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京都市北部に位置する深泥池は，面積約 9haの小さな池であるが，全国的に珍しい浮

島のミズゴケ湿原などの多様な環境が絶滅危惧種を含む多くの希少種の生息地となってお

り，生物群集全体が「深泥池生物群集」として国の天然記念物に指定されている（深泥池

団体研究グループ，1976）。深泥池は湿地として少なくとも数万年間の歴史を持っており

（那須，1981），その生物相発達の歴史の長さから，1970年代までにはコモウセンゴケやス

イラン，ニッポンバラタナゴ，カワバタモロコなどの希少な動植物が記録されている（深

泥池団体研究グループ，1976；竹門・他，2002）。しかし 1990年代までには，富栄養化に

よる水質の悪化や，コカナダモ，アメリカミズユキノシタ，ブルーギル，オオクチバスな

どの外来生物の侵入によって，多くの在来動植物は絶滅，あるいは激減した（北村・村田，

1981；角野，1981；竹門・他，2002；深泥池七人委員会編集部会，2008）。さらに近年は，

ジュンサイや外来植物オオバナイトタヌキモの過剰繁茂による水中への光量の低下および

植物遺体の堆積による底層の溶存酸素濃度の低下が問題となっており，多くの水生動植物

にとって危機的な状況である（竹門康弘，私信）。

貝類においては，1970年代にオオタニシ Heterogenjaponica（Martens,1861），マメ

タニシ Parafossarulusmanchouricusjaponicus（Pilsbry,1901），カワコザラ Ferrissia

nipponica（KurodainS.Uchida,1949），ヒラマキミズマイマイ Gyrauluschinensis

（Dunker,1848），モノアラガイ RadixauriculariajaponicaJay,1857，サカマキガイ

Physellaacuta（Draparnaud,1805），ドブガイ（分布からミナミタガイ Beringiana

fukuharaiSanoetal.,2020と推定される（Lopes-Limaetal.,2020）），マシジミ

CorbiculaleanaPrime，1864の８種が記録されており，特にオオタニシは他種と比較し

て個体数が多かったようである（深泥池団体研究グループ，1976；滝，1981）。しかし深

泥池においては 1980年代以降，貝類相の調査はほとんど行われておらず，マメタニシの

生息が確認できなくなったことが報告されているのみである（京都府環境部自然環境保全

課，2015）。他の分類群では，水質の悪化や外来種の増加によって確認できなくなった種
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が多く報告されていることから，貝類においても生息種の現状を把握することが保全上重

要であると考えられる。著者らは深泥池水生生物研究会の活動の一環として文化庁の許可

を得て深泥池の貝類相を調査したので，その結果をここに報告する。

調査地および調査方法

調査は2019年５月29日，５月23日，６月27日，８月11日，９月29日，10月31日，11月28

日の７日間に以下の18地点で行った（図１；表１）：池の沿岸の植物帯（調査地点７,９－

12），転石地（地点２－４,６,13），泥底（地点８），細流の流入部（地点５）および流出

部（地点１）；池沖合のミズゴケ泥炭で形成された浮島の沿岸（地点16）および内部（地

点 14,15）；沖合の水深約 1.5mの泥底（地点 17,18）。貝類は目視による徒手採集に加

え，池底の転石の裏側や湿生植物の根本に注意して採集した。また実験室に持ち帰った水

生植物や底泥のソーティングを行なって微小種を採集した。採集した貝類は肉抜きを行っ

たのち，殻形態を目視で観察して種同定を行った。ただし，タニシ科およびカワニナ科は，

成貝と胎児殻の殻表面の付着物を 12％次亜塩素酸ナトリウム水溶液中で除去した。また，

ドブシジミ科は殻形態を目視および走査型電子顕微鏡（HitachiTM－1000）で観察し，実

体顕微鏡（OlympusSZX9）を用いて軟体部を解剖した。殻は自然乾燥させ，解剖を行

なった個体の軟体部は 70％エタノール中で保存した。標本は京都大学総合博物館

（KUZ）に所蔵された。
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図１．深泥池の調査地点．



調査結果および考察

本調査では，深泥池において８科９種の貝類の生息が確認された（図２；表１）。

FamilyViviparidaeGray,1847タニシ科

Sinotaiaquadratahistrica（Gould,1859）ヒメタニシ（図2A－B;KUZZ2814）

本種は全国の河川や池沼に広く分布する（紀平・他，2009）。深泥池においては過去に

オオタニシが多く生息していた池南東部において，池底の転石上で少数の個体が確認され

た。

SemisulcospiridaeMorrison,1952カワニナ科

Semisulcospirasp.カワニナ属の一種（図2C－F;KUZZ2815）

日本や朝鮮半島に分布するカワニナ Semisulcospiralibertina（Gould,1859）およびチ

リメンカワニナ Semisulcospirareiniana（Brot,1876）を含む種群は異なるミトコンドリ

ア DNAのハプロタイプを持つ３つのグループから成り，近畿地方ではそのうち２つの

グループの分布域が重複している（Miuraetal.,2020）。さらに京都市には両グループが

分布し，両グループが同所的に生息する地点もある（浦部，1992）。本調査では浦部

（1992）で形態的にカワニナに最も近いと考えられているA型（図２ではカワニナ型とす

る）に類似した個体（図2C－D）と，チリメンカワニナに同定されているB型（図２では
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表１．深泥池で確認した陸産および淡水産貝類．○は生息が確認できた種を示す。

