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和歌山県全域でのタコクラゲ出現調査

中村 公一

今年の夏は何かと『暑さ』が話題になってい

た記憶がある。串本も晴れの日が続き、当館で

毎日測定している 8 月中の気温も平年値を 1.4
℃上回る結果となった（Vol.42, No.5）。一方、
海の中はというと黒潮の離岸の影響もあってか

そこまで暑いということはなく、過ぎてみれば

平年並みの水温であった。

さて、私が串本に来てから 7度目の秋がやっ
てきた。私にとって秋と言えばタコクラゲの季

節である。入社以来、紀南域の港におけるタコ

クラゲの出現傾向をずっと追っており、本誌で

も過去に紹介している（Vol.37, No.5, Vol.40,
No.6）。タコクラゲは熱帯性のクラゲで、黒潮
の影響を強く受ける紀南域で毎年見られるクラ

ゲである。今年もタコクラゲの出現が確認され、

早いところでは 7月下旬にはその姿を見ること
ができた。8 月中旬になると港によっては一面
タコクラゲという状態で、今年はタコクラゲの

当たり年になるのではないかと予想していた。

そこで予てより調べたかった和歌山県内におけ

るタコクラゲの出現港について調査してみた。

＜方法＞

今回の調査では、和歌山県内にある 24 カ所
の港（図 1参照）をまわってタコクラゲの有無
を目視観察した。調査は 9 月 20 日、23 日の 2
日にわたって行い、9月 20日に①～⑲の港を、9
月 23 日は⑳～㉔の港をまわった。図 1 に調査
した港の場所、名称と出現状況を次の 5つのラ
ンクに分けて記した。出現個体数が 100個体を
超える港を◎、20 から 100 個体の港を○、20
個体以下の港を△、出現の見られなかった港を

×、今回の調査時には見られなかったが過去の

調査時に出現のあった港を●とした。

＜結果＞

今回の調査では 9カ所の港でタコクラゲの姿
が確認された。最も多かったのが袋港⑭で、100
個体以上の出現が見られた。比井港⑥と芳養港

⑫でも 30 個体程度出現したが、その他の出現

港では 10個体前後であった。本調査の前にも 8
月に入ってから定期的に港をまわっており、そ

の際にはすさみ港⑮、安指港⑰、紀伊有田港⑲、

串本港⑳、勝浦港㉒でも出現しているのを確認

したが、全域調査時には全て消えてしまってい

た。ちなみに湯浅広港⑤、見老津港⑯、田並港

⑱でタコクラゲを確認したのは昨年以前であ

る。今回の調査では比井港より北に行くとタコ

クラゲの姿を見ることができなかった。

＜考察および今後の課題＞

紀北にはタコクラゲが出現しないのだろう

か。本調査だけではわからないので、海南市に

ある和歌山県立自然博物館の花野政之氏に紀北

でのタコクラゲの出現について伺った。花野氏

曰く、海南でもタコクラゲの出現はあるもの数

年毎に出現する程度で、直近では 2～ 3年前に
出現してからは見ていないとのこと。和歌山市

近辺でも出現したという話をあまり聞かないと

いう。港を歩き回っていると地元の方が話しか

けてくることがよくあり、事情を説明すると話

を聞かせてくださることも多い。本調査時にも

下津港③でご年配の方に話しかけられたついで

にタコクラゲについて聞いてみたところ、あま

り見ないとのことであった。よって、紀北では

タコクラゲが出ないわけではないが、大量出現

はしていないようである。

また、例年ならば 9月下旬にはまだタコクラ
ゲが多くの港で出現しているのだが、今年はこ

の時期としては非常にクラゲが少なかった。先

述したように、今年も本調査以前に採集も兼ね

てタコクラゲを求め港をまわったのだが、その

時にはすさみ港、紀伊有田港でも多くのタコク

ラゲが観察されていた。袋港にいたっては港内

見渡す限りタコクラゲで数えきれないという状

況だったが本調査時にはまばらで、数えてよう

やく 100 個体を超える程度までに減っていた。
芳養港、堅田港⑬、三輪崎港㉔でも本調査時も

出現が見られたが、事前に港を回っているとき

の方が多かった。原因として考えられるのは台

風である。今年は 9月に入ってから台風が頻発
し、今回の調査の直前にも大型の台風 18 号が
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接近し、南紀でも海が荒れ、大量の雨が降った。

