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エチゼンクラゲの大量出現と水産業への影響

飯泉仁

独立行政法人水産総合研究センタ一日本海区水産研究所 千951-8121新潟県新潟市水道IUJ1-5939 22 

Mass appearance of the jellyfish Nemopilemαnomurai Kishiouye and its 
influences on fisheries in Japan 

HITOSHI !IZUMI 

japan Sea National Fishe1匂sResearch Institute, Fisheries Research Agency, 1-5939 22, Suido-cho, Niigata, Niigata 951-8121, 

japan 

Abstract In 2002 and 2003 consecutively, larg巴 numbersof giant jellyfish, Nemopilema nomurai appeared 

along coastlines of the Japan Sea and Pacific Ocean, causing severe damage to local fish巴ries. In 2003, 

Agricultur巴， Forestryand Fish巴riesResearch Council funded th巴 Fish巴riesRes巴archAgency to conduct a 

brief investigation on influ巴ncesof the jellytish mass-bloom on fisheries, and to assess possible countermea-

sure t巴chniques.

Th巴surveyof plac巴sand periods of appearance illustrated possible routes on which jellyfish were carri巴d.

The jellyfish se巴medto be carri巴don Tsushima Curr‘巴ntfrom the west of Kyushu through th巴w巴sternchann巴l

of th巴KoreanStrait. Causes of the jellyfish mass-bloom are unkown. Together with elucidation of causes of 

mass-blooms, a numerical mod巴lof currents in East China Sea and Japan Sea should be developed to forecast 

the places and times of coasta巴jellyfishmass四bloomappearanc巴s.

Local fisheries suffered sev巴redamages. Fewer fish entered trap nets due tojellytish densities jellyfish, 

and the fish caught in nets wer巴pressedand stung by n巴matocysts,r巴suitingin lower market price. In some 

cases, fishermen removed fixed shore nets from the sea in the middle of fishing season. Because fishermen had 

to s巴paratefish from jellyfish, th巴workon board b巴camevery hard, and sorting continued on laud. Howev巴r,

fishermen tried various countermeasures, such as putting an extra net at the mouth of trap n巴ts,which 

prevented jellyfish to巴nterbut allow巴dfish to enter into the net. For a trawl net, a net was placed in the 

middl巴ofthe net to separate jellyfish and target fish. Studies on behavior of jellyfish around fishing gear 

should be conducted to dev巴lopefficient strategies and net operations. 

In the bri巴finvestigation, the author also assessed possibiliti巴sof utilization of jellyfish for food and other 

functional materials. Techniques for巴fficientremoval of large amount of wat巴rand salts ar巴necessaryto be 

d巴V巴lop巴d.

Key words: Nemoρilema nomurai, Japan Sea, j巴llyfishbloom, coastal fish巴ries

1. はじめに

2002年， 2003年と 2年連続して日本海沿岸から太平洋沿岸

にかけエチゼンクラゲが大量に押し寄せ，沿岸漁業を中心に大

きな被害を与えたことは記憶に新しい.2004年 11月現在は昨

年ほど大量には出現していないようである．第二次大戦後数回

このよう大量出現が起きているが（Fig.1），エチゼンクラゲの

大量発生の原因，日本沿岸への来遊機構は解明されておらず，

漁業被害の防止技術，有効利用技術など有効な対策方策はまだ

見いだされていないのが現状である. 2003年の大量出現を受

けて，農林水産省農林水産技術会議は 2003年度行政対応特別

研究緊急調査として，エチゼンクラゲに関する調査研究を独立

行政法人水産申告、合研究センターに委託した．水産総合研究セン

ターでは 2003年の日本沿岸におけるエチゼンクラゲの出現状

況の把握，エチゼンクラゲの大量出現が漁業に及ぼす影響の調

査，漁業被害防除や有効利用の可能性の検討を行った．

大量出現に関連して，エチゼンクラゲの大量出現は韓国や中

国でも大きな被害を与えていることから，両国から研究者を招

き，水産庁と水産総合研究センターが共催して 2004年 2月に

大型クラゲ（エチゼンクラゲ）の大量出現に関する国際ワーク

ショップを横浜で開催した． また， 2004年度から 3年計画で

先端技術を活用した農林水産研究高度化事業「大裂クラゲの大

量出現予測，漁業被害防除及び有効利用技術の開発」と題した
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Fig. 1. Coastal area wher巴 mass appearance of 

Nemoρilema nomurai occurr巴dsine巴 1958. Adapt巴d
from Iizurni (2004b). 

