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プランクトンネットを用いて確認されたヨコハマシジラガイ幼生の

流下挙動

伊藤寿茂1)・柿野亘 2) 吉田豊 3)

Seasonal flow patterns of the glochidia of the freshwater unionid mussel lnversiunio 

jokohamensis in a paddy field ditch investigated using a plankton net 

Toshishige ITOHIJ， Wataru KAKIN02)， and Yutaka YOSHIDA)) 

Abstract 

Seasonal ftow patterns of the glochidia of the freshwater unionid mussel lnversiunio jokohamensis were 

investigated using a plankton net (5 x 20 cm frame， 0.1l3 mm mesh) in a paddy field ditch. Living glochidia were 

collected from February to May， being most abundant in February. Dead glochidium shells were collected from 

February to October， being most abundant in May. A few non-mature eggs were collected in March and May. Our study 

shows that a plankton net is us巴fulto investigate the ftow pa肘 msand spawning seasons of the glochidia of I. jokohamensis. 

Keywords: freshwater unionid mussel， glochidium， ftow pattems， lnverniunio jokohamensis 

摘要

淡水二枚貝ヨコハマシジラガイ lnversiuniojokohamensisの幼生の流下挙動を栃木県東部の水田用水路

で調べた。水路内の中層にプランクトンネットを設寵して採集を行ったところ，生きた幼生とその殻，

早産卵が検出された。生きた幼生は 2丹から 5月に確認され，早春の 2月に最も多かったのに対し，殻

は 10月まで確認され， 5丹に最も多くなった。 11月から l月にかけてはいずれもまったく検出されなかっ

た。一年を通じて妊卵することが知られていた本種の繁殖期は早春から秋期までに限られ，盛期は卒春

期の短い間に躍られることが分かった。プランクトンネットを用いた幼生の採集調査は，妊卵成良に与

える悪影響が少なくて済み，イシガイ類の繁殖生態の調査に有用であることが示された。

キーワード:イシガイ類，グロキディウム幼生，ヨコハマシジラガイ，流下挙動
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はじめに

ヨコハマシジラガイ lnversiuniojokohamensisは殻長 60

-90mmになるイシガイ目イシガイ科の淡水ニ枚貝(以

下，イシガイ類と表記)で，三重県，兵庫県以東の本州、!

