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はじめに 
 

　カワヒバリガイLimnoperna fortunei（Dunker，１８５７）
はアジア大陸原産の淡水生の二枚貝である．日本の河川

では生息が確認されていなかったが，１９９０年に揖斐川

で採集されたのを最初として（木村，１９９４），１９９２年

には琵琶湖で（松田・上西，１９９２），さらに１９９７年ま

でには木曽三川の下流域と琵琶湖・淀川水系に広く生息

するに至った（中井，１９９５，２００１； 松田・中井，２００２）． 

　矢作川ではカワヒバリガイは２００４年から生息が確認

された．すでにその時点で殻長の大きな貝が含まれてい

たことから，２００２年にはすでに生息していたと推測さ

れる（白金，２００５a）．これを受けて２００４年末に調査し

たところ，すでに矢作川の中流域に広く定着してしまっ

ていた（内田，２００５）．２００５年には前年に定着してい

た稚貝が大きく成長し，大量発生の様相を呈した（白金，

２００５b；豊田市矢作川研究所，２００６a）．分布も中流域

だけでなく，上流は矢作第二ダムの直下から矢作古川分

岐点直下の藤井床固まで広がっていることがわかった（豊

田市矢作川研究所，２００６b；内田，２００６）．この大量発

生は２００６年の夏まで続いたが，一転して２００６年９月か

らカワヒバリガイは大量に死に始めた（豊田市矢作川研

究所，２００６c；内田，２００７）． 

　このような矢作川におけるカワヒバリガイの侵入と大 

量発生，その後の大量死についての概要は「豊田市矢作

川研究所月報 Rio」などで簡単に報告されてきたが，そ

の根拠となった調査結果については詳細には報告されて

こなかった． 

　そこでこの報告では，２００４年から２００６年まで愛知工

業大学 都市環境学科（旧：土木工学科）河川・環境研

究室と豊田市矢作川研究所が共同で矢作川本流を中心と

した自然水域を広域に調査した結果をもとに，矢作川に

おけるカワヒバリガイの分布と生息状況の消長を概観す

る． 

　なお，カワヒバリガイは日本国内で上述の木曽三川，

琵琶湖・淀川水系，矢作川だけでなく，他の水系にも広

がりつつあるらしい．群馬県富岡市の大塩湖水系の鏑川

用水では２００５年から発生が確認され（片山ほか，２００６），

大発生が問題となっている（上毛新聞，２００６）．茨城県

の霞ヶ浦でも２００５年に生息が確認された（須能，２００６）．

また，天竜川水系でも支流大入川の新豊根ダム（愛知県

豊根村）のダム湖内で２００４年に見つかり（国土交通省，

２００６），その下流側本流の秋葉ダム（静岡県浜松市）

から取水する水力発電所と用水で２００６年から大発生が

問題となっているという（電源開発（株），私信；静岡

県企業庁， 私信）． 

　カワヒバリガイが日本へ侵入した経路としては，東ア

ジア海外諸国から輸入される生きたシジミ類など生鮮水 

 

要　　約 
　矢作川本流を中心とした自然水域を広域に調査した結果をもとに外来種カワヒバリガイの分布と生息状況の消長を概
観した．矢作川では，カワヒバリガイは２００２年にはすでに生息していたと推測される．２００４年末には中流域に広く定着
してしまっていたらしい．２００５年には前年に定着していた稚貝が大きく成長し，大量発生の様相を呈した．この大量発
生は２００６年の夏まで続いたが，一転して２００６年９月からカワヒバリガイは大量に死に始めた．大量死後，中流の越戸ダ
ムの上流で個体数が増え，下流で個体数が減るという対照的な傾向が見られた．死んだ貝の殻長は２０mm前後のものが多
いが，小さなものもいるため，寿命を迎えて一斉に死んだとは考えにくい．カワヒバリガイの現存量と造網型トビケラ
類の現存量には負の相関が認められるので，カワヒバリガイは造網型トビケラ類の生息場所を脅かしている可能性がある． 
 
キーワード：カワヒバリガイ，外来種，大量発生，大量死，矢作川 
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産物に混じって持ち込まれた可能性が高いと考えられて

