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「今月の海の生き物」ノルドマンエボシミジンコ

Evadne nordmanni

節足動物門甲殻綱に属する海産のプランクトンで、枝角目ウミオオメミジンコ科エボシミジンコ属に属
する。エボシミジンコ属には日本で 3 種のみが知られている。一般に枝角目のミジンコの多くは淡水に
生息しており、海
産のミジンコ類は
種類が少ない。エ
ボシミジンコ属は、
身体が烏帽子状を
していることから、
その名がついた。
触角は 2 対あり、
それを使って運動
するが流れに逆ら
って泳げるほどの
遊泳能力は無く、
浮遊生活をする。
目は複眼で大きく
1 個だけある。淡水
のミジンコと同じように、雌が単為生殖をして、体内に卵を保有し、体内で孵化させ、親と同じ形の子供
を放出する。季節になると雄個体が出現し、有性生殖を行う。
（山口県上関町沖の瀬戸内海にて採集 向井 宏撮影）
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【活動予定】

今月 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」
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5 月 30 日に、「ストップ辺野古！奄美緊急アクション 第 2 弾
～奄美大島の海山を守り、沖縄に連帯する～」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。また、最近奄美大島の砂浜海岸で辺野
古への積み出し用の土砂を野積みにしているところが発見され、
辺野古への土砂の積み出しが秒読みになっているとされていま
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、奄美市 AiAi ひろば（観光交流センター）において行います。講演は、向井

宏、安部真理子

の両氏が辺野古の埋め立て反対活動とジュゴンの保全について、地元・奄美環境ネットワークの薗博明氏
とプロサーファーの碇山勇生氏から現地の状況を紹介してもらうことを予定しています。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。奄美に限らず、辺野古への土砂搬入
を予定している瀬戸内海その他でも、いかにして阻むことができるか、話し合いたいと思います。
日時：5 月 30 日（土）14:00～17:30
場所：AiAi ひろば（名瀬末広町 14-10）tel: 0997-52-1778 しまバス「末広通り」バス停下車徒歩 1 分

●ジュゴン・スタディツアー

参加者募集

締め切り間近！

2015 年度のジュゴン・スタディツアーを来月実施します。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。日程は 6 月 16 日（火）～24 日（水）に決定しました。
参加してみたいと思われる方
6 月 16 日 日本発 マニラ経由 ダバオ着
は、なるべく早く下記までお問い
（成田発と関空発の両グループがマニラで合流）
合わせください。★申し込み締め
切りを 5 月 15 日とします。現在、 6 月 17 日 ダバオ→マリタ
（午前中、ダイビングショップで買い物、借り物。市内観光も）
正式に申し込んでいる方は 1 名だ
けです。参加したいと申し出たこ
6 月 17～21 日 マリタ市滞在
とがありながら今回の募集に対し
（市内ニューアルガオ海岸でジュゴンの観察。ウミヒルモの定量
て正式に申し出ていない方は、お
採集） 6 月 21 日 マリタ市→ダバオ経由→マティ市
問い合わせください。
6 月 21～23 日 マティ市滞在
なお、フィリピンのミンダナオ
（東大研究者チーム・フィリピン大学研究者チームと合流。マヨ湾
島は、紛争地域です。これまでの
でジュゴン観察） 6 月 23 日 マティ市→ダバオ市
経験では不安を感じることはあり
6 月 24 日 ダバオ→マニラ経由→日本
ませんでしたが、あくまで各自の
責任でご参加ください。
お申し込み・お問い合わせは、こちらまで 向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp

●「日本の砂浜ベスト 30」

守るべき砂浜海岸を推薦してください
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全国の砂浜海岸生物調査： 現在まで171枚、112カ所
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。
また、この調査の一環として、全国の砂浜で「ぜひ保全すべきだ」と思われる砂浜をご推薦くださ
い。今年度末までに ベスト30 を決定し、そのリストを公表して、今後の保全活動に貢献したいと
思います。ぜひ推薦をよろしくお願いいたします。推薦にあたっては、その砂浜の数枚の写真とその
他、生物情報、自然度などについてもお知らせください。
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。
なお、今年度から、富士通株式会社の協力で、「携帯フォトシステム・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、以下の通りです。ぜひともお気軽に砂浜海岸生物調査にご参加ください。

