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摘　　要
小笠原諸島からは約 �00 種の在来陸産貝類が記録され、その 90％以上が固有種で

ある。�9�0 年代後半～ �990 年代初めの調査で、これらの陸産貝類のうち多くの種が
すでに絶滅した可能性が高いことが示された。しかしそれ以降、一部の種を除き陸産
貝類の生息状況に関する調査は行われておらず、その現況は不明であった。最近の筆
者の調査により、特に父島、母島、弟島、聟島において、多くの種で最近 20 年間の
うちに分布域の縮小や絶滅が起きており、危機的な状況にあることが明らかになった。
また従来、最も良好な状態で陸貝群集が維持されていると考えられていた兄島でも、
急速な個体群密度の減少が起きていることが判明した。こうした最近の陸産貝類の減
少は、陸生ウズムシやクマネズミの捕食、および野ヤギによる植生破壊により引き起
こされたと考えられる。しかし一方で、戦後は生息記録が無く絶滅したと考えられて
いた種が、局所的ながら生存していることも明らかになった。特に父島や母島では、
海に面した急峻な断崖の直上に、多種の固有種が高密度で生息していた。こうした断
崖の縁に残された群集は、面積は小さいものの、小笠原本来の陸産貝類群集の性質を
かなりよく残していると考えられ、その生息環境の保全とともに、定期的なモニタリ
ングと、これらの地域への陸生ウズムシの侵入を阻止するための方策が急務である。
これと同時に、特に野外での絶滅が不可避な種や個体群は人工繁殖による系統保存を
図る必要がある。しかし小笠原の固有種は幼貝の餌が判明していない種も多く、また
一般に産児数が少なく成熟に時間を要する傾向があり、かつ湿度や温度の変化が繁殖
行動に強く影響する。従って室内での系統保存には限界があり、小笠原において屋外
環境での人工繁殖が望ましい。また同じ種でも地域個体群間で著しく遺伝的分化が進
んでいることから、種を単位とした系統保存ではなく、地域個体群を単位とした系統
保存を図る必要がある。

キーワード：系統保存、固有種、生物多様性、絶滅、陸産貝類
Key words： ped�gree preservat�on, endem�c spec�es, b�olog�cal d�vers�ty, ext�nct�on, 

land sna�ls

1．はじめに

小笠原諸島の陸産貝類は、戦前にその大部分の種
が記載された。外来種を除くと、記録された種の 90％
以上が小笠原固有種であるとされている �）, 2）。ところ
が戦後、�9�0 年代半ばから �990 年代初めにかけて
行われた調査では、戦前に記録された種の多くが発
見できず、これらの種はおそらく明治時代の開拓の
影響ですでに絶滅したものと考えられている 2）, �）。た
だし �9�0 年代の調査によれば、兄島など過去の人
間活動の影響が少なかった地域では絶滅がほとんど
起きておらず、またカタマイマイ類など一部の種群

では、比較的広範囲に高い密度で生息が認められて
いた �）, �）。しかし �99� 年以降、小笠原諸島の陸産貝
類の生息状況に関する総合的な調査は行われておら
ず、その現状は不明であった。そこで筆者は 200�
年以降、小笠原諸島各島において陸産貝類の生息状
況の調査を実施してきた。本稿では小笠原諸島の陸
産貝類の現況と、�9�0 年代半ば以降に生じた陸産
貝類相の変化について概説する。そして現況を踏ま
えた陸産貝類の保全策を提案したい。

小笠原諸島の陸産貝類は、多くの分類群で劇的な
進化的変化を遂げ、多様化したことが知られており

（図 1）、群集構造や系統、進化機構について研究が

受付；200� 年 � 月 � 日，受理：200� 年 �0 月 �9 日
＊ 〒 9�0-����　宮城県仙台市青葉区片平二丁目 �-�，e-ma�l：sch�ba@b�ology.tohoku.ac.jp

2009 AIRIES



千葉：崖淵の楽園：小笠原諸島陸産貝類の現状と保全

��

行われてきた �）－�）。しかし一方で、これら小笠原固
有種の基本的な生活史についてはほとんど未知であ
り、人工繁殖による系統保存を図る上で障害となっ
ていた。そこで筆者は、代表的な固有種のグループ
について人工繁殖の手法を開発するとともに、それ
らの生活史の解明を試みてきた。本稿では、小笠原
固有種の生活史形質に見られる特性について概説す
るとともに、今後、人工繁殖による系統保存を本格
的に実施するうえで、どのような点に注意を払う必
要があるか考えてみたい。また遺伝的多様性の保全
という観点から、望ましい系統保存の進め方につい
ても触れてみたい。

2．小笠原諸島陸産貝類の現況

最近の調査で追加された種も含めると、小笠原諸
島で記録された在来陸産貝類は、全部で �0� 種であ
り、そのうち 9� 種が小笠原固有種である（表 1）。
また �9 世紀以降、現在までに絶滅したと考えられ

