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がよく観察され、自然海水と一緒に水槽に混入した微小生物や有機物などを捕食しているのではない
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串本で出現したクラゲのまとめ 後編

中村 公一

前々号において、串本で出現したヒドロ虫綱

を除く刺胞動物門および有櫛動物門のクラゲに

ついて報告したが、今回は引き続き、刺胞動物

門ヒドロ虫綱に属するクラゲについて報告す

る。また、数種について補足を説明する。

串本では今までに、6 目 19 科 23 種を確認し
ており、エダアシクラゲを除く全ての種が野外

での採集または目視で確認されたものである。

さらに、その中でも多くが、春先に海流によっ

て地先に寄せられてきた際に採集、観察したも

のである。

エダアシクラゲについては過去に本誌でも紹

介したが（Vol. 37, p. 12）、それ以降も春にな
ると展示水槽内で出現する様子が確認されてい

る。主に出現するのが前述の記事内でも記した

とおりヒトデの水槽とトピックス水槽、そして

他にも小水槽群や、研究所内の予備槽などで、

これらの水槽群ではエダアシクラゲが泳ぐ様子

が確認されている。また、予備槽内ではエダア

シクラゲのポリプが壁面に付着している様子も

観察された。この予備槽にはミズクラゲのポリ

プが定着した塩ビ板しか入れていなかったた

め、おそらく、プラヌラ期に地先から取り入れ

ている海水と共に侵入して発生したのではない

かと推測される。

カツオノエボシについても過去に刺された話

を本誌にて紹介したが（Vol. 40, p. 27）、近年
でも海が荒れると稀に磯や潮だまりに打ち上げ

られることがあった。カツオノエボシは気胞体

が 10 ㎝程まで大きくなるとされているが、こ
の辺に打ち上がるのは大きくても 4㎝程度の小
型のものばかりである。また、打ち寄せられる

カツオノエボシは到底、飼育はできないような

弱ったものばかりである。折を見て沖合に船を

出してカツオノエボシを捕獲し、展示してみた

いものである。

最後に、前々号にて報告した種を合計すると、

串本で今までに確認したクラゲは 44 種となっ
た。黒潮の影響を強く受ける串本の海では温帯

性のクラゲが少なく、例えば、本州から九州に

広く分布し、春先に見られるカミクラゲも町内

では未だに確認していない。カミクラゲの他に

も、他の地域では頻繁に見られるが、串本では

出現しないという種は多い。この度、新しいプ

ランクトンネットを購入した。今後は、小型の

ヒドロ虫をターゲットにして、串本で記録され

るクラゲの種数を増やしていきたいと思う。

門 綱 目 科 属 和名 学名

エダアシクラゲ科 エダアシクラゲ属 エダアシクラゲ Cladonema　pacificum

オオウミヒドラ科 カタアシクラゲ属 カタアシクラゲ Euphysora　bigelowi
タマウミヒドラ科 ジュズクラゲ属 ジュズクラゲ Dipurena　ophigaster

ギンカクラゲ属 ギンカクラゲ Porpita　porpita

カツオノカンムリ属 カツオノカンムリ Velella　velella
ウミヒドラ科 ウミヒドラ属 カイウミヒドラ Hydractinia　epiconcha

シミコクラゲ科 シミコクラゲ属 シミコクラゲ Rathkea　octopunctata
オワンクラゲ科 オワンクラゲ属 オワンクラゲ Aequorea　coerulescens

シロガヤ属 シロガヤ Aglaophenia　whiteleggei
クロガヤ属 クロガヤ Lytocarpia　niger

ウミコップ属 ウミコップ属の一種 Clytia　sp.

オベリア属 オベリア属の一種 Obelia　 sp.

