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（2006年5月1日受付，2006年10月19日受理）
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　Reproductive　ecology　of　the　neptune　whelk吻！粥6σヵoかoo3彪如

with　special　reference　to　maturity　size，repro（1uctive　cycle，and　sex　ratio

KATSUAKI　FU∫INAGA1＊AND　YAsUTAKA　OYAMA2
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　The　repro（1uctive　ecology　of　the　neptune　whelk，N勿魏惚αpo砂60s鰯α，was　investigated　in　Erimo，Hokkaido，

from　Apri12000to　April2001。Special　emphasis　was　placed　on　maturitysize，reproductive　cycle（seasonal　change

in　body　organ　index），and　sex　ratio．The　sexual　maturity　size　was120－130mm　shell　height　in　the　male　and150－

160mm　shell　height　in　the　female。The　main　copulation　period　was　sumised　to　be　from　February　to　May。On　the

otherhand，spawningwases亡imatedtotakeplacefromMarchthroughAugust、Sexratiochangedseasonally．The

shell　height　frequency　distribution　difrered　between　male　and　female。From　the　data　that　the　proportion　of　males

sharply　decreased　after　the　maturity　size　of　females（155mm　i阜shell　height），the　difヨerence　is　consi（1ered　to　be

also　caused　by　the　dif驚rence　in　mortalityrate　between　male　and　female，besides　the　diffbrence　in　growth　between

the　two　sexes，

キーワード＝エゾボラ，殻高組成，成熟サイズ，生殖周期，性比，繁殖生態

　北海道沿岸では，エゾボラ1鞄穿観θ砂o躰os嬬α，エ

ゾボラモドキ亙伽∫6z3伽砂如，ヒメエゾボラ瓦碗hプ魏一

侃，シライトマキバイβ鷹o伽％郷醜o云α勧，オオカラフ

トバイE％焼彫紹魏，エゾバイ8襯4吻％40顔やアヤ

ボラF％S伽劾π0名690％％SゑSなど多数の巻貝が漁獲されて

いる（北海道では，アワビ・サザエを除く，巻貝漁業を

ッブ漁業と総称している）。北海道におけるッブ漁業は

年々重要度を増し，地域によってはサケ，ホタテガイや

ケガニに次ぐ，あるいは，並ぶ重要な漁業対象種となっ

ている。1，2）それら巻貝のうち，最も重要視されている巻

貝は，エゾボラとエゾボラモドキである。

　エゾボラは，水深50m～200mの海域に生息する大

型のエゾバイ科巻貝である。本種は，かつては北海道沿

岸全域で漁獲されたが，近年漁獲量が減少し，そのほと

んどが日高，十勝や釧路の道東海域で漁獲されてい

る。3）そのため，現在，北海道におけるエゾボラ漁業

は，資源管理のための方策を講ずる必要があるととも

に，本種の増殖を計ることが急務となっている。

　しかしながら，これまで，エゾボラの増殖や資源管理

の基礎をなす生態学的な知見は，稚貝の艀化4）や成

長3・5・6）などの知見に限られている。今後，エゾボラの増

殖および資源管理を計るためには，本種の資源生態学的

な情報を系統的に集積していくことが肝要である。そこ

で，本研究では，エゾボラの資源生態の基礎として重要

な繁殖について調査した。

　本論文では，エゾボラの繁殖を，成熟サイズ，生殖周

期（体器官指数の季節変化），性比や殻高組成の点から

検討した。

材料および方法

　採集および測定　エゾボラの繁殖に関する調査は，

2000年4月から2001年4月にかけて，えりもにおい

て実施した（Fig．1）。エゾボラは，ッブ籠あるいは刺

し網を用いてえりも沖合の水深70m～120mの水域か

＊TeL：81－11－372－8159．Fax：81－11－372－8367．Emai1：kfujina＠dohto．ac。jp
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Fig。1　Map　of　Hokkai（lo　showing　the　collection　site　of

