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与那国島におけるアフリカマイマイの侵入経緯および生息状況

小濱継雄・金城邦夫・本永忠久】)・桃原マリ子2）

（沖縄県ミバエ対策事業所）
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distributionofthegiantAfricansnan，AchatinafiJIiCaBowdich，inYonaguninand．

はじめに

アフリカマイマイＡｃｈａｔｊｎα/izJjcaBowdichは,東

アフリカ原産の大型の陸産貝で，世界の熱帯・亜熱帯

域に人為的に導入された（Mead，1961)．日本では奄

美大島以南の琉球列島および小笠原諸島に分布する

(東，1995).本種は野菜類など農作物の大害虫で，樹木

の苗を加害することもある．また，ある種の植物の病気

を媒介することも知られている（Mead,1961)．さらに

広東住血線虫の中間宿主として，保健衛生上も重要な

動物である．アフリカマイマイは,集落,農耕地および

車道沿いの地域など人為的影響の大きい地域に生息す

る（沼沢ら，1988)．生態や生活史については，長山

(1964),安田・鈴木（1980),伊賀（1982),鈴木・安田

(1983),武田（1985）および小谷野ら（1989）などが

報告している．沖縄における活動期は３月から11月で

(長山1964),繁殖は５月から11月にみられる（安田・

鈴木,1980)．おもに夜間に活動するが，降雨時には日

中も活動する．冬期は,落葉の下・浅士に潜り越冬する

ふ化後約１年で成貝に達し，殻高が40ｍ以上の個体が

交尾可能で,５０ｍ以上の個体に蔵卵が認められる（安

田・鈴木,1980；鈴木・安田，1983)．１回の産卵数は

50～150個で,数回産卵する（武田，1985)．

アフリカマイマイは1930年代に，薬用あるいは食用

として,台湾から沖縄島に導入された（Mead,1961；

知念，1997).県内各島への移入経緯は分かってないが，

各地で蔓延するようになったのは第二次大戦後である

(長山，1964；知念，1997)．その後,本種は座間味島や

多良間島など一部の島を除いて，県内の多くの有人島

に生息するようになった（沖縄県農林水産部，1980)．

これまで与那国島にアフリカマイマイは生息していな

かった（沖縄県農林水産部,1980；豊川・上地,1982）

が,1988年８月に同島西部の久部良で発生が確認され

た．そこで,与那国島において本種の侵入経緯および発

生状況について調査したまた発生地における本種の

密度を抑圧し,分布拡大を防ぐため防除を行ったので

以下に報告する．

調査方法および防除

１．聞き取り調査

与那国島におけるアフリカマイマイの侵入経緯や侵

入後の発生状況について，また1987年以前の発生状況

について情報を得るために，与那国町役場職員・久部

良小学校の関係者および各集落の住民（主として農家）

から聞き取り調査を行った．

２．生息確認調査及び防除

アフリカマイマイの生息状況を知るために，1988年

９月から1989年９月まで久部良を中心に，祖内及び比

川等において分布調査を３回行った．また侵入後の分

布拡大を防ぐため,生息が確認された地域において薬

剤防除を２回行った（これとは別に，下記のように与

那国町役場及び沖縄県農業改良普及所により２回の防

除が行われた).分布調査および防除には，市販のメタ

アルデヒド剤（メタアルデヒド3.5％＝琉球産経株式会

社，またはメタアルデヒド3.2％＋NAC1.0％＝第一農

薬株式会社）を使用した誘殺及び採集された貝は，現

場で殻高長（殻頂から軸柱先端までの長さ）をノギス

で測定した（図１)．

1）現在：沖縄県農林水産部営農推進課

2）現在：海洋博覧会記念公園管理財団
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べた久部良地区以外では祖内（４地点)，比川（３地

