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「今月の海の生き物」 ムシクラゲ Stenoscyphus inabai ：  
 

刺胞動物門十文字クラゲ目アサガオクラゲ科に属するクラゲで、北海道から九州までの主として

アマモや褐藻類などの上に生息する。普通のクラゲ類がクラゲ型生活とポリプ型生活を持つのに対

して、この種は、

クラゲとポリプ

の両方の性質

を同時に持つ

のが特徴。ポリ

プのように体の

末端で海草な

どに付着する

が、歩行も行う。

尺取り虫のよう

に歩く変わっ

たクラゲの仲

間だ。アマモ

の葉の上では

写真のようにき

れいな緑色を

しているが、褐

藻類の表面に

棲むものは褐

色をしている。

保護色と考えられ、付着基質により体色を変化させる。まち針のような触手を傘の縁に並べる。 

（香川県園ノ洲アマモ場にて  向井 宏撮影） 

 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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●ジュゴン・スタディツアーを実施 
今年度のジュゴン・スタディツアーは、2013年2月27日から3月7日までの述べ9日間、フィ

リピンのミンダナオ島マリタ市とマティ市で行われた。参加者は研究者（向井）を除いて３

名（うち2名が潜水調査に参加）。マリタ市のNewArgaoでは、28日に到着の直後、ジュゴ

ンが現れた。参加者のメモでは、 

 

2月28日 夕方，１頭が約5分間隔で4回（17時半頃から18時前まで），海表面に背中や

頭を出現⇒そ

の時間帯は海

草を食べてい

た 

3月1日  8:10

から30分おき

に規定時間

（x:15 & 

y:45）の前後5

分ずつ計10分

間17:50分まで

観測  この昼

間の20回の内，

2回の時間帯

（13:40 - 

14:05）に，1

個体3回約５分

間隔で出現⇒ 

その時間帯は 

海草を食べて

いた 

観察塔の前でジュゴンを観察する参加者たち。観察塔は、先の台風で破損し危険なため使用

できなかった。 
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3月2日 8:16-8:26; 8:40-11:20 30分おき６回の目視；12:45-13:45 3回の目視；

13:39-14:25 連続目視観察で1頭が2回出現; 15:40-16:50  30分おき3回の目視 

 

と、まずまずのジュゴンの出現状態だった。しかし、潜水調査では、海草類の分布範囲はか

なり縮小し、餌となっているウミヒルモの密度も極端に減少していることが判明した。同時

に、ジュゴンの観察を続けている現地の人の話によると、ジュゴンの出現数もこの1年はか

なり減少したとのこと。とくに、昨年11月にミンダナオ中部を襲った記録的な台風の影響

で、その後のジュゴンの出現ははっきりと減少しているという。 

 3月3日にマリタ市からダバオ市を経由して豪雨の中を車でマティ市に移動。4日と5日は

プハダ湾においてジュゴンの食み跡の調査を行った。プハダ湾の主に2カ所で、多数のジュ

ゴンの食み跡を発見した。マランというミンダナオ島に特有の美味しい熱帯の果物を堪能す

るなどして、1名を除く一行は3月7日無事に日本へ帰国した。残る1名は、フィリピンのル

ソン島北部の諸島で、ザトウクジラの観察に参加するため、マニラ空港で別れ、再び旅立っ

ていった。 

 

 

ミンダナオ島東ダバオ州のプハダ湾のジュゴンの食み跡とそれを観察する参加者 

 

 

●ホームページの改良へ 
現在、当会のホームページは、http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html で見るこ

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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とができますが、容量が限られていることもあって、「うみひるも」のバックナンバーがす

べて搭載することができないことや、ニュースの発信が十分できていないことなど、改善す

べき点が多いと思われます。そこで、当会の東京支部において、現在、新しいホームページ

の立ち上げを目指して改良を試みています。近いうちに新しいホームページのお披露目がで

きると思いますが、その前に、皆様からのご要望などを承りたいと思います。ホームページ

に期待するコンテンツや、使い方などについてのご希望、ご提案などがありましたら、事務

局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。 

 

 

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 1部。 

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。 

 

◎自然保護協会(NACS-J)・沿岸保全管理検討会提言 「日本の海洋保護区のあり方 

～生物多様性保全をすすめるために～」 2012年 5月 余部あり。 

 

◎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 

「干潟・藻場の再生事業とその問題点」  

 

◎向井 宏 「第一編 厚岸地方の自然環境 第二章 厚岸町の特色ある生態系」 

新厚岸町史（通史編・第一巻） 2012 年 余部有り 

 向井 宏 「同 第三章 厚岸町の動物」 同 2012 年 余部有り 

 向井 宏 「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012 年  余部有り 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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」（15） 

立川賢一 
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【東北】 

●田老町の防潮堤 高さ 10m の復旧工事をスタート 

岩手県宮古市田老町の防潮堤は、高さ 10mの堅固な構造を売り物にしていたが、東日本大震災の津波に

よって乗り越えられたり破壊されたりした。岩手県は田老町の防潮堤の復旧として海側と山側の二重に

防潮堤を作る事を計画、今月中に工事をスタートさせ、2015年度完成を目指すと発表した。２線堤の陸

側の防潮堤を地盤沈下した 70cm分を嵩上げし、高さ 10mとした。どんな津波も大丈夫という宣伝文句

で作られた過去の巨大防潮堤が、3.11 の津波であっけなく壊されて、人々の安全も保証できなかったこ

とに何の反省も無く、2線堤でさらに人々の生活から海を遠ざけてしまう政策が簡単に実行されてしまう。

環境への考慮は復旧という名前の前には、まったく無視される時代が再びやってきたのだろうか。 

 

