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「今月の海」 野付湾・オダイトー（北海道）  

 野付湾は、オダイトーとも呼ばれ、野付半島に囲まれた水域で、南東で根室湾に接する。野付半島は複雑に

湾曲した砂嘴で出来ており、細長くオダイトーを抱きかかえるように成立している。オダイトーは浅く、もっ

とも深い所で約 4m。ほぼ全域でアマモが生育し、広大なアマモ場を形成している。日本でもっとも広大なア

マモ場の風蓮湖に次いで広い。このアマモ場にはホッカイエビが多く棲み着いており、漁獲の対象となってい

る。ホッカイエビ漁は、

アマモを痛めないよう

にエンジンの無い打た

せ網漁で、漁期の風物誌

として親しまれている。

野付半島とともに風連

根室道立自然公園に指

定されており、野付半島

の中部でオダイトーに

伸び出した砂嘴の先端

には、トドマツが海中に

半没したトドワラの風

景が見られ観光名所に

なっている。しかし、近

年の地震と台風の高波

などでトドワラはほぼ

消滅した。野付半島のオ

ダイトー側の岸辺は、ア

マモの枯葉が打ち上が

り、ハマニンニクの草原となり、希少な貝類が豊富である。また、アッケシソウやシオクグなどの塩性植物が

広がっている。近年の海岸のコンクリート化によって野付半島へ砂の供給が無くなり、野付半島は浸食の危機

に陥っており、それを防止するためにさらにコンクリート護岸化が進み、海岸の自然度が減少している。この

ままでは野付半島が消滅する可能性も指摘されており、野付半島が無くなれば、オダイトーのアマモ場も干潟

も無くなることが心配されている。 

（北海道野付半島にて 2012 年 8 月 28 日  向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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1.「海の生き物を守る会」の活動について 
 

 

2 月 9 日に 

海の生き物を守るフォーラム 2020 を開催予定 
 

 
 

 毎年冬の季節に開催している「海の生き物を守るフォーラム」を、今年は以下の要領で実施します。ぜひ多くの方に

参加していただき、地球温暖化が海の生き物にどのような影響があるのかを知り、私たちの責任をどう果たしていくべ

きかを考えていただきたいと思います。 

 

 

海の生き物を守るフォーラム 2020 

「地球温暖化と海の生き物の未来」 
 

日時：2020年 2月 9日（日）10:00～16:00 

会場：東京海洋大学 楽水会館（JR品川駅から徒歩 10分）〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 
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プログラム（予定） 

10:30-10:40 開会挨拶 

向井 宏（海の生き物を守る会） 

 

総合司会 志村智子 

10:40-11:10 講演 1「温暖化が水産重要種

の回遊生態と再生産戦略に与える影響」 

木村伸吾（東京大学大気海洋研究所教授） 

 

11:10-11:40 講演 2「地球温暖化と海洋酸

性化と海の生き物の未来」藤井賢彦（北海

道大学大学院環境科学科准教授） 

 

11:40-12:10 講演 3「温暖化時代に海の生

き物が直面していること～サンゴ礁を中

心に～」安部真理子（日本自然保護協会） 

 

12:10-13:10 昼食休憩 

13:10-13:40 講演 4「気候変動と災害と海

の生き物の多様性」田中 克（舞根森里海

研究所所長） 

 

13:40-14:10 講演 5「気候変動と砂浜・干潟・藻場生態系～ブルーカーボンは地球を救えるか？」向

井 宏（海の生き物を守る会） 

 

14:10-14:20 休憩 

14:20-15:20 総合討論 

15:20-15:30 閉会挨拶 志村智子（日本自然保護協会） 

主催：海の生き物を守る会・日本自然保護協会 

後援：日本湿地ネットワーク 

 

 

気候変動は待ったなし 「大人の責任だ」  

あなたは何ができますか？（その2） 
 スウェーデンの少女グレタさんは、国連で涙ながらに訴えました。気候変動＝地球温暖化は大人の責任だと。

彼女は国連本部のあるアメリカまで飛行機を使うことを拒否し、もっとも環境への影響の無いヨットでやって

来ました。その後、IPCC の COP25 に参加するため、船でスペインにやって来ました。私たち大人は今、気

候変動と温暖化の責任を未来の世代から問い詰められています。海の生き物も様々な形で絶滅への道を進んで

います。私たちは何をどうすれば、その責任を果たすことが出来るでしょうか。あなたが考えている、もしく
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は実践している責任の取り方を教えてください。寄せられたアイデアをもとに 2 月 9 日に開催されるフォーラ

