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Xenocarcinus conicus (A. Milne-Edwards, 1865)
串本ではサビカラマツを中心にウミカラマツ類を宿主とする。全体に黄褐色から濃褐色の地色を呈
し、甲の後胃域から後縁にかけては正中線上に白色の帯を有する。甲は縦方向に細長い凸型で後縁に
かけて強く狭まり、前胃域は鈍く隆起する。甲の中鰓域と後鰓域はそれぞれ外縁に鈍い突起を有し、
後縁も両端が僅かに突出する。額角は良く発達し僅かに 2 叉した先端にかけてやや細くなる。鉗脚は
左右等大。第一歩脚は顕著に長く、長節上縁には先端の鈍い 3 － 4 歯を有する。串本では潮通しの良
いやや深い水深帯で普通に観察される。
モガニ科

イソバナガニ属
平林

串本海中公園センター
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三角形の吻棘を持つため、ホウボウ科の他種と

餌に紛れる魚 Part1

佐久間 夢実

の区別も容易であった（図 1.③）。生時、体全
体は赤く所々に淡い赤色斑があり、腹部は白い。

当館で使用している餌のほとんどは冷凍され

胸鰭内面は黄緑色の内部に赤黒い縁を持つ。若

ている。使用する魚の種類は、串本漁港でその

狭湾から九州の日本海・東シナ海側や、千葉県

時に多く仕入れがある魚や、安価で購入できる

から九州の太平洋側等比較的広く分布し、水深

ものである為、毎回決まった種類ではない。10

20 ～ 120 ｍの砂泥域に生息するそうだ。主に

㎝～ 40 ㎝程の大小様々な魚を使用し、その都

砂の中の貝類を捕食している。記録によると、

度三枚おろしやぶつ切りにするなど、餌の切り

和歌山県南部では底引き網などで、20 ㎝前後

方を変えている。その冷凍餌を溶かしている最

の本種がしばしば採れているようだ。

中、時々異なる魚種が紛れていることがあり、
魚類の知識が未熟な著者は、それらの種の同定

・テンジクダイ科

に関心があった。

（図 1.④）

テンジクダイ

全長 7 ㎝

本誌ではその同定した魚を紹介する。なお、

少々各鰭の欠損や、時間経過による色落ちが

各鰭などは欠損していることがあり、判別が難

あったが、くっきりと残る暗色横帯（通常 8 ～

しい場合には大まかな分類にとどめた。また今

11 本）と第一背鰭の棘数・形態により判断し

回は、以下の資料に基づいて同定した。同定し

た。体高は比較的高く、尾柄長はテンジクダイ

た魚は（図 1）を参照にして頂きたい。（参考

科の中でも短い。北海道室蘭や千葉県館山湾か

資料：日本産魚類検索

中坊他、

ら宮崎県まで広く分布し、水深約 20 ～ 100 ｍ

池田・中坊他、

前後で生息しているようだ。やや深場を好む傾

全種の同定

2013.南日本太平洋沿岸の魚類
2015.）

向がある為か、著者は今のところ水中で見かけ
たことはない。串本周辺では底引き網や刺し網、

○使用した餌の期間 2022 年 3 月～ 5 月

餌の

種類：マアジ
・アカエイ科
11 ㎝

定置網等で 6 ㎝前後の個体が良く採れているよ
うだ。

アカエイ

全長 29 ㎝

体盤幅

（図 1.①）

・ハゼ科

個体の状態が比較的良く、模様や色味が鮮明

ヤミハゼ属の一種

全長 15 ㎝ （図

1.⑤）

であった。尾部背正中線と腹正中線の皮褶や隆

鱗が剥がれ、体表の模様は確認できず、体の

起線の有無、体盤腹面の第 5 鰓孔間後方の溝の

欠損部分も多かったため、同定は暫定的である

有無は少々わかりにくいが、尾の長さや胸鰭腹

が、吻の下縁は上唇を被わないこと、第一背鰭

面の色などから本種と判断した。北海道から九

は 8 棘で下顎にヒゲや皮質突起がなく、胸鰭上

州まで分布する普通種であり、定置網などで採

部に遊離軟条もしくはその痕跡がないこと、眼

れた本種がよく当館へ搬入される。

径が吻長より大きいことからヤミハゼの可能性
が高い。他にも、体側中央部に数個の不明瞭な

・ホウボウ科

イゴダカホデリ

全長 12 ㎝

褐色斑が並ぶことが特徴だ。水深 50 ～ 400 ｍ

（図 1.②）

の砂泥底に生息する、ハゼの中でも深海性の種

ホウボウ科の特徴の一つでもある扇のような

で、青森県から山口県の日本海沿岸、宮城県松

美しい胸鰭内面が欠損していたが、胸鰭下部が

島湾から土佐湾の太平洋沿岸に分布しているよ

3 つに分かれること、吻部腹面にひげがないこ

うだ。

とから相似するキホウボウ科と区別出来た。ま

今回の魚達は、魚類検索を基にした同定の範

た本種はホウボウ科の中でも特徴的な、大きな

囲内であり、著者の勉強を目的としていたが、
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普段当館や潜水作業中で、中々見ることができ

魚を誘導灯等で追い込んで採る。今回同定した

ない魚を観察でき、魚類担当の著者としては非

餌は、底棲性や深場に生息する魚であった為、

常に良い経験となった。使用している餌に紛れ

これにより海底まで網を仕掛ける、定置網によ

る魚は頻繁に見つかっており、それらを一つ一

る漁であったことがわかる。では棒受け網の場

つ同定して行くと多くのデータが集まるだろ

合では、表層から中層に依存する魚が紛れて来

う。今後は、季節や生息域で分ける、あるいは

るのだろうか。始めた当初は一度きりの予定で

餌である魚ごとに分けて記録するのも面白いか

あったが、思いの外多くの学びがあり、今後の

もしれない。また餌の購入場所である漁業組合

楽しみとなった。ひとまずは、次に同定する魚

によると、捕獲方法としては主に定置網が多く、

のストックを用意してあるので、新たな発見に

物によってはサンマを採る方法としてよく用い

期待しつつ、報告は次回以降に続く。

られる棒受け網という漁法があり、表層にいる
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中村 公一
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で、かつ、外洋に面しておりクラゲの滞留しや
すい港が少ないため、当館では安定した展示用
のミズクラゲの確保というのが非常に難しい。

