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「今月の海の生き物」

イタボガキ

Ostrea denselamellosa ：

軟体動物門斧足（二枚貝）綱イタボガキ科の二枚貝。房総半島以南の本州・四国・九州に分布する。
岩礁に片側の殻を付着して海水中の懸濁有機物やプランクトンを濾過して食べる。大きさは直径
約 10～12cm くらいの円形に近い形をしている。外側の殻の表面には、成長脈が檜皮葺（ひわだぶ
き）のように重なっているのが特徴である。殻表は淡褐色～黒色を呈する。同じイタボガキ科のマガ
キなどの貝類と異なり、本種は卵を放出せず、体内に精子を取り込んで受精し、卵が発達してベリ
ジャー幼生になるまで体内に保護する卵胎生である。
かつては各地の
岩礁で普通に見ら
れたが、最近では
海洋汚染などの影
響で減少し、極め
て稀な存在になっ
てしまった。日本ベ
ントス学会が出版
した「干潟の絶滅
危惧動物図鑑」で
は、絶滅危惧１B
種となっている。現
在では七尾湾、瀬
戸内海、有明海以
外では消滅したと
いわれる。
（淡路島阿万にて
向井 宏撮影）
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海の歌と講演 ＆ 生きものの豊富な南あわじの磯の観察会 申込受付中
今年第 1 回の「海の生きもの講演会」と「自然観察会」は、以下の要領で淡路島にて行い
ます。今回は宿泊をともなう参加希望者は、事前申込が必要ですので、早めにお申し込み下
さい。
場所： 「海の歌と講演」：国立淡路青少年交流の家 音楽室（兵庫県南あわじ市阿万）
「自然観察会」：吹上浜と磯（交流の家の前）
日時： 2013 年 4 月 27 日（土）～ 28 日（日）
「海の歌と講演」：28 日午前 9:30～11:30
「自然観察会」：28 日午後 0:30～2:00
講師と講演題目：「海の心を歌う」 江藤ゆう子（歌手）
「瀬戸内海・淡路島の海と生きもの」
向井 宏（海の生き物を守る会代表）
「海の生きものとフジツボの魅力」
倉谷うらら（海洋生物研究家）
主催：海の生き物を守る会
共催：NPO ソーシャルデザインセン
ター淡路
参加費：無料 ただし、前日から宿
泊を希望する場合は、宿泊費および
食費 3 食を含め、約 3000 円が必要で
す。当日、お支払い下さい。
倉谷うららさん

江藤ゆう子さん
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申込先および締め切り：27 日から宿泊を希望する方は、4 月 19 日（金）12:00 までに申し
込んでください。申込は hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで。宿泊場所は、国立淡路
青少年交流の家。交流の家に宿泊する方は、朝夕に行われる朝のつどい、夕方のつど
いに参加する義務があります。交流の家以外に宿泊される場合は、ご自分で宿を予約
してください。28 日当日においでいただく方は、申込は不要です。
その他：27 日は、宿泊者を対象に、夕食後、星空観察会を行う予定です。南あわじ市は、
全国でも星空の美しいことで知られる町です。ただし、天候次第で中止します。
問い合わせ先：向井 宏まで。電話 075-741-6281 e-mail hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp

海の生き物を守る会では、今年もNPO法人OWSと共同で全国の砂浜海岸生物調査を実施
します。生き物のために日本の砂浜を取り戻そうと計画された調査です。調査は誰にでもで
きる方法で計画されていますので、少しでも多くの人が、多くの海岸でこの調査に参加して
いだけるようにお願いいたします。ご協力いただける方には、方法と調査報告用紙をメール
でお送りいたします。当会のホームページには、pdfファイルで報告用紙も掲載しています。
これまでに会員や非会員の皆さまから106枚の調査票が寄せられ、全国74ヶ所の砂浜で調
査が行われました。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの海岸で調査が必要です。ぜ
ひとも皆さまのご協力をお願いします。毎年1回程度の頻度で、研修会も行っております。
希望があれば、各地で実施することも検討します。どうぞご希望をお寄せください。
これまで調査された砂浜の都道府県は以下の通りです（2013年3月末現在）。
( )内は調査した砂浜海岸の数。
北海道 (5)、青森県 (1)、千葉県 (6)、神奈川県 (7)、静岡県 (4)、愛知県 (1)、三重
県 (5)、和歌山県 (2)、福井県 (8)、京都府 (6)、大阪府 (2)、
兵庫県 (1)、香川県 (2)、徳島県 (1)、愛媛県 (1)、高知県 (5)、山口県 (2)、福岡県
(1)、大分県 (2)、宮崎県 (1)、鹿児島県 (8)、沖縄県 (3)
まだ調査が一ヶ所も行われていないのは、秋田、山形、岩手、宮城、福島、茨城、東京、
新潟、富山、石川、鳥取、島根、岡山、広島、長崎、佐賀、熊本の都県です。ぜひ、ご協
力ください。同じ海岸でも季節が違えば、また同じ季節でも気候が違えば、結果が異なりま
す。いつでも、どんな砂浜でも、調査する価値はあります。お気軽にご参加ください。
今号から、これまでの調査結果を少しずつ紹介していきたいと思います。
まずは、北海道の調査からの例です。
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砂浜海岸生物調査記録用紙
No.

４５

海の生き物を守る会

海岸の名前

七重浜海岸

調査日時

2009 年 10 月 19 日

天候

薄曇り

調査者

向井

底質

砂

調査距離

所在地
風力

北海道函館市七重浜

12:40～14:00
1

波高

0.5m 以下

宏
ｍ（

100 歩：のちに距離に換算すること）

出現した生物と多寡（多、少、有）有は 1 個体のみ。少は 2 個体～数個体。多はそれ以上
（生きているもの）
ハマトビムシ類(多)
カラス(有)、ウミネコ(多)、オオセグロカモメ(多)、ドバト(少)
（打ち上げ）
動物：キサゴ(多)、ツメタガイ(多)、シマメノウフネガイ(有)、クモリアオガイ(有)、クボガ
イ(少)、ヘソアキクボガイ(有)、エゾタマガイ(多)、チヂミボラ(多)、モスソガイ(有)
ウスカワマイマイ（有）
エゾヌノメアサリ(多)、ムラサキイガイ(多)、ウバガイ(多)、カガミガイ(多)、キヌマトイガ
イ(有)、ヒバリガイ(有)、サラガイ(有)、バカガイ(多)、トリガイ(多)、エゾマテガイ(少)、マ
テガイ(多)、オオモモノハナ(有)、ヒバリガイモドキ(有)、アズマニシキ(有)、アサリ(少)
ムラサキイガイの殻の上にハナフジツボ(多)
モクズガニ(有)
（後背植生帯）
コウボウムギ、不明植物（写真）

海岸の人工化等について
最上部には舗装した自転車道有り。その下に 2 段の親水階段。浜の半分は上部にコンクリー
ト壁（植生無し）。
水上バイクで遊ぶ人有り。

同定者が調査者と異なる場合は、生き物の名前のあとに(同定者)の名前を書いておくこと。
自然のものでない疑いのあるものは、頭に？をつけておく。

4

七重浜海岸の写真

5

コウボウムギ

不明植物
砂浜調査報告例は、以上

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

さしあげます！
下記を希望者に差し上げます（送料はご負担ください）。
向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。

◎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 CD のみ
余部あり
◎第 3 次 生物多様性保全国家戦略

2007 年

環境省

残り 1 冊

◎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：その問題点」 地球環境 2011
◎向井

宏

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
余部あり
「同 第三章 厚岸町の動物」 同 2012 年
余部あり

向井 宏

「同

第四章

厚岸町の植物」

同

2012 年

余部あり
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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」（16）
立川賢一
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【東北】
●海洋への流出汚染水

