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「今月の海の生きもの」

ウズラタマキビ

Littoraria scabra

軟体動物門腹足綱タマキビ科に属する巻貝の一種。円錐形で螺塔が高く尖って、殻の周縁が角張っているのが
特徴。殻の表面には白～汚白色の地に褐色のうずら模様をあしらい、殻の裏にも同じ模様がある。螺肋は強い
が、上部は平滑になる。殻長は約 2～3cm にな
り、タマキビ類ではもっとも大型である。紀伊
半島以南のインド・東南アジアなどの熱帯・亜
熱帯の太平洋沿岸、アフリカ南部などに広く分
布する。マングローブの幹・枝や葉・気根など、
水面よりかなり上部にしばしば上っているのが
見られる。海水に浸かるのを嫌うが、潮が干上
がると下の方へ下りてきて、マングローブの葉
や茎の表面に生えている微細な藻類を食べてい
る。繁殖様式は卵胎生で、産卵はせず、仔貝を
直接産む。マングローブに上る近似種にヒメウ
ズラタマキビやイロタマキビがあるが、ヒメウ
ズラタマキビはやや高いところに居ることが多
く、軸唇が紫色なので、白色のウズラタマキビ
とは区別される。イロタマキビはやや低いとこ
ろに分布し、ウズラタマキビはその中間にいる。
潮間帯の岩礁にも生息する。

（パラオ・コロール島にて 向井 宏撮影）
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【活動予定】

●砂浜の海浜植物写真大募集！
「フィールド図鑑（2）海浜植物」用

写真をお送りください

海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査を推進するために、「砂浜フィールド図鑑（２）海浜植物（そ
の 1）」として、北海道の海浜植物の図鑑を 2017 年 9 月に作成・刊行する予定です。現在、海浜植物の写真
を収集していますが、写真をお持ちの方に図鑑への提供をお願いしたいと思います。北海道の砂浜における海
浜植物（塩生植物）の写真をお持ちの方で、提供してもよいと考える方は、ぜひ事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
までお知らせください。撮影者を明記の上、図鑑に収録させていただきます。また、「砂浜フィールド図鑑」
の海浜植物シリーズは、今後各地の図鑑を制作・刊行の予定ですので、北海道以外の各地の海浜植物について
も、募集しています。ご連絡ください。
北海道海浜植物として収録予定の種は以下の通りです。既に撮影済みは黄色で示してあります。
1.アイアシ（日本海のみ）、2.アカネムグラ、3.アキノミチヤナギ（ハマミチヤナギ）厚岸湾、
4.アサツキ（エゾネギ）、5.イワノガリヤス（ネムロガヤ）、6.ウスベニツメクサ、7.ウラジロアカザ、
8.ウンラン、9.エゾオオバコ、10.エゾオグルマ、11.エゾカワラナデシコ、12.エゾスカシユリ、
13.エゾスズシロ、14.エゾノカワラマツバ、15.エゾノコウボウムギ、16.エゾノシシウド、
17.エゾノヨモギギク（利尻）、18.オオアブラススキ、19.オカヒジキ、20.オニシバ、21.オニハマダイコン、
22.カワラマツバ、23.キバナノカワラマツバ、24．クシロネナシカズラ、25.クロカワズスゲ、
26.ケカモノハシ、27.コイチゴツナギ、28.コウボウシバ、29.コウボウムギ、30.コガネギシギシ、
31.コシカギク、32.シカギク、33.シロヨモギ、34.スナビキソウ、35.セイヨウオオバコ、
36.セナミスミレ（イソスミレ）、37.センダイハギ、38.タカネセンブリ、39.チガヤ（フシゲチガヤ）、
40.チャシバスゲ、41.ツタバウンラン、42.テンキグサ（ハマニンニク）、43.トダシバ（ケトダシバ）、
44.ナミキソウ、45.ネナシカズラ、46.ハタザオ、47.ハチジョウナ、48.ハマイ（オオイヌイ）、
49.ハマアカザ、50.ハマエノコロ、51.ハマエンドウ、52.ハマオトコヨモギ、53.ハマダイコン、
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54.ハマタイセイ、55.ハマナス（ハマナシ）、56.ハマニガナ、57.ハマハコベ、58.ハマハタザオ、
59.ハマヒルガオ、60.ハマフウロ、61.ハマベンケイソウ、62.ハマボウフウ、63.ハマボッス（渡島半島のみ）、
64.ハマムギ、65.ヒメイズイ、66.ヒロハクサフジ、67.ヒロハノカワラサイコ、68.フタナミソウ（礼文のみ）、
69.ホソバナソモソモ、70.ホソバノハマアカザ、71.マルバトウキ、72.ミヤマヌカボ、
73.ムラサキベンケイソウ

