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「今月の海の生き物」 クロシタナシウミウシ Dendrodoris arborescens ：  
 

軟体動物腹足綱裸鰓目クロシタナシウミウシ

科に属するウミウシ類の一種。黒舌無海牛。こ

こでいう舌というのは、歯舌と呼ばれる歯のこ

と。多くのウミウシ類や巻貝類は、歯舌と呼ば

れる長い歯の列をもっており、それを使って岩

の表面などに生育する微細藻類などを削り取っ

て食べる。しかし、クロシタナシウミウシは、

岩や海藻の表面に付着するカイメン類を吸い込

むように食べるため、歯舌を使うこともなく、

進化の過程で歯舌をなくしたと考えられる。体

長 8cm くらいまでなり、やや大型のウミウシ。

体色は黒。外套の周辺と触角や外鰓の先端は、

黄色から黄褐色に彩られる。温帯性のウミウシ

で、日本各地の浅い岩礁地帯に見られる。夜行

性。かつて、クロシタナシウミウシの学名は、

D. nigra とされていたが、現在では、この学名

の種の和名はホンクロシタナシウミウシとされ

る。また、明るい黄色に黒の斑点をちらすマダ

ラウミウシは、このクロシタナシウミウシの色

彩変異に過ぎないとする研究者も多い。軟体動

物の分類基準によく使われる歯舌を持たないた

め、分類には困難がある。 

 

（和歌山県天神崎にて  倉谷うらら氏撮影） 

 

http://www.e-amco.com/
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◎アカテガニの放仔観察と上関・祝島ツアーを行いました 

 海の生き物を守る会では、7月 19～21日に、山口県の上関・祝島ツアーと、原発建設予定地田ノ浦で、

アカテガニの放仔行動の観察会を行いました。この会は、上関原発建設のための海面埋め立て免許差し

止めを求めて、上関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「自然の権利

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、上関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。総勢 23名のうち、海の生き物を守る会からの参加者は 10名でした。 

19日には、上

関町室津で、向

井による長島の

自然と原発の問

題点についての

講演と、自然の

権利訴訟の弁護

団の丸山明子弁

護士による訴訟

の現状と解説が

あり、JELFの弁

護士さんたちと

意見交換を行い

ました。その後、
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祝島に渡り、夕食後にも懇談、地元の方も加わって交流を深めました。翌日は島内見学。祝島の練り塀

や石垣、神社、神舞の行事に使われる蓙船などの文化遺産を教育委員会の橋部氏の案内で巡りました。

昼食後、フェリーで長島の四代港に上陸、海の生き物を守る会の途中参加者も合流して、原発建設予定

地の横に立てられているログハウス「島民集いの家」に向かいました。 

すぐに田ノ浦の海に出かけて、スギモクなどの海藻類や貝類などの観察をしながら、弁護士さん達と

田ノ浦の澄んだ海で、海水浴。小屋に戻り夕食のバーベキューを楽しんだ後、再び険しい山道を下り、

夕日の沈む田ノ浦海岸で、祝島の方向に沈む見事な日没と夕焼け雲を堪能しました（前ページの写真 左

が祝島）。 

やがて満潮になるにつれて、雌のア

カテガニが丘からぞろぞろと浜辺に集

結し始める。祝島小学校の 3人の生徒

のうちの 2人も観察に参加。全員が固

唾をのんで見守る中、アカテガニやク

ロベンケイの雌が水際まで下りてきて、

波が寄せたときに合わせて体をぶるぶ

ると震わせ、お腹に抱えてきた子供（ゾ

エア幼生）を海に放つのを目の当たり

に観察することができました（写真右）。

毎年行われているアカテガニたちの放仔行動ですが、われわれが予定していたこの日に、本当にやって

来てくれるか少々心配しながら満潮時を待っていたので、たくさんのアカテガニが波打ち際に勢揃いし

ているのを見て感激し、またホッとしたことです。アカテガニらの放仔行動については、カメラマンの

板橋さんによる撮影も行われました。 

翌朝は朝食後、上関の自然を守る

会の船「きぼう」ともう一隻で海上

からスナメリを探しながら、田ノ浦

の原発建設予定地の周辺を視察しま

した（写真左）。スナメリは 2ヶ所

で姿を現しましたが、どちらも一瞬

だったため、見た人は 2-3名のみ。

あきらめて室津港から柳井港までの

定期船に乗りましたが、この航路で、

スナメリが出現！ みんな大喜び。

あらためてこの海を守りたいと参加者一同、感じたところです。 
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 祝島小学校児童 津野理奏さん(４年)と蛭子和馬くん(５年）の観察記録 

“母親は卵を放すとき少しさみしいのかな”    

 

◎第 2 回  

ジュゴン勉強会のご案内 

 

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。絶滅が

心配される日本のジュゴンを、どの

ように保護していくべきかを考える

勉強会です。今回は、現場でジュゴ

ンの行動と保全の取り組みを行って

いる向井 宏（海の生き物を守る会

代表・京都大学特任教授）によるジ

ュゴン調査の結果とうらばなしを聴

きます。多くの方々の参加をお待ち

しています。 
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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 高校生 500 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 

 

◎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 「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 

 

 

http://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．タツノオトシゴ切手コレクション（4） 立川賢一 
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【東北】 

