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「今月の海の生き物」

イソギク Chrysanthemum pacificum

：

双子葉植物のキク目キク科キク属に属する種で、主に房総半島・伊豆半島や紀伊半島など暖
かな本州南岸の海岸の岩場に生育する。別名イワギク。四国には別種のシオギクが分布する。
紀伊半島には、
両種の中間型の
キイシオギクが
分布している。
イソギクは栽培
品種も多い。多
年草で、冬でも
葉を持っている。
秋になると黄色
の小さな頭状花
を散房状に塊に
なって咲かせる
（写真）。花は
筒状花のみから
なり、花弁はな
い。葉は緑色で
あるが、葉の裏
は白毛を密生さ
せ、古い葉にな
ると表面から葉の周囲に葉裏の白毛が見えるため、葉の縁が白く縁取られているように見え
る。草丈は 30~40cm となり、茎は堅固。
（和歌山県白浜にて

向井 宏撮影）
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◆アカテガニの放仔観察と上関・祝島ツアー

参加者募集中

海の生き物を守る会では、山口県上関町の原発建設予定地田ノ浦で毎年行われている「アカテガニ
の放仔行動の観察会と上関・祝島ツアー」を今年も以下のように行う予定です。

この会は、上関原発建設に向けての海面埋め立て免許差し止めのために、長島の自然を守る会や原
発を建てさせない祝島島民の会などが行っている「生き物訴訟」（カンムリウミスズメやスナメリ
などを原告とした訴訟）を支援している弁護士グループ JELF が主催し、長島の自然を守る会と海の
生き物を守る会が共催して、彼らの訪問を機会に、計画されたものです。祝島での見学、講演会、
田ノ浦でのアカテガニ観察、バーベキューなども計画しています。

日程は、7 月 19 日～21 日の予定ですが、20 日からの参加も可能です。

上関原発建設は現在中断していますが、原発推進の安倍内閣のもとでは、いつ再び復活しないとも
限りません。ぜひともご参加くださり、上関の現状を多くの方に知っていただきたいと思います。

★参加希望者は、向井までお申し込みください。
電話は

075-741-6281。留守の場合はメッセージを残してください。折り返しお電話いたします。

メールアドレスは hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
定員に到達した時点で締め切ります（現在残り 3 名募集中）。
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ツアー予定
※船は天候によって予定を変更することがあります
 7 月 19 日（金）9:15 柳井港集合。9:30 発の定期便フェリーで祝島へ。祝島の見学（神舞、練り
塀など）。昼食後、講演会（向井、原告、弁護士）。祝島の民宿に宿泊。交流会？ もしくは、15:30
柳井港発で祝島着 16:40 で合流。
 7 月 20 日（土）午前中、島内見学。昼食後、12:30 定期船で上関町四代に上陸。自家用車に分乗
して原発予定地に立つ島民の会のログハウス（団結小屋）へ。時間があれば田ノ浦での海水浴と
温泉へ行き、夕食はバーベキュー。食後、田ノ浦でアカテガニの放仔を観察（観察指導：向井 宏）。
20 日からの参加希望者は 9:30 柳井港から乗船し祝島に。前日からの参加者と合流。その場合は、
祝島の滞在時間はわずか 1 時間しかありません。もしくは、車でおいでの方は、直接上関町長島
の四代港に 12:45 に集合し、合流も可能。
 7 月 21 日（日）朝食後、長島の自然を守る会の船「きぼう」で海上観察。昼食を船上でとった後、
室津港に上陸。13:30 発定期船で柳井港へ。解散。

←2010 年に行われた田ノ浦
観察会の様子

※現在、移動手段の自家用車が足りません。自家用車もしくはレンタカーで参加希望の方は、ご連
絡ください。分乗にご協力をお願いすることになるかもしれません。よろしくお願いいたします。

※20 日午前中の長島の自然を守る会の予定について――当日、7:30～12:00 まで原発に反対する上
関町民の会・反原発 3 団体会議があるので、皆さんと行動を共にすることができません。私たちは
20 日 6:40 祝島発の定期船で室津に帰り、会議に出席した後、12:45 四代着の定期船でみなさんがお
いでになるのをお迎えします。
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◆第 2 回 ジュゴン勉強会の案内
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、
以下の要領でジュゴン勉強会を開きます。
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：1000 円
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

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

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
◎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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【東北】
●アンコウの卵

