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侵略的外来生物・ニューギニアヤリガタリクウズムシの生態と
固有陸産貝類への影響

Impacts of the �nvas�ve flatworm Platydemus manokwari on �sland-endem�c land sna�ls

杉浦　真治＊

Sh�nj� SUGIURA

（独）森林総合研究所　森林昆虫研究領域
Department of Forest Entomology, Forestry and Forest Products Research Institute

摘　　要
ニューギニアヤリガタリクウズムシは、太平洋の島々に持ち込まれ、在来の陸産貝

類を捕食し、その減少や絶滅を引き起こしていると考えられている。本種は広い食性
と高い増殖力、飢餓耐性をもち、通常、夜間に林床を徘徊して地表性の陸貝類を捕食
するが、時に樹幹を登り樹上性の陸貝類をも捕食する。小笠原諸島は多くの固有陸産
貝類を有するが、主要島である父島では、�990 年代から急激な減少が起こっており、
これは、�990 年前後に侵入、定着したと考えられるニューギニアヤリガタリクズム
シが原因であることがわかった。本種は現在父島で高い密度を維持しており、その分
布地域では陸貝類はほとんど見られなくなってしまった。高温多雨な条件下では、地
表で 90％以上、樹上では �0％以上の陸貝がわずか � 日間で捕食されていた。本種の
これ以上の分布拡大を防止するために、本種が混入しやすい土を含む資材やポット苗
などの移動には注意が必要で、検疫の必要性についても指摘されている。
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1．はじめに

海洋島では一般に強力な捕食者がいないため、そ
こで進化する生物はしばしば捕食者に対する防衛や
耐性を失ってしまうことがある �）。そのため、捕食
性の動物が海洋島に持ち込まれ定着してしまうと、
群集レベル（さまざまなグループ）で種の絶滅が起き
ることがある。例えば、グアム島に持ち込まれたヘ
ビ、ミナミオオガシラ Boiga irregularis は、固有の
鳥類や爬虫類の急激な減少や絶滅を引き起こした 2）。

この �00 年間、さまざまな動物の絶滅が記録さ
れてきたが、その中でも陸産貝類（以下、陸貝類）
は、最も多くの種類の絶滅が記録されているグル
ープである �）。200� 年の国際自然保護連合（IUcN） 
によるレッドリストによれば、動物 �9� 種の絶滅
種のうち 2�9（�0.�％）が軟体動物であり、陸貝類は
その ��.2％を占めている �）。特に太平洋の島々は、
多くの固有種を有する独特な陸貝類相を保持して
いるが、入植以来多くの種が急速に減少し、現在で
は絶滅してしまったか、または絶滅寸前の状態に
ある �）。この原因には、生息地の破壊や外来生物に
よる影響が考えられてきた �）。外来生物の中でも、
ネズミ類 Rattus spp.、捕食性貝類のヤマヒタチオビ
Euglandina rosea、捕食性扁形動物であるニューギ

ニアヤリガタリクウズムシ Platydemus manokwari
が多くの種を絶滅に追いやってきたと考えられて
いる �）, �）－��）。人間の移動とともに多くの島々に持ち
込まれてきたネズミ類は、比較的大型の種類を襲
い、古くから陸貝類への影響が示唆されてきた ��）。
捕食性の陸貝であるヤマヒタチオビは、農作物の害
虫であるアフリカマイマイ Achatina fulica を防除す
るための天敵としてハワイ諸島やソシエテ諸島（仏
領ポリネシア）といった太平洋の島々に持ち込まれ
たが、アフリカマイマイ以外のさまざまな在来陸貝
類を捕食し、多くの種を絶滅に追いやった �）, �）, 9）。
一方、ニューギニアヤリガタリクウズムシは、比較的
大型の陸生プラナリアの一種で（図 1A-F；体長 � ～
�0 cm）、ニューギニア島でアフリカマイマイを捕食
していることが観察されて以来、ヤマヒタチオビと
同様、天敵として太平洋のさまざまな島に持ち込ま
れることになった �0）, ��）, ��）。また、意図して持ち込ま
ない場合でも、本種が混入している土を含む資材や
ポット苗、植栽木とともに侵入するケースもあった
ようだ。この結果、現在では、南西太平洋を中心に
さまざまな島に分布が確認されている（図 2）�0）。本種
の捕食圧は極めて高く、ヤマヒタチオビさえも捕食
する �9）。グアム島では固有の樹上性陸貝であるポリ
ネシアマイマイ類 Partula 数種を絶滅に追いやった
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と考えられており �）、他の島々でも固有陸貝類に及
ぼす影響が示唆されている 20）。このように、農薬を
使わずに天敵を利用して害虫を防除するという一見