●４／２９
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吉野川河口で生物観察会

4 月 29 日（土）の午後、徳島県の吉野川河口域で、とくしま自然観察の会と共催で「海の観察会 ～川と
海の出会う干潟」を行います。連休の初めです。潮干狩りを兼ねて、ぜひご参加ください。詳細は次号以降に
掲載します。

●５／２７

稲村ヶ崎で砂浜海岸生物調査研修会を予定

5 月 27 日（土）神奈川県鎌倉市稲村ガ崎の海岸（予定）で、砂浜海岸生物調査の研修会を行います。砂浜
海岸生物調査に参加して、全国の調査にご自分の取ったデータで貢献したいと思われる方は、ぜひご参加くだ
さい。もちろん一日だけ体験したいという方も大歓迎です。

●７／２２

アカテガニの出産観察会 in 長島田ノ浦

今年も山口県上関町長島田ノ浦で、「アカテガニの出産（放仔）観察会」を行います。陸に棲むアカテガニ
やクロベンケイガニが、毎年この時期の大潮満潮のときに、海へ降りてきてお腹に抱えた幼生を海へ放出しま
す。その様子を観察しましょう。アカテガニの出産は、陸と海の繋がりのある海岸で見られます。アカテガニ
が生き続けられるよう、陸と海の繋がりを大切にして見守っていきましょう。この催しは毎年、上関の自然を
守る会と共催で行われます。

●銀行口座

変更しました

海の生き物を守る会の会計係の交代によって銀行口座が以下の通り変更されました。会費・寄付などの納付
は新しい銀行口座にお願いします。

新銀行口座：「ゆうちょ銀行

普通預金口座

14400-49824521 海の生き物を守る会」

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

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。

◎Diving team Snack Snufkin
2010 年
◎GREEN AGE
2015 年

「Exploring the Nature of Oura Bay and its surrounding area」

日英両語による大浦湾の生物のパンフレット
2015-4 特集・これからの海岸林造林を考える
日本緑化センター 1 部

◎杉山恵一監修／自然環境復元研究会編「海辺ビオトープ入門：基礎編」146pp

信山社サイテック刊

2000

（やや汚れあり） 1 部
◎西平守孝「フィールド図鑑
◎向井 宏 論文 別刷り

造礁サンゴ」241pp

東海大学出版会刊
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「海域・海洋保護区の効果と現状」

「干潟・藻場の再生事業：その問題点」

2009

海洋理工学会誌
地球環境

厚岸地方の自然環境 第二章

新厚岸町史（通史編・第一巻）

月刊「海洋」2005

環境情報科学

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」

「第一編

1部

余部あり

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」

◎向井 宏

1988

2009

2011

厚岸町の特色ある生態系」

2012 年 残り 2 部

向井 宏 「同

第三章

厚岸町の動物」

同

2012 年 残り 1 部

向井 宏 「同

第四章

厚岸町の植物」

同

2012 年 残り 2 部

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

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
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。昨年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、今年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。ご協力に感謝いたします。しかし、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いただき、調査にご協力をお
願いします。

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 10 万筆を超える署名が集められま
した。
活動を広めるためにパンフレットを発行しています。
1 部 500 円をカンパとしていただいています。安倍政権
は、西日本の 14 カ所の山を削り、辺野古の海の埋立を
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 冊に限り無料でお送りします（送料のみご負
担ください）。

★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
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2．クジラ 切手コレクション （1）（2）

