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矢作川水系における特定外来種カワヒバリガイの最小産卵殻長

岩下恭朗1・鈴木伸洋1，*.天野俊二1・白金晶子2

Reproductive Shell Length of the Golden Mussel Limnoperna fortunei 

in Yahagi River， J apan 

Yasuro IWASHITAt， Nobuhiro SUZUIU1，*， ShunjiAMANo1 andAkiko SHlRAGANE2 

Abstract: Reproductive size of the golden mussel Limnopernαfortunei (246 specimens) in the Yahagi 

River， Aichi Prefecture， J apan was studied by gonad histology. The rate of mature and spawning 

individuals accounted for 83.7% of the total mussels collected from July to September 2010. Sexual 

differentiation began at the shell1ength of about 5 mm. Minimum shell1ength of mature s臼gewas

9.6 mm in female and 5.8 mm  in male， and then the shell1ength of spawning stage was 10.9 mm  in 

female and 9.4 mm in male， respectively. Moreover， the reproductive shell1ength， inc1uding mature 
and spawning stages， was considered 21 mm in female and 20 mm in male. 
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カワヒバリガイ Limnopernafortuneiは，中国・東

南アジアを原産とするイガイ科カワヒバリガイ属の

二枚貝であり， 1960年代以降に香港，韓国などに侵

入し， 1991年には南米でも発見されるなど，原産国以

外でも移入種として生息が確認されている (Morton

1975;小島 1982;Darrigran and Pastorino 1995)。日本

では1992年に滋賀県琵琶湖で生息が初めて報告され，

現在では近畿・中部・関東の各地方の河川・湖沼を中

心として，その分布域は拡大傾向にある(木村 1994;

国土交通省河川局河川環境課 2006;松岡・西 2010;木

村ら 2011;白金ら 2012)。本種は足糸を分泌して水利

施設の水路や壁面に層状に高密度で固着すると甚大

な通水被害を引き起こす (Morton1975; Magara et a1. 

2001)。また，ダム湖内の水力発電用水路に大発生す

ると発電力を低下させる要因となることが懸念され

ている(棲庭ら 2008)。加えて，河川で大量発生する

と二枚貝の殻表面に大量に着生して在来種を死滅させ

る可能性が示唆されており(中井 1996)，矢作川など

2012年 5月18日受付;2012年10月24日受理.

では在来のトピケラ類と生息場所や餌料において競合

する(内田ら 2007) など生態系への影響も大きく，

本種は2006年に特定外来生物に指定された(白金ら

2012)。また，最近ではカワヒバリガイがコイ科を中

心とした淡水魚の有害寄生虫の中間宿主になっている

ことが報告された(馬場・浦部 2011)。したがって，

内水面漁業や生態系保全の面からも本種を駆除するこ

とが必要であり，そのためには本種の成熟や産卵個体

の最小殻長など産卵特性を含めた基礎的な生物学的情

報の蓄積や，それに基づく防除対策を考えることが必

要不可欠である(木村ら 2011)0 

日本における本種の産卵特性については，愛知県

矢作川において殻を開けて軟体部を摘出できる大き

さの個体を用いて成熟個体の最小殻長と出現時期が

報告されている(棲庭ら 2008)。京都府宇治川では生

殖腺の色彩から成熟個体の最小殻長が，生殖腺重量の

変化より産卵個体の最小殻長がそれぞれ推定されてい

る (Iwasakiand Uryu 1998)。また，亜熱帯域である

1東海大学大学院生物科学研究科 (GraduateSchool of Bioscience， Tokai Universi臥 Shimizu，Shizuoka 424-8610， 

]apan). 
2豊田市矢作川研究所 (ToyotaYahagi River Institute， Toyota， Aichi 471-0025， ]apan). 
*連絡先 (Correspondingauthor): Tel， (+81) 54四334-0411;Fax， (+81) 54-337-0239; E-mail， nobuhiro@scc.u-tokai.ac.jp (N. 
Suzuki) • 



504 岩下・鈴木・天野 ・白金

アルゼンチンのラプラタ川では組織学的観察により，

性分化が認められる個体の最小殻長の大きさと周年産

卵の可能性がそれぞれ示されている (Darrigranet al. 