　ハ石ゆ観6αカo加os鰯α．

ら，2001年の3月を除き毎月約50～190個体の，合計

1，685個体を採集した。採集した個体は，殻高と殻径を

ノギスを用いて0．05mm単位まで計測した後，全重量

（殻付き重量）と軟体部重量をデジタルバランスを用い

て0．01g単位まで測定した。次に，交接器の種類（雄

は陰茎，雌は外套輸卵管）に基づいて雌雄を判別した。

その後，雄においては陰茎，貯精嚢，精巣および中腸線

を除去し，それぞれの重量を秤量した。また，雌におい

ては，外套輸卵管，卵巣および中腸線を除去し秤量し
た。

成熟サイズおよび体器官指数　エゾボラは，雄におい

ては，性成熟に伴って陰茎が急激に発達するとともに，

精巣で産生された精子を貯精嚢に貯留する。7）一方，雌

においては，性成熟とともに卵巣と外套輸卵管が発達す

る。そこで，本研究では，エゾボラの初成熟に達する殻

高を，雄は陰茎指数一殻高関係と貯精嚢指数一殻高関係，

そして雌は生殖巣（卵巣）指数一殻高関係と外套輸卵管

指数一殻高関係に基づいて判定した。なお，4つの体器

官指数（陰茎指数，貯精嚢指数，外套輸卵管指数および

生殖巣指数）は次の式を用いて算出した。

　陰茎指数（％）一｛（陰茎重量）／（軟体部重量）｝×100

　貯精嚢指数（％）＝｛（貯精嚢重量）／（軟体部重量）｝

　　　　　　　×100
　外套輸卵管指数（％）一｛（外套輸卵管重量）／

　　　　　　　　（軟体部重量）｝×100
　生殖巣指数（％）＝｛（生殖巣重量）／（軟体部重量）｝

　　　　　　　×100

結　　果

雄の成熟サイズ　ェゾボラ雄個体の貯精嚢指数（SVI）

『殻高関係と陰茎指数（PI）一殻高関係を示すと，Fig．2
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Fig．2　Penis　index（PI）and　seminal　vesicle　index（SVI）

　plotted　agains亡shell　height　of　male　N砂≠％％6砂o砂oos如一

　如．

となる。図は，貯精嚢指数および陰茎指数が他の時期に

比べて高い，2000年4月，2001年2月，および2001

年4月の標本を用いて作成した。

貯精嚢に精子を貯留した個体（SVIが0より大きい）

は，殻高約110mmから出現した。殻高110mmから
120mmの範囲では，約半数（40，0％）の個体が貯精嚢

に精子を貯留していたが，その値は1個体を除き，0．15

以下と小さかった。殻高120mmから130mmの範囲
では総ての雄個体が貯精嚢に精子を貯留し，約半数

（42。9％）の個体が0．5以上の高い値を有した。さらに，

殻高130mm以上では，殻高130mmから140mmの
範囲内にある2個体を除く，総ての個体が0．5以上の高

い指数値を示した。

一方，陰茎指数においては，殻高110mmまでは殻

高の増加とともに指数値が増大した。殻高110mmか

ら指数値は急激に増大し，殻高110mmから120mm
の範囲では，半数の個体が2．0以上の指数値を示した。

さらに，殻高120mm以上では，小さな指数値を有す

る個体が認められないと同時に，ほとんど総ての個体が

2．0～4．0の大きな値を示した。

以上述べたように，貯精嚢指数一殻高関係から推定さ

れる雄個体の成熟サイズは，陰茎指数一殻高関係に基づ

く成熟サイズと少し異なり，貯精嚢における精子の充分

な貯留は陰茎の充分な発達より成熟サイズを10mm大

きく推定させた。本研究では，交尾により充分な精子を

雌に与えるという観点から，えりも沖におけるエゾボラ

雄個体の成熟サイズは，殻高120～130mmであると判
断した。
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Fig、3　Gonad　somatic　index（GSI）and　pallial　ovi（1uct　in－

