取水する水を経

由して施設内に侵入している可能性が高い。湛水した貯水池は付着したカワヒバリガイを

見落とす可能性が高いため、水位を下げた状態での観察や、付着トラップの利用などが有

効である。近年、水に含まれる生物由来の DNA(環境 DNA)を分析する事を通じ、カワヒバリ

ガイの侵入を高感度に検出する手法も開発されている。 

 貯水池に侵入・定着したカワヒバリガイは、落水と乾燥によって効率よく死滅させるこ

とができる。北関東の貯水池で行った試験では、繁殖期が終了した 11 月から 1月までの期

間、約半月の落水と乾燥によってカワヒバリガイを死滅させることができた。天気の良い

時期や干上がった貝が凍結する厳冬期などを選ぶことにより、短期間でより確実な死滅が

期待できる。落水を行っても貯水池内に水が残ってしまう場合や、水の溜まりやすい構造

の施設では、生き残る個体が出てしまうことが多い。このような場合、施設管理の工夫(ポ

ンプによる排水、水切りなど)で、可能な限り乾燥した状態を作り出すことが望ましい。 

 実際にカワヒバリガイが発生している貯水池は、水源や上流から継続的に幼生が流入し

ていることが多く、一度の対策で長期にわたる効果を期待することは難しい。現実的には、

毎年の継続した対策とモニタリングを通じた低密度管理が目標となる。毎年対策を実施す

ることで、駆除が困難な大型

個体へと成長させないことも

重要である。落水を実施した

貯水池の周辺の河川へカワヒ

バリガイの侵入が抑制されて

いる事例や、落水の翌年に幼

生密度が減少するといった事

例(図)も報告されている。  
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除去したカワヒバリガイの干出し効率化を目指して 

 

竹村 武士（農研機構 農村工学研究部門・水域環境ユニット） 

 

 カワヒバリガイは通水阻害を生じるのみならず灌漑期終了時の通水停止に伴う斃死や通

水停止と干出しにより死滅を図る際には悪臭をももたらす。干出し時の死滅過程は明らか

でなく条件によっては駆除後数週間の生残可能性も指摘されている。未だ少ない著者の事

例調査では干出し方法に２パターンが確認され、堆積土砂や藻類等雑そう物の多寡、周辺

環境、水路脇管理道をバックヤードとできるか否か等に依ると推察される。雑そう物が多

いとカワヒバリガイのみの選択的駆除は非現実的でまとめて処理（除去等）される。Ａ地

区ではまとめてフレコンバック（以下、フレコン）に詰め水路内に残置・干出しし、一方、

雑そう物が少ないＢ地区では除去したカワヒバリガイを水路脇管理道に陸揚げ・干出しし

ていた。ここではＡ地区の駆除作業、フレコン詰込物の含水率と臭気センサー値、また、

水切りタイプフレコンの適用性検討実験を中心に情報提供することとし、紙面の許す範囲

で概略する。 

 Ａ地区駆除作業は通水停止後 14～58 日目に約 2km 区間で請負業者により行われた。作業

前、通水停止翌日と 13 日目の管理道からの確認では個体、臭気確認には至らなかった。作

業自体は一定区間毎に、①ゴム製トンボやプラスコップで堆積物ごと集積、②集積物を重

機バケットに、③バケットからフレコンに移す、の順で行われ、①では必要に応じて排水

ポンプが、③ではフレコンの積載台車が使用された．詰込物は大量の水を含むペースト状

で、詰込後の不定形なフレコンは水路壁に寄せて残置される。水路底では米粒程の多数個

体が水溜りに沈んだ状態が確認された。作業箇所付近や未作業・作業済み箇所などに明ら

かな臭気は少なく詰込後一定期間内のフレコン開封時に強い臭気を確認した。詰込物含水

率は約２カ月の間 70～80%間を推移し予想以上に乾燥し難かった。なお生死確認では個体

を初確認した通水停止後 16 日目以降少なくとも動く個体は確認できていない。 

 水切りタイプフレコン適用性については、漏斗状とした水切り・通常タイプ２素材に

150ml の水を注ぐと 100ml 通過に各 55 秒、3 分間を要した。詰込初期の水切りという点で

期待できるが、不飽和状態以降の乾燥の進行は未知数である。なお、これら２素材で封じ

たサンプル瓶の水の蒸発に差はみられない。 

 また、各素材３サイズ（小：10,中：20,大：40 単位㍑）の供試用フレコンを作成し疑似

（コウロエン）カワヒバリガイを供試、重量・温度・湿度推移を調べた（9月 21 日～11 月

30 日）。ただし大サイズ供試個体重量は中サイズ同様である。また雑そう物は僅かでこの

点Ｂ地区イメージに近い。結果的に２素材間で重量変化に大差ないこと、湿度は水切りタ

イプで変化幅が大きいこと、フレコン内温度は 2.5～50.5℃でサイズ毎の素材比較では通

常タイプでやや最高温度が高くなる傾向、供試個体中央部温度は 4.8～39.5℃で同様に通

常タイプで最高温度が高くなる傾向を確認した。 
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薬剤等によるカワヒバリガイの駆除・被害抑制技術の開発 

