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「串本の海」水槽の小型甲殻類 その2

森 美枝

「串本の海」水槽（以下大水槽）は、6 ｍ×
6 ｍ× 3 ｍ水量 108 ｔの半開放式水槽で、串本
の海を代表するサンゴや魚を展示している当館

の目玉水槽の一つである。この大水槽において

水槽内の環境を調べるため、2002 年から 5 年
ごとにヨコエビ類、等脚類などを中心とした小

型甲殻類を調べている。前回（Vol. 37, pp. 34-35）
は、リニューアル前の 2002 ～ 2003 年の小型甲
殻類相（以下甲殻類相）とリニューアル直後の

2007 ～ 2008 年の甲殻類相を比較し、その変化
について報告した。この時、リニューアル直後

の甲殻類相はリニューアル前に比べると月によ

って不規則に変動し、まだ不安定な状態である

ことが示唆された。今回、リニューアルより 5
年が経過し、大水槽の甲殻類相はさらにどのよ

うに変化したのか報告したい。

調査方法

2012 年 5 月～ 2013 年 3 月の間、5 ～ 6 週間
に 1 回、直径 15 ㎝程の水槽底のサンゴ礫を 3
個採取し、水洗いして石から離れた小型甲殻類

を 1㎜のふるいにかけ、ふるい上に残ったもの
を採集、同定した。採取した礫は写真に撮り、

画像から表面積を計測した。

表 1に採集日と水温を示す。

表 1．採集日と水温

結果

1．小型甲殻類相

今回の調査で出現した小型甲殻類は、カイア

採集日 水温（℃）
2012/05/13 22.2

06/24 26.6
08/03 29.0
09/17 28.5
10/27 22.6
12/09 19.7

2013/01/20 20.3
02/24 20.2
03/31 21.5

シ類 1 種 1 個体、アミ類 1 種 16 個体、タナイ
ス類 3 種 73 個体、等脚類 4 種 285 個体、ヨコ
エビ類 4 種 507 個体で計 13 種 882 個体（平均
1573 個体/㎡）であった。出現したほとんどの
種は地先の海岸で見られる種である。

最も多く出現した種はイソヨコエビの一種で

平均 638 個体/㎡が出現して全体の 41 ％を占
め、次いでウミミズムシが平均 365個体/㎡で 23
％を占めた。この 2種で全体の 6割以上を占め
る。続いてコンピラソコエビの一種が同様に

145/㎡、スンナリヨコエビ 133/㎡、ホソツメタ
ナイス 125/㎡で、それぞれ全体の 8～ 9％を占
め、この 5種で全体の 89％を占めた。
2．季節変化

図 1に小型甲殻類の季節変化を示す。
個体数は 3 月に最も多くなり、9 月に最も少

なくなった。種数は、5 月に最も多くなり、9
月と 10月に最も少なくなった。
優占種の変化については、10 ～ 2 月にかけ

てイソヨコエビの一種が優占し、3 ～ 5 月にか
けてはウミミズムシが優占するという季節変化

図 1．小型甲殻類の季節変化
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が見られた。コンピラソコエビの一種は 8月と
10月に個体数が増加した。

過去の結果との比較

図 2に小型甲殻類の経年変化を示す。
種数は 1種減少したのみで大きな変化はなか

ったが、平均個体数はリニューアルオープン直

後の 2007 ～ 2008 年よりも増加し、リニューア
ル前 2002～ 2003年の値に近い値となった。
優占種の変化では、過去 2回大きな割合を占

めていた Hansenium sp.が今回大きく減少し、
代わってこれまで目立たなかったイソヨコエビ

の一種が大きく増加した。ウミミズムシは 3回
の調査を通して安定して出現した。

季節変化については、リニューアル前は春に

種数、個体数ともに多くなり、秋に少なくなる

傾向が見られたが、2007 ～ 2008 年はリニュー
アルオープン直後の春が少なく、夏に増加、し

かし秋冬にはまた減少という不安定な状態であ

った。今回は春に増加、秋に減少する傾向が見

られ、リニューアル前の季節変化に近い傾向と

なっている。

図 2．小型甲殻類の経年変化
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甲殻類相の季節変化については、これまで同

