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ウミテングの飼育

中村 公一

2020 年 1 月中旬に串本町内の漁師からウ
ミテング Eurypegasus draconis が当館に持ち込
まれた。当個体は全長 5㎝程で、イセエビ刺し
網漁にて混獲されたものである。ウミテングは

国内では千葉県以南の太平洋沿岸で分布が確認

されており、インド洋辺りまで広く分布してい

る。串本町内においても混獲される他にダイビ

ングポイントなどでも稀に観察されており、出

会えた時のレア感とその珍妙な姿形で非常に人

気の高い魚である。当館においては 1995 年に
地先で採集されたものを 2 個体搬入しており
（Vol.24, p.57）、その際に砂場の水槽内で飼育
を試みたものの 2匹とも数日で死亡している。
今回、持ち込まれた個体も非常に状態がよかっ

たため飼育を試みた。ちなみに、前回の報告時

の分類において本種はウミテング目ウミテング

科に属していたが、今の分類ではトゲウオ目ウ

ミテング科となっている。

持ち込まれてからしばらくは、餌付けのため

バックヤードの小水槽内で飼育した。餌は水槽

内にて発生するアミエビの一種（Heteromysis
sp.、図右上）や底砂を徘徊するイソヨコエビ
の一種（Elasmopus sp.、図右下）などを生きた
まま与えた。2 日もすると食べる様子が確認さ
れ、その後も習慣的に食べたため 1月下旬より
館内トピックス水槽において展示を開始した。

展示中も積極的に摂餌する様子が観察され、約

一ヶ月に及ぶ展示期間中も弱る様子は全く見ら

れなかった。

トピックス水槽での展示が終了した現在は、

餌となるアミエビ等が多く発生する小型甲殻類

の展示水槽にて他生物と共に飼育を続けてい

る。相変わらず弱っている様子はなく、すでに

一つの水槽内のヨコエビ類を食い尽くしたた

め、最近別の水槽に引っ越しをさせたところで

ある。現時点で持ち込まれてから 2か月半ほど
が経過し、記録が残っている中では当館におけ

る最長飼育記録を更新している。今後も引き続

き、餌となる生物の多い水槽を転々としながら

飼育を続けていく。来館された際には、どこか

の水槽にこっそりと展示されている世にも愉快

な出で立ちをしたウミテングを探してみて欲し

い。

図. 上 ウミテング

右上 餌：アミエビの一種 Heteromysis sp.
右下 餌：イソヨコエビの一種 Elasmopus sp.
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ラブカ搬入