Surveysites 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Surveydates 2019.4.299.29 4.294.299.294.295.2310.315.2310.315.236.2710.316.27

Sinotaiaquadratahistrica ○ ○

Semisulcospirasp. ○ ○ ○

Physellaacuta ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pseudosuccineacolumella ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gyrauluschinensis ○ ○ ○ ○

Ferrissiasp. ○ ○ ○ ○ ○ ○

Oxylomahirasei ○ ○

Vertigoovata ○ ○

Odhneripisidiumuejii ○ ○ ○ ○

Surveysites 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Surveydates 6.276.279.296.278.118.1111.288.1111.288.1111.2810.3110.31

Sinotaiaquadratahistrica

Semisulcospirasp.

Physellaacuta ○

Pseudosuccineacolumella ○

Gyrauluschinensis ○ ○ ○ ○ ○

Ferrissiasp. ○ ○ ○

Oxylomahirasei ○

Vertigoovata

Odhneripisidiumuejii
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図２．深泥池の陸産および淡水産貝類．A－B．ヒメタニシ（A．成貝，B．胎児殻.），C－F．カワニ
ナ属の一種（C．カワニナ型の成貝，D．カワニナ型の胎児殻，E．チリメンカワニナ型の成
貝，F．チリメンカワニナ型の胎児殻.），G．サカマキガイ，H．ハブタエモノアラガイ，I．
ヒラマキミズマイマイ，J－K．カワコザラ属の一種（J．カワコザラの特徴を有する個体，K．
メリケンコザラの特徴を有する個体），L．ナガオカモノアラガイ，M．ナタネキバサナギガ
イ，N－O．ウエジマメシジミ（N．殻，O．ヒンジ.）．ヒンジ部図の略号：主歯（CT），靭帯
（LG）．



チリメンカワニナ型とする）に類似した個体（図2E－F）の両方が同所から得られ，複数

種が含まれると考えられたが，両グループを形態的に区別することは困難であるため，カ

ワニナ属の一種とした。深泥池ではヒメタニシとともに池底の転石上に生息していた。

PhysidaeFitzinger,1833サカマキガイ科

Physellaacuta（Draparnaud,1805）サカマキガイ（図2G;KUZZ2816）

本種は世界的に広く分布し，従来ヨーロッパ原産とされていたが，現在は北アメリカが

原産地であると判明している外来種である（Lydeardetal.,2016）。深泥池においては

1970年には侵入しており（深泥池団体研究グループ，1976），本調査においても複数地点

でジュンサイやオオバナイトタヌキモなどの水生植物に付着した個体や水面を匍匐してい

る個体が多数確認され，優占種であった。

LymnaeidaeRafinesque,1815モノアラガイ科

Pseudosuccineacolumella（Say,1817）ハブタエモノアラガイ（図2H;KUZZ2817）

本種は北アメリカ原産の外来種であり，日本においても分布を急速に拡大している（高

倉，2008；福原・他，2016）。深泥池では過去にモノアラガイが記録されている（深泥池

団体研究グループ，1976；滝，1981）が，本調査では確認されず，本種の誤同定あるいは

モノアラガイが本種に置換した可能性がある。なお，2002年の調査において深泥池の近辺

からは本種のみが採集されており（高倉，2008），京都市北部において本種は定着してい

ると考えられる。深泥池ではジュンサイや池底に堆積したコナラやクロミノニシゴリなど

の広葉樹の落葉に付着して生息していた。

PlanorbidaeRafinesque,1815ヒラマキガイ科

Gyrauluschinensis（Dunker,1848）ヒラマキミズマイマイ（図2I;KUZZ2818）

本種は全国に広く分布し，未記載種と考えられている小型のヒメヒラマキミズマイマイ

Gyraulussp.と形態的に類似する（Saitoetal.,2020）。深泥池から得られた個体は殻色

が薄かったが種内変異と考えられ，得られた最大個体の殻径は 4.2㎜ であったことから

本種に同定された。池では本種はジュンサイなどの水生植物や，池底の転石の底面から発

見された。本種は環境省レッドリストで情報不足（DD）に選定されている（環境省自然

環境局野生生物課希少種保全推進室，2020）。

Ferrissiasp.カワコザラ属の一種（図2J-K;KUZZ2819）

カワコザラは北海道から八重山諸島に広く分布するとされるが，北アメリカ原産の外来

種のメリケンコザラ Ferrissiacalifornica（Rowell,1863）と形態による完全な区別は難

しいため，その記録のほとんどが誤同定の可能性がある（沖縄県環境部自然保護課，2017；

Saitoetal.,2018）。深泥池からは過去にカワコザラが記録されている（深泥池団体研究

グループ，1976；滝，1981）。本調査では同一地点から，殻が比較的真円に近い楕円形で

殻表の成長脈が弱い傾向にある個体（図2J）と，殻が細長く成長脈が強い傾向にある個

体（図2K）が採集された。前者はカワコザラの特徴を，後者はメリケンコザラの特徴を

有している（齋藤匠氏，私信）。深泥池では貝類や植物で多種の移入種が記録されている
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ことから，メリケンコザラの移入も推定され，本調査で確認された集団はカワコザラとメ