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。

【東北】
●飛島で港内にオットセイ現わる
山形県酒田市飛島の勝浦港にキタオットセイと思われる海獣が出現し、港内を泳いだり、陸に上陸してのん
びり過ごしたりする姿が見られた。3 月 6 日勝浦港に入港した定期船「とびしま」の職員が見つけた。キタオ
ットセイは約 2m。飛島近海ではオットセイが目撃されることはけっして珍しくは無いというが、上陸したり
することは滅多に無く、島民も驚いている。（文責：向井

【北陸】
●人工リーフで砂浜が広がった？

宏）

千里浜

石川県の千里浜では、砂浜の浸食が進んでいることから、県は 2016 年度から 2 年間の計画で「のと里山海
道」パーキングエリアと千里浜インターチェンジの間に人工リーフ 2 基を設置する事業を行っている。2016
年度は 1 基の人工リーフを整備し、2017 年度は 2 基目を作る。県は羽咋地区の 2.8km の砂浜が人工リーフ設
置によってこの 1 年間で平均して 3m 広がったと説明した。人工リーフによって一時的にそのすぐ後ろの浜は
砂が溜まって広がる可能性はあるが、その代わりにどこかの砂浜が削られたはずで、県の説明は都合の良いデ
ータだけで人工リーフを評価しようとしているように見える。砂浜の減少の本当の原因を突きとめ、その原因
を無くす根本的な対策こそが、本当に求められる。巨額の予算をかける割に人工リーフの効果は限定的ではな
いだろうか。（文責：向井

宏）

【東海】
●中田島砂丘を分断する防潮堤建設が進行
日本三大砂丘って知っていますか？
とは知らない人が多いのでは？

鳥取砂丘は有名ですが、あ

実は、三大砂丘にどこを入れるか

は定説が無いが、鳥取砂丘、九十九里浜、中田島砂丘の 3 つとする
説が有力。そのうち、九十九里浜は、砂浜の消失が顕著で、現在は
砂浜の存在すらも危機的な状況だ。最後の中田島砂丘に重大な危機
が迫ってきている。静岡県浜松市の海岸にある中田島砂丘は、砂紋
が美しいことで知られている。浜松市が計画している 17.5km の防
潮堤が中田島砂丘を分断するような計画で進められている。計画によ

浜松市の防潮堤建設計画（中田島砂丘

ると防潮堤は浜名湖から天竜川河口にかけて建設される高さ 13m に

の部分）※浜松市のホームページより
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およぶ巨大防潮堤である。その防潮堤が、中田島砂丘を横切って、砂丘を分断してしまう（計画図）。環境団
体などが防潮堤を砂丘の北側にするセットバック方式を要求しているが、市は、現計画はできる限り配慮して
いるとして要求を受け入れない。このままでは三大砂丘の景観は台無しになるだろう。また、陸と海の繋がり
は、中田島砂丘に限らず、この巨大防潮堤のあるところではほぼ完全に失われ、沿岸の生物多様性や生産性に
も大きな負の影響を与えることになるだろう。人間の活動を少し遠慮して、自然の活力を保全しなければ、結 | 9
局は自然資源をムダに失ってしまい、人間の生きにくい地球にしてしまうことになる。早くそのことに気がつ
いて欲しい。（文責：向井

【近畿】
●須磨海岸を遠浅に

宏）

砂を投入

兵庫県神戸市須磨区の須磨海岸は、海水浴場として利用されている人工海岸である。かつては自然の砂浜が
あった場所だが、周辺の開発と砂浜の浸食によって人工的に砂を入れて海水浴場として整備した海岸であるが、
海水浴客から砂浜の沖が深くなっているために、危険だという指摘が多く、海から大量の砂を入れて遠浅にす
るための工事が急ピッチで進められている。工事は今年 5 月をめどに完成の予定だ。水際から水深 2m になる
までの距離を 100m とする予定で、砂浜も 40m ほど広くする。遠浅の海ができるので、藻場ができて、魚も
増えると漁業者は期待しているという。投入する砂はどこから運ばれているか不明だが、今でも須磨海岸の砂
には、ここの海岸では生息していない貝殻がびっしりと見つかる。かつては瀬戸内海の沖合から砂をもってき
たと思われるが、現在は瀬戸内海のほとんどの県で海砂の採取が禁止されており、投入する砂は九州あたりの
海砂が使われる可能性がある。この浜で貝殻などの採集を行う人は、要注意である。（文責：向井

