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「今月の海の生きもの」 アダン Pandanus odoratissimus ：  

阿檀。南西諸島から東南アジアまでの熱帯・亜熱帯地方の海岸に生育するタコノキ科の植物で、

高さ5-6mに達する。マングローブ林の中にも

混生することがあるが、マングローブ種よりは、

やや陸側に生育し、海からかなり離れた陸上

でも見られる。生長するにつれて太い枝が横

に出て、そこから太い気根が蛸の足のように

周りの地面に根を下ろすことから、一般にタコ

ノキの名前で知られている。葉は長く 1mを超

えることもしばしばある。両側の葉縁と主脈上

には鋭い棘を並べる。葉は、強靱で、編んで

小屋の壁や屋根、敷物など利用範囲は広い。

芽の時期の葉は柔らかく、沖縄では食用とす

る。雌雄異株で、夏に雌雄それぞれの花を付

ける。果実は写真のようにパイナップル状とな

り、枝からぶら下がる。熟すと赤朱色になり、

甘い。かつては実も食用にされたが、現在で

は見向きもされない。また、この実のデンプン

を利用してサンダンスー（味噌の油炒め）を作

る習慣があったが、今では見られない。ヤシ

ガニがアダンの果実を好物として、しばしば

夜間にアダンの樹上に上っているのを観察

することができる。現在では、沖縄県の砂浜

海岸の上部に海岸林を形成する主要な樹種

となっている。 

  （沖縄県石垣市にて  向井 宏撮影） 
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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。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

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。 

◎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 余部があります。 
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【全国】 

●震災復興予算で調査捕鯨対策 IKAN とグリーンピースが抗議声明 

19 兆円といわれる復興予算が、被災地の復興以外にも流用されていることが問題になっている。その一

部が調査捕鯨に反対する市民団体対策に使われていることが明らかになり、批判の声が上がっている。

イルカ＆クジラ・アクション・ネットワーク（IKAN）とグリーンピース・ジャパンは、調査捕鯨のため

に使われた 22.8 億円の用途と内訳の詳細な調査を求め、予算の返還を求める抗議声明を発表した。 

IKAN の倉澤七生さんは「調査捕鯨の計画については、これまで IWC 科学委員会の評価も含め、国際的

な批判を受けてきましたが、計画だけではなく実施体制そのものが矛盾をはらんだ無理なものであった

ことが今回明らかになりました。もとから破綻した計画を、南極海での調査妨害活動のせいにして隠蔽

し、愛国心に訴えて不適切な税金投入を繰り返す愚かなまねを即刻やめ、この貴重な資金を必要として

いる被災地のために使うよう、私たちは強く求めます」と述べた。 

 

【東北】 

●南海のアオウミガメが続々青森沖に 

南西諸島や小笠原諸島に生息する暖海種のアオウミガメが、青森県沖の太平洋で相次いで見つかってい

る。10 月に入って 4 匹が定置網にかかった。捕獲されたアオウミガメはいずれも体長が 50~70cm。今年

は残暑が遅くまで残り、水温も例年より 3℃程度高いことから、高緯度まで泳いできたとみられる。これ

らのアオウミガメは青森の水族館に引き取られた。飼育展示される予定で、海に戻される予定はない。 

 

●気仙沼舞根湾の防潮堤は撤回か 

昨年の大津波の被害を受けた宮城県気仙沼市唐桑町舞根の住民が高台移転を決め、ひとが住まなくなっ

た浸水地域を干潟に戻そうと、国や県が計画している巨大防潮堤の建設に反対している。宮城県は、住

民の意思を尊重するといいながら、巨大防潮堤建設は進めるとしていたが、NPO「森は海の恋人」の畠

山信副理事長をはじめ住民の強い要求に、宮城県も特例として防潮堤建設を見送る可能性が出てきた。

宮城県知事は防潮堤建設を復興予算で実施することに固執しており、まだ予断を許さぬ状況は続いてい

る。舞根地区以外に小泉地区でも巨大防潮堤の建設に反対の意見を持つ住民も多く、今後の宮城県の対

応が注視される。 

 

