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「今月の海の生き物」

メヒルギ（旧）

Kandelia candel

ヒルギ科メヒルギ属に属する常緑広葉樹の一種で、海水の干
満に影響される潮間帯に分布するいわゆるマングローブ植物
と言われるグループの一種である。従来メヒルギは、沖縄から
熱帯太平洋・東南アジアまで広く分布するとされていたが、
2003 年に東シナ海以北のものは南シナ海以南のメヒルギと
は別種とされて、K.obovata と名前を付けられた。この写真は、
パラオ諸島で撮られたもので、おそらく K.candel であるので、
和名はメヒルギではなく、別の和名をつける必要がある。
潮間帯の砂泥地に生育し、高さは 15m を超えるほど高くなる。
幹の周りに呼吸根が板根状に存在する。花は白色で 5 枚の
萼と 5 枚の糸状の花弁を持つ。植物としては特異な胎生とい
う繁殖形態を持ち、種子は親の体の上で発芽し、長さ 30cm
ほどの根を出した後、地上に落下し、定着する。同じマングロ
ーブ植物で胎生種子を作るオヒルギと比べて細く繊細な種
子の様子から、メヒルギとよばれる。種子は耐塩性が強く、長
い時間海流で流されて新しい土地に定着する（海流分散）の
で、マングローブ植物の中ではパイロットプラント（先駆植物）
と言われる。
（パラオ諸島コロール島にて

向井 宏撮影）
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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

参加申し込み
1/30 締め切り！
お早めに

最前線！

～海の生き物を守れない日本のシステム～ 」

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（詳細は次頁）。
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。参加申し込みはお早めにお願いします。

1月30日までに hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp (向井)宛にお申し込みください！
※前号「うみひるも」で会場に誤りがありました。お詫びして下記の通り訂正いたします。
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日時：2月1日（土）13:00～16:30
会場：モンベル品川店 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
後援：国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J）
★ 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 ハーベステラス」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。
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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

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、ミンダナオ島マティ市およびマリタ市
費用：往復航空券は、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、食事1日3食分、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：（予定です。途中の変更があるかもしれません）
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月末までに申し込みを締め切ります。
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2014 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（明石・
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。
現在予定している日程と場所は、以下の通りです。

5 月 17 日（土）
5 月 31 日（土）
7 月 12 日（土）

講演会＋砂浜海岸生物調査研修会（神奈川県湘南海岸）
講演会＋観察会 （和歌山県白浜）
講演会＋ミニコンサート＋観察会 （北海道・釧路）

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

1 部のみ

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
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― 閖上海岸の将来に想う ―

大橋信彦会員からの年賀状

昨年夏、
「宮城昆虫地理研究会」の二人の先
生が海岸の調査に訪れた。大きな“虫取り網”
を手に炎天下、両先生は二時間ほど沿岸部を
歩き回られた。調査後、
「ほら、これが“カワ
ラハンミョウ”です！」と先生が嬉しげに語
る。聞けば、この昆虫は宮城県の絶滅危惧種
に指定される希少動植物の一種なのだそうだ。
そして先生は、
「皆さんがハマボウフウの保護
に努めてこられたお蔭ですよ」と、言葉を継
がれた。昆虫の事はそれまで念頭になかった
わたしは、
「海浜植物たちは、こんな働きもし
ていたのか..」と、改めて考えさせられたこと
だった。
もうひとつ、嬉しい出来事が夏にあった。
“スナガニ”が閖上海岸に帰って来たのであ
る。姿を見せなくなってから久しく、
“幻のカ
ニ”と呼ばれていたスナガニの巣穴を多い日
で７４個、そこに潜んでいたカニの姿もこの
目で確認できた。どうしてこのような事にな
ったのか、その理由は解らない。
「津波が海中
を撹拌したからだ」と言う者もいれば、
「海流
の変化の所為だ」と言う者もいる。いずれに

閖上海岸の仮防潮堤の前のハマボウフウたち

しても彼らがそこに現れたのは事実であり、
わたしたちは、スナガニの出現を望ましい海岸の未来を予感させるものとして素直に喜びたい。
さて、
「名取ハマボウフウの会」が活動を開始して十三年を数える。会員の努力と多くの人の支えがあって、
その存在は周知の認めるところとなった。保護活動はこれからも続いていくことだろう。そして海浜植物のハ
マボウフウは、他の“砂草たち”と共に自らの生命と他の動植物の生命をも育んでいくだろう。
今、閖上海岸の将来に想いを馳せる時、絶滅危惧種と呼ばれる動植物たちがその数を存分に増やし、ハマボ
ウフウの会の会員の手によって保護区の防護柵が取り除かれる日がやがて来ると、そう思えてくる。
（元「名取ハマボウフウの会」代表

