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「今月の海の生き物」 ヨツハモガニ Pugettia quadridens quadridens ：  
 

節足動物甲殻綱十脚目短尾類クモガニ科に属するカニで、北海道から九州までの主としてアマ

モ場やガラモ場などの藻場に生息するが、100mを超える深い海底でも採集された記録がある。中

国沿海州や朝鮮半島にも

分布するが、やや北方の

種である。甲羅の長さは約

3cmになる。甲羅は縦に長

い菱形の変形で、先端に

長い 1対の突起を持つ。

雄の鉗脚は大きく平滑で

毛もない。動きは緩慢で、

体色もホンダワラ類によく

似た色をしている。主に海

藻を食べていると思われる。

海藻の葉片を先端の突起

や甲羅の表面にある鉤型

の毛にくっつけて、海藻に

偽装する習性を持つ。お

そらく捕食から逃れるため

の隠蔽工作であろう。 

 写真のヨツハモガニは、

海底で背中に砂をかぶっ

ているため、輪郭がやや

分かりづらい。 

（千葉県富津沖アマモ場にて  向井 宏撮影） 

 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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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： 東京都台東区民会館 特別会議室（大） 8F 

講師：未定 

講演題目： 未定 

参加費： 無料 

主催： 海の生き物を守る会・日本自然保護協会 

 

※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。 

                                                           

日本生態学会などが岩手・宮城・福島県知事に対して、 

東北沿岸の巨大防潮堤建設計画への配慮を書面で求めました。 

 東日本大震災の大津波による海岸の構造物が破壊され、多くの海岸線で

地盤の沈降が見られています。政府は、総額 19 兆円という多額の復興

予算を用意して、復旧・復興に向けた事業を実施しようとしています。

その中で、海岸線の復旧には、海岸の県・市町村は、しっかりした計画

も環境への配慮も無いまま、巨大な防潮堤を隙間なく建設しようとして

います。現在計画されている防潮堤は、これまでの防潮堤・防波堤の 3

倍を超える高さの 10～17m です。これは 3 階～5 階建てビルの高さに

相当します。 

申立書全文

を読むには、 

こちらを 

クリック！ 

※学会ＨＰ   

http://www.esj.ne.jp/esj/Activity/2012Bouchotei.html
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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（藻場調査）報告書」2008

年環境省自然環境局 生物多様性センター p.428 調査報告と CD付き 

余部があります。 

 

◎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 出現種リストと CD付き 

余部があります。 

 

相当します。また、これまでのコンクリート壁の防潮堤が、津波でほとんど壊されたことか

ら、今回計画されている防潮堤は、土盛りの堤構造にして、コンクリートで表面を覆うこと

としており、そのためには、幅 100m にも及ぶ土盛りが必要とされます。幅 100m 高さ 15m

のコンクリートの山が海岸線をずっと数百キロ続く日本の姿を、みなさんはどう思われます

か。海岸線は、陸上と海との移行帯で、生態学ではエコトーンと呼びます。エコトーンは、

もっとも生物多様性が高いところとして知られています。そのようなエコトーンにしか棲ま

ない生物も多く知られています。生物の多様性が高い日本の海の、まさにそのような場所を

防潮堤で埋め立ててしまうことは、日本の海の主要な生き物の棲息場所を奪うことになるで

しょう。そして、恐ろしいことに、この防潮堤計画は、東北沿岸に限らず、南日本・西日本

の多くの海岸で実施される可能性があります。防災のためなら、生き物には配慮する必要は

無いと言うこれまでの海岸保全の考え方が、海岸法の改正で環境への配慮を求められた後も、

大手を振って復活しています。 

東日本大震災を経て、私たちの生き方に対する考え方は大きな反省を強いられています。

これまでのような自然を敵として、ハードの構造物で自分たちを守るということが、自然を

破壊し、多くの生き物を絶滅に追いやってきた。そして、そのようなやり方が結局は自分た

ちの暮らしや風景を失って、人間の生活に牙をむき始めていることに気がついたはずでは無

かったでしょうか。これまでを反省して、自然と共生する生き方を探す努力をしなければ、

私たちの未来はきっと無くなるはずです。防潮堤建設も原発再稼働も、反省しない人たちが

いることを示しています。ほとんどの海岸をコンクリートで固め、コンクリートブロックを

並べる国は、日本だけです。それもみな私たちの税金が使われています。もうそんなことは

止めましょう。 

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

●マダラの全量検査を セシウム高濃度検出で議員が要求 

北海道や青森県などの沿岸から漁獲されたマダラから、基準を超える高濃度のセシウムが検出され、一

部で出荷自粛や出荷規制などの措置がとられている問題で、「国民の生活が第一」の中野渡議員は、全

量検査体制を早期に整備するよう国に求めた。中野渡議員によれば、今の体制での規制では、安全なも

のまで捨てることになり、資源の無駄に繋がる。全量検査をすることにより、資源を有効に利用すべき

と指摘した。 

 

