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資 料

は じ め に

　1990年代前半までは北海道と滋賀県淡海湖にしか
分布していなかった特定外来生物ウチダザリガニ
Pacifastacus leniusculus（Dana）が，近年，本州各地
で確認されるようになった。福島県では1998年に裏
磐梯地域で初めて生息が確認され（川井・三田村，
2003），その後，地元の様々な主体による駆除活動が
実施されている。一方，裏磐梯以外の地域でもウチダ
ザリガニの生息が確認されるようになり，西郷村堀川
ダム湖上流域には極めて高密度でウチダザリガニが分
布することが明らかになった。
　2016年から西郷くらしの会（西郷村及びその周辺で
生活者の視点から水環境を含む様々な環境問題に取り
組んでいる団体，大越則惠会長）が中心になり，堀川
ダム湖周辺での駆除活動が本格的に開始されたが，著
者らは堀川ダム湖周辺（図１）での駆除活動とともに
捕獲されたウチダザリガニを資源として活用するため
の試みを，福島大学地域創造支援センター福島県商工
会館寄附金による地域活性化活動助成事業による助成
を受けて実施した。
　ウチダザリガニ（図２）は見た目の格好良さやその
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図１　堀川ダムとその流入河川
ダム湖の上流域（Ａ）とダム湖に流入する堀川
（Ｂ）。ダム湖に流入する堀川は台風直後のため，
増水している。Ａ：2016年７月24日撮影，Ｂ：
2016年９月22日撮影。
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大きさが子ども等にとっては魅力的であり，安易に捕
獲され，他の場所へと移動させてしまう可能性がある。
また，後述するように元々食材として日本に導入され
た生物であり，現在も北海道では食材として観光資源
に活用されていることもあり，生かした状態での運搬
が外来生物法によって禁止されていることを知らず
に，食べることを目的として捕獲・移動を試みる人が
いるかもしれない。そこで，2016年に実施した駆除活
動と資源化に向けた活動の詳細を報告するとともに，
地域住民への広報や今後実施することが必要な活動等
について記述した。特定外来生物の駆除は様々な主体
の参加・協力によって実施しなければ上手くいかない
場合が多く，特に分布域拡大を防止するためには地域
住民の理解と協力が不可欠である。堀川ダム周辺での
ウチダザリガニの発見から駆除活動実施までの取り組
み，広報活動等に関する以下の記述が，他の地域での
ウチダザリガニの駆除活動や地域住民への広報活動を
実施する際の参考資料となれば幸いである。

特定外来生物ウチダザリガニ

　ウチダザリガニはカナダ南西部～アメリカ北西部原
産のザリガニ類で（二宮，2011），ハサミを上げ下げ
すると，その付け根にある青白い模様でシグナルを
送っているように見えることから「シグナルザリガ
ニ」とも呼ばれる（自然環境研究センター（編著），
2008）。和名は北海道大学の内田　亨名誉教授の名前
に由来する。本種は生態系，私たちの生命・身体，農
林水産業に大きな負の影響を与える可能性が高いた
め，外来生物法（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）によって取扱いが厳しく規
制（移動・飼育などの禁止）されている特定外来生物
である。また，「我が国の生態系に被害を及ぼすおそ
れのある外来種リスト」（環境省及び農林水産省）に
総合対策外来種の緊急対策外来種として掲載されてい
る。日本生態学会は日本の侵略的外来生物ワースト
100に選定している（日本生態学会（編），2002）。

