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「今月の海の生き物」 ムラサキカイメン Haliclona cinerea ：  
 

海綿動物尋常海綿綱ザラカイメン目カワナシカイメン科に属するカイメンの一種。世界中の

海岸に分布する普通種で、日本の各地でも、潮間帯で普通に観察される。カイメン類は、最

初の多細胞動物と言われており、細胞間の結合が緩く、力を加えると簡単にバラバラの細胞

になってしまう。しかし、バラバラの細胞を飼育していると、すぐにもとの群体に再生する

能力も持っている。細

胞が集まって群体を作

り、組織内に多くの小

型の骨片を持っている。

群体の一部に海水を取

り込んだり、排出する

ための共通孔を持つ。

体色は紫色で、幼い群

体では紫色が濃いが、

古く大きくなると紫は

やや薄くなってくる。

英語ではカイメンをス

ポンジ sponge と称す

るが、古くから化粧や

浴用などに使われる

「スポンジ（カイメ

ン）」は、地中海で養

殖して脱色した骨片を

持たないグループに属するモクヨクカイメンなどのことである。近年は、プラスチックのス

ポンジが普及し、天然カイメンを使うことはほとんどなくなった。 

（千葉県館山市沖ノ島にて 倉谷うらら氏撮影） 

http://www.e-amco.com/
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「海の生き物を守る会」の facebook（フェイスブック）を立ち上げました 

この度、佐藤千草会員のご協力により、「海の生き物を守る会」の facebook を立ち上げま

した。アドレスは次の通りです。 http://www.facebook.com/Uminoikimono/    facebook

は、SNS として相互の意見表明やコミュニケーションの道具として、有効であることから、

海の生き物を守る会では、会員間のリアルタイムでの意見や情報の交換に使いたいと思って

おります。facebook は、登録をして参加する必要がありますので、まだ facebook に未登録

の会員は、この際、登録して、「海の生き物を守る会」のページにアクセスすることをお勧

めします。既に登録済みの方は、さっそく「海の生き物を守る会」のページに来ていただき、

「いいね！」を押して下さい。そこからコミュニケーションができます。ご意見、情報など

積極的にお寄せいただければ幸いです。 

 

予告「ジュゴン勉強会」を行います 

海の生き物を守る会では、「ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC）」と共催で、 

ジュゴン勉強会を開くことになりました。第 1 回は、SDCC が主催し、5 月 19 日に大阪市

難波の学習市民センターで行われ、元鳥羽水族館副館長の浅野四郎さんの講演「ジュゴンっ

てどんな生き物？ ジュゴンを保護するためにジュゴンを知ろう」を聴きました。第 2 回は、

以下の要領で行われる予定です。 

 

日時：10 月 5 日（土）14:00～16:00 

場所：大阪市 ドーンセンター セミナー室 （京阪天満橋駅下車） 

講師：向井 宏（海の生き物を守る会 代表） 

演題：「ジュゴンの行動と保護 ～フィリピンと沖縄の調査から～」 

参加費：未定 

共催：ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC）、海の生き物を守る会 

http://www.facebook.com/Uminoikimono/
http://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html
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前に連載した「切手に見るジュゴンとマナティの生き残る道」に続き、立川賢一さんが全 16 回の新たな切手

シリーズを寄稿してくださることになりました。今度の主役はユニークな姿で広く愛されてきた、この魚です。

2．タツノオトシゴ切手コレクション（1） 立川賢一 
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【北海道】 

●イルカなどの写真展 笹森さん 

北海道登別市の登別マリンパークのニクス城で、室蘭市の笹森琴絵さんのイルカ類の写真作品展が行わ

れている。笹森さんは海洋生物研究家としてイルカ・クジラ類の調査に参加する傍ら、写真を撮り続け

てきた。作品は、第 1部「噴火湾のアイドルたち」、第 2部「北海道クジラめぐり～噴火湾から知床ま

で～」と題して半年ごとに入れ替える。1997年から昨年までに撮り貯めていたもので、カマイルカなど

地元の噴火湾でみられる海洋動物が表情豊かに来館者を魅了している。 

 