●放射能汚染水が海に漏洩 対策は後手 意識的な先送りか？  

 福島県の東京電力福島第 1 原発タービン建屋東側の地下水が海に漏れている問題で、東電が海に漏洩

していると判断したのは、7 月 18 日だった。しかし、東電はそれを公表せず、参議院選挙が終わった翌

日の 22日になって、初めて発表した。発表が遅れた理由として、広瀬社長は、慎重になったと述べたが、

何に対して慎重になったのだろうか。選挙への影響だった可能性が高い。 

 一方、原子力規制委員会の田中俊一委員長は、「放出基準以下のレベルの水を海に放出するのはたぶん

避けて通れない」と東電の海への汚染水放出を容認する姿勢を示した。海への影響については、長期的

に調べていく必要があると述べるにとどまった。 

 海への汚染水放出が明らかになったことを受けて、全国漁業協同組合連合会（全漁連）の岸宏会長と

福島、宮城、茨城３県の漁業団体代表が東京電力本店を訪ね、広瀬社長に「海洋流出は全国の漁業者と

国民への裏切り行為だ」と厳重抗議する文書を手渡した。抗議文は「操業の再開を心待ちにしている地

元漁業者の失望感は計り知れず、風評被害のさらなる広がりが懸念される」と指摘。汚染水対策の抜本

的な見直しと海洋流出の早期防止、海域モニタリングの強化を求めた。また、福島県いわき市漁協の矢

吹組合長は、いわき市沖で今年 9月に始める予定だった試験操業の実施が困難になったと話す。「汚染水

流出問題が解決しない限り、試験操業のスタートは考えられない。」 

 東京電力は、汚染水の流出について、2号炉海側のトレンチ内にある高濃度汚染水を抜き取るなどの対

策をとっていれば、現在のような流出のリスクを減らせた可能性が高いと認めた。しかし、東電はその

対策を先送りして 2 年間も回収しないまま放置してきた。海への漏出について、重大な問題と認識して

いなかった可能性もある。もしくは、いずれ海に漏出するだろうが、そうすることによって冷温停止の

ための汚染した冷却水の貯蔵タンクがいっぱいになるのを遅らせることができると意識的に対策を取ら

なかったのかもしれない。世界の海がこの流出で汚染され、その影響は長期にわたり、海の生き物とそ

れを利用する人間に悪影響を及ぼすだろう。東電の罪は取り返しのつかない犯罪だ。環境を破壊し、食

物と水と空気と海を汚染し続ける公害を出し続け、それを 2 年も対策を取らず隠し続け、刑事責任も問

われていない過保護企業東京電力。こんな状態なのに原発再稼働だとか原発輸出だとか、日本は狂って

いる。 

 

【中部】 

●リュウグウノツカイの若魚が捕獲 

富山県朝日町沖の富山湾で南方系の深海魚と言われるリュウグウノツカイの若魚が定置網に捕獲され、

魚津水族館に収容された。体長は約 80cm だったが、尾の部分は欠損しているので、実際の体長は 1.5～

1.8m くらいあったと見ている。これまでも冬にリュウグウノツカイが見つかった例はあるが、夏に若魚

が見つかったのは、初めて。たいへん珍しいと評判になっている。 
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●自然保護で ハンノキを伐採 

石川県加賀市の「片野鴨池」は、ラムサール条約登録湿地となっており、伝統猟法「坂網猟」が残って

いる。しかし、近年猟師や農家が減少して、湿地の利用が減って、片野鴨池にハンノキが繁殖して、徐々

に陸地化する「遷移」が進んでいる。片野鴨池は約 10 万㎡の面積があり、冬にはコハクチョウやガン、

カモ類が約 1 万羽も集まる。鴨池の中はかつて水田として利用されており、野鳥と人間が共生する場で

もあったが、水田が放棄され、その跡地にヨシやマコモが繁茂し、徐々に陸地化してきた。その遷移の

段階で、約 10年前からハンノキが侵入し、林のような景観が作られてきた。昨年から加賀市は湿地景観

を守るためにハンノキの樹皮をはぎ取り、立ち枯れさせる試みを始めた。今年も猟師や住民とともにハ

ンノキの駆除を始めた。加賀市では今後も住民と協力し、里山の自然を守っていくとしている。 

 

【近畿】 

●和歌山県白浜町でアカメの大物 

和歌山県白浜町の富田川河口で、全長 1.17m、重さ約 25kg という大物のアカメが釣り上げられた。釣り

はチヌ（クロダイ）を狙ったルアー釣りで、釣り上げるのに約 1 時間ほどかかったという。釣り上げる

途中で目が赤く光るのを見て、アカメだと確信したという。アカメは四万十川など静岡県から鹿児島県

にかけて太平洋側のやや大きい川の河口部など汽水域に生息する日本固有種である。大型の魚だが、近

年は減少しており、環境省のレッドリストでは絶滅危惧１B類とされている。とくに 1m を超えるような

大物は、近年全国的にも珍しいとされる。標本は、和歌山県立自然博物館に寄贈された。 

 

●串本の海水浴場にマグロが漂着 

各地でクジラ類が漂着するニュースが続いているが、今度はマグロが漂着した。場所は、和歌山県串本

市の橋杭海水浴場で、打ち上がったクロマグロは、体長 1m37cm、体重約 40kg。海水浴場の管理責任者は、

マグロが打ち上がったのは初めてと驚いている。養殖マグロが逃げ出したものではないかと考えられて

いる。和歌山県では近畿大学のマグロ養殖施設などがある。海水浴客は喜んだ。 

 