と北海道に分布する日本盟有種である (Kondo，2008)。

関東平野では丘陵地帯を水源とする細流や農業用水路に

生息し，関所に生息する淡水魚のミヤコタナゴ Tanakia

tanagoやヤリタナゴ主 lanceolataが産卵する母貝として

機能することが示唆されている(栃木県自然環境調査研

究会魚類部会， 2001;栃木県林務部自然環境課・栃木県

立博物館， 2005)。近年，各地で報告されているタナゴ

類の減少の主因として，これら産卵母貝の減少がしばし

ば挙げられており，その生息環境や繁殖環境の適切な管

理の必要性が指摘されている(根岸ら， 2008a， 2008b)。

ヨコハマシジラガイを含むイシガイ類は雌雄異体の

卵胎生で，特異な繁殖生態を有す(波部， 1988; Kondo， 

2008;根岸ら， 2008a， 2008b)。まず，雄が放出した精子

の集合体(精子球) (Ishibashi， 2000) を離が取り込んで

受精し，鯨の組織の一部が変形した保育嚢で幼生まで育

てる。鮮化した幼生はグロキディウムと呼ばれ，その体

の外側は 1対の殻に覆われている。体の大部分は未分化

の細胞で満たされており，その中に通常 1つの関殻筋と

幼生糸が分化している。幼生に遊泳能力はなく(近藤ら，

1996)，抱卵雌から放出された幼生は水流に運ばれる過

程で魚類と接触し，その想、や鰭に寄生する。寄生に成功

した幼生は，寄生部位に栄養吸収のための細胞を発達さ

せ，魚類から栄養分を吸収しながら稚貝へと変態してい

く。

ヨコハマシジラガイは長らく外部形態の酷似したマ

ツカサガイ Pronodulariaj<叩 anensisや近縁のニセマツ

カサガイよ yanagawensisと混同されて扱われてきたた

め，本積と断定できるかたちでの繁殖生態の知見は少

ない。幼生の宿主魚類については，一部の水域におい

て調査がなされ，ヨシノボリ類 Rhinogobiusspp.やカ

ワムツ N伊'ponocypristemminckii，ヌマチチブ Tridentiger

brevispinisに加えて，イシガイ類としては唯一，ホトケ

ドジョウ Lefuaechigoniαを適合性の高い宿主として利

用できることが示されている (Kondo，2008; Itoh et al.， 

2010)。一方で、その繁殖期については，別種として報告

されているケースや(近藤， 1997)，未発表の研究成果

を加味して記載された Kondo(2008)や近藤 (2011) が

あるに過ぎない。それらによれば，本穣は年聞を通じて

妊卵が認められ，繁殖活動は秋から夏までほぼ一年中続
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き，泰もしくは初夏が盛期であるとされているものの，

その根拠が必ずしも明確に示されているわけではない。

イシガイ類の繁殖期を調査する手段としては，貝を解

剖して外鯨を描出し卵の有無を確認するほondo，1987; 

福原ら， 1994)，住射器を生殖腺に注入して得た配偶子

を検鏡する(福原・長田， 1995)，貝殻をへラや専用の

関口器でこじ開けて抱卵の有無を確認する (Pukuharaet 

al.， 1997) といった様々な方法が用いられる。しかし，

これらの方法では試供鶴体の殻が欠けたり，軟体部に

傷を付けてしまう可能性があり，個体を鱒死させる危険

も伴う。また，関東など一部の地域では，その{間体群の

規模が著しく小さくなってしまった生息地も少なくなく

(栃木来林務部自然環境課・栃木県立博物館， 2005;根岸

ら， 2008a， 2008b)，従来の方法でその繁殖期を調べるこ

とは，対象個体群の繁殖に悪影響を及ぼす可能性がある

(伊藤・丸山， 2004)。

こうした調査に対してデリケートな部を持つイシガ

イ類の繁殖期を調査するもう一つの方法として，プラ

ンクトンネット(以下，ネットと表記)を用いた幼生

の採集が挙げられる。 Panha(1990) はタイ産のイシガ

イ類ヰ種 (Pilsbryochonchaexilis， Enishidens ingallsianus， 

Uniandra contradens， Scabies crispαta) の生息、水域でネッ

トをひき，幼生の採集量からその出現時期を論じている。

また，伊藤・丸山 (2004) は栃木県の水田用水路に生息

するマツカサガイについて，年間を通じて水路内の様々

な地点、で，時刻J.l1J，層J.lIJにネットをひいて，その繁殖期

と，幼生が妊卵雌によって水中に放出されてから宿主に

出会うまでの挙動を調べ，幼生の流下生態として総括し

ている。さらに，ネットを用いる調査の利点として，そ

の繁殖に大きな影響を与える成熟個体へダメージを与え

ることがなく，個体群維持への負の影響を抑えられるこ

とを論じている。しかし，ネットを用いたイシガイ類幼

生の調査については，その技法が確立しているわけで、は

なく，サンプノレ処理の難しさもあって事例が少ないのが

実情である。このたび著者らは，栃木県東部に生息する

ヨコハマシジラガイを対象として，ネットを用いた幼生

の挙動，特にその流下量の季節変化や供給椋などを明ら

かにすることを図的とした諦査を試み，いくつかの知見

を得，ネットを用いた調査方法の実用性を再認すること

ができたので報告する。
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プランクトンネットを用いて確認されたヨコハマシジラガイ幼生の流下挙動

方法

調査水域

ヨコハマシジラガイの調査は栃木県東部の小河川上

流域(以下，本}11と表記)と，その一支流である水田

用水賂(以下，本水路と表記)で行った (Fig.1)。本川

は約 1000km
2の流域面積を有する小河川で，湧水起源

のため池を水源としている。その上一中流域は比較的勾

記のゆるやかな広大な平野部にあり，本}IIは比較的平坦

でi揺の広い谷である f郷酒」を流れる。本川からは多数

の小さな支流が枝分かれしており，それぞれが比較的急

勾配で谷尻幅の狭い f谷津J内を流れる。当地域の本}11 

と複数の支流にはかつて，広い範聞にヨコハマシジラガ

イが生息し，生息密疫が高い地点が援数存在したが，近

年の園場整備事業の影響もあって，まとまった個体群

は調査水域より下流側ではほとんど失われ，そのー谷

津を流れる本水路と，それとの合流地点である本}IIの

周辺のみに生息、するだけとなっている(柿野ら， 2006a， 

Kanto area in Japan I Pond: 

市
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Fig. 1. Location of th巴 studysite in a river in Tochigi Pr巴f巴ctur巴，

central J apan. 

