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カタアシクラゲ

Euphysora bigelowi (Maas, 1905)

関東地方から南西諸島まで広く分布する。傘高は 6 ㎜ほどになり、傘上突起を持っている。
写真では縮んでしまっているが名前の通り 1 本だけ長い触手（赤い矢印）を持っており、ここ
に球状の刺胞瘤がいくつも並んでいる。また、残りの 3 本の触手状突起には目立った刺胞瘤は
存在しない。当個体は 2015年の春に、クラゲ数種が混じって地先に接岸した際に捕獲した。
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串本で出現したクラゲのまとめ 前編

中村 公一

黒潮の影響を強く受け、また外洋に面して比

較的クラゲの溜まりにくい串本周辺はクラゲの

観察には不向きではあるが、それでも今までに

何種かのクラゲを目視観察または情報提供で確

認している。今回は串本で出現した、ヒドロ虫

綱を除く刺胞動物門および有櫛動物門の一般的

にクラゲと呼ばれる生物の記録をまとめ、ここ

に報告する。また、数種については補足を行う。

今まで確認されたのは刺胞動物門は鉢虫鋼

10 種、箱虫鋼 2 種、有櫛動物門は無触手綱 2
種、有触手綱 9種である。この中で年間を通し
て観察されるのはイラモ（ポリプ）のみで、そ

の他の種は季節や潮流によって短期間のみ出現

したものががほとんどである。その多くは春先

の嵐や潮流によって当館地先に接岸した種で、

下の表の中では旗口クラゲ目全種と一部（カブ

トクラゲ、ツノクラゲ、クシヒラムシ目）を除

く有櫛動物門全種がこれに該当する。

ビゼンクラゲ属の一種とムラサキクラゲは町

内の定置網にかかったもので、ムラサキクラゲ

はかろうじて同定できたが、ビゼンクラゲ属の

一種は激しく破損していたため同定が不可能だ

った。おそらくヒゼンクラゲ辺りではないかと

推測されるがはっきりとはわからない。

アンドンクラゲについては町内海域で見たと

いう証言を何度か聞いたが、私自身は未だに見

たことはない。これについても過去に調査をし、

探し回ったが見つけることができなかった。し

かし、情報としては信憑性のあるものなので今

回の結果に入れることとした。

クラゲムシについてはベニクラゲムシは以前

本誌でも紹介したが、町内の海域にてガンガゼ

に付着するものと、水槽内でオニヒトデに付着

するものを確認している。この 2種は別種であ
ると思われるが、今回の報告ではまとめてクラ

ゲムシ属の仲間（Coeloplana spp.）としている。
今後、この辺りも詳しく調べていきたい。ちな

みに、オニヒトデについたクラゲムシは執筆中

の現在も、館内のヒトデの水槽内にて触手を伸

ばす様子が観察することができる。

次回は引き続き、表に入りきらなかったヒド

ロ虫綱について報告する。
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門 綱 目 科 属 和名 学名

冠クラゲ目 エフィラクラゲ科 エフィラクラゲ属 イラモ Nausithoe　racemosa

ユウレイクラゲ科 ユウレイクラゲ属 ユウレイクラゲ Cyanea　nozakii
ヤナギクラゲ属 アカクラゲ Chrysaora　pacifica

オキクラゲ属 オキクラゲ Pelagia　noctiluca
アマクサクラゲ属 アマクサクラゲ Sanderia　malayensis

ミズクラゲ科 ミズクラゲ属 ミズクラゲ Aurelia　aurita
ビゼンクラゲ科 ビゼンクラゲ属 ビゼンクラゲ属の一種Rhopilema　sp.