様今回も優勢な第 1位種と第 2位種で季節によ
る入れ替わりが見られた。すなわち、今回は第 1
位種のイソヨコエビの一種が秋冬で優勢にな

り、第 2位種のウミミズムシが春に優勢となる。
考察

リニューアルから 5年が経過し、大水槽の小
型甲殻類はリニューアル前の安定した状態に戻

ってきたように見える。しかし、優占種の入れ

替わりが見られるなど、リニューアル前の甲殻

類相とはまた違う組成が形成されていることが

今回わかった。今回最優占種となったイソヨコ

エビの一種は、これまで大水槽では目立つ存在

ではなかったが、給餌量が多い水槽では大量に

出現することもあるから、肉食性の傾向が強い

ヨコエビなのではと推察される。実は、大水槽

の魚への給餌は以前は 2 日に 1 回だったが、2
年前から毎日となり、給餌量は 1.5 倍程になっ
ている。このことが本種の台頭につながる要因

の一つとなっている可能性もある。一方、リニ

ューアルを経ても大きな変化がなかった種もあ

る。ウミミズムシは 3回の調査を通して優占種
であり、優占率、季節別の個体数（図 3）とも
に大きな変化は見られなかった。言い換えれば、

環境の変化に対応性のある種とも言える。

これまでの調査を通して、水槽内の環境の変

化によって小型甲殻類相も変化することがわか

った。小型甲殻類を調べることによってある程

度水槽内の環境を推測できると思われる。

図 3．ウミミズムシの季節変化
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コモンサンゴ類の同定の話（12）

国内産種の紹介 2. ヤスリコモンサンゴ

野村 恵一・鈴木 豪（水産総合研究セン

ター西海区水産研究所亜熱帯研究センター）

ヤスリコモンサンゴは国内では八重山海域に

分布し、その学名として Montipora angulata
（Lamarck, 1816）が用いられている（白井, 1985
；西平・Veron, 1995）。白井（1985）も西平・
Veron（1995）も種同定は Veron & Wallace（1984）
に従っていると思われる。しかしながら、不可

解なことに、Veron & Wallace（1984）が示した M.
angulata の形態は、タイプ標本にあまり似てい
ない。この不整合をどう解釈したらよいのであ

ろうか。

M. angulata の命名者は、進化論で有名なラ
マルクである。もちろん、ラマルクはサンゴ分

類だけが専門ではなく、研究対象は全ての無脊

椎動物に及び、当該動物の分類体系を構築して

いく過程で、独自の理論を導き出したと言われ

ている。ところで、ラマルクが活躍した 19 世
紀初頭の種記載は、文章があまりにも簡潔過ぎ

ていて、記載だけで種の実体を把握することは

困難である。ただし、本種のタイプ標本は今で

もフランス国立自然史博物館に保管されてお

り、Bernard（1897）はそのタイプ標本に基づ
いて M. angulata の再記載を行っている。それ
によると、タイプ標本はいくつかの破片群から

なり、ラマルクが記載の基にした標本は厚さ 5
㎜ほどの平坦な基盤の上に短くてカールした平

たい葉状突起を持つ形状をなす。この基盤には

鋭く角張った縁があり、また、葉状突起の個体

間にも鋭く角張った隆起（共骨壁）が発達し、

これら両者の角張った形状が種小名（angulata）
の由来となっている。莢径は 0.5 ㎜よりもわず
かに大きく、1 次隔壁はいくぶん不揃いで、2
次隔壁は発達が悪く数も少ない。タイプ産地は

Eastern Ocean（東部インド洋？）とされる。
ところが、Veron & Wallace（1984）の示した M.

angulata には、タイプ標本が基盤や大型突起部

で持つ「鋭く角張った」特徴は見られない。ま

た、大型突起の形状も平たくてカールした短い

葉状ではない。すなわち、群体は被覆状基盤か

ら丸みのある瘤状突起を分布させた不規則な樹

状突起を伸ばし、枝はいくぶん平たいものの、

基盤には鋭い角張りはなく、個体の周囲も隆起

した共骨壁は認められるものの鋭いと呼べるも

のではない（図 20A）。
このように、両者の間には群体型や共骨壁の

形状に大きな相違が認められるため、とても両

者が同種であるとは信じられない。また、Veron
（2000）は Veron & Wallace（1984）とは明ら
かに別種と思われる生時写真を M. angulata と
して掲載している。この写真の群体は鋭く角張