ム 2020 で、議論したいと考えます。あなたの考え、気をつけてやっていること、ぜひ事務局までお知らせく

ださい。hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

あなたはどう考えますか？そして、あなたはどれだけ実行していますか？ 

前号に続いて、ここでは個人が自分の実行できる範囲を超えて、地球温暖化＝気候変動を防止できることを考えてみましょう。 

 

 環境改善に貢献し得る仕事を選ぶ 

 環境を真剣に考える人の考えを積極的に発信する 

 危機感のない周囲の人々に世界のニュースやデータなどを伝える 

 できるだけ異質のグループに参加して意見交換する 

 自分の代で実行可能な改善策の拡散と支援に努める 

 続く世代のことを常に考えて行動する 

 政治家に真剣に環境問題に取り組むよう求める 

 環境問題に取り組む政党・政治家を選挙で選ぶ 
 

 

海の生き物を守る会総会を開きます 

海の生き物を守るフォーラム 2020 のあと、同じ会場で海の生き物を守る会の 2019 年度終了に伴う総会を開

きます。会員はぜひ参加してください。また、この機会に会員になろうと思う人、様子を見たいと思う人も総

会を見学されることを歓迎します。 

日時：2020 年 2 月 9 日（日）16:15～16:45 

場所：東京海洋大学楽水会館（JR 品川駅から徒歩 10 分）※フォーラムと同じ会場 

 

 
総会終了後、品川駅近くで懇親会を予定しています。 

詳細は未定ですが、多くの会員の参加をお待ちしています。 

 

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

 

「わだつみ 海の生き物情報誌」まもなく発行！ 
 

 

 海の生き物を守る会では、海の生き物についての研究論文・データ・情報・論評・調査報告・意見・書評・

その他などあらゆる記事を気楽に掲載できる PDF 雑誌「わだつみ 海の生き物情報誌」創刊号を 2019 年 1

月に刊行しました。 関心のある方、読んでみたい方は、海の生き物を守る会のホームページからダウンロ

ードしてください。購読（当面は無料）はこちらから → http://e-amco.com 

 

 2020 年 1 月 15 日に第 2 号を発行する予定です。さらに 3号の原稿も募集しています。 投稿

要領は、創刊号の巻末をご覧ください。 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/
http://9765145552aa0409.lolipop.jp/wp-content/uploads/pdf/wadatsumi001.pdf
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投稿をお待ちしております 

メールマガジン「うみひるも」では、下記のものを募集しております。 

・海の生き物に関するエッセイ 

・海の生き物に関するニュース 

・海の生き物に関するイベント情報 

・海の生き物の写真（できれば種名も） 

ご意見やご感想もお気軽にお寄せください。 

便利な投稿フォームは、こちら↓ 

https://goo.gl/GjWIjL 

写真等は「うみひるも編集部」メールアドレスへ。hirumo@live.jp 

★原稿はわだつみ編集部 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 向井 宏までお送りください。なお、この雑誌は個々

に配信はせず、ホームページからダウンロードしてご覧いただきます。また、この雑誌の編集委員も募集し

ています（現在 2 名）。投稿をお待ちしています。ご意見などもお寄せください。 

 

海の生き物を守る会 わだつみ編集部  hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在まで331枚、180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331枚の調査票が寄せられ、全国180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、福島の東北4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。 

 

 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/research
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●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。 

 

 

埋立と軟弱地盤改良に伴う土砂･海砂･鉄鋼スラグ問題についての学習会 
 

 政府・沖縄防衛局は、土砂（岩ズリ）ストック量調査を、7 県 21 カ所から 9 県 41 カ所

へと大幅に増やし実施しています。県外土砂に対する外来種対策は、未だに具体策は示さ

れていません。軟弱地盤改良工事には、新たに埋立土砂総量の 3 分の 1 近くにおよぶ大量

の海砂、本来産業廃棄物である鉄鋼スラグの投入が計画されています。そこで、この集会

を企画しました。 

 土砂・海砂・鉄鋼スラグに関する、現状と問題点は何か……。一緒に考えてみましょう。 

 ぜひ、ご出席ください。★次ページのポスター参照 

 

