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「今月の海の生き物」 キタイワフジツボ Chthamalus dalli  

潮間帯の上部に付着しているフジツボ類で数の多いのはイワフジツボ類である。キタイワフジツボは、

北海道と東北の一部に見られ、本州のイワフジツボに似るが、やや大きい。フジツボ類は貝の仲間と思

っている人が多いが、実はエビやカニなどと同じ節足動物甲殻類で、他の多くの甲殻類と同じように、

プランクトン生活を

するノウプリウス幼

生を持つ。付着した

後は、動くことはで

きない。それにもか

かわらず、雌雄同体

で交尾をして受精す

るため、同種個体が

寄り集まる性質を持

つ。北海道の海岸で

は、冬期の低温で潮

間帯には生き物が非

常に少ないが、極寒

の冬を生き抜くこと

のできる数少ない動

物の一つである。 

(北海道厚岸湾にて   

     向井 宏撮影) 
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今年も海の生き物とその環境を守り、私たちの生きる環境をよくするために、一生懸命努力します。 

今年もなにとぞよろしくお願い申し上げます。 

2014 年 元旦  海の生き物を守る会 
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  2 月 1 日開催：海の生き物を守るフォーラム  

 「 海の自然保護 最前線！ 

   ～海の生き物を守れない日本のシステム～ 」  
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２月１日（土）のフォーラムのお知らせ 

 

海の生き物を守る会では、2月1日に日本自然保護協会との共催として、以下の要領で、海の

生き物を守るための有効な日本の海洋保護区設定に向けての日本政府の取り組みの現状と、

保護区の設定と拡大に向けた各地の取り組み、今後の運動の発展について議論するためのフ

ォーラムを開催します。多くの方々の参加により、日本の海洋保護区の拡大と有効性を追求

し、現在の海洋環境への取り組みについて、話し合いをしたいと思います。ぜひともご出席

の上、議論に参加していただければ幸いです。 

 

日時：2月1日（土）13:00~16:30 

会場：モンベル品川館 2F 会議室（東京都港区高輪 4-8-4 モンベル高輪ビル） 

             TEL 03-6866-7501 FAX 03-6866-7502 

アクセス JR 線・京急線「品川駅」高輪口より徒歩 5 分、都営地下鉄 浅草線「高輪台駅」より徒歩 5 分  

 

海の生き物を守るフォーラム 

「 海の自然保護 最前線！ ～海の生き物を守れない日本のシステム～ 」 

プログラム 

1. 日本における海洋保護区のいま 志村智子（日本自然保護協会） 

2. 重要海域の選定とその問題点 向井 宏（海の生き物を守る会） 

3. 日本の水産業と海洋保護区 勝川俊雄（三重大学） 

4. 沖縄・辺野古の海のこと  安部真理子（日本自然保護協会） 

5. 海岸利用者が望む海洋保護区 田中雄二（表浜ネットワーク） 

 パネルディスカッション コーディネーター：井田徹治（共同通信） 

コメンテーター：吉田正人（IUCN-J） 

参加費：500円（資料代）、主催：海の生き物を守る会、日本自然保護協会 

★ 問い合わせ・参加申し込み：1月30日までに下記のアドレスに申し込んでください。 

 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp (向井)  

 

同日開催「海の生き物を守る会」総会のお知らせ 

2014年の総会は、2月1日（土）のフォーラム「海の自然保護 最前線！」の終了後、会場の

モンベル品川店地下のレストラン「モンベルカフェ ハーヴェテラス」で夕食をとりながら

行います。懇親会も兼ねて行いますので、会員の方、入会希望の方、総会を参観したい方な

ど、ぜひご参加ください。大歓迎いたします。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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ジュゴンスタディ・ツアーへのお誘い 

海の生き物を守る会では以下の要領で2014年のジュゴンスタディ・ツアーを計画しています。

参加希望の方は、詳細について右記にお問い合わせください。hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

日時：2月21日（金）～3月1日（土）※一部だけの参加も可 

場所：フィリピン、ミンダナオ島マリタ市およびマティ市 

費用：往復航空代は、各自で負担してください。ダバオ空港集合です（航空券はこちらでま 

 とめて購入することも可能です）。現地での移動、船の借料、食費、宿泊費を含めて、中6

日分で5万円くらい（おそらく5万円以下）が必要です。事前の支払いは不要です。 

 

