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はじめに

　節足動物に関わらず，眼の構造はしばしばカメラなどの

光学機器になぞらえられ，そしてその機能は如何にして多

くの光を集めるか（感度：Sensitivity）と，物空間の対象物
をどれだけ鮮明にイメージングするか（解像力：Resolution）
とに集約される（Land, 1981）．どんなに高性能な光学機器
をもってしても，物空間の対象物をそっくりそのままイ

メージングすることができないように，個々の生物の眼の

性能にも自ずと制約がある．その制約とは眼のサイズやか

たち，網膜の構成物やその密度など，個々の生物に固有の

体制や利用できる生体物質等であり，光量子の密度や光ス

ペクトルなど，個々の生物を取り巻く光環境である．これ

ら眼の機能を左右するパラメータ同士がお互い独立して作

用していないために，眼は，その生物がSensitivityを優先さ
せるかResolutionを優先させるか，あるいは中途半端に妥
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協するかといったような一種のコスト・ベネフィット的な

取引によって構築される．

　節足動物は，キチン質や石灰質など硬い外骨格を眼の一

部として使用しているため，5億年にわたる光学機器製作
の歴史を地層中に豊富に保存している．また，その多様な

眼の形態や機能についての研究は，Exner （1891）以来，
物理学，医学および工学などの周辺諸分野と密接に関連し

ながら今日に至っている．とりわけここ20年間の新手法の
発達，例えば新しいバイオイメージングの手法，ナノテク

ノロジー，パソコンの高性能化に伴う数値計算処理能力の

飛躍的な向上などにより，これまで未知とされてきた非常

に高性能な，あるいは特殊な機能を持った眼が相次いで発

見されている．このように，節足動物の眼の機能形態は古

生物学のみならず，関連諸分野においても非常に興味深い

研究対象である．本論では，節足動物の眼の機能形態学的

研究に焦点をあて，筆者自身なりにこれまでの研究を総括

した．

節足動物の様々な眼の名称

　節足動物の眼は像を形成するしくみ（光学系）が1つであ
るか，多数のユニット（個眼）から構成されているかによっ

て，おおきく単眼（simple eye）と複眼（compound eye）に
わけられる．単眼は通常，1つのレンズ系（キチン角膜，ク
チクラレンズ，レンズ細胞あるいはこれらの組み合わせ）

と多数の視細胞で構成される．神経支配の仕方の違いに

よって昆虫の頭部に三角形に配置する背単眼（dorsal ocel-
lus）と，完全変態をする昆虫の幼虫の頭部側面にある側単
眼（lateral ocellusあるいはstemma）にわけられる（八杉ほ
か，1997）．この他に単眼に分類されているものとして，甲
殻類の幼生期にみられるノープリウス眼（naupliar eye，
frontal eyeあるいはmedial eye）やクモ類の頭部にある単眼
（principal and secondary eyes）が挙げられる．一方，我々が
通常複眼と呼んでいるものには，円錘晶体と視細胞が接

し，隣接する個眼同士が色素で仕切られている連立像眼

（apposition eye）と，個々の個眼がクリアゾーン（clear 
zone）と呼ばれる色素を持たない部分で接している重複像
眼（superposition eye）とがある．

光学機器としての節足動物の眼

　生命が地球上に誕生する遥か以前から光は絶えず降りそ

そぎ，その光の恩恵を受けてさまざまな眼が開発されてき

た．光の持つ二面性（粒子としての性質と波としての性質：

図1A）は生物に多様な光環境を提供している．特に，種々
の混濁粒子が存在する水中では，光強度は水深が増すにつ

れ減少し，光のスペクトル組成も短波長，単色光化が進ん

でゆく（Jerlov, 1968）（図1B）．様々な光環境下にある種々

の光学機器の性能を，統一的に評価する方法はあるのだろ

うか？

　単眼であろうと複眼であろうと節足動物の眼は光を入射

させるレンズ系と，入射した光を刺激として受け取る網膜

から構成される．網膜は多数のレセプター（＝視細胞）か

ら構成される．カメラなどの光学機器と同様に，レンズ系

の焦点距離（f：レンズの像節点から像点までの距離）をレ
ンズ系の直径（D）で割るとFナンバー（Fナンバー=f/D）
と呼ばれる，その光学系が作り出す像の明るさを相対的に

評価できる非常に便利な値が得られる（図2A）．この値が
小さいほどその光学系は明るい像を作ることができ，弱い

光環境で効率よく光を集め得ることを意味する．例えば同

じ直径，同じ焦点距離の個眼が集まった複眼を考えたと

き，1つのレセプターに光を照射できる個眼の数が多いほ
ど，Fナンバーは小さくなり，したがって明るい像を作り
出せる．このように，Fナンバーの視点から節足動物の複
眼の機能を考えてみると，個々の個眼が色素で仕切られて

いる連立像眼は，1つのレセプターに寄与するレンズ系の

図1．A：光の二面性を示す実験（有馬，1997を改変）．光源と
光電子管を備えた衝立の間にスリットを置き，弱い光を
照射させると，光を受け取った部分が白い点となって現
れ，光が粒子であることがわかる．さらに時間をかけて
照射し続けると白黒はっきりした縞ではなく，回折縞模
様ができ，光が波として空間を伝わることがわかる．B：
フランス，Lion湾における，水深ごとの落斜光の波長スペ
クトルの分布と放射照度の関係．放射照度はある一定面
積に入射する光線（放射）束をその面積で割った値で表さ
れる．水深が増すにつれ放射照度は著しく低くなり，波
長スペクトルの範囲は狭く，青色領域の光のみが選択的
に伝わる（Jerlov, 1968を改作）．
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直径が非常に小さいためFナンバーは大きく，したがって
弱い光環境に不向きなのに対し，重複像眼は多くの個眼が

1つのレセプターに寄与することでレンズ系の直径を大き
くし，弱い光環境下に適した構造を持っていることがわか

る．実際，さまざまな節足動物のFナンバーを求めると（図
2B）連立像眼は重複像眼よりFナンバーが大きいものが多
い（Warrant and McIntyre, 1991）．
　しかし，Fナンバーでは眼の性能の評価に重要な2つの点
を考慮できない．即ち，（1）その眼が受け取る環境光の強
さ，および（2）光刺激を感受するレセプターの性能である．
これら2つの問題は，我々が晴れた屋外で写真を撮影する
ときと暗い屋内で写真を撮るときとで，違った感度のフィ

ルムを使用するようなアナロジーを考えたほうが分かりや

すいかもしれない．節足動物の眼ではレンズ系から伝えら

れた光は，レセプターの光受容膜を活性化させ，カルシウ

ムイオンを仲立ちとして脱分極を引き起こし，電気信号と

して伝えられる（例えばSandler and Kirschfeld, 1988）ため，
レセプターのサイズや個々のレセプターに固有な光吸収能

力（吸光係数であらわされる）が，レセプターの性能を決

める重要なパラメータとなる．Fナンバーでは考慮されて
いなかった上記の2つの問題に対し，Land（1981）は，特
定の輝度（luminance）を持つ物空間のフォトン（photon）
数と，その物空間からレンズ系を経て，ある一定の長さと

吸光能力を持つレセプターに吸収されるフォトン数の比を

求めることにより，その眼の感度（Sensitivity）を定量化す
る式を導き出した（図3）．
　それでは，眼の機能を評価するもうひとつの基準である

解像力（Resolution）についてはどうであろうか？一般に解
像力とは，光学機器が等間隔の白黒の縞をいくつまで見分

けることができるかを，1mmあたりに含まれる1つの白黒
縞の空間波長（spatial wavelength）で判断したもので，通
常は空間波長の逆数である空間周波数（spatial frequency）
を用いて判断される（キャノンイメージ編集室，1971）．空
間周波数が高くなればなるほど，1mmあたりに含まれる縞
の数は多くなり，解像力が高くなる（図4A）．眼の解像力を
求める場合には，1mmではなく1度あたりに含まれる縞の
数を用いる．しかし，同じ縞の数でも，白黒縞と灰色・黒

の縞では鮮明度（visibility）が異なる（図4B）．そこで明暗
の縞の間の相対的な強度の違いを評価する基準としてコン

トラスト（contrast）が用いられる（Michelson, 1995）．コント
ラスト（m）はm=（Imax-Imin）/（Imax+Imin）であらわされ，Imaxは
光の強度の最大値，Iminは光の強度の最小値をあらわす．
明暗の縞の強度が等しい場合にはコントラストはゼロとな

る．無論，上記の空間周波数やコントラストは物空間での

縞の性質を説明しているに過ぎず，光学機器が像空間でつ

くる縞の性質を以って，解像力を評価しなくてはならな

い．そこで光学機器が物空間の縞の空間周波数やコントラ

ストを，どのくらい像空間に正確に再現できるかを定量的

に表す量としてOTF（optical transfer function）あるいはそ
の絶対値であるMTF（modulation transfer function）と呼ば
れるものが用いられている（Goodman, 1996）．節足動物で
は眼の性能を評価するためにMTFがしばしば用いられて
いる（例えばSnyder, 1977；Warrant and McIntyre, 1990a）．一
方，光工学の分野では，OTFはヴィデオカメラやデジタル
スチルカメラなどに用いられている固体撮像素子（CCD）
の画像の再現性を，評価する方法として用いられている