【関東】 

●千葉県沖のスズキから 高濃度放射性物質 

千葉県銚子沖で採られたスズキから、国の基準値（100ベクレル/kg）を上まわる 130ベクレル/kgの放

射性物質（セシウム）が検出された。スズキの漁獲量日本一の千葉県では初めて。昨年 12月には、同じ

海域のスズキから 60ベクレル/kgが検出されたため、千葉県太平洋産のスズキは、年末から出荷が自主

規制されていた。 

 

【中部】 

●富山湾のホタルイカ 八重津浜への「身投げ」 

幻想的な光景で知られるホタルイカの「身投げ」現象が、富山県富山市の八重津浜で見られた。未明の

富山湾から浜に打ち上げられる「身投げ」ホタルイカが放つ蛍光の光跡が、幻想的な風景を描き出す。

ホタルイカの「身投げ」は、産卵のために深い海から岸に近づいたホタルイカが、波によって浜に打ち

上げられる現象である。2 月上旬から少しずつ始まったが、3 月 5～6 日の夜に最高潮に達した。多くの

市民が浜にホタルイカの「身投げ」を見に訪れたり、ホタルイカをすくい取るために集まった。 

 

●チゴダラ 日本海で初の確認 

チゴダラは、東京湾以南の太平洋側の水深 200m 以深に棲む深海魚で、日本海ではこれまで発見されて

いなかった。石川県七尾市ののとじま臨海公園水族館では、七尾市能登島沖の刺し網で漁獲された魚を

チゴダラと同定し、日本海で初めて確認されたと発表した。チゴダラはエゾイソアイナメに似ているた

め、これまで間違った同定をされていた可能性もあるのではないかと言っている。 

 

●春の訪れ コハクチョウがシベリアへ出発 邑知潟 

石川県羽咋市の邑知潟（おうちがた）でコハクチョウが越冬を終えて繁殖地であるシベリアへ向けて出



7 

 

発した。能登地方の春の訪れを告げる毎年の出来事である。3月 5日に 2500羽いたコハクチョウが、翌

6 日には 950 羽を下回った。昨年よりも 1 週間早い渡り開始という。今年は、邑知潟で珍しいハクガン

も 1羽見られた。 

 

●敦賀原発 2 号 廃炉の可能性 直下に活断層存在 

福井県敦賀市にある日本原燃敦賀原子力発電所の敷地内破砕帯が活断層である可能性が高いという意見

を原子力規制委員会の調査団が報告し、委員以外の専門家もほぼ同意した。とくに、2 号炉直下に活断層

が存在することになる。その結果、原子力規制委員会は、敦賀原発 2 号炉の直下の破砕帯が活断層であ

る可能性を否定できないという報告書をまとめる方向となった。この報告書が発表されれば、日本原燃

敦賀原発 2 号機は廃炉になる可能性が高い。原発は、過酷事故を起こさなくても放射性物質の漏えいが

心配されている上に、温排水が海洋生態系に与える深刻な影響は、稼働している限り続く。地震国日本

に原発は不適であることが、福島第一原発の事故で明らかにされている。日本政府は今すぐに原発を廃

炉にする方向を明らかにすべきである。 

 

●浜松にも巨大防潮堤 「13m を基本」 

静岡県は県議会で地元建設企業からの寄付金約 300 億円を活用して、浜松市沿岸に巨大防潮堤を建設す

る方針を作成、説明した。高さ 13mを基本に、地元の声や県の防災・原子力学術会議津波対策分科会の

意見を踏まえて最終的な高さを決めるとしており、環境にも配慮して砂浜には防潮堤を整備せずに、用

地買収の必要ない公有林に建設するとしている。しかし、海岸沿いの公有林も生物多様性の高い森林で

ある。そこに高さ 13mにおよぶ防潮堤を建設することによる防災面や環境面でのマイナス影響は、果た

してどのような理由で無視されることになったのだろうか。防潮堤を無くし、自然海岸を再生し、危険

な地区から住民を移転させるなどの対策こそ、これからの日本の防災対策にならなければならない。 

 

【近畿】 

●太地町でクジラ牧場を開設へ 

和歌山県太地町は、捕鯨を中心としたまちづくりを目指して「クジラの町構想」を進めている。その中

で、町全体を自然公園と位置づけ、町の森浦湾にネットなどで仕切りを作り、クジラやイルカを放し飼

いにするクジラ牧場構想を進め、2013年度から調査に入る。また、環境にやさしい町をアピールするた

めに、昔あった干潟を再生し、海水浴場も整備することを計画に含めている。人工干潟を作ろうという

のであろうか。また、日本鯨類研究所の支所を誘致し、クジラ牧場を使った研究も行うとしている。こ

の計画は 30年計画となっており、今年は 9 年目になる。捕鯨と研究の両立といううたい文句は、これま

での調査捕鯨にも使われてきた。 

 

