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「今月の海の生き物」

ミドリフサアンコウ

Chaunax abei ：

房鮟鱇硬骨魚綱アンコウ目フサアンコウ科に属する海産魚種。太平洋側では、銚子以南、相模
湾から鹿児島沖までの南日本の水深 90m から 500m までの深い海に生息している。九州以南の東
シナ海にも分布する。体は丸く、頭部が著しく大きくて、やや平べったい。体色は赤黄色から朱色
で、黄色で縁取られた緑色の丸い斑点が散在する。口は大きく、上向きに開いている。第 1 背びれ
は上顎に
近いところ
にあり、触
手状に変
形しており、
普段は皮
膚のくぼみ
に収納す
るが、時折
それを頭
の上で振り、
小魚を餌
でおびき
寄せ、一
呑みにす
る。第 2 背
びれは、
離れて体の後方にある。皮膚は厚くて、小さな棘に覆われる。腹びれは、歩行のために使われる。
体長は 50cm くらいにもなる。近縁種のフサアンコウは、小型で体の背面中央部に黄色の斑紋があ
るので、区別できる。駿河湾では、深海底曳き網にしばしばかかるが、食用にはされない。
（駿河湾にて 向井 宏撮影）
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♪海の生き物を守る講演会を開催します。どなたでも参加できます。
多くの方々の参加を歓迎します♪
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東日本大震災の津波被害を受け、防潮堤や護岸の必要性が問われているにもかかわらず、被災地沿岸
では巨大防潮堤の建設が進み、沖縄でもまた護岸計画が止まることなく進んでいます。
防潮堤や護岸は本当になくてはならないものなのか、つくるとしたらどのような条件ならば自然環境に影響
がないのか、自然の保全と人命の両立が可能な護岸・防潮堤はあるのか。改めて日本の各地の事例を紹
介し、情報を共有し、参加者の皆さんと一緒に海と共生するためにどうしたら良いのか考えるセミナーを開
催します。

日時： 2013 年 2 月 9 日（土） 13:30～16:30
場所： 東京都台東区民会館 特別会議室（大） 8F
講師と講演題目：
岡田和樹 （ハチの干潟調査隊 代表）
「ハチの干潟の保全と行政」
畠山 信（NPO 法人 森は海の恋人 副理事長）
「巨大防潮堤計画と住民の意思」
安部真理子（日本自然保護協会）
「ジュゴンの海の防潮堤建設」
向井 宏（海の生き物を守る会 代表）
「なぜ日本の海はコンクリート化されたか？」
参加費： 無料
定員： 80 名 （事前申込不要）
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。

多くの会員や当会に関心のある方の参加を期待しています。

------------------------------------------------------------------------------------------------------

♪ジュゴン・スタディ・ツアー参加者を募集します♪
今年度のジュゴン・スタディ・ツアーを募集しています。ジュゴンと餌の海草の調査を行
います。調査主体は、向井 宏（京都大学特任教授）と M. Fortes（フィリピン大学教授）
です。海草の調査には、熟練した SCUBA 潜水の経験者を募集します。調査の見学・補助、
ジュゴンの観察には、誰でも参加できます。
日程

2013 年 2 月 27 日～3 月 7 日

場所

フィリピン・ミンダナオ島
南ダバオ州マリタ市および東ダバオ州のマティ市
集合場所：ダバオ空港
（日本から調査団と同行する場合は、事前に打ち合わせを行います）
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参加費

無料。
ただし、現地（ダバオ空港）までの往復旅費および宿泊費、食費などは自費
負担。旅費を除くと、1 週間で約 5 万円程度が必要。
潜水に必要な機材は現地でレンタルできますし、タンク・ウエイト以外は持
ち込んでもかまいません。

特記事項

ミンダナオ島は、政府と反政府勢力との係争地でしたが、主要な反政府武装
組織「モロ民族解放戦線」とフィリピン政府の間で、今年永久停戦の合意が
成立しました。かなり安全になったと言って良いと思います。しかし、まだ
新人民軍との衝突はありますので、あくまでこのツアーでは、安全について
は自己責任でご参加下さい。
ジュゴンは滞在期間にかならず見ることができますが、それなりの忍耐が必
要です。また、ツアーへの参加は、調査期間の一部でも可能です。お問い合
わせ下さい。

問い合わせ hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 向井までお問い合わせください。

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
残りわずか。
◎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 CD のみ
報告書は無くなりました。ＣＤは余部があります。
◎第 3 次生物多様性保全国家戦略

環境省

2007 年

余部は 1 冊のみ。
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2．切手に見る「ジュゴンとマナティの生き残る道」（12）
立川賢一
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【東北】
●「フクシマと海」シンポジウムの映像や資料をウェブで公開
2012年11月12－13日に約90人の専門家を招いて開催されたシンポジウム（Fukushima Ocean Impacts
Symposium）の発表スライドと動画記録がウェブに公開された。日米の科学者が福島第一原発の事故によ
って海洋へ放出された放射性核種について議論した専門家向けシンポジウムである。これに続き14日に
は東京大学（伊藤謝恩ホール）で、一般無料公開講演会「フクシマと海」が同時通訳付きで開催され、
200人以上が参加した。一般向け講演会では、海洋への汚染水放出が止まっていないこと、海底にすむ魚
類から100ベクレル以上のセシウムが検出されていることなどが発表される一方で、「社会不安を緩和し
たい」という使命感からか、今回の事故では目に見える人体への影響はまず出ない、日本の厳し過ぎる
基準値が漁業経済を壊しかねない、など、やや楽観的に過ぎると感じられる論調もあった。講演会でも
指摘されていた通り、3.11後は、政治家・科学者・一般の人々との間にコミュニケーションの失敗があ
った。その溝はまだ埋まっていない印象だ。講演会の記録もウェブで閲覧可能である。（瀬）

