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「今月の海の生き物」サラワクイルカ

Lagenodelphis hosei

クジラ目マイルカ科サラワクイルカ属に属するイルカで、太平洋・インド洋・大西洋など世界の暖
海の遠洋域に生息するが、その分布域の中心は太平洋である。サラワクイルカ属は、1 属 1 種であ
る。1970 年代という比較的最近になって存在が知られるようになったイルカであるが、遠洋に生息
するため、珍しい種類と考えられていたが、最近ではそれほど珍しいものではないと認識されてい
る。日本では 3 度ほど死体が漂着したことがある。研究がほとんど進んでいないため、生息数も不
明。体色は灰色で、口吻の上から肛門にかけてクリーム色の筋が走り、その下に黒い筋模様がある。
体 は 2.8m 、
200kg にもな
る。体の大き
さに比べて鰭
は小さい。100
～1000 頭の大
きい群れで高
速で泳ぐ。水
深 200～500m
という深い海
で魚、エビ、
イカなどを食
べていると考
えられている。

（フィリピン・バブアン諸島にて 中郡翔太郎氏撮影）
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【活動予定】

5 月 30 日は奄美へ

●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」
今年 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。
この行為は世界自然遺産登録を目指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。
場所：奄美市 AiAi ひろば（観光交流センター）
名瀬末広町 14 番 10 号

tel: 0997-52-1778

しまバス「末広通り」バス停下車徒歩 1 分
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中間報告を刊行！
全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください
現在まで171枚、112カ所を調査
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3月、パタゴニアの助成を受けて、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た中間報告書を刊行できました。ご希望
の方には送料をご負担いただければお送りします。ご希望をお知らせく
ださい。
砂浜海岸生物調査は、今後とも継続していきます。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。方法書と調査票は改訂しました。方法
書は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。
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これまでに会員や非会員の皆さまから171枚の調査票が寄せられ、全国112カ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、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。
なお、今年の4月から、富士通株式会社の協力で、「携帯フォートシステム・クラウドサービス」
を使って、カメラとGPSが付いた携帯電話で、誰でも簡単に砂浜海岸生物調査に貢献できるシステ
ムを構築します。詳しくは、次号の「うみひるも」でご案内しますので、ぜひともお気軽に砂浜海
岸生物調査にご参加ください。

●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、いまのところ当初の予定
を 1 日遅らせて 6 月 16 日（火）～24 日（水）を予定しています。
予定している日程は、以下の通りです。
6 月 16 日 日本発 マニラ経由 ダバオ着
6 月 17 日 ダバオ→マリタ
6 月 17～21 日 マリタ市滞在

6 月 21 日 マリタ市→マティ市
6 月 21～23 日 マティ市滞在
6 月 23 日 マティ市→ダバオ市
6 月 24 日 ダバオ→マニラ経由→日本
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。なお、フィリピンのミンダナオ島は、紛争地域です。これまでの経験では不安を感じ
ることはありませんでしたが、あくまで各自の責任でご参加ください。

今回は、向井保子さんがご投稿くださいました。「折りしも春休み。『みんなのひろば』欄
を借りて“おすすめの一冊”を紹介させていただきます」とのこと。ありがとうございます！

…………………………………………………………………………………………………………

思わず手にとってページをめくりたくなるような、そしてページをめくればカラフル
なイラストと興味をそそるタイトルが目に飛び込んでくる、そんなステキな本をある方
にいただきました。

『理科好きな子に育つふしぎのお話 365』本体定価 2300 円、自然史学会連合監修
1 日 1 話で 1 年分 365 の身近な科学の小話がとても
楽しくかつ科学的に分かり易くまとめられています。
子どもたちを科学好きに導く、そして科学好きな子に
とっては、ますます知識欲を満たしてくれる読み物です。
中に海の生き物についての話は約 80 話。
「ふしぎの話」を読めば、海の生き物のふしぎに接し、
生き物を育む美しい海の大切さを知るでしょう。そして
大切な海に巨大なコンクリートの固まりを投げ入れたり
することの愚かしさに、きっと気づくに違いありません。
装丁も実に立派で美しくアーティスティック！