●ズワイガニのハサミに奇形 三本の指 

兵庫県香美町香住区の芝山漁港に、ハサミの指が 3 本になった松葉ガニ（ズワイガニ）の雄が水揚げさ

れ、話題になっている。このカニは、沖合底曳き網によって隠岐諸島の北方沖で漁獲されたもの。港で

の選別中に発見された。同様の奇形は、紅ズワイガニなどでも知られており、確率は低いがそう珍しい



8 

 

ことでも無いという。日本海の原発の稼働と関係ないと言い切れるのだろうか。 

 

【中国】 

●湖山池にアザラシ出現 

鳥取県鳥取市の湖山池（こやまいけ）にアザラシが 1 頭出現し、市民の話題になっている。アザラシは

体長 1mくらいのワモンアザラシとみられ、こどもらしい。親とはぐれたのか、1頭で湖山池に迷い込ん

だと思われる。ワモンアザラシは、北海道のオホーツク海側などで時たま見られるが、山陰地方で見ら

れるのは非常に珍しいことだ。 

 

●山本知事 「ただちに不許可にするとは言っていない」 

山口県は、中国電力が昨年秋に申請した上関原発建設予定海域の埋立許可の延長について、これまで判

断を伸ばしてきたが、県が自ら定めた 32日以内に回答するという決まりを無視し、1 年間判断を先延ば

しにすることを決めた。それについて山本繁太郎知事が知事選挙で公約した「埋立の延長は不許可にす

る」に反しているという県議会での質問に対して、「埋立を不許可にする」とは言ったが、「ただちに不

許可にする」とは言っていないという不可解な答弁を行った。また、知事は審査が 32 日を大幅に超える

ことについて「福島第一原発の事故という特殊な事情でやむをえない」と述べた。明らかに公約を破棄

し、安倍内閣の原発建設への路線決定を待って、再び上関原発建設へ向けて動き出そうとする判断であ

る。公約を無視する政治がこれほどはびこったのは、いったい誰のせいだろうか。 

 

●上関原発中止に向けて取り組め 議員連盟が関係市町村に要請 

中国電力の上関原発建設に反対する周辺 2市 4町の議会議員連盟は、予定地周辺の自治体（周防大島町、

平生町、田布施町、光市）に建設中止への取り組みを進めるよう要請した。光市は国の原発交付金を受

け取らないとの姿勢を表明している。一方、周防大島町は、国の方向性が定まるのを待つとして、自治

体の責任を回避する姿勢を示した。議員連盟は柳井市にも要請する予定である。 

 

【四国】 

●海陽町鞆浦漁協に「魚の頭骨博物館」 

徳島県海陽町の鞆浦（ともうら）漁協の 2階に、「魚の頭の骨の博物館」が臨時でオープンした。趣味で

魚の頭骨を集めている同漁協職員・河野亮平さんの収集物を常設展示する。河野さんは「『魚の裏の顔』

を見に来て欲しい」と話している。展示しているのは、ブリ、タイ、マグロ、サメ、クジラなど食用に

される魚を中心に約 150種。漁協が営業している朝 6時から午後 4時までは見ることができる。 

 

【九州】 

●荒尾干潟のガイドブック 完成 

重要な湿地を保全する国際条約ラムサール条約の登録湿地になった熊本県荒尾干潟について、干潟の様
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子や観察スポットなどを紹介するガイドブックが地元の荒尾市や漁協などの協力で荒尾干潟保全・賢明

利活用協議会の手によって完成、1 万部を印刷し無料で配布されている。ガイドブックは A5 判、14 ペ

ージで、干潟の概要や飛来する野鳥の解説、観察スポットなどを紹介している。欲しい人は、協議会事

務局 0968-63-1386 まで申し込む。 

 

●ウナギを禁漁へ 熊毛海区 3 年間 

環境省の絶滅危惧種に指定されたニホンウナギの捕獲を、鹿児島県熊毛海区漁業調整委員会は、2013年

度から 2015 年度までの 3 年間、10～12 月のシラス漁期に限り禁漁とすることを決めた。鹿児島海区で

も既に同じような規制が始まっており、鹿児島県全域でウナギの 3 年間禁漁が決まりそうだ。鹿児島県

は近く一般からの意見（パブリックコメント）を求め、異論が無ければ 5 月に正式決定する予定だ。ウ

ナギのシラスは急激に減少を続けており、2012 年度の鹿児島県内のシラス漁獲量は 87kg だった。生き

たシラスの価格は高騰し続けていて、今やキロあたり数百万円になるという。鹿児島県に限らず、規制

があまりに遅すぎたのではないか。 

 