【東北】 

●高水温でホタテが大量斃死 陸奥湾西部 

青森県と市町村や陸奥湾の漁協らが行っている養殖ホタテガイの秋期実態調査が終わり、中間結果が発

表された。その結果によると、陸奥湾内では、今年も高水温による稚貝の大量斃死（へいし）が確認さ

れた。陸奥湾内では、2010年に大規模な大量斃死があったばかりであるが、今年も陸奥湾のとくに西部

で90％を超える斃死が見られている。水深が浅い西部では、青森市原別の斃死率99%など高い斃死率にな

っているが、東部では一桁から高いところで60％程度に終わっており、2010年のように湾内全域で大量

斃死が起こってはいないことに、漁協ではほっと胸をなで下ろしている。東北、北海道近海の今年の高

水温は、各地でさまざまな影響を与えている。これが地球温暖化による長期的な傾向とするならば、温

暖化はこれからも海の生き物に危機的な状況を作り出すことになるだろう。人類が引き起こした厄災の

対策には、人類が急いで取り組まねばならない。 

 

【中部】 

●環境被害の相互協定を結ぶ 三方五湖・北潟湖  

福井県の三方五湖・北潟湖の水質保全対策協議会を構成している若狭町、美浜町、あわら市は、三方五

湖・北潟湖の環境が被害にあった場合に、相互に応援する協定を結んだ。環境保全と被害対策を目的に

結ばれる協定は福井県では初めてのこと。協定には、漂流物撤去などに必要な職員の派遣や機材の提供、

影響調査や自然回復のための学術情報の共有などが盛り込まれている。協定締結にともない住民の参加

も取り組まれる予定である。 

 

●富山湾で“高温注意報” 高水温で  

富山湾では今年、高水温が続き、富山県水産研究所の調査によると17地点で水深75mまでの水温が、平年

の水温に比べて1.87～2.42℃も高く、20年に一度の「はなはだ高い」状態であると発表した。この高水

温の結果、ソウダカツオ、フクラギ、シロザケなどの水揚げが遅れている。 
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●愛知県でウナギの保護に取り組む 

ウナギの養殖量がかつては日本で最大だった愛知県では、ウナギが絶滅危惧種に指定されるなど、ウナ

ギの資源量が劇的に減少していることから、愛知県と養鰻団体や漁協などが、ようやくウナギの保護に

取り組むことになった。対策として、海に産卵のために下っていく「下りウナギ」の漁獲を自粛するこ

とや、海から川を遡るシラスウナギ（稚魚）の漁獲期間を短縮することなどに取り組む。釣り客にも釣

ったウナギを放流するようお願いするという。シラスウナギの漁獲期間は、現在の5ヶ月間から19日間減

らす。近年のシラスウナギの減少と価格高騰（kgあたり数百万円という高値がついている）で、ウナギ

の養殖業者の中からは休業するものも出ている。ウナギの減少の大きな原因は、シラスウナギの乱獲と、

河川のコンクリート化と思われる。乱獲を減らすという意味では、このくらいの期間短縮で果たしてウ

ナギの資源を回復させることができるだろうか。もはや、ウナギを食べることは、ウナギの絶滅を促進

しているとさえ言える状態になりつつある。 

 

【近畿】 

●小学生が天神崎の生き物紹介マップを作成 

和歌山県田辺市上ノ山の田邊第三小学校の児童たちは、校区内の天神崎について、生き物を紹介する地

図作りに取り組んでいる。天神崎周辺の海岸は、生き物が豊富で、自然豊かな環境のために、「天神崎

の自然を大切にする会」などのナショナルトラスト運動で、工事や開発から守られてきた。第三小学校

の3～5年生が中心になって、天神崎の生き物を学び、ナショナルトラスト運動についても学ぶ中で、自

分たちで天神崎の生き物の紹介をする地図を作っている。作った地図は、写真も入れ、印刷して校区内

の店や公民館に配る予定だと言う。第三小学校では、いずれ子供たちの成果を展示する「天神崎博物館」

を校内に設ける予定である。 

 