点）および各集落間を結ぶ道路沿いの畑地・茂み等

(８地点）に合計15地点の調査区を設けマイマイ類の誘

殺調査を行ったこの調査では１地点あたり，１～２ｍ

おきに４カ所，１カ所当たり15～209のメタアルデヒ

ド剤を直径約20cmに広がるように置いて，翌日に誘殺

されたマイマイ類を調べた第１回調査の結果,本種は

久部良小学校構内のテリハポク植栽地で発生している

ことが分かったので，同地においてアフリカマイマイ

の密度と齢構成を調べたテリハポクは,小学校の裏門

を挟んで北と南の両側に，コンクリートブロック塀に

沿って植え付けられており（面積はそれぞれ260および

30㎡,合計290㎡：テリハポク合計133本)，通路との境

はコンクリートブロックで囲われていた（図２）．北側

の植栽地のうちの80㎡において，調査者３名によって

⑩

徽高長

図１アフリカマイマイ殻高の測定部位

第１回調査（1988年９月２日～３日ルアフリカマイ

マイの発生が確認された直後の８月17日に与那国町役

場職員によって,発見場所である久部良小学校構内の

テリハポク，CbJOpﾉiyJJumi几OphyJJumL．（オトギリ

ソウ科）植栽地を中心に,緑地と小学校に隣

接する周辺地域の草地や茂み・畑等,約６ｈａ

に緊急防除としてメタアルデヒド剤が散布さ

れた.そこで，９月２日に散布場所において

メタアルデヒド剤に誘殺されたアフリカマイ

マイの見つけ取り調査を行った見つけ取り

調査後,久部良小学校構内の緑地・その周辺

の茂み。および小学校に隣接する住宅地の緑

地・農耕地,約６haにメタアルデヒド剤を１０

アールあたり３kg散布し,翌日に誘殺された

アフリカマイマイを再度調査した．また，９

月２日に久部良および祖内のチリ捨て場，比

川の集落内の茂みに４㎡の枠を，それぞれ１

地点ずつ設け，メタアルデヒド剤をそれぞれ
図２久部良におけるアフリカマイマイの分布．

約1009散布し,翌日に誘殺貝を調査した
斜線で示した部分はアフリカマイマイの発生地（テリハポク植栽地）黒丸は誘殺地点

第２回調査（1989年３月15日～17日)：1989（Aは1988年９月、Ｂは1989年９月に発見された場所）

年３月14日に沖縄県農業改良普及所および与

那国町役場によって，久部良小学校構内の緑地と小学１２分間アフリカマイマイの見つけ取りを行った.本調

校周辺の茂み等約６haにメタアルデヒド剤が散布され査前にメタアルデヒド剤による防除がすでに３回行わ

ていたので，３月16日に発生地から半径600ｍ内の集落れていたので,生きた貝（生貝）とともに誘殺貝や空

地の13地点（１地点４㎡）で，アフリカマイマイおよ貝（死後しばらくたった中身がない貝）も採集した

び他のマイマイ類（ナメクジ類を含む）の誘殺数を調第３回調査（1989年９月２日～３日几久部良におい
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て,発生地から半径400ｍ内の集落内に10地点を設け，

