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「今月の海の生き物」

イソスギナ

Halicoryne wrightii ：

磯杉菜。緑藻類のカサノリ目、カサノリ科に属する亜熱帯性の海藻。本州・九州の南部太平洋岸
から南西、フィリピン、インドネシアなど東南アジアにかけて、潮間帯やタイドプールのような浅い海
底のサンゴ塊
などの上に生
育する。円柱
状の軸に棘状
の小枝が多数
輪生し、幾重に
も重なった棍
棒状で、下部
は軸だけにな
る。この姿をス
ギナに見立て
て、イソスギナ
の名前がある。
緑藻であるが、
石灰質を沈着
させるため、や
や白っぽい。
多数がこんもり
と密生し、大き
な群落になる。
（沖縄県名護市嘉陽にて 向井 宏撮影）
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予告♪
海の生き物を守る講演会

「海岸の管理政策を問う（仮題）」
日時：2013 年 2 月 9 日（土）
場所：未定（東京都内）
講師、講演題目など未定
参加費：無料
※講演会終了後、海の生き物を守る会の総会を行います。多くの方の参加を期待しています。

さしあげます！
下記を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 出現種リストと CD 付き
余部があります。
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（つづく）
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【北海道】
●マダラからセシウム１００Bq

北海道でも

北海道室蘭沖でとれたマダラから、放射性セシウムが約 100 ベクレル／kg 検出されたと北海道が発表し
た。国が設定した基準値と同じ濃度なので、道は自主回収が可能なように出荷先を把握することを漁協
に指示し、モニタリング頻度をこれまでの週 1 回から毎日行うよう変更した。道は、このマダラを食べ
ても健康に影響はないと言う。福島沖から徐々に北上しているマダラの放射能汚染は、とうとう北海道
へ行き着いた。今後、濃度濃縮や分布の拡散が心配される。「健康に影響がない」という言葉は、いっ
たい誰が保証できるのだろうか。

【東北】
●小国川ダムの建設工事を開始

漁協の同意は無く

山形県最上町で建設が予定されている最上小国川ダムは、山形県が治水を目的に貯水機能のない「穴あ
きダム」とすることによって、地元の要請があると建設を始めることにした。しかし、現地の漁業権を
持つ小国川漁協（組合員 1119 人）は、ダム建設に反対を続けており、工事開始に同意していない。山形
県は、建設用道路の工事を始めたが、道路完成後は時間を置かず本体工事に入る予定にしている。漁協
はアユの生態系に打撃を与えるとして、一貫してダム建設に反対している。10 月 17 日には、県庁を訪
れ、関連予算の執行停止などを要請した。本体工事に入るには、漁業権を持つ漁協と補償に関して合意
する必要があるが、漁協はダム建設に同意しないし、補償にも応じない。周辺工事は税金の無駄使いだ
と批判を強めている。県は同意に至らない場合は強制収用の手続きに入る可能性を示唆している。ダム
の建設は川の生態系のみならず沿岸の生態系にも大きな影響を与えることが最近は明らかになってきて
いる。それにもかかわらず、ダムの建設に海の沿岸の環境について考慮されることもない。ダム建設の
環境アセスも海のことは無視し続けている。

【関東】
●アカウミガメの生態を学ぶ

千葉の小学生

千葉県習志野市立香澄小学校の生徒が、鴨川シーワールドが開いた「ウミガメの移動教室」で、鴨川近
くの東条海岸で毎年産卵するアカウミガメの生態や保護について、学んだ。鴨川シーワールドでは、今
年からアカウミガメの保護を進めるために、千葉県内の小中学校などで移動教室を開いている。
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【中部】
●佐渡・石田川に初めてサケが見られたが・・
新潟県佐渡市の佐和田地区を流れる石田川で、サケが川を遡っているのが確認された。まだ 1 匹だけだ
が、石田川では初めてのこと。石田川の上流の真光寺地区で 5 年前からサケの稚魚を放流する試みを始
めている。確認されたサケは、放流したサケが帰ってきたと見られており、住民たちが歓迎している。
佐渡島でサケが川を遡上するのは、それほど不思議なことではない。山陰の河川でもサケの遡上が見ら
れているからである。しかし、それまでサケが分布していないところにサケの稚魚を放流するというこ
とは、かならずしも賛成できることではない。環境教育の名の下に自然分布を攪乱するような行為は、
むしろ環境を壊していることを自覚して欲しいものだ。

