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2019 年 末 に 沖 縄 か ら 新 種 の ク ラ ゲ が

発表されました。 名前はデイゴハナガサク

ラ ゲ Olindias deigo Toshino, Tanimoto & 
Minemizu, 2019 です。 本種はクラゲの中でも

ひと際美しく、 水族館などで展示生物として人

気の高いハナガサクラゲ Olindias formosus の

近縁種です。 ハナガサクラゲ属としては 114 年

ぶりの新種報告となりました。 今回はデイゴハ

ナガサクラゲについてご紹介したいと思います。

デイゴハナガサクラゲはヒドロ虫綱淡水クラ

ゲ目の 1 種です。 淡水クラゲ目はその名の通

り、 淡水にすむクラゲの仲間ですが、 そのほ

とんどは海にすんでいます。 淡水クラゲ目につ

いては前号 （R3） にて紹介しましたので、 こ

ちらもご参照ください。 淡水クラゲ目は 5 つの

科で構成されますが、 最も多くの種を擁するの

がハナガサクラゲ科です。 本科には淡水クラ

ゲ目の代表種であるマミズクラゲをはじめ、 藻

場でみられるカギノテクラゲなど約 50 種が報

告されています。 ちなみにヒドロ虫綱硬クラゲ

  主任研究員　戸篠　祥 沖縄で発見された麗しき新種のクラゲ

目ではおなじみのカラカサクラゲやオオカラカ

サクラゲは現在、 淡水クラゲ目のオオカラカサ

クラゲ科となっています。

デイゴハナガサクラゲは傘径 6 ～ 8 cm ほ
どで、 体サイズが数ミリのものが多いヒドロ虫

綱の中では比較的大型です （図 1A）。 傘は透

明あるいは半透明でドームのような形をしてい

ます。 傘の表面 （外傘） には無数の黒い帯が

あり、 帯の先端から外傘触手が生えています。

傘の縁には初期触手と 2 次触手があります（図

1B）。 外傘触手と初期触手は 2 次触手に比べ

て短く、 先端がやや丸みを帯びた棍棒のような

形状をしています。 触手先端から紫、 蛍光緑、

薄い黒色で染め分けられて、 まるでネオンサイ

ンのようです。 一方、 2 次触手は縮んでいる時

はコイル状で短いのですが、 伸びると意外に長

く、 2 m くらいになります。 色は茶色や褐色と、

外傘触手や初期触手と比べて落ち着いた色合

いです。 また、 傘の縁には環状管が走り、 そ

こから傘の頂部に向かって求心管が伸びます。

図 1. デイゴハナガサクラゲ Olindias deigo の成熟クラゲ（室内撮影）. A. 成熟クラゲ（傘頂面）, B. 触手 . 
FS = 繊維状組織 ; G = 生殖巣 ; MC = 触手瘤 ; PT = 初期触手 ; ST = 2 次触手 .
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デイゴハナガサクラゲはハナガサクラゲにと