った共骨壁を持つものの、円柱状の末枝を持つ

短い樹枝状の群体形状はタイプ標本とは異な

り、こちらも真の M. angulata ではない印象を
受ける。

何分、Veron & Wallace（1984）はタイプ標本
を見た上での見解を示しているので、タイプ標

本を見ていない者としては彼らの見解に対する

判断は容易には行えない。しかしながら、コモ

ンサンゴ類の著しく高い種分化の様相を鑑みれ

ば、上述した各著者の示す M. angulata が全て
同一種とみなすには無理があり、それぞれ別種

として扱う方が自然である。そこで、本文では

この考えを基に、Veron & Wallace（1984）が示
した M. angulataは厳密種（真の M. angulata）
とは別の種として扱うことにする。

2. Montipora angulata sensu Veron & Wallace, 1984
ヤスリコモンサンゴ

図 20（A～ D）
Montipora angulata; Veron & Wallace, 1984: 74-77;

白井, 1985: 208; 西平・Veron, 1995: 63.
not Montipora angulata（Lamarck, 1816）; Bernard,

1897: 63-64.
形態

群体は大きなものでは長径 1 ｍを越える。群
体型は準樹枝状もしくは樹枝状。基盤は被覆状

もしくは準塊状で、縁は角張らない。基盤から
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は上方に向かって不規則に癒合した枝を伸ばす。

枝の長さは 10 ～ 20 ㎝で、枝表面には丸みを帯
びた直径 1 ㎝ほどの小瘤状突起が分布する。こ
の小瘤状突起は基盤上にも認められる。枝の基

部の太さは 1.5～ 3㎝で、枝は末広がりに伸びる
傾向を持つ。枝の末端は長さの異なる小瘤状突

起もしくは短い分枝が並ぶ。末枝の先は平坦か

先細り状で、断面は角の丸い四角形をなし、長

さは 1～ 3㎝、基部の太さは約 1㎝である。
個体は共骨中に埋没し、ほぼ均一に分布する。

個体間隔は個体 1 個分以内でやや狭い。莢径は
平均 0.8 ㎜（範囲は 0.6 ～ 0.8 ㎜）で、やや大き
い。莢壁輪は明瞭で、輪の上に小さな棘が散在

する。隔壁は通常、柱状の棘の列より構成され

るが、方向隔壁は歯状板を形成する場合が多い。1
次隔壁は発達して完全に揃い、常に 2 次隔壁よ
りも明瞭に太くて長く、長さは平均 0.6R（範囲
0.5-0.7R）である。方向隔壁は重厚ではないが多
くは片側 1 枚のみが認められ、両側が上面で癒
合することはない。2次隔壁は不規則・不完全で、
長さは平均で 0.2R（範囲は 0.0-0.4R）である。
莢はやや深く、しばしば底部で隔壁が融合した

小さな軸柱栓が形成される。

共骨表面は微小突起、粒状突起、疣状突起、

ならびに畝状突起を欠く。共骨上の棘は小瘤状

突起間では概して細いが、小瘤状突起上もしく

は末枝上では発達して幅広い薄片状となる。莢

壁輪の回りを 1 列の棘が取り巻く傾向があり、
特に小瘤状突起上や末枝上では顕著である。そ

のためこれらの大型突起上では個体は棘列に囲

まれてラッパ状に開口するように見える。なお、

棘列の棘間が連結して粗い共骨壁を形成する場

合があるが、鋭く角張ることはない。

色彩の変異は少なく、共肉は一様な淡褐色で

ある。ポリプは共肉よりも明色のものが多い。

分布

白井（1985）は石垣島川平湾より記録し、第 1
著者（野村）の黒潮流域下における調査でも、

八重山諸島石西礁湖浅所（水深 1 ～ 5m）からし
か標本は得られていない。なお、西平・Veron
（1995）は高知県以南から報告しているが、こ
の分布記録は再検討される必要がある。海外で