いる（中井，１９９５，１９９６，２００１； 中井・松田，２０００）．

しかし，矢作川でも他の水系でも侵入経路は今のところ

正確には特定されていない． 

 

カワヒバリガイによる被害 
 

　この貝の幼生は浮遊生活をした後に，堅い基盤に固着

して成長し，成貝となる．このため，上水道や水力発電

所など利水施設への水路や管に多数のカワヒバリガイが

固着すると通水の障害となり，その貝が死んで腐敗する

と悪臭が問題となる（小島，１９８２）． 

　また，オイカワなど淡水魚に病気を起こす寄生虫（腹

口類吸虫）の中間宿主となる（浦部ほか，２００１；浦部，

２００１，２００２）． 

　矢作川水系では，中部電力（株）越戸発電所の導水路

で壁一面にカワヒバリガイが付着し（豊田市矢作川研究

所，２００６a），発電所の出力が下がることが懸念された

ため，２００６年１月と２００７年２-３月にこの貝をはぎおと

す除去作業が行われた．また，この導水路から取水して

いる枝下用水では，パイプの内径が細くなる用水の末端

部で通水障害が危惧された（白金，２００５b）ため，やは

り除去作業が行われた（豊田市矢作川研究所，２００６a）． 

　また，越戸発電所下流の矢作川本流でもカワヒバリガ

イの礫下面での付着密度が２００５～２００６年には極めて高

くなった（図１）．そのため，同じ場所に巣をつくる造 

網型トビケラ類など礫下面を生息場所とする在来生物を

脅かすのではないかと懸念された（豊田市矢作川研究所，

２００６a，b）． 

　さらに，大量死後は死んだ貝殻が大量に流下すること

による利水施設への悪影響も心配されている（豊田市矢

作川研究所，２００６c）． 

 

調査方法 
 

１．定時間採集 

　調査時間を各地点のべ１５～７０分として矢作川水系の

次の地点で採集した．なお，矢作川本流の地点は河川名

を略した．愛知県内の地点は県名を，豊田市内の地点は

市名を略した．「 」で囲んだ地名は図３～５および付

表中の地名に対応する． 

１．岐阜県恵那市上矢作町本郷「上村川」，「弁天橋」

　　下流０.２km 

２．「大野瀬」町「根羽川」，大野瀬橋下流０.２km 

３．夏焼町「東尾」「名倉川」，ウルシゼ橋上流０.６km 

４．岐阜県恵那市串原 川ヶ渡，｢奥矢作橋｣下流０.１km 

５．時瀬町下時瀬，「時瀬発電所上流」０.２km 

６．同上，「時瀬発電所直下」 

７．小渡町，白石川合流点の直上流 左岸「小渡やな上流」 

８．同町「小渡やな」，同合流点の直下流 左岸 

９．「笹戸」町，笹戸橋下流０.１km左岸 

１０．「池島」町，百月ダム下流０.５km（岩倉橋下流０.３km）

　　「右岸」 

１１．同上，「中州右岸側」 

１２．同上，「左岸」 

１３．月原町，「百月｣発電所上流０.４km左岸 

１４．上川口町「川口」やな，加茂橋上流１.３km「右岸」 

１５．同上，「左岸」 

１６．「大河原」町，富国橋上流１.５km（阿摺ダム下流０.７km）

　　左岸 

１７．「国附」町，富国橋下流０.４km「中州右岸側」 

１８．同上，「左岸」 

１９．西「広瀬」町 広瀬やな，広梅橋上流０.１km「右岸」 

２０．東「広瀬」町，広梅橋上流０.３km「左岸」 

２１．扶桑町｢古鼡｣筏下り始点，河口から「４４.３km」（平

　　戸橋下流０.４km）左岸 

２２．同町「古鼡」大出し直上，河口から「４３.９km」（平

　　戸橋下流０.８km）左岸 

２３．同町「古鼡」天王川合流点，河口から「４３.８km」（平

　　戸橋下流０.９km）左岸 

 

 

