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「今月の海の生き物」イボウミニナ

Batillaria zonalis

軟体動物門腹足綱ウミニナ科に属する巻貝の一種。殻の長さは 40mm 程度の塔状。太い縦肋が走り、いぼ
状の突起がある。インド・太平洋の熱帯と温帯に広く棲息している。日本では南西諸島から北海道南部までの
全国の河口や内湾の砂
泥干潟に広く分布して
いたが、海洋汚染が進
み、干潟が各地で減少・
消失するにつれて、各
地で見られなくなり、
2007 年環境省レッド
リストで絶滅危惧 II 類
に指定されている。千
葉県や兵庫県では、絶
滅した。現在の生息地
はかなり局限されてい
る。ウミニナやホソウ
ミニナと混じって、群
れをなして棲息してい
る。干潮時に地表でデ
トリタスを摂餌するが、
ウミニナなどと同じよ
うに、海藻や魚の死骸
に集まって直接これらを食べることもある。雌雄異体で交尾して産卵する。孵化したベリジャー幼生は、プラ
ンクトン生活をした後、干潟上で成体に変態する。海洋汚染に脆弱なのは、この生活史の故だという説もある。
ウミニナも同じ生活史をもつが、ホソウミニナは直達発生をし、プランクトン生活をしない。
（北九州市曽根干潟にて
向井 宏撮影）
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【活動報告】
◆砂浜海岸生物調査の第３次中間報告書を刊行
海の生き物を守る会では、今年 9 月 20 日に砂浜海岸生物
調査の第 3 次中間報告書を発行しました。今回の中間報告書
には、これまで寄せられた調査票 329 枚 177 ヶ所のデータを
もとに、貝類の情報について、まとめました。この報告書は、
自然保護助成基金プロ・ナトゥーラ・ファンドの助成で作成
されました。同基金に感謝いたします。
当会では、10 年前から始めた砂浜海岸生物調査の中間報告
書をこれまで 2 回発行してきました。第 1 次中間報告書は、
様々な砂浜の生き物をまとめました。第 2 次中間報告書は、
海浜植物をまとめたものです。
中間報告書は、海の生き物を守る会の会員の希望者には 1
部を無料でお送りします。ご希望の方は当会事務局
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。代金は
無料ですが、送料をご負担願います。

◆パタゴニア京都で海の生き物を守る会の紹介
9 月 17 日（火）の夕方 7 時から、パタゴニア京都店で、映画「ARTIFISHAL(アーティフィッシ
ャル)」の上映会がありました。その時に、パタゴニアから「海の生き物を守る会」の紹介があり、
同時に当会への寄付の呼びかけを行っていただきました。代表も参加して、参加者へ挨拶をしまし
た。あらためてパタゴニアに感謝します。
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全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください
現在まで329枚、177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。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。これらはダウ
ンロードできます。
これまでに会員や非会員の皆さまから329枚の調査票が寄せられ、全国177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。また、同じ海岸でも調査をする度
に、違った情報が得られます。調査を積み重ねていくことが必要です。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、岡山の5県です。ぜひご協力をお願いいたします。調査のやり方について不安
をお持ちの方は、当会が実施している各地での研修会に、一度参加することをお薦めします。

◆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。2019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。

これまでに推薦された砂浜は、以下の通りです。
1.

辺塚の浜（鹿児島県肝属郡）

8.

小倉ヶ浜（宮崎県日向市）

2.

粉白海岸（和歌山県那智勝浦町）

9.

原之里海岸（長浜）（鹿児島県種子島）

3.

表浜海岸（愛知県）

10. 三戸浜海岸（神奈川県三浦半島）

4.

百名ビーチ（沖縄県南城市玉城字百名）

11. 恋問海岸（北海道白糠町）

5.

閖上海岸（宮城県名取市閖上）

12. 以久科海岸（北海道斜里町）

6.

百道浜海岸（福岡県福岡市）

13. 和白干潟海岸（福岡市）

7.

