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豊田市と大府市の公園内の水域でスジエビに酷似する外来種チュウゴクスジエビの生息を確認した．名古屋市
内に続いて，これらの地域でのチュウゴクスジエビの確認は，愛知県内に広く拡散している可能性が示唆される．
チュウゴクスジエビはスジエビと餌や生息場所をめぐる競争が起こる可能性が指摘されており，在来種が外来種
に置き換わることもあり得る．愛知県内での淡水エビ類の分布調査を進めると同時に，チュウゴクスジエビの愛
知県内への侵入状況の把握が必要である．
キーワード：チュウゴクスジエビ，スジエビ，外来種，釣り餌

用されている（丹羽，2010；斉藤ほか，2017；斉藤，

はじめに

2018）．近年，スジエビに酷似する外来種のチュウゴク

テ ナ ガ エ ビ 科 の 淡 水 エ ビ で あ る ス ジ エ ビPalaemon

スジエビP. sinensis（以前はPalaemonetes sinensisとして

paucidensは，「シラサエビ」の商品名で海釣りの釣り餌

知られていた）が大貫ほか（2010）によって静岡県浜

として利用されている（斉藤ほか，2011）．本種は琵琶

松市の溜池から最初に報告された（図 1）．また，スジ

湖等の国内の産地だけでなく，韓国（1969 年以降）や

エビでは遺伝子解析によって，韓国の個体群と同様のハ

中国（1990 年以降）からも生きたまま輸入されて利

プロタイプを持つ個体群が静岡県や関東地方で発見され
ている（張ほか，2018；七里ほか，2020）．大貫ほか（2010）
は静岡県内の釣具店におけるチュウゴクスジエビが中国
の浙江省より釣り餌として輸入された個体であることを
確認している．Saito（2017）は中国からの輸入時期と
チュウゴクスジエビの流通時期が一致する調査結果を示
した．これらのことから，外来淡水エビの野外での出現
は，生きたまま輸入された個体が投棄されたり，逃げら
れたりしたことが要因として考えられる．なお，防疫の
観点から水産資源保護法施行規則が改正され，2016 年
7 月 27 日からスジエビを含むテナガエビ科エビ類が輸
入許可の対象種となり（斉藤，2018），現在，輸入は事
実上停止したと考えられる．
スジエビとチュウゴクスジエビは酷似するが，大貫ほ
か（2010）がチュウゴクスジエビを発見した当時，両

図1 愛
 知県内における淡水産コエビ類の調査地点（●
A-M）．★，◆，■はそれぞれチュウゴクスジエビが
日本で初めて報告された静岡県浜松市の地点（大貫
ほか，2010），豊田市における確認地点（豊田市矢
作川研究所，2019），名古屋市における確認地点（今
井ほか，2020）を示す．

種の判別方法は大顎を取り出して触鬚の有無を確認する
ことであった．その後Imai and Oonuki（2014）によっ
て頭胸甲の縞模様を用いた両種の簡易な見分け方が示さ
れてからはチュウゴクスジエビの記録が増加し，東北か
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表1 愛
 知県における調査地点の位置情報．

地点
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

調査地点名（行政区分）
志賀公園の池（名古屋市北区）
小幡緑地の林ノ池（尾張旭市）
三好公園の池（みよし市）
山ノ手公園の池（豊田市）
児ノ口公園の池（豊田市）
矢作川中央公園の修景池（豊田市）
あいち健康の森公園の生きもの達の谷（大府市）
昭林公園の池（安城市）
秋葉公園の池（安城市）
堀内公園の池（安城市）
竜美ヶ丘公園の池（岡崎市）
湊町公園の池（豊橋市）
野依台上藤ヶ谷公園の池（豊橋市）

35°12′10″N;
35°13′ 3″N;
35° 5′34″N;
35° 3′15″N;
35° 5′20″N;
35° 5′14″N;
34°59′57″N;
34°56′46″N;
34°56′53″N;
34°55′42″N;
34°56′30″N;
34°46′18″N;
34°41′29″N;

座標

136°54′20″E
137° 0′27″E
137° 5′ 9″E
137° 8′33″E
137° 9′41″E
137°10′15″E
136°56′47″E
137° 4′34″E
137° 5′12″E
137° 5′31″E
137°10′32″E
137°23′ 5″E
137°21′59″E

Ａ

B

C

図2 チ
 ュウゴクスジエビとスジエビの頭胸部．A：山ノ手公園で採集したチュウゴクスジエビ，B：あいち健康の森公園
で採集したチュウゴクスジエビ，C：あいち健康の森公園で採集したスジエビ．スケールバーは 5mm．
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ら九州までの多くの都県から報告がなされた（Imai et

