


　東京海洋大学マリンサイエンスミュージアムの資料の収集は，前身

である水産資料館の時代から現在まで続いております。その中で大

きな比重を占めているのが，卒業生や一般の方々からの寄贈の受け

入れです。当ミュージアムでは，これらの所蔵標本を展示・解説すると

ともに，大学附属博物館としての使命のひとつである「知」の発信の

場としての学術研究の成果発表を兼ねた展示も行ってまいりました。

今回の特別展「海へのいざない〜田口道夫 甲殻類コレクション特別

展」は，この趣旨を踏まえまして，子供から大人までより幅の広い年

齢層の方々にミュージアムを楽しんでいただけるよう企画いたしまし

た。　	

　有限会社東洋近代美術研究所の田口道夫様からは，永年にわたり

タカアシガニやイセエビ類など大形標本を含め数百点におよぶ甲殻

類の剥製標本を寄贈していただきました。今回はその一部を展示して

あります。これらの標本は，甲殻類の形態学的・生態学的研究の基

礎的資料，そして進化を物語る貴重な資料であります。ご来場の皆

様方におかれましては，どうぞ甲殻類の不思議な世界をゆっくりとご

堪能ください。	

 	

　これまで，さらに本展開催にあたってたくさんの貴重な資料標本類

を寄贈してくださった田口道夫様に厚くお礼申し上げます。なお，本特

別展は船の科学館「海の学び ミュージアムサポート」の支援を受けて

実施しております。重ねてお礼申し上げます。	

 	

マリンサイエンスミュージアム 館長	

鈴木 秀和	

ごあいさつ	   標本工芸家　  

田口道夫氏（雅号：秀峰）  

　田口道夫氏は日本を代表する標本工芸家です。

　1976年33歳から千葉県で魚類、甲殻類標本の作製に

携わり、1988年45歳の時に有限会社東洋近代美術研究

所を設立し、代表を務めます。

　生物の形態、生態を研究者とともに探究し、その姿を忠

実に再現することから、作品は国内だけではなく、海外か

らも高く評価されてきました。

　製法は、独自性が高く、特許として認定されていたこと

もあります。

　マリンサイエンスミュージアムの前身である水産資料館

では、長い間、田口氏製作のタカアシガニがエントランス

ホールを飾っていました。現在でも常設展示甲殻類コー

ナーにあるイセエビ類とタカアシガニの標本は田口氏の作

品です。



	  　エビ・カニは体の表面を細胞でできた皮膚ではなく、キチン質

などの硬い甲羅で覆っています。そのため、体を動かすのに

は、関節構造が必要で、脚に節があるため、節足動物という名

前があります。節足動物は昆虫類やクモ類といったいくつかの

グループに分類されますが、このうち体が頭、胸、腹の３部に

分かれ、体の節から左右に１対の２又に分かれた脚を持ち、多

くは水中で生活するため、脚の付け根にエラを持っているグ

ループを『甲殻類』と呼びます。	  

　 甲殻類はこれまでに6万7,000種ほどが世界から知られてお

り、さらに細かくグループが分けられていますが、このうちのエ

ビ、カニ、ヤドカリといった大型で、胸から歩くための脚を５対10

本持ったグループを一般には『大型甲殻類』あるいは『十脚甲

殻類 Decapoda』（deca	  は10、podaは足という意味）と呼んでい

ます。	
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十脚類の分類と世界の種数	

十脚目 Decapoda	  -‐	  現生14335種、化石2979種	

 	  

