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「今月の海の生き物」

ツグチガイ

Primovula rhodia

軟体動物門腹足綱盤足目ウミウサギ科に属する巻き貝の一種。北海道南部から九州まで分布
する温帯種。主として水
深 30m までの浅い海の腔
腸動物イソバナ類の体上
に生活し、そのポリプを
食べている。殻は紡錘形
で丸く、表面は滑らかで
ある。生時は外套膜が殻
の表面を覆っている。外
套膜の色や模様は、宿主
の色とポリプの形態に合
わせており、一見して見
つけ出すのは難しい。殻
の大きさは、10mm を超え
る程度になる。
（瀬戸内海四十島にて
向井

宏撮影）
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海の生き物を守る会では、今年度、「パタゴニア」から助成金をいただき、これまで進め
てきた全国の砂浜海岸生物調査をさらに強力に実施していきます。また、年度内にこれまで
皆様から寄せられた砂浜海岸生物調査を集大成して、中間報告書を作成します。危機的な状
況が続いている砂浜とその周辺に棲む生き物のために、日本の砂浜を取り戻そうと計画され
た調査です。調査は誰にでもできる方法で計画されていますので、少しでも多くの人が多く
の海岸でこの調査に参加していだけるようにお願いいたします。ご協力いただける方には、
方法と調査報告用紙をメールでお送りいたします。当会のホームページには、PDFファイル
で報告用紙も掲載しています。
これまでに会員や非会員の皆さまから112枚の調査票が寄せられ、全国81カ所の砂浜で調
査が行われました。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの海岸での調査が必要です。
すでに調査された海岸は、関東では、千葉県：銚子市長崎海岸、小湊海岸、富津市磯根海岸、
上総一ノ宮海岸、勝浦市守谷海岸。神奈川県：和田長浜海岸、天神島海岸、辻堂西海岸、金
田湾海岸、早川海岸、稲村ヶ崎海岸、城ヶ島海岸、三浦市遠津浜。東海地方では、静岡県：
御前崎海岸、湖西市新居海岸、伊東市宇佐見海岸、沼津市御浜海岸。愛知県：田原市赤羽根
海岸。三重県：津市町屋浦海岸、志摩市後浜海岸、志摩市浜島海岸、国府白浜海岸。近畿地
方では、福井県：高浜町難波江海岸、高浜町東三松海岸、同西三松海岸、高浜町鳥居浜海岸、
高浜町和田海水浴場、美浜町水晶浜、浜住町鷹巣海岸。京都府：天橋立海岸、由良が浜、京
丹後市八丁浜海岸、同浜詰海岸、同小天橋海岸、葛の浜海水浴場。大阪府：二色浜、近木川
河口右岸前浜。和歌山県：白浜町瀬戸海岸、椿海岸。兵庫県：竹野浜。そのほか、北海道、
東北、北陸、中四国、九州、沖縄地方で調査された海岸は、次回報告します。
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ぜひとも皆さまのご協力をお願いします。今年5月17日（土）には、神奈川県の江ノ島で
研修会も行います（4ページ参照）。この機会に砂浜海岸生物調査に協力してみたいと思わ
れる方は、研修会においでいただければ、今後の調査に役立つと思います。
まだ調査が1カ所も行われていないのは、秋田、山形、岩手、福島、茨城、東京、新潟、
富山、石川、鳥取、島根、岡山、広島、長崎、佐賀、熊本の16都県です。ぜひご協力をお願
いいたします。 同じ海岸でも季節が違えば、また同じ季節でも気候が違えば、結果が異な
ります。いつでも、どんなときでも調査はできます。一度、ホームページから調査マニュア
ルをお読みください。

◆ジュゴンスタディ・ツアー報告会（第 4 回ジュゴン連続学習会）
日時：5 月 11 日（土）14:00～16:00
場所：大阪ドーンセンターセミナー室
報告：正阿彌崇子・向井 宏
主催：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）
参加費：500 円、学生 200 円
★事前申し込みは不要です。直接、会場へお越しください。
※詳細は 4 ページ

◆砂浜海岸生物調査研修会 江ノ島で開催
今年の砂浜海岸生物調査研修会は、以下の要領で開催します。ふるってご参加ください。
日時：5 月 17 日（土）10:00～14:00
場所：江ノ島（藤沢市） 神奈川県立かながわ女性センターおよび近くの砂浜
江の島 1－11－1