1999)。さら に， Morton (1982)は香港での本種の産

卵時期を組織学的に検討し，成熟個体が 5~6月と 11

~ 12月に認められることを報告している 。 このように

本種の産卵特性は，生息水域や成熟段階の判定手法の

違いによって異なっている。したがって，温帯域であ

る日本での本種の産卵特性について更に詳 しく調べる

必要がある。

Fig. 1. Map showing the sampling point in Yahagi River. 

PGC 

本研究では日本におけるカワヒバリガイの産卵特性

の解明の一助とする ことを目的とし，愛知県矢作川水

系での産卵期における最小産卵殻長の特定を組織学的

に十食言すした。

材料および方法

採集方法

2010年 7~9月に愛知県豊田市扶桑町矢作川 中流

(河口から約44km， Fig. 1)において採集した246個

体(殻長:4.6~29.2 mm，平均殻長 14.2 mm)を組

織学的観察に使用した (Table1)。採集方法は頭大の

石をランダムに川底から引 き上げ， 付着しているカワ

ヒバリガイを全て手で剥ぎ取った。その後， 10%中性

緩衝ホルマ リン液で固定し，殻長を0.1mm刻みで測

定した。

水温の計測

採集場所の上流に位置し，採集地と水温変動のほ

とんどみられない越戸実験水路において鉄パイプ内に

Table 1. Data of specimens in the study 

Shelllength (mm) 
Date N 

Size range Mean:tSD 

July 28，2010 150 4.8-29.2 15.3士5.7

August 19， 2010 60 4.6-19.9 12.9:t 4.2 

September 14， 2010 36 6.5-17.9 12.1:t 3.1 

Total 246 4.6-29.2 14.2:t 5.2 

b PGC 10μm 

10μm 

Fig. 2. Histological features of the immature stage of Limnoperna fortunei in Yahagi River (a) and an ovarian cavity 
occurred in gonad (b) (HE-stained). OC， ovarian cavity; PGC， primordial germ cell. 



