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「今月の海の生き物」 ハマギク Nipponanthemum nipponicum ：  
 

海岸の崖や砂浜に生育するキク科の植物。日本の固有種と言われている。本州の

東海岸、青森県から関東地方までに分布する。茎が叢生して大きな株を形成する。

茎は木化する。葉の表面は光沢があり、肉厚となる。花も大きく、堅固なので、江戸

時代から庭

で栽培され、

好まれてい

る。花は夏

の終わりか

ら秋にかけ

て咲く。茎

の 高 さ は

50cm くらい

だが、大き

くなると 1m

にもなる場

合がある。 

 

（神奈川県 

三浦半島 

小田和湾にて  

向井宏撮影）

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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♪ 海の生き物を守る講演会は、いよいよ来週です。 

 どなたでも参加できます。多くの方々の参加を歓迎します♪ 
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日時： 2013 年 2月 9日（土） 13:30～16:30 

場所： 東京都 台東区民会館 8F 特別会議室（大） 

講師と講演題目： 岡田 和樹（ハチの干潟調査隊 代表） 

     「ハチの干潟の保全と行政」 

   畠山 信（NPO法人 森は海の恋人 副理事長） 

        「巨大防潮堤計画と住民の意思」 

   安部真理子（日本自然保護協会） 

        「ジュゴンの海の防潮堤建設」 

   向井 宏（海の生き物を守る会 代表） 

          「なぜ日本の海はコンクリート化されたか？」 

参加費： 無料 

定員： 80名（事前申し込み不要） 

主催： 海の生き物を守る会・日本自然保護協会 

 

※講演会終了後、海の生き物を守る会の総会を行います。 

多くの会員や当会に関心のある方の参加を期待しています。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

♪ジュゴン・スタディ・ツアー参加者を募集します♪ 

 今年度のジュゴン・スタディ・ツアーを募集しています。

ジュゴンと餌の海草の調査を行います。調査主体は、向井 

宏（京都大学特任教授）と M. Fortes（フィリピン大学教

授）です。 

 海草の調査には、熟練した SCUBA 潜水の経験者を募集

します。調査の見学・補助、ジュゴンの観察には、誰でも

参加できます。 

日程 2013 年 2 月 27 日～3 月 7 日 

場所 フィリピン・ミンダナオ島南ダバオ州マリタ市および東ダバオ州のマティ市 

集合場所：ダバオ空港（日本から調査団と同行する場合は、事前に打ち合わ

せを行います） 

参加費 
無料。ただし、現地（ダバオ空港）までの往復旅費および宿泊費、食費など

は自費負担。旅費を除くと、1週間で約 5万円程度が必要。潜水に必要な機

材は現地でレンタルできますし、タンク・ウエイト以外は持ち込んでもかま

いません。 
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特記事項 
ミンダナオ島は、政府と反政府勢力との係争地でしたが、主要な反政府武装

組織「モロ民族解放戦線」とフィリピン政府の間で、今年永久停戦の合意が

成立しました。かなり安全になったと言って良いと思います。しかし、まだ

新人民軍との衝突はありますので、あくまでこのツアーでは、安全について

は自己責任でご参加下さい。 

ジュゴンは滞在期間にかならず見ることができますが、それなりの忍耐が必

要です。また、ツアーへの参加は、調査期間の一部でも可能です。お問い合

わせ下さい。 

問い合わせ hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  向井までお問い合わせください。 

 
 

差し上げます。 
下記を希望者に差し上げます。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせ下さい。 

送料はご負担下さい。 

 

◎第 7回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（藻場調査）報告書」 

2008年環境省自然環境局 生物多様性センター p.428 調査報告と CD付き 

残りわずか。 

 

◎第 7回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（干潟調査）報告書」 

2007年環境省自然環境局 生物多様性センター CDのみ 

報告書は無くなりました。ＣＤは余部があります。 

 

◎第 3次生物多様性保全国家戦略 環境省 2007年  

余部は 1冊のみ。 

 

