
Ⅰ．はじめに

陸産貝類（以降，陸貝）は移動能力に乏しい

事から，遺伝的分化が生じやすく，その結果，

各地で固有化した種が生息する．日本は南北に

細長く気候も変化に富み，島嶼や山岳地帯など

様々な環境があることから，約 800種の陸貝が

記録されている．これは世界各国と比較しても，

上位 5つに入る豊かな種多様性であり，日本は

まさに陸貝のホットスポットであると言える

（Cameron 2016）．しかし同時に，陸貝は西暦

1500年以降，地球上で最も多く絶滅した動物

分類群でもある（Lydeard et al. 2004）．特に海

洋島の陸貝は，多くの種が絶滅にいたっている．

例えば，小笠原諸島やハワイ諸島などでは，

ニューギニアヤリガタリクウズムシ Platydemus 

manokwari や ツ ヤ オ オ ズ ア リ Pheidole 

megacephalaといった貝食性を示す外来種の侵入

が，固有陸貝相に壊滅的なダメージを与え，減少・

絶滅に追いやっている可能性が示唆されている

（Chiba and Cowie 2016；Uchida et al. 2016）．

沖縄県の大東諸島は，小笠原諸島やハワイ諸

島同様に海洋島で，固有種・固有系統の陸貝が

記録される，進化的にも希少な価値を示す

フィールドである（Hirano et al. 2014）．本諸島

におけるまとまった陸貝相調査報告は東・東

（1994）によってなされ，それによると，比較

的高密度で簡単に固有種を確認する事ができ

た．それ以降，約 20年ぶりに報告文が出版され，

ヘソアキアツマイマイ Nesiohelix omphalina 

omphalina とオオアガリマイマイ Nesiohelix 

omphalina bipyramidalis（以降，アツマイマイ）

をはじめとした各固有種の個体数が著しく減少
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大東諸島は外来種によって固有陸貝相が壊滅的な状態に近づいていることが示唆されている．しかし
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していることが明らかになった（増田ほか

2015）．これを受けて，2017年度版沖縄県レッ

ドデータブック発刊のための情報収集を目的と

し，新たに調査が行われた（久保ほか 2017）．

その結果，増田ほか（2015）同様に，著しく固

有陸貝が減少していることが定性的な評価に

よって示唆された．Uchida et al.（in preparation）

は定量的な陸貝調査を行い，ニューギニアヤリ

ガタリクウズムシの影響が顕著に見られること

を明らかとした．しかし，これらの調査ではツ

ヤオオズアリの影響については定量的な調査は

なされなかった．さらに，陸貝相に影響を与え

る可能性のある外来捕食者としてオガサワラリ

クヒモムシ Geonemertes pelaensisが見つかった 

（Gerlach 1998；Uchida et al. in preparation）．

そこで本研究は，Uchida et al.（in preparation）

のデータを用いて，大東諸島におけるツヤオオ

ズアリとオガサワラリクヒモムシの陸貝への影

響の解明を試みた．また，先行研究で調査のほ

とんど行われてこなかった島の海岸線を中心に

追加で陸貝相調査を行った．

大東諸島に加えて，外来種に対する陸貝の応

答が海洋島と大陸島で異なるのか検証するため

に沖縄本島において陸貝相調査を行った．

さらに，絶滅の危機に瀕している大東諸島固

有陸貝の一部を持ち帰り，飼育を行い繁殖技術

の確立を試みた．

Ⅱ．方法

1. 大東諸島における陸貝相調査

2017年 11月に先行研究（増田ほか 2015；久

保ほか 2017；Uchida et al. in preparation）によっ

て調査されていない地点を選定し南北大東島で

陸貝相調査を行った．先行研究は島の海岸線近
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図 1　調査地点．国土地理院地図を元に作成．



