
Ⅰ．序論

経済のグローバル化に起因した外来種の侵入

により，在来生態系の撹乱が世界各地で深刻化

している．小笠原諸島は東洋のガラパゴスと称

され，その固有生態系から世界自然遺産に登録

されている自然保護上極めて重要な地域であ

る．しかしながら，グリーンアノールなどの外

来種の定着が相次ぎ，陸産貝類を含む固有種の

絶滅が続いている（千葉 2009）．小笠原諸島に

は巻貝の殻を生息場所として利用し陸上で主に

活動するオカヤドカリ類が 5種確認されており

（三田ほか 2018），いずれも天然記念物に指定

されている重要な保護対象生物である．小笠原

諸島は南西諸島とともにオカヤドカリ類の国内

の主な繁殖地として重要な地域と考えられてい

るにもかかわらず，保全に不可欠な基礎的生態

調査が十分とは言えない．特に，ヤドカリ類の

生存率や成長速度は利用する貝殻資源に大きく

影響をうけるため（Bertness 1980，1981），貝

殻を提供する貝類群集の動態がオカヤドカリ個

体群の保全を考える上で重要となる．小笠原諸

島の父島では，1930年代に薬用や鑑賞目的で

人為的に導入された世界最大の陸産貝類で深刻

な外来種であるアフリカマイマイ（Achatina 
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ヤドカリ類は生命維持に不可欠な貝殻を巻貝群集からの偶発的な供給に依存している．そのため，ヤ
ドカリ類の保全には，巻貝群集動態の知見が重要となる．オカヤドカリ類が多数生息する小笠原諸島父
島には，繰り返し外来種が侵入し，オカヤドカリ類が利用する貝殻の供給源である陸産貝類群集が長い
間撹乱され続けてきた．そこで，貝殻供給源である陸産貝類群集の撹乱がムラサキオカヤドカリ個体群
に及ぼす影響を調査するために，父島と外来種による撹乱が少ない沖縄本島北部個体群の比較をおこなっ
た．沖縄個体群に比べて，父島のムラサキオカヤドカリ個体群では陸産のアフリカマイマイの貝殻利用
が多く，体サイズが大型化していた．また，父島では利用可能な貝殻資源が生息地内にほとんど発見で
きなかった．このことから，父島のムラサキオカヤドカリ個体群はアフリカマイマイ由来の貝殻を主に
利用していること，一方で生息地内において利用可能なアフリカマイマイの貝殻が発見できなかったこ
とから，貝殻供給は現在ほとんどないことが推測された．他の研究が指摘しているように，アフリカマ
イマイに限らず他の陸産貝類の個体数も減少していることから，利用可能な貝殻資源の安定供給が困難
な状況になってきており，将来的にムラサキオカヤドカリ個体群の維持が困難になる可能性がある．
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fulica）が野生化し急激に個体数が増加した．