（牛山・草川，2003）．人工の光学機器では，像空間につく
られるイメージを実際に観察できるため，物空間と像空間

のイメージを比較することでMTFやOTFを求めることがで
きる．しかし，節足動物が実際にどのようなイメージをつ

くっているかを直接観察することは不可能であろう．そこ

で，図5のように先の尖った小さな電極を1つの視細胞に突

図2．A：単純化した模型眼とFナンバーの求め方．レンズ系の直
径（D）は光学機器の入射ひとみ径にあたる．焦点距離
（f）はレンズの像主点（物主点と横倍率が+1となる光軸
上の共役点）から像点までの距離で表されるが，物空間と
像空間で屈折率が等しい場合にはレンズの像主点と像節
点（物節点と角倍率が+1となる光軸上の共役点）が一致す
ることがわかっている（石黒，1997）．節足動物において
眼の焦点距離を求める際には，しばしば像節点が用いら
れる．B：様々な節足動物の眼のFナンバー．（Warrant and 
McIntyre, 1991より）．
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き刺し，様々な角度からの点光源のフラッシュ光刺激に対

する感度を調べる方法がとられている．この角度と感度の

関係はangular sensitivity functionと呼ばれ，これをフーリエ
変換することで，MTFを得ることができる（Dubs, 1982）．
また，angular sensitivity functionの理論式も導かれているが
（例えばSnyder, 1977），幾つかの節足動物の眼において，
測定値と理論値とがあまり一致しないことも指摘されてい

る（Warrant and McIntyre, 1993）．

　物空間の情報をすべて正確に像空間に伝えることのでき

る（つまりOTFやMTFを最高にする）光学機器は存在する
のだろうか？残念ながら否である．光学機器のレンズ系に

は避けてとおることのできない，光の回折とさまざまな種

類の収差があり，特にこれらの光学的欠陥を作りたい光学

機器の目的に合うようにバランスさせたレンズ系を設計す

ることが，レンズ設計技術者にとって重要な仕事である

（石黒，1997）．我々が写真を撮るときに，銀塩フィルムの

図3．感度の求め方．Land（1981）を参考．最近の実験から，感度の式で灰色に塗られた項（レセプターの制約）
は，比較的深い海域など青色光が優占する環境（例えば図1B）においては成り立つが，陸上など，白色光の環
境下では成り立たないことが指摘されている（Warrant and Nilsson, 1998）．
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カメラを購入するか，デジタルカメラを購入するかは，所持

金と目的によりけりである．Dumont and Robertson （1986）
は眼のデザインとその進化を左右するものとして，その動

物の視覚的な要求である適応の影響，眼の最終的なデザイ

ンのかたちを制限する発生上の制約，祖先のデザインがも

たらす歴史的な影響，およびその生物独自のマテリアルや

デザインに依存する建設的な特徴を挙げている．光学技術

者が先人の技術を受け継ぎながらも複数の光学上の欠陥を

うまく配分させ，目的に応じた様々な光学機器を開発して

きたことと，生物がそれぞれに固有な制約下で様々な形態

や機能を持った眼をつくりだしてきたこととは，その制約

の大小があるにしろ，似通った経緯があったのかもしれな

い．

節足動物の眼の形態と機能―現生生物における研究例

1. 単眼

1a. 背単眼（図6A）：視細胞の軸索が第二次神経線維とシナ
プス結合し，明暗に反応するのみの器官と考えられている

（八杉ほか，1997）．例えば，サバクトビバッタ（Schistocerca）
は，単眼1つ当たり600～800個の視細胞を持つが，これら数
百の視細胞の軸索は， 6つの第二次神経線維に統合されて
いる（Patterson and Goodman，1974）．　つまり，1つの第二
次神経線維は100個以上のレセプターから光刺激を受け取
ることになり，非常に高感度な眼を達成しているが，解像

力は著しく低い．背単眼は羽を持つ昆虫に多く見られると

いった特徴があり，このことから，紫外光が散乱する空中

と，それが吸収される地面の間の波長のコントラストを敏

感に感知し，飛行中の視界の変化を察知していると考えら

れている（Wilson ,1978）．
1b. 側単眼（図7）：チョウやガなどに代表される完全変態
類の幼虫の頭部両側に存在し，脱皮の間に退化してゆき，

成虫では新しく発生した複眼に取って代わられる．側単眼

は脳の視葉からの神経支配を受け，幼生期間のいわば複眼

に代替される役割を持つ（八杉ほか，1997）．行動学的およ
び生理学的研究から，色の識別や形の認識など，複雑な視

覚的仕事が可能と考えられており（Ichikawa and Tateda, 
1980），形態的にも機能的にも背単眼とは異なる．ハバチ属
（Perga）は頭部に一対の側単眼を持ち，側単眼内の1つ1つ
の感桿は8つの網膜細胞の集光構造である微絨毛の結合か
らなる感桿分体によって形成され，感桿同士は遮蔽色素に

よって境されている．Meyer-Rochow（1974）は，Pergaの側
単眼の光線追跡から，感桿の先端で光が収束することを明

らかにした．さらに，彼は遮蔽色素によって，光線が隣接

する感桿に広がるのを防いでいることを見出し，感桿間の

角度から判断して，5度ほどの解像力を持つことを明らか
にした． Fナンバーは1近くの値を示し，また1つ1つの感
桿の直径が大きいことから，高い感度と幾分低い解像力を

持つことを明らかにし，このような眼の性能は夜に葉を食

む幼虫の夜行活動に対する視覚的要求によく適合している

と結論付けている．一方，ナミアゲハ（Papilio xuthus）の
幼虫の場合，頭部に6対の側単眼を持つが，1つ1つの単眼は
1本の感桿しかもっておらず，単眼1つは言わば複眼の個眼
1つに対応した機能を持つと考えられている．したがって，
解像力は無いに等しく，少ない単眼を最大限に利用するた

めに首振り運動をして，物空間で物体の動きを捕らえてい

ると考えられている（Dethier, 1942, 1943）．なお，さまざま
な側単眼の形態についてはToh and Tateda（1991）で詳しく
述べられている．

1c. クモ類の単眼（図8）：大部分のクモ類は複眼を欠く代
わりに8つの眼を持ち，それらは2つのprincipal eyesと6つの
secondary eyesから構成され，principal eyesは単眼に，secon-
dary eyesは複眼に由来すると考えられている（Paulus, 
1979）．ちなみにクモ類と同じ鋏角亜門に属するカブトガ
ニやウミサソリには単眼と複眼が備わっている．クモ類の

単眼の特徴として，レンズの直径が大きいこと，感桿の数

が極端に多い（1000～10000個）ことがあげられる．ハエト

図4．解像力の求め方．A：直径が一定のレセプターが並んだ網
膜が光学的なロストなしに物空間の光情報を受け取るも
のとする．空間周波数（明暗縞の右上に表示）を増加させ
すぎると，明暗縞はレセプターの直径より細かくなり，網
膜は明暗縞を識別できなくなる．B：同じ空間周波数でも
物空間のコントラストが弱いと網膜は明暗縞を識別でき
ない．



田中源吾30

リグモの仲間ではprincipal eyesとsecondary eyesの間に機能
の分化が認められ，secondary eyesで物体の動きを捕らえ，
principal eyesで物体の詳細を把握するとみられる．特に，
ケアシハエトリグモ（Portia）のあるものではprincipal eyes
（anterior median eyes）は，角度にして2分ほどの解像力を持
ち，ヒトの眼のそれに匹敵する性能を持っている（Williams 
and McIntyre, 1980）．ケアシハエトリグモはレンズを大き

くすることで回折の問題を除去しているが，逆に大きな直

径は色収差の影響を受ける．この色収差の問題に対し，ケ

アシハエトリグモは特定の波長に敏感な感桿を深さの異な

る位置に階段状に配列させ，より短い波長の光をレンズに

近い感桿，より長い波長の光をレンズから遠い感桿で

フォーカスさせ，色収差を見事に除去している（Land, 
1985）．また興味深いことに，アダンソンハエトリグモで

図5．Angular sensitivity functionの求め方．Snyder （1977）を参照．
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最近，ピンぼけ像を距離測定に用いていることが分かって

きた（Nagata et al., 2012）．一方で，このような高い解像力
は光に対する感度を低下させることになるが，感度の低さ

はsecondary eyes（lateral eyes）で補っているらしい（Warrant 
and McIntyre, 1993）．

　夜行性のメダマグモ（Dinopis）では直径が1400μmに達
する巨大なレンズと1つの直径が20μmにもなる感桿を持
つsecondary eyes（posterior median eyes）を備えており，そ
の感度はケアシハエトリグモの感度の4000倍に達する
（Land, 1985）．洞窟に生息する節足動物ではしばしば眼
が退化しているが，ニュージーランドの洞窟に生息するメ

クラグモ（Megalopsalis）の仲間では直径500μmのレンズ
と大きな感桿（直径20μm，長さ250μm）を持ち，餌であ
るglow-wormが作り出す緑色の発光物質を感知する高い感
度の眼をもつ（Meyer-Rochow and Liddle, 1988）．夜行性あ
るいは洞窟に生息するクモ類では，眼の解像力はそれ程高

くない（Warrant and McIntyre, 1993）が，クモ類の眼は，単
眼のなかで最も洗練された解像力を持つことは間違いない

と考えられる．

1d. ノープリウス眼（図6B）：昆虫類の背単眼のように明
暗感受のみの単純な器官と考えられていたが，Ruck and 
Edwards（1964）は，ノープリウス眼の視細胞の軸索が第二
次神経線維とシナプス結合していないことから，昆虫類の