電話 0466-27-2111 江ノ島電鉄江ノ島駅、湘南モノレール湘南江の島駅 徒歩 20 分

講師：向井 宏（海の生き物を守る会代表）「砂浜海岸生物調査の意義とその方法」
参加費：無料
砂浜海岸生物調査の研修 指導は、向井 宏
※詳細は 5 ページ

◆講演会・観察会 紀伊白浜で開催
日時：5 月 31 日（土）10:00～14:00
場所：京都大学瀬戸臨海実験所および前浜（和歌山県白浜町瀬戸）
講師： 朝倉 彰（京都大学教授）「ヤドカリ類の多彩な生態」
佐藤正典（鹿児島大学教授）「ゴカイから見た有明海・諫早湾問題」
参加費：無料
磯と浜辺の観察会 指導は、久保田信京都大学准教授
なお、この講演会は、瀬戸臨海実験所セミナーを兼ねています。

※詳細は 6 ページ
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◆ミニコンサートも 北海道で講演会
日時：7 月 12 日（土）13:00～16:00
場所：未定（北海道釧路・厚岸地方で予定）
講演：北の海の生き物を守る
「どう守る？ 北方四島の自然」 本間浩昭（毎日新聞記者）
「海の生き物を守るしかけ 海洋保護区」 向井 宏（海の生き物を守る会代表）
ミニコンサート：
「江藤ゆう子 海と愛を歌う」 江藤ゆう子（歌手）

◆軍事基地より自然遺産に 辺野古の埋め立てで共同声明
海の生き物を守る会は、環境保護団体が共同で出した『辺野古新基地および高江ヘリパッドの建設に強
く抗議し計画の撤回を求める環境団体の声明と要請〜軍事基地建設ではなく世界自然遺産への登録を〜』
を支持し、賛同団体となりました。

**********************************
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 残り１部
◎「愛知ターゲットガイド」みんなで守ろう！地球といのちの 20 の約束
国際自然保護連合日本委員会刊 （2014 年 2 月） 1 部のみ
◎向井 宏 論文 別刷り
「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」月刊「海洋」2005 残り些少
「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 残り些少
「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」海洋理工学会誌 2009 余部あり
「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 余部あり
◎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 残り 4 部
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 残り 4 部
2012 年 残り 4 部
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2．ヨウジウオ科 切手コレクション（16） 立川賢一
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【全国】
●政府が新エネルギー基本計画を閣議決定

原発を将来も維持

新設も？

4 月 11 日、安倍政権は、新エネルギー基本計画を閣議決定した。民主党政権が「原発ゼロを目指す」と
して制定したエネルギー基本計画を改訂、原子力発電を「重要なベースロード電源」と位置づけたもの。
原発は、40 年たてば基本的に廃炉にするという政策があり、現在の大部分の原発が 30 年以上たったも
のである以上、将来も基盤エネルギーとして原子力を位置づけたということは、原発の新規建設を行う
ことを暗に宣言したことになる。上関原発は、いまのところ建設が凍結されているが、この新エネルギ
ー基本計画では、将来的に、建設を認めることになるだろう。安倍政権の原発維持は、やがて日本各地
の海を埋め立て、原発の温排水で日本の海の生き物の生存を奪うことになる。脱原発を今すぐ始めなけ
れば日本の将来はなくなる。

【東北】
●地元高校生が提案

防潮堤ではなく松林を

宮城県仙台市宮城野区蒲生北部地区の住民有志でつくる「高砂の中高生で考える防潮堤の会」が、自分
たちで考えた沿岸の将来像について、土地利用のアイデアを発表した。防潮堤の代わりに松林を作って
津波被害を軽減するアイデアなどが含まれている。貞山運河を復元して歴史公園を作るアイデアや、築
山を造成して避難場所とするアイデアなども披露された。防潮堤の会は、仙台市に構想案を提出する。
仙台市はそれをどう受け止めるだろうか。

