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「今月の海の生き物」 クロフジツボ Tetraclita japonica ：  
 

節足動物甲殻綱。とてもエビカニ類と同類とは思えない形をしたフジツボ類は、貝の仲間と間違わ

れることが多い。かつては動物学の専門家さえ、そう思っていた。フジツボ類は、蔓脚亜綱で、有柄

目と無柄目から成る。同じと

ころの岩に付着していても、

クロフジツボは無柄目で、カ

メノテは有柄目に属する。ク

ロフジツボは、本州から琉球

列島までの、やや波あたり

の強い外洋域から内湾入り

口付近の岩礁潮間帯中部

から下部にかけて群生する

大型のフジツボである。殻は

灰色から黒灰色で、表面に

粗い縦走する隆起線がかな

りはっきりしている。成長す

ると直径は 3～4cm にもなり、

潮間帯のフジツボの仲間で

は、大型である。近縁な種

に、タイワンクロフジツボとミ

ナミクロフジツボがあり、本

種分布域の南方では、3 種

が同居するところもある。タイ

ワンクロフジツボは、やや赤っぽい殻をしており、ミナミクロフジツボはやや緑色を呈することで、判

別できる。殻口は、若い個体では狭いが、成長するにつれて大きく開いている。 

（兵庫県南あわじ市吹上浜にて  向井 宏撮影） 

http://www.e-amco.com/
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ホームページを新しくしました 

永らく当会のホームページは更新も途切れがちで、「うみひるも」のバックナンバーも記憶容量の少な

さのために、これまで発行してきたすべてのバックナンバーを登載することができず、利用者にはご不

便をかけてきました。この度、佐藤千草会員のご協力と Patagonia さんの助力により、新しいホームペ

ージを開設することができました。URL は次の通りです。新 http://www.e-amco.com/ まだ、工事中

のページもありますが、徐々に完成させていくつもりです。更新もなるべく頻繁に行いたいと思います

ので、しばしば訪れていただければ幸いです。なお、これまでのホームページも、新しいホームページ

が完成するまで、しばらくは存置する予定です。http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html/   

 

 

 

 

 

 

http://www.e-amco.com/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html/
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【東北】 

●今月中に地下水を海へ放出 福島第一原発で東電方針 

毎日 400 トンの地下水が放射性物質汚染水に加わり続けている福島第一原発では、汚染水の貯蔵場所が

無くなりつつあり、しかも地下貯蔵施設からは汚染水が漏れ、海への流出が起こった。東京電力では、

地下水を流入する直前に組み上げて、直接海へ流すために汲み上げポンプの工事を進めている。しかし、

地下水がまったく汚染されていないはずはなく、高濃度汚染が続いている原発敷地の地下水である以上、

ある程度の放射性物質による汚染水を海に流すことは、問題が大きい。東電の報告では、1リットルあた

りセシウムが 0.12ベクレル、トリチウムは 39ベクレルだと言う。東電は 13日に福島県漁業協同組合長

会議に出席して、今月中にも海への放出について理解を得たいとしている。しかし、それでも汲み上げ

るのは一日 100 リットル程度。相変わらず毎日 300 リットルの地下水が流れ込み、高濃度汚染水が増え

続ける。放射性物質を海へ流出させることは、世界の海への犯罪となる。事故を起こしたら原発は人類

の生存を危機におとしめるものであることがはっきりした。すべての原子力の利用を、日本はただちに

止めて、将来の世代にきれいな環境を引き継がねばならない。 

【関東】 

●各地の浜でハマヒルガオ 花ざかり 

千葉県富津市洲原の海岸では、砂浜に自生するハマヒルガオが花ざかりを迎えている。また、静岡県静

岡市駿河区の大浜海岸でも、ピンク色でかれんなハマヒルガオが今を盛りと咲いている。ハマヒルガオ

は、海岸の砂浜に生育するヒルガオ科の多年草で、日本本州各地の砂浜では最も普通に見られるが、近

年は砂浜が減少したり、砂浜の後背地がコンクリート護岸で区切られたりして、辺り一面のハマヒルガ

オの花ざかりを見ることができる場所も少なくなってしまった。 

 

【中部】 

●御前崎でクジラが漂着 死亡 

静岡県御前崎市白羽の海岸に、5 月 8 日朝、クジラが 2 頭打ち上げられているのが発見された。救助作

業を行ったが、2 頭とも死亡した。体長 3m50cm ほどの雌 1 頭と、2m ほどの雌 1 頭であった。御前崎

市が専門家に調査を依頼したが、現在のところ、コマッコウクジラかオガワコマッコウのどちらか、と

いうことである。 

 

