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サンゴを食べる巻貝たち　　　　研究員 喜多村鷹也

「Current」 No. R2 (2019.8) ２

　四国西南部に位置する足摺宇和海は、暖流であ
る黒潮の影響を受けて多くのサンゴ群集が発達し
ています。サンゴの周りには、魚類や甲殻類など
の様々な生き物が生息しており、漁業だけでなく
釣りやスキューバダイビングなどのレジャーが盛
んです。そのため、足摺宇和海には 22 の海域公園
地区が設定され、様々なサンゴ保全活動が行われ
てきました。サンゴ保全活動の中で問題視されて
いるものの一つにサンゴを捕食する生物からの食
害があげられます。サンゴを捕食する生物として
はオニヒトデが有名です。オニヒトデは、体表面
に毒針のある大型のヒトデで、世界各地の熱帯や
亜熱帯地域のサンゴ群生地に生息しています。本
種は稀に大発生することが知られており、各地の
サンゴ群集に深刻な被害をもたらしてきました。
この、見た目も派手なオニヒトデの知名度に隠れ
て、オニヒトデと同レベルにサンゴ群集へ被害を
与える生物がサンゴ食巻貝です。このサンゴ食巻
貝は、オニヒトデと同様にサンゴ食害生物として
世界各地のサンゴ保全海域にて駆除の対象種とさ
れています。
　サンゴ食巻貝とは、サンゴを主な食物として生
活する巻貝の総称で、大きく分けてカゴメガイ亜
科とサンゴヤドリガイ亜科の 2 つの分類群に分け
られます。国内での生息が報告されているそれぞ
れの種数はカゴメガイ亜科が 10 種、サンゴヤドリ
ガイ亜科が 6 種です。カゴメガイ亜科に属する巻
貝は、いずれも 4 cm に満たない小型の貝類で、イ
ンド洋・太平洋などのサンゴ群生域に広く分布し
ています。1～ 10 個体程度の集団を形成し、歯舌
と呼ばれる櫛状の歯を用いてサンゴの軟体部を削
り取るようにして食べます。対して、サンゴヤド
リガイ亜科に属する巻貝は 4～ 5 cm に達します。

分布域はカゴメガイ亜科の貝類と類似しており、
本グループは歯舌を持たず、サンゴの軟体部を吸
引して摂餌します。これらのサンゴ食巻貝類は共
にサンゴの枝の 間や裏面に生息しており、小型
であることも相まって発見が容易ではありません。
また、サンゴを傷つけない様にピンセットを用い
て 1 個体ずつ採集するため、駆除には非常に手間
がかかり、オニヒトデよりも厄介な存在です。
　これらのサンゴ食巻貝類の多くは、成長の早い
ミドリイシ科のサンゴを好んで摂餌する傾向があ

◆シロレイシダマシの集団

◆ハマサンゴの仲間を摂餌するクチムラサキサンゴヤドリ



ります。成長の早いサンゴが適度に食べられるこ
とで、海底に様々なサンゴが加入し生育できる裸
地ができます。そのため、サンゴ食巻貝はサンゴ
の種の多様性に貢献していると言われています。
しかし、カゴメガイ亜科の Drupella 属に属する貝
類は、稀に個体数が激増し、1000 個体以上からな
る高密度な集団を複数形成してサンゴを食べ尽く
します。国内での大発生は、1976 年に三宅島で初
めて記録されました。その後、1980 年頃から沖縄
県、宮崎県、高知県、愛媛県などの黒潮流域で大
発生し、多くのサンゴ群集が被害を受けました。
四国西南部では大発生が確認された 1980 年代後
半から駆除が開始され、発生数が収束した現在に
至るまで継続した駆除活動が行われています。大
発生の要因には、海水の富栄養化や乱獲による捕
食者の減少など様々な説がありますが不明な点が

