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「今月の海の生き物」ミユビシギ  Calidris alba    

チドリ目シギ科に属する鳥類。シベリアや北米などで繁殖し、冬に東南アジアやオーストラリアに越冬

のために長距離の渡りをすることで有名なシギ・チドリの一種。春秋には日本の各地の海岸でもよく見

られる。西日本で

は、越冬する個体

も知られている。

海岸の砂浜や干

潟でゴカイ・貝・

昆虫などの生き

物を食べる。足指

の第一趾がなく、

足指が 3 本にみ

えることからミ

ユビシギの名前

がついた。写真は

夏鳥で冬になる

と全身が灰白色

となり、翼の先が

黒い。体長は約

20cm 程度で、雀

と鳩の中間くらいの大きさである。数羽～十数羽の集団で行動することが多い。チュ チュ または キ

ュ キュと鳴く。                 （島根県出雲市稲佐の浜にて 芳澤義範氏撮影） 

http://e-amco.com/
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現在まで158枚、100カ所を調査達成 

海の生き物を守る会では、今年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158枚の調査票が寄せられ、全国100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、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。 

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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【北海道】 

●泊原発などトリチウムを海へ放出 これまでに 570 兆ベクレル 

北海道の泊原子力発電所が、これまでに放射性トリチウムを含む高濃度汚染水を海へ放出していたこと

が明らかになった。25 年間で累計 570 兆ベクレルという途方も無い量である。しかし、これは泊原発に

限らない。日本の原発の多くが他の放射性物質に比べて人体に影響が少ないという理由でこれまで放射

性トリチウムを海へ放出していた。1 年間の平均は、30 兆ベクレルに上るという。福島第一原発では、

ALPS（多核種除去設備）などの放射性物質処理によって取り除けないトリチウムを含む汚染水がたまり

続けており、東電や国は、トリチウム汚染水を薄めて海へ放出することを計画しているが、漁業協同組

合や市民の反対で対応に苦慮している。その一方で、全国の原発では、トリチウムを含んだ汚染水を低

濃度ということで海洋に放出し続けていたことが分かった。泊原発では、運転停止後も、2012 年に 8 兆

7 千億ベクレル、2013 年度は 5700 億ベクレルと減少したものの、多くのトリチウムがいまだに海を汚

し続けている。日本の海、そしてその周辺の海はわれわれの知らない間に、トリチウムに汚染されてい

たのだ。 

【東北】 

●福島第一原発 井戸水から 46 万ベクレルを検出 過去最高値 

東京電力は福島第一原発の建屋周辺の井戸から地下水を汲み上げて、浄化した後で海に放出するという

計画を進めているが、そのための調査で、東電は 10 月 24 日、井戸水からこれまでで最高濃度となる 1

リットルあたり 46 万ベクレルのセシウムを検出したと発表した。この値はこれまで最高だった昨年 11

月に観測された 1 リットルあたり 500 ベクレルに比べ、920 倍にもなった。この井戸は 2 号機原子炉建

屋の西側にある。もう一つの井戸水からは 42 万ベクレルとどちらも高濃度だった。東電は台風による雨

水が汚染水に流れ込み、それが地下水に浸透したのが原因と考えている。東電は 40 カ所の井戸から地下

水を汲み上げて、浄化設備で濃度を低下させた後、海に放出する予定だったが、漁業者は反発しており、

放出のめどは立っていない。今回の高濃度のセシウムの検出で、さらに海への放出は難しくなった。 

 