【東北】 

●鳥海ダム 「ダム建設が有利」 国と自治体が結論 

国交省東北地方整備局と地元自治体が、秋田県由利本荘市の鳥海ダム建設計画の再検討の場で、「ダム

建設案が実現性、コスト面で最も有利」という結論を出した。今後は住民らの意見を聞き、事業評価監

視委員会でこの結論を承認した後、ダム建設を執行する予定。鳥海ダムは治水、利水、河川流量維持の

目的を持つ多目的ダムとして計画されている。 

 

【関東】 

●三番瀬護岸工事でモニタリング調査 

千葉県の「三番瀬再生計画」の一環として、老朽化した市川市塩浜一丁目護岸の改修工事が行われた。

改修は直立護岸から傾斜のあるコンクリート護岸に再整備するもので、今年度中に完成予定だ。この護

岸で、工事の影響を調べる公開モニタリング調査が行われた。生物の回復度の基準として、「施工後 5 年

以内に生物 3 種以上を確認すること」が決められていた。5 月の調査では、護岸でマガキ、イボニシ、タ

マキビが、護岸前の海底でアサリ、ホンビノスガイが確認された。調査は 2014 年まで行う予定。調査を

監視した「三番瀬を守る連絡会」の中山さんは、「モニタリングの実施は評価する。ただ、本来の干潟の

豊かな生物と比べると、種類も少なく厚みがない」と話している。もともと 3 種以上という基準が甘す

ぎるのではないか。 

 

【中部】 

●ハナゴンドウを保護 遠州灘海岸 

愛知県田原市赤羽根町の遠州灘海岸にイルカの一種、ハナゴンドウが 1 頭打ち上げられていたのを、表

浜ネットワークの会員らが見つけて、救助した。保護されたハナゴンドウは雄で、体長 2.65m、体重 204kg

の高齢のイルカと見られる。ハナゴンドウは、表浜ネットワークのメンバーらによるバケツリレーなど

で海水をかけて 10 時間後に南知多ビーチランドに収容された。 
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●富山湾の「健康診断」  

富山県は、「水の王国・富山」を後世に引き継ぐために、来年度水質環境計画を改定し富山湾の水質環境

基準達成率をアップさせる施策を行う。そのための富山湾の「健康診断」を今年から開始した。水質を

調べ、水質の予測も行い、将来にわたって環境基準達成率を 100％にすることを目指す。富山湾の科学

的酸素要求量（COD）の基準達成率は、1996 年度まではほぼ 100％を達成していたが、その後、急激に

落ち込み、99 年度は 32％にまで低下した。そのため、工場排水や家庭排水の適正処理を要請した結果、

水質は徐々に改善に向かっており、2002 年に 80%台に回復した。最近 4 年間は、92~100%を達成して

いるが、今後 100％を達成維持することが目標となっている。 

 

●天然産卵のサケ稚魚が 10 万匹 手取川 

石川県の手取川で自然産卵による鮭の稚魚が、年間 10 万匹を上回っていることが、石川県水産総合セン

ターの調査で判明した。調査は、2012 年に 2 回行われ、河口から上流 3.8km の産卵場付近で網による稚

魚の捕獲を行い、個体数を計測した。捕獲数から全体の総数を推測したところ、2 年連続で 10 万匹以上

の稚魚がいることが判明。手取川の水質が良いことや、水温などの環境がサケの環境に適していること

が裏付けられた。毎年秋には手取川がサケ釣りに開放されており、「サケの川」として有名になっている。

手取川では 1978 年から人工孵化した稚魚の放流を続けており、サケの個体数が増えたことが自然産卵数

の増加にも繋がっていると考えられている。 

 

【近畿】 

●舞鶴湾で「緑潮」発生 空梅雨の影響か 

京都府舞鶴湾で、海水が鮮やかな緑色をしているのが観察された。渦鞭毛藻類「ギムノディニウム」の

大増殖による「緑潮（みどりしお）」と思われる。この現象が発生したのは、5 月末頃から。漁協から海

の透明度が低下しているとの知らせを受け、京都府海洋センターが調べたところ、ギムノディニウムが

大量繁殖していることが分かった。ギムノディニウムは濃密に大量発生すると赤潮を引き起こす。現在

のところそこまで濃密ではないが、このままでは赤潮の発生に繋がりかねないと危惧される。舞鶴湾で

は「緑潮」の発生は初めてと言われ、原因は雨不足と日照りと想像されるが、その過程は不明である。 

 