●地下水バイパスの汲み上げを開始
東京電力福島第一原発事故で地下にたまった高濃度汚染水に地下水が毎日約 400 トン流れ込んで、高濃
度汚染水がたまり続けている問題で、東電は原発施設の山側で地下水を汲み上げ、それをパイプで原発
施設を迂回させ、海へ直接流す計画を立てていた。そのまま海へ流すことに対しては、地下水そのもの
の汚染もあり、漁業者を中心に反対が強かった。しかし、福島県漁業組合連合会が 3 月に海への放流を
認めたため、東電は 4 月 9 日から 12 本の井戸で地下水の汲み上げを開始した。汲み上げる量は 1 日最大
100 トンを予定しており、汲み上げた地下水は一度貯留タンク（容量約 9000 トン）に貯めた後、放射性
物質がどのくらい含まれているかを検査して海へ流すことになっている。分析は約 1 カ月ほどかかるた
め、海への放出は 5 月になる予定。その基準は、セシウム 134，137 が 1 ベクレル未満としているが、
ストロンチウムやトリチウムなどについては、測定しない。

●アサリ、ヤマトシジミ、アワビがワースト 3

放射性物質汚染

放射性物質汚染を測定して安全な食品を届けることを社の目標としている株式会社ホワイトフードが、
貝類の放射能汚染地図を発表した。データは、厚生労働省の公開している食品放射能検査結果を元にし
ている。それによると、都道府県別にみて、貝類の汚染が最も進んでいるのは福島県で、茨城県がそれ
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に続く。そのほかに汚染が見られたのは、静岡県であった。また、貝の種類ごとに汚染状況を見ると、
アサリの汚染が最も
進んでおり、それに
ヤマトシジミ、アワ
ビ類が続き、これら
がワースト 3 となっ
た。ストロンチウム
やセシウムなどは海
底に多く存在し、貝
はその影響を受けや
すいことが知られて
いる。子供や妊婦が
貝を食べる場合は、
注意が必要である。

【関東】
●三浦沖で貨物船同士が衝突

重油の流出が続く

神奈川県三浦市沖で、3 月 18 日に貨物船同士が衝突し、
「ビーグル 3」
（1 万 2630 トン）が沈没した事故
により、燃料の重油 400 トンの一部が流出している。このため、三浦半島の 5 つの漁協が操業中止とな
るなど漁業被害が発生し、鎌倉、逗子、茅ヶ崎など相模湾岸各地に広がっている。また、千葉県南部の
海岸にも重油が漂着したため、富津漁協は潮干狩りを中止した。しかし、その後、潮干狩り場への油の
漂着はないと判断し、4 月 12 日からの潮干狩りの再開を決めた。一方、4 月 12 日から、重油の流出を止
める作業が日本のサルベージ会社によって開始された。水深 100m の海底に作業員が潜り、漏洩箇所を
見つけて蓋をするなどして燃料重油の漏出を防ぐ予定。

【中部】
●ダイオウイカの水揚げが続く

日本海

日本海の各地でダイオウイカやリュウグウノツカイなどの深海性遊泳生物が海洋表面に出現して、漁獲
されるニュースが続いているが、4 月 8 日には、富山県射水市の新湊漁港にダイオウイカが水揚げされた。
シロエビ漁の網に混獲された。水揚げされた後も 2 時間ほど生きていたという。全長が 5.1m と大型の個
体だった。富山湾では、前日の富山市四方漁港でダイオウイカの水揚げがあったばかり。富山湾では、
今年になって 3 個体目だ。漁業者の話によるとダイオウイカは美味しくはなく、「塩の塊のようだ」。

【近畿】
●大阪湾で貝毒が検出

アサリやアカガイ

大阪府では、大阪湾の二色の浜（貝塚市）や男里川（阪南市）で採集されたアサリとアカガイを検査し
た結果、国の規制値の基準を超える麻痺性貝毒が検出されたと発表した。アサリは基準の約 3 倍、アカ
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ガイは約 1.2 倍の貝毒を含んでいた。大阪府では、アサリやアカガイを食べないよう呼びかけている。大
阪湾で貝毒が検出されたのは、今年になって初めて。

