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宮地賞受賞総説

自然史と進化生態学をつなぐ海産腹足類の研究（1)

一貝殻種内変異と形態分類－

入江貴博＊

東京大学大気海洋研究所

Studies of marine gastropods connecting natural history and evolutionary ecology 

1. Intraspecific variation of shell characters and morphological taxonomy 

Takahiro Irie* 

Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 

要旨・表現型の種内変異に対する研究者の興味は、生態学はもとより分類学・遺伝学・進化生物学といったマクロ生物

学の発展と常に共にあった。本稿では、特に海産腹足類を対象とした研究に焦点を絞り、 1930年代から現在に至るまで

の各時代の研究者が員殻形態の種内変異をどのように捉え、対象種が示すパターンの理解に織り込んできたかを概説す

る。生物学的種概念や新体系学の提唱、集団遺伝学と総合進化説の確立といった、現代生物学像へと直結する重要な概

念が次々に登場した時代にあっても、軟体動物学の種分類は主に貝殻形質の観察に基づいて進められていた。本稿の前

半では、貝殻形態に著しい種内変異を示す Monetariσ属のタカラガイについて、個体発生を中心とした生態的特徴を踏

まえた上で、激動の 1930年代ドイツにおいて進められた種分類と種内分類の内容とその思想的背景を簡単に紹介する。

その上で、 ErnstMayrによって提唱された生物学的種概念に準拠する分類がなされるためには、その根拠形質の示す特

徴が表現型可塑性の産物でないことが必要であり、それを確認するためには飼育実験の実施が必要であることを強調す

る。後半では、タマキピ （Littorinα属）とチヂミボラ （Nucella属）の員殻形態に見られる種内変異と捕食者（カニ）に

対する誘導防御の関係を明らかにするべく、北米や北欧の研究者によって精力的に進められた一連の研究を振り返る。

これらの系は、海産腹足類を対象とした飼育実験が生物現象の理解に大きく貢献した好例であり、生態学の見地からも

情報の整理と再評価が必要な内容だ。最後に、野外で観測された表現型分散が問題となった場合に、それに対する寄与

として遺伝（G）と環境（E）の影響を定量的に切り分けることは、分類学において生じる上述のような問題だけでなく、

自然選択に対する進化的応答を考える上でも重要であることを強調したい。

キーワード・種内分類、環境型、環境表現型、表現型可塑性、誘導防御

Abstract: Withirトspeciesphenotypic variation has long attracted the attention of ecologists, taxonomists, geneticists, and 

evolutionary biologists. This article focuses on marine gastropods and revi巴wshow scientists have addressed the problem of 

intraspecific variation in shell morphology since the 1930s. The molluscan classification at the species level relied mainly on 

conchological traits, even a丘町importantbiological ideas were advocated such as the biological species concept, New Systematics, 

population genetics, and modem evolutionary synthesis. The first half of this article briefly explains the ontogeny and ecology 

of Monetaria species to examine the conceptual background of their inter-and in回 specificclassification developed in Germany 

in the 1930s. This is to emphasize how phenotypically plastic traits are not desirable as taxonomic traits under the biological 

species concept. The last half summarizes studies primarily by North American and Scandinavian scientists of the relationship 

between mo中hologicalvariation and inducible defense against predators, i.e., crabs. Their systems with Littorina and Nucella 
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are an excellent example of how rearing experiments using marine gastropods successfully contributed to progress in ecology. A 

lesson from history is that to draw robust, appropriate conclusions from the observed phenotypic variation in both taxonomy and 

evolutionary ecology, it is critical to quanti今thegenetic and environmental components separately. 

Keywords: intraspecific taxonomy, ecotype, ecophenotype, phenotypic plasticity, inducible defense 

はじめに

様々な生物現象の中でも、とりわけ表現型や遺伝子型

の種内変異は、今日の人類の繁栄に至る歴史において、

重要な役割を果たしてきた。先史時代に始まる有用生物

の家畜化（domestication）の成功は、表現型変異に着目す

るという、人類が先天的に有する本能的行動の産物であ

ったかもしれない。旧約聖書の創世記には、羊や山羊の

体色を頼りに適応度の高い個体を選り分けて、氏族の繁

栄を謀るという挿話がある。また、紀元前ローマの詩人

Publius Vergilius Maroによる「農耕詩」には、長年にわた

って選別が繰り返されてきた穀物でも、ひとたび種の選

別を怠ればすぐに劣化してしまうことが歌われている。

個体変異に基づく技術革新の歴史は、その後も西欧にお

ける古典的な育種学や遺伝学の確立を経て、現代の生物

学へと受け継がれている。近代以降の展開に目を向ける

ならば、五感を頼りに種の記載を進めていた形態分類学

者は、種内変異を種内変異ではなく未記載種の発見と捉

え、後にシノニムとして統合されるという歴史が繰り返

された。時代は下り、 20世紀後半に現れた数量分類学は、

まさに表現型の種内変異を前提として確立された分野で

ある。その一方で、遺伝情報の種内変異は、進化生物学

の研究対象として大いなる意味を持つこととなる。中立

遺伝子の多型は集団遺伝学の中心的な研究課題となった

のに対して、適応度に影響のありそうな形質に関しては、

対応する表現型の種内変異と併せて進化生態学者の興味

を惹きつけている。さらに、量的遺伝学の理論では、遺

伝分散を伴う表現型の種内変異が、自然選択を介した

表現型の進化にとって唯一無二の原動力であるとされ

ている。

ところで、種内変異の近接要因や究極要因の特定を目

指した既往研究の大半は、生態学における多くの課題が

そうであるように、陸上植物や陸生昆虫など陸域に棲む

生物を対象にしたものだ。進化の機構を明らかにするに

至った科学の歴史を振り返ってみると、 19世紀に遺伝の

法則を発見した際に GregorMendelが取り組んで、いたの

は、エンドウである。表現型変異に対する遺伝と環境の

影響を切り分ける実験手法の開発もまた、 1900年代に陸
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上植物を対象として進められた（その経緯は下で詳しく

