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巨大アジがあらわれた！！しかも川に！？   客員研究員　平坂　寛

　今年は記録的に早く梅雨入りしてしまいましたね。

この季節になると、 私が暮らす沖縄本島では水温の

上昇とともに、 ある驚くべき魚類が驚くべき場所に出

没しはじめるようになります。

　それはロウニンアジという熱帯性のヒラアジの一種。

アジとはいっても、 大きなもので体重 70 kg に達する

巨大魚です。 沖縄ではその他のヒラアジ類とともに

「ガーラ」 という怪獣めいた名で呼ばれています。 釣

りを嗜む方の中には英名の 「Giant Trevally （巨大な

ヒラアジの意）」 を略した 「GT」 という呼び名をご存

知の方もいらっしゃるかもしれません。 大きくパワフ

ルな上に容姿端麗であることから、 スポーツフィッシ

ングのターゲットとして釣り人たちの憧れとなっている

そうです。 わざわざ南西諸島や海外へこの魚を釣り

に行く人も多いのだとか。

　そんなすごい魚が沖縄のどこに現れるかという

と！！……川です。しかも、大河の河口とかではなく、

極々ありふれた街中の川なのです。 ボラとかティラピ

アとかコイとかが泳いでいるような。 見ようによっては

沖縄本島の都市河川で採集されたロウニンアジ。

「ドブ川」 と揶揄されても仕方のないような川にまで、

この巨大アジは遡上してくるのです。

　ロウニンアジは基本的には外洋に面した沿岸、 サ

ンゴ礁や岩礁まわりに暮らす魚です。 釣り人やダイ

バーがこの魚を求める場合も、 そういった爽快な紺

碧のロケーションへ身を投じます。 では、 一体なぜ

梅雨から夏にかけて彼らはコンクリートで塗り固めら

れた都市河川へ現れるのでしょうか。

　沖縄本島の川というのは、 本土出身者の感覚から

すると、 かなり特殊な水域です。 とにもかくにも、 そ

こに暮らす魚類相が異様！ロウニンアジに限らず、

オニカマスだのフエダイ類だのコチ類だの、 いわゆる

『海の魚』 たちが何食わぬ顔で生活しているのです。

さらに那覇をはじめとする南部地域の河川は河口が

浚渫 （しゅんせつ） されて深くなっているため、 ロウ

ニンアジやオオメジロザメという大型魚まで現れます。

　沖縄で 「海の魚」 たちが河川へ遡上する目あては、

ざっくりいうと亜熱帯の森林やマングローブから大量

に供給される昆虫や有機物にあります。 これらのお
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ロウニンアジが生息する都市河川の例。

オニカマスの幼魚も河川に現れる。川でカマス！？。

かげで、 温暖な熱帯 ・ 亜熱帯地域で

は河川の方が海よりも富栄養になる

ため、 わざわざ海由来の魚たちが食

物を求めて一時的に回遊してくるので

す。 栄養豊富な排水が含まれる都市

河川ならば、 この傾向はなおさらかも

しれません。 その結果、 沖縄の河川、

特に汽水域には実に多くの小〜中型

魚が集結します。 肉食性であるロウニ

ンアジはその魚たちを狙って、 河川へ

侵入しているのでしょう。 川の方が獲

物を追い詰めやすいでしょうし、 大型

のサメ類などの捕食者に襲われる心

配がないのも大きなメリットと考えられ

ます。

　河川へ遡上するということは浸透圧

調節能に優れるということでもあります

が、 ロウニンアジの場合はアジ科とし

ては特に顕著です。 「メッキアジ」 な

どと呼ばれる幼魚は森林からの落下昆虫を求めて河川へ入りますが、 なんと純淡水域にまで侵入することが

あります。 西表島の原生林を流れる渓流でイワナのように泳ぐメッキアジを見たときはあまりのミスマッチに頭

がクラクラしました。

　そうそう。 河川のロウニンアジに関してはおもしろい噂もありました。 ある住宅街を流れる川には「人食いザメ」
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ロウニンアジの幼魚。純淡水域まで侵入することも。

