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「今月の海の生き物」

ソデカラッパ

Calappa hepatica ：

甲殻綱カラッパ科に属するカニの一種。カラッパの仲間は、巻き貝の殻を割って、貝の肉や中に
棲んでいるヤドカリなどを食べる。殻を割るために
鉗脚（かんきゃく）の腕節が幅広になっており、普段
はそれで顔の前を覆うようにしている（下図）ため、
「恥ずかしガニ」と呼ばれることがあるが、肉食のた
め性格はシャイではない。本種は、インド太平洋の
熱帯・亜熱帯域の
浅海に広く分布し
ており、日本では
三浦半島・伊豆
半島などから南に
見られる。サンゴ
礁海域の浅い海
底で は普通 種で
ある。体の表面に
微細な藻類や粒
子が付着している
こ と が 多く 、 一 見
すると小石の よう
に見える。隠蔽の
ための適応であ
ろう。
（沖縄県泡瀬
海岸にて
有山ゆみ氏撮影）
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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ています。
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107枚の調査票が寄せられ、全国75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の調査が必要です。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5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 (2)、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1カ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。ぜひご協力をお願いいたします。
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。
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これまでの調査結果を少しずつ紹介していきます。今回は、千葉県での調査例です。

砂浜海岸生物調査記録用紙
No. ９４（６５）

海の生き物を守る会

海岸の名前

東浪見海岸

調査日時

2012 年 2 月 24 日

天候

晴れ

調査者

渡部明美

底質

（砂）

調査距離

風力

１００ｍ（

所在地

千葉県長生郡一宮町東浪見

弱

波高

1.5ｍ？

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）
ミサゴ（有）
、ダイサギ（少）
、ハクセキレイ（有）
ヒメバカガイ（少）

（打ち上げ）
無脊椎動物
ヒメバカガイ（多）
、サトウガイ（多）
、ベッコウガサガイ（少）
、ムラサキイガイ（多）
、ツメタガイ（多）、
ムラサキインコ（多）
、スクミリンゴガイ(多)、ハマグリ（多）、ヒナガイ（有）
、イタヤガイ（少）
、サギ
ガイ（多）
、シマメノウフネガイ（少）
、ヒラコブシガニ（少）
、ナガザル（有）
、ベンケイガイ（有）
、タ
マキガイ（有）、ミタマキガイ（有）、ナミベリハスノハカシパン（少）、カイメン（少、写真有り）、フ
グ（有）
、ヒラツメガニ（有、写真有り）
海藻類

（後背植生帯）
コウボウムギ（多）、ハマニンニク（写真有り）

海岸の人工化
北に突堤。右後方斜面に人工植栽のための整地。後方に盛土。

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（例えば食用にした後のアワビの殻など）は、頭に？をつけておく。
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写真
※北側から撮影

※南西から撮影

調査場所：東浪見海岸。写真中央の東浪見川を挟んで 100m を調査

ヒラツメガニ

ヒラコブシガニ

ハマニンニク

カイメン？

4

ナガザル

ヒメバカガイ

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

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。

◎環境省自然環境局・国際湿地保全連合日本委員会 「日本の重要湿地 500」2002 年

1 部のみ

◎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
◎向井 宏

論文 別刷り

～生物多様性保全をすすめるために～」2012 年 5 月
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
「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境
◎向井

余部あり

宏 「第一編 厚岸地方の自然環境

2009

2011

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
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【北海道】
●クラカケアザラシの子を保護

枝幸町

北海道枝幸町の漁港で、クラカケアザラシの子が保護された。生後 1 カ月程度の赤ちゃんで体長約 60cm、
体重 10kg の雄。クラカケアザラシと呼ばれるのは、雄の体の白い帯が、鞍を架けたように見えるため。
ベーリング海やオホーツク海に生息しており、北海道の海岸で見つかるのは比較的珍しい。保護された
クラカケアザラシは弱っていたため、枝幸町のノシャップ寒流水族館に収用された。ミルクや離乳食で
飼育され元気を回復した。水族館では、飼育を継続し一般公開する予定で、放流の予定はないようだ。

【東北】
●「三陸復興国立公園」が発足
環境省は、5 月 24 日に青森県の「種差海岸階上岳県立自然公園」とその周辺を陸中海岸国立公園に編入
し、同時に名称を「三陸復興国立公園」と変更した。同日、八戸市や階上町では、祝福する行事が行わ
れた。今回の編入は第一弾の予定で、今後は南三陸金華山国定公園の編入を計画し、青森県から宮城県
の海岸を含む大規模な国立公園として、東日本大震災からの復興を支援するとしている。今後は、気仙
沼、硯上山、万石浦、松島などの県立公園の編入も検討することにしている。

●いわき市の水族館がシーラカンス調査を開始
福島県いわき市の水族館「アクアマリンふくしま」は、5 月 28 日から 6 月 10 日までの予定で、インド
ネシア北スラウエシ州マナド周辺の海で、シーラカンスの調査を行うために出発した。アクアマリンふ
くしまが東日本大震災で被災して以来、3 度目の調査となる。今回は、シーラカンスの稚魚を発見するこ
とを目指している。

【関東】
●護岸改修工事の影響をモニタリング
千葉県は、市川市塩浜の延長 600m における護岸改修工事を行ったが、その護岸改修工事が生態系にど
のような影響を及ぼしたかを調べるモニタリング調査が行われている。調査は千葉県が委託した民間コ
ンサルタント会社が実施。護岸の石や、護岸から 100m 沖合までの海底に棲むアサリ、ホンビノスガイ、
イボニシ、マガキなどの貝類を採集した。モニタリングは、護岸工事によっていなくなった生物がどの
ように回復・定着するかを調べるもの。2011 年 7 月から今回で 8 回目の調査となる。