【関東】
●東京湾のホットスポットは福島原発沖を超えていた
福島第一原発事故による放射性物質の排出は、今も続いている。そして、東日本をはじめ日本全国に降
り積もった放射性物質は、今この瞬間も雨や風によって河川に流れ込み、都市に降り注いでいる。昨年
昨年1月15日の「NHKスペシャル―シリーズ原発危機」で放映されたように、東京湾の海底土壌中の放射
能は、最大872ベクレルを記録し、福島第一原発沖の海底土壌の330ベクレルを超えた。京都大学の研究
グループのシミュレーションによると、東京湾の海底のセシウム蓄積量はこれ以後も増え続け、2014年3
月に最大値を示す見込みだと言われる。海の汚染はかならずしも福島沖がもっとも汚染されているわけ
ではない。底魚類の汚染がこれから広がっていくことが危惧される。

【中部】
●深海魚「リュウグウノツカイ」を発見

福井県小浜市

福井県小浜市加斗の飯盛川（はんせいがわ）の河口部で、深海魚の「リュウグウノツカイ」がいるのを
住民が見つけ、陸に引き揚げた。その時は、すでに死亡していた。体長は4.1mもあり、まるで蛇のよう。
巳年にちなんで吉兆という人もあるが、昔から深海魚のリュウグウノツカイが現れるのは、大地震など
の天変地異の前兆と言われている。全国でも最も原発が多い福井県の地震は、きわめて怖ろしい。

●福田漁港内にイルカ現る
静岡県磐田市の福田漁港内に、イルカの目撃情報が相次いでいる。体長1～2mで、2頭ほどが今月初めに
港内に入ってきたらしい。種類は特定されていないが、漁港内をイルカが泳ぐのは珍しく、人々の話題
になっている。
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【中国】
●中海 大橋川護岸の改修計画を変更
国土交通省出雲河川事務所が行っている島根県中海と宍道湖をつなぐ大橋川改修事業で、今後工事を行
う下流部の護岸形状を緩傾斜から急傾斜に変更する方針を明らかにした。水生植物の移植場所を確保す
るためで、環境保全のためとしている。護岸の緩傾斜計画ももともと環境保全のためとされていたが、
どちらにしても環境に悪影響を与える矛盾が明らかになったといえる。

【四国】
●鳴門海峡にクロマグロ

大量に回遊

徳島県鳴門海峡に100頭を超えるクロマグロが群れとなって回遊してきている。鳴門海峡でクロマグロが
見つかることはきわめて稀なことで、漁業者らを驚かせている。クロマグロの群れが見られているのは、
大鳴門橋から南に1kmの地点。体重50kg前後のクロマグロが跳ねるのが見られる。見られ始めたのは、年
末の28日頃から。徳島県水産研究所にも、これだけの数のクロマグロが回遊してきたという記録はない
という。

【九州】
●立野ダム本体工事

予算化

「コンクリートから人へ」のスローガンで政権交代を果たした民主党政権が取り組んだ公共事業の見直
し。国土交通省のダム事業で見直し対象となった全国 83 の事業のうち、熊本県南阿蘇村・大津町の立野
ダムは、昨年 12 月に国交省が事業継続をきめたが、本体工事の予定はまだ決まっていなかった。しかし、
昨年末の自公政権への逆戻りで、2013 年予算に本体工事のための予算を盛り込むことで、工事再開が決
まった。しかし、環境への悪影響を心配する地元市民団体「立野ダムによらない自然と生活を守る会」
が建設反対を訴え続けている。以下は、同会のホームページより。

●蒲江の藻場保全活動が

環境大臣賞を受賞

昨年11月に沖縄で行われた「第32回全国豊かな海づくり大会」で、大分県佐伯市蒲江（かまえ）の名護
屋地区藻場保全活動組織が、漁場・環境保全部門で環境大臣賞を受賞した。同団体の海藻を食べるウニ
類の除去作業や、海に海藻を投入する活動など、海藻藻場の保全活動に功績があったと認められた。佐
伯市蒲江の名護屋湾では、20年ほど前から「磯焼け」現象が進み、藻場に棲んでいるアワビやサザエが
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減少した。2007年から、漁業者らが藻場再生事業を始めた。現在では、0.5 haの藻場が回復したという。
西日本一帯に広がる「磯焼け」現象は、温暖化による水温の上昇と、それによる草食魚類の北上が主要
な原因と言うことが明らかになってきている。ウニの食害による磯焼け現象は主として寒冷地で見られ
るもので、蒲江の磯焼けに、彼らの活動がどのくらい効果があったのかは分からない。また、海藻の投
入というやり方に効果があるとは考えられない。藻場の保全は沿岸の生態系保全のためにはきわめて重
要なことであるが、その方法は、十分な科学的根拠に基づいてやらねば、無駄に終わってしまう。