プログラム 

問題提起：湯浅一郎氏（土砂全協・顧問） 

報告：山咲眞純／若槻武行（辺野古土砂搬出反対！首都圏グループ） 

主催：辺野古土砂搬出反対！首都圏グループ  

 

日時：2020 年 1 月 16 日（木）14:00～17:00 

会場：参議院議員会館・B1 会議室（永田町・国会議事堂前） 

※会館への通行証は 13:30 から配布します。 

 

 

辺野古埋立反対パンフを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。 

 

 

 

 お知らせコーナー 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．ウナギ切手コレクション （9）   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。 

3. 海の生き物とその生息環境に関するニュース 
 

 

 

【東北】 

●汚染水を放出へ 政府小委員会が 3 案にしぼる 
 東京電力の福島第一原発の放射性物質に汚染された地下水を処理した水が、毎日 170 トン溜まり続けてい

る。東京電力では、大型タンクにこの処理水を貯めているが、今年の終わりにも敷地内にタンクを新しく建

てるスペースが無くなると主張し、経済産業省や原子力規制委員会などは海洋放水を主張している。しかし、

多くの住民や漁業者らはこの「処理水」が汚染されたトリチウムをまったく取り除けていないことや、スト

ロンチウムやセシウムなどが完全に取り除けていないことなどから、海洋放出に強く反対している。この問

題を話し合う政府の小委員会を、12 月 23 日に召集し、3 案にしぼった提言を行った。それによると、「希釈

して海洋放出」「蒸発させて大気に放出（水蒸気放出）」「海洋、大気放出の併用」が提案され、現在の陸

上貯留の継続は選択肢さえ無い。貯留敷地はまだあるという指摘もあり、また、廃炉に決まった福島第二原

発の敷地には、貯留タンク建設用地はまだまだいっぱいある。処分開始時期や期間については、政府が責任

をもって決定すべきと提言案には書かれている。そこには住民の理解を得ることは一言も書かれていない。

政府はいよいよ本気で海洋放出をやろうとしているようだ。海洋放出を前提として東京電力の困惑を助ける

ような政府の姿勢は、きわめて不穏当である。韓国・中国など近隣諸国では、海洋放出による海洋汚染を警

戒する声は強い。国際世論を敵に回しても自国の利益を追求する姿勢は、現政権の特質とも言える。海洋放

出が本当に自国に利益になるとも思えないのだが。小委員会では、今後も議論を続けるが、今年はじめにも

結論を出そうとしている。（文責：向井 宏） 
 
 

 

【中四国】 

●予定期間でのボーリング調査を断念 中国電力上関原発予定地で 
 山口県上関町長島の田ノ浦に原子力発電所を建設する計画を進めている中国電力は、山口県に申請し許可を

得ていた今年 1 月末までの海上ボーリング調査が、住民らの反対運動や天候不順で実施できないと認め、1 月

末までに調査を完了する計画を断念したと発表した。対岸にある祝島の漁民・住民が連日抗議船を出し、工事

を阻んだために、期間内の完了は困難と判断した。来年度 4 月以降にあらためて山口県にボーリング調査の許

可を求めて行うとしている。しかし、国は原発増設をまだ認めておらず、中国電力が上関原発の建設をなぜあ

きらめないのか、国の原子力政策も問われている。（文責：向井 宏） 
 
 

 