吉田 徹

2020 年 1 月に大変珍しい深海ザメのラブカ
が生きたまま当館に搬入されたので紹介した

い。

ラブカはカグラザメ目ラブカ科に属するサ

メの一種で、太平洋や大西洋の大陸棚外縁に広

く分布し、通常は水深 120m から 1500m の深海
に生息しているが、度々表層まで上がってくる

ことが確認されている。外見は円筒形の細長い

体に蛇の様な頭部を持ち、フリル状の鰓隔膜と

三尖頭の歯列が特徴。全長は最大で約 200 ㎝ま
で成長する。餌は主に魚類や頭足類。原始的な

サメの特徴が多々見られることから「生きた化

石」と呼ばれ、日本では駿河湾や相模湾で比較

的よく見られており、度々ニュースとなってい

る。水族館で飼育が試みられることもあるが、

殆ど短期間で死亡しており長期飼育に成功した

例は無い。

2020 年 1 月 16 日昼頃に、那智勝浦町浦神の
漁師からラブカが釣れたとの連絡が入り、半信

半疑で向かうとそれは正にラブカであった。

ラブカが採集される際は網での混獲が主で

あるため、揚げられた時点で死亡していること

が多く、生存していたとしても網による擦れで

傷付き状態が悪いものがほとんどである。しか

しながら、今回の個体は太地町沖の水深 550 ｍ
から深海釣りにて釣りあげられたため、外見に

殆ど傷は無く非常に良好な状態であった。

当館に搬入後は、一先ず水深 1.2ｍ、水量約 4t
の砂場水槽に収容して様子を見た。収容直後か

らゆっくりと泳ぎはするものの体勢は不安定

で、姿勢制御があまり出来ていない状態であっ

た。体勢を戻してやっても、ゆらゆらと一定方

向に泳ぎ続けながら直ぐに頭を下にし直立状態

へとなってしまっていた。ラブカを含め深海サ

メの多くは低水圧化では肝機能が損なわれると

され、それにより浮力調整が出来なくなってい

るのだと思われる。また、ふらふらと泳ぐ中で、

たまに水槽内のサンゴ石やナマコに噛みつこう

とする行動を見せたが、狙った訳ではなく口元

に触れたものに反射的に噛みつこうとしていた

様であった。

翌 17 日、前日と変わらず不安定な体勢で泳
いでいたが、徐々に水槽の角に頭を突っ込んだ

時に上手く方向転換出来ない様子が見られるよ

うになっていたため、より大きく適当な形状の

水槽へ移動させることにした。しかしながら、

既に大分弱っていたためその後しばらくして死

亡した。1 月 16 日 15：00 の水族館搬入から、
およそ 20時間 30分後の 1月 17日 11：30頃に
死亡し、全長は 128.9㎝、体高 11.5㎝、体重 5.0
㎏、雌雄は交尾器の有無から雄と判断された。

死亡後は直ぐに冷凍保存し、貴重且つ良好

な状態の個体であったため、和歌山県立自然博

物館に寄贈し解剖の後標本化した。

駿河湾や相模湾では度々見られるラブカだ

が南紀地方では非常に珍しく、公式な記録はこ

れまでに 2例しかなく、今回の個体で 3例目と
なった。

搬入されたラブカ
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増殖するショウガサンゴ

森 美枝

当館の「串本の海」水槽は、串本の海中景観

を水槽内に再現した水槽で、地先の海で見られ

る造礁性サンゴ（以下サンゴ）や魚類などが飼

育展示されている。本水槽は、元々サンゴが健

全に飼育できるよう地先からくみ上げた自然海

水を掛け流しにし、天井をガラス張りにして日

光を取り入れられるように設計されていたが、

さらに串本を代表するサンゴ、特にミドリイシ

類を飼育できるよう、2007 年 1 月に照明の強
度を増やしてリニューアルした（本誌 Vol. 36,
p. 10）。その当時の水槽は、クシハダミドリイ
シやスギノキミドリイシ、エンタクミドリイシ

など串本の海中景観を構成する主要なサンゴが

水槽の底面や壁面に配置され、そこにカラフル

なチョウチョウウオやスズメダイなどが動きを

添えて、まさに絵に描いたような串本の海が再

現されていた。しかし、その後頻発する夏場の

高水温やサンゴの病気などによって水槽内のミ

ドリイシ類が減ってゆき、代わりに病気と高水

温に強いサンゴが生き残ることによって「串本

の海」水槽のサンゴ景観が変わっていった。

現在、「串本の海」水槽のサンゴ景観は図 1
のようになっている。クシハダミドリイシやエ

ンタクミドリイシの代わりに元気なのは、スリ

バチサンゴやヨコミゾスリバチサンゴ、スギノ

キミドリイシの代わりに生い茂っているのはシ

ョウガサンゴである。特にショウガサンゴの増

殖は著しく、現在では水槽底面（6× 6ｍ）の 4
分の 1 を覆う勢いで増殖中である。元々これら
ショウガサンゴのほとんどは 2014 年 5 月に地
先から採集して入れたもので、本水槽に入れた

ときの大きさは、合わせてもおそらく一抱えほ

どの群体だったと思われる。その後どんどん増

殖し、一度 2017 年夏の高水温で群体の半分以
上が死滅したが復活し、現在の状態に至ってい

る。さらに最近では、プラヌラ放出で増殖した

小さな群体が、水槽壁面でも見られるようにな

り、そのうち水槽全体がショウガサンゴで覆わ

れてしまうのではないかと少し心配している。

ショウガサンゴは、1995 年までは串本では
一度も観察されておらず、高知にはたくさんあ

るのに串本では見つからないサンゴの一つだっ

た。しかし 1996 年に初めて串本で記録され
（Vol. 25, p. 52）、以降見る機会が増え、今で
は地先で普通に見られるサンゴとなっている。

さて、現在の「串本の海」水槽は、本当に串

本の海を再現している水槽かと問われれば、確

かにこのようにショウガサンゴが海底を覆って

いる光景を串本では見たことがない。しかし、

近年海中展望塔の周りではショウガサンゴが増

殖中で、至る所で目につくようになっている。

また、私はかつて宮崎県日南の海域公園地区を

調査したとき（Vol. 26, p. 34, p. 39）、湾内の広
範囲をショウガサンゴ群落が占めている様子を

観察したことがあり、条件さえ合えばショウガ

サンゴはこんなに繁殖するものなのだと驚いた

のを覚えている。そう考えると、今の「串本の

海」水槽は、未来の串本の海を映していると言

えるかもしれない。つまり、目の前の海でも近

年、高水温や低水温、病気でミドリイシ類の減

少が見られる中、今後水温変化や病気に強い、

そして増殖も早いショウガサンゴのようなサン

ゴが、サンゴ景観の主要な構成種になってくる

可能性がある。

図 1．スリバリサンゴ（A）ヨコミゾスリバチ
サンゴ（B）の奥に広がるショウガサンゴ（C）
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続 南紀 浜辺の食物誌 その1

