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「今月の海の生き物」 ミズクラゲ Aurelia aurita ：  
 

腔腸動物門鉢水母綱ミズクラゲ科に属する海産種。英語でmoon jellyと呼ぶ。本種は日本でもっ

とも普通に見られるクラゲで、4つの生殖巣が透けて見えるため、ヨツメクラゲとも言われる。傘の大

きさは 30cmほどにもなる大型のクラゲであるが、積極的に遊泳することはできないので、生活型は

プランクトンである。体の 95％以上が水分であり、物理的な力に弱く、簡単に体が壊れる。雌の体

内で卵が成熟し、受精し

た後、プラヌラというゾウリ

ムシによく似た幼生となっ

て体外に泳ぎ出す。その

後、岩や海草などに付着

し、イソギンチャクに似た

ポリプ時代を過ごす。ポリ

プの大きさは数 mmで、餌

を食べて成長し、根のよう

な構造物を伸ばして次々

にポリプを無性的に増や

していく。その後、ポリプが

長く伸びて多くの切れ目

が入り、ストロビラと呼ばれ

る。その切れ目から体が

分かれて、別々のエフィラ

と呼ばれる薄っぺらな幼

生となって海水中を漂い、

やがてそれが成長して成体となる。多数発生して、漁業の妨げとなったり、発電所などで海水の取

水口をふさぎ、トラブルを起こすことも多い。 

（瀬戸内海 味野湾アマモ場にて  向井 宏撮影） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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南あわじ市で「歌と講演の会・自然観察会」を開催しました 

 海の生き物を守る会が主催した「海の生き物講演会」と「自然観察会」は、4月 28日（日）

午前 9時半から快晴の下で行われました。「春の海に歌う 海の生き物に親しむ」と題して、

兵庫県南あわじ市阿万の「国立青少年交流の家」の音楽室で「歌と講演の会」を、京都在住

の歌手、江藤ゆう子さんの司会で、以下のように行いました。参加者は 17 名。7歳から 70

歳まで、幅広い老若男女が集まり、海の歌を聴き、歌い、江藤さんの素敵なオリジナル曲も

聴かせていただきました。また、瀬戸内海の海の生き物の危機的な状況を学び、フジツボと

いう生き物の知られざる魅力を学びました。フジツボファンが増えたことは確実でしょう。 

 

１． 「瀬戸内海・淡路島の海と生き物

たち」向井 宏（海の生き物を守

る会代表、京大特任教授） 

 

２． 「春の海に歌う」江藤ゆう子さん

（歌手）→ 

 

３． 「海の生き物とフジツボの

魅力」倉谷うららさん 

   ← （海洋生物研究家） 
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 昼食後、全員ですぐ前の海岸「吹上の浜」に出て、浜の横にある小さなポケットビーチの

前の平磯で、海の生き物の観察会を行いました。海の生き物を見たり触ったりすることが初

めての子供たちがほとんどで、最初は恐る恐る触っていた子供たちも、やがて平気でアメフ

ラシにも触れるようになったようです。観察会では、絶滅危惧種になっているイタボガキを

始め、ムラサキウニ、バフンウニ、クモヒトデ類、ヒザラガイ、カサガイ類、アメフラシ、

マダコ、ヒライソガニ、ヒラムシなどの磯の動物と、ワカメ、ヒジキなどの海藻が見られ、

みんな夢中になってのぞき

込んでいました。1時間程

度の短い観察会でしたが、

海と海の生き物に初めて

触れた子供も大人も、きっ

と海に関心を持ってもらえ

たと思います。 

   

←採集した生き物を解説する 

 

 

 

 

↓南あわじ市吹上浜の磯で

海の生き物を観察する 
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↓観察会の参加者勢揃い 

 
********************************************************************************* 

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 

 

◎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 「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」 月刊「海洋」2005 

 それぞれ余部あり 「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 「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 

