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はじめに

群馬県内におけるシジミ類の報告は，マシジミ（Corbicula 

leana）が，24カ所（高橋，1984）に加え，青木（2016）

により2カ所，前橋市（2017）により3カ所の報告がある．

また，清水（2008）は富岡市と桐生市の2カ所からタイワ

ンシジミ（Corbicula fluminea）を報告するとともに，清水（私

信）によると他に7ヶ所の生息が確認されている．現在，

群馬県内の河川や用水路でシジミ類を発見することは比較

的珍しくなく，別目的の調査の中でも時折シジミ類が見つ

かる．

タイワンシジミはシジミ科に属する二枚貝で，台湾，中

国をはじめとする東アジア各地の淡水域に分布する（黒住，

2000）．形態的な特徴では，タイワンシジミの変異とマシ

ジミの変異はオーバーラップし，区別が困難な場合がある

（増田・内山，2004）．これまでマシジミは在来種，タイワ

ンシジミはアジア原産の外来種とされているが，同種とす

る考え方（Morton，1986）や、マシジミはタイワンシジミ

の異名との指摘（古丸，2002）が存在する．また，マシジ

ミとタイワンシジミ共に雌雄同体で雄性発生をし，また卵

胎生であり，自家受精での繁殖も可能な特徴を持つため

（古丸，2002），水系に1個体でも侵入すれば繁殖可能とな

る（古丸，2001）．さらに，繁殖能力は精子量などを比べ

てもマシジミに比べタイワンシジミが高く（古丸，2003），

マシジミの生息地にタイワンシジミが侵入し数年で置換し

てしまった事例も報告されている（増田ほか，1998）．こ

のため，県内におけるマシジミ，タイワンシジミそれぞれ

の生息域は不明瞭となり，群馬県内のマシジミは群馬県

レッドデータブック（群馬県，2012）では「情報不足」，

また環境省レッドリスト（環境省，2018）では「絶滅危惧

Ⅱ類」となっている．

2018年10月2日に上毛新聞社太田支局の記者より当館へ，

太田市新田大根町の妙参寺沼から流れ出る用水路に同年の

夏よりシジミ類が大量発生したため，シジミ類および現地

確認の要請があった．そこで，同年10月9日に現地調査へ

赴いた．本稿は，そこでのシジミ類の採集結果と同時に採

取された生物について報告する．
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図1．調査地(国土地理院の電子地形図(タイル)に加筆)．
Fig. 1. Surveyed location around Myosanji-numa in Nittaone-machi, Ota 
City, Gunma Prefecture.(The topographic map by the Geographical Survey, 
Japan.)
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調査方法

