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「今月の海の生き物」 ミスガイ Hydatina physis ：  
 

軟体動物門頭楯目ミスガイ科に属する後鰓類の一種。本州南部以南のインド太平洋の熱

帯・亜熱帯の浅い海に生息する。貝殻は薄く、褐色の螺旋状の縞がある。生時は写真のよう

に外套膜をひらひらと広げ、殻は埋没して見にくい。よくみると黒い眼点が 2個ある。外套

膜は褐色で、ややピンク色を帯びる。外套膜の周縁は、蛍光を呈する。「御簾貝」という名

前は殻の模様に由来する。 

（和歌山県天神崎にて  倉谷うらら氏撮影） 

http://e-amco.com/
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●第 2 回ジュゴン勉強会のご案内 

いよいよ10月 5日開催です！ 

 

 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きます。 

辺野古に米軍基地が作られようとしてい

る今、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当会代表の向井 

宏（京都大学特任教授）が、ジュゴン調

査の結果とうらばなしを公開します。 

事前申し込みは不要。参加費 1000 円。

高校生以下は 500円です。多くの方々の

ご参加をお待ちしています。 
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●「海の生き物を守る会」ホームページと Facebook をご活用ください 

 海の生き物を守る会では、ホームページとフェイスブックページを公開しています。 

 

 ホームページ URL  → http://e-amco.com/ 

 フェイスブックページ URL  → https://www.facebook.com/Uminoikimono 

 

 ホームページにはニュースやトピックスの他、当メールマガジン「うみひるも」のバック

ナンバーも順次アップされています。途中からご登録いただいた方は、お時間のあるときに、

是非バックナンバーもご覧ください。うみひるもは転送歓迎です。引用や転載も自由です（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）。海の生き物に関心を持っ

ている方々に広めていただければ幸いです。 

 フェイスブックページは、会員相互の情報交換用に今年 5 月にオープンしました。企画案

や「うみひるも」用の写真のご提案、メッセージ送信などに便利です。是非ご活用ください。

「いいね！」のクリックもお待ちしております。 

 

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

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。 

 

 

◎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 残部少しあり 

 

◎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://e-amco.com/
https://www.facebook.com/Uminoikimono
http://e-amco.com/
https://www.facebook.com/Uminoikimono
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（6） 立川賢一 
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【東北】 

●相馬港沖の防波堤の復旧工事 進捗 45% 

福島県相馬市の松川浦の北側に位置する相馬港の沖防波堤は、東日本大震災の津波で消波ブロックが崩

落し、コンクリート製のケーソンが土台から滑落するなど、全体の 9 割が破損し、港内にも波が押し寄

せる状態になっている。国交省小名浜港湾事務所では、沖防波堤の復旧工事を行ってきたが、今月まで

に工事全体の 45％が復旧したと発表した。新規のケーソンは、これまでより大型化し、滑落を防ぐ対策

を施しているという。 

 

●福島第一原発の汚染水 海に流出続く 

安倍首相が「完全にブロックしている」と大見得を切った東電福島第一原発の汚染水問題。政府が「国

が前面に立つ」と 9 月 3 日に総合対策を打ち出し、5 日には工程表も作成した。それによると、地下の

土中に水ガラスを注入して「土の壁」を今年中に整備し、海側を遮蔽することになっていた。しかし、

山側から流入する地下水の量は、毎日 400 トンにも上る。そして流入した地下水は高濃度汚染水となっ

て、海側の土の壁を乗り越えて海に流入し続ける。政府の「完全にブロック」というのは、まったくの

ウソであることが早くもばれてしまった。さらに、政府が作る計画だった地下水バイパスに、地上タン

クから高濃度の汚染水が 300 トンも漏洩し、地下水にまで広がっていることがはっきりし、早くも先行

きが心配されている。汚染水を貯蔵しているタンクも、すでに置き場所が無くなりつつあり、福島の汚

染水問題は、レベル 3 の放射能漏れ事故に匹敵しているが、このままではいずれレベルが上がる恐れも

ある。海への影響は、これから真剣に調査・検討されなければならない。海の生き物は、生存の危機に

ある。 

 