 向井 宏 「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 

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

●チョウザメ希少種を捕獲 函館沖 

函館市尾札部（おさつべ）沖の定置網でチョウザメが捕獲された。捕獲されたチョウザメは、チョウザ

メ類の中でも希少種といわれているダウリアチョウザメという種。ロシアのアムール河口に約 1000匹が

生息していることが知られているが、その他では生息していない。捕獲されたダウリアチョウザメは、

体長約 1.7m、重さ約 30kgで、15歳前後と見られている。生きたまま捕獲されたため、チョウザメの研

究をしている北海道大学で飼育を行い、研究に役立てる予定だという。 

【東北】 

●近海調査捕鯨を開始 

三陸沖の近海捕鯨が 4月 18日に開始され、最初のミンククジラが 24日に捕獲されて宮城県石巻鮎川港

に水揚げされた。この捕鯨は、三陸沖の生態系にミンククジラが与える影響を調べるという名目の「調

査捕鯨」。日本鯨類研究所が政府から「調査」を委託されて捕鯨が行われている。捕獲された鯨は、放射

性物質の検査を行った後、問題がなければ魚市場で取引される。今年の「調査捕鯨」は 6 月 3 日までに

60頭を上限として行われる。 

 

●福島沖の 2 魚種を試験操業へ 

福島県相馬双葉漁協は、これまで福島沖で行われている試験操業に、ユメカサゴ、ヤナギムシガレイの 2

種を加えることを決めた。5月にも実施する。これで試験操業の魚種は 16種となった。同漁協がこれま

でに行ったユメカサゴのモニタリングでは、1kgあたり 50ベクレルまでが 61個体中 12個体あったが、

その他は不検出だった。ヤナギムシガレイでは、72個体中 29個体が 50ベクレル以下の放射性物質が検

出されていた。今後、サメガレイやキアンコウについても検査を続け、試験操業へ持っていきたいとし

ている。 

 

●6 種の魚で基準超のセシウムを検出 

福島県は、県内の水産物 55種 1177点の放射性物質検査結果を発表した。その結果、海産種では、アイ

ナメやシロメバルなど 3種で、淡水産ではイワナなど 3種で、それぞれ食品の基準値 100ベクレルを超

える放射性セシウムを検出したという。福島第一原発の事故は、核種を高濃度で含む汚染水がまだまだ

外部へ漏出し続けている。放射能汚染はこれからも続くだろう。深刻な汚染による健康被害が顕在化す

るのはこれからだ。 

【関東】 

●野島崎沖でクジラが漂流 

4 月 23 日、千葉県南房総市野島崎沖約 7km の海上に、クジラが漂流しているのが発見された。海上保

安本部の巡視艇が現場で確認した。クジラはすでに死亡している。第三管区海上保安本部では、付近を

航行している船に注意を呼びかけている。種名などは不明。 
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【中部】 

●浜松五島海岸で砂浜が消失 人工突堤と粗粒材養浜で対策 

静岡県浜松市の天竜川河口にある浜松五島海岸は、天竜川からの土砂の供給が減少したことなどによっ

て浸食が進み、砂浜が最大 300m も後退し、ところによってはほぼ消失している。静岡県内ではもっと

も浸食が激しい。堤防の決壊も心配されている。このため、静岡県遠州灘沿岸の浸食対策を検討する委

員会が会合を開き、天竜川右岸に長さ 150mほどの人工突堤を設置し、年間 30000立米の粗粒材を用い

て養浜することなどを決めた。さらに必要に応じて消波堤の新規設置も検討するとしている。中部電力

浜岡原発がある遠州灘の御前崎海岸についても検討し、この浜の砂浜減少は、長期的な地盤沈下、飛砂

による土砂の損失、ダム建設による天竜川からの土砂供給の減少が大きな要因であることを指摘し、御

前崎海岸についても早急な対策が必要としている。委員会の検討は当を得た議論になっているが、対策

となると対症療法的なことしか提言していない。ダムによる土砂供給の減少は全国的な問題であり、日

本の砂浜や干潟を守るためにも、ダムの見直しが急務のはずだ。行政の縦割りを反映してダム建設部局

への批判をしないでは、問題はいつまでも残り、国民・県民の税金が無駄に使われ続けることになる。 

 

 

【四国】 

●早くもアカウミガメが産卵 入野海岸 

高知県幡多郡黒潮町の入野海岸で、アカウミガメが産卵しているのが観察された。本州と四国を含めて、

今年初めての産卵と思われる。例年入野海岸で観察される産卵は 5月中旬で、4月に産卵するのは極めて

珍しい。 

 

 

