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　4 月から客員研究員として黒生研に加わりまし

た平坂寛です。普段は生物専門のフリーライター

として活動していますが、 今後は深海魚をテー

マとした研究プロジェクトに携わってまいります。

みなさまどうぞお見知り置きください。

　さて野生生物を取材して回るという職業柄、 私

はこれまで日本各地ひいては国外の海をあちこ

ちと訪問してきました。 しかし、 その度に 「やっ

ぱり黒潮の海がオモシロっ！」 と思ってしまうの

です。 まちがいなく、 日本が世界に誇れる豊か

な海です。

　個人的にとりわけ魅力を感じるのは、 なんと

いってもこの海に暮らす生物の豊富なバリエー

ションでしょう。 暖流がもたらす自由闊達な進化

には目を見張らざるを得ません。

　魚類にのみ着目した場合であってもそれは非

常に顕著です。 巨大なジンベエザメがいるかと

思えば、 わずか 2 ㎝にも満たないゴマハゼもい

る。 深海魚もいれば、 ミナミトビハゼやヨダレカ

ケのような水陸両用魚までいる。 「アメリカのお

菓子かよ！」 と言いたくなるような原色べったり

ド派手なヤマブキベラが泳ぎ回っているかと思え

ば、 その真下には岩そっくりに擬態した底生魚

が鎮座して …。

　こんな楽しい海、 そうそう無いですって！

　そうした中でも私がとりわけ魅力を感じる黒潮

ならではの魚こそ本日お話しします 『オニダルマ

オコゼ』 なのです。

　まず、 南洋の魚といえばブダイしかりクマノミし

かり。やたらとカラフルな体色を誇るものがイメー

ジされがちなのではないかと思われます。 要は

絵になる魚たち。 SNS で映えるやつら。

　しかし！オニダルマオコゼはその真逆を行く地

味さ！けれどその個性たるや、 そんなイケイケ

でモテモテな極彩色フィッシュたちに負けないイ

ンパクトを与えてくれます。 本当にカッコよくて印

象に残る魚なのです。

　地味なのに印象に残るとは、 はて？ … とりあ

えず、 写真でその姿を見ていただければどうい
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うことだか伝わるはず！

…… どうです！素晴らしいでしょう！

え？どうもこうも、 何が写っとるかわからんですっ

て？岩しか写っとらんですって？よく見て、 よく

見て！ちゃんと魚写ってますから！

　そう、 オニダルマオコゼは徹底的なまでにハイ

クオリティな 「石化け」 を演じることで知られる

魚なのです。 こうした石や岩に擬態するタイプの

魚は海にも川にも少なくありません。 カモフラー

ジュの基本の基本、 王道にしてド定番の演目と

言っていいでしょう。

　しかし、 本種ほど見事に化けてみせる魚も海

は広しといえどそうそういません。 どれぐらいス

ゴいかというと、 僕らのように日常的に魚ばかり

見ている人間であっても未だにちょくちょく騙され

るくらいに石そのもの。

これでも魚なんですよ

何がどうなっているのかわかりますか？
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　しかも！小石サイズならまだしも、 本種は体重

3 kg ほどにもなる立派な魚体です。 この大きさ

でも擬態に粗が見えないのは本当に素晴らしい

の一言です。

　さらに、 石そっくりなのは造形だけではありま

せん。 … なんと言いますか、 心意気までもが徹

底して石なのです。

　オニダルマオコゼは夜行性ですが、 フラッシュ

ライトで照らされてもピクリとも動かない。 それど

ころか、 指でつつかれても動かない！素手で掬

い上げられても動かない！果てはクーラーボック

スに入れられても … 動かない … ！？

ええ～ …。 この期に及んでまだ 「いや、 自分た

だの石なんで。 魚じゃないんで …。」 というスタ

ンスを貫くのか！なんという役者魂！この卓越し

た演技力に狂おしいほどの役作り！さながら魚

照らされても接写されても動きません

石と間違えて踏まないように！
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類界の鈴木亮平といったところでしょうか。 うー

