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「今月の海の生きもの」

ハマササゲ

Vigna marina

別名ハマアズキ。双子葉植物バラ目マメ科の一種で、屋久島以南の琉球諸島の砂浜にみられる。葉は丸みを帯
びた菱形で、3 枚の小葉がある 3 出複葉。表面に艶がある。つる性の多年生草本で、4 月から 11 月頃まで長期
にわたって 1.5cm くらいの黄色い花を咲かせる。花のあとは、5 個前後の豆の入った莢を数個付け、熟すると
莢も豆も黒くなる。自
然海岸の砂浜上部に広
がる。原産は中部アフ
リカと言われるが、琉
球諸島には自生してい
る。ウラナミシジミ・
オジロシジミ・シルビ
アシジミなどのシジミ
チョウ類の食草として
知られ、花の周りには
シジミチョウ類の飛び
交う姿がしばしば見ら
れる。近似種にナガバ
ハマササゲがあり、小
葉が細長いことで区別
される。

(奄美大島龍郷町用海岸にて

向井

宏撮影)
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【活動予定】
●海の生きものを守るシンポジウム 2017
「失われる沿岸の自然と公共事業―辺野古・諫早・泡瀬・三陸・湘南」
2017 年 2 月 18 日
京都市梅小路公園緑の館
2
以下の要領でシンポジウムを開催します。
まだ少し先ですが、今から予定に入れてご
参加ください。
日時：2017 年 2 月 18 日（土）13:30～16:30
会場：梅小路公園「緑の館」1F イベント会場
※会場は、京都駅からバスで 5 分。京都水
族館や交通博物館のある公園の中央部にあ
る建物です。横には日本庭園「朱雀の庭」
が併設されています。
アクセス：徒歩の場合→JR・地下鉄・近鉄
「京都」駅中央口より塩小路通を西へ徒歩
約 15 分、または JR 山陰本線「丹波口」駅
より南へ徒歩約 15 分／バス利用の場合→
京都駅前（B3 のりば）から急行 103・急行
104・急行 110 系統、86・88 系統で「七条
大宮・京都水族館前」または「梅小路公園・
京都鉄道博物館前」で下車すぐ。または、
205・208 系統で「梅小路公園前」下車

「梅小路公園前」バス停

会場「緑の館」
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開催趣旨
辺野古をはじめとして、日本各地で公共事業による沿岸の環境破壊が進んでいます。その大きな原因として、
沿岸の環境を守る一貫した国の政策が、これまでほとんど無かったことを挙げることができると思います。生
物多様性条約の COP10 で日本政府が世界に公約した愛知ターゲットについては、少なくとも海の生き物に関
しては、達成できる見込みは少ないと言わざるを得ません。各地の沿岸の生き物と環境が公共事業によってど
のような状況にあるのかを報告していただき、問題は何か、どうすれば良いのか、これから何が必要なのかを、
皆様と議論したいと思います。寒い時期ですが、ご都合を合わせて、半日、海の生きものを守るためにどうす
れば良いかご一緒に考えてください。

プログラム（予定）
13:00 開場
13:30~13:40

開会挨拶

向井

宏（海の生き物を守る会）

◇講演（仮題）
13:40~14:10

「閉め切りから 20 年の有明海・諫早湾」佐藤正典（鹿児島大学）

14:10~14:40

「泡瀬干潟の現状と失われたもの」前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会）

14:40~15:10

「三陸の森里海のつながりを断絶する巨大防潮堤」田中

克（舞根森里海研究所）

15:10~15:20 休憩
15:20~15:45

「辺野古・大浦湾のサンゴ礁の危機と再生」安部真理子（日本自然保護協会）

15:45~16:10

「オリンピックにより開発の危機に晒される相模湾」大久保奈弥（東京経済大学）

16:10~16:30

「沿岸の危機を守るための提言」向井

宏（海の生き物を守る会）

16:30 閉会

●総会を開催
海の生き物を守る会の 2016 年度の報告と 2017 年度の活動について話し合う総会を、以下のように京都市で
開催します。夕食をとりながら行う予定です。海の生き物を守る会会員の方はぜひ参加してください。
日時：2017 年 2 月 18 日 17:30～19:30
会場：「京野菜レストラン」京都市梅小路公園「緑の館」シンポジウム会場横
会費：3000 円（飲み放題付）
議題：2016 年度活動報告・同会計報告、2017 年度活動計画・同役員選出ほか

