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「今月の海の生き物」

ミナミハタタテダイ

Heniochus chrysostomus

脊椎動物門硬骨魚綱スズキ目チョウチョウウオ科に属する熱帯魚の一種。本州の相模湾以南
インド洋・西太平洋の亜熱帯・熱帯海域に分布する。比較的浅いサンゴ礁などに単独もしく
は小さな群れを作って
生活する。3 本の黒い帯
がすべて斜め後方に平
行に走るのが特徴で、
他の種と区別ができる。
写真は幼魚で、3 本目の
黒帯は未発現である。
口の部分は黄色で目立
つ。主にサンゴのポリ
プを食べる。本州では
主に幼魚が観察できる
が、おそらく冬期に死亡
する死滅回遊であろう。

（沖縄県石垣島川平湾口
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の
うち、九州・沖縄について、次頁の地図に緑のマークで示しました。九州では、西海岸がまだほとんど
調査されていません。沖縄島も南部では調査ができていません。さらに離島での調査も皆無です。ぜひ
とも皆さまのご協力をお願いします。
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。
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◆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（日）14:00～16:00
先号で 5 月 11 日（土）と間違ってお伝
えしてしまいました。日曜日ですので、
お間違いなきようにおいでください。

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
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）
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。
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◆砂浜海岸生物調査研修会

5 月 17 日

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。参加費は無料です。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（神奈川県藤沢市）
神奈川県立かながわ女性センターおよび
近くの砂浜

藤沢市江の島 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下車

講師：

向井

徒歩 20 分

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」
砂浜海岸生物調査の研修 指導は、向井

◆ 5 月 31 日

宏

講演会・観察会を紀伊白浜で

日時：5 月 31 日（土）10:00～14:00
場所：瀬戸（和歌山県白浜町）
京都大学瀬戸臨海実験所および前浜
講師：朝倉

彰（京都大学教授）

「ヤドカリ類の多様な生態」
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」
磯と浜辺の観察会 指導は、久保田信京都大学准教授
参加費：無料

※講演会は、瀬戸臨海実験所セミナーを兼ねています。
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◆北海道で講演会とミニコンサート

7 月 13 日に変更

前号までにお知らせしました 7 月の講演会・ミニコンサートの日程は、会場の都合で以下の
ように変更いたしました。多くの方のご来場をお待ちしています。
日時：7 月 13 日（日）13:00～16:00
場所：厚岸町情報館２F（JR 厚岸駅前）
講演：～北の海の生き物を守る～
「どう守る？北方四島の自然」
「海の生き物を守る仕掛け
ミニコンサート：
「江藤ゆう子

本間浩昭（毎日新聞記者）（予定）

海洋保護区」

向井

宏（海の生き物を守る会代表）

海と愛を歌う」 江藤ゆう子（歌手） ※詳しくは次号で。

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

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）残り 1 部
◎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 余部些少

「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学

2009 残り 1 部

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌
「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境

2009 余部あり

2011 余部あり

大島ゆう子・岸 道郎・向井 宏「厚岸湖における有用二枚貝を取り巻く物質循環モデル」
日本ベントス学会誌 61:66-76 (2006) 余部些少
◎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）
向井 宏 「同 第三章 厚岸町の動物」

同 2012 年 残り 4 部

向井 宏 「同 第四章 厚岸町の植物」

同 2012 年 残り 4 部

2012 年 残り 4 部
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2．イカとタコ 切手コレクション（1）

立川賢一

今号から新たに「イカとタコ」シリーズ全 16 回のスタートです！
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【東北】
●北西太平洋の調査捕鯨に出発

捕獲頭数を減らして

国際司法裁判所によって南極海での日本の「調査捕鯨」が調査の目的ではなく商業捕鯨そのものである
として断罪された後、日本政府はその判決を受け入れた。北西太平洋での調査捕鯨に焦点が移っている
中、本年度の春の調査捕鯨が 4 月 26 日から始まった。4 隻の船団が宮城県石巻市鮎川港を出港し、三陸
沖でミンククジラを捕獲する。ただ、国際世論に配慮して、春の調査では予定の 60 頭の捕獲を 51 頭に
縮小し、捕獲しない調査も行う計画も取り入れた。三陸沖の調査捕鯨は、全国の捕鯨業者でつくる地域
捕鯨推進協会が日本鯨類研究所とともに実施しているもの。今回は 10 回目となる。秋には毎年、北海道
釧路沖で実施してきた。
捕獲しない調査は、クロスボウと呼ばれる道具でクジラに接近して皮膚などの組織をとり、皮下脂肪を
分析して餌を推定する方法や、糞の分析も取り入れる。これまでこのような非捕獲調査を行わなかった
のは、捕獲頭数を十分に獲るために、非捕獲調査にあてる時間がなかったためで、国際世論に配慮して
非捕獲調査を行うことで、捕鯨の効率は低下する。それでも捕鯨を行う業者が残るかどうかは分からな
い。現在までも、捕鯨業は政府の補助なしでは実質的に継続できない赤字経営となっており、鯨肉の需
要は低下するばかりである。出航した 26 日午後には、ミンククジラ 1 頭を水揚げ、解体処理した。