●那智湾の投石事業

サーファーらが異議

和歌山県那智勝浦町の那智湾で、トコブシやイセエビのための魚礁を作る目的で投石事業が続いている。
これによって流れが変化したり、サーフィンに影響が出ると、サーファーを中心に危機感を持つ人々が
和歌山県あてに 3000 名以上の署名をつけて配慮を求めている。この投石事業は、2011 年 9 月の台風 12
号の影響で土砂が海底にたまってトコブシやイセエビの不漁が続いていることから、和歌山県漁協那智
支所と勝浦漁協の要望を受けて、和歌山県が実施しているもので、これまでに河川復旧工事で改修した
6260 ㎥の岩を沈めた。この投石事業は、今後も行われる可能性があり、サーファーを中心にした「南紀
の自然を守る会」では、サーフポイントに影響が出ることから、和歌山県に配慮を求めている。那智湾
では、多いときにはサーファーが 500 人も訪れることがあり、紀南の観光には大きい影響が出るとも主
張している。

【九州】
●佐賀地裁が 2 カ月以内に開門調査を要求

実施しなければ罰金 1 人 1 日 1 万円

佐賀県と長崎県の漁業者らが、諫早干拓事業の潮受け堤防閉め切りで漁業被害を受けたことから諫早湾
の潮受け堤防の開門調査を訴えた裁判で、福岡高裁がその訴えを認めて開門を命じた確定判決がありな
がら、国が開門調査を実施しないのは許せないと、国に罰金を支払うように求めた佐賀地裁の裁判で、
地裁は国に 2 カ月以内に開門調査を行うよう要求し、もし、実施されない場合は原告 49 名に 1 人 1 日 1
万円を支払うよう、命じた。国は控訴する方針だ。農水省は過去の行政の間違いを認めない態度を続け、
開門調査も先送りし、干拓事業をなし崩し的に認めさせようとしている。それは、結局、問題を解決か
ら遠ざけ、迷路に迷い込むばかりである。一刻も早く潮受け堤防の開門を行い、有明海全体の再生に向
けて、住民、科学者などと真摯な話し合いを始めるべきだ。
※諫早湾の問題については、海の生き物を守る会が 5 月 31 日に和歌山県白浜町で行う講演会で鹿児島大
学の佐藤正典教授による講演を行います。ぜひ聞きに来て正しい理解をしてください。

【東北】
◆舞根森里海研究所

竣工式&記念祭開催

日本財団の助成を受け、「舞根森里海研究所（もうねもりさとうみけんきゅうじょ）」が完成しました！
総床面積約 490 ㎡、1 階には採苗施設、2 階には研究スペースや会議室などを備えた研究・教育の拠点と
なる予定です。「森は海の恋人運動」「森里海連環学」の理念のもと、次の世代を担う子どもたちを対
象とした各種事業を実施するほか、国内外の研究者・学生が集う施設となることが期待されています。
記念祭

※関係者対象の竣工式に続いて開催

日時：4 月 26 日（土）13:30～16:50
場所：舞根森里海研究所（宮城県気仙沼市唐桑町東舞根 212）
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プログラム
13:30～15:00 トークイベント（畠山重篤 × 住吉美紀さん）
15:20～16:50 ギター・コンサート（ソンコ・マージュさん）
定員：先着 50 名
★申し込み方法：ご住所、お名前、電話番号を記載のうえ、FAX または E-mail にて森海事務局までお
申込みください
問い合わせ先：NPO 法人森は海の恋人事務局 担当：畠山、夏池
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【関東】
◆海藻おしば 2014 年度第１回勉強会（実技編）
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
日時：6 月 8 日（日）10:00～16:00 頃まで 予定
場所：東京海洋大学品川キャンパス 2 号館 1Ｆ

100B 教室

参加費：3500 円（お弁当・現地までの交通費別）
内容： 特別講座「地球温暖化と海の環境」 気象予報士・原田龍彦氏
認定講師による教室での実技指導のポイント

※希望者があった場合は認定講師資格審査

認定講師／野田会長による採集海藻の保存・管理と教室への事前準備
海藻おしばづくり（ハガキ 1 枚）
主催：海藻おしば協会

事務局（株）オズ

クリエイティブ内 尾澤

TEL 03-5571-5891 FAX 03-5571-5892 oz038@tky3.3web.ne.jp
★申し込み方法：5 月 15 日（木）までに事務局宛メールまたは FAX でお送りください。

