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串本産樹状造礁サンゴ表在性カニ類②

平林 勲

前号（Vol.45, No.4, pp. 28-29）ではオウギガ
ニ科の 2種とドメシアガニ科のヒメドメシアガ
ニについて紹介した。今回はその続きとしてド

メシアガニ科のドメシアガニから紹介する。

4.ドメシアガニ（図 2 A, B）
Domecia hispida Eydoux & Souleyet, 1842
分布 : ハワイ、メキシコ西岸－パナマ、ミク
ロネシア、南太平洋、インド西大西洋に広く分

布。国内では小笠原、串本以南から記録されて

いる（Sakai 1976 ; 武田 1982; 丸村・小坂 1899
; Castro 2011）。
形態 : 生時の色彩は全体的にやや濃いクリー
ム色を呈し、甲全体に褐色の輪郭が不明瞭な斑

文が散在する。また、同属のヒメドメシアガニ

同様、歩脚には褐色の帯が複数存在するが、そ

の色彩はヒメドメシアガニよりも濃い。不動指

を除く鉗脚全体と甲の肝域から前側縁にかけて

は小棘が散在し、一部は黒色を呈するが、鉗脚

掌部の小棘は 3条程度であり、下半分には棘は
存在しない。Castro et al.（2004）の検索表によ
ると本種は甲の前中葉から後縁にかけて目立っ

た鋭い棘がなく、胸部腹甲の先端部は先が細く

尖った凸型であることから他種との区別が可能

のようである。

備考：野外において本種は主にハナヤサイサン

ゴ科の種の群体上で見られるが、ハナヤサイサ

ンゴ Pocillopora damicornisのように枝間の間隙
の狭い群体ではその基部周辺にいることも多

く、なかなか見つけにくい。またキモガニ属の

カニ類と比べ動きも素早いため、水中写真の被

写体としては非常に難易度が高い。

ヒメサンゴガニ科

Tetraliidae Castro, Ng & Ahyong, 2004
ヒメサンゴガニ属 Tetralia Dana, 1851

本属の種は色彩の変異が多く、サンゴ表在性

カニ類の中では特に分類が難しい。その為、現

在も国内外において分類が混乱している。また、

近年複数の新種が記載されている。当該海域に

おいても筆者の所感では近年新たに新種として

記載された種が含まれているように思われる

が、それらに関しては今後、手元の標本を精査

し再検討する必要がある。よってここでは当該

海域において確実に生息が確認されている 4種
について述べ、今後確認できた種については別

途報告する。

ヒメサンゴガニ属の種は樹枝状のミドリイシ

類を幅広く宿主として利用するが、比較的枝間

の間隙が狭いサンゴを好むとされている。主な

餌資源はサンゴの粘液であり、基本的に雌雄の

ペアで生活する。また、宿主の天敵であるオニ

ヒトデには攻撃行動を示すことが知られてい

る。Stewart et al.（2006）によると本属のクロ
エリサンゴガニは宿主サンゴに降り積もった堆

積物を除去することで、宿主の生残率と成長率

を増加させている。よって本属のカニ類と宿主

の関係性は相利共生である。

5. パウルソンサンゴガニ（図 2 C, D）
Tetralia cinctipes Paulson, 1875
分布 : ハワイ諸島を除くインド西太平洋
（Castro et al. 2004）。国内からは琉球列島から
記録されている（川本・奥野 2003）。しかしな
がら本年、錆浦地先においても 1個体が採集さ
れたことから、本種の分布は串本以南であるも

のと思われる。以下に分布の北限記録であると

思われる採集個体のデータを記す。

採集地 : 和歌山県串本町錆浦地先、2016 年 4
月 24日、♂ 1個体（甲幅 11.3㎜、甲長 9.4 ㎜）、
宿 主 ： ク シ ハ ダ ミ ド リ イ シ Acropora
hyacinthus。
色彩 : 甲の前半は褐色を呈しており、その色
は甲の後縁にかけて明るく薄くなる。両目の間

から前側縁にかけては金属光沢を思わせる明る

い青色の帯が縁どる。歩脚には各節を中心に褐

色の帯があり、個体によっては歩脚の長節周辺

部も甲と同様の明るい青色を呈するものがあ

る。鉗脚上部は全体に濃い褐色であり、指部は
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赤色－橙色であるが、下部は白色。眼は明るい