養殖施設に付着

秋田県男鹿市船川港椿にある椿漁港のハタハタ稚魚の養殖施設に、キアンコウの産んだものと見られる
ゼリー状の卵帯が付着しているのが見つかった。キアンコウは、やや深い海の海底に棲む魚で、おそら
く天然のアンコウの卵が流されてきて、養殖施設にからみついたと思われる。ゼリー状の卵帯には、無
数の小さな仔魚が黒い点々となって浮かんでいた。養殖施設を設置した秋田県水産振興センターの職員
は、アンコウの卵が港に漂着したという話は聞いたことがないと話していた。センターの職員がこの卵
を持ち帰り調べたところ、キアンコウの卵と分かった。

●津波以来久しぶりの磯遊び
東日本大震災の大津波で甚大な被害をこうむった岩手県宮古市赤前の赤前小学校では、震災以来 3 年ぶ
りに、生徒を連れて釜が沢地区の浜で「磯遊び」を行った。震災前は毎年恒例で行われていた磯遊びだ
が、震災で地盤が沈下し、磯遊びに適した場所が見つからないことや、余震の心配もあり海辺での野外
活動は行われなかった。今月 24 日に、3 年ぶりの磯遊びを実施した。生徒達は、久しぶりの磯遊びに、
熊手やスコップを使って岩場の魚やカニなどの生き物を探して、楽しんだ。

●地下水の海洋放出承諾

結論出せず

福島県漁協組合長会議

東京電力福島第一原発の地下に貯まった高濃度汚染水に毎日 400 トンの地下水が流れ込んでいる問題で、
東電は地下水のバイパス計画を作り、約 100 トンの地下水を直接海に放出する予定にしているが、計画
実施には地元の漁業者の理解が必要とされる。東電は地元住民や漁業組合長会議に説明を行ってきたが、
漁業者からの反発があり、結論は出ていない。6 月 24 日にも、組合長会議が開かれ、東電が説明を行っ
たあと、秘密会で議論したが、組合員の中にはさらに詳しい説明を求める意見がでており、組合長会議
も受け入れの結論を出すことはできないと判断し、さらに東電に説明を求めることとした。流入地下水
は、低濃度の放射性物質に汚染されており、それをそのまま海に放出することには漁業者らの反発は強
い。東電の説明では、地下水の放射性物質汚染濃度は基準を超えないとしているが、記者会見でその測
定を行ったのは関西電力の関連会社であることが判明し、住民らから出ている環境保護団体らの自主的
な測定の要望については検討することも考えていないとしている。

【関東】
●茨城県内海水浴場

放射能汚染は基準以下

茨城県は、海水浴シーズンを前にした県内 18 カ所の海水浴場の水質調査を実施した。その結果、透明度、
化学的酸素要求量（COD）
、大腸菌数、大腸菌 O157 の有無などについて、すべての海水浴場で基準をク
リアしたと発表した。また、同時に放射能汚染についても測定し、海水からは放射能は検出されず、砂
浜表面からの放射線は 0.04～0.07 マイクロシーベルトで、周辺の環境とほぼ同じであった。
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●千葉県

ウミグモの生態を解明

「アサリの死亡率を減少させられる」

千葉県は、2007 年に県内で初めて発見され、その後急激に増加してアサリの死亡率を増加させていた「カ
イヤドリウミグモ」の生態を、千葉県水産研究総合センターと東大に依頼して研究を続けた結果、その
生態をほぼ解明したと発表した。ウミグモがアサリに寄生するピークの時期やウミグモが発生しやすい
場所の性質などを明らかにし、アサリの放流の方法と場所を考えれば、放流したアサリの死亡率をかな
り改善することができたという。千葉県のアサリの生産の大部分が行われている木更津・富津地区では、
ウミグモの影響もあって 2006 年の 3363 トンの水揚げから 08 年の 198 トンに激減した。ウミグモを完
全に駆除できるわけではないが、実証試験ではウミグモの生態と生活史を考えて、寄生しにくい場所と
時期を選び、アサリの放流をして、死亡率を 77％から 42％まで減少させることができた。

