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「今月の海の生きもの」 マタナゴ Ditrema temmincki pacificum ：  

硬骨魚類のスズキ目ウミタナゴ科の魚。従来、日本のウミタナゴ類は、これまでウミタナゴ Ditrema 
temmincki temminckiの一種のみとされてきたが、2007年に、それを 4種に区分して、アオタナゴ、

ウミタナゴ、マタナゴ、

アカタナゴとした。この

写真は、マタナゴとし

たが、これら 4種は

往々にして同所的に

生息するので、写真

では確実な同定は、

困難である。ウミタナ

ゴは、日本海に多く、

アオタナゴは東北で

優占する。マタナゴは

関東以南に生息して

いる。アカタナゴとマタ

ナゴは似た分布を示

すが、アカタナゴの体

色は赤みを帯びてい

る。全長が 10cm～

20cmになる。ウミタナ

ゴ類は、浅海のアマモ場や岩礁域などに群れて生活する。胎生で有名な魚で、秋に排卵して交

尾・受精し、春に親とほぼ同じ形をした幼魚を産む。産仔数は、最大でも 80頭程度で、少ない場合

は数頭と少産である。冬から早春にかけてのウミタナゴ釣りは、磯や堤防などからの小物釣りにとっ

ての楽しみである。 

                     （千葉県富津市のアマモ場にて  向井 宏撮影） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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 海の生き物を守る会では、NPO法人OWSと共同で全国の砂浜海岸生物調査を実施してい

ます。日本の砂浜を生き物のために取り戻そうと計画された調査です。調査は誰でもでき

る方法で計画されていますので、尐しでも多くの人が、多くの海岸でこの調査に参加して

いだけるようにお願いいたします。ご協力いただける方には、方法と調査報告用紙をメー

ルでお送りいたします。当会のホームページ http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html 

には、pdfファイルで報告用紙も掲載しています。 

これまでに会員や非会員のみなさまから寄せられた調査票は95枚、全国68ヶ所の砂浜で

調査が行われました。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの海岸で調査が必要です。

ぜひともみなさまのご協力をお願いします。毎年1回程度の頻度で、研修会も行っておりま

す。希望があれば、各地で実施することも検討します。どうぞご希望をお寄せ下さい。 

これまで調査された砂浜の都道府県は以下の通りです。( )内は調査した砂浜海岸の数。 

北海道 (3)、青森県 (1)、神奈川県 (5)、千葉県 (5)、静岡県 (2)、愛知県 (1)、三重県 

(5)、和歌山県 (2)、福井県 (9)、京都府 (7)、大阪府 (2)、兵庫県 (1)、香川県 (2)、徳

島県 (1)、愛媛県 (1)、高知県 (5)、山口県 (2)、福岡県 (1)、大分県 (2)、宮崎県 (1)、

鹿児島県 (7)、沖縄県 (3) 

 まだ調査が一ヶ所も行われていないのは、秋田、山形、岩手、宮城、福島、茨城、東京、

新潟、富山、石川、鳥取、島根、岡山、広島、長崎、佐賀、熊本の都県です。ぜひ、ご協

力ください。また、同じ海岸でも季節が違えば結果も異なります。同じ季節でも、気象に

よって結果も異なります。いつでも、どんな砂浜でも、調査する価値はあります。お気軽

にご参加ください。 

 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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（つづく） 
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「守りたい砂浜海岸」募集 

海の生き物を守る会では、現在行っている砂海岸生物調査を発展させ、砂浜海岸の環境を

守る運動につなげるため、全国から「守りたい砂浜海岸」を募集しています。ここはぜひ

と思う砂浜海岸がありましたら、事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお寄せ下さい。応

募方法は、メールで「砂浜海岸の名前」「砂浜海岸の位置または住所」「推薦する理由」を

明記の上、ご応募下さい。これまで「日本の渚100選」や「日本の白砂青松100選」などが

選ばれていますが、これらは観光を目的としたものなども多く含まれています。海の生き

物を守る会では、自然海岸の景観や生態系を守りたい砂浜海岸を対象として選びたいと思

います。ぜひとも、推薦をお願いします。 

これまでに推薦があったのは、１．鹿児島県肝属郡辺塚の砂浜、２．和歌山県東牟婁郡

那智勝浦町粉白海岸、３．愛知県伊良湖岬から東の表浜海岸、４．沖縄県南城市百名海岸

の４ヶ所です。 

以下は、愛知県の表浜海岸の推薦理由です。 

 