カワヒバリガイの最小産卵殻長 505 

耐圧防水温度計測データロガー(オンセット社テイド

ビット， USA) を入れた ものを鎖で岩にくくりつけて

記録測定した。

組織切片作製方法

軟体部の摘出が困難な殻長 8mm以下の個体は10%

ホルマリン液固定後に殻ごと Davidoson液による脱

灰処理を行った。軟体部の摘出が可能な個体は外套部

を傷っけないように殻から軟体部を摘出した。その後，

常法に従いエタノールで脱水，パラフィン包埋後，厚

さ5μmの組織切片を作製し，マイヤーのへマ トキシ

リン・エオ ジン二重染色 (HE染色)を施した。染色

した切片は光学顕微鏡で観察して各個体の成熟度を判

定した。

生殖腺成熟段階の定義

生殖腺成熟段階は Morton(1982)が実施した香港

のカワヒバリガイ，丸 (1981) と園田ら (2010)が実

~‘ ーら

も C 

施したヤマトシジミ Corbiculaj，ゆonicαの研究を参考

に生殖腺の小嚢内における生殖細胞の発達と出現の有

無により未熟期，成長期，成熟期，放出期，放出終了

期の 5段階に区分した。また，本研究では成熟期と放

出期の個体を産卵個体と定義した。以下に各成熟段階

の詳細について記す。

未熟期:生殖腺は細い長い線状を呈して明確な小嚢

構造が認められない (Fig.2a)，あるいは生殖腺がや

や発達して小嚢構造を呈するが，その小嚢構造内には

始原生殖細胞のみが認められる (Fig.2b)。なお，本

研究では Fig.2bに示 したように生殖腺小嚢に明 らか

な内腔としての卵巣腔が認められるものを雌，それが

認められないも のを雄とした。

成長期:生殖腺小嚢内の生殖細胞から雌雄の判別が

可能になる。雌では小嚢内に卵母細胞が認められるよ

うになる (Fig.3a)。その卵母細胞は明確な仁を持ち，

細胞質はヘマ トキシリンに好染する。雄では小嚢内に

へマトキシリンに好染する精原細胞が認められるが，

20μm 

Fig. 3. Histological features showing the developmental stages of ovary Limnoperna fortunei in Yahagi River 
(HE-stained). a， growing stage; b， mature stage; c， spawning stage; 10， immature oocyte; MO， mature oocyte; OCS， 

ovarian cavity after spawning. 
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10μ出

Fig. 4. Histological features showing the developmental stages of testis Limnoperna jortunei in Yahagi River 
(HE-stained). a， growing stage; b， mature stage; c， spawning stage; Fl， flagellae; Sp， spermatozoa; St， spermatid. 

精細胞や精子は認められない (Fig.4a)。

成熟期.雌では卵母細胞が成長期に比べて大きさ

を増し，仁は不明瞭になる。細胞質はエオシンに好

染する (Fig.3b)。雄では生殖腺小嚢内に精細胞ある

いはエオシンに好染する鞭毛をもっ精子がみられる

(Fig.4b)。なお， 雌については生殖腺小嚢内にひとつ

でも成熟期の卵母細胞が確認されればその個体を成熟

期とした。

放出期:雌雄ともに生殖腺小嚢が成熟期に比べて萎

縮しており，生殖腺小嚢内腔には成熟期の卵母細胞あ

るいは精子が放出されたあとに生じる間隙が認められ

る。小嚢壁には放出されず、に残った未熟期と成熟期の

卵母細胞あるいは精細胞や精子が付着 して残存してい

る (Figs.3c， 4c)。
放出終了期:生殖腺小嚢の著 しい萎縮に伴い生殖腺

小嚢内腔の間隙も退化して小嚢組織内に残った生殖細

胞が退化・吸収された淡い黄色を呈する細胞の残骸が

認められる。(本研究では未観察)。

結果

採集各月の平均水温

サンプルを採集した各月の平均水温は2010年7月が

21.7
0

C， 8月は24.4
0

C，9月は24.5tであり，採集期聞

を通して平均水温は21t以上であった。

月別成熟段階

月別の成熟段階を Table2に示す。産卵個体である

成熟期と放出期を合わせた出現率は7月90.6%，8月

80.0%， 9月80.5%で採集期間を通して平均83.7%であっ

た。全246個体の成熟段階別の出現率は，雌雄合わせた

未熟期の個体は1.2%であった。 成長期は雌で18.5%，
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雄は5.7%であった。雌では成熟期が47.9%，放出期が

33.6%であり，約80%以上が産卵個体であった。雄では

成熟期が38.5%，放出期が55.7%であり，約90%以上が

産卵個体で、あった。産卵個体では雌は卵原細胞，雄は

精原細胞の未熟な生殖細胞がそれぞれ成熟期の生殖細

胞と同時に認められた。また，採集期間内には放出終

了期と判断される個体はみられなかった。

今回観察した全246個体中に雌雄同体と認められる

ものが 2個体みられ，その出現率は0.89らであった。

雌雄同体個体の生殖腺は小嚢内に卵巣腔と考えられる

大きな内腔が存在してその腔内に雄性生殖細胞が認め

られた。また，その両生殖細胞は成熟期に達していた

(Fig. 5)。

生殖腺成熟段階別の最小殻長

雌では成長期の個体の最小殻長は4.8mmであり，

成熟期の個体の最小殻長は9.6mmで，放出期の最小

殻長は10.9mmであった。雌では殻長12mm以上か

Table 2. Percentage of the gonad developmental stage 
for each date of Limnoperna fortunei in Yahagi River 

