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「今月の海の生き物」オオヘビガイ

Serpulorbis imbricatus

軟体動物門腹足綱ムカデガイ科に属する巻貝だが、普通の巻貝と異なり、潮間帯の岩の上に付着し、筒
状の殻が不定形に巻く。蛇がとぐろを巻いているようにも見えることからこの名がついた。世界でも比
較的珍しく、日本近
海と朝鮮半島にの
み生息する。他のム
カデガイ科の巻貝
も同じように不定
形の殻を持つが、熱
帯・亜熱帯のサンゴ
礁などに多く見ら
れる。オオヘビガイ
は蓋を持たないこ
とも特徴の一つ。口
から粘液を出し、海

← 軟体部が見えている個体。触ると少し引っ込む。
写真では見えないが、巻貝らしい 2 本の触角がある。

水の流れになびか
せて、粘液に付着す
る有機物などを粘

液ごと食べて栄養とする特徴的な摂餌様式を持つ。180～350 個の卵をもつ卵嚢は殻口内に産み付けられ、
早く孵化した幼生は残りの卵を食べて大きくなる。昔は食用とされていた。美味。
（和歌山県白浜町にて 向井 宏撮影、白枠内は千葉県館山市の沖ノ島にて 瀬戸内千代撮影）
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【活動予定】

いよいよ来週！

● 5 月 30 日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」
2
5 月 30 日（土）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。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
て講演し、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は現地の状況を
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、
ぜひご参加ください。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。

同フォーラムを中心に、奄美では 3 日間連続で、辺野古埋め立ての影響を確認するための潜水調査や、
全国の土砂採取地代表が集結する会合などが開催されます。自然を大切に思う心からの連帯行動です。
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「砂浜海岸生物調査」今年も取り組みます
10 月 31 日（土） 神奈川県天神島で研修会を予定
現在まで171枚、115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。ご希望をお知らせ下さい。今
年は、高木基金からも助成金をいただけることになりました。そこで、砂浜海岸生物調査をいっそ
う進めるために、10月31日（土）に、神奈川県天神島臨海ビジターセンターで研修会を実施します。
また、5ページ以降に詳述したように、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した。ぜひともお気軽に砂浜海岸生物調査にご参加ください。

保全すべき砂浜を推薦してください
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ぜひご推薦ください。
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
いますので、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。

従来の砂浜調査も引き続きご協力お願いします
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。方法書を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。
◎次のページから、「携帯フォトシステム・クラウドサービス」の利用方法を詳しくご紹介します
（前号掲載の内容から若干の変更あり）。携帯電話ではなくデジタルカメラで撮影した場合も、デ
ータに撮影日時が入っていれば同様に送れます。ぜひお気軽に砂浜海岸生物調査にご参加ください。
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海の生き 物の調査報告が簡単になり ま す！

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
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、
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
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。
ばれま し た。
http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/activities/case-studies/technology/psystem/resul
http ://w w w .fujitsu.com /jp /ab out/environm ent/society/activities/case-stud ies/
t/index.html
technolog y/p system /result/ind ex.htm l

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
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
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
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
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
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
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
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
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！
力く ださ い！

umi@bio.ikimonosirabe.info
um i@ b io.ikim onosirab e.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、
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
種類を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
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
えます。GPS
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
は、下記の
HP で公開されますので、お楽しみに！
に！ http ://b io.ikim onosirab e.info/p system /

http://bio.ikimonosirabe.info/psystem/

それでは、 利用方法と 注意点です。
それでは、利用方法と注意点です。
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
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
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
後背地と は、 浜と は反対側の陸側のこ と を 呼びま す。
側のことを呼びます。
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② um i@ b io.ikim onosirab e.info を 宛先にし て、 携帯やパソ コ ン から 写真を 送り ま す。
②

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
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。
夫です
例：９枚の写真を送りたければ、３通に分けて送ってください。
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・

注１：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

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

100kb-200kb くらいにまでサイズダウンしてください。
そうしないと、クラウドがいっぱいになって、

（ 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

他の団体にご迷惑をおかけすることになります！

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ください。

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。
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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

☆種類が同定された生き物を見たい時はこちら

☆ 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/
http ://b io.ikim on osirab e.info/p system /

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
7

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。撮影日は、デフォルトで、あなたがこの HP へアクセスした日になりますので、例