淡水クラゲ目 ハナガサクラゲ科 ハナガサクラゲ属 ハナガサクラゲ Olindias　formosa
剛クラゲ目 ニチリンクラゲ科 ニチリンクラゲ属 ニチリンクラゲ Solmaris　rhodoloma

オオカラカサクラゲ属 オオカラカサクラゲ Geryonia　proboscidalis
カラカサクラゲ属 カラカサクラゲ Liriope　tetraphylla

ハコクラゲ科 トウロウクラゲ属 トウロウクラゲ Bassia　bassensis

フタツクラゲ科 ヒトツクラゲ属 ヒトツクラゲ Muggiaea　atlantica
アイオイクラゲ科 タマアイオイクラゲ属 コアイオイクラゲ Desmophyes　annectens

カツオノエボシ科 カツオノエボシ属 カツオノエボシ Physalia　physalis
ボウズニラ科 ボウズニラ属 コボウズニラ Rhizophysa　filiformis

ヨウラククラゲ科 ヨウラククラゲ属 ヨウラククラゲ Agalma　okenii
バレンクラゲ科 バレンクラゲ属 バレンクラゲ Physophora　hydrostatica

表. 串本で記録したヒドロ虫綱のクラゲ

オオカラカサクラゲ科硬クラゲ目

ウミサカズキガヤ科

ギンカクラゲ科

刺胞動物門

ハネガヤ科

ヒドロ虫綱

花クラゲ目

軟クラゲ目

管クラゲ目
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一日飼育員体験実施

吉田 剛

当館では新しいイベント企画として、飼育員

の仕事を身近に感じてもらおうと昨年の 9月よ
り定期的に、一日飼育員体験イベントを実施し

ている。

一日飼育員体験は各園館でも実施されてお

り、その体験内容の多くが調餌、給餌、掃除な

どの日常業務に関わる体験である。当館の一日

飼育員体験は一風変わっており、水族館で展示

する生き物を採集することが主な体験内容であ

る。釣り採集から始まり、採集してきた魚を薬

浴し、水槽に搬入するまでの一連の流れを体験

してもらう。さらに餌やり、バックヤ－ドツア

－も含まれ、盛りだくさんの内容になっている。

串本は日本で最も魚の種類が多い場所と言わ

れることもあり、釣り採集の場所である紀伊有

田漁港では、色鮮やかな南方系の魚も含め、多

種多様な魚が釣れる。参加者の多くが、普段自

然に触れ合う機会の少ない家族連れである。特

に子供たちにとっては普段見たこともない魚が

たくさん釣れ、さらに自分で釣った魚が水族館

で展示されることは、貴重な体験になるだろう。

これまで 7 回実施し、合計 71 人の方の参加が
あった。実際に参加したお客さんからは「初め

て釣った魚ばかりで楽しい」「自分が釣った魚

が展示されているのは感動する」などの声を頂

き、好評を得ている。季節や、潮位によって釣

れる魚が異なり毎回違った体験ができると思う

ので今後も是非何回でも参加してほしい。

タツノイトコ入館

吉田 剛

本年 7月 6日、当館調査船で潮岬沖にて流れ
藻に付く生物の採集を行っていたところ、ホン

ダワラ類に付く見慣れない魚を一匹採集した。

本個体は海藻に擬態しており、見過ごしてし

まうところであったが、鰭が確認できたので魚

類だと思い、持ち帰り調べたところ、全長 55
㎜のヨウジウオ科のタツノイトコ Acentronura
gracilissimaであった。
本種は伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾～高知

県柏島の太平沿岸などに分布し、成魚は水深 5
～約 30m の岩礁や転石の海藻の茂みなどに棲
息する（中坊他 2013）。幼魚のうちは流れ藻
に付いてプランクトンを捕食しながら成長す

る。本種によく似たタツノハトコという近縁種

も存在し、背鰭基底下の体輪が著しく盛り上が

るか、盛り上がらないかで分類される。串本町

において本種は、ダイバーによって海中で何度

か目撃されているが、当館に持ち込まれて飼育

された記録はない。

さて、本個体は 20× 20㎝の水槽内でホンダ
ワラ類と共に飼育を試みた。飼育当初は警戒し

ているのか、なかなか環境に馴染めずにいたが、

アルテミアのノ－プリウス幼生を餌として与え

ていたところ入館してから 7日後に摂餌を確認
した。しかし、徐々に摂餌しなくなり、持ち込

まれてから 12 日後に死亡した。当館ではヨウ
ジウオの仲間を長期飼育できた記録はなく、今

後また機会があれば飼育環境を整えて長期飼育

に挑戦したいと思う。

採集されたタツノイトコ
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串本産樹枝状造礁サンゴ表在性カニ類①

