
2017.5 Vol.46, No.3

カミクラゲ

Spirocodon saltator（Tilesius, 1818）

本州から九州にかけて広く分布するクラゲで、冬から春にかけて出現する。大きなものでは傘高が

10 ㎝ほどになり、傘縁の 8 ヶ所から多数の触手が生ずる。体内にある生殖巣はコイル状になる。串
本町内では出現記録はないが、今年の調査において本種らしきクラゲが浮遊しているのを発見した。

採集できず確認はできなかったので、来年以降の調査に期待したい。写真の個体は日高町比井港にて

採集したもの。花クラゲ目 キタカミクラゲ科 中村 公一

ISSN 1341-6928

串 本 海 中 公 園 セ ン タ ー



（ 18 ）

スナイソギンチャクの繁殖

森 美枝

スナイソギンチャク Dofleinia armata は触手
を広げると 30 ㎝ほどになる種で、本州中部以
南の潮間帯からやや深い砂地に生息する。触手

の色は薄い褐色に濃い褐色の縞模様が普通だ

が、黄色やピンク色などカラフルなものもある。

当館では 1974 年から本種を展示し始め、そ
の後水槽内で自然繁殖した個体をずっと展示し

続けている。多いときは水槽内にびっしりと

100 個体以上のスナイソギンチャクが繁殖し、
褐色のものから黄色、ピンクまでお花畑のよう

になっていたこともあったが、時と共に数が減

っていき現在は飼育しているのは 30 個体ほど
である。数が減った大きな原因は、水槽内で繁

殖する個体数が減ったことである。スナイソギ

ンチャクは毎年秋に産卵し、特に何もしなくて

も、水槽内で受精した卵が着生し、そのうちの

いくつかが大きくなっていったが、最近は毎年

放精・放卵はするものの一向に新しいスナイソ

ギンチャクが育たなくなった。スナイソギンチ

ャクは暑さに弱く、特に近年は夏水温が高く、28
℃を超えると死に始める個体が出てくるため、

数年前からクーラーで冷やした海水を取り入

れ、繁殖力の向上を試みたりもしたが、結局新

しい個体を増やすまでには至らなかった。そこ

で、昨年水槽内で受精した卵を取り出し、育て

てみることにした。

2016 年 10 月 11 日午前 8 時頃から放精・放
卵が行われ、その後卵を採取し、濾過海水を入

れた直径 23㎝高さ 10㎝のガラス容器に 150個
ほどの卵を入れ、エアーを水面に吹き付けて容

器内の水がゆっくり回るようにし、ウォーター

バスで止水で飼育を開始した。

受精卵は 6 時間後には胞胚期になり、24 時
間後には赤血球のような形をしたプラヌラにな

り採卵より 2日目には活発に動き回るようにな
った。5 日目には触手が出来はじめ、容器の底
などに粘着するようになったため、砂を敷いた

容器に移し替え、15 日目には触手もしっかり

伸びてきたことからアルテミアを餌として与え

始めた。

1 ヶ月目に飼育水を止水から自然海水の掛け
流しに切り替え、基本的に 2日に一回アルテミ
アを与え、容器内に発生するニホンウミケムシ

やヨコエビを出来るだけ除去しながら、3 ヶ月
目には触手を広げると 2 ㎝ほどの 62 個体のス
ナイソギンチャクの子どもが残った。7 ヶ月目
の現在、触手を広げると約 5 ㎝になり、57 個
体がすくすく成長している。体の色は全てオー

