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「今月の海の生き物」カメフジツボ

Chelonibia testudinaria

フジツボ類を貝と間違える人が多い。貝は軟体動物だが、フジツボ類は甲殻類。エビやカニ
の仲間である。カメフジツボは、アカウミガメなどの甲羅に特異的に付着する。カメの甲羅
以外では生息し
ていない。節足
動物甲殻綱無柄
目カメフジツボ
科に属する大型
のフジツボ。最
大直径は 8cm に
達する。世界の
熱帯・亜熱帯の
海に棲むウミガ
メに付着してい
る。フジツボ類
は一般に雌雄同
体で近隣の個体
間でペニスを伸
ばして交尾する
ことが知られて
いるが、カメフ
ジツボは、大型の雌個体の殻の上に非常に小さな雄が棲み着き交尾する。矮雄と呼ばれる。
普通、1 個体のカメの甲羅上には 2～3 個体の小集団で生息しているが、写真のアカウミガメ
には多数のカメフジツボが付着していた。珍しい例と思われる。
（徳島県美波町日和佐大浜海岸うみがめ博物館「カレッタ」にて 向井 宏撮影）
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【活動予定】
●「ジュゴンシンポ in 名護」を後援
海の生き物を守る会では、3 月 7 日に沖縄県名護市で
開かれるジュゴンシンポジウム「ジュゴンってどんな動
物？」を後援します。このシンポは、おきなわサンゴ礁
ウィーク 2015 の一環として、日本自然保護協会の主催、
北限のジュゴン調査チーム・ザンの共催で、以下の要領
で開かれます。本会代表の向井が講演します。
日時：3 月 7 日（土）13:15～17:30
場所：大西公民館（名護市）
参加費：無料
★申し込み不要、どなたでも参加できます。

●「嘉陽海岸砂浜いきもの調査」を実施
おきなわサンゴ礁ウィーク 2015 の一環として、辺野古・大浦湾の北側でジュゴンがもっとも多く訪れ
る嘉陽海岸で、砂浜生きもの調査を実施します。この調査は、日本自然保護協会と海の生き物を守る会
が共催します。指導は、当会代表の向井

宏。前日のジュゴンシンポと引き続き、ご参加ください。こ

の「いきもの調査」は、海の生き物を守る会が行っている砂浜海岸生物調査の一環としても扱い、調査
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票は海の生き物を守る会にも提供します。
日時：3 月 8 日（日）11:00～16:00
場所：嘉陽海岸共同売店前
参加費：無料
持ち物：歩きやすい靴、昼食
定員：30 人
★申し込み先：安部 TEL 080-5067-0957

abe@nacsj.or.jp

●奄美大島でフォーラムを開催 「奄美の自然を守り、辺野古に連帯する」
2015 年 5 月 30 日（土）に、「ストップ辺野古！ 奄美緊急アクション その２ ～奄美大島の海と山
を守り、沖縄に連帯する～」（仮題）というタイトルで、フォーラムを行います。辺野古沖の米軍基地
建設のための埋め立てに使われる土砂を供給するために、奄美大島で大規模な山の切り崩しが行われて
います。この行為は国立公園化を計画している奄美大島の自然にとって、きわめて重大な問題であるだ
けでなく、辺野古の埋め立てを阻止するためにも、喫緊の問題でもあります。
このフォーラムは、「海の生き物を守る会」と「自然と文化を守る奄美会議」の共催で、名瀬市市民
広場「AIAI ひろば」において行います。講演は、向井 宏、安部真理子の両氏と、地元から 2 氏を予定
しています。詳細が決まり次第、また広報します。お近くの方、この際奄美大島へ行ってみたいと思わ
れる方は、ぜひお越しください。
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●ジュゴン・スタディツアーを 6 月に実施

参加者募集中

2015 年度のジュゴン・スタディツアーを、6 月に実施します。場所は、昨年までと同じフィリピン、
ミンダナオ島のマティ市とマリタ市です。
日程の詳細は未定ですが、いまのところ 6 月 15 日（月）～23 日（火）を予定しています。参加して
みたいと思われる方は、なるべく早く向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお問い合わせください。

【活動報告】
●海の生き物を守るフォーラム 2015
「海と人間の関わり方～コンクリート文明からの脱却」を開催
2 月 11 日（水・祝）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
開催しました。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、日本における自然と人間との関わり方を考えるとともに、
京都在住の歌手・江藤ゆう子さん（写真）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した。また、江藤さんには司会もお願いしました。
残念ながら、参加者は予想を下回る約 40 名でした。講師の田中克先生も「中身の重要性と参加者の人
数の落差を感じました。今後、どうしたら次の時代を担うこれからの皆さんに参加いただけるかが重要」
とおっしゃっていました。反省点です。江藤さんの歌声は好評だったと思います。
この海の生き物を守るフォーラムは、昨年まで 2 回ほど関東で開催しましたが、今年は大阪で、来年
ももう一度関西で行う予定です。これからも海の生き物を守るため、
海岸の現状を変えていく人々の意識を作っていけたら良いと考えて
います。来年はぜひとも多くの方に参加していただきたいと思います。