子供

たちから高齢者まで幅広く読者を得ることでしょう。
誠文堂新光社,2015

……………………………………………………………………………………………
投稿用フォームはこちら。皆様もお気軽にどうぞ♪

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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3．ウミウシ 切手コレクション （2）

立川賢一

砂浜のいきもの調査を行う人たち
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【東北】
●コウナゴ漁再開は先送り

東電汚染水隠蔽で

今年 2 月 22 日、東京電力福島第一原発の排水路で高濃度汚染水が検出された。原子炉建屋屋上に溜ま
った雨水が汚染され、排水路を通じて海に流出していたことが、その後明らかになった。東電は 1 年以
上前からこの事実を知りながら、それを発表せず、しかも排水路の出口が直接港湾外に出ていたことに
対策も取っていなかった。高濃度汚染水が、一年以上も雨が降るたびに海に直接流れ出していたことに
なる。しかし、この事実は東電だけではなく 2013 年 12 月には国も報告を受けていたにもかかわらず、
放置し、原子力規制委員会は、公表も対策の指示も怠っていたことが明らかになった。
福島県相馬市の双葉漁協は、3 月 6 日、この事態を受けて漁業者らが長時間の議論の末、3 月 11 日か
ら再開するコウナゴ漁を先送りすることを決めた。漁業者らの怒りは収まらず、東電や国への不信は募
るばかりだ。双葉漁協のコウナゴ漁は、モニタリング試験操業と福島県の判定を経て、2013 年 3 月に復
活し、1 回の水揚げで約 100kg 程度の漁が春には行われてきた。コウナゴ漁の先送りは、漁業者らの東
電や国への抗議の決定でもある。しかし、原子力規制委員会の田中俊一委員長には、雨水は原子炉規制
法の対象外だという責任逃れの発言もあった。トリチウムを含む汚染水を海洋に放流する計画も進めら
れているようで、
「アンダーコントロール」
（安倍晋三首相）のウソは、海の汚染を進めるばかりである。
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【関東】
●オガサワラヒメミズナギドリを発見

小笠原

これまで世界で 8 回しか見つかっていないオガサワラヒメミズナギドリは、環境省の絶滅危惧 IA 種に
指定されており、近年の発見がないことから絶滅したと思われていたが、今年 2 月 25 日に東京都小笠原
村東島で発見され、生存していることが判明した。これは森林総合研究所と NPO 小笠原自然文化研究所
が共同研究で発見したもので、このたび、国有林で営巣していることも発見した。東島では、森林生態
系保護地域として外来生物の駆除事業が林野庁によって行われており、その効果でオガサワラヒメミズ
ナギドリが生存できたと思われる。森林総合研究所では、4 月 2 日小笠原父島の小笠原ビジターセンター
と、4 月 5 日母島支所で報告会「ついに発見！オガサワラヒメミズナギドリ」を行う。

●鹿島灘のハマグリ

危機的状況

春の味覚である日本のハマグリの多くを占めるチョウセンハマグリは、主に外洋の砂浜域で漁獲され
ている。鹿島灘と九十九里浜のチョウセンハマグリ漁は、その大きな部分を占めている。しかし、最近
この海域のチョウセンハマグリの水揚げは減少する一方だ。その大きな原因の一つは、砂浜の減少と消
失が考えられている。ところが、九十九里浜のチョウセンハマグリが、今年は異例の豊漁になっている。
一方、鹿島灘のチョウセンハマグリは、依然として低調で、20 年前の 20 分の 1 にまで減少したままで
ある。1993 年に 1751 トンの水揚げがあったが、2014 年は 80 トンと減少した。九十九里浜では 2005

年にはそれまでの 300 トン前後から 100 トン以下に減少したが、2013 年には 1833 トンと急増している。
茨城県水産試験場では、この原因を探るため、チョウセンハマグリの浮遊幼生を遺伝子で特定してその
分布状況を調査する研究を始めている。