●時岡隆 生誕 100 年記念展 京大白浜水族館 

和歌山県白浜町にある京都大学白浜水族館では、同臨海実験所の所長だった時岡隆博士の生誕 100 年を

記念して、特別展「白浜の海に魅せられた生物学者～時岡隆 生誕 100 年記念展」を開催している。時岡

隆博士は、海洋生物の分類学で 220 編の論文を残し、ホヤ類や八方サンゴ類を中心に多数の新種を記載

し、無脊椎動物学に多大の貢献をして 2001 年に亡くなった。特別展では、時岡博士のノートや原画など

とともに、博士が心を砕いた自然保護活動などについても展示している。特別展は無料だが、水族館の

入館料（大人 500 円、小中学生 110 円）は必要。期間は未定。 

 

●磯焼け対策で雑種づくり クロメとカジメ 

串本町にある和歌山県水産試験場では、磯焼けで漁業資源が減少していると言われており、大型褐藻類
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の藻場を復活させるため、高水温に強い耐性を持つクロメとカジメの雑種づくりに乗り出し、早期実用

化を目指す。クロメとカジメの雑種は、和歌山産業振興財団が 2008 年度に開発を成功させており、実験

では 27.5℃という高温でも枯れない海藻ができている。自然界でも雑種の形成が見つかっており、試験

場では磯焼けの場所に生き残った海藻同士を掛け合わせるなどして、磯焼け現象に強い耐性をもつ雑種

を開発する予定だ。しかし、磯焼けの原因にはアイゴなどの南方系魚類による過剰摂食も知られており、

これに対応することは雑種開発だけでは無理がある。草食魚対策はいまだ対応ができていない。 

 

●千里の浜のウミガメ産卵 今年も順調 

日本有数のアカウミガメの産卵地として知られる和歌山県みなべ町山内の千里の浜では、今年もアカウ

ミガメの上陸・産卵が順調に行われている。昨年は過去 3 番目に多い上陸・産卵が見られたが、今年は

それをも上回る勢いだ。昨年は 728 回の上陸があり、産卵は 293 回。今年は 5 月 13 日に初上陸があり、

これまでに 20 回の産卵が確認されている。昨年の 16 回産卵に比べても多い。これまでの産卵回数の最

大値は、91 年の 348 回が最高。98 年に最少を記録して以来、徐々に回復している。千里の浜でウミガメ

の産卵を見学する場合は、町教育委員会の許可が必要。浜でライトは照らさない、大きな声を出さない、

フラッシュ・ストロボ撮影は厳禁などの注意事項を守ることが要求される。 

 

【中国】 

●山口県知事に監査請求 上関埋め立て不許可先送り 

中国電力の山口県上関町の上関原発建設計画をめぐり、中国電力が山口県に埋め立て免許延長申請を出

していることについて、山口県の山本繁太郎知事が可否判断を先延ばしにしていることについて、住民

ら 46 人が、違法に判断を回避しており、賠償を求めるとして監査請求を行った。山本知事は、選挙前に

は埋め立て延長を許可することはあり得ないとしていたにも拘わらず、中国電力の埋め立て延長許可申

請に対して、不許可の判断を下さず、1 年以上も判断を先延ばしにしている。これは、安倍内閣の原発政

策をにらんでのことと思われるが、脱原発政策を希望する多くの大衆の期待を裏切るものである。県の

監査委員会は 60 日以内に結論を出すことになっている。 

 

●アマモ場再生を願って アマモの花枝採取 

山口県岩国市由宇町の神代漁協は、神代浜沖のアマモ場再生を願って、アマモの種子がついた花枝を約

5000 株採取した。採取したのは漁協組合員や近くの親子連れなど約 100 人。山口県水産研究センターの

研究員からアマモの生態やアマモ場の機能について勉強したあと、海に出かけて花枝を採取した。同漁

協などは、採取した浜辺の南でアマモ場育成の実証試験を行っており、アマモの種子を来年 1 月頃に植

え付ける予定だ。このアマモ場再生の実験には鉄鋼スラグを使った鉄イオンの供給も行う。相変わらず

アマモ場再生と称したこの手の植え付けが行われているが、アマモの植え付けがアマモ場の再生に結び

ついた例は無い。アマモ場が無くなったのはそれなりの理由があるからであり、その原因を解消する努

力をしない限り、アマモの植え付けは無駄な公共事業の典型になる。ここで鉄鋼スラグを海に入れる試

みをしているのは、アマモ場が無くなったのが鉄イオンの欠乏によるということを明らかにした結果で

あるなら、試行の意味はあるけれども、そのような調査が行われたとは聞いていない。瀬戸内海の鉄イ
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オンはかなり高く、鉄不足と言うことは考えがたい。さらに鉄鋼スラグの投入は、逆に海に悪影響を与