約 17 兆ベクレル

東京海洋大教授が試算

東京電力福島第一原発の事故処理で、事故直後に汚染水が大量に海洋に流出したが、その流出を止めた
といわれる 2011 年 6 月以降の 1 年 4 ヶ月間に、合計約 17 兆ベクレルの放射性セシウムを含む汚染水が
海に流れ込んだことになると、東京海洋大の神田讓太教授が推測した。汚染水の流出が止まったと言わ
れている 11 年 6 月以降も、港湾内のセシウムの濃度が下がりにくい現状から、以前として海への汚染水
の流出が続いていると考えなければ、この現象を説明できない。そこで、神田教授は東電が発表した 11
年 4 月のデータをもとに、11 年 6 月から 12 年 9 月の放射性セシウムの実際の濃度になるためには、約
17 兆ベクレルの放射性セシウムが流出していることになると計算した。1 日あたり 81 億～932 億ベクレ
ルにあたる。東電は、11 年 4 月の事故直後の意図的な放出で海に出た放射性物質の総量を、約 1500 億
ベクレルとしているが、神田教授の計算では、その数百倍の放射性セシウムがその後も流出している可
能性がある。神田教授の指摘に対して東電は「2011 年 6 月以降に放射性物質の大規模な放出はない」と
して、調査をするつもりはないとしている。

●「東北太平洋自然歩道」100km

今秋にも開通へ

東北復興国立公園
（仮称）
の目玉事業として、
環境省は青森県八戸市蕪島から福島県松川浦までの約 700km
の沿岸を通る自然歩道を整備する計画を立てている。名前は「東北太平洋自然歩道（愛称は、みちのく
潮風トレイル）」。そのうち、久慈市の路線案を八戸市公民館で開かれた勉強会で提示した。この路線
を含め八戸から久慈市までの約 100km について、今秋をメドに開通させる予定。

●福島沿岸 30km でイボニシが姿を消す
国立環境研究所の研究者らが東北沿岸の被災地を中心に海岸に棲む生物の生息調査を行った結果、福島
第一原発の前後、福島県広野町から双葉町の海岸約 30km の範囲で、日本の本州沿岸では最も普通に生
息するイボニシが一匹も見つからなかったと発表した。これまで日本の各地でイボニシの調査を続けて
きた研究者は、ある地域からまったくイボニシが見つからないという現象は、これまで経験したことが
ないと語る。他の津波被害を受けた地域でもイボニシが発見されていることから、津波による影響は否
定される。原発事故がどのような影響を与えたかははっきりとは言えないが、放射性物質や放射能汚染
水の影響が考えられると指摘している。イボニシは環境ホルモンの汚染で、生殖異常を起こし、繁殖が
低下して個体数が減少したことでも知られ、放射線の影響が現れた可能性は高い。研究者は、実際にイ
ボニシに放射線をあてて実験することなどを計画している。

【関東】
●千葉県三番瀬ミーティング開催
千葉県が進めている三番瀬再生事業について県民から意見を聞く第 3 回「三番瀬ミーティング」が浦安
市で開催された。このミーティングでは、市川市の塩浜護岸前に人工干潟を作る計画について住民から
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質問が集中した。住民からは「塩浜護岸は海に張り出さない構造にすると決めたはずだ。護岸前の泥干
潟を保全するという観点にも反する」などと反対意見が相次いだ。県は検討中として、具体的な回答を
避けた。

【近畿】
●水道事業基本計画の見直しを

川上ダムの検証委員会

三重県伊賀市に川上ダムの建設を予定している水資源機構では、建設の是非を巡って検討を行っている
が、建設を要望してきた伊賀市長の諮問機関である検証・検討委員会は、「利水」を目的とする川上ダ
ムの建設の根拠となる水需要予測が実際と大きな差があり、過大評価になっているとして、水道事業基
本計画を見直すように求める答申案をまとめた。川上ダムの事業予定費用は 1200 億円余り。「治水」に
ついては、答申では触れない。

