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イシマキガイ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

原始腹足目アマオブネ科

Clithon retropictus (Martens, 1879)

環境省：−
イシマキガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで
●
●
○

■選定理由：県下では3カ所で確認された。河川改修や埋め
立てなどにより，生息地が消滅する可能性がある。
■形態と生態：殻径は約20mm。楕円状の球形で殻口側は
やや平らになる。殻口は半月形で大きく，殻径のほぼ半分
を占める。生時は藻などが付着していることが多いが，殻
色は暗緑色で三角形の微小な斑点があり，ときには縞模様
の個体もある。蓋は石灰質で半月形。河口の汽水域から淡
水域に生息し，川底の石や礫に付着している。
■分布(県内)：福部村岩戸（細川）
，鳥取市江津（千代川河
口）
，東郷湖。
■分布(県外)：房総半島・能登半島以南，南西諸島の河口
汽水域。
■生息環境：河川の河口汽水域から淡水域。

アツブタガイ

■保護上の留意点：分布域は広く県外には多数の個体がみ
られる産地もあるが，日本海側の流入河川では生息地は少
ないようである。河川改修による地形や流量の変化，また
上流からもたらされる土砂や汚水は本種の生息・繁殖に影
響をおよぼすと考えられる。生息地の保護には河川の護岸
や改修などの方法に配慮が必要。
■特記事項：水産庁編RDBでは減少種として評価。
■文献：
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録.
エル貝類出版局，22+693+13+148pp.
西脇三郎 (1996) イシマキガイ．pp. 3-7. In: 日本の希少な野生水
生生物に関する基礎資料 (III) I. 軟体動物．日本水産資源保護
協会
執筆者： 宇野 明
鳥取県：準絶滅危惧(NT)

中腹足目ヤマタニシ科

Cyclotus (Procyclotus) campanulatus campanulatus Martens, 1865

環境省：−
アツブタガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎

◎ ◎
◎

◎

●
●
●

■選定理由：県下における生息地はわずかしか確認されて
いない。また山陰地方一帯でも生息地は少ない。
■形態と生態：殻高約10mm，殻径約13mm。殻は少旋型で
低い円錐状。殻色は明るい茶褐色で強い光沢があり，褐色
の斑紋がある。殻口は円形で石灰質の厚く丸い蓋をもつ。
■分布(県内)：赤碕町（尾張，船上山）
，名和町西坪，中山
町（中山神社，松河原神社），溝口町大蔵，日野町（黒坂
上，根雨）。日南町滑。
■分布(県外)：本州以南，屋久島，種子島（ここは別亜種）。
■生息環境：山地の自然林や神社社叢の落葉下。

■保護上の留意点：今後の調査によっては新しい生息地が
確認される可能性がある。生息地では自然林や社叢の保全
による個体群の維持が必要。
■文献：
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録．
エル貝類出版局，22+693+13+148pp.
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類．鳥取県立博物館研究報告, 13： 1-34.
執筆者：宇野 明
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アズキガイ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

中腹足目アズキガイ科

Pupinella (Pupinopsis) rufa (Sowerby, 1864)

環境省：−
アズキガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

○
●
●
●

●

■選定理由：全国的に広く分布するが，山陰地方では生息
地は少なく個体数も他の地域と比較して少ない。県内の生
息地は局所的で，環境が激変すれば絶滅の可能性がある。
■形態と生態：殻形・色彩ともにアズキに似る。殻高は
11mm内外で厚い。殻口は丸く，厚く縁どられ，内唇の前
後には溝がある。ふたは革質円形。
■分布(県内)：東郷町漆原，三朝町三徳山，赤碕町船上山，
日野町漆原など分布が局地的である。
■分布(県外)：本州中部以南，四国，九州。

ミヤコムシオイ

■生息環境：山地の自然林や社叢などの樹木の根廻りや落
葉上。
■保護上の留意点：生息する森林環境の保全が必要。
■文献：
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類. 鳥取県立博物館研究報告, 13: 1-33.
谷岡 浩（1993）アズキガイ．pp. 226-227. In: 鳥取県のすぐ
れた自然 (動物).
執筆者：谷岡 浩

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

中腹足目ムシオイガイ科

Chamalycaeus hirasei (Pilsbry, 1900)

環境省：−
ミヤコムシオイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎
◎
◎
◎
◎

●

●

■選定理由：県内に数カ所の生息地が確認されているが，
いずれも局所的。
■形態と生態：殻高約3mm，殻径約4.5mm。扁平な円錐形
で，殻頂は多少突出する。殻口はやや下向きに開き丸く反
転する。殻口の後方はややくびれており，その上面に幼虫
状の隆起がある。殻色は淡い赤茶色であるが，老成すると
灰白色になることが多い。県下に広く分布する近似種ピル
ス ブ リ ム シ オ イ Chamalycaeus pilsbryi (Kobert) に 似 る が，
本種は殻口後方のくびれが弱く，より大型になり殻高も高
いことで区別できる。またピルスブリムシオイが海岸近く
から山地にまで生息するのに対し，県下では本種の生息地
は山地に限られる。
■分布(県内)：国府町（雨滝，鳥越）
，郡家町落岩，赤碕町

船上山，大山町（大山寺，大山）
，江府町俣野。
■分布(県外)：近畿地方から紀伊半島（日本固有種）
。
■生息環境：山地の自然林や神社社叢の礫まじりの落葉中。
■保護上の留意点：以前は多産した生息地もあったが，近
年は個体数が減っている。生息基盤として落ち葉の堆積や
適当な湿度を必要とするため，開発による環境変化の影響
を受けやすい。生息地の神社社叢や周辺自然林の保全が望
ましい。
■文献：
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録．
エル貝類出版局，22+693+13+148pp．
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類．鳥取県立博物館研究報告, 13: 1-34.
執筆者：宇野 明
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クビレイトウムシオイガイ

鳥取県：絶滅危惧 I 類(CR+EN)

中腹足目ムシオイガイ科

Chamalycaeus (Sigmacharax) nakashimai nakashimai Minato, 1987

環境省：絶滅危惧 I 類(CR+EN)

クビレイトウムシオイガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎

撮影：増田

修

■選定理由：模式産地以外のどこからも記録がない。模式
産地でも近年は発見されず，絶滅している可能性もある。
■形態と生態：貝殻は小型（殻径3.6-3.9mm）
，低円錐形，
背面観では卵形で，臍孔が開く。螺層は4.5層。体層の2/3
のところが著しくくびれ，それに続く螺管は初めから下降
するが，すぐに上昇し，さらに再び急に下降して遂に底面
にむかって殻口に至る。くびれた部分の直後，螺管の底面
は強く突き出して脹れる。底唇の背後は深い溝状を呈す
る。呼吸管は多少細長い。
■分布(県内)：三朝町鉛山（模式産地）
■分布(県外)：なし（鳥取県固有種，固有亜種）
。

ヒョットコイトウムシオイガイ

■生息環境：スギ植林の林床下の小石が混じる腐植土の中
に生息するが，個体数がきわめて少なく，しかも生息面積
も狭い。
■保護上の留意点：現状の確認調査が必要。発見された場
合，将来的にはスギ等の伐採による環境の改変も予想され
るので，何らかの保護対策が望まれる。
■文献：
湊 宏（1987）鳥取県で採集されたクビレイトウムシオイガイ
(新亜種). Venus，46：75-78.
執筆者：湊 宏

鳥取県：絶滅危惧 I 類(CR+EN)

中腹足目ムシオイガイ科

Chamalycaeus (Sigmacharax) nakashimai ditacaeus Minato & Yano, 2000

環境省：絶滅危惧 I 類(CR+EN)

ヒョットコイトウムシオイガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●

郡家町落岩

1999.1.10 / 撮影：増田

修

■選定理由：模式産地以外からは知られておらず，個体数
も非常に少ない。生息環境の悪化によって絶滅する可能性
がある。
■形態と生態：貝殻は小型（殻径3.7-4.6mm）
，低平な円錐
形，淡黄褐色で半透明，背面観では卵形。螺層は4.5層。呼
吸管は長さ約1mm。臍孔は体層の底螺層の張り出しに覆
われ，ほとんど閉じられるので小さいこと，頸部が伸長し
ていることが本亜種の特徴である。頸部がより伸長するこ
と，臍孔が体層の底螺層の張り出しによってほとんど覆わ
れるために，小さくて狭いことで原名亜種から識別され
る。生態は不明。
■分布(県内)：郡家町落岩（模式産地）
。

■分布(県外)：なし。
（鳥取県固有種，固有亜種）
■生息環境：自然林内の比較的湿った落ち葉堆積中にすむ
が個体数がきわめて少なく，生息面積もきわめて狭い。
■保護上の留意点：生息面積がきわめて狭いため，乱獲防
止と生息する自然林の保護がきわめて重要。
■文献：
Minato, H. & Yano, S. (2000) Chamalycaeus (Sigmacharax)
nakashimai ditacaeus n. subsp. (Alycaeidae) from the eastern
region of Tottori Pref., western Japan. Venus, 59: 129-133.
執筆者：湊 宏
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オオゴマガイ

鳥取県：その他の重要種(OT)

中腹足目ゴマガイ科

Diplommatina (Sinica) labiosa hirasei Pilsbry, 1909

環境省：−
オオゴマガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎

◎

●

◎
● ◎
◎

●
●

●
● ●
◎

●

日野町久住下 / 撮影：増田 修

■選定理由：イブキゴマガイ D. (S.) labiosa labiosa Martens
の山陰北西部に分布する亜種で，鳥取県西部は別亜種オオ
ウエゴマガイ D. (S.) labiosa tenuiplica Pilsbry (兵庫県西部〜
鳥取県東部に分布) との移行帯となる。
■形態と生態：殻高約4.5mm，殻径約2.3mm。日本産ゴマガ
イ類の最大種である。殻は長卵型で，殻頂は鈍く尖る。殻
口は丸く，その周縁は反転し二重になる。殻色は成貝では
赤橙色〜淡黄色，幼貝では白色であるが，老成すると汚白
色になる。殻表には明瞭で規則的な成長肋があるが，殻口
近 く で は 弱 く な る。県 下 に は 近 縁 種 の ゴ マ ガ イD. (S.)
cassa Pilsbyが広く分布し，平地の杉林や海岸林などにも生
息するが，本種はより山地性で広葉樹林を好むようであ
る。

マルタニシ

■分布(県内)：鳥取県西部。
■分布(県外)：中国地方北西部。
■生息環境：山地の自然林や神社社叢の落葉中。
■保護上の留意点：山地の自然林や社叢の保全が重要。県
西部で複数の生息地が確認されているが，いずれも局所
的。生息地によっては多くの個体がみられ，現状は安定し
ていると思われる。
■文献：
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録．
エル貝類出版局，22+693+13+148pp．
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類．鳥取県立博物館研究報告, 13: 1-34.
執筆者：宇野 明

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

中腹足目タニシ科

Cipangopaludina chinensis laeta (Martens, 1860)

環境省：準絶滅危惧(NT)
マルタニシ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで
●

●

○

●

■選定理由：全国的に減少傾向にある。県下での記録は少
なく，これまでに4カ所の生息地が確認されているにすぎ
ない。
■形態と生態：殻高約40mm，殻径約35mm。丸みの強い円
錐形で，周縁はよく膨らみ各層のくびれは明瞭である。殻
表は通常藻や泥などの付着物に覆われているが，殻色は暗
緑色で光沢がある。殻口は卵型。蓋は角質で茶褐色。雌雄
異体，卵胎生で直接幼貝を産出する。冬季，水田や用水路
などの水が涸れても泥中に潜って冬眠する。
■分布(県内)：岩美町大谷，智頭町中田，鳥取市本高立見
峠，東郷池。
■分布(県外)：北海道南部以南から九州。

■生息環境：水田や周辺の用水路，比較的水深の浅い小河
川の泥底。
■保護上の留意点：かつては食用にされるほど多産してい
たが，農薬などによる水質の悪化や用水路のコンクリート
三面張り，水田耕作法の変化などにともない全国的に著し
く減少している。現状では水田地帯での保護は難しいが，
休耕田等を活用した湿地環境の保全やビオトープづくりに
より保護は可能と思われる。
■文献：
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録．
エル貝類出版局，22+693+13+148pp.
執筆者：宇野 明
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オオタニシ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

中腹足目タニシ科

Cipangopaludina japonica (Martens, 1860)

