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流、 光と言った生息環境や食性などを踏まえて

水槽の形状や水質維持の為の濾過槽のタイプ

などを決めていきます。

水深 100 m 以深に生息している宝石サンゴ

は特殊な潜水器材でも使わない限り生息場所

を覗くのが困難です。 今回のように海に赴いて

生息環境を観察することが限りなく不可能に近

い場合は水温や水質などの測定データ、 サン

ゴ漁で混獲される生物や礫、 海底の映像や画

像などの情報から生息環境を読み取り、 想像

＆創造力を総動員して宝石サンゴが生息してい

る環境に適した水温、 水流、 水質と光環境な

どの飼育環境作りに役立てます。

最初は飼育水温です。 高知県土佐湾の 100 

m ラインの水温分布を見てみると年間を通して

15 ～ 19℃という報告があり、 研究所沖で実際

に行われているサンゴ漁の網に水温計を取り

付けて測温した際 （11 月末） も 18℃前後と自

分が想像していたよりも高い水温で安定した水

温環境でした。 しかしながら、 水槽飼育を考え

た場合、 冬はヒーター、 夏はクーラーによる水

温管理が必要だということがわかりました。

水の動き （水流） は実際に宝石サンゴ漁 （図

3） の網にかかってくる混穫物の石の形状や付

着生物、 海の動画や静止画像等の観察結果

から宝石サンゴと同じ八放サンゴの仲間である

ヤギ ・ トサカ類の仲間が好む水流環境をベー

スに宝石サンゴ用に最適化した水流をウェーブ

黒潮生物研究所が位置する高知県大月町は

宝石サンゴ漁発祥の地であり、 古くは江戸時代

から宝石サンゴを産する土地として知られ、 令

和の時代を迎えた現在も上質な宝石サンゴを

産しています。 宝石サンゴと呼ばれるサンゴに

はシロサンゴ、 モモイロサンゴ、 アカサンゴが

あり、 特に高知沖で採れる濃い赤色で彩られる

アカサンゴ Corallium japonicum は血アカと呼

ばれ、 宝石サンゴの中でも人気が高く、 珍重さ

れています （図 1）。

現在、 黒潮生物研究所では宝石サンゴの増

殖も視野に入れた新設の水槽システムで宝石

サンゴの飼育を行っています （図 2）。 今回、

紹介するのは現在、 研究所で稼動している宝

石サンゴ飼育の専用水槽を製作する以前に、

個人的な興味から始まった水槽のお話です。

まずは研究所沖に生息している宝石サンゴ

の生育環境を知ることから始めていきます。 淡

水、 海水に限らず水生生物を飼育する環境を

考えるとき、 最初に思い浮かべるのは水温と水

図 1. 水槽飼育中の宝石サンゴ（アカサンゴ）

図 2. 新設の宝石サンゴ水槽 図 3. 宝石サンゴ漁と漁獲された宝石サンゴ
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ポンプで再現することにしました。 ウェーブポン

