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「今月の海の生きもの」 フタイロミノウミウシ Trinchesta futairo ：  

軟体動物裸鰓綱アオミノウミウシ科に属するミノウミウシの一種。1963年に馬場菊太郎博士が新

種として記載した。浅海の海藻上に生活し、海藻の上に固着するヒドロ虫類を食べる。雌雄同体だ

が、交尾を行う。体長は 1

～2cm と小型のミノウミウシ

である。春から初夏にかけ

て、ホンダワラ類などの海

藻がもっとも大きくなる時期

に短期間出現する。ミノと

呼ばれる部分は肝臓の機

能を果たしている。また、

食べたヒドロ虫類が持って

いた刺胞をミノの中に溜め込み、外敵に対して防御用の刺胞として使用するという特異な防御を行

う。ミノは多くの場合二色に色分けしていることが多いため、フタイロミノウミウシという名前が付けら

れた。派手な色のミノウミウシが多い中で、ややシンプルなミノウミウシである。日本海、瀬戸内海な

ど北海道から九州までで見られるが、近年観察されるところが少なくなっており、今では比較的珍し

い種類となっているようだ。 

                     （広島県向島にて  佐伯保子撮影） 
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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、気象に
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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。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

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 

残り些少。 

◎「海洋生物多様性保全戦略」 環境省 2011.3 

◎同上英語版「Marine Biodiversity Conservation Strategy」 March 2011 

残り 1部 

◎「有明海講演会 カキ礁復元による有明海再生講演集」 NPO有明海再生機

構 2008 

余部多数あり 

◎「有明海の特異な生物相―諫早湾の環境復元の意義―」 有明海の生物多様

性保全のための四学会合同シンポジウム講演要旨集 2010 

余部多数あり 

◎「辺野古・大浦湾周辺の自然 Exploring the Nature of Oura Bay and its 

surrounding area」 日本語英語併用版  
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（つづく） 
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「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。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。 

以下は、鹿児島県の辺塚の砂浜の推薦理由です（写真は辺塚の浜）。 

①� 浜から人工構造物がほ

とんど見えない。後背地

に小さな集落があります

が、海岸林で隠されてい

る。見えるのは、県道の

法面程度です。当然なが

ら、海の家はなく、スピ

ーカから流れる騒音もあ

りません。 

②� 人工の漂着物が尐ない。

海岸ですので、木っ端や

打ち揚げ海藻はあります。

しかし、大隅半島の南端

に位置しているためか、

プラスチックボトルなどの漂着ゴミが尐なく、人工の構造物もなく、かつてあった海

岸を今でも見ることができる。 

③� 清浄で水量のある小川が流れ込んでいる。海水浴をした身体を洗い流すことができ

ます。 

（推薦者：和田恵次氏、中嶋 泰氏） 
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【北海道】 

●厚岸産シマエビが多産 

アマモ場に生息するタラバエビ科のホッカイエビ（市場名シマエビ）が、北海道厚岸町厚岸湖などのア

マモ場で例年に比べて今年大量に生息しているようだ。エビ篭漁が大漁に湧いている。漁期は6月中旪か

ら8月中旪までだが、今年はすでに昨年の水揚げ量の2倍以上になっている。これからさらに大きめのエ

ビがとれる時期になるため、漁業者は期待を膨らませている。 

 

●茂辺地で親子前浜体験学習 

北海道北斗市で、市内の茂辺地小学校の生徒らに海の生き物の観察などを通して、地元の海に魅力を感

じて欲しいとの目的で、「親子前浜体験学習」が開かれた。この体験学習は上磯郡漁業組合の協力を得

て、毎年行われているもので、今年は 7 月 18 日に行われた。児童らは、岩場のカニやヒトデ、魚などを

掬ったり集めたりと大喜びで海に親しんだ。小学校では、この取り組みを続けたいとしている。 

 

【東北】 

●青森県マダラの出荷自粛を解除 

青森県八戸港に水揚げされたマダラから放射性セシウムが高濃度で検出されたために、青森県では、太

平洋 17 漁協にマダラの出荷自粛を要請していたが、その後行った検査で、1 ヶ月以上国の基準値を超え

る検査値がなく、国の出荷制限の要件を下回ったため、出荷自粛の要請を解除した。ただし、青森県で

は、今後も実施する放射性物質の検査結果が判明するまで、マダラの販売は見合わせるよう指導してい

る。 

 