●科学専門誌「ネイチャー」が日本政府の対応を批判 汚染水問題 

科学専門誌の「ネイチャー」が、日本政府の福島第一原発事故に伴う汚染水問題に対する行動の遅さと

情報公開のおそまつさを厳しく指摘している。「ネイチャー」が、ここまで厳しく非難することは非常に

珍しいことと話題になっている。記事は、「Nuclear error」というタイトルで、政府の対応が遅すぎるこ

と、漏れた汚染水の放射線量が当初発表されたものの18倍も高かったことなど監視体制の甘さを指摘し、

海外の専門家にもっと支援を求めるべきだと指摘している。また、ロシアやノルウェーに汚染水が海洋

生物にどのように影響があるかを調べる専門家がいるから、もっと他の国の専門家を呼ぶべきだと、ア

メリカの科学者も指摘している。安倍首相は、IOC の総会で、汚染水問題は「コントロールされている」

と述べたが、東電はそれを否定している。国際会議の場でウソをつく首相を日本は持っている。 

 

【関東】 

●東京湾の海辺で清掃  

東京都港区のお台場海浜公園で、トヨタが支援し、東京新聞が開催する水辺の環境保全のための「アク
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アソーシャルフェス」が行われ、港区の財団などが「東京ベイ・クリーンアップ大作戦」と称して、海

辺の清掃活動が実施された。地域住民や企業・団体からの社会貢献活動として、約 90 人が参加して海辺

のゴミを集めた。東京湾を再び泳げる海にというスローガンで行われたフェスティバルだが、東京湾が

泳げない海になったのは、ゴミのせいなのだろうか。 

 

【中部】 

●富山湾で漂着物調査 

富山県高岡市太田の海岸で、海辺の漂着物調査が行われ、小学生ら 30 人がゴミを拾い、ゴミを分類し、

重さを量り、環境問題を学んだ。3 班に分かれた参加者らは、それぞれ波打ち際に 10m×10m の区画を

受け持ち、落ちているゴミを集めた。集まったゴミは、合計 1653 個で、その 8～9 割がプラスチック類

であった。重量は 5.7kg。指導した環日本海環境協力センターの職員は、富山湾の海辺のゴミは大半が河

川からのものなので、一人一人の日頃からの心がけが大切だと指摘した。この調査は、同センターが 1996

年から実施しているもので、日本海の日本、中国、韓国、ロシアなどでも調査を実施する予定だ。ゴミ

問題について、子どもたちが環境問題の解決に繋がる意識を持てたとすれば、良いイベントになるだろ

う。 

 

●イルカ追い込み網漁が解禁 太地町 

和歌山県太地町で、9 月 1 日に小型鯨類の追い込み網漁が解禁され、さっそく太地町漁協の太地いさな組

合の漁船団が約 100 頭のバンドウイルカの群れを畠尻湾に仕掛けた網に追い込んだ。この日捕獲したイ

ルカは水族館に販売するため十数頭を残し、残りは逃がすという。畠尻湾では、イルカ保護活動のリッ

ク・オバリー氏をはじめ、反捕鯨団体の外国人らが「イルカの虐殺を終了してください」などと書いた

プラカードを持って抗議活動を行った。追い込み網漁は、国際捕鯨委員会（IWC）の規制対象になって

いない。 

 

●モクズガニ漁に鑑札制度を導入 資源保護を目的に 

和歌山県古座川の古座川漁協は、籠を使ったモクズガニ漁に鑑札制度を設けて、漁期も規制する方針を

決め、和歌山県に漁業権を申請した。モクズガニの個体数が減少しているため、乱獲を防ぐ狙いがある。

漁期は 9 月 1 日～12 月 31 日とし、組合員以外は鑑札（年間 3150 円）を購入しなければ、モクズガニ漁

が行えない。同漁協によると、モクズガニの個体数が減ってきており、甲羅の幅が以前の 10cm くらい

から 7cm くらいに減少しているという。同漁協では、稚ガニの放流も計画している。モクズガニはイワ

ガニ科の蟹で、河口付近に生息する。 

 

【中国】 

●宍道湖で覆砂事業 国交省 

島根県の宍道湖（しんじこ）はヤマトシジミの一大産地として有名であるが、近年シジミの生産量が激

減している。水揚げ量は 1990 年に約 9000 トンだったが、2011 年に 2200 トン、2012 年には 1700 トン
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にまで減少した。シジミの復活を目指して、国交省では、宍道湖の湖底の覆砂事業を始めた。シジミは