ソドックスな濃淡のある褐色である。

今回スナイソギンチャクを卵から育ててみ

て、感じたのは以前育てたことがあるムラサキ

ハナギンチャクに比べると遙かに育てやすいと

いうことである。幼生は 1㎜程で大きいし、着
生も早く、餌はアルテミアで飼うことができる。

今回の試みで、受精卵を取り分けある程度手を

掛けて飼育すればスナイソギンチャクを増やせ

ることは分かった。

しかし、課題もある。先ほども述べたように、

当館のスナイソギンチャクは 40 年以上にわた
って水槽内で繁殖し、世代交代を繰り返してき

た。水槽内のスナイソギンチャクはいわば皆親

兄弟のようなものである。このことは、近年の

繁殖力の低下につながっていることも考えられ

る。新しい親スナイソギンチャクを入れること

も検討している。元々地先の海にはスナイソギ

ンチャクの生息数が少なく、棲んでいる場所も

串本東海域のやや深い砂地など限られているた

め、採集するのは難しいが、他の水族館との連

携も視野に入れて、スナイソギンチャクの展示

の維持に努めていきたい。

生後 7ヶ月のスナイソギンチャクの子どもたち
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アオウミガメの交尾時間最長記録

吉田 徹

近年、ウミガメ人工産卵場ではアオウミガメ

が誕生していない。交尾を行わなくなってしま

った事が原因と考えられ、餌を変えたり交尾期

に隔離したりと様々な策を講じてきた。今年は

これらの対策が功を奏したのか、数年ぶりにア

オウミガメの交尾、そして産卵が確認された。

さらに今回の交尾は、これまでと比べて異例の

長時間交尾となった。

屋外ウミガメプールではアオウミガメを複数

飼育しているが、これまで繁殖行動が見られた

のは雌雄 1 頭ずつのみである。この雌が 2001
年から産卵するようになったが、2013 年以降
は産卵しなくなってしまった。交尾も 2011 年
頃から見られなくなっていたため、今回の交尾

はおよそ 6年ぶりとなった。
ウミガメの交尾は、数分で終了する場合もあ

るが、妨害等が無ければかなり長時間にわたっ

て行われる。数時間から、長ければ数日に渡っ

て行われる事もある。交尾時間は、産卵や孵化

に影響を及ぼす事が知られており、長時間行わ

れるほど産卵・孵化率が上昇する傾向にある。

今回交尾を行ったアオウミガメは、交尾を始め

ると 3～ 4日は交尾をし続ける事が多く、これ
までの最長は 7日間と、長時間の交尾が恒例で
あった。今回は 3 月 17 日の夕方に交尾してい
る様子を発見し、終了は 4 月 3 日と実に 17 日

17日間に及んだアオウミガメ交尾の様子

間にも及び歴代最長記録となった。交尾状態を

常に観察している訳では無いが、これまでに一

度交尾が終わったペアが短時間で再び交尾をす

る事は確認された事が無く、継続した交尾であ

る事は間違いないと思われる。

交尾中のウミガメの行動は、雌雄共に基本

的に餌は食べず、終日動かずにじっとしている

事が多い。ただし、しばしば呼吸のために水面

に浮上するが、雄は交尾中雌の背中にしがみつ

いた状態なので呼吸のタイミングは雌に依存す

る。今回の交尾では、かなりの長時間になった

ためか交尾期間後半では、たまに雌が交尾状態

のまま摂餌する様子が見られた。雄は近くに餌

を落としても終始全く反応しなかった。また、

交尾中は他のウミガメからの妨害を受ける事が

あり、特に同種の雄が交尾中の雄に噛み付いて

攻撃する様子が度々見られた。そのため交尾中

の雄は周囲をかなり警戒しており、近くを通る

他の個体には口を開けて威嚇していた。2 週間
以上の交尾で流石に疲弊したのか、交尾後は浅

瀬で休憩する様子が雌雄共に頻繁に見られた。

そして、5 月 24 日には交尾をしたアオウミ
ガメの雌が 4年ぶりに産卵を行ったのを確認し
た。ウミガメの雌は交尾で得た精子を体内で保

存する事が出来、それを用いて次年度以降に交

尾なしでも産卵が可能な事が知られている。今

回の交尾では 17 日間という驚異的な長さであ
ったため、雌は十分な精子を確保した事が推測

され、暫くの間は産卵が期待出来そうである。

5月 24日アオウミガメ産卵の様子
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串本産樹枝状造礁サンゴ表在性カニ類③