２４．川田町，河口から４１.７km（「平成記念橋」下流０.２km）

　　左岸 

２５．白浜町，河口から３９.９km（｢豊田大橋｣下流０.１km）

　　「右岸」 

２６．同上，「中州右岸側」 

２７．同上，「左岸」 

２８．岩倉町 明治用水頭首工直下流，河口から｢３４.６km（水

　　源橋下流０.１km）左岸 

２９．今町，河口から「３４.２km｣（第二東名矢作川橋上流

　　０.４km，水源橋下流０.６km）右岸 

３０．「足助」町「巴川」，足助記念橋上流０.２km右岸 

３１．則定町「巴川」，「穂積橋」下流０.１km 

３２．王滝町「巴川」，「滝穂橋」下流０.１km 

３３．巴町「巴川」，「港橋」直下 右岸 

３４．岡崎市細川町，河口から３１.９km（｢葵大橋｣上流０.１ 

　　km）左岸 

３５．畝部東町，河口から２９.６km（｢天神橋｣上流０.３km）

　　右岸 

３６．岡崎市矢作町，河口から２３.１km（｢矢作橋｣直下）

　　右岸 

３７．同市須淵町「乙川」，「須淵橋」下流０.１km 

３８．同市大平町「乙川」，「乙川大橋」下流０.２km 

３９．安城市川島町，河口から１６.５km（東海道｢新幹線矢

　　作川橋｣梁 直下流）右岸 

４０．同市藤井町｢藤井床固｣，河口から１２.６km（志貴野

　　橋上流０.９km）右岸 

４１．西尾市米津町，河口から９.９km（「米津橋」上流０.１

　　km） 

 

２．定量採集 

　豊田市扶桑町古鼡水辺公園付近の矢作川本流左岸の３

地点（上の定時間採集地点No．２１，２２，２３）を採集地 

 

点とした．各地点の瀬において５０cm×５０ cm方形枠を設

け，その下流側に網目内径約０.８mm，間口５０cm，高 さ２８

cmの手網を受けて底生動物すべて，あるいはカワヒバ

リガイのみを採集した．採集は２００５年１月，２００６年３月，

６月，１０月，１１月，１２月の６回行った．そして採集さ

れたカワヒバリガイの殻長を測定した． 

 

３．造網型トビケラ類との関係 

　上の定量採集で採集したカワヒバリガイと造網型トビ

ケラ類の湿重量の比較をし，関係を調べた．まず，カワ

ヒバリガイ１２１個体について，貝殻を除いた軟体部の湿

重量と殻長との関係式を求めた（図２）． 

 

 

 

　ここで，　は殻長（mm），mは湿重量（g）である．この

関係式を用いて，カワヒバリガイの湿重量を直接測定す

ることなく殻長から推定し，それと造網型トビケラ類の

湿重量の関係を調べた．造網型トビケラ類の湿重量は直

接測定した．対象とした定量採集結果は上記２．の定量

採集地点で採集した次の１１方形枠である． 

・筏下り始点: ２００６年３月，２方形枠; ２００６年６月，２

　方形枠; ２００６年１２月，１方形枠. 

・大出し直上: ２００６年３月，２方形枠; ２００６年６月，２

　方形枠; ２００６年１２月，１方形枠. 

・天王川合流点: ２００６年１２月，１方形枠. 

 

調査結果と考察 
 

１．定時間採集 

　矢作川水系では，上流は矢作第二ダムの直下（岐阜県

恵那市・旧串原村と愛知県豊田市・旧旭町との境界）か

ら矢作古川分岐点直下の藤井床固（安城市と西尾市の境

界）までカワヒバリガイは広く分布していた（図３～４）．

２００４年の調査結果では明治用水頭首工直下より下流で

は採集されていないが，その後２００５年の調査で採集さ

れた貝に大きなものが含まれているので，２００４年の調

査結果はカワヒバリガイを見落とした可能性が高い．す

なわち，２００４年の時点ですでに藤井床固までの広い範

囲に広がってしまっていたと考えられる． 

　ただし，今までの５回の調査結果に共通する傾向とし

て，明治用水頭首工から下流では数が少ない傾向がみら

れる．この区間では河床の礫の大きさが小さく砂が多く

なり河床の大部分はカワヒバリガイにとって固着しにく 

図1　カワヒバリガイの礫下面への付着状況, 下方から（上）と側方から 
　　  （下，左が上面，右が下面，上面の藻類はカワシオグサ）． 
　　  ２００６年１月１７日，豊田市扶桑町古鼡水辺公園前の矢作川にて.