【関東】 

●茨城沖でアミメノコギリガザミを初確認 

ワタリガニの一種、アミメノコギリガザミが茨城県大洗町涸沼でシジミ漁の漁師により捕獲された。亜

熱帯・熱帯地方のマングローブ地帯で主として生息するカニで、本州では房総半島以南の浅海や河口域

で知られており、茨城県で捕獲されたのは初めて。分布北限が茨城県まで伸びたことになる。大洗水族

館では、温暖化の影響で分布が拡大した可能性を指摘している。熱帯域では、マングローブクラブとか

マッドクラブなどの名前で呼ばれている。ワタリガニ科のカニでは最大の大きさになり、美味。 
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【中四国】 

●写真集「命のゆりかご～瀬戸内の多様な生態系」発刊 

中国新聞社は、豊かな瀬戸内海の風景やその変容をとらえた写真集「命のゆりかご～瀬戸内の多様な生

態系」を発行した。スナメリの群泳、山口県周防大島沖のニホンアワサンゴの群生、南方系の魚たちな

ど瀬戸内海の豊かさを実感させる写真だけではなく、高度成長期の海水汚濁や、海砂の採取で劣化する

瀬戸内海の生態系の変化をも取り上げている。この写真集は日本新聞協会の 2012 年度新聞協会賞を受賞

した写真企画を取りまとめたもの。98 ページで 1850 円。 

 

●中国電力が上関原発予定地の埋立延長申請書を閲覧 

山口県上関町で中国電力が建設を予定している上関原発は、福島第一原発の事故以降、建設に向けた工

事が中断しているが、必要な海面埋め立て免許の期限が 10 月 6 日で切れた。枝野経済産業相は、原発の

新規建設を認めないと言明しており、山口県知事は埋立免許の延長は認めない意向を示した。しかし、

中国電力は、埋立免許の延長申請書を作成し、一般に閲覧を始めた。申請書によると、今月切れた埋立

免許をさらに 3 年間延長して埋立工事を行うというもの。中国電力は、原子炉建屋などの施設用地を 10m

から 15m に嵩上げして建設するという設計変更も同時に申請した。中国電力は、近々予想される総選挙

後の新政権による原発政策変更を期待して、あくまでも原発建設をあきらめない姿勢を示そうとしてい

る。これを止めるのは、選挙で原発推進派議員を落選させることしかない。 

 

●南方深海種 ナガタチカマスを山口県で発見 

今年は各地で南方系の魚や動物が発見されているが、今度は山口県萩市沖の日本海で、南方系の深海魚

ナガタチカマスが発見された。ナガタチカマスは、タチウオによく似た全身が銀色をしたスズキ目の深

海魚で、インド洋や西太平洋の暖かい海に生息する。発見されたのは、萩市見島沖約 20km、水深約 90m

で、体長 118cm、体重約 4kg、日本海では過去最大のサイズだという。過去に日本海で発見されたのは、

5 例に過ぎない。 

 

【沖縄】 

●泡瀬干潟・浅海域埋立地に繋ぐ「アクセス道路（泡瀬橋）」の「県道認定否決」 

沖縄県議会土木委員会では、沖縄島本島から泡瀬埋め立て地へのアクセス道路「泡瀬橋」を県道として

認定する議案を野党の反対多数で否決した。埋立事業の合理性を問う裁判が進行中であることから、野

党の社民・護憲連合、県民ネット、共産党らが反対して否決された。本会議でも否決されれば、埋立反

対の運動に弾みがつく可能性がある。 

 

●那覇空港拡張で大峯海岸の自然が消滅の危機 

現在の沖縄県那覇空港の滑走路の外側にさらに滑走路を増設するための那覇空港拡張計画が進められて

いる。この拡張計画が行われると、那覇市内で唯一残っている自然海岸である大峯海岸が消滅してしま

うため、埋立反対の声が次第に高まりつつある。政府は、アメリカ軍の垂直離着陸機オスプレイの沖縄

配備を強行し、沖縄県に認めさせる代わりに、那覇空港拡張計画を認め補助金を支出する構えを見せて
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おり、拡張埋立工事が現実のものになる可能性が高まっている。9月28日に沖縄総合事務局は、埋立にと

もなう環境アセス準備書を提出し、住民への縦覧と説明会を行っており、11月12日までパブリックコメ

ントを募集している。多くの意見を寄せて欲しい。 

 

 

 

 