イボクラゲ科 イボクラゲ属 イボクラゲ Cephea　cephea

タコクラゲ科 タコクラゲ属 タコクラゲ Mastigias　papua
ムラサキクラゲ科 ムラサキクラゲ属 ムラサキクラゲ Thysanostoma　thysanura

アンドンクラゲ科 アンドンクラゲ属 アンドンクラゲ Carybdea　brevipedalia
ミツデリッポウクラゲ科ヒメアンドンクラゲ属 ヒメアンドンクラゲ Copula　sivickisi

ウリクラゲ Beroe　cucumisｃ
アミガサクラゲ Beroe　forskali

オビクラゲ目 オビクラゲ科 オビクラゲ属 オビクラゲ Cestum　veneris
カブトクラゲ科 カブトクラゲ属 カブトクラゲ Bolinopsis　mikado

アカダマクラゲ科 アカダマクラゲ属 アカダマクラゲ Eurhamphaea　vexilligera
ツノクラゲ科 ツノクラゲ属 ツノクラゲ Leucothea　japonica

チョウクラゲ科 チョウクラゲ属 チョウクラゲ Coeloplana　fusca
ベニクラゲムシ Coeloplana　willeyi

クラゲムシ属の仲間 Coeloplana　spp.

無色 筆者自ら目視、採集にて観察

ダイバーなどの写真、情報提供による

町内の定置網に入網したもの

箱虫綱

鉢虫綱

クラゲムシ属

ウリクラゲ科 ウリクラゲ属

オキクラゲ科

クラゲムシ科

ウリクラゲ目

カブトクラゲ目

クシヒラムシ目

有櫛動物門

表. 串本で記録した有櫛動物門、およびヒドロ虫綱を除く刺胞動物門のクラゲ

刺胞動物門

旗口クラゲ目

根口クラゲ目

アンドンクラゲ目

有触手綱

無触手綱
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南紀 浜辺の食物誌 最終回

サメ

宇井 晋介

この連載も今回が最後、ということで選んだ

のはサメ。サメと言うと「怖い」というイメー

ジが先行して「おいしい」という連想などおお

よそ出てこない魚であるが、全国的に見れば食

材としては実に広く使われている。高級食材の

代表であるフカヒレはサメの利用の中でも最も

よく知られたものであるが、全体量に占める割

合は決して高くない。まあサメの体の大きさと

ヒレの大きさを比較すれば当然と言えば当然で

あるが。

サメは浸透圧調整に尿素を使う生き物であ

り、鮮度が落ちるとこれがアンモニアとなって

臭いを発する。サメやエイというとあのツンと

くる臭いを思い出す人が多いゆえんである。し

かし、独特の臭いを除けばサメの肉は低脂肪、

低カロリー、高タンパクの優良食品であり、昔

から臭いを取り除く工夫がされてきた。かまぼ

こやはんぺんの材料として広く使われているこ

とは良く知られている事であるが、地域におけ

る食材として古くから使われている所も多い。

例えば山陰地方では「サメの湯引き」が有名で

あり、この辺りではサメをワニと呼ぶ。因幡の

白ウサギの昔話で有名な、ウサギがワニの背中

を飛び渡るシーンがあるが、これはサメの事だ

と言われる。湯引きにするとサメのアンモニア

臭は少なくなるので、この食べ方は全国の各地

に残る。山陰を初め大阪の南部や和歌山県でも

この湯引きは昔からある食べ方であり、これに

はアンモニア臭が少ないシロザメなどが主に使

われる。ではこの串本ではどうかと言うと、サ

メの肉をそのまま食べるような食べ方は残念な

がら昔からあまり伝わっていない。串本でサメ

の肉の加工品と言えば、イラギと呼ばれる加工

品が挙げられる。これはサメの肉を向こうが透

けるほど薄くそぎ、それをみりんや醤油のタレ

に漬けて干したもので、いわばみりん干しであ

る。このイラギは町内の幾つかの加工所で作ら

れており、町中のスーパーでも普通に見かける

食材である。これにはヨシキリザメなどの外洋

性の大型のサメが使われるが、その一方で地元

ではシロザメやエイラクブカなどの沿岸性のサ

メ漁が行われている。これは延縄漁で、海底に

枝針をつけた長い縄を沈めて行うものである。

ただこのサメは基本的に地元では消費されず、

またイラギに加工されることもなく、ほぼすべ

て県外に出荷されてしまう。サメがたくさん捕