●いわき沖のホシザメから基準値超セシウム初検出 

福島県は、海産および河川や湖沼と養殖魚を含め 64 種 149 点の魚介類について放射性物質の検査結果を

発表した。その結果、猪苗代町大倉川深沢のイワナなど 25 点で、食品衛生法の基準値（100 ベクレル/kg）

を超える放射性物質を検出した。このうち 21 点が海産魚介類で、すでに出荷制限している 38 種以外に

は、今回初めていわき沖のホシザメから 180 ベクレルの放射性セシウムが検出され、あらたに出荷制限

のリストに加えられた。東北地方は、鮫漁が盛んで、フカヒレの漁業にも大きな影響が出ると思われる。 

 

●底曳き網の漁獲量低迷 海底耕耘を提案 山形県 

山形県沖合の汽船底曳き網の漁獲量が近年減尐している問題で、対策検討会議が設置されて対策を議論

しているが、これまで、今冬の豪雪や 4 月の「爆弾低気圧」の通過によって潮位が上昇し、それにとも

ない沿岸で攪拌された泥が巻き上がり、沖合に流れ込んで底質が泥化したことが不漁の原因だとする説

が有力になっている。しかし、7 月の調査では、泥は大幅に減尐していることが判明した。底曳き網が再

開される 9 月までには状況は改善されると思われるが、対策会議で山形県では、今後も同様の事態が生

じかねないとして、海底耕耘を行うことなどを提案した。底曳き網漁の漁獲量が減尐しているのは、お
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そらく底曳き網漁による乱獲が原因と思われる。その問題を解決しないで、意味の無い海底耕耘を税金

を使って行うことは、漁獲量が減尐したら行政に何かすることを強要する漁協いいなりの行政でしかな

い。海底耕耘で漁獲量が改善するとは思えない。 

 

【関東】 

●霞ケ浦の放射性物質、小野川で 1 万 3200 ベクレル検出  市民団体が調査報告 

市民団体「いのちの水・霞ヶ浦を守る市民ネットワーク」では、東京電力の原発事故で放出された放射

性物質セシウムの濃度を調べている。7 月 22 日に開いたモニタリング報告会で、霞ヶ浦に流れ込む河川

の底泥の調査結果を中心に発表された。それによると、茨城県牛久市内を流れる小野川の底泥で、1320

0 ベクレル/乾泥 kg というこれまでの最高値が検出された。これらの放射性物質が 56 本の河川を通して

霞ヶ浦に流れ込んでいることから、霞ヶ浦の調査が重要で、対策を立てる必要があると訴えた。 

 

【北陸】 

●侵食続く千里浜海岸 

石川県羽咋市の千里浜海岸を通る千里浜なぎさドライブウェイの駐車帯が、引き続く砂浜の侵食で設置

できなくなっている。無くなった駐車帯は、千里浜レストハウスから千里浜インターチェンジ下までの

約 500m の区間。駐車帯が無くなっているにもかかわらず、駐車帯の案内看板は去年のままになってお

り、事故が心配される。砂浜の侵食は今後も続く見込み。根本的な対策が求められる。 

 

【中四国】 

●宇和海で赤潮被害が続く 養殖魚など 1２５万匹が死亡 

愛媛県の宇和海一帯で広範囲に赤潮が発生し、これまで養殖魚類のタイやハマチなど 125 万匹以上が死

亡した。記録を取り始めた 1975 年以来、最悪の記録が塗り替えられた。愛媛県水産課では、漁業経営に

与える影響はきわめて大きい。被害拡大を防ぐために全力を尽くすと述べたが、打てる手だては多くな

い。海を汚してきた魚類養殖業は、その結果を受け止めざるをえない。 

 

【九州】 

●佐賀県議会が農水省に早期全開門要求 

国営諫早湾干拓問題で潮受け堤防の排水門を開門するよう裁判所に求められたことに関して、佐賀県議

会は、農水省に有明海再生につながる全開門調査を早期に実施するよう求める要望書を提出した。その

上で、有明海の現地視察でタイラギ漁の壊滅状態などを見るよう求めた。対応した佐々木博隆農水副大

臣は、早期に佐賀県を訪問したいと応じた。要望には佐賀市長や有明海漁協組合長も同席し、開門時期

にはノリ漁期を外すようにも求めた。農水省は、もう一刻の猶予もない。１日も早い開門に踏み切らな

ければ、有明海は死の海に近づいている。 

 

●鷹島沖の赤潮でトラフグ被害 

長崎県松浦市鷹島町の伊万里湾は、全国でも有数のトラフグ養殖で有名であるが、７月半ばから赤潮が

発生し、その範囲が広がっている。トラフグの養殖にも被害が広がっており、新松浦漁協では、２０万
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匹以上のトラフグが死亡したと推定している。これまでも赤潮による被害がしばしば起こっている伊万

