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緒言
	
  伊豆諸島の近海に棲息する軟体動物（貝類）については，江戸時代中期以降数多くの記
録が残されており，1999 年までの記録は西村（1999）にまとめられている．西村（1999）
は，伊豆諸島の水深 100m 付近までは多くの南方種の分布が見られ，特に，南方種の指標と
して扱われるタカラガイ科が 67 種（大島 30 種，新島 35 種，神津島 31 種，三宅島 41 種，
八丈島 66 種）も記録されている（西村，1998 ）が，その分布と出現種数は黒潮の動向に
大きな影響を受けているとしている．西村（1999）以後も，個々の種または科レベルでの
分類群の，特定の島での採集記録が幾つも報告されている（例えば，西村・手塚，2000；
奥谷・吉葉，2004；淤見，2005；西村・望月，2014 など）．しかし，こういった記録のほと
んどは伊豆大島，新島，神津島，三宅島，八丈島か，伊豆諸島の南西部に連なる水深 100m
以深の高瀬，瓢簞瀬，銭洲等の礁での採集調査の結果である．御蔵島の場合，その沖合の
水深 500〜2500m 前後の深海の海底でドレッジ（船でけん引して海底の生物や鉱物試料を採
集する器具）によって採集された記録（Okutani, 1972; Wu & Okutani, 1984；西村, 1999 など）
はあっても，海岸の潮間帯（大潮時の満潮線と干潮線の間にあって，干出と水没が繰り返
される海岸のこと）の貝類相を記録した報告は，全くない．
軟体動物と並んで，浅海や海岸で目立つ無脊椎動物である節足動物甲殻類のうち，十脚
目（エビ・カニ類）についても，伊豆諸島の海岸や浅海に生息する種に関する報告は数多
くある（例えば，鈴木・倉田，1967；加藤・奥野，2001：奥野，2004）が，御蔵島での記
録はない．また，甲殻類のもう一つの代表的な分類群である蔓脚下綱（フジツボ類）につ
いても，青ヶ島で 5 種を記録した短報（内海,1955）とアカフジツボ属 Megabalanus やクロ
フジツボ属 Tetraclita の分類と日本全国の分布を報告した論文（Yamaguchi，1973, 1987）
で八丈島での記録はあるが，それ以外の島々での記録は示されていない．イワフジツボ属
Chthamalus（久恒・山口, 2005）やタテジマフジツボ種群	
  Balanus amphitorite complex
(Yamaguchi, 1977)，外来フジツボ類（山口，1989）の分類と分布に関する総説でも，伊豆
諸島の分布記録は記されていない．つまり，御蔵島での甲殻類の記録も，これまでのとこ
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ろ全くないものと思われる．
海岸生物の調査が御蔵島で行われてこなかったのは，切り立った海食崖に取り囲まれて
いるために海岸へのアクセスが容易でないこと，海岸の 94%は溶岩（その 90%以上は複輝
石玄武岩質安山岩とされる）の大塊が円磨された巨礫の浜からなり，干潟や砂浜が全くな
い（磯部，2011）ために海岸環境が多様でないこと，礫浜に積み重なる巨礫を動かしての
調査が難しいこと，などが原因であろうと思われる．
筆者は，現在，日本の島嶼の外来海洋生物の分布を調査しており，その一環として，御
蔵島港とその近傍の礫浜海岸「前ノ浜」の潮間帯で海岸動物の調査を行った．外来海洋生
物は，もっぱら船舶を介して人為的に移入されるため，人工的な環境，特に港湾内とその
周辺の海岸に多い（岩崎，2009）．そこで，御蔵島では，御蔵島港内とその北東の礫浜（前
ノ浜）だけで調査を行ったわけである．この調査では，国外起源の外来海洋生物（国外を
原産地とし，日本には自然分布していなかった種で，人為的に移入された生物）は発見さ
れなかったが，在来の底生無脊椎動物を 26 種確認することができた．いずれも本州中部の
太平洋岸での普通種ではあるが，現時点での御蔵島の海岸生物相の一部を記録にとどめ，
将来に変化が起こった際にその原因を考察するための一助として，ここに報告する．
材料及び方法
	