れる串本にサメを食べる習慣がほとんどないの

は不思議であるが、山陰地方の山間部などにあ

るサメ肉の食習慣は、サメ肉がアンモニアによ

って腐敗しにくいことから根付いたと言われ

る。そうしたことからすると、串本はサメ以外

の魚類が豊富に獲れるが故に、サメ肉を食べる

習慣が普及しなかったものと考えられる。ただ

古代はこの地でもサメは普通の食料だったらし

く、串本にある縄文時代の遺跡笠島遺跡ではマ

グロやカツオなどの骨に混じってサメの骨も出

土している。

この連載ではこの地に残る海の幸の食習慣を

紹介してきた。この中にはこれからもずっと残

っていくだろう食習慣もあるが、将来的に失わ

れてしまうと思われるものもある。ここまで紹

介したのはおそらく数百年あるいは千年以上も

続いてきたものばかりであろう。今串本も様々

な要因で海の環境変化が著しく、紹介した食材

の中でも将来見ることができなくなってしまう

ものがある事も十分考えられる。どこに行って

もまるで金太郎飴の様に画一化された日本の田

舎の町並みの様に、人々の食卓もどこに行って

も同じと言うのは、何とも寂しい限りである。

サメ漁の対象のエイラクブカ

－ 3 －
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コモンサンゴ類の同定の話（32）

国内産種の紹介 20

ウネコモンサンゴ種群（4）

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）

ヤブレコモンサンゴ（仮称）

Montipora sp. YABURE.
図 72（A～ D）

形態：板状、被覆板状あるいは被覆状の群体を

形成し最大で長径 80 ㎝程に達する。個体は群
体板状部の上下両面に分布する。群体上面には

明瞭な大型突起を欠くか、大小の不明瞭な瘤状

突起が散在する。共骨上には長径 1～ 2㎜の粒
状突起とそれが成長した疣状突起、さらに疣状

突起が成長・接合した畝状突起が混生する。畝

状突起の長さは最長で 2㎝まで、幅は 1～ 3㎜、
高さは 4㎜以内である。群体によってはこれら
の小型突起が分布しない平滑部も認められる。

通常、畝状突起の出現頻度は粒状突起や疣状突

起よりも高い。また、畝状突起は概して不完全

・不規則な網目状突起を形成する。特に網目状

突起は群体末縁部で顕著で、同部では直線状の

放射列は形成されない。個体は基本的に畝状突

起や疣状突起の間に分布するが、稀に畝状突起

の側面もしくは上面にも出現する。個体は比較

的均一に分布し、個体間隔は個体 1個分程度で
ある。個体はたいてい共骨中に埋没するが、莢

壁輪や隔壁の伸長に伴って個体が共骨面よりも

わずかに突出する場合がある。個体はやや大き

く、莢径は 0.8 ～ 1.0 ㎜である。莢壁輪は明瞭
もしくはやや明瞭でリング状をなし、上面には

共骨上と同様の棘が分布する。莢壁輪の周囲に

は不完全な裸地帯が認められ、しばしば不完全

な溝状構造を形成する。方向隔壁は明瞭かやや

不明瞭で、長さは 0.5～ 1.0R、他の 1 次隔壁よ
りも肥厚してやや上方に突出し、しばしば歯状

板を形成する。1 次隔壁は完全・規則的で、長
さは 0.7R 以下であるが、0.5R 以下の短い群体
も多い。2 次隔壁は完全・規則的か不完全・不
規則、長さは 0.5R 以下で、1 次隔壁と 2 次隔

壁の長さは不等長である。共骨の肌理はやや粗

いかやや緻密。棘は針状か扁平で、先端は単純

なものから粗く刻まれるものや霜降状に細分さ

れるものがあり変異が多い。通常、共骨壁は網

目状突起形成部で認められるが、網目状突起は

大概不完全で、しかも網目内には個体が複数個

分布する場合が多い。生時の色彩は共肉は黄緑

色、淡緑褐色もしくは淡紫褐色をなし、ポリプ

の色彩は淡紫色もしくは淡灰白色である。群体

板状部下面のエピテカの発達度合は群体によっ

て様々である。下面表面は目立った隆起や突起

を欠き滑らかで、個体は均一か不均一に分布し、

前者の場合は個体間隔は個体 1 個分程度である
が後者の場合は個体 5個分以内である。個体の
大きさは上面よりも小さく、莢径は 0.4 ～ 0.6
㎜で、莢壁輪は筒状にやや突出する場合がある。