●碁石海岸で展望台・情報センターなどを設置
三陸復興国立公園のグリーン復興プロジェクト「みちのく潮風トレイル」のコースの中で、宮城県大船
渡市末崎町の碁石海岸に、キャンプ場、情報センターと乱曝谷（らんぼうや）展望台が完成した。観光
振興への効果に地元は期待している。キャンプ場は既存のものを整備、オートキャンプ場も 16 カ所設置
した。夏休み前には正式にオープンする予定。情報センターは 173 ㎡で木造平屋建て。自然環境や観光
情報を発信する。ただ、どこの国立公園でも、生物や生態系の調査を組織的に行うようにはなっていな
い。研究員もいない。建物ばかりを作る環境行政は、見直しが必要だろう。

●「森里海研究所」が完成

気仙沼

NPO「森は海の恋人」は、日本財団の助成金で宮城県気仙沼市唐桑町舞根に「舞根森里海研究所」を建
設し、4 月 26 日に竣工式を行った。京都大学と「森は海の恋人」の共同研究・教育事業を基盤として進
める森里海連環学研究の拠点となる。両者の連携は、京都大学フィールド科学教育研究センターの提唱
する森里海連環学に、NPO「森は海の恋人」代表理事の畠山重篤さんが共鳴賛同して、京都大学の学生
実習を受け入れたことから始まった。
研究所は鉄骨造り 2 階建てで、延べ床面積 500 ㎡。竣工式で同 NPO 代表理事長の畠山重篤さんは、「震
災後、全国から訪れる研究者や子供たちの拠点ができた。海を愛する人々に使って欲しい」と挨拶した。
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災と大津波で舞根地区は壊滅的な被害を受けたが、舞根地区の住民たち
は、それまでの開発一辺倒の生活を見直し、集団での高台移転を決め、地盤沈下した住居跡などかつて
の干潟だったところを再び干潟に戻す試みを始めた。その理論的な支柱と震災後の自然の回復過程を研
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究する取り組みの拠点として、舞根森里海研究所を建設する希望が出て、日本財団が建設費約 1 億円を
助成することで実現へ向かった。同研究所は、今後多くの研究者や学生・生徒を受け入れて、森里海連
環学に基づく研究と環境教育を行う予定である。運営は、NPO「森は海の恋人」と京都大学、日本財団
の 3 者が共同で行うことになった。初代所長には田中克さん（京都大学名誉教授・「森は海の恋人」理
事）が就任する。

【関東】
●霞ヶ浦導水事業の中止を求めて

茨城・栃木漁協が集会

茨城県・栃木県を流れる那賀川から霞ヶ浦への導水路建設を計画している国土交通省関東整備局は、反
対が多いことから一時事業を中断して再検討を行っていたが、先月になって「事業の継続が妥当」とす
る報告書を発表した。これに対して、事業の撤回を求めている茨城県・栃木県那賀川関係漁業組合協議
会は、事業再開に反対する集会を開いた。集会では、弁護団から民事訴訟の争点や経過が報告された。
またアユの研究者や環境科学の専門家ら 4 名が講演し、建設される取水施設は、アユの稚魚の流下を阻
害すること、導水事業の目的は科学的根拠がないことなどを指摘した。

【中部】
●2 年ぶり

浜名湖で潮干狩り

愛知県浜松市の浜名湖では、昨年アサリ不漁によって潮干狩りが中止されたが、今年は同市舞阪町弁天
島の干潟「いかり瀬」で、2 年ぶりに潮干狩りが始まった。観光客も含めて、多くの人が潮干狩りを楽し
んだ。「いかり瀬」は海岸からは直接アクセスがなく、渡し船を使う必要があり、干潟への船の乗り場
には朝早くから長蛇の列ができた。しかし、アサリの回復は十分ではなく、とりあえず今年の潮干狩り
は 4 月 27～29 日と 5 月 3～6 日の計 7 日間だけとなった。この期間は、1 人 2kg までアサリを捕ること
ができる。その後は、8 月 31 日まで 1 人最大 300g までの「磯遊び」として認めることとなった。アサ
リ資源の回復によっては、今後の潮干狩りをどうするか、再検討することになる。潮干狩りの楽しみは
アサリを捕るだけではない。子供たちにとっては、海の生き物を知り、親しむ絶好の機会になる。ぜひ
磯遊びに子供たちを連れて行って欲しいものだ。

●またまたダイオウイカが出現
深海性のダイオウイカやリュウグウノツカイなどが、最近日本海にしばしば表層付近に出現して話題に
なっている。ダイオウイカの出現については、「うみひるも」でもこれまで報告してきたが、また日本
海に出現した。4 月 27 日、石川県志賀町の富来漁港にダイオウイカが水揚げされた。全長 5m、重さ 60kg
の大きさで、定置網にかかったときにはまだ生きていたと言う。石川県では、今年 2 例目のダイオウイ
カの水揚げだった。果たして、日本海では、いかなる異常事態が起きているのだろうか。それとも杞憂
に過ぎないのだろうか。
メモ

東京海洋大学客員准教授でもあるタレントのさかなクンは、もともと冬から春にかけては深海魚

が上がりやすいシーズンであることを指摘。特に日本近海の水温が下がった今年は海の上層と深層の水
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温差が少なくなり浮上しやすい上に、深海生物ブームも相まって報告が増えているのではないか、とい
った説明をしている。
（4 月 26 日に東映太秦映画村にオープンした「さかなクンのデジタル深海水族館」
関連の会見報道より要約。）

