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We examined the distribution, reproductive cycle, and food habits of the herbivorous snail Chlorostoma

lischkei, which predominates in the intertidal and subtidal zones oŠ the coast of Suttsu Bay in southwestern Hok-

kaido, Japan, to evaluate the relationship between the activity of C. lischkei and the formation of large algal beds

on coralline ‰ats. As revealed by a mark-recapture experiment for 18 months using 1,672 marked snails, the snails

released into the intertidal zone in June had moved to the subtidal zone by November and returned to the intertidal

zone in May. Histological observation of the gonads indicated that the snail had one spawning season per year,

from July to September. Gut content analysis revealed that food consumption of large algae, including fragments,

gametophytes and young sporophytes, increased from November to March, while snails fed on benthic diatoms

throughout the year. It is known that young sporophytes of annual algae such as Undaria pinnatiˆda, Desmarestia

viridis, Polysiphonia morrowii, and Saccharina spp., invade the subtidal zone from December to January and then

grow to macro-sporophytes by April. Therefore, C. lischkei may be interfering with the large algal bed formation

in Suttsu Bay through feeding activity.
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現在，北海道南西部日本海沿岸では，大型褐藻類など

の海藻群落が衰退することによってアワビなどの大型海

藻を主要な餌料とする海産動物が減少し，海域の漁業生

産力が低下する磯焼け現象が深刻化しており，1,2) その主

要因としてキタムラサキウニ Mesocentrotus nudus によ

る過剰な藻類の摂餌が指摘されている。3,4) 一方，三陸沿

岸では，小型植食性巻貝が葉長 5 mm 以下のマコンブ

Saccharina japonica 幼体を選択的に摂餌することや，水

温低下に伴って巻貝の摂餌活動が減退するとマコンブ幼

体の減耗率も低下することが明らかにされている。5) ま

た，当沿岸にはエゾサンショウ Homalopoma amussita-

tum やエゾチグサ Cantharidus jessoensis といった植食

性巻貝が高密度に生息しており，付着珪藻と同時に大型

藻類の幼体も摂餌する可能性があるため，これらの摂餌

が海藻群落の消失を持続させる要因と考えられてい

る。6) さらに，アシヤタマキビ属の一種である植食性の

Lacuna vincta は，コンブ科に属する Nereocystis luet-

keana の幼体付近に生息し，その摂餌活動によって葉状

部を著しく衰弱させることが報告されている。7)

こうした植食性巻貝は，北海道南西部日本海沿岸の磯

焼け地帯にも高密度に分布していることから，当該海域

の海藻群落形成に何らかの影響を与えていることが予測

される。とりわけ，北海道寿都町沿岸の潮間帯には，ク

ボガイ Chlorostoma lischkei，ヘソアキクボガイ C. tur-

binatum，イシダタミ Monodonta confusa およびタマキ

ビ類 Littorina spp. などの植食性巻貝が多種生息してい
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Fig. 1 Location of the survey area oŠ the coast of Suttsu Bay in southwest Hokkaido, Japan (a). The shaded portion in (b) indicates

the survey area oŠ Yaoi, including the mark-recapture examination area (c).
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ることが確認されており，その中でも特にクボガイの生

息密度は高い状態にある。8) クボガイは，北海道南西部

以南の岩礁潮間帯に分布する古腹足目ニシキウズガイ科

の巻貝であり，本種が寿都町沿岸の磯焼け地帯において

どのような影響を及ぼしているのかを評価するには生態

に関する知見が必要となる。しかし，クボガイについて

は，ホソメコンブ S. japonica var. religiosa 配偶体の摂餌

の有無2)や，ホソメコンブの摂餌に及ぼす水温の影響9)

といった摂餌活動に関する研究のほか，高密度で出現す

る分布域，10) 転石帯における分布パターン11)および成長

に伴う生息場所の変化12)といった分布に関する研究が

行われているが，そのほとんどは人為的環境下での実験

結果や断片的な調査結果であり，生態の全容解明には

至っていない。また，生殖に関しては，クボガイと同じ

古腹足目に属するバテイラ Omphalius pfeiŠeri，13) ヘソ

アキクボガイおよびコシダカガンガラ O. rusticus14)の生

殖周期が報告されているが，クボガイに関しては皆無で

ある。

以上を踏まえ，本研究では，寿都町沿岸におけるクボ

ガイの生態解明を目的とした野外調査を実施し，分布特

性，生殖周期および食性を明らかにするとともに，当該

沿岸の海藻群落形成に及ぼす本種の影響を評価したの

で，その結果を報告する。

材料と方法

調査海域の概要 本研究は，北海道南西部日本海沿岸

に位置する寿都町矢追地先の潮間帯で実施した（Fig.

