
神奈川自然誌資料 (10) : 17～32, Mar. 1989 

外国から日本に移住したフ ジツボ類，

特に地理的分布および生態の変化

山 口 寿 之

Toshiyuki YAMAGUcH1: Foreign Barnacles Immigrated to Japan, with Special 

Reference to the Changes in Geographic Distribution and Ecology 

SUMMARY: In th巴 1960’simmigration of four foreign barnacles was recognized in Japanese embay 

ments. Th巴yar巴B.iinprovisus, B. eburneus, B. venustus and B. variegatus. The former two immigrants 

distribute widely and are found cammonly in巴mbaymentsof south of Tsugaru Straits. Those two 

species are characteristics of enrythermal and euryhaline in ecology and of long bre巴dingseasons 

throughout a year in reproduction, that are superior to endemic species with fossil record in Ja-

pan, that is, B. albicostatus, B. reticulatus and B. lwndakovi. It is interpreted that their characteristics 

have originated to incr巴asein number of individuals and expansion of geographic distribution in 

Japan. Those charact巴risticsar巴 commonin those of Elininius問 odestuswhich immigrated to Eng-

land and European seashore from Australia and N巴W Zealand in the early 1940’s (Bishop and 

Crisp, 1957, Crisp and Chipperfield, 1948, etcふ

In addition to the m巴ntionedabove species, it is discussed that B. anψhitrite with no fossil 

record in Japan is also an immigrant sp巴cies from viewpoints of ecological and reproductive 

characteristics, vertical change of distribution in intertidal zone from 1940’s to 1960’s and competi-

tive relation between B. amphitrite and B. albicostatus which are representative species of middle 

intertidal zone. 

1.はじめ に け，絶滅に瀕したり移住させられたりした事例も数多

生物の大規模な分布変化は，一般に移住（Migration Lリ （川那自llら訳，1971〕と強調した。

または Disp巴rsal〕と呼ばれる。そのような移住は地 近年，人為的な生物の移住が頻繁に行われていると，

理的隔雌の結果として移住集団と元の集団との聞の長 しばしば指摘されるようになった。エノレトン（1958)

期間にわたる遺伝子拡散が妨げられ，極分化（Sp巴 はその状況を 「ここ 100年ばかり，輸送機関は大規模

ciation）や進化（Evolutio日〕の重要な原因となるため にかつ速くなり ，船や飛行機によ り， また｜注路によっ

に，進化学的に興味深い問題を提供する。また他方， て，無意識にせよ故意にせよ，今まで隔離されていた

移住は生物相の変化または入れ替えが生じるために， 地域からの外来種が世界各地に侵入し，問題をおこし

生態学的に興味深い問題でもある。すなわち，生物の ている。もちろん侵略種のすべてが，新しい土地へ定

移住には極分化や適応放散といった進化学的意義と， 着するわけではない。またすべてが人聞に害を及ぼす

新しい生息地への適応，既存種との生態的ニッチェの わけでもないが，何らのかたちで従来からいる生物の

争奪とLづ生態学的意義の両面性がある。エノレトン 問のバランスを変化させていることは確かである。さ

(1958）は生態学的視点で人間生活に深く影響を与えた らに，この動きは年々いちじるしくなり，たった 100

動植物の侵略をま とめ， 「ある種の生物の数が異常に 年前の種の分布も，今では崩壊状態になろうとしてい

増えること（生態的爆発〕は，大きい音を立てないし， る。」CJll那部ら訳，1971〕と述べている。陸上生物で

起るのにかなりの時間がかかる。その；爆発はゆっくり 人間生活に訪れ 、かかわり 合いを持つ害虫や病原菌など

広がり，またゆっくりと消えて行く。しかしその影響 の生物については克明に記録され，その分布の拡大や

はきわめて大きく，多くの人聞が破滅的 な被害を受 蔓延の経路が明らかにされていて， その一部は上記の
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エノレトン（1958）に詳しく記述されている。海生生物

