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奨励賞受賞総説

ウロコガイ上科共生二枚貝類の多様性，分類，進化

後藤龍太郎

〒649－2211和歌山県西牟婁郡白浜町459

京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所

はじめに

寄生や共生といった生活様式は，軟体動物において様々な系統で繰り返し進化している。

その中でも， 著しい多様化を遂げた小型の貝類， すなわち， ウロコガイ上科

GaleommatoideaJ.E.Gray,1840，ハナゴウナ科 EulimidaePhilippi,1853，トウガタ

ガイ科 PyramidellidaeGray,1840の３系統は際立った存在である。これらのうち，ウロ

コガイ上科だけが二枚貝であること，宿主が系統的に極めて多様であること（他の二つの

科の宿主は1―2動物門なのに対して，ウロコガイ上科の宿主は９動物門にも及ぶ），基本

的に濾過食性であり宿主を摂食しないこと，などから他の寄生貝類と大きく異なっている。

筆者は，寄生・共生貝類，特にウロコガイ上科を対象として多様性，進化，生態，分類

について研究してきた。本総説では，（1）ウロコガイ上科内の科の分類や国内で見られる

主要な属の分類についての近年の動向を紹介するとともに，（2）国内における共生性ウロ

コガイ類の多様性を総括し，最後に（3）近年の分子系統学的解析によって示唆されている

本上科の進化パターンについての知見をまとめる。

ウロコガイ上科内の科分類

ウロコガイ上科は，小型の二枚貝類のグループで，その多くが殻長数ミリの種で，大き

くなるものでも２センチ程度である。基本的に浅海性で，一部の種が深海性である。潮間

帯の転石の裏などに付着して暮らす種が多いが，他の動物に共生する種も多い。種数は，

極めて多く，620種以上が記載されており，未記載種と合わせると1,000種を超えると言わ

れている（Huber,2015）。その一方で，サイズが小さいこと，殻の形態が単純で特徴に乏

しい種が多いこと，一部の種は形態の特殊化が進み近縁種との形態的な乖離が大きいこと，

などの理由から，信頼度の高い分類体系の構築が難しいグループであった。

この上科は，元来，ウロコガイ科 GaleommatidaeJ.E.Gray,1840に加えて，チリハ

ギガイ科 LasaeidaeJ.E.Gray,1842，ブンブクヤドリガイ科 MontacutidaeW.Clark,

1855，コハクノツユガイ科 KelliidaeForbes&Hanley,1848など複数の科から構成され

るとされてきた（例えば，Vaught,1989）。この分類は図鑑などで現在も広く使われてい

る。その一方で，Ponder（1998）は，ウロコガイ上科の科はそれぞれ形態でうまく定義で
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きていないことを指摘し，それを踏まえて，上科に一つの科（ウロコガイ科）のみを置く

分類を提唱した。また，Bieleretal.（2010）は，上科をウロコガイ科と，それ以外の科を

まとめたチリハギガイ科に二分するという分類体系を提示した。

Gotoetal.（2012）は，ウロコガイ上科の主要な系統を広く網羅してサンプリングを行

い，DNA情報を用いた分子系統解析を行った。その結果，Vaught（1989）におけるウロ

コガイ上科内の代表的な４つの科がそれぞれ多系統になることを示した。さらに，Bieler

etal.（2010）で定義されたウロコガイ科とチリハギガイ科もそれぞれ多系統となった。

また，その一方で，従来イガイ上科 MytiloideaRefinesque,1815のイガイ科 Mytilidae

Refinesque,1815に入れられていたマゴコロガイ属 PeregrinamorShôji,1938（Vaught,

1989）や，ヤドリシジミ上科 CyamioideaSars,1878のヤドリシジミ科SportellidaeDall,

1899に入れられていたイソカゼガイ属 BasterotiaM.Hornes,1859（Coan,1999）が，

それぞれ，ウロコガイ上科の内群であることが示された。前者は，貝殻の外見上の類似性

からイガイ上科とされていたが解剖学的特徴からウロコガイ上科のブンブクヤドリガイ科

に入ることが指摘されていた（Kato&Itani,1995）。また後者は，短いながら明瞭な入

水管と出水管を後部に備える点で他のウロコガイ上科と区別されるが（Coan,1999），二

枚貝綱や異歯亜綱の分子系統解析においてウロコガイ上科との近縁性が指摘されていた

（Campbelletal.,2000;Giribet&Wheeler,2002;Tayloretal.,2007）。

Huber（2015）は，Ponder（1998）の主張及び Gotoetal.（2012）の解析結果を踏まえ，

ウロコガイ上科に一つの科（ウロコガイ科）のみを置く分類を提唱した。この改訂により，

ウロコガイ科は，620種以上を含む二枚貝綱で最も種数の多い科となった。Huber（2015）

はウロコガイ科内に，少なくとも12亜科と，亜科を確定させていない３つのグループ，さ

らに153属を置いている。イソカゼガイ類はそのうちの一つの亜科イソカゼガイ亜科

BasterotiinaeCrossmann,1909に含まれている。Huber（2015）の分類は，亜科の分類

など再検討を要する部分が認められるものの，肯ける点が多い。

また， ごく最近出版された軟体動物学の大著 『Biology and Evolution of

theMollusca』の第２巻（Ponderetal.,2020）の附録「Higherclassificationof

theextantclassesofMollusca」では，ウロコガイ上科には，ウロコガイ科 Galeomma

tidae，チリハギガイ科 Lasaeidae，ブンブクヤドリガイ科 Montacutidaeの３科が置か

れている。ただし，これは暫定的なもので，本上科についてどの科分類を使うべきか現在

一致した見解がなく今後大幅な分類改訂が必要である，と説明されている。また，この附

録では，イソカゼガイ科 BasterotiidaeCrossmann,1909はウロコガイ上科ではなくヤ

ドリシジミ上科に残されたままとなっている。その理由として，本科が後部に出入水管を

持つ点で他のウロコガイ上科と形態的に異なることや Gotoetal.（2012）の分子系統解析

においてヤドリシジミ上科のタクソンサンプリングが不十分であることなどが理由として

挙げられている。一方，Ponderetal.（2020）の上記附録で提唱された分類体系を和名と

対応づけて紹介した福田（2021）では，イソカゼガイ科は括弧付きで上記３科とともにウ

ロコガイ上科に含められているので注意が必要である。

本総説では，ウロコガイ上科にウロコガイ科一つをおく Ponder（1998）や Huber

（2015）の分類を採用する。本総説における「ウロコガイ類」は，このウロコガイ科に属

する二枚貝類を意味する。
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共生性のウロコガイ類

ウロコガイ科二枚貝には，潮間帯の転石の裏などに付着して暮らす自由生活性の種（例

えばウロコガイ属 GaloemmaW.Turton,1825やマメアゲマキ属 ScintillaDeshayes,

1856）も多いが，その一方で，他の動物の体表や巣穴の壁面に付着して暮らす共生性の種

も数多く知られている（Boss,1965;Morton&Scott,1989;Lietal.,2012）。また，特殊

化が進んだ例として，宿主の食道内部に共生する種が知られている（Kato,1998）。

ウロコガイ科の宿主となる動物の多くは，干潟などの砂泥中で暮らす無脊椎動物である。

代表的なものでは，アナジャコ類やシャコ類などの甲殻類，ユムシ類やホシムシ類などの

環形動物，ブンブク類やナマコ類などの棘皮動物，シャミセンガイ類などの腕足動物，イ

ソギンチャク類などの刺胞動物である（Boss,1965;Gotoetal.,2012;Lietal,2012）。少

なくとも９動物門から宿主が知られており，単一の科が利用する宿主の高次分類群レベル

での多様性としては，寄生・共生生物全体でも最も高いものの一つだろう。

共生性のウロコガイ類の宿主に対する特異性は比較的高く，決まった宿主を利用する種

がほとんどである。しかし，単一の種だけを宿主として利用するほど高い特異性を示す例

は少なく，特定の属あるいは科を宿主として利用するものが多い（Satoetal.,2011）。例

えば，ウロコガイ類の１種シャミセンヒキ Koreamyaarcuata（A.Adams,1856）は，

シャミセンガイ属 LingulaBruguière,1791の複数種を利用するし（Lützenetal.2009;

Satoetal.2011），イソカゼガイ Basterotiagouldi（A.Adams,1864）はミドリユムシ

科 ThalassematidaeForbes&Goodsir,1841ミドリユムシ族 ThalassematiniForbes&

Goodsir,1841の複数の属を宿主として利用する（Gotoetal.,2011）。基本的に同じ系統

の宿主を利用する種がほとんどであるが，例外的に，一部の種は，系統の異なる複数の宿

主を利用する。例えば，北米の Neaeromyarugifera（Carpenter,1864）は，アナジャコ

類とコガネウロコムシ類という異なる動物門の宿主に付着共生することが知られている

（Li&ÓFoighil,2012）。

それでは，ウロコガイ類は宿主との共生関係からどのような利益を得ているのだろうか。

よく指摘されるものとして，（1）生物の巣穴に隠れることで捕食者（魚類や甲殻類など）

との遭遇を回避すること（Morton,1988;Lietal.,2012），（2）宿主の起こす水流内の植

物プランクトンや酸素の豊富な水を濾過食や呼吸に利用できること（Morton,1972,1988），

が挙げられる。実際，自身で砂泥の中に深く潜る能力がなく，薄い殻しか持たない小型二

枚貝のウロコガイ科にとって隠蔽的な環境に住み捕食を免れることは生存上極めて重要だ

と考えられる。また，体表共生性ウロコガイ類は，しばしば宿主の特定の位置に付着する

が，それは宿主の起こす水流を受けやすい場所のことが多いため（Morton,1972;Gotoet

al.,2007,2018a），後者の利益もありそうである。その一方で，定量が難しいせいもある

が，宿主に対して明確な利益や不利益をもたらすことが知られているウロコガイ類はいな

い。その理由として，ウロコガイ類の多くは宿主に比べて非常に小型であること，また濾

過食者のため宿主から栄養的に搾取しないこと，が挙げられる。ウロコガイ類は，宿主か

ら利益を得つつ，その一方で宿主にほとんど影響を及ぼさないため，基本的に片利共生者

と言えるだろう。
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共生性ウロコガイ類の近年の属の改訂

国内で見られる共生性ウロコガイ類の主要な属について近年分類の改訂や，分子系統解

析に基づく分類再編の示唆があった。ここでいくつか紹介する。

ケボリガイ属 BorniopsisHabe,1959は，ツルマルケボリBonrniopsistsurumaru

Habe,1959をタイプ種として設立された属である（Habe,1959）。しかし，Morton&

Scott（1989）によって，Pseudopythina属の亜属とされ，後にシノニムとされた。この

Pseudopythina属には， かつて， ツルマルケボリ， アリアケケボリ Borniopsis

ariakensisHabe,1959，オサガニヤドリガイ Borniopsismacrophthalmensis（Morton

&Scott,1989），ナタマメケボリ Borniopsisochetostomae（Morton&Scott,1989）な

ど，日本の代表的な共生性ウロコガイ類が属してきた。しかし，Huber（2015）は，

Pseudopythina属のタイプ種でありヨーロッパで記載されたP.macandrewi（P.Fischer,

1867）と，東アジアで記載されてきた Pseudopythina属の各種とは，分布だけでなく，

形態でも明確に区別できるとし，ケボリガイ属を有効とし東アジアの種などをそこへ移し

た。具体的には，東アジアの種は，外鰓を欠き内鰓のみを備え，貯精嚢を持ち，蝶番の歯

の形態が異なる点で P.macandrewiと区別される（Huber,2015）。それゆえ，日本国内

に分布し，元来 Pseudopythina属とされてきた種は現在ケボリガイ属に含められている。

また，セワケガイ属 ByssoborniaIredale,1936，コフジガイ属 SquilliaconchaKuroda&

Habe,1971など幾つかの属もケボリガイ属のシノニムとされた。ただし，この際移され

たもののうち，フジタニコハクノツユ Borniopsisfujitaniana（Yokoyama,1927）は，

その後，ニヨリブンブクヤドリガイ属 TellimyaT.Brown,1827に移されている（Goto

etal.,2016a）。また，近年の分子系統解析によれば，オキナノエガオ Platomysiarugata

Habe,1951はケボリガイ属（論文当時は Pseudopythina属）に近縁であることが示唆さ

れ，形態的にも共通点があること（歯の形態，外鰓を欠き内鰓のみを備える点）が指摘さ

れている（Gotoetal.,2016b）。

イソカゼガイ属（Basterotia）は，元来ヤドリシジミ上科のヤドリシジミ科に属すると

されていたが，Gotoetal.（2012）の分子系統解析の結果を踏まえて，ウロコガイ科のイ

ソカゼガイ亜科 BasterotiinaeCossmann,1909に移された（Huber,2015）。そして，ま

た，このイソカゼガイ属には，これまでオオノガイ科 MyidaeLamarck,1809のハマカ

ゼガイ属 ParamyaConrad,1860に属していたハマカゼガイBasterotiarecluzi(A.

Adams,1864）も移されている（Gotoetal.,2017）。本種は，EucharisrecluziA.Adams,

1864として記載された二枚貝で，元々上記のヤドリシジミ科に入れられていたが（波部，

1951；原文ではケヅメガイ科），波部（1977）によって，オオノガイ科ハマカゼガイ属に

移された。この属の移動について理由は説明されていないものの，本種は左右の殻に小さ

いながらもやや突き出した弾帯受を持っており，それがハマカゼガイ属の特徴と似ていた

からだと思われる。しかし，イソカゼガイ属との形態の類似性（例えば，やや前方に突き

出る１本の主歯や，触手に囲まれた短い出入水管を持つ点）や，分子系統解析ではイソカ

ゼガイ属に内包されること，などを踏まえ，近年イソカゼガイ属に移された（Gotoetal.,

2017）。また合わせて，ハマカゼガイ属のタイプ種 Paramyasubobata（Conrad,1845）

を含む本属の残りの２種もイソカゼガイ科（現在のウロコガイ科イソカゼガイ亜科）に移

され（Gotoetal.,2017），現在ハマカゼガイ属はウロコガイ科に属することになっている。
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ウロコガイ科のヨーヨーシジミ亜科（新称）VasconiellinaeScarlato&Starobogatov,

1979は７属から構成され，外套膜で包まれた退化的な殻を持つ種を多く含む（Huber,

2015）。このうち，DivariscintillaPowell,1932（ヨーヨーシジミ属），Phlyctaenachlamys

Popham,1939,EphippodontomorphaMiddelfart,2005,ParaborniaBoss,1965はシャ

コ類の共生者として知られ，CeratoborniaDall,1899はスナモグリ類の共生者として知

られる（Gotoetal.,2018a）。これらのうち，Parabornia以外の４属は，足の後端部（か

かと）が紐状に特殊化し，それを使って宿主の巣穴壁面からぶら下がることができる。そ

れを伸縮させてヨーヨーのような動きができるため通称「ヨーヨーシジミ類（yoyoclams）」

と呼ばれる（Gotoetal.,2018a）。その他にも，触手様突起のある外套膜に包まれた痕跡

的な貝殻を持つことや，足の付け根に花状器官を持つことなど，本亜科の共有派生形質と

思われる特徴がいくつか見られる。日本では本亜科から，2011年に記載されたニッポンヨー

ヨーシジミ DivariscintillatoyohiwakensisYamashita,Haga&Lützen,2011のみが知

られていたが，南半球で記載されていた種であるツバサマメアゲマキPhlyctaenachlamys

lysiosquilinaPopham,1939とユウレイウロコガイ Ephippodontomorphahirsuta

Middelfart,2005が近年琉球列島から報告された（久保,2017a;久保・福田,2017）。Goto

etal.（2018a）は，ヨーヨーシジミ亜科の４属11種を対象に分子系統解析を行い，

Phlyctaenachlamys,Ephippodontomrpha,Paraborniaが，それぞれ Divariscintillaに

内包されることを示した。シャコ類に共生するという生態の共通性に加え，形態的特徴に

おいても共通点が複数見られるため，将来的にこれらの属が Divariscintillaにまとめら

れる可能性がある。その一方で，今回の解析では，本亜科に含まれる他の４属

（VasconiellaDall,1899，BellascintillaConey,1990,Ceratobornia，AclistothyraT.L.