佐藤正典さん
の熱の入った
講演

熱心に講演を聴く参加者の皆さん
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●2／11

総会を開催

新運営委員会が発足

2 月 11 日の海の生き物を守るフォーラム 2015 の閉会後、海の生き物を守る会の総会を、大阪・京橋
駅近くの和食処「きりり」で行いました。参加者は、当日入会者を含めて 20 名、委任状を含めて過半数
の参加・委任で成立しました。
総会では、2014 年度活動報告と会計報告、2015 年度の役員・運営委員の推薦・承認、2015 年度活動
計画の承認が行われ、原案通り承認されました。

●ジュゴン・スタディツアー報告会を開催
2 月 6 日午後 7 時から、2014 年 12 月 1 日～9 日に行ったジュゴン・スタディツアーの報告会をジュゴ
ン保護キャンペーンセンター（SDCC）との共催で開催しました。場所は、東京都品川区総合区民会館・
きゅりあんでした。報告会では、まず SDCC から沖縄におけるジュゴンをめぐる状況についての報告が
有り、その後、スタディツアーの主催者である海の生き物を守る会の向井が、これまでのスタディツア
ーの歴史やツアーの目的などについて話をしました。最後に、12 月のスタディツアーに参加した SDCC
の三村昭彦さんから、写真の紹介を交えて、ツアーの様子が報告されました。参加者は、約 15 名。次回
のツアーにぜひ参加したいという言葉もいただきました。

2．イカとタコ 切手コレクション （1６）

立川賢一
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【世界】
●深海 6000m 以深で別の生態系

外部栄養に頼る微生物群集

これまで深海の微生物群集は、化学合成によって自ら栄養をまかなえるものが中心であることが知ら
れていた。しかし、海洋研究開発機構（JAMSTEC）は、水深 6000m よりも深い超深海の太平洋マリア
ナ海溝で、有機物を自力で作れない外部栄養の微生物がむしろ中心となった異なる生態系があることを
発見した。海水の成分や細菌などを調べて判明し、アメリカの科学アカデミー紀要の電子版に発表した。

【東北】
●「凍土壁

認可していない」原子力規制委員会が反対か

東京電力福島第一原発の汚染水問題で、日本政府と東電が地下水の流入を防止するための「凍土遮水
壁」の建設を進めているが、原子力規制委員会が「安全性と有効性を確認しておらず、認可していない」
としていることが分かった。政府や東電は試験的な凍土壁を建設中だが、完全に凍らせることに失敗し
ており、今年 6 月から予定している本格工事も先行きが心配されている。規制委員会が反対すれば、汚
染水問題への対応がさらに問題になる。
計画されている凍土壁は世界でも例のない大規模・長期なものになるが、長期間の凍土壁維持は不可
能として日本陸水学会も凍土壁設置反対の文書を提出している。凍土壁の設置は、経済産業省が「汚染
水増加の抜本的対策」として 320 億円を投入して実施することを決定し、原子力規制委員会に凍土壁設
置の申請書を提出している。これに対して、規制委員会では、
「政府が決定したことは知っているが、規
制委員会として認可したわけではない」として、今後検討することとした。