ブダイ

宇井 晋介（南紀串本観光協会）

ブダイは紀伊半島全域でイガミと呼ばれ、紀

南に住まう人なら馴染みの深い磯魚である。ブ

ダイの名前の由来は諸説あり、武鯛＝鎧を着た

武士のようだから、舞鯛＝舞う様に泳ぐ様子か

ら、不鯛＝鯛に似るが鯛より醜い魚という意味

などがある。ではイガミの名の由来は何だろう。

これもはっきりしたことは分からないものの、

その一つはイガミ独特のむき出したゴツゴツし

た歯が動物が歯をむき出して威嚇している姿を

連想させるというもの。確かに米粒の様な歯が

融合した独特の口元はそうかも知れないが、雑

食性で平和主義者のブダイには少々可愛そうな

呼び名でもある。

それはさておき、このブダイ､紀南一円で広

く食用にされている魚である。ブダイはベラの

仲間なので白身の淡泊な肉質であり、串本でも

煮付けなどにして普通に食べられる魚である

が、紀南では田辺周辺で特に好まれる傾向があ

り、この辺りでは｢イガミなしでは正月が来な

い｣と言われるほどである。一部の神社では、

神饌として赤飯とイガミが神酒と共に供奉さ

れ、神事でイガミを食べる風習もある。ブダイ

は季節によって食性が変わる魚であり、暖かい

時は甲殻類や貝類などを主食とし、冬は海藻類

を主な餌とする。季節的には海藻食の寒い季節

の方が磯臭さがなくなりおいしくなるので、正

月前後の時期は正に最高の食べ頃という事にな

る。

ブダイの調理には一つ注意が必要である｡そ

れは内臓をできる限り早く除去し､かつ調理の

際に胃袋や腸を初めとする内臓を破らない様に

する事である。なぜなら、ブダイは大食漢で常

に餌をあさっている魚であり、その消化管は常

に消化物ではち切れんばかりに満たされている

からである。これを死後長時間放置したり、調

理の際に破いたりすると、その臭いが肉に移り

味が台無しになる。

ブダイが性転換する事はあまり知られていな

い事であるが、一般の人にも「青イガミ」と呼

ばれる青いものと、「赤イガミ」と呼ばれる赤

っぽいものがいることは広く知られている。ち

なみに青いものはオス、赤いものはメスであり、

味はメスが勝るとされる。確かに体は大きいが

身がやや硬いオスに比べて､メスの身は軟らか

くおいしいように思う。

ブダイは磯魚であるので、紀南では定置網、

イセエビ刺し網、延縄などで漁獲されるが、中

でも良く行われるのが竿釣りである。ブダイ釣

りは歩いていける地磯でも行え、また仕掛けも

簡単で子供でも 1 年中楽しめる釣りであるが、
その食性に合わせて夏場はカニ等を、冬場は海

藻を餌に用いる。海藻は磯に生える海藻類の他

ほうれん草やダイコンの葉等でも代用できる

が、市販のホンダワラを使う人が多い。ホンダ

ワラの仲間は非常に多いが､その中で釣り餌と

して市販されているものは和名ホンダワラ

Sargassum fulvellum である。ホンダワラは葉が
柔らかく、ブダイが一番好むので最高の餌であ

る。しかしながら､このホンダワラ、最近入荷

が途絶えがちである、と言うのも温暖化の影響

で主産地の三重県でほとんど獲れなくなってき

ているからである。海の温暖化は紀南の冬の味

覚にも影響を及ぼして来ているというわけであ

る。

図．地元のスーパーに並ぶイガミ
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コモンサンゴ類の同定の話（44）

アバタコモンサンゴ基準標本探索記

野村 恵一（錆浦海中公園研究所）

アバタコモンサンゴは串本から沖縄にかけて

広く、かつやや普通に分布し、 Montipora
turgescens に同定されることが多いが、これと

は異なる未記載種である（野村・鈴木, 2017：
本誌、Vol. 46, 45）。今年の初めから、本種の
新種記載の下準備に取りかかり、標本や文献の

再精査をしていたが、最も重要な標本を見落と

していることに気づいた。それは、和名提唱の

基になった標本である。

アバタコモンサンゴの新和名は、串本海中公

園センターの元職員であった内田紘臣・福田照

雄両氏が、沖縄海中生物図鑑第 9 巻サンゴ（以
下、沖縄サンゴ図鑑と呼ぶ）（図 96左）の中で
提唱された（内田・福田, 1989, 150）（図 97右）。
前述したように学名として M. turgescensが用い
られているが、ドーム状の粒状突起が群体表面