平林 勲

6.ヒメサンゴガニ（図 1. A）
Tetralia glaberrima (Herbst, 1790)
分布 : インド-西太平洋（Castro et al. 2004）。国
内では紀伊半島以南から記録されている（酒井

1976, 峯水 2000, 町田ほか 2005）。しかしなが
ら、Yamano et al. （2012）では、千葉県館山に
生育するミドリイシ Acropora solitaryensis上か
らヒメサンゴガニ科のカニが 1種記録されてお
り、画像の色彩は本種に酷似している。正確な

同定には標本を採集し形態を確認する必要があ

るが、本種の国内における分布は房総半島以南

である可能性が高い。

色彩と形態 : 本種の色彩と形態については町
田ほか（2005）や前之園（2017）において詳し
くまとまられているため、ここでは簡単に示す。

甲は灰色がかった白色から橙色を呈し、表面

は滑らかで甲域は不明瞭。甲の前縁部は僅かに

濃色を帯びるか、青色や褐色、灰色などで薄く

縁どられることがあるが、額から前側縁にかけ

て青緑色で縁どられた太い黒色の帯はない。額

には微小な額棘が多数並び、両端に位置する数

本は額中央部のものよりも僅かに大きい。前側

縁は短く、後側縁は急に内側へ凹むため、甲全

体は逆にした凸型にも見える。鉗脚は左右不同

で末端は鋭く、指部内側の鋸歯は不動指後方で

大きくなる。歩脚は長節が末端に向かって幅の

広い卵型で、帯状の斑は無いが、長節と前節の

末端に小さな黒色の斑を有し、指節の末端は橙

色から明るい茶色を呈する。

備考 : 本種は国内外で古くから良く知られて
いる種であるが、体色に変異があるためか、複

数の種と混同されていることが多い。

本種の分類学的位置や和名についてはこれま

で大きく混乱していたが、前之園（2017）がご
く最近、日本産ヒメサンゴガニ科を再検討した

結果を報告し、本種に対して Tetralia glaberrima
ヒメサンゴガニの種名を用いている。

本種の体色においては、峯水（2000）で雌が

淡橙色、雄が乳白色とされているが、町田ほか

（2005）は雌雄の色彩が前者が示したものと全
く逆であったことからさまざまな変異があると

考察している。筆者の所感では、大きな個体は

橙色のものが多く、小さな個体は乳白色である

ように思うことから、本種の色彩は成長段階に

応じて変化するのかもしれない。

7. クロエリサンゴガニ（図 1. B）
Tetralia nigrolineata Serène & Dat, 1957
分布 : インド-西太平洋（Castro et al. 2004）。国
内では小笠原、土佐清水、奄美大島以南から記

録されていたが（峯水 2000, 町田ほか 2005）、
筆者らが 2013 年および 2014 年に行ったサンゴ
表在性カニ類の目視調査によって本種の分布が

串本以南であることが確認された（本誌 Vol.44,
No.5）。
色彩と形態 : 本種も前述したヒメサンゴガニ
と同様に、町田ほか（2005）や前之園（2017）
においてその色彩と形態について詳しくまとめ

られているため、ここでは簡単に示す。

甲は淡い褐色もしくは白色を呈し、表面は滑

らかで甲域は不明瞭。額から前側縁にかけては

明るい青緑色で縁どられた黒色の太い帯があ

る。前側縁には小さく鋭い 1棘があり、後側縁
は急に内側へ凹む。鉗脚は左右不同で末端は鋭

く尖る。歩脚は長節の幅が広く、前節の末端に

は黒色の斑を有する。

備考 : 本種は国内においても古くから良く知
られていたが、T. glaberrimaとしばしば混同さ
れてきた。本種は額から前側縁にかけて青緑色

で縁どられた黒色の帯があることで他種との区

別が可能であり、三宅（1972）で示された 3標
本の図のうち左と中央に位置する 2 標本は本
種、右はヒメサンゴガニである。また、三宅

（1983）で示された図は本種であるものと思わ
れる。なお、Davie et al.（2004）は酒井（1976）
で Tetralia glaberrima ヒメサンゴガニとして示
された 3様の図（Pl. 183, figs. 1, 2, 4）のうち、
fig. 2 が本種であると再同定したが、前之園
（2017）では酒井（1976）の fig. 2は本種では
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なく T. rubridactyla アカテヒメサンゴガニであ
ると同定している。