る在来種は 2� 種である。主要各島の現況は以下の
ようである。
2.1　父島の陸産貝類の現況

父島は母島と並び、最も多くの種が記録された
島であるが、近年固有種が激減し、�990 年以降テ
ンスジオカモノアラガイ、イオウジマノミガイ、
コハクアナカタマイマイの � 種が絶滅した。また
20 年前には島の広範囲に分布していたカタマイマ
イ類は、現在その生息地が著しく縮小してしまった 

（図 2）。現在、カタマイマイ類などの代表的な固有 
種が生息している場所は、主に海に面した急峻な断
崖上の縁の部分に限られている。またかつて連続的
だったその生息域は、はなはだしく分断されパッチ
状である。しかし生息域では、小さな面積にもかか
わらずカタマイマイ類のほかヤマキサゴ類、ノミガ
イ類、ボニンキビ、エリマキガイなど多くの種が高
密度で生息している。また島の主部から隔離された
半島部でも多くの種が残存している。たとえば、野
羊山にはアニジマヤマキサゴが驚くほどの高密度で

図 1　 小笠原諸島固有属の陸産貝類．1 ～ 3：カタマイマイ属，4 ～ 6：エンザガイ
属，7 ～ 9：オガサワラヤマキサゴ属，10：テンスジオカモノアラガイ属，11 ～
12：オガサワラキセルガイモドキ属．
1．キノボリカタマイマイ Mandarina suenoae（父島産）, 2．カタマイマイ M. mandarina（父
島産）, 3．ヒシカタマイマイ M. exoptata （母島産）, 4. マルクボエンザ Hirasea diplomphalus 

（兄島産）, 5. ヘタナリエンザ H. operculina （兄島産）, 6. カドエンザ H. acutissima（母島産）, 
7．ヒラセヤマキサゴ Ogasawarana hirasei（母島産）, 8．スベスベヤマキサゴ O. nitida（母島
産）, 9．カドオガサワラヤマキサゴ O. optima（父島産）, 10．オガサワラオカモノアラガイ 
Boninosuccinea ogasawarae（母島産）, 11．チチジマキセルガイモドキ Boninena callistoderma

（兄島産）, 12．ハハジマキセルガイモドキ B. hiraseana（母島産）
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和名 学名 分布（カッコ内の島では絶滅） 現状

ヤマキサゴ科
オガサワラヤマキサゴ Ogasawarana ogasawarana（P�lsbry） 固有種 母，姪，妹
マキスジヤマキサゴ O. arata（P�lsbry） 固有種 媒，母，（聟）
アニジマヤマキサゴ O. discrepans（P�lsbry） 固有種 父，兄，弟，西，東，（南，姉）
カドオガサワラヤマキサゴ O. optima（Wagner） 固有種 父，兄，弟，西，（姉）
コガラヨシワラヤマキサゴ O. microtheca（P�lsbry） 固有種 母，平，妹，姉，姪，（媒，向）
スベスベヤマキサゴ O. nitida M�nato 固有種 兄，母
ハハジマヤマキサゴ O. capsula（P�lsbry） 固有種 父，兄，（母）
ヨシワラヤマキサゴ O. yoshiwarana（P�lsbry） 固有種 母，（媒）  
チチジマヤマキサゴ O. chichijimana M�nato 固有種 （父） 絶滅
ヒラセヤマキサゴ O. hirasei（P�lsbry） 固有種 母
アカビシヤマキサゴ O. rex M�nato 固有種 （父） 絶滅
ハゲヨシワラヤマキサゴ O. metamorpha（P�lsbry） 固有種 （母） 絶滅
ナカノシマヤマキサゴ O. comes（Wagner） 固有種 兄，西，（媒，父）  
ソロバンダマヤマキサゴ O. habei M�nato 固有種 （母） 絶滅
テツボウヤマキサゴ O. obtusa ch�ba et al 固有種 兄，（父）
オガサワラヤマキサゴの � 種 O. sp. A 固有種 兄
ミナミシマヤマキサゴ O. minamijimana habe 固有種 （南，父） 絶滅
オガサワラヤマキサゴの � 種 O. sp. B 固有種 兄
オガサワラヤマキサゴの � 種 O. sp. c 固有種 兄

ヤマタニシ科
ヤマタニシの � 種 ？ 固有種 兄
ミジンヤマタニシの � 種 Nakadaella sp. 固有種 母

クビキレガイ科
クビキレガイ Truncatella guerinii V�lla & V�lla 父，南，母

カワザンショウガイ科
キビオカチグサ Paludinella minima habe 固有種 父，母，弟，（嫁，南）
ブタハマチグサ Paludinella sp. 固有種 父，南？
キバオカチグサ Conacmella vagans Th�ele 固有種 （母） 絶滅

オカミミガイ科
ケシガイ Carychium pessimum P�lsbry 外来種 父

オカモノアラガイ科
テンスジオカモノアラガイ Boninosuccinea punctulispira（P�lsbry） 固有種 母，兄，（父）
オガサワラオカモノアラガイ Boninosuccinea ogasawarae（P�lsbry） 固有種 母，（父）