背単眼とは異なるものだとしている．橈脚類の中には，筋

肉系の助けによって物体の動きをスキャニングすることが

できるノープリウス眼をもつものがいるとの報告もある

（Elofsson, 1992）．また，深海性のミオドコーパ目の介形
虫（Gigantocypris）では，複眼が退化し，かわりにノープ
リウス眼が著しく巨大化している．この巨大化したノープ

リウス眼には，自動車のヘッドライトにあるような凹面鏡

（タペータム）が備わっており，入射光を1箇所に収束さ
せ，あらゆる動物の中でもっとも効果的な集光力を実現し

ている（Nilsson, 1990）．ポドコーパ目の介形虫では像形成
ができるという考えもある（Andersson and Nilsson, 1981）
が，入射光は像形成の前にフォーカスされないまま網膜を

通過するため，像にかなりのかすみが生じることや，網膜

細胞の数が極めて少ないことから，筆者自身の意見として

は介形虫のノープリウス眼も，橈脚類のそれと同じく物体

の動きをスキャニングすることぐらいが関の山ではなかろ

うかと考えている．各分類群のノープリウス眼の体系的な

記載は，Elofsson（1963, 1965, 1966）に詳しい．Elofsson 
（1992）は，甲殻類のノープリウス眼を最も単純な構造を
持つ軟甲類タイプから，無甲目タイプ，等脚類タイプおよ

び最も複雑な構造を持つ大顎タイプに区分し，「軟甲類タ

イプのノープリウス眼が複眼の先駆者であったのではない

だろうか」と，複眼の起源や原始甲殻類の眼について興味

深い仮説を提唱している．

1e. 二重焦点を持つ眼：サンバーストゲンゴロウ（Ther-
monectus marmoratus）の若虫で，左右に2つずつ前方を向い
た単眼のレンズが発見された．これらのレンズの後ろには

二層の網膜があり，2つのレンズがそれぞれ浅い焦点と深
い焦点で象を結ぶことが分かった．レンズ焦点は，それぞ

れ深さの違う二層の網膜の表面に位置していることから，

図6．背単眼およびノープリウス眼の断面図．A：ハエ（Boettch-
erisca peregrina）の背単眼．角膜晶体（角膜レンズ）はキ
チンが肥厚し透明になったものである．感桿は隣接細胞
の微絨毛（感桿分体）が複雑に入り組み合わさったもの．
個々の光受容細胞の先端は細くなり，軸策となって第二
次神経線維とシナプスを形成する．立田（1975）の図を改
作．B：ケンミジンコ（Doropygus seclusus）のノープリウ
ス眼．本種のノープリウス眼は2つのlateral eyesと1つの
ventral eyeから構成される．図示したものはventral eyeで
ある．個々の網膜細胞からの軸策は融合することなく伸
びている．Dudley（1969）の図をもとに作成．

図7．ハバチ属（Perga）の幼虫の側単眼．外側から角膜レンズ，
円筒形細胞（角膜生成細胞），網膜細胞，軸策より構成され
る．角膜レンズは，均質の両凸レンズ（屈折率：n=1.525），
および層状の構造が観察される凹・凸レンズ（n=1.482）
の2つの部分から構成される．Meyer-Rochow（1974）の図
版をもとに点描．
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T.marmoratusの若虫は一度に遠いところと近いところの物
体を見ることができる二重焦点を持っていることが分かっ

た（Stowasser et al., 2010）．

2.複眼

2a. 連立像眼（図9）：1つの感桿が1つの角膜レンズからの
み光を受け取るため，Fナンバーが大きく，感度が低く解
像力が高いことから，十分明るい光環境下で物空間の情報

を詳細にとらえるのに適した眼であることが推測できる．

実際，連立像眼を持つ節足動物には明るい環境で活発に活

動するものが多い．連立像眼は節足動物に最も普遍的に見

られる複眼であり，多くの昆虫類（ハチ，バッタ,カマキリ，
ゴキブリ，トンボ），甲殻類（カニ，シャコ，ヨコエビ，ワ

ラジムシおよびホウネンエビ，介形虫に代表される低次甲

殻類），剣尾類（カブトガニ）そして唇脚類（ムカデ）に備

わっている（Nilsson, 1989）．
　連立像眼の機能形態学的研究はExner（1891）以来，盛ん
になされてきたが，最近では電子顕微鏡技術の発達や，ノ

マルスキー顕微鏡を使用した屈折率の測定，新しい観察方

法の開発（例えば，Nilsson et al., 1983, 1984；Hardie, 1988；
Shelton et al., 1992）によって様々な機能を持つ眼が存在す
ることがわかってきた．十分強い光環境に生息する彼らに

とって，感度に関する問題はさほど重要ではなく，むしろ

様々な制約下で，如何に解像力をあげるかが問題となって

いるらしい．物体が発する光には様々な振幅様式があり，

より多くの振幅様式を伝えることが，その

光学機器の感度および解像力を向上させる

上で必要である．この振幅様式は光の波長

と光学機器の開口数に左右され，より短い

波長の光ほど，そしてより大きな開口数を

持つものほど多くの振幅様式を伝えること

ができる．特に連立像眼では，個眼が1つ
の光学機器として振舞うため，光を受け取

る1つの感桿の直径が，レンズ系とは別の
開口数を持ち，その眼の性能に甚大な影響

を及ぼす．

　大多数の連立像眼は角膜レンズあるいは

円錘晶体を利用して，個々の感桿上に光を

フォーカスさせる焦点連立像眼（focal ap-
position eye）である（図9A）．幾つかのア
リ，カニおよび甲虫の仲間では1つの感桿
の直径が大きく（4～5μm以上），様々な振
幅様式の光を伝えることができる（例えば

Felisberti and Ventura, 1989；Arikawa et al., 
1987；Kuster, 1979）．一方，ハエ，トンボ，
カマキリおよびハチの仲間では感桿の直径

が小さく（通常1～2μm程度），伝えること
のできる光の振幅様式は極端に限られる

（例えばHateren, 1984；Aepli et al., 1985）．但し，ハエの場
合は1つの感桿を構成する感桿あるいは感桿分体を持つ光
受容細胞の軸索が，それぞれ，隣接する6つの個眼の感桿分
体を持つ光受容細胞の軸索と1つに融合しており，通常の
感桿の直径が小さい連立像眼と比較して，解像力を減少さ

せることなく感度を7倍も高めていると考えられている（図
9B）．このようなハエの眼は神経重複像眼（neural superpo-
sition eye）と呼ばれることもあり（Kirschfeld,1967），実際
の電気刺激実験からもその高性能性が確かめられている

（Horridge et al., 1976；Hardie, 1979）．
　チョウやガの仲間では，円錘晶体の基部に強い屈折率勾

配を持つ部分が存在し，1つのレンズとして機能する．こ
のレンズは円錘晶体内部でフォーカスした光を再び平行光

線に変える役割を持つ（図9C）．このようにチョウの眼のレ
ンズ系は焦点距離が無限大であるケプラーの望遠鏡とそっ

くりな光学系を持ち，無限焦点連立像眼（afocal apposition 
eye）と呼ばれている（Nilsson et al., 1984）．この眼はレン
ズ系が漏斗のようなかたちをなし，その基部に直径約1.5μ
mの感桿が連結している．無限焦点連立像眼は広い漏斗の
ような角膜レンズで捕らえた，より多くの光の振幅様式を

結合させ，そのまま感桿に伝えることで，通常の直径の小

さな感桿を持つ焦点連立像眼と比較して，感度および解像

力を飛躍的に高めているらしい（Hateren and Nilsson, 
1987）．また，Koshitaka et al.（2008）や蟻川（2009）によ
ると， P. xuthusには6種（細かくは8種）の色受容細胞があっ

図8．クモ類の単眼．上図はクモの頭部を背側から見た模式図．1対のprincipal 
eyesと3対のsecondary eyesが存在する．それらは頭部上の位置によって前中
眼（antero-median eye），前側眼（antero-lateral eye），後側眼（postero-lateral 
eye），後中眼（postero- median  eye）とも呼ばれる．下図はイエグモ（Tegenaria）
の前中眼および後中眼の断面図．後中眼には，レセプターの間を縫うよう
にタペータム（反射板）があることに注意．Land（1985）をもとに改作．
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て，色覚はそのうち4種（紫外，青，緑，赤）を用いる4原
色である（ちなみにヒトの色覚は3原色である）．
　遠洋の表層域に生息する甲殻類のなかにはしばしば異常

に伸びた円錘晶体を持つものが知られており（図9D），その
特徴的な複眼は透明連立像眼（transparent apposition eye）
と呼ばれている（Nilsson, 1989）．通常の連立像眼では，隣
り合う個眼同士で光が漏れるのを防ぐため遮蔽色素が個眼

全体を覆っている（Nilsson, 1989,1990）が，透明連立像眼
には遮蔽色素がない．その代わりに十脚類やシャコ類の幼

生では，その長い円錘晶体は周辺よりも高い屈折率を持

ち，さらに円錘晶体内部で網膜側に向けて屈折率を増加さ

せることにより，1つの個眼から別の個眼に入った光はそ
の網膜に到達できないように工夫されている（Nilsson, 
1989）．また，オキアミの幼生において結晶錘体の網膜側