紹介する）。ショウジョウパエは 100年以上の長きにわた

り、遺伝学やその周辺分野の発展に大きく貢献した。そ

のような背景もあって、進化の機構について書かれた現

代の教科書で紹介される研究例の多くは陸上生物であり、

稀に陸水生物（シクリッドなど）がある程度である。自

身がこれまで海産腹足類を中心に研究を進めてきたこと

もあって、筆者は海洋生物を対象とした研究で生態学の

発展に貢献することに興味がある。特に、①陸上生物の

研究で明らかになった知見が海洋生物にもあてはまるか

どうか、②海洋生物に固有の形質の種内変異についてはど

うか、という観点を常に意識しながら研究を進めてきた。

この総説は連載というスタイルをとり、三編からなる

構成で執筆する。第一部にあたる本稿では、まず

Monetariα属のタカラガイについて、個体発生を中心とし

た生態情報を紹介する。次に、主に種内分類の整備を動

機として進められた本属の貝殻種内変異に関する研究に

ついて、 1930年頃から 1990年代に至るまでの経緯をか

いつまんで述べる。本稿の後半では、比較的高緯度の潮

間帯に生息する腹足類が示す員殻形態の種内変異の研究

について、 1980年代から現在までの歴史を振り返る。そ

の内容の大半は、タマキビ（genusLittorinα）とチヂミボ

ラ（genusNucella）を対象に進められた、捕食者（カニ）

による貝殻形態の誘導防御に関する研究である。

研究対象の分類群

タカラガイ類とは、分類学的には軟体動物門腹足綱タ

カラガイ科のことであり、現時点で245種が知られてい

る（Moretzsohn2014）。分布域は熱帯から温帯にかけてで、

深海に生息する分類群も存在する。本稿で紹介するのは、

筆者がこれまで研究対象としてきた潮間帯に棲む

Monetariα属である。 Meyer(2003）による分子系統解析

によると、この属はハナピラダカラ （M.annulus）、キイ

ロダカラ （M moneta）、ハナマjレユキ （M caputserpentis）、

リュウズダカラ （M caputdraconis）の4種から構成され

ている（図 1）。これらのうちリュウズダカラはイースタ

ー島周辺に固有の種であり、残りの 3種は日本にも分布
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図 l Mone/aria属各種の殻（背面）。（a）沖縄、（b）西サモア産のハナピラダカラ。（c）ツアモツ諸島産のピャク レンダカラ。

(d, f）ツアモツ、（e）ニュープリテン島産のキイロダカラ。（g）セイシェル諸島、（h）荒崎、（i）沖縄、ωダンピア（西

オース トラリア）、 （k）ロード・ハウ島、 （l）ノTゴ・パゴ（アメリカ領サモア）、（m）オアフ島産のハナマルユキ。（n,o) 

イースター島産のリュウズダカラ。個体群内での貝殻変異も著しいため、 これらの標本はその産地で見られる個体の

形態学的特徴を必ずしも代表するわけではない。

Figure I. Dorsal views of Mone/aria species. M annulus合om(a) Okinawa, Japan and (b) Western Samoa. (c) M annulus obvelata 

from Tuamotu, French Polynesia. M mane/a from ( d，ηTuamotu, French Polyn巴siaand (e) New Britain Island, Papua New 

Guinea. M capu臼e1pentisfrom (g) Seychelles, (h) Arasaki, Japan, (i) Okinawa, Japan, U) Dampier, Western Australia, (k) Lord 

Howe Island, Australia, (I) Pago Pago, American Samoa, and (m) Oahu, Hawaii. (n, o) M. caputdraconis from Easter Island. These 

specimens do not necessarily represent the morphological characteristics of their localities, because variation within populations is 

also considerable. 

図2 ハナピラダカラの個体発生。（a）母貝によって二枚員死殻の窪みに生み付けられた卵堤。（b）鮮化直後のベリジャ

一幼生。（c）僻化後約 lヶ月後のベリジャー幼生。（d）着底後の貝殻成長。

Figure 2. Ontogeny of Mone/aria annulus. （叫ん1egg mass laid by a female. (b) A企eshlyhatched veliger. (c) A veliger ca. I month 

a白erhatching. (d) Shell ontogeny after the settlement. 

している。フランス領ポリネシア周辺に分布するピャク にベリジャー幼生と呼ばれる形態でプランク トン生活を

レンダカラも また、かつては Monetaria属の構成種であ 送る時期を経験する（図 2bc）。幼生期の長さを厳密に

ったが（M.obvelata）、現在はハナピラダカ ラの亜種とさ 特定した研究はこれまで一例も ないが、解化時の貝殻サ

れている（M annulus obvelata）。 イズ（殻l『ji¥.約 JOOμm）と幼生期の終了時点での貝殻サ

タカラガイ科には幼生期を持たない直達発生の種もい イズ（殻幅約 lmm）から、軟体動物の他の種の情報に

るが、Monetaria属を含む浅海の種は、卵から鮮化 した後 基づいて推察すると、どんなに短くとも 1ヶ月はかかる

3 
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図3.ハナピラ ダカラの生体。貝殻が外套膜で、覆われている様

子。（a）前方から撮影した幼貝。（b）背面から撮影した幼貝。

(c）前方から撮影した成貝。（d）背面から撮影した成貝。

Figure 3. Living Mone/aria annulus. Shells are cover巳dby mantles. 

(a) Anterior and (b) dorsal views of juvenile individuals. (c) 

Anterior and (d) dorsal views of adult individuals. 