ハワイマイマイ科
イオウジマノミガイ Elasmias kitaiwojimanum（P�lsbry & h�rase） 母，北硫，（父）
イオウジマノミガイの � 種 Elasmias sp. 固有種 北硫
トライオンノミガイ Tornatellides tryoni（P�lsbry & cooke） 固有種 聟，媒，父，兄，弟，母，平，向，姉，

妹，南，西，南硫，北硫，硫
ノミガイ T. boeningi（Schmacker & Boettger, ��9�）  父，母
トウガタノミガイ Lamellidea biplicata（P�lsbry & h�rase） 父，母
オガサワラノミガイ L. ogasawarana（P�lsbry & cooke） 固有種 聟，媒，嫁，父，兄，弟，南，向，姉，

妹，姪，西
ナカダノミガイ L. nakadai（P�lsbry & cooke） 固有種 南硫，（父）
ヒトハノミガイ L. monodonta（P�lsbry & cooke） 固有種 母
ハタイノミガイ L. hataiana（P�lsbry & cooke） 固有種 北硫
トウガタノミガイの � 種 L. sp. 固有種 南硫

キバサナギガイ科
エリマキガイ Ptychalaea dedecora（P�lsbry）  父，兄，母，妹，聟
タマゴナリエリマキガイ P. tamagonari（P�lsbry & h�rase） 固有種 南硫，（父）
ボニンスナガイ Gastrocopta boninensis P�lsbry 固有種 聟，媒，嫁，父，兄，弟，西，瓢，南，

母，平，南硫
チチジマスナガイ G. chichijimana P�lsbry 固有種 兄，（父）
オガサワラスナガイ G. ogasawarana P�lsbry 固有種 （父，弟） 絶滅

表 1　小笠原諸島から記録された陸産貝類．人の入植前に絶滅したと考えられる種を除く．
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和名 学名 分布（カッコ内の島では絶滅） 現状

キバサナギガイの � 種 Vertigo sp. A 固有種 父，兄
キバサナギガイの � 種 Vertigo sp. B 固有種 南硫
キバサナギガイの � 種 Vertigo sp. c 固有種 南硫
シモチキバサナギガイ Vertigo shimochii kuroda & Amano 外来種 父，南

ミジンマイマイ科
マルナタネガイ Parazoogenetes orcula（Benson） 外来種 （父） 絶滅

キセルガイモドキ科
オガサワラキセルガイモドキ Boninena ogasawarae（P�lsbry） 固有種 兄，母，向
ハハジマキセルガイモドキ Boninena callistoderma（P�lsbry） 固有種 父，兄，母，妹，向，姉
ヒラセキセルガイモドキ Boninena hiraseana hiraseana（P�lsbry） 固有種 媒，（聟）
チチジマキセルガイモドキ Boninena h. chichijimana（kuroda） 固有種 父，兄，弟，妹，（西，母）
ハタイキセルガイモドキ Boninena hataii habe 固有種 南 絶滅

キセルガイ科
ヒロクチコギセル Reinia variegata（Adams） 外来種 （父） 絶滅
ヒカリギセル Zaptychopsis buschi（Pfe�ffer） 外来種 （父） 絶滅

オカクチキレガイ科
オカクチキレガイ Sublina octona（Brug�ere） 外来種 父 絶滅
オカチョウジガイ Allopeas kyotoensis（P�lsbry & h�rase） 外来種 媒，兄，弟，母
ホソオカチョウジガイ Allopeas pyrgula（Schmacker & Boettger） 外来種 聟，媒，兄，母
トクサオカチョウジガイ Allopeas javanicum（Reeve） 外来種 父
オオオカチョウジガイ Allopeas gracilis（hutton） 外来種 父，（母） 絶滅？