 

小林 卓也（一般財団法人電力中央研究所・環境科学研究所） 

 

 カワヒバリガイは、水中の岩や構造物の表面に付着することで利水に悪影響を及ぼす「特

定外来生物」に指定された淡水棲の二枚貝である。生まれてから 1～2 週間、「浮遊幼生」

と呼ばれる形態で水中を漂う生態を有しているため、水の流れによってその生息範囲を拡

大する能力を持つ。その一方で、繁殖には、「浮遊幼生」の期間に海まで流し出されること

のない、水の流れが停滞する湖沼等の存在が必要となる。農業利水施設では、主に貯水池

がカワヒバリガイの繁殖場所として機能するため、そこでの対策が下流の被害低減や生息

地の拡大防止に大きく寄与する。また、複数年の寿命を持つことから、水路や配管等の流

路内に付着した場合にも、「浮遊幼生」を下流貯水池へ供給する中継地になってしまう。そ

のため、水路等への付着防止も対策効果の向上に寄与することとなる。 

 貯水池における効果的な対策の一つとして、水抜きによる干出が考えられる。しかし、

完全な水抜きが出来ない場合、生残個体がその旺盛な繁殖力により、急速な生息個体数の

回復をもたらすことになる。このような生残個体を短期的に除去する方法としては、薬剤

が有効と考えられる。そこで、農業資材として一般使用されるとともに、淡水域において

他の外来生物駆除等への適用実績のある薬剤を中心に、室内実験によりその有効性につい

て検討を進めてきた。外来生物であるカワヒバリガイの飼養を許可された特定飼養施設内

において、カワヒバリガイの成貝を異なる薬剤濃度に設定した飼育水に 20～24 時間浸漬し、

生死反応を指標にして効果を判定した。農地における各薬剤の標準施用量を上限として検

討した結果、これまでに、土壌改良や酸性河川の中和に使用される水酸化カルシウム

(Ca(OH)2)が、カワヒバリガイの駆除に効果を発揮することを確認している。水抜き時、水

が残る場所に水酸化カルシウムを散布することで、残存する個体を処理できると考えられ、

今後、これらを組み合わせた効率的な駆除方法等について検討を進める予定である。 

水路や配管への付着対策に関しては、オゾン添加の効果について検討してきた。オゾン

は強い酸化力を有しながら、水中において酸素に分解されることから、残留性の少ない物

質として知られている。カワヒバリガイが生息・繁殖する貯水池内に送水実験装置を設置

し、幼生の発生時期の湖水を実験配管内に送水することで、オゾン添加の有無や添加濃度

による配管内の付着量の変化からその効果を評価した。0.04～0.33 mg/L の濃度範囲でオ

ゾンの付着防止効果を評価した結果、0.25 mg/L の溶存オゾン濃度においてカワヒバリガ

イ浮遊幼生の付着を防止できることが明らかになった。さらに効率的な添加方法につい検

討し、高い頻度で間欠的にオゾンを添加することにより、オゾンの量を低減しながら高い

付着防止効果が発揮されることを明らかにしている。上述の通り、オゾンは分解性が高い

ことから濃度維持が難しく、多量の送水を処理するためには、製造方法や添加方法等の技

術面ならびに、コスト面でのさらなる改善が必要である。その反面、残留性が低いことか

ら環境影響の視点では利用しやすく、今後実用化が期待される技術の一つである。 

 以上、カワヒバリガイ駆除への薬剤適用に関する検討の一部を紹介したが、薬剤は濃度

調整等によりその効果を制御しやすく、即効性も期待できることから、生産現場へ非意図

的に侵入した際の拡散防止のための選択肢の一つとしても、重要な技術となると考える。 
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ポスター 一覧 

 

１．環境 DNA を用いた特定外来生物カワヒバリガイ調査手法の開発 

伊藤 健二・芝池 博幸（農研機構） 

２．特定外来生物カワヒバリガイ(Limnoperna fortunei)の摂食活動が 

動物・植物プランクンの個体数変動に与える影響 

中里 亮治（茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション） 

３．LAMP 法による環境 DNA 検出： 

カワヒバリガイおよびスクミリンゴガイを対象として 

鈴木 良地・佐伯 晶子（愛知農総試）・伊藤 健二・芝池 博幸（農研機構） 

４．農業用水の水質を用いたタイワンシジミ被害の発生リスク指標の提案 

岡島 賢治（三重大学大学院生物資源学研究科） 

５．印旛沼水系に見られる特定外来生物カミツキガメ 

林 紀男（千葉県立中央博物）・今津 健志（千葉県生物多様性センター） 

６．ため池に侵入した外来魚オオクチバスによる捕食影響の解明 

角田 裕志 (埼玉県環境科学国際センター)・ 

満尾 世志人(新潟大学佐渡自然共生科学センター) 

