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要旨
　南方系小型カニ類のヨツメコブシ Euclosia unidentata（De Haan, 1841）は，わが国日本海では
従来，島根県と京都府からのみ採捕記録があったが，2009～2010年に石川県から初めて，加賀市
橋立沖の水深40～80mの砂泥域から，9個体（7雄，2雌）が得られた．今回のヨツメコブシの採
捕は，日本海における同種の従来の分布域の北上拡大を意味し，石川県が同種の北限海域となった
ことを示している．このことは，近年の海水温上昇傾向と本種のさらなる北方域への分布拡大との
関連性を示唆するものである．
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はじめに
　本州日本海のほぼ中央に位置する石川県の沿岸域
は，砂泥を主とする加賀海域と岩礁が点在する能登
海域とからなり，両域共に対馬暖流に洗われる一
方，沖合の200m以深域には冷水塊が常在している
ことから多様な生物相が形成され，カニ類に限って
もそのことが指摘されている（鈴木・本尾 , 1969）．
いままでに石川県から報告されたカニ類は，総じて
131種に上っている（本尾，2003）．
　今回，上記の131種に含まれていない南方系のヨ
ツメコブシが得られたので，その概要を報告する．
　ヨツメコブシ（コブシガニ科Leucosiidae）は甲
幅約38mmに成長し，水深30～140mの砂～砂泥底
に生息しており，わが国では東京湾から九州（日本
海側の記載なし），海外では台湾，ホンコン，トン
キン湾，モルッカ諸島，インドネシア，インド西
岸に広く分布する小型の南方系カニである（酒井，
1976；三宅，1998；Galil, 2003）．

方法
　2005～2010年の6年間，毎年それぞれ複数回，
石川県の加賀市橋立，小松市安宅および金沢市大野
の各漁港を訪れ（図1），魚類漁獲を主目的とする
底刺し網や漕ぎ刺し網に混獲される雑カニ類を採集
した．操業水深は刺網では7～60m，漕ぎ刺網では
50～120mの範囲である．漁場の底質は，岩礁域で
のサザエを目的とした夏期の刺し網漁を除いて，い
ずれも砂ないしは砂泥である．操業期間は冬期の時
化を避けて本格的には3～11月であり，食用価値
の無いいわゆる雑ガニ類がよくかかるのは夏期を中
心とする4～10月の数ヶ月間である．
　種の査定はSakai（1976），三宅（1998）及び
Galil（2003）に，そして学名は最新のNg et al. 
（2008）に拠った．採集標本は，雌雄判定後，甲長
CL及び甲幅CWを0.1mmまで読み取れるノギス
を使って測定し，70%エタノールに液浸保存した．
これらは，石川県立自然史資料館に保管される．
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結果と考察
ヨツメコブシEuclosia unidentata（De Haan, 1841）
Leucosia unidentata-Sakai, 1976, pp. 115, 117, 119, 
　　pl. 34, fig. 4．-三宅 , 1998, p. 68, pl. 23．
Euclosia unidentata-Galil, 2003, p. 333, pp. 342-344, 

figs. 2, 5-6．-Ng et al., 2008, p. 94．
【採集個体】上述の3漁港のうち橋立のみから，
2009年4月から2010年8月にかけて，以下の計9個
体を得た．漁具はすべて漕ぎ刺し網であり，水域は
橋立沖10km内外の水深35～80mの砂泥底であっ
た．
①2009年4月13日
　1雄：CL27.2mm，CW23.4mm，水深65m
②2009年6月19日
　 3雄： CL30.0, 30.1, 30.8mm, CW26.3, 26.5, 

26.9mm，水深約70m
　1雌：CL29.5mm, CW26.3mm，水深約70m
③2010年4月26日
　1雄：CL19.3mm, CW17.1mm，水深60m
　1雌：CL29.2mm, CW25.1mm，水深約60m
④2010年7月5日
　1雄：CL29.2mm, CW24.9mm，水深35m
⑤2010年8月17日
　1雄：CL29.9mm, CW26.2mm，水深80m
【形態】光沢のある甲（甲羅，背甲）の胃域に大き
な2対の赤ないしは紫紅色の蛇ノ目斑紋があり（和
名の由来），さらにその直ぐ前方やや内側に一対の
不鮮明なごく小さい白斑がある（図2）．鉗脚の不
動・可動指基部と4対の歩脚には鮮やかな橙色斑・
域がある（図2）．甲額縁は平たくて，いくぶん中
央部が突出してかすかに額角状を呈する．甲前側
縁・後側縁は無歯である（図2，3A，4A）．鉗脚長
節の前縁に大小6～8個，後縁に6～7個の顆粒が
ある（図2，3A，4A, B）．胸腔には“真珠”様の
白顆粒4～6個（内4～5個は大粒）があり，かつ
分岐溝上方に2～3個がある（図3C, 4D）．雄の白
い第1腹肢はゆるく螺旋状にねじれ，その先端部は
わずかに薄茶色で，カーブすることなく指状を呈し
てやや斜め先方に伸びている（図3D）．口部の外顎
脚は長三角形を呈し，外肢は基部約1/3，そして内
肢はほぼ中央部（1/2）で二分されている（図4C）．
雄の腹部は長三角形を呈し，融合した第3-5腹節
と第6腹節間に切れ込みが，かつ第6腹節の基部約
1/3に幾分横長の突起がある（図3B）．雌の腹部は