青色をしており水中でも良く目立つ。

Galil & Clark（1988）の検索表によると本種は
鉗脚の長節前方部が丸みを帯び、細い鋸歯を有

するが、末端部は葉状の広がりを欠くこと、ま

た、鉗脚には顆粒が密生し指部が比較的短いこ

と、歩脚の長節は長く幅が広いが、全体の半分

以下であることなどから他種との区別が可能の

ようである。

備考 : 本種は生時の色彩が特徴的であり、同
属の他種とは明らかに異なっているため、色彩

での識別が可能である。実際、表現は文献によ

って様々ではあるが、最終的に色彩から本種と

同定されているものが多い。水中で見ると、褐

色の甲は黒く見えることも多いが、甲の特徴的

な青色の帯と眼の色から容易に区別できる。

サンゴの枝間から青い眼でこちらの様子を窺

い、時に小さな体で精一杯威嚇してくる姿はと

ても愛らしい。

図 2.カニ類の生体写真。A - B ドメシアガニ、C
- D パウルソンサンゴガニ。

本土海域から初めて記録された

オオイカリナマコ Synapta maculata
平林 勲

2016 年 8 月 19 日、当館前ビーチ、干潮時水
深 5㎝の石の下から、イカリナマコの仲間が採
集された。そこで、水族館に搬入し調査したと

ころ、その外部形態と色彩の特徴からオオイカ

リ ナ マ コ Synapta maculata（ Chamisso &
Eysenhardt, 1821）であるものと同定された。
オオイカリナマコは無足目イカリナマコ科に

属する大型のナマコであり、本誌 Vol. 45 : p. 3
で紹介したトゲオオイカリナマコと同様に体表

には船の錨様の骨片が散在する。体長は最大で

3 ｍを超え、本種の生息するサンゴ礁域では浅
瀬に横たわる巨大な体とその色彩からからウミ

ヘビと間違われることもある。本種は昼間も活

発に活動するようで、良く観察すると 15 本の
触手を開いて砂中の有機物や藻類、微生物を口

へ運ぶ様子が確認できる。これまでの国内にお

ける分布は与論島以南であるとことから今回採

集された個体は本土海域からの初記録であり、

かつ北限の分布記録となる。

本個体は全長が 16－ 24㎝と小ぶりな個体で

あり、採集後トゲオオイカリナマコを飼育中の

水槽にて展示を開始した。しかしながら、14
時間後には忽然と姿が消え、その後捜索を試み

たが未だ確認はできていない。展示水槽はオー

バーフロー式であり、排水溝には 5㎜メッシュ
のトリカルネットが隙間なく詰められているた

め、抜け出るにはかなり細く体を変形させるか、

溶け出る必要がある。採集した時点で 5㎜以下
の太さになることはなく、またトリカルネット

に肉片等の痕跡はない。非常に不可解なことで

はあるが、今も水槽のどこかに潜んでいてくれ

ることを願うばかりである。

写真：採集されたオオイカリナマコ。A 全体、B
触手、C 体の外表面。
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コモンサンゴ類の同定の話（35）