図2　カワヒバリガイの殻長と軟体部湿重量との関係． 

内田臣一・白金晶子・内田朝子・田中良樹・土井幸二 ・松浦陽介 矢作川におけるカワヒバリガイの大量発生後の大量死 
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産物に混じって持ち込まれた可能性が高いと考えられて

いる（中井，１９９５，１９９６，２００１； 中井・松田，２０００）．

しかし，矢作川でも他の水系でも侵入経路は今のところ

正確には特定されていない． 

 

カワヒバリガイによる被害 
 

　この貝の幼生は浮遊生活をした後に，堅い基盤に固着

して成長し，成貝となる．このため，上水道や水力発電

所など利水施設への水路や管に多数のカワヒバリガイが

固着すると通水の障害となり，その貝が死んで腐敗する

と悪臭が問題となる（小島，１９８２）． 

　また，オイカワなど淡水魚に病気を起こす寄生虫（腹

口類吸虫）の中間宿主となる（浦部ほか，２００１；浦部，

２００１，２００２）． 

　矢作川水系では，中部電力（株）越戸発電所の導水路

で壁一面にカワヒバリガイが付着し（豊田市矢作川研究

所，２００６a），発電所の出力が下がることが懸念された

ため，２００６年１月と２００７年２-３月にこの貝をはぎおと

す除去作業が行われた．また，この導水路から取水して

いる枝下用水では，パイプの内径が細くなる用水の末端

部で通水障害が危惧された（白金，２００５b）ため，やは

り除去作業が行われた（豊田市矢作川研究所，２００６a）． 

　また，越戸発電所下流の矢作川本流でもカワヒバリガ

イの礫下面での付着密度が２００５～２００６年には極めて高

くなった（図１）．そのため，同じ場所に巣をつくる造 

網型トビケラ類など礫下面を生息場所とする在来生物を

脅かすのではないかと懸念された（豊田市矢作川研究所，

２００６a，b）． 

　さらに，大量死後は死んだ貝殻が大量に流下すること

による利水施設への悪影響も心配されている（豊田市矢

作川研究所，２００６c）． 

 

調査方法 
 

１．定時間採集 

　調査時間を各地点のべ１５～７０分として矢作川水系の

次の地点で採集した．なお，矢作川本流の地点は河川名

を略した．愛知県内の地点は県名を，豊田市内の地点は

市名を略した．「 」で囲んだ地名は図３～５および付

表中の地名に対応する． 

１．岐阜県恵那市上矢作町本郷「上村川」，「弁天橋」

　　下流０.２km 

２．「大野瀬」町「根羽川」，大野瀬橋下流０.２km 

３．夏焼町「東尾」「名倉川」，ウルシゼ橋上流０.６km 

４．岐阜県恵那市串原 川ヶ渡，｢奥矢作橋｣下流０.１km 

５．時瀬町下時瀬，「時瀬発電所上流」０.２km 

６．同上，「時瀬発電所直下」 

７．小渡町，白石川合流点の直上流 左岸「小渡やな上流」 

８．同町「小渡やな」，同合流点の直下流 左岸 

９．「笹戸」町，笹戸橋下流０.１km左岸 

１０．「池島」町，百月ダム下流０.５km（岩倉橋下流０.３km）

　　「右岸」 

１１．同上，「中州右岸側」 

１２．同上，「左岸」 

１３．月原町，「百月｣発電所上流０.４km左岸 

１４．上川口町「川口」やな，加茂橋上流１.３km「右岸」 

１５．同上，「左岸」 

１６．「大河原」町，富国橋上流１.５km（阿摺ダム下流０.７km）

　　左岸 

１７．「国附」町，富国橋下流０.４km「中州右岸側」 

１８．同上，「左岸」 

１９．西「広瀬」町 広瀬やな，広梅橋上流０.１km「右岸」 

２０．東「広瀬」町，広梅橋上流０.３km「左岸」 

２１．扶桑町｢古鼡｣筏下り始点，河口から「４４.３km」（平

　　戸橋下流０.４km）左岸 

２２．同町「古鼡」大出し直上，河口から「４３.９km」（平

　　戸橋下流０.８km）左岸 

２３．同町「古鼡」天王川合流点，河口から「４３.８km」（平

　　戸橋下流０.９km）左岸 

 

