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「今月の海の生き物」 

ヘナタリとフトヘナタリ Cerithidea cingulate and C. rhizophorarum  

先号でヘナタリとして紹介した写真（左）は、フトヘナタリの間違いでした。今回はヘナタリの写真を

右に示して、その違いを確認します。また、写真は白浜町としていましたが、田辺市の誤りでした。こ

れらの誤りのご指摘をいただいた和田恵次さんに感謝し、訂正させていただきます。 

両種とも軟体動物門腹足綱キバウミニナ科に属する巻貝。左のフトヘナタリは、まだ殻口が形成されて

いない未成体の貝で、その特徴があまり明らかではない。成体になると殻口が丸く大きく膨らむ。一方、

ヘナタリは成貝では殻口がラッパ状に伸び、水管が背中側に曲がる。 

（左：フトヘナタリ 和歌山県田辺市内之浦干潟にて。 右：ヘナタリ 和歌山県和歌山市和歌浦干潟

にて。 どちらも向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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現在まで129枚、93カ所を調査！  

とりまとめのための入力ボランティアを募集 
海の生き物を守る会では、これまで進めてきた全国の砂浜海岸生物調査を今年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。当会ホームページには、ワードファ

イルで調査の方法書と報告用紙も掲載しています。方法書と調査票は最近改訂しました。自然海岸、半

自然海岸、人工海岸の区別をするようにしました。読んだことのある方も、もう一度読んで確認してく

ださい。これらはダウンロードできます。 

これまでに会員や非会員の皆さまから 129 枚の調査票が寄せられ、全国 93 ヶ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、関東地方について、次頁の図に緑のマークで示しました。 

 

今年度中間報告を予定！ 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

http://e-amco.com/research
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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、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。 

 

また、調査のとりまとめで、エクセルファイルへの入力ボランティアを募集しています。ご協力

いただける方は、向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。 

 

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次回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：12月1日（月）～12月9日（火）※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またはマティ市 

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 8 日分で 5～6 万円くらい

が必要です。事前の支払いは不要です。 

http://e-amco.com/research
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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日程（予定）： 12月1日 成田または関空→マニラ→ダバオ ダバオ泊 

2日 ダバオ→マティ マティ市内泊 

      3日 プハダ湾で海草群落調査 マティ市内泊 

      4日 マティ→ダバオ→マリタ マリタ市内泊 

      5日 マリタ市のニューアルガオでジュゴンの観察 

      6日 同上 海草調査 

      7日 同上 海草調査 

      8日 マリタ→ダバオ ダバオ市内泊 

      9日 ダバオ→成田または関空 

 

 

●生命の神秘～アカテガニ放仔 夏の磯観察会 in上関・田ノ浦 33 名が参加 

海の生き物を守る会が上関の自然を守る会と共催したアカテガニの放仔の観察会は、小学生からお年寄

りまで 30名を超える参加があり、楽しく終了しました。実施した場所は、上関原発建設計画のある上関

町長島の田ノ浦です。 

 

7 月 26 日には田ノ浦を望むログハウスで昼食をとった後、田ノ浦の海岸で磯の生きものを観察したり、

海に入って海水浴を楽しんだりしました。30 度を超える真夏の暑さでしたが、田ノ浦の海水は冷たく、

暑さを忘れて海の中の景色を楽しみ、興味深い生きものたちを観察しました。 

 

 

→集いの家で夕食のバーベキューを楽しむ参加者たち。 

参加者が予定より多く、バーベキューも 2部制でした。 
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↑田ノ浦で磯の生きものを観察する参加者たち 

 

夜はログハウスに泊まり、懐中電灯の灯りを頼りに海岸へ降りて、陸と海のつながりを実感させるアカ

テガニの放仔をみんなで観察しました。アカテガニがこの日にちゃんとやってきてくれるか少し心配も

ありましたが、アカテガニたちは忘れずに山から下りてきて、参加者たちに、その神秘的な営みを見せ

てくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←夜の田ノ浦でアカテガニの放仔行動を

観察する参加者たち 
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2．イカとタコ 切手コレクション （6）   立川賢一 
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【東北】 