砂地に生息するので、湖底が岩盤のところに覆砂し、シジミの生息を促し漁場を拡げるのを目的とする。

宍道湖の西岸付近で、650m×90m の範囲に過去最大規模の覆砂を行う予定。湖底が岩盤であると言うこ

とは、そこに砂や泥が溜まりにくい物理的な環境があるということで、そこに覆砂をしてもいずれ砂は

無くなる。シジミの復活に効果があるとは思えない。一時的な対策に巨額の予算を使うのは、国交省の

お家芸だが、そろそろ止めにしてもらいたい。 

 

●瀬戸内海にフナが泳ぐ 芦田川河口堰の放流で 

広島県福山市の沖 10km の瀬戸内海に浮かぶ走島（はしりじま）に、アシやフナなど川の生きものたち

が大量に流れ着き、死んだために腐臭を放っている。今月 4 日までに 225mm の大雨が降り、国交省福

山河川国道事務所が福山市の芦田川河口堰の 10 のゲートを全開、12 年ぶりに放流した影響で、河川か

ら流出した草や樹木、ペットボトルなどのゴミと共に、フナなど川の魚も流されたと見られる。走島の

漁港には、全長 30cm くらいのフナがたくさん打ち上がったり、生きたフナが泳ぐ姿も見られた。漁業

者は、フナが海を泳ぐのを初めて見た、島の周辺に 1 万匹近くいる、と話している。福山市の東にある

笠岡市の白石島でも海水浴場に大量のアシなどが流れ着き、海水浴場の再開のために軽トラック 20 台分

以上を集めて焼いたが、草木やゴミの漂着はあとからあとから続き終わりがない状態だ。同事務所の河

川管理課長は、「アシやフナは河口堰から流れ出したと見られるが、撤去については県や市に尋ねて欲し

い」と知らぬ顔だ。 

 

●山口でカブトガニの観察会 

山口県山口市秋穂二島沖の山口湾東部の長浜干潟で、カブトガニの幼生の観察会が開かれた。約 50 人が

干潟を歩いて、カブトガニの幼生が這った跡を手がかりに、カブトガニ幼生を見つけた。山口カブトガ

ニ研究懇話会の原田直宏代表から、カブトガニの成長の様子の話も聞き、参加者達は身近なところに自

然が残されていることにびっくりしていた。 

 

●竹筒で「アサリ姫」プロジェクト 何のため？ 

山口県山口市秋穂二島沖の干潟で、竹筒の中にアサリを入れて、干潟に埋めて育てる実験が行われてい

る。名付けて「アサリ姫」プロジェクト。竹から生まれた「かぐや姫」にちなんだ命名だそうだ。実施

しているのは、椹野川河口域・干潟自然再生協議会。大学教授や地元住民、山口県職員らで組織してい

る団体だ。目的は、アサリ漁場の復活と、子どもたちが自然と触れ合う場づくりとのこと。竹筒は直径

10cm、長さ 20~40cm で、斜めに切ってある。また海水が筒の中を通り抜けるように、底に 1cm 以下の

小さな穴を開けている。中に樹脂製のネットに入れた殻長 2.5cm くらいのアサリを 10 個入れ、1～2 ヶ

月ごとに生息数や生長を調べている。こんなことでアサリの資源が復活するとは思えない。もっと効果

的な方法が各地で行われており、アサリ資源復活のためには余り意味がないと言わざるを得ない。子ど

もたちの干潟との触れ合いなら、こんな事をしないで自然の干潟をじっくり眺めることこそ好ましい。

アサリだけが干潟の生物だという発想からは、もう抜け出してもらいたいものだ。 
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【四国】 

●アカウミガメが高知から北海道へ移動 

今年 3 月に高知県室戸市で定置網に掛かったアカウミガメに NPO が標識を付けて放したところ、今月に

なって北海道で再び網にかかった。移動ルートの解明に貴重な事例として、今後の研究資料とする。 

 

