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「今月の海の生きもの」 ラッパウニ

Toxopneustes pileolus (Lamarck, 1816)

：

棘皮動物門ウニ綱ラッパウニ科に属するインド・太平洋の熱帯域にすむウニの一種。日本
では、房総半島以单の暖海に分布している。大型で殻の直径は 10cm を超える。体表の叉棘
がラッパ状をしているので、ラッパウニという名がつけられた。写真のように叉棘でサン
ゴ片や海藻、小
石、貝殻などを
体の表面にくっ
つけて、カモフ
ラージュするた
め、注意しない
と見つけにくい。
棘は小さく、叉
棘の間に埋まっ
て見えない。管
足はさらに長く
延びる。叉棘に
は毒腺を持つ。
触ると痛い。場
合によっては激
しい痛み、しび
れ、呼吸困難に
なる場合もある。有毒のため食用にもならない。
（沖縄県辺野古にて 向井宏撮影）
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主張

東北の浸水域で干潟や砂浜を再生しよう
3.11の東日本大震災で、多くの海岸地域が大津波に襲われた後、広大な面積が沈降して、大
潮の満潮時には海水が侵入している。地域の復興にあたって、沈降地域をどうするかは、
重要な課題である。私たちは、そのうちのすべてを再び堤防を築き、土砂で嵩上げして、
住宅や工場などの敶地にするべきではないと考える。これらの海岸線の一部は、戦後の経
済至上主義による開発で、干潟や砂浜、浅海を埋め立てた場所である。日本の中では比較
的自然が残っている三陸海岸といえども、過剰な埋め立てや海岸のコンクリート化によっ
て、自然が失われてきた歴史がある。
環境省では、青森県から福島県までを含む東北（三陸）復興国立公園を構想している。
現在のところは、これまで国立、国定、県立などの自然公園だったところをつなぎ合わせ
て、一つの大きな国立公園とする構想のようである。この構想の実現は望ましいが、復興
に合わせた国立公園が、卖なる観光施設やビジターセンターの再建に終わるようでは、意
味が無い。津波で甚大な被害を受けた陸上施設にくらべて、自然の損傷は比較的尐なく、
また回復もすみやかに行われてきているという報告がある。
私たちは、東北沿岸域復興にあたって、それまで損なわれてきた海岸の自然を再生させ
る「自然再生」こそ、必要と考える。そのためには、都市など一部の海岸を除いて、沈降
した土地を海に返し、干潟や砂浜、浅瀬、塩性湿地などの回復・再生させることを提案し
たい。住宅は、津波に安全な高台への移転が計画されていることは、重要なことであり、
海辺に生活する必要のある漁業者といえども、海の生態系を開発以前に戻すことと彼らの
生活場所を高台に求めることの、矛盾を解決するために譲歩できるのではないかと思う。
そのためには住民への説明や合意形成に意を尽くす必要があるのは言うまでもない。
海岸をコンクリートで固め、干潟や砂浜や浅海を埋め立てて、海岸の自然をさらに破壊
するような復興計画は、日本の多くの海岸では、もはや認められない。今こそ、震災前の
復旧ではなく、開発前の海岸の自然を取り戻す時である。一部の地域では、このような自
然再生への動きも伝えられている。ぜひともその計画を実行に移し、東北沿岸の復興のモ
デルとして欲しい。
（向井 宏）
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【北海道】

●コマッコウクジラの死骸が漂着
北海道苫小牧市樽前の海岸にイルカのような死骸が漂着した。専門家の調査で、これはコ
マッコウというクジラの一種であることが判明した。体長は 2.3m。北海道でコマッコウの
漂着が確認されるのは珍しく、2006 年に浦河町で一体が確認されて以来 5 年ぶりで、道内
では 3 例目だという。コマッコウはサメのような背びれを持ち、口の形はクジラともイル
カとも異なる。海上でも観察されることは稀で、その生態は謎に包まれている。暖海性の
クジラで、北海道で見つかることは極めて稀。最近の水温上昇がコマッコウが北海道で見
つかり始めている原因かもしれない。

●ヒラメの寄生虫「クドア」で食中毒
北海道上川町層雲峡の観光ホテルで、集団食中毒が発生したが、原因はヒラメの寄生虫「ク
ドア・セプテンプンクター」と考えられている。発症者は、北海道以外のところで養殖さ
れたヒラメの刺身を食べた。この寄生虫がヒラメから検出されたことから、原因と特定さ
れた。嘔吐や下痢、発熱などの症状を引き起こすという。

【東北】

●福島・茨城沖のすべての魚類からセシウムを検出

GP が調査

国際環境保護団体のグリーンピースは、9 月から茨城県の底引き網が操業を始めることにな
ったことを受けて、事前に福島県および茨城県沖の魚介類や海草類の放射能物質濃度を測
定した。その結果、すべての魚介類や藻類から、放射性セシウムを検出した。とくに、ア
ジやサバ、ソウダガツオのような浮き魚類よりも、ヒラメ、メバル、アイナメなどの底魚
類から高いセシウムが検出されている。しかし、政府の決めた暫定規制値を超えるものは
なかったようである。グリーンピースが 5-7 月に福島県沖で行った調査では、魚や海藻から
暫定規制値を上まわる放射性セシウムが観測されていた。