McGinty,1955）を加えていなため，将来的な分類改訂はこれらの属も含めた解析を行っ

た上で進めた方が良さそうである。

国内における共生性種の多様性

日本国内で，他の動物に共生する種として報告されているウロコガイ科二枚貝類は，今

回調べた限りでは，28属45種である（表１）。これは世界から知られている共生性のウロ

コガイ類の種数のおおよそ３割である（後藤，未発表）。調べ漏れの可能性は多々あるも

のの，少なくとも代表的なものは含めることができたと考えている。45種のうち，種名ま

で確定しているものは42種で，そのうち32種が日本国内で記載された種（４種は化石標本

に基づき記載）で，10種は海外（香港，フィリピン，オーストラリアなど）で記載された

種である（表２）。

表１における共生性のウロコガイ類のほとんどが特定の宿主と共生している状態でのみ

採集される絶対共生性種である。ただし，マルヘノジガイNipponomysellaoblongata

(Yokoyama,1922)は，後述する通り，条件共生性あるいは一時利用の可能性があり，今

後さらなる生態調査が必要である。

岩礁でよく見られるチリハギガイ Lasaeaundulata（A.A.Gould,1861）も本州では

ムラサキインコ Mytiliseptavirgata（Wiegmann,1837），南西諸島ではヘリトリアオリ

Isognomonnucleus（Lamarck,1819）などの足糸に付着していることが多いが，岩の割

れ目で単独で見つかることやカメノテ Capitulummitella（Linnaeus,1758）の柄の基部
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種 名 和 名 宿 主 動物門 宿主利用 宿主情報

Anisodevoniaohshimai（Kawahara,1942） ヒノマルズキン ヒモイカリナマコ 棘皮動物 体表共生 Kawahara,1942

ArthriticajaponicaLützen&Takahashi,2003 ガンヅキ メナシピンノ 節足動物 体表共生 Lützen&Takahashi,2003

Barrimysiacumingii（A.Adams,1856） アケボノガイ ヤハズアナエビ 節足動物 巣穴共生
Kneeretal.,2008;久保,2012a;
Gotoetal.,2018b;Seike&Goto,
2017

BarrimysiasiphonosomaeMorton&Scott,
1989

ホシムシアケボノガ
イ

スジホシムシモドキ 環形動物 巣穴共生
Morton&Scott,1989;
Kosuge,2009

BasterotiacarinataGoto,Hamamura& Kato,
2011

ハイヌミカゼガイ スジユムシ 環形動物 巣穴共生
Gotoetal.2011;Goto&Kato,
2012;Goto,2017

Basterotiagouldi（A.Adams,1864） イソカゼガイ
ゴゴシマユムシ・
セトウチドチクチユムシ

環形動物 巣穴共生 Gotoetal.2011;Goto,2017

Basterotiarecluzi（A.Adams,1864） ハマカゼガイ
ゴゴシマユムシ・
セトウチドチクチユムシ

環形動物 巣穴共生 Gotoetal.2017;Goto,2017

Basterotiacf.borbonica（DeshayesinMailard,
1863）

－
スジユムシ・スジユムシ属
の１種・タテジマユムシ

環形動物 巣穴共生 Goto&Kato,2012;Goto,2017

BorniopsisariakensisHabe,1959 アリアケケボリ トゲイカリナマコ 棘皮動物
体表・
巣穴共生

Morton&Scott,1989;Kai&
Henmi,2008

Borniopsismacrophthalmensis（Morton&
Scott,1989）

オサガニヤドリガイ オサガニ類 節足動物
体表・
巣穴共生

Morton&Scott,1989;Kosuge
&Itani,1994

BorniopsismortoniGoto&Ishikawa,2016
ヒモイカリナマコヤ
ドリガイ

ヒモイカリナマコ 棘皮動物 体表共生 Goto&Ishikawa,2016

Borniopsisochetostomae（Morton&Scott,
1989）

ナタマメケボリ タテジマユムシ 環形動物
体表・
巣穴共生

Morton&Scott,1989;小菅・他,
2003;Goto&Kato,2012

Borniopsissubsinuata（Lischke,1871） コフジガイ シャコ 節足動物 体表共生 黒田,1937;Jespersenetal.,2009

BorniopsistsurumaruHabe,1959 ツルマルケボリ
トゲイカリナマコ・（ヒ
メムツアシガニ *2）

棘皮動物
体表・
巣穴共生

Morton&Scott,1989;Lützen
etal.,2004

Borniopsisyamakawai（Yokoyama,1922） セワケガイ スジユムシ 環形動物 巣穴共生
Goto&Kato,2012;Gotoetal.,
2012;Goto,2017

Brachiomyastigmatica（Pilsbry,1921）
オオブンブクヤドリ
ガイ

ミナミオオブンブク 棘皮動物 体表共生
山本・波部,1974;Jespersenet
al.,2004

Curvemysellapaula（A.Adams,1856） ヘノジガイ
ゼンマイヤドカリ・
トゲツノヤドカリ

節足動物 貝殻共生
Morton&Scott,1989;田中,
1991;Gotoetal.2007

Devoniasemperi(Oshima,1930) ヒナノズキン トゲイカリナマコ 棘皮動物 体表共生 大島,1931a

DivariscintillatoyohiwakensisYamashita,
Haga&Lützen,2011

ニッポンヨーヨーシ
ジミ

シマトラフヒメシャコ 節足動物 巣穴共生 Yamashitaetal.2011

EntovalvalessonothuriaeKato,1998
イソナマココノワタ
ズキン

イソナマコ 棘皮動物 内部共生 Kato,1998

EphippodontagigiasKubo,1996 オオツヤウロコガイ

ミナミアナジャコ・サク
ラスナモグリ属の１種
（Neochallichirus
jousseaumei）

節足動物 巣穴共生
Lützen&Nielsen,2005;久保,
2012b;Gotoetal.2012,2014b

EphippodontomorphahirsutaMiddelfart,2005 ユウレイウロコガイ トラフシャコ 節足動物 巣穴共生
Middelfart,2005;久保・福田,
2017

FronsellaohshimaiHabe,1958 ハナビラガイ
オオブンブク類・（スジ
ホシムシ *3）

棘皮動物 体表共生
Habe,1964;石川・他,2014;久保・
他,2017

KamekiapisiformisKuroda&Habe,1971 ソバノミガイ スジホシムシ 環形動物 体表共生 石川・他,2014;池辺,2016

KoreamyasetouchiensisGoto,Ishikawa&
Hamamura,2014

ニッポンシャミセン
ヒキ（新称）

ミドリシャミセンガイ 腕足動物 体表共生 Gotoetal.,2014a

LitigiellapacificaLützen&Kosuge,2006 ユンタクシジミ スジホシムシ 環形動物
体表・
巣穴共生

Lützen&Kosuge,2006

MontacutaechinocardiophlaHabe,1964
オカメブンブクヤド
リガイ

オカメブンブク・ヒラタ
ブンブク

棘皮動物 体表共生 波部,1964;小松,1986

MontacutadivaricataGould,1861 －
ブンブク類（Spatangus
sp.,Schizasterlacuno-
sus）

棘皮動物 体表共生
Gould,1861;Jespersenetal.,
2004

表１．日本国内から報告されている共生性のウロコガイ科二枚貝類.
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種 名 和 名 宿 主 動物門 宿主利用 宿主情報

MontacutonamutsuwanensisYamamoto&
Habe,1959

ムツワンマルヤドリ
ガイ

ムラサキハナギンチャク 刺胞動物 棲管共生
Ponder,1971;Morton,1980;
Morton&Scott,1989;Higoet
al.,1999

Montacutonacf.olivaceaHabe,1959
ムラサキマルヤドリ
ガイ近似種

ムラサキハナギンチャク 刺胞動物 棲管共生 Gotoetal.,2012

MontacutonasigalionidcolaGoto&Tanaka,
2019

スナウロコムシヤド
リガイ

スナウロコムシ 環形動物 体表共生 Goto&Tanaka,2019

Montacutonasp.*1
ハナギンチャクヤド
リガイ

ムラサキハナギンチャク 刺胞動物 棲管共生 奥谷・楚山,1987

MonterosatusamamiensisSakurai&Habe,1973
コハゼガイ（アマミ
スジホシムシモドキ
ヤドリガイ）

スジホシムシ類・
スジホシムシモドキ類

環形動物 体表共生
Gotoetal.,2012;後藤,2016;
久保,2017b

NipponomontacutaactinariophilaYamamoto&
Habe,1961

イソギンチャクヤド
リガイ

イワホリソギンチャク類
（Telmatactissp.）

刺胞動物 体表共生 Gotoetal.,2012

Nipponomysellaoblongata（Yokoyama,1922) マルヘノジガイ クモヒトデ類・自由生活 棘皮動物 体表共生
黒田ら,1971;稲葉,1971;菊池,
1972;波部,1977

Nipponomysellasubtruncata（Yokoyama,1927）
スジホシムシモドキ
ヤドリガイ

スジホシムシモドキ・
（アカホシマメガニ *4）

環形動物
体表・
巣穴共生

Lützenetal.,2001;Gotoetal.,
2012

PeregrinamorohshimaiSho‐ji,1938 マゴコロガイ アナジャコ類 節足動物 体表共生 Kato,1995;Itani2004

PeregrinamorgastrochaenansKato & Itani,
2000

シマノハテマゴコロ
ガイ

ミナミアナジャコ 節足動物 体表共生 Kato&Itani,2000

PhlyctaenachlamyslysiosquillinaPoham,1939 ツバサマメアゲマキ トラフシャコ 節足動物 巣穴共生
Popham,1939;久保,2017a;
Gotoetal.,2018a

PlatomysiarugataHabe,1951 オキナノエガオ スジホシムシ 環形動物
体表・
巣穴共生

Gotoetal.,2016b

Sagamiscintillathalassemicola（Habe,1962）
ミドリユムシヤドリ
ガイ

ミドリユムシ類 環形動物 体表共生
Habe,1962;Goto&Ishikawa,
2019

Salpocolaphilippinensis（Habe& Kanazawa,
1981）

フィリピンハナビラ
ガイ

スジホシムシ 環形動物 体表共生
Habe&Kanazawa,1981;小菅・
久保,2002;Lützenetal.2008

Scintillasp.
サクラスナモグリマ
メアゲマキ（新称）

サクラスナモグリ属の１
種（Neochallichirus
jousseaumei）

節足動物 巣穴共生 Gotoetal.,2014b;後藤,2016

Tellimyafujitaniana(Yokoyama,1927) フジタニコハクノツユ オカメブンブク 棘皮動物
体表・
巣穴共生

Gotoetal.,2016a

TellimyatorishimensisCallomon,1999
ニヨリブンブクヤド
リガイ

ヒラタブンブク類
（Loveniasp.）

棘皮動物 体表共生 Higoetal.,1999

*1原文ではMontacutasp.だが、奥谷・楚山（1987）初出時に「マルヤドリガイの１種」となっていたのでそれを踏まえて訂正.
*2トゲイカリナマコ巣穴内に共生するカニ類.
*3石川・他,2014の知見より、本種の本来の宿主はオオブンブク類の可能性がある.
*4スジホシムシモドキの巣穴内に共生するカニ類.

種 名 和 名 タイプ産地

Anisodevoniaohshimai（Kawahara,1942） ヒノマルズキン 沖縄県石垣島名蔵湾

ArthriticajaponicaLützen&Takahashi,2003 ガンヅキ 福岡県曽根市曽根干潟

Barrimysiacumingii（A.Adams,1856） アケボノガイ フィリピン

BarrimysiasiphonosomaeMorton&Scott,1989 ホシムシアケボノガイ 香港

BasterotiacarinataGoto,Hamamura&Kato,2011 ハイヌミカゼガイ 鹿児島県奄美大島北部

Basterotiagouldi（A.Adams,1864） イソカゼガイ 福岡県門司

Basterotiarecluzi（A.Adams,1864） ハマカゼガイ 佐賀県呼子

Basterotiacf.borbonica（DeshayesinMailard,1863） － －

BorniopsisariakensisHabe,1959 アリアケケボリ 九州有明海

Borniopsismacrophthalmensis（Morton&Scott,1989） オサガニヤドリガイ 香港

BorniopsismortoniGoto&Ishikawa,2016 ヒモイカリナマコヤドリガイ 愛媛県愛南町

表２．日本国内から報告されている共生性ウロコガイ類のタイプ産地.
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などから見つかることも多いことから，少なくとも特定の宿主を選好するタイプの共生種

ではなく，自由生活性種であると今回は位置付けた（ただし，今後詳しい検討は必要であ

る）。1960年にウスモノウロコガイ Ephippodontinamurakamii（Kuroda,1945）がサン

ゴ礫から採集され，同じサンゴ礫からフタミゾテッポウエビ AlpheusbisincisusDe

Haan,1849が採集された旨の報告があるが（Arakawa,1960），記述を読む限りでは共生

の可能性は高くなさそうなので，今回の表には含めていない。木村ら（2007）は，オウギ
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種 名 和 名 タイプ産地