くにおいてあまり調査されていなかったため，

海岸線近を重点的に 28地点調査した（図 1）．

調査は 1人で地点あたり 40分行い，各陸貝の

記録を行った．調査中ニューギニアヤリガタリ

クウズムシを発見した場合も記録した．

2. 大東諸島におけるツヤオオズアリ調査

2017年 11月に南北大東島において Uchida et 

al.（in preparation）が行った調査地 72地点に

おいてツヤオオズアリの優占度を調査した．各

地点に粉砕したポテトチップスで半分まで満た

した 1.5 mLチューブを 1 m間隔に 10個 30分

間設置し，回収したチューブにおけるツヤオオ

ズアリの在不在を確認した．

3. 大東諸島におけるオガサワラリクヒモムシ調

査および捕食実験

2017年 11月に 72地点の内，Uchida et al.（in 

preparation）でオガサワラリクヒモムシが確認

されなかった南大東の地点で再度オガサワラリ

クヒモムシの探索を行った．落葉層下層や倒木

の下など湿潤な環境を中心として各地点 20分

間探索した．

2018年 7月に大東諸島でオガサワラリクヒ

モムシが侵略性を発揮しているのかどうかを明

らかにするため，本種の在不在が明らかである

10地点（在：5地点，不在：5地点）を選び，

本種の侵入に対して顕著に影響を受けると考え

られる等脚目（Shinobe et al. 2017）を対象とし

てコドラート調査を実施した．各地点に 25×

25 cmのコドラートを 15個設置し，落葉層ご

と土壌を深さ 1 cm採集し，2 mmメッシュの篩

でふるった．篩に残った土壌および落葉を宿泊

先に持ち帰り，速やかにソーティングを行い，

等脚目の種数を記録した．

オガサワラリクヒモムシと南大東島で多産す

るハワイマイマイ科貝類 Achatinellidae spp. （以

降，ノミガイ類），等脚目 2種のアジアモリワ

ラジムシ Burmoniscus kathmandiusとタマコシ

ビロダンゴムシ属の一種 Spherillo sp.（以降，

コシビロダンゴムシ）を研究室に持ち帰り，捕

食実験を行った．6個体のオガサワラリクヒモ

ムシをタッパーで個別に飼育した．オガサワラ

リクヒモムシ 2個体ずつの 3グループに分け，

それぞれのグループで実験開始時の 3種類の餌

生物が異なるように与えた．ノミガイ類―アジ

アモリワラジムシ―コシビロダンゴムシ―ノミ

ガイ類の順で 10日おきに餌生物を交換して与

え，計 30日間飼育した．観察は毎日行い，餌

生物は常に 5個体になるように維持した．

4. 沖縄本島におけるニューギニアヤリガタリク

ウズムシの影響調査

沖縄本島において陸貝相調査を 2017年 11月

と 2018年 7月に行った．Kawakatsu et al. （1993）

によってニューギニアヤリガタリクウズムシの

分布が確認されている沖縄本島南部は開発が盛

んに行われているが，一部森林が残存している．

その森林から 19地点を選定した．1人で 30分

間陸貝を 30× 30 mの範囲内を探索し，死殻を

含む陸貝の種とニューギニアヤリガタリクウズ

ムシの在不在を記録した．シュリマイマイ

Satsuma mercatria と ミ ヤ コ マ イ マ イ S. 

miyakoensisは殻形態からの判別が困難である

ため （亀田 2017），便宜的にシュリマイマイ種

群として扱った．

5. データ解析

Uchida et al. （in preparation）のデータと本調

査 2，3で得られたツヤオオズアリ・オガサワ

ラリクヒモムシのデータを用いて，一般化線形

モデル（ポアソン分布，logリンク関数）によっ

て各外来捕食者の影響の解析を行った．各地点

の陸貝の種数・アツマイマイとノミガイ類のそ

れぞれの個体数を目的変数とし，ニューギニア

ヤリガタリクウズムシ・オガサワラリクヒモム

シの在（1）/不在（0）とツヤオオズアリの優占

（1）/非優占（0）の 3つを説明変数とした．
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また，3で得られた等脚目の種数を目的変数，