【中部】
◆海岸清掃と流木・貝などで楽しむアート
静岡県牧之原市近辺の相良海岸では、はるか昔からアカウミガメの上陸が観測されてきました。古くか
ら地元漁師たちが崇め大切にしてきたアカウミガメ。今なお数多くのアカウミガメが産卵のために訪れ
ます。しかし、近年砂浜の減少が進行し、アカウミガメの上陸の大きな障害となっています…。アカウ
ミガメが安心して産卵できる砂浜、県民が親しめる駿河湾の砂浜を守りましょう！！
第 1 回は、アカウミガメが安心して産卵できるきれいな海岸を作るため、海岸清掃を行います。また、
海岸で拾った流木や貝殻などを使ったアート作品を作り、終了後には参加者みんなで昼食を楽しみます。
みんなの手で、アカウミガメの故郷となる砂浜を守っていきましょう☆
日時：5 月 24 日（土）9:00～

昼食後解散（昼食は午前中に獲れたての生シラス丼を堪能予定）

場所：牧之原市相良公民館及び海岸
定員：先着 100 名
主催：カメハメハ王国
協力：静岡新聞社、常葉大学 浜松キャンパス（予定）
★申し込み方法：
「アクア・ソーシャルフェス」のホームページから。5 月 12 日（月）締め切り

◆藤前干潟 生きものまつり ！
毎年恒例の「生きものまつり」
。今年も開催いたします。ふるってご参加ください！
日時： 4 月 29 日（火・祝日）10:00～15:00
内容：干潟観察会＆潮だまり観察会、野鳥撮影講座、和太鼓などライブ演奏、各種団体がブース出展
※ランチには、藤前飯店のカレーライスをどうぞ！
主催：NPO 法人藤前干潟を守る会
13

【干潟観察会＆潮だまり観察会の詳細】
※小雨決行、荒天中止。いずれも開始 15 分前より受付開始
干潟観察会

①11:15～12:15 ②12:15～13:15

潮だまり観察会

①10:30～11:45 ②13:45～14:30（この回は当日参加受付のみ）

持ち物：水筒、帽子、タオル、着替え（子ども）、あれば双眼鏡
汚れてもいい運動靴（潮だまり観察会）
、サンダル（干潟観察会）
参加費：無料
定員：各回 30 名

先着順

★申し込み方法： 4 月 19 日（土）以降、下記へ
NPO 法人藤前干潟を守る会 080-5157-2002（月曜・第 3 水曜を除く 9：30～16：00）info@fujimae.org

【近畿】
◆海のふしぎ観察会 2014 「さがそう！海の宝もの」
潮がひいた磯で、貝類、魚類などの生き物を観察しましょう
日時：4 月 29 日（火・祝日） ※雨天中止
場所：長松海岸（大阪府泉南郡岬町）
主催：ネイチャーおおさか 公共社団法人大阪自然環境保全協会
対象：小学生以上どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
集合：10:00 南海電車「みさき公園」駅

15:00 現地解散

定員：先着 30 名
参加費：500 円、小中学生 200 円、家族 700 円（保険代・資料代含む、現地までの交通費・昼食代別）
持ち物：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、雨具
★申し込み方法：umi@nature.or.jp 宛のメールで、参加者全員の（1）名前（2）フリガナ（3）年齢（4）
住所（5）電話番号を記入して申し込み。折り返し参加可否を連絡します。
パソコンからのメールを受け取れるメールアドレスから送信してください。
問い合わせ先：大阪自然環境保全協会内「3 月 29 日海の観察会」係

06-6242-8720

【九州】
◆和白干潟のクリーン作戦と自然観察
日時：4 月 26 日（土）15:00～17:00
集合場所： 和白干潟・海の広場（福岡市東区和白 4 丁目）駐車場なし、西鉄「唐の原」駅下車徒歩 5 分
参加費：無料
主催：和白干潟を守る会
問い合わせ先：090-1346-0460（田辺）
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●清水夏樹・館野隆之輔・笠井亮秀・向井
「Connectivity of Hills, Humans and Oceans
Coastal Environment」（「森里海の連環」

宏・山下

洋

編集

Challenge to Improvement of Watershed and

流域・沿岸域環境の改善への挑戦）

pp.283, 京都大学学術出版会 (2014)
本書は、京都大学フィールド科学教育研究センター
の標榜する「森里海連環学」を、教育を通して実践す
るために、京都大学の大学院生を対象として行われて
いる英語による講義「流域・沿岸域統合管
理学」の教科書として書かれた本である。
同講義対象者が理系と文系にまたがることから、陸
上生態系と海洋生態系のつながりと、それに人々の生
活がいかに関わるかを、専門的にならず平易に書いた
教科書である。英語で書かれている。
購入希望者は、京都大学学術出版会まで。もしくは、
向井 宏宛にお知らせください。定価は税別 3900 円。
著者割引（税別 3120 円）もあります。