ヤマヒタチオビ科
ヤマヒタチオビ Euglandina rosea（Ferussac） 外来種 父

アフリカマイマイ科
アフリカマイマイ Achatina furica（Ferussac） 外来種 父，母，（兄，弟，東，平）

トガリオカクチキレ科？
トガリオカクチキレ？の � 種 ？ ？ 父，聟，母，妹，平，姪

ネジレガイ科
ソメワケダワラ Indoennea bicolor hutton 外来種 父，兄，母，北硫

ナタネガイ科
ナタネガイの � 種 Punctum sp. 固有種 南硫

Gastrodont�dae 科
コハクガイ Zonitoides arboreus（Say） 外来種 父

Euconul�dae 科
チチジマエンザガイ Hirasea chichijimana P�lsbry 固有種 兄，（父，母）
ヘタナリエンザガイ H. operculina（Gould） 固有種 父，兄，西，（母）
クチヒダエンザガイ H. insignis P�lsbry & h�rase 固有種 聟
マルクボエンザガイ H. diplomphalus diplomphalus P�lsbry 固有種 兄，（父，母）
ヒラクボエンザガイ H. d. latispira P�lsbry 固有種 （父），兄
コダマエンザガイ H. d. profundispira P�lsbry 固有種 （父） 絶滅
カドエンザガイ H. acutissima P�lsbry 固有種 母  
ヒメカドエンザガイ H. acuta P�lsbry 固有種 姪，妹，平，（母，姉）
エンザガイ H. sinuosa P�lsbry 固有種 （母） 絶滅
コシダカエンザガイ H. eutheca P�lsbry 固有種 （母） 絶滅
ツヤエンザガイ H. hypolia P�lsbry 固有種 （父，母） 絶滅
ヒラマキエンザガイ H. planulata P�lsbry 固有種 （母） 絶滅
ナカクボエンザガイ H. biconcava P�lsbry 固有種 （母） 絶滅
ソコカドエンザガイ H. goniobasis P�lsbry 固有種 （父） 絶滅
ナカタエンザガイ H. nesiotica nesiotica P�lsbry 固有種 （父，母） 絶滅
ハタイエンザガイ H. n. liobasis h�rase 固有種 （父） 絶滅
オオエンザガイ H. major P�lsbry 固有種 （父） 絶滅
エンザガイの � 種 H. sp. A 固有種 媒
エンザガイの � 種 H. sp. B 固有種 東
エンザガイモドキ Hirasiella clara P�lsbry 固有種 （父，母） 絶滅
オガサワラキビガイ Trochochlamys ogasawarana（P�lsbry） 固有種 （母） 絶滅
ボニンキビガイ Liardetia boninensis（h�rase） 固有種 聟，父，兄，母，西，妹，向，北硫
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和名 学名 分布（カッコ内の島では絶滅） 現状

ハリマキビガイ Parakaliella harimensis（P�lsbry） 外来種 父
ナハキビ Parakaliella nahaensis（Gude） 外来種 父
ヒメベッコウマイマイ Discoconulus sinapidium（Re�nhardt） 外来種 父
ヒメベッコウマイマイの � 種 Discoconulus sp. A 固有種 （父），母
ヒメベッコウマイマイの � 種 Discoconulus sp. B 固有種 南硫
マキスジベッコウマイマイ Hacrochlamys lineolatus P�lsbry & h�rase 固有種 兄，母，南硫？，（弟，媒）
ハハジマヒメベッコウマイマイ Lamprocystis hahajimana（P�lsbry） 固有種 父，兄，弟，母，平，姉，妹，姪，向，

西，東，北硫，南硫，（媒）
コシタカハハジマヒメベッコウ Lamprocystis kitaiwojimana（P�lsbry & h�rase） 固有種 北硫
ハクサンベッコウの � 種 Nipponochlamys sp. 外来種 父，母
ベッコウマイマイの � 種 ？ ？ （父），母
ベッコウマイマイの � 種 ？ 固有種 兄
コシダカシタラの � 種 Sitalina sp. ？ 父，弟，母
マラッカベッコウマイマイ科
ハハジマレンズガイ Vitrinula hahajimana（P�lsbry & h�rase） 固有種 （母） 絶滅
チチジマレンズガイ Vitrinula chichijimana（P�lsbry & h�rase） 固有種 （父） 絶滅
オガサワラベッコウマイマイ Vitrinula chaunax（P�lsbry & h�rase） 固有種 母，妹？

ナメクジ科
ナメクジ Meghimatium bilineatum（Benson） 外来種 父，母
ヤマナメクジ Meghimatium fruhstorferi（coll�ng） 外来種 父，母

ハリガイ科
ヒメコハクガイ Hawaiia minuscula（B�nney） 聟，父，母，南硫

ナンバンマイマイ科
シュリマイマイ Coniglobus mercatorius（Pfe�ffer） 外来種 父

オナジマイマイ科
オナジマイマイ Bradybaena similaris（Ferussac） 外来種 父，兄，弟，母
ウスカワマイマイ Acusta despecta（Sowerby） 外来種 父，母
カタマイマイ Mandarina mandarina（Sowerby） 固有種 父，兄
チチジマカタマイマイ M. chichijimana ch�ba 固有種 父，（南）
アニジマカタマイマイ M. anijimana ch�ba 固有種 兄
コハクアナカタマイマイ M. tomiyamai ch�ba & Dav�son 固有種 兄，（父，弟）
アナカタマイマイ M. hirasei P�lsbry 固有種 父，母，（南）
キノボリカタマイマイ M. suenoae M�nato 固有種 父，兄
ミスジカタマイマイ M. trifasciata P�lsbry 固有種 媒，（聟）
コガネカタマイマイ M. aureola ch�ba 固有種 母
アケボノカタマイマイ M. polita ch�ba 固有種 母
ヌノメカタマイマイ M. ponderosa P�lsbry 固有種 母，向，姉
コシタカカタマイマイ M. conus P�lsbry 固有種 妹，姪，姉
ヒメカタマイマイ M. hahajimana P�lsbry 固有種 母
オトメカタマイマイ M. kaguya ch�ba & Dav�son 固有種 母
キオビカタマイマイ M. hayatoi ch�ba & Dav�son 固有種 向，姉，妹，姪，（平）
ヒシカタマイマイ M. exoptata P�lsbry 固有種 母
ヒロベソカタマイマイ M. luhuana（Sowerby） 固有種 （父，南）　 絶滅
オオヒシカタマイマイ M. pallasiana（Pffe�fer） 固有種 （父） 絶滅
カタマイマイの � 種 M. sp. A 固有種 弟，兄
カタマイマイの � 種 M. sp. B 固有種 母，（平） 
カタマイマイの � 種 M. sp. c 固有種 母
カタマイマイの � 種 M. sp. D 固有種 媒，（聟）
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生息するほか、ヘタナリエンザ、ハハヒメベッコウ
といった父島の他の地域では絶滅した種が現生して
いる。この絶滅ないし激減の主な要因は、ニューギ
ニアヤリガタリクウズムシの捕食と考えられる �）－�0）。 
高山以南ではごく最近までニューギニアヤリガタリ
クウズムシが侵入しておらず、広い範囲に連続的に
固有種が生息していたが、その侵入が確認されて以
降、� 年間に �00 m を越える速度で陸貝が消滅した
地域が拡大している。