【九州】 

●開門派が現地で大規模集会・視察 裁判へ関心を訴え 
 長崎県諫早市の諫早湾国営干拓事業で諫早湾の半分を仕切った潮受け堤防排水門を開門するよう、有明海沿

岸 4 県の漁業者や弁護士・国会議員・県会議員ら 140 人が、12 月 23 日、諫早干拓地の現地で大規模な集会を

行い、干拓農地の現状や、漁業不振の実態などを視察した。複雑化した裁判で、関心が薄れていく現状に、今

年 2 月から始まる請求異議差し戻し審に向けて、世論に訴えるために行われた。主催は「よみがえれ！有明訴

訟」を支援する全国の会。このような開門調査を訴える大規模な現地集会は初めてという。集会では、漁業者

がほぼ絶滅したタイラギを手に持ち、「有明海では締め切り以降、多くの魚や二枚貝が死んでいった。裁判所

に漁業者の声を届けるために力を貸して欲しい」と訴え、埋め立て地で農業を営む農家からは、「開門して鳥

による農業被害をくい止めて欲しい」という要求が出された。農民も開門を望んでいる。参加した自民党県議

は、「農家が鳥被害に会っているのは一目瞭然だ。開門が必要だ」と述べていた。（文責：向井 宏） 
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●推進してきた元町長が「石木ダム・強制収用を許さない県民ネット」に参加 
 長崎県川棚町の石木ダム問題で、県はいつでも強制収用が可能な手続を終え、反対住民らの抗議を機動隊の

力で押さえつけて収用を強行する構えである。石木ダムの建設を推し進めてきた元川棚町長の竹村一義さんが、

昨年秋に石木ダム反対派の「石木ダム・強制収用を許さない県民ネットワーク」に参加した。竹村さんは、ダ

ム事業には反対しないが、予定地立ち退きを拒んでいる 13 世帯の人達を権力で排除することには賛成できな

いと語る。県民ネットワークに参加したのは、「ささやかな意思表示だ」と述べた。中村法道長崎県知事は、

「強制収用は最後の最後の手段。その前にご理解いただける機会があれば、できるだけ努力する」と言ってい

るが、竹村さんは、本当にその努力がなされたか疑問だとした上で、本当にダムができるのだろうかと現状を

疑っている。（文責：向井 宏） 

 
 

【沖縄】 

●政府が辺野古新基地建設に 13 年必要と試算 
 沖縄県名護市辺野古沖・大浦湾を埋め立てて米軍の新基地を建設する計画で、政府は完成までの工期を当初

の予定の倍以上である、約 13 年（埋立完了まで約 10 年、施設整備に 3 年）と発表した。そして、普天間基

地の返還は 2030 年になると予想した。これは、当初の計画に無い大浦湾の軟弱地盤があきらかになり、７万

７千本の砂杭を打ち込んだ後でなければ、埋め立て工事に着手できないことが明らかになったためである。こ

の大幅な工期延長について、玉城デニー沖縄県知事は、記者会見で沖縄県が見積もった必要工期にほぼ合致す

るとした上で、辺野古の工事強行は絶対にダメだ」と述べた。軟弱地盤の改良工事のためには、国は計画変更

願を県に提出する必要があり、県はそれを認めないと予想されている。そのこともあってか、国は 2020 年度

予算に軟弱地盤の改良工事予算を計上しなかった。辺野古基地の建設は、大幅に遅れることは確実であり、実

現するかどうかも曖昧になってきた。膨大な予算を投じて、貴重な大浦湾の海の生き物を埋め殺し、米軍の戦

争のための基地を作ることを私たちが許すかどうかが問われている。すでにジュゴンは絶滅への道をたどって

いる。（文責：向井 宏） 

 

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

4. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 

 

【関東】 

◆講演会 辺野古埋立は未来への犯罪―軟弱地盤改良工事と土砂・海砂・鉄鋼スラグ－ 
講師：湯浅一郎さん（辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会顧問）★詳細は、6-7 ページ参照 

日時：2020 年 1 月 16 日（木）14:00～17:00 

場所：参議院議員会館 B1-103 会議室 

資料代 500 円 

主催：辺野古土砂搬出反対!首都圏グループ 

問い合わせ先：080-1054-0409 

 
【中四国】 

◆カンムリウミスズメウオッチングと上関の冬の味覚を楽しむ 1 日 
日時：2020 年 1 月 18 日（土）9:00～15:00 （荒天の場合は 1 月 19 日に順延） 

場所：上関海域 ／集合場所：上関まるごと博物館 

 

プログラム 

9:00 上関白浜 集合 

9:15 事前学習 

10:00 冬の海鳥ウオッチング 

12:00 冬の味覚”サヨリ”の食事会 

13:30 ビデオ鑑賞 

15:00 解散 
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参加費：大人 4000 円、子ども 1500 円（乗船代および食事代含む） 