日程：（予定） 

2月21日＝日本→マニラ→ダバオ（泊） 

2月22日＝ダバオ→マティ市 

22日～24日＝プハダ湾およびダヒカン海岸でジュゴン観察および海草調査（ボート利用） 

2月25日＝マティ市→ダバオ市→マリタ市（バンで移動） 

2月26日～27日＝マリタ市ニューアルガオでジュゴン観察および海草調査 

2月28日＝マリタ市→ダバオ市（泊） 

3月1日＝ダバオ市→マニラ市→日本 

ツアーは、東京大学生産技術研究所の望月さんと向井の行うジュゴンと海草の調査に同行

するものです。潜水調査もありますので、SCUBA 潜水の経験者（ライセンス保持者）も歓

迎します。潜水ができない人はジュゴン観察に専念できます。ジュゴンは潜水で観察するこ

とはほぼ不可能です。陸上からの観察になります。 

 現地ミンダナオはフィリピンでも紛争地として外務省から要注意地に指定されていますが、

現地の大学関係者によるサポートが保証されており、これまでの10年間の調査では問題が起

こったことはありません。ただし、100％安全とは言えませんので、華美な服装を控え、巨

額の現金を持ち歩かないなどに注意し、自己責任での参加をお願いします。 

 現在のところ、参加希望者は3名です。ご希望の方は、早めにご連絡ください。1月20日ま

でで申し込みを締め切ります。 

 

今年の「海の生き物を守る会」の活動予定 

 3 月～8 月 各地で講演会＋観察会を予定しています。予定地は、北海道、関東（湘南）、関西（淡路・

白浜）、山口、沖縄などです。実施希望の場所や講師があれば、ご一報ください。 

 現在日程がほぼ確定しているのは、5 月 17 日（土）関東・湘南 砂浜海岸生物調査研修会、5 月 31

日（土）南紀・白浜 、7 月 12 日（土）北海道・釧路 です。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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   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 冊子体（CD 付き）または CD のみ 

どちらも残り１部 

 

◎第 7 回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（藻場調査）報告書」 

2008 年 環境省自然環境局 生物多様性センター 冊子体（CD 付き） 残り１部 

 

◎モニタリングサイト 1000 沿岸域調査 磯・干潟・アマモ場・藻場 2008-2012 年度 

2013 年 環境省自然環境局 生物多様性センター 残り１部  とりまとめ報告書 

  

◎日米カキ礁シンポジウム 報告書 

2007 年 日米カキ礁シンポジウム実行委員会 1 部のみ 

 

◎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 

 

 

今年は午年。タツノオトシゴは別名「海馬」「馬

の子」、英語でも Seahorse と呼ばれています。 

十二支に海の生き物は登場しませんが、比較的

海っぽい年と言えますね♪ あとは、卯：ウミ

ウサギ、巳：ウミヘビ くらいでしょうか（笑）。 

閑話休題 

≒ 

freedesignfile.com 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．ヨウジウオ科 切手コレクション（11） 立川賢一 
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【東北】 

●ダム建設反対の漁協に免許更新で圧力 山形県 

山形県の最上小国川ダムの建設に反対している小国川漁協の漁業権更新に関して、山形県は、漁業権に

関しては何の関係もない漁業のダム建設反対の姿勢を問題にし、「公益に配慮」を求め「話し合いに応

じる」よう質問書を出し、実質的に反対の姿勢を続けるなら漁業権を更新しないという脅しをかけた。

小国川漁協は、組合長らが県庁を訪れ、県が計画するダム建設に反対する理由を述べた後、「公益に配

慮し、話し合う」とする回答書を提出した。県はこの回答書を元に、山形県内水面漁業管理委員会に漁

業権更新を諮問した。更新はできたものの、県が漁業権更新の権限を濫用し、ダム建設を認めさせよう

とする脅しともとれる手法を使ったことは多くの人々の憤激を買っている。県が表向きではダム建設と

漁業権更新は無関係であると認めざるを得なかった背景には、良識ある人々の意見があった。今後もこ

のような卑劣な県のやり方を認めないよう、小国川漁協には、脅しに負けず、ダム建設反対の姿勢を曲

げないでほしい。 

 

●さらに 225 トンの高濃度汚染水が漏水 井戸には最高濃度のストロンチウム 

東京電力福島第一原発の事故で、高濃度汚染水が発生したため、くみ上げて地上タンク群に貯水し続け

ているが、タンクの構造上の問題などで汚染水の漏水が続いた。その対策のためにタンク群の周辺の堰

をかさ上げしたが、そこからも漏水が続いている。12 月 22 日になって、東電は堰の継ぎ目や下部など

新たに 3 カ所から約 225 トンの汚染水が漏れ、地表にしみこんだと発表した。連続する堰からの漏水は、

構造上の問題が存在することを示している。汚染水は完全にコントロールできているという嘘は、もは

や明白になっている。 

毎日 1000 トンの地下水が原発の地下室に流入している問題では、東電が海側に設けた遮蔽壁の内側の井

戸で、これまでの最高濃度（110 万ベクレル）の放射性物質（ストロンチウムなど）が検出された。こ

こからは今も 1 日 300 トンを超える汚染水が海へ流出していると考えられ、海の汚染は深刻度を増して

いる。原発事故が収束していないのは、誰の目にも明らかだ。 

 