　dex　（POI）plotted　against　shell　height　of　female

　N吻襯¢砂o砂oosホ伽．

　雌の成熟サイズ　産卵期前の時期に相当する（後述），

2000年12月，2001年1月，および2001年2月の標
本を用いて作成したエゾボラ雌個体の生殖巣指数（GSI）

一殻高関係および外套輸卵管指数（POI）一殻高関係を示

すと，Fig。3となる。

　生殖巣指数一殻高関係と外套輸卵管指数一殻高関係は，

ほぼ同一の傾向を示した。生殖巣および外套輸卵管が発

達し始めた個体は，殻高約110mmから出現するが，

その発達程度は低い。殻高の増大とともに発達度合が増

し，殻高約150mmから充分に発達した外套輸卵管

（指数値10以上）と生殖巣（指数値2以上）を有する

雌個体が現れた。しかしながら，殻高150mmから160

mmの範囲の個体では，充分に発達した外套輸卵管と生

殖巣を有する雌個体の割合は約30％とそれほど大きく

ない。一方，殻高160mm以上では，ほとんどすべて
の雌個体が充分に発達した外套輸卵管と生殖巣を有した。

　以上の結果から，えりも沖におけるエゾボラ雌個体の

成熟サイズは，殻高150～160mmであると考えられた。

　雄における生殖巣指数，貯精嚢指数と陰茎指数の季節

変化　殻高130mmより大型の雄個体を用いて，雄性
個体群における生殖巣指数（GSI），貯精嚢指数（SVI）

および陰茎指数（PI）の季節変化を検討した（Fig．4）。

生殖巣指数および貯精嚢指数とも，季節変化を不明瞭に

する形での増減を繰り返した。さらに，両指数とも最大

（平均）値と最小（平均）値の差が，それほど大きくな

かった。その結果，貯精嚢指数の年周期には，明瞭な季

節変化が認められなかった。そこで，本研究では，陰茎

指数の季節変化を参考にして交尾時期を推定した。

　陰茎指数は2月から5月にかけて高く，他の時期
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Fig．4　Seasonal　changes　in　gonad　somatic　index（GSI），

　seminal　vesicle　index（SVI）and　penis　index（PI）of

　male漉費観6σカo加o吻畝Values　represent　means±

　S．D．

は，増減を繰り返すけれども，概して低い傾向にあっ

た。このことから，えりも沖におけるエゾボラの交尾は

年に何度か行われている可能性はあるが，交尾時期は主

として2月から5月にかけてであると推測した。

　雌における生殖巣指数と外套輸卵管指数の季節変化

殻高160mmより大型の雌個体を用いて，雌性個体群

における生殖巣指数（GSI）と外套輸卵管指数（POI）

の季節変化を検討した（Fig．5）。生殖巣指数と外套輸

卵管指数の季節変化は，5月や9月～11月にみられる

ように，必ずしも一致していなかった。そこで，本研究

では，えりも沖におけるエゾボラの産卵期を，生殖巣指

数の季節変化と外套輸卵管指数の季節変化を総合的に判

断して推測した。

　生殖巣指数値と外套輸卵管指数値は，9月あるいは

10月から2月にかけて高く，4月から8月あるいは9
月まで低い傾向が認められた。このことから，えりも沖

におけるエゾボラの産卵は，3月から8月にかけて行わ

れると推測した。

　性比雄の成熟サイズである殻高！30mmを基準と
裟
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して採集個体を2つのグループに分け，各グループの

