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略歴 ： 1975 年、 東海大学大学院海洋学研究

科海洋資源学修士課程修了 （水産学修士）。

海中公園センター錆浦研究所嘱託研究員、 日

本生物教材センター指導主任、 和歌山県立自

然博物館学芸員、 和歌山大学非常勤講師など

を経て、 現職。

専門分野 ： 八放サンゴ類の系統分類学および

生態学

主な著書 ： 「写真でわかる磯の生き物図鑑」 （ト

ンボ出版、編著）、「相模湾産八放サンゴ類」 （東

海大学出版部、 分担執筆）、 「新飼育ハンドブッ

ク、 水族館編」、 （日本動物園水族館協会、 分

担執筆）、 「日本動物大百科」、 （平凡社、 分担

執筆） など。

意気込み ： これまで北海道から沖縄、 天皇海

山やインド洋などの八放サンゴ類を調べてきまし

た。 四国西南海域の八放サンゴ類については、

1965 年に京都大学 （当時） の内海富士夫先

生が動物分類学会誌で発表されていますが、 未

記録の種類がまだまだたくさん残されているの

で、 これからはできるだけ機会を作って調べて

いきたいと思います。

客員研究員の紹介

今原幸光今原幸光　Yukimitsu Imahara

加藤祐子加藤祐子　Yuko Kato

専門分野 ： サンゴ由来蛍光タンパク質の研究

意気込み ： ある種のサンゴは、 蛍光タンパク

質を有することが近年知られるようになっていま

す。 蛍光タンパク質は、 故下村脩博士らがオワ

ンクラゲから GFP ( 緑色蛍光タンパク質 ) を単離

し、 その応用も研究され 2008 年にはノーベル化

学賞を受賞されたことでよく知られています。

　私たちは、 八放サンゴのある種類が蛍光タン

パク質を有することを見出し、 その赤色蛍光タン

パク質を (Akane) と命名して学会、 論文発表を

行ってきました。

　サンゴの遺伝子から、 (Akane) 組換え型蛍光タ

ンパク質を、 大腸菌体内で大量発現させること

に成功し、 各種カラムで精製後、 その蛍光の特

性を調べると天然型と同じく、 赤色と緑色の蛍

光を発することがわかりました。 さらに、 他の種

類の八放サンゴからも蛍光タンパク質をみいだし

ました。 これらは赤色と緑色や他の色の蛍光を

発していることも明らかになりました。

　これから四国海域などで各種サンゴを採捕、

種の同定をしていただき、 各種サンゴが蛍光を

発するか、 その蛍光にはどんな特性があるのか

を、 黒潮生物研究所の方々と一緒に共同で研

究を進めていきたいと考えています。

　モットーは若い研究者の方々にマケズニ、 ワ

クワクする面白い研究を継続していくこと！！　　

よろしくお願いしま～す。

プーケット沖での潜水調査（左）、調査航海で寄港したハワイ（右）
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平坂　寛平坂　寛　Hiroshi Hirasaka

2009 年、 琉球大学理学部海洋自然科学科卒

業、 2012 年、 筑波大学大学院生命環境科学

研究科修士課程修了。 2011 年大学院在学中に

フリーライターとして活動開始

専門分野 ： 海洋生物、 外来生物、 危険生物な

ど

多様な生物を採集し、 五感を用いて彼らのこと

を調べる。 生物関連の記事執筆、 メディア出演・

サポート、講演会など活躍の場は多岐にわたる。

主な著書：「深海魚のレシピ：釣って、拾って、食っ

てみた」 （地人書館）、「喰ったらヤバいいきもの」

（主婦と生活社） など

意気込み ： はじめまして。 客員研究員の平坂で

す。 普段はライターとして幅広い生物を各メディ

アで紹介しています。 ここ黒潮生物研究所では

学生時代からの専門である魚類、 特に深海魚を

テーマに専門的な研究を行ってまいります。久々

に学術研究の場へ携われることをとても楽しみ

にしております。 機関誌 Current でのコラムの連

載も予定しております。 どうぞよろしくお願いしま

す。

八放サンゴの一種オオトゲトサカ（愛媛県鹿島にて。撮影・同定者：古井戸 樹） 

アメリカで捕獲したグリーンイグアナ 
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最高のフィールドは北海道？アマゾン？