える可能性も高い。海に手を加えることには、もっと慎重であって欲しい。安易に手を加えると、必ず

海の環境は悪化する。 

 

●岩国河口でアサリが謎の大増殖 

山口県岩国市尾津町にある門前川河口部の干潟でアサリが大増殖をしている。3 月から 5 月にかけて、漁

業者が 7.6 トンのアサリを水揚げした。このほかに、潮干狩りで採り上げられるアサリも多いと思われ、

アサリの増殖量はかなりの量と考えられる。この水揚げ量は、2011 年 1 年間の 6 割にもあたり、全国的

にアサリが減少している中で、謎の大増殖と話題を呼んでいる。岩国市漁協によるとアサリはこの 15 年

以上、ほとんどとれなかったが、昨年から少しずつ採れ始めた。これまでで、今年は昨年の 10 倍を上回

っている。市民の間にもこの情報が口コミで広がったため、門前川河口部の道路には潮干狩り客の車が

集結、200 台以上が道路を埋めた。謎の豊漁に岩国市漁協は、アサリ漁と潮干狩りを来年 1 月まで禁止

とし、潮干狩り客への入漁料を来年から徴収することも決めた。理由は「資源保護」。河口部では山口県

や岩国市がアサリ母貝を放流し、天敵の巻貝の駆除も行ってきた。大繁殖はそうした取り組みの結果か

も分からないが、同じ取り組みをしているほかの河口部では、やはりアサリは採れていない。理由はよ

く分からないままだ。 

 

【四国】 

●アカウミガメ上陸・産卵 大浜海岸でも順調 

アカウミガメの上陸・産卵がよく見られることで知られる徳島県美波町の大浜海岸では、今年も 5 月以

来順調に推移している。5 月に確認された上陸・産卵は、計 7 匹。5 月の上陸数としては過去 10 年間で

最大である。調査員は、今年は当たり年かもと期待している。 

 

【九州】 

●「ダムが最も有利」本明川ダム再検討結果 

長崎県諫早市の本明川ダムの建設計画を再検討する会議は、国土交通省九州整備局と長崎県、諫早市が

協議して、「総合的な評価の結果、最も有利な案はダム建設」だとする検証結果を明らかにした。本明

川ダムは、利水と治水の多目的ダムとして計画されたが、民主党政権のダム事業見直し方針で、建設の

是非を再検証してきた。利水面では、長崎市など 4 市の広域水道企業団が、水需要が見込めないと利用

しない方針を決めたため、もっぱら治水を目的とする建設計画に成らざるを得なくなった。検討の場で

は、遊水池整備などのダム以外の案と比較して、「ダムの方が約 120～230 億円安くできる」という試算

をもとに、「ダム建設が最も有利である」という結論を出した。今後、有識者会議を開催して整備局ら

の結論を検証する。しかし、この結論はダム建設推進の国や自治体が検討委員の人選を行い、検討結果

はダム建設になるように誘導している。費用の検討も、ダム建設によって失われる自然と生物の多様性

は、お金に換算するのが困難なため、ほとんど無視されている。ましてや、ダムが海の生き物に与える
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影響は一顧だにされていない。自民党政権に戻って、一時ストップしていたダム計画が全国で復活しつ

つある。 

 