 

２４．川田町，河口から４１.７km（「平成記念橋」下流０.２km）

　　左岸 

２５．白浜町，河口から３９.９km（｢豊田大橋｣下流０.１km）

　　「右岸」 

２６．同上，「中州右岸側」 

２７．同上，「左岸」 

２８．岩倉町 明治用水頭首工直下流，河口から｢３４.６km（水

　　源橋下流０.１km）左岸 

２９．今町，河口から「３４.２km｣（第二東名矢作川橋上流

　　０.４km，水源橋下流０.６km）右岸 

３０．「足助」町「巴川」，足助記念橋上流０.２km右岸 

３１．則定町「巴川」，「穂積橋」下流０.１km 

３２．王滝町「巴川」，「滝穂橋」下流０.１km 

３３．巴町「巴川」，「港橋」直下 右岸 

３４．岡崎市細川町，河口から３１.９km（｢葵大橋｣上流０.１ 

　　km）左岸 

３５．畝部東町，河口から２９.６km（｢天神橋｣上流０.３km）

　　右岸 

３６．岡崎市矢作町，河口から２３.１km（｢矢作橋｣直下）

　　右岸 

３７．同市須淵町「乙川」，「須淵橋」下流０.１km 

３８．同市大平町「乙川」，「乙川大橋」下流０.２km 

３９．安城市川島町，河口から１６.５km（東海道｢新幹線矢

　　作川橋｣梁 直下流）右岸 

４０．同市藤井町｢藤井床固｣，河口から１２.６km（志貴野

　　橋上流０.９km）右岸 

４１．西尾市米津町，河口から９.９km（「米津橋」上流０.１

　　km） 

 

２．定量採集 

　豊田市扶桑町古鼡水辺公園付近の矢作川本流左岸の３

地点（上の定時間採集地点No．２１，２２，２３）を採集地 

 

点とした．各地点の瀬において５０cm×５０ cm方形枠を設

け，その下流側に網目内径約０.８mm，間口５０cm，高 さ２８

cmの手網を受けて底生動物すべて，あるいはカワヒバ

リガイのみを採集した．採集は２００５年１月，２００６年３月，

６月，１０月，１１月，１２月の６回行った．そして採集さ

れたカワヒバリガイの殻長を測定した． 

 

３．造網型トビケラ類との関係 

　上の定量採集で採集したカワヒバリガイと造網型トビ

ケラ類の湿重量の比較をし，関係を調べた．まず，カワ

ヒバリガイ１２１個体について，貝殻を除いた軟体部の湿

重量と殻長との関係式を求めた（図２）． 

 

 

 

　ここで，　は殻長（mm），mは湿重量（g）である．この

関係式を用いて，カワヒバリガイの湿重量を直接測定す

ることなく殻長から推定し，それと造網型トビケラ類の

湿重量の関係を調べた．造網型トビケラ類の湿重量は直

接測定した．対象とした定量採集結果は上記２．の定量

採集地点で採集した次の１１方形枠である． 

・筏下り始点: ２００６年３月，２方形枠; ２００６年６月，２

　方形枠; ２００６年１２月，１方形枠. 

・大出し直上: ２００６年３月，２方形枠; ２００６年６月，２

　方形枠; ２００６年１２月，１方形枠. 

・天王川合流点: ２００６年１２月，１方形枠. 