【九州】 

●北九州で保護されたアザラシ 回復へ 

4月 17日に北九州若松区の洞海湾で衰弱した状態で発見されたゴマフアザラシの子供が、下関市の水族

館「海響館」に保護されていたが、徐々に回復に向かっている。体長は約 60cm で生後 1～2 カ月の雌。

発見時は流動食しか食べられなかったが、現在では魚を 1日 20kgも食べるなど、回復が著しい。 

 

●イルカ集団が漂着 29 頭が死亡 

4 月 26 日、鹿児島県南さつま市笠沙町片浦にある貝浜付近の浅瀬に、イルカが 31 頭打ち上げられてい

るのが発見された。イルカはスジイルカで、群れになって浅瀬に寄り、打ち上げられたと思われる。31

頭のうち 29頭はすでに死亡していた。南さつま市では、死んだイルカの引き揚げ作業をして、研究資料

として熊本大学や愛媛大学、国立科学博物館に引き渡した。生きていた 2頭は、海に逃がした。 
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【沖縄】 

●辺野古沖のリーフで観察会 白化サンゴも回復 

4月 27日、辺野古沖のリーフで、サンゴや海藻などの観察会・潮干狩り会が開かれた。政府は、ここを

埋め立てて米軍普天間飛行場の代替え施設として軍事飛行場を建設する計画を進めている。観察会では、

春の大潮の干潮で現れた岩場やリーフにボートで渡って、サンゴや貝、熱帯魚、海藻などを観察した。

主催した地元の比嘉さんは、「10年前に白化現象で死滅したサンゴがようやく再生してきている。辺野古

の海の豊かさをみんなに知って欲しい」と語った。埋め立てで失われる自然は二度と戻ってこない。 

 

【全国】 

●新しい海洋基本計画を閣議決定 

政府の海洋政策本部は、2013年度から 5年間の海洋基本計画を策定して一般からの意見（パブリックコ

メント）を募集していたが、このたび新しい海洋基本計画を閣議決定した。領土問題とエネルギー問題

が昨今の論議となっていることから、この海洋基本計画では開発と安全保障に重点が置かれ、環境への

言及は極めて少ない。それも形式的に言及しているだけと感じられる書き方になっている。パブリック

コメントでは、環境問題への意見が多く出されたが、事実上、それらは無視もしくは軽視されたと言っ

て良い。かつて公害問題で論議された「経済発展と環境の調和を図る」という文言が、何十年も経った

今また、海洋での「開発・利用と環境保全との調和」という言葉で出てきている。開発は環境保全優先

で進められるべきというのが高度成長後の日本の反省点だったはずだが、その反省の上に立った海洋政

策が作られていない。日本というのは、反省しない国なのか。 

 

 

 

【関東】 

◆海辺のナチュラリスト講座（スタッフ研修特別コース） 

OWSでは今年度も子供を対象に、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」を実施しま

す。スタッフとして活動をご希望の方は、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ほか、海辺の自然や生きものと

親しみ、楽しみなが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びます。参加者

には修了証として「OWS ナチュラリスト」カードを発行します。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。この機会にぜひご参加ください。 

※ネイチャースクールの詳細はこちら 

日時：5月 11日（土）～12日（日） 1泊 2日 

場所：三浦半島 

募集人数：6名（最少催行人員 3名） 

http://www.ows-npo.org/activity/uminoko/index.html
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受講費：8000円（特別価格） ※宿泊費、食費、往復交通費等は別途 

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  

★申し込み・問い合わせ：OWS事務局 ホームページまたはＥ-mail、電話 03-5960-3545 

 

◆講演「海洋のプラスチックごみ問題と生分解性プラスチック活用の行方」 

海洋に流出したプラスチックによる海洋汚染は 50年を経た今もなお、世界の海で年々深刻な影響を与え

続けています。この講演では、日本と世界の海洋ごみの現状とその問題点について、そして今問題とな

っているプラスチック破片の問題について考えてみたいと思います。さらに東日本大震災に起因する大

量の流出物が引き起こす問題についても考察します。本講演を通じて、海洋のプラスチックごみ問題と

生分解性プラスチック活用の行方について紹介し皆さんと一緒に考える機会となればと思います。 

ゲストスピーカー：兼廣 春之（大妻女子大学教授） 

日時：5月 14日（火）19:00～20:30 （18：30受付開始） 

場所：モンベル渋谷 5Fサロン 渋谷区宇田川町 11番 5号 モンベル渋谷ビル 

参加費：800円 

定員：40名（先着順） 

★詳細・申し込み：OWS事務局 ホームページまたはＥ-mail、電話 03-5960-3545 

 