★参加予定者は、向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp にご連絡ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

砂浜の自然を守るために！
全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください
秋田、山形、岩手、福島、富山、石川、岡山、佐賀、熊本県は未調査です

現在まで257枚、141カ所を調査

砂浜フィールド図鑑（2）も刊行予定

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。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。今年10月からは自然保護助
成基金プロ・ナトゥーラ・ファンドの支援を受けて、来年9月には第二次の中間報告書を発行する予定です。
また、研修会を石川県、神奈川県で行うほか、
「砂浜フィールド図鑑（2）海浜植物」の刊行も予定しています。
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と報告用紙が掲載
してあり、ダウンロードが可能です。
これまでに会員や非会員の皆さまから257枚の調査票が寄せられ、全国141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、富山、石川、岡山、佐賀、熊本の各県です。ぜひご協力をお願いいたしま
す。また同じ海岸でも季節が違えば、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。ぜひ一
度、ホームページから調査マニュアルをお読みください。
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●保全すべき砂浜を推薦してください
海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査の一環として、全国の砂浜でぜひ保全すべきだと思われる砂浜
を募集しています。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。

これまで推薦された砂浜の中には、閖上浜のように巨大防潮堤がその後建設されてしまい、もう守りたい砂
浜ではなくなってしまったところもあります。日本の砂浜はどんどん壊されつつあります。早く保護すべき砂
浜を指定して、保護活動に役立てましょう。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

さしあげます！
下記を希望者に差し上げます（送料はご負担ください）。
向井

宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。

◎平成 15 年度「ジュゴンと藻場の広域的調査報告書」2004 年 環境省自然環境局 1 部

◎GREEN AGE

2015-4 特集・これからの海岸林造林を考える 2015 年 日本緑化センター 1 部

◎鷲谷いづみ他(編)「保全生態学の技法

◎向井

調査・研究・実践マニュアル」2010 年 東京大学出版会 1 部

宏監修「森と海をむすぶ川」2012 年 京都大学学術出版会 1 部

◎向井 宏 論文 別刷り

余部あり

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」
「海域・海洋保護区の効果と現状」

環境情報科学 2009

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」
「干潟・藻場の再生事業：その問題点」

◎向井 宏

「第一編

月刊「海洋」2005

海洋理工学会誌 2009
地球環境 2011

厚岸地方の自然環境 第二章

新厚岸町史（通史編・第一巻）

2012 年

厚岸町の特色ある生態系」
残り 4 部

向井 宏 「同

第三章

厚岸町の動物」

同

2012 年

向井 宏 「同

第四章

厚岸町の植物」

同

2012 年

残り 3 部
残り 4 部
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お知らせコーナー

●辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の活動について
海の生き物を守る会が参加している「辺野古土
砂搬出反対全国連絡協議会」では、辺野古に故郷
の土砂を送らないよう要請する署名活動を行い、
これまで会が結成されてから、わずか 1 年 3 カ月
で 10 万筆を超える署名が集められました。今後と
も、署名活動や採石場での自然破壊、辺野古への
土砂搬出と外来生物混入を阻止するために活動し
ます。
活動を広めるためにパンフレットを発行してい
ます（写真は表紙）。1 部 500 円をカンパとして
いただいています。安倍政権は、沖縄の圧倒的な
民意を無視して、西日本の 14 カ所の山を削り、辺
野古へ送って、辺野古の海の埋め立てを強行しよ
うとしています。辺野古の海を守る手立ての一つ
として、この活動に賛同する意味からも、ぜひご
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購入をお願いします。ご希望の方は下記までお知らせください。
向井

宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
1 部 500 円＋送料のお振り込み先：ゆうちょ銀行 19230-2848391

●好評販売中！

ﾑｶｲﾋﾛｼ

砂浜フィールド図鑑（１）『日本のハマトビムシ類』

海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査を一般の人々に呼びかけています。このたび、
「砂
浜フィールド図鑑」シリーズの（１）として、どの浜辺にも必ず
見かけるハマトビムシ類の図鑑を刊行しました。
A5 判 14 ページ。1 冊 100 円で頒布しています。
会員には 1 冊に限り無料（送料のみご負担ください）で
お送りします。ご希望の方は下記までお知らせください。