里湾ではあるが、今年の赤潮の被害がさらに広がりそうな気配に、トラフグへの餌やりを中止するなど、

警戒を強めている。漁協では、プランクトンを捕食する菌を散布して、様子を見ることを決定した。し

かし、海の状態を健全な状態に返すことを考えないと、対症療法を続ける限り赤潮の被害は無くならな

いだろう。 

 

【沖縄】 

●辺野古の海岸にウミガメ産卵 アセスで隠蔽 

アメリカ軍普天間飛行場を移設して新しい軍事基地を辺野古のキャンプシュワブ沖を埋め立てて建設す

るための沖縄防衛局の環境アセスメント調査で、辺野古の海岸にウミガメが頻繁に上陸していることを

把握していながら、防衛局はアセス評価書で「この海岸はウミガメの上陸に適していない」と評価、基

地建設がウミガメに与える影響は限定的であると結論していた。今回発覚したのは、アセスに書かれた

ことの反対の結果であり、アセスそのものの信頼性を揺るがしている。辺野古住民が訴えている環境ア

セスの欺瞞性が証明されたとも言える。 

 

 

 

 

 

【関東】 

●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  

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。 ■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

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

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

●野生生物保護学会青年部会・クジラ現場セミナー 

＜趣旨＞ 本企画は、千葉県南房総市和田町におけるツチクジラ漁を通して、人と野生動物の関係の理

解と考察を深める目的でおこなうものです。 捕鯨論争は、半世紀以上もグローバルイシューとして、

活発に議論されてきました。しかし、それは捕鯨推進派と反対派という二極構造の様相を呈しており、

資源・経済・倫理などの多元的観点からの意見がぶつかり合い、議論は錯綜し、泥沼化しています。さ

らに、南氷洋で活動する反捕鯨団体や、和歌山県太地町でのイルカ猟を題材とした映画が国内外でとり

あげられるなど、捕鯨論争への注目は失われていません。 本企画は、こうした二項対立により錯綜し

た捕鯨論争を鑑み、「利用か、愛護か」という不毛な構図からの脱却を念頭に、実際に捕鯨がおこなわ

れている現場に立脚することを趣意とします。メディアなど二次的情報ではなく、解体を見学し、捕鯨

活動を直に目の当たりにしてもらうこと、そして各講演者および参加者との議論を通して、捕鯨論争お

よび人と野生動物の関係に対する見解を構築あるいはブラッシュアップする機会を参加者に提供します。 

日時：2012 年 8 月 3-5 日（金～日） 

場所：千葉県南房総市和田町 

アクセス：東京から特急で約 2 時間半。和田浦駅下車 http://www10.ocn.ne.jp/~wa-kanko/  

宿泊場所：花の宿 安田 http://www.awa.or.jp/home/hananoyado/  

参加募集人数：15 人（最尐催行人数：5 人） 

本企画は、催行時の鯨の水揚げ状況によって解体見学の有無など実施内容が変化しますので、申込みの

際には下記の日程をご確認ください。 

参加費（宿泊費（2 泊・朝晩食事込み）・懇親会費込み）：青年会員 15000 円／正会員 16000 円／非

会員 17000 円 

＜スケジュール（仮）＞ 

http://www10.ocn.ne.jp/~wa-kanko/
http://www.awa.or.jp/home/hananoyado/
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8 月 3 日（金曜）16 時：和田浦駅前集合。宿移動。17 時：自己紹介・全体説明 18 時：夕食 