1）。当該潮間帯は，潮位変化が水深 035 cm の平磯が

広がっており，底質は岩盤で大小様々なタイドプールや

裂け目が存在する。潮間帯から潮下帯にかけて水深は急

激に深くなり，潮間帯と潮下帯の境界は波当たりが非常

に強い。潮間帯の岩盤上に海藻はほとんど生育していな

いが，タイドプール側面にはフシスジモク Sargassum

confusum やホンダワラ S. fulvellum などの褐藻類が春

から夏にかけて繁茂するほか，ヤナギノリ Chondria

dasyphylla やフジマツモ Neorhodomela aculeata などの

紅藻類が周年にわたって生育している。また，潮下帯に

は春から夏にかけてホソメコンブ，ワカメ Undaria pin-

natiˆda，フシスジモクおよびアナアオサ Ulva pertusa

が繁茂するほか，海草類のスガモ Phyllospadix iwatensis

が周年にわたって生育している。一方，潮間帯の岩盤上

には周年を通してイシダタミやタマキビ類がパッチ状に

分布しており，タイドプール側面にはヒザラガイ類

Polyplacophora spp. やカサガイ類 Nacellidae も認められ

る。また，潮下帯にはエゾアワビやキタムラサキウニが

生息し，潮間帯から潮下帯にかけてはイソガニ
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Fig. 2 Procedure for measuring the position of labelled snail (a) and the boundary of exposed rock and seawater surface (b). r, Dis-

tance from the ˆxed point to a snail; u, angle between the line running parallel to the coastline and the line r ; ln, distance from

the ˆxed point to a boundary point of exposed rock and seawater surface; qn, angle between the line running parallel to the

coastline and the line ln. Positions of the snail (r, u) and the boundary point (ln, qn) were plotted in polar coordinates with the ori-

gin at the ˆxed point. The interval between (ln, qn) and (ln＋1, qn＋1) is 1 meter, and the boundary was estimated by linking each

point.
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Hemigrapsus sanguineus，イワガニ Pachygrapsus cras-