東西、弓状に広がる豊かな砂浜と海食崖が連なる景観は、日本でも珍しく、後背地の照

葉樹林が幾つもの小川に栄養を注ぎ込み、また豊富な地下水により、独特の自然が残され

ています。海から砂浜、丘陵、崖、森、農地へと続く自然環境は地域の人々の生活を支え

てきました。黒潮の恵みにより、豊かな漁場と文化が育まれています。ここは絶滅危惧種

II 類（VU) に指定されるアカウミガメの繁殖地としても、渡り鳥の飛来地としても重要な

海岸です。人々も安らぎや楽しみを求めてここを訪れます。春から秋にかけては多くのサ

ーファーで賑わい、釣り人は外洋の醍醐味、投げ釣りを楽しんでいます。   

（推薦者：池田愛美氏、田中美奈子氏） 

 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

さしあげます！ 

 

 

下記の報告書と雑誌、希望者に差し上げます。向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp ま

でお知らせ下さい。送料はご負担下さい。 

◎第 7回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（干潟調査）報告書」2007

年環境省自然環境局 生物多様性センター p.235 出現種リスト付き CD付

き 余部が多数あります。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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◎日本自然保護協会・沿岸環境保全検討会提言 「日本の海洋保護区のあり方

～生物多様性保全をすすめるために～」 日本自然保護協会 余部些少。 

 

◎「有明海講演会 カキ礁復元による有明海再生講演集」 NPO有明海再生機

構 2008 残り 1部 

 

◎「有明海の特異な生物相―諫早湾の環境復元の意義―」 有明海の生物多様

性保全のための四学会合同シンポジウム講演要旨集 2010 余部多数あり 

 

◎「辺野古・大浦湾周辺の自然 Exploring the Nature of Oura Bay and its 

surrounding area」 日本語英語併用版 余部多数あり 

 

 

 

【北海道】 

●サロマ湖口再び閉塞 

北海道北見市常呂町のサロマ湖の砂が堆積して閉塞していた第2湖口を開削して6月末には漁船が通れる

ようになったのは、「うみひるも101号」で報告したばかりだが、その後も砂の堆積が続き、再び第2湖

口は閉塞してしまった。国交省網走開発建設局では、この原因と対策について検討するための専門家の

ワーキンググループ（WG）を立ち上げた。このWGは、2005年度から設けられている「サロマ湖漁港漂

砂対策技術検討委員会」の中に作られたもの。今後、10～11月に潮位や波浪などの観測を行い、原因を

解明する予定である。対策も本年度中にまとめたいとしている。しかし、この委員会は、これまでの7年

間で砂の堆積を研究してきたはずではなかったのだろうか。いまさらのWGとも思える。 

 

【東北】 

●千島海域のマダラからは放射性物質出ず 

青森県八戸港に水揚げされた青森沖のマダラから放射性セシウムが国の新基準を超えて検出されたため、

青森県は出荷自粛を要請している。八戸汽船漁協では、千島海域でキチジ（地元名キンキン）などの「赤

物」を漁獲している汽船底曳き網にマダラが混獲されているため、千島沖のマダラを八戸市場に水揚げ

して、放射性物質の精密検査を独自に実施した。その結果、青森県沖とは異なり、千島海域からのマダ

ラからはセシウムが検出されなかった（検出限界以下だった）。八戸魚市場では、安全性を確認した上

で、これから千島海域のマダラを出荷することにしている。 

 

●「湖底の泥除去」「海水の導入」など検討 八郎潟水質改善で専門委 

秋田県八郎潟の水質を改善するための「第 2 期八郎潟水質保全対策検討専門委員会」が行われ、水質改

善対策について話し合った。秋田県では、来年度から 5 年計画で「第 2 期湖沼水質保全計画」を作成す
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るが、その計画に盛り込む対策について相談するのが目的だった。八郎潟は、2007 年に湖沼水質保全特

