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日本産キジムシロ属の種子散布者としてのノトマイマイの有効性： 

種子散布距離と発芽への影響 

松山佑希子・北村俊平*  

Effectiveness of Euhadra senckenbergiana notoensis as seed dispersers for Potentilla species in Japan: 

seed dispersal distance and effects on germination 

Yukiko MATSUYAMA and Shumpei KITAMURA*  

 本研究では，バラ科キジムシロ属のヘビイチゴとヤブヘビイチゴを用いてノトマイマイの種子散布者

としての有効性について，果実採食の有無，種子散布距離，排泄された種子の発芽率から検討した．ノ

トマイマイ20個体への給餌実験をインターバル撮影で記録し，種子の排泄時間と活動時間を記録した．

さらにノトマイマイ30個体の移動速度を組み合わせ，種子散布距離を推定した．また，ノトマイマイの

体内通過後の種子の発芽能力をコントロールと比較した．種子の体内滞留時間の中央値はヘビイチゴで

11時間，ヤブヘビイチゴで12時間だった．ノトマイマイは時速0.55 mで，種子散布距離はヘビイチゴで

5.1 m （1.3-11.8 m)，ヤブヘビイチゴで5.9 m（1.2-10.3 m）だった．体内通過後の種子の発芽率は両種と

もに80%を超え，コントロールと差はなかった．ノトマイマイは数メートルの範囲に発芽能力がある種

子を散布することから，両種の有効な種子散布者として機能しうると考えられた．  

要旨 

キーワード：インターバル撮影 体内滞留時間 マイマイ属 ヘビイチゴ ヤブヘビイチゴ  

Key words: interval photography，gut passage time，Euhadra，Potentilla hebiichigo，Potentilla indica   

はじめに 

 植物の生活史において，種子散布は次世代の個体

数増加や分布拡大に直接的に関わる重要な局面であ

る（Cousens et al., 2008）．種子散布の中でも動物が

果実を食べ，その種子を糞として排泄し，散布する

ものは被食散布と呼ばれ，鳥類や哺乳類を対象とし

た研究が進んできた（Herrera, 2002; Howe & Small-

wood, 1982; Jordano, 2000）．一方，鳥類や哺乳類な

どの脊椎動物と比べ，体サイズが小さい無脊椎動物

では，種子サイズが物理的な制限となるため，被食

散布には注目されてこなかった．しかし，近年，果

実食性の小型無脊椎動物も被食散布に貢献すること 

が明らかになってきた．2005年にニュージーランド

のカマドウマ類の一種 Hemideina crassidensによる

被食散布が報告されて以降（Duthie et al., 2006)，

ニュージーランドのカマドウマ類（Burns, 2006; 

King et al., 2011），スペインのゴミムシダマシの一

種 Pimelia costata （de Vega et al., 2011)，日本のカ

マドウマ類（中西ほか, 2006; Suetsugu, 2018a, b），

モリチャバネゴキブリ（Uehara & Sugiura, 2017) な

どの節足動物による被食散布が報告されてきた． 

 これらの節足動物の他にもナメクジやカタツムリ

などの陸産貝類による被食散布の知見も集まりつつ

ある．1998年に北アメリカに生息する バナナナメ  
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松山佑希子・北村俊平 