いーや、黒潮！！

　はじめまして！今年度から黒生研の客員研究

員になりました平坂　寛です。

　まず自己紹介をさせていただきますと、 私は日

頃の生業として生物専門のライターとしても活動

しております。 どんな仕事かというと、 国内外の

各地で不思議な生き物、 カッコいい生き物、 珍

しい生き物を捕まえては本や雑誌で紹介すると

いうものです。 ターゲットは海 ・ 山 ・ 川問わず！

昆虫でも、 魚でも、 ワニでも、 植物でも、 なん

でも大好きな生き物のなんでも屋さんです。

　そんな私が黒生研で何をするのかというと …。

『黒潮の海でまだ見ぬ深海魚を探しまくる！』 と

いうたいへんロマンに溢れるプロジェクトを担当

します！もちろん、 研究の一環としての採集で

すから、 ただ珍しい魚を、 探して捕まえるだけで

はありません。 他の先輩研究員方に負けないよ

う真面目に研究に取り組みます。

　学術研究に関しては経験不足もいいところです

が、 先輩たちを見習ってアッと驚く発見をしてみ

せますのでどうぞお楽しみに。

　さて、 今回は人となりを知っていただくために

これまでの私の活動 （どこで何を捕まえてきた

か）をかいつまんで紹介させていただこうと思い

ます。

　まず、 国内での活動についてお話ししましょう。

日本列島というのは東西南北に長く、 これほど

自然と生物の多様性に富んだ島国もそうそうあ

りません。 その気になれば流氷とマングローブ

を、 あるいはサケとカクレクマノミを一日のうちに

見られる国など他にあるでしょうか。 私は学生時

代からそんな我らが日本各地を転々と飛び回り、

ご当地の生き物たちを観察してきました。

　たとえば北は北海道では知床の海で捕まえた

巨大なオオカミウオ （図 1） が印象に残ってい

ます。 オオカミどころかまるで怪獣のような容貌

のこの魚ですが、 実は天ぷらのタネになるギン

ポの一種です。 貝やウニ、 カニなど硬いエサを

食べるため大きな口にはたくさんの臼歯が並び、

  客員研究員　平坂　寛

図 1　知床の海でつかまえたオオカミウオ 
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顎の筋肉も非常に大きく発達していま

す。 それゆえにこんなに異様な顔つき

になるのですね。

　ちなみに、 この魚の写真をアップ

したところ海外のネットユーザーのあ

いだで 「突然変異のゴジラフィッシュ

だ！！」 と良くも悪くも大いに話題に

なってしまいました。 標準的なオオカ

ミウオなんだけどなあ …。 本種はアイ

ヌの民にはチップカムイ（神の魚）と

呼ばれて特別視されてきた魚ですが、

やはり場所や時代が変わってもあまり

の異形に人は畏れおののいてしまうよ

うです。 しかし神 → ゴジラ …。 まあ、

似たようなもんか！

　北国の次は一気に南へ飛んで沖縄

の話。 沖縄本島の海辺ではこんなも

のも捕まえました （図 2）。 写真のコ

レ、なんだかわかりますか？ウミヘビ？

ウツボ？モンゴリアンデスワーム？い

えいえ、 実はこれ 『オオイカリナマコ』

といってれっきとしたナマコの一種なん

です。

　オオイカリナマコは大きなものでは全

長 2 m にも達する巨大ナマコ。 大きい

図 2　沖縄の海でつかまえたオオイカリナマコ。傘より長い！！

だけでなく、 触るとペタペタと指に体が張り付くのも特徴で

す。 これは体表に並んだ錨のような形の骨片 （こっぺん）

が皮膚に引っかかるから。 不思議なナマコですよねー。

　でも実はこのナマコの仲間、 過去には黒生研の近くで

も採集されているんです！あなたのそばにもこんな怪奇

生物 （失礼） が静かに潜んでいるかも … ？

　そうそう。 僕は捕まえた生物を食べるのも研究の一環

だと考えておりまして、 いろいろな生物の解体、 調理、

図 3　世界最大のゴキブリ、ヨロイモグラゴキブリ。オーストラ
リア
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図 5　ガイアナ共和国奥地でつかまえたデンキウナギ

図 4　アメリカ・テキサス州のアリゲーターガー
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試食の記録を取っています。 たとえばこのオオ