●諌早潮受け堤防の開門へ

攻防続く

佐賀県議会の有明玄海・環境対策特別委員会は、1月9日に潮受け堤防と1日約10万トンをすでに常時排
出している中央排水ポンプを視察し、開門時期の前倒しや全面開門を求める運動を進めることを確認し
た。視察した委員からは、開門することは決まっていることなので、排水門の管理は長崎県がやるので
はなく国がすべきだという意見も出された。
同日、佐賀県町村会と古川知事らの行政懇談会が開かれ、諫早湾潮受け堤防の開門問題について意見
交換を行った。町村会では、国の予定の12月開門では、海苔の漁期と重なるため、できるだけ前倒しで
開門するよう国に求めていくとした。
林農水相は、8日に古川佐賀県知事と会談したのに続いて、10日に長崎県知事と会談し、開門にともな
う対策工事費を2013年度予算に計上することを伝え、理解を求めた。中村長崎県知事が開門調査の白紙
撤回を求めているのに対して、地元を訪問して理解を得たいとした。長崎県知事は、開門を命じた確定
判決があることを理解しながらも、有明海の環境異変の原因は不明とし、開門の根拠があいまいだと批
判した。知事は、開門の開門差し止めを求める別の訴訟の結果を見ながら、開門反対の姿勢を通す積も
りのようだ。正月の仕事始めの挨拶でも、
「安易に開門されてはならない」と述べた。相変わらず、地元
の利益ばかりを考える政治家がほとんどのようで、有明海全体や日本の沿岸海洋の環境保全を考える政
治家はほとんどゼロである。
林農水相は、長崎県知事との会談の中で、福岡高裁の判決を受け入れ、開門を決断した菅直人元首相
を「なんであんなことをしたのか」と批判した。しかし、確定判決がある以上、開門はやらねばならな
いとも述べた。自民党の時代遅れの公共事業政策がここまで問題をこじらせた原因であるということの
反省は一言もない。

●カンムリウミスズメ

九十九島で 80 羽発見

長崎県佐世保市の九十九島海域で、日本の固有種でしかも絶滅危惧種、国の天然記念物に指定されてい
るカンムリウミスズメ80羽が発見された。1日で確認された数としては、過去最大数で、調査をした九十
九島ビジターセンターは、九十九島がカンムリウミスズメの繁殖地になっている可能性もあるとして、
調査を進めている。カンムリウミスズメは、小型のペンギンに似た海鳥で、宮崎県枇榔島などわずかの
島で繁殖が知られている希少な種である。瀬戸内海の上関原発建設予定地周辺の海域で、繁殖地以外で
初めて発見され、上関原発建設反対の象徴的な海鳥とされているが、九十九島でも繁殖が確認されれば、
カンムリウミスズメ個体群の保全に大きな意味があると考えられる。
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【沖縄】
●辺野古埋め立て申請を狙う新政権
米軍普天間基地の代替え施設としての名護市辺野古沖の基地建設は、年末のぎりぎりを狙って環境アセ
ス補正書を提出した民主党政権が破れたが、もともと辺野古基地建設を推進してきた自公政権に舞い戻
ったことから、再び現実味を帯び始めた。安倍新政権は、仲井真知事への公有水面埋め立て申請をいつ
にするか情勢を伺っている。与党内では、夏の参議院選挙をにらんで、直ちに申請を出すことをためら
う声もある。環境アセス補正書の公告・縦覧が始まっており、制度上はいつでも申請を出せる。ただ、
埋め立て申請が出た後、知事は事業計画や環境アセスを評価し、埋立を承認するかどうかを判断するこ
とになっており、一般的には判断までに約 1 年かかると言われている。しかし、仲井真知事は地元名護
市が反対していることを理由に、「辺野古は事実上不可能」「普天間基地の県外移設」を公言しており、
環境アセスへの知事意見として、
「環境を保全することは不可能」とまで言い切っている。一方、普天間
基地移設を強く要求してきたアメリカも、老朽化した普天間基地の補修が日米で合意されたこともあり、
移転を急がない姿勢に転換しつつある。沖縄県もアメリカの姿勢の変化から、強行することはないだろ
うという観測もある。その場合は、世界一危険と言われる普天間基地の固定化に繋がる恐れも強い。安
倍内閣は、参議院選挙や名護市長選挙の結果を見て対応を考えるか、それとも強行策に出るか、判断を
逡巡しているようにも見える。どちらにしても辺野古の海を埋め立てて米軍基地を作ろうという意志は
強い。

【全国】
●地球温暖化での日本近海酸性化

サンゴ礁大幅減予測

現在の経済状況を変えずにこのまま環境問題を解決しないで地球温暖化が進むと、日本近海の海水の酸
性化が起こり、その結果、サンゴが生息できる水域が無くなり、日本近海からサンゴがいなくなる可能性が高
いという推定結果を、国立環境研究所などの研究グループが発表した。水温の温暖化でサンゴの白化現象
が起こり、南方でサンゴが死滅し、サンゴの北上が起こっている。ところが、二酸化炭素濃度の上昇が続くと、
水温の比較的低い海域で海水の酸性化が起こり、炭酸カルシウムで骨格を作る必要のあるサンゴにとって
は、生きていけなくなる。南からも北からもサンゴの生息域が狭められ、このままのシナリオでは、50 年後に
はサンゴが日本から絶滅する恐れも大きい。一方、二酸化炭素濃度の削減に成功すれば、日本周辺のサン
ゴ礁は存続が可能になると予測されている。二酸化炭素排出量の削減は、サンゴ礁の存続にとっても重要
な課題である。
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【関東】
◆沿岸環境関連学会連絡協議会