クジ Ariolimax columbianus を対象とした研究を皮

切りに (Gervais et al., 1998)，アリ散布と考えられ

てきた草本を対象とした研究（Blattmann et al., 

2013; Calvino-Cancela & Rubido-Bara, 2012; Türke et 

al., 2010, 2011; Türke & Weisser, 2013）やシダ植物・

コケ植物・地衣類を対象とした研究から(Blattmann 

et al., 2013; Boch et al., 2011, 2013, 2015a, b, 2016a, 

b)，カタツムリやナメクジなどの陸産貝類が種子や

胞子の被食散布に貢献していることがわかってき

た． 

 ある植物個体にとっての種子散布者の有効性は，

その植物個体の適応度への貢献度と定義され，量の

要素と質の要素からなる(Schupp, 1993; Schupp et al., 

2010）．このうち，量の要素は，結実個体への訪問

頻度と訪問あたりの散布種子数で示され，結実個体

での動物による採食行動を観察することで，評価す

ることができる．質の要素は，被食による種子への

影響，散布された種子が生存する確率で示され，動

物に採食された種子の発芽実験や，動物が種子を散

布する場所を特定し，散布された種子の追跡調査を

行うことで評価される．このうち質の要素に関わる

種子散布先を特定して，種子の運命を長期間にわ

たって追跡調査するのは通常，困難である．そのた

め，結実個体からの散布距離の推定，散布地での種

子食害の程度や実生の生存率などを評価すること

で，その代替的な指標としている研究が多い． 

 バラ科キジムシロ属 Potentilla は主に北半球の温

帯に300種以上が分布する多年草または一年草で，

日本にはヘビイチゴ P. hebiichigo やヤブヘビイチ

ゴ P. indica を含む約20種が知られる（池田ほか，

2016)．ヘビイチゴやヤブヘビイチゴは，イチゴ状

果とよばれる偽果をつけ，その散布体は赤色に肥大

した花床の上にある赤色の果実（痩果）である（鳴

橋, 2017)．離島にも分布することから，鳥類が種子

散布すると考えられてきたが（鳴橋, 2017)，日本の

主要な果実食鳥類14種による利用は知られていない

(Yoshikawa et al., 2009)．哺乳類では，ニホンザル

Macaca fuscata（Izawa, 1963; 辻ほか, 2012）やタヌ

キ Nyctereutes procyonoides（加藤ほか, 2000）の糞

から種子が見つかっているが，比較的狭い地域から

の報告に限られる．一方，ヘビイチゴとヤブヘビイ 

チゴの痩果には，エライオソームが付属しており

(鳴橋, 2017)，富山県では，4種のアリ類がこれらの

痩果を運んでいた（Ishikawa & Naruhashi, 2003)．ま

た，ヤブヘビイチゴが帰化しているドイツでは，そ

の果実を持ち去る動物として，鳥類や小型哺乳類の

他にカタツムリやナメクジなどの陸産貝類が関与し

ている可能性が指摘されている（Schelter, 2006)． 

 カタツムリやナメクジの陸産貝類は日本に約800

種が生息し，植物の芽，葉，茎，果実，種子，朽ち

木，藻類，菌類などを食べる雑食性である（西・武

田, 2015)．そのため，ヘビイチゴやヤブヘビイチ

ゴでもカタツムリやナメクジが被食散布に貢献して

いるのではないかと考えられる．本研究では，ヘビ

イチゴとヤブヘビイチゴを対象として，陸産貝類の

一種ノトマイマイEuhadra senckenbergiana notoensis

の種子散布者としての有効性を潜在的な種子散布距

離と体内通過した種子の発芽実験から検証した． 

  

調査対象 

ノトマイマイ 

 本研究では，北陸地方の平地に生息するカタツム

リの一種ノトマイマイを対象とした．2016年10月6

日に石川県野々市市の末松廃寺跡（北緯36度30分，

東経136度35分）でノトマイマイを50個体捕獲し

た．捕獲個体は石川県立大学に持ち帰り，植物生態

学実験室内で飼育した．各個体の殻に番号を記入し

たビニールテープを張りつけて個体識別を行い（写

真1)，プラスチック製飼育ケース（22 × 13 × 12 

cm）の中で5個体ずつ飼育した．飼育期間中，キャ

ベツ，ニンジン，ナス，ミニトマト等を3～4日に1

回与え，週に1回，飼育ケースの洗浄を行った．

2017年10月2日に移動距離の測定実験に使用するた

め，上記と同じ場所で8個体を追加捕獲した． 

 全58個体の殻径の平均値は34.9 mm（範囲：22.2-

40.0 mm)，体重の平均値は9.4 g（範囲：2.9-13.6 

g）だった (表1)．すべての実験が終了した2017年

12月7日にこれらのノトマイマイを捕獲地点に放逐

した． 

 