についてもエノレ トン （1958〕によって触れられている

が，陸上生物のそれに比べて詳しくはなL、。海生生物

は人為的移住の時期，経路といった過程が不明な場合

が多く，自然移住と区別できない例が少なくない。特

に人間生活に余り関わりのない海生無脊椎動物につい

ては，地理的分布や生態が詳細に判っているのは僅か

である。それでも「人間の手によってここ百年ほどの

聞に，海産動物の分布はすでに大きく変化してL活。

この場合人間のやったことと言えば三つある。第ーは

運河を掘ること，第二は船で無意識に運んでしまう こ

と，第三は計画的に輸出入することである。」（エルト

ン， 1958；川那部ら訳，1971）と指摘されている よう

に，人為的な生物相の変革は今後増大する傾向にあっ

ても，決して減少することはない。つまり，付着生物で

あるフジツポ類は，エノレトンの指摘のいずれの経路を

通じても新天地へ移住する可能性を持っている。とり

わけ海上交通の発達に伴い船底への付着などによって

新天地への移住が容易になってし唱。それは自由遊泳

性の幼生が海流によって運ばれること（自然移住）に

比べれば移動の距離や機会が飛躍的に大きくなること

を意味するものであり ，その結果新天地での進化学的

．生態学的に興味深い現象を生じることになる。

日本の帰化動物，特に陸上動物については宮下（19

77〕が詳しく触れている。しかし海生無脊椎動物の日

本への移入については，陸上動物のそれほど明確なこ

とは判っていないが，最近いくつかの種について移住

と関係した既存穫の地理的分布 ・生態の変化が現生種

で多く知られるようになった（例えば荒川／， 1980, 19 

83；沖山 ・鈴木，1985；，武田， 1983〕。陵ヒ生物特に昆

虫および植物などのように容易に発見でき，その地理

的分布の変化を正確に把握できる分類鮮とは異なり ，

海生無脊椎動物の実態は必ずしも明かでない。フジツ

ボ類の移住 ・侵略によると思われる生態的 ・地理的分

布の変化を認めることができたのでその概要を述べ

る。

ガイ，シマメノウフネガイ ，節足動物のタテジマフジツ

ボ，アメリカフジツボ，ヨーロ ッパフジツポ，アカシ

マフジツポ，アミメフジツボ，原索動物のマンハッタ

ンボヤである。また荒川｜〔1983〕は海生 ・淡水性員類

について触れ，海生の帰化種としてシマメノウフネガ

イ，ムラサキイガイ（ヨーロッパイガイとチレニアイ

ガイの2亜種），ミドリイガイ c1969年以降日本近海

からは報告されていなLつをあげた。荒川I(1980〕は，

このような生物には環境変化，すなわち塩分濃度や海

水漏の変化あるいは海洋汚染などに幅広い耐性を備え

ていて，産卵期間が長く，産卵数や回数が多いなどの

特徴を備えていると述べた。

武田（1983）は帰化した甲殻類について触れ，船に

よる偶然の移住としてアメリカフジツポ，ヨーロッパ

フジツボ，イッカククモガニ，ブノレークラブ，ダンジネ

スクラブ，農漁業振興の目的のために人為的に移入さ

れたものとしてアメリカザリガニ，タンカイザリガニ

ウチダザリガニ，アメリカンロプスター（放流の計画〉

をあげた。甲殻類の場合，帰化には温度に対する耐性

や海流によって運ばれる場合の浮遊幼生期の長さが大

きく関わり ，また地史的な背景も関係すると述べてい

る。

このような分類群の日本への移住例が示されても，

それに伴って既存の生物群集が侵入者によってどのよ

うな影響を受けたかについて触れている研究は少な

い。その希有な例としてオーストラリア ・ニュージー

ランド地域からヨーロッパへ移住したヨツフジツポに

ついて触れ，移住を可能にした生態的要因について次

にまとめる。

E目オーストラリア・ニュージーランド地域から

英国やヨーロ yパへ移住したヨツフジツボ

ヨツフジツポ（Elininiusmodestus Darwin〕はもと

もとオース トラリア ・ニュージーランド地域に生息し

ていたが， 1940年代に英国やヨーロッパへ移住したこ

とは良く知られている（Bishopand Crisp, 1957; Cris-

p and Chipperfield, 1948など〕。このヨツフジツボは

II.外国から日本へ移住した海生無脊椎動物 オーストラリア ・ニュ ージラ ンド地域では内湾や河口

荒川l〔1980〕は海産の帰化付着動物について触れ， 域に生息している。この穫は第二次世界大戦末の1945

13穫をあげ，うち9種〔約70%）が第二次世界大戦後 年に英国南岸の西サセックスのチチェスター港で発見

に日本に移住したと指摘した。それらは環形動物のカ された。英国では1940年以前にはプランクトンサンプ

サネカンザシ，カニヤドリカンザシ（荒川， 1980によっ ノレを含めてこの種は発見されなかった。 1940年から19

て命名された和名〕，触手動物のホンダワラコケムハ 45年までの問に船によって英国にもたらされたものと

ナギサコケムシ，軟体動物のムラサキイガイ，ミドリイ 考えられた。英国の他の地域や他のヨーロッパ地域へ
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は主に海流による幼生の分散によって成し遂げられ，

