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「今月の海の生き物」

ヘナタリ Cerithidea cingulata

：

軟体動物門腹足綱キバウミニナ科の一種。本州南部以南のインド太平洋の内湾河口域など
の汽水域の干潟上に生息する。日本では、東京湾以西の干潟に普通に生息する巻き貝であっ
たが、埋め立てな
どによる干潟の減
少と海洋汚染が
原因で、各地で減
少。東京湾ではほ
ぼ絶滅した。殻長
は 40mm 程度にな
る。成体になると
殻口が広がり、独
特の形を作る。一
般に縞状の模様
を持つ個体が多い
が、色彩変異があ
る。海水が満ちて
いると泥の中に潜
っているが、干潮
になると干潟上を
這い、泥表面の珪藻や有機物残渣（デトリタス）を食べる。夏に繁殖期を迎え、泥の上に紐
状の卵塊を産み付ける。発生の進んだ状態で幼生が孵化するが、しばらくは浮遊幼生として
プランクトン生活をおくる。漢字で甲香と書く。ヘナタリとは、昔 練り香の材料になった
巻き貝のフタをさし、この種などの貝の蓋が使われていた。写真の左下は、イボウミニナ。
（和歌山県和歌浦にて

向井 宏撮影）
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【ジュゴン連続学習会

第２回】

★今月 5 日（土）に開催です！

絶滅の危機の沖縄ジュゴン、
環境破壊、生息域の減少、
米軍新基地建設計画……
今、私たちにできることは？

ジュゴン保護
は世界の流れ

フィリピンのパラワン島で定置網に掛かったジュゴン
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共催：海の生き物を守る会・ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC）
日時：10 月 5 日(土)14:00～16:00（13:30 開場）
場所：ドーンセンター（アクセスは下記）セミナー室
講師：向井宏（海の生き物を守る会 代表）
参加費：大人 1000 円、高校生以下 500 円
問い合わせ先：ジュゴン保護キャンペーンセンター
関西事務所 TEL/FAX：06-6353-0514
E-mail： info@sdcc.jp

・京阪「天満橋」駅下車。東口方面の改札から地下通路を通って 1 番出口より東へ約 350m
・地下鉄谷町線「天満橋」駅下車。1 番出口より東へ約 350m
・JR 東西線「大阪城北詰」駅下車。2 番出口より土佐堀通り沿いに西へ約 550m

海の生き物を守る会では、現在行っている砂海岸生物調査を発展させ、砂浜海岸の環境を
守る運動につなげるため、全国から「守りたい砂浜海岸」を募集しています。ここはぜひ
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と思う砂浜海岸がありましたら、事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお寄せ下さい。応
募方法は、メールで「砂浜海岸の名前」「砂浜海岸の位置または住所」「推薦する理由」を
明記の上、ご応募下さい。これまで「日本の渚100選」や「日本の白砂青松100選」などが
選ばれていますが、これらは観光を目的としたものです。海の生き物を守る会では、自然
海岸の景観や生態系を守りたい砂浜海岸を対象として選びたいと思います。ぜひとも、推
薦をお願いします。
********************************************************************************

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
向井 宏

「同
「同

第三章
第四章

厚岸町の動物」
厚岸町の植物」

同
同

2012 年
2012 年

余部あり
余部あり

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

原稿・意見など歓迎します
●海の生き物を守る会のメールマガジン「うみひるも」では、読者の方からの情報や、ご意
見などを、歓迎しています。形式にこだわらず、読者もしくは行政などに届けたいご意見な
どありましたら、お寄せ下さい。また、さまざまな企画の提案や要望もお待ちしています。
「うみひるも」を魅力ある紙面にするために、また、海の生き物を守る会の活発な活動を推
進するために、みなさまのご協力をお願いします。
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2．タツノオトシゴ切手コレクション（7） 立川賢一
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【北海道】
●アッケシソウ群落が回復

能取湖畔

北海道網走市卯原内（うばらない）の能取（のとろ）湖畔にあるアッケシソウ群落は、国内最大級とさ
れているが、2 年前に地元の観光協会が群落を維持するために搬入した土砂が原因で土壌や地下水が酸性
化し、アッケシソウが黒くなって枯れたり、群落が縮小したりする状況が続いていた。網走市は地元の
東京農大生物産業学部の協力で再生協議会を作り、能取湖の塩性湿地の一部約 1.4 ヘクタールの酸性化し
た土砂を取り除き、湖水を流入させるための溝を掘り、残った群落から種を採取して、昨年秋にこの場
所に播いた。この結果、今年はアッケシソウが順調に生育し、赤く紅葉している。一時は湿地の 1 割程
度まで減少したアッケシソウ群落も今では約 3 割まで回復してきた。