てもよく似ています。 形態的な違いは外傘触手

の本数で、 ハナガサクラゲと比べて半分～ 3 
分の 2 と少ない点で判別できます。 また、 2 次

触手もハナガサクラゲと比べて、 茶色い色彩の

ものが多いです。 さらにほとんどの個体は外傘

の中膠 （ゼラチン質） には白い靄のような組織

（繊維状組織） がみられます。 この繊維状組織

は成長とともに増加する傾向があり、 ヒトでいう

シワのようなものなのかもしれません。

デイゴハナガサクラゲは見た目こそ派手です

が、 動きは意外と地味で昼間は波の穏やかな

海底でじっとしていることが多いです （図 2C）。

砂地や砂泥底を好み、 底質に溶け込むように

して身を隠しているようにみえます。 しかし、 夜

になると海底から離れて水面近くまで移動し、

漂ったり活発に泳いだりする様子が観察されて

います （図 2A-B）。 その姿は息をのむほど美

しく、まるで天女の舞のようです （図 2A）。 また、

産卵を行うのも夜間で、 飼育観察下で放精放

卵することが確認されています。

デイゴハナガサクラゲという和名は沖縄の県

花であるデイゴに由来します。 デイゴは春から夏

にかけて咲く真っ赤な花で、 沖縄県の人々に愛

されています。 ハナガサは伝統芸能や祭りで用

いられる花笠のことを指し、 沖縄では琉球舞踊

の際に使われます。 今回見つかったハナガサク

ラゲ属の新種はデイゴが咲く季節に現れること、

そしてデイゴのように親しみを持ってもらえること

を願い、 デイゴハナガサクラゲと命名しました。

日本にはデイゴハナガサクラゲとハナガサク

ラゲの 2 種が生息することがわかりましたが、

実はこれらとは形態の異なるハナガサクラゲの

仲間が日本近海で見つかっています。 今後は

さらに調査を進めて標本を集め、 分類学的精

査を進めていきたいと思います。

謝辞 ： デイゴハナガサクラゲを新種記載するに

あたり、 多くの方々にお世話になりました。 特

に論文の共同著者である沖縄美ら海水族館の

谷本　都様、 峯水写真事務所の峯水　亮様に

厚く御礼申し上げます。

図 2. デイゴハナガサクラゲ Olindias deigo の成熟クラゲ（野外撮影）. A-B. 触手を
伸ばして泳ぐクラゲ , C. 海底でじっとしているクラゲ . A-C 写真：峯水 亮氏提供 .
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発生は、 1980 年代前半に一度収束ましたが、

2004 年頃から再び増加しました。 この 2 度目

の大発生は、 2010 年頃をピークとして収束し

つつありましたが、 近年再び増加に転じていま

す。 北は愛媛県の愛南町、 南は高知県の土佐

清水市竜串に至るまでオニヒトデが発生してお

り、 各海域でサンゴを守るための闘いが繰り広

げられています。 しかし、 今のところオニヒトデ

が圧倒的に優勢で、 駆除活動の際にほとんど

取りきったはずが、 1 ヵ月後に同じ場所に潜る

と大量のオニヒトデがいるなんてことが日常茶

飯事です。

各海域のサンゴ群集は徐々に削られており、

食べ尽くされてしまった後、 回復しない群集も

多く存在します。 オニヒトデは、 加入してからあ

まり年月の経っていない小型のサンゴも食べる

ため、 本海域のオニヒトデの密度が高い現状で

は、 サンゴ群集の回復が難しい状態です。 何

度駆除しても居なくならないオニヒトデは、 この

海にいったい何匹いるのでしょうか。 オニヒトデ

の個体密度を下げるため、 各海域の人々が劣

勢の中で今日も闘っています。

現在、 四国南西部の各海域でオニヒトデが

増えて大変なことになっています。 オニヒトデと

は、 体表面に有毒な針を持ち、 体長が直径 40 
cm を越える大型のヒトデで、 イシサンゴ類を主

な餌としています ( 図 1)。 本種は、 イシサンゴ

の中でも成長の早いミドリイシ属のサンゴを好

む傾向があり、 それによって成長の遅いサンゴ

が生息出来たり、 新たなサンゴが定着するた

めの裸地を作り出します。 そのため、 オニヒト

デはサンゴの種の多様性に貢献しているとされ

ています。 しかし、 オニヒトデは稀に大発生す

ることが知られており、 個体密度が高くなるとそ

こに生息するほとんどのサンゴを食べ尽くすこと

があります。 日本国内においても、 1970 年か

ら 1980 年頃までに沖縄諸島、 八重山諸島な

どのサンゴ礁域から九州や四国西南部などの

非サンゴ礁域において大発生し、 多くのサンゴ

群集が甚大な被害を受けました。

四国西南部に位置する足摺宇和海では、 オ

ニヒトデの大発生を受けて、 サンゴ群集を保全

するために 1972 年から駆除活動が開始され

ました ( 図 2)。 四国西南部でのオニヒトデの大

  　研究員　喜多村鷹也四国西南部でオニヒトデ増加中

図 1. 竜串でみられた大型
のオニヒトデ
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  研究員　小枝圭太魚海酔候 Vol. 2：アブラソコムツ

四国南西部で採集 ・ 確認されたものを中心

に、 稀種や特筆すべき魚種、 学術的に興味深

い魚類を毎号ごとに 1 種とりあげ、 標本や写真

とともに紹介する連載企画 「魚海酔候」 の第 2
弾では、 アブラソコムツという魚を紹介したいと

思います。

アブラソコムツという魚はクロタチカマス科と

いう深海に棲むカマスに近い仲間で、 同じ仲間

にはナガタチカマスやカゴカマスなどが知られ

ています。 世界中の温帯から熱帯域に分布し、

日本では相模湾から土佐湾の太平洋沿岸や大

東諸島などに生息するとされています （中坊 ・

土居内 2013）。 全身真っ黒でいかにも暗闇に

暮らしていることがみてとれます。 このほかにも

尾柄部の中央に隆起線があることや側線が著

しく波打つことなど、 この仲間としてはかなり特

異的な形態をもっています。

今回、 アブラソコムツが水揚げされたのは黒

潮町入野漁港です。 とはいっても、 漁獲された

場所は四国のはるか沖合、 黒潮の流れよりも

図 1．入野漁港に水揚げされたアブラソコムツ

図 2. 足摺宇和海におけるオニヒトデ駆除数の推移
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アブラソコムツ