定員：10 名（先着順） 

※防寒着、長靴、手袋、帽子など防寒＆防水対策をお願いします。 

※宿泊を希望される方はご相談ください。 

 

★申し込み・問い合わせ：上関の自然を守る会（担当：山本尚佳）E-mail: h-yama28@c-able.ne.jp  

 FAX: 083-234-2793 まで、氏名、住所、緊急連絡先、FAX または E-mail、年齢をお知らせください。 

締め切り：2020 年 1 月 13 日 

 

 

◆平和と人権 FROM たけはら 2020「この山、川、海 誰が守る？」 
 広島県三原市本郷町に、賀茂川の上流域に最終処分場を造る計画が進んでいる。山にも川にも、そして海に

も悪影響が及ぶ。山の声、川の呻き、海の叫びを聞こう。入場無料。 

 

日時：2020 年 1 月 12 日（日）9:30～12:00 

場所：広島県竹原市民会館 2 階会議室 

 

演題と講師： 

「地形から見た本郷処分場の問題

点」越智秀二さん（国土問題研究会） 

 

「賀茂川河口と竹原の海の自然

史：学術的希少性と食物連鎖につい

て」大塚 攻さん（広島大学教授） 

 

主催： 

平和と人権を守る竹原実行委員会 
 

 

 

 

 

 

mailto:h-yama28@c-able.ne.jp
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5. 動物の親子を詞で知ろう（16） 久保田 信 

 

刺胞動物門  ～トレードマークは毒針の刺胞～ 
 

 

 まずは、刺胞動物の詞をどうぞ。(編注：ナイダリアとは、Cnidaria 刺胞動物) 

 

ビバ！ バラエテｲ ナイダリア 

ナイダリアのベイビー プラヌラ 

くるくる浮遊・遊泳 新天地へトラベル 

ふわふわクラゲ かちこちサンゴ 

ぐにゃぐにゃイソギンチャクに 変身 

ナイダリア 

 

ビバ！ バラエテｲ ナイダリア 

大小 色とりどりの 1 万種のナイダリアが 今 生きている 

６億年前から ずっと 生きてきた 

ビバ！ バラエテｲ ナイダリア 

 

ナイダリアの体は 胃袋 

ゆらめく触手に 無数のミクロの銛 

ミクロの銛は 恐ろしい ミクロの銛は 最高の守り 

ナイダリアは 手ごわいぞ 

ビバ！ バラエテｲ ナイダリア 

 

ナイダリアは 重傷（きづ）ついても 生き返る 

ベニクラゲは 不老不死 何度でも 若返る 

ミラクル・アニマル 

 

ビバ！ バラエテｲ ナイダリア 

大小 色とりどりの 1 万種のナイダリアが 今 生きている 

６億年前から ずっと 生きてきた 

ビバ！ バラエテｲ ナイダリア 

ビバ！ バラエテｲ ナイダリ・ナイダリ 

ビバ！ バラエテｲ ナイダリア ホー！ 
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 現生 1 万種以上の比較的大所帯の刺胞動物門についての簡潔な詞でした。刺胞動物の体のつくりは、外見の

全く異なる 2 型が区別されます。一つは水底で付着生活を送るポリプで、他方が水中を浮遊・遊泳するクラゲ

です。ポリプは、植物の根・茎・花に見立てられる部分から体を構成し、クラゲは通常は単独でふわふわと漂

う生活を送りながらも、精巧な感覚器をあちこちに作り上げ、刺激に機敏に反応してリズミカルな動きができ

ます。クラゲは実はポリプを上下逆さまの向きにし、ゼラチン質を厚くし、水中に浮かばせたものです。一生

でポリプとクラゲの両方の時代を送るものがあり、双方とも内胚葉と外胚葉の二胚葉構造です。 

 

 刺胞動物門は 5 グループに分けられます。まずは、生涯を通しポリプで生きて、クラゲ時代のない仲間の花

虫綱です。そのポリプは、刺胞動物門中、最も複雑な体内構造です。体を横や縦に切ると中に隔膜が規則的に

並び、胃腔を多数の部屋に分けています。輪切りにして見ると、左右相称あるいは 2 放射相称となっています。

みかけは放射相称だったのに、中身を見ると違っているのです。このポリプには、イソギンチャクの様に単独

生活をする単体と、イシサンゴの様に出芽や分裂で個虫同士が離れないで群体を形成するものがあります。花

虫綱は全て海産です。 

 

