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「今月の日本の海」 北海道厚岸湾  ：  
 

北海道東部の太平洋岸は、日本でも唯一暖流の影響がない海域で、冬は静穏域で海水が結

氷する。冬の 1月末から 2月中旬にかけて、気温がマイナス 10℃を下回ると、海水の表面に薄い

「蓮の葉氷」が張り始め、徐々に

多くの蓮の葉氷がくっつき合い、

成長して厚さを増やし、とくに冷え

込んだ朝などは、厚岸湾全体が

結氷することもある。近年は、温暖化の影響もあり、

冬でも結氷しない年も見られるようになってきた。

結氷と流氷は違うものであるが、流氷もオホーツク海の北西部、アムール川の河口沖で形成され

るときは、海氷の形成と同じような現象が起こっているだろう。流氷は、毎年北海道のオホーツク海

沿岸に押し寄せるが、納沙布岬（のさっぷみさき）を超えて太平洋岸にやってくるのは、最近では

10年に 1回程度になってしまった。                   （北海道厚岸湾にて  向井 宏撮影） 

全面結氷した厚岸湾の海と海氷 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html


2 
 

 

目次 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「今月の日本の海」北海道厚岸湾・・・・・・・・・・・１ 

1. 「海の生き物を守る会」の活動について・・・・・・・・・・・２ 

     切手に見る「ジュゴンとマナティの生き残る道」(6) 立川賢一・・３ 

2. 海の生き物とその生息環境に関するニュース・・・・・・・・・５ 

3. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報・・・・・・・８ 

4. きらめく動物たちの命と海 久保田信の白浜だより（その 32）･11 

5. 事務局便り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

6. 編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 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。調査は誰でもでき

る方法で計画されていますので、少しでも多くの人が、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101枚、全国69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 (5)、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

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。 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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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、愛知県の表浜海岸の推薦理由です。 

 

東西、弓状に広がる豊かな砂浜と海食崖が連なる景観は、日本でも珍しく、後背地の照葉樹林が

幾つもの小川に栄養を注ぎ込み、また豊富な地下水により、独特の自然が残されています。海から

砂浜、丘陵、崖、森、農地へと続く自然環境は地域の人々の生活を支えてきました。黒潮の恵みに

より、豊かな漁場と文化が育まれています。ここは絶滅危惧種 II 類（VU) に指定されるアカウミ

ガメの繁殖地としても、渡り鳥の飛来地としても重要な海岸です。人々も安らぎや楽しみを求めて

ここを訪れます。春から秋にかけては多くのサーファーで賑わい、釣り人は外洋の醍醐味、投げ釣

りを楽しんでいます。   

（推薦者：池田愛美氏、田中美奈子氏） 

 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

 
 

 

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。 

 

◎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 余部が多数あります。 

 

◎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 余部些少。 

 

◎「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 残り 1部 

 

◎「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 余部多数あり 

さしあげます！ 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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【北海道】 

●納沙布岬に観察小屋がオープン 
北海道の最東端にある納沙布岬灯台に、野鳥観察小屋「ハイド」がオープンした。設置したのは根室市

で、灯台の管理者である海上保安庁から土地の使用許可を受けてオープンさせたもので、木造平屋建て

約 7 ㎡、費用は 201 万円。目の前に広がる北太平洋とオホーツク海の海鳥やアザラシ・イルカ・鯨類な

どが観察できる。ハイドの存在で、天候の悪いときにも観察が可能になった。根室市は観光に野鳥観察

を入れて楽しんで欲しいと期待している。 

 

●ジンベエザメを放流 小樽水族館では餌を食べず 
9 月 17 日、北海道余市沖の秋サケ定置網にジンベエザメがかかり、小樽水族館に運んで飼育すること

としていた。しかし、小樽水族館ではジンベエザメの飼育経験がなく、他の水族館の飼育を参考に、オ

キアミを団子状にするなどして給餌の工夫を行ってきたが、収容されたジンベエザメは餌をまったく受

け付けず、徐々に衰弱し始めた。そこで、小樽水族館では、水温が低下する前に海に返すこととし、27

日に祝津沖 5km まで 400kg の巨大なジンベエザメを運び、海に放流した。ジンベエザメはゆっくりと

海中に潜って姿を消したという。ジンベエザメは暖かい海の魚で、北海道沖には今年の夏になって他に

も暖海の魚や生き物がしばしば発見されている。高水温も観測されており、それに乗って暖海のジンベ

エザメも北海道沖までやってきた可能性が高い。 

 