【沖縄】 

●今月中にも申請か 安倍内閣 辺野古埋め立てへ 

安倍晋三首相は、米軍普天間基地の辺野古への移転計画について、「われわれはこういう方針だからお願

いをしますよという説明を正直にする必要がある」と述べて、辺野古への移設案に地元の理解を求める

姿勢を示した。安倍首相はオバマ大統領との会談で辺野古移設を促進することを約束した。また、政府

の姿勢をみて、この環境アセスの内容は違法という訴訟で那覇地裁は門前払いの判決を下した。また、

名護漁協は漁業権放棄のための集会を開き、88対 2という圧倒的な数で漁業権放棄に賛成することを決

めた。名護の海人は、補償金で海を売ることを決めた。そのために、今月中に辺野古の海の埋め立て申

請が行われるとの観測が強まっている。安倍首相は、地元の理解を求めると述べながら、これまで一度

も普天間基地を辺野古に持っていくことの必然性や必要性について述べたことは無い。理由もなく、地

元の理解を得るというのは、とにかく文句を言わずに承知しろということでしかない。沖縄の人と海を

再び犠牲にした安倍首相は、日米安保と自分の地位を守りたいだけのように見える。 

 一方、辺野古の南方で漁業を営む宜野座漁協は、辺野古への基地移設に反対し、今月中に漁民大会を

開いて反対の意思表示をする予定だ。宜野座漁協が基地移設に反対するのは、初めてのこと。これまで

宜野座漁協は辺野古の基地移設について模様眺めをしてきたが、名護漁協が条件付き賛成に回ると決め

たことから、宜野座漁協組合員に危機感が広がり、「宜野座の海人の生活が脅かされる」と反対の意思表

示を決めた。宜野座沖では、辺野古から汚水が南下することへの懸念がある。宜野座沖で米軍がサンゴ

を破壊した事件もあり、「米軍が勝手放題をするのは許せない」と組合長も反対表明に前向きだ。 

 

●違法アセス裁判 地裁は門前払い 住民ら控訴 

沖縄米軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐる環境アセスは不十分で違法だとして住民らが訴え

た裁判で、沖縄地裁は、現地視察まで行っていながら、原告に訴える資格が無いとの理由で訴えを棄却

した。安倍内閣の姿勢を考慮した政治的な判決だと考えられている。住民ら原告は控訴して、辺野古移
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設に反対しあくまでジュゴンの棲む辺野古の海を守る意志を示した。 

 

●日本生態学会が辺野古埋め立て中止の要望書 

日本生態学会は、3月 8日に静岡で開かれた大会で、辺野古・大浦湾の埋め立てを中止するよう政府およ

び沖縄県知事に要望する決議を採択し、防衛相などに提出した。 

 

沖縄県名護市辺野古・大浦湾の米軍基地飛行場建設に伴う埋め立て中止を求める要望書 

 沖縄県名護市の辺野古および大浦湾一帯は、サンゴ礁に隣接して海草藻場やマングローブ、内湾の細砂底と

いった環境が混在し、生物多様性が極めて高い地域である。この地域は、国内最後のジュゴン個体群をはじめと

する多くの絶滅危惧種の生息地であり、また、未記載種の発見が相次ぐ海域でもある。日本全体でサンゴ礁の衰

退が懸念される昨今、サンゴ礁生態系が本来内包する環境の多様性と連続性を色濃く残す本海域は貴重な存

在である。そしてまさにその海域に米軍飛行場の建設が計画され、今年その埋め立てが申請されようとしている。

この貴重な海域の生態系と生物多様性が失われぬよう、ここに埋め立ての中止を要望する。 

 日本生態学会は 2000年 3月、この海域の詳細な生態調査の実施と、それをもとにしたジュゴンの保護計画の

立案を求める要望書を決議し、国や沖縄県に提出した。国は「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響

評価」（辺野古アセス）を行ない、この海域の生物多様性と生態系の重要性を評価し、基地建設による環境への

影響を認める一方で、「環境に影響の少ない工事方法等」を提案している。本計画の実施は、沖縄県知事も辺野

古アセスに対する意見書で「環境を保全することは不可能」と断じているように、以下のような理由で、大きな問題

点がある。 

1. 近年この海域に、アオサンゴの大コロニーが存在すること、国内での絶滅が危ぶまれていた褐藻類ウミボ

ッスが生息することなどが明らかになった。さらに、甲殻類、ナマコ類、貝類、藻類など、本アセスでも触れられ

ていないさまざまな分類群の未記載種の発見が相次いでいる。この中には、オオウラコユビピンノのように、世

界で当海域でのみ確認される種も存在する。埋立によってこの海域一帯の自然環境を損なうことは、日本にお

ける生物多様性の宝庫を失うことになる。  

2. 国際的な保護動物であり、国内では絶滅の危機に瀕しているジュゴン個体群の維持と回復のためには、

大浦湾一帯と周辺域を含めて、広範囲に渡る連続的な海域の保護と、餌となる海草群落の保全が必須であり、

本計画の実施はジュゴン個体群の維持に大きな影響を与えると危惧される。  

3. 環境の多様性と連続性はこの海域の大きな特徴である。この海域には、造礁サンゴ類の種多様性が高

いサンゴ群集、県内最大規模の海草藻場、多くの未記載種が発見された転石斜面、国内では珍しい礁原内に

発達する細泥底などの変化に富んだ環境が隣接して存在する。また、周囲にはイタジイやオキナワウラジロガ

シを主とする深い森林が存在し、河口には名護市の天然記念物であるマングローブや干潟が発達するなど、

総じて高い自然度が維持されている。これらの環境は、水循環により、また、河川を遡上するリュウキュウアユ

やボウズハゼ類の移動によって、互いに境界無く連続している。このような生態系のつながりや生態系機能が

本アセスでは見落とされている。このような欠陥を持ったアセスメントに基づく環境対策では、本海域を含む自

然環境の保全は不可能である。  
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4. 埋立には大量の土砂が必要であるが、本アセスでは、土砂採取が環境に与える影響は調達先の責任で