ビ属Neocaridinaについては，愛知県は在来種ミナミヌマ

al., 2018）．

エビN. denticulataの分布範囲であるだけでなく，外来種

愛知県では名古屋市内で釣り餌として販売されていた

シナヌマエビN. davidi（和名の適用は豊田，2019 に従っ

スジエビにチュウゴクスジエビが混入していたことが確

た）も分布するとされている（豊田，
2019）．今回はチュ

認された（斉藤ほか，2017；斉藤，2018）．また，今井

ウゴクスジエビの確認を目的としたため，カワリヌマエ

ほか（2020）は 2018 年に名古屋市内で行ったスジエビ

ビ属をサンプルとしなかった．本属については詳細な観

採集において，3 つの公園の池からチュウゴクスジエビ

察ができなかったことから，本報告ではカワリヌマエビ

の生息を報告し，釣り餌として流通していた経緯から愛

属の複数種として扱った．

知県内の他の場所にも生息している可能性を指摘した．

結果

2019 年には写真が示されていないものの豊田市の初音

調査した 13 地点の内 5 地点（B，C，I，K，M）では

川ビオトープから本種が採集されたことがホームページ

淡水産コエビ類は採集されなかった（表 2）．チュウゴ

に記述された（豊田市矢作川研究所，2019）
．
チュウゴクスジエビの生息確認を目的とした採集を

クスジエビは，豊田市の山ノ手公園（地点D，図 3A），

2019 年に愛知県内に範囲を広げて行ったところ，豊田

児ノ口公園（地点E，図 3B），矢作川中央公園（地点F，

市と大府市の公園内の水域でチュウゴクスジエビを確認

図 3C）の各池および大府市のあいち健康の森公園の生

した．今回はこれを報告する．

きもの達の谷（地点G，図 3D）の 4 地点で確認された．
なお，山ノ手公園の池で採集されたチュウゴクスジエビ

調査地と方法

の縞模様は他の場所で採集された個体よりも薄かったが
（図 2A），判別は可能であった．豊田市内の池では本種

2019 年 11 月 1 ～ 3 日に愛知県内の 13 カ所で採集
を行った（図 1，表 1）．採集地は主に公園内の池で，

のみが採集されたが，あいち健康の森公園ではスジエビ

それらの位置情報は表 1 に示した．採集にはたも網（フ

Aタイプも採集された．またスジエビAタイプは志賀公

レームサイズ：30×27 cm；目合い：3×3 mm）を用い，

園の池（地点A）と堀内公園の池（地点J）でも採集された．

採集する時間や回数は特に定めなかった．

カワリヌマエビ属は昭林公園の池（地点H）と湊町公園
の池（地点L）で確認された．

採集された淡水産コエビ類は鈴木・成瀬（2011）を
参照して現地でおおまかに種を同定した．スジエビ属に

考察

ついては生きた状態でデジタルカメラ（TG-4，オリン
パス）で側部からの撮影を行った．種の判別はImai and

豊田市と大府市の公園内の水域で外来種のチュウゴ

Oonuki（2014）に従って，頭胸甲の縞模様で行った（チュ

クスジエビの生息を確認した．これは名古屋市（今井

ウゴクスジエビ：逆ハの字の後ろは鈎状で，逆ハの字の
間には薄い直線がある，図2A，B；スジエビ：逆ハの字

表2

の間には斜線がある，図2C）
．

愛知県内の各地点で採集された淡水産コエビ類．

地点

いてはあいち健康の森公園で採集された個体を各 10 個

スジエビ
Aタイプ

A

●

体，99%エタノールで固定した．これらは遺伝子解析用

B

のサンプルとして共著者に送付した．サンプルとしな

C

かったエビは，すべて現地に放流した．

D

●

E

●

F

●

チュウゴクスジエビについては全地点，スジエビにつ

なお，スジエビには日本全国の河川や湖沼に分布する
Aタイプ（韓国の個体群もこれに該当）
，太平洋や日本海
に流入する河川に分布するBタイプ（Katogi et al.（2019）
により新種記載されたキタノスジエビP. septemtrionalisを

G

●

チュウゴク
スジエビ

カワリヌマ
エビ属

●
●

H
I

含む）
，奄美大島に生息するCタイプが知られている（張

J

ほか，2018，2019）．今回採集されたスジエビについては，

K

調査環境と大貫（2010）による頭胸甲の斑紋の違いを

L

考慮して，すべてAタイプとして扱った．カワリヌマエ

M
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ほか，2020）に続く愛知県内からの論文による 2 報目

A

の記録である．名古屋市では 2015 年に釣具店 1 店舗で
釣り餌として販売されていた淡水エビには，スジエビ
とチュウゴクスジエビがほぼ同じ割合で含まれていた
ことが斉藤ほか（2017）によって報告された．店舗数
を増やした 2016 年 5 月の調査では，チュウゴクスジエ
ビの割合が約 8 割にまで増加した（斉藤，2018）．2016
年 7 月 27 日には新輸入防疫制度によって，スジエビを
含むテナガエビ科エビ類は輸入許可の対象種となり（斉
藤，2018），中国からの輸入が事実上停止した．これ以
降の 2016 年 11 月から 2017 年 3 月の釣り餌調査では