調査地は太田市新田大根町の妙参寺沼から注ぎ出る用水

路（国土地理院の地図上では北緯36度18分34.34秒，東経 

139度17分12.82秒;  図1，図2）である．この用水路の全長

は約15m，幅は約1.5mであり，調査時の水深は約9㎝であっ

た．この水路は道路下の暗渠に流れ込み，道路を過ぎると

道路脇の用水路となり水田耕作に利用され，下流で石田川

に注ぎ込んでいる．用水路はコンクリートによるいわゆる

3面張りであるが，川底は円礫を同間隔で配置する工夫が

施されていた．

調査及び資料採集は10月9日に行った．まず，大型の殻

を目視で拾い上げた．次いで，一辺10㎝の正方形範囲内の

貝などの生物を，素手によって可能な限りすべて拾い上げ

た．また，約15㎝離れた場所でも採集を実施し，計2カ所

で資料を得た．さらに乾燥標本作成用に体積にして約400

㎤の貝などの採集を行った．なお，流水中での作業である

ことと，川底のコンクリートは円礫が埋め込まれた加工の

ため，すべての生物を拾い上げるような理想的な採集はで

きなかった．

この採集における成果標本は，アルコール液浸標本と乾

燥標本にして群馬県立自然史博物館に収蔵されている．な

お，本稿で扱う学名は増田・内山（2004）に準じた．

調査結果

1　水路の観察

妙参寺沼から流れ出る場所より下流約5mの位置までは，

ヒメモノアラガイ（Fossaria ollula）だけが観察できた．

そして，ここより下流からこのシジミ類の姿が確認でき，

次第にその密度を増し，妙参寺沼から流れ出る場所より下

流約10-15mの位置では，用水路の幅約1.5mすべてを埋め

尽くすような密集状態（図3）となっていた．また，暗渠

を過ぎた下流でもこのシジミ類の姿は見られた．

2　拾い上げた貝の観察

用水路全体を観察して拾い上げた大きい貝は，二枚貝が

2つに外れた15枚に加え，ただ1つの生貝であった．拾い上

げた貝はすべて殻長3㎝以上で，最大殻の殻長は3.5㎝，殻

高は3.05㎝であった．殻表面の成長脈は比較的粗く，この

うち3枚だけは周辺部に大きな歪みを持っており，殻内面

に達する傷跡が残っていた．

生貝に共通する特徴として，殻表の色は緑色がかる黄茶

褐色であり，採集個体中2個体だけが明るい黄褐色（図4）

であった．また，殻内面の色は確認できたすべての貝が白

濁部分を伴う紫色であり，腹縁は殻表の色を反映して緑色

がかる黄茶褐色である（図5）．さらに多くの殻に共通な形

態として，右殻，左殻ともに前側歯，後側歯両方ともに白

色を帯びるが，左殻の後側歯だけはその白さが弱く，この

シジミをシジミチョウのように置いた場合，右側の貝の下

の部分がやや紫色である（図6）．殻表面の成長脈は比較的

粗く，きれいな弧を描くが，いくつかの貝は周辺部に大き

な歪みを持ち，腹縁が歪んだ個体も複数あった．

死殻に共通するのは，殻表の色は茶褐色から黒色であり，

まれに黒みがかる黄褐色の個体もあった．殻内面の色はす

べての貝ともに紫色を下地に白色の石灰分を塗ったように

見える（図7）．

3　一辺10㎝の正方形範囲内の貝の拾い上げの結果

2カ所の採集で採取できた貝の個数を殻長ごとに表す（表

図2．妙参寺沼から注ぎ出る用水路(2018年10月9日撮影)．
Fig. 2. The water channel from Myosanji-numa(Photographed on October 9, 
2018). 

図3．用水路内に密集するシジミ類．
Fig. 3. Cluster of Asian clams in the water channel from Myosanji-numa. 

92



群馬県太田市新田大根町，妙参寺沼で見つかったシジミ類

1）．なお，生貝や死殻でも分離していない貝は2枚で1個と

数え，死殻で分離していた貝はそれぞれを1個と数えてグ

ラフ化（図8）をした．

4　今回の採集時に採取された生物について

・ヒメモノアラガイ（Fossaria ollula）…78個体を採集．最

大の個体の殻高は1.5㎝，殻径は0.9㎝であった．

・ウマビル（Whitmania pigra）…2個体を採集．他に判別

のつかないヒルを複数採集した．

まとめ

今回採取した標本の貝殻を観察した結果，採取したシジ

ミ類はタイワンシジミ的な特徴を示している．特に殻表が

明るい黄褐色を帯びた2個体は，いわゆるカネツケシジミ

型のタイワンシジミ（増田・内山，2004）と判断できる．

また，腹縁が殻表の色を反映して緑色がかる黄茶褐色を呈

図5．生貝の殻．
Fig. 5. Shells of living Asian clams.

図6．白濁部に注目した生貝の殻内面．
Fig. 6. The milky-colored part on the inner shell surface of living Asian 
clams.

図7．死貝の殻．
Fig. 7. Shells of dead Asian clams.

図4．生貝のシジミ類．
Fig. 4. Living Asian clams. 

図8．2カ所の採集地における殻長と殻の個数の関係．
Fig. 8. The relationship between length and number of Asian clam shells at 
two sampling locations. 
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する特徴も増田・内山（2004）の示す同定ポイントと合致

する．さらに突然大発生した状況からも，今回のシジミ類

にはタイワンシジミが含まれていたといえる．

殻長が0.5㎝以下の殻も見つかったことから（表1），こ

の水路でこれらのシジミ類は繁殖しているといえる．また，

高橋（1984）では，太田市新田地域では木崎と村田の地点

で調査が行われているがシジミ類の発見報告はなく，その

後もシジミ類の追加報告はない（高橋，1990）．また，今

回発見された成貝の個体数の少なさから，このシジミ類は

ここ数年の内にこの用水路で繁殖を始めたと思われる．

今後の課題

この用水路のシジミ類の今後の推移と，シジミ類と同所

で生息する他の生物への影響については，継続調査により

明らかにすべきであると考えられる．また，このシジミ類

が妙参寺沼全体で生息しているのか，下流での生息域がど

れほどの広がりを持つのか等の点についても調査が必要で

あると考えられる．
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表1．2カ所の採集地における殻長と殻の個数．
Table 1. Length and number of Asian clam shells at two sampling locations. 

20181009　太田市新田大根町　妙参寺沼の出口の用水路のシジミ類の貝の個数

殻長（cm，以上－未満）

0－0.5 0.5－1.0 1.0－1.5 1.5－2.0 2.0－2.5 2.5－

採集地①

対（2枚） 1 1 15 102 61 0

1枚 3 15 4 0 0 0

合計 4 16 19 102 61 0

採集地②

対（2枚） 4 24 35 77 55 0

1枚 15 151 9 1 0 0

合計 19 165 44 78 55 0

94