【九州】
●諫早湾干拓事業

開門せずに罰則金

倍増

長崎県諫早湾干拓事業によって有明海の漁業が被害を受けたことをめぐって、漁業者らが締め切り堤
防の開門を要求したことに対して、裁判所は、一審も控訴審も長期開門調査を行うよう国に命じたが、
国は開拓地に入植した農民が反対していることを理由に、開門調査を行わないままになっている。これ
に対して、開門を行わない国に開門するまで 1 日 45 万円を課する決定が、最高裁でも確認されている。
しかし、国は一向に開門への行動を取らないため、漁業者らは佐賀地裁に国への課徴金を 1 日 1 億円に
増やすことを求めた。これに対して、3 月 24 日佐賀地裁はこれまでの倍額 1 日 90 万円を認める決定を
行った。これによって国は開門調査を行わない以上、永久に毎日 90 万円を漁業者らに支払う義務が生じ
た。すでにこれまで 1 億 1000 万円を超える課徴金が国から支払われている。このお金は、すべて国民の
税金から出ているもの。これほどの無駄なお金の使い方はない。一刻も早く開門調査を行い、有明海の
再生に向けた取り組みが望まれる。原告団の弁護団長は、
「この国は法治国家なのに、国が確定判決を守
らないうえ、その後もめちゃくちゃなことを言っていることを裁判所が厳しく非難した結果だ。国は直
ちに開門を行うべきだ」と話した。この決定に対して国は不服として福岡高裁に執行抗告と執行停止を
申し立てた。一方、漁業者らはさらなる課徴金の増額を訴える予定である。

●猛毒ヒョウモンダコを長崎で発見

注意を呼びかけ

長崎県壱岐振興局水産課は、壱岐市芦辺港近くの防波堤付近でヒョウモンダコ 3 匹が発見されたと発
表、これから春の大潮などで磯シーズンになることから、見つけても触らないようにと注意を呼びかけ
ている。ヒョウモンダコは、フグと同じテトロドキシンという猛毒を持っており、噛まれると死に至る
こともある。もともとは熱帯・亜熱帯などのサンゴ礁に生息するが、近年の温暖化傾向で、福井県以南
の日本海にも稀に出現している。

【沖縄】
●「辺野古作業中止を」 環境 NGO が共同声明
翁長知事の中止指示を違法と審査請求 農水相は知事の指示は無効と判断
沖縄県名護市辺野古に政府が米軍基地を新たに建設しようと、沖縄県民の 80％が反対している工事の
ためのボーリング調査を強行している。翁長沖縄県知事は、沖縄防衛局が設置した最大 45 トンにもなる
コンクリートブロックが、県が許可した範囲外であることから、許可条件に違反している蓋然性が高い
と判断し、1 週間以内にいっさいの工事を中止するよう沖縄防衛局に指示した。そして、この指示が守ら
れない場合は、岩礁破壊許可を取り消す方針を示した。これに対して、中谷防衛大臣は、
「知事の指示は
無効なものであり、作業を中断する理由は無い」として、沖縄防衛局が農林水産大臣に取り消しを求め
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る審査請求書を提出し、同時に指示の執行停止を申し立てた。水産資源保護法に基づく漁業調整規則の
適用で、県の調査結果がでるまでの工事作業を一時停止せよという知事の指示に対して、担当官署の農
水相は、沖縄防衛局の申し立てを認めて、知事の指示を無効と判断した。国が県との意見の対立につい
て、国（農水相）に判断を求めるというおかしなことが行われ、沖縄県民の意思がまったく活かされな
い事態になっている。
一方、辺野古沖海底と大浦湾の環境を守るために、辺野古の埋め立てに反対している環境団体は、3 月
25 日約 30 団体が共同で「日本政府は沖縄県民の声に耳を傾け、辺野古の作業を中止」するよう声明を
出し、命の海とサンゴ礁を守るよう、日本政府の対応を批判した。
沖縄防衛局は 3 月までにボーリング調査を終了し、夏には埋め立て工事を開始する予定であったが、
この予定は徐々に遅れ始めている。仮設桟橋の計画もまだ着工できていない。夏の本格的埋め立て工事
は秋に伸びる可能性もでてきて、政府も焦りを示している。中谷防衛相は、夏にも埋め立て工事を開始
すると宣言したが、これは安倍首相の訪米に向けたアメリカ向けの強がりかもしれない。3 月 27 日、農
水相は沖縄防衛局の申し立てを認め、知事の指示の一時的停止を認めた。国が国の申し立てを認めると
いう自作自演の猿芝居で、工事を強行しようとする政府に、ただあきれるばかりだ。埋め立てを止める
闘いは、これからだ。

