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「今月の海の生き物」ハダカエボシ  Heteralepas japonica    

貝の仲間と誤解されやすいフジツボ類だが、さすが

にハダカエボシ類は、貝とは思えない。また、エビ

やカニなどと同じ甲殻類とも見えない。それでもハ

ダカエボシは甲殻綱に属し、フジツボ類と同じ完胸

上目に属する。そのうち柄のある有柄目ハダカエボ

シ科の一種。やや深い海底に棲むタカアシガニなど

のカニ類の体表や甲羅の内側に多数付着し生息する。

タカアシガニには、他にヒメエボシガイやエラエボ

シなどが付着する。フジツボ類と同じように、写真

で見られるように蔓脚を体の外へ出し、水中のプラ

ンクトンや懸濁粒子を集めて食べる。タカアシガニ

が食べた餌の一部が浮遊したのを食べることができ

るので、タカアシガニなどに付着しているのだろう

と思われているが、確証はない。写真右上の白色部

分は、タカアシガニの腹部。 

（鳥取県立とっとり賀露かにっこ館にて 

   芳澤義範氏撮影） 

 

【訂正：前号でチゴガニの写真を坂根千歳氏撮影と

しておりましたが、芳澤義範氏撮影の間違いでした。

訂正してお詫びします】 

http://e-amco.com/
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前回（2014年 2月）の調査時の写真 
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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 。スタディツアーは、東京大学の

浅田教授らによる海草群落の調査の一環として行われるジュゴン研究に同行するものですが、ツアーは

基本的に調査隊の一員である向井と行動を共にしますので、調査本隊と一部行程が異なります。 

★間もなく締め切りです！ お申し込みは 10月30日までに。 

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。 

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 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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「みんなのひろば」へのご投稿をお待ちしております。 

下記「うみひるも編集部」宛に、ご意見や感想などをお寄せください♪ 

hirumo@live.jp 

 

 

 

 

現在まで155枚、98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中 

 

海の生き物を守る会では、全国の砂浜海岸で生物調査を進めてきました。今年、パタゴニアの助成

を受けることができ、これまでに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

を作成することにいたしました。 

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。当会のホームページには、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155枚の調査票が寄せられ、全国98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。 

 

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、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。 

 

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 

mailto:hirumo@live.jp?subject=「うみひるも」投稿
http://e-amco.com/research
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．イカとタコ 切手コレクション （9）   立川賢一 
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【関東】 

●小笠原諸島沖でサンゴの密漁 中国船か？ 

東京都小笠原諸島沖で、最近中国船とみられる船が多数みられるようになった。赤色サンゴの密漁船で

はないかと思われる。世界自然遺産の小笠原諸島は、沖の深みでいわゆる宝石サンゴ類が生息している

ことが知られている。その海域は日本の経済水域内にあり、今年環境省で指定する予定の重要海域指定

海域にもなる（まだ指定が出されていないが）。密漁船は、この宝石サンゴ類の漁を行っているとみられ

ているが、海上保安庁の巡視船も対応が遅れているようだ。しかし、この事件を報道している産経デジ

タル版のように、中国非難に利用しようとしているところがあり、報道を読むには注意が必要だ。 

【中部】 

●佐渡でナマコの新種発見「サドナデシコナマコ」 

新潟県佐渡島の沖合から採集されたナマコが新種のナマコであると新潟大学理学部付属臨海実験所が発

表した。そのナマコは全長 5cmほどの小型のナマコで、全体がピンク色をしているきれいなナマコで、

口の周りの 10本の触手が特徴である。その色と形からナデシコの花に見立てて、「サドナデシコナマコ」

という和名をつけた。実験所によると、このナマコは 18年前から島の南西部真野湾の水深 1mの浅い海

からしばしば採集されていたが、名前が分からないままになっていた。このたび、メキシコの専門家に

鑑定を依頼したところ新種と判定されたもの。 

 