8 月 4 日（土曜）午前中：和田浦港にて解体見学。13 時：和田浦駅に戻り、昼食。14 時～17 時：講演

会および討論 17 時：懇親会 

・外房捕鯨株式会社社長 庄司義則氏（ツチクジラ漁の現状を中心に） 

・国際水産資源研究所 外洋資源部 鯨類資源グループ長 木白俊哉氏（ツチクジラの生態を中心に） 

・日本学術振興会／東京大学 安田章人氏（南房総における捕鯨史を中心に） 

8 月 5 日（日曜）午前中：下記参照。館山市あるいは鋸南（きょなん）町にて現地解散。 

※本企画は、催行時の鯨の水揚げ状況によって解体見学の有無など実施内容が変化しますので、申込み

の際には下記をご確認ください。 

＜ツチクジラ解体の有無と行動予定＞ 

 A．4 日：解体あり（見学）、5 日：解体あり（解体見学後、館山市にて渚の博物館見学） 

 B．4 日：解体あり（見学）、5 日：解体なし（館山市にて渚の博物館、鋸南町にて鯨塚見学） 

 C．4 日解体なし（鋸南町にて鯨塚見学）、5 日：解体あり（解体見学後、館山市にて渚の博物館見学） 

 D．解体なし（鋸南町にて鯨塚見学）、5 日：解体なし（館山市にて渚の博物館見学） 

＜申し込み方法＞申し込みは、青年部会事務局（greenforum.wcs＠gmail.com）宛てに以下の項目につ

いてご連絡ください。 1.氏名 2.性別 3.所属 4.住所 5.電話番号 6.メールアドレス 7.会員種別 

青年会員・正会員・非会員 8.簡単な応募動機（300 字程度） 

 

●「不思議いっぱい！ 貝たちの世界」 茨城県自然博物館 

9 月 17 日まで貝をめぐる楽しい世界が展示されています。ぜひ、お出かけ下さい。 
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●～湿地のグリーンウェイブ夏休み特集～「知ろう 描こう 海辺の生きものたち」 

主催：ラムサール・ネットワーク日本 

日 時：8 月 4 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 

場 所：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）多目的

スペース 

参加費：無料 

定 員：先着 25 名 

申込先：メール event2012@ramnet-j.org 電話 

090-5330-9456 

協 力：GEOC／ウェットランドフォーラム 

 海辺は不思議な世界、面白い生きものがたくさん住んでい

ます。カニや貝、ゴカイの仲間、魚、そして鳥たち。サンゴ

やウミクサ…。そのような海辺を保全して、賢く利用するこ

とで私たちの暮らしも豊かになります。毎日のように干潟の

観察をしているアーティストが、ユニークな生き物たちを紹

介し、絵の指導をします。描いた絵は世界に一つ、自分だけ

のタンブラーに。親子での参加や、小中学生、海好きな大人

もお待ちしています。 

 

●海洋自然体験リーダー養成講座 2012 in 三宅島  ☆ 募集中 ☆  

 本講座は「海洋自然体験活動のなかのサブリーダーとして、参加者が安全にプログラムを楽しめるよ

うに、指導者の補助ができるレベルの人」を育成することを目標としています。海の体験活動に関わる

第一歩として、海の体験活動の面白さと大切さ、また、海と自然の素晴らしさを、まず自分自身が体験

を通して実感してください。（修了すると自然体験活動リーダーとして認定されます。） 

 開催期間：2012 年 8 月 3 日（金）～6 日（月） 4 日間（全 30 時間） 

 開催場所：東京都三宅島 

 参加費：一般：10,000 円 学生:5,000 円 

 主催：三宅島海洋教室実行委員会 

 

●第 110回自然観察&クリーン!! つながる生命 アカテガニの放仔 

夏の一夜、私たち人間も自然の一部になってアカテガニのお産を、そうっと見守りましょう。 

8 月 4 日（土）16 時 三崎口駅前集合 

21 時 三崎口駅前解散 

（荒天中止の場合、予備日 8 月 18 日（土）） 

持ち物：長靴、お弁当、飲み物、雨具、虫よけスプレーなど防虫

グッズ、懐中電灯、着替え 
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実施要領、注意事項、装備については必ず事前に NPO 法人小網代野外活動調整会議ホームページの情

報をご確認ください。荒天の場合、観察中止になります。 

 

【東海】 

●「三河湾環境再生シンポジウム－琵琶湖とともに三河湾を考える－」 

開催日時：平成 24 年 8 月 18 日(土) 午前 11 時から午後 4 時頃まで 

開催場所：豊橋市公会堂（豊橋市八町通 2-22 TEL(0532)51-3077） 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ内容： 

第 1 部(午前) NPO 等のパネル展示・交流 

第 2 部(午後) 基調講演、 

         知事対談、(大村愛知県知事 嘉田滋賀県知事) 

         NPO 等による活動事例発表              豊橋市公会堂地図です。 

 

 