プをタイマー制御で交互運転し、 潮の干満によ

る影響で潮流が反転し流れが変わる様も再現

しています （図 4）。

宝石サンゴ漁で混獲された石の表面にも石

灰藻などの藻類が生えていることから、 研究所

沖の宝石サンゴが生息している海域の 100 m

ラインでも若干ではありますが光が届いている

ことが判ってます。 そこで、 太陽光が海水中で

減衰することを踏まえた光を LED 照明で再現

し、 光が届いていることを踏まえて昼夜の明暗

をつけるためにタイマーコントロールしました。

次に餌です。 宝石サンゴは 8 本のイソギン

チャクのような触手 （イソギンチャクの仲間は 6

の倍数） で海水中を漂っているプランクトンなど

の浮遊物を捕まえて食べています。 餌はヤギ

• トサカ類の飼育用に作ったオキアミやカイアシ

類、 海藻など数種のフリーズドライした材料を

粉末にして混ぜ合わせた配合飼料を宝石サン

ゴの口に入る大きさまで細かく砕いたものを用

意しました。 宝石サンゴに餌を与える場合、 水

槽中に餌をできるだけ長時間漂わせる必要が

あるので給餌にも工夫が必要です。 そこで、 出

来るだけ長時間、 飼料が水槽中を漂うよう、 専

用の給餌器を作成しました （図 5）。 また、 餌

が濾過槽に流れてもある程度循環できるように

濾過水槽の濾材の形状とサイズを工夫し、 さら

に濾過水槽を一部の循環海水が濾材を介さず

素通りするような構造に加工しました。

最後に水槽です。 飼育水槽システムの総水

量は 440 Ｌ、 水質の維持は好気性のバクテリ

アを利用したベーシックなウエット式の生物濾過

槽とライブロックでレイアウトした水維持機能を

もたせた飼育水槽を組み合わせた水槽システ

ムです。

ライブロックには藻類、 バクテリア、 線虫か

ら原虫、 ゴカイやヨコエビなど様々な生物が住

み着いています。 ほかにも飼育水槽には宝石

サンゴ漁で混獲された貝類、 ウニ ・ ヒトデ類、

エビ • カニ類、 ヤギ ・ キサンゴ類などの宝石サ

ンゴ以外の生物たちの営みによる関わり合いを

利用することで、 宝石サンゴが生息している海

域の生物相を再現します。 そうすることで生き

物たちの関わり合いの中で起きる物質循環を

限定的ではありますが水槽内に取り入れること

ができます。

このようにして組み上げた寄せ集めの中古の

水槽システムを使い、 解体するまでの３年ほど

の間、 アカサンゴの飼育を試みました。 そして、

飼育期間中、 採集で折れたサンゴの枝が再生

して石に活着するなど、 成長がみられたことか

らアカサンゴの飼育が可能だということが解りま

した。 こうして製作した水槽は宝石サンゴ飼育

のノウハウを試行錯誤を繰り返しながら良い成

果を残しました。 現在は、 研究所の飼育室の

スペースの都合上、 残念ながら現在は役目を

終えて撤去されていますが、 今後このノウハウ

が別の水槽システムでも参考となることが期待

されます。

図 4. ウォータークーラーと水槽の水流環境 図 5. 宝石サンゴ用の給餌器と照明
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どこからともなく流れてきて水中を涼しげに漂

うクラゲたち。 からだの 95% 以上は水ででき

ていて脳や心臓をもたず、 口や胃、 生殖巣な

ど生存や繁殖のために必要最低限の器官だけ

を備えたクラゲは究極の省エネ生物であるとい

えます。 地球上のあらゆる海域に棲んでいて、

海藻生い茂る浅海から光の全く届かない深海、

北極や南極の氷の下からも見つかっています。

海であればどこにでもいるクラゲですが、 海か

ら遠く離れた淡水にもクラゲがいることをご存知

でしょうか？それが淡水クラゲです。

淡水クラゲはヒドロ虫綱淡水クラゲ目に属す

るクラゲのことで、 世界中で 4 科 20 属約 50

種がしられています。 淡水クラゲの代表種とし

てマミズクラゲ Craspedacusta sowerbii があ

げられます （図 1A）。 本種は池や湖沼、 ダム

や防火水槽内などに突如現れ、 パッといなくな

る神出鬼没のクラゲとして知られています。 日

本では北海道から沖縄まで各地からマミズクラ

ゲの出現報告があります。 不思議なことにほと

んどの池にはどちらか片方の性のクラゲしかい

ません。 例えば、 ある池にはメスのクラゲばか

りいて、 オスは全くいないといった感じです。 そ

の理由は不明ですが、 渡り鳥の足にクラゲの

底生世代であるポリプやシスト （休眠芽） が付

着し、 鳥の移動先の生息地でポリプが無性的

に増える （自身のクローンをつくる） からである

ともいわれています。

淡水クラゲの中にはマミズクラゲのように淡

水に生息する種もいますが、 実はそのほとん

どが海産です。 浅海域の藻場で付着生活する

カギノテクラゲ Gonionemus vertens （図 1B）

図 1. 淡水クラゲ目のクラゲたち . A マミズクラゲ , B カギノテクラゲ , C ハナガサクラゲ , D キスイクラゲ , 
E コモチカギノテクラゲ , F キタクラゲ .
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は夏から秋にかけて大量発生することがあり、

