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「今月の海の生き物」アオウミガメ  Chelonia mydas mydas    

カメ目ウミガメ科に属する海産爬虫類。インド洋、太平洋、大西洋など熱帯・亜熱帯の海洋に広く分布する。日本

では、小笠原諸島と南西諸島が主な産卵地として知られる。近年、愛知県や鹿児島県などでも上陸・産

卵が見られるようになった。体長は 1m 内外、体重は 200kg を超える個体もある。甲羅は楕円形をして

おり、椎甲板は 5 枚で 4 枚のタイマイと区別される。名前の由来は体脂肪が緑色をしていること。主に

海草（リュウキュウスガ

モ、リュウキュウアマモ

など熱帯性の海草）を食

べるが、藻類を食べるこ

ともある。雌は交尾した

後、砂浜に上陸し、後肢

で穴を掘り、100個前後

の卵を産む。卵は 50 日

前後で孵化し、幼亀はた

だちに海へ向かう。古く

から肉は食用に、甲羅は

加工されてきたが、近年

は保護動物として、ワシ

ントン条約で国際取引

が禁止されている。 

 

    （フィリピン・

ミンダナオ島マティ市マヨ湾にて 2014年 12月   Jun 氏撮影：東京大学海草研究グループ協力） 

http://e-amco.com/
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●「海の生き物を守るフォーラム 2015」を開催します 

 2015 年 2月 11日に大阪の「クレオ大阪東」で、「海の生き物を守るフォーラム 2015 海と人間の

関わり方を考える ～コンクリート文明からの脱却～」と題したフォーラムを下記の要領で開催します。 

 このフォーラムでは、諫早湾・有明海の問題と東北防潮堤問題を中心に、日本におけるこれまでの自

然と人間との関わり方を振り返り、これからのあり方を考えたいと思います。多くの皆さまの議論への

参加を期待いたします。 

 また、フォーラムでは、京都在住の歌手江藤ゆう子さんに、海と人間の絆、残していきたい海と人間

の歌を歌っていただきます。心を癒やす江藤さんの歌声をお楽しみください。 

 

「海と人間の関わり方を考える ～コンクリート文明からの脱却～」 

日時：2015年 2月 11日（水・祝日）13:00～17:20 

会場：クレオ大阪東（大阪市男女共同参画センター東部館）2F 音楽室（多目的室） 

   大阪市城東区鴫野西 2丁目 1－21 Tel: 06-6965-1200 

プログラム  司会：江藤ゆう子 

・趣旨説明：向井 宏（海の生き物を守る会 代表） 

・講演 1「干潟の生き物から見た諫早湾干拓事業」佐藤 正典（鹿児島大学教授） 

・講演 2「有明海再生への提言と防潮堤建設への疑問」田中 克（京都大学名誉教授・舞根森里海研究所所長） 

・「海と人間を歌う」江藤ゆう子（歌手） 

・講演 3「経済学から見た防潮堤建設」（仮題）大沼あゆみ（慶應義塾大学教授） 

・コメント「公共事業の問題点 環境女子会の議論から」安部 真理子（日本自然保護協会） 

・討論と対話「コンクリート文明をどうするか？」司会：向井 宏  全講演者と会場との討論と対話 

終了後、海の生き物を守る会の総会を行います。 

tel:06-6965-1200
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●2/11 総会にも参加を！ 

今年の海の生き物を守る会の総会を、2015年 2月 11日に、大阪市京橋駅商店街の居酒屋で開きます。

「海の生き物を守るフォーラム 2015」の終了後、夕食を食べながら行います。会員の方は、ぜひご出席

ください。フォーラムに参加できなくても、総会だけでも参加できる人はご参集ください。会員で、や

むを得ず欠席される方は、委任状※をお送りください。また、入会希望者もご参加いただけます。 

※委任状送信用フォームは次の「会報」でご連絡します。メールで提出の場合は右記へ  hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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●ジュゴン・スタディツアーを実施しました 

 2014年 2月に続いて、今年 2度目のジュゴン・スタディツアーを 12月 1日～9日に行い、フィリピ

ン・ミンダナオ島のダバオ湾周辺のプハダ湾、マヨ湾、マリタ市の 3カ所を訪れました。参加者は若者

から高齢者まで 5名が全行程に参加しました。 

 調査本隊は、太平洋側のマヨ湾でジュゴンの水中撮影にも成功、ツアー参加者も、全員がジュゴンを

観察し、ジュゴンの食み跡を見て、ジュゴンが食べる海草について、勉強しました。マティ市の DOSCST

とマリタ市の SPAMASTの 2つの大学では、セミナーにも参加し、現地の学生や教員たち、そして街の

人々とも交流しました。 

 帰る頃、去年と同じような大型台風 22号が、フィリピン中部のビサヤ地方を襲ったため、帰りの飛行

機が欠航する可能性が高くなり、心配しましたが、結局、無事飛行機も飛び、予定通りのツアーが実施

できました。ジュゴン・スタディツアーの報告会をいずれ予定しています。以下に、前回に引き続き参

加した久保田信さんの感想・記録をお届けします。 

 

DugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugong 

3 回目のフィリピンのミンダナオ島でのジュゴン調査             久保田 信 

 2013年 3月初旬、フィリピン最南端のミンダナオ島でのジュゴン調査隊に初めて加わった。その次の

参加は 2014年 2月下旬、今回で連続 3回となった。2014 年 12月上旬の調査では、これまでと同様の約

1 週間の調査訪問ができた。いずれも島の南部に位置するマチ Matiとマリタ Malitaでの調査である。

マニラから飛行機を乗り継いで降り立ったミンダナオ島ダバオ Davao 空港から東西へ車で、それぞれ数

時間ほどの小さな町である。全て向井宏先生が 10年以上も前から調査されている場所である。 

 ダバオ東方の Matiではダヒカン

Dahicanという所にあるサーフ天

国の美しい砂浜（写真）に面したリ

ゾートホテルにいつも宿泊する。今

回、ここに到着後、すぐにジュゴン

を目撃できた。目の前に広がるマヨ

湾Mayo Bayにはジュゴンが生息し

ていることは知らされていたが、実

際にこの目でこの現場で見たのは

今回が初めてだった。12月 2日夕

方、恐らく 1頭が 2度海面に現れた。 
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 Dahicanの磯浜には漂着物が多い。多種多様な貝殻や種子などが収集できる。南国ムードたっぷりの

メニューだが、小生が勤務している京都大学瀬戸臨海実験所が所在する和歌山県白浜町沿岸に生息して

いる貝類も多く見られて黒潮の恵みを体得できるし、漂着する種子にも南方へのつながりが分かる。こ

こでのメインは Mayo Bayとは反対側にあるプハダ湾 Pujada Bayで、ジュゴンのはみ跡などを調査す

る。この波静かな湾で、カウンターパートの DOSCST（東ダバオ州立資源科学大学）の Leaさんやフィ

リピン大学の Fortes さんら一行もずっと調査隊のメンバーである。今回、東大の山室真澄さんと新人チ

ームであるウインデｲーネットの小川年弘さんらの 5名が凄腕の測量機器を用いた海草やジュゴンの調査

を実施された。 

 向井チームはマサオ Masao にあるリゾートホテル前から現地製の船をチャーターし、湾口付近にある

2 つの小島の傍を回って戻ってくる周遊の行程で、主に海草のはみ跡調査を実施した。海草ベッドの中に

線状のはみ跡がいくつもあった。シュノーケリング観察で小生は確認した。前回も同じ場所に今回と同

じようなはみ跡があった。ジュゴンが時折ここで摂餌しているのは確かである。現地ではこれに関連し

た講義も聞ける。Fortes 先生が 1時間ほどされた。 

 Malitaへは半日 Matiから移動するが、その途上、Davaoでダイビング器材をショップで一式借りる。

その翌日はカウンターパートの SPAMASTの Ruthさんのいつものお世話で市役所や歴史博物館などを

まわった後、講演会が開催された。その後、ジュゴンが毎回目撃できるいつもの現場へも下見に行った。

時ならぬ巨大台風が接近しており、波の状態が気がかりだったが案外荒れていなかった。現地で観察を

している方から早朝にジュゴン 3頭が目撃できたとの情報を頂けた。カウンターパートが昼食も夕食も

お世話してくださり、今回はカラオケのバックミュージックも付属してあり、筆者も幾つかを気持ちよ

く歌えた。現地の人は相当な歌好きである。 

 その翌日と翌々日はジュゴンと海草の調

査。筆者は岸からいつものように海面に息

継ぎするジュゴンを確かめる。今回は過去

2 回ほどには熱心に観察しなかったが、初

日に 1回、その次の日には 12回以上が目

撃できた（写真）。いずれも午前中に限ら

れており、Matiの場合とは異なっていた。

出現をねらった写真や動画撮影は難物であ

る。今回は初めて 2頭が並んで出現したの

も目撃できた。現地の方によると子供もい

るそうである。ジュゴンは何年にも一度一

頭の子供を産むのでなかなか子供は見られ
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お気軽に『うみひるも』にご投稿ください♪ 

・『うみひるも』や海の生き物に関することであればテーマ不問です 

・「みんなのひろば」コーナーに掲載させていただく場合がございます 

・匿名や非掲載をご希望の時は、そのむねを明記してください 

 

投稿用アドレス（うみひるも編集部宛） hirumo@live.jp 

投稿用フォーム↓↓↓ 簡単にウェブから投稿できます！ 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf 