多いのが現状です。サンゴ食巻貝の大発生が収束
した現在の四国西南部ですが、1000 個体程度の高
密度集団が時折確認されています。これらの集団
には、前年度までのモニタリングや駆除活動時に
は形成されていなかったことや、集団を形成する
巻貝のサイズが似通っているという特徴がありま
した。この傾向は、過去に大発生が確認された宮
崎県でも確認されており、高密度集団は同時期に
生まれて加入してきた個体で構成されている可能
性があります。Drupella 属の貝類は孵化した後、
ベリジャー幼生として 2～ 3 週間ほど浮遊生活を
おくります。そのため、高密度集団の形成には浮
遊期間中の海流による分散や餌となる植物プラン
クトンとの巡り合わせなどによる生残率が大きく

関わってきます。私は四国西南部を舞
台として、未だ解明されていないサン
ゴ食巻貝の大発生に対して、浮遊幼生
や着底したばかりの巻貝の初期生活史
をひも解くことでアプローチしていき
たいと考えています。浮遊幼生の動態
が明らかになることで、今後大発生が
起こりうる海域が事前に予測出来る未
来が来るかもしれません。
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◆スギノキミドリイシを摂餌しているサンゴ食巻貝の集団

◆ヒメシロレイシダマシのベリジャー幼生
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シンガポール魚類相調査紀行
～ゲームボーイの海に潜る～　　　 研究員　小枝圭太

　2019 年夏、シンガポール国立大学が主催するシ
ンガポール沿岸域の魚類相調査に招待いただいて、
約 2 週間の魚類採集調査をおこなってきました。
調査の目的はとてもシンプルで、シンガポール領
海内にどのような魚が生息するかを収集した標本
に基づいて明らかにすることです。さらに、遺伝
子研究のベースとなる鮮度の良い標本を入手する
こと、美しい魚の写真を集積して出版物作成の材
料を集めることも目的のひとつです。今回は 10 名
ほどのシンガポールの研究者に加え、現地のボラ

ンティアや学生、マレーシアと日本から招待され
た研究者 6 名と全体では 30 名以上が参加する大規
模な調査となりました。今回、私たち日本人チー
ムが招待された理由として、魚類の採集に長けて
いるという点が挙げられます。というのも、シン
ガポールは海の生き物の採集が厳しく制限されて
おり、シンガポールの研究機関であってもほとん
ど採集許可がとれないといいます。釣りですら許
可なく勝手にできないそうです。今回は、国から
の採集許可が下りたため、大規模な調査をおこな
う運びとなったそうです。
　皆さんは「シンガポールの海」ときいて、どの
ような海をイメージされるでしょうか。マーライ
オンやマリーナベイ・サンズの目の前のような大
都会の海でしょうか。それとも、コンテナが積み
上げられ、大型タンカーが並ぶ商業港の海でしょ
うか。どちらも大正解です。シンガポールは国土
がわずか 700 km² ほどしかない小さな国です。四
国の 1/25、高知県の 1/10 しかありませんが、その
ほとんどは大都会であり、埋め立てされていない
場所、海岸が自然のまま残っている場所というも
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◆海のなかでは全てが黄色くなる　　　　　　　　　　　　　

◆調査に使用した船　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆海沿いには大型クレーンやコンテナ船が並ぶ　　　
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のがほとんどありません。
　今回の調査で主な調査地となったのは、そんな
シンガポールの海のなかでも比較的、自然な環境
が残っているサウザン・アイランズと呼ばれるシ
ンガポール島の南に位置する島々です。とはいえ、
このあたりの島も開発が進んでおり、「以前はこの
島は 3つの島だったけれど埋めて繋げた」とか「こ
こはマレーシアからもってきたゴミで土地を広げ
ている」といった具合に人の手が入っていない島
はほとんどありません。また、島々のあいだは巨
大なタンカーやコンテナ船が往来しており、見た
こともないような大きさ、形の船たちがあちこち
に錨をおろしています。調査をおこなった場所の
多くは、そういった島々の近くのサンゴ礁です。
リーフの外側は水深 15 m ほどの砂地や泥地で、水