幅広く卵形様を呈する（図4B）．鉗脚の可動・不動
指の噛合面には鈍頭歯が列生する（図2，3A，B，
E，4B）．
【サイズ】ヨツメコブシの甲サイズに関し，酒井
（1976）はCL28.5mm，CW25.5mmぐらいとしてい
る．今回得た全9個体は，2010年4月26日採捕の
小さい1雄（CL19.3mm，CW17.1mm）（図2）を
除いて，CLで27.2～ 30.8mm，CW23.4～ 26.9mm
の範囲にあって，サイズ的にほぼ揃っていることか
ら，それらは同年生まれの個体のように思われる．
そして，今回の9個体は酒井（1976）や三宅（1998）
のサイズ値のほぼ範囲内にあり，かつ雌雄の各腹肢
の形態から判断してそれらは成体と見なされる．一
方，CL19.3mmの雄（図2）ではその第1腹肢は脆
弱かつ形態的に未完の様相を呈していたことから，
この個体は未成体のように思われる．
【出現海域・時期】毎年訪れている3漁協の内，目
下のところ橋立漁港近傍からのみ，しかも2009年
になって急に本種が採れだしている．漁業者による
と，毎年の出漁日数や漁場には大きな違いがないの
で，その近年採捕の背景に関心が持たれる．

図1　調査に訪れた3漁港の位置
　�3カ所のうち，橋立のみから雌雄合わせて9個体のヨ
ツメコブシを得た．
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　ヨツメコブシの採捕に関し，本州・北海道の日本
海側からは島根県（上田 , 1963）と京都府（本尾・
豊田 , 2003）の2海域からのみ報告があった．今回
それらよりも北方に位置する石川県から，しかも複
数個体が得られたことが注目される．
　近年，日本海の沿岸海水温の上昇傾向が報じられ
ており（京都府立海洋センター , 2004），そのこと
は最近の山陰沖や山形県沖でも水温の上昇トレンド
がある（倉長・志村 , 2009; 石向 , 2009）ことから
も肯ける．これらのことは，インド・西太平洋に広
く分布する南方系のヨツメコブシが，近年の水温上
昇傾向に乗じて，幼生が対馬暖流で運ばれて分布域
をより北方に拡げている可能性を示唆しているよう
に思われる．今回の複数個体採捕はここ2年間の単
発的な特異現象なのか，あるいはこれからも引き続
いて見られるのかに関心が持たれる．そして，採集
調査を継続することと併せて，対馬暖流の消長を注
視していくことが必要と思われる．このことは単に
ヨツメコブシに留まらず，少なくとも南方系カニ
類，ひいては十脚甲殻類全般の出現についても言え
ることである．

謝辞
　標本を採集していただいた，加賀市漁業協同組合
所属の大井茂，大井輝夫，高木正則，谷隆，油野光
男の各氏にお礼申し上げるとともに，本稿を校閲し
て下さった新潟大学名誉教授本間義治博士および本
誌の校閲者に深謝します．

図3　ヨツメコブシの雄
　�甲長（CL）30.0mm，甲幅（CW）26.3mm，2009年6月19日橋立沖で採捕．
　A，背面；B，腹面；C，左腹腔部；D，右第1腹肢；E，右鉗脚（腹面）．

図2　ヨツメコブシ
　�甲長（CL）19.3mm，甲幅（CW）17.1mmの比較的若
い雄の背面，2010年4月26日橋立沖で採捕．
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図4　ヨツメコブシの雌
　�甲長（CL）29.5mm，甲幅（CW）26.3mm，2009年6月19日橋立沖で採捕．
　A，背面；B，腹面；C，外顎脚部；D，左腹腔部．
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