には小さなレンズがあることがノマルスキー顕微鏡によっ

て明らかにされた．このレンズは他の個眼からの光をそら

せる役目を持つ（Nilsson, 1983）．透明連立像眼は，クラゲ
ノミ（Land, 1981）やミズノミ（Nilsson et al., 1983）など，
体が透明な多くの甲殻類に一般的に見られ，それは遮蔽色

素をなるべく網膜周辺にあつめ，実際よりも眼のサイズを

小さく見せ，捕食者あるいは被食者にみつかりにくくする

ための適応であると考えられている（Nilsson, 1983, 1996；
Hallberg and Elofsson, 1989）．浅海のサンゴ上に生息する透
明な体を持つ等脚類では，このような透明連立像眼に加

え，結晶錐体の基部に遮蔽色素の代わりに反射色素を保持

している．反射色素は遮蔽色素と同様，各個眼間の光学的

な隔離を可能にするが，眼を暗い色素の色ではなく金色に

色づいたようにみせる．黒い色素ではなく反射色素を利用

することで，サンゴ上という明るい生息地で捕食者に眼の

存在（つまりそこに自分がいるということ）をなるべく察

知されないようカモフラージュしていると考えられている

（Nilsson and Nilsson, 1983）．
2b. 重複像眼（図10）：個々の角膜レンズに入射した光はク
リアゾーンを経て1つの感桿に集められる．重複像眼の主
たる光学的な要求は，感度を高めることであり，一般に，

感度は1つの感桿に貢献する角膜レンズの数に比例する
（Nilsson, 1989）．重複像眼は，陸上および水中において弱
い光環境に生息する節足動物に多く見られ，そのFナン
バーは通常極めて小さい．個々の個眼は入射光を平行光線

として感桿に伝え，全体として正立像を感桿上に形成す

る．個眼レベルでみると，光を平行にする仕組みにはこれ

までに以下のものが発見されている．すなわち，甲殻類

（特に十脚類）にのみみられ，個眼の横断面を正方形にし，

円錘晶体を反射板で囲んだミラーボックスを持つもの（図

10B，反射重複像眼：reflecting superposision eye），多くの甲
虫やガおよびオキアミなどに存在する，円錘晶体内部の屈

折率を段階的に変化させたもの（図10C，屈折重複像眼：
refracting superposision eye），そしてヤドカリやカゲロウに
見られる円錘晶体の壁が放物線状のアウトラインをなすも

の（図10D，放物重複像眼：parabolic superposision eye）であ
る（Nilsson,1990）．
　重複像眼の機能形態学的研究で最も興味深いものは，コ

ガネムシ属（Onitis）の近縁種間に見られる眼の性能の違い
を，種間の行動時間帯の光強度の違いと併せて議論した一

連の研究である（Caveney and McIntyre, 1981；McIntyre and 
Caveney, 1985；Warrant and McIntyre, 1990b, 1991）．Onitis属
は，暗い光環境に適した眼とされている屈折重複像眼を持

つにもかかわらず，O.belialは光の強い日中に，O.westermanni
は黄昏時に入りかけたころに，O.alexisは黄昏時に，そして
O.aygulusは夜に活発に飛び回る．これらの4種のレンズ系
の形態および屈折率を測定し，近似モデルを作成し（図

11A），コンピュータによる光線追跡を行ったところ，

図9．連立像眼の4つの光学形態．A：焦点連立像眼．個々の個
眼において，複数の感桿分体が合わさって1つのレセプ
ター（感桿）を構成している．B：神経重複像眼．個々の
個眼の7つの感桿分体はお互い独立しており，それぞれが
光刺激を個別に伝達させる．それぞれの感桿分体を持つ
光受容細胞の軸索は，隣接する個眼からの特定の感桿分
体を持つ光受容細胞の軸索と融合する．そのため，7つの
個眼からの光を集めることができるので，感度を7倍に高
めることができる．C：無限焦点連立像眼は水晶錘体内部
で一度フォーカスした光を，円錘晶体基部の高い屈折率
部分で再び屈折させ，平行光線として感桿に伝える．こ
れはまさに望遠鏡と同じ原理である（右図）．D：透明連
立像眼は個眼の周りに遮蔽色素を持たないが，円錘晶体
基部の屈折率を高くすることで隣接する感桿に余分な光
線がクロストークするのを防いでいる．図はNilsson et al.
（1984）およびNilsson（1989）をもとに改作．
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O.belialは直径約8μmの円内に光をフォーカスさせるのに
対し，残る3種は直径約15～20μmと幾分広い円内に光を
集めることがわかった（図11B）．これらの種について，実
際の感桿の直径を計測したところ，日中に活動するO.belial
についてはモデルで得られた集光円の直径とよく一致して

いたが，残る3種については夜に活動するものほど，実際の
感桿の直径よりも光が大きく広がり，集光の度合いもよく

ないことがわかった．さらにO.belialでは個々の感桿があ
る一定の距離を保ち，光を遮蔽する反射壁で仕切られてい

るのに対し，残る3種は反射壁を持たず，感桿同士も近接し
ていることがわかった．そこで仮にこれら4種が，光を遮
蔽する反射壁を有する感桿を持つと仮定して，それらの壁

の高さを様々に変えた感桿をつくり，感桿の受け取る光の

量（感度）と解像力をシミュレートした（図11C）．その結
果，反射壁の高さを様々に変えたとき，O.belialでは反射壁
を高くするほど全感桿（すなわち網膜）が受け取る光の量

は多くなるのに対し，残る3種では反射壁の高さを変えて
も網膜が受け取る光の量は変化しなかった．一方，目的の

感桿が受け取る光の量は反射壁を高くするほど漸近的に高

くなった．解像力については，O.belialでは反射壁を高くし
てゆくと，次第に解像力は高くなるが，反射壁の高さが感

桿の高さの8割に達したあたりで解像力はそれ以上あがら
なくなる．残る3種では，反射壁の高さが感桿の高さの6，7
割に達したとき，解像力は著しく低下し，その後，反射壁

図10．重複像眼の断面図と3つの光学形態．A：中深海棲のエビ（Systellaspis debilis）の反射重複像眼．複眼の背側に曲率の異なる
アクセサリー複眼をもつ．B：反射重複像眼は，反射壁で囲まれたミラーボックスを持つ．隣接する反射壁は直角に交わってお
り，これは入射した光線の方向を変えずにミラーボックスから射出させるために必要な構造である．したがってミラーボック
スの上に乗る個眼の角膜レンズの横断面も通常の複眼のように円形もしくは六角形ではなく正方形である．C：屈折重複像眼
は，円錘晶体の屈折率を中心軸に向かうにつれ段階的に高くし，個々の個眼の光軸と急角度で入射する光線をわき道に逸らせ，
遮蔽色素（円錘晶体側面の黒色の部分）に吸収させ，近軸光線のみを正確に伝えるような工夫がなされている．D：放物重複
像眼は，放物線状の特殊な輪郭を持った壁を用い，全反射の原理を上手く利用して目的のレセプターに光を伝える．また，こ
の眼はクリアゾーンに周囲より屈折率の高い細長いライトガイドを配置させ円錘晶体と感桿を連結させ，逸脱した光線が他の
感桿に向かうのを防いでいる．また，図の矢印で示した個眼をみると，入射光線がライトガイド内で全反射を繰り返し感桿ま
で伝えられており，ライトガイドが光ファイバーの如く光のロストを防ぐ機能も持っていることがわかる．図AはGaten et al.
（1992）の図版をもとに点描．図B-DはNilsson（1989）の図を改作．
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の高さが増すにつれ解像力は増加することがわかった．さ

らに反射壁の代わりに光を吸収する色素壁で同様なシミュ

レートをおこなうと，4種すべてにおいて感度および解像
力は反射壁の場合より，低下することがわかった．つま

り，O.belialの屈折重複像眼において，感桿の高さの8割を
超える反射壁を持つことが高い感度と解像力を持つために

必要であり（この反射壁の高さは実標本のデータとよく一

致していた），残る3種についは反射壁を持つことが必ずし
も網膜の感度を高めることにはならず，また，解像力につ

いてみれば，その高さによっては逆に害になることがわ

かった．日中に活動するO.belialは，感桿の感度および解像
力をともに高めるため，反射壁で仕切られた網膜を持つの

に対し，夜行性のものは，網膜の1つ1つの感桿を大きくし，
反射壁をなくすことで，それらに見合った解像力と感度を

維持していたのである．

　重複像眼の進化に関して，機能形態学的視点から考察し

た興味深い研究がある．Nilsson （1983）は，屈折重複像眼を
持つオキアミの一種（Thysanoessa raschii）および反射重複
像眼を持つオニテナガエビ（Macrobrachium rosenbergii）の
プランクトン幼生の複眼を調査した．その結果，これらの

幼生はいずれも透明連立像眼を持つことがわかった（連立

像眼の項を参照）．このうち，T.raschiは円錘晶体基部の屈
折率勾配を利用し，斜めから入射した余計な光を感桿に伝

えないようにしているのに対し，M.rosenbergiiは円錘晶体

図11．コガネムシ（Onitis）属の重複像眼の機能形態についての研究例．A：実標本のレンズの形態や屈折率の測定に
基づいてつくられた個眼のレンズ系モデル（Caveney and McIntyre, 1981；McIntyre and Caveney, 1985を改作）．円
錘晶体部分の幾重もの放物線は屈折率の勾配を考慮したものである．B：Aの個眼モデルを多数配置させて重複
像眼を作り，光線追跡をおこない光線の分布を示した3D図と，それらの光線追跡から求められた4種の集光能
力（右上の鳥かん図のピークからの距離を横軸に，各位置における光線の本数を縦軸にとってある）と実際の
標本から求められた感桿の半径（横軸に矢印で表示）．C：感桿の周りを反射壁で囲み，反射壁の高さを変化さ
せたときの網膜全体，1つの感桿および1つの感桿の解像力の変化を示すグラフ．解像力は値が高いほど解像力
が劣ることに注意．BおよびCの図はWarrant and McIntyre （1991）をもとに作成．
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全体の屈折率を高くし，余計な光を感桿に伝えないように