向井

宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp

1 部 100 円＋送料のお振り込み先：
ゆうちょ銀行 19230-2848391

ﾑｶｲﾋﾛｼ

2．ウミガメ 切手コレクション （20）

立川賢一
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編注： このニュース欄の情報源はマスコミ・団体の会報・その他多岐にわたります。海の生き物に関する最新情報を共有す
るため、事実と思われる内容を紹介し、それについて必要と思われる範囲で論評もしています。文責者名を記事毎に明記し
ますが、独自の裏付け調査をしているわけではありません。その点は、ご承知おきください。読者からの投稿も大歓迎です。

【世界】
●フィリピン大統領が「スカボロー環礁を保護区に」提案
中国とフィリピンの間で領有権を巡って対立しているスカボロー環礁（中国名・黄岩島）について、フィリ
ピンのドゥテルテ大統領は、中国の習近平国家主席とペルーで開かれた APEC の際に会談し、環礁内を比中
両国の禁漁区として保護することを提案した。習主席は態度を保留した。ドゥテルテ大統領は「魚の産卵域を
保護し、漁業資源を維持するのが狙いだ」としている。領有権争いを共通の海洋保護区設置で収めようとする
外交努力は、日本政府も見習ってもらいたいものだ。北方四島と知床半島、ウルップ島を含めて、日本とロシ
アとの共同保護区とし、世界自然遺産にしようという運動も、もう一度検討するに値するのではないだろうか。
（文責：向井

【東北】
●福島沖地震でフクイチ港湾のフェンスが破壊

宏）

8

放射性物質が漏出か

11 月 22 日に福島沖で起きたマグニチュード 7.4 の地震で、津波が発生し、東京電力福島第一原発の港湾
に設置しているフェンス（水中カーテン）が 2 カ所で破損しているのが発見された。このフェンスは放射性
物質が港湾外へ流出するのを抑えるために設置されていたもの。また、使用済み核燃料を保管している共用
プールで、水があふれて施設外に水たまりができていることも発見された。これらの損傷で、港湾内の高い
放射性物質濃度の海水が外海に流出したとみられる。東京電力は修復すると発表した。（文責：向井

宏）

●福島第二原発 3 号機核燃料貯蔵プールで一時冷却停止
11 月 22 日に福島沖で起きたマグニチュード 7.4 の地震で、東京電力福島第二原発 3 号機の核燃料貯蔵プ
ールの冷却装置が停止した。1 時間半後に復旧したが、東京電力は当初、地震の揺れで水面が上下したこと
を水位計が水位低下と感知して停止したと発表していたが、後にその説明を変更した。新しい見解によれば、
燃料プールの水が脇にある別のタンクに流れ込み、循環している水の量が減少したため、実際に水位低下が
起こったと見られる。実際に配管を伝ってあふれ出した水は配管のつなぎ目などから漏れ出して水たまりを
作っていたことが分かった。このような水たまりは 2 号機、4 号機でも見つかり、2～4 号機のすべてで水位
低下が起こっていたことになる。漏出量は約 485 リットル。水位計は基準より 2.2m 以上水位が低下すれば
警報が鳴る設定となっていた。2 号機と 4 号機は基準に到達していないため冷却装置が停止しなかったとみ
られる。（文責：向井

宏）

【九州】
●有明海タイラギ漁は 5 年連続休漁へ
有明海のタイラギ漁は、諫早湾干拓事業とほぼ併行して不漁が続き、1998 年以降はほとんど毎年休漁に追
い込まれてきた。今年も 11 月に佐賀県と福岡県では、それぞれの漁業者団体が有明海のタイラギの資源量を
調査したが、どちらも漁獲対象になるような成貝はほとんど見つからず、今年の休漁は避けられないとされ
る。長く休漁が続く現実に、漁業者の窮状は深刻である。調査では 5 分間潜水によってタイラギを探した。
稚貝が 15 地点のうち 2 地点で 2 個体見つかったが、成貝はまったく見つからず、漁再開の目安とされる成貝
50 個体以上にはまったく届かない。佐賀県有明水産振興センターが 10 月に行った調査でも、成貝 1 個体を
発見しただけに終わっている。定期的に調査している同センターによると、今年は一部の海域である程度の
タイラギ密度が見られていたが、ナルトビエイの食害もあって、ほぼ全滅したのではないかとしている。
（文責：向井 宏）