●志摩半島海岸で今年 150 頭のアカウミガメが産卵 

三重県志摩半島の海岸でアカウミガメの観察を続けている野生動物研究会の若林郁生さんによると、今

年、明和町から南伊勢町までの海岸で、延べ150頭の産卵が観察された。過去15年間で最多であった。10

月になってからの調査では、13匹のウミガメの産卵を確認、見つけた卵は1095個に上り、598頭の孵化し

たウミガメを確認した。産卵は普通、海水を被らない砂浜上部で行われるが、人工化などで上部の砂浜

が利用できない志摩海岸の多くの砂浜では、多くのウミガメが海水を被る砂浜に産卵せざるを得なくな

っており、そのために、明和町では、大淀海岸などでウミガメの保護活動を行っており、波を被る場所

に産卵された卵は掘り返して安全な場所に埋め戻すようにしている。若林さんは「浸食され、やせ細っ

ている砂浜にかろうじて産卵している」と、砂浜の現状に危機感をつのらせている。 

 

【中国】 

●下関沖に最大規模の洋上風力発電 CO2貯留試験も 
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山口県下関市安岡沖合の響灘（ひびきなだ）で、国内最大に規模と言われる洋上風力発電の設置計画が、

前田建設工業（東京都）によって発表された。総出力は 6万キロワット。一方、同市川棚沖では、約半

分の 10基の洋上風力発電建設計画が動き始めている。響灘の漁協では、全くどこからも通知されておら

ず、今後の漁業権との兼ね合いが問題になるとみられる。さらに、同海域では、埋め立てられた人工島

の周辺で、二酸化炭素を地中に封じ込める CCSといわれる技術の実証試験が予定されている。これら低

炭素ビジネスが山口県沖響灘に集中しているのは、なにか関連があるのか。山口県東部の上関原発計画

が頓挫しつつある中で、海がこれら低炭素ビジネスに狙われている。 

 

●スナメリが山口市井関川に出現 

山口県阿知須を流れる井関川に、世界一小さい鯨と言われるスナメリが 1頭現れ、市民から歓迎されて

いる。スナメリが発見されたのは河口から 300m遡った付近で、餌の小魚を追って川を遡ったと見られる

が、一週間近くも川に滞在している。河口域なので餌は豊富と思われ、市民たちから暖かく見守られて

いる。 

 

【九州】 

●アマモの保護のために港の整備事業を中止 

鹿児島県が 1998年から着手していた鹿児島市の鹿児島港本港区の稲荷川右岸側を埋め立てて小型船用の

船溜まりを整備する事業が、中止されることになった。計画している水域には、鹿児島県のレッドデー

タブックで絶滅危惧種に指定されているアマモの生育が確認されたため、事業が一時中断されていたも

の。完成した工事は、緑地の 2.0ヘクタール。残り 1.6ヘクタールはアマモの生育地であり、着手でき

なかった。鹿児島県のアマモは、本州の多くの場所のアマモと異なり、1年生のアマモが多く、世界的に

見ても希少な産地である。 

 

●希少なエビ、クミショウグンエビを発見 

海のザリガニともいうような いかつい感じのショウグンエビ科の「クミショウグンエビ」が鹿児島県ト

カラ列島の黒島で、漁業者によって捕獲された。体長は約 20cm。フィリピンで最初に発見され、沖縄県

久米島で行われた国際合同調査によって 2009年に日本で初めて発見された種である。和名のクミは久米

島を意味する「琉美（くみ）」から名付けられた。 

 

●タイラギ漁業が再び休漁 成貝の生息無し 

有明海のタイラギ漁業が、再び休漁を余儀なくされることになった。佐賀県有明水産振興センターのタ

イラギ調査で、漁獲対象の成貝が生息していないことが明らかになった上、稚貝が生息していた場所も
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塩分の低下などで死滅してしまったと考えられている。稚貝が見つかったのは、全体の半分以下の地点

で、密度も高くなかったため、来年もタイラギ資源が回復するのは難しいと見られている。タイラギは、

諫早湾の干拓事業で潮受け堤防が締め切られて以来、ほとんど絶滅状態だった。その後、徐々に復活し、

2009年には 13年ぶりに豊漁となったが、2010、2011年と急激に減少し、今年は再びタイラギが絶滅へ

進んだことが明瞭となった。1日も早い潮受け堤防の開門調査が求められている。 

 

●3 者による和解協議へ 農水副大臣 

有明海の漁業者らが諌早干拓事業によって有明海の環境が悪化し、被害を受けたとして開門を要求して

いる裁判で、長崎県は強硬に開門に反対している。福岡高裁が和解を勧告したことについて、農水省の

佐々木副大臣は「国、原告、長崎側の 3者による話し合いには非常に意味がある」として、3者に和解協

議に入ることを示唆した。しかし、長崎県は和解を拒否しており、先行きは不透明である。 

 