“自然にやさしい”生物的防除は、誤った適用をす
れば、標的としない生物相に甚大な影響を与えうる
という具体例として、頻繁に挙げられるようになっ
た ��）, �2）。ニューギニアヤリガタリクウズムシは、ヤ
マヒタチオビとともに国際自然保護連合によって世
界の外来侵入種ワースト �00 に選定されている 2�）。

また、日本においても、両種は環境省が定める「特
定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関す
る法律（外来生物法）」によって特定外来生物に指定
されており、その移動や飼育には許可が必要になっ
ている 22）, 2�）。

本稿では、ニューギニアヤリガタリクウズムシに
関する生態と小笠原諸島における陸貝類への影響に
ついて、これまでの研究および筆者らの進行中の研
究を加えて紹介する。

図 1　ニューギニアヤリガタリクズムシ．
A：成体　B～D：成体による陸貝の捕食　E：網袋の中の陸貝に誘因された多数の成体　F：卵のう 

（図中のスケールバーはすべて 5 mm）
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図 2　 ニューギニアヤリガタリクウズムシの分布．
（朱色の枠は在来，黄色の枠は人為分布と考えられている）10）
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2． ニューギニアヤリガタリクウズムシの飼育下で
の生態

2.1　飼育法と摂食様式
ニューギニアヤリガタリクウズムシの飼育手法

は、実験室下での生態とともに詳細に報告されて
いる 2�）。飼育は 2�℃��L-�D（明期 �� 時間／暗期 �
時間）の条件下で、空気穴のないプラスチック容器

（�2 × �� × �.� cm）内に湿ったミズゴケ（2 g の乾燥
ミズゴケに水 �0 ml を加えたもの）で容器の底を敷
き詰め、容器あたり � 頭までの成体を入れて行われ
た。ただし、本種は容器の隙間から逃げる可能性が
高く、丸型容器の方が蓋との隙間が少ないため、大
型（直径 �� cm ×高さ � cm）と中型（直径 �� cm ×高
さ �.� cm）の二つの丸型容器を重ねて使う方が安全
性は高い。また、排泄物を除去するためにミズゴケ
を週に一度取り替えるが、ミズゴケをそのまま捨
てる時は卵のうや断片が混じっている可能性がある

（逸出につながる）。確実に死滅させるためには、密
閉容器内にアルコール（�0％～ 99％程度のエタノー
ル）を入れ、使用したミズゴケを一晩浸してから捨
てる必要がある。また容器からニューギニアヤリガ
タリクウズムシを取り出し移動させるときは、先の
丸いピンセットか面相筆を用いる必要がある。先の
尖ったピンセットを使うと、しばしばそれらを傷つ
け死亡させてしまう。ニューギニアヤリガタリクウ
ズムシの餌として、これまでナメクジ類、ヤマヒタ
チオビを含むさまざまな種類の生きた陸貝類や、他
種のリクウズムシ類、ミミズ類、ヒモムシ類が知ら
れているが、同種での共食いは行わない �）, �9）, 2�）－2�）。
本種の餌探索は、陸貝の這い跡や匂い刺激をもとに
行われることが観察されている 2�）。餌を捕らえると、
体の中腹部のやや後方にある白色の咽