●有明海評価委員会が報告書素案とりまとめ
有明海の再生を議論する環境省の「有明海・八代海等総合調査評価委員会」が、11 月 25 日に作業小委員
会を開き、報告書の素案をとりまとめた。素案によると、有明海を 7 つの海域に分け、八代海は 5 つに分け
て、それぞれの海域で「ベントスの変化」「有用二枚貝の減少」「ノリ養殖の問題」「魚類等の変化」の 4
項目で評価し、原因を考察、再生への方向を指摘している。しかし、肝心の諫早湾干拓事業との因果関係は
避けている。また、報道によると「ベントスについて問題の有無は確認されなかった」と無責任な言葉で述
べられているようだ。報告書は 12 月 22 日に親委員会で審議決定され、今年度中にパブリックコメントを集
めた後、国と佐賀県などに提出する予定。報告書は農林水産省の有明海再生事業の見直しに生かされると期
待されているが、農水省の対応はまだ見通せない。本評価委員会は、2000 年のノリ不作をきっかけとした有
明海問題で、有明海環境保全特別措置法が施行されて設置された。2006 年に第一次報告書を提出した後は、
休眠状態であったが、深刻な漁業被害が続く中で、2011 年に再開され、5 年間の審議の結果を今年度末に報
告書としてまとめることになった。（文責：向井

宏）

●開門裁判、年度内の和解に向けて調整難航
諫早湾干拓事業の開門調査を巡る裁判で、裁判所の和解協議において国は開門をしないことを前提とした
有明海再生基金案を提示して、開門派と開門反対派の漁業者や農業者らと協議をしているが、民主党政権が
受け入れた福岡高裁の開門を求める確定判決に基づいてあくまで開門を要求している漁業者らは、国が前提
とする「開門せず」に反対して、和解協議は難航している。裁判長は、和解協議の結論を 3 月までは待てな
いとしており、年度内には和解案は提示できない可能性が高くなっている。農林水産省も、「有明海振興基
金」案に沿岸 4 県と漁業団体の合意が年度内には得られそうもないと、本年度内の和解は不可能という見通
しを発表している。農水省では 12 月 12 日の次回和解協議において、基金の金額を含めた和解最終案を示す
予定だが、漁業者らの反対は強く、調整は難航が予想される。開門派は、「基金案は有明海再生の抜本策で
はない。開門を含めた別の案を検討すべきだ」と指摘している。（文責：向井

宏）

9

●農水相が「開門しない」という前提にこだわらない姿勢を示す
諫早湾干拓事業の開門調査を巡る訴訟の和解協議は、国が開門しないという前提で提案した「有明海振興
基金」での協議が進んでいない。このことについて民進党の大串博志政調会長が、衆議院決算行政監視委員
会で、農水相に「（国の提案は）風前の灯火だ。仮に裁判所が国の提案以外の和解案を示した場合にはそれ
に従うべきではないか」と糺した。それに対して山本有二農水相は、「（開門しないという）前提が崩れて
も、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、問題解決に至るよう、最善の努力を尽くす」と述べた。開門しないとい
う前提に拘泥しないと宣言したとみて良いだろう。長崎地裁の裁判長は、3 月までの和解を求めており、そ
れまでに和解がまとまらない場合は、判決になる可能性もある。しかし、農水省の担当者は、漁業者団体ら
との話し合いで、判決を求める気持ちはなく、あくまでも和解協議を継続したいと述べ、開門を含めた和解
については「基金案を諦めることになり、いっさい考えていない」と強調した。農水省の役人と大臣の間に
も意見が微妙に食い違いを見せている。開門しないことによって国が確定判決に違反しているための制裁金
は、すでに 6 億円を超えており、麻生財務大臣も一刻も早い解決を要求していて、農水省の思い切った対応
が求められる。（文責：向井