その分布の拡大は海流の速度と密接な関係がある。

ヨツフジツボがこのように新天地への移住に成功し

た要因の一つは，ヨーロッ パの在来種との生存競争に

まさる能力を持っていることが考えられた。この種は

寒冷に耐える能力は在来種の一種に比べて~~）＇ 、けれど

も，在来種よりも高水温に耐え，在来種に比べて繁殖

期が長く ，また河口域の生態的条件にも良く耐える

性質を持つ。その結果外洋に面した海岸ではヒメアジ

ツボ （Semibalanusbalanoides (Linnaeus））を，河口

域ではヨーロッパアジツボ（B.improvisus Darwin〕

といった在来種にとって替わってきている。このよう

にヨツフジツボが備えている以上のような生態的特性

が移住を成功させた重要な要素と考えられる。つぎに

日本に移住したフジツボ類について触れ，それらの生

態的特性とヨツフジツポのそれとを比較してみる。

w.日本へ移住したヨーロ ッパフジツホおよびアメ

リカフジツホ

ヨーロッパフジツボおよびアメリカフジツボの日，本

への移住はKawahara(1963），内海（1966),Mawa-

tari (1967）などが報告した（図 1〕。

ヨーロッパフジツボはもともとヨーロッパ大西洋岸

の河口域に生息していた種で，19世紀には北米大西洋

岸に移住し，続いて北米太平洋岸に分布を拡大した。

また地中海経由で，黒海，カスピ海や紅海へ進出 した。

また第二次世界大戦時には，オーストラリア，ニュー

ジーランド地域でも分布が知られるようになった（内

海，1966）。 この種の日本への移住は Kawahara(19 

63）によって初めて報告された。それは英E究湾に設け

た付着試験板上に付着し， 1957年に採集された標本に

基づく。 Kawahara(1963）より報告は遅いが，馬渡

(1967〕は採集した標本から1952年には英虞湾に生息し

ていたことを報告した。ヨーロッパフジツボの日本へ

の移住の時期はさらに遡ると予想されるが，それ以上

詳しい確実な資料は今のところない。 Kawahara(19 

63）によれば，1959年には名古屋，四日市，1962年に

は紀伊水道奥部，熊野灘沿岸，伊勢湾，三河湾，浜名

湖に分布が知られるようになった。また1963年には利

根川河口や支流の常陸Ji／（内海，1966），茨城県澗沼か

ら鹿島灘へ通じる水路（菊池，1981〕に分布が知られ

た。その後北海道を除く本州北部以南に広がり，太平

洋，瀬戸内海， 日本海側の諸港湾に生息が確認されて

し、る（梶原 ・浦，1976；梶原 ・松宮，1978；菊池， 19

81;，馬渡， 1967;U tinomi, 1970など）（図 2）。

アメリカフジツポ〔Balanuseburneus Gould）はも

ともと米国マサチューセッ ツ州から南米北岸に分布し

ていた種で，内海（1966〕によればヨーロッパ沿岸に

知られるようになり ，ヨーロッパフジツボとともにス

エズ運河，黒海，カスピ海に分布しているが，北米太

平洋岸には知られていなL、。アメリ カフ ジツボの日本

への移住の報告は1963年の利根川河口からの標本に始

まる（内海， 1966）。内海によればこの種はアメリカ

産の種ガキに付着して渡来した可能性が大きいと指摘

したが， Utinomi(1970）て、は戦後増加した米国から

船の底に付着して移住したのだろう と指摘した。この

ように同じ研究者でも日本への移住の方法 ・経路につ

いての見解が異なるように，その実態は不明である場

合が多L、。 アメリカフジツボは 1964年に山形県加茂

港，1966年に佐渡の加茂湖て。知られた（内海， 1966）。

小坂（1985）のまとめによると， 1960年代末には佐渡の

他，日本海，九州，瀬戸内海の多くの港湾に知られ，

1970年代には太平洋岸の港湾にも分布するようになっ

た（梶原 ・松宮， 1978；北見 ・小関， 1971；白木造船

研究協会，1974など〕。現在ではヨー ロッパフジツポ

と同様北海道を除く本州北部以南の港湾にその生息が

知られるようになった〔図 2〕。いずれにしてもヨ ーロ

ッパフジツボと同様にいつ頃，どこから，とのように

日本に移住したのか正確には判っていない。

ヨーロ ッパフジツホおよびアメリカフジツボの生態 ・

分布の特徴

両種はともに内湾のフジツボであり ，低塩分の海域

や塩分濃度の変化の激しL、河口域にも生息する広場性

といえる。 1担分濃度の極端に低い例として他のフジツ

ボがかつて侵入したことのない宍道湖や日本海から幅

約30m，長さ 1.5 kmの差海川でつながった神西湖にも

ヨーロッ パフジツボが侵入している〔伊賀，1973）。 宍

道湖では塩分濃度は通常の海水の 1/6で，神西湖では

1/20と極端に低L、。このような環境にも生息できるこ

とはこの種が日本への移住を可能にした重要な要因の

一つであることは間違いない。

ヨーロ ッパフジツボおよびアメリカフシツボの生殖的

特性

英国へ移住に成功したヨツフジツボの繁殖期が在来

種のそれよりも長いことをすでに述べた。そこでヨー

ロッパフジツボおよびアメリカフジツポの外国におけ

る繁殖時期を文軟から調べてみると，ともに北ほどそ

の期聞が短L、が，一般に長い繁殖期を持つ。10°～15。C
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0 ヨーロッノfフジツボ

企アメ リカフジツボ

ロ アカシマフジツボ

タテジ7 フジツボ

。2
＊ ドロフジツボ

図2. 内湾フジツボ類の地理的分布

図 1.アメリカフジツボおよびヨーロッパフジツボ

1. アメリカフジツボ （Ba/anuseburneus Gould），浜名湖， la-b.I府板， 2倍，lc-d.右側板，2倍，

2e f. 右峰側板，2倍， lg-h.峰板， 2倍，li-i.右楯板，4倍，lk-1.右背板， 4倍．

2. ヨーロ ッパフジツボ （Ba/anusimprovisus Darwin），東京湾晴海埠頭，2a-b.I妨板， 4倍，2c-d.

