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「今月の海の生きもの」 ハマボッス Lysimachia mauritiana ：  

高潮線よりも高い海浜植物帯に生育するサクラソウ科オカトラノオ属に属する 2年草。日本の全

土の海岸に分布し、高さ 10～

40cmになる。根元から数本の株

になり、上方でさらに枝分かれ

する。茎はやや赤みを帯びる。

茎の先端に総状花序をつけ、多

数の白い花を咲かせる。花びら

は深く５つに裂ける。葉には毛が

なく、多肉質で、表面は光沢が

ある。名前は、浜払子で、払子

（ほっす）は、仏僧が手に持つ道

具を言い、白い花の花穂をその

形に見立てたと言われている。5

月～6月に咲き、花が終わると球

形の果実を付ける。果実は先端

に小さな穴が開き、そこから小さ

な種子が飛散する。花の時期は

南に行くほど早い。この種は、冬

の海岸に見られる典型的なロゼ

ット型植物で、春になると直立し

て花穂を付ける。夏には枯れ

る。 

                     

（沖縄島恩納村にて  向井 宏

撮影） 
 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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先号の「今月の海の生き物 スナガニ」について、甲殻類の専門家である和田恵次会員から以

下のようなコメントが寄せられました。先号の写真は未成体なので、スナガニとツノメガニの

区別がつかず、スナガニと書いておりますが、和田会員の見解に従うと「ツノメガニ」の未成

体と言うことになります。 

「海浜の潮上帯付近に見られるカニの巣穴の所有者は、日本本土ではスナガニが主だが、琉球

列島では、ツノメガニが主体である。ツノメガニは、成体の眼柄に角状突起があることでその

和名が付いているが、未成体にはこの突起がなく、他の種と見間違えることが多い。日本本土

特に西南日本の沿岸に、このツノメ

ガニの未成体が最近数多く分布す

るようになった。しかし、冬の低温

に耐えられず、越冬することがない

ため、成体にまで成長する個体をみ

ることはほとんどない。ただし、四

国や九州でごくまれに角の突起をも

った越冬個体が見られることがある。

この写真の個体は、沖縄島の砂浜で

見られたものであり、ツノメガニの

未成体の可能性が大きい。このツノ

メガニの未成体と間違われやすいス

ナガニは、日本では本州、四国、九

州に分布するが、琉球列島からは記

録はない。」（和田恵次） 

 

「うみひるも101号」に掲載した写真を再掲 
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 海の生き物を守る会では、NPO法人OWSと共同で全国の砂浜海岸生物調査を実施してき

ました。引き続き今年も砂浜海岸生物調査を行っています。日本の砂浜を生き物のために

取り戻そうと計画された調査です。調査は誰にでもできる方法で計画されていますので、

尐しでも多くの人が、多くの海岸でこの調査に参加していだけるようにお願いいたします。

ご協力いただける方には、方法と調査報告用紙をメールでお送りいたします。当会のホー

ムページ http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html には、pdfファイルで報告用紙も

掲載しています。 

これまでに会員や非会員のみなさまから寄せられた調査票は95枚、全国68ヶ所の砂浜で

調査が行われました。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの海岸で調査が必要です。

ぜひともみなさまのご協力をお願いします。毎年1回程度の頻度で、研修会も行っておりま

す。希望があれば、各地で実施することも検討します。どうぞご希望をお寄せ下さい。 

 

これまで調査された砂浜の都道府県は以下の通りです。( )内は調査した砂浜海岸の数。 

北海道 (3)、青森県 (1)、神奈川県 (5)、千葉県 (5)、静岡県 (2)、愛知県 (1)、三重県 

(5)、和歌山県 (2)、福井県 (9)、京都府 (7)、大阪府 (2)、兵庫県 (1)、香川県 (2)、徳

島県 (1)、愛媛県 (1)、高知県 (5)、山口県 (2)、福岡県 (1)、大分県 (2)、宮崎県 (1)、

鹿児島県 (7)、沖縄県 (3) 

 まだ調査が一ヶ所も行われていないのは、秋田、山形、岩手、宮城、福島、茨城、東京、

新潟、富山、石川、鳥取、島根、岡山、広島、長崎、佐賀、熊本の都県です。ぜひ、ご協

力ください。また、同じ海岸でも季節が違えば結果も異なります。同じ季節でも、気候に

よって結果も異なります。いつでも、どんな砂浜でも、調査する価値はあります。お気軽

にご参加ください。 

 

 

「守りたい砂浜海岸」募集 

海の生き物を守る会では、現在行っている砂浜海岸生物調査を発展させ、砂浜海岸の環境

を守る運動につなげるため、全国から「守りたい砂浜海岸」を募集しています。ここはぜ

ひと思う砂浜海岸がありましたら、事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお寄せ下さい。

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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応募方法は、メールで「砂浜海岸の名前」「砂浜

海岸の位置または住所」「推薦する理由」を明記

の上、ご応募下さい。これまで「日本の渚100選」

や「日本の白砂青松100選」などが選ばれていま

すが、これらは観光を目的としたものなども多

く含まれています。海の生き物を守る会では、

自然海岸の景観や生態系を守りたい砂浜海岸を

対象として選びたいと思います。ぜひとも、推

薦をお願いします。 

これまでに推薦があったのは、１．鹿児島県肝属郡辺塚の砂浜、２．和歌山県東牟婁郡

那智勝浦町粉白海岸、３．愛知県伊良湖岬から東の表浜海岸、４．沖縄県南城市百名海岸

の４ヶ所です。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

さしあげます！ 

 

 

下記の報告書と雑誌、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。 

余部が多数あります。 

◎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 p.235 出現種リスト付き CD付

き 

余部些少。 

◎日本自然保護協会・沿岸環境保全検討会提言 「日本の海洋保護区のあり方

～生物多様性保全をすすめるために～」 日本自然保護協会 

残り 1部。 

◎「地球環境」vol.16, No.1/2011  “海洋環境研究の新たな展開：生態系管

理の視点」  国際環境研究協会 

 

 

 

【全国】 

●宮島、与那覇湾、荒尾干潟がラムサール条約に登録 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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世界の重要な湿地を保護するラムサール条約の締約国会議が今月ルーマニアで開かれ、日本からは新た

に9ヶ所の湿地の登録が承認された。海の湿地（およそ水深7mまでを湿地と定義している）としては、

宮島の陸と海を含んだ湿地、熊本県荒尾干潟、沖縄県与那覇湾の3ヶ所が登録された。これで、日本では

46ヶ所が登録湿地となったことになる。 

 