宏）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【東北】
◆シンポジウム
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みんなで考えよう「仙台港の石炭火力発電所建設計画」
～知らなかった!! 蒲生干潟のすぐそばに建つなんて～

仙台港に小規模石炭火力発電所（仙台パワーステーション）の建設が進められています。これは、関西電力
と伊藤忠の合弁会社が建設しているもので、出力が 11.2 万キロワットと、法に基づくアセス対象の 11.25 キ
ロワットを少し下回るため、環境アセスが実施されていません。温暖化ガスを大量に排出するばかりではなく、
硫黄酸化物や PM2.5 などの大気汚染物質による健康被害も懸念されています。また 11 月 8 日に批准された地
球温暖化対策の新しい枠組みである「パリ協定」の「脱炭素化」という目標にも逆行するものです。
建設現場の近くには、東日本大震災で大打撃を受けた国の鳥獣保護区特別保護地区「蒲生干潟」が存在しま
す。蒲生干潟の生態系は、津波の被害を乗り越えて回復傾向にありますが、この貴重な自然に対する影響につ
いても危惧されるところです。しかし、影響評価はなされていません。
これまで「仙台港の石炭火力発電所建設問題を考える会」が「仙台パワーステーション」に対して住民説明
会を開催するように申し入れを行ってきましたが、そのつもりはないという返事のみです。
ところで、こうした石炭火力発電所の新規建設は津波で被災した東北地方太平洋岸に 9 基が計画されていま
す。これは被災地の地価が安く、首都圏に近く、送電網が整備済みであることが大きな理由のようです。津波
で被災し、現在居住できない場所になっているからといって、近隣住民の健康を害する可能性のある施設が、
住民が気のつかないままに進められていることに憤りを感じます。
「仙台港の石炭火力発電所建設問題を考える会」は、この問題を住民と一緒になって考えるために、2016
年 12 月 18 日に多賀城市民会館でシンポジウムを行うことを企画しました。※詳細は次頁のちらし参照
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★参照サイト

http://www.kikonet.org/event/2016-12-18

【関東】
◆第 5 回 Wet.CAFÉ
「寄主を操る寄生虫？ハリガネムシが森と川の生態系をつないでいる？」
日時：2016 年 12 月 10 日（土）17:00～19:30
場所：頂（itadaki）× GOBLIN. in TSUKIJI （東
京都中央区湊 3-5-2）
講師：佐藤拓哉（神戸大学）
演題：「森と川をつなぐ細い糸：
宿主を操作する寄生虫と渓流魚の意外な関係」
主催：日本国際湿地保全連合
参加費：3000 円（2 ドリンク+フード付）
★申し込み先：http://goo.gl/4KTA6N
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【中国】
◆上関プランクトン調査

参加者募集

上関の自然を守る会では、2 カ月に 1 回、「奇跡の海」と言われる上関海域でのプランクトン調査を
行います。次回は 1 月の土曜日（日程は未定）9:00～15:00 に、5 点で稚魚ネットによる動物プランク
トンの採集を行います。この海域に生息している希少なカンムリウミスズメや、スナメリなどの餌とし
ての稚仔魚・大型動物プランクトンを採集することを目的としています。
★いっしょに調査に参加してみたいという方は、上関の自然を守る会（高島 midori.t@crocus.ocn.ne.jp
または向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで事前にご連絡ください。
調査に出かけるには遠くからの場合は前日からの宿泊が便利です。事前に申し込めば、同会の「ひよ
りみ荘」に宿泊も可能です。調査では、運が良ければカンムリウミスズメなどの鳥類、スナメリなども
観察できる可能性があります。ただし、乗船して海上での作業ですので、天候次第では直前に中止もあ
り得ます。また、天候によっては船酔いも。ご承知おきください。
また、翌日の日曜日の午前中には、岩国市内で採集したプランクトンの選別作業を行います。普段見
たことのないプランクトンを見ることができます。選別作業は丁寧に指導しますのでお子さんでもでき
ます。ぜひご一緒に作業をやってみませんか。採集調査には行けないが、選別作業なら協力できるとい
う方も募集しています。