台風によって海中は撹拌され、河川からは濁流

が流れ込み、これらのことが原因でタコクラゲ

の湾内からの流出、あるいは死滅が起こったの

ではないかと推測される。湾の奥に位置するす

さみ港などは外海の影響を受けにくく、時化に

よるクラゲの流出が少ないと考えていたが、台

風が大きすぎると全く関係ないようである。従

って大型台風の接近は南紀のタコクラゲの出現

に大きな影響を及ぼしているのであろう。

最後に、南紀のタコクラゲはそれぞれの出現

港で発生したものなのかについて考えてみる。

実際に潜水してポリプを探すということは非常

に困難なので、体長 1㎝以下の小型個体が出現
するかどうかで判断しているが、昨年までの調

査で袋港、すさみ港、有田港の 3港で小型個体

を発見している。今年はさらに三輪崎港でも小

型の個体を発見することができ、タコクラゲが

港内で発生している可能性が示唆された。また、

昨年、一般の方からタコクラゲがたくさんいる

との情報をいただいてから通い出した比井港で

地元の方の話を聞くと、毎年大量に出現してい

るという。おそらくここでもタコクラゲが発生

しているのであろう。今後は小型のタコクラゲ

を探して県内をまわって行きたいと思う。そし

て、来年は台風が来る前にもう一度全域調査を

行いたい。

今回、突然伺ったにも関わらず快く紀北のタ

コクラゲについて教えていただいた和歌山県立

自然博物館の花野政之氏、また、いろいろな話

を聞かせてくださった各港の漁師の皆様にこの

場を借りて厚く御礼申し上げたい。

① 和歌浦港（和歌山市）

② 海南港（海南市）

③ 下津港（海南市）

④ 有田港（有田市）

⑤ 湯浅広港（広川町）

⑥ 比井港（日高町）

⑦ 日高港（美浜町）

⑧ 塩屋港（御坊市）

⑨ 印南港（印南町）

⑩ 南部漁港（みなべ町）

⑪ 境漁港（みなべ町）

⑫ 芳養港（田辺市）

⑬ 堅田港（白浜町）

⑭ 袋港（白浜町）

⑮ すさみ港（すさみ町）

⑯ 見老津港（すさみ町）

⑰ 安指港（串本町）

⑱ 田並港（串本町）

⑲ 有田港（串本町）

⑳ 串本港（串本町）

㉑ 動鳴気港（串本町）

㉒ 勝浦港（那智勝浦町）

㉓ 宇久井港（那智勝浦町）

㉔ 三輪崎港（新宮市）

図 1.調査を行った港とタコクラゲの出現状況
◎… 100個体以上 △… 20個体以下
○… 20～ 100個体程度 ×…出現なし

●…今回の調査では出現しなかったが、過去に

出現歴のあった場所
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コモンサンゴ類の同定の話（13）

国内産種の紹介

3. ウスヤスリコモンサンゴ（仮称）

野村 恵一・鈴木 豪（水産総合研究センター

西海区水産研究所亜熱帯研究センター）

3. Montipora aff. angulata（Lamarck, 1816 ）
ウスヤスリコモンサンゴ（仮称）

形態

群体は長径 50 ㎝を越える。群体型は準樹枝
状もしくは樹枝状。基盤は明瞭なものと不明瞭

なものとがあり、前者の場合は被覆状もしくは

準塊状となり、基盤の縁は角張らない。基盤か

らは上方に向かって不規則に癒合した枝を伸ば

す。枝の長さは 10～ 30㎝で、枝表面には丸み
を帯びた直径 0.5 ～ 1 ㎝ほどの小瘤状突起が分
布し、この突起は所々で互いに連結して短いウ

ネ状隆起を形成する。また、これらの突起は基