国内産種の紹介 23

ウネコモンサンゴ種群（7）

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）

ミナミアミメコモンサンゴ（新称）

Montipora sp. MINAMIAMIME
図 78（A～ F）

形態：被覆板状の群体を形成し、唯一の観察標

本の長径は 30 ㎝程である。個体は群体板状部
の上下両面に分布する。群体上面には長径 1㎝
ほどの小さくて不明瞭な瘤状突起が散在する。

個体間には小山状の微小突起（細粒状突起）が

生じ、それが成長して粒状突起や疣状突起に、

さらにそれらが接合して畝状突起を形成する。

また、畝状突起は互いに連結し、群体全面にわ

たって比較的均一な網目状の共骨壁（網目状突

起）を形成する。群体表面にはこれら様々な小

型突起が混生するが、網目状突起が圧倒的に優

占して出現する。畝状突起は直線的に長く連な

るものは少なく、最長で 1㎝程度であるが、群
体周縁の一部では放射状の直線列をなす。畝状

・網目状突起の幅は 1㎜程、高さは 1～ 3㎜で
ある。個体は基本的に小型突起間に分布するが、

稀に畝状・網目状突起の側面底部に生じる場合

がある。網目状突起は個体を 1つのみ含むもの
から、複数個を含むものまで様々で、個体密度

には疎密があるが、概して疎らであり、個体間

隔は個体 5個分以内である。個体は共骨中に埋
没し、共骨面から突出しない。個体はやや大き

く、莢径は 0.8 ㎜である。群体周縁部において
個体が周縁方向に向く傾向は認められない。莢

壁輪はやや不明瞭で細いか幅広いリング状をな

し、共骨面から突出せず、不完全な裸地帯を伴

う。方向隔壁は片側 1枚もしくは 1対が認めら
れ、他の 1 次隔壁よりも肥厚し、長さは 0.7 ～
0.8R、上方に突出し、また歯状板もしくは不完
全な歯状板を形成する。1 次隔壁と 2 次隔壁は
完全・規則的で、前者の長さは 0.7R 以下、後

者は 0.5R 以下で、通常両者は不等長であるが
個体によっては亜等長に揃う場合がある。軸柱

栓は不明瞭。共骨の肌理はやや緻密で、骨格は

やや堅牢、棘な針状か平たく、先端は単純か粗

く刻まれる。生時の色彩は共肉は淡褐色で、網

目状突起の上縁は明色に染め分けられる。ポリ

プの色彩は不明。群体板状部下面はエピテカが

良く発達し、末縁から 0.5 ㎝ほどの所までを被
う。下面表面は滑らかで、個体は疎らに分布し

莢壁輪は明瞭。個体は上面よりも小さく、莢径

は 0.4㎜である。
産地：宮古諸島八重干瀬で 1標本のみが採集さ
れる。

近縁種との区別：明瞭な大型突起を欠くこと、

比較的均一な網目状突起が群体全面を被うこ

と、畝状・網目状突起の幅は広く高さは高いこ

と、個体はやや大きいこと（莢径 0.8 ㎜）、隔

－ 4 －

図 78. ミナミアミメコモンサンゴ Montipora sp.
MINAMIAMIME.

A-B, 生時群体（SMP2841, 宮古諸島八重干瀬）;
C, 同骨格標本; D, 同骨格標本,個体とその周囲の
形状. スケールは 1㎜.
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壁は完全・規則的で、1 次隔壁はやや長いこと
（0.7R 以下）等の特徴によって、他の近縁種
と区別される。

新称和名：種子島以北の高緯度海域に分布する

アミメコモンサンゴに似るが、本種はそれより

も南に分布する特徴に因む。

コブアミメコモンサンゴ（新称）

Montipora sp. KOBUAMIME
図 79（A～ F）

形態：群体は準塊状をなし、唯一の観察標本の

長径は約 50 ㎝である。表面には大小の瘤状突
起とそれが成長した指状突起ならびに柱状突起

が密生する。柱状突起はやや平たく、高さは最

高で 3㎝程で、先端は鈍く尖るかごく短い複数
の枝に分かれる。大型突起を含めた共骨上には

畝状突起が不規則に分布するが、基本的に微小

突起や粒状突起、ならびに疣状突起を欠く。畝

状突起は単体もしくは複数の個体の周囲を共骨

壁として取り巻くが、共骨壁は完全に閉じない

ものが多い。畝状突起は概して短く群体周縁で

放射状の直線列を形成することはなく、幅は 0.5
～ 1㎜、高さは 1㎜以内である。なお、大型突
起の先端部では、個体は丸い窪みの底部に位置

する傾向がある。個体密度には疎密があるが、

個体は概して密生し、個体間隔は個体 1個分以
内である。個体は共骨中に埋没する。個体の大

きさは本属内では中程度で、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。莢壁輪は周囲の裸地帯によって明瞭に

区画される。方向隔壁はやや不明瞭で、通常片

側 1枚（本）のみが認められ、長さは 0.7～ 1.0R
で他の 1次隔壁より幾分長い程度、やや上方に
突出し、多くは不完全な歯状板を形成する。1
次隔壁は完全・規則的で、長さは 0.8R 以下で
ある。2 次隔壁は不完全・不規則で長さは 0.5R
以下である。通常 1次隔壁と 2次隔壁は不等長
であるが、個体によっては両者が亜等長に揃う