●オカヤドカリから有害汚染物質

漂着物から汚染か

沖縄県多良間島と伊良部島のオカヤドカリから、有害汚染物質が検出されたという報告が、第 2 回沖
縄県海岸漂着物対策推進地域協議会で発表された。この有害物質は、ポリ塩化ビフェニールやポリ臭素
化ジフェニルエーテル、重金属類などで、漁具などの海岸に漂着したプラスチックにも含まれており、
オカヤドカリがこれらの漂着物質を間違えて食べているのではないかと推定された。この調査は、海岸
に漂着したゴミを回収するに際して、海岸生態系に配慮してどの海岸で優先的に回収事業を行うかを検
討するために行われた。

【関東】
◆「海藻おしば展～海の森からの贈り物～」開催中！
期間：3 月 17 日（火）～8 月 16 日（日）
会場：大森 海苔のふるさと館（東京都大田区平和の森公園 2−2）
東京都・大田区の海辺は、江戸時代中頃から始まった「海苔」の生産地として、全国の先駆的な役割
を果たしてきました。しかし 1963 年春の東京湾埋め立て計画に応じ、海苔の生産を中止しています。そ
の伝統的な海苔づくりの歴史と文化を次世代に伝えるための拠点となっているのが「大森

海苔のふる

さと館」です。今回 2015 年度企画展として、海藻おしば協会会長であり、海藻おしば作家の野田三千代
さんの「海藻おしば展～海の森からの贈り物～」（アート作品と標本作品合計 40 点展示）が開催されて
います。8 月までの長い展示期間ですので、時間を都合して海藻の美しい色と形を見事なまでに表現した
数々の作品をご覧ください。詳細はホームページをご覧ください。http://norinoyakata.web.fc2.com/
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◆「辺野古の海を守る緊急シンポジウム」
日時：4 月 7 日、14 日 13:00～16:30 衆議院第一議員会館にて
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◆第 10 回多摩川河口干潟

干潟学習会・生物調査(SCP100)

日時：5 月 17 日（日）9:00～15:30
場所：多摩川河口干潟
対象：年齢制限なし ／ 参加予定人数：100 人
プログラム 干潟の生き物分布の徹底調査
午前中：干潟の泥を採取し、土の中の生き物を抽出。それが終わったら、カニ探し！
午後：土の中にどんな生き物がいるか分析！ ゴカイやシジミ、子ガニやアナジャコがいるぞ！
干潟の生き物博士がやさしく解説してくれます。
集合場所：大師河原水防センター（干潟館） 京急大師線「東門前駅」下車
※駐車場がありませんので、必ず公共交通機関をご利用ください。
問い合わせ・連絡先 多摩川干潟ネットワーク 044-287-7882
海辺つくり研究会 045-321-8601

FAX：045-317-9055

E-mail umibeken@nifty.com

★申し込みは FAX またはメールにて。
主催：NPO 法人海辺つくり研究会、NPO 法人多摩川干潟ネットワーク

◆第 73 回 海のトークセッション
「陸が変われば海も変わる 開発行為に伴うサンゴ礁浅海域の変化」
日時：5 月 18 日（月）19:30～20:30（19:00 受付開始）※今回から時間と参加費が変わりました
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