【東北】
●八戸港

住民の反対で防潮堤建設計画を縮小

緑地嵩上げへ

青森県や八戸市、関係業者などの「八戸港復興会議」は、八太郎地区 4 号埠頭付近に延長 900m の防潮
堤を建設する計画を了承した。国の復興予算で全額まかなう。着工は 2015 年度の予定。青森県は当初、
全長 24km に渡る防潮堤整備案を示したが、住民が反発し、八戸市も同意しなかったため、案を撤回し
た。今回了承した計画案は、海抜 6m、地面から 3m の高さで、長さを大幅に減らし、その代わりに、八
戸港八太郎地区と河原木地区にある緑地を嵩上げすることも同時に決めた。嵩上げは約 3m とし、災害
時に車などの避難に使うと同時に、
数十年から百数十年に一度程度の津波から市街地を守る役目をする。

【近畿】
●丹後海に米軍レーダー基地

京都府が受け入れを表明

京都府京丹後市の経ヶ岬の自衛隊基地に米軍が高性能 X-バンドレーダー基地を建設する計画について、
京都府知事は、9 月 19 日に「国に協力していく」と述べて、受け入れを表明した。X-バンドレーダーに
ついては、電磁波による健康被害や環境への悪影響が心配されており、近畿地区に初めて作られる米軍
基地ということもあって、住民の多くは反対をしている。海に面した基地の周辺では、立ち入りが禁止
されるため、丹後海の漁業への影響も心配されている。

●震災がれき焼却灰の大阪湾埋立を終了

大阪市

大阪市は、住民の強い反対を押し切り、東日本大震災で発生したがれき 3 万 6 千トンを受け入れで岩手
県と合意、焼却処理を行っていた。結局、最終的な処理量は 1 万 5300 トンであった。その焼却灰は大阪
湾の人工島「夢洲（ゆめしま）
」で埋め立てを行っていたが、9 月 11 日にその作業が終了したと発表した。
本年度中は、空間線量率や放射性物質濃度の測定を行い公表するとした。
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【中国】
●ニホンアワサンゴの切手を発行
山口県周防大島町の沖に広がるニホンアワサンゴの群生地をテーマにしたフレーム切手が、日本郵便の
中国支社から発売された。アワサンゴの群生地が今年、瀬戸内海で初めて環境省の「海域公園地区」に
正式に指定されたことを記念しての発売で、使用された写真は、地元の住民が提供した。切手は 80 円の
10 枚セットで、アワサンゴの写真や繁殖の様子などだけではなく、ウミウシや周防大島大橋などの風景
も含まれている。周防大島町、岩国市、柳井市などの郵便局から 1000 シート限定で発売された。

【四国】
●白いアカウミガメが孵化
高知県土佐清水市の大岐の浜で、ふ化したばかりの白いアカウミガメが見つかった。黄色がかった白灰
色で、アルビノとみられている。地元でも珍しく、評判を呼んでいる。

【九州】
●開門期限が近づく諌早干拓事業

意図的な農水省の引き延ばしか

福岡高裁が国営諌早干拓事業の潮受け堤防排水門を 5 年間開門して影響を調査することを命じた判決が
確定して、はや 3 年が過ぎようとしている。今年 12 月 20 日が開門期限である。農水省はその期限に合
わせて農業被害を防ぐための事前工事を予定しているが、説明会に開門反対派の農民らが出席せず、9 月
9 日から始めるはずだった工事も、反対派住民の抗議を受けて、わずか 20 分で工事を中止してしまった。
農水省には判決を真摯に受け止めて開門調査を実施しようという姿勢が見られない。農水省との意見交
換会で開門訴訟の弁護団は、
「抗議があるのは分かっていたはずだ。なぜそれに対する対策を講じなかっ
たのか」と追求した。これに対して農水省の担当官は「検討中」と繰り返すばかりだ。その上、担当官
は、
「判決本文には、開門を義務づける文言がない」とか「開門調査は、有明海のすべての漁業被害と干
拓事業の因果関係を調べるものではない」などと発言、反対派の言い分をそのまま述べる場面もあった。
農水省は本音では開門調査をしたくないのでは、という意見も聞こえる。11 月 12 日には、開門反対派
の農民らが提起した開門差し止め訴訟の判断が出る。弁護団では、福岡高裁判決が確定している以上、
『被
害が出るから開門してはならない』という決定は出ないだろう。ただ、
『準備が整うまで開門するな』と
いう決定が出ることはあり得ると、警戒を強めている。農水省の、意図的とも思える開門準備の遅延は、
結局のところ有明海の蘇生を手遅れにしかねないし、干拓地で営農する農民のためにも、解決への道を
長引かせることにしかならない。開門調査は待ったなしだ。