いんとう

頭から餌を摂
取する。通常、餌となる陸貝が小型の場合、軟体
部はすべて消費し、殻だけが残る。オナジマイマイ
Bradybeana similaris の成体（0.� g）を餌とした場合、
ニューギニアヤリガタリクウズムシ成体 � 個体あた
り、� 日で最大 �.� 個体、平均 0.�� 個体を消費する。
また、リクウズムシ（同種も含む）やミミズ類、ヤス
デ類などさまざまな無脊椎動物の死体を摂食するこ
とが確かめられている �9）, 2�）。以上の食性は、本種が
陸貝のほとんど生息しない地域でも生存可能である
ことを示している。
2.2　飼育下での繁殖

飼育下では、しばしば卵のう（cocoon；図 1F）がミ
ズゴケ内に産みつけられており、繁殖が行われる 2�）。
また、他の種で知られるような分裂による自殖（自
ら体を分裂させ、殖える）はほとんど行われないよ
うだ 2�）。ただし、淡水ウズムシや他の種類のリク
ウズムシで知られるように 2�）、本種においても体を
物理的に切断すると、それぞれの部位から 2 週間ほ
どで再生し、再び摂食を行うようになる 2�）。卵のう

は、直径 � mm 前後の茶褐色の卵形である（図 1F；
表 1）。卵のうは小型の容器に移し、同様にミズゴ
ケを入れて保管する。卵のうあたりのふ化幼体数は、
� ～ 9 個体でばらつくが、卵のう重量とふ化幼体数
との相関はなかった 2�）。ふ化後、幼体はすぐに餌探
索をはじめ、摂食を行う。幼体には餌として新鮮な
陸貝の軟体部を与え、ふ化後 � ～ �0 日経ってから
成体用の容器に移す。ふ化後の幼体の飢餓耐性は極
めて高い（表 1）。好適な飼育条件下では、ふ化後約
�� 日で生殖孔が中腹部に出現し、2� 日で卵のうを
産み始める。飼育条件下では何度も交尾を行い、交
尾から産卵に至る期間は 2 ～ �0 日であった。ふ化
後、約 � 週間で成体になるようだ。200 日齢を超え
る個体は � ～ �0 日ごとに産卵し、さらに産卵可能
である。餌条件が好適であれば、2 年近く生存する。
飢餓状態で � 年以上生存した成体に餌を与えると摂
食を行い、再び産卵を行った。このように、ふ化幼
体の高い飢餓耐性や急速な成長は、本種が侵入地に
おいて高密度になったり、高い捕食圧を餌生物に与
えるようになることと関連しているだろう。

3． 小笠原諸島父島での陸貝類の減少とニューギニ
アヤリガタリクウズムシによる影響

3.1　小笠原諸島の固有陸貝類
小笠原諸島は、東京から南に �,000 km も離れ、一

度も大陸とつながったことのない海洋島である。その

表 1　 飼育条件下（24℃16L-8D）でのニューギニアヤリ
ガタリクズムシ各生育段階の生態 24）．

生育段階 項目 特徴
卵のう

（cocoon）
短径 平均 �.�（範囲 �.9 ～ �.�）mm

長径 平均 �.�（範囲 �.� ～ �.�）mm

重量 平均 �2.� mg

色 茶褐色
卵のう期間 平均 �.� 日
ふ化率 90％
ふ化幼体数
／卵のう

平均 �.2（範囲 � ～ 9）個体

ふ化幼体 重量 平均 ��.�（範囲 0.� ～ 2�.�）mg

色 淡灰色（背面中央に � 本の黄色線）
飢餓耐性 平均 ��.�（最大 ��）日
性成熟

（ふ化後）
平均 ��.� 日（生殖口の出現）

成体 色 暗褐色（背面中央に � 本の黄色線）
寿命 約 2 年
幅 約 �0 mm

長さ 約 �00（最大 ��0）mm

重量 平均 �.�� g（最大 2.� g）
摂食量＊／
成体

0.��（最大 �.�）個体

＊摂食量： オナジマイマイ（0.� g／個体）を与えたときの 
消費された個体数
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ため、独特な生物相が形成されている。中でも、陸貝
類は小笠原諸島で独自の進化をとげ、世界でも小笠原
にしか見られない固有種が多く見られる 2�）。しかし固
有陸貝類は、人間が小笠原に入植して以来、人為的な
影響により多くの種が絶滅したと言われる 29）, �0）。さら
に、近年、残った固有種にも絶滅の危険性が高いこと
がわかってきた。人間活動によって意図せずに持ち込
まれてしまった外来生物による影響である ��）, �0）, ��）。
3.2　父島での陸貝類の急激な減少