はグレートバリアリーフから記録されている

（Veron & Wallace, 1984）。
和名

和名提唱者は不明である。手持ちの資料の中

で最も古い使用例は白井（1985）である。
近縁種との関係

本種のように樹枝状の群体を持ち、個体が隆

起した棘もしくは共骨壁に囲われてラッパ状に

開口する特徴を持つ種として、他に M. gaimardi
が挙げられる。この種は枝の断面が丸く、枝表

面は滑らかで小瘤状突起を欠くことで本種と識

別される。また、M. angulata の厳密種とは、
この種の群体基盤の縁や共骨壁は鋭く角張り、

基盤から平たくてカールした短い葉状突起を伸

ばすことで本種と区別される。なお、本種には

他にも隠蔽種が存在する。この種については次

号で紹介したい。

本種はモリスコモンサンゴ種群に属し、ミト

コンドリアをマーカーに用いた遺伝子解析で

は、M. turgescensと同じクレードに含まれる。

図 20. Montipora angulata sensu Veron & Wallace, 1984 ヤスリコモンサンゴ：A; 骨格標本（Veron &

Wallace, 1984, p. 74, Fig. 184, グレートバリアリーフ産）. B; 生時群体（SMP2193, 石西礁湖産）. C; 生時

群体（SMP2204, 石西礁湖産）. D; 個体周囲の骨格拡大写真（SMP2204, 石西礁湖産）.
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第40回マリンスクール開催