●ダムに代わる安全対策に財政支援

川辺川

熊本県の蒲島郁夫（かばしま・いくお）知事は、川辺川ダムに代わる治水対策として、河川整備などの
ハード面だけでなく、
防災減災のためのソフト面での対策を組み合わせて安全度を上げる考えを示した。
具体策については、情報伝達や避難誘導、防災無線、河川監視カメラ整備などを市町村と検討する。
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●うなぎの捕獲を全面禁止

3 年間冬期

熊本県

熊本県では、今年から 3 年間、10～3 月の期間限定で、うなぎの捕獲を県内すべての河川、湖沼、海で
全面的に禁止することを決め、天草不知火海区漁業調整委員会、有明海区漁業調整委員会と内水面漁業
管理委員会に伝え了解を得た。悪質な違反者は、懲役刑や罰金など処罰の対象となる。宮崎県と鹿児島
県では、10～12 月の間だけ一部で禁漁としており、半年間の全面禁漁は熊本県が初めてとなる。シラス
ウナギの採捕は、6 業者に特別に許可しているが、これは期間を 5～10 日間短縮して、100 日間とする。
熊本県では、2005 年度に 633kg あったシラスウナギの水揚げが、4 年連続不漁が続き、昨年度には 31kg
に激減した。環境省では今年ニホンウナギを絶滅危惧種に指定している。

【沖縄】
●辺野古沖でジュゴンが摂餌

防衛省が公表せず

沖縄防衛局は、3 月に、辺野古沖の海域を米軍基地建設のために埋め立てる申請を沖縄県に提出したが、
その際に、埋め立てによるジュゴンへの影響は小さいとしていた。その理由として、辺野古沖の海草藻
場を近年ジュゴンが餌場として利用していないことが挙げられている。しかし、昨年にジュゴンが 3 年
ぶりに辺野古沿岸の海域を餌場として使ったことを示す食み跡を防衛局が確認していたことが、判明し
た。防衛局は「今回の調査は公表を目的としていない」という理由で公表していなかった。都合の悪い
情報は国民から遠ざけようという防衛局（国）の姿勢が現れている。辺野古沖の埋め立ては、環境アセ
スへの知事の回答に見られるように、ジュゴンの絶滅を引き起こすといった環境への悪影響は回避不可
能である。沖縄県知事の埋め立て申請拒否を是非とも応援したい。

●那覇空港拡張へ

埋め立て申請

辺野古への米軍基地建設を巡って反発する沖縄県への懐柔策として国が、沖縄県知事が要望した那覇空
港第 2 滑走路の増設に向けて、那覇空港沖の公有水面埋め立て申請を行った。沖縄県と那覇港管理組合
は、今月中にも形式審査を終え、内容審査に入る。埋め立てに関しての環境影響評価手続きが進められ、
アセス評価書の公告・縦覧が沖縄県内で行われている。予定では、沖合約 160 ヘクタールを埋め立て、
2019 年末の完成を目指している。埋め立てに必要な土砂は、約 991 万立米で、すべて県内から調達する
予定。埋め立てを予定している海域には、沖縄島の南部にまとまって残っている最後のサンゴ礁が含ま
れる。是非とも残していきたい海なのである。貴重な海を埋め立てて、その代わりに辺野古の海の埋め
立てを認めるということがあってはならない。

●サンゴの白化

回復の兆し

沖縄本島周辺

1998 年に世界規模のサンゴの白化現象が起こった。沖縄県沖縄島やその周辺の離島も例外ではなかった。
サンゴが海底を埋め尽くしていた北谷町の宮城海岸でも、ほぼ全滅した。今年も 7 月に入ってサンゴの
白化が確認されたが、その後は回復の兆しが見えている。気象庁によると今年は太平洋高気圧の勢力が
強く、沖縄近海の海面水温は平年よりも高かった。そのために白化が起こり始めたが、その後、台風の
影響などが続き、高水温の時期が短くなったことで大規模な白化には至らず、徐々に回復の兆しが見え
てくるようになったという。しかし、温暖化で海水温の高い状況は毎年増えており、サンゴ礁の未来は
決して明るくない。
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【全国】
●重要海域の選定が本格化