【関東】 

●日本ベントス学会など後援の諫早湾演劇、東京で上演  

福岡高裁が国に命じた諫早湾の開門期限であった 2013 年 12 月 20 日に合わせて、東京で演劇「有明を

わたる翼」が上演された。日本ベントス学会自然環境保全委員会、日本魚類学会自然保護委員会、日本

野鳥の会、WWF ジャパンなど、学会が後援した商業演劇は前例がない。ふるさとの広大な干潟が失われ

たことによって経済的、精神的に追い詰められていく地元漁民や住民の苦悩がリアルに描かれた内容。

プロの演技に、弁護士と生物学者による事実に基づく脚本がさらに迫力を与え、18 日から 22 日までの

全 9 公演は、いずれも満席となった。 
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【中部】 

●アカヤガラが大量に漁獲  

石川県の宇出津港では、このところ日本海では珍しい「アカヤガラ」が大量に漁獲されている。アカヤ

ガラは、赤色をした細長い体をしており、長くて丸い口が特徴。石川県ではあまり食用にされていない

が、都会では白身の高級魚として珍重される。アカヤガラは本来暖かな海域に棲む魚で、日本海でも見

られるがその数は多いものではなかった。2013 年は、石川県だけで平均の 25 倍という漁獲量が記録さ

れている。同年の日本海の水温が高かったことが影響しているのではないかとみられている。さまざま

なところで、海の温暖化の影響が見られるようになった。 

 

【近畿】 

●全原発停止で若狭湾に自然が戻ってきた 

今、日本のすべての原発は停止している。大飯原発 3・4 号機が定期点検のために 2013 年 8 月に停止し

て以来、若狭湾沿岸に 11 基もある原発もすべて停止している。原発は運転している場合は、大量の冷却

水を取り込み、原子炉の一次冷却水を冷やした後、水温が 7℃上昇した状態で海に排出される。このため、

11 基の原発が運転していた若狭湾では、海の生き物に大きな変化が出ていたが、その変化をきちんと調

べた研究はなかった。京都大学舞鶴臨海実験所の益田玲爾准教授は、福島原発事故後、若狭湾の全原発

が停止して温排水が止まって以来、若狭湾に潜水して魚類の変化を調査してきた。その結果、減少して

いた北方系の魚介類が若狭湾に戻ってきたことが確認された。益田准教授によると、「‘04 年～‘11 年

にかけて、原発から 2km の水温が湾内外の他の海域より 2℃高くなっていた。そのため、熱帯・亜熱帯

性の魚介類が越冬できるようになり、本来いるはずのない生物が繁殖することで、大きな混乱が起きて

いました」しかし、温排水が止まったことで、元の健全な生態系が戻りつつあるという。例えば、ガン

ガゼという南方系のウニが大量発生していたのが、すべて死滅し、アカウニやムラサキウニのような元々

生息していたウニが戻ってきた。とくに海藻の藻場が復活しつつあり、著しい変化をもたらしている。

高水温や南方系の草食魚アイゴによって磯焼けが広がっていた海底に、ガラモ場が復活しつつある。 

 

【中国】 

●深海魚サケガシラが打ち上がる 隠岐海岸 

島根県隠岐の島町の海岸に、深海魚として知られるサケガシラが打ち上げられているのが発見された。

体長は 1.9m の大型魚だった。2013 年の 1、2 月にも 9 匹のサケガシラが打ち上げられたこともあり、

深海に何か異変でも？と住民に不安が広がっている。サケガシラは、アカマンボウ目フリソデウオ科の

魚で、タチウオに似ており、水深 200m～500m くらいの中層に生息している。地震の時などに打ち上が

ることが多いので、地震魚という名前もある。 
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【四国】 

●アカメが徳島県の河口で増加？ 

絶滅危惧 IB類に指定されている大型魚のアカメが、徳島県阿南市を流れる那賀川や桑野川などの河口で、

釣り人の獲物に多数出現している。アカメは、高知県と宮崎県に少数分布していることが知られている

が、徳島県では、これまでほとんど知られていなかった。徳島県内の分布も分かっていない。宮崎県で

は、アカメの漁獲を禁止している。2013 年になって、徳島県では体長 1m、体重 10kg ほどのアカメが

次々に掛かり始めた。100 匹以上の群れも確認されている。最近になってアカメが出現した原因は、は

っきりしない。 

 