【北海道】 

●ウミガラス 5羽の幼鳥が孵化 

海鳥の繁殖地として有名な北海道日本海側の天売島で、海鳥としてはもっとも絶滅の可能性

が高いとされる絶滅危惧種のウミガラスの雛が 5 羽生まれたことが確認された。ウミガラス

はオロロン鳥とも呼ばれ、かつては北海道の各地の海に生息していたが、現在では唯一天売

島で繁殖している。今年は昨年よりも 8 羽多い 28 羽のウミガラスが天売島に飛来して繁殖

を始め、多くの雛が生まれることが期待されている。今年生まれた卵は 13 個で、そのうち

5 個が孵化した。昨年は 7 羽が巣立っている。残りの卵も順次孵化すると期待されている。 

 

【東北】 

●青森県 放射能検査を増やす マダラの汚染を受け 

今年、八戸港に水揚げされたマダラから、国が設定した基準値を超える放射性セシウムが検出されたこ

とから、青森県では、予定していた放射能検査の頻度や点数を増やすことにした。当初は、水産物 795

件のモニタリングを実施する計画であったが、マダラのセシウム高濃度の結果を受けて、マダラの調査

回数を増やし、8 月に終わりの予定だった調査を 9 月以降も行うこととした。調査の結果は、県のホーム

ページで公表しているが、今月末からは食品の放射線専用ホームページを開設する予定である。 

 

●防潮堤計画の見直しを 住民が合同勉強会 

岩手県の市民団体が作っている「海の民連絡協議会」は、陸前高田市のコミュニティセンターで、「見

直し可能な防潮堤」と題する合同勉強会を開いて、防潮堤建設計画について勉強し、意見を出していく

ことを決めた。まず、岩手県の若林県土整備部長から防潮堤建設計画の内容を聞いた。それによると、

計画は数十年～百数十年の頻度で発生する津波を対象とし、高田海岸は 12.5m の多重防潮堤を築く。参

加した市民からは「防潮堤の高さは 6･7m で良い。素晴らしい景観を未来に残すべき」と、高さの見直

しを求める意見があり、市民の意見をもっと反映して欲しいという要望が強かった。「海の民連絡協議

会」では、今後も勉強会を継続し、意見をまとめて市長に要望していくこととしている。 

 

●津波被災海岸林で植樹 久慈市 

盛岡市の環境団体「森と緑の研究所」は、昨年 3 月 11 日の津波の被害を受けた岩手県久慈市夏井町閉伊

口の県有保安林で、海岸林の再生植栽試験を行うこととなり、住民と共に 800 本の樹木を植樹した。植

えた樹種は、クロマツやアカマツ、ケヤキやミズナラなどの広葉樹や、ハマナスやアキグミなどの低木

も含めて実施し、今後、結果を見ながら海岸林再生に向けて樹種の選定などを行う予定にしている。植

栽試験は、今後久慈市の南部でも計画されている。クロマツ一本槍の海岸林再生計画に対して、より地

元にあった樹種を探そうという姿勢は、高く評価できる。 
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●謎の深海魚「サケガシラ」を撮影 

山形県酒田市のダイビングショップの齋藤

秀勝さんが、ダイビング中に深海魚「サケ

ガシラ」に遭遇し、撮影に成功しました。

山形新聞に掲載された記事を、そのまま掲

載します。この情報は、金内農夫哉さんか

ら送られてきました。 

 

 

 

【東海】 

●蒲原海岸にウミガメが産卵 数年ぶ

り？ 

静岡県清水区の蒲原海岸に、7 月 9 日ウミガ

メが産卵しているのが発見された。親亀は

すでに海に帰った後だったため、ウミガメ

の種類ははっきりしないが、蒲原海岸での

ウミガメの産卵は珍しいという。産卵数は 1

0 個と尐なめで、健全な状態の産卵だったか

どうかは不明だ。2 ヶ月後には孵化が期待さ

れるので、地元の人々はその日を楽しみに

している。 

 

【北陸】 

●羽咋市千里浜 浸食防止を祈願 

石川県羽咋市の千里浜海水浴場で、今年の浜開きが行われたが、同海水浴場の砂浜は近年浸食が進み、

浜の茶屋も今年は床を 15~30cm 高くし、浸食に備えている。毎年平均して 1m ずつ浜が浸食されている

ため、海水浴場の存続もいずれ危うくなるかもしれないと、今年の浜開きでは、千里浜神社の宮司が海

に蛤を投げ入れ、祝詞で侵食防止を祈願した。 

 

●クラゲで大飯原発が出力低下 

野田政権が多くの国民の反対を押し切って認めた大飯原発 3 号機が、フル稼働に移った直後の 7 月 9 日

未明に、冷却用海水の取水口付近に大量のクラゲが押し寄せたため、関西電力は取水量を絞り込んだ。

そのために、原発の出力が若干低下した。クラゲは、ミズクラゲと思われるが、例年 6 月頃からしばし

ば大発生をするようになり、このときは取水路一面がクラゲで埋め尽くされた。関西電力ではクラゲ防

止網を付けるなど対応を行っているが、今回のように出力低下が起こるほどクラゲが大発生したのは、

2005 年以来という。関西電力では、地球温暖化のせいでクラゲが大量発生し始めたのかもしれないと言
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っているが、すべての原発の停止で正常化し始めた若狭湾の海がふたたび温暖化し始めたのは、関西電

力のせいではないだろうか。クラゲも大量に取水口に集まって、抗議をしている。7 月 13 日に首相官邸

前に集まった原発再稼働反対のプラカードには、「すべてのクラゲは大飯原発前に集合せよ！」とか「ク

ラゲも再稼働に反対だ」とかいうものも見られた。 

 

【中四国】 

●中海で海底から湧水を確認 アサリ資源の再生に有効か？ 

鳥取県と島根県の両県にまたがる中海の沿岸では、海底から塩水がわき出していることが鳥取県の調査

で明らかにされた。とくに境水道付近で多いという。湧水がある場所では、カワツルモやアマモなどの

海草が繁茂しているという。湧水は酸素が豊富に含まれていることも分かっており、県ではアサリ資源

の復活に活用できるのではないかと期待し、この水域を隔離して保護したいとしている。調査結果によ

ると、12 ヶ所の海底から湧水が確認され、多いところでは 1 時間に 100 リットル／㎡以上あるという。

湧き出ているのは淡水ではなく、塩水。中海のアサリはかつては年間 500 トンの水揚げがあったが、昨

年はわずかに 7 トンと激減している。原因は、かつての中海の水替わりの良い海から埋立や海中の工作

物の激増で海水交換がきわめて悪くなり、無酸素海域が広がったことなどが挙げられる。ところが、鳥

取県では、「湧水水域をうまく活用して水質改善、自然再生を効果的に実現できる可能性がある」とし

て、湧水水域を波消しブロックなどで隔離する「箱海」の設置を提案している。この構想は、まさにこ

れまでアサリ資源をここまで減尐させていった「海に手を入れる」公共工事を再現することに他ならな

い。行政はまだまだ海のことが分かっていないし、懲りない。地元の漁業者は、「湧水水域では貝類が

まだたくさん生きている。こうした水域を早急に保護する必要がある」と話しており、漁業者の方が原

因が分かっており、まともな感覚を持っている。 

 