●緑の防潮堤を計画

和歌山県新宮市

南海トラフ地震による津波被害が心配されている和歌山県新宮市が、緑の防潮堤を計画し、検討を進め
ている。緑の防潮堤とは、盛り土した上に木々を植えるもので、宮脇昭・横浜国立大学名誉教授が提唱
している。新宮市では宮脇名誉教授を招聘し、市長らがともに新宮市の大浜海岸を視察し、土地に適し
た樹種などのアドバイスを受けた。新宮市大浜海岸では、現在高さ 9.5m というコンクリート製の高い防
潮堤がすでに建設されており、緑の防潮堤はその内側に約 15m の高さで整備する方針だ。宮脇氏は、市
民向けに「すべての豊かな生活を守るいのちの森を！」と題して講演を行った。緑の防潮堤の構想は優
れているが、コンクリート製の防潮堤をそのままにしておくのでは、緑の防潮堤の名前が泣くのではな
いか。コンクリート防潮堤を壊し、緑の防潮堤で災害からも自然破壊からも守る姿勢が必要なのではな
いか。それも海が見える程度に低くして。海が見えない防潮堤は、結局人々の命を守ることはできない。
2011 年 3 月 11 日に私たちが見てきたように。

●珍しい大型ヒトデを採集

ヤマトナンカイヒトデ

和歌山県白浜町沖合で、底引き網に珍しい大型の南方性ヒトデが掛かり、漁師が海南市船尾の和歌山県
立自然博物館に持ち込んだ。採集地点は水深約 60m 付近。同定した結果、ヤマトナンカイヒトデと判明。
このヒトデはこれまで紀伊半島では数例しか記録がない珍しい種であることが分かった。このヒトデは、
腕の長さが約 30cm あり、重さは約 2kg と大型。鮮やかな黄色のとげに全身が覆われている。

【中国】
●弓ヶ浜でハマナスが咲き始める
島根県米子市和田町の弓ヶ浜にあるハマナスの群落で、鮮
やかな花が咲き始めた。ハマナスは北海道・東北の海岸に
自生するバラ科の植物で、美しい大型のバラのような花を
咲かせることで知られており、島根県は分布の南西端に近
い。弓ヶ浜では、昔から自生していたようだが、地元の人
もほとんど知らず、5 年前に米子市の男性によって発見され、
一般に知れ渡るようになった。弓ヶ浜に流れ込む池ノ尻川
の河口沿いに約 100 ㎡に渡って自生している。東隣の鳥取
県では、鳥取市白兎と大山町松河原に群落があり、ハマナ
スの南限地として国の天然記念物に指定されている。この
弓ヶ浜はそれよりも南西に当たり、貴重な群落である。
ハマナス（神代植物公園 2010-06-13）©Qwert1234
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【九州】
●開門調査を求めて漁業者らが総決起大会
諫早湾干拓事業の潮受け堤防の開門を求めている佐賀県、福岡県、熊本県、長崎県 4 県の漁業者らが、
熊本市内で「有明海再生を求める漁民総決起大会」を開き、開門調査の早期実施を強く訴えた。この集
会は過去最大となる 1300 人を集め、九州農政局にデモ行進を行った。この集会には、長崎県の漁民も
20 名が参加した。
開門を命じた福岡高裁確定判決の期限から 4 カ月が過ぎても開門しない国の姿勢に
「憲
政史上まれにみる暴挙だ」などと怒りのデモとなった。集会では、有明海再生への振興策、開門調査、
不漁不作の原因究明などの施策を国に求める決議を採択。確定判決に従わない九州農政局に要求書を提
出した。
長崎県から参加した有明漁協の組合長は、
「タコ漁の漁獲量は締め切り前の 3 割まで落ちている。
有明海再生がないと自分たちの生活が成り立たない」と訴えた。いったい農政局は、司法判断をどのよ
うな権限で無視できるのだろうか。日本は無法国になったようだ。

●ザトウクジラが定置網に

佐伯市沖

大分県佐伯市米水津の沖合の定置網に 4 月 20 日、クジラが混獲された。クジラは、見つかった時点です
でに死亡していた。写真からザトウクジラの成体と思われる。定置網船では引き上げられず、底引き網
で港まで牽引した。この付近では 50 年以上クジラが見つかったことはないといい、地元住民らは、日本
海のダイオウイカなどの話題とも重なって、海に異変がなければ良いがと話しているという。

●長崎でリュウグウノツカイが捕獲される
長崎市の橘湾の定置網に、深海魚として知られるリュウグウノツカイが、4 月 24 日混獲された。発見さ
れたときはまだ生きていたが、網ですくっていけすに移すと 30 分ほどで死亡したという。日本海で深海
魚の発見が相次いでいるが、平戸市で発見された個体に次いで長崎県では今年 2 例目。