環境省：−
オオタニシ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで
●
●
◎

●

■選定理由：県内で確認された生息地は4カ所のみ。生息地
が閉鎖的な環境であるため，環境変化による生息地の消滅
が懸念される。
■形態と生態：殻高約50mm，殻径約35mm。殻は堅固。丸
みのある円錐形でマルタニシに似るが各層の膨らみは弱
く，殻高はより高い。周縁は明瞭に角張り，その上部にも
2-3本の弱い角がある。殻色は黒褐色から茶褐色で，通常
は藻や泥などが付着しているが，殻表には弱い光沢があ
る。殻口は卵型で角質の厚い蓋をもつ。ため池や沼などに
生息し，マルタニシに比べて水流の少ない環境を好む。雌
雄異体で卵胎生。
■分布(県内)：岩美町岩美，鳥取市多鯰ケ池，智頭町中田，
東郷町東郷。

ヤママメタニシ

■分布(県外)：本州（東北地方以南）
，四国，九州。
■生息環境：水流の少ない沼やため池などの泥底。
■保護上の留意点：現況では個体数が比較的多く，生息状
況は安定していると考えられる。しかし生息地が沼やため
池などの閉鎖的な環境であるため，いったん生息環境の激
変がおきると個体群そのものが消滅するおそれがある。
■文献：
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録.
エル貝類出版局，22+693+13+148pp．
生駒義博・池沢知一・谷岡 浩(1962) 鳥取県産貝類 (2). 郷土と
科学, 7(2): 14-17.
執筆者：宇野 明

鳥取県：絶滅危惧 I 類(CR＋EN)

中腹足目イツマデガイ科

Blanfordia integra Pilsbry, 1924

環境省：絶滅危惧 II 類(VU)
ヤママメタニシ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎

■選定理由：県内では1カ所しか生息地が確認されておら
ず，また個体数も少ない。
■形態と生態：殻は丸みのある円錐形で殻高約5mm，殻径
約3mm。殻表は淡い緑褐色で鈍い光沢がある。殻口は楕
円形で薄い蓋がある。臍孔は狭いが開いている。やや標高
のある山地の自然林内の礫や落葉中，または低木の葉の裏
(アオキ等) に付着している。
■分布(県内)：大山寺周辺。
■分布(県外)：秋田県以南，島根県までの日本海側，伊吹
山，箱根，天城山。
■生息環境：山地の自然林 (ブナ林) や低木帯の林床下。

■保護上の留意点：生息地での現況は不明。また県内にお
いて他の生息地が存在する可能性があるため，さらに調査
が必要である。
■特記事項：島根県レッドデータブック (1997) では要保護
種。滋賀県 (2000) レッドデータブックでは希少種。
■文献：
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録．
(エル貝類出版局) ，22+693+13+148pp．
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類．鳥取県立博物館研究報告 , 13：1-34．
執筆者：宇野 明
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カワグチツボ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

中腹足目ワカウラツボ科

Fluviocingula elegantula (A. Adams, 1863)

環境省：−
カワグチツボ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●

■選定理由：県下で確認された生息地は1カ所のみである。
生息地の汽水環境は悪化しており，とくに保護を要する。
■形態と生態：殻高約4.5mm，殻径約2mm。殻は微小で細
高い円錐形。殻色は黄褐色であるが，通常は付着物に被わ
れて黒く見える。河口汽水域に着生している緑藻に付着し
ている。新加茂川河口ではコウロエンカワヒバリガイ
Xenostrobus securis (Lamarck) (移入種)やウネナシトマヤガ
イ Trapezium liratum (Reeve) とともに確認された。
■分布(県内)：米子市新加茂川河口（中海）
。
■分布(県外)：瀬戸内海沿岸・九州・日本海南部の河口汽
水域。
■生息環境：河口の汽水域。川底の石や護岸上の緑藻に付

モノアラガイ

着する。
■保護上の留意点：移動能力が乏しい種なので，生息地の
改修工事や化学物質による水質の汚染，上流からの土砂の
流入などが生息に深刻な影響を与えると考えられる。確認
地点が少ないので，さらなる現状調査が必要。
■文献：
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録．
エル貝類出版局，22+693+13+148pp．
増田

修 (1993)兵庫県産陸水性貝類 I．兵庫陸水生物, 43: 17-

23.
執筆者：宇野

明

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

基眼目モノアラガイ科

Radix (Radix) japonica Jay, 1857

環境省：準絶滅危惧(NT)
モノアラガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで
●

◎

■選定理由：県内で確認された生息地は4カ所のみ。全国的
にも生息地が減少しつつある。
■形態と生態：殻高10-15mm，殻径7-9mm。卵円形で殻口
はひじょうに大きく，殻高の2/3以上を占める。殻頂は小
さく，突出する。殻は黄褐色半透明で薄く壊れやすい。水
草や水底の礫などに付着しているが，ときおり水面を反転
して匍匐することがある。水生生活をするが肺呼吸 (脊椎
動物などの肺と起源は異なる) をする。産卵期にはゼラチ
ン状の卵塊を産む。
■分布(県内)：岩美町大谷，鳥取市（良田，福井）
，東郷町
東郷池。
■分布(県外)：北海道以南から九州。

●◎

■生息環境：池沼や水田，小河川の水草などに付着。
■保護上の留意点：もともと水田や周辺用水路など人間の
生活圏に近いところに生息する種なので，生息地の環境保
護・回復には困難がともなうことが考えられる。しかし全
国的に減少しつつある種であり，残された生息地について
は何らかの保護対策が望まれる。
■文献：
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録.
エル貝類出版局，22+693+13+148pp.
生駒義博・池沢知一・谷岡 浩 (1962) 鳥取県産貝類 (2). 郷土と
科学, 7(2): 14-17.
執筆者：宇野 明
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クリイロキセルガイモドキ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

柄眼目キセルガイモドキ科

Mirus andersonianus (Moellendorff, 1885)

環境省：準絶滅危惧(NT)
クリイロキセルガイモドキ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎
◎
●

●

■選定理由：全国的に分布域が限られており，県内でも少
数のブナ林に生息地が限定される。
■形態と生態：キセルガイモドキに似るが螺塔は鋭三角錐
状となり，殻は濃いブドウ酒色で殻口の内側が紫色を呈す
る。ブナ原生林に生息し，夏季はブナの樹幹の地表から
2m内外の高さに生息する。
■分布(県内)：国府町雨滝，三朝町三徳山，大山町大山元
谷などのみ。
■分布(県外)：北海道，本州（主に関東以北，分布南西限
は広島県三段峡）

