
寄生性甲殻類の 1新種，ショキタテナガノエラヤドリに

ついて〜アマチュア研究者新種記載顛末記〜

Note on a bopyrid isopod, Probopyrus iriomotensis Saito, Shokita & Naruse, 2010, infecting

branchial chambers of the endemic freshwater shrimp,Macrobrachium shokitai Fujino & Baba,

1973
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琉球列島・西表島の河川には，固有種ショキタテ

ナガエビ Macrobrachium shokitai Fujino & Baba, 1973

が生息している．ショキタテナガエビは西表島の河

川上流部のみに生息し，島から海に降る事のない陸

封種である．幼生は完全に浮遊期が省略されている

（諸喜田，1975，1979）．生息環境が限られ，河川改

修や道路整備などの人為的な影響を受けやすい種で

あることから，稀少種として，環境省から「準絶滅

危惧 Near Threatened（NT）」，水産庁から「危急

種」，沖縄県から「絶滅危惧 II類 Vulnerable（VU）」

の指定を受けている（馬場，1995; 諸喜田・成瀬，

2005; 環境省，2007）．

このショキタテナガエビの鰓腔から得られたエビ

ヤドリムシ類の標本に基づき，新種ショキタテナガ

ノエラヤドリ Probopyrus iriomotensis Saito, Shokita &

Naruse, 2010（図 1，2）を記載した（Saito et al.,

2010）．これは本邦初記録の淡水産エビヤドリムシ

科等脚類である．エビヤドリムシ類は，十脚甲殻類

の鰓腔内や腹部腹面などに懸着寄生する小型甲殻類

で，世界から約 600種，日本から 94種が知られて

いる．第 95種目の本寄生虫は，稀少生物の生息を

脅かす新たな病害虫の発見ではない（と考えてい

る）．なぜならショキタテナガエビにヤドリムシが

寄生しているという情報は，かなり以前から確認さ

れており，陸封種ショキタテナガエビの生息地で
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図 1. ショキタテナガエビ Macrobrachium shokitai