Date Immature Growing Maturing Spawning Spent 

July 0.0 9.3 35.3 55.3 。。
August 5.0 15.0 45.0 35.0 0.0 

September 0.0 19.4 69.4 11.1 0.0 

らは成熟期または放出期の産卵個体のみが出現し，

21mm以上では放出期のみが出現した (Fig.6)。雄

で、は成長期の個体の最小殻長は5.4mmであり，成熟

期の最小殻長は5.8mmで，放出期の個体の最小殻長

は9.4mmであった (Fig.7)。そして，雄では10mm

以上からは成熟期または放出期の産卵個体のみが出現

し， 20mm以上では放出期のみが出現した。

考 察

Darrigran et al. (1999)は亜熱帯域のラプラタ )11に

おける本種の産卵特性を組織学的に検討し，性分化が

始まる殻長は 5~ 6mm であると報告している。本研

究では，細胞学的に卵原細胞と精原細胞を識別するこ

とができなかったので，形態的に生殖腺小嚢に明らか

な内腔としての卵巣腔が認められるものを雌，それが

認められないものを雄として雌雄判別可能な殻長を調

べたところ，雌が4.8mm，雄が5.4mmとなり，ラプ

ラタ川の性分化開始の殻長サイズとほぼ一致した。棲

庭ら (2008)は組織学的手法により矢作川における本

種の最小成熟殻長は，雌で19.7mm，雄で21.5mmと

報告している。一方， Iwasaki and Uryu (1998) は，

生殖腺の色彩の観察と生殖腺重量の変化より最小成

熟殻長は1O~15mm， 産卵個体の平均殻長サイ ズは

20mmであると報告している。本研究では，成熟期

と放出期である個体を産卵個体と定義したが，その場

Fig. 5. Histological features showing a hermaphroditic gonad of Limnoperna fortunei in Yahagi River 
(HE-stained) . 
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Fig. 6. Frequency of developmental stage in each shell length of female Limnoperna fortunei in Yahagi 
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Fig. 7. Frequency of developmental stage in each shelllength of male Limnoperna fortunei in Yahagi River 

from July to September 2010.図 immature;口growing;臼， maturing; _， spawning. 

体の平均殻長とほぼ一致する。

組織学的解析を行った2010年 7~9月では，産卵個

体が月平均83.7%出現した。また，当該期間では雌は

約80%以上が，雄は約90%以上がそれぞれ産卵個体で

あり，産卵終了を示す放出終了期の個体は出現しな

かった。本種の産卵には水温が大きく関与すること

が示唆されており (Morton1982)， Iwasaki and Uryu 

(1998) は京都府宇治川で本種の産卵個体が出現した

合の最小産卵殻長は雌では9.6mm，雄では5.8mmで

あった。 一方で，放出期のみを産卵個体と定義した場

合には雌は10.9mm，雄は9.4mmが最小産卵殻長と

なり，これは Iwasakiand Uryu (1998)の最小成熟殻

長とほぼ一致する。また，本研究において全ての個体

が放出期であった殻長サイズは雌では21mm以上，

雄では20mm以上であり これらは桜庭ら (2008)

の最小成熟殻長と Iwasakiand Uryu (1998)の産卵個
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水温が21~270Cであったと報告している。また，内田