７．チャネルキャットフィッシュ霞ヶ浦での外来ナマズの生息状況と被害実態 

加納 光樹（茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション） 

８．畦畔のナガエツルノゲイトウは、グリホサートで抑制できるか？ 

井原 希・嶺田 拓也・芝池 博幸（農研機構） 

９．新利根川流域の水田に侵入したナガエツルノゲイトウ 

嶺田 拓也・小荒井 晃（農研機構）・山田 祐司（協友アグリ） 

9



特定外来⽣物カワヒバリガイの分布拡⼤が進⾏していますが、カワヒバリガイは侵⼊
初期の発⾒が難しく、対策は遅れています。そこで、⾼感度検出技術として注⽬され
ている環境DNAを使ったカワヒバリガイの調査を⾏い、その有効性を検討しました。

環境DNAとは、生物の排泄物・組織片などに由来する、環境中に

存在するDNAの断片のことです。この環境中のDNAを分析すること

で、生物の在・不在や生物の量を推定することができます。

環境DNAを用いた特定外来生物カワヒバリガイ
調査手法の開発

伊藤健二・芝池博幸(農研機構・農環セ)

通常の調査手法と環境DNA調査の比較

結論：環境DNAはカワヒバリガイの分布調査に有効

環境DNAとは？

検出系の設計：カワヒバリガイに特異的なプラ
イマー・プローブ対の開発

・カワヒバリガイのミトコンドリア

CO1領域の塩基配列情報を収集、それ

を元に種特異的なプライマー・プロー

ブ対を設計しました。

・カワヒバリガイの筋組織由来のDNA

をPCRで増幅し、他の二枚貝のDNAと比
較したところ、種特異性があることが

示されました。

各種二枚貝由来DNAを用いたPCR結果
(1)マガキ(2)ミドリイガイ(3)タイワンシ
ジミ(4)ムラサキイガイ(5)コウロエンカワ
ヒバリガイ(6)(7):カワヒバリガイ(8)DW

・カワヒバリガイが確認された全ての貯水池で環境DNAが検出され、

通常の調査で確認されない地点からもDNAが検出されました

・幼生の密度とeDNA濃度には正の相関関係があります(Spearman‘s 
rank correlation, p=0.0032)。環境DNAの濃度によって、カワヒバリガ

イの生物量を評価できる可能性が示唆されます。

幼生密度とDNA濃度の関係

・カワヒバリガイ発生地(霞ヶ浦周辺)を水源とする貯水池を対象に、

表層水の環境DNAの調査、目視観察 (10分間探索)、プランクトンネッ

トによる幼生の調査を実施し、目視観察(在・不在), プランクトン幼

生密度、DNA濃度を比較しました。

調査地。水源(霞ヶ浦)では2006年以降カワヒバリガイが確認されています

・空間変動(貯水池内)

・時期的な変動(4-10月)

環境DNAの濃度は時期によって変化

し、春から夏にかけて大きく増加し
た。原因として、水利用の変化(田

植えの時期の増加)や繁殖期(6-10

月)の影響が考えられます

4月は幾つかの地点で検出限界以下。5月・6月はほぼ貯水池全体か
らDNAが検出されました。

環境DNAの時間的・空間的な変動

カワヒバリガイ調査において、環境DNAは目視観察や
幼生調査と同等、もしくはそれ以上の感度を持つこと
が示されました。環境DNA濃度は季節的に大きく変化
するため、見落としを避けるためには調査時期の選択
が重要と考えられます。

出典：Ito and Shibaike (2021) Use of environmental DNA to survey 
the distribution of the invasive mussel Limnoperna fortunei in farm 
ponds. Plankton and Benthos Research (印刷中)
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特定外来生物カワヒバリガイ(Limnoperna fortunei)の摂食活動が 
動物・植物プランクンの個体数変動に与える影響 