盟1.調査水域.栃木県東部の小河川と支流の水間用水路に

設けた調査地点.

2006b， 2007)。また，現地の地権者たちの話によれば，

1960 - 1970年代以前には少なくとも 2種類のタナゴ類

(会話の内容から，ミヤコタナゴとタナゴAcheilognathus

melanogasterもしくはヤリタナゴと思われる)のほか，

ウナギAnguillajaponica，ギパチ Pseudobagrustokiensisな

どが畳富に生息していたという。これらの多くは農薬の

大量散布を行うようになった時期を境に数を減らし，姿

を消した種もある。本}!I流域に設置された石碑には，過

去にミヤコタナゴが生息した事実が記されている(伊藤

ら，私信)。

調査を実施した本}11は}II幅 50-200m，水深 15-70 

cmほどで，その左岸側に形成された本水路は奥行き約

650 m，谷底面積約 30000m2の小さな谷津内にあって，

} 11絹 1m以下，水深 10-20 cm程度の小規模な水間用

水路となっている。本水路の最上流部にある農業用のた

め池(表面積約 6200m2
) と，東部に造成されたゴルフ

場の池(表面積約 90m
2
)，および東側に分岐した小さ

な谷津(こ次谷津)からの湧水を水源とし，所々で 2-

3つに分岐，合流しながら約 1000mを流れ，本}!Iに合

流している(柿野ら， 2006a， 2006b， 2007， 2009)。水路，

河川!とも所々にコンクリート 3街護岸が施されているも

のの，大部分は土盛りの土手で占められており，水路部

は泥上げや土手の草取り，流量の調整といった管理が行

われている。

調査は本水路に設けた拠点 Aと本川に設けた概点B

で、行った。鞘点 Aは本水路の東侠IJと西側の水路が合流

する地点で，その上流側にはヨコハマシジラガイが高

密度で生息する複数の水域が認められている(柿野ら，

2006a， 2006b， 2007， 2009)。測点 Bは小貝川と用水路が

最初に合流する地点の直上(約 10m上流側)にある。

ここより上流でのヨコハマシジラガイの定量的な採集謂

査は行われていないが，過去の定性的な採集では，ほと

んど採集されておらず，貝がほとんど生息していないと

考えられる(柿野，私信)。

調査方法

本調査用に自作したネットを水路内に設けた測点に

設置して，水域内を流下する幼生を採集した。ヨコハ

マシジラガイの幼生は殻長約 0.2mmなので (Kondo，

2008) ，ほぼ問サイズのマツカサガイ幼生で用いられた

ネットと問型のものを使用した(伊藤・丸山， 2004)。

ネットの自合を 0.113mmとし，本水路の流れ幅や水深

が小さいことを考慮して，ネットの隠口は輔 20cm， 

さ5cmの長方形とした。ネットの癒過効率については，
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Tranter . Smithの公式を用いて(大森・池田， 1976) ，85 