大橋信彦）

「海の生き物を守る会」事務局の皆様

「名取ハマボウフウの会」の記念誌作成のため小生が寄稿した一文です。
“人為的震災復興”がすすむ今、海岸に生きる生きものたちは健在です。
皆様もどうぞお健やかに. . 本年もよろしくお願い申し上げます。
2014 年 元旦 大橋信彦 拝
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2．ヨウジウオ科 切手コレクション（12） 立川賢一
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【東北】
●大槌湾でナガスクジラ混獲
岩手県大槌湾の三丁目漁場で、1 月 6 日、ナガスクジラが定置網に掛かり、死亡した。体長は 14.2m、
重さ約 17 トンという大物で、たまに鯨が混獲されることはあっても、こんなに大きなクジラが湾内で捕
れたのは初めてと地元の漁業者らはびっくりしていた。混獲したクジラは、販売することが認められて
おり、市場に出され地元業者が 582 万円で落札した。

●NPO 法人「森は海の恋人」がフィリピンでプロジェクト開始
宮城県気仙沼市で植林などを続けてきたカキ養殖業者の畠山重篤氏は、2011 年の国際森林年に、森林に
関する功労者「フォレストヒーローズ」としてアジア地域から選出され、国連森林フォーラム（UNFF）
によって表彰された。その畠山氏が理事長を務める NPO 法人「森は海の恋人」は、今年 1 月から、フィ
リピン共和国ネグロス島シライ市で「“森と人と海の共生”のための環境意識向上プロジェクト」を開
始する。気仙沼市の協力のもと国際協力機構（JICA）と連携して進めるもので、防災意識・環境教育・
環境保全理念の普及を通じて、フィリピン共和国の行政、研究機関、住民の自然環境保全に対する意識
向上を目指す。

●防潮堤に関するネット署名が正式スタート
宮城県気仙沼市に拠点を置く「防潮堤を勉強する会」は 1 月 10 日、先月から試行的に始めていた防潮堤
に関するネット署名の正式な運用開始を発表した。震災直後の混乱の中で決まった防潮堤について、津
波対策基準の見直しを国に求める内容で、署名募集サイト「チェンジ change.org 」上に、「このままで
は日本国中の海岸が壁で囲まれてしまう！？」というタイトルで公開している。1 万筆を目指しており、
1 月 16 日までに約 7250 筆が集まっている。署名はこちらから→ http://goo.gl/EQ0j1a

【関東】
●アオウミガメの産卵ラッシュ

小笠原諸島

小笠原諸島は、絶滅危惧種アオウミガメの国内で最大の産卵場所として知られているが、近年産卵巣数
が増加し、昨年は小笠原海洋センターが調査を始めて以来最高の 1982 カ所に上った。小笠原諸島では、
アオウミガメ漁が盛んであったが、太平洋戦争の敗戦後、米軍に占領されて島民の多くが島外に移転し
たため、長い間アオウミガメが捕獲されなかった。アオウミガメは孵化後産卵に戻るまでに約 40 年かか
ると言われており、米軍占領時に父島列島で孵化したアオウミガメが産卵に戻り始めた 1980 年代後半か
ら産卵巣数が急激に増え始めた。産卵巣数は、1979 年に 115 カ所であったが、1995 年には 529 カ所に
急増、昨年は 1982 カ所を記録した。センターでは、一部の卵を掘り出して安全な場所に移して孵化させ
る活動も行っており、これも増加の一因であるとしている。米軍の占領というアオウミガメにとって僥
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倖となった出来事で増加したアオウミガメが、今後どのようになってゆくのか、砂浜が減り続ける日本
にあって、小笠原のアオウミガメの今後の動向は、日本の環境行政の試金石でもある。

【中部】
●浜名湖クルマエビで DNA 解析

放流効果はあるのか？

減少を続けるクルマエビの資源量について稚エビの放流で回復を図ってきた浜名湖で、昨年から漁獲さ
れたクルマエビの DNA を解析して、放流した個体かどうかを判別した上で放流効果を調べ、放流事業を
見直そうという計画が静岡県水産技術研究所で進んでいる。静岡県でクルマエビの最大の産地である浜
名湖では、1978 年頃から稚エビの放流が行われ、年間数百万～1 千万の稚エビが放されてきた。放流し
た初期は、放流量が増えるほど漁獲量も増えるように見えたが、その後は放流量と関係なく漁獲量は一
方的に減少を続けてきた。1989 年に 106 トンの漁獲があった浜名湖だが、1998 年以降は 20～30 トンに
減少、ここ数年は 10 トンにも満たない。そのために、放流事業が資源回復にどの程度効果があるのか、
疑問の声も上がっている。放流事業は各地でさまざまな魚種で多額の補助金を使って行われているが、
資源量の回復につながるかどうかをきちんと検証されることもなく続いている。今回の計画が放流効果
の正確な把握に基づく放流事業の見直しにつながればと、期待される。さらに放流の影響が資源量だけ
ではなく、生態系への影響の予測にも使われれば、さらに重要な成果となるだろうが、その道はまだ遠
いようだ。水産学がその目標を、ひたすら漁獲量の増加だけを目指すことから、生態系の健全な維持を
目指すことに変えない限りは、その道は遠い。

