
  
  福岡湾におけるマヒトデ(Asterias

amurensis)の大量発生およびアサリへの食害防除試験

  誌名 福岡県水産海洋技術センター研究報告
ISSN 09192468
著者名 梨木,大輔

浜田,弘之
発行元 福岡県水産海洋技術センター
巻/号 22号
掲載ページ p. 41-47
発行年月 2012年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



福i潟水海技セJ肝卒!fl 2i'i 22 J，c;- 2012年 3月

Bu註 F叫moka.Fishcrics. Mar. Tcchnol. Rcs. Ccnt. NoZ2. March 2012 

福岡湾におけるマヒトデ (Asteriasam urensis) の大量発生

およびアサリへの食害防除試験

梨木大輔・演出 弘之

(研究部)

2009年の秋季，福岡湾内の広範聞でマヒトデが発生し，湾内のアサリ漁場では大規模な食容が確認された。本

報告ではマヒトデによる被害防除の一助とするため， 2009年におけるマヒトデの大量発生から収束までの経追を

取りまとめるとともに，食害関|徐のための試験を行っ

マヒトデの大量発生は2009年 11月にアサリ漁場で， 2010年6月には湾内全域で線認された。その後，夏季の高

水漏によってアサリ漁場も含めた湾内全域で減少傾向を示し， 12slには大量発生が収束した。食害防除試験では

漁場に百合の小さな被覆網を設置することにより，マヒトデの侵入を抑制でき，アサリの食害防止効果が確認さ

れた。

キーワード:マヒトデアサヲ 大反発生食努!坊除

マヒトデ (Astel'ias amU1'ensis) は九州、i以北の日本

沿岸に広く分布する底生生物である。 II本積は二枚貝類

を捕食するため，アサリやハマグリなど有用水産物に被

害が生じた事例が各地で報告されている。 2)，3)

2009年の秋季，福岡湾内の広範聞でマヒトデが発生し，

湾内のアサリ漁場で、は大規模な〆食苦手が確認された。福岡

湾では1987ff.にも大量発生事例があることから，今後も

突発的に発生し，アサリ漁場での食害を引き起こすこと

も懸念される。ヌド報告ではマヒトデによる被害防除の-

Iめとするため， 2009年におけるマヒトデ、の大法発生から

収束までの経過を取りまとめるとともに，金書防i徐対策

のための試験を行ったので報告する。

方法

1 .福鶴湾内におけるマヒトデの発生状況

(1)福岡湾全域における発生状涜

福間湾全域におけるマヒトデの発生状況を把握するた

め， 20101c!三6月初日， 9月15~I 及び12月 10 釘に，図 uこえミ

すf=1合8節の袋綿密備えた桁摘による曳き絹誠査を実施

した。

誠資I25:t)IXは図2に示すように， 6sl及び9月には20ブロ

ック， 12月には8ブロックと，湾内をそれぞれ一定のメ

ッシュに区分した。曳き網条件は速度2ノット，曳網i時

期 1~3分間とし，125:分したメッシュの中央部付近を調査

した。各地点で採取されたマヒトデについては，それぞ

れ鯛体数，合計湿重量を計測した。

(2 )アサリ漁場における発生状涜

アサリ漁場におけるマヒトデの発生状況を把握するた

めに，湾内最大のアサリ漁場である福i潟市能古島地先に

おいて(関3)，2009年 1 1}~ 20日に SCUBAによる潜水

調査を実施し

調査場所は当該地先の D.L. -1. Om付近のアサリ漁場

で，地元漁業者がマヒトデ、の駆除を行っていない場所(米

駆除区)と，駆除告と行った場所(駆除区)に分け，それ

ぞれ海岸線と垂直に50mx 1mの範間を目視観察によっ

て個体数を計数したほか，米駆除[乏では40個体をサンプ

リングし，腕長を測定した。加えて，当該漁場において

坪刈りによりアサリの生息密度を調査した。
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図 1 調査に使用した桁網
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2. マヒトデによるアサリ捕食最と食害防接試験

(1)室内におけるアサリ捕食試験

マヒトデのアサリ捕食昆:を推定するため，室内水糟に

おいて捕食試験を実絡した。海砂を厚さ9cm程度敷き

詰めた有蓋プラスチック容器 (35cmX 45cm X 13cm) 

を4鰐準備し，それぞれの容器を180cmX 115cm X 70cm 

の水槽内に等間隔になるよう設置した。，容器及び水槽

内には海水を満たし，さらに水槽内には15リットノレ/min

となるよう海水を流入させた。

設置した容器にはすべてアサリを10個体ずつ収容し，

うち3つにはマヒトデを1fRjJ体収容した。試験に供したア

サリ及びマヒトデはアサリ漁場に生息する平均的なサイ

ズである，殻長30~35mm，腕長71mm のものを供した。

試験期間は2009 '9三 12月 HI~18A とし，その l乱アサリ

tγ、「
L . 