●長崎県知事 いまだに開門調査の中止を要求 

国営諫早湾干拓事業で締め切られた潮受け堤防の水門を長期に開門して、影響を調査することを命ずる

高裁の判決を国が受け入れたことを巡って、長崎県は開門反対を主張してきたが、今年度末に予定され

ている開門の期限を前に、中村長崎県知事は、農水相に開門調査を中止するよう要求する意見書を提出

した。「このまま開門すれば地元に重大な影響被害が生じるのは明らか」というのが反対の理由だが、諌

早干拓事業で有明海の生態系に決定的な影響を与えたことは、すでに多くの研究者が指摘していること

である。その悪影響をそのままにして、開門して有明海の再生に取り組むことを妨害するのは、本末転

倒の主張である。長崎県知事は会談後「長崎県は福岡高裁判決の当事者ではない（ので、判決の期限に

縛られない）」と述べている。詭弁を弄して開門に反対する姿勢は、公共の資源よりも私的な利益を優先

する姿勢としか思えない。 

 

●東与賀海岸をラムサール登録へ 佐賀市 

佐賀県佐賀市の東与賀海岸は、環境省のモニタリング調査で、シギ・チドリ類の渡来数が日本で最も多

い湿地であることが判明した。昨年 11 月の調査では、6521 羽が確認された。このため、佐賀市では同

海岸を国際的に重要な湿地として保全する「ラムサール条約」への登録を目指して、2015 年の加盟国会

議に向けた研究に取り組むことになった。日本国内の登録湿地は現在 46 か所である。 

 

●深海魚が次々 唐津市神集島 

佐賀県唐津市の神集島で、サケガシラという深海魚が定置網で捕獲された。タチウオに似ているグロテ

スクな深海魚で、水深 500m 付近に生息する魚である。大きくなると体長 2m を超すが、今回捕まった

のは、約 1.2m。神集島周辺では、今年 3 月にも深海魚リュウグウノツカイが見つかった。地元の人は神

秘的な魚が集まる島だと噂しているが、地震の前兆と怖がる向きもある。 

 

●ウミガメは生まれた浜に帰ってくるか？ 国東半島で調査を開始 

アカウミガメが生まれた砂浜に帰ってきて産卵するという「母浜回帰説」を検証する調査・研究プロジ

ェクトが、NPO「屋久島うみがめ館」によって行われることになった。計画によると、アカウミガメは、

孵化後砂浜を離れるまでに母浜が刷り込まれるため、調査のために 4 県で 9000 匹の子ガメを孵化させ、

マイクロチップを埋め込んで、産卵のために浜に帰ってきた個体を調べる。国東半島が、その一つの調

査候補地に選ばれた。国東市は、かつてはウミガメが日常的に見られたところ。しかし、最近はウミガ

メの産卵は減少してきた。2011 年、12 年とアカウミガメの産卵は 1 度ずつしか観察されていない。その

ため、調査に使う卵は、屋久島で産卵された卵 500 個を国東の黒津崎の砂浜に埋め、8 月下旬の孵化を

待ってマイクロチップを埋める予定。結果がわかるのは数年から十数年先になりそうだ。しかし、この

プロジェクトの開始で地元ではウミガメ熱が高まっている。移送とマイクロチップの埋め込みを担当す

る NPO「おおいた環境保全フォーラム」では、マイクロチップのタグ番号オーナーを募集している。オ

ーナーになれば卵の埋め戻し作業やふ化の観察、子ガメの放流に参加できる。個人（1 口 1000 円）、家
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族（1 口 1500 円）、法人（1 口 3000 円）。締め切りは７月末。申し込み、問い合わせは同フォーラム（電

話 097-529-5046）へ。 

 

 

【関東】 

◆いのちと水の連続講座 第 2 回『海とともに生きる ～森と海が紡ぐ再生の物語』 

主催：生活協同組合 生活クラブ東京 

日時： 6月 19日（水）13：30～16：00 

会場：生活クラブ館（小田急線経堂駅から徒歩 3分） 

参加費：組合員 1000円、一般 1200円 

★申し込み方法：「お申込みフォーム」から 

 

◆三番瀬干潟観察会 

日時： 6月 22日（土）8:00～15:00 

対象：小学生以上一般（小学生は保護者同伴）／ 定員：約 60人（応募者多数の場合、抽選） 

集合：8:00 ふなばし三番瀬海浜公園事務所前集合 

  京成バスシステム「船橋海浜公園」行き乗車、終点下車 

  ※京成船橋駅からご利用の場合、7時台は 7:40発のみとなります 

観察場所：ふなばし海浜公園東浜（海浜の西側市川市東浜沖） 

観察内容： •砂浜部、タイドプール、砂干潟、カキ床など環境と生物相の違いを観察 

  •シャベルとふるいを使って、各自でできるだけ多くの種類の生物を採集   

  •採集した生物をみんなで観察するために種類ごとに水槽に分ける 

  •各自が採集した生物のリストをつくって、調査記録を作成する 

★申し込み方法：「申し込みフォーム」から 6月 7日（金）締め切り 

問い合わせ：東邦大学習志野学事部入試広報課 047-472-0666 

 