Borniopsisochetostomae（Morton&Scott,1989） ナタマメケボリ 香港

Borniopsissubsinuata（Lischke,1871） コフジガイ 長崎県

BorniopsistsurumaruHabe,1959 ツルマルケボリ 九州有明海

Borniopsisyamakawai（Yokoyama,1922） セワケガイ 千葉県酒々井町酒々井（化石）

Brachiomyastigmatica（Pilsbry,1921） オオブンブクヤドリガイ ハワイ

Curvemysellapaula（A.Adams,1856） ヘノジガイ ライムズ島（トレス海峡）

Devoniasemperi（Oshima,1930） ヒナノズキン 熊本県天草富岡

DivariscintillatoyohiwakensisYamashita,Haga&Lützen,
2011

ニッポンヨーヨーシジミ 大分県中津市大新田

EntovalvalessonothuriaeKato,1998 イソナマココノワタズキン 鹿児島県奄美大島笠利湾一屯

EphippodontagigiasKubo,1996 オオツヤウロコガイ 沖縄県豊見城市与根

EphippodontomorphahirsutaMiddelfart,2005 ユウレイウロコガイ オーストラリア，クイーンズランド

FronsellaohshimaiHabe,1958 ハナビラガイ 熊本県天草富岡

KamekiapisiformisKuroda&Habe,1971 ソバノミガイ 相模湾亀城礁西2km,水深60-80m

KoreamyasetouchiensisGoto,Ishikawa&Hamamura,2014 ニッポンシャミセンヒキ（新称） 愛媛県今治市伯方島

LitigiellapacificaLützen&Kosuge,2006 ユンタクシジミ 沖縄県石垣島名蔵湾

MontacutaechinocardiophlaHabe,1964 オカメブンブクヤドリガイ 長崎県千々石湾

MontacutadivaricataGould,1861 － 北海道函館

MontacutonamutsuwanensisYamamoto&Habe,1959 ムツワンマルヤドリガイ 青森県陸奥湾

Montacutonacf.olivaceaHabe,1959 ムラサキマルヤドリガイ近似種 －

MontacutonasigalionidcolaGoto&Tanaka,2019 スナウロコムシヤドリガイ 和歌山県串本町

Montacutonasp.* ハナギンチャクヤドリガイ －

MonterosatusamamiensisSakurai&Habe,1973
コハゼガイ（アマミスジホシムシ
モドキヤドリガイ）

鹿児島県奄美大島

NipponomontacutaactinariophilaYamamoto&Habe,1961 イソギンチャクヤドリガイ 和歌山県白浜町

Nipponomysellaoblongata（Yokoyama,1922） マルヘノジガイ 東京都北区王子（化石）

Nipponomysellasubtruncata（Yokoyama,1927） スジホシムシモドキヤドリガイ 東京都北区王子（化石）

PeregrinamorohshimaiSho-ji,1938 マゴコロガイ 福岡県箱崎浜

PeregrinamorgastrochaenansKato&Itani,2000 シマノハテマゴコロガイ 鹿児島県奄美大島宇検村

PhlyctaenachlamyslysiosquillinaPoham,1939 ツバサマメアゲマキ
オーストラリア，グレートバリア
リーフ

PlatomysiarugataHabe,1951 オキナノエガオ 富山県七尾湾

Sagamiscintillathalassemicola（Habe,1962） ミドリユムシヤドリガイ 熊本県天草富岡

Salpocolaphilippinensis（Habe&Kanazawa,1981） フィリピンハナビラガイ フィリピン・マクタン島

Scintillasp.
サクラスナモグリマメアゲマキ
（新称）

－

Tellimyafujitaniana（Yokoyama,1927） フジタニコハクノツユ 東京都北区王子（化石）

TellimyatorishimensisCallomon,1999 ニヨリブンブクヤドリガイ 伊豆諸島鳥島沖,水深2,280m

*原文では Montacutasp.だが、奥谷・楚山（1987）初出時に「マルヤドリガイの１種」となっていたのでそれを踏まえて訂正.
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ウロコガイ GaleommellautinomiiHabe,1958が甲殻類が掘ったらしい巣穴の周辺や壁

面に定位しているのを観察している。本種も甲殻類と何らかの共生関係にある可能性があ

るが，詳細不明であるため，今回の表には加えていない。

属単位での多様性を見てみると，２種以上共生種が報告されているのは多いものから順

に，ケボリガイ属７種，イソカゼガイ属４種，マルヤドリガイ属Montacutona

Yamamoto&Habe,1959４種，ブンブクヤドリガイ属 MontacutaW.Turton,1822

２種，マルヘノジガイ属 NipponomysellaYamamoto&Habe,1959２種，マゴコロガ

イ属２種，ニヨリブンブクヤドリガイ属２種である。

国内の共生性ウロコガイ類の宿主は，節足動物，棘皮動物，環形動物，刺胞動物，腕足

動物の５動物門から知られている。それぞれの動物門に共生しているウロコガイ科の種数

の内訳は，節足動物に12種，棘皮動物に13種，環形動物に15種，刺胞動物に４種，腕足動

物に１種となっており，ユムシ類やホシムシ類などを含む環形動物に共生している種が最

も多く，次いで棘皮動物，節足動物に共生している種が多いことが明らかとなった。ちな

みに， ハナビラガイ FronsellaohshimaiHabe,1958はスジホシムシSipunculus

(Sipunculus）nudusLinnaeus,1766の体表から報告されているが（Habe,1964），後述す

るようにオオブンブク類が主要な宿主の可能性が高いので（石川・他，2014），この内訳

では棘皮動物に共生する種として扱った。また，宿主の巣穴内に共生するカニ類にしばし

ば付着する種もいるが（表１），そちらも本来の宿主とはしていない。

宿主の利用様式について見てみると，体表共生種が20種，巣穴共生種が12種，体表及び

巣穴に共生する種が８種，棲管共生種が３種，内部共生種が１種（コノワタズキン

EntovalvalessonothuriaeKato,1998），ヤドカリの殻に住む貝殻共生が１種［ヘノジガ

イ Curvemysellapaula（A.Adams,1856）］であった。

生息環境としては，干潟の潮間帯中部から下部に生息するものが多く，やや深場で主に

採集される種としては，コフジガイBorniopsissubsinuata（Lischke,1871），ヘノジガイ，

オカメブンブクヤドリガイ MontacutaechinocardiophlaHabe,1964，ソバノミガイ

KamekiapisiformisKuroda&Habe,1971が挙げられる。その一方で，最も深いところ

から採集されるのは，ニヨリブンブクヤドリガイ TellimyatorishimensisCallomon,

1999で約 2,200mの深海から採集されている。

国内での共生性種の報告の歴史

日本国内における共生性ウロコガイ類の報告の初出を表３にまとめた。基本的に，国内

で共生や宿主について報告した文献や論文を初出とした。国内で記載されていたり分布が

確認されていた種でも，生態が不明だった場合，宿主と共生する生態が明らかになった時

点を初出としている（化石標本に基づき記載された種は全てこのケースである）。また，

海外で共生性種であることが確認されていたものについても，国内で改めて共生が確認さ

れた時点を初出とした。ただし，いくつかの種については，国内で本当に共生の報告があ

るのか判断が難しかった。今回調べ漏れている記録がある可能性もあるため，もし気づか

れた方は教えていただけると幸いである。

発表年で共生性ウロコガイ類の報告の歴史を紐解いてみると，他より群を抜いて最も早

いものが，Gould（1861）の MontacutadivaricataGould,1861である（表３）。函館で
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発表年 学 名 和 名 国内での共生の初報告 共生初報告地点

1861 MontacutadivaricataGould,1861 － Gould,1861 北海道函館

1929 Devoniasemperi（Oshima,1930） ヒナノズキン 大島,1929 熊本県天草富岡

1931 PeregrinamorohshimaiSho^ji,1938 マゴコロガイ 大島,1931b 福岡県箱崎浜

1937 Borniopsissubsinuata（Lischke,1871） コフジガイ 黒田,1937 瀬戸内海，下関彦島

1942 Anisodevoniaohshimai（Kawahara,1942） ヒノマルズキン Kawahara,1942 沖縄県石垣島名蔵湾

Nipponomysellasubtruncata（Yokoyama,1927） スジホシムシモドキヤドリガイ 佐藤,1942 瀬戸内海厳島

1961 NipponomontacutaactinariophilaYamamoto&Habe,1961 イソギンチャクヤドリガイ Yamamoto&Habe,1961 和歌山県白浜町番所崎

1962 Sagamiscintillathalassemicola（Habe,1962） ミドリユムシヤドリガイ Habe,1962 熊本県天草郡苓北町富岡

1964 FronsellaohshimaiHabe,1958 ハナビラガイ 波部,1964 長崎県茂木

MontacutaechinocardiophlaHabe,1964 オカメブンブクヤドリガイ 波部,1964 長崎県千々石湾

1965 Curvemysellapaula（A.Adams,1856） ヘノジガイ 波部,1965 不明

1971 Nipponomysellaoblongata（Yokoyama,1922） マルヘノジガイ 黒田ら,1971 不明

1974 Brachiomyastigmatica（Pilsbry,1921） オオブンブクヤドリガイ 山本・波部,1974 和歌山県白浜町塔島

1987 Montacutonasp.* ハナギンチャクヤドリガイ 奥谷・楚山,1987 伊豆大瀬崎，15m

1994 Borniopsismacrophthalmensis（Morton&Scott,1989） オサガニヤドリガイ Kosuge& Itani,1994 沖縄県西表島船浦

1998 EntovalvalessonothuriaeKato,1998 イソナマココノワタズキン Kato,1998
鹿児島県奄美大島・
沖縄県石垣島

1999 MontacutonamutsuwanensisYamamoto&Habe,1959 ムツワンマルヤドリガイ Higoetal.,1999 不明

TellimyatorishimensisCallomon,1999 ニヨリブンブクヤドリガイ Higoetal.,1999 不明

2000 PeregrinamorgastrochaenansKato&Itani,2000 シマノハテマゴコロガイ Kato&Itani,2000 鹿児島県奄美大島宇検村

2001 ArthriticajaponicaLützen&Takahashi,2003 ガンヅキ 福田,2001 山口県小野田市焼野

2002 Salpocolaphilippinensis（Habe&Kanazawa,1981） フィリピンハナビラガイ 小菅・久保,2002 沖縄県石垣島・沖縄本島

2003 Borniopsisochetostomae（Morton&Scott,1989） ナタマメケボリ 小菅・他,2003
沖縄県沖縄本島・
石垣島・西表島

2004 BorniopsistsurumaruHabe,1959 ツルマルケボリ Lützenetal.2004 熊本県天草

2005 MontacutonasigalionidcolaGoto&Tanaka,2019 スナウロコムシヤドリガイ 大谷・他,2005 和歌山県椿

2006 LitigiellapacificaLützen&Kosuge,2006 ユンタクシジミ Lützen&Kosuge,2006 沖縄本島（沖縄市泡瀬干潟）・
石垣島名蔵湾

2008 BorniopsisariakensisHabe,1959 アリアケケボリ Kai&Henmi,2008 熊本県天草八代海

2009 BarrimysiasiphonosomaeMorton&Scott,1989 ホシムシアケボノガイ Kosuge,2009 沖縄県石垣島名蔵湾

2011 Basterotiagouldi（A.Adams,1864） イソカゼガイ Gotoetal.,2011
広島県呉市・
竹原市ハチの干潟

BasterotiacarinataGoto,Hamamura&Kato,2011 ハイヌミカゼガイ Gotoetal.,2011 鹿児島県奄美大島北西部

DivariscintillatoyohiwakensisYamashita,Haga&Lützen,
2011

ニッポンヨーヨーシジミ Yamashitaetal.,2011 大分県中津市大新田

Basterotiacf.borbonica（DeshayesinMailard,1863） － Goto&Kato,2012 沖縄県石垣島

Borniopsisyamakawai（Yokoyama,1922） セワケガイ Goto&Kato,2012 沖縄県石垣島

2012 Barrimysiacumingii（A.Adams,1856） アケボノガイ 久保,2012a 沖縄県沖縄本島

EphippodontagigiasKubo,1996 オオツヤウロコガイ 久保,2012b 沖縄県糸満市

Montacutonacf.olivaceaHabe,1959
ムラサキマルヤドリガイ
近似種

Gotoetal.,2012 愛媛県宇和島市

MonterosatusamamiensisSakurai&Habe,1973
コハゼガイ（アマミスジホ
シムシモドキヤドリガイ）

Gotoetal.,2012 鹿児島県奄美大島

2014 Scintillasp.
サクラスナモグリマメア
ゲマキ（新称）

Gotoetal.,2014b 鹿児島県奄美大島宇検村

KamekiapisiformisKuroda&Habe,1971 ソバノミガイ 石川・他,2014
和歌山県美浜町日ノ御崎,
愛媛県南部

表３．日本国内における共生性ウロコガイ類の報告の歴史．初報告の文献と共生が初めて確認された地点の情報も示
した.
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採集されたブンブク類の刺上から採集され，記載された。Gould（1861）から70年ほど経

過して，再び日本国内から共生性のウロコガイ科が報告され始める。図１は，共生性種と

して報告されたウロコガイ類の種数の推移を示している。1929－1942年，1961－1974年，そ

して1987年から現在に至るまで，おおよそ３回ほど，共生性ウロコガイ類の報告数が盛ん

な時期が認められる。それぞれ，第１期，第２期，第３期と呼び以下に詳細をまとめる。

また各種の共生の報告などについても説明をつけた。種名横の角括弧書き内の年は，国内

での共生報告の発表年を表す。一部論文では，オンラインで先に出版されていたため，冊

子体の出版より発表年が早くなっているものがある。また，それぞれの種とその宿主との

共生が確認された地点について，図２に示した。
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発表年 学 名 和 名 国内での共生の初報告 共生初報告地点

KoreamyasetouchiensisGoto,Ishikawa&Hamamura,2014
ニッポンシャミセンヒキ

（新称）
Gotoetal.2014a 愛媛県今治市伯方島

2016 Basterotiarecluzi（A.Adams,1864） ハマカゼガイ Gotoetal.2017
愛媛県今治市伯方島・
松山市

Tellimyafujitaniana（Yokoyama,1927） フジタニコハクノツユ Gotoetal.,2016a 愛媛県今治市伯方島

PlatomysiarugataHabe,1951 オキナノエガオ Gotoetal.,2016b
愛媛県今治市伯方島・
広島県竹原市ハチの干潟

BorniopsismortoniGoto&Ishikawa,2016 ヒモイカリナマコヤドリガイ Goto&Ishikawa,2016 愛媛県愛南町

2017 EphippodontomorphahirsutaMiddelfart,2005 ユウレイウロコガイ 久保・福田,2017 沖縄県沖縄本島

PhlyctaenachlamyslysiosquillinaPoham,1939 ツバサマメアゲマキ 久保,2017a 沖縄県沖縄本島・石垣島

*原文では Montacutasp.だが，奥谷・楚山（1987）初出時に「マルヤドリガイの１種」となっていたのでそれを踏まえて訂正.