海の生き物の調査報告が簡単になります！
皆さん、こんにちは。運営委員の大久保奈弥（東京経済大学）です。今年度、海の生き物を守る会が、富士通携
帯 フ ォ ト シ ス テ ム ・ ク ラ ウ ド サ ー ビ ス の 利 用 団 体 に 選 ば れ ま し た 。
http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/activities/case-studies/technology/psystem/result/index.html
今まで、種類がわからない生物がいたり、様々な写真を付けてファイルを作るのが面倒だったりしたことから、調
査票を送りそびれたことはありませんか？そんな戸惑いや手間を省ければ、もっと生き物データが集まるのでは
ないかと思い、このサービスに申し込みました。これからは、携帯やカメラで砂浜に落ちている生き物の写真をと
って、こちらのメールアドレスに送るだけ。会員でない方も、是非御協力ください！
umi@bio.ikimonosirabe.info
自分が見つけた生き物の名前がわからなくても、それぞれの専門家に見てもらい、種類を同定してもらえます。
GPS がついた携帯やカメラで撮れば、自動的に位置情報や日時も送られます。同定出来た生物は、下記の HP
で公開されますので、お楽しみに！ http://bio.ikimonosirabe.info/psystem/
それでは、利用方法と注意点です。
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① 生きている生き物と漂着した生き物・後背地の風景・浜 の写真を撮ります
注１：生き物は全体像をなるべく接写し、詳細を撮影してください
後背地とは、浜とは反対側の陸側のことを呼びます。

浜の写真：ここは砂礫
ですね

後背地：陸側

生物

② umi@bio.ikimonosirabe.info を宛先にして、携帯やパソコンから写真を送ります。１通のメールで３枚の写
真まで添付できます。もちろん、１通につき１枚でも大丈夫です
例：９枚の写真を送りたければ、３通に分けて送って下さい。
注１：本文には、あなたの名前、生き物の名前や、その生き物の数（有：１個・少：２〜数個体、多：それ以上）、後
背地の状態（道路有無など）、浜の状態（礫・砂・泥）などの情報を書いて下さい。生き物の名前がわからなけれ
ば、もちろん写真だけでも構いません
注２：写真を送る度に、件名の欄に海岸の名前を書いて下さい。

上記のア
ドレス
名前や数
など、わか

件名には

らなければ

海岸の名

写真だけ

前を必ず

で

書いて下
さい

注３：
携帯の場合、送るサイズは小を選択してください。カメラの場合にも、パソコン
で１枚あたり 100kb-200kb くらいにまでサイズダウンしてください。さもないと、
クラウドがいっぱいになって、他の団体にご迷惑をおかけすることになりま
す！

以上で送る作業は終わりです
小を選択
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☆ 種類が同定された生き物を見たい時はこちら
http://bio.ikimonosirabe.info/psystem/

こちらを
クリック

① こちらの画面に移ったら、テーマで
「市民による砂浜海岸生物調査」
を選んで下さい
② 分類や日付で色々なものを選んで
楽しんで下さい
自分が写真で送った生物が同定されて
いれば、公開されていますので、是非
チェックしてみてください。

使い方は以上です。皆さんからの写真が集まらないと HP を見ても楽しめませんので、怖がらず、どんどん写真
を送って下さい！
も ちろ ん 、 今 まで 通り の 手書 きの 調 査票も 受 け 付け ま す ので 、 そち ら は 代 表の 向井 の メ ー ルア ド レス
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお送り下さい。また、写真でうまく撮れない生物に関しては、拾った標本を直接、
向井の住所までお送り下さい。
なお、送られた方のメールアドレスは公開されません。我々運用管理者のみわかります。何か質問がありました
ら、運用責任者の大久保奈弥（nokubo@tku.ac.jp）までご連絡ください。
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2．ウミウシ 切手コレクション （4）