【中国】 

●自然再生とは何か？ 400 年以上かかってできた生態系を破壊 湖山池 

「うみひるも 123号」でお知らせしたように、鳥取県の湖山（こやま）池で、7月 9日に魚類の大量死（37

トン）が発生した。この原因は、自然再生という名で水門を開放したことにより、400年以上淡水の生態

系が作られていた湖山池に、塩水が入ったためだ。この「自然再生事業」に、鳥取大学の鶴崎展巨教授

が以下のようなメールを寄せた。「自然再生事業」とは何か、読者は今一度考えてみて欲しい。 

『鳥取県の湖山池（688ha）では 2012 年 3 月に，この湖の日本海との連絡路になっている湖山川水門を

開放し，湖山池を汽水化する事業が実施されています（実施者は鳥取県と鳥取市）。水門を開放するので

あれば本来の塩分になりそうですが，じつは 1983年に湖山川の河口のつけかえ工事がなされており，そ

れ以前につながっていた千代川下流から，賀露港に直結したために水門（これは 1968に完成）を開放す

ると湖山池が少なくとも 400 年以上未経験の高濃度の塩分にさらされるという事態になっていたのでし
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た。湖山池の本来の塩分はせいぜい海水の 1/20程度（これ以下の塩分の水は，ふつう汽水とはよびませ

ん）だったと推定されますが，鳥取県・鳥取市の事業計画はこれを海水の 1/10から 1/4にするというも

のでした。ところが，昨年の夏から塩分は湖内の全域で海水の 1/3 を超えております。結果として，昨

年，湖山池に生息していたカラスガイ（鳥取県特定希少野生動植物指定種で鳥取県内ではここが唯一の

健全な生息地だった）をはじめイシガイ類 5 種（うち 4 種が鳥取県のレッドリスト掲載種）は全滅，ヒ

シ，ハス、ヒメガマも全消失，カイツブリの激減，昨年夏まではかろうじて湖岸でたくさん羽化してい

たウチワヤンマは今年は皆無，外来種のヨーロッパフジツボの蔓延などの異変が生じています。フナな

どの斃死は昨年もありましたが，今年 5 月下旬からは湖山池流入河川の長柄川，福井川，枝川などに高

塩分を嫌ったと思われるコイ・フナが多量に遡上し，ひしめきあってそこでまた多量に死亡する（6月下

旬までの死体の回収重量 7.4トン）という異変が生じており，地元の TVニュース等で取り上げられてい

ます（この現象は現在でも継続して続いていますので，お近くの方は是非出かけてご覧下さい）。 

また，7月 9日朝には湖山池と湖山川でコノシロ（湖山池にはもともといなかった海産魚）やボラ，マハ

ゼなどの大量死（7/15までに 37トンを回収）が発生しました。直接の死因は貧酸素ですが，この背景に，

塩分を導入したために湖内に広大な塩分躍層ができており，貧酸素塊ができ，水質も悪化していること

が背景にあることは疑いようがありません。 

この事業にあたって鳥取県は環境アセスメントも，地元の生物の専門家の誰にも事前の意見聴取をして

おりません。湖山池に鳥取県のレッドリスト掲載種が水生動物のみで 20種（鳥類を入れるともっと多い）

いることとも県は事前に把握していませんでした。カラスガイについては事業開始以前に専門家から重

大な問題があり，カラスガイの絶滅を招くという指摘がなされていたにもかかわらず，これを無視して

水門開放を実施し，予想どおりこれを絶滅させました。「自然再生」「汽水域の復活」といったうたい文

句ではじめられたこの事業は，「自然再生」とは無縁の事業です。』（鶴崎展巨） 

 

●8 月 2 日に補償金受け取り総会を強行 山口県漁協祝島支店 

山口県漁協が上関原発建設のための迷惑料として中国電力から預かった 10億 8千万円の漁業補償金を祝

島支店に強引に受け取らせようとしている。これまで祝島の人びとは 30年以上も原発に反対の意思を示

してきた。漁師たちは、山口県漁協が開く漁業補償金の取り決めをする総会で、何度も受取りを否決し

てきた。しかし、山口県漁協は、受け取りを拒否した決議を無視し、何度も繰り返して祝島の漁師たち

に、「受け取らなければ、税金だけかかり、それを負担しなければいけない」と嘘の脅しをかけ、「県漁

協が主催で開く総会は、県漁協が議決方法を決められる」と、今年初めに無記名投票で 31名の賛成で強

引に受け取りの可決をさせた（組合員は 53名）。しかし、その後まもなく、祝島支店の正組合員 53人の

うちの 31 名と、8 名の准組合員が「漁業補償金の受け取りは拒否する」という内容の書面に署名をし、

それを山口県漁協本店に提出した。しかし、漁協はその署名を無視し、漁業補償金の分配方法を決める

ための総会を開こうと、7月はじめに総会の開催を一方的に通知した。しかし、その総会は台風のために

開けず、このたび再び 8月 2日を総会の開催日として通知した。漁業権に関わる総会の議決は、3分の 2

以上の同意が必要だ。山口県漁協は、漁業補償金については過半数で議決できると主張をしていますが、

漁業権放棄はあくまで 3 分の 2 以上の同意がなければできない。中電と漁協は、なんとしても祝島漁民

に補償金を受け取らせ、上関原発の建設の最大のハードルを越えようとしている。この分配方法が決ま

らなければ、漁業補償金の受け取りもできない。しかし、老齢化している祝島の漁業者の中には、漁業
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そのものを続けられなくなっている漁民もいる。その足元につけ込むようなやり方には、心底怒りを覚

える。福島第一原発の事故は、再び爆発の可能性もあり、けっして新しい原発を作るという非人間的な

行為を許す状況にはない。 

不当で強引なやり方で原発の漁業補償金を受け取らせようとしていることに対して、本来の漁協は漁師

たちの生活を守るべきではないか、などの声を山口県漁協に届けよう。 

山口県漁業協同組合 Tel: 083-231-2211 Fax: 083-231-6466 

 