【沖縄】
●辺野古沖海上ボーリング調査

6 月にも強行へ

沖縄防衛局

米軍ヘリ基地建設のための海上ボーリング調査を、今年夏にも開始するため、入札が行われた。開札は 5
月 13 日の予定。ボーリング調査は辺野古沖の 21 地点で海底を掘削して行われる。調査終了は今年 11 月
末を予定している。2004 年～2005 年に予定されていたボーリング調査は、反対派住民らの体を張った
ボーリング台への座り込みやシーカヤックを使った抗議活動で中止に追い込まれたため、政府は周辺海
域を立ち入り禁止とし、住民が立ち入った場合は刑事特別法（米軍施設内への立ち入りを禁じた日米安
保条約に基づく法律）違反でただちに逮捕する構えで、反対する者に脅しをかけている。ボーリング調
査のあと、埋め立て工事に着手する。埋め立て工事は完成まで 5 年を予定している。
27 日、沖縄市長選挙が行われた。普天間基地の辺野古への移転に反対する島袋芳敬候補は落選。オバマ
大統領の支持も得たとして安倍政権は自信を強めて、辺野古基地建設を強行しようとしている。沖縄の
ジュゴンの最大の餌場であり、美しい海が奪われようとしている。私たちは、この愚策を許さない。
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【東北】
◆団体紹介：NPO 海遍路（うみへんろ）

～2 月 1 日のプレスリリースより～

活動紹介：手漕ぎのカヤックに生活道具一式を積みこみ、海辺の漁師町をたずねあるく「海
遍路」。2011〜2013 年にわたり、延べ 51 日で四国一周の海のお遍路旅を完成させました。
その旅で見えたものは、受け継がれる海の知恵であり、厳しい現実であり、未来への展望で
した。2014 年 5 月、わたしたちはふたたび海遍路の旅に出ます。目指すは東北、宮城県に
広がる 800km の海岸線※です。そこにはどのような自然と暮らし、生きる知恵があるので
しょうか。それらを学び、あるべき自然と人の関係を考えようと思います。
※宮城県 海岸線 約 800km（磯浜漁港 〜 山元町荒浜漁港 〜 名取川河口 〜 塩釜付近 〜 松島付近〜
石巻港 〜 牡鹿半島鮎川港 〜 牡鹿半島寄磯浜 〜 女川町 〜 雄勝町荒浜 〜 南三陸町志津川 〜 本吉
町蔵内 〜 気仙沼港）を 5 月 15 日～31 日にめぐる。主要メンバーは 4〜6 名。1〜3 人乗りのカヤッ
クに分乗し、テントや炊事道具など一式を積んで移動。ときに 1〜2 名のゲストを招き、海旅をともに
します。予定寄港地は目安で、天候や海況、体調などを見ながら上陸。上陸地で漁師さんなどと交流し、
海辺の暮らしを学んでゆきます。
（うみひるも編注：これは出発前の告知で、参加者募集はありません。
）
代表挨拶：山岡耕作（高知大学名誉教授）
過去 3 年間、四国の漁村を訪ね、見えてきたものがあります。それは、若者が都市へ向かうことで、
人と自然の関わりが消え、その土地から学校や診療所などの公共施設、祭りや文化、土地への愛着が消
えていくという現実です。
とはいえ、土地の知恵や文化が残っている地域もありました。そこでは土地に根差した暮らしに愛着
を持つ若者や、知恵を伝えるお年寄り、若いリーダーなどの姿がありました。
もはや、経済や都会の論理では、自然を守れそうにありません。地域の価値を再び見出して守ること。
現在進行形の環境破壊から目をそらさないこと。いずれの鍵も「実感」にあると考えます。
実感とそれに基づく自然観があれば、自らの土地を守ることも、都会に暮らしながら遠くの自然を守
ることもできるのではないでしょうか。
海遍路・東北編では、海の、受け継がれた古い知恵のすばらしさを実感し、みなさまとともに考えな
がら、広く伝えていきたいと思います。
主な参加者：

山岡耕作（64 歳） 海遍路代表・高知大学名誉教授
八幡 暁（39 歳） 海遍路企画担当・海洋冒険家・シーカヤックガイド
田中 克（70 歳） 特別参加 京都大学名誉教授・NPO 法人 森は海の恋人 理事

協賛団体・企業：NPO 法人 森は海の恋人、社団法人 全国日本学士会、社団法人 場所文化フォーラム、
株式会社鈴廣蒲鉾総本店、株式会社聖護院八ツ橋総本店、明神水産株式会社 他（順不同）
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【関東】
◆第 70 回 OWS トークイベント
「足元から広がる大自然 海藻のある風景」阿部秀樹（海洋写真家）
海藻は室町時代から私たちにとって貴重な食料でもあり海に生きる生物たちにとっても大切な生き物。
海藻の森は多くの幼生たちの隠れ場となり農場でもあります。そして海藻たちが放出する酸素量は熱帯
雨林を遥かに凌ぐとも言われています。寒流帯の北海道から亜熱帯域の沖縄、日本中どこにでも手の届
く場所にある海藻。人々との関わり、海藻自体が持つ造形美を日本中で撮影した写真と撮影秘話を織り
交ぜて紹介します。
日時： 6 月 3 日（火）19:00～20:30
場所：モンベル渋谷店