立川賢一

砂浜のいきもの調査を行う人たち

7

【中部】
●愛知県美浜町で潮干狩り

今年は 2 カ所のみが開催

愛知県美浜町では 8 カ所あった潮干狩り場のうち 6 カ所が今年は営業を取りやめることになり、残る
2 カ所の浜開き式が 4 月 16 日に行われた。浜開きは、矢梨と上村（布土）の 2 カ所のみで、残りは食害
や強風の影響などで営業を行わないこととした。しかも矢梨の浜では、アサリの密漁があり、アサリの量
は大幅に減少しているという。今年は知多半島全体でもアサリの不漁が予想されている。

【近畿】
●カツオノカンムリ

大量に漂着

南紀白浜海岸

外洋性クラゲのカツオノカンムリが 5000 匹以上も大量に打ち上げられているのが、和歌山県白浜町の
京大臨海実験所の北浜で発見された。大部分がカツオノカンムリだが、一部強力な刺胞毒を持つカツオノ
エボシも混じっている。カツオノカンムリは、楕円形の円盤の上に三角形の帆をかけたような形をしてお
り、風にながされやすい。カツオノエボシとは異なり、カツオノカンムリは毒を持たず刺すこともないの
で問題はないが、同じような色をしているカツオノエボシが混じっているので、触ると危険で、注意が必
要だ。北浜で長年定点調査を行っている同臨海実験所の久保田信准教授は、これまでこれほどの量のカツ
オノカンムリが漂着したことはなく、風の影響で吹き寄せられたのだろうと言う。これら外洋性のクラゲ
類については、生活史など詳しい生態は、ほとんど分かっていないらしい。

●今年のオニヒトデ駆除数は大幅減少

串本海域

和歌山県串本町で毎年オニヒトデの駆除を行ってきた「サンゴを食害する動物駆除実行委員会」は、町
内のダイビングショップなどで作られている。この委員会では、昨年行ったオニヒトデなどの食害動物の
駆除数を発表した。それによると、昨年駆除したオニヒトデは、1544 匹。一昨年の 2232 匹に比べてか
なり減少している。串本沿岸では、ラムサール条約登録湿地に指定されているサンゴの群生地があり、オ
ニヒトデの大発生が 2004 年頃から顕著になってきた。それから毎年 1 万匹ほどのオニヒトデ駆除事業に
取り組んできた。08 年度以降はオニヒトデの数も減少し、最近はほぼ 1 千匹台に落ち着いている。昨年
度は、述べ 352 人のダイバーによって行われた。
同時にサンゴを食害する巻貝の駆除も行われてきた。駆除した巻貝は、昨年度は 1666 個体。巻貝は、
駆除を始めた 1999 年頃は、毎年 10 万個体を超える数を駆除してきたが、同時に行った巻貝の卵嚢駆除
の効果が大きいと評価されており、その後は個体数が大きく減少している。同委員会の代表者は、
「日頃
の努力が効果を上げている」と評価している。しかし、オニヒトデも巻貝もサンゴ礁の一員。それを根絶
することはサンゴ礁の生物群集にけっしてプラスとは言えないだろう。駆除事業が善意で行われたとし
ても、生物群集のバランスを崩すことは、サンゴ礁をいびつなものにしてしまいかねない。人手をかける
のは最小限にしておきたい。
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●和歌浦干潟で潮干狩りを復活させる試み
和歌山市和歌浦の片男波干潟では、アサリが減少したことで 2008 年から潮干狩りが中止されてきた。
このほど、地元の漁協や観光協会などによって「和歌浦活性化活動組織」が、アサリ育成に取り組み、潮
干狩りの復活に向けて、和歌山市と協定を結んだ。和歌浦の片男波干潟は、約 35 ㏊と和歌山県内でもっ
とも大きい干潟である。この取り組みには、農水省の「水産多面的機能発揮対策事業」の補助金を活用し、
アサリの稚貝採取や移植などで、アサリを増やし、3 年後に潮干狩りの復活を目指している。また、片男
波干潟には漁業権が設定されており、許可なくアサリを採らないようにと呼びかけている。しかし、片男
波干潟の衰退は、アサリの減少のみならず、砂浜の減少・消失もあり、アサリだけの復活が潮干狩りの復
活に繋がるかどうか、心配もある。

