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「今月の海の生き物」 アカバギンナンソウ Mazzaella  japonica ：  
 

 紅藻類スギノリ目スギノリ科アカバギンナンソウ属の一種で、北海道と本州太平洋岸北部など 

親潮の影響のある海域に分布する寒海性の海藻。潮間帯から出現し、浅海の岩礁上に生育する。

「仏の耳」「アカハタ」などの名前で呼ばれ、味噌汁の具や酢の物として食用にされる。冬期に採集

が盛んに行われる。乾燥品として出荷されるが、地元では生のまま食膳に上ることもある。北海道厚

岸漁組の記録では、年に

25t も出荷されたことがある

が、今では数百 kg 程度で

記録もない。かつては、糊

料として壁や漆喰に利用

されていた。八戸では、蒸

して杵でつき寒風にさらし

て固めて「あかはたもち」と

して食する。葉状部は単

葉もしくは幅広く分岐する。

葉の大きさは 10～25cm程

度。赤褐色から黄緑色をし

て、近縁のクロハギンナン

ソウとは、色で区別される。

枯れると黄色から白色に

褪色する。葉状部は全体

にゆるく波打ち、半球状の

嚢果（のうか）のいぼいぼ

突起が散在する。 
 

 

（北海道厚岸湾にて  向井 宏撮影） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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◎海の生きものを守る講演会を開催 日本の海岸政策を論じ大盛況 

  2月 9日（土）、

海の生き物を守る

講演会を、日本自

然保護協会との共

催で、以下のよう

に開催しました。

多くの方に参加し

ていただき、用意

した資料も足りな

くなるほどで、余

分の椅子も間に合

わず、とうとう最

後には立ち見の人

も出るありさまで

した。ご参加くだ

さった皆様には、

深く感謝いたしま

す。参加者数は記

帳していただいた

人だけで 85人、記帳しなかった人もいましたので、90人以上でした。岡田和樹さん、畠山信さん、

安部真理子さんらの講演に参加者は最後まで熱心に聞き入り、一人の途中退場者もいませんでした。 

海の生きものを守る講演会 「海と共に生きる ～日本の海岸は今～」 

2 月 9 日（土） 13:30～16:30、東京都台東区民会館、参加費無料、定員 80 名 

 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？」 

主催： 海の生き物を守る会・日本自然保護協会 
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◎2012 年度の総会を開催 

 講演会終了後は浅草

駅前の「びすとろ家」

に場所を移し、海の生

き物を守る会の総会を

行いました。これまで

になく多くの会員が参

加して、昨年の活動成

果と会計報告を承認し、

今年度の役員に全役員

の留任を決め、さらに

2013年度の活動方針を

承認しました。また、

入会希望者も 2名、総

会に参加しました。そ

の後、懇親会で盛り上

がり、今後の活動など

を話し合って楽しいひ

とときを過ごしました。 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

さしあげます！ 

下記を希望者に差し上げます（送料はご負担下さい）。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせ下さい。 

 

◎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」  残りわずか。 

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 

 

◎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 2007年 環境省  余部は 1冊のみ。 

 

◎向井 宏 論文 別刷り  余部あり。 

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」 月刊「海洋」2005 

「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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」（14） 

立川賢一 

 



5 

 

 

【中部】 

●ウミガメが次々と漂着 新潟県の海岸 

新潟県の上越市、長岡市、新潟市の3つの水族館が調べたところによると、昨年11月から今年1月までの3

ヶ月に、新潟県海岸に24頭のウミガメ類が漂着した。この数は例年に比べて非常に多い。24頭のうち、

12頭が生きたまま保護されたが、残りは死んで漂着したものである。生きて保護されたもののうち、8頭

がアカウミガメで残りはアオウミガメと見られる。漂着するのは、子供のウミガメが多い。上越市では、

アカウミガメを保護したのは20年ぶり、アオウミガメを保護したのは25年ぶりというから、今年の多さ

が推測できる。同様に、福井県でもこの冬に14頭を保護したと言う。福井県では、例年保護するウミガ

メは1-2頭だった。これらの子ガメたちは、鹿児島県や宮崎県などの海岸で孵化したものと推定されてお

り、冬の水温の低下に耐えられず、死亡したり、海岸に流れ着いたものと思われる。漂着個体の増加原

因は、保護活動が盛んになって、多くのウミガメが孵化していることが背景にあると思われるが、温暖

化による北方への遊泳が、冬になっての漂着の増加と関係があるかもしれない。 

 