父島では固有種の減少が顕著な一方で、�9�0 年
代以降にシュリマイマイ、ナハキビ、ウスカワマイ
マイ、シモチキバサナギガイなど新しい外来種の侵
入が起きている。特にウスカワマイマイとシモチキ
バサナギガイは、海浜部を中心に島内で分布が拡大
している。
2.2　母島の陸産貝類の現況

母島ではニューギニアヤリガタリクウズムシの
侵入が起きていないために、最近 20 年間の陸貝相
の変化は父島ほど顕著ではない。しかし �9�0 年代
以降、いくつかの種で分布の縮小が生じ、またオ
ガサワラキビはこの間に絶滅した可能性が高い。
この変化は主に小型の貝食性ウズムシ類（Bipalium 
muninense, Platydemu ssp. 等）によって引き起こさ
れたと考えられ ��）、その影響は特に石門において著
しい。しかし一方で、母島では戦後記録が無く絶滅
したと考えられてきたヨシワラヤマキサゴ、マキス
ジヤマキサゴ、ヒラセヤマキサゴ、ハハヒメベッコ
ウ、カドエンザ、ハハジマキセルモドキなど多くの
種の現生が最近になって確認されており、従来考え
られていたよりはるかに多くの陸貝固有種が生き延
びていることが判ってきた。特に母島固有種である
ヒラセヤマキサゴは、戦前も含め過去に � 度も生貝
の採集記録が無かったものであり、石門においてそ
の現生が確認されたことは、今後も絶滅種が再発見
される可能性があることを示している。ただし、こ

れら固有種の分布は地域的に偏っており、南部にま
とまった分布域がある他は、特に海に面した断崖の
縁に最も多くの種が生息している（図 3）。西部の海
沿いの断崖上は、カタマイマイ類やヤマキサゴ類、
エリマキガイなどが多産し、東部の海に落ちる手前
の稜線部上には、多くの樹上性の固有種が生息する。
また東崎の断崖上には、カタマイマイ類、キセルモ
ドキ、ハハヒメベッコウ、エンザガイ、ヤマキサゴ
といった小笠原の陸貝相を代表するグループの種が
夥しい密度で生息しており、開拓以前の陸貝群集の
状態を、ほぼそのままの形で残していると考えられ
る �2）。このように、母島は依然として多種の固有陸
産貝類が残存しており、その価値は極めて高い。し
かしながら、これらの生息地は細分化されているが
ゆえに環境変化の影響を受けやすく、たまたま起き
た撹乱を引き金として一気にクラッシュしてしまう
恐れがある。実際、石門では 200� 年の台風以後、
ヒメカタマイマイが激減してしまった。
2.3　兄島の陸産貝類の現況

小笠原群島を構成する島の中で、兄島の陸貝群集
は最も良好な状態であると考えられてきた 2）。現在
でも �2 種の在来種が生息し、今のところ絶滅した
種は認められていない。しかし最近カタマイマイ類
やエンザガイ類を中心に、分布の縮小や著しい生息
密度の減少が生じていることが明らかになった。カ
タマイマイなど大型種の減少は、クマネズミの捕食

（図 4）によって引き起こされたと考えられる ��）。特
にキノボリカタマイマイ、アニジマカタマイマイ、
テンスジオカモノアラガイは激減しており、絶滅が
危惧される状況である。また小型のウズムシも侵入

図 2　 父島のカタカイマイ類の 1980 年代と 2008 年の
分布の比較．

図 3　 2008 年の母島での陸産貝類在来種の分布． 
250 m メッシュあたりの種数を示す．
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しており、特にエンザガイ類への影響が危惧される。
2.4　聟島列島の陸産貝類の現況