別措置法によって水質が悪化している湖沼に指定されたため、秋田県として水質保全計画を策定する義

務を負った。今年で第 1 期の計画が終了するが、十分な改善ができなかったために、来年度から 5 年間

の第 2 期計画を策定せざるをえない。この会合では、(1)海水を導入する。(2)湖底の泥を除去して、栄養

塩の溶出を抑える。(3)調整池の水位を調整して、水質を改善する。の 3 点が検討された。 

 

●気仙沼沿岸に計画の巨大堤防整備 地元は反発 

国交省が提案した数十年から百数十年に一度の頻度で起こる可能性のある津波の高さに対応した高さの

防潮堤を岩手県から茨城県まで 300km を超える長さで海岸線に建設するという方針に対して、いくつか

の地元住民から疑問の声が出ている。気仙沼市では、環境省の「快水浴場百選」に選ばれた小田の浜海

水浴場や大谷海水浴場に 10m を超える巨大防潮堤を作ることに対して、住民や観光業者から反発が起こ

っている。巨大防潮堤は、景観を台無しにしてしまいかねないため、観光に大きな懸念があるというの

が、その理由である。砂浜海岸に防潮堤を築くと、その外側の砂浜は速やかに消失するおそれが強い。

砂浜が無くなれば海水浴場としての存続さえも危ぶまれる。とくに小田の浜は、環境省の「快水浴場百

選」の中の特選にも選ばれている名勝の砂浜であり、震災後も地元の住民の手でがれきがかたづけられ

てきれいな砂浜が回復している。小田の浜のある気仙沼市大島は、陸中海岸国立公園に含まれており、

今後環境省で計画している「三陸復興国立公園（仮称）」にも入る重要な海岸でもあり、近年は体験型

観光にも力を入れているところである。どちらの浜も、地元の自治会や観光協会は、巨大防潮堤ではな

く自然の砂浜を残して欲しいと要望している。気仙沼市唐桑町の西舞根地区では、海岸の防潮堤建設計

画を撤回するよう住民が申し入れている。気仙沼市では、地元の意向をできる限り尊重したいとしてい

るが、宮城県知事はあくまで全域に防潮堤を建設する意向を示しているため、今後の動きが注目される。

10m を超える防潮堤を作るには、膨大な建設費が必要である。国と県は、それをあてこんだゼネコンの

欲望を第一とするが、10m の防潮堤が何の役にも立たなかった事実を見ている住民は、海と共に生きる

意志をさらに強くする。将来を考えれば、住民の幸福に防潮堤は貢献しないことは明らかだ。 

 

【関東】 

●小田原でアカウミガメが産卵 

神奈川県小田原市の海岸で、釣りをしていた男性がアカウミガメの産卵を目撃して、新江ノ島水族館に

連絡した。水族館の学芸員が探したが、場所を特定できなかったため、産卵を確認できなかったが、神

奈川県では、藤沢市や茅ヶ崎市の海岸でも今年アカウミガメの産卵が確認されている。アカウミガメの

産卵場所が北上しつつあるのは、温暖化が影響しているのかも知れない。喜んでばかりはいられないの

かも知れない。 

 

【東海】 

●ウミガメの産卵相次ぐ 三重県明和町大淀海岸 

三重県明和町の大淀海岸では、今年 8 月に入ってからもウミガメの産卵が相次いで確認されている。明

和町内では、これまで 17 ヶ所でウミガメの上陸を確認した。そのうち十ヶ所の卵については、志摩半島
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野生動物研究会の手で、卵を掘り出し、安全な浜に埋め戻して保護している。これで今年確認した卵は、

合計 968 個となった。 

 

●鳥羽河内ダム ダム建設に 6 案 

三重県鳥羽市河内町に加茂川水系の治水対策として計画されている鳥羽河内ダムについて、三重県

と鳥羽市が「第一回鳥羽河内ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」で、6 案を提案し

た。これは、民主党政権によるダム事業見直し方針によって、現計画の見直しを要求されたことに

よる検討会議で、三重県は、河道掘削と堤防の嵩上げ、引堤の 3 対策を行った上で、(1)現計画、(2)