" 

梨木.i駁問

の死殻数をf毎日計数した。捕食が確認された場合は，同

数の生貝を迫力LIし，容器内のアサリ個体数を常に10倒に

保った。

(2)アサリ漁場における食害前除試験

福岡市能古島地先の D.L.剛1.0m付近のアサリ漁場に

おいて(図4)，被寝網及び聞い絹による食害検証試験を

行った。

2010年6月HIに図5lこ示すように， 自合8節のr，(~\*洞を諮

った被覆縞区，目合6節の漁網を使用した聞い網区(縁

辺部の高さ40cm)及び対!被[玄をp 海底の5mX5mの範

囲に設置した。各試験区内のマヒトデはあらかじめ駆除

し，殻長約20mmのプサリを約710知体/rrfとなるよう移

植放流して，およそ半月経過毎に4回，アサリの現存量

及びマヒトデの侵入量を調査した。
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図 Z 調査広域間

...1 

/
 

¥
ハ
汐

菌 3 福岡市能おおi也先のアサリ漁場 図4 食害防除試験の実施場所

鴎 5 被覆網(左)と間い締(右)の設置状況
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マヒトデの大設発生およびアサりへの食[坊泌試験

また， 2010年UJ12Flに網目を14i't(iとした被援総試験

区を別途設置した。当試験区は設置面積を10mX5mと

し，前述試験区と同傑にマヒトデを駆除した後，アサリ

を約230個体/rrfとなるよう移随放流し，およそ半月経過

毎lこ2@]，調査を行つ

アサリの現存iit調査では各試験i玄ともに SCUBAを

HJし、て20cmX20cmの範1mで坪メIjりを行い，採取、した

アサリの個体数を計数した。マヒトデの侵入法調査で、は

ともに試験IKに侵入した僧体を金設採取し，倒

した。また 7月の調査時には各試験阪で採

取した個体から25~32fl1il体を無作為に抽出し，最大総長

を開定した。採取したマとトデは全駆捻した。なお，

被覆絹区については被覆艇の内側，外flliJの倒体そと分けて

測定した。

なお， はヒトデや魚類からのj聖書防除のために

溺1'1間千で使用されている事例りを， liHい網はl妓漁場で、ウ

ニ類の侵入安i坊ぐために設置する苦手掛引を参考にして作

し

結 果

1 .稿間湾内におけるマヒトデの発生状混

(1)福関湾全域における発生状況

調査刃毎，メッ、ンュ毎のマヒトデ採取fR;i体数を次式に

よって1rrfあたりの分布密度に換算した結果を間6[こ示

す。

?とトデ分布密度(個体/rr!)

メッシュ毎のマヒトデ録取似体数/'.11.網凶綴/j111兵効率

キif!.¥及効率は土器中引を参考;こ0，67とした

6月では主に湾仁i部を除くほぼ全域に分布し，分布筏

度もO.l{RiI体/rrfを超える区域が多く見られた。特に湾奥

の南側では5.6~母体/rrf と特に多かった。 9月になると，

湾央の南側2豆域で分布密度がO.1 {f~1体/rrf以下の毘域が

線認されるのみとなり，範1mが局所的となった。 12月は

すべての区域で、マヒトデは採取されなかった。

凡例

仁コ Ofllil体/rrf

O~O. 111品i体/rrf

O. 1~1個体/rrf

1~10個体/n1

国 6 調査fI ヒトデの分布筏度(個体/rrf) 
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梨木.ì~f III 

調査月毎，メッシュ毎の?とトデjEll最長をもとに湾内

全域における資源註を推定した(国7)。資源!立は湾全体

で6月が949.9トン 9月が4.9トン， 12月が0トンと推定

された。

(2)アサリ漁場における発生状況

アサリ漁場におけるマヒトデ個体数を単位面積あたり

の個体数(僻体/ぱ)に換算し，図8に示した。マヒトデ

m母体数は未駆除区で11.6~別本Irrf と，駆除区のO. 1 ~団体/

rrfと比較して 100倍程疫の密度であった。未駆除区では

マヒトデが大量に蛸集しており(図的，個体数は湾内の

他l玄J成と比較してもきわめて高し汁瓜となった。また，マ

ヒトデの平均腕長は70.9mmであった。

アサリ生息、密度は未駆除区でO~百|体Irrf，駆除i乏で621.