Fujino & Baba, 1973，鰓腔に新種ショキタテナガ

ノ エ ラ ヤ ド リ Probopyrus iriomotensis Saito,

Shokita & Naruse, 2010が寄生（Saito et al., 2010

より改変）．

図 2. 新種ショキタテナガノエラヤドリ Probopyrus

iriomotensis Saito, Shokita & Naruse, 2010．A, 雌

背面図; B, 同腹面図．腹部（矢印）に雄が懸着

（Saito et al., 2010より改変）．

話題



は，このエビと寄生虫は既に共存共栄しているので

ある．本寄生虫に関する記述は，「改訂・日本の絶

滅のおそれのある野生生物：レッドデータブック」

（諸喜田，2006）や「改訂版・沖縄県の絶滅のおそ

れのある野生生物（動物編）：レッドデータおきな

わ」（諸喜田・成瀬，2005）などに見られ，またエ

ビの病気としての扱いであるが，アクアリスト向け

のガイドブックでも取りあげられている（山崎，

2001: 96）．

実は，このエビヤドリムシ類については 1991年

の本学会大会（日本甲殻類学会第 29回大会 in東京

水産大学）で，鹿谷法一博士からその存在を伺って

いた．当時学部生だった著者にとっては，「淡水産

のエビヤドリムシか，一度見てみたいな」とワクワ

クした気持ちにさせられたと同時に，西表島固有の

陸封種に寄生するエビヤドリムシ類なのだから未記

載種の可能性が非常に高いと直感したのであった．

時は経ち，2001年の学会大会（日本甲殻類学会第

39回大会 in東京海洋大学）の懇親会で諸喜田茂充

先生とお話しするチャンスがあったので，意を決し

て「ショキタテナガエビに寄生するエビヤドリムシ

類がいると伺っているのですが，それはどういった

種類なのでしょうか．大変興味があり，もしよろし

かったら教えていただけないでしょうか」と直接お

伺いしたのである．その回答たるや，「きみ，あれ

に興味があるの．だったら是非やって（研究して）

ください」と，本研究がスタートしたのである．そ

のとき共同研究者となる成瀬 貫氏を紹介していた

だき，標本の手配やら文献の借用やらの連絡を取り

あうようになった．実際見る標本は非常に興味深い

ものであり，さっそくスケッチにとりかかった．な

お，成瀬氏からは 10数編の文献とそれまでのデー

タを送っていただいたのだが，それらから察する

に，すでに記載の準備段階にあったのかも知れな

い．そのテーマを譲っていただいた恩義に応えたい

と，スケッチに熱が入ったのはいうまでもない．

2004年にはそれまでの結果をまとめて，中間報告

的な内容ではあったが，日本動物分類学会大会（第

40 回大会 in 千葉県立中央博物館）で口頭発表を

行った（齋藤ほか，2004）．

観察が終わり論文の執筆に入るのだが，実は英語

の論文は修士研究の公表（Saito & Kubota, 1995）以

来であった．正直自信はなかったが乗りかかった船

であり，（自己矛盾であるが）記載論文には少なか

らず興味があったので，集めた関連文献の見様見真

似で原稿執筆にとりかかった．なにより，10年前

に聞きおよび胸踊らせた未知のエビヤドリムシ類

を，この手で記載できる歓びは大きかった．実際の

ところは，2007年の学会懇親会で諸喜田先生から

「はやく結果を出しなさい」とお叱りをうけたこと

から，急遽畳み掛けに入ったというのが真相であ

る．当時多忙を極めていた成瀬氏との連携は円滑と

はいかなかったが（メールの返事を 2〜3週間待つ

のもざら），それでも追加標本や，未入手であった

関連論文を取りよせて頂き，2008年 7月から 2009

年 9月の間で 10数回にわたり原稿を調整していっ

た．その間，ショキタテナガエビ以外のテナガエ

ビ，両側回遊性のミナミテナガエビ Macrobrachium

formosense (Bate, 1868) からの発見というアクシデ

ントに見舞われたりもしたが，なんとか無事(?) 原

稿の体裁が整い，2009年 9月 7日，投稿の段につ

いたのである．投稿後も幾度にもわたり甲殻類担当

編集委員からの修正指示に対応し，レフェリーや英

文校閲者との折衝を経て，最初の原稿の原形をとど

めないほどの改変の後（もちろん英文として完成さ

れたという意味で，内容が変わってしまったわけで

はない），2010年 6月 7日，原稿受理のご連絡をい

ただくことができた（このときは，正直嬉しさより

も，開放感の方が大きかった）．はじめてのことで

知らなかったのだが，ここまで色々な方から様々な

コメントをいただくのは，投稿誌「Species Diver-

sity」の編集の特色だそうである．それでも論文の

印刷された掲載誌を手にしたときは，（勤務中で

あったので）机の下で小さくコブシを握ってガッツ

ポーズをとり，一日中ニヤニヤして過ごしたので

あった．実に，鹿谷博士からお話を伺ってから 20

年の歳月を費やしてしまった．その期間中，共著者

の諸喜田先生は琉球大学を退官され，成瀬氏は 4回

も所属を移られた．後日伺ったところ，宿主ショキ

タテナガエビの発見者である諸喜田先生は，エビの

発見当初（35年前！）からこの寄生虫に気がつか

れていたそうである．

なお，この寄生虫がエビにまったく害を及ぼさな

い無害な存在なのかどうかは，実はまだ判断するこ
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とはできず，今後の研究課題となる．また今回，両

側回遊種のミナミテナガエビへの寄生も 1例確認さ

れており，本新種の宿主特異性についても詳細に調

査する必要がある．ショキタテナガノエラヤドリの

所属するテナガエビエラヤドリ属は，ヤドリムシ類

のなかでも生活史や生態などがかなり詳しく調べら

れている分類群である．本種が既知種の知見とどこ

まで一致し，どういった違いがあるのか，その違い

が何によるのか，そういったことが今後の研究に

よって明らかにされていくことを切願する．淡水産

のヤドリムシ類という比較的扱いやすい生物である

ことが，今後の研究を大きく発展させるものと期待

している．
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