平林 勲

本誌 Vol.44, No.5では串本地先が北限の分布
記録にあたると思われる種について述べた。本

稿からは、樹枝状の群体を形成する造礁性サン

ゴ（以下サンゴ）のうち、ハナヤサイサンゴ科

Pocilloporidae、ハナヤサイサンゴ属 Pocillopora
およびショウガサンゴ属 Stylophora とミドリイ
シ科 Acroporidae、ミドリイシ属 Acropora 上に
表在するカニ類について、近年の分類に基づく

種の特徴や生態について連載したい。

サンゴ上では多数の生物種群が相互作用しな

がら生活している。中でも表在性カニ類には、

宿主であるサンゴにとって有益なもの（相利共

生者）やサンゴの組織を捕食してしまうもの（寄

生者）が知られている。また、キモガニ属のキ

モガニにおいては、サンゴの弱った組織を好ん

で捕食することでホワイトシンドロームの進行

を抑えることなども報告されている。サンゴと

カニとの関係性については本誌（Vol.44 : P34 -
35）で詳しく述べているので、そちらを参照し
て頂きたい。

サンゴ表在性カニ類の分類については近年、

Castro et al.（2004）、Castro（2003, 2009, 2011）、Ho
& Ng（2005）等でかなり整理されてきたが、
現在国内で市販されている書籍等では間違った

生体画像が用いられているものも多く見受けら

れる。一方で、ヒメサンゴガニ属 Tetralia やサ
ンゴガニ属 Trapezia には美しい色彩の種も多
く、スキューバダイビングの普及に伴いこれら

の種がダイバーの被写体となることも多い。

残念なことに、サンゴ表在性カニ類の複数の

種において最新の正確な分類形質を記述してあ

る和文の書籍等は大変少ない為、美しい写真と

共に間違った情報が Web 上に流れ、更なる混
乱を招いているように思う。

そこで今回から、錆浦地先において筆者が行

った表在性カニ類の調査や過去の知見を基に串

本町において確認されているサンゴ表在性カニ

類について、生体写真と共に紹介していきたい。

オウギガニ科 Xantheidae MacLeay, 1838
キモガニ属 Cymo De Haan, 1833

キモガニ属のカニ類は生きたサンゴの組織を

餌として利用するが、サンゴの捕食者に対する

防衛行動などは記録されていない。宿主に関し

ては種ごとに異なっており、串本で見られる 2
種では一般にヒメキモガニがハナヤサイサンゴ

科、キモガニがミドリイシ属のサンゴを利用す

るとされている。しかしながら、筆者の個人的

な観察ではしばしばヒメキモガニがミドリイシ

属の宿主から、キモガニがハナヤサイサンゴ科

の宿主からそれぞれ見つかることもあるため、

本属の宿主選択に関してはそれほど厳密なもの

ではないのかもしれない。基本的に大きな個体

は同サンゴ群体上にペアで生活しており、雌雄

が比較的近い位置に居ることが多い。また、組

織を捕食されたサンゴは白い隔膜糸を出してい

ることも多く、そういった部分では本属のカニ

類がサンゴ組織を捕食する様子が観察できる。

1. ヒメキモガニ（図 1 A, B）
Cymo andreossyi (Audouin, 1826)
分布 : 南太平洋、オーストラリア、インド洋、
紅海。国内では伊豆諸島 - 琉球列島、小笠原

諸島から記録されている（Sakai 1976 ; 峯水
2000 ; Komatsu 2011）。
形態 : 額は 2 葉に分かれる。甲は真円に近い
楕円形をしており、表面や側縁には粗い顆粒状

の突起が散在する。鉗脚においても掌部を中心

に顕著な顆粒状の突起が並んでおり、指部は全

て白色を呈する。

備考 : 串本において本属は 2 種のみが確認さ
れており、同属のキモガニとは鉗脚の色彩で見

分けることが可能である。また、筆者の個人的

な観察では、生時の色彩において眼の色がキモ

ガニとは異なっており、本種ではより黄緑色が

かった色をしている。

2. キモガニ（図 1 C, D）
Cymo melanodactylus Dana, 1852
分布 : 南太平洋、オーストラリア、インド洋、
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紅海。国内では館山 - 琉球列島、小笠原諸島