第 1 回検討会

環境省は、将来の海洋保護区を拡大するために、重要海域選定検討会議を開催して、2 年前から日本の海
域における重要海域の選定作業を行ってきた。9 月 26 日に 3 年目になる今年度第 1 回の会合を開き、事
務局の第一次案を提示した。環境省では、この検討会議を年度内に 3 回程度開き、重要海域を選定し、
今後の海洋保護区の設定・拡大につなげたい意向である。今回の検討会議では、事務局案に選定手続き
上のいくつかの問題点が指摘され、それらについて再検討した後、専門家や学識経験者、学会などから
意見を聞き、採集の選定を行うこととなった。環境省としては、一般からの意見（パブコメ）は聴取し
ない予定。第 2 回の検討会は、専門からの意見を聴取した後、本年度末ころ開催される。

【国際】
●“陸に上がったウミウシ”

「ナメクジ？」で世界初の例を発見

9 月末に開催された日本ベントス学会大会（仙台）で、ウミウシから進化した「ナメクジ？」を発見した
という報告があった。報告者は、東京大学大気海洋研究所の狩野泰則さんら。狩野さんらは、パラオ諸
島の海岸から 160m ほど陸に上がった場所で、ナメクジ様の動物を採取し、DNA 解析を行った結果、従
来知られている有肺腹足類のナメクジとは異なる系統で、後鰓類のウミウシに近い事を発見した。この
ことは、カタツムリ類が殻を失ってナメクジ類が進化したと考えられている進化とは別に、ウミウシ類
が直接海から陸へ進化したことを示す世界で最初の発見となると狩野さんたちは考えている。