●福井にもリュウグウノツカイ現る 

深海性の魚として、滅多に見られないリュウグウノツカイが、福井県敦賀市鞠山海水浴場付近の防波堤

沿いに沈んでいるのを釣り人が見つけた。発見されたリュウグウノツカイは、体長約3m。発見されたと

きはすでに死んでいたが、体に傷はなかった。福井県でもリュウグウノツカイが見つかることはこれま

でにもあったが、最近日本の各地で見つかっているのは、かつて地震の前触れと言われたリュウグウノ

ツカイの浅い海への出現と、最近の地震の多発との関連性も想像されて、気になるところである。 

 

【近畿】 

●テナガオオホモラを発見 熊野灘 

和歌山県紀北町紀伊長島の底曳き船が、尾鷲市沖合の熊野灘の水深300mの海底で、深海性の大型のカニ

「テナガオオホモラ」を漁獲した。テナガオオホモラは、「ホモラ」という原始的なカニの仲間で、5番

目の歩脚が背中を向いているのが特徴。ホモラの第5脚は、歩く機能を失い、代わりに貝殻などを保持し

てカモフラージュにしている。甲羅の大きさは13cmあった。 

 

●イナの大群 水面を覆う 

三重県鳥羽市小浜町の鳥羽湾と浜辺浦の間の水路に、数え切れないほどのボラの幼魚イナが群泳し、水

面を真っ黒にするほど覆っているのが見つかった。数万匹におよぶと思われる大群の来遊に、漁師たち

が網ですくい上げる姿が見られる。イナは体長20cmほどの魚で、地元の人によると1月はじめ頃から少し

ずつ増え始め、2月には水面を覆うほどになった。浜辺浦は汽水域で、毎年のようにイナの来遊が見られ

るが、とくに今年は多いという。イナの来遊があると、春が近づいてきたことを感じると漁師は言って

いる。 
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●ガン・カモ類調査結果を発表 和歌山県 

和歌山県では、今年度のガン・カモ類の飛来数の全国一斉調査の結果を発表した。それによると、今年

度のガン・カモ類の飛来数は、例年並みでとくに多くはなかった。しかし、台風の影響で環境の変化が

見られた日高川河口では、例年よりも個体数は少ない。紀ノ川と熊野川では、河川工事を行っているた

め、生息数は大きく減少している。また、コウライアイサという希少種が南部川で発見された。調査は、

日本野鳥の会和歌山県支部や鳥獣保護員ら123人の協力で河川や海岸、池などにおいて行ったもの。カモ

類17種、10153羽が発見された。昨年と同じ種数で、ほぼ同じ個体数であった。トモエガモやアメリカヒ

ドリ、ウミアイサなどの希少種も確認された。ガン類・ハクチョウ類は、今年も発見されなかった。 

 

●切目川ダム本体工事 最終段階に 

和歌山県印南町高串の切目川ダム建設工事が最終段階に入り、ダム本体にコンクリートを流し込む工事

が始まった。1991年から始まったダム工事は20年以上をかけて2014年度の完成を目指している。このダ

ムは、洪水調節と河川流量の維持、水道や農業用水の確保を目的としている。2008年に住民が離村した

後、2009年の民主党政権交代でダム事業見直しの対象となった。しかし、建設主体である和歌山県によ

る再検証の結果、継続が妥当という判断が出され、本体工事が昨年6月から行われた。ダム建設の総費用

は約159億円。目的の一つとされる河川流量維持は、ダムを造らなければ不要な目的だ。本当に公平な目

でダムが必要という検証がなされたのだろうか。 

 