フトキセルガイモドキ

■生息環境：ブナの原生的森林。
■保護上の留意点：ブナの樹幹に生息するため，ブナ林の
保護が必要。
■文献：
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類．鳥取県立博物館研究報告 (鳥取県立博物館), 13： 1-34.
谷岡 浩（1993）エチゴキセルガイモドキ. In: 鳥取県のすぐれ
た自然 (動物).
執筆者：谷岡 浩

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

柄眼目キセルガイモドキ科

Mirus japonicus japonicus (Moellendorff, 1885)

環境省：−
フトキセルガイモドキ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎
◎
◎

■選定理由：平地から亜高山帯まで分布するが，場所に
よっては個体数の多いところもあるが，いずれも生息地は
局所的である。
■形態と生態：キセルガイモドキに比べて殻はずんぐりと
太く肥大する。殻高25mm，殻径10mm前後。
■分布(県内)：国府町雨滝，倉吉市打吹山，大山町大山な
ど分布は局地的。
■分布(県外)：本州，四国，九州。

■生息環境：自然環境の良好な山地の自然林の落葉上や樹
幹。
■保護上の留意点：自然林内の保護・保全が必要。
■文献：
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類．鳥取県立博物館研究報告 (鳥取県立博物館), 13： 1-34.
執筆者：谷岡 浩
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キセルガイモドキ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

柄眼目キセルガイモドキ科

Mirus reinianus (Kobelt, 1875)

環境省：−
キセルガイモドキ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

○
◎

■選定理由：西日本の日本海側での記録は少なく，県下で
は非常にまれ。生息地が局限され，環境の悪化によって絶
滅のおそれもある。
■形態と生態：キセルガイ類に似るが殻は太く蛹形の円筒
状で右巻き，殻口は白く肥厚し反曲する。
■分布(県内)：佐治村津無，大山町大山 県内ではきわめ
て稀産。
■分布(県外)：北海道南部，本州，四国，九州。広く分布
するが日本海側では少なく，とくに西日本において寡産。
■生息環境：自然環境の良好な山地の自然林や社叢。下草

オオギセルガイ

や樹木の根元，ときに樹幹にもみられる。
■保護上の留意点：生息する自然林や社叢の保護・保全が
必要。
■文献：
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類．鳥取県立博物館研究報告 (鳥取県立博物館), 13： 1-34.
執筆者：谷岡 浩

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

柄眼目キセルガイ科

Megalophaedusa martensi (Martens, 1860)

環境省：−
オオギセル
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●
◎
●

◎

撮影：増田

修

■選定理由：県内では数カ所で生息が確認されているのみ
で，個体数も少ない。本州では関東地方西部から中国地方
まで分布するが，鳥取県はその分布西限の集団としても重
要。
■形態と生態：貝殻は重厚で大型（殻高36-45mm，殻径8.512mm）
，紡錘形状。殻色は紫褐色〜淡褐色と変異に富む。
螺層は10-11層。体層の内部に腔襞が5-7個並ぶ。キセル
ガイ科の中では世界最大種。別名マルテンスギセル。卵
生。
■分布(県内)：国府町（雨滝，鳥越）
，用瀬町江波，青谷町
八葉寺（虎落滝），倉吉市打吹公園，大山町大山寺。

■分布(県外)：関東（西部）
，中部，近畿，中国（東部），
四国（東部）
。
■生息環境：森林下の落葉の堆積中や朽木の下面など。
■保護上の留意点：生息する自然林の保護が必要。
■文献：
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典（1976）鳥取県の陸
産貝類. 鳥取県立博物館研究報告，13：1-33.
湊 宏（1980）日本産陸棲貝類の分布資料 2. オオギセル. 南紀
生物，22(1): 49-54.
湊 宏（1994）日本産キセルガイ科貝類の分類と分布に関する
研究，Venus, Suppl., 2: 212pp+6 tables+74 pls. 日本貝類学会.
執筆者：湊 宏
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モリヤギセル

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

柄眼目キセルガイ科

Mesophaedusa vasta moriyai (Kuroda & Taki, 1944)

環境省：−
モリヤギセル
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎

●
◎

●

撮影：増田

修

■選定理由：鳥取県は本種の分布のほぼ東端になり，県下
では生息地，個体数とも少ない。
■形態と生態：貝殻は中型から大型（殻高27-33mm，殻径
7-8mm）で堅固。螺層は11-12層。九州（壱岐，五島を含む）
と四国（西部）に分布する原名亜種（オキギセルM. v. vasta）
とは，貝殻内部の腔襞の数が少ないことや生殖器の形態の
違いで識別される。卵生。
■分布(県内)：三朝町（神倉，俵原）
，倉吉市打吹公園，江
府町深山口。
■分布(県外)：中国地方，四国（西部）
（日本固有種）
。

ホソヒメギセル

■生息環境：森林内の倒木や落ち葉の堆積地。
■保護上の留意点：生息する自然林の保護・保全が必要。生
息地と個体数は少なく，乱獲は慎みたい。
■文献：
湊 宏（1974）オキギセルとモリヤギセル. 山口の自然 (県立山
口博物館). 4: 8-11.
湊 宏（1994）日本産キセルガイ科貝類の分類と分布に関する
研究. Venus, Suppl. 2: 212pp+6 tables+74 pls.
執筆者：湊 宏

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

柄眼目キセルガイ科

Tyrannophaedusa (Aulacophaedusa) gracilispira (Moellendorff, 1882)

環境省：準絶滅危惧(NT)

ホソヒメギセル
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎
●
◎◎
◎
●

◎
◎
●
●

●

撮影：増田

修

■選定理由：県下では生息地が多く確認されているが，い
ずれの生息地も局所的である。自然林内の朽ち木中に生息
するため環境の変化に弱いと考えられる。
■形態と生態：貝殻は小型（殻高8-10mm，殻径2-2.4mm）
，
比較的薄質，細長い紡錘形で淡褐色〜淡黄白色。殻口の上
板右側に1個の切れ込み（刻み）がある。月状襞を欠き，上
腔襞と下腔襞の間に1-2の腔襞がある。下軸板は殻口縁に
は現れない。卵生。ユウビギセルと称する型は本種のシノ
ニムである。
■分布(県内)：鳥取市上砂見，国府町雨滝，三朝町（神倉，
三徳山），赤碕町船上山，大山町（大山寺，川床）
，日野町
漆原，江府町鏡ヶ成（擬宝珠山）
。