◎向井 宏 論文別刷り 

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」 月刊「海洋」2005年 

「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009年 

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009年 

余部あり。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．切手に見る「ジュゴンとマナティの生き残る道」（13） 

立川賢一 

 



6 

 

 

【東北】 

●南三陸町の自然環境活用センター 復活へ 職員募集 

宮城県南三陸町の自然環境活用センターは、2011年3月11日の東日本大震災とそれによる大津波で全壊し、

それ以後、活動を中止していた。閉鎖の計画もあったようだが、日本中の利用者などの要望もあり、町

では、3年後の復活を目指して、そのための職員を募集することになった。募集するのは、自然環境に造

詣のある任期付きの一般技術職である。今のところ一年任期だが、将来のセンター復活では、中心的な

役割を果たせる職員として採用の道もある。南三陸町に、自然環境活用センターの復活に向けて動き出

す余裕ができたことを喜びたい。 

 

●気仙沼市計画 内湾地区を嵩上げ埋め立て 防潮堤は 5.2m へ 

宮城県気仙沼市は、東日本大震災により沈下した市の中心部の内湾地区を、1.3～1.8mの高さに埋め立て

て地盤の嵩上げを行い復興することを計画している。市の復興計画案によると、気仙沼港に面する約11ha

で、嵩上げした後、公共施設を建設するとしている。この一帯は、今年3月11日以降、建築制限が無くな

ることになっているため、気仙沼市では、区画整理によってそれまでの建物の撤去を求め、全体の嵩上

げを行う。同時に示された防潮堤の建設計画では、防潮堤の高さが当初の計画より1m低い5.2mになって

おり、岸壁沿いに直立型の堤防で街を囲むという。 

 

●南方性のスジイルカ いわき市の海岸に漂着 

福島県いわき市四倉町の四倉海岸に、南方性のイルカであるスジイルカが打ち上げられているのが発見

された。福島県にイルカが打ち上げられるのは珍しく、数年に1頭程度と言われている。発見されたスジ

イルカは雄で、体長133cm。1～2歳と思われる。スジイルカは赤道を中心に世界中に分布するイルカで、

大きな群れで行動するが、打ち上げられたのは1頭のみであった。外傷もないことから、病気による死亡

と見られている。 

【中部】 

●遠州灘沿岸にも 静岡県 防潮堤ルート案提示 

静岡県浜松市の遠州灘沿岸に、民間の建設会社から寄付された300億円を基礎に、静岡県は防潮堤を建設

する計画を進めている。この度、防潮堤のルート案を明らかにし、住民への説明会を行った。ルート案

では、総延長17.5kmの海岸を4つの区域に分け、（１）天竜川から馬込川までの沿岸、（２）中田島砂丘沿

い、（３）凧揚げ会場から浜名バイパスまで、（４）浜名バイパスから今切口、とした。そのうち、（２）

のルートは、砂丘と保安林の境界に建設するとしたが、生態系への影響や民有地活用の可能性を考慮し

て、さらに検討する。また、（４）の浜名バイパス沿いのルートでは、バイパスの外側に設置する案と陸

側に設置する案を示した。バイパスの嵩上げは国との調整が必要ということで行わないこととした。 

防潮堤の高さは、6月の第4次地震被害想定に基づき決めることにしているが、想定される津波の高さは、

14～16mとされ、それを超える高さになる見込みである。構造は、土砂とセメントを混ぜたCSGという素
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材で中心部を作り、周辺に土を被せて、上に松を植え、海岸林とするという。ウミガメの産卵を阻害し