●設楽ダムは最終段階に 設楽町長が見通し 

愛知県豊川の最上流部に建設を予定している設楽ダムについて、設楽町長は臨時町議会で「最終段階を

迎えている。近く国交省中部地方整備局が大村知事に意見を求め、回答が出されるだろう」との見通し

を述べた。設楽ダムについては、多くの住民からの反対意見があり、国交省は民主党政権のもとでダム

建設の見直し作業を続けてきたが、国交省が作った見直し委員会で建設を是とする答申が出されたこと
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から、同ダムの建設が近いと設楽町長は期待を述べたようだ。設楽ダム建設によって、三河湾のアサリ

の稚貝の大部分を供給している六条干潟に大きい影響が出ることが憂慮されており、今後の三河湾の環

境変化に注目したい。 

 

【近畿】 

●アマモ場が復活 水質環境が改善か 

大阪湾の阪南市の海域で、アマモ場が復活しつつあることが、NPOらの潜水調査で確認された。大阪湾

は、かつては広大なアマモ場があったが、高度成長期に埋め立てや水質汚染が進み、アマモ場は消失し

てしまった。大阪府では、1977年に調査の結果、アマモ場は消失と記録している。その後、瀬戸内海環

境保全臨時措置法（のちに特別措置法）の施行による負荷の規制により、1980年代から徐々に水質の改

善が進んだ。今年、NPO環境教育技術振興会による調査で、葉の長さ 1mほどのアマモが、幅 5～10m、

長さ 200mにわたって自生していることが確認された。同海域では、数年前に NPOなどの手によってア

マモの種子を播いたことがあり、その結果アマモが再生したという説もあるが、一般にアマモの種子は 1

年を超えて底質の中で生き残ることはできないことが分かっており、このアマモ場の再生は、水質の改

善による自然再生と考えられる。 

 

【中国】 

●猫顔のホシセミホウボウを捕獲 山口県では 5 匹目 

蝉の羽のような大きな胸びれが特徴で、猫に似た顔をしているホシセミホウボウが、山口県長門市青海

島沿岸の定置網で捕獲された。水深 90～300m とやや深い海の砂や泥の海底に生息している。山口県で

は記録が残っている 1950年以降、5匹目と珍しい種である。全長は 35cm、重さ 444g で、胸びれの長

さは両方を広げて 50cmにもなるという。山口県水産研究センターが萩市の萩博物館に寄贈した。今後

展示される予定。 

 

【九州】 

●無法な海砂採取で環境破壊 海砂利権の闇を追求しよう 

 コンクリートなどの骨材としての海砂の採取は、各地で環境破壊を引き起こしているため、瀬戸内海

では現在では全面禁止の措置が執られている。一方、九州では依然として海砂採取が続いている。特に、

福岡県沖玄界灘の採取量は年間最大 400 万立米、平均でも 250 万立米と膨大である。玄界灘では、主と

して福岡県の 14社で組織された「博多海砂採取協同組合」が海砂を採ってきた。海砂採取が玄界灘の環

境を破壊しているという指摘があったことにより、福岡県では、2002 年から民間業者に委託して海底の

実態調査を行っていた。その報告書には、「漁業価値の著しい低下」や、「回復には 20年ほどかかる」「グ

ミ（ナマコの一種）が大量発生している」ことなど、海砂採取による環境被害がきちんと記されていた。

しかし、福岡県は何らの対策もとろうとしなかった。 

 そして、再び海砂採取問題がクローズアップされたのは、海砂採取の掘削深の問題だった。福岡県一
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般海域管理運用要綱には、「掘削深は、１メートル以内であること」と書かれているが、採取業者はこの

