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はじまりはバショウカジキから

  2021 年 2 月 6 日から 4 月 24 日に、企画展

「骨ばっかり ! ! 」を開催しました。今回の企

画展の発端は、2019 年 8 月に播磨灘で水揚げ

され、当館に寄贈されたバショウカジキでし

た。残念ながら当館に来たときにはすでに死

亡していましたが、我々飼育員も、長く伸び

た吻、大きく開いた特徴的な背ビレ、そして

何と言っても全長 2.7� という大きさは圧巻

でした。そして同時に、ぜひとも何らかの形

で来館者の皆様にお見せしたいという思いが

ふつふつと湧き上がりました。その中で、骨

格標本であれば、そのスケールだけでなく、

特徴的な体の構造もわかりやすく紹介できる

のではないか ă ă ă と考えたのが事の始まりで

す。そんなこんなで、バショウカジキの骨格

標本を展示し、さらに他の生き物の骨格も紹

介することで、骨のことを総合的に学んでい

ただけるような企画展を実施する運びとなっ

たわけです。

第１会場 〜骨とは何か学ぶ場に〜

　第 1 会場では、魚類から両生類、爬虫類、

鳥類、哺乳類、そして我々人間に至るまで、

さまざまな生物の骨格標本を展示しました。

これらの標本を通じて、骨格構造や役割を紹

介することで、「骨とは何なのか」を知って

いただける展示を目指しました。

　実は今回、動物の骨格構造を紹介するにあ

たって、懸念材料がありました。それは、ご

く普通の骨格図を使って骨のつくりを紹介し

ても、ご来館頂いた方にはあまりピンとこな

いのではないかということです。解説など読

まずとも、単に標本だけを見て楽しんでもら

うだけでも勿論いいのですが、担当者として

は、できれば一人でもその先の興味を持って

いただきたいという思いがありました。そこ

で、イラストレーターの川崎悟司さんのイラ

ストを使用させていただきました。川崎さん

のイラストは、他の動物を人間の姿に置き換

えることで、普段なじみの無い人にも骨格構

造がグッと伝わりやすくなっているように描

企画展

ひときわ大きく目立ったアカウミガメの骨格標本

両生類の骨格の紹介

入館当初のバショウカジキ

企画展で展示したバショウカジキの骨格標本
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かれています。事実、イラストと標本を見比