図１．日本国内から報告されている共生性のウロコガイ科二枚貝類の種数の推移（累計）.
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第０期（1861年）

MontacutadivaricataGould,1861,［1861年］

本種は，函館でホンブンブク属の１種（Spatangussp.）の刺上から採集され，新種と

して記載された（Gould,1861）。一方，Jespersenetal.（2004）は本種の宿主をブンブク

チャガマ（Schizasterlacunosus）としているが，出典は不明。稲葉（1971）で指摘され

ているように，本種は，Habe（1964）で記載されるオカメブンブクヤドリガイと同種の

可能性があり，その場合，後者はシノニムとなる。

第１期（1929－1942年）

第１期では，５種の共生性種が報告された。九州帝国大学の大島 廣博士らが中心となっ

て，ヒナノズキンDevoniasemperi（Oshima,1930），マゴコロガイ Peregrinamor

ohshimaiShôji,1938，ヒノマルズキンAnisodevoniaohshimai（Kawahara,1942）とい

う，いずれも形態・生態が変わった新種が記載された。また，コフジガイ Borniopsis

subsinuata（Lischke,1871）やスジホシムシモドキヤドリガイNipponomysella

subtruncata（Yokoyama,1927）といった種の共生が報告されたのもこの時期である。
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図２．日本国内で，ウロコガイ科二枚貝類とその宿主との共生関係が初めて確認された地点.
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図３．共生性ウロコガイ科二枚貝類の多様性（1）．A.ヒナノズキン，B.マゴコロガイ，C.コフジガ
イ，D.ヒノマルズキン，E.スジホシムシモドキヤドリガイ，F.イソギンチャクヤドリガイ，
G.ミドリユムシヤドリガイ， H.ヘノジガイ，I.オオブンブクヤドリガイ．（撮影：C.伊谷
行,G.石川 裕,I.平林 勲,他.後藤龍太郎）
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ヒナノズキン Devoniasemperi（Ohshima,1930）,［1929年］（図3A）

当時天草臨海実験所の嘱託として在籍された平岩馨邦氏が1928年５月４日に富岡でトゲ

イカリナマコ Protankyrabidentata（Woodward&Barrett,1858）に付着している本種

を発見し，大島 廣氏がこれについて報告するとともに（大島，1929），形態などを精査

し，新種として記載した（大島，1930,1931a）。

また，大島（1931a,1938）では，トゲイカリナマコに体表共生するヒナノズキンとは

別の二枚貝の１種 Montacuta（?）sp.について言及している。おそらくツルマルケボリ

やアリアケケボリのことを指していると考えられるが，これ以上の詳細は不明のため，今

回この記述をこれらの種の共生についての国内初記録とはしていない。

マゴコロガイ PeregrinamorohshimaiShôji,1938,［1931年］（図3B）

1930年５月に庄司幸八氏が福岡県箱崎浜でアナジャコ類の腹部につく本種を発見した

（大島，1938）。本種の発見については，1931年に動物学雑誌で報告されている（大島，

1931b）。そして，庄司氏の遺稿を元に福岡をタイプ産地として新種記載された（Shôji,

1938）。これとは別に，1935年６月５日に神奈川県金沢湾より採集されたアナジャコの胸

部に付着共生する二枚貝が Erycinasp.として1936年に報告されている（宮崎，1936）。

これは形態的にも生態的にもマゴコロガイである。この報告では，発生などが観察されて

おり，宿主に付着する図なども掲載されている。また，1938年に，追加の報告があり，写

真も掲載されている（宮崎，1938）。マゴコロガイの和名は，形態と付着部位（すなわち

胸部につくハート様の貝）に因むとされ，大島氏の提案によるとされる（Shôji,1938）。

本種については，後年宿主利用や矮雄を含む繁殖様式について詳しい報告がなされると

ともに（Kato&Itani,1995;Lützenetal.,2001;Itani,2004），宿主の脱皮の際に，脱皮

後の宿主に素早く乗り換える行動が報告されている（Itanietal.,2002）。

コフジガイ Borniopsissubsinuata（Lischke,1871）,［1937年］（図3C）

1937年，瀬戸内海産のシャコの腹部に共生しているコフジガイ（原文では，“Ｋellia”

subsinuata）が報告された（黑田，1937）。コフジガイの和名は瀧 巌氏により提供され

たという（黑田，1937）。実際，『尾道近海産軟體動物目録』（瀧，1936）では本種［原文

では Pseudopythinasubsinuata（Lischke）］の和名としてコフジガイがすでに使われお

り，これがおそらくこの和名の初出である。本種は，元々，1871年に Lischke氏によっ

て長崎県産の標本を使って記載されたが（Lischke,1871a,b），黑田（1937）で報告される

まで生態は不明だったようである。ただし，大島（1931b）は，天草臨海実験所の標本室

に産地・採集日不明の大きなシャコの標本が１個体あることに言及し，「肢の腹面に小さ

い軟い二枚貝が，2－3個着いて居る」としており，これがコフジガイである可能性は高い。

ヒノマルズキンAnisodevoniaohshimai（Kawahara,1942）,［1942年］（図3D）

ヒノマルズキンは，河原辰夫氏によって，1940年5－6月の沖縄地方の採集旅行の際に石

垣島の名蔵川河口において，ヒモイカリナマコ Patinaptaooplax（vonMarenzeller,

1882）の体表より発見され，大島氏の協力の下，記載が行われた（Kawahara,1942）。左

殻の表面に赤褐色の斑紋があり，それが白い外套膜に包まれている様子が，日の丸国旗を

－128－

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



思わせるところからこの名前が付けられている（Kawahara,1942）。

スジホシムシモドキヤドリガイ

Nippnomysellasubtruncata（Yokoyama,1927）,［1942年］（図3E）

本種は，東京都北区王子の更新統「王子貝層」産の左殻の化石を基に Montacuta

subtruncataYokoyama,1927として記載された種である（Yokoyama,1927）。本種に

はまず広島県貝類目録（瀧，1938）の中でヤドリチリハギの和名が提唱された。そして，

佐藤（1942）において，広島県瀬戸内海のスジホシムシモドキ Siphonosomacumanense

（Keferstein,1867）に共生する種名不明の二枚貝が報告され，1943年に前述の瀧氏によっ

てヤドリチリハギとして同定され ErycinasetoutianaIw.TakietSato-として記載され

た（佐藤，1943）（注：佐藤氏はこれを E.setoutianaの新種記載と認識しておらずメモ

的なものとしている。また本種は前種 M.subtruncataのシノニムとなる）。これらの報

告を踏まえて，本総説では本種の共生の初報告を佐藤（1942）とした。これとは別に波部

（1951）は，スジホシムシヤドリガイの和名を提唱し，この和名はその後図鑑などで広く

使われてきた。また，スジホシムシノヤドリガイという和名もある（波部，1975）。稲葉

（1971）は，前述のヤドリチリハギとスジホシムヤドリガイが同一の種だと指摘し，さら

に稲葉（1982）は本種がスジホシムシではなくスジホシムシモドキに共生することから

「スジホシムシモドキヤドリガイ」の和名を提唱している［ただし，スジホシムシモドキ

ヤドリガイ（波部）としている］。その後もスジホシムシヤドリガイの和名はよく使われ

ていたが，近年は生態を的確に表すスジホシムシモドキヤドリガイの和名が使われること

が多くなった（久保，2012c；伊谷・他，2018）。本種の形態や繁殖様式については，

Lützenetal.（2001）で詳しく研究されている。

また本種は，スジホシムシモドキの巣穴内に共生するアカホシマメガニ Indopinnixa

haematosticta（Sakai,1934）の体表にも時々付着しており，古くから報告例がある（佐

藤，1943）。『干潟の絶滅危惧動物図鑑』のアカホシマメガニの写真（渡辺，2012）におい

ても，本種らしき二枚貝の付着が見られる。おそらくアカホシマメガニ自体を選好すると

いうより，スジホシムシモドキへの共生の副産物的なものの可能性が高いが，詳しい検証

はなされていない。厳島産のテッポウエビの１種 Alpheussp.に付着している例も１例

だけ観察されているが（佐藤，1943），こちらについては詳細が不明であるため表には加

えていない。

第２期（1961－1974年）

第２期は，波部忠重博士らによって精力的に共生性ウロコガイ科が報告された時期であ

る。この期間に，７種の共生性種が報告された。

イソギンチャクヤドリガイ NipponomontacutaactinariophilaYamamoto&Habe,

1961,［1961年］（図3F）

イソギンチャクヤドリガイ NipponomontacutaactinariophilaYamamoto& Habe,

1961は，和歌山県白浜町番所崎産のイソギンチャク類の１種から山本虎夫氏によって採

集された標本に基づき記載された（Yamamoto&Habe,1961）。本種の宿主は，その後，
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ナスビイソギンチャク HalcampellamaximaHertwig,1888と報告されているが（波部，

1973），主要な宿主はイワホリギンチャク属 TellmatactisGravier,1916のようである

（Gotoetal.,2012）。『日本近海産貝類図鑑第二版』では「ツマリイワホリイソギンチャク

に共生」と記述されている（久保・他，2017）。

ミドリユムシヤドリガイ Sagamiscintillathalassemicola（Habe,1962）,［1962年］（図3G）

ミドリユムシヤドリガイ Sagamiscintillathalassemicola（Habe,1962）は1961年夏に

熊本県天草富岡のミドリユムシ Anelassorhynchusmucosus（Ikeda,1904）の体表や口

吻中から採集された標本を基に記載された（Habe,1962）。本種は，記載以来，長く見つ

かっていなかったが，愛媛県と鹿児島県においてミドリユムシ属のユムシ類から再発見さ

れ，2019年に報告された（Goto&Ishikawa,2019）。原記載では，詳しく説明されていな

いが，本種は，ミドリユムシ類の口吻の隙間内に特異的に共生する生態を持つことが明ら

かとなった（Goto&Ishikawa,2019）。

ハナビラガイ FronsellaohshimaiHabe,1958,［1964年］

本種は，熊本県天草富岡の標本をタイプとして新種記載され（Habe1958），1964年に

長崎県茂木産のスジホシムシの体の肛門部に付着すると報告された（Habe,1964）（ただ

し，スジホシムシの肛門は体幹後端部ではなく，体幹側面にあるのでこの記述は正しくな

いかもしれない）。しかし，その後，本種がスジホシムシから採集されたという報告はな

く，その一方で，ハナビラガイと思しき二枚貝（原文ではハナビラガイ近似種）がオオブ

ンブク BrissusagassiziiDöderlein,1885やその近縁種の体表から四国沿岸などで度々

採集されている（石川・他，2014）。上記の二枚貝は殻の形態からハナビラガイと同定で

きることから，本種の本来の宿主はオオブンブクやその近縁種の可能性が高い。稲葉

（1971）は，瀬戸内海においてオオブンブクにオカメブンブクヤドリガイとは別の二枚貝

が共生している，としており，これも本種の可能性がある。2017年に出版された『日本近

海産貝類図鑑第二版』でも，本種はオオブンブクの体表に共生と記述されている（久保・

他，2017）。

オカメブンブクヤドリガイ MontacutaechinocardiophilaHabe,1964,［1964年］

本種は，前述のハナビラガイの宿主報告と同じ論文で，長崎県千々石湾産のオカメブン

ブク Echinocardiumcordatum（Pennant,1777）の刺の間より採集された標本を基に新

種記載されている（Habe,1964）。菊池（1973）によれば，これは茂木南西沖の水深 50－60

mから菊池氏によって発見・採集されたようである（11個体のオカメブンブクのうち，７

個体に計31個体が付着していたという）。広島県の尾道近海や細ノ州では，ヒラタブンブ

ク Loveniaelongata（Gray,1845）からも採集されている（菊池 1973；小松 1986）。

ヘノジガイCurvemysellapaula（A.Adams,1856）,［1965年］（図3H）

本種は，トレス海峡（オーストラリアとパプアニューギニアの間）のライムズ島で採集

された標本を用いて，PythinapaulaA.Adams,1856として記載された種である

（Adams,1856）。ウラシマガイSemicassisbisulcata（Schubert&J.A.Wagner,1829）
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やミヤコボラ Bufonariarana（Linnaeus,1758）等の死殻の軸付近に付着することが瀧

（1929）において報告されており，その後，波部（1965）によって，ヤドカリ類の入った

巻貝の死殻の殻軸付近に足糸で共生することが紹介されている。ただし，瀬戸臨海実験所

でかつて配布されていた実習資料（波部，1953）では，本種について「ヤドカリの入った

殻」という記述が見られるため，少なくともこの頃には本種の共生生態については知られ

ていた可能性が高い。本種については，その後，田中（1991），Gotoetal.（2007）,

Morton（2017）によって詳しい共生や生態について報告された。

マルヘノジガイ Nipponomysellaoblongata（Yokoyama,1922）,［1971年］（図3I）

マルヘノジガイ Nipponomyselaoblongata（Yokoyama,1922）は，千葉県市原市市東

の更新統上部武蔵野統（＝下総層群藪層）及び東京都北区王子の中－上部更新統東京層

「王子貝層」産の化石を基に1922年に記載された種で（Yokoyama,1922）,Taki&Oyama

（1954）は，シンタイプのうち，王子産の標本である Yokoyama（1922;pl.XIII,fig.10）

を“Holotype”としており、この標本がレクトタイプとなる。『相模湾産貝類』（黒田・

他，1971）の英語ページにおいて，「Commensalonabrittlestar（Ophiuroid）onfine

sandyandmuddybottomsof10－100mdeep」の記述があり，本種の共生についてはこ

れがおそらく初出と思われる。また，稲葉（1971）においても，マルヘノジガイが「トゲ

クモヒトデ類につく」と記述されている。菊池（1973）は，本種に関して，（1）（天草の？）

内湾泥底を砂泥器で採集するとごく普通に採れる貝で，多くは単独で採集されるがカキク

モヒトデと同じ砂泥サンプルに見出されることが多い，（2）数回，クモヒトデの盤から腕

が出る基部に付着しているのを発見した，（3）足糸ではなく足の先端で緩く吸着していた，

と記述している。波部（1977）でも，マルヘノジガイが「クモヒトデの体上に共生」とい

う記述があり，本種の共生の記録としては，これが引用されることが多い。前述の菊池

（1973）の通り，本種は，砂中から採集されることがあり，近年も同様の報告がある（早

瀬・他，2011；早瀬・木村，2020;Gotoetal.,2012）。それゆえ，常時クモヒトデ類に共

生している訳ではなく，条件共生を営んでいる可能性が高い。

オオブンブクヤドリガイ Brachiomyastigmatica（Pilsbry,1921）,［1974年］（図3J）

本種は，ハワイから ScintillonastigmaticaPilsbry,1921として記載された種である。

1973年４月３日に柳沢康信氏によって和歌山県白浜町塔島産のミナミオオブンブク（原文

ではオオブンブク）Brissuslatecarinatus（Leske,1778）から採集され，山本・波部両

氏によって日本からの新産地報告がなされるととともにオオブンブクヤドリガイという和

名が提唱された（山本・波部，1974）。また，本種は，本種をタイプ種とした新属

BarachiomyaJespersen,Lützen&Nielsen,2004にその後移されている（Jespersenet

al.,2004）。

第３期（1987年－現在）

1987から現在に至るまで，31種の共生性種が報告されている。特に，1990年代後半から

は，ほぼ毎年のように国内からの共生性種の報告が相次いでいる（図１）。地域としては，

特に南西諸島や瀬戸内海からの報告が多い（図２）。
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まず1980年代になって，多数の共生性ウロコガイ類が香港の干潟から記載・報告された