【東北】 

●青森県沖も温暖化？ 熱帯の魚が次々漁獲される 
青森県の八戸沖、階上沖の定置網で、ツバメウオやハマダツ、アミモンガラ、カマスサワラ、オキアジ

などの熱帯性の魚が次々に水揚げされている。一方、この時期の青森沖の漁業はスルメイカ漁であるが、

スルメイカの水揚げは漁獲量が低迷している。これらの現象は、青森県沖の海水温が例年に比べてもか

なり高いことと関係していると考えられている。気象庁によると、青森県太平洋岸の表面水温は 8 月末

以降、平年より 4～5℃高い 25℃前後で推移しているという。この高水温に導かれて熱帯性の魚類が北

上してきたと思われる。 

 

●小泉地区の防潮堤建設で住民が勉強会 
宮城県気仙沼市の小泉地区では、県内でもっとも高い 14.7m の防潮堤が作られようとしている。その小

泉海岸で「小泉地区の明日を考える会」の主催する勉強会「小泉地区の復興を考えるつどい 海岸編」

が開かれた。勉強会に呼ばれた首都大学東京の横山勝英准教授は、防潮堤が建設された場合は、砂浜の

復旧が困難になることや、海が見えなくなることによる生活面への影響など、マイナス面について説明

した。また、同じような問題を抱えている気仙沼舞根地区の NPO 森は海の恋人の畠山信副理事長は、

「舞根では、住民が高台移転し、守るべきものがなくなったので、防潮堤の計画が出される前にいらな

いと意思表示した。震災後に干潟ができ、アサリの稚貝やヒラメの幼魚が確認され、干潟を活用した産

業を考えている。小泉地区の干潟は舞根の3倍もありうらやましい限り」と舞根地区の事例を紹介した。

防災、自然、観光などをどうしていくのか、14.7m という巨大な防潮堤建設を受け容れるのか、小泉地

区の対応に注目したい。 

 

●陸前高田の小友浦 被災地を干潟に再生へ 
岩手県と陸前高田市では、東日本大震災で地盤が沈降し浸水した陸前高田市小友町小友浦の干拓地を元

の干潟に再生させるプロジェクトを行う方向で検討している。小友浦は 1950 年代後半までは干潟があ

り、市民の憩いの場としても親しまれていたが、干拓して陸化したあとは、利用がなく遊休地となって

いた。陸前高田市では、同市の復興計画の中に干潟再生プロジェクトを位置づけ、自然を取り戻して新

たな市民の交流の場とすることで復興に繋げたいとしている。岩手県は、9 月末の県議会定例会に干潟

再生の可能性を探る調査費 3076 万円を計上する。干潮・満潮時の波打ち際の位置や潮の流れ、底質・

水質、飛来する鳥類などを調べ、干潟として再生が可能か検討することにしている。岩手県は基本的に
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は防潮堤を推進しているものの，砂浜保全の為に国道の移設を検討したり，防潮堤と国道の共用化を進

めたり，かなり柔軟に対応している。なんとしても大型防潮堤をすべての海岸線に作ろうとして気仙沼

市の住民らの意見を無視しようとする宮城県知事とは異なっており、岩手県の今後の進め方に注目した

い。ただ、陸前高田市長は防潮堤建設を強行しようとしており、防潮堤反対運動の核となる人たちへの

切り崩しが始まっているという情報もある。 

 

●海底下 2000m に微生物？  
青森県八戸沖約 80kmの地点で、海洋研究開発機構（JAMSTEC）が地球深部探査船「ちきゅう」号で、海

底の掘削作業を行っているが、現在、世界最高深度の 2466mまで穴を掘り進めている。海底から採取さ

れた柱状資料（コアサンプル）の分析の結果、海底下 2000mの石炭層に微生物が生息している可能性が

高いことが分かった。もし、これが確認されれば、石炭が形成された 3億年前頃から生き続けている生

物ということになる。JAMSTECでは、さらに解析を進めており、早ければ年内にも結論がでるという。 

 