●ウミホタルの減少をモニタリング
発光生物のウミホタルが、千葉県館山湾では最近減少していると言われ、館山市では、今年度夏休みに
90 家族の市民を募集し、ウミホタルの採集を行い、個体数や分布を調べることとしている。ウミホタル
は、体長 2~3mm の甲殻類。日本の太平洋岸沿岸に広く分布しているが、近年、海水温の温暖化や海岸
線の開発のせいで、各地で減少していると伝えられている。夜行性で青い蛍光を発することから有名で、
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近年はウミホタルの鑑賞を観光化するところも増えてきている。館山湾でも観光の目玉として、ウミホ
タル鑑賞を行ってきたが、2 年前頃から捕獲数が激減した。地元の「館山ウミホタル観察倶楽部」が行っ
てきた観察会も、一昨年以来、中止に追い込まれている。

【近畿】
●三重県沖でオサガメを発見

体長 1.8m

体長 1.8m という巨大なオサガメを、三重県紀北町沖合で名古屋海上保安部の巡視船が発見した。オサガ
メは、ウミガメ類の中でももっとも絶滅が心配されている絶滅危惧種で、近年では、発見されるのも稀
となっている。

●アンコウの胃からビニール袋
ウミガメが海の表面に浮いているビニール袋などのゴミをクラゲと間違えて食べてしまうことは、比較
的よく知られているが、やや深い海底に棲むアンコウの胃から、大きなビニール袋が発見されたことが
話題になっている。アンコウは、兵庫県温泉町沖合の水深 30~35m の定置網にかかったキアンコウで、
体長 50cm ほど。胃から出てきたのは、スナック菓子のパッケージ袋で、このような事例は初めてと鮮
魚店主はびっくりした。海洋汚染の典型とも言うべきビニールゴミによる海の生き物への影響は、徐々
に深刻になりつつある。日本の東にある日本海溝は、6000～9000m の深海であるが、30 年以上前に
ここでトロールを曳いた経験では、海底から引き上げられたトロール網のほぼ全面にビニール袋が張り
付き、海底を写したカメラには、ビニールゴミが点々と落ちている様子が見えた。海の底には、ビニー
ルが敷き詰められている。そしてそれらは長い年月腐敗・分解すること無く海底の表面を覆い尽くし、
酸素の供給を阻んでいる。ビニール袋の使用制限は、たんなる温暖化対策だけの目的にとどまらない。
少しでも早く取り組む必要がある。

●関西空港周辺でスナメリの群れ
朝日新聞が報じたところによると、5 月中旬に関西空港周辺の海で空からスナメリの群れが観察された。
スナメリは海産哺乳類のクジラの仲間だが、
世界中のクジラの中ではもっとも小型として知られている。
日本では西日本の多くの内湾域で普通に見られていたが、最近の 30 年間ほどで急激にその数を減らした。
瀬戸内海では、とくに東部で往時の 3 分の 1 以下に減少したことが専門家の調査で判明しており、専門
家は、大阪湾でスナメリの群れが見られるのは近年では珍しいことだと述べている。生態系の健全さを
示す食物連鎖の頂点に位置する鯨類の生息は、大阪湾の環境が往時に戻りつつあることを示しているの
かもしれない。そうであれば、歓迎したいが……。

【中国】
●響灘で人工島、洋上風力発電などの開発が進む
山口県下関市垢田沖では、関門航路の浚渫土砂の処分事業として、人工島「長州出島」の建設が行われ、
その第一期工事が 18 年前に始まった。これまでに約 750 億円を費やして、63 ヘクタールの海が埋め立
てられた。第一期工事が今年度でほぼ終わるのに対して、第二期工事が計画されている。さらに約 32 ヘ
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クタールを埋め立てるというもので、これも関門海峡の浚渫土砂の処分事業だという。浚渫土砂で人工
島を作り、海をなくす事業が際限なく続く。また、人工島以外にも海砂の採取、洋上風力発電建設計画
などが進んでおり、響灘の環境は著しく悪化している。漁業権は二束三文の補償金で売り払われ、海は
瀕死状態が続いている。この 18 年間、人工島の埋め立て建設で海の環境は激変した。人工島の南側は流
れがせき止められ、ヘドロが堆積して、魚介類の生息も減少、潮流の変化も起こし、武久海岸は砂浜が
消滅し、磯焼け現象も進んでいる。海底は海砂採取で大きなクレーター状の凹所があちこちにでき、ヘ
ドロが堆積するようになった。漁業への影響も大きい。開発が海の環境に与える影響はこれまで軽視さ
れてきたが、意外にその影響は大きい上に長期化する。造成した人工島「長州出島」は、国際港湾を目
指した港湾施設が作られているが、その利用は予想を大きく下回っている。下関市港湾局では、
「長州出
島」港を利用する船舶や荷揚げ業者に補助金を支給するインセンティブ制度を作って利用を呼びかけて
いるが、巨額の税金を使い、海の環境を破壊して、できあがったものは誰も使わない、そういう無駄使
い公共事業が宝物の自然を壊していく。