深 2 m ほどのリーフの内側にかけて、かけあがり
の斜面にサンゴがちらほらとあるような環境です。
　シンガポールの海の象徴ともいえる特徴が黄緑
色の濁りで、海の中にいると、まるで初代ゲーム
ボーイの液晶のように全ての世界が黄緑色になり
ます。原因は定かではありませんが、水の透明度
は3 mほど、良くて5 mほどしかありません。バディ
が近くにいると、エアーの音はきこえるが姿が見
えない、ということもざらにあります。水深 15 m
ほどにいくとやや暗く、水深 20 m を越えるとナイ
トダイブかというほどに暗くなり、水中ライトが
必須です。そのため深場にはイシサンゴ類がほと
んどなく、ソフトコーラルや海綿、ホヤ、ウミシダ、
ヒドロ虫の仲間がちらほらとあるような環境です。
また、島々のあいだを水が抜けるためか、それと
もマラッカ海峡の影響か、潮流が速いことが多く、
姿勢の維持が難しいほどのこともありました。そ
ういった場所では大型のヤギ類があったりします。
また、大型船が近くを通っているのかスクリュー
の音が水の中に響き（実際には潜るような浅い水
深に大型船が航行することはない）、なんともいえ
ない不安感に襲われるシーンもありました。むし
ろナイトダイブでは、濁りがあまり気にならず、
暗い中で水中ライトが目立つためバディを見失う
ことも少なく潜りやすく、潮流も弱いことがほと
んどだったため（激流の日もありましたが）、採集
される魚の数が多かったように思います。
　そんな環境のなか、10 名弱で構成されたダイビ
ングチームは魚類採集調査をおこないました。お
おまかなスケジュールは、朝 8 時 30 分集合で 9 時
出港、午前中から昼すぎにかけてダイビング 2 本
の調査をおこない、15 時ごろ研究室に戻る。18 時
まで標本作成作業をおこない、ナイトダイブ 1 本
の調査をおこない、22 時ごろに研究室に戻り、23
時半まで標本作成作業の続きをして、24 時に帰宅、
といった毎日です。このスケジュールのため、自

◆採集されたハタンポと手のひらより大きなヨロイウオ！

◆たくさんの魚を次々に処理していきます



2019 年サンゴの産卵観察　　　 研究所長 目﨑拓真

2005 年から毎年のように研究所のある高知県大
月町西泊地先の海に潜って有藻性イシサンゴ類（以
下サンゴ）の産卵の様子を観察してきました。
2019 年は 8 月 15 日現在で、6 月 25-26 日、7 月

22-26 日、8 月 1 日、8 月 12 日の計 9 日間の観察
を行いました。
　その結果、8 月 1 日を除く 8 日間でサンゴの産
卵を観察することができました。特に 7 月 23-24

日は卓状や枝状ミドリイシ類のみ
ならず、サザナミサンゴ科やオオ
トゲサンゴ科のサンゴが産卵しま
した。誰が見ても見逃すことがな
いほど、海中がサンゴのバンドル
（卵と精子がいっしょになったカ
プセル）でいっぱいになる大産卵
でした。今年は梅雨が長く雨の多
い年でしたが、ほぼ例年通りの産
卵でした。

然とお昼と夜の食事は船上でお弁当です。
　研究室に持ち帰った魚は、研究室チームにより
簡単な選別がなされ、主催者である国立シンガポー
ル大学で必要なものは大学博物館の収蔵標本とし
て残し、余ったものをギフトとして日本チームが
頂戴します。これらはタグ付け、DNA 解析用の切
片を採り、鰭立て、撮影の行程を経て、ホルマリ
ンで固定されます。
　今回の調査を通じてのシンガポールの魚類相は、
多様性が高くない傾向にありました。実際に泳い
でみても、同じような種を本当によくみかけます
し、そもそも全体的に魚が少ないような印象を持
ちました。ただし、興味深くないという意味では
なく、日本ではとても珍しいハシナガチョウチョ
ウウオやタテスジハタといった憧れのような魚が
普通にみられることや、逆に多くの場所でごく普
通にみられニザダイ科魚類やイソハゼ属・ベニハ

ゼ属を全く見ない、といった「いない面白さ」と
いうものも感じることができました。なにより
Zeehan や Heok をはじめとするシンガポールの研
究者たちとフィールドで共有した貴重な経験の
数々が、自身の今後の研究活動において財産とな
ることは間違いありません。

◆お世話になった Zeehan （右から 2 番目） と Heok

（左端） と助っ人チーム
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ベトナム調査に参加して　　　  主任研究員 戸篠　祥