ないとのことである。観察の休み中には漂着物調査も実施する。Malitaの砂浜には種子は比較的多く漂

着しているが、貝類やサンゴなどの海洋生物は極めて少ないのが寂しい。 

 Malitaの朝食は 24時間オープンのホテル近くのレストランで色々なものが食べられる。昼食や夕食は

カウンターパートがおもてなしをしてくださることが多い。早朝に散歩すると、町の人々が声をかけて

挨拶してくださる。原色の花々が咲いており、果物も色々実っている。マーケットの魚市場コーナーに

行くと、魚が中心に売られているがいつもの貝や海藻もある。写真を撮らせてもらうと、いつでも皆人

なつこく、いっしょに写るろうとする方々が多い。 

 瞬く間に時間が過ぎてゆく……。マンゴスチンは時期が終わり、ドリアンは時期が早すぎたが、色々

なトロピカルフルーツが今回も食べられた。やっぱりココヤシは定番だが有り難い。今回は山へのエク

スカーションもあり、森林性の動物、特にフィリピンワシの仲間も観察できた。最後に、今回の 2カ所

の調査では 2チームにより色々な観察方法がとられたが、ジュゴンの姿が双方ともカメラでばっちり撮

ることができたのは何よりだった。 

DugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugong 

  

mailto:hirumo@live.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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2．イカとタコ 切手コレクション （12）   立川賢一 
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【北海道】 

●道路にトドが出現 斜里町 

11 月 24日、北海道斜里町の港から数百 mの道路上にトド 1 頭が発見され、大騒ぎになった。衰弱し

た状態で、道路上で休息中。海に戻すためにフォークリフトや軽トラックも出動した。結局、トラック

に乗せて運び、海岸で放された。このトドは雌の成獣で、体重は 150kg と推定された。トドはしばしば

沖合に現れるが、道路上まで上がってきたのは、きわめて異例のことという。 

 

【東北】 

●地下水の海洋放出について漁業者に説明会 漁業者は反発 

東京電力福島第一原発の原子炉建屋周辺の井戸からくみ上げた汚染地下水を浄化して海へ放出する計

画について、国と東電は、いわき市の小名浜魚市場で漁業者を対象にした説明会を開催した。浄化試験

結果やその運用などを示し、海洋放出について漁業者の理解を求めたが、漁業者からは「汚染された地

下水だから（浄化したと言っても）反対だ」「安全な水なら他県へ持って行ってくれ」など反発が相次い

だ。その後、説明会は相馬市でも開かれた。 

 

【四国】 

●那賀川河口の人工干潟で希少種が減少 環境激変で 

2014年 8月の台風 11号にともなう豪雨によって、徳島県阿南市那賀川町の那賀川河口の人工干潟で、

巻貝のウミゴマツボや魚類のツマグロスジハゼなど、希少種の個体数が大幅に減少したことが明らかに

なった。絶滅も心配される事態だ。調査は、国交省那賀川河川事務所が行ったもので、減少の主な原因

は、洪水によって上流からの土砂が人工干潟上に滞積し、干潟の地形が大きく変化したためと考えられ

る。希少種のミズゴマツボは、昨年の 208 個体から 2 個体に激減、ツマグロスジハゼは 48 個体から 5

個体に減少するなど、人工干潟の出現種数は 127種から 94種まで減少した。一方、シオマネキやトビハ

ゼなどわずかながら増えた腫もある。 

「環境回復モニタリング委員会」で報告したところ、委員から「大きな出水にも干潟が持ちこたえら

れるだけの工夫が必要」との意見が出され、河川事務所では、砂の除去や泥の補充など改善策を検討し

たいとしている。 

しかし、河口付近の干潟は、大雨の時の出水による土砂の堆積が起こる環境に本来できるもので、こ

のような影響は当然織り込み済みでなければならない。出水のたびに砂の除去や泥の補充などを行わな

いと維持できないような人工干潟なら、もともと造成すべきでない。干潟は自然干潟を保全することが

もっとも重要であり、人工干潟を造成して、常に手を入れなければならないような干潟を維持する必要

はない。 
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●深海性ユウレイイカを捕獲 

高知県室戸市の沖で、深海生物のユウレイイカが捕獲された。ユウレイイカは佐喜浜町沖合の大敷網

に数十匹がかかった。胴の長さは 30cmほどで、触腕を含めた長さは約 1.5mにもなる。水深 200～600m

の深海に住むことが知られている。体は透明で、足は青く発光する。生態はあまり解明されていない。 

 

【九州】 

●フグより強い毒魚「ソウシハギ」を発見 別府湾 

フグの約 70倍の強い毒をもつとされているカワハギの仲間「ソウシハギ」が別府湾で見つかった。体

長 30～50cm ほどあり、カワハギに似ているが、体に青い斑点がある。大きな尾びれが特徴。内蔵に猛

毒があるため、食べると呼吸困難になり、筋肉痛や麻痺が起こり、重篤な場合は死に至る。国内では 2012

年までに 121 人が中毒を起こし、7 人が死亡している。大分県東部保健所では食べないよう、注意を呼

びかけている。 

 