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、

えば４月１日〜４月２６日などと入れてみると、私がアップロードした写真が出てきます。是非、試し

怖がら ず、 ど んど ん写真を 送っ て下さ い！

にやってみてください。もちろん、今まで通りの調査票も受け付けますので、そちらは代表の向井
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお送りください。また、写真でうまく撮れない生物に関しては、拾った

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

標本を代表の住所まで直接お送りください。

のメ ールア ド レ ス

hirom uk@ m tf.b ig lob e.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、写真を送られた方の名前やメールアドレスは公開されません。我々運用管理者のみがわかります。

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
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。
ま す。 何か質問があり ま し たら 、 運用責任者の大久保奈弥（ n okub o@ tku.ac.jp ） ま
でご 連絡く ださ い。

以上

2．ウミウシ 切手コレクション （5）

立川賢一
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砂浜のいきもの調査を行う人たち

【世界】
●世界動物園水族館協会が日本の協会を資格停止に
世界動物園水族館協会（WAZA）は、日本の水族館がイルカを、和歌山県太地町の追い込み網から購
入していることを、同協会の倫理規定違反として、日本動物園水族館協会（JAZA）の会員資格を、満場
一致で停止することを議決した。WAZA には、世界の 50 カ国以上の団体が所属している。WAZA は、
これまでも JAZA に対して、追い込み網で捕獲したイルカを購入することを停止するよう求めていたが、
JAZA は、その提案を拒否したため、今回の議決となった。会員資格を失った日本の動物園や水族館では、
WAZA に加盟している組織からは、希少動物の繁殖などで協力を得られなくなる可能性がある。水族館
の行為が動物園のリスクに繋がることになり、JAZA の中でも今後の紛糾の種になりそうである。そのリ
スクを冒しても、JAZA は太地町のイルカを購入し続けるつもりのようだ。太地町のイルカ追い込み漁の
イルカ肉の需要は大きくない。水族館のイルカ購入がなくなれば、存続にも関わることになりそうだ。

【関東】
●横浜でアマモの移植会開く

まだ移植を環境改善だと思っている団体がある

神奈川県横浜市金沢区の柴漁港で、5 月 9 日にアマモの移植会が開かれた。海の環境改善を目指すとい
う東京湾 UMI プロジェクトの一環として行われたもの。このプロジェクトは、国交省が進めている東京
湾再生推進会議の東京湾再生行動計画（第 II 期）の一部で、民間企業の寄付を集めて実施されている。
アマモ場は沿岸の重要な生態系の一つだが、アマモ場がある環境を取り戻すことと、アマモを植えるこ
とは異なる。ところが、いまだにアマモを植え付けることが環境改善だと勘違いしている団体が多い。
東京湾再生には、アマモ場が再生できる環境（埋め立てなどで失われた環境）を取り戻すことが重要で、
それができればアマモは、人の手で植えなくても自然に戻ってくる。ただ植えるだけでは、アマモ場が
再生する環境を復元することはできない。

【中部】
●藤前干潟で若者たちが交流

「ユースラムサール交流会」

愛知県名古屋市港区にある藤前干潟一帯で、
「第 1 回ユースラムサール交流会 in 藤前」
が開催された。
この交流会は、ラムサール登録湿地の自然保護や環境教育に取り組む若者たちが開いたもので、北海道
の宮島沼、島根県の中海など全国 7 カ所から、中高生・大学生ら 18 名が集まった。彼らは合宿しながら
活動経験などを話し合い、藤前干潟で行われた「生きものまつり」や潮だまり観察会などに、ガイドや
指導者として参加した。
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●藤前干潟の名古屋市で連続講座
名古屋市は、5 月 9 日から藤前干潟の干潟体験や自然保護などを学ぶ連続講座を開設する。講座は、今
年度 10 回程度を予定しており、9 日の第 1 回は、東京都大田区で絶滅危惧種コアジサシの保護に取り組
んでいる北村亘さんを招いて、コアジサシの生態や保護のノウハウを紹介してもらった。今後は、藤前
干潟の保全活動の歴史を学ぶ講座や、現場での干潟生物の学習会などが計画されている。藤前干潟は名
古屋駅から 30 分で行くことができる身近な干潟である。
連続講座の問い合わせ先：名古屋市環境活動推進課 052-972-2662