場合がある。軸柱栓は不明瞭。共骨表面はやや

太い網目状の骨格よりなり、肌理はやや粗い。

共骨上の棘は針状かヘラ状で、先端は単純か粗

く刻まれる。生時の色彩は共肉や緑褐色で、大

型突起の先端や畝状突起の上縁は明色に染め分

けられる。ポリプの色彩は不明。

産地：八重山諸島竹富島北沖の石西礁湖で 1標
本のみが採集される。

近縁種との区別：瘤状突起や指状突起等の明瞭

な大型突起を備えること、不均一な網目状突起

が分布すること、畝状・網目状突起の幅は狭く

高さは低いこと、個体の大きさは中程度である

こと（莢径 0.7㎜）、1 次隔壁は長いこと（0.8R
以下）等の特徴によって、他の近縁種と区別さ

れる。

新称和名：アミメコモンサンゴに似るが、瘤状

突起が発達する特徴に因む。

－ 5 －

図79.コブアミメコモンサンゴMontipora sp.
KOBUAMIME.

A-C,生時群体全景（SMP2253,八重山諸島石西礁湖）;
D-E, 同骨格標本; F, 同骨格標本, 個体とその 周囲の
形態.スケールは1㎜.
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第42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 2日～ 3
日に行われました。今回は町内から 5名、町外
から 5 名の計 10 名が参加してくれました。以
下に子供たちの感想文を紹介します。