●石巻市で 3 カ所の防潮堤建設を取りやめ 

宮城県では、石巻市の網地、福貴浦、寄磯の 3 カ所の漁港については、防潮堤建設を取りやめる方針を

決めた。対象地域が災害危険区域に指定されたため、住民の高台移転が進んだことが理由だ。これら 3

カ所の漁港は、東日本大震災と大津波で被災し、家屋はすべて全壊し流失した。いずれの場所も背後に

高台が存在する。これまで宮城県では、L1 レベル（約 100 年に一回程度の頻度で発生する津波のレベル）

の津波に対応するとして、網地漁港では高さ 4.8m、福貴浦では 6m、寄磯は 6.9m の防潮堤を建設する

計画であった。住戸が無くなっていても道路があれば、災害が発生したら孤立する集落があるという理

由で防潮堤を整備する方針は、これまでと変わったわけでは無いが、この 3 カ所では、防潮堤の説明会

で、住民から「防潮堤を建設する必要は無い」との考えが提出されていた。県は石巻市の意向を聞いた
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上で最終的に判断するとしているが、あくまで 3 カ所は例外として扱い、浸水想定域に家屋がある場合

は防潮堤を建設する方針に変わりは無いとしている。一方、石巻市総務部では、「個々の漁港の問題では

なく、総合的な問題だ。住民の避難に支障が出ないよう慎重に判断したい」と、総合的判断（個々の浜

だけでは決められない）という立場を主張している。震災前には、各漁港に既存の防潮堤があったため、

県は原状復旧は行う。 

 

●防潮堤計画「抜本的見直しが必要」 東北大が報告書 

東北大学災害科学研究所は、東日本大震災を契機に設立された研究所であるが、今年 6 月、来年 3 月に

仙台で開かれる国連防災世界会議に向けて「東日本大震災から見えてきたこと」と題する報告書を発表

した。同報告書では、中央防災会議が示した津波対策の指針に対して、さまざまな面から課題を提起し

ている。そのうちの一つの報告「2011 年巨大津波による海岸堤防の破壊と復興」というテーマで、中央

防災会議が示したレベル１（100 年に 1 回程度起こる津波）とレベル 2（1000 年に 1 回程度起こる大津

波）に分けて対策を取る方針に基づき、いくつかの課題を挙げている。まず、宮城県が津波の防御水準

をレベル 1 の上限である 150 年（に 1 回起こる津波）に設定したことは、「過大防御である」とし、「住

民の多様な意見があり、それを検討する時間的余裕もあることから、堤防の高さは柔軟に考えて、効率

的な減殺を測ることが必要」としている。また、レベル 2 津波に対して中央防災会議が示した越流した

津波に壊れにくい「粘り強い海岸堤防」は、津波を 2 分ほど遅くさせる効果はあるが、堤防が残存する

ことにより、多くの場所で浸水深が増加するとし、「粘り強い海岸堤防」による減災効果は実現できない

と言い切っている。その結果、レベル 2 津波に対する堤防整備を国費で行うことは「目的達成、防御水

準、維持管理のいずれの面からも課題が多く、抜本的な見直しが必要」と述べている。 

 

●14.7m の小泉海岸防潮堤 工事入札が進む 

日本一高い防潮堤の建設を進めている宮城県気仙沼市本吉町小泉海岸の防潮堤建設工事について、宮城

県では工事入札手続きを進めている。小泉海岸では一部住民から計画見直しを要望する動きもあるが、

宮城県では「すでに住民の合意は得た。計画通り事業を進める」として、津谷川左岸の河口部の防潮堤

1400m と川の堤防 1350m の工事 2 件の一般競争入札を行った。入札額はすべて予定価格を下回ったた

め、県はこれまでの実績に基づく総合評価を行って 11 月中に業者を決定する予定で、県議会の承認を経

て、年明けにも着工するとみられる。総工費は約 220 億円。完成は 2017 年度を見込んでいる。 

 

【関東】 

●小田原の神社で 58 年ぶりに海への渡御が復活 

日本各地の神社では、お祭りにおいて神輿（みこし）が海へ渡御（とぎょ）する行事が行われるところ

が多いが、今年、神奈川県小田原市の相鎮守松原神社で、神輿による海への渡御が 58 年ぶりに復活した。

伝統の神輿を守る「明神会」が発足して 20 周年になるのを記念して、「御浜降り」を復活させたもの。

地元の男性約 120 人が神輿を担いで街から海へ繰り込んだ。海への神輿の渡御は、海の安全を祈願する

行事。御浜降りは岸から 4～5m の浅瀬で行われた。 

 



