


四国西南海域の浅海域に見られる南方系クモヒトデ類について

中地 シュウ

　四国沿岸、とくに太平洋岸は昔から海洋生物

の宝庫として知られています。しかし、この海域

にどんな種が、どのように分布しているのかとい

うことについて、ある程度わかっているのは魚類

や貝類、甲殻類（エビ・カニ）など一部の分類

群に限られており、その他の多くのグループにつ

いては、分布に関するまとまった情報が蓄積され

ていませんでした。

　そこで黒潮生物研究所では2001年の開所以来、

四国沿岸の海洋動植物相を明らかにするため、

海洋生物の幅広い分布情報の収集を行っています。

その一環として私はヒトデやクモヒトデ、ウニ、

ナマコなどの棘皮動物について分布状況調査、

標本収集を進めています。

　この棘皮動物相調査は、これまで主に四国西

南海域、つまり高知県土佐清水市の足摺岬から

愛媛県宇和島市の宇和島湾にかけての範囲につ

いて行ってきました。水深30m以浅の浅海域では

遊泳目視観察や潜水採集を行い、潜水調査が困

難な水深100m付近のやや深い岩礁域に生息する

種については、宝石珊瑚漁の混獲物から標本を

収集しています。

　これまでの一連の調査によって、ナマコ綱約20

種、ウニ綱約30種、クモヒトデ綱約50種、ヒトデ

綱約70種を記録しました（ウミユリ綱については

未検討）。この中には、未記載種や日本初記録

となる種、世界的に見ても採集例の少ない稀種

なども含まれています。また、熱帯から亜熱帯に

分布する南方系の種が多数出現しており、分布

の北限記録となる種も確認されています。

　この調査結果の詳細については別途報告して

いく予定ですが、今回は四国西南海域の浅海域

（水深30m以浅）で生息が確認された約30種の

クモヒトデ類の中から、これまで四国沿岸では記

録がなかった南方系の種についていくつか紹介

したいと思います。

ミナミイツツメクモヒトデ Ophiarachnella infernalis 
(Müller & Troschel, 1842) （図１ ）

　アワハダクモヒトデ科。盤の直径は1cm程度で、

腕の長さはその3～4倍程度です。体色は淡褐色

～灰色で、腕に赤い縞模様があります。これま

で本種の分布は九州以南とされていましたが（佐

波ほか 2002）、研究所地先では転石下に普通

に見られます。

オオアカクモヒトデ　Ophiarachna megacantha 
erythema (DEVANEY, 1974)（図2,3）

　アワハダクモヒトデ科。大きなものでは盤の直

径が3cmほどになり、碗の長さは12cmを超える大

型のクモヒトデです。四国西南海域の浅海域の

転石下に見られるクモヒトデの中では最大級の種

です。体色は鮮やかな赤橙色で、盤に模様はな

く、腕には白い班紋が不規則に入ります。研究

所地先で採集した個体の中には盤の色が黄色の

ものもありました。本種はオーストラリア特産の

O. megacantha の亜種で、2004年に紀伊半島で

日本初記録され、和名が付けられました（野村 

2004）。

　なお、同所的に見られ、同じように体色が赤

いアカクモヒトデ Ophiomastix mixta はホルマリン

で固定すると色が抜けて真っ白になってしまいま

すが、本種はそのようなことはありません。

図1. ミナミイツツメクモヒトデ
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ダイダイカノコクモヒトデ
Cryptopelta longibrachialis Koehler, 1930 （図4）

　アワハダクモヒトデ科。盤は鮮やかなオレンジ

色で直径1.5cm程度、腕は盤の直径の4～5倍の

長さで、棘が発達しないつるりとした細長い形状

をしています。本種は従来、フィリピンとインドネ

シアから報告されていましたが、生時の記録が

なく、2002年に奄美諸島の加計呂麻島で日本初

記録されるまで、どんな色彩なのか不明だったと

いうことです（佐波ほか 2002）。奄美諸島のほ

かに国内での採集例がなかったため、四国西南

海域が今のところ本種の分布の北限です。これ

までに研究所地先の水深6m前後の転石下から2

個体採集していますが、個体数はあまり多くない

ようです。

クロクモヒトデ Ophiocoma erinaceus Müller & 
Troschel, 1842 （図5）

　フサクモヒトデ科。真っ黒な体色を持つフサク

モヒトデの仲間で、腕には強い棘（腕針）があ

ります。転石下に普通に見られますが、同所的に

見られ、非常に個体数の多いアカクモヒトデやマ

フクモヒトデと比べると、分布密度は高くありませ

ん。最近まで奄美諸島以南に分布するとされて

いましたが（佐波ほか 2002）、2004年に紀伊半

島に分布することが報告されました（野村 2004）。

ホウシャクモヒトデ
Ophiocoma pica Müller & Troschel, 1842 （図6）

　フサクモヒトデ科。形態はクロクモヒトデによく

似ていますが、盤に放射状の模様があり、腕に

も黄色の環状の紋があります。研究所地先では

普通に見られる種で、クロクモヒトデと同様に転
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図2. オオアカクモヒトデ（盤が赤いタイプ）