sipes，ヨツハモガニ Pugettia quadridens，イトマキヒト

デ Asterina pectinifera およびアメフラシ Aplysia krodai

などの底生動物が広く分布している。

分布特性 本研究では，クボガイの分布特性を明らか

にするため，標識放流調査を行った。まず，調査地のタ

イドプール横 1 か所に鉄杭を打設することにより定点

を設けるとともに（Fig. 1），その周囲において 2015 年

6 月 6 日に標識放流用のクボガイを 1,672 個体採集し

た。採集個体を実験室に持ち帰り，殻表面に付いた藻類

や付着動物を除去するとともに，水分をウエスで拭き

取った後，螺塔に合成樹脂系塗料（タミヤカラースプ

レー，タミヤ社）を用いて着色標識を施した。着色に際

しては，水中でも目立つように橙色を使用し，腹足部に

塗料が付着しないように螺塔の中腹に型紙を当てた。ま

た，色落ちを防ぐため，塗装表面に合成樹脂系コーティ

ング剤（Mr. スーパークリアー，GSI クレオス社）を塗

布した。塗料とコーティング剤が完全に乾燥したことを

確認した後，上述の定点に標識個体を放流した。その後，

2015 年 6 月 15 日から 2016 年 12 月 19 日の間に月 1 回

の間隔で定点を中心とする半径 100 m の範囲に分布す

る標識個体の探索を行った。探索は原則として午前 7

11 時の間に実施し，探索に先立って定点における潮位

をステンレス製スケール（ST1000，新潟精機社）に

より 1 cm の精度で計測した。その後，標識個体の位置

を把握するため，定点から標識個体までの距離 r および

定点を通る汀線に平行な直線と r のなす角度 u をそれぞ

れ 100 m 巻尺（KMC1800，コメロン社）およびアク

リル製半円分度器（11307，ドラパス社）で測定した

（Fig. 2a）。また，標識個体の殻高をノギス（N20，ミ

ツトヨ社）により 0.1 mm の精度で計測した。一方，調

査範囲における標識個体の位置と地形の関係を明確にす

るため，定点の潮位が 0 cm を記録した 2015 年 7 月 18

日の調査時において干出した岩盤の外縁を計測すること

により潮間帯と潮下帯，タイドプールおよび裂け目との

境界線を定めた。すなわち，干出した岩盤と海水面との

境界線を潮間帯の外縁として 1 m 間隔に区分し，定点

から区分した各点までの距離 l および定点を通る汀線に

平行な直線と l のなす角度 q を先述と同様に測定した

（Fig. 2b）。以上の計測により得られた標識個体の位置

（r, u）および潮間帯の外縁（l, q）を，定点を原点とす

る極座標上にプロットするとともに，隣り合う潮間帯の

外縁点を直線で結ぶことにより調査範囲における標識個

体の位置と地形の関係を表示した。なお，2015 年 612

月の調査において定点の西および南側では標識個体が発

見されなかったため，2016 年 1 月以降は Fig. 1(c)に示

す範囲内に探索を限定した。標識個体が発見されなかっ

た主な理由としては，定点南側では水深が浅く，大潮時

に乾出時間が長くなること，定点西側では潮下帯方向へ

の移動が地盤高の高い岩礁に妨げられることが挙げられ

る。一方，2016 年 112 月にかけて潮間帯と潮下帯の 2

か所に自記式水温計（Tidbit, Stow Away 社）を設置し

（Fig. 1c），各々の水温を 10 分間隔で記録した。

生殖周期 クボガイの生殖周期を明らかにするため，

2015 年 11 月から 2016 年 12 月の間に月 1 回の間隔で

標識個体が確認された範囲を対象に，標識の付いていな

い個体を徒手により採集した。なお，採集に際しては，

後述する標識個体の殻高組成のモードを中心とした 27

32 mm のクボガイを先述のノギスで計測しながら 30 個

体選別し，これらを個体ごと 10 ホルマリン海水中に

保存した。後日，体組織が固定されたことを確認した上

で標本を水道水で十分に水洗いした後，水分を十分に拭
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Fig. 3 Monthly changes in mean water temperature from

January 2016 to December 2016. Open and solid cir-

cles represent intertidal and subtidal zones, respec-

tively.
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き取り，デジタルノギス（CD20AX，ミツトヨ社）お