マイマイ類の誘殺調査を行った．１地点，１ｍおきに４

カ所に，１５～209（合計60～809）のメタアルデヒド

剤を直径約20cmに広がるように置いて,翌日，誘殺され

たマイマイ類を調査した．比川と祖内にも１地点ずつ

調査区を設けて，同様な調査を行った

本を八重山支庁および病害虫防除所八重山駐在に送り，

アフリカマイマイであることが確認された久部良小

学校長宮城源一氏および同校関係者によると，1987年

６月頃から,校内で本種が見られるようになったとい

うしかし，この時点では,侵入動物としての認識はな

く，関係機関へ連絡されなかった久部良小学校では，

1986年２～３月に学校創立30周年記念植樹としてテリ

ハポクを植栽しており，苗木（約200本）は石垣島から

導入されたという．アフリカマイマイが最初に見つかっ

たのはこのテリハポク植栽地付近であった

なお,久部良・祖内および比川における住民からの

聞き取り調査の結果，これまでアフリカマイマイが発

生したことはなかったという．

２．侵入後の分布状況

生息確認調査を３回行った結果，アフリカマイマイ

が確認されたのは久部良のみで，祖内・比川及びこれ

ら３集落をむすぶ道路沿いの地域では見つからなかっ

た（表１～３).発生地はかなり限定されており，最初

の発見地である久部良小学校構内のテリハポク植栽地，

そこから約６ｍ離れた草地,そしてさらに約80m離れた

草地の３カ所で見つかった（図２).以下に久部良にお

ける調査結果について述べる

第１回調査：発見直後の1988年

９月２～３日に,久部良小学校及

結果

１．発見の経緯

1988年８月12日に,久部良小学校構内で工事中の松

田孫栄氏（栄電社）によってアフリカマイマイが発見

された．与那国町役場の福仲用清氏が同校内で得た標

表１久部良小学校周辺において誘殺されたアフリカマイマイ
の殼高長

殻高長

50mm未満５０mm以上合計

内
外

校
校 100＊

0

3３

３

133

３

合計１００ 3６ 136

1988年８月17日及び９月２日にメタアルデヒド剤を散布し，９月２日～
3日に調査．＊そのうち79頭は殻高長10mm内外の稚貝．

表２各調査地点におけるマイマイ類の誘殺数

誘殺数（頭）
びその周辺の防除地域で行った貝

アフリカマイマイ他のマイマイ類*＊
つけ取り調査の結果，メタアルデ

Ｏ
ヒド剤に誘殺されたアフリカマイ

０

０マイが136頭見つかった（表１）．

調査日調査場所調査地点数．

久部良

祖内

比川

１（0）

１（0）

1（0）

1988.9.2-3

久部良

祖内

比川

その他

1３（0）

４（0）

３（0）

８（0）

０
０
０
０

717 そのうちの133頭は，久部良小学
179

校構内のテリハポク植栽地で，残４９

１２３ りの３頭は，テリハポク植栽地の

1989.3.15-17

久部良１０（１）７５５９
東側,道路をへだてた校外の草地

祖内１（0）０２３

比川１（0）０４で誘殺された（図２）．個体数は

1989.918-19

少ないが,成貝がテリハポク植栽＊１地点あたり，１～２ｍおきに４カ所にメタアルデヒド剤を15～20ｇずつ設置し，マイマ
イ類を誘殺した．ただし，1988年９月の調査及び1989年３月の久部良における調査では、メ 地外に移動していた．殻高が50ｍ
タアルデヒド剤が散布された地域に，１地点当たり２×２ｍの枠を設け，枠内の誘殺貝を調
査した．括弧の中はアフリカマイマイが誘殺された地点数を示す． を越える産卵可能な貝（成貝）と
＊＊ウスカマイマイなどのマイマイ類及びナメクジ類を含む．－は調査なし

ともに,殻高10ｍ内外の稚貝も多
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地とこれに近接した場所にすぎない（図２)．テリハポ