長浜（宮崎県串間市）

14. 嘉徳海岸（奄美大島瀬戸内町）

（このうち、５．閖上海岸 は、防潮堤の建設で保全すべき砂浜としての価値がなくなったこと、６．百道浜
海岸は、人工ビーチであったことが分かりましたので、「守るべき砂浜」リストから削除します）
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。また、嘉徳海岸は、現在コンクリート護岸の建設が進んでいま
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。
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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は、生物多様性を誇る沖縄県名護市の大浦湾・辺野古沖の埋立に反対して、
「辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会」に参加しています。

「公有水面埋め立て事業における埋め立て用材に係る
外来生物の侵入防止に関する条例」の強化を求めて陳情
辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会は、9 月に沖縄県議会に以下の内容の陳情を行った。
1. 知事の勧告に従わない場合の外来生物法による罰則の適用、国と県の関係について、正確な規
定を説明すること
県当局は再三にわたって、「事業者が知事の勧告に従わず特定外来生物が付着した埋立用材
を搬入した場合は、外来生物法の罰則が適用される」と説明してきた。しかし、知事の勧告
に従わないからと言って、自動的に外来生物法の罰則が適用されるのではない。知事が、事
業者が勧告に従わないと環境省に情報提供した場合、環境省は「事実確認」をした結果、外
来生物法違反が確認されれば、行政指導や措置命令等の対応を行う。全ては国の対応にまか
されており、沖縄県が関与する余地はない。罰則の適用や、国と県との関係を正確に説明さ
れるよう要請する。
2. 防除の実施または搬入等の中止の勧告について、「混入のおそれ」を追加すること
土砂条例第 9 条では、
「埋立用材に特定外来生物が付着又は混入していると認めるとき」に、
知事は「防除の実施又は搬入若しくは使用の中止」を勧告することができると定めている。採
石場敷地内や搬出港で特定外来生物が認められた場合は、埋立用材にも付着・混入のおそれ
が高いと判断できる。このような場合でも勧告が出せるようにしていただきたい。
3. 採石場への立入調査の協力が得られなかった場合の海上での調査の具体的方法を検討すること
県外の土砂搬出地には土砂条例が適用されないことから、採石場の協力がないと沖縄県の立
入調査は実施できない。しかし条例第 8 条は、「当該埋立用材の所在する場所」への立入調
査を定めたものであり、海上で土砂運搬船に立ち入るという方法もある。この問題について、
當間環境部長（当時）は、「（採石場への立入調査ができなかった場合）船が県内の海域に入
った場合には、当然に条例が適用できる」、「用材が船に積まれて県内に入った場合は、そこ
で調査するということになります」と明確に答弁している。海上での調査実施の具体的方法
をあきらかにされたい。

辺野古埋立反対パンフ購入して応援してください
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。故郷の山を守り、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。
★ご希望の方は送り先・部数を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 ﾑｶｲﾋﾛｼ
3 部以上お申し込みの方は、送料無料とします。
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好評販売中！
●砂浜フィールド図鑑（１）『日本のハマトビムシ類』
●砂浜フィールド図鑑（２）『北海道の海浜植物』
●砂浜フィールド図鑑（３）『砂浜のカニ類』

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。調査に役立てていただくため、
「砂浜フィールド図鑑」シリーズとして、
① どの浜辺にも必ず見かけるハマトビムシ類
② 北海道限定の塩性植物
③ 砂浜によく見られるが同定が難しいカニ類
の図鑑をそれぞれ刊行しています。
A5 判 14 ページ。①と③は 1 冊 100 円で頒布しています。
②は 200 円です（送料別途）。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
代金＋送料のお振り込み先：
ゆうちょ銀行 19230-2848391

ﾑｶｲﾋﾛｼ

※3 冊とも同サイズです
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2．ウナギ切手コレクション （4）

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。
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【東北】
●秋田県の洋上風力発電に市民団体が反対

署名簿提出

秋田県由利本荘市の沖合に計画されている洋上風力発電事業に、市民団体「由利本荘・にかほ市の風力発電
を考える会」は、秋田県と由利本荘市あてに反対署名 5260 筆とともに計画の中止を求めて要望書を提出した。
反対の理由として、要望書には、地域住民の理解が得られていない、風車の影響で健康被害が発生しているな
どを挙げている。「もうこれ以上風車はいりません」と、署名を募り、4 カ月でこれだけの署名を集めた（由
利本荘市の人口は約 8 万人弱）。日本政府の洋上発電推進の方針を受けて、全国の数カ所で洋上風力発電事業
が計画されている。洋上風力については、設置工事にともなう海域生態系への影響や、鳥類の死亡（バードス
トライク）、漁業への影響など、多くの課題が指摘されている。再生エネルギーであれば何でも許されるとい
うことはない。（文責：向井 宏）

●更田原子力規制委員長が海洋放出を正当化

韓国の懸念に

福島県の東電福島第一原発に溜まり続けている汚染水（東電は処理水とよぶ）の処理を巡って、海洋放出を
したい東電・経産省と、汚染水の海洋放出に絶対反対をしている漁業者や住民らの声で、国の方針はまだ出さ
れていない。そんな中で、かねてから海洋放出を主張していた原子力規制委員長の更田豊志氏は、韓国原子力
安全委員会のトップと 9 月 18 日に会談した。その席で、韓国側から汚染水の海洋放出を懸念していると伝え
られた。韓国側から海洋放出についての従前からの考え方を問われた更田委員長は、yes とだけ答え、その場
を取り繕った。帰国後、更田委員長は文書で「制限値以下に希釈して海洋放出すべきだ」と従来の主張を再び
あきらかにした。放出濃度を下げれば良いというのは、科学者として失格でないか。放出された海では、トリ
チウムの濃度は上昇する。しかも、「処理水」の 6 割がトリチウム以外の放射性物質を残していることも判明
している。原子力規制委員長の言葉とも思えない。原子力「寄生」委員長だ。（文責：向井 宏）

【九州】
●来年 3 月 10 日に判決

諫早開門を求めて

長崎地裁

長崎県諫早市の国営諫早干拓事業で有明海の環境が悪化したため、漁業に被害を受けたと諫早市や雲仙市の
漁業者らが国に潮受け堤防の開門を求めた訴訟が、長崎地裁で結審し、来年 3 月 10 日に判決が言い渡される
ことになった。結審後、原告と被告の国との間で非公式の協議が行われ、裁判所が和解に向けた意見を聴取し
た。漁業者らが開門を含めた話し合いを提案したのに対して、国は開門をしないことを前提として漁業振興基
金を作るという国の政策に固執し、協議は物別れに終わり、和解はなくなった。漁業者らは、諫早の締め切り
後、有明海の潮流などに変化が生じ、貧酸素化が起こって、漁業に被害が出たと主張したが、国は漁獲量の減
少は「多くの要因が複合的に考えられる」とし、干拓事業との因果関係は認められないと主張した。漁獲量の
減少には多くの要因が複合的に考えられるのは当然だが、だから因果関係は無いというのは、論理を無視した
暴論である。多くの要因の中でもっとも大きい要因が干拓事業による諫早湾の締め切りにあることは、科学的
に既に証明されている。その科学的証拠を無視している国の主張を認めるような判決が出されるようなことが
あってはならない。しかし、長崎地裁のこれまでの諫早干拓事業に関する判決の多くが、有明海の環境悪化の
科学的な証拠を考慮しない判決であった。おそらく期待はできない。（文責：向井 宏）

●江藤農水相が佐賀県、長崎県を訪問予定

開門しないで和解を追究

長崎県諫早市の国営諫早干拓事業の排水門を開門して長期調査を行うよう指示した福岡高裁の確定判決に
従わない農水大臣が、10 月 2 日に長崎県と佐賀県を訪れて、裁判の原告の漁業者らと会談する予定が明らか
になった。江藤農水相の訪問は、漁業者らの意見を聞くためではなく、国が提案している開門しないで漁業振
興基金 100 億円を受け入れて、裁判を和解することを求めることにある。この問題は、農水省の間違った政策
が有明海全体の環境悪化と漁業不振をもたらしたことにあり、その反省と開門調査の受け入れ以外に、問題の
最終的な解決は無い。有明海の環境改善と称して国はこれまでも予算を使ってきたが、有明海の環境は改善さ
れる気配も無い。諫早湾だけでなく、有明海全体の埋立の過去を見直し、有明海を健全な海に返す真剣な取り
組みが国には求められている。その覚悟なくして恒例の地元訪問は意味が無い。（文責：向井 宏）

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

【関東】
◆海のいきもの探検隊～みんなともだち～
私たちの暮らす地球の 70％を占める海。その環境にくらす生きものが織りなす生態系は繊細にできていま
す。今回は多くの命が育まれているフィールドにて、”磯の生きもの”と”海の哺乳類”をテーマに海の生きもの
についてじっくりと向き合うプログラムを実施します。さまざまな命に実際に触れたり、じっくりと観察した
り、行動や生態など海の世界を知ることで海の生命に今よりもっと興味が沸き、関心を持つようになることで
しょう。海の生きものたちの魅力や不思議をたくさん見つければ、みなさんもその日から海とともだち！！

第 1 回『磯の生きもの編』
秋の磯で生きものを観察します。引き潮によってできた水溜りをタイドプールと呼び、そこには生きものが
取り残されていることもあります。黒潮に乗って流れ着いた温かい地域の魚にも出会えるかもしれません。講
師陣より磯場の生物観察のマナーやルール、危険生物などについての解説もあるので初めての方も大歓迎。磯
での楽しみ方や、そこで見られる生きものたちの魅力にとことん迫ります。※捕まえた生きものの持ち帰りは
しません。
日時：2019 年 10 月 12 日（土）9:30～14:30（受付 9:10～）※雨天順延、15 日以降は中止
場所：海（磯場）
集合：9:20 に、葉山マリーナ 3F エメラルドルーム（神奈川県三浦郡葉山町堀内 50-2）
・京急線新逗子駅（南口）2 番バスのりば：葉山一色（海岸廻り）行き～『葉山マリーナ』下車
・JR 逗子駅（東口）3 番バスのりば：葉山一色（海岸廻り）行き～『葉山マリーナ』下車
・駐車場は約 160 台駐車可能（有料）
※順延の場合は集合場所のみ変更しますので参加者の方へ別途ご案内いたします。活動場所は同じです。
対象：小学校 2 年生以上のお子様とその保護者（高校生以上はお子様のみでの単独参加可）
※安全管理上、年齢対象外のお子様の同伴は不可。やむを得ない場合のみ年齢対象外のお子様
も同伴可。その場合子ども一人につき大人の方が必ず付き添うことを原則とします。
定員：先着順、おや子 30 名程度
参加費（全員）：1,500 円※保険代込、お釣りのないようにご用意を
持ち物：飲み物、お弁当、着替え、軽く羽織れる防寒着、タオル、帽子（あご紐付き）、マリングローブ
またはナイロン素材の手袋、磯遊びの服装、推奨：着替え時のタオルと 100 円玉（徒歩 5 分くらいで、
2 分 100 円でコインシャワーを利用可）、必要な方：たも網や水槽掃除をするような小さな網、箱メガ
ネ、ゴーグル、お持ちの方はライフジャケット（団体でも子ども用のライフジャケットはご用意しま
す）。観察ケースなどは団体で用意します。磯場での服装：ラッシュガードを着用（上半身は長袖タイ
プ、下半身はパンツタイプを。上半身は濡れてもよい羽織物でも代用可）、濡れても良いスニーカーま
たはマリンシューズ（大人の方は長靴でも可、ビーチサンダル・クロックスは NG です）、午後のゴミ
拾いの服装は長袖・長ズボン、軽く羽織れる防寒着。
★申し込み先：https://pro.form-mailer.jp/fms/1aa1acc7178235
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第 2 回『海の哺乳類編』
陸から再び海へ戻った哺乳類。その中でも”イルカ・クジラ”などの鯨類に注目します。今回は、沿岸に生
息し、私たちの一番身近にいるイルカ「スナメリ」を観察します。銚子では通年にわたり観察できますが、6
月から 10 月末まで船から観察するウオッチング船が運行されています。長年、銚子の海でイルカ・クジラの
調査・観察をしているウオッチング船の船長と一緒に、彼らのくらしをのぞいて、その生態を学びましょう。
またお宝が見つかる秘密の砂浜にもご案内します。
海の哺乳類編 案内人：宮内幸雄（銚子海洋研究所所長）、海洋生物を調査・研究している方々等
※環境の変化にとても敏感な「スナメリ」をウオッチング。国際的に保護されている貴重なイルカです。
※基本的には船に乗って観察します（海の条件が悪い場合は陸から観察します）。
日時：2019 年 10 月 26 日（土）10:15～15:00（受付 10:00～）※小雨・雨天決行、荒天時中止
場所：千葉県の銚子マリーナ周辺と沿岸
※荒天で中止が予想される場合は、前日 19 時の判断で参加者の方へご案内いたします。天気が良くても波や
風が強い場合や当日の海の状況によってプログラム変更の可能性もありますので予めご了承ください。
集合：都内か現地
→貸切バスをご利用の方
恵比寿駅（7:10 集合、7:15 には出発）または東京駅（7:25 集合）
※今回都心部より貸切中型バス（27 人乗り）を運行します。バス内では生きものクイズなどを実施予定
です。帰りは DVD 鑑賞です。恵比寿を始発とし東京駅経由で銚子まで運行します。どちらかお好きなほ
うの駅からご乗車ください。乗車場所の詳細は、お申し込み後に詳細をご案内します。バスにはトイレは
ありませんが、途中でトイレタイムを設けます。
→お車の方
銚子海洋研究所 10:00 集合（駐車場無料）住所：千葉県銚子市潮見町 15-9 TEL：0479-24-8870
対象：年長さん以上（3 歳～年中さんのお子さまの参加も可能です。3 歳未満は乗船できません）
※高校生以上は単独参加可（保護者の同意が必要です）
定員：先着順、おや子 30 名程度
費用：集合場所による
→貸切バスをご利用の方
小学生未満 5,500 円、小・中 6,800 円、高校生以上 9,300 円（受講料・保険代・ウオッチングガイド
料・世界一小さな水族館入場料・バス代往復：大人 4,500 円、子ども 3,000 円を含む費用です）
→お車で現地集合・解散の方
小学生未満 2,500 円、小・中 3,800 円、高校生以上 4,800 円（受講料・保険代・ウオッチングガイド
料・世界一小さな水族館入場料）
持ち物：飲み物、弁当、帽子（風で飛ばされないもの）、タオル、スニーカーまたはマリンシューズ
（クロックス NG）、カメラ、必要であれば着替え等
プログラム（予定）
→貸切バスの方 7:15 都心部からバス出発（恵比寿駅発→東京駅経由）→10:00 までに銚子海洋研究所到着
予定（恵比寿駅からの乗車時間：約 2 時間 30 分）
→お車の方 10:00 銚子海洋研究所へ直接集合
10:15 海の哺乳類についての講座、乗船前の注意事項
11:00 乗船しイルカウオッチング（90 分）＊雨天時は陸プログラムへ変更
12:30 下船 ランチタイム（各自持参）＊近隣に購入できるお店はありません
13:30 浜辺で漂着物を調べ観察する。ゴミ拾い
15:00 終了
→貸切バスの方 15:30 現地出発、東京駅経由・恵比寿駅終着（18:30 には恵比寿駅着予定）
※交通事情により多少の変化あり。
★申し込み先：https://pro.form-mailer.jp/fms/147be848178232
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※当企画は子ども向けの塾などのお教室とは違います。お子さんだけに体験させるような見学・付き添い感覚
での大人の参加は申し訳ありませんがご遠慮下さい。海が苦手な大人もできる限り一緒に楽しみましょう！
アレルギーや主催者側で把握しておくべき持病をお持ちの方は、お申し込み時に申告してください。イベント
中、ビデオ撮影・写真撮影をさせていただくことがありますので、予めご了承ください。当日撮影した写真・
動画は、以下の用途等で使用させていただきます（当団体の活動レポート作成及び次年度以降のイベント告知
の際の Facebook・Web サイト等での使用、本日の参加者のみを対象とした Web 上でのデータ共有）。
10

【関西】
◆大阪湾ウミウシ観察会「第 29 回 秋のウミウシを見よう」
ウミウシは海の宝石とも呼ばれ、非常に人気の高い生き物ですが、実物を見たことがないという人が多いで
す。大阪湾には 150 種を超えるウミウシが生息していますが、生息状況がよくわかっていない種も多く、どこ
に行けばどんなウミウシが観察できるのかあまり知られていません。大阪湾ウミウシ観察会では、そんなウミ
ウシを観察できる機会を増やし、大阪湾にもこんなに魅力的な生き物がいるということを伝えていきたいと考
えています。
観察できる可能性が比較的高いウミウシ：オカダウミウシ、ミヤコウミウシ、クロシタナシウミウシ、イズ
ミミノウミウシ、ツヅレウミウシなど約 10～15 種のウミウシを観察できる予定です。
※海洋プラスチック問題への対応の一環として、ペットボトルの使用削減を推奨しています。観察会当日はぜ
ひ繰り返し使用できる水筒を持参してください。ペットボトルを持って来なかった方は 1 人あたり 50 円引き
とさせていただきます（ペットボトルを再使用して水筒として使用されている場合は水筒とみなします）。
日時：2019 年 10 月 13 日（日）※小雨実施
場所：和歌山市加太・城ヶ崎の磯
集合：9:47 南海本線「加太」駅改札（または 10：30 城ヶ崎入口）
8:15 南海「なんば」駅発の特急サザン 5 号（後 4 両無料）に乗って和歌山市駅で加太行きに
乗り換えてください。マイカーの方はご相談ください
解散：14：00 頃現地
対象：どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
定員：20 名（メール先着順）
参加費：大人 500 円、中学生以下 300 円※水筒持参でペットボトルを持って来なかった方は 50 円引き
持ち物：弁当、水筒、長靴または濡れてもいい運動靴（サンダル禁止）、帽子、軍手、レジャーシート
★申し込み：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)パソコンからのメールを受
け取れるメールアドレス(７)予定交通手段（電車 or マイカー）を記入し、表題を「10/13 ウミウシ
観察会申込み」として、メールで umiushi-ap@n-osaka.jp まで。1 週間以内に折り返し参加可否
を連絡しますので、連絡のない場合はお問い合わせください。10 月 8 日締め切り（先着順）。
問い合わせ先：大阪自然保全協会内「10/13 ウミウシ観察会」係 06-6242-8720

◆海のふしぎ観察会

夜の海でウミホタルを観察しよう

夜の海で光るウミホタルにトラップを仕掛けて観察しよう
日時：2019 年 10 月 26 日（土）※小雨実施
場所：せんなん里海公園
集合：16:15 南海本線「淡輪」駅改札口
交通：難波 15:20 発特急サザン 33 号和歌山市行「泉佐野」駅乗換、普通に乗換え「淡輪」駅着 16:08
解散：19:30 頃現地
対象：小学生以上（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 300 円、子供 200 円
持ち物：弁当、水筒、タオル、濡れても良い運動靴又は長靴、トラップ用空きペットボトル（500ml～2L）
★申し込み：参加者全員の①名前（フリガナ）②年齢③住所④電話番号⑤パソコンからのメールが受信でき
るメールアドレスを記入し、表題を「10/26 ウミホタル」として、メールで umi@nature.or.jp まで。折り
返し参加可否を連絡します。10 月 7 日締め切り（先着順）。
問い合わせ先：大阪自然保全協会内「10/26 ウミホタル観察会」係 06-6242-8720

5．ピースボート乗船で海洋生物の研究（7）

久保田 信

南半球一周の船旅：南太平洋編（最終回）
2019 年 2 月 26 日にチリのバルパライソを出港し、太平洋を北西に進む最後のコースとなる南太平洋航路
に入った。最初は絶海の孤島、イースター島に 3 月 4 日早朝に到着。ここへ到着するまでは何日も船内メール
ができないほどの海域で、海水の色もイタリアの青の洞窟の様な色で、生物が少ない海の砂漠を示していた。
イースター島は大型・小型船舶が入港できる岸壁は全く造っていなくて、沖合に錨泊した。島へは全員が一日
では上陸できないので 2 泊となった。小型ボートに乗り込み、少人数ずつ島でのツアーに出かける。波が荒か
ったビーチで、背の高いモアイ像をよそ見にして貴重な短い自由時間をスキンダイビングで採集を懸命に実施
したが、目的物の発見はできなかった。暑い日差しの中に御馴染みのハマユウが白い花を輝かせていた。
3 月 5 日にイースター島を出港し、タヒチのパペーテに 3 月 13 日に到着。日帰りツアーで訪れた一面真っ
黒な砂のビーチには人の背丈を超えるオオハマユウが咲き、南紀白浜にも最近出現したグンバイヒルガオも開
花していた。南半球とはいえ、同じ太平洋なのである。色々なサンゴが成長している岸壁に戻り、プランクト
ンネットをなんとか曳いたが、浅かったためか、1 個体の未成熟クラゲの採集だけに終わった。

タヒチ・パペ
ーテ近郊の黒
砂のパパラビ
ーチには南国
の海浜植物グ
ンバイヒルガ
オが開花

その日に船は出港し、一日で美しきボラボラ島（タヒチ）に到着。この島を半日ツアーで一周後、いった
ん船に戻り、沖合に停泊する船と往来する渡し船の発着場で、午後からスキンダイビングとプランクトンネ
ット曳きを試みた。その結果、待望のベニクラゲが 1 個体だけだったが、運よく採集できた。これまで紹介
したマダガスカルやチリのバルパライソでの採集と同じく、世界初の採集記録場所となる。スキンダイビン
グで確認したサンゴ類がよく生育していない岸壁には折よく船舶が全く停泊しておらず、今回のクルーズ中
で水平曳きを初めて実施できたのが功を奏した。
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タヒチ・パペーテ近郊の黒砂
のパパラビーチの巨大なオオ
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ハマオモト（亜熱帯植物研究
所の中西弘樹先生の御教示）

船はボラボラ島を 3 月 13
日に早々と出港し、サモア
のアピアに 3 月 19 日に到
着。そこのラノマヌビーチ
の端にあった岩場でスキン
ダイビング採取を実施した
が、めぼしい収穫はなかっ
た。ここの浜辺にも普通の
ハマユウが咲いていた。ゴ
バンノアシなどの漂着も見
られた。また、グンバイヒル
ガオの様な巨大な葉が印象
に残った。この葉は、亜熱帯
植物研究所の中西弘樹先生
によると、
「開花がなかった
ので同定は難しいが、恐ら
くヒルガオ科のオオバハマアサガオ」とのことであった。その日の内に船は出港し、その後に北半球に入り、
激戦地だった硫黄島沿岸を航行し、4 月 1 日に神戸港に帰港して長い 3 カ月の船旅が終わった。

サモア・アピア近郊のラノマヌビーチに繁る
オオバハマアサガオの葉

６．エッセイ

海の生き物たちとの様々な出会い

西濱士郎
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会長の向井先生をはじめ、長い人生経験を積まれて多くの見聞と思索をかさねてこられた方々が多い中
で、まだ還暦にも達していない私など若輩者でしょう。それでも、自分なりにこれはきっと面白いだろう、
と思う、海の生き物との出会いや、思いがけない経験がいくつかあります。｢そんな事は日常茶飯事｣、｢私も
同じ経験がある｣とおっしゃる方も、どうぞお付き合い下さい。私は砂浜や干潟、あるいは調査船での沖合の
経験もありますけれど、長く通い慣れた磯、歩いて行ける岩礁潮間帯のお話をします。
大潮の期間中、一日二回の干潮(たまに一日一回という日もあります)は、夏は日中に冬は深夜に大きく引
きます。海洋学に詳しい方には常識でしょうけれど、これは北半球での潮汐周期で、南半球では逆に夏は夜
に、冬は昼に大きく引きます。真夏の炎天下や、冷たい季節風にさらされる冬には、オーストラリアの研究
者達をうらやましく思いました。しかし磯の生き物、特に貝類は夜行性の物が多いので、冷え込みがきびし
くなる前の１２月上旬までは、彼らの活動を観察するには夜の磯は絶好です。冬の夜のサンゴ礁では、夜行
性のナマコ類も出てくるので、格別に魅力的です(初めての場所に一人で行くのは，おすすめしませんが)。
もうひとつ，夏でも雨上がりや小雨のときには、様々な貝類が活発に動き回っていることがあります。そう
いう時と場所では、目だけではなくて耳や触覚、ときには嗅覚も使うといいでしょう。海藻には種特有の匂
いを持つものもありますし、イガイ類・カメノテなど固着性動物のコロニーも、独特の匂いをもっていま
す。
カサガイ類は岩の表面に付いている珪藻や有機物を、細かい歯で削り取って食べますが、あるとき、たま
たま耳をすませると、彼らが岩を削る音が聞こえてきました。大型のマツバガイはゆったりと｢じりりりり，
じりりりり｣と間をおいて、中型のヨメガカサはリズミカルに速く｢ちっちっちっ｣という連続音をたてます。
ヒザラガイもマツバガイに似た音を出しますが、もっとのんびりしていました。しかしウノアシなど、小型
のカサガイ類では聞き取れませんでした。1980 年前後にアメリカで、カサガイ類の一種が膜状の海藻を食べ
るときの音を録音して、オシログラフで詳しく研究した人がいましたが、ただ耳を済ませて注意深く観察す
るだけでも、貝の種ごとの違いは聞き分けられます。
また、ある小雨が降る日中に、作業を一休みして何気なく岩の上を見ていると、クロフジツボが滑るよう
に動いているのが見えました。フジツボは固着生物です。自力で動くはずがありません。いつも持ち歩いて
いた道具で手早く剥がしてみると、それはクロフジツボに殻の縁まで覆い尽くされたウノアシでした。ヨメ
ガカサやヒザラガイの殻にも、イワフジツボや管棲ゴカイ類が着いていることがありますが、クロフジツボ
に殻全体を覆われたカサガイ類を見たのは、このとき一度きりです。カメフジツボ類はウミガメ類を選んで
いますし、エボシガイ類は様々な漂流物に付着しますけれど、このクロフジツボは｢たまたま｣ウノアシに付
着して成長したのでしょう。このときには標本にはせずに、岩に戻れるように手近な潮だまりに放してやり
ましたが、はたしてこの二匹は生き延びられたでしょうか。
石垣島に住んでいた頃には、自分の体力をかえりみずに，夏は真昼に冬は深夜に潮が引いたサンゴ礁に通
いました。南西諸島で冬の海岸に行くならば、満月の夜をおすすめします。特にヘッドランプを使うのであ
れば、なおさら。なぜならば，冬の新月にはユスリカなどの小さな昆虫が一斉に羽化して、ライトの前に集
まるからです。顔中にたかられると，刺されないとはいえ、落ちついて観察や調査をする気力が削がれま
す。ある人から聞いた話によると、これは昆虫の適応的な周期であり、満月の時には月明かりに向かってい
ってしまうので無効分散になる、新月ならば灯りがないので一斉に羽化して繁殖ができる、のだそうです。
本当でしょうか? ともかく、夜のサンゴ礁を歩き回りたければ、月夜が無難です。新月の時にしか見られな
い生き物、たとえば潮間帯で発生する昆虫を見たければ別ですが。

海の生き物とは少し離れますけれど、石垣島である夜，防水ライトを持って足下に注意しながら礁原を歩
いていました。周囲を確認しようとライトを横に向けると、光の中にフクロウの姿が浮かび上がりました。
鳥は詳しくないのですが、おそらくコノハズクだったと思います。夜の調査中に声は聞こえていましたし、
市街地でも見たことがあります。しかし潮が引いたサンゴ礁に舞い降りているとは、予想もしていませんで
した。向こうもおどろいたでしょうけれど、私も体が固まってしまって、コノハズクが飛び去るまでの間、
目が合っていました。鳥に関しては、ちょっと申し訳ない話もあります。多良間島の沿岸を自転車で回って
いたときに、昼食にしようと岩陰に腰を下ろしたら、離れた岩場から白い鳥の群れが飛び立ち、鋭い鳴き声
を立てながら私の近くで旋回を始めたのです。アジサシの仲間だったと思いますが、営巣地に近付いた闖入
者を威嚇してきたのでしょう。これはマズいと思い、場所を変えましたけれど、足下ばかり見てないで周囲
に気を配ることと、生き物のテリトリーがありそうな場所は、あらかじめ調べておくべきだと思いました。
別の島では移動中に、野生化した山羊の群れと出会ったこともあります。二･三頭ならばともかく、二十頭以
上になると山羊といえども侮れません。脇によけて、群れが通り過ぎるのを待ちました。
私が海の生き物を相手に糊口をしのぐ日々も、そろそろ終幕のベルが鳴るころです。これからも、舞台で
いえば黒衣や裏方として、あるいは奈落から，海の生き物を守る活動に加わりたいと思っております。時に
は奈落から、表舞台に立つ方々にちょっかいを出すかもしれませんが、プロンプターの役割と、ご容赦下さ
いませ。

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。

8．編集後記
◇嬉しいことに西濱様のエッセイの新連載が始まりました。実際に海辺を歩いたり、磯に通ったり、海中に潜ったりしてしている
方々のお話や文章には、さまざまな生き物が思いがけない姿で登場するので、いつでもワクワクします。「うみひるも」を読む楽しみ
が、また一つ増えました。
◇今号のニュースにあります通り、環境負荷の軽減につながるはずの風力発電にも、反対の声が上がっています。巨大台風が
増えてくると、太陽光発電もパネルが飛んだり発火したりといった思わぬ課題が見えてきます。かといって原子力発電は、関西電
力の失態を見るまでもなく斜陽産業であり、廃棄物だけ見ても問題がありすぎます。日本は、発電のほとんどを二酸化炭素排出
量の多い火力発電に頼ってしまっている以上、方向転換が急務なのですが、100 点満点の発電方法なんてありません。せめて必
要な電力を減らすべく省エネや小さな自家発電に努めつつ、今よりはマシな選択ができる世の中を求めていきたいです。（ちよ）
◎会員の皆様お一人ずつ、大切な海の生き物との出会いの記憶や経験をお持ちだと思います。私が見てきたできごとなど、あり
きたりのことだと思いますが，あえて書かせていただきました。近頃では歩くフジツボなどという動画もネット上にあるような気がし
て、古い記憶を引っ張り出すのがためらわれます。(西)
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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
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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