海水浴客やダイバー、 漁師に深刻な刺傷被害

をもたらす厄介者です。 また、 紫や蛍光緑で

染め分けられた色彩豊かな触手をもつハナガ

サクラゲ Olindias formosus （図 1C） はその

美しい姿から水族館における展示生物として重

宝されています。 しかしながら、 本種の刺傷に

よる重症あるいは死亡例が報告されています。

さらに、 汽水域に棲むキスイクラゲ Maeotias 

marginata （図 1D） は世界各地で移入種とし

て問題視されています。 本種の原産地は黒海

やカスピ海ですが、 船舶のバラスト水により世

界中に生息域を拡大したと推測されています。

日本ではこれまで 9 種の淡水クラゲ目が確

認されています。 日本沿岸に広く生息する種と

して、 カギノテクラゲ （図 1B） やコモチカギノ

テクラゲ Scolionema suvaense （図 1E）、 ハ

ナガサクラゲ （図 1C） が挙げられます。 北海

道ではキタクラゲ Eperetmus types （図 1F）

やカタテニンギョウ Monobrachium parasitum、

有明海ではキスイクラゲが確認されています。

また、 イセマミズクラゲ Craspedacusta iseana

は幻の淡水クラゲで 1921 年に三重県の古井

戸から発見され新種記載されましたが、 その後

一度も発見されていません。 この井戸は戦時

中に破壊されてしまったようで今となってはイセ

マミズクラゲの存在を確かめようがありません。

私はこれまで琉球列島でクラゲ類の調査を

行ってきました。 特に立方クラゲ類を捕獲する

ため、 夜間に集魚灯採集することが多かったの

ですが、 ある日、 見慣れないクラゲがいること

に気づきました。 そのクラゲはコモチカギノテク

ラゲ （図 1E） にみえたのですが、 沖縄ではあ

まり報告例がなく、形態も少し違う気がしました。

そこで形態観察と DNA 分析を行い、 種を精査

したところ未記載種であることがわかりました。

そ の 名 も コ モ チ カ ギ ノ テ ク ラ ゲ モ ド キ

Scolionema sanshin です。 本種は傘径 1 cm

ほどの小さなクラゲです （図 2）。 皿状の傘の

中心には吻のような口柄があります。 口柄の付

け根には胃があり、 そこから伸びる 4 本の放射

管により栄養が運ばれます。 放射管上には生

殖巣があり、 成長に伴ってひだが深くなり、 鶏

冠状になります。 傘縁には触手が 60 ～ 70 本

あり、 触手上にパッド状の吸着器を備えます。

野外では吸着器を使って、 岩や海藻などに付

着して生活していると考えられます。 また、 触

手先端は鉤状に曲がっているので 「カギノテ」

の名がありますが、 三線をつま弾く指の形にも

見えたため種小名を 「sanshin」 としました。

日本沿岸におけるクラゲ相の調査は不十分

であり、 まだまだ多くの未報告種がいると考え

られます。 今後、 調査が進めば日本初記録種

や未記載種も発見されることは間違いないで

しょう。 そしていつか、 幻のイセマミズクラゲに

出会えることを楽しみにしております。

図 2. コモチカギノテクラゲモドキ . A 側面 , B 傘頂面 , C 触手 . 矢印は吸着器 .
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「うぉー！」 思わず叫び声をあげずにはいられませ

んでした。 残念ながら近くにこの感動を共有できる人

は誰もいませんでした。 しかし、 何も気にせず思いっ

きり観察ができ、 最高のひと時でした。

孤独な男にとてつもない感動を与えてくれた今回の

主人公は、 コハナガタサンゴという単体の有藻性イシ

サンゴ （以下サンゴ） です。 3 年の観察の末、 この

サンゴが水槽内でようやく産卵したので報告します。

2019 年 7 月 23 日下弦の 2 日前 （満月 6 日後）、

運命の日は突然やってきました。 気が付いたのは 22

時半頃でした。 野外の産卵観察から戻ってきて、 ふ

と水槽を見ると卵らしきもので水槽が満たされていまし

た。 水槽内に本種は 3 個体おり、 1 個体は確実に産

卵しているのがわかりましたが、 残りの 2 個体はもう

産卵が終わっていたのか特に変わった行動は見られ

ませんでした。

図１. 本種の放卵放精の様子

図 2. 本種の成長記録 . A: プラヌラ  B: 定着後、間もない個体 C:
定着 10 日後の個体  D: 定着後約 2 ヶ月  E: 定着後約 3 ヶ月
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突然ですが、 今号より Current の連載企画