性比（雄個体／雌個体）の季節変化を検討した（Fig．6）。

各グループとも調査ごとに性比が変化したが，その様相

はグループによって相違した。殻高130mm以下のグ

ループの性比は，0．88～1．57の間を変動したが，1年の

ほとんどの期間において1，0以上の値を示した。対照的

に・殻高130mmより大型のグループは，1年のほとん

どの期間において1．0未満の値を示し，1．0以上の性比

は2000年の7月と11月に限られた。さらに，殻高

130mmより大型のグループの性比の最小値と最大値

は，それぞれ0．24と2．32であり，殻高130mm以下の

グループよりかなり大きな変動を示した。

　また，2000年4月から2001年4月にかけて得られ

た1，685個体を用いて性比を計算した結果，0．946とい

う値が得られた。この0．946という性比は，性比1．0と

統計的に有意な差は認められなかった（x2一検定，汐＞

0．05）。

　殻高組成2000年4月から2001年4月にかけて採
集されたエゾボラの雌雄ごとの殻高頻度分布を示すと，

Fig．7およびFig．8となる。雌においては，周年，殻

高180mmより大型の個体が採集されたが，雄におい

ては殻高180mmより大型の個体は，2000年の4月，

9月および2001年の2月に限られ，一年のほとんどの

期間は殻高180mmより大型の個体が採集されなかっ

た（Fig．7）。その結果，雌雄とも得られた最大殻高は

190mmから200mmの範囲（雄：190．5mm，雌：
196．5mm）で差がないにもかかわらず，雌では165－

170mmの所にモードがあるため，一見，雌個体は雄個

体より大きく成長するように映った（Fig．8）。

　次に，上述した雌雄による成長の差として映る殻高組

成の相違を，5mmごとの殻高範囲における雌雄の割合

の変化から検討した（Fig．8）。殻高60mmから155

mmの範囲内では，ほとんどすべての殻高範囲において

雄個体の割合の方が大きかった。しかしながら，殻高

155mmから雄個体の割合は急減し，殻高165mm以上

ではほとんどすべての個体が雌個体であった。

考　　　察

　本研究ではエゾボラ雄個体の成熟サイズを，2つの体

器官（貯精嚢と陰茎）指数一殻高関係に基づいて判定し

た。その結果，成熟サイズとして，陰茎指数一殻高関係

からは110～120mm，そして貯精嚢指数一殻高関係から

は120～130mmの値が得られた。エゾボラ雄では推定

された成熟サイズが体器官の種類によって異なり，陰茎

の充分な発達が貯精嚢における精子の充分な貯留に先行

していた。一方，雌個体においては，2つの体器官（生

殖巣と外套輸卵管）指数一殻高関係を用いて推定された

成熟サイズは同じであった。体器官指数一殻高関係に基

づいてエゾボラの成熟サイズを判定する時，雄では推定

される成熟サイズが体器官の種類（生殖巣，貯精嚢，お

よび陰茎）によって異なる場合があると考えられた。

　えりも沖におけるエゾボラの成熟サイズを体器官指数

一殻高関係に基づいて，雄は殻高120～130mm，雌は殻

高150～160mmであるとした。これまで，1▽¢桝％彫α属

における成熟サイズは，マルエゾボラ亙ρ7伽1喚％一

sゑs，8）ヒメエゾボラ亙醗h7魏6σ，9・10）およびムカシエゾ
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ボラ瓦。α漉卿σ11）で調査され，それら総ての種において

雌の成熟サイズは雄のそれより大きいと報告されてい

る。本研究においても同様の結果が得られたが，成熟サ

イズは海域によって異なる。10『13）成熟サイズの判定は殻
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　Apri12001，and　proportions　of　male　and　female　in・