◆江奈湾干潟保全活動（漂着ゴミ・投棄ゴミ回収）開催  

三浦半島南端に位置する江奈湾は、神奈川県下に残された数少ない前浜干潟です。OWSでは、昨年度より

この希少な環境を守るための保全活動を実施しています。下記日程で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：5月 18日（土） 

場所：三浦半島江奈湾（江奈バス停前集合・解散） 

対象：中学生以上 

参加費：無料（昼食、飲み物持参）※保険料実費（500円）が別途必要 

★申し込み・問い合わせ：OWS事務局 ホームページまたはＥ-mail、電話 03-5960-3545  

 

◆NPO 法人「行徳野鳥観察舎友の会」第 9 期インターン募集 

行徳野鳥観察舎友の会（千葉県市川市）では、1年間スタッフと共に働きながら、環境保護の現場を学ぶ

インターンを募集いたします。都市近郊に設置・造成された行徳鳥獣保護区での湿地再生、野鳥病院で

の傷病鳥救護活動、野鳥観察舎での普及啓発活動などに興味のある方は是非ご応募ください。 

期間：2013年 6月～2014年 5月（3月まででも可）、期間中 25日（上限 50日）、観察舎でスタッフと一

緒に働き、現場を体験しながら学ぶ 

定員：3名程度を採用予定 

内容：   

1. 実習日は本人の都合に合わせて決定。原則午前 9時～午後 5時。6月 9日（日）に入校式・実習オリ

エンテーションを行う（出席必須）。入校式を除く最初の 3回は 2週間以内に実習し、要領を覚える 

http://www.ows-npo.org/volunteer/index.html#ns1
http://www.ows-npo.org/activity/ts/index.html
http://www.ows-npo.org/activity/higatahozen/index.html
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2. 奨励金として 1回につき 3,000円、交通費（片道 1000円まで）を支給 

3. 実習ノートを支給。毎回実習内容や感想・疑問等を記入・提出。友の会指導者はコメントを記入し

返却する 

4. 中間報告会・修了報告会でインターン活動について発表を行う 

応募条件： 

1. 18歳以上（高校生不可）。心身健康で観察舎の仕事に興味がある方 

2. 年間最低 25日行徳野鳥観察舎で働くことができる方 

3. 応募前に必ず現場下見をし、担当者の説明を受けること（要予約） 

※できれば一日体験が望ましい。過去に観察舎で実習・一日体験をされた方はその旨をお知らせくださ

い。5月 12日（日）には第 8期生案内の一日体験会（要予約、6名まで）あり。 

★応募方法：以下を 5月 31日（金）必着でメールまたは郵送。必要書類は一日体験（または下見）時に

配布。採用の可否は 6月 7日までにお知らせいたします。 

1. 応募申込書 

2. 応募の理由（1200字程度） 

3. 返信用封筒（メール応募の場合不要） 

申し込み・問い合わせ先：NPO法人行徳野鳥観察舎友の会 佐藤・野長瀬・山口 

メール：tomonokai_kawau@ybb.ne.jp  電話：047-397-1175 

住所：〒272-0137 千葉県市川市福栄 4-22-11 行徳野鳥観察舎気付 

【中部】 

◆写真・資料展「私たちの身近な海にすむ造礁サンゴ」 

OWSが実施している「北限域の造礁サンゴ分布調査プロジェクト」は、今年で 6年目を迎えています。こ

れまでのプロジェクトの成果を写真・資料パネルで展示紹介する企画展を開催します。私たちの身近な

海に生息している様々な造礁サンゴとそのサンゴが生み出す多様性豊かな世界を是非ご覧ください。 

日時：6月 1日（土）～30日（日） 

場所：土肥アクアセンター Skill up studio THE 101 （静岡県伊豆市八木沢 1342-1） 

入場：無料 

 