右側板および右峰側板， 4倍，le-f. l峰板，4倍， lgh.右楯板，6倍，1ii.右背板，6倍．

（これらのフジツボ類の鑑定法は山口 （1986）を参照されたい。）
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になると抱卵し始める。盛夏には抱卵および海水中の

幼生の数そして付着数は減少するが，秋にはもう一回

の付着数増加のピークがある，すなわち一年に二回の

付着盛期がある（Grave,1933〕。また春先に付着した

個体の連続的な観察によると，それらは 2～3ヶ月後

には成体となって，その個体が秋には幼生を放出する。

すなわち一年に二世代を経るとしづ。冬にも少量の付

着があり， q守に著しし、のは McDougall〔1943）の米国

南カロライナ州ビューホー卜における観察である。ヨ

ーロッパフジツボが春から秋には全く付着せず， 10°～

5. 5°Cの冬に付着したと報告している。これは他の資

料，例えばMoore& Frue(l959）および Weiss(l948〕

による近隣のフロリダ州では周年付着が見られること

と著しく対照的であるが， 冬にもかなり付着している

ことを示し，この種の繁殖時期の長いことを示してい

る。

ヨーロッパフジツボの繁殖時期はヨーロッパ北部の

パノレト海周辺で 5月～11月（Blom& Nyholm, 1961; 

Lucks, 1940; Tengstrand, 1931; Br巴巴m巴n,1933）で，

カナダ大西洋岸で 3月～ 10月（Bousfield,1954），米

国大西洋岸でほぼ周年（Costlow& Bookhout, 1953, 

McDougall, 1943; Moore & Frue, 1959; Richards & 

Clapp, 1944; Visscher, 1928; W巴iss,1948〕，米国太

平洋岸では 3月～10月 （Graham& Gay, 1944）であ

った（図3-1〕。

アメリ カフジツボの繁殖時期は英国で4月～8月

〔Jones& Crisp, 1953〕， 米国大西洋岸でほぼ一年中

(Fish, 1925; Grave, 1933; Gregg, 1945; McDougall, 

1943; Moore & Frue, 1959; Richards & Clapp, 1944, 
Weiss, 1948〕であった（図32）。アメリカフジツボは

ヨーロッパフジツボとほぼ同じ繁殖時期を持つことに

なる。それらの繁殖時期はかなり長期に続き，しかも

春に付着した個体は秋には成体になって繁殖集団に加

入している。

以上のように，ヨーロッパフジツボもアメリカフジ

ツボも水温のイ郎、北欧や北米大西洋岸てーは冬期に繁殖

期の中断があるが，より温暖な南方海域〔例えばフロ

リダなど〕では繁殖期が周年におよんでいて，生殖時

期は海水温によって決まることが判る。

日本におけるヨーロッパフジツポおよびアメリカフ

ジツポを含めた内湾アジツポ類の繁殖時期に関しては

最近やっとその実態が明らかになってきた。ヨーロッ

パフジツボの日本における繁殖時期を幼生の飼育実験

や各種の付着実験から推定して次のようになる。福井
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県内浦湾での調査だと秋から冬を経て春まで（10月～