◆海辺のあそび 勉強会 ～保育園・幼稚園の先生方対象～   

子どもたちに、海辺の自然体験をさせたいと考えている先生のため講座です。海辺の基礎知識や指導経

験のない(少ない)先生方こそ大歓迎！ 子どもたちに、海辺の自然体験をさせたいと考えている先生の

ための講座です。潮干狩りに連れて行くことはあるけど、他にどんなことができるの？ 海辺は危険が

いっぱいのイメージがあって、敬遠気味！ 海辺の生きもののことを聞かれても、わからないし……。 

こんな悩みを解決します！ 

日時： 6月 23日(日) 9:30～16:30 

場所：NPO法人オーシャンファミリー海洋自然体験センターならびに近隣の海岸 

同センターの葉山セミナーハウス（神奈川県三浦郡葉山町下山口 1741）へのアクセスは、 

JR逗子駅東口（海岸方面） 京急新逗子駅（南口）№2のバス停より乗車、「葉山公園前」下車、

https://tokyo.seikatsuclub.coop/contact/school-form.html
https://sslweb.toho-u.ac.jp/cgi-bin/sci/eform/form.cgi
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徒歩 1分（所要時間約 15分）。 【逗 4：大楠芦名口、逗 5：横須賀市民病院、逗 6：長井、逗 7：

佐島マリーナ入口、逗 8：電力中央研究所】  

参加費：1000円(資料、施設使用料、保険) 

服装＆持ち物：参加者に別途連絡 

定員：20人（先着予約制） 

 

主な内容 

海辺の基礎知識／発達段階や経験値に応じたあそび／指導と安全管理 

※海辺での実習や参加者を交えた話し合いもあります。 

講師： 中尾薫（おうちえん Telacoya921主宰、自然体験活動指導リーダー） 

 海野義明（CONEトレーナー、自然体験活動主任講師、当センター代表理事） 

 西川典行（CONEトレーナー、自然体験活動主任講師） 

問い合わせ・申し込み：NPO法人オーシャンファミリー海洋自然体験センター（海野佳子） 

電話 046-876-2287、FAX 046-876-2297、メール info@oceanfamily.jp 

★申し込み方法：所定の申込書をメール添付（添付不可なら必要事項を送信）または所定の申込書を FAX 

 

 

◆森里海シンポジウム 人と自然のきずな 

共催：京都大学、日本財団 

日時：6月 29日（土）  

会場：日本財団ビル 

  （東京都港区赤坂 1丁目 2番 2号） 

参加費：無料 

※内容詳細は右の画像をクリック 

 

★申し込み先： 

京都大学森里海連環学教育ユニット 

renkan1@kais.kyoto-u.ac.jp FAX 075-753-2263 

問い合わせ： 

京都大学森里海連環学教育ユニット 

メール同上、電話 075-753-6426 

日本財団海洋グループ 

t_aoki@ps.nippon-foundation.or.jp  

電話：03-6229-5152  

 

 

 

 

http://oceanfamily.jp/
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◆トークイベント「森・土・海は食のゆりかご 命のゆりかご」 

主催：株式会社リンク 

日時：7月 6日（土）12:45～16:30 （12:00受付開始） 

会場：東京農業大学 百周年記念講堂（東京都世田谷区桜丘 1-1-1 17号館） 

前売券：3000円（当日券なし） 

★購入方法：ローソンチケット Lコード 39342 ※前売期間は 6月 25日（火）23：00まで  

  参照サイト http://l-tike.com/d1/AA02G07F1.do?DBNID=1&ALCD=1&LCD=39342  

問い合わせ：株式会社 リンク 電話 050-2018-0110 （平日 10:00～18:00）、FAX 050-2018-0178 

        info@mori-tsuchi-umi.jp 

 