と考えられる。ベリジャー幼生が変態を経て海底に着底

すると、底棲生活が始まる。

いわゆる巻貝の殻として一般にイメ ージされるサザエ

やタニシ といった貝類の殻は、空間的な自己相似形を維

持するような螺旋状の員殻成長によって作られる（本稿

の後半で紹介するタマキピやチヂミボラの作る殻も同

様）。これに対して、タカラガイの成員が有する殻は自己

相似形とは完全にかけ離れているが、これは底棲生活が

開始した後の貝殻成長が次に示す 3段階から構成される

ためである（図2d）。まず、幼貝期 Guvenilestage）には

薄い殻が螺旋状に形成され、主に軟体部が拡大される。

軟体部の増大が停止するとカルス形成期（callus-building

stage）が始まり、幼殻の主に外側にカルスとよばれる厚

い殻が形成される。幼貝期に見られる螺旋方向の殻の伸

長や、カルス形成期に見られる殻の厚化は、過去に作ら

れた殻の表面に炭酸カルシウムが結晶化することで進行

する。その際には、石灰化の起こる箇所が軟体部の一部（外

套膜） によ って覆われる必要があるとされる（図 3）。最

後に、カルス形成期が終了すると成貝期に入り、繁殖を

行う（reproductivestage）。

幼員期が終了すると、それ以後は殻の内側の空間が大

4 

きくなる ことはなく、また軟体部の成長も起こらなくな

る。これは完全変態の昆虫において、羽化後は体サイズ

が増大しないことと同様の現象で、そのような成長パタ

ーンは決定成長（determinategrowth）と呼ばれている。

海洋生物には、成熟後も休サイズの増大が続く非決定成

長（indeterminategrowth）の分類群が多いため、タカラガ

イは海洋生物の中では少数派である と言える（他にも後

述するス イショウガイ科の腹足類は、 明らかな決定成長

者である）。また最近の飼育実験で、カルス形成期が終わ

っていったん成貝期に入ると、殻の厚化は二度と起こら

ないことが確認された （Irieand Morimoto 2016）。

タカラガイの個体発生、種内分類、貝殻種内変異につ

いては本稿で詳しく取り扱うが、それ以外の情報 （食性－

行動 ・繁殖 －解剖学的特徴 －種より上位の分類）を概説

した記事は、 数年に一度の頻度で出版されている。まず、

C. M. Burgessによって 1985年に出版されたタカラガイの

モノグラフには、ハワイの員類学者 E Alison Kayによっ

て執筆された本分類群の生物学に関する概論が、 20ペー

ジにわたって掲載されている（Kay1985）。 ドイツの Felix

Lorenz Jr.とAlexHubertによって 1993年に出版され、

2000年に改訂されたモノグラフには、軟体部の解剖学的

特徴の概説が記されている（Lorenzand Hubert 1993, 

2000）。豪州の多数の研究者によって執筆され、1998年

に出版 された軟体動物学の大型専門書 TheSouthern 

Synthesisには、 BarryWilsonによるタカ ラガイ科に関す

る概説がある （Wilson1998）。 また Wilsonは、 Peter

Clarksonとの共著でオース トラリアの潮下帯に生息する

Zoila属とUmbilia属のタカラガイに関するモノグラフを

出版しており 、ここでも生物としてのタカラガイに関す

る情報が豊富に記載されている（Wilsonand Clarkson 

2004）。いわゆる生態的特徴を代表する食性について簡単

に紹介する と、 タカラガイは種によって肉食 ・藻食 ・雑

食に分かれ、肉食の中でも別の員類を捕食する種もいれ

ば、藻類を削って食べるのと同様の方式でカイメンやコ

ケムシを捕食する種もいる。本稿で取り上げる Monetana

属の各種は、主に藻類を好んで食べているとする研究が

多い（Kay1960 ; Renaud 1976 , Osorio et al. 1993）。

種内分類の歴史

タカラガイの種内分類に初めて本格的に取り組んだの

は、 ドイツの貝類学者 FranzAlfred SchilderとMaria

Schilderである。Schilder夫妻は大航海時代に蒐集され、

西欧の博物館に所蔵されていた世界各地の標本を比較し
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た上で、タカラガイ科の種間と種内の分類を整理した。

貝殻形質と産地の地理的情報に基づいた、いわゆる形態

分類の作業である。科全体の分類体系を示した論文には、

Schilder ( 1927）、 Schilderand Schilder ( 1938”39）、 Schilder

and Schilder (1971）の 3編がある。個々の種に関して

Schilder夫妻によって発表された論文は合計で400本以上

に上るため、ここでは（現在の分類体系における）

Monetaria属に絞って、分類学的再編の歴史を紹介するこ

とにする。

実は、タカラガイの分類に関する記載を含む文献は、

Carolus Linnaeusが「自然の体系」の執筆を開始する以前

からかなりの数にのぼっていた。愛好家や蒐集家が多い

こともあって、 1758年以後もタカラガイ科の新種記載は

増え続けた。また、長期の浮遊幼生期を持つ種は、一般

に分布が非常に広く、その分布域の中で、貝殻の形態形

質（サイズ・形・色・模様）に様々な種内地理的変異を

示す。それゆえ Schilder夫妻の作業は、過去に記載され

た「新種」と模式標本を照合してシノニムリストをまとめ、

その際に無効な種とともに消えていく運命にある種小名

を種内分類群（つまり亜種）の学名として残すという大

変なものだった。その作業に際してよりどころとされた

のが、上述の種内地理的変異である。

Monetaria属に話題を戻そっ。図 4aは、 Schilderand 

Schilder ( 1938-39）が提唱したハナマルユキ （Monetaria

caputserpentis）の各亜種の分布域を示した地図である。

Schilder and Schilder (1938-39）はそれまでに記載されて

いた無数の分類群を caputserpentisのシノニムとした上で、

種内に 7分類群を残した。この種内分類の根拠は貝殻の

形態と色彩であり、同論文には各種内分類群の特徴が文

章で詳しく述べられている。日本周辺に分布するのは、

本州太平洋岸の mikado、南西諸島の reticulum、小笠原諸

島の αrgentataという 3種内分類群である。なお、 Schilder

夫妻の分類体系においては、ハナマルユキとリュウズダ

カラ （caputdraconis）はMonetariα属ではなく Erosariα属

Ravitrona亜属に分類されていて、 Meyer(2003）の分子

系統解析によって Monetaria属であることが判明した。

その後、 Schilderand Schilder ( 1938-39）の提唱した種

内分類は、貝殻形態に関するデータをより近代的な統計

的手法で解析した Griffiths(1958）によって否定される

こととなる。 Griffiths( 1958）は、ハワイに産する

caputophidiiのみが、それ以外の海域に分布する

caputserpentisとは異なる（有効な）種内分類群であると

結論づけたのだ（図 4c）。そこに対して Schilder夫妻は、

5 

caputserpentis, caputophidii, kenyonae, caputanguisの4手重内

分類群は依然として有効であるという種内分類を 1971年

に提唱して、この世を去ることとなる（図 4b; Schilder 

and Schilder 1971）。時代は下り、米国の海洋生物学者

Brian N. Tissotは 1984年に、インド一太平洋の各地から

採集されたハナマルユキの貝殻標本を多変量解析の手法

を用いて統計的に分析した。その結果として、Tissot( 1984) 

は種内分類に関して Griffiths( 1958）と同一の結論に達

している（図4c, Tissot 1984）。この種内分類は、 mtDNA

解析に基づく Meyer(2003）による分子分類にも支持され、

現在に至る。

種内分類階級の歴史

1958年にロンドンで開催された第 15回国際動物学会

議において採択された国際動物命名規約が 1961年に出版

され、その中で亜種（subspecies）以外の種内分類階級は

すべて無効であることが明記された。亜種以外の種内分

類階級とは、品種（race）、変種（variety）、モルフ（moゅh）、

型（form）などである。無効になったと言っても、それ

までに提唱された既存の種内分類群が帳消しになったわ

けでなく、亜種以外の種内分類階級として提唱されてい

たものの一部は、亜種として読み換えられることとなっ

た。実は、 Schilderand Schilder (1938-39）によって提起

された上述の種内分類群は、すべて地理的品種（geographic

race）である（論文中に明記されている）。そこでまず問

題になるのが、今となっては死語のようになっている「地

理的品種」という概念の定義である。

Ernst Mayrが 1942年に出版した「体系学と種の起源Jは、
生物学者であれば誰でも知っている「生物学的種概念」

の提唱がなされた有名な著書である。この本の中で、

Ernst Mayrは、地理的品種を唯一の種内カテゴリーであ

り、亜種と同義であるとみなすと述べている（p.193）。

また、亜種の定義としては、「亜種すなわち地理的品種は、

種を構成する小集団のうちで、地理的に局在化し、他の

小集団からは遺伝的かつ分類学的に区別されるもの」と

明記している（p.106）。ドイツの進化生物学者Bernhard

Renschによる定義も併記されており、「地理的品種とは、

互いに交配し、完全に妊性（稔性）を有する個体の集合

体で、形態的に同ーもしくは個体の生態学的、季節的変

異の範囲の限りで変化を示すものである。この個体の集

団を特徴づける形質は、遺伝的に固定していて、同種の

異なる地理的品種は同所的に生じない」（Rensch1934）と

ある。
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図4 ハナマルユキとリュウズダカラの分類における歴史的変遷。（a)Schilder and Schilder ( 1938-39）は、