オガサワラリクヒモムシの在（1）/不在（0）を

説明変数，調査地をランダム効果として一般化

線形混合モデル（ポアソン分布，logリンク関数）

を作成し，オガサワラリクヒモムシの等脚目へ

の影響を解析した．

6. 繁殖技術の開発の試み

1において発見したアツマイマイとダイトウ

ノミギセル Zaptyx daitojimanaの一部を研究室

に持ち帰り飼育を行った．飼育ケースは食品用

のタッパーや虫かごを用いた．基質として，ア

ツマイマイの成熟個体を複数飼育する際には赤

玉土と炭酸カルシウムを配合したものを，未成

熟の場合はペーパータオルを，ダイトウノミギ

セルにはペーパータオルを用いた．また，アツ

マイマイの成熟個体には石灰岩と落葉を与え

た．餌は小笠原諸島固有陸貝の飼育にも用いら

れているクロカビの一種を寒天培地に培養した

もの（以降，クロカビ）やキャットフード・炭

酸カルシウム・オートミールを破砕し混合した

もの（以降，配合飼料）を与えた．週 1回を目

安として餌の供給，飼育ケースの清掃を行った．

アツマイマイが産卵した場合は親個体から隔離

し，湿らせた赤玉土を敷き詰めたタッパーに移

した．

Ⅲ．結果

1. 大東諸島における陸貝相調査

本調査で得られたデータは希少種の分布情報

を含むため，詳細な各地点各種の分布情報は公

開しない．海岸線近くにはニューギニアヤリガ

タリクウズムシがあまり分布していなかった．

一方，アツマイマイが発見される場合が多かっ

た．既知の地点とは別に新たに 3地点のダイト

ウノミギセルの分布を発見した．

2. 大東諸島におけるツヤオオズアリ調査

1.5 mLチューブ 10本中 6本以上にツヤオオ

ズアリが捕獲された場合，その地点はツヤオオ

ズアリが優占していたとすると，72地点中 52

地点と多くの地点で優占していた．

3. 大東諸島におけるオガサワラリクヒモムシ調

査および捕食実験

オガサワラリクヒモムシは北大東島では確認

されず，南大東島の 13地点でのみ確認された．

コドラート調査では，7種の等脚目が記録され，

オガサワラリクヒモムシの在地点では種数が少

なかった．捕食実験では，オガサワラリクヒモ

ムシは等脚目 2種（アジアモリワラジ・コシビ

ロダンゴムシ）を捕食したが，ノミガイ類を捕

食しなかった．

4. 沖縄本島におけるニューギニアヤリガタリク

ウズムシの影響調査

ニューギニアヤリガタリクウズムシは 1地点

を除いた 18地点で発見された．本種の発見さ

れなかった地点は半島部になっている場所で

あった（図 1）．全体で陸貝は 17種記録され，

内 3 種は外来種であるオナジマイマイ

Bradybaena similaris と ア フ リ カ マ イ マ イ

Achatina fulica，アジアベッコウ Macrochlamys 

sp.であった．ヒメオカモノアラガイ近似種

Succinea cf. lyrataとヘリトリケマイマイ Aegista 

margiataは死殻のみ発見された．大東諸島でも

確認されたシュリマイマイ種群は生貝 18地点，

死貝のみ 1地点から，パンダナマイマイ B. 

circulusは生貝 6地点，死貝のみ 5地点から，

オキナワウスカワマイマイ Acusta despectaの生

貝は全 19地点から発見された．

5. データ解析

ニューギニアヤリガタリクウズムシ（Chi-

square = 4.8，p = 0.029）とツヤオオズアリ（Chi-

square = 5.8，p = 0.016）はそれぞれ陸貝の種数

に有意に負の影響を与えていた（図 2a）．ニュー

ギニアヤリガタリクウズムシはアツマイマイの

個体数には有意に負の影響を与えたが（図 2b，
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Chi-square = 558，p < 0.001），ノミガイ類の個