町田ほか（2005）では検討標本の体色につい
て成長に伴い変化することを示唆しており、峯

水（2000）では雌雄や成熟度によって体色が異
なるとしている。筆者の個人的な観察では大型

個体においても白色のものが比較的多く、同様

の体色を呈する個体同士のペアも多数確認して

いる。ただし、甲が淡い褐色を呈する個体につ

いては確認できた限りでは全て大型個体であっ

たことから、本種の体色は成熟するにつれて白

色から淡い褐色へと変化するのかもしれない。

図 1. カニ類の生体画像。A ヒメサンゴガニ（橙色個体）、B クロエリサンゴガニ（白色個体）。

串本町から初めて記録されたウチノミ

ナンカイヒトデ Asterodiscides helonotus
平林 勲

2017 年 2 月 27 日、串本町和深沖水深 15 ｍ
の海底に仕掛けられたエビ網によってウチノミ

ナンカイヒトデが採集され、当館に搬入された。

ウチノミナンカイヒトデはナンカイヒトデ科

Asterodiscididae に属し、フィリピンで採集され
た標本を基に 1913年に新種記載された。
各腕の先端にある 2枚の巨大な上縁板と体表

に無数に存在する大小様々な円い板状の棘が特

徴的で、今回採集された個体は腕長約 10 ㎝で
あった（図 1）。国内からは高知県大月町と和
歌山県の白浜町やみなべ町、すさみ町から記録

されている。Web 上では沖縄で見つかったと
される個体も確認できるが、いずれにしろ、国

内からは数例しか記録されていない希少種であ

り、串本町からの初記録となる。

搬入された個体は同日より、水族館 A ゾー
ン“ヒトデ類の水槽”にて展示しており、飼育

日数は 100日を数えた。
水槽では 2日に 1度オキアミとマルアジおよ

びキビナゴの切り身を与えているが、本種が与

えた餌を摂餌している様子は未確認であり、現

在その腕長は 7.7㎝まで縮んでいる。
本川ほか（2003）や大垣（2010）によると棘

皮動物門に属するマナマコやウニ類は絶食状態

になると自らの組織を消化し生きながらえると

されている。ヒトデ類も同様に自身の組織を利

用するのかは不明であるが、体が縮んでいると

いうことは与えた餌を摂取せず、自身の組織を

栄養として利用している可能性も考えられる。

本種はその希少性から国内においても飼育個

体数の限られた種であり、その生態については

謎が多い。今後、当館における飼育と観察を通

して新たな知見が得られることを期待したい。

図 1. 搬入されたウチノミナンカイヒトデ

－ 5 －
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コモンサンゴ類の同定の話（38）

国内産種の紹介 26

霜柱状突起を持たない樹枝状

群体を形成するコモンサンゴ類（1）

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）

樹枝状群体は波当たりの弱い海域での生活に

適応した群体型で、系統を反映した形態ではな

く、コモンサンゴ類においても様々な系統内に

出現する（野村他、2017）。今回からは微小突
起（霜柱状突起）を持たない系統（モリスコモ

ンサンゴ種群）に属する種の中で、樹枝状群体

型をなすものを紹介する。以下に種もしくは種

群の検索表を記す。この中で、既に本誌に掲載

されているものについては、種名の後に巻と頁

番号を記した。

1.比較的均一な疣状突起を持つ
エダイボコモンサンゴ（特別号 2: 5）
ウネイボコモンサンゴ（特別号 2: 6）

-. 疣状突起を欠くか、著しく不均一................... 2
2. 群体は細長い樹枝状で枝は複数回分岐する
エダコモンサンゴ、コブコモンサンゴ

-. 分岐は単純で枝は比較的太い......................... 3
3.共骨壁は弱く発達
ヤスリコモンサンゴ（Vol. 42: 36）
ウスヤスリコモンサンゴ（Vol. 42: 44）
ヒメヤスリコモンサンゴ（Vol. 43: 4）