から記録されている（Sakai 1976 ; 峯水 2000 ;
Komatsu 2011 ; Yamano et al. 2012）。
形態 : 額は 2 葉に分かれる。甲は真円に近い
楕円形をしており、表面や側縁には粗い顆粒状

の突起が散在する。鉗脚においても掌部を中心

に大小様々な顆粒状の突起が並ぶ。鉗脚指部は

黒色で先端が白く、不動指の黒色は掌部まで伸

びる。

備考 : ヒメキモガニとは鉗脚指部の色彩が異
なることで区別できるほか、眼の色彩はヒメキ

モガニよりも青みがかっている。また、眼窩か

ら甲の前側縁にかけては赤い顆粒が散在する。

ドメシアガニ科 Domeciidae Ortman, 1893
ドメシアガニ属

Domecia Eydoux & Souleyet, 1842
本属のカニ類について本誌（Vol.44 : P34 - 35）

ではサンゴの組織を餌資源として利用する寄生

性と述べたが、Patton（1967）では、本種の胃
内容物は有機物性のデトリタスや大型のバクテ

リアであり、第 2顎脚の形態から、水中の有機
物を得られる可能性が示唆されている。また、

採集直後の個体では胃内容物に酷似した砂中の

有機物が爪に付着していたことから、本種は海

中に浮遊または堆積する有機物を主な餌資源と

して利用すると記されている。しかしながら、

一部の個体ではサンゴの粘液を口に運ぶ行動も

観察されていることから、本種と宿主の関係性

は偏利共生もしくは労働寄生であるものと思わ

れる。本種の生態について誤解を招いてしまっ

たことを謝罪し、訂正させて頂きたい。

串本で見られる 2種のうち、一般的に、ヒメ
ドメシアガニはミドリイシ属のサンゴを、ドメ

シアガニはハナヤサイサンゴ科のサンゴを宿主

とする。しかしながら、Castro（1976）ではカ
イメンや死サンゴ、石などからの本属の記録が

示されており、また前述したように主な栄養を

宿主に依存していないことから、本属のカニ類

では宿主選択性はあるものの、サンゴ上でなく

とも生残が可能であると思われる。

3. ヒメドメシアガニ（図 1 E, F）
Domecia glabra Alcock, 1899
分布 : ミクロネシア、南太平洋、アンダマン
海、インド洋。国内では八丈島、串本 - 琉球
列島から記録されている（Miyake & Takeda
1967 ; 峯水 2000 ; 町田ら 2005 ; 平林・畑
2015）。
形態 : 本種の形態的特徴については町田ら
（2005）で詳しく解説されていることから、こ
こでは簡単に述べる。

生時の色彩は全体的に茶色がかったクリーム

色を呈し、甲の後部にかけて色は薄くなる。甲

表面および鉗脚の掌部には黒色の鋭い小棘が散

在し、前側縁には 5~6本の小歯が並ぶ。Castro et
al.（2004）の検索表によると本種は、胸部腹甲
の先端節が底辺の広いニ等辺三角形になること

で他種との区別が可能のようである（図 1.F）。
備考 : 串本において本属は 2 種が記録されて
おり、同属のドメシアガニとは生時の色彩から

区別が可能である。ドメシアガニでは甲に不明

瞭な斑模様があり黒色の小棘は目立たないが、

本種では甲の色彩が薄く、黒色の小棘が目立つ。

また、野外で観察すると眼や鉗脚の腕節周辺部

が青みがかって見える。

図 1.カニ類の生体写真。A - B ヒメキモガニ、C
- D キモガニ、E - F ヒメドメシアガニ。
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コモンサンゴ類の同定の話（34）