%以上になるように設計し，また尽詰まりを防止する

ために l回あたりのネットの設置時間は5分間に抑えた。

さらに，各調査回ごとにネットの網口とその局間で流速

や水深を測定して水路の流量やネットの実際の積水量を

算出した。水路の流量の算出は，水面の7l<路帽の両端の

2点と，水路幅を 4等分した水面の点(以下，それぞれ

流心部，右岸部，左岸部と表記)から水底まで垂直に下

ろした 3点を結んだ 5角形を水路の断面積と見なし，こ

のやを平均流速(水路の流心部，右岸部，左岸部の水中

で計測した流速の平均値)で単位時間あたりに通過する

水の最とした。ネットの積水量はネット入口の中心部で

流速を測定し，関口頭穫の中を単位時間あたりに通過す

る水の量とした。

調査は2008年9丹28日から2009年8月29f3までの問，

1 -2ヶ月間関で計 12回行った。測点 Aと測点 Bにお

いて，調査地点の流量を算出するための水深， )11幅，流

速を計測し，ネットを水路内の中層に設置し，午前中 (9

- 12時)と午後 (13時一 17時)にそれぞれ 1回，計2

回ずつ採集を行なった。採集した流下物は 5%ホノレマリ

ン水溶液で固定して持ち帰り，実体顕微鏡を用いて幼生

の同定と言十数を行った。午前と午後の採集数の平均{疫を

各調査日の流下量の概数として用いた。

結果

採集された幼生の形態

ネットで採集した諜本中には，グロキディウム幼生が

観察された (Fig.2a)。幼生の各部位の計髄催Clo個体

の平均髄:殻長 0.200mm，殻1揺0.159mm，殻高 0.180

mm，蝶番線の長さ 0.163mm) と殻の形状(車三角形

の有鈎子型)は Kondo(2008) に記載されたヨコハマ

シジラガイの幼生と一致し，それ以外のタイプのもの

(Fukuhara et al.，1997;近藤， 2008;中)I[ら， 1998) は含ま

れていなかったので，全てヨコハマシジラガイの幼生と

みなした。伊藤・丸山 (2004) で示されたマツカサガイ

の幼生と異なり，ほとんどの幼生は殻が半開きの状態で

確認され，完全に殻が閉じていたり，全開になっている

ものはほとんど見られなかった。一方で、，上記の幼生と

同タイプの殻で，閉殻結や米分化細胞が失われ，殻が開

いた状態のもの(以下，殻と表記:Fig. 2b) と，未発生

段階の早産卵と恩われるもの(以下，阜産卵と表記:[翠

2c) も観察された。殻はその一部が凹凸を思していた

り，部分的な欠損や砂泥の付着が見られるものも多かっ

たが，全て左右が蝶番でつながった状態であった (Fig.

2b)。阜産卵は白色~黄白色のほぼ球形を呈していた。

過去に観察したマツカサガイの早産卵(伊藤ら，未発表)

と非常に酷似しており，サイズも殻を閉じた状態の幼生

とほぼ陪程度で、あったことから，本種の早産卵であると

判断した。

幼生の流下量の季節変化

測点 A，Bにおいて 2008年 9月から 2009年 8月まで

実施した幼生の日中の流下量(午前中と午後の平均値)

の季第変化の誠査結果を Fig.3に示した。水路の流量は

大きく変化するので， 2つの拠点の比較のために幼生の

通過量を算出して，それをその測点の流下量とした。

本水路内に設けた拠点 Aの流下最をみると (Fig.

Fig. 2. Photomicrographs of InversillllIo jokohamensis glochidia. a: living glochidium. The arrow shows the addllctor 

muscle. b: d巴adglochidillm shell with no liv巴tissue.c: non-mature egg. Th巴scalebar is eqllal to 100 μm length. 

圏 2. ヨコハマシジラガイのグロキディウムの顕微鏡写真.aは通常の幼生で一つの銅殻筋(矢印)と未分化級
胞が殻内を満たしている.bは幼生の殻で，内容物はなくなっている.cは早産卵と思われるもの.スケー

ノレはそれぞれ 100μm.
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3A)，ヨコハマシジラガイの幼生は 2008年の 9月から

2009年の 1丹まではまったく流下が見られなかったが，

2月中旬から流下し始め，そのあと 5月下旬まで流下が

晃られた。流下量のどークは 2月から 4月にかけて認め

られたが， 2009年2月21日(395.45個体/分)の量が

他の調査日よりも突出して高く，それ以後は減少してゆ

き， 2009年7月 11臼以降は全く出現しなくなった。一

方，殻は生きた幼生ほど顕著な流下量のピークは見られ

なかったが，生きた幼生よりやや遅い 2009年5月 3013 

(61.12個体/分)に認められ，さらに生きた幼生が出現

しなかった 2008年 9- 10 JL 2009年 7-8月まで流

下が確認された。早産卵は 2009年3月21日 (8.13個体

/分)と 5月 30日(16.61個体/分)の 2回確認された。

なお，晩秋期一冬期 (11月一 l月)には生きた幼生，殻，

早産卵とも全く流下が認められなかった。

次に，本川内に設けた測点 Bの流下量をみると (Pig.