参加費：600 円
定員：40 名
★申し込み：専用フォームから。https://sv153.xserver.jp/~fc01/ows-npo.org/activity/ts/form.html
※キャンセルされる方は必ずご連絡ください。
ゲストスピーカー：長谷川均（国士舘大学文学部 地理・環境専攻 教授）
サンゴ礁の環境は、世界的な規模で悪化しているといわれる。一般にその原因は、地球温暖化に伴う
海面温度の上昇と関係していると考えられている。しかし、サンゴ礁はきわめて地域的な原因で悪化し
白化現象などを経て減少することも多い。
沖縄は 1972 年の返還以降、急速に日本経済に組み込まれ国内のどの地域よりもドラスティックな社会
変容を遂げた。大規模な地形改変や森林伐採、土地利用の急激な変化で、土壌流出や浅海域の生態系変
化、造礁サンゴの死滅が起こった。
この講演では、石垣島や沖縄本島を例に、陸域の変化に連関したサンゴ礁浅海域の変化を説明したい。
長谷川 均（はせがわ ひとし）プロフィール
新潟県出身。国士舘大学文学部地理・環境専攻教授、博士(理学)。専門分野は自然地理学。研究分野はサ
ンゴ礁地域の環境保全と中東の自然地理。1981 年以降、沖縄本島、本島周辺の離島や八重山諸島で研究
を進めている。2005 年以降、イラク戦後復興支援がきっかけとなり、ヨルダンやシリアなど中東地域の
遺跡を取りまく自然環境の調査を始めた。現在のフィールドワークは、サンゴ礁と中東地域がそれぞれ
半分ずつ。
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【九州】
◆和白海岸探鳥会
日時：4 月 12 日（日）9:00～12:00
集合場所：9:00 JR 香椎線「和白駅」の駅前にある和白公園（福岡市東区）
参加費： 野鳥の会会員：100 円、一般：300 円
持ち物 ：観察用具（ある人）
主催：日本野鳥の会福岡
連絡先：tel 092-606-0012（山本）

●三浦知之「干潟の生きもの図鑑」 南方新社(2008) ¥3,600+税
本書は、主として南九州の干潟で見られる鳥、魚、
カニ、エビ、貝などの動物図鑑である。一般的な図鑑
には載っていない小型種も記載されている。
また、南九州の干潟で見られる種で、普通種に近似
しているがよく調べるとどうもそれには当たらないと
思われるものは、そのように分類研究が進んでいない
ことを指摘するなど、実際に干潟で研究を始めようと
する学生にも、有用な図鑑である。
帯文に書かれているように、
「子供から研究者まで一
生使える干潟図鑑」として工夫されている。また南九
州の主な干潟が紹介されており、ここで干潟の観察を
するためには、きわめて役に立つだろう。
注文は、南方新社 info@nanpou.com まで。
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イボクラゲの来遊
田辺湾に稀にやって来る大型の鉢クラゲの一つがイボクラゲで、冬季に現われる。台風の
影響があった時でも夏や秋に本種が来たことは余りない。わが国では太平洋岸に出現するが、
稀である。
イボクラゲは傘の直径が 50cm にも達する。傘は青色か青紫色で、頂端に顕著なイボ状の
突起が多数密集した塊となっており、この特徴から和名が付けられた。しかし、その疣の機
能は不明である。また、本種がどこでどう発生しているのか謎のままである。
田辺湾でのイボクラゲの記録は、1993 年以降、
筆者の調査では数えるほどしかない。田辺湾産の
プランクトン相をかつてまとめられた山路勇先
生の 1958 年の論文でも、本種がたいへん稀だと
記されているので、昔からそうであったのだろう。
2014 年 10 月 30 日、筆者は京都へ出張した。
この日に、瀬戸臨海実験所の通称「北浜」へ、こ
のイボクラゲがやって来た。１個体だったがイボ
クラゲを発見して 採集したのは、京都大学瀬戸
臨海実験所技術職員の興田喜久男さんである。興
田さんは、「最初はビニールと思った」そうであ
る。青紫色の傘の大きさは 35cm あり、傘の上の
特徴的な疣が目立つ個体だった。この個体は傷ん
でいなかったので、京都大学研究員の河村真理子
さんが海中で写真撮影された。その一枚のショッ
トをここに使用させて頂いた。この個体は、恐らくは外洋から冬季の強風で田辺湾に運ばれ
て来たのだろう。
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8. 有明海と三陸の水辺から（10） 田中 克
有明海特産種ヤマノカミ
有明海には、我が国ではこの海にしか見られない生き物たちが多く生息しています。この
シリーズでも先に紹介しましたエツも今回紹介しますヤマノカミ（写真１）もそのような貴
重な生物であり、「特産種」と呼ばれて
います。一方、琵琶湖に生息するニゴロ
ブナやビワコオオナマズ等は、世界中で
そこだけにしか生息しない種であり、
「固
有種」と呼ばれます。ヤマノカミやエツ
は、中国大陸沿岸域や朝鮮半島西岸域に
注ぐ河川にも生息するため、固有種と区
別して特産種と呼ばれています。有明海
の特産魚には、アリアケヒメシラウオ・
アリアケシラウオ・ハゼクチ・ワラスボ・
ムツゴロウなども含まれます。これらの
種の多くは、過去の氷期に海水面が
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写真１ 有明海特産種ヤマノカミの成魚