８
（今年 1 月 16 日発行「うみひるも」132 号のつづき）翌日は、再びガルテン島から出航し、まず昨
日の Talicud 島に立ち寄ってみる。漁師が漁をしていたので聞いてみると、ついさっきまでジュゴンが
このあたりにいたという。潜ってみると、水深 4-5m あたりで新しい食み跡がいくつか見つかった。こ
の島の前には小さいながらも海草藻場があり、しばしばジュゴンが訪れているらしいことを確認した。
もっとジュゴンが頻繁に観察される大きな藻場はないだろうかと、ガルテン島の周囲を回ってみること
にした。まずガルテン島の西で、最も大きく入り江状になっている Katagman Penaplata という地点に行
く。広い海草藻場が広がっている。最も多い種はベニアマモ Cymodocea rotundata だった。それに次い
で、ウミショウブ Enhalus acoroides やウミヒルモ Halophila ovalis が優占していた。底質は、粗いサンゴ
礫が多く、砂の成分は少ない。これでは、海草が多くてもジュゴンは食べにくいだろうと思う。
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沖縄の辺野古に米軍基地を作るための日本政府（沖縄防衛局）の環境アセスメントでは、沖縄にはま
だまだたくさんの海草藻場があるから、辺野古沖の海面を埋め立てても、ジュゴンは餌に困らないとい
う記述がある。しかし、これはジュゴンが海草さえあれば餌を食べられるという誤解に基づいた議論で
ある。フィリピンやタイなどでのジュゴンの研究を行ってきた私から見れば、こんな乱暴な議論はない。
ジュゴンは、海草があればどこででも餌を食べられるわけではない。このガルテン島での観察だけでも、
海草がたくさんあってもジュゴンがまったく餌場としていない場所がたくさんあることがわかる。それ
は、ジュゴンが底質といっしょに海草を掘り上げて食べるというその習性によるものなのだ。底質を掘
り上げて食べる以上、食べやすい場所とそうでない場所がある。サンゴ礫がごろごろしているところで
は、ジュゴンは餌を食べることができない。岩がごろごろしているところでも、海草は生えているが、
ジュゴンが食べることはない。ジュゴンが最も喜んで海草を餌として食べる場所は、きれいな淘汰の良
い※砂地である。砂といっしょに海草を掘り上げても、砂と海草を峻別し、海草だけを食べるのは、砂
地だとたやすい。また、掘り上げながら数ｍほど掘り進むには、途中で障害物がなるべくない方が良い。
このような海草藻場は、沖縄の藻場が広いとは言っても、そう多くはない。辺野古の沖に広がる広大な
海草藻場はそういう意味でジュゴンにとってもっとも大事な藻場なのだ。
※編注：地質学用語で「粒径がそろっている」の意

ガルテン島の周辺には、それなりに広い海草藻場があった。しかし、ジュゴンが来ている風には見え
ない。ジュゴンの食み跡もまったく見当たらない。Katagman Penaplata の藻場は 800m も続き、一面緑
の草原のように海草が広がって生育していたが、近くのリゾート施設や観光客の多さに原因すると思わ
れる富栄養化が進行しているようで、海草の葉には、糸状の緑藻類が繁殖している。ジュゴンが利用し
ている様子はまったく見られない。
午後からは小雨が降
り出した。ガルテン島
を大きく回って東海岸
も見て回る。ダバオ湾
における地元の大学の
海草藻場の保全活動が
ここでは行われてい
る。その一環として、
海草の移植実験が、ガ
ルテン島の東海岸で行
われていた。実験場所
で 潜っ てみ ると、 2m
四方程度のロープで囲
った場所に、それぞれ
1 種類ずつ移植が行わ
れている。しかし、
どう見ても移植がう