盤上にも認められる。枝の基部の太さは 2 ～ 5
㎝で、上方に向かって波打ちながら平面的に広

がる傾向を持つ。1つの枝の末端は長さが揃い、
末枝の先は平たく、末枝の長さは 2～ 3㎝、厚
さは約 0.5 ㎝である。個体は共骨中に埋没し、
ほぼ均一に分布する。個体間隔は個体 1個分以
内、莢径は平均 0.7㎜（範囲は 0.5 ～ 0.8㎜）。
莢壁輪は明瞭で、半ドーナツ上にやや盛り上が

り、周囲の共骨から区画される傾向があり、輪

の上には小さな棘が散在する。隔壁は通常、棘

の列より構成されるが、方向隔壁は歯状板を形

成する場合がある。1 次隔壁は完全に揃い、常
に 2次隔壁よりも明瞭に太くて長く、部分的に
先端がやや上方を向く傾向があり、長さは平均

0.6R（範囲 0.4-0.8R）である。方向隔壁は特に

重厚にはならないが、片側 1個もしくは 1対が
認められる。2 次隔壁は不規則・不完全で、長
さは平均で 0.2R（範囲は 0.1-0.3R）である。莢
はやや深く、しばしば底部で隔壁が融合した小

さな軸柱栓が形成される。共骨表面は微小突起、

粒状突起ならびに疣状突起を欠く。共骨上の棘

は小瘤状突起間では概して細いが、小瘤状突起

上もしくは末枝上では発達して幅広い薄片状と

なる。莢壁輪の回りを 1列の棘が取り巻く傾向
があり、特に小瘤状突起上や末枝上では顕著で

ある。また、この棘列の棘間が連結して粗い共

骨壁を形成する場合があるが、鋭く角張ること

はない。共肉は一様な淡褐色で、ポリプは共肉

よりもやや明色のものが多い。

分布

標本は全て八重山諸島石西礁湖浅所（水深 1
～ 3ｍ）産である。前回報告したヤスリコモン
サンゴとは同所的に見られる。

仮称和名

ヤスリコモンサンゴに酷似するが、この種に

比べて本種の枝先の厚みが薄いことに因む。

近縁種との関係

ヤスリコモンサンゴによく似るが、群体の形

状、末枝の厚さ、個体の形状（特に莢壁輪）が

異なる。他に M. angulataや M. gaimardiにも似
ており、これらの種との区別は前号のヤスリコ

モンサンゴの記述を参照されたい。モリスコモ

ンサンゴ種群に属し、ミトコンドリアをマーカ

ーに用いた遺伝子解析では、M. turgescensと同
じクレードに含まれるが、ヤスリコモンサンゴ

との間には微妙な相違（ミトコンドリア調節領

域で 1塩基の差）が認められる。

－ 4 －

図 21. ウスヤスリコモンサンゴ（仮称） Montipora aff. angulata：A;生時群体（SMP2203, 石西礁湖産） . B; 生時群体

（SMP2203, 石西礁湖産）. C; 生時群体（SMP2274, 石西礁湖産）. D; 個体周囲の骨格拡大写真（SMP2274,石西礁湖産）.
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コモンサンゴ類の同定の話（14）

ロンドン自然史博物館にコモンサンゴ類の

タイプ標本を見に行った話

野村 恵一

9 月末にロンドンにある自然史博物館でコモ
ンサンゴ類のタイプ標本を見てきたので、その

概要を紹介したい。

自然史博物館（Natural History Museum）は、
かつては大英博物館の分館として British
Museum Natural Historyと呼ばれていたが、近
年になり独立した組織として運営されている。