●今年のアカウミガメは孵化率 1割未満 南紀白浜 

和歌山県白浜町日置の砂浜では、今年のアカウミガメの孵化率が 1 割未満と低いレベルに留まったこと

が分かった。同県すさみ町のエビとカニの水族館の平井学芸員が調べた結果から明らかになった。同海

岸のアカウミガメの産卵は 13回。合計 1600個ほどの卵が産み付けられたと思われるが、孵化した赤ち

ゃんウミガメは 100 頭以下だった。今年は台風や大雨が多く、水没や流失した巣が多く、残ったのはわ

ずか 2 巣で、その中でも孵化率は半分程度だった。砂浜の背後にはコンクリート護岸があり、このこと

が安全な砂浜上部での産卵ができず、巣の水没が起こったことも大きな原因であると思われる。砂が残

ってウミガメの産卵が見られれば後ろはコンクリートで固めても問題ないという姿勢がウミガメを減

少・絶滅へ追いやっているだろう。 

【四国】 

●内海ダム事業認定取り消し訴訟で敗訴 

香川県と香川県小豆島町が国交省の補助金により進めていた内海ダムが、洪水防止機能は期待できず、

かえって危険を増すことや、寒霞渓の景観を損なうことなどを理由に住民・地権者らが訴えていた事業

認定取り消し訴訟で、高松地裁は請求を退ける判決を下した。内海ダムは、もともとあった旧内海ダム
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を水没させるように造られた多目的ダムで、ダムの堰堤が 423m と四国でも最大規模。民主党政権時に

一度見直しとなったが、その後復活して、ほぼ完成。総事業費 122 億円。現在は試験湛水中。試験湛水

でダムにひびが入ったのが確認されたが、ひびを埋める応急措置で湛水試験は続行されている。福田裁

判長は、判決で「ダムによって治水、利水面で得られる公共の利益は多大。安全性を欠いているとは言

えず、環境・景観への影響は小さい」としているが、原告側が立証してきた洪水の危険性の過大評価や

景観への影響については、ほとんど取り上げられなかった。弁護団は「政治に裏切られ、司法にも裏切

られた」と話している。控訴するかどうか検討中。 

 

●蒲生田海岸 アカウミガメの産卵 大幅に減少 

徳島県阿南市椿町にある蒲生田海岸はアカウミガメの上陸・産卵で有名な砂浜海岸であるが、今年はわ

ずか 3回の上陸で、そのうち産卵は 1回だけだった。昨年の 10分の 1以下の少なさで、過去 60年も保

護活動をしている地元の住民からは、過去最低だった今年の結果に危機感を募らせている。しかし、大

幅な減少の原因は特定できていない。 

 

●「カメは万年！サンゴは千年？」 海を守る創作劇 

徳島県美波町奥河内で、「海のフォーラム～海で学び、海でつながり、海で生きる」という催しがあり、

創作劇やパネルディスカッションが行われた。創作劇は「カメは万年！サンゴは千年？」という題で美

波町と牟岐町の児童や住民ら 30人で演じられた。牟岐大島にある「千年サンゴ」をオニヒトデから守っ

たり、大浜海岸でカメと出会ったりする様子を熱演し、海の環境保護を訴えた。「千年サンゴと活きるま

ちづくり協議会」では、千年サンゴを 100 年後の未来に残すのが目標と話している。フォーラムは、室

戸阿南海岸国定公園指定 50周年の記念として、徳島県、美波町、牟岐町が主催した。 

【九州】 

●農相が諫早干拓地を視察 「協議会で問題解決を期待」 

安倍改造内閣の西川公也農水相は、9月 27日に長崎県諫早市の国営諫早湾干拓事業の干拓農地を訪れ、

長崎県知事や営農者らの話を聞いた。その時に、農相は開門問題について、有明海の再生を検討する沿

岸 4 県の協議会の中で「良い形で決着することを期待している」と述べ、協議会で解決を図る意向を明

らかにした。協議会には、早くから福岡、佐賀、熊本の 3 県が参加を表明していたが、長崎県は諫早干

拓事業の潮受け堤防開門問題を議論しないことを条件として、参加を受け入れている。この日、長崎県

の中村知事は、「協議会には積極的に参加し、漁業資源の回復に取り組みたい」とし、「開門問題は話し

合いで解決することは難しい」と、協議会での話し合いを否定する発言をした。 

 

●遠賀川でサケが遡上 3年ぶり 

福岡県芦屋町の遠賀川河口で、全長 72cmのサケがカニ網にかかって捕獲されたことが分かった。3年ぶ

りの捕獲となる。獲られたサケは、遠賀川上流の鮭神社で 12月に行われる献鮭祭（けんけいさい）に提

供される予定。献鮭祭は、サケを奉納して五穀豊穣を祈る儀式で、かつてはサケが遠賀川で捕れていた

ことを示すもの。最近はサケが滅多に捕れず、献鮭祭はダイコンで代用していた。地元は朗報に「昔の

ように川をさかのぼるサケの姿を見たい」と喜んだ。 
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●宮崎でウナギの全面禁漁期間が始まる  