●湾外のノリ被害にも補償 開門で農水相 

郡司農水相は、裁判所が求めている期限である来年 12月に諫早湾の潮受け堤防の開門調査を始めるとし

ているが、12月はノリ生産の最盛期にあたり、この時期に開門調査を始めることにノリ業者からは批判

も上がっている。この点を衆議院農水委員会で追求された農水相は、湾外のノリ業者についても、開門

調査によって被害が発生した場合は補償すると明言した。農水省が行った諌早干拓事業が有明海の生態

系に悪影響を与えていることが裁判所に明確に指摘されてきたにも拘わらず、さまざまな理由を付けて

開門調査を遅らせ、実施規模を縮小させてきた農水省の責任は大きい。 

 

●九十九島にハマボウが 2500 株 

長崎県佐世保市鹿子前町九十九島で、海浜植物のハマボウが約 2800株自生していることが、九十九島調

査室の調査で判明した。ハマボウはアオイ科の落葉低木で黄色の美しい花を咲かせ、南日本の海岸上部

に生育しているが、長崎県と佐世保市のレッドデータブックでは、絶滅危惧種に指定されている。佐世

保市では九十九島だけではなく、内陸の河口部などにも多く見られたが、近年の海岸護岸や埋め立てな

どで生息地がなくなってきた。九十九島のハマボウは、貴重な自然の遺産とも言える。調査室では、こ

れ以上の減少を食い止めたいと保護に力を入れる考えを示している。海岸の埋め立てや護岸がいかに多

くの生物を殺し、絶滅に追い込んできたか、あらためて知ることができる。 

 

【沖縄】 

●クロツラヘラサギが６羽飛来 



9 

 

沖縄県豊見城市与根の三角池に、環境省のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定されているクロツラ

ヘラサギが 6羽、飛来しているのが発見された。6羽のうちの 2羽は、これまでも泡瀬干潟などで観察さ

れていたが、新しく 4羽がこの冬になって飛来したと思われる。例年冬になると、三角池には 10羽程度

のクロツラヘラサギが飛来しており、これからも増えると見られている。泡瀬干潟の埋め立てが進むと、

クロツラヘラサギの餌場が大きく減少することになり、個体群の維持に影響が出る可能性がある。 

 

●防衛局がウミガメの産卵を確認・隠蔽 辺野古沖 

アメリカ軍の普天間飛行場の名護市辺野古への移設に関する環境影響評価で、沖縄防衛局は、辺野古海

岸はウミガメの産卵には適しないとの結論を記載していたが、環境アセス調査の終わった後、ウミガメ

が上陸して産卵していたことを把握していながら、公表しなかったことが明らかになった。たとえ、調

査期間後であろうと、事実と異なる結論を修正しようとしなかったことから、アセス書そのものへの信

頼性が損なわれた。環境保護団体などは「評価をやり直すべきだ」としている。 

 

 

 

※地方ごとに開催日順のご紹介です 

【関東】 

◆小網代の干潟周辺の植物観察 

これまで、当守る会では春の 4～5月に小網代の森の中央の浦の川に沿って花の観察をしてきましたが、

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のか、楽しみです。  

日時：11月 17日（土）10:00 京急久里浜線 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。 

 

◆講演会「海のことは森に聞け」～コトの本質に迫るには 

新渡戸国際塾の公開講演で宮城県気仙沼市の NPO法人「森は海の恋人」の畠山重篤理事長が講演します！  

演題：「海のことは森に聞け」～コトの本質に迫るには 

日時：11月 17日（土） 13:30～15:00 

場所：国際文化会館 講堂（東京都港区六本木 5-11-16） 

主催：公益財団法人 国際文化会館 

会費：無料  

用語：日本語（通訳なし） 
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定員：各回 100 名（要予約・先着順） 

★お申し込み方法：必要事項をご記入の上、FAX でお申し込みください。下記の電話、ウェブサイトか

らでもご予約いただけます。E-mail: program@i-house.or.jp 

公益財団法人 国際文化会館 Tel:03-3470-3211 Fax:03-3470-3170 （平日 9:00～17:00 ) 

 

◆谷津干潟自然観察会 

いよいよ冬鳥のシーズンです。ハマシギやダイゼンなど越冬するシギ・チドリ類、ユリカモメの群れ、

カモ類など干潟にはたくさんの鳥たちがきています。近年、オオタカなどの猛禽類が頻繁に現れるよう

になりました。今年もズグロカモメは来てくれるでしょうか？北風が吹くと寒いので防寒はしっかりと！ 

日時：11月 18日（第 3日曜）雨天中止 

集合：「津田沼高校前」バス停 10:00 

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の京成バスで「津田沼高校前」下車 

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 66 回 OWS 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（千代田区有楽町 1-12-1 新有楽町ビル 1F） 

参加費：非会員 800円、OWSメンバー500円（前日までに申し込みの方に限ります） 

定員：40名（先着順） 

★申し込み：OWS事務局までお申し込みください 

 