図２　ウチダザリガニ全形
ハサミの動指付け根（白い矢尻部分）に青白い斑紋があることが特徴である。2016年10月29日撮影。

図３　堀川ダム湖上流域で初めて生息が確認されたウチダザリガニ
2010年５月29日，吉井重幸氏撮影。

図４　抱卵している雌のウチダザリガニ
白い矢尻部分が腹部腹側で，卵を保持している。2016年10月29日撮影。
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　日本にはアメリカ・オレゴン州，コロンビア川流域
の個体が，水産資源（＝食糧）として29都道府県の水
産試験場へ1926年から1930年の間に５回にわたって導
入された（Ushioら，2007）。北海道，滋賀県，福井県，
東京都では自然水系への侵入が確認されたようである
が，北海道摩周湖と滋賀県淡海湖（溜池）以外の個体
群は消滅した。しかし，1970年代以降，北海道摩周湖
の個体群が北海道内で分布を拡大し，1990年代後半か
らは本州各県でも分布が確認されるようになった：福
島県裏磐梯地域（1998年，北塩原村，川井・三田村，
2003），千葉県利根川水系長門川など（2009年，栄町，
Nakata et al., 2010），長野県（移入年不明，安曇野市，
Usioら，2007），福井県九頭竜ダム（2011年，大野市，
保科，2011），宮城県榎川（2015年，利府町，環境省
東北地方環境事務所，2017），栃木県鳥野目河川公園
（2016年，那須塩原市，栃木県のHP，http://www.
pref.tochigi.lg.jp/d04/uchida-zarigani-jokyo.html ，
2017年７月17日最終確認））。
　福島県では前述したように，1998年に裏磐梯地域の
小野川湖で初確認され（川井・三田村，2003），その
後，2000年代前半には周辺の湖沼や長瀬川などでも生
息が確認されるようになった。現在福島県では，裏磐
梯地域（北塩原村と猪苗代町）以外に，堀川ダム（西
郷村）と小玉ダム（いわき市）で生息が確認されてい
るが，その他にも山ノ入ダム（二本松市），須賀川市，
天栄村，磐梯町の砂防ダムや河川で生息情報や目撃情
報がある。
　ウチダザリガニは褐色で，頭胸部前端に３本の棘（中
央が大きく両側は小さい）があり，ハサミの動指（動
く方）の付け根に青白い斑紋があるのが特徴である（図
２）。体長約15㎝（最大20㎝），寿命は約６年と言われ
ており（自然環境研究センター（編著），2008），外来
性淡水ザリガニ類として日本各地に分布しているアメ
リカザリガニProcambarus clarkii（Girard）（体長約12

㎝，寿命約１年半，自然環境研究センター（編著），
2008）と比べても大きく，長寿である。雑食性で，水草，
水生無脊椎動物（底生動物），魚類などを食べるとと
もに（自然環境研究センター（編著），2008；五十嵐，
2012），非常に攻撃性が強く，共食いも頻繁にする。
福島県裏磐梯地域の個体は，安定同位体比による解析
から，動物質も植物質も利用する雑食性であるが，ど
ちらかと言えば餌資源として底生動物を利用する捕食
者の傾向が強いことが明らかにされている（難波ら，
2015；難波，2017）。
　秋に交尾し，雌は100-300個の卵を抱卵したまま

越冬し，春から夏にかけて孵化した後，約３年で成
熟すると言われている（自然環境研究センター（編
著），2008）。冷水温を好むが（-33℃まで生存可），
高温にも耐性がある（30℃でも生存可）ことも知ら
れている（国立環境研究所侵入生物データベース，
https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/
detail/70050.html，2017年７月17日最終確認）。基本
的には止水域に生息するが，流水も好み，河川を介し
て分布を拡大させている。

福島県西郷村堀川ダムのウチダザリガニ

発見～駆除活動実施
　堀川ダム付近（図１）でウチダザリガニの生息が確
認されたのは2010年５月29日で，ダム湖に流入する堀
川で福島虫の会の吉井重幸氏が発見した（図３）。西
郷くらしの会主催で毎年開催されている水生生物の同
定スキルアップのための講座（西郷くらしの会ステッ
プアップ講座）の現地実習を2014年９月に堀川ダム湖
上流で実施した際，2010年にウチダザリガニが発見さ
れた場所（堀川ダム湖に流入する堀川）にウチダザリ
ガニが生息していることを再確認した。ただし，確
認された個体数はそれほど多くはなかった。ところ
が，翌年（2015年）９月，同講座の現地実習が同じ場
所で実施された際，ウチダザリガニの密度が非常に高
くなっていることが確認された。そこで，西郷くらし
の会が中心となり，2015年10月29日に，ウチダザリガ
ニの生息が確認された堀川のダム湖内及び上流域とダ
ム堤体よりも下流域でカニカゴを用いた試験捕獲を試
みた。その結果，ダム堤体よりも下流域では幸いなこ
とに捕獲されなかったが，ダム湖内及び上流域からは
113個体（カニカゴで98個体，Ｄフレームネットで15

個体）が捕獲され，ダム湖内及びダム湖に流入する堀
川流域に高密度でウチダザリガニが生息していること
が明らかになった。
　著者らの研究室と西郷くらしの会はダム湖内及びダ
ム湖上流域の河川の生態系，特に底生動物や魚類に対
する負の影響，ダム堤体よりも下流域や他の河川・水
域へのウチダザリガニの拡散を懸念し，早期の駆除活
動開始の必要性を強く感じた。そこで，2016年２月10