第 28 回ジョイントシンポジウム

沿岸環境モニタリング、実施・継続には今、何が必要か
－学会と公設試：水産試験場との相互関係を考える－
日時：2 月 2 日（土）9:30～17:30
場所：東京海洋大学（品川キャンバス白鷹館）
主催：沿岸環境関連学会連絡協議会
（日本水産学会・土木学会海岸工学委員会・土木学会水工学委員会・日本海洋学会海洋環境問題委
員会・日本水産工学会・日本船舶海洋工学会海洋環境研究会・応用生態工学会・水産海洋学会・日
本海洋学会沿岸海洋研究部会・日本沿岸域学会・日本ベントス学会・日本プランクトン学会・日本
船舶海洋工学会海洋の大規模利用に対する包括的影響評価普及推進委員会）
共催：全国水産試験場長会
世話人：堀井貴司（釧路水試）
、広石伸互（福井県大海洋生資）
、河野博（海洋大）
、清野聡子（九大院工）、
高柳志朗（釧路水試）
★問い合わせ及び参加申し込み先(1 月 11 日までに。当日参加も可能)
〒085-0024 釧路市浜町 2 番 6 号 北海道立総合研究機構 釧路水産試験場 調査研究部
日本水産学会 水産環境保全委員会 堀井貴司
℡ 0154-23-6222

horii-takasi@hro.or.jp

FAX 0154-23-6225

参加費：1、000 円（資料代）
開催主旨：南北に長い国土を持ち四方を海で囲まれた我が国は、亜寒帯から亜熱帯までの多様な沿岸生
態系を有し、多様な生態系サービスを享受しうる恵まれた環境にある。それらを持続的に利用するた
めには海を知ることが必要であり、海を知るためにはモニタリングが欠かせない。このことは自明の
ように思われるが、社会情勢はモニタリングの実施・継続に対して厳しい。2002 年と 2003 年に行わ
れた水産海洋学会のシンポジウムでは、モニタリングの意義と成果および問題点などが論議され、そ
の重要性とともに継続することの難しさについて指摘された（水産海洋研究 66(4)、67(3)、月刊海洋
389、402）。同時期に開催された日本学術会議海洋物理学研究連絡会議主催のシンポジウムでも調査船
による海洋観測の重要性が論じられるとともに、観測網縮小に対する危惧が述べられている（月刊海
洋 387、388）。沿環連では第 15 回シンポジウム「沿岸環境モニタリング、その必要性、可能性、緊急
性」を開催し（2006）、HP で「沿岸環境モニタリングの維持・拡充の必要性と今後のあり方」につい
ての提言を発表した（http://www.s.fpu.ac.jp/ wikicoas/coment.html）
。さらに、第 17 回シンポジ
ウム「沿岸環境モニタリングの継続性を支える制度・資金・人の現状と課題」では学術系シンポジウ
ムとしては異例の現実的な内容に踏み込んだ議論を行い（2007）、現状分析と問題提起をしてきたとこ
ろである（月刊海洋 472）。このように、これまでに学会ベースでの取り組みは盛んに行われてきたが、
実際に沿岸環境モニタリングの「危機」は払拭されたのだろうか。本シンポジウムでは、比較的人為
的撹乱が少ないと想定される北海道周辺海域、生活圏に囲まれた瀬戸内海、そして、震災によって強
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烈な撹乱を受けた東北地方太平洋海域、それぞれの現況から、現場実態を踏まえた沿岸環境モニタリ
ングの将来像について考えてみたい。
プログラム：
9:00 受付開始
9:30－ 9:40
開催挨拶 沿岸環境関連学会連絡協議会代表

広石伸互（福井県大海洋生資）

主旨説明 日本水産学会水産環境保全委員会

堀井貴司（釧路水試）

9:40－11:40
第 1 部：モニタリングの現状とデータの活用

座長：石井光廣（千葉水総研セ）

1.北海道における海洋環境モニタリングの現状と成果

浅見大樹（道中央水試）

2.北海道における海洋環境データの水産資源解析への活用

城 幹昌（網走水試）

3.瀬戸内海における栄養塩環境のモニタリングと貧栄養問題への取り組みについて

反田實（兵庫農

水技総セ）
4.瀬戸内海における海洋環境モニタリング調査とデータの活用

阿保勝之・河野悌昌（瀬戸内水研）
・

樽谷賢治（西海区水研）
12:40－14:10
第 2 部：モニタリングの有効性と新たな観測 (東北太平洋沿岸）

座長：八木宏（水工研）

5．沖合と沿岸が密接に関係する東北海域での海洋環境モニタリングの有効性と現在の試み
伊藤進一・筧茂穂・奥西武・和川拓・山田陽巳（東北水研）・清藤真紀（青森水総研）
・
山野目健（岩手水技セ）
・佐伯光広（宮城水技セ）・池川正人（福島水試）
・所高利（茨城水試）
6．宮城県における漁業資源モニタリングの現況

佐伯光広・渡辺一仁・増田義男（宮城水技セ）

7．東北沿岸の浮遊生態系に対する津波の影響と長期モニタリング

津田敦（東大大気海洋研）
・西部

裕一郎（東北水研）
14:25－16:40
第3部

これからの方向性

座長：多部田茂（東大 新領域創成科学研究科）

8．制御とモニタリング・流域、沿岸、海洋
9．閉鎖性海域の環境モニタリングについて

丹保憲仁（道総研）
名倉良雄（環境省 閉鎖性海域対策室）

10．今後の海岸と沿岸環境を考える －モニタリングと制度論からのアプローチ－ 岸田弘之（国土交
通省 国土技術政策総合研究所）
11．これからの漁海況モニタリングと関係機関・学との連携 田添伸（全国水産試験場長会・長崎水試）
16:40－17:25
閉会挨拶

総合討論

進行役：清野聡子（九大院工）

日本水産学会 水産環境保全委員会委員長 河野博（海洋大）

◆江奈湾干潟保全活動

漂着ゴミ・投棄ゴミ回収活動

神奈川県三浦市に位置する江奈湾は、県下に残された数少ない前浜干潟で、たいへん希少な環境です。
OWS では、江奈湾の保全活動を実施しています。干潟内に放置されている漂着ゴミと投棄ゴミの回収活動
を行います。是非、ご協力ください。
日時：2 月 16 日(土) ※小雨決行
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対象：中学生以上
参加費：無料（昼食、飲み物を持参してください）※保険料（実費：500 円）を現地で徴収します
実施場所：三浦市南下浦町江奈湾
集合・解散：江奈バス停前