3B)，測点 A (Pig.3A) と比較して，ほとんどの調査日

で幼生の流下最が著しく少なかった。測点Bについては，

特に測点 Aにおいて流下量が特に高かった 2月 21日

(395.45伺体/分)から 4月日臼 (49.97個体/分)ま

での期間において，幼生，殻とも全く流下が見られなかっ

た。一方で， 5月 3013以障には損IJ点Bにおける殻の流
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Fig. 3. Seasona1 changes in !he number of glochidia captured at two 

sites (A， B) in the study area from September 2008 to August 

2009 

図3. 測点J.liJのグロキデ、ィウム流下量(平均値)の季節変化

(2008年9月一 2009年8月). 
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下量が増加し， d11J点Aではほとんど流下が見られなく

なった 7月 11日に 13.35個体/分， 8月2913にも 41.98

個体/分が確認された。なお，早産卵は全調査期間を通

して全く確認されなかった。測点 A，Bの流速は全体の

平均で約 27.6cmlsecであり，本水路内の測点 Aで平均

18.61 (標準備差 13.49)cmlsec，本川内の測点 Bで平均

36.75 (標準偏差 25.88)cmlsecであった。

考察

今回の調査で，ヨコハマシジラガイの幼生について，

ネットによる調査を通して，これまで得られなかった

野外での流下生態に関する知見を得ることができた。本

研究では，既知のマツカサガイの調査(伊藤・丸山，

2004) を参考にして，あらかじめ幼生の流下量が多くな

ると推測された時間帯や層に絞ってヨコハマシジラガイ

の調査を行い，ネットを用いた調査技法が他種のイシガ

イ類に対しても実用的であることも確認できた。今国の

調査によって明らかになったヨコハマシジラガイの幼生

の流下最には，ある程度のピークや季節的消長が見られ

る。その流下時期は 2月一 10丹の 9ヶ月間に及んだが，

流下最が多くなる時期はごく娃く，早春の 1- 2ヶ月の

潤に集中する。この結果は，本種はたとえ年簡を通して

妊卵していたとしても (Kondo，2008;近藤， 2011)，早春

の 1- 2ヶ月間以外は幼生の放出を行わない可能性を示

唆している。しかし，本種が繁殖期以外も卵を保有する

理由は現在のところ不明であり，上記の繁殖習性が本種

の一般的な生態であるか苔かも含めてより詳細かつ広範

な調査が必要である。

幼生の流下量の艮周期変化については，マツカサガイ

においてa中に多いことが確認されている(伊藤・丸山，

2004)。本調査で、は夜間の調査は行っていないが，調査

の結果より，羽中に幼生の流下を調査することが可能

であると分かる。捕食者から逃避する能力を持たないヨ

コハマシジラガイの幼生にとって， 日中に流下するこ

とは捕食による幼生の減耗を避けるという点では不利で

あるように患われる。しかし，カワムツなど，本種に適

した宿主のいくつか (Itohet al.， 2010; Kondo 2008;近藤，

2011) は昼行性であり()I!那部・水野， 1995)，昼間は

流れの強い場所に定位して流下物や落下物などを摂餌す

る。本種の幼生の寄生部伎は大部分が宿主の魚の鯨の部

分に対して行われる (Itohet al.， 2010)。幼生の寄生は宿

よって捕食された時に胃の中に飲み込まれなかった

場合に行われると推測されるので，幼生は日中に水域内
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を流下することで宿主との接触機会を増やしていると考