 

6 

【中部】 

●最大級のダイオウイカ 越前町で捕獲される 

深海生物として近年注目を浴びているダイオウイカが、最近日本海沿岸でしばしば見られるようになっ

たが、全長 2m88cm という最大級のダイオウイカが、10 月 22 日に福井県越前町の沖合 900m の定置網

にかかっているのが発見された。定置網は水深 65m の深さに設置してあったという。捕獲されたダイオ

ウイカは、もっとも長い 2 本の触腕が完全に残っており、標本として越前水族館に保存される予定。 

 

【九州】 

●馬毛島入会権訴訟で漁民が勝訴 

鹿児島県種子島の西方沖に浮かぶ馬毛島は、絶滅危惧種のマゲシカが生息する小さな島だが、旧馬毛島

開発（現タストンエアポート）によりリゾート開発や石油備蓄基地、そして米軍空母艦載機離訓練場と

目的を変更しながら、陸上開発と「滑走路」建設によって島の生態系を徹底的に破壊されてきた。株式

会社タストンエアポートは、島の大部分を所有しているが、非所有の公道も含めていっさいの立ち入り

を拒否するなど違法な開発行為を続け、西之表市議会から警告を受け続けている会社である。種子島塰

泊（馬毛島一番の港=葉山を千年管理してきた集落：あまどまり）の漁民たちが、葉山の入会権を主張し

てタストンを提訴したが、タストン側では入会権はすでに消滅しているとして対立、地裁では入会権は

消失したとされた。このたび、福岡高裁宮崎支部の控訴審判決では、「入会権の継続を認め、入会権の消

滅には全員の同意が必要である」として、原告 20 人の入会権を認めた。この判決に従えば、すでに切り

売りされた葉山の共有地の切り売りした所有権移転が無効となり、タストン側ではすでに開発した共有

地を原状復帰させる義務を負うことになる。 

 

●開門調査に触れず 有明海再生 4 県協議会 

有明海再生にむけて長崎県、佐賀県、福岡県、熊本県の 4 県の協議会が 10 月 21 日に開かれた。これま

での有明海漁場環境改善協議会の組織を拡充して行われ、前協議会としては今回が 19 回目。今回の協議

会には 4 県の部局長や関係する漁連会長など約 50 人が出席し、今後の協議会の進め方などについて合意

した。いっさい非公開で行われた協議会では、農水省から有明海の漁業振興策や調査結果についての報

告を聞いた後、来年度の事業計画案も提示されたようだ。その中には、アサリやタイラギなどの二枚貝

やワタリガニ（ガザミ）の調査と育成を 4 県が連携して行うことなどが挙げられている。しかし、長崎

県が諫早干拓事業の潮受け堤防開門問題についての協議を行うことを強く拒否していることから、この

問題にはまったく触れないまま、有明海の再生について議論することになった。これでは、本当の再生

はおぼつかない。政治的な思惑をいっさい排除し、真摯に科学的な解決を模索しなければ、有明海は死

んだままになるだろう。西川農水相は、9 月にこの協議会の議論を通して開門問題の解決を期待したいと

述べたが、協議会ではいっさい開門問題は議論しないことになったらしい。 
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『うみひるも』へのご意見および「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」宛にお寄せください♪ 

hirumo@live.jp 

【全国】 

●100 カ所のダムの防災機能低下 土砂流入で 

会計検査院は、国土交通省が所管する全国のダム 210 カ所を調べた結果を発表した。それによると、半

分近くの 100 カ所のダムで、土砂が堆積し、ダムの洪水調節機能が低下しているという。大雨時に上流

部が浸水する危険性が高まるため、検査院は国交省に対策を求める。ダムは大雨などで川が増水すると、

水門より高いところに水を貯め、一定の水位を超えると水門を開いて放水することにより、洪水調節を

行う。しかし、土砂が堆積して水門の高さを超えると、この洪水調節機能が低下してしまう。今回指摘

された 100 カ所のダムは、堆積した土砂が水門の高さを超えているものだ。国交省では、検査院の指摘

に対して、「ただちに支障が生じるとは思わないが、土砂の排除には時間と予算がかかり、対策が進んで

いないダムもある」と、認めた。検査院の指摘は、表向きは対策を求めているが、本来の意味は、すぐ

に機能低下する無駄なダムが造られていることを指摘したものだ。そのことを国交省は理解すべきでな

いか。 

 