◆「海の問題を考える～放射性物質の行方とお魚への影響～」 

福島第一原発の事故は、海の魚へどのような影響を与えたのでしょう。海に広がった放射性物質の行方、

そして普段食べるお魚への影響などについて最新情報をお話しいただきます。 

日時：6 月 29 日（土）13 時開場 13 時 30 分開演～15 時 30 分までです。 

場所：嵐山町ふれあい交流センター2 階多目的ホール 

住所：埼玉県比企郡嵐山町菅谷 445-1 

参加費：無料です。 

申込先：E-mail: kodomoranzan@hotmail.com  

定員：先着 80 名です。ご予約をお願いします。託児もあります。先着 15 名無料です。 

主催 子どもの未来を考える会嵐山 

協力 国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン 

後援 森の測定室 

 

 

【中部】 

◆シンポジウム「ラムサール条約湿地の賢明な利用を考える」 

～湿地のグリーンウェイブ 2013 イベント 

 1980 年に初めて「国際的に重要な湿地」として釧路湿原を登録してから 32 年、2012 年 7 月に 9 か所

の条約湿地を新たに登録して、日本は46湿地137,967haのラムサール条約湿地を持つことになりました。

ラムサール条約の目的は人々と生き物にとって大切な全ての湿地を保全し、賢明に利用することです。

そして、その目的のために管理計画を策定・実施すること、また湿地同士がネットワークを作ることを

求めています。 

 昨年のラムサール条約会議に合わせて登録された湿地の中から、中池見湿地（敦賀市）、渡良瀬遊水地

（栃木県）、円山川下流域・周辺水田（豊岡市）の 3か所を中心に、それぞれの湿地の保全と利用、住民

参加などに関する情報を交換し、今後、どのような取り組みを進めるべきか、共に考えましょう。 

 

日時：6月 29日（土）13：30〜17：30（13：00開場） 

mailto:info@mori-tsuchi-umi.jp
mailto:kodomoranzan@hotmail.com
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会場：敦賀市 きらめきみなと館 小ホール（〒914-0078  福井県敦賀市桜町 1−1 電話 0770-20-1100） 

 JR敦賀駅からコミュニティバス「市街地循環線（右回り）」「海岸線」で「金ヶ崎緑地」下車、 

 または JR敦賀駅から「ぐるっと敦賀周遊バス」で「金ヶ崎緑地」下車。 

 北陸自動車道敦賀 ICから車で約 10分。 

参加費：無料 

主催：NPO法人ラムサール・ネットワーク日本、公益財団法人日本自然保護協会 

 

プログラム 

◇報告 

「条約湿地の登録と管理」中島慶二（環境省自然環境局野生生物課 課長） 

「円山川の治水対策と自然再生」佐竹節夫（NPOコウノトリ湿地ネット 代表） 

「渡良瀬遊水地の湿地再生とエコ・ミュージアム」高松健比古（渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民 

協議会 代表世話人） 

「めぐり、つながる力をもっと〜中池見での保全の取り組みと課題〜」上野山雅子 

（NPO法人中池見ねっと） 

◇ディスカッション 

「住民参加で進めるラムサール条約湿地の保全

と活用 

～中池見湿地を中心に」 

 

コーディネーター：花輪伸一（ラムサール・ネ

ットワーク日本 共同代表） 

パネリスト：中島慶二、佐竹節夫、高松健比古、

岡本正治（NPO法人中池見ねっと 代表理事）、朱

宮丈晴（公益財団法人日本自然保護協会）、呉地

正行（ラムサール・ネットワーク日本 共同代表) 

※内容詳細は右の画像をクリック 

 

問い合わせ：NPO 法人 ラムサール・ネットワー

ク日本  

TEL/FAX 03-3834-6566  メ ー ル 

info@ramnet-j.org  
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京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”のスナガニたち 

 毎年、夏から秋にかけての京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”の砂浜には、直径１cmほどの丸い穴があ