よび電子天秤（TA302JP，Ohaus 社）を用いてそれぞ

れ殻高および総重量を 0.1 mm および 0.1 g の精度で計

測した。次に，ハンマーを用いて殻を割り，軟体部をす

べて取り出した後，中腸腺を含む生殖巣を摘出した。そ

の後，中腸腺を含んだ状態で生殖巣重量を計測し，生殖

巣指数 GIm（＝中腸腺を含めた生殖巣重量×100/総重

量）を算出した。また，卵巣および精巣の色（それぞれ

緑色および乳白色）の違いにより生殖巣と中腸腺の境目

が明瞭となった 69 月においては，両者をメスによっ

て分離し，上述の電子天秤を用いてそれぞれの重量を

0.1 g の精度で計測後，生殖巣指数 GIg（＝中腸腺を含

まない生殖巣重量×100/総重量）および中腸腺指数 MI

（＝中腸腺重量×100/総重量）を算出した。

重量計測後の生殖巣については，中央部に位置する部

位から約 5 mm 幅の組織を摘出し，通常のパラフィン包

埋により厚さ 6 mm の連続組織切片を作製した。これに

マイヤーのヘマトキシリンとエオシンで二重染色を施

し，生物顕微鏡下において生殖巣の発達過程を観察し

た。なお，観察に際しては，サザエ Turbo sazae の生殖

周期15)に準じてクボガイの卵形成過程を卵原細胞期，

染色仁期，油球期，卵黄球期および成熟期に分類した。

また，精巣の生殖細胞の発達過程を精原細胞，精母細

胞，精細胞および精子に分類した。

食性 クボガイの食性を明らかにするため，生殖周期

の検討に用いた 30 個体のうちの 10 個体を無作為に抽

出し，消化管を摘出した。次に，実体顕微鏡下において

消化管の中から内容物をすべて取り出し，これをホール

スライドグラス上で少量の蒸留水に懸濁させた後，生物

顕微鏡下において写真撮影した。得られた画像を用いて

消化管内容物を底生珪藻類，大型藻類，砂粒およびその

他に区分した後，これらの面積をフリーソフト

（lenaraf 220b）上に取り込んで算出することにより画

像全体に占める各々の面積比を求めた。さらに，蒸留水

に懸濁させた消化管内容物を重量計測済みのガラス繊維

濾紙（GF/F，Whatman 社）で濾過した後，濾紙ごと

60°C の恒温器（EO600B，アズワン社）で 24 時間乾

燥させた。その後，乾燥させた濾紙の重量を電子天秤

（GR202，エーアンドデイ社）により 0.1 mg の精

度で計測するとともに，濾過前の濾紙の重量を差し引く

ことにより消化管内容物の乾燥重量を求め，消化管内容

物指数GCI（＝消化管内容物乾燥重量×10000/総重量）

を算出した。なお，ここで区分した大型藻類には，緑

藻，褐藻および紅藻類で構成される海藻類の破片，配偶

体，幼胚体および幼胞子体が含まれるが，消化が進んだ

状態の内容物が多かったため，種同定はできなかった。

また，腹足類や二枚貝類の若齢個体および有孔虫につい

ては，その他に一括した。

統計解析 統計解析にはエクセル統計 2012（社会情

報サービス社）を使用し，中腸腺指数の季節性検討には

1 元配置分散分析，大型藻類の割合と消化管内容物指数

の関係検討には Spearman の順位相関行列を適用した。

なお，中腸腺指数の解析では，中腸腺重量/総重量を m

とし，sin－1 m により変数変換した値を用いた。

結 果

分布特性 調査海域における水温の月別変化を Fig. 3

に示した。潮間帯の水温は，2016 年 2 月の 2.5°C から

8 月の 23.5°C まで上昇した後，12 月までに 5.5°C に低

下した。また，潮下帯の水温は，2016 年 2 月の 6.1°C

から 8 月の 23.8°C まで上昇後，12 月には 7.5°C まで低

下した。さらに，両者の水温を比較すると，潮下帯の方

が潮間帯に比べて高くなる月が多かったものの，57 月

と 10 月は潮間帯が潮下帯の水温を上回った。一方，定

点における潮位の 小値は 2015 年 12 月および 2016 年

3 月の 1 cm， 大値は 2015 年および 2016 年 9 月の 27

cm であった。

調査期間中に発見されたクボガイ標識放流個体の殻高

組成を Fig. 4 に示した。標識を施した 2015 年 6 月にお

けるクボガイの殻高は 1034 mm の範囲にあり，その

後の発見個体の殻高は，7 月が 1934 mm，8 月と 9 月

が 1034 mm，11 月が 2234 mm，2016 年 3 月が 22

28 mm，5 月が 2534 mm，6 月が 1934 mm，7 月が

1034 mm，8 月が 1037 mm，9 月が 1937 mm，10

月が 1034 mm，11 月が 2237 mm および 12 月が 19

34 mm の範囲にみられた。また，各月における殻高組

成のモードをみると，2015 年 6 月と 7 月は殻高 1922

mm にみられたが，8 月から 2016 年 3 月には殻高 25

28 mm，512 月には殻高 2831 mm に移行した。な

お，本研究では，標識放流用のクボガイを採集した

2015 年 6 月時点において，殻高 10 mm 未満の個体は認
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Fig. 4 Monthly changes in shell height distribution of Chlorostoma lischkei marked and released on June 6, 2015. Solid square bars

indicate the modes. N represents the number of specimens.
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められなかった。また，殻高 1019 mm の個体につい

ても採集個体の割合は低かった。さらに，殻高 34 mm

以上の個体についても，2015 年 6 月時点においては採

集されず，その後の成長により 2016 年 8 月，9 月およ

び 11 月に 0.10.5 の割合で出現した程度であった。

各調査月におけるクボガイ標識放流個体の分布を

Fig. 5 に示した。2015 年 6 月に定点付近に放流された

標識個体は，8 月までは定点横のタイドプール内や裂け

目の縁，潮間帯に多く分布していたが，9 月には定点の

東北東側の潮下帯に移動する傾向がみられ，11 月には

タイドプールや裂け目，潮間帯では確認できなくなっ

た。さらに，標識個体は，12 月，2016 年 1 月および 2

月には潮間帯および目視可能な範囲の潮下帯において発

見できなくなったが，3 月には再び潮下帯のみで分布が

確認された。4 月には再び標識個体が発見できなくなっ

たが，5 月には定点の東北東側に位置する潮間帯と潮下

帯の境界付近に標識個体の分布が多く認められるととも

に，潮間帯において数個体が確認され，その後6 月，7

月および 8 月には定点の東北東東南東側の潮間帯に分

布する個体が多く出現した。一方，9 月および 10 月

は，再び定点から東北東方向の潮下帯に向かって標識個

体が移動している傾向がみられ，11 月および 12 月にな

ると，標識個体の分布の中心は潮下帯に移るとともに，

潮間帯での分布はほとんど認められなくなった。

生殖周期 クボガイの中腸腺重量を含めた生殖巣指数

GIm の季節変化を Fig. 6 に示した。雄では，2015 年 11

月から 2016 年 3 月にかけては指数にほとんど変化はな

く，14.615.5 を推移したが，4 月から増加に転じ，7

月にピーク（20.3）に達した。その後，指数は減少し，

9 月には 14.4 となったが，10 月から 12 月にかけて

はほとんど変化がなく，13.414.4 で推移した。雌に

ついても雄と同様の傾向がみられた。すなわち，雌の指

数は， 2015 年 11 月から 2016 年 3 月にかけて 15.2

15.8 を推移した後，増加に転じたが，7 月にピーク

（20.3）に達した後は減少し，912 月にかけては 14.5

14.7 を推移した。

生殖巣と中腸腺を分離できた期間におけるクボガイの

生殖巣指数 GIg および中腸腺指数 MI の変化を Fig. 7 に

示した。生殖巣指数は，雌雄ともに 7 月にピークに達

した後（雌 15.0，雄 15.3），9 月には 2.9 まで減
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Fig. 5 Monthly changes in spatial distribution of Chlorostoma lischkei marked and released on June 6, 2015. The open circle

represents the point of release of the marked snails. Solid circles show positions at which snails were detected.