 

 

 

 

【東北】 

◆名取シンポジウム ～震災起因養生漂流物への対応～ 

詳しくは、以下のチラシをご覧ください。名取シンポジウム.pdf 

2014 年 10 月 1 日，カナダバンクーバー水族館で行われた「バンクーバーシンポジウム〜震災起因洋上

漂流物への対応〜」の資料はこちら。20141001vancouversymposium.pdf 

日時：11 月 15 日（土）11:00～16:15 

定員：100 名（事前申し込み必要、先着順） 

参加費：無料 

主催：一般社団法人 JEAN、ゆりあげ港朝市協同組合 

mailto:hirumo@live.jp?subject=「うみひるも」投稿
http://www.jean.jp/blog/Natori141017.pdf
http://www.jean.jp/blog/20141001vancouversymposium.pdf
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【関東】 

◆東京海洋大学 福島の海プロジェクト 2014 福島の漁業 再開に向けての歩み  

2011 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事故以来、福島県の沿岸漁業は操業を自粛しています。し

かし、漁業関係者は、福島県が毎週おこなっているモニタリング調査にもとづいて放射性物質が不検出

となった海域・魚種について試験操業を行い、安全で安心な魚を供給する漁業の再開に向けて努力を続

けています。東京海洋大学も、福島県水産試験場とともに、大学練習船や漁業者の方々の協力を得て、

福島県沿岸の海洋環境・生態系の状況や放射性物質の分布について調査研究を行っています。こうした

福島の海の現場の様子をカフェとポスターでお伝えします。当日は大学祭（海鷹祭）も開催されていま

す。お気軽にお越しください。http://www.kaiyodai.ac.jp/event/1101/20987.html 

日時： 11 月 2 日（日）11:00～16:00（サイエンスカフェは 13:30～16:00） 

会場：東京海洋大学品川キャンパス 楽水会館 １階 大会議室 

（東京都港区港南 4-5-7；最寄り駅は品川駅または天王洲アイル駅） 

参加費：無料、申し込み不要 

対象：一般 

主催：東京海洋大学江戸前 ESD 協議会 

お問い合わせ：Tel. 03-5463-0574  

「福島の漁業＠海洋大 2014」実行委員会（川辺みどり kawabe@kaiyodai.ac.jp） 

 

◆第 2 回 JAMBIO国際シンポジウム「Aquatic Ecosystems: Past, Present and Future」 

筑波大学下田臨海実験センターと東京大学海洋基礎生物学研究推進センターの連携による組織「マリン

バイオ共同推進機構 （Japanese Association for Marine Biology; JAMBIO）」では、我が国の海洋生物

学分野の共同利用・共同研究を推進しております。このたび国内より 9 名、国外より 6 名の研究者を招

き、琉球大学熱帯生物圏研究センターとの共催で、第２回 JAMBIO国際シンポジウムを開催いたします。 

ぜひともふるってご参加ください。 

日時： 12 月 4 日（木）13:00～ 12 月 5 日（金）11:30 

場所： 筑波大学東京キャンパス文京校舎 （丸ノ内線茗荷谷駅徒歩 2 分） 

講演者：Greta Aeby (University of Hawaï, USA), Jarret Byrnes (University of Massachusets, USA), 

Jason Hall-Spencer (Plymouth University, UK), Tomonori Isada (Hokkaido University, Japan), 

Helena Fortunato (Hokkaido University, Japan), Mary O'Connor (University of British Columbia, 

Canada), Ryota Nakajima (JAMSTEC, Japan), Jurgenne Primavera (SEAFDEC, Philippines), Sonja 