100m 以上低下して、大陸と日本列島が
つながった際に、中国や韓国西岸の沿岸域に生息していた生きものたちが九州西岸まで分布
を広めたことに深く関わっています。その後、地球温暖化に伴い海面が上昇して、多くの生
きものたちはふるさとへ戻りましたが、一部の生きものはそのまま九州西岸域等にとどまり、
ふるさとの海と環境がよく似た有明海に生存し続けた“大陸沿岸遺存種”と推定されていま
す。それは、氷河期の遺産と言える貴重な存在です。
ヤマノカミはその名の通り、山の中を流れる清流に生息するカジカの仲間です。福井県の
九頭竜川では、これと近縁種のカマキリと言う魚が 12 月頃にお腹を上にあおむけになって
川を下り、おりしも降り始めた霰が当たることから“アラレガコ”とも呼ばれると伝承されて
います。ヤマノカミは有明海に注ぐ川に生息し、12 月頃に河口域に産卵のために下り、カ
キ殻などの裏側に 2mm 前後の卵を数千個産みつけ、雌はそのまま 1 年という短い寿命を終
えます。一方、雄にはまだまだ子孫のためにするべき仕事があり、産みつけられた卵に新鮮
な水を胸鰭で送り続けます。もちろん、この間全く餌を食べず、不眠不休（？）の献身的な
働きをし、最後の子供の孵化を見届けるとその一生を閉じます。

ヤマノカミの名前は、山の中を流れる川の主（ぬし）のような生きものとして、地域の人々
がそのいかつい顔にちなんでそのような名前を付け、崇めたことに由来するのではないかと
言われています。しかし、ヤマノカミが暮らす山の中の川では子供たちが育つ餌が存在しな
いために、冬季でも餌となる動物プランクトンが豊富な河口域に下って産卵するものと思わ
れます。きっと、ヤマノカミは海に下って、海の神に「どうぞ、子供たちを守ってやってく
ださい」と念じながら一生を終えるのではないでしょうか。
筑後川河口域一円で稚魚ネットによる採集を試みると、3 月には生まれたばかりの卵のう
を持った仔魚が河口下流域において沢山採集されます。それらの仔魚は成長と共に次第に河
口域の上流側に移動し、ヤマノカミの形をした稚魚になる頃には、河口点から 10 数 km 上
流の汽水域の最上流部に集まり、順次淡水域に遡上して行きます。近年、彼らの生息場所は
堰の設置（写真２）などで著しく限定され、その存続が危惧されます。
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写真２ 筑後川下流域に設置された筑後大堰：ヤマノカミの遡上を阻む

１．海の水はきれいになったか？
今年 2 月 15 日の朝日新聞科学欄に「やせゆく瀬戸内海」「栄養塩の濃度が低下」という記事が掲
載された。内容は、瀬戸内海の水質汚染が進んだことから、栄養塩負荷への規制強化が行われ、栄
養塩濃度が低下し、それによってノリの色落ちが起こり、水産業に悪影響が出ているというもので
ある。数年前からこ
のようなことが漁
業者らの間で喧伝
され、研究者の中で
もそれを危機的な
状態とみる見方が
出ている。そして、
漁業者らからの要
求によって、昨年自
公政権で瀬戸内海
環境保全特別措置
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法（以下、瀬戸内海
法）の改正案が提出
された。その中では、
栄養塩の負荷の規
制緩和が図られて
いる。もうこれ以上
海をきれいにしな
いで良いというのである。年末の国会解散でこの法案は廃案となったが、同じ法案を再び国会に上
程しようとしている。
果たして、瀬戸内海は再生したのだろうか？

少しずつだが、この意味を考えて、瀬戸内海法改

正の問題点も考えたい。
まず、本当に瀬戸内海の水はきれいになったのだろうか？海水の水質は、水温、塩分、pH、酸素
濃度、栄養塩濃度などさまざまな要因で決まるが、ここでは、もっとも測定が簡単で、しかも多く
の要因の結果と考えられる海水の透明度の変化を、国土交通省のホームページから見てみよう。

