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南海の試練 魚が寒さで気絶する！？   客員研究員　平坂　寛

クロウミウマ。

あまりの寒さに身を縮めて（？）失神していたクロウミウマ。

　こんにちは。客員研究員の平坂　寛です。

いきなりですが、 ちょっとした自慢をさせ

てください！つい先日、僕のとある 「発見」

が新聞やネットニュースで取り上げられた

んです。

　ついに新種の発見か！？はたまたダイ

オウイカでも捕まえたのか！？

…… いいえ。 残念ながらそんなたいそう

なものではございません。 沖縄の海辺で

タツノオトシゴの仲間 「クロウミウマ」 を

見つけたんです。 沖縄産のタツノオトシゴ

類の中でも、 もっともよく見かける種です。

　そんな 「わりとよくいる魚」 を見つけて

なぜニュースに？その理由は発見時の

状況にありました。 なんとこのクロウミウ

マはあまりの冷え込みに、 波打ち際で失

神していたのです。

　驚くべきことに南西諸島では冬季に寒

波が到来すると、 沿岸の浅瀬に暮らす魚

類 （時にはタコなど頭足類も） が表層の

急激な水温低下に耐えきれず麻痺という

のか仮死状態というのか …。 失神して浮

遊あるいは座礁してしまう現象が見られ

ます。

　ちょうどこの日、 1 月 6 日は稀に見る冷

え込みで最低気温は 6℃まで低下してお

り、 波打ち際にはオキナワトウゴロウや

コンゴウフグなど 「失神魚」 たちが点々

としていました。 特にマングローブの根元

というごく浅い場所で生活するうえ、 遊泳

能力に乏しいクロウミウマにしてみれば

ひとたまりもなかったのでしょう。 打ち寄

せられた姿はまるで人間や猫が寒さに身

を縮めて耐えるような姿勢でした。

　当の本人からすればのっぴきならない

事態ですが、 傍目にはどこかユーモラス

にも見えます。 なるほど 「寒さで魚が凍

える」 だなんて珍現象と併せて耳目を集

めるわけです。  
　それにしても、 「未曾有の大寒波！！」

丑年のはじめにふさわしいコンゴウフグ（英名：cowfish）もク
ロウミウマと同じ海岸に座礁していました。
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河口付近では淡水魚であるティラピア類の姿も。

というわけでもないのにこんなことになる

なんて …。 南の島の魚たち、 いくらなん

でも脆弱すぎない？失神だけならまだし

も、 座礁すればそのまま死亡なんてこと

もあるわけだし …。 進化と適応、 失敗し

てません？

　… と言いたくもなりますがこれは仕方の

ないことなのかもしれません。 南西諸島

は国内ではずば抜けて温暖な地域です

が、 あくまで気候区分は亜熱帯。 常夏や

それに準ずる熱帯と比べれば冬季の冷

え込みは厳しいものです。 日によっては

人間がダウンジャケットを羽織る程度に

は。

　それゆえ、 温帯性の魚から熱帯性の魚

までが幅広く分布できるわけですね。 と

なるとその中には低水温にすこぶる弱い

熱帯魚も含まれており、 そうした魚たち

は定期的にこうして 「試練の日」 を迎え

ることになるのです。

　もちろん、 こんな惨事を呼ぶほどの寒

波はそうそう頻繁に訪れるものではあり

ません。 多くても年に二、 三度ほどのこ

とでしょう。 でもなければ潮間帯から魚が

いなくなってしまいます。 そして海岸近く

に暮らす人々にとって、 この日は一生に

何度味わえるかわからない好機となりま

す。 なんせ、 海岸を練り歩くだけで魚を

拾えるのですから。

　魚が凍える現象は南西諸島では古くか

ら知られており、 寒波がやってくると人々

は喜び勇んで干潮時の礁池 （イノー） へ

繰り出し、 座礁した失神魚を我先にと拾

い歩くのだそうです。 もちろん、 食用目

的で。

　僕も真似してみたことがあるのですが、

これがなかなかどうして奥深い！小型魚

は難なく見つかるのです。 が、 フエダイ

類やフエフキダイ類などといった食べられ

るほど立派な魚はほとんど目につかない

んですよねぇ …。 どうやらこの遊魚のコ

ツは一にも二にもポイント選びにあるよう

で、 いかに自分だけの激アツ気絶スポッ

暖かい海の代表格たるソラスズメもこの有様…。

ウデナガカクレダコもグロッキー…。
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タイドプールに横たわるカエルウオ。