【中部】
●三保の松原も世界文化遺産入り

課題は残る

静岡県静岡市清水区の三保の松原とその砂浜海岸も富士山世界文化遺産の一部として登録されることが
決まった。地元は大喜びだが、課題も多く残されている。三保の松原の前浜は、ダムの影響などで砂の
供給が減少し、砂浜は大幅に消失を続けている。そのために、消波ブロックを至る所に設置しており、
世界文化遺産の審査を行っているイコノスに、景観を損ね、世界遺産から三保の松原は外すべきだとい
う勧告も受けていた。三保の松原を富士山世界文化遺産に加えることは、多くの市民や政治家などの工
作が成功したものであるが、それだけに今後の課題は大きい。砂の供給を止めるダムなどの見直し無く
しては、三保の松原の前浜景観を元の自然海岸に戻すことは難しい。6 月 25 日に三保の松原を視察した
近藤文化庁長官は、「（消波ブロックが）視界に入らないようにして欲しい」という誤魔化しを奨励する
ような言説をなした。これでは世界危機遺産になるのも時間の問題かもしれない。

●ウナギ買い取り放流へ
環境省によって絶滅危惧種と指定されたニホンウナギの保護のために、静岡県や浜松市、浜名漁協など
の関係団体が、浜名湖で獲った「下りウナギ」を全量買い上げて、海に放流することにして調整を始め
た。銀ウナギと呼ばれる産卵のために海に下るウナギを放流することにより資源回復を図ろうというも
のであるが、それなら下りウナギを禁漁にすればよいのだが……。漁師に獲らせてそれを買い上げる、
なんとも無駄な事業ではないか。浜名湖の 200 人あまりの下りウナギ漁を行う漁師の救済策らしい。必
要な財源は数百万円。愛知県では、シラスウナギの漁獲期間を 19 日間減らし、下りウナギ漁も自粛する。
鹿児島県と宮崎県では、10～12 月の下りウナギ漁を禁漁にした。ようやくウナギの資源保護の取り組み
が始まったようだが、遅すぎるかもしれない。

●設楽ダム

自民が建設促進決議案

愛知県議会で、設楽ダム建設工事について、大村秀章知事に自民党議員は一日も早い建設再開を求め、
民主党議員が建設の判断時期を示すよう求めたのに対して、知事は事業費の県支出額が多額になること
を指摘した上で、
「総合的に判断したい」と賛否を明らかにしなかった。設楽ダムは国交省中部地方建設
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局が再検討した結果、ダム建設は妥当との判断をして県知事の判断を待って工事再開を行うこととして
いる。自民党県議団は、設楽ダム建設促進決議案を提出することを決めた。決議案は全会一致が愛知県
議会の慣例で、可決されるかどうかは微妙な情勢である。土建国家への復帰を目指す自民党は、国土強
靱化法をつくり、再びコンクリートで日本の自然を壊そうとしている。

●堰堤に魚道を設置

住民の努力でアユの遡上が復活

石川県小松市軽海町の軽海用水の堰堤（＝えんてい、高さ 15m 以下のダム）でアユの遡上が阻害され、
上流でのアユの生息が無くなって久しい。同市の住民環境保全団体「おおかわの会」では、地元の竹や
杉を使った手づくりの魚道を用意し、国交省金沢河川国道事務所の許可を得て堰堤に設置した。その結
果、5 月中旬から 6 月にかけて、実に 62 年ぶりに堰堤から上流側にアユが遡上した。おおかわの会では、
メンバーがアユの遡上時期には毎日見回り、遡上を確認したり、魚道の修理を行った。メンバーは遡上
するアユに目を細めていた。堰堤は取り外し可能なもので、おおかわの会では、アユの遡上が終わった
時点で取り外し、秋の鮭の遡上時期に再び設置をする予定である。

【近畿】
●鼓ヶ浦でも、2 年連続アカウミガメの産卵
三重県鈴鹿市寺家町の鼓ヶ浦（つつみがうら）海岸に、アカウミガメが上陸し産卵したのが確認された。
昨年に続いて 2 年連続である。三重大学ウミガメ・スナメリ調査保全サークルの人たちが掘り返して調
べたところ約 100 個の卵が確認された。地元の人たちが防護柵と網を作り、子ガメの孵化を見守ること
にしている。鼓ヶ浦小学校の校長は、「4 年生の環境教育にウミガメを通して命を育む海の大切さを教え
たい」と話している。