●被災道県の漁業

再開は 35％

農水省は、東日本大震災で被災した 8 県の農業と漁業経営体の被災と再開の状況を発表し
た。それによると、7 月 11 日現在で、６道県の養殖業を含む漁業では、被災した経営体は
約半数。岩手県、宮城県ではほぼ 100％が被災した。一方、再開した経営体は 35.5%と、3
分の 1 にとどまっている。福島県は、原発事故のために調査が困難であり、報告からは除
外されており、福島県を含むと、さらに再開率は減尐すると思われる。そのうち、北海道
は 9 割以上が再開、茨城、千葉は 7 割前後が再開しているが、岩手、宮城では、それぞれ
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16.4％、17.7%とそれぞれ再開は大幅に遅れている。再開が遅れている理由としては、漁船
や漁具が確保できないという理由がもっとも多い。

●地盤沈下地区、水鳥の楽園に

気仙沼

3 月 11 日の大津波で被災した気仙沼市の港湾地区では、浸水した海水が引かず、復興が進
んでいないが、この海水の水たまりに、ウミネコやサギ類などを始め、さまざまな水鳥や
海鳥が集まってきて、水鳥の楽園とでも言うような情景が現れている。餌となる小魚も見
られ、水鳥には被災地も格好の餌場なのかもしれない。

●海岸林再生へ 被災農家らが苗育成
宮城県では、若林地区を始め多くの海岸林が被災して損傷し、消失した。この海岸林を再
生させるための苗木生産を、被災者の支援とともに行う計画が、公益法人「オイスカ」に
よって構想されている。被害にあった農家が苗木を生産する取り組みで、実現すれば海岸
林再生によって被災農家も救われることになる。計画によると、10 年間でクロマツを主と
して、約 50 万本の苗木を生産する。宮城県内の海岸林再生には、この 12 倍の苗木が必要
とされているという。50 万本の苗木生産に必要な事業費は、10 年間で約 3 億円。オイスカ
が寄付をする予定。被災農家が育苗を担う団体を結成。宮城県農林種苗農協を通して販売
し、育苗費を受け取る。宮城県の海岸林再生は、国の直轄事業が予定されており、オイス
カは復旧工事に苗木を提供する予定である。オイスカは「海岸林再生は沿岸被災地共通の
課題である。農家の生活支援にもなるプロジェクトを成功させたい」と話している。

【関東】
●減災林・波乗り道路の整備を 津波対策で地元の要望
千葉県旭市や山武市、九十九里町など津波被災地の自治体首長が森田健作知事と会談し、
復旧・復興に向けた話し合いを行った。その中で、旭市長は「震災廃棄物の一部を使って
盛り土をする海岸減災林の整備」を、山武市長は「減災効果があったとされる沿岸部高台
の道路（波乗り道路）の整備」を訴えた。

【北陸】
●ホッコクアカエビ漁獲枠

日本で初めての試み

新潟県新資源管理制度導入検討委員会が、ホッコクアカエビ（地方名：ナンバンエビ）の
資源保護のために漁獲枠を日本で初めて導入するよう、最終報告書をまとめ新潟県知事に
提出した。ホッコクアカエビの主漁場である佐渡市赤泊海域で、5 年間にわたって船ごとに
漁獲量を割り当てる新制度を提唱。モデルとして検証し、徐々に他の海域や他の魚種に拡
げていくことを目指している。県が主導して船ごとに漁獲枠を割り当て、資源管理を進め
るのは、全国で初の試み。世界各国では、すでに導入している国は多いが、日本ではよう
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やく始められることになった。網目を大きくし小型のエビの漁獲を減らす。9 月 25 日から
実施されている。全国の漁業資源の減尐に歯止めをかけるのに、間に合うだろうか。

●新潟福島潟で灯火 1 万本

雁迎火

天然記念物のオオヒシクイを歓迎する行事「雁迎火（がんげいび）」が、オオヒシクイの
越冬地として知られる新潟県新潟市北区の福島潟で行われ、一万本の蝋燭の灯りが点され
た。今年は蝋燭の火で 265m の大きさの翼を拡げた「火の鳥」が作られ、また東日本大震災
の被災地へ向けた「絆」の火文字が浮かび上がった。今年はオオヒシクイがどれくらい飛
来するだろうか。

【東海】
●長良川河口堰

開門調査へ提言

多くの人たちの反対を押し切って、1493 億円という巨額の税金を使い、1994 年に竣工した
三重県桑名市の長良川河口堰は、利水と治水を理由として建設された。しかし、河口堰の
建設で毎秒 22.5 トンの取水が可能になったにもかかわらず、16 年間で実際の取水量はその
わずか 16％。当初の予定だった名古屋市の水道用水や愛知県の工業用水としては、ついに
一滴の水も使われていない。この「役立たず」の建設費を愛知県では 383 億円を負担し、
さらに年間の維持管理費 10 億円のうち 3 億円も負担している。大村愛知県知事は、「愛知
県と名古屋市で事業費の半分を負担している。もっと良い運用に向けた最適解があるはず」
と、専門委員会を設けて検討を進めてきた。専門委員会は、河口堰を開門するかどうかを
検証し、開門調査を進めるべきと結論づけた。これに対して、河口堰を運営する水資源機
構や国交省は開門を拒み続けている。その理由は、有明海の諌早干拓と同じ「塩害のおそ
れ」である。河口堰を作るために上流の河床をしゅんせつしたため、河口堰を開くと塩水
が遡上し、田畑や用水の塩害が出ると主張している。しかし、専門委員会の報告書では、
塩害がどの程度あるかは不明とし、堰の上流で塩分を観測し、基準を超えるときは閉門す
るなどして対応できるとしている。この報告書に、岐阜県や三重県知事は反対を表明、上
流域で農業を行っている農業会社「福江営農」では「塩害があったら、誰が補償してくれ
るのか」と心配している。また、当初、河口堰建設に反対して裁判を起こした赤須賀漁協
の組合長は、
「公益のため」という大義のために、苦渋の決断で着工に同意した。彼は「河
口堰が公益でないなら、しゅんせつした砂を戻して欲しい」と怒りの声を上げた。批判さ
れるべきなのは建設当時の国の見通しの甘さと公共事業にたかる官僚・政治家・建設業者
の癒着だ。諌早干拓の開門調査とまったく同じ構図がここでも姿を現してきている。根本
的な原因を無くす努力をしないで、賛成と反対の地元住民同士の憎しみ合いが続く。政権
交代はいったいどれだけ解決に導くことができたのだろうか。ちなみに長良川河口堰の建
設を最終的に決断したのは、村山内閣の社会党出身の建設大臣だった。開門してサツキマ
スやシジミが再び長良川河口に姿を見せるときが来ることを願いたい。
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●アサリ稚貝がほぼ全滅