●カブトガニを一匹捕獲 一匹でもニュースになる悲劇 

国のレッドリストで絶滅危惧 I 類に指定されているカブトガニが、今治市伯方島大角豆島付近で漁網にか

かった。体長約 45cm の立派な雄で、愛媛県では近年ほとんど見られていない。一匹網にかかっただけ

でもニュースになる現実は、カブトガニの危機を象徴している。かつては、瀬戸内海の多くの海域で普

通に見られたカブトガニが、今では発見されることも珍しくなっている。地域によってはドンガメと言

われ、子供の遊び相手にもなっていたカブトガニも、繁殖が浅い海底で行われることから、埋立や護岸

などコンクリートによる海岸管理の犠牲になってしまった。 

 

●周防大島のアワサンゴ群落で観察ダイビング 

山口県周防大島町の南東沖合のニホンアワサンゴ群生地で、柳井ダイビングスクールがダイビング体験

観察会を開き、50～70 歳代の女性 7 人が、シュノーケリングによってアワサンゴ群落やスズメダイの群

泳などを観察して楽しんだ。参加した 71 歳の女性は、「夢が実現した。大満足」と大喜び。年齢に関係

なく、ちょっとした練習と指導者がいれば、海と海の生き物の観察は可能になる。私は無理と思わない

で、各地の観察会やダイビング体験に挑戦してみよう。 

 

●四万十川河口にアゴヒゲアザラシ 
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7月8日、高知県四万十市の四万十川河口で、アザラシが泳いだり、岸に寝そべったりしているのを住民

が見つけた。かつて多摩川に出現した「タマちゃん」と同じアゴヒゲアザラシと思われる。高知県にア

ザラシが出現するのはきわめて珍しい。近年各地にアゴヒゲアザラシが突然出現することが続いている

が、これは共通の原因があるのではないかと思われるが、それが何に起因するかは、よく分かっていな

い。 

 

【九州】 

●自民党議員親族企業が入植 諌早干拓 百条委が中間報告 

長崎県諫早市の国営諌早干拓事業で、営農地に前長崎県知事の金子原二郎自民党参議院議員と谷川弥一

自民党衆議院議員の親族企業が入植していたことから、不正が行われたのではないかと長崎県議会が百

条委員会を立ち上げて、調査を行い、延べ 111 人の参考人や証人から事情を聴取し、このたび中間報告

をまとめた。それによると、県や農業振興公社の職員らが入植者を選定するときに、議員の親族企業に

便宜を図った疑いがあると指摘している。また、県議会の調査特別委員会で証言をした谷川議員の長男

で入植企業の元社長を偽証容疑で告発することも決めた。そのほか、親族企業の入植決定を取り消すこ

と、干拓地利用継続を認めないこと、証人尋問を拒否した金子、谷川両議員を非難することなどを決め、

本会議でも可決された。干拓事業の利権構造が尐しずつ解明されてきた。潮受け堤防の長期開門調査に

強硬に反対する入植者と自民党・農水省の顔の一部が、これなのだ。 

 

●佐賀県 海砂超過採取禁止と業務改善命令 海砂採取業界へ 

唐津湾海区砂採取協同組合が、許可量を超えた海砂の採取を続け、脱税を繰り返していたことから、佐

賀県では超過採取禁止処分を行うと共に、業務改善命令を出した。組合が県の指導に従わない場合は解

散命令に切り替える。この問題に関しては、唐津湾内の漁業者からは、海砂の採取で漁場が荒らされ、

漁獲高が減尐していることが指摘され、採取組合への厳正な処分が要請されていた。佐賀県知事は、認

可している年間 130 万立方メートルの海砂の採取量についても、「将来的には採取量を減らしていく」

と答えている。削減量については、現在行っている環境アセスの結果に基づいて決めるとしている。こ

の問題でも、海砂採取の利権構造が見え隠れしている。 

 

●中津干潟の養殖アサリが全滅  

九州を豪雤が襲っているが、この大雤によって大分県中津市では、漁業協同組合中津支店が養殖してい

るアサリが全滅に近い被害を受けた。中津市の北側を流れている山国川から流れ込んだ土砂によって中

津干潟に設置したアサリ養殖ゾーンの 3 ヶ所が埋まり、アサリが生き埋めとなった。死亡したと思われ

るアサリは約 740 万個。中津市のアサリは、1985 年度に 2 万 5 千トンの水揚げを記録したが、その後減

尐を続け、2008 年度以降はほぼゼロの状態（大分県農政水産課）と言う。減尐の原因は、はっきりして

いない。そのために、資本を投下し、アサリ養殖ゾーンを干潟に設置し、アサリを放流してきた。豪雤

の被害はアサリ以外の貝類にも出ている。また、土砂や流木の流入による施設の損壊や操業ができなく

なるなどの被害もでているという。 

 

●大分県全域で赤潮発生 
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大分県全域の海で赤潮が発生し、漁業にも影響が出始めている。赤潮を引き起こしているのは、「カレ

ニア・ミキモトイ」という有害プランクトンで、現在佐伯市の佐伯湾や猪串湾では、カレニアの濃度が

警戒基準を超えており、魚が死ぬほどの濃度となっている。実際に、養殖ブリやトラフグに被害が出て

おり、ブリ 6300 匹、トラフグ 19000 匹が死亡した。被害はさらに広がる見込みである。赤潮は例年発

生しているが、今年は発生時期が早く、しかも早い時期から広範囲に広がっているのが特徴で、九州の

降雤量の増大が要因の一つと考えられる。伊予灘や周防灘でも赤潮が広がっている。 

 

●ハマボウの花 見頃 

「万之瀬川河口域のハマボウ群落および干潟生物群集」として国の天然記念物に指定されている鹿児島

県南さつま市加世田益山の万之瀬川河口域干潟で、薄黄色の直径 7cm の大きく美しいハマボウの花が一

斉に咲き乱れている。ハマボウは塩性湿地に生えるマングローブの一種とも言われ、万之瀬川河口干潟

の陸側に 1km、幅は最大 100m の範囲に 1000 株以上の大きな群落を作っている。干潟にはハクセンシ

オマネキも生息し、緑の葉群れと黄色の花、白いシオマネキの鋏が見事なコントラストを作っている。

ハマボウの花の見頃は 7 月末まで。 

 

 

 

 