聟島では野ヤギの駆除が達成され、植生が復活し
つつあるが、残念ながら陸産貝類はこの 20 年間に
多くの種が絶滅したと考えられる。聟島固有種のク
チヒダエンザについては、現生を確認できていない
が新鮮な死殻があり、まだ現生している可能性が高
い。しかし �990 年代初めの段階では記録のあった、
ミスジカタマイマイ、ヒラセキセルモドキ、ハハヒ
メベッコウ、マキスジヤマキサゴなどは、白化した
死殻さえほとんど見出すことができず、絶滅した可
能性が高い。媒島ではわずかに残された森林に、局
所的ながらマキスジヤマキサゴ、ヒラセキセルモド
キ、エンザガイの � 種が生息する。一方、�990 年
代初めに記録のあったハハヒメベッコウは死殻も見
出すことができず、絶滅した可能性が高い。ミスジ
カタマイマイと樹上性のカタマイマイの � 種は、生
貝を確認することはできなかったが、極めて新鮮な
死殻があり現生している可能性が高い。
2.5　他の属島の陸産貝類の現況

父島列島では西島や東島に、エンザガイ類やヤマ
キサゴ類、ハハヒメベッコウなど、小型の固有種が
高密度で生息している。一方、弟島は南部の半島部
を除き、固有陸貝はほとんど生息していない。�9�0
年代に記録のあった、チチジマキセルモドキやマキ
スジベッコウは絶滅したと考えられる。弟島では従
来、野生ブタが陸貝の減少の大きな要因と考えられ
てきたが 2）、南部の半島部以外の地域に貝食性ウズ
ムシが生息しており、その捕食の影響も無視できな
い。南島では過去には外来種は知られていなかった
が、最近、外来種のシモチキバサナギガイが侵入し、
爆発的に増加している。本種は固有種のボニンスナ
ガイと生息環境が重なっており、これを競争的に排
除してしまう可能性もあるので、今後の推移を監視
する必要がある。本種が人為的に南島に運ばれたと
は考えにくく、おそらく海鳥に付着して父島から運
ばれたものであろう。

母島列島の属島は、減少傾向が認められる向島以
外では、固有種が比較的良好に生息している。特に
妹島は、小笠原の固有陸貝を代表するグループ（カ
タマイマイ類、キセルモドキ、ハハヒメベッコウ、
エンザガイ、ヤマキサゴ）がすべて生息しており、
種多様性は母島属島のなかで最も高い。また最近の
調査で、妹島では過去に記録が無く、母島列島の他
の島でも非常にまれなチチジマキセルモドキとハハ
ジマキセルモドキが妹島で共存していることが判明
しており、今後の調査でさらに多くの種が記録され
る可能性がある。平島は植生破壊が著しいにもかか
わらず、コガラヨシワラヤマキサゴとヒメカドエン
ザ、ハハヒメベッコウが極めて高密度に生息してお
り、陸貝の面からは非常に重要な島である。

3．固有陸産貝類の保全

陸産貝類の減少をもたらしている要因は、島ごと
に異なる。従って、陸貝の保全対策は、島ごとにそ
の状況にあわせて行わなければならない。また同じ
島でも減少要因はひとつとは限らない。父島ではニ
ューギニアヤリガタリクウズムシが侵入したとされ
る時期以前の �9�0 年代の段階ですでに固有陸貝の
減少が始まっていることから、小型貝食性ウズムシ
や野ヤギの影響もあったのではないかと考えられ
る。なお、父島には貝食性のヤマヒタチオビが導入
されているが、これが在来陸貝に与えた影響は不明
である。媒島ではクマネズミの食痕のあるミスジカ
タマイマイの死殻が多く、野ヤギによる植生破壊に
加え、ネズミの捕食の影響も考えられる。
3.1　貝食性ウズムシに対する対策

ニューギニアヤリガタリクウズムシの影響に対す
る対策としては、その排除自体が困難なことから、
未侵入地のエリア防衛が基本になる。本種は海水に
弱いことから 9）、陸貝の生息地がある半島を本土か
ら切り離して、離島にしてしまうという方法が考え
られる。崖上の陸貝のパッチは、背後の裸地や乾性
低木林がウズムシの侵入を阻んでいる可能性があ
る。このようなウズムシが未侵入のパッチの周囲を、
広く裸地で囲うことにより守ることができるかもし
れない。同時にウズムシを未侵入地に人為的に持ち
込まぬよう、万全の配慮が必要である。過去の事例
から判断すると、いったんニューギニアヤリガタリ
クウズムシが侵入すると、植生がありかつ陸貝が高
密度で生息している場合、想像を絶する速度で陸貝
の消滅する範囲が拡大する。湿潤な地域では侵入速
度は特に高まると考えられるので、本種の母島への
侵入を許した場合には、取り返しのつかない事態に
なることが予想される。本種の父島以外への拡散は
決して許してはならない。

母島で海に面した崖の縁辺上に固有陸貝が多く生
息する理由は、小型貝食性ウズムシが前記の種と同

図 4　 クマネズミが集めて食べた後のカタマイマイ 
死殻の集積．すべての殻にネズミの捕食痕があ
る．（兄島にて撮影）
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様に海水を嫌う為である可能性が高い。しかしたと
えば石門のように、すでにウズムシが侵入している
ものの、陸貝とウズムシの間の微妙なバランスによ
り一時的に個体群の減少が止まっている可能性があ
る場所もあり、生息地の環境や個体群の状態に対す
る細心の配慮と、定期的なモニタリングが必要であ
る。属島も含め、貝食性ウズムシが現在分布してい
ない地域には、これらが侵入しないよう十分な対策
が必要である。たとえば、未侵入地域に人間が入る
場合や侵入地から出た際には、希釈したエタノール
を用いて用具や靴の消毒を行うべきである。
3.2　クマネズミに対する対策