三河湾六条潟

愛知県三河湾の東部にある豊川河口部に広がる 350 ha の六条潟（豊橋市）で、8 月にアサリ
が大量死しているのが見つかった。愛知県水産試験場の調べで、8 月 26 日の段階では、ほ
ぼ全滅状態だという。原因は「貧酸素水塊」（青潮）が発生したことによるもの。六条潟
は、アサリの稚貝が大量に定着する場所として、「奇跡の干潟」ともよばれている。アサ
リの出荷量日本一と言われる三河湾のアサリのほぼすべての稚貝がこの六条潟で発生した
ものを撒いており、六条潟のアサリの大量死は、三河湾全体のアサリの生産に大きく影響
する。しかし、六条潟周辺は、海砂の採取による海底の穴が各所にあり、その穴の中に溜
まった有機物が分解するときに大量の酸素を消費し、無酸素水塊ができる。それがある一
定の方向に風が吹くと、海底から無酸素水塊が表層に浮上し、青潮もしくは苦潮（にがし
お）という現象を引き起こし、魚介類に死をもたらす。

●千本松原被害６００本に

台風１５号で倒木

静岡県の景勝地「千本松原」の松が、台風 15 号の強風で倒れたり、伐採され、600 本以上
が被害にあったことが分かった。千本松原は県有地や市有地、民有地が入り乱れており、
被害を把握するのが遅れた。把握できていない民有地もまだ残っていることから、被害本
数はまだ増えると見られている。台風 15 号の最大風速は 46.5m に達し、過去の記録では最
高になった。千本松原は、防潮林、防風林として江戸時代から植林されたもので、その景
観の美しさから多くの人に愛されてきた。合計で 30 万本の松があると推定されている。

【中四国】
●海を環境面から見直す海辺学校
広島県三原市や広島商船高専が、小学生を対象に生き物の観察などを通して環境保護の大
切さを学んでもらおうと海辺教室を開催した。参加した約 30 人の子供たちは高専の練習船
に乗り込んで、瀬戸内海を巡り、ナメクジウオの生息地の有竜島付近では、海の環境の悪
化によって有竜島などの生息地でナメクジウオが減尐していることなどを習った。参加し
た小学生は「ゴミを捨てないようにして海を守りたい」と感想を述べていたが、ちょっと
ピントがずれているような気がしたのは、私だけだろうか。海の環境の悪化はゴミを捨て
ることとは違うのだが。環境教育のあり方も問われている。

●海 ご み問 題 解 決 へ

愛 媛 大 でサミッ ト

愛媛県松山市の愛媛大学で、海岸に漂着するゴミの問題を論議する「海ご
み サ ミ ッ ト ・ 愛 媛 会 議 」 が 行 わ れ 、 全 国 の 自 治 体 職 員 や 研 究 者 ら 約 100 人
が出席して、最近の問題や研究結果を発表した。主催は愛媛大学と環境保
全 団 体「 JEAN」で 、初 日 の 講 演 で 、 愛 媛 大 学 の 磯 辺 教 授 が 、数 値 モ デ ル や
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ウェブカメラを使ったゴミ漂着量の解析や化学物質測定方法などを紹介し
た。