【九州】 

●農水省が工事を着工 諌早開門に向けて 反対派の抗議で一時延期 

諫早湾干拓事業で締め切られた潮受け堤防で有明海の漁業と環境に著しい悪影響があったとして、長期

間の開門調査を裁判所から命じられた農水省は、その期限が迫る中、9 月 9 日にようやく関係する工事に

着手した。しかし、開門に反対する長崎県の農業者ら約 300 人が工事を実力で阻止する構えを見せたた

め、9 日の堤防改修工事は取りやめた。農水省の対策工事は、海水淡水化装置を設置すること、堤防のひ

び割れ補修、汚濁防止膜設置などである。工事には、地元反対派住民の民有地も含まれるため、着工の

メドは立っていない中で、裁判所が指定した 12 月 20 日の開門期限に間に合わせるために、着工を決断

したと見られるが、アリバイ作りという批判もある。反対派は、有明海の環境変化と諫早湾干拓事業の

因果関係には疑問があり、開門の根拠そのものが曖昧として、反対する姿勢を崩していない。もちろん、

有明海の環境悪化には、諫早湾の干拓事業だけが影響しているわけではない。しかし、有明海沿岸の開

発や埋め立てが、有明海の悪化の原因であることはこれまでの科学者らの研究で明らかになっており、

諫早湾干拓事業が悪化の一線を超える結果をもたらしたことも、ほぼ明らかである。開門による効果が

どこまで有明海の環境を良くできるかは分からないが、裁判所による今回の開門決定は、あくまで長期

的な開門調査であり、調査の結果から、有明海の環境変化を客観的に読み取る努力が必要になる。調査

もさせないという長崎県の立場は、おかしい。 

 

●新種のクラゲを発見 「ワタゲクラゲ」 

長崎県佐世保市の大村湾や九十九島周辺で採集されたクラゲが

新種であることを、九十九島水族館の学芸員の堀之内詩織さん

が発見、京都大学の久保田信准教授と共同研究でワタゲクラゲ

と命名し、日本生物地理学会誌に報告した。堀之内さんは、3

年前にも新種のクラゲを発見している。 

 

●石木ダム建設 国交省が事業認定 強制収容も視野 

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に建設を計画している石木ダムについて、国交省九州地方整備局は、ダ

ム建設事業を認定し告示した。強硬な反対をしている地権者もいるが、土地収用法による認定なので、

今後は強制収容もありうることになった。事業が決定して 38 年、地元の反対によって進まなかったダム

建設が、国家による強行で最終的な局面を迎えた。事業認定は、学識者らでつくる社会資本整備審議会

の意見によった。それによると、治水、水源確保の公共の利益は「相当程度ある」と認め、失われる利

益は「軽微」とした。石木ダム建設絶対反対同盟は、「反対の姿勢は変わらない」としている。失われる
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軽微な利益とはいったい何だったのだろう。環境のようなお金に換算できないものは、考慮に入れてい

ないのではないだろうか。 

 

●「和白干潟をラムサール条約へ」 鳥獣保護区の期限延長で 

福岡県東区の和白干潟の「鳥獣保護区」指定の期限が 10 月に切れることから、環境省九州地方環境事務

所が、和白干潟（254 ヘクタール）の鳥獣保護区指定延長と、現在県の指定となっている近くの多々良

川河口（37 ヘクタール）の追加国指定についての公聴会が行われた。環境省によると両方の干潟はシギ

やチドリ類が多数飛来しており、クロツラヘラサギなど希少種も見られ、一体として保護する必要があ

ると判断したという。公聴会には、県や市、環境保護団体など 6 団体が参加し、全員が賛成意見を述べ

た。地元の住民団体である「和白干潟を守る会」は、ラムサール条約へ登録を進めるために、「特別保護

区」に格上げするよう要望したが、福岡市は、「港湾整備に影響が出ないよう、特段の配慮を求める」と

して、現状維持は認めたものの、これ以上の保護政策に反対の姿勢を打ち出した。 

 

●水俣病の教訓を生かそう 「国際環境フォーラム」 

環境汚染の実情や課題などを検証する「環境被害に関する国際フォーラム」が、熊本県水俣市の市もや

い館で 3 日間、国内外 8 カ国の住民や研究者らが集い開かれた。外国からの参加者からは、被害者を孤

立させず、専門家や NGO との協力体制を築くことが大切だという意見が出た。胎児性水俣病の坂本しの

ぶさんは、原因が推定されてからもメチル水銀の排水を止めようとしなかった原因企業のチッソをはじ

め、国や県の対応を批判し、「どこの国にも起こって欲しくない」と述べた。同フォーラムは最終日に大

会宣言を出した。その中で、公式確認から 50 年以上経っても解決しない水俣病の現状を指摘し、いまで

も各地で環境汚染や公害が発生し、被害回復や補償を求める住民の闘いが続いていることから、水俣病

の教訓が十分生かされていない現実があることを指摘している。宣言は環境省や熊本県に送付される。 

 