【中国】 

●大橋川改修工事の護岸デザイン案を公表 

島根県の宍道湖と中海を結ぶ大橋川の河川改修事業で、松江市は護岸沿いのデザイン案を公表して、住

民の意見を求めている。案によると、歩行者に配慮して道路幅を狭くし、遊歩道やデッキを設置して護

岸を歩行者向けにする。意見は3月までにまとめられる予定。 

 

●「ただちに埋め立て不許可に」 上関原発で住民らが知事に要請 

山口県上関町の上関原発建設予定地の長島田ノ浦の埋め立て免許期限を延長するよう求める中国電力の

申請に対して、当初「延長を認めることはない」と言明していた山本山口県知事だが、中国電力の申請

に対して、すでに4度も中国電力へ申請の補足説明を求めるなど、不許可を引き延ばし続けている。これ

は、自民党政権による原発推進への転換を見越した不作為だとして、原発に反対する上関町民の会、長

島の自然を守る会、山口県原水禁の3団体が、埋め立て免許延長申請をただちに不許可にするよう求める

文書を県に出した。県の担当者が「法に基づき適正に審査している」と従来の主張を繰り返したため、

住民らは庁舎前や知事室前に座り込んで、知事に面会を求めた。また、県が中電に求めた補足説明の内

容を明らかにせよとの要求については、県は「申請者の不利益情報を含む」として拒否した。山口県知

事は、選挙で約束した埋め立て延長を認めないという言葉を、守るべきだ。 
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【九州】 

●八代港に人工干潟 浚渫土砂と産業廃棄物の捨て場に 熊大教授が主導 

熊本県八代市新港町1丁目のYKK-AP九州事業所の南側の石積みで囲んだ1300㎡ほどの水面に、八代港の浚

渫土砂を捨てて、人工干潟が作られた。作ったのは、国土交通省九州地方整備局熊本港湾・空港整備事

務所。八代港の浚渫土砂を利用して、人工干潟の研究をしたいという滝川清・熊本大学教授の要請を受

けて干潟造成を決めたという。事業費は1億5500万円。滝川教授が行うのは、「生物多様性のある八代海

沿岸海域環境の俯瞰型再生研究プロジェクト」で、八代海で6割の干潟が失われたため、環境再生に向け

た研究を行うという。そして、日本製紙八代工場の製紙工程から生まれた材料を使って貝類の増殖に効

果があるかどうか検証するという。どうみてもこの研究は怪しい。製紙工程でできる材料とは、ヘドロ。

浚渫で出てくる土砂もヘドロ。ヘドロを集めて、干潟造成と称して、海を埋め立ててしまうのではない

か。企業や国交省の喜ぶ研究で、八代海の海が壊されようとしている。 

 

【沖縄】 

●浦添市長に松本氏 西海岸埋め立て反対も公約 

沖縄県浦添市で市長選挙が行われ、市民団体が推薦したNPO法人代表の松本哲治氏が現職・新人の2候補

を抑えて、当選した。松本氏は、市民目線でわかりやすい政治を訴え、無党派層などから支持を得た。

松本氏は、市民公募による選考委員会で選ばれて候補となった。市長選挙を「権力・政党対市民の闘い」

と位置づけて、市民の心をつかんだ。公約の中には、軍港移設や西海岸の埋め立て反対などの政策もあ

る。これからの松本市長の活躍が期待される。 

 

 

 

【東北】 

◆アース・ウオッチジャパン国内プロジェクト「東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト」 

～被災した地域の生きもの調査（干潟調査）～ 

調査地：福島県相馬市松川浦、岩手県宮古市津軽石川河口、宮城県石巻市北上川河口、宮城県塩釜市 

   浦戸桂島・寒風沢島、宮城県松島町・利府町松島湾、宮城県亘理町鳥の海、宮城県仙台市蒲生干潟 

開催予定：5月 18-19日、25-26日、6月 8-9日、22-23日、7月 13-14日、27-28日（各 1泊 2日） 

主任研究者：鈴木孝男（東北大学大学院） 

主な調査内容：干潟の表面および底土中の生き物を探し、出現した種類を記録します。データを被災前

と比較することによって影響評価に役立てると共に、種多様性の高いところや希少種の存在する場所を

保全できるようにします。 

★申し込み：調査日程と参加費が確定次第、募集を開始します。詳しくはウェブで。 

http://www.earthwatch.jp/project/projectlist/japan/tideland/index.html
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【関東】 