●「防潮堤はいらない」 気仙沼市前浜地区の住民が意見書 

宮城県気仙沼市本吉町前浜地区の住民らが、地区に計画されている 9.8m の高さの巨大防潮堤建設につい

て、津波防災を考える勉強会で議論を重ね、「防潮堤はいらない」という結論を出した。その上で、前

浜地区独自の津波対策を提案し、住民主導の町造りを気仙沼市に要望した。前浜地区は、東日本大震災

と大津波で 38 世帯が全壊した。住民らは、漁港に防潮堤は作らず、すり鉢状になった斜面に盛り土して

津波の防御壁を作る計画を作成、市に防潮堤計画を廃棄し、住民らの提案を検討するよう要望している。 

 

●地下水汲み上げ 海に放水へ 福島原発 

東京電力と国は、福島第一原発の汚染水対策として山側地下水の汲み上げと浄化を行っている。このほ

ど、その浄化した水を海へ放出することを決め、いわき市の漁業協同組合理事会に説明した。説明は非

公開で行われたが、漁業者からは「新たな風評被害を生む」と批判が相次いだ。海へ放水するのは、放

射性物質で汚染された地下水を浄化したものだが、トリチウムに関しては、まったく取り除くことはで

きていない。ただ、トリチウムは自然状態でもわずかに存在することと、政府が決めた基準以下の濃度

に薄めて放水することで、漁業組合の理解を得たいとしている。東電の放出計画に、漁業者からは「原

発事故から 3 年たっても汚染水の漏洩などさまざまな新しい問題が出てきている。同じことの繰り返し

になるのではないか」と批判がでた。 

【中国】 

●徳山湾・笠戸湾で赤潮警報 

山口県周南市の徳山湾と下松市の笠戸湾で、有害プランクトン「カレニア・ミキモトイ」が警報レベル

を超える濃度で発生しているのが確認され、県は 2 つの湾に赤潮警報を発令した。すでに笠戸島のトラ

フグ養殖場では約 700 尾のトラフグが死亡する被害が出ている。赤潮警報は今年 3 件目の発令。 

【九州】 

●東与賀の干潟 ラムサール条約に登録へ前進 

佐賀県佐賀市東与賀町の干潟を、国際的に重要な湿地帯として保全するためにラムサール条約に登録す

る方向で調整が進められていたが、このたび佐賀市が、漁業に問題が発生した場合は佐賀市が責任を持

って対応することとした覚え書きを佐賀県有明漁協に提出、漁協もそれによってラムサール条約に登録

することに同意した。同干潟は、シギ・チドリ類が日本一多く訪れることで知られており、佐賀市でも

シギ・チドリ類の多さは、干潟の健全さのバロメーターになるとして、保護を進めている。そのために、

ラムサール条約に登録する方向で調整を進めてきたもの。今回の漁協の同意によって、登録の支障にな

るものはほぼ解消された。順調にいけば、来年 6 月ウルグアイで開かれる予定の締約国会議で登録が承

認されることになる。 
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【沖縄】 

●辺野古基地建設工事 浮き桟橋とブイ設置 

沖縄県名護市辺野古沖の海面を埋め立てて、新しい米軍基地を建設する工事は、昨年末の仲井真知事に

よる埋め立て承認以後、住民の抗議の声も無視して、急ピッチで進められている。沖縄防衛局は、ボー

リング調査のための施設設置と、住民の抗議行動を阻止するために設置した工事面積の 3 倍の面積を立

ち入り禁止にするためのブイの設置工事を進めている。一度設置した浮き桟橋は台風 11 号 12 号の影響

で一時撤去したが、台風後、ただちに再設置。14 日、ブイの設置も行われた。工事に抗議する住民を排

除するために、海上自衛隊は自衛艦を派遣することを決めた。住民の抗議に対し武力で威圧することを

目指しているようだ。 

 