5F サロン（東京都渋谷区宇田川町 11-5 モンベル渋谷ビル TEL 03-5784-4005）

参加費：800 円
定員：40 名
★申し込み：こちらのフォームよりお申し込み下さい。
阿部 秀樹（あべ ひでき）プロフィール
1957 年神奈川県藤沢市生まれ。立正大学文学部卒業。目の前が海という環境に生ま
れ育ち、22 才で本格的にダイビングと水中写真を始める。水中生物の生態撮影が得意
分野で雑誌・テレビ番組等で活躍。特にイカ・タコ類や海藻の撮影では国内外の研究
者と連携した貴重な映像・撮影は国際的な評価を得ている。現在は日本の海の多様性に注目して北海道
から沖縄まで、水中にとどまらず漁業や海を取り巻く様々な姿を収めている。
『イカ・タコガイドブック』
『ネイチャーウォッチングガイド 海藻』など著作多数

◆日本クジラ・イルカウォッチング（JWDC）協議会設立総会
この度、日本クジラ・イルカウォッチング協議会（以下 JWDC）設立の運びとなりました。
協議会設立総会
日時：6 月 4 日（水）時間未定
場所：島嶼会館 会議室（東京・浜松町）予定
公表メッセージ：日本クジラ・イルカウォッチング協議会設立準備委員会より
1988 年に、日本初の「ホエールウォッチング」（野生のクジラを現地で観察するツアー）が小笠原沖で
開催されてから、今年で 26 年。今や、イルカやクジラを観察するツアー（クジラ・イルカウォッチング、
以下 WW という）は、北は北海道から南は沖縄まで、全国の津々浦々で行われるようになりました。
「エコツーリズム」という言葉がまだ一般的ではなかった WW 草創期から、小笠原や沖縄座間味、高知
黒潮町（旧大方町）の WW 関係者は、観察対象となるクジラやイルカと長くつきあえるよう、自主ルー
ル（自主的な規制）の策定や、教育的なツアーとするためのガイドの育成などに尽力してきました。
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それは、海洋環境と野生動物を保護・保全しながら地域の経済や教育にも寄与することを目的とした取
り組みでした。
全国組織の設立は、近年の WW 事業への新規参入者増加にあわせ、WW が持続可能な発展を遂げられる
よう、国内事業者間の繋がりを強化し、各地域それぞれの“良い”取り組みを、業界全体で共有できる仕組
みを作ろうとするものです。
協議会発足にあたり、私たちが掲げた目的は以下の通りです。
1.

WW の存在と意義についてより多くの人々に周知すること。

2.

WW に関する各地域のルール、およびガイド養成について積極的に情報を交換し、WW と自然・海
洋生物の保全とを両立させるための基礎を作ること。

3.

WW が行われている地域間の交流・連携を強化し、それぞれが抱える問題、課題などの解決に協力
して取り組むこと。

当協議会には既に 5 地域の関係者が準備委員として登録・参加し、以下の取り組みに着手しています。
・ 全国大枠ルールの検討・策定
・ ホームページの作成
・ 各地の WW 実施状況の調査
・ フェイスブックなど SNS を用いた広報活動
・ 会員メーリングリストの作成と情報交換
・
正式設立後は、全国規模のシンポジウム、ガイド養成講座などにも取り組んでいく予定です。
JWDC は、日本のクジラ・イルカウォッチング業界初の全国組織です。今はまだ、海のものとも山のも
のともつかない小さな組織ですが、野生動物と人、双方にとってより良いウォッチング事業を実現する
ために精一杯努力する所存ですので、みなさまの温かいご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます。

【近畿】
◆豊国崎～東川河口干潟

観察会

自然豊かな豊国崎の磯と東川河口干潟の生き物を専門家とともに調査します。
日時： 6 月 1 日（日）10:00 集合

小雨実施

場所：大阪府岬町・豊国崎～東川河口干潟
集合：10:00 南海電車みさき公園駅改札口前
解散：15:30 頃

現地解散

対象：年齢制限無し（中学生以下は保護者同伴のこと）
定員：30 名

★メール申し込み先着順

参加費：大人 300 円、小中学生 200 円、家族 500 円
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※保険代・資料代含む。現地までの交通費、昼食代は含まず。
持ち物：弁当、水筒、長靴か濡れてもいい運動靴（サンダル不可）、濡れたときの着替え、帽子、軍手、
雨具
★申し込み：参加者全員の名前、ふりがな、年齢、住所、電話番号を記入し、表題を「6/1 観察会申し込
み」として、メールで umi@nature.or.jp へ。5 月 25 日まで。折り返し参加可否を連絡します。
問い合わせ：保全協会内「6 月 1 日海の観察会」係

06-6242-8720

◆和歌の浦干潟観察会（第 23 回）
日時：２０１4 年５月 25 日（日）、１0 時〜１2 時
観察予定地：観海閣（妹背山）周辺の干潟
ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、コメツキガニの砂団子、水際に群がるヤドカリ類、テッポウエビ、絶
滅寸前種のイボウミニナなど、たくさんの生き物を観察できます。
集合時間と場所：１0 時に観海閣（玉津島神社の向かい） 但し、雨天中止（小雨決行）
費用：資料一部３００円、希望者のみ
服装や準備物、その他注意点：長靴または泥にはまっても良い靴（サンダル・水雪駄は泥に足を取られるので不
適）。帽子、軍手、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。
主催：和歌山大学教育学部生物学教室 わかのうらひがた俱楽部
問い合わせ：e-mail: tkoga@center.wakayama-u.ac.jp、または０９０−４４９９−３１５７，古賀まで
なお、今年はあと、７月２7 日（日）１2 時〜有田川河口干潟で、９月 7 日（日）１0 時〜和歌の浦干潟で観察会を行
う予定です。