【東北】
●植生学会主催 第 18 回仙台大会 公開シンポジウム
「自然の再生力とふるさとの海岸林復興」
南北およそ 60km にわたって砂浜が連なる仙台湾岸には、干潟や潟湖、砂丘、後背湿地
といった環境領域から構成される、自然度の高い海岸エコトーンが存在していました。2011
年 3 月の東日本大震災・大津波は、この地にも深刻なダメージを与え、多様な生物とそのハ
ビタットを構成する微地形、土壌、水環境、そして 白砂青松の海岸と緑なす田園からなる
うるわしい景観は著しく攪乱されました。 それから 3 生育シーズン目を迎えた 2013 年夏、
海岸エコトーンでは驚くべき状況が生じています。すばやい生物・生態系の自律的再生が記
録される一方、急速かつ広範に進められる復興工事が自然環境に及ぼす負の影響が懸念され
ています。
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このシンポジウムでは、主に仙台湾岸を取り上げ、（1)古環境と先人の自然認識・海岸林
づくり、(2)東日本大震災・大津波による攪乱と生物・ ハビタットの自律的再生、（3)生態
系の減災・防災機能の評価、およびそれを最大化する復興のあり方、（4)住民・行政・企業・
研究者/専門家が 協働するしくみづくり、といった諸課題について、講演と議論を行います。
植生科学と震災復興の連携、学会員と市民・行政の皆さんのきずなづくり、全国と被災地
の結びつきをさらに強化する機会の創出を目指したいと思い ます。
日 時: 2013 年 10 月 12 日（土） 13:30 ～ 16:00 （開場 13:00）
場 所: 仙台市戦災復興記念館 記念ホール
次 第:
1. 開催にあたって
福嶋 司（植生学会会長）
2. イントロダクション シンポジウム実行委員会
3. 講 演
(1)仙台湾沿岸地域のクロマツ林の成り立ち
菊池慶子（東北学院大学）
(2)海岸エコトーンモニタリングから見えてきた海岸林生態系の自己再生
富田瑞樹（東京情報大学）・平吹喜彦（東北学院大学）・原慶太郎（東京情報
大学）・南蒲生海岸エコトーンモニタリングネットワーク
(3)バイオシールドという視点で創造する新時代の海岸林
佐々木寧（埼玉大学名誉教授）
(4)町民の想い・生活知が紡ぎ出す地域の海岸林「おらほの森」づくり
松島宏佑(わたりグリーンベルトプロジェクト)
4. 総合討論
ファシリテーター 原 正利（千葉県立中央博物館）・藤原道郎（兵庫県立大学大学院）
参加無料・当日受付
詳細情報: http://www.svs18.sgk.iwate-u.ac.jp/
主 催: 植生学会
後 援: 環境省東北地方環境事務所、宮城県教育委員会、仙台市教育委員会、朝日新聞仙台
総局、河北新報社、仙台放送、東日本放送、ミヤギテレビ、NHK 仙台放送局
連絡先: 植生学会 第 18 回仙台大会実行委員会 E-mail: svs18@iwate-u.ac.jp/
アクセス: http://www.stks.city.sendai.jp/hito/
地下鉄 広瀬通駅下車、西 4 番出口から徒歩 10 分
バ ス 仙台駅西口バスプール 15 番発、東北公済病院・戦災復興記念館前下車、徒歩 5 分
会場には駐車場がありません。市営バス・地下鉄等のご利用をお薦めします。
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【関東】
●汽水域研究会 2013 年（第 5 回）大会
【日時】2013 年 10 月 26 日（土）～27 日（日）（10 月 26 日 13 時より受付開始）
【会場】（独）海洋研究開発機構 横浜研究所 三好記念講堂（横浜市）
http://www.jamstec.go.jp/j/about/access/yokohama.html
JR 根岸線「新杉田駅」より徒歩 13 分。京浜急行本線「杉田駅」より徒歩 15 分。
横浜新都市交通金沢シーサイドライン「南部市場駅」より徒歩 15 分
【主催】汽水域研究会
【プログラム】
2013 年 10 月 26 日（土）
スペシャルセッション「どうなる、宍道湖の突発的水草分布拡大」
ポスターセッション、懇親会
2013 年 10 月 27 日（土）
スペシャルセッション「汽水域の新しい観測・解析技術（第２弾）」
【締め切り】参加申し込み（ポスター発表の要旨の提出も）2013 年 10 月 4 日（金）
#参加のみの場合も事前の参加申し込みをお願いします。
【参加費】無料（要旨集代別）、要旨集代：1000 円
#要旨集が必要な方には会場で要旨集代を申し受けます。
【発表要項】
・ポスターセッションでは 10 月 26 日夕方にコアタイムを設けますので、この時間帯には
ポスター前で待機してください。
・10 月 26 日の 13 時より受付を開始しますので、受付を済ませた後にポスターボードにポ
スターを貼ってください。
・ポスターの大きさは、縦 180cm 以内、横 90cm 以内のポートレート型（縦長）とします。
・10 月 27 日の昼までにポスターをポスターボードから外して持ち帰ってください。
【申し込み方法】
・ポスター発表、参加申し込みは、別紙の参加申込書に必要事項を記入の上、メールまたは
郵送でお申し込みください。メールの場合、件名を「汽水域研究会 2013 年（第 5 回）大会
参加申込書」としてください。
・ポスター発表を申し込む場合は、参加申込書の他に要旨集に掲載する要旨の原稿を提出し
てください。
【問い合わせ先および申し込み先】汽水域研究会 2013 年（第 5 回）大会 実行委員会
作野裕司（広島大）・坂井三郎（JAMSTEC）・高安克己（汽水域研究会前会長）・國井秀
伸・瀬戸浩二・倉田健悟（島根大）電子メール：kengo@soc.shimane-u.ac.jp
電話およびファクシミリ：0852-32-6436 担当：倉田健悟
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●写真展「守ろう！最後の氷の楽園 “南極海”」
地球上でもっとも手つかずの自然が残る南極海――南極大陸と南極海には１万種以上の生き
ものが生息し、他の地域にはみられない特有の生態系が育まれています。ところが今、その
生態系に危機が迫っています。気候変動や漁業の拡大や密漁は貴重な南極生態系を脅かして
います。このたび、南極海の豊かな自然と環境問題の実情を伝える写真展を開催します。会
場では、南極海保全のために私たちにできるアクションコーナーも設置します。
○期 間：平成 25 年 10 月 1 日(火)～10 月 31 日(木)
〇会 場：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）多目的スペース
http://www.geoc.jp/access
○主 催：国際環境 NGO FoE Japan
〇協力・後援：ペンギン会議、WWF Japan、長崎ペンギン水族館
株式会社サンコー、株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ
〇詳 細：http://www.foejapan.org/climate/antarctica/evt_201310.html
□関連イベントのご案内
◆緊急セミナー「南極海を守れ！国際合意を求めて」
南極海保全に取り組む国際 NGO のネットワーク、南極海連盟（AOA）のロバート・ニコル
氏が国際社会の協調による南極海保全の重要性について解説します。（逐次通訳あり）
〇日 時：10 月 4 日（金）19：00～20：30
〇会 場：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）多目的スペース
http://www.geoc.jp/access
〇定 員：40 名
〇参加費：1000 円、協力・後援団体会員：500 円
〇詳細・申し込み：http://www.foejapan.org/climate/antarctica/evt_201310.html
◆セミナー「ペンギンから考える南極の環境問題」
ユニークな南極の気候や生態系の特徴とそこに生息するペンギンの生態、そしていま南極の
環境を及ぼすさまざまな問題とその影響を、ペンギン会議研究員の上田一生さんがわかりや
すく解説します。
〇日 時：10 月 17 日（木）19：00～20：30
〇会 場：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）多目的スペース
http://www.geoc.jp/access
〇定 員：40 名
〇参加費：1000 円、協力・後援団体会員：500 円
〇詳細・申し込み：http://www.foejapan.org/climate/antarctica/evt_201310.html
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●海藻おしば協会 秋の勉強会
・日時 ２０１３年１１月３０日（土）午前１０時から午後３時頃まで
・場所 東京海洋大学品川キャンパス５号館４Ｆ４１０教室
・ゲスト：藻類学者・相生先生
・参加費 ３，５００円＋１，０００円程度のお弁当代
＊協会会員以外の参加の場合は当日会員登録が必要となります。
★プログラム（予定）
－１：特別講演・ゲスト 相生先生
－２：教室での指導ポイント 野田会長
－３：認定講師による教室事例紹介
－４：事務局から－教室企画から報告書までのポイント
－５：新規会員対象のおしばづくりなど
申込先：（株）オズ クリエイティブ 尾澤 征昭
〒１０７－００５２ 東京都港区赤坂３－２１－５ 三銀ビル＃４０３
ＴＥＬ：０３－５５７１－５８９１ ＦＡＸ：０３－５５７１－５８９２
ｍａｉｌ：oz038@tky3.3web.ne.jp
上記はあくまで予定です。詳細や会場案内地図、申込書などは連絡のあった皆様にメールあ
るいは郵便で送りします。尚、当日（受付け・会場準備など）サポートしていただける方は
事前に事務局までご連絡をお願いします。