【近畿】
●アサリが消えた

三重県の潮干狩り

三重県内の潮干狩り場で、アサリがほとんど採れなくなっている。県内では有数の潮干狩り場である
津市藤方の御殿場海岸は、大型連休 4 日間の大潮の間、潮干狩り客でごった返した。ところが、ほとん
どの潮干狩り客はアサリを見つけることができず、2 時間探してアサリ 1 個というのが平均的だったとか。
バカガイやマテガイなどは少し見いだされるが、肝心のアサリが消えてしまったという。20 年前に潮干
狩りに来たという人は、「当時はクーラーボックスにいっぱい採れた。なぜこんなになってしまったの
か？」と嘆いた。松坂市の松名瀬海岸では、潮干狩り場の入場料 500 円の徴収を昨年からやめた。アサ
リが採れないのに入場料をとることに客から理解が得られないからだという。アサリがいなくなった原
因として、松坂市の漁協組合長は、昨年相次いだ台風によって貧酸素水が発生したこと、昨夏の猛暑で
水温が上がったことなどを挙げるが、本当のところはよく分かっていない。アサリの不漁は三重県だけ
のことではなさそうだ。全国で起こっている。
アサリの不漁は漁業者にも大きな影響を与えている。同漁協の組合員で、アサリで生計を立てている
組合員の 3 分の 2 にあたる約 60 人が、今年は休漁に追い込まれたという。
乱獲が原因だとする説もあり、
関係者は、稚貝を持ち帰らないようにと呼びかけている。御殿場海岸では、4 年前からアサリの放流をや
めた。放流したことを聞きつけて大量に採っていく人がいたことが原因だった。しかし、潮干狩りの醍
醐味はアサリの収穫だけではなく、海で遊べることだから、アサリが採れないから潮干狩りに行かない
というのは、ちょっと違うのではないだろうか。アサリだけが目的ならば店でも買えるのだから。

●太地町のクジラ漁

始まる

5 月 5 日、クジラ漁で知られる和歌山県太地町で、今年の沿岸小型捕鯨が開始された。捕鯨船「正和丸」
（15.2 トン）が出漁して、マゴンドウ（コビレゴンドウ）2 頭を初水揚げした。捕獲されたマゴンドウ
は 2 頭とも雄で、体長約 4.7m。初日から獲れたのは久しぶりだとか。漁期は 8 月末まで。

【九州】
●八代海の赤潮警報を解除
熊本県水産センターは、5 月 7 日、天草市深海町沖の八代海に出していた赤潮警報を解除したと発表し
た。赤潮プランクトンの密度が規定以下に減少したため。これまでに赤潮による漁業被害は届けられて
いない。
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【沖縄】
●国連環境計画（UNEP）から住民団体へ手紙

「ジュゴンの重要性を理解」

沖縄県名護市辺野古沖に米軍基地が新設されようとしていることで、名護市汀間区と「大浦湾に新基
地はつくらせない・二見以北住民の会」は、今年 3 月に国連の人権理事会、軍縮局、環境計画の 3 機関
に手紙を送って、
「サンゴ、ジュゴンの餌の海草など大浦湾は沖縄だけでなく世界の財産」「土砂が入れ
られると海は死んでしまう。時間がない。国連の力で中止させて下さい」と訴えていた。これに対して、
国連の環境計画（UNEP）アジア太平洋事務所の代表から、
「ジュゴンのような絶滅危惧種の保存がかか
った貴重な生態系保護の重要性は十分に理解している。皆さんの懸念を日本の環境省と共有したい」と、
返信があった。この手紙は辺野古・大浦湾の保護を訴えている住民たちに、大きな励ましを与えている。

●鳥越俊太郎さん・宮崎駿さんが共同代表に

辺野古基金

米軍普天間基地の移転先に沖縄県名護市辺野古沖・大浦湾を埋め立てて新基地を作る計画に反対する
沖縄県民を中心とした「辺野古基金」が設立して、早くも 1 億 4000 万円が集まっているが、このほど、
「となりのトトロ」
「千と千尋の神隠し」などのアニメーション映画監督の宮崎駿さんと、ジャーナリス
トの鳥越俊太郎さんが、
「辺野古基金」の共同代表に就任することを表明した。鳥越俊太郎さんは、「辺
野古移設を阻止するために、沖縄だけでなく日本全体で反対しないといけない」と語った。