●防潮堤計画に異論続出

宮城県は「地権者の同意で着工」

東日本大震災後の大津波で被災した三陸沿岸の被災地に巨大防潮堤を建設する計画が、政府と東北 3
県で進められている。市民団体などが設計を変更するよう各地で要望を出しているが、宮城県は、協議
には応じつつも、
「地権者らの同意があれば着工する」との立場を明らかにした。
七ヶ浜町表浜では、高さ 6.8m 幅 30m の台形防潮堤が予定されており、町内の NPO「七ヶ浜の 100
年を考える会」が砂浜を広く残し景観を残すための代替え案を提出し、県と話し合いを続けている。し
かし県は、同意を得る必要があるのは地権者と現場の行政区だけであり、市民団体との協議は「理解を
広く得るためのもの」との位置付けであり、同意を得る必要は無いとして、近く話し合いを打ち切る。
「浜
辺は町の宝」という市民団体の声は県には届きそうもない。
宮城県仙台市の蒲生干潟周辺でも防潮堤建設で干潟が壊される懸念が出たため、複数の市民団体が計
画変更の要望を出し、結果的に最大で 80m 陸側に移すように見直しがされたが、県は「費用、工期、干
潟保全を踏まえた独自の判断」との姿勢で、市民団体の意見を入れたものでは無いと言う。それほど市
民の意見を入れることが恥になるのだろうか。行政はいったい誰のために仕事をしているのだろう。
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●排水路に高濃度ストロンチウム
東京電力福島第一原発の敷地内から海への排水路で、2 月 22 日に高濃度のストロンチウムなど放射性
物質を示す警報が鳴り響いた。東電によると 1 リットルあたり 7230 ベクレルが検出された。これは、普
段よりも 70 倍以上の濃度だった。この高濃度汚染水は海へ直接流出したが、流出量は不明である。東電
は、原発建屋の一部の屋上に高濃度汚染水が貯まっていること、それが雨による増水で排水路に流れ込
んだことを、その原因として発表した。
東電は、排水路の濃度がしばしば高くなることに気付いていたが、これまでそれを公表していなかっ
た。雨が降るたびに排水路の濃度が高まることから、どこかに高濃度汚染水の溜まりがあるとして調べ
ていたが、その事実を公表しなかったとみられる。海への汚染水の流入は「完全に制御されている」と
いう安倍首相の言明は、ウソであることはすでに明らかである。

【関東】
●東京湾・仙台湾に高濃度セシウム

潮干狩りは危険

東京電力福島第一原発からの放射能汚染水の漏出が続いているが、海上保安庁海洋情報部の放射能調
査報告書において海水中の放射性セシウム 134 の濃度測定結果が発表された。それによると、福島沖で
はなぜか測定結果が公表されない一方、仙台湾や東京湾ではかなり高い濃度のセシウム 134 が検出され
た。この結果は、放射性物質の拡散は広い地域に広がっていることを示し、これらの海域では、海洋生
物の採取や食用にすることには慎重にするべきだということをも示しているだろう。ND は検出限界以下。
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【中部】
●７ｍのダイオウイカ

福井市でも発見

日本海沿岸では昨年から深海性のダイオウイカが各地で捕獲されているが、2 月 17 日には、福井市茱
崎町の海岸に打ち上げられているダイオウイカが発見された。すでに死んでおり、2 本の食腕が無くなっ
ていたが、メスで、全長は約 7m あったと推定される。体長は 3m 77 cm であった。腐敗が進んでいない
ことから、死後まもなく見つかったと思われる。

●ホヤの異常繁殖で養殖カキが減産

若狭湾

福井県小浜市と大飯町に面する小浜湾では、カキの養殖が行われている。ところが近年、カキの水揚
げ量は急落している。1989 年に 408 トンあった水揚げが、2012 年には 39 トンと 10 分の 1 に減った。
生産が安定しないため、若狭のカキは今では地元でしか味わえない。
減産の原因の一つは、シロボヤというホヤの一種が異常に繁殖したことという。餌をめぐる競争相手
のホヤが増えたことによって、プランクトンが不足したり、酸素欠乏に追い込まれたりしているという。
漁業者らは、近年の温暖化でシロボヤが付着するムラサキイガイが減ったことも原因とする。

【近畿】
●梅干しでサンゴの保護
和歌山県みなべ町の梅加工業者らが「うめぇ横丁」というグループを作り、梅干しの売り上げの一部
をみなべ町沖のサンゴの保護活動に役立てるという取り組みを始めた。梅と海とは母という字を共通に
持つことから、
「母」をキーワードに「Save The Mother」という取り組みにした。みなべ町沖合では、
黒潮の影響を受けてサンゴが多数生息している。地元のダイビングサービス「サブマリン」では、10 年
以上前から台風などで壊れたサンゴを、接着剤などを用いて修復する保護活動を実施しており、今回の
取り組みは、この活動を支援するもの。
「梅を食べて海を守ろう」と、観光客やダイビング客に梅干しの
利用を呼びかけている。

【中国】
●キタオットセイが鳥取に出現
今年の冬は、ゴマフアザラシやトド、オットセイなどが南下する傾向にある。2 月 23 日には鳥取市気
高町の船磯漁港でオットセイが発見された。頭部の特徴などからキタオットセイとみられる。主にオホ
ーツク海やベーリング海に生息するオットセイで、体長約 1.5m。漁港のコンクリートブロック上でしば
らく寝そべっていたが、やがて海へ入り姿を消した。地元の漁師も長年海を見てきたが、初めてオット
セイを見たと言っており、きわめて珍しい現象のようだ。
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●中電が建設予定地を買収
山口県上関町長島に原子力発電所を建設する計画の中国電力が、建設計画が中断したままの 2014 年に、
未買収だった土地のうち 2 件の土地買収を行っていたことが明らかになった。安倍内閣の原発再稼働政
策やエネルギー政策を期待して、原発を諦めず、建設を進めていこうとする姿勢の表れと思われる。中
電は、いい加減に諦めたらどうだ。電気はもう余っている。