【中部】
◆浜名湖ラムサール現地見学交流会（浜名湖エコワークショップ）
日時：11 月 9 日（土）13：30～17：00 雨天決行（行程の変更あり）
集合場所：浜松駅前（静岡県浜松市、アクトシティ南側）
参加費：500 円
内容：貸し切りバス・船の遊覧あり。弁天島・村櫛・舘山寺・細江湖。浜松駅周辺で意見交換会
事務局：NPO 法人地域づくりサポートネット Tel 053-458-3480 Fax 053-455-0328 info@shizuoka-t.net

◆浜名湖ラムサールシンポジウム（みんなのはままつ創造プロジェクト）
日時： 11 月 10 日（日）13:00 開場

13:15～17:00

開場：アクトシティ浜松コングレスセンター5F （Tel:053-451-1111）
参加費：無料
事務局：NPO 法人地域づくりサポートネット
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【近畿】
◆海のふしぎ観察会

2013 第 8 回男里川河口・干潟でカニとハゼの観察

日時：10 月 19 日（土）小雨実施
集合：10：00 南海電車「樽井」駅の改札前
解散：15：00 頃 現地
開催場所：泉南市男里川河口干潟
内容：午前中は干潟でカニ観察、午後から河口でハゼの観察を行います。
対象：年齢制限なし・どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
定員：30 名メール先着順
参加費：500 円
持ち物など：弁当、水筒、濡れてもいい運動靴（サンダル不可）、着替え（あれば好都合）、帽子
★申込期限：10 月 12 日まで（先着順）
参加者全員の（1）名前（2）フリガナ（3）年齢（4）住所（5）電話番号を記入し、表題を
「10/19 観察会申し込み」としてメールで申し込み umi@nature.or.jp
※折り返し参加可否を連絡します。
問い合わせ：大阪自然環境保全協会内「10 月 19 日海の観察会」係