クマネズミはロード・ハウ、西サモア、ハワイな
ど太平洋地域の多くの島で、陸産貝類の減少や絶滅
を引き起こしてきた ��）, ��）。実際、兄島での中～大型
陸貝類に対するインパクトは非常に大きい ��）。食害
の著しい兄島のほか、媒島でも緊急なクマネズミの
排除事業の実施が望まれる。ただし一方で、クマネ
ズミはアフリカマイマイやヤマヒタチオビなどの外
来種陸貝の有力な捕食者でもあり、それらの増殖を
抑制している可能性もある。特に父島や母島でのク
マネズミ排除は、こうした外来陸貝との関係も踏ま
えて慎重に行うことが必要である。

4．固有陸産貝類の系統保存

野外での生存がほぼ絶望的と判断されるケースに
対しては、人工繁殖による系統保存を行う必要があ
るだろう。もし、野外での減少要因が排除可能な要
因であれば、一時的に系統を人工環境で維持した後、
生息可能な状態を回復した野外環境へ再導入するこ
とが考えられる。このような試みは、陸産貝類では
特に太平洋諸島地域のポリネシアマイマイなどで行
われてきた ��）, ��）。小笠原の固有陸貝で、これまでに
F� 世代の交配から F2 世代の誕生まで世代を回転す
ることに成功し、人工繁殖の技術が確立した種は、
カタマイマイ属 � 種である。エンザガイ属、ハハヒ
メベッコウ、オガサワラオカモノアラガイ、ノミガ
イ類では交配、産卵、孵化に成功し、幼貝を成長さ
せることにも成功しているが、その飼育技術はまだ
改善の余地が残されている。カタマイマイ類の飼育
は成貝を 20 × �� × �� cm のプラスティック容器
に � 種ごと 2 個体づつ入れて行なわれた。容器の底
に土を敷き、定期的に水分補給を行なった。温度は
年変動にあわせ、夏季は 2� ～ 2� 度、冬季は �� ～
20 度に設定された。餌としてはさまざまな試料の
組み合わせを試みた。たとえば地上性カタマイマイ
の例では、餌として小笠原で採取した落葉だけを与
えた場合にも、発育は良好であった（ただしカルシ
ウムを少量与えた）。カタマイマイ類で発育、産卵
に関してもっとも良い結果が得られたのは、地上性、
樹上性いずれの種も餌としてオートミール、カルシ

ウム、ビタミン類の混合物を用い、これにナスを補
助的に与えた場合である。産卵後は卵をシャーレに
移し、孵化後は十分な大きさになるまで � 個体ずつ
シャーレで飼育した。他の種については、様々な餌
を供して最適な餌を探すと同時に、小笠原で採取し
た落葉を餌として与えた。
4.1　生活史

餌として落葉を与えた場合、チチジマカタマイマ
イは孵化後 � 年半～ 2 年で成熟し、アケボノカタマ
イマイやコガネカタマイマイも � 年～ � 年半で成熟
齢に達する。一方、アニジマカタマイマイは成熟に
ほぼ 2 年を要する。野外でのマーキング個体の追跡
では、チチジマカタマイマイで � 年半～ 2 年で成熟
している。産卵は主に秋から春にかけて行われるが、
夏に産卵する場合もある。� 個体 � 回あたりの産卵
数はチチジマカタマイマイ、カタマイマイ、アニジ
マカタマイマイで一般に 2 個である。アケボノカタ
マイマイ、ヒメカタマイマイ、ヒシカタマイマイ
では一般に � ～ � 個であるが、これらの種ではまれ
に � 回の産卵で �0 個以上を生むこともある。カタ
マイマイ類はいずれの種も年 2 ～ � 回の産卵が可能
で、� 年あたりの産卵総数は従来考えられていた数
よりは多いが、本土の近縁種よりはるかに少ない。
エンザガイ類も卵数は少なく、ヘタナリエンザで �
回に � 個、チチジマエンザでは � 回に 2 個の卵を生
む。エンザガイ類でも成熟に � 年以上が必要である。
ハハヒメベッコウは、卵を殻の中に一定期間保持し
たのち、幼貝を産出する卵胎生であり、� 回に � 匹
前後の幼貝を放出する（図 5）。この他、小笠原の陸
貝のなかではノミガイ類も卵胎生である。

以上のように、小笠原の固有陸貝に共通した性質
として、卵数または産子数が少なく、体サイズの割
に成熟に時間を要する。また産卵行動の開始には、
温度変化のほか、湿度の変化も重要な役割を果たし
ているようである。
4.2　系統保存の方法と問題点

上記の生活史上の特性を考慮すると、室内での繁
殖技術が確立していない種はもちろん、すでに室内
での人工繁殖の技術が確立しているカタマイマイ類
についても、緊急の場合や個体数をすみやかに増や

