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「今月の海の生きもの」 イソアワモチ Peronia verruculata Ｐｌ 

本州各地から熱帯太平洋までの広い範囲の海岸岩礁の上に生息する軟体動物。ウミウシな

どの後鰓類に似るが、イ

ソアワモチは陸上のカタ

ツムリと同じ有肺類イ

ソアワモチ科に属する。

殻は持たず、体表は外套

で覆われ、表面には多数

の突起をもつ。体の前方

に伸縮する触角を持ち、

その先端に目を持って

いる。さらに、外套の疣

状突起の先端にも小さ

な黒点があり、これも目

と同様に光を感じてい

る器官である。背眼とい

う。いわば、イソアワモチは背中全体で光を感じているということができる。雌雄同体だ

が、生殖孔は雌雄別々に開口している。潮間帯の岩礁上に棲み、潮が引くと岩の上を這っ

て、小型の海藻類を囓って食べている。沖縄では大きさが 6cm ほどにもなり、「海ほうみ」

とよばれ、浜下り（春の大潮干潮時に海に行き、磯の生き物を採集し、料理を食べて遊ぶ

地元の伝統的な行事）などで採集されて食用とされているようである。       

 （沖縄県豊見城市瀬長島にて 向井 宏撮影） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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未曾有の災害に見舞われ一時は気持ちも萎え気力もなくしてしまった昨年でし

たが、今新しい年を迎え、生きとし生けるものの尊い命を大事にしたいと、あ

らためて感じています。年頭に当たり、今年こそ海の生き物を守る会の活動に

邁進したいと決意を新たにしています。みなさまのいっそうのご支援をお願い

いたします。 

海の生き物を守る会 代表 向井 宏 

 

 

【全国】 

●シーラカンスのゲノム解読 魚と四肢動物の中間形 

東京大学・東京工業大学・国立遺伝学研究所などの研究グループが、古代魚シーラカンス

の全遺伝情報の解読に成功したと発表した。シーラカンスは、アフリカのタンザニアやイ

ンドネシアなどの比較的深い海に棲む魚であるが、魚類の祖先的な形態を持っていること

から、生きた化石とよばれてきた。今回はタンザニアのシーラカンスについての遺伝情報

の研究から、シーラカンスは、魚類の祖先的な遺伝子も持っているが、陸上の四肢動物と

の中間的な動物であることが明らかにされた。今後、さらにインドネシアのシーラカンス

でも研究をする予定である。 

 

【北海道】 

●トドの実態把握に自動カメラ  

北海道の稚内水産試験場では、漁業被害が報告されているトドの实態を調査するために、
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宗谷岬沖の無人島「弁天島」にカメラを設置し、映像をインターネット通信を通して自動

送信するよう設定した。トドの多くは弁天島の北側に上陸しているため、カメラを設置し

て正確な頭数を把握することを目的としている。これまでの対岸からの観測では、冬の時

期には、最大で約 180 頭のトドが来遊しているが、最近では増加気味という。北海道の調

べでは昨年漁業被害は過去最高の約 4 億 5 千万円となった。 

 

●ゴマフアザラシの銃猟を許可？ 北海道が管理へ 

アザラシ類による漁業被害が拡大しているという認識から、北海道は、今年度内にアザラ

シ類による漁業被害連絡協議会を設置し、これまで個体数管理を行っていなかったゴマフ

アザラシについては、銃猟の許可も含めて対策を考えることにした。ゴマフアザラシは、

宗谷地方や根室地方などに冬期に約 1万頭近くが来遊していると見られる。一方、ゼニガ

タアザラシは襟裳岬周辺や厚岸町などに 1000頭近くが周年生息していると見られるが、絶

滅危惧種に指定されているため、北海道としてはどのような対策をとればいいか、手探り

状態である。定置網に掛かったサケが食べられるなどの漁業被害が増えていると言われる

が、实態はきちんと把握しておらず、漁師は昨年よりも水揚げが減った量をすべてアザラ

シの食害のせいにしている場合も多い。まずは、正確な被害の实態を知ることが重要だろ

う。そのうえで、アザラシと漁業の折り合いをどうつけるかを考えて、人間とアザラシ類

との共生を図る必要がある。 

 