10：15 集合/15：30 頃解散

★申し込み：電話(OWS 事務局 03-5960-3545)、またはホームページから

◆砂浜海岸生物調査
砂浜海岸生物調査は、海の生き物に棲みやすい自然環境を守るため、砂浜海岸とそこに棲む生き物の現
状を調べ、そのデータを基に生き物の保護・保全を啓発し、海岸保全施策に反映させるために行います。
今回は、OWS ネイチャーガイドが調査方法や生きものについて解説しながら実施します。
日時：3 月 2 日（土）
開催場所：神奈川県内の海岸 ※現地集合現地解散
集合：未定 ※決まり次第 OWS ホームページで案内
募集人数：10 名程度（最少催行人員 4 名）
受講費：2,500 円

※現地交通費・保険料が含まれます※昼食はついておりません

ガイド：後藤健太郎（OWS ネイチャーガイド）
★お申込み：電話(OWS 事務局 03-5960-3545)、またはホームページから

◆沖縄大問題シンポ

～STOP!高江・辺野古・泡瀬・大嶺～

日時：2 月 23 日（土）

13:00-17:00

会場：東京都台東区民会館
主催：沖縄・生物多様性市民ネットワーク、沖縄環境ネットワーク、NPO 法人ラムサール・ネットワーク
日本
後援：泡瀬干潟を守る東京連絡会、JUCON（沖縄のための日米市民ネットワーク）、沖縄リーフチェック
研究会、ジュゴン保護キャンペーンセンター、日本山妙法寺、基地のない沖縄をめざす宗教者の集い、
辺野古への基地建設を許さない実行委員会、沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック、
（公財）日本自然保護
協会

【中国】
◆カンムリウミスズメやカラスバトに会いに行こう！
2013.フィールドワーク
日時：1 月 19 日（土）

船で行く上関の海鳥観察会

10:00 集合

15:30 解散

予備日（天候不順の場合） 20 日（日）

10:00 集合

15:30 解散

集合場所：室津港駐車場
開催趣旨：2013 年の長島の自然を守る会の調査船を使った観察会第一弾です。カンムリウミスズメなど
海鳥がよく見られる時期です。昨年末(12/29)にも原発予定地周辺で 23 羽を確認しました。ガイドは瀬
戸内海で初めてカンムリウミスズメを確認した鳥類研究者の飯田知彦さん（日本生態学会上関アフター
ケア委員）です。国の天然記念物のカラスバトに出会えるかも知れません。ご参加をお待ちしています。
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スケジュール：
10:30〜11:30

観察会説明と飯田知彦さんのレクチャー

11:30〜12:30

海鳥観察や上関原発予定地巡り

12:30〜14:00

昼食および休憩（祝島散策）

14:00〜15:30

調査船で海鳥コロニー観察 etc.

15:30

解散

内容：
 上関原発予定地を視察します。
 昼食および休憩時は祝島にお邪魔させていただきます。
 お弁当は上関の食材を使って料理してあります。
★申し込み
募集人員は船の定員がありますので、原則 20 名までとさせていただきます。（最低催行人員は 6 名）
定員を上回る申し込みがあった場合は別途ご相談いたします。締め切りは過ぎていますが、参加を強く
希望される方は、連絡してみてください。
申し込み先（下記宛てに）
高島 美登里

森田 修

〒742-1403

〒742-1401

山口県熊毛郡上関町大字 1103-5 番地

山口県柳井市平郡東

携帯 Tel 090-8995-8799

携帯 Tel 090-4695-1290

Fax 0820-62-0710

Fax 0820-47-2120

E-mail midori.t@crocus.ocn.ne.jp

E-mail yo.morita@extra.ocn.ne.jp

◆ニホンアワサンゴ群生地エコツアー
日本最大規模のニホンアワサンゴ群生地が広がる山口県周防大島町南東沖を巡るエコツアー。環境省は
群生地周辺の海域 4 カ所、
計 56.4 ヘクタールを瀬戸内海で初となる海域公園地区に指定することを決定。
2 月の官報告示で正式に指定される。
ツアーはチャーターした船で群生地周辺に向かう。途中、同町近海に生息するスナメリウオッチも試み
る。群生地では水中カメラを使って船上モニターにニホンアワサンゴを映し出す。大水無瀬島の海岸で
生物観察も予定している。
日時：1 月 26 日（荒天の場合 27 日に順延） 9:30 集合
集合場所：柳井港（山口県柳井市）
参加費：2000 円（資料代・食事代を含む）
対象：エコツアーに関心のある人
定員：15 人程度、先着順
主催：瀬戸内ツーリズム推進協議会
旅行企画：ひろでん中国新聞旅行
★申込先：同協議会事務局 0823-24-9430
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【九州】
◆ラムサール条約登録記念・世界湿地の日記念シンポジウム
「荒尾干潟のワイズユースを考えるシンポジウム 」
日時：2 月 2 日（土）13:00～16:30
場所：シティホール（あらおシティモール 2 階