む、 感服。 恐れ入りました。

　あっ！でも読者のみなさんは決して素手でオ

ニダルマオコゼに触れたりしないようお願いしま

す。 なぜなら本種の背鰭の棘に毒があるからで

す。 鰭に毒を備えるのはカサゴ目魚類では珍し

くない特徴ですが、 オニダルマオコゼのそれは

特に強烈。 沖縄県では本種に刺されて成人男

性が死亡する事故も起きています。

　彼らの徹底した演技が災いしたの

でしょう。 ただの石と勘違いして踏ん

づけてしまい、 足裏へしたたかに毒

を注入されてしまうわけです。 恐ろし

や恐ろしや …。 そんな特性から英語

圏において本種はストーンフィッシュ

あるいはスコーピオンフィッシュと呼

ばれるのだとか。 どちらもぴったりな

名前ですね。

　あ、 もうひとつオニダルマオコゼに

は大きな特徴がありました。 それは

味がとても美味しいこと！

　身は透き通るような白身で、 しっか

り熟成させるとフグのようなハタのよ

うな、 上品ながらも旨味の強い肉に

手で掴みあげても動きません！なんで！？

お鍋の具にしてもヨシ！！

なります。 そのため沖縄ではけっこうな高級魚

として取引されており、 小売でキロ当たり 5,000
円もの値がつくこともあります。

　こんなあっと驚くような要素が目白押しな黒潮

の申し子オニダルマオコゼですが、 実は黒生研

のある高知県にも分布しているとか。 世の情勢

が落ち着いたら、 ぜひ海で探してみてください。

　… あるいはみんな気がついていないだけで既

にニアミスしまくってたりして … ？
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　七福神は大黒天、 毘沙門天、 恵比寿天、 寿

老人、 福禄寿、 弁財天、 布袋尊の七つの神の

総称であり、 参拝すると七つの災難が除かれ、

幸福を授かるといわれています。 海洋生物の中

には七福神の名を与えられたものがあり、 例え

ばビシャモンエビ、 エビスダイ、 ホテイエソなど

が挙げられますが、 実は福禄寿の名を冠するク

ラゲがいます。 その名もフクロクジュクラゲ。 今

回は読むとご利益があるかもしれない、 ありが

たい？クラゲの話をしたいと思います。

【フクロクジュクラゲとの出会い】

　私が初めてフクロクジュクラゲと出会ったのは

2011 年のことです。 当時、 博士課程の学生で

あった私は琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬

底研究施設を拠点に立方クラゲ類の調査研究を

行っていました。 ある日、 沖縄県衛生環境研究

所の職員さんから沖縄県座間味島で見慣れない

クラゲを捕獲したとの連絡を受けました。 クラゲ

の写真と標本を送ってもらい、 形態観察と DNA
分析により種の精査を行った結果、 日本では初

記録となる立方クラゲであることが判明しました。

【フクロクジュクラゲとは？】

　フクロクジュクラゲ （図 1） は箱型の傘をもつ

立方クラゲの仲間です。 傘高は 8 cm で立方ク

ラゲとしてはやや大型です。 立方クラゲの多くは

傘高と傘径が同じくらいで、 傘の形状は立方体

に近いです。 一方、 フクロクジュクラゲは傘高が

傘径に比べて大きく、 直方体に近い形状をして

います。 私はこの特徴的な形状の傘に着想を得

て、 長頭の七福神である福禄寿にちなみ 「フク

ロクジュクラゲ」 と命名しました。 ちなみに福禄

寿は財運招福や子孫繁栄、 延命長寿のご利益

があるといわれます。

　縁起の良い神様の名を授かったフクロクジュク

ラゲですが、 オーストラリアやハワイでは海水浴

客やダイバーに深刻な刺傷被害をもたらすため、

問題視されています。 フクロクジュクラゲの近縁

種に刺された研究者によると、 「ハンマーで殴ら

れたような衝撃」 があり、 刺された後も吐き気

や呼吸困難などの症状がでたとのことです。 日

本では 2011 年に沖縄県座間味島で初めて発見

されて以降、 沖縄本島や先島諸島でナイトダイ

ビングや夜間灯火採集中に続々と報告されてき

図 1　フクロクジュクラゲの成体 ( 沖縄県座間味島産 ). スケールは 1 cm.
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ました。 これまでは亜熱帯や熱帯で報告されて