ウミショウブの移植実験の様子。ウミショウブは葉を失い、ほとんど枯れる寸前だった。
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まくいっているとはとても言えない。移植された海草は、なんとか生きているという程度だ。しかし、
なぜこんなところで海草の移植実験が行われているのだろうか。こんなことをしなくても、海草はあち
こちで立派な藻場を形成している。この実験の意味は、分からない。どうやら、世界の海草研究者の集
まり（World Seagrass Congress）で、アメリカなどの海草研究者がアマモの移植を実験的に行っている
のを発表し、移植がアマモ場の保全に必要な技術開発だという報告を聞いたことから、ここでも大学の
研究者が海草藻場の保全のために、移植をやってみているというのが真相らしい。しかし、このダバオ
湾で移植が必要な海草藻場があるのだろうか。現地の研究者に聞いたところ、近くの小さな湾で富栄養
化が進行して、海草藻場が減少しているらしい。だから移植実験を行っているとのこと。しかし、移植
で海草藻場が本当に回復できるのかと聞いても、彼らも確信をもって答えることはできなかった。富栄
養化で海草藻場が減少しているなら、富栄養化をどうやって食い止めるかという課題にこそ取り組むべ
きなのに、こんなにたくさん海草藻場があるダバオ湾で移植しても何の意味も無いし、実際移植は成功
しない。日本でも同じような誤りがあちこちで行われているが、ミンダナオでもそのような実験が真顔
でなされているのを見て、海草研究者の問題に気づかされた。
結局、この 3 日間のダバオ湾奥部での海草藻場とジュゴンの探索は、唯一ジュゴンが現れている
Talicud 島を確認しただけで終わった。しかもこの島の藻場は小さくて、1 頭のジュゴンが食べる程度
の餌しかないことも確認できた。ダバオ湾の東については、まだ見ていないが、湾の中央にあるガルテ
ン島を含め、湾の奥部、西海岸については、ジュゴンはほとんど現れていないことが分かった。
翌日から、私の学生の竹内佑紀とマリアとその友人のエミリー、琉球大学の平山琢二の 5 人で、ダバ
オ湾入り口のマリタ市に向かう。ここで多くのジュゴンに出会うことになる。しかし、このときは、あ
まり期待してはいなかった。（つづく）

ガルテン島のリゾートで夕食を楽しむ
調査メンバーたち（平山琢二氏撮影）

17

稀少種スダレハマグリ
スダレハマグリは南方系の二枚貝類で、主に九州以南のインド・太平洋沿岸の潮間帯直下から水深 20 m
の砂底に生息する。本種は愛媛県沿岸では、1940 年代以前には多数の生貝がいたが、同県宇和島市以南
の河口干潟では今では古い死殻が採集されるだけで、既に絶滅したらしい。
本種の分布北限は紀伊半島であるが、その生息地は非常に少なく、個体数も少ない。本種は白浜町の
日置川河口で 2000 年 8 月に和歌山県では初めて発見された。
そこに近い椿温泉では 2011 年に記録され、
さらに少し北上した場所の内之浦の干潟では 2003 年より生息の記録がある。なお、白浜町以外の和歌山
県では、那智勝浦町湯川の汽水湖ゆかし潟で 2001 年に発見され、広川町西広海岸および和歌山市名草浜
では 2005 年から 2006 年にかけて発見されている。
この稀少な二枚貝に白浜町で初めて出会ったのは 2011 年 8 月下旬のことであった。京都大学瀬戸臨海
実験所が主催する海実習が実施された際、内之浦の
干潟の動物観察の際に、本種の合弁死殻が学生によ
って 1 個体だけ採集された。この翌年、筆者も 1 月
にそこで調査し、複数個体の合弁死殻を発見した。
内之浦産の初めて出会った合弁の死殻は、殻長が
45 mm、殻高が 35mm であった。その殻の表面の
光沢はなく、 靱帯は残存せず、 殻皮はほとんど残
っていなかった。しかし、殻の内面は白色で光沢が
あり、中央部は薄いオレンジ色で、 外套線は明瞭
に残存し、 少なくとも 42 本の輪肋（殻頂付近は摩
滅しているので数が不明）がカウントできた。2 度
目に出会った合弁の死殻 2 個体は、いずれも上記個
体よりも少し小さかったが、その他の特徴は上記と
すべて同じだった。 これらは 2011 年冬季には 50
年ぶりに寒波が襲来したので、 凍死したのであろう。