 

調査結果と考察 
 

１．定時間採集 

　矢作川水系では，上流は矢作第二ダムの直下（岐阜県

恵那市・旧串原村と愛知県豊田市・旧旭町との境界）か

ら矢作古川分岐点直下の藤井床固（安城市と西尾市の境

界）までカワヒバリガイは広く分布していた（図３～４）．

２００４年の調査結果では明治用水頭首工直下より下流で

は採集されていないが，その後２００５年の調査で採集さ

れた貝に大きなものが含まれているので，２００４年の調

査結果はカワヒバリガイを見落とした可能性が高い．す

なわち，２００４年の時点ですでに藤井床固までの広い範

囲に広がってしまっていたと考えられる． 

　ただし，今までの５回の調査結果に共通する傾向とし

て，明治用水頭首工から下流では数が少ない傾向がみら

れる．この区間では河床の礫の大きさが小さく砂が多く

なり河床の大部分はカワヒバリガイにとって固着しにく 

図1　カワヒバリガイの礫下面への付着状況, 下方から（上）と側方から 
　　  （下，左が上面，右が下面，上面の藻類はカワシオグサ）． 
　　  ２００６年１月１７日，豊田市扶桑町古鼡水辺公園前の矢作川にて.

図2　カワヒバリガイの殻長と軟体部湿重量との関係． 
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い底質である．採集された地点はいずれも人工的な捨石

など固着する基盤がある場所である． 

　なお，支流の巴川と乙川でも調査したが，カワヒバリ

ガイはまったく見つからなかった． 

　私たちの調査結果の他に，矢作川水系とそれにつなが

る水域で，次の３地点からカワヒバリガイの生息情報が

寄せられている． 

 

（１）上述の藤井床固直上で矢作川本流から分岐する矢

　　　作古川の古川橋付近で２００５年１２月に採集． 

（２）豊田市京ヶ峰の寺部池で２００６年に生息を確認． 

　　　この池には矢作川本流からの水が岩倉取水工（百

　　　月ダム）から勘八水管橋を経て流入． 

（３）日進市・東郷町・三好町にまたがる愛知池とそこ

　　　から取水する尾張東部浄水場で２００６～２００７年に

　　　発生を確認．愛知池には矢作川本流からの水が上

　　　述の岩倉取水工から矢作連絡導水路を経て流入． 

　カワヒバリガイの繁殖は，固着した成貝が放卵・放精

し，水中で受精した卵が浮遊幼生となり成長することか

ら始まるので，通常の河川の流水中では受精の確率が低

く，受精しても浮遊幼生が十分成長するまでに海まで運

ばれてしまう可能性が高いと考えられる．したがって， 

主な繁殖地は湖，貯水池，河川の下流域など止水，ある

いはそれに近い流れが滞留する水域であると想定される． 

現在までの本種の分布から矢作川水系における繁殖地，

すなわち浮遊幼生の発生源と想定されるのは，上流は矢

作ダムあるいは矢作第二ダム（もしくはその両方）のダ

ム湖，下流は明治用水頭首工の湛水域に至る多数のダム

湖群である．その中でも特に，大量発生が問題となった

越戸発電所・枝下用水・古鼡の直上にある越戸ダムのダ

ム湖（三水湖）が，少なくとも２００４・２００５年について

は浮遊幼生の大発生源であった可能性がある． 

　次に，経年的な変化を見ると，まず，２００４年から２００５

年には大幅に増えていた（図３左）．しかし，その後

２００６年６～８月の調査結果では豊田市扶桑町（古鼡）

だけが増え，他の地点ではあまり変化が見られなかった

（図３右上）．そのため古鼡だけが突出して個体数が多

いという状況になった． 

　その後，２００６年９月にカワヒバリガイの大量死が確

認され，１０月には矢作川の特に古鼡で大量に死んで殻

が開いた貝が見つかるようになった（図３右下）．２００６

年１２月の調査結果では，生きたカワヒバリガイの数は

１０月の調査結果と比べあまり変化が見られず（図４），

大量死はほぼ終息したように見える． 

　また，大量死後の個体数の変化を概観すると，越戸ダ

ムより上流の調査場所（図５上） では，２００６年１０月に

カワヒバリガイの生貝の生息数が増えているが，越戸ダ 

ムより下流の調査場所（図５下）では，カワヒバリガイ

の生息数は減っているという対照的な傾向が見られた． 

 