Lepidocybium flavobrunneum (Smith, 1843)
図 1–5

KBF-I 947 ； 標 準 体 長 149 cm ； 全 長 172 
cm ； 頭長 38.7 cm ； 背鰭前長 81.6 cm。

【記載】 背鰭 9 棘 18 軟条 + 6 遊離軟条 ； 臀

鰭 13 軟条 + 5 遊離軟条 ； 胸鰭 16 軟条 ； 腹

鰭 1 棘 5 軟条。 体はやや細長い紡錘形で、 体

側部ではやや側扁するが、 低い尾柄では顕著

な隆起線があるためむしろ縦扁する。 体表は

鱗が埋没し、 ツルツルしている。 吻は尖り、 唇

が厚い。 口は大きく、 後端は眼の前端直下に

達する。 背鰭棘はとても短く、 正中線上をはし

る溝にほぼ収納される。 背鰭、 臀鰭および尾

鰭の後縁はよく湾入する。 体と頭、 各鰭は一

様に黒色から暗褐色で、 光彩は黒色。

図 3．尾部だけみると大型のマグロ類によく似る

アブラソコムツという魚について語るうえで、

欠かすことが出来ないのは、 本種の和名にも

なっている 「油」 です。 この魚は肝油などを

蓄える深海ザメなどと同様に、 油によって浮力

調整をおこなうことが知られています。 問題は

この油で、 これは人間には消化 ・ 吸収のでき

ません。 多量に食べると下痢などの健康被害

を引き起こすことが知られ、 食品衛生法により

市場への流通が禁止されています。 とはいえ、

食用とすることが禁止されているわけではあり

ませんし、海外では流通していることもあります。

身はとてつもない量の油を含んでいるため、 ま

るでラードのような真っ白な身をしています。 タ

イやヒラメといったいわゆる白身魚のような透明

感が全くありません。 しかし、 この油には強烈

な旨味が含まれているため、 少し口に入れるだ

図 2. 死神の鎌のような巨大なノギスを使って計測
しました

外側の北緯 31 度、 東経 133 度付近で、 いわ

ゆる南海トラフの西端にあたります。 ここの水

深は約 4000 m で、 アブラソコムツはその場所

の水深 550 m 付近において漁獲されたそうで

す。 漁獲方法はソデイカ漁の混獲で、 この漁

をおこなっている澳本康之さんから、 土佐清水

漁業指導所の秋永　豪さん経由で連絡をいた

だき、 ちょうど研究所に滞在していたアブラソコ

ムツ ・ バラムツなどに詳しい平坂　寛さんと一

緒に標本として計数 ・ 計測、 観察する運びとな

りました。 ちなみにソデイカは深海に棲む胴長

100 cm にもなる巨大なイカで、 ボーリングのピ

ンのような形状の巨大なエギを使用して漁獲さ

れます。 今回、 漁獲されたアブラソコムツの標

準体長は 149 cm でした。 この魚は、 多くの場

合 100 cm より小さく、 最大でも標準体長 130 
cm 程度とされているため、 今回の個体はこれ

まで知られた最大サイズ以上ともいえます。 本

種のこれほど大型の個体の形態については、

これまで知られていない部分も多くありますの

で、 その標本の詳細を記していきます。
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けで、 とてつもなくオイリーかつ味が濃く、 旨い