【東北】 

●東日本大震災復興支援プログラム 

    自然環境再生のための「藻場モニタリング調査」 

 OWS では、東北大学大学院農学研究科水圏植物生態研究室が実施している、宮城県内の海洋水産資源

の再生モニタリング調査に協力しています。この調査は東日本大震災により大きなダメージを受けた

宮城県内の各漁場および自然環境がどのように回復していくかをモニタリング調査するもので、調査

海域内の海藻・ウニ・アワビなどを定期的に観測しています。  

 10 月は下記日程で調査を行います。それぞれ２名のボランティア調査員を募集しています。ご協力い

ただける方はご連絡ください。 

【第 5 回調査】 

 調査日  ：2012 年 10 月 23 日（火） 

 開催場所 ：宮城県石巻市狐崎 

 集合   ：東北大学農学部前 6:30 集合 

        ※首都圏から参加される方は別途ご相談ください。 

参加資格 ：レスキューダイバー以上、200 本以上のダイビング経験者、ドライスーツ・ボートダイ

ビングの経験者 ※OWSのメンバー登録が必要です。 

        ※参加前に OWS 事務局で事前ミーティングを行います。 

 参加費  ：無料 

募集人数 ：各回２名 

担当   ：後藤健太郎（OWS ネイチャーガイド） 

問い合わせ：詳細は OWS 事務局まで E-mail かお電話にてお問い合わせください。(E-mail：

info@ows-npo.org / TEL:03-5960-3545) 過去の調査の様子はブログをご覧ください。

⇒http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b04vmxw00kyl9ef544b3s  

 

●朝日やさしい科学の教室「よみがえれ三陸の海 食を育む森と水」 

日時：11 月 10 日（土）13:00～16:00 

場所：石巻中央公民館 

講師：畠山重篤さんら 

対象：中高校生  

定員：350 名 

参加費：無料 

mailto:info@ows-npo.org
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【関東】 

●北限域の造礁サンゴ分布調査 「井田探索調査」 

 造礁サンゴ探索調査を伊豆半島西岸の井田ビーチポイントで実施します。このエリアからもサンゴの

目撃情報をいただいています。どんなサンゴがどのくらい生息しているのか、探索調査で明らかにしま

す。調査が初めての方もご参加いただけます。是非ご協力ください。 

開催日 ：2012 年 10 月 21 日（日） 

 開催場所：静岡県沼津市井田ビーチ 

 募集人数：10 名（最少催行人員 6 名） 

 集合  ：井田ダイビングセンター 9：00 集合 

 参加実費：OWSメンバー：10,000 円／非会員：11,300 円 ※2 ビーチダイビング費・保険料含む 

 引率  ：後藤健太郎（インストラクター・ＯＷＳネイチャーガイド) 

 対象者 ：30 本以上の潜水経験者 
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 詳しくは、こちらをご覧ください。⇒  http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0xbukw0zjjehmtpidaf5  

 

●海辺のナチュラリスト講座 

 海辺の自然や生きものと親しみ、楽しみながら自然を守るための基礎的な知識や方法を学ぶ「ナチュ

ラリスト講座」を開催します。海辺特有の自然や生きものの観察方法や接し方、環境に優しい観察方

法、海辺での楽しみ方などを、OWSネイチャーガイドとともに、海辺で実践し、海辺ファン、自然フ

ァンを増やそうという取り組みです。スノーケリングやダイビングなど特別なスキルは必要なく、健

康な方ならどなたでも参加できます。この機会にぜひご参加ください。参加者には修了証として「ナ

チュラリストカード」が発行されます。 

開催日 ：2012 年 11 月 3 日（土）～4 日（日） 1 泊 2 日 

開催場所：三浦半島  ※現地集合現地解散となります。 

集合  ：京急三崎口駅  8:30 集合 

募集人数：6 名（最少催行人員 3 名） 

講師  ：後藤健太郎（OWS ネイチャーガイド） 

受講費 ：OWS メンバー13,800 円／非会員 16,000 円 

       ※別途、宿泊費（1 泊 2 食付 8,000 円）、昼食代、往復交通費 

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、お電話にてご連絡ください。

(TEL:03-5960-3545) 詳しくは、こちらをご覧ください。 

 ⇒ http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html 

 