あるとし、全く触れていない。県内から海砂を採取した場合、サンゴ礁生物多様性の一部である砂底上の生態

系を直接損ねるだけでなく、周辺の砂の移動を招き、隣接生態系にも影響を及ぼすことは確実である。また、

本土からの埋立資材の調達案に関しても、外来種侵入に対する実効的な対策は示されていない。埋立工事の

進行は、沖縄のサンゴ礁生態系に致命的かつ不可逆的な影響を与えることは明らかである。  

 以上のように、この海域の自然は生態学的に見てきわめて貴重なものであり、本計画はこの海域だけでなく、沖

縄県全域のサンゴ礁生態系と生物多様性に深刻な影響を与えるものである。日本は、先進国の中で唯一、自国

内にサンゴ礁生態系を持ち、それゆえに先進国の中で最高の海の生物多様性を誇っているが、本計画はそのよ

うなかけがえのない宝を自ら損なうような、誤ったものである。生物多様性条約（CBD）の COP10で約束された愛

知ターゲットを率先して推進する義務を負った日本が、その目標の保護区を拡大するのではなく、生物多様性を

大きく損ねる可能性の高い本埋立計画を推進することは、世界の期待を大きく裏切ることにもなりかねない。 

 日本生態学会は、沖縄の海の生物多様性がジュゴンとともに未来に引き継がれるために、本海域の埋立計画を

中止することを強く要望する。 

以上決議する。 

２０１３年３月８日 

第６０回 日本生態学会大会総会 

送付先：防衛大臣、環境大臣、沖縄防衛局長、沖縄県知事 

 

 

●浦添市長 「軍港移設に反対 協議には応じる」 

那覇軍港の移設に反対する立場で市長選に臨んで当選した松本哲治浦添市長は、市議会での質問に答え

て、再び「軍港移設には反対」であることを表明した。ただし、協議参加は拒否しないと述べ、慎重に

対応していく姿勢を示した。 

 

●アオサ 収穫量が激減 泡瀬干潟の埋め立ての影響か 

沖縄県最大のアーサ（アオサもしくはヒトエグサの地元名）生産拠点であった北中城村で、収穫量が激

減している。2009年に始まった泡瀬干潟の埋め立て工事（東部海浜開発事業）の浚渫（しゅんせつ）な

どが影響していると考えられている。浚渫工事が始まった 09年は 08年の生産量の半分になり、その後、

工事が中断すると収穫量は増加した。2011年に再び工事が始まると、2012年には 33.3%減を記録した。

漁業者は浚渫などで海水の濁りが発生したことが大きな原因としているが、沖縄県は工事と収穫量の減

少の因果関係を否定している。県は因果関係が無いという証拠を提出すべきであろう。 

 

【全国】 

●福島第一原発の汚染水貯蔵タンクが劣化 再び大量の海洋汚染のおそれ 

東京電力福島第一原発では、大量の大型タンクを現地に建設して、メルトダウンした第 1 から第 3 号炉

および燃料貯蔵プールを冷却した高濃度汚染水を貯蔵してきた。しかし緊急のため溶接もせずに作った

「仮設タンク」は既に劣化し始めており、3 年後には全体の応急修理が必要になることが判明した。この
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タンク群の寿命は、今後さらに必要になる貯蔵タンクのための敷地が足りなくなる時期とほぼ一致する

ため、このままでは再び大量の高濃度汚染水を太平洋に流出させる怖れも出てきた。当初は 2011年度に

も汚染水の処理は終わる予定だったが、今もタービン建屋には 1 日約 400 トンにおよぶ地下水が入り込

み、高濃度汚染水が発生し続けている。発生する汚染水は貯蔵タンクに貯めておくしか方法が無い。タ

ンクのパッキンの耐用年数は約 5 年とされ、パッキンの取り替えには大量の予備タンクも必要となる。

東電は新たな除染装置を準備しており、これが動き始めるとセシウムなどの放射性物質は回収すること

が可能になるが、トリチウムなどの放射性物質は回収不能であるため、残った水を海に捨てることはで

きない。結局のところ、すべて貯めておくしかない。こんな状態では、いずれ日本は海を汚した犯罪国

家として指弾されることになるだろう。それでも原発を再稼働させ、新たに建設し、輸出もするという

のは、狂気の沙汰だ。 

 

 

【関東】 

◆「江奈湾・小網代湾干潟生物調査」開催 参加者募集 

OWSでは、三浦半島に残された希少な干潟環境を保全していくため、干潟保全活動を進めています。今

回はこの活動の協力研究者の一人、国立環境研究所の金谷弦氏指導のもとに江奈湾・小網代湾の「干潟

生物調査」を実施します。干潟での生物調査にご興味のある方は是非ご参加ください。 

開催日 ： 4月 13日（土）～14日（日） 1泊 2日 

開催場所：三浦半島 江奈湾・小網代湾 

初日集合：京急バス 江奈バス停 9：15集合 

募集人数：12名（最少催行人員 4名） 

参加費 ：無料 ※現地までの往復交通費・飲食代・保険・宿泊代等は自己負担です。 

参加条件：2日間連続で参加できる人 

       今後の干潟生物調査にできるだけ関われる人 

活動内容：（1）江奈湾・小網代湾での生物調査（指導：金谷弦氏） 

    （2）干潟環境と生物についての勉強会（13日夕食後） 

       ※江奈湾の漂着ゴミ回収作業も実施します。 

★申し込み・問い合せ：OWS事務局までホームページからお申込みください。詳しくは、こちらをご覧

ください。⇒ http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/c0ydrwt0jlakyltiyjfBt  