 

 

【北海道】 

◆サイエンスカフェ in さっぽろサケフェスタ 2013『今、評価される野生サケの重要性』 

日本のさけますの増殖事業は、これまで人工ふ化放流技術によるものが主体となってきましたが、サケ

が生物種としてもつ特性と多様性を維持するために、自然産卵に対する意識が高まっています。そこで、

北海道には野生のサケがどれくらいいるのか、その遺伝的な意義について、最新の研究結果から紹介し

ます。また、190 万人が住む札幌で見られる野生サケの価値と、今後の豊平川のサケのあり方について、

みなさんと話し合いたいと思います（詳細）。雰囲気はあくまで気軽に、でも大人の好奇心を満足する最

新の情報を織り交ぜて公開します。みなさまのご参加をお待ちしています。 

日時： 9 月 23 日（月・祝）14:00～14:50 ※入場無料・出入り自由・参加者多数の際は入場制限あり 

場所：札幌市豊平川さけ科学館・展示ホール（札幌市南区真駒内公園 2-1） 

問い合わせ：札幌市豊平川さけ科学館 011-582-7555 

http://www.sapporo-park.or.jp/sake/?p=2367
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【東北】 

◆東日本大震災復興支援プロジェクト「自然環境再生のための藻場調査」調査協力者募集 

OWS では、東北大学大学院農学研究科のご協力を得て、宮城県内の海洋水産資源の再生モニタリング調

査を実施しています。この調査は東日本大震災で地盤沈下の影響を受けた宮城県石巻市狐崎浜地区にお

いて、生物相がどのように再生していくかを定期的に観測していくものです。今年度は下記日程で調査

を行う予定で、各回 2～5 人の調査協力者を募集しています。過去調査の様子はブログをご覧ください。 

日程：第 4 回 10 月 19 日（土）～20 日（日）、第 5 回 11 月 9 日（土）～10 日（日） 

場所：宮城県石巻市狐崎浜 

集合：OWS 事務局（豊島区雑司が谷 3-11-2）土曜日正午集合 

参加資格：ダイビング経験 30 本以上 

参加費：無料（往復交通費・宿泊費・潜水費用・保険代含む）食事代は自己負担 

募集人数：各回 2～5 人 

担当：後藤健太郎（OWS ネイチャーガイド） 

問い合わせ：OWS 事務局 E-mail：info@ows-npo.org TEL:03-5960-3545 

 

【関東】 

◆第 104 回 海洋フォーラム「陸と海、干潟と干潟、人と生物のネットワークで環境再生」 

海洋政策研究財団では、その時々の海洋に関する社会の関心事項の中からテーマを選定して、おおむね

月 1 回のペースで「海洋フォーラム」を開催しております。今回の｢海洋フォーラム｣では、東京湾再生

のキーワードであり、沿岸域総合管理の原点の一つでもある｢生き物と生態系ネットワーク｣について、

その先駆者であり実証的なご研究を進めてこられた風呂田利夫・東邦大名誉教授にご講演いただきます。 

日時：9 月 17 日（火）17:00～18:30（受付開始 16:30） 

場所：東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル 2 階 大会議室 

テーマ： 陸と海、干潟と干潟、人と生物のネットワークで環境再生 

 ～第二期の東京湾再生のための行動計画への期待～ 

講師：風呂田 利夫 氏（東邦大学名誉教授） 

参加費：無 料 

問い合わせ先：海洋政策研究財団（シップ・アンド・オーシャン財団） 

    Tel：03-5404-6807 Fax：03-5404-6810 E-mail：kaiyoforum@sof.or.jp 

★申し込み：下記フォームにご記入の上、E-mail でお申し込みください。申込受付のご連絡はいたしま

せんので、当日直接会場にお越しください。 定員に達し次第、受け付けを締め切らせていただきます。 

------------------------------------------------------------ 

参加申し込みフォーム 

第 104 回「海洋フォーラム」(平成 25 年 9 月 17 日(火)17:00～18:30)に出席します 

ご芳名：ﾌﾘｶﾞﾅ：会社名：部署名：役 職： 

〒：ご住所：ＴＥＬ：ＦＡＸ： 

http://ows.seesaa.net/article/374074684.html
http://www.nippon-foundation.or.jp/org/profile/address.html
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------------------------------------------------------------ 