【四国】
●新瀬戸内海法は廃案

環境保全計画を改訂

政府は、環境省中央環境審議会の答申を受け、瀬戸内海保全計画を改定した。
「瀬戸内海法」は、近年
の水質改善にともない、ノリ養殖業の不振の原因が栄養塩の減少にあるとして、陸からの栄養塩の負荷
の規制を緩和するなどを骨子とした「新瀬戸内海法」を国会に提案して審議していたが、昨年末の国会
解散で廃案になった。今回の中央環境審議会の答申は、その新瀬戸内海法案にほぼ沿った内容で保全計
画を見直すとしたもので、法を先取りしたものと思われる。改定は 2000 年以来 15 年ぶりとなる。負荷
規制の緩和という言葉は盛り込まれなかったが、
「海域や季節に応じたきめ細かな対応」という言い方で
規制緩和を目指す方向が見える。岡山県、広島県、香川県など関係 13 府県は、この改定を受けてそれぞ
れの保全計画を立て直すことになる。与党は、これからの通常国会で再び「新瀬戸内海法案」を提出し、
成立を目指している。この「新瀬戸内海法」は、改正点も多いが、同時に栄養塩負荷規制の緩和を目指
し、干潟・藻場の再生・創出を唱えるなど、問題点は多い。
「うみひるも」では、近々、問題点を整理し
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てみたいと思っている。

【九州】
●和布刈神事

1300 年の伝統をつなげる

関門海峡に望む福岡県北九州市門司区の和布刈神社で、旧暦の正月元日にあたる 2 月 19 日の午前 2 時
過ぎ、狩衣に烏帽子姿の神職らが神社から関門海峡の岩場へ降り、大潮の干潮で干上がった磯に入り、
膝まで海水につかりながら神前に供えるワカメを刈り取った。刈り取ったワカメは、本殿の神前に供え
今年一年の平穏と豊漁を祈った。この「和布刈（めかり）神事」は、約 1300 年続く伝統行事で有り、福
岡県無形民俗文化財に指定されている。

●漂着ゴミ

推定の 3 倍以上

大分県海岸

大分県では、2014 年度に海岸ゴミの調査を実施した結果、漂着ゴミの総量は 1 年で約 5 万㎥あること
が判明した。これまでに約 1 万 5000 ㎥と推定していた量の約 3 倍以上あることになる。海域によって漂
着しやすいゴミの種類も異なっていることも判明し、県では、今後のゴミ対策に生かせるデータが得ら
れたとしている。

【沖縄】
●泡瀬干潟埋立事業

公金差し止め訴訟が敗訴

那覇地裁

日本政府と沖縄県が進める中城湾泡瀬地区の公有水面埋立事業と、埋め立てた後の沖縄市の東部海浜
開発事業について、沖縄市民ら 268 人が公金支出を差し止めるように申し立てた裁判において、那覇地
裁（井上直哉裁判長）は、住民らの訴えを退ける判決を下した。判決では、埋立事業などが「実施目的
や必要性、経緯、内容や規模、社会的経済的効果の観点から見て妥当性を欠くものとは認められない」
とした。この埋立事業は、住民らが公金支出差し止めを訴えた第一次訴訟で、地裁、高裁とも「経済的
に合理性がない」として差し止めが認められた後、沖縄市が計画変更して実施しようとしているもので、
住民は環境への配慮、災害に弱いこと、経済的合理性の欠如などを理由として、第二次訴訟を提起した
もの。原告側は控訴。泡瀬干潟は沖縄東部で辺野古と共に残された貴重な干潟である。