●波積ダムと矢原川ダム事業継続

検討委が報告

民主党政権の「ダムに頼らない治水」というダム事業見直しのために、建設計画が中断していた島根県
江津市の波積ダムと浜田市の矢原川ダムについて、検討してきた県の都治川・三隅川治水対策検討委員
会は、検討した複数の治水対策案の中で、ダム建設が「もっとも有利」とする総合評価結果を明らかに
した。この委員会では、2011 年 3 月に早々にダム建設事業の継続方針をまとめたが、民主党政権の国交
省有識者会議は、
「堤防で集落を囲む『輪中堤』などの対策を追加検討すべき」とし、検討が延長された。
しかし、再検討では、「輪中堤は農地に浸水の被害が及ぶ」として退け、再びダム建設継続という結論を
出した。国交省のダム再検討委員会は、基本的に国交省が集めた委員で成立しており、第三者的な立場
ではない。政権の脱ダムの方針がはっきりしない中で、再び公共事業大幅推進の自公政権になったため、
多かれ少なかれ結論は見えていた。総事業費はそれぞれ 163 億円と 220 億円。島根県知事は、この報告
を元に、国にダム建設事業の再開を求める予定。

●ウミネコの雛

今年は 794 羽

出雲市経島

島根県出雲市大社町の経島（ふみしま）は、ウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されている。
約 4000 ㎡の島に今年も島根県と出雲市の調査員が入り、孵化したウミネコの雛 794 羽を確認した。今年
は孵化前の卵も 349 個が見つかり、例年よりもやや産卵も孵化も遅れ気味だという。

【四国】
●カニの移動ルートを確保

八幡浜諏訪崎で清掃

愛媛県八幡浜市諏訪崎の海岸で、市民ら環境保護団体「諏訪崎を愛する会」と「きんきら自然塾」が主
催して、ゴミを清掃し、カニの移動ルートを確保する運動が実施された。現地は自然休養林に指定され
ており、愛媛県のレッドデータブックで絶滅危惧 I 類とされているベンケイガニや準絶滅危惧種アカテガ
ニの営巣地と海との移動ルートがあるが、近年ゴミが増えてカニの移動に邪魔になっているという指摘
もあった。そこで、ゴミの清掃をすることにより、カニが海に子供を放しに移動するルートを確保し、
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カニ類の保護に役立てようというもの。参加者からは、何度実施しても一向に無くならないゴミの多さ
に憤りの声が聞こえた。

【九州】
●有明海の再生に向けてシンポジウム開催
NPO 有明海再生機構が主催する「有明海の現状と未来を考えるシンポジウム」が、5 月 25 日に佐賀市
のほほえみ館で行われた。このシンポジウムは、今年 12 月までに国が実施しようとしている諫早湾干拓
事業の開門調査に向けて、海況の変化予測や、開門に反対している住民らとの対立をどう打開するかと
いう観点からも話が行われた。シンポは、今後 8 月と 11 月の 2 回予定されている。

●オサガメを生きたまま捕獲・放流

佐伯市沖の定置網

大分県佐伯市蒲江沖の元猿海岸の定置網に、現存するウミガメ類でもっとも大型のオサガメが掛かって
いるのが発見された。オサガメは外洋に生息し、甲羅の代わりに背中が黒く硬い皮で覆われている。絶
滅を危惧されている動物で、近年著しく減少している。捕獲された個体は背中の長さが 131cm、重さは
約 200kg のメスであった。日本では水産資源保護法で飼育が禁じられているため、生きている状態のま
ま、海に放流された。

●阿久根市脇本海岸の砂浜を購入

「ネプチューン基金」

NPO 法人「鹿児島渚を愛する会」は、35 年前に結成され、砂浜保全活動をする傍ら、「ネプチューン基
金」を積み立ててきた。同会の発起人で理事長の福田正臣さんは、鹿児島県阿久根市の脇本海岸の約 3km
の砂浜の美しさに魅せられ、地元住民らの保全活動を評価して、同会の「ネプチューン基金」での砂浜
購入を決めた。その直後、福田さんは急逝したため、福田さんの遺志を継いで脇本海岸の保安林 8100 ㎡
を購入、5 月 26 日に記念碑の除幕式を行い、会員ら 60 人が参列した。記念碑には福田さんが好きだっ
た「我は海の子」の歌詞が刻まれている。

【沖縄】
●泡瀬干潟の埋め立て工事を再開
沖縄県の貴重な泡瀬干潟を埋め立ててスポーツ施設を作る工事は、4 月から 7 月までの間、トカゲハゼの
繁殖期にあたるため、工事を中断していた。工事主体の沖縄総合事務局は、5 月 8 日から、護岸の石を一
時的に移動する仮置き場を整備し、7 月末までに高さ 3.5m の護岸を 5m に嵩上げする工事を再開した。
トカゲハゼの繁殖期はまだ終わっていないが、影響を与えないと考えられる陸上の工事から順次再開す
ることとしている。泡瀬地区の 95 ヘクタールの海を埋め立てるが、これまでに約 3 割の土砂の投入が終
了。今後は毎年 80 万立米のペースで埋め立てを進め、2016 年度までに埋め立て工事を完成させる予定
だという。沖縄総合事務局によると、来年度以降も 4 月～7 月に中断するのは海上部分の工事のみとし、
陸上部分の工事は中断しない予定だという。
泡瀬干潟の貴重な生きものたちも徐々に姿を消しつつある。
中海の例もある。最後まであきらめずに、工事の中止を要求していこう。
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【北海道】
◆「洋上風力発電による海洋生物への影響を考える」第 1 回ワークショップ
日時： 6 月 9 日（日）14:00～17:30
場所：北海道大学 理学部 3 号館 3-309 号室
参加費：500 円
定員：70 人
★申し込み先：洋上風発 WS 事務局 office@yojo.kapiu.org
※ワークショップへの参加・入場には事前申し込みが必要です。上記の連絡先に、氏名・所属・連絡先
（メールアドレス）を書いて、Ｅメールでお申し込みください。
プログラム
13:30