体数には有意に影響を与えていなかった（図

2c，Chi-square = 1.0，p = 0.31）．逆に，ツヤオ

オズアリはアツマイマイの個体数に有意に正の

影響を与え（図 2b，Chi-square = 45，p < 0.001），

ノミガイ類の個体数には有意に負の影響を与え

た（図 2c，Chi-square = 2076，p < 0.001）．一方

で，オガサワラリクヒモムシは陸貝の種数

（Chi-square = 0.46，p =0.50）とアツマイマイの

個体数には有意な影響を与えず（Chi-square = 

1.3，p = 0.25），ノミガイ類の個体数には正の

影響を与えた（Chi-square = 151，p < 0.001）．

等脚目の種数には有意に負の影響を与えた（図

2d，Chi-square = 8.8，p < 0.01）．

6. 繁殖技術の開発の試み

ダイトウノミギセルはタッパー内での累代飼

育に成功した．盛んに繁殖を行うため定期的に

別の容器に分ける必要があった．炭酸カルシウ

ムが不足すると殻の色が野生下のものよりも薄

くなった．

アツマイマイの成熟個体は繁殖用に多数飼育

を行うと互いの殻を舐め，殻皮が剥がれてしま

うことが多かった．餌はクロカビと配合飼料を

よく摂食した．アツマイマイは飼育下で交尾行

動は活発に見られるものの，安定して産卵され

ることができなかった．産卵は赤玉土を掘り穴

の中にするのではなく，落葉の下や石灰岩と飼

育ケースの隙間で行われた．一度に 5～ 15個

程度産卵する場合もあったが，野外で観察され

るような楕円状の卵ではなく，潰れたような奇

形卵を生むことが多く，奇形卵は稀に孵化する

ことがあるものの，そのほとんどが孵化しな

かった．このような奇形卵を含み孵化率は 60 %

程度であった．孵化した子個体は 1年間では成

熟しなかった．また，殻の形成が正常に行われ

ない個体が散見された．飼育容器を狭いもの（5

135

図 2　外来捕食者に対する被食者の応答．a，b，c：Uchida et al. （in preparation）の陸貝の密度データをニューギニアヤリガタリ

クウズムシの在/不在とツヤオオズアリの優占/非優占に基づきグループ分けをしている．d：オガサワラリクヒモムシの在/不在

による等脚目の種数の違い．
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匹：14× 8× 10 cm）から広いもの（5匹：21

× 14× 24 cm）に変更した場合や炭酸カルシ

ウムとして貝殻を与えた場合，急速に成長する

場合があった．

Ⅳ．考察

ツヤオオズアリは種数に対して負の影響が見

られたことから（図 2a），ツヤオオズアリは先

行研究（Uchida et al. 2016）同様，陸貝相を劣

化させたことが示唆された．特にツヤオオズア

リの影響はノミガイ類に対して顕著である一方

（図 2c），大型種であるアツマイマイに対して

負の影響は与えなかった（図 2b）．このことか

ら，ツヤオオズアリは小型陸貝のみを減少させ

たと考えられる．

オガサワラリクヒモムシは陸貝の種数やノミ

ガイ類の個体数，アツマイマイの個体数に負の

影響を及ぼしていなかったが，等脚目の種数に

は負の影響を与えていた（図 2d）．捕食実験に

おいても同様に，等脚目は捕食したが，ノミガ

イ類は捕食しなかった．これらのことから，オ

ガサワラリクヒモムシの陸貝への影響はないと

考えられる．ヒモムシの仲間は形態的特徴の可

塑性が大きいことから分類が困難であり

（Mateos and Giribet 2008），オガサワラリクヒモ

ムシも隠蔽種の存在が疑われている（Shinobe 

et al. 2017）．先行研究（Gerlach 1998）で微小

陸貝を捕食したリクヒモムシは大東諸島のオガ

サワラリクヒモムシとは別種なのかもしれな

い．

ツヤオオズアリがアツマイマイに正の効果

（図 2b）をオガサワラリクヒモムシがノミガイ

類に正の効果をもたらしたという解析結果は偽

相関を検出したためであると考えられるがその

原因は不明である．

沖縄本島では大半の地点でニューギニアヤリ

ガタリクウズムシが検出されたため，その影響

を明らかにすることは困難であるが，少なくと

も，オキナワウスカワマイマイやシュリマイマ

イ種群への影響はないと考えられる．これらに

比べパンダナマイマイは生貝が検出された地点

が少なかった．大東諸島においてはパンダナマ

イマイの個体数はニューギニアヤリガタリクウ

ズムシのいる地点で少なかった（Uchida et al. 

in preparation）．これらのことから，ニューギ

ニアヤリガタリクウズムシの影響はもしかした

ら大陸島である沖縄本島でもあるのかもしれな

い．今後，沖縄本島において調査を行っていく

必要がある．ニューギニアヤリガタリクウズム

シは沖縄本島では半島状になっている 1地点の

みで不在であり（図 1），大東諸島では海岸線

近くの地点であまり確認されず，アツマイマイ

も確認された．このことから，小笠原諸島の父

島と同様に（Chiba & Cowie 2016），ニューギニ

アヤリガタリクウズムシは潮風などの海からの

影響の強い場所には定着しづらいと考えられ

る．

ダイトウノミギセルは先行研究（増田ほか

2015；久保ほか 2017；Uchida et al. in preparation）

を含め近年では 4地点しか発見されていない．

本種は 1990年代にはこの 4地点とは別の 9地

点で多数確認され，2000年代に人為的な影響

によって減少したと考えられているが（増田ほ

か 2015），その直接的な原因がニューギニアヤ

リガタリクウズムシなのかツヤオオズアリなの

か，また別の要因なのかは特定できなかった．

何れにせよ，飼育下において非常に簡単に増殖

する本種の繁殖能力を上回る負の影響を大東諸

島の陸貝相は受けていると考えられ，原因究明

のためのさらなる調査が必要であろう．

ダイトウノミギセルと異なり，アツマイマイ

の累代飼育は成功しなかった．本種の成熟まで

の長さも原因ではあるが，安定して産卵する条

件を発見することができなかったのも原因であ
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る．また，奇形卵を生む要因が飼育環境なのか，