べて、「なるほどなあ」という反応をしてい

らっしゃる方も見受けられ、お客様の反応も

良好でした。

第２会場 〜魚の骨をもっと知ろう〜

　第２会場では、水族館らしい展示をと思い、

魚類の骨格にスポットを当てて紹介しました。

標本はバショウカジキを中心に、当館職員が

作成した魚類の骨格標本約 50 種を展示しま

した。この中でバショウカジキが注目を集め

ていたことは言うまでもありませんが、それ

以外にも、アンコウやシイラ、スズハモなど

の個性的なものは人気があった印象です。

　この会場でお伝えしたかったのは、ズバリ

「魚の骨格の多様性」です。同じ「魚類」と

いう分類群であっても、系統やそれぞれが持

つ生態などによって、体型や歯、ヒレの形な

どが大きく異なります。そして、そういった

差異は、体の骨組である骨格の違いに反映さ

れます。今回のように、これだけ多種多様な

標本が一堂に会することはそうそうあること

ではありません。そこで、こうした多様性を

感じていただくべく、分類群別に紹介した第

１会場とは対照的に、ジャンル分けなどはせ

ず、ランダムに展示してみました。黒をバッ

クに展示室いっぱいに並んだ標本は、いつも

の企画展とは少し違ったシックでカッコいい

雰囲気を放っていたように思います。

　このほかに、肉や皮を透明にして骨を色

付けした透明標本の展示や、魚の骨格標本の

作り方も紹介しました。中でも透明標本は美

しいと好評でしたので、引き続き常設展示と

して本館 2 階にて展示することとなりました。

企画展で見逃してしまった方はぜひご来館い

ただければ思います。

さいごに

　今回の企画展を通して少しでも骨に興味

を持っていただけたなら、骨格標本の作製に

挑戦されてみてはいかがでしょうか。魚であ

れば入手は簡単です。標本の作製は少し難し

いですが、手間をかけるだけの発見があるよ

うに思います。かつて私も、大学時代の演習

で標本を作製したことがありますが、その骨

の数と種類、そして精巧さに驚かされた記憶

があります。皆さんも、騙されたと思って始

めてみませんか？意外とハマってしまうかも

しれませんよ。　

　　　　　　　　　　　　　　　 （杉原直樹）

人気のあったアンコウの骨格標本

標本の展示の様子

美しさが目をひいた透明標本の展示（左）と
透明標本（右２点，左：ヘコアユ・右：マダイ）

川崎さんのイラストを使用した解説
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はじめに

  ニホンイシガメ（以下、イシガメ）、クサ

ガメ、ミシシッピアカミミガメ（以下、ア

カミミガメ）は、私たちに身近な淡水ガメ

です。当館では、1970 年代よりこれら 3 種

の淡水ガメの飼育と繁殖を行い、40 年以上

にわたって産卵に関する情報を記録してき

ました。しかし、年間の産卵回数や産卵間

隔など産卵生態のほとんどが未だ明らかに

されていないのが現状です。

　そこで、産卵生態に関する知見を得るた

め、2016 年からは 3 種計 60 個体のメスの

甲らに番号を書いて個体を区別し（図 1）、

当館屋外にある飼育池において個体ごとの

産卵の状況を詳しく調査しています。この

調査の成果の一部は、本紙の№ 67（2017 年

3 月）に報告していますが、今回は 2016 年

〜 2020 年にかけての 5 年間の調査から分

かってきたことを報告します。

分かってきたこと①『産卵1回あたりの卵数』

　淡水ガメは 5 月〜 8 月にかけて数回産卵し

ます。2016 年〜 2020 年にかけて記録した 3

種の産卵回数と産卵数（総数）は、イシガメ

が 67 回で 419 個、クサガメが 100 回で 930

個、アカミミガメが 242 回で 2,308 個でした。

この数から産卵 1 回あたりの卵数（平均）を

求めると、イシガメが約 6.3 個、クサガメが

9.3 個、アカミミガメが約 9.5 個でした（表 1）。

1 回の産卵で最も数多く産卵したのは、アカミ

ミガメ個体番号 1 番の 23 個でした。

分かってきたこと②『年間の産卵回数』

　年間の個体ごとの産卵回数とその平均は、

イシガメが 0 〜 5 回で約 2.0 回、クサガメが 0

〜 5 回で約 2.2 回、アカミミガメが 0 〜 7 回で

約 4.0 回でした（表 2）。また、同一種内でも

年間の産卵回数に個体差があることが分かり

ました。例えば、アカミミガメ個体番号 9 番

では毎年 0 〜 2 回の産卵だったのに対して、

アカミミガメ個体番号 12 番では毎年 6 〜 7 回

も産卵していました。

分かってきたこと③『年間の総産卵数』

　年間の個体ごとの総産卵数とその平均は、

イシガメが 1 〜 29 個で約 12.7 個、クサガメ

が 4 〜 51 個で約 20.7 個、アカミミガメが 1 〜

80 個で約 38.5 個でした（表 3）。このことは、

アカミミガメがイシガメの約 3 倍の、クサガ