◆三番瀬探検隊 ～夜の干潟の生き物や鳥たちは？～ 

夜、三番瀬の干潟の生き物はどうしているのでしょう？ ミヤコドリ、ハマシギ、セグロカモメ、スズ

ガモなどは夜間にさかんに餌をとっています。カニや魚などの夜の活動も観察してみましょう。 

日時：11月 30日(金) 

集合：「ふなばし三番瀬海浜公園」バス停 20:00 

解散：23:00ころに現地 

交通：バスは京成船橋駅 19:40発が最終。京葉線二俣新町駅から徒歩 30分。 

持ち物：防寒具、懐中電灯、長めの長靴。参加費無料。 

注意：小中学生は保護者同伴。車で参加される方はご連絡ください。 

   夜の観察会のため、各自の責任においてご参加ください。 

http://www.i-house.or.jp/
http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0sll9x01k07m40d0rw8Y
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★要申し込み 

担当：田久保（TEL/FAX 047-434-9824） 

主催：千葉県野鳥の会 

 

◆第五回放射能の農畜水産物等への影響についての研究報告会 

 －東日本大震災に関する救援・復興に係る農学生命科学研究科の取組み－ 

現地の状況は刻々と変化し、取り組みにも広がりと入れ替えがあります。第４回から、ユーストリーム

での画像配信とツイッターでの応答が加味されています。 

日時：12 月 8 日（土） 13：00～17：00 

場所：東京大学安田講堂 

対象：一般（どなたでも参加できます） 

定員：600 名（当日先着順、事前登録不要） 

参加費：無料 ※お車でのご来場はご遠慮願います。 

主催：東京大学大学院農学生命科学研究科 

後援：東京大学救援・復興支援室 

プログラム： 

 開会の辞  長澤 寛道（東京大学大学院農学生命科学研究科長） 

 農学生命科学研究科全体の取組について 

 中西 友子（東京大学大学院農学生命科学研究科附属放射性同位元素施設教授） 

 休眠期に汚染された落葉果樹における放射性物質の移行動態と経年減衰効果 

 佐藤 守 （福島県農業総合センター果樹研究所栽培科専門研究員） 

 福島第一原子力発電所事故に起因する放射性核種で汚染された堆肥を有機肥料として使用する有畜

循環型農業について 

 眞鍋 昇（東京大学大学院農学生命科学研究科教授） 

 福島県の漁業に関する現状と今後の課題 

 八木 信行（東京大学大学院農学生命科学研究科准教授） 

 放射性セシウムのイネへの移行（第 3 報） 

 根本 圭介（東京大学大学院農学生命科学研究科教授） 

 飯舘村の水田における農業土木的土壌除染法の試み 

 溝口 勝（東京大学大学院農学生命科学研究科教授） 

 放射能の生物濃縮：Ag-110m を中心に 

 森 敏（東京大学 名誉教授－大学院農学生命科学研究科） 

 閉会の辞 長澤 寛道  

司会：田野井 慶太朗（東京大学大学院農学生命科学研究科 附属放射性同位元素施設 准教授） 

U-stream 配信：当日は、研究報告会の模様をライブ配信します。 

Twitter：研究報告会では twitter を利用した質疑応答を試行いたします。質問を受け付けるタグは、 

#uta121208 です。 

 

http://www.a.u-tokyo.ac.jp/rpjt/event/20121208u.html
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◆2012 年 三番瀬市民調査報告会 

三番瀬の浦安寄りに位置する猫実川河口域は多種多様な生き物が生息する重要な干潟･浅瀬です。大潮

の干潮時には広大な泥干潟が現れます。約 5000 平方メートルのカキ礁も存在します。県の生物調査で

は動物 195 種、植物 15 種が確認されています。市民調査でも動物 152 種、植物 17 種を確認していま

す。ここは三番瀬の中で最も生物相が豊かであり、東京湾漁業にとっても大切な“ゆりかご”となって

います。私たちは、この海域の調査を 2003 年から続けています。 

報告会では、これまでの調査結果にもとづき、猫実川河口域の特徴や生態系などを明らかにします。 

日時：12 月 22 日（土） 13:30～16:30 

場所：船橋市男女共同参画センター 研修室（船橋市宮本 2-1-4-206 船橋スカイビル 1 階） 

内容： 

1. 三番瀬・猫実川河口域の特徴と生態系 →環境条件や生物相などのまとめを報告 

2. 各調査の報告 →泥質干潟やカキ礁の生き物、酸化還元電位、アナジャコ、堆積状況など各調査結果 

3. 釣り人から見た東京湾と三番瀬 →釣り人が話してくれます 

4. 質疑討論 →報告内容をめぐっての質疑と討論 

資料代：500 円 

主催：三番瀬市民調査の会 

問い合わせ：牛野くみ子 TEL 047-453-4987 

 