河内農地防災ダムの嵩上げ、(3)遊水池の整備、(4)放水路の整備、のいずれかを行う案と、(5) 3 対策

のみを行う、の合計 5 案を提案した。一方、鳥羽市は、「最近の雨はこれまでの想定よりも激しい」

として、ダム建設を行うが、自然破壊や漁業への影響を低減するために、「穴あきダム」を建設す

る案を提案した。今後、県がこれら 6 案について調査した上で、次回以降検討を加えることとし、

来年度末までに国に報告する予定。ここでも海への影響については一顧だにされていない。 

 

【北陸】 

●カイメンガニとトゲカイメンガニ 石川県に分布 

石川県加賀市橋立沖と金沢市金石沖で、カイメンガニとトゲカイメンガニの 2 種類のカニが、地元漁師

のこぎ刺し網に掛かって採集された。両種ともケアシガニ科に属するカニで、甲羅にカギ型に曲がった

毛が生えているのが特徴。甲羅の大きさは、カイメンガニが 2.7cm、トゲカイメンガニが 1.8cm と両種

とも小型である。いずれも南方系の種類で、カイメンガニはこれまで福井県や京都府で採集されており、

トゲカイメンガニは鳥取県沖で採集されているが、どちらも石川県で見つかるのは始めて。ともに分布

が石川県まで北上したことになる。 

 

【近畿】 

●関電・赤穂発電所 クラゲで１、２号機を停止  

関西電力赤穂火力発電所の冷却水取水口付近で大量のミズクラゲが発生したため、関西電力では8月11日

までに赤穂発電所1･2号機の運転を停止したと発表した。出力は合計120万キロワットあるが、電力需給

には大きな影響はないと関電では説明している。クラゲが大量に取水管に押し寄せた場合は、フィルタ

ーが詰まって取水ができなくなるが、2号機の運転停止はフィルターの掃除をする装置の故障が直接の原

因であった。 

 

●橋下改革で渡り鳥の中継地が危機に 

大阪市住吉区の大阪南港野鳥園は、周辺の埋め立てで残されたわずかの干潟に多くの野鳥が集まるとこ

ろとして、国際的に重要な渡り鳥の生息地として登録されている。ところが、橋下徹市長の市政改革案

で、鳥の保護や干潟の管理の拠点施設の廃止が盛り込まれた。野鳥園は約 19 ヘクタールの干潟に導水

管を通して海水を入れ、干潮時には干潟が広がり、ゴカイやエビなども多く生息し、約 150 種もの野鳥

が飛来する。大阪市では、1983 年の開園以来、毎年約 11 万人の人が訪れ、入場無料のために管理に 2300
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万円を使っている。改革案では、「税金を投入して継続する合理性は低い」とされ、廃止も検討されて

いる。なによりもお金が大事な世の中になっている。将来の損失はどうでもいいのだろうか。 

 

【中四国】 

●漁業士会が二枚貝で新町川を浄化  

徳島県漁業士会では、徳島市の中心部を流れる新町川河口で、マガキ、アサリ、ヤマトシジミ3種の二枚

貝を使った水質浄化に取り組んでいる。水の濁りの原因である植物プランクトンを食べる二枚貝の浄化

能力を生かして水質を改善し、同時に住民の環境保護の意識を啓発したいとしている。現在は、実験段

階で、徳島大学の教授とも連携して、これら二枚貝を27ヶ所にプラスティックの籠に入れて沈め、定期

的に水質の検査を行っている。漁業士会では、川をきれいにすることは海をきれいにすることにつなが

るとして、今後もこの試みを進めていく予定にしている。 

 

【沖縄】 

●泡瀬干潟埋め立てを再開  

沖縄県東部海浜開発事業で行われている泡瀬沖合埋め立て事業の第一期工事が、絶滅危惧種のトカゲハゼの産卵

期のために一時中断されていたが、今月2日から再び護岸道路の補強工事から始まった。10月下旬まで道路幅を現

在の4-5mから7-8mに拡幅し、泡瀬埋め立て海域への土砂投入を始める予定。美しかった泡瀬の海が、コンクリート

で区切られた情けない海になってしまう。一時的なお金を望んで、金の卵を産む鶏を殺す愚を、許してはいけない。 

 