 残りの仲間は、クラゲ時代をもつ種を含みます。鉢虫綱、箱虫綱のポリプは、通常は単体で色もなく、数

mm 程度の小さなものです。これらに比べて、ヒドロ虫綱のポリプは多様で、花虫綱の様に単体もあれば群体

もいて、大きさも大きなものから小さなものまで様々で、色鮮やかなものが多いです。鉢虫綱のポリプは隔膜

が 4 枚あり、4 放射相称のつくりです。箱虫綱とヒドロ虫綱のポリプでは体内に隔膜が全く見られません。更

に、箱虫綱のポリプは、数少ない触手の先端だけに 1～数個の刺胞をもっているだけです。これらとはちょっ

と変わった仲間が十文字虫綱で、遊泳時代が一生のどの時代にもありません。ポリプの様な形状ですが、クラ

ゲとされています。ヒドロ虫綱以外はどの綱も海産のみです。 

 

 ポリプの相違に加えてクラゲにも違いがあります。お鉢の様な傘を持つ大型の鉢虫綱のクラゲは、胃腔に糸

状の胃糸（いし）を備えますが、傘を縁どる縁膜（ふちまく）が見られません。推進力が発揮できない体なの

で遊泳力は弱く、まさにプカプカ浮かぶプランクトンの典型で、ミズクラゲやエチゼンクラゲが代表です。傘

が箱型をした箱虫綱のクラゲは、毒性が強く、刺されると人命も危険です。ハブクラゲやアンドンクラゲが代

表で、触手のつけねが植物の葉のように平たく膨らんでいます。擬縁膜（ぎふちまく）という傘を縁どる膜が

発達し、遊泳も感覚もとても達者です。胃糸が見られない場合もあります。胃糸が全く見られないヒドロ虫綱

のクラゲは、大半が小型です。刺胞の種類も最も多様です。組織学的レベルでも相違があり、クラゲやポリプ

に形成される生殖巣が外胚葉性ですが、後の仲間は内胚葉性です。 

 

 刺胞動物門は特有のハート形卵割をして、受精膜があがりません。やがて楕円体の二胚葉のプラヌラ幼生に

なります。プラヌラは繊毛で体を回転させて浮遊遊泳し、新天地を求め水中に旅立ち、やがて水底に定着して

ポリプになったり、海中でクラゲになったりします。刺胞動物のポリプやクラゲの大きさはそれぞれ種ごとに

大小の差が相当あり、砂粒より小さいものから 40mのクラゲや数十 mの塊の巨大サンゴまで知られています。

また、6 億年前のカンブリア紀からポリプやクラゲ化石も記録

されています。動物界で最もウルトラ能力をもった若返り不死

のベニクラゲも一員です。 

 

 

 