宮崎県内水面漁業管理委員会が指示してウナギの全面禁漁期間が 10 月 1 日から始まった。禁漁期間は

12月 31日まで。今年で 3回目の全面禁漁期間設定である。同委員会では、「日本の食文化を守るために

も、禁漁を守って欲しい」と呼びかけている。ウナギは絶滅さえ心配されるほどの状態になっている。

日本のウナギ食文化は、今のようにいつでも安くウナギを食べていたわけではない。1年に 1回程度、ウ

ナギをありがたく食べるのが日本の食文化だったはず。食べ過ぎがウナギ資源を絶滅に追いやっている

ことを忘れて食文化保護もない。 

 

●奄美大島で岩ズリの採取進む 辺野古埋め立てへ 

残された美ら海の中でも高い生物多様性で知られる沖縄県名護市辺野古の沖の海域を埋め立てて、米軍

のヘリ基地を作る日米政府の計画が進められている。その埋め立て用の土砂は、瀬戸内海の島を崩した

砂ズリ、玄界灘の海砂、奄美大島や沖縄県の砂ズリが使われる予定になっている。奄美大島では、その

ための土砂を生産するために、大々的に山を削り、自然破壊が進行中である。地元住民の「平和と自然

を守る奄美郡民の会」では、この自然破壊に反対し、辺野古への土砂供給を止めさせようと運動を続け

ている。来年 1月には、そのための奄美フォーラムを開催する予定だ。 

写真は、奄美大島宇検村（原村一郎さん提供） 
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【沖縄】 

●住民の抗議行動は続く 辺野古埋め立て・米軍基地建設 

沖縄県名護市辺野古沖に米軍基地を新たに建設するための準備工事が進んでいるが、キャンプシュワブ

のゲート前や、海上のボウリング調査予定地周辺では、住民の抗議行動が続いている。10月 9日には 3800

人が県庁前に集まり、美しい辺野古の海を守ろうと抗議の声を上げた。また、日本の各地で沖縄の戦い

を支援する取り組みが行われている。10月に入って 18号、19号と立て続けの台風襲来で、建設準備工

事も遅れが目立っている。安倍政権は、日米安保条約の防衛協同指針（ガイドライン）の見直しでアメ

リカと共同で戦争ができる体制を作ろうとして、そのために辺野古米軍基地の建設を早めたいようだ。

11 月には沖縄県知事選挙があり、その結果は、辺野古問題に重要な影響を与える可能性がある。辺野古

埋め立てを撤回させるために、選挙結果を注視したい。 

【世界】 

●日本がバラスト条約に正式に加入 32％に 

日本政府は 10 月 10 日、正式に「船舶バラスト水規制管理条約」に加入し、42 番目の締約国になった。

今回の日本の加入によって、締約国の船腹量（搭載可能量）は、世界の船腹量の 32.02％となった。条約

発効の 35％にはまだ届いていないが、日本の加入で船腹数の大幅な上昇があり、発効に大きく近づいた。

バラスト水条約とは、貿易に使われる船が空になった船倉にバランスを取るために入れる海水（バラス

ト水）によって外国の海に外来種を運んでいる現状から、外来種の伝搬を防ぐ狙いでバラスト水の管理

を義務づけたもの。 

 

 

 

【関東】 

◆東京大学柏キャンパス「一般公開日 2014」海藻おしば体検教室 

毎年恒例の東大柏キャンパスの一般公開日。昨年は台風の関係で海藻おしば開催日が中止になり参加で

きませんでしたが、これまでも開催のたびに参加。たくさんの親子連れが海藻おしばづくりを楽しんで

いました。今年のテーマは「探究心と好奇心 ～もっと身近に感じる科学～」。小さい子どもから大人ま

でが楽しめる企画や体験コーナーが盛りだくさん。お時間のある方はぜひ足を運んで下さい！ 

http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/information/2014/opencampus.html 

 

日時：10月 25日（土）10:00～16:30 

場所：東京大学柏キャンパス 大気海洋研究所 

内容：海藻おしば体験教室（各回 60名／入口受付で整理券配布） 

第 1回：11:00 ／第 2回：13:00 ／第 3回：14:30 の 3回開催 

主催：海藻おしば協会 

http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/information/2014/opencampus.html
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/information/2014/opencampus.html
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◆あだち再生館・OWS 企画展「海洋ゴミについて考えよう」開催中 

 海に流れ出すゴミとはどのようなものか。そして、海洋ゴミが海の生きものに与える被害の実態を伝え

る写真パネルや実際に外国に漂着したプラスチック類の展示を通じて、海洋ゴミについて考える機会を

提供します（入館無料）。 

開催期間：～10月 31日 

場所：足立区立リサイクルセンター あだち再生館（東京都足立区中央本町 2-9-1） 

 