【中国】
●養殖ノリの栄養塩不足でダムの緊急放流

岡山・苫田ダム

岡山県の瀬戸内海で養殖ノリが栄養塩不足になり、岡山県やノリ業者の要請で国交省岡山河川事務所で
は、緊急対策として吉井川水系の苫田ダムの緊急放流を始めた。5 年前から行っており、今年で 5 年連続
の実施となった。瀬戸内海では、10 年前くらいからノ
リの色落ちや生産量の減少が言われるようになった。
この原因は、瀬戸内海環境特別措置法による栄養塩負
荷量の規制が進み、瀬戸内海の水質がよくなったこと
がある。そのために、漁業者などからは、もっと汚水
を流せなどというおかしな主張も出てくるようになっ
ており、一部の研究者には、そのような主張を支持す
るような傾向もある。しかし、瀬戸内海の赤潮はまだ
まだ続いており、瀬戸内海の水質が十分に改善されたわけではない。ここでノリ養殖のためだけに、水
質改善努力を止めるのは、本末転倒の議論になりかねない。一方、ダムによる山からの栄養塩流入の減
少効果は、これまでもあったはずなのだが、これまでは瀬戸内海の過栄養に紛れて、ダムの影響は無視
されてきた。瀬戸内海の栄養塩が改善されて、ようやくダムの影響も見え始めたと言える。ノリ養殖に
ついては、たしかに富栄養化から栄養塩濃度の改善によってノリ養殖に影響が出始めていることは否定
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できない。しかし、本来ノリ養殖は栄養塩の多い河口付近に限って行われてきたものが、瀬戸内海の富
栄養化に伴って内海のどこでもノリ養殖ができるようになって養殖量が増えたことを忘れてはならない。
海が汚れたことで本来採れる以上のノリが採れてきたのだ。海の環境を改善すれば、ノリはあまり採れ
なくなって当たり前なのだ。富栄養化した瀬戸内海を前提としたノリ養殖事業がそのまま続けられると
思わない方が良いのではないか。

【九州】
●国が仮処分決定に異議申し立て

制裁金にも「請求異議」
諫早開門をめぐって

あくまで責任逃れの国の姿勢

国（農水省）は、国営諫早湾干拓事業の開門調査をしないように昨年 11 月に長崎地裁が仮処分を認めた
ことに、異議申し立てを行った。この仮処分は、長崎県の諫早湾干拓地に入植している農民らが、開門
によって農業に被害が出ることが予想されるので、開門調査を行わないよう仮処分を申し立てていたも
の。この裁判で国は、諫早湾干拓事業によって漁業被害が出ていることはいっさい認めず、福岡高裁に
よる長期開門調査を行うように命令されたことだけで争い、結局、福岡高裁の確定判決とは逆の仮処分
が出されてしまった。干拓事業による漁業被害を訴えてきた漁業者らは、確定判決が定めていた猶予期
間が過ぎた 12 月 20 日から、開門調査が始まるまで、国は 1 日 1 億円の罰金を支払えとした裁判を佐賀
地裁に提起した。同時に、漁業者らは長崎地裁の仮処分に反対して異議申し立てもすでに行った。国は、
漁業者らが行った異議申し立てに意見を付すという立場から、仮処分に異議申し立てを行い、同時に、
漁業者らの 1 日 1 億円の罰金を支払う要求に応じる必要はないとして、漁業者らと争う姿勢も見せてい
る。その理由は「福岡高裁が開門調査をしなくてもよい例外としてみとめた『防災上やむを得ない場合』
である」という詭弁としか言いようのないものである。矛盾した判決は、結局、干拓事業が有明海の環
境悪化の原因になったという事実を認めようとしない国の姿勢の反映でしかない。農水省は、まず諫早
湾干拓事業の誤りを認め、その前提に立った環境回復、有明海の再生を目指す立場を明確に示すことが
必要である。その上で、農家に賠償を行うなど、責任を明らかにした対応をしなければ、農家と漁師の
いたずらな対立を引き起こし、地域に紛争の種を残すばかりとなる。第一次産業を後押しする農水省が、
なぜこのような第一次産業を潰す政策を続けるのか。かけ間違えたボタンは、最初に戻って直さねばな
らない。

●響灘埋め立てに同意

北九州市第三者委員会

福岡県北九州市若松区の響灘（ひびきなだ）東地区の海面 38 ヘクタールを埋め立てて廃棄物処分場を整
備する北九州市の計画について、事業の必要性を検証する第三者委員会（柳井雅人北九州市立大学経済
学部長）は、異論はなく同意したと発表した。計画は総事業費 192 億円、容量は 500 万立方メートル。
受け入れ予定は浚渫土砂などが 210 万立方メートル、家庭ゴミなどの焼却灰や産業廃棄物、建設廃材な
どを 290 万立方メートルとしている。2016 年度から護岸工事を始め、2021 年度に完成させ、22 年度か
ら廃棄物の受け入れを行う。
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●キホシスズメダイを新種に

漁連職員が論文

鹿児島県漁連に勤務している岩坪洸樹（ひろき）さん（24 歳）が、奄美群島などに多く生息する「キホ
シスズメダイ」を、本来の学名の種と違う新種として確認し、論文にまとめた。これにより、和名のキ
ホシスズメダイは、これまでいわれていた学名「クロミス・ケンネンシス」ではなく、新種「クロミス・
ヤマカワアイ」を指す和名となった。キホシスズメダイは、体長約 8cm で体色は濃褐色、尾びれは黄色。
奄美大島などでは「ヒキ」と呼ばれて、南日本に普通に見られる。一方、
「クロミス・ケンネンシス」は、
南半球の熱帯海域に分布している。