Rueckert (Edinburgh Napier University, UK), Koji Seike (The University of Tokyo, Japan), Motohiro 

Shimanaga (Kumamoto University, Japan), Ryota Suwa (Marine Ecology Research Institute, Japan), 

Shigeki Wada (University of Tsukuba, Japan), Toshio Yamagata (JAMSTEC, Japan), Hideyuki 

Yamashiro (University of the Ryukyus, Japan) 

詳しくは：http://www.shimoda.tsukuba.ac.jp/~jambio/index.html 

参加費： 無料 

懇親会： 会費 一般：4,000 円 学生：2,000 円 

http://www.kaiyodai.ac.jp/event/1101/20987.html
mailto:kawabe@kaiyodai.ac.jp
https://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.html
http://www.shimoda.tsukuba.ac.jp/~jambio/index.html
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★事前申込：こちらのフォーム: http://goo.gl/forms/GRa3ZABD9V から登録お願いします。 

締め切りは 11 月 14 日（金）（当日参加可能）懇親会の予約のため事前申込をお願いします。 

問い合わせ先： jambio@kurofune.shimoda.tsukuba.ac.jp 

 

◆第 72 回 OWS 海のトークセッション 「アンモナイトとオウムガイ」 

太古の生物、アンモナイトをご存じでしょうか？ 今から約 6600 万年前、恐竜と時

を同じくして絶滅してしまった、頭足類（現在のイカやタコ）に属する生物です。 ア

ンモナイトがどのように生きていたのか、それを理解するための鍵は現在でも生きて

いる近縁の生物にあります。 その近縁の生物が、“生きた化石”とも呼ばれるオウム

ガイです。現生のオウムガイとアンモナイトを比較しながら、その進化や生態につい

て紹介したいと思います。 

和仁 良二（わに りょうじ）プロフィール 

1975 年神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了、博士

（理学）。専門は化石および現生頭足類の古生態や進化に関する研究。すでに絶滅し

てしまった生物の痕跡を集めて、解析することで、過去の生物の生きざまを理解でき

ることにおもしろさを感じている。化石記録をもとに、化石頭足類の古生態を復元す

るとともに、頭足類の進化や絶滅についても調べている。また、現生オウムガイ類の

観察や実験も行っている。 

 

日時：12 月 9 日（火）19:00～20:30 

場所：モンベル渋谷店 5F サロン 渋谷区宇田川町 11 番 5 号 モンベル渋谷ビル TEL 03-5784-4005 

ゲストスピーカー：和仁良二（横浜国立大学環境情報研究院准教授） 

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ください。※キャンセルされる方は必ずご連絡ください。 

【九州】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 26 回 和白干潟まつり 2014  ※詳細は次のページのチラシ参照 

 

 

ぷちフォトコーナー 
宮崎県宮崎市の海岸。隆起した断層が本当に洗濯板のよう

です。ここは「道の駅フェニックス」向かいの展望台から降り

たところ。帰り道は急な階段でキツイですが、上にある道の

駅で「エビ」ソフトをなめれば汗もひきます。まさにサクラエビ

の色と味で、意外にも美味でした♪     撮影・文：瀬戸内千代 

http://goo.gl/forms/GRa3ZABD9V
mailto:jambio@kurofune.shimoda.tsukuba.ac.jp
http://store.montbell.jp/search/shopinfo/?shop_no=618851
https://sv153.xserver.jp/~fc01/ows-npo.org/activity/ts/form.html
http://michinoekiphoenix.jp/


 

10 

 



 

11 

 

漂着した南方系の果実（続報） 

2014 年 8 月 29 日、モモタマナの果実 1 個が京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に漂着した記録を書い

た。それから 1 カ月も経過していないが、今回、またまた遭遇できた。台風接近のためか、ここ数日間、

北浜に打ち寄せる波も高く、海岸線の海はすっかり濁り、潜っても何も見えない日が続いた。 

 

 