◆第 13回 茅ヶ崎なぎさシンポジウム ～茅ヶ崎海岸と文化「現在」「過去」「未来」～ 

日時： 10月 26日（日）13:00開場 13:30開演 18:30閉会 、入場無料 

場所：茅ヶ崎市役所 分庁舎コミュニティホール http://honobono.i-shimin.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://honobono.i-shimin.net/img/2014nagisa.jpg
http://adachi-saiseikan.com/
http://honobono.i-shimin.net/
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◆「東京湾大感謝祭」海藻おしば体験教室 

快適に水遊びができ「江戸前」をはじめ多くの生物が生息する、親しみやすい美しい「海」を取り戻し、

首都圏にふさわしい「東京湾」を創出することを目標とした「東京湾大感謝祭 2014」が開催されます。

テーマは 2014東京湾発見＆体験。1号館でのシンポジウムや体験コーナー、パネル展示。また広場での

イベントなど 25日（土）～26日（日）まで 2日間の開催。http://www.tbsaisei.com/fes2014/index.html 

日時：10月 26日（日）10:00～17:00 ※海藻おしば体験教室は 26日（日）のみ 

場所：横浜赤レンガ倉庫 1号館 3階ホールブース  

内容：海藻おしば・ハガキ 1枚体験教室の実施 

10:00～17:00（各回 16名／7回実施／参加希望者には受付整理券） 

主催：海藻おしば協会 

協賛：一般財団法人 東京水産振興会 

 

◆「イルカはなかよし？」研究者が見続けるイルカの社会 

東京都・御蔵島の野生のミナミハンドウイルカや水族館のイルカなど、イルカ同士のふれあい行動や、

息を合わせて一緒に泳いだりする同調行動について調べている研究者・酒井麻衣（さかいまい）さんを

お招きして、お話を伺います。 

日時： 11月 8日（土）13：30～15:00（開場：13:00） 

場所：東京・青山 地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）セミナースペース 

講師：酒井麻衣さん（研究者） 

参加費：一般 1000円（アイサーチハンドウイルカ会員：無料）※参加費は当日受付でお支払いください 

定員：50名（定員制・先着順） 

★要事前予約 http://icerc.org/form_contact.html 

申し込み先：アイサーチ・ジャパン（国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター） 

上記ページのフォームより「11月アイサーチレクチャー希望」として、ご参加いただく方のお名前・お

電話番号をお知らせください。メールでも可。 contact◎icerc.org （◎を@に変えてください） 

電話予約も可。TEL：080-5426-8446までご参加いただく方のお名前・お電話番号をお知らせください。

留守番電話にメッセージを入れていただきましたら、折り返しお電話いたします。 

 

プロフィール 酒井 麻衣さん (東海大学・日本学術振興会特別研究員) 

東京工業大学博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学生命科学ネットワーク特

任助教などを経て、2012年 4月から現職。 

 

 

イルカ同士の身体的接触と同調行動について研究しています。伊豆諸島の御蔵島では、

野生のイルカを水中で観察・ビデオ撮影をしています。鯨類の水中での社会行動をバ

イオロギングを使って分析したり、 飼育下のイルカを観察したりもしています。こ

れら 3つの環境・方法で、イルカの社会について明らかにしたいと考えています。   

 

http://www.tbsaisei.com/fes2014/index.html
http://www.geoc.jp/access
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【中部】 

◆トビハゼウオッチング 「ムツゴロウそっくりなサカナに会える」 

藤前干潟で、ムツゴロウそっくりなサカナ「トビハゼ」を探そう！深夜のテレビで癒しキャラ「トビー」

としてもおなじみのキュートなトビハゼに会えます。トビハゼの他にも、カニがたくさ～んいますよ。 

 

日時：10月 26日（日）13:00～15:00  13:00集合（受付は 12:45～） 

場所：藤前干潟 稲永ビジターセンター 

対象：幼児～大人（小学校 3年生未満は保護者とご一緒に！） 

定員：20名 ※定員になり次第しめきります 

参加費：おとな 200円、こども 100円（保険代）、幼児無料 

持ち物：長ぐつ（なければ無料で貸し出します）筆記具、水筒、帽子、タオル、あれば双眼鏡     

問い合わせ先：080ー5157ー2002（干潟の学校専用ダイヤル）、052-389-5821(稲永ビジターセンター） 

主催：中部地方環境事務所 共催：NPO法人藤前干潟を守る会 

 