（Morton,1980,1988;Morton&Morton,1983;Morton&Scott,1989）。これらの種が，

1994年以降，南西諸島から続々と報告された。例えば，オサガニヤドリガイ，ナタマメケ

ボリ，ホシムシアケボノガイ BarrimysiasiphonosomaeMorton&Scott,1989である。

ツマルケボリとアリアケケボリは，元々日本で記載されていた種であるが，香港でトゲイ

カリナマコとの共生が報告された後，九州西部からもこれらの種の共生について報告がな

された。

南西諸島からは，オオツヤウロコガイ EphippodontagigiasKubo,1996，コノワタズ

キン，シマノハテマゴコロガイ PeregrinamorgastrochaenansKato&Itani,2000，ユ

ンタクシジミ LitigiellapacificaLutzen&Kosuge,2006など，特徴的な新種が記載され

た。また，フィリピン，インドネシア，オーストラリアなどで共生が報告がされていた種，

例えば，フィリピンハナビラガイ Salpocolaphilippinensis（Habe&Kanazawa,1981），

アケボノガイBarrimysiacumingii（A.Adams,1856），ツバサマメアゲマキ，ユウレイ

ウロコガイなどの種も共生が報告された。瀬戸内海からは，ガンヅキ Arthriticajapo-

nicaLützen&Takahashi,2003，ニッポンヨーヨーシジミ，ニッポンシャミセンヒキ

（新称）KoreamyasetouchiensisGoto,Ishikawa&Hamamura,2014が新種として記載

された他，オキナノエガオ，フジタニコハクノツユなど，貝殻で記載されたものの生態が

不明だった種について宿主が特定され，共生性種であることが明らかになった。その他の

地域からは，スナウロコムシヤドリガイMontacutonasigalionidcolaGoto&Tanaka,

2019やヒモイカリナマコヤドリガイBorniopsismortoniGoto&Ishikawa,2016などの

新種が報告されている。

また，ユムシ類の巣穴の共生生物調査から，イソカゼガイ属４種（イソカゼガイ，ハマ

カゼガイ，ハイヌミカゼガイBasterotiacarinataGoto,Hamamura&Kato2011など）

やセワケガイBorniopsisyamakawai（Yokoyama,1922）の共生が明らかになった。イ

ソカゼガイ属という比較的種数の多い共生性のグループが見つかり，ウロコガイ科に加わっ

たことも国内での共生性種の増加に寄与していると考えられる。

以下，日本からの共生の報告順に各種の詳細を述べる。

ハナギンチャクヤドリガイ Montacutonasp.,［1987年］

『フィールド図鑑貝類』（奥谷・楚山,1987）では，ムラサキハナギンチャクの体表に付

着共生する「マルヤドリガイの一種（Montacutasp.）」が紹介されおり，伊豆大瀬崎

15mにおける生態写真が掲載されている。マルヤドリガイ属の学名は，Montacutonaな

ので，本稿では，そのように訂正している。1991年に出版された同書の補訂版では，本種

に対して「ハナギンチャクヤドリガイ」の和名が与えられている。マルヤドリガイ属から

は，ムラサキハナギンチャクCerianthusfiliformisCarlgren,1924に共生する種が幾つ

か知られている（Ponder,1971;Morton,1980,1988;Morton&Scott,1989）。ハナギン

チャクヤドリガイは，後述するムラサキマルヤドリガイ近似種（Montacutonacf.

olivacea）と同種である可能性が低くないが，上記図鑑の写真では本種は貝殻がより横長

に見えるのに加え，同種と判断するには情報が不足しているため，今回は別種として扱っ

ている。
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図４．共生性ウロコガイ科二枚貝類の多様性（2）．A.オサガニヤドリガイ，B.イソナマココノワタ
ズキン，C.シマノハテマゴコロガイ，D.フィリピンハナビラガイ，E.ナタマメケボリ，F.
ツルマルケボリ，G.スナウロコムシヤドリガイ，H.ユンタクシジミ．（撮影：後藤龍太郎）
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オサガニヤドリガイ Borniopsismacrophthalmensis（Morton&Scott,1989）,［1994

年］（図4A）

オサガニヤドリガイは，オサガニ類の体表上及び巣穴壁面に共生する二枚貝である。

Morton& Scott（1989）により，香港の干潟でノコハオサガニ Macrophthalmus

（Venitus）latreillei（Desmarest,1822）から採集された標本をホロタイプとして記載され

た。 本種は， 1994年２月８日に西表島船浦の干潟においてフタバオサガニ

Macrophthalmus（Macrophthalmus）convexusStimpson,1858から採集され，日本初

記録として報告された（Kosuge&Itani,1994）。

イソナマココノワタズキン EntovalvalessonothuriaeKato,1998,［1998年］（図4B）

本種は，イソナマコHolothuria（Lessonothuria）pardalisSelenka,1867の食道内部

に単独ないしは雌雄のつがいで共生する二枚貝である。鹿児島県奄美大島の笠利湾から得

られた標本をホロタイプとして，1998年に新種記載された（Kato,1998）。本種の和名は，

ナマコの内臓（コノワタ）の内部に住むことと，頭巾のように外套膜が貝殻を覆うことに

因む。

ムツワンマルヤドリガイ MontacutonamutsuwanensisYamamoto& Habe,1959,

［1999年］

ムツワンマルヤドリガイ MontacutonamutsuwanensisYamamoto&Habe,1959は，

青森県の陸奥湾内（後潟・浅虫沖）から採集された標本を基に新種として記載され

（Yamamoto&Habe,1959），マルヤドリガイ属のタイプ種となっている。記載時にはマ

ルヤドリの和名が新称されたが，後にムツワンマルヤドリガイと呼ばれるようになり（黒

田・他， 1971）， その一方でヤマトヘノジガイの和名が当てられていた別種の

Montacutonajaponica（Yokoyama,1922）がマルヤドリガイに改称された（波部，1977）。

また，ムツワンマルヤドリガイが記載された同じ年に，ムラサキマルヤドリガイ

MontacutonaolivaceaHabe,1959，タナカマルヤドリガイ MontacutonatanakaiHabe,

1959というよく似た種が舞鶴湾から記載されている（Habe,1959）。

本属からは上記のマルヤドリガイ以外の３種に形態的によく似た Montacutona

cerianthaPonder,1971がオーストラリア東部クーンズランドのストラドブローク島よ

り新種として記載され，ムラサキハナギンチャクの棲管上端に共生するとされた

（Ponder,1971）。さらに，1980年に香港の干潟において，M.olivacea（ムラサキマルヤ

ドリガイ）がムラサキハナギンチャクに共生することが報告された（Morton,1980）。続

くMorton&Morton（1983）においても，同様の記述がある。しかし，Morton&Scott

（1989）では，マルヤドリガイ属を Mysella属の亜属扱いするとともに，M.olivacea,M.

tanakai，M.cerianthaをM.mutsuwanensis（ムツワンマルヤドリガイ）のシノニムと

した。それゆえ，Morton&Scott（1989）では，ムツワンマルヤドリガイがムラサキハ

ナギンチャクと共生することになっている。また，詳しい記述はないものの，Morton

（1988）では既に，ムラサキハナギンチャクに共生する二枚貝の学名としてMysella

mutsuwanensisが用いられている。

Higoetal.（1999）では，オーストラリアの M.cerianthaを M.mutsuwanensis（ム
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ツワンマルヤドリガイ）のシノニムとし，その一方で，M.olivacea（ムラサキマルヤド

リガイ），M.tanakai（タナカマルヤドリガイ）をそれぞれ有効名とし，別種とした。そ

して，M.mutsuwanensisがムラサキハナギンチャクと片利共生，M.olivaceaと M.

tanakaiは宿主不明としている。前者の共生の記述に関しては，シノニムとされたムラサ

キハナギンチャクに共生する M.cerianthaの生態や，香港での Morton&Scott（1989）

の M.mutsuwanensisの観察を踏まえたものである可能性があり，本種の国内での共生

の報告に基づくのかは不明である。そのため，本種について共生に関する国内での直接観

察の例はない可能性がある。

ニヨリブンブクヤドリガイ TellimyatorishimensisCallomon,1999,［1999年］

ニヨリブンブクヤドリガイは，伊豆諸島の鳥島沖約42キロの地点（'So-yo-－Maru'sta.

B5,35゚48.5'N.,140゚38.4'E.）の水深 2,280mをタイプ産地として記載された（Okutani,

1962）。TellimyajaponicaOkutani,1962として記載されたが，TellimyajaponicaA.

Adams,1862の新参一次同名であるため，TellimyatorishimensisCallomon,1999の新

置換名が与えられた（Higoetal.,1999）。原記載では本種の生態に関する情報は書かれて

いないが，Higoetal.（1999）によれば，ヒラタブンブク属（Lovenia）に片利共生すると

いう。

シマノハテマゴコロガイ PeregrinamorgastrochaenansKato&Itani,2000,［2000年］

（図4C）

シマノハテマゴコロガイは，ミナミアナジャコ Upogebiacarinicauda（Stimpson,

1860）の胸部に付着共生するマゴコロガイ属の１種である。本種は奄美大島南部宇検村の

干潟で採集された標本をタイプとして新種記載された（Kato&Itani,2000）。本種は，

奄美大島と加計呂麻島の間の大島海峡の干潟のみで採集される希種であったが，近年沖縄

本島からも報告された（佐藤，2019）。和名は，島尾敏雄氏の著書「島の果て」に因み，

大島水道の渚の原風景を的確に表す象徴的な言葉として名付けられた。

ガンヅキ ArthriticajaponicaLutzen&Takahashi,2001,［2001年］

ガンヅキはカクレガニ科 XenophthalmidaeStimpson,1858のカニであるメナシピン

ノ XenophthalmuspinnotheroidesWhite,1846の脚及び甲羅に付着する生態を持つガ

ンヅキ属 ArthriticaFinlay,1926の１種である。福田（2001）において「Galeommatidae

gen.et.sp.ガンヅキ」としてメナシピンノに外部共生する山口県小野田市焼野産の個体

が図示されたのが初出だと思われる。1998年７月16日に北九州市の曽根干潟において採集

された標本をホロタイプとして2003年に新種記載された（Lutzen&Takahashi,2003）。

ガンは蟹を意味する九州地方の方言で，本種の和名は蟹に着くことを意味する。

フィリピンハナビラガイ SalpocolaphilippinensisHabe&Kanazawa,1981,［2002年］

（図4D）

本種は，フィリピンのセブ島近くのマクタン島において1979年に金沢寿雄氏が採集した

標本を用いて，スジホシムシの後端部に付着する習性を持つ新種として1981年に記載され
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た（Habe&Kanazawa,1981）。その後，琉球列島（沖縄本島・石垣島）にも分布し，ス

ジホシムシに共生することが報告された（小菅・久保，2002）。

ナタマメケボリBorniopsisochetostomae（Morton&Scott,1989）,［2003年］（図4E）

本種は，タテジマユムシ Listriolobussorbillans（Lampert,1883）の巣穴に共生する

ケボリガイ属の１種である。香港の干潟からスジユムシ Ochetostomaerythrogrammon

Ruppell& Leuckart,1828の巣穴に共生する未記載種として報告され（Morton&

Morton,1983），1989年に新種として記載された（Morton&Scott,1989）。日本国内で

は，本種は，名和（2001）により，沖縄島中城湾北部具志川市川田の干潟で記録され（た

だし共生の記述はなし），2003年に沖縄本島，石垣島，西表島においてタテジマユムシや

スジユムシとの共生が報告された（小菅・他，2003）。ただし，Goto&Kato（2012）に

詳しいように，Morton博士らの研究で香港から報告されている本種の宿主のユムシ類は

スジユムシではなくタテジマユムシ，あるいはその近縁種の可能性が高く，南西諸島でも

基本的にはタテジマユムシの巣穴に共生し，スジユムシの巣穴には共生しないと思われる。

ツルマルケボリ BorniopsistsurumaruHabe,1959,［2004年］（図4F）

ツルマルケボリは，Habe（1959）において九州の有明海をタイプ産地として記載され

た種で，ケボリガイ属のタイプ種である。和名は，調査船「鶴丸」に因んでおり，藤田

（1983）によれば，タイプ標本は，1957年の８月９日に島原海湾の島原側の深い２地点

（St.11： 32°52.4'N,130°20.4E水深 16m，St.12： 32°48.3'N,130°24.2E 水深 47m）

から採集されたとされる。本種は，Morton&Scott（1989）らの香港の干潟での研究に

より，トゲイカリナマコの巣穴に，ヒメムツアシガニ Hexapusanfractus（Rathbun,

1909），オオシマウロコムシ Perolepisohshimai（Okuda,1946），アリアケケボリととも

に共生している可能性が指摘された。その後，Lützenetal.（2004）が，1999年４月から

2002年８月までに熊本県天草の合津マリンステーション近くの北池島西岸でトゲイカリナ

マコの巣穴内から採集した標本を用いて研究を行っており，それが本種とトゲイカリナマ

コの共生についての国内での初の報告となると思われる。ただし，大島（1931a,1938）は，

ヒナノズキン以外にもトゲイカリナマコの体表に付着する二枚貝をもう１種認めており，

Montacuta（?）sp.として記述している。おそらくツルマルケボリやアリアケケボリのこ

とを指しているが，写真などもなく情報不足のため，本稿では Lützenetal.（2004）を

国内での共生の初記録として選んだ。Lützenetal.（2004）のツルマルケボリは，宿主の

体表上から採集されているが，宿主の巣穴壁面に付着することもあり（久保・他,2012），

後述するように，同じ巣穴内に共生するヒメムツアシガニにも付着するようである（Kai

&Henmi,2008）。Lützenetal.（2004）は，天草のツルマルケボリと Morton&Scott

（1989）が研究した香港のツルマルケボリは，色彩（天草の個体が白っぽいのに対し，香

港の個体は暗褐色），サイズ（香港の個体の方が大きい），宿主（香港の個体はヒメムツア

シガニにも付着する），などの違いが見られるため，両者が別種である可能性を示唆した。

ただし，宿主利用については，ヒメムツアシガニに付着する生態を Kai&Henmi（2008）

が天草の個体群においても確認している。彼らは5,277個のトゲイカリナマコの巣穴から，

３個体のアリアケケボリ（ナマコの体表上に付着），47個体のヒナノズキン（ナマコの体
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表上に付着），238個体のツルマルケボリ（ヒメムツアシガニの甲羅や脚に付着），１個体