【九州】
●諫干 開門派も反対派も制限開門に丌快感 真の解決は干拓を海に戻すこと
国営諌早干拓事業で設置された潮受け堤防の長期開門調査を行うようにとの福岡高裁の判
決を国が受け入れたことを巡って、農水省は期限となる 2013 年 12 月までに制限開門調査
を実施すると発表し、反対派の長崎県や全面開門を要求している佐賀県を訪れ、説明に追
われている。その中で、長崎県の反対派住民による開門調査差し止め訴訟と、全面開門を
求める長崎県漁民による訴訟が同時に進められている。一方、原口一博民主党佐賀県連会
長らは、農水省を訪れ、佐賀県側に何の事前説明もないまま、長崎県側に制限開門を打診
したことに抗議した。原口会長は、
「制限開門は十分な海水の流入が無く、まったく不十分」
として、福岡高裁の判決にそうものではないと批判、「宝の海を取り戻すためには、全面開
門しかない」と話した。また、佐賀県庁を訪れた九州農政局整備部長に、佐賀県のくらし
環境本部長も、全面開門の必要性を強調し、鹿野農相が示した制限開門が有明海の環境改
善につながるのか、説明を求めていくとした。
鹿野農相は、来年度の予算要求に関して、
「開門の義務を負っている中で、来年度予算へ
の取り組みも不可欠である」と、関連した予算の要求に向けて、長崎県や佐賀県との話し
合いを続けると説明した。概算要求の中身は、「環境アセスメントの準備書を準備している
ところで、地下水の調査は必要」としたものの、それ以上の具体的な内容の説明は避けた。
開門派と反対派両側からの批判に耐える政策が制限開門のような意味のない中途半端なも
のにならないようにしなければならない。
開門反対派は、11 月上旬にも開門調査差し止めの仮処分を申請すると発表した。弁護団
長は、
「短期制限開門でも被害が出た。開門することは絶対許されない」と農水省を非難し
た。一方、開門派の集会では、弁護団長が「国は高裁判決の確定後に開門の解釈を変えた。
法を無視している」
「期限の 13 年 12 月は全面開門を実行し終わる時期」と主張している。
大事なのは、なぜ開門するべきと言う判決が出たかを両者がきちんと認識すべきなので
ある。有明海の環境破壊の引き金を引いたという諌早干拓事業そのものの意味が問われて
いるのである。塩害が出るかでないかという問題ではない。海を壊して米を作る必要など
無かったのに、公共事業にぶら下がる官僚、政治家、土木事業者らが、ここまで破壊を進
めてきてしまったのだ。尐々の被害は国が責任を持って補償し、有明海をもとの健全な環
境に戻さなければ、さらに周辺住民への生態系サービスは低下し続けるだろう。

●海砂採取で丌正？

採取以上に搬入

福岡県が有明海の漁場改善のために、海底を砂で覆う「覆砂工事」で、昨年度長崎県沖で
採取された砂の量を超える砂が福岡県へ搬入されていたことが分かった。長崎県では、な
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んらかの不正が行われたとみて、
福岡県と共同で実態解明に取り組む方針を明らかにした。
新聞社が情報公開請求して手に入れた報告書によると、長崎県採取量の 10～25％も多くの
砂が福岡県へ搬入されたことになっている。これまでの調査では、長崎県の採取業者 2 社
が過尐報告をしたことが分かっているが、福岡県は「福岡県側には問題がない」としてい
る。しかし、福岡県は海砂の搬入船名を公表していない。

【沖縄】
●「裁判と関係なく工事は進める」

泡瀬埋め立てで沖縄総合事務局

沖縄総合事務局が沖縄市と進めている泡瀬干潟の埋め立て 1 期・2 期工事は、沖縄地裁や福
岡高裁で経済的合理性がないとして事業への公金差し止め判決が出て、一時工事が中断し
ていたが、その後、沖縄市が二期工事の中止と一区埋め立ての継続という新しい計画を作
成し、前原沖縄担当相（当時）が間髪をいれずそれを承認した。その結果、一期工事の埋
め立て（一区）が再び始まった。その間、日本自然保護協会が海草の調査を行い、埋め立
て一区以外の海域でもこの工事による悪影響が出ていることを明らかにするなど、埋め立
て反対の意見はさらに強まっている。泡瀬干潟を守る会などは、第二次の自然の権利訴訟
を提起し、埋め立て工事を中止するよう要請を続けている。8 月 19 日に泡瀬干潟を守る会
が沖縄総合事務局に対して、台風被害の状況を明らかにすること、埋立で失われる一区の
動植物保全方針を明らかにすること、一区での動植物調査を許可すること、裁判が決着す
るまで工事を中断することなどを要請した。これに対して、沖縄総合事務局は、台風によ
り一区工事区から土砂が流れ出していることを認めた。そして、一区は埋立区域であり、
調査も保全もしないと回答した。また、一区での調査は認めないこと、裁判とは関係なく
工事は進めると、強行する姿勢を明らかにした。

●今年も「パタゴニア」の VYC に
昨年、スポーツ用品「パタゴニア」の大阪のアウトレット江坂店で行われたボイス・ユア・
チョイス（VYC）に参加させていただき、お客さんの投票で「海の生き物を守る会」が 1
位になり、20 万円の寄付金をいただきましたが、今年も江坂店の VYC に参加させていただ
けることになりました。期間は 10 月 5 日まで。お近くの方は、ぜひパタゴニアのアウトレ
ット江坂店にお出かけになり、海の生き物を守る会に投票をお願いします。パタゴニアの
VYC については、http://mpse.jp/pata_jp/c.p?02c6n2L7fpL を参照してください。Web からで
も投票できます。
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●ジュゴン・スタディツアーを予定
今年2回目のジュゴン・スタディツアーを以下のように予定しています。参加希望者は、向井 宏
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までご相談下さい。全日程が無理な場合もご相談してください。
期日：2011年12月7日～12月16日（予定）
場所：フィリピン・ミンダナオ島ダバオ湾およびプハダ湾
費用：フィリピン・ダバオ空港までの往復旅費を負担してください。現地での滞在費、食費は実費。
参加費は無料です。

●沖縄美ら海で講演会・研修会・観察会を予定（来年2月）
来年2月に、沖縄の海洋博記念センターで、講演会、海藻おしば研修会、磯の生き物観察会を、
海洋博センターとの共催で行うことで、予定を検討しています。詳しくは、決まり次第「うみひるも」
およびホームページでお知らせします。ぜひご参加下さい。

【全国】
鎌仲ひとみ監督作品 映画「ミツバチの羽音と地球の回転」
、映画「ぶんぶん通信」、纐纈
あや監督作品 映画「祝（ほうり）の島」の上映予定はまとめて日程と場所のみを書くこ
とにしました。詳しくはそれぞれの公式ホームページをご覧下さい。