■分布(県外)：本州（近畿，中国）
，四国，九州（北部）。
■生息環境：古木の根元などの落葉の中，樹洞，朽ちた木
や腐った木の屑の中。
■保護上の留意点：生息地は自然度の高い社叢や自然林な
ので，まずこのような森林環境の保護・保全が必要である。
■文献：
阿部近一（1981）徳島県陸産および淡水貝類誌.88pp.+10 Photo
Pls. +10 Pls. 教育出版センター（徳島）
湊 宏（1994）日本産キセルガイ科貝類の分類と分布に関する
研究. Venus, Suppl. 2: 212pp.+6 Tab. + 74 Pls.
執筆者：湊 宏

180

陸産・淡水産貝類

パツラマイマイ

鳥取県：絶滅危惧 I 類(CR+EN)

柄眼目パツラマイマイ科

Discus pauper (Gould, 1859)

環境省：地域個体群(Lp)
バツラマイマイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎◎
●

◎

■選定理由：北方系の種で，本州中部以西では分布は山岳
地帯に限られ，生息地，個体数ともまれ。生息は局所的な
ので，環境の悪化で個体群が絶滅する危険がある。大山は
日本における分布西限。
「関西以西のパツラマイマイ」
は環
境省RDBで絶滅のおそれのある地域個体群(Lp)。
■形態と生態：殻高3.3mm内外の小型種で殻は低平で薄く，
殻表には粗い生長脈がある。殻の周辺は角張り臍孔は広く
開く。
つくよね
■分布(県内)：若桜町（ 米，大ナメラ山頂）
，大山町（大
山寺，大山）。県内ではきわめて稀産。
■分布(県外)：北海道，本州（近畿以北の山岳地帯）
。

オオコウラナメクジ

■生息環境：自然環境の良好な山地や自然林の岩石の裏や
樹幹，朽木など。
■保護上の留意点： 米，大山寺では神社境内の限られた
樹木にのみ生息しており，境内の清掃などによる人為的な
環境変化には注意が必要。
■文献：
谷岡 浩（1973）パツラマイマイ. p. 230. In: 鳥取県のすぐれた
自然 (動物).
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類．鳥取県立博物館研究報告 (鳥取県立博物館), 13： 1-34.
執筆者：谷岡 浩

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

柄眼目オオコウラナメクジ科

Nipponoarion carinatus Yamaguchi & Habe, 1955

環境省：準絶滅危惧(NT)
オオコウラナメクジ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎

◎

◎
◎

撮影：増田

◎

修

■選定理由：分布域は広いようであるが，いずれの生息地
でも個体数は少ない。
■形態と生態：体長約 30mm。体色は茶褐色で肌色〜淡褐
色の細かい斑紋が密にある。軟体の前方背面には明瞭な楯
状の肉板があり，木の葉型の薄い殻が内在する。尾部は鋭
角的に尖り，後方背面は強い稜角が表れる。頭部と触角は
黒色。くわしい生態はわかっていない。
■分布(県内)：岩美町鳥越，鳥取市久松山，三朝町神倉，
中山町香取，大山町大山寺。
■分布(県外)：本州，四国，九州。
■生息環境：山地の自然林内・神社社叢などの落葉や朽木

の下。多少乾燥した場所でも生息できるようである。
■保護上の留意点：分布域は広く，複数の生息地が確認さ
れているものの，いずれでも個体数は少ない。山地の自然
林や社叢の保全が必要。
■特記事項：模式産地は鳥取県久松山。
■文献：
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録．
エル貝類出版局，22+693+13+148pp．
谷岡 浩（1993）オオコウラナメクジ．p. 231. In: 鳥取県のすぐ
れた自然 (動物).
執筆者：宇野 明

レッドデータブックとっとり (動物） 181

ヤマコウラナメクジ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

柄眼目オオコウラナメクジ科

Nipponolimax monticola Yamaguchi & Habe, 1955

環境省：準絶滅危惧(NT)
ヤマコウラナメクジ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

○

撮影：増田

修

■選定理由：全国的にも記録の少ない稀少種。県内での確
認は1例のみ。
■形態と生態：体長20-30mm。軟体は青黒色で，前方背面
に楯状の肉板がある。採集例が非常に少ないため，くわし
い生態はわかっていない。
■分布(県内)：大山
■分布(県外)：兵庫県篠山町天引峠（模式産地）
，石川県七
尾・白山，徳島県。
■生息環境：ブナ林内の落葉中。

クリイロベッコウマイマイ

■保護上の留意点：ブナ林の保護。生息データが乏しいの
で，今後の生息調査が必要。
■文献：
阿部近一 (1981) 徳島県陸産ならびに淡水産貝類誌．(教育出版
センター )，88+29pls.
肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録．
エル貝類出版局，22+693+13+148pp.
執筆者：宇野 明

柄眼目ベッコウマイマイ科

Japanochlamys cerasina (Pilsbry, 1902)

鳥取県：情報不足(DD)
環境省：−
クリイロベッコウマイマイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●

■選定理由：県下での確認は1例しかなく，現状は不明。
■形態と生態：殻径8mm前後で，殻質は薄く，螺塔はきわ
めて低い。殻表面は半透明な栗色で光沢がある。普段は落
ち葉や朽ち木の下に潜んでいる。
■分布(県内)：三朝町木地山で確認されているのみ。
■分布(県外)：本州，四国，九州に分布するが，産地は散

発的であり，近畿以西では稀産である。
■生息環境：丘陵地から山地に分布するが，時にミカンや
ビワなどの畑地で多産する。
■保護上の留意点：今のところ県下での確認地点は1カ所の
みであり，さらなる生息実態調査が必要。
執筆者：増田

修
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クチベニマイマイ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

柄眼目オナジマイマイ科

Euhadra amaliae (Kobert, 1875)

環境省：−
クチベニマイマイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎
◎
◎

■選定理由：本県は本種の分布西限であり，かつ近縁種サ
ンインマイマイE. dixsoni（Pilsbry, 1900）との移行帯にあた
る。サンインマイマイが広く分布し個体数も多いのに対
し，県下における本種の採集記録は非常に少ない。
■形態と生態：淡黄色の低円錐形の殻で殻高20mm，殻径
35mmぐらいで，殻口部が紅色をおびる。色帯は典型的な
ものではいわゆるクチベニマイマイ模様（0234）となる。樹
上性のマイマイ。
■分布(県内)：鳥取市上砂見，用瀬町江波，三朝町（小河
内，片柴）など局地的。
■分布(県外)：近畿地方一帯。
■生息環境：自然環境の良好な山地の自然林や社叢などの