●珍種のサンゴ「サンダルイシ」を西表島で発見
琉球大学の成瀬貫准教授らは、沖縄県竹富町西表島西部にある船浮湾と網取湾で、インド洋から太平
洋の熱帯海域に生息しているサンゴの一種を発見した。国内での分布は報告されていなかった。その形
から「サンダルイシ」と和名を付けて、上野大輔（鹿児島大助教）
・西平守孝（沖縄美ら島財団参与）と
共同で学術雑誌「ファウナ・リュキュアーナ」に発表した。船浮湾・網取湾は自然が比較的よく残って
おり、サンゴ礁もよく発達している。サンダルイシは、大型の単体サンゴで、水深 20～40m 付近で見ら
れた。人間活動が比較的少なく希少な動物が残っている場所として、今後も環境を守っていきたい場所
だと成瀬さんらは語っている。

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

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

11

【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、NPO、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。
http://www.geoc.jp/news/26373.html
日時：5 月 30 日（土）13:30～16:30
場所：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
★申し込み：5 月 24 日（日）締め切り
FAX 03-6893-7233 または メール
morisatokawaumi@next-eye.co.jp
プログラム
◇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）
◇プロジェクト紹介
「つなげよう、支えよう森里川海」アドバイザー涌井史郎氏（東京都市大学教授・UNDB -J 委員長代理）
◇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）
・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）
、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』共著者、中井徳太郎（環境省大臣官房審議官）
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【中部】
◆表浜ウミガメ産卵ツアー＆ペンキ塗りワークショップ
―ウミガメの産卵を見てペンキ塗りの技術も習得できちゃう―
表浜海岸は、愛知県の伊良湖岬から静岡県の浜名湖まで約 50km の海岸です。日本最大のアカウミガ
メの産卵場としても有名ですが、なぜか愛知県ではそのことはあまり知られていません。ウミガメの保
全に取り組んでいる表浜ネットワークさんは、産卵時期は毎日産卵調査をおこない、保全がある場合は
それなりの措置を施しています。今回その調査に同行させていただき、代表の田中さんから保全活動や
ウミガメの生息の現状と問題点をレクチャーしていただきます。
また中央構造線が作った砂浜と丘陵の世界遺産にも匹敵する絶景も一緒に見ることができます。時間
があれば現地の人しか知らないビューポイントに連れて行ってもらえます。
このたび表浜ネットワークさんはウミガメの常設展示施設がないので自力で博物館を立ち上げました。
古民家を改修したものですが、まだ壁がきれいになってないので今回お手伝いも企画しました。
楽しい 2 日間を一緒に過ごしましょう。ご参加お待ちしています。
主催：リリオの会、伊勢・三河湾流域ネットワーク

協力：表浜ネットワーク

日時：5 月 23 日(土)～24 日(日）
1部

5 月 23 日（土）17:00～24 日（日）7:00

2部

24 日（日）8:00～16:00 ※中途参加可能

参加費：研修費として 1000 円（ペンキ塗り以降だけ参加の方は無料）
交通：車の場合は国道 23 号線でずっと下道を走る(蒲郡の向こうで少し道がなくなります）。あるいは音
羽蒲郡 IC から 1 号線→早めに 23 号バイパス。最寄駅は JR 東海道本線二川駅（誰かが迎えに行くか、
歩きでも OK）
プログラム
23 日（土）
17:00 集合 表浜まるごと博物館（愛知県豊橋市寺沢町内原 162）、近くの銭湯へ行くか冷水シャワー
18:00 夕飯 ※実費：持ち込みか出かけるかはこれから検討）
22:00 就寝 ※朝が早いので夜は騒がないこと、寝袋、マット持参（布団貸し出しあり、格安）
24 日（日）
朝 4:00 表浜海岸の産卵調査
※代表の田中氏が毎日やっている調査に同行。見学者のために通常より朝早く出発していただけます。
7:00 朝食(各自）
8:00 表浜まるごと博物館（泊まった施設）のペンキ塗り ※今枝が技術指導します。参加自由。
★申し込み：下記までご連絡ください。1 部、2 部のどちらか予約または両方予約。
メール（facebook ページに連絡） https://www.facebook.com/events/104545479879482/
電話