●鎌仲ひとみ監督作品

映画「ミツバチの羽音と地球の回転」上映予定

10 月 1 日（土） 伊賀市（三重県） 高砂市（兵庫県） 芦屋市（兵庫県） 諏訪市（長
野県）
10 月 2 日（日） 仙北郡美郷町（秋田県） 桐生市（群馬県） 石岡市（茨城県） 松
本市（長野県）
10 月 3 日（月） 横浜市（神奈川県）
10 月 4 日（火） 横浜市（神奈川県）
10 月 6 日（木） 船橋市（千葉県）
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10 月 9 日（日） 横須賀市（神奈川県） 伊豆の国市（静岡県）
10 月 11 日（火） 山形市（山形県）
10 月 15 日（土） 明石市（兵庫県） さいたま市（埼玉県） 横浜市（神奈川県）
10 月 16 日（日） 福岡市（福岡県） むつ市（青森県）
10 月 18 日（火） 茅ヶ崎市（神奈川県）
10 月 20 日（木） 京都市（京都府） 八王子市（東京都）
10 月 23 日（日） 堺市（大阪府） 箕面市（大阪府） 清瀬市（東京都）
10 月 26 日（水） 小樽市（北海道）
10 月 29 日（土） 札幌市（北海道） 滝川市（北海道） 川口市（埼玉県） 比企郡嵐山
町（埼玉県） 横浜市（神奈川県）
10 月 30 日（日） 世田谷区（東京都）
11 月 1 日（火） 大和市（神奈川県）

●鎌仲ひとみ監督作品

映画「ぶんぶん通信」上映予定

10 月 23 日（日） 相模原市（神奈川県）
10 月 30 日（日） 近江八幡市（滋賀県）

●纐纈あや監督作品

映画「祝の島」上映予定

10 月 2 日（日） 横浜市（神奈川県）
10 月 8 日（土）～14 日（金） 浜松市（静岡県）

船橋市（千葉県）

10 月 9 日（日） 石狩市（北海道） 亀岡市（京都府）
10 月 15 日（土）～21 日（金） 宮古市（岩手県）

京丹後市（京都府）

10 月 21 日（金） 西東京市（東京都）
10 月 22 日（土） 姫路市（兵庫県） 单房総市（千葉県）
10 月 29 日（土） 小山市（栃木県） 豊岡市（兵庫県）

【東北】
●－六ラプ東日本市民サミット緊急企画－
講演会「原発のない社会へ！踏みだそう東北～福島、六カ所を語る」
東京電力福島第一原発の事故により、わたしたちの住む日本は放射能に汚染されてしま
いました。今後長きにわたり、この放射能と向き合いながら暮らしていかなければなりま
せん。一方で、青森県六ヶ所村では、原発の使用済核燃料からプルトニウムを取り出す再
処理工場の本格稼働が来年 2012 年に予定されています。「原発が通常運転で１年間に放出
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する放射能を、たった 1 日で海や空に捨てる」といわれる再処理工場の本格稼働を許せば、
さらに放射能汚染が広がっていくことは明らかです。何世代にも渡って悪影響を及ぼす放
射能汚染を目にして、もはや原発も核燃サイクルもいらない！という声は、これまで無関
心だった人たちも含め広範な広がりをみせています。このうねりをさらにおし広げ、これ
以上わたしたちの故郷を汚さないために、私たちは緊急の講演会を企画しました。
広河隆一さんはチェルノブイリを長年取材され、
原発震災直後から福島現地にはいって、
子どもたちを守ることを訴えています。また、永田文夫さんは岩手で長年放射性廃棄物の
問題にとりくまれ、また六ヶ所の再処理工場の危険性にいちはやく警鐘をならしてこられ
ました。このお二人のお話を聞き、今度は私たちがどうやって原発、そして核燃サイクル
が止めるのかをともに考え、行動していく機会にしたいと考えています。ぜひ多くのみな
さま、とりわけ若い方々がご参加くださるようお待ちしています。
（なお、予約・前売りが会場の定員に達しましたら、予約は締め切らせていただきます）
●講師：広河隆一さん（
「DAYS JAPAN」編集長）＆永田文夫さん（「三陸の海を放射能から
守る岩手の会）世話人）
●日時 2011 年 10 月 2 日（日） 12 時開場 12 時半開始〜17 時ころまで
●会場 仙台弁護士会館４F 大ホール（定員約 300 人）
●参加費 前売り・予約 1000 円 当日 1500 円