釣り餌にはナイルティラピアを。

極太の釣り針。こんなものを街中のドブで使用すること
になるとは夢にも思わなかった。

が棲んでいるというのです。 なんでも、 近隣住民が

早朝に犬の散歩などをしていると、 凄まじい炸裂音と

ともに川面へ巨大な水柱が立つのだとか。

　近年、 各種メディアで沖縄本島南部の河川にオオ

メジロザメが生息するという報道がなされるようになっ

たため、 水柱の射手をそれに結びつけたようです。

しかし、 沖縄の河川に遡上するオオメジロザメは小型

の個体ばかりで、 そんな水柱を立てるなどとは考え

づらいところです。

　で、 不審に思ってその川で生きたボラやティラピア

を餌にして釣りをしたところ、 写真の大型個体が釣れ

たというわけです。

「人食いザメの正体は巨大アジだった！！」 都市河

川ならではの都市伝説を解き明かした形ですが、 ど

のみちワケがわかりませんね。

　ちなみに、 こんな大きな魚が釣れるような釣り竿は

持っていなかったので、 仕掛けはロープにクエ用の

釣り針を結んだだけのものでした。 もはや釣りという

よりはえ縄漁ですね。 スポーツフィッシングのような爽

快さとは無縁ながらも、 僕にとってはたいへん印象深

い採集行となりました。
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  研究所長　目﨑拓真

【特別連載】研究所開所20周年記念～奇跡の研究所の原点を探る～

第1回：連載の紹介と研究所周辺の今昔

図１．研究所前のスルギの浜．左）2001 年頃．右）2021 年． 図 2．研究所．上）2001 年頃．
下）2021 年．

　黒潮生物研究所は、 昨年の財団創立 20 周年に

引き続き、 来る令和 3 年 9 月をもちまして、 おかげ

さまで、 研究所開所 20 周年を迎えることになりまし

た。 これもひとえに皆様のご支援ご協力の賜物と深

く感謝しております。 ささやかではございますが、 9
月頃に日頃のお礼を兼ねて、 個々の研究員の研究

成果などをお伝えする場を設けたいと考えておりま

す。 なお、 新型コロナ感染症の拡大防止のため、

状況に応じてオンラインでの開催になるかもしれま

せんがご了承ください。 本件につきましては、 研究

所ホームページなどで、 改めてお知らせしたいと思

います。

　さて、 周年を迎えるにあたり、 特別連載 「研究所

開所 20 周年記念～奇跡の研究所の原点を探る～」

を始めたいと思います。 研究所は私にとって入所し

たころから存在自体が奇跡的で、 他の研究機関と

はどこか違う 「特別な印象」 を感じていました。 15
年前の当時は大学院生兼社会人なりたての右も左

もわからない中で、 その特別な何かを具体的に表

現することはできませんでした。 その後、 立ち上げ

に尽力された理事長、 理事、 職員と関わる中で、

研究所の成り立ちやその時の想いなどを知り、 手

前味噌ですがますますこの研究所が奇跡的かつドラ

マチックな存在だと感じるようになりました。 そこで、

本連載の次号以降では、 誰が？どうして？どのよう

に？この研究所が生まれたのかなど原点に絞った、

まだ財団や研究所の影も形もなかったころの 「エピ

ソード・ゼロ」を紹介したいと思います。 個人的には、

少し脚色し恋愛要素を盛り込めば映画になってしま

うのではないかと思ってしまうほどの内容だと自負し

ています。 不安要素としては私の文章力の無さです

が ・ ・ ・ 乞うご期待！

　今回は残りの誌面で、 研究所周辺の今昔として、

4 枚の写真を紹介したいと思います。 図 1 は、 研究

所前のスルギの浜です。 この 20 年で大きく変化し

たことは、 サンゴが死んで骨になってできた白いサ

ンゴ礫 （れき） が、海岸にものすごく増えたことです。

研究所前の生きたサンゴはオニヒトデの食害や白化

などでピーク時と比べると少なくなっていますが、 海

洋温暖化によってこの 20 年でサンゴの総量はかな

り増えました。 それに伴なってサンゴ礫も増えたと推

察しています。 図 2 は、 研究所の東側から海側を

眺めた、 研究所の建設予定地と建設後の写真にな

ります。 当時、 田舎としては珍しく大きな白い建物

が不便な場所にできたことから、 新興宗教の拠点で

はないか！？と町で噂になったそうです ・ ・ ・ 。
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  元研究員　小枝圭太魚海酔候 Vol. 6：エボシダイ