06-6242-8720

【署名活動】
◆福島第一原発汚染水漏洩・流出事故についての緊急国際署名
呼びかけ団体：グリーン・アクション／国際環境 NGO FoE Japan／環境保護 NGO グリーンピース・ジ
ャパン／おおい原発止めよう裁判の会／美浜の会／原子力規制を監視する市民の会／福島老朽原発を考
える（フクロウの）会／ノーニュークス・アジア・フォーラム・ジャパン／ピースボート／ノーニュー
クス・アジアアクション
東電福島原発事故による海洋汚染が深刻な状況です。タンクからの高濃度汚染水が漏れています。緊急
な対策が迫られています。それなのに、政府は、多くの人員を原発の再稼働のために割き、審査を急い
でいます。安倍首相は「状況はコントロールできている」「影響は港湾内で完全にブロックされている」
などと事実無根の発言をしました。東電は「コントロールできていない」としています。再稼働を左右
する新規制基準は、東電福島原発事故後に作られたにもかかわらず、重大事故時にまた汚染水流出がお
こる可能性を全く想定していません。その意味でも、再稼働のための審査は中断すべきです。ぜひ、国
際署名にご協力ください。
-------------------------------------------------------------------------------------------原発再稼働・原発輸出どころではありません
命の源である海をこれ以上汚染しないで！
--------------------------------------------------------------------------------------------
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安倍内閣総理大臣
茂木経済産業大臣
田中原子力規制委員会委員長

１．汚染水漏洩・流出事故について、日本政府の責任を明らかにして集中して取り組み、原発再稼働及
び原発輸出のための作業を中断すること。
新規制基準では、汚染水流出は想定外であり、他の原発でも同様の事故は避けられないことから、原発
再稼働のための審査は中断すること。
２．海の汚染を防ぐために最大限の努力をすること。タンクの汚染水について、より強固で耐久性の高
い方法で貯蔵し漏れを防ぐこと。意図的な放出は絶対に行わないこと。
３．原子力推進機関とは独立な立場にある国内外の専門家により、国際的な叡智を結集して対応にあた
ること。
４．透明性を確保し、経産省の汚染水処理対策委員会を含む全ての政府関連の会議を公開すること。凍
土方式等の対策については、公開の場で早急に再検証を受けること。
５．「状況がコントロールできている」「汚染水の影響は、原発の港湾の中で完全にブロックされてい
る」という IOC の場での安倍首相の発言を撤回すること。
日本語版オンライン署名はこちらから

https://fs223.formasp.jp/d576/form1/

団体賛同も募集中です
国際版（英語版）オンライン署名はこちら／English (日本語版と二重に署名する必要はありません）
★署名締め切り：第二次集約日の 10 月 10 日

可愛い毒魚ゴンズイ
海のナマズと言えばゴンズイ。夜行性で日本の中部以南に分布し、海外では東南アジ
ア、紅海、南アフリカ沿岸まで広く生息する。世界にゴンズイ科は９属約 30 種が知られて
いる。わが国では、ゴンズイ１種だけだが、将来２種になる可能性があるようだ。
黄色い縦縞と４対のヒゲがチャームポイントだが、夜になると縦縞が消えて、背の部分に
横縞が７、８本できるのが本当の姿だと言われている。ところが、文献や図鑑、インターネ
15

ットで調べてみても、このような図も写真も掲載されていない。『魚類心理学』が専門の京
都大学舞鶴実験所の益田玲爾准教授に問い合わせたところ、「夜間潜水でゴンズイをよく見
掛けるが、横縞になっているのを見たことはない。しかし、おびえた時などに横縞を出す可
能性がある」と教えて下さった。