 

 

【関東】 

●「不思議いっぱい！ 貝たちの世界」 茨城県自然博物館 

9 月 17 日まで貝をめぐる楽しい世界が展示されています。ぜひ、お出かけ下さい。 
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【東海】 

●「三河湾環境再生シンポジウム－琵琶湖とともに三河湾を考える－」 

開催日時：平成 24 年 8 月 18 日(土) 午前 11 時から午後 4 時頃まで 

開催場所：豊橋市公会堂（豊橋市八町通 2-22 TEL(0532)51-3077） 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ内容： 

第 1 部(午前) NPO 等のパネル展示・交流 

第 2 部(午後) 基調講演、 

         知事対談、(大村愛知県知事 嘉田滋賀県知事) 

         NPO 等による活動事例発表            豊橋市公会堂地図です。 

 

●すなはまと生物多様性 里山から学ぶ 

2012 年 8 月 26 日（日）10:00〜16:00 

場所：豊橋市小島海岸 / 小沢校区市民館 

内容：ウミガメを知って守ろう 

主催：表浜ネットワーク 

 

【近畿】 

●第 26回特別展 日本の貴重な自然 西表島の生き物たち 

期間：2012 年 7 月 21 日(土)～2012 年 8 月 31 日(金) 

開館時間 9：00～16：30(入館は 16：00 まで)   

 まだ間にあいますよ♪ 

 場所：赤穂市立海洋科学館・塩の国 

主催：公益財団法人 赤穂市文化とみどり財団 

お問い合わせ先：0791-43-4192 

 

 

 

【中四国】 

●特別展「謎の生き物？ カブトガニの不思議展」 

笠岡市横島市立カブトガニ博物館 

“生きた化石”と呼ばれるカブトガニの生態を紹介する。カブトガニの体のつくりがよく分かる体長約１８

０センチの巨大模型をはじめ化石、剥製など２５０点を展示。神島水道一帯の繁殖地（国指定天然記念

物）で見つかった生きた幼生や脱皮殻、行動調査の際にカブトガニに取り付ける超音波発信器なども並

び、調査、保護活動の歩みも合わせて紹介している。 

http://www.banshu-ako.com/modules/ako_navi/index.php?lid=43
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 会期は９月 30 日まで。８月末まで無休。９月は月曜休館（ただし 17 日は開館し、翌 18 日休館）。開

館時間は午前９時〜午後５時。入館料は一般５２０円、高校生３１０円、市外小中学生２１０円。 

 

 【九州】 

●ハクセンシオマネキの観察会 

熊本県松島町の永浦島海岸は、絶滅危惧希尐種である干潟のカニ「ハクセン（白扇）シオマネキ」の群

生地として全国に知られています。片方のハサミが大きいという特徴のあるオスは、夏の繁殖期に体を

上下に振りながら白い大きなハサミでメスを招くようにして、求愛のダンスを干潟で一斉に繰り広げま

す。また天草ビジターセンター周辺の植物や磯の生物も観察します。昼食の郷土料理も好評です。 

○開催日：2012 年 8 月 18 日（土） 

○時間：10：00～14：30 

○集合場所：天草ビジターセンター（上天草市松島町合津 6311-1） 

○募集人員：50 名  

○参加費：大人 1,000 円 中学生以下 500 円（保険料、昼食代込み）  

○お申込み及びお問合せ先：天草ビジターセンター 電話 0969-56-3665（定員になり次第締め切り）。 

 