遺伝的な要因なのかは判断できなかった．域外

保全を行うためには，遺伝的多様性がどの程度

残されているのか突き止めなければならない．

寿命は成熟まで 1年以上かかり，野外から採集

した成熟した個体が 1年間飼育していることか

ら最低でも 2年以上の寿命があると考えられ

る．高密度環境下では互いの殻を舐め，成長速

度が遅かったことから，本種の飼育は低密度で

行うべきであろう．また，大東諸島は隆起石灰

岩からなる島であるため，そこの固有種である

本種は炭酸カルシウムの要求量が多いと考えら

れる．実際に飼育下では炭酸カルシウムの量が

成長を律速することがあった．他個体の殻を舐

める行動も炭酸カルシウムの摂取するためで

あった可能性がある．このように，陸貝同士で

も互いに干渉し合う可能性が飼育観察により示

されたため，移入種であるシュリマイマイ種群

が固有アツマイマイ属へ与える影響を調査する

ため，大東諸島での観察の他，大陸島・石灰岩

地帯かつ在来のシュリマイマイ種群・アツマイ

マイ属が生息している沖永良部島での予察的な

調査を行った．その結果，想定とは異なり，大

東諸島では固有種が移入種の殻を舐めるという

負の干渉を示す可能性がある．一方で，沖永良

部島では，実験の過程で持ち帰ったアツマイマ

イ属が死亡したため，大陸島と海洋島との応答

を比較することが出来ていない．

ニューギニアヤリガタリクウズムシの根絶方

法・低密度管理方法は存在しないため，近い将

来，大東諸島産アツマイマイはわずかに残され

た個体群もニューギニアヤリガタリクウズムシ

によって捕食され，野生絶滅が起きる可能性が

非常に高い．このアツマイマイは種の保存法で

国内希少野生動植物に指定されたため，陸貝の

愛好家が採集を行って繁殖を試みることができ

なくなってしまった．本種の絶滅を防ぐために

は，小笠原諸島のカタマイマイ属のように行政

主導で域外保全を行っていくほかないだろう．

Ⅴ．今後の予定

1年間の助成期間内で明らかにすることがで

きなかった以下の項目について，引き続き研究

を行う予定である．

1）　本助成とは別に森ほか（未発表）によって

得られた大東諸島の陸貝相データと Uchida 

et al. （in preparation），本助成で得られたデー

タを統合して解析することにより，詳細に陸

貝相が外来捕食者によって受けた影響を明ら

かにする．この解析結果を踏まえ海外の専門

雑誌に投稿予定である．

2）　アツマイマイの飼育を継続して行い，基礎

生態を明らかにし，繁殖技術の確立を目指す．

3）　アツマイマイの飼育個体の採集時に切除し

ていた肉片を用いて，遺伝的な背景を明らか

にし，保全単位の決定を行う予定である．
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Understanding effect of introduced species to native land snail fauna  
in the Daito Islands, and establishment of breeding methods  

for conservation of these endemic snails 

UCHIDA Shota, SHINOBE Shotaro and HIRANO Takahiro

Prior studies indicated that the native fauna of land snails in the oceanic Daito Islands has been decreasing since 
introducing the alien invasive species. However, the effects of introduced predators Pheidole megacephala and 
Geonemertes pelaensis were ignored in such studies. Under these circumstances, to clarify such effects to native 
land snails of the islands, we conducted investigation for distribution areas of these two invasive predators in the 
islands, including coastal area, which was insufficient in the previous studies. In addition, we also tried breeding of 
some endemic land snails of the islands for establishment of breeding methods and keeping the colony in the lab. 
Our results indicated that the P. megacephala decreased individual numbers of micro snails. However, the G. 
pelaensis did not occur any negative effect to the land snails. Compared with the Daito Islands, these invasive 
predators showed similar results to its native fauna of the snails in the continental Okinawa Island. Under the 
laboratory condition, we succeeded in breeding Zaptyx daitojimana, but not for the genus Nesiohelix. Further 
analyses and development of breeding methods are needed for conservation of terrestrial molluscs fauna of the Daito 
Islands.
Keywords: Platydemus manokwari, Pheidole megacephala, Geonemertes pelaensis, oceanic island
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