◆AQUA SOCIALFESS 2014「相良海岸の砂浜を守ろう」 

カメハメハ王国では、毎年、牧之原市の海岸に産卵に訪れるアカウミガメの産卵環境を保全しようと、

海岸清掃をはじめ、保護調査活動を展開しております。アカウミガメの産卵は、毎年 5月～8月にかけて、

市内の砂浜に、1回の産卵で 120個前後の卵を産み付けて行き、50日～60日程度で、孵化脱出して太平

洋に帰って行きます。そして、孵化した子ガメ達は黒潮に乗り、北太平洋に分散された後、運の良いも

のだけが、2～3年かけて、メキシコ沿岸にたどり着き、20年ほど生育した後、1年かけて太平洋を横断

して帰ってきます。そんな、牧之原市の豊かな砂浜も、最近では、港や河川の導流堤の建設による沿岸

漂砂の遮断や天竜川、大井川上流部のダム建設や護岸工事により砂の供給量は激減するとともに、今秋

みたような台風の大型化により、浸食の一途を辿っており、危機感を抱くなか、砂の飛散を防ぐととも

に、産卵に訪れたアカウミガメが砂浜上部まで上れるようにと、数年前より砂浜の一部に堆砂垣を設置

してきました。 

 

今回も AQUA SOCIALFESS 2014の事業の応援を受けて、下記事業をとりおこないと思います。 

※昼食：暖かい豚汁とおにぎりを用意させていただきますので、晩秋の海岸にてお召し上がりください。 

 

日時： 11月 15日（土）9:00～13:00（受付 8:30～）※雨天・荒天の場合は順延 11月 16日 

集合場所：牧之原市相良公民館（静岡県牧之原市須々木海岸、国道 150号線 須々木海岸バス停前浜） 

募集人数：100名（先着） 

★申し込み：10月 31日（金）締め切り AQUA SOCIAL FES!!サイトから応募 http://aquafes.jp/ 

※必ず応募規約ご確認ください 

お問い合わせ：カメハメハ王国事務局（山本）090-3250-9682 wbs01469@mail.wbs.ne.jp 

 

http://aquafes.jp/
mailto:wbs01469@mail.wbs.ne.jp
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【中国】 http://www.andante21.org/ 

http://www.andante21.org/
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【四国】 

◆女木島ビーチコーミング 

桃太郎伝説の女木島海岸をきれいにしよう！「漂着物から見えてくる私たちの暮らし」 

高松市サンポートから船で 20分の桃太郎退治の伝説の島「女木島」の東海岸は、瀬戸内の白いきれいな

砂浜です。海を漂って砂浜にたどり着いた漂着物は私たちの時代の証し。どんなモノが拾えるかな？楽

しくお宝を拾いながら、海岸をきれいにしましょう。ご家族そろってお越しください。美味しい女木島

の食材も用意しています。 

日時：11月 9日（日）※荒天中止 

集合・解散：9:30集合（高松県営桟橋）～13:00（女木島解散） 

募集人員：100名（子ども含む） 

参加費：無料 

主催・問い合わせ先：NPO法人アーキペラゴ 760-0024香川県高松市兵庫町 3-10 tell: 087-811-7707 

共催：日本 NPOセンター、協力：四国環境パートナーシップオフィス、協賛：東京海上日動 

【九州】 

◆和白干潟のクリーン作戦と自然観察 

日時：10月 25日（土）15:00～17:00 

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：tel:090-1346-0460（田辺） 

 

◆日本ウミガメ会議 

開催日： 11月 28日（金）～11月 30日（日） 

会議会場：奄美文化センター 〒894-0036 奄美市名瀬長浜町 517番地 

会議参加費：（A）一般 5000円（B）学生 3000円（C）小中高生 無料（D）鹿児島県民の方 無料 

※該当する記号と金額を申込用紙にご記入ください。10月 31日以降にお申込みの方は +1000円 

※会議のお問い合せは特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会 072-864-0335 まで 

 

 やんごウミガメ祭りのご案内 

奄美市社交飲食業組合さんの全面協力により、奄美一の繁華街やんご通りで「やんごウミガメ祭り」

を開催します。黒糖焼酎や島料理の出店や島唄ステージ等も予定しています。 

11月 28日（金）会場：やんご通り、飲食チケット 3000円 

 

 懇親会のご案内 

奄美の皆さんも交えた恒例の懇親会です。 

11月 29日（土）会場：あまかん、1人 5000円、軽装でご参加ください。 
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寄付金・協賛広告のご案内 