●県議 26人が辺野古移設反対 

琉球新報社が沖縄県議会議員 45 人全員に実施したアンケートによると、政府が進めている普天間基地移

転のための辺野古基地建設を「支持しない」と答えた県議は、26 人（58%）に上る。「支持する」「やむ

をえない」と答えた県議は、自民とそうぞうなどの 15 人（33%）だった。公明党議員からは、仲井真知

事と政府との合意事項については「支持するが辺野古移設は容認できない」という意見が出ている。 

 

●辺野古米軍基地建設で 設計変更へ 沖縄防衛局 

沖縄県普天間基地の移設のための辺野古米軍基地建設を進めている沖縄防衛局は、地元の名護市長が建

設に反対して、工事のための辺野古漁港の使用許可が得られないため、公有水面埋立法に基づいて計画

の設計変更をこの秋にも県に申請することにしている。名護市が漁港の使用許可の回答を保留している

ため、工事を進めるために別の方法をとる必要があると判断したようだ。漁港を使わないためには、キ

ャンプシュワブ内の陸上から直接沿岸で工事をする方法を考慮しなければならなくなる。設計変更の審

査には 2 ヶ月ほどかかることが予想されており、工事は遅れる予想となった。このため、11 月の沖縄県

知事選挙前に既成事実を作っておきたい安倍政権は、焦りを見せ始めている。11 月の知事選挙では、辺

野古移設を進める仲井真現知事と辺野古移設に反対する翁長那覇市長との実質的な一騎打ちとなりそう

で、政府は知事選挙の結果が辺野古基地建設に影響しないよう、工事をしゃにむに進めようとしている。 

 

 

 

【山口、京都、東京】 

◆国際シンポジウム「カンムリウミスズメと上関の生物多様性 

会場および日時：                 －「奇跡の海」を未来の子どもたちへ－」 

山口会場 2014 年 8 月 16 日(土) 13:00～16:00 会場：山口県立図書館レクチャールーム 

京都会場 2014 年 8 月 17 日(日) 13:00～16:00 会場：京都大農学部総合館 1F 大会議室 

東京会場 2014 年 8 月 18 日(月) 14:00～17:00 会場：衆議院第 1 議員会館地下 1 階大会議室 

入場料：各会場とも 500 円 
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趣旨：かつて瀬戸内海は白砂青松の美しい海でした。そして人々は豊かな海や山の幸の恵みを受けなが

ら暮らしていました。しかし、1960 年代からの工業開発によって、山は削られ、海は埋め立てられ、ほ

とんどの地域でかつての姿を見ることは出来なくなりました。その中で上関周辺は開発から免れ、「瀬戸

内の原風景」を残しています。ここでは、他の地域では激減している世界最小のクジラのスナメリ（ワ

シントン条約保護動物）が群れ泳ぎ、清浄な砂堆のみに生息するナメクジウオ（水産庁危急種）が繁殖

しています。そればかりでなく、上関の長島でしか見つかっていないナガシマツボ（環境省絶滅危惧類）

や減少著しいカラスバト（IUCN 準絶滅危惧）など、世界的に希少な生物の生息地として注目を浴びて

おり、「奇跡の海」と称されています。さらに 2008 年からの海鳥調査で、国際的な保護鳥であるカンム

リウミスズメ（IUCN 危急種）の世界で唯一の周年生息域であることや、オオミズナギドリの瀬戸内海

で唯一の繁殖地であることも明らかになりつつあります。ところが、2011 年の福島第一原発事故を経た

今も、この海への原子力発電所建設計画が中止されていません。私たちは、（１）建設用地の造成を目的

とした埋め立てによって希少な生物が生息場所を失ってしまうことと、（２）温排水や放射能汚染で貴重

な生物の生息環境が失われてしまうことを懸念しています。 

本シンポジウムではカンムリウミスズメをはじめとする貴重な海鳥の生態や上関の生物多様性について

学び、「奇跡の海」を未来の子どもたちに遺すため、私たちに何ができるかを考えたいと思います。 

コ－ディネーター：安渓遊地（山口大学）→山口会場、加藤 真（京都大学）→京都会場、野間直彦（滋

賀県立大学）→東京会場 

パネリスト：Kim Neison (Oregon State University)、武石全慈（北九州市自然史博物館）、Darrell 

Whitworth (Davis-based California Institute of Environmental Studies)、渡辺伸一(福山

大学)、高島美登里(上関の自然を守る会) 