◆STOP！高江・辺野古・泡瀬・大嶺 沖縄大問題シンポ 

米軍基地と公共事業から、沖縄の自然と生物多様性、暮らしを守ろう。沖縄問題のシンポジウムです。 

講演者： 

前川盛治・

安次富浩・

伊佐真次・

花輪伸一・ 

安部真理子 

陣内隆之・ 

ゆんたく高

江 

 

2月23日

（土）13:00

～17:00 

台東区民会

館９F（特別

会議室） 

参加費：資

料代として

1000円 

参加申込は

不要です。

当日会場へ

おいで下さ

い。 
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◆アース・ウオッチジャパン国内プロジェクト 「温暖化と沿岸生態系」 

～地球規模の環境変動が沿岸生物群集に与える影響の解明～ 

調査地：千葉県鴨川市～館山にかけての岩礁海岸 

開催予定：4月、7月 （2泊 3日） 

募集人数：各 6人 

主任研究者：仲岡 雅裕（北海道大学） 

主な調査内容：多様性に富んだ磯の生物の分布を研究者が同定し、ボランティアが記録していきます。 

★申し込み：調査日程と参加費が確定次第、募集を開始します。詳しくはウェブで。 

 

◆アース・ウオッチジャパン国内プロジェクト 「東京湾のアマモ」 

～温暖化をはじめとする環境変化が沿岸生態系に与える影響を探る～ 

調査地：千葉県富津市 

開催予定：6月 （2泊 3日） 

募集人数：最小 4人、最大 8人（定員になり次第、締め切り） 

主任研究者：仲岡 雅裕（北海道大学） 

主な調査内容：東京湾に残された貴重な富津干潟において、アマモの植生状態を調べ測定し記録します。 

★申し込み：調査日程と参加費が確定次第、募集を開始します。詳しくはウェブで。 

 

◆JONA（日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会）公開講演会  

～ 水と緑と生命の環 ～ 

オーガニックは、有機食品で食生活の安全・安心を確保するだけでなく、人間や動植物など万物の生命

を育む自然環境を守ります。このオーガニックのミッションをより多くの方々に理解していただきたく、

公開講演会を開催いたします。皆様お誘いあわせのうえお越しくださいますよう、お願い申し上げます。 

日時：3月 15日（金）13：30～19：00  ※懇親会を含む 

場所： 八重洲富士屋ホテル（東京都中央区） ※専用駐車場無し。公共交通機関のご利用を。 

内容： 1. 公開講演会 13：30～17：00(受付 13：00～)  ※先着順。定員になり次第締め切り。 

 講演 1 『心に木を植える』 C,W.ニコル 

 講演 2 『森は海の恋人』 畠山重篤氏 

 オーガニックの先進事例 グリンリーフ㈱・澤浦彰治、金沢農業・井村辰二郎ほか 

2. 懇親会 17：15～19：00(受付 17：00～)  

 ※オーガニック食材(酒類を含む)中心のメニュー構成。様々なイベントも用意。 

会費：公開講演会 2000円、懇親会 3000円 

★申し込み方法（1）案内の参加申込書を JONA事務局に FAX、（2）以下の内容をメールで送信……参加

者氏名、所属、住所（請求書送付先）、電話番号、Eメールアドレス、申し込み内容（1.公開講演会のみ、

2.懇親会のみ、3.公開講演会＆懇親会） 

問い合わせ：JONA事務局 03-3538-1851 

【講演者紹介】 

http://www.earthwatch.jp/project/projectlist/japan/climatechange-coastalecology/index.html
http://www.earthwatch.jp/project/projectlist/japan/seagrass/index.html
http://www.yaesufujiya.com/access/
http://www.cwnicol.com/
http://www.mori-umi.org/
http://www.akn.jp/index.php
http://www.k-daichi.com/
http://www.jona-japan.org/download/up_img/1358486012-004768.pdf
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C.W.ニコル 