を被っており、この種とは明瞭に異なる形態を

なす。ところで、困ったことに、沖縄サンゴ図

鑑で使用された写真の標本がどこにあるのか、

著者以外誰にも把握されていない。アバタコモ

ンサンゴもしかり。

沖縄サンゴ図鑑制作当時は、串本海中公園セ

ンターの姉妹研究所として八重山諸島黒島に

（財）海中公園センター付属八重山海中公園研

究所があり、職員は主に串本海中公園センター

から派遣されていた。八重山諸島のサンゴの写

真撮影ならびに標本収集も、八重山海中公園研

究所を基地として行われた。そのため、沖縄サ

ンゴ図鑑に掲載されたサンゴ標本は、八重山海

中公園研究所に収蔵されていた可能性が高いと

考えた。

八重山海中公園研究所は 2002 年に（財）海
中公園センターの解散に伴い、「黒島研究所」

と名称を変更して日本ウミガメ協議会に運営が

移ったが、サンゴ標本を含めた収集資料は引き

続き保管・展示され、また、幸いにも近年にな

りサンゴ標本のクリーニングならびに整理と共

に、収蔵目録が刊行されている（NPO 法人日
本ウミガメ協議会付属黒島研究所収蔵資料目録

・造礁サンゴ第 2 版：亀田・目崎 , 2013、
http://www.kuroshima.org/_src/494/catalog_of_corals
_in_kuroshima_ii.pdf?v=1577840984056）。そこで、
さっそく本目録を当たってみたが、目録には照

合可能な記載はなく、該当標本を割り出すこと

は出来なかった。ただし、目録作成者の一人で

ある黒島研究所の亀田和成氏からいただいた全

所蔵標本の画像集を調査した結果、かなり可能

性が持てるアバタコモンサンゴ標本を 1つ見つ
けることができた。そこで、亀田氏にご無理を

言って標本を送っていただくことにした。また、

これと同時に、沖縄サンゴ図鑑の著者の一人で

ある福田照雄氏から聞き取りと関連資料の借

用、さらに串本海中公園センターで保管されて

いる資料類の調査も行った。

残念ながら写真と標本を直接つなげる完全な

資料は存在せず、記憶や資料はそれぞれ断片的

ではあったが、掲載されたコモンサンゴ類標本

は、主に以下の 3 つの収集調査が関わっている
ことが判明した（和名は図鑑掲載名、和名の後

は沖縄サンゴ図鑑掲載頁と標本番号）。

① 1976年 9月 15日前後、黒島周辺、福田照雄
採集：串本海中公園センター所蔵（1部黒島）

・ノリコモンサンゴ：p. 149（76-13）
・ザラメコモンサンゴ（新称）：p. 153 (C-1027)
・イボコモンサンゴ：p. 154 (No. 72)

図96. 左：沖縄海中生物図鑑第9巻サンゴの表紙.

右： アバタコモンサンゴ掲載頁（沖縄海中生物

図鑑第9巻、p. 150）

－ 6 －
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・ノリコモンサンゴ ：p. 160 (No. 63)
・シモコモンサンゴ ：p. 161（76-10）
・モリスコモンサンゴ：p. 192 (No. 62)
・トゲエダコモンサンゴ ：p. 222 (No. 47)
② 1978 年 4 月～ 5 月、黒島周辺、入江正己
採集：黒島研究所所蔵

・オオクボミコモンサンゴ：p. 162 (C-1020)
・コモンサンゴ ：p. 163 (C-1004)
・トゲエダコモンサンゴ ：p. 203 (C-1021)
・イボコモンサンゴ：p. 223 (C-1005)
・チヂミウスコモンサンゴ（新称）：p. 227上
(C-1060)
③ 1988 年 1 月 24 ～ 30 日、八重山諸島、福田
照雄採集：串本海中公園センター所蔵

・モリスコモンサンゴ：p. 147（88-30）
・アバタコモンサンゴ（新称）：p. 150（88-83）
・コモンサンゴ：p. 165 (88-117)
・エダコモンサンゴ：p. 200 (88-115)
・エダコモンサンゴ：p. 201 (88-114)
・デーナイボコモンサンゴ：p. 224 (88-89)
・ウネコモンサンゴ：p. 225 (88-98)
・ウスコモンサンゴ：p. 226 (88-38)
・チヂミウスコモンサンゴ（新称）：p. 227下