 

◆日本ベントス学会公開シンポジウム 

「有明海・諌早湾（いさはやわん）：日本初の大規模な環境復元の意義」 

海の生物多様性のホットスポットである諫早湾が閉め切られてから 15 年。有明海奥部での赤潮の頻発や

海底の貧酸素化、淡水化した調整池での有毒性アオコの発生などにより、漁業と農業の両方が崩壊の危

機にある。福岡高裁の判決は、諫早湾に元の干潟生態系を取り戻す道を開いた。なぜ一刻も早い環境復

元が必要なのか、生物学の視点から論じる。画期的な環境復元を成功させることは地域再生の契機にも

なるだろう。 

日時： ２０１３年１月１２日（土）午後１時３０分～４時３０分 
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会場：明治大学駿河台校舎

リバティホール 

東京都千代田区神田駿河

台 1-1（JR「御茶ノ水駅」

から徒歩 3 分） 

参加費： 無料 

プログラム 

「有明海の諌早湾とはど

んなところか」 佐藤正典

（鹿児島大学） 

「有明海奥部で進行して

いる環境悪化」 堤裕昭（熊

本県立大学） 

「淡水化した調整池にお

ける有毒アオコの増殖」高

橋徹（熊本保健科学大学） 

コメント「開門確定判決の

履行を巡る諸問題」 堀良

一（弁護士） 

パネルディスカッション

「環境復元による地域再

生の未来像：韓国スンチョ

ン市の干潟保全から学ぶ」 

主催：日本ベントス学会自

然環境保全委員会 

共催：社会思想史研究会 

問い合わせ先／

099-285-8169（佐藤） 

e-mail: sato@sci.kagoshima-u.ac.jp 日本ベントス学会自然環境保全委員会委員長 

 

【中部】 

◆藤前干潟ふれあいデー2012  

 ラムサール条約登録 10 周年記念 式典＆ミニシンポジウム 

2012年 11月 18日で、藤前干潟はラムサール条約登録 10周年を迎えます。これを記念して、今年の「藤

前干潟ふれあいデー」イベントでは、式典やミニシンポジウムを行います。これまでの 10年間を振り返

るとともに、藤前干潟の次の 10年に向けた思いを共有する場を設けます。 

mailto:sato@sci.kagoshima-u.ac.jp
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◇藤前干潟 ラムサール条約登録 10 周年記念式典 

 日時：2012年 11月 17日（土）14:00～14:50 

 場所：環境省稲永ビジターセンター 西側広場（雨天時：１階研修室） 

    名古屋市港区野跡 4-11-2 あおなみ線「野跡駅」より徒歩 10分 

 主催：「藤前干潟ふれあいデー」実行委員会 

 主な内容：挨拶、来賓祝辞、保全活動功労者への感謝状贈呈（環境省中部地方環境事務所より） 

◇ミニシンポジウム「藤前干潟の過去・現在・未来を考える ～藤前干潟の次の 10 年に向けて～」 

 日時：2011年 11月 17日（土）15:00～16:00 

 場所：環境省稲永ビジターセンター１階 研修室 

    名古屋市港区野跡 4-11-2 あおなみ線「野跡駅」より徒歩 10分 

 主催：「藤前干潟ふれあいデー」実行委員会 

 進行：曽宮 和夫氏（環境省中部地方環境事務所 統括自然保護企画官） 

 話者：亀井 浩次氏（特定非営利活動法人 藤前干潟を守る会 理事長） 

    坂野 一博氏（藤前干潟クリーン大作戦実行委員会 実行委員長） 

    山下 博美氏（名古屋大学大学院環境科学研究科 特任准教授） 

    浅井 慎次氏（名古屋市環境局環境企画部 部長）           

    近藤 美麻氏（藤前干潟を守る会認定 ガタレンジャー) 