産地：ケラマ群島阿嘉島、宮古諸島宮古島・八

重干瀬、八重山諸島西表島。

近縁種との区別：疣状突起と畝状突起を併せ持

つが通常後者が優占すること、畝状突起はしば

しば不完全・不規則な網目状突起を形成するこ

と、畝状突起は群体周縁で放射状の直線列を形

成しないこと、個体はやや大きいこと（莢径 0.8
～ 1.0 ㎜）等の特徴によって、他の近縁種と区
別される。特に外見では前回紹介したクチアケ

－ 4 －

図72.ヤブレコモンサンゴ Montipora sp. YABURE.
A・B, 生時群体（SMP2437, ケラマ群島阿嘉島）. C,
骨格標本（標本はAと同じ）. D,個体とその周囲の骨
格（標本はAと同じ）.スケールは 1㎜.
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コモンサンゴに酷似するが、この種は群体周縁

に放射列を形成することで本種と見分けること

ができる。また、ミトコンドリアを用いた遺伝

子解析では両者が属するクレードは大きく異な

る。

仮称和名：概して不完全な網目状突起を持つ形

態的特徴に因む。

マジリヤブレコモンサンゴ（仮称）

Montipora sp. MAJIRIYABURE.
図 73（A～ D）

形態：準塊状の群体を形成し長径 30 ㎝程に達
する。群体周縁は部分的に 1㎝程度のわずかな
張り出し（板状部）が認められ、その下面は末

縁付近までエピテカが被うため個体はほとんど

分布しない。群体上面には大小の不明瞭な瘤状

突起が散在する。個体間には長径が莢径よりも

小さな微小突起が分布する場合が多く、それが

成長した粒状突起や疣状突起、さらにそれらが

接合した畝状突起が共骨上に入り乱れて密に分

布する。畝状突起は短く最長で 1㎝程度、幅は 1
～ 3㎜、高さは 3㎜以内で、部分的に不完全・
不規則な網目状突起を形成する。また、畝状突

起は群体末縁部で顕著な直線状の放射列を形成

しない。個体は基本的に疣状突起や畝状突起等

の小型突起間に分布するが、稀に畝状突起の側

面にも出現する。個体密度には疎密があり、群

体周縁部は比較的疎らで個体間隔は個体 5個分
以内で、周縁よりも内側の瘤状突起間では密に

分布し、個体間隔は個体 1個分程度である。個
体は通常共骨中に埋没するが、莢壁輪や隔壁の

伸長に伴ってわずかに突出する場合がある。個

体はやや大きく、莢径は 0.8 ㎜である。莢壁輪
は概して不明瞭で、明瞭な場合はリング状をな

してわずかに共骨面から伸長し、また不完全な

裸地帯を伴う場合がある。方向隔壁は明瞭で通

常 1 対が認められ、長さは 0.7 ～ 1.0R、他の 1
次隔壁よりも明瞭に肥厚してやや上方に突出

し、また歯状板を形成する。1 次隔壁は完全・
規則的で、長さは 0.8R 以下、個体によっては
上方にやや突出しまた歯状板を形成する。2 次

隔壁は完全・規則的、長さは 0.6R 以下で、通
常 1 次隔壁と 2 次隔壁の長さは不等長である
が、個体によっては両者が亜等長に揃う場合が

ある。共骨の肌理はやや緻密で、棘な比較的繊

細で先端は単純なものから霜降状に細分される

ものまで変異が多い。共骨壁は網目状突起形成

部で認められるが、網目状突起は大概不完全で、

しかも網目内には個体が複数個分布する場合が

多い。また、個体が微小突起やその盛り上がり

に莢壁様に囲まれる場合がある。生時の色彩は

共肉は淡褐色で、畝状突起の上縁は色が薄い場

合が多い。ポリプの色彩は不明である。

産地：宮古諸島大神島。

近縁種との区別：本種は疣状突起と畝状突起の

他に微小突起や粒状突起を併せ持つこと、畝状

突起はしばしば不完全・不規則な網目状突起を

形成すること、畝状突起は群体周縁で放射状の

直線列を形成しないこと、個体はやや大きいこ

と（莢径 0.8 ㎜）、共骨の肌理はやや緻密で棘
は単純か霜降状に細かく細分されること等の特

徴によって、他の近縁種と区別される。

仮称和名：ヤブレコモンサンゴに似るが、微小

突起が疣状突起や畝状突起の間に交じるユニー