父島は、小笠原諸島の中でも最大の面積（�0 km2）
をもち、人口も約 2,000 人を支える主要島である

（200� 年現在）。父島において、小笠原固有種であ
るカタマイマイ類 Mandarina spp. は �9�0 年代ま
で比較的多く見られていた。しかし、�990 年代に
入って、人口の多い北部地域より局所的な絶滅が 
起こりはじめ、さらに主要道路沿いに島中央部に 
かけて多くの地域で確認されないようになった ��）。
また、カタマイマイだけでなく、アフリカマイマイ、
オナジマイマイといった外来種も同様に減少して 
いった �9）, �2）, ��）。この減少は、森林伐採などの開発が全く 
行われていない場所でも進行したため、いくつかの
原因が考えられてきた �0）。その中で、さまざまな陸
貝類を捕食すると言われているニューギニアヤリガ
タリクウズムシが、�9�0 年代後半から �990 年の前
半にかけて、植栽木の根などについた土と一緒に父
島に持ち込まれた可能性があることがわかった ��）。
元小笠原亜熱帯農業センターの大林隆司氏らは、
2000 年前後の父島での分布調査から、本種が分布
している地域では固有種を含む地表性の陸貝類がほ
とんどいなくなっていることを確かめた �9）。さらに、

�990 年代と 2000 年代のカタマイマイ類の分布とニ
ューギニアヤリガタリクズムシの分布を比べること
で、ニューギニアヤリガタリクズムシの分布拡大が
カタマイマイ類の局所的な絶滅を引き起こしている
ことを明らかにした（図 3）��）。実験室下で、ニュー
ギニアヤリガタリクウズムシは父島に生息するさま
ざまな陸貝類を捕食し、その中には固有種であるカ
タマイマイ類や外来種、捕食性のヤマヒタチオビガ
イさえも含まれていた �9）, 2�）。野外でも、ニューギニ
アヤリガタリクウズムシがアフリカマイマイやヤマ
ヒタチオビの生貝、ミミズ類、ヤスデ類などの死体
を摂食しているのが観察されている �9）, 2�）。
3.3　 ニューギニアヤリガタリクズムシの野外での

高い捕食圧
ニューギニアヤリガタリクウズムシによる捕食圧

の高さを明らかにするため、筆者らは父島で野外実
験を行ってきた �2）, ��）。200� 年 �0 月に、ニューギニ
アヤリガタリクウズムシが分布する地域としない地
域に、2 種類の陸貝類（オナジマイマイ、ウスカワ
マイマイ Acusta despecta sieboldiana）を各々 2 タイ
プの袋（ニューギニアヤリガタリクウズムシが侵入
可能な網袋と侵入不可能な不織布の袋）に入れて地
表（林床）に設置し、その生存過程を調べた �2）。結果、
ニューギニアヤリガタリクウズムシの分布域では本
種が網袋に侵入し、いずれの陸貝の種類でも � 日
で �0％、�� 日で 90％以上の個体が捕食されていた 

（図 4）�2）。不織布や本種の分布しない地域の各袋で
は、ほとんど陸貝の死亡はなかった。この実験結果
は、袋によって生貝の移動を制限しているためにや
や過大評価の可能性があるが、現在の父島で、ニュ
ーギニアヤリガタリクウズムシが地表性陸貝類に対
して極めて高い捕食圧がかかっていることを示して
いる。