ないように、砂浜上は避けたとされる。しかし、海岸の高い生物多様性は、ウミガメだけが重要なので

はない。砂浜から続く砂丘、後背湿地、塩性植物帯などを含めた海岸生態系を潰す防潮堤は、同時に人々

の生活から海を奪ってしまう。景観だけではなく、陸と海とのつながりを断つことは、海の生態系にも

負の影響を与え続けることになる。海岸に防潮堤を作って、ぎりぎりまで家を建てるのではなく、海か

ら住宅などを高台へ後退させて、海と陸のつながりを残したまま、防災を考えることがこれから必要な

のではないか。建設業者から寄付を受けたからと言って、建設業者の意のままに防潮堤を作る愚は避け

て欲しい。 

【近畿】 

●橋下改革 大阪南港野鳥園を廃止か 存続を訴える署名運動起こる 

大阪南港野鳥園は、大阪市住之江区の大阪南港に造成された人工湿地を野鳥公園として開館したもので、

毎年10万人を超える人たちが野鳥観察だけではなく、干潟の観察や憩いの場としても利用している。ま

た、東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ重要生息地ネットワークに参加し、国際的にも重要な

湿地として認識されるようになっている。ところが、大阪市長に橋下氏が就任して進めている市政改革

プランの中で、野鳥園は「公共が関与する必要性の低い事業であり、料金も取っていないので、税金支

出を継続する合理性が低い」として、大阪南港野鳥園を廃止しようと計画されている。大阪湾は、過去

にあった干潟のうち、99％が埋立などによって失われてきた。この野鳥園は人工湿地でわずか12.8 haで

あるが、市民団体などの手弁当の活動に支えられて、失われた大阪湾の干潟の機能の一部を回復しつつ

ある。市民団体「大阪南港野鳥園を存続させる会」は、国際的にも認められてきたこの干潟の存続を訴

えて、大阪市市政改革室に、存続の要望書を提出した。大阪南港野鳥園の生態系は、観光や漁業や環境

教育などに恵みを与える。このような生態系の保全を、金銭的な損得勘定で廃止にするという発想は、

けっして人々の幸福に結びつかないだろう。存続させる会は署名運動も行っている。 

 

●アオウミガメの死骸が漂着 和歌山県田辺 

和歌山県田辺市天神崎の丸山灯台付近の海岸に、アオウミガメの死骸が漂着しているのが発見された。

甲羅の長さ53cmの比較的若い個体だった。アオウミガメの死骸が漂着することは比較的多いが、若い個

体の漂着は珍しいという。ウミガメの死骸漂着の情報を集めている日本ウミガメ協会によると、2011年

10月から1年間で、紀伊半島全域に漂着したウミガメの死骸は、アカウミガメ16頭、アオウミガメ12頭、

オサガメ1頭、その他種不明5頭の計34頭で、最近では多い方だという。紀伊半島に産卵のために上陸す

るのはアカウミガメのみ。アオウミガメの産卵場は沖縄や奄美大島など南西諸島であり、紀伊半島に漂

着するのは南方で死んだ個体と思われる。 

【中国】 

●アッケシソウ枯死 原因は 

岡山県浅口市寄島町の寄島干拓地に生育する塩性植物アッケシソウが、2011年に大量に枯死した。アッ

ケシソウは北海道などの潟湖沿岸などに生える塩性植物で、かつて沿岸に入り浜塩田があった瀬戸内海

地方に移入されたと言われている。塩田がなくなった今では、絶滅危惧種に指定されている。2003年に
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寄島干拓地に自生しているのを地元住民が発見、「アッケシソウを守る会」を結成して保護活動を行った

結果、群生地は2500㎡に拡大した。ところが、2011年にそのうちの約200㎡が枯死した。そこで、岡山理

科大学の星野卓二教授らが調査を行った結果、枯死の原因は、夏の多雨と高温で水たまりに藻類が繁殖

し、それが腐敗して生育環境が悪化したことと判明した。住民グループは、枯死の原因を解消するため、

市に働きかけて、干拓地の水はけを良くしてアッケシソウを保護することを考えている。 

 