今回の調査旅行の目当ては、自然史博物館に所

蔵されている Bernard（1897）のコモンサンゴ
類タイプ標本である。Bernard（1897）は 100近
くもの膨大なコモンサンゴ類の新種（亜種もし

くは変種も含める）を記載しており、本邦産種

の多くは彼が記載したものの中に含まれてい

る。そのため、本邦産種の分類学的研究を進展

させるためには、Bernard（1897）のタイプ標
本を見ておく必要があった。

自然史博物館を訪れて、まずその美しくて威

圧的なロマネスク様式の建物（図 22A）に圧倒
された。ただし、残念ながらサンゴ標本はこの

美しい建物には所蔵されておらず、地下鉄を乗

り継いで 1時間ほどかかるロンドン郊外（ウイ
ンブルドンに近い）の資料館に移されていた。

そのため、標本調査は毎日資料館の方に直接通

うことになった。資料館は近年建てられたもの

で、鉄筋コンクリート 5階建の構造物よりなり、

サンゴを含む無脊椎動物はその 2階の、体育館
ほどのだだっ広いスペースに置かれた戸棚群に

収納されていた（図 22B・C）。サンゴ標本は
タイプと非タイプ別に、それぞれアルファベッ

ト順に配置され、標本の探索は容易に行えた。

標本は 100 年以上経っているにもかかわらず、
概して保存状態は良好で、ラベルも含めて識別

不能なものはほとんどなかった（図 22D）。
標本管理は厳重に行われ、建物への入退のチ

ェックはもちろんのこと、キュレーターが常時

付き添わなければ標本を調査することができな

かった。私の面倒は無脊椎動物担当のキュレー

ターである Andrew Cabrinovic 氏にみていただ
いたが、キュレーターも多忙なため、「本日資

料館にいられるのは 12時から 18時まで」とい
うように 1 日の作業時間が制限された。そのた
め、4 日間の滞在中に調査できたのは正味 14
時間ほどで、1 つ 1 つタイプ標本をじっくりと
眺める暇はなく、標本を戸棚から取り出しては

別室の研究室に運び、その写真を撮るだけで時

が過ぎてしまった。ただし、短時間とはいえ、

神々しい Bernard（1897）のタイプ標本を手元
において見れたこと、予想もしていなかった

Quelch（ 1866） や 、 Bruggemann（ 1879）、
Bassett-Smith（1890）、そして Crossland（1952）
のタイプ標本にも出会えたことは大きな収穫で

あった。資料解析はこれからであるが、今後の

本シリーズの執筆において、今回の成果を活用

できることが楽しみである。

－ 5 －

図 22．A：自然史博物館正面、B：資料館 2 階のサンゴ標本収容戸棚群、C：コモンサンゴ類タイプ標本
収納状態（右上ラベルだけあるのは標本が本館に借り出されているため）、D：Montipora mollisのタイプ
標本とラベル（ラベルは大英博物館時代のもので、標本番号、種名、産地、採集者、タイプステータス、

タイプ標本であることを示す赤印、それに記載文献が記されている）．
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ウミガメ人工産卵場での産卵・孵化

－2013年の結果－

吉田 徹

2013 年の人工産卵場でのウミガメの産卵・孵
化が終了したので、その結果を報告する。

●産卵・孵化結果

・アカウミガメ

アカウミガメは、4 頭が 6 月 5 日～ 7 月 22
日の間に 11 回産卵を行ったのを確認した。元
野生個体（野外搬入個体）では、毎年産卵して

いる No.37119 が今年も 3 回産卵したが、他の
元野生個体の産卵は見られなかった。一方 1995
年に当館で繁殖した個体は、3 頭が 8 回産卵し
産卵回数は過去最多であった。

孵化は、No.37119 の 3 巣からは全く孵化せ
ず、これで 3年連続で産卵しつつも孵化 0とな
った。繁殖個体は、低孵化率ながらも 8 巣中 6
巣から孵化し、本年のアカウミガメ誕生個体は

全て繁殖個体からとなった。

・アオウミガメ

アオウミガメは、2001 年から産卵している

お決まりの元野生個体 1頭が今年も産卵した。
しかし、これまで 1年おきに年 4回していた産
卵が前回（2011 年）では 3回になり、今年は 3
回目を水中放卵してしまったため、実質 2回だ
けとさらに減少した。