みなべ町立 高城小学校 6年 越本 悠里

八月二日、三日に、マリンスクールに行き

ました.私が一番楽しかったことは二つありま
す。

一つ目は、シュノーケリングです。マスク

と、マリンシューズと、ウェットスーツと、マ

リンシューズの上にはく物を身につけ、海の中

を泳ぎました。最初は、一人で泳いでいたけど

後からうきわにつかまって泳ぎました。顔をつ

けると、いろいろな魚がたくさんいました。ニ

セクロナマコもたくさんいました。

二つ目は、ウミガメを放流しにいったこと

です。最初に、ウミガメのこうらや手などをさ

わりました。かたい所ややわらかい所がありま

した。そしてカメを交代ずつもち、船までもっ

ていきました。船まで行くと、船の下へ行き海

の中の様子をみました。魚がたくさんいました。

そして上へもどるとカメをすべりだいへのせて

放流しました。初めての体験だったので楽しか

ったです。

他にも、テントをたてたり、ご飯をつくっ

たり、水族館の中へ行き、魚をみたり、魚にエ

サをあげたりして楽しいことをたくさんしまし

た。マリンスクールは、夏休みの思い出になり

ました。みなさん、いろいろなことをしてくだ

さって、ありがとうございました。とても楽し

かったです。

串本西小学校 5年 中村 琥珀

一番楽しかったことはスノーケリングです。

早めの方はぜんぜんできなかったけど後の方は

できてきたから楽しかった。テントをはるのは

むずかしかった。ペグがまっすぐささったから

よかったです。飼育体験も楽しかったです。グ

レとカメに餌やりしたし、水そうの魚にもえさ

をあげれてよかったしすぐえさに近づくのがお

もしろかったです。

ウミガメを放流した後ステラマリスで海が見

えたからうれしかった。キャンプファイヤーの

ゲームもおもしろかった。ウミガメをもったら

けっこう重たかったからびっくりしました。夜、

ちょっとうるさいこがいたので起きたときねむ

かったです。テントをはるのがむずかしかった

からテントをかたずけるのもむずかしいのかな

と思いました。はじめてしたこともむずかしい

こともいっぱいあったからよかったです。

集合写真

スノーケリング中
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夏季実習生思考

名古屋コミュニケーションアート専門学校

飯田 佑

8 月 1日から 8 月 20日までの 20日間、串本
海中公園で実習をしました。私が今まで実習を

してきたどの水族館とも異なる施設だったとい

うことが第一の印象です。なぜなら、今までの

実習で体験できなかったことを数多く体験する

ことができ、学ぶことができたからです。中で

も特に勉強になったのが、潜水しながら行う作

業です。トンネル水槽の清掃作業や、水中での

採集の手伝いなど、タンクを背負い、身動きの

取りにくい状態での作業は今まで経験が無く、

大変苦労しました。ですがとても楽しくもあり

ました。タオルの洗濯や、ガラス拭きも、水族

館の業務として必要不可欠な作業だということ

は理解していますが、やはり大型の水槽の中に

入ってコケ掃除をしていると、自分の目標が「水

族館の飼育員になること」だということを改め

て思うことができました。他にも実習中に様々

な仕事や体験プログラムを手伝わせてもらいま

した。それらを通じて思ったことは「将来どの

ような飼育員になれば良いか」ということです。

水族館には研究、教育、自然保護、レクリエー

ションの 4つの目的があり、水生生物の情報を
人々に伝えていくことが使命です。私が今まで

一番重要視してきたのは自然保護活動でした。

ですが、「1 の事を教えて行くには 10 の事を知
らなければいけない」という話を聞き、生物を

研究することの重要性を理解することができま

した。今までは、私以外の誰かがやるだろうと

思ってきましたが、それだけでは立派な飼育員

になれないことに気づき、より専門的な知識を

深めたいという意欲が高まりました。また、研

究だけでなく、教育や、レクリエーションも重

要な要素だということを、この実習で学ぶこと

ができました。今回この串本海中公園での実習

はとても多くのことを学べる良い機会になりま

した。ここで得た経験を将来役立てるためにも、

日々努力していきたいと思います。

名古屋コミュニケーションアート専門学校

山本 翔太

僕はこの 27 日間の実習を通じて学んだこと
があります。それは、人に伝えることの難しさ

です。特にそれを実感することができたのは、

トンネル水槽でのエサやりの接客です。餌のや

り方を説明し、エサやりを終えたお客様に上手

く与えることができたか聞いてみました。する

と、自分が与えてみたかった魚に上手く与えら

れず、残念そうな表情をしていました。このこ

とから、僕は自分が理解できても、何も分から

ない人にわかりやすく説明して理解させる難し

さを知りました。

7 月下旬から準備を進めてきたマリンスクー
ルでは、企画を考えて作っていくのは、過去に

あまりやったことがなかったので不安でした。

ですが、進めていく内にどのゲームにすれば怪

我をせず楽しめるかを考えて、決めていくのが

楽しいことだと知りました。当日は、僕は「心

を一つに」というゲーム進行を担当し、最後の

問題は百点入ることにするととても盛り上がり

ました。そして、まさかの百点が入ることにな

り、僕は驚きました。レクリエーションは大い

に盛り上がり、楽しんでもらえ嬉しく思いまし

たが、途中、うまく進行ができず子どもたちを

混乱させてしまったこともありました。また、

マリンスクールのような企画を作ることがあれ

ば次は、参加している人が混乱しないように段

取りをしっかり決めて作っていきたいです。

このように実習を通じて、たくさんの貴重な

体験をさせてもらい、僕の視野が広がりました。

そして、水族館の飼育員になるためには、自分

はまだ足りないものがたくさんあることに気づ

きました。串本海中公園で学んだことを今後に

活かせるように、今自分に足りないものを手に

入れるのはどうしたらいいか考え、行動し水族

館へ勤められるようがんばっていきたいです。

－ 7 －
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水槽のサンゴが真っ白である。

この夏の猛暑で錆浦の 8 月の平
均水温は 1971 年の観測以来最も
高い 28.9 ℃を記録した。クーラ
ーのない水槽の水温は連日 30 ℃
を超え、サンゴは次々と白化し

ていった。白化とは、主にサン

ゴの体内に共生する褐虫藻が高

水温で抜けてしまい、サンゴの

色が白くなる現象である。褐虫

藻を持つサンゴは体内の褐虫藻

が光合成で作る糖類を栄養源と

して生きているため、褐虫藻を

失ったサンゴは栄養失調になっ

てやがて死んでしまう。水温が

下がれば褐虫藻が戻りサンゴも

回復するが、白化が長引くと死

んでしまうこともある。水槽の

サンゴも瀕死の状態が続いてい

る。一方で、事情を知らない人

たちの中には白化したサンゴを

美しいと思う人もいる。褐虫藻

が抜けることによって褐色のサ

ンゴが蛍光ピンクや蛍光ブルー

に見えることがあり、色でいえ

ば確かにそっち方がきれいであ

る。アクアリストの中にはわざ

とサンゴを白化させその姿を楽

しむ人たちもいる。でも、例え

色が茶色くても褐虫藻がみっち

り詰まった肉厚の健康的なサン

ゴの方が美しいと思う。色黒で

小太りの私の贔屓目ではなく。
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気　　温 26.7℃ +1.1℃ 28.6℃ +1.8℃

水　　温 26.5℃ +1.1℃ 28.9℃ +1.4℃
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錆浦定置観測結果（月平均値と平年値比）
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