【沖縄】 

●ジュゴン・ワークショップ 

 日時：８月２８日（火）午前 9 時 30〜 

 場所：名護市東海岸（参加希望者には詳しい連絡をします。） 

 内容：１）海草の同定とスノーケリングによるジュゴンの食み跡観察 

    ２）９月の調査に参加される方は、+ 調査講習、ライン調査 

 対象：泳げる方 

 準備：水着、着替え、日焼け止め、飲み物、弁当（午後調査練習に参加される方） 

    ブーツ、フィン、マスク、スノーケル（スノーケル用具を借りたい方はお申し出下さい） 

※ 9 月 12〜17 日にジュゴンの食性調査を行ないます。この調査に新規参加される方は、事前の調査講

習を必ず受けて下さい。 ただし、12 日（水）の午前中にも講習を行います。 

タイムテーブル 

    09：30 集合 

    10：00 海草の同定と食み跡の見分け方（調査に参加されない方は午前中で終了。調査に参加 

       される方は、+ 調査講習） 

    12：00 昼食 

    13：00 ライン調査 1 本 

    16：00 シャワー後調査表の清書 

参加希望者は 北限のジュゴン調査チーム・ザンまで 携帯電話：090-8032-2564（鈴木） 

Ｅメール： n-hokugen.19@kjd.biglobe.ne.jp  

mailto:n-hokugen.19@kjd.biglobe.ne.jp
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無脊椎動物の幼生―ミクロな仲間たち 

 

  大学生の臨海実習で、2005 年９月 22 日、プランクトンと水族館飼育展示動物の観察を

担当した。２０人の学生が参加したプランクトン実習の目的は２つある。卵から成体になっ

て死ぬまで浮遊生活を送る「終生プランクトン群」を湾口部で見つけること。つまり、ヤム

シなどの毛顎動物とクシクラゲなどの有櫛動物がターゲットである。もうひとつは、湾奥部

に多くいる「様々な幼生」を探し出すこと。幼生は一時プランクトン生活者が多く、親にな

ると海底に降りてベントス（底生生物）になる。この生活史を頭に入れるべく、採取した幼

生の親を水族館で確認する。 

  プランクトン採取は、２箇所でおこなう。田辺湾の湾口部ほぼ中央に設定した水深 31m

地点と湾奥部は瀬戸臨海実験所が所有する畠島のすぐ東側の水深 21m の定点だ。編み目の

粗いプランクトンネットを海底から垂直に曳きあげる。とったら保冷剤で冷やして持ち帰る。

ラボで冷えて動きの鈍くなったプランクトンを、先を太く切ったポリ製のピペットで丁寧に

吸い取る。２種類の顕微鏡を駆使し、特に光の当て方を加減しながらじっくりと形態を調べ

る。そうこうしているうちに水温が上がって、プランクトンは活発に泳ぎ出すので、各種の

運動の様子も観察しやすくなる。 最後に、それぞれの種の一生がどのようなものであるか

よく調べて、現在の生活史パターンに至った進化過程を考え、そのような方式で彼らに未来

があるのかどうか考えてもらう実習だ。 

  湾口部のサンプルには、皆へのデモンストレーション用に容器の底から尐量だけ吸い取

った海水中に、珍しい動物門がいくつも入っていた。狙いの終生プランクトン２群もいたの

でなおさらよい。これらは全て体長が数 mm もないような、とても小さな動物たちだ。 

 

珍しい幼生の観察 

 画像で示していく珍しい一時プランクトンについて、なるべく下等な順から系統発生的に

説明する。まずは刺胞動物門のアラクナクチス幼生だ。小さな胴体から長い触手を８本伸ば

していたが、よく見ると小さな触手がもう１本できていた。このアラクナクチス幼生は尐し

成長した個体で、最初の段階では触手は６本しかない。この幼生の体部が長く伸長すると、

砂泥性の海底に降りベントス生活を始める。アラクナクチス幼生の親は、瀬戸臨海実験所水

族館で飼育展示されているハナギンチャクだ。大輪の花を咲かせたような大型のポリプで、

一見するとイソギンチャク？。夜の水族館も案内したが、その大輪の花は開いたままだった。
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田辺湾では、ハナギンチャクは、畠島周辺の水深数ｍの砂泥中によく見られ、北浜でも稀に