●原発事故時の海洋汚染予測

敦賀湾海底に汚染集積

福井原発

福井県の原発 1 基が過酷事故を起こした場合を想定した放射性物質の海洋汚染を予測する手法を、若狭
湾エネルギー研究センターの研究グループが開発した。グループでは、チェルノブイリ事故や南太平洋
での核実験の影響で汚染された若狭湾周辺の海底・海水の放射性物質の測定を行い、その実際の分布に
基づいて福井県内原発の過酷事故における周辺海域での汚染を予測した。仮定として福島第一原発で放
出されたと言われる 1 京ベクレルの 1000 分の 1 の 1 兆ベクレルが事故で放出されたと仮定した。それに
よると河川を通した放射性物質の集積などで、若狭湾の海底では高濃度の汚染が起こり、30 年後でもほ
とんど改善は見られないという。一方、海水中の放射性物質の濃度は、ほぼ 1 年後には元の状態に戻る
と予測した。ただ、上空からの拡散や降下は予測に読み込んでおらず、今後改良する予定だという。さ
らに、現在の福島第一原発の事故のように、複数基が同時に事故を起こした場合や、いつまでも収束し
ない場合については予測を行っていない。

【中国】
●中国電力が埋立延長を申請

上関原発

中国電力は、山口県上関町に建設を予定している上関町長島田ノ浦一帯の埋立免許を延長するよう山口
県知事に申請書を提出した。政府が新規原発の建設を認めないと言明している中で、政権交代を視野に
入れてあくまでも上関原発の建設を進める狙いが透けて見える。山口県は、申請に対して中国電力に補
足説明を求める文書を送付した。内容は不明だが、山口県知事は、免許延長は「不許可」とすると言明
しており、その方針は今のところ変更するつもりはないとされている。審査結果は 11 月中に決定される
予定と見られていたが、中国電力からの補足説明を待って、決定は先送りされる見通しとなった。現政
権が国のエネルギー計画に脱原発をきちんと閣議決定しないままであることや、野党第一党の自民党が
原発推進姿勢を変えていないことが、中国電力など電力会社が原発建設をあきらめない全ての原因にな
っている。
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【四国】
●サンゴの被覆率が過去最低

愛媛鹿島沖

台風の影響か？

愛媛県で最大規模のサンゴ群生地のある愛南町鹿島の中びしゃごで、今年 10 月にサンゴの調査を行った
愛媛県内民間ダイバーのグループが、サンゴの被覆率が過去の調査で最低を記録したことなど、調査結
果を報告した。これは世界的にサンゴ礁の変化を追いかけている「リーフチェック」の一環として行わ
れた調査で、愛南町鹿島では、2002 年から毎年調査が行われている。今年度のサンゴ被覆度が低下した
のは、6 月に付近を通過した台風 4 号の影響が大きいと見られている。

●松山

タンカーからメタキシレンが流出

10 月 21 日、愛媛県松山市大可賀 3 丁目のコスモ松山石油松山工場の桟橋に係留していたタンカーから
引火性液体であるメタキシレンが流出した。流出量は約 30 リットル。工場側が吸着マットで回収した。
メタキシレンは引火性があり有害な物質だが、魚が浮くなどの目立った被害は見られていないという。

【九州】
●クロツラヘラサギ 11 羽が飛来

万之瀬川河口干潟

絶滅危惧種のクロツラヘラサギが、鹿児島県南さつま市の万之瀬川河口干潟に飛来した。日本野鳥の会
によると、毎年のようにクロツラヘラサギが飛来しているが、1、2 羽がほとんどで、11 羽の群れで飛来
するのは極めて珍しいという。クロツラヘラサギたちは、干潟の上で羽繕いをしたり、水中の餌を採っ
たりして、遠来の疲れを癒やしている。