プロジェク卜に取り組んでいる．ワークショップとプロジェク

トに関して別稿で紹介されているので参考にしていただきたい

（上2004, 飯泉 2004a). ここでは 2003年度に行った緊急調

査結果の概要を述べる（農林水産技術会議事務局・水産総合研

究センタ－ 2004). 

2. 出現状況

2003年度の出現状況を犯握するため道府県の水産担当課に

アンケー卜調査を行った（飯泉 2004b〕． アンケートでは定置

網，底曳き網及びその他の漁業における出現状況について，エ

チゼンクラゲが入綱した時期，その数量，エチゼンクラゲの大

きさ等について記入してもらった．定置網の入網した時jjJ］を見

ると， 8月上旬に対局諸島で入り始め， 9月には山口県から秋

田県まで入網範囲が拡大した. 10月には更に北上して北海道

日本海沿岸に出現し，また， 10月には津軽海JI皮を通過し岩手

県，宮l成県の沿岸の定誼綱に入網した 太平洋沿岸では更に南

下を続け， 11月には惰島県，次城県， 12月には千葉県沿岸の

定置網に大量入網していた. 10月に津軽海峡を通過したエチ

ゼンクラゲの一部は北上して北海道噴火湾内の定置網にも入制

していた．入網開始から大量に入網するまでの期間は各地で状

況は異なるが，入り始めた即日から大量に入綱した炉肋ョら l旬

から数旬の遅れが見られる例まで見られた．

底曳き綱の入欄経過を見ると， 7月に山口県で数個体入網し

たことを除き， 8月あるいは 9月に解禁した臼本海西部海域の

底曳き網漁で初日から大量に入綱していた．その後，日本海北

部海域でも定置網に入網し始めたのと同じ時期に入欄が開始し

ていた．太平洋沿岸の各県における底曳き網漁でも同様で， 11 

月中旬には千葉県沖まで出現していた．

エチゼンクラゲの出現は 2004年まで続き， 3月下旬でも石
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Fig. 2. Change in diarne1；巴rof Nemoρilema nomurai 
caught in trap n巴tsin 2003. 

Data r巴ported by all prefectures ar巴 conbined.

Diameter was approximately estimat巴dby fishermen 

on boat. “Over 1 m”is plotted as 120 cm. Adapted 
from Iizumi (2004b). 

川県沿岸では数個～10fllil体が定置網に入禍したとの報告も

あった

このようにエチゼンクラゲが日本各地に大量に現れた経過を

見ると， 1958年以降の大量出現の規模と比較しでも 2003年

Grは記録的な広範囲の出現であったことが分かる（Fig.1). 