 

◆OWS「江奈湾自然観察会」  

OWS では昨年度より江奈湾干潟の保全活動に取り組んでおり、これまでゴミ回収やヨシ原管理、干潟生

物調査などの活動を実施してきました。今回は、以下の日程で自然観察会を実施します。希少な干潟の

自然と生き物たちの観察は、大変楽しいものです。初めての方も、この機会に是非ご参加ください。 

日時：9 月 21 日(土) 8：30～12：30 

場所：三浦半島江奈湾（江奈バス停前集合・解散） 

対象：中学生以上 

参加費：無料（昼食、飲み物持参）※保険料実費(500 円)が別途必要になります。 

★申し込み・問い合わせ：OWS 事務局までホームページからお申込みください。 

 

◆公開コロキアム「減る水産物、増える海獣」 

日時：9 月 28 日（土）13:30～17:00 

場所：横浜国立大学 教育文化ホール大集会室 

内容：  ・ニホンウナギの絶滅リスク： 松田裕之（横浜国大） 

 ・世界のクロマグロとワシントン条約： 山内愛子（WWF ジャパン） 

 ・急成長する中国のナマコ市場と日本産マナマコの生産： 廣田将仁(中央水研） 

 ・ゼニガタアザラシの保護管理： 山本麻衣（環境省） 

 ・ラッコ来遊、もうひとつの背景： 本間浩昭（毎日新聞） 

 ・絶滅危惧種から外れたトドの未来： 山村織生（北水研） 

 ・危機に瀕する IWC 国際捕鯨委員会の管理機能： 加藤秀弘（海洋大） 

 パネル討論（90 分） 水産物とレッドリストの役割  

懇親会：コロキアム修了後、横浜駅近辺で（会費：4000 円程度予定） 

問い合わせ先：統合的海洋教育・研究センター E-mail：kaiyo@ynu.ac.jp Tel：045-339-3067 

★申し込み：興味のある方はどなたでも参加可。E-mail で「9.28 公開コロキアム参加希望」と記入し、

名前、所属、連絡先（メールアドレスか電話番号）、懇親会参加希望 有・無 をお知らせください。 

 

◆東海大学海洋学部海洋生物学科 サイエンスシェアプログラム「海洋生物を科学する」 

日時：9 月 29 日（日）10:00～16:30 

場所：東海大学 情報通信学部（東京都港区高輪 2-3-23）2 号館 大講義室 2B 101 教室 

内容:（講演順ではありません）http://www.scc.u-tokai.ac.jp/ocean/oe/2013.pdf 

特別講演 

・アホウドリの保護の歴史と小笠原諸島の繁殖地復元に向けて：出口智広（公益財団法人山階鳥類研究所） 

・魚の国 営みの巻 その一： 瓜生知史（マリンライフナビゲーション） 

一般講演（海洋学部海洋生物学科） 

・伊豆小笠原海域でみられる生きものたち： 澤本彰三 

・松島湾のタツノオトシゴと津波の被害： 赤川泉 

http://www.ows-npo.org/activity/higatahozen/kansatsukai.html
http://www.ynu.ac.jp/access/map_campus.html
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・生き延びるために一生懸命な海洋生物： 木村賢史 

・DNA からわかるサメの親子関係： 野原健司 

・イルカから見た世界： 村山 司 

参加費：無料 

★申し込み方法：必ず事前に E-mail で、氏名、所属、連絡のつく電話番号（終了後に廃棄します）を添

えて acad-marine@ml.tokai-u.jp までお申し込みください。受付通知を yahoo からのメールで送信し

ますので、ご確認ください。9 月 27 日(金) 17：00 必着。 

 