その結果，種間競争が激化し在来の陸産貝類の

減少の一因となっている．その後，アフリカマ

イマイの駆除目的に捕食性巻貝ヤマヒタチオビ

（Euglandina rosea）が導入されたが，これもア

フリカマイマイを積極的に捕食せず，むしろ在

来陸産貝類を捕食しさらに個体数を減少させる

原因となった（大林・竹内 2007）．そのため，

ムラサキオカヤドカリ（Coenobita purpureus）

が潜在的に利用できる陸産貝殻資源の多くがア

フリカマイマイ由来になり，体サイズが大型化

したことが 1980年代に確認されている（林ほ

か 1987，東京都教育委員会 1987）．しかしなが

ら，その後陸産貝類の天敵であるニューギニア

ヤリガタリクウズムシ（Platydemus manokwari）

の侵入や農薬散布により，近年ではアフリカマ

イマイの個体数すら激減している（大林・竹内

2007）．そのため，現在の小笠原諸島父島では

オカヤドカリ類に資源を供給する陸産貝類群集

が非常に脆弱な状態にあると予想される．現在

主に利用されているアフリカマイマイの貝殻は

非常に丈夫なため長期利用可能と推測される

が，これが耐用年数を超えた時に代替の資源が

枯渇していればムラサキオカヤドカリの住処が

なくなっている可能性もある．事実三田らによ

る 2013年に実施された父島の調査では，破損

したアフリカマイマイの貝殻を利用している個

体が実際に確認されている（三田ほか 2018）．

このように父島のムラサキオカヤドカリ個体群

は生存に必須な貝殻資源供給が滞り存続が危ぶ

まれる状況と予想されるが，オカヤドカリ類は

一般に長寿のため（少なくとも 20～ 40年程度

Vogt 2019），たとえ新規参入個体がしばらくな

い場合でも個体群の減少が顕在化しにくい．そ

のためか，基礎的生態データの収集や保全対策

が積極的に実施されてこなかった．そこで本研

究課題では，保全対策構築に不可欠な小笠原諸

島父島におけるムラサキオカヤドカリ個体群の

サイズ構成，貝殻資源利用パターン，貝殻資源

量調査などの基礎的生態データを収集するとと

もに，外来種の影響が少なく貝殻供給が安定し

ているもう一つの繁殖地である沖縄本島個体群

との比較から父島個体群の特性を明らかにする

ことを目的とした．

Ⅱ．材料と方法

調査は 2018年 10月に沖縄本島北部の奥地域

と辺戸岬の海岸林，2018年の 11月と 2019年

の 9月に小笠原諸島父島の宮ノ浜（2回），ブ

タ海岸（1回），コペペ海岸（2回）で行った（図

1）．オカヤドカリを捕獲するために，各調査地

点に 2箇所，少なくとも 50 mを離してベイト

トラップを設置した（図 2）．トラップはプラ

スックケース（36 cm×26 cm×26 cm）を海岸

林の林縁付近に地面と水平になるように埋め，

誘引用の養鶏飼料 200. gをいれたものを用い

た．トラップは日没 1時間前に設置し，夜明け

1時間以内に回収した．捕獲されたオカヤドカ

リは朝倉（2004）を参考に外部形態から種の判

別を行った．また利用貝殻の種判別はオカヤド

カリによる改変や長期間の利用による磨耗等で

困難な場合があるため，特徴的な形態で判別が

可能な一部の種を除き，科レベルの同定とし，

大きさの指標として貝高長を測定した．

甲殻類では体サイズの測定は一般に前甲長を

用いるが，測定するためにはヤドカリを貝殻か

ら取り出す必要がある．貝殻からの剥離は個体

にダメージとなる可能性が高いため，体サイズ

と高い相関があることが報告されている左第 3

脚の指節長を測定形質としノギスで計測した．

この部位は貝殻に入ったままでも計測可能なた

めヤドカリ個体に負担が少ないという利点があ

る（沖縄県教育委員会 2006）．宿貝の大きさは

個体の生存率等に影響する．そこで宿貝の適合
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度を次の 4つに分類しその頻度を計測した，適

合度 1：左側第 3歩脚が殻の中，適合度 2：第

3歩脚ほぼ殻口，適合度 3：脚が出て前甲は殻

の中，適合度 4：前甲の一部が殻の外．これに

加えて調査地に存在する潜在的な貝殻資源量を

推測するために，時間単位採集法を用いて調査

地内の貝殻数を調査した．調査は 3名一組で行

い 1地点 30分間採集した．採集した貝殻は，

破損の有無から利用可能かどうか判断するとと

もに，種の判別（上記と同じように特定の種を

除き科レベル）を行い陸産か海産かの識別もお

こなった．

Ⅲ．結果

沖縄本島の奥では 132個体（2018年），辺戸

岬 150個体（2018年）が採集された．採集さ

れたヤドカリの内訳は，奥ではムラサキオカヤ

ドカリ 48個体，ナキオカヤドカリ 84個体，辺

戸岬では，オカヤドカリ 1個体，ムラサキオカ

ヤドカリ 65個体，ナキオカヤドカリ 84個体と
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図1 調査地.左）小笠原諸島父島 （a:宮ノ浜, b:コペペ海岸, c:ブタ海岸）
右）琉球列島沖縄本島（d : 辺戸岬, e:奥）
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図 1　調査地．左）小笠原諸島父島　（a：宮ノ浜，b：コペペ海岸，c：ブタ海岸）右）琉球列島沖縄本島（d：辺戸岬，e：奥）