熊本県荒尾市緑ケ丘 1 丁目 1 番地 1）

主催：環境省九州地方環境事務所 荒尾干潟保全・賢明利活用協議会
協力：ラムサールセンター
問い合わせ先： 環境省九州地方環境事務所野生生物課 096-214-0339
荒尾市役所市民環境部環境保全課 0968-63-1386
開催趣旨：
ラムサール条約は、1971 年にイランのラムサールで採択された湿地の保全と賢明な利用をめざす国際
湿地条約。湿地は、川や池、沼、湖、湿原、田んぼ、サンゴ礁、浅海、干潟など水がある湿った場所で、
生物多様性の宝庫。干潟は、生産性の高い漁場であり、レジャーや観光、憩いの場として、渡り鳥の中
継地として人と生きものに豊かな恵みをもたらしています。
荒尾干潟は、ラムサール条約登録番号｢2054｣の国際湿地です。渡り鳥の重要な越冬地・中継地である
荒尾干潟が、2012 年 7 月、「国際的に重要な湿地」としてラムサール条約湿地に登録されました。荒
尾干潟は、熊本県荒尾市沿岸の 1656 ヘクタールの広大な干潟。ノリやアサリ、アナジャコなどの漁場
として、釣りや潮干狩り、雲仙岳を望む美しい景観の観光・レジャーの場として、かけがえのない価値
をもった干潟です。
ラムサール条約の基本理念は、湿地の「保全」と「賢明な利用（ワイズユース）」です。世界に認め
られた荒尾干潟をどう守っていくか、どのようにワイズユースするか、市民のみなさんの知恵と参加が
求められています。そのために、シンポジウムを開催します。
国際法と干潟の専門家、条約湿地でワイズユースを実践する北海道と沖縄の代表をお招きして、お話
を聞くとともに、地元「荒尾干潟保全・賢明利活用協議会」のみなさんといっしょに、荒尾干潟のすば
らしさ、これからの荒尾干潟のあり方を話し合います。市民のみなさんのご意見、アイデアもお聞かせ
ください。
プログラム：
13:00 開会（開場 12:30）
 講演
「ラムサール条約のねらい」 岩間徹（西南学院大学法学部教授）
「有明海の価値と干潟の生きもの」 山口敦子（長崎大学水産学部教授）
 全国のラムサール条約湿地からの報告
「風蓮湖の活用と保全」 松原政勝
「漫湖水鳥・湿地センターと市民参加」 賀数弘（沖縄県那覇市環境保全課）
 子ども特別報告
「ESD のための KODOMO ラムサール〈藤前干潟〉」に参加して
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荒岡優花・荒木琴海（荒尾第一小学校 6 年）
荒尾市マスコットキャラクター「マジャッキー」
 パネルディスカッション
「荒尾干潟の保全と賢明な利用」
矢野浩治 （荒尾漁業協同組合代表理事組合長）、山代秀徳 （荒尾市観光協会会長）、
西島美明 （清里地区協議会会長）、安尾征三郎（日本野鳥の会熊本県支部荒玉地区幹事）
コーディネーター 中村玲子 （ラムサールセンター事務局長）
16:30 閉会
※2 月 2 日はラムサール条約が採択された記念日で、世界中でイベントが開催されます。