▲ゴンズイ玉
2004 年から京都大学瀬戸臨海実験所白浜水族館は年中無休とした。時々、消灯して
真っ暗な夜の水族館観察に学生たちを連れていくが、ゴンズイの謎の縞模様には出くわさな
い。ゴンズイは、他の夜行性の魚たちと一緒に元気よく泳いでいる。昼行性の魚は静かに眠
っている。砂の中にもぐりこんだものの、尾鰭を隠すのを忘れたあわてものもいる。眠って
いる魚の体は、ずいぶん黒ずんでいるのが一目でよくわかる。夜の生き物たちの振る舞いな
どに関する面白いトピックは、この他に多々あるので、ゴンズイの模様の謎も含めて夜の水
族館観察を続けている。
2004 年６月末、薄暗くなってきはじめた京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”で、異様な光
景に遭遇した。打ち上げ生物の観察を終えようとしていた矢先、波打ち際で海藻の様な一塊
りの物体が打ち上がろうとしていた。よくよく見てみると、それは一つの物体ではなく、体
長十数 cm ほどのゴンズイの群れ、いわゆる『ゴンズイ玉』だった。正体がわかってからも
しばらく観察を続けた。どの個体も、いっせいに、ぐるぐるとすばやく右回りをしたかと思
うと、今度は逆回りに円を描きながら泳ぎまわる。打ち寄せる波を気にする様子もなく、水
際まで来て打ち上げられそうになったり、沖へかえす波に乗ってみたり・・。何か餌を食べ
ているわけでもない。群れを統制するボスがいるようにも見えない。もう「無邪気に遊んで
いる」といった感じだ。こんなに乱舞するゴンズイ玉とは初めて出会った。その後もここで
何度もこのような行動に接している．
この群れが船着き場の脇の岩礁の間に消え去ってゆく寸前、バケツですばやく２匹だけ
すくい取った（図）。実験所の研究室に持ち帰って、水槽に入れて、しばらく見ていると、
２匹はずっと寄り添って行動をともにしている。小さな檻の中でも、ゴンズイ特有の社会的
動物の性格が出ていた。実は、ゴンズイ玉は血縁関係のある個体の集合なのだ。同じ両親か
ら生まれた兄弟姉妹群である。こうして寄り合うことで、外敵から身を守ることができるの
だ。
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瀬戸漁港でも、2004 年６月 18 日、この年初めてのゴンズイ玉が現れたので撮影した（図）。
まだ体長数 cm 足らずの、生まれて間もない幼魚の群れである。数十個体が見事な一丸とな
って、岸壁に沿って行ったり来たり・・その全体形も、刻一刻変わってゆくので、見ていて
も飽きない。彼らも、やがて成長して成魚になると、単独生活をするようになる。

図．京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”で乱舞中のゴンズイ玉の１個体と白浜町瀬戸漁港に
2004 年に初めて出現したゴンズイ玉（体長が数 cm に満たない幼魚が数十個体集合）
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▲ゴンズイの毒
ゴンズイは、どことなく愛嬌があって可愛いのだが、毒の棘があって、釣り人にとって
は厄介な外道である。「ゴンズイか」と、吐き捨てるように言ってたたきつけられている。
うっかり刺されようものなら、刺された個所にもうひとつ心臓ができたように脈打ち、いて
も立ってもいられなくなるくらいうずくらしい。背鰭や胸鰭の一番前が太い棘になっており、
刺されると、ひどい場合には壊死したり、意識消失や呼吸困難、血圧降下など全身症状が起
こったりするから恐ろしい。
毒の成分は日本人研究者が解明した。神経性のプロトスパスミンと溶血性のプロトリジン
を含む。この毒は死んでも有効なので、岸壁などに捨てられているゴンズイにも気を付けな
いといけない。堅い棘は、ぞうりや長靴などを簡単に突き裂いてしまう。
▲ゴンズイの産卵
ところで、ゴンズイの産卵形態は、残念ながらあまりよくわかっていないくて，野外
と水槽内では異なることもある。１ペアあるいは複数が放卵放精するのだが、沿岸の浅場の
砂泥底で、石などの下にくぼみを掘って、産卵床を作って産卵するという。卵は雄親がふ化
するまで保護する。タツノオトシゴと同様に、ゴンズイも雄は実にけなげである。

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！
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7．編集後記
夏休みに房総・鴨川の無人島「仁右衛門島（にえもんじま）」でシュノーケリングをしてきました。
家族客が多くて海の中は濁りがちでしたが、ベラやフグなどが元気に泳ぎ回る姿を楽しめました。
この島には日本で唯一（2007 年当時）、天然繊維の綿糸網でイセエビ漁を続けている漁師さんがいる
そうです。大妻女子大学の兼廣春之先生に教えていただいてから気になっていたのですが、つい遊ぶの
に夢中になって、取材のチャンスを逃してしまいました！ 近いので、また行きたいです。（ちよ）
異常な暑さと、ゲリラ豪雨、竜巻など災害が多い夏がようやく終わりました。でも、ここ京都ではま
だ 30 度を超える気温が続いています。APCC では、地球温暖化がこれまでの予想を超えて大きな影響を及
ぼすことが予想されると警告しました。これから生物多様性の問題について議論する専門家の会合が開
かれる予定です。私たちに何ができるか、もっと真剣に取り組むことが求められるでしょう。間に合え
ばいいのですが・・・。（宏）

海の生き物を守るためになにかしたい
というあなたに

会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。
年会費は個人 2,000 円、団体 20,000 円。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

会 員 募 集 中
ボランティアも大募集♪

・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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