図 2　設置したトラップ（左）と捕獲されたオカヤドカリ類（右）

図2. 設置したトラップ（左）と捕獲されたオカヤドカリ類（右）



ナキオカヤドカリが多く採集された．父島では，

ブタ海岸で 47匹（2019年），コペペ海岸では

69匹（2018年＋2019年），宮ノ浜では 9匹（2018

年＋2019年）採集された．採集されたヤドカ

リの内訳は，ブタ海岸ではオカヤドカリ 2個体，

ムラサキオカヤドカリ 39個体，ナキオカヤド

カリ 6個体，コペペ海岸ではオカヤドカリ 9個

体，ムラサキオカヤドカリ 56個体，ナキオカ

ヤドカリ 4個体，宮の浜ではオカヤドカリ 3個

体，ムラサキオカヤドカリ 6個体いずれの調査

地でもムラサキオカヤドカリが優占（全体の

80.8 %）であった．利用していた貝殻を海産貝

類由来，陸産貝類由来，人為的供給の 3つにカ

テゴリー分けして，調査地間で比較したところ，

沖縄本島では海産貝類，陸産貝類の両方がよく

利用されており，特に海産ではアマオブネガイ

科が，陸産ではマイマイ類がよく利用されてい

た．一方，父島では海産貝類は人為的供給と予

測されるホソスジテツボラを除き利用されてお

らず，ほとんどが外来の陸産貝類アフリカマイ

マイであった（x2 = 55.98，p < 0.01，図 3）．こ

のように沖縄本島と父島のムラサキオカヤドカ

リ個体群では貝殻利用パターンが大きく異なっ

ていた．同様に，ヤドカリの体サイズにも違い

が見られ，沖縄個体群では平均 8.78±SD0.83 

mm，父島では平均 18.65±SD0.44 mmと父島

個体群で体サイズが有意に大きくなった（t = 

17.13，p < 0.0001，図 4）．また，両個体群でサ

イズ分布の重複は少なく，父島個体群では沖縄

個体群でみられる小型個体は全く採集されな

かった．一方，父島個体群でみられるような大

型個体は沖縄個体群では稀であり，いずれも

チョウセンサザエを利用している個体であっ

た．次に適合度の割合をみると，沖縄個体群で

は適合度 1：13.3 %，適合度 2：22.1 %，適合

度 3：39.8 %，適合度 4：24.8 %，父島個体群

では，適合度 1：6.8 %，適合度 2：15.9 %，適

合度 3：53.4 %，適合度 4：23.7 %でいずれの

個体群でも適合度 3の個体が最も多く，適合度

の割合に個体群間で差は見られなかった（x2 = 

4.97，p > 0.05）．また，沖縄個体群では体サイ

ズの増加とともに適合度が増加する関係がみら

れたが，小笠原個体群ではみられなかった（順

序ロジステック回帰，小笠原：x2 = 2.23，p = 

0.136，沖縄：x2 = 51.78，p < 0.0001）．潜在的

な利用資源を比較すると沖縄では，マイマイ類

を始め多数発見できたが，父島個体群では発見

される貝殻数も少なく，また破損が進んでいた

り（貝頂部が欠損），構造上ヤドカリ類の利用

に適さない貝殻が殆どであった（図 5）．また
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図 3　ムラサキオカヤドカリの貝殻利用パターン