【東北】 

●湾口防波堤の倒壊で 大船渡湾の水質 劇的に改善 

大船渡湾の水質を調査した調査会社が、大船渡市の大船渡湾水環境保全計画推進協議会で

報告したところによると、2010 年の夏には、水深 10m より深いところで酸素量が尐なくな

り、低層では無酸素層も見られた。一方、震災後の今年の夏は、深さによっても水温変化

が小さくなり、低酸素状態も改善され、有機物量を示す化学的酸素要求量（COD）も環境

基準を大きく上回る 5mg/l から、3.5mg に大幅に改善された。調査会社は、その理由を湾口

防波堤が津波で倒壊したことが水質改善の一因と考えられると報告した。おそらくその通

りだろう。多くの内湾湾口部に築造されている防波堤は、海水の交流を妨げ、湾内の水質

を悪化させる最大の要因である。津波は、海の環境にとってかならずしも悪いことをもた

らしてはいない。人間が津波から学ぶべきものは多い。 

 

●東北沖太平洋 広域に原発のセシウム検出 

東北沖の広い範囲の海底に、東京電力福島第一原子力発電所の事故で放出されたと思われ

る放射性セシウムが、産業技術総合研究所の調査で検出された。セシウムが検出されたの

は、宮城県金華山沖の水深 120m の地点から水深 5000m の深海底までの 13 ヶ所の海底泥か

らで、調査したすべての地点から検出したことになる。濃度は、1kg あたり数ベクレル程度
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で、かならずしも高くはないが、どの地点でも原発から放出されたと思われるセシウム 134

が検出されており、明らかに原発による汚染であると結論づけた。調査した研究者による

と、福島県の海岸に近いほど濃度は高いと言う。もっとも浅い 120m の海底では、表層でも

っともセシウムが多く検出されている。空気中から落下したセシウムや、流れによって運

ばれて海底に沈降したセシウムが表層に溜まったと考えられる。同時に測定した海底の動

物からは、セシウムは検出されなかったというが、今後生物への移行が心配される。 

 

●ベントス種数が半減 津波で影響 

昨年 3 月 11 日の東日本大震災と大津波によって、福島県相馬市の松川浦干潟で、ベントス

（底生生物）の種数が半分近くに減尐していることが、環境省や WWF ジャパンなどの援助

による東北大学鈴木孝男さんらの調査で明らかになった。松川浦は、関東以北の本州太平

洋岸では、もっとも規模の大きい干潟である。震災前の調査では、190 種のベントスが採集

されたが、震災後は 83 種しか見つかっていない。とくに被害が大きかったところでは、約

25 種程度しか発見できていない。これは津波が海底表層を生きものもいっしょに持ち去っ

たことによると考えられる。干潟表層で生活していた巻貝の「カワアイ」や「フトヘナタ

リ」は、ほぼ絶滅したと考えられる。海底堆積物の中に棲む二枚貝類も個体数は大幅に減

尐したという。今後の回復を期待したいが、絶滅した種が回復できるかどうかは、日本の

各地の干潟に個体群が保存されているかどうかが鍵になる。また、松川浦の干潟そのもの

が、今後の復興計画の中でどのように取り扱われるかも、重要になってくる。干潟を復元

するのは海自身の仕事。人間が手を出さないことが必要だ。 

 

【北陸】 

●佐渡にアザラシ出現 

新潟県佐渡市高瀬の高瀬漁港に、12 月 28 日、アザラシが出現した。ゴマフアザラシと見ら

れる。市民が見つけた。ゴマフアザラシは、この時期、オホーツク海などから北海道近海

に南下するが、佐渡まで来るのは非常に珍しいという。 

 