えることもできる。

幼生の流下層については，マツカサガイにおいて水路

の上層と下層で明確な差はなかったので(伊藤・丸山，

2004) ，ネットを中層 1ヶ所のみに設置して調査を行っ

てみた。その結果，幼生を定量的に採集できることが確

認できた。一方で，より水深がある水域や，流速が小さ

く安定した水域においては，幼生の流下層にi腐りがある

可能性もあり，今後の調査が必要である。

幼生の形態については，魚類に寄生して発生が進

むにつれて閉殻筋が 2つに増えるという報告がドブガ

イ類 (AnodontasppJ や(福原ら， 1990)，カタハガイ

Pseudodon omiensisで報告されている(中}IIら， 1998)。

マツカサガイやヨコハマシジラガイについても間殻筋の

増加は別の倒育実験によって確認されており(伊藤，未

発表)，無染色の状態でも，関殻筋や内臓の形成に伴う

色彩の変化を観察することで，発生が進んでいるか否か

を判別することが可能である。つまり，関殻筋の数が 1

つであれば幼生， 2つであれば稚畏もしくは発生の進ん

だ幼生と考えることができる。しかし，本調査で流下ネッ

トを用いて採集されたグロキデ、ィウム幼生の形状は一様

で，すべて 1つの問殻筋が確認できる盟三角形のものだ

けであった。つまり，発生の進んだ幼生もしくは稚畏は

流下ネットの採集物中には含まれていなかったことにな

る。このことから判断して，魚類から脱落した本種の稚

貝は直ちに泥中に潜るなどして，長い距離を流下するこ

とはないものと推測される。

本調査ではかなり多くの幼生の殻が流下しているこ

とが明らかになったが，この殻の由来については 3つの

可能性がマツカサガイについて既に列記されている(伊

藤・丸山， 2004)。その第 1は，魚類への寄生に失敗し

た倒体に由来する場合である。マツカサガイやヨコハマ

シジラガイの幼生はかなり大量に放出されるが，その全

てが魚類に接触する機会に恵まれる可能性は小さく，か

なり多くの幼生が宿主に出会えないまま死滅している

ものと患われる。これらの死滅個体も流下物に含まれて

いるものと思われる。第2の可能性は，寄生には成功し

たが稚貝に変態するまで寄生を続けられずに脱落した個

体に由来する場合である。イシガイ類の幼生は寄生した

魚類が宿主として適切でない場合に，短期間で魚体から

脱落してしまうことが知られている(伊藤ら， 2003;Itoh 

et al.， 2010; Kondo， 1989)。調査水域にはヨコハマシジラ

ガイの幼生にとって適合性の高い宿主ばかりではなく，

かなり多くの幼生が非宿主であるドジョウ Misgumus
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anguillicaudatusやシマドジョウ Cobitisbiwae，タモロコ

Gnathopogon elongatus elongatusなど(柿野ら， 2006a，

2006b， 2007， 2009) に寄生し，短期間で脱落して水路内

を流下していることが推測される。なお，寄生した幼

生が短期間で脱搭してしまう要因としては，魚類の持つ

免疫性や (Fustishand Milemann， 1978; Kondo et al.， 2000; 