●アワサンゴ保全へ 協議会が発足 

山口県周防大島町に、周防大島の南東沖に群生するニホンアワサンゴの保全と活用を目指す協議会が設

立された。この海域は、今年瀬戸内海で初めて海域公園地区に指定され、保護される対象にはニホンア

ワサンゴなども含まれている。協議会は、山口県、漁業組合、観光業界、学識経験者などで構成されて

いるが、業界団体以外の地元住民は含まれていない。周防大島町農林課が事務局を担当するが、「豊かな

生態系の維持と、すぐれた藻場形成の保全を前提として活用することで地域の活性化を図りたい」とし

ている。「藻場の保全」ではなく、「藻場形成の保全」という言葉に疑問もあるが、単なる経済的な活性

化ではない生態系の保全にどう取り組むかを課題として欲しい。 

【四国】 

●山鳥坂ダム 建設継続は妥当と認める 有識者会議 

国土交通省のダム事業見直しに関する有識者会議は、愛媛県大洲市の肱川支流の河辺川の山鳥坂（やま

とさか）ダムの建設継続が妥当とした四国地方整備局の検証について、同じく妥当と判断した。山鳥坂

ダムは、民主党政権による公共事業の見直し政策で事業を凍結されていた。事業主体の四国地方整備局

自身による検証は、ダム建設と河道の掘り下げや堤防の嵩上げなどを組み合わせた代替え案を比較し、

ダム建設の方が安いと判断したもの。でも、ダム建設による環境破壊のマイナス価値は、相変わらずま

ったく評価されていない。有識者会議の見識が問われている。 

 

●体長 3.1m アオザメ定置網に掛かる 

高知県須崎市の沿岸で、定置網に巨大なサメが掛かった。全長が約3.1m、重量は約180kgあり、巨大な口

と鋭い歯を持っている。アオザメという種名の鮫で、鮫の中では美味しいという。巨大ではあるが、ど

う猛で知られるホホジロザメほどではない。高知県沿岸では3mを超える巨大魚は珍しい。 

【沖縄】 

●那覇空港拡張埋め立て 安倍内閣が工期短縮へ 

沖縄県那覇空港の第 2滑走路を造るために、沖合の残された自然海岸のサンゴ礁を埋め立てて空港を拡

張する工事計画について、安倍内閣は沖縄振興予算とは別立てでの予算を確保し、現行案の 7年の工期

を短縮するよう関係機関に支持する方針を示した。同時に、自民党沖縄振興調査会は、「環境影響評価の

やり直しは不要」とし、工期は 6年 3ヶ月まで短縮可能との試算を行い、政府が来年度予算に組み込む

など最終的な調整を行っている。沖縄島南部西岸に唯一残された自然海岸を環境アセスでは保全の必要

性も認めていない。安倍内閣の国土強靱化方針による国土のコンクリート化公共事業が沖縄から始まる。 
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●辺野古埋め立て申請 アメリカへの手みやげに 安倍政権の思惑 

政府は、安倍首相がアメリカを訪問する予定の 2月に、辺野古沖の埋め立て申請を行う構えを見せている。

政府関係者は、埋め立てを沖縄県知事に申請する方向で検討していることを示唆している。安倍首相が訪

米で日米同盟の強化をうたいあげるための手みやげにするもの。岸田外相がクリントン国務長官と会談し、

道筋を付けた模様だ。今のところ、仲井真沖縄県知事や稲嶺名護市長は、埋め立てを認めない姿勢を示し

ている。辺野古の海が、再び危機的な状況になってきた。 

【海外】 

●GM 鮭 アメリカが食品安全宣言へ 反対署名を 

アメリカの食品安全委員会は、開発された遺伝子組み換えサケを初めて食品として承認する手続きに入

った。遺伝子組み換えによって開発されたサケは、普通のサケに比べて2倍の速さで成長し、大きさも2

倍以上になる「フランケンフィッシュ」として知られ、人体への安全は未知数であり、専門家でも長期

的に食べた場合の健康への影響は分からないと言っている。また、自然環境に放された場合は、在来種

のサケを駆逐する恐れもあり、生態系への不可逆的な影響も懸念される。安全審査には、開発した会社

の研究に基づいた審査が行われており、安全宣言が出される可能性が高い。しかし、アメリカでは承認

の前にパブリックコメントを募り、検討することが義務づけられているため、このフランケンフィッシ

ュが食卓に並ぶ前に、食品として承認しないよう、反対署名運動が繰り広げられている。 

 