のです。 まさに大トロを超えたトロ、 超トロです。

加えて、 不思議な塩味があり、 お醤油を付け

ずとも臭さみを感じずに食べることができるので

す。 では、 食べるとどうなるのか。 お刺身で数

切れ程度と少量であれば問題はないようです。

では、 たくさん食べるとどうなるのか。 おおよそ

十数時間後にお尻から油がでるようです。いや、

出ます。 出ました。

今回、 水揚げされた個体の一部は、 お刺

身、 カルパッチョ （くどいので途中からレモンの

み）、 そして見た目や油分がモッツァレラチーズ

に似ているからということで、 ピザに乗せても食

図 4. 頭は黒々としている

図 5. ラードのような真っ白の身。鮮度は非常に良い、不思議な塩味がある

べてみました。 ただし、 出る、 出ない、 出た場

合の油の量など油に対する体性 （耐性） には

個人差がかなりありますし、 魚側にも油の含有

量などにかなりの個体差があるようです。 油だ

けに油断は禁物です。 そもそも間違いなく美味

しくはあるのですが、 油っこいので、 たくさんは

食べることができません。 あくまで個人的な感

想としては、 今回の個体で、 念願だったアブラ

ソコムツを食す （出す） ことができて大満足で

す。 魚類に関する見識がひとつ深まりました。

とはいえ、 これが毎晩、 食卓に並ぶのは地獄

です。 凄い勢いで飽きがきます。 ただし、 忘れ

たころにまた食べたくなるかもしれません。 いつ

か、 この油を健康被害なく食する技術が開発さ

れ、 広くこの魚の魅力が伝わる日が来ることを

願ってやみません。

※この魚を食べると健康被害がでる可能性もあ

ります。 くれぐれも真似して食べないようにして

ください。

【引用文献】

中坊徹次 ・ 土居内　龍 (2013) クロタチカマス科 . Pp. 

1640–1643, 2221. In: 中坊徹次 （編） 日本産魚類検

索　全種の同定 , 第三版 . 東海大学出版会 , 秦野 .
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黒潮生物研究所では研究のため、 様々な生

物の飼育を行っています。 これらの生物を飼育

している海水は、 研究所の目の前にある海にパ

イプを引いて、 研究所に設置しているポンプに

より海水を汲み上げています。 近年、 大潮の干

潮時、 特に年末年始の真夜中にこのポンプが

止まり海水を引けなくなる事態が起こっていまし

た。 ポンプの交換は 2017 年度に行っているた

め、 この問題の原因は取水口または取水パイプ

に様々な生物が付着し、 詰まることによって海

水が引けなくなっていると考えられました。 その

ため、 取水口と取水パイプの掃除を行いました。

まず取水口の掃除についてです。 こちらはワ

イヤーブラシで付着した海藻類 （特に石灰藻）

を落とすだけです （図 1A, B）。  この作業は 10
分程で終わるため、 西泊で潜る用事がある際に

併せて毎月行っています。

  研究員　古井戸　樹穏やかな年始を迎えるために

図 2. 付着生物により動脈硬化を起こした取水パイ
プ。 A. 1本目の取水パイプ。 B. 4本目の取水パイプ。

図 1. 取水口の掃除。A. 掃除前の取水口。 B. 掃除
後の取水口

問題は取水パイプの交換です。 作業手順は、

汚れたパイプを取り外し、 パイプが固定してあっ

た枠内に詰まった砂や泥を取り除きます。 持っ

てきた綺麗な取水パイプを取り付け、 枠に固定

します。 汚れたパイプは陸に引き上げ、 パイプ

内に付着した様々な生物 （図 2A） を落として次

回の交換に備えて保管します。 研究所のテクニ

カルアドバイザーである林氏に交換方法を教わ

りながら、 取水口から数えて 1 ～ 2 本目のパイ

プの交換を行いましたが、 3 本目にも付着生物

が大量に付着していました。 そのため、 日を改

めて喜多村研究員と 3 本目の取水パイプの交

換を行いました。 3 本目の取水管は砂と泥に埋

もれていて、 枠内から掘り出し、 交換が終わる

までに 2 時間半も潜ることになりました （図 3）。  
幸いなことに 4 本目の取水パイプには殆ど付着

生物がついておらず、 暫く交換は必要なさそうで

す （図 2B）。

このパイプ交換が効いた

のか、 その後、 ポンプが止

まることなく、 穏やかな年

末年始を過ごすことができ

ました。

図 3. 枠内が砂と泥で埋まってい
て、パイプ交換に悪戦苦闘する
様子
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  研究員　小枝圭太Web 図鑑 黒潮の生き物たちの黎明期