【九州】
●九十九島をブランドに

宏）

「世界で最も美しい湾クラブ」加盟へ

長崎県佐世保市は、観光地の九十九島（くじゅうくしま）を国際ブランドとして「世界で最も美しい湾クラ
ブ」へ加盟するための取り組みを始める。このクラブは湾を活かして観光を促進し、景観を保護することを目
的とする NGO で、現在世界 25 カ国 41 の湾が加盟している。環境に関する国際会議も開催している。現在で
は、外国ではベトナムのハロン湾やフランスのサン・モン・ミッシェル湾など、国内では宮城県松島湾などが
加盟している。これに加盟することによって九十九島の観光事業を推進するのが目的。佐世保市では今年 9 月
の総会で加盟することを目指しており、春にはクラブ本部からの現地調査を受け入れる予定。
（文責：向井

●12 月に続いて五島にイルカ打ち上げ

宏）

今回は救出に成功

長崎県五島市三井楽町の白良ヶ浜沖の浅瀬に、3 月 3 日早朝、4 頭のイルカが迷い込んで打ち上がっている
のが見つかった。白良ヶ浜では、昨年 12 月にも同じようにイルカが 5 頭打ち上がっており、その時は救出作
業が間に合わず、すべての個体が死亡した。その反省のもと、今回は迅速な救出作業が市の職員や漁業者らに
よって行われ、イルカが暴れて衰弱しないように潮だまりに打ち込んだ杭にロープで固定し、満潮を待った。
満潮になった後、イルカを漁船でゆっくりと沖合に移動させ、無事救出に成功した。イルカは、体長が 2.5m
くらいのハナゴンドウと見られる。よくクジラ類の打ち上げが起こる場所では、レスキューについてのマニュ
アルなどを整備するなど、対策が求められる。（文責：向井

宏）

●漁協幹部に想定問答集を提示

和解案受け入れへ国が裏工作で誘導か

長崎県諫早湾の国営干拓事業を巡って、福岡高裁の長期開門調査指示判決が確定しているが、長崎地裁では、
干拓地の営農家を中心とする開門反対派が長崎地裁に開門差し止めを求めて、開門派の漁業者らと対立してい
る。長崎地裁は、開門をしないことを前提として有明海再生のための基金をつくって国に拠出金を出させると
いう和解案を示して和解協議が行われている。昨年 11 月に農水省が福岡、佐賀、熊本各県の漁業者団体の幹 | 10
部に 100 億円を拠出するという和解案を説明したときに、漁業者らを説得するための想定問答集を作り、漁業
団体幹部らに示していたことが、今月になって明らかになった。農水省は、想定問答集を示した後、回収した
が、一部の幹部がコピーをとっていたことから、判明したもの。それには、「和解案を受け入れても、開門の
旗を降ろしたことにはならない」「有明海の再生には基金の受け入れが最優先である」「組合員から決定のた
めに総会を開くべきと言う声が上がった場合は、トップへ一任すること」などが書かれていた。これは農水省
が漁協団体に和解案を受け入れるよう仕向けるために誘導したと考えられ、その影響があったことが想像され
る。結果、佐賀県有明海漁連を除いて、福岡県、長崎県、熊本県の漁業団体が和解案受け入れを表明した。佐
賀県だけはあくまで開門を要求して、この和解案受け入れに反対している。開門派の弁護団は、「漁業団体を
脅すような内容で、極めて遺憾」と反発し、長崎地裁に国が文書の開示をするよう要求している。山本有二農
水相は、コメントを拒否した。ある漁業団体の幹部は、「有明海再生に関しては、いろいろ国にお願いする必
要もあり、漁業団体は強く国に対峙できない事情もある。その立場を利用して（国の主張を）強制しようとい
うように感じる」と述べて、国へ不信感を募らせている。有明海の再生に予算を計上して施策を行うのは、諫
早湾干拓の是非も含めて、国が真摯に取り組むべき責務で、それを理由に開門をさせないとする農水省の態度
は、有明海の価値を取り戻すよりも農水省のメンツを重要視しているとしか思えない。裁判の行方にかかわら
ず、国は有明海の再生に本気で取り組むべきである。農民と漁業者の対立は不毛でしかない。
（文責：向井