【沖縄】
●辺野古埋立判断は来年中に

仲井真沖縄県知事

普天間米軍基地の代替えとして計画されている辺野古沖の海を埋め立てて新しい基地を作るための環境
アセスメント評価書は、沖縄県知事が「環境を守ることはほとんど不可能」という意見を付して沖縄防
衛局に返されたが、沖縄防衛局では専門家らによる検討会を開き、中間報告をまとめた。この中間報告
に基づき、沖縄防衛局は環境アセス評価書の補正を行い、それによって辺野古沖の埋立免許の申請を今
年末までに行う姿勢を見せている。仲井真弘多沖縄県知事は、訪問中の米国で、辺野古沖公有水面埋立
申請が来年 1 月末までに提出された場合は、来年の 7 月から 12 月までに、埋立を認めるかどうかの判断
を行うことになるだろうとの見通しを明らかにした。
一方、日本自然保護協会などの自然保護団体は、専門家検討会による中間報告について、批判する声明
を発表し、辺野古沖の優れた海の生態系を守るよう訴えている。
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【全国】
●農水相 クロマグロ養殖場の拡大禁止へ
郡司彰農相は、クロマグロの資源を保護するために、養殖場の規模拡大を禁止し、現状に抑えることを
明らかにした。養殖用のクロマグロの幼魚の乱獲を防ぐのが目的で、海を有する 39 の都道府県に指示し
た。これまでも生け簀の設置数を増やさないよう都道府県に要請していたが、効果が薄いと判断し、漁
業法に基づいた拘束力のある「指示」に踏み切ったもの。クロマグロの資源管理を徹底して行うことに
している。

【関東】
◆シンポジウム「イルカと人間の共生をめざして」
日時：11 月 10 日（土)17:30 開演

17:00 開場 参加無料

場所：早稲田大学西早稲田キャンパス 55 号館第 1 会議室（東京都新宿区大久保 3-4-1）
アクセス：東京メトロ副都心線西早稲田下車徒歩 0 分
★参加人数を把握するため、できるだけフェイスブックによる事前予約をお願いします。
主催：利島ドルフィンプロジェクト, エルザ自然保護の会, CIRCLET, オルカ工房
協力：利島ダイビングサービス, イルカマリンクラブ利島, デルフィネス, ここぺり
スケジュール：
第 1 部 17:30～

利島と利島に棲むイルカたちの紹介

・坂野正人（利島ドルフィンプロジェクトチーフアドバイザー）による
取材映像とお話「利島とイルカの 17 年、そしてこれから」
・利島のイルカたちの個体紹介と、更にドルフィンスイム＆ウォッチングの現状を紹介します。
第 2 部 18:50～

パネルディスカッション「イルカと人間のより良い交流のあり方」

参加者のみなさんと一緒に考え、利島のイルカファンの情報交換の場としたいと思います。
パネラー： 坂野正人 (映像作家), 辺見 栄 (エルザ自然保護の会), 三木真理子 (デルフィネス), 渡辺
仁史 (早稲田大学)

◆第 11 回 茅ヶ崎なぎさシンポジウム ～三橋卯之助さんの絵が語る茅ヶ崎の歴史～
日時：11 月 11 日（日）13:00 開場

13:30 開演（予定）参加無料※

場所：茅ヶ崎市 勤労市民会館（茅ヶ崎市新栄町 13-32）
★申し込み：下記まで、お名前と参加人数をお知らせ下さい。
メール（アドレス ※クリックまたは次頁チラシ参照）あるいは FAX： 0467-58-2655
問い合わせ：090-3218-4658
交流会：シンポジウム終了後開催（会費 500 円）
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◆The Colloquium "Fukushima and the Ocean" 一般公開講演会
一般の方を対象に福島原発事故から放出された放射性物質の海洋影響について
最新の調査報告を行う無料公開講演会（パブリック コロキウム）を開催します。
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http://www.whoi.edu/tokyoevent/
日時：11 月 14 日（水）16:00～19:00
場所：東京大学本郷キャンパス 伊藤謝恩ホール
★日本語、英語の同時通訳付きです。会場やレシーバー準備の都合がありますので、事前登録
（Registration）
が必要です。
このコロキウムは、2012 年 11 月 12-13 日に国内外の 80 名を超す専門家が集まって開催される日本学術
会議共催の国際シンポジウム "Fukushima Ocean Impacts Symposium: Exploring the impacts of the
Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant on the Ocean"において


どのくらいの間、海の汚染は続くのか。



魚を食べて安全なのか。



健康への影響はあるのか。

をテーマに海洋政策や報道のあり方も含め、議論した結果を報告するものです。
http://www.whoi.edu/website/fukushima-symposium/overview-japanese
このシンポジウムとコロキウムのビデオ録画は、後日、インターネットで公開予定です。
世話人： 植松光夫（東京大学大気海洋研究所）・ケン ブェッセラー（ウッズホール海洋研究所）