日に開催された西郷村環境審議会で，著者の一人であ
る塘を講師役として，特定外来生物ウチダザリガニが
生態系，人，農林水産業等に及ぼす負の影響と西郷村
（行政）として実施すべき対策に関する勉強会を実施
して頂いた。審議会後，西郷村の関係者に対して駆除
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活動実施及び大量に捕獲されたウチダザリガニは現地
ですべてを殺処分することが困難なため，村としてウ
チダザリガニ防除実施計画を策定するとともに，環境
省から特定外来生物防除「確認」を受け，生かした状
態で殺処分する場所までの移動を可能にするよう提言
した＊注。
　西郷村がウチダザリガニ防除実施計画策定と，環境
省から特定外来生物防除「確認」を受けるための申請
書作成を進める間，西郷くらしの会が中心となり，福
島虫の会の会員有志，福島県県南建設事務所，堀川ダ
ム管理所の関係者，著者らの研究室の協力の下，2016

年４月から定期的な駆除活動を開始した。2016年は４
月から10月までの７ヶ月間に９回（４月９日，６月30

日，７月22日，23日，24日，８月18日，９月３日，22

日，10月29日）の駆除活動を実施した。方法はウチダ
ザリガニを誘引するための餌（アジやイワシなどの小
魚類の他，油揚げも使用）を入れたカニカゴの設置と
Ｄフレームネットによる目視捕獲である。カニカゴの
設置時間は後述する堀川ダム祭初日に合わせた時を除
くと，短い時は約１時間30分，長い時でも約４時間で
あった。
　ダム湖上流域で実施した駆除活動の結果，４月９日
は52個体，６月30日は約50個体，堀川ダム祭初日の７
月23日は前日（22日）の夕方から仕掛けたカニカゴの
回収を含めて数回のカニカゴ設置・回収の結果，700

個体，７月24日は651個体，８月18日は500個体が捕獲
された。８月１日に西郷村が環境省から特定外来生物
防除「確認」を受けたことに伴い，捕獲個体を生かし
た状態で役場まで移動することが可能となり，９月３
日からは西郷村住民生活課の職員も駆除活動に参加す
るようになった。生憎，９月３日は台風直後で増水（水
位が約150㎝上昇）していたため，33個体の捕獲にと
どまった。９月22日も台風の影響で水位が高かったが，
ダム湖上流域では196個体が捕獲された。また，ダム
堤体下流域からも３個体が捕獲され，ダム湖から下流
域へと分布を拡大させていることが確認された。10月
29日は抱卵雌（図４）を含む246個体を駆除した。
　駆除活動は2017年度も継続実施されているが，駆除
活動は西郷村住民生活課が主導するようになり，西郷
くらしの会，福島虫の会の会員有志，福島県県南建設
事務所，堀川ダム管理所の関係者，著者らの研究室（と
福島大学共生システム理工学類の学生有志）が協力し
ている。なお，2017年６月22日の駆除活動では過去最
多の約800個体が捕獲・駆除された。

＊注　野外に生息している特定外来生物の防除（駆除）
は，それを行う地域の特性に応じた適切な方法
を用いる必要があるため，地域の実情に詳しい
地方自治体，市民団体，研究者などによる防除
が望ましいとされる。そのため，外来生物法で
は，国以外の団体が積極的に特定外来生物の防
除を実施できるように，地方自治体に対して
「確認」，民間団体に対して「認定」という仕組
みを設けて，地域の実情に合わせた防除活動実
施に対して便宜を図っている。「確認」，「認定」
を受けると，防除に必要な範囲内で，規制（＝
特定外来生物の保管，運搬の禁止）を受けずに
防除活動を実施することができる。

