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矢作川水系における外来種カワヒバリガイの
腹口吸虫感染個体の発見
New record of bucephalid trematodes from the invasive golden mussel
Limnoperna fortunei in the Yahagi River
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要

約

愛知県，岐阜県および長野県を流れる矢作川水系の池島および古川頭首工にてカワヒバリガイの腹口吸虫類の感染状況を
調査した．その結果，感染個体が池島では 1 個体，古川頭首工では 5 個体それぞれ確認され，共に 1 %未満の感染率であっ
た．矢作川水系において感染個体が初確認されたことから，今後同水系における経過観察が重要である．
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がメタセルカリアである．魚食魚類が感染された個体を

はじめに

捕食し，腹口吸虫の成長後に排泄物と共に虫卵が排出さ

カワヒバリガイ Limnoperna fortunei はイガイ科カ

れる（Baba and Urabe，2015）．

ワヒバリガイ属で中国，朝鮮半島から移入された外来種

目的と方法

である（中井，2001）
．日本では 1990 年に岐阜県揖斐
川にて初確認され（中井，2001）
，2006 年に特定外来

矢作川は長野県，岐阜県および愛知県を流れる全長

生物に指定されている．侵入経路は輸入シジミにまぎれ

118 kmの一級河川である．
2004 年に本河川中流にてカ

た移入等が考えられる（西村・波部，1987）
．カワヒバ

ワヒバリガイが初確認され，現在では同水系内に広く生

リガイは，腹口吸虫類の第一中間宿主になり，在来魚に

息している（内田ほか，2007）．しかし，矢作川水系に

影響を与える（浦部，2002）ほか，大量付着により水

おいてカワヒバリガイの感染状況調査はなされていな

道管等の利水施設を詰まらせるなどの経済的被害（中井，

い．そのため，本研究では矢作川水系においてカワヒバ

2001）も報告されている．

リガイの腹口吸虫類による感染状況を明らかにすること

カワヒバリガイに寄生する腹口吸虫類は，日本では

を目的とした．

ナ マ ズ 腹 口 吸 虫 Parabucephalopsis parasiluri ， 尾 崎

2018 年 10 月 17 日 お よ び 11 月 14 日 に， 矢 作 川 本

腹口吸虫 Prosorhynchoides ozakii の 2 種が確認されて
おり（Baba et al., 2012），カワヒバリガイの腹口吸虫
類による感染個体は琵琶湖水系でのみ確認されている．
両種共に生活史の中に 3 種の宿主が必要であり，第二
中間宿主としてオイカワOpsariichthys platypus 等魚
類，終宿主としてナマズ Silurus asotus ，ビワコオオナ
マズS. biwaensis が確認されている（Baba and Urabe，
2015）．腹口吸虫類は虫卵が第一中間宿主のカワヒバリ
ガイに取り込まれたのち，スポロシスト幼生へと成長す
る．スポロシスト幼生内部で遊泳性のあるセルカリアが
生産され，セルカリアは水中を泳ぎだし，第二中間宿主
ひ のう

図 1．矢作川水系における調査地点を示す．

の魚類へと経皮感染する．魚類へ感染後，被嚢した個体
29

早川航平ほか

また，今後，腹口吸虫の種を同定し生活環を決定すると
ともに，さらに広域に感染が拡大しないようにカワヒバ
リガイの域外への非意図的な持ち出し等の規制，駆除等
の対策が早急に求められる．
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図 2．スポロシスト（囲みの部分）の確認された個体．
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