沿岸各地に出現したエチゼンクラゲの大きさ（傘径）に関す

る情報は漁業者への「聞き取り」に基づくものであり，正確に

測定された大きさではないこと勘案しても次のような傾向が見

られた．つまり， B月中は 50～100cmの個体が主であり， 9月

に入ると 1m を超す巨大なエチゼンクラゲが主となっていた

(Fig. 2）.ただし， 30cmクラスの個体も 12月まで継続して出

現していた．一方， 30cm以下の小型の何体は日本の周辺海域

では確認されていなかった．これらの情報からエチゼンクラゲ

は日本海内部で符生産したのではなく，外から運ばれてきたと

考えられる．

3. 来遊経路

前節で述べた出現経過から，大縦把であるが，来jJ/1経路の予

測ができる．対馬諸島で 8月上旬に見られて以降，日本海内部

で最も初めに出現が報告されたのは隠JI皮烏周辺であった．一

方，福岡県など九州北部の沿岸では大量出現が見られない．こ

れらから判断するとエチゼンクラゲは基本的には日本海の外，

東シナ海方面から対馬諸島と朝鮮半島との聞の凶水道を通る対

馬暖流の川1合分校に乗って，日本海の沖合に来遊してきたと予

想される（加藤ほか 2004）.この来遊経路は 2002年度でも問

機であったと予想される（日本海ブロック水産業関係試験研究

推進会議海洋環境研究部会 2003）.大量出現のあった 1958年

に調査船で日本海中央部までエチゼンクラゲの分布を調査した

結果でも，日本海の広範囲な海域に分布していたことが観測さ
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Table 1. R巴pliesby local governments to the qu巴stionnaireabout influences of jellyfish mass appearance to trap n巴t

fish巴ryin 2003. Adapted from Honda (2004) and modifi巴d

Inftu巴nc巴s

Inftu巴nc巴sto catches 
(1) Decreas巴inamount of catch 

(2) Decrease in quality 

Influences on fishing 

In flu巴nceson fishing gears 

Pr巴f巴cture Reply 

Yamaguchi Catch decr巴ased.

Tottori Catch decreased when jellyfish ent巴redinto nets. 

I-Iyogo Yellowtail catch decreased. 

Akita Amount of sale d巴cr巴ased.

Iwate Catch was not possible as n巴tsw巴reopen巴dto rel巴as巴］巴llyfish.

Miyagi Catch d巴cr聞記d.Trap net fishery was not profitable. 

Shimane Fish quality was d巴teriorat巴d.

Tottori Market price of fish d巴cr巴ased.

Ishikawa Fish was damag巴d,and quality was det巴riorated.

Yamagata Fr巴shnessof fish was deterriorated. 

Akita Quality of fish decreas巴dwh巴ntouch巴dby tentacles. 

Miyagi Market price of fish decreas巴das freshn巴ssof fish decreased. 

Ibaraki Market price of fish decreased as skin of fish damaged by nematocysts. 

Shiman巴

Yamaguchi 
Tottori 

Hyo go 

Fukui 

Ishikawa 

Toyama 

Niigata 

Yamagata 

Akita 

Aomori 
Miyagi 

Ibaraki 

Fishing operation needs thre巴timesmor巴thanusual. 

Hauling th巴netn巴巴dedmor巴tim巴thanusual. 

Time of work was巴xtended.

Extensive sorting was needed. Work time was extended. 

Jellyfish sorting took much time. When the net was not haul巴dat 

regular intervals due to storms, sorting took mor巴tim巴

Work tim巴wasextended due to jellyfish sorting. 

Tim巴 ofn巴thauling was巴xt；巴nded.Extra work was n巴巴dedto巴xchang巴

n巴ts.
Work time was extended. 

Work tim巴wasextended. 

Excessive work. 

Work increased. 

Work increased. Extra work was needed on holidays. 

Sorting n巴巴dedextra work. 

Yamaguchi Two among 6 large trap n巴tsat th巴 coastof Abur・ayato Hagi wer巴

broken at the part of bag net. 
Shimane Net was broken. 

Toyama Two trap n巴tsin eastern ar巴awere broken aft巴rstorms. 
Niigata Net was brok巴n.

Akita Net was broken. 

Iwate Thr巴Etrap nets w巴rebroken at parts of bag net and oth巴rpart of trap. 