規定を守らず、採れるだけの海砂を海底からバキュームアップしていたため、海底は凸凹がひどい状態

になっていた。新聞などの報道で対応を迫られた福岡県は、業者を取り締まるのではなく、逆に要綱を

変更し、業者とその利権を擁護した。要綱は、１ｍ以下という深度の規定を無くし、「部分的に深掘りを

してはならない」と変えた。これによって海砂採取業者は、好きなだけ採ることができるようになった。

さらに問題なのは、玄海沖の海砂採取に関する許可権限をもっている福岡県が、海砂の量を確認する「賦

存量調査」を過去 28年間も怠ってきたということである。海域の環境保全と適正な利用をうたった福岡

県一般海域管理条例の趣旨に反して調査を怠ってきた県は、批判に沈黙したままである。環境よりも海

砂利権が優先されてきた結果であるといえる。 

 一方、博多海砂採取協同組合は、組合員の資格として自己の採取船を保有していることを自らの定款

で義務づけていたが、実際には 14社のうち 10社が採取船を保有していなかった。「中小企業等協同組合

法によれば、定款が守られていない段階で、この組合は違法状態となる。操業停止などの措置がなされ

ていなければいけないはずなのだが、福岡県は、この組合を定款に縛られない「協業組合」に組織変更

することを認めて、要綱にこの協業組合を採取業者と認める条文を書き加えた。福岡県は海砂採取業者

の杜撰な組織運営も採取方法も容認し、利権の存続に力を貸し続け、環境破壊に加担してきた。 

 昨年末、沖縄県の普天間基地の代替え基地建設のための辺野古沖埋め立て許可申請が沖縄防衛局から

出されたが、その埋め立てに使う膨大な土砂の供給先は、アセス義務を回避するために「購入する」と

記述されている。その土砂のほとんどが沖縄や九州の海砂と考えられている。この玄界灘の海砂採取を

止めさせることは、辺野古沖の貴重な海を埋め立てることを防ぐことにもなるだろう。玄界灘の海砂採

取問題は、玄界灘の環境破壊のみならず、沖縄の海の生き物にも多大な悪影響を与えることになる。注

目し続けたい。 

 

●有明海のアサリ大幅に減少 潮干狩り船の運行停止相次ぐ 

有明海では、アサリなどの二枚貝の生産が大幅に減少しているが、今年はさらにアサリの生産が減少し、

毎年初夏の風物詩とされている潮干狩り船の運行中止が相次ぐ事態となっている。昨年の九州北部豪雨

の影響があるのではと言われているが、原因ははっきりしない。これまでも続いてきた二枚貝生産の減

少傾向がさらに加速された。諫早湾干拓事業が有明海の環境変化に致命的な影響を与えたというのが、

もっとも納得される説明である。一時も早く諫早湾の潮受け堤防の開門を行い、有明海の再生を目指さ

なければ、有明海は東京湾や大阪湾と同じようなヘドロの海に変わってしまうだろう。 

 

●松枯れ被害が過去 10 年で最少 唐津市虹ノ松原 

国の名勝に指定されている佐賀県唐津市の虹ノ松原で、森林管理者やボランティアの手で、害虫による

松枯れの状況を点検した。今年は被害が少なく、昨年 71本を記録したが今年はわずか 6本にとどまった。

この記録は、過去 10年間で最も少ない結果だった。毎年行っている薬剤散布と枯れた松の早期伐採の効

果が出ていると県森林病害虫等防除連絡協議会では見ているが、全国的な松枯れの収束傾向と軌を一に

しているようである。90年代の被害木は数千本あったが、98年以降は 100～300本で推移しており、昨

年は 289本だった。 
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●ゾウクラゲを大分県で捕獲 

大分県佐伯市米水津間越沖の定置網に生きたままかかっていたゾウクラゲが捕獲された。ゾウクラゲは

軟体動物の巻貝類の仲間で、体は半透明のゼリー状で、内蔵はゼリー状の体の中で殻に包まれている。

クラゲの名前がつくが、クラゲではない。口が象の鼻のように長く伸びているのが特徴。巻貝の仲間で

あるが、扇形の足をひれのようにして泳ぎ、プランクトン生活をする。ゾウクラゲは熱帯から温帯の外

洋に生活しており、沿岸で採集されることは少ない。捕獲されたゾウクラゲは体長約 40cm。 

 

●クサフグの産卵始まる 延岡 

宮崎県延岡市鯛名町の海岸で、春の風物詩であるクサフグの産卵が始まった。クサフグは、春から夏に

かけて、大潮の前後の時期に関東以西の砂利浜にやって来て、波打ち際で多くの雄雌が集まり集団で産

卵する。雄は雌の産卵に合わせて砂利の浜にやってきて岸辺で体を震わせながら放精する。産まれた卵

は砂利の隙間に入り込み、砂利に付着後 3-4日で孵化し海に帰っていく。瀬戸内海の上関では、原発建

設予定地の長島田ノ浦でもクサフグの産卵が毎年見られ、長島の自然を守る会が観察会を催している。 

 