●福島の海と魚を知ろう 江戸前 ESDふくしまワークショップ 相馬原釜の沿岸漁業 

相馬市原釜（はらがま）地区で沿岸漁業を営まれている漁業者と水産資源・海洋学の研究者の方々から

お話を聴き、参加した全員で福島の海と魚について話し合いながら考えます。 

期日 2012 年 11 月 18 日(日) 9 時 30 分開場、10 時～15 時（予定） 

場所 東京海洋大学（品川キャンパス） 白鷹館 ２階 多目的ルーム-１ 

参加費 無料 

定員 30 名（18 歳以上）・必ずご本人様がお申し込みください。 

お申込みは電子メールまたは FAX で。電子メール：kawabe＠kaiyodai.ac.jp  FAX： 03-5463-0574 

・お昼をはさんでおこないますので、昼食をご持参下さい。 

・相馬双葉漁協の試験操業で漁獲され放射能不検出として販売が許可されたタコ（ボイル）の試食を予

定しています。（変更する場合もあります。） 

・定員を超えてお申し込みいただいた場合、ご参加いただけないこともあります。ご了承ください。 

■プログラム■ （予定は変更される場合があります。ご了承ください。） 

9:30 開場／受付開始 10:00 開会 

  福島の海と魚について聴く 

  ・相馬市沿岸の水産資源（岩崎 高資 福島県水産試験場 相馬支場・研究員） 

  ・相馬原釜の沿岸漁業（相馬双葉漁業協同組合 相馬原釜支所 ・青壮年部） 

  ・福島沿岸生態系の放射性物質分布（神田 穣太 東京海洋大学・教授） 

http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0xbukw0zjjehmtpidaf5
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12:00 昼休み[昼食をご持参ください] 

  相馬双葉漁業協同組合の試験操業で漁獲され、放射能不検出として販売が許可されたタコ（ボイル）

の試食（予定） 

13:00 テーブルで語ろう 福島の海と魚に思うこと（参加者全員） 

       わかちあい（参加者全員） 

15:00 閉会 

福島原発事故で放出された放射性物質が水産物から検出され、魚食の安全性に対する不安と議論は高ま

っています。でも、これまで福島で何の漁業がどのように営まれていたのか、また、漁業者の方々が今、

どのような思いでいらっしゃるのかについて知る機会はほとんどありません。江戸前 ESD ふくしまワー

クショップでは、福島の海と魚について漁業関係者と研究者からお話を聴き、参加した全員で話し合い

ながら、人が海にダイナミックに関わる「漁業」を考えていきます。今回は、相馬市原釜（はらがま）

で沿岸漁業を営まれている漁業者と福島県水産試験場の研究者の方々に語っていただきます。 

また、3.11 以来、福島沖および沿岸の海洋生態系における放射性物質の分布を調査している東京海洋大

学の研究者も報告します。 

主催：東京海洋大学 江戸前 ESD 協議会 事務局 〒108-8477 東京都港区港南４－５－７ 

東京海洋大学 海洋科学部 海洋政策文化学科 電話 ０３－５４６３－０５７４ 

 

●谷津干潟自然観察会   ～エクリプスのカモを観察しよう～ 

  期 日   2012 年 10 月 21 日（第３日曜日） 雨天中止 

  集 合   津田沼高校前バス停  午前 10 時  

  交 通   ＪＲ津田沼駅南口から新習志野駅行または幕張本郷行き京成バスで津田沼高校前下車。 

  案 内   そろそろシギ・チドリのシーズンは終わりですが、オグロシギやコオバシギの幼鳥が

見られるかもしれません。また、北国からカモ類が渡ってきます。この時期、カモ類は雄

も雌と同じような地味な羽＝エクリプスをしており識別が難しいです。エクリプスの識別

に挑戦してみませんか？ また、ミサゴやオオタカなどの猛禽類も期待できます。 

  持ち物   観察用具、昼食、参加費 200 円。 

  担 当   飯島、斉藤（047-432-9416） 

  主 催    千葉県野鳥の会 

 

●第 112回自然観察&クリーン!!   小網代の干潟周辺の植物観察 

今回は初めての試みとして、あえて小網代湾周辺の干潟の植物を中心にスポットを当ててみたいと思います。 この区域は植物に

とって塩風害、生理的乾燥状態など厳しい状況が待っています。果たして、この秋どんな植物に出会えるか、楽しみです。 

日  時： 11月 17日（土）10時 三崎口駅前集合 

講  師：鈴木清市氏 

持ち物：長靴、お弁当、飲み物、雨具、小さなお子さ

まは着替えもあると安心です 
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【東海】 

●伊勢・三河湾流域ネットワーク 

「味わって知る わたしたちの海」 

 