アワジオトメマイマイ

樹上。
■保護上の留意点：生息地が限定されるので，生息場所と
なる自然林や社叢の保護が必要。
■特記事項：三朝町片柴神社社叢ではクチベニマイマイと
サンインマイマイの中間型とみなされる個体が見つかって
いる。両者の交雑の可能性を示唆する集団として貴重。
■文献：
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類．鳥取県立博物館研究報告, 13： 1-34.
谷岡 浩（1993）クチベニマイマイ・サンインマイマイ. pp. 242243. In: 鳥取県のすぐれた自然 (動物).
執筆者：谷岡 浩

鳥取県：情報不足(DD)

柄眼目オナジマイマイ科

Trishoplita awajiensis Pilsbry, 1901

環境省：−
アワジオトメマイマイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●

■選定理由：鳥取県は岡山県とともに，本種のほぼ西限に
当たる。県下での確認例は1例しかなく，現状は不明。オ
トメマイマイT. goodwiniと形態的に類似しており，今後類
縁関係を調べる必要がある。
■形態と生態：殻径10mm前後の低平な円錐形である。殻
表面は乳白色の地に，不規則に淡黄褐色斑が混じるが，濃
淡は個体変異が多い。活動期は草本や低い木本の葉上で生
活する。
■分布(県内)：三朝町福本で確認されているのみ。

■分布(県外)：主に伊勢湾周辺から近畿地方にかけての本
州，淡路島，小豆島，四国北部。
■生息環境：海岸林から内陸の低山地に生息し，シャガ，
アオキなどの葉上で見つかりやすい。
■保護上の留意点：分布域では普通種として扱われている
が，今のところ県下での確認地点は1カ所のみであり，生息
状況のさらなる調査が必要。
執筆者：増田

修

レッドデータブックとっとり (動物） 183

コウダカシロマイマイ

鳥取県：その他の重要種(OT）

柄眼目オナジマイマイ科

Trishoplita eumenes cretacea (Gude, 1900)

環境省：−
コウダカシロマイマイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

◎

◎
●

●
◎

○
◎
○
◎

◎
●
●

■選定理由：県下では主に西部に分布し，自然林や社叢に
生息する。生息地は県西部では比較的多いが，中部以東で
は限定される。
■形態と生態：殻高15mm，殻径20mmの純白の美しい殻を
もつ小型のマイマイで白い殻に黒い帯を明瞭につける型も
ある。四国に生息するシロマイマイT. pallensの中国地方に
おける代置種。殻底が黒い色帯をもつ型を従来クロオビシ
ロマイマイ T. eumenes hypozonaと呼びコウダカシロマイマ
イの亜種とされていたが現在では単なる色彩変異型とされ
ている。
■分布(県内)：主に西部に分布する。西部では山地，平地
ともにみられるが，中部では生息地が減り，やや山地性と
なる。

マルドブガイ

●
● ●
●

●

●

●

■分布(県外)：本州（中国地方）
，四国，九州（日本固有
種）
。
■生息環境：自然環境の良好な山地の自然林や社叢などの
樹上。
■保護上の留意点：生息地の少ない県中部以東ではとくに
保護を要する。
■文献：
清末忠人・谷岡 浩・石坂 元・中島良典 (1976) 鳥取県の陸産
貝類．鳥取県立博物館研究報告, 13： 1-34.
谷岡浩（1993）コウダカシロマイマイ．pp. 234-235. In: 鳥取
県のすぐれた自然 (動物).
執筆者：谷岡 浩

鳥取県：絶滅危惧 I I 類(VU)

イシガイ目イシガイ科

Anodonta (Sinanodonta) calipygos (Kobert, 1879)

環境省：絶滅危惧 I I 類(VU)
マルドブガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●

■選定理由：全国的にも生息地は限られている。県内では
1カ所でしか採集例がない。
■形態と生態：ドブガイに似た中大型の貝で殻は薄く，殻
頂部から殻の中央部にかけて著しく膨らむため，殻幅は丸
く高まり卵形となる。若い貝ではとくに著しく，色彩も黄
緑色となる。本種は殻の蝶番部分の歯が全くない。鳥取市
の湖山池では一時，記録が途絶えていたが，2000年以来，
エビ引き綱漁によりピンポン大の幼貝が捕獲されだした
（鳥取市三津在住，片山繁雄氏）

■分布(県内)：鳥取市湖山池。
■分布(県外)：琵琶湖，淀川水系および神奈川，岐阜，奈
良，岡山，福岡の各県
■生息環境：湖沼や流れのゆるやかな河川の砂泥底。
■保護上の留意点：河川改修や浚渫などによる生息地域の
破壊や周辺地域からの生活雑排水の流入等の防止策が望ま
れる。
執筆者：谷岡

浩
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ドブガイ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

イシガイ目イシガイ科

Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834)

環境省：−
ドブガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●
●

●
●
●

■選定理由：国内では広域に分布する種だが，県下では東
部の限られた地点（湖山池など）でしか確認されていない。
調査が進めばさらに多くの生息地が確認されるであろう
が，イシガイ科貝類全体の生息環境の悪化の程度をみる限
り，本種においても危険な状況下にあるとみられる。
■形態と生態：殻長20cm前後の卵形で，形態には変異があ
る。最近の研究では複数種が含まれていることが判明して
いる。
■分布(県内)：鳥取市周辺の小河川，福部村多鯰ケ池など，
県東部でのみ確認されている。これら以外にも生息してい
ると考えられるが未確認。
■分布(県外)：北海道，四国，九州に広く分布する。
■生息環境：流れの緩やかな水路や池沼，ため池の泥底，

カラスガイ

礫混じりの砂泥底などに生息する。
■保護上の留意点：全国的には普通種として扱われている
が，県下では既知産地が少なく，今後の精力的な調査が望
まれる。生息地が改修や汚濁の影響を著しく受けやすいの
で，判明している生息地および今後新たに確認された生息
地の保全は厳重にすべきである。
■文献：
波部忠重（1973）軟体動物 Mollusca．pp. 309-341. In: 上野益三
（編）日本淡水生物学，北隆館．
波部忠重（1977）日本産軟体動物分類学，二枚貝綱／掘足綱．北
隆館．372pp
執筆者：増田 修

鳥取県：絶滅危惧 I 類(CR＋EN)

イシガイ目イシガイ科

Cristaria plicata (Leach, 1815)