中里 亮治（茨城大学 地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション） 

1. はじめに 

 外来生物による捕食圧が在来生物の個体数や現存量に影響

を与え、生息場の食物網を激変させる事象が世界各地で報告

されている。本研究では、近年国内各地で急速に分布を拡大

させているカワヒバリガイに注目し、その摂食能力を測定す

ることで、本種が動物・植物プランクトンの個体数変動に及

ぼす影響を明らかにすることを目的とした。 

2. 方法 

2.1 室内小型水槽実験 

霞ヶ浦から採水した湖水 1L を満たした小型水槽に、カワ

ヒバリガイを投入し、暗所で 24 時間飼育した。実験前と実

験後の湖水懸濁物の粒子サイズおよびクロロフィル a 量を計

測することで、その差異からカワヒバリガイの摂食能力を測

定した。 

2.2 野外大型水槽実験 

霞ヶ浦から採水した 700L の湖水を満たした大型水槽に、

カワヒバリガイ 600 個体を投入した。コントロールとして貝

を入れない水槽も用意し、それぞれ屋外に設置した。10 日

間、24 時間毎に両水槽内の湖水を採取し、動物・植物プラ

ンクトンの個体数(細胞数)密度およびクロロフィル a 量を計

測した。 

3. 結果および考察 

 室内小型水槽実験の結果、カワヒバリガイが積極的に摂食

する懸濁物の粒子サイズは約 2-40μm の範囲であった。ま

た、摂食速度は体サイズの増大に伴って増加した。平均殻長

27.2mm の個体の場合、その濾水量は 0.39 L day-1 ind-1 であっ

た。アルゼンチンのパラナ川では、カワヒバリガイが

38,000-44,000ind m-2 の密度で生息していたことが報告されて

いる。仮に 38,000 ind m-2 のカワヒバリガイが一個体当たり

0.39 L day-1 の水を濾過すると仮定すると、1m2 に生息するカ

ワヒバリガイが 1 日に約 15t もの水を濾過する計算となる。

このことから、本種の摂食活動は、水界生態系の食物網に多

大な影響を与える可能性があることが示唆された。 

野外大型水槽実験の結果、カワヒバリガイを投入した水槽

ではコントロール水槽と比較して、動物・植物プランクトン

の個体数(細胞数)密度が低くなった。特にワムシ類のハネウ

デワムシ(Polyarthra vulgaris)の場合、0 日目の個体数は両水

槽ともに約 250ind L-1 であったが、実験 10 日目にはコント

ロール水槽内の個体数が 887 ind L-1 まで増加した。一方

で、カワヒバリガイ投入水槽ではその密度は 104 ind L-1 に減

少し、コントロール水槽と比較して、個体数密度が約 13.6％

になった(図 1)。植物プランクトンにおいても、珪藻のヒメ

マルケイソウ属の一種 Cyclotella kuetzinigianum の場合、実験

10 日目の細胞数密度がコントロール水槽で 2,667 cell L-1 であ

ったのに対し、カワヒバリガイ投入水槽では 889 cell L-1 とな

り、コントロール水槽と比較して細胞数密度が約 33.3％にな

った。糸状藍藻の Planktothirix sp.の場合、実験 10 日目の細

胞数密度がコントロール水槽で 159,111 cell L-1 であったのに

対し、カワヒバリガイ投入水槽では 52,222 cell L-1 となり、

コントロール水槽と比較して細胞数密度が約 32.8％になっ

た。カワヒバリガイの摂食可能な粒子サイズから投入区での

減少理由を考察すると、C. kuetzinigianum および 

Planktothirix sp の場合、カワヒバリガイがダイレクトにこれ

ら藻類を捕食することで細胞数が減少したが、一方 P. 

vulgaris.の場合には、カワヒバリガイとの餌資源を巡る種間

競争から個体数が減少したと考えられた。 

 
図 1 野外大型水槽実験におけるハネウデワムシ個体数密度

の日変動 

4. 結論 

本研究の結果から、カワヒバリガイの摂食活動は捕食や餌

資源を巡る種間競争を通して、動物・植物プランクトンの個

体数変動に影響を与え、移入生息場所での食物網の改変を引

き起こす可能性があることが示唆された。 

備考 本要旨は第 46 回日本水環境学会年会で中村・中里・

北村（2012）により発表された講演要旨を一部改変したもの

である。 
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LAMP法による環境DNA検出：カワヒバリガイおよびスクミリンゴガイを対象として
鈴木良地1，佐伯晶子1，伊藤健二2 ，芝池博幸2（1愛知農総試，2農研機構）

背景・目的

結論

結果・考察

方法

◆ 4～6本（20～40mer）のプ
ライマーにより，一定の温度
（60～70℃）で連鎖的にDNA
が増幅する．
◆ 反応時間は30分～1時間程
度で，DNAの有無を目視だけ
で判定できる．
◆ DNA増幅阻害物質の影響を
受けにくく，DNA精製が不要.

(1) LAMP分析に適用できる簡易な環境水ろ過法およびDNA抽出法を明らかにした．
(2) LAMP法により農業用水中のカワヒバリガイ環境DNAをqPCR法と同程度の精度で検出できた．
(3) 同様にLAMP法により田面水からスクミリンゴガイ環境DNAを検出できた．

カワヒバリガイ

スクミリンゴガイ

陽性 陰性

反応液の色による
判定の例

図1. 簡易ろ過法

キャップ付きのサン
プリングバッグを採
水容器兼ろ過器とし
て用い，ガラス繊維
を利用して重力ろ過
のみで環境DNAを含
むろ過物を得る方法．

図4. 簡易DNA調製法および標準法の環境DNA検出数の比較
カワヒバリガイ飼育水（n=20）を簡易DNA調製法と標準法でそれ

ぞれ調製し，qPCRおよびLAMP分析した．簡易DNA調製法では
qPCR分析よりLAMP分析のほうが陽性数が多かった（陽性率95%）．

◆ 環境DNAは，ガラス繊維ろ紙でろ過後にDNeasy Blood & Tissue Kit 
(Qiagen)でDNA抽出し、定量PCR (qPCR)法で検出・定量する方法が
標準的手法である（「 環境DNA調査・実験マニュアル」，以下 標準法）．