恒例のマリンスクールが今年も 8 月 7 日～ 8
日に行われました。以下に子供たちの感想文を

紹介します。

潮岬小学校 5年 瓜田 萌え子

私は、マリンスクールで楽しいことがいっぱ

いありました。

まずは、海中観察です。ふかくて足がつかな

いところでも、ウェットスーツを着ていたので

うかぶことができました。泳ぐときもすごく泳

ぎやすかったです。

次にキャンプファイヤー。先生たちが考えて

くれたゲームはすごく楽しかったです。しりと

りビンゴで、1 回ビンゴになりました。リーチ
は 3回でした。絵をかいてテーマをあてるゲー
ムでは、話に夢中になってあまりかけませんで

した。でも楽しかったです。ゆっくり歩いてい

っておににタッチするゲームはけっこうむずか

しかったです。でも楽しかったです。

ウミガメ放流ではじめてカメを見たときすご

くこうふんしました。海におろすときすごく心

ぱいでした。

しいく体けん。トンネル水そうの上は、はじ

めてみるのですごいなと思いました。いろんな

ことを見せてもらって楽しかったです。

テントをたてたりするのはたいへんだったけ

ど、またきたいです。

潮岬小学校 5年 松井 裕美

きのうから、一ぱく二日のマリンスクールが

ありました。最初は、開校式でした。じこしょ

うかいをしました。

次にテントをたてました。ねる時は、テント

でねます。テントをたてる時、ハンマーをつか

いました。ゆびをうちそうでこわかったけど、

だんだんなれてきました。

そして、今日、うみガメをさわりました。ペ

シペシたたかれていたかったです。そして船に

行って、海に海ガメをにがしました。

てんぼうだいに行って、魚にえさをあげてか

ら、魚もみました。トンネルの所に、サメもい

ました。いろいろ、きれいな魚や、サンゴがみ

れて、よかったです。

潮岬小学校 5年 大川 なつみ

一番おもしろかったことは、カメを放流した

ことです。なぜかというとカメがかわいかった

からです。でも前足でバシバシされていたかっ

たです。でも一番いやだったのは、うしろ足に

ハリを、ピアスみたいにさして、かみ（標識）

を止めていることです。1 年たってからつける
そうです。先生に「いたくないん？」ときくと、

「いたいやろうねぇ。」と答えて、「あばれん？」

ときくと、「あばれるよ。バシバシたたいてく

るし。」といっていました。でもそのあとは、

いたくなくなるそうです。放流する時ステラマ

リスにのって放流しました。さいごまで、元気

いっぱいで、かわいかったです。帰るときかお

がちらっとみえました。また海中公えんに行き

たいです。

－ 6 －
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夏季実習生思考

大阪コミュニケーションアート専門学校1年

淮田 彗太郎

私がこの実習で学んだことは、人にものをわ

かりやすく教えられる説明力と生き物に対する

適切な知識を持つことでした。飼育員の方々は

皆わかりやすく、かつたくさんの情報を入れて

お客さんに説明をされていたが、僕自身はお客

さんに質問をされても、どうしても「～だと思

います」や教えられた言葉をそのまま使ってし

まい、かみ砕いて説明することができませんで

した。そして、それを一番思い知らされたのは、

海上保安庁の船でのウミガメの放流会でした。

お客さんが口々に質問を投げかけてくる中、飼

育員の方はすぐに答え始められていましたが、

僕は子どもたちの簡単な質問にも返答に困って

しまい、わかりにくい回答をして子供たちを混

乱させてしまいました。

この 24 日間の実習で、自分と水族館業界の
プロの方々の差を思い知らされました。知識量

もそうですが、人に対しての接し方、魚につい

ていかに学んで知識を深めてもらえるか、とい

う仕事も水族館業務の一つなのだと学ばせてい

ただきました。

水産大学校生物生産学科1年

加藤 祐也

まず、最初に与えられた仕事が、「水槽のガ

ラスについた手垢を拭き取る」という作業であ

ることに驚いた。今まで、客としてあらゆる水

族館を訪れたどの場合においても、水槽の手垢

など気にしたことがなかったからである。それ

を残さず拭き取る作業を毎日繰り返す中で、来

館者からの見栄えを良くする必要性が、私の心

に深く刻み込まれた。

また、実習中に私を最も魅了した生物が、ウ

ミガメである。私は、これほどウミガメと触れ

合ったことは、今まで一度もなかった。放流の

ために水から出した子ガメを手に持ったとき、

子ガメは前脚を振って、甲羅を持っている私の

手をたたき、必死に抵抗していた。その痛みか

ら私は、まだ小さな彼らが、大海原で生きてい

くために秘めている逞しい力を、身をもって実

感した。その一方で、何十年も放流活動を行っ

てはいるものの、この水族館で放流されたウミ

ガメが、その後発見された例は僅かであること

が非常に残念であり、同時に、動物を取り巻く

自然界の過酷さを痛感した。さらに、大人のウ

ミガメを、トンネル水槽から屋外へ運び出した

ときは、あまりの重さに言葉を失った。ここま

で成長するのにどれほどの時間が必要なのか。

作業後はただそれだけが気になっていた。

この実習は、確かに有意義なものだった。「水

族館で働きたい」という夢が半ば実現した今回

の経験を踏まえ、自分の将来を考えていきたい

と思う。

東海大学海洋学部海洋生物学科2年

白田 信太郎

たくさんの水族館業務を体験させていただい

た。まず、開館時刻までに全ての水槽のガラス

拭きをする。お客さんに気持ちよく見てもらう

ため、これは毎日行わなければならない。次に、

餌の準備がある。オキアミやムロアジなどを使

うのだが、水槽を濁らせないために切った後に

血を洗い流してから使用する。これもお客さん

のために行われるひと手間だ。他にもたくさん

の業務を教えていただいたが、実習に来て改め

て実感させられたことは、職員の一番の仕事は、

来てくれたお客さんを喜ばせること、そのため

に様々な生き物の飼育や展示が必要になってく

る。そして、それは老若男女いろんな人を対象

としなければならない。間近で仕事を見させて

いただき、大変な仕事だと思う反面とてもやり

がいの持てる仕事だとも思った。

－ 7 －
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異常気象に翻弄された夏だっ

た。気象庁が出している潮岬の

観測史上 1 ～ 10 位の表を見る
と、8 月は月降水量の少なさ第 5
位、日最高気温（8/12）第 2 位、
月平均気温の高さ第 3 位となっ
ている。雨が降らない上に気温

が高いということで、畑はから

から。農作物にも影響が出た。

良いことといえば、蚊やムカデ

に悩まされることが少なかった

ことだろうか。しかし、9 月にな
って気候は一転、台風 18 号の影
響で 15 日には日降水量が観測史
上 1 位となる大雨、おまけにそ
の日町内 3 カ所で竜巻が発生。
多くの家屋に被害が出た。川か

ら出た大量の濁流で多くの養殖

マグロが死亡、その被害は 5 千
万円以上という。猛暑で心配だ

ったのは海中のサンゴだが、こ

ちらは黒潮の離岸でむしろ水が

冷たいと感じることが多く、最

近では毎年起きるサンゴの白化

現象もごく浅い場所を除いては

ほとんど見られなかった。ただ、

黒潮の離岸で不振となっている

漁業もあるから喜んでばかりも

いられない。自然の恵みを得て

いる分、災いもあるのは仕方が

無いが、願わくばもう少し手加

減してほしい。何十年、何百年

に一度の災害はこりごりである。
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気　　温 26.8℃ +1.1℃ 28.2℃ +1.4℃

水　　温 25.4℃ ±+0.0℃ 27.5℃ ±+0.0℃

塩分濃度 34.5‰ +0.1‰ 34.8‰ +0.3‰

水中透視度 12.8ｍ +1.2ｍ 12.9ｍ +0.8ｍ

降　水　量 140.6㎜ -80.8㎜ 27.9㎜ -280.5㎜

錆浦定置観測結果（月平均値と平年値比）
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