-. 共骨壁は明瞭に発達
クボミコモンサンゴ、ホソシゲミコモンサンゴ

エダコモンサンゴ

Montipora digitata (Dana, 1846)
図 84（A～ F）

Manopora digitata Dana, 1846, 508, pl. 48, fig. 1.

Montipora digitata; Bernard, 1897: 47-48; 白井, 1977:

506, 1 図; Veron & Wallace, 1984: 77-82, figs.

194-206; 白井・佐野, 1985: 210, 図 7; 西平・Veron,

1995: 66, 4図; Veron, 2000: vol. 1, 154, figs. 1-6;

野村他, 2017: 2.

Montipora aff. digitata; 杉原他, 2015, 51, 3figs.

形態：群体型は樹枝状で、枝は 3次分岐まで認
められる。枝の断面は基本的に円柱状であるが、

先端部が扁平になる場合もある。主枝の長さは

20㎝・基部の太さは 15 ㎜まで、末枝の長さは 3
㎝・基部の太さは 7㎜までになる。共骨壁を欠
くか弱く発達し、群体表面は比較的滑らかであ

る。個体間隔は個体 1個分程度で、莢径は 0.5-
0.6 ㎜である。共莢輪・裸地帯ともにやや不明
瞭である。方向隔壁は通常片側のみが認められ

長さは 0.6-0.8Rであるが、群体によっては 0.5R
以下の場合もある。歯状板もしくは不完全な歯

状板を形成し、上方にわずかに突出する場合が

ある。1 次隔壁は完全・不規則で長さは 0.5R
以下で、不完全な歯状板を形成する場合がある。

2 次隔壁は不完全・不規則で、通常痕跡的であ
る。軸柱栓は欠くか弱く発達する。棘は繊細か

細い薄片状で、先端は単純か霜降り状に細分さ

れる。共骨の肌理はやや粗いかやや緻密で、通

常、丸い小さな穴が空く。

－ 6 －

図 84. エダコモンサンゴ Montipora digitata.
A-B, タイプ標本（H 312, フィジー産); C-D, SMP3265, 西表
島産; E, SMP2581, 宮古島産. F, SMP2422, ケラマ群島阿嘉島
産.スケールは1㎜.
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分布：国内では種子島以南・八重山諸島にかけ

て、海外ではフィリピン、オーストラリア、フ

ィジー（タイプ産地）。

近縁種との区別：次に紹介するコブコモンサン

ゴに酷似するが、この種は本種に比べて個体が

大きく、共骨壁が発達し、隔壁が長い。なお、

両種の関係については、コブコモンサンゴの備

考欄を参照されたい。

和名：白井（1977）は本種に対しエダヤスリコ
モンサンゴを提唱したが、後にエダコモンサン

ゴに改称している（白井・佐野, 1985）。

コブコモンサンゴ

Montipora gaimardi Bernard, 1897
図 85（A～ F）

Montipora gaimardi Bernard, 1897: 64-65, pl. 4 figs. 5, 6,

pl. 32 fig. 17; 西平・Veron, 1995: 67, 1図; Veron,

2000: vol. 1, 146, figs. 1, 2; 野村他, 2017: 2.

Montipora digitata; 内田･福田, 1989: 第 9巻, 200, 2図.