090-1476-6181（今枝）
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【近畿】
◆堺 2 区生物共生型護岸「友海（ゆかい）ビーチ」自然観察会
6 年前に造られた生物共生型護岸には、カレイの赤ちゃんやヤマトシジミなどたくさんの生き物が訪れ
るようになりました。
「大阪湾生き物一斉調査」参加行事。今回に限り送迎バスがあります
日時： 5 月 31 日（日）
場所：堺浜
友海（ゆかい）ビーチ
～堺浜自然再生ふれあいビーチ
集合時間と場所：9:30
南海電鉄「堺駅」西口バスター
ミナル、または 10:00 に現地
解散時間と場所：14:30 頃 現地、
または 15:00 頃「堺駅」西口
対象：小学生以上どなたでも
（中学生以下は保護者同伴）
定員：30 名

★メール先着順

参加費：大人 200 円、小中学生
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100 円（保険代を含む）
持ち物ほか：水筒、濡れてもい
い運動靴か長靴（サンダル不可）
、
軍手、帽子
※少雨の時は、雨天でも実施
★申し込み：5 月 25 日締め切り
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（6）PC からのメール
を受けられるメールアドレスを
記入し、メールで。
sakai2ku@nature.or.jp
折り返し参加可否を連絡します。
その他：オプションで、朝 7:00～10:00 に釣り調査を行います。釣り文化協会のスタッフが指導します。
釣り調査に参加される方は、協会（下記）までご連絡ください。
釣り文化協会（jimukyoku@turibunka.or.jp TEL:090-1902-2833 かやまさん）
共催：大阪湾見守りネット、神戸港湾空港技術調査事務所、NPO 法人釣り文化協会
問い合わせ：大阪自然環境保全協会内「堺 2 区自然観察会」係

06-6242-8720

大形で重い貝殻を背負ったホンドオニヤドカリ
ホンドオニヤドカリは日本では房総半島から九州の太平洋岸と新潟県から鳥取県にかけての日本
海岸の水深 5～90 m の浅海に生息する。京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”の潮下帯生物を 2014 年 9
月中旬にシュノーケル観察時、船着き場の水深わずか 1 m の岩礁で本種の 1 個体が歩行していたの
で捕獲した。なぜなら、そのヤドカリの体の大きさにみあっていない大きな貝殻を背負っていたか
らである。そこで、流水設備が整った瀬戸臨海実験所研究棟飼育室で飼育し、動き、摂餌、宿替な
どについて調べた。
このヤドカリは前甲長 19 mm、甲長 30 mm、体重 18.47 g で、殻長 180 mm、殻口幅 48 mm、
重さ 246 g のボウシュウボラに入っていた。従って体重の約 13 倍の貝殻を使用していた。この個体
の左右のはさみ脚はほぼ同大で、左右の第 3 歩脚に特徴的な 2 個の赤褐色の斑紋があった。
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図. 京都大学瀬戸臨海実験所
“北浜”の船着き場の水深 1m の
岩礁上で発見されたホンドオニ
ヤドカリを大形のボウシュウボラか
ら出して撮影