2019 年 末から世界中に蔓延し、猛威を振る

よって、当館におけるミズクラゲの展示は他園

っている新型コロナウイルス（COVID-19）。日

館にわけていただく、もしくはミズクラゲの出

本でも最初の感染者が確認されてすでに 2 年以

現している所まで赴いて採集し、それを可能な

上が経過したが、執筆している現在でも未だに

限り長く飼育するという方法で行ってきた。ち

全国における 1 日の新規感染者数は 1 万人を超

なみに、ミズクラゲの自家繁殖は方法が確立さ

えている。しかし、ワクチン接種が進み今の状

れておりクラゲの中では比較的簡単な種なのだ

況に少しずつ慣れ始め、今年の GW は 2 年ぶ

が、当館においては行っていない。

りに何の制限もない大型連休ということで、当

そのような理由で、毎年、4 月に入ると時間

館も多くの来館者で賑わった。ちょっとずつ遠

を見つけて大阪府泉南郡岬町にある淡輪漁港

出ができるようになったということで、今年は

（図 1.①）まで行き、ミズクラゲ採集をしてい

新型コロナウイルスの蔓延によってできなかっ

る。ここは過去に串本から北上する形でミズク

たミズクラゲの展示を 2 年ぶりに行っている。

ラゲの出現状況の調査を行った際に、ミズクラ

ミズクラゲの展示と新型コロナウイルスの流

ゲの出現量、出現率共に高く、採集もしやすい

行に何の関係があるのかと思われる方も多いで

と記録した場所である。和歌山県内にもミズク

あろう。これは串本周辺におけるミズクラゲの

ラゲの出現する港はあるのだが紀北辺りまで行

出現事情が大きく関わっている。そもそも、ミ

かないと出現率は低く、紀北まで行ったとして

ズクラゲという種のクラゲは日本各地に広く分

も空振りすることもあった。一方、淡輪漁港は

布し、場所によっては人間の生活に害を与える

ミズクラゲの時期であればかなりの高確率で出

ほど大量に出現するクラゲとして知られてい

現しており、確実に採集したいのであればここ

る。しかし、過去に本誌にて串本周辺における

というような筆者の中で信頼度が非常に高い港

クラゲの出現状況について何度か紹介してきた

である。よって、新型コロナウイルスの感染が

通り（Vol.38, p2. Vol.45, p.10）、串本周辺の水

拡大し始めた 2020 年も、淡輪漁港へ採集に行

温は温帯性のミズクラゲが繁殖するには不向き

図 1.ミズクラゲ観察地点の位置

図 2.展示中のミズクラゲ
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く予定を立てていた。しかし、その矢先に全国