◆「平成 25 年度 秋季 水彩サロン」山を知ろう 川を知ろう 海を知ろう 

江東区の東西を挟むように流れる荒川。隅田川は荒川の下流、そして荒川は人工的に掘った放水路なの

です。荒川の上流から下流まで、そこに関わっていらっしゃる方々に過去の歴史、日頃の努力、将来の

展望について語っていただきます。 

日 程： 第 1 回 12/8（日）（9/15 より変更） 

 「木を伐ると、川が綺麗になる！？」肥後 賢輔（独立行政法人 森林総合研究所） 

 第 2 回 10/20（日） 

 「荒川上流部の治水」河村 賢二（荒川上流河川事務所長） 

   第 3 回 11/17（日） 

 「河が支える江戸前の豊かさ」風呂田 利夫（東邦大学 東京湾生態系研究センター訪問教授） 

時 間：14:00～16:00 

場所：江東区森下文化センター（東京都江東区森下 3-12-17） 

参加費：1000 円 

★申し込み：江東区森下文化センター Tel：03-5600-8666 

 

【中部】 

◆造礁サンゴ分布調査プロジェクト「安良里モニタリング調査」調査協力者募集 

今年度も伊豆半島「安良里」での造礁サンゴモニタリング調査を実施します。このサイトは 2008 年から

モニタリングを開始し、今回で 6 年目の調査となります。調査が初めての方でも参加できます。 

北限域の造礁サンゴ分布調査プロジェクトとは？⇒http://sango.ows-npo.org/index.html  

日程：10 月 12 日（土）～13 日（日） 

場所：静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 

集合：安良里ダイビングセンター（静岡県加茂郡西伊豆町安良里 556-3） 10:00 集合 

参加条件： (1) 2 日間連続参加が可能な方(4 ボートダイブ) 

  (2) 50 本以上のダイビング経験者 

      (3) ボートダイビング経験者 

募集人数：7 人程度 

参加費：3 万 4000 円 ※4 ボート・宿泊費（1 泊 2 食付）・保険料込、往復交通費・昼食代は別途 

★申し込み・問い合わせ：OWS 事務局ホームページから、またはお電話 (03-5960-3545) で。 

http://www.arari.co.jp/
http://sango.ows-npo.org/monitoring.html
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プランクトン観察に感動 

 

 2004 年 9 月、京都大学学部生対象の臨海実習 2 回目と、全国の大学からの希望参加者で実施する公開

臨海実習を合同で実施した。2004 年 8 月に実施した 1 回目とは打って変わって晴天に恵まれ、海へのア

プローチも楽だった。海洋調査実習船ヤンチナ 3 も出航でき、観察に必要な沖合や湾奥でのプランクト

ンのサンプリングもできた。今回は、目の細かいプランクトンネットで、湾口で 31m、湾奥で 15m の深

さから海面までの「垂直曳き」をした。船の推進力で引っ張る「水平曳き」と異なり、海底から海面ま

でゆっくりネットを動かすので強い圧力もかからず、体の柔らかなプランクトンが傷まない。 

 ネットを引き上げたら、すぐに冷却枕を入れたクーラーの中にプランクトンを収容することが大切。

いくらサンプリング場所が実習室から近いとはいえ、持ち帰るまで狭い容器に密集させていると、中で

食い合ったり、傷付け合ったりする。だが、プランクトンはみな変温動物なので、冷却することで、体

の動きを鈍くさせる。こうしておとなしくなった状態だと、顕微鏡で観察する時に、フレッシュなまま

の色で形もよく分かる。観察を長く続けていると、温度も上がってきて動き始める。動けるようになっ

た時の行動などの観察も重要である。 

 

終生・一時プランクトンの観察 

 観察のポイントは、一生、浮遊生活を送る終生プランクトンと、生活史の一時期だけプランクトン生

活を送る一時プランクトンの両者に注目すること。細かく分けて40ほどに区分されている動物門の中で、

たった 2 門だけが、卵から親までプランクトン生活を送る。それは、クシクラゲ類の有櫛動物門とヤム

シ類の毛顎動物門で、今回は両者とも採集できた。 

 終生プランクトンの中で、個体数や種類が多いため、まず目に付くのがケンミジンコ類だ。触角が長

く、滑るように遊泳する。ほっそりとした腹部に続く、体の末端部である尾の両脇に、多数の卵を一塊

にしている個体もいた。ノープリウスという幼生から何度も脱皮を重ねて、体の節を増やしながら体形

を変えてやっと親になれる。次に

多かったのがオタマボヤ類（図）

で、ホヤ類の親類だ。ホヤ類のオ

タマジャクシ幼生は、尾が胴から

そのまま真っすぐに伸び、ずんど

うな体になっている。これに対し
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て、オタマボヤ類では、尾は胴体の中央部から垂直に垂れ下がっている。この 1 本の長く平たい尾を前