開場・受け付け

14:00-14:10

開会「主旨説明：洋上風発の概説とワークショップの目的」長谷川理

14:10-15:10

第一部・基調講演
「洋上風力発電が海洋生態系におよぼす影響」風間健太郎（名城大学農学部・学振 PD）

15:10-15:20

休憩

15:20-15:30

第二部「主旨説明：影響評価に必要な情報と調査手段」長谷川理

15:30-15:50 「北海道内のフェリー航路における海鳥センサス」
先崎理之（北海道大学農学院・北海道海鳥保全研究会）
15:50-16:10 「船を使った海上調査の有効性と課題」
千嶋淳（ＮＰＯ法人日本野鳥の会十勝支部・漂着アザラシの会）
16:10-16:30 「海鳥繁殖地を考慮したアボイドマップの作成」風間健太郎（名城大学農学部・学振 PD）
16:30-16:50

発表調整中（演題未定・発表者未定）

16:50-17:00

休憩

17:00-17:30

意見交換・討論

17:30

閉会

主催：環境 NGO カピウ／後援：北海道大学農学研究院
企画運営：長谷川理・南波興之（北大・低温研）

【東北】
◆森は海の恋人植樹祭
今年も『森は海の恋人植樹祭』ならびに水車祭りが開催されます！
日時： 6 月 2 日（日）10：00 開始 ※雨天でも実施
植樹場所：岩手県一関市矢越山 ひこばえの森
水車祭り会場：「ひこばえの森交流センター」（岩手県一関市室根町矢越字山古沢 94-7）
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参加費：無料します。植樹に適した服装でご参加ください。
持ち物：軍手などをご持参ください ※植樹用具、苗木は主催者が準備します
プログラム
9:00-10:00

現地受付（矢越山ひこばえの森）※水車祭り 9:00-14:00 郷土芸能など

10:00- オープニング 創作太鼓「鼓」
10:15- 植樹祭開会式
11:00- 植樹作業（1500 本植樹予定）
11:30- 森の観察会
11:45- 現地解散

【関東】
◆小網代干潟のカニと貝

ヤドカリもね！

今年は小網代のサクラもフジの花も少し早く満開となりました。もう干潟ではマメコブシガニが食事や
お嫁さん探しに忙しく動き回っているのが見られます。干潟のカニたちも忙しい季節を迎えています。
元気いっぱいの干潟の生き物を見てリフレッシュしてはいかがでしょう。
日時： 6 月 15 日（土）小雨決行
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：小倉雅實氏
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。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。ゴミ拾いボランティアもありますので、汚れても良
い服装でご参加ください。お問い合わせ：046-889-0067（仲澤）

◆第 6 回 こども小網代ボランティア・クリーンアップ

参加者募集！

小網代を美しい楽しい場所にするために、みなさんの力を貸してください。こどもたちの応援を待って
ます。スタッフの案内で自然観察をしながら簡単なクリーンアップ、野外水族館、湿地見学を予定して
います。参加者にはすてきな参加賞があります。
日時： 6 月 16 日（日）詳細はこちらをごらんください
対象：小学生と保護者
主催：NPO 法人小網代野外活動調整会議／共催：三浦市
後援：神奈川県、（公財）かながわトラストみどり財団、小網代区
みうら漁業協同組合、(株)リビエラリゾート、(株)京急油壺マリンパーク、
京浜急行電鉄（株）予定
★申し込み先：NPO 法人小網代野外活動調整会議
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◆ラムサール条約第５回締約国釧路会議開催 20 周年記念シンポジウム
“ ラムサール釧路会議（COP5）＋20 ”
～20 年前をふり返りつつ湿地とラムサール条約の将来を考える～
1993 年にラムサール条約第 5 回締約国会議（COP5・通称「釧路会議」）が北海道・釧路市で開催されて
から、今年で 20 年となります。釧路会議は、日本国民が湿地をはじめとした自然環境とその保全への関
心を飛躍的に高め、その後の市民運動と住民参加を前進させるのに大きく貢献し、この 20 年で湿地の重
要性やラムサール条約に対する認識は格段に向上しました。このシンポジウムは、海外からのゲストを
はじめ釧路会議に関わった方たちを交え、過去 20 年間の湿地に関する取組をふり返るとともに、今後の
湿地の保全と賢明な利用のあり方、ラムサール条約の役割を考えていきます。
日時：7 月 4 日（木） 14：00～17：00
場所：国連大学ウ・タント国際会議場（東京・青山）
主催：環境省、国連大学サステイナビリティと平和研究所（UNU-ISP）、地球環境パートナーシッププ
ラザ（GEOC）、ラムサールセンター（RCJ）、NPO 法人日本国際湿地保全連合（WIJ）／後援：
外務省、ラムサール条約登録湿地関係市町村会議、ラムサール条約登録湿地を増やす議員の会、日
本湿地学会、地球環境基金、経団連自然保護協議会／協力：ラムサール条約事務局
★参加申し込み方法：日本国際湿地保全連合ホームページ参照
参加費：無料 ※終了後のパネリストとの交流会は 3000 円
プログラム
司会：渡辺綱男（UNU-ISP シニア・プログラム・コーディネーター、GEOC コーディネーター）※日
英同時通訳あり
13:30－14:00 開場・受付
14:00－14:20 開会挨拶、環境省・国連大・ラムサール条約事務局長のビデオメッセージ
14:20－15:00 講演
Daniel Navid（元ラムサール条約事務局長）
「ラムサール条約の過去・現在・未来」
Lawrence Mason（元米国魚類・野生生物局、釧路会議副議長）
「釧路会議が米国における湿地保全やラムサール条約の実施に果たした役割」
15:00－15:10 休憩
15:10－17:00 パネルディスカッション コーディネーター：名執芳博（WIJ 会長）
パネリスト：Daniel Navid、Lawrence Mason、中島慶二（環境省自然環境局野生生物課長）
「わが国の湿地保全と賢明な利用の取組」
、鈴木信（釧路市上下水道部長、元 COP5 担当者）
「釧路会議と湿地をとりまく地域の取組」
、大畑孝二（日本野鳥の会）「釧路会議と NGO、ラ
ムサール条約湿地の変遷」、小林聡史（釧路公立大学教授）
「釧路会議後の市民と NGO の湿地
保全と賢明な利用への取組の進展」
17:30－19:30 パネリストとの交流会（会費制）
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【中部】
◆東三河、遠州の半世紀を振り返り水系を考える
NPO 法人「表浜ネットワーク」の総会の後、「東三河、遠州の半世紀を振り返り水系を考える」をテー
マに、水系に関わる方々の連携で公開シンポジウムを開催します。今回は、東三河、遠州沿岸の水系を
テーマに、戦後どのように変化したのか、良い事例と教訓事例、また今後に活かす地域固有の知恵を集
め、湿地条約を視野に入れて水系の連携について考えたいと思います。
日時： 6 月 16 日（日）13:00〜17:00
場所：アイプラザ豊橋 306 会議室
定員：50 人