B

チュウゴクスジエビの混入はなかったが，2017 年 5 月
の調査では再びチュウゴクスジエビの混入が確認されて
いる（斉藤，2018）．このように名古屋市内では，チュ
ウゴクスジエビが流通していた経緯があり，愛知県内の
他の地域でも同様に釣り餌として流通していた可能性が
ある．今回の豊田市と大府市の発見場所は，名古屋市の
事例（今井ほか，2020）と同様にいずれも人が立ち寄
れる公園内であり，不要なエビの廃棄あるいは放流は容
易にできると考えられる．淡水エビの通し回遊種は幼生
の発育に塩分を必要とするが，チュウゴクスジエビは淡

C

水での生活に適応した短縮した幼生発達を持つ（Shen，
1939）．本研究で本種を発見した水域では複数個体を容
易に採集できたので，放流された個体を偶然採集したの
ではなく，それぞれの場所で再生産をしていると考えら
れた．
スジエビでは日本の一部の地域において韓国のスジエ
ビと同様のハプロタイプを持つ個体群が発見されてい
る（張ほか，2018；七里ほか，2020）．スジエビは韓国
や中国から釣り餌として輸入されていた経緯があるので
（丹羽，2010），このような個体群は輸入された個体を

D

由来とするのが妥当と考えられる．愛知県内においても
スジエビの遺伝子を解析することにより，韓国由来のス
ジエビの存在が確認される可能性がある．特に大府市の
あいち健康の森公園ではチュウゴクスジエビが発見され
たことから，スジエビについても輸入された個体が放流
されている恐れがあるので，今後遺伝子を調べる必要が
ある．
カワリヌマエビ属については複数種が釣り餌や飼育観
賞用として国内に持ち込まれた可能性が指摘されており

図3 豊
 田市と大府市でチュウゴクスジエビが確認された
地点の状況．A：山ノ手公園の池，B：児ノ口公園の
池，C：矢作川中央公園の修景池，D：あいち健康の
森公園の生きもの達の谷．

（丹羽，2010；西野，2017），愛知県内では矢作川で確
認されている（白金・浜崎，2018）．本調査ではチュウ
ゴクスジエビが見られた水域ではカワリヌマエビ属は採
集されなかったが，別の 2 地点で確認された．本属に
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ついても在来かどうかの詳細な調査が必要である．

（Neocaridina spp．）の侵入とその分類学的課題．地域自
然史と保全，39：21-28．
丹羽信彰（2010）外来輸入エビ，カワリヌマエビ属エビ
（Neocaridina spp．）およびPalaemonidae spp．の輸入実態

このように，淡水エビには外来種あるいは外来個体
群の問題がある．これらの国内への侵入は，スジエビ
やカワリヌマエビ属では交雑による遺伝子攪乱を引き

と国内の流通ルート．Cancer，19：75–80．
大貫貴清（2010）淡水性テナガエビ亜科スジエビPalaemon
paucidens 2 型およびPalaemonetes sinensisの外部形態にお

起こす可能性が指摘されている（七里ほか，2020；西
野，2017）
．一方，チュウゴクスジエビについてはSaito

ける個体群間ならびに種間の識別とその生物学的特性に
関する研究．東海大学博士論文，静岡．
大貫貴清・鈴木伸洋・秋山信彦（2010）静岡県浜松市の溜
池で新たに発見された移入種Palaemonetes sinensisの雌の
生殖周期．水産増殖，58：509–516．
Saito, H. (2017) Occurrence of the exotic freshwater shrimp
Palaemon sinensis in central Hiroshima Prefecture, Japan.
Fisheries Science, 83： 837–843.

et al.（2016）が止水環境においてスジエビと餌や生息
場所をめぐる競争が起こる可能性を指摘している．いつ
の間にか在来種が外来種に置き換わることもあり得るの
で，名古屋市内も含めて，チュウゴクスジエビとスジエ
ビの両種が確認された場所では，共存するのか，片方の
種が駆逐されるのかは継続して観察する必要があるだろ

斉 藤 英 俊（2018） 外 来 釣 り 餌 動 物 チ ュ ウ ゴ ク ス ジ エ ビ
Palaemon sinensisの流通に及ぼす新輸入貿易制度の影響．

う．チュウゴクスジエビについてはその存在を念頭に置
いて，スジエビ属の縞模様を確認しながら愛知県内での

日本水産学会誌，84：87–93．
斉藤英俊・丹羽信彰・河合幸一郎・今林博道（2011）西日
本における釣り餌として流通される水生動物の現状．広
島大学総合博物館研究報告，3：45–57．
斉藤英俊・鬼村直生・米谷公宏・清水識裕・小林薫平・児
玉敦也・河合幸一郎（2017）外来釣り餌動物チュウゴク
スジエビPalaemon sinensisの出現状況．広島大学総合博

淡水エビ類の分布調査を進めていけば，新たな場所で本
種が確認される可能性は十分にある．他の淡水エビにつ
いては，形態で判別が難しい場合には遺伝子を調査して
由来を確かめる必要があるだろう．
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