◆シンポジウム "若者たちをめぐる海 Sea Around the Youth"
日時：11 月 20 日（火）10:00～17:00
場所：中央水産研究所 講堂（神奈川県横浜市金沢区福浦 2-12-4）
企画趣旨：
海洋生態系の管理と持続的利用に関わる課題は、国際的な視点と情報共有を持って取り組む事が望ま
しい。そして、その基盤として、科学的知見を担う研究者のグローバルな人のつながりが重要である。
このような繋がりを構築する一助として、我々の未来を背負って立つ若手研究者のネットワーク構築を
目指し、シンポジウムを開催する。参加者は、国外からは、日本財団とブリティッシュコロンビア大学
が中心となり世界の５つの研究機関が共同で進めている国際海洋科学プログラム“ネレウス”のプログ
ラムフェロー（東北でのボランティア活動のため来日）が、そして国内では水産研究所および大学機関
から将来を担って立つ（ほぼ）若手の水産研究者が出席し、海洋資源の利用と管理に関わるトピックに
ついての発表と議論を行う。
本シンポジウムでは、分野横断的に多様な研究分野からの情報交換を行うので、総合科学としての海
洋生態学の未来を議論する一助ともなるであろう。小規模ではあるが、国際的なシンポジウムとして、
若手研究者を中心として老若男女の活発な議論が行われることを期待する。尚、本シンポジウムは CREST
研究領域「海洋生物多様性および生態系の保全・再生に資する基盤技術の創出」の研究課題「海洋生態
学と機械学習法の融合によるデータ不足下の生態系評価手法の開発」（研究代表者：岡村寛）によるも
のである。
開催責任者：岡村 寛（中央水産研究所）
スケジュール：
10:00-10:05

Opening Remarks (Hiroshi Okamura)

Part 1 (Chair: Masashi Kiyota)
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10:05-10:30

Significance of environmental vs. anthropogenic variables between the coastal

zone and the high seas (Chris McOwen)
10:30-10:55

Longterm ecosystem research projects in the sea around Japan (Takehiro Okuda)

11:05-11:30

Predicting fish and fisheries distribution under climate change (Andre Boustany)

11:30-11:55

Estimating abundance trends from fishery data: possible bias and solution using

glm-tree algorithm (Momoko Ichinokawa)
Part 2(Chair: Wilf Swartz)
13:00-13:25

Bridging demand and supply of seafood: Sustainable aquaculture in a changing

world (Marc Metien)
13:25-13:50

The situation of developing technique for mass production of glass eel (Yoshitsugu

Masuda)
13:50-14:15

Spatial management of fisheries and biodiversity (Daniel Dunn)

14:15-14:40

Regional economic impact of the sudden collapse of the Japanese Pillchard in

1990s (Takaomi Kaneko)
Part 3 (Chair: Thomas Frolicher)
15:00-15:25 Modelling non-equilibrium marine eocsystem dynamics under the limited data
(Hiroshi Okamura)
15:25-15:50

Linking biogeochemical models and fisheries models (Kelly Kearney)

15:50-16:15

Ecosystem dynamics focused on high trophic level organisms in Tokyo Bay (Ayaka

Sakamoto)
16:15-16:40

Linkages between the Carbon Cycle and Biota in the Global Ocean (Ryan

Rykaczewski)
16:50-17:30

General Discussion (Chair: Yoshi Ota)

18:00-20:00

Dinner Party

◆第 66 回 海のトークセッション「日本の水産業は復活できる!」
ゲストスピーカー：片野 歩（株式会社マルハニチロ水産）
日本の魚が減少している原因は「乱獲」にあります。今年、稚魚が減少し価格高騰で話題になったウ
ナギも、かつて北海道でソーラン節を歌いながら大漁に獲れていたニシンが消えたのも、その典型的
な例です。日本ではあまり知られていない、資源管理に成功しているノルウェーを始めとする世界の
常識を基に、水産業復活のために必要な水産資源管理政策を、具体的に解説します。
日時：11 月 21 日（水）19:00～20:30 （18：30 受付開始）
場所：自然環境情報ひろば 丸の内さえずり館（電話：03-3283-3536）
参加費：800 円
定員：40 名（先着順で定員になり次第締切りさせていただきます)
詳細・申込み：OWS ホームページからお申し込みください。お電話でも受け付けます。
http://www.ows-npo.org/activity/ts/index.html#ts66