Fig. 6 Monthly changes in gonadal index (GIm) of Chlo-

rostoma lischkei from November 2015 to December

2016. Values are the mean, calculated including the

weight of the mid-gut gland. Shaded and solid bars

represent the GIm of females and males, respectively.

Error bars indicate standard deviations.

Fig. 7 Monthly changes in gonadal index (GIg) and mid-

gut gland index (MI ) of Chlorostoma lischkei from June

2016 to September 2016. Values of GIg are the mean,

calculated without the weight of the mid-gut gland.

Shaded and solid bars represent the GIg of females and

males, respectively. MI values identiˆed with the

same roman letter are not signiˆcantly diŠerent (p＜

0.05). Error bars indicate standard deviations.
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少した。また，69 月における中腸腺指数は 10.111.6

 の範囲にあり，月による指数の変化は認められな

かった（1 元配置分散分析，p＝0.077）。

クボガイの卵巣および精巣の発達過程を生殖細胞の組

織学的特徴に基づいて以下の 4 期に区分した。

回復期この期の卵巣は，放卵後の特徴である空隙が

小嚢内にみられる。また，生殖上皮には卵原細胞および

染色仁期の卵が層状に増殖している。この期の精巣は，

小嚢内に空隙が目立ち，少量の精子形成が認められる。

成長期この期の卵巣は，小嚢内に空隙がほとんどみ

られず，卵原細胞期，染色仁期，油球期および卵黄球期

の卵がみられる。また，卵で満たされた小嚢がみられる

ほか，一部には成熟卵も出現する。この期の精巣は，小

嚢内に空隙がほとんどみられず，生殖上皮に精原細胞お

よび精母細胞の割合が多くなるとともに，精原細胞，精
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Fig. 8 Monthly changes in relative proportion () of

Chlorostoma lischkei in each gonad stage. Open, dot-

ted, solid, and shaded bars represent recovery, grow-

ing, maturing, and spawning stages, respectively.

Fig. 9 Monthly changes in mean composition () of gut

content of Chlorostoma lischkei from November 2015

to December 2016. Values were calculated as the ratio

of the area of each content type to the total area on a

photograph of the gut contents taken under a micro-

scope. Solid, shaded, dotted, and open bars represent

large algae, including gametophyte and young sporo-

phyte stages, benthic diatoms, sand, and others,

respectively.

Fig. 10 Monthly changes in mean gut content index

(GCI ) of Chlorostoma lischkei from November 2015 to

December 2016. Error bars indicate standard devia-

tions.
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母細胞，精細胞および精子の一連した発達段階の細胞が

みられるようになる。

成熟期この期の卵巣は，相互に接触することによっ

て形が多角形となった成熟卵で満たされる。この期の精

巣は精子で満たされており，精原細胞，精母細胞および

精細胞の数は少なくなる。

放出期この期の卵巣は，成熟卵の放出による空隙が

みられるとともに，少数の卵原細胞期および染色仁期の

卵が生殖上皮に認められるほか，退行卵も散見される。

この期の精巣は，精子の放出による空隙と少量の残存精

子がみられるが，精細胞はほとんど認められない。

クボガイの各生殖巣の発達区分に属する個体の割合を

月別に整理して Fig. 8 に示した。雌では，2015 年 11

月にはすべての個体が回復期に属した。12 月には成長

期に属する個体の割合が増加し，5 月には 90 以上の

個体が成長期に移行した。その後は成熟期の個体の割合

が増加し，7 月にはすべての個体がこの期に属した。8

月には半数以上の個体が放出期に移行した。9 月には回

復期に属する個体が出現し，11 月にはすべての個体が

この期に移行した。一方，雄でも 2015 年 11 月にはす

べての個体が回復期に属した。12 月以降は成長期の個

体の割合が増加し，5 月にはすべての個体が成長期と

なった。6 月にはすべての個体が成熟期に移行した。7

月には放出期の個体が出現し，9 月にはこの期に属する

個体の割合が約 80 を占めた。放出期の個体は，雌と

同様に 10 月まで認められたが，その後は 9 月に出現し

た回復期の個体の割合が増加し，11 月にはすべての個

体がこの期に属した。

食性 クボガイの消化管内容物の月別変化を Fig. 9

に示した。消化管内容物の割合は，調査期間を通して底

生珪藻類が も高く，50 以上を占めていた。また，

配偶体，幼胚体および幼胞子体を含む大型藻類の割合は，

2015 年 11 月 から 2016 年 1 月に か けて 27.4  から

36.0 に増加した後，3 月までは 30 以上を維持し

た。その後の大型藻類の割合は減少に転じ，6 月には

19.4 になったが，11 月以降は再び増加に転じ，12 月

には 45.4 を示した。

クボガイの消化管内容物指数の月別変化を Fig. 10 に

示した。消化管内容物指数は，2015 年 11 月から 12 月

にかけて 20.6 から 25.4 に増加した後，2016 年 1 月に

は 34.4 に急増し，その後は 4 月まで 33.638.2 の高い

値を維持した。しかし，5 月以降の消化管内容物指数は

減少に転じ，9 月には 12.9 となったが，その後は増加

傾向に転じ，12 月には 30.5 となった。
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Fig. 11 Relationship between the proportion of large al-

gae in the gut content and gut content index (GCI ) of

Chlorostoma lischkei from November 2015 to Decem-

ber 2016.
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このように，配偶体，幼胚体および幼胞子体を含む大