クな特徴に因む。

－ 5 －

図 73. マジリヤブレコモンサンゴ Montipora sp.
MAJIRIYABURE. A-B, 生時群体（SMP2707, 宮古諸
島八重干瀬）. C, 骨格標本（標本はAと同じ）. D,個
体とその周囲の骨格（標本はAと同じ）.スケールは1
㎜.
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海中展望塔に集まる魚（40）

2015年1月～12月

小寺 昌彦

2015 年は 119 日の観察で 154 種の魚類が記

録された。150 種以上が記録されたのは 2010

年以来であった。日別の出現種数は 10月 17日

の 55 種が最多、3 月 25 日の 23 種が最少とな

り、年間平均出現種数は 37.8種であった。

月間出現種数は低い月が多く、最近 10 年の

平均値を上回ったのは 6月のみで、2月と 3月、

9 月は最近 10 年の最低値となった。しかし 10

月からは増加に転じて高い値が続いた。10～ 12

月の 3ヶ月で 117種が出現し、この内 29種が 9

月までに出現していない種であった。

本年記録された魚種のうち前年との共通種は

110 種で、前年見られなかったのは 44 種であ

った。この内、塔での初記録種（*印）はニセ

タカサゴ、マツバスズメダイ、アカヘビギンポ、

クロハギの 4種であった。ニセタカサゴとマツ

バスズメダイは数㎝の小さな幼魚、クロハギは

15 ㎝程の越冬個体が記録された。アカヘビギ

ンポは 5, 6 月に婚姻色を呈したオスがメスに

求愛する姿が見られた。また、**印をつけたホ

ソオビヤクシマイワシは 2010 年に記録された

ヤクシマイワシ、ミナベヒメジは 1998 年と

2005 ～ 2008 年に出現したヒメジ科の一種およ

びウミヒゴイ属の一種から名前を変更した。

年間出現率が 80％（96日）以上の常連種は 19

種で前年より 1種増加した。そのうち 100 ％出

現した種は 5種で前年より 3種減少した。出現

率が最も増加したのはゴマフヘビギンポ近似種

の+34％で、20％以上増加したのは 8種であっ

た。なお、31 ％増加したアイゴは 38 年の観察

期間中で初めて 80 ％以上となった。逆に最も

減少したのはゴマチョウチョウウオの-49 ％

で、他にはトゲチョウチョウウオ（-42 ％）と

シラコダイ（-45 ％）のチョウチョウウオ科で

大幅な減少が見られた。20 ％以上減少したの

は 9 種であった。3 種のチョウチョウウオ類が

大幅な減少をしたが、熱帯種の減少が顕著と言

うわけではない。シラコダイは温帯種であるし、

逆に増加が顕著な種としてミゾレチョウチョウ

ウオ（+31％）とミスジチョウチョウウオ（+25

％）が見られている。チョウチョウウオ類の出

現率は展望塔周辺への定着の有無が大きく影響

している為、各年の出現率は決して安定してい

る訳ではない。

種 名 JFMAMJJASOND 日数

ヤッコエイ 1--11----1-- 4
ウツボ ---111---1-- 5
ワカウツボ 1111--111--1 14
モヨウモンガラドオシ --1--------- 1
ウルメイワシ -----3------ 5
キビナゴ 553-21232214 44
ゴンズイ ------1----- 1
アカエソ ---11111111- 11
ヘラヤガラ ---1------1- 3
アオヤガラ --------12-- 7
ボラ 22-132322422 76
ボラ科の一種（幼魚） -----------1 2
ホソオビヤクシマイワシ** -----------1 1
ムギイワシ 454544223344 95
ギンイソイワシ 3311--124343 36
ナミノハナ ---1---1---- 2
カサゴ 1-1111112121 36
イソカサゴ ----1--1---- 2
オニカサゴ -----1------ 1
ハナミノカサゴ 1-1111-1--1- 10