●蛸壺に多量の砂 蛸の死亡が相次ぐ 

鹿児島県鹿児島湾（錦江湾）に仕掛けた蛸壺に、砂が多量に詰まる現象があり、中に入っていたタコが

相次いで死ぬ被害が出ている。鹿児島市漁協では、その被害が昨年一年間で約 1000万円にも上ったとし

ている。原因は不明だが、何らかの生き物の仕業ではないかとされている。ウミガメやイルカが“犯人”

とする説もあるが、原因は不明のままだ。 

 

【沖縄】 

●那覇市の街中にサメが出現 オオメジロザメ 

沖縄県那覇市の国際通り近くを流れる安里川で、オオメジロザメらしい小型のサメが泳いでいるのが発

見された。体長はそれぞれ 70cm と 1m。大きくなると 3mを超し、人をも襲うことがあるというオオメ

ジロザメの子供だろうと思われる。オオメジロザメの子供はときに川を遡ることもあるという。 

 

●大浦湾の日本新記録のカニ ニシヒラトゲコブシ 

沖縄県名護市の大浦湾で採集されたコブシガニの一種が日本で新記録種と認定され、このたび琉球大学

大学院理工学研究科の藤井琢磨さんが、トゲコブシ属の一種で和名をニシヒラトゲコブシと命名して記

載発表した。この種は、タイやインドネシアでは見つかっており、甲は薄いピンク色をして 9本の棘を

もつ。歩脚も長く、美しいカニである。和名のニシヒラは、大浦湾の海を愛し、埋め立て反対の運動を

行っている地元のダイビングチーム「すなっくスナフキン」代表の西平伸さん（名護市瀬嵩）にちなん

で付けられた。 
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【関東】 

◆生物多様性の日 記念 市民シンポジウム 

～愛知ターゲットが導く、近未来社会への挑戦～ 

主催：国連生物多様性の 10年市民ネットワーク 

日時：5月 26日（日）13:30-17:30（予定）13:10開場 

場所：東京都千代田区丸の内 3-1-1 帝劇ビル B1、TKP東京駅丸の内会議室 カンファレンスルーム 3 

対象：国際条約（特に生物多様性条約）に関心のある NGO/NPO、環境問題解決に関心のある科学者・研究

者・市民・学生、 生物多様性マネジメントを任されている自治体担当者 

★申し込み：専用ウェブサイトから 

参加費：無料 

定員：60名 

◇プログラム（予定） 

13:30-13:35 プログラム紹介／聞きどころ  国連生物多様性の 10年市民ネットワーク 高山進代表 

第 1部 現場から見えてくる課題 

13:35-14:10 基調講演： 生物多様性の法体系と地域の暮らしをつなぐ（仮題） 

横浜国立大学大学院環境情報研究院 及川敬貴 准教授（愛知ターゲット 5,6,7,8,9）質疑 

14:10-14:35 ホットスポットと生物多様性： 沖縄のサンゴ礁を守る～辺野古～ 

日本自然保護協会 保護プロジェクト 志村智子 部長（愛知ターゲット 10）質疑 

14:35-15:00 復興と生物多様性：海と田んぼからのグリーン復興 PJ ～浦戸諸島～ 

一般社団法人イーフロント 蓑原茜 理事（愛知ターゲット 14) 質疑 

第 2部 愛知ターゲットが導く、近未来社会への挑戦 

15:15-15:30 愛知ターゲットを支える活動を集結する「にじゅうまるプロジェクト」の現状と今後の展開 

国際自然保護連合日本委員会 道家哲平氏（愛知ターゲット 1) 質疑 

15:30-15:45 生物多様性保全を損ねる、インセンティブを変える 

特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会 鈴木希理恵 理事（愛知ターゲット 3) 質疑 

15:45-16:00 自然資本を測る：ホットスポット評価プロジェクト※未（愛知ターゲット 11,12,15) 質疑 

16:00-16:45 国際会議での NGO連携活動 

  国連生物多様性の 10年市民ネットワークの団体募集と幹事募集 

  持続可能性 国連持続可能な開発会議（リオ＋20）     せいぶつ多様性ねっと 今井麻希子 

  生物多様性 生物多様性条約／名古屋議定書 

大阪経済法科大学 武者小路公秀 アジア太平洋研究センター特任教授 

  農業と暮らし カタルヘナ議定書／世界農業遺産国際会議／SATOYAMAイニシアチブ ※講師調整中 

第 3部 総合討議 

16:45-17:30 NGOネットワークへの期待と挑戦 （第 1部、第 2部講師、会場より） 

 

http://tkpteigeki.net/access/index.shtml
http://p.tl/vfhh
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【近畿】 