ヘビイチゴとヤブヘビイチゴ 

 ノトマイマイへの給餌実験に用いた植物はバラ科  
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ノトマイマイの種子散布者としての有効性  

写真1 給餌実験に使用したノトマイマイ(個体番号4，

   2018年11月9日に末松廃寺で撮影)．  

写真2 給餌実験に使用したヘビイチゴとヤブヘビイチ

   ゴの果実．a：ヘビイチゴ（2017年6月7日に  

   石川県立大学ビオトープで撮影)，b：ヤブヘビ

   イチゴ(2017年6月5日に石川県立大学ビオトー

   プで撮影)．   

表1 本研究で行った実験1から実験4に使用したノトマイマイの

 個体情報．実験1，2，4では，個体番号1から20にはヘビイ

 チゴ，個体番号21から58にはヤブヘビイチゴを給餌した．

 ただし，実験4では個体番号45にヘビイチゴを給餌した． 

キジムシロ属のヘビイチゴ（写真2a）とヤブヘビイ

チゴ（写真2b）である．ヘビイチゴは路傍や田の畦

など，比較的日当たりのよい場所に見られ，4月か

ら5月に開花し，5月から6月に結実する（鳴橋, 

2017)．ヘビイチゴの果実は表面に痩果が並ぶ集合

果で，痩果の大きさは平均1.1 × 0.8 × 0.6 mmである

(鳴橋, 2017)．ヤブヘビイチゴは林縁などのやや日         

a 

b 
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実験2：種子の体内滞留時間の測定 

 実験1を1分間間隔のインターバル撮影（KING 

JIM，レコロIR7，フレームレート：10 fps）で観察

した．ノトマイマイの採食終了時間と種子を含んだ

糞の排泄時間から，ヘビイチゴとヤブヘビイチゴの

種子の体内滞留時間を推定した．インターバル撮影

カメラは三脚を使い，プラスチックケースを真上か

ら撮影するように設置した（写真3）．白い紙の上

にプラスチックケースを置くことで，ケース内部で

のノトマイマイの活動が見えやすいようにした．観

察には，計10台のカメラを使用し，1台のカメラで4

個体分を同時に観察した． 

 実験はノトマイマイの入ったケースにヘビイチゴ

またはヤブヘビイチゴを入れ，蓋をしたところから

開始した．実験中は常時，室内の照明を点灯した状

態を保ち，ノトマイマイが殻に閉じこもり，動かな

くなるまで実験を継続した．実験終了後，インター

バル撮影の画像をパソコンに取り込んで採食終了時

間と排泄時間を確認し，種子の体内滞留時間を推定

した．排泄された種子は個体ごとに1つのケースに

まとめ，種子数を数えた． 

 2017 年10 月25 日17 時から，ヤブヘビイチゴで2

回目の実験を行った．実験の初期設定は6月と同じ

方法を用いたが，終了条件を変更した．ヤブヘビイ

チゴを採食したノトマイマイを1週間観察した後，

追加でニンジンを与え，ヤブヘビイチゴの種子が体

内に残っていないことを確認した後，実験を終了し

た．実験開始から1日おきに排泄された種子を回収

し，種子数を数えた．   

  