きたフクロクジュクラゲでしたが、 近年、 思わぬ

場所からも発見されました。 なんと、 黒潮生物

研究所近くの漁港です。

【高知県でみつけた福禄寿】

　フクロクジュクラゲを発見したのは 2016 年 8
月のことです。 この日は研究所の旧調査船 「つ

きなだ」 を接近しつつある台風から逃すため、

船の退避港となっている高知県大月町の古満目

湾にいました。 つきなだを移動させるついでに

持っていた網で水面直下を網でササっと曳きま

わし、 肉眼では発見することが困難な数ミリサイ

ズのクラゲたちを採集しました。 研究所に戻って

から顕微鏡で観察していると見慣れないクラゲ

が 1 個体いることに気づき、 しばし思考停止状

態になりました。 気持ちを落ち着かせて、 顕微

鏡でよくみるとフクロクジュクラゲであることがわ

かりました。しかも、今まで野外では未発見であっ

た稚クラゲでした。

【フクロクジュクラゲの稚クラゲ】

　フクロクジュクラゲの稚クラゲは成体とは全く異

なる形をしています （図 2）。 傘は球状で、 表面

は無数の刺胞塊に覆われています。 傘の大き

さは 1 mm 程度で、 野外では肉眼での発見が

困難です。 触手は 4 本ありますが、 非常に短

く、 どのようにして餌をとるのか？もはや、 捕食

の際に使われるのかも疑問であるほどです。 拍

動はリズミカルで、 活発に泳ぎ回り、 餌のブライ

ンシュリンプをもりもり食べていました。 ただ、 残

念なことに大きくなる前に溶けて死んでしまいま

した。 稚クラゲは成長するにつれて傘が箱型に

なり、 触手の付け根にある葉状体が発達し、 触

手が長くなります。 生殖巣ができるのは傘高が

1 cm くらいになってからですが、 性成熟するの

はさらに成長してからであると考えられます。 次

回はぜひ、 成熟クラゲになるまで育成したいと

思います。

【フクロクジュクラゲは高知県に定着？】

　高知県で採集されたフクロクジュクラゲの稚ク

ラゲのサイズを考慮すると、 ポリプから変態直

後の個体であると推測されます。 おそらく、 採集

場所の近くにはポリプが生息しており、 再生産

が行われている可能性が高いと考えられます。

フクロクジュクラゲの生活史は解明されており、

ポリプは飼育下では 25–28℃の水温でクラゲへ

変態することが観察されています。 今回、 採集

されたのも 8 月であったことから、 四国西南部

沿岸では水温が 25℃以上になる 7 月から 10
月にかけて稚クラゲの遊離が起こると推測され

ます。

【フクロクジュクラゲのこれから】

　フクロクジュクラゲはどちらかというと亜熱帯や

熱帯に生息するクラゲです。 今回、 高知県で稚

クラゲがみつかったのは大変驚きでしたが、 近

年、 南方系の生物の分布域が北上していること

を考えると、 フクロクジュクラゲも少しずつ生息

域を広げている可能性があると推測されます。

黒潮の玄関口である四国西南部はそういった意

味でも、 生物相を研究する重要な海域であり、

今後も継続的な調査研究が必要であると思いま

す。

図 2　フクロクジュクラゲの稚クラゲ ( 高知県大月町産 ). (A) 側面 , (B) 傘頂面 , (C) 口側面 . スケールは 1 mm.