イットウダイ科の魚も多い。

トを押さえておくかで結果が決まるらしいのです。 中

〜大型魚が居着くブレイクラインが岸に近くにある、

かつ北風がダイレクトに当たる、 など複数の条件を

考慮しながら挑む必要があり、 なかなかの頭脳戦

と言えそうです。  
　もし皆さんも冬の沖縄へ来ることがあれば、 そし

て運よく （悪く？） そのタイミングで寒波に見舞わ

れるようなことがあれば、 ぜひ安全面に十分気を配

りながら海辺を散策してみてください。 真夏には絶

対見られない、 南海の別の顔を見ることができるで

しょう。

　なお、 失神した魚は運が良ければ （水温低下が

長引かない、 岸に打ち上げられない、 人や海鳥に

見つからない、 など） 水温の上昇とともに復活し、

活動を再開することができますのでご安心を！

  研究員　小枝圭太魚海酔候 Vol. 5：クロモンガラ

図 1. クロモンガラの成魚（KBF-I. 1265、標準体長 126.5 mm、宿毛市沖の島にて採集）
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クロモンガラという魚をご存じでしょうか？え？モ

ンガラカワハギはそもそも黒いじゃないか？いや、

そうなのですけども ・ ・ ・ 、 クロモンガラはもっと黒

いのです。 体は本当に闇に溶け込むような真っ黒。

にもかかわらず、 胸鰭は黄色、 背鰭と臀鰭は白

色！！極めつけに尾鰭はピンク！！なんともコンセ

プトがぶれぶれな感じのする愛らしい魚です（左ペー

ジの図 1）。 背鰭と臀鰭がチョウのように黒く縁どら

れるというのも魚類としては珍しいカラーリングです。

熱帯性の魚ですが、 なんと北海道の南部までも分

布します。 四国南西部では珍しい部類にはいります

が、 沖の島など黒潮のあたりが強い場所ではごく普

通にみられます。 クロモンガラはふだんサンゴのあ

る岩場でフラフラと泳いでおり、 危険を感じると岩や

サンゴの隙間に逃げ込み、 第 1 背鰭で突っ張ること

で穴から引っ張りだされないように体を固定します。

これはモンガラカワハギ科魚類の多くでみられる防

御行動なのですが、 この第 1 背鰭を銃の引き金に

みたて 「トリガーフィッシュ」 という英語名で呼ばれ

ています。 クロモンガラはこの突っ張る行動をよくす

るため、 素手でも採ることができてしまいます （ただ

し第 1 背鰭はボロボロになります）。

では、 なぜこの普通にみられるクロモンガラに今

図 2. クロモンガラの稚魚（KBF-I. 1377、標準体長 113.9 mm、宿毛市田ノ浦漁港にて採集；山田陽一郎氏提供）

回、 スポットをあてたのでしょうか？じつはこのほど、

黒くないクロモンガラが採集されました （図 2）。 写

真のクロモンガラ、 すっかりチャモンガラですよね。

それもそのはず、 この個体は体長 （標準体長） が

113.9 mm もある稚魚なのです。 稚魚というと、 い

わゆるシラスのような小さくて、 白くて、 半透明のも

のを想像される方が多いかと思いますが、 生物学

的用語としての 「稚魚」 は鰭条数や体の基本的な

形状が成魚と同じで、 色彩が異なり、 繁殖能力が

ないことですので、 たとえ体が大きくとも稚魚です。

おまけにこの個体は、 沖合いの巻き網によって採

集されたものなので、 海底付近を泳ぐ成魚と生活場

所が異なる浮遊期の稚魚なのです。 クロモンガラは

成魚ではだいたい 20 ～ 30 cm 近くまで成長します

が、 けっして遊泳力の高い魚ではありません。 よく

四国にいる熱帯の海の魚はどこからやってくるので

すか？と質問されます。 その答えがまさに今回のク

ロモンガラの幼魚。 彼らのほとんどは仔魚 ・ 稚魚の

時期に黒潮の海流にのって南から流されてくると考

えられています。 これほどの大きさのクロモンガラの

稚魚ですから、 ひょっとしたら沖縄、 石垣、 いやい

や台湾やフィリピンから長い長い旅をしてきたのかも

しれませんね。
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  研究所長　目﨑拓真

【連載】竜串のサンゴを見に行こう！　

第３回：集まるサンゴの美しさ！

図１．オオスリバチサンゴ  a：ポリプ   ｂ：群体

　連載 1 ～ 2 回目 （Current R6 ～ 7） では、 竜串

湾に生息する有藻性イシサンゴ （以下サンゴ） の

種数や個別の種について紹介しました。 しかし、 サ

ンゴの魅力は個の見た目の面白さや美しさだけで

ありません。 サンゴが集まると、 そこでしか観察で

きない美しい景観をつくるのです。

　サンゴの集まりを 「サンゴ群集」 と呼びます。

サンゴは卵から幼生になり、 海を漂って気に入っ

た岩などにつくと、 形を変えてイソギンチャクのよ

うな 1 個のポリプになります （図１a）。 固着生活

のスタートです。 その後、 ポリプのクローンを増や

すことで、ひとつの集合体である 「群体」 をつくり、

皆さんが海で見ているサンゴの形になります （図

１b）。 話が脱線しますが、 サンゴを数えるときは、

群体性の生物のため 1 群体 2 群体・・・となります。

また、 サンゴ 1 個体や 1 匹と数えるときはサンゴ

のポリプのことを指します。 サンゴのなかにはひと

つのポリプのまま大きくなる種もいますが、 ここで

は割愛します。

　サンゴ群集は、 いろいろな種、 大きさ、 環境に応

じた形のサンゴで構成されています。 また時間とと

もにサンゴが成長したり、 新しいサンゴが加入した

り、 失われたりと常に変化を続けています。 時には

そのままの状態でいて欲しい！と神様に願いたくな

るほど、 完成された魅力的なサンゴ群集に出会う

ことがあります。 しかし、 時は残酷で次にその場所

にいくと、 サンゴがオニヒトデに食べつくされていた

り、 台風でバラバラになっていたりすることもありま

す。 このなんとも儚い一瞬を味わえるのが、 サンゴ

のフィールド研究のひとつの醍醐味と感じています。

しかし、 良い方向ばかりではない群集の変化の現

実と向き合わなければならない寂しさもあります。

　高知県土佐清水市にある竜串湾はサンゴを主な

資源とした海の国立公園である海域公園に指定さ

れています。 湾口部が広いため潮通しが良く、 サ

ンゴの生息に適した岩礁域が広がっています （図

2）。 加えて、 千尋岬の西岸には地形が入り組み波

の静かな内湾的な環境もあります。 サンゴ群集を

構成するサンゴの種は、 地形、 岩の上部や斜面と

いった細かな地形、 水深などによって変わります。

そのため多様な地形がある竜串湾はサンゴ群集の

宝庫になっています。 特殊な群集を除けば、 竜串

湾だけで四国で確認されているほとんどのタイプの

サンゴ群集を観察できてしまうほどです。

　そこで今回は竜串湾で私が過去に海中でこれは

凄いっ！と叫び声をあげてしまったいろいろなタイプ

のサンゴ群集を紹介したいと思います。 サンゴ群集

のタイプは、 群集の中の代表的なサンゴによって区

別しています。 例えば、 エンタクミドリイシと呼ばれ

るテーブルに似た形のサンゴが多い群集を 「卓状ミ

ドリイシ優占群集」、 スギノキミドリイシと呼ばれる木

の枝のようなサンゴが多い群集を 「枝状ミドリイシ

優占群集」 という感じで群集をタイプ別に呼ん

でいます。 その他に枝状と卓状のサンゴの両

方が多い群集は 「枝状 ・ 卓状ミドリイシ混成群

集」、 特に代表的なサンゴがない群集は 「多種

混成群集」、 特定のサンゴだけが多い群集は

「特定類優占群集」 と呼びます。

　目を見張るようなサンゴ群集は水族館の水槽

ではなかなか再現ができないダイナミックなもの

です。 ぜひ、 グラスボート、 ダイビング、 スノー

ケリングなどで観察し、 群集の良さを味わって

もらいたいです。 次回の連載では竜串のサンゴ

の移り変わりについて紹介する予定です。 おそ

らく次で最終回になります。 お楽しみに！
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図 2. 竜串湾　図内の①～⑦までの番号はこの後に紹介する写真の群集が主にある場所を示しています 

①クシハダミドリイシを中心とした卓状ミドリイシ優占

群集その１　おすすめ度 ： ★★★★★

爪白海岸の水深 3 m 付近の浅い岩盤上の様子。

どこまでが 1 群体かわからないほど幾重にも重なっ

て成長した大型のクシハダミドリイシがいくつもあり、

迫力満点！

①クシハダミドリイシを中心とした卓状ミドリイシ優占

群集その２　おすすめ度 ： ★★★★

一ノ巣の水深 2 ～ 4 m 付近の浅い岩盤上の様子。

群体のサイズは大きくないものの、 その数はまるで

サンゴ礁かと勘違いしてしまうほどの凄さ！船でし

かいけないポイントなのが非常に惜しい！
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　連載 1 － 2 回目 （カレント R6 － 7） では、 竜串

に生息する有藻性イシサンゴ （以下サンゴ） の

種数や個別の種について紹介しました。 しかし、

サンゴの魅力は個の見た目の面白さや美しさだ

けでありません。 サンゴが集まると、 そこでしか

見られない美しい景観をつくるのです。 そのサン

ゴの集まりを 「サンゴ群集」 と呼びます。 サンゴ

は卵から幼生になり、 海を漂って気に入った岩な

どにつくと形を変えて、 イソギンチャクのような 1

個のポリプになります（図１a）。固着生活のスター

④枝状 ・ 卓状ミドリイシ混成群集　その１　おすすめ
度 ： ★★★★★
弁天島の西側で見られる群集。 このタイプの群集
は、 時間とともに①②か③の群集へシフトしていくこ
とが多いため、 期間限定のような群集です！

③スギノキミドリイシを中心とした枝状ミドリイシ優占
群集その１　おすすめ度 ： ★★★★
千尋岬西岸で見られる。 本群集は波浪などで壊れ
て散らばり群集を広げる特徴があります。 この群集
は壊れたことがないのか枝の形が美しいです！

②ミドリイシを中心とした卓状ミドリイシ優占群集　おすすめ度 ： ★★★★
大碆周辺でよく見られる群集で①とは構成しているサンゴの種が異なります。 波当たりが強いところで見ら
れ、 群体の形が①よりも屈強なものが多く、 力強さを感じられる群集はほれぼれします！

④枝状 ・ 卓状ミドリイシ混成群集　その１　おすすめ
度 ： ★★★★★
爪白海岸の岸近くにあるためアクセスがよく、 初心
者のスノーケリングでの観察におすすめの場所で
す。 常に変わりゆく群集を楽しむことができます！

③スギノキミドリイシを中心とした枝状ミドリイシ優占
群集その２　おすすめ度 ： ★★★★★
爪白海岸の沿岸からすぐにある枝状の群集。 近年
の台風で面積が減っていますが、 スノーケリングで
の観察に行きやすく初心者におすすめです！
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⑤多種混成群集その１　おすすめ度 ： ★★★★★
弁天島の東側の水深 8 m 付近の様子。 多様なサ
ンゴを見られるサンゴ好きにはたまらない多種混成
群集。 ①や②の群集と比較すると水深が深いため
ダイビングでの観察がおすすめです！

⑥シコロサンゴ優占群集その１ おすすめ度 ： ★★★
バンノコで見られる特定類優占の群集。 その２のよ
うに群体サイズは大きくないですが、 形が美しい群
体が多いです！

⑤多種混成群集その２　おすすめ度 ： ★★★★
爪白海岸沖の岩盤の斜面部の様子。 岩盤上部で
は①の群集が発達していますが、 斜面部は葉状や
塊状のサンゴを中心に多様なサンゴが生息してい
ます。 サンゴ玄人向けの群集です！

⑥シコロサンゴ優占群集その 2 おすすめ度 ： ★★★
★★ グラスボートで観に行くことができる、 見残し
の大型シコロサンゴ。 これだけの大きさの群体は珍
しく一見の価値ありです！

⑦オオハナガササンゴ優占群集 おすすめ度 ： ★★
バンノコの西側で見られる特殊なサンゴ群集。 本種は昼間か
らポリプを長く伸ばしているため、 イソギンチャクに間違えら
れますが、 石灰質の骨格をもつサンゴです。 今後も生息面
積を拡大していくと思われる急成長中の群集です！
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  主任研究員　戸篠　祥大月町で見つかった日本初記録の冠クラゲ

図 1. ユビヌキクラゲのエフィラ。傘頂面（左）と側面（右）。傘径は約 2 mm。

　四国の中で最初に黒潮が接岸する四国西南部海

域は黒潮の “ 玄関口 ” といえます。 この海域は黒

潮暖流の影響を強く受けるため、 年間を通して水温

が高く、 冬でも 15℃を下回ることは稀です。 そのた

め、 タコクラゲやサカサクラゲ、 ヒメアンドンクラゲ

など暖水性のクラゲたちが生息することができます。

これまで、 四国西南部海域では 50 種を超えるクラ

ゲ類が見つかっていて、 なかには図鑑に載ってい

ない種もあります。 今回は四国西南部海域の一つ

である大月町近海で見つかった珍しいクラゲについ

てお話ししたいと思います。

【過酷な？クラゲ採集】

　クラゲの採集方法は非常にシンプルです。 港や岸

壁を歩きながら目視でクラゲを探し、 ひしゃくや網を

用いてクラゲを捕まえます。 水面は光の照り返しが

あるため、 サングラスをかけることによりクラゲの発

見率が格段に上がります。 また、 目視では発見困

難な小型のクラゲ類はプランクトンネットや長い柄の

先端に熱帯魚用の網を装着し、 それを水中で曳き

まわすことにより採集します。 このような行動は非

常に不審に見えるため、釣り人に声をかけられたり、

時には漁協や海上保安庁に通報されたりとすること

も …。 最初はおどおどして、 いかにも不審者でした

のであやうく連行されそうになりましたが、 最近では

胸を張って 「クラゲを捕っています！」 と言えるよう

になりました。 同じ場所にかよっていると、 顔なじみ

の方が増えてきて、 「今日はクラゲおるかえ？」 と

気軽に声をかけてくれるようになりました。

　クラゲ採集は着任時の 2015 年 5 月から宿毛湾

および御荘湾で始め、 再着任時 （詳細は Current 
R1 をご覧ください） の 2019 年 2 月からは四万十

市および土佐清水市沿岸も調査地点に追加しまし

た。 調査地点は足摺宇和海国立公園全域を網羅

するため、 宿毛湾方面で 7 か所、 足摺 ・ 清水方面

で 7 か所の計 14 か所と多く、 調査は 2 日かけて

行います。 調査後はクラゲだけを選定して取り出す

ソーティング、 写真撮影、 標本作成も行うため、 ク

ラゲがたくさん捕れたときは夜中まで作業が続くこと

になります。 そうなると、 家に帰る体力も残ってい

ないくらい、 フラフラになることもしばしばです。

【奇妙なエフィラとの出会い】

　調査地点の一つである西泊の港でいつものように

クラゲを捕っていると、 見慣れないエフィラ （図 1）

がいることに気づきました。 エフィラとは鉢クラゲの

稚クラゲのことで、 コスモスの花のような形をしてい

ます。 種によって様々な形態を示しますが、 種判

別は難しく、 成長させて大きくしないと確実な同定

ができません。 ということで研究所に持ち帰り、 育
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図 4. ユビヌキクラゲのクラゲ（飼育開始後 28 日目）。
傘高約 6 mm、傘径約 6 mm。

図 2. ユビヌキクラゲのエフィラ（飼育開始後 14 日目）。
傘高約 2 mm、傘径約 6 mm。

図３. ユビヌキクラゲのクラゲ（飼育開始後 21 日目）。
傘高約 4 mm、傘径約 7 mm。

ててみることにしました。

　西泊で捕れたエフィラは非常に小さく、 傘の直径

は 2 mm ほどです。 体は透明で体全体に橙色の粒

がみられました。 これは褐虫藻と呼ばれる植物プラ

ンクトンの仲間で、 光合成を行います。 エフィラと褐

虫藻は共生関係にあり、 エフィラは褐虫藻に住み

かを、 褐虫藻はエフィラに光合成で得た栄養を提供

します。 褐虫藻をもつクラゲにはタコクラゲやサカサ

クラゲなどがしられています。

　少し話が逸れてしまいましたが、 西泊で捕れたエ

フィラの特徴は他にもあります。 スプーンのような形

をした縁弁 （えんべん） が 16 枚あり、 外傘には輪

のような環状溝があります。 以上のような特徴をも

つエフィラは冠クラゲ目のものと一致しますが、 種

まではわかりませんでした。

【エフィラの劇的な変化】

　飼育を開始後 14 日目にはエフィラは傘径 6 mm
まで成長しました （図 2）。 傘の形はドーム状にな

り、 口と胃をつなぐ口柄 （こうへい） も伸長しまし

た。 また、 感覚器と感覚器の間に非常に短い触手

がみられました。 また、 細い糸状の生殖巣の出現

が確認されました。 飼育開始後 21 日目には傘高

の増加がみられました （図 3）。 縁弁は横幅が広

くなり、 傘の内側に向かって曲がっています。 そし

て 28 日目には傘は釣鐘状、 生殖巣は三日月状に

なります （図 4）。 このような形態をもつ冠クラゲは

Linuchidae だけです。

【エフィラの正体判明！】

　成長したクラゲを精査した結果、 冠クラゲ目の

Linuche draco であることが判明しました。 本種は

西太平洋に広く生息しており、 これまでに日本にお

ける報告例はありませんでしたが今回、 めでたく国

内における初記録となりました。 Linuche に属する

クラゲたちは裁縫道具の指ぬきに似ていることから

“thimble jellyfish ( シンブルジェリーフィッシュ )”“sea 
thimble　（シーシンブル） ” と呼ばれています。 こ

れらの呼称にちなみ、 和名をユビヌキクラゲとしま

した。

　ユビヌキクラゲの仲間はその愛らしい姿から水族

館で展示されることもあります。 一方で刺胞毒は強

く、 カリブ海やフィリピンでは深刻な刺傷被害をもた

らすことから、 厄介者として認識されています。 日

本では今のところ、 ユビヌキクラゲによる刺傷被害

の報告はありませんが、注意が必要です。 今後は、

日本各地のクラゲ類の野外調査を進め、 ユビヌキ

クラゲの詳しい分布や生態を明らかにしていきたい

と考えています。
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昨年の 11 月末に退所した山下の後任として、 長

岡が事務員として入所しました。 彼女は研究所と関

りの長い方々には馴染みがあると思いますが、 公

益財団になる以前に研究所で事務をしていました。

話は変わりますが、 目﨑、 戸篠、 喜多村 （バイト

から） の 3 名は一度研究所を退職してから出戻っ

た組 「デモドリーズ」 です。 ここに、 新たに長岡

が仲間として増えました！退職しても戻りたくなる職

場、 最高です！！

沖の島小学校で出前授業してきました

2 月 3 日に宿毛市沖の島小学校で出前授業を行

いました。 当研究所からは小枝、 戸篠、 名村 （高

知大） の 3 名が講師およびスタッフとして参加し、

沖の島小学校の 2 年生と 4 年生の児童と一緒に魚

類図鑑を製作しました。 子どもたちが沖の島で釣っ

た魚の写真から種同定し、 珍しさの評価や解説を

つけました。 30 種もの魚類が掲載された図鑑は沖

の島の各所や研究所、 竜串ビジターセンターで閲

覧可能になる予定です。

契約書類を交わす長岡事務員と目﨑所長

講演を行う目﨑所長（高知市かるぽーとにて）

魚類の同定を行う小枝研究員と沖の島小学校の児童たち

2 月 7 日に高知市の文化プラザかるぽーとでサ

ンゴ分布状況調査委託業務の報告会を行いました。

報告会では目﨑所長が今年度に高知県中部 （香

南市、 高知市、 須崎市、 中土佐町） で行われた

調査について講演しました。 講演の様子は NHK、

高知さんさんテレビで放送されました。 普段は潜る

ことができない桂浜の海の中、 坂本龍馬がみたら

あっと驚いたに違いありません。 桂浜サンゴの夜明

けぜよ！！
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