 主な内容： ・名古屋おもてなし武将隊による藤前干潟の歴史紹介 

  ・元下之一色漁業協同組合漁師 犬飼一夫さんの聞き語り紹介 

  ・藤前干潟のへの想いと未来への展望ついて話者による意見交換 

  ・藤前干潟の次の 10年に向けてスローガンを決定 

 ＊来場者にはお茶の提供があります（無料）。   ＊事前申込は不要です。 

 ＊ミニシンポジウムの様子を録画し、後日インターネットにて公開する予定です。 

◇藤前干潟ふれあいデー2012 

記念式典とミニシンポジウムは「藤前干潟ふれあいデー2012」内のイベントとして行われます。今年の

「藤前干潟ふれあいデー」は「名古屋おもてなし武将隊」や「OS☆Uあおなみ戦隊 24」のステージの他、

例年行われている生き物観察会など様々な催しが用意されていますので、ぜひ足をお運びください！ 

 日時：2012年 11月 17日（土）・18日（日）10:00～16:00 

 場所：稲永会場（稲永ビジターセンター、名古屋市野鳥観察館）、藤前会場（藤前活動センター） 

 主催：「藤前干潟ふれあいデー」実行委員会 ＊藤前干潟ふれあいデーの詳細は下記サイトで 

 名古屋市の HP http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000040356.html 

 環境省 アクティブ・レンジャー日記 http://chubu.env.go.jp/blog/article.php?blog_id=1263 

http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000040356.html
http://chubu.env.go.jp/blog/article.php?blog_id=1263
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 問い合わせ先：環境省稲永ビジターセンター（TEL）052-389-5821（FAX）052-389-5822 

◆伊勢・三河流域ネットワーク 第 57 回「味わって知る 私たちの海」 

 

日時：12月4日（火） 

場所：半田酢の里 

講師：山田巌（山田家ベル社長・大矢美紀（環境カウ

ンセラー） 

参加費：3800円（食事代、バス代、保険、講習費含む） 

定員：30名 

集合：9：00 名古屋市地下鉄御器所駅昭和区役所前 

申し込み・問い合わせ先：大矢（090-3852-9468） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【沖縄】 

◆講演会：川と海の共生〜これからの利水・治水を考える 

第二回 「近自然工法とは〜これからの川の未来を考える」 

講師：福留 脩文氏（西日本科学技術研究所） 

日時：12 月 2 日（水）19:00〜21:00 

場所：名護博物館ギャラリー(沖縄県名護市東江 1-8-11) 

問い合わせ：名護博物館 Tel:0980-53-1342 Fax:0980-53-1362  

※企画展「私たちのすむ名護の川と自然」は 12 月 2 日までの期間、様々な展示を行っています。 

 

【全国】 

◆巡回企画展「自然保護区ミッドウェーの生きものと海洋ゴミ」 

日本を含めた東アジア諸国からの流出ゴミが太平洋を渡り自然保護区の野生生物に深刻な被害を与えて

います。この事実を展示で初めて知る方も多く、この企画展は大きな反響をいただいています。 

展示スペースをお持ちの企業・団体様を募集しています。お気軽にお問い合わせください。 
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開催地と期間：全国各地で開催可能です。 

    1 会場での展示期間はご相談に応じます。ご希望の日程をお知らせください。 

展示内容： （1）A1 サイズと A2 サイズのパネル（約 30 点） 

      （2）立体展示パネル 

      （3）ミッドウェーのゴミ（現物展示） 

   ※ スペースにより展示内容、点数等は調整いただけます。 

イベントの開催： 展示期間中にミニ講演などのイベント開催も可能です。 

   お気軽にお問い合わせください。 過去の実施例はこちらをご覧ください。  

申し込み・問い合わせ先：NPO法人 OWS TEL 03-5960-3545 / FAX 03-5960-3546 E-mail: info@ows-npo.org 

 

                                                        

 

イボクラゲの来遊 

 和歌山県田辺湾へ来遊するクラゲの内で最大のクラゲがイボクラゲである。一度きり 1個体しか

来なかったエチゼンクラゲは例外なので、対象から除いている。 

田辺湾で見られる最大のクラゲ 

 私自身の目でこれまで観察できた大型クラゲの一つが、田辺湾の阪田で採集したイボクラゲだ。

京都大学瀬戸臨海実験所へ赴任してきたばかりの頃の 1993年の冬季に、1個体を網ですくい揚げた

が、両腕でかかえるほど大きく、数十 Kgもある巨体で重かった。色が美しく、目の覚めるような青

い傘をもった雌だった。茶色で複雑な口腕に保育しているプラヌラ幼生が多数採取できた。 

 狭いケースへしか収容できなかったため、この巨大なイボクラゲは長生きせず、たった 1週間ほ

どで昇天してしまった。死亡確認の際に、人生初の「クラゲ腐臭」をかいだ。小型のヒドロクラゲ

類だと、寿命が尽きると 1日もあれば体は溶け去り、海水にすっかり混じってしまう。死体は全く

残らないで、海のすまし汁になる。しかし、この大型クラゲは実に臭かった！ 

 この雌のイボクラゲからプラヌラ幼生を採取し、それからポリプを多数つくって水族館で年中お

見せするはずだった。だが、プラヌラはポリプになかなかなってくれなかった。色々な材質のもの

に付着させようと試みたが、拒否されてしまった。ある魔法の薬をふりかければどんなクラゲでも

変態を起こさせられるのだが、自然にポリプをつくりたかった。 

http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0slm9x01k07m40d0rUSn
mailto:info@ows-npo.org
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 しかし、わずかばかりのプラヌラが定着し、ポリプになりかけていた。ところが、再びプラヌラ