◆ しかし，在不在の判定だけなら，qPCR法より簡易で粗精製DNAでも
増幅するLAMP法を適用できる可能性がある．

◆ 本研究では外来種のカワヒバリガイ(Limnoperna fortunei )および
スクミリンゴガイ(Pomacea canaliculata )について，種特異的なLAMP
プライマーを作出し，LAMP法による環境DNAの検出技術を開発する．

LAMP法の特徴
(loop-mediated isothermal amplification)

(1) LAMPプライマーの作出
カワヒバリガイ検出用プライマーはミトコンドリアCOI遺伝子（GenBank Accession No. JX177097）から，またスクミリンゴガイ検出用プライ
マーは同遺伝子（GenBank Accession No. AB433758）から，PrimerExplorerVer.5を用いてそれぞれプライマーLf8およびPc4を設計した。

(2) LAMPプライマーの特異性の検証
カワヒバリガイおよびスクミリンゴガイの近縁または同所的に生息する種のDNAを鋳型として，プライマーLf8（カワヒバリガイ）およびプラ
イマーPc4（スクミリンゴガイ）を用いて，リアルタイム濁度計によりそれぞれ65℃と63℃でLAMP反応を行い，40分以内に濁度が確認された
場合を陽性とした．生体DNAは，DNeasy Blood & Tissue Kitで抽出した．

(3) 簡易DNA調製法の適用
ガラス繊維を利用した簡易ろ過法を考案した（図1）。さらに，極めて簡易なDNA抽出試薬で
あるMightyPrep reagent for DNA (Takara)と組み合わせて簡易DNA調製法とし，カワヒバリ
ガイ飼育水中の環境DNAを抽出した．

(4) 農業用水（カワヒバリガイ）および田面水（スクミリンゴガイ）からの環境DNAのLAMP検出
カワヒバリガイが恒常的に観察されている農業用水路（愛知県豊田市）で，約1km間隔で農業用
水を1L採水した（2020.6)．また愛知県内の36枚の田面水を1L採水した（2020.8-9)．それぞれ
簡易法でDNAを調製し，LAMP法で検出した．

図2. カワヒバリガイLAMPプライマー
Lf8の特異性

8種のうち，カワヒバリガイDNAだけが検
出された．

図3. スクミリンゴガイLAMP
プライマーPc4の特異性

6種のうち，スクミリンゴガイ
DNAだけが検出された．

図6. 農業用水からのカワ
ヒバリガイ環境DNAの
LAMP検出

図5で採水した全ての検体
からカワヒバリガイDNAが
検出された．

図5. カワヒバリガイ調査の
ための農業用水の採水地点

採水時はほぼ満水で，カワヒ
バリガイの個体は目視できな
かったが → 図6へ

DNA陽性

DNA陰性

DNA陽性

稲刈り後
の残水か
らも検出
された．

表1. カワヒバリガイ環境
DNAのqPCR分析とLAMP
分析の比較

図7. 田面水からのス
クミリンゴガイ環境
DNAのLAMP検出

スクミリンゴガイの
生息状況とDNAの検出
結果が概ね一致した．

※ LAMP primer (Pc4)
qPCR分析のCt値が30以下で

あれば，LAMP法で検出できる
ことが示唆された．

本研究は，農林水産研究推進事業委託プロジェクト研究「農業被害をもたらす侵略的外来種の管理技術の開発 (2019-2023)」で実施した．
令和2年度 環境DNA学会第3回大会 2020年11月14-16日

Suzuki Ryoji (AARC), Saeki Akiko (AARC), Itou Kenji (NIAES), Sibaike Hiroyuki (NIAES)
Environmental DNA detection by the LAMP method: as for the golden mussel Limnoperna fortunei and the apple snail Pomacea canaliculata
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農業用水の水質を用いたタイワンシジミ被害の
発生リスク指標の提案

三重大学大学院生物資源学研究科 岡島賢治

背景

農業用水路におけるタイワインシジミによる通水阻害

タイワインシジミとは
タイワンシジミは，中国・台湾を原

産とする淡水二枚貝で，1980年代ごろ
から養殖などの目的で日本に導入され
た．生後1年で15mm程度まで成長する
ほど成長速度が速く，雌雄同体で非常
に繁殖力が強い．このため，外来生物
法で，要注意外来種に指定されている．図1．用水路で採取したタイワンシジミ