【近畿】 

●シンポジウム「海洋生物の営みを科学する」 

《日時》平成 24 年 8 月 9 日（木），9 時 30 分開場，10 時開始～15 時 40 分閉会． 

《場所》海遊館エントランスビル 2 階「海遊館ホール」（無料スペース） 

《費用》無料 

《応募方法》氏名，年齢，電話番号を明記の上，下記メールアドレスまで送信してください（申し込み

はメールのみです） 

<申込先メールアドレス> acad-marine@ml.tokai-u.jp  （-はハイフン，ｌはエル） 

《締め切り》平成 24 年 8 月 7 日（火）17 時必着 

《内容》 

「プランクトンはどんな生活をしているか」東海大学海洋学部 澤本彰三 

「魚たちの嗅覚と行動」東海大学海洋学部 庄司隆行 

「コツメカワウソってどんな生きもの？～成長と繁殖～」 海遊館魚類環境展示チーム 宮側賀美 

「アクア通信－カマイルカ“アクア”の成長記録」 海遊館海獣環境展示チーム 石川恵 

「見えないものが見える!?－イルカ類の錯視と補間」東海大学海洋学部 村山司 

「海は自然の銀行、人類の貯金箱」東海大学海洋学部 大西修平  

「水族館と大学でできること」海遊館館長 西田清徳 

ふるってのご参加をお待ちしています． 

【中四国】 

●特別展「謎の生き物？ カブトガニの不思議展」 

笠岡市横島市立カブトガニ博物館 

http://www.koajiro.org/
http://www.koajiro.org/
mailto:acad-marine@ml.tokai-u.jp
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“生きた化石”と呼ばれるカブトガニの生態を紹介する。カブトガニの体のつくりがよく分かる体長約１８

０センチの巨大模型をはじめ化石、剥製など２５０点を展示。神島水道一帯の繁殖地（国指定天然記念

物）で見つかった生きた幼生や脱皮殻、行動調査の際にカブトガニに取り付ける超音波発信器なども並

び、調査、保護活動の歩みも合わせて紹介している。 

 会期は９月 30 日まで。８月末まで無休。９月は月曜休館（ただし 17 日は開館し、翌 18 日休館）。開

館時間は午前９時〜午後５時。入館料は一般５２０円、高校生３１０円、市外小中学生２１０円。 

 

 【九州】 

●ハクセンシオマネキの観察会 

熊本県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）。 

 

【沖縄】 

●写真展『生命（いのち）のゆりかご：泡瀬干潟』 

泡瀬干潟の海の生き物を

撮り続けている小橋川共

男さんの写真展です。 

期間：７月２８日〜８月

５日 １１：００〜１８：

００ 

場所：gallery ラファイエ

ット →沖縄市のパーク

アベニューにある「虹の

家」の２階です。 

Tel/Fax: 098-937-3918 
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●白山義久・桜井泰憲・古谷研・中原裕幸・松田裕之・

加々美康彦 編集：「海洋保全生態学」 2012 講談

社 \4800（税別）, pp.287 

 海洋生物とくに水産生物と漁業を中心にした保全生態学を

著した、日本ではおそらく最初の本であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

●日本ベントス学会（編）：「干潟の

絶滅危惧動物図鑑 海岸ベントスのレ

ッドデータブック」 2012 東海大学

出版会 

\7,0zz, pp.99z 

待望の本が出版された。環境省はいまだ海産

生物のレッドデータブックを出版できないで

いるが、日本ベントス学会が、干潟という場

所に限定しているが、副題にあるように、事

実上の海岸ベントスのレッドデータブックを

出版した。希少なものや微小な生物が多く網

羅され、これまでの図鑑にも書かれていない

種も多く、図鑑の補遺としても活用できそう

である。編集にあたった日本ベントス学会の労を多としたい。 
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●ブックレット「だめ！上関原発」 \200 

  

かねてより「上関原発問題をわかりやすくまとめたパンフレットが欲しい」とのご要望を多くの方から

頂いていました。今回、反対運動を担ってきた４団体が協力し１冊のブックレットを作成しました。多

くの方に手に取って読んでいただけるよう手軽なものにまとめました。ぜひ、ご購読下さるよう、お願

いすると共に、周りの方に上関原発問題を知って頂くためにご活用下るようお願いいたします（高島） 

注文先 高島美登里 携帯 090-8995-8799 Fax0820-62-0710 E-mail midori.t@crocus.ocn.ne.jp  

森田修 携帯 090-4695-1290 Fax 0820-47-2120 E-mail yo.morita@extra.ocn.ne.jp  

 

 

 

 

ジュゴンが現れない 

 食べ跡の地図を完成させた後は、毎日干潮時に干潟を歩いて、食べ跡の確認をしていく。すると昨日

の調査で見つからなかった新しい食べ跡が何本か見つかる。それをすべて記録していくと、昨日の干潮

時から今日の干潮時までにジュゴンが食べた食べ跡はどれとどれかが識別できる（図参照）。そして、

満潮時には、隣の崖を登り、体にハーネスを装着し、海に張り出した木に転落防止用のロープを縛り付

けて、二人ずつ交代でジュゴンの出現を見張る作業が始まった。果たしてジュゴンは現れてくれるだろ

うか。 

mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp
mailto:yo.morita@extra.ocn.ne.jp
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 第一日は、崖の上からの観察は無駄に終わった。もっとも、ジュゴンが現れなかったという意味で無