【関東】 

●東京大学海洋アライアンス第 7 回東京大学の海研究 

人と海のかかわりの将来像 

日時： 2012 年 7 月 24 日（火）10：30～17：30（10：00 受付開始）     

場所： 農学部・弥生講堂「一条ホール」     

参加費：無料     

参加方法：事前登録制（所定の定員になり次第打ち切ります）当日，参加登録確認メールをプリントア

ウトしてお持ち下さい．     

参加登録：下記の申込専用サイトからの登録となります．https://www.webmasters.co.jp/utoa/symp01/  

プログラム（内容は予告なく変更になる場合があります） 

午前  

海洋基本計画の見直し提言について   城山英明（公共政策大学院） 

教育リテラシーの新たな展開      佐藤 学（教育学研究科） 

午後  

洋上風力発電と地域・漁業の共生    松浦正浩（公共政策大学院） 

ライブモニタリングによる環境プロファイリング  齋藤 馨（新領域創成科学研究科） 

バイオロギングがもたらす新しい海洋情報     佐藤克文（大気海洋研究所） 

藻場再生と沿岸環境          山本光夫（新領域創成科学研究科） 

東北沿岸域の生態系の変遷       河村知彦（大気海洋研究所） 

東北地域の新たな漁業への道筋     黒倉 壽（農学生命科学研究科） 

https://www.webmasters.co.jp/utoa/symp01/
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地球システムの変遷からみた将来予測 住 明正（サステイナビリティ学連携研究機構）      

【問い合わせ先】海洋アライアンス事務局 野村英明（大気海洋研究所） 〒277-8564 千葉県柏市柏

の葉 5-1-5  TEL 04-7136-6417  E-mail: office@oa.u-tokyo.ac.jp  

 

●造礁サンゴ分布調査 館山坂田探索調査 調査協力者募集  

 ＯＷＳが「北限域の造礁サンゴ分布調査プロジェクト」でモニタリング調査を継続実施している坂田

で、新たに探索調査を行います。坂田にはモニタリング調査を実施している「松根」以外の場所にもた

くさんの造礁サンゴが生息しています。今回は松根よりも沖にある「カロウ根」というポイントで、造

礁サンゴを探索します。この探索調査にご協力いただける方を募集します。  

開催日 ：2012 年 7 月 22 日（日） 日帰り  

開催場所：千葉県館山市坂田  

集合：「シークロップダイビングスクール」9:00 集合  

※前泊をご希望の方には手配します。                     

参加条件：(1)50 本以上のダイビング経験者                               

 (2)ボートダイビング経験者                         

募集人数：8 名  

参加費 ：ＯＷＳメンバー9,500 円／非会員 10,700 円          

※2 ボート・保険料込。往復交通費・昼食代は別途  

申込み・問い合わせ：OWS 事務局までホームページから、または E-mail、お電話(TEL:03-5960-3545)

で。 詳しくは   ⇒ http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0pstiv0yjkrmo21ughXe   

 

●ウッズホール海洋研究所＋東京大学大気海洋研究所 国際シンポ 

＜福島第一原発事故の放射線が海洋に与える影響＞ 

国際シンポジウム並びにパブリックコロキウムを開催します。これは国際交流基金日米センター、ウッ

ズホール海洋研究所（Morss コロキウムサポート）、東京大学大気海洋研究所、および Gordon and Betty 

Moore 財団からの共同支援により開催されるものです。 

詳しくは下記サイトをご覧ください。 

http://www.whoi.edu/website/fukushima-symposium/  

The Accidents at Fukushima Dai-Ichi Exploring the Impacts of Radiation on the Ocean  

概要  

2011 年３月 11 日の東北地方太平洋沖地震とその後に発生した１５メートルの津波に伴う浸水により、

東京電力福島第一原子力発電所は電源損失・燃料の溶解が発生し、大気中に放射性物質を放出した。大

気への放出は３月１５日以降減尐したが、海洋への汚染水放出は４月６日のピーク以降まだ断続的に続

いており、完全に停止はしていない。 近辺海の安全性、そして海洋生態系と海産物に対する因果関係を

理解するために、日本の機関や研究グループそして国際的な専門家による調査と分析が進められている。

数々の調査が行われ、調査結果が明らかになりつつある現在もなお、国民には多くの基本的な疑問と懸

念が残っているのが現状である。 

 ■これからどのくらいの間、海の汚染は続くのか。 

mailto:office@oa.u-tokyo.ac.jp
TEL:03-5960-3545
http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0pstiv0yjkrmo21ughXe
http://www.whoi.edu/website/fukushima-symposium/
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 ■魚は食べて安全なのか。 

 ■健康への影響はどのくらいあるのか。 

 科学はこれらの質問すべてに確証を持って答えることはできないが、国民への広い情報提供、そして公

共の不安緩和にむけて、 既知と未知の課題を認識するためのひとつの手段である。様々な要因に向き合

う場として、２０１２年秋、東京大学において２日間のサイエンスシンポジウムを予定している。さら

にサイエンスシンポジウムにひきつづき 、一般市民向けのパブリックコロキウムの開催も東京とウッズ

ホールの二会場で予定しており、福島から放出された放射性物質の影響について最新の調査報告を行う。 

サイエンスシンポジウム：2012 年 11 月 12、13 日、東京大学にて開催予定 サイエンスシンポジウムの

目的は、福島から放出された放射性物質について、海の安全性、海洋生態系そして人体への潜在的な影

響について科学的な検証に基づく報告を行い、今現在何を理解しているか、そしてまだ認識していない

事柄について議論する。シンポジウムでは、リスク評価、経済的影響、政策的含意、そして重要課題と

してこれらの情報がどのように国民に伝えられるのかについて、招待参加者による様々なテーマの意見

交換が行われる 

パブリックコロキウム： 

2012 年 11 月 14 日、東京大学にて開催予定 

2013 年（日程未定）マサチューセッツ州ウッズホール海洋研究所にて開催予定  

サイエンスシンポジウムにひきつづき、二つのパブリックコロキウムが日本とアメリカで行われる予定

である。専門家パネル（シンポジウム講演者と委員会メン バー）らによる調査報告の発表及び、ウッズ

ホール研究所での Morss コロキウム形式に従い、メディア関係者、会場の参加者との質疑応答形式で行

われる。 

開催資金提供： シンポジウム、コロキウムは国際交流基金日米センター、ウッズホール海洋研究所（Morss

コロキウムサポート）、東京大学大気海洋研究所、および Gordon and Betty Moore 財団からの共同支

援により開催される。 

Conference Committee: Bueseller K, 植松光夫, 城山英明, 松田裕之, Oye K, Fisher N 

●谷津干潟でバードウォッチング／谷津干潟探鳥会 

周囲の埋め立てが進んで、内陸にポツンと残された貴重な干潟での探鳥会。ラムサール条約登録湿地の

指定も受け、国際的にも保護すべしと認められた水域には水鳥がたくさん集まってきます。シギやチド

リは識別するのも難しそうという人も探鳥会なら大丈夫。一年を通して干潟の鳥を楽しみたい人にお勧

めです。 

開催日 毎月第３日曜日 

参加費 200 円（保険料含む。ただし 18 歳未満は無料です。） 

集合 JR 京葉線南船橋駅南口 午前 10 時 google map 詳細集合場所 

解散 午後 2 時頃 

交通 
JR 東京駅・西船橋駅・東京メトロ有楽町線新木場駅乗り換え、JR 京葉線南船橋

駅下車 

http://tokyo-birders.way-nifty.com/blog/2007/03/post_f335.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/rmsl.html
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=217524290121173721269.0004b6d63d60650a21c01&msa=0&ll=35.68203,139.995208&spn=0.000942,0.00164&iwloc=0004b6dd95ce496bf2ea7
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持ち物 弁当・飲み物・雤具・あれば観察道具（無くても可） 