【九州】
◆講演会「各地の事例に学ぶ干潟文化継承活動と中津の活動の今後」
漁師さんたちと漁業体験をいろいろやっています。各地での活動を学びながら、私たちの活動のこれか
らについて考える学習会をします。
日時：5 月 5 日（月・祝）13:30～17:00
場所：南部まちなみ交流館 集会室（大分県中津市諸町 村上記念病院裏）
講師：大浦佳代さん（海と漁の体験研究所・水産多面的機能発揮事業 全漁連技術サポーター）
問い合わせ：足利（中津干潟を元気にする会）080-5248-744

◆和白海岸探鳥
日時：5 月 11 日（日）9:00～12:00
集合場所：9:00 JR 香椎線「和白駅前公園」駅
参加費：野鳥の会会員：100 円、一般：300 円
持ち物：観察用具（ある人）
主催：日本野鳥の会福岡
連絡先：092-606-0012（山本）
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●ダイビングチーム すなっくスナフキン「大浦湾の生きものたち」
制作・発行：ダイビングチームすなっくスナフキン(2014)
ダイビングチームすなっくスナフキンは、沖縄本島の北部にある大浦湾をホームに活動しています。
私たちはこれまでの 10 年間で撮りためた写真や標本を使って、大浦湾の魅力を伝える写真展を開催して
きました。そのにぎやかな写真展の、ほんの一部をこの冊子に詰め込みました。大浦湾に暮らす生き物
たちの、何気ない表情を楽しんでいただければ幸いです。
冊子は無料です。★ご希望の方は、返信用の封筒（A4 サイズ）に郵便料金分の切手を貼って同封いた
だき、下記までお送りください。
郵便料金（ゆうメール）：1 冊の場合 215 円、2 冊 300 円

送り先：
〒905-2266 沖縄県名護市瀬嵩 297
ダイビングチームすなっくスナフキン

西平 伸

宛

その他のお問い合わせは下記までお願いします。
問い合わせ先：ダイビングチームすなっくスナフキン
E メール： snufkin@ourawan.com
ホームページ： http://ourawan.com/
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打ち上がる「ガラス細工」ヨウラククラゲ
2004 年 1 月 18 日早朝は一面に霜が降り、自家用車の車窓が真っ白になっていた。通勤途上、霊泉橋
の干潟一面から蒸気が上がるのを見た後、8 時半に瀬戸漁港でクラゲ観察を開始した。湾奥部の波立たぬ
海表面から、白い蒸気が数十 cm ほどの高さまで上っていた。たいへん珍しいことだ。最干潮時間は 8
時 29 分で潮位 96cm だから、あまりひいていない。
この季節になると、船揚げ場の傾斜したコンクリート上に、海藻が 2 色刷りのように一面に生えてい
る。波打ち際付近で海水温を測ると、16℃もあってまだ温かい。一方、気温は 7.2℃と寒く、さらに早朝
だったら水と空気の境界面の温度差がもっと大きいはずなので、蒸気がもうもうと上がっていただろう。
クラゲなどの観察が終了する 8 時 45 分過ぎになり、太陽が顔をだすと蒸気はうそのように消えた。冬の
海はプランクトンが少ないため、湾内もよく透き通っている。瀬戸漁港ではこの日、クラゲ類はまった
く見当たらなかったが、ミノカサゴ類 2 匹が海底付近にふわりと浮かんでいた。だが、よく見かけるブ
ルーのソラスズメダイたちは姿を見せてくれない。
9 時半ごろから、現場を瀬戸臨海実験所北浜に移し、
クラゲ類などの調査を開始した。こちらの船着き場の
海水温は 17.2℃。瀬戸漁港より 1.2℃高かった。冬季
の北風があおる波浪に運ばれて、北浜には昨日に続い
て大形のヨウラククラゲが複数打ち上がった。普段は
海中深くにいるのだろうが、海表面付近に上がってき
たところを折からの強風でもとの居場所に戻れず、痛
めつけられてこのような受難となったのだろう。ヨウ
ラククラゲの名前は、その群体性の見事なつくりが仏
像を飾る宝石類の装身具「瓔珞（ようらく）
」に酷似す
ることに由来している。その筒状の透き通ったガラス
細工のような塊が、波打ち際で幾つも横たわっている。
長いもので 11cm ある。群体の中心で点々と赤く染ま
っている部分は、獲物を捕らえる触手である。
図. 2012 年 12 月 21 日に北浜に打ち上げられたヨウラクラゲ
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過去の北浜でのヨウラククラゲの打ち上げは、出現頻度、個体数とも 1 月が最も多く、今回の連続出
現もうなずける。この後も 3 月まで打ち上げが見られるだろう。そのヨウラククラゲをすぐ写真に撮り、
海水の入ったバケツに丁重に収容したが、半日たっても一向に遊泳する気配がない。そこで、黒い容器
に移して透き通った体を双眼実体顕微鏡を用いて調べた。ちゃんと生きていて、群体のどこにも損傷が
なく、パーツも完全に揃っていた。