●辺野古埋め立て

政府が強行、反対運動を弾圧

沖縄県知事は「あらゆる手段で止める」

沖縄県名護市の辺野古沖・大浦湾を埋め立てて、米軍の新しい基地を作ろうとする安倍政権と、それ
に反対する沖縄の市民との間で緊張が続いている。キャンプシュワブ前の路上では、はや 300 日になる
市民の座り込みが続いており、海上では 20 艘のカヌー隊を中心とする抗議船が連日、工事周辺海域に出
て「美ら海を守ろう」と埋め立てに抗議している。
基地ゲート前では、沖縄県警の機動隊と県警の雇用した ALSOK の警備員が座り込んだ市民を強制的
に排除して、工事車両を基地の中に入れている。そして、ついに米軍が直接抗議する市民 2 人を強引に
基地に引きずり込んで拘束し、県警に引き渡すという事態が発生した。県警は 2 人を刑事特別法違反（米
軍基地内侵入）で送検した。検察は、拘留する理由は無いとして 2 人を釈放したものの、これから起訴
する予定。
一方、海上では、海上保安庁の巡視船が十数隻も沖合に停泊し、市民の抗議を威圧しており、そこか
らゴムボートに乗ってカヌーや抗議船に執拗にまとわりつき、抗議船に多数で乗り込んでは、拘引し、
暴力を加えている。また、カヌーを転覆させて、放り出された人をおぼれさせたり、カヌーと共に沖合
3km まで連れ出し、放置したり、市民の命をないがしろにするような目に余る行為が続いている。数人
の市民は、海上保安官の暴力によって肋骨を骨折するなど負傷しており、加害者不詳のまま刑事告発も
続いている。
日本政府は、名護市長選挙、名護市議選挙、沖縄県知事選挙、衆議院選挙と立て続けに自民党候補が
負け、基地建設反対の「オール沖縄」候補が当選するという沖縄県民の民意に対して、選挙と基地問題
は関係ないと強弁し、基地建設は「粛々と進める」として、建設のための準備工事を強行している。ま
た、工事海域周辺を広く立ち入り禁止海域としてブイやフロートで囲うため、20～45 トンの大型コンク
リートブロックを沈めて、サンゴなどを破壊している。
翁長沖縄県知事は、
「辺野古の基地建設はあらゆる手段で止める」として、仲井真前知事の埋立許可を
検証する委員会を立ち上げた。しかし、政府の工事強行で、サンゴが破壊されている事実を前に、2 月
26 日、知事はついに埋め立てに伴う岩礁破壊許可そのものを見直すこととして、破壊の現場検証に乗り
出した。これに対して沖縄防衛局は、いっそう工事を促進することで対抗する構えだ。
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翁長知事の岩礁破壊許可取り消しがまもなく行われるが、日本政府はどのようなやり方で沖縄の人々
の民意を踏み潰そうとしているのだろうか。辺野古の埋め立て阻止の戦いは、日本の沿岸生態系を守る
天王山となろうとしている。

●海人（うみんちゅ）が海上保安官に要請

「本来の仕事に戻れ」

沖縄県内の漁師らが「美ら海を守り、活かす海人・有志の会」を結成し、辺野古沖に停泊している海
上保安庁の巡視船に対して、拡声器を使って要請文を読み上げた。要請文は、辺野古沖の埋め立てによ
って海が破壊されることを訴えた上で、海上保安官に海の安全を守るために「本来の仕事に専念せよ」
と求めた。同会は、モズク生産者の大城忠さんを中心として、うるま市と宜野座村から 3 隻の船で海保
への抗議行動を行った。大城さんは、
「海を守るため、一人でも多くのうみんちゅが声を上げていける状
況を作りたい」と話している。

【全国】
◆畠山重篤氏出演の映画『地球交響曲 第 8 番』

いよいよ公開
11

【名古屋】有料試写会・一部ご招待 ★チケットの申し込み先 http://gaia8nagoya.peatix.com/view
日時：3 月 7 日（土）14:00～17:30（開場 13:00）
場所：イーブルなごや（女性会館）
※全国の公開予定については、映画『地球交響曲 第 8 番』公式サイト参照 http://gaiasymphony8.com/

【関東】
◆ウミウシ勉強会

「沖縄のウミウシ」

日時：3 月 8 日（日）16:00～18:00
場所：東京都文京区本郷 2 丁目 25-15 宮崎ビル 1 階
主催：NPO 法人全日本ウミウシ連絡協議会
講師：今川 郁氏（沖縄・那覇のダイビングショップ＜オーシャンブルー＞のオーナーガイド）
参加費：全ウ連会員 1,000 円、非会員 2,000 円
※セミナーの後に懇親会もあります。定員は 20 名で締め切らせていただきます。
同会では、5 日間の「バリ島ウミウシツアー」参加者も募集中！
日程：3 月 4 日（水）～8 日（日）羽田空港発着
★申し込みは同会へメールで。