日本ウミガメ会議やそれに関わる活動は皆様の支援によって成り立っております。ご寄付をいただけれ

ば幸いです。また、★10月 20日までは配布されます日本ウミガメ誌 2014に協賛広告を掲載していただ

くことも可能です。寄付の場合は申込用紙に金額をご記入ください。協賛広告は事務局にお問い合わせ

ください。 

発表申込について 

発表を希望される方は参加申込用紙の【発表】欄にチェックをお願いします。別途発表申し込み用紙に

必要事項を記入し、申込みいただいた時点で正式に受付いたします。ただし、口頭発表の申し込みが多

い場合は、ポスターに回っていただくようご相談をさせていただくこともあります。 

 

主催：NPO法人日本ウミガメ協議会・第 25回日本ウミガメ会議奄美大島会議実行委員会 

後援：奄美市・鹿児島県・環境省・水産庁・国土交通省 

 

プログラム 

■11月 28日（金）開会式の前に希望者に砂浜観察を実施します。16時からは開会式と特別講演です。

講師はジョージ・バラーズさんで「素晴らしきハワイ諸島のウミガメたち： 驚異的な回復を遂げた 40

年間」の演題でお話しいただきます。その後は、やんごウミガメ祭りが開催されますので、是非ご参加

ください。奄美の夜を楽しみましょう。 

■11月 29日（土）シンポジウム／日本のウミガメ 2014／ポスター発表 ほか 

夕刻は 地元の方々を交えた懇親会です。若者は老人の話をきいてください。老人は若者に酒を飲ませて

ください。 

■11月 30日（日）午前中に口頭発表等を行い会議は閉会します。 

※奄美は自然豊かな島です。世界遺産候補地としての魅力を存分に楽しんでください。 

 

奄美大島海岸観察のご案内 

開会式に先立ち、奄美大島の海岸の主要なところを見て回ります。地元の調査をされている方からマニ

アックなお話を伺えます。途中、奄美郷土料理鶏飯をいただきます。バス代としてお一人様 1,000円を

いただきます。 

 

オークショングッズ持参のお願い 

毎年恒例のオークションを今年も実施いたします。会場の受付の横にグッズ受付コーナーを設けますの

で、ここにお預けください。寄付していただいたグッズの一部は懇親会にて、残りは会場で販売させて

いただきます。 

 

昼食のご案内 

奄美の特産を使ったお弁当もしくはエビ汁（おにぎりセット）を用意しております。ご希望（弁当 orエ

ビ汁）の昼食をご記入ください（お茶付です）。11月 28日（土）800円 

記念撮影：1枚 800円(仮) 11月 28日（土）に撮影。当日の夕方にお渡しします。 
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http://www.umigame.org/J1/2014_amami_top.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【沖縄】 

◆2014 年 泥の花キャラバン《 泡瀬干潟を守ろう! 》 

人間が吐き出したあらゆるゴミ、エゴを浄化している泡瀬干潟。その干潟の泥の真実が明日への共生の

花となる。  

日時：10月 25日（土）19:00～ 18:00開場 

場所：泡瀬干潟の博物館カフェ「ウミエラ館」（沖縄市泡瀬 3-47-1）098-927-0116 

入場料：1500円（1ドリンクオーダー） 

 

プログラム 

19:00～ ライブトーク 演奏：SEA泡瀬楽団（知念良吉、大池いさお＆ちか） 

ゲスト：まよなかしんや 

20:00～ トーク 泡瀬干潟の今、埋立の問題点、これから（裁判など） 

前川盛治氏 （第二次泡瀬干潟訴訟原告団長） 

20:30～21:30 ライブ演奏＆トーク 演奏：知念良吉＆SEA泡瀬楽団 

            トーク：屋良朝敏氏（ウミエラ館長）、ウミエラを語る 

主催：泥の花キャラバンプロジェクト（090-1947-5621知念） 

協賛・協力：泡瀬干潟を守る連絡会、ウミエラ館 

 

◆映画「圧殺の海 沖縄・辺野古」 

封切り：10月 25日（土）～ 舞台挨拶＆ミニライブ開催！10月 25日（土）・26日（日）  

場所：桜坂劇場（〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 3-6-10）098-860-9555 

http://www.umigame.org/J/pdf/2014_amami_poster
http://www.umigame.org/J1/2014_amami_top.html
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【全国】 