ちこちに開いている。スナガニ類の巣穴である。スナガニ類の体色は砂とそっくりで、移動スピ－ドも

時速 8kmと素早いので、発見が難しい。地面に写った影でその存在がわかる、まるで忍者のようなスナ

ガニ類は、英語でゴーストクラブと呼ばれている。  

 南方系のスナガニ類は、甲幅が 3cmあまりになる中形のカニで、わが国では、稀な種も含めて 4種が

知られている。最も北まで分布しているのがスナガニで、東北地方まで知られる。北浜では、少なくと

も 20年ほど前から存在しているのが著者によって確認されている。 

北浜で数種のスナガニ類を確認 

 1999年夏、これまでにないほど多くのスナガニ類の巣穴を発見した。442もあった。地球温暖化とと

もにますますその数が増加するだろうと継続調査した。予想に反して巣穴数は減少して 100を下回り、

2004年はわずか 33しか見つけられなかった。しかし、昨今は増えているようだ。現に 2013年 6月 13日、

今年初めて無数のちっちゃな巣穴があいていた。これらの巣穴は突然その日に出現し、まさに大量発生・

大量出現である。おりからの季節外れの台風 3号の接近の影響を疑いたいほどである。 

 2004年 10月 15日、北浜でスナガニ類の死んだ雌を発見した。自然死と推察され、数年前に見つけた

雌の個体に続く 2個体目だった。2個体とも一切傷はなく、肉も腐ってはいなかった。冬季には大型個体

は人知れず大量死しているのだろう。これらどちらの個体も、以前から生息している普通種のスナガニ

と推定していた。しかし、奈良女子大学の和田恵次先生に標本を見ていただいた結果、南方系のツノメ

ガニであるとの訂正をいただいた（図）。  

 和田先生の研究グループは、スナガニ類の分布調査を全国で実施されており、北浜の個体群も 2003年

に調査されていた。その結果、かつて生息していたスナガニに置き換わり、ツノメガニばかりになって

いるとのご教示をいただいた。ツノメガニは、かつては奄美大島以南にしか分布しないとされていた南

方系種だったが、最近の和田先生の研究調査で相模湾や紀伊半島から未成熟個体が記録されているとの

ことだ。さらに、北浜では、潮の影響を受けない浜の最上部には、南方系のナンヨウスナガニが 2003年

の調査で発見できたこともご教示くださった。 
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 スナガニ類には他のカニにあまりみられないいくつかの特徴がある。雄だけでなく雌の左右のハサミ

脚も大きさが違っている。大きいハサミ脚は、餌取りや巣穴堀りにはあまり使用しない。小さいハサミ

でもっぱら砂をすくって口に運び、中に含まれている有機物を食べる。食べた後は砂団子として残す。

そのかわり、雄の大きいハサミ脚は発音器官になっている。脚の内側にある多数の突起と根元部分（ま

さつ片）とすり合わせることで、「シュルシュル」と音を出す。鼓膜があって、音を聞くことができる

ので、交尾や威嚇などと関連している。音を出すカニ類は少ないので貴重な存在であろう。 

図. 京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”の波打ち際で死亡していたツノメガニの雌（2004年 10月 15日） 

 

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。 
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 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 

 今号のニュースには、「ダムが最も有利」とされたという話題が 2件ありました。今年のようにカラ

梅雨で水不足が深刻になると、確かにダムの存在価値も感じます。しかし、洪水などの災害対策として

ダムが本当に最も有効なのかどうかは、はなはだ疑問です。いくらお金をかけてもダムは必ず老朽化し、

いずれは別の災害を引き起こしかねません。津波被災地に計画されている防潮堤と一緒で、巨大な構造

物で自然を制するという発想自体が、どうにも危ういのです。 

 四国の四万十川で、欄干の無い「沈下橋」の上を軽トラックが曲芸のように走っている様子を初めて

見たときは、とっても驚きました。あの沈下橋などは、自然共生型の人工物の代表ではないでしょうか。

ヘタに洪水の破壊力に抗わないからこそ長持ちするそうです。ヒトの分をわきまえた昔の知恵に学べば、

大きな開発と、それに伴う自然破壊は減らせる気がしてなりません。（ちよ） 

 

☆  ☆ 

 

 好評だった立川賢一さんの「切手に見る『ジュゴンとマナティの生き残る道』」シリーズは、117 号

で終了しましたが、立川さんのご厚意で、今号から「タツノオトシゴ切手コレクション」を連載してい

ただけることになりました。貴重、希少な、そして美しい世界の切手によるタツノオトシゴの世界をお

楽しみ下さい。16 回の連載を予定しています。（宏） 
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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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