環境省：準絶滅危惧(NT)
カラスガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●

■選定理由：琵琶湖など一部を除き，全国的に減少傾向下
にあり，絶滅が心配される。県下でも湖山池で確認されて
いるに過ぎず，近年の確認個体数はきわめて少ない。
■形態と生態：殻長20cm前後の大型種。 歯（こうし：殻
の蝶番部分の歯）は後側歯のみを有し， 歯のない形態的
によく似たドブガイと区別できる。大河川や湖沼の泥底に
生息し，潟湖起源の湖に生息地が多い。
■分布(県内)：鳥取市湖山池。
■分布(県外)：北海道南部，本州，九州北部；中国，台湾，
シベリア，朝鮮半島，東南アジア。国内では広く分布する
が，既知産地の多くで絶滅しているようである。
■生息環境：湖沼や大きな川の下流域の泥底。多少の海水
が混在する水域でも生息する。

■保護上の留意点：唯一判明している産地である湖山池で
は，夏季にアオコの大発生があるなど，水質にも問題があ
るので，これらの改善が必要である。また，湖沼ではブ
ラックバスの移入や汚濁の進行により，多くの在来淡水魚
が減少あるいは絶滅している。カラスガイなどのイシガイ
類は，幼生の寄生魚種を選択する傾向があるので，寄主が
いなくなることによって，世代交代が阻害される可能性が
ある。
■特記事項：日本水産資源保護協会（水産庁依託）でも希
少種。近年の調査（谷岡浩氏）では，湖山池に琵琶湖産の
マルドブガイが定着しているようなので，同様に湖山池で
は琵琶湖産のメンカラスガイ型も混在している可能性があ
る。
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■文献：
波部忠重（1973）17 軟体動物 Mollusca．In: 上野益三（編）日本
淡水生物学，pp. 309-341. 北隆館.
波部忠重（1977）日本産軟体動物分類学，二枚貝綱／掘足綱．北
隆館．372pp.

ニセマツカサガイ

増田 修（1994）3. カラスガイ. pp. 19-24＋3 pl. In: 日本の希少
な野生水生生物に関する基礎資料(I)-I．軟体動物，日本水産
資源保護協会．
執筆者：増田 修

鳥取県：絶滅危惧 I 類(CR＋EN)

イシガイ目イシガイ科

Inversiunio yanagawaensis (Kondo, 1982)

環境省：準絶滅危惧(NT)
ニセマツカサガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●

●

●

■選定理由：県内では限られた小河川でのみ生息が確認さ
れており個体数も少ない。近年，河川改修などによる自然
環境の悪化で生息数が激減している。
■形態と生態：殻は中型で殻頂はあまり膨らまず殻幅が小
さく平たい。マツカサガイによく似るが殻表の漣波模様
が，殻の膨らみの辺りまでで消滅する。河川の流水域を好
む。本種はタナゴ類の産卵母貝として重要であり，タイリ
クバラタナゴの浮出化を確認している。
■分布(県内)：鳥取市福井，河原町和奈見，気高町姉泊。
■分布(県外)：西日本（稀産）
。

■生息環境：平野部を流れる河川の流れ域の砂泥底。
■保護上の留意点：河川改修，護岸工事などによる生息地
の減少や消滅を防ぐとともに，周辺地域からの生活排水や
農薬流入の防止が必要。和奈見では河川改修にともない絶
滅したとみられる。
■文献：
日本水産資源保護協会（1995）日本の希少な野生水生生物に関
する基礎資料, II. 軟体動物.
執筆者：谷岡 浩
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イシガイ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

イシガイ目イシガイ科

Unio (Nodularia) douglasiae nipponensis (Martens, 1877)

環境省：−
イシガイ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●●
●
●◎

■選定理由：国内では広域に分布する種だが，県下での報
告は少ない。現在判明している生息地は，環境悪化によっ
て消滅する可能性がある。
■形態と生態：殻長50mm前後で，殻はやや細長い。殻頂周
辺に小疣状または不連続な漣状彫刻があるが，湖沼産では
平滑な場合が多い。主に初夏が繁殖期で，160μm前後の亜
三角形の幼生を放出する。イシガイはコイ科のタナゴ類が
産卵基盤として利用するので，タナゴ類の保全も考慮すれ
ば，イシガイの保全は不可欠となる。
■分布(県内)：鳥取市湖山池および流入河川，福部村多鯰
ケ池など，県東部でのみ確認されている。東郷池付近でも
未確認情報があるが，実態は不明。
■分布(県外)：北海道南部，本州，九州。広域に分布する
が，山陰地方では大河川や規模の比較的大きな湖沼に分布

ヤマトシジミ

●

が限られている。
■生息環境：池沼の岸近くの浅場や流入河川の砂礫底や砂
泥底。
■保護上の留意点：既知産地が少なく，生息地が平地の小
川や水路，池沼の岸近くなどにあるため，河川改修や人工
護岸化，水質汚濁の影響を著しく受けやすい。既知産地，
および新たに確認される生息地は厳重な保全が必要。
■文献：
波部忠重（1973）軟体動物 Mollusca．pp. 309-341. In: 上野益三
（編）日本淡水生物学，北隆館．
波部忠重（1977）日本産軟体動物分類学，二枚貝綱／掘足綱．北
隆館，372pp.
執筆者：増田 修

鳥取県：情報不足(DD)

マルスダレガイ目シジミ科

Corbicula japonica Prime, 1864

環境省：−
ヤマトシジミ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●

■選定理由：国内では広域に分布するが，県内では東・中
部に散見的されるのみ。県下は山地流の形態のまま注ぐ川
が多く，生息地である汽水域の発達が全体的に弱小である
ことから，生息基盤が小さいといえる。
■形態と生態：殻長・殻高20-30mmの亜三角形で，成長脈
は密にあり，漆様の光沢を有する。マシジミが卵胎生であ
るのに対し，本種は卵生。
■分布(県内)：鳥取市湖山池。未発表資料では千代川の汽
水域などでも知られる。
■分布(県外)：北海道から九州に分布。
■生息環境：汽水湖や河川の汽水・感潮域の底床。泥底か
ら砂礫床など，底質はあまり選ばないようである。水域の

大きな汽水湖や河口では水揚げ量も多い。
■保護上の留意点：全国的には普通種として扱われている
が，県下では生息基盤となる汽水域の発達が貧弱である。
生息地は低地にあり，河川改修や汚濁の影響を著しく受け
やすいので，注意が必要である。
■文献：
波部忠重（1973）17 軟体動物 Mollusca．pp. 309-341. 上野益三
（編）日本淡水生物学，北隆館．
波部忠重（1977）日本産軟体動物分類学，二枚貝綱／掘足綱．北
隆館, 372pp.
執筆者：増田 修
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マシジミ