info.ajoa@gmail.com

【中部】
◆「山～川～海」ふるさと講演会 XI
「富士山は世界文化遺産にふさわしい山なのか～富士山を救え・ＮＰＯ・市民の役割とは」
日時：3 月 22 日（日）13:30～15:30（12:30 受付開始）
場所：牧之原市相良公民館（静岡県牧之原市須々木 854-10 TEL 0548-52-1021）
講師：渡辺豊博氏（NPO 法人 グランドワーク三島 専務理事）
1950 年生まれ。東京農工大学農学部を卒業後、静岡県庁に入庁して、農業基盤整備事業などを担
当。2007 年に農学博士号を取得し、2008 年より都留文科大学社会学科教授。市民活動論や富士
山学などを開講している。本業の傍ら、富士山に関係する 4 つの NPO 法人の事務局長職を歴任。
主催：カメハメハ王国、後援：牧之原市・牧之原市教育委員会
問い合わせ：渡辺美穂子（TEL 0548-52-4569）
参加料：無料
趣旨
私たちカメハメハ王国では、相良海岸に産卵のために訪れるアカウミガメの保護を通して開発と自然
との調和等を考えるため、18 年前に設立されました。そして、12 年前から行われている大井川流域の人々
の海岸清掃から、この相良の地で生息している私たちをはじめ、多くの動植物、昆虫、そして海洋に生
息するウミガメはじめとする全ての生物が雄大な南アルプスの恩恵を受けていることに気づきました。
そして、この地における豊かな生態系は、山・川・海の連続した豊かな自然の上に成り立っていること
を再認識しようということで、昨年までに 10 回の『ふるさと講演会』を開催することが出来ました。
今回は三島市において、日本で初めて「グランドワーク」という手法を取り入れて、市民・企業・行
政が連携して環境整備、市民教育、町の再生事業に成功している先駆者である「NPO 法人グランドワー
ク三島」の牽引役を果たした同組織専務理事の渡辺豊博氏をお招きして講演会を開催する運びとなりま
した。牧之原市内からもよく見える富士山が世界遺産に登録されており、その周辺で活動される渡辺氏
の苦労話や将来の展望から学ぶべきところが大いにあると考えます。是非、上記趣旨を理解され、特に
榛南の将来を担う子供達とその父兄・市民の皆様にお集まり頂いて、私たちに豊かな恵みを与え続けて
いる『山・川・海』とそこに存在する『生命』の美しさが素晴らしいものであり、また想像を絶するほ
ど私たち人間に恩恵を与えているものであり、それらが単一ではなく私たちをも含めた連続した生態系
の上に成り立っており、今まさにそのバランスが失われつつあり、それらを取り戻す為の『循環型社会』
の構築が今こそ必要であるということを多くの人々に理解していただければ幸いです。

【近畿】
◆海のふしぎ観察会

2015 第 1 回

磯の生き物観察会 in 和歌山市大川

日時：3 月 22 日（日）雨天実施
場所：和歌山市 大川の磯
交通：南海電車「みさき公園」駅前 10:35 発のコミュニティバス（1 人 100 円）に乗車
集合：11:02 岬町コミュニティバス「小島住吉」バス停、または 11:15 現地集合
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解散：15:00 頃

現地解散

定員：30 名
対象：年齢制限なし、どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
参加費：大人 500 円、子ども 300 円、家族 800 円
※保険料、施設使用料を含む
※自家用車でご来場の場合は駐車料金 600 円が必要。事前に要連絡
持ち物ほか：弁当、水筒、帽子、防寒着、長靴か濡れてもいい運動靴
★申し込み先：3 月 15 日締め切り（定員に達し次第）
。参加者全員の(1)名前(2)フリガナ(3)年齢(4)住所(5)
電話番号を記入し、表題を「3/22 観察会申し込み」としてメールで。umi@nature.or.jp

折り返し参加

可否を連絡します。
主催：公益社団法人 大阪自然環境保全協会（ネイチャーおおさか）
問い合わせ先：保全協会内「3 月 22 日海の観察会」係 06-6242-8720

【沖縄】
◆イベント「にっぽん南北クジラ合わせ」
日時：3 月 7 日（土）、8 日（日）
場所：沖縄県・座間味島
主催：道東海洋生物ネットワーク
協力：座間味村ホエールウォッチング協会

ア

イサーチ・ジャパン
助成：日本財団
ザトウクジラのシーズンまっさかりの沖縄県
座間味島で、「にっぽん南北クジラ合わせ」と
いうイベントが開催されます！

ザトウクジラ

は沖縄や小笠原など南へ向かう旅の途中、釧路
沖でも秋に観察されています。その釧路から笹
森琴絵さんと仲間たちが座間味島へやってきて、
座間味村ホエールウォッチング協会のみなさん
と共に各種イベントを開催します。釧路沖のザ
トウクジラやシャチの展示や釧路のおいしいも
の♪楽しいトークまで！

ぜひ、この時期に座

間味島へザトウクジラに会いにいらしてくださ
い！

もっとディープにザトウクジラの魅力を

感じられるはず！ アイサーチ・ジャパンは、地元の子供たちを対象にねんどでザトウクジラをつくり、
クジラの生態や海の環境問題を学ぶプログラム「ねんどでザトウクジラをつくろう」を実施します。
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プログラム
①3 月 7、8 日