メの約 2 倍の数の卵を年間に産むことを示し

ています。前述の『分かってきたこと①②』

とともに、アカミミガメの繁殖能力の高さが

分かります。

表1.　産卵回数、産卵数および産卵1回あたりの卵数

図1　個体を区別するためメスの甲らに番号を書く

種　類
産卵回数
（回）

産卵数
（個）

産卵1回あたりの
卵数（平均、個）

67

100

242

イシガメ

クサガメ

アカミミガメ

419

930

2,308

6.3

9.3

9.5

表2.　年間の産卵回数

種　類 産卵回数（回） 平均（回）

0 〜 5

0 〜 5

0 〜 7

イシガメ

クサガメ

アカミミガメ

2.0

2.2

4.0

表3.　年間の総産卵数

種　類 総産卵数（個） 産卵数（個）

１〜 29

４〜 51

１〜 80

イシガメ

クサガメ

アカミミガメ

12.7

20.7

38.5
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分かってきたこと④『産卵間隔』

　今回の調査により、産卵の回を重ねるごと

に産卵間隔が短くなる傾向にあることが初め

て明らかになりました。例えば、イシガメで

は、1 回目の産卵から 2 回目の産卵までは平

均約 30.7 日でしたが、2 回目の産卵から 3 回

目の産卵の間隔は約 25.1 日、以降の間隔は、

同様に約 22.3 日、17 日でした。同じような

傾向は、クサガメやアカミミガメでも見られ

ました（表 4）。

　前述のように、淡水ガメは 5 月〜 8 月にか

けて数回産卵します。卵が産み落とされると、

お腹の中では次の産卵で産み落とされる卵が

準備されていて、すでにある程度の大きさに

成長していることが他の研究で分かっていま

す。卵が成長するためには多くの栄養が必要

です。産卵をひかえたメスは、6 月〜 8 月にか

けて食欲が旺盛になり、たくさんの餌を食べ

て栄養を蓄えます。卵はその栄養によって急

速に成長し、やがて産み落とされます。産卵

期の後半で産卵の間隔が短くなるのは、この

ようなしくみによるのではないかと考えられ

ます。

分かってきたこと⑤『卵のふ化率』

　ふ化率とは、産み落とされた卵のうち、無

事に子ガメがふ化した卵の割合のことです。

今回の調査の結果、ふ化率（平均）は、イシ

ガメが約 19.4％、クサガメが約 31.4％、アカ

ミミガメが約 35.4％でした（表 5）。この数字

は私たちの予想を大きく下回っていました。

特にイシガメのふ化率の低さについては、水

族館においてイシガメを保全するにあたり、

その原因を追究し改善していく必要がありま

す。また、ふ化率には個体差があり、イシガ

メでは 8 〜 80％、クサガメでは 2 〜 53％、ア

カミミガメでは 0 〜 59％でした。

　卵がふ化しないケースとしては、未受精卵

や発生途中で胚の成長が止まる場合などがあり、

その原因として、卵質の問題、交尾または授

精の状態などが考えられます。

今後に向けて

　今回の調査を通して分かってきたことは、

年間の産卵回数や総産卵数、卵のふ化率など

で、種間の差や同一種内でも個体差があると

いうことです。このことは、水族館において

淡水ガメを保全する際に留意しておく必要が

あります。また、飼育年数が 40 年以上のいわ

ゆる高齢の個体でも、産卵して卵が発生、ふ

化することが分かりました（図 2）。淡水ガメ

は、私たちが考えているよりもはるかに高い

繁殖能力を備えた生きものだといえます。

　今回の調査から分かったことは、まだほん

の一部です。これからも調査を継続し、淡水

ガメの知られざる生態を少しでも明らかにし

ていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　（竹田正義）

図2　産卵する飼育年数43年（当時）のイシガメ

表4.　産卵間隔（平均、日）

種　類 1 − 2 回目

30.7

28.1

24.1

２−３回目

25.1

20.0

20.2

3 −４回目

22.3

17.2

21.1

※１回目の産卵〜２回目の産卵の間隔：１−２回目と表記（以下、同様）

４−５回目

17.0

12.0

17.7

５−６回目

ー

ー

12.9

６−７回目

ー

ー

14.0

イシガメ

クサガメ

アカミミガメ

表5.　卵のふ化率

種　類
個体ごとの
ふ化率（％） 平均（％）

８〜 80

２〜 53

０〜 59

イシガメ

クサガメ

アカミミガメ

19.4

31.4

35.4
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腹面が白い正常なイヌノシタ

背面

腹面

腹面が背面と同じ色合いのイヌノシタ腹面が背面と同じ色合いのイヌノシタ
姫路市立水族館収蔵標本：HCA-D-586
2021年3月9日 姫路市家島諸島南方海域，底曳き網漁，
家島島漁業協同組合 浜野栄一氏採集・寄贈．