タイワンシジミがパイプライン内で
大量に繁殖し，調圧水槽での堆積，ご
みを取り除くストレーナーへの目詰ま
り，末端給水栓を閉塞するなどの通水
阻害の報告が増加してきている．
農業用水路のパイプライン化は，農

家への利便性向上などから，普及が促
進されており，今後タイワンシジミに
よる通水阻害の増加が懸念されている．図2．末端給水栓に塊状に詰まった

タイワンシジミ

新たにパイプライン化される地区でのタイワンシジミの発生リ
スクを事前に提示できれば，対応策を講じることができる．

目的 比較的分析しやすい水質によるタイワンシジミ
被害発生リスクの指標を提案する

手法 タイワンシジミ被害の様々なステージにある
地区を対象として，
・アンケート調査により被害実態を分類する
・かんがい期・非かんがい期の水質を分析する

研究方法

アンケート調査

研究対象地区 研究対象地区は，三
重県と九州農政局管内
で，タイワンシジミ被
害の報告がある地区お
よび被害の報告が無い
地区，過去に被害の報
告がなされた地区とし
て，三重県で2地区，
九州農政局管内で9地
区を設定した．

図3．研究対象地区

アンケート調査は，2019年11月～
2020年1月に行った．対象は農業用
水路を維持管理している各地区の土
地改良区職員とし，直接依頼し全地
区から回答を得た．アンケート項目
は被害に関する項目は8項目とし，0
～2点（複数回答ありの設問も設
定），0～4点の択一式として，選択
肢の数字が大きいほど生息量，被害
意識が大きくなるように設定した．

表1．設定したアンケート項目

三重県
中勢地区

三重県
宮川地区

佐賀県
上場地区

熊本県
菊池台地地区

宮崎県
大淀川右岸地区

宮崎県
大淀川左岸地区

宮崎県
一ツ瀬地区

宮崎県
尾鈴地区

宮崎県
綾川地区

鹿児島県
南薩地区

鹿児島県
笠野原地区

稲作中心
畑作中心
畑作のみ

⑴タイワンシジミが確認されている地点数(0~4)
⑵タイワンシジミが最も確認されている地点の状況(0~4)

⑶地区内の農家からの被害報告の状況(0~4)
⑷農家へのタイワンシジミ対策の広報等の実施状況(0~2)

⑸改良区が維持管理している施設での被害の有無(0~2)
⑹タイワンシジミ除去対策について(0~3、複数選択可)
⑺年1回以上対策している箇所数(0~4)
⑻対策頻度が最も多い場所での対策頻度(0~4)

シジミの量

農家の被害意識

土地改良区の被害意識

水質調査
水質調査は，現地の土地改良区職員，

九州農政局職員に採水を依頼し，三重大
学に郵送された水を分析した．
採水地は，各地区で比較的安定して取

水しやすい地点とし，毎回同じ地点での
採水を依頼した．採水期間は2018年12月
から2020年1月とし，2か月～3か月に1度
の頻度で行った．

• pH(簡易測定器)
• 電気伝導度(簡易測定器)  
• Ca2+濃度(簡易測定器) 
• 溶存酸素量(DO計)
• 全窒素（分光光度計）
• 全リン（分光光度計）
• COD（分光光度計）

表2．水質分析項目

結果

水質分析結果

アンケート調査結果
アンケート調査の結果を表3に

示す．タイワンシジミの存在が確
認されていて，農家，改良区とも
に強い被害意識のある地区は三重
県の宮川地区であり，ここを被害
「大」とした．
農家または改良区のどちらかに

強いから中程度の被害意識のある
地区は，九州農政局管内の一ツ瀬，
綾川，上場，菊池台地，南薩地区
であり，ここを被害「中」とした．

表3．アンケート調査結果

水質分析項目のうち，ここではCa2+濃度と全窒素濃度を図4，図5に
示す．それぞれ，被害意識が「大」「中」と「小」「無」の地区に分
けて整理した．グラフのグレーの網掛け部は非かんがい期を示す．
図4のCa2+濃度より，被害意識の大きい地区は相対的にCa2+濃度が高

い傾向にあった．また，どの地区も流量が減少する非かんがい期に
Ca2+濃度が上昇する傾向にあった．

図4．被害意識「大」「中」および「小」「無」のCa2+濃度の結果

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻

宮川 4 4 4 2 2 6 4 4
一ツ瀬 4 2 4 0 1 2 1 4
綾川 4 2 3 1 0 1 4 2
上場 4 2 4 0 2 1 1 1

菊池台地 2 3 1 0 0 3 1 2
南薩 1 2 0 0 0 2 4 2

大淀川右岸 1 2 0 0 1 0 0 0
中勢 1 2 0 0 0 0 0 0

笠野原 0 1 1 0 0 0 0 0
大淀川左岸 0 0 0 0 0 0 0 0

尾鈴 0 0 0 0 0 0 0 0

大

中

無

小

シジミ
の量

農家の
被害意識

改良区の
被害意識

タイワンシジミの存在が確認されているが，農家，改良区ともに被
害意識の低い地区は九州農政局管内の大淀川右岸，三重県の宮川地区
であり，ここを被害「小」とした．
タイワンシジミの被害意識のほとんどない地区は，九州農政局管内