Current R6 (2020.8) -8-

　読者の皆さんは海でシュノーケルやダイビング

をした際に、 白くなって死んでいるサンゴをみた

ことがあるでしょうか？綺麗なサンゴがたくさんあ

る有名なダイビングスポットに潜った時でも、 そ

のような光景を目にしたことがあるのではないで

しょうか。 　

　研究所の職員は、 サンゴの分布や生息状況

を把握するために毎年、 四国周辺の海に潜り、

モニタリングを行っています。 モニタリングでは、

どのようなサンゴがどれだけ生息しているのか、

なにか異常は起こっていないかなどを調査して

います。 調査時に必ず目にするのが、 サンゴが

何らかの原因で斃死 （へいし） し、 白くなってい

る様子です。 モニタリングでは、 サンゴが斃死し

ていることは勿論ですが、 斃死の原因を出来る

限り特定して記録します。 サンゴが死ぬ要因に

は、 高水温や低水温による白化、 他の生物に

よる食害、 病気など様々なものがあります。 今

回はこれらの中で、 他の生物による食害につい

てご紹介します。

　サンゴを食べる生き物は、 これまでの本誌で

ご紹介したオニヒトデやサンゴ食巻貝だけでな

く、 様々な生き物がいます。 しかし、 モニタリン

グを行っている際にサンゴを食べている瞬間を

目撃できるとは限りません。 そのような場合は、

サンゴに残された食べ跡から、 サンゴを食べた

生物を予想する必要があります。 そこで、 サン

ゴを食べる生き物とそれらの食痕の特徴をここで

ご紹介したいと思います。

【オニヒトデ】

　オニヒトデは、 背面に毒針を持つ大型のヒトデ

で、 稀に大発生することが知られています。 本

種は、 サンゴ群集の保全のため駆除対象種に

指定されています。 　　　　

　オニヒトデがサンゴを食べる際は、 胃を口から

外に出し、 サンゴに胃を押し付けながら体外で

消化吸収を行います （図 1）。 そのため、 食痕

は円形状に残ります （図 2）。 オニヒトデは夜行

性のため、 基本的に昼間はサンゴの裏や岩の

隙間などに隠れていることが多いのですが、 食

痕の特徴を理解することで隠れている場所を特

定することが出来ます。 図 2 にある 4 つの円形

状の食痕をみてみると、 食痕に 3 種類の色が

あることが分かります。 この食痕の色の違いは、

オニヒトデによって食べられた順番を表していま

す。 サンゴは、 オニヒトデに胃を押し当てられる

ことによって、 軟体部が徐々に溶かされます ( 図

2A)。 軟体部が完全に消化されると白い骨格が

丸見えになり ( 図 2B)、 残った骨には数日後、

海藻類が生えて緑色～茶色になります （図 2C, 
D）。 この特徴を理解すれば、 食痕の道を辿り、

オニヒトデが隠れている場所を発見することが出

来ます。 この方法は、 オニヒトデ駆除の現場で

も使用されているオニヒトデ発見スキルの 1 つで

す。

図 1 反転させた胃でサンゴを消化するオニヒトデ

図 2 オニヒトデの食痕 . A: 軟体部が溶かされた状態 . B: 
軟体部が完全に剥がれ落ち、骨格がむき出しになった状
態 . C, D: 骨格に藻類が生えた状態



-9- Current R6 (2020.8)