●確定判決を国は守らねばならない 佐賀地裁が国の主張を退ける 

国営諫早干拓事業で、長期開門調査を行えという福岡高裁の確定判決にもかかわらず国が農家の反対

で対策工事ができないことを理由に開門調査を行おうとしていないことについて、佐賀地裁は、「確定判

決は対策工事の実施を要件とはしていない」として、勝訴漁民の強制執行を許さないという判決を求め

た国の請求を退けた。 

 

 

【沖縄】 

●辺野古沖の埋め立てと基地建設に反対の翁長新知事が誕生 

2014 年 11 月 16日の沖縄県知事選挙で、辺野古基地建設反対を訴えた翁長雄志（おなが・たけし）氏

が基地建設を推進した仲井真前知事を、10 万票を超える大差で破り、新知事に就任した。しかし、政府・

沖縄防衛局は、沖縄県民の民意を無視し、巨大海上警備艇を辺野古沖に向かわせ、あくまで辺野古の埋

め立て工事を強行しようとした。その直後、安倍政権が国会を解散し総選挙を行うことが同月 22日に決

まると、辺野古の工事強行が選挙において自民党に不利に働くという見込みから、政府は 12 月 14 日の

投票日まで工事を中断することを決めた。一方で、仮設桟橋設置に向けた陸上での準備など、海上と比

べて目に付きにくい作業は継続する方針である。 

 沖縄防衛局は、名護市長の反対で工事の変更を余儀なくされ、工事変更申請を沖縄知事に出した。こ

れに対して、仲井真前知事は、退任のわずか 4 日前に県幹部を秘密裏に招集し、そのうちの 2 件につい

て承認を強行した。退任の日は抗議する県民の声で辞任式も行えず、すごすごと県庁を立ち去った。 

 翁長新知事の誕生で、辺野古問題は新しい局面を迎えた。辺野古の素晴らしい海と海の生き物を守り

通す可能性が出てきた。埋め立て土砂の採取予定地の徳之島では、漁民が 1000万トンの土砂を徳之島か

ら積み出すことを拒否した。奄美大島と小豆島からの土砂の搬入が予定されている。沖縄だけではなく、

奄美大島や小豆島でも戦いが必要だ。 
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●水路切り替えを取り下げ 沖縄防衛局 

沖縄県名護市辺野古の米軍基地建設のための埋め立て工事について、沖縄防衛局は 4 件の工事変更申

請を沖縄県に提出していたが、そのうち「美謝川の水路切り替え」については、11月 27 日に取り下げた。

美謝川の水路切り替えについては、沖縄県環境部が環境保全策との矛盾を指摘し、「整合に疑問がある」

と厳しい意見をつけ、沖縄県としては承認しない方向になった。そのため、沖縄防衛局は事前に取り下

げたものと思われる。名護市長の権限で、予定した水路の工事に取りかかれないことから、沖縄防衛局

が急きょ、水路をキャンプシュワブ内の地下を通す工事に切り替えようとしたもの。これによって再び

防衛局は、ダム占用について名護市長と協議せざるを得なくなる。名護市長は基地建設にあらゆる手段

で反対すると言っており、この工事は基地建設を阻む力になりそうだ。 

 

●ソフトコーラルとエビが「助け合い」 共生の実例を発見 

名護市大浦湾に生息するソフトコーラルとエビが「助け合い」の共生関係にあることを、琉球大学理

学部非常勤講師の中根理枝さんと沖縄科学技術大学院大学研究員の藤井琢磨さんが共同研究で明らかに

した。発表された論文によると、ソフトコーラルがウミウシに食べられそうになると、ソフトコーラル

と共生しているエビが衝撃波を発生させて、ウミウシを追い払うという。 

ソフトコーラルは、固い骨格を持たないサンゴの仲間を言い、エビは、ソフトコーラルの体に住みこ

んだトゲトサカテッポウエビ。ウミウシが近づくと、エビがハサミをぱちっと閉じて衝撃波を生じさせ

る。ウミウシはびっくりして逃げていく。この共生関係は大浦湾でも、飼育下でも見られた。大浦湾は

辺野古の北側に位置し、今回の米軍基地建設で大きな影響を受ける海域だ。貴重な研究結果が出た大浦

湾は、生物多様性の高い海域でもある。大浦湾を保護することがますます重要になっている。 

 

 

【全国】 

●「海洋汚染なし」 原子力規制委員会が汚染水漏れで発表 

原子力規制委員会（田中俊一委員長）は、2013 年 8月に東京電力福島第一原発の汚染水を貯留してい

る地上タンクから約 300 トンの高濃度汚染水が漏れたことについて、これによる健康や環境への影響を

懸念すべき海洋汚染はなかったとする見解を 2014 年 12 月 10 日にまとめた。規制委員会が東電から提

出された最終報告書に基づき評価したもので、近く IAEA（国際原子力機関）に報告するという。独自の

調査を行わず東電の報告を鵜呑みにした評価になっており、今も続く地下の汚染水の海洋への漏出を考

えると、規制委員会の姿勢には、大きな問題が残る。 

 