この個体に様々な魚類の内臓、ムラサキイガイやマツバガイの軟体部、ミミズなどを与えると、
全て摂餌した。運動は水槽の端から端まで（縦 68 cm; 横 28 cm; 対角線 64 cm）移動し、自在に動
き餌も不自由なく食べることができた。これは以前に報告したホラガイに入っていた、前甲長 22 mm
で本個体とほぼ同サイズのイシダタミヤドカリが全く動けず、餌も食べずにわずか 1 週間で死亡し
た事例と全く異なっていた。
採集後 2 カ月後に大きさと重さの異なる巻貝を入れ、宿替するのかを観察した。殻口幅がほぼ同
じ大きさだが重さが異なる 3 種の巻貝は、ボウシュウボラ（元の宿貝より小型）、イトマキボラ、
ヤツシロガイで、それらの殻口を上向きにして水槽（縦 39 cm; 横 34 cm; 対角線 56 cm）の底の一
端へ横並びにし、底に何も敷き詰めないで状態で、他端に本個体を入れた。水温は約 19℃であった。
この観察は夕方 16 時から始め、室内灯を点灯したまま夜中の 0 時 30 分まで最短で 30 分間隔で
11 回実施した。しかし、ヤドカリは殻に入ったままで中から体を乗り出す仕草さえほとんどしなか
った。その後は室内灯を消した。
夜が明けてから約 1 時間半経過した 7 時 40 分には、ヤドカリはイトマキボラに宿替していた。こ
の新しい宿の貝殻は 3 個用意した中で最も長く、口も広く、最も重い（ヤドカリの体重の約 7 倍）
ものだった。しかし、その殻の重さはこのホンドオニヤドカリの元の貝殻の約半分弱だった。その
後、11 時 35 分までの 5 回の観察を行ったがそのままの状態だった。その日の 13 時 50 分までに小
型のボウシュウボラに宿替をしていた。この殻は 3 個の内でヒメイトマキボラに次いで長く、重か
った（ヤドカリの体重の約 5 倍）。その後の 6 時間、最短で 1 時間ごとに 4 回観察したが、宿替は
起こらなかった。そこで、足がかりのある元の水槽にもどして 4 時間の間に 4 回観察したが、宿替
は起きなかった。
観察開始後 2 日目（実験開始は上記の 0 時 30 分からとする）の早朝（6 時頃）には、最初に宿替
したイトマキボラにもどっていた。この間に 10 回の観察を行ったが、宿替はなかった。そして、そ
の日の上記から 9 回目の観察時の 18 時 35 分には、小型のボウシュウボラにまた戻り、今回でこの
貝殻には２度目の宿替をしていた。続いて 3 日目の早朝 6 時 45 分にはイトマキボラへ再び戻り、こ
の貝には３度目の宿替えをしていた（夜中の 1 時 10 分からの時間帯）。4 日目の 20 時 30 分には、
まだ使用していなかったヤツシロガイへ宿替していた。前回の宿替から約 34－38 時間後にこの交換
を実施した。この時点で用意していた 3 種の貝殻を全部使用した。
以上の様な計 6 回の頻繁な宿替（イトマキボラへ 3 回、小型ボウシュウボラに 2 回、ヤツシロガ
イに 1 回）にもかかわらず元の採集時に背負っていた貝殻には一度も戻らなかった。このことから、
この貝殻は、予想通り、大きすぎて、かつ重過ぎるのでこのヤドリの体にみ合っていたものではな
かったと推定した。
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6. 有明海と三陸の水辺から（12） 田中 克
シロウオのザワ漁
サケ、アユ、ニホンウナギなど川と海を行き来する魚（通し回遊魚と呼ばれます）は、私たちの
身の回りに多くみられますが、シロウオもその一つであり、西日本では春を告げる魚としてよく知
られています。本種は、シラウオ（シラウオ科）とよく間違えられますが、全く別の種類であり、
こちらはハゼ科シロウオ属の一種です（写真１）。一生の大半を海（多くは内湾）で過ごし、春先
に産卵のために川に遡上
して、下流域の浮き石の
裏側に粘着性の卵を産み
つけ、1 年という短い一生
を終えます。生まれた仔
魚はすぐに河口域に流さ
れ、その後 1 年を海で過
ごします。この遡上過程
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のシロウオを四手網や簗
で捕まえ、掻きあげや卵
とじにしたり、吸い物に
入れたりして、季節を味
わう風習が各地にありま
す。中でも、獲れたての
シロウオを酢醤油などに

写真１ 南三陸町歌津地区を流れる伊里前川で捕れたシロウオ

つけて生きたまま食べる
“踊り食い”が有名です。何度か勧められて、口にしたことはありますが、彼らの一生を知ってい
る身には、あまり気持ちの良いものではありませんでした。
本種は、生物学的にも興味深い種です。多くの魚は、生まれてしばらくの間、親とは似ても似つ
かない形の仔魚期を過ごし、体はほとんど透明な状態です。ひと月ほどのプランクトン生活を経過
すると、鰭や脊椎が形成されて稚魚になり、体表には色素が現れ、鱗も形成されて、成魚に近い体
に変化します。しかし、不思議なことに、シロウオやシラウオは、鰭が形成されて稚魚になっても
体は透明なままで成長し、そのまま（幼形の特徴をとどめたまま）成熟して産卵し、一生を終えま
す。このような成熟過程は「幼形成熟」と呼ばれ、その生理的なメカニズム等が調べられています。
本種が産卵のために河川に遡上するタイミングは水温と密接にかかわり、南日本で早く、北に向
かうほど産卵期は遅れます。九州では 2、3 月が遡上盛期（産卵盛期）ですが、三陸地方では 5、6