イカリナマコは普通のナマコよりもえぐみが強く

（サポニンという毒素が含まれるため）、 なにしろ

歯茎やほっぺに骨片が刺さるのでかなり好き嫌

いが分かれる味です。 みなさんは見かけても観

察するだけにとどめておいた方がいいかも？

　さらに海外ではオーストラリアでタスマニアオオ

ガニを捕まえたり、 世界最大のゴキブリ 『ヨロイ

モグラゴキブリ』 （図 3） の巣穴を掘り返したり

アメリカでアリゲーターガー （図 4） を釣ったりグ

リーンイグアナを捕まえたり、 してきました。 そ

の他の国でもたくさんのメモリアルアニマル達を

捕まえては観察してきたなあ …。

　その中でも特に印象に残っているのがアマゾン

で捕まえたデンキウナギ （図 5） でしょうか。 素

手で捕まえればもちろん感電するんですが、 も

ちろん痛いんですが、 それ以上にシビれた！い

や、 感電うんぬんの意味ではなくね。 子供の頃

から図鑑や水族館で眺めてきた魚に自然下で出

会い、 触れることができたのはたいへんな感動

だったのです。

「あっ、 本当に電気出すんだ。 電撃を放てる動

物って実在したんだ。 本当に痛くて動けなくなる

んだな …。」

　そう実際の経験を通じて確認、 発見をできたこ

とは研究の基礎、 あるいは原初とも言うべきも

のを再認識した思いでした。 もちろんオススメは

しないし、 真似はしないようにしてほしいですが。

　ちなみに！デンキウナギの味ですが生で食べ

るとアルミホイルを口に含んだときのような苦い

ような酸っぱいようなイヤ～な味がします。 これ

は簡単に言うと電気の味。 締めて切り身にして

も、 新鮮なうちはまだ微弱な電気を発し続けて

いるんですね。

　…… というわけで、 本当に隙あらばあちこちを

ウロウロしてアレもコレもと色々な生物を追いか

け回しているんです。

　ではそんな浮気性な男がなぜ黒生研で深海

魚を？それは実際に世界中の海を回ってみて

「やっぱり黒潮の海が面白いわ …」 と考えるに

至ったためです。 これほど豊かで興味深い海は

国内外を探しても稀です。 日本に生まれたから

には、 この海をないがしろにして生物は語れな

いでしょう。

　そして、 その黒潮の底にはきっと、 いいえ間違

いなくまだまだ未知の深海魚が潜んでいるので

す。 黒潮の深海魚 …。 紛れもなく人生を賭けて

追う価値のあるターゲットだと思います （図 6）。  
　冒頭の繰り返しになりますが、 私は研究者とし

てはズブの素人です。 けれどこうして素晴らしい

研究対象を見つけたのですから、 せめて地道に

真摯に、 まだ見ぬ魚たちと向き合っていく所存で

す。 それではみなさま、 今後ともよろしくお願い

いたします。

図 6　近年、新種であることがわかったアオスミヤキ
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　私は研究所のホームページでも紹介している