管クラゲ類の体のつくり
管クラゲ目のヨウラククラゲは、その群体の先端に浮きの役割をする気泡体が 1 個ある。泡泳亜目の
一つの特徴である。他の 2 亜目とは異なり、個虫の分業化が最も高度に進んでいるのも特徴である。嚢
泳亜目に属するカツオノエボシの目立った青い気泡体に比べると、ヨウラククラゲのは肉眼でやっと見
える程度のものでしかない。しかし、群体の前半分を占める泳鐘部には、多数のクラゲ型の個虫が立体
的に集合している。各々の泳鐘がシンクロナイズした拍動をすることで群体を推進させる。中空の部位
に海水を吸いこみ、ジェット噴射をリズミカルに繰り返す。見ての通り、左右対称で扁平なこの個虫に
は口もなく、触手もなく、餌はまったく捕獲できない。
泳鐘部に続く後半部が栄養部で、獲物をとらえる多数の個虫が中心部に連なっている。赤い触手の先
端がコイルしており、ここには無数の刺胞が装てんされている。刺胞で射止めた餌は、その付け根にあ
る口や胃を備える栄養個虫が飲みこみ、消化吸収する。生死にかかわるこの中心部を守るため、その周
り全体を固い鎧ですっぽり覆っている。この鎧の単位は三角錐状の保護葉とよばれるもので、強い刺激
を受けるとすぐにはがれる。泳鐘も同様にばらける。
このように群体の一部を捨てるやり方は、ある種の深海性のヒドロクラゲ類などでも見られる。
「トカ
ゲのしっぽ切り」より、もっと身を挺した保身手段と言えるだろう。再生可能な体のパーツを少々失っ
ても複製できる生命体なので、問題はない。誠に美しく、脆さというよりしたたかさも秘めているから
こそ、天敵の多い海中で体をはって生き延びてきたのだろう。

継承したい管クラゲ類の分類学
プランクトンネットをどれほどやさしく引いても、管クラゲ類はパーツでしか取れない。だから構造
がよく分かっていないと、種を同定できない。保護葉や泳鐘などの大きさや形状は、部位によって異な
っていることが多いことも、心得ておく必要がある。管クラゲ類の複雑で精巧な造りにひかれ、絵画に
たけた京都大学の川村多實二先生が、日本産の管クラゲ類の分類の先駆者としての偉業を残されている。
しかし、その後を継ぐ者がなかなか現れないのは、先のような事情があるからであろう。だが、それぞ
れのパーツは堅くしっかりしているので、その形状は標本になってもよく保存され、研究材料としては
申し分ないものである。外洋でプランクトンを採取すると、必ずいろいろな種類の管クラゲ類が面白い
ように取れてくる。質・量ともに生態系の一員として重要な役割を担っているはずなので、今後の若手
のふんばりを期待したい。
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はかない命の生殖クラゲ
採取したヨウラククラゲから雄の生殖体が幾つも遊離し、しばらく拍動遊泳していたのを見ることが
できる。この生殖体も別型の個虫で、繁殖時期にのみ、栄養部に形成される特別な多形個虫の一つであ
る。1mm 程度の有性生殖のためだけのこの小さなクラゲには、触手がまったく見られない。餌を食べる
こともなく、配偶子を放出した後に死ぬべき運命である。この生殖体は、生殖という機能・役割に合わ
せて作り上げた、めっぽう簡略化した形態となっている。 果てしない外洋で一生を送るヨウラククラゲ
は、水族館での飼育も困難で、生活史はまったく謎に包まれたままである。