◆スノーケリングで生きもの観察  

 伊豆大島「スノーケリング ナチュラリストコース＆自然観察会」 

東京（竹芝）から 1時間 45分、コバルトブルーの澄んだ海、豊な緑の伊豆大島は、黒潮の影響で造礁サ

ンゴや南方系の魚達をスノーケリングで気軽に観察することができます。 このコースでは、ネイチャ

ーガイドの指導のもと水中の自然観察のためのスノーケリングスキルを学びながら、海の生きものたち

を観察します。自然観察会では伊豆大島特有の地形が見られる南部海岸を散策します。スノーケリング

が初めての方でもベテランの方でも、海の自然や生きものについての知識を深め、生きものとの接し方

や観察方法を学んでいただけます。参加者には修了証として「 スノーケリング ナチュラリスト」カー

ドを発行します。 

日時：6月 29日（土）～30日（日） 1泊 2日 
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場所：伊豆大島 

集合・解散：伊豆大島岡田港（東海汽船到着港。海況によっては元町港） 

募集人数：8名（最少催行人員 4名） 

受講費：24700円  ※1泊 3食付、スノーケリング器材レンタル無料。往復交通費は別途。 

ガイド：小川修作（OWSネイチャーガイド／伊豆大島シーサウンド代表） 

★申し込み・問い合わせ：OWS事務局 ホームページまたはＥ-mail、電話 03-5960-3545 

 

【近畿】 

◆ジュゴン連続学習会 第 1 回 ジュゴンってどんな生きもの？ 

「ジュゴンを守るために ジュゴンを知ろう」 

絶滅に瀕している沖縄のジュゴン。沖縄防衛局の環境アセス調査でも個体識別できたのはわずか 3 頭。

今、ジュゴンを守るために何ができるのか？ それには、ジュゴンのことをしっかり知ることが大切とジ

ュゴン連続講座を企画しました。第 1 回は、元鳥羽水族館副館長の浅野四郎さんをお迎えして、ジュゴ

ンの話をお聞きします。浅野さんはジュゴンの第一人者で、鳥羽水族館でジュゴンの飼育に携わり、オ

ーストラリア・パラオ・フィリピンなど海外でのジュゴン調査にも多く取り組まれています。ジュゴン

のことを知り、今、私たちに何ができるのか一緒に考えませんか。※チラシ参照 

日時：5月 19日（日）14:00～16:00（13:30開場） 

場所：難波学習市民センター（OCATビル 4階） 

講師：浅野四郎さん・元鳥羽水族館副館長 

参加費：大人 1000円、高校生以下 500円   ※事前申し込み不要 

問い合わせ先・主催：ジュゴン保護キャンペーンセンター・関西事務所 

 

講師（浅野四郎さん）プロフィール 

元鳥羽水族館取締役副館長、現在、同館顧問。1949年兵庫県西宮市生まれ。1972年近畿大学農学部水産

学科卒業、1973年鳥羽水族館入社、鰭脚類の飼育調教を行う。1977年よりジュゴンに関わり、海生哺乳

類の調査研究を行う。伊勢湾におけるスナメリ調査をはじめ、 海外でのジュゴン調査（1978年オースト

ラリア、1984年パラオ諸島、1985～1998年フィリピン）、アフリカマナティーの調査（1994年、1996年

西アフリカ、ギニア・ビサウ共和国）、 魚類ではシーラカンス調査（1987 年、1989 年コモロ諸島）。オ

ーストラリアでのカモノハシ共同調査（2001年オーストラリア）など。 

【著書】 『海の哺乳類』（共著、サイエンティスト社）、『ジュゴン』（フレーベル館）、『新・飼育ハンド

ブック』（分担執筆、日本動物園水族館協会）、『世界の動物/分類と飼育 4』（共著、東京動物園協会）、『海

獣水族館』（分担執筆、東海大学出版会） 

 

【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」開催 

ミッドウェー環礁が位置する北西ハワイ諸島は、米国の海洋国家遺産に指定された世界最大の海洋保護

http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html#oshima
http://www.sdcc.jp/plan/dugongasano20130519.pdf
http://www.sdcc.jp/plan/dugongasano20130519.pdf
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区です。しかし、日本を含む東アジア諸国から流出する大量のプラスチックゴミが洋上に滞留する海域

に位置するため、野生生物への深刻な影響が続いています。そんなミッドウェー環礁の現状を、海洋写

真家・杉森雄幸氏（OWSメンバー）の写真を含む約 30点の写真・解説パネルで紹介します（入場無料）。 

 モンベル渋谷店（東京都渋谷区） 期間：5月 3日～5月 19日 

 モンベル奈良店（奈良県奈良市） 期間：5月 25日～6月 9日 

 モンベル CC博多店（福岡県福岡市） 期間：6月 15日～6月 30日 

 ※以降全国 10カ所の会場で巡回展示します。OWSホームページ参照。 

 