●放射性物質が 3200km 沖まで流出 
東京電力福島第一原発の事故で、放出・流出した放射性物質が、1 年後の今年 3 月、福島沖約 3200km

の太平洋上の地点まで到達したことが気象研究所と東大大気海洋研究所の調査によって明らかにされた。

合同研究チームは昨年 4 月から今年 6 月にかけて北太平洋の約 300 地点で海水を採取し、その放射性セ

シウムの含有濃度を測定した。約 2550km の海面水では、昨年 12 月に事故前の 5～10 倍の高濃度セシ

ウムを測定した。確実に放射性物質は太平洋全体に広がり続けている。現在でも、福島第一原発からは、

1 日あたり 2 億 4 千万ベクレルの放射性物質が出続けているという。いつになったら止めることができ

るのだろうか。 

 

【北陸】 

●石川県が逆転勝訴 「遊漁規制は適法」 
福井県沖の松出シ瀬海域で、レジャーの釣りをすることを禁止された金沢市の男性が、福井県による遊

漁禁止は違法であるとして命令取り消しを求めた裁判で、一審の福井地裁は男性の請求を認め「釣りを

継続的に禁止するのは漁業法の裁量権を逸脱している」としたが、福井県が控訴した名古屋高裁金沢支

部の山本裁判長は、一審判決を取り消し、遊漁規制は適法であると判断した。ただ、判決は「海洋性リ

クレーションの価値も尊重される必要があり、今後遊漁可能な範囲と期間を弾力的に調整」するように

命じた。遊漁愛好団体は、「漁業者と行政の既得権益を守るだけの不当判決だ」と批判した。漁業者の

漁業権を優先することを否定するわけではないが、それ以外のものを完全に排除する利権の体制は、考

え直す必要があるのではないか。 

 

●日本海最北のアカウミガメが自然孵化 
新潟県新潟市北区太夫浜の砂浜で、今年 7 月に生まれた約 75 個のアカウミガメの卵が自然孵化したこ

とが確認された。孵化した子ガメを観察した人はいなかったが、新潟市水族館「マリンピア日本海」の

職員が掘り出して調べたところ、孵化した卵の殻が約 75 個発見され、死骸 1 体と孵化に失敗した卵 9

個が見つかった。産卵も自然孵化も、過去 20 年間の記録では、日本海最北端の記録である。 

 

【中四国】 

●宍道湖・中海で魚が大量死 青潮か 
島根県の宍道湖西岸や中海で、9月20日、スズキの幼魚やセイゴ、フナなど約2000匹の魚が死んで浮い

ているのが発見された。国土交通省出雲河川事務所が発表した。原因ははっきりしないが、酸欠か硫化

水素中毒ではないかと見られている。宍道湖では海底に無酸素層が存在していることが知られており、

19日の強い西風のために海底の無酸素水が上昇し、同時に海底の硫化水素を巻き上げる青潮現象が起こ

ったのではないかと考えられている。一方、中海でも同じように海水中に無酸素状態が発生していたと

思われる。 

 

●3 年ぶりにエチゼンクラゲが来襲か 
広島大学の上真一教授は、2006 年から毎年 6～11 月の期間、中国黄海沿岸部でエチゼンクラゲの個体

数を調べているが、今年は昨年・一昨年と比べて極めて多い傾向にあることが明らかになり、これから
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日本海への大量流入が心配されている。上教授の調査では、7 月に 100 ㎡あたり 0.44 匹、8 月は 0.2~0.5

匹、9 月は 0.16 匹が観測された。このクラゲの密度は、日本海にほとんど現れなかった昨年・一昨年の

値に比べて 10 倍から 2000 倍の密度であり、しかもその比率は秋になるにつれて大きくなっており、3

年前に大量に日本海にエチゼンクラゲが来襲して、漁業に大きな被害を与えたときに近い密度になって

いる。日本海の漁業者はこの情報に戦々恐々として警戒を強めている。 

 