堅田漁港（⑤）と過去調査時に出現実績のある

に緊急事態宣言が出てしまったのである。これ

和歌山県内の港をまわり、ミズクラゲもしくは

により、不要不急の外出自粛が要請されたため

他のクラゲが出現していないかの調査も行っ

採集は中止、毎年行っていたミズクラゲの展示

た。しかし、いずれの港でもクラゲは観察され

を諦めざるを得なかった。そして、2021 年も

ず、結果として今回の採集においても淡輪漁港

感染拡大が続く中ではあるが、一年越しのミズ

でしかミズクラゲは観察されなかった。

クラゲ展示をと準備を進めていた。しかし、ま

コロナ禍になってから、当館での浮遊性のク

た採集予定日の 3 日前に大阪府に緊急事態宣言

ラゲ展示は夏から秋にかけて近隣海域で容易に

が発令されたため、採集は中止となった。和歌

採集できるタコクラゲのみとなっていた。それ

山県内での採集をとも考えたのだが、この時は

以外の季節はクラゲ以外の生物の展示をしてい

紀北においても感染者が増えてきた時期だった

たが、クラゲ展示に使用している円柱水槽（図

こともあり、再びミズクラゲの展示を諦めるこ

2）は、見るからにクラゲの展示を行っている

ととなった。

ような雰囲気があるため、この水槽に近づき展

それから一年が経過した今年、ようやく 5 月

示を見て「クラゲかと思ったら違ったよ」など

下旬に淡輪漁港へとミズクラゲ採集に行くこと

と残念がる来館者の声も何度か耳にしたことが

ができた。季節的にはやや遅めではあったが、

ある。その度に何か申し訳ない気持ちと新型コ

港内には多くのミズクラゲが元気よく浮遊する

ロナウイルスへの憤りが心に湧き上がった。よ

様子が見られ、いくつかの元気なミズクラゲを

うやく復活したミズクラゲ展示。久しぶりなの

得ることができた。せっかく遠出もできたとい

で私自身にやや勘の鈍りを感じるが、今はまた

うことで、採集の帰りには和歌山マリーナシテ

ミズクラゲの飼育をできることを喜びたい。

ィ前の港（②）、湯浅広港（③）、湊浦漁港（④）、
こと、さらに水族館の顔とも言える玄関水槽が

リニューアルした玄関水槽
森

美枝

当水族館に入ってすぐ、観覧通路を挟んで両

水漏れで目の前にバケツやタオルが置いてある
様子は、見た目にも悪い。そこで、リニューア
ル工事が決定された。

脇に位置する 2 つの水槽を、私たちは玄関水槽

2022 年 1 月 12 日より生物搬出、水抜きが始

と呼んでいる。この 2 つの水槽のうち 1 つをリ

まり、淡水で塩抜き、洗浄後、岩・底砂・多孔

ニューアルすることになった。きっかけは、2020

管除去、擬岩・アクリル、駆体の一部撤去が順

年 10 月、2 枚のアクリルガラス（以下アクリ

次行われた。

ルと呼ぶ）をつなぎ合わせた部分から観覧側へ

新しい水槽は、以前の駆体を使わず、幅 3800

の漏水であった。漏水の量は日によってまちま

㎜奥行き 1500 ㎜高さ 1250 ㎜の FRP 水槽を作

ちだったが、多い時は半日で 15 ℓバケツが一杯

り、以前の水槽があった場所にはめ込むように

になることもあった。

設置された（図 1）。観覧面は、アクリル 2 枚

1971 年 にオープンした本水槽は、アクリル

から強化合わせガラス 1 枚になり、補強のため

と水槽本体を接続するシリコンの劣化が激し