「ヒユサンゴの完全養殖を目指そう！」 というプ

ロジェクト研究に取り組んでいます。メインのテー

マはヒユサンゴを卵から育てて、 それらが成長し

産卵して次々世代のヒユサンゴを育成することで

す。 それとは別にプロジェクトでは、 ヒユサンゴ

の生態を知る一環として、 どの条件でヒユサン

ゴを飼育すると成長がいいのかを調べています。

題して 「ヒユサンゴサブプロジェクト！成長編」

です。 本サブプロジェクトでは、 研究所で卵から

育てた 2 歳 （平均投影面積 1-2.0 ㎠程度） の

ヒユサンゴ 3 個体を公募で選ばれた 4 名のアク

アリストの皆さんに飼育協力していただき、 どの

条件の水槽 （閉鎖循環の水槽） でヒユサンゴ

の生育が良いのかを調べています。

　公募で選ばれた皆さんは 2019 年 11 月末頃

から飼育を開始され、 各々の飼育環境や方法

で育てていただき、 不定期でサンゴを真上から

写した写真を送ってただいています。 それらの

写真 （2020 年 4 月時点） を使って、 ヒユサン

ゴの骨格部ではなく共肉部の投影面積 （以下、

面積） を求めて比較を行いました。 通常サンゴ

の大きさを測定する時は共肉部を縮めて骨格に

近い状態の投影面積を用いることが多いのです

が、 ヒユサンゴは肉厚で骨格部がわかりにくい

ため、 今回は共肉部の成長で比較をすることに

しました。 参考に流海水の開放系で加温せず

に飼育した研究所のヒユサンゴのデータを追加

しました。 なお、 画像内の共肉部の測定には

ImageJ を使用しました。 プロジェクトの開始か

らまだ 5 ヶ月ほどですが、 今回はその途中経過

であるヒユサンゴの成長状況を報告します。

　飼育を依頼したヒユサンゴは 2020 年 4 月時

点で、 １2 個体中１個体で斃死が見られました

が、 基本的に卓状や枝状ミドリイシ類と比べると

丈夫なサンゴで生残率は高くなりました。 斃死し

た 1 個体は開始時点で最も面積が大きかった個

体で、 感染症のように共肉部が剥がれていくよ

うに斃死しており、 病気などの原因が考えられ

ましたが、 はっきりとした死因は不明でした。

　研究所の個体を含めてそれ以外は生残し、 共

肉部の成長が見られました （図 1）。 2019 年

11 月の飼育開始時は、 依頼したヒユサンゴは

おそらく輸送による影響で共肉部が開きにくい状

態で全体的に小さく、 研究所のサンゴの面積が

最も大きくなっていました。 しかし、 最終的には

D の面積の増加率は最初の状態からおよそ 5 ヶ

月で 1700% になり、 最も高くなりました （図 2
の II）。 協力者 D 氏の水槽は、 25℃一定の人

工海水で、 適宜水質安定等のために添加剤を

  研究所長　目﨑拓真ヒユサンゴの完全養殖を目指そう！〜成長編〜

図 1　ヒユサンゴの投影面積の増加率（％）
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使用し、 照明は 9 時間点灯、 週 2 回程度消灯後

にヒユサンゴに給餌をされていました。 研究所の水

温は冬季のため低くおよそ 16-19℃で、 給餌もほ

とんどしていないため、 大きく成長に差がついたの

ではないかと思います。 一方で、 同一水槽内にお

いても個体による成長の差が大きいと感じました。

2020 年 4 月の画像がすべて揃っていませんが、

面積の増加率は D に次いで、 B、 研究所、 A、 C
となりました。 A と C は現状では研究所より成長率

が良くなかったので、 今後の巻き返しに期待したい

です。

　今回の結果で興味深かったことは、 全体 15 個体

の内、 緑系ヒユサンゴ 6 個体、 赤系が 7 個体、 そ

の他1個体、

斃死 1 個体

で し た が、

緑系の方が

大きく成長し

ていることで

した （図 3）。

緑系は成長

量が個体に

よって異なり

ば ら つ き が

大 き い の で

すが、 一見

す る と ハ ナ

ガ タ サ ン ゴ

図 2　協力者 D 氏のヒユサンゴ成長の様子

図 3　1 日当たりの投影面積増加量

の幼個体のような一部の緑系の成長は、 明

らかに赤系より大きい感じでした。 一方で赤

系の成長量の個体差は少なかったです。 野

外でヒユサンゴの生息数を見ると緑系が赤

系より明らかに多く、 もしかすると緑系と赤

系の成長による差が野外での生残数に影響

しているのかもしれません。 　　

　研究所ではこれまでに 3 回、 ヒユサンゴの

種苗を作成していますが、 1 回目はほとんど

が緑系、 2 回目は赤系と緑系が半々、 3 回

目はまだ小さくてどちらとも言えない状態です

が、 年によって生まれてくるヒユサンゴの色

の割合が異なります。 これはおそらく親ヒユ

サンゴの影響があるのではないかと考えて

いますが、 現状で親の卵と精子を分けて色

の違いで受精をコントロールできていません。

今後は、 緑系や赤系の親同士の掛け合わ

せ、 赤系の親と緑系の親の掛け合わせなど、

親の色の違いで生まれてくるヒユサンゴの色

がどう変わるのか、 色の違いによる生態の

違いなどを調べていきたいと思っています。

　成長量の計測については、 これからも継続

していく予定ですが、 今後の結果がどうなる

のかこれから楽しみです。 また、 今年の夏

で卵から育てて 7 年目になるヒユサンゴの産

卵も引き続き観察したいと思います。 今年こ

そ完全養殖達成なるのか！？こうご期待！0.00
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　四国西南部に生息する美しい八放サンゴにつ