【中国】
●祝島に補償金受け取りを工作

山口県・漁協

2000 年に、山口県上関町の中国電力上関原発建設予定海域における漁業権放棄のための中国電力からの
漁業補償金の半額 62 億 5 千万円円が支払われ、
当時の 8 漁協のうち、
祝島漁協を除く 7 漁協が受け取り、
組合員で山分けした。残りの半額も 2008 年に中国電力から支払われ、7 漁協が配分した。しかし、祝島
漁協（後の山口漁協祝島支店）は原発建設に反対して 10 億 8 千万円の受け取りを拒否した。受け取った
山口漁協は、祝島に受け取るようにさまざまな工作を行ってきた。しかし、2010 年に祝島支店の総会で、
受け取り反対 47 賛成 15 で再び受け取りを拒否した。その後、福島原発事故のあとになって、県漁協と
山口県は「どうせ原発はできないから受け取れ」と工作。今年 2 月には、抜き打ちで祝島支店総会を開
かせ、賛成 31 反対 21 で受け取りを決めたと称したが、その直後、祝島支店の正組合員 31 人が受け取り
拒否の署名簿を提出し、受け取りを拒んだ。漁協本店はその意向を無視し、配分案を提示しその賛成を
得るために、6 月 21 日に支店総会を予定した。これに対して、反対派の組合員から 30 名以上の委任状
を集め、受け取り拒否のための盤石の体制をもって望んでいた。それを知った推進派漁協本店は、前夜
になって台風 4 号の接近を理由に、総会を延期した。今後も、安倍内閣の原発推進政策に合わせて、上
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関原発の建設が再び再浮上する可能性は大きい。祝島が補償金の受け取りを拒否し続ける限り、そして
漁業権の放棄（組合員の 3 分の 2 以上の合意が必要）をしない限り、上関原発反対の動きは決して負け
ないだろう。

【四国】
●吉野川河口干潟で

生き物観察会

徳島県の吉野川河口干潟で、
「シオマネキを通して吉野川汽水域を知ろう」という催しが、とくしま自然
観察の会主催で行われ、親子連れら 100 人以上が参加して、干潟の生き物に親しんだ。参加者らはシオ
マネキやトビハゼなどが干潟にうごめいているのを見ながら解説者の説明を聞き、その後みんなで干潟
に入って生き物を掬ったり、泥を掘り返したりして、シャコなど様々な生き物を見つけて歓声を上げて
いた。この観察会は、損保ジャパンと日本興亜損保の両保険会社が支援する「SAVE JAPAN プロジェク
ト 2013」の一環として行われた。

【九州】
●諫早開門

12 月までに実施可能か

国の準備遅れ

長崎県諫早湾の締め切り干拓事業にともなう潮受け堤防の締め切りが有明海の漁業被害と関係している
ことを認めて長期開門調査を命じた福岡高裁の判決が 2010 年に出て、国がこれを受け入れてから早くも
2 年半が過ぎ、高裁が猶予を認めた 3 年の期限を今年 12 月に迎えようとしている。国はぎりぎりの 12
月実施を目指しているが、長崎県の知事や入植者を中心とした反対の声に、国は開門調査の前提となる
工事にも大幅な遅れを生じており、12 月開門が実施されるかどうか、危ぶむ声も出ている。締め切りに
よって漁業被害を受けた漁民やその支援弁護団では、
頑強な反対姿勢を示している長崎県知事の態度を、
本来調整役の県知事が率先して反対運動をやっているのは公務員として憲法違反だと、訴訟も辞さない
構えを示している。一方、国は開門反対派が起こしている開門差し止め訴訟の判決が出る 11 月まで様子
見を決め込んでおり、工事の実施もさぼっている。このままでは 12 月の開門実施ができなくなる可能性
も出てきている。その際に、司法がどのような判断をするか、新しい自民党政権下の司法の動きも気に
なるところである。しかし、有明海漁民の「もう判決から 2 年半も待っている。漁業者も老齢化し、死
亡したり漁業を辞めざるを得なくなったりしている。もう一日も待てない」という声に国も長崎県知事
も真摯に対応すべきである。公務員としての有り様を問われた長崎県知事は、長崎県は高裁判決の当事
者ではなく第三者であり批判は当てはまらない、と反論したという。公務員としての知事の資質を問い
たい。

●荒尾干潟が

渡り鳥国際ネットワークに参加

昨年ラムサール条約登録湿地に指定された熊本県荒尾市の荒尾干潟は、今月、渡り鳥の重要生息地を保
全する国際的な枠組み「東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重要生息地ネットワーク」への参加
が認められたと環境省が発表した。熊本県では八代市の球磨川河口域に続いて 2 カ所目となる。これま
で世界で 113 カ所が承認されている。荒尾干潟では、希少な鳥類であるクロツラヘラサギ、ズグロカモ
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メが確認されている点や、オオソリハシシギなど 9 種類の海鳥の個体数が多いことなどから、参加が承
認されたもの。