コメンテーター：佐藤正典（鹿児島大学）→山口会場、向井宏（北海道大学名誉教授）→京都会場、Paul 

R. Kelly（前アメリカ政府魚類野生生物保護局）→東京会場 

主催：上関の自然を守る会 

後援：日本鳥学会、日本生態学会自然保護専門委員会、日本ベントス学会自然環境保全委員会ほか 

問い合せ先：midori.t@crocus.ocn.ne.jp または heigun.yo@gmail.com（電話）090-8995-8799 

 

【中部】 

◆夏休み！潮だまり観察会（藤前干潟） 

夏の潮だまりを観察してみよう！どんな生きものに会えるかな？ 

日時：8 月 24 日（日）10:00～12:30  ※9:45 より受付け開始 

場所：藤前活動センター（名古屋市港区藤前二丁目 202 番地） 

定員：30 名 対象：幼児～大人 

参加費：大人 200 円、小人 100 円、幼児無料 

持ち物：帽子、タオル、水筒、長靴、筆記用具、あれば双眼鏡 ※汚れても構わない服装、着替えと熱

中症対策をご準備ください 

申し込み・問い合わせ：080-5157-2002（干潟の学校専用ダイヤル）Ｅメール：info@fujimae.org 

mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp　または　heigun.yo@gmail.com
mailto:info@fujimae.org
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※受付時間は月曜・第３水曜日を除く、9:30～16:00 

 

◆市民シンポジウム「生物多様性 COP10から 4年」 

～COP12（2014＠韓国平昌）に向け愛知ターゲット達成を地域から考える 

2010 年 10 月、名古屋市で開催された生物多様性条約締約国会議 COP10 において、「愛知ターゲット」

が「生物多様性戦略計画 2011－2020」とともに採択されました。同年、国連総会ではこの間を「国連生

物多様性の 10 年」として、世界全体でこの目標を達成するための期間と定めました。COP10 開催時、

開催地中部の市民グループは、「生命流域の再生」をアピールしながら会議成功に寄与しました。その後、

2011 年の東日本大震災・福島原発事故や政権の再交代など、激動する社会情勢の下で愛知ターゲット達

成を目指す声が聞こえにくくなっています。そんな中、市民グループは「よみがえれ長良川！よみがえ

れ伊勢湾！」を呼びかけながら、COP10 で出会った「韓国４大河川事業」の環境問題に取り組む韓国の

市民団体と交流活動を続けてきました。本年 10 月、COP12 が韓国平昌（ピョンチャン）で開催されま

す。本シンポジウムは COP12 の成功をめざし、韓国の市民と情報交換•交流を深めるとともに、COP10

から 4 年経とうとする今、中部地域での「愛知ターゲットへの取り組み状況」を議論することを目的と

して開催するものです。 

日時：９月７日（日）１３:３０～１６：３０ （開場１３：００） 

場所：名古屋学院大学日比野学舎３０１号教室 http://www.ngu.jp/outline/access.html 

      （地下鉄「日比野駅」から３分） 

講演１：「愛知ターゲット２０の約束」 道家哲平 IUCN 日本委員会事務局 

講演２：「韓国 4 大河川事業と生物多様性」 イ・ハンジン ヨジュ環境運動連合執行委員 

シンポジウム：「愛知ターゲット達成を地域から考える」 コーディネーター 高山進 三重大学教授 

資料代：５００円  ※事前申し込みは不要です。 

共催：国連生物多様性の１０年市民ネットワーク（ＵＮＤＢ市民ネット） 

   「よみがえれ長良川！よみがえれ伊勢湾！」実行委員会 名古屋学院平和学研究会 

後援：日本自然保護協会、伊勢・三河湾流域ネットワーク、ラムサールネットワーク日本、日本湿地ネ

ットワーク、日本野鳥の会、ＷＷＦーＪ、中部の環境を考える会 

問い合わせ：ＵＮＤＢ市民ネット（名古屋市中村区那古野１丁目４４－１７） 

  三石（０５２－４５９－１７５３）  武藤（０９０－１２８４－１２９８） 

 