【四国】 

●愛媛県宇和海で大規模赤潮発生 

愛媛県では、宇和島市岩松湾で大規模な赤潮が発生したと発表した。周辺漁協に被害が出ないよう注意

を呼びかけている。県の水産課によると、発生した赤潮は「カレニア・ミキモトイ」という有毒プラン

クトン。海水 1ml中に 6000細胞を超えて、赤潮状態と判断された。今のところ漁業被害は出ていないが、

同じプランクトンによる広範囲の赤潮で、昨年は過去最高の 12億 3000万円の漁業被害が出たという。 

 

【九州】 

●今年初めてのアカウミガメの孵化 日南海岸 

宮崎県日南市の風田海岸で、7月 25 日に今年初めてのアカウミガメの孵化が確認された。日南市では、

今年は過去最高の上陸と産卵が確認されており、関係者は「保護の成果が出ている」と話している。し

かし、今年は各地の海岸で上陸、産卵がこれまでになく多くなっており、日南市の「保護」の成果と言

えるかどうかはわからない。 

 

【沖縄】 

●意見約 3500 通 辺野古埋め立てに 

沖縄県にある米軍普天間飛行場を名護市辺野古沖を埋め立てて移設する国による埋め立て申請に対して、

沖縄県が募集していた利害関係人による意見が、約 3500通に上った。しかし、沖縄県では、その多くが

「埋め立てにともない経済活動や日常生活で実体的な利益や不利益が生じる利害関係人」とは認められ

ないと見ている。海の生き物を守る会も意見を提出したが、利害関係人と認められない可能性もある。

ただ、辺野古周辺で活動している自然保護団体の扱いをどうするか、沖縄県では今後慎重に審査すると

いう。 

 

●88 匹を駆除 漁獲被害でサメ退治 八重山漁協 

漁獲魚を横取りするサメの被害を減らそうと、八重山漁協の一本釣り研究会に所属する漁師が、毎年恒

例になっているサメ退治を行った。今年は体重 400kgを超える大型のイタチザメも釣れ、合計 88匹のサ

メを駆除した。サメの研究者も来て、サメの測定や内蔵のサンプリングなどを行う姿もあった。また、

見物客は次々上がる大きなサメに歓声を上げていた。 
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【世界】 

●北太平洋に調査捕鯨船出港 

南極海の調査捕鯨を休漁とした捕鯨船団は、北西太平洋鯨類捕獲調査船団として今月 25日に調査母船「日

新丸」と目視採集船「勇新丸」「第二勇新丸」の 2隻が出港した。これらの船団は、今後約 2カ月半、北

西太平洋で鯨類捕獲調査（捕鯨）にあたる。捕獲予定数は、ミンククジラ 100頭、イワシクジラ 100頭、

ニタリクジラ 50 頭、マッコウクジラ 10 頭としている。母船の日新丸は、東京で鯨肉を水揚げした後、

尾道の母港に帰る予定。日新丸は昨年までの南極海の出漁に比べて、約 2 カ月遅い出港となった。日本

の調査捕鯨は、国際司法裁判所でオーストラリアから IWCの規制違反として訴えられており、今年 12月

頃判決が出される。捕獲調査という名の商業捕鯨と判定されれば、日本は世界の孤児になりかねない。 

 

 

【関東】 

◆第 116 回 自然観察＆クリーン「カニのあかちゃんとこんにちは！ アカテガニの放仔」 

主催：NPO法人 小網代野外活動調整会議 

日時：8月 10日（土）※荒天により中止の場合があります。 

集合：京浜急行「三崎口駅」改札前 16:00（トイレは必ず駅で済ませてください） 

※往復の案内は「小網代の森と干潟を守る会」がします。現地では「NPO法人 小網代野外活動調整会議」

のカニパトロールに参加します。そちらの指示に従って行動してください。 

 

◆海辺の自然教室「九十九里海岸の生物調査と自然観察会」開催 

南九十九里の海岸を歩き、そこに棲む生き物やさまざまな漂着物、さらに後背地の植物群落や海岸の人

工化の様子について観察・調査します。一宮在住の秋山章男先生(OWS学術顧問)が同行し、生き物や自然

について解説します。絵画、 彫刻、クラフトなど海の生きものを素材にマルチな創作活動に励む秋山先

生と楽しむ「クラフト教室」も計画中!  

この機会にお気軽にご参加下さい。特別な資格や経験は必要ありません。 

日時：8月 24日（土） 

集合時間：9:00集合 

集合場所：一宮中央公民館（千葉県長生郡一宮町一宮 2460役場敷地内）最寄り JR外房線上総一ノ宮駅 

実施場所：上総一ノ宮海岸（南九十九里浜海岸） 

募集人数：15名 

参加費：1000円（保険料・材料費）※お弁当、飲み物は各自でご用意ください 

講師：秋山章男（九十九里自然誌博物館代表・元東邦大学教授） 

主催：NPO法人 OWS 

協賛：株式会社サンコー ※調査データは、「全国砂浜海岸生物調査」に報告します。 

★申し込み・問い合わせ：詳細はホームページをご覧いただき、お電話ください 

http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html
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◆ネイチャースクール三浦「海辺の生きもの観察＆カメラ教室」参加者募集（小 3～中 3） 

新宿からバスで三浦半島の海辺に出かけ、デジタルカメラで、磯や砂浜にすむ生きものや海浜植物、砂

浜に流れ着いたもの、海の風景などを撮影します。（1人 1台デジタルカメラを貸し出し） 午後は海岸

に流れ着いた漂着物を使ってオリジナルのフォトフレームを作る「クラフト教室」も行います。小学 3

年生～中学 3年生までのお子さんなら、どなたでも参加できます。お友達や兄弟でお誘い合わせのうえ、

ぜひご参加ください。 

日時：9月 8日（日） 

開催場所：三浦半島の海岸 

集合：新宿駅西口 7:50（バス送迎） 

参加条件：小学 3年生～中学 3年生  

※撮影した写真の中から「未来に残したい海・第 2回子どもフォトコンテスト」にご応募いただきます 

募集人数：20名（最少催行人員 15名） 

参加費：2000円 ※弁当・飲み物は各自持参 

主催：NPO法人 OWS 

★申し込み・問い合わせ：ホームページをご覧ください 

 