電話：03-5960-3545
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◆第 9 回 マリノサイエンス・フォーラム「海獣類研究」
日時：11 月 25 日（日） 10：30 開演（10：00 開場）
場所：東海大学 情報通信学部 2 号館大講義室（2B 101 教室）（東京都港区高輪 2-3-23）
プログラム：
10:30-10:40 開会の辞
10:40～ 三島由夏（東京海洋大学大学院博士課程前期 2 年）
「イルカスピーカーの設計及び性能評価」
中原史生（常磐大学教授）・駒場昌幸（九十九水族館）
「ハンドウイルカは鳴音を発してタイミングを合わせる？」
船坂徳子（三重大学大学院特任助教）
「クジラやイルカは時を知ることができるのか－鯨類の時間生物学」
12:20-13:30 昼食・休憩
13:30～

特別講演

 馬場徳寿（水産総合研究センター中央水産研究所）「オットセイはどこから来て，どこへ帰るのか」
 岡崎哲也（京都水族館）「京都水族館施設紹介について」
 村山 司（東海大学海洋学部教授）「イルカは数がわかるか」
15:30～

総合討論

★申し込み方法（事前申し込み必須）


参加費：1000 円



下 記 ま で メ ー ル に て お 申 し 込 み く だ さ い （ 携 帯 電 話 の メ ー ル か ら も 申 し 込 み 可 ）。

当日、会場にてお支払いください。

acad-marine@ml.tokai-u.jp（－はハイフン，l はアルファベットのエル)
その際、必ずタイトルに「フォーラム参加」と明記し、お名前、所属、
連絡のつく電話番号（シンポジウム終了後、廃棄します）を添えてください。


受付番号を yahoo からのメールにて送信しますので、ご確認ください。
ただし、受信拒否されている場合は受付通知が交付できないため、参加できません。



締め切り：11 月 23 日（金） 17：00 必着



定員 300 名



当日申し込みはありません。ご注意ください。

締め切り前でも、定員になり次第、締め切ります。

問い合わせ：上記アドレスまで（会場への直接のお問合せはできません）

【関西】
◆淀川自然観察会

第 183 回

淀川・十三干潟の野鳥観察会

チョウヒやイタカなどの猛禽類の出現を期待
日時：11 月 25 日（日）雨天決行
場所：大阪市淀川区・淀川右岸 十三干潟～柴島人工干潟
集合：9：00 阪急電車十三駅東改札口（事前申し込み不要、当日直接ここへ）
交通：阪急電車
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解散：12：00 頃 柴島人工干潟
対象：どなたでも
参加費：大人 100 円、中学生以下 50 円
持ち物：筆記用具、あれば双眼鏡、野鳥図鑑
当日連絡先：中野 090-2350-2003
問い合わせ：中野 072-444-4312（20:00～22:00）