大学生以下無料（要予約）

●主催 六ラプ市民サミット緊急企画実行委員会
●連絡先・予約申込 たてわき
メール hag07314@nifty.ne.jp

FAX 022-302-3284 電話 090-8819－9920（夜 20 時以降）

※託児はありません
◆広河隆一さん プロフィール
フォトジャーナリスト。月刊誌「DAYS JAPAN」編集長。1967 年に早大卒業後、イスラエ
ルに渡る。70 年帰国。中東問題と核問題を中心に取材を重ねる。IOJ 国際報道写真コンテス
ト（本部ベルリン）の大賞・金賞をはじめ、講談社出版文化賞、日本写真協会年度賞、よ
みうり写真大賞、相模原賞、サンケイ児童出版文化賞、ノスタルギア賞、早稲田ジャーナ
リズム大賞、土門拳賞など多数受賞。「新版パレスチナ」「核の大地」「龍平の未来」「チェ
ルノブイリと地球」
「チェルノブイリ 消えた 458 の村」
「写真記録パレスチナ」「破断層」
などのノンフィクション、写真集、小説、訳書を約 40 冊出版。また「チェルノブイリ 20
年目の歌声」
「素敵な宇宙船地球号―はばたけ命の翼」など中東、核関係のＴＶ報道番組も
約 60 本制作。チェルノブイリ子ども基金顧問。パレスチナの子供の里親運動顧問。パレス
チナ子どものキャンペーン顧問。日本写真家協会・日本写真協会会員。月刊誌「DAYSJAPAN」
は 09 年度日本写真家協会賞を受賞。最新著書 「暴走する原発 チェルノブイリから福島へ
これから起こる本当のこと」小学館 (2011/5/20 発売)
◆永田文夫さん プロフィール
「三陸の海を放射能から守る岩手の会」世話人。1964 年から工業化学科の教員として岩手
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県内の工業高校に勤務。勤務校では化学クラブの生徒と水質調査、大気汚染調査を行う。
1992 年から定年まで県立の病弱養護学校で化学、数学などを教える。現在、日本アイソト
ープ協会滝沢村医療用放射性廃棄物処理工場の村委監視委員(1988.5 から)、不登校や引きこ
もりの若者のＮＰＯ施設「ポランの広場」理事。 2005 年 2 月に「三陸の海を放射能から守
る岩手の会」を設立し、世話人を務める。
【三陸の海を放射能から守る岩手の会のこれまでの主な活動】
・2005 年 10 月 岩手県議会へ提出した「三陸の海を放射能汚染から守る請願」が議員全員
一致で採択される。
・2007 年 11 月 国（経産省、環境省、農水省）へ全国署名「海に空に放射能を流さないで」
を 92387 筆提出（追加 1 月提出計 106314 筆）
・2008 年 10 月 岩手県議会へ「岩手県を六ヶ所再処理工場の放射能汚染から守ることにつ
いての請願」を提出。中身は高レベル廃液が環境に漏れ出さないように安全管理
の徹底を求めている。これは 4：4 の同数になり委員長裁決で不採択。
・2010 年 1 月 総理大臣（内閣府）へ全国署名「海に空にこれ以上放射能汚染を広げない
よう再処理工場の稼働凍結を求める署名」を提出（95492 筆）

【関東】
●2011 三番瀬フィールドミュージアムの今後の予定
★10 月 16 日（日） 海老川から金杉の森へ！
秋の川と森・里山緑地の植物観察会
金子是久氏（北総生き物研究会）
中村俊彦氏（千葉県立中央博物館）

★12 月 3 日（土） 塩浜護岸周辺で冬の渡り鳥を観察しよう！
主催：フィールドミュージアムの会・三番瀬 （事務局：TEL＆FAX 043-310-3300 佐藤）
協力：

千葉県立中央博物館・千葉県自然保護課生物多様性センター・千葉県野鳥の会・

自然と文化研究会 the かもめ・NPO 法人千葉まちづくりサポートセンター

●企画展「あこがれのクルーズ」開催 帆船「日本丸」横浜みなと博物館
10 月 8 日から横浜みなと博物館で企画展「憧れのクルーズ」を開催！
楽しさいっぱいの船の旅やクルーズ客船についてご紹介します。
客船の模型や客船内で使われた家具なども展示します。ご期待ください！関連イベントも
多数予定しています。詳しくはインターネットのホームページで。
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【東海】
●第 48 回「味わって知る わたしたちの海」

マイナー魚を食べる

【近畿】
●アルゴノータ・関西海洋生物談話会
アルゴノータ・関西海洋生物談話会は､関西周辺に生息し海洋生物学に関心のある人たちの
集まりです。
例会のご案内
日時：2011 年 10 月 2 日（日）午後 2 時 30 分から
場所：奈良女子大学理学部 A 棟 2 階 A204（当日は学内に順路の掲示をします）
（例会会場への
アクセス...）
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中野智之（京大瀬戸臨海実験所）
「カサガイ類の分子系統と生物地理」
遊佐陽一（奈良女子大・理）
「エボシガイ類における適応的な性表現の進化」

【沖縄】
●【第 483 回沖縄大学土曜教養講座/NACS-J 生物多様性の道プロジェクト】
フォーラム「地域を知るコツ！」～生物多様性地域戦略につながる第一歩～
地域の自然を守るには、まず現状を把握することが必要です。自然を把握する調査には、
主に行政や研究者や NGO などが行う大規模・広域的な調査と、地域の市民が地域密着で
行う調査の二通りがあります。どちらも大切なデータとなりますが、現在、市民調査の結
果が行政の計画などに活用されることは尐ないため、今後どのように生物多様性地域戦略
に反映していけるか、つまり市民が地域戦略などの計画づくりに参加することができるの
かが大きな課題となっています。フォーラムでは、大規模・広域調査と市民調査それぞれ
の特徴や意味を掘り下げ「市民と行政が対話しながらつくり上げていく生物多様性地域戦
略」につながる
第一歩としたいと思います。
日にち：2011 年 10 月 8 日（土） 午後１時～５時
場 所：沖縄大学 ２号館 306 教室
参加費：無料 資料代：300 円
対象：一般の方、エコツアーガイド、市民調査経験者、ＮＰＯ、行政、教員、学生など
【第１部】
13:15 話題提供「地域を知るコトで見えてくる」
(1)「沖縄島のサンゴ礁の現状（沖縄県自然保護課課長・富永千尋）」
平成 21 年度サンゴ礁資源情報整備事業の結果とそれに基づく保全計画を紹介。
(2)「久米島応援プロジェクトによる久米島での活動事例」（WWF ジャパン・権田雅之）
WWF ジャパンが作成した单西諸島マップや久米島で展開しているプロジェクトの紹
介。
(3)「地元の住民自身がモニタリングをすることの重要性－把握→比較→展望、数字（デー
タ）から言葉（認