A）父島個体群
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B）沖縄本島個体群

図3. ムラサキオカヤドカリの貝殻利用パターン



父島では採集された陸産貝殻全てがアフリカマ

イマイであった．このことから，父島個体群に

おいてアフリカマイマイを除いた陸産貝類群集

や海産貝類群集からの利用可能な貝殻供給は殆

どないと推測された．

Ⅳ．考察

今回の調査から父島のムラサキオカヤドカリ

個体群は沖縄の個体群と貝殻利用パターンが大

きく異なり，父島の方が利用している貝殻種類

が少なく，多くは陸産のアフリカマイマイで

あった．また，体サイズの分布も異なり，父島

の個体は平均体サイズが沖縄個体群よりも 2倍

以上大きく，また小型の個体は採集されなかっ

た．大型個体の多くはアフリカマイマイを利用

していたことから，林ほか（1987）が指摘して

いるように，アフリカマイマイ由来の貝殻の存

在が父島個体群の大型個体の発生に関係してい

ると推測された．

ヤドカリにとって貝殻は適応度に大きく影響

する資源である（Bartness 1980, 1981）．利用し

ているサイズや種類，コンディションで生存率

や成長率，その結果として闘争能力や産卵能力

に関係してくる．特に貝殻サイズを大きく超え

て成長することは防御（貝殻の中に隠れられな

いほど大型化）や乾燥耐性（陸生ヤドカのみ）

の点で不利だと考えられる．そのため必然的に，

生息環境に存在する貝殻サイズによって体サイ

ズが規定される．特に，化石の貝殻や人工物な

ども利用するような貝殻資源が少ない陸域環境

では，もともと選択の余地は少なく環境から供

給される貝殻資源の質や種類がダイレクトにオ

カヤドカリの生態に影響を与えやすい（Barnes 

2001）．父島個体群の体サイズが沖縄個体群に

比べて大型化していたのは，利用していた貝殻

が世界最大の陸産巻貝と言われるアフリカマイ

マイを利用し，成長サイズの上限が引き上げら

れたのが大きい．またアフリカマイマイの殻質

は厚く硬いため，天敵防御や乾燥耐性という点

からも優れており，これは生存率の上昇にも寄

与するだろう．このように質が高く，大型の貝

殻だけが継続的に資源として供給された結果，

父島個体群では生存率が上昇し大型化（＝長寿）

が進行したのかもしれない．

しかしながら，アフリカマイマイの貝殻だけ

に依存する現在の父島の状況はムラサキオカヤ

ドカリ個体群維持の上で問題がある．第一に，

アフリカマイマイの個体数激減により今後の継
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図4. 第三歩脚長の頻度分布

図 4　左第三歩脚指節長の頻度分布

図 5　生息地内の貝殻資源量
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図5.生息地内の貝殻資源量