ハナマルユキが分布域を異にする 7亜種からなり 、リ ュウズダカラはハナマルユキと は別種であると

いう分類を提唱した。（b)Schilder and Schilder (1971）は、 ハナマルユキの種内分類群を 4亜種とす

る分類の改訂を行った。（c）現在広く受け入れられている分類では、ハナマルユキはハワイの固有亜

種とそれ以外の海域に分布する亜種からなり、 リュ ウズダカ ラはハナマルユキとは別種であるとされ

ている。

Figure 4. Historical transition of the taxonomy of凡1onetariacaputserpentis and caputdraconis. (a) Distributions 

of caputserpentis consisting of seven subspecies and caputd，ηconis, proposed by Schilder and Schilder (1938-

39). (b) Distributions of caputse,pentis consisting of four subspecies and caputdraconis, proposed by Schilder 

and Schilder (1971). (c) Currently accepted taxonomy of caputserpentis subdivided into two subspecies and 

caputdraconis 
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自然史と進化生態学をつなぐ海産腹足類の研究（1)

種内分類階級とは異なるが、 Mayr(1942）には環境型

(ecotype）と環境表現型（ecophenotype）という語も登場

する。これらの語は、字面は似ているが、意味が完全に

異なる。まず環境型は、生態学的品種（ecologicalrace) 

や生態学的亜種（ecologicalsubspecies）と同義であり、生

息地環境に対応した表現型種内変異で、遺伝的基礎を有

する。この定義は、現在でも変わっていない（Martinand 

Hine 2016）。これに対して、後者の環境表現型は、遺伝

的には同一だが生息環境に応じて表現型が異なる現象と

あり（p.27）、その説明の中では、現在広く用いられてい

る表現型可塑性（phenotypicalplasticity）という語も使用

されている（p.28）。

分類根拠形質と表現型可塑性の認識

ハナマルユキに関して、 Schilder夫妻が提唱した種内分

類は、どのような根拠形質に基づいてなされたのであろ

うか。 Schilderand Schilder (1938-39）にある文章を丹念

に読み解くと、カルスの厚さを含めた員殻形態や模様な

どの貝殻の色彩に見られる地理的変異が、分類の根拠と

されたことがわかる。殻の厚さに関しては、 1938年に提

唱された地理的品種（図4a）のうち、本州の mikadoと豪

州の kenyonaeとcaputanguisは薄い殻によって特徴づけら

れている（図 lのh,j,kにそれぞれ相当）。それに対して、

インド洋と太平洋の低緯度に分布するとされる 3品種

(capuserpentis, reticulum，。rgentata）は、カルスがよく発

達して殻が厚いとされる（図 lのg,i, 1にそれぞれ相当）。

既に述べたが、タカラガイの個体発生にはカルス形成期

という時期があり、この時期に殻が厚くなる（図 2）。こ

の事実から、比較的高緯度に分布するとされた 3品種で

は、カルスが十分に発達する前に員殻の成長が止まるこ

とが想像できる。

ここで確認しておかなければならないことは、種内分

類の根拠とされた特徴が可塑的形質であるという可能性

に対して、 Schilder夫妻がどのくらい留意していたのか、

という点である。なぜならば、 Mayr(1942）からの引用

で示したとおり、地理的品種（＝亜種）の根拠形質は、

遺伝的な基礎を持っている必要があるためである。夫妻

の論文では、個体発生に従って殻が厚くなるという事実

は認識されていて、種内分類に際しては未成熟の個体を

排除したことが強調されている。しかしながら、貝殻変

異が遺伝的基礎に基づくのかどうか（つまり経験された

環境条件の違いを反映した表現型可塑性の産物ではない

のか）について考慮する視点は著しく乏しい。ただし夫
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妻は論文中で、種内分類に際しては Mayr(1942）の方法

に従うとした上で、その根拠とされる貝殻変異は環境型

(ecotype）であると明記している（Schilderand Schilder 

1936）。このことから、夫妻はタカラガイの貝殻変異が、

遺伝的な基礎に裏付けられたものであると信じていたこ

とが窺える。

実は、 ErnstMayrは「体系学と種の起源」の中で、

Schilderによるタカラガイの種内分類の研究を図まで付け

て紹介している。地理的変異に基づく地理的品種に関す

る海洋生物での例として挙げているのだ。同じ著書の中

でMayrは、上述した環境表現型の具体例として、サンゴ

の骨格、カキの殻形、淡水産イガイの殻形を挙げ、可塑

性の原因として水温などの重要性を指摘している（p.27）。

また、海産の動物では表現型が環境条件に応じて著しく

変化するので、地理的変異の研究が難しい、とも書いて

いる（p.143）。従って Mayrは、海洋無脊椎動物の炭酸塩

骨格が高い可塑性を示すことを知りながらも、タカラガイ

の地理的変異を地理的品種の一例として紹介したようだ。

種内分類改訂の根拠

後年の研究者は、どのような根拠に基づいて、 Schilder

and Schilder (1938-39）の種内分類を改訂したのであろう

か。まず、英国陸軍を退役した後に豪州へ移住してタカ

ラガイの研究に献身した R.J. Griffithsは、ハナマルユキ

の全分布域を網羅する 57産地から得られた合計296個体

の貝殻標本の計測を行い、その結果を統計的に解析した。

その結果、 Schilderand Schilder (1938-39）が提唱した地

理的品種聞の多くで、殻形に統計的に有意な差が見られ

ないことを示した（Griffiths1958）。 Tissot( 1984）の研究

もまた、全分布域から得られた標本（63産地 717個体）

の貝殻形質を定量化して、より高度な統計的手法で解析

するというものであった。彼らの結論は、ともにインド

一太平洋に広く分布する capuおerpentisとハワイに固有の

caputophidiiのみが、有効な亜種であるというものだ、った

（図4c）。 Tissot( 1984）は、地理的品種の分布域をまたい

で貝殻形質がクライン（地理的に連続的な変異）を示す

ことを明らかにした。さらに、水温との相闘が高いこと

を示した上で、この地理的変異が表現型可塑性の産物で

あるという可能性を指摘したのだ。

ところで、筆者が初めて出版した論文は、房総から石

垣島までの 10産地から得られたハナマJレユキの貝殻を計

測して、サイズと形態の地理的変異を詳しく調べるとい

うものだった（Irie1997）。この研究で調べた海域は、
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Schilder叩 dSchilder ( 193 8-3 9）の種内分類では mikadoと