●肱川水系の２ダム事業に予算９２億円 

12月 24日に発表された 2014年度予算案で、政府は愛媛県肱川の 2つのダム事業に 92億円を計上した。

大洲市の山鳥坂ダム建設事業に 23 億 3400 万円、鹿野川ダムの改善事業に 68 億 5000 万円。これによっ

て山鳥坂ダムの本体工事が本格的に始まる。山鳥坂ダムは、住民の反対などにより、2001 年に自民党・

公明党などの与党によって中止を勧告されたが、愛媛県知事の強引な建設計画を国交省が後押しし、2008

年に建設計画を作った。その後の民主党政権で再び見直しが行われたが、国交省は、息の掛かった検討

会委員に建設計画の継続の結論を答申させて、再びの自公政権で本体工事に掛かることを決めた。住民

の反対は続いている。 

 

 

【九州】 

●漁業者らが判決を守らない国に間接強制を申し立て 

長崎県諫早市の国営諫早湾干拓事業によって漁業被害を受けたとして潮受け堤防排水門の長期開門調査

を訴えていた訴訟が福岡高裁で勝訴したが、判決が確定した後も農水省が漁業被害を認めないため、開

門に反対する農業者らの開門調査差し止め訴訟では、一審で差し止めを認める判決が出た。相反する判

決が出たことを良いことに、農水省は開門調査開始期限の 12 月 20 日を過ぎても、開門をする姿勢を見

せていない。これを不満とする漁業者らの原告弁護団は 24 日、確定判決を守らない国に対する「間接強

制」を佐賀地裁に申し立てた。開門するまで、一日一億円を支払えというもの。国が確定判決を実施し

ないことは極めて異例なこと。同時に「間接強制」を申し立てるのも、極めて異例である。弁護団長は、

「国が確定判決を守らないのは憲法違反。行政は司法に従わなければならないのに、漁業者の被害を無

視して見捨てた」と批判した。これに対して漁業者らの集会に出席した農水省の職員は、判決不履行に

対する謝罪の言葉はないまま、「私たちの主張はさせてもらう」と審尋で制裁金支払いについて争う姿

勢を示した。漁業者らからは、農水省のやり方は「地域を分断し、住民を苦しませる姑息なやり方だ」

と批判、「行政が法を守らないなら、違法なやり方で排水門を破壊しても良いことになる」という意見

さえ出た。 
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【沖縄】 

●辺野古の埋め立て承認 仲井真知事公約を放棄 

沖縄県の仲井真弘多知事は、安倍首相の要請を受けて、普天間基地の代替え施設として辺野古・大浦湾

の海を埋め立てて、米軍オスプレイの基地を建設することを認めた。もし、この決定で 2014 年度に辺野

古沖の海面の埋め立てが開始されれば、沖縄のジュゴン個体群はほぼ絶滅を強いられる。それだけでは

なく、沖縄島のサンゴ礁や海草藻場の大きな面積が失われる。さらに希少な生物が多数見つかっている

大浦湾のサンゴ、魚類、無脊椎動物などの多くが、絶滅する危機に陥るだろう。 

仲井真知事は、安倍首相の「毎年 3000 億円以上」「辺野古基地の 5 年以内の使用停止」などの口約束

を「最高の回答だ」と賞賛し、辺野古埋め立てを承認する道を選んだ。日本に復帰して初めて、沖縄に

新しい米軍基地を建設する知事となった。しかも辺野古の埋め立てを承認していながら、普天間基地の

県外への移転も求めていくという矛盾した論理で、公約に違反していないと、二枚舌を使っている。 

しかし、私たちはあきらめない。これまで辺野古の建設計画ができてから、20 年近くも辺野古の基地建

設を阻み、辺野古の海を守ってきた。たとえ、知事が埋め立てを承認しても、それを認めない沖縄県民、

日本国民は多い。まずは名護市長選挙で、埋め立て不承認の公約を掲げて戦っている稲嶺進現市長の再

選を勝ち取ろう。その先に、安倍内閣の戦争政策を止めさせ、米軍基地の撤去への道のりを、私たちの

力で歩み出そう。それこそ、ジュゴンをはじめとした海の生き物を守る道だ。 

辺野古基地建設アセスメントの違法性を問うた「辺野古違法アセス訴訟」の原告団と弁護団は、仲井

真知事を相手取って、辺野古沖の海面埋め立て承認取り消しを求める行政訴訟を起こすことを決めた。

知事は、環境アセスの意見書で、この計画では環境を守ることは不可能という意見を提出している。そ

れにもかかわらず、埋め立てを承認したことは、公有水面埋立法に違反するとして、那覇地方裁判所に

訴えた。原告団はさらに原告になる希望者を募っている。 

 