【サンゴ食巻貝の食痕】

　サンゴ食巻貝は、 主にアクキガイ科に属する

肉食性の貝類の内、 サンゴを専食する巻貝類

の総称です。 サンゴ食巻貝は、 分類群や種に

よって好みのサンゴに違いがあるため、 探し方

がそれぞれ異なるのですが、 今回は世界各地

で大発生した経緯を持ち、 駆除対象として扱わ

れているアクキガイ亜科の貝類の食痕について

ご説明します。 アクキガイ亜科の貝類は、 主に

ミドリイシ科のサンゴを好む傾向にあります。 食

痕は少し独特で、 サンゴ群体の基部に近い部分

が白くなっており、 枝の先端付近が死んでいな

い場合、 これらの貝類が潜んでいる可能性が高

いです ( 図 3)。 サンゴ食巻貝にとってサンゴは、

餌であると同時に身を隠すシェルターでもありま

す。 臆病な性格で、 危険が増すサンゴの枝の

先端は食べ残す傾向があります。

【ブダイ科魚類の食痕】

　ブダイ科の魚類は、 海草、 海藻類や甲殻類、

多毛類などを食べる雑食性の魚で、 サンゴを専

食するグループではありません。 しかし、 稀に

生きたサンゴを食べることがあります。 サンゴが

ブダイ類に食べられた場合は、 かじり取られた

様な食痕が残ります。 また、 特定の群体のみを

食べる様子がよく見られ、 周りにあるサンゴ群

体は一切食べられなかったりします （図 4）。

【マンジュウヒトデの食痕】

　マンジュウヒトデは、 直径が 20 cm を超える

大型のヒトデで、 一般的なヒトデの星形ではな

く、 丸みを帯びた形をしています （図 5）。 マン

ジュウヒトデは、 オニヒトデと同じ様にサンゴを

食べるヒトデの一種であり、 食痕は、 同サイズ

のオニヒトデと類似しているため、 識別は困難で

す。 白くなったサンゴの周りを探してもオニヒトデ

が見つからない場合は、 一度頭をリセットして周

りを見渡して見てください。 マンジュウヒトデが居

ると思います。 オニヒトデと同じサンゴ食のヒトデ

ですが、 日本では大発生の報告はなく、 駆除対

象にはなっていません。

　夏になり、 読者の中には海に出かけられる方

もいらっしゃるのではないでしょうか？白くなって

死んでいるサンゴを見かけた際は、 サンゴに残

された食痕を頼りに是非サンゴ食性の生き物達

を探してみてください。

図 3 サンゴの基部に潜むヒメシロレイシダマシ

図 4 ブダイ類に枝をかじり取られた卓状ミドリイシ
（右）

図 5 サンゴを摂餌しているマンジュウヒトデ
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　この夏、 待望の水族館 Satoumi や国立公園

ビジターセンター Uminowa が高知県土佐清水

市竜串にオープンし、 足摺宇和海国立公園を

代表する観光地としてにぎわいをみせています。

さらに陸域には風光明媚な奇岩群が広がり景

勝地としての魅力もなかなかのものですが、 竜

串といえば海中の華麗なるサンゴ群集の数々を

私としては一推しとしたいです。 とはいえ海中の

サンゴ （有藻性イシサンゴ類のことで、 本文中

ではサンゴとする） を見る手段は限られており、

竜串では誰もが体験できるものとしてグラスボー

トや海中展望塔などがあります。 しかし、 それら

でみられるサンゴ群集は竜串サンゴの魅力のほ

んの一部を垣間見ているにすぎません。 そこで

本連載では私が長年竜串サンゴ群集と触れ合う

中で感じた魅力や豆知識をご紹介したいと思い

ます。 また、 本連載がきっかけで竜串サンゴを

実際に海中に見に行く人がひとりでも増える一

助になれば幸いと思っています。

　さて、 竜串サンゴのことで一番良く聞かれる質

問は、 「竜串にはいったい何種のサンゴがいる

のですか？」 です。 逆に、 私が 「竜串で知って

いるサンゴの名前はありますか？」 と質問する

と、 返答の多くは 「サンゴの名前は知らない」、

「テーブルサンゴ！ （これは種名ではありませ

ん）」、 知っている人で 「見残しのシコロサンゴ！

（図１）」 までです。 それ以外の種名が出てくる

ことはほとんどなく、 いかに個々のサンゴの認知

度が低いのか思いしらされます。

　さて本題ですが、 竜串でこれまでに記録されて

いるサンゴの種数は 12 科 46 属 105 種 （環境

省中国四国地方環境事務所　平成 29 年度マリ

ンワーカー事業 （竜串地区自然再生事業海域

調査業務）） ＋そこに掲載されていない 2 種 （キ

クハナガサミドリイシとヤスリミドリイシ） を加え

て合計 12 科 46 属 107 種です。 日本国内には

約 400 種、 四国全域で約 140 種のサンゴが生

息しており、 竜串 1 ヶ所でかなりのサンゴを見る

ことができます。 一般的に 「生物の種数が多い

＝豊かな海」 という指標になっているのでしょう

か、 種数の多寡の話題がまっさきに出てきがち

ですが、 その情報で終わってしまうのはもったい

なく思います。 サンゴ好きの私としては、 この機

会にぜひいろいろなサンゴの種に目を向けても

らいたいと思っています。 次回は、 竜串に暮す

魅力的なサンゴの種をいくつか紹介したいと思

います。 お楽しみに！

図 1　見残しの巨大なシコロサンゴの群体
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　フフフッ ・ ・ ・ おまえら～～おれの名を言っ