和歌山県内之浦産のスダレハマグリの最大個体
（2011 年発見の死殻）
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以上の計 3 個体は古い死殻であったが、これまで記録されている本種の最大個体（殻長、4.5 cm、殻
高 3.3 cm）並みなので、内之浦で何年もかけて成長できたものと推察される。これら 3 個体が採和歌山
県内之浦産のスダレハマグリの最大個体
（2011 年発見の死殻）
集された内之浦は田辺湾の最奥部にあり、
岸部から少しでも中に入ると、 足が泥で埋まってしまい移動できないので、 干潟の北側に沿った幅数
m までの海岸を数百 m 調査したが、水門のある狭い区域のみで発見されたのも本種が生息場所に好みが
あることを物語っている。
内之浦では過去数十年に及ぶ生物相調査の記録がなされているが、そのリスト中には本種は報告され
ていない。ところが、白浜町在住の知り合いの貝類の愛好家にお聞きしたところ、驚くべきことに 2009
年から爆発的にここで生体を多数採集したとのことであった。生体も確かにいたのである。田辺湾では
近年、地球温暖化に伴う海水温の上昇によって、温帯性のムラサキイガイから熱帯性の近縁種ミドリイ
ガイへと著しい種の交代があったのと同様に、昨今の温暖化によって新たに出現が可能になったのであ
ろう。なお、 田辺湾口に位置する番所崎の磯浜や京都大学瀬戸臨海実験所の通称“北浜”と“南浜”お
よび田辺湾のやや湾奥よりに浮かぶ畠島実験地からは、 本種の生体も漂着個体もこれまで発見されたこ
とがない。

思っていること 言いたいこと
みなさんの思い出の海は、どちらですか？ こちらのコーナーでは、残したい砂浜や海岸の情報
もお待ちしております。小さいころに通った海岸の記憶、思い入れのある海辺の風景など、今も残
っているかどうか定かでないものも含め、皆さんの海話をお待ちしております。
投稿先は hirumo@live.jp （瀬戸内千代宛）、ペンネーム・匿名も可です。ちなみに編集・瀬戸内
の大好きだった所は、愛媛県北条市の対岸すぐに見えている小島「鹿島（かしま）」の磯海岸です。
小石を返すとヤドカリやカニやいろいろな巻貝がわんさか出てきて、夏ごとに、いとこたちと夢中に
なって遊びました。大きくなってから訪れたら、いつの間にか人工の砂浜になっていました……。

投稿募集中です
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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！

9．編集後記
航海士や機関士の卵が学ぶ新しい船が完成したということで、お邪魔してきました。33 年使って老朽化
した先代に代わり、より低予算で小型に、なおかつ、より実践的な航海実習ができるよう工夫を加えて
登場した 4 代目「大成丸」です。全国 15
校の船員養成学校の実習を一手に引き受け
る独立行政法人「航海訓練所」の 5 隻の練
習船のひとつ。海技士国家試験合格を目指
す 10 代の青年たち（若干名の女子を含む）
が、ベテラン教官のもと、貨物船やフェリ
ーでの航海を想定して勉強していました。
今後 3 カ月、6 人部屋で寝泊りしながら、
120 人の共同生活です。頑張れ！（ちよ）

（写真上）初めて“高床式”が導入された
新・大成丸の機関室。狭いステップに上ら
なくても背の高い機械類の上部がしっか
り見えて、班全員で一度に学習できます
（写真左）この日は東京湾に停泊中でした
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「うみひるも」の編集を担当してくれている瀬戸内千代さんの発案で、だれでも短い文で意見や感想、
情報を書くことができる「みんなの広場」欄を作りましたが、予想したように投稿がほとんどない状
態が続いている。なぜなのだろうか。日頃、海の生き物を守る活動についてあまり考えていないから
なのだろうか。それでも「うみひるも」を読んでいただけば、少しは自分も意見を書きたいと思うこ
とがあるはずだ。ただ、面倒なのだろうか。「うみひるも」を読むだけではなく、意見や情報を発信
する場所にもしてもらいたいと思う。（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

会員募集中
ボランティアも大募集

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 136 号
2014 年 4 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 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

全銀システムで送金する場合は、068 店（ぜろろくはち店） 0667302 ウミノイキモノヲマモルカイ
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