＠座間味港旅客待合所

写真と模型展 「北の海で出会うザトウクジラとシャチ」
北海道にあるクジラの楽園・釧路沖で出会うザトウクジラ、そしてシャチの素顔を、南の海・座間味
でご紹介。
②3 月 7 日 19:00～21:00 ＠座間味港旅客待合所
北海道の味覚＆トークショー 「にっぽん南北クジラ自慢」
北の釧路と南の座間味の、クジラ自慢。北の特産物自慢も、お楽しみに！
③3 月 8 日 15:30～16:00

＠座間味港旅客待合所

ミニレクチャー 「にっぽん南北クジラ自慢ミニ」
7 日に引き続き、南北それぞれのクジラ自慢をどうぞ。

●向原祥隆「海辺を食べる図鑑」 南方新社

(2015)

¥2,000+税

本書は、著者が実際に、海辺で獲って食べ
た海藻、貝、エビ・カニ、魚、川 の生き物 136
種について、見つけ方、獲り方、下ごしらえ、
おいしい食べ方や保存方法を解説しています。
自然の中で、食べ物を自分の手で獲る。一
時代前まで、普通にされてきたことですが、
これほど楽しいことはないと思います。オー
ルカラーで、魚だけでなく、ベントス（干潟
や磯の貝類やエビ、カニ類、 カメノテ、アメ
フラシ！などなど）もいろいろ掲載されてい
ます

★割引価格が設定されています。
注文は南方新社 info@nanpou.com まで。
※佐藤正典さんからの情報です
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テリハボク（オトギリソウ科）の和歌山県沿岸への漂着
和歌山県白浜町に所在する京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所周辺の番所崎や
“北浜・南浜”の礫浜海岸には、これまでアダン、イルカンダ、オオバヒルギ、ココヤシ、ゴバンノア
シ、サガリバナ、テリハボク、ニリスホウガンヒルギ、ホウガンヒルギ、モダマ、ミフクラギ、モモタ
マナ、ワニグチモダマ等の様々な熱帯系植物の散布体が漂着したことがある。この他にサキシマスオウ
もここに漂着したことも、最近、この会報で紹介したところである。
2014 年にはテリハボクの 2 度目の漂着例があった。稀少なテリハボクが“北浜”に 2014 年 11 月 6
日に漂着したのである。前回は 2008 年 9 月 16 日だった。オトギリソウ科のテリハボクは、マダガズカ
ルから熱帯アジアを経て、南太平洋の海岸に分布し、我が国では琉球列島と小笠原諸島に見られる。こ
のような生息地からはるばる流れてきているのである。前回のものは長径が約 20 mm だったが、今回の
ものは長径が約 27 mm で前回よりも少し大きかった。
15
テリハボクは和歌山県沿岸では串本町潮岬に漂着した記録がある。しかし、文献によると本種の日本
本土への 1969 年以降の 40 年間に漂着した個数は、わずか 18 個だけである。また、紀伊半島付近では、
徳島県沿岸や渥美半島での漂着記録がされている。テリハボクに触るととても硬い。しかも球形に近い
ので、人工物としか見えないのでもし海岸にころがっていても気づかれにくいのだろう。

図． 2014 年 11 月 6 日に
北浜に漂着したテリハボク

7. 有明海と三陸の水辺から（8） 田中 克
舞根湾に爆発的に増えたキヌバリ稚魚
キヌバリは、九州から北海道南部の沿岸域のガラ藻場等に広く分布するハゼ科の一種です。淡いオレ
ンジ色の体に 6 ないし 7 本の黒色の明瞭な縦縞を持ち、海底に定着することはなく、浮遊状態で過ごし、
動物性プランクトンを主な餌としています。
気仙沼舞根湾では、東日本大震災 2 カ月後の 2011 年 5 月より、多様な分野の研究者の参加のもとに、
巨大な地震と津波が沿岸生態系に及ぼした影響と回復の過程を把握する合同調査が進められ、すでに 23
回を数えるまでになりました。それらの中で、舞根湾外 1 定点、湾内 3 定点において潜水観察を続けて
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准教授：写真１）の調査
結果をもとに、震災後の舞根湾に溢れたキヌバリ稚魚に見る生き物たちの環境への適応の一端を紹介し
ます。