２．定量採集 

　採集されたカワヒバリガイの殻長を測定した結果を図

６に示した．２００５年１月から２００６年６月の定量採集結

果（図６上）を比べると，カワヒバリガイは年に約１０

mm成長していると考えられる．大量死後の１０月の結果

では約２０mmの大きな殻長のものが多く死んでいるが，小

さな殻長のものも死んでいる（図６下）．大量発生が２００４

年秋頃から一斉に始まったので，カワヒバリガイがこの秋

に一斉に二年の寿命（Iwasaki and Uryu，１９９８）を迎えて死
んだと考えることができるが，小さな貝（おそらく若い貝）

も死んでいるので，今のところ原因はよくわからない． 

　もっとも，これら小さな貝が実は成長が悪かった同じ

年令の貝であるならば，一斉に寿命を迎えた可能性も否

定できない． 

 

３．造網型トビケラ類との関係 

　カワヒバリガイの湿重量と造網型トビケラ類の湿重量

との間には，カワヒバリガイが増えると，造網型トビケ

ラ類が減少するという傾向があるように見える（図７）．

したがって，すでに指摘されているように（豊田市矢作

川研究所，２００６a，b），カワヒバリガイは造網型トビケ

ラ類の生息場所を脅かしている可能性がある． 

 

図3　２００４年１２月（左上），２００５年１１月～２００６年１月（左下），２００６年６～８月（右上）， 
　　  ２００６年１０月（右下）のカワヒバリガイ定時間採集の結果． 

図4　２００６年１２月のカワヒバリガイ定時間採集の結果． 
図5　越戸ダムより上流（上）と下流（下）でのカワヒバリガイ 
　　  定時間採集の結果． 
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い底質である．採集された地点はいずれも人工的な捨石

など固着する基盤がある場所である． 

　なお，支流の巴川と乙川でも調査したが，カワヒバリ

ガイはまったく見つからなかった． 

　私たちの調査結果の他に，矢作川水系とそれにつなが

る水域で，次の３地点からカワヒバリガイの生息情報が

寄せられている． 

 