リケンコザラの交雑個体群の可能性がある。深泥池で本集団は池底に堆積した広葉樹の落

葉や投棄されたプラスチック製品に付着している状態で発見された。

SuccineidaeBeck，1837オカモノアラガイ科

Oxylomahirasei（Pilsbry,1901）ナガオカモノアラガイ（図2L;KUZZ2820）

本種は本州から九州に広く分布し（愛知県環境調査センター，2020），京都府での発見

例は少ない（京都府環境部自然環境保全課，2015）。深泥池では池沿岸の陸上のヨシやイ

グサの根本に付着していた。

VertiginidaeFitzinger,1833キバサナギガイ科

VertigoovataSay,1822ナタネキバサナギガイ（図2M;KUZZ2821）

本種は北海道から九州の湿地帯に広く生息する（内田・他，2018）が，その生息地は少

なく，環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類（VU）に選定されている（湊，2005；環境省

自然環境局野生生物課希少種保全推進室，2020）。京都府においては深泥池において 1980

年代に未発表記録があるのみである（京都府環境部自然環境保全課，2015）。本調査で得

られた個体は殻口内の６本の歯状突起および殻口外唇の括れによって本種に同定された。

深泥池ではナガオカモノアラガイとともに池沿岸の陸上の湿生植物の基部から見出された。

本調査は，京都府におけるナタネキバサナギガイの確実な分布の初記録である。

SphaeriidaeDeshayes,1855ドブシジミ科

Odhneripisidiumuejii（Mori,1938）ウエジマメシジミ（図2N－O;KUZZ2822）

マメシジミ属は殻形態およびヒンジ部にある靭帯の位置関係，鰓の枚数に基づいて種同

定が行われる（家山・高橋，2000）。深泥池から得られた個体は，丸みを帯びた殻形態お

よび不明瞭な線条が規則的に刻まれ，光沢のある殻表を持つこと，introverted型の靭帯

を持つこと，鰓を1枚持つこと（Korniushin，1999）から本種に同定された。本種は兵庫

県（宇野，1999）や鳥取県（鳥取県生活環境部環境政策課，2012），山口県（山口県環境

生活部自然保護課自然・野生生物保護班，2019）等から記録されているが，記録は断片的

であり，分布域は不明である。深泥池では池の沿岸に堆積した植物遺骸を多く含む泥中か

ら見出された。

本調査によってヒラマキミズマイマイやサカマキガイは 1970年代から継続して生息し

ていることが判明した。一方で過去に記録されていた種のうち，オオタニシ，マメタニシ，

モノアラガイ，ドブガイ，マシジミは生息が確認できなかった。このうち，モノアラガイ

を除く４種は他種との誤同定の可能性が低く，1990年代までの水質環境の悪化や外来種の

侵入に伴って絶滅した可能性がある。モノアラガイは上述のように，外来種であるハブタ

エモノアラガイの誤同定やハブタエモノアラガイに置換した可能性が想定される。また生

息が確認されたサカマキガイ，ハブタエモノアラガイ，カワコザラ属の一種は国外外来種

または交雑が疑われる種であり，深泥池においては他の分類群同様に貝類においても国内

および国外由来の外来種の定着が進行している。
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深泥池の貝類の種多様性は1970年代から低下し続けており，本調査でも種数の減少や生

育環境の悪化が懸念される結果となった。カワニナ属の一種やヒラマキミズマイマイの生

息は多くの地点で水深 0.5m程度までの浅い区域に限られ，貧酸素状態が続いていると考

えられる水深約 1m以上の区域では全く見られなかった。さらに池沖合の泥底や浮島で

は，死殻を含めても貝類が生息している痕跡が一切確認できなかったことから，深泥池で

は過去の水質悪化によって貝類の生息地が池沿岸に限定され，現在も状況が改善していな

いものと思われる。また今回の調査でナガオカモノアラガイやナタネキバサナギガイが確

認された地点は，シカや人間活動による攪乱が比較的大きい部分と考えられる池の沿岸部

であった。

以上の結果を踏まえると，さらなる在来種の減少を防ぐためには新たな外来種の定着の

防止および池の水質や底質環境の改善が重要であると考えられる。またナタネキバサナギ

ガイに関しては，深泥池が京都府内で生息が確認された唯一の場所であるとともに，池の

貝類の生息状況が危機的であることから，本種を含む陸産および淡水産貝類の生息地とし

ての深泥池の重要性が依然として高いことが示唆された。
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