  調査は，2015 年 5 月 1 日と 2 日に行った．調査場所は，御蔵島港内の南西側にある船溜
まりとその北東の埠頭，その東側の船溜まりの桟橋や岸壁，さらにその東側の転石海岸（前
ノ浜）である（図 1）．それぞれの場所を 1.5〜2 時間ずつ歩きながら，潮間帯部分で干出し
ていた，または水深 40cm までの深さにあったコンクリート壁や転石に付着していた底生動
物を記録し，各種の密度が最も多そうな場所１ヶ所に 50 cm × 50 cm の方形枠を置いてその
中の個体数を計数した．各種につき１ヶ所だけの密度の計測であり，定量的な調査とは言

図 1．御蔵島港（Site A〜D）と前ノ浜（Site E）の調査場所．黒丸は転石
または消波用のテトラポッドの存在を示す．
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えないため，その結果は，r，＋，＋＋などの定性的な記号で表 1 に示した．軟体動物腹足
類や節足動物等脚類・端脚類などの可動性動物（基質上を徘徊する動物）の場合には，5
個体未満であれば r，5 個体以上 10 個体未満であれば＋，10 個体以上 20 個体未満であれば
＋＋，20 個体以上であれば＋＋＋とした．軟体動物二枚貝類や節足動物蔓脚類（フジツボ
類）などの群生する固着性動物(基質上に固着していて徘徊できない動物)の場合には，10
個体未満を r，10 個体以上 20 個体未満の場合を＋，20 個体以上 50 個体未満の場合には＋
＋，50 個体以上の場合＋＋＋とした(表 1 参照)．ただし，埠頭の垂直岸壁では方形枠を置
くことができなかったため，船が埠頭に接岸または離岸した時に撮影した写真で判断した．
殻の表面が藻類等に覆われていて野外では同定できなかった種については，スクレーパ
ーや長さ 3m の竿の先に取り付けたイガイ取り（昌栄社製，No. 548，開口部の長さ 15 cm，
奥行き 7 cm，高さ 6 cm）で基質から剥離し，定性的に採集した．採集後はホルマリンで固
定し，実験室に持ち帰って同定した．また，水面直下の塩分濃度も測定した（海水濃度屈
折計 S-milE, ATAGO Ltd.）．なお，御蔵島港内では，基質の環境が大きく異なる船揚げ場の
傾斜コンクリート，消波用の転石（自然石），垂直のコンクリート護岸壁の 3 つに分けて採
集した．
結果
軟体動物では，腹足綱の巻貝・笠貝類が 14 種，二枚貝類は 2 種，節足動物では顎脚綱
蔓脚下綱のフジツボ類が 8 種類，軟甲綱等脚目は１種，端脚目が１種，合計で 26 種が確認
された（表 1）．国外起源の外来海洋生物は，全く発見されなかった．なお,御蔵島の方言で
は,腹足綱の笠貝類のうち，笠型の殻の表面が平滑なものは「ヒラメ」，殻が大型で表面に肋
などの筋があって凸凹したものは「アサリ」または「アサリッコ」と呼ばれている（栗本，
2015；小木万布氏私信）．
採集地点のうち，最も南西側にある御蔵島港内の船揚げ場の傾斜コンクリート（Site A）
では，腹足類 10 種と二枚貝類 2 種，フジツボ類 5 種の合計 17 種が生息していた．潮間帯
の上部には巻貝のアラレタマキビ（図 2e, 以下学名は表 1 参照）が多く，中部から下部に
は笠貝のマツバガイ（図 2c，御蔵島方言「ヒラメ」）とカラマツガイ（図 2b），キクノハナ
ガイ（御蔵島方言「タカノブ」：栗本，2015），二枚貝のケガキ，中型のフジツボであるク
ロフジツボ（図 2d）が多かった．コンクリートの継ぎ目などの凹部には，部分的にカメノ
テ（御蔵島方言「シェイ」または「セエ」：栗本，2015）が群生していた．
船揚げ場の北東にあって，港内の最も奥まった所（Site B）には消波用の転石（自然石）
が積まれており，そこには腹足類 6 種，二枚貝類 1 種，フジツボ類 4 種の合計 11 種が生息
していた．腹足類では巻貝のクロヅケガイ（図 2f, 御蔵島方言「イワネ」：栗本，2015）が
多く，フジツボ類はどれも低密度であった．
大型客船が着岸する埠頭の垂直コンクリート壁（Site C）では，腹足類 4 種とフジツボ類
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４種の合計 8 種が生息していた．潮間帯の上部の干出した壁面には笠貝のベッコウガサ（御
蔵島方言「アサリ」）が 3〜6 個体程度の集合を作って各所に付着しており，小型のフジツ
ボであるイワフジツボも低密度ながら散在して固着．中部にはクロフジツボとカメノテが
混在したパッチが散在し，中部から下部にかけてはカメノテと大型のフジツボであるオオ
アカフジツボが混在して高密度で固着，フジツボ類が固着していない壁面にはマツバガイ，
ヨメガカサ（図 2a，御蔵島方言「ヒラメ」），キクノハナガイが低密度で生息していた．
表 1.	
  御蔵島港と前ノ浜の潮間帯で発見された海産無脊椎動物(2015 年 5 月 1〜2 日),
r, +, ++, +++は本文参照のこと．