24 時間観察が始まった
ジュゴンの観察要員には、私の研究室の学生を含め、20 名以上の若者にお願いした。大部分は琉
球大学の学生だが、中心的な役割をしてくれたのは、本州からわざわざ駆けつけてくれたジュゴン
に関心を持つ学生たちだった。2003 年 9 月 24 日早朝から、私たちのジュゴン観察が始まった。観察
は、二人一組で 4 時間交代。一日 24 時間、夜中も朝も、雨が降っても雪が降っても（沖縄なので雪
は降らないが）、観察を続けることになっている。観察要員たちは、すぐ近くの民家を借りて、合
宿し、休んだり情報を交換しながら観察当番の時間になると、観察塔へ出かけて行く。最初はジュ
ゴンがみられるかもしれないと言うことで、観察員たちは興奮状態だったようだが、しばらく観察
を続けるうちに、ジュゴンをみることはそう簡単なことではないと分かり始めたようだ。私は当時
北海道大学に勤務していたため、そう簡単に沖縄に行くことはできない。観察員から朗報を待ちな
がら、日々の多忙な生活を送っていた。池田さんは、頻繁に現場へ行き、観察員たちの世話をし、
指導していた。
しかし、一週間過ぎても朗報は届かない。二週間過ぎても届かない。そろそろ観察期間の一ヶ月
が終わりそうな三週目に現場へ駆けつけ、観察員たちを慰問し、ついでに少しながら観察のお手伝
いをした。夜の観察で本当にジュゴンが見えるのだろうかという心配があったので、大泰司教授が
科研費で手に入れた高級な暗視野スコープを借りて観察には使ってもらっていた。この暗視野スコ
ープは、米軍が使用しているもので、闇夜で敵を見つけ狙撃するときに使うもので、少しの光でも
見えるのが売りだとされている。たしかに、夜でも薄暗い場所で人間がいればはっきり存在がわか
る。しかし、数百 m 先の、しかも水の中が果たして見えるものなのか、試してみることにした。夜、
学生に藻場の上で泳いでもらい、それを観察塔の上から暗視野スコープで覗いてみた。ジュゴンは
人間と同じくらいかやや大きいくらいの体型だから、人間が泳いでいるのが判別できれば、ジュゴ
ンも判別できるに違いないからである。しかし、いくら頑張って覗いてみても、学生が夜の海を泳
いでいるのが、分からない。そこで、学生の水着の色が問題なのかもしれないと思って、木綿の晒
しをほぼ人間の長さと幅に切り取って、それを体に巻いたり、上になびかせたりして泳いでもらっ
た。それでも暗視野スコープに泳いでいる姿は確認できなかった。学生に思い切りばちゃばちゃと
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水を撥ねながら泳いでもらうとようやくそれらしき場所が分かったような気がする程度で、結局、
暗視野スコープによる観察でも夜は、ジュゴンが来ても判別できないだろうということに気がつい
たのは、観察が始まって半ばを過ぎた頃だった。

ジュゴンは来ているのに
観察の合間に、潜ってみることにした。嘉陽の藻場を潜ってみると、いくつかのジュゴンの新し
い食み跡が見つかった。明らかに観察期間にジュゴンがこの藻場にやってきて海草を食べたことを
示している。しかし、塔の上から見ていた観察員はだれも気がつかなかった。ということは、どう
やらここのジュゴンは昼間餌を食べには来ていないようだ。夜にこっそりとやってきて、海草を食
べて帰る。それも毎日ではなく、この 1 ヶ月で新しく食み跡がみられたのは 9 月 30 日、10 月 5 日、
12 日、13 日の 4 回だけだったようだ。夜なかに来たジュゴンは、塔の上から見ていても、分からな
い。満月の頃なら分かりそうに思ったが、それも結局は確認することができなかった。そして、10
月 23 日、観察は終了した。ジュゴンを
見ることなく、約 300 万円（観察塔建
設に 200 万円、観察員の雇用に 100 万
円かかった）をかけた観察プロジェク
トは、終わった。観察塔は、あっとい
う間に撤去され、あとには何も残らな
かった。ゼロの数字が並んだ観察日記
を残して。しかし、このときに一ヶ月
にわたって寝食を共にした観察員たち
（多くは学生）は、これ以後も絆を強
め、ジュゴンへの関心は持続している。

観察塔の上で観察を続ける池田和子さ
ん（手前）と堤千華さん
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エチゼンクラゲ出現
日本にはもともと生息しない世界最大級のエチゼンクラゲ来襲のニュースが、昨今、頻繁に話題
にのぼる。漁業関係者は、その巨体が大量にかかってしまうと網のひき揚げに漁獲物の傷みに頭が
痛いことがはなはだしい。大型中の大型クラゲ、エチゼンクラゲが我が国へ大量に来襲したのは、
前世紀にはたった 2 回の記録しかない。今世紀には立て続けでやってきている。中国側の事情が近
年急速に変わったことと対応しているようだ。エチゼンクラゲは、もともとは東シナ海や黄海など
の中国生まれで、主に対馬海流に乗って秋に我が国の日本海沿岸にやってくる外来種である。