【沖縄】
●「辺野古埋め立て工事

市長権限で止められる」

稲嶺名護市長

沖縄県の稲嶺進名護市長は、仲井真沖縄県知事が昨年 12 月末に辺野古の米軍基地新設のための海面埋め
立て申請を承認したことについて記者会見を行った。あくまで基地建設反対であることを確認した後、
名護市長の権限で工事を止められると述べた。具体的な権限については述べなかったが、河川の付け替
え工事や砂浜への建築物設置などにおいて市長の許可が必要になることを念頭に置いたものと考えられ
ている。稲嶺市長は埋め立てを認めない立場から、1 月 17 日に予定されている名護市長選挙に立候補し
ており、選挙でも辺野古基地建設反対を訴えている。一方、基地推進派は、2 人の立候補者を一本化する
ことに成功し、安倍政権の後押しで稲嶺追い落としを狙っている。辺野古の海とジュゴンを守る戦いは、
いよいよ最終局面を迎えようとしている。

●仲井真知事が辺野古埋め立てを承認

県議会は知事の辞職を要求

沖縄県の仲井真知事は、昨年末に安倍首相と会談した後、米軍普天間基地の移転のために、名護市辺野
古の海を埋め立てて新しい基地を建設することを認めた。1 月になって開かれた県議会で、仲井真知事は
辺野古沿岸部の埋め立ては「法に定められた基準に適合し、承認せざるを得ないと判断した」と、政治
判断ではなく行政判断で承認は仕方なかったとあらためて説明した。普天間基地の県外移設を選挙公約
としていたことへの裏切りだという主張には、県外移設の旗は降ろしていないと強弁した。これに対し
て、野党から知事の辞任を求める決議案が出され、自民公明以外のすべての政党・無所属議員の賛成で
採択された。

●辺野古埋め立て承認取り消し訴訟を提起
沖縄県知事が辺野古埋め立てを承認したことについて、辺野古埋め立てに反対する弁護団は、承認取り
消しを求める県民の訴訟と承認の効力一時中断を求める訴訟を提起した。原告は、辺野古・久志地区近
隣住民 6 人を含む県民百数十人となる見込み。訴訟では、公有水面埋立法の環境保全の義務や適正で合
理的な国土利用という条件を満たしておらず、承認は不法というもの。
環境アセス法に基づいた知事意見では、仲井真知事は、国の計画では環境を保全することは不可能であ
ると言い切っていた。にもかかわらず、政治判断ではなく手続き上承認せざるを得ないというのは、明
らかにおかしい。司法は、高度の政治マターだと逃げないで、知事が言うように行政手続きとして承認
して良いものかどうか、きちんと判断しなければならない。国が 1 月中にもボーリング調査を始めると
の観測もあり、早期の司法判断が必要である。
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●那覇空港拡張で沖合サンゴ礁の埋め立て承認
沖縄県と那覇港管理組合は、沖縄総合事務所が申請した那覇空港沖合埋め立て申請を承認した。この埋
め立てで、沖縄県中部のサンゴ礁は、ほぼ完全に姿を消すことになる。埋め立て工事は、1 月中に始まり、
滑走路の供用は 2019 年度末に行われる予定。環境面ではサンゴや海草藻場が消失するが、保全措置とし
て移植を行うとしている。沖縄県は、アセスの審査を行い、移植によりサンゴと海草藻場には致命的な
影響はないと認めて承認した。しかし、サンゴと海草が移植によってその生態系が守られた例は皆無に
等しい。それでも沖縄県がこの埋め立てにこだわったのは、観光立県を進めるために空港の拡張が不可
欠と信じたためである。また、沖縄県知事が強く要求した予算措置が、安倍政権によって満額以上を獲
得したことが、この空港拡張のための埋め立ても、辺野古基地建設のための埋め立ても、認めてしまっ
た大きな要因となった。金で沖縄県民の誇りを奪い、金で沖縄の宝を奪ってしまうことになるだろう。
総工費は約 1993 億円。総合事務所は那覇沿岸の 5 漁協と保障協定を結んだ。