 

 

●海民エクスカーション伊勢湾圏 

伊勢湾は、古くから人や物などの往来が活発に行

われた海上交通の要衝として栄えてきました。陸

路が発達していない時代は、海路を利用した流通

が盛んであり、渥美半島からも多くの人が海を渡

り、伊勢湾を通した交流によって文化が発展して

きたのです。ご案内する海民エクスカーション伊

勢湾圏では、日本列島の真ん中に位置する伊勢湾

圏内を舞台にダイナミックに繰り広げられた人の

営みや、海に生きてきた人たちの知恵から学ぶ、

海の歴史文化にどっぷり漬かる旅です。渥美半島

から伊勢神宮に生糸を奉納した水のルートを体験

する海からのお伊勢参り、その他海の博物館、海女さんのふる里を訪ねます。 

日程：2012 年 11 月 23 日（金）～25 日（日） 

定員：40 名 

料金：26,000 円 

スケジュール（天候などにより変更がございますのでご了承下さい） 

【23 日】13:30   豊橋駅集合（豊橋駅東口から） 

14:30～16:00 吉胡貝塚資料館 / 伊良湖神社 

16:00～16:30 海岸線を見る 

17:00   食事 

18:00～20:00 セミナー（渥美半島と伊勢のつながり） 

【24 日】08:10  伊勢湾フェリーにて鳥羽に移動 

10:00～12:30 神社港 → 河崎（木造船にて移動）   

15:00  海の博物館 

17:30  海女の宿 丸分 

【25 日】08:00  国崎周辺を視察 

08:30  移動 
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09:30  朝熊山 

11:00  伊勢神宮外宮 

12:00  おかげ横町 

13:30  伊勢神宮内宮 

講師：23 日 葉山茂生（田原市文化財保護審議会委員） 

   24 日 清野聡子（九大准教授） 

   25 日 目崎茂和（三重海民エクスカーション伊勢湾圏 

主催：特定非営利活動法人表浜ネットワーク（海民プロジェクト）、NPO法人表浜ネットワーク、九州

大学大学院工学研究院環境社会部門生態工学研究室、NPO法人水辺に遊ぶ会 

協力：海の博物館、NPO神社みなとまち再生グループ 

後援：鳥羽市 / 愛知県 / 田原市（予定） 

お申し込み：特定非営利活動法人表浜ネットワーク TEL&FAX：0532-21-1192 

Mail：office@omotehama.org 担当：田中美奈子 

 

【九州】 

●「ESDのための KODOMO ラムサール＜藤前干潟＞」 

愛知県名古屋市の「藤前干潟」を舞台に、国内版の子ども湿地交流を、でおこないます。全国のラムサ

ール条約登録湿地で活動している小学生（高学年）で、これまで「KODOMO ラムサール」活動に参加

したことのない子どもを優先します。 

期間： 11 月 17～18 日（１泊２日） 

場所： 愛知県名古屋市「藤前干潟」 

参加費： １万円。 

参加ご希望の方は、募集要項をよく読んで、参加応募

用紙を送付ください。 

 

  

●「チリモンさがすぜー」 

チリメンモンスター、略して「チリモン」って知って

いる？ そう、ごはんのおともだちのチリメンジャコ

の中に、モンスターがこっそりかくれているのだ。ど

んなヤツがかくれているかって？それはさがしてのオ

タノシミ！！ 

場所：大分県中津市南部公民館 

日時：10 月 28 日（日）10:00～12:30 

参加費：500 円 

mailto:office@omotehama.org
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参加申込：電話 080-5248-7443 FAX 0979-23-5320 メール mizube1999@yahoo.co.jp  

主催：NPO 水辺に遊ぶ会 

 

 

 

 

