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タガヤサンミナシガイの飼育と産卵

中村 公一

夏になると「海で会いたくない危険な生き物

ランキング」という企画の番組を目にする。恐

怖心を煽るような演出を見て大げさだと思いな

がらも、その類の番組は必ずと言っていいほど

チェックしている。この様な番組を見ていて必

ず上位に入ってくるのがイモガイの仲間であ

る。串本にもイモガイの仲間は多く分布してお

り、中でも有名なアンボイナガイの飼育は当館

で長年続けられ、現在も 2 個体を展示中である。

同じイモガイの仲間であるタガヤサンミナシガ

イ（Darioconus textile）は八丈島・紀伊半島以

南に分布する熱帯性の貝で、串本にも生息して

いる（図 1）。現在飼育されている個体は 2009

年 7 月に当館の職員によって 1 個体（個体 A

と呼称する）が潜水採集され、2012 年 8 月に

もう 1 個体（個体 B）を追加して展示している。

今回は継続して行われている本種の飼育と

2012 年 11 月に行った産卵に関するデータにつ

いて紹介したい。

まず、タガヤサンミナシガイの餌について紹

介する。同じイモガイの仲間でも様々な食性が

あり、前述のアンボイナガイなどは魚食性で、

自らが持つ毒で小魚を仕留めて補食する。本種

は貝食性のイモガイで巻き貝を好み、吻の先に

ある歯舌を用いて毒を注入して補食する（図

2）。刺した瞬間に白煙の様に毒液が立ち上る

図 1. タガヤサンミナシガイ

が何とも生々しい。餌を欲していないときは砂

に潜りじっと身を潜めているのだが、空腹にな

ると水管を長く伸ばして餌となる貝を探して水

槽内を練り歩いている。主に餌として与えてい

るのはクマノコガイである。本種は磯の転石下

にいることが多く、年中手に入るのでとても重

宝している。タガヤサンミナシガイは比較的水

深の深い場所に分布しており、彼らが普通に暮

らしていれば磯にいるクマノコガイに出会う事

はほぼないと思われる。しかし、与えてみると

何も問題なく補食する様子が観察される。他に

も磯ですぐ手に入る貝、例えばイシダタミガイ

などを与えた事もあるが、タガヤサンミナシガ

イを嫌がって水中を飛び出し、水槽にかぶせて

ある蓋の裏まで逃げ出したものもいる。最も食

べやすく彼らの食い付きがいいのがクマノコガ

イではないかと感じているが、これ関してはい

つか飼育実験によって調べてみたい。夏季には

2 日に 1 匹ぐらいのペースで摂餌するが、冬季

になると摂餌ペースは落ち、5 ～ 7 日に 1 匹を

補食する程度になる。

個体 A を飼育しているといつからか産卵行

動を行うようになった。タガヤサンミナシガイ

の卵は、多くの腹足綱と一緒で卵嚢に包まれて

生み出される。卵嚢は幅 1 ㎝、長さ 2 ㎝程の大

図 2. クマノコガイを補食する様子
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きさで、飼育中であるアンボイナガイの卵嚢（幅