◆平日に楽しむ海の観察会 岬町・長松海岸の磯観察 

大阪府内で磯観察といえば、みさき公園の裏、長松自然海浜保全地区が有名です。市民大学や自然かん

さつ塾でも大人気のフィールドで、ヤドカリ、ヒトデ、ウニ、ウミウシ、アメフラシ、イソギンチャク

などを観察します。実験や解剖にも挑戦してみましょうか。 

主催：大阪自然環境保全協会 

日時：5月 24日（金）12：55～14：30頃 小雨実施 

場所：岬町・長松自然海浜保全地区 ←10：00に南海「みさき公園」駅改札前に集合 

交通：難波 9:10発サザン 9号（後 4両自由席）乗車、9：55「みさき公園」下車。駅から徒歩約 25分。 

対象：どなたでも 

参加費：300円 

定員：15名 申し込み期限：5月 21日（先着順） 

持ち物など：弁当、水筒、長靴または濡れてもいい運動靴、帽子、筆記用具、あれば容器等採集道具、 

      ルーペ等観察道具、図鑑（海岸動物） 

★申し込み：メールにて、標題を「5/24 長松海岸申込み」として、１．参加者全員のお名前、２．代表

者の住所、電話番号、メールアドレス、を書いてお申し込みください。折り返し参加可否を連絡します。 

問い合わせ：umi@nature.or.jp 

 

◆海のふしぎ観察会 海辺の生きもの観察 in 甲子園浜 

主催：大阪自然環境保全協会 

日時：5月 25日（土） 9:30～15:00頃 小雨実施 

場所：甲子園浜（西宮市） 

     ←9：30 阪神甲子園駅西改札口、または 10：00現地（甲子園浜自然環境センター）集合 

交通：阪神甲子園駅から徒歩 30分かバス 10分（阪神バス浜甲子園もしくは浜甲子園運動公園前下車） 

対象：小学生以上どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

参加費：大人 300円、小中学生 200円 ※家族 500円（保険代、資料代） 

定員：30名 申し込み期限：5月 18日（先着順） 

持ち物など：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、あれば双眼鏡 

★申し込み：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。

umi@nature.or.jp  折り返し参加可否を連絡します。 

問い合わせ：保全協会内「海の観察会」係 06-6242-8720  当日連絡先：北村 090-3356-3098 

 

◆和歌の浦干潟観察会（第 21 回） 

ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、コメツキガニの砂団子、水際に群がるヤドカリ類、テッポ

ウエビ、絶滅寸前種のイボウミニナなど、たくさんの生き物を観察できます。 

主催：和歌山大学教育学部生物学教室 わかのうらひがた俱楽部 
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日時：5月 26日（日）13：00〜15：00 雨天中止（小雨決行） 

観察予定地：観海閣（和歌山市・妹背山）周辺の干潟 ←13：00観海閣（玉津島神社の向かい）集合 

参加費：資料一部 300円（希望者のみ） 

持ち物など：長靴か泥にはまっても良い靴（サンダル・水雪駄は泥に足を取られるので不適）、帽子、 

      軍手、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。 

問い合わせ： tkoga@center.wakayama-u.ac.jp、または 090−4499−3157古賀まで 

※7月 21日（日）10：00〜有田川河口干潟、9月 6日（日）13：00〜和歌の浦干潟でも観察会を予定 

 

◆磯の生き物観察会（鳥羽市海の博物館） 

博物館から 20分ほど歩くと、岩がごつごつした磯が広がります。潮がひくと生きものいっぱいのタイド

プールがあらわれ、岩のすき間や表面にウミウシ類やヒトデ類などを発見することができます。 

日時とテーマ： 5月 26日(日) 11：00～14：00 ウミウシを探そう！ 

  6月 23日(日)  11：00～14：00 ヒトデを探そう！ 

  8月 24日(土) 岩にくっつく生きものを調べよう！ 

定員：30名程度（要予約） 

参加費：小学生以上 800円（入館料込み） ※低学年は保護者同伴、未就学児は参加できません 

持ち物：濡れても良い靴、帽子、お弁当等  

 