図 不死の

ベニクラゲ

のクラゲと

ポリプ
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ヒザラガイ類との出会い 

 海洋生物に限りませんけれど、ある生物の和名と分類群の和名が同じだと、困ったことになります。代表的

なものが｢ヒトデ｣でした。学名を Asterias amurensis といいますが、棘皮動物門ヒトデ綱も｢ヒトデ｣ですの

で、今ではマヒトデと改称されています。ヒザラガイも同様に、軟体動物門多板綱全体を指してヒザラガイと

呼びますし、個別の種、Liolophura japonica もヒザラガイです。とある海域の調査報告書を読んでいたとき、

ヒザラガイ L. japonica の密度がものすごく高くて、しかもそこは L. japonica が分布していない海域でしたの

で、これは新発見ではなかろうか、と驚いたことがあります。しかし落ち着いて読み直すと、調査地は潮下帯

の転石でした。おそらく現場調査と、とりまとめを分担していたのでしょう。そして調査をした人は現場で、

ウスヒザラガイ類やヤスリヒザラガイ類など転石下に多産する多板類を｢ヒザラガイ｣として野帳に記録して、

データをまとめる人は｢ヒザラガイ｣=L. japonica としたのでしょう。環境アセスメントの報告書などでは、時

にこういう事が見受けられます。むしろ種を特定せずに、｢ヒザラガイ類｣として集約した方がましです。です

から、これから先の文章ではヒザラガイは L. japonica を、多板類は上位分類群のことを指します。 

 ヒザラガイとの最初の出会いは瀬戸内海の磯ですが、本格的に付き合うようになったのは大学四年生のとき

です。熊本県天草郡苓北町にある臨海実験所で研究を始めるに当たって、当時の所長、菊池泰二先生から最初

に勧められた生き物はドロアワモチでした。実験所から歩いて行ける泥干潟、汐入干潟と呼ばれていましたが、

そこは先輩方が既にヨコエビ類や多毛類を研究材料にされており、格好の

研究場所でした。しかし、菊池先生に案内していただいてドロアワモチを

探してみると、ほんのわずかしか見つかりません。当時の天草臨海実験所

では、大量のデータが必要な個体群生態学が主流でしたので、これでは研

究対象にならないだろう、と、諦めることにしました。しかし何しろ弱視

ですので、顕微鏡下で細かい作業をするのが苦手でした。ですから兎に角

大きなものが良いだろうと、磯に行けばいくらでもいるヒザラガイに乗りかえることにしたのです。ヒザラガ

イは潮間帯に特異的な生物です。潮間帯にしか生息しておらず、潮下帯では見つからない生き物は、クロフジ

ツボ、マツバガイ、カメノテなどいくらでもいます。こうした生物は、種間競争や捕食者から逃れるために、

高温や乾燥といった厳しい環境に耐えられるように進化して潮間帯に進出したのだ、と考える人もいます(主

に古生物学者)。そういう気の長い話はともかく、まずはどういう場所に生息しているのか、実験所周辺のあ

ちこちの岩礁で分布を調べることにしました。もう

一つ、熱帯の多板類オニヒザラガイは、岩の特定の

場所に｢家｣を持っており、夜な夜な餌を食べに出か

けては元に戻る｢帰家行動｣をするという論文を読み、

ヒザラガイも同じ事をするかもしれない、と考えて、

八枚の殻に目印を付けて個体識別を試みたりもしま

した。ダイモテープに文字を打ち瞬間接着剤で貼り

付けてみたり、耐水性のマーキングペンを何色も取

りそろえて、殻に目印を付けたりしていました。 

 研究に限らず、物事を最初からスマートに進める人と、試行錯誤を繰り返してもなお上手くいかない人はど

こにでもいます。私は後者だったようです。実際にどんなことがあったのかは、次回からお話ししましょう。 

図 上から、ドロアワモチ(Wikimedia Commons)、ヒザラガイ 

6. 海の生き物たちとの様々な出会い(6) 西濱士郎 
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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。また、最近メールが届かないことが増えています。引っ越しや転職、退職などで

メールアドレスが変更された方は、お知らせ下さい。 

 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 
 あけましておめでとうございます。初日の出を海辺で拝んだ方もいらっしゃるでしょうか。「一年の計は元旦にあり」という言葉の

通り、元旦から「うみひるも」をここまで読んでくださった方は、きっと、2020 年も海の問題と向き合い、海の生き物たちのために

何らかのアクションを起こしていかれる方なのではないかしら、と想像しております。今年は関東方面だけでも、夏のオリパラの会

場となる東京湾や釣ヶ崎海岸の環境、福一原発の汚染水の行方、葛西臨海水族園の建て替えなど、海関連の気になるテーマが

いろいろと浮かびます。世界規模ではプラスチック削減や海洋保護区の増加など、嬉しいニュースもいろいろ出てくるかもしれま

せん。せっかく新しい年ですので、できるだけ明るいイメージを大切にして過ごしたいものです。皆様、どうか良いお年を！（ちよ） 

 

 編集のお手伝いを申し出てから、もうすぐ一年を迎えます。自分のことだけを思い返すと、あっという間の一年でしたが、｢うみひ

るも｣の号数と記事の内容のことを考えると、とても長かったような気がします。それは海の生き物を取り巻く状況が、厳しさと複雑

さを増していることに関係しているのでしょう。会員の皆様のご活躍により、海の生き物の保全が進展することを願うばかりです。

(西) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

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 
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