1 ㎝、長さ 3 ㎝程）より一回り小さい。卵嚢は

石やガラス面にいくつも産み付けられ、親は産

卵期間中は餌を食べている様子はない。産み付

けた卵嚢をそのまま放置しながら観察を続けた

が、個体 A のみでの飼育のため卵は受精して

おらず、後に卵は排除した。その後も産卵は行

うものの当たり前だが受精はしておらず、産ん

では排除していた。そして個体 B が採集され

ると 2 匹での飼育が始まった。当初は同種同士

でも狭い水槽内だとお互い食べ合う事もあるの

ではないかと懸念されたが、その兆候は全く見

られなかった。すると 9 月にまた個体 A が産

卵する様子が観察された。もしやと思い卵を放

置して 3 週間ほどが経過すると、水槽内で泳ぐ

微少な生物を発見した。これらを観察するとそ

れは貝類のベリジャー幼生であった。この幼生

たちは明らかにタガヤサンミナシガイの卵嚢か

ら出ており、受精していたことがわかった。イ

モガイ類の雌雄についていろいろと調べたが参

考になる文献が見つからず、イモガイ類が雌雄

同体なのかどうかはよく分からないが、2 匹が

そろった事で受精卵が生まれるようになったの

は間違いない。受精卵が生み出される事が判明

したので、あわよくば大量のタガヤサンミナシ

ガイを繁殖しようと手ぐすねを引いて待ってい

ると、11 月上旬に個体 A がまた産卵を始めた。

産卵を行うのは個体 A のみであり、個体 B は

図 3. 産卵の様子と産み付けた卵嚢。

図 3. 黒い矢印は腹足孔。

我関せずといった面持ちで砂に潜っている。

産卵行動を観察すると、腹足孔から卵嚢を産

出し石に産み付ける様子が確認された（図 3）。

一度産卵が始まると個体 A はだらだらと生み

続け、そろそろ終わったかなと思うとまた生み

出すというのを繰り返し、2 週間ほどで合計 89

個の卵嚢を水槽内に産み付けた。その内、4 つ

の卵嚢について中に入っている卵の数を計数し

たところ、1 つの卵嚢につき 4000 前後の卵が

入っている事がわかった。一度の産卵期で約 35

万個もの卵を産んだ事になる。計数している中

には卵割を行っている卵も観察された（図 4

左）。

彼らは卵嚢内でベリジャー幼生となって、外

に放出される（図 4 右）。これはアンボイナガ

イも同様で、水槽内を泳ぐベリジャー幼生が過

去に観察されたことがある。その後の飼育も試

みたものの、こちらはうまくいかなかった。ア

ンボイナガイについても同様にベリジャー幼生

の飼育を試みているが、両種共にベリジャー幼

生から先の段階への発生が見られず、全滅して

いく。色々と条件を変えてみるものの、うまく

いかない。今後も様々な条件下で飼育し、いつ

かイモガイ類の繁殖に成功してみたいと思う。

猛毒貝と恐れられ避けられる彼らだが、幼生

期の一生懸命泳ぎ回る姿はとても愛らしい。今

後も繁殖への努力を行っていき、成功した暁に

はまた報告したい。

図 4. 左：卵。いびつな形のものは卵割中。

図 4. 右：卵嚢から出てきたベリジャー幼生
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コモンサンゴ類の同定の話（8）

分類形質④ 個体の分布、隔壁等

野村 恵一

分類形質の最後として個体とその周辺の形質

について解説する。

個体の分布

①個体配列

コモンサンゴ類の個体は典型的な莢壁（theca）

を持つものはほとんどなく、基本的に個体の境

界は不明瞭で、個体は共骨に埋没して分布する

（図 12A）。ただし、種によっては個体の周り

を隆起した共骨や付属突起が取り囲み、個体が

プロコイド型（隣接個体と莢壁を共有しない）

（図 12B）やセリオイド型（隣接個体と莢壁を

共有する）（図 12C）、もしくはメアンドロイド

型（個体は畝状の莢壁内に並び、隣の畝内の個

体と莢壁を共有する）（図 12D）の配列をなす

ように見える場合がある。なお、群体全体にわ

たってこのような特殊な個体配列を示すものは

ほとんどなく、多くの群体の個体配列は埋没型

もしくは埋没型と他の配列型との組み合わせと

図図図図 12. コモンサンゴ類の個体の配列コモンサンゴ類の個体の配列コモンサンゴ類の個体の配列コモンサンゴ類の個体の配列.

A：埋没型（：埋没型（：埋没型（：埋没型（Montipora mollis））））、、、、B：プロコイド型：プロコイド型：プロコイド型：プロコイド型

（（（（M. aequituberculata の裏面の裏面の裏面の裏面））））、、、、C：セリオイド型：セリオイド型：セリオイド型：セリオイド型

（（（（M. foveolata）、）、）、）、D：メアンドロイド型：メアンドロイド型：メアンドロイド型：メアンドロイド型（（（（M. undata））））.