	  	  クルマエビ亜目（根鰓亜目）Dendrobranchiata	  -‐	  現生540種、化石98種	

  エビ亜目（抱卵亜目）Pleocyemata	  -‐	  現生13795種、化石2862種	

　　オトヒメエビ下目 Stenopodidea	  -‐	  現生種69、化石2種	

　　コエビ下目 Caridea	  -‐	  現生3268種、化石57種	

　　ザリガニ下目 Astacidea	  -‐	  現生653種、化石124種	

　　ムカシイセエビ下目 Glypheidea	  -‐	  現生2種、化石256種	

　　アナエビ下目 Axiidea	  -‐	  現生423種、化石260種	

　　アナジャコ下目 Gebiidea	  -‐	  現生192種、化石25種	

　　イセエビ下目 Achelata	  -‐	  現生140種、化石72種	

　　センジュエビ下目 Polychelida	  -‐	  現生38種、化石55種	

　　ヤドカリ下目（異尾下目）Anomura	  -‐	  現生2451種、化石19種	

　　カニ下目（短尾下目）Brachyura	  -‐	  現生6559種、化石1781種	  

	  

De	  Grave	  et	  al.	  (2009)	  による	

	  

	

	

じゅっきゃく	

こんさい	

ほうらん	

い　び	

たんび	

甲殻類とは？	



　 ながらく、大型の甲殻類は腹部の形からエビ類（長尾類）、カ

ニ類（短尾類：折りたたまれた腹部）、ヤドカリ類（異尾類：ねじ

れた腹部）に大きく分けられてきていました。	  

　基本的な甲殻類の体の外形はエビ型と考えられ、これまでエ

ビとしてまとめられていたグループは産卵形式や脚の形態など

から細かくグループ分けがされ、カニ、ヤドカリはその中に含ま

れる特殊性が際立ったグループであるということが明らかにな

りました。	  

　 これまでのエビ類ではテナガエビはクルマエビよりも、カニに

近いといった、外見では分かりにくい結果が起こってきていま

す。	

	

エビ、カニ、ヤドカリ？	

長尾類	

短尾類	

異尾類	

アカザエビ腹面	

ストーンクラブ腹面	

ハナサキガニ腹面	 ケスジヤドカリ左側面	

　 エビ型のすばやく泳ぐ生活から、海底をはって大きな体を獲

得する進化の上で、カニ類は非常に多様な外見を獲得して多

様化が進んでいきました。	  

　 まず、動く速さが低くなり、捕食者に襲われる可能性が高く

なった分、ヤドカリは貝類の殻を借りて身を守る選択をしました

が、カニ類は背甲（甲羅）を大きく強くする道を選びました。棘を

生やしたり、凸凹をつけるなどの表面にいろいろな変化が生ま

れました。	  

　 また、海底の性状（砂、岩などの硬さや立体感）に合わせて、

たとえば、砂底にすむ種では潜りやすい丸く滑らかな背甲や泳

ぐためのヒレ状の脚、あるいは立体的な岩の表面をはうため

の長くクモのような脚など、環境に対応して、様々な変化が生

まれています。	

おそ	

から	

はいこう	 とげ	

おうとつ	

カニの多様性	
さまざまな形、さまざまな大きさ	

イチョウガニAnatolikos japonicus	 キンセンガニ Matuta victor	 イガグリガニ Paralomis hystrix 

ヒシガニPlatylambrus validus	 オオエンコウガニ Chaceon granulatus	 ヒシガニPlatylambrus validus	

とくしゅ	



世界で一番大きなカニは何か？	  

　 なかなか解釈が難しいのですが、甲羅の大きさではタスマニ

アオオガニPseudocarcinus	   gigasが世界最大とされて、甲羅の

幅が46cm、80年以上生きるとされています。南オーストラリア

の水深100-‐400mほどに多く生息し、食用として利用されていま

す。	  

ウェブで検索したら$180/kg、かなり高価です。	  

　	  