駄であったのだが、崖の上の観察もそれほど辛いものではない。上から見ていると潮が満ちてきた海草

藻場には、いろんな魚が泳いでくるし、ときには大きなエイが泳いでいるのも見える。まれにはイルカ

もやってきた。崖の木の周りには珍しい蝶々が飛び回っているし、カニクイザルがときどき近くにやっ

てくることもある。カニクイザルは干潮になると干潟にやってきて、まさにカニを探して食べている（写

真）。 

 しかし、ジュゴンが現れないのは尐々困っ

たことになった。次の日の干潮時に食べ跡の

調査をすると、一日のうちにいくつかの新し

いジュゴンの食べ跡ができているのを発見し

た。昼間見ているときにジュゴンが来ていな

いとすると、この食べ跡は夜に来て食べたと

しか考えられない。二日目もジュゴンは現れ

なかった。三日目も、四日目もジュゴンはわ

れわれが見ているのを知ってか知らずか、一

向に現れない。さすがにこうも現れないと崖

の上での観察は飽きてくる。研究の仕方に関して疑問も湧いてくる。みんなの気持ちも、やる気がだん

だん失せてくる。 

 

ついにジュゴンを発見 

 そして、五日目。観察者は松政と豊原だった。その日もジュゴンが現れなくて、そろそろ海水が引き

始める頃だった。遠くのかすかな水の動きを豊原がおかしいなと感じた。そして双眼鏡でよく見ている

と、それが茶色い背中を見せて海上に現れた。ジュゴンをわれわれがはじめて見つけた瞬間だった。と

きに 13 時 45 分。両名は興奮した。用意したカメラとビデオカメラを必死に回して、ジュゴンの姿を収

めることに成功した。そのニュースは、下で待機していたみんなに直ちに伝わり、全員が驚喜した。帰

り道でさっそくビールを買い、みんなにこにこしながら乾杯した。いつもはタイの象印ビール「ビア・

チャン」を飲んでいるのに、この日は高い「シンハ・ビア」を奮発した。アルコールの飲めない私は、

マンゴージュースで乾杯した。その夜は、みんなでビデオを何度も再生して、ジュゴンの姿を確認した。 

 翌日から、毎日のようにジュゴンが現れた。どうやらそれまでジュゴンが来ていなかったのではなく、

われわれの見る目ができていなかったのが原因のようだった。きっとそれまでもジュゴンは現れていて、

われわれが来ないなあと嘆いている目の下で、ゆうゆうと海草を食べていたようだ。ジュゴンの姿を見

てからは、波とジュゴンの動きの違いも分かるようになり、発見するタイミングも早くなってきた。ジ

ュゴンの姿をみて予想に反していたのは、まずなによりもその体の色だった。鳥羽水族館にいるのがジ

ュゴンだと思って、色の白いジュゴンを探し求めていたが、実際のジュゴンはそんな色ではなかった。

色は明るい茶色をしており、水に潜ると分かりにくくなる。白い色だともっとわかりやすいのだろうが、

野生のジュゴンにとっては分かりやすいのは危険の印でもある。鳥羽水族館のジュゴンは、長い間水槽

で飼育されている間に、それまでの体色が無くなってしまい、白い体になってしまったのだろう。野生
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のジュゴンの色は、日焼けしたタイの人々の肌の色に似ている。ジュゴンも日焼けをするのだ。その証

拠にお腹はみごとに白い。 

 それから 10 日間、入れ替わり観察当番にたったわれわれのほぼ全員が、短い間か長い間かに関わらず、

とにかくジュゴンを観察することができた。ここに現れるジュゴンは常に一頭のみだった。潮が満ちて

海草藻場に海水が満たされ、水深が 1m を超えるようになると、沖の水道部からジュゴンが現れ、ゆっく

りと海草藻場にやってくる。そしてほぼ 3 分に 1 回程度の頻度で海上に鼻を出し、呼吸をする。そのと

きにもっともはっきりと観察できるのだが、観察している崖の近くの藻場で餌を食べているときは、海

底に沈んで餌を食べ続けているジュゴンの姿を見続けることができる。1 時間から 1 時間半ほど海草藻場

で餌を食べると、ジュゴンはゆっくりとしかし一直線に沖に向かい、藻場から去っていく。はっきりと

個体識別ができたわけではないので、確実とは言い難いが、毎日のようにこの藻場にやってくる一頭だ

けのジュゴンは、おそらく同じ個体だろうとわれわれはほぼ確信した。他のジュゴンはまったく現れな

かった。この合計 3 ヘクタールの海草藻場が、たった一頭のジュゴンが生息の基盤にしている藻場であ

るように思えた。 

 