【九州】 

●岡垣町の海岸でアカウミガメが孵化 
福岡県岡垣町の三里松原海岸で、約 80 頭のアカウミガメが卵から孵化し、台風で荒れた海に向かった。

9 月 16 日の夜間に孵化したと見られる。7 月 27 日に産卵した 99 個の卵から孵化したもの。「岡垣ウ

ミガメ倶楽部」が、安全な場所に卵を移動させ、防護柵を作って保護してきたものである。昨年は孵化

が見られなかったため、岡垣町では 2 年ぶりの孵化となる。 

 

●ようやく農政局が開門への調査を開始 
国交省九州農政局は諫早湾干拓事業で締め切った潮受け堤防の排水門を長期開門して、有明海の環境改

善を行うように裁判所の決定による開門期限を 1 年余に控え、開門後の農地への淡水供給のためのボー

リング調査をようやく開始した。それに先立ち、開門調査に反対する長崎県と諫早市、雲仙市は、開門

への準備作業を行わないよう、九州農政局に抗議を申し入れた。抗議文によると、地元の意見が反映さ

れていないとして、開門調査のための環境アセスをやり直すように求めている。しかし、裁判で決着が

着いた開門調査を、反対自治体がいつまでも認めないというのは、法治国家としてどうなのだろうか。

地元の意見を聞くことも必要だろうが、有明海全体への悪影響をきちんと認めて、有明海の再生のため

に何をすべきかを、長崎県も考えるべきではないか。 

 

【沖縄】 

●有識者研究会が中間報告 辺野古移設アセスの補正 
防衛省が米軍普天間基地の代替え基地として名護市辺野古沖の海を埋め立てて、新たな基地を作る計画

の環境アセスメントに、沖縄県知事が環境を保全することは不可能と回答したことを受けて、防衛省は

有識者研究会を開いて、アセスメントをどのように補正するか検討をしていた。9 月 25 日に有識者検

討会は、中間的な整理を行い、環境アセスは十分な調査を行っていると結論づけた上で、「影響が小さ

い」「ほとんど影響しない」などとする抽象的な表現を改めるように見直しを提言した。最終の提言は

年末までに行い、防衛省は並行してアセスメントの書き直しを行うこととしている。ただ、十分な調査

が行われていると評価されたことから、アセスのやり直しは行わない見通しである。要するに、アセス

の文章を書き直すだけで、厳しい知事意見に対応できるとするものであるが、果たしてそれを沖縄の社

会は受け入れるだろうか。辺野古基地の建設にはアメリカからさえも疑問の声が出ている。ジュゴンの

絶滅を早め、貴重な沖縄島東岸の海洋生物相を失わせるような基地の建設を一刻も早く放棄することが

求められる。 

 

【全国】 

●「海洋と沿岸の保護」で ６ヶ所が受賞 
生物多様性条約事務局は、今年から優れた政策に与えるフューチャーポリシーアワード（未来政策賞）

の受賞候補を発表した。今年は「海洋と沿岸の保護」をテーマとして、応募 31 件の中から 6 件が選ば

れた。 

1． カリフォルニア州の 2004 年海洋保護法 

2． ナミビアの 2000 年海洋資源法 

3． パラオの保護区ネットワーク法（2003 年制定） 

4． パラオの 2009 年サメ保護法 

5． フィリピンの 2010 年国立トゥバタハ岩礁自然公園法 

6． 南アフリカの 2008 年統合的沿岸管理法 

最終的には、今月中に国連本部で発表され、来月インドのハイデラバードで開かれる COP11 において

WFC（ワールドフューチャー・カウンシル）が賞を授与する。日本は応募したのだろうか。応募のリス
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トは公開されていないので分からないが、日本に応募できるような政策があるようには見えないのが寂

しい。 

 

 

 

 

 

【海外】 

●第 2回国際アサリシンポジウム 
主催者： 国立済州大学 応用海洋科学部 教授 Choi, Kwang-Sik Albert Ph.D. 