として 「魚海酔候」 をはじめようと思います。

本企画では、 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していきます。 企画名

の魚海酔候とは、 ご存じ坂本龍馬が活躍した

江戸時代末期の土佐藩主 山内容堂の自称で

ある 「鯨海酔候」 をもじったものです。 この殿

様は鯨のようにお酒を飲んだそうですが、 お酒

があまり強くない私は 「高知の海の魚たちの魅

力に酔いしれる」 という意味で、 今月からの企

画の名前を魚海酔候とすることにしました。 当

財団のホームページでは、 web 図鑑 黒潮の生

き物たち、 として魚類をはじめとする海洋生物

の紹介もおこなっておりますので、 そちらもあわ

せてお楽しみにいただければと思います。

(URL: https://kuroshio.or.jp/）

シリーズの記念すべき第 1 弾として紹介す

るのはイサキ科のオシャレコショウダイという

魚です。 オシャレコショウダイ Plectorhinchus 

unicolor (Macleay, 1883) は南日本の太平洋

沿岸域でごく普通にみられ、 食用魚としても親

しまれているコロダイによく似ています。 しかし

ながら、 土佐清水市の竜串で確認された写真

の個体 （次ページの図 1） は頭部に多数のオ

レンジ色の縦帯があり、 体側、 背鰭および尾

鰭に多数のオレンジ色の斑点が密在すること

で、 オシャレコショウダイであることが分かりま

す。 本種は国内では八丈島、 小笠原諸島、 静

コハナガタサンゴは観察の結果、 口から精

子と卵を同時に放出する、 雌雄同体の放卵放

精型のサンゴだとわかりました。 ただし、 ミドリ

イシ類のように卵と精子をいっしょにしたカプセ

ル状の 「バンドル」 はつくりませんでした。 こ

の放出パターンは、 本種と同じオオトゲサンゴ

科ハナガタサンゴ属 （旧ダイノウサンゴ属を含

む） と同じでした。 観察を続けていると、 サン

ゴが体を膨らませしばらくすると、 口から卵と精

子がビューと出てきました。 このような行動はこ

の後数回繰り返されました。 ハナガタサンゴ属

では、 群体の一部が破れて口以外からも卵や

精子が出ている様子が観察されますが、 本種

では確認されませんでした。

放出された卵と白濁した海水を回収して、 実

態顕微鏡で見てみるとすでに卵割が始まってお

り、 無事に受精できていました。 翌日の午後に

はプラヌラ （図２A） になって泳ぎ始め、 数日

後に定着板を入れると図２B のように定着し始

めました。 定着 10 日後には触手が伸びていま

したが、 共生している褐虫藻が確認できません

でした （図 2C）。 2 ヶ月後には骨格の直径が

0.2-0.8 mm になり （図２D）、 UV ライトを当て

ると蛍光を発するようになりました。 現在は図

2E のような状態で 2 ヶ月前と骨格の大きさは

あまり変わりませんが、 ポリプでは触手の数が

増え、 蛍光のパターンが複雑になり個体差がよ

り顕著になってきました。

コハナガタサンゴの産卵は、 これまで紅海か

ら報告があるものの、 観察例は非常に少なく、

とても貴重な瞬間に立ち会うことができました。

今後は本種の種苗を育て、 いつから親個体と

同じような外見になっていくのか、 蛍光パターン

がどのように変化していくのか、 何年後に成熟

するのかなど、 肉眼ではまだゴマ粒程度の大き

さですが、 この愛らしい稚サンゴたちを引き続

き観察していきたいと思います。
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岡県浜名湖沖、 紀伊半島、 徳島県日和佐、 鹿

児島県内之浦 ・ 笠沙、 種子島、 屋久島、 琉

球列島および南大東島から知られていました

（畑ほか　2017）。 日本国内では散発的にしか

記録されていない魚ですが、 著者が鹿児島大

学総合研究博物館に在籍していたころ、 種子

島で砕波ブロックのあいだに餌をおとすと、 こ

の魚がたびたび釣れていたのが思い出されま

す。 実は、 この魚をはじめて国内から報告した

のは高知大学の蒲原先生であり、 この論文で

は本種と思われる特徴の魚を Plectorhinchus 

griseus? (Cuvier, 1830) として高知県産の標

本に基づき報告し、 ナンヨウコタイという和名

も与えています （蒲原　1937）。 しかしながら、

この P. griseus という種はインド洋西部にのみ

分布する種であることから、 のちの研究ではこ

れはオシャレコショウダイ P. unicolor であった

のではないかと考えられています。 今回、 土佐

図1. コロダイと比べると少しお洒落な模様のオシャレコショウダイの小型個体。（2019年10月28日撮影：竜串）

清水市の竜串で本種がみつかったことにより、

高知県に本種が分布していることが改めて証明

されたといえます。

【引用文献】

畑 晴陵 ・ 伊東正英 ・ 本村浩之 . 2017. 鹿児島

県から得られたイサキ科魚類 2 種 ： オシャ

レコショウダイおよびエリアカコショウダイ．

Nature of Kagoshima, 43: 141-148.