◆「若狭湾の愉快な生きものたち ～海と人との望ましい関係～」益田玲爾氏の講演 

企画・運営：いきもの多様性研究所（「第 6回 一日中 水・水のえん」の一環） 

若狭湾には個性豊かな生きものたちが生息しています。世界で初めて「魚類心理学」を提唱した益田先

生は、毎日のように若狭湾に潜り、季節ごとの生きものたちの様子を観察して来られました。高浜原発

が稼働停止していた間は、稼働中に近くの海に生息していた南方系の魚が減り、原発からの温排水が海

の生態系に大きな影響を及ぼしていたことを明らかにされました。今回は、若狭湾の生きものたちの興

味深い暮らしぶりや、原発や護岸工事、海水汚染などの人間活動が海に及ぼす影響などについてお話し

ていただき、私たちと海との関係を問い直すきかっけにしたいと思います。 

日時：6月 1日(土) 14:45～16:15   

場所：京町家 さいりん館（京都府中京区室町二条上る冷泉町 65） 

講師：益田 玲爾 氏（京都大学フィールド科学教育研究センター准教授、舞鶴水産実験所所長） 

定員：30名 

参加費：500円（「水のえん」参加費として） 

★申し込み：5月 31日までに下記連絡先までメール、FAXにてお申込ください。 

連絡先：いきもの多様性研究所事務局 〒604-8862 京都市中京区壬生森町 13-34  FAX：075-203-6449 

inst.biodiversity@gmail.com  ・ 

 

◆のぞいてみよう！海の「草原」アマモ場の生きものたち（名古屋港水族館） 

日時： 6月 9日(日)  

場所：知多半島 片名海岸  

http://sairinkan.com/?page_id=16
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★応募締切： 5月 27日(月）必着  

 

◆干潟の生き物観察会（鳥羽市海の博物館） 

博物館から 10分ほど歩いた干潟では、イカ・アミメハギ・ヨウジウオ・コメツキガニなど干潟や藻場な

らではの生きものに出会うことができます。 

日時とテーマ：7月 21日 イカの卵と赤ちゃんを探そう！ 

定員：30名程度（要予約） 

参加費：小学生以上 800円（入館料込み） ※低学年は保護者同伴、未就学児は参加できません 

持ち物など：濡れても良い靴、帽子、お弁当等 

 

【沖縄】 

◆ジュゴンの海を学んで・遊んで・きれいにしよう！ 

海の哺乳類ジュゴンがどんな環境で生きているのかを楽しく学び、ジュゴン・クイズで素敵な景品をゲ

ットし、ジュゴンの大好きな海草を探し、ジュゴンが食べた跡の観察をします。最後に、ジュゴンの棲

む海辺がいつまでもきれいであるようにビーチ・クリーンもします。 

主催：北限のジュゴン調査チーム・ザン 

日時：6月 9日（日）10：00～14：30 

場所：沖縄県名護市嘉陽海岸 松浜荘駐車場 集合 

対象：親子および一般（中学生以下は保護者同伴） 

定員：30名（要予約） 

参加費：保険料等 300円 

持ち物：昼食、飲料水、帽子、日焼け止め、水着と着替え、軍手。マリンシューズまたは濡れていい 

   運動クツ（島ゾウリは不可）。シュノーケル用具（無い人は申し込み時にあらかじめ申し出のこと） 

★申し込み・問い合わせ： 090-8032-2564（鈴木）n-hokugen.19@kjd.biglobe.ne.jp 

 

◆ウミガメ放流会 沖縄美ら海水族館 

毎年恒例の「ウミガメ放流会」は、ふ化してから約 1年、海洋博公園で飼育された仔ガメたちをエメラ

ルドビーチから標識放流します。｢ウミガメ放流」の後には「ウミガメ体験学習」も開催します。ウミガ

メとのふれあいを通して沖縄の海や自然について関心を深めていただきたいと思います。 

日時： 6月 30日（日）10:30～11:15 ※悪天候時は 7月 28日（日）へ延期 

場所：海洋博公園・エメラルドビーチ（眺めの浜）  

参加費：無料  

定員：85組（1組 1名～5名様まで応募可能）応募者多数の場合は抽選により決定します。  

★応募方法：往復はがきによる一般公募 (記入方法は下記をご参照ください) 6月 10日（月）必着 

参加資格：小学生以上(小学生は保護者同伴) ※実施日（6/30）と予備日（7/28）のどちらの日程で

も参加可能な方。車イスの方もご参加いただけます。  
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◆ウミガメ体験学習 沖縄美ら海水族館 