なる。

②個体の突出度合

前述したようにコモンサンゴ類の個体は通

常、個体の開口面が共骨と同じレベルかそれよ

りも低く位置するが（埋没型 immersed type、

図 12A, C, D））、主にプロコイド型の個体では

個体の開口面が周囲の共骨面よりも高く位置す

る（突出型 exsert type、図 12B）。

③個体間隔、均一性

個体が均一に分布するか（図 12A, C）、しな

いか（図 12B, D; 13A, B）は種によって異なる

場合がある。また、個体間隔も狭い（間隔は個

体 1 個未満）（図 12A, C）、広い（間隔は個体 1

個以上）（図 12B; 13A、B）と種によって異な

る場合がある。

図図図図 13. 個体間隔が広い種個体間隔が広い種個体間隔が広い種個体間隔が広い種.

A：：：：Montipora informis、、、、B：：：：M. aequituberculata.

個体の大きさと構造

①個体の大きさ

個体の大きさは莢径（きょうけい：莢内壁間

の莢の中央を通る最大方向の長さ）（図 14A）

で表される。コモンサンゴ類の個体は著しく小

さく、莢径はだいたい 0.7 ㎜前後であり、2 ㎜

を越えるものはない（図 14）。充分に成長した

個体の大きさは種によって異なる場合が多いた

め、莢径は種同定において重要な形質となる。

②隔壁

莢を上面から見ると、大小の棘が放射状に並

ぶのが認められる（図 14）。これが隔壁（septa）

である。最上面にある隔壁は、通常長さの揃っ

た長い 6 本のセットと短い 6 本のセットに分か

れ、前者は 1 次隔壁（primary septa）、後者は 2

次隔壁（secondary septa）と呼ばれる。種によ

－ 4 －
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っては、1 次隔壁の中で特に他よりも大きい 1

対（稀に 1 本）の隔壁が形成される場合があり、

これは方向隔壁（directive）（図 14B）と呼ばれ

る。また、種によっては 3 次隔壁まで認められ

る場合もある。隔壁の長さは莢半径 R に占め

る割合で表す。すなわち、半径の半分の長さで

あれば 1/2R、半径と同じ長さであれば R とな

る。なお、1 次隔壁の長さは、方向隔壁を含め

ない。コモンサンゴ類の場合、各隔壁は基本的

に莢底に向かって垂直に並ぶ棘の列（図 14E）

からなるが、種によってはこの棘の列が連結し

た板状（歯状板 dental plate）になる場合がある。

また、莢の中心で互いの隔壁が連結して、軸柱

図図図図 14. コモンサンゴ類の莢と隔壁コモンサンゴ類の莢と隔壁コモンサンゴ類の莢と隔壁コモンサンゴ類の莢と隔壁.

A：規則的な隔壁を持ち未発達な軸柱栓が認められ：規則的な隔壁を持ち未発達な軸柱栓が認められ：規則的な隔壁を持ち未発達な軸柱栓が認められ：規則的な隔壁を持ち未発達な軸柱栓が認められ

る（る（る（る（M. capitata））））、、、、B：明瞭な方向隔壁（矢印）を持：明瞭な方向隔壁（矢印）を持：明瞭な方向隔壁（矢印）を持：明瞭な方向隔壁（矢印）を持

つ（つ（つ（つ（M. monastriata））））、、、、C：：：：2 次隔壁が発達しない（次隔壁が発達しない（次隔壁が発達しない（次隔壁が発達しない（M.

hofmaisteri）、）、）、）、D：隔壁が短く不規則：隔壁が短く不規則：隔壁が短く不規則：隔壁が短く不規則（（（（M. informis）、）、）、）、E

：棘状の隔壁（矢印）の並び（：棘状の隔壁（矢印）の並び（：棘状の隔壁（矢印）の並び（：棘状の隔壁（矢印）の並び（M. caliculata 個体断個体断個体断個体断

面面面面））））、、、、F：板状の隔壁（：板状の隔壁（：板状の隔壁（：板状の隔壁（M. gaimardi））））.

様の構造体である軸柱栓（columella plug）を形

成する場合がある。隔壁の長さや規則性、方向

隔壁や軸柱栓の発達度合は種によって異なる場

合がある。

共骨の構造

分類形質①付属突起の項（本紙 Vol. 41, pp.