型藻類の割合と消化管内容物指数の月別変化は同調する

傾向が窺われたので，両者の相関関係を検討した（Fig.

11）。その結果，大型藻類の割合と消化管内容物指数の

間には，強い正の相関関係が認められた（r＝0.745，p

＝0.002）。

考 察

分布特性 寿都町沿岸にはクボガイに形態が酷似する

ヘソアキクボガイやコシダカガンガラが同所的に生息し

ているが，後 2 者は臍孔が開いている点，およびコシ

ダカガンガラについては臍孔が緑色を呈していないとい

う点で区別される。16) 本研究では，この 2 点を基準に種

判定した結果，標識個体はすべてクボガイであると同定

できた。

本研究の結果，2015 年 6 月に採集標識放流したク

ボガイは，殻高 1922 mm にモ－ドがみられたが，8 月

にはモードが殻高 2528 mm に移行したことから，7 月

から 8 月にかけて個体の成長が起こったものと考えら

れる。また，9 月から 2016 年 3 月にかけては殻高組成

のモードに顕著な変化は認められなかったが，5 月以降

は殻高 2831 mm にモードが出現するようになったこ

とから，3 月から 5 月にかけても個体が成長したものと

推察される。なお，本研究では殻高組成からクボガイ個

体群の年級を分離できなかったが，調査期間を通して殻

高 37 mm 以上の個体は確認されなかったこと，放流後

2 年目の 7 月から 8 月にかけては殻高組成のモードに変

化がみられなかったこと，および殻高 3437 mm の割

合も極端に少なかったことから，殻高 37 mm が当該海

域におけるクボガイの 大殻高であることが示唆される。

本研究では，放流個体の採集時に殻高 10 mm 未満の

クボガイが発見されず，さらに殻高 19 mm 未満の個体

も少なかった。一方，宮城県北部沿岸の潮下帯に生息す

るクボガイでは，水深 13 m において夏季から秋季に

かけて浅所から深所への移動がみられるとともに，秋季

には深所において小型個体が多くみられることが明らか

にされている。17) このことから，寿都町沿岸における小

型クボガイは，本調査範囲よりも深い場所に分布すると

ともに，深浅移動の幅は小さく，潮間帯にはあまり出現

しないのかもしれない。今後は深所に調査範囲を広げる

ことにより，クボガイの小型個体の分布を確認する必要

がある。

本研究では，秋季から冬季にかけてクボガイの潮間帯

から潮下帯への移動が確認された。クボガイと同じ植食

性小型巻貝に含まれるホッキョクタマキビ L. saxatilis

では，干出時における乾燥や低温によるストレスから回

避するために移動することが示されている。18) 寿都町沿

岸を含む北海道南西部日本海沿岸では，11 月から 2 月

にかけて強い北西風に伴う高波浪に曝されることにより

潮間帯上でも満潮時には波浪の影響を激しく受ける。さ

らに，潮間帯上は，冬季の干潮時には低温に晒されると

ともに，積雪によって一部凍結する場所も本調査中に確

認されている。クボガイの耐凍性実験によると，本種が

24 時間の凍結に耐えられる 低温度は－5°C であるこ

とが報告されている。19) 本研究では，潮下帯において氷

点下の水温は観測されなかったが，2 月の潮間帯では干

出時に－5°C を下回る気温が観測された。このことか

ら，冬季にクボガイのほとんどが潮下帯に移動する理由

の 1 つとして，避寒が推察される。

一方，寿都湾において 8 月に大型海藻の分布を調べ

た結果20)によると，矢追地区の水深 0.56.7 m の潮下帯

にはワカメ，ホソメコンブを主体とするコンブ類および

フシスジモクの分布が確認されている。また，吾妻ら3)