1940年ウエールズ生まれ。作家、ナチュラリスト。 

文筆業だけでなく、自然環境の保護活動でも知られる。1986年から長野県黒姫高原の荒

れた里山の一部を自ら購入し、「アファンの森」と名づけ仲間と共に里山の再生運動を

展開している。 

 

畠山重篤 

1943年生まれ。養殖漁業家、エッセイスト。 

宮城県気仙沼で牡蠣、帆立の養殖業に従事する中で、山間部の森林が果たす役割に着目

し、気仙沼湾に注ぐ大川上流の矢越山への植樹運動を展開している。「NPO法人 森は海

の恋人」理事長。 

 

【四国】 

◆瀬戸内フォトコンテスト 

瀬戸内海環境保全特別措置法が制定されてから、今年 10月で 40年となります。 

それを記念して、フォトコンテストを行います。賞金は最優秀賞 10万円、優秀賞 5万円、入選 1万円 

 

 

 

テーマ： 

①瀬戸内海、豊かで美しい海とそれを育む流 

キーワード：海辺、河川、里山、森 

②瀬戸内海の生業 

キーワード：漁業、工場群、港、産業遺産 

③瀬戸内海の風景 

キーワード：自然美、祭り,伝統行事、生活風景 

 

★締め切り：6月 10日（月）当日消印有効 

※申し込み方法など詳細は左画像をクリック 

 

主催：環境省、瀬戸内海環境保全知事・市長会

議、（社）瀬戸内海環境保全協会 

 

 

 

 

http://www.cwnicol.com/
http://www.mori-umi.org/
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【沖縄】 

◆生物多様性ノレッヂ Café＠沖縄 

 辺野古を語ろう「世界は辺野古を見ている」 

日時: 2月 16日（土）  

場所：ウミエラ館（沖縄市泡瀬） 
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藻場と共に消えたジュゴン 

 2001年 1月 24日から、第 2回のタイ、トラン県でのジュゴン調査が始まった。この年の 4月から、私

の研究室に所属することが決まった渡辺健太郎君が、この調査に加わった。彼は、北大の卒業研究では、

理学部の馬渡研究室でダニの研究を行っていたが、修士課程ではジュゴンの研究をしたいと私の研究室

に入ってきた。それならタイのトラン県コ・ベナでもっと時間をかけてジュゴンの観察をすればいいだ

ろうと、彼を連れてきた。ジュゴンの観察をするには、コ・ベナは絶好の場所だと思ったからだ。 

 ところが、Had Chao Mai 国立公園にきて、まずはコ・ベナのジュゴンをみようと、崖のところまで行

ってみると、コ・ベナの藻場の様子がおかしい。ウミヒルモの群落が広がっていたコ・ベナ湾に海草ら

しき影がない。歩いても歩いても砂の原が広がるばかり。ところどころにわずかにウミヒルモ群落の残

骸らしきものが点在するばかりである。これはいったいどうしたことだろうか。みんなで手分けをして

調べてみたが、かつて 3 ヘクタールくらいあったウミヒルモ群落が、ほとんど姿を消してしまったこと

が確認されただけだった。コ・ベナの海草藻場が消滅してしまった。もちろんこれではジュゴンも来る

ことはないだろう。ジュゴンをみる崖の上にも登ってみたが、上から見ても荒涼とした砂原が広がって

いるばかりだった。渡辺健太郎君はこれで、もっとも好都合と思われた研究場所を失ったことになった。

彼はよっぽどジュゴンに嫌われたのか、この調査行で唯一ジュゴンをみることができなかった人間であ

った。 

 