【近畿】 

◆和歌の浦干潟観察会（第 24回） 

日時：２０１4 年９月７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） 

http://www.ngu.jp/outline/access.html
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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、今年の観察会はこれで終了ですが、例年通り来年の春と秋に和歌の浦干潟で、夏に有田川河口干

潟で、観察会を行う予定です。 

 

【四国】 

◆干潟合宿 2014 ～干潟のプロと過ごす 3日間～ 

日時：9 月 8 日（月）～10 日（水） 

場所：愛媛県西条市 加茂川河口干潟 

内容：愛媛県西条市にある加茂川河口には、広大な干潟が残されており、多様な生物を観察することが

できます。特定非営利活動法人 西条自然学校では、この豊かな干潟に「干潟のプロ」を招き、学び、交

流する「干潟合宿」を企画しました。干潟の研究者たちとフィールド経験をして、直に学べる機会です。

一緒に保全について考え、生き物を見る眼を養いましょう。 

※この企画は、パタゴニア日本支社の助成を受けて実施します。 

対象： ・干潟や生き物を理解、保全、活用しようと思う方 

・何か得意分野を身につけたい方 

・大学生、大学院生、研究者、教育関係者など 

・干潟や生き物が好きな方ならどなたでも参加できます。 

講師： 佐藤正典氏（鹿児島大学 理学部 教授。多毛類の生態や分類の研究） 

伊谷行氏（高知大学 教育学部 准教授。干潟の生態系や共生生物を研究） 

参加費：18,500 円 （3 日間保険代、宿泊食事代、資料代など込） 

主催：特定非営利活動法人 西条自然学校 

問い合わせ・申し込み：info@saijo-shizen.org または 080-5667-5314 

ちらし：http://saijo-shizen.org/merged.pdf   

 

【九州】 

◆絶滅危惧種・カブトガニの保全から日本の沿岸環境を考える 

日本カブトガニを守る会 カブトガニ公開講座 

日時：8 月 24 日（日）  

場所：九州大学西新プラザ 

mailto:tkoga@center.wakayama-u.ac.jp
http://saijo-shizen.org/index.html
mailto:info@saijo-shizen.org
http://saijo-shizen.org/merged.pdf
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特別講演：「かけがえのない自然をまもる～地域から新たな流れをつくりだす～」 

※参加登録は不要    渡辺綱男（国連大学/自然環境センター） 

※詳細は九州大学ホームページと次頁参照 

 

http://www.kyushu-u.ac.jp/entrance/event_read.php?page=1&EA_Code=676
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【沖縄】 

◆緊急国際シンポジウム＝沖縄のジュゴンに未来はあるのか？！ 

 危機に直面する沖縄のジュゴンを守るために アジアのジュゴン保護の現場から学ぶ 

皆様、私たちのかけがえのない宝、辺野古・大浦湾の海が埋め立てられようとしています。この海には

豊かな生物がいのちを育み、北限のジュゴンも暮らしています。 

アジアには沖縄と同じように各地で孤立化し、絶滅の危機に瀕するジュゴンたちがいます。そのジュゴ

ンたちを守るためにアジアの保護ネットワークに取り組むエレン博士と沖縄ともっとも近いジュゴンの

生息地フィリピンの環境保全に尽力されているレム博士をお招きして、アジアでのジュゴン保護の現状

や沖縄ジュゴンの位置づけをお話頂き、危機に直面する沖縄のジュゴンの未来を守るために私たち市民

に何ができるのかを共に考えたいと思います。 

 