 

ミスガイ（後鰓類）の産卵 

 2005年 4月 15日と 16日、京都大学理学研究科生物科学専攻の大学院に入学したばかりの若者、修士

1年目の 44人が、互いの交流を図るという新しい取り組み「インターラボ」で、各地の施設巡りの一環

として瀬戸臨海実験所を訪問した。実験所近くの番所崎の磯で彼らを対象に実施した観察会で、比較的

多数の個体が観察・採集されたが、軟体動物のミスガイが、とりわけ皆の目を引いた。 

ミスガイは巻殻を背負った

ウミウシ 

 白色の 1cmほどの貝殻に、一定

の間隔で黒い筋が多数、密に形成さ

れている。貝殻の周りに桃紫色の軟

体部を大きく広げ、ゆったりとタイ

ドプールの底をはっている。軟体部

の周囲はフリル状になっており、全

体を青白く縁取るといったおしゃれ

な着こなしだ。頭部には小さな黒い

目が一対ある。像は結べないが、光

を感じられる眼点だ。頭部には、触

角に類似する構造もある。軟体部は

全体をバラの花のようにも折りたた

むこともできる。だが、いくら軟体

http://www.ows-npo.org/activity/garbage/midway-montbell.html
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部を刺激しても、ある程度は収縮するが、貝殻の中に全部が収まらない。また、サザエなどのような石

灰質の厚い蓋も、ギンタカハマのような薄い角質の蓋もない。 

 ミスガイは、一見すると普通の巻き貝のようだが、内部構造を調べると、ブトウガイやカラスキセワ

タガイの親戚筋ということになる。クモガタウミウシなどが所属する後鰓類の一種である。この類は全

てが雌雄同体である。 

ミスガイの産卵 

 いくつかのミスガイは、他の個体との交尾が既に終了していたので、ラボで流水中で飼育すると、数

日後に、直径 1cmほどのバラの花のような白い卵塊を産んだ。採集後に瀬戸臨海実験所水族館の水槽で

飼育展示している。ずっと元気に生きており、小さな水槽で、いくつもの卵塊を産んでいる。 

 ミスガイは、結構、獰猛で肉食性だ。餌は生きたミズヒキゴカイを好む。ミズヒキゴガイは、幸い、

水族館に多数出現しているので活きの良い餌が手に入る。院生（当時）の河村真理子さんは、ミスガイ

の 1個体を飼っている。彼女の観察では、昼間は水槽の底に厚く敷き詰めた砂の中に深く潜って姿を見

せない。実際に野外から捕獲されたばかりのミスガイがミズヒキゴカイを食べるのか、昼間だったが、

しばらく絶食させてから試してみた。すると、ミスガイは、餌の近くへ寄ってきたと思いきや、口から

白い棒状のものを突き出し、あっという間にミズヒキゴカイを丸のみにしてしまったのだ。こうして 2

個体のミズヒキゴカイが次々と襲われた。 

 今年はミスガイの個体数が多い。2005

年 5月下旬に磯観察を 3度実施した番

所崎のタイドプールでも、毎回ミスガ

イが多数はっているのが観察された。

ここでも産卵していた。タイドプール

の砂底にアンカーのようなもので卵塊

が流されないように固定している通常

の産卵方法に加えて、褐藻上にも産卵

しているので驚いた。水族館で産卵し

たのも通常方法だ。同じ仲間であるウ

ミウシ類なども形と色が美しい卵塊を

産む。ミスガイの卵塊中に点々と見え

るのが 1個ずつ発生中の受精卵だ。寒天状のぶよぶよした包みで保護されており、波浪がきても傷つく

ことはない。プランクトンとなって海中に漂う生活をするようになるまで、そのゆりかごで成長する。

巻き貝のような殻を持った幼生が、無数と言えるほどの数で孵化しても、ほとんどが海の食物連鎖の中

で他の生物たちのご馳走となってしまうが、中にいくばくかの運のいい個体が生き残って種を存続させ

ているのである。                           図：ミスガイとその卵塊 
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 タイドプールのあちらこちらでは、寿命を全うし、軟体部のぬけた貝殻も見つかった。ミスガイの北