●辺野古埋め立て土砂の供給先 明示 

普天間基地の代替え施設として辺野古沖に米軍基地の建設を予定している沖縄防衛局は、環境アセスへ

の沖縄県の質問に答えて、埋め立て土砂 2,100 万立米の調達先を明らかにした。それによると、採取場

所は、鹿児島県奄美大島、徳之島、錦江町、熊本県天草市御所の浦町、長崎県五島市本窯町、香川県小

豆郡小豆島町福田、福岡県北九州市門司区の瀬戸内側 3 カ所、山口県防府市向島、周南市黒髪島となっ

ている。これらの海砂や山ズリ採取予定地では、かなり大規模な土砂の採取が行われ、さらなる自然破

壊が進むことが考えられる。辺野古埋め立てに反対することと同時に、これら土砂採取地点での自然破

壊にも監視の目を強める必要がある。 

 

●慶良間諸島が 31 番目の国立公園に 

沖縄県那覇市の西方にある慶良間諸島とその周辺域が日本で 31番目の国立公園として指定されることが

決定した。面積は 9 万ヘクタール以上にのぼる。慶良間諸島は、30 あまりの島々からなり、ザトウクジ

ラが集まり、多様なサンゴ類が高密度で生息するなど、貴重な自然が残る海域である。新しい国立公園

ができるのは、釧路湿原国立公園が指定されて以来、27 年ぶりとなる。また、国立公園に指定される海
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域のうち、とくに貴重な生物群集が見られる海岸から水深 30m までの範囲を、新たに「海域公園地区」

に指定し、開発を規制するほか、生物の採取を禁じる。 

 

 

 

【北海道】 

 

◆『洋上風力発電による海洋生物への影響を考える』第３回ワークショップ 

日時：2014 年 1 月 18 日（土）10:00-12:30 

場所：札幌学院大学社会連携センター(3F)  (札幌市中央区大通西 6 丁目) 

      http://www.sgu.ac.jp/rcc/map.htm 

定員：50 名 

参加申し込み先：洋上風発 WS 事務局 office@yojo.kapiu.org 

＊参加をご希望される方は事前にご連絡ください。 

[タイムテーブル] 

10:00 開会 

10:00-10:15 洋上風発の概説とワークショップの目的 長谷川理（環境 NGO カピウ） 

10:15-10:50 「風力発電がコウモリに与える影響」赤坂卓美（北海道大学大学院農学研究科） 

10:55-11:30 「レーダーで見る海上の鳥の動き」 植田睦之（NPO法人バードリサーチ） 

11:30-12:05 「国外の海鳥モニタリング指針の概説 -国内の現状をふまえて-」 南波興之（北海道大学 

低温科学研究所） 

12:05-12:25 討論 

12:30 閉会 

主催：環境 NGOカピウ、エコ・ネットワーク 企画運営 長谷川理・先崎理之 

 

 

【東北】 

◆「自然環境再生のための藻場調査（第 4回）」調査協力者募集 

OWS は今年度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、藻場の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。12 月の調査が荒

天のため延期となりましたので、次回調査を下記日程で実施することになりました。ご都合のつく方は

是非ご協力ください。 

調査実施日：2014 年 1 月 25 日（土）～26 日（日） 

開催場所 ：宮城県石巻市狐崎浜（ビーチエントリー） 

http://www.sgu.ac.jp/rcc/map.htm
mailto:office@yojo.kapiu.org
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集合   ：現地指定場所集合 または 新宿駅西口集合（14 日正午） 

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）※食事代のみ自己負担 

募集人数 ：5 名 

問い合わせ：詳細は OWS 事務局まで E-mail かお電話にてお問い合わせください 

※E-mail：info@ows-npo.org  / TEL:03-6432-9917 

過去の調査の様子はブログをご覧ください。 

⇒ http://ows.seesaa.net/category/14090621-1.html  

 