Acanthchiton achates (Gould, 1859)
Acanthopleura japonica Lischke, 1873
Cellana grata (Gould, 1859)
Cellana nigrolineata (Reeve, 1839)
Cellana toreuma (Reeve, 1854)
Patelloida saccharina (Linnaeus, 1758)
Nipponacmea schrenckii (Lischke, 1868)
Monodonta labio confusa Tapparone-Canefir, 1847
Monodonta neritoides (Philippi, 1849)
Nerita albicilla Linnaeus, 1758

r

Nodilittorina radiata (Souleyet in Eydoux & Souleyet, 1852)
Siphonaria japonica (Donovan, 1824)
Siphonaria laciniosa (Kinnaeus, 1758)
Siphonaria sirius Pilsbry, 1894

r

Saccostrea kegaki Torigoe & Inaba, 1981
r

Saccostrea mordax (Gould, 1850)

Capitulum mitella (Linaeus, 1758)
Chthamalus challengeri Hoek, 1883
Tetraclitella chinensis (Nilsson-Cantell, 1921)
Tetraclitella pilsbryi (Utinomi, 1962)
Tetraclita japonica Pilsbry, 1916
Tetraclita formosa Utinomi, 1939
Tetraclita squamosa Bruguiére, 1789
Megabalanus volcano (Pilsbry, 1916)
Cirolana harfordi japonica Thielemann, 1910
Talitridae gen. sp.
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r

r

御蔵島港内の北東側にある，漁船等が停泊する船溜まりの船揚げ場（Site D）の傾斜コ
ンクリートでは，腹足類 7 種，二枚貝類 2 種，フジツボ類 1 種，合計 10 種が発見された．
腹足類では笠貝のヨメガカサとアオガイ（御蔵島方言「ヒラメ」），巻貝のイシダタミが多
く，二枚貝では牡蠣の 1 種であるケガキが潮間帯の中部から下部にかけて多数固着してい
た．同じ船溜まりの垂直コンクリート壁面（Site E）に生息していた腹足類の種数はわずか
3 種類で，その密度も低くかった．固着動物もケガキ，オハグロガキ（図 2g），クロフジツ
ボの 3 種のみで，いずれも低密度であった．
	