この探鳥会は IBA（重要野鳥生息地）で開催しています。 

 

日時：7 月 16 日（月・祝日）海の日  

場所：代々木公園 

また、毎週金曜日夕方 6 時から、首相官邸前に抗議に集まりましょう。 

 

  原発再稼働    だ 

 

 

 

●ほのぼのビーチフェスティバ

ル２０１２ 

とりもどそう！きれいで美しい

茅ヶ崎の浜辺を！ 

 

日時：7 月 29 日（日）9:30～17:00 

場所：茅ヶ崎ヘッドランドビーチ 

主催：ほのぼのビーチ茅ヶ崎 

内容： 

ステージパーフォーマンス（バトン演

技、フラダンス） 

ペアフットコンサート

（Bread&Brothers, Aisa, Ban Ban 

Bazar ほか） 

ビーサン飛ばし世界選手権大会 

ビーチ DE スポーツ（サーフィン、カ

ヌーほか） 

ほのぼのマーケット 

ビーチ DE 学ぼう！体験しよう！ 
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●三番瀬（海の日）自然観察会  

  日 時   2012 年７月 16 日（祝日) 

  集 合   ふなばし三番瀬海浜公園バス停  午前 10 時 

交 通   京成船橋駅南口（ＪＲ船橋駅から南へ徒歩２分）で船橋海浜公園行きのバスに乗車し、

終点で下車。（8：45 発、9：00、9:20 発があります）。また、ＪＲ京葉線二俣新町駅からは約 2.5km 

徒歩 25 分。駅から約 300ｍのバス停「二俣新道」から上記バスが利用できます。  

案 内   カワウ、ウミネコ、コアジサシ、シロチドリなどの水鳥やカニ、魚、貝、プランクト

ンなど干潟の生き物、海辺の植物を観察します。 

  持ち物   観察用具、弁当、水筒、ぬれてもよい靴（長靴）、帽子。 

  担 当   田久保晴孝（047-434-9824） 

  主 催    千葉県野鳥の会 

 

●ラムサール条約と三番瀬  ～三番瀬を守る署名ネットワーク 講演会～ 

日 時  2012 年７月 28 日(土)  13:30～ 

会 場  和洋女子大学 東館５－１ 

交通 (1)総武線市川駅からバス 8 分。北口 1 番「松戸車庫行」京成バス→「真間山下」下車徒歩 2 分 

   (2)京成国府台駅から徒歩 10 分  

   (3)ＪＲ常磐線松戸駅からバス 20 分 西口３番「市川駅行」京成バス→「和洋女子大前」下車  

講 演  「ラムサールＣＯＰ11 の成果を国内で生かすには」 

         小林聡史さん（釧路公立大学教授、元ラムサール条約本部事務局） 

報 告  (1)「三番瀬の現状」 

         中山敏則さん（三番瀬を守る連絡会代表世話人） 

      (2)「第 11 回ラムサール条約締約国会議（ＣＯＰ11）に参加して」 

         ＣＯＰ11 の参加者 

資料代  500 円 

主 催  三番瀬を守る署名ネットワーク 

賛 同  市川三番瀬を守る会／市川緑の市民フォーラム／三番瀬を守る会／千葉県野鳥の会／千葉の

干潟を守る会／千葉県自然保護連合／自然と文化研究会 The かもめ 

問い合わせ 牛野くみ子（TEL 047-453-4987） 

 

●行徳野鳥観察舎 干潟の生物を調べよう 

日時 7 月 21 日 (土), 13:30 ～ 16:30 

説明 21 日(土) 干潟の生物を調べよう 午後 1 時半～4 時半  

定員 20 名(小学生以上。小学生は保護者同伴)・要申込み  

保護区の干潟にいる生き物を採集し種類を調べます。  

参加無料  

申込み・問合せ：野鳥観察舎 047-397-9046 http://goo.gl/Jgda7  

http://goo.gl/Jgda7
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●月例三番瀬＋Ｙｏｕｎｇ探鳥会 

集合： ふなばし三番瀬海浜公園バス停 午前１０時  ＪＲ京葉線二俣新町駅よりバスまたは徒歩２５

分。または京成船橋駅南口（ＪＲ船橋駅徒歩２分）よりふなばし三番瀬海浜公園行きバス乗車、終点下

車。 

解散： 午後２時頃 

参加費： ２００円（保険料を含みます。１８歳未満の方は無料です。） 

持ち物： 弁当・飲み物（必須）・帽子・日焼け止め・あれば観察道具（無くても可） 

履物： 長靴またはサンダル（干潟は足回りが濡れますので、そのつもりで。） 

昨年度は、震災の影響で開催することができなかった月例三番瀬探鳥会。まだ行ったことがないという

初心者、若手の方、参加大歓迎です！まだ暑い季節ですけれど、鳥たちの「秋の渡り」は既に始まって

います。そして、この季節、三番瀬は旅の途中のシギ・チドリで賑わいます。シギやチドリを楽む（あ

るいは識別できるよう勉強する！）には絶好のチャンスです。さぁ、みんなで干潟の鳥を楽しみましょ

う！ 

この探鳥会は、老若男女誰でもござれ！の探鳥会です。バードウォッチングの経験年数の尐ない方（特

に若い方がそうかも）の中には望遠鏡をお持ちでない方もいらっしゃると思いますが、この際、ベテラ

ンの方の望遠鏡を覗かせてもらって、一緒にシギやチドリを堪能してください。ベテランの方はぜひ望

遠鏡を覗かせてあげてください。よろしくお願いいたします！暑さ対策・日焼け対策は忘れずに。熱中

症になったらキケンです。飲み物は多めにお持ち頂くことを強くお勧めします。（干潟の真ん中にジュ

ースの自販機なんかありませんから、事前に十分にご準備ください。） 

 

【東海】 

●磯の生き物観察会 【伊豆海洋自然塾】 

潮の香りと涼しい海風の中、親子でゲーム形式で磯の生き物をさがしているうちに、いつの

間にか「磯の生き物博士」の誕生です！ 

■実施時期 平成 24 年度予定  7 月 28 日(土)、7 月 29 日(日)、8 月 1 日(水）、8 月 2 日(木) 