月となります。2014 年 5 月中下旬に宮城県下の三陸沿岸地方をシーカヤックで巡り、多くの漁村を
訪れましたが、各地の小河川の河口域でもシロウオが普通にみられました。リアス海岸の三陸地方
の湾奥部は平地が限られ、小河川の上をコンクリートで覆い、道路や漁業資材の置き場として利用
している場所も見られましたが、今回の大震災を受けて、ある漁村では自然との共存の大切さを改
めて認識し、川を覆っていたふたを全部取り除き、シロウオが産卵できる環境に戻す動きも見られ
ました。
南三陸町歌津では、伊里前川の下流域に、石を上流に向って逆Ｖ字状に重ね、その先端に魚取り
部を設けて、遡上してきたシロウオを捕獲する仕組みが見られます。地域の合意形成組織である「契
約会」を中心に、郷土の文化としてこの“ザワ漁”（写真２）を維持しながら、春の風物詩を楽し
まれています。海から遡上する生き物を川で捕るこの伝統漁法は、地域の人々の川と海のつながり
を日々の暮らしから感じる大切な存在と思われます。
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写真２ 伊里前川で伝統的に営まれているシロウオを捕るザワ漁

※155 号の「2. 赤潮はなくなったか？」のつづきです

3. ノリの不作と水産業の衰退
今年の 2 月に徳島で「生物多様性フォーラム in 徳島」という集まりがあり、私はそこで「日本の海
とはどんな環境なのか？」というテーマで話をした。そのとき、徳島水産試験場の技師が、下図のよう
なパンフレットを配り、ノリの不作やイカナゴ漁の不漁の原因として瀬戸内海の海水がきれいになりす
ぎて、栄養塩不足になったことを挙げた。このパンフレットは、大阪府から大分県までの瀬戸内海に漁
場を持つ府県の漁協・漁協連合会が作っている瀬戸内海関係漁連・漁協連絡会議という組織が作ったも
ので、最終ページに、「瀬戸内海法」改正への要望事項がまとめられている。その多くの項目は、瀬戸
内海を再生させるために必要な
事項（赤潮対策や海ゴミ対策など）
が盛られており、賛同できるもの
である。
しかし、
その第 1 項には、
「漁業が持続可能な豊かな海造
りのための栄養塩の適正管理」と
いう要求項目が掲げられており、
実はこのパンフの最大の目的が
この要求にあることが分かる。そ
こでは、栄養塩の減少が水産資源
の減少につながっているとし、水
質総量規制の見直しを求めてい
るのである。そして、この要求内
容が自民党と公明党による与党
協議を経て、自公政権からの「瀬
戸内海法」改正案にそのまま取り
入れられている。この改正案は、
国会に提出されたが、昨年末の解
散総選挙で、廃案になった。自公
政権は、現在の国会に再提出しよ
うとしている。
この主張は、正しいのだろう
か？ 果たして栄養塩の減少が
水産資源の減少に繋がったのだ
ろうか？ 本稿では、これまでに
瀬戸内海の水が播磨灘ではかな
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りきれいになったが、それ以外の海域ではほとんど改善されていないことや、播磨灘を含む瀬戸内海各
海域では、赤潮の発生が、ピーク時からの低下はあったが、依然として続いていることを述べてきた。
1960 年代に起こった総合開発事業による沿岸海洋の汚染は、瀬戸内海環境保全臨時措置法と特別措置法
による総量規制によって、少しずつ改善されつつある。播磨灘ではその効果がかなり明らかと言っても
良い。しかし、60 年代汚染の前の状態に瀬戸内海が戻ったと言うことは、とてもできそうに無い。今、
海苔の養殖が不作だからといって、水質規制を撤廃してもいいのだろうか？ せっかくこれまで瀬戸内
海をきれいにするために積み上げてきた努力が無駄になってしまうのではないか。
まず、ノリの養殖が栄養塩不足で減産になっ
ているという事実があるのだろうか。右と下の
図は、瀬戸内海の各県で行われているノリ養殖
の生産量の経年変化を示した図である（渡邉・
榑谷, 2008）。山口県・福岡県・大分県など瀬
戸内海西部海域では、ノリの生産量は大幅に減
少している。一方、日本でも有数のノリの生産
地である瀬戸内海東部（兵庫県・香川県・岡山
県）では、ノリの生産量は 2000 年頃まで増加
の一途をたどってきた。しかし、2000 年前後
からたしかに生産量は少しずつ減少に転じて
いる。この減少が、瀬戸内海の栄養塩低下によ
って引き起こされていると言うのが、瀬戸内海関係漁協連絡会などの主張なのである。
前述したように、瀬戸内海西部でも東部でも
全窒素濃度は低下しておらず、赤潮の発生も止
まっていない。それなのに、なぜノリの生産量
は低下しているのだろうか。
ノリは海藻なので、光と炭酸ガス、水から光
合成を行うが、その際に、窒素やリンなどの栄
養塩を必要とする。そして、海に栄養塩を補給
するのは主に河川の水で、とくに大都会の近く
を流れてくる大きな川には豊富に含まれている。
したがって、ノリの養殖場はこのような河口付
近で発達した。河口にノリひびを建てて、ノリ
を養殖するのが本来のノリ養殖の姿だった。と
ころが、ノリ養殖を筏で行うという技術が播磨灘で発明された。この技術開発がちょうど瀬戸内海の富
栄養化の時期と一致したため、沖合にノリ筏を出して養殖する方法が一気に広がった。現在では、次頁
の図に示すように、播磨灘沿岸部には広くノリ養殖場ができあがっている。河川の存在とは無関係に、
筏の物理的な脆弱性をカバーするために、主として島陰を中心とした養殖場ができあがった。
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現在の兵庫県の海苔養殖漁場の分布
瀬戸内海の海水が徐々にきれいになるにつれて、ノリを沖合で養殖する方法には、当然ながら限界が見
え始めたのである。たしかにノリを沖合で養殖しようとすると、栄養塩の低下の影響を受けることにな
るだろう。かつてのきれいな瀬戸内海のときのように、ノリは河口域で生産するように、再びシステム
を変えていかなければならないのではないだろうか。汚れてしまった瀬戸内海をきれいにすることと、
ノリを沖合でとり続けることは、当然ながら両立しないことなのだ。（つづく）
【引用文献】
渡邉康憲・榑谷賢治：海苔養殖と珪藻赤潮・栄養塩（背景と趣旨説明を含む）