Current をお読みになっている皆さまであれば

もちろんご存知のことと思いますが、 私たち黒潮

生物研究所のホームページは 2019 年 6 月に大

幅なリニューアルをおこないました。 さまざまな

方から色よいご評価をいただいている新ページ

ですが、 大きな変更点のひとつであるのがホー

ムページ上でのオンライン図鑑の作成です。

このページでは、 四国南西海域を中心として

黒潮にかかわる海の生き物たちの写真を解説と

ともに紹介しています。 解説のコンセプトとして、

私たち 「研究者だからこそ書けるオリジナリティ

ある情報の提供」 を心掛けています。

最終的には、 研究所近くの海域でみられる生

き物たちの図鑑を本として出版することを目指し

ており、 そのための情報蓄積 ・ 公開の場として

日々、 更新を続けております。

Web 図鑑の開設当初は 40 種に満たなかっ

た掲載種数ですが、 11 月頃より 1 平日ほぼ 1
種のペースで一気に増加し、 現在 （2 月 19 日

図 1. ホームページ内の Web 図鑑のバナー

図 2. Web 図鑑の累計掲載種数の推移
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時点） では 150 種を超えています （図 2）。 掲

載されているのは魚類とクラゲが多く、 サンゴ、

貝、 カメなどです。 もっともっとたくさんの幅広い

生き物たちを紹介できるよう、 尽力していきたい

と思います。

※ Web 図鑑では解説文等を書いていただける

協力者の方を広く募集しております。

Web 図鑑を作成した効果はなかなか大きく、

これまで黒潮生物研究所を知らなかった人たち

が、 ある生き物について調べているうちにホー

ムページにたどり着き、 お問い合わせいただく。

そんな例が数多くありました。 いまやブログ 「黒

潮生物研究所の日々」 と双璧のコンテンツとな

りつつあるといえるのではないでしょうか。

これからますます魅力的なページとなるよう、

生き物たちの魅力を発信していきたいと思いま

す。これからの Web 図鑑に乞うご期待ください！

Web 図鑑では資料となるような生き物の写真

や標本の提供を広く、 募集しています。 あなた

の撮ったその生き物の写真が図鑑に載る貴重な

資料かもしれません。 ご提供いただける場合は、

小枝 （koeda175@kuroshio.or.jp） までご連絡

ください。

図 3. Web 図鑑にはさまざま生き物たちの綺麗な写
真が並びます。

←黒潮生物研究所ホームページ
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せっかく立派な臼と杵があるので餅つきをしよう！とい

うことで、 忘年会もかねて研究所としては数年ぶりにお餅

つきをしました。 目﨑所長と山下以外は人生初のお餅つ

きということで、 西泊集落の新谷かよさんにお越しいただ

き、指導を賜りました。仙台仕込みの所長お手製「ずんだ」

と食べるつきたてのお餅はとっても美味しかったです！

研究所からのお知らせ

ヒユサンゴ完全養殖プロジェクト （成長編 no. 1）

年末はお餅つきで！

研究成果がたくさん出版されました

Current （カレント）　季刊　2020 年 2 月 25 日発行

編集 ・ 発行　公益財団法人黒潮生物研究所

〒 788-0333　高知県幡多郡大月町西泊 560 番イ

TEL: 0880-62-7077; FAX: 0880-62-7078; URL: http://www.kuroshio.or.jp
E-mail: mail@kuroshio.or.jp ( 機関誌購読を希望される方はご連絡下さい )

協力者から送られてきたヒユサンゴの子
供たち

お餅つきの様子

戸篠主任研究員の発見した新種のクラゲや小枝研究員

の発見した新種の深海魚に関する研究論文など 10 報を

越える研究論文が 2019 年末に発表されました。 これらの

成果は新聞各社でも取り上げられています。 また、 小枝

研究員が主編者を務めた台湾南部魚類図鑑 （英語 ・ 中

国語） も出版されました。

論文と図鑑とリーフレット

本プロジェクトでは、 完全養殖を目指すだけでなく、 生態に関して知見を増やしていくことも目的と

しています。 そこで、 今回は多様な環境でヒユサンゴを育ててもらうことで、 どの環境が成長に適して

いるかを検討することにしました。 マリンアクアリスト No.93 で一般からヒユサンゴを育てていただく里

リーフレット作製しました

研究所の活動を広くしっていただくため、 リーフレットを

作成しました。 このリーフレットは研究所をはじめ、 幡多

エリアの近隣の施設において自由に配布していただく予

定です。 今号の Current に同封しておりますので、 お楽

しみください。

親を公募し、 今回 5 名の協力者が決定しました。 毎月の

ように成長の記録を送ってくださる方もおり大変感謝してい

ます。 結果は本誌等で公開していく予定です。 （目﨑）