浜での打ち上げはごく少数しかない。これは殻がうすくて波浪によって容易に壊れてしまうからだ。ミ

スガイの近縁種の貝殻もみな同様に脆い特徴がある。ミスガイの地理的分布は広く、房総半島以南のイ

ンド洋～西太平洋の浅海。水深 20mまでの岩礁底の砂地に生息する。 

 

 

 大橋信彦会員から創作童話を送っていただきました。海にまつわる読み切りの昔ばなしで、

宮城県名取市の閖上（ゆりあげ）地区が舞台です。はじまり、はじまり…… 

スカガニ こたろう（ある古老の昔ばなし） 

その昔、閖上(ゆりあげ)がまあだ東多賀村(ひがしたがむら)と呼ばれておった頃のはなしじゃ。ゆりあげ

の浜には“須賀がに”（スカガニ）が居ってな、砂ん中に巣穴を掘って暮らしておった。昼は穴ん中で

寝ておって、夜んなると出てきてエサをあさるんじゃ。浜に流れついたモグをひっくり返すと、そこに

よくスカガニが居たもんだ。モグについてるトビムシだのイサダだのば食ってたんだべな。スカガニは

な、砂とそっくりの色なんで見つけんのも容易でねえんだが、こいつらがまたえらくすばしっこくって

な、目の前からパッと消えてすぐに巣穴さ隠れてしまうんじゃ。月夜の晩など、影だけ走りまわってる

ように見えるんで、村のもんは気味わるがって“幽霊がに”って呼んでおった。 

じゃが、わらすこめらはスカガニが大好きじゃった。クリクリッとした大っきな目をピンと立てて、「来

るな、来るな！」ってハサミを振りまわすかっこうも面白くてな、わらすこめらは昔から浜でスカガニ

を追っかけては遊んでおった。じゃけんど、わらすこにかんたんにつかまるようなスカガニではねえ。

アッという間に巣穴さ隠れてしまうんで、わらすこめらは白い砂ば穴ん中さ入れて、そいづばたよりに

掘っていくんじゃ。一尺も掘れば砂が湿ってきて黒っぽく色が変わってくるがらな、そんときに白い砂

が目印んなるってわけじゃ。そんでも、穴の底まで掘っていくのは容易なこっちゃねえ。けっこう深く

まで潜ってるがらな、やつらは。そんなわけで、スカガニつかまえたわらすこはすっかり英雄気取りじ

ゃった。 

その頃の村は貧しくてな、病気んなってもくすりを買う金もなかったんじゃ。そんなとき、村にこんな

うわさがひろまった。「スカガニ食うど、病気なおるんだど。風邪ひぎさも効ぐんだどや」。それを聞

いた村のもんは片っぱしからスカガニばつかまえたんだど。なかには、“カニ捕り”って言われるよそ

もんまで現れて、捕ったカニを町で売って歩いたそうじゃ。浜の漁師の家には囲炉裏があってな、病人

が出ると、捕ってきたスカガニを囲炉裏で焼いてすり鉢ですって、こなぐすりにして病人に飲ませたん

だど。何の因果か、スカガニには気の毒なはなしだ。 
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浜で漁師やってた源(げん)さんという爺さんが居ってな、孫の芳蔵(よしぞう)と二人で浜のそまつな小屋