1 n~H本/ばであった(陸 10)。また，アサリの平均殻長は3

L5mmであった。

2. マヒトデによるアサリ捕食盤の推定と食害防除試験

(1)室内におけるアサリ捕食試験

実験期間中に対照|玄でのアサリの箆死は確認されなか

ったため，試験区の死殺はすべてマヒトデにおIi食された

個体であるものとして計A数し，その結果を表1に示し

各容器で11'1 に平均1. 4個 ~2. 2仰のアサリを捕食した。

実験期間中のすべての容器におけるおIi食{止を平均する

と，マヒトデはHiに1.8~母体のアサリを捕食した。

なお，実験JTJli¥i'1'の水漏は13.70C~16. 2
0
Cの向で推移

し，平均水温は15.3
0
Cであった。

(2)アサリ議場における食害防除試験

アサリ絡度及びマヒトデの侵入況を各試験区旬:に位互H

し，図11に示した。 8節の被諮網区におけるアサリの街

度は試験開始から約iヶ月半後の7)'123日に66.7鈎体/111

と当初jの約1110以下に， 8JBI二lにはさらに減少し54.1MI

体/ぱで、あった (6月24f]及び7月12F!は欠測)。マヒト

の授入泣は試験日号始以降増加]傾向にあり， 7PJ 231cIには7.

2僧体Irrfとなった。その後 8月9日には少なくなり O.8 

~I体Ird となっ

14節の被覆網区におけるアサリ密度は試験終了時まで

ほぼ変わらず，約230個体/rdで'11主移した。マヒトデの侵

入量もO.6~ 1. 5fl81体Irrfと低い値で推移した。

聞い網亙におけるアサリ密度は6月241'1， 7月12f'1には

約450個体Irrfと当初]の2/3程度まで減少し 8月91ヨには

さらに58.3個体Irrfにまで減少した。マヒトデの侵入量

は6月24日には23.4個体Irriと高密度となった。その後，

減少してO.04~6. 28個体Irrfの!日lで惟移し

対H日区では，アサリの密度が6月24日に250.0佑|体/rd

に減少し 7月23fl {こはO~liI体Irrf となった。マヒトデの

侵入量は6J~ 24日には3.9但l体Irrfとなったが，その後は

-44-

減少し， 8J'J 91=]にはO.2個体Irrfとなった。
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表 1 マヒトデによるアサリへの捕食個数

平均繍食関数/医 長受多繍会{習数/1ヨ 室主少採i食額数/1ヨ

試験容器-1 1.8 

試験容器一2 2.2 

1.4 



マヒトデの大遼発生およびアサヲへの食害防徐試験
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間 11 各試験区におけるアサリ及びマヒトデ密度(個体/rrr) 

次に，マヒトデの最大腕長を比較した結果を関12に示

す。被覆轍区では8節及び14節の同区において，施設の

外側より内{Jl!Jが有意に小さかった (t剛test，pくO.01) 0 

泣い、縮区においては，施設内と対照区との有意な差は見

られなかった (t-test，p=O. 17) 

考察

1 .福間湾におけるマヒトデの発生状況

今回の大量発生事例における収束までの流れを， if~l，業

よる開き取りや調査情報も含め，殴13に示した。大

量発生が確認される以前の2009年6sl，アサリ漁場での

潜水調査 I:I~ (こ，マとトデ小型個体が局訴的に蛸集してい

るのを発見した。その時点では漁業被害は確認されてい

なかったが 5ヶ月後の11月にはアサリ漁場で大量発生

が確認され，大規模な食害が生じた。同時に，小型底び

き網漁業者から湾内での発生情報が寄せられたため，調

査を行ったところ，翌年6月には湾内全域で大量発生が

線認された。その後，アサリ漁場も含めた湾内全域で減

少傾向を示し， 2010年12月には大量発生が収束した。
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マヒトデの産卵にi歯する水温は1O~170Cであり7)東

京湾では1月 ~4月が産卵期であると報告されているノ) 図 12 各試験区における最大腕長の比較
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-小型のマヒトデが結集 -アサリ漁場で大笠発生

