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研究成果報告書

はしがき

本研究は、文部省科学研究費による補助を受け、平成 6年度以ら平成 8年度にかけて実

施した。本報告は、主として、原著論文・報告として印刷・公表したもの、あるいは学会

で発表したものをまとめた。研究成果が印刷中の課題と印刷・公表の準備が整いつつある

ものは、その一部を本報告の末尾:こ入れた。

当該研究の材料は、軟クラゲ目 Leptomedusaeに属するカイヤドリヒドラ類で、わが国

では、北海道から九州の沿岸にかけての約20年間の著者の調査・研究などにより 2種主型

にまとめられた分頭群である。カイヤドリヒドラクラゲ Eugymnanthea旦凹旦民生には型の

分化がみられないが、コノハクラゲ E旦主盟主~型王室は形態変異が大きく、地理的分布と

対応した型への分化が認められ、種内変異として取り扱ってきた (Fig. 1: Kubota. 1978. 

1983. 1991. 1992. 1993などを参照〉。本研究では、これまで申請者が得た知見をもとに、

( 1 )クラゲの遊離時刻、およびその種間差、 ( 2)カイヤドリヒトラクラゲ?と南日本型

コノハクラゲの生殖時期、 ( 3 )生物地理学的知見がまだ得られていない南西諸島での調

査、 (4)新宿主の発見、およびそれに共生するカイヤドリヒトラ頴の生活史の解明と分

類学的位置の決定、 ( 5 )配偶子放出時刻の種間差、 (6) 2種の交配能力の定量化、

( 7 )ボリプの行動追跡、 (8)ボリプ、クラゲ、配偶子などの微細形態と発生との関係

などを主とした研究テーマとして実施した。その結果は、研究成果にまとめた通りである。

この他、宿主に関する新たな情報も得られたので、その生物学的知見も本報告に含めた。

当該研究を実施するに際し、下記の方々〈敬称略〉・研究機関からの専門的御教示の他、

材料の採集や研究の便宜等と御助力・御協力を得ましたので探謝致します:野田幸一;金

井千恵子;団まりな;加藤憲一;大塚攻:野村純子;三重野未来;白山義久;小島茂明;

土田英治;菊池知彦:中村鑓章;島袋ときわ:林原毅:上野俊士郎:宮下盛;小田誠二:

門.日.Mona: 1¥.門. El-Bossery:浅井理人;能崎不二夫:山本泰司:田名調英朋;宮崎勝
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Fig. 1. Geographic distribution of four forms of bivalve直

inhabiting hydroids in the coasts from Hokkaido to 
Kyushu， Japan. Arrows indicate three localities where 
two of the forms are sympatrically distributed. 
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要約

1. Medusae are released in the evening around sunset. detecting as a dillrnal 

per i od i c i ty i n t¥tO spec i es (three forms). However. rea 1 re 1 ease t i me i s 

different according to seasons. 

2. Release time of medusae differs between the two species:色ιmaja巴位旦

releases earl ier than Eu町nmanthe~li胆旦民主・

3. Southern form of色t.imali回目旦 inSeto Inland Sea and Eugymnanthea 

，@_Q_Q旦主主 arecommensal with mussels every month. and breeding occurs for a 

long time except for winter. 

4. ln diluted seawater medus畠 budsdo not develop and feeding of polyps 

became inactive due to reduction of the hypostome. 

5. At least three new host bivalve species for Eugνmnanthea旦旦住民生 arefound 

in central Japan (門ieand Wakayama Prefecture). 

6. Geopraphical distribution of the present hydrozoans in the Nansei Islands 

is limited， and only Eugymnanthe~ j_担盟主主 wasfound on Amami-oshima Is. and 

Okina¥ta Is. In Izu Islands. no bivalve-inhabiting hydrozoans were found. 

contrasting to common distribution of the hydroids in coasts on Izu 

Peninsula and its vicinities. 

7. New form (the th i rd forr四)of也記旦旦胆旦主主 wasfound at Koshima Island. 

8. Polyps can move by the pedal disc. and two types are detected according 

to the direction of .ovement. 

9. $pawning time of gametes of is different in two species. No normal larvae 

appeared by crossing of two species by shifting the release time of 

ga岡etes.

10. In the field (many local ities)， many specimens of the mature or spent 
.edusae of Eugymnanthe~ ，@_Q_Q坐主主 werecollected by towing plankton net. 