●アナジャコつりで楽しむ

荒尾干潟でラムサール 1 周年

ラムサール条約登録湿地に指定されて 1 年目の熊本県荒尾市の荒尾干潟で、有明海の生き物とふれあう
「子供ふれあい体験、干潟探検隊」の催しが行われ、子供たちが有明海の伝統漁法「マジャク釣り」を
楽しんだ。マジャクとはアナジャコのことで、大きさ 10cm 程度のエビとカニの中間的な甲殻類。干潟
に巣穴をあけて住んでいるが、巣穴に筆を差し込み、アナジャコが敵と思って鋏を使って攻撃してきた
ところをつり上げる。大人も子供も歓声を上げながら、一日マジャク釣りを楽しんだ。

【沖縄】
●辺野古埋め立ての申請

沖縄県が告示縦覧を開始

日米両国政府が進める沖縄県名護市辺野古沖の海面を埋め立て、米軍基地を建設するための公有水面埋
め立て申請書が、沖縄防衛局から沖縄県知事に提出されたことで、申請書の説明を求めていた沖縄県は、
その手続きを進め、6 月 28 日に形式審査を終えて告示縦覧を行うこととした。これによって埋め立てへ
の手続きが一歩進むこととなった。仲井間沖縄県知事は、辺野古基地建設の環境アセスに対して、環境
を保全することはほとんど不可能とした見解を示しており、埋め立て申請にどういう対応を取るか、注
目される。埋め立て申請を認めることになれば、辺野古の海の危機は、最後の一線を越えることとなる。

【北海道】
◆第一回海洋生物の遠隔判別技術ワークショップ
日時： 8 月 6 日（火） 13:30-16:30
会場：函館市産官学交流プラザ（北海道大学マリンサイエンス創成研究棟内）
科学技術振興機構 CREST 研究領域「海洋生物多様性および生態系の保全・再生に資する基盤技術の創出」
のもと実施している「海洋生物の遠隔的種判別技術の開発」では、海洋生物が発する声や反射してくる
音を使って種を同定し個体を数え、種別の分布地図と個体行動を可視化することを目標としています。
本ワークショップでは、北海道大学と CREST 研究チームの研究成果について、とくに受動的音響手法に
着目して紹介します。また、これからの海洋生物の観測に本手法がどのように役立つかを議論します。
★ 参 加 希 望 の 方 は 人 数 把 握 の た め 、「 1. お 名 前

2. E-mail

3. 懇 親 会 参 加 希 望 の 有 無 」 を

akamatsu@affrc.go.jp に返信してください。受け付けは定員になり次第締め切ります。
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プログラム
13:30-13:40

開会挨拶：桜井 泰憲（北海道大学）・赤松 友成（水産総合研究センター）

13:40-14:00

スケトウダラ産卵期の生態と鳴音観察：陳 奮捷（北海道大学）

14:00-14:20

魚類鳴音の長期定点観察：菊池 夢美（水産総合研究センター）

14:20-14:40

ネズミイルカの定置網近傍における出現パターン：松石 隆・東坂博樹（北海道大学）

14:40-15:00

イルカ類の長期定点観察：赤松 友成（水産総合研究センター）

15:00-15:20

休憩

15:20-15:40

海棲ほ乳類の知床沖での観察：大槻 真友子（北海道大学）

15:40-16:00

ナガスクジラの長期定点観察：松尾 行雄（東北学院大）

16:00-16:30

総合討論

18:00-

懇親会

【関東】
◆第 68 回海のトークセッション「蜃気楼をつかむ：絶滅危惧種ハマグリの生態」
ゲストスピーカー：中村 泰男（国立環境研究所）
主催：特定非営利活動法人 OWS
日時：7 月 25 日（木）19:00～20:30 (18：30 受け付け開始)
会場：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 人(先着順で定員になり次第締切りさせていただきます)
★詳細・申し込み：OWS ホームページから、または電話 03-5960-3545 で
ハマグリ（Meretrix lusoria) 資源が近年減少しています。そして、ハマグリの回復には彼らの生態を
明らかにすることが重要だと思われますが、その性質に関する知見は驚くほど貧弱です。演者はひょん
なことからハマグリに興味を持ち、2006 年からその性質を調べてきました。今回はそのあらましを紹介
したいと思います。具体的な内容は次の通りです。
1）ハマグリは汚い環境でも結構丈夫なこと
2）産卵時期と資源減少との関係
3）ハマグリの「ネバ（蜃気楼の語源）
」発射と移動。なんのための発射なのか？