【東北】
◆第 3 回 小泉海岸及び津谷川の災害復旧事業を学び合う会
「日本の海岸管理に関する現状と課題、今後の展望」
東日本大震災から 2 年 10 カ月、海岸復旧はどのように進んでいるのでしょうか。より良い復興を推進し
ていくために、各地区では十分な情報の共有と議論の場があったとは言えない状況です。学び合う会で
は、小泉海岸及び津谷川に関連したすべての関係者が、共に学び合い、持続可能な社会を形成していく
ための、学びの場を作っています。第 3 回は、海岸の生態工学と環境技術政策の専門家と小泉湾で水産
業を営む漁師さんをお招きしてお話を伺います。
未来の子供たちが誇りのもてるふるさと再生のために、
より多くの参加をお待ちしています。
日時：1 月 18 日（土）
14:00～16:00 開場 13:30
場所：気仙沼市本吉公民館
視聴覚室（定員 100 人）
ゲスト：清野聡子氏（九州大学大学
院准教授 沿岸環境保全学、生態工
学）
、小泉湾で水産業を営む漁師
参加費：無料
★事前申し込み不要
問い合わせ：事務局・阿部
0226-42-2793
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【第 3 回学び合う会の要旨】日本の海岸管理に関する現状と課題、今後の展望
清野聡子（九州大学大学院工学研究院環境社会部門生態工学研究室）
変革点にある日本の海岸管理の最新情報をお届けします。維持管理の視点の強化、地域性や自然地形の
尊重、意思決定や管理への住民参加や協働など、震災復興に役立つ展望が開かれつつあります。政府資
料（公開）の解説、各地での住民参加、合意形成の事例の紹介をします。日本の海岸管理は、震災前か
らすでに多くの問題を抱えていました。津波被災地の震災復興では、極端な状態で表出したにもかかわ
らず、制度改正が放置されていました。しかし、政府もようやく動き始め、今後の海岸管理の改善を始
めています。今後の宮城県の海岸のあり方を決める「海岸保全基本計画」の改訂に必要な基礎知識です。
一方で、
被災地では過去 30 年の日本の公共事業の進め方の改善が充分活かされていない状態にあります。
他自治体や NPO にもっとソフトの支援を求めてもよいと思います。そして海岸との共生や減災の沿岸域
政策の国際動向も紹介したいと思います。被災地の海岸の検討の行き詰まりを打開し、展望をつくって
いく鍵は、まさに地域にあります。
＜参考資料＞
国土交通省 海岸管理のあり方検討委員会
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000696.html
10 月から検討開始。12 月に取りまとめ案アップし現在精査中。今年度中（3 月末まで）に正式公表予定。
会議資料 4 回分 http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/kaigankanrinoarikata/
第 4 回 資料－3-1 に「今後の海岸管理のあり方について」があります。

◆第 4 回フォーラム 仙台湾／海岸エコトーンの復興を考える
～「ふるさとの浜辺復興、こうしたい」を分かち合う ～
東日本大震災から 1000 日あまり…ふるさとの浜辺・仙台湾岸では、野生動植物や生息環境がよみがえり、
クロマツが次々と芽生え、そして干潟や潟湖、砂丘、海岸林のそれぞれに、
「そこにしかない生態系」が
戻り始めています。急ピッチで、広域的に進む海岸防災林の盛り土、農地整備、防潮堤・堰堤工事、さ
らには次に続く海岸公園や嵩上げ道路、まちづくりといった大規模工事とのかかわりの中で、
「ふるさと
の自然や景観の核心を構成する、多様な生きもの・生育環境・生態系」は、私たちの希望である「未来
世代」へと受け継がれてゆくのでしょうか？ このフォーラムでは、仙台湾岸南部で自然環境の調査・
保全活動を継続してきた方々から現場に軸足を置いた報告をいただき、そして市民・行政・企業・専門
家の垣根を越えて、
情報・想い・意見を分かちあいます。
https://sites.google.com/site/ecotonesendai/forum4
日時：1 月 25 日（土）13:00～16:30

開場 12:30

場所：東北学院大学土樋キャンパス 8 号館・押川記念ホール
参加費：無料 ★事前申し込み不要
主催：
「フォーラム 仙台湾／海岸エコトーンの復興を考える」実行委員会、東北学院大学、
東京情報大学（予定）
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後援：南蒲生／砂浜海岸エコトーンモニタリングネットワーク、蒲生を守る会、仙台湾の水鳥を守る会、
宮城昆虫地理研究会、宮城植物の会、緑を守り育てる宮城県連絡会議、日本自然保護協会（予定）
、
日本景観生態学会、自然環境復元学会、東北学院大学災害ボランティアステーション、日本雁を保
護する会
プログラム
1. 開催趣旨説明
2. 基調講演「仙台湾南部海岸の自然環境特性と大震災後の変遷」
鈴木 孝男（東北大学大学院生命科学研究科）
3. 話題提供
(1) 鳥の目からみた地域の復興と景観再生の課題
原慶太郎・趙 憶・富田瑞樹（東京情報大）・平泉秀樹（ラムサールネットワーク日本）・
平吹喜彦（東北学院大）
(2) 自然環境と災害復旧工事の 1000 日
中嶋 順一（仙台湾の水鳥を守る会）
(3) 砂丘生態系の復元にむけて －砂浜植物の増殖と導入－
鈴木 玲（手稲さと川探検隊・雪印種苗）
・佐藤 修・
大塚 隆久（緑を守り育てる宮城県連絡会議）
(4) 低頻度・大規模攪乱後の海岸林モニタリングから見えてきたこと
富田瑞樹（東京情報大学）
・南蒲生/砂浜海岸エコトーンモニタリングネットワーク
(5) 今こそ、行政・市民協働による「ふるさとの浜辺復興」を
平吹 喜彦（東北学院大学）
4. 討論・総括