reticulumの分布域に相当する（図 4a）。貝殻サイズと殻

の厚さのヒストグラムを産地ごとに描いて緯度順に並べ

ると、どちらも北から南にかけて分布が極めて連続的に

変化した。 Irie(1997）は、根拠形質の値が亜種聞の分布

境界とは無関係にクライナルに変化しているので、種内

分類の妥当性が疑われると主張した。

統計的な手法は時代とともにより高度なものへと変化

したが、上で紹介した研究は、いずれも貝殻標本を用い

た形態分類の域を脱しておらず、種内分類の根拠とされ

た貝殻種内変異が遺伝的基礎を伴うものかどうかについ

ては調べていない。実のところ、表現型の種内変異が遺

伝的な差違に起因するかどうかを科学的に確かめるため

には、飼育実験をする必要がある。異なる表現型を示す

野外個体群問での交換移植実験（reciprocaltransplant 

experiment）を実施するか、それが不可能ならば、異なる

表現型を示す個体の子孫を同ーの環境条件で育てる CG

実験（common-gardenexperiment）を行うことが必要だ。

同一環境で育ったにも関わらず、表現型の差違が再現さ

れた場合には、その表現型変異は遺伝的な基礎を持つ可

能性が高い、という原理を利用するのだ。

交換移植実験は、生態学を進める上で必要な客観的な

分類の方法を確立するという目的の下で、 1900年代に米

国の植物生態学者FredericE. Clementsが植物分類学者

Harvey M. Hallとともに開発した手法である（Hagen

1984）。この試みは、実験分類学と呼ばれる学術分野を築

くに至るが、植物以外の分類学者がこの方法を採用しな

かったのは、既に挙げたように、海洋生物の分類史の一

端を垣間見ても明らかだ。また、 CG実験の開発も同時代

になされ、こちらはスウェーデンの植物学者 Gate

Turessonによる功績である（上述の ecotypeという語の提

唱者でもある）。交換移植実験や CG実験は、表現型変異

の遺伝的基礎を明らかにする上で非常に強力な手法であ

る反面、研究対象の分類群によっては実行不可能であっ

たり、実施に大変な労力を要することが稀ではない。実際、

米国の生態学者JohnE. Fauthは、実行可能性の見地から、

交換移植実験に比べて CG実験はより広い分類群に適用

可能で、あることを指摘している（Fauth1998）。本稿では、

筆者自身がタカラガイを対象に行った CG実験の例に加

えて、実際に行ったからこそ知り得た様々な課題につい

て後述する。
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ホッキョクタマキピの員殻種内変異

タカラガイのことばかり書いてきたが、このあたりで

他の分類群を対象に進められてきた類似の研究について

も紹介してみる。陸上や陸水に棲む腹足類の研究例はた

いへん膨大であり、その研究史を綴った和文文献が既に

刊行されているので（千葉 2017）、ここでは海産腹足類

に対象を絞って、員殻の種内変異に関係した研究をいく

つか紹介する。尚、下に述べる内容に関しては、大垣俊

ーによる総説（大垣 2004）の内容と相補的な箇所が多い

ので、併せて参照されたい。

現在までの科学史を通して、理学的見地からもっとも

詳しく研究されてきた海産腹足類は、タマキピの仲間

(genus Littorina）である。世界中の海の潮間帯で普通に見

られ、大規模な個体群を作るので、研究者の数が多い。

タカラガイがそうであったように、タマキピを対象とし

た表現型種内変異の研究は、前世紀までは主に分類学者

によって進められてきた。タマキピ属の分類に関しては、

ロンドン自然史博物館の DavidG. Reidが 1996年に有名

なモノグラフを出版している（Reid1996）。

タマキビ属の中でも、貝殻形態の種内変異が種レベル

の分類を著しく混乱させたひとつの例は、北大西洋沿岸

の潮間帯に棲むホッキョクタマキピ （Littorinasaxatilis) 

であろう（図 5a-l）。スウェーデンの KerstinJohannesson 

と数多くの共同研究者が、 1980年頃から現在に至るまで

精力的に研究を続けてきた種である。最近出版された総

説（Johannesson2016）によると、殻の形や色彩の変異を

反映して 1975年の時点では 28種まで増やされていた種

数が、 Reid( 1996）による再検討により、現在では

Littorina arcana, L. saxatilis, L. compressaの3種に統合され

ているとのことである。このうち αrcanαとsaxatilisの2

種は、 （arcanaという名が示唆するように）貝殻形質では

互いに区別がつかない。実のところ、貝殻形態の種内変

異が分類学的混乱に与えた影響はタカラガイとは比較で

きないほど甚大で、 Reid(1996）では、本種のシノニム

リストがA4の紙面にして 9ページに及ぶ。

問題のホッキョクタマキピであるが、個体群の置かれ

た生息地環境ごとに貝殻の特徴が大きく異なり、便宜的

にカニ（crab）、波（wave）、軟質堆積物（softsediment）、

フジツボ（barnacle）という 4種類の環境型（ecotype）に

分けられている（Johannesson2016）。 Johannessonは特に

カニ環境型と波環境型に焦点を絞り、多型の形成機構に

関してありとあらゆる方向から研究を進めている。この

2型を比較すると、カニ環境型は殻サイズが大型で、、厚
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図5 (a-f）トレプールダン （フランス）、（g-1）パランゲルフ ィヨルド （ノルウェー）産のホッキョクタマキピ。（m）ブ

ルターニュ （フランス）、（n）サン ・ジャキュ・ドラメール （フランス）、（o-q）ナハン ト（アメ リカ）産のコガネタ

マキピ。（r）ソルストランド （ノルウェー）産のヨーロ ッパタマキピ。

Figur巴5.Littorina sa.λatilis from (a－ηTrebeurden, Brittany, France and (g-1) Varangerfjord, Norway. Liltorina obtusa似合om(m) 

Bretagn巴，France,(n) St. Jacut de la Mer, Brittany, France, and (o-q) Nahant, Boston, USA. Liltorina littorea from (r) Solstrand, 

Norway. 