28-29）でも述べたが、コモンサンゴ類の共骨

は緻密ではなく、基本的に多孔質の網目状構造

体から形成される。共骨断面は上・中・下の 3

層からなり、これらの内、上層は群体表面の構

造に密接に関連する。すなわち、共骨上層の網

目状構造体を形成するトラベキュラ（垂直な棒

状の骨組み）間に広くすき間が空くと、表面上

も明瞭な多孔質となる（図 15A, B）。一方、ト

ラベキュラ間が充填物で満たされると、表面上

も目が詰まって見える（図 15C, D）。なお、発

達したトラベキュラが表面上に太い棘となって

現れれると、表面の網目構造は棘に隠れて見え

難くなる場合がある。

図図図図 15. 共骨の構造共骨の構造共骨の構造共骨の構造. A：間隙が大きい（：間隙が大きい（：間隙が大きい（：間隙が大きい（M. informis 骨骨骨骨

格断面格断面格断面格断面））））、、、、B：間隙が大きく網目状構造が目立つ（：間隙が大きく網目状構造が目立つ（：間隙が大きく網目状構造が目立つ（：間隙が大きく網目状構造が目立つ（M.

informis）、）、）、）、C：間隙が見られず骨格は緻密で重い：間隙が見られず骨格は緻密で重い：間隙が見られず骨格は緻密で重い：間隙が見られず骨格は緻密で重い（（（（M.

millepora 骨格断面骨格断面骨格断面骨格断面））））、、、、D：網目構造は上面では認め難：網目構造は上面では認め難：網目構造は上面では認め難：網目構造は上面では認め難

い（い（い（い（M. millepora））））.
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2012年 錆浦定置観測結果

小寺 昌彦

錆浦地先で行っている定置観測の 2012 年の

結果を報告する（観測方法の詳細は本誌 Vol.