で暮らしておった。その年の秋も深まった頃、源さんが浜に出て焚きつけにする流れ木を集めてると、

モグの陰でゴソゴソ動くものがあるんじゃと。そばに寄ってよおく見ると、そこに小さなスカガニが居

ったど。冬が近くなれば、スカガニはおかの方に上がっていって、そこに深い穴を掘って冬眠するそう

じゃが、親にはぐれた子ガニは浜にとり残されて、モグん中でエサば探してたんだべな。その子ガニは

青くて透きとおったとくべつきれいな色をしておったそうじゃ。源さんは子ガニが哀れんなってな、家

に持って帰ったんじゃと。 

孫の芳蔵は、「じっちゃん、こいづば飼ってもいいべ？ オラ、こいづば育でっから！」と、それはもう

たいへんな喜びようだったど。そうして、子ガニに「こたろう」って名前まで付けたんだそうじゃ。源

さんはこたろうのために小さな砂小屋をつくってな、その日から、芳蔵はせっせとこたろうの世話をし

たそうじゃ。イサダだの、トビムシだのば捕ってきて、「こたろう、食え！」って、毎日、エサを与え

たんだど。「芳蔵、こたろうは冬眠すんだがらもういいんでねえのが」と源さんが言っても、「オラ、

こたろうば育でんだがら！」って、なかなか言うことを聞かなかったそうじゃ。 

春になって、ハマエンドウが芽を出す頃になると、源さんは、芳蔵に向かってこう言ったそうじゃ。「芳

蔵、こたろうば放すてやっぺ。親も兄弟も待ってっぺがらな」って、優しく芳蔵をさとしたそうじゃ。

すぐには承知しなかった芳蔵も、しばらくたってから、ひとりでこたろうば浜に放してきたど。 

それから二年ほどたった秋のこと、村に悪い病気がはやってな、芳蔵も病気にかかってしまったんだど。

源さんのとぼしい稼ぎじゃ、医者に連れて行くこともくすりを買うこともできねえ。くすり代借りに行

っても、「オラんどごも、病人抱えでんだがら」って、うけあってくれる村のもんは誰もいなかったそ

うじゃ。芳蔵のぐあいは悪くなる一方で、困りはてた源さんはふとスカガニのことを思い出したど。「ス

カガニ捕っさ行ってくっぺがな、いやいや、そいなごどしたら芳蔵ば泣がせるごどんなる」。源さんは、

来る日も来る日も悩んでおったど。ある晩おそく、寝ていた源さんの耳に、ゴソゴソ、バチバチッとい

う聞きつけない物音が聞こえたそうじゃ。音のする方にそーっと行ってみるど、なんと！スカガニがわ

んさど囲炉裏のそばさ集まってきて、つぎつぎと囲炉裏さ身を投げていたんだど。「なんだべ、まず！」

と驚く源さんの目に、青く透きとおったとくべつきれいなカニがはっきりど見てとれたそうじゃ。「も

しや！」と源さんが声を出す間もなく、カニは火の中さ飛び込んだんだど。 

はやり病いが治まった頃、村さまた、こんなうわさがひろまっていたど。「あの晩、オラ、不思議なも

のば見だ。月夜の晩だったがら、はっきりど見えだんだ。スカガニがぞろぞろ歩いでおった。どごさ行

ったがわがんねげっと、青い光ん中で、それは神々しいながめだった。あれがら間もなぐ、源さんどご

の芳蔵も雄作丸(ゆうさくまる)の婆さんも、みんな元気んなった。もしがすっと、“幽霊がに”は 神様

がすがだば変えでだのがもわがんねなあ。」 

「んだ、んだ。“幽霊がに”は ほんとは“神様がに”なんだ。」 
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源さんは、あの晩のことは芳蔵には話さなかったそうじゃ。内緒で“こたろうの墓”を海の見える丘に

立ててな、ときおり手を合わせておったそうじゃ。 

（おしまい） 

備考 

・須賀がに＝須賀(すか)は宮城県名取市閖上(ゆりあげ)浜の地域名で、そこに生息する蟹を地域の人は 

      スカガニと呼びました。スカガニ＝すながに(標準和名) 。 

・モグ＝ 海藻類  

・わらすこ＝童子 

 

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。 

 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、送金の内容

について事務局にお知らせ下さい。 

 

 

7．編集後記 

春の快晴の一日、淡路島の南端で「歌と講演の会」と「自然観察会」を行いました。直前の地震の影響

もあってか参加者は少なめでしたが、参加した皆さんは大満足されたようです。美しい海、美しい砂浜、

そして希少な生物を育んでいる磯を歩き、海の生き物に初めて触れた子供たちも多く、日頃の生活が海

と切り離されていることを実感しました。子供たちにもっと海のことを知ってもらいたい、そして次の

世代に美しい海をそのまま残してもらいたいと願いました。今回の企画にはこれまでになく多くの子供

たちが参加してくれました。私たちの活動も子供たちへの視線をもっと持たねばならないと感じました。

反省点も多い会でしたが、希望も見えてくるイベントでもありました。楽しい講演をしていただいた倉

谷うららさん、やさしいきれいな声で海の歌を歌って下さった江藤ゆう子さんに、あらためて感謝いた

します。（宏） 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 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。 

 

メールマガジン『うみひるも』第 118号 

2013年 5月 1日発行 

発行「海の生き物を守る会」代表 向井 宏 
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〒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 
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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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