ゆうがんそく

む がんそく

は

背面

腹面

おさかな博士になりませんか？おさかな博士になりませんか？

腹面

腹面

腹面が不完全に色づいたイヌノシタ腹面が不完全に色づいたイヌノシタ

腹面に暗色斑のあるヒラメ

AA

B

　海底で暮らすカレイやヒラメの仲間は体が

平べったく、眼のある背面（有眼側）はすみ

場所の海底の泥や砂に似せた茶褐色の色合い

が多く、腹面（無眼側）は白いのが普通です。

　今回紹介するイヌノシタは、カレイやヒラ

メに近いウシノシタの仲間であり、姫路周辺

で「シタあるいはアカシタ」と呼ばれ、味の

いい秋から初夏にかけて漁獲量が多く、値段

も手ごろな庶民の魚です。

　イヌノシタの背面（左体側・有眼側）は一

様に濁った赤紫を帯びた淡い茶褐色をし、水

揚げ後はウロコが剥がれやすく、やや淡い色

合いになります（写真：下A背面）。腹面（右

体側・無眼側）は他の種類と同じく白色をし

ており、セリにかけられる時は、見栄えの良

い白い腹面を上にしてトロ箱に並べられてい

ます（写真：下A腹面）。

　2021年 3月9日、姫路市白浜の妻鹿漁港に

出向いた際、底びき網漁をしている漁業者の

方が、1 匹のイヌノシタが入ったトロ箱を指

さし、「ほれ、そこのシタを見てみろや」と。

何でありきたりのシタをわざわざ見せようと

するのか？？でした。が、次の瞬間、裏を見

色

（写真：上）じゃないですか。たまに、広い

範囲にうっすらと暗色になっているイヌノシ

タ（写真：左B腹面）を見たことがあります

が、どっちが表か裏か分らないこのような個

体は、長年、大量のシタを扱っている周りの

漁業者も「見たことがない」と口々に言い、

私も一生に一回見られるか見られないかとい

う奇跡的なものと勝手に解釈したものでした。

　腹面の着色については、人工生産されたヒ

ラメの腹面に黒斑が生じるのはよく知られて

おり、カレイ類では有眼側が黄褐色などに淡

色化することが希にあります。

　今回のように腹面が背面と同じ色になる色

彩変異は単なる突然変異でしょうが、まず見

ることのない現象なので皆さんに紹介させて

頂き、標本として姫路市立水族館で大切に保

管しています。　　　　　　　　（増田　修）
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カブトガニ水槽にて説明中

表裏が同じ色のイヌノシタ表裏が同じ色のイヌノシタ おさかな博士になりませんか？？？？？？博士 なりませんか？博士 なりませんか？博士になりませんか？博士になりませんか？博士になりませんか？博士になりませんか？博士になりませんか？博士になりませんか？博士になりませんか？博士になりませんか？博士になりませんか？博士になりませんか？おさかな博おさかな博おさかな博おさかな博おさかな博おさかな博おさかな博 んんんんんかな博士になりませんかかな博士になりませんか博士博士博士博博博博博博博博博 ななななななななななおおおおお ままま博博博博博博博 せせせ博博博博博博博博さかな博さかな博 んんんおおおおおおさかな博おさかな博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博士になりませんか士になりませんか士になりませんかかかかかかかな博かな博士士士 かかかかかかかかおさかおさかおおおおお ませんかませんかませんかかかかかかかか ななななななななななささ 博博おおおお まままままおおおおお なななななななななな せせ博博な博士になな博士になな博士にななななななななな博士になな博士になな博士になな博士になな博士になな博士になな博士な博士になな博士にな博博博博博な博士 なな博士になりまな博士になりま博博博博博博博博博ささ 博博 ？？？？博博博博さかな博士 なり かさかな博士 なり かおさかな博士になりませんか？おさかな博士になりませんか？
　水族館の年間イベントの一つに「おさかな

博士検定」があるのですがご存知でしょうか

？　今回は、このイベントの先生を務めてい

る私が内容についてご紹介いたします。対象

は小学生 3・4・5 年生で、毎年 30 名を募集

しています。検定と聞くと、なんだか小学校

の試験の延長のようで尻込みしてしまいそう

になるかもしれませんが、そうでもないので

すよ〜。だって「先生が、や・さ・し・い・

か・ら」。(⌒∇⌒ )

　検定は、当館の展示テーマにもなっている

「はりまの里地と里海にすむ生きものたち」

に関する問題がほとんどです。これらの生き

ものは地味ですが、よく観察すると、これま

で知らなかった不思議や発見がたくさん隠れ

ているので、そんな魅力をたくさん知りたい

なという方にはもってこいのイベントだと思

います。

　さて、イベントの流れですが、まず私と一

緒に 1時間程度ですが館内を歩きながら展示

している生きものの説明を聞いていただきます。

生きものの特徴や生態、あっと驚くような秘

密など盛りだくさんです。館内を一周したら、

研修室で検定試験です。合格するかな？でも

大丈夫です。合格率100パーセント、おさか

な博士の誕生です。先ほど説明した中からの

出題ですし、もう一度言いますが、「先生が、や・

さ・し・い・か・ら」。(⌒∇⌒ )