にもどって泳ぎ出してしまった！ これは「ベニクラゲの若返り」に通ずる現象なのかもしれない。

刺胞動物の融通性は果てしなく大きい。夢のような研究の材料が多々存在するのだ。 

 その後、北浜でもクラゲ腐臭をかいだ。海表面を漂う青色のギンカクラゲの大量漂着の時である。

北風が“北浜”へ運ぶ臭いに思わず鼻をつまんだ。イボクラゲと比べると直径数 cmと小さなクラゲ

だが、それでも大量に死ねば、腐ったら大型動物の死体と同じ臭いがするのだと改めて実感した。 

田辺湾へのイボクラゲの出現 

 大型のイボクラゲは、わが国の太平洋岸で稀に出現し、傘の直径が 50cmに達する。傘の頂端に顕

著なイボ状の突起が多数密集した塊となっているのが特徴である。ここが和名の由来となったのだ

が、その機能は不明である。この大形クラゲが、どこでどう発生しているのか謎である。イボクラ

ゲは外洋性で熱帯性起源だと推察されるが、足しげく通った南西諸島で一度も遭遇したことがない。

田辺湾周辺海域で遭遇する機会もめったにない。 

 田辺湾でのイボクラゲの来遊記録は、1993年以降わずかしかない。上記のように 1993年 12月 5

日に阪田で初めて 1個体を捕獲した。無傷で、傘の直径が 45cmもあり、本種の最大の大きさに近か

った。その 3日後の 12月 8日に、瀬戸臨海実験所北浜の洞門に漂着した 1個体を職場の職員が発見

した。この個体も大きく、直径 30cmもあった。その翌年も同じ月に 3個体目が（12月 8日）、最初

の個体発見と同地点（阪田）を浮遊していた。1994年 11月と 2002年 10月にも 1個体ずつを職員が

発見し、何れも直径 30cm前後のサイズであった。 

 この他、田辺市の隣町である南部町の堺漁港の刺網に、2001年 2月と 2003年 12月にイボクラゲ

がかかっていたのを元職員の方が発見した。それらの傘の直径が 21cmと 26cmであった。2005年 9

月 13日に実験所の“北浜”に直径 28cmの 1個体が漂着した。2007年 11月に近畿大学白浜種苗セン

ター職員が職場近くで、2009年も 11月に同センター職員が大蛇島近くで大型個体を捕獲した。 

 以上のように、イボクラゲは冬季に少数が発見される程度である。田辺湾産のプランクトン相を

まとめられた故山路勇先生による 1958年公表の論文でも、本種がその頃もたいへん稀だと記されて

いる。外洋性のイボクラゲが、いかに冬季が強風と波浪が高くても田辺湾まで運ばれて来ることは、

そう頻繁にはおこらないのだろう。 

イボクラゲの生活史 

 故杉浦靖男先生が神奈川県三崎で採集した雌からプラヌラ幼生を取り出し、実験室でポリプに育

てて、イボクラゲの生活史を解明されている。ポリプからは若いクラゲであるエフィラを遊離させ

ることにも成功し、クラゲをしばらく飼育して成長過程を調べておられる。同じ鉢クラゲ類でよく

知られたミズクラゲやアカクラゲが、1個体のポリプから多数のエフィラをつくるのと違って、イボ

クラゲはたった 1個体のエフィラしか一度につくらない。クローンづくりの効率が悪いといえよう。

それだから個体数もあまり多くないのであろう。 
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図. 和歌山県田辺湾に

2007 年 11 月 21 日に出

現したイボクラゲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

7．編集後記 

 先日、仕事先で時間ができたので車道と海岸を分けるコンクリートの切れ目から階段を下りて薄暗い

高架下をくぐり、スーツ姿のまま砂浜に出ました。味気ない入り口でしたが波の音が近付いてくると、

やはり心が躍ります。ところが、カメラ、パソコン、ケータイ、腕時計、革靴など、砂＆海水＆潮風に
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めっぽう弱い物たちに囲まれた「都会人スタイル」では、波打ち際に近付くこともできないのでした。

生き物との出会いを期待していたのに、見つけられたのは貝殻だけです。 

 自動車の騒音が響きゴミが散乱する海辺からは安らぎが奪われ、海向きの格好をしていない都市生活

者は、ますます海辺から遠ざかる。そして海への無関心や無知が、さらなる開発を招く――うっかりオ

フィスモードで海に降りたおかげで、悪循環の根源の一端を体感できました。（なまこ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 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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