【中国】
●山口県漁協祝島支店の組合員らが補償金拒否

上関原発

中国電力の上関原発建設に反対して、山口県漁協の祝島支店の組合員は、中国電力からの補償金の受け
取りを拒否して、これまで漁業権を守り続けてきた。ところが、山口県水産課と県漁協本店は、2 月 28
日に突然、祝島支店の組合員を招集し、その会合で補償金の受け取りを採決して、賛成 31 名、反対 21
名の賛成多数で受領を決議した。組合員総数は 53 名。これは県と漁協本店が裏工作をして賛成者を増や
し、反対するものには事前に何の説明もせずにいきなり会合を招集したものである。
これに怒った祝島の組合員 39 人が、中国電力の漁業補償金の受け取りを拒否する申し入れ書を、県漁協
本店に提出した。申し入れ書には、28 日の会合での決議が無記名投票で行われ、「不当な方法で強行さ
れた」とし、信義則に反し受け入れられないとしている。申し入れ書に署名したのは、祝島支店の正組
合員 31 人と準組合員 8 人の合計 39 名。県では、補償金の受け取りは決議されているとしているが、た
とえ補償金の受け取りを決議していても、漁業権の放棄は組合員の 3 分の 2 以上の合意がなければなら
ない。祝島支店は漁業権放棄を決して行っていない。けれども補償金を受け取る組合員が出てくると、
精神的に追い詰められる組合員が出てくるだろう。それを狙った山口県と県漁協本店の、忌まわしい反
対派分断策が行われている。

●ニホンアワサンゴを巡るエコツアー
山口県周防大島町の南東沖を巡るエコツアーが行われた。このエコツアーは、周防大島沖の海底に生息
する日本最大規模のニホンアワサンゴを見るツアーだった。
アワサンゴを参加者全員が見られるように、
潜水できない人のためにダイバーが撮影した映像を船上のスクリーンに映し出すサービスも試みられた。
周防大島南東沖は、ニホンアワサンゴなどの温帯系サンゴ類の群生地として、瀬戸内海で初めての海域
公園地区に環境省が指定したばかりである。その指定を観光資源として活用するために、瀬戸内ツーリ
ズム推進協議会が一般公募のツアーとして企画したもの。広島市、岩国市などから 16 名が参加した。協
議会では、参加者の反応やアンケート結果を見て、次回の開催を検討することにしている。
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【九州】
●海砂採取

漁業への影響は不明と結論

佐賀県検討委員会

佐賀県唐津湾沖で行われている海砂採取事業が漁業や環境に与える影響を検討している佐賀県の検討委
員会が行われ、水産資源の減少との因果関係は分からないという結論を出した。佐賀県は 2011 年 2 月か
ら 12 年 8 月まで海砂採取地点周辺で水質や低質、微小生物などの調査を行った結果、環境には地形や微
小な生物に影響が確認されるとし、調査を続けることにしている。

●和間海岸で潮干狩りが解禁
大分県宇佐市岩保新田の和間海浜公園で、3 月 25 日に開園式があり、潮干狩りが解禁された。式では是
永市長が「白砂青松の美しい砂浜」で潮干狩りができると賞賛。招待された市民がさっそく潮干狩りを
行った。獲れるのはアサリ、ハマグリ、マテガイなど。入園料を取る潮干狩り場の常で、ほとんどは輸
入された貝類を撒いたもの。自然の生物群集が輸入貝類で攪乱される事態は、これまで見逃されてきた。