宏）

●「奄美群島国立公園」が成立
鹿児島県奄美大島と喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島などの奄美群島の亜熱帯照葉樹林を中心にした「奄
美群島国立公園」が 3 月 7 日に正式に指定され、新しい国立公園が発足した。昨年、同様の亜熱帯照葉樹林を
中心として指定された沖縄「やんばる国立公園」に続いて 34 番目となる。これら二つの国立公園を含む「奄
美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」について、政府は来年にも世界自然遺産登録を目指しており、国
立公園の指定はそれに向けた国内制度の整備の意味がある。「奄美群島国立公園」には、陸域と海域が含まれ
ており、とくに沖永良部島や与論島などの小島では海域の占める範囲が大きい。しかし、海域はどこも普通地
域とされ、景観が保護されるが、海の生き物を守る施策はとくに考えられていない。世界自然遺産登録に関し
て、今年 2 月に両国立公園を含む地域をユネスコに申請した。今年夏には国際自然保護連合（IUCN）の現地
視察が行われる予定だ。沖縄島北部候補地近くで行われている基地建設による自然破壊を IUCN がどのよう
に評価するかが注目される。（文責：向井

【沖縄】
●ジュゴン訴訟控訴審

宏）

米高等裁判所で再開

「ジュゴン訴訟」とは、2003 年に日本とアメリカの保護団体と個人が、辺野古埋立と米軍基地建設によっ
てジュゴンの生存が危ぶまれる事態が想定されるために、米軍に最大限の配慮を要求して提起した裁判である。
世界遺産条約に加盟しているため、アメリカの文化財保護法は、世界の遺産や文化財を守るように定められて

いる。日本のジュゴンは日本の文化財保護法によって保護されることになっているから、アメリカ政府は日本
のジュゴンを守る義務がある。そこで、保護団体は、米国国防総省に対して、現在の基地建設計画は米国の文
化財保護法に違反していると訴訟を起こした。サンフランシスコ米連邦地裁は、ジュゴンは「沖縄にとって文
化的にも歴史的にも重要だ」と判断して、原告の勝訴を言い渡した。その結果、国防総省は辺野古の基地建設
がジュゴンに影響を与えないことを証明しなければ工事を進めることはできなくなった。しかし、米軍は基地 | 11
を建設しているのは日本政府であることと、日本政府が環境アセスメントを行っており、ジュゴンに影響を極
力抑える配慮をしていることを主張して、裁判は高等裁判所に上告された。辺野古の工事が着手されなかった
ことから、高裁の審理は中断していたが、今月 15 日にサンフランシスコ米連邦高等裁判所で口頭弁論が開か
れることになった。原告代理人は、この口頭弁論で米国政府が法の要請に基づき適切な利害関係者と協議をし
たかどうか、基地建設による影響のすべてを十分に考慮したかどうかについて、裁判所が判断する権利と義務
があることを主張する予定。代理人のサラ・バート弁護士は、「政府が法を遵守しないのであれば、裁判所が
政府にその責任を問うことが必要不可欠である」としている。日本の司法は、独立したものとは見なせない判
決が多いが、アメリカの最高裁は、トランプ大統領の指令を違憲として拒否した。アメリカの司法に期待し、
注目したい。（文責：向井