い殻、狭い殻口、尖った螺塔に特徴づけられるのに対して、

波環境型はかなり小型で、殻は薄く 、広い殻口と張り出し

の弱い螺塔を持つ。興味深いことに、これらの差異はい

くぶんかは可塑性に起因するものの、基本的には遺伝子

型の差異に起因するものであり、かっそれぞれの生息環

境で最大の適応度を示すという明らかに適応的な変異な

のだ。個体群間で見られる著しい遺伝的分化は、ホッキ

ヨクタマキビが直達発生の種であるという ことと関係が

深いと考えられるが、両型は互いに交配可能で、、子世代

は中間的な貝殻形態を持っそうである。また、サイズ依

存的な配偶者選択も観察されてお り、Johannessonを含め

た本種の研究者は、上述の環境型の起源を明らかにする

ことが、同所的種分化の発生機構を理解することにつな

がるという可能性を視野に研究を進めており 、今後の展

開が楽しみである。

ホッキョク タマキビで見られる生息地の環境と貝殻形

態の関係性は、ロシア沿海州、｜から北米太平洋岸の潮間帯

上部に生息するク ロタマキピ （Littorinasitkana）でも観

察されている。山崎友資は、 北海道南部のせたな町にあ

る防波堤の内外で見られる種内貝殻変異とその適応的意

義の可能性を報告している （Yamazakiand Goshima 2012）。
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チヂミボラ属 2種の員殻種内変異

腹足類の貝殻種内変異について紹介する上で、絶対に

無視できない話題のひとつに、捕食者である甲殻類から

出される水溶性の化学物質に反応して、よ り厚い殻を作

るようになるという表現型可塑性がある。この現象は誘

導防御の一種だが、直接的な死亡に結びつかない捕食者

による影響として一般化され、 生態学者の問で非致死性

捕食者効果 （NPE= nonlethal predator effect）や非消費効

果 （NCE= nonconsumptive effect）の一例として認識され

ているようだ。腹足類における誘導防御の報告は、 1988

年になされたカナダの RobertD. AppletonとA.Richard 

Palmerによる論文が最初で、これはアクキガイ科 （family

Muricidae）の ヒレ チヂミボラ （Nuce/lalamellosa；図

的－d）とイチ ョウガニの仲間 （Cancerproductus）に焦点

を当てた研究である （Appletonand Palmer 1988）。本種は

北米大陸西岸のi朝間帯上部に生息する直達発生の種で、

岩礁上のフジツボやイガイ類を好んで捕食する。員殻の

色彩、厚さ、波状縦肋の程度、歯刻の程度に著しい個体

変異があり、近縁種との間で分類が混乱 した時期もあっ

たが （e.g.,Kincaid 1957）、本種を含むNucella属は 2014

年にその分子系統樹が発表 されている（Markoet al目
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図6 (a-c）ブレマ一トン （アメ リカ）、（d）ステイラコーム（アメ リカ）産のヒレチヂミボラ。（e)

イロ・テeユ・ ヴェル ドレ （フランス）、 （のウエールズ（イギリス）、 （g）ソルストランド （ノ

ルウェー）、（h）プゲット・サウンド （アメリカ）、（i,j）ナハント （アメリカ）産のヨーロッ

パチヂミボラ。

Figure 6. Nuce/la /amellosa from (a-c) Bremerton, Washington, USA and (d) Steilacoom, Washington, USA. 

Nuce/la lap illus from ( e) llot du Verde let, France, （ηWales, England, (g) Solstrand, Norway, (h) Puget 

Sound, Washington, USA, and (i, j) Nahant, Boston, USA. 

2014）。

同じ くNucella属の ヨーロ ッパチヂミボラ （Nucella

lap illus，図 6eサ）は、大西洋北部の潮間帯に生息する直

達発生の種で、 貝殻形態の種内変異に関する研究は、種

内分類の観点から1910年代～ 40年代に繰り返し取り組

まれた（Largen1971）。 さらに 1960～80年代には RogerN.

Hughesなどの英国の潮間帯生態学者によって詳しい研究

が進められていたが、本種は現在、員殻誘導防御の代表

的な研究対象となっている。本種が捕食者のヨーロ ッパ

イチョウガニ （Cancerpagurus）に対して殻厚に誘導防御

を示すことは、ヒレチヂミボラとほぼ同時に報告された

(Palmer 1990）。図 6に示したように、本種も著しい員殻

種内変異があり、波浪の影響が少ない生息地では捕食者

が多いために厚い殻を作る個体が多く、反対に波あたり

の強い海岸では捕食リスクが低いために薄い殻を有する

とされている。本種からは、 1950年に H.Staigerによっ
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て染色体数の変異（Robertsonianvariation）が報告され、

分布の大半は 2n= 26の個体が占めるのに対して、一部の

個体群では最大で 2n= 36の個体が優占するようだ。この

染色体数の地理的変異は、当初、貝殻種内変異の原因で

あることが疑われたが、現在では両者聞の因果関係は否

定されている （Galante-Oliveiraet al. 2012）。

実は、本種で観察される員殻種内変異は、捕食者から

のシグナルを含む、その個体にと っての環境条件に基づ

く表現型可塑性だけでは説明できない。そのひとつの証

拠として、殻形の変異は鮮化前の目玉の段階で既に存在し

ており 、母貝の殻形態と対応関係にある ことが挙げられ

る （Guerra-Varela et al. 2009）。2010年以降、この問題の

解明には大きな進展があり 、大規模な交換移植実験と CG

実験の結果、殻形変異には表現型可塑性 （E）と遺伝（G)

の影響に加えて、母貝が経験した環境（捕食者からシグ

ナル）が子の貝殻形態を変化させる母性効果までもが関
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与していることを示唆する結果が示された（Pascoalet al. 