実験3：単位時間あたりの移動距離の測定 

 2017年11月10日に個体識別したノトマイマイ30匹

を石川県立大学キャンパス内の芝生上に放逐し，1

時間の移動距離を3回測定した．1辺6 mの正方形の

調査区をテープで設置し，調査区の中で実験を行っ

た（写真4）．調査区の中心に1辺1 mの正方形の区

画を設定し，その内部を30等分し（16.7 × 20 cm），

それぞれの中心にノトマイマイを1個体ずつおいた

（写真5）．1時間後，ノトマイマイが移動した先に

杭を刺し，メジャーで移動距離を測ったのち，杭を

はずし，1回目と同じ地点から2回目，3回目の実験 

写真3 実験室内における1分間間隔のインターバル撮

   影（KING JIM，レコロIR7，フレームレート

    10 fps）による種子の体内滞留時間の測定．    

当たりの悪いところに見られ，5月から8月に開花

し，主に6月から7月に結実する（鳴橋, 2017)．ヤブ

ヘビイチゴの果実も表面に痩果が並ぶ集合果で，痩

果の大きさは平均1.1 × 0.8 × 0.6 mmである（鳴橋, 

2017）．両種ともに発芽には変温を必要し，特にヘ

ビイチゴは変温がなければほとんど発芽しない

(Naruhashi & Suzuki, 2003)．両種ともに散布体は痩

果であるが，本研究では，便宜上，痩果のことを

「種子」と呼ぶ． 

 

実験方法 

実験1：ヘビイチゴとヤブヘビイチゴの給餌実験 

 2017年6月5日に石川県立大学ビオトープで外見

上，食害がないヘビイチゴの果実を20個とヤブヘビ

イチゴの果実10個を採取し，ノトマイマイへの給餌

実験に使用した．石川県立大学ビオトープでは，5-

6月頃に両種の結実が同所的に見られる（星・北村, 

2017）．2017年6月7日16時から，植物生態学実験室

内でノトマイマイへの給餌実験を行った．5日間絶

食させたノトマイマイ20個体（殻径平均35.0 mm）

を個別に直径12 cm の丸形プラケースにいれ，それ

ぞれにヘビイチゴ1個を提示した．ヘビイチゴより

果実サイズが大きなヤブヘビイチゴは1個を半分に

切断し，0.5個ずつを別の20個体（殻径平均34.6 

mm）に提示した．給餌後，実験2のインターバル撮

影の記録から果実の採食と排泄の有無を確認した． 
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トロールとして利用した．ノトマイマイが排泄した

糞に含まれた種子は水洗いし，発芽実験に利用し

た．採取した種子は個体別にケースに分け，室温で

保存した． 

 10月23日にノトマイマイが排泄したヘビイチゴの

種子10個体分とコントロール10個，ヤブヘビイチゴ

の種子10個体分とコントロール10個を個体ごとに

別々のプラスチックケースに播種し，植物生態学実

験室内に設置した．発芽実験に利用したヘビイチゴ

の種子はノトマイマイが排泄したものが618個，コ

ントロールが605個で，ヤブヘビイチゴはノトマイ

マイが排泄したものが749個，コントロールが670個

だった．ケースには湿らせたキッチンペーパーを敷

き，毎週，発芽の有無を確認し，霧吹きで水やりを

行った．発芽が確認された種子はケースから取り出

した．2017年12月以降は両種ともに新規の発芽がほ

とんど見られなくなったため，2017年12月14日から

実験室よりも暖かい学生部屋の窓際に実験ケースを

移動させ，2018年6月18日まで観察を継続した． 

 これらの実験の統計解析には，フリーソフトのR 

3.3.2を使用した（R Development Core Team, 2016）． 

 

結果 

実験1：ヘビイチゴとヤブヘビイチゴの給餌実験 

ヘビイチゴ，ヤブヘビイチゴを給餌したノトマイマ

イは全てが果実を採食し，外見上，健全な種子を排

泄した（写真6）．          

写真4 ノトマイマイの移動速度の測定に利用した実験

   区の外観．石川県立大学キャンパス内の芝生

   上に6×6 mの実験区を設定した．  

写真5 ノトマイマイの移動速度を測定するために実験

   区に配置した様子．写真4の実験区の中心（1

   ×1m）に30個体のノトマイマイを等間隔に並

   べ，1時間ごとに移動距離を測定した．    

を行った．実験3の卖位時間あたりの移動速度と実

験2のインターバル撮影から推定した1回目の排泄ま

での活動時間を組み合わせて，ノトマイマイの潜在

的な種子散布距離を推定した． 

 