孵化率は良好で、例年と同程度であった。

本年の産卵・孵化は、増加と減少が共に見ら

れる結果となった。アカウミガメ繁殖個体は新

たな産卵個体が出現し、孵化率は未だ低い値だ

が徐々に増加しており、今後に十分期待できる

結果であった。しかし、元野生個体の産卵・孵

化は近年減少が続き、本年は元野生個体からの

誕生は 0となってしまっている。アオウミガメ
も産卵回数の減少が続いており、この個体は現

在当館で唯一産卵するアオウミガメであるた

め、今後の繁殖に黄信号が灯ってしまった。

1986 年から続く当館のウミガメ繁殖では、
元野生個体は推定年齢が 50 歳を超え、老齢化
してきているのかもしれない。そろそろ産卵個

体の世代交代の時なのであろうか。

－ 6 －

アカウミガメ
個体NO. 産卵日 産卵時間 脱出日 脱出日数 卵数 孵化数 孵化率 産卵間隔(日)
37119 6月17日 21：30 - - 59 0 0%

元野生個体 7月6日 不明 - - 96 0 0% 19
7月22日 22：00 - - 82 0 0% 16

17942 6月5日 23：00 8月13日 69 91 9 9.9%
繁殖個体 6月21日 22：00 不明 不明 85 12 14.1% 16

7月6日 22：00 8月31日 56 71 11 15.5% 15
17948 6月15日 0：30 8月25日 71 135 18 13.3%
繁殖個体 7月2日 17：40 8月31日 60 89 9 10.1% 17

7月22日 22：00 9月12日 52 92 40 43.5% 20
17938 6月19日 0：30 - - 128 0 0%
繁殖個体 7月20日 23：00 - - 105 0 0% 31

計 1033 99 9.6%

アオウミガメ
個体NO. 産卵日 産卵時間 脱出日 脱出日数 卵数 孵化数 孵化率 産卵間隔(日)
37136 6月8日 27：00 8月14日 67 104 21 20.2%

元野生個体 6月26日 深夜 8月23日 58 136 96 70.6% 18
7月12日 不明 - - 不明 0 0% 16 ※

計 240 117 48.8%

合計 1273 216 17.0%

※ウミガメプール内で水中放卵

表．2013年ウミガメ産卵・孵化結果
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早朝エビ網を回っていて、漁

師さんの機嫌がいいとほっとす

る。イセエビの値段が安かった

り、その上漁獲が少なかったり

すると漁師さんの口数も少な

く、その横で水族館で使える生

き物を漁るのは何とも気を遣う

からだ。しかし、今年は網干し

場も活気づいていることだろ

う。イセエビの値段が高騰して

いるという。エビの虚偽表示問

題で、旅館や料亭などが本物の

イセエビを買い占めていること

が理由だそうだ。実は、市場に

出回っているイセエビの 80 ％
以上がオーストラリアや南アフ

リカからの輸入物である。それ

らの大半はミナミイセエビとい

って、姿はよく似るがイセエビ

とは種が違う。外国産を使用す

る場合メニューにはロブスター

と表示しなければならないらし

いが、西洋料理ならともかく、

おせちや会席料理でロブスター

を明記してあるのは見たことが

ない。イセエビと信じて食べて

きたものの多くは偽物だったと

いうことだろう。正直、国産で

も外国産でも美味しくいただけ

るが、イセエビと思い込まされ、

高いお金を払わされていたのだ

としたら腹が立つ。「偽証」と

いう隠し味はいただけない。
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気　　温 26.0℃ +1.3℃ 22.8℃ +2.2℃

水　　温 26.1℃ -0.3℃ 24.3℃ +0.1℃

塩分濃度 34.3‰ -0.2‰ 34.4‰ -0.3‰

水中透視度 10.8ｍ -1.8ｍ 11.8ｍ -3.2ｍ

降　水　量 407.4㎜ +134.0㎜ 292.2㎜ +75.5㎜

錆浦定置観測結果（月平均値と平年値比）
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