【沖縄】
●辺野古埋め立て申請を提出

周辺漁協はあくまで反対

沖縄防衛局は、3 月 22 日夕方、米軍飛行場を建設するために辺野古海域埋め立ての承認を求める申請書
を沖縄県に提出した。沖縄県海岸防災課に「これから願書を提出する」という電話があったが、その 5
分後に、県庁とは遠く離れた県北部の名護市にある北部土木事務所に防衛局の職員 6 名が現れて、5 個の
段ボール箱に入った書類を運び込んだ。これは、県庁前に多くの市民が申請書の提出を阻むために集ま
っていたのを知ったためで、闇に紛れて提出した先の環境アセス評価書と同じように、堂々と申請でき
ない政府の姿勢を示すものである。埋め立て申請書は、地元の名護漁協からの同意書が提出された直後
に、提出された。3 月末までの提出は、日米首脳会談での安倍首相のアメリカへの約束を果たし、日米同
盟強化を歌い上げるための、約束された漁協の同意であり、埋め立て申請であった。これに対して、仲
井真沖縄県知事は、
「41 の全市町村長が反対と言っているのに、どうしてこれができるのか理解できない」
と話した。

●那覇・名護市議会で

辺野古埋め立て申請に抗議

沖縄県那覇市議会は、政府が辺野古沖埋め立て申請を行ったことに抗議する意見書を全会一致で採択し
た。意見書では、1 月に沖縄県の全市町村の代表が全員そろって東京へ出向き、辺野古の米軍基地建設に
反対の意思表示をしたことを踏まえ、
「県 民 が ど ん な に 反 対 し て も 、県 内 移 設 を 進 め る と い う 日 米 政
府の強引なやり方は民主主義を踏みにじるもので、言語道断」と厳しく批判している。

一方、地元の名護市議会でも辺野古の公有水面埋め立て申請に抗議する意見書を賛成多数で可決した。
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●日本自然保護協会が緊急声明

辺野古埋め立て申請に

日本自然保護協会（NACS‐J）は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古沿岸部への移設に向けて提出され
た埋め立て申請に対し、緊急声明を発表した。※以下、引用（下線部に注目）
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●辺野古埋め立て土砂

アセス回避を優先

防衛局

沖縄県名護市辺野古沖の海面を埋め立てて米軍普天間飛行場を移転する計画について、
沖縄防衛局では、
埋め立て土砂の調達を、環境アセスを回避する方法を優先していたことが判明した。防衛局の内部文書
によって明らかになった。内部文書によると、法による手続きでは、辺野古埋め立ての土砂供給につい
ての批判が強まるために、環境アセスを回避することを「絶対条件」と決めていた。そのため、土砂は
市場から購入することとしている。市場から購入する場合は、環境アセスの対象外となる。そのため、
最初から計画的なアセス逃れを図った疑いが強い。埋め立て土砂の供給量と供給元については、環境ア
セス評価書でもあいまいに書かれており、環境保護団体からは環境アセスが十分でなく違法アセスであ
ると提訴もされている。防衛局では土砂の購入先は沖縄県内、九州や瀬戸内海を予定している。しかし、
膨大な埋め立て土砂をこれらの地域から購入すれば、沖縄の海岸や九州、瀬戸内海の海と海岸は、今以
上に劣化が進む。これは沖縄だけの問題ではない。

【関東】
◆チャリティーコンサート「永遠の故郷は森里海の連環で甦る」開催
東日本大震災から 2 年 1 か月の月命日に、犠牲となった方々に鎮魂の祈りを捧げ、被災地の速やかな復
興を願うとともに、かねてから主催者が掲げている「森里海の連環」が美しい日本の故郷を育むという
理念を国内外に発信していくため、
「東日本大震災復興祈念チャリティーコンサート～永遠の故郷（ふる
さと）は森里海の連環で甦る」を開催します(詳細はチラシ参照）。
主催：NPO 法人ものづくり生命文明機構
日時： 4 月 11 日(木） 18:30 開演
場所：紀尾井小ホール（東京都千代田区紀尾井町 6-5）
参加費：全席指定