22, No. 3 参照のこと）。なお、文中の平年値は

1981 年から 2010 年まで 30 年間の平均値を用

いた。

《気 温》

年平均値は 18.7 ℃で、対平年値は+1.0 ℃、

対前年値は± 0.0 ℃であった。各月の平均値は

12 月を除き平年値を 0.1 ～ 1.8 ℃上回った。年

最高値は 31.0 ℃（8 月 6 日）、年最低値は 3.1

℃（2 月 3 日）であった。夏の 3 ヶ月間（7 ～ 9

月）の平均気温が 27.3 ℃となり、3 年連続して

27 ℃以上となった（平年値は 25.7 ℃）。27 ℃

以上を記録したのは 6 回目となるが、うち 5 回

が最近 10 年以内に記録されている（残りの 1

回は 1977 年）。

《水 温》

年平均値は 21.8 ℃で、対平年値は+0.4 ℃、

対前年値は+0.3 ℃であった。1 ～ 9 月は前年値

より高く推移した。5 月と 10 ～ 12 月は平年値

を下回った。年最高値は 28.7 ℃（8 月 17 日）、

年最低値は 15.4 ℃（2 月 9, 10 日）であった。

最高水温が 29 ℃を超えることはなかったが、7

月 29 日から 9 月 14 日までの間 28 ℃以上の高

水温が続いた（この間 3 日だけは 27 ℃台）。

《塩分濃度》

年平均値は 34.7 ‰で、対平年値は-0.3 ‰、

対前年値は-0.1 ‰であった。年最高値は 35.7

‰（1 月 19, 22, 28 日）、年最低値は 32.2 ‰（9

月 19 日）であった。2011 年は月平均値が 6 ～ 9

月に低い値（-0.5 ‰程）となったが、本年は 7

～ 9 月に同じように低い値（-0.5 ～-0.7 ‰）と

なった。

《降水量》

年間降水量は 3028.5 ㎜で、対平年値は+743.3

㎜、対前年値は+330.2 ㎜であった。2008 年か

ら 5 年連続して平年値以上の降水量を記録し

た。3, 6, 8, 9, 12 月に月間 300 ㎜以上を記録す

るなど、集中して雨が降ることが多かったよう

に思われた。なお 3 月（328.9 ㎜）と 12 月（305.8

㎜）はそれぞれの月の過去最高値となった。本

年の月最高値となった 6 月（484.7 ㎜）は 6 月

として過去 6 番目であった。

《水中透視度》

年平均値は 15.4 ｍで、対平年値と対前年値

は± 0.0 ｍであった。年最高値は 32 ｍ（2 月 3

日）であった。1 月は雨が少なく海が荒れるこ

ともほとんどなかったためか、月平均の過去最

高値となる 25.1 ｍを記録した（以前の記録は

1985 年 12 月の 24.7 ｍ）。逆に 12 月は荒れる日

が多かったためか、12 月では過去 3 番目に低

い 17.8 ｍとなった。

《まとめ》

2012 年に発生した 25 個の台風のうち、日本

本土に上陸したものは 2 つであった。台風 4 号

は 6 月 19 日に紀伊半島南西部に上陸し、その

後愛知県に再上陸して本州東部を縦断した。こ

の時期に接近する台風としてはかなり勢力が強

く、海底が攪乱された。また 9 月 30 日に台風 17

号が 4 号とよく似たコースを通り（潮岬沖を通

過）、愛知県東部に上陸した。4 号上陸の際は

大きな波が長時間続いたが、17 号の時は速度

が速く、あっと言う間に通り過ぎていき大きな

波も短時間で収まった。

2012 年は 2010 年のように 29 ℃以上が 14 日

という著しい高水温は記録されなかったもの

の、水温の項で書いたように 28 ℃以上の水温

が 9 月半ばまで長期に渡って続いた。この長い

高水温のためか、とくにコモンサンゴ類が 9 月

になってから多く白化しているのが見つかっ

た。年が明けても白化状態のところが散見され

るが、死滅したのはごく一部と思われた。普段

の白化は水深の浅いところで起こっているが、

コモンサンゴ類の白化は水深 10 ｍほどでも顕

著に起こっていたのが印象深い。なお、冬の低

水温期は 2011 年より 1.5 ℃ほど高めに推移し

たために、海中観光船の発着港内でもチョウチ

ョウウオ類などの熱帯性魚類がいつもより多く

越冬できていた。

－ 6 －
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ちょうど 4 年前の本欄で、こ

のまま海水温の上昇が続けば

100 年後には串本は沖縄並みの

水温となりサンゴ礁が見られる

ようになるかもしれないと書い

た。ところが、先日、日本近海

のサンゴは 2070 年代以降絶滅

するかも、という記事が新聞に

出て驚いた。国立環境研究所や

スイス連邦工科大学チューリヒ

校などの国際チームによると、

このまま温暖化が進むと二酸化

炭素が海水に溶け込んで酸性化

し、サンゴの骨格が溶け出して

成長率が落ち、高水温による白

化現象も加わって日本近海のサ

ンゴは消滅する可能性もある、

という。何億年もの間、恐竜が

いた時代にも生き続けていたサ

ンゴが、後 60 年で消滅すると

はにわかには信じがたいが、そ

れほど海の環境は急激に変化し

ているということだろう。日本

は小さな島国だが支配権のある

周囲の海も含めるとその面積は

世界でもトップクラスになる。

そしてその海の大半はサンゴが

生息する熱帯・亜熱帯の海であ

る。サンゴが絶滅すれば当然海

産資源にも影響が出る。余命宣

告にも似た発表だが、まだ治療

の余地は残されているだろう

か。手遅れではないと思いたい。
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気　　温 16.5℃ +0.3℃ 10.5℃ -0.9℃

水　　温 21.3℃ -0.6℃ 18.8℃ -0.7℃

塩分濃度 35.0‰ -0.1‰ 35.1‰ -0.2‰

水中透視度 13.6ｍ -4.4ｍ 17.8ｍ -3.0ｍ

降　水　量 192.0㎜ +46.1㎜ 305.8㎜ +218.2㎜

11月 12月

錆浦定置観測結果（月平均値と平年値比）