2014 年 9 月 19 日になって少しだけ濁りは回復したので、シュノーケリング調査が夕方にできた。タ

コがやはり大型で希少な二枚貝のアラヌノメガイを食らっていた。この日の 17 時頃、モモタマナの果実

1 個が、また北浜に流れ着いていた。その外果皮はすっかり剥がれ、繊維質の中果皮もかなり剥がれ、コ

ルク質がむき出しになっていた。 

今回は、モモタマナと同時にサキシマスオウノ

キの果実 1 個も漂着していた。これには漂流物を

住処とするエボシガイも 1 個体が付着していた。

エボシガイは集団でもっと付いていたのかもしれ

ないが、ほとんどが剥げ落ちたのだろう。 

 

このところ毎年、フィリピンのミンダナオ島へ

向井宏先生を中心とした調査メンバーとジュゴン

調査に同行しているが、島の浜辺にこれら 2 種の

木が生えていて、果実もたわわに実っている。まさに両種とも熱帯性の木である。サキシマスオウノキ

はマングローブ林周辺に生育する常緑高木で、東南アジアなどに多い。我が国では奄美大島以南に生育

している。モモタマナも東南アジアの海岸に生育する半落葉高木で、日本では沖縄島以南で生育してい

る。従って、白浜から遠く離れた生まれ故郷から黒潮に乗ってはるばるとここまで流れてきたわけであ

る。両種とも年間に北浜へ流れ着く数は知れているし、流れ着いても育たないので可哀そうである。今

回の 2 個の果実も表面がかなり剥けており、発芽し易くなっているのかもしれないが、本当にまだ生き

ているのだろうか？ 
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気仙沼舞根湾調査 

東日本大震災から 3 年 7 カ月が過ぎました。未だに 24 万人を超える皆さんが狭く過酷な仮設住宅住ま

いを余儀なくされ、孤独死という悲しいニュースもあとを絶ちません。一方、水辺には、大きな山を切

り崩し、ベルトコンベアーで大量の土砂を運んでかさ上げが行われ、その先には巨大なコンクリートの

防潮堤を建設して、地震がよみがえらせらせてくれた、陸と海の間のかけがえのないエコトーンを壊滅

させる事業が控えています。水辺の生きものたちはこの人間の愚行をどのように見ているのでしょうか。 

今では日本の“知恵”として世界が注目しています森は海の恋人運動発祥の地、気仙沼舞根湾では、

震災後 2 カ月を経過した 2011 年 5 月から、大震災が沿岸生態系に及ぼした影響と回復の過程を、できる

だけ森から海までをつないで総合的・長期的に調べる「気仙沼舞根湾調査」が続けられています。中で

も、隔月とはいえすでに 21 回の潜水を続けている益田玲爾さん（京都大学フィールド科学教育研究セン

ター舞鶴水産実験所）の魚や大型底生無脊椎動物の水中観察は、なかなか進まない人間社会の復興とは

対照的に素早く回復する海の生きものたちの様子を明らかにし、地域の人々に“再び海と共に生きる力”

を呼び起こす上でも、大きな貢献をしました。さらにデータを積み重ねて、いずれ「歴史の証言」とも

言える画期的な報告を益田さんがまとめられるものと大いに期待しています。 

この 3 年半の観

察の中の象徴的な

イベントの一つは、

2011 年夏過ぎから

湾内一円の岸辺に

はキヌバリの稚魚

があふれたことで

す（写真１）。おそ

らく、震災前の生き

ものとその基盤と

なる環境との間の

定常的な諸関係が、

巨大な津波によっ

6. 有明海と三陸の水辺から（2）  田中 克   

写真１ 舞根湾中部の藻場に大量に現れたキヌバリ稚魚（2011年 11月、益田玲爾氏撮影） 



 

13 

て解消され、そのいわば“新地”に、いち早く回復した餌生物（カイアシ類）、そして捕食者の激減が

重なり、稚魚の生き残りが著しく高まった結果ではないかと思われます。なぜ、キヌバリかについては

今のところよくわかりません。 

 