宏）

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

【関東】
◆海藻おしば

春の勉強会(実技・指導編）

今回は、毎年開催場所となっていました筑波大学下田臨海実験センターとの調整が合わず、場所を伊東市八
幡野にある「大田区立伊豆高原学園」にしました。なお、参加料は従来どおりですが、公共施設のため宿泊費
等は部屋（基本的に相部屋です）の使用人数により変動するシステムになっています。ですから告知の宿泊費
については想定で、実際にはこれより低くなると思われますので、ご理解よろしくお願い致します。施設の詳
しい内容はＨＰでご確認ください。
★申し込み期限は 4 月 28 日(金）としていますが、参加希望の方は早めにお申込みください。
日時：2017 年 5 月 13 日(土）～14 日(日）
場所：静岡県伊東市八幡野にある「大田区立伊豆高原学園」http://www.izukougengakuen.jp/
参加料：6500 円（配布資料・保険含む）
宿泊費：1 泊 2 食 8500 円以内（最終日に精算）
内容：実技・指導編・磯の観察と漂着海藻採集(東伊豆海岸予定）

【九州】
◆和白海岸探鳥会
日時：2017 年 4 月 9 日（日）9:00～12:00
集合場所：JR 香椎線和白駅前の和白公園（福岡市東区和白 3 丁目 7）
参加費：日本野鳥の会会員 100 円
持ち物：筆記用具とあれば観察用具

一般 300 円

9:00 集合

主催：日本野鳥の会福岡支部
連絡先：tel:092-606-0012（山本）

【世界】
◆スウェーデン大使館

SDG14「海の豊かさを守ろう」動画募集 3 月末まで

国連のアジェンダ 2030 に掲げられた「持続可能な開発目標（SDGs）」のうち、目標 14 は「海洋と海洋資
源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する」というものです。海洋は数百万種類の生物が
生活しており、魚は私たちの重要なタンパク源となっています。また海は人間が作り出した二酸化炭素を吸収
し、温暖化の影響を和らげる働きもしています。しかし、今、汚染や二酸化炭素を吸収することによる海の水
の酸化や、魚の取りすぎ（乱獲）による漁の数や種類の減少、沿岸に住む生物の生活する場所が失われるなど、
海は多くの問題を抱えています。
スウェーデンはフィジーと共催で、6 月 8 日の世界海洋デーに合わせて 2017 年 6 月 5～9 日にニューヨー
クで開催される世界の海洋を守るための国連会議を行います。これに先立ち、スウェーデン大使館は「持続可
能な開発目標（SDGs）」の目標 14（海の豊かさを守ろう）にフォーカスしたビデオコンテストを開催します。
誰でもどこからでも参加いただけます。

対象：どなたでも応募できますが、特にスウェーデン外務省の「ファースト・ジェネレーション」キャンペー
ンの対象である、先生たちと若者世代からの応募を期待しています。
内容：国連の持続可能な開発目標 14 に関するもの。海の今の状況をレポートする、自分の考えを訴える、自
分たちの行っている取組を紹介する、生産者・消費者としてどのような行動をするべきかなど、海洋の持続可
能性についてであれば何でもかまいません。
駐日スウェーデン大使館が作成した SDGs ビデオも参考にしてください。
http://www.swedenabroad.com/ja-JP/Embassies/Tokyo/4/2/SDG14--sys1/
形式：MP4、MOV file、Quick Time movie などで作成し、Youtube、Vimeo などにアップロードし、リンク
を送ってください。元のビデオファイルは後で提出をお願いするかもしれないので、とっておいてください。）
長さ：1 分～2 分程度
言語：日本語または英語（字幕をつけることが可能な場合はつけてください）
★応募方法：3 月 31 日（金）締め切り。ambassaden.tokyo-events@gov.se