【世界】 

●米国西海岸でセシウムを検出 海兵隊員 2 名が死亡 トモダチ作戦で 

東京電力福島第一原子力発電所の事故で、海に放出されたとみられる放射性物質のセシウム 134 が、

米国西海岸の沖合の海水から検出されたと、米国の研究所が発表した。また、福島原発事故の直後にト
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モダチ作戦として近海に出動した空母ロナルド・レーガンの海兵隊員 2 名が、骨髄膜腫と白血病で死亡

したことが明らかになった。それ以外にも多くの海軍兵士が被爆し、がんなどの病気にかかっているこ

とが、兵士たちが東電を告訴した裁判で明るみに出されている。 

 

●ヒトデが大量死 北米西海岸 ウイルスか？  

最近 1 年半ほどの間、北米の西海岸で数百万匹におよぶヒトデが死んで、海底に死骸が累々と横たわ

るという事態が進行している。このヒトデの大量死は、アラスカからカナダ沿岸を通り、バハ・カリフ

ォルニアにいたる広範な地域に広がっている。2014 年 11月に科学雑誌「Proceedings of the National 

Academy of Sciences」誌に報告された論文によると、その原因はパルボウイルス科のウイルスによるも

のとされている。このウイルスに感染すると 10日ほどして白斑が現れ、衰弱して細菌に感染しやすくな

り、死亡するという。ヒトデは死亡すると骨片をつなぐ組織がないため、まるで溶けていくように分解

する。そのため、まるで溶けて流れるようにみえる。 

ウイルスに感染して死亡するヒトデは 1種ではない。これまで知られているだけで、20 種近いヒトデ

が同様に死亡しているのが発見されている。ウニやナマコなどの棘皮動物では、ウイルスによる大規模

な死亡はこれまではほとんど知られていない。ウイルスはこれまでも検出されているが、大量死を招く

ことはなかった。今回のような大量死がなぜ引き起こされたか、まだその原因は明らかにされていない。

研究者らは、この大量死の前にヒトデの大発生があったことが、ウイルスの感染を広げたと考えている

ようだ。 

 

●米国で養殖・天然の魚からも抗生物質を検出 

アリゾナ州立大学の研究者チームは、米国各地で消費されているエビやサケ、マス、ティラピア、キ

ャットフィッシュなど 27種類の水産生物を調査した結果、野生のエビ、養殖のティラピアとマスから抗

生物質のオキシテトラサイクリン、養殖のサケから 4-エビオキシテトラサイクリンやオルメトプリムが

検出された。さらに天然のサケからバージニアマイシンが見いだされた。魚類の養殖では、自然にはな

い高密度での飼育を行うため、魚は病気になりやすい。そのために、抗生物質を多量に投与することが

普通に行われている。しかし、抗生物質の大量投与がバクテリアの抵抗系統への進化をもたらし、さら

に強力な抗生物質の投与が行われるという、いわゆる生物学的な「軍拡競争」が行われ、微生物の抵抗

力の進化が進んでいる。 

このような「軍拡競争」は、魚を食べる人間の体内でも起こり、抵抗力の強いバクテリアの進化が人

間に災いをもたらすことが心配されている。米国の感染病学会では、将来抗生物質が効かないバクテリ

アが出現して、全米で約 200 万人が感染する。いずれ人間がバクテリアに大量に殺される時代が来るだ

ろうと予測している。 
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【関東】 

◆ICERC レクチャーシリーズ 2014 第 2 回「ヒト、イルカ・クジラに出会う」 

イルカ・クジラ・海のフィールドで活躍する方をお招きして、一般の方向けにわかりやすくお話を伺い

します。今回の演目は「日本のホエールウォッチングの今」です。 

日時：2014年 12月 20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 

講師：笹森琴絵さん （海洋生物調査員、自然写真家） 

 

◆東大三崎臨海実験所展示室一般公開 

東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所では、展示室(普段は予約により学校関係に公開)の一般公開

を以下の日程で開催します。事前の参加申込みは不要、入場は無料です。お気軽にお越しください。 

今回は、顕微鏡コーナー(新企画)をもうけ、海の生き物の標本や生きた姿をご覧頂く予定です。海の日に

開催した今年度第 2回一般公開でお目見えした写真展「海の虫？」、こちらも合わせてご覧ください。 

日時：2014年 12月 23日（火・祝）9:30～12:00 

※ 悪天候時は公開を中止する可能性があります。公開中止の場合は当日朝までに臨海実験所ホームペー

ジにてお知らせいたします。 

場所：東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所（神奈川県三浦市三崎町小網代 1024） 

記念館 2階 展示室 

京浜急行三崎口駅から京急バス（三４系統）乗車 15分、終点「油壺」バス停下車徒歩 7～8分 

※地図はこちら 

  ※ お越しの際は公共交通機関をご利用ください 

  ※ 構内に駐車場はありません。車でお越しの方は有料駐車場をご利用ください 

入場料：無料 

問い合わせ：東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所   E-mail: kyouiku@mmbs.s.u-tokyo.ac.jp 