  塩分濃度が最も高く，絶え間なく波浪が打ち寄せていた前ノ浜（転石浜）
（Site F）では，
腹足類 3 種と等脚類 1 種，端脚類 1 種の合計 5 種のみが生息していた．潮間帯上部にある
転石の上面及び側面にアラレタマキビがわずかながら付着し，中部から下部にかけての転
石の上面，側面，下面にはクロヅケガイが多数徘徊しており，下面には低密度ながらアオ
ガイが発見された．転石の下には等脚類のニセスナホリムシが数多く潜んでおり，わずか
ながらハマトビムシ科の 1 種も採集された．固着動物である二枚貝類とフジツボ類は全く
発見できなかった．

a.ヨメガカサ (Cellana toreuma)

b.カラマツガイ (Siphonaria japonica)

c.マツバガイ（Cellana nigrolineata）

d.クロフジツボ (Tetraclita japonica) e.アラレタマキビ(Nodilittorina radiata) f.クロヅケガイ(Monodonta neritoides)

図 2a-g.港湾付近の海産無脊椎動物	
 
	
  	
  撮影場所は,	
 a: Site D, b: Site A, c: Site C,
d: Site A, e: Site A, f: Site F, g: Site E．
g.オハグロガキ (Saccostrea mordax)
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考察
「緒言」で書いたように，今回の御蔵島での調査の主目的は外来海洋生物の有無を確認
するものであったため，御蔵島港という人工的な環境での調査に時間を割いて行った．ま
た，時間的な制約もあって，潮下帯（干出しない海底部分）での潜水調査は行わず，もっ
ぱら干潮時に干出していた潮間帯だけで行った．したがって，御蔵島の海岸生物相を網羅
的に調べたものでは決してない．しかし，御蔵島の海岸生物相の記録はなく，全国的に見
ても人工海岸での海岸生物相を調査・報告した論文は多数あっても（例えば，古瀬・風呂
田，1985；堀越・岡本，2007），港の中を対象としたものはほとんどない（梶原，1994）．
その点で，この報文は大いに貴重なものである．
	
  御蔵島港内で確認された 24 種（表 1）は，いずれも本州中部の太平洋沿岸の潮間帯の普
通種であった．ただし，横浜港（梶原，1994）や東京湾（古瀬・風呂田，1985；堀越・岡
本 ， 2007 ） の 人 工 構 築 物 に 固 着 す る 海 岸 動 物 の 優 占 種 は ム ラ サ キ イ ガ イ Mytilus
galloprovincialis Lamarck, 1819 やコウロエンカワヒバリガイ Xenostrobus securis (Lamarck,
1819)，タテジマフジツボ Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) などの国外起源の外来生
物であり，在来のケガキ，カメノテ，クロフジツボ，オオアカフジツボが優占する御蔵島
港とは大きく異なっている．前者の優占種はいずれも内湾性，後者はいずれも外洋性であ
る．実際，御蔵島港内の塩分濃度はどこも 35 を越えており（表 1），横浜港や東京湾奥部よ
りもかなり高く（古瀬・風呂田，1985；堀越・岡本，2007），外洋的な環境にある．
外来海洋生物の日本国内での主要な移入手段は船体付着であり（大谷，2004），特に，港
湾工事の際に長期間係留される台船とそれを曳航するタグボートによって国内各所へと分
散・移入されるものと考えられている（加戸，2006）．筆者は，2015 年に伊豆諸島の伊豆大
島，利島，新島，式根島，神津島，三宅島，八丈島でも同様の調査を行い，この 7 島の全
てで，港湾内に国外起源の外来海洋生物が１〜4 種生息していることを確認した（岩崎，未
発表）．しかし，御蔵島では上述したように１種も発見できなかった．御蔵島港での過去の
改修工事等では，台船が長期間係留されていたと思われ，外来海洋生物が侵入する機会は
あったと考えられる．にもかかわらず外来生物が全く発見できなかったのは，人工的な環
境である港の中であっても，港湾の規模が小さいために外洋性の環境が卓越しており，内
湾性の外来種が永続的に生息できない環境にあるからだと思われる．
	