その後、時間の経過とともに、観察される魚類の顔触れは多様化し、特定の種が圧倒的に優占するこ

とはなくなりつつあります。3 年半を経過して、震災前に岸辺の筏に大量に付いていたメバル（シロメバ

ル）がようやく戻り、この 4 月に竣工した舞根森里海研究所の前の筏の下には、この夏以来 15cm を超

える食べごろのメバルが

戻り（写真２）、この湾

の生態系はようやく落ち

着き出したように見受け

られます。 

しかし、この気仙沼舞

根湾の調査では、震災直

後に懸念された赤潮の発

生は観察されませんでし

たが、3 年目の春には未

だ経験したことのないよ

うな密度で赤潮プランク

トン（渦鞭毛藻類アレキサンドリューム・タマレンセ）発生し、震災の影響は形を変えて今も続いてい

ることも明らかにされ、今後 5 年、10 年と継続した調査が求められます。 

 

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。 

写真２ 舞根湾中部の筏の下に群がるシロメバル（2014年 7月、益田玲爾氏撮影）

影） 



 

14 

 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 

前号の小欄でサラリとご紹介してしまいましたが、新連載の著者、田中克（たなか・まさる）先生は、稚魚のご研

究から森里海連環学を築かれた初代京都大学フィールド科学教育研究センター長で、現在は同大学名誉教授、

国際高等研究所フェローです。NPO「森は海の恋人」副理事長や NPO「海遍路」顧問でもいらっしゃいます。連載

「白浜だより」を長い間ご執筆くださっている久保田信（くぼた・しん）先生（同センター准教授）はクラゲ学の権威

でありながら作曲して歌ってしまう多才な方ですし、『うみひるも』はぜいたくな執筆陣に恵まれ、ますます読み応

えがアップしております。ぜひ次号もお楽しみに！（ちよ） 

 海の生き物を守る会で予定しているジュゴン・スタディツアーには、今年は 6名の希望があり、それ以外にも

1名の人にはお断りをしなければいけないほど、好評をいただいています。今回は、12月 1日から 9日までの

予定で、全員がわたしと一緒に同一の行程で行くことになりました。毎年ジュゴンを見ているミンダナオのマリ

タ市の郊外に、今、石炭火力発電所が建設されています。この火力発電所の温排水は、ジュゴンの餌場の海

草藻場の一部に直接流れ込むことになるばかりではなく、藻場のもっとも主要な場所にまで高水温が影響を

与える可能性が高いのです。陸からの土壌の流出によって透明度が低下し、バイオマスが減少し続けている

上に、さらなるストレスがこのウミヒルモ群落に降りかかろうとしています。発電所の稼働は 2017年頃とされて

いますが、もうすでにその建設工事の影響が出始めているのではないかと心配しています。今度のジュゴン・

スタディツアーでは、変化しつつあるジュゴンの生息環境を見てくることになるでしょう。地元のジュゴンを見守

っている人たちは、憂いを抱いていますが、電気を使う以上、それに反対することはできないようです。日本で

も電気を使うなら原発に反対するなという脅しも聞かれますが、もっと違うやり方を考える文明を、私たちは持

たなければならないでしょう。ミンダナオなら、再生可能エネルギーの利用はもっと可能であるはずです。絶滅

が心配されるこの場所のジュゴンを救う道筋はあると信じていますが、沖縄のジュゴンも同じ運命をたどりそう

です。こうして少しずつあちこちの地域個体群がいなくなり、気がつけば、ジュゴンは地球からいなくなってしま

うのかもしれません。そうなる頃、人間はどのような生き方をしているでしょうか。そうなる前に、違う生き方に

変わらなければいけないのではないでしょうか。 

 来年 2月に、「海の生き物を守るフォーラム」を大阪で実施する予定ですが、その中では、海を殺してきた私

たちの今のコンクリート文明から、どのようにして脱却すべきか、議論したいと思っています。ぜひ皆さんも参

加してご意見をお寄せ下さい。（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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