◆第３回「未来に残したい海・子どもフォトコンテスト」開催中 

今年も、小中学生対象のフォトコンテストが海の日の 7月 21日から始まりました。テーマは「未来に残

したい海」。海で撮影したお友達や家族の写真、海辺や海中で観察した生きもの、海のキレイな景色、

海辺でびっくりしたもの、楽しかった海の思い出など。作品にタイトルをつけて応募してください。海

にまた行きたいと思えるような写真をお待ちしています。 

応募資格：小学 3年生～中学 3年生（本人が撮影したもの）  

応募期間：～11月 10日（撮影期間に制限はありません） 

応募方法：300万画素相当の jpgファイルで専用フォームからご応募いただきます。カメラの機種・応募

点数に制限はありません。 

審査員： 自然写真家・高砂淳二氏（OWS副代表理事） 

      海洋写真家・杉森雄幸氏（OWS理事） 

賞品：入賞者には副賞としてオリンパスのカメラが贈られます。入賞・入選作品の表彰式と作品展も行

います。詳細はこちら⇒ http://www.ows-npo.org/olympus/photocon2014.html 

応募作品を公開中です。ご応募お待ちしています。⇒ http://goo.gl/2yWWRU 

 

 

わが国で 2度目の出現の稀少種ホシヤスジクラゲを飼育 

たいへん珍しいヒドロクラゲであるホシヤスジクラゲが田辺湾で今年のお盆（2014 年 8 月 16 日）に採

れた。普通のクラゲと異なり、なんでも 8 がついている。計 8 本の放射管に計 8 個の生殖巣ができ、8

個の口唇を有する。 

 

クラゲ研究を 90年以上かけて実施している瀬戸臨海実験所歴代スタッフのおかげで、我が国でクラゲ類

が最多種（約 150 種）記録されている和歌山県田辺湾だが、今回のクラゲはその中にはない。長崎県佐

世保市俵ヶ浦においてわが国初の成熟個体が、近年、記録されているだけだ。 

 

ホシヤスジクラゲを野外から採取した時は、傘径 6.4 mmで、平衡胞 34個と傘縁瘤 38個備えていた。

まだ未成熟だったので、放射管は完全なものが 4 本だったが、これらと直交する様に計 4 本の短く環状

http://www.ows-npo.org/olympus/photocon2014.html
http://goo.gl/2yWWRU


 

17 

管に達しない放射管が胃腔部上端より派出していた。触手は 4 本だった。また、生殖巣は４本の完全な

放射管上に細長い形で形成されていた。 

 

平衡胞が傘の 1/4部分に 8～9個あった。隣り合う傘縁瘤や触手瘤の間に規則正しく 1個ずつあって、そ

の中に丸い平衡石が 2 個入っている。各触手瘤と傘縁瘤の反口側には 1 個ずつの突出した疣があるのも

このクラゲの特徴だ。 

 

その後の成長を飼育により調べた。25℃恒温で飼育し、餌は孵化したアルテミア幼生を毎日十分な数与

えた。半月ほど経過した 2014年 9月 5―7日には雄成熟クラゲとなった。傘径 10.0 mmで触手数は 4本

から最終的には 11 本に増えた。放射管数も 4 本から完全な 8 本になった。平衡胞数は 34 個から 70 個

に増加した。大半の平衡胞は以前と同じで、2個の平衡石を各々が含んでいたが、最多 3個、最少は１個

だった。傘縁瘤の数は 38個から 43個となった。 

 

記録済みの長崎県産の成熟クラゲでは、野外採取個体と飼育個体の間に大きな形態差は見られないこと

が分かっている。そこで、それらと今回の個体の形態を比較した。すると、双方が同サイズの時だと形

態差がほとんどなかった。よって、同種と考えてよい。ただし、長崎県産はより大型個体となり、最大

傘径 17.5 mmで、最多触手数 15本、平衡胞数は 75個に達する。 

 

現在までに本属では 9命名種がイ

ンド, 中国, 東南アジア, 地中海

海域から報告されている。これら

９既知種の内のどれになるのか

決め手となる形質が相当変異し

ており、佐世保産のものからずっ

と決定できないままだ。クラゲの

分類はやっかいだが慎重を期し

たい。 

 

 

 