識）への脱却－」
（琉球大学／沖縄県サンゴ礁保全推進協議会 会

長・中野義勝）
地域の人たちが自分で調査データを取ることの重要性を、幾つかのコミュニティを例
に紹介。
(4)「市民調査で自分たちの地域づくり」
（日本自然保護協会事務局長・開発法子）
科学・歴史・文化などのさまざまな市民調査の紹介。市民調査から保全計画作りへ。
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【第２部】
14:45 グループディスカッション「地域を知るコツ！を考えよう」
（ファシリテーター：しかたに自然案内・鹿谷麻夕）

1 テーブル５～６名のグルー

プを作り、当日配布する「地域を知るコツ！ アンケート」をもとにディスカッション。
なお、ご参加にはお申し込みが必要です。下記の担当者まで、ご氏名・ご所属をご連絡く
ださい。
■申込先：日本自然保護協会 保護プロジェクト部

安部

FAX：03-3553-0139／e-mail：abe@nacsj.or.jp
会場についてのお問い合わせは、下記にお願いします。
■問い合わせ先；沖縄大学地域研究所 TEL：098-832-5599
■詳細は以下の NACS-J ウェブサイトをご覧ください
http://www.nacsj.or.jp/katsudo/waytob/2011/08/-in.html
主催： 日本自然保護協会（NACS-J）
共催： WWF ジャパン、沖縄大学地域研究所、沖縄・生物多様性市民ネットワーク
後援：沖縄環境ネットワーク、環境省那覇自然環境事務所、沖縄県サンゴ礁保推進協議会

田辺湾はヒドロクラゲの宝庫
系統分類学には色々な醍醐味がある。その１： 世界で誰も知らない新種を見つける。
その２：

他国では知られているが、日本では初めて確認された種を記録する。３：

特

定の地域に特定分類群が何種生息しているかを明らかにする。最後に挙げたテーマは、春
夏秋冬、長年をかけ、その区域の様々な生息場所から、緻密で根気のいる採集と標本調査
が必要である。なべて、古今東西の関連するすべての文献の渉猟と照合も要求される。
今回紹介する刺胞動物門ヒドロクラゲ類は、京都大学瀬戸臨海実験所の歴代スタッフ
の貢献が大きい。刺胞動物門鉢虫綱に属するイラモや有櫛動物門のクシクラゲ類の系統分
類でもよく知られる駒井

卓初代所長や時岡

系統分類学もご専門の第５代所長内海

隆第７代所長、刺胞動物門八放サンゴ類の

冨士夫先生、さらに宮下

義信助手のヒドロ虫類

の研究などだ。中には、日本ではそれきりという新種もある。最近でも田辺湾からは日本
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新記録種がいくつか採取されてくる。たった１個体どまりの種もあれば、何度もとれる種
もある。

田辺湾周辺に 118 種のヒドロクラゲ
本シリーズでこれまで話題にあげた様々な種を含め、ヒドロクラゲは、田辺湾周辺に
は尐なくとも 118 種が生息していることが分かっている。この種数は、昭和天皇陛下が生
涯をかけて明らかにしてこられた相模湾からの記録や、北海道大学理学部系統分類学講座
の歴代の諸先生方が解明された厚岸湾からの記録に匹敵するか、あるいはそれを上回る多
様性を示している。このように、田辺湾はヒドロクラゲ相が日本で最も詳細に解明され、
ヒドロクラゲの種類がたいへん豊富な海域である。これは、長年のたゆまぬ蓄積があった
からである。
私は、春や夏の学生実習などでは、田辺湾のプランクトンを見せている。様々な終生
プランクトンや、幼生を中心とした一時プランクトンにも焦点をあてている。プランクト
ンネットで田辺湾から採集するクラゲ類は、ポリプを持つ一時プランクトンが多い。他の
一時プランクトンとこのクラゲとの大きな生態的な違いは、未成熟な幼生ではなく、成体
あるいはそれに近い発育段階である点だ。
クラゲは球形にならず、触手なども四方八方に伸ばし、尐しでも抵抗を大きくして海
の底に沈まない体のつくりになっている。実習ではこのような浮遊適応についても説明す
る。系統発生が個体発生から連綿として反復されることや、海流や沿岸流にのって種の分
布を拡大する役目を持っていることにも注意を喚起する。最後には、
「食うか、食われる」
もからんだ網の目のような、複雑な関係も考えてもらう。

田辺湾のヒドロクラゲ類の内訳
わが国でこれまで正式に報告されている、沿岸域で見られるヒドロクラゲの種数は 221
種であるから、尐なくともその 65％が田辺湾周辺から記録されていることになる。これは
すごく高い発見・生息・記録率である。田辺湾で見られるヒドロクラゲの内訳は、花クラ
ゲ類が最も多く、42 種が記録されている。この類は、たとえばベニクラゲのように、クラ
ゲもポリプも色が美しく、多彩な形態をしている。世界的にも白浜で初めて発見された種
がいくつかある。ポリプには変わったものも多く、他の動物に共生している種が知られる。
海綿、貝類、エビ・カニ類、ホヤ類、はては魚にまで付着している。
北浜に漂着する青いクラゲ、ギンカクラゲやカツオノカンムリは、かつて盤クラゲ