実験4：ノトマイマイが排泄した種子の発芽実験 

 2017年8月27日に石川県立大学ビオトープで外見

上，食害がないヘビイチゴの果実を20個とヤブヘビ

イチゴの果実20個を採取し，発芽実験に用いた．果

実は2等分して，半分をノトマイマイへの給餌実験

に利用し，残り半分は人工的に果肉を除去し，コン       

 

写真6 ノトマイマイが排泄した糞に含まれるヘビイチ

   ゴの種子（2017年6月8日撮影)．     
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実験2：種子の体内滞留時間の測定 

 6月の実験では，ノトマイマイはヘビイチゴの種

子を含んだ糞を最大2回，ヤブヘビイチゴの種子を

含んだ糞を最大4回排泄した．ヘビイチゴの種子の 

体内滞留時間の中央値は1回目が10.5 時間（3.5 - 

27.5 時間，N = 20)，2回目が26.8 時間（10.5 - 40.0 

時間，N=13）だった（図1)．ヤブヘビイチゴの種

子の体内滞留時間の中央値は1回目が11.9 時間（4.0

- 23.5 時間，N = 16），2回目が23.3 時間（8.5 - 53.3

時間，N = 16）だった（図1)．10月の実験では，ノ

トマイマイは最大4回排泄し，種子の体内滞留時間

は1回目の中央値が23.8 時間（4.7 - 29.0 時間，N = 

20) ，2回目が37.7 時間（21.8 - 123.8 時間，N = 11）

だった（図1)．  

チゴとヤブヘビイチゴを含んだ糞の排泄時間に有意

差は見られなかった（Welch’s Two Sample t-test，

t=0.61，P = 0.554)．一方，ヤブヘビイチゴを含んだ

糞の排泄時間は6月よりも10月の方が長かった

（Welch’s Two Sample t-test，t=－2.66，P = 0.020)． 

 ノトマイマイの糞に含まれたヘビイチゴの種子数

の中央値は53個（3-95個，N=23）だった．ヤブヘ

ビイチゴの種子数の中央値は6月に26個（2-89個，

N = 41)，10月に52個（1-123個，N = 33）だった．

糞に含まれた種子数の中央値は，ヘビイチゴでは，

1回目に57個，2回目に28個，ヤブヘビイチゴでは，

6月の1回目は55個，2回目は21個，10月の1回目は69

個，2回目は45個だった（図2）．  

 6月の実験では，ヘビイチゴとヤブヘビイチゴを

含んだ1回目の糞の排泄時間に有意差は見られな

かった（Welch’s Two Sample t-test，t=－0.68，P = 

0.500)．一方，ヤブヘビイチゴを含んだ糞の排泄時

間は6月よりも10月の方が長かった（Welch’s Two 

Sample t-test，t=－4.93，P < 0.001)．2回目の排泄時

間の比較でも1回目と同様，6月の実験では，ヘビイ    

図1 ノトマイマイが食べたヘビイチゴとヤブヘビイチ

 ゴの果実内の種子が排泄されるまでの時間（h）

 と糞の回数の関係を示した箱ひげ図．  

図2 ノトマイマイの排泄した糞に含まれるヘビイチゴ

 とヤブヘビイチゴの種子数と糞の回数の関係を

 示した箱ひげ図．  

実験3：単位時間あたりの移動距離の測定 

 ノトマイマイの1時間あたりの移動距離の中央値

は0.55 m（0-1.3 m ，N = 90）であった（図3)．実験

2のインターバル撮影カメラの記録から，ノトマイ

マイが最初の糞を排泄するまでの活動時間は，ヘビ

イチゴを採食した個体の中央値が 9.6 時間(N = 

20)，ヤブヘビイチゴを採食した個体で11.2 時間

（N = 20）だった．移動速度の中央値である0.55 m 
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の種子散布距離は12.5 m（3.0-29.0 m，N = 20)，ヤ

ブヘビイチゴの種子散布距離は14.5 m（2.8-25.4 

m，N = 20）だった．  

 