 

 

 

【関東】 

◆CNAC 第 7 回全国フォーラム「海と生きる」 

日時:2月 2日（土）13:30～17:30  

場所：東京海洋大学品川キャンパス 楽水会館 

参加費：無料 

定員：150人 

主催：NPO法人 海に学ぶ体験活動協議会（CNAC） 

★申し込み方法：Webサイトよりちらしをダウンロードし、裏面に必要事項をご記入の上、 

メール cnac@wave.or.jpまたは FAX 03-5408-8747にて CNAC事務局までお送りください。 

 

開催趣旨：東日本大震災から約 2 年……いまも「海離れが進んでいる」と言われています。今だからこ

そ、海に目を向け、みんなで海の魅力を語りましょう！ 海に魅せられ、海とともに生きる穴原奈都さ

ん、堀直也さんをゲストに迎え、各地からの活動事例報告もあります。多くの方と交流し、「海と生きる」

をテーマにつながりましょう！！ 

http://www.sactown.jp/happy/smile/cnac/deck/od040020/index/1776
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プログラム： 

キーノートスピーチ 

 穴原 奈都氏（三宅島ネイチャーガイド）「未来に繋ぐ故郷の海」 

 堀 直也氏(南伊豆エコツアー・ネイチャーガイド)「サーファースピリッツで挑む海辺の環境学習」 

活動事例報告 

 環境ボランティアサークル亀の子隊「きれいな海を守る心をひろげるためのプロジェクト」 

 NPO法人 海の達人「海のバリアフリーまつり」 

 ほっかいどう海の学校「美しい海づくりプロジェクト‐市民協働による環境と安全･学びのまちづくり」 

 

◆特別セミナー「復興の現場から見えてきた人と自然の関わり、自然保護の課題」 

 畠山 信（NPO 森は海の恋人 副理事長） 

主催：日本自然保護協会（NACS-J) 

日時： 2月 3日(日) 10:00～12:00（午前の部）/13:00～17:00（午後の部） 

場所：清澄庭園大正記念館（東京都江東区清澄 3-3-9） 

参加費：午前の部のみ資料代 500円(NACS-J会員は無料) 

★お申し込み・お問い合わせ：公益財団法人日本自然保護協会 管理部 田村 

     電話：03-3553-4101  e-mail：tamura@nacsj.or.jp 

 

◆小網代湾の早春の海藻と磯の生き物 観察会 

日時： 2月 23日（土）10時、小雨決行 

集合場所：三崎口駅前 

講師：小倉 雅實氏 

持ち物：長靴、お弁当、飲み物、雨具、 

 小さなお子様は着替えもあると安心です。 

 図鑑や虫眼鏡などの観察用具もあると楽しい。 

参加費：無料 

★申し込み：当日現地で受け付け 

開催趣旨：毎年早春の 2 月初旬から 4 月中旬にかけて三浦半島ではワカメ、ヒジキ漁が行われます。海

藻などの藻類は二酸化炭素を吸収しながら酸素を出して、沿岸の生態系で重要な役割も果たしています。

また、磯に棲む多くの小さな生き物の命を支えています。早春の小網代ではさまざまな海藻とそこに棲

む小さな生き物に出会えます。 

 

【中部】 

◆伊勢・三河湾流域ネットワーク  第 23 回 山川里海セミナー 

「生物多様性条約 COP10 報告会」参加団体募集 

日時：3月 24日（日）13:30～16:30 

場所：日本福祉大学 鶴舞校舎 5F（名古屋市） 

mailto:tamura@nacsj.or.jp
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開催趣旨：2010 年に名古屋で行われた生物多様性条約 COP10 後の活動報告会を開きます。COP10 では、