てみろ！！え？ゴンズイですか？ ・ ・ ・ もう一

度だけチャンスをやろう！おれの名を言ってみ

ろ！！え？だからゴンズイじゃないんですか！？

実は違います、 ゴンズイにとってもよく似ている

ミナミゴンズイという魚なのです。

　ではまず、 ゴンズイとミナミゴンズイは何が違

うのでしょうか？最も確実な見分け方は鰓耙 （さ

いは : 鰓にある櫛の数） です。 ゴンズイは 23
～ 25 であるのに対し、 ミナミゴンズイは 27 ～

31 です。 次に背鰭と臀鰭の位置関係です。 ゴ

ンズイは臀鰭起部が背鰭起部の少し後ろに位置

しますが、 ミナミゴンズイではかなり後ろに位置

します。 違いは以上！つまり外見からの種の判

別がものすごく難しい種なのです。

　これまで四国を含む南日本に分布するのはゴ

ンズイ、 沖縄島以南の琉球列島に分布するの

はミナミゴンズイと考えられていました。 そのた

め、 大月町古満目で採れた標本も 「まぁ、 ゴン

ズイだろう」 と思いながら標本にしていたのです

が、 写真を撮ってみると 「おやおや鰭の位置が

妙だな？」 と気が付き、 鰓耙を数えることで確

信に変わったわけです。 それも 7 個体を標本に

してすべてがミナミゴンズイ！これまで、 ミナミゴ

ンズイは南日本において日向灘からしか記録が

ありませんので、 今回の標本は分布の北限か

つ四国初記録となります。 今後は 「四国だから

ゴンズイだろう」 などと油断してはいけませんね。

　さて、 このゴンズイとミナミゴンズイですが。 実

はゴンズイは比較的、 近年に新種記載された種

です。 「え？でもゴンズイの方が有名じゃない？」

と思われるかもしれませんね。 その通りです、

もともとゴンズイ Plotosus lineatus (Thunberg, 
1787) という一つの種が広域に分布すると考えら

れていました。 それが詳細な研究より、 先述の

違いがある別種であることが分かり、 琉球列島に

広く分布する種に P. lineatus を適用し、 南日本

でよくみられる種を Plotosus japonicus Yoshino 
& Kishimoto, 2008 として新種記載したのです。

とはいえ、 一般的に 「ゴンズイ」 と呼ばれている

種はあくまで南日本に多い P. japonicus であるた

め、 標準和名 「ゴンズイ」 が新種に、 そして琉

球列島に多い P. lineatus には新たな標準和名「ミ

ナミゴンズイ」 が与えられたのです。 ゴンズイと

いう広く知られた魚にも、 いろんな歴史がつまっ

ているという一例ですね。 ミナミゴンズイは近年、

増えてきたのか？それとも気づかなかっただけな

のか、 とても気になります。

ミナミゴンズイ：KBF-I. 1038 標準体長 246.3 mm（上）、KBF-I. 1039 標準体長 199.1 mm（下）
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新型コロナウイルス感染症にかかる受け入れ方針について

2020 年度黒潮生物研究所 研究助成課題が決定しました
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新型コロナウイルス感染症が再び急速な勢いで広まっており感染が多数報告されている状況をふ

まえ、 感染拡大防止のため、 研究所の受け入れの条件を定めましたので、 ご理解、 ご協力いただ

けますようお願い申し上げます。 詳細は当研究所のホームページ （https://kuroshio.or.jp） よりご

覧ください。

本年度も多数の応募があり、 その中から以下の 3 題が採択されました。

Kuroshio Biosphere vol. 17, No. 1 が発行されました

Kuroshio Biosphere vol. 17, No.1 が発行されました。 今号は 7 報の論文が掲載されています。

論文は本誌は当研究所のホームページ （https://kuroshio.or.jp） より無料でダウンロードできます。

沖の島小学校に出前授業してきました

8 月 5 日に宿毛市沖の島小学校で出前授

業をおこないました。 当研究所からは戸篠、

小枝、 喜多村の 3 名が講師として参加し、

2 年生と 4 年生の計 4 名の児童の前で沖の

島周辺でみられるサンゴ、 クラゲ、 魚の話

をしました。 授業は 2 時限連続で実施され

ましたが、 児童のみなさんが瞳をキラキラさ

せて聴いてくれました。 研究所から沖の島ま

で船で 40 分、 ご依頼があればレモンピール

に乗っていつでも参上します。 沖の島小学校から届いたお礼の手紙

・ 永吉健志郎 （鹿児島大学大学院 修士 1 年） 助成期間 ： 2 年間

　研究タイトル ： 黒潮流域におけるブリに寄生するカイアシ類相の解明

・ 寺本沙也加 （沖縄県海洋深層水研究所） 助成期間 ： 2 年間

　研究タイトル ： 黒潮流域に分布するカラマツガイ科貝類の分類学的な研究

・ 樽本厚子 （九州大学 5 年一貫制博士課程 1 年） 助成期間 ： 2 年間

　研究タイトル ： 地方名のバリエーションから紐解く温暖化の影響 ： 黒潮流域における海洋生物　　

　の分布域変遷 