■実施時間 朝７時から８時まで 

■体験料金 一人 500 円（傷害保険料を含む） ※未就学児童は無料 

■体験場所 須崎地区 エビス島 ※現地集合 

■体験人数 30 名程度 

■その他 濡れてもよい靴、マリンブーツ、足首などが固定されるサンダルなど。  

問合わせ・申込方法 

■名前 下田市自然体験推進協議会 海担当：伊豆海洋自然塾 

■住所 下田市東本郷１−５−１８ 

■電話 0558-22-3913 

■ＦＡＸ 0558-22-3910 

■メール kankou@city.shimoda.shizuoka.jp  

■申込連絡先 株式会社タクト（0558-23-7577）まで 

https://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=217524290121173721269.0004b6d63d60650a21c01&msa=0&ll=35.672942,139.963943&spn=0.007539,0.013121&iwloc=0004b6dd7a4bb7e7628db
mailto:kankou@city.shimoda.shizuoka.jp


16 

 

 

【北陸】 

●内灘海岸魅力づくり委員会 

内灘砂丘復元活動 第１４回竹垣づくり 

 日時：平成２４年７月２２日（日） 午前９時００分～ 

 場所：内灘海水浴場北側 

 

【近畿】 

●磯の観察会 

開催日 2012年 7月 21日（土） 雨天  小雨実施  

開催場所 せんなん里海公園（泉南市） 集合 10：00 南海電車 淡輪駅改札前 

交通  解散 15：00頃 せんなん里海公園内 

対象 小学校 4年生以上～おとな 定員 先着 20名 

参加費 大人 2,000円、小中学生 1,500円 講師 環境教育技術振興会講師 

持ち物・他 水着、水着の上から着る Tシャツ等、タオル、

弁当、水筒、軍手 

その他 先着順のため、ご希望に添えない場合が 

ありますのでご容赦ください。 

申込み 事前申し込みが必要です。umi★nature.or.jp

あてに、タイトルを「7月 21日シュノーケリング

参加申込」と書いて、参加される方全員の氏

名、ふりがな、年齢（学年）、住所、電話番号、

メールアドレスを書いてお申込みください。 

申込期限 

 

問合せ 

7月 5日  

 

保全協会事務局 06-6242-8720 

 

●うみうしくらぶ 2012年度 磯の勉強会 ご案内 

第１８回勉強会 

日 時：平成２４年７月１８日（水）－２０日（金） 

場 所：三重県鳥羽市菅島町 429-63 名古屋大学大学院理学研究科附属臨海実験所 

集 合：7 月 18 日午前 11 時 15 分中之郷駅改札口 （近鉄特急で鳥羽駅まで来て普通列車に乗り換え、

次の中之郷駅で下車） 

11 時 30 分中之郷桟橋に再集合 

11 時 45 分中之郷桟橋→菅島臨海実験所（定期便） 

持ち物：筆記用具、着替え(寝巻きも)、洗面用具、風呂用具(石鹸,シャンプー,タオル)、磯採集の用意(ビ
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ーチサンダルは不可)、帽子、飲み物、日焼け止め(島内にはコンビニも酒屋もありません）、健康保険証

（コピーでも）。 

勉強会の日程と内容: 

１８日 実験所で昼食後、実験所の案内と研究紹介（澤田 均所長・教授による）。その後自由時間、入

浴時間、夕食は懇親会（教職員・学生で可能な方は参加してくださいます） 

１９日 終日磯採集・最干潮 12 時 14 分頃（朝・昼・夕実験所で食事） 

２０日 各自部屋の掃除、アンケートを書く、10 時半に玄関前集合 

11 時出航（帰途へ） 

費 用：往復交通費自己負担、参加費 3000 円、シーツ代 600 円、朝食 350 円/１回、昼食 500 円/１回、

夕食 500 円/１回。（懇親会の準備は事務局がいたします。） 

所長からの注意事項：冒険好きの方が多いと思いますので、くれぐれも怪我のないように。 

「うみうしくらぶ」事務局より：現在参加予定者は 14 名(男 9，女 5)ですが、20 名まで宿泊可能です。

これからでも参加希望の方は電話か、メールでお申し込みください。  

 

 【九州】 

●夏休みだよ 干潟観察会 

集合時間：7 月 21 日（土）午後 2 時 小雤決行  雤天時は 7 月 22 日に行います。 

解散時間：午後 4 時頃 

集合場所：大新田海岸 

参加費：大人 200 円 高校生以下 100 円 

持ち物：長靴、帽子、水筒、タオル、バケツ、スコップ、着替えなど 

☆事前予約は不要 

☆泥が深いところがあります。汚れても良い服装で参加して下さい。 

☆中学生以下のご参加は、かならず保護者同伴でお願いします。 

☆海岸にはトイレがありません。すませてからおいで下さい。 

主催：NPO 法人「水辺に遊ぶ会」 

後援：中津市・中津市教育委員会 

問い合わせ先：080-5248-7443（水辺に遊ぶ会事務局） 

 

●夏休みアカテガニ産卵観察会 

集合：7 月 31 日（火）夜 7 時  

集合場所：大新田海岸 

参加費：大人 200 円 高校生以下 100 円 

参加者：先着 40 名限定 観察する砂浜が狭くなって大勢の方が観察できません。安全確保

のため、今年は予約制とします。予約電話：080-5248-7443 

持ち物：懐中電灯、長靴、タオル、虫除けなど 

☆濡れても良い服装でご参加下さい。 

☆中学生以下のご参加は、かならず保護者同伴でお願いします。 
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☆雤天中止です。天候が良くても波が高いときなど、危険が予想されるときは中止の場合も

あります。ご了承下さい。 

主催：NPO 法人「水辺に遊ぶ会」 

●ハクセンシオマネキの観察会 

 松島町の永浦島海岸は、絶滅危惧希尐種である干潟のカニ「ハクセン（白扇）シオマネキ」の群生地

として全国に知られています。片方のハサミが大きいという特徴のあるオスは、夏の繁殖期に体を上下

に振りながら白い大きなハサミでメスを招くようにして、求愛のダンスを干潟で一斉に繰り広げます。

また天草ビジターセンター周辺の植物や磯の生物も観察します。昼食の郷土料理も好評です。 

○開催日：平成 24 年 7 月 21 日（土）、8 月 4 日（土）、8 月 18 日（土） 

○時間：10：00～14：30 

○集合場所：天草ビジターセンター（上天草市松島町合津 6311-1） 

○募集人員：50 名 

○参加費：大人 1,000 円 中学生以下 500 円（保険料、昼食代込み） 

○お申込み及びお問合せ先：天草ビジターセンター 電話 0969-56-3665（定員になり次第締め切り） 

 

 

 

 

 

 

●神谷充伸監修、阿部秀樹写真、野田三千代海藻おし

ば：「ネイチャーウオッチングガイドブック 海藻 日

本で見られる 388 種の生態写真＋おしば標本」 2012 

誠文堂新光社 \3000, pp.271 

 

海藻図鑑は近年数多く出版されているが、本書は、海藻おしば

協会の野田三千代さんによって美しいアート性のあるおしば標

本と、水中での生態写真を並列して図示している点、これまで

の図鑑と比べても、美しさが際だっている。さらに、美しさだ

けではなく、現場での写真と共に、その見やすさのあるおしば

標本によって、海藻の観察に研究に、実用的でもある。 
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崖の上からジュゴン観察 