【東海】 

●タツノオトシゴ 大量飼育を研究 

静岡県の東海大学海洋学部や静岡商工会議所などが産官学で進める「しみず新産業開発振

興機構」が、今年の干支でもあるタツにちなんで、タツノオトシゴの大量飼育の研究を始

めている。タツノオトシゴは、ヨウジウオ科の魚であるが、その習性から夫婦円満や安産

などの縁起物として珍重されたり、水族館などでも人気者である。さらに今年は辰年であ

ることから、水族館や催し物の展示としてタツノオトシゴの需要が高くなっている。その

需要を見込んで、大量飼育の研究が始められた。これまでも尐しずつ实績を積み重ねてき

ているが、同機構では、市役所などの公共機関にも实験展示を行い、PR する予定である。
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しかし、タツノオトシゴの本来の生息地である藻場が全国的に減尐していることについて

は、タツノオトシゴの大量飼育では、解決にならない。本当に必要なのは、生息場所の保

全である。 

 

●「長良川に清流取り戻そう」 県知事もよびかけ 

名古屋市中区で市民団体主催のシンポジウム「長良川河口堰開門と生物多様性 よみがえ

れ長良川！ よみがえれ伊勢湾！」が開かれた。開門調査を求める報告書をまとめた愛知

県の専門委員会座長をつとめた今本京都大学名誉教授は、長良川河口堰の利水や治水効果

が小さく、生態系への悪影響が目立つという見解を披露した。シンポに参加した漁師は、

「この 16 年でとんでもねえ川になっちまった」と語った。シンポジウムに出席した河村た

かし名古屋市長は、「環境から言えば流れをとめんほうがええに決まっとる」とあいさつ

した。また、大村愛知県知事も出席し、「越えられないハードルはない。長良川の清流を

取り戻しましょう」と呼びかけた。 

 

●「長期開放の可能性も」 河口堰開門調査 

愛知県の専門委員会が長良川河口堰の長期開門調査を求める報告書を提出したことを受け

た県の有識者会議が開かれ、大村知事に提出する最終報告書について議論が行われた。5 人

の委員のうち 2 人の委員から、専門委員会の報告書について「河口堰の最適運用イコール

開門という結論ありきの安易で乱暴な結論。一方的な評価で合理性に欠ける」といった批

判や「専門委員の選び方が適当ではなかった」などという意見が出た。しかし、河口堰建

設の際の「結論ありきの姿勢」に対する反省はどうなったのだろうか。こんなことを言う

委員こそ、無駄な河口堰建設に異を唱えなかった責任が有るのではないか。 

 有識者会議の最終報告書原案には、開門調査が長期開放につながる可能性を指摘してい

るほか、長期開門に踏み切る場合には、直接の影響を観測する開門調査が必要だと指摘、

堰上流部で取水している長良導水や北伊勢工業用水の代替え水源の確保や塩害防止を实施

の条件にあげている。 

 