【中部】 

◆日本付着生物学会「コケムシの分類を勉強する会」 

日時：10月 3日（木）～4日（金） 

場所：筑波大学下田臨海実験センター（静岡県下田市 5-10-1 最寄りは「伊豆急下田駅」） 

講師：東京大学大気海洋研究所 広瀬雅人博士 

参加費：正会員・学生会員 1000円、 非会員 3000円、非会員の学生 2000円 

会費以外の費用: 宿泊費 1泊 1700円、食費（朝 300円、昼 400円、夕 500円）保険代 500円、懇親会費 

★学会ホームページからダウンロードした申込書に必要事項を記入の上、下記までメールでお申し込み

ください。定員 20名（先着）。8月末締め切り。 

問い合わせ先：日本付着生物学会事務局 03-5937-5716 sosj-post@bunken.co.jp  

 

【近畿】 

◆大阪市立自然史博物館 第 44 回特別展 

  「いきもの いっぱい 大阪湾 ―フナムシからクジラまで ―」 

身近な海でありながら、私たちが大阪湾に「自然」を感じることは少ないのではないでしょうか。しか

し、大阪湾にはたくさんの生き物がいます。磯をはうフナムシから、時には太平洋から迷い込むクジラ

まで、大阪湾は生き物のワンダーランドです。この特別展では大阪湾にくらす様々な生き物の姿、それ

らをとりまく自然環境、そして漁業などを通じた人との関わりについて、貴重な標本や実物資料、写真、

映像などでご紹介します。詳細はこちら。 

開催期間：10月 14日（月祝）まで 

http://www.ows-npo.org/olympus/kodomo_event06.html
http://www.shimoda.tsukuba.ac.jp/
http://www.sosj.jp/index.html
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2013osakawan/index.html
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開館時間：9:30～17:00（入館は 16:30まで） 

休館日：月曜日（ただし、月曜日が休日の場合はその翌日） 

場所：大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール（花と緑と自然の情報センター2階） 

アクセス：地下鉄御堂筋線「長居」3号出口・東へ約 800m 

  JR阪和線「長居」東出口・東へ約 1000m 

観覧料：大人 500円、高校生・大学生 300円（30人以上団体割引）、中学生以下無料 

     ※本館（常設展）とのセット券は、大人 700円、高大生 400円 

     ※障がい者手帳などをお持ちの方、市内在住の 65歳以上の方（要証明）は無料 

     ※本館（常設展）、長居植物園への入場は別途料金必要（セット券を除く） 

主催：大阪市立自然史博物館 

後援：大阪府教育委員会、大阪湾再生推進会議、大阪府漁業協同組合連合会 

協力：船の科学館・海と船の博物館ネットワーク、日本財団助成 

問い合わせ：大阪市立自然史博物館（担当：波戸岡・石田）06-6697-6221  

 

【主な展示内容と展示品】 

 大阪湾の歴史：河内湾・河内潟の時代から、江戸時代の干拓、そして近代の埋め立てまで、大阪湾の

歴史をさまざまな資料や絵図・海図でたどります。このコーナーでは明治末期の大阪湾の海図（大阪

府立中央図書館所蔵）も展示します（展示期間は 8月 1日から 9月 1日まで）。 

 大阪湾の基礎データ：大阪湾の地形、海流、水質、水温などの基礎環境について、フジツボやゴカイ

など環境指標生物、10万分の 1縮尺の海底地形模型などにより解説します。 

 昔の大阪湾：錦絵（浪花百景など）、絵図（関西学院大学図書館所蔵「兵庫県漁具図解」）、昔の絵

はがき、市民から寄せられた古い写真など、江戸～昭和にかけての大阪湾の原風景を紹介します（一

部資料は展示替えを行います）。 

 沿岸の自然・沖合いの自然：明石海峡・紀淡海峡、淀川・男里川河口干潟、貝掛海岸の砂浜、岬町・

加太の磯、南港野鳥園・阪南 2区の再生自然環境といった沿岸や沖合いの自然と生物多様性について、

1000種以上の生き物の実物標本と水槽展示で紹介します。 

 大阪湾の漁業：実際の漁具（底曳き網の一種である石桁網、主にイワシを獲るバッチ網、アナゴ籠、

タコ壺、刺網など）のほか、漁獲物についても標本や写真、映像で紹介します。昔岬町で使われてい

た素焼きのタコ壺も展示します。 

 大阪湾の「宝島」―成ヶ島：淡路島の南東に位置し、貴重な生き物が続々とみつかっている成ヶ島の

自然を、標本や写真で紹介します。 

 外海とのつながり：2010年 5月に大阪府堺泉北港に漂着した体長 9.1ｍのマッコウクジラの全身骨格

標本、ドタブカやウミガメ類の標本などにより、広大な外海とつながっている大阪湾を紹介します。

このマッコウクジラの胃から出てきた「ダイオウイカ」を初めとする頭足類 10数種の顎板（歯）も展

示します。 

 抱える問題と解決に向けて：自然海岸の消失、赤潮や青潮、貧酸素水塊、外来生物などの問題を写真

や映像で分かりやすく解説します。明治から昭和初期にかけて大阪湾で採集され、国内・海外の博物

館で標本として保管されている湾内の絶滅種・絶滅危惧種を紹介します。また、大阪湾の環境調査や



14 

 