会場： Novotel Ambassor hotel （韓国・釜山市） 

宿泊： 同上 ※ ２人１室の twin bed で、1 泊 125,000 ウォン（約 8,750 円） 

※ 周辺のホテルを自分で予約されても構いません。 

日程： 12 月 09 日 釜山市到着。夕刻に運営関係者打ち合わせ。 

  12 月 10 日 シンポジウム（終日） 

  12 月 11 日 現地視察。解散、釜山市出発。 

シンポジウムの構成： 口頭発表（日本 3 題←2 題決定済み、韓国 3 題、中国 1 題、欧州 1 題） 

    ポスター発表（アサリ以外の二枚貝の研究発表も可とする） 

講演要旨の締め切りと提出先： 10 月 26 日（金）までに齊藤肇（水産工学研究所）まで 

メール添付にて送付。 ※御連絡頂いた方に後日様式を送ります。 

参加費用等： 登録料: 50,000 ウォン（約 3,500 円） 

日本側窓口： アサリ研究会事務局（瀬戸内海区水産研究所内） 

問い合わせ先（齊藤）： 電子メール theora@affrc.go.jp  電話 0479-44-5937 (直) 

 

【関東】 

●「干潟ベントスの現状と保全」 

～日本ベントス学会主催 「干潟の絶滅危惧動物図鑑」出版記念講演会 

この講演会は、「干潟の絶滅危惧動物図鑑」出版記念と銘打っていますが、レッドデータブック（日本

ベントス学会編）が作成された経緯や掲載種の分析だけでなく、むしろ、「今後の海洋生物の保全をど

のように行っていくか」を主眼としています。また、レッドリスト等を担当している環境省（自然環境

局野生生物課）から、担当官に出席いただき、現在進行・計画されている「重要海域の抽出」・「海洋生

物の希少性評価」の説明を行っていただく予定です。奮ってご参加下さい。 

 

主催： 日本ベントス学会（2012年度日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会の一環） 

日時： 10月 5日（金） 午後 6時～8時半 

会場： 東邦大学理学部 習志野キャンパス（千葉県） 

演題： 干潟ベントスの現状と保全 

1. はじめに 干潟ベントス RDBの概要と課題 逸見泰久（熊本大・沿岸域センター） 

2. 貝類 絶滅危惧種の現状 佐藤慎一（東北大・総合学術博物館） 

3. 甲殻類 絶滅危惧種の現状 伊谷行（高知大・教育学部） 

4. 多毛類 絶滅危惧種の現状 佐藤正典（鹿児島大・理） 

5. その他の分類群 山積する分類学的課題 西川輝昭（東邦大・理学部） 

6. 総合討論「干潟 RDBをどのように干潟の保全に生かすか？」 

環境省（自然環境局野生生物課）から、「重要海域の抽出」と「海洋生物の希少性評価」に関する説明

とお願い「重要海域の抽出」http://www.env.go.jp/nature/biodic/kaiyo-hozen/ima.html  

 「海洋生物の希少性評価」http://www.env.go.jp/guide/budget/h24/h24-gaiyo-2/090.pdf  

 

●「干潟生物の市民調査と人材育成」プロジェクト 

日時： 10月6日（土）18:00～20:20  

場所： 東邦大学（習志野市）日本ベントス学会・プランクトン学会合同大会会場 

世話人： 中川雅博 

mailto:theora@affrc.go.jp
http://www.env.go.jp/nature/biodic/kaiyo-hozen/ima.html
http://www.env.go.jp/guide/budget/h24/h24-gaiyo-2/090.pdf
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開催主旨：「干潟生物の市民調査と人材育成」のプロジェクトは、「干潟生物を調査できる人が少ない」、