している．個々の個眼が倒立のイメージを作る幼生の透明

連立像眼から，多くの個眼が集まって全体として正立のイ

メージを作る成体の重複像眼へと，機能を変更する上で必

要とされる構造上の変化は，円錘晶体と感桿の間にクリア

ゾーンを作ること，そして反射重複像眼については，個眼

の断面を六角形から四角形に変更させることである．この

ように，Nilsson （1983）はプランクトン生活をおくる上で
のカモフラージュ戦略が，おそらくオキアミやエビの重複

像眼の起源になったと考え，重複像眼が連立像眼から派生

したに違いないと考えた．このことは，連立像眼と重複像

眼は昆虫類と同様に甲殻類にも存在するが，反射重複像眼

は甲殻類のみに存在すること，甲殻類において重複像眼は

アミ，オキアミおよび十脚類に存在するが，連立像眼はま

たこれらのグループ内に存在すること，連立像眼の原理は

単純であり，連立像眼は原始的な環形動物にもみられるこ

と，さらに節足動物において重複像眼が様々なタクソンに

散らばって分布することなどからも伺い知ることができ

る．Gaten （1998）は現生の十脚類における眼のタイプの分
布，および化石記録に基づき，祖先の真軟甲類はすべての

低次甲殻類と同様，連立像眼を持っており，そのような連

立像眼からイセエビやコシオリエビ等の反射重複像眼が1
度だけ進化し，そしてその後，深海生活などで複数回，反

射重複像眼の退化が起こり，それらが再び光の強い新生息

場所への移動に伴って，例えばプロジェネシスによってヤ

ドカリ上科およびカニ類は再び連立像眼を獲得したかもし

れないと，十脚類における重複像眼の進化に対しての仮説

を提示している．

　このように現生節足動物の眼の機能形態学的研究は，そ

の生物の生きざまを鮮明に教えてくれる．最近になって，

中国南部のカンブリア紀前期のチェンジャン動物群の

Fuxianhuia protensaから現生のエビに比較される脳とそこ
から有柄眼（複眼）につながる視神経が保存された標本が

“はじめて”発見されたが（Ma et al., 2012）[この神経系
の発見の経緯は，筆者にとって受け入れがたいものであっ

た．それは，私がチェンジャン動物群の節足動物化石か

ら，初めて脳を含む神経系の化石を発見し，ネイチャー誌

に投稿したが，査読者の1人（英国王立協会フェロー）が2ヶ
月も原稿を返却しなかった．その間にこの査読者は中国に

渡り，神経系の残された化石標本を雲南大学の収蔵庫より

見つけ，Ma博士とともに急いで論文を作成，何と3ヶ月で
ネイチャー誌に受理されたのだ．私の方は，修正稿を提出

したが査読者および編集長に阻まれ，リジェクトを食らっ

た．恐るべし王立協会の権威！]，F. protensa視覚について
の詳細な議論は行われていない．視覚器官の軟体部の一部

が例外的に保存されたオーストラリア，クィーンズランド

の中新世の昆虫化石（Duncan et al., 1998）や，バルト海の
コハク中に保存された始新世のアシナガバエの仲間の複眼

（Tanaka et al., 2009b），スピッツベルゲンの三畳紀のミオ
ドコーパ目の介形虫化石（Weitschat, 1983），スウェーデン
のカンブリア紀後期のエイラム頁岩層中の石灰質ノジュー

ルから産出した絶滅甲殻類Henningsmoenicaris scutulaの複
眼化石（Schoenemann et al., 2012）を除いて，一般に化石と
して保存されるのは石灰質あるいはキチン質の角膜レンズ

のみである．それでは如何にして化石節足動物の眼を現在

に“よみがえらす”ことができるだろうか？現生節足動物

からの情報に大きく依存したアプローチが有効であること

は間違いないが，絶滅した節足動物の眼のように，現生節

足動物との比較が困難な場合もあるだろう．研究例として

三葉虫，介形虫および十脚類の複眼化石を例にとりあげる

ことにする．

節足動物の眼の形態と機能―化石生物への応用例

1. 三葉虫：三葉虫の眼と他の節足動物の眼の形態的類似性

はすでに19世紀から20世紀初頭にかけて，三葉虫の研究者
（Quenstedt, 1837；Lindström, 1901）や現生節足動物の複眼の
光学的研究で名高いExner（1891）らよって示唆されている
が，その構造と機能に着目した研究はClarkson（1966a,b）以
降さかんに行われるようになった．三葉虫の眼は，Rudwick
（1964）のパラダイム法の好例としてしばしば引き合いに
だされ（Raup and Stanley, 1978），最近ではHorváthによる一
連のコンピューター・シミュレーションを用いた光学的機

能の推定など，化石節足動物の視覚器官の機能形態学的研

究においてもっとも盛んな分類群である．三葉虫の眼はあ

らゆる視覚系の中で最も古い化石記録を持ち，3億年にわ
たって独特な形態を進化させてきた（Clarkson, 1998）． こ
れまでに完全複眼（holochroal eye）, 集合複眼（schizochroal 
eye）および少数集合複眼（abathochroal eye）の3つの眼が
知られている（Horváth et al., 1997）．このうち完全複眼（図
12左） はカンブリア紀前期からペルム紀末期の三葉虫に見
られ，他の眼と比較してレンズの数が多く，個々のレンズ

（平均直径は20～100μm）がお互い直接接しているのが特
徴である（Horváth et al., 1997；Gál et al., 2000b）．集合複眼
（図12中）はオルドビス紀からシルル紀にかけて生息して
いたファコピナ亜目のグループのみに限定され（Clarkson 
and Levi-Setti, 1975），個々のレンズの直径が極端に大きく
（1mmに達することもある），お互いのレンズが強膜（sclera）
で仕切られているのが特徴である（Horváth et al., 1997）．
少数集合複眼（図12右）はカンブリア紀前期および中期の
三葉虫の一種（Eodiscoid）に見られ, 個々のレンズの直径
は約20μmと極端に小さく，お互いのレンズが集合複眼と
同様な仕切りで分けられているのが特徴である（Jell, 1975；
Zhang and Clarkson, 1990；Gál et al., 2000b）．少数集合複眼
は完全複眼および集合複眼の中間的な性質を持つと考えら

れている（Gál et al., 2000b）．以下にそれぞれの眼について
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の機能形態学的研究をレヴューする．

1a. 完全複眼： Clarkson（1973）はオルドビス前期の三葉虫
Asaphus ranicepsの完全複眼について，岩石薄片を作成し透
過型光学顕微鏡を用いた観察や，完全複眼の断面を酸で

エッチングし走査型電子顕微鏡を用いた観察から，個々の

個眼が外側からcornea, primary prismatic region, secondary 
prismatic regionおよびsub-prismatic regionから構成されるこ
とを明らかにした．詳細な顕微鏡観察の結果，primary pris-
matic regionは個眼の表面に垂直な光軸（C軸）をもつ六角
形のカルサイトの結晶からなり，後の化石になる際に被る

構造や化学組成の変化を受けていないことがわかった．カ

ルサイトは複屈折の非常に大きな異方性の鉱物であり，光

軸に平行に入射する光線は偏光されずに伝達されるが，光

軸に斜めに入ってくる光線は振動面の直交する2つの偏光
成分（通常光と異常光）に分解され，異なる深さに別々に

像をつくる．このような複屈折の問題に対し，A.raniceps
は各個眼軸に沿うようにカルサイトの光軸を配置させ，

個々の個眼表面に垂直に，あるいはわずかに斜めに入射す

る光線のみを伝えるような工夫をしていることがわかる．

さらにClarksonはこのプリズム同士がお互い密に接してい
ることから，個眼のカルサイトプリズム同士は現生の節足

動物の連立像眼にみられるような遮蔽色素で仕切られてお

らず，重複像眼のように多くの個眼からの光を1箇所に集
めるようなものであったと考えた． A.ranicepsの複眼全体
のアウトラインが扁長球形に近似できること，近接したプ

リズムの縁を通るようにラインを引くと，共通の中心で交

わることなども重複像眼の特徴と一致している．重複像眼

は感度を極度に増大させた夜行性もしくは深海の節足動物

に特徴的な眼であり，このことからA.ranicepsは弱い光環
境に適した眼を持っていたと考えられる．

1b. 集合複眼：Clarkson and Levi-Setti （1975） は2種類の三葉
虫，Crozonaspis struvey およびDalmanitina socialisのレンズ
を精査し，そのレンズがダブレットレンズ（2枚組みレン
ズ）からなり，外側のレンズ（upper-unit）は光軸が個眼の
表面に垂直に配列したカルサイトからなり，内側のレンズ