【関東】 

◆沿岸環境修復技術としての貝殻利用の最前線 

～物質循環の促進向上に向けて～ 

2014 年 2 月 9 日(日) 10:00～17:00 

東京海洋大学 白鷹館 講義室 

主催：沿岸環境関連学会連絡協議会  http://www.s.fpu.ac.jp/wikicoas/ 

コンビーナー：日本水産学会水産環境保全委員会、田中丈裕、清野聡子、山本民次 

企画趣旨：我が国沿岸は，様々な開発や干拓などによって干潟・藻場が大幅に減少し，長年にわたる環

境負荷の蓄積から底質環境が著しく悪化し，これらの要因によって多獲性資源の代表格であったアサリ

等の二枚貝類などが激減するなど，水産資源の低迷は恒常的な様相を呈しつつある．閉鎖性海域にあっ

ては，汚濁対策として流入負荷の削減が長年にわたって行われ，水質はかなり改善されてきたものの，

底質の劣化が著しく貧酸素や硫化水素の発生などによりほぼ無生物状態の場所がある一方で，流入負荷

制御の難しさから．貧栄養化による漁業生産へのダメージが顕在化している．海洋に現存する〈非生体〉

有機物の総量は，〈生体〉有機物の量より２桁は確実に高いと言われている．広範囲に浮遊する有機懸

濁物が，流れの停滞域に沈降して底質環境の悪化を進行させると，これら有機物の摂食等を通じて物質

循環を担ってきた多様な懸濁物食者や堆積物食者を死滅させ，さらに著しい底質環境の悪化を招き（環

境劣化のスパイラル），栄養塩を底泥に封じ込めることになる．カキ養殖・ホタテガイ養殖などの生産

に伴い発生する貝殻は年間 50 万トン近くに達すると推計されるが，これまで全国各地において，これら

カキ・ホタテガイ・サルボウなどの貝殻を利用した底質改善の試みや事業が実施されており，底生生物

相の多様化等を通じた物質循環の促進技術として期待される．水産庁から平成 22 年 12 月に公表された

「水産環境整備の推進に向けて」には，今後取り組むべき整備内容として“物質循環の把握と正常化”と“貝

殻資源等を有効活用した生物培養”が明記されており，貝殻利用は沿岸環境の修復と水産資源の持続的利

用のための対策のひとつとして位置付けられている．近年では，岡山県，香川県のほか，アサリ，アゲ

マキ，タイラギ等の二枚貝類が激減した有明海沿岸においても，水産庁の 2013 年度新規事業である水産

多面的機能発揮対策事業を活用し，貝殻を利用した底質改善による二枚貝類資源の復活への取り組みが

始まっており，広島県などのカキ養殖大産地でもカキ殻有効利用に向けた動きが本格化しつつある．本

シンポジウムは，貝殻の有効性に関する認識の全国各地への浸透とも相まって時宜を得たものであり，

全国で実施されている貝殻を用いた様々な環境修復技術の最新情報を集約し，沿岸海域の環境修復につ

mailto:info@ows-npo.org
tel:03-6432-9917
http://ows.seesaa.net/category/14090621-1.html
http://www.s.fpu.ac.jp/wikicoas/
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いて，今後の具体の事業につなげるための一歩とすることを主旨とする． 

☆プログラム☆ 

10:00-10:05   開会あいさつ 今井一郎（沿岸環境関連学会連絡協議会代表） 

10:05-10:30    趣旨説明      田中丈裕（NPO 里海研） 

10:30-11:00  1.自然海域における実例から見る環境構成要素としての貝類・貝殻の役割，機能            

清野聡子（九大院工） 

11:00-11:30    2.沿岸環境修復のための貝殻利用の考え方  三上信雄（土木研） 

11:30-12:00    3.我が国沿岸 23 海域における貝殻に増殖する動物群集の種組成（仮題）                田上

英明（水大校） 

13:00-13:30    4.環境微生物の視点から見た貝殻敷設の有用性  吉永郁生（鳥取環境大） 

13:30-14:00    5.貝殻魚礁構造物の物質循環促進機能    田原 実（全漁連） 

14:00-14:30    6.カキ殻の化学的特性を活用した底生生態系の回復            山本民次

（広大院生物圏科研） 

14:40-15:10    7.カキ殻を利用した総合的な底質改良技術  鳥井正也（岡山県水産課）・大本茂之（エ

イト日本技術開発） 

15:10-15:40    8.二枚貝資源の増殖を目的とした貝殻加工基材の開発とその効果        森田健

二（東京久栄）・小柳千晶（バジコ） 

15:40-14:10   9.貝殻を利用したモザイク状エコトーン創生による物質循環の促進             

田中丈裕（NPO 里海研） 

1610-16:50  総合討論  

16:50-17:00 総括・閉会の挨拶    大嶋雄治（水産環境保全委員会委員長） 

＜企画の問合先＞ 700-0983 岡山市北区東島田町 2 丁目 7 番 20-501 号 NPO 里海づくり研究会議  

理事・事務局長   田中 丈裕 (TEL)086-441-1523 (FAX)086-473-5574 携帯電話

080-6348-7752  URL  http://satoumiken.web.fc2.com/ 

 