「このままでは干潟生物調査者が絶滅危惧種になってしまう」といった声に応えるべく、2010年度から

本格的に開始された活動です。「干潟生物の市民調査」は、8名以上が一組となって干潟生物を探索し、

各地点の全出現種数から種多様性を、各生物の発見率から優占性や希少性を評価するものです。この方

法は、一般の人たちが主体となって比較的短時間で、しかも少ない経費で実施が可能なことから継続性

に優れ、モニタリング手法として有効です。また、採集された干潟生物の同定については、一定の訓練

を受けた「調査リーダー」の参加、あるいは専門家の協力を得ることでデータの信頼性を高めることが

できます。このため、調査時期や地域間でデータを比較し、種多様性の実態を監視していくことが可能

です。市民調査の手順は「表層探索」、「掘返し」、および「同定と記録」の3つからなります。表層探索

では、各調査者は15分間にできるだけ多くの種類の底生動物を探し出すことを目指して採集を行います。

掘返しでは、参加者が15個の穴（直径15cm；深さ20cm程度）を小型のスコップで掘ることで生物を採集

します。この自由集会では、これまで各地の干潟で実施した市民調査の結果を振り返り、その有効性や

記録された貴重な干潟生物を紹介します。またフリーディスカッションでは、産民学が三位一体となっ

た本活動の展開などについて話し合います。なお、一連の活動は日本財団のほか、経団連自然環境保護

基金、富士フィルムグリーンファンド、MS&ADホールディング、家電・住宅エコポイントによる寄付金

を受けて日本国際湿地保全連合（WIJ）により実施されました。 

講演： 1. 中川雅博「趣旨説明と事業の概要」 

2. 鈴木孝男「市民調査の方法と東北での活動の展開」 

3. 柚原 剛「小櫃川河口干潟の結果」 

4. 坂田直彦・古賀庸憲「和歌浦の結果」 

5. 村瀬敦宣「有田川河口干潟の結果」 

6. 桝本輝樹「八代海の結果」 

7. 多留聖典「市民調査で記録された貴重種」 

8. フリーディスカッション 

 

●海藻おしば協会勉強会（レクチュア） 

 

※内容詳細は次ページ 
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【沖縄】 

●泡瀬干潟の展示会のお知らせ 

ユクシ ヤミセーラヤー（嘘でしょう！？） 

10月から埋め立て工事が始まる世界の宝「泡瀬干潟」 

来る 23日（日）からウミエラ館にて『泡瀬干潟展』が開催されます。23日の午後 2時からオープニング、

4時からはセレモニー、5時からは KEN子、知念良吉らミュージシャンによるライブがあります。内容は

泡瀬干潟の 300種余の貝類の展示、小橋川、有光カメラマンの泡瀬の多様な生きものの写真、野鳥の観

察、極めつけは屋良朝敏館長のオブジェなどの多彩な展示が埋め立て中止まで続けられます。是非とも

お誘い合わせの上、ご参加下さい。お問い合わせは 090-9783-2384 屋良ウミエラ館長まで。 

 

●シンポジウム「STOP泡瀬・辺野古・高江・大嶺・浦添 ～沖縄の自然環境を考える～」 

多くの市民・県民のご参加を訴えます。今、沖縄の自然環境が危ない。 

日時：10月６日（土） 午後 2時～5時    

場所：沖縄市農民研修センター大ホール（予約済み） 

内容：基調講演：桜井国俊（沖大、約 45分） 

主催：泡瀬干潟を守る連絡会、ラムネット J、日本自然保護協会、沖縄環境ネットワーク、ヘリ基地反対

協、高江・ヘリパットいらない住民の会、軍港反対浦添市民行動実行委、日本科学者会議沖縄支部 

後援：沖縄野鳥の会、奥間川流域保護基金 

日程     司会（KEN子）  

1. 開会挨拶：ラムネット J・・3分 

2. 記念講演（桜井国俊）約 45分 

3. 各地からの報告 泡瀬（自然・裁判）、高江、辺野古、大嶺、浦添 

・・・途中休憩：ミニコンサート（15分）・・・ 

4. 質疑・応答、意見交換（フロアからの発言、各 3分×5名） 

5. 決議・・3分（提案、泡瀬干潟を守る連絡会・島袋和） 

6. 閉会挨拶：日本自然保護協会・・・3分位 

 