6月〕で，冬期にも付清していることは注目すへきこ

とである（安田，1970）。他に英虞湾てやり3～11月〔山

村，1972),東京港で通年，浜名湖で4月～ 2月〔梶

原 ・松宮，1978〕， 大鎚湾で6月～9月（加戸ら，1980),

油琵湾で通年（力日戸， 1982MS）であった（図31）。

同じくアメリカフジツボのそれは内浦湾で7月，9

月（安田， 1970），清水港で、 5月～12月〔小坂 ・石橋，

1979），清水港で，5月～ 9月，的矢湾でト5月～10月，

浦ノ内湾で6月～11月（梶原 ・松宮，1978〕，油壷湾で

9月～11月（加戸， 1981MS）などであった（図32）。

岩城（1981〕は1979年5月から1980年 5月まで三重県

的矢湾のカキ養殖用筏および津市，]J屋浦のノリ養殖用

ヒピ支住より内湾フジツボ類 6種を毎月採集し，生殖

巣発達を 4段階に区分し，その季節的変化をまとめた

（図3-7〕。それによると，成熟卵巣を保持する個体が

アメリカアジツボ，ヨーロッパフジツボ，タテジマア

ジツボの 3種に周年観察される。抱卵個体は町屋浦てや

はヨーロ ッパブジツボ，タテジマアジツボに周年観察

され，また的矢湾ではアメリカフジツポ，タテジマア

ジツボに冬期 1,2ヶ月間を除きほぼ周年観察される。

またそれらの種でも 5月から11月に抱卵頻度が高い。

他の内湾フジツポ類は以上の種よりも季節的変化が著

しく， ドロフジツポ，サラサアジツボ，シロスジアジ

ツポの抱卵個体は 5月に出現し始め， 6月にピークに

達するが，夏期の高水温j聞に頻度の低下がみられ， 秋

に再びピークが現れる。他方，成熟精巣を保持する個

体はいずれの種でも周年観察される。成熟精巣のよく

発達する時期は抱卵個体の出現する時期に対応する

（岩城， 1981〕。つまりヨーロッパフジツボ，アメリカ

フジツポも，オーストラリア ・ニュージーランドから

英国に移住したヨツフジツボと同じ く海水塩分濃度に

対して広境性を示し，かつ繁殖時期が長期にわたる。

それらの生態的特徴は在来種のそれよりも特異な環境

も占有でき，個体群を維持する上で有利な特徴と言え

る。

v.日本におけるもう一つ移住種と恩われるタテジ

マフジツボ

L、ままでにタテジマフジツボを移住種と指摘した研

究は弘 (1938〕， 山口 （1979, 1986〕などである。山

口（1979, 1986）が移住種と考えた根拠は，神奈川県横

浜市金沢区の約3000年前の沖積層から発見された化石

タテジマフジツボの産出およびそれ以前の地層中に発



ヨーロッパフジツボの繁殖期

j F 問 A M j j A s 。N D 

Sweden 
(Blom & Nyholm, 1961) 

Sweden 
(Tengstrand, 1931) 

Poland 
(Lucks, 1940) 

Holland 
( Breemen, 1933) 

East coast, Canada 
(Bousfield, 1954) 

N.C., USA 
(V工sscher,1928) 

- N.C., USA 
(Mc Douga 11, 1 943) 

．．．． N.C., USA 
(Costlow & Bookhout, 1953) 

Fla., USA 
(Moore & Frue, 1959) 

Fla., USA 
(We工SS, 1948) 

Fla., USA ．．．．． (Richards & Clapp, 1944) 

Calif., USA 
(Graham & Gay, 1945) 

岩手県大槌湾
（加戸ら. 1980) 

東京港晴海

（梶原・松宮. 1978) 

耳ドー 東京港晴海
（加戸. 1982門S)

油壷湾
（加戸. 1982門S)

浜名湖
（梶原・松宮. 1978) 

英E聖湾
（山村. 1972) 

＊ 津市町屡浦
（岩城. 1981) 

福井県内浦湾
（安田. 1970) 

＊抱卵期間

$幼生飼育期間

その他は付着朔問

図3-1 内湾フジツボ類各種の繁殖期

見されないことに基づいている。しかしタテジマアジ 述へる。

ツボと鑑定した化石の再検討の結果，それは鑑定ミス 弘（1938）および Hiro(1939）などの戦前の報告は

であり，タテジマフジツボではなく，サラサフジツボ 『〔内湾に棲む〕タテジマアジツボとサラサフジツボ

であった。しかしこの小論では新たな資料によりタテ は低潮線以下に生息し， 一方シロスジフジツボは常に

ジマフジツボが再び移住種と考えられることを以下に 潮間帯に生息する。タテジマフジツボは呉・佐世保港
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アメ リカフジツボの繁殖期

j F M A M j j A s 。N D 

England 
(Jones & Crisp, 1953) 

Mass., USA 
(Grave, 1933) 

N.C., USA 
(McDougall, 1943) 

Fla., USA 
(We工SS, 1948) 

Fla., USA 
(R工chards& Clapp, 1944) 

耳解・
神奈川県金沢八景
（加戸.I 982MS) 

油釜 i~
（加戸.1982門S)

清水港

（小坂・石橋. 1979) 

＊ー
的矢湾
（岩城. 1981) 

高知県浦 ノ内湾

（梶原・ 4公宮‘ 1978)

図32 

タテジマフジツボの繁殖期

j F 問 A M j j A s 。N D 

Fla., USA 
(Weiss, 1948) 

．．．．． ．．．．． ． ．．．． Fla., USA 
(Richards & Clapp, 1944) 

Hawaii 
(Edmondson & Ingram, 1939) 

$・
東京港晴海

（加戸.1982内S)

＊ 
油蓋湾
〈加戸. 1982門S)

世与
油査 i~
（平野・大串， 1952) 

Eド
ィ由萱湾
(Hirano. 1962) 

＊ 
清水港

（小坂 ・石橋. 1980) 