日時：8 月 23 日（土）17:30 開場 18:00 開演～21:00 閉会 

場所：名桜大学 110 号教室（名護市字為又 1220-1 ） 

※海外専門家にはシンポの前日に辺野古・大浦湾のジュゴンの海を見て頂いた報告も含めてお話して頂

きます。逐次通訳付き、参加無料 

 

プログラム 

  開会挨拶：東恩納琢磨（じゅごんの里主宰） 

 第１部 報告１ 沖縄のジュゴンの現状：安部真理子 

    講演① アジアのジュゴンの保護事情とこれからの保護に向けて 

       ：エレン・ハインズ（サンフランシスコ州立大学） 

    講演② フィリピンの浅海域の状況およびジュゴンの現状 

        ：レム・アラゴネス（フィリピン大学） 

   報告２ 米国ジュゴン訴訟の進捗 

        ：吉川秀樹（沖縄生物多様性市民ネットワーク） 

   ビデオメッセージ ：オーストラリア「南限のジュゴン」から 

第２部 

    パネルディスカッション「沖縄のジュゴンの未来」 

    コーデイネーター：安部真理子 

    パネリスト：講演者・報告者全員＋チーム・ザン 

  質疑応答 

   決議（辺野古およびアジアのジュゴンの保全に向けて） 

 

連絡先：090−8032−2564 n-hokugen.19@kjd.biglobe.ne.jp(鈴木）abe@nacsj.or.jp（安部） 

主催：北限のジュゴン調査チーム・ザン、日本自然保護協会 

共催：北限のジュゴンを見守る会、沖縄生物多様性市民ネットワーク 

後援：名護博物館、名護市教育委員会、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会、日本サンゴ礁学会保全委員会 
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2005年 12月 4日に瀬戸臨海実験所北浜へ打ち上がったヤクシマダカラの成貝 

 

白浜のヤクシマダカラは凍死するか？  

 京都大学瀬戸臨海実験所北浜には、毎日のように多種類の貝殻が打ち上がり続けている。肉眼で見つ

かる貝殻だと、少なくとも 4 綱 6 亜綱 21 目 94 科 273 属 524 種・亜種が挙がっている。その中でタカラ

ガイ類は、1 属 30 種・亜種だった。近年もう少し増えている。 

白浜で通常見られる種類の中で最大種のヤクシマダカラは、黒潮の影響を受ける本州中部まで分布し

ているが、この大きくて見つけやすいヤクシマダカラに注目して凍死を調べた。2004 年 11 月 1 日から

2005 年 9 月 30 日までの計 248 日、直線距離で約 400m ある北浜を、1 日 1 回往復して打ち上げられた

成貝をすべて収集した。

新鮮な殻と光沢がまった

く消失した殻に分けて、

季節ごとに打ち上げ総数

を数え、調査日数で割っ

て率を割り出した。この

研究の目的は、冬季の低

水温による影響だ。2005 

年生じたイシサンゴ類の

ミドリイシ類のような異

例の凍死が起こっていな

いかということである。

季節の区切りは、田辺湾

で水温が最も低い 1～3

月を冬とし、3 カ月ごとに区切った。 

 田辺湾の海水温の変化は、田辺湾口の中央部に設置された京都大学防災研究所白浜海象観測所の観測

塔の水深 5ｍで自動測定されている 1 日の平均水温の変化データを用いさせて頂いた。2005 年 2 月から
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3 月にかけて、2 回あった 1 週間ずつの低水温期間に注目した。13.9 度以下が 2 月 2 日から 7 日までの 6