　7 月 27 日から 8 月 4 日にかけてベトナムにおけ
るクラゲ類・クシクラゲ類の遺伝的多様性など生
態に関する国際共同学術調査を行ってきました。
本調査は日本とベトナムの 2 か国共同で行われま
した。日本からは東海大学の西川  淳教授、大学院
生の飯田  茜さん、私、広島大学の大塚  攻教授、
近藤裕介助教授、ベトナムからはベトナム国海洋
資源研究所の Tran Manh Ha 博士らが参加しまし
た。私の担当は立方クラゲ類やヒドロクラゲ類で
す。きっと見たことがないような面白いクラゲが
捕れるに違いない。心躍らせ、ベトナム・ハノイ
へ向かいました。
　本調査はフーコック島沿岸とハイフォン沿岸で
行われ、洋上および陸上からプランクトンネット
を曳いたり、シュノーケリング中にクラゲ類を採
集しました。採集後、ホテルに戻り無数のプラン
クトンの中からクラゲだけを取り出しました。ク
ラゲの種同定や写真撮影は日本から持参した実体
顕微鏡下で行いました。サンゴ礁域や藻場、砂地、
河口など合計 17 地点で調査した結果、約 20 種の
クラゲを採集することができました。そのほとん
どはヒドロ虫綱でしたが、中にはみたことがない
クラゲもいて、非常に興奮しました。

　今回、私が欲しかった立方クラゲ類は 1 個体も
とれませんでしたが、ベトナムの大自然とそこに
生きるクラゲたちを直接観察することができ、非
常に有意義な調査となりました。また、調査地と
してのベトナムの可能性をおおいに感じることが
できました。今後はベトナム沿岸におけるクラゲ
相や季節的消長、出現動態、生態を明らかにする
ため、より重点的な調査を続けていきたいと思い
ます。
　最後になりましたが、今回の調査に招待して下
さった西川先生、調査中にお世話になった皆様に
この場を借りて厚く御礼申し上げます。

◆フーコック島を流れる川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ベニクラゲ属の 1 種 （ベトナム ・ フーコック島産）　　　

◆プランクトンネットを曳く近藤裕介博士　　　　　　　
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新しい船が来ました

2019 年度黒潮生物研究所研究助成課題が決定しました

　長らく稼働していた「つきなだ」に代わり、新艇が
納船されました。名前は「Lemon peel（レモンピール）」
と命名しました。艇体はヤマハの SR-X 24 で、150 馬
力のエンジンを搭載しており、今までなかなか行けな
かった場所にもアクセスできそうです。トイレもつい
ているので、安心で快適な船上生活を過ごせること間
違いなしです。（戸篠）

本年度は多数の募集があり、その中から以下の 3題が採択されました。
 ・猿渡ちひろ（関西大学 学部 4年）
　QCM/OMを利用したサンゴの受精卵・プラヌラと人口材料の界面解析
 ・福崎扶美（東海大学 修士 1年）
　温帯域における造礁サンゴ類の初期骨格及び成長過程の検討
 ・谷野宏樹（信州大学 博士 2年）
　黒潮が引き起こす純淡水棲生物の移動分散：サワガニ類を対象とした分子生物地理学的研究

研究所からのお知らせ
研究所のホームページが新しくなりました！

　研究所のホームページがリニューアルすると同時に、2019 年 6 月 29 日をもちまして、外部サイトで運営
していたブログは研究所のホームページ内に移動いたしました。http://kuroshio.or.jp/
　旧ブログのページはこのままおいておきますが、今後は新サイト内でブログを継続いたします。2005 年に
私がブログをやりたいと前々所長にお願いしてから、10 年以上が経過しました。更新が少ない時期も多々あ
りましたが、夏は産卵観察の報告をほぼ毎日のように書いており、皆様のアクセス数が励みになっておりま
した。今では懐かしい思い出とともに、時々、記事を読み返しております。今後も新しいブログで、黒潮生
物研究所の日々を公開して行く予定です。その他、海の生物を紹介する web 図鑑や研究プロジェクトも公開
しておりますので、合わせて応援よろしくお願いいたします！（目﨑）

新艇 「Lemon peel」 （レモンピール）