 日本では辺野古基地の建設とからんで、ジュゴンの保護を唱える団体がこの時期多数作られ、辺野古

の海を埋め立てから守る運動が盛んになってきた。そんな時期の 2003 年から、日本哺乳類学会会長で北

大教授の大泰司紀之さんを代表とする科学研究費が採択になった。その中で、私もフィリピンのジュゴ

ンと日本のジュゴンについての研究を分担することになった。このプロジェクトで、まず沖縄のジュゴ

ンの現状をきちんと把握すべきであるということで、沖縄で最初の集まりがあった。その会合に「ジュ

ゴンネットワーク沖縄」でジュゴン保護を訴えている細川太郎さんにはじめてお会いした。小柄な細川

さんの体から、ジュゴンを守ろうという熱意がひしひしと伝わってきたことが思い出される。しかも、

彼の活動でそれまでのジュゴンの発見例が詳しくまとめられた報告書をいただき、われわれが沖縄でや

ることはもうないのではないかと思った。われわれとしては、これら地元の団体とは緊密な連携を持っ

て情報の交換を行うことになった。その後、環境省で計画している嘉陽海岸での観察に、科研費プロジ

ェクトも協力して行うこととなり、ジュゴンを実際に見たことのある私が、環境省から委託を受けた自

然環境研究センターの池田和子さんと一緒に、その担当として取り組むことになった。 

 嘉陽海岸では、沖のリーフまでの浅い礁湖（イノー）に砂底が広がり、そこに熱帯性海草の藻場がで

きている。嘉陽の南の安部海岸にも同じような藻場があり、この二つの海岸周辺ではときどきジュゴン

が現れるということが、それまでの地元の市民団体などの調査で分かっていた。嘉陽海岸の北側の岬の

上には「ジュゴンの丘」と言われる小さな丘があり、地元のジュゴン保護の団体や観光客が来ている。

われわれもまずは「ジュゴンの丘」に行ってみることにした。 

 われわれがジュゴンの丘に上がった道は、車で上ることができる未舗装の道であるが、その後、途中

の道路の路肩が崩れ、車は途中で下りて少しだが歩いて登るようになっている。丘の上に立つと嘉陽の

イノーから北の辺戸岬につづく海岸線と沖のリーフまでが手に取るように見える。しばらく海を見つめ

ているとアオウミガメと思われるウミガメが泳いでいるのが見えた。これならたしかにジュゴンが来て

いたらきっと見えるに違いないと思ったが、それまで何度もここで観察を続けている人たちに聞いても

一度もジュゴンを見ていないという。ウミガメは何度も見ているようだが。もっと長期間、近くで見て

いればジュゴンは見えるだろうと確信して、嘉陽海岸に観察用の櫓を建てて長期観察をしてみようと言

うことになった。 

 その後、嘉陽の藻場に潜ってみた。そこではジュゴンの食べ跡が藻場の中にいくつかきれいに残って

いた。タイの藻場と違ってウミヒルモの純群落はほんのわずかしかないが、ここではリュウキュウスガ

モやベニアマモ、ボウバアマモなどの葉が十数 cm くらいの中型の海草が中心の藻場で、その中にジュゴ

mailto:mizube1999@yahoo.co.jp
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ンが掘り起こして食べた跡が残っている。食べた直後の新しい食べ跡ではないようで、見分けにくい古

いものもある。それでもここの藻場にジュゴンが来て餌を食べていることは確実のようであるし、他の

地域の藻場に比べてその頻度も高いようだ。嘉陽の海岸で観察することは、もっとも沖縄のジュゴンを

みることができる可能性が高いと思われた。 

写真：嘉陽の藻場におけるジュゴン

の食べ跡（写真中央右上から左下

へ向けて食べ跡が伸びている） 

 

 嘉陽海岸に櫓を建ててジュゴン

を観察するために、環境省の研究

予算で櫓を建ててもらい、私たち

の科研費で、観察員を雇用するこ

とになった。まずは、地元の嘉陽

区の住民の了解をもらった上で、

自治体と建設業者に櫓建設を相談

した。櫓の高さは10m以上とした。

建てる場所は砂浜の上で、なるべ

く波打ち際に近いところとした。

しかし、満潮時に海の中になるようなところでは、

台風が予想される以上、相当頑丈な建築物にしな

ければならないことから、砂浜の最上部でアダン

やモクマオウなどの林のすぐ外側に建てざるを得

ないことが分かった。また、沖縄県の条例で砂浜

に建設する建築物は、原則として認められないが、

仮設であれば、一定の条件で認められること、台

風などから倒壊を防ぐために、高さに応じて強度

を確保する必要があり、10m を超える建設はみ

とめられないこと、などが分かってきた。これら

の条件を考慮して、どこにどのような構造のもの

を建て、いつどのようにして撤去するかを決めた

建築申請を出して、許可が出るまで待つことにな

った。でもなかなか許可が下りない。問い合わせ

ると審査に時間がかかっているという。じりじり

しながら待つこと 3 ヶ月。ようやく建設許可が下

りた。 

写真：嘉陽海岸の砂浜上部に建てられたジュ

ゴン観察塔（2003年 9月） 
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 観察塔は、結局高さ 8.5m に縮小された。まあ、これでもジュゴンの観察はできるかもしれない。タイ