写 真 １ 気 仙 沼舞 根
湾の潜水調査で活躍
する益田玲爾さん

キヌバリは舞根湾の岸寄りのガラ藻場に、震災前から普通にみられる種でした。しかし、本種も震災 2
カ月後の 2011 年 5 月の調査時点では、他の魚種と同様にほとんど観察されることはありませんでした。
その後、水温の上昇と共に多くの生き物たちが蘇り始めた 7 月の調査では、本種の親が少数ながら確認
され、さらに 9 月の調査では、小型の稚魚がガラ藻場に現れ出しました。そして 11 月の調査では湾内ほ
ぼ全域の沿岸部には、写真 2 に示すようにキヌバリ稚魚で溢れるばかりの状況が発生しました。
魚類は、海の多くの生き物たちと同様に多産性であり、体長 10 ㎝未満のキヌバリの雌は数千個の沈性
粘着乱を岩礁などに産みつけます。産卵後、1 週間前後で孵化した仔魚は、卵発生中に摂餌に必要な目や
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口は形成され、ふ化後間もなく小型のカイアシ類やその幼生を主な餌とすると推定されます。震災前の
舞根湾においては、生まれた仔魚はその初期生活過程において、餌不足ならびに外敵による捕食などに
よって死亡し、生き残って稚魚にまで成長する個体は限られていました。湾内がキヌバリ稚魚のみで溢
れることは、通常起こり得ない現象です。震災の海では一体どのようなことが起こったのでしょうか。
舞根湾奥部には 15ｍに及ぶ巨大な津波が押し寄せました。多くの魚類や底生無脊椎動物は津波によっ
て陸上に打ち上げられたり、強力な引き波によって湾外に一掃されたと推定されます。震災後 2 カ月を
経過しても湾内に生きものの気配がほとんど見られない状況が続きました。一方、湾内外におけるプラ
ンクトン調査では、ライフサイクルが短い植物プランクトンが震災の海にいち早く蘇り、それらを餌と
するカイアシ類などの動物プランクトンが増殖し、稚魚の餌環境は早期に回復したことが確認されてい
ます。一方、もう一つの主要な減耗要因と考えられる捕食者の回復は遅れ、生き残った親魚より生まれ
た仔魚は、競合種や捕食者が存在せず、餌生物に恵まれた“新地”で、稚魚は通常の安定的な生態系の
中では起こり得ない極めて高い率での生残が実現し、キヌバリ稚魚が溢れる光景が生まれたと推定され
ます。しかし、多くの魚類が生息していた舞根湾で、なぜキヌバリのみが爆発的に増えたかは謎のまま
です。
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写真２ 震災後に舞根湾に爆発的に溢れたキヌバリ稚魚（益田玲爾さん撮影）

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

０－６６７３０２１

口座番号：１０６１

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！


お気軽に『うみひるも』にご投稿ください。投稿用アドレス（うみひるも編集部宛）hirumo@live.jp
または投稿用フォーム

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf まで。
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8．編集後記
今、佳境に入っている環境関連の書籍出版の仕事で（その影響で前号は急なお休みをいただくことになり、向
井先生にご迷惑をおかけしてしまいました。「うみひるも」の編集を一緒に手伝ってくださる方、急募！）、いろい
ろな分野の先生方の環境に関する研究を垣間見ることができました。印象に残ったのは、数ある環境問題の中
でも、「生物多様性の危機」がズバ抜けて深刻だという話です。
そして、現実に、辺野古のジュゴンのように分かりやすいシンボルがいる生息地ですら平気で荒らすような人た
ちが幅を利かせている。このままでは、かなり見通しは暗いです。今号のニュースにもある怪我や逮捕の話なん
て、なんだか悪夢のよう。政治的な諸問題も大事でしょうけれど、それよりも生物多様性保全の議論を軽く低く見
るような風潮が世の中に漂っているのも非常に気になります。そうそう、汚染水漏れを平気で隠していられる東
京電力の無神経ぶりにもあきれました（海はごみ箱ではない！）。生き物のつながりに生かされているのが人間
であるという「当たり前」が、一部の人々の頭の中からスッポリ抜け落ちているような……。（ちよ）
先週、徳島の吉野川河口付近を見て回った。とくしま自然観察の会の井口利枝子さんに案内してもらって、第
十堰から河口近くの埋め立て人工島とその代償で作られた人工干潟を見た。開閉式の河口堰を拒否し、江戸時
代からの第十堰を残した徳島市民の英断には脱帽するが、それでも第十堰は上部をコンクリートで覆われてい
る。昔のままの堰として修復することは国交省は許せないのか。人工干潟には、それでも少しの底生動物が戻
っているらしいが、干潟そのものを維持するために、二重に作られたコンクリートブロックの突堤が痛々しい。2 月

11 日に大阪で開いたフォーラムでは、「コンクリート文明からの脱却」という副題を掲げさせていただいたが、ま
だまだ先は見通せない。参加者も予想より少なかった。こんな問題は今の時代にはまだ人々に関心がないのか。
後の世に伝えたい思いはいっぱいあるけれど、どうすればいいのだろうか。（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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