◆江奈湾干潟保全活動（投棄・漂着ゴミ回収）協力者募集 

今年最初の江奈湾保全活動の一環として、投棄ゴミ・漂着ゴミの回収活動を行います。夏にはこれまで

より、少し減ったかに見えた県道からの投棄ゴミですが、12 月のモニタリング時には、少し目立つよう

になっています。まだまだ定期的な回収活動が欠かせません。合わせて干潟環境のモニタリング調査も

実施します。 

開催日 ：2014 年 2 月 1 日（土） 

開催場所：三浦半島江奈湾（江奈バス停前集合・解散） 

対象者 ：中学生以上 

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

申込み・問い合せ  ＯＷＳ事務局までホームページから、またはＥ-mail、お電話にてご連絡ください。

TEL:03-6432-9917  http://www.ows-npo.org/activity/higatahozen/index.html  

 

http://satoumiken.web.fc2.com/
tel:03-6432-9917
http://www.ows-npo.org/activity/higatahozen/index.html
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フィリピンでジュゴンの研究を 

 パラワン島でジュゴンの研究ができるかどうかを調べた後、われわれはマリアの出身地であるミンダ

ナオ島へ向かった。マリアの話だと、ミンダナオ島に、ジュゴンがよく見られるところがあるという。

一度見ておくのも良いかもしれないと、いっしょにミンダナオ島のダバオ空港に降り立った。 

 ミンダナオはフィリピンの南にある大きな島で、首府のダバオ市は、フィリピンではマニラに次ぐ大

きな都市である。第二次世界大戦中、日本が占領していた時代には、ダバオには 10 万人もの日本人が

住んでいたと言う。混雑したダバオから、車で約 5 時間。凸凹道を埃を巻き上げながら走り、峠を何

度も越え、途中で土砂崩れで通行止めになったところに出合い、シャベルで土砂を取り除いて通行可能

になるまで 1 時間以上も待ち、川に出合うと河原を走り、ひたすら走り続ける。たどり着いたのは、

ダバオ湾の南、湾口部にある小さな町のマリタ市である。 

 マリアの友達が先生をしている大学がそこにあるというので、まずはその大学に向かう。大学といっ

ても小さな田舎町の大学で、教育をもっぱら行っている公立の専門学校のようなところである。名前は

南フィリピン農業科学技術学校 SPAMAST という。そこで教師をしているマリアの友達のエミリーに

紹介される。大学のゲストハウスに泊めてもらうが、長らく干したことのないようなマットと一枚の布

だけしかない部屋だ。部屋は 4 部屋ほどあり、隣の部屋には学長が泊まっている。マリアは友達の家

に泊まりに行ってしまった。 

 

 この大学は近隣の町にもキャンパスがあり、学長は普段はそちらにおり、ときどきこのマリタ市にも

やってくるらしい。学長にも紹介される。学長の部屋は少しはましな感じだが、似たり寄ったりだ。部

屋にはクーラーがついているが、轟音ともいえるほどうるさい音がして、あまり涼しくもない。私はエ

アコンがあまり好きではなく、熱帯地方のホテルでもエアコンをほとんど使わないので、もちろん早速

止めてしまった。蒸し暑いがドアを開けると蚊が入ってくる。破れかかった網戸のある窓を少し開けて、

風を入れるしかない。熱帯でも夜になると、意外に涼しい。 

 ここにきてもっとも困惑したのはトイレである。トイレは洋式トイレのような形なのだが、いわゆる

便座がない。「小」なら何の問題もないのだが、「大」となると困ってしまう。地元の人はどうやって使

っているのだろうか。中腰のままするのだろうか。聞くのも気が引けて、結局わからずじまいだった。

私は比較的長く座っている方なので、中腰のままでは、とても体が持たない。やむなく便器のふちに紙

を敷き、あやうい姿勢で用を足すしかない。気を抜くと、便器の中に落ち込んでしまう。とても長い間

座っていることはできない。 

 

 翌日、マリタ市からバイスクル（自転車）と呼ばれる人力車（サイドカー付バイク）に乗って、ジュ

ゴンが見られるというニューアルガオという集落に行った。バイスクルで約 10 分。凸凹道なのでお尻

が痛い。ニューアルガオには、SPAMAST の先生の家族が住んでいて、そこの庭で話をしながら、ジ
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ュゴンについて聞き取りをした。そのうち、「ジュゴンが現れた！」という声を聴き、あわてて海を見