図 5　 卵胎生のハハヒメベッコウ．
 親貝が殻の中で保持する幼貝（矢印の部分）．
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す必要がある場合をのぞき、室内ではなく小笠原に
て屋外での人工繁殖による系統保存を行うのが望ま
しい。室内での系統保存の別の問題点は、多くの世
代にわたり室内で飼育を行うと、人工環境への適応
が生じてしまう可能性があることである。たとえば
カタマイマイ類では、殻の形態的特長は住み場所へ
の適応を反映している �）。飼育実験では殻の形質に
高い遺伝率があることが示され（たとえば殻の高さ
は 0.�）、多くの個体を多世代にわたり生息地と異な
る環境で飼育すると、形態的な特徴が変化してしま
う可能性がある。以上の点から、固有種の系統保存
は、小笠原において屋外に可能な限り生息地の林床
に近い環境を構築して行うのが望ましい。その際、
貝食性ウズムシの侵入を厳重に排除する設備が必要
である。また室内での系統維持を図る場合にも、な
るべく生息地の環境に近い状態で行うべきである。

系統保存は種のレベルを単位として行われること
が多いが、グループによってはこのような種を単位
とした保存が好ましくない場合がある。たとえばカ
タマイマイ類では、地域集団間の遺伝的分化の度合
いが極めて大きく ��）、また種の違い（繁殖隔離の有
無）と、遺伝的分化の大きさや系統関係が一致しな
いことがある �9）。遺伝的多様性の維持という面から
は、種ではなく、地域集団または進化的重要単位

（ESU）などを単位とした系統保存を検討する必要が
ある。しかしながら、連続的な変異を示す集団に対
して、単純に ESU を基準として括ることに対して
は多くの議論がある 20）。一方、地理的変異を示すす
べての種について、各地域集団ごとに系統保存を行
うことも、スペースやコストの面から見て現実的で
はない。実際には、危急度、系統的または遺伝的な
独自性の高さ、生態系のなかでの役割、などの基準
をもとに優先度を決め、それに基づいてスペースと
コストが許す範囲で、保存する集団を選択せざるを
得ないだろう。

人工繁殖による系統保存と野外への再導入は、動
物の場合あくまでも野外での個体群の存続が不可能
になった場合の最終手段である 2�）。再導入は、生物
が辿ってきた進化の道筋に強く人為的に介入するこ
とだからである。たとえば、再導入された少数の個
体から始まる個体群は、強い遺伝的浮動の効果によ
り、急速に本来の個体群とは異なる性質を進化させ
るかもしれない 22）。著しい地域変異を示す種の場合、
ある地域個体群をその本来の生息地以外の場所に導
入することは、その生物の進化の歴史に対する大き
な人為的撹乱である。また野外への再導入は様々な
リスクを伴う。たとえば野外には存在しなかった寄
生虫や細菌に飼育環境下で感染し、それを個体の再
導入により野外に拡散させる可能性もある 2�）。さら
に過去の事例では、野生動物の場合、再導入に成功
するより失敗するケースのほうが多く 2�）、特に多世
代にわたり人工繁殖を続けた個体群は、有害な変異

を蓄積したり、進化的変化を遂げて人工的な環境に
適応してしまい、野外に定着できなくなってしまう 2�）。
このように人工繁殖－再導入は多くの問題があり、
慎重な配慮が必要である。

以上の点を踏まえると、現段階で小笠原陸産貝類
の保全のためにまず第一に投資すべきことは、まだ
残されている生息可能な地域の保全である。しかし
同時に、いつ最悪の事態になっても対処できるよう、
系統保存が実行可能な態勢は準備しておく必要があ
る。たとえば、ニューギニアヤリガタリクウズムシ
が母島に侵入した場合には、直ちに野生個体の捕獲
と人工繁殖の実施に移れるシステムを準備しておか
なければならない。今後、未だ生活史の解明されて
いない種の研究を進めるとともに、屋外での人工繁
殖の方法、必要な施設など早急に検討する必要があ
ろう。

5．まとめ

小笠原諸島の陸産貝類は、明治時代の開拓に加え、
最近になって顕在化した外来生物の影響により大き
な打撃を受けた。それでも、かろうじて残された生
息地では、多くの固有種が日本本土の陸貝では考え
られないほどの高密度で生息し、開拓以前にあった
カタツムリの楽園の面影をとどめている。しかし、
その生息地も外来種の侵攻により急速に失われつつ
あり、今や小笠原の固有陸貝は存亡の危機を迎えて
いる。固有陸貝の危機を回避するため本稿で提案し
た対策の中には、すでに本格的な実施に向けて事業
ベースで計画が進みつつあるものもある。しかしそ
の一方で、まだ検討すべき課題は多い。そして事業
の実施には極めて慎重な配慮が必要になる。スピー
ドと慎重さ、という相反するものを如何に両立させ
るかが、この困難に満ちた救出作戦の成否の鍵を握
ることになるだろう。
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多様性への影響とその緩和に関する研究 ｣（F0��）の
助成を受けて行われた。
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