今回は、会員の大橋信彦さんが
再び、寄稿してくださいました！

「閖上海岸の再生に想う」 ～帰ってきたスナガニたち～
昨年の夏、「震災後の昆虫類の生態を調べたい」と訪ねて来た昆虫の研究家を閖上海岸に案内
した。大きな“虫捕り網”を手に２時間ほど海岸を歩き回った先生は、捕獲した昆虫をわたしに見せ
ながら、「ホラ、これが絶滅危惧種に指定されている昆虫ですよ」と嬉しそうに言った。そして、「虫
たちが生きていくためには、そこに海浜植物が存在していることが大切なんです」と、わたしたちの
十数年にわたる海浜植物保護活動を評価してくれた。「なるほど、海浜植物はこんな働きもしてい
たのか」と、わたしは海浜植物と昆虫の共生関係に想いを致し、あの巨大な波の力にも耐えた海
浜植物の逞しさにあらためて感銘を受けたことだった。
もうひとつ、嬉しい出来事が夏にあった。スナガニが帰ってきたのである。閖上海岸から姿を消して
久しく、“まぼろしの蟹”と言われていたスナガニの巣穴を多い日で７４個、砂浜の波打ち際に近い
ところで確認できた。大きな目をピンと立て、ハサミを振り上げる格好も愛らしいスナガニの姿もしっ
かりと確認することができた。彼らの再来が何に起因しているのかは分からない。波の力が引き起
こす海中の撹拌によるものか、震災後の海流の変化によるものなのか、それは定かではない。し
かし、スナガニがそこに姿を現したことは事実であり、わたしたちはそれを海岸の明るい未来を予
感させるものとして素直に喜びたい。
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話は変わるが、昨年秋、名取市植松地区にある仮設団地の自治会長から、「海砂花壇をつくりたいの
で協力してほしい」との申し出があった。聞けば、「海浜植物の花が咲く“閖上の浜”をそこに再現したい」
のだと言う。わたしたちは団地の一角に出来た海砂花壇にハマボウフウの種を播き、種苗会社の協力を
得て数種類の海浜植物のポット苗を植えた。震災時、閖上海岸に生き残り、京都の緑化センターで育てら
れたマツの苗もそこに一緒に植えられた。わずか１００平方メートルの小さな花壇ではあるが、被災した地
域住民が海岸の再生を願い自らの意志でそれをつくったところに、この海砂花壇の大きな意味と可能性が
あるように思う。小さな“閖上の浜”に育つマツや海浜植物たちは、芽吹きの時をいま静かに待っている。
三年の時を経る震災後の海岸では多様な生きものたちが再びその生を謳歌し、内陸では海岸の再生を
願う人たちが海浜植物の種を播きマツ苗を植えている。わたしたちはこの事実を復興のためのエネルギー
に変える知恵と勇気を持たなければならない。海岸地区で進められる防潮堤工事や防災林復旧事業も、
そこに住むものたちのつながりを大切にしたものであって欲しい。生態系への配慮を欠いた復興や再生が
わたしたち人間にとって快適なものになるとは思えない。これからの海岸づくりは防災の目的だけでなく、
被災した住民の心のケアやコミュニティの復活にも寄与するものでありたい。震災前の海岸で町の人がひ
とつになって流した汗と生きものたちの話を子どもたちに伝えていきたい。わたしは海浜植物の花が咲き
競い、スナガニたちがかけ回る健康で美しい閖上海岸の再生に想いを馳せる。

投稿募集中です

（ゆりりん愛護会代表 大橋信彦 記）

震災後の海岸に“まぼろしの蟹”が再来＼(^o^)／大橋さん、良い知らせをありがとうございました！
引き続き、「うみひるも」の感想や編集部へのご意見、「思い出の海」など自由なご寄稿を、お待
ちしております。ちなみに前号のこのコーナーで愛媛県「北条市」と書いてしまったのですが、2005
年に松山市に編入されていました。失礼いたしました。投稿は下記までメールでお願いします。

hirumo@live.jp
「うみひるも」編集部宛

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。
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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！
ゴロゴロ出てきた大

9．編集後記

きなオキシジミ。潜る

環境保全に取り組む団体同士、手を取り合って、
身近な自然を守っていけたらと思います。これか

のが下手なので埋め
戻しを忘れずに！

らも「海の生き物に関する運動・行事・他の団体
の情報」のコーナーでは他団体の活動など広くご
紹介していきます。ぜひ情報をお寄せください。
去る 4 月 29 日に、「三番瀬市民調査の会」の
今年初の調査にお邪魔してきました。現場は東京
湾の猫実川（ねこざねがわ）河口域です。東日本
大震災で何 m も地盤沈下して干潟が消失した！
というウワサもあった三番瀬。実際は約 27cm で
意外と陥没は小さかったようです。この日の干潮の潮位は＋8cm で、かろうじて狭い干潟が現れました。
昨年は全く現れなかったので堆積傾向にあるのかも？というお話でした。約 5000 ㎡に広がったカキ礁に
も（そっと）上陸！小さなカニが大量にすんでいました。
2003 年から干潟調査を続けている皆さんは、浮いて漂うオゴノリ
に同化しているワレカラや、下に隠れているギンポやハゼなどを次々
と見つけます。周囲はビルだらけなのに、干潟は生物の宝庫でした。
両岸に第二湾岸道路が迫り、今にも埋め立てられそうな立地ですが、
三番瀬は同じ湾内の某“夢の国”以上にエキサイティング！浄化作用
も大きいし、つぶすのは愚策です。連れて行った娘も大はしゃぎで、
未来の子どもたちにも残しておきたいと心から思いました。（ちよ）

アナジャコは同会代表の伊藤昌尚さん（うみひるも 133 号でご紹介した『ちどりの叫
び、しぎの夢』の編者）が筆を巣穴に入れ絶妙な駆け引きで一発で釣り上げました！
20

前号までの切手集「タツノオトシゴ」シリーズが終わり、今号からは「イカとタコ」が始まります。収集家の立川
賢一さんは、切手の展覧会にもしばしば出品して賞を獲得しています。今後とも海の生き物の切手シリーズを
予定していただいています。ご期待ください。
韓国で旅客船の沈没事故で多数の犠牲者が出ました。痛ましい事故です。東日本大震災と大津波のあと、
海を怖がる子供や大人が増えました。今回も海を怖がる人々が増えることが懸念されます。海から遠ざかる
人々の生活は、海の恵みを受けた私たちの生活に気がつかないことにつながり、海に多様な生きものが生きて
いることを知らずに済ますことになります。その結果、海が壊され、海の生き物がいなくなり、いずれ海の魚を食
べることもできなくなる時代が来るかもしれません。暖かくなって海と親しみやすい季節になりました。海をむや
みに怖がらず、海を知ることが、防災にも有効だと信じます。もっと海へ行きましょう。（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 137 号
2014 年 5 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

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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