国内産種の紹介 22

ウネコモンサンゴ種群（6）

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）

これまで、直径が棘よりも明瞭に大きく莢径

よりも小さい突起を微小突起と呼んでいたが、

これには由来の異なる 2つの構造物を含んでお

り、厳密性に欠いていた。そこで、本文からは

以下のように区別して使用することにする。

微小突起（minute projection）
・細粒状突起（thin tubercula）：共骨の隆起に
より形成される微小突起で、粒状突起の小

型版。

・霜柱状突起（papilla）：トラベキュラが共
骨上に現れたもので、通常、直径は莢径の

半分以下で、表面に先端が霜降状に細分さ

れた棘を多数伴った細長い穂状構造をな

す。トゲコモンサンゴ種群の種のみで認め

られる。

ホソウネコモンサンゴ（新称）

Montipora sp. HOSOUNE.
図 76（A～ F）

被覆板状群体を形成し、長径は 40 ㎝程にな
る。群体板状部では個体は上下両面に分布する。

群体上面には細粒状突起が分布し、それが成長

した粒状突起と粒状突起同士が接合した畝状隆

起が全面を被う。これらの突起の中で畝状突起

の出現頻度が最も高い。畝状突起は細くて短く、

幅は 1㎜以下で 1㎝以上連続するものはない。
高さは 1.5 ㎜以下である。畝状突起は群体周縁
方向に向かって直線状に並び、平行したものは

互いに連結して網目状構造をなすが、網目はほ

とんどの場合一端が途切れていて不完全であ

る。また、共骨から突出した個体の外側に畝状

突起が形成されるため、畝状突起は共骨壁と一

致しない。個体は畝状突起間に 1列もしくは数
列で並び、個体間隔は個体 2個分以内である。

莢径は 0.8 ㎜である。莢壁輪は明瞭でリング状
をなし、共骨面より突出し、個体によっては管

状に短く伸びる。莢壁輪の上面には棘が分布す

る。方向隔壁は片側か両側が認められ、長さは

1.0R 以下で不完全な歯状板を形成し莢壁輪先
端よりも突出する。1 次隔壁は完全・やや規則
的で、長さは 0.7R以下で突出する傾向がある。2
次隔壁は不完全・不規則で長さは 0.4R 以下で
ある。軸柱栓は不明瞭である。共骨の肌理はや

や緻密で、棘はやや細かくて短く、針状か薄片

状をなし、先端は単純か粗く刻まれる。生時の

色彩は共肉・ポリプ共に淡赤褐色を呈する。群

体板状部下面ではエピテカがよく発達し、個体

はエピテカが分布しないわずかな部分に疎らに

分布する。

産地：小笠原諸島母島群島向島。

近縁種との区別：本種はウネコモンサンゴ

Montipora undata（本紙 Vol. 46: 36-37）に酷似
するが、この種の畝状突起はやや太く（幅 1㎜
前後）て高く（高さは 3 ㎜以内）、個体は共骨

－ 6 －

図76. ホソウネコモンサンゴMontipora sp. HOSOUNE.
A, 生時群体全景（SMP3183, 母島群島向島）; B,同生
時群体板状部; C, 同生時群体, ポリプの状態; D, 同骨
格標本; E-F, 同骨格標本, 個体とその 周囲の形態. ス
ケールの目盛は 1㎜.
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中に埋没して突出せず、さらに細粒状突起を欠

くことで本種と区別される。

新称和名：ウネコモンサンゴに似るが畝状突起

がこの種よりも細い特徴に因む。

アミメコモンサンゴ

Montipora sp. AMIME.
図 77（A～ F）

Montipora sp. AMIME.杉原他, 2015: 64, 4 figs.
形態：群体は被覆板状をなし、長径は最大で 60
㎝程になる。個体は群体板状部の上下両面に分