【中国】
●宍道湖のシジミ生産量

再び日本一に

島根県宍道湖のシジミ（ヤマトシジミ）の生産量は、近年減少していたが、昨年度は、一昨年の 83％
増の 3622 トンが記録されて、青森県を抜いて再び日本一となった。首位になったのは 4 年ぶり。宍道湖
の生育環境が改善し、資源量が回復していると考えられている。

【四国】
●ヒョウモンダコが宇和海で発見

注意を呼びかけ

愛媛県伊方町町見地区の沖合で、猛毒を持つ熱帯性のヒョウモンダコが見つかった。八幡浜漁協の海士
（あまし）が、海中で作業中に発見し、捕獲した。体長は 5~6cm と小型のタコだが、県では噛まれると
死に至る場合もあるとして「素手で触らないで」と呼びかけている。

●建て干し網を中止

アカエイの増加で

愛媛県西条市の河原津漁協と壬生川漁協が作る東予地域漁協連合協議会では、毎年 5～6 月ころに開催
している「西条市建て干し網」を、今年は中止すると決めた。その理由は、近年トゲに毒を持つアカエイ
が増加し、参加者が刺される怖れが強まったというもの。これまで台風などで延期することはあったが、
中止するのは初めてのことだ。建て干し網は、遠浅の海岸に棹を建てて網で仕切り、ハマチ、アジなどの
魚やアサリなどをその網の中に放流し、引き潮になったら参加者が網に入り手づかみしたり手網ですく
ったりして楽しむもの。西条市の観光事業として行っている。毎年数千人が参加する催しとなったが、近
年アカエイが増加し、開催前に漁協が駆除をしていた。それでも駆除しきれないほど最近は増えているた
めに、参加者の安全を第一に、中止を決めたもの。昨年は約 200 匹を駆除したが、来場者 4 人が刺され
る被害にあった。今後、この事業が継続できるかどうかは、アカエイの増え方次第という。

●海水浴シーズンを前に水質検査

小松海岸は合格
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徳島市環境保全課は、海水浴シーズンを前に、川内町の小松海岸で水質検査を行い、透明度や油膜の有
無などを調べ、海水浴に支障がないことを確認した。その他に、海水を採取して化学的酸素要求量（COD）
や、病原性大腸菌などを調べるが、結果は 6 月中旬に発表になるという。

【九州】
●国が制裁金支払いを強制するなと請求異議訴訟
諫早湾の潮受け堤防開門期限後の国の不作為に対し、漁業者らが制裁金 1 日 45 万円（のちに 90 万円）
を課したことについて、国が支払いを強制しないよう求めた請求異議訴訟が始まった。長崎県の諫早湾干
拓事業で有明海の漁業者が被害を受けたことを受けて、佐賀地裁が国に長期開門して影響を調査するよ
うに求めた判決は福岡高裁で確定したが、国は 3 年間の猶予期間を過ぎても開門調査をしなかった。第 1
回弁論で、漁業者側が「国は確定判決を受け入れたはずだ」と意見を述べ、一日も早い開門調査を求め、
国の請求を棄却するよう求めた。これに対し、国は「長崎地裁が開門差し止めを命じた仮処分決定もあ
り、開門を強制することは許されない」と主張した。これに対し、昨年 12 月の佐賀地裁は、
「仮処分は暫
定的である上、国と営農者の問題。漁業者は関係ない」と判決した。今回の訴訟は国がさらに控訴して行
われた。

●奄美でも「浜下れ」

海開きも

鹿児島県奄美大島では、旧暦の 3 月 3 日に初節句を迎えた女の子の足を海に漬けて、無病息災を祈る
習慣があり、
「浜下れ（はまおれ）
」と称する。今年は 4 月 21 日にあたり、多くの家族連れが海岸に降り、
浜辺で遊んだ。同時に、海水浴場では海開きが行われた。奄美大島では夏本番だ。