後に打ち振って、オタマボヤ類は泳ぐ。この尾の中に脊索が一本筋のように通っている。脊索は、私た

ちの背骨の前身に相当し、オタマボヤ類の方がホヤ類より人間のご先祖様の姿に近いといえる。 

 

 他の終生プランクトンでは、刺胞動物門の管クラゲ類が捕れた。ロケット型の透明なクラゲで、ダッ

シュするように泳ぐ。全長 40m という世界最長の動物もこの仲間。群体性のクラゲだが基本単位は小さ

い。軟体動物の翼足類も 2 種いた。「流氷の天使」としてよく知られたクリオネの仲間であるコチョウカ

メガイと、透明で薄くてとがった貝殻をもつウキヅノガイだ。どちら

も翼のような一対の遊泳器官をはばたかせて泳ぐ。いつも泳いでいな

いと海底に沈んでしまう。 

 以上のような多細胞動物以外には、単細胞生物だが精巧で幾何学的

構造をもった放散虫類もいた（図）。放散虫類の多数の針は、硬いケイ

酸でできている。アメーバのような偽足（ぎそく）を出して獲物を捕

らえるハンターでもある。ヤコウチュウの仲間である渦鞭毛虫類もい

ろいろな仲間がいて、滑ったり、回転したりしながら移動していた。 

 一時プランクトンは、各種の幼生がいろいろ採れていて、ウニ類のエキノプルテウス、クモヒトデ類

のオフィオプルテウス、カニ類のゾエアやメガロバ、フジツボ類のノープリウス、各種エビ類のミシス、

巻貝や二枚貝類のベリジャー、きらきら光る剛毛を体節ごとにもったゴカイ類のネクトキータ、そして、

扁形動物ヒラムシ類のミュラー幼生などである。 

 実習は夜も続けた。生物の一生には生物同士の絡み合いがあり、何をどこでどれだけ食べ、どのくら

いの期間をかけて大きくなり、子孫を残して死んでゆくのか、食物連鎖との関連をも含めて、常に意識

しておくことの重要性も説明した。  

 

実習生の感想 

 実習の感想を書いてもらった。4 名分を紹介する。「シャーレの中をのぞき込めばのぞき込むほどたく

さんのプランクトンが見えてきて興味深かった。一つ一つ丁寧にスケッチをとっていくと、体の中まで

透けて見えて、小さい生物の中の精密な構造に感動した」。「初めてこんなにたくさんのプランクトンを

見た。肉眼ではホコリのように見える小さいシャーレの中の世界には、無数の生き物たちがいて、どれ

も個性的な形、動き、色をしていた。ようできていて、不思議な気分になった」。「普段見られない生き

物がたくさん見られて良かった。いっぱいいたので、すべてを見ることはできなかったが、小ケースの

中の『小さな海』はとても楽しかった」。「一時プランクトンは大変面白い。二枚貝の幼生にとても感動

した。形は成体と同じようであるが、貝殻の間から円盤状の足のようなものを出し、成体からは想像も

できないような俊敏さで泳いでいた。プルテウス幼生が、成体と全く結びつかない形態だったのに面白

さを感じた」。 
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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 

 汚染水問題が深刻です。メルトダウンした原発に冷却水がジャンジャン投入され始めた当初から、海

にだだ漏れになる予感はしました。でもまさか、ここまでの制御不能に陥るとは。そして、オリンピッ

ク誘致での首相の安全宣言。思わず耳を疑いました。現場で高線量を浴びながら、各所で漏れまくる汚

染水に追われて連日大変な作業を続けている方々は何を思ったことか……。 

 当会の 2012 年 2 月の講演会で、鹿児島大学の佐藤正典先生が危険性を強調したトリチウム（三重水素）

も、大量に漏れています。半減期 12 年の水素の放射性同位体で、水分子やアミノ酸など、あらゆる生体

物質に入り込むそうです。海の生き物たちは大丈夫なのでしょうか。 

 世界の海はつながっていますから、ずさんな汚染水管理で日本一国が無責任に汚して、おまけに巨大

防潮堤で目隠しする、もっと言えば、臭いものにフタをする……ような真似をしたら、国際社会が黙っ

ていないはずです。（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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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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