は矢追地区の水深 16 m の範囲に生息するキタムラサ

キウニを 10 月に除去し，その後の海藻類の入植状況を

観察した結果，121 月に 1 年生海藻のワカメ，ケウル

シグサ Desmarestia viridis およびモロイトグサ Poly-

siphonia morrowii が入植し，これらが夏季まで生育す

ること，および 3 月に多年生海藻のフシスジモクが入

植し，その 1 年後に現存量が急増することを報告して

いる。さらに，北海道南西部日本海沿岸のホソメコンブ

は，夏季に子嚢斑を形成した後，末枯れするとともに，

遊走子を放出する。21) 放出された遊走子は，秋季に潮下

帯に着生して配偶体となり，これが冬季に卵と精子を形

成受精した後，幼胞子体となって春季以降に急生長

し，成体となる。21) 以上のことから，クボガイが秋季か

ら冬季にかけて潮間帯から潮下帯に移動したのは，後述

するように，潮下帯に入植するホソメコンブを含む 1

年生海藻の配偶体，幼胚体および幼胞子体を餌として求

めたことも原因の 1 つと考えられる。

なお，植食性巻貝のサザエ，オオコシダカガンガラ
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O. pfeiŠeri carpenteri およ びウラ ウズガ イ Astralium

haematragum の日周行動を実験的に調べた結果22)によ

ると，前 2 者は顕著な夜行性を示すが，後 1 者は明瞭

な日周性を示さないことが明らかにされている。併せ

て，実験に用いた 3 種はいずれも潮位差がわずかな日

本海沿岸（新潟県粟島）で採集されたことから，潮汐の

日周期変化は 3 種の日周期活動形成に影響を及ぼすほ

ど大きくないとされている。22) 本研究では，標識したク

ボガイの探索を潮位が 127 cm の範囲内にある午前 7

11 時の間に行った。クボガイの日周性の有無は不明で

あるが，標識個体の探索はいずれも明時に行われている

ことと，日本海沿岸の潮位差は極めて小さく 40 cm 程

度23)であることから，本研究の調査範囲内で観察され

たクボガイの分布には潮汐による日周性はほとんど影響

していないものと推察される。

生殖周期 本研究では，生殖巣と中腸腺を分離せずに

生殖巣指数の算出に供したが，生殖巣と中腸腺を分離で

きた 2016 年 69 月の中腸腺指数に有意差は認められな

かったことから，4 か月分の断片的な比較ではあるが，

中腸腺重量は生殖巣指数の変動にさほど影響しないもの

と考えられる。そこで，中腸腺を含む生殖巣指数の推移

をみると，雌雄とも指数は 4 月から上昇し，7 月にピー

クに達した後，9 月にかけて下降し，その後はほぼ一定

の値で推移する傾向を示した。また，生殖巣指数の変化

は，回復期から成長期，成熟期を経て放出期に至る生殖

巣の発達過程ともほぼ一致していた。すなわち，生殖巣

指数が上昇からピ－クに至る期間に成熟期の割合が増加

するとともに，指数が下降する期間に放出期の割合が増

えることが明らかとなった。したがって，寿都町沿岸に

おけるクボガイの産卵期は，79 月の年 1 回と推察され

る。

本研究で得られたクボガイの産卵期を近縁種と比較す

ると，千葉県天津小湊町沿岸に生息するバテイラでは，

年変化はあるものの 511 月に産卵することが報告され

ている。13) また，北海道礼文島の岩礁帯に分布するヘソ

アキクボガイとコシダカガンガラの産卵期はともに 8

10 月であることが示されており，14) 寿都町沿岸におけ

るクボガイの産卵期と類似していた。

一方，貝類の成熟に影響する諸要因として，エゾアワ

ビでは餌料条件や水温が挙げられており，餌料が十分に

存在する場合，生殖巣の成熟は積算水温に対応すること

が報告されている。24) また，ヘソアキクボガイとコシダ

カガンガラは，水温 10°C 以下の条件下では生殖巣指数

の上昇は緩慢であるが，水温 10°C 以上の条件下では生

殖巣指数が急激に上昇することが知られている。14) さら

に，イシダタミでは，日照時間と水温の複合要因が生殖

巣の発達に重要な役割を果たしていると考えられてい

る。25) そこで，クボガイの成熟と水温の関係をみると，

本種の半数以上が成長および成熟期に属する 28 月の

水温は，潮間帯では 2.523.5°C，潮下帯では 6.123.8°C

であり，両者とも上昇期にあった。また，放出期の個体

が出現する 79 月の潮間帯における水温は，19.623.5

°C であり，水温のピークを挟む範囲にあった。このこ

とから，クボガイの成熟に関与する要因の 1 つに水温

が挙げられ，本種では水温上昇期に生殖巣の成長と成熟

が進行するとともに，放卵放精は水温のピークの前後

に起こるものと推察される。

食性と海藻群落形成への影響 本研究の結果，クボガ

イの消化管内容物は，調査期間を通して底生珪藻類の割

合が も高く，50 以上を占めていたが，潮間帯から