2008 年度日本海洋学会

秋季大会シンポジウム「ノリ色落ちと内湾域の栄養塩動態」講演要旨集 p.3-6

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。
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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！


お気軽にご投稿ください。

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

9．編集後記
今号は 154 号ぶりに、久保田先生、田中先生、向井先生のエッセイがそろい豪華な内容となりました。やたら
着替えるヤドカリといい、幼い姿のまま成熟するシロウオといい、やはり海の生き物たちは面白いです。カタツム
リも宿替えすると勘違いしている子どももいる時代ですが、「空にも陸にも海にも、いろんな生き物がいて、その
生きざまは本当に多様
で面白いよ！」とコツコ
ツ伝えていきたいです。
空にも陸にも海にもあ
ると言えば、軍隊。辺野
古のことを話すと、子ど
もは「なんで軍隊がいる
の？」と素朴な疑問を抱
きます。ヒト同士で銃を
向け合っ ている間に 環
境が壊されていくのを、
「それが世の中だ」とは
教えたくないです。
写真は大潮の千葉県
沖ノ島。潮だまり天国です。遠くに見える点々は観光客の駐車場で、その向こうは広い自衛隊の基地です。3.11
の後、自衛隊への感謝を口にする被災者の方が多く、存在意義は理解しましたが、その後の政治を見ていて、
またイメージが変わりました。もし息子が入隊したいと言い出したら、私はたぶん泣くと思います。（ちよ）
沖縄辺野古の埋め立てに使う土砂の供給元の一つ、もっとも多量の土砂を出すことになっている北九州関門
海峡に面した採石場を見学してきた。近年需要が減少しつつある採石業者にとっては、この話しは起死回生の
チャンスなのだろう。でも、問題になっている外来種の混入問題については、知らないと言うばかり。何の対応も
されていないことがはっきりした。辺野古の埋め立ては、辺野古に限らず沖縄島の生態系にも影響がでかねな
い。今月 30 日には奄美大島でフォーラムを開く。世界自然遺産を目指している奄美・沖縄の自然を戦争のため
ではなく平和のために守りたい。遠くではあるが、多くの人たちが参加していただけるようお願いしたい。（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
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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 157 号
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