＊ 
津市町屋浦

（宕城‘ 1981)

英虞湾
（山村.1972) 

高知県浦ノ内湾
〈梶原 ・4公宮、 1978)

福井県丹生浦湾

（安田‘ 19138)

山口県秋穂

（藤永 ・笠原. 1942) 

．．．．． 佐世保湾
〈梶原.1964) 
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ドロフ ジツ ボの繁殖期

j F M A M j j A s 。N D 

津市町屋浦
（岩城. 1981) ．． ＊ 

的矢湾

・・・・圃 （梶原 ・松宮. 1978) 

的矢湾
（岩城. 1981】＊ 

的矢i!!i
（加戸. 1982ト1S)E俳・

天草

一 （三宅. 1943) 

図34 

シロスジフジツボの繁殖期

j F M A 間 j j A s 
＊・圃圃園田・

＊ 

耳ド

・-

。N D 

浅虫
〈加戸. 1982門S)

油室湾
（加戸.1982問）

油壷湾
（石田・ 八杉. 1937) 

油蓋湾
（加戸.1982門S)

清水港

.・ （小坂 ・石橋. 1978) 

浜名湖

〈加戸.l 982MS) 
津市町屋浦＊ （宕減.198 l) 

的矢湾

一 （梶原 ・松宮. 1978) 

英度湾
(Ka1.・ahara & lijima. 1960) ・・圃．． 

・・・圃・ ．．．．． 英虞湾

・・・・圃・ ．．．．．．．．．．． 
（山村. 1972) 

高知県浦ノ内湾
〈梶原・松宮. 1978) 

．．．．．．． 

一
図35 

のような外洋水の影響をほとんど受けない港湾で佼占

し，そこではサラサフジツポは稀である。他方太平洋

側の外洋水の影響を直接受ける大きな港ではサラサフ

ジツポが俊占し， タテジマフジツボは極めて稀となっ

ている』と記述した。また馬渡 （1967）は1930年代の

報告 （大島，1930：， 宮崎， 1938を指すが，本研究は直

接それらを参照していなLつにはサラサフジツボにつ

いての記述が多く ，金沢湾（神奈川〕や大阪湾て。は，

サラサフジツボが佼占していたこと を示し， 当時日本

の沿岸ではサラサアジツボが優位を占めていたことを

述べた。

佐世保湾

（梶原. 1964) 

天草
（三宅， 1943)

戦後，日本の16港湾で1963年8月から1964年8月ま

での試験板浸慣による付着調査を行った馬渡 （1967〕

は，13の港湾でタ テジマアジツボが佼占種 （函館，横

浜，横須賀，大湊司油査などで優占度は8096以上〉で

あり，他方サラサアジツポは鳥羽，相生，呉，宮島だ

けに出現し，イ変占度も1096以下と低かったことを示し

た。また白木造船研究1hi会（1973）は馬渡や小坂らの

行った日本の19港湾の1972年9月から1975年 2月まで

の試験板浸漬で，18の港湾にタテジマフジツボが優占
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サラサフジツボの繁殖期

j F 阿 AM J J AS  0 ND  
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$・・
圃園田

．．．．．． 

一

図36 . 

清水港
（小坂・石橋. 1978) 

的矢湾
（梶原・松宮. 1978) 

的失湾
（岩城. 1981) 

的矢湾
（加戸. 1982問〉

英虞湾
（馬液ら. 1954) 

英貴湾
（門a¥.!ata「iet al .. 1954) 

英度湾
(Ma、•ata「i& Kobayashi. 1954) 

英虞湾

( ka¥.!ahara世 Iijima. 1960) 

英度湾

（山村ら. 1969) 

英虞湾

（山村. 1972) 

佐世保湾
（梶原. 1964) 

天草
（三宅. 1943) 

中国Zhang I iang港
(Yan & Chen. 1980) 

津市町屋浦および的矢湾における内湾フジツボ類の抱卵率
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種として出現し， サラサフジツボは 5つの港湾にのみ (Edomondson & Ingram, 1939），日本では油資湾で