伊勢・三河湾流域圏で活動する多くの環境団体が顔を合わせ、お互いに情報交換したり、刺激を与えあ

ったりできました。その後の活動事例を報告し、喜びや悩みを共有しませんか？  

★活動報告団体を募集しています。（詳細は同ネットワークのホームページ参照） 

 

【九州】 

◆荒尾干潟のワイズユースを考えるシンポジウム 

日時:2月 2日（土）13:00～16:30  

場所：シティホール（熊本県荒尾市緑ケ丘 1−1−1 あらおシティモール 2階）  

参加費：無料 

主催：環境省九州地方環境事務所 荒尾干潟保全・賢明利活用協議会 

問い合わせ：環境省九州地方環境事務所野生生物課 096-214-0339 

   荒尾市役所市民環境部環境保全課 0968-63-1386 

 

開催趣旨：2月 2日「世界湿地の日」を記念して、ラムサール条約湿地になってまもない有明海「荒尾干

潟」（熊本県）の保全と利用に関するシンポジウムが開催されます。環境省他が主催、ラムサールセンタ

ー（RCJ）が協力します。国際法と干潟の専門家、先進登録湿地の風蓮湖（北海道）、漫湖（沖縄）の代

表が講演します。荒尾干潟のすばらしさ、賢明な利用をみんなで話し合うシンポジウムです。  

 

プログラム： 

講演 

 岩間徹（西南学院大学法学部教授）「ラムサール条約のねらい」 

 山口敦子（長崎大学水産学部教授）「有明海の価値と干潟の生きもの」 

 

全国のラムサール条約湿地からの報告 

 松原政勝（北海道・風連湖流入河川連絡協議会）「風蓮湖の活用と保全」 

 賀数弘（沖縄県那覇市環境保全課）「漫湖水鳥・湿地センターと市民参加」 

 

子ども特別報告 荒岡優花・荒木琴海（荒尾第一小学校 6年） 

  「『ESDのための KODOMOラムサール〈藤前干潟〉』に参加して」  

 

パネルディスカッション「荒尾干潟の保全と賢明な利用」 

   パネリスト： 矢野浩治（荒尾漁業協同組合代表理事組合長） 

     山代秀徳（荒尾市観光協会会長） 

     西島美明（清里地区協議会会長） 

     安尾征三郎（日本野鳥の会熊本県支部荒玉地区幹事） 

   コーディネーター： 中村玲子（ラムサールセンター事務局長） 

http://www.isemikawa.net/
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◆日本ベントス学会公開シンポジウム 

 「有明海・諫早湾 日本初の大規模な環境復元の意義」 

日時：3月 9日（土）13:30～16:30  参加費：無料 

場所：長崎原爆資料館 平和会館ホール 主催：日本ベントス学会自然環境保全委員会 

後援：日本生態学会自然保護委員会、日本魚類学会、日本鳥学会鳥類保護委員会 

 