日間と 2 月 24 日から 3 月 2 日までの 7 日間で、前半の最低が 13.1 度、後半は 13.3 度だった。 

 死後経過日数が少ない表面に光沢のある成貝を 68 個、光沢の消えた成貝 338 個が拾えた。光沢のある

貝殻はどの季節でも少数で、春夏秋冬それぞれ、26 個（4～6 月の 78 日）、22 個（7～9 月の 82 日）、

8 個（11、12 月の 35 日）、12 個（1～3 月の 53 日）だった。1 回の標本抽出で得た平均個数に割り出

すと、春夏春冬別で 0.33、0.27、0.23、0.23 個が打ち上がったことになった。これだと季節に伴う変化

はなかったと言える。数値では春に最も多くの貝殻が打ち上がったが、2005 年 6 月の台風による荒波で

水深数 m ほどの北浜周辺の岩礫海底および潮間帯の大量の砂利がかき回され、中に埋まっていた貝殻ま

で含めて普段より多くの貝殻が打ち上げられたためと考えられる。 

 一方、光沢の消えた貝殻については、それぞれ 65 個（4～6 月の 78 日）、166 個（7～9 月の 82 日）、

47 個（11、12 月の 35 日）、60 個（1～3 月の 53 日）を採集した。夏に最も多く打ち上がった。これら

のことから、光沢の消えた成貝については、打ち上げ数比率は季節をおって、夏―秋―冬―春の順で下

がった。低水温の影響で冬と春に明らかな大量死が起きてはいないことになる。 

 以上のことから、2005 年冬季には期間中に 2 回も低水温になったが、ヤクシマダカラの大量死とそれ

に伴った北浜への打ち上げは生じなかったと結論付けた。サンゴが白化し凍死するような異例の冬の低

温にも耐えてヤクシマダカラは大量死することはなかった訳だ。 

 

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。 
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 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！  

 

7．編集後記 

 大震災の影響で東日本の海水浴客が激減した夏の記憶も遠くなり、房総（千葉県）の岩井海岸は人

でいっぱいでした。台風の後で風が強く、雲がびゅんびゅんと流れて、たまにザッと雨が落ちるよう

な天気だったので、それでも客は少ないほうだったと思いますが、海の家のあたりは混み合っていま

した。なぜこの写真にあまり人が写っていないかというと、海の家から流れてくる音楽を避けて、家

族だけでゆっくりできる場所に陣取っ

たからです。 

ひとしきり波に遊んだ後、砂の上で

休んでいたら、雨脚がかなり強くなっ

てきました。強風にあおられつつ折り

畳み傘を広げて荷物を守り、しばらく

親子でうずくまっていました。そのと

き、遠くのスピーカーから大きな声。

雷警報か？と身構えたけれど、聞こえ

てきたのは「ラーメン○○円、ビール

もあります」というのんきな内容で大

笑い。雨に追われて海から上がってき

た客を、すかさず呼び込む商魂のたく

ましさには脱帽でした。 

トイレがあり、ライフセーバーがいる海水浴場は、やはり安心です。スピーカーの音量やゴミの問

題も、一昔前よりは改善されているように思えました。岩井海岸は、小中学生の「海の学校」が今も

盛んに実施されている場所でもあります。どうか子供たちの心に海の「良い印象」が焼き付いて、海

好き人口が増えていきますように！（ちよ） 

 

 とうとう辺野古沖の埋め立て工事が実質的に始まってしまった。米軍基地の存在で人権を踏みにじ

られてきた沖縄の人々の声は、日米同盟を最大の課題に掲げる安倍政権にとっては、「テロに等しい」

（石破自民党幹事長）として、無視され、敵視されてきた。沖縄防衛局のアセスで 3 頭しかいないと

されたジュゴンの食み跡が、辺野古沿岸の海草藻場で 100 本以上も発見されても、埋め立て工事を止

めようともしない。あのアセスでは、環境保全は不可能とまで言っていた仲井真知事は、手続きが進

めば認めざるを得ないと言う。アセスによる科学的な事実は、政治の前に何の効果もないことが、今

さらながら明らかになった。でも、そんなことでいいのだろうか。日本の将来がそんなことでますま

す暗いものになってしまうのではないか。自然を破壊して存続できた文明はない。自然環境の保全は、

けっして他人のためではないのだが。（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。 
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