かいしゃく	

タスマニアオオガニ（オス）Pseudocarcinus gigas	
	

　一方、脚を広げた全長では日本の沿岸に生息するタカアシガ

ニMacrocheira	   haempferi	   が世界最大で、ギネス記録では

5.79mとあります。寿命は100年くらいと推定されています。	  

駿河湾などでは漁業としてとられていて食用としても利用され

ていますが、1kgあたり7000円ほどとか。どちらかというと大味

で、味覚的にはタスマニアオオガニに軍配があがりそう。	  

　 ちなみに「競りで落札された最も高額なカニ」は昨年ギネスに

も記録された１匹200万円のズワイガニ。寿命は２０年前後。大

きくなれば美味しいというものでもなさそうです。	  

するがわん	

おおあじ	

ぐんぱい	

せ	

タカアシガニ（オス）Macrocheira kaempferi	

特別展中央に展示されている大型甲殻類	

世界最大	
日本か？オーストラリアか？	



　 ヤドカリを見たことがない人はあまりいないと思います。背中

に貝殻をしょってちょこちょこ海底をはい回る姿はけっこう可愛

いです。貝殻の中にはねじれた柔らかい腹部が入っていて、柔

らかい腹を敵から防御しています。体を大きくしようとすると貝

殻の大きさに限界が出てきます。なので、貝殻を諦めて、腹部

をカニのように折りたたんだヤドカリが、タラバガニの仲間で

す。ヤドカリは十脚類なので10本脚のはずが最後の2本が退

化していて一見8本脚に見えます。あら、2本少ない。いちばん

後ろの2本の脚は退化していて、カニに比べて、食べるときは2

本損、というのは冗談。腹部を見ると、ヤドカリと同じくねじれた

痕跡があります。	  

	   　 深海の冷たい水にいろいろな種がいて、タラバガニ

Paralithodes	   camtscha5cus、ハナサキガニP.	   brevipesのほか、

エゾイバラガニParalomis	   mul5spinaなど、食用にされている種

も多く、深海性の分、味は濃厚で「ミルクガニ」などと言われて

います。	  

	  

ぼうぎょ	

こんせき	

のうこう	

ハナサキガニParalithodes brevipes	

手前から	  
　　　　　　イバラガニLithodes turritus、	  
　　　　　　エゾイバラガニParalomis multispina、	  
　　　　　　ニホンイバラガニNeolithodes nipponensis	

　	  

巨大で美味しいヤドカリ	
タラバガニ類	

ケスジヤドカリ Dardanus arrosor	



　エビというと、どんな動物を想像するでしょうか？	  

一般的に食用にするクルマエビや甘エビ（ホッコクアカエビ）な

どとは、イセエビの仲間はだいぶかけ離れた形をしています。

厚く硬いこうら、太く長い触角、見た感じ、いや、進化的にも普

通のエビよりザリガニあるいは「カニ」に近いグループとされて

います。多くの種は大型になり、こうらの表面などに強いとげが

多く見られることから英語では	   spiny	   lobster	  （トゲだらけのロブ

スター）と呼ばれています。セミエビのグループも含め世界で

150種ほどが知られています。	  

あつ	 かた	 しょっかく	

イセエビPanulirus japonicus	

展示されているロブスターとイセエビ類	

　 その生態はまだ不明なところが多いのですが、卵からかえっ

た幼生は非常に透明で薄い体をしており、長期間にわたり、ク

ラゲなどの体に取り付いて、それを食べながら海中をただよう

生活をすることがわかってきました。それがどこをどう回って岸

に帰り着くのか、食用としても重要なグループであるだけに、研

究者にとって、重要な研究テーマの一つになっています。	  

アフリカミナミイセエビJasus lalandii	

コブセミエビScyllarides haani	

ハコエビLinuparus trigonus	

エビではないエビ	
イセエビの世界	



　イセエビやセミエビといった大型のエビ類は、その幼生も1セ

ンチを優に超え、大きいものでは10センチを超えるような巨大

な幼生をつくり、長い期間、浮遊生活を送ることが知られてい

ました。その姿は、非常に薄く透明な体に、細長い脚と鋭いか

ぎ爪を持つ奇異な姿で、フィロゾーマと呼ばれ、まるで、映画の

『エイリアン』の幼生のような、いや、そのモデルだろうと思われ

るような姿をしています。この幼生たちが、なぜそんな長い間、

浮遊生活を送れるのか？なんでそんな変わった姿をしている

のかがわかったのはわりと最近のことです。平たい体、長い脚

と鋭いかぎ爪は、実は、クラゲに取り付いて生活していくため

の機能を持っていると考えられています。これらの幼生達は、

外洋で大型のクラゲに取り付き、運ばれながら、そのクラゲを

食べて成長するという、非常に変わった生態をしている事がわ

かりました。人呼んで『Jellyfish	  rider』(クラゲ乗り)。変わった姿

にも、生活するための意味があると。	  

	