中央縦に走っていた H 鋼がなくなり、見栄え

く、あちこちが裂けたり、場所によっては、シ

が良くなった。

リコン内部にできた隙間を海水が流れている様

水槽設置後、水槽壁面の擬岩をスタッフによ

子が確認された。このまま放置すると、水槽本

る手作りで製作した。試行錯誤の末、トリカル

体のコンクリートに海水がしみこみ、中の鉄筋

ネットを下地にしてモルタルを水槽壁に貼り付

が錆びて膨張し、駆体に重大な悪影響を及ぼす

け、岩っぽく見えるように工夫した。乾燥後、
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ったと思うが、これからは親しみやすさも取り
入れ、子どもから大人まで楽しめる水族館を目
指していきたい。
リニューアルオープンから 1 ヶ月が経ち、水
槽も少しずつ安定してきているが、生物の飼育
はこれからが本番となってくる。ここに来て、
改善すべき課題もいろいろ見えてきた。例えば、
クシハダミドリイシは、やはり病気が出やすく、
安定しない。水替わりが悪い、群体中心部など
が死にやすく、マグネットポンプでより強い水
図 1．FRP 水槽の設置作業

流を作る必要があると感じている。また、これ
から夏に向かうに従って、水温の上昇も心配で

注水してアク抜きをし、底砂を敷いて、石を配

ある。これまで本誌で述べてきたように、当館

置、サンゴをレイアウトし、最後に魚類を搬入

には元々海水を冷やすクーラーが無く、外の海

した。こうして本年 4 月 22 日、新水槽がオー

水温が高くなれば、水槽内の水温も同じかそれ

プンした。

以上に高くなる。近年たびたび発生する高水温

展示の内容は、旧水槽のテーマ「サンゴの海

現象は、水槽の生物にとっても、それを世話す

の魚」をそのまま引き継いだが、当館の目の前

る私たちにとっても頭が痛い問題だ。これらの

の海中景観をより忠実に再現するため、クシハ

問題を一つずつクリアして、10 年後も美しい

ダミドリイシやスギノキミドリイシなどのミド

ミドリイシの水槽が見られるよう努力していき

リイシ科のサンゴを配置し、これにデバスズメ

たい。当館は、昨年開館 50 年を迎えたが、ま

ダイやルリスズメダイ、キンギョハナダイなど

だまだチャレンジすることがあるというのは、

のカラフルな小型の魚たちをふんだんに泳がせ

嬉しいことである。新しい目標に向かって、新

た。当館では、かつて「串本の海」水槽で、こ

たな 1 歩を踏み出したい。

のミドリイシを中心にした水槽展示にチャレン
ジしたが、水流や光の条件などがこれらのサン
ゴに合わなかったようで、結局うまく育たなか
った。そこで、今回は串本の代表的なサンゴの
飼育を成功させるべく、水槽製作の段階からこ
だわった。例えば、今回の水槽は水深を 1 ｍと
浅くし、照明は 160W のサンゴ飼育用の LED、5
灯を使用しサンゴに充分な光が届くようにし
た。また、水槽は完全開放式、自然海水掛け流
しで、水槽内で水流がよどみなく入れ替わるよ
うにした。
また、今回の水槽はこれまで当館にはあまり
馴染みが無かった遊び心も演出した。水槽の周
りの壁を、かわいらしいイラストでデコレーシ
ョンし、小さな子ども達がわくわくするような
水槽に仕上げた（図 2）。当館は、これまでど
ちらかと言えば少しお堅い感じがする水族館だ