巨大なトカゲを見る 

 このときのトランの調査では、前回に続いて Had Chao Mai国立公園からボートに乗って南のトラン川

河口まで海草藻場の分布を調べ、ジュゴンの食み跡がどこにあるかを潜って調べて歩いた。そのときに、

スワン・サワンの藻場を越えて、海草が無くなった砂浜の沖をゆっくりと舟を走らせていた。海草を探

して舟からじっと海底を覗いていたが、海草がほとんど無くなりサンゴや砂地が続くので、ひょっと目

を陸上にやった。 

 そこに巨大なトカゲを見つけた。体の長さは尾の先まで入れると 2mくらい。足は短いので、背中の高

さはせいぜい 4-50cmくらいだろうか。尖った口の先から、赤い舌をぺろっぺろっと蛇のように伸ばして

いる。そのトカゲは、しばらく砂浜をのんびりと歩いていた。こんなに大きいトカゲは、30歳前後の頃、

オーストラリアのクイーンズランド州ケアンズからアメリカの研究船アルファ・へリックス号に乗って

北端のトレス海峡を目指して航海する途中、グレートバリアリーフの内側にあるフラインダー・アイラ

ンドに立ち寄ったときに、草むらから突然現れた大型の犬ほどもあるトカゲにビックリしたとき以来の

ことだ。このときは、草むらから突然現れて私の体の横をすり抜けてあっという間もなく消えてしまっ

たので、ただただ驚くばかりで、その姿形をじっくり見る余裕はなかった。しかし、タイでは舟の上か
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らではあるけれど、ゆっくりとその姿を見ることができた。ただ、このときは夕方の砂浜で、逆光でも

あり、黒々とした体で長い尾を引きずった姿だった。 

 その時、舟の船頭さんが前方を指さし、パユーン！と叫んだ。タイ語ではジュゴンのことをパユーン

と言う。舟の舳先のすぐ前にジュゴンが現れたというのだ。みんな一斉に舳先に集まった。私も舳先に

身を乗り出した。ジュゴンの背中がわずかに水面に見え、そのまま水中に姿を没した。後は、水面にさ

ざ波が残るばかりだった。しばらくそこに舟を止めて、ジュゴンが現れるのを息を潜めて待っていたが、

その後、ジュゴンは現れなかった。このときに、ジュゴンの背中をちらっとも見ることができなかった

のは、渡邉健太郎君ただ一人だけだった。 

 

トラン川のジュゴンと海草藻場 

 トラン川の河口では、あちこちに広い海草藻場が広がっていて、ジュゴンの食み跡もたくさん見るこ

とができた。ただ、大きな川の河口とその前にあるタリボン島との間に広がる藻場なので、海水は透明

度が非常に悪く、潜っても 1mくらいしか透視できない。しかも流れが非常に速く、足ヒレをつけて泳い

でも流されてしまうほどの急流である。浅い海草藻場に間縄※で 50m のラインを引いて、そのラインに

沿って泳ごうとしても、途中で流されてラインを見失ってしまう。調査は難航した。満潮時と干潮時の

ほんの前後 1 時間ほどは、潮の流れが緩やかになるため、その時間をねらって仕事をするしかない。あ

まり時間がとれずに、この場所での調査は不十分なものにしかならなかった。しかし、干潮時は、広大

な海草藻場が干出し、そこのウミヒルモ群落には多くのジュゴンの食み跡が見られた。ここでもジュゴ

ンの食み跡は、ウミヒルモ群落からのみ見つけることができた。やはりこのトランのジュゴンは、ウミ

ヒルモをもっぱら食べているようだ。タイのジュゴン研究者のカンジャナさんは、航空機からの観察に

基づき、トラン川河口域のジュゴン個体群の推定数を約 50頭としていた。 

 われわれの海草研究チームは、このトラン川河口部での海草藻場の調査をあきらめることにした。わ

れわれの滞在している Had Chao Mai 国立公園のゲストハウスから河口部まで舟で来ると 2～3 時間かか

る。そして、調査ができるのが潮の止まった 1 時間前後だけ。これでは非効率だからだ。立派な藻場も

ジュゴンもたくさんいるのに、調査をあきらめるのは残念だったが、調査を効率よく進めるためには、

それも仕方がない。そこで、河口部の海の上に作られた水上レストランで、とびきりのごちそうを食べ

て、トラン川河口部に別れを告げて、国立公園事務所の宿所へ帰っていった。 

 

※間縄（けんなわ）：等間隔に印を付けた縄。今では主に 1 間（6 尺）ではなく 1m 間隔の「メートル縄」で、

縄ではなくビニールテープを用いることも。 

 