いる。 

  以前、このハナギンチャク類の棲管にホウキムシが共生していたのだが、最近は見掛け

なくなった。ホウキムシは一見するとケヤリムシを小さくしたような姿で、ゴカイ類だと誤

解してしまうほどだ。今回のプランクトンサンプルにこのホウキムシの幼生であるアクチノ

トロカも１個体だが入っていた。箒虫動物門に所属する。 

 ヒモムシ類の幼生も複数個体いた。ピリジィウム幼生と呼ばれ、ヘルメット型の外形をし

ている。多数の繊毛を動かしてゆったりと遊泳。中央に将来の体となる部分ができかかって

いた。この体を残し、独特の幼生の形は捨て去られる。この幼生の体は、いわば親の体をつ

くる工場で、不思議なつくりになっている。親も水族館で飼育展示されている。紐形動物門。 

 エビ・カニ類でおなじみの甲殻類では、一時プランクトンであるシャコの幼生が１個体採

取された（図）。カマキリを思わすような姿だが、浮遊するために都合のよい平たく透明な

体をしている。水族館でも複数種のシャコの親が飼育展示されているので、さらによく学習

できた。 

  続いて、高等動物にとんで、棘

皮動物門のナマコとクモヒトデの幼

生が複数採れていた。発生の実習で

は、メニューの一つとして色々なウ

ニ類を人工授精させてプルテウス幼

生に育つまでの過程を２日間で見せ

ている後口動物群であるが、その幼

生との比較ができた。ただし、この

ナマコのアウリクラリア幼生とヒト

デのピピンナリア幼生の区別は慣れ

ないと難しい。 ナマコとヒトデの

親はどちらも当水族館に複数種が飼

育展示されているが、まったく基本

的な体制の異なる親同士なのに、幼

生が似ているという進化の謎がある。

クモヒトデとウニでも、これまた異

なる外見の親同士だ。水族館で両者

とも見られるが幼生は良く似ている。 

 

 

 

 

図. 甲殻類のシャコの幼生 
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学生の考察と感想 

 ２人の学生の考察の一部を尐し直して紹介しよう。「幼生と成体で生息域と形態の変化が

見られる理由は、生息範囲の拡大のためだろう。幼生期をプランクトンで存在することで広

範囲に海流で分散され、分布域を拡大できる。一方、本来の生息範囲のどこかで環境変化が

生じたり、強力な捕食者が現れて成体を攻撃したりした場合にも幼生を出すことで種を保て

ることにつながる。産卵場が変わった場合でも、幼生が本来の適した生息場に帰ってくる可

能性がある」。「フジツボなど岩に固着するタイプや大規模な移動がしずらいカニやヒトデ、

ナマコなどは、成体と同じ形態を取り続けていたのでは生息範囲を広げるチャンスに恵まれ

ない。幼生時に浮遊生活することで、適切な場所を見つけて定住を決めてゆくように進化し

たと考えられる。捕食というデメリットについては、大量の子孫を放出することで生き残れ

る可能性を高めている。幼生は成体時にはない尾などを導入することで遊泳力を増している

のも特徴だ。一方、成体時には泳ぐ力はなくなるが、堅い殻を持ったり、刺激を受けたら液

を出すなど防衛機構を持つよう進化した」。みなさんはこの回答に何点をつけますか？ 

 

5．事務局便り： 

●「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思われる方は、事務局

までご連絡ください。 

●このメールマガジンの配信を希望する方がありましたらアドレスをお知らせください。 

●このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくために転

送をお願いします。ただし写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。 

●本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝いでき

る方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ごいっしょに講演会や観察会をし

たいと思われる団体からも提案をお受けします。 

●本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ銀行口座「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－

６６７３０２１ 海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金される場合は、送金の内容に

ついて事務局にお知らせ下さい。 

6．編集後記 

暑さに耐えているうちに、いつのまにか立秋が過ぎていった。お盆も終わり、いよいよ本格的な秋が

やってくる（はずだ）。しかし、いまだに梅雨の終わりのような局所的な豪雨が各地を襲っている。な

にか、これまでの季節のうつろいとは違うものを感じるのは、私だけだろうか。 

連載の「ジュゴンを探して」は、今回は休載させていただきます。次号 105 号は、編集者の出張など

の都合で、9 月 16 日配信の予定です。しばらくお待ちください。（宏） 
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海の生き物を守るためになにかしたい！ 

というあなたに 

会員募集中！ 
 

 

 

 

 

 

 

 会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。会費は個人 2,000 円／年、団体 20,000 円／年。

匿名による参加も可能。会員は、各地で海の生物とその環境を保護・保全する活動を行い、そのための

助成金申請をすることができます。入会希望の方は、事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp （向井）まで、

氏名、住所、メールアドレスをお知らせください。 
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