いて今回から 『八 " 放 " 美人』 と題して紹介し

ていきたいと思います。

　 今 回 紹 介 す る 八 放 サ ン ゴ は ベ ニ ウ ミ ト サ

カ Scleronephthya gracillimum (Kükenthal, 
1906) というウミトサカ目チヂミトサカ科に属する

ソフトコーラルです。 日本では相模湾以南に生

  研究員　古井戸　樹八放
・

美人 Vol. 1：ベニウミトサカ

図 1　基質上のベニウミトサカ

図 2　岩盤にぶら下がって付着しているベニウミトサカ

息しており、 研究所のある四国西南部でもよく見

られるソフトコーラルで、 至るところで群生してい

るのを見かけます。 本種はその和名の通り明る

いオレンジ色が美しく、 暗い水中でライトを当て

ると風景がパッと華やかになります。 アクアリウ

ム用としても流通していますが、 共生藻を持たな

いため光合成はせず、 飼育するにあたって給餌

をしなくてはならないサンゴで、 飼育は少々難し

いようです。 このようなエネルギー補給を光合成

に頼らないサンゴのことを陰日性サンゴと呼びま

す。 陰日性のサンゴは光が弱くなる水深の深い

場所や、 岩等の基質の裏側など、 日の当たら

ない場所に生息している種も多いです。 しかしな

がら、 本種は比較的浅めの水深 （10 m 程度以

深） にも生息しており、 日光の当たる面に付着

していることもあれば （図 1）、 岩などの基質の

裏側にぶら下がるように群体を付着していること

もあります （図 2）。 ソフトコーラルではしばしば

見られることですが、 伸長しているときと、 収縮

しているときでは大きさや印象が非常に異なり、

同じ種とは思えないような変化をみせることがあ

ります。 特にうなだれているとおどろおどろしい

光景になってしまい少々ホラーチックです （図

3B）。 私の印象では光が当たる場所に付着して

いるベニウミトサカは比較的ポリプを出してない

ものや、 うなだれている群体を多く見かける気が

します （図 3A, B）。 もしかしたら、 多少はしん

どい思いをしながら頑張って生活しているのかも

しれません。

図 3　元気の無いベニウミトサカ . A: 群体とポリプを収縮している . B: 群体に張りが無く、うなだれている . 



-11- Current R5 (2020.5)

  研究員　小枝圭太魚海酔候 Vol. 3：タイワンイカナゴ

図２　タイワンイカナゴ：アカヤガラの胃から得た個体（上：KBF-I 1030、標準体長 129 mm）と台湾で採れ
た個体（下：NMMB-P29155、148 mm）

　今回ご紹介するのは、 見た目はちんちくりん、

でも味は超一級品の高級魚アカヤガラ！ではな

く、 そのお腹の中からでてきたイカナゴ科の魚で

す。 イカナゴといえば 「いかなごの釘煮」 として

知られるように小さな釘のような小魚をイメージ

される方が多いかと思います。 しかし、 それは

子供の姿。 イカナゴ科魚類は大人になると体長

は 20 cm 前後にまで成長するのです。 イカナゴ

科として知られるのは日本ではイカナゴ、 キタイ

カナゴ、ミナミイカナゴ、タイワンイカナゴの 4 種。

では今回、 喜多村研究員がみごと釣り上げた全

長 1 m オーバーのアカヤガラ （図 1） の胃から

出てきた個体はどの種なのでしょうか？ 

　下の写真をご覧の通りボロボロです （図 2）。

表皮は剥がれ、 鰭もほとんど残っていません。

かろうじて頭部に黄色が残っていますが、 色も

なんもあったものではありません。 ただ、 魚体を

よくよくみると背鰭の跡はなんとか残っています。

数えてみたところ背鰭は 41 軟条。 では日本産

イカナゴ科 4 種ではどうでしょう。 波戸岡（2013）

によるとイカナゴ 54–59、 キタイカナゴ 58–63、

ミナミイカナゴ 48–49、 タイワンイカナゴ 40–43
とばらつきがあります。 そう、 実はこの特徴を

もつ種はタイワンイカナゴ Bleekeria mitsukurii 
Jordan & Evermann, 1902 だけなのです。 ちな

みに写真の下は私がまさに台湾で採ったタイワ

ンイカナゴ、 確かによく似ていますね。 実はこの

魚、国内では相模湾、愛知県三谷、三重県答志、

徳島県阿南、 土佐湾、 兵庫県浜坂と限られた

場所からしか知られていない珍しい魚でした。 こ

のように肉食魚のお腹のなかから珍しい魚がで

てくる、 ということはたまにあります。 とりわけ、

今回のアカヤガラのようにダイビングなどでいけ

ない水深から得られた魚ほど珍しいものを食べ

ている可能性が高いです。 なんと、 キハダ （マ

グロ） の胃のなかから新種の深海魚がでてきた、

ということもあるのです！ロマンがありますね。

　私たちは限られた情報のなかからも、 なるべく

正確に種を同定するように心がけています。 今

回の場合はアカヤガラが採れたことで満足せず

胃をあけてみたこと、 ボロボロながら写真を撮っ

て標本を残していたこと、 他の産地で参考にな

る標本を集めていたことが上手く重なって貴重な

情報を得ることができたと考えています。 アカヤ

ガラはタイワンイカナゴを食べている、 おそらく

世界初の報告といって差し支えないでしょう！で

はアカヤガラはこの細長い口でどのようにして海

底にいるタイワンイカナゴを食べたのでしょうか。

魚たちへの興味はつきません。

図 １　 ア カ ヤ ガ ラ（KBF-I 1029、 標 準 体 長 965 
mm）：細長い体に長く伸びた口をもつ。
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  研究員　喜多村鷹也小さなオニヒトデをさがしてみた