裁判の確定判決

によって、遅くて

も今年 11 月には

長期開門調査が

始められるはずの

諫早湾干拓事業

だが、長崎県は、

漁業組合を除いて

県も市町村も開門

に反対している。

諫早湾の埋立事

業に異議を唱え続

けてきた日本ベン

トス学会は、11月

の東京でのシンポ

ジウムに続いて、

その長崎県でシン

ポジウムを行う。

果たして長崎県民

は、どう反応する

だろうか。日本初

の大規模な環境復

元は、今後の日本

の沿岸環境を再生

するのに、役に立

つ内容にして欲し

い。シンポジウム

に多くの方が参加

することで、是非

その意義を訴えた

いものです。 
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釣り上げられた巨大オキザヨリ 

 2005年 6月 19日朝、和歌山県白浜町で民

宿「臨海」の喫茶店を営む佐藤民司さんから

「見慣れない大きな魚を釣った人がいるので

見にきませんか」と電話を頂き、すぐに飛ん

でいった。それは、ゆうに 1mを超えた大き

な細長い青みがかった魚だった。ダツ？…ミ

ズウオ？…オニカマス？…と思ったが、人生

で初めて見た魚だったので、種類が何なのか

即答できなかった。 

 私が赴任した 1992年には、京都大学白浜

水族館で、8年ほどかけて体長 1m以上に育っ

たオニカマスが、数個体飼育展示されていた。

釣った魚は、一見するとこのオニカマスに似

ていると思ったが、どこか顔つきが違うし、

体色も青い。怪魚の上下の顎には、多数、鋭

い歯が一列に並んでいる。歯も体色のように

青味を帯びていた。二股になった尾の形も独

特で、腹側の半分ほどが残りの背側の部分よ

り少し大きい。鱗は発達しておらず、体表が

すべすべしていた。背鰭と尻鰭ともに小さく、

体の同じ位置に背腹に向かい合わせで付いて

いた。というわけで、どちらかといえばダツ

っぽかった。 

 この怪魚を釣り上げたのは、佐藤さんの知

人で田辺市在住の武田 繁さんだ。2005年 6

月 18日午後 9時頃、白浜町番所崎先端にあ

る塔島の岩礁で、生きたアジを餌にアオリイ
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カを狙っていた時にかかったとのことだ。有り難いことに、この魚を瀬戸臨海実験所に謹呈して下

さるとのことで、すぐに袋へ入れて持ち帰った。翌日、魚類に詳しい瀬戸臨海実験所の田名瀬英朋

さんに見て頂き、ダツ科のオキザヨリであることが分かった。新聞社にも連絡し、紀伊民報に取材

に来て頂き、その記事は 2005 年 6月 25日付で掲載された。 

 このオキザヨリの全長を測定すると、126cmもあった。撮影のため持ち上げたが、かなりの手応え

で腕がしびれるほどだった。だが、それは長いからで、予期に反して体重は意外と軽く、3.7kgしか

なかった。オキザヨリの分布は、世界の熱帯海域から温帯海域で、広分布種である。この個体は、

オキザヨリとしては最大級に成長した成魚だった。この標本は地元の魚類研究者が引き取って下さ

った。 

 オキザヨリの近縁種にテンジクダツが知られる。テンジクダツはオキザヨリよりも両顎が細長い

ことで区別できる。また、テンジクダツは、個体によっては下顎に角状の突起を持つことがあるの

で、この特徴を持っていれば一目で区別はつく。肉は美味ともあったが、どんな味なのだろうか？ 

 

 

 

6．事務局便り 

●「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思われる方は、事務局

までご連絡ください。 

 このメールマガジンの配信を希望する方がありましたらアドレスをお知らせください。 

 このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくため

に転送をお願いします。ただし、写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。 

 企画案などその他なんでも本会の活動に関することは、事務局あてにお寄せください。 

 本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝い

できる方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。 

ご一緒に講演会や観察会をしたいと思われる団体からも提案をお受けします。 

 本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ口座 

「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会」 

 へお送りください。なお、送金される場合は、その内容について事務局にお知らせください。 

 

7．編集後記 

 いよいよ年 1 回の総会の日が迫ってまいりました。昨年は京都でしたが、今年は比較的会員数が多い

都内での開催です。総会前の講演会は豪華 4 本立て！ 盛り上がりが楽しみです♪（なまこ） 

 

 今年の、海の生き物を守る会の活動が、2 月 9 日の講演会と総会で開始されます。今年は、盛りだくさ

んの企画を考えていますので、ぜひ、いろんな場面で、参加をお待ちしています（宏） 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。会費は個人 2,000円／年、団体 20,000

円／年。匿名による参加も可能。会員は、各地で海の生物とその環境を保護・保全する活動を

行い、そのための助成金申請をすることができます。 

 入会希望の方は、事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp （向井）まで、氏名、住所、メールア

ドレスをお知らせください。 
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海の生き物を守るためになにかしたい！ 

というあなたに 

会員募集中! 

ボランティアも募集中♪ 
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