1 人 10,000 円

※チケット販売で得た収益は東日本大震災被災地で森里海の再生活動を行っている団体に寄付します
★申し込み、問い合わせ：NPO 法人 ものづくり生命文明機構

080-5460-1698

E-Mail: info@womb-to-womb.jp

◆春の観察会「小網代の春を感じよう」
春の観察会は鳥たちのさえずりを聞きながら小網代の森の外周を歩きます。木々の新緑、咲き競う野の
花、その花に集まる虫たち、また、活動を始めたばかりの小網代のアイドル「アカテガニ」など、ゆっ
くりと観察しましょう。小網代湾の干潟では、潮の状況が良ければさまざまなカニ達がお出迎えしてく
れるでしょう。さまざまな「色」を楽しめるこの季節。ゆったりと流れる時間。ゴールデンウィークの
ひと時、ぜひ小網代の森と干潟で楽しく過ごしましょう。
主催：小網代の森と干潟を守る会
日時：4 月 29 日（昭和の日）
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集合：10:00 京浜急行三崎口駅改札前（トイレが無いため、必ず駅で済ませてください）
解散：14:00 ころ 現地解散
講師：矢部和弘氏
参加費：無料
★申し込み：当日現地で受け付けします
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。そのほか図鑑や虫
眼鏡、双眼鏡などの観察用具もあるとより一層楽しめます。
問い合わせ：046-889-0067（仲澤）

【沖縄】
◆干潟を守る日2013・IN 泡瀬干潟 （湿地のグリーンウエーブ2013）
主催：泡瀬干潟を守る連絡会
日時：4 月 27 日（土）、10:0～17;00
場所：沖縄市泡瀬干潟ミナミコメツキガニの浜（沖縄市 IT ワークプラザ前砂浜、
米軍泡瀬通信基地南側の砂浜、沖縄市泡瀬小学校の東側約 500m 先の砂浜）
プログラム：
10:00-12:00 干潟観察会
12:00-15:00 大きなキャンバスに皆で干潟の絵を描こう
15:00-15:30 干潟を守る日集会、宣言採択
15:30-17:00 フラダンス及び地元ミュージシャンによるミニコンサート
参加費：入場は無料ですが、カンパをお願いします。
※販売物（飲み物、おにぎり、その他）へのご協力をお願いします。
※泡瀬干潟で採れるアーサと貝の汁は無料提供です。

健太郎君の挑戦
（うみひるも 114 号掲載の前回「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」……
のつづき）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。

13

実は、健太郎君は 1 月のトラン調査の前に、タイ中部のラノンのカセサート大学臨海実験所を訪れて、
そこでジュゴンの食み跡の簡単なマッピングを行っていた。そして、予定が早まって 2011 年 5 月に再び
タイを訪れた。このときは、私は同行できなかったが、その年の 12 月には私も健太郎君と同行して、ト
ランでの調査を行った。トランでの調査は、コ・ベナのウミヒルモ藻場が消失したため、通称スワン･サ
ワン（Laem Yong Lam）で行われた（図１）。スワン･サワンには、汀線から沖合に数百 m～1km に渡っ
て海草藻場が干出する。この 8 割近くがウミヒルモ
の群落で、最も深いところにウミショウブの群落が
ある。この広い海草藻場の中で、ジュゴンの食み跡
が残っているのは、最も岸寄りのウミヒルモ群落の
中だけなのである。ウミヒルモ群落そのものは沖合
数百 m に渡って広がっているのだが、それでもジュ
ゴンの食み跡は最も汀線に近いところのウミヒルモ
群落だけに見られる。これは、ウミヒルモを選んで
食べているだけではなく、ウミヒルモの中でも最も
陸寄りのところで食べていることになる。この理由
はいまだに分からないままである。ジュゴンの捕食
者は、サメなどが考えられる。シャチの分布はもっ
と温帯から北の方だが、ジュゴンの棲む熱帯地方に
もシャチがまったくいないとは言えない。それにし
ても内湾の奥の方にある海草藻場での摂餌に、捕食
者を心配しなければいけない理由があるとは思えな
い。それでは、いったいなぜジュゴンはそんなに浅
いところへ来て餌を食べるのだろうか。ウミヒルモ
を好むと言うことだけなら、もっと沖合の浅いとこ
ろで食べるという選択肢もあるはずなのに。理由は
ジュゴンに聞いてみるしか無いのかもしれないが、
謎のまま残っている。
図 1 タイ国ラノンの海草藻場とトランの Laem Yong Lam の海草藻場の地図