種 名 JFMAMJJASOND 日数
ヒラスズキ 111--2211111 23
アカハタ ----11------ 4
スジアラ ------11-1-- 5
ヌノサラシ 1----------- 1
タナバタウオ ------1----- 1
オオスジイシモチ 1-1--11-1-11 8
クロホシイシモチ ---12221---- 20
ムツ --11-------- 2
カスミアジ ---------11- 3
ギンガメアジ ---------221 9
シマアジ ----1-1--1-- 6
イケカツオ -----------1 1
カンパチ ------11---- 3
ブリ -1---1------ 3
クロホシフエダイ ------22---- 11
フエダイ -----1------ 3
ニセタカサゴ* -------1---- 1
クロサギ ---221122222 55
コロダイ --1-111----- 4
イサキ -----111-1-- 11
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種 名 JFMAMJJASOND 日数

コショウダイ -----1-----1 2
クロダイ 11-1-111--11 10
ヘダイ 1---11112111 16
イトフエフキ ----1------- 2
ハマフエフキ -----1------ 1
ミナベヒメジ** ---------1-1 5
ホウライヒメジ 222223222322 107
オジサン -------12222 39
キンメモドキ -------1---- 1
ツマグロハタンポ ----------1- 1
ミナミハタンポ -------11--- 2
トゲチョウチョウウオ ------11-111 15
チョウチョウウオ 221334455333 106
ミゾレチョウチョウウオ ------122221 39
ミスジチョウチョウウオ --------1222 30
トノサマダイ ----------21 11
ヤリカタギ --------1111 12
フウライチョウチョウウオ ---------122 18
ヒメゴンベ ----------1- 1
ミギマキ ------1-1--1 5
タカノハダイ 221222222222 89
クマノミ 222333333333 117
アマミスズメダイ --111211111- 23
マツバスズメダイ* -----1------ 1
シコクスズメダイ ---------1-- 1
スズメダイ ----------1- 1
タカサゴスズメダイ ----------1- 1
テンジクスズメダイ -----1------ 2
ロクセンスズメダイ 11------1111 10
オヤビッチャ 222233223233 100
イシガキスズメダイ 11------2222 30
イワサキスズメダイ --------1--- 1
ハクセンスズメダイ ---------111 3
ソラスズメダイ 443444445555 119
ナガサキスズメダイ ---------1-- 1
セダカスズメダイ 322333333333 119
フチドリスズメダイ 212222222222 91
タカベ ---1-------- 1
イシガキダイ ----1111-111 15
ノトイスズミ 344322222224 99
テンジクイサキ 322222122222 87
ミナミイスズミ 1111--1-1111 13
イスズミ 222211112222 52
カゴカキダイ -----11----- 2
クロメジナ 222432333222 104
オキナメジナ 2----11-1221 30
メジナ 555555555555 119
ブチススキベラ 222322222222 113
カンムリベラ ---111222221 45
クギベラ 11-------222 28
ムナテンベラ ----------1- 1
ホンベラ ----121----- 8
ナメラベラ ---11------- 2
シロタスキベラ ------1-1--- 2
ホンソメワケベラ 221223322222 102
ノドグロベラ ----------1- 1
アカササノハベラ 333333333333 119
ホシササノハベラ 11111------- 9
アカオビベラ -------111-1 9
カミナリベラ 212332222232 97