 

東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所 

海洋教育展示室一般公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.canpan.info/kansatsu/img/E5B195E7A4BAE5AEA41(20E382BFE382ABE382A2E382B7E382ACE3838BE38081E382A6E3838BE6AEBBE9A195E5BEAEE98FA1).jpg
http://www.mmbs.s.u-tokyo.ac.jp/jp/news/141104-1.html
http://www.mmbs.s.u-tokyo.ac.jp/jp/news/141104-1.html
http://www.mmbs.s.u-tokyo.ac.jp/jp/traffic.html#kounai
mailto:kyouiku@mmbs.s.u-tokyo.ac.jp
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【中部】 

◆藤前干潟 ナイトウォッチング 

冬の夜の海を望遠鏡で観察してみよう！どんな鳥が見られるかな？ 

日時：2014年 12月 20日（土）18:30～20:30 受付 18:15～ 

場所：藤前活動センター（名古屋市港区藤前二丁目 202番地）※地図はこちら 

   名鉄バスセンター（名古屋駅）から三重交通バス長島温泉方面行き「南陽町藤前」下車徒歩 15分 

対象：幼児～大人 

定員：30名 

参加費：大人 200円、小人 100円、幼児無料 ※小学 3年生以下の参加は保護者同伴でお願いします 

持ち物：帽子、手袋、水筒、あれば双眼鏡・星座盤、防寒着、懐中電灯※暖かい服装でお越しください 

主催：藤前干潟を守る会 

★申し込み・問い合わせ 080-5157-2002（干潟の学校専用ダイアル） 

9:30～16:00、但し月曜日と第三水曜日及び月曜祝日の場合は翌火曜日を除く 

 

◆藤前干潟ふれあい事業 カワザンショウガイ調査隊 

ヨシ原にいるとっても小さな巻貝の調査をします。砂粒のように小さな巻貝です。一般の方に公開する

本格的な環境調査。地味で根気のいる調査の継続こそが環境を守る道の一つです。 

日時：2014 年 12 月 21 日（日） 9:00～15:00 受付 8:45～ 小雨決行、荒天時は室内プログラムに変更 

場所：稲永ビジターセンター（名古屋市港区野跡 4丁目 11番地 2号） ※地図はこちら 

対象：中学生以上 

定員：20名 

参加費：200円 

持ち物：長靴、軍手、防寒着、タオル、筆記用具、汚れてよい服装、着替え、合羽、雨具、弁当、水筒 

主催：藤前干潟を守る会 

★申し込み・問い合わせ 稲永ビジターセンター 052-389-5821 

     9:00～16:00、但し月曜日と第三水曜日及び月曜祝日の場合は翌火曜日を除く 

 

◆子どもたちに美しい海を引き継ぐために in 三河 

海辺の体験活動や環境教育活動に取り組んでいる全国の仲間が集う 海に学ぶ体験活動協議会（CNAC）

の第 9回全国フォーラムが初めて愛知県豊橋市で開催されます。子どもたちに美しい海を引き継ぐため

に「今、私たちにできることは何か…」を、独自性の溢れる活動事例報告やパネルディスカッションを

通じて考えます。 多くの仲間と出会い、語らい、そして日本の中心から未来に向かって 発信しましょ

う。一人一人の想いが大きな波を創ります！ 各日のみの参加も可能。 

主催：NPO法人海に学ぶ体験活動協議会（CNAC） 

◇全国フォーラム 基調講演（キーノートスピーチ）その他、活動事例報告・パネルディスカッション 

「美しい三河湾を次世代に引き継ぐための取り組み」 

鈴木 信昭（国土交通省中部地方整備局三河港湾事務所長） 

http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/access/
http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/access/
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日時：2015年 1月 17日（土）13:30～17:30  受付 13:00～ 

場所：豊橋市民センター（カリオンビル）6 階 多目的ホール ※豊橋駅より徒歩 5分 

参加費：無料 

定員：100名 

◇海辺の環境教育プログラム体験会 エクスカーション TO伊良湖 

日時：2015年 1月 18日（日） 8:00～16:00 

参加費：大人 2000 円、子ども 1000円 ※往復バス代、保険、ランチ代込み 

定員：30名 

 

★申し込み： 両日とも 2015年 1月 9日（金）締め切り ※各日、定員になり次第締め切り 

 

 

【中国】 

◆上関自然の権利訴訟 公開シンポジウム“奇跡の海を守ろう！！” 