ジュゴンが食べる海草の量は？ 

 観察は軌道に乗った。干潮時の調査も、ジュゴンが現れたのが確認されたので、全員の意気も上がっ

た。確実に新しい食べ跡が毎日確認され、一つ一つの食べ跡に番号をつけ、その長さ、幅を測定した。

図は、最終日に確認したジュゴンの食べ跡の記録である。この 1 ヘクタールの枠の中には、砂地とウミ

ヒルモ群落、ベニアマモ群落の区別がある。面白いことに、ジュゴンの食べ跡は、ウミヒルモ群落の中

に限られていた。同じように海草が生えているベニアマモ群落では、ついに一つも食べ跡を発見するこ

とができなかった。つまり、このジュゴンはウミヒルモを好み、ウミヒルモを選んで食べていることに

なる。実は、あちこちのジュゴンで調べてみると、どうやらこの好みはほとんどのジュゴンに共通のも

のであることが分かったが、そのときはまだはじめて見るジュゴンの食べ跡でもあったので、なぜウミ

ヒルモ群落だけにジュゴンの食べ跡があるのかは不

明だった。ひょっとしたら、ここへやってきている

ジュゴン個体の好き嫌いなのかもしれないと思って

も見た。なにしろ私自身が好き嫌いの多い人間なの

で、ジュゴンにもそんな奴がいても不思議とは思わ

ない。 

 調査結果から、平均すると一日に一頭のジュゴン

が 14 本の食べ跡を残し、食べたウミヒルモ群落の

面積は、約 5 ㎡となった。この方形枠がこの海域

のアマモ場の３分の１の面積であり、それが全体を

よく代表していると仮定し、このアマモ場には１日

一頭だけが餌を食べに来ていると仮定するなど、い

くつかの仮定を入れれば、食べ跡以外のところで調

べたウミヒルモの密度から、これだけの面積を食べ
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ると、乾燥重量にして一頭のジュゴンが一日約 1.1kg のウミヒルモを食べたことになる。海草は、乾燥さ

せると約 10 分の 1 に重量が減尐するが、それでも鳥羽水族館で調べられたアマモの摂食量（1 日一頭

あたり 23-26kg (湿重)）と比べるとかなり尐ない。飼育個体の摂食量は、おそらく多すぎるのだろう

と思う。十分な餌を与えられている水槽のジュゴンと、野生のジュゴンでは摂食量に違いがあるのは当

然だろう。（図の説明：白い部分がアマモ場。灰色の部分は砂地。白地で C と書いてあるのは、ベニア

マモの群落で、それ以外の白地はすべてウミヒルモ群落。短い曲線は、ジュゴンの食べ跡。食べ跡はウ

ミヒルモ群落の中だけで見られる。方形枠の右側が沖側。） 

                                         （つづく） 

 

 

 

日本最大のコウイカ「コブシメ」の甲の漂着 

 

  2004 年４月 29 日、白浜町の瀬戸漁港の最奥部に南方系のコブシメ（コウイカ科）の甲

１個が流れ寄っていた。国内最大のコウイカで、足を除いた胴体は 50 cm ほどになる。残

念ながら、この甲は傷んでいて後端部が欠如していた。それでも甲長は 25 cm ほどもあり、

破損していない場合は 30 cm 以上になると考えられる。幅も 12.5 cm だった。鮮魚店に並

んでいる一般的なコウイカの甲と比べると２倍ほどもある。  

  この大きな甲は、流れ藻のホンダワラ類の間に浮かんでいた。まるで氷山のように、前

端のごく一部のみを海表面から突き出した状態だった。重さは 345g で、ずしりとした手ご

たえだった。2004 年５月下旪から乗船した広島大学の「豊潮丸」で奄美大島を訪れた時、

奄美大島の古仁屋港で朝市を見に行った時には、コブシメの数は尐なかったものの、ブダイ

などの色鮮やかな魚類やタコ類とともに競りにかけられていた。「奄美地方で５月に捕れる

コブシメはまだ小振りだ」と地元の人から聞いた。 

 