（intralensar bowl：成分は不明）と中央部に大きな膨らみ
（バルジ）をもつ複雑な輪郭をもって接していることを明

らかにした．彼らはこのレンズ間の複雑な輪郭が，ホイヘ

図12．三葉虫の眼．上段：それぞれの眼の外観．左および中央の図はClarkson（1998）を右図はZhang and 
Clarkson（1990）の図版をもとに点描．少数集合複眼（Abathochroal eye）の拡大図はレンズの内部表
面の雌型を示す（中央部でさらに深くなった同心円状の2重の窪みになっている）．下段：それぞれ
の眼の断面模式図と各部の名称．左からClarkson（1973），Miller and Clarkson（1980），Gál et al.（2000b）
を改変．完全複眼（Holochroal eye）は多くのレンズが互いに接して規則正しく並んでいるのに対し，
集合複眼（Schizochroal eye）は個々のレンズ（2つのレンズから構成される）が強膜（sclera）で仕
切られ，さらにintrascleral membraneで個眼がすっぽりと覆われている（集合複眼は個眼1つだけを示
した）．集合複眼のこのような特徴は側単眼（図7）を想像させる．少数集合複眼の個眼断面図には
光線の入射経路を示してある．このレンズは中央部と周辺部で焦点距離がことなる2重焦点レンズ
であるが，実際は，レンズの直径が小さいことからこの眼は無限の物空間焦点深度をもち，さらに
回折限界の影響もあり，中央部のバルジは役に立たない“みせかけの”2重焦点レンズである．
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ンスおよびデカルトによってそれぞれ独立に設計された球

面収差をなくしたアプラナートレンズに近似できることを

認めた．そこでC. struveyのダブレットレンズについて光
学計算を行い，球面収差をなくすようにintralensar bowlの
屈折率を見積もったところ，約1.63という値がはじき出さ
れた．彼らはこの結果をもとにC.struveyの巨大レンズ模型
を作成し，水面下に沈め，上から光を照射させることで，

このレンズが実際に球面収差をうまく除去していることを

示してみせた．また，光線が光軸に対して急な角度で入射

する場合，カルサイトの複屈折の問題（様々な焦点深度で

結像する）が残るが，網膜の厚さを薄くしてやることで必

要な焦点深度の像のみを捕らえることができる．さらに色

収差の問題があるが，海洋下ではある程度の水深があれば

光は青色光のみになるため，色収差は無視できるとしてい

る．このように，集合複眼は光学的問題をことごとくクリ

アーした非常に高性能な眼であったと考えられ，個々の個

眼が集まってモザイク的なイメージを形成する通常の複眼

というよりは，むしろ物空間の異なった部分を個眼1つ1つ
が正確にイメージするという，単眼の集合したようなもの

であったと考えられている．その後の多くの研究者（例え

ばCampbell, 1975；Stockton and Cowen, 1976；Fordyce and 
Cronin, 1989；Horváth, 1989；Horváth et al., 1997）も，集合
複眼は‘側単眼式の複眼’であったと考えている．すでに

述べたように，現生の節足動物において側単眼が幼生期の

みに見られる複眼の代替的な機能を果たす器官と考えられ

ていることを考慮するなら（側単眼の項を参照），Clarkson 
and Zhang （1991）や Clarkson and Taylor （1995）が主張す
るように，集合複眼は完全複眼から幼形進化によって派生

したのかもしれない．Horváth（1989）は，球面収差を除去
できるレンズプロファイルを描き出すコンピュータープロ

グラムを開発し，上記のC. struvey およびD. socialisそれぞ
れについてintralensar bowlの屈折率を見積もり，化石化の
過程で失われた本来の構成物の成分を見積もった．その結

果，C.struvey のintralensar bowl は水和したキチン状の物質
（屈折率1.53）から構成され，一方D.socialis のそれはゼ
リー状の物質（屈折率1.40）から構成されていただろうと
推定した．その後，Gál et al.（2000a）はC.struvey および
D.socialisそれぞれについて単眼のレンズレプリカを作成
し，その断面形態を多項式で近似することにより，光線追

跡を行うことでそれらのレンズ性能の再評価をおこなっ

た．その結果，Clarkson and Levi-Setti（1975）が実際に巨
大なレンズモデルを作成したC. struveyのレンズについて
は，球面収差を除去したレンズであったというClarkson 
and Levi-Settiの意見と同様な結果を得たが，D. socialisにつ
いては，中央のバルジ部分とその両端で焦点距離がことな

る二重焦点レンズであったというこれまでとは異なる結果

を得た．そこで，Clarkson and Levi-Setti（1975）がD. socialis
のレンズ形態と近似できるとしたデカルトの球面収差レン

ズをコンピュータによる光線追跡によって再調査したとこ

ろ，デカルトのレンズでは収差をなくすことができないこ

とがわかった．つまりデカルトの描いたレンズは球面収差

を除去したレンズではなく，二重焦点レンズであったの

だ．それでは，二重焦点レンズの持つ機能的意味とはいっ

たい何であろうか？二重焦点レンズの進化的な重要性は，

近づいてくる敵や仲間あるいは生息地など，遠くの情報を

得ると同時に，すぐ近くの物体（例えば小さなえさ）の詳

細を調べうることであろう．残念ながら化石化の過程で網

膜などの軟体部は失われてしまっているが，現生生物を参

考にD. socialisの眼の網膜の形状を推定して焦点深度を見
積もったところ，中央レンズ部分はレンズから0.5cmまで，
周辺レンズ部分は0.5cmから無限大であるとの結果が得ら
れている．二重焦点レンズを持つ現生の生物は知られてい

ない．ただ，最近になって眼内インプラントレンズとして

中央にバルジ部分をもつ（D. socialisのような）二重焦点レ
ンズが開発されたことは誠に興味深い．

1c. 少数集合複眼：Gál et al.（2000b） はEodiscoidsの一種で
あるNeocobboldia chinlinicaの眼について，Gál et al.（2000a）
と同様な方法を用い光線追跡をおこなったところ，中央の

バルジ部分とその両端で焦点距離がことなる二重焦点レン

ズであったという結果を得た．しかし，N.chinlinicaのレン
ズは直径が20μmしかなく，特に中央の小さなバルジ部分
では，幾何光学的な光線追跡ではよくフォーカスしている

が，波動光学的視点から見ると，回折限界により鮮明な像

を得ることができない．またレンズの直径は集合複眼の二

重焦点レンズと比較して極端に小さく，このことは物空間

において無限の焦点深度を持つことを意味する．つまり，

このレンズにとって二重焦点レンズを持つ機能的な理由は

1つもないのである．このような機能的に意味のない二重
焦点レンズがなぜつくられたかについては，今もって不明

である．

2. 介形虫：介形虫の視覚器官としてこれまでに複眼（連立

像眼）およびノープリウス眼が知られている（Andersson 
and Nilsson, 1981；Huvard, 1990a,b）．現生介形虫のなかで大
多数を占めるのが，ポドコーパ目とミオドコーパ目であ

る．このうち，ポドコーパ目はノープリウス眼（もしくは

中央眼とも呼ばれる）のみをもち（図13左）ミオドコーパ
目はノープリウス眼に加え1対の複眼を持つ（図13右）．
2a. ノープリウス眼：ポドコーパ目の視覚器官の形態学的

研究は19世紀中葉のZenkerの研究まで遡ることができ，そ
の後，Claus（1891） およびMüller（1894）によって大成さ
れた．彼らによるとポドコーパ目のノープリウス眼（原文

では中央眼：Medianauges）は，3つの個眼から構成され，
側眼はキチン皮膜で覆われた色素コップ（色素細胞に相当

する）からなり，色素コップに接する殻の断面はしばしば

放射状の構造を呈するとされている（Müller,1894）．さらに
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眼の部分にあたる殻の膨らみにはさまざまなものがあるこ

とや，色素コップ内部にはレンズ，網膜およびタペータム

が存在し，網膜の間には桿状体（Sehstäbchen）が観察され
るなど詳細な記載をおこなっている．その後の研究者

（Turner, 1896；Nowikoff, 1908；Hanström, 1924；Rome, 1947；
Elofsson, 1966）もClausおよびMüllerと同様の観察結果を得
ている．Hartmann（1967）は介形虫の視覚器官のこれまで
の研究を総括し，ミオドコーパ目のノープリウス眼では，

ポドコーパ目それに認められるようなクチクラレンズやレ

ンズ細胞を欠くが，それ以外の構造については完全に一致

するとしている．Tanaka and Ikeya（2001）やTanaka（2005）は，
ポドコーパ目のノープリウス眼にもクチクラレンズやレン

ズ細胞を欠くものがあることを認め，化石記録も考慮して，

地質時代におけるポドコーパ目のノープリウス眼の形態的

な変遷を明らかにした．ポドコーパ目およびミオドコーパ

目のノープリウス眼の相同性は，その後の分子生物学的研

究によっても裏づけられている（Oakley and Cunningham, 
2002）．ポドコーパ目の視覚器官の機能に関する研究は，透
過型電子顕微鏡を用いた形態観察，および各組織の屈折率

の測定によって，マルカイミジンコ（Notodromus monacha）
のノープリウス眼の機能を見積もった研究に始まる（Anders-
son and Nilsson,1981）．その後，Myers and Kontrovitz（1988）は，
Andersson and Nilssonの観察結果をもとに，半球状の凹面
鏡の前に薄レンズを配置したノープリウス眼の理論モデル

を考案し，Fナンバーに基づく機能的な考察を行った．彼
らによればポドコーパ目のFナンバーは0.25～0.50の間の
値をとり，薄暗い光環境に適した眼であるとしている．