ジュゴンはどこで餌を食べるか？ 

 そこで、渡辺健太郎君の修士研究をどうするか、困ったことになった。藻場の底生生物群集の研究な

どを勧めてみたが、彼はジュゴンをどうしてもやりたいということだった。そこで、彼と話し合った結

果、その年の秋に、再びタイのトランに来たときに、ジュゴンの食べ跡の分布を調べようと言うことに

なった。ジュゴンは、ウミヒルモの群落の中で、摂餌する。その場所が、どうも群落の中の周縁で多く
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見つかるように思えた。群落の周縁は、ウミヒルモが地下茎を砂地に長く伸ばしており、みているとど

うもウミヒルモの成長も良いように思う。成長が早いところのウミヒルモは、ひょっとしたら窒素など

の栄養素が他の場所よりも豊富かもしれない。また、成長に回すための糖分などの光合成物質が多く蓄

積されているのかもしれない。 

 そこで、健太郎君は、その年の夏、タイの中部、トラン県の北部のラノンで、ウミヒルモ群落の中の

いろんな場所でウミヒルモを採集し、ジュゴンの食み跡の詳細な地図を群落ごとに作っていった。第 3

回のタイでの藻場調査は、タイのバンコクに本部のあるカセサート大学が持っているラノンの臨海実験

所を基地として調査を行うことになった。（つづく） 

 

 

悪食のイソヒヨドリ ――爬虫類などを捕獲 

 

珍しく波打ち際（瀬戸漁港の岸壁）でついばむイソヒヨドリ 
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 京都大学瀬戸臨海実験所北浜で一番よく見かける鳥は、空を舞うトビである。1日 3便の飛行機が東京