“墨”を吐く！ アカダマクラゲ 

イカ・タコは敵に襲われると墨を吐き，イカ墨が自分のダミーに対してタコ墨は拡散して

めくらます．不思議なことに彼らとは縁のほど遠いクシクラゲ類の中にも“墨”を吐くもの

がいる．それはアカダマクラゲで，古くから知られている．この種は我が国では稀少種で，



12 

 

正式な記録がほとんどない．しかし，和歌山県白浜町では古くにこれまで 3 個体の記録があ

る。白浜町沿岸で 1920 年頃に 1 個体と 1940 年に 2 個体が京都大学瀬戸臨海実験所の先達

の先生方によって発見された。そして，1940 年に採取された 2 個体で日本初の形態の記載

がなされた． 

それから 72 年を経過した 2012 年，9 月 19 日 9 時頃，白浜町瀬戸漁港で筆者が本種 1 個

体をすくい取った．発見時は満潮で，9 月 18 日までの折からの台風 16 号の影響で港に吹き

寄せせられた外洋性プランクトン（サフィリナという“青コぺ”も多数存在）の中に混じっ

てアカダマクラゲは海表面を漂っていた．体長が約 5cm ほどで，袖状突起を除く本体の長

さは 35 mm だった．体はとても扁平で，幅は 10mm もない．  

 

図. 和歌山県白浜町瀬戸漁港で 2011 年 9 月 19 日に採集したアカダマクラゲ（袖状突起は

取れている状態） 

 

アカダマクラゲの特徴的な形態は，反口部に三角錐状のゼラチン質突起が 2 つ向かい合わ

せにあり、それぞれの突起からは黄色味を帯びたムチ状のものが長く伸びている点である．

もしこれがなかったら白浜町が原記載地であるキヨヒメクラゲと一見すると見間違うだろう．

この独特のしなやかな鞭部を遊泳しながらたなびかせていたので本種と分かった．この長さ

は今回の個体ではよく伸びて 10 mm 程度であった．このような鞭状構造物をもつクシクラ

ゲ類は他にはいない.だが，その機能は未だに不明である．ここには刺胞も膠胞もなく，餌

取り装置でないことは確かである． 
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今回の個体は体を刺激しても，残念ながら“墨吐き”をしなかった．台風の荒波にもまれ

てインクがなくなっていたのか，使用をめいっぱいしてインクを切らしていたのかもしれな

い．しかし，袖状突起を切断すると固まったインクのようなものを出した．顕微鏡で拡大し

て観察すると，そこにはアカダマの名前のもとになったミクロの紅色のインク壺が管にそっ

て多数並んでいた． 

筆者は奄美大島で 2004 年 5 月に体長 8 cm の最大個体を採取して本種の“墨吐き”を観

察したことがあった．この時も今回と同じく台風で，研究船（広島大学の豊潮丸）で南西諸

島を航海中だったが，名瀬港に避難時のめぐり合わせだった．アカダマクラゲを指でつつく

と、黄褐色のヨードチンキのようなインクをシュワーと噴射し、60 cc の透明な容器の海水

をすっかり着色した。クラゲ体に 8 列に走る櫛板列の各々で，隣り合う櫛板の間に 1 個ず

つ並ぶたくさんの紅色の“インク玉”が確認できた。インクはここから数度は噴出された。

ちょっとなめるとそのヨードチンキ色の液は苦い味がした。これは自分を死に追い込む毒性

があることが，東京シネマのスタッフにより，1975 年に江の島産の複数個体で報告されて

いる．従って，アカダマクラゲが害敵に襲われたとき『苦味ある煙幕』を吐き出して，威力

を発揮させるのだろう。 

 

5．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。 

 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。 

 

6．編集後記 

今号から不定期に編集をお手伝いすることになりました会員のなまこ（ニックネーム）です。実際

にかかわってみて、改めて、手弁当でここまで続けて来られた代表・向井先生のご苦労がよく分か

りました。少ない人手では限られたことしかできないため、事務局では今後もボランティアを募集

中とのこと。どこに住んでいても何かしらお手伝いできることはあります。是非一緒に「うみひる

も」を盛り上げていきましょう！ 
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「うみひるも」に掲載する海の生き物の写真を求めています。掲載しても良い写真をお持ちの方は、ご

一報下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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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