▲コブシメの求愛行動 

  コブシメの愛情細やかな求愛行動はよく知られている。この独特の行動はテレビでも時

折放映される。繁殖期になると成熟した雄は体色を色々と変化させ、雌の気を引く。模様を

替えながら、胴体の両端全体に伸びた鰭をリズミカルに波打たせ、触腕を振り上げる。まさ

に衣装を凝らして「イカすダンス」を披露するのだ。雌がＯＫすると、しなやかで特長の触

腕を巧みに使って抱き寄せる。コブシメの目は人の目の様なレンズ眼でよく見える。脳も発
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達しているので、行動も複雑に発達したのであろう。恋の強敵が現れると、体を半分ずつ、

威嚇用と求愛用に染め分ける芸当さえやってのける。 

   交尾のポイントは、他のコウイカ類と同じように、雄が精子の詰まった精莢を雌に渡

し、雌が精莢の中にある精子を使って卵を受精させることだ。その後、雌は卵嚢と呼ばれる

硬いカプセル状のものに１個ずつの卵を収容させ、このカプセルを一つずつ、生きているミ

ドリイシ類などのイシサンゴ類に産み付けてゆく。タコのように、飲まず食わずで孵化する

まで保護する世話をやかないかわりに、入り組んだ形状のイシサンゴ類の隙間に産卵するこ

とで、稚イカが無事に誕生するまで卵を外敵から守っているのである。      

 

▲京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”への漂着 

  “北浜”にはイカ類の甲がよく流れ着く。最も多いのが、白色で手の平サイズほどのコ

ウイカのものである。最大でも長さは 30 cm を超えることはなく、幅も 10 cm に満たない。

時折、紅色をしたウスベニコウイカの甲も見つかっている。この甲は、近年に和歌山県初記

録種となったもので、これも小形から中形サイズが漂着する。細長くて灰白色をしたシシイ

カの小さな甲も発見できる。 

  今回、瀬戸漁港に流れ着いたコブシメの甲を含めて、和歌山県沿岸へのコブシメ漂着記

録は数例しかない。2006 年までだと、白浜町に１個と串本町に２個の甲の漂着記録がある。

それら３個と比べると、この甲は４個中で最小だった。その後もめったにないままである。 

  手元に、10 年前、慶良間列島の阿嘉島で採集したコブシメの甲が１個ある。甲長が 44 

cm で、最大幅は 14.5 cm もあった。やはり、本場で発見される甲は立派である。沖縄諸島

に属する粟国島で見つけた新鮮な甲も、大きく立派だった。重さは研究室で乾燥させても

430g グラムあった。 

今回、瀬戸漁港で見つけた甲を、研究室内で自然乾燥させて、重量がどう変化するのか

調べてみた。予想通り、日に日に軽くなってゆき、６日間で 95g も減って 250g となった。

やはり水分をたっぷり吸っていたのだ。しかし、水分の蒸発とともに表面に塩の結晶ができ

ると思ったが、それは確認できなかった。 

 京都大学瀬戸臨海実験所周辺の番所崎や“北浜”および”南浜“では、ここ数十年間余り

にコブシメの甲の断片さえも漂着した記録がないことを、実験所の諸先達の樫山嘉郎氏や田

名瀬英朊氏が教えて下さった。しかし、黒潮貝類同好会の前岩崇氏が、紀南地方で、以前、

コブシメの甲の断片が漂着したことを教えて下さった。1973 年発行の「新日本動物図鑑」

の中で、滝 巌博士が「コブシメの甲が神奈川県三浦市以西の海岸に漂着する」と記してい

る。こんな遠い所まで流れ着くのだから、傷んでいない大きな甲が紀南地方の沿岸で発見さ

れることを楽しみに待っていたところ、2012 年５月 24 日に北浜に漂着した（図）。 
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図. 京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”へ 2012 年５月 24 日に漂着したコブシメの甲。 

 

7．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。 

●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。 

●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 

京都の夏は暑い。電気は余っていても、原発の電気をなるべく使いたくないので、暑さに耐えて毎日

過ごしている。海の季節だというのに、なかなか海へ行く機会がない。先日、ようやく機会を得て、湘
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南の海を訪れた。懐かしい海だ。海が海らしくあるのは、おそらく海がときどきは人間に牙をむくから

だろう。温和しいばかりの海では、人間に押しつぶされ、固められ、埋められ、そして生き物はいなく

なってしまうのだろう。それを人間はもっと早く知らねばならない。若者にそれを感じてもらいたいと

湘南の浜で若者たちと歩いた。もっと多くの人にこの海の浜や磯の生き物のすばらしさ、面白さを知っ

てもらいたい。海の季節だ。（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！ 
 

 

 

 

 

 

 

 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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