　オニヒトデは、 イシサンゴ類を主な食物とする

大型のヒトデで、 世界各地のサンゴ群生地に生

息しています。 オニヒトデは稀に大発生すること

が知られており、 サンゴ群集の保全のために世

界各地で駆除活動が行われています。 しかし、

大発生が確認されてから予算や人員の確保など

の駆除活動に必要な準備をしていては手遅れに

なる可能性が高く、 大発生を予測する手法の開

発が求められています。 そこで、 オニヒトデの生

活史に着目して開発されたのが 「稚ヒトデモニタ

リング」 です。

　オニヒトデは、 雌雄異体のヒトデで、 八重山で

5 ～ 6 月、 沖縄で 6 ～ 7 月と、 水温が高くなる

時期に産卵するとされています。 卵から孵化し

たオニヒトデは、 浮遊幼生として 2 ～ 6 週間ほ

ど植物プランクトンなどを摂餌しながら海を漂っ

た後、 着底 ・ 変態して底生生活へと移行します。

腕径が 1 cm ぐらいまでは石灰藻というサンゴモ

類を摂餌して生活します （図 1）。 その後、 徐々

にイシサンゴ類を食べはじめ、 着底から 1 年後

には完全なサンゴ食へ移行します。 そして、 着

底から約 2 年で腕径 20 cm に達し、 性成熟を

迎えます。 このサイズになると、 食痕が良く目

立つことと （図 2）、 サンゴの裏などに隠れてい

ないことが多くなります。 この目立つ大型個体が

サンゴを集団で捕食している段階で大発生の多

くが発見されます。

　稚ヒトデモニタリングは、 まだサンゴを食べる

前のオニヒトデに着目した手法です。 潜水調査

によってサンゴモ食期の稚ヒトデの集団を探しだ

し、 その海域で約 2 年後に起こるであろう大発

生を予測します。 それにより、 大発生が起きた

際に即座に対応するための準備を十分に行うこ

とができます。 これまで研究が盛んに行われて

きたサンゴ礁海域では、 適切なモニタリング時

期や、 モニタリングに適した水深帯や地形が明

らかになっています。 サンゴ礁域では、 10 ～

12 月頃に水深 10 m 前後の礁斜面を稚ヒトデの

食痕を頼りに探すとされています。 しかし、 サン

ゴモ類に残る僅かな白い食痕と、 その周辺に隠

れている 1 cm 未満の稚ヒトデを探すことは容易

ではありません。

　四国西南部などの非サンゴ礁域におけるオニ

ヒトデの生活史に関する研究は、 サンゴ礁域と

比べ乏しく、 稚ヒトデが好む環境などが分かって

いません。 また、 サンゴ礁域とは地形も異なる

ため、 どこを探せば稚ヒトデを効率良く見つける

ことができるのかも明らかになっていません。

　2020 年 3 月初旬にオニヒトデの駆除および、

モニタリングで黒潮生物研究所がある西泊の沖

瀬で研究員 2 名で作業をしていると、 なんと 2
日間で 5 個体のサンゴモ食期の稚ヒトデがみつ

図 1　サンゴモ類を摂餌する
稚オニヒトデ
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かりました。 1 日の潜水調査を 60 分と仮定する