【近畿】
◆海藻 ～海の森のふしぎ 展

Seaweeds, Wondrous Forests of the Sea

海藻は世界に約 1 万種、そのうち約 1,500 種が日本の海に生育しています。私たちは昆布やワカメ、海
苔などを古くから食料として利用してきましたが、その他の多くの海藻がどのような姿で存在している
のかは意外に知りません。本展では、海の植物・海藻に注目し、美しく多様で多彩なその魅力と不思議
を、海藻の様々な標本と、明治時代の植物図や写真、その他の貴重な資料約 320 点を通して紹介します。
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会期：7 月 23 日（火）まで

10：00～17：00（水曜休館）

会場：LIXIL ギャラリー大阪（大阪市中央区、旧伊藤忠ビル１F） 東京展は 12 月から 2 月の予定
入場料：無料
協力：野田 三千代（海の生き物を守る会会員）、神戸大学、北海道大学、国立科学博物館、名古屋大学
博物館

（向井保子氏撮影）

神谷充伸・川井浩史監修「海藻

海の森のふしぎ

SEAWEEDS」
LIXIL Co. pp.75 定価 1800 円＋税

本書は、大阪と東京の LIXIL ギャラリーで開催されている「海藻
海の森のふしぎ」展に併せて刊行された海藻をモチーフにしたア
ート性の高い写真集である。執筆者は、横浜泰継、鍵井靖章、北
山大樹、藤田大介、川井浩史各氏。海藻の基礎知識から始まり、
外来海藻種の問題まで、海藻にまつわる話題と研究成果がわかり
やすく書かれている。また、野田三千代氏による海藻おしばのデ
ザイン写真が本の半分を占めている。
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珍しいオガワコマッコウの漂着
2004 年 8 月 26 日の早朝、大型台風 16 号の接近が懸念される番所崎先端の外洋に面した浜にクジラが
横たわっていた。当時、京都大学瀬戸臨海実験所の院生だった小林亜玲さんが発見した（図）。その知
らせを受けて、元職員の田名瀬英朋さんや同院生の河村真理子さんらとともに現場に駆けつけた。この
個体は人間より多少大きかった。頭部のすんなりとがった形状とともに、背鰭が比較的幅広くて先端が
とがり、その後縁がくぼんでいる点からみて、オガワコマッコウのように思えた。おちょぼ口で目が小
さく、マッコウクジラをずっと小さくしたような形をしていた。既に死亡しており、黒光りのする体表
には、わずかなかすり傷を残してひどい外傷は見当たらなかった。死因は外見からは分からない。頭頂
部をよく見ると、中央より左にかたよって開いている鼻（噴気孔）から泡が出ていた。体内でガスが湧
き始めているようだ。

図. 白浜町番所崎に死亡漂着したオガワコマッコウ（腹面図）
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オガワコマッコウの特徴
コマッコウ属は世界でコマッコウとオガワコマッコウのたった 2 種しかいない。オガワという名前は、
日本のクジラ類研究者の小川鼎三博士に献名されたものだ。両種はよく似ており、1966 年まで同種扱い
されていた経歴がある。オガワコマッコウは背鰭が長く、解剖学的には、喉に短い不規則な 1、2 本の溝
があるコマッコウとは異なる識別点がある。頭部の形状に加えて、目のすぐ後方にある白い模様（偽鰓
＝ぎさい、かっこ斑とも呼ばれる）、背鰭の形、口のつき方、下顎にある鋭くとがった歯などで、一見
すると、イルカよりもむしろサメに似ている。しかし、なんといっても、尾鰭はクジラ・イルカ類特有
で、海表面に平行して伸びている。
その日には、県と白浜町にも連絡が取れて、DNA 分析用の肉片サンプルを切り取る許可を得た。そこで、
まず、金切鋸で背鰭を切り取ろうとしたが、相当硬くて手間取った。だが、田名瀬英朋さん愛用の磨き
上げた出刃包丁が、肉片も含めて切り取りに威力を発揮した。肉片などを切り取っても腐敗臭はほとん
どなかった。下顎も切り取って、歯をできるだけ多く回収した。これらは氷点下 80 度で冷凍保存した。
国立科学博物館勤務のクジラ類専門家である山田 格博士から、同定など様々な助言があった。また、
山田博士らが作成された、この数百年間の漂着や漁獲中にかかったクジラ類のデータをまとめたインタ
ーネットサイトにアクセスさせて頂くことで、オガワマッコウやコマッコウが、これまであまり記録が
ないことが判明した。山田博士はこの漂着個体を採りに来ようとされたが、おりからの高波などで流失
してしまったのは残念だった。