16

類にまとめられていたが、今は花クラゲ類に所属が変わった。この群体がクラゲなのかポ
リプなのか問題とされているが、
花クラゲ類のある種のポリプの花の部分に相当するので、
浮遊性のポリプだという意見が強い。しかし、果たしてそうか。これらは群体ではなく、
１個体とみなすべきだとの意見もある。
花クラゲ類の次に豊富なのが軟クラゲ類で、33 種が記録されている。この仲間はコザ
ラクラゲのように、清らかで白色を基調としており、深い傘をしていなくて、浅いお皿形
である。そのポリプは見事な幾何学的な群体であることが多い。興味深いことに、大きく
て規則的な群体をつくる種は、クラゲつくりを止めてしまったものが圧倒的に多い。北国
にいくほど、このようなクラゲを出さない群体が多い。白浜では、冬季に磯へ行くと、シ
ロガヤが普通に見られる。シロガヤは夏の間は根の形で眠ったままであるが、水が冷たく
なってくると目を覚まし、群体が伸び出してくる。残念ながら、その美しい姿に反してシ
ロガヤは刺胞毒が強い。うっかり素手でさわると刺されて腫れるので、要注意である。
続いて多いのが管クラゲ類で、28 種。この仲間はヨウラククラゲのように、ガラス細
工のように繊細で美しい。だが、丁寧に採集してもすぐにバラバラになってしまう。薬品
で固定しても同じように断片になる。管クラゲは『繰り返し構造』をもった群体なので、
卖位ごとにばらばらになっても再生してクローンとして増やしていける。ロケット形の部
分をもつものが多く、ジェット噴射して力強い拍動遊泳をする。
残りはすべて 10 種もいないマイナーな分類群である。そのうちの淡水クラゲ類は海水
にいる種の方が断然多いので、ちょっと誤解を受ける名称かもしれない。このクラゲは大
きくて、刺胞毒が強いものが多い。たとえばハナガサクラゲはこの一員である。藻場にい
るほとんど泳がないクラゲたちもこの仲間である。逆に、ポリプはとても小さく、立方ク
ラゲに類似して目立たない。だから野外からとても発見されにくい分類群で、未知のもの
も多い。
カラカサクラゲに代表される硬クラゲ類や、ニチリンクラゲが属する剛クラゲ類は、
湾内には住まず沖合で一生を送る終生プランクトンである。付着世代を送る発育段階のポ
リプをもたない硬クラゲ類に対して、剛クラゲ類は、若い時代に他の浮遊性のヒドロクラ
ゲに寄生する変わり者であるが、繰り返して説明するが、その一生の舞台は外洋である。
最後に挙げるのは、砂粒の間で生きるごく小さなアクチヌラ類である。クラゲのよ
うでポリプでもある両者が合体したものである。私は、まだ生きたのを見つけたことがな
い。日本から正式な記録はないが、田辺湾では以前から発見されている。以前に水族館の
特集展示の向かい側の写真解説コーナーで、その一員として紹介したことがある。
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図．ヒドロクラゲ類では特大のハナガサクラゲ（淡水クラゲ類）

５．事務局便り：
●この「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。
●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。
●このメールマガジンは、毎月 1 日と 16 日の 2 回発行の予定ですが、都合によって遅延や
中止もあります。配信を希望する方、送りたい方がありましたらアドレスをお知らせく
ださい。また、パソコンを使えない環境の方には印刷体でもお届けします。その場合は、
郵送料をご負担していただくことがあります。
●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。海の生き物や守る運動についての情報など、また各地で行われている海の生物
の観察会、研修会、その他の行事に関する情報もお寄せください。「うみひるも」のバック
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ナンバーは、ホームページからダウンロードできます。
●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。ごい
っしょ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。
●本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ銀行口座「ゆうちょ銀行
１０６１０－６６７３０２１

口座番号：

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下さい。

６．編集後記
暑さが体にこたえる夏もようやく終わり、本格的な秋が来たようです。彼岸花が咲き、
キンモクセイの香りがひんやりした空気の中に流れます。3.11 東日本大震災から半年が過ぎ
ましたが、復興はまだまだその緒に就いたばかりのようです。太平洋戦争で焼け野原にな
った日本に、それまでとは違った民主主義の国を築いたように、東日本大震災で被災した
地域は、それまでとは違った新しい国づくりをするチャンスです。それは、将来までも持
続可能な社会づくりです。そして、海の自然を再生して、海の生態系がもたらすサービス
を将来の世代も享受できる私たちの生き方に変えていく必要があります。それは、被災者
だけでなく、日本に住むすべての人々のなすべきことではないでしょうか。福島第一原発
の事故による世界規模の汚染と、それでもしぶとく復活を図る原子力ムラの亡霊をみるに
つけ、そう思います。
（宏）

海の生き物を守るためになにかしたい！というあなたに！
会員募集中です！
会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。会費は個人 2,000 円／年、団体 20,000
円／年。匿名による参加も可能です。会員は、当会の名前を使って各地で海の生物とその環境を
保護・保全する活動を行うことができ、そのための助成金申請をすることができます。活動は当
会の発行するメー ルマガジンなどを通して 広く通知されます。入会希望の方は、事務局
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp （向井）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 86 号
2011 年 10 月 1 日発行
発行＆編集人「海の生き物を守る会」
代表 向井 宏
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〒606-8244 京都市左京区北白川東平井町 23-1

グリーンヒル北白川 23

TEL&FAX:075-703-7205 メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
ホームページ URL：http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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
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