父島で急速に減少したのは地表性の陸貝類だけで
はない。小笠原では、樹上に生息する固有種が多く
知られているが 29）、ニューギニアヤリガタリクズム
シが侵入した父島においてのみ急速に減少してしま
った ��）。ニューギニアヤリガタリクズムシは、日中
は石や材の裏、夜間は地表を徘徊していることが頻
繁に観察されているが、樹上での観察例はほとんど
ない。唯一グアム島で、地上約 � m の樹幹で樹上
性のポリネシアマイマイの一種を摂食していること
が観察されているにすぎない �）。そこで、樹上性種
に与える影響を明らかにするための野外実験を父島
で行った ��）。200� 年 �� 月に、リクウズムシ分布域
においてウスカワマイマイを使って、地表と、地上
0.� m および �.0 m の樹幹に設置した網袋の中の生存
過程を調べたところ、以前の実験同様、� 日間で地
表に設置した個体の 90％が捕食されていたが、樹幹
上でも約 �0％の個体が捕食されていた（図 5）��）。設
置した翌日に樹幹の網袋内を調査したところ、ニュ
ーギニアヤリガタリクズムシが網袋内に侵入し、ウ

図 3　 小笠原諸島父島におけるニューギ
ニアヤリガタリクウズムシの分布．

（青丸は 1990 年代に，赤丸は 2000 年代
に新たに分布が確認された；点線より海
岸側にはカタマイマイ類やオガサワラヤ
マキサゴ類 Ogasawarana spp. など固有
陸貝類が残存している）15）
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スカワマイマイを摂食しているのが確認された ��）。
さらに、網袋を設置した樹幹 �.0 ～ 2.0 m に、ウス
カワマイマイの軟体部の匂いをつけた場合と、水の
みをかけた場合、そして何も処理を行わなかった場
合を比べたところ、陸貝の匂いをつけた場合に主に
ニューギニアヤリガタリクズムシが袋内に侵入して
いた ��）。これらの結果から、ニューギニアヤリガタ
リクズムシは、餌である陸貝の這い跡や匂いをもと
に探索し、場合によっては樹幹を這い上がり陸貝を
襲っていることが示された。ニューギニアヤリガタ
リクズムシの樹上性種への影響は、父島に限らず、
太平洋の他の島々で樹上性種の急激な減少や絶滅に

本種が関わっている重要な証拠となるだろう ��）。
ニューギニアヤリガタリクズムシの密度の測定は

難しく、通常の大型土壌動物の調査ではほとんど見
つからない。これは、休息時には土壌深部に潜って
いるからかもしれない。野外実験（�� 月）で、ウス
カワマイマイ � 個体を含む網袋を地表に設置した翌
日に集まった平均（±標準偏差）個体数は、�.0 ± �.�
頭／網袋（各網袋は � m 以上放して設置）と極めて
高密度であった ��）。これは、本種が真に高密度であ
るか、高い探索能力によって餌に集合した結果であ
るのか、またその両方が関係している可能性がある。

3.4　 ニューギニアヤリガタリクウズムシの分布と
活動の制限

現在の父島でも、南部や東部の海岸沿いの山岳地
域に、固有陸貝類（カタマイマイ類）がかろうじて生
存している（図 3）��）。これらの地域は、幹線道路が通
っておらず、人の出入りも多くない。そのため、人
為的な拡散（車、人、物資等についた泥と一緒に運ば
れること）が少ないことが原因の一つと考えられる。
しかし、一方で最も人間活動の活発な湾口部の海岸
地域に、外来種であるアフリカマイマイ、オナジマ
イマイ、ウスカワマイマイが生存している �2）, ��）。こ
れらの地域では、網袋を使った実験でもニューギニ
アヤリガタリクウズムシによる捕食は確認されなか
った �2）。また、海岸地域で過去にニューギニアヤリ
ガタリクズムシの記録がある場所でも現在では確認
できない場所がある。ニューギニアヤリガタリクウ
ズムシは乾燥に弱く、通常土壌の深い場所に隠れて
乾燥から逃れると考えられる。小笠原諸島の夏期は
雨が少なく、ニューギニアヤリガタリクズムシの活
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図 4　 父島におけるニューギニアヤリガタリクウズムシの定着地と非定着地
における陸貝類の生存率の比較．