の未同定の二枚貝［アリアケヤワラガニ Elamenopsisariakensis（T.Sakai,1969）の脚

に付着］を採集している。ヒメムツアシガニもトゲイカリナマコの巣穴共生者であるため，

ツルマルケボリによるカニ類への付着は，同じ宿主を利用することによる副産物的なもの

かもしれないが，詳しく検証はなされていない。香港産のツルマルケボリのうち，サンタ

バーバラ自然史博物館に所蔵されているものの一部の写真は，Goto&Ishikawa（2016）

にも掲載されている。

スナウロコムシヤドリガイMontacutonasigalionidcolaGoto&Tanaka,2019,［2005

年］（図4G）

本種は，潮間帯や潮下帯の細かい砂の中に生息するスナウロコムシPelogeniazeylanica

（Willey,1905）という多毛類に片利共生し，宿主の背側前端部に足糸で強く付着する。

和名はスナウロコムシとの共生に由来する。本種はスナウロコムシヤドリガイ

（Nipponomysellasp.）として『西宮貝類貝類館収蔵標本目録』に和歌山県椿産の標本と

ともに掲載され（大谷・他，2005），これが初出となる。2019年に和歌山県串本町の標本

をホロタイプとして新種記載された（Goto&Tanaka,2019）。

ユンタクシジミ LitigiellapacificaLutzen&Kosuge,2006,［2006年］（図4H）

ユンタクシジミは，ユンタクシジミ属 LitigiellaMonterosato,1909の１種で，スジホ

シムシの体表や巣穴壁面に付着共生する。沖縄県石垣島の名蔵湾をタイプ産地として新種

として記載されるとともに，沖縄本島（沖縄市泡瀬干潟）と石垣島名蔵湾において共生が

報告された（Lützen&Kosuge,2006）。スジホシムシ１個体に２～３個体が付くことも

珍しくなく，この状況を捉えて，「数名が集まっておしゃべりをする」という意味の沖縄

方言「ゆんたく」に因んで，山下・他（2005）によって和名が提唱された。

アリアケケボリ BorniopsisariakensisHabe,1959,［2008年］

アリアケケボリは，九州有明海をタイプ産地として，前述のツルマルケボリと同時に記

載されたケボリガイ属の二枚貝である。本種も，BrianMorton博士らによって，香港の

干潟においてツルマルケボリとともにトゲイカリナマコの巣穴から確認されている

（Morton,1988;Morton&Scott,1989）。ただし，大島（1931a,1938）も，トゲイカリナ

マコに付着共生するヒナノズキン以外の別の二枚貝 Montacua（?）sp.について言及して

おり，これがアリアケケボリかツルマルケボリの可能性は高い。ツルマルケボリの項を参

照されたい。アリアケケボリとトゲイカリナマコとの共生については，Kai&Henmi

（2008）が，八代海の３地点（Kyoragi,Nagaura,Hikawa）の調査において報告しており，

これが日本における共生報告の初出と思われる。5,277個のトゲイカリナマコの巣穴が調

査され，３個体のアリアケケボリが宿主の体表上から採集されている。同じ調査でヒナノ

ズキンが47個体，ツルマルケボリが238個体採集されたのに比べると極めて数が少ない。

本種は，トゲイカリナマコの体表上だけでなく，巣穴の壁面からも採集されている（Goto

etal.,2012;山下,2012）。
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図５．共生性ウロコガイ科二枚貝類の多様性（3）．A.イソカゼガイ，B.ハイヌミカゼガイ，C.ニッ
ポンヨーヨーシジミ，D.セワケガイ（白色矢印），イソカゼガイ属の１種（黄色矢印），E.ア
ケボノガイ，F.オオツヤウロコガイ（白色矢印），サクラスナモグリマメアゲマキ（黄色矢印），
G.ムラサキマルヤドリガイ近似種，H.コハゼガイ，I.ニッポンシャミセンヒキ，J.ハマカ
ゼガイ，K.フジタニコハクノツユ，L.オキナノエガオ,M.ヒモイカリナマコヤドリガイ，N.
ユウレイウロコガイ，O.ツバサマメアゲマキ．（撮影：J.石川 裕，N,Ｏ.佐藤大義，他．
後藤龍太郎）
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ホシムシアケボノガイ BarrimysiasiphonosomaeMorton&Scott,1989,［2009年］

本種は，スジホシムシモドキの巣穴に共生する新種として香港の干潟から記載された

（Morton&Scott,1989）。その後，石垣島名蔵湾でもサンゴ片などの礫混じりの砂泥干

潟に生息するスジホシムシモドキの巣穴内より見出された（Kosuge,2009）。和名は，ホ

シムシの１種の巣穴に住む習性とアケボノガイ属の１種であることに因む（Kosuge,2009）。

イソカゼガイ Basterotiagouldi（A.Adams,1864）,［2011年］（図5A）

本種は，Adams（1864）によって，瀬戸内海の門司から得られた標本を基に記載された

二枚貝で，これまでその生態は不明であった。瀬戸内海の干潟（広島県呉市及び竹原市ハ

チの干潟）において，本種がゴゴシマユムシ Ikedosomagogoshimense（Ikeda,1904）

とセトウチドチクチユムシArhynchitehayaoiTanaka&Nishikawa,2013の巣穴に共生

することが発見され，報告された（Gotoetal.,2011）。イソカゼガイ属は出水管と入水管

を後部に備える点で他のウロコガイ類と形態的に大きく異なる。ユムシ類の巣穴の壁面に

半ば埋在しながら，短い水管を巣穴内に開口し，濾過食を行う（Gotoetal.,2011）。

ハイヌミカゼガイ BasterotiacarinataGoto,Hamamura& Kato,2011,［2011年］

（図5B）

本種は，イソカゼガイ属の１種で，奄美大島の北西部の干潟より得られた標本をホロタ

イプとして新種記載された（Gotoetal.,2011）。サンゴ礫混じりの砂泥干潟において，ス

ジユムシの巣穴内壁面に共生する（Gotoetal.,2011;Goto&Kato,2012）。和名はタイ

プ産地の奄美地方の方言で「南の風」を意味する。

ニッポンヨーヨーシジミ DivariscintillatoyohiwakensisYamashita,Haga&Lützen,

2011,［2011年］（図5C）

ニッポンヨーヨーシジミは， シマトラフヒメシャコ Bigelowinaphalangium

（Fabricius,1798）の巣穴の壁面に共生するヨーヨーシジミ属の１種である。北九州市中

津干潟でシマトラフヒメシャコの巣穴から採集された標本をタイプとして，新種記載され

た（Yamashitaetal.,2011）。ヨーヨーシジミ類は，後端が紐状に特殊化した足を持って

おり，これを使ってシャコ類の巣穴壁面からぶら下がり，その伸縮によっておもちゃの

「ヨーヨー」のような動きを行う（Mikkelsen&Bieler,1989;Gotoetal.,2018a）。この

ような習性に因み，英名で yoyoclamと呼ばれる。山下（2010）は，フロリダに生息す

る本属のタイプ種 DivariscintillayoyoP.M.Mikkelsen&Bieler,1989にヨーヨーシ

ジミ，Divariscintillatoyohiwakensis（当時はまだ中津干潟産の未記載種）にニッポン

ヨーヨーシジミの和名を与えている。

イソカゼガイ属の１種 Basterotiacf.borbonica（DeshayesinMailard,1863）,［2011

年］（図5D）

南西諸島において，ハイヌミカゼガイと共に，スジユムシの巣穴に共生するイソカゼガ

イ属の１種（Basterotiasp.）が報告された（Goto&Kato,2012）（発行は2011年）。本種

は，Goto（2017）において，Basterotiacf.borbonica（DeshayesinMaillard,1863）と
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され，スジユムシ属の他の種やタテジマユムシの巣穴にも共生することが報告されている。

Basterotiaborbonicaは，レユニオン島で記載された種であるが（Deshayes,1863），本

属には他にも形態的に似た種が複数あるため，今後詳しい検討が必要である。

セワケガイ Borniopsisyamakawai（Yokoyama,1922）,［2011年］（図5D）

セワケガイは，千葉県印旛郡酒々井町酒々井の更新統上部武蔵野統（＝下総層群上岩橋

層）産の化石を基にして Montacuta?yamakawaiYokoyama,1922として記載された

種である。本種は生態不明であったが，石垣島の干潟において，スジユムシの巣穴に共生

することが確認された（Goto&Kato,2012）（出版は2011年10月）。本種は，セワケガ

イ属（Byssobornia）に含められていたが，Huber（2015）において，ケボリガイ属

（Borniopsis）に移された。国内のセワケガイ類の分類には混乱が見られ，和名や学名に

ついては今後整理する必要がある。

アケボノガイ Barrimysiacumingii（A.Adams,1856）,［2012年］（図5E）

アケボノガイは，Adams（1856）によって，フィリピンのボホール島とネグロス島から

得られた標本を基に記載されたウロコガイ科の１種であり，アケボノガイ属 Barrimysia

Iredale,1929のタイプ種である。本種は，インドネシアにおける研究によってヤハズア

ナエビ Neaxiusacanthus（A.Milne-Edwards,1879）の巣穴に共生することが明らかに

なった（Kneeretal.,2008）。国内では，沖縄本島において，アナエビ類の巣穴に共生す

ることが報告され（久保,2012a），その後，奄美大島においてもその共生生態が報告され

おり，ヤハズアナエビの巣穴の樹脂型のマイクロCT像の撮影によって，巣穴内部のアケ

ボノガイの位置や個体数が確認されている（Seike&Goto,2017）。また,本種が軟体部に

豊富な赤血球を持つことが近年発見された（Gotoetal.,2018b）。赤血球を保有すること

が明確に確認された二枚貝としては，フネガイ上科 ArcoideaLamarck,1809，オトヒメ

ハマグリ科 VesicomyidaeDall&Simpson,1901に次いで，３系統目になる。

オオツヤウロコガイ EphippodontagigasKubo,1996,［2012年］（図5F）

オオツヤウロコガイは，甲殻類の巣穴の壁面に共生し，殻長が２㎝近くに達する大型の

ウロコガイ科の１種で，沖縄本島南西部の豊見城市与根の干潟から得られた標本を基に

1996年新種として記載された（Kubo,1996）。原記載では，潮間帯の転石下より得られた

とあり，共生に関する記述はない。その後，本種は，Lützen&Nielsen（2005）によって，

タイのプーケット近郊の干潟においてアナジャコ下目の甲殻類の巣穴に共生することが報

告され，次いで，久保（2012b）によって，沖縄県糸満市の干潟においてミナミアナジャ

コの巣穴に共生することが報告された。一方，奄美大島では，エラゲスナモグリ

CallianideatypaH.MilneEdwards,1837の巣穴に共生する（Gotoetal.,2012）と報告

されたが， これは再同定の結果， サクラスナモグリ属の１種 Neochallishirus

jousseaumei（Nobili,1904）だと判明した（Gotoetal.,2014b）。奄美大島ではミナミア

ナジャコの巣穴からの共生は確認されていない（後藤，2016）。

ムラサキマルヤドリガイ近似種 Montacutonacf.ovalisHabe,1959,［2012年］（図5G）
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ムラサキマルヤドリガイは，舞鶴湾産の半片を基に記載された種である。Morton

（1980）は，香港の干潟において本種がムラサキハナギンチャクの棲管に付着共生してい

ることを報告している（ただし，後年，Mortonらは本種をムツワンマルヤドリガイのシ

ノニムとして扱っている。上記「ムツワンマルヤドリガイ」を参照）。

Gotoetal.（2012）では，愛媛県宇和島市から，ムラサキハナギンチャクの棲管上部に

付着共生している Montacutonasp.を採集し，分子系統解析に用いた。今回改めて形態

を精査したところ，Habe（1959）のムラサキマルヤドリガイや，Morton（1980）におい

て香港の干潟でムラサキハナギンチャクに共生するとされたムラサキマルヤドリガイ

Montacutonaolivacea,Morton&Scott（1989）において香港の干潟でムラサキハナギ

ンチャクに共生するとされたムツワンマルヤドリガイ Mysella（Montacutona）

mutsuwanensisとよく似ていた［注：Morton&Scott（1989）のムツワンマルヤドリガ

イは，ムラサキマルヤドリガイをシノニムとしているので，Morton（1980）のムラサキ

マルヤドリガイと基本的に同じ貝である］。ただし，Gotoetal.（2012）の Montacutona

sp.は，ムラサキマルヤドリガイのタイプ標本に比べて，貝殻が薄いこと，歯が弱いこと

を鑑み，本稿ではムラサキマルヤドリガイ近似種 Montacutonacf.olivaceaとして扱っ

た。

コハゼガイ（アマミスジホシムシモドキヤドリガイ）Monterosatusamamiensis

Sakurai&Habe,1973,［2012年］（図5H）

本種は，南西諸島を中心に分布しスジホシムシモドキ属とスジホシムシ属に共生する二

枚貝であり（後藤,2016），本州を中心に分布しスジホシムシモドキに共生するスジホシム

シモドキヤドリガイ Nipponomysellasubtruncataと長く混同されてきた（後藤，2016）。

しかし，奄美大島産の本種の標本を用いた分子系統解析の結果，本種はスジホシムシモド

キヤドリガイとは全く別の系統のウロコガイ科の二枚貝であることが明らかになり，東ア

ジア産の Pseudopythina属など（現在のケボリガイ属 Borniopsis）とマゴコロガイ属

を含むクレードの姉妹群であることが示唆された（Gotoetal.,2012）。本種は殻の形態が

Morton& Scott（1989）が香港の干潟から記載したスジホシムシと共生する種

PseudopythinanodosaMorton& Scott,1989のものとよく似ていため，暫定的に

Pseudopythinaaff.nodosaとされた（Gotoetal.,2012）。ただし，P.nodosaとは貝殻

の前端内側に顆粒状の構造を欠く点で区別される（後藤，未発表）。その後，本種はケボ

リガイ属に移され，Borniopsisaff.nodosaとされた（Goto&Ishikawa,2016）。本稿で

は，ホシムシ類に共生する二枚貝として，スジホシムシモドキヤドリガイと明瞭に区別し

て報告した Gotoetal.（2012）を本種の共生の初出としている。ただし，これ以前の南

西諸島産のスジホシムシモドキヤドリガイ（あるいはスジホシムシヤドリガイ）の記録に

も本種が含まれていることには留意する必要がある。例えば，久保・黒住（1995）『沖縄

の海の貝・陸の貝』に掲載されているスジホシムシヤドリガイ（スジホシムシモドキと共

生）は本種の可能性が高い。本種とスジホシムシモドキヤドリガイの分布は完全に分かれ

ておらず，むしろ大幅に重なっている可能性もあるため，今後詳しく調査・検討していく

必要がある。

本種には，アマミスジホシムシモドキ Siphonosomafunafuti（Shipley,1898）に共生
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することに因み，アマミスジホシムモドキヤドリガイという和名が近年提唱された（学名