モデレーター：熊谷 佳二（蒲生を守る会）・原慶太郎（東京情報大学）

【関東】
◆OPRF 海洋フォーラム

第 108 回「日本の海民―列島をめぐる海のネットワーク」

海洋政策研究財団（OPRF）は概ね月 1 回のペースで「海洋フォーラム」を開催しています。
日本の沿岸域、特に海と山が接近している地域では、入り江毎に村が点在しており、ごく最近まで船に
よる移動が多く行われていました。昨年は、朝の連続テレビ小説によって、海女の生活に注目が集まり
ましたが、沿岸域の海で生業をたてる人々にとっては、海が道であり、物資も人も、そして文化の多く
が海を通して出入りしていたことを考慮すると、今一度、海と日本の沿岸域の関係を見つめ直し、海か
らの視点で沿岸域の生活・社会を考察することが有意義ではないかと考えました。
そこで、今回の「海洋フォーラム」では、海辺で生活する人々についての調査研究に長年取り組まれて
きた秋道智彌氏（総合地球環境学研究所名誉教授）に講演をしていただきます。
つきましては、海洋問題に関心の深い皆様方の積極的なご参加を賜りたく、ご案内申し上げます。
日時：1 月 29 日（水）17:00～18:30

受付開始 16:30
15

場所：日本財団ビル 2 階大会議室（東京都港区赤坂 1-2-2）
テーマ：「日本の海民―列島をめぐる海のネットワーク」
講師：秋道智彌 氏（総合地球環境学研究所名誉教授）
★参加申し込みは、当ホームページ、FAX、郵送のいずれでも受け付けています。

【中国】
◆上関原発を建てさせない

山口県民集会

～福島をわすれない

さようなら上関原発～

日時：3 月 8 日（土）
場所：維新公園ちょるる広場（山口県山口市）
主催：上関原発を建てさせない山口県民大集会実行委員会 Tell&Fax 0835-22-1275
第1部

10:00～12:00 ゲスト 鎌田 慧

第2部

12:00～15:00 トークの広場、ミュージック広場、物産展など

◆原発予定地（田ノ浦）スギモク＆海鳥観察会
カンムリウミスズメ・ウミスズメの観察です。
日時：3 月 9 日（日）10:15～16:00
集合場所：室津港（祝島）駐車場 10 時（JR 柳井駅から祝島行きの定期船に乗ると便利です）
日程：10:15 原発に反対する上関町民の会事務所でお話会 新井章吾さん「スギモクって なあに？」
12:00 昼食・休憩
13:00 原発予定地（田ノ浦）へ（東日本大震災で被災された方に黙祷と上関原発計画中止の誓い）
※荒天時以外は、船で田ノ浦に向かいます。荒天の場合は、陸路で田ノ浦に向かい、アカモク
を食べる会に変更します。
13:30 スギモク＆海鳥観察会
16:00 田ノ浦から移動
16:30 室津港で解散
準備するもの：長靴＆スニーカー、防寒着、弁当
※スギモクは浅い海底に生育しています。船の上から覗き眼鏡で観察できます。
★申し込み：3 月 1 日（土）締め切り 準備の都合がありますので下記まで期限厳守でお願いします。
高島美登里 090-8995-8799 midori.t@crocus.ocn.ne.jp
森田 修 090-4695-1290 yo.morita@extra.ocn.ne.jp
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佐藤正典 著

『海をよみがえらせる

諫早湾の再生から考える』岩波ブックレット

No.890, pp.70 (2014) 価格 560 円+税
国（農水省）の無駄な公共事業の代表とも言われる国営
諫早湾干拓事業で失われた自然は、諫早湾の奥部干潟の生
物にとどまらず、有明海全体に大きな負の遺産を残し続け
ている。著者の佐藤正典さんは、諫早湾の干潟のベントス
（底生生物）の研究を通して、この事業がいかに多くのも
のを損ない、取り返しのつかない結果を残したかを訴え続
けてきた。専門家会議の開門調査を行うように報告し、福
岡高裁の長期開門調査を命令する確定判決にもかかわらず、
過去の過ちを絶対に認めない官僚の姿勢から、諫早湾の再
生は先が見通せない。著者は、生物研究者の立場から、諫
早湾の再生を通して、壊され続ける日本の海岸の再生を訴
える。