研究発表

( 1 )学会誌等

印刷・公表済みの以下の 1-8は、本文をこの報告書に収識した。はしがきに述べたよ

うに、印刷中のものや準備中のものはその一部を紹介するにとどめた。

1. Shin Kubota: Reproductive season and so刷e Publ. Seto門ar. Biol. Lab.. 

biological notes on a bivalve-inhabiting 36(4): 277・282手 1994.
h:ydr020an Eug:YlllOanthea並胆出旦 (Thecata-

Leptomedusae: Eirenidae) at Shirahama， Tanabe 
Bay. japan， with comparison of related species. 

2. Shin Kubota: Cnido楓eand growth of a medusa Publ. Seto Mar. Biol. Lab.， 
of (:irrholoveni a主主主主盟盟主 (Leptomedusae. 36(5/6): 365・378.1995. 
Cirrholoveni idae) in Japan. 

3.久保田 信・林原毅: 慶良閉列島、阿嘉島へ みどりいし， 6: 17・19，1995. 

漂着した多数のチレニアイガイ〈軟体動物問、

二枚貝綱) . 

4.久保田信: 太平洋北限記録のマキヒゲクラゲ. 海洋と生物. 17(4):表紙図版解説.
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5. 久保田信・山本泰司・能崎不二夫: 桜島および 南紀生物 .37(2): 121-122. 1995. 

屋久島で採集されたチレニアイガイ〈二枚員綱、

イガイ目〉一本種の日本での分布南限地について一.

6. 田名頑英朋・久保田信: 和歌山県田辺湾の 南紀生物.38(1): 11-12. 1996. 

ミドリイガイ(二枚員綱、イガイ自) . 

7. 久保田!言・島袋ときわ: 八重山列島、西表島で 南紀生物. 38(1): 27・28. 1996. 

初めて採集されたイガイ属 2種(軟体動物門、

二枚貝鋼、イガイ目) . 

8. Shin Kubota: Timing of・edusarelease in a Sci.門ar.. 60(1): 85・88. 1996. 

hydroid EugYllnanthe~ lli旦旦正主 (Cnidaria. Lepto・

medusae. Eirenidae) commensal with a lIussel. 

9. Shin Kubota: Two forms of bivalve-inhabiting In "Proceedings of the 6th 

hydr020ans that differ in timing of medusa International Conference 

release. on Coelenterate Biology， 
1995": 5 pp.， 1997 (in press). 

10. 久保田信:チレニアイガイ、和歌山県田辺湾で

1994年夏期に全滅.

南紀生物. 39(1). 1997(印刷中). 

11 .久保田信・島袋ときわ: 八重山列島、西表島へ 南紀生物 .39(1)， 1997(印刷中). 

漂着したチしニアイガイ.

12. 回名瀬英朋・久保田信: ミドリイガイ(二枚貝 南紀生物.39(1). 1997(印刷中). 

鋼、イガイ自〉は和歌山県田辺湾で冬越し可能.

13. Shin Kubota: New form of the bivalve- Publ. Seto月ar. Biol. Lab.， 
i nhab i t i ng hyd r020an Eu t盟主旦旦型斗旦 (Lepto・ 38(1): 1997 (in prep). 

medusae. Eirenidae) in Japan. 

( 2 )口頭発表

1. Shin Kubota: Two forms of bivalve-inhabiting hydr020ans differ in 

timing of medusa release. 

6th International Conference on Coelenterate Biolog~ ・ July 20， 
1995 (In Noordwijkerhout. The Netherlands). 

2.久保田信: 種間差、クラゲの遊離時刻にもあり.

日本動物学会第 67回大会、平成 8年 9月 19日〈札幌〉

Kubota. S.: 2001. Sci.. 13(Suppl.): 40.1996. 

3.野村純子・三重野未来・大塚攻・久保田信: 二枚貝共生性のコノハクラゲ

の生殖時期と宿主からの遊離時刻.

日本生態学会第 44回大会、 平成 9年 3月 27日(札幌) (予定〉

4.久保田信: 二枚貝共生性ヒドロ虫類、コノハクラゲの種内変異、特に新型

の形態学的特徴.

日本動物分類学会第 33回大会、平成 9年4月3日〈大阪) (予定〉

( 3 )出版物

1.久保田信 1997:刺胞動物門・脊櫛動物門. 日本海岸プランクトン検察図説

千原光雄・村野正昭編著，東海大学出版会.東京. pp. 485咽 500.514・

523. 531・535. 555・566. 1498・1499.
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