まで、名前、メールアドレス、

電話番号、住所（詳しくなくて結構です。「東京」など）を添えてビデオのリンクを送ってください。件名は
「Goal 14 video competition」。ビデオの内容を 200 字以内（英語は 150 words）で説明し添付してください。
賞品：優良作品は大使館のソーシャルメディアで紹介し、優秀賞の受賞者は大使館での持続可能な魚介類をメ
インとしたランチにご招待、または賞品を贈ります。
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ツノクラゲが漁港に冬に出現
例年、冬になると、漁港にツノクラゲが吹き寄せられる。2017 年 1 月 22 日に、白浜町瀬戸漁港でこのクラ
ゲに遭遇した。大型の櫛クラゲ類であるツノクラゲは、体長 10 cm に達する。漁港内では大小の個体が多数、
体をよく伸長していた。写真のようにＨ状になって、複数の長い触手を波打つようにくねらせていた。餌を捕
まえようとする体勢である。ツノクラゲの口のまわりに 1 対の振袖状の構造が発達している。この袖状突起で
餌を囲い、逃げないよう包みこむ。
通常は、表面がなめらかな体なのだが、刺激すると多数の角を伸ばす特徴がある。名前の由来である。体の
あちこちから角を突き出す行動は、外敵への防御であろう。写真でも角が幾つも見える。
他の変わった特徴は、ちょっとした水流でもツノクラゲの体は、たちまちずたずたに引きちぎれることであ
る。この脆さは現場で何度も体験しており、これほどかよわい体のクラゲはいないといっても過言でない。体
が相当傷んでも、再生可能でな
いと死亡率が高すぎることにな
る。写真の個体はほとんど傷ん
でいないが、他にはあわれな姿
になった個体が複数見られた。
ところで、上記で述べた幾つも
の小形個体だが、それらには別
種のフウセンクラゲが混じって
いるのかもしれない。幼体のツ
ノクラゲにはトレードマークの
角は全くない。成長につれて新
しく角ができる。肉眼で岸壁か
ら定かには見えないが、袖状突
起さえできていないもっと若い
個体もいるのだろう。幼体はお
互いに異なる種でもたいへん類
似しているので、分類が難しい。

写真 体をよくのばしたツノク
ラゲの成体（体の上方から撮影）。

6. 有明海と三陸の水辺から（50）

田中 克

有明海の浅海底に林立したタイラギ
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宝の海と呼ばれた有明海には、アサリ、アカガイ、サルボウガイ、クマサルボウ*、ハイガイ*、マテガイ、
アゲマキ*、ウミタケ*、タイラギなど特産種や準特産種(*)を含む多様な貝類が生息し、漁業者の生計を支え、
市民の食卓を賑わしてきました。有明海が広大な干潟を有し、多様な底質環境が維持されていたからです。こ
れらの貝類は浅海域の物質循環に非常に重要な役割を担ってきました。それらの中で、殻長 35 cm にも及ぶ最
も大型のタイラギ（写真１）にとって、浅海域が広がる有明海奥部は格好の生息場でした。しかし、20 世紀
後半に筑後大堰の設置や諫早湾干拓事業の強行など大規模な環境改変が相次ぎ、有明海の環境、とりわけ海底
環境の劣化が急速に進み、長崎県下では 1990 年代から、佐賀県や福岡県下では 2000 年前後からほとんど獲
れなくなり、長らく休漁状態が続いています。
古くよりタイラギには、貝殻に鱗状の突起を
持つ有鱗型と突起のない無鱗型が存在するこ
とが知られていましたが、遺伝的分析の結果、
両者は別種とされ、無鱗型は従来からズベと呼
ばれていたことからズベタイラギと名づけら
れています。有明海に生息するタイラギの大半
は無鱗型です。本種は、太平洋沿岸域では房総
半島以南の東京湾、伊勢湾、三河湾，大阪湾、
瀬戸内海、有明海などの内湾に多く生息してい
ましたが、今では、三河湾と瀬戸内海の播磨灘、

写真 1

食用にする貝類では最大級のタイラギ

備讃瀬戸、伊予灘などにその生息が限られてい
ます。本種が有明海に多く生息していた時代には、文字通り海底に林立するように生息したタイラギを、ヘル
メット式の潜水具（佐賀県藤津郡多良町が発祥の地）を用いて漁獲が行われ、高校を卒業すると同時に多くの
若者が競ってこのタイラギの潜水漁に参入したそうです。後に述べる干潟再生実験の漁場を提供していただい
ている多良町の漁師平方宣清さんも、このタイラギの潜水漁に携わり、ご自身の息子さんに漁業を継がせるこ
とを願っていましたが、急速な有明海の環境劣化と漁業資源の壊滅により夢が絶たれたと嘆いておられます。
有明海でタイラギが獲れなくなった原因は、明らかに底質環境の悪化（泥化）によると考えられます。長崎
県や佐賀県下のタイラギでは、諫早湾干拓事業に伴う海砂の採取を含む工事が本格化した 1990 年代初めから
漁獲量の著しい減少が始まり、それに続き、2000 年前後から佐賀県や福岡県下でも不漁が顕在化しました。
年によっては、浮遊幼生は湾奥部に広く分布することが確認されていますが、長崎県下や佐賀県下では稚貝の
着底は見られず、稚貝が現れる福岡県下では着底後 1，2 年のうちに立ち枯れ（死亡）するようです。特に、
夏季の貧酸素化や赤潮の発生がその原因とされています。