ジュゴンはなぜ藻場の周辺部分で食べるのか？
これだけの回数行ったジュゴンの食み跡調査と、1998 年にわれわれが行ったコ・ベナでのジュゴンの
食み跡の詳細な調査結果を用いて、健太郎君はジュゴンがウミヒルモの群落のどのあたりを主に食べて
いるのかを検証する作業に取りかかった。まずは海草藻場の詳細な地図を 3 ヶ所の研究地点で書いてみ
る。そしてその上に、ジュゴンの食み跡を書き加えてじっくりと眺めてみる。そうすると、たしかにジ
ュゴンの食み跡はウミヒルモ群落の周辺部分に集まっているように見える。もちろんそうでない食み跡
もいくらも見られる。
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そうしておいて、ウミヒルモ群落の生物学的・化学的な違いが群落の中心部と周辺部で見られるかどう
かを調べるために、群落の周縁から中心に向かって、ウミヒルモの葉の数、成長点の数、葉の数に対す
る成長点の数の割合、ウミヒルモの重量、栄養学的指標として炭素と窒素の比、炭素と窒素の含有量な
どを調べてみた。結果は、葉の密度は周辺から中心に向かって高まること、成長点の数とその葉の数と
の割合では、どちらも特に周辺部と中心との間に差があるとは言えないこと、ウミヒルモの重量は、群
落が他の種の群落と接しているか裸地と接しているかによって結果は異なること、炭素と窒素の比では、
わずかであるが周辺から中心へ向かって低下する傾向があること、炭素の含有量は周辺も中心もあまり
変わらなかったが、窒素の含有量は、周辺よりも中心部の方がわずかに多くなる傾向が見られた。要す
るに、これらの結果をまとめると、その傾向は顕著では無いが、群落の周辺は中心部に比べて、葉の密
度も栄養状態もむしろ悪くなるという結果を示している。それでは周辺でジュゴンの食べ跡がよく見ら
れると思われるのは何故だろうか。

図2

Laem Yong Lam の最も陸寄りの藻場で見られたジュゴンの食み跡

健太郎君は、群落の周辺から一定の距離をもった範囲を地図上に書いて、その中に見られるジュゴン
の食み跡を数えてみた。そして、その数と、もしジュゴンが何も考えず無作為にウミヒルモを選んで食
べていると仮定したときに期待できる数との間に、有意に差があるかどうかというモンテカルロ法とい
う検定方法で調べてみた。そうすると、どうやら両者の間に有意な差が見られないと言うことが分かっ
た。ということは、どうもジュゴンは周辺部分を選んで食べているわけではなく、どちらかというと無
作為にデタラメに食べているという結論になった。どうも、当初考えていたこととは違ってしまい、彼
は落ち込んでしまったが、それはそれで真実を一つ明らかにしたことになる。落ち込む必要はさらさら
無いのである。その結果が影響したのかどうか分からないが、彼はその後ジュゴンの研究から遠ざかり、
就職活動に入ってしまった。
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それはともかく、ジュゴンの食み跡が周辺部分に多いように見えるのはなぜだったのだろうか。ジュ
ゴンが群落内ではランダムに食べているという結論に立って、あらためて食み跡の分布を眺めてみた。
ジュゴンは海草を掘り起こして食べ始め、前に進んでいくときに群落の端っこに届いてしまったときに
は、そのまま群落外にはみ出ることなく、縁辺に沿って食べ続ける傾向が見られる。そのために、周辺
には食み跡の面積が多いと感じる。さらに、群落の周辺部は中心部に比べて群落の中で占める面積は広
い。そのために、群落内の食み跡の絶対数は、周辺部の方が多い。面積あたりに直せば、周辺部も中心
部も違いがないのだが。
タイのジュゴンの研究は、私のなかではその後、研究費の問題や新しく始まったフィリピンの研究に
より頓挫してしまったが、翌年 2002 年から、水産庁の研究費によるジュゴンの音響による調査が、同じ
トラン県のトラン川河口域一帯で、京都大学の荒井さんを中心に行われるようになった。
私は、タイからフィリピンへとジュゴンを追って移動をすることになる。（つづく）