オガワコマッコウの生態
2004 年までの段階だが、過去 50 年ほどの期間中に白浜町沿岸に 3 科 8 属 8 種 17 頭のクジラ・イルカ
類の漂着・迷入記録がある。上記の発見によって記録は更新され、4 科 9 属 9 種 18 頭となった。
当時、わが国でのオガワコマッコウの漂着記録は、太平洋側では千葉県銚子市から沖縄県石垣市まで、
日本海側では石川県と福岡県の全部で 20 例ほどしかなかった。オガワコマッコウは、世界中の熱帯から
温帯海域にかけて生息しているとされるが、野外での観察例は少ない。この理由は、外洋性で、大陸棚
縁辺部を越えた 300m くらいまでの深い場所に生息することによる。加えて、一般的にクジラ類は海面上
で浮かんだまま前進するのだが、本種は、ゆっくりと慎重に上がってきたら、すぐに姿を消す性質があ
ることにもよる。オガワコマッコウが海面より飛び跳ねる行動をして尾鰭から落ちたり、腹から着水す
るシーンが目撃されたこともある。
他にも興味深い行動が知られていて、コマッコウも同様なのだが、驚くとイカ墨の様に糞をばらまい
て煙幕をはるという。また、腸から赤褐色の液を排出して姿をくらまし、逃亡する技をもつという。社
会行動としては、群れをつくる場合でも小さなもので、10 頭以下とされている。だが、普段は単独行動
をするらしい。
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オガワコマッコウは、体長 2.1～2.2m で性成熟する。今回の個体は 2.4m あったので、りっぱな成体だ。
最大記録の体長 2.7m には及ばなかったものの、最大体重が 210kg だから、今回の個体は 200kg くらいは
あっただろう。約 9 カ月の妊娠期間の後に、体長 1m ほどの新生児を一頭産み、しばらく授乳して育てる
らしい。食物はマッコウクジラと同様で、小形のイカ類や魚類、エビ類を捕らえているそうだ。この他
に、クラゲ類も食物となっているらしい。

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。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ください。

8．編集後記
先日、約 1 年ぶりに東北・三陸地方の沿岸部を訪れました。陸のがれきの山は減り、志津川湾の養殖
いけすの浮きは増えていました。営業を再開した海辺の食堂やホヤの直売所で抜群においしい海の幸も
いただき、確かな復興の足取りを感じました。一方、生物界でも、地盤沈下した海岸沿いにできた汽水
の池には小さな魚が泳いでいました。新たな地形で着々と生態系の再生が進んでいるようです。
気仙沼の小泉地区では、地震と津波で誕生した自然を、そのままジオパークとして保存できないかと
考えている住民の方々がいます。しかし、そこには平成 27 年末までに、防潮堤が作られる計画とのこと。
そのサイズが、半端なく大きいのです。高さは約 15m とビル並み、それを支える底辺の幅は、なんと 80m
以上！！ エコトーンも台無しのコンクリートお化けは、想像するだけで寒気がします。（ちよ）
わずか 3 年前、鳩山政権のときに、ひょっとしたら辺野古の海を守り通すことができるかもしれない
と思ったことがあった。あれから 3 年、辺野古の海の埋め立て申請の告示縦覧が始まった。この海を守
り通すことができるだろうか。いたるところで「人からコンクリートへ」時代は逆行している。ジュゴ
ンの海が日本から消えていく未来は持ちたくない。選挙だけがすべてではないが、選挙も大事なのだ。
「真の文明は 山を荒らさず 川を荒らさず

村を破らず 人を殺さざるべし」田中正造の言葉に今こ

そ魂が宿る。海を荒らさず・・・。（宏）
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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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