種 名 JFMAMJJASOND 日数
ハラスジベラ --------11-- 5
オニベラ ----------1- 1
コガシラベラ 11121-122233 59
ニシキベラ 333444443333 119
セナスジベラ 2----1---11- 11
ヤンセンニシキベラ --------1111 5
オトメベラ 222223222222 112
ヤマブキベラ 1212111--122 45
アミメブダイ ---------222 25
ヒブダイ ---1-11-111- 12
アオブダイ ---1-1121222 38
アオブダイ類（幼魚） --------1-12 11
ブダイ 332323332333 116
ゴマフヘビギンポ近似種 222222122222 88
ヘビギンポ -12211-11--- 17
アカヘビギンポ* ----11------ 5
ヨゴレヘビギンポ ---21--1---1 10
ミノカエルウオ ----11-1---- 3
カモハラギンポ 1--221111222 47
ニジギンポ 11-------121 15
ミナミギンポ ----111----- 9
テンクロスジギンポ -----1222111 26
ミドリハゼ --1-1-----1- 4
クツワハゼ 1--11----1-- 5
アゴハゼ ----1------- 1
クロユリハゼ -------11111 6
アイゴ 222222222232 101
ツノダシ 11---2112212 27
テングハギ -------1---1 3
ニザダイ 333333333333 118
ヒレナガハギ ----------11 6
オスジクロハギ -----------1 2
ニセカンランハギ 1--222222222 67
スジクロハギ -----------1 1
ナガニザ 1------22222 35
モンツキハギ ---------1-- 2
シマハギ ---------1-1 2
クロハギ* ----------1- 1
サザナミハギ ----------11 5
ホソカマス ---------1-- 1
アカカマス 2--121------ 10
カワハギ 11---1-11111 18
ウミスズメ 221212212112 66
シマウミスズメ 221111--1122 41
ミナミハコフグ ------11--1- 3
ハコフグ 222222222212 82
クロハコフグ ---------1-1 2
クサフグ 232332212222 88
コモンフグ -1---------- 1
ハナキンチャクフグ 1111--111111 23
キタマクラ 222233322222 116
イシガキフグ 221111222222 69
ハリセンボン 222221212222 90
魚種不明魚類 ----------1- 1

観 察 月 Ja Fe Ma Ap Ma Ju Ju Au Se Oc No De ALL
出現種数 61 51 49 62 65 74 72 73 72 88 91 87 154

表中の数字は月の出現度
（１：少ない、２，３：普通、４，５：多い）

*：塔初記録種、**：名前を変更した種
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最近納豆にはまっている。白

いご飯にはもちろん、焼きめし、

カレー、クリームシチューにま

で納豆をかけ、冷蔵庫にストッ

クがないと落ち着かないほどで

ある。納豆は健康食品としても

有名で、美肌、認知症予防など

の効果もあると言われている。

ますます納豆を食べようと思っ

ていたところ、気になるニュー

スを耳にした。納豆アレルギー

というものがあるらしい。しか

もそれを発症するのは、圧倒的

にダイバーやサーファー、海で

仕事をする人たちに多いという。

その原因は実はクラゲである。

納豆の粘りに含まれるポリガン

マグルタミン酸は、クラゲの刺

胞毒にも含まれ、クラゲに刺さ

れたり、クラゲを食べたりする

機会が増えることによって体内

に抗体ができ、許容量を超すと

アレルギーを発症するのだそう

だ。私の場合、毎日クラゲと同

じ刺胞動物のサンゴやイソギン

チャクの世話をし、仕事で海に

潜ればしょっちゅうクラゲの仲

間に刺されている。そう言えば、

納豆を食べて激しい腹痛に襲わ

れたことがある。あれは食べ過

ぎだったかもしれないが、心配

し出すときりが無い。私の悩み

はしばらく糸を引きそうである。
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気　　温 10.3℃ +1.6℃ 11.0℃ +1.9℃

水　　温 19.0℃ +1.5℃ 17.3℃ +0.8℃

塩分濃度 35.6‰ +0.2‰ 35.7‰ +0.3‰

水中透視度 19.4ｍ -1.6ｍ 18.3ｍ -0.9ｍ

降　水　量 145.8㎜ +51.1㎜ 59.8㎜ -38.7㎜

1月 2月

錆浦定置観測結果（月平均値と平年値比）