図. 採取後に半月間飼育した時の

ホソヤスジクラゲ 
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水辺再生 

毎年夏を迎えると、土用の丑の日にちなんで、このままではウナギのかば焼きが食べられなくなると

の話題が“沸騰”します。今年はニホンウナギが IUCNによって絶滅危惧 IB類に指定されたこともあり、

いっそうの“危機感”が報道されました。この問題には多くの本質的な課題が含まれているように思います。

ニホンウナギが著しく減少したのは、養殖種苗としてこれまでシラスウナギを大量に捕獲し続けてきた

ことが最大の原因であり、人工的に安価なシラスウナギが生産できるようになれば、天然のシラスウナ

ギを捕獲することはなくなり、資源は回復するであろうとされています。本当にそうなのでしょうか。

これは季節限定の話題なのでしょうか。 

今、日本の水辺から著しく減少している生き物はニホンウナギだけではありません。いろいろな生き

物が姿を消しつつあり、その象徴がアサリと言えます。アサリの漁獲量は、1980年代には 16万トンも

ありましたが、今では 3万トンあまりに激減しています。かつて宝の海と呼ばれた有明海では 1980年代

に最高 9万トンも漁獲されていましたが、2000年には数千トンにまで急減してしまいました。さらに、

今では日本のアサリの 8割は東海 3県（三河湾だけで日本の 6割）で漁獲されるという極めて片寄った

状態です。琵琶湖固有種のセタシジミもかつての 6千トンから、今では 20トン前後と壊滅状態です。 

ニホンウナギやアサリのこのような状況は、この 2種だけに特別なことではなく、同じような環境に

生息する多くの生き物たちが同じように危機的な状態にあることを意味しています。それは、これまで

陸に暮らす人間（私たち）が目先の経済成長や暮らしの利便性を優先させ、海をあまりにもないがしろ

にし続けてきた結果と言えます。水際の再生はこの国の行く末、子供たちの心豊かな未来に深く関わる、

日本全体が抱え込んだ基本的課題だと言えます。それは、生物生産性と生物多様性が最も豊かな海であ

った有明海が、かつての「宝の海」から、今ではビゼンクラゲしか漁獲対象がいない「瀕死の海」に至

ってしまったことに、象徴的に現れています。 

九州最大の河川、筑後川河口域に位置する、掘割で有名な柳川市の古い旅館の周りに集まる市民・漁

民・研究者・高校生などが母体となって、有明海の干潟や掘割などの水辺の環境と生き物たちの再生を

目的とした NPO法人「SPERA森里海・時代を拓く」が昨年 4月に発足しました。その活動の第 1幕を

まとめた本「森里海連環による有明海生への道－心の森を育む」（花乱社）は、うみひるも 143号にも

紹介していただきました。有明海を今日の深刻な事態に至らしめた本質的な問題は、諫早湾の潮受け堤

6. 有明海と三陸の水辺から（１）  田中 克 
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防の設置や筑後大堰の設置に典型的に見られるように、森と海の多様なつながりを里に住む私たちの都

合で絶ち切り続けてきた結果と考えられます。この点では、巨大なコンクリートの防潮堤がほとんどす

べての浜に設置されようとしている三陸沿岸域にも共通する課題です。震災の海「三陸沿岸」と瀕死の

海「有明海」に共通する、水辺の生き物やその環境の再生に焦点をあて、「有明海と三陸の水辺から」

と題して、これから折に触れて紹介させていただきます。 

 

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 

18、19ページをお読みいただけましたか？ 新エッセ

イ連載のスタートです！ 田中克さん、ご執筆ありがと

うございます。表紙の芳澤義範さん撮影の写真も美し

く、皆様のご協力を感じつつの「うみひるも」編集、幸

せでした。今後とも、よろしくお願いします！ 日本列

島を巨大台風が次々襲う秋です。危険な日は海から

離れ、どうか安全にお過ごしくださいね。（ちよ） 

東京・葛西臨海公園で撮影→ 

秋空に映えるヤマトオサガニ（？）。 

目がりりしいです。 
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先月、気仙沼市の小泉海岸で東京から貸し切りバスでやってきた人たちといっしょに砂浜海岸生物調査を行

った。この海岸は、東日本大震災の前までは、田んぼだったところで、震災で地盤が陥

没し海になってしまった。しかし、今では多様な生物が棲み着いている。ここに宮城県は

国交省の補助金で、高さ 14.7mの巨大防潮堤を作ろうとしている。でもその背後には、

民家は無い。地元の住民らが内陸側を通る国道を防潮堤を兼ねて高くしてはどうかと提

案したが、国も県も聞く耳を持たないようだ。この国はコンクリートで囲まれた要塞国家

になろうとしているのだろうか。そしてその費用も、国民から 20年間も復興のためと言っ

て所得の 1割を強制的に徴収したお金らしいが、誰もそれをおかしいと思わないのだろ

うか。コンクリートの寿命は 20年とも言われる。維持費用は地方自治体が負担しなけれ

ばならない。（宏）                        気仙沼市の別の海岸に作られた高さ9mの防潮堤↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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