蒲原稔治 . 1937. 土佐産魚類の 9 稀種 . 動物

學雑誌， 49 (12): 424-429.
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研究所のある大月町には、 デリバリーのピザ

屋がありません。 職員全員ピザを食べたいとい

う欲求が高まっていました。 ── と、 いうことで 8

月に有志を募ってピザ窯を作ってしまいました。

今回はその作り方をまとめておきます。 最初に

直径 20 ｃｍほどのピザが 2 枚横並びで焼ける

ほどのサイズを想定し、設計図を書きました （図

1）。 ただ、 そのサイズの焼床を 1 枚の耐火レン

ガで補おうとしてみたところ、 かなり費用が高くな

ります。 なので、 平鋼と山形鋼を用い、 通常サ

イズの耐火レンガを並べ、 焼床を形成しました

（図 2- ⑤ , ⑥）。

制作はブロックとレンガを接着せずに並べ、

設置場所を手軽に移動できるよう作りました。 一

人でも 2 時間弱で好きな場所に移動できます。

制作に利用した材料はコンクリートブロック 24

個、 耐火レンガ 89 個、 平鋼 1.2 ｍ、 山形鋼 2.4

ｍでした。 8 月の中旬に制作を行い現在 3 ヶ月。

サマースクール等 （図 3、 4） のイベントも含め、

すでに 7 回以上ピザの制作を行い、 焼いた枚

数は 100 枚を超え大活躍しています。 皆様も研

究所にお越しの際は是非ご利用ください。

図 2. ピザ窯制作過程

図 1. ピザ窯制作過程

図 3. サマースクールで使用中のピザ窯

図 4. 焼きあがったピザ
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毎年恒例の西泊秋祭りに参加しました。 当研究所から学

生を含めて 5 名が神輿の担ぎ手となりました。 集落の若者

が不足しておりますが、 年 2 回のお祭りとお神輿を未だに

維持しているのは素晴らしいことです。 次は春祭りなので、

神輿の担ぎ手を務められるよう体を鍛えておこうと思いま

す！

目﨑所長、 24 時間テレビに出演！

第 18回黒潮生物研究所サマースクールが開催されました

西泊の秋祭りで神輿を担ぎました

たくさんの臨海実習が開催されました
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2019 年 8 月 24 日～ 25 日に当研究所恒例の宿泊学習で

あるサマースクールが開催されました。 今年は高知県内の小

学 4 ～ 6 年生 17 名の参加がありました。 台風の襲来がとて

も心配でしたが天候に恵まれ、 海水浴や西泊クイズラリーな

ど野外イベントを実施することができました。 驚かす側の大人

も怖かったほどの肝試しは苦い思い出となりました。

ご縁があって、 24 時間テレビに目崎が出演しました。 出演者として嵐の大野智さん、 平成ノブシ

コブシの吉村崇さんが研究所を訪れてくれました。 サンゴとマイクロプラスチックについて学び、 最

後に研究所前の海に潜ってサンゴの産卵を観るという内容でした。  残念ながら台風が近づき思うよ

うに撮影できず放送時間も短かったですが、 反響がたくさんあり良い思い出となりました。

いざ、海へ！（西泊の浜にて）

神輿の担ぎ手たち（西泊集落にて）

今年の夏は怒涛の臨海実習ラッシュでした。 愛媛からは

長浜高校と宇和島水産高校、 大阪からは大阪 ECO 動物

海洋専門学校、 そして高知大学の学生さんたちが来所しま

した。 各研究員による特別講義や磯の生き物観察、 市場

見学などを実施しました。 特に釣り実習では新艇レモンピー

ルの活躍もあり、 良い釣果をあげることができました。 宇和島水産高校のみなさん