布する。群体上面には起伏が認められるが、瘤

状突起や柱状突起等の明瞭な大型突起を欠く。

個体間には不明瞭な小山状の細粒状突起が生

じ、それが個体の周囲で成長・接合して網目状

の共骨壁を形成する。また、莢壁内で個体が増

殖するにつれて、共骨壁が畝状に細長く伸び、

その中に個体が多数連なる場合がある。これら

の共骨壁は規則的に配列しないが、群体周縁部

では弱い放射状の直線列を形成する場合があ

る。共骨壁の幅は細く 0.5 ～ 1.0 ㎜、高さは最
大で 1.5 ㎜までである。個体は群体によって、
共骨中に埋没するものが多い場合と、莢壁輪の

伸長に伴って共骨面からわずかに突出するもの

が多い場合とがある。また、共骨壁や莢壁輪上

の棘がやや内側（個体側）に向かって伸び、個

体が深く埋没したり個体の開口面がすぼまる場

合がある。個体密度には疎密があるが、やや疎

らで、個体間隔は個体 3個分以内である。莢径
は 0.7 ㎜である。莢壁輪はリング状をなし、共
骨面から突出しないか、明瞭に突出する。莢壁

輪上には共骨上と同様の棘が分布し、また、不

完全な裸地帯を伴う。隔壁は細く繊細で、概し

て完全・規則的である。方向隔壁は明瞭か不明

瞭で、明瞭な場合は他の 1次隔壁よりも太くか
つ長い。長さは 0.7 ～ 1.0R、不完全な歯状板を
形成したり上方にやや突出する場合がある。1
次隔壁は長いものでは長さが 0.7R あるが、概
して短く（0.5R 以下）、2 次隔壁と亜等長に揃
う場合が多い。2 次隔壁の長さは 0.4R 以下で
ある。軸柱栓は不明瞭。共骨の肌理は粗い。棘

は針状か細い薄片状をなし、先端は単純か粗く

刻まれる。生時の色彩は共肉やポリプは褐色で、

網目状突起の上縁やポリプの先端は明色に染め

分けられる場合がある。群体板状部下面はエピ

テカが発達し、末縁から 1～ 3㎝ほどの所まで
を被う。下面表面は滑らかで、個体は極めて疎

らに分布し、莢径は 0.4㎜である。
産地：宮崎県南郷町、種子島中種子町と西之表

市。

近縁種との区別：比較的均一な網目状の共骨壁

を持つこと、個体の大きさは中程度で莢径は 0.7
㎜であること、隔壁はほぼ完全・規則的で 1次
隔壁は概して短いこと（0.5R 以下）等の特徴
によって、他の近縁種と区別される。

－ 7 －

図 77. アミメコモンサンゴMontipora sp. AMIME.
A, 生時群体（SMP1601, 種子島中種子町）; B,
同骨格標本; C, 生時群体（SMP1727, 宮崎県南郷
町）, D, 同骨格標本, 個体とその周囲の形状; E,
生時群体（SMP2519, 種子島西之表市）; F, 同生
時群体, ポリプと共骨壁の形状. スケールならび
にスケールバーは 1㎜.
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アカウミガメの産卵がピーク

を迎えている。町内の浜からも

いくつか報告が上がっており今

年は好調のようである。本州で

最も産卵が多い和歌山県みなべ

町千里の浜では前年の 2 倍の産
卵が確認されている。嬉しいニ

ュースの一方で気になる記事を

読んだ。フロリダ州立大学の調

査によると、ブラジル北部の海

岸で生まれた子ガメの 94 ％が雌
だったという。また別の大学が

行ったオーストラリアでの調査

でも同様の傾向が見られたとい

う。ウミガメは卵の時の温度で

性別が決まる。29 ℃より高いと
雌になり低いと雄になる。温暖

化で生まれてくる雌の割合が高

くなり、性比のバランスが崩れ

てきているというのだ。懸念は

昔からあったが、ついに現実の

ものとなってきた。このままで

は絶滅につながるとして温度を

管理して人工的に雄を孵化させ

る検討も示唆されていた。人工

繁殖によって絶滅の危機から動

物を守る試みはよく聞く。しか

しその動物を自然に戻しても、

彼らが暮らせる環境がないと意

味が無い。温暖化が問題になり

始めて 30 年以上経つらしい。そ
ろそろ「年の功」で、「亀の子」

を守る知恵が出せないだろうか。
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気　　温 21.4℃ +2.0℃ 23.8℃ +1.5℃

水　　温 21.8℃ +1.3℃ 24.0℃ +1.0℃

塩分濃度 35.2‰ +0.2‰ 34.4‰ -0.3‰

水中透視度 15.4ｍ +1.6ｍ 13.0ｍ +0.2ｍ

降　水　量 192.6㎜ -82.2㎜ 521.3㎜ +380.2㎜

錆浦定置観測結果（月平均値と平年値比）
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