【沖縄】
◆公開シンポ「北琉球におけるサンゴ礁～研究・保全の現状と課題～」
日時：2016 年 12 月 4 日（日）13:00~15:30・参加無料
会場：タイムスホール（那覇市）＊ご来場は公共交通機関をご利用下さい。
開催趣旨：南西諸島のサンゴ礁では、比較的調査研究と保全活動の活発な慶良間列島・先島 諸島と比較して、
国立公園指定を控えた奄美群島・大隅諸島・トカラ列島および沖縄諸島北部の情報は充分とは言えず保全活動
の規模も小さい。気候変動下における亜熱帯から温帯への漸進帯としてこれらの地域の情報は重要で、保全活
動の活性化も急がれる。本シンポジウムは、このような南北格差を解消し南西諸島全体の理解を深めることを
期して企画した。
★プログラム
13:00-13:10 趣旨説明

中野義勝（琉球大学熱帯生物圏研究センター・サンゴ礁保全委員会）

13:10-13:30 山野博哉（国立環境研究所）「サンゴから見た与論～種子島の重要性」
13:30-13:50 山崎敦子（北海道大学喜界島サンゴ礁科学研究所）「喜界島周辺海域のサンゴ礁生態系の時空間
分布：喜界島サンゴ礁科学研究所を拠点にしたサンゴ礁研究と環境教育の新たな試み」
13:50-14:05 藤井琢磨（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター）「奄美大島の生物多様性研究の現状」
14:05-14:20 興 克樹（奄美海洋生物研究会）「奄美大島のサンゴ礁保全の現状と課題」
14:20-14:40 中井達郎（国士舘大学）「沖縄島以北におけるサンゴ礁保全の問題点」
14:55- 15:30 パネルディスカッション
総合司会：中野義勝

パネラー：山野博哉・藤井琢磨・興 克樹・中井達郎

主催：日本サンゴ礁学会第 19 回大会実行委員会 共催：日本サンゴ礁学会サンゴ礁保全委員会
後援（五十音順）：沖縄県・沖縄県サンゴ礁保全推進協議会・沖縄タイムス社・ 鹿児島県・環境省・南海日
日新聞社・日本学術会議・琉球新報社・NHK 沖縄放送局
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刺されると危ないクラゲが漂着
2016 年 11 月 4 日、強風と荒波が瀬戸臨海実験所“北浜”を綺麗に整えていた。そこに、なぜかポツンと、
1 個体の大形のクラゲが漂着していた。傘の高さは 19 cm と大きい。研究室に直ぐに持ち帰り、水槽に収容
した。かなり傷んでおり、びく
とも拍動がなかった。体に大き
な穴が開いており、4 本の触手
は全て取れていて傷みはひどい。

しかし、こうして水にもどせ
ば一目瞭然で正体がわかる。現
場写真でもそれとなく傘の下部
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の両端の触手の付け根に、ゼラ
チン質の大きな膨らみが見える。
このクラゲの特徴で、大きさか
らいってもヒクラゲである。沖
縄だと、危険極まりないハブク
ラゲが生息しているが、ヒクラゲ
は沖縄にはいない。ハブクラゲの親戚筋にあたる。

写真.

京都大学瀬戸臨海所“北浜”に

2016 年 11 月 4 日に漂着した大きなヒクラゲ

これまで“北浜”にヒクラゲが漂着したのは、ただ 1 回だけで、2016 年の 1 月下旬だった。今回はそれに
続く 2 番目の記録となった。初回の 1 月の時だが、京都大学のサーフィン部が大勢来ており、“北浜”の前
海でなんと 100 個体ぐらいのヒクラゲを見たと伝えてくれた。ヒクラゲの季節はこれからの冬が相場なので、
もし今後、この時のように大量に流されてくると、海水浴の季節ではないものの、誤って刺されるとたいへ
ん危ないので十分注意が必要である。
末筆ながら、田辺湾からのヒクラゲの正式な記録はただ 1 例で、2005 年 12 月に、立派なホテルが建って
いる白浜町南海桟橋付近からである。どのヒクラゲも田辺湾付近で成長したものではなく、恐らく他の場所、
例えば多産する瀬戸内海から流されて来たのであろう。