日時： 6月 30日（日）11:30～12:30 ※悪天候時は 7月 28日（日）へ延期 

場所：海洋博公園・エメラルドビーチ(眺めの浜・憩いの浜)  

参加費：無料  

内容：（1）ウミガメの生態や形態に関する解説（2）ウミガメの目線で上陸・産卵などの疑似体験  

定員：40名（応募者多数の場合は抽選により決定）  

応募方法：往復はがきによる一般公募（記入方法は下記） 6月 10日（月）必着 

参加資格：ウミガメ放流に参加予定の小学生で、当選した方（保護者の同伴が必要）。1枚の往復は

がきで 5名様までまとめて応募可。ただし、放流する仔ガメは１グループにつき 1個体となります。 
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『生きるとは？――海の森林が教えてくれたこと なぜ昆布は死んでからダシが出るのか』 

著者：横浜康継 

判形：電子本（Kindle版）1670KB ※紙の本に換算すると約 68 ページ 

出版社：インプレスコミュニケーションズ 「impress QuickBooks」シリーズ 

発行日：2013年 4月 25日 

価格：500円（税込） 

 海藻学者の横浜康継先生には、『海藻の謎』（三

省堂）や『海の森の物語』（新潮選書）など多数

の著作があります。「うみひるも」にもエッセイ

が連載された時期がありました。今回の新刊は、

著者初の電子本です。 

 2011年春に横浜先生は『自分さがしの自然観察

―私たちはなぜ生きている? 』（生物研究社）で

「なぜ生きるのか」という根源的な問いを投げか

けました。当時センター長を務めていた宮城県南

三陸町自然環境活用センターを巨大津波が襲った

のは、ちょうど同書の出版間際だったそうです。

そのタイトルには「南三陸町からのメッセージ」

という言葉が書き添えられました。 

 当日たまたま東京にいて助かった著者は、その

後さらに「生きる」意味を問い続け、より幅広い

読者に向けて電子本『生きるとは？―海の森林が

教えてくれたこと なぜ昆布は死んでからダシが

出るのか』を執筆しました。海辺に暮らし生命を

見つめてきた著者ならではの１冊です。 

 

『干潟ベントスフィールド図鑑』 

著者：鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森敬介・多留聖典 

判形：縦 17cm横 10.5cm、ソフトカバー、カラー257ページ 

出版社：日本国際湿地保全連合 

出版年：2013年 

価格：1680円（税込み） 

 本書は、干潟に棲む貝やカニやゴカイなどベントス（底生動物）を調べたいが、どうすればいいか分

からないという声に答えることを目的として作られました。調べたいときにすぐに役立つ写真図鑑です。

南西諸島を除く全国の干潟で見られる代表的なベントスについて、写真を掲載し、同定のポイントを示

http://goo.gl/lWGm5
http://goo.gl/lWGm5
http://goo.gl/nJdxA
http://goo.gl/nJdxA
http://goo.gl/nJdxA
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してあります。後半部分は各種の解説です。巻末の「干

潟生物市民調査法」には、自らの手でベントスを調べる

方法の概略が掲載されています。 

 ネットショップ「Amazon（アマゾン）」または、鳥羽

水族館・大阪市立自然史博物館のミュージアムショップ

および、そのオンラインショップで購入できます。 

 

※日本国際湿地保全連合では、干潟生物の観察に便利な 

「新・実物大ラミネート図鑑 4枚セット」も制作済み！ 

１．干潟の巻貝、２．干潟の二枚貝、３．干潟のカニ類 

４．干潟の甲殻類（カニを除く）・干潟の多毛類とその

他の動物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海面滑走の淡水性アメンボ ～空飛ぶ「バンパイア」～ 