Kontrovitz and Myers（1988）は上記の方法で求められたFナ
ンバーに水中での太陽光線の強度，垂直減少係数，および

その他の光学的な係数等を組み合わせ，古水深を推定する

計算式を導出した．Puckett（1991）はアメリカ，アラバマ州や
ミシシッピー州に分布する白亜紀後期のDemopolis Chalk
から抽出した介形虫化石にKontrovitz and Myers（1988）の
計算式を適用し，堆積時の古水深を見積もっている．この

ようにポドコーパ亜綱の眼に関する研究は，機能形態学よ

りもむしろ，古生態学的および古環境学的研究に重点が置

かれているようである．これはKontrovitzら以前の眼に関
する研究がすべて古生態もしくは古環境学的研究に終始し

図13．介形虫類の眼．ポドコーパ目（Marslatourella dorsispinata）の殻（A）にはしばしばeye spotと呼ば
れる顕著なクチクラレンズが発達する．このレンズ下には，色素細胞で囲まれたレンズ細胞（消失
していることもある），網膜細胞およびタペータム細胞が存在し，ノープリウス眼の中で最も複雑
な構造を持つ．Bはミオドコーパ目（Kornickeria hastingsi）の右殻をはずして軟体部を観察したもの
で，幾つかの個眼が集まった複眼およびその前方にはノープリウス眼が観察される．図示したポ
ドコーパ目のノープリウス眼はクチクラレンズと軟体部が結合組織でつながっているのに対し，
ミオドコーパ目では複眼およびノープリウス眼が殻から分離していることに注意．ミオドコーパ
亜綱の個眼は色素細胞で囲まれ，円錘晶体と網膜細胞が隣接する連立像眼である．Aは：Bate and 
Robinson（1978）およびHorne et al.（2002）をもとに点描．BはAndersson and Nilsson（1981）およ
びHuvard（1990b）を改変．
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ていることからも伺える（Benson, 1975, 1984；Steineck, 
1981；McKenzie and Pepouquet, 1984；Bonaduce and Dan-
ielopol, 1988）．上述の理論モデルや古水深を推定する方法
は，機能形態学的研究が十分なされていないために，モデ

ルが実際のものとかけ離れたものであること，実際の標本

の計測値に基づいていないことなど問題も多い．ポドコー

パ目のノープリウス眼は他の節足動物のノープリウス眼と

比較してかなり複雑化している．これは複眼を持たない彼

らにとって，その視覚器官の機能を向上させる方法の1つ
であるに違いない．このことは複眼を併せ持つミオドコー

パ目のノープリウス眼がより単純な構造であることからも

推測できるかもしれない．

　Tanaka （2006）は，ポドコーパ目のノープリウス眼を図
14Bのような光学モデルで近似させ，コンピュータ・シミュ
レーションによって，眼のさまざまな形態パラメータを変

化させることで多様な光学系を構築した．その上で，レン

ズの外側からn本の光線を入射させた．そしてそれぞれの
光学モデルについて，中央の感桿の内部を通過する光線の

長さの総計（Lt）を，レンズの直径d（この値は研究に使用
した介形虫類でほぼ一定であった）とnで基準化すること
で，集光能力（G）を評価した．介形虫類の眼には集光能
力を左右する多くの形態パラメータが存在する．そこで，

それぞれの形態パラメータ同士を比較したさまざまな形態

空間を作成し，集光能力値に大きく寄与している2つの形

態パラメータを選定し，集光能力値の分布を調べた．こう

して，二次元の仮想的な形態空間を作成し，実際の標本か

ら得られた値や，そこから推定された集光能力値を，形態

空間内にプロットした．その結果，実標本から得られた値

と仮想した形態空間内での集光能力値に見事な整合性が認

められた（図15）．このことから，実際の介形虫類の眼の集
光能力も，この2つの形態パラメータ（レンズの相対的な外
側曲率，レンズの相対的な厚さ）によって大きく左右され

ていることがわかった．さて，形態空間内での実標本の分

布をみてみると，大きく4つのグループに分かれているこ
とがわかる．つまり，集光能力が高いAグループ，集光能
力が中くらいのBグループ，集光能力が低くレンズの相対
的な厚さが薄いC1グループ，および集光能力が低くレンズ
の相対的な外側曲率が小さいC2グループである．次に各
グループの生息する環境の光強度と集光能力の関係を調べ

てみた．その結果，集光能力が高いAグループは暗い環境
に，C1，C2グループは明るい環境に，そしてBグループは
幾分幅広い光環境に生息していることがわかった．さて，

形態空間内の各グループの分布をみてみると，Bグループ
は他のすべてのグループと隣り合っていることがわかる．

つまり，Bグループの眼の形態パラメータをわずかに変化
させるだけで，すべての眼が作られうること（換言すれば

Bグループの眼から，残るすべてのグループの眼が派生し
うること）を示している（図15）．分子系統樹（図16A）お
よび化石記録（図16B）は，いずれもこの仮説を支持する
ものであった．すなわち，中生代の初めに世界的な海水準

の上昇によって浅海域が拡大し，さまざまな光環境が現れ

た結果，レンズを持たないグループから，幅広い光強度に

適応した中くらいの集光能力を持つBグループが複数の系
統で独立に爆発的に出現した．その後，特定の光環境に特

図15．形態空間上に標本の計測から導かれた実測値をプロット
した図．

図14．介形虫のノープリウス眼の模式図（A）とノープリウス
眼を元に考案した光学モデル（B）．
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図16．分子系統樹上にそれぞれのグループ（科）の眼の形質状態をプロットしたもの（A）．介形虫のノープリ
ウス眼の化石記録（B）．
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化したA，C1，C2グループの眼を持つ介形虫類が，Bグルー
プの眼をもつ祖先から，それぞれ独立に進化したことが明

らかとなった．

　それではミオドコーパ目の連立像眼についての機能形態

学的研究についてはどうであろうか？

2b. 連立像眼：Vannier and Abe（1992）はシルル紀のミオ
ドコーパの一属（Bolbozoe属）の背甲の前背部に球面状の
膨らみ（bulb）があることに着目した（図17）．そして，こ
の形質が現生ミオドコーパの視覚器官付近の殻にしばしば

見られる透明な円形の窓（visual window）にアウトライン
や位置，および個体発生を通しての相対的なサイズが類似

していることを認めた．さらにそのbulbの中央部は他の部
分と比べて圧縮および破損が激しいことから，bulb中央部
において殻が特に薄かったのではないかと考え，現生ミオ

ドコーパの複眼（lateral eyes）もしくはGigantocypris属の
ノープリウス眼（原文では中央眼）起源の視覚器官に相当

するような，光感度の高い器官を収納するようにbulb内側
の容積を大きくしていたのではないかと考えた． そして，
Bolbozoe属が，幼体から成体までまとまって産出すること，
他の浮遊性あるいは遠洋を遊泳するような動物群とともに

産出すること，そしてBolbozoe属が産出する堆積物に，底
生群集や生物撹拌が殆ど確認できないことから，Bolbozoe
属は殆ど光が届かないような水塊に生息していたのではな

いかと考えている．後半部は主に古生態学的な議論が中心

であるが，この研究は，Bolbozoe属のように機能を推測で
きるような形質が少ない化石においても，化石に認められ

る形質から視覚器官の存在および機能を推定することを可

能にした好例といえよう．このように系統的に密接に関連

した現生生物との機能のアナロジー，および化石の産状の

詳細な観察は非常に有力な手がかりを与えてくれるに違い

ない．

　絶滅した節足動物の一種（あるいは絶滅した介形虫と考

える研究者もいる）であるオルドビス紀前期からデボン紀

後期にかけて繁栄したLeperditia属の眼についてはどうで
あろうか？Leperditia属は，しばしば殻長が2cmにも達する
厚く石灰化した殻を持ち，その前背方には直径が1000μm
ほどの幾分膨らんだ1対のレンズが存在する（図18）．これ
まで筆者の知る限りでは，このレンズについての機能形態

学的な研究はおこなわれておらず，複眼かどうかも定かで

はない．しかし，Vannier and Abe（1995）が指摘するように，
レペルディティアがミオドコーパ様の生物であったと考え

るなら，ミオドコーパ様の連立像眼を持ち，個眼を殻に結

合させ，殻をレンズとして利用していたのかもしれない．

実際，このような単レンズ式の複眼は，端脚類や深海の十

脚類において報告されている（Nilsson, 1989）．現生のミオ
ドコーパの複眼は前後左右に自由に動くことが知られてお

り，キチン質の薄い殻と結合しておらず，殻に特殊なレンズ

構造を発達させていない．このようにLeperditia属の眼は石

灰化した殻上にレンズを形成する点で，現生のミオドコー

パ様の複眼と比較してかなり特殊化している．Leperditia属
の眼については，今後，連続切片で眼瘤の断面形態を観察

し，その光学的性能を推定する必要があろう．

3. 十脚類の複眼化石：Tanaka et al.（2009a）は，ブラジル
の白亜紀後期のサンタナ層から発見されたリン酸塩で交代

され，3次元的に保存された十脚類の幼生の複眼の詳細な
形態観察をおこなった．彼らは生形（2004b）による三角測
量法を用いた2次元画像から3次元データを取得する方法
を，走査型電子顕微鏡（SEM）に応用し，複眼の化石の個
眼表面の3次元計測をおこなった．1つの個眼表面の3点の3
次元座標を求めることで，3次元座標内における個眼表面
の面が決定され，それに垂直な法線ベクトルを算出でき