自然保護に取り組む各地の市民団体の活動を紹介します。 

 その他：ミンククジラの頭骨標本、大阪湾に生息する小型鯨類スナメリの全身骨格標本、大阪湾のカ

モメの生態、海藻おしば標本、大阪湾の魚介類を使った郷土料理、大阪湾の全沿岸連続写真、英海洋

調査船チャレンジャー号が 1875年に神戸沖・明石海峡で採集調査した時の報告書や標本写真、中に入

って記念撮影ができる実物比 10倍の巨大タコ壺（子どもワークショップ開催時等を除きます）など。 

 

【特別展見学ワークシート】 

この特別展を中学生・高校生を初めとする多くの生徒・学生の皆さんにご覧頂きたいと考え、見学しな

がら展示内容について学習できる展示見学ワークシートを作成しました。各学校の先生方には本特別展

見学のご推薦をお願いいたしますとともに、夏休みの課題として本シートのご採用も併せてご検討頂け

れば幸いに存じます。 

 

■特別展「いきもの いっぱい 大阪湾」ワークシート 

 ワークシートはホームページからもダウンロードできます。 

 ワークシート持参の高校生・大学生は入場料が特別料金 200円になります。中学生は無料です。 

 ワークシートは学年や先生方の目的にあわせて、部分的にお使いいただいたり、内容を改訂していた

だいても差し支えありません。 

 先生用のワークシート解説と回答編はご依頼に応じて個別にお送りします。 

 課題としてワークシートをご採用頂いた学校の先生方には、先生方の事前見学等用に招待券 2枚と特

別展展示解説書を 1部差し上げます。 

 お問い合わせ：大阪市立自然史博物館（担当：釋）e-mail: tm@mus-nh.city.osaka.jp 

 

【沖縄】 

◆名護博物館 開館 30 周年記念事業 

   写真展  発見！ワッター海の自然 『大浦湾の生きものたち 2013』 

期間：8月 11日（日）まで ※月曜休館 

時間：10:00～18:00（最終日 17:00） 

会場：名護博物館ギャラリー（沖縄県名護市東江 1-8-11、電話 0980-53-1342） 

入場：無料 

主催：名護博物館、ダイビングチームすなっくスナフキン 

協力：アクアマリンふくしま、沖縄工業高等専門学校、サイエンスランド、わんさか大浦パーク 

沖縄本島北部、名護市東海岸に位置する「大浦湾」。川の流域に残された豊かな森、河口のマングロー

ブ、干潟、浅場の砂地や海草藻場、沖にむかって泥場やサンゴ群集。湾口近くには水深 60m もの深場や

発達したリーフがあり、生物多様性に満ちた海には驚くほどたくさんの生きものたちがすんでいます。  

福島県の水族館「アクアマリンふくしま」にて、約 2 年間にわたり開催された企画展「辺野古・大浦湾

の海」での展示をはじめ、1000 枚におよぶ写真と映像により、大浦湾とそこにすむ生きものたちを紹介

します。詳細はこちら。 

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2013osakawan/worksheet/index.html
http://ourawan.com/
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【写真展期間中のイベント】 

 

 ■自然観察会 [要予約] 

 打ち上げ貝を拾いに瀬嵩浜に行こう！ ～渚で貝がらを拾ってミニ展示会をします～ 

 日時：8月 10日（土）13:00～17:30 

 講師：名和 純 

 人数：先着 20名まで ★要予約 

 参加費：100円（保険代） 

 集合場所・申し込み・問い合わせ：名護博物館 (0980) 53-1342（担当：村田） 

 

 ■マングローブカヌー体験 ★要予約（前日まで）大浦湾を漕いで探検しよう！ 

 日時： (1)7月 28日（日）10:00～12:00 

     (2)8月 11日（日）9:30～11:30 

 人数：各日先着 30名まで ★前日までに要予約 

 参加費：大人 3500円、小学生以下 2000円（保険代込み） 

 集合場所・申し込み・問い合わせ：わんさか大浦パーク (0980) 51-9446（担当：大城） 

 ※期間中、写真展示なども行っています 

 

 ■ミニお話会 

 日時：8月 3日（土）14:00～15:00 

 場所：名護博物館ギャラリー 

 ①「川の生きものの話」 by 名護博物館 村田尚史 

 ②「海の生きものの話」 by ダイビングチームすなっくスナフキン 

 ※展示解説もあります 

 

 ■ミニ企画 

 １．顕微鏡をのぞいて見てみよう！ 

 海の微生物や生きもののカラなどを顕微鏡で観察します 

 開館日：7/29～8/9の月・水・木・金曜日 

 時間：13:00～18:00 

 ２．大人のサイエンスランド 

 「ようこそ 大浦湾の海に生きる仲間たちの世界へ」 

 ～ 海の寄生虫・スナギンチャク・生きものイラスト ～ 

 by ダイビングチームすなっくスナフキン 

 日時：7月 26日（金） 19：00～20：30 

 場所：サイエンスランド（沖縄県名護市東江 1-5-39） 

 入場料：無料 

 

http://wansaka.ti-da.net/
http://www.allyanbaru.com/scienceland.html
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 タイで行ったような、ジュゴンが頻繁に見られ、その行動や生態を観察できる環境が、ジュゴンの研