れ，対馬l暖流の沖合分校に沿って｛｜自体¥ii'i皮の高い海域があった

と報告されている（下村 1959）.日本海に入ったエチゼンクラ

ゲは日本海内部の水J:JR配霞，風などの気象条件の影響を受け沿

岸に出現したと考えられる．今後はこの来遊経路の検証ととも

に， jrj1合分校から沿岸漁場に出現する過程とその機構の！押明が

必要である．

草花であり，質問は行わなかった．定置網漁業における被害状況

について主な回答例を Table1に示す．どの漁業でも同じであ

るが，エチゼンクラゲ．が大量に漁場に出現するために漁獲物が

激減し，綱に入っても中でエチゼンクラゲに圧迫され，接触し

て刺胞に刺されるため漁獲物の鮮度が低下した．他の漁業形態

の漁業被害として，底曳き網，舟曳き網，貝桁~~Jなどの曳き網

漁業では漁具の破損（大量に入綱したため揚網できなく投棄し

た例が多しつ，選別などの作業露地加等の報告があった．刺し網

漁業では，漁具の破損，投網可能な漁場の激減，まき網漁業で

は，漁場探索の時間地力日，水場げ後の選別作業の増加など様々

な被害が見られた．小型漁船の操業で・は，甲板上に揚げた大最

4. 被害状況

アンケートでは出現状況とともにエチゼンクラゲによる被害

についても質問した．ただし，被害金額については地域ごとに

漁業状況が異なるのでその算定基準を一律に設定することが困
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Fig. 3. Two dishes, one made from Nemopilema 
nomurai and on巴fromjellyfish on the market (species 

is not known, but probably Rhopilema spp.) pr巴pared

for sensory evaluation. Jellyfish was cooked after a 

same recipe. Appearance was the same, however 

testers found some minute difference in odor. 

Adapted from Okazaki et al. (2004) 

のエチゼンクラゲの重量のため転賓の危険もあった．エチゼン

クラゲの車I］胞毒は刺されると皮膚に長期の炎症を引き起こすた

め，水揚げ作業や選別作業をする漁業者にも被害を与えてい

た．養殖周海水の取水口にエチゼンクラゲがつまることで水質

が怒化し，養殖魚、が死亡した被害も報告されていた（本多

2004). 

5. 被害防除のための取り組み

緊急調査では大量出現に対して漁業者が行った対抗策につい

てのアンケートも集約した その結果， 2年続けて大量出現し

たため各地で被害防除のため様々な対策を講じていたことが明

らかになった．定置網ではエチゼンクラゲと魚類を分ける仕切

り網の設置，箱網にスリットを設けエチゼンクラゲだけ排出す

る工夫，底曳き網ではエチゼンクラゲと魚類あるいはカニ類を

分ける分離網の設置等が挙げられる．被害防除のためには， (1)

入網を阻止する，（2）網内で魚類とエチゼンクラゲを分離する，

あるいは（3）入網したエチゼンクラゲを取り除く等様々な技術

開発が必ー要となる そのためには漁場におけるエチゼンクラゲ

の行動様式の解明をはじめ，水槽実験，現場における実験網の

テス トが必要となる．冒頭に述べた技術会議の事業では指針作

成に向けて被害防除技術の開発を目指している．

6. 有効利用

最後に漁業被害ではないが，緊急調査で取り組まれたエチゼ

ンクラゲの有効利用技術に関する検討結果について述べる．漁

網に入ったエチゼンクラゲを加工食品などの原材料として利用

できれば，大量出現を我々にとってのプラスとする ことも可能

になる．クラゲは食材としてアジア諸国から輸入されている

が，原材料となるクラゲはビゼンクラゲが多く， エチゼンクラ

ゲはあまり利用されていない．そこで，緊急調査ではエチゼン

クラゲの有効利用の方向性を探るため成分分析，ゼラチン分画

の他出，試作した塩クラゲの官能試験などを行った（岡崎ほか

2004〕．食材となる傘部は水分が 97%，固形分の 90%が灰分，

5%がタンパク質であった 市販のクラゲ食材と比較した官能

試験結果では，試験的に作成した塩クラゲ加工品は独特の臭気

が感じられるものの市販品に近い食感であった（Fig.3）.現在

は技術会議の事業として成分の機能特性 ・加工特性などの検

討，効率的な脱水 ・脱塩技術の検討を基にした食材処理の効率

化，新規食材の開発などの取り組みが行われている．

7. 終わりに

ここに紹介した事項は水産総合研究センターが中心となって

行ったエチゼンクラゲに関連した取り組みの一部である．府県

の試験研究機関，大学，民間など様々なセクターでも大量に押

し寄せたエチゼンクラゲを対象に研究，試験，開発など多様な

取り組みが行われていると思う．それらの成果が上がり，再び

大量に出現しても大きな被害がないような来遊予測法 ・対処

法 ・利用法等が開発されることを期待したい
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