 翌朝、ニンに案内されていったところは、小さな岬が海に張り出して高い崖になっている横に、数ヘ

クタールの広さの干潟が広がったところだった（写真）。そこにはほぼ一面にウミヒルモなどの海草が

生えて、アマモ場を形成している。その中に、ジ

ュゴンの食べ跡が無数に残っていた。おお、これ

が噂のジュゴンの食べ跡か、とわれわれ一同感激

しながらそのあたりを見て回った。ここは干潟で

あるが、ジュゴンがたくさん食べ跡を残している

と言うことは、潮が満ちてきたときにジュゴンが

やってきて海草を食べるのだろうと推測できる。

うれしいことに、すぐ横に小高い岬の山がある。

調べてみると長いはしごがこの崖にかかっている。

どうやら国立公園管理事務所がジュゴンを観察で

きる場所として、この山の崖にはしごを設置して、

人々を呼び寄せようとしたらしい。そこでさっそ

くはしごを登って見ることにした。 

 このはしごがずいぶんと怖いはしごだった。30m

以上の高さまでほぼ垂直にかかっている。そして

崖にところどころはしごから出ている鉄棒をセメ

ントで固定しているのだが、その一部が外れて宙

ぶらりんになっている。下を見ると怖いので、両

手でしっかりとはしごを握って一段一段とただひ

たすら上を見ながら登る。登り切ったところは崖

の一部に尐し張り出したところ。そこから尐し崖

の途中を横にトラバースして、次のはしごに取り付く。足を滑らせると一気に断崖を干潟まで滑り落ち

るので、慎重に歩くが、足が震える。大小 4 つほどのはしごを登り切ったところに尐し木が茂った斜面

があり、そこから海側をみると海草藻場が一望できることが分かった。どうやらここからならジュゴン

が来て海草を食べているところが見えるだろうと思われた。この場所は、観察しながら長時間過ごすに

は、やや危険が伴う。岩は石灰岩からできているので、するどい突起がたくさん出ており、もしつまず

いたり、滑ったりしたら、転落の危険が大きい。そこで、登山用のハーネス（安全バンド）を装着し、

近くの木にシュリンゲ（テープ型ロープ）で固定して安全を確保することにした。そうしないとジュゴ

ンが現れたときに興奮のあまり崖から身を乗り出してしまいかねない。 
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 ジュゴンを観察するところは決まったが、ジュゴンが海草藻場にどういう影響を与えているかを調べ

るのは、ジュゴンを見ているだけではできない。そこで、われわれはこの海草藻場に大きな方形枠を設

定することにした。潮の引いているときに、海草藻場の上のジュゴンの食べ跡がたくさん残っている付

近を中心に、一辺が 100m の正方形を描き、その四隅に杭を打った。その杭に間縄（けんなわ）を結びつ

け、四辺を囲い、その一辺をさらに 20m おきに杭を打って、枠の全体に 20m 四方の小型の枠を 25 個つ

くり、小さな杭で目印をつけた。そして、その中にあるすべてのジュゴンの食べ跡を、杭の位置を頼り

に図面上に書いていった。このときの 1 ヘクタールの枠の中にジュゴンの食べ跡は大小併せて 130 個が

見つかった。このように書くと、簡単に思えるが、干潮の 2-3 時間の間にこれだけの作業をするのは、実

に大変であった。全員で手分けをして杭を打ち、縄を張り、歩き回って食べ跡の位置を地図に落として

いく作業が、炎天下で続いた。終わったときは、さすがに全員疲れ果て、早めの夕食を食べて眠りにつ

いた。 

 

ジュゴンの食べ跡 

 ところでジュゴンがどうして食べ跡を残すか、また、どんな食べ跡かを尐し説明しておこう。まず、

食べ跡の写真を見ていただこう（写真）。これは、ウミヒルモの藻場で造られたジュゴンの食べ跡であ

る。ジュゴンは、上顎が巨大で鋤のよう

に平たく曲がった構造をしている。この

鋤のような上顎で海底に生えたウミヒル

モを地面の土ごと堀りあげて、口に取り

込み、口の中で砂を揺すって落とし、口

の横から海水とともに砂を排出して、残

った海草を食べる。そこで海底には海草

とともに掘り取られた溝ができる。これ

がジュゴンの食べ跡である。英語では

feeding trail または feeding scar という。 

 この写真はジュゴンが食べて一日以内

と考えられる食べ跡で、その溝がくっき

りとついている。この食べ跡も時間がた

つと、波の作用で形が尐しずつ崩れてい

き、しかも両側の海草群落から成長が始

まり、だんだんと溝の形が判別しがたい

ものになっていく。そうして、食べられ

て無くなった海草群落が復活する。この

復活までの時間は、海草の成長速度が速

いかどうかで左右される。ジュゴンが海

草藻場に与える影響は、このような形でまず現れる。 

                                         （つづく） 
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白浜にエチゼンクラゲの出現は世紀の珍事 

 

 2005 年の文化の日 11 月３日、和歌山県田辺湾の白浜町綱不知（つなしらず）にエチゼ

ンクラゲが初出現した。地元の鮮魚店員がタモ網ですくい上げ捕獲した。その翌日、瀬戸臨

海実験所に生け捕りの連絡が入り、現場へ急ぎ駆け付けた。テレビや新聞などでよく話題に

のぼる巨大クラゲなので、見間違うことはなかろうと思っていたが、確かにその通りだった。

１個体のエチゼンクラゲが、いけすの中で大きな傘をゆったりと拍動させていた。異例の現

象が、終に田辺湾にも起きた。 

 

京都大学瀬戸臨海実験所創立以来の珍事 

 1922 年の創立以来、瀬戸臨海実験所スタッフが田辺湾に出現したクラゲ類を記録してき

た。計 111 属 146 種を確認し、著者や大学院生の研究結果も含めて 2003 年に瀬戸臨海実験

所年報の第 16 巻に、その生活史の解明度合いの情報も盛り込んでリストを公表した。エチ

ゼンクラゲは、そのリスト中に入っているはずがない、南日本の太平洋沿岸で見られないク

ラゲの代表種だった。 

  話はここから始まった。2005 年８月、紀伊水道で底曳き網にエチゼンクラゲが大量に

掛かり、漁業に被害をもたらした。それから２ｶ月あまりで田辺湾へ出現した。しかも水深

の浅い場所への到来。この秋に黒潮が再び紀伊半島に接岸したことも関与しているのだろう。

実験所北浜や番所崎にもエチゼンクラゲが打ち上がるかもしれないので探し回った。だが、

空振り続きで諦めかけた直後の出来事だった。しかも、元気のいい個体の生け捕りだ。 

  今回採集されたエチゼンクラゲも、日本海の個体と同じ形態だった。うすい褐色の傘の

表面を手で触ると、独特のざらざら感があった。傘の下にこげ茶色の口腕が垂れ下がり、長

い太糸の様なものを多数伸ばしている。傘の直径は 55cm ほどだったが、捕獲当初は 80cm

ほどだった。重さは鮮魚店店員が見積もって約 30kg と推定した。白浜にたどり着いたこの

個体は、日本海にやって来る個体より小型だった。そこには傘の直径が 150cm、重さ 150kg

がざらにいるからだ。 

  2005 年８月に紀伊水道に出現した個体の中には、傘径 1.5m のがいたとのことなので、

今回の個体の２倍の大きさだ。太平洋でも日本海に务らず十分に育っている。クラゲ類の大

きさは変化自在。餌が十分取れなければ傘はだんだん小さくなり、再び餌を十分に食べると



22 

 