図3. オオアカクモヒトデ（盤が黄色いタイプ）
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図5. クロクモヒトデ
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図4. ダイダイカノコクモヒトデ
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石下からも見られますが、死サンゴの隙間などに

見つかる場合も多いです。これまで奄美諸島以

南に分布するとされていましたが（佐波ほか 2002）、

四国西南海域では比較的普通に見られる種です。

ヒメオハグロクモヒトデ Ophiarthrum lymani de 
Loriol, 1893 （図7）

　フサクモヒトデ科。盤の直径が1cm未満の比較

的小型の種。盤は一様に黒色で、腕には鮮やか

な赤白模様がある美しいクモヒトデです。これま

での分布域は奄美諸島以南とされていました（佐

波 2002）。

コグチクモヒトデ Ophioplocus imbricatus (Müller 
& Troschel, 1842) （図8）

　クモヒトデ科。同属のニホンクモヒトデとよく似

ていますが、より南に分布する種です。これまで

は沖縄以南に分布するとされていましたが（佐

波ほか 2022）、研究所地先では普通に見られ、

シルト分が多く、泥っぽい砂礫底に多く出現します。

ワモンクモヒトデ Ophiolepis superba H.L. Clark, 
1915 （図9）

　クモヒトデ科。直径2cm程度の厚みのある盤と、

盤径の2～3倍程度の太短い腕を持つ中型のクモ

ヒトデ。淡褐色の地に明瞭な黒い模様があります。

これまでは主にサンゴ礁域に分布しているとされ

ていた種です（佐波ほか 2002）。
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図7. ヒメオハグロクモヒトデ
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図9. ワモンクモヒトデ
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図6. ホウシャクモヒトデ
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図8. コグチクモヒトデ
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海藻の森をゆく　No.4 タマナシモク Sargassum nipponicum 

　タマナシモクは、太平洋岸の波当たりが強い

場所に生えるホンダワラ類で、高知県では足摺

岬や室戸岬などに見られます。

　ホンダワラ類には、「気胞」という浮き袋のよ

うな器官があります。気胞があることで、ホンダ

ワラ類の藻体は、岩の上から水中にまっすぐ立ち

上がることができ、光合成のために必要な日光

を体全体で浴びることが出来ます。しかしタマナ

シモクは、その名前の通り、あまり目立たない小

さな小さな気泡しか持っていません。タマナシモ

クが生えている場所は波当たりが強い場所なので、

常に藻体が波に激しく揺られて立ち上がっていら

れます。そのため、大きな気胞は必要ないのでしょ

う。

　また、タマナシモクの根（付着器）はホンダワ

ラ類の中では珍しく繊維状で、岩にしっかりとし

がみつくことが出来る構造をしています。以前、

何種類かのホンダワラ類を、海中でバネばかり

を使って引っ張り、どれが一番抜けにくいかを調

べたところ、タマナシモクの抜けにくさは他のも

のと比べて群をぬいていました。本種はこのよう

な発達した付着器を持っているので、他の海藻

がほとんど見られないような波当りの強い場所で

も生きていけるのです。まさに波に対するスペシャ

リストの海藻といえるでしょう。

田中 幸記

私の愛するサンゴたち（四国編） No.4  Goniastrea retiformis コモンキクメイシ

　コモンキクメイシはキクメイシ科の造礁サンゴで、

群体の形はドーム状をしています。写真のように

群体が淡い褐色のせいか、私の中では地味なサ

ンゴに分類されています。サンゴ礁域ではごく普

通に見られる種で、特に珍しくもないのですが、

四国では非常に稀な種です。

　1995年に高知県土佐清水市でこのサンゴの記

録がありますが、私が四国で初めてこのサンゴに

出会ったのは、忘れもしない2004年10月。場所

は研究所のある高知県大月町西泊でした。

　その時はあまり深く考えず、四国の海で初めて

見つけたコモンキクメイシを標本にするため、1群

体丸ごと採取してしまいました。「沖縄ではよく

見かけるサンゴだから、群体まるごと採取しても、

次もそのうち見つかるだろう」と思っていたから

です。

　2005年に研究所に勤めるようになり、高知県の

海で潜る回数が増えましたが、潜れど潜れどコ

モンキクメイシは見つかりませんでした。「ま、

まさか、高知からコモンキクメイシはいなくなって

しまったのでは」と自責の念にかられました。

　2011年に高知県宿毛市沖ノ島で、1群体のコモ

ンキクメイシがようやく見つかりました。ほっとし

た反面、標本の採取には、細心の注意が必要だ

ということをこのサンゴから学びました。

目﨑 拓真
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（機関誌の配布を希望される方はご連絡下さい）

海水温データ  （2011年10月～2011年12月）

水温月別平均値

10月

24.7℃

12月11月

22.7℃ 19.7℃
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