の笠野原，大淀川左岸，尾鈴地区であり，ここを被害「無」とした．
被害「中」の地区では，土地改良区によるタイワンシジミ除去対策

の実施頻度が高い地区では，農家の被害報告が低い傾向がみられた．
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図5．被害意識「大」「中」および「小」「無」の全窒素濃度の結果

図4の全窒素濃度より，被害意識の大きい地区も小さい地区もかん
がい期には全窒素濃度の差は見られなかった．非かんがい期になると
濃度が上昇する傾向にあった．
これらのことから，タイワンシジミの被害リスク指標となる水質は，

非かんがい期に採水した水を用い，Ca2+濃度20ppmかつ全窒素濃度
0.8mg/Lよりも高い水質を有する地区でリスクが高くなるといえる．

まとめ
農業用水路におけるタイワンシジミの被害発生リスクの指標を提案

するために，三重県内と九州農政局管内の合計11地区で，アンケート
調査と水質分析を行った．アンケート調査から，タイワンシジミの量，
農家の被害意識，土地改良区の被害意識をもとに4つの被害意識のグ
ループ「大」「中」「小」「無」に分類した．水質分析した結果を被
害意識ごとに整理したところ，非かんがい期にCa2+濃度20ppmかつ全
窒素濃度0.8mg/Lを超える地区では被害意識が高くなった．このため，
この指標により，タイワンシジミの被害発生リスクを推定できると考
えられる．
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ため池に侵入した外来魚オオクチバスによる捕食影響の解明
角田裕志 (埼玉県環境科学国際センター)・満尾世志人(新潟大学佐渡自然共生科学センター)

はじめに
オオクチバス(Micropterus salmoides)
魚類・甲殻類を捕食する淡水域のキーストーン捕食者(Estes et al. 2011)
原産地の北米から世界各地に水産・遊漁目的の意図的導入
世界ワースト100外来種、特定外来生物(2005年)に指定
日本の農業水域の生物多様性低下をもたらす(Maezono & Miyashita 2003)

謝辞｜本研究は科研費(19658088; 08J03522; 11J08703)による支援ならびに現地調査において地域の関係機関の許可を受けて実施した

目的:ため池の魚類相におけるオオクチバス捕食影響の種間差や場所差の定量評価

研究地域と野外調査
調査地域：岩手県奥州市内にある北上川水系の農業用ため池群(50箇所)
調査期間：2005～2013年6～10月(灌漑初期・灌漑中期・非灌漑期)
魚類調査：面積に応じた努力量で投網・手網・カゴ網を用いて沿岸部で採捕
環境調査：水深と水質(透視度、DO、EC、pH)を魚類調査と同時に測定
植生調査：水面に対する水生植物(主に抽水・浮葉)の植被率を目視で測定・記録
分布調査：駆除履歴に関する地元機関への聞き取りと資料調査(24/50箇所)
食性分析：調査によるオオクチバス捕殺個体を持ち帰り、解剖して胃内容物分析
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オイカワ -0.112 n.s.

コイ 0.228 n.s.

フナ類 -0.571 <0.05

モツゴ -0.791 <0.001

タナゴ類 -0.840 <0.001

ドジョウ -0.229 n.s.

ヨシノボリ類 -0.425 n.s.

1. 経年比較による捕食影響の種間差
侵入池3(■)、駆除池5(□)、未侵入池5(■)で

4魚種の生息数を5年間モニタリング
 侵入池でドジョウ以外の3種の減少・消失

3. 池環境と捕食影響との関連性
侵入池14箇所で出現種数や各種の相対比と
池の環境条件との相関分析
 透視度と有意な負の相関関係
バス胃内容物中の魚食率と池の環境条件との
混合モデルによる重回帰分析
 水生植物の植被率と有意な負の関連性

2. 池間の比較による捕食影響の種間差
侵入池14箇所において採捕数における7魚種
の相対比とバス相対比との相関分析
 止水性コイ科魚類と有意な負の相関関係

ここで紹介した研究成果は以下の論文として公表されています。
1. Tsunoda et al. (2010) Aquat. Conserv. Mar. Freshw. Ecosyst., 20, 710-716
2. Tsunoda & Mitsuo (2012) Aquat. Living Resour., 25, 163-171
3. Tsunoda & Mitsuo (2018) Limnology, 19, 271-276
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まとめ
Black bass