と、 15 分間あたりの稚ヒトデ発見数は約 0.6 匹

となり、 稚ヒトデモニタリングの評価基準で平常

～やや注意となりました。 発見した場所は、 い

ずれも水深 10 m 前後の切り立った岩の側面で、

比較的潮通しの良い場所でした。 今回のモニタ

リングは、 西泊沖の 1 地点のみであったため、

今後、 様々な地点で稚ヒトデの調査を行い、 稚

ヒトデが良く見られる地形の傾向を明らかにする

ことで、 非サンゴ礁域において稚ヒトデモニタリ

ングに適した地形などを特定したいと考えていま

す。

　今回のモニタリングで 5 個体の稚ヒトデを見つ

けることが出来ましたが、 我々は稚ヒトデを探

すことに関して素人と言っても過言ではありませ

ん。 私に至っては、 恥ずかしながら野外でサン

ゴモ食期の稚ヒトデを見たのは初めてでした。 も

し我々が稚ヒトデモニタリングのスキルを身に付

けていれば、 更に多くの稚ヒトデを発見すること

が出来たでしょう。 現在、 四国西南部の各地で

オニヒトデが大発生していることをカレント R4 で

お伝えしました。稚ヒトデが大型になるためには、

その後の餌となるイシサンゴ類の生息状況など

が関係してくるため、 断言はできませんが、 本

海域においては、 しばらくオニヒトデの大発生が

続くことが予測されます。

図 2　愛媛県愛南町で観察され
たオニヒトデの集団。※オニヒ
トデの食痕が白く目立つ

  主任研究員　戸篠　祥アンドンクラゲの一生

　お盆過ぎに海水浴をするとクラゲに刺される

といいますが、 その正体はアンドンクラゲで

す （図 1）。 刺されると電気が走ったような痛

みとともに、 ミミズ腫れになることから西日本

では 「電気クラゲ」 と呼ばれ、 大変恐れられ

ています。 傘はガラスのように透き通ってお

り、 水中では水や背景に完全に溶け込みま

す。 そのため、 クラゲの発見が遅れ、 ひどく

刺されてしまうのです。 アンドンクラゲは夏に

なると現れ、 時には大量発生し （図 2）、 海

水浴場を閉鎖に追い込みます。しかしながら、

その生態はあまりしられておらず、 どのように 図 1　アンドンクラゲ（写真提供 : 玉田亮太氏）
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図 2　群泳するアンドンクラゲ

生まれ、 成長、 成熟するのか長年の間、 不明

なままでした。 そこで今回は、 私たちの研究グ

ループが最近明らかにばかりのアンドンクラゲの

生活史についてご紹介したいと思います。

　アンドンクラゲはその名の通り、 四角い傘に 4
本の長い触手をもつ行灯そっくりのクラゲです。

分類としては箱型の傘をもつ箱虫綱 （立方クラ

ゲ綱） に属します。 傘の縁近くには Rhopalium
（ロパリウム） と呼ばれる感覚器があります （図

3）。 感覚器には 6 つの眼と 1 個の平衡石、 網

膜が備わっており、 クラゲの中でも特に視覚や

平衡感覚に優れています。 触手の付け根には

葉状体と呼ばれる船のオールのような構造があ

り、 水中における細かい方向転換を可能にしま

す。 アンドンクラゲを捕まえようとすると、 網や

ひしゃくと逆方向を向き、 ササっと逃げるようにし

て泳ぐことがあるのですが、 これは葉状体が機

能しているからです。

　アンドンクラゲは雌雄異体で、 夜間に産卵しま

す。 クラゲは放卵放精し、 海中で受精が起こり

ます。 卵は直径 100 µm ほどで、 沈性卵です

（図 4a）。 受精卵は 1 日以内にプラヌラへ発達

します （図 4b）。 プラヌラのからだの赤道面に

は赤い粒々がありますが、 これらは眼点です。

眼点をもつプラヌラは刺胞動物の中でも箱虫綱

だけです。 プラヌラは回転しながら泳ぎますが、

好みの場所を見つけるとそこに定着します。 定

着後 3 日で小さなイソギンチャクのようなポリプ

へ変態します （図 4c）。 クラゲのポリプは通常、

定着後はあまり移動しないのですが、 アンドンク

ラゲのポリプはからだを変形し、 せわしく動き回

ります（図 4d）。 成長したポリプは増殖します（図

4e-j）。 まず、 からだの側面から芽が出て、 そこ

に口と触手を作り、 やがて芽がちぎれて、 母体

のポリプ （母ポリプ） から離脱します。 新たに

生まれた娘ポリプは母ポリプと同じ遺伝子をもつ

クローンです。 娘ポリプも成長すると出芽し、 さ

らに新しいポリプが誕生するのです。 このように

ポリプ 1 個体からねずみ算式に増えることで、

個体数を爆発的に増加させることができます。

　十分に成長したポリプは水温上昇を引き金にし

てクラゲへ変態します （図 4j-o）。 まず、 ポリプ

の口丘 （口がある部分） が四角になり、 その角
図 3　アンドンクラゲのロパリウム（感覚器）
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図 4　アンドンクラゲの生活史 . (a) 受精卵 , (b) プラヌラ , (c) 初期ポリプ ( 定着型 ), (d) 初期ポリプ ( 匍匐型 ), (e)
ポリプ ( 出芽中 ), (f) 無性芽 , (g) 成熟ポリプ ( 定着型 ), (h) 成熟ポリプ ( 匍匐型 ), (i) シスト , (j) 成熟ポリプ , (k-o)
成熟ポリプ ( 変態中 ), (p) 稚クラゲ , (q) 亜成体クラゲ , (r) 成熟クラゲ .