エチゼンクラゲの我が国の太平洋岸への出現
黒潮洗う我が国の太平洋岸へは 1 個体たりとも来ることはない。ただし、2002 年、津軽海峡を抜
けた後に親潮に乗って南下し、千葉県まで達したことがある。それほど丈夫なクラゲなのと、21 世
紀は毎年ではないものの連続した大量出現が起こっており、日本に定着する可能性もおおいにある。
日本の沿岸は港湾がよく整備された結果、エチゼンクラゲが物理的に生息できる多数のポケットが
でき上がり、これらのポケットに河川が適量に流れ込み、エチゼンクラゲの故郷と同じ塩分濃度の
薄い海が再現されるだろう。付着基盤もそろっており、変態したポリプの口にあう餌も無限にある
ので、あとはエフィラをつくりだせる条件が整った水温が巡る場所であればよい。将来、淡水産の
マミズクラゲに似たような出現がニュ―スにのぼるかもしれない。港によって雄や雌ばかりのエチ
ゼンクラゲが大発生したり、飛び地繁殖したりすることもありうる。たった 1 個体のプラヌラ幼生
が適正なポケットに潜りこめば、それから成長した 1 個体のポリプは無数の個体からなるクローン
をつくりあげるからである。しかし、ふしぎなことに、本場の中国からはまだ 1 個体のポリプもみ
つかっておらず、2011 年にやっとポリプから遊離してしばらくたったエフィラ幼生が報告されたく
らいなので、あれほど大量にわくのに生態的研究がいっこうに進んでいない。

分身の術
エチゼンクラゲのポリプは分身の術を心得ている。自身から分身を多数つくるやり方である。分
裂したり、足元から糸のようなストロンを出したりして、その先に個虫をつくりあげる方法である。
しかも、環境が悪いと足元にたくさんのシストをつくって、何年も眠りに入ることができる。少な
くとも５年ほど生存するのはなんともないとのことである。可能性があるもう一つのやり方は、プ
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ラヌロイドという独特の分身で、その小さな丸い体を泳がせて、自身から遠くへばらまく方法。プ
ラヌロイドはプラヌラ幼生のように、プランクトンなので、港から港へと分布を広げていくだろう。
巨大クラゲは一筋縄ではいかない逞しさをもったクローン生物なのである。

和歌山県田辺湾にも初出現！
田辺湾産の刺胞動物と有櫛動物をあわせて、2003 年の時点で少なくとも 111 属 146 種のクラゲ類が報告
されている。100 年もの長期にわたる調査努力の賜物だが、このリスト中にエチゼンクラゲは入っていない。と
ころが、2005 年 11 月 3 日、田辺湾奥で 1 個体が地元の水産関係者により網で掬い上げられた。調べてみる
と、成熟雄であり、十分に繁殖可能な発育
段階であった。
2005 年、エチゼンクラゲが紀伊半島周辺
海域へ初めて出現したのは 8 月 7 日で、
県南部の串本町で 1 個体が出現した。8 月
10 日以降には、傘の直径が 1m ほどの複
数個体が、県北部で底曳き網にかかり、網
の破損やブームを曲げるなどの漁具の損
害と同時に、漁獲物を傷めるといった被害
をもたらした。両地点の中間にある田辺湾
への出現はその 2 ヶ月余り後であった。そ
の後は現在に至るまで出現が途絶えてい
る。クラゲはプランクトンなので海流に乗れ
ば、丈夫であれば、思わぬところへも到達
できるのである。
図. 田辺湾で 2005 年 11 月に漂ってい
たエチゼンクラゲ
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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。



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。
ご一緒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、その内容について事務局にお知らせ下さい。

8．編集後記
先日、大磯海岸（神奈川県）を臨む丘の上にある「海のみえる森」を訪れる機会がありました。来春
に正式オープン予定の日本初の子供向けホスピスです。治療に傷付いた子供や看護に疲れた大人を受け
入れて海や森で心を癒やしてもらおうと、地元有志や企業が活動しています。人は自然から生じて自然
に還る存在であることを、命と向き合わざるを得なくなった方たちは、人一倍、感じているのかもしれ
ません。もちろん、海や森に癒やされる体験は、どんな子供にとっても大切なものでしょう。
C.W.ニコルさんの講演会で、欧米で子供の「自然欠乏症」が問題になっていると聞きました。ケータ
イやゲームの普及がすさまじい日本の状況は、さらに深刻に思えます。これほど豊かな地形と生態系に
恵まれた日本列島に暮らしているのに子供が海・山離れするなんて非常にモッタイナイです。安心して
通える美しい海岸が身近に増えることを、二児の母として願わずにはいられません。（なまこ）

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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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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