出現し，その個体数も極めて僅かであったことを示し 8～9月（平野 ・大串，1952），同じく 7～9月（Hi

た。以上のよう に1963年以降タテジマフジツポは瀬下 rano, 1963），英虞湾で 6～11月 （山村， 1972），浦の

帯で地理的分布を広げ，サラサフジツボに替わって優 内湾で4～11月（梶原・ 松宮，1978），福井県丹生浦湾

占種の地位を占める，と同時に潮下帯から潮間帯中部 で 3～5,8～11月 （安田，1968〕，山口県秋穏で7～

へと垂直的分布を広げたよう に見える。 9月（藤永・ 笠原，1942），佐世保湾で 6～7月，11月

Yamaguchi (1977）は日本の内湾フジツボ類つま （梶原，1964）であった。また抱卵個体を調査した研究

り，タテジマフジツボ，シロスジフジツボ，サラサフ て・は清水港で5～11月（小坂 ・石橋， 1980），三重県町

ジツボ，ドロ フジツボについて地理的分布，生態などか 屋評I］で通年（岩城，1981），油資で4～11月（加戸，19

らその分類学的意味について言及した（図 4）。地理的 82MS）であった（図3-3）。

分布については ドロアジツボ以外は津軽海峡以南の日 またシロスジフジツボ，サラサフジツボ， ドロフジ

本全域の内湾に広く分布している。図2はYamaguchi ツボといった内湾性フジツボ類の繁殖時期は 図34～ 

〔1977）およびその後のデータ を加えた 4種の内湾フ 3-6に示したように日本では春 c4月）から晩秋（12

ジツボの地理的分布ならびにヨーロッパフジツポ，ア 月と限定され，冬期に繁殖時期の中断があり ，タテジ

メリカフジツボ，アカシマフジツボの地理的分布を示 マフジツポのそれに比べて短いこ とが判る。 また岩城

した。 その内タテジマアジツボおよびシロスジフジツ (1981〕の内湾フジツボ類の抱卵率を比較してもタテ

ポは潮間帯中部の代表者であり， 日本のほとんどの内 ジマアジツポのそれは他の内湾フジツボ類のそれよ り

湾で両者は隣合って生息し，かつ量的にも対等な関係 も高い （図3ー7）。

になっている（Yamaguchi,1977〕。つま り1971～27 小坂(1985〕はこのような繁殖時期の違いを指摘し，

および1974年の和歌山県田辺湾の潮間帯中部にほぼ同 また内海（1949〕の淡水中および空気中での耐性実験

数ずつのタテジマアジツポとシ ロスジフジツポが，ま の結果を引用して淡水中にタテジマフジツボが 9日間

た下部にサラサフジツボが生息すること，1975年の佐 生存し，それはサラサフジツボの約2倍であること，

世保湾の潮間帯中部にはタテジマアジツボとそれよ り 空気中に放置される耐乾性はタテジマアジツポがサラ

やや少なめかまたは同数のシロスジフジツボが，下部 サフジツボの約 5倍生存したことを指摘した。小坂

にはサラサフジツボが生息すること，1975年の呉湾の (1985〕も指摘しているように，このようなタテジマ

潮間帯中部にはタテジマフジツボとそれよりやや多め フジツボの潜在的な生殖的 ・生態的特徴が1940年代か

かまたは同数のシロスジフジツボが存在することを示 ら1960年代の間に日本の港湾で見られたよ うに，潮間

した。また山口（1982, 1983〕は1979および1981年の 帯での優占的地位を占めていたサラサフジツボがタテ

三浦半島東岸 ・西岸の内湾潮間帯中部にはタテジマア ジマアジツポに置き替わったと考えられる。

ジツボとシロスジフジツポがほぼ同数ずつ生息してい

ることを示した。 刊．帰化生物にまつわる一般的な問題点および

しかし1987年の田辺湾，三浦半島油査湾の潮間帯中 その他

部にはタ テジマアジツボだけが目立ち，シロスジフジ 帰化生物は巨視的な意味で，もともと生息していな

ツボはわずかにその存在が確認できるほど極端に少な かった場所 ・地域に ”飛び地”的に新しし 、地理的分布

くなっているか皆無に等しいとし寸事実が1専られた。 を獲得するようになった生物をさす。帰化生物の認定

つまり ，田辺湾では最近十数年の問に， 三浦半島では は従って地理的分布変化の時間的経過が正しく把握さ

ここ数年の聞に両者の量的関係が ドラスティックに変 れている必要がある。しかし一般にその認定に化石記

化していることが明らかになった。 録が考慮されていないことを考えると，帰化生物の

タテジマフジツボおよび他の内湾性フジツボ類の生殖 R過去”とは人聞の残した歴史記録の範囲内と言うこ

的・生態的特性 とを意味するのだろう。またそこにいなかったと判断

タテジマアジツポの繁殖時期は幼生の飼育実験や各 するのは昔のしっかりした生物の地理的分布について

種の付着実験から推定して次のよ 7になる。外国では の記録lこ頒らさるを得なし、。しかし稀lこしか発見され

北米 ・フ ロリ ダで通年（Weiss,1948），同じく2～3, ない種と混同する可能性を常に持つ。移住 ・帰化種の

5, 7' 9月 （Richard& Clapp, 1944），ハワイで通年 開拓者逮（Pioneerpopulation）の個体群サイズはもと
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の母集囲に較べれば極端に小さいことが予想される。