は，Nipponomysellaaff.subtruncataとされている）（久保，2017）。その一方，池辺

（2016）は，和歌山県すさみ町・江須崎の潮間帯から得られたスジホシムシ類に付着共生

する二枚貝類をコハゼガイ MonterosatusamamiensisSakurai&Habe,1973と同定し

て報告した。コハゼガイは，チドリマスオガイ科 MesodesmatidaeGray,1840コハゼガ

イ属 MonterosatusBeu,1971の二枚貝で，鹿児島県奄美大島をタイプ産地として記載さ

れた種である（Sakurai&Habe,1973）。今回，その知見を踏まえて Gotoetal.（2012）

で Pseudopythinaaff.nodosaとした種（その後，Borniopsisaff.nodosaとした種）

を再度同定した結果，コハゼガイとよく合致した。本種は，分子でも形態でも他のケボリ

ガイ属の種とは区別可能なことから（例えば，靭帯が大きく外在する，原殻が大きい，足

が大きいなど），本稿ではケボリガイ属に移さず，コハゼガイ属のままとしている。

コハゼガイ属のタイプ種 Monterosatusprimus（Locard,1899）は，フランスのビス

ケー湾をタイプ産地として記載された種で，タイプ標本はすでに紛失しているようである

（DeRooij-Schuiling,1977）。ただし，アルジェリアやスペイン産の標本については詳し

く図示されており（DeRooij-Schuiling,1977），コハゼガイによく似ている（輪郭，外靭

帯，歯の形態など）。そのため，本属自体がチドリマスオガイ科からウロコガイ科に移る

可能性は高い。

Gofas（2001）は，原殻の形態の類似性からコハゼガイ属をウロコガイ科 Planktomya

Simroth,1896のシノニムとしており，Huber（2015）もそれに従っている。ただし，原

殻以外に分類改訂の根拠となる形態情報が乏しく妥当性について判断が難しいため，今回

は Planktomyaとすることは保留とした。

サクラスナモグリマメアゲマキ（新称）Scintillasp.,［2014年］（図5G）

サクラスナモグリマメアゲマキ （新称） は， サクラスナモグリ属の１種 N.

jousseaumeiの巣穴壁面に共生するマメアゲマキ属の１種である。奄美大島西部の干潟に

おいて，オオツヤウロコガイ，サンゴガキとともに上記のスナモグリの巣穴に共生するこ

とが報告された（Gotoetal.,2014b）。後藤（2016）においても紹介されている。

ソバノミガイ KamekiapisiformisKuroda&Habe,1971,［2014年］

本種は，相模湾亀城礁西２km（水深 60―80m）をタイプ産地として記載された種であ

る（Kuroda&Habe,1971）。生態は不明であったが，和歌山県立自然博物館の所蔵標本

から和歌山県美浜町日ノ御埼産のスジホシムシの後端部に付着しているものが発見された

（石川・他，2014）。また，この標本の写真は，池辺（2016）にも掲載されており，2005年

４月４日に紀伊水道中央部で桁網にかかったものだという。愛媛県南部の水深 30―60m

においてもスジホシムシの後端部に付着するソバノミガイが確認されている（石川・他，

2014）。

ニッポンシャミセンヒキ（新称）Koreamyasetouchiensis Goto,Ishikawa&

Hamamura,2014,［2014年］（図5I）

本種は，ミドリシャミセンガイ類の貝殻の前端部に付着する生態を持ち，瀬戸内海の愛

－142－

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



媛県今治市伯方島から採集された個体をタイプ標本として新種記載された（Gotoetal.,

2014a）。本属のタイプ種であるシャミセンヒキ K.arcuataが引き伸ばした三角形の殻を

持つのに対し，本種は楕円形の，より小型の殻を持つ。瀬戸内海での本種の宿主は，Goto

etal.（2022）に従えば，LingulalepidulaA.Adams,1863となる。

本属のタイプ種のシャミセンヒキは，フィリピンのセブ島でミドリシャミセンガイ

LingulaanatinaLamarck,1801の貝殻の前端部に付着する二枚貝として記載され

（Adams,1856），その後，インド，韓国，オーストラリアにおいてもシャミセンガイ類の

殻に付着共生することが報告されている（Fernando&Fernando,1983;佐藤・他，2004;

Hongetal.,2007;Lutzenetal.,2009;Satoetal.,2011）。このようにシャミセンヒキは

インド西太平洋で広範な分布を示すが，なぜか日本からは記録がない。シャミセンヒキの

和名については，山下（2004）による。

ハマカゼガイ Basterotiarecluzi（A.Adams,1864）,［2016年］（図5J）

ハマカゼガイは，Adams（1964）によって佐賀県呼子から採集された標本を基に

Eucharisrecluziとして記載された種である。本種は，オオノガイ科ハマカゼガイ属に属

していたが（波部，1977），近年，形態と分子情報に基づき，イソカゼガイ属に移された

（Gotoetal.,2017;前述の分類改訂の項を参照）。本種は，瀬戸内海の干潟（伯方島及び

松山）においてゴゴシマユムシおよびセトウチドチクチユムシの巣穴に共生することが明

らかとなった（Gotoetal.,2017）（オンラインでの出版は2016年）。同じ宿主の巣穴中に

イソカゼガイと共存している状況もしばしば見かけるが，イソカゼガイよりやや砂質の干

潟を好むようである（Gotoetal.,2017）。

フジタニコハクノツユ Tellimyafujitaniana（Yokoyama,1927）,［2016年］（図5K）

本種は，東京都北区王子の更新統「王子貝層」産の化石を基に Kelliafujitaniana

Yokoyama,1927として記載された種である（Yokotama,1927）。その生態は長い間不明

であったが，瀬戸内海の干潟において，オカメブンブクの体表および巣穴（孔道）の壁面

に付着して共生する生態を持つことが近年報告された（Gotoetal.,2016a）。本種は，幼

貝の時は，宿主の棘の間などに付着し，大型個体になると，宿主から離れ，宿主の後を追

うように孔道を移動するようになる。本種によく似た種として，ヨーロッパにおいてオカ

メブンブクに共生する Tellimyaferruginosa（Montagu,1808）という種が知られている

（Gotoetal.,2016a）。

オキナノエガオ PlatomysiarugataHabe,1951,［2016年］（図5L）

本種は，波部（1951）により貝殻の半片を基に記載された貝で生態が不明であった。本

種は，瀬戸内海の愛媛県伯方島の干潟および広島県竹原市のハチの干潟で，スジホシムシ

の体表および巣穴に共生することが明らかとなった（Gotoetal.,2016b）。

ヒモイカリナマコヤドリガイ BorniopsismortoniGoto&Ishikawa,2016,［2016年］

（図5M）

本種は，愛媛県愛南町の干潟においてヒモイカリナマコの体表上に共生している個体を
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タイプとして記載された。本種はタイプ産地以外からは見つかっていない。学名は，ケボ

リガイ属（Borniopsis）の種を含め，香港から共生性のウロコガイ類を多数報告・記載し

た BrianMorton博士に因む。

ユウレイウロコガイ EphippodontomorphahirsutaMiddelfart,2005,［2017年］（図5N）

ユウレイウロコガイは，Middelfart（2005）によって，オーストラリア東部のクイーン

ズランドの干潟から記載された種で，大型シャコ類の巣穴に共生していることが報告され

ている。本種も，次のツバサマメアゲマキ同様，いわゆるヨーヨーシジミ類の系統である

（Gotoetal.,2018a）。原記載では種小名は hirsutusであるが，WoRMSでは，属名の

性を女性とみなし，種小名を hirsutaとしており（久保・福田，2017;WorldRegisterof

MarineSpecies.EphippodontomorphaMiddelfart,2005,MolluscaBaseed.,https://

www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=391113,2022年４月29日閲覧），

本稿でもそれに従った。本種は，沖縄本島のトラフシャコの巣穴からも報告された（久保・

福田，2017）。宿主の巣穴壁面に同化するようにへばりつくとされ，「平常時は毛状の白い

触手をたなびかせ，上から見るとヒドロ虫類の様に見えるが，刺激を与えると，毛状触手

は即座に収縮し，視界から消えて，巣穴の壁と同化する（久保・福田，2017）」という。

このような様子を形容して幽霊鱗貝という和名が提唱された。

ツバサマメアゲマキ PhlyctaenachlamyslysiosquillinaPopham,1939,［2017年］

（図5O）

ツバサマメアゲマキは，Popham（1939）によって，オーストラリアのグレートバリア

リーフから記載された種で，トラフシャコ Lysiosquillinamaculata（Fabricius,1793）

の巣穴に共生する。いわゆるヨーヨーシジミ類の系統である（Gotoetal.,2018a）。本種

は，沖縄本島及び石垣島のトラフシャコの巣穴に共生することが報告された（久保，2017）。

和名は，貝殻の形に因むと思われる。

ウロコガイ科二枚貝の進化パターン

ウロコガイ科は，生態的に著しい多様化を遂げた二枚貝のグループである。具体的には，

自由生活性と共生性という対照的な異なる２タイプの生活様式が見られること，共生性種

では実に様々な分類群の宿主に進出していること，宿主の利用様式も様々であること（体

表共生，巣穴共生，体内共生など），が挙げられる。このような本グループの生態的多様

性がどのように生まれてきたのか，は貝類学的にはもちろん，進化生物学的にも大変興味

深い。

Gotoetal.（2012）では，ウロコガイ科27属33種を対象に分子系統解析を行った。この

中には，自由生活性種，共生生活性種の主要な系統が含まれており，さらに，共生性種に

は，様々な宿主を利用するものが含まれている。さらに，Lietal.（2016）では，Gotoet

al.（2012）の種を含め，より多くのウロコガイ科を対象に分子系統解析を行い，生活様式

の転換について調べている。また，その他にも，Gotoetal.（2014）ではシャミセンヒキ

属 KoreamyaLützen,Hong&Yamashita,2009の系統的位置，Gotoetal.（2016b）で

はオキナノエガオ属 PlatomysiaHabe,1951の系統的位置，Gotoetal.（2018a）ではヨー
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ヨーシジミ亜科内の属間・種間の系統関係，Gotoetal.（2018b）ではアケボノガイ属の

系統的位置について，Goto&Tanaka（2019）では，マルヤドリガイ属とその近縁な属間

の系統関係について，分子情報を用いて検討している。それらから得られたウロコガイ科

の生態進化についての知見を簡単にまとめる。

自由生活性と共生性

ウロコガイ科は，大きく６つのクレードに分かれるが，その内の一つのクレードに自由

生活性のものの多く（例えば，ウロコガイ属，マメアゲマキ属，コハクノツユガイ属

KelliaW.Turton,1822,チリハギガイ属 LasaeaT.Brown,1827など）が内包される

（ただし共生性のものも一部含まれる）（Gotoetal.,2012）。残りの５つのクレードは基

本的に共生性の種から構成されている（ただし，１つのクレードは少数ながら自由生活性

種を含む）。そして，Gotoetal.（2012）と Lietal.（2016）では，ともに支持率は比較的

低いものの，上記の自由生活性種を多く含むクレードが，共生性の系統の内群となること

が示唆されている。さらに，自由生活性種を多く含むクレードの中でも，自由生活性の系

統から繰り返し共生性の系統が進化していることが示唆された（Gotoetal.,2012,2018a;

Lietal.,2016）。生態的な要因は不明であるが，自由生活性から二次的に共生性に戻った

系統は，甲殻類の巣穴内に共生するものがほとんどである。

宿主転換と宿主内での種分化

宿主の乗り換えを通じた種分化は，寄生・共生生物の多様化機構としてよく知られるが，

多くの場合，宿主転換の範囲は，近縁な宿主間に制約される。例えば，寄生性巻貝類のハ

ナゴウナ科では著しい多様化を遂げたにも関わらず，利用する宿主は棘皮動物に限られる。

しかし，ウロコガイ科を対象とした分子系統解析の結果，この予想と異なる宿主転換パター

ンが明らかとなった（Gotoetal.,2012,2014;Goto&Tanaka,2019）。具体的には，共

生性のウロコガイ類において，宿主の分類群ごとに系統がまとまらない傾向が複数見られ

たのである。例えば，特に顕著な例として，ケボリガイ属では，節足動物，環形動物，棘

皮動物など異なる動物門を宿主とする種が単系統かつ非常に近縁であることが示唆

された（Gotoetal.,2012）（原文では，Pseudopythina属とセワケガイ属）。また，マル

ヤドリガイ属とその近縁属（シャミセンヒキ属やイソギンチャクヤドリガイ属

NipponomontacutaYamamoto&Habe,1961）を含む系統でも，腕足動物，刺胞動物，

環形動物などを利用する種が浅い分岐で単系統にまとまる傾向が見られた（Gotoetal.,

2014a;Goto&Tanaka,2019）。このことは，共生性のウロコガイ科の複数の系統で，動

物門レベルで異なる宿主間での乗り換えが比較的頻繁に起こってきたことを示唆している。

では，なぜこのようなパターンが見られたのだろうか。

一般的に，寄生生物は，宿主を餌としても利用するため，宿主転換の際に，餌と生息環

境を同時に変える必要がある。そのため，宿主転換の際に，新たな生息環境の変化への適

応だけでなく，新たな餌に対する適応（摂餌，消化，解毒など）も必要となり，進化的な

ハードルは極めて高くなる。結果として，元の宿主と近縁な宿主にのみ乗り換えの範囲が

制限されるという訳である。その一方で，共生性のウロコガイ類のほとんど（あるいは全

て）が濾過食性で，自身で餌を採り，宿主に栄養的に依存しない。そのような生態を持つ
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ゆえに，宿主の系統に制約されず乗り換えを行えた可能性がある。