止水性コイ科魚類 ヨシノボリ類 流水性コイ科魚類 ドジョウ類

生息水域の環境条件

透明度小
（視覚障壁）

植被率大
（物理障壁）捕食影響の

緩和

捕食影響

オオクチバス侵入に
脆弱な在来種・生態系？

図1.オオクチバスの侵入状況が異なる池間の4魚種の平均採捕数の経年変化

図2.魚類採捕数におけるオオクチバス
相対比とコイ科魚類相対比の関係

図3.侵入池(N=14)における出現魚種数
と透視度の関係

図4.オオクチバス胃内容物中の魚食率
(出現比)と水生植物の植被率の関係

表1.魚類採捕数におけるオオクチバス
相対比と各魚種類相対比の関係





新利根川流域の水田に侵入したナガエツルノゲイトウ

南米原産のヒユ科の植物（多年生）で，主に水辺に生えます。
茎は１ｍ以上も伸び、枝分かれも盛んなので、特に日当たりの良
い水辺では大群落となります。生態系や農業へ悪影響のおそれが
あり、「特定外来生物」※に指定されています。

ナガエツルノゲイトウの特徴

ナガエツルノゲイトウとは，どのような植物なのかな？
学名：Alternanthera philoxeroides

河川で大繁茂する
ナガエツルノゲイトウ

春から秋にかけて細い柄を伸ばし
1.5cmほどの球形の白い花をつける

・数㎝の茎断片からも容易に発根

・茎は千切れやすく、水に浮きやすい

・乾燥にも強く畑地などにも侵入

※栽培・保管・運搬禁止

水源に侵入したナガエツルノゲイトウは
主にかんがいシステムを利用して農地に拡がります！

水
田

流入河川
ナガエツルノゲイト

ウの侵入

用水路

排水路

湖沼など

畦 畔
畑

ポンプ場

嶺田拓也・小荒井 晃(農研機構)・山田祐司（協友アグリ）

在来水草にはない特徴を持つ史上最悪の侵略的植物！

茨城県では霞ヶ浦，新利根川に定着。

新利根川から引水する稲敷市の水田で
ナガエツルノゲイトウ確認（2020年８月）

流域の水田に広く侵入している可能性！

移植水田での発生 直播水田での発生

←水田内部の開花個体

給水栓付近の発生多く，河川
からかんがいを通じ侵入の疑い

ナガエツルノゲイトウが流域にまん延すると防除は困難．．．（千葉県印旛沼周辺農地の状況から）

水 田

イネの上に倒れ込み，収穫作業を
著しく阻害

畦 畔

刈払いで断片を
量産し，優占

排水路

水路を通じて拡散
排水の障害となることも

地下部は縦横に発達
直根は50cm以上の深さにも

早期発見・初期駆除が重要 → 侵入可能性のある流域農地での緊急調査が必要



畦畔のナガエツルノゲイトウはグリホサートで
抑制できるか？

井原希・嶺田拓也・芝池博幸（農研機構）

グリホサートカリウム塩液剤の散布によって、畦畔のナガエツルノゲイトウの残存量と
翌年の萌芽数が減少した

２．着眼点

・植物に吸収された後、植物体内を移行
して効果を発揮する除草剤を使用する

①茎・葉への除草剤
処理

②茎・葉に吸収後、
有効成分が植物体内
を移行して根にも作
用する

除草剤の利用によって、ナガエツル
ノゲイトウが断片化することなく、
根まで防除できるのでは？

３．方法

ナガエツルノゲイトウの地上部と地下部に対する薬剤の防除効果を明らかにするため、ナガエツルノゲイトウが
まん延する水田畦畔で複数の管理を実施

を比較した

・10月のナガエツルノゲイトウの残存量

・翌年春の萌芽数

＊グリホサート処理は、グリホサートカリウム塩液剤（茎葉から根に移行する非選択性の除草剤）の25倍希釈溶液を散布

１．背景

・畦畔では一般に刈払い機による管理
が行われ、管理に伴い多量の茎断片が
発生し、周囲に飛び散ってしまう

・特定外来生物ナガエツルノゲイトウ
は、畦畔（水田の「あぜ」）に侵入・
まん延

４．結果
結果１

グリホサート処理により、翌春の萌芽数が1割以下に減少

10月時点でのナガエツルノ
ゲイトウの残存量

水田畦畔にまん延するナガ
エツルノゲイトウ
矢印のように茎を伸ばして畦畔
から本田へ侵入する

グリホサート処理により、ナガエ
ツルノゲイトウ残存量が無処理の
1%以下に減少

→ 結果１

→ 結果２

・畦畔に発生した個体は、茎を伸ばし
て本田にも侵入

無処理

刈取り（５,７,９月）

グリホサート2回*（５, ９月）＋刈取り（７月）

グリホサート3回*（５,７,９月）
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結果２ 翌年5月におけるナガエツルノゲイトウの萌芽
＊黄色い枠がナガエツルノゲイトウが発生する範囲

・茎や根の断片からも再生可能

畦畔がナガエツルノゲイトウの農地全体のまん延源となり得る

畦畔のナガエツルノゲイトウを防除する刈払い以外
の方法が必要
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