究にはどうしても必要だ。どうやら日本ではそのような環境を見つけることは難しそうだと感じた。そ

こで国外で、ジュゴンが容易に見られるところを探そうと言うことになった。日本のそばでジュゴンが

頻繁に見られるのは、鳥羽水族館のジュゴンを捕獲したフィリピンのパラワン島ではないかと目星を付

けた。そこでパラワン島に出かけてジュゴンの研究が可能な場所を探してみることにした。 

 パラワン島は、2001 年に日本国際湿地保全連合によるアマモ場の生物多様性調査に行って以来、3 年

ぶりの再訪だ。しかし、パラワン島によく知った研究者はいない。コネクションの無い訪問は、やはり

不安でもある。2001年のあのときは、フィリピン大学の Miguel Fortes 教授にパラワン島のコネクショ

ンを使って、案内をお願いした。実際に案内してくれたのは、彼の学生だった女性だった（顔は思い出

すのだが、名前が出てこない！）。フィリピンは、日本と違って海岸線も私有地になっているところが多

い。日本では汀線から確か 5mまでは国有地であり、私有は禁じられている。ところがフィリピンでは、

海岸の藻場を調査するにも私有地を通り、藻場も私有地内の場合が多い。とくに地方では、その地方の

分限者（お金持ち）が土地を囲い込んでいることが多く、勝手に海に入って調査することができない場

合が多い。知らずに入り込んで調査をしていると、警察沙汰になりかねないのだ。女子学生の主な役割

は、そのような場所かどうかを判断し、私有地である場合は、そこの主人に調査をさせて欲しいとお願

いすることだった。これはかなり重要なことである。 

 そんな経験があったので、案内人なしに調査に行くのは無理と知っていた。そこで、今回は、フィリ

ピンのミンダナオ島から留学していたマリアという私の学生に案内をしてもらうことにした。2004年の2

月25日、北海道から成田経由でマニラへ行き、そこからパラワン島の首府プエルト・プリンセッサに飛

ぶ。まずは、マニラの環境局の(Natural Resource & Wildlife Center)でジュゴンの保護の現状について質問。

担当官は、フィリピンには何頭のジュゴンが生息しているかという私の質問に、まったく分からないと

答えた。馬鹿にしてはいけない。当時、日本の環境省でも、日本に何頭ジュゴンがいるか、分かっては

いなかった。でも、その頃の日本のジュゴンは50頭以下というのが、公式の答えだった。今思えば、そ

の当時、日本にいるジュゴンはせいぜい10頭以下なのだった。これから行くパラワン島のジュゴンにつ

いての情報を聞いたが、彼が教えてくれたのは鳥羽水族館が1999年にパラワン島東北部を調査したとき

の約25頭という結果だった。それ以後はだれも調査していないという。フィリピンでは、ジュゴンを保

護する法律ができて、これから全国の住民に、ジュゴンの保護についての通知を行うという。まだまだ

保護はこれからだなあというのが、私のそのときの感想だった。 

 パラワン島のプエルト・プリンセッサ空港へ着陸する寸前に真下の海には黒々としたアマモ場が広が

っているのが見える。周りの透き通った青と比べて、際だって見える。濃密なリュウキュウスガモらの

混成群落が広がっているのだ。そこから東に続くホンダ・ベイは、2001年に青木さん（現東北大学）た

ちと楽しく調査した海域だ。 

 空港について、まず落ち着いたのは、ダウンタウンからほど近いが、周りは緑に囲まれているホテル
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のロビーだ。前回は、このホテルに 1 週間ほど滞在して、中庭のあずま屋に海から採取してきた砂のサ