エボシダイ（KBF-I. 1479）標準体長 117.5 mm、足摺岬沖（入野漁港で水揚げ；秋永　豪氏提供）

　四国西南部でみられた印象的な魚を紹介する魚

海酔候、 これまでオシャレコショウダイ、 アブラソコ

ムツ、 タイワンイカナゴ、 ミナミゴンズイ、 クロモン

ガラとこれでもかというぐらい馴染みのない魚たちを

紹介してきました。 そんな魚海酔候も今回が最終

回ッ！ですが、 方針はぶれず、 最後まで馴染みの

なさそうな魚を紹介したいと思います。

　今回、 ご紹介するのはエボシダイという魚。 これ

はアブラソコムツと同じように足摺岬の遠く沖合で漁

獲されたものです。 平べったい体にアンバランスな

ほど大きな腹鰭、パンダのような黒と白の模様。 とっ

てもカッコいい魚です。 でも、 和名にあるような 「烏

帽子」 のようなものは体のどこにも見当たりません。

では、 このエボシの由来はなんでしょうか？実はこ

の魚は幼魚の頃、 みなさんご存知のカツオノエボシ

というクラゲを住処にします。 クラゲであるカツオノ

エボシにすでに魚の名前が入っているのに、 それ

を利用する魚がクラゲの名前からくるとは、 国産車

を海外で作って逆輸入するような感覚ですね。

　さて、 種としてのエボシダイはなかなかレアもの、

実は私も初めてみました。 みたときは 「うぉぉぉ！

かっこィィ！！」 と唸ってしまいました。 でも、 魚類

にちょっと詳しい人ならそうであるように、 「エボシダ

イ」 という名前は良く知っていました。 というのもエ

ボシダイを含む 「エボシダイ科」 には、 ハナビラウ

オやボウズコンニャクなど、 エボシダイと比べると良

くみられる種が含まれているからです。 エボシダイ

科には馴染みがあるのに、 エボシダイには馴染み

がない。 戦艦大和より同型艦の武蔵の方が有名に

なってしまったような、 なんだか不思議な感じがしま

すよね。 こうしたフラグシップ （と勝手に呼んでいま

す） なのに名の知れてない魚というのは、 稀にい

ます。 ツバメウオやアカククリを含むマンジュウダイ

科のマンジュウダイなどもその典型です。 おそらく

想像とは全然違う、 とても同じグループとは思えな

い姿をしていますよ。 さらに変わり種といえばミヤケ

テグリやネズミゴチなどで知られるネズッポ科で、 な

んと 「ネズッポ」 という魚どころか、 「ネズッポ」 を

名前に含む魚すらいません。 なんてこった！

　それにしても、 この 2 年間で本当にたくさんの魚

たちに出逢うことができました。 さまざまな魚たちに

出会う機会をくださった数多くの方々に、 この場を

借りて御礼申し上げます。 もっともっと紹介してい

きたいところですが、 それは今後の Web 図鑑など

で楽しんでいただければと思います。 これまでに採

れたものや、 これから先に見つかってくるものなど、

四国西南部はまだまだ面白い魚類たちの宝庫で

す。 私も引き続き、 ここを舞台にした魚の研究を続

けていきたい所存ですので、 皆さまどうぞお楽しみ

に！俺たちの戦いはこれからだ！
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  研究員補　吉岡武瑠君臨！水陸両用若き万事屋！！