★参加者は事前に連絡を

参加費：無料
プログラム
13:00〜13:20 総会
13:20〜15:00 シンポジウム第一部（リレートーク順番未定）
・葉山茂生様（雨乞いの儀式から、豊川用水が引かれるまで､渥美の農業の変遷：仮題）
・豊田自然観察の森 大畑孝二様（矢並湿地がラムサール登録されるまで：仮題）
・豊橋市農地整備課 村松様
（ウミガメの産卵に配慮した海岸工事、エコ・コースト事業に至るまで：仮題）
・伊勢・三河湾流域ネットワーク 井上祥一郎様
（豊かな海への流域・複合・協働的集積による修復技術：仮題）
・NPO 法人はまなこ里海の会 窪田様（浜名湖での活動発表）
・吉胡貝塚学芸員 増山禎之様
・山本茂雄様（アジアの浅瀬と干潟を守る会）
15:00〜15:15 休憩
15:15〜17:00 第二部（パネルディスカッション）
コンビーナ（九州大学 清野聡子准教授／表浜ネットワーク理事長 田中雄二）
下記発表者の話題提供、その後総合討論（順番未定）
・宇多高明様（なぎさ総合研究所所長）
・目崎茂和様（三重大学名誉教授）
・青木伸一様（大阪大学教授）
・市野和夫様（三河湾と六畳潟を守る会代表）
・渡辺幸久様（表浜ネットワーク理事）
※終了後、同会場で軽食による交流会を行いますので是非ご参加下さい（会費：1500 円）
。
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【近畿】
◆伊勢・三河湾流域ネットワーク