での観察では高さ 4-50m の崖の上から見ていたから、ちょっと心配だったが、嘉陽の藻場はタイのコ・

ベナの藻場よりは狭いようだから、なんとかなるかもしれない。塔の構造は金属パイプを組み合わせた、

工事現場で使われる足場のような構造で、それに階段をつけただけのものだ。でも、驚いたのは、観察

塔の下に、長さ 1m 幅 1.5m 高さ 1m くらいのコンクリートブロック 4 個が 3m×3m くらいの塔の四方に

重しとして埋められたことである。台風が多い沖縄では、こうしていないと安心できないのだろうか。

基準も厳しい。結局、2 週間ほどかけて観察塔が完成した。建設費用は約 200 万円。これを一ヶ月後には

撤去することになる。なにかずいぶんもったいないような気がする。私が地元の人間なら、使えなくな

るまで置いておいて、いろんなことに利用するのになあと思ったが、自治体としては、事故が起こった

ときに責任を問われるのがいやなのだろう。予定通り撤去することは、強く要求された。（つづく） 

 

 

乾燥苦手なフナムシの瀬戸臨海実験所構内への稀な出現 

 

  2005 年３月 11 日午後 10 時ごろ、京都大学瀬戸臨海実験所の研究棟南側の道路上で、その年初めて

大形のフナムシ１個体に出会った。春の陽気に誘われ冬眠状態のフナムシがはい出してきたのか？発見

地点のすぐ傍には、雨水を排水する流れ込み口がある。フナムシは、そのような湿った所で冬季の寒冷

をしのいでいると思われる。この日は３月中旬とは思えないほどの温かい１日で、道路もすっかり湿っ

ていた。乾燥を嫌うフナムシにとって行動しやすい条件がそろっていたようだ。 

  しかし、この日以降、フナムシが北浜の船着き場や番所崎の磯浜でも、さっぱり姿を見ることはな

かった。まだ活動時期でなかったのだ。その年初めてフナムシを見かけてから１カ月ほど過ぎた４月 19

日の早朝、最初の発見地点のすぐ近くの研究棟の西側の道路で、１個体のフナムシが死亡していた（図）。

どこにも外傷が見つからず、自然死したと思われる。 

  実験所北浜の船着き場のコンクリートや周りの岩で、フナムシがその年初めて出現したのは４月 26

日だった。この日以降、フナムシは、そこに毎日出現するようになった。多数の大形の個体が、あちこ

ちを走り回っており、苦手なはずの砂の上に降りている個体もいた。この 26 日には、実験所構内で一年

のうちで初鳴するハルゼミがいた。これからはフナムシの活動は日に日に活発なり、やがて繁殖期を迎

える。 

 

フナムシの生態 

 フナムシは、白浜では夏に活動がピークで、番所崎のあちこちの岩礁でみられる。この時季に訪れた

実習生には必ず説明をする動物だ。海中には生息せず、だからといって陸生でもない。ダンゴムシやワ
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ラジムシなどの仲間だが、海辺のみに生きている。フナムシには社会的な一面もあり、集団で規則正し

い生活リズムを繰り返す。岩場の裂け目などで夜間を過ごし、夜明けがくると、体の小さな若い個体か

ら活動をはじめ、年齢集団ごとに別れ、前後の位置関係を乱さず整然と移動することが知られている。

この行動は主に摂食のためである。何でも食べる性質を発揮した後、夕方には老齢集団から夜を過ごす

場所へ戻ってゆく。 

  繁殖期には、大形の雌の腹部に楕円体の袋のようなものができ、その中で受精卵が発生し、小さな

子供がたくさん育つ。フナムシは、幼体に成長するまで雌親がおなかで大事に保育する習性がある。 

  番所崎の海岸一帯に群れるフナムシだが、活動期でも瀬戸臨海実験所構内の研究棟付近に出現する

ことはまずない。だが、1998 年６月 19 日午後９時頃、研究棟の２階の端っこにある私の研究室に初め

て出現した。それ以来は、まったく出現したことがない。この発見以前より少なくとも７年間も、フナ

ムシは研究棟で見つかっていないと聞いた。 

 