【沖縄】
●辺野古埋め立て土砂

供給元から搬入阻止を

各地で運動を開始

県外からの土砂搬入を規制

沖縄県議会が条例制定へ

沖米軍の辺野古基地建設のための埋め立てに使う土砂は、香川県小豆島や山口県周南市、熊本県天草地
区、長崎県五島地区、奄美大島、徳之島などからの搬入を予定している。その一つの鹿児島県大隅町（佐
多岬地区）の採石業者が事業計画を示して、住民説明会
を開いた。左図は、この説明会で配布された岩ズリの購
入予定地と量を示したもので、沖縄県ではまだ公表され
ていないものだった。採石業者は、住民からの反発を考
慮して、説明会では地元への経済効果を優先させると説
明を行ったようだ。業者は沖縄の埋め立てで大量に石が
必要になり、地元には多大な経済効果をもたらすと強調
した。その際、大隅町に福島第一原発の汚染土の最終処
分場計画があったことと比較し、それに比べるとずっと
良いとして、鹿児島大学と業務提携をして開発を進める
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としている。防衛省では、大隅町から最大約 70 万㎥の岩ズリ購入を計画している。
また、もっとも大量の土砂を沖縄辺野古に搬入する予定の奄美大島では、すでに業者は山を崩し、搬入
予定の土砂を海岸に山積みして、搬出を待つばかりになっている。海の生き物を守る会では、この問題を
訴えるために、5 月 30 日（土）に奄美市 AiAi 広場で、
「辺野古に連帯する奄美フォーラム」を開催する
予定である。ぜひ多くの方が参集されて、辺野古埋め立てを止める意思を示して欲しい。
一方、埋め立て用の巨大なコンクリート製ケーソンは三重県内で製作して辺野古に運ぶことが予定さ
れている。この動きを止めるために、
「辺野古のケーソンをつくらせない三重県民の会」が今年 3 月に結
成された。
これらの動きに呼応して、沖縄県議会では、県外からの土砂搬入を規制し、埋め立てを阻止するため
に、沖縄県の条例をこの埋め立て前に成立させることが動き始めた。4 月上旬には、日本共産党と社民党
が条例案を提出、沖縄社会大衆党や民主党、その他も条例作成に向けて協議を始めている。条例案は、外
来生物の混入を阻止するために、可能性のある土砂の搬入を知事の権限で禁止することのできるものと
なっている。あらゆる手段で埋め立て・基地建設を止めるという翁長知事の姿勢を、県議会は条例作成で
支援する予定である。安倍政権は、アメリカとの再協議を行い、辺野古への基地建設を中止する道を探る
べきである。

●辺野古では「粛々と」基地建設に向けた工事が進む
翁長沖縄県知事と菅官房長官、安倍首相の会談が行われたが、現地辺野古では、翁長知事や沖縄県民の
意向にかかわらず、基地建設に向けてボーリング調査が進められ、これからは 6 月か 7 月に予定されて
いる本格的な埋め立て工事が始まろうとしている。4 月 28 日は、沖縄が日本と切りはなされて米軍統治
下に置かれる「沖縄の屈辱の日」。人々が辺野古のキャンプシュワブ前に集まって、工事の進行に抗議し
た。この日海上でも抗議の船やカヌーが出たが、海上保安官らによって抗議船が転覆させられるなど、乱
暴な取り締まりが続いている。

【東北】
◆「第 27 回 森は海の植樹祭」開催について
日時：6 月 7 日（日）9:00 受付開始

9:30 開会式 14:00 終了（流れ解散）

場所：ひこばえの森交流センター（岩手県一関市室根町矢越字山古沢 94-7）
※開会式終了後、植樹会場へは徒歩で移動となります。
参加費：無料。どなたでもご参加いただけます。
その他：苗木、鍬は主催者側で準備しております。汚れても良い服装でお越しください。駐車場は会場内
にございますが、停められる台数に限りがあります。
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【関東】
●国際生物多様性の日シンポジウム「環境・生命文明社会の創造 －自然と共に生きる－」
森里川海を豊かに保ち、恵みを引き出すため「国と地方」、「都市と地方」、「行政、N P O、企業、
市民」の役割について考え、それぞれの取組をつなぎ、広げていくための新たな仕組みを考える。
日時：2015年5月30日［土］ 13:30 -16:30
会場： 国連大学 ウ・タント国際会議場 ［東京都渋谷区神宮前5-53-70］
主催：環境省、国連大学サステイナビリティ高等研究所、地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）
協力：国連生物多様性の 10 年日本委員会（UNDB-J）
定員：300 名
基調講演：環境・生命文明社会の創造 －自然と共に生きる－