ると、水面に波紋が残っているばかりだった。しばらく海を見つめていると、やがて瞬間的にジュゴン

が鼻先を水面に持ち上げるところが見えた。見えたと言っても、簡単に見えたわけではない。みんなに

教えられ、目を凝らしてやっとそれらしいものを見たに過ぎない。でも、ここでは本当に目の前でジュ

ゴンが見られることが分かった。パラワン島では、ジュゴンを見るのは船を借りて出なければ見られそ

うもない。しかし、ここでは海岸のヤシの木の下でジュースを飲みながら、ジュゴンを見ることができ

る。これはジュゴンの研究に適していそうだ。 

 

写真：ニューアルガオの海岸に立つ住宅。垣根の向こうは砂浜で、そこからジュゴンが観察できる 
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白浜町で発見されたフデノホ 

 

緑藻類のカサノリの仲間であるフデノホは，本州太平洋岸南部から南西諸島及び小笠原

諸島の潮間帯やタイドプールで，岩や死サンゴ塊の上に多数個体がまとまって生育している．

フデノホの体は先端の方がやや太い円柱状から紡錘状で分岐せず，全体的に石灰化し、まる

でミニチュアのすりこぎのようである．大きさは，高さが 3cm，太さが数 mm に達する。

下部は石灰質が沈着し白く崩れやすいが，上部は明るい緑色から黄緑色である．先端部はな

めらかで，緑色の毛のよう見える糸状の細胞が房のように出ていることがフデノホという名

前の由来となっている。 

本種は今から 43 年前に和歌山県日置川町（2006 年白浜町に合併された）で本州初記

録として確認された．それ以降は和歌山県串本町以外の報告がなかったが，2013 年に和歌

山県白浜町で筆者がスキンダイビング中に発見した．そこは白浜町に所在する京都大学瀬戸

臨海実験所 “南浜”の波打ち際付近の水深１ｍの所で、拳大の石(長径 85 cm 短径 68 cm 

高さ 60 cm)の表面に生育している藻体群であった．この石の上には 73 個体のフデノホ藻体

が生えていた．これらの藻体のうち，高さは最長で 15.9 mm, 太さは最大 2.1 mm であっ

た．この藻体群でいくつか大型

のものを採り，錆びた 10 円玉

一枚を入れて銅イオンを補充し、

美しい緑色の体色を保てるホル

マリン液浸標本を作成した． 

 発見されたフデノホは現場

で生きている藻体であり，遠く

南西諸島や紀伊半島中南部か

ら藻体群が何かの基質に付着し

て流れてきたのでない．本種は

白浜付近に定着している可能性

が考えられる．昨今の地球温暖

化(海水温の上昇や黒潮の接近

などによる)で本種の分布域が

さらに拡大しているのであろう． 

 

図 和歌山県西牟婁郡白浜町に所在する瀬戸臨海実験所 “南浜”で採取したフデノホ 
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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

について事務局にメールでお知らせください。 

 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！  

 

8．編集後記 

2014 年が始まりました。おめでたい新年号ですが、ニュースで取り上げた通りダムや基地など水辺の開

発が加速し、汚染水問題も収束せず、海の生き物にとって喜ばしくない状況が続いています。今年は良

いニュースを 1 つでも多くお届けできるよう、そして、天変地異の少ない平和な年になるよう、祈らず

にはいられません。転載自由の「うみひるも」を今年もご活用くださいませ。（ちよ） 

 

日本環境法律家協会の機関誌「環境と正義」の第 163 号（2013 年 12 月号）に、海の生き物を守る会の

紹介を載せていただきました。その号に、西日本新聞社の阪口由美記者のエッセイが載っています。そ

の中の諫早湾潮受け堤防開門訴訟の弁護団長の馬奈木昭雄弁護士の次の言葉が心に残りました。「私た

ちは絶対に負けない。どうしてか。勝つまでやるからだ」「勝つとは最後の一人まで被害者を救出する

こと」。私たちはいま、この言葉を胸に刻みたい。「あきらめない」ことこそ、私たちの立ち位置です。

粘り強く、美しい海と海の生き物を守っていきましょう。新年に当たって、皆様方のご健康と、海の生

き物と海の生態系の「健康」をお祈りします。今年もよろしくお願いいたします。（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。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・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。 

 

   

 

メールマガジン『うみひるも』第 131 号 

2014 年 1 月 1 日発行 

発行「海の生き物を守る会」代表 向井 宏 

編集：瀬戸内 千代 

〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地 

TEL&FAX:075-741-6281 メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

ホームページ URL：http://e-amco.com/ 

銀行口座：ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会 

 

 

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

♪ 
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