上関の自然を守る会は 2008 年 12 月 8 日に山口県を相手取り、上関原発予定地の公有水面埋立免許取り

消しを求める裁判を起こし、現在まで 23回の公判が行われ、いよいよ山場に向かいつつあります。この

裁判は、１．埋め立てにより貴重な自然が破壊され、祝島の方たちをはじめ、自然の恩恵にあずかるす
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べての人の権利が損なわれること ２．埋め立て後に作られるものが福島第一原発事故でも明らかにな

ったように危険極まりない原発であるにも関わらず、その安全性が考慮されていないこと を争う全国

的にも珍しい裁判です。この裁判が持つ意味を一人でも多くの方に知っていただき、裁判所が祝島をは

じめとする関係住民や研究者の声に耳を傾け、良識ある判断を下すよう、働きかけを強めるために下記

のシンポジウムを開催します。ひとりでも多くの方のご参加をお待ちしています。 

日時：2015年 1月 31日（土）13:30～15:30  

場所：上関町中央公民館（山口県上関町大字室津 847番地） 1F 講堂 

参加費：無料（カンパ歓迎） 

パネリスト 

・チェルノブイリ/福島第一原発事故の教訓と上関原発計画(仮題) 

今中哲二氏（京都大学原子炉実験所） 

・上関原発建設計画と“奇跡の海”（仮題） 加藤真氏（京都大学大学院人間・環境学研究科） 

・祝島島民は公有水面埋立/原発建設を許さない！！（仮題） 

       山戸貞夫氏（上関町議会議員） 

・上関原発計画と住民の安全/避難計画のあり方 講師折衝中 

・上関自然の権利訴訟の意義と今後の展望  籠橋隆明氏（上関自然の権利訴訟 弁護団長） 

主催：上関の自然を守る会 

問い合わせ：090-8995-8799 

 

【九州】 

◆和白干潟のクリーン作戦と自然観察 

日時：2014年 12月 20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：090-1346-0460（田辺） 

 



 

 

 

16 

●確定判決不履行 1周年抗議全国集会 in 長崎 
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アラハダカ（魚類）の和歌山県白浜町沿岸における漂着記録 

 ハダカイワシと言えば深海で発光する魚である。この類の内のアラハダカは、全世界の外洋の水深

200m 以深に生息する。この種は我が国では北海道から土佐湾にかけての太平洋の沖合に分布している。

不思議なことに、アラハダカが、和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”へ何度も

同じ時期に漂着した。 

図．京都大学瀬戸臨海

実験所“北浜”へ 2012

年 11月 5日に漂着した

小型のアラハダカ（数字

は京都大学総合博物館

での保管番号） 

 

 

 

 

 そこで、2013 年と 2014 年にこの区域で継続調査を実施した。2 年間、ほぼ毎日のように調査した。

この際、アラハダカのこれまでの記録が集中していた 5月に留意して行った。特に 2014 年は 4月下旬か

ら 6 月初旬までの期間中は、早朝（鳥にとられないように）と夕方の 2 回、“北浜”を往復して調査し

た。残りの期間中は、毎日少なくとも１回の往復調査とした。 

 結果だが、奮闘努力の甲斐がなかった。期待に全く反し、アラハダカの漂着がこの 2 年間の調査では

全くなかった。前回の漂着があった 2012 年の例だと、1年に 2度もあって半年間隔で漂着したのと大き

な相違である。 
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 これまでの漂着記録を読むと、特定時期に集中しているのに気付く。春のＧＷ前後での漂着である。

2010 年以降、4 月下旬から 5 月初旬の限定された時期にかけて、ここ“北浜”調査区域にアラハダカが

3 年（2010, 2011, 2012年）連続でこの時期に 3回漂着した。また、同じ白浜町の別の場所にも 1996年

の同時期に 1度漂着している。これらの体長は 72―78 mmだった。ただし、2012年は 11月初旬にも漂

着が見られ、しかも春先の個体と異なり小さくて、体長が 58 mmしかなかった。これは、例外的なのか

どうか分からない。 

 以上が全ての記録である。これら 5 事例ともそれぞれただ１尾の漂着である。これらは貴重な標本な

ので京都大学総合博物館で大切に保管されている。今回の調査結果からも、本種の漂着例は当該区域で

は今後も稀少であろう。最後になったが、アラハダカは夜間に表層近くに餌を追って上昇して来るので、

この時になんらかのアクシデントで上記のような稀な漂着が起こっているのかもしれない。 

 

 

 

 

 