(2010) は矢作川の上・中流域において本種の幼生の

発生は水温20
0

Cを下回るとほとんど終息すると報告し

ている。本研究において2010年 7~9 月の越戸実験水

路の水温は21.7~24SCであり，矢作川水系において

も本種は21
0

C 以上となる 7~9 月に産卵を行っている

ことが明らかになった。一方，中野ら (2009) は群馬

県大塩湖と竹沼湖では本種の幼生の発生開始時の水温

は約17
0

Cであるとしている。このことから，矢作川で

も本研究のサンプリング期間である 7~9 月以外の水

温21
0C以下になる時期でも成熟，産卵を行っている可

能性も考えられるが，本水域における産卵開始時期と

終了時期の特定については更なる検討が必要である。

また，本研究では調査期間中の成熟期および放出期の

個体の生殖腺の小嚢内には放出前の成熟期の卵母細胞

や精子のほか，未熟期や成長期に認められる生殖細胞

が同時に観察された。このことから，本種は産卵期間

中に多国産卵すると考えられた。

本研究において，組織学的観察を行った全246個体

中2個体(出現率0.8%)で同ーの生殖腺小嚢内に雌性

と雄性の双方の生殖細胞が同時にみられる雌雄同体個

体が出現した。アルゼンチンのラプラタ川では全545

個体中 3個体(出現率0.55%) に雌雄同体の個体が出

現し，その外套部の約60%の領域で雌雄の生殖細胞が

混存した生殖腺構造を呈し，残りの21%と19%がそれ

ぞれ独立した精巣と卵巣の構造であったとしている

が，その雌雄同体個体の生殖能力については言及して

いない (Darrigranet al. 1998)。本研究においても両性

生殖細胞は成熟期の段階にあったが，これらの生殖細

胞が生殖能力を持つかどうかは確認できなかった。

カワヒバリガイの水産増殖における生態的・経済

的被害のひとつに本種を第一中間宿主とするナマズ

腹口吸虫 ParabucePhalopsisparasiluriの寄生による魚

病(ナマズ腹口吸虫症)がある(馬場・浦部2011)。

本寄生虫はオイカワ Zaccoρlatypus，コウライモロコ

Squalidus chankaensis，ハス Opsariichthysuncirostris， 

モツゴPseudorasboraρarva，コイ Cyprinuscarpio，ギン

ブナ Cαrassiusgibelio，ゲンゴロウブナC.cuvieri，ピワ

コオオナマズ Silurusbiwaensisなど主としてコイ科魚

類に広く寄生する (Urabeet al. 2007;浦部ら 2008)。

このような魚種の中には内水面漁業にとって重要な魚

種も含まれており，本種の駆除・被害防止が望まれる。

矢作川のカワヒバリガイは 1年で殻長約lOmmに成

長し，成貝はその殻長分布から20~30mm の個体が

多く，これ以上大きな殻長個体は数が減少することが

調べられている(内田ら 2007;白金 2011)0このため，

本種の駆除を行うときには主として20~30mm の殻

長個体がその対象であった(白金ら 2012)。本研究で

は殻長10mm以上では全ての個体が繁殖可能で、あっ

たが，本種の効果的な被害防除の一つの試みとして繁

殖可能となる加入殻長サイズからの駆除対策を産卵期

に合わせて計画的に実施することが有効で、あることが

期待された。

要 約

愛知県矢作川水系におけるカワヒバリガイの最小産

卵殻長について組織学的観察より検討を行った。 2010

年 7~9 月に採集した246個体(殻長4.6~29.2 mm， 

平均殻長14.2mm) を用いた。当該期間では産卵個体

である成熟期と放出期の個体が採集期聞を通して平

均83.7%出現し，産卵終了を示す放出終了期の個体は

出現しなかった。生殖腺小嚢において卵巣腔の出現の

有無により判断した性分化個体の最小殻長サイズは雌

が4.8mm，雄が5.4mmであった。成熟期個体の最小

殻長は雌では9.6mm，雄では5.8mmであり，放出期

個体の最小殻長は雌が10.9mm，雄は9.4mmであっ

た。また，全個体が産卵している放出期の殻長は雌

21mm，雄20mm以上であった。
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本研究を遂行するにあたり，研究の機会を与えてい

ただいた，豊田市矢作川研究所の酒井博嗣研究員(現

豊田市職員)，水温データを提供していただいた同研

究所主任研究員山本敏哉博士の各位に感謝し、たしま

す。そして，組織学的分析には東海大学海洋学部水産
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名の査読者各位には有益なご助言を賜りました。ここ

に記してお礼申し上げます。
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