羽田と白浜間を往復しているが、着陸前に実験所の真上あたりを降下してくる。その際にトビが当たら

ないかと心配して毎日のように観察を続けている。トビはカラスと空中合戦することも見かけるが、な

ぜかいつも負けている猛禽だ。カモメ類は湾の入り口あたりに実験所があるせいか、ほとんどやってこ

ない。季節によっては、ヒメウが岩礁に群れている。サギ類もたまに岩の上でなにかをねらっているよ

うだ。砂浜には、時折チドリ類が来る。 

 今回の主人公のイソヒヨドリは、「磯にいるヒヨドリ」という和名のついたおなじみの鳥である。こ

のあたり一帯の岩場などに点々といて、いい声で鳴いている。イソヒヨドリは日本では北海道から沖縄

県にかけての海岸で普通にみられる中形の鳥で、ツグミ科に属する。綺麗な青色の背中をした方は雄で

ある。雌の方は鳥一般のおきまりなのだが、全身がくすんだ黒褐色である。しかし、イソヒヨドリは海

岸から少し陸に入った場所でも見られる。和歌山県では、年中、普通に見られる留鳥である。 

 上富田町にある自宅の近くの田辺市新庄公園の野外音楽堂にも複数が住み着いている。変わった鳴き

声を季節によってはたてる。この公園内で木の枝にとまっている虫を、すばやい直線的飛翔で空中捕獲

するのを目撃したことがある。鳥が虫を食べるのは当たり前だが、飛んでいる虫を捕獲する技はすごい。

まるでミサイルのようだ。 

 瀬戸臨海実験所構内では虫以外に爬虫類を捕らえた場面に遭遇したことがある。1998年 6月 20日午前

10時 15分、実験所正面入り口で 1羽の雌がニホンカナヘビを 1個体くわえ、そこのアスファルト道路に

何度もたたきつけていた。数分後にそのカナヘビをくわえたまま飛び去り、すぐに数十 m先の人家の前

に着地した。カナヘビが完全にのびていなかったのだろう。カナヘビをくわえたまま獲物をアスファル

ト道路に再び打ちつけ始めた。続いて反対向きにくわえ直し、また打ちつけた。この時、ニホンカナヘ

ビの尾が切れた。これだけ打ちつけられたカナヘビはもう完璧にグロッキ－だろう。そしてカナヘビ本

体をくわえて遠くへ飛び去っていった。どっかでご馳走にありついたのだろう。それともひなに与えた

のだろうか？ 

 ついで、2004年 9月 11日午後 3時頃、実験所北浜の船着場の岩礁に立つ 1本の太めの木の杭に１羽の

雄が止まった。しばらくすると、30mほど離れた石組みの堤防めがけてまっしぐらに飛んだ。なんと、石

組みの最上部にいた体長 10cmほどのニホントカゲをめがけてだった。トカゲはつかまりそうになったが

うまく逃れ、石壁の表面をつたってすばやく駆け下りた。しかし、ほんの数十 cm下方へ逃げたところで、

すぐに捕われた。イソヒヨドリはトカゲをくわえて飛び去ろうしたのだが、その直後に砂浜に落とした。

トカゲはすばやく移動し、落下地点のすぐ傍にあった砂に埋もれ気味の小岩に寄り添いじっと身を潜め

た。しかし、数分以内にそのイソヒヨドリはそこへ飛んできて、そのトカゲをすぐに見つけてくわえて

飛び去った。この間、わずか数分間の出来事だった。自然界の食物連鎖の厳しさを目の当たりにした。 

 イソヒヨドリはこのようにトカゲ類も捕える他、節足動物のフナムシやオオムカデ類も捕えるという。

実験所構内にいる細長くて大きなショウリョウバッタもなんなく捕えている。ショウリョウバッタはカ

ナヘビより硬いと思うが、このような獲物を飲み込む際によくも喉につかえないものだと感心する。イ
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ソヒヨドリは、秋や冬にはヒサカキやトベラなどの植物の種子も食べているとのことだ。このように雑

食性であるが悪食とも言えよう。 

 イソヒヨドリはわが国では海岸に住む普通種だが、ヒマラヤの高山まで分布しているという。本種は

広分布種で、東南アジアからヨ－ロッパまでの分布域により亜種に分割されている。学名の Monticola 

solitariusは「山に単独で住むもの」という意味である。確かに繁殖期以外は雌雄とも 1尾ずつで暮ら

している。実験所周辺での私の長年の継続観察でも 1羽だけでいるのがほとんどだ。なわばりをつくる

ので、侵入者を追い払っている行動もよく見かける。営巣場所は岩の割れ目や岩棚などの自然物の他に、

民家も利用して皿型の巣をつくる。つがいは 4-5個の卵を産み、約 2週間で孵化したヒナを育てる。ヒ

ナは 2週間で巣立つ。 

 

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。 

 企画案などその他なんでも本会の活動に関することは、事務局あてにお寄せください。 

 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ください。 

 

8．編集後記 

 今年度を締めくくる「海の生き物を守る講演会」では、埋め立てや巨大防潮堤から日本の海辺を守ろ

うと奮闘している方々から貴重なお話を聞けました。向井先生の講演では、日本が世にも珍しい人工海

岸列島になりつつあることを自覚しました。続く「総会」では、美しい環境を守りたいという熱い思い

を各地で行動に移している頼もしい会員の方々と情報交換ができました。どうやら積極的に働きかけな

い限り、日本の水辺のコンクリート化は止まらない印象です。そこで私も、微力ながら、ダム建設から

最上小国川の清流を守る活動や、諫早湾の環境復元シンポジウムを無関心層に広める努力を始めました。

でも今のところ、のれんに腕押しなのです～。生き物が複雑に影響し合う生態系の意味や、干潟の経済

価値や環境復元の費用対効果など、その自然を「守る理由（メリット）」を伝え切れていないのかもし

れません。そのあたりが来年度の課題かと。皆さんは、来年度はどんな活動をされますか？（なまこ） 

http://www.ogunigawa.org/
http://www.ecosystem.aori.u-tokyo.ac.jp/benthos_gakkai/sympo.html
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2 月 9 日の東京講演会を皮切りに、海の生き物を守る会の今年の活動が始まります。みなさまのご協力、

ご声援をお願いいたします。と言ったばかりなのに、次回の「うみひるも」は、向井のジュゴン調査の

ために、3 月 16 日の予定となります。ご了承下さい。（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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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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