ハダカイワシ類の定期的な漂着
和歌山県白浜町京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に、2010 年以来、毎年ゴールデンウイークのころに
なるとハダカイワシ類の一種であるアラハダカが定期的に漂着する。魚種は京都大学の中坊徹次先生に
査定していただけた。特徴として、目の白目の部分に三日月状の組織がないこと、体の背縁に発光器が
ないこと、尾びれの直前に並ぶ発光器の数が 2 個であること、肛門上発光器列が少し折れ曲がること、
鰓蓋上端は丸く滑らかであることなどが挙げられる。
本種は全世界の外洋の水深 200 m 以深に生息する。昼間にはこのような深みに生息しているものの、
夜間になると表層まで浮上する。この垂直移動は餌を追っての行動である。アラハダカは日本列島では
太平洋沖の少し北よりに分布している。
そのアラハダカは、白浜町沿岸には 1 年にたった 1 度きり漂着する。ハシボソミズナギドリの渡りの
受難の漂着時期とたまたまだぶっているので印象深い。アラハダカの漂着は 1996 年にも友人の新稲一仁
さんが同じ時に漂着した個体を収集していた。以前からこのような現象は起こっていたのだろう。これ
らの全個体は京都大学総合博物館に大切に保管されている。
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ハダカイワシ類はウロコがすぐはがれるのでそのような名前がつけられている。しかし、アラハダカ
ではそんなことは起こらないので、ちょっと変わった種である。ハダカイワシ類の中では表皮や鱗が強
固な種といえよう。
しかし、昨年の 2012 年 11 月初旬に、初めてのことだが、これまでの記録と半年も異なる時期に本種
が京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に漂着した。その個体は標準体長が 58 ㎜ほどで、これまでに記録さ
れた個体より 20ｍｍほどこぶりであった。こういった漂着の理由はわからないが垂直移動に失敗した個
体かもしれない。そして、1 年に 2 度、半年ごとにこのような漂着が今後も起こるものなのか継続調査が
望まれる。

図

2012 年 5 月 11 日に和歌山県白浜町京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に漂着したアラハダカ

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。その際は事務局にお知らせください。
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8．編集後記
入学式を待たずに小中学校のサクラも散り始めました。花見の名所の上野公園も、今年は開花が予想
より早過ぎて臨時トイレやゴミ箱の設置が間に合わなかったと聞きました。三寒四温とはいうけれど、
この春は気温の上下も例年より激しい気がします。汗ばむくらいの日差しに薄着で出かけたら、数時間
後には冬のような寒風に震えたり……。やっぱり私たちは、気候変動の荒波に放り込まれているのに素
知らぬ顔で暮らしている「ゆでガエル」なのかもしれません。今号の編集を進めた 3 月最後の週末も、
関東は真冬並みの寒さでした。そういえば、数週間前の週末には、子どもと一緒に黄色い煙霧にまみれ
ました。自分の幼少期より明らかに過酷な環境に置かれているのがふびんで、既に花粉症も発症してい
る 10 歳の子を思わずギュッと抱きしめました。いい未来を手渡す責任を日々感じています。（ちよ）

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♪

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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