る．その後，各個眼の中心に法線ベクトルの始点を移動さ

せることで，各個眼の見ている方向（光軸）を決定するこ

とができる（図19）．こうしてすべての個眼の光軸の位置と
方向を決定し，複眼を球面空間の中心に移動させ，各光軸

と球面の交わる点を球面投影することで，複眼化石の視野

を見積もった．また，各個眼の最大径を3次元空間で測定
し，複眼化石における個眼のサイズの分布も示した（図

20）．この三角測量法を用いた個眼のサイズと光軸の位置
を求める方法は，絶滅節足動物の複眼から古生態を復元す

る際に，有効な方法の1つである．複眼には「アイ・パラ
メータ」と呼ばれる複眼の解像度を見積もる式が広く知ら

れている（Snyder, 1977, 1979）. アイ・パラメータ（ρ）は以
下の式で表される．ρ= （1/2×√3）D×⊿φ （ラジアン・μm）．
ここでDは個眼の直径（μm），⊿φは隣接する個眼の間の光
軸の角度（ラジアン）．現生の節足動物において，アイ・パ

ラメータとそれぞれの生物が生息する光強度には図21に示
したように反比例の関係があることが知られている

（Land, 1981）．McCormick and Fortey （1998）は，オルドビス紀
の2種類の三葉虫（Carolinites killaryensisおよびPricyclopyge
binodosa）について両種の複眼のアイ・パラメータを求め
た．その結果，C.killaryensisの複眼から中央値2.13～3.24の
値をP.binodosaの複眼から中央値4.23～4.98の値をそれぞれ
算出し，C.killaryensisは遠洋表層域にP.binodosaは遠洋中層
域に生息していたと結論づけた．彼らは，SEMを用いて隣
接する個眼間の角度を傾斜ステージの目盛から直接読み取

るという方法を繰り返すという方法でアイ・パラメータを

求めた．確実ではあるが，膨大な時間を必要とする方法で

ある．現在のX線CTスキャニング技術と立体構築ソフトの
付属機能を使えば，短時間で膨大な数の個眼の直径や隣接

する個眼間の角度を測定することができる．しかしCTス
キャン機器を導入している大学，研究所，博物館は少ない．

したがって，Tanaka et al.（2009a）で用いた方法が，実用的か
もしれない．この方法はSEMもしくはデジタルカメラと
双眼実体顕微鏡があればアイ・パラメータを測定すること

ができる．Schoenemann et al.（2012）はカンブリア紀後期
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図17．シルル紀のミオドコーパBolbozoe属．殻前方の背側に顕
著な膨らみ（bulb）が認められる．複眼（lateral eyes）も
しくはGigantocypris様の巨大なノープリウス眼を収納し
ていたのではないかと考えられている．Vannier and Abe
（1992）をもとに点描．

図20．白亜紀の十脚類の幼生の複眼（左眼）の化石について，各個眼の光軸を球面投影した図
（Aは前方背側から，Bは前方腹側から観察したもの）．Tanaka et al.（2009a）を改作．

図19．三角測量法を用いた複眼の各個眼の光軸の決定方法．

図18．レペルディティア（Leperditia sp.）の背甲上に見られる眼
瘤（eye tubercle）． Benson et al.（1961）を点描した．
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の絶滅甲殻類H. scutulaの例外的に保存された複眼化石に
ついて，2次元のSEM画像をもとに各個眼の光受容器の痕
跡と思われる穴の中心から光軸をひき，アイ・パラメータ

を求めた．そして，H.scutulaが明るい海中に生息していた
と結論づけた．しかしながら，彼らが出した個眼の光軸は

主観的であり，また複眼化石の特定の一断面の光軸を見て

いるに過ぎない．アイ・パラメータを求めるにあたり，三

次元空間での光軸の方向を計測すべきである．

おわりに

　近年，ミバエ属（Drosophila）において眼の発現に重要
な役割を果たすeyeless遺伝子が，哺乳類のPax-6 遺伝子と
相同であるという報告があった（Quiring et al., 1994）．眼の
発現の根本であるマスターコントロール遺伝子が無脊椎動

物と脊椎動物において同じであるというわけである．これ

に対しNilsson（1996）は，無脊椎動物と脊椎動物の眼の間
に潜在する相同性を評価する基準として，（1）その眼の個
体発生的な起源，（2）光受容細胞が構築される方法，そし
て（3）光受容の分子反応をあげた．彼はそれまでの研究を
レヴユーし，光学デザイン，個体発生的起源，光受容細胞

の形成過程およびその反応性など，重要な点において脊椎

動物と無脊椎動物（昆虫）の眼にはことごとく共通点がな

いことを認め，2つの眼が独立に進化してきたことは疑い
ないとしている．

　それではいつ，どのようにして両者の眼は分かれたのだ

ろうか．Grotzinger et al.（1995）によると，大部分の現生
する分類群はカンブリア爆発まで遡れ，これらカンブリア

爆発以降に出現した動物の中にはよく発達した眼を備え，

機敏に運動するものもいる（Briggs et al., 1994）．一方，先
カンブリアの生物群は俊敏に運動するような体の構造を

持っておらず明瞭な眼の証拠も確認されていない．先カン

ブリアの生物はほとんど眼を使用していなかったのであろ

うが，光感受能力はそれなりにあったと考えられ，した

がってさまざまなデザインの光受容細胞がおそらくカンブ

リア爆発よりずっと以前に存在していたと考えられる．つ

まりPax-6遺伝子はカンブリア爆発以前に存在していたこ
とになる（Nilsson, 1996）．脊椎動物と頭足類はカメラ眼と
いう共通した機能の眼を持つが，レンズを構成するタンパ

ク質は両者で異なっている．しかし，レンズを構成するタ

ンパク質は，それぞれの動物体のなかで他の機能をもつタ

ンパク質と同じか非常に類似している．つまり，手元に十

分な組織や材料さえ揃っていれば眼は容易に形成され，非

常に短い期間に進化しうると考えられるのである（Nilsson,
1996）．カンブリア紀になって（あるいはカンブリア紀に先
立ち），像を結べる高性能の眼を持った捕食者の突然の出

現により，被食者は視覚的に無防備にさらけだされたに違

いない．節足動物ではそのような捕食者の高性能の眼はお

そらく複眼であっただろう．このことは複眼の起源につい

ての議論（おもに個体発生学的，免疫組織化学的および分

子系統学的研究による）がさかんに行われている（Elofsson, 
1992；Osorio and Bacon, 1994；Nilsson, 1996；Melzer et al., 
1997；Harzsch and Walossek,2000；Oakley and Cunningham, 
2002） ことからも窺える．
　化石となった捕食者の眼がどのように獲物を捕らえ，一

方被食者はそれに対してどのような対抗手段を講じたのだ

ろうか？視覚器官の機能形態学的研究（あるいは諸形質の

光学的研究）は，そのような生物進化の問題に迫れる最も

有効な手段かもしれない．また，地球上には彼らによって

5億年にわたって開発されてきた視覚器官の残骸が地層中
に豊富に残されている．地道な試料採取による標本の蓄積

やコンピューター・シミュレーション等を用いることに

よって，人類がまだ手にしていない光学機器を予測あるい

は発見できる可能性は十分にある．今後，節足動物にみら

れる多様な視覚器官の形態や機能を統一的に近似できるモ

デルが作成できれば，形態空間解析（生形，2004a）や分子
データを利用して，節足動物の視覚器官の進化史をさらに

深く掘り下げることができるかもしれない．かねてより懸

案である原始甲殻類の眼や節足動物の複眼の原始形態につ

いても，形態空間解析の視点から推測できるかもしれな

い．また，化石として視覚器官が保存され，広い生息範囲

と豊富な現生・化石記録を持つ分類群（例えば介形虫類）

を用いれば，地質学的タイムスケールで光環境の変遷をモ

ニタリングすることが可能になるかもしれない．膨大な化

石記録を有する節足動物の眼は，その一躍を担うことがで

きる有効な形質の1つであるに違いない．

付記：本総説は，化石節足動物への応用を目的として，節

足動物の眼の機能形態学的研究をレヴューしたものであ

図21．現生の節足動物にみられる生息場所の光強度とアイ・パ
ラメータとの関係．
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る．したがって，化石節足動物への応用が難しい急激な光

反応の変化に対する眼のダイナミックな応答様式やサブミ

クロンスケールでの形態形質の変化，および網膜の微絨毛

配列を解析しなければ判らない偏光感覚の機能については

触れていない．それらについての詳細は，江口（1975）や
Warrant and McIntyre（1992）を参照されたい．サブミクロ
ンスケールでの光学器官の化石は近年報告され，さかんに

研究されるようになっている．これらの研究についてのレ

ビューは稿を改めて行いたい．また，「眼」の誕生がカンブ

リア紀の生物大進化の引き金となったとされる「光スイッ

チ説（Parker, 2003）」とその後の研究についてのレヴュー
は田中（2012）を参考にされたい．最後に，人類によって
造りだされた異常な光環境がそこに棲む生物に甚大な影響

を与えた例を紹介したい．熱水噴出孔などの暗黒環境から

得られたエビの眼には網膜が無く，それまで深海環境で眼

が退化した結果であると考えられていた．しかし，それら

は，実は訪れた潜水艇の強い投下照明によって網膜が破壊

され，ヒトによって盲目にされたエビ達であったのだ

（Herring et al., 1999）．
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