ダバオ湾のジュゴンを探して
パラワン島とミンダナオ島を予備調査した結果から、どうやらダバオ湾の方がジュゴンを観察するに
は適していそうだと考えた。一方、パラワン島では、しばしばジュゴンが網にかかっている。ジュゴン
にデータロガーをつけて、自動的にジュゴンの動きを見るには、パラワン島が向いているかもしれない。
そんな気持ちを持ちながら、日本に帰ってきた。
ジュゴンの行動を知るためには、データロガーをジュゴンに付けて、水深や温度を自動的に記録させ
るのが良さそうだ。このころ、日本ではデータロガーを動物に取り付けて調べるバイオロギングという
手法が注目を集めていた。イルカやペンギンなど海の生き物についても、いろいろと試されている。ジ
ュゴンにもこの手法を使えるだろうと考え、ロガーを準備した。大きいものではジュゴンの行動に影響
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を与えるため、できる限り小さいものにしたい。調べると、直径 1cm、長さも 1cm を超えない大きさ
のものが開発されている。これならジュゴンにはちょうど良いだろう。一台 20 万円くらいするロガー
を 3 台揃えた。そして、ロガーをジュゴンの体に装着して、ジュゴンを放したあと、一定の時間経った
ところで、ロガーを切り離す必要がある。それには、タイマーを付けた切り離し装置を使うことにした。
これは使い捨ての装置だが、それでも数万円はする。さらに切り離されたロガーが海上に浮上し、それ
を見つけて回収しなければならない。そのための発信用ブイとそれを探すための装置も必要だ。近代的
な技術を使うにはずいぶんお金がかかる。
このロガー装置一式を用意して、ジュゴンの研究のために再びフィリピンへ向かったのは、2005 年
の 1 月 5 日、正月が終わったばかりのことだった。同行者は、マリアのほかに、わが研究室に入学を希
望している麻布大学４年の竹内祐紀さんと琉球大学の平山琢二さんの一行 4 人。最近爆弾テロ事件があ
ったばかりというダバオ空港に夜、到着。「マルコポーロ」というダバオでも高級ホテルに投宿。地元
SPAMAST のエミリーが予約してくれたのだが、日本の大学教授は、高級ホテルに泊まると思っていた
のかもしれない。フィールド研究をする貧乏学者は、決してそんなことはないのだが、一般にはそう思
われているのかもしれない。ミンダナオでは、こんな高級ホテルに泊まるのはこのときが最初で最後だ
った。
翌日は、ダバオ港からカタマランの大型ダイビングボートで出港。地元からは、エミリーとダイビン
グショップオランダ人、エドウィンが一緒だ。この日はダバオ湾を回って海草藻場の分布とジュゴンの
食み跡を探すのが目的だ。まずは、ダバオ湾の中央にある大きな島ガルテン島を目指す。100 万人を超
える人口を持つダバオ市のすぐ前に浮かぶこの島は、リゾート地として知られ、ダバオ市から多くの人
が海水浴や動物園を楽しみに訪れる。しかし、島の広大な面積が私企業の敷地となっており、住民は海
岸に住む漁師のほかは、リゾートの従業員が住むばかりで、自然は残されている。

写真 1：ダバオ湾
を調査したダイビ
ングボート
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最初に行ったのは、島の東南にあるさらに小さな島 Talicud 島。島の周りを回ってみたが、アマモ場
がありそうなのは、この島の南西の Basu Santa 崎だった。そこで崎の沖に船を止めて潜ってみる。海草
藻場は長くつながっているが、幅は狭くて、透明度が良いので全体が見渡せる程度（約 15m くらいか）。
リュウキュウスガモが優占しているが、ウミヒルモの純群落もある。そこでジュゴンの食み跡と思われ
るものを 1 本見つけた。ウミヒルモの純群落の中にそれはあった。やはりここでもジュゴンはウミヒル
モの純群落で摂餌しているらしい。小潮で満潮時のそこは、水深 1.7m くらいのところだ。
ジュゴンの食み跡は 1 本だけだったが、最初に見た地点でさっそく見つかったので、幸先が良い。こ
の調子だと、ダバオ湾にはかなり多くのところでジュゴンの摂餌あとが見られるかもしれないと期待を
持った。そこで、大きな島のガルテン島を見て回ることにした。次に行ったのは、ガルテン島と Talicud
島に挟まれた水道部のガルテン側の Kapu tian という地点。ここは船の上から見ても海草藻場がびっし
りと広がっており、ジュゴンがえさ場とするには良さそうな場所だという直感があった。潜ってみると、
最も優占しているのはリュウキュウスガモだ。浅いところにはマツバウミジグサ Halodule pinifolia、や
や深くて泥っぽいところにはウミショウブ Enhalus acoroides が見られる。立派な藻場であるが、ジュゴ
ンの食み跡は見つからなかった。ウミヒルモの純群落がないことがその理由かもしれない。
しばらくガルテン島の南側に沿って船を走らせたが、海草藻場は目に付くが、ジュゴンが来ていそう
なウミヒルモの純群落はなかなか見つからない。夕方になったので、ガルテン島のリゾート「パラダイ
スホテル」に宿泊する。（つづく）

写真 2：ガルテン
島の多くの藻場
で見られるリュ
ウキュウスガモ
を優占種とする
海草藻場。右側
にはコブヒトデ。

19

クシクラゲの保身術
墨吐き
墨を吐くクシクラゲは、1900 年代初頭にフロリダのアカダマクラゲという体長数 cm ほどの小型種で
世界で初めて記録されている。同様の観察が神奈川県江ノ島でもなされ、墨吐きが京都大学瀬戸臨海実
験所欧文報告の 1975 年発行分に記録されている。この墨吐きは、南西諸島のあちこちでこの目で何度も
確かめたことがある。アカダマクラゲは白浜で新種記載されて以降、37 年間の空白を越えて 2012 年 9
月に筆者が１個体採集し、久々の報告ができた。
南日本産のアカダマクラゲの墨は、海水中に射出された後
も透明な容器の中で少なくとも３日間は色あせなかった。江
の島のものでは墨の味は苦かったと記載されているが、私は
まだ味見をしていない。においは無臭だったが、原液だけに
するとどうだろうか。
アカダマクラゲの墨吐きによる保身はタコ類と同じやり方
である。目くらましの効果がまず期待できる。天敵が嫌がる
エキスが効いていれば、もっと効果的に退散させられるに違
いない。そうだとすれば、これはタコ墨方式というよりも、
河原にいるゴミムシの１種がスカンクのように、危険な液を
ぶっかける撃退法のクシクラゲ版だといったほうがいいのか
もしれない。
沖縄島の瀬底島で 1992 年の 11 月にシュノーケリング時、
小型のツノクラゲ１個体を指でそっと触ってみたところ、墨