-漁業被害は確認されず -アサ1)への食s
湾内広範図で大量発生

(江町議者からの聞き取り)
-資源宝 949.9トン -資源翠::4.9トン

2009年6月 2009年11月2009年12月 2010年6月 2010年9月 2010年12Fl

〈 大量発生中 >[ 収策 〉
図 13 マヒトデの )~iìl=発生から l以来までの流れ

また，マヒトデ、はii:l:j1年で')j1ti長が1~7 cm， ìr;l:j2{f-で7~12

cm， 3年で13cm以 l二に成長すると報公されている九福

岡汚における過去20年II¥jの法!日水iMLt)Jに力1Iえ， 2009年6月

に小型~，'ilf本の ~:\'l t.I~が {i'(ü;認されたことと， 2010年7月に採

取したマヒトデの腕長はl才未満の7cm以 i、万1多かった

ことを考泌すると，今!日lの大山活'tlll'は2009'j三及び2010

{jミの2~5月に生まれたものと考えられる。

一一方，マヒトデ、は冷水性の種であり，越uで、きる境界

水?lrilは25
0
C前後とされている."'2009ij三五季の)s;}f?j7J( lJhl 

は25
0
C付近まで一上昇ーした後にすぐに低下したこと 8) ま

た， 2010{1二反季のl夜間水ìlül'ま8月 ~9月にかけて28
0

Cllíj後

で推移したことから， 10'2009ζ!二は低水瓶によって瓦を生

き残り， 2010{ドの夏季は越正〔で、きず結死し，大(12発生が

mz;:j:[したと1f主主主される。

117;1司法で、の )~~Ut発生は，今回のや:Wu を除き， 1987句三に

lJJtだけしか{札認されておらず，また， 1タIIJI，!コで、は小型の

マヒトデの制集も i的i認されないことから，版めて特NMI~

な現象であると f号えられる。しかし，信仰せ湾の底)I!?水jltil

が9~250Cで椛移することを考えると 10) 仮に }":'liJ~のマヒ

トデが力11入した場合包IEi し，アサリ ì，((\~:\ijにおける îEtM

をもたらす riJ能性が 1-分にあると考えられる。

2. マヒトデによるアサリ捕食蚤の推定と食害防除試験

アサリ i，((t均におけるマヒトテヲ量生状況調査に併せて行

ったアサリ生息泣では，未!駆除IKで621.I1li占|休/nfで、あっ

たことと，マヒトデによる1i1i食速)支が1.8個体mであっ

たことから，約29.71CIIIiJでアサリが食い尽くされること

になり，阪めて速い速度でi皮吉:が進行すると考えられる O

事実，防除試験のうち，約半月毎に駆除のみを行った

対!京区においては，各調査を行うまでの2~3迎 IIiJで再び

侵入していることが孤:認されヶ月半後にはアサリの

生残が見られなかった。マヒトデは最大78m/l'1もの移

動能力があるとされており 3'今回の試験からもマヒト

デが短期間で侵入することが確認された。

-il);ti'I~ にマヒトデが大 [it発生した慌の対策として，駆

除活動が行われているが ll，ll) 駆除活動のみでマヒトデ
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の食;与をiりJ止するためには，広範[JJIで，かつ頻な!駆除

が必要である O 他の漁業と組み合わせてアサリ漁業を営

む漁業者にとっては，物理的に対応が1主i難な対!rJと言わ

ざるを符ない。

今lilJ，試験を行ったi山除試験区のうち， 8白iの漁網を

i克服した初Ef空洞IXや6節のIJI:Iし、制区ではヶ月を}1I1えで

もアサリの"1三残が見られたこと，また， t皮盟ij'fLJでは小型

個体しか位入していないことから，防除に関する一定の

効果があることが分かった。しかしながら，アサリの生

残本はいずれも1/10以|ごと{尽く， %'(こ6i2iiの[JIIし、網では

侵入するマヒトデのサイズも制限できず，産業j'1~な観点

からの有効性は低いと判断される。

ヅ';"， 14iii'iのi，((¥n'fi:jを使用した被組制区では， I~I 合を小

さくすることによって，施設上に砂が多く:LiIi砧するなど，

アサリの生息環庇のNl.~化を懸念させる事象が見受けられ

たが，小型個体しか侵入していないことに加え，試験終

了時までのがJlヶ月間，ほぼ100%のアサリの生残が確保

されるなど， r::弘、i坊除効果が認められた。

今回の結果から，アサリの食害を1降減させるためには，

マヒトデの初期発生や，JA夏状況を注視し，より広範IJI:Iに

Il合のノトさな制を被せる手法と，駆除活動を平行して

うことが望ましいと考えられる。
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