その一方で，イソカゼガイ属やヨーヨーシジミ類などのように，明確な宿主転換を伴わ

ず，ある程度の多様化を遂げた系統も見られる（Gotoetal.,2017,2018a）。これらの属

に含まれる種は宿主本体に直接付くのではなく宿主の巣穴壁面に共生する習性を持つ。そ

れに対して，異なる動物門間で比較的頻繁に宿主転換したことが示唆された前述の系統に

は宿主本体に直接付着する種が多く含まれている。生態的要因は不明であるが，宿主利用

様式の違いが，宿主転換パターンに影響を及ぼしているのかもしれない。

また，ウロコガイ科では，同じ宿主への平行的な進出がしばしば見られる。例えば，ユ

ムシ類，ホシムシ類，ブンブク類，アナジャコ類，シャコ類には異なる系統がそれぞれ独

立に進出している（Gotoetal.,2012;Lietal.,2016）。

宿主利用様式の進化

分子系統解析の結果，巣穴共生性や体表共生性は，それぞれウロコガイ科の様々な系統

で繰り返し進化していることが示唆された（Gotoetal.,2012,2018a,b）。そして，巣穴

共生者のグループから，派生的に体表共生者が進化するパターンがいくつかの系統で見ら

れた（Gotoetal.,2012,2018a）。その一方で，体表共生者から巣穴共生者に戻るような

進化を示唆する明確な例は得られていない。またナマコ類に内部共生するコノワタズキン

属は，ナマコ類に体表共生する属の内群となっており，体表共生性から内部共生性が進化

したことが示唆されている（Gotoetal.,2012）。

今後の課題

日本は世界的に見てもウロコガイ科の多様性がよく研究されている地域の一つである。

特に，2000年代から，ウロコガイ科の共生性種が数多く報告された（図１）。しかし，こ

れはまだその多様性の一部であり，依然として多くの共生性種が未報告あるいは未記載の

ままとなっている（後藤，未発表）。これらを一つ一つ世に出していくことで，本科の生

態的多様性の全容を網羅的に明らかにし，その上で，その複雑な共生の進化史を詳しく紐

解いていきたいと考えている。また，今回共生性種の発見地点を集計してみると，西日本

に大きく偏っていることが分かる（図２）。これはもちろん本科が温暖域を中心に分布し，

主要な生息環境の干潟が西日本に偏っていることが関係している。しかし，本科は世界的

には高緯度地域まで分布が確認されているため，東日本の冷温帯域でより詳しい探索が行

われることで新たな共生性種が発見される可能性は高いと考えている。

続いて，主に自由生活性の種から構成される系統，すなわちマメアゲマキ属やウロコガ

イ属を含む系統は，その多様性の把握が共生性の系統に比べて遅れている。この系統は，

二枚貝全体においても，最も種の多様化を遂げた系統の一つであり，本系統の多様性の詳

細を明らかにすることは，ウロコガイ科のみならず，二枚貝類，軟体動物の多様性を理解

する上でも重要である。

さらに，宿主の種の正確な把握は，共生性ウロコガイ類の宿主利用，生態，分布を理解

する上で欠かせない。しかし，ウロコガイ科の利用する宿主は，それ自体が分類学的問題

を抱えている場合が少なくない。例えば，スジホシムシ類やスジホシムシモドキ類を宿主

とするウロコガイ科は比較的多いが，宿主自体の分類が整理されていないため，共生する
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ウロコガイ類がそれぞれどの種を利用しているのか判断しづらい状況にある。それゆえ，

宿主側の分類や系統を整理していくことが必要となる。このような観点から，ウロコガイ

類の主要な宿主であるユムシ類やシャミセンガイ類についてもこれまで系統分類学的研究

を進めてきた（Gotoetal.,2020,2022）。しかし，まだ多くの課題がある。今後もウロコ

ガイ類の研究と合わせてその宿主の研究にも取り組んでいきたいと考えている。
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共生貝類に関する共同研究者の方々や，研究を遂行する上で特にお世話になった方々のお

名前を挙げさせていただく（アルファベット順・敬称略）：PhilippeBouchet（パリ自然
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Li,J.,ÓFoighil,D.&Middelfart,P.2012.Theevolutionaryecologyofbioticassocia-

tioninamegadiversebivalvesuperfamily:sponsorshiprequiredforpermanent

residencyinsediment.PLoSONE7（8）:e42121.

Lischke,C.E.1871a.Diagnosenneuermeeres-ConchylienvonJapan.

MalakozoologischeBlatter18:39－45.

Lischke,C.E.1871b.JapanischeMeeres-Conchylien.EinBeitragzurKentnissder

Mollusken Japan's mit besonderer Rucksicht auf die geographische

Verbreitungderselben.Volume2.184pp＋14pls.TheodorFischer,Cassel.

Lützen,J.,Hong,J.-S.&Yamashita,H.2009.Koreamyaarcuata（A.Adams,1856）

gen.nov.（Galeommatoidea;Montacutidae）,acommensalbivalveassociated

withtheinarticulatebrachiopodLingulaanatina.JournalofConchology39（6）:

669－679.

Lützen,J.,Jespersen,Å.,Takahashi,T.&Kai,T.2004.Morphology,structureofdi-

morphicsperm,andreproductioninthehermaphroditiccommensalbivalve

Pseudopythina tsurumaru （Galeommatoidea: Kellidae）. Journal of

Morphology262（1）:407－420.

Lützen,J.& Kosuge,T.2006.DescriptionofthebivalveLitigiellapacifican.sp.

（Heterodonta:Galeommatoidea:Lasaeidae）,commensalwiththesipunculan

SipunculusnudusfromtheRyukyuIslands,Japan.Venus65（3）:193－202.

Lützen,J.,Kosuge,T.&Jespersen,Å.2008.MorphologyofthebivalveSalpocola

philippinensis（Habe&Kanazawa,1981）n.gen.（Galeommatoidea:Lasaeidae）,

acommensalwiththesipunculanSipunculusnudusfrom CebuIsland,the

Philippines.Venus66（3－4）:147－159.

Lützen,J.&Nielsen,C.2005.GaleommatidbivalvesfromPhuket,Thailand.Zoological

JournaloftheLinneanSociety144（3）:261－308

Lützen,J.& Takahashi,T.2003.Arthritica japonica,sp.nov.（Bivalvia:

Galeommatoidea:Leptonidae）,a commensalwith the pinnotherid crab

－153－

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



XenophthalmuspinnotheroidesWhite,1846.Yuriyagai9（1）:11－19.

Lützen,J.,Takahashi,T.&Yamaguchi,T.2001.Morphologyandreproductionof

Nipponomysella subtruncata（Yokoyama）, a galeommatoidean bivalve

commensalwiththesipunculanSiphonosomacumanense（Keferstein）inJapan.

JournalofZoology254（4）:429－440.

Middelfart,P.2005.ReviewofEphippodontasensulato（Galeommatoidea:Bivalvia）,

withdescriptionsofnewrelatedgeneraandspeciesfromAustralia.Molluscan

Research25（3）:129－144.

Mikkelsen,P.M.& Bieler,R.1989.Biology and comparativeanatomy of

DivariscintillayoyoandD.troglodytes,twonewspeciesofGaleommatidae

（Bivalvia） from stomatopod burrows in eastern Florida.Malacologia

31（1）:175－195.

宮崎一老．1936．邦産二枚貝の発生Ⅱ．特に遊泳仔介の査定に就て．水産講習所研究報告

31（2）:39－50，pls.VIII－XII．

宮崎一老．1938．二枚貝の育児習性及びその仔介に就て（補遺）．植物及動物6（7）:

1213－1218．

Morton,B.1972.Someaspectsofthefunctionalmorphology andbiology of

Pseudopythinasubsinuata（Bivalvia:Leptonacea）commensalonstomatopod

crustaceans.JournalofZoology166（1）:79－96.

Morton,B.1980.Someaspectsofthebiologyandfunctionalmorphology（including

thepresenceofaligamentallithodesma）ofMontacutonacompactaandM.

olivacea（Bivalvia:Leptonacea）associatedwithcoelenteratesinHongKong.

JournalofZoology192（4）:431－455.

Morton,B.1988.PartnershipsintheSea:HongKong'sMarineSymbioses.140pp.

HongKongUniversityPress,HongKong.

Morton,B.2017.ThebiologyandfunctionalmorphologyofCurvemysellapaula（A.

Adams,1856）（Bivalvia:Galeommatoidea:Montacutidae）commensalwith

DiogenesgoniochirusForest,1956（Crustacea:Paguridea）onChinaBeach,

Danang,Vietnam.AmericanMalacologicalBulletin35（1）:15－30.

Morton,B.&Morton,J.,1983.TheSeaShoreEcologyofHongKong.366pp.Hong

KongUniversityPress,HongKong.

Morton,B.&Scott,P.H.1989.TheHongKongGaleommatacea（Mollusca:Bivalvia）

and their hosts, with descriptions of new species. Asian Marine

Biology6:129－160.

名和 純．2001．琉球列島における内湾干潟の貝類相．WWFJapanScienceReport4:1-

44.

Okutani,T.1962.ReportonthearchibenthalandabyssallamibranchiateMollusca

mainlycollectedfromSagamiBayandadjacentwatersbytheR.V.Soyo-Maru

duringtheYears1955－1960.BulletinofTokaiRegionalFisheriesResearch

Laboratory32:1－40,pls.1－5.

－154－

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



奥谷喬司・楚山 勇．1987．貝類（フィールド図鑑）．237pp．東海大学出版会，東京．

大島 廣．1929．天草雑爼（その二）． 動物學雑誌 41（483）:21－26．

大島 廣．1930．無足海鼠一種の體表を匍ふ珍奇なる二枚貝 Entovalvasemperin.sp.

に就いて．動物學雑誌 42（503）:364－366．

大島 廣．1931a．珍奇なる共棲二枚貝ヒナノヅキン（EntovalvasemperiOHSHIMA）

について．Venus2（4）:161－177．

大島 廣．1931b．天草雑爼（その五）．動物學雑誌 43（516）:601－607．

大島 廣．1938．九州沿岸産二三無脊椎動物に見らるる寄生者と共棲者．日本学術協会報

告 14（2）:1－9．

大谷洋子・大原健司・高田良二．2004．西宮市貝類館所蔵黒田徳米博士標本目録（2）二枚

貝綱；田中勉氏寄贈二枚貝標本目録．100pp.＋5pls．西宮市貝類館,西宮．

Ponder,W.F.1971.Montacutonacerianthan.sp.,acommensalleptonidbivalveliving

withCerianthus.JournaldeConchyliologie109:15－25.

Ponder,W.F.1998.SuperfamilyGaleommatoidea.In.Beesley,P.L.,Ross,G.J.B.&

Wells,A.（eds.）Mollusca:TheSouthernSynthesis.FaunaofAustralia.Vol.5,

PartB.pp.316－318.CSIROPublishing,Melbourne.

Ponder,W.F.,Lindberg,D.R.& Ponder,J.M.2020.BiologyandEvolutionof

Mollusca.Volume.2.870pp.CRCPress,BocaRaton.

Popham,M.L.1939.OnPhlyctaenachlamyslysiosquillinagen.andsp.nov.,a

lamellibranchcommensalintheburrowsofLysiosquillamaculata.Great

BarrierReefExpedition1928－1929.ScientificReports6:61－84.

Sakurai,K.＆Habe,T.1973.FamilyMesodesmatidaeofJapanandadjacentareawith

thedescriptionofanewspecies.Venus32（1）:4－8.

佐藤慎一・遠藤一佳・山下博由．2004．韓国と日本で採集されたオオシャミセンガイ

LingulaadamsiDall,1873の形態および遺伝子レベルの比較．日本ベントス学会

誌 59:13－18．

Sato,S.,Owada,M.,Haga,T.,Hong,J.-S.,Lützen,J.&Yamashita,H.2011.Genus-

specificcommensalism ofthegaleommatoidbivalveKoreamyaarcuata（A.

Adams,1856）associatedwithlingulidbrachiopods.MolluscanResearch31（2）:

95－105.

佐藤大義．2019．沖縄島新記録のシマノハテマゴコロガイ（二枚貝綱：チリハギ科）．

FaunaRyukyuana52:11－13．

佐藤月二．1942．厳島臨海野帖（1）スジホシムシと共生二枚貝．採集と飼育 4（12）:

372－373．

佐藤月二．1943．厳島臨海野帖（5）星蟲類に寄寓する二枚貝（その二）．採集と飼育 5（9）:

257－258．

Seike,K.& Goto,R.2017.Combining in situ burrow casting andcomputed

tomographyscanningrevealsburrowmorphologyandsymbioticassociations

inaburrow.MarineBiology164（3）:1－8.

Shôji,K.1938.A new commensalbivalveattached to a burrowing shrimp.

－155－

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



Venus8（3－4）:119－128.

瀧 庸．1929．夏の貝類採集．Venus1（4）:105－122．

瀧 巌．1936．尾道近海産軟體動物目録．25pp．

瀧 巌．1938．広島県産貝類目録．38pp．広島県，広島．

Taki,I.&Oyama,K.1954.MatajiroYokoyama'sThePlioceneandlaterfaunasfrom

theKwantoRegioninJapan.PaleontologicalSocietyofJapan,SpecialPapers

2:1－68,pls.1－49.

田中利雄．1991．ヘノジガイの共生状況．ちりぼたん 21（4）:82－84.

Taylor,J.D.,Williams,S.T.,Glover,E.A.&Dyal,P.2007.Amolecularphylogeny

ofheterodontbivalves（Mollusca:Bivalvia:Heterodonta）:newanalysesof18S

and28SrRNAgenes.ZoologicalScripta36（6）:587－606.

Vaught,K.C.1989.AClassificationoftheLivingMollusca.xii＋89pp.American

MalacologistsIncorporation,Melbourne.

渡部哲也．2012．アカホシマメガニ（写真）． In:日本ベントス学会（編著）干潟の絶滅

危惧動物図鑑－海岸ベントスのレッドデータブック．p.217．東海大学出版会,秦

野．

Yamamoto,G.& Habe,T.1959.Faunaofshell-bearingmollusksinMutsuBay.

Lamellibranchia（2）.BulletinoftheMarineBiologicalStationofAsamushi

9（3）:85－122.

Yamamoto,T.&Habe,T.1961.Nipponomontacutaactinariophilagen.et.sp.nov.,a

newcommensalbivalveoftheseaanemone.PublicationsoftheSetoMarine

BiologicalLaboratory9（2）:265－266.

山本虎夫・波部忠重．1974．日本新記録オオブンブクヤドリガイ（新称）．Venus33（3）:

116．

山下博由．2004.韓国の干潟で発見された未記載の貝類［日本貝類学会平成16年度大会

（東京）研究発表要旨］.Venus63（1－2）:80－81.

山下博由．2010．シャコ穴のヨーヨー：Divariscintilla属の日本からの発見．うみうし通

信 67:8－9．

山下博由．2012.アリアケケボリ.In： 日本ベントス学会（編著）干潟の絶滅危惧動物図

鑑－海岸ベントスのレッドデータブック．p.155．東海大学出版会，秦野．

Yamashita,H.,Haga,T.＆Lützen,J.2011.ThebivalveDivariscintillatoyohiwakensis

n.sp.（Heterodonta:Galeommatidae）fromJapan,acommensalwithamantis

shrimp.Venus69（3-4）:123－133.

山下博由・黒住耐二・大須賀健・名和 純・長田英巳・前川盛治・開発法子．2005．沖縄

県沖縄市泡瀬干潟から発見された希少貝類と保全の現状（日本貝類学会平成17年度

大会研究発表要旨）．Venus64（1－2）:71.

Yokoyama,M.1922.Fossilsfrom theUpperMusashinoofKazusaandShimosa.

JournaloftheCollegeofScience,ImperialUniversityofTokyo44（1）:1－200,

pls.1－17.

Yokoyama,M.1927.MolluscafromtheUpperMusashinoofTokyoanditssuburbs.

－156－

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



JournaloftheFacultyofScience,ImperialUniversityofTokyo,SectionII.

Geology,Mineralogy,Geography,Seismology1（10）:391－437,pls.46－50.

〔2022年４月30日受理〕

－157－

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp




