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がんばれ日本！…な魚？『ヒノマルテンス』採集記   客員研究員　平坂　寛

　相変わらず、 自粛と警戒、 緊張の日々が続いてい

ますが、 みなさまいかがお過ごしでしょうか。

この夏は賛否ある中でなんとか東京オリンピックが開

催され、 メダルラッシュで勇気をもらったという方も多

いのではないでしょうか。

　実は、 普段から魚のことばかりでスポーツにはまっ

たく縁のない僕も、 今回の五輪に関してはひとつの

思い出があります。 まぁ、 それも魚がらみなんですけ

ども。 というわけで今回はそのお話を ……。

　2011 年あたりから、 とある魚を捕まえるために僕は

沖縄県内の漁師や水産関係者に聞き取りを行ってき

ました。 その魚とは奇異な魚の宝庫である黒潮の海

でも屈指の珍魚、 『ヒノマルテンス』 です。 ベラの一

種であるヒノマルテンスは薄っぺらで真っ白な体の側

面に、 大きな赤丸がくっきりと乗っかる独特な色彩が

特徴です。 その姿は名前の通り、 まさに日の丸。 ま

さに泳ぐ日本国国旗といったところです。

これが「ヒノマルテンス」だ！！

　…… こんなに面白いカラーリングの魚は他にはそ

ういません。 これは見てみたいでしょう！日本人とし

て！

　そんな単純かつ軽い動機で始めた日の丸探しでし

たが、 当初の予想以上に難航したのです。 テンスの

仲間は体長 30 センチ弱とさほど大きくはないものの、

砂地で群れを作る習性があり、 まとまった数が獲れ

ることが多いのです。 ならば、 ほかの魚が不漁の折

などに漁師が小銭稼ぎとして水揚げすることもあるの

ではないかと踏んでいたのですが ……。 漁師に尋ね

ても市場の旦那衆に尋ねても、 「そんな魚は見たこと

もない」 あるいは 「1 度だけ獲れたことがある」、 「一

度だけセリに上がったためしがある」 などとかんばし

くない答えが返ってくるばかりでした。 おや！これは

まずい。 どうやら思った以上に希少な魚のようです。

　そうこうしているうち、 決定的な手がかりがないま
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まに一年、 二年と時が過ぎていきました。 でもまぁこ

の黒潮の海のどこかに生息しているのは間違いない

のです。 ゆっくりと気ままに探せばいいか。 と、 の

んびり構えてきたところ、 2013 年 9 月に思いがけな

いニュースが飛び込んできました。 なんとなんと！

2020 年に東京オリンピック開催されると言うではない

ですか。

　オリンピック！日本国民に、 そして世界にこの魅力

的な魚を周知するには絶好のタイミングです。 この機

を逃す手はありません。 よしよし。 それまでどうにか

ヒノマルテンスを見つけ出し、 来たる 2020 年夏、 東

京五輪開会の折に新聞なりネットなりに記事を書こう。

　

　タイムリミットが定まったことで 、 緩みかけていた心

に火が入りました。 とはいえ、 こういうものは気合で

どうにかなる問題ではありません。 手がかりの得られ

ない捜査が続きました。 しかし、 転機は意外な形で

訪れました。

　2016 年のこと。 あるテレビ番組の収録で訪問した

離島で、 たまたま撮影に協力していただいた漁師さ

んが過去にヒノマルテンスを獲ったことがあるというの

です。 しかも驚くべきことに一度や二度ではなく何度

日の丸のない別種のテンスは採れるのですが……。これは「モンヒラベラ」。

も何度も狙い撃ちで、 しかも一度に何十と言う数を一

本釣りで仕留めてきたのだとか。

　「…… 王手！」 この人と一緒に漁へ出れば、 きっと

ヒノマルテンスが釣れる。 その身に刻んだお日様を、

やっと拝むことができる。 彼に 「その魚こそ僕が数年

来探し求めていた夢の獲物なのだ」 と伝えると、 さっ

そく撮影の合間に船を出してくれたのだった。

　　…… しかし世の中そう甘くはありません。 釣り糸

を垂れても垂れても、 釣れてくるのはその他の魚ば

かり。 結局、 この時は一度も日の丸を拝むことはで

きませんでした。

　詳しく話を聞いてみると、 最後にヒノマルテンス漁に

出たのは 7 年ほども前のことなのだというではありま

せんか。 食用としては特に高値のつく魚でもないの

で、 近頃はすっかり漁場から遠ざかっていたのだそう

です。

「おそらく、 この数年で地形が変わってポイントがズレ

たのだろう。」

　海の男にありがちな良心からくるビッグマウスには

よく泣かされてきましたが、 敗因を考察する彼の口ぶ
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りは真摯で、いい加減なことを言っ

ているわけでないことははっきりと

わかります。 たしかにヒノマルテ

ンスたちはフラットな砂地にしか生

息しないのです。 そうした場所は

潮や波にさらされて地形が変化し

やすいものですから、 漁場が変

わっていても不思議ではありませ

ん。 やっと巡ってきたチャンスをつ

かみ損ねた。 しかしこればかりは

仕方がない。 また他の地域を探し

直すしかありません。

　しかし！開会式も半年後に迫っ

た 2020 年 2 月のこと、 件の漁師

から電話が。 なんとその後もこっ

そり捜索を続けてくれたらしく、 つ

いにヒノマルテンスの群れが居つ

くポイントを再び探し当てたとのこ

と。 離島の海人 （ウミンチュ） の、

なんと情に厚いことか！

　

　勇んで再訪島、 張り切って漁場

東京五輪に間に合った！！……とこのときは思ってました。

日の丸のないテンスその２、「ホシテンス」。

へ！仕掛けを落とした第一投、 砂地にオモリが落ちると同時に竿へ

ブルブルとした手応えが。 まさかまさかと糸をたぐると …… 紺碧の海

面に！国旗掲揚～！！白地に赤く、 日の丸染めた、 夢にまで見たヒ

ノマルテンス！！

　旗のように薄く体高のあるボディに、 丸判子を押したような赤。 いざ

実物を見ると、 本当に笑ってしまうほどに日の丸そのもの。
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これぞ本物の「日の丸弁当」だ！

大漁！日本オンリーの万国旗！

　漁師さんに感謝の意を伝え、 つ

いでに料理法まで教わりました。

本種に限らずテンス類は身離れ

が悪いのでじっくりと蒸してやると

食べやすいのだとか。 そこで、 酒

蒸しにしたヒノマルテンスをドン！

と白飯の上に乗せた 「日の丸弁

当」 をこしらえてみました。 ムチ

ムチした食感で味もしっかりしてい

て、 これがまた白飯に合う！見て

よし食べてよしか！

　これは記事にしたら紹介したら、

読者はみんな喜ぶぞ！！興奮

しっぱなしな 1 日でした。 いやー、

このときはまさかその数週後に五

輪延期の報が日本を駆け回ると

は思ってもみなかったよなぁ。 もち

ろんほとんどのメディアでは記事

の掲載も見送りです。 そんな 「国

旗降納」 オチのついた採集紀行

でありました。

　ちなみに、 彼らがなぜこんな不

思議な姿をしているのか、 その理

由は明らかになっていません。 こ

れは僕の個人的な考察ですが、

彼らは白い砂地に群れる魚です

から、 捕食者に襲われた際に各

個体が散り散りに逃げると 「的」

が四散するかたちになり、 かえっ

て狙いを定めあぐねるのではない

かな …… と。 ホントのところはヒ

ノマルテンス本人に訊くしかない

んですがね。

　そうそう。 黒潮の海には日の丸

だけでなくなんと 「星条旗」 柄の

魚もいたりします。 いずれはそち

らも紹介できればと企んでおりま

す。
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「黒潮の上に」　episode ０：世の人のために   専務理事　目﨑拓真

　黒潮生物研究所は、 来る 10 月をもちまして、 おか

げさまで大月町に研究所を開所して 20 周年を迎える

ことになりました。 これもひとえに、 皆様のご支援の

賜物と心より感謝致しております。これを良い機会に、

研究所の運営組織である財団設立に至たった原点を

振り返る。 そして、 当時の想いを胸に刻み、 職員一

同、 決意を新たにつぎの 30 周年を目指して突き進

んでいく所存でございます。 今後ともご指導、 ご高配

を賜りますようお願い致します。 それでは、 財団誕生

きっかけの物語を、 ご紹介したいと思います。 四半

世紀前の話で、 当事者の記憶をたどりながら第三者

の私が記述しているため、多少の時代や内容のずれ、

一部描写に著者の妄想が加わっていますが、 何卒ご

容赦ください。

「海洋生物の研究所なんて、 どうでしょうか ……」

「それはいいわね～、 やりましょうよ――」

　この夢物語で終わりそうな会話から、 怒涛の財団

設立への道のりが始まる。

　大阪市内にある熱帯魚店の店主とそこに来店した

女性客。 このありふれた日常の出会い。 そこに財団

誕生の種があるとは、 誰が想像できるだろうか。

　その種が芽吹き、 多くの出会いによって大事に育て

あげられ、 今の研究所にいたるまでの過程にもさま

ざまな物語はあっただろう。 だが、 この種を、 見つけ

だし、 芽吹かせた最初の物語を知ってほしい――。

１． その出会いはクマノミのおかげ

　店主が熱帯魚の店を大阪市内に開店したのは、ちょ

うど阪神淡路大震災の頃。 店主の前職は不動産。

異業種からの転身だ。 オープン直前に水槽内の魚た

ちを失うトラブルに見舞われるが、 まだ 30 代の店主

は、 機転を利かせてこの危機を乗り切った。

　安定した客足とは言えないものの、 1 年が過ぎた。

季節は夏。 いつもの店内に、通りすがりの婦人が入っ

て来て、

「私の知り合いが、 クマノミを飼育しているけど、 あま

りうまくいっていない。相談にのってあげてくれない？」

と話しかけてきた。 店主は

「ぜひ、 ご紹介して下さい」

といつもの調子で答えた。

　何日か経過し、 紺色のスポーツカーから颯爽と降り

た女性客が店内にやってきた。 黒革のジャケットを着

こなしたその女性は、店主にいきなり話しかけてきた。

「ペットショップで買った、 クマノミがうまく飼えないの

よ」

　店主は外見とのギャップに少し戸惑いながらも、 丁

寧に話を聞きながら原因を探っていった。

「一度、 水槽を見に行きましょう」

店主が言うと、 女性客は

「お願いするわね」

と即答。 そして、 店主は女性客の自宅に新しい水槽

をセットすることになり、 そのメンテナンスを請け負う

ことになった。 そして、 数ヶ月が過ぎた。

２． 世の人のためにできること

　いつものようにメンテナンスに行ったときのこと。 女

性客から

「社長室にも水槽を置きたいので、 お願いできないか

しら」

と告げられた。 店主は女性客の周辺の状況から相応

の人だと予想していたので、 特別に驚くことはなかっ

た。 続けざまに

「皆様のおかげ、 社会のおかげで、 いまがある。 何

か世の人のためになることをやりたい」
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その力強い言葉に店主はしばらく黙り込んだ。 さらに

続けて

「小さいころから海でよく遊んで、 いまダイビングには

まっている。 何か海に関係することで貢献できること

はないでしょうか」

青天の霹靂ともいえる提案に、 店主に衝撃が走った。

しばらくの沈黙の後に

「海洋生物の研究所なんて、 どうでしょうか ……」

店主は思わず口に出た言葉に自分でも驚いた。 期待

通りの回答だったのか、 女性の目は輝き

「それはいいわね～、 やりましょうよ――」

と即答。 その場はそのまま解散となった ……。

３． 趣意書は突然に

　まもなくして、 女性客から店主に連絡が入った。

「来週、 内閣府の人に会いにいくので、 それまでに

財団の設立趣意書をつくってきてください！」

「肩書が何もないといけないので、 財団法人設立準

備室室長に任命するわね！」

　店主はあまりに唐突な頼みに言葉がでなかった。

まさかあの話がこれほど進んでいるとは予想していな

かった。 そして、 店主と室長の二刀流生活が嵐のよ

うに幕を開けた。 　

　「とにかくがんばるしかない！」

　店主はあわてて書店に駆け込んだ。 海の環境問題

に関連する本を探す中、 たまたま手にしたのはサン

ゴ礁の危機と題した本だった。 店主はその本に書か

れた内容を参考に、 どうにかこうにかして趣意書を書

き上げた。 内容に自信は全くなかったが、 あっという

間に本番の日になっていた。

４． お墨付き

　「この趣意書の内容、 特に “ サンゴ礁 ” に関すると

ころはいいですね。 ぜひ、この内容で進めてください」

まさかの一発合格。 内閣府のお墨付きをもらってし

まったのだ。

　ほっとするというより、 この先の未来への期待と不

安で、 室長は気がきではなかった。 しかし、 この出

来事によって、 財団設立への自信が芽生えていた。

５． おわりに

　その後、 当時 20 代だった 1 名を新たに加え、 財

団や研究所の準備が進められた。

　そして、 2000 年に財団法人黒潮生物研究財団が

設立され、 女性客は財団の理事長へ、 店主兼室長

は理事になった。 その 1 年後に、 「造礁サンゴの増

殖技術の確立にむけて」 を研究の柱とした研究所が

大月町に開所し――今に至る

 後に店主は当時を振り返り、 遊園地のジェットコー

スターに乗っているかのような劇的でスピーディーな

日々だったと語る。 何事にも “ できない ” ではなく、

どうやったらできるのか、 やってみよう、 とにかく頑張

ります！という前向きな精神で望んでいたそうだ。 ま

さに、 この精神こそ、 次の 30 周年に向けて研究所

に必要なことだと、 私は確信しています。

　

２001 年 10 月研究所の開所式の様子

開所式でのお餅投げの様子



Current R10 (2021.8) -8-

  研究員　古井戸　樹八”放”美人 Vol. 3：Sinularia brassica 

　皆さん、 キャベツは好きでしょうか？キャベツの属

するアブラナ属は、 ブロッコリー、 白菜、 菜の花、 マ

スタードと、 農業用に様々な品種が作られており、 世

界中の食事に欠かせない植物となっています。 今回

はそんなアブラナ属 (Brassica) を種小名に持つカタト

サカの一種、 Sinularia brassica (Fig. 1) の紹介です。

　Sinularia brassica は八放サンゴ亜綱ウミトサカ目

ウミトサカ科カタトサカ属に属するサンゴで現在和名

がありません。 コロニーの形状は平坦なもの、 カップ

状のもの、 葉状のものなどさまざまです (Fig. 1)。 研

究所周辺では、 高知県大月町西泊 ・ 柏島、 土佐清

水市竜串、 宿毛市沖の島、 愛媛県横島で見つかっ

ており、 水深 5 ～ 20 m 付近の日光の当たる岩礁に

多く生息しています。 Sinularia brassica の属するカタ

トサカ属の骨片は非常に大きいものが多く、 Sinularia 
brassica の骨片も大きいものでは長さが 3 ～ 4 mm
程度になります。 また、 コロニーが伸長していると、

内部の骨片が透けて見える、 非常に美しいサンゴ

です (Fig. 2)。 骨片は紡錘状と棍棒状のものを持ち、

Fig. 1. Sinularia brassica。A: 平坦な群体。B: 立体的な群体。

Fig. 2. 伸長している Sinularia brassica。白く細長い骨片が透けて見える。
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Fig. 3. Sinularia brassica の骨片の電子顕微鏡写真。A: 群体皮部の棍棒状骨片。B: 群体内部の紡錘状骨片。C: ポ
リプの紡錘状骨片。

紡錘状のものはポリプと群体内部、 棍棒状のものは

群体表面に分布しています (Fig. 3)。 群体内部の紡

錘状骨片は非常に大きく、 疣でおおわれているのに

対し、 ポリプの骨片は小さく、 小さな棘がまばらに生

えています （Fig. 3B, C）。

　さて、 種小名の brassica についてですが、 残念な

がら原記載には名前の由来が載っていないため、 確

かなことは言えません。 しかし、 その群体の広がり

方からキャベツ ( ラテン語で brassica) の葉を模して

つけられたのでしょう。 ちなみに英語では Cabbage 
Leather Coral と、 やはりキャベツと呼ばれているよう

です。前述したとおり、現在和名がついていませんが、

もしつけるとしたらキャベツカタトサカと呼びたいです

ね。 できることならば緑色の玉のような群体を探して

みたいものです。
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オニヒトデのたおし方   研究員　喜多村鷹也

に利用されている手法を 3 つご紹介します。

【陸揚げ法】

　オニヒトデをウナギバサミやカギを用いて採取し、

網に入れて陸上へ持ち帰って焼却処理します。 古く

から実施されている方法であり、 オニヒトデを陸上に

持って上がるため確実に駆除することが出来ます (図
2)。 陸揚げ法は、 採取したオニヒトデを駆除が終了

するまで網の中に入れたまま泳ぐことになるため、 刺

される危険性があります。 刺される危険性が高いタイ

ミングは 2 回ほどあります。 1 回目は駆除がはじまっ

て直ぐで、 網の中のオニヒトデの数が少ない時です。

泳いでいる時にオニヒトデが入った網が波でぷかぷ

かと漂うので、 油断していると頭上からオニヒトデの

入った網が降ってきます。 2 回目は駆除終了時です。

駆除終了時は、 オニヒトデの入った網を船や海岸か

ら引き揚げます。 波などに注意しながら慎重に引き

揚げる必要があります。 他に陸揚げ法のデメリットと

しては、 オニヒトデを採取するほど荷が重くなるため、

広範囲の駆除には不向きであること、 陸揚げ後の処

理費がかかるなどがあります。 陸揚げ法は、 定めた

一定の範囲を確実に駆除することに長けた手法と言

えます。

　オニヒトデは、 体表面に有毒な棘をもつ大型のヒト

デで、 腕径は 40 cm を超えます。 オニヒトデに刺さ

れた場合、 患部が腫れて激しい痛みが生じます。 重

症化した場合はアナフィラキシーショックに陥り、 呼吸

困難などの症状が現れます。 オニヒトデは、 テーブ

ル状や枝状などの様々な形や色で海を彩るイシサン

ゴの仲間が大好物です ( 図 1)。 オニヒトデは、 その

毒々しい見た目やサンゴを食べることから悪役として

扱われがちですが、 サンゴが生息する海に生きる大

切な生態系の一員です。 しかし、 何かしらの環境変

化や偶然が重なることで稀に大発生することがあり、

その海域のサンゴを食べ尽くしてサンゴを土台とした

生態系を崩壊させる危険性を秘めています。

　このオニヒトデの大発生が四国西南部では 2004 年

頃からはじまり、 15 年以上経過した現在でも収束し

ていません。 四国西南部にとってサンゴは重要な資

源であり、 様々な地域でスキューバーダイビングや

グラスボートなどのレジャーで利用されており、 海域

公園地区に指定されている場所も多くあります。 オニ

ヒトデの被害が続く現在においても、 宿毛市沖の島、

大月町の樫西海岸、 柏島、 土佐清水市の竜串など

でみられるサンゴ群集は四国でもトップクラスです。

これらの海域は、 オニヒトデの食害からサンゴを守る

べくオニヒトデの駆除活動が継続的に行われていま

す。 しかし、 次々と侵入してくるオニヒトデに対して、

駆除活動に参加可能な人員の数や有限の費用の中

で戦う必要があり、 壊滅してしまったサンゴ群集も数

多くあります。 この 15 年以上のサンゴ保全活動の中

でオニヒトデを安全に、 かつ効率的に駆除するため

の方法が日々開発されてきました。 今回は、 それら

の駆除方法の中から現在の四国西南部において主

図 1. サンゴに群がるオニヒトデ 図 2. オニヒトデを持ち帰る様子
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図 4. ハンマーでオニヒトデを破砕している様子図 3. 酢酸注射の様子

【酢酸注射法】

　海中でオニヒトデに酢酸を注入することで駆除する

方法です ( 図 3)。 元々、 動物用に開発された連続

注射器を用いて濃度を 10 ～ 15 % に調整した酢酸

10 cc ほどオニヒトデに注入します。

　酢酸を注入されたオニヒトデは、 3 日以内に死滅す

ることが明らかになっています。 酢酸注射法は、 陸

揚げ法に比べて刺される危険性が少なく、 荷物が重

くないことがメリットです。 しかし、この手法にもデメリッ

トがあります。 1 つは、 駆除の確実性が 100 ％では

ないことです。 オニヒトデは、 サンゴの裏や岩の隙間

に隠れていることが多く、 ウナギバサミを用いてそこ

から取り出さなければ注射することが出来ません。 オ

ニヒトデを取り出す作業を行う際に、 オニヒトデの体

に損傷が多い場合は、 注入した酢酸が傷口から流れ

出てしまう可能性があります。 酢酸注入に失敗したオ

ニヒトデは、 体に損傷を残しながらも生き残り、 再び

サンゴを食べはじめます。 このことから、 酢酸注射法

には丁寧な作業が求められます。 しかし、 オニヒトデ

の生息密度が高い場所では、 限られた潜水時間でよ

り多くのオニヒトデを駆除する必要があるため、 そん

な余裕はありません。 また、 海中に持ち込める酢酸

の量には限りがあるため、 高密度にオニヒトデが生

息している場所では不向きと言えます。 これらのこと

から酢酸注射法は、 比較的オニヒトデの生息密度が

低い場所を広範囲で遊泳して駆除を行うことに適して

いると言えます。

【水中破砕法】

　読んで字のごとく、 水中でオニヒトデを破砕する方

法です。 ウナギバサミやカギでオニヒトデをサンゴの

裏や岩の隙間から取り出し、 ハンマーや斧を用いて

叩き潰します ( 図 4)。 過激にみえますが効率的で、

水中で駆除が完結するため焼却処分などの処理費

用はかからず、 酢酸の打ち損じの様なことも起きずに

確実に駆除することが可能です。 用いるハンマーや

斧の形状には作業者によって好みがありますが、 柄

の長いモノは安全性が高くて良いです。 水中破砕法

のデメリットは、 腕が疲れることです。 オニヒトデの生

息密度が高い場合は、腕が確実に筋肉痛になります。

この水中破砕法も比較的オニヒトデの生息密度が低

い場所を広範囲で遊泳して駆除を行うことに長けてお

り、 個人的には酢酸注射法の上位互換だと思ってい

ます。 この手法を用いる際に作業者からほぼ確実に

質問されることが 2 つあります。 1 つは、 ハンマーで

叩いた際にオニヒトデの体内から大量の卵が出てくる

が大丈夫なのかといった質問です。 これに関しての

回答は、 「大丈夫」 です。 オニヒトデの体内にある卵

は、 産卵期であったとしても完全成熟一歩手前なの

です。 オニヒトデが産卵したいタイミングになって始め

て生殖腺刺激ホルモン (GSS) が分泌され、 受精可

能な卵となります。 そのため、 産卵直前のオニヒトデ

でない限り、 駆除中に飛び散った卵からオニヒトデが

孵ることはありません。 2 つめの質問は、 どれくらい

ハンマーで叩けば良いのかという質問です。 この質

問に対しては、 オニヒトデの盤の部分をなるべく破壊

して下さいと伝えています。 正直なところ、 何発叩け

ば確実に絶命するのかは分かりません。 ハンマーや

斧の形状によって一撃あたりの破壊力にも違いがあ

りますからね。 これに関しては、 どの部位を叩けばよ

り確実なのかなどを今後検証していきたいと考えてい

ます。

　このように、オニヒトデ駆除方法は多様であり、日々

進化しています。 また、支持する駆除方法は人によっ
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て違います。 これからも駆除を実施されている方々

から様々な意見を吸収して、 より効率的な駆除方法

の開発を目指したいと思います。 最後に、 2 度目に

なりますが、 オニヒトデはサンゴがいることで存在す

る生態系の一員です。 オニヒトデのことを理解し、 適

切な密度に保つことが彼らを含むサンゴ群集性生態

系の保全に繋がると考えています。

  主任研究員　戸篠　祥江の島の海で見つけた愛らしいクラゲ

図 1. 新江ノ島水族館 クラゲファンタジーホール

　このたび、 私と新江ノ島水族館展示飼育部の山

本岳さんの共同研究により、 江の島の海で採集し

たクラゲを新種として論文発表しました。 その新種

の名はワタボウシクラゲ Tiaricodon orientalis で

す。 丸い傘が愛らしいクラゲで、 Twitter では 「電

球みたい」 とつぶやかれ、賑わいをみせていました。

今回はワタボウシクラゲが新種として世に出るまで

のよもやま話をしたいと思います。

【江の島と新江ノ島水族館】

　ワタボウシクラゲが発見されたのは、 神奈川県藤

沢市にある江の島の近海です。 江の島といえば言

わずと知れた湘南屈指の景勝地で、 風光明媚な景

色を目当てに多くの観光客で賑わいます。 海の幸

も有名で、 新鮮な生しらすを使った海鮮丼やタコを

挟んで焼き上げたタコせんべいなどが美味です。

　そんな江の島の近くにあるのが新江ノ島水族館で

す。 水族館では相模湾を中心とした太平洋に生息

する魚類や無脊椎動物、 海獣、 さらには深海生物

も展示しています。 また、 クラゲ類の常設展示にも

取り組んでいます。 今でこそ日本全国の水族館で

当たり前のようにクラゲが観られるようになりました

が、 クラゲ展示のパイオニア的存在といえるのが新

江ノ島水族館です。 ミズクラゲやタコクラゲ、 海外

に生息する色鮮やかなシーネットルの仲間は圧巻

です。 一年を通して 30 種類以上のクラゲ類が鑑賞

できます。特に幻想的な「クラゲファンタジーホール」

は必見です （図 1）。

　新江ノ島水族館ではクラゲ類の飼育だけではなく、

調査研究にも力を入れております。その一環として、

江の島周辺でみられるクラゲ相の調査があります。

飼育員さんたちは展示用のクラゲを探し求めて、 江
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の島内やその周辺の港へ足しげく通っています。 こ

れに加えて毎月、 9 のつく日はクラゲの日として、

一般の人たちと一緒に江の島の港でクラゲ類を採

集し観察するイベントを実施しています。 これまで

の調査により発見したクラゲ類は全部で約 70 種類

というから驚きです。

【山本さんと見たことがないクラゲとの出会い】

　新江ノ島水族館の山本岳さんは日本屈指のクラ

ゲハンターで、 大学時代から江の島でクラゲ採集

をしていて、 数多くのクラゲたちをバンバン見つけ

まくっています。 私が山本さんと出会ったのは 2016

年頃で、 お互いクラゲ好きということですぐに意気

投合し、 クラゲ類の情報交換を頻繁に行う仲になり

ました。 山本さんは大学を卒業後、 江の島を離れ

ることになりましたが、 その後、 新江ノ島水族館に

就職し、 現在は若きエースとして活躍されています。

　ある日のことでした。 いつものように山本さんと連

絡をとりあっているうち、 「見たことがないクラゲが

捕れた」 との知らせを受けました。 気球のように丸

く膨らんだ傘が特徴的ですが、 見たことがないクラ

ゲでした。 当初はヒドロ虫綱花クラゲ目のオオタマ

ウミヒドラ （図 2） の大型個体と考えていました。 し

かしながら、 その後図鑑や論文で調べていくうちに、

オオタマウミヒドラではないことが判明しました。 種

同定は簡単に進むものだと思っていましたが…思い

のほか、 難航しました。

【奇妙なクラゲ、 その正体】

　例の不明種は 2018 年から 2020 年にかけて江の

島内の港や地磯で 30 個体以上、 採集できました。

採集した標本をもとに詳細な形態観察と DNA 分析

が行われ、 その結果、 ヒドロ虫綱花クラゲ目ウラシ

マクラゲ科の Tiaricodon coeruleus に非常に近い

種であることがわかりました。 　　

　ウラシマクラゲ科 Halimedusidae は球状の傘をも

つ花クラゲ目のグループです。 特徴として、 傘の大

きさは 1 ～ 3 cm 程度で、 4 本の放射管、 口柄支

持柄 （こうへいしじえ）、内傘の角状突起、傘縁瘤 （さ

んえんりゅう） に眼点を備える、 4 本の触手または

4 本の触手＋ 4 つの触手群 （触手が束になったも

の） をもつことが挙げられます。 ウラシマクラゲ科

にはウラシマクラゲ属 Urashimea、 Halimedusa、

図 2. オオタマウミヒドラ

図 3. ウラシマクラゲ

Tiaricodon の 3 属 3 種が知られています。 日本で

はウラシマクラゲ Urashimea globosa （図 3） の

み確認されています。 本種は日本沿岸に広く生息

し、 江の島周辺では春先に港でよく見られます。

　Tiaricodon coeruleus は傘の直径が 2 ～ 3 cm

ほどの小さなクラゲです。 これまでに南大西洋にあ

るイギリス領フォークランドと中国で生息が確認され

ています。 また、 ニュージーランドやブラジルでは

Tiaricodon の仲間が報告されていますが、 種の精

査がなされておらず、 未同定の状態にあります。

　江の島産の不明種は T. coeruleus と共通する形

態的特徴を備えていました。 すなわち、 傘は球状

で、 内傘に角状突起をもち、 触手は 4 本、 傘縁瘤

に眼点がある、 口と胃をつなぐ口柄上に発達する

ひだ状の生殖巣上に真っ赤な帯があるなどです。

T. coeruleus との違いは、 傘の直径が半分～ 3 分

の 1 ほどであること、 内傘の角状突起が鋭くとがる
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こと、 口柄の長さが内傘腔の半分以下であることで

す。 以上の形態的差異を鑑みて、 江の島産不明種

は T. coeruleus とは異なる全く新しい種であると判

断し、 和名をワタボウシクラゲ、 学名を Tiaricodon 
orientalis （ティアリコドン ・ オリエンタリス） と命名

しました （図 4, 5）。

　また、 DNA 分析を行い、 ワタボウシクラゲの塩基

配列を解読しました。 そして、 中国で生息が確認さ

れていた Tiaricodon coeruleus のものと比較したと

ころ、 ほぼ完全に一致しました。 つまり、 中国の T. 
coeruleus とされていた種はワタボウシクラゲである

ことが判明しました。

　研究の成果の詳細につきましては学術雑誌

「Plankton and Benthos Research」 に掲載され

ていますので、 ぜひともご覧ください （文末参照）。

【ワタボウシクラゲの名前の由来】

　和名の 「ワタボウシ」 は、 日本の婚礼時に使用

される綿帽子のことです。 特徴である球状の傘や

生殖巣上にある赤いバンドが、 正面から見た綿帽

図 4. ワタボウシクラゲ . 水槽内でリラックスしている . 図 5. ワタボウシクラゲ（固定標本）.

【発表論文について】

掲載誌 ： Plankton and Benthos Research

掲載巻 ： 第 16 巻第 2 号 （2021 年） : 129-138. 

論文タイトル ： Tiaricodon orientalis sp. nov., a new species (Hydrozoa, Anthoathecata, 
Halimedusidae) from Sagami Bay, eastern Japan
（東日本の相模湾産の新種Tiaricodon orientalis （ヒドロ虫綱、花クラゲ目、ウラシマクラゲ科））

著者 ： Gaku Yamamoto, Sho Toshino　（山本 岳 ［1］ ・ 戸篠 祥 ［2］）

［1］ 新江ノ島水族館　［2］ 黒潮生物研究所

子に見えることから、綿帽子の名が採用されました。

また、江の島には 「恋人の丘」 や 「龍恋の鐘」 など、

「恋」 にまつわるスポットがいくつかあるため、 そう

いったイメージも関連付けた和名になっています。

ちなみに中国では 「帽鈴水母」 と呼ばれています。

帽鈴は帽子についている鈴のことです。 現物はみ

たことないですが、 確かに似ているかも…。

　また、 学名の種小名 orientalis （オリエンタリス）

は本種が日本や中国などの極東で見つかっている

ことから、 東を意味する oriental を採用しました。

【ワタボウシクラゲの今後】

　ワタボウシクラゲの生態や生活史については、 ほ

とんど分かっていません。 今後はクラゲを採集し成

長成熟させ、 産卵させることを目指しています。 そ

して、 ポリプを得て、 そこから遊離したクラゲを育て

て大きくし、 展示につなげられたらと考えています。

　本種は小さくて目立ちにくいクラゲですが、 「Bridal 
jewelry」 ならぬ 「Bridal jelly」 として、 有名になっ

て欲しいと思っています。
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  研究員補　辻本怜奈大月町にええ風吹かせます！

　はじめまして、 7 月より黒潮生物研究所で働

くことになりました辻本怜奈（つじもと　れいな）
です。

　出身は大阪市の中でも市内で一番人口の多

い平野区で、 近くに海や山といった自然はなく

あるのは日本一汚い河川に選ばれた大和川だ

けなので幼少期は海が好きな母に連れられ和

歌山の海へよく遊びに行ってはカニや魚を捕ま

えたり、 磯観察をするのが大好きでした。

　小学生の頃家族旅行で行った和歌山県にある

アドベンチャーワールドのイルカショーでショー

中に選ばれ観客の前でトレーナー体験をしたこ

とがきっかけでドルフィントレーナーになりたいと

いう夢が出来、 大阪 ECO 動物海洋専門学校へ

入学しました。

　一年次はドルフィントレーナー専攻で主に鯨類

や海獣について学びましたが、 もっと視野を広

げてみようと思い立ち、 研修先一覧にあった黒

生研に一週間程研修へ行ったのが黒生研との

出会いです。

　黒生研での研修以来、 イルカ以外の海洋生

物にも興味が湧き、 二年次は海洋生物保護専

攻に転専攻し、 魚類や棘皮動物、 爬虫類 ・ 両

生類、 ウミガメの産卵調査、 海洋学等幅広い

分野を学びました。 さらにその研修をきっかけ

に毎年、 サマースクールにボランティアで参加さ

せていただき、 今年度のサマースクールで参加

5 回目になります。

　卒業後は動物ふれあい施設や野球場のビー

ル売り子、 釣具屋や熱海でのリゾートバイト等、

自分のやってみたい仕事を数々とこなして来ま

したが、 本研究所とご縁があり研究員補として

赴任してまいりました。

　主に教育 ・ 啓発 ・ 広報など多岐に渡り担当さ

せていただきますので、 私が本研究所をきっか

けに多種多様な生物や調査研究に興味を持ったように、 未来を繋ぐ子供たちの生物や研究に興味を持つ

きっかけ作りが出来ればと思っております。

　関西人の面白さと様々な場所で培った経験を生かし面白い企画の運営、 並びに研究員方の調査研究の

サポートと、 関西人の親しみやすさで地域の方々ともたくさん交流し大月町に活気をもたらす存在になれるよ

う頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

沖縄でダイビングをする筆者

写真を撮るのが好きな筆者
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辻本研究員補が入所しました
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7 月から辻本怜奈 （つじもと　れいな） 研究

員補が着任しました。 彼女は専門学生のときに

インターンやサマースクールの手伝いで当研究

所に滞在していたことがあります。 明るく社交的

で誰とでもすぐに仲良くなる性格の持ち主です。

趣味は野球観戦 ・ 水族館巡り ・ 映画鑑賞で

す。 研究所初の女性研究員として、 若さと機動

力を活かして調査研究の補助をしていきますの

で、 よろしくお願い致します。

地球環境基金助成金に採択されました

活動の様子（大月小学校・磯の生物調べ学習）

3000 円以上のご寄付でその年度の Current 4 号分を送付いたします。 寄附は当研究所の

ホームページまたは寄附申込書から受け付けております。

※本誌の一部または全部を複製する際には当研究所宛てに許諾を求めてください。

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。

・ 森舞衣 （高知大学大学院　修士 1 年） 助成期間 ： 2 年間

　研究タイトル ： 四国南西海域におけるハナヤサイサンゴ科の群体数維持戦略の解明

・ 高橋諒 （東海大学　学部 4 年） 助成期間 ： 1 年間

　研究タイトル ： 高知沿岸域に生息するミドリイシ科とハナヤサイサンゴ科の個体群維持機構の検討

・ 上坂奈々子 （関西大学大学院　博士前期課程 1 年） 助成期間 ： 2 年間

　研究タイトル ： ベイルアウトしたポリプの基盤固定 ・ 増殖とその界面解析

2021 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。 昨年度に引き続き、 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。

契約書をかわす辻本研究員補と目﨑研究所長