在来種との生息場をめぐる競争の結果，個体群がある

程度大きくなった時にやっと発見される可能性を持

つ。

帰化生物の在来種に対する侵略の生態については幼

生期の長さ，付着に至る割合（生残率〕， 成長速度，

一個体当りの抱卵数など重要と J思われる点を触れなか

った。それは当然避けて通れない問題と思われるが，

現時点でそれらについて利用可能な資料が無いのが実

情で， 今後以上の視点からの研究の充実が望まれる。

また帰化種と認定されているアカシマアジツボ

(Balanus venustus Darwin）やアミメフジツボ （Ba-

lanus variegatus Darwin〕についても触れなかった。

それらは日本での分布が限定されていて生態や生殖

の特性について不明な点が多いので，ここではそれら

の分布に関する資料を示すにとどめる。アカシマフジ

ツボはもともとアフリカからインドに至る海域lこ生息

していたもので，現在は北米南東からブラジノレに至る

大西洋西岸や日本にも知られるようになった。日本で

の記録は1968年佐渡に発見されたのが最初で，その分

布がまだ佐渡と若狭湾の二ケ所でそれらの生態的特徴

を元の集団のそれと比較できるほどのデータはない。

アミメフジツボ （Balanusvariegatus Darwin）はも

ともとオーストラリア ・ニュージーランド地域に生息

していたもので，現在では東南アジア，日本・有明海

やウラジオストックにも広がった。

四まとめ

ヨーロッパフジツボ・アメリカフジツボが日本へ移

住できた要因を整理すると，日本に広く分布し，外海

にも内湾にも，またかって日本の内湾種が生息してい

なかった海水の影響のあまり及ばない河川流域にも生

息できる生態的特性を備える。またそれからの繁殖期

は寒流の影響を受ける東北地方（例えば大槌〉湾では

夏期に限定されるが（加戸， 1982MS〕，他の地域では

通年またはかなり長期に及ぶこと，また春に付着した

集団は夏までに成長し，秋に付着する集団の生産に関

与している（岩城， 1981；加戸， 1982MS）ことの生殖

的特性をあげることができる。このような広温性，広

塩性，急速な成長，効率的な生産性が個体群の増加お

よび地理的分布の拡大の重要な原動力となったのだろ

7。

ヨーロァパフジツボ・アメリカフジツボが日本に移

住できた生態的生殖的 ・要因はオーストラリア・ニュ

ージーランド地域からヨーロッパへ移住に成功したヨ

ツフジツボに見られるそれと共通する。つまりそれら

の要因は移住成功のための一般的な要因と考えても良

いであろう。

タテジマアジツボ治ミヨーロッパフジツボ・アメリカ

フジツボと同様に最近の移住種と考えられる。その判

断の根拠として，最近50年間に内湾のフジツボ群集に

大きな変化があった。特にタテジマフジツボが潮下帯

から潮間帯へ進出し，他の内湾フジツボ類に替わって

優占種となった。その垂直的な分布変化は内海(1949〕

図 4. 日本の内湾フジツボ類（Yamaguchi,1977，第四図版を日本古生物学会の許可を得て転載〕

1. タテジマアジツボ （Balanusamρhitrite Darwin〕，和歌山県田辺湾，東大資料館所蔵， la-b. 周殻，

2倍， lc-d.右楯板， 6倍， lef.右背板， 6倍．

2. タテジマアジツボ （Balanusamphitrite Darwin), 和歌山県田辺湾， 東大資料館所蔵， 2ab. 瞬板，

2.5倍， 左側板， 2.5倍，2cf. 左峰側板， 2.5倍， 2g-h. 峰板， 2.5倍．

3. シロスジフジツボ （Ba/anusalbicostatus Pilsbry），和歌山県田辺湾，東大資料館所蔵， 3ab. 周殻，

2倍， 3c-d.右楯板， 5倍， 3e-f. 右背板， 5倍．

4. シロスジフジツボ （Balanusalbicostatus Pilsbry〕，和歌山県田辺湾， 東大資料館所蔵， 4ad. 噛板，

2倍， 4cd. 左側板， 2倍， 4ef. 左峰側板，2倍， 4gh. 峰板，2倍．

5. サラサフジツボ （Ba/anus何 ticulatusUtinomi〕， 和歌山県田辺湾，東大資料館所蔵， 5a-b. 周殻，

1. 5倍， 5cd. 右楯板，4倍， 5e-f. 右背板， 4倍， 5gh. n持板，1.5倍， 5ii.左側板，1.5倍， 5k-I.

左峰側板， 1.5倍， 5mn. 峰板， 1.5倍．

6. ドロフジツボ〔Balanuskondakovi Tarasov and Zevina），浜名湖，東大資料館所蔵， 6ab. 周殻，

1. 5倍， 6cd.右楯板， 4倍， 6e-f. 右背板， 4倍，

7. ドロフジツボ〔Balanuskondakovi Tarasov and Zevina），浜名湖，東大資料館苛蔵， 7a-b. 嶋板，

1. 5倍， 7c-d. 左側板，1.5倍， 7eーf. 左峰側板， 1.5倍， 7gh. 峰板， 1.5倍，

（これらのフジツボ類の鑑定法は山口〔1986〕を参照されたい。〕
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