	  

	  するど	

	  つめ	

　 クモやサソリは節足動物の中でも鋏角類といい、体の前端に

ハサミ型の触肢を持つことが特徴とされ、エビ・カニなどの入る

甲殻類とは別のグループになっています。多くは陸上の動物で

すが、海の中にもわずかですが生息しています。また、最も早

く他の節足動物から枝分かれしたグループとされています。	  

　 ウミグモ類は浅い海にも生息していますが、ベニオオウミグ

モColossendeis	   colosseaなど深海種ではかなり大型になり、体

のほとんどが細長い脚からなるという、不思議な形をした生き

物です。	  

　一方、大型で、「生きた化石」として知られるカブトガニは前後

２部に分かれた丸い甲羅と長く棘状の尾をもち、浅い海の泥底

に生息しているグループで、生きている種は世界でわずか４

種、瀬戸内海におけるカブトガニTachypleus	  tridentatus	  の生息

地は国の天然記念物に指定されています。	  

	  

きょうかく	 ぜんたん	

しょくし	

Jellyfish	  Rider	 海のクモ、海のサソリ	
大きな幼生をつくる	 もっと原始的な仲間達	

ヤマトトックリウミグモAscorhynchus japonicus	
	

カブトガニTachypleus tridentatus	
 



　川にすむカニの代表はきれいな清流にすむサワガニ、田ん

ぼの土手などには赤くて可愛いアカテガニなどがいますが、川

の下流には大きく、ハサミに毛の生えたモクズガニEriocheir	  

japonicaというカニがいます。こうらの幅が7-‐8cmほどのカニで

日本では昔から食用として利用されてきた種です。この種は日

本とロシア沿岸州、朝鮮半島岸、台湾、香港周辺に分布します

が中国大陸には生息しません。その代わり、大陸には美味で

「上海ガニ」の名で知られるチュウゴクモクズガニE.sinensisが

分布しています。この2種は非常に近い種で、同じような生息

環境を選びます。本来は日本にいないチュウゴクモクズガニで

すが、美味なだけに、輸入されたカニが逃げ出して、大量に増

えて、日本の生態系を混乱させるなど、いろいろ問題が知られ

るようになり、近年ついに、人による生物の移動を規制する「特

定外来生物」に指定されました。また、ヨーロッパなどでも増え

ていることが確認され、「世界の侵略的外来種ワースト100」の

うち1種にも選定される厄介者となっています。	

　ザリガニ類は大きなハサミ脚が特徴的なグループで淡水生

のいわゆるザリガニ類の他、海のロブスター、深海性のアカザ

エビなど約650種が知られています。	  

　日本からは現在３種のザリガニが知られていて、もともと日本

にいたザリガニは一番小さくて、地味なニホンザリガニ 

Cambaroides	  japonicus	  です。残り２種は北アメリカ原産の赤い

アメリカザリガニProcambarus	  clarkiと30cm以上にもなるウチダ

ザリガニPacifastacus	  leniusculus、いずれも外来種（よそから持

ち込まれた種）で、北海道では天然記念物であるニホンザリガ

ニの生息を脅かす有害種となってしまっています。	  

美味しいけど厄介	 国産はどれ？	
川への移入	 日本のザリガニ、世界のザリガニ	

モクズガニEriocheir japonicus	 チュウゴクモクズガニEriocheir sinensis	

写真をみてください。どれが日本のザリガニかわかりますか？	  

	  

ウチダザリガニ 
Pacifastacus leniusculus	

アメリカザリガニ
Procambarus clarkii	

ニホンザリガニ 
Cambaroides japonicus	
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