　dividuals　at5mm　intervals．團，male，薩，female．

高制限の根拠をなす重要な項目であり，今後他の海域に

おいても成熟サイズを判定することが必要である。

　前節で述べたように，エゾボラ雌個体の成熟サイズは

雄個体のそれより大きい。しかも，本研究で得られた雌

雄のサイズ差はこれまでに報告されている雌雄差より大

きかった。雌の成熟サイズが雄の成熟サイズより大きい

理由として，雌雄の成長差11）や繁殖投資量の差14，15）など

が原因していると考えられている。今後，雌雄それぞれ

の成長と繁殖投資量を明らかにし，本研究で認められた

雌雄の成熟サイズの大きな相違をもたらす要因を検討す

ることが望まれる。

　ヒメエゾボラ，9，16）ムカシエゾボラ，11）セイヨウェゾ

バイB鷹6伽毎郷観面協窺17）やシライトマキバイB
紘吻肋18）などのエゾバイ科巻貝では，雌の生殖巣指数

値は雄の生殖巣指数値より幾分大きい。しかし，えりも

沖のエゾボラにおいては，雄の生殖巣指数値の方が雌の

それよりわずかに大きいという非常に興味深い結果が得

られた。エゾボラにおいては，他の海域でも同様の現象

が得られるのかどうか調査する必要がある。

　本研究では，エゾボラの産卵は，生殖巣指数の季節変

化と外套輸卵管指数の季節変化を総合的に判断して，3

月から8月にかけて行われると推測した。これまでエ

ゾボラの産卵期に関しては，日高支庁・日高東部地区水

産技術普及指導所4）が，漁獲物から採取した卵嚢やタコ

産卵礁に産み付けられた卵嚢の観察に基づいた結果を報

告している。それによると，エゾボラの産卵は春から秋

にかけて行われ，夏に盛期をむかえると推定している。

産卵期に関して，本研究の結果と日高支庁・日高東部地

区水産技術普及指導所4）の報告はほぼ一致している。し

かし，本研究では3月から8月の産卵期間中に生殖巣

指数と外套輸卵管指数がともに増減を示すことから，産

卵が2度行われる可能性も考えられる。今後，卵径組

成の季節変化を調査することなどにより，エゾボラの産

卵回数を明確にすべきである。

　一方，雄においては，生殖巣指数と貯精嚢指数の季節

変化に明瞭な年周期が認められなかった。年周期を把握

できなかった最大の原因は，最大（平均）値と最小（平

均）値の差が，明瞭な季節変化を示すヒメエゾボラ9・16）

やムカシエゾボラ11）などの他のエゾバイ科巻貝に比較

して小さく，しかも増減を繰り返したためである。その

理由の1つとして，年に何度か交尾を行うことが考え

られる。このことに関しては，貯精嚢の組織学的観察を

行うとともに，卵嚢腺における精子の有無を周年調査す

ることによって明らかにする必要がある。

　性比は季節によって変化する。19－21）えりも沖のエゾボ

ラの性比も季節によって変化したが，雄の成熟サイズで

ある殻高130mmより大型の個体の性比（0。24～2．32）

は，殻高130mm以下の個体の性比（0．88～1。57）より

大きく変動した。また，殻高130mmより大型の個体

が1．0以上の性比を示した時期は，2000年の7月と11

月に限られた。これまで，地が観εα属の種の移動に関

してはヒメエゾボラ22）で報告されている。ヒメエゾボ

ラの場合，未成熟個体の移動は食物と密接に関連し，成

体個体の移動においては，主に，繁殖と食物の2つの

要因が大きく関与している。えりも沖におけるエゾボラ

の産卵は3月から8月にかけて起こると推測されたの

で，7月のピークは繁殖と関連している可能性がある。

一方，11月のピークは食物が関与している可能性が示

唆されるが，ヒメエゾボラ成体個体において，食物に起

因する移動は産卵後直ぐに起こっている。エゾボラの移

動に関しては，食物摂取量に関する研究などを通してよ

り詳細に検討することが望まれる。

　海産腹足類において，雌個体が雄個体より大きく成長

することはよく知られている。8・23｛27）えりも沖のエゾボ

ラにおいても，雌雄それぞれの最大殻高は殻高190～

200mmの範囲（雄は190．5mm，そして雌は196．5

mm）で差がないにもかかわらず，殻高頻度分布から

は，雌の方が雄より大きく成長するように映った。しか

しながら，5mmごとの殻高範囲における雌雄の割合の



262 藤永，尾山

変化を検討した結果，十分に成熟した雌個体が現れ始め

る殻高！55mmから雄個体の割合が急激に減少するこ

と，さらに，殻高165mm以上ではほとんど総ての個

体が雌個体であることがわかった。この結果から，エゾ

ボラにおいて雌個体が雄個体より大きく成長するように

映る現象は，雌雄の成長の相違以外に，雄と雌の死亡率

の差26，28）が原因している可能性も考えられた。このこと

に関しては，今後，雌雄それぞれの成長と寿命を把握す

ることによって，より詳細に検討されなければならない。
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