図 2．新玄関水槽の外観（上）と内観（下）
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コモンサンゴ類の同定の話（52）
サンゴ骨格の染色－
撮影時に白飛びを軽減する方法
野村 恵一（錆浦海中公園研究所）

②容器に標本を入れ、染色液をスポイトでまん
べんなくかける（図 151B）。
③標本をキムワイプで包み、さらにキッチンペ
ーパー数枚で包み、その上を束にした輪ゴムで
幾重にも縛る（図 151C）。（余分な染料を吸着

イシサンゴ類の分類では骨格標本を作製し

させて骨格表面での凝集を防ぐために行う。最

て、個体の構造を観察する必要がある。しかし

初にキムワイプで包むのは繊維が付着するのを

ながら、サンゴ骨格は基本的に純白であるため、

防止するため、輪ゴムは多いほどよい）

いくらライティングを工夫しても「白飛び」を

④標本を乾燥台の上に置き、乾燥させる。自然

起こしてしまい、うまく観察したり撮影できな

乾燥なら 1 日かかるが、台の下に USB ファン

い場合が多い。

（8 ㎝、アマゾンで 1000 円程度）等を置いて

これまで、エビのパーツの白飛び対策として

送風すると数時間で済む（図 151D）。（なお、

メチレンブルーを用いて染色を施してきた。し

今は空気清浄機の排出口の上に置いている）

かし、サンゴ骨格は、液浸標本であるエビとは

⑤乾燥後はペーパーを剥がして染色終了。非染

違い、乾燥させる必要がある。そして、水分が

色標本（左）と染色標本（図 151E）。染色がう

蒸発する際に骨格表面で色素が斑状に凝集して

まくいった例（図 151F）。表面に染料が凝集し

しまう。それでも観察には問題はないのである

た失敗例（図 151G）。メチレンブルーだときれ

が、写真写りがはなはだ悪く、また、標本の質

いだが異質なものとなる（図 151H）。

も大いに損なう。そのため、サンゴ骨格の染色

図 151. サンゴ骨格の染色

はよほどの事がない限り行わなかった。
さて、その後、とても重要で、かつ極めて純
白な標本を観察・撮影するために染色する必要
に迫られた。ただし、標本はできるだけ汚した
くない。そこで、試行錯誤の末に、改良サンゴ
染色法を考案したのであるが、現在はさらに改
良を重ね、以下の染色法を用いている。この方
法だと、サンゴ骨格は薄墨色に程良く染まる程
度であり、サンゴ骨格標本としての違和感は少
ない。ただし、失敗は稀にある。よって、この
方法にトライされる時は、予備の標本で何度か
試行されたい。また、染色は標本の性質（色彩）
を改変してしまうので、重要な標本は避けるか
分割して行うのがよい。
撮影・観察のためのサンゴ骨格染色法
①染料（みや古染、コールドダイオール・ブラ
ック、20g、550 円、図 151A）耳かき一杯分を
無水アルコール（燃料用アルコールでも可）500
㎖に入れて攪拌し、染色液とする。染色の際は、
これを再度攪拌して用いる。（濃度は濃すぎず
薄すぎないように適宜調整されたい）
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錆浦定置観測結果（月平均値と平年値比）
3月

4月下旬

4月

気

温

13.7℃

+1.3℃

17.5℃

+1.4℃

編集兼発行人

水

温

16.9℃

-0.3℃

19.1℃

+0.6℃

塩分濃度

35.3‰

-0.1‰

35.2‰

-0.1‰

水中透視度

13.2ｍ

-1.4ｍ

14.1ｍ

+0.7ｍ

月間降水量

270.9㎜

+140.3㎜

330.5㎜

+187.0㎜
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（株）串本海中公園センター
電話 & FAX 0735-62-4875
ホームページ https://www.kushimoto.co.jp
（本誌は上記からも無料配信中）