由　　　来
　北海道と長野県と滋賀県のウチダザリガニ個体群
は，1926年から1930年にかけて日本に導入後，天然水
域に放流された個体群，あるいは放流元から二次的に
移入されたものが維持されたものと考えられており
（Ushioら，2007），日本への導入時期の古いこれら３
地点の個体群間では遺伝的分化も大きく，マイクロサ
テライト解析の結果からも遺伝的分化が生じている
ことが示唆されている（Azuma et al., 2011；川井，
2012）。
　ところで，ウチダザリガニの体外には共生者であ
るヒルミミズ類（環形動物門環帯綱）とカイミジン
コ類（節足動物門甲殻綱）が存在することが知られ
ており，その種組成が北海道と長野県と滋賀県の個
体群の間で異なっている（Ohtaka et al., 2005；大
高，2007）。北海道の個体群にはヒルミミズ類として
Sathodrilus attenuatus Holt（北米原産の外来種，日本
にのみ移入）が，カイミジンコ類としてUncinocythere 
occidentalis（Kozloff and Whitman）（北米原産の外
来種，日本にのみ移入）が共生している（Smith and 
Kamiya, 2001）。長野県の個体群にはヒルミミズ類と
してXironogiton victoriensis Gelder and Hall（北米原
産の外来種，ヨーロッパにも移入）が共生している
が，カイミジンコ類は共生していない。滋賀県の個体
群にはヒルミミズ類もカイミジンコ類も共生していな
い（大高，2007）。このような共生者の組成から，本
州各地で生息が確認されたウチダザリガニの由来推定
が試みられてきた。これまでに1958年に採集された石
川県の個体や千葉県利根川水系の個体群，福島県裏磐
梯地域の個体群は共生者の組成から，北海道由来であ
ることが明らかにされており，このことはマイクロサ
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テライト解析の結果からも支持されている（Nakata 
et al., 2010；Azuma et al., 2011）。
　そこで，福島県西郷村堀川ダムで捕獲されたウチ
ダザリガニの共生者を採集し，弘前大学教育学部の
大高明史先生に同定を依頼したところ，ヒルミミズ
類として S. attenuatusが，カイミジンコ類としてU. 
occidentalisが共生していることが明らかになった。共
生者からは，福島県西郷村堀川ダムのウチダザリガニ
個体群は北海道由来のものと考えられる。ただし，堀
川ダムの個体群が北海道から直接移入されたのか，同
じく北海道の個体群由来であることが明らかになって
いる福島県裏磐梯地域の個体群が間接的に移入された
のかについては不明である。

資源として活用するための試み
　ウチダザリガニは生態系や在来生物に対して様々な
負の影響を及ぼすが，元々は人為的に本来の生息地で
はない場所に持ち込まれた生物である。生態系や在来
生物に対する被害防止の観点から駆除しなければなら

ないが，駆除した個体は現在のようにすべて焼却処分
するだけでなく，できるだけ「資源」として活用すべ
きであると考えた。実際，福島県裏磐梯地域では裏磐
梯観光協会が７月中旬～９月中旬の土日にウチダザ
リガニ釣り大会を開催し，釣り上げたウチダザリガ
ニを食材として提供している（https://sv66.wadax.
ne.jp/~urabandai-inf-com/asobu/crayfish.html ，
2017年７月17日最終確認）。北海道阿寒湖では日本で
唯一ウチダザリガニに漁業権が設定されており（５月
上旬～11月下旬が漁期），阿寒湖周辺では阿寒湖漁業
協同組合が宿泊施設や飲食業者に捕獲したウチダザリ
ガニ（体長９㎝以上の個体）を提供している他，ボイ
ルした個体や加工品（スープ缶）を通信販売してい
る（許可を得た業者は生きた個体を購入することもで
き る，http://www.akan-gyokyo.com/index.html ，
2017年７月17日最終確認）。
　そこで，堀川ダム周辺に生息しているウチダザリ
ガニも，駆除した個体を資源として活用できないか
検討した。食材として活用するためには，まず放射
性物質濃度が基準値未満であることを確認しなけれ
ばならない。そこで，2016年８月18日の駆除活動で
捕獲した100個体を西郷村のゲルマニウム半導体測定
器（Canberra社製，GC3018）を用いて２回に分けて
測定した（生の状態ではクチクラ（殻）を除去するこ
とが困難であったため，５分ほど水道水で茹でた後，
可食部のみの測定と殻付きの状態の測定を実施した）。
結果を表１に示した。どちらも一般食品の基準値であ
る100Bq/㎏未満であり，食材として活用することが
可能であることが分かった。
　具体的な活用方法については，2016年７月に北海道
阿寒湖漁業協同組合直営店に行き，北海道阿寒湖周辺
において実施しているウチダザリガニの資源としての
活用方法の実際を聞いた。阿寒湖では約70ヶ所にカゴ
を仕掛けて，夏季はほぼ毎日漁（捕獲）をしており，
捕獲した個体は漁業協同組合の施設に隣接されている
生け簀に一時保管されていた（図５）。この生け簀に

図５　北海道阿寒湖漁業共同組合の生け簀
捕獲したウチダザリガニを一時保管する生け簀。複数
ある生け簀の中で，ウチダザリガニ保管用の生け簀は
１つのみ。2016年７月13日撮影。

図６　 北海道阿寒湖周辺の飲食店で提供されて
いるウチダザリガニを利用したメニュー

「レイク・ロブスター」の名前で提供されている塩茹で
されたウチダザリガニ（Ａ）とウチダザリガニを天ぷ
らにした「ロブスター天丼」（Ｂ）。Ａ，Ｂともに2016

年７月13日撮影。

５

６Ａ ６Ｂ

　表１　西郷村堀川ダム産ウチダザリガニの
　　　　放射性物質濃度＊１

殻付き（Bq/㎏）＊２ 殻なし（Bq/㎏）＊３

放射性セシウム137 27.63 30.50
放射性セシウム134 ND＊４ 6.97
放射性セシウム合計 27.63 37.47

＊１  ゲルマニウム半導体検出器（Canberra社製，GC3018）で
60分間測定。

＊２ 測定試料は69.4ｇ，＊３ 測定試料は102ｇ。
＊４ この測定時のセシウム134の検出下限値（ND）は9.81Bq/㎏。
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入れることにより，改めての泥吐きなどの処理は不要
であること，体表面にいる共生者（ヒルミミズ類やカ
イミジンコ類）は，ボイルすればすべて脱落すること
が分かった。レストラン等では「レイク・ロブスター」
の名前で提供されている塩茹でされたウチダザリガニ
が一般的で（図６Ａ），臭みもなく，食感として弾力
があった。他にはウチダザリガニを天ぷらにした「ロ
ブスター天丼」（図６Ｂ），ムニエル，スープ，パスタ
ソースにウチダザリガニを利用したメニューがあるこ
とが分かった。
　駆除した大型個体を食材として利用してもらえる飲
食施設を西郷村内で探した結果，甲子高原のペンショ
ンや健康センターでは，実際に塩茹でしたウチダザリ
ガニを試食して頂き，食材の提供が受けられれば活用
することが可能であるとの回答を頂いた。

今後必要な活動
　堀川ダム湖内，ダム湖上流域，ダム堤体下流域に生
息するウチダザリガニのさらなる分布拡大を防ぐため
には，堀川ダム周辺に分布しているウチダザリガニの
根絶を目指し，駆除活動を継続することが何よりも重
要である。現在，堀川ではイワナ，ヤマメ，ウグイな
どの魚類は出荷制限がかけられており，漁が出来ない
が，ウチダザリガニは，刺し網漁の際に漁獲物を食害
する，複雑に網に絡むため取り外し作業に労力を要
し，漁労作業に支障をきたすなど，漁業への被害が
報告されている（福島県のHP，https://www.pref.
fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/80681.pdf ，
2017年７月17日最終確認）。そのため，出荷制限が解
除され，漁業が再開されるまでに生息する個体数を減
らす努力が必要である。一方，堀川とは水域が連続し

図７　西郷くらしの会が作成したウチダザリガニの運搬禁止を周知するためのパンフレット
西郷村では全戸配布を行った。西郷くらしの会提供。

図８　西郷村が制作したウチダザリガニの移動禁止を周知するための看板
堀川ダム上流の駐車場付近に設置された仮の木製看板。現在は丈夫な金属製のより大きな看板に置き換え
られている。2016年８月18日撮影。

図９　カニカゴによって捕獲されたウチダザリガニ
公益財団法人日本動物学会東北支部が実施した平成28年度東北支部大会の一般市民向け企画「親子で楽し
む動物学16特定外来生物ウチダザリガニの駆除活動」で，１つのカニカゴによって捕獲されたウチダザリ
ガニ。2016年７月24日撮影。

７ ９

８
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ていない他の場所への非意図的な移動を防ぐため，よ
り多くの地域住民やダム湖を訪れる人たちに堀川ダム
周辺におけるウチダザリガニの分布の現状の周知徹底
を図ることも必要である。
　西郷村では西郷くらしの会がウチダザリガニの分布
拡大を防止するための広報用パンフレット（図７）を
作成し，西郷村全戸配布を行った。また，堀川ダム湖
上流の駐車場付近にはウチダザリガニの生息と移動禁
止を記した看板を西郷村が設置した（図８）。2016年
７月24日には，公益財団法人日本動物学会東北支部が，
平成28年度東北支部大会の一般市民向け企画「親子で
楽しむ動物学16」で堀川ダムでのウチダザリガニの駆
除活動を実施した。これは著者の一人である塘が企画
したもので，福島県内の親子16組45名（西郷村からの
参加者17名），大会実行委員４名，福島県県南建設事
務所，西郷くらしの会，福島虫の会，福島大学・福島
県立医科大学の学生・院生などの協力者15名，計64名
が参加し，ウチダザリガニ釣りとカニカゴによって前
述したように651個体を駆除した（図９）。また，駆除
活動の前には西郷村文化センターにて外来生物が人や
自然環境に及ぼす負の影響に関する事前学習を実施
し，特定外来生物を駆除することの必要性・意義，外
来種被害予防三原則（「入れない」・「捨てない」・「拡
げない」）を参加者に理解してもらった。
　2016年12月21日にコラッセふくしまで開催された福
島県商工会館寄附金による地域活性化活動助成事業公
開報告会では，著者らが「西郷村堀川ダムにおける特
定外来生物ウチダザリガニの駆除活動とウチダザリガ
ニを新たな観光資源として活用するための試み」につ
いて報告した。このことを報じた新聞記事を読んだ西
郷村立川谷中学校が，堀川上流域に生息している特定
外来生物ウチダザリガニの駆除活動を通して地域の自
然環境の保全について学習する計画を立案した。2017

年７月13日にはウチダザリガニの生態やウチダザリガ
ニが自然環境に及ぼす影響に関する講演会が企画さ
れ，著者の一人である塘が講師として参加した。
　堀川ダム周辺に分布しているウチダザリガニに関す
る広報活動として，これまでにこのような取り組みを
実施してきた。今後も引き続き様々な主体の協力によ
り，地域住民にウチダザリガニの分布の現状と生態系
に及ぼす負の影響について周知を図り，特に子どもた
ちに対しては移動禁止の周知を徹底する必要がある。
　とは言え，堀川上流域での発見から７年が経過し，
すでにダム堤体下流域にも分布が拡大しているため，
堀川以外の水域に分布を拡げている可能性は否定でき

ない。カニカゴとＤフレームネットによる付近の水系
における分布確認調査も実施する必要がある。なお，
環境DNAを用いて調査対象生物の未知の生息地を発
見する方法が，最近実用化されつつあるが，DNA解
析に必要な費用を考えても，地方自治体での活用はま
だ困難であろう。堀川も含めて，各水系において定期
的なウチダザリガニのモニタリングを実施し，生息が
確認されたら駆除をする，を繰り返すことが地域から
の根絶には必須である。ウチダザリガニが西郷村に生
息していることやアメリカザリガニとの見分け方を地
域住民に広報することは，住民からの村内における生
息地情報が提供される可能性を高める上でも必要であ
る。
　駆除活動ではないが，ウチダザリガニと関わって今
後実施することが必要な活動に，堀川ダム湖上流域の
生物モニタリングがある。堀川ダム湖及びその流入河
川である堀川に水生植物は生育していないが，ダム湖
内及びその流入河川には底生動物が生息している。特
にダム湖に流入する堀川は河川上流・源流域の典型的
な底生動物相が形成され，種多様性も高い。これらの
底生動物にウチダザリガニの捕食がどのような負の
影響を生じさせるかを底生動物モニタリングにより
チェックしていくことが必要である。幸い著者らも参
加している西郷くらしの会のステップアップ講座の現
地実習がこの場所で開催されているため，2014年以降，
底生動物に関するデータが蓄積されている。今後も年
に１回（これまで実施されてきた９月）のモニタリン
グ調査によって，底生動物相の量や質に変化が生じて
いるのか否かをチェックしていきたい。
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について取材させて頂き，実際の取り組み内容をご教
示頂いた。西郷観光株式会社とペンションはなのやの
皆様には，西郷村でのウチダザリガニ資源化にご協力
頂いた。福島虫の会の三田村敏正様には福島県裏磐梯
地域のウチダザリガニに関する文献をご提供頂いた。
裏磐梯観光協会の皆様には裏磐梯地域でのウチダザリ
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東北支部大会実行委員の皆様，西郷村教育委員会の皆
様には多大なご支援・ご協力を頂いた。現地での駆除
活動と西郷村文化センターでの事前学習は，著者らの
研究室の大平　創君（大学院共生システム理工学研究
科博士後期課程），小林　凌君（共生システム理工学類）
にご協力頂いた。
　2016年の著者らによる駆除活動やウチダザリガニの
観光資源化のための調査活動は，平成28年度福島大学
地域創造支援センター福島県商工会館寄附金による地
域活性化活動助成事業による助成を受けて実施した。
　以上の皆様に心から感謝申し上げる。
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