海草の生長
沖縄嘉陽海岸でのジュゴン観察の合間に、池田和子さんは嘉陽の海草各種について、マーク法に
よる葉の生長速度を調べた。成長速度を調べるのは、海草の生産量を見るために必要なのである。
海草が今どのくらいの量 存在するかというのは、海草を一定の広さから採集して（例えば 1m 四方
の枠の中）、その重さを量り、そのような藻場がどのくらい広がっているかが分かれば、藻場全体
の海草の存在量を推定することができる。それを生態学では、現存量（バイオマス）と言っている。
一方、生産量は一定期間の間に光合成で作られた有機物の量を表す。現存量が多ければ生産量が
多いとは必ずしも言えない。例えば、海洋の生産力の中心となる植物プランクトンは、現存量は非
常に小さいが、生産量は逆に非常に大きい。生産量は、現在存在している現存量が一年で何回作ら
れるかによって決まる。それを回転率とも言う。回転率が高いほど生産量は高くなる。現存量が二
倍になるまでの時間をみると、植物プランクトンのうち、珪藻類は数時間から数日である。だから
珪藻類の生産量は、現存量が少ないにもかかわらず非常に高くなる。
海草の成長をみるのは、その回転率の推定に必要なのである。私が昔、伊豆の下田の筑波大学臨
海実験センターで東京大学海洋研究所の服部明彦先生の研究チームに加わって、飯泉仁さんや相生
啓子さんらとアマモの成長を調べたことがある。そこの屋外水槽で、アマモの葉にマークをつけて
成長を測定した結果では、成長が盛んな初夏では、一株のアマモの葉の成長は 1 日あたり約 60mm
となった。一枚の葉っぱだけで言えば、30-40mm／日であった。成長が止まってから葉が枯れてち
ぎれていくまでも含めた一枚の葉の寿命は、約 44 日となった。そして、新しい葉っぱが生まれるま
での間隔は、約 8 日。8 日に一枚の葉っぱが生まれる。一方、成長の遅い冬の測定では、葉の成長速
度は春～夏の約半分である。しかし、枯死する速度も遅くなるので、一枚の葉の寿命は 180 日と推
定された。年間を平均すると、夏と冬の中間の値となる。しかし、存在している葉っぱに対して一
日で成長する割合は、夏も冬もほとんど変わらず、1 日あたり 3％弱である。この測定結果からみる
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とアマモの場合は、回転率（＝現存量／生産量）は、約 7～8 になった。つまり現存量が 100g／㎡と
すると、生産量は 700～800g／㎡ということになる。この回転率で計算すると、本州のアマモ場の生
産量は、1 ㎡の単位面積あたりにすると、陸上の温帯広葉樹林の生産量を上回るほどになる。このよ
うな海草藻場の高い生産性は、陸上の広葉樹林と異なり、冬でも水温はマイナス 1.6℃を下回ること
が無いため、冬でも生産を行うことができることが、その大きな理由である。
熱帯の海草類では、どうなるだろうか。かなり昔、九州大学の菊池泰二先生に連れられて石垣島
の海草藻場に調査に行ったことがある。そのとき、石垣島でわずか 1 週間程度だったが、同じよう
にマーク法を使って、ウミジグサとリュウキュウスガモ、ベニアマモの成長を測定したことがある。
例数は少なかったが、その結果からは、驚くほどの高い生産量があることが推測できた。これらの
海草の葉は、最大成長してもせいぜい 8cm～15cm 程度の短いものである。ところが成長速度は非
常に速くて、一日に 6~10mm 葉が成長する。リュウキュウスガモで、1 日あたり 9.4mm、ベニアマ
モで 1 日 7.2mm、ウミジグサでは 1 日に 6.3mm 生長する。だから最大の長さになるまでわずか 1
週間程度しかかからない。寿命も短くて、せいぜい 2 週間で葉っぱの寿命は終わってしまうことに
なる。回転率は大変速く、15～20 にもなる。この数値で海草のおおよその生産量を計算してみると、
熱帯降雨林で測定された生産量をずっと上回った。
つまり、海草藻場では、熱帯では熱帯降雨林を上回り、温帯では落葉広葉樹林を上回るような生
産が行われていると言うことが分かったのだ。サンゴ礁の生産も、陸上の生産量に劣らないほど大
きいということは言われていたが、藻場ではそれさえも上回るほどの生産が行われていたというこ
とができる。
熱帯海草藻場の生産がなぜそんなに高いのかという疑問は、その後、私のいた東大海洋研究所の
服部・小池両先生がリーダーとなり、私たちのチームで、沖縄ではなく、もっと南の大きな大陸島
であるパプア・ニューギニアや、大洋島であるフィジーで、長年にわたって調査を行ってきた。そ
の結果をここで紹介する余裕はないが、沖縄で短時間に測定した結果から推定された高生産力は、
どこの熱帯海草藻場でも発見された。しかも、熱帯では海水中の栄養塩は非常に低いにもかかわら
ず、陸上生態系をしのぐ高生産力があることが分かった。
沖縄における池田和子さんの海草の成長測定の結果も、それまでの測定結果とほとんど同じよう
な結果だった。そこで、ジュゴンが食べたあとの海草藻場がどのように回復するのか、それがジュ
ゴンを保護する上では、重要な視点になる。ジュゴンの食べた跡に海草藻場がどの程度の速度で回
復してくるのか、それを実際にジュゴンの食べ跡で調査してみようと思った。それには、前回ジュ
ゴンの行動を調査したタイのトランのコ・ベナがもっとも適しているのではないだろうか。日本の
嘉陽海岸では、ジュゴンの食べた直後の食み跡を見つけるのは、そう簡単ではない。しかし、そこ
ではジュゴンの食べ跡がたくさんみられる。（つづく）
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一生を外洋で暮らすオキクラゲ
台風 1 号が発生して笠原に接近というニュースが入り、京都大学瀬戸臨海実験所北浜には大きな
波が打ち寄せている。その影響で一生を外洋で過ごすという変わった生活史を持つオキクラゲが、
2004 年 4 月 13 日、北浜に 45 個体打ち上がり、すぐ近くの瀬戸漁港にも 56 個体が流れ着いた。実験
所に持ち帰ったオキクラゲは、一晩で卵を多数生み出した。粘液に絡まってサンショウウオの卵塊
を思わせるような束になっている。この卵からオキクラゲ特有の生活史が始まる。
瀬戸臨海実験所に赴任して間もない頃に、オキクラゲのユニ－クな初期発生を観察したことがあ
る。この時は 2 人の大学院生といっしょに観察した。受精卵は 2 つに割れ、4 つに割れてゆき・・・
やがて桑の実の様な胚になり、細胞の数を増やしてゆく。繊毛を体中に生やし、細長いプラヌラと
いう二胚葉性の幼生になった。プラヌラは人間を含めた多細胞動物の祖先の姿だという説があり、
まんざら我々に無関係ではない。このプラヌラをよく観察すると、繊毛を動かして進行方向から見
て時計回りにくるくると回転しながら泳いでいる。私たちもこのように海に浮かんで泳いでいた時
期があったのかもしれない。

オキクラゲの様々な生物学的特性
オキクラゲのプラヌラは他の刺胞動物のプラヌラと形態が違っており、風船のようにふんわりと
膨らんでいる。また、一方の端に細胞の塊ができている。2 日もしないうちに、プラヌラは小さな
赤ちゃんクラゲ（＝エフィラ）に変わった。これがオキクラゲの生活史の最たる特徴だ。オキクラ
ゲの仲間である他の鉢クラゲ類の全てのプラヌラは、海底に付着して小さなポリプに変態する。例
えば、ミズクラゲのポリプは瀬戸臨海実験所白浜水族館の水槽で、年中、飼育展示できている。
オキクラゲの場合、海底に付着する若い時代のポリプが存在しないことは、クラゲにとって『急
速に過ぎゆく一生』を意味する。ポリプでクローンを増やさず、親の体にできた卵 1 個 1 個がうま
く受精すると、すぐに親クラゲに成長してゆく。しかもこの卵が、0.2 mm ほどと大きく、その分、
他のクラゲほど 1 度に多くの卵を産めない。クラゲの傘も小さく、生殖巣も大きくない。こういっ
た特徴だと、この広い海の中でよくも同種の異性と巡り合い、子孫を残していける数が確保できる
のだろうかと心配される。オキクラゲが、どのような理由から沖合で暮らすようになったのかは、
生物進化の不思議である。私の直感だが、原始的だと思えてしょうがない。生物界の例外の宝庫の
一例になってはいるが、進化の生き証人かもしれない。
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オキクラゲの学名
オキクラゲの学名の内の種小名は、ノクチルカ（noctiluca＝夜の光）と付けられている。名前の
通り、発光するかどうか、じかに手で触って確かめた。確かに全体が青白く光った。しかも傘を表
にしても裏にしても、全体が光った。ＧＦＰで有名なオワンクラゲだと、傘の縁だけしか発光しな
いので、種類によって発光の仕方が異なる。このＧＦＰ分布を、目下、鋭意色々なクラゲで調べて
その成果を発表し続けている。種類が異なると光り方が違うから面白い。