6. 有明海と三陸の水辺から（44）

田中 克

気仙沼舞根湾のスジハゼ類
2011 年 3 月 11 日に東北太平沖で発生した巨大な地震による津波の直撃により、沿岸域は壊滅的な被害を
受けました。それから 5 年半以上の時間が経過し、復旧から復興への歩みが各地で見られるものの、本格的
な復興にはまだまだ時間を要するのが現実です。気仙沼舞根湾では、2011 年 5 月以来隔月とは言え、丸 5 年
30 回の調査を 2016 年 3 月に終え、新たな 5 年間（通算 10 年 60 回）の調査が始まっています。海の中の生
きものの回復は、陸上の人間社会とは比べ物にならないほどの早い速度で実現し、地域の人々に勇気を与え
た事例が報告されています。舞根湾では、この 5 年間の調査を通じて、震災直後の 5 月から今日まで湾奥部
の砂泥底の主役はスジハゼ類とみなされます。
スジハゼは、以前は 1 種とされていましたが、最近ではスジハゼ A、スジハゼ B（スジハゼ）、スジハゼ
C（モヨウハゼ）の 3 種に分けられています。舞根湾では、スジハゼが湾奥部の浅海域に、モヨウハゼは湾
央部の水深 5m 以深のやや深い場所に生息することが、京大農学研究科の中山耕至さんの桁網調査や京大フ
ィールド科学教育研究センターの益田玲爾さんの潜水調査で確認されています。個体数の上では、スジハゼ
がモヨウハゼより圧倒的に多く、今までのところスジハゼ A は確認されていません。
気仙沼舞根湾調査が最初に行われた 2011 年 5 月 21 日には、湾内の海底は一面真綿状のふわふわした泥で
覆われ、生き物たちの姿はほとんど見られませんでしたが、その中で唯一観察されたのが、スジハゼの成魚
でした（写真１）。
あれほどの巨大な
津波を乗り越え、ど
のようにして沖に
流されずに生き延
びたのか不思議で
した。それは、その
後の観察で明らか
になったテッポウ
エビとの共生が関
わり、その巣穴の中
に深く潜って耐え
しのいだことが想

写真１

2011 年 5 月、震災後２ヶ月の舞根湾奥で

確認されたスジハゼ（益田玲爾さん撮影）
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定されます。湾奥部の海底にはテッポウエビの巣穴と思われる穴が多数開いており（写真２）、スジハゼは
その穴を利用している（共生している）ことが益田さんによって確認されています（写真３）。

←

写真２

湾奥部の海底に見

られるテッポウエビの巣穴
（2013 年 3 月；益田玲爾さん
撮影）

↓

写真３

テッポウエビの孔

の入り口に位置するスジハゼ
（2014 年 3 月；益田玲爾さん
撮影）
もうひとつの本種に関する
注目すべき知見は、2011 年 9
月に中山さんによる桁網調査
で、体長 2cm 前後のスジハゼ
稚魚が多数採集されたことで
す。本種の産卵は夏季であり、
舞根湾では水温が上昇する 7、
8 月が盛期と推定されます。
したがって、湾中部のアマモ
が散在し、相対的に津波によ
る撹乱が小さかった閉鎖的な
場所で、生き残ったスジハゼ
成魚により産卵が行われ、9 月には 2cm 前後の稚魚となって現れたことが推定されます。稚魚の耳石による
日齢査定や親魚の生殖腺の発達状態を調べると、このような仮説の検証が可能と思われます。いずれにして
も、これらの事実は、舞根湾奥部では、生きもの達のいのちの継承（再生産）は、震災後の早い時期から始
まっていたことを示しています。
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7. みんなのひろば