武内 和 彦氏［国連大学上級副学

長］
アドバイザー
涌井 史郎氏［ 東京都市大学教授・U N DB -J委員長代理］
「つなげよう、支えよう森里川海」
地域の取組事例の紹介
「森里川海を豊かに保ち、恵みを引き出す社会への変革 ～日本人の自然観を取り戻す～」
パネルディスカッション
コーディネーター

涌井 史 郎氏［ 東京都市大学教授］
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パネリスト
高木 美 保氏［ タレント、芸農人］
中村 文明氏［ 多摩川源流研究所 所長］務局【（株）ネクストアイ、瀬山、隈元宛】 TEL:03-4570-2
井上 恭介氏［ NHK報道局チーフ・プロデューサー、「里山資本主義」著者］
中井 徳太郎［ 環境省大臣官房審議官］
申込み：締切5月24日(日)

FAX：03-6893-7233 E-mail：morisatokawaumi@next-eye.co.jp

「つなげよう、支えよう 森里川海プロジェクト」ウェブサイト http://www.env.go.jp/nature/morisatokawaumi/

【中部】
◆2015 年第 1 回海の環境を学ぶ会

～スナメリ観察会

本年度第 1 回目の「海の環境を学ぶ会」として「スナメリ観察会」を以下のように行います。江比間港
から、大型漁船に乗って三河湾を周遊します。観察会を通してスナメリだけではなく、海の様子を見た
り、海から陸上を見たりして、海の環境を自らの目で学びましょう。亀の子隊関係者以外も大歓迎です。
友達を誘って参加しましょう。もちろん大人も OK です。
日時：5 月 23 日(土)9:00～12:00
集合時間：8:45 名簿の確認などするので遅れないようにしてください。
集合場所：愛知県・渥美半島 江比間港
参加費：
（Ａ）亀の子隊員 600 円・小学生未満 0 円
未満 300 円 （Ｃ）親亀隊員・賛助隊員 1400 円

（Ｂ）亀の子隊員以外の小中学生 1000 円・小学生
（Ｄ）その他一般の大人 1800 円

※小学 4 年生以下の子どもさんだけでの参加は御遠慮ください。
募集人員：限定 20 名（定員になり次第締め切ります）
服装：自由
持ち物：特になし
★参加希望の方は下の項目を記入の上、5 月 16 日(土)までに提出してください。
名前、学年、住所、連絡先の電話番号、参加費・種別
FAX 0531-23-0581

E-mail

yoshiharu@kamenoko.org ※電話での申し込みはありません

亀の子隊事務局 連絡先 090-9123-7983

【近畿】
◆和歌の浦干潟観察会（第 25 回）
ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、コメツキガニの砂団子、水際に群がるヤドカリ類、テッポ
ウエビ、絶滅寸前種のイボウミニナなど、たくさんの生き物を観察できます。
日時：5 月 16 日（土）10:00～12:00 雨天中止（小雨決行）
観察予定地：和歌山市和歌浦・観海閣（妹背山）周辺の干潟
集合時間と場所：10:00 に観海閣（玉津島神社の向かい）
費用：資料 1 部 300 円、希望者のみ
服装や準備物、その他注意点：長靴または泥にはまっても良い靴（サンダル・水雪駄は泥に足を取られる
ので不適）。帽子、軍手、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。
主催：和歌山大学教育学部生物学教室 わかのうらひがた俱楽部
問い合わせ：e-mail: tkoga@center.wakayama-u.ac.jp、または 090-4499-3157 古賀まで
※今年はあと、7 月 19 日（日）13:00～有田川河口干潟で、9 月 13 日（日）12:00～和歌の浦干潟で観察
会を行う予定です。

【沖縄】
◆ジュゴンの棲む海観察会＆「ジュゴンのぼり」を作って掲揚しよう！
日時：5 月 2 日（土）9:30 わんさか大浦パーク集合（名護市）
参加費：観察会参加者は保険料 300 円
定員：30 人（どなたも参加できます。親子連れ歓迎）
主催：じゅごんの里／北限のジュゴン調査チーム・ザン
プログラム
10:00～12:00