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

マルスダレガイ目シジミ科

Corbicula leana Prime, 1864

環境省：−
マシジミ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

●

■選定理由：国内では広域に分布する種だが，県下での近
年の確認例はわずか。生息環境は比較的多様で，今後，県
内各地で見つかることは間違いないが，改修されやすい小
水域がほとんどであること，近年各地で移入種のタイワン
シジミなどに置き換わっている現状から，楽観視できない
種とみなされる。
■形態と生態：殻長・殻高20-30mmの亜三角形で，ヤマト
シジミに比べると，殻高は相対的にやや低い。殻表面の成
長脈はやや粗く，オリーブ色から黒褐色で，淡色の場合は
小黒斑を有することが多い。卵胎生で，0.2mmほどの稚貝
を産出する。
■分布（県内）：県東部の鳥取市湖山池流入河川などのみ
で確認されているが，単なる調査不足で，これら以外にも
相当数の生息地があると推察される。
■分布（県外）：北海道から九州（奄美大島産は在来かど
うか疑問）。
■生息環境：川の汽水・感潮域の直上から中流域，水路，
湖沼の底床に生息する。

マメシジミ

■保護上の留意点：全国的には普通種として扱われている
が，今のところ県下での確認地点はきわめて少ない。生息
地は低地にあり，河川改修や汚濁の影響を著しく受けやす
い。自然繁殖個体群のみられる地域では，他地域からの導
入は避けるべきである。
■特記事項：近年，太平洋・瀬戸内海流入河川を中心に，
外来種であるタイワンシジミやその他の種類が移入され，
多くの場所で在来種であるマシジミが姿を消していること
から，県下でも同様な状況が起こりうる可能性がある。
■文献：
増田 修・河野圭典・片山 久（1998）西日本におけるタイワ
ンシジミ種群とシジミ属不明種2種の産出状況．兵庫陸水生
物，49：22-35.
酒井治己・神山亭一・田 祥麟・綱尾 勝（1994）日本産シジ
ミ属3種の遺伝的類縁関係．日本水産学会誌，60：605-610.
波部忠重（1973）17 軟体動物 Mollusca．pp. 309-341， In: 上野
益三（編）日本淡水生物学，北隆館.
執筆者：増田 修

鳥取県：絶滅危惧 I 類(CR＋EN)

マルスダレガイ目マメシジミ科

Pisidium (Pisidium) japonicum (Pilsbry & Hirase, 1908)

環境省：−
マメシジミ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで

○
◎

大山

大山産鳥取県立博物館所蔵標本
1963.7.29 生駒採集 / 撮影：川上 靖

■選定理由：県内で現在でも生息の見込みのある場所は1カ
所のみ（江府町鏡ヶ成）
。
■形態と生態：殻長5-6mm程の薄くて弱い殻をもつシジミ
型の二枚貝で殻幅が大きく，全体がボール状に丸く膨らん
でいる。かつて大山の9合目にあった梵天池が生息地とし

て知られていたが，この池は登山客の増加による山頂域の
荒廃で1960年代に消滅した。以後，県内の生息記録は途絶
えていたが，最近になって1980年8月17日に江府町鏡ヶ成
の大山スカイライン沿いの小川（標高930m, 水温14.0℃）
で南部久男氏によって採集された1個体の標本が富山市科
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学文化センターに保管されていることが判明した（標本番
号TOYA-Mo-30482）
。当地の湿地はその後大きく改変を受
けており，生息が危ぶまれるが，よく探せば現在でも周辺
の池や河川でみつかる可能性は残されている。
■分布(県内)：江府町鏡ヶ成（大山9合目の生息地は池の消
失により絶滅）。
■分布(県外)：北海道，本州（栃木，長野，岐阜，静岡，
和歌山，滋賀，大阪）。

ウエジマメシジミ

■生息環境：高標高地の湿地草原に点在する水たまりや小
川。
■保護上の留意点：鏡ヶ成の生息地の現状調査が急務であ
る。
■文献：
環境庁自然保護局動植物分布調査報告（1993）
琵琶湖，淀川淡水貝類 紀平肇，松田征也
執筆者：谷岡

浩

鳥取県：準絶滅危惧(NT)

マルスダレガイ目マメシジミ科

Pisidium (Odhneripisidium) uejiii Mori, 1938

環境省：−
ウエジマメシジミ
●
1990年以後
◎
1970-1989年
○
1969年まで
●
●
●

●
●

■選定理由：調査が進めばさらに確認されると思われるが
県内の既知産地は局所的で5カ所のみ。
■形態と生態：殻高約1.5mm，殻幅約1.8mm。殻は横に長い
卵円形から丸みのある三角形で，非常に微小なため，植物
の種子か砂粒のように見える。殻色は乳白色から黄白色で
あるが，通常，殻表には泥が付着している。また殻表には
明瞭で規則的な成長輪肋がある。卵胎生で稚貝を保育・産
出する。
■分布(県内)：国府町雨滝，岩美町大谷，八東町中，青谷
町楠根，倉吉市葵町。
■分布(県外)：兵庫県北部（日本固有種）
。
■生息環境：水深の浅い池沼や林下の伏流水湿地・用水路
の砂泥中。
■保護上の留意点：生息地によっては夥しい個体をみるこ
ともあるが，本種は閉鎖された環境に生息していることが

多く，生息地の底質や水質の悪化・水量の減少など環境の
変化により個体群そのものが消滅する危険がある。しかし
人為的な環境でも生息・繁殖が可能で，保護は比較的容易
と思われる。
■特記事項：日本産マメシジミ類は，Mori(1938) 以降，分
類に関して再検討がほとんどなされていないのが現状であ
る。
■文献：
Korniushin, A. V. (1999) On the taxonomic status of Pisidium
uejii.Vestnik Zoologii, 33(4/5): 69-71.
宇 野 明 (1999) ウ エ ジ マ メ シ ジ ミ Pisidium (Pisidium) uejii
Mori, 1938 と兵庫県産マメシジミ属の一種について．兵庫陸
水生物 (兵庫陸水生物研究会), 50: 53-60.
Mori, S. (1938) Classification of Japanese Pisidium. Mem. Coll. Sci.,
Kyoto Imp. Univ., Ser. B, 14: 255-278.
執筆者：宇野 明