●河口から４ｋｍ上流にスナメリが遡上 

三重県伊勢市の外城田川の河口から 4km 上流で、絶滅危惧 II 類に指定され、世界でもっと

も小型の鯨類として知られるスナメリが泳いでいるのが発見され、静かな町は一時騒然と

した雰囲気になった。発見されたスナメリは体長 1.5m くらい。痩せていて、駆けつけた鳥

羽水族館の館長はなにか体調に問題があるのではと心配していた。伊勢市では 25 日に、捕

獲して海に返す計画を立てたが、25 日にはスナメリの姿はなかった。どうやら自力で海に

帰ったと見られる。伊勢湾と隣の三河湾にはスナメリが 3000 頭ほど生息していると推測さ

れている。 
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【近畿】 

●水温の上昇で南方系海洋生物の発見相次ぐ  

和歌山県紀南地方では、近年冬期の水温が下がらなくなり、南方系の海洋生物が続々と発

見されるようになってきた。1970 年代に比べて 2000 年代には、水温が平均 1.3℃も上昇し

ており、研究者は「南方系の種類が冬に死亡しなくなり、和歌山県沿岸の生物相が変化し

てきている」と指摘している。すさみ町のエビとカニの水族館によると、伊勢エビ刺し網

には、近年南方系のヒトデ類がかかることが増えたという。カワテブクロやハリタイル・

レギュラリス、ノコギリヒトデ、ヤマトナンカイヒトデなど、これまでほとんど見られな

かった種が見つかっている。魚では、イトヒゲモジャハゼ、カマヒレマツゲハゼ、サバヒ

ー、フウライボラ、ワニグチボラ、ヒゲワラスボなど、国内でも非常に珍しい魚も見つか

っている。紀伊水道での底曳き網にかかる水産有用種も、その組成が変化し、ハモ、カミ

ナリイカ、クマエビ、イトヨリなどの南方系種が増え、クルマエビ、カレイ類など冷水性

の種が減尐している。水温の上昇は、地球の温暖化が大きな影響を与えていると思われる

が、それだけでは説明つかないことも多い。異常気象が水温の上昇にも影響している可能

性もある。温暖化の原因究明と、その対策が急がれる。 

 

【中四国】 

●渡り鳥が原因不明の激減 中海周辺 

中海周辺では、今年の冬の渡り鳥が昨年に比べて大幅に減尐している。鳥取県の米子水鳥

公園によるとカモ類の数は、昨年の 1 割程度にとどまっている。原因は不明で、謎の激減

に関係者は頭をかしげている。環境省などによると、カモ類の飛来は近年徐々に減尐して

いるというが、これほどの減尐の理由はいまのところ不明だ。昨年の豪雪や、繁殖地であ

るシベリア東部で環境の変化があったのではないかという推測もされているが、はっきり

した原因はわからない。 

 

●違法漁具の回収事業 継続へ 

山陰沖日本海の日韓暫定水域などで外国漁船の不法操業や漁具の放置で、水産資源や漁場

の荒廃が進んでいる問題で、日本政府は新年度予算にこれまでの外国漁船操業対策事業費

約 22 億 5 千万円を計上することになり、事業の継続が決まった。山陰の漁業者からは安堵

の声が漏れた。漁具の放置によっては人間に利用されないまま死亡する魚類が出る、いわ

ゆる「ゴースト・フィッシング」で水産資源の減尐や生物多様性への影響が心配されてき

た。この事業では、国が 1999 年に約 250 億円の基金で運用されていたが、2009 年度に基金

が枯渇し、その後は毎年予算要求で継続している。国会議員からは、元の基金方式を期待

する声も出ている。 
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●狩留賀砂浜、別に空洞 10 ヶ所 

広島県呉市狩留賀町の狩留賀海浜公園の人工砂浜で昨年 11 月に大きな陥没が起きた。幸い

被害者はいなかったが、広島県では、同じ砂浜を調査した結果、砂の層に空洞ができてい

る可能性のある場所が 10 ヶ所見つかったと発表した。いずれも直径は 20cm 程度と小さい

が、放置すれば陥没するおそれがあるとして、今月から対策工事をすることになった。人

工海浜の陥没事故では、2001年に明石市の大蔵海岸人工海浜で当時 4歳の女子が死亡した。

ここも同じような人工海浜であり、陥没の発生は人工海浜という不自然な海岸を作ること

自身に原因があることを、もっと行政は認識すべきではないか。 

 

●鞆の架橋予算「形式的な計上」 

広島県福山市鞆の鞆港を埋立てて、橋を架ける計画の事業費を県の来年度予算に盛り込む

ことを決めた。同事業費は過去 5 年間毎年計上されながら、住民の反対運動などによって

執行されず、見送られている。来年度も県は「形式的な計上」という姿勢をとっているが、

住民の反対が無くなればいつでも執行できるようにしておくというのが、基本姿勢と思わ

れる。広島県知事は来年度中に計画の是非を判断する予定だ。この事業は、広島県と福山

市が合同で計画したが、国が判断を先送りし、その間、反対する住民が裁判に訴え、広島

地裁は景観保護を理由に埋立免許交付を差し止めた。県は控訴したが、2009 年に就任した

湯崎知事はそれまでの推進一方の県の方針を変更し、推進派、反対派を参加させた鞆地区

地域振興住民協議会を設置して話し合いを続けている。ただ、控訴審そのものは県は維持

し続けており、そのためにも関連事業費の予算計上を続けている。住民協議会は年度内に

も結論を出す予定。県知事は協議会の結論と福山市の意見を聞いて最終判断をする。 

 