2012）。誘導防御に関わる母性効果は行動形質にも見られ

ることがわかり、継代的表現型可塑性（transgenerational

phenotypic plasticity）という呼称が与えられている

(Donelan and Trussell 2015）。

ちなみに、本種の貝殻変異に関しては、 1982年に米国

の進化生物学者GeeratJ. Venneりが「捕食者に対する急速

な進化的応答を支持する証拠jとして、興味深い事実を

報告している。北大西洋東岸を元来の分布域とするヨー

ロッパミドリガニ （Carcinusmaenas）は、 19世紀の前半

にCapeCod（米国Bostonが面する Massachusetts湾の南岸）

に侵入して以来、徐々に分布を北へと広げ、 1982年の時

点での北限は Halifax（カナダNovaScotia州Dartmouthの

あたり）であった。米国の海洋生態学者・古生態学者

Geerat J. Vermeij (1982）は、北米東岸で採集されて博物

館に保存されていた本種の殻を丹念に調べ、カニに襲わ

れることでできた傷の補修痕の頻度と殻唇の厚さを侵入

の前後で比較した（Vermeij1982）。その結果、侵入を境

に補修痕を有する標本の比率は上がり、殻も厚くなって

いたことが示された（ちなみに Vermeijが貝類に興味を抱

くようになり、この研究にいたるまでの経緯は、彼の自

伝 Verm吋 1996に詳しく書かれている）。その後、本種は

ヨーロッパミドリガニに対しでも員殻形態の誘導防御を

示すことが実験的に確認されたので（Largeand Smee 

2010）、上の結果は捕食者と被食者の表現型共進化である

「進化的な軍拡競争（evolutionaryarms race）」よりは、む

しろ可塑性を介した「生態学的軍拡競争（ecologicalarms 

race）」の証拠として再認識されるべきかもしれない。

コガネタマキピの貝殻種内変異

Vermeij ( 1982）によって採られた手法は、米国の潮間

帯生態学者RobinHadlock Seeleyによってコガネタマキピ

(Littorina obtusata）に適用された。本種は北大西洋に広

く分布する直達発生の種で、潮間帯や潮下帯でヒパマタ

属の褐藻上に生活している（図 5m-q）。この種の場合、

米国NewEnglandで 1900年以前に採集された標本は、

1982-84年に採集された個体と比べて殻が薄く、螺塔が突

出しており、これらの特徴はヨーロツノfミドリガニに対

する防御能力が低いとのことである（Seeley1986）。

ところで、本種を対象とした研究の中でも、米国の

Geo世 eyC. Trussellが 1996年から 2002年の聞に発表した

誘導防御に関する一連の研究成果は、ひときわ進化生態

学者の注目を集めた。 Trussell( 1996）はまず、 New
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Englandの内湾にある 3個体群では、波あたりの強い 3個

体群と比較して、明らかに殻の厚い個体が多いことを示

した。次に、二種類の生息環境のそれぞれ 1個体群から

無作為に採集した個体を用いた水槽内で、の CG実験を行

い、同種個体を餌に与えたヨーロッパミドリガニからの

化学シグナルの有無が、飼育開始から 78日後に殻の厚さ

に与える影響を調べた。その結果、本種もまた捕食者で

あるヨーロッパミドリガニに対して員殻の誘導防御を示

すことが明らかとなった。

2000年に Evolution誌に掲載された論文では、殻の厚さ

や体サイズが示す緯度クラインに焦点が当てられている

( Trussell 2000）。この論文では、まず北（Maine州Lubec)

から南（Massachusetts州Manchester）までの 25個体群か

らそれぞれ50個体ずつ採集された個体の計測データを集

計することで、殻は低緯度ほど厚く、軟体部は高緯度ほ

ど大きいという緯度クラインが示された。また、 Lubec

とManchesterの各 I個体群を対象に 90日間の交換移植実

験が実施され、殻の厚さや成長率の比較がなされている。

この実験は、両地点での平均水温が6℃ほど異なる初夏

に行われ、同一個体群から採集された 10個体を格納した

容器を岩礁の潮間帯に取り付ける方法で進められた。交

換移植実験では、表現型に対する遺伝と環境による相加

的影響や交互作用に加えて、両者の共分散を検出するこ

とが可能である（Conoverand Schultz 1995）。共分散が正

の場合には cogradientvariation (CoGV）、負の場合には

countergradient variation (CnGV）と呼ばれる（和文による

解説は石原 2001と山平 2001が詳しい）。交換移植実験の

結果、殻の厚さと軟体部のサイズについては、遺伝子型

と環境が協力的に働いてそれぞれの緯度クラインを作り

出している（CoGV）のに対して、貝殻の厚化速度に関し

ては、環境条件は高緯度ほど貝殻成長を遅くするような

緯度勾配があり、自然選択はこの作用を打ち消すような

方向で遺伝子型に作用している（CnGV）ことが明らかに

された。軟体部の成長率は、非移植群においても高緯度

ほど成長が早いという一般に知られている傾向とは逆の

パターンが示され（外温動物では、一般に温度の低い高

緯度で成長が遅くなる）、これがCoGVの産物であること

が判明した。 Trussell(2000）はこの奇妙な傾向について、

貝殻の成長に伴って生じたある種の拘束に起因する可能

性を指摘するに止めている。

これらの論文の他にも、 2000年に PNAS誌に掲載され

たL.David Smithとの共著論文では、上述の Trussell(2000) 

で行われた緯度方向の交換移植実験にカニの化学シグナ

ルを組み込んだ際の影響を評価している（Trusselland 
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Smith 2000）。この実験では、潮間帯に取り付ける飼育容

器をメッシュで区切った二層構造にして、カニと餌の同

種個体から放出される化学シグナルが飼育対象のタマキ

ピへと間接的に作用する工夫がされていて興味深い。実

験は 90日間行われ、 21日ごとにタマキピの餌である褐

藻とカニの餌である同種個体を交換したとのことである。

また、 2002年に Matthew0. Nicklinとの共著で発表され

た論文では、同緯度で波あたりの強さが異なる 2個体群

(Massachusetts j十｜の NahantとManchester）から得られた

個体を対象として、カニに同種個体を餌として与えた場

合と魚肉を与えた場合とで、化学シグナルを介して発動

する誘導防御に程度の差が生じることを示している

(Tn出 elland Nicklin 2002）。

その後も本種は北米の研究者によって、捕食者と被食

者との間での表現型軍拡競争の研究材料とされている。

興味深いことに、被食者である腹足類だけでなく、捕食

者のカニもまた、捕食関係を介した可塑性によって形態

を変化させるのだ。この事実はイチョウガニの仲間

( Cancer productus）に関して最初に報告され、処理を施し

ていないイガイを与えたカニでは、閉殻筋を切断したイ

ガイを与えた個体に比べて脱皮後のハサミ（crusher claw) 

が大きくなることが示された（Smithand Palmer 1994）。 L.

David Smithはその 10年後に、 Maine湾では低緯度のヨー

ロッパミドリガニほと守ハサミ（crusherclaw）が大きく、

貝殻を砕く力も強いことを示した。本種は野外で特にコ

ガネタマキビを好んで捕食することから、本種のハサミ

の大きさとコガネタマキビの殻の厚さの緯度クラインは、

両種間での表現型軍拡競争の産物である可能性が高いこ

とを指摘している（Smith2004）。

ヨーロッパタマキピの貝殻種内変異

Geerat J. Vermeりによる上述の論文では、ヨーロッパチ

ヂミボラはヨーロッパミドリガニの侵入に応答して殻形

を変化させたのに対して、同所的に見られるヨーロッパ

タマキピ （Littorinalittorea；図 5r）では、そのような傾

向が観察されなかったことも報告されている。この 2種

問での差異は、直達発生のヨーロッパチヂミボラとは異

なり、ヨーロッパタマキピでは長期の浮遊幼生期がある

ために生じたのではないかと Vermeij ( 1982）は論じてい

る。つまり、「個体群問での強い遺伝的交流が局所的な適

応を妨げたjという解釈である。上述したように、ヨー

ロッパチヂミボラの殻形の変化を説明する上で、誘導防

御の効果は無視できないことが後の研究で明らかとなり、
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従って Vermeij (1982）によるこの説明自体も再検討の余