右の図は、兵庫県沖の播磨
灘における透明度の変化で
ある。これをみると透明度は
1980 年代半ばから徐々に上
昇しているように見ること
ができる。この測定は、瀬戸
内海の水質が徹底的に悪化
した 1970 年代のデータが含
まれていないので、それを計
算に入れて見る必要がある
が、1982 年の 4m 程度から 2013 年の 8m くらいまでかなりの程度透明度は改善されたと見える。
しかし、その他の瀬戸内海ではどうだろうか。
左の図は播磨灘とちょう
ど反対側の瀬戸内海の伊予
灘における透明度の変化で
ある。これによると、伊予灘
の透明度は、1982 年当時と
2013 年では、そのレベルは
ほとんど変わっていないと
見える。伊予灘は豊予海峡か
ら入ってくる外洋の海水が
直接影響するので、もともと
透明度は 8m 程度有ったが、この 30 年間でとくに海がきれいになったわけではないのである。
それでは、瀬戸内海のもっとも中央部にある燧灘（ひうちなだ）ではどうだろうか。
右の図は、燧灘における透
明度の変化を示している。こ
こでは、透明度は、1982 年
から依然として低下傾向に
あり、2000 年を超えてよう
やく少しずつ改善されてき
たように見える。
瀬戸内海法が恒久法とし
て制定されたのは 1978 年で
あり、それ以前に臨時措置法
が 1974 年に施行されている。つまり、ここに掲載した透明度の変化は、瀬戸内海への栄養塩負荷に
規制をかけ始めたあとの変化を示している。
これらの透明度の変化をみると、瀬戸内海の水質が改善されて規制する必要が無くなったと言え
るとは思えない。きれいになったところもあるというのが、正直なところだろうか。（つづく）
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10．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！

11．編集後記
辺野古や諫早など全国各地で今日も海の生き物にとって迷惑な状態が続いています。一方、日本列島は今、
桜色に包まれ、全国各地で花見の行列ができています。花の美しさに感じ入る心がありながら、列島を取り囲む
海辺の美観や、その健康状態には無頓着にも見える不思議の国ニッポン。砂浜の小さな生き物や海面下の世
界が知られていないことが一因なのでしょうか。もしそうなら、その豊かさやつながりを「見える化」できる先生た
ちの役割、ひいては、うみひるものような媒体や体験イベントの役割は、とても大きいと改めて思います。（ちよ）
一気に春がやってきました。寒さに縮かんでいた体をリラックスさせて、春を楽しみたいものです。海の生き物
を守る会がこれまで行ってきた砂浜海岸生物調査の調査票が 150 通を超え、調査地点も 105 ヶ所を超えたため、
中間報告書を刊行しました。この中間報告書をベースに、今後も調査を継続し、今後の砂浜の保全に役立てた
いと思っております。これまで調査票をお送りいただいた皆様には心から感謝をいたします。また、これからもぜ
ひ皆様のご協力をお願いいたします。
うみひるも 153 号でお知らせしたように、瀬戸内海の漁業不振のために、瀬戸内海環境保全特別措置法を改
正して、栄養塩負荷規制を緩めようという「改正」法案が、自公政権で準備されている。でも本当に瀬戸内海がき
れいになったために、魚が獲れずノリが色落ちしているのだろうか。「改正」によって再び瀬戸内海が汚れた海に
ならないだろうか。少し科学的にこの問題を考えて、「改正」法案が持つ問題点を指摘してみようと、今号のうみ
ひるもから短期連載を始めました。ご一読ください。（宏）
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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

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。

メールマガジン『うみひるも』第 154 号
2015 年 4 月 1 日発行
発行「海の生き物を守る会」代表 向井 宏
編集：瀬戸内 千代
〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地
TEL&FAX:075-741-6281

メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
ホームページ URL：http://e-amco.com/

銀行口座：ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１

海の生き物を守る会

全銀システムで送金する場合は、068 店（ぜろろくはち店）0667302 ウミノイキモノヲマモルカイ
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