ジュゴンの棲む海観察会（名護市嘉陽海岸）

12:00～

各自昼食（浜でお弁当を広げるのも楽しいです）

13:00～15:00

「ジュゴンのぼり」作成（わんさか大浦パーク支援室）

※出来上がった「ジュゴンのぼり」は、大浦湾に面したわんさか大浦パーク広場付近に掲揚します。
お問い合わせ・★参加申し込み先：0980‐55‐8587（じゅごんの里）
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●高久至「屋久島

豊饒の海」

東方出版 pp.94 (2015)

¥2,200+税

大学卒業後、屋久島の自然に魅せられて住み着いた若いダイバーが、プロの水中カメラマンを志して、本
写真集を出版した。
黒潮に生きる多く
の海の生き物の姿
を見事なカメラワ
ークで私たちに指
し示してくれる。
屋久島は森だけで
は無い。海もこん
なに素晴らしいの
だなあと、この写
真集を見ながらつ
ぶやいた。一度は
屋久島の海に潜っ
てみたくなる本で
ある。
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模様が一列つくられていないマダライモ
マダライモは伊豆諸島以南のインド―西太平洋の潮間帯から水深 20m のサンゴ礁や岩礁
に生息するイモガイの小型の一種である。マダライモの貝殻の側面には黒色の方形斑が点々
と規則的につくられてあり、上から下まで数列ある。殻の殻頂部付近の模様も規則的につく
られてある。
ところが、側面斑の中央の一列がぐるりと貝殻を一周して、全て欠損しているマダライモ
が 2014 年 1 月 18 日に発見された。そのふしぎな個体は京都大学瀬戸臨海実験所付近の磯
浜に打ち上げられており、殻長 26 mm で、この種類としては小さい個体だった。その発見
者は現在京都大学医学部の大学院生の平澤康太さんである。この発見場所ではこれまでに数
多くの本種の打ち上げられた殻を見ているが、今回の様な驚くべき模様体は初めてである。
また日本の他の場所や、諸外国でも見たことないので、とても稀少な模様であろう。
どなたか、今迄この様な模様に他の種類でも出会ったことがありますか？

図. 方形斑の中央一列が全て欠損したマダライモ
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7. 有明海と三陸の水辺から（11） 田中 克
有明海のスズキ
毎年、春季に有明海に出かけ、筑後川に設置した 10 定点において稚魚を採集（写真１）
して 36 年が経過しました。主要な対象生物はスズキです。スズキは、北海道北部ならびに
琉球列島をのぞく日本各地に広く生息す
る沿岸性魚類の代表的存在です。旬のス
ズキの塩焼きは特に美味で、また、近年で
は、ルアーフィッシングの対象としても
なじみ深い魚です。とりわけ、東京湾や大
阪湾などの大都市圏を控えた内湾に多く
生息する、環境適応性の高い種としても
知られています。
写真１ 有明海筑後川河口域において春季
を中心に 36 年間継続されている稚魚調査
わが国を代表する内湾の一つである九
州有明海にもスズキは多く生息していますが、古くより漁師には、外海に生息するスズキと
は微妙に“顔つき”が異なるとして、区別してきました。そのことに関心を持った研究者に
より、有明海のスズキと外海のスズキの形態学的ならびに生化学的比較が行われ、両者の異
質性が指摘されました。さらに、両者の違いは、遺伝子レベルの詳細な研究（京都大学大学
院農学研究科中山耕至さん）によって明らかにされました。それによると、有明海のスズキ
は、日本在来のスズキと大陸（中国大陸ならびに朝鮮半島西岸）に生息するタイリクスズキ
との交雑集団であるという非常に興味深い存在です。それは、過去の氷期において生じた交
雑集団が、有明海において生き残ったもの（大陸沿岸遺存種）と推定されています。
スズキの初期生活史の特徴の一つは、稚魚期の初期に河口域に集まり、さらに淡水域にま
で遡上する極めて広塩性を持つ点です。有明海のスズキも、筑後川の調査では、湾口部に近
い島原沖で生まれた仔魚が発育の進行と共に次第に湾奥部に輸送され、筑後川の河口域の沖
から次第に河川内に移動し、最終的に淡水域にまで遡上する過程が明らかにされています
（図１）。有明海のスズキの片方の親がより淡水適応性の強いタイリクスズキであることよ
り、そのことが稚魚の淡水遡上性の背景ではないかと考えの下に、遡上稚魚の遺伝的背景が
調べられましたが、期待に反して、有明海スズキと在来のスズキの間に淡水遡上性の違いは
認められませんでした。いずれにしても、有明海のスズキ稚魚が淡水の影響のある場所を初
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期の生息域とすること
には間違いありませ
ん。筑後川河口域にお
いては、1980 年以来、
春季に実施している定
点稚魚調査において、
エツやヤマノカミの稚
魚採集量が顕著な減少
傾向にあるなかで、ス
ズキ稚魚の減少傾向は
著しくはありません。
しかし、本種の淡水と
図１ 筑後川におけるスズキ稚魚の遡上過程
の不可分の生活史を考慮すると、海と川
をつなぐ生き物として、今後も、本種の動向に十分な注意がはらわれるべきと考えています。
本種が、タイリクスズキとスズキの過去（氷期）に生じた交雑集団であり、特異な遺伝的
背景を持つのと同様の結果は、デンベイシタビラメにおいても確認されています（中山耕至
さん）。今後、同様の現象は、有明海に生息する他の魚類をはじめ多くの生物においてもみ
られる可能性を示唆しています。中山耕至さんは、このような新たな種が誕生する“たまご”
が無限に存在する有明海のかけがえのない重要性を指摘されています。