(88-40)：②の C-1060とは種が異なる
目当てのアバタコモンサンゴ標本（No. 88-83、

図 98A, B）は上記③に含まれ、串本海中公園
センター標本室の展示ケース内にあった。この

標本は以前から目にしてはいたが、標本には番

号以外は付されておらず、その由来も分からな

い状態であった。この度、図鑑写真と標本を含

む関連資料を照合することによって、標本を探

し出すことができた次第であるが、これと合わ

せて沖縄サンゴ図鑑に掲載された大方の標本の

所在とそのデータも判明した。

なお、今回確認されたアバタコモンサンゴの

標本は、適度に粒状突起が発達し、本種として

は典型的な外見を有している。また、和名基準

標本であると共に、関係した職員や消滅した

（財）海中公園センターならびに八重山海中公

園研究所の歴史をも背負っており、将来的にホ

ロタイプ標本に指定するのにふさわしい。しか

しながら、隔壁、特に 1 次隔壁が著しく短く不
規則である特徴は、本種の一般的な形態を代表

しておらず、この点においては難がある。

一方、今回の調査で、黒島研究所所蔵のアバ

タコモンサンゴ標本も精査することができた。

当初は、沖縄サンゴ図鑑の掲載写真に最も近い

標本と思われた。長径 25cm にも達するりっぱ
な標本で、本種としては粒状突起の発達が最も

顕著である。この特徴的な標本も将来的にはタ

イプ標本群の 1つに含めたい。なお、本標本の 1
次隔壁は大きくて規則的であるのに対し、No.
88-83 は短く不規則であり、この差は通常種レ
ベルの相違となる。コモンサンゴ類では種によ

ってこのような大きな種内変異が生じること

が、本類の分類を悩ましくしている。

サンゴを研究対象としながら、自分の元勤務

先の所蔵標本の出自をこれまで把握していなか

ったのは、恥ずかしい限りである。沖縄サンゴ

図鑑の制作に関わった職員が既に退職し、標本

に関わる資料や記憶が時の流れと共に劣化が進

む中にあって、今回の標本探索調査はデータを

発掘する上でギリギリのタイミングであったか

もしれない。今後はコモンサンゴ類以外の資料

も調査し、目録を作成・公表したい。

図 97. アバタコモンサンゴ Montipora sp. ABATA

A･B：No. 88-87､八重山諸島黒島仲本礁池水深2m、1

988年1月27日、福田照雄採集、串本海中公園センタ

ー所蔵、沖縄海中生物図鑑第9巻150頁で掲載された

アバタコモンサンゴの和名基準標本。

C･D：No. C-21、八重山諸島黒島フキ礁池水深2-4m、

1975年1月24日、福田照雄採集、黒島研究所蔵。

－ 7 －



（ 16 ）

世界中で新型コロナウイルス

感染症の拡大が止まらない。前

回の本欄で、隣の県で発生し対

岸の火事ではなくなったと述べ

たが、その 2 週間後に県内で初
めての陽性患者が出て、その後 5
日間でその数は 12 名までになっ
た。発生してからもうすぐ 2 ヶ
月が経とうとしているが、3月 31
日時点で計 18 名の感染が確認さ
れている。コロナウイルス禍が

始まって、和歌山は比較的早い

時期に感染者数が増えたことか

ら、全国から注目を浴びたが、

今では爆発的に感染者が増えて

いる県もある中、我が県はよく

持ちこたえていると思う。柔軟

かつ早急な PCR 検査を行う県独
自の方針の元、最初の感染爆発

を防いだということで、和歌山

モデルとしてワシントンポスト

にも取り上げられた。だが、本

当に評価されるのはこれからだ

ろう。そんな陸上の嵐とは対照

的に串本の海は穏やかに春めい

てきた。フクロノリがむくむく

と芽吹き、海底を覆っている。

海岸では住民たちがフノリを穫

っている。ただ、よく見るとそ

の住民たちも年齢層が高い。串

本では悩まされることも多い強

い海風だが、今は町をウイルス

から守ってくれないかと思う。
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気　　温 11.1℃ +2.4℃ 11.9℃ +2.8℃

水　　温 17.7℃ +0.2℃ 17.1℃ +0.6℃

塩分濃度 35.4‰ ±0.0‰ 35.5‰ +0.1‰

水中透視度 17.0ｍ -3.9ｍ 17.6ｍ -1.6ｍ

月間降水量 182.3㎜ +87.7㎜ 57.0㎜ -41.5㎜

1月 2月

錆浦定置観測結果（月平均値と平年値比）
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