 

◆2013 年度「海辺のナチュラリスト講座（スタッフ研修特別コース）」 

OWSでは毎年、子供を対象に海辺で行う自然体験学習プログラム「ネイチャースクール」を実施してい

ます。来年度の実施に向けて、新規スタッフを募集します。スタッフ登録をご希望の方は、海辺のナチ

ュラリスト講座（スタッフ研修特別コース）にご参加ください。 

 

この特別コースでは、ネイチャースクールの実施準備の他、海辺の自然や生き物と親しみ、楽しみなが

http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/c0ydrwt0jlakyltiyjfBt
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ら自然を守るための基礎的な知識や方法・市民調査の仕方などを学べます。  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。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。 

⇒ネイチャースクールとは？ http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/c0ydswt0jlakyltiyjNfZ 

 

＜海辺のナチュラリスト講座（スタッフ研修特別コース）＞ 

開催日 ： 5月 11日（土）～12日（日） 1泊 2日 

開催場所：三浦半島  

募集人数：6名（最少催行人員 3名） 

受講費 ：8,000 円（特別価格） ※宿泊費、食費、往復交通費等は自己負担 

参加条件：1回以上ネイチャースクールにスタッフとして参加できる方 

     OWSのサポーターまたは正会員への登録が必要となります。 

★申し込み・問い合せ：OWS事務局までホームページから、または E-mailか電話でご連絡ください

（TEL:03-5960-3545）。http://www.ows-npo.org/volunteer/index.html#ns1 

 

【中部】 

◆サンゴの専門家、辺野古の海を語る ～アセスメント評価書をめぐって～ 

天然記念物のジュゴンが住み、世界規模の大きさのサンゴ群落がある宝の海、辺野古・大浦湾。政府は

このすばらしい海を埋め立てて米軍基地を建設するため、環境アセスメントといわれる行政手続きを強

行しました。「環境・人権・平和」のそれぞれを守るために力を尽してきた人々は、長年この不当なアセ

スメント手続きを監視・追究していましたが、昨年、ついに「評価書」が提出されてしまいました。人

類の財産であるこの海を守り、日米両政府に基地建設の断念を求めるため、私たちが具体的にどのよう

な形で政府・沖縄県知事、人々に働きかければいいのかをともに考えるため、改めて、辺野古の海の魅

力、このアセス手続き・評価書の問題点を安部真理子さんに語っていただきます。 

日時： 3月 23日(土）13：30～ 

場所： 名古屋市女性会館 第 3研修室 

 （地下鉄名城線「東別院」下車 1番出口から東へ徒歩 3分） 

参加費：800円 

講師：安部真理子さん（日本自然保護協会 保護プロジェクト部） 

大学、大学院にて生物学と生化学を専攻し、WWF ジャパンに 8年間勤務。オーストラリアのジ

ェームズクック大学院修士課程留学、琉球大学博士課程にて博士号（理学）取得。1997 年に日本

国内でのリーフチェック立ち上げに関わった一人であり、以来コーディネーターをつとめている。

沖縄リーフチェック研究会会長、日本サンゴ礁学会評議員、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会理事。

現職、日本自然保護協会では 2010年 4月より沖縄の問題や日本の沿岸の問題を担当している。 

主催：あいち沖縄会議（連絡先 052-731-7517） 

不戦へのネットワーク、命どぅ宝あいち、名古屋 YWCA、東海民衆センター、日本聖公会中部教

区沖縄プロジェクト、JUCON（基地から沖縄の自然を守りたい日米市民のネットワーク）  

http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/c0ydswt0jlakyltiyjNfZ
http://www.ows-npo.org/volunteer/index.html#ns1
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-5-4-2-10-0-0-0-0-0.html
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【近畿】 

◆海のふしぎ観察会 2013 第 1 回春の磯あそび「さがそう！海のたからもの」 
潮がひいた磯で、ヤドカリ、ヒトデ、アメフラシ、イソギンチャクなどを観察します。 

日時：4月 28日（日）小雨実施  

場所：大阪府泉南郡岬町 長松海岸 

集合：南海電車「みさき公園」駅改札前 10：30 

解散：現地 15：00ごろ  

対象：小学生以上どなたでも（中学生以下は保護者同伴）  

定員：30名 ★メール先着順 

参加費：大人 500円、小中学生 200円 家族 700円（保険代、資料代）  

持ち物：弁当、水筒、濡れてもいい運動靴（サンダル不可）、着替え（あれば好都合）、 

    帽子、雨具 

★申し込み：4月 21日までに、参加者全員の(1)名前、(2)フリガナ、(3)年齢、(4)住所、(5)電話番号を

記入し、メールで申し込み umi★nature.or.jp（★を半角＠に変えて送信）、折り返し参加可否を連絡。 

問い合わせ：大阪自然環境保全協会内「4月 28日海の観察会」係 06-6242-8720 

 