8．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！


お気軽にご投稿ください。

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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9．編集後記
砂浜生物調査の新しい参加方法（p4～6 参照）、とっても便利です！ カメラ付き携帯で撮ってサクっとメールす
るだけですので、ぜひお試しください。私も早速、やってみました。今回は先日デジカメで撮ったものをパソコンで
縮小してケータイに送信して……と遠回りしたために、送信したデータから撮影条件などの詳細データが消えて
しまっていました。だから初回は自動返信で「携帯フォトシステム登録エラー」というメールが届いて失敗。パソコ
ンで画像の「プロパティ」を開き、「詳細」タブの「撮影日時」に日付を入れてやり直したら、今度は大丈夫だったよ
うです。でも、この方法だと日付は正しく入れられても撮影時刻は修正した現在時刻が入ってしまったので、最初
から携帯で撮影して送るのが無難でしょう。皆さんも GW などで砂浜に出掛けたら「１．生き物 ２．後背地の風
景 ３．浜の写真」をパチリと撮って、その３枚を添付して、 umi@bio.ikimonosirabe.info にメールをどうぞ！
まだ「生物情報収集システム」の
「市民による砂浜海岸生物調査」
ページは空っぽでした。充実した
デジタル図鑑を構築するために
も、ぜひぜひ一度お試しください
ね♪（ちよ）
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砂の流失を防ぐ 2 重の青いネット
が続く車道沿いの砂浜。
2015.4.19 館山（千葉県）で。

雨にたたられた 4 月でした。ようやく気候が安定したと思ったら、はや 5 月です。異常気象や地震・噴火などの天
災が各地から届きます。一方で、人間の手による自然破壊はとどまることを知らないようです。おそらくこの人間
の行為が回り回って天災や異常気象、地球の温暖化を引き起こしているに違いありません。負のスパイラルは
回り始めているのでしょう。私たちの子孫に、私たちが受け継いできた自然を、伝えることができるでしょうか。
せめて止められるものなら、少しでも止めていきたいと思います。5 月 30 日に奄美大島でフォーラムを開きま
す。奄美大島と沖縄島は世界自然遺産に登録するために、さまざまな取り組みを進めていますが、その一方で、
奄美の山を削り、沖縄の海を埋め立てようとしています。沖縄で埋め立てられるのは辺野古の海だけではありま
せん。那覇空港の拡張で、沖縄西岸の残されたサンゴ礁も埋め立てられようとしています。奄美から沖縄の自然
を守るために、多くの人にフォーラムへ参加されることを呼びかけます。（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

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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