地が生じてきた。

Vermeij (1982）の仮説に替わる説明は、カナダの

Timothy C. EdgellとRemyRochetteによって提示された。

それは、現在北米東岸に見られるヨーロッパタマキども

また、比較的最近に欧州から移入した個体の末喬であり、

北米に侵入する以前に、北大西洋東岸の在来個体群にあ

った数百万年を経て、両種間での表現型の共進化は既に

定常状態に達しているというものである。この類の仮説

は直接的な検証が非常に困難であることが常だが、 Edgell

and Rochett巴（2008）は、 Fundy湾（カナダNovaScotia 州

と米国 Maine州の聞の湾）でヨーロッパタマキピとコガ

ネタマキピが同所的に見られる個体群を対象に、野外と

室内でのヨーロッパミドリガニによる捕食実験を行った。

その結果として、チュウカイミドリガニはコガネタマキ

ビを好んで捕食することが明らかとなったが、それはヨ

ーロッパタマキピの軟体部が餌として好まれないためで

はなく、同種の殻がヨーロッパミドリガニによる捕食を

よく妨げる形態学的特徴を有するためであることが示唆

された。実験の結果は作業仮説とよく整合しているもの

の、ヨーロッパチヂミボラやコガネタマキピもまた北大

西洋束岸をその分布域に擁するわけで、なぜ、ヨーロッパ

タマキピが備える特徴を持たないのかという疑問は残る。

本稿で紹介した直達発生のヨーロッパチヂミボラやコ

ガネタマキビは、カニに対する誘導防御で貝殻形態を変

化させることを示した論文がこれまで数多く出版されて

いる。ヨーロッパタマキピはこれらの 2種と同所的に見

られるにも関わらず、カニによる誘導防御を報告した論

文は（筆者が調べた限りでは） 1編も存在しない。とこ

ろが、誘導防御を示す 2種で見られるような殻形の種内

地理的変異は、ヨーロッパタマキピでも古くから知られ

ているのだ。米国の海洋生態学者PaulKempとMarkD. 

Bertnessは、 NewEnglandのヨーロッパタマキビの殻形を

個体群聞で比較した（Kempand Bertness 1984）。その結果、

個体密度の高い個体群では螺塔がより鋭角で細長い殻の

個体が多く、密度の低い個体群では殻の厚さが薄く、丸

みを帯びた形の殻を持つ個体が多いことが判明した。さ

らに、個体密度の高い個体群から人為的に個体を取り除

いて（個体密度を低くして）、 12週間後に標識個体の殻

形を調べたところ、低密度の個体群で見られる個体とよ

く似た形態を持つに至ったのである。この結果から Kemp

and Bertness (1984）は、ヨーロッパタマキビで見られる

個体群聞での殻形の種内変異は、餌の量の差によって生

じた表現型可塑性の産物であるという結論に至っている
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（この研究は後で紹介する PaulE. Bourdeauによるヒレチ

ヂミボラの研究につながる）。

ピンクガイの貝殻種内変異

分野を問わず、 高緯度に比べて低緯度に分布する種の

研究は往々に して遅れているものだが、スイ ショウガイ

科 （familyStrombidae）のピンクガイ （Lobatusgigas，図7)

は、例外的にその生態が詳しく調べられている。ピンク

ガイは、カリブ海やメキシコ湾を含む西部熱帯大西洋の

浅海に生息する大型の腹足類である。軟体部が食用とな

るために乱獲状態にあり 、現在は CITES附属書IIに掲載

されて、各国で保全のための措置が執られている。保全

のための基礎研究は、 米国フロ リダにある Caribbean

Marine Research Centerで進められており、 AllanW. Stoner 

やMeganDavisといった研究者が膨大な数の論文を出版

している。 図7 南フロリダ産のピンクガイ幼殻。

貝殻種内変異の近接要因に関しては、同一地点で採集 Figure 7. Ajuvenile sp巴cimenof Lobatus gigas from South Florida. 

された l歳前後の幼員を環境条件の異なる複数の地点に

移植して、8ヶ月後に殻形を比較したという研究がある

(Martin-Mora et al. 1995）。 この移植実験では、 地点間で螺

塔の細さ、殻口の大きさ、殻赫の長さに差異が生じたため、

これらの形質が可塑性を有するこ とは間違いないが、可

塑性の方向性を決める環境要因の特定には至っていない。

他には、捕食者であるアメ リカイセエピ （Panulirus

argus）に対する殻形の可塑性を示した研究もある（Delgado

et al. 2002）。 ピンクガイは決定成長であるにも関わらず、

成熟後の体サイズ変異に関する研究の例は、残念なこと

に見つけるこ とができなかった。ピンクガイは潮下帯に

棲み、一ヶ月以上のプランクトン栄養型幼生期を経て、

着底後も成熟までは 3～ 4年を要するため、成熟までの

長期にわたって飼育や個体追跡を必要とする ような研究

の対象としては、あまり 向いていないのかもしれない。

おわりに

連載の第一回にあたる本稿では、海産腹足類の員殻種

内変異に関する 20世紀以降の研究史を概観した。前半で

はMonetaria属のタカラガイに焦点を絞り、 貝殻形態、の

観察が分類の主軸であった 1930年から20世紀後半にか

けての種内分類の変遷を詳しく紹介した。後半では 1980

年代頃から北米の潮間帯生態学者によって集中的に研究

が進められた、捕食者による貝殻誘導防御に関する研究

の経緯を分類群ごとにまとめた。以上の研究史を振り返
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ることで得られる知見のうちで筆者が特に強調したい点

は、野外でみられる表現型のばらつきに対して、遺伝子

(G）と環境（E)（場合によってはさらに両者の交互作用）

を切り分けて考えることの重要性である。そのような観

点は、第一に形態形質に基づいた種あるいは種内の分類

における妥当性を確保する上で重要である。また、両成

分の表現型分散への寄与を定量化することは、（Vermeij

( 1982）の試みに見られるような）自然選択に対する表現

型の進化的応答を対象とした研究において も避けては通

れない。次回は、 2000年以降に筆者自身が進めてきた

Monetaria属の貝殻種内変異に関する生態学的なアプロー

チについて、踏み込んだ解説を試みる。特に、Schilder夫

妻が種内分類の根拠形質のひとつとして認めていた貝殻

サイズ （体サイズ）の種内変異に着目して、その近接要

因の解明を目指した一連の実証研究について紹介する。
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