形態：群体型は樹枝状で、枝は 3次分岐まで認
められる。枝の断面は基本的に円柱状であるが、

扁平になる場合もある。また、枝の先端付近で

細かく分岐する傾向がある。主枝の長さは 20
㎝・基部の太さは 20 ㎜まで、末枝の長さは 2
㎝・基部の太さは 10 ㎜までになる。群体表面
に粒状突起が生じ、それが個体の周りで発達し

て共骨壁を形成する。ただし、共骨壁の発達度

合いは部位により異なり、枝の基部付近では発

達が悪い。個体は密集して分布し、個体間隔は

個体 1 個分以内である。莢径は 0.8 ㎜である。
共莢輪・裸地帯ともに明瞭かやや不明瞭であ

る。方向隔壁は通常片側のみが認められ長さは

0.8-1.0R で、歯状板を形成し、かつ上方に突出
する。1 次隔壁は完全・規則的で長さは 0.8R
以下で、歯状板もしくは不完全な歯状板を形成

し、上方に突出する。2 次隔壁は完全・不規則
か不完全・不規則で、通常痕跡的である。軸柱

栓は欠くか弱く発達する。棘は繊細か細い薄片

状で、先端は霜降り状に細分される。共骨の肌

理はやや粗いかやや緻密で、通常、丸い小さな

穴が空く。

分布：国内ではケラマ群島以南・八重山諸島に

かけて、海外ではオーストラリア・ソロモン諸

島ならびにトンガ（タイプ産地）。

近縁種との区別：前種の欄を参照されたい。

備考：エダコモンサンゴとコブコモンサンゴの

タイプ標本に代表される、両者の典型的な形質

を持つ標本同士を比較する限りでは、両者の形

態は明瞭に異なり、同定には何ら疑念は生じな

い。しかしながら、両者の中間的な形質を持つ

標本がしばしば出現し、その度に両者は同種で

はないかという疑いを抱いてきた。今回も 1度
は両種をまとめる方向に傾きかけたが、結局、

中間型標本の判断は棚上げにし、従来通り 2種
に分けた。合体を思い止ったのは、典型的な標

本間の明瞭な形態差とハイブリッドの可能性で

ある。なお、M. gaimardi のタイプ標本群（シ
ンタイプ）は 10 あり、この内の半分ほどしか
確認できなかったが、ソロモン諸島産の 2標本
は M. digitataに限りなく近い中間型であった。

－ 7 －

図 85. コブコモンサンゴ Montipora gaimardi.
A-B, タイプ標本（シンタイプ, 1897･6･18･23, トンガ産）;
C-D, SMP2866,宮古島産; E-D, SMP2456, ケラマ群島阿嘉
島産.スケールは 1㎜.
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5 月下旬に入って千葉の館山と
三重の尾鷲で続けてメガマウス

が定置網にかかった。「幻のサメ」

とも言われるメガマウスだが、

このところよくその名前を聞く。

調べると 2000 年以降日本での捕
獲記録は 11 例もある。また、世
界でもその記録は 60 例あまりと
言われている中で、日本で見つ

かる数は大きな割合を占めてい

る。近年になって発見例が増え

たのは、その生息数が増えたの

か、有名になって多くの人が注

目するようになったからなのか

は分からない。一方、こう頻繁

に目撃例が重なると大地震の前

兆ではないかという噂もささや

かれる。これだけ見つかればそ

のうちどこかで当たりが来るよ

うな気もするが。ところで「ビ

ッグマウス」という言葉がある。

日本では「大口を叩く」という

ような意味で使われるが、本来

英語の“big mouth”は「口が軽
い」「秘密を守れないおしゃべり

な人」という意味である。なら

「メガマウス」はどんな重大な

秘密を語ろうとして私たちの目

の前に現れているのか。知りた

いような知りたくないような気

持ちである。とりあえず、これ

を機に最近疎かになっている地

震への備えをもう一度見直そう。
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気　　温 12.1℃ +0.3℃ 17.2℃ +1.5℃

水　　温 17.3℃ +0.4℃ 18.9℃ +0.6℃

塩分濃度 35.6‰ +0.1‰ 35.5‰ +0.1‰

水中透視度 15.9ｍ +1.3ｍ 13.0ｍ -0.2ｍ
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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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