【九州】 

◆講演会「日本の湿地を守ろう！」  ※「干潟・湿地を守る日 2013」参加行事 
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日本湿地ネットワーク（JAWAN）と和白干潟を守る会は、講演会「日本の湿地を守ろう！」を開催します。

「和白干潟」は、ラムサール条約の条約湿地を目指しています。講演会でお会いし、意見交換や交流を

図りたいと存じます。 

日時：4月 6日（土） 

場所：和白地域交流センター（福岡市） 

 

◆和白干潟のクリーン作戦と自然観察  ※「干潟・湿地を守る日 2013」参加行事 

クリーン作戦では、唐原川河口近くの通称「海の広場」周辺の干潟やアシ原一帯のゴミを拾います。清

掃が終わった後、自然観察を楽しみます。和白干潟では、秋から冬にかけて、ミヤコドリやクロツラヘ

ラサギをはじめ、たくさんの渡り鳥が見られます。また夏には、はさみを振ってダンスをするカニの動

きも面白いものです。 

清掃作業のあとでお茶を飲みながら、清掃活動の報告と情報交換や交流をしています。 

4月は潮干狩りの季節です。クリーン作戦後に潮干狩りをすることも OKです。 

和白干潟がラムサール条約登録湿地となるように、署名も集めています。 

日時：4月 27日（土）15:00～17:00 

場所：和白干潟沿岸（福岡市東区和白 4丁目海岸） 

集合場所：和白干潟 海の広場 

（西鉄貝塚線「唐原」駅下車徒歩 5分、または JR西戸崎線「和白」駅下車徒歩 10分） 

参加費：無料 

注意事項：駐車場無し、公共交通機関でおいでください。長靴、汚れてもよい服装で。 

主催：和白干潟を守る会 

連絡先：090-1346-0460（田辺） 

 

【全国】 

◆ハマグリの店頭調査 

わたしたちは、2005年から毎年、雛祭りの時期に、ハマグリ類の店頭調査を行なっています。日本の雛

祭りには、女子の健康などを願うため、蛤を食べる習慣が古くからあります。近年、この習慣は失われ

つつある一方で、大手のスーパー・デパート等では「雛祭りハマグリ商戦」が展開されており、大量の

ハマグリがこの時期に流通しています。御存知のように日本在来のハマグリ・チョウセンハマグリは深

刻な資源量の減少と絶滅傾向にあり、現在国内で流通しているハマグリのほとんどは朝鮮半島・中国大

陸産のシナハマグリです。日本がシナハマグリの大量輸入国になっていることは、朝鮮半島・中国大陸

のシナハマグリの個体群維持や干潟生態系の機能維持にも大きな影響を与えていると考えられます。 

私たちは、雛祭りの時期に国産ハマグリと輸入ハマグリの流通・消費状況を調べ、商品名・産地表示の

適正さも調査しています。以下の要領で、調査に御協力いただければ幸いです。本年はホンビノスガイ

（白はまぐり）についても、調査対象とします。調査日は、3月 3日前後の、いつでもけっこうです。 

山下ほか（2004）「沈黙の干潟 －ハマグリを通してみるアジアの食と海の未来－」参照。 

 

http://www.takagifund.org/05/r2004/01-085.pdf
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必要最低限の情報：調査日、調査地、店舗名、標準和名（種の名前）、商品名、産地表示、100ｇあたり

の価格（もしくはパック価格：個数と価格）、調査者。 

※標準和名（種の名前）が分からない場合は不明でけっこうですが、写真がある場合は 

同定致します。商品ラベルの鮮明に映った写真がある場合は、調査日・調査者以外の情報を省略してけ

っこうです。http://wind.ap.teacup.com/blues/ 写真参照。 

 

〈凡例〉 

2013 年 3月 3日 

神奈川県藤沢市鵠沼海岸、相鉄ローゼン鵠沼店 

シナハマグリ、はまぐり、中国産、93円/100ｇ。 

チョウセンハマグリ、はまぐり、茨城県産、g値段表示なし、１パック 580円/1個。 

調査者：山下博由 

 

協力していただける方は、以上のような情報を wildsea@almond.ocn.ne.jp 山下博由宛て送って下さい。

これらの情報は、エクセルでデータベース化しています。調査協力者には、まとめたデータベースを、

2013 年 4月末までに提供致します。1、2件の情報でも日本各地から集まって何年かすれば、重要なデー

タになると思いますので、できる範囲でよろしく御願いします。写真も送っていただければ、データベ

ースに加えます。ぜひ、この時期にスーパーなどで、ハマグリを眺めてみることをお勧めします。 

日韓共同干潟調査団ハマグリプロジェクトチーム（山下博由） 

アジアの浅瀬と干潟を守る会（山本茂雄） 

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

2011 年雛祭りハマグリ調査まとめ 

（2011年 3月 1日～8日、4月 4,5日北海道～沖縄の 20都道府県を調査、協力者 46名、総調査件数 127） 

以下、価格データは 3月 1日～3日による 

 ハマグリ：販売件数 47、最安値 143 円／100g（大分県産）、最高値 680 円／100g（熊本県産）、

平均価格 404円／100g（37件平均；2010 年 419円） 

 シナハマグリ：販売件数 62、最安値 55円／100g（中国産）、最高値 480円／100g（三重県産）、

平均価格 116円／100g（51件平均；2010年 117円） 

 チョウセンハマグリ：販売件数 1、価格 498円／100g（千葉県産） 

 タイワンハマグリ：販売件数 0 

 ホンビノスガイ：販売件数 1、価格 98円／100ｇ（千葉県産） 

 不当表示と思われるもの：1件 

シナハマグリを三重県産として販売（京都府：上記シナハマグリの最高値） 

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

山下博由 〒251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡 3-1-26-103 貝類多様性研究所 

tel. 090-7636-6755 E-mail wildsea@almond.ocn.ne.jp 

 