 アメンボは、池・水たまり・渓流などの水面をすいすいと滑走するおなじみの昆虫である。しかし、

2004 年 3月 29 日、白浜町の瀬戸漁港で合計 22個体ものアメンボが群れて滑走しているのを目撃した。

この瀬戸漁港ではこれ以前の過去 5年間に 8 例の淡水性アメンボの滑走に遭遇したことがある。単独滑

走が 4回で、1対のペアーでの滑走例を 3回目撃していたが、今回はなんとも多数個体の集団だったの

で驚いた。この日はなぎで、波浪や風で瀬戸漁港内に吹き寄せられた訳でもない。アメンボの繁殖期に

http://www.amazon.co.jp/%E5%B9%B2%E6%BD%9F%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E5%9B%B3%E9%91%91-%E9%88%B4%E6%9C%A8-%E5%AD%9D%E7%94%B7/dp/4990423887
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入っているとはいえ、卵が育たない海水に集合した理由はなんだろう？ 産卵期にしばしば見受けられ

るアメンボ同士の「おんぶ」行動も見られなかった。 

 今回は面白い行動も目撃できた。アメンボが海面を移動中、複数の小魚が襲ってきたのだ。しかし、

忍者が手裏剣の攻撃を避けるように「ホップ、ステップ、ジャンプ」を繰り返しながらアメンボは見事

にかわして逃げていった。しばらく瀬戸漁港で腰を据えて観察していると、アメンボはフワリと飛行し

て大空高く舞い上がっていった。アメンボの飛行に巡り合うことは珍しく、わが人生でも 3度目という

貴重な遭遇だった。これまでアメンボの飛行に遭遇したのは、北海道厚岸町愛冠岬と、現在自宅のある

和歌山県上富田町南紀の台だけである。 

「バンパイア」 

 アメンボという名前の由来は、つかまえて小瓶などに入れて臭いをかぐと飴のようだというので名付

けられたそうである。実際にかいでみても、食欲をそそる飴の臭いはしなかったので、その真偽は定か

ではない。細長い胴体を水面から浮かせ、くの字形の長い 2対目の足先で水をかいて軽快に進む。後足

は、舵取り役のためか、中足よりも短い。前足はもっと短く目立たないが、餌捕り用で、触覚のそばに

添えて獲物を待ち伏せている。 

 アメンボは目も良いが、足先で獲物の振動を感じ取って忍び寄る。水面に落ちた昆虫類にとがった口

を突き刺して消化液を注入し、筋肉や内臓を溶かして体液を吸い尽くす。その様子はハエなどを水面に

投げ込むと、簡単に観察することができる。まさに「バンパイア」！である。普段はおぼれかけた虫を

食用にしているが、餌が少ないと共食いまでする。 

暖かい時期に滑走するアメンボ 

 上記の記録では瀬戸漁港への出現時期は春から初夏の 3～6月で、1回だけ秋（10月）に出現している。

だが、厳冬や真夏に姿を見ることは

ない。早春に姿を見せたアメンボの

成虫は、交尾・産卵を終えれば死ん

でしまう。孵化した幼虫が成長して、

秋になると再び成虫が見られるよう

になり、冬を迎えると成虫のまま水

辺の落ち葉の下などで越冬して春を

待つ、という生活史に関係している

ためだろう。  

 瀬戸漁港での不思議なアメンボと

出会って以来、このような海で平気

ですいすいと泳ぐアメンボは白浜町
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のあちこちで遭遇できている。ごく最近だと、2013年 3月に白浜町堅田漁港の海水面を滑走するアメン

ボ 1個体に遭遇した（図）。やはり時期的には 3月であった。 

 近年、中性洗剤による池沼の汚染が叫ばれている。アメンボにとっても死活問題になっている。洗剤

の成分によって、水面に浮かぶための足先の密生した毛の中まで水が染み込んでしまうためだ。水に浮

く『水遁（すいとん）の術』が使えなくなり、うまく飛べないと溺れてしまうこともある。アメンボは

生まれたての時は、羽も発達しておらず飛べないので、さらに汚染が進むと絶滅に追い込まれる危険性

もあるだろう。目に見えない化学薬品の罪はへたをするととても大きい。 

 

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 

 春に始まった NHK朝の連ドラ「あまちゃん」の主人公は、若い海女さんだったのですね。私は先日、

横浜先生（今回ご紹介した電子本の著者）に偶然お教えいただくまで知りませんでした。復興の思いを

込めて、岩手県の久慈市（ドラマの中では北三陸市）を舞台にしているとのこと。早速見てみたところ、

オープニングからウニが空を舞う、明るく軽快なドラマでした。素潜りの他に「南部潜り」も登場して、

多少は海の勉強にもなります。というわけで、それからは録画して欠かさず見ております。（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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