ンプルを積み上げて、洗い出し、バットに入れてベントス（底生動物）をソーティングした。リゾート

ホテルの庭の真ん中であのような所業をしたわれわれを、他のお客は怪しんだだろうが、宿の人たちは

大目に見てくれた。 

 今回は、他のホテルに泊まるので、とりあえずお茶を飲んで当時を偲んだだけだった。翌日から、ジ

ュゴンの調査ができそうなところを探す旅に出た。頼りはマリアだけだ。プエルト・プリンセッサの街

中で、WWF フィリピンのジュゴン担当者 Cocoy に会った。彼は、パラワン島のジュゴンについて、民

間の立場から保護を進めている。主に漁民に網に掛かったジュゴンを救い出すよう説得して回ることを

始めている。住民にはかなりジュゴンが保護すべき動物であることは、彼らの活動で理解されているよ

うだ。しかし、教育も受けていない漁民が多いところだから、説得はなかなか難しい。「ジュゴン？美味

しいよ」というのが、漁民の一般的な反応だ。それでも近年になって、外国からいろいろと人がやって

きて、ジュゴンの研究だ、保護だ、観光だと騒がれているのは、分かっているし、近年になって政府が

ジュゴンを保護しろと言い出したことも、彼らはよく知っている。 

 WWFの Cocoyに再会を約して別れ、まずはパラワン島を北へ向かった。首府とは言ってもプエルト・

プリンセッサは小さな町で、車で 5 分も走れば町を外れる。そこからは舗装の無いでこぼこ道を埃を巻

き上げながら車は東海岸沿いに走る。海岸はところどころ人の住む漁民集落を点在させながら、ずっと

マングローブ湿地が続く。途中、休み休み走り、ローハ Roxas という小さな町に着いた。そこに WWF

のジュゴン保護の現地事務所があるという。車で狭い路地を探しながら行くと、教えられた場所に、民

家と少し趣の違う建物があった。表門の前に、ジュゴンの絵と骨の一部が飾ってあるので、これが WWF

の現地事務所であることが分かった。 

 声をかけても誰も現れない。そのまま庭へ入っていくと、ハンモックの中にジュゴンのように太った

男が眠っている。悪いけれども彼を起こして、来意を告げる。どうやら彼はここで雇用されている人ら

しく、事務所の主人は不在という。まもなく帰ってくるだろうというのを信じて、部屋で待たしてもら

った。お茶をいただきながら待つこと数十分。ようやくここの主が帰ってきた。主人は若い女性だ。ア

グネス・ソクラテスという名前だった。アグネスもソクラテスもすごい名前だ。もっともフィリピンは

二百年以上の長いスペイン植民地の時代があり、フィリピン人にはスペイン名の名前が多い。私が下手

な英語でしゃべるよりも、マリアにビサヤ語で話をしてもらう。フィリピンの公用語は英語であるが、

同時にタガログ語も公用語である。しかし、ビサヤ地方では、ビサヤ語が一般には使われている。ビサ

ヤ地方は、首都マニラのあるルソン島よりも南で、西はパラワン島、南はミンダナオ島までのセブ島、

イロイロ島、ネグロス島などの多島海地方を言う。かつてはこの地方にはどこにもジュゴンが多数生息

していたと環境庁の職員は言っていた。それにもかかわらず、このビサヤ地方の中心部の海では、ジュ

ゴンがほとんど消滅したという。今でもジュゴンが多く見られるのは、ビサヤ地方の周辺部、パラワン

島、ミンダナオ島、ミンドロ島などに限られているそうだ。 

 ローハの WWF 事務所の人の話では、この近くでは、すぐ沖に小さな無人島が有り、その周辺に海草

藻場が広がり、ジュゴンもたくさん現れるという。事務所の壁にその島の地図が貼られ、その上にジュ

ゴンを見つけた場所がピンで示されていた。写真も見せてもらったが、なるほど、ジュゴンが現れそう

な環境だ。ここは調査地点として、良いかもしれない。このあたりのジュゴンの状況を聞き、それでは

と、近くの漁師のところに案内してもらった。この漁師は、地先に小さな定置網を設置しており、その



18 

 

定置網にときどきジュゴ

ンが掛かるのだそうだ。

彼は掛かったジュゴンの

雌雄を観察し、体長を測

り、まだ生きている場合

はそれを逃がしていると

いう。彼の記録によると、

過去 6年間で 32頭のジ

ュゴンが彼の定置網に

掛かったらしい。この周

辺には他にも 10ヶ統ほ

どの定置網があり、それ

らの多くの漁師は、掛か

ったジュゴンは食べてい

るはずだと彼は言う。も

し、彼の定置網と同じくらいの頻度でジュゴンが掛かっているとすると、ここの定置網で死ぬジュゴン

は 1年間で約 50頭にもなる勘定になる。それだけでも鳥羽水族館の推定するジュゴンの数を上回る。か

なりこのあたりにはジュゴンが多数生息しているのだろう。彼は、ジュゴン保護の政策に協力している

と自慢していた。実際、その報告に対して、環境庁が彼を表彰したらしい。表彰状を自慢そうに見せて

くれた。WWFの職員の話によると、彼のような漁師は極めて珍しいとのこと。つまりほとんどの漁師は、

ジュゴン保護に協力していないのだろう。 

 漁師の話によると、「ジュゴンは 11 月以降よく網に入るが、一年中見られる。網に入りやすいのは、

大潮で風のない暑いとき。夜明け頃が多い。もっとも昼でも入ることはある。満月に多いとか月齢とは

関係ないと思う。ジュゴンは昔は狩りの対象だった。あっちこっちに獲りに行ったものだ。ジュゴンは

薬としても使われていた。

大きな魚が獲れなくなっ

た時などには、代わりに

ジュゴンを捕りに行った。

ジュゴンを祈りや祭りの

対象とはしていない」と

言う。彼の写したジュゴ

ンの写真を複写させても

らって宿に帰った。 

  

 

（写真 2枚とも） 

ローハの定置網に掛かっ

たジュゴンを囲んで 
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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ください。 

 うみひるもの表紙を飾る海の生き物の写真を募集しています。種名同定済みの写真ですと、大変助

かります。海にお出かけの際には、カメラご持参で。そして、ベストショットが撮れたら、是非、

うみひるも編集部までお送りください！  

 

 

7．編集後記 

夏休みに入りました。近所の子どもたちは仲良しと集まっては昼間から外で遊んでいます。元気で結構、

結構。ところが、その声を「うるさい」と迷惑がる大人もいます。苦情が入ると、学校や子供会は親た

ちに一斉メールを流し、「ご注意ください」と呼びかけます。 

最近きたメールの現場は、近所で唯一の空き地や子供が遊んで当然の校庭でした。公園も狭いし道路も

危ないのに……。空も見えず風も吹かない防音室の中で遊べとでも言うのでしょうか。黙ってゲームで

もしていれば良いのでしょうか。実際、そうする親子も増えていますが。 

訴えた方にも事情があり、きっと言わずにはいられないほど被害が深刻なのでしょう。子どもでも場所

や場合をわきまえる必要はあるし、しつけも大事です。確かに、子どもの泣き声や喧嘩の声は非常にや

かましいですから。しかし、最近の苦情は「遊ぶ声がうるさい」と来るのです。どうなんでしょうね、

これ。みんな昔は子どもだったくせに～！って思わず言いたくなります。 

私は電車の中で漏れ聞こえるゲームやケータイの操作音が苦手。海水浴場など自然の中で大音響でかか

っている音楽は、もっと苦手。子どもの声は、ほとんど苦になりません。騒音の問題は、好みや感情も

絡んでくるから本当に複雑ですね。（ちよ） 

 

追伸：今号の発行が遅れたのは、私がお盆前進行の仕事に追われていたせいです。すみませんでした。

どなたか、一緒に「うみひるも」を制作しませんか？ 引き続き、ボランティア絶賛募集中。 
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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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海の生き物を守るためになにかしたい 

というあなたに 
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ボランティアも大募集♪ 
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