舞根湾奥部のニホンウナギ 

 2011年 3月 11日に発生した巨大な地震は東北太平洋沿岸域に壊滅的な打撃を与えましたが、水際に

生きる生きものたちにとっては、全く別の効果をもたらしたのです。三陸リアスの海では、山が海まで

迫り、入り組んだ湾奥には小規模な浜が広がり、人々はその谷間に張りつくように暮らしています。限

られた平地を広げるために、多くの浜では湾奥部の湿地帯や干潟などの浅瀬が埋め立てられました。東

日本大震災によって、このような低地はことごとく壊滅し、多くの犠牲者を出しました。 

 一方、巨大な地震を引き起こしたプレートの大規模な移動は、東北太平洋沿岸域の地盤を沈下させ、

舞根湾では 70cmに及びました。湾奥部の宅地や農地のあとには海水が浸入し、広い湿地帯や干潟的環

境が蘇ったのです。そして、潮通しが良い干潟的環境には、今では全国的に減少し続けているアサリ稚

貝の大発生をもたらしました。湿地内にはボラ・ハゼ類・スズキ・アユなどの稚魚が現れ出し、現在そ

れらの稚魚や無脊椎動物のモニタリング調査が続けられています（写真 1）。しかし、行政は原形復旧が

役割と、せっかく多様な生きものたちが現れ出した湿地は埋め立てられ、かさ上げの土が盛られ始めて

いるのです。 

6. 有明海と三陸の水辺から（4）  田中 克   
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 このような湿地帯を横切って湾奥部に流れ込む西舞根川は、河口近くでも川幅数 mほどの小さな川で

すが、今夏、“大発見”がありました。日没後の満潮時近くに下流域を探索すると、ニホンウナギが見

つかったのです（写真 2）。このような状況は 6月下旬から 8月下旬まで観察するたびに確認され、50m

ほどの観察区間で 10尾前後のニホンウナギが確認されることもありました。小型のウナギがかなり大き

いヌマチチブと思われる魚を尾部から口に入れた周りにカニが現れ、それを横取りしようとする場面も

観察されています。 

 田舎の西舞根川でも下流域は典型的な三面張りのために、本来ウナギの生息には不向きな環境ですが、

上流から流れ込む石や砂が溜まった周辺に大小の木切れが堆積し、ニホンウナギはそのような“木造の

仮設住宅”をねぐらにしながら、周辺に多数生息するハゼ類やカニ類を餌として暮らしている様子が推

定されました。 

 このウナギの生息が確認された西舞根川の東側には最大の湿地が存在していますが、NPO法人「森は

海の恋人」などが地権者と交渉の上、買い上げたために潰されることはなくなり、ほっとしています。

かつては、いたるところに存在したこのような陸と海の境界域はニホンウナギの格好の生息場であった

と推定され、ここをウナギの里にしようと考えています。気仙沼市とも交渉の上、この湿地と接する西 

写真 1 舞根湾奥部に震災と共に蘇った湿地で行われる生物モニタリング調査 
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舞根川のコンクリート護岸をできるだけ自然度の高い岸辺に変えて、川と湿地を生きものたちが自由に

出入りできる環境に変える計画です。そのような環境順応的な環境改変に生きものたちがどのように反

応し、湿地の生物多様性がいかに高まるかを調べる予定です。 

 

 

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。 

写真 1 柳川の掘割の水中に沈めた石倉カゴ 

写真 2 西舞根川下流域で観察されたニホンウナギ（畠山 信氏撮影） 



 

 

 

21 

 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 

『うみひるも』編集ボランティアの特権は、向井先生の原稿や先生方の連載エッセイをいち早く読めることです。

今回は、ジュゴンツアーに参加した久保田先生が、そのレポートもご寄稿くださいました。フィリピン調査での余

暇の過ごし方も想像することができて楽しかったです。そして田中先生のエッセイでは、巨大地震と津波で図ら

ずもよみがえった生態系の貴重さを、改めて感じることができました。復興を急ぐ東北各地の事情に口出しはし

にくいのですが、都会ではもう見ることができない希少生物たちのサンクチュアリを、できるだけ残しておいてほ

しいと思ってしまいます。そして、そうした環境がちゃんと観光資源として地域にお金を落とすようになれば素敵

です。ゲームやスマホに吸い込まれて誰もが液晶画面ばかりを見ている光景に絶望的にもなりますが、子ども

の素直な感性が、海や山あそびで味わえる本物のドキドキを選ぶことを、願わずにはいられません。 （ちよ） 

日本の海岸をすべて潰してしまうような現政権の国土強靱化という公共事業が、今回の選挙の結果、これか

らも続くおそれがある。海の生き物を守る運動にとっては、いっそう暗くなる見通しだが、唯一、沖縄の辺野古

基地建設については沖縄県民の明確な意思が出された。これでも政府は辺野古を埋め立てると言うのだろう

か。美しく生物の多様な辺野古の海を守るために、私たちはこれからも沖縄の人々の意思に寄り添いたい。2

月 11日には、海岸の破壊を進めるこの「コンクリート文明」からの脱却を目指して、現状と見通しを語り合いた

い。ぜひ、海の生き物を守るフォーラム 2015にご参加ください。（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 
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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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