（図中の矢印は，網袋の中のカタツムリが，3 日で 50％以上，11 日で 90％以上が
ニューギニアヤリガタリクウズムシにより捕食されてしまったことを示す）32）

図 5　 ニューギニアヤリガタリクウズムシによる地表・
樹上性陸貝におよぼす捕食圧．

（地表，樹上 0.5 m，樹上 1.0 m に設置したニューギニア
ヤリガタリクズムシが侵入可能な袋の中のウスカワマイ
マイの生存率の日変化）35）
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動には不適である。また、飼育下での実験が示すよ
うに飢餓耐性が極めて高く、土壌深部に隠れて乾期
が終わるのを待つことが可能であろう。しかし、海
岸地域では植生が単純で落葉層が乏しく、土壌層が
薄く乾燥する傾向があるため、ニューギニアヤリガ
タリクズムシの定着には不適な地域なのかもしれな
い。また、海岸部では、風雨時に海水を多く含んだ
雨が降る傾向があるため、塩水を避ける傾向のある
本種にはやはり不適な地域なのかもしれない 2�）。

ニューギニアヤリガタリクズムシによって、�0
～ �� 月のわずか一週間から �0 日の間に、90％以上
の陸貝が捕食されてしまうほどの高い捕食圧である
ことが示されてきた �2）, ��）。しかし、このような高い
捕食圧はいずれの季節にもあてはまるわけではない
ようだ。これまでの研究から、ニューギニアヤリガ
タリクウズムシは、亜熱帯から熱帯に分布し、生育
場所では降雨時や湿度の高い夜間に活動しているこ
とがわかっている。熱帯域においても、年中降雨が
ある湿潤地域ばかりでなく雨期と乾期に分かれるよ
うな期間があり、乾期はニューギニアヤリガタリク
ウズムシにとって活動不適期であると考えられる。
実際、小笠原諸島において、夏期には 2 週間以上降
雨がなく、そのような時期には本種による捕食圧は
低かった。また、小笠原諸島のような亜熱帯域では、
冬の間気温が 20℃を下回ることも多く、降雨が十
分でも気温が ��℃前後では本種の密度または活動
性は低いようで、2 月の調査時では全く陸貝は捕食
されなかった。また、飢餓耐性が極めて高く好条件
下での成長も早いため、一定期間の乾燥や低温が本
種の個体群に与える影響は小さいかもしれない。し
かし、気温や降水量といった気象条件が本種の分布
拡大や定着、在来種への影響などを左右している可
能性は高く、今後の温暖化によって、現在のところ
分布できない地域にも侵入・定着が可能になるかも
しれない。また、温暖化に伴う降水量の変動などが、
熱帯域においても本種の分布拡大や生息状況にも強
い影響を与える可能性がある。本種の活動に必要な
温度条件、湿度条件に関する詳細な実験が必要だろ
う。

4．ニューギニアヤリガタリクウズムシの侵入防止

4.1　意図的な導入の罪
固有陸貝類を有するさまざまな地域で、ニューギ

ニアヤリガタリクズムシの侵入を防ぐこと、そして
これ以上の分布拡大を広げないことは、保全上極め
て重要である。過去には、アフリカマイマイの生物
的防除の担い手として導入されてきた歴史がある
が、ニューギニアヤリガタリクズムシは在来の陸貝
類を絶滅に追いやってしまう可能性があることを、
広く普及していくことは重要であろう。生物的防除
とは、標的となる生物（経済的な損失を引き起こす

害虫、害草など）のみを摂食するスペシャリストの
動物を導入するのが一般的であって、ヤマヒタチオ
ビやニューギニアヤリガタリクズムシのような広い
食性をもつ捕食者（ジェネラリスト）を導入すべきで
はないことは古くから科学者に指摘されてきた �2）。
しかし多くの場合、導入は科学者の理解を得ていな
い非公式な形（例えば、個人）で行われることが多か
ったようだ。固有陸貝類を多く有するような地域は、
世界遺産（自然遺産）として選定される可能性のある
場所が多い。固有種の絶滅は、一地域にとどまらな
い世界レベルでの多様性の消失を意味する。一地域
における一時的な農業問題の早急な解決を焦るあま
り、固有種の絶滅を引き起こすような外来種の導入
はあってはならないだろう。
4.2　意図しない侵入を防ぐ