平方宣清さんの計らいで、
2011 年 4 月より干潟再生実験
を開始した佐賀県太良町のア
サリ増殖場では、貝殻のとが
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った側を下に底に突き刺さり、
干潟表面に開口するタイラギ
（写真２）が見つかります。
タイラギをはじめ多くの野生
の生きものの生命力は私たち
の想像以上に強く、今有効な
手を打てば、彼らの復活は可
能だと思われます。そのこと
に一人でも多くの、とりわけ
これからの時代を担う子供達
や若者に早く気付いて欲しい
ものです。

写真 2

干潟にとがった方を下に突き刺さるように、反対の平らな部分を開口する

『うみひるも』に海の生き物の写真やご意見をご投稿ください
投稿用アドレス（うみひるも編集部宛）hirumo@live.jp
投稿専用フォーム↓

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

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



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。

8．編集後記
今号から立川賢一さんの切手コレクションのクジラシリーズが始まりました。枚数が豊富なので、毎号 2 ページずつご紹介してい
きます。クジラと言えば先日、房総半島の和田浦でツチクジラの骨格を見ました。今も細々と捕鯨を続けている町で、「道の駅」に
もクジラ肉が並びます。ちょうど来月、映画『ビハインド・ザ・コーブ』を都内で見る機会があります。アカデミー賞を受賞した映画
『ザ・コーブ』のアンチ作品です。捕鯨は賛否両論が渦巻く政治的なテーマになってしまいましたが、海の生き物の問題なので、逃
げずに考え続けたいと思います。外房の和田浦から内房の館山に向かうと、海岸に根こそぎ流されてきたアラメがたくさん打ち上
がっていました。その時に「あぁ、春だなー」と感じたのは、海藻学者の横濱康継先生の資料を読んだばかりだったからです。海藻
の世界を知ると、海岸を歩くだけで海の中の季節の移り変わりを感じられるのですね。前にエッセイを寄稿してくださった横濱先生
から、今度は海藻と光合成に関する原稿をお預かりしました。新年度に入る次号から連載予定です。ご期待ください。（ちよ）

先月のシンポ「失われる沿岸の自然と公共事業」では、各地で起こっている公共事業による自然破壊が報告されましたが、どこ
も酷い状況が進んでいるようです。人間が自然とどう付き合っていくかを根源的に考え直す必要があるとつくづく感じます。お金が
儲かれば（景気がよくなれば）自然など少々どうなっても良いという考え方に、日本人はいつの間にか囚われるようになったのでし
ょう。三陸に作られつつある巨大防潮堤の問題も、まさにそのことを実感させられるものです。ところが、静岡県浜松市の中田島
砂丘では、最近この素晴らしい自然資源である砂丘を横断するように高さ 15m という東北にもあまりみられない巨大防潮堤が建
設されつつあります。なぜ、砂丘の陸側に作ろうとしないのでしょうか。そうすれば、もし防潮堤が必要だとしても、高さをもっと低く
抑えることができるはずです。今週土曜日に中田島砂丘を保護したいという人々によって、現地視察と勉強会が行われます。関
心のある人、お近くの人は、ぜひ参加してみて下さい。参加される方は、「表浜ネットワーク」の田中雄二さん（ 電話&FAX：

0532-21-1192）まで、ご連絡を。（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
を明記の上、入会希望とお知らせください。

メールマガジン『うみひるも』第 195 号
2017 年 3 月 16 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

普通預金口座

14400-49824521 海の生き物を守る会」
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