図．
白浜町瀬戸漁港で 2012 年に再発見され、

を吐いたので驚いた。もう一度確認のため優しく触ると、再

新種記載以降の第二記録となったアカホシカ

び墨を吐いた。この珍しいツノクラゲの墨吐き現象について

ブトクラゲの生体（現場撮影）

は論文にまとめ、1996 年に公表した。それ以来も大型のツ
ノクラゲに遭遇する度に気になってつついてみている。これまで体内の黄土色した色素班の有無に関係
なく、日本各地で数百個体で確かめたのだが、いっこうに墨を吐く気配がない。今後、どうしても小型
個体でも確かめねばならない。

様々な保身法
一方、真っ黒なクシクラゲなら深海にいる。有人潜水調査船「しんかい 2000」での研究調査の折、水
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深 1500ｍほどの相模湾の海底付近で真っ黒なクシクラゲ類に遭遇した。船の強力なライトを浴びて浮か
び上がった黒いクシクラゲは、この動物門の特徴である反射により櫛板がキラキラ光るのを除けば、北
浜のシュノーケリング観察で出くわすアオリイカのダミーのようだった。しかし、この黒さは、いわば
忍者の意匠で、体を周囲の漆黒にとけこませて見えなくしているのである。深海生活への適応である。
表層にいるツノクラゲは少なくとも「角」を突き出して敵をおどかす保身手段をもっているが、それ
にもかかわらず最も脆いクシクラゲである。すくい上げる時に水流をちょっとでもおこしたら最後、体
がドロドロとひきちぎれてしまう。これほど脆いツノクラゲが、なぜ過酷な波立つ自然界で生き続けら
れているのか、妙と言うしかない。
オビクラゲは別の保身術をもっている。クシクラゲ類の変わり種で、外形が極めて肉薄で横長に伸ば
した帯状となっているのが特徴である。白浜町瀬戸漁港へ流れ寄った 10cm ほどの体長の 2 個体をひし
ゃくですくい上げようとすると、体を打ち振って逃避行動を開始した。ジェリー質の中に発達した透明
な筋肉があるので、クシクラゲ類中では異例のスピードで遊泳できる。南西諸島で、体長 1m ほどにも
なる個体に遭遇した。英語で「ビーナスの帯」と呼ばれるこのオビクラゲに触れると、透明な体を打ち
振ってくねくねと逃げ去った。
クシクラゲ類に特有な櫛板は、動物界ではユニークな運動器官である。繊毛を束にして、肉眼でもは
っきりと見えるガラス板状の構造に作り上げ、それを何十枚も将棋倒し状に重ねた、動物界最大の繊毛
である。しかし、多数の櫛板をなびかせてもたいした推進力は生まれるはずがない。だから、彼らはプ
ランクトンの定義に合致し、
「人間が網で簡単に採集できる」生物なのである。オビクラゲは確かにすば
やく遊泳できるけれども、それでも私たちが「網で簡単に捕らえられる」プランクトンである。水塊に
浮いて漂う波任せ・風任せに生きる生物の一員なのである。

8．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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9．編集後記
向井先生のジュゴン研究と久保田先生のクラゲ研究、どちらのエッセイも毎度のように、ジュゴンとい
う哺乳類が地球上で一緒に生きている不思議さや、
透明なクラゲの奇妙な姿や生態の面白さに驚かされ、
ひきこまれます。それと同時に、「生物研究者」としてフィールドに密着して生きる人生にも、大きな
魅力を感じるのです。「うみひるも」読者には研究者の方が少なくないと思いますが、知られざる生物
と同じくらい、その研究者の日常もまた、知らない人にとっては興味深いので、ぜひ対象生物への愛情
を開陳し、気軽なエッセイとともにご寄稿ください。海の生き物に関する文章や写真でしたら、もちろ
ん研究者の方に限らず大歓迎です！ 双方向の新うみひるもを模索中の年初でございます。（ちよ）
諫早湾の開門調査が実施されなかったこと、辺野古の埋め立てを沖縄県知事が承認したこと、それと引
き替えのように那覇空港拡張工事への大幅増額予算が作成され、那覇沖のサンゴ礁埋め立てが承認され
たことなど、年末にバタバタと海の環境に大きな影響を与えることが決まってしまいました。しかし、
あきらめないで諫早湾の開門を要求し続けることが必要です。辺野古埋め立てに反対するチャンスの名
護市長選挙も 19 日に行われます。今年は海の環境を守る年にしたいものです。（宏）
次号は、2 月 1 日の配信予定でしたが、海の生き物を守るフォーラムが 2 月 1 日に予定されていますの
で、次号は 2 月 16 日に配信します。なお、3 月 1 日もジュゴン・スタディツアーのため、「うみひるも」
の配信はありません。

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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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 132 号
2014 年 1 月 16 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
TEL&FAX:075-741-6281

京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地

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
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