実験4：排泄された種子の発芽実験 

 ノトマイマイの体内通過の有無にかかわらずヘビ

イチゴでは，播種後しばらくは発芽がほとんど見ら

れなかった．12週目（2018年1月15日）以降にノト

マイマイの体内を通過した種子もコントロールの種

子も発芽数が増加した(図5)．18週目以降の発芽率

は横ばいになり，2018年6月18日の観察終了時点で

ノトマイマイが排泄したヘビイチゴの発芽率は

80.5±4.6 %（平均±SE，N = 10)，コントロールの発

芽率は72.7±7.5 %（平均±SE，N = 10）で（図5)，

処理間で発芽率に有意差は見られなかった

（Welch’s Two Sample t-test，t=0.89, P = 0.389)．  

 ヤブヘビイチゴは播種後2週間で発芽が開始し

た．播種後1ヵ月でノトマイマイが排泄した種子の

62 %は発芽したが，同時期に発芽したコントロール

は19 %だった(図5)．12月11日以降，全く発芽が見

られなかったが，1月1日から発芽が再開し，コント

ロールの発芽率も徐々に高まった．観察終了時点で

ノトマイマイが排泄したヤブヘビイチゴの発芽率は

81.6±6.0 %（平均±SE，N = 10)，コントロールの発

芽率は71.9±6.0 %（平均±SE，N = 10）で（図5)，

処理間で発芽率に有意差は見られなかった

（Welch’s Two Sample t-test，t=1.15，P = 0.267)． 

 

考察 

ノトマイマイの種子散布距離 

 ノトマイマイは外見上健全な種子を糞とともに排

泄し，両種の種子の体内通過時間はほぼ同じであっ

た．本研究では，卖位時間あたりの移動距離の測定

を芝生の上で行ったことにより障害物や，垂直方向

への移動が考慮されていない．また，採食後，排泄

するまでの活動時間に移動速度を掛け合わせて推定

した種子散布距離は，ノトマイマイが活動時間中，

一直線に移動した場合の散布距離であるため，種子

散布距離を過大評価している可能性が考えられる．

一方，本研究では最初の糞に含まれた種子の散布 

で推定したノトマイマイが1回目に排泄した糞に含

まれたヘビイチゴの種子散布距離は5.1 m（1.3-11.8 

m，N = 20，図4)，ヤブヘビイチゴの種子散布距離

は5.9 m（1.2-10.3 m，N = 20，図4）だった．移動速

度の最大値（1.3 m）で計算した場合，ヘビイチゴ 

図3 ノトマイマイの1時間あたり移動距離（m/h）のヒ

 ストグラム．  

図4 ノトマイマイの移動速度とヘビイチゴとヤブヘビ

 イチゴの種子の体内滞留時間から推定した潜在

 的な種子散布距離のヒストグラム．  
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距離を推定したが，2回目以降の糞では，種子を1日か