クサフグの産卵観察会

今年もクサフグの産卵の観察会を行います。
日時：6 月 8 日（土） 15:00～

※ただし、波が荒い場合は産卵がありません

場所：南知多町大井港内
★申し込み：大矢まで

090-3852-9468（保険は各自で加入して下さい）

主催：伊勢・三河流域ネットワーク
共催：知多自然観察会・
「あいちの海」グリーンマップ

【中国】
◆祝島・上関原発計画地スタディ・ツアー
日時：6 月 2 日 （日）
定員：24 人

8：45 広島駅新幹線口集合、18:00 頃帰着

※定員になり次第締切

参加費：4000 円
★申し込み： hirokaku@c.do-up.com まで

【沖縄】
◆「沖縄大問題ツアー2013」
生物多様性豊かな沖縄では、米軍基地と公共事業により、自然環境と生活環境が破壊され続けています。
東村高江では米軍ヘリパット工事の強行、名護市では辺野古新基地建設計画、沖縄市では泡瀬干潟の埋
め立て工事、那覇市では大嶺海岸を埋め立てる那覇空港拡張計画が進行しつつあります。今年 2 月、私
たちは、沖縄大問題シンポ「STOP！ 高江・辺野古・泡瀬・大嶺～米軍基地、公共事業から沖縄の自然
と暮らしを守る」を開催し、これらの問題解決について考えました。今回は、その流れを繋げる一つと
して、実際に現場を見て、自然環境の大切さや生活破壊の実態を感じることが重要であると考え、沖縄
大問題ツアーを企画しました。
日時：7 月 20 日（土）～23 日（火） ＜3 泊 4 日＞
スケジュール
7/20（土）
13:00 那覇空港到着ロビー集合 （各自昼食をお済ませください）
佐喜眞美術館（沖縄戦の図など）、安保の見える丘（嘉手納基地が見える）、福地ダム、大保ダム、
安波ダムのいずれかを視察。夕食後、やんばるの森ナイトウォッチング
宿泊：やんばる学びの森
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7/21（日）
午前：やんばるの森・自然観察、東村高江ヘリ基地反対テントで地元の方の話を聞きます。
午後：ジュゴンの見える丘、嘉陽海岸、座り込みテント村で地元の方の話を聞きます。米軍基地フェン
スなども見ます。
宿泊：民宿「てるや」
（二見）
7/22（月）
午前：船で大浦湾海上を観察し、辺野古岬対岸にある平島に行きます。
（昼食）泡瀬干潟・ウミエラ館
午後：ミナミコメツキガニの浜を拠点に泡瀬干潟の自然観察。 勝連城跡から FTZ 地区などを俯瞰
夜：地元の皆さんと懇親会
宿泊：デイゴホテル
7/23（火）
午前：嘉数高台公園（普天間基地などが俯瞰できます）
軍港計画で揺れる浦添海岸などを視察
午後：大嶺海岸 瀬長島から海に出て自然観察、琉球温泉龍神の湯（瀬長島）
17:00 那覇空港出発ロビーにて解散
※天候その他の事情により、内容を変更することがあります。
※沖縄の自然や大問題に詳しい花輪伸一さん（沖縄生物多様性市民ネットワーク）、安部真理子さん（日
本自然保護協会）が全行程に同行します。
定員：15 名（最低催行人数 10 人）
参加費：4 万 4000 円（10 人参加の場合）
※6 月 20 日に催行決定の可否を判断し、参加人数をふまえて参加費を確定します。その後、申込者宛に
参加費振込についてご案内します。
※ツアー代金に含まれるもの：専用バス代、朝食付き宿泊代、やんばる自然観察ガイド料、大浦湾船代
など。（昼食、夕食代、各施設入館料は別途。原則現地精算になります。
）
※お世話になる地元市民団体への謝礼として、カンパをお願いする予定です。
※一部参加もＯＫです。別途ご相談ください。
※デイゴホテル宿泊パックで航空券を入手される方は、参加費から 6000 円値引きます。
※ラムサール・ネットワーク日本ではツアー中の事故補償には対応できません。必ず旅行保険にご加入
ください。
★申し込み、問い合わせ：ラムサール・ネットワーク日本事務局（担当：陣内）090-8179-2123
参加希望の方は、
氏名・住所
（郵便番号も）
・メールアドレス・電話番号を明記の上、bi5t-jnni@asahi-net.or.jp
までＥメールでご連絡ください。
申し込み期限：一次締め切り 6 月 20 日（木）
、最終締め切り 6 月 30 日（日）
企画：NPO 法人「ラムサール・ネットワーク日本」
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奄美大島でジュゴンを目撃
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。フィリピンでジュゴンの調
査を始めるのは 2005 年からだが、その前に日本で動きがあった。2003 年から北海道大学の大泰司さんを
代表とするジュゴン研究チームが発足したのだが、その直後、奄美大島でジュゴンが目撃されたという
情報が入った。さっそく大泰司チームの中で、奄美大島のジュゴン調査グループが結成された。そのグ
ループは、琉球大学の小倉剛さん、平山琢二さん、それと私の 3 人。さらに学生の須藤君が参加した。
2003 年 9 月 3 日、われわれは奄美空港に集合。レンタカーで空港近くのダイブステーション「サラサ」
に行き、調査準備をして出発。まずは、ジュゴンが目撃されたという笠利湾沿岸のもっとも大きな町「赤
木名」の北の外れにある船倉漁港を目指す。水は澄んできれいだ。とりあえずシュノーケリングで海草
藻場を探す。漁港のすぐ外に、ウミヒルモ、ウミジグサの藻場がある。それほど大きい藻場ではない。
ジュゴンの食み跡を探すが、それらしいものはまったく無い。
奄美大島では、1960 年頃には、かなり頻繁にジュゴンが捕獲されたり観察されていたようで、過去の
目撃例を見る限り、1960 年頃には、ここ笠利湾にジュゴンが生息していた可能性は高い。その後、ジュ
ゴンの目撃は無くなってしまったが、2002 年の 11 月に二度ほど、この笠利湾の船倉沖でジュゴンの目撃
があり、さらに 2003 年 3 月と 4 月にも一度ずつジュゴンが目撃されている。もし 2002 年から 2003 年に
かけてのジュゴンの目撃が本当なら、笠利湾に久しぶりにジュゴンが住み着いた可能性があると言える
のではないか。われわれはそれを期待して、調査を始めた。
ちなみに、この 4 回の目撃例では、
（1）潜水して浮上したときに「50m 先にハート型の尾を持つ茶色の
生き物を見た。イルカではない」
（2）その翌日、別の人がほぼ同じ海域で目撃。
「豚の鼻に似た生き物だ
った。ジュゴンだと思う」
（3）2 人が目撃。
「鼻を出して泳いでいた。確実にジュゴンだ」
（4）ボートか
ら目撃。「水面からつるんと潜った。色は濃いグレー。背中には背びれはない」。どの目撃情報もジュゴ
ンと確信させるものがあった。