珍しい茶色のオキクラゲ出現
今回、傘の直径が 10cm 近くもある大形個体も採取できた。これも実験室に持ち帰り、裏返して浅
いシャーレに入れ、生殖巣を顕微鏡で拡大して調べてみると、オレンジ色の大きな成熟した卵を多
数持っていた。薄い紫色の小さな未成熟卵もいっぱい成熟を待つように並んでいた。また、今回は
体色が茶色の希少個体も 1 個体あった。オキクラゲは、南西諸島などでの調査も含め、これまで見
た全ての個体が紫色だったが、この 1 個体はジェリー質の中まで茶色に染まっていたので驚いた。
この色は食べ物に由来すると思われるが、何を食べてそうなったのかは今後の研究課題だ。茶色の
個体は、生殖巣を調べて成熟した雄であることは分かった。

2004 年 4 月に度重なるオキクラゲの出現
2004 年 4 月 7 日は暖かく、風もない良い日和で、潮もよく引いたので、北浜を見回った後、番所
崎を一周して磯浜観察をした。円月島の目前の岩場にまわると、打ち寄せる波にもまれながら遊泳
している 2 個体のオキクラゲに遭遇した。この日は和歌山大学の臨海実習も行われていて、田辺湾
入り口を少し出た沖合に浮かぶ四双島で、講師を務めていた田名瀬英朋さんも、オキクラゲを 3 個
体発見し、実習生に見せたと連絡を下さった。
翌 8 日には、北浜にオキクラゲ 1 個体が打ち上がった。10 日には瀬戸漁港で 7 個体が浮かんでい
た。瀬戸漁港ではめったに見かけない種である。10 日には、白浜漁協の大江富夫さんが、三段壁沖
で浮かんでいた中型のオキクラゲを幾つか届けてくれた。この数日でオキクラゲの他に、一生を浮
遊して生活している終生プランクトンとして、カラカサクラゲ、ツヅミクラゲ、オビクラゲなどの
クラゲ類に加え、ホヤの親せきにあたるサルパ類なども見られた。

2012 年 12 月 1 日に再びオキクラゲ出現
オキクラゲは、普通、白浜界隈では春一番の時に出現するクラゲである。その強い風が瀬戸臨海
実験所の北浜には漂着をよくもたらす。2000 年 3 月から 2003 年 2 月までの 3 年間の打上調査でも、
3 月と 4 月がほとんどの記録である。オキクラゲは黒潮域に生息しているが、夏に来ないのは風向
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きのせいだ。一方、稀に冬季にも黒潮の紀伊半島への接岸と北西の強い季節風によって流れ着く。
今回、2012 年 12 月 1 日に暖海のオキクラゲが珍しく出現した。3 日には瀬戸漁港で外洋性の櫛クラ
ゲ類であるツノクラゲに混じってゆうゆうと泳いでいた。元気な１個体の直径はすくい取ると 3cm
あった。他の１個体は元気なく、口腕や触手が取れており、それでも傘だけで拍動していた。風前
のともしびで、この姿ではもう再生できない。
元気な個体は、目下、白浜
水族館でお目見えしている。
北浜でも計 18 個体ほどの漂着
が 1 日と 2 日にわたって見ら
れたが、この中に典型的な紫
色に混じってまたもや珍しい
茶色個体がいた。皆、とても
可愛いクラゲだが、うかつに
さわってはいけない。触手な
どに含まれている刺胞の毒は
結構強く、地中海などでは海
水浴客を悩ませるクラゲとし
て有名である。いけすの魚に
も害を与えたりするが、日本
では大量発生の記録は幸いな
ことにヨーロッパほどたくさ
んはない。
図．

2012 年 12 月 1 日に北

浜に漂着したオキクラゲ

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
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「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ください。

8．編集後記
1 月 12 日に開催されたシンポジウム「有明海・諫早湾 日本初の大規模な環境復元の意義」を聞いてき
ました。国に 5 年間の水門開放を命じる判決が出たにもかかわらず、長崎県の発行物では「ハカセくん」
というキャラクターが「開門はすべきじゃないんだ」と言い切っています。驚きました。開拓農地は既
に利用されており、地元の抱える問題は非常に複雑なようです。失われた生態系そのものは二度と戻り
ませんが、登壇した日本ベントス学会の先生方は一刻も早い開門と環境復元に期待をかけています。開
門予定は今年です。この干潟復元の大チャンスに、全国から熱い関心が集まりますように。（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

会員募集中！

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。

ボランティアも募集中♪

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。

メールマガジン『うみひるも』第 112 号
2013 年 1 月 16 日発行
発行「海の生き物を守る会」代表 向井 宏
編集：瀬戸内 千代
〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地
TEL&FAX:075-741-6281 メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
ホームページ URL：http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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

20