に触手が束になります。 束になった触手は球根

のようになり、やがてクラゲの感覚器になります。

一方、各触手束の間から触手が生じるのですが、

これはクラゲの触手です。 変態過程が進むにつ

れて、 ポリプ全体が風船のように膨らみ、 白み

がかった体色はだんだんと透明に近づきます。

そして、 クラゲの形が完成すると拍動が始まり、

基質から離れて、 クラゲとして泳ぎ始めるのです

（図 4p）。 このとき、 基質には何も残りません。

一般的なクラゲのポリプはクラゲへ変態したあと

もポリプの一部が基質に残り、 それが再生して、

何度もクラゲを出すことができます。 しかし、 ア

ンドンクラゲの場合は 1 つのポリプから 1 個体

のクラゲしか生まれません。

　生まれたばかりのクラゲの傘は四角ではなく、

球状です （図 4p）。 傘の表面には無数の粒が

ありますが、 これは刺胞の塊で外敵から身を守

るための武器となっています。 感覚器はからだ

に対して大きく、 傘からむき出しの状態にありま

す。 また、 素早い泳ぎの要となる葉状体もまだ

発達しておらず、 泳ぐというよりは漂っているこ

とが多いです。 飼育下では孵化直後のブライン

シュリンプを与え続け、 傘高 1 cm くらいまで育

成することができました （図 4q）。 これ以上大き

くするにはブラインシュリンプだけではなく、 もっ

と栄養価の高いシラスやアミを与える必要があり

ます。 傘の高さが 2 cm くらいになる頃には生殖

巣も発達し、 成熟個体とほとんど変わらない姿

になります （図 4r）。

　楽しい海水浴を台無しにすることもあるアンドン

クラゲですが、 その生態は非常に興味深く、 研

究対象として魅力的です。 また、 危険なアンド

ンクラゲも水槽に入れてしまえば刺される心配を

することなく、 じっくりと観察できます。 透き通っ

た傘に触手をたなびかせて泳ぐ姿は実に涼しげ

で、 時を忘れて見入ってしまう引力のようなもの

があります。 アンドンクラゲは水族館で展示され

ていることがあるので、 そのときは足を止めて

じっくり観賞してみてはいかがでしょうか？
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おかげさまで去る 4 月 28 日をもちまして、 財

団創立 20 周年を迎えることになりました （当時

は財団法人黒潮生物研究財団）。 これもひとえ

に皆様のご支援ご協力の賜物と深く感謝してお

ります。 もともと、 大阪府にある化学メーカーで

ある、 ステラケミファ株式会社研究部海洋生物

研究室として 1998 年にスタートしました。 当時

は主に造礁サンゴ類の有性生殖に関する研究

に取り組み、 その流れは今も引き継がれ財団の

主要な研究となっております。 近年ではクラゲ、

八放サンゴ、 サンゴ食害生物、 魚など、 研究対

象もにぎやかとなり、 さらに面白い成果をお伝え

当研究所では、 学生や研究者の研究に対して助成を行うことにより、 次世代の研究者、 地域と

密着した研究者の育成を図ることを目的として研究助成を行っています。 この助成制度は平成 17 
年度に設立され、 これまでに延べ 62 人の方々に助成を行ってきました。 今年度は 3 件程度の募

集を行いますので、 奮ってご応募下さい。 締め切りは 2020 年 6 月 12 日 （金） 消印有効です。 募

集要項、申請書様式は当研究所のホームページ （https://kuroshio.or.jp/） よりダウンロードできます。

地球環境基金助成金に採択されました

2020 年度地球環境基金助成金に当研究所の活動 「サンゴの育つ温帯の海－足摺宇和海国立

公園における海洋生物多様性の解明とその保全および普及活動」 が採択されました。 四国西南部

の海と生物をもっと知り、 持続可能な社会の実現に貢献するためにより一層、 努力を続けてまいり

ます。

竜串湾で有性生殖のサンゴ種苗放流の取材を受ける林元
研究員（2005 年）

できるよう一層の努力をもって皆様のご厚情にお応えしてまいる所存です。 今後とも倍旧のお引き立

ての程、 お願い申し上げます。 なお、 研究所開所 20 周年は、 2021 年 9 月になります。 そのころ

には新型コロナ感染症の影響が落ち着き、 みなさまに直接お礼をする機会をもてれば幸いです。

Current が大きくなりました！

これまでの Current は B5 サイズでしたが、 財団創立 20 周年を記念し、 本号より A4 サイズに変

更しました。 さらに読みやすくなった Current を末永くご愛読ください。