笠利湾でジュゴンの食み跡発見？
船倉漁港付近から移動。笠利湾の中央に南から突き出している小さな半島に車を進め、船倉の対岸付
近でシュノーケリングをした。ここでもマツバウミジグサとウミヒルモが優占する海草藻場がある。ウ
ミジグサ、ボウバアマモも多少見られる。ここの藻場は海岸に平行に細く長く続いている。笠利湾の東
半分（赤木名港という名前が海図に書かれている）のあちこちを潜ってみたが、ジュゴンの食み跡はま
ったく見つからない。この日は宿に帰り、ジュゴンを目撃したという H さんと I さんに会って、目撃時
の話を聞いた。聞けば聞くほどジュゴンであることは確実だと思える。
同じ宿に一人で泊まっている若い娘さんに出会い、話を聞くと、日本大学生物資源学部の 2 年生の林
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さつきさんと言い、ずっとジュゴンの研究がしたかったという。それではと、われわれの明日からの調
査に誘うと喜んで同行するということになった。ダイビングは得意のようで、調査の戦力になりそうだ。
翌日は、ジュゴンの目撃者の H さんの船をお借りして、船で同じ笠利湾東部をマンタ法で、海草藻場
とジュゴンの食み跡を探して回る。今日から調査に同行したさつきさんは、楽しそうに調査に参加した。
海草の名前を教えて、ようやく区別がつくようになったところで、交代してマンタ法で曳航する。船倉
漁港の近くには比較的大きな藻場が広がっていた。3～4 月の目撃はこの藻場に海草を食べに来たジュゴ
ンだったのではないだろうか。でも、あれから半年たったためか、ジュゴンの食み跡らしきものはまっ
たく見つからなかった。藻場の構成種は、やはりウミヒルモとマツバウミジグサ、ウミジグサが中心で
ある。
調査はそれから赤木名港の西側、瀬方崎から立神崎に向けて観察者を曳航。赤木名港の中ではもっと
も大きな海草藻場を見つけた。ここでも構成種はウミヒルモとウミジグサである。ボウバアマモも少し
混じる。さつきさんは、マンタ法で曳航されながらの調査にかなりくたびれたようで、午後のほとんど
は船の中で爆睡していた。調査にも飽きてきたのだろうか。
翌日は、笠利湾の西側を調査する。赤木名から一噸崎（いっとんざき）へ直行。一噸崎には昔その付
近でジュゴンがいたといわれるオキネズというソワ（岩礁のこと。ソネとも呼ぶ）がある。そこから南
東の入り江の奥に船を進める。その浜には一軒の食堂があり、
「わっぱめし」の看板が掛かっていたので、
われわれはその場所をわっぱめしと呼ぶことにした。その前の浅い海底に小さなウミヒルモの純群落が
あった。少量のマツバウミジグサやウミジグサも混じっているが、ほぼウミヒルモ群落と言って良い。
沖縄ではウミヒルモの純群落を見かけることはほとんどなかった。いつも他のリュウキュウスガモやベ
ニアマモなどと混成群落をなしているのが、沖縄の海草藻場の特徴なのだ。でもこれまで見てきたタイ
やニューギニアなどでは、広大なウミヒルモの純群落が存在する。ここの「わっぱめし」の前の海には
小規模ながら、東南アジアで見たようなウミヒルモの純群落が広がっていた。
これは期待できるかなと思
いながら、
潜ってみていると、
どうやらジュゴンの食み跡ら
しいものを発見した。しかし、
かなり古いもののようだ。
1 カ月以上は経っていそうで、
断片的になっていたり、ウミ
ヒルモが中にもかなり生育し
ており、はっきりとジュゴン
の食み跡と断言できるかどう
か、自信はもうひとつない。
それでも食み跡らしいものは
他に見つからないので、これ
でも大いばりだ。ジュゴンが
少なくとも 1 カ月くらい前に
はここにいた可能性がある。

「わっぱめし」前の浅場にあるうみひるも純群落。食み跡らしいものも。

17

そこから西へ移動して、笠利湾沿岸の大きな集落である赤尾木の中学校前の浜で潜った。ここには笠
利湾でもっとも広大な藻場がある。ここでは、これまで見てきた藻場とは違って、リュウキュウアマモ、
ウミヒルモ、ウミジグサが濃密に生えている。しかし、細かい泥の粒子が堆積しており、海の中は濁っ
ている。海草の上にも泥の粒子が積もっている。ジュゴンの食み跡はまったく見られなかった。

奄美大島にはジュゴンはもういない
そこから小さな岬を越えて、笠利湾の西にある龍郷湾までマンタ法で調査をするが、途中にリュウキ
ュウアマモとウミジグサ、ウミヒルモなどが生えた小さなパッチ状の藻場があるばかりで、まとまった
藻場はほとんど無かった。龍郷湾は、海岸部が道路や護岸が整備・開発され海も汚れており、ジュゴン
が来るような藻場も無く、泳ぐ気も起こらない。
これで笠利湾の調査を終えた。さつきさんは 3 日目の調査には参加しなかった。疲れたのかもしれな
い。結局のところ、それらしい食み跡とジュゴンが来そうな藻場の存在は確認できたが、少なくとも現
在ジュゴンが棲んでいるという確信を持てる証拠はまったく見つからなかった。2002 年 11 月と翌年の
3-4 月に見られたのは確実にジュゴンだったと思われるが、その後ジュゴンはどこかへ行ってしまったと
言うほかない。定住したジュゴンでは無く、一時的にここにやってきたジュゴンだったのだろう。
その 2 年後、私たちは奄美大島の南部・瀬戸内ノ海（瀬戸内町に面した大島とカケロマ島の間の海を
指す）の調査を行った。その詳細は省くが、海草藻場の存在はある程度見られたが、奄美大島の南部・
瀬戸内ノ海といえども、開発が進み、海岸の環境は悪化しており、海草藻場も気息奄々（きそくえんえ
ん＝息も絶え絶え）という状態で、ジュゴンの存在を暗示するようなどのような徴候も見つけることは
できなかった。現在のところ、ジュゴンが奄美大島に棲み着いていることは、どうやらなさそうだとい
う結論を出さざるを得ない。しかし、稀にジュゴンが移動してくることがあり得るということも、確か
のようであった。目撃されたジュゴンが果たしてどこから来たかということは、想像の域を出ないが、
沖縄島のジュゴンが黒潮に乗って奄美大島までやってきた可能性がもっとも高い。
記憶にある方もおられるだろうが、2002 年 10 月 4 日に熊本県牛深市で 1 頭のジュゴンが定置網に掛か
って見つかった。ジュゴンは網から放流されたが、その 10 日後に、今度は死体で見つかった。腹の中に
はホンダワラ類の海藻の切れ端が少しあっただけで、ほとんど空腹であったという。沖縄県が現在での
ジュゴンの分布の北限であり、熊本で見つかったジュゴンはおそらく海流に流されてたどり着いたが、
所詮死ぬ運命だったのだろう。この時期が、奄美大島笠利湾で目撃された時期とほぼ同時期だ。熊本で
見つかった方が 1 カ月ほど早いので、奄美大島に現れた個体が熊本まで行ったというわけではない。し
かし、どうやらこの時期に、南から複数のジュゴンが北へ流されたと考えると、両者とも符合が合う。
それは沖縄からだったのだろうか。もしそうだとするなら、沖縄の東海岸が基地の建設や埋め立てなど
で棲みにくくなったと感じたジュゴンが北へ移動しようとしたのかもしれない。そうして、沖縄のジュ
ゴン個体群は一気に減少したということも、可能性としては考えられるかもしれない。沖縄のジュゴン
の目撃例が、この前後で減少したとも思えるのだから。沖縄のジュゴンを絶滅寸前にしてしまったのは、
いったい何が原因だったのだろうか。
（つづく）
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※前回掲載の「海面滑走の淡水性アメンボ ～空飛ぶ『バンパイア』～」に続きアメンボ（獲物の体液を
吸う「バンパイア」）がテーマ。今回は「淡水性」ではなく「海洋性」の小さなアメンボの紹介です。