 

mailto:wildsea@almond.ocn.ne.jp
mailto:wildsea@almond.ocn.ne.jp
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◆映画「祝福（いのり）の海（仮題）」制作協力のお願い 

テーマは「海」と「命」。 

祝島と福島、そして海に生きる人達を追ったドキュメンタリー映画制作ご協力のお願い 

映画制作者：東条雅之（フリージャーナリスト） 

＜資金提供について＞ 

口座番号：00910-6-201437（店番号０９９） 

名義：スナメリチャンネル 

一口 1000円、一口以上いくらでも・・・。 

寄付いただいた方のお名前を映画のエンドロールに記載します。 

 

 

 

 

 

京都大学瀬戸臨海実験所付近に打ち上がったタコブネ 

 タコブネは世界の暖海域の表層で浮遊生活するタコの仲間なので海岸への漂着記録はとても少ない。

雌が貝殻をつくって船にして外洋に浮かんで流れのまま漂っている。和歌山県沿岸から最近、軟体部が

よく残っている新鮮な１個体が報告された。京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”や番所崎には 500種余り

もの大型貝類の貝殻が漂着するが、その中に本種も確かに含まれている。でも、2012年までの約 15年間

にわたる調査ではたった１個の貝殻の打ち上げであった。その貝殻は色あせ、全体が白くなっており、

一部に破損があるものだった。2001年 8月 20日に番所崎に打ち上がっていたのを発見した。 

 やっと 2個体目の漂着があった。それは新鮮で、色も抜けていなかった。2012年 12月 5日に“北浜”

に打ち上がった。最大殻幅である開口部の張り出し部は、これら新旧の 2個は、それぞれ 37 mmと 32 mm

であった。貝殻上に長短交互にある龍骨部は 32本と 38本あり、それに対応して形成されているイボは

18個と 19個ほどみられた。多数あるので 2個体ともよく成長しているといえる。 

 当該調査域へのタコブネの漂着は、オウムガイの貝殻と同じように、漂着前の生態状況は全く異なる

が、10年に１回くらいの頻度であろう。これらに対して当域にアオイガイが打ち上がったことはない。

たとえアオイガイが外洋の表層に多く生息していたとしても、その殻はたいへん薄くもろいので海岸ま

で流れ着かないのであろう。 
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和歌山県

西牟婁郡

白浜町番

所崎（左）

と京都大

学瀬戸臨

海実験所

“北浜”

（右）に漂

着したタ

コブネの

貝殻 

 

 

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。 
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8．編集後記 

ジュゴン・スタディツアーの実施や、出張などのために、115号の配信が遅れてしまったことをお詫びい

たします。昨年末の政権交代後、海の環境を巡る情勢も大きく変わりつつあります。辺野古の海も、泡

瀬の干潟も、瀬戸内海上関の海も、東北沿岸の海岸も、再び危機を迎えようとしています。原発事故の

収束も見えない中で、再稼働への動きもスピードアップされています。海の放射能汚染はいっそう進み

そうですし、それを止める有効な手だてもありません。他の海域では、原発の停止で正常な海の環境が

返ってきていますが、再び稼働が始まると、海の温暖化や温排水による海の生物への致死的な影響が再

び始まるでしょう。いまこそ、子孫に美しく多様性に豊んだ海を残すために、考えて行動するときです。

（宏） 

 

 先日、愛知県常滑市に用があったので、海辺に立ち寄ってみました。海沿いには中部国際空港に向か

う幹線道路が走り、その一帯は街と海が見事にコンクリートで遮断されていました（写真左）。陸側に

少しマツが植えられている小道を散歩しましたが、いくら行っても海側は灰色の壁。潮の香はしても、

背伸びしないと海面が見えません。戻ってコンクリートの終点まで歩き、ようやく白い貝殻が転がる砂

浜に出ました。ゴミは比較的少なかったのですが、海水を触ろうと近付くと、寒い日なのに寄せる波が

鉄さび色に染まっていました。思わず手を引っ込め代わりにカメラを向けました（写真右）。 

 向井先生によると、常滑市の海岸から空港にかけてはアマモ場が広がっているそうです。しかし三河

湾内は季節を問わず赤潮が出るようで、約10年前に潜ったときもアマモがかなり疲弊していたとのこと。

私がコンクリート越しに眺めた沖合には、ひび（のり養殖用？）が見えました。海の中は元気なのでし

ょうか。次の機会には、もっとワクワクするような海辺の風景をご紹介したいものです。（ちよ） 
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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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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♪ 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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