丸々太る能力がある。だから、一概に小さいからまだ未成熟だとはいえないのだ。傘の縁の

８カ所にある感覚器を精査すると年齢が割り出せる。 

  貴重な個体なので詳細に形態を調べた。まずは傘のサイズだが、２個の感覚器の間の長

さを測定したところ、傘を伸ばした状態で 25cm だった。次に成熟しているかどうかが重要

だ。生殖巣の一部を切り取って確認したところ、成熟した雄だった。顕微鏡下では、長い尾

を振って元気に泳ぎ回る多数の精子を確認できた。精子は袋の様なものに詰まっており、尾

の向く方向もきれいに決まっていた。このような精子のパックのやり方は、クラゲ類では珍

しい。続いて付属糸にある刺胞を、顕微鏡で 1500 倍に拡大して調べた。４種類の大小様々

で、形と機能も多用なものが確認された（図）。 

 

いったいどこからやってきたのだろう？ 

 紀伊半島沿岸へやってきたエチゼンクラゲは、どこからどうやって来たのだろうか？イ

ンターネットで詳細にきめ細かく報道されている情報なども含めて、これまで判明している

知見をもとに推定してみよう。上野俊士郎水産大学校教授が、大型研究調査船を使った精力

的な調査結果を得ており、その一部をご教示して頂けたのも大変参考になった。上野先生に

よると、今回、田辺湾に出現したくらいの大きさのエチゼンクラゲが、種子島と同じ緯度に

ある東シナ海域で、2005 年７月に出現した異例の年であるとのことだ。８月には四国の太

平洋沿岸でダイバーが目撃している。これらの場所では記録されたことがない。発生地であ

る中国の山東半島周辺沿岸海域から黄海を南方へ移動し、東シナ海へ入り、そこから運良く

黒潮に乗れば太平洋岸にもやって来れる。だが、問題は、黒潮系の夏から秋の暖かい海水温

に耐えられるかという点だ。深く潜行して水温の低い層で移動しているのかもしれない。こ

のように黒潮に乗って太平洋沿岸に南方から熱帯性動物のようにやって来たのが最も確率が

高いと思う。このことは南紀生物誌に 2006 年に上野先生や院生の河村真理子さんと共著で

まとめた。 

 この年は異例中の異例で、関門海峡でも瀬戸内海でもエチゼンクラゲが出現している。

個体群の一部が関門海峡を通って瀬戸内海に入り、そこから東へと移動し、紀伊水道を南下

して田辺湾にたどり着いた可能性もないわけではない。逆に豊後水道を抜け、高知県回りで

紀伊水道に入った可能性も否定できない。 

  エチゼンクラゲの生活史は、通常の鉢クラゲ類と同じである。近年、広島大学の上 真

一教授の研究室では、飼育によりポリプやそれから遊離したエフィラというごく若いクラゲ

の形態などを解明している。それによると、エフィラが独特の形態をしていることがわかっ

た。そのようなエフィラが、今後、野外で出現しないか、各地で調査が望まれる。 

 

食料や肥料への利用 

 成長したエチゼンクラゲは、図体に似合わず、魚類などは食せず、細かい小さなプランク

トンだけを食べている。海の中にそのようなプランクトンの餌が無尽蔵にあるといっても、

わずか数カ月の間に世界でトップサイズになれる能力がある。 
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  一方、エチゼンクラゲが中華料理に欠かせない食材かというと、本場中国では２級品だ。

質よりも量で勝負というところだ。だが、日本各地でこの“招かざる客”を何とか食材や肥

料に使って消費しようという研究が進められている。アイスクリームに入れて賞味したり、

切り身にしてパックで食材として販売したりしているところもあるが、これといった名案が

実行されてはいない。植林の際に肥料にすると、木が早く大きく成長するという報告もある。

エチゼンクラゲは、本来、日本に存在しない種なので、全個体を取り尽くしても何の問題も

ないので、是非、実現してもらいたい。 

 

図 白浜に初出現したエチゼンクラゲの色々な刺胞 

 

 

7．事務局便り： 

●この「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。 

●企画案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。 

●このメールマガジンは、毎月 1 日と 16 日の 2 回発行の予定ですが、都合によって遅延や中止もありま

す。配信を希望する方、送りたい方がありましたらアドレスをお知らせください。また、パソコンを

使えない環境の方には印刷体でもお届けします。その場合は、郵送料をご負担していただきます。 

●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。海の生き物や守る

運動についての情報など、また各地で行われている海の生物の観察会、研修会、その他の行事に関する

情報もお寄せください。「うみひるも」のバックナンバーは、ホームページからダウンロードできます。 
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●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。ごいっしょ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。寄付も会費も同じ銀行口座「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、送金の内容に

ついて事務局にお知らせ下さい。 

 

8．編集後記 

比較的低温の 6 月が過ぎ、7 月も半ばとなってようやく夏らしい暑さがやってきた。暑さになれてい

ない向きには、この暑さは身体にこたえるだろう。関西電力は大飯原子力発電所を再稼働させるために、

夏の電力不足を訴えていた。15％を超える電力不足が考えられると言うのである。ところが、大飯原発

を再稼働し、フル運転が始まると、次々に火力発電所の稼働を停止し始めた。停止する火力発電所の発

電量は、大飯原発の発電量の 2 倍以上だというのである。大飯原発の再稼働の理由が電力不足であると

いうのは、ウソであることが明らかになった。その上、大飯原発がフル稼働し始めたので、電力不足に

よる節電要請は 10％に緩和するというのである。ウソの上にウソを重ねる。それでも、関西電力も政府

も、原発再稼働を止めようとはしない。なぜなら、電力不足がウソであることは、原子力ムラの人間に

とっては、分かりきっていることだったからだ。このようなことの積み重ねで、フクシマの人たちは、

故郷を追われ、関東地方の人たちもビクビクしながらいずれ来る罹病率の上昇を待つばかりになってい

る。海の生き物は、抗議の声も上げられずに、死んでいく。日本はどうなっていくのだろうか。心配は

尽きない。（宏） 

 

 

 

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！ 
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 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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