らそれ以上の時間滞留させていた個体が多く，排泄す

るまでに移動する時間も長くなると考えられる．以上

のような問題点はあるが，本研究で推定されたノトマ

イマイの潜在的な種子散布距離はヘビイチゴで5.1 

m，ヤブヘビイチゴで5.9 mで，最大10 mを超えた．  

 これまでの先行研究から，ヘビイチゴやヤブヘ

ビイチゴの種子散布は，長距離的には鳥類，中距離

的には小型から中型の哺乳類，短距離的にはアリや

カタツムリ等に依存すると考えられてきた（鳴橋, 

2017)．富山県の先行研究では，アメイロアリ

Paratrechina flavipes，トビイロケアリLasius japoni-

cas，トビイロシワアリTetramorium tsushimae，アミ

メアリPristomyrmex punctatus がヘビイチゴやヤブヘ

ビイチゴの種子を運んでいた（Ishikawa & Nar-

uhashi, 2003)．この研究では種子散布距離が測定さ

れていないが，アリによる種子散布距離を網羅的に

調べた先行研究から報告されている種子散布距離の

大部分は数メートル以内である（Gómez & Espa-

daler, 2013)．日本国内の先行研究でも同様な結果が

得られており，北海道の針広混交林では，カタクリ 

Erythronium japonicum，エゾエンゴサクCorydalis 

ambigua，オドリコソウLamium album，ミヤマスミ

レViola selkirkii，ツボスミレV. verecunda のアリに

よる種子散布距離は2 m 未満であった（Ohkawara  

& Higashi, 1994; Ohkawara et al., 1996, 1997; 大河原, 

1999)．佐賀県でヒカゲスゲCarex laneolata とモエ

ギスゲ  C. tristachya の種子散布距離の平均値が 

もっとも大きいクロヤマアリ Formica japonica で

4.25 m だった（Tanaka & Tokuda, 2016)．その他に

は，オオズアリ Pheidole noda やトビイロシワアリ

がスミレ Viola mandshurica，スズメノヤリ Luzula 

capitata，アオスゲ Carex leucochlora の種子を2-3 

m，オオズアリがキケマン Corydalis heterocarpa 

var. japonica の種子を7.2 m 運んでいることが知ら

れているが（中西, 1999)，アリがヘビイチゴやヤブ

ヘビイチゴの種子を運んでもノトマイマイと同程度

か，より短い距離と考えられる． 

 日本国内でヘビイチゴを食べることが知られるタ

ヌキの潜在的な種子散布距離の最大値は421-490 m 

（Mise et al., 2016; 宮田ほか, 1989; Sakamoto & Ta-

katsuki, 2015) ，ヘビイチゴやヤブヘビイチゴを食べ  

図5 播種後のヘビイチゴとヤブヘビイチゴの平均発芽率（±標準誤差）の時間変化．2017年10月23

 日に播種し， 2018年6月18日まで毎週，観察を継続 した．●：ノトマイマイが排泄したヘビイ

 チゴ，〇：コントロールの ヘビイチゴ，▲：ノトマイマイが排泄したヤブヘビイチゴ，△：コ

 ントロールのヤブヘビイチゴ． 
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ノトマイマイの種子散布者としての有効性  