　はじめまして、 今年度より黒潮生物研究所

で働くことになりました吉岡武瑠 （よしおかた

ける） と申します。 スポーツ全般大好きで、

中学から大学まで卓球部に所属していまし

た。 また音楽も好きで、 曲と曲を繋げ、 ミッ

クスする DJ 的なことも趣味としてやっていま

した。 出身地は、 東京都の秘境と呼ばれて

いる奥多摩町の手前にある青梅市で、 多摩

川の上流と山々に囲まれた地で淡水魚や昆

虫採集を楽しむ幼少期を過ごしました。 また

父親が登山好きで山ばかり連れられていたの

で、 いつの間にか反発して海に憧れる様にな

り高校卒業後は海洋生物について学べる静

岡県三保半島にある東海大学海洋学部に入

学しました。 大学ではダイビングサークルに

入部し、 様々な海洋生物を実際に観ることが

できるスキューバダイビングに熱中していまし

た。

　大学 4 年生の時にはサンゴの研究をダイ

ビング調査などで行っている研究室に所属

し、 卒業研究を行うために黒潮生物研究所に

やって来ました。 私は 2 人の同期の学生と大

学院の先輩と共に約半年ほど滞在して、 四

国南西海域に分布するサンゴの幼生定着量

や稚サンゴの群体数調査などを行いました。

当時、 初めて高知県で潜ることになりました

が、 大きなサンゴ群集を見た時は魅了され

ました。 また、 図鑑や写真でしか見たことが

無かった熱帯種や温帯種の生物がサンゴ群

集に集まっている光景はとても感動しました。

卒業研究だけでなく、 研究員の方々が行って

いる研究の手伝いをしたり、 地域の行事に参

加したりなど、 私にとって黒潮生物研究所で

過ごした半年はとても良い経験になりました。

　大学卒業後は実家に戻り一般企業に勤め

ていましたが、 この度、 研究員補として再び

研究所に携わることになり嬉しく思います。 主

学生時代に Lemon peel での船釣りでイトヒキアジを釣り上
げた著者

学生時代に卒業研究で潜水中の著者

に研究員のサポート役として、 調査 ・ 研究の補助及び環境保全活動に取り組んで参ります。 また地域の

行事にも積極的に参加して大月町を盛り上げられるよう、 若さと元気を存分に出していきたいと思いますの

で宜しくお願い致します。
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研究所からのお知らせ

小枝研究員が退所、 吉岡研究員補が入所しました

研究助成の課題募集

Current （カレント）　季刊　2021 年 5 月 28 日発行

編集 ・ 発行　公益財団法人　黒潮生物研究所

〒 788-0333　高知県幡多郡大月町大字西泊 560 番イ

TEL: 0880-62-7077; FAX: 0880-62-7078; URL: http://www.kuroshio.or.jp
E-mail: mail@kuroshio.or.jp ( 機関誌購読を希望される方はご連絡下さい )

魚類担当の小枝圭太 元研究員が 4 月末をもって退所しました。 研

究所史上初めての魚類研究者として大車輪の活躍でした。 新種のエ

イ 「モノノケトンガリサカタザメ」 の発表は記憶に新しいことだと思いま

す。 明るく情熱的な性格で皆に愛された彼の今後の活躍を祈念してお

ります。

また、 5 月から吉岡武瑠 （よしおか たける） 研究員補が着任しまし

た。 吉岡は 2019 年に東海大学から卒業研究のため、 当研究所に滞

在していました。 特技はダイビング、 車の査定、 DJ、 音楽作成、 卓

球と多彩です。 研究所唯一の 20 代職員として、 若さと機動力を活か

して調査研究の補助をしていきますので、 よろしくお願い致します。

地球環境基金助成金に採択されました

2021 年度地球環境基金助成金に当研究所

の活動 「サンゴの育つ温帯の海－足摺宇和海

国立公園における海洋生物多様性の解明とそ

の保全および普及活動」 が採択されました。 足

摺宇和海のサンゴ群集と生物多様性を把握する

ための調査研究を進め、 資源を継続的に利用

するための保全活動を実施します。 昨年度に引

き続き、 足摺宇和海海域とそこに暮らす生物を

もっと知り、 持続可能な社会の実現に貢献する

ためにより一層、 努力を続けてまいります。

小枝圭太 元研究員

昨年度の活動の様子（宿毛市沖の島小学校にて）

当研究所では、 学生や研究者の研究に対して助成を行うことにより、 次世代の研究者、 地域と

密着した研究者の育成を図ることを目的として研究助成を行っています。 この助成制度は平成 17 
年度に設立され、 これまでに延べ 65 人の方々に助成を行ってきました。 今年度は 3 件程度の募

集を行いますので、 奮ってご応募下さい。 締め切りは 2021 年 6 月 11 日 （金） 消印有効です。 募

集要項、申請書様式は当研究所のホームページ （https://kuroshio.or.jp/） よりダウンロードできます。

3000 円以上のご寄付でその年度の Current 4 号分を送付いたします。 寄附は当研究所の

ホームページまたは寄附申込書から受け付けております。

※本誌の一部または全部を複製する際には当研究所宛てに許諾を求めてください。