（１）上述の藤井床固直上で矢作川本流から分岐する矢

　　　作古川の古川橋付近で２００５年１２月に採集． 

（２）豊田市京ヶ峰の寺部池で２００６年に生息を確認． 

　　　この池には矢作川本流からの水が岩倉取水工（百

　　　月ダム）から勘八水管橋を経て流入． 

（３）日進市・東郷町・三好町にまたがる愛知池とそこ

　　　から取水する尾張東部浄水場で２００６～２００７年に

　　　発生を確認．愛知池には矢作川本流からの水が上

　　　述の岩倉取水工から矢作連絡導水路を経て流入． 

　カワヒバリガイの繁殖は，固着した成貝が放卵・放精

し，水中で受精した卵が浮遊幼生となり成長することか

ら始まるので，通常の河川の流水中では受精の確率が低

く，受精しても浮遊幼生が十分成長するまでに海まで運

ばれてしまう可能性が高いと考えられる．したがって， 

主な繁殖地は湖，貯水池，河川の下流域など止水，ある

いはそれに近い流れが滞留する水域であると想定される． 

現在までの本種の分布から矢作川水系における繁殖地，

すなわち浮遊幼生の発生源と想定されるのは，上流は矢

作ダムあるいは矢作第二ダム（もしくはその両方）のダ

ム湖，下流は明治用水頭首工の湛水域に至る多数のダム

湖群である．その中でも特に，大量発生が問題となった

越戸発電所・枝下用水・古鼡の直上にある越戸ダムのダ

ム湖（三水湖）が，少なくとも２００４・２００５年について

は浮遊幼生の大発生源であった可能性がある． 

　次に，経年的な変化を見ると，まず，２００４年から２００５

年には大幅に増えていた（図３左）．しかし，その後

２００６年６～８月の調査結果では豊田市扶桑町（古鼡）

だけが増え，他の地点ではあまり変化が見られなかった

（図３右上）．そのため古鼡だけが突出して個体数が多

いという状況になった． 

　その後，２００６年９月にカワヒバリガイの大量死が確

認され，１０月には矢作川の特に古鼡で大量に死んで殻

が開いた貝が見つかるようになった（図３右下）．２００６

年１２月の調査結果では，生きたカワヒバリガイの数は

１０月の調査結果と比べあまり変化が見られず（図４），

大量死はほぼ終息したように見える． 

　また，大量死後の個体数の変化を概観すると，越戸ダ

ムより上流の調査場所（図５上） では，２００６年１０月に

カワヒバリガイの生貝の生息数が増えているが，越戸ダ 

ムより下流の調査場所（図５下）では，カワヒバリガイ

の生息数は減っているという対照的な傾向が見られた． 

 

２．定量採集 

　採集されたカワヒバリガイの殻長を測定した結果を図

６に示した．２００５年１月から２００６年６月の定量採集結

果（図６上）を比べると，カワヒバリガイは年に約１０

mm成長していると考えられる．大量死後の１０月の結果

では約２０mmの大きな殻長のものが多く死んでいるが，小

さな殻長のものも死んでいる（図６下）．大量発生が２００４

年秋頃から一斉に始まったので，カワヒバリガイがこの秋

に一斉に二年の寿命（Iwasaki and Uryu，１９９８）を迎えて死
んだと考えることができるが，小さな貝（おそらく若い貝）

も死んでいるので，今のところ原因はよくわからない． 

　もっとも，これら小さな貝が実は成長が悪かった同じ

年令の貝であるならば，一斉に寿命を迎えた可能性も否

定できない． 

 

３．造網型トビケラ類との関係 

　カワヒバリガイの湿重量と造網型トビケラ類の湿重量

との間には，カワヒバリガイが増えると，造網型トビケ

ラ類が減少するという傾向があるように見える（図７）．

したがって，すでに指摘されているように（豊田市矢作

川研究所，２００６a，b），カワヒバリガイは造網型トビケ

ラ類の生息場所を脅かしている可能性がある． 

 

図3　２００４年１２月（左上），２００５年１１月～２００６年１月（左下），２００６年６～８月（右上）， 
　　  ２００６年１０月（右下）のカワヒバリガイ定時間採集の結果． 

図4　２００６年１２月のカワヒバリガイ定時間採集の結果． 
図5　越戸ダムより上流（上）と下流（下）でのカワヒバリガイ 
　　  定時間採集の結果． 
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　１３-２１． 

 

 

  

 

1）愛知工業大学 都市環境学科 河川・環境研究室： 

〒４７０‐０３９２ 愛知県豊田市八草町八千草１２４７ 

2）豊田市矢作川研究所： 

〒４７１‐００２５ 愛知県豊田市西町２‐１９ 豊田市職員会館１F 

 

付表１　２００４年１２月のカワヒバリガイ定時間採集結果（図３ 左上に表示）． 

付表２　２００５年１１月～２００６年１月のカワヒバリガイ定時間採集結果（図３ 左下に表示）． 

内田臣一・白金晶子・内田朝子・田中良樹・土井幸二 ・松浦陽介 矢作川におけるカワヒバリガイの大量発生後の大量死 
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付表４　２００６年１０月のカワヒバリガイ定時間採集結果（図３ 右下に表示）． 付表３　２００６年６～８月のカワヒバリガイ定時間採集結果（図３ 右に表示）． 

内田臣一・白金晶子・内田朝子・田中良樹・土井幸二 ・松浦陽介 矢作川におけるカワヒバリガイの大量発生後の大量死 
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付表４　２００６年１０月のカワヒバリガイ定時間採集結果（図３ 右下に表示）． 付表３　２００６年６～８月のカワヒバリガイ定時間採集結果（図３ 右に表示）． 

内田臣一・白金晶子・内田朝子・田中良樹・土井幸二 ・松浦陽介 矢作川におけるカワヒバリガイの大量発生後の大量死 
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内田臣一・白金晶子・内田朝子・田中良樹・土井幸二 ・松浦陽介 

付表５　２００６年１２月のカワヒバリガイ定時間採集結果（図４に表示）． 