  御蔵島港内では，基質や環境が異なれば，生息している種も密度も大きく異なっている
ことが，表 1 からわかる．腹足類の種数が多かったのは南西と北東にある船溜まりの船揚
げ場の傾斜コンクリート(Site A と Site D)であり，そこでは固着生物のケガキの密度も高か
った．この 2 ヶ所の船揚げ場の基質は平坦なコンクリートであり，塩分濃度がやや低いこ
とから，通常は波浪が弱く外洋の海水の流入が少ないものと思われる．こういった環境は，
巻貝や笠貝が徘徊しやすく，波浪で剥離・流失することも少ないために，摂食・繁殖活動
を行いやすい場所である（岩崎，1999）．それが，腹足類の種数が多かった原因であろう．
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  港内の 2 ヶ所の垂直壁面（Site C と Site E）では腹足類の種数は少なく，密度も低かった．
両所とも，塩分濃度は船揚げ場の傾斜コンクリートよりも高かったので，波浪が直接到達
して海水の流入が頻繁にある場所と考えられる．実際，目視でも明らかに波浪が絶えず打
ち付けており，特に，埠頭の垂直岸壁での波浪は強かった．この波浪の強さが，波浪の強
い場所を好むベッコウガサ（岩崎，1999）を除く巻貝・笠貝類が少なかった原因であろう．
ただし，水中に懸濁するプランクトン等をろ過摂食するフジツボ類の場合，ある程度の波
浪がなければ摂食活動ができず，特に，外海から湾口部の環境を好むオオアカフジツボや
クロフジツボ（山口，1995）の個体数が埠頭に多かったのは，この場所での波浪の強さが
原因であろう．
2 ヶ所の転石環境（Site B と Site F）での動物相は大きく異なっていた．港内の南西部の
転石（Site B）では，腹足類が 6 種，フジツボ類も 4 種生息しており，特に，波の影響を受
けない岩陰や礫の下面に多いとされるムツアナヒラフジツボとフルイヒラフジツボ（山口，
1995）が発見された．一方，前ノ浜（Site F）では腹足類 3 種が確認されただけで，フジツ
ボ類は発見できなかった．Site B の塩分濃度は低く，Site F では高く，波浪の頻度も強度も
後者の方がはるかに高かったので，後者の方が外洋的環境であったことは間違いない．外
洋の転石浜では，台風等の強い波浪によって転石が回転または移動し，その上に付着して
いる生物が粉砕されてしまうため，中・大型の巻貝類や固着生物が種数・密度ともに大変
に少なくなる傾向にある（Sousa, 1979）．小型の巻貝であり，早い速度で礫の上を徘徊でき
るクロヅケガイや，非常に低い笠型の殻を持つアオガイは，重なった転石の隙間を避難場
所として利用できるために，2 ヶ所の転石環境でも生息でき，特に前者が優占種となりえて
いるのだろう．それ以外の腹足類や固着性の二枚貝とフジツボ類にとっては高い密度を保
つ事はできず，特に絶えず強い波浪が打ち寄せる前ノ浜では生息できないものと思われる．
ただし，幾層にも重なった転石の最下部には海藻等の有機物が供給され，砂も堆積してい
るため，流れ藻等の有機物を摂食して砂中に潜る習性を持つニセスナホリムシやハマトビ
ムシ科の 1 種が生息できる環境が永続的に維持されているのだろう．
以上のように，御蔵島港と前ノ浜に生息する潮間帯の無脊椎動物にとって，波浪の強度
と基質の安定性という２つの要因が，各所での生息の有無や密度の高低に強く影響してい
るものと考えられる．また，外来海洋生物が発見されなかったことには，御蔵島港の規模
が小さく，港内であっても外洋的な環境が維持されていることが関係しているものと思わ
れる．外来海洋生物は，北海道，本州，四国，九州に広く分布しており（岩崎ら，2004a），
船舶の往来や貨物移出入量の多い大きな港湾から小規模な港湾，さらにその周辺の海岸へ
と分布を拡大しつつある（岩崎ら，2004b；Koike & Iwasaki, 2010）．場所によっては浅海の
在来生態系を大きく改変し，漁業や工業にも甚大な汚損被害を与えている（岩崎，2006）．
こういった被害が御蔵島のような海洋島に及ばないようにするためには，工事用台船等の
作業船の母港では船底の汚損生物を頻繁に除去することで外来生物の移出量を極力減らし，
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島嶼の側では自然の海岸環境を維持してその定着を防ぐことが必要であろう．
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