ク植栽地において,成貝とともに幼貝も確認されてい

ることから，この場所が発生の中心と考えられる．これ

らのテリハポクは，1986年２～３月に,石垣島から導入

されたものである．石垣島にはすでにアフリカマイマ

イが生息していたので，本種はこれらの苗とともに持

ち込まれれた可能性がひじょうに高い今回,与那国島

で行った聞き取り調査の結果及び過去の調査結果（沖

縄県農林水産部,1980；豊川・上地,1982）から，本種

が1985年以前に生息していなかったのは明らかで，し

たがって,本種が与那国島に侵入したのはテリハポク

が導入された時期と推定される．これが正しいとすれ

ば,侵入から発見まで２年半経過していたことになり，

発見された年は３回目の繁殖期に入っていたことにな

る．

沖縄におけるアフリカマイマイの繁殖期は５月から

11月で,１２月から２月の間は活動を休止する．殼高30ｍ

未満の個体のほとんどは越冬中に死亡する．越冬した

30ｍ以上の貝は，その年の６月までに殻高50ｍに生長

する(安田・鈴木,1980；鈴木・安田，1983)．これらの

事実と，侵入時期が２～３月と考えられることから，与

那国島に持ち込まれたのは殻高30ｍ以上の貝であった

と推定できる．1989年３月にテリハポク植栽地で見つ

かった空貝の最大のものは90ｍを越え，ふ化後５年目

の貝と推定される（鈴木・安田，1983)．この貝は少な

くとも1989年２月までには死亡したとみなされるので，

侵入した時期にはふ化後３年目になっていたことにな

る以上のことから，与那国島に侵入した貝は少なくと

も殻高30ｍ以上,５０ｍを越える成貝も含まれていたと

推定される．

アフリカマイマイは，餌が少ない芝生の上では一夜

に30m以上も移動することもあるが,通常の条件ではあ

まり大きく移動しない（伊賀,1982)．これまでのとこ

ろ本種は,発生地から少なくとも80ｍの範囲までは分布

を拡大していることが確認された（人為的に運ばれた

可能性は否定できないが)．このことは，本種の移動性

があまり大きくないことを示している．発見直後には，

表３テリハポク植栽地で採集されたアフリカマイマイの
齢構成

殻高長

30ｍ未満３０~50mm未満５０mm以上合計

貝
貝
貝

殺
生
誘
空

２

１２

３４

４
３
９

１

０
３
０
１

６
肥
閃

1989年３月16日に見つけ取り調査(面積80㎡）

数見つかっており（表１)，テリハポク植栽地において

繁殖していることが確認された．

第２回調査（1989年３月15～17日）：久部良小学校を

除く，久部良集落内の13地点で調査をした結果，アフリ

カマイマイは誘殺されなかった（表２)．テリハポク植

栽地で行った見つけ取り調査の結果，生貝６個を含む

合計87個の貝が得られた（表３).殻高50ｍ以上の産卵

可能な貝は，３頭誘殺されただけであった.誘殺貝と生

貝を合わせた34頭が調査時点における生息数とみなせ

るので,調査場所（80㎡）におけるアフリカマイマイ

の密度は１㎡あたり043頭と推定された.採集された空

貝の中には殻高70ｍ以上のものが６個体，最大のもの

は93ｍのものが含まれていた.空貝の多くは,前年に実

施されたメタアルデヒド剤による防除によって死亡し

たものと考えられた．

第３回調査（1989年９月18～19日）：久部良小学校内

のテリハポク植栽地に調査区を２点設けたが，アフリ

カマイマイは誘殺されなかった．しかしこの植栽地か

ら南に約80m離れた公園の草地で，アフリカマイマイが

７頭誘殺された（表２，図２）．これらは殻高が５～

14ｍ（平均９ｍ）で，その年に産まれた稚貝であった．

成貝が自力で移動し，あるいは人為的に運ばれて，そこ

で産卵したものと考えられる．

考察

以上の結果から，与那国島の一部地域にアフリカマ

イマイが侵入し,繁殖していることは明らかである．発

生地はごく限られ,久部良小学校内のテリハポク植栽
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成貝36頭を含む136頭の誘殺貝が発生地周辺で見つかっ

たが,翌年の３月には個体数はかなり減少し，成貝とみ

なされる貝はわずか３頭見つかっているにすぎない．

発見から１年後の1989年９月には,成貝は誘殺されず，

稚貝が７頭見つかっているだけである．発見後,発生地

を中心にメタアルデヒド剤による防除が４回行われて

おり，密度抑圧の効果があったと考えられる．したがっ

て,与那国島においてこれらの限られた地域で徹底的

な防除を行えば,あるいは絶滅させることができる可

能性も残されている

マイマイ類は,殻□に粘液やカルシウムからなる膜

を張り，休眠状態となって長期の乾燥状態にも耐えら

れる（武田，1985)．アフリカマイマイではこの状態で，

かなり長期間生存することが可能で，長山（1964）は

室内で３年間も絶食状態で生存した例を報告している．

Ｍｅａｄ（1961）は，アフリカマイマイが船荷の植木鉢や

士,植物に付着して,意図せずに,遠く離れた場所へ運

ばれる多くの例を示している現在では,かってのよう

に薬用または食用として意図的に持ち込まれることは

ほとんどなく，むしろ苗など物資に紛れ,知らないうち

に運ばれる可能性が高いと考えられる．近年,物資の移

動が盛んになり，本種の侵入の危険性はより増したと

考えられる.実際,与那国島で発見された後に我々が行っ

た調査において,本種の未発生地であった渡名喜島や

伊是名島などでも見つかっている（小濱ら，未発表)．

今回報告したように侵入初期であれば，本種の密度を

抑え,分布拡大を防ぐことは可能であるとくに侵入直

後で,繁殖開始前であれば根絶できる可能性がある．

沖縄のアフリカマイマイは，以前に比べるとかなり

少なくなったといわれている（知念,1997）が,農作物

に対する害虫として，また保健衛生上の有害動物とし

て重要であることには変わりがない（富山，1987)．本

種は，わずかな個体が侵入したとしても，爆発的に増殖

し，農作物に多大な被害を与えることは,世界各地にお

ける例が示している（Elton,1958；Mead，1961)．そ

れゆえ,沖縄県内の未発生地（島）への本種の侵入・

定着を防止しなければならない．そのためには,未発生

地における調査を継続的に行い，できるだけ早期発見

に努め，その定着を阻止すべきであろう．

摘要

1988年８月，与那国島においてアフリカマイマイの

発生が確認された.本種は1986年２～３月に石垣島か

ら導入されたテリハポクの苗とともに侵入したと推定

される．分布調査を行った結果,本種は久部良地区のご

く限定された場所で発生していることが分かった．ま

たメタアルデヒド剤による防除により，発生地の個体

数はかなり減少した．よって今後,継続的に調査と防除

を重ねれば,密度を抑圧し,分布拡大を防ぐことができ

ると考えられた．
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