うみひるも187号に私が書いた記事について、188号に投書がありました。これについては、私からは一つ一つ述べ
たいことがありますが、ここでは私の記事が何を言いたいかについてだけ述べておきたいと思います。
この記事は、関西大学のダイビンググループが、千年サンゴの保護活動を行っている団体の捕食者駆除の活動に
参加して17人で18個体の捕食巻貝を駆除したことを批判的に書いたものです。「うみひるも」178号から183号にかけて
田中雄二さんがウミガメの保護活動の問題点について縷々説明していたように、海の生き物を守る活動や環境教
育の中には、明らかにおかしいこと、むしろ害になるようなことも、あまり考えないで参加している場合が多く見受けられ
ます。アマモやサンゴの移植などもその例です。しかも、新聞やテレビなどのメディアはそれらをきちんと検討することな
く、ただ賛美する記事しか書きません。保護のためでも、自然に手を加えることには慎重でなければいけません。この
「うみひるも」では、誤った保護活動に警鐘を鳴らす意味で、マスメディアとは反対に厳しく指摘してきました。その記事
を見て、その意味をきちんと評価せずに活動に参加した人々やマスメディアが、どのように反応するのか私は期待を込
めて見ていますが、「うみひるも」を読んでくださっている人が多くないこともあり、はかばかしい結果をまだ見ることはでき
ません。でも、私はこの警鐘を止めようとは思いません。
表現についての指摘もありましたが、表現は人それぞれの人格を表現しているものでもあります。いろんな表現があっ
て良いのではないですか。善意で行っている人を厳しく批判することはダメという議論もありましたが、「善意」による間
違いは実は恐ろしい力を持っています。（向井 宏）

『うみひるも』へのご投稿は、下記までお送りください。

「うみひるも編集部」専用メールアドレス
または、便利な投稿フォーム

hirumo@live.jp

https://goo.gl/GjWIjL
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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。



本会に寄付をお寄せください。口座は会費と同じです。送金内容について事務局までご一報ください
ゆうちょ銀行



口座番号：１０６１０－６６７３０２１

海の生き物を守る会

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。ベストショットが撮れたら、ぜひ編集部までお送りください。

9．編集後記
仙台で建設が始まっている石炭火力発電所のこと（pp.10-11）が気になります。この夏にお邪魔してきた蒲生干潟には、大津波
を経てもなお、たくましく息づく生き物たちがいました。今号の田中克（たなか・まさる）先生のエッセイにあるように、穴に潜って耐
え忍んだ種もいたかもしれません。それぞれの戦略で 1000 年に一度と言われる自然災害を乗り越えたのに、東北沿岸では、大き
な防潮堤や発電所など、けなげに生きる彼らの存在を無視したような“人間勝手”な工事が横行しています。車窓からの眺めも、
真新しいコンクリートで海が隠され、落胆しました。先日、また東北に津波警報が鳴り響きましたが、私の SNS つながりを見る限り、
巨大防潮堤より渋滞しない避難道が欲しいという意見が多く、本当に地域の未来や住民の安全に必要な工事だったのか疑問に
思いました。石炭による発電もしかり。この冬の寒さだって、窓の断熱とか防寒着とか湯たんぽとか、工夫次第で節電しつつしの
げるわけで。社会全体で必死に代案を尽くす前に化石燃料に頼ると、未来の人に申し訳が立たない気がしています。（ちよ）

フィリピンのミンダナオ島にジュゴンの研究で通い詰めていた関係で、フィリピンには関心が高いのです。ド ウテルテ大統領もミン
ダナオのダバオ市長でした。ダバオの治安は良くなったと言われていますが、彼の強権を使った治安の良さは、いずれ破綻する
でしょう。マニラ政権とミンダナオの反政府勢力との停戦・自治権付与の合意も先行き不安です。ダバオではまた爆弾テロ事件が
起こってしまいました。ジュゴンの研究にもここ 1 年以上出かけられていません。海の生き物を守る会主催のジュゴン・ツアーも実
施できていません。ジュゴンがすぐに見られるマリタ市はダバオの南にありますが、そこでは数年前から石炭火力発電所の建設
が始まり、今ではほぼ完成間近になってしまいました。発電所の温排水はジュゴンの摂食場所のウミヒルモ群落を直撃しそうです。
発電所が稼働し始めると、おそらくウミヒルモの藻場はなくなり、ジュゴンもこの海域では生存できなくなるでしょう。ジュゴンの保護
区を作るなどして保護してきた地元の住民たちも、発電所の建設には反対できなかったようです。悲しいことですが、考えさせられ
ることでもあります。
毎号巻頭で「今月の海の生き物」をお送りしていますが、ついに手持ちの写真がなくなってしまいました。ぜひ皆さんのお持ちの
写真がありましたら、お送りください。お待ちしています。（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 189 号
2016 年 12 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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