海の小さな『バンパイア』
海洋生物の多様性は門レベルでは高い。生命の海、母なる海とは、確かに言いえて妙である。現在生
きている動物 144 万種ほどを最も細かく門に分けると、44 動物門となる。この分類方法は研究者によっ
て異なるのは否めない。しかし、どう分けられようと、地球の動物門のほとんどは海洋に生息する。も
ちろん海洋にも陸上にも生息する動物門を含めての割合である。それでも、海洋だけにしか生息してい
ない動物門にしぼっても、約半分の動物門がそうなのである。たとえば、おなじみのウニ類やヒトデ類、
あるいは人間に近いとされるホヤ類は海洋にしかいない。これに対して、陸上にのみ生息する動物門は
というと、わずか 3 門だけとなる。
海洋における動物門の多様性とは逆で、昆虫類が属する単肢動物門は海洋にはほとんど生息しない。
世界一多種が記載され、100 万種に及ぶ虫たちであるというのに……。

海洋性のアメンボ
世界には 60 属 500 種余りものアメンボ類が記載され
ている。不思議なことに日本産は少なく、わずか 6 属
22 種ほどしか知られていない。勿論ほとんどが淡水性
である。しかし、その中には沿岸や沖合に暮らすウミア
メンボ類という変わり者がいる。ウミアメンボ類は体長
はわずか５mm ほどの小さな体で、
肉眼で発見しづらい。
体形は陸上にいるアメンボと同じだ。ウミアメンボ類は
海表面で動物の死がいをあさっている。しかし、生活史
についてはほとんど分かっていない。
筆者も参加した研究航海で、南西諸島沖合の海表面でプランクトンネットを曳いた時、芥子粒のよう
なウミアメンボが採れたこともあった。しかし、あまりの小ささに、残念ながら、出来栄えの良い写真
撮影に至っていない。毎日見回っている白浜町の瀬戸漁港や京都大学瀬戸臨海実験所でもめったに出会
わない。
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海洋にはケシウミアメンボというのが生息する。
この種の体長は、1.5～2.4mm とそれはそれは小さい。
一見すると普通のアメンボに似ているが、科のレベルから異なっている。雄は小型で卵形、雌は雄より
ひとまわり大きく、丸みを帯びた菱形をしている。体色は黒く無翅で、体表面にはビロード状の微毛が
密生している。比較的波の穏やかな内湾で採集されることが多く、潮流の影響を受けにくいよどんだ場
所を好むらしい。国内では本州・四国から南西諸島の黒潮流域や瀬戸内海に面する自然海岸の岩礁帯付
近に広く分布している。しかし、護岸工事などによって生息環境の悪化が心配されており、山口県など
ではレッドデータブックの準絶滅危惧種に指定されている。ますます海から昆虫類は減っていくのかも
しれない。

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
生協やジャスコの店頭で、魚介類のパックに青い「海のエコラベル」が貼られているのを見かけます。
MSC（エムエスシー：海洋管理協議会）で国際的に認められた「持続可能な水産物」の証しです。
MSC 認証漁業は、北欧やカナダを中心に世界に 200 件以上。そのうち日本は、京都府機船底曳網漁業連
合会のアカガレイ漁業とズワイガニ漁業と、つい先日認証された北海道漁業協同組合連合会のホタテガ
イ漁業の計 3 件。北海道ではシロサケ定置網漁業も審査中で間もなく 4 件になりそうですが、それでも、
世界屈指の豊かな漁場に恵まれた「魚の国」としては、寂しい件数です。
第三者機関に自腹で審査を頼む MSC 取得は、漁業者にとっては出費を伴う挑戦で、欧米のように認証
品を買い支える風潮があればこそ報われます。日本では、カツオの一本釣り漁業を守り抜いて 2009 年に
認証を取得した土佐鰹水産グループが、震災の影響もあったとはいえ、昨年倒産しています。伝統漁法
を支えるのも、ウナギやマグロを絶滅に追い込むのも、私たちの日々の消費行動なのでしょう。（ちよ）
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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
ボランティアも大募集♪

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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