られた． 

 陸産貝類が被食散布した種子の発芽実験を行った

先 行 研 究 で は（Blattmann et al., 2013; Calvino-

Cancela & Rubido-Bara, 2012; Gervais et al., 1998; Tü-

rke et al., 2010)，いずれも陸産貝類が排泄した種子

に発芽能力があることが確認されている．一方，発

芽率については，本研究と同様にコントロールと発

芽率が変わらない場合（Calvino-Cancela & Rubido-

Bara, 2012; Gervais et al., 1998; Türke et al., 2010）と

コントロールよりも低下する場合（Blattmann et al., 

2013; Gervais et al., 1998）が報告されている．ドイ

ツでナメクジの一種 Arion rufus にアリ散布植物の

ヤブイチゲ Anemone nemorosa の種子を給餌した実

験では，ナメクジの体内を通過した種子の発芽率は

コントロールと同程度であった（Türke et al., 

2010)．コウラクロナメクジ Arion ater を対象とし

て9種の果実の給餌実験を行い，体内通過した種子

とコントロールで種子の発芽率を比較した研究でも

(Calvino-Cancela & Rubido-Bara, 2012)，最終発芽率

はナメクジが排泄した種子で多少高いか，大きな差

がない結果が得られており，本研究から得られた結

果と一致する．一方，外来ナメクジArion lusitanicus

を含む4種の陸産貝類 (ナメクジ2種 A. lusitanicus，

A. rufus とカタツムリ2種：モリノオウシュウマイマ

イCepaea nemoralis，エスカルゴ Helix pomatia ）に

5種の草本種子（ムギセンノウAgrostemma githago，

セイヨウアブラナBrassica napus，ナガミノアマナ

ズナCamelina sativa，シロバナシナガワハギMeliotus 

albus，ノヂシャValerianella locusta )を与えて，排泄

さ れ た 種 子 の 発 芽 率 を 比 較 し た 研 究 で は

（Blattmann et al., 2013)，全種ともにコントロール

よりも低い発芽率が報告されている．そのため，対 

象とした陸産貝類や植物種に依存して，被食散布の

効果が大きく異なることが示唆される． 

 本研究では，バラ科キジムシロ属のヘビイチゴと

ヤブヘビイチゴを用いてノトマイマイの種子散布者

としての有効性について，果実採食の有無，潜在的

な種子散布距離，排泄された種子の発芽率から検討

した．ヨーロッパでの先行研究と同様に日本でもエ

ライオソームをもつ種子をつける植物の種子散布に

おいて，陸産貝類による被食散布は過小評価されて 

るニホンザルは634 m （Terakawa et al., 2009; Tsuji & 

Morimoto, 2016）と報告されている．また，ヘビイ

チゴやヤブヘビイチゴの果実を利用する可能性があ

るホンドテン Martes melampus の最大種子散布距離

は5 km（Tsuji et al., 2016)，ツキノワグマ Ursus 

thibetanus は22 km （Koike et al., 2011; Naoe et al., 

2016）と推定されており，いずれもノトマイマイの

種子散布距離よりも桁違いに長い． 

 日本の果実食鳥類によるヘビイチゴやヤブヘビイ

チゴの果実利用は知られていないが（Yoshikawa et 

al., 2009)，中国の单京中山植物園では，クロウタド

リの Turdus merula の他に日本にも分布するオナガ

Cyanopica cyana の糞から高頻度でヤブヘビイチゴ

の種子が見つかっている（Li & Yin, 2004)．ヤブヘ

ビイチゴが帰化したアゾレス諸島でも，クロウタド

リ，ズグロムシクイ Sylvia atricapilla，カナリア

Serinus canaria，ヨーロッパコマドリ Erithacus ru-

becula の糞からヤブヘビイチゴが見つかっており

（Heleno et al., 2011, 2013)，日本でも鳥類がヘビイ

チゴやヤブヘビイチゴの種子散布に貢献している可

能性は否定できない． 

 現在までのところ日本国内の先行研究では，哺乳

類や鳥類が積極的にヘビイチゴやヤブヘビイチゴの

果実を利用しているという証拠は少ない．しかし， 

これらの哺乳類や鳥類が散布することで，アリやカ

タツムリなどの無脊椎動物による種子散布では，到

達が難しい距離を一度に運ばれていると考えられ

る．  

 

ノトマイマイの体内通過による発芽への影響 

 本研究で行ったヘビイチゴとヤブヘビイチゴの発

芽実験では，ノトマイマイの体内を通過した種子の

方がコントロール種子よりも早く発芽した．最終的

な発芽率に統計上の有意差は認められず，両種とも

にノトマイマイの体内を通過した種子は80%を超え

る高い発芽率を示した．これはさまざまな温度条件

と保存条件を組み合わせ，ヘビイチゴとヤブヘビイ

チゴの発芽実験を行った先行研究に匹敵する高い発

芽率である（Naruhashi & Suzuki, 2003)．そのた

め，ノトマイマイの体内を通過した両種の種子の発

芽能力は自然条件と比べても低下していないと考え      
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いるのではないかと考えられる．本研究の結果で示

したようにノトマイマイそのものが種子の長距離散

布に貢献することは難しい．しかし，種子が体内に

長く滞留することで，ノトマイマイが何らかの捕食

者に食べられ，二次散布されることで (Hämäläinen 

et al., 2017; López-Darias & Nogales, 2016; Nogales et 

al., 2002, 2007; Padilla et al., 2012; Reiserer et al., 2018; 

Sarasola et al., 2016)，より広い範囲に種子が散布さ

れる可能性も考えられる．今後，ノトマイマイを含

む陸産貝類がヘビイチゴやヤブヘビイチゴの結実個

体からの種子の持ち去りにどの程度貢献しているの

か，野外でどの程度の距離を移動するのか，種子散

布先の環境がヘビイチゴとヤブヘビイチゴの発芽適

地であるかなどの野外調査を組み合わせることで，

これまで見過ごされてきた陸産貝類による種子散布

者としての生態系機能を解明することにつながると

考えられる． 
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