フナムシは瀬戸臨海実験所研究棟や図書室では極めて稀 

   研究棟のすぐ北側の図書保管庫に司書として長らく務めている興田道子さんによると、フナムシ

を一度も目にしたことがないという。研究棟や図書保管庫は、砂州の上に建てられた実験所建物の中央

に位置する。このような所までフナムシが移動してくるには、乾燥した砂地上を移動しなくてはならず、

フナムシにとっては自殺行為といえる。 

しかし、これらの２つの建物の北側に位置

する特別研究室では、フナムシが出現していると

当時、教務補佐員の加藤哲哉さん（現水族館職員）

が知らせてくれた。このような、研究棟への極め

て稀な出現の記録は、1999 年発行の南紀生物誌

41 巻に、この類の分類などが専門で瀬戸臨海実

験所で院生時代を過ごされた布村昇さんや、実験

所に長らく勤務する田名瀬英朋さん（現在は退職）

といっしょにまとめた。その報告中に示した図に

は、フナムシが瀬戸臨海実験所構内に出現した全

地点も所員の方々から聞いて示しておいた。  

  これまでたった一度だけだが、1999年９月、

研究棟北側１階の窓に網を張ったナガコガネグモ

がフナムシを捕らえて食べた例もあり、南紀生物

誌 42 巻に報告したのであわせてご覧頂きたい。 

 

フナムシの進化 

  このように日本中、また世界中のどこにでも

いるフナムシだが、瀬戸臨海実験所でフナムシの

遺伝子から系統を調べた伊谷結さんによると、同

図 瀬戸臨海実験所構内で 2005年４月１９日に死亡していたフナムシ 
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種だが、分子系統学的に異なる様々な集団がいて、今後のこの方面の系統進化で面白い発見につながり

そうだとのことだった。仕事柄、世界各地へ研究調査に行くたびに、フナムシの注文で、採集にけっこ

うなエネルギーを使ったが、インドネシアではハエたたきを使って射止めることで能率が上がった。 

   フナムシで驚いた例がある。台湾での生物調査の時に、陸にかなり入った場所に定着している不

思議な集団がいることを知った。これに関連するのだが、札幌の北海道大学構内で、湿った場所の石の

下に、フナムシのまさにミニチュアであるヒメフナムシが、ぞろぞろといたのが鮮明に記憶に残ってい

る。体のサイズがフナムシの子供の時ほどの発育段階で、もう成体になってしまうように進化したもの

だ。そしてすっかり海を忘れた変わり種となった。生物の進化は誠に不思議だらけである。 

  

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。 

●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。 

 

 

 

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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「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。 

 

７．編集後記 

東北の復興がなかなか進まない中で、岩手県から福島県までの海岸線を巨大な防潮堤で遮断しようと

いう計画が進んでいます。もっとも生物多様性が高い陸と海のエコトーン（移行帯）に、コンクリート

で 10m を超える高さの防潮堤を築こうとするものです。去年の 3 月 11 日とその後の出来事は、私たちに

それまでの生き方を考え直す機会を与えてくれたのです。しかしながらそれまでとまったく同じコンク

リートで沿岸を固めるという発想が大手を振って復活しています。その考え方があの津波で木っ端微塵

になったのではなかったのでしょうか。住民はそんなものは要らないと思いながらも、日々の生活に追

われて、意見を言えない状態だと言われています。しかも、東南海地震が迫っていることから、静岡県

や高知県でも、防災のために海岸線に巨大防潮堤を作る構想が現実化しようとしています。コンクリー

トの巨大な万里の長城を海岸に作り、陸と海のつながりを壊し、生き物の住めない海岸を子孫に残すわ

けにはいきません。防災のあり方と自然豊かな海を残す方策を考えるために、私たちに何ができるでし

ょうか。ご意見をお寄せ下さい。（宏） 

 

 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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