　では、少しだけ出題内容をご紹介いたしま

す。ウミガメの尾が長いのはオスとメスのど

ちらでしょうか？答えはオス。両生類のなか

まで世界最大の生きものはなに？答えはチュ

ウゴクオオサンショウウオ。「だれでも知って

るよ〜」ですか？フフフ、まだまだ序の口で

すよ〜。

　さて、普段の暮らしの中で生きもの達は無

口です。しかしこのイベントに参加された時

や、身の周りにいる生きものに不思議を感じ

たその時がチャンスです！ぜひ尋ねたり、調

べたりしてみてください。さっきまで無口だ

った生きものたちが興味深くなりそうなこと

を教えてくれる時が稀にありますから。そし

て、このようにしながら、ひとつでも多くの

生きものを知り、自然に慣れ親しみください。

　　　　　　　　　　　　　　　　（長久　健）

ウミガメ水槽にて説明中

検定中
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水深35〜 合
竹中太作氏採集・寄贈．

　2021 年 4 月、漁業者の方から見たことのない

きれいなカニが採れたとのことで、3 個体を寄

贈してもらいました。

　甲らと脚には赤い斑点が左右対称に配置し

ており、毒々しさをも感じるカラフルな色合い

をした甲幅 5 ㎝ほどのベニホシマンジュウガニ

です。

　このカニは外洋に面した房総半島付近から九

州の太平洋岸、中国大陸南部からインドにかけ

ての浅海の岩礁帯に分布するカニです。今回採

れた場所は、瀬戸内海東部の播磨灘南部（南あ

わじ市沖）であり、内海の環境です。過去の記

録を探すも近場では大阪湾南部で採集記録（西

宮貝類館：渡辺氏私信）があるようですが、瀬

戸内海中・東部での記録はなく、もちろん、播

磨灘では初めて記録されたカニとなります。

　採集場所の播磨灘南部は、狭いながらも鳴門

海峡を介して太平洋側の生きものが入り込む可

能性の高い場所です。

　近年、内海要素の強い播磨灘において、外洋

系の魚たちの確認例が以前にも増しており、外

洋水のように播磨灘の水がきれいになってきて

いることも一因になっているのかもしれません。 

　　　　　　　　　　　　　　　　（増田 修）

浜からのたより浜からのたより浜からのたより浜からのたより浜からのたより

シンメトリックな赤斑が美しいシンメトリックな赤斑が美しい
　　　　　　　　　「ベニホシマンジュウガニ」　　　　　　　　　「ベニホシマンジュウガニ」
シンメトリックな赤斑が美しい
　　　　　　　　　「ベニホシマンジュウガニ」

あし

2021年
４ / １ 企画展「骨ばっかり！！−あなたに会いたい

　　　骨がいます−」 延長開催 ４ /24 まで

４ / ２ 市内アメンボ採集

４ /11 市内海生水族採集

４ /12 市内ヤゴ採集

４ /18 ヒトデ、クラゲ採集（相生市）

４ /18 オヤニラミ稚魚展示

４ /22 アユ搬入（宍粟市）

４ /22 市内河川水草、水族採集

４ /25 市内海生水族採集

４ /25 新型コロナウィルス感染拡大防止のため

　　　　臨時休館 ５ /11 まで

５ / ９ カワヒガイ稚魚展示

５ /12 クラゲ採集（相生市）

５ /13 市内ヤゴ採集

５ /23 磯の生きもの観察会（市内）

５ /24 市内アメンボ採集

５ /26 ヒトデ採集（相生市）

５ /27 市内アメフラシ採集

５ /30 トビハゼ採集（赤穂市）

５ /30 水族採集（相生市）

６ / ３ 市内アメンボ採集

６ / ６ 淡水カメの産卵観察会

６ / ９ 市内アマモ場調査、採集

６ /13 淡水カメの産卵観察会

６ /20 トビハゼ、ハクセンシオマネキ採集（赤穂市）

６ /20 ヒトデ採集（相生市）

６ /20 淡水カメの産卵観察会

６ /22 市内ヤゴ採集

６ /25 市内水族採集

６ /27 サポーター対象淡水カメの産卵観察会

７ /11 市内水生昆虫採集

７ /12 アカウミガメ産卵調査（徳島県阿南市 ７ /14 まで）

７ /18 タートルバンク

７ /21 ヒトデ採集（相生市）

７ /22 企画展「ひめすい生きものスポーツフェス」9/26 まで

７ /24 サマースクール ( 以後 7/25,31,8/1 開催 )

８ / ５ ヒトデ採集（相生市）

８ / ８ サポーター対象タートルバンク

８ /15 貝殻工作教室

８ /21 市内アマモ場調査、採集

８ /23 市内ため池等調査

８/26・27・30 市内水生昆虫採集

９ / ４ ウミホタル観察会（市内）

９ / ５ 干潟の観察会（たつの市）

９ / ７ ヒトデ採集（相生市）

９ /16 水族採集（相生市）

９ /19 市内アメンボ採集

９ /27 市内水族採集

−8−山のうえの魚たち76（2021年10月）
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