続的な貝殻供給が期待できない点がある．殻質

が硬く耐用年数が長いアフリカマイマイの貝殻

であっても磨耗や破損によりいずれ利用不可能

になる．そのため，他の貝殻への引っ越しがム

ラサキオカヤドカリの生命維持にとって必要と

なる．しかしながら父島では貝殻供給源である

アフリカマイマイ個体群は，天敵の侵入により

個体数が激減し 1990年代から 2000年代にすで

に壊滅状態と報告されている（大林・竹内

2007）．その後の調査はされていないが，アフ

リカマイマイの寿命は 3から 5年といわれてお

り，複数回の調査で蔵卵個体も確認されていな

かったことから，その後個体数がさらに減少し

た可能性が高い．事実，大林らの 2001年の調

査では発見されていたアフリカマイマイの死貝

（殻頂がかけていない殻，すなわち死後それほ

ど時間の経っていない）が今回の我々の調査で

は発見できていない．アフリカマイマイの貝殻

自体は複数見つかったものの，殻頂などが大き

く欠損しオカヤドカリの利用できない古い貝殻

だけであった．このことは，現在，アフリカマ

イマイ個体群からの新規貝殻資源の供給が非常

に少ないことを示唆している．同様に，アフリ

カマイマイとの種間競争，ヤマヒタチオビやウ

ズムシ等の天敵による捕食により，他の陸産貝

類の個体数はすでに激減または絶滅しているた

め（千葉 2009），代替的な貝殻資源の供給も期

待できない．また，沖縄本島個体群のように海

産貝殻を利用するためには貝殻が打ち上げられ

る必要があるが，これは地形や波浪といった物

理的条件で決定される．利用貝殻種類，生息地

内の貝殻資源量の調査から明らかなように今回

の父島の 3つの調査地では打ち上げ貝がほとん

ど見られないため，海産の貝殻資源の利用も難

しい．そもそも既に大型化している個体が利用

できるような大きなマルサザエやホソスジテツ

ボラは潮下帯に生息するため自然に打ち上げら

れる可能性が低く，漁業資源の廃棄物として人

為的に供給される場合が多いと考えられる．以

上のことから，アフリカマイマイを利用してい

る大型のムラサキオカヤドカリ個体の代替の貝

殻資源供給源は機能しておらず，新規貝殻獲得

が困難な状態にあると推測される．オカヤドカ

リ類の寿命は長く，20～ 40年ほどの報告もあ

る（Vogt 2019）．ムラサキオカヤドカリの寿命

データはないが，大型の個体はかなり生存期間

が長いと推測される．今後，大型個体の利用で

きる貝殻が供給されない状況が続くのであれ

ば，磨耗や破損などの利用貝殻の質の低下が死

亡率を上昇させムラサキオカヤドカリの個体群

サイズの低下が進行するだろう．

二つ目は，サイズの大型化が新規個体の定着

を妨げる新しい種内相互作用を生み出している

可能性が考えられる．個体群の維持には新規定

着個体が順調に生育し，繁殖ステージまで生存

する必要がある．オカヤドカリの場合には，ゾ

エアとして海で成長し，メガロパとして貝殻に

入った個体が陸に上がり，貝殻交換をしながら

成長し繁殖ステージまで達する経路がこれにあ

たる（Hamasaki et al. 2018）．陸域におけるオカ

ヤドカリの死亡要因としては，乾燥や高温等の

環境要因やシギ類やカニ類による捕食に加え

て，オカヤドカリ間のギルド内捕食や共食いが

報告されている（Barnes 1997a，b）．個体間の

闘争能力は体サイズに依存するため，個体のサ

イズ差が大きくなるほど共食いやギルド内捕食

が起きやすくなる（Yasuda et al. 2001）．そのた

め，父島のムラサキオカヤドカリ個体群でも，

体サイズの大型化によって集団内でのサイズ差

が大きくなり，大型個体から小型個体への捕食

が増加したのかもしれな．貝殻との適合度は，

体サイズが大きくなるほど低下し，貝殻に隠れ

ることが困難な状態になっていた．これは，共

食いやギルド内捕食のリスクが体サイズの大型
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化とともに低下し，貝殻の中に隠れるという制

約が弱まったことと関連しているのかもしれな

い．同様に体サイズの大型化は環境収容力の制

約に起因した種内競争を通じで個体群サイズを

小さくする選択にすすめる．このように，アフ

リカマイマイの貝殻利用によって生じた体サイ

ズの大型化が，共食いやギルド内捕食や種内競

争を通じて小型，若齢個体の生存率を下げ，結

果として個体群の高齢化と新規個体の定着を妨

げている可能性がある．

現在の日本社会にも似た「少子 -高齢化」と

もいえる歪な齢構成と貝殻資源供給網の崩壊に

より父島のムラサキオカヤドカリ個体群は不安

定な状況にあると推測されるが，長命なためそ

の深刻さが広く認識されていない．事実，これ

まで父島で調査されている地域は 2地点だけと

ムラサキオカヤドカリ個体群の全体像を把握す

る上では不十分なままである．また，調査方法

についても検討が必要かもしれない．オカヤド

カリの捕獲は一般的にベイトトラップによって

行われてきた．しかしながら，三田ほか（2018）

が 2013年に実施した調査では，見つけ取り調

査により八丈島の個体群と変わらない小型の個

体が発見されている．このことから，今後ベイ

トトラップだけでなく複数の方法を組み合わせ

ることが正確な個体群情報を得る上で必要にな

るだろう．いずれにせよ，オカヤドカリ類の生

存にとって不可欠な貝殻資源供給網が外来種の

侵入によって撹乱されていることから，これが

個体群維持にとって大きなリスクになることは

間違いない．そのため，今後安定的に個体群を

維持するためには，長期的には現存している陸

産貝類の生息地の保護をすすめ貝殻供給網を再

構築するとともに，短期的には人為的な貝殻資

源の投入も検討する必要があるだろう．
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An ecological comparison of two populations  
of Coenobita purpureus in Japan

KIKUCHI Tomonori, SHINODA Rina, SAKAMAKI Ayaka,  
OZAWA Nanami, KOJIMA Tamao and NAMIKAWA Arisa

Various types of shells accidentally provided from gastropods community are necessary for the life of terrestrial 
hermit crabs. So, knowledge of gastropods community dynamics is essential for terrestrial hermit crabs conservation. 
In Chichijima of the Ogasawara Islands where a terrestrial hermit crabs Coenobita purpureus inhabit predominantly, 
repeated invasion of alien species as the giant African snail Achatina fulica has disrupted on terrestrial gastropod 
community. To investigate the influence of the disturbance in gastropod community as a supply source of shells on 
the dynamics of C. purpureus population, we compared two populations between Chichijima and Okinawa main 
island of the Nansei Islands in which the impact of alien species on terrestrial gastropods community is relatively 
small. C. purpureus in Chichijima population was much larger than Okinawa mainland population, and the most 
individuals used shells of A. fulica. Also, in their habitats of Chichijima island, there were few available shells for 
terrestrial hermit crabs. These results indicated that C. purpureus of the Chichijima population strongly depended on 
the shells of A. fulica, but the present shell supply was stopped or strongly limited. In addition to the insufficient 
amount of the key shells, other shell supply sources such as the native gastropod community were already damaged 
seriously by the repeated invasion of alien species. Therefore, the collapse of shells supply chain in habitats may 
make it challenging to maintain C. purpureus population in the future.

Keywords: Achatina fulica, alien species, increase of body size, shell supply
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