潮下帯への移動が確認された後の 11 月から 3 月にかけ

ては配偶体，幼胚体および幼胞子体を含む大型藻類の割

合が高い値で推移するとともに，この期間は消化管内容

物指数も増加する傾向が示された。先述のように，本調

査海域の潮下帯にはワカメ，ホソメコンブを主体とする

コンブ類およびフシスジモクの分布が確認されてお

り，20) 121 月にはワカメ，ケウルシグサおよびモロイ

トグサが入植することが観察されている。3) また，ホソ

メコンブについては，本調査海域から北東方向に海岸線

距離で約 150 km 離れた小樽市忍路において生活環を調

べた結果21)によると，胞子体が 7 月に子嚢斑を形成し，

9 月から 11 月にかけて遊走子を放出した後，12 月に成

熟した雌雄配偶体が受精して幼胚体となり，これが 1

月に幼胞子体として出現し，4 月に急生長する。寿都町

におけるホソメコンブの生活環も小樽市沿岸と同様であ

ると考えると，クボガイの消化管内容物に占める大型藻

類の摂餌割合が 11 月から 3 月にかけて増加したのは，

この時期に入植するワカメ，ケウルシグサおよびモロイ

トグサの幼胚体や幼胞子体に加えて，ホソメコンブの配

偶体，幼胚体および幼胞子体を本種が活発に摂餌した結

果なのかもしれない。また，同時期に消化管内容物指数

が増加したのは，底生珪藻類より大型となる配偶体，幼

胚体および幼胞子体を摂餌したことを傍証しているもの

と推察される。

一方，クボガイの潮下帯から潮間帯への移動が認めら

れた春季から夏季にかけては，消化管内容物中に占める

大型藻類の割合が減少するとともに，消化管内容物指数

も減少傾向を示した。なお，周年を通して本種の消化管

内容物の多数を占めていた底生珪藻類は，一般には大型

藻類の育ちにくい潮間帯や転石帯に多いことが知られて

いる。26) また，クボガイの潮間帯への移動がみられ始め

た 4 月は，ワカメ，ケウルシグサおよびホソメコンブ

が急生長する時期に相当する。3,21) さらに，本調査海域

の潮間帯に点在するタイドプールの側面には，現存量は

少ないものの，ホンダワラ科の褐藻や小型の紅藻が繁茂

している。このことから，クボガイは，急生長によって



6363クボガイの分布，生殖周期および食性

摂餌が困難となった潮下帯の大型藻類の代替として分布

量が豊富な底生珪藻類やタイドプール側面の小型藻類を

摂餌するために潮下帯から潮間帯に移動した可能性が挙

げられ，こうした生活パターンを有することにより個体

群の維持が図られているものと推察される。

なお，本研究では，殻高 2732 mm のクボガイを食

性解析の対象とした。Ishida et al.11)は，宮城県牡鹿半

島の潮下帯においてクボガイの消化管内容物を調べた結

果，転石帯に生息する殻径 1520 mm の小型個体では

約 80 がホンダワラ類，ツノマタ類およびテングサ類

の破片で占められるのに対して，岩礁帯に生息する殻径

2029 mm の大型個体ではホンダワラ類の破片が優占す

ることを報告している。このため，今後は殻高 27 mm

以下の小型クボガイについても食性を調べる必要があ

る。また，本研究では，クボガイの摂餌速度や消化速度

に季節変化はないことを前提に調査を行った。腹足類の

摂餌速度や消化速度に及ぼす季節の影響は不明である

が，多くの二枚貝では摂餌速度が水温に依存することが

知られている。2729) また，ウニ類では摂餌行動が流速に

より変化することも実験的に示されており，30) クボガイ

の摂餌や消化に及ぼす水温や流速の影響を解明すること

も今後の課題と考える。

以上のことから，寿都沿岸におけるクボガイは，放

卵放精後の生殖巣を回復させるため，底生珪藻類より

も重量のある大型藻類の配偶体，幼胚体および幼胞子体

を求めて潮間帯から潮下帯へ移動するとともに，これら

が生長に伴って摂餌不可能になると，底生珪藻類が豊富

な潮間帯へ移動する生活パターンを持つことが示唆され

る。なお，房総半島小湊に生息するクボガイでは，底生

珪藻類よりも大型藻類を好んで摂餌することが報告され

ている。12) さらに，クボガイは，515°C の範囲では水

温によらずホソメコンブ幼胞子体に対する活発な摂餌行

動を示すことが室内実験において認められている。9) 本

研究においても，水温の季節変化がみられる中でクボガ

イの消化内容物には常に大型藻類が確認された。した

がって，寿都町沿岸においてクボガイは，大型海藻群落

の形成に少なからず影響を及ぼしている可能性が予測さ

れる。

今後は，消化管内容物にみられた大型藻類の種同定を

するとともに，餌の種類に対する選択性の有無を明らか

にすることや，各成長段階における餌の種類および割合

の変化といった詳細な検討により，海藻種ごとに群落形

成に及ぼすクボガイの影響を明らかにする必要がある。
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