物資など経済活動とともに意図せずに持ち込まれ
る可能性についても、近年重要視されている。ニュ
ーギニアヤリガタリクズムシの場合、土などにまぎ
れて、ポット苗、植栽木、工事・農業資材などとと
もに移動する可能性が指摘されている 2�）。小笠原諸
島では、父島以外の島にはニューギニアヤリガタリ
クズムシがまだ侵入しておらず ��）, ��）, ��）、比較的多く
の固有陸貝類がまだ生息している ��）。従って、本種
が父島以外の島々に侵入しないよう防止することは
極めて重要である。父島と同様、もう一つの有人島
である母島には定期便の船があるが、関係者各位の
努力によって、船着き場には海水を使った靴の泥落
としを行う試みが行われている 2�）, 2�）。ニューギニア
ヤリガタリクズムシは、海水（�.�％塩水）に �0 分以
上浸すと、以後塩水につけない場合でもすべての個
体が死んでしまうことから、塩水による洗浄は比較
的有効な手法であるだろう 2�）。

父島外へのポット苗、植栽木の移出、移入につい
ても、その検疫の必要性が指摘されている。熱水処
理法と呼ばれる、約 �0℃の熱水に植物体を数分か
ら �0 分程度浸水させて害虫などを殺す手法が、植
物検疫にしばしば用いられている ��）－��）。これは、
植物の熱水耐性が動物の熱水耐性より高いことを利
用した手法であるが、実際、さまざまな無脊椎動物
でその有効性が示されている ��）, �9）, �0）。ニューギニア
ヤリガタリクズムシの場合、��℃以上の熱水に � 分
間浸水するとすべての個体が死ぬ �0）。ただし、実際、
ニューギニアヤリガタリクズムシの排除を目的とし
てポット苗を浸水する場合、ポット内のすべての土
が同程度の温度の熱水に浸る時間を考える必要があ
るため、より高い温度の熱水か、� 分より長い時間
の浸水が必要だろう。

5．おわりに

小笠原諸島における固有陸貝類に影響を与えてき
たのは、ニューギニアヤリガタリクウズムシの他に、
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開発やヤギによる生息地の破壊 �0）、他の陸貝食のリ
クウズムシ類 2�）、ネズミ類 ��）などが知られている。
しかし、ニューギニアヤリガタリクウズムシは小型
種から大型種までさまざまな種類の陸貝類に影響を
与え、その防除法が確立していないため、侵入や分
布拡大の防止に最も注意を要するものであろう。ニ
ューギニアヤリガタリクウズムシについて最も注意
すべき点は、絶滅危惧植物の移植や外来生物防除の
ための柵作りなど、保全事業を通じて移動・拡散が
起こってしまう可能性があることである。すでに、
関係各位の努力によって、本種のこれ以上の分布拡
散が起こらないような注意がなされているが、ここ
で改めて強調しておきたい。
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研究の関心は、生物の自然史。
さまざまな動植物の種間相互作
用を明らかにしていくことをめ
ざしている。小笠原諸島のプロ
ジェクトに参画して以来、外来
種と固有種の関係性を生態学的
に理解していくことで研究を行

ってきた。さらに、本特集の編集に関わり、小笠原諸島の
外来種問題を総合的に理解する機会を得た。京都大学大学
院農学研究科博士課程修了後、日本学術振興会特別研究員

（京都大学大学院人間・環境学研究科）を経て、200� 年より
森林総合研究所森林昆虫研究領域の研究員。200� 年 �� 月よ
り、日本学術振興会海外特別研究員として、ハワイ大学保
全研究・訓練センターにおいて、ハワイ諸島における外来
種が固有種に与える影響について研究を行っている。博士

（農学）。
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