Kovitvadhi et al.， 2001; Panha， 1992， 1993)，魚類が寄生幼

生を体から落とそうとする行動(鯨に砂を通す，体を

物に擦り付けるなど)が関与していると考えられる。た

だし，今聞の調査では，殻の内側に間殻筋などの肉質部

が残った幼生の死体は全く観察されていない。肉質部の

残った死体が全く採集されないのはやや不自然に思える

が，幼生の肉質部はごく少量なので，死後速やかに分解

される可能性もある。第 3の可能性は，幼生が稚貝へと

変態した後に脱ぎ捨てた脱皮殻に由来する場合である。

イシガイ類の幼生は稚員へ変態する過程で内側に貝本来

の新しい殻を形成し，幼生の殻を不要物として脱落させ

る(長田・福原， 2000; Kovitvadhi et aI.， 2001)。しかし，

マツカサガイやヨコハマシジラガイの稚貝を儒育すると

底生生活に入って 1ヶ月以上経つでも殻を付着させたま

まであるとの観察結果もあり(伊藤，未発表)，また，自

然条件下で、稚貝が始終砂に潜っているとすれば，脱皮殻

が大規模に流出する可能性も小さいように恩われる。宿

主から脱落した稚貝が砂底に潜る擦の摩擦などで殻が脱

落する可能性もあるので，今後の追跡調査が必要である。

ヨコハマシジラガイでは， 2月中旬に幼生の流下が始

まった時点では，殻の流下最は少なく (Fig.3)，ネット

で採集された殻の多くは，寄生後短期間で脱落した個

体の死に殻と，寄生生活を終えた稚貝の脱皮殻に由来し

ているものと考えられる。本水路で 3月と 5月に少量の

早産卵が流下していたことについては，同じイシガイ類

のイケチョウガイ Hyriopsisschelegeliで，外部からの些

細な刺激によって妊卵個体が未成熟な卵や幼生を吐き出

すことがあると報告されていることから(水本・小林，

1955)，農作業に伴う水滋や流下物の変化や，調査時に

調査者が与えた振動や水の援持といった変化を妊卵個体

が敏感に感じ取り，早躍を誘発した可能性が考えられる。

一方で、，妊卵期間の長い本語が発生段階の異なる卵や幼

生を問時に抱いていたり，それらを区別せずに水中に放

出しているという可能性も否定できない。これらを調べ

るには成貝の貝殻を開けて卵や幼生の発生段階を季節加

に調べる必要があるが，官頭で述べた通り，本調査地の

ような個体群の脆弱な水域で、は，個体に与えるダメージ

を懸念し，その実施には慎重を期すべきである。
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今回の調査では，成員の主な分布水域のよ流端で、も

調査を行い，幼生の放出される水域外で、の出現状況に

ついて知ることができた。ヨコハマシジラガイの生息域

の直上流域に設けた測点 Bでは，生きた幼生の流下量

は生息、域の中心に設けた測点 A と比較して著しく少な

く，本川の調査水域より上流側には成貝の生息数が少な

いことが裏付けられた。一方で，両加点において幼生の

殻が流下していたことは，測点の下流側で幼生の寄生を

受けた魚類の一部が上流へ遡り，測点のさらによ流側に

移動していたためと思われる。これは，本種の幼生が魚

体に寄生して水路内を遡上している可能性を示唆してい

る(近藤ら， 2011)。成貝の移動性が低く(近藤・加納，

1993) ，幼生も遊泳能力を持たないヨコハマシジラガイ

は，水中に大量に放出された幼生が水域を流下し，宿主

となる魚類に出会い，魚類の移動によって広範囲の水域

に分散するものと考えられる。イシガイ類の稚貝は成貝

とは異なる生息環境を必要とするとの報告もあり (D'

Eliscu， 1972)，幼生期の分散は貝の生残率，生産性を向

上するための重要な要素であると考えることができる。

モニタリング技法としてのネット調査の実用性

イシガイ類の繁殖時期を調べるために成貝の妊卵を直

接確認する方法では，個体に致命的なダメージを与える

可能性がある点はすでに指摘した。たとえ注意深く個体

を扱って，物理的なダメージを与えずに済んだとしても，

マツカサガイやイケチョウガイでは外部からの些細な刺

激や短時間の子出によって妊卵個体が米成熟な卵や幼生

を吐き出す例がすでに報告されており(宮部ら， 2007;

水本・小林， 1955)，従来の方法でイシガイ類の繁殖期

を調べることは，対象個体群の繁殖に何らかの悪影響を

及ぼす可能性を拭い切れない。これに対して，本研究や

伊藤・丸山 (2004)で提案，実施したネットを使用した

幼生の採集による調査は，繁殖期の親異にダメージを与

えることなく，詳細な資料を収集することが可能である。

今自の調査によって明らかになったヨコハマシジラガイ

の繁殖盛期は早春一春期で，既知の繁殖期や妊卵期とは

やや異なり，より正確な本種の繁殖生態を検出した結果

と考えられ，本種を含むイシガイ類の繁殖時期を確認す

るための方法としての有効性に疑問はないものと判断で

きる。また，他のイシガイ類についても「適度の水流を

備えた水域でありさえすればJという限定っきではある

が，モニタリング方法としての適用範毘は広い。対象と

なる種や水域の環境特性に応じて改良の余地が残されて

いるが，ネットの形状や設置時間といった様々な技術的
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検討を重ねることによって，より正確なグロキデ、イウム

幼生の流下状況の把握が可能になると思われる。
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