【九州】 

●大村湾のスナメリ調査結果を公表 

長崎大学水産学部の天野教授と九十九島水族館（海きらら）は、日本自然保護協会の研究

補助を受けて、大村湾にすむ希尐な鯨類スナメリの生態を研究し、その結果を発表した。

その結果スナメリは、繁殖期である春に沿岸部に接近してくること、大村湾では約 300 頭

のスナメリが生息していると推測されるが、定置網や刺し網などに絡まって死亡する個体

が毎年平均4.8頭あり、それだけで個体群が減尐している可能性が高いことなどがわかった。

天野教授らは、これらの結果を生かしてスナメリと人間の共生を考える必要があると話し

ている。 

 

●海砂採取問題 長崎の男性が県提訴 

長崎県諌早市内の海砂採取業者が上五島沖で採取した砂を過尐報告し、46 万円の採取料を

不法に支払わなかったとして、長崎市の男性が県に住民監査請求をしたが棄却されたとし

て、県を相手に不当利益返還請求をすることと採取業許可・登録を取り消すよう求めて長
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崎地裁に提訴した。海砂採取業界を儲けさせているのは、埋立事業と人工海浜造成事業だ。

海砂の採集は沿岸の砂浜の消失の一因となり、また海砂生態系特有の生物相を崩壊させて

いる。一日も早く、海砂の採取を制限する必要がある。 

 

●オニヒトデが大量発生 串間沖 

宮崎県串間市都井の黒井漁港の沖合のサンゴ礁で、サンゴを食べるオニヒトデが大発生し

ているのが確認された。12 月下旪に行われた捕獲作戦では、オニヒトデ約 560kg が捕獲さ

れた。県内でオニヒトデが大量発生したのは三十数年ぶりという。オニヒトデの大量発生

に気がついたのは、周辺で網を入れている漁師たち。去年の 4 月頃から網にオニヒトデが

掛かりはじめたという。 

 

【沖縄】 

●埋立を再開 泡瀬干潟 座り込み用地を強制撤去か 

沖縄県沖縄市の東に広がる沖縄島最大の泡瀬干潟を大規模に埋め立てて人工島を作る計画

が、住民の反対に対して那覇地裁が計画には経済的合理性がないと認めたため、1 期工事を

中断したままであったが、事業を推進しようとする沖縄市が、スポーツ施設を中心にした

計画とし、埋立予定の面積を縮小したため、民主党政権の国交省がそれを認め、再び埋立

工事が始まった。反対する住民や泡瀬干潟を守る会などは、工事中止を求めて、11 月 23 日

から座り込みを始めた。沖縄市は、座り込みをしている場所から住民が立ち退くように求

めて、泡瀬干潟を守る会が提出した用地使用願いを拒否した。同じような使用を行ってい

る国には使用を認めているのだが。 

泡瀬干潟は最近の調査でニライカナイゴウナなど新種が 10 種、絶滅危惧種が 174 種が報

告されるなど、沖縄島最後の貴重な干潟と言われる。泡瀬干潟を守る会事務局長の前川盛

治さんは、「辺野古の埋立をどうしても推し進めたい日本政府は、知事の機嫌を損ないたく

ないため、知事が進めている泡瀬の埋立を認めたのだろう」と語っている。泡瀬干潟も、

米軍基地建設と密接に関連しているのかもしれない。つまり、泡瀬干潟を守ることは、同

時に辺野古の埋立をも阻止することにつながる。泡瀬干潟も、辺野古の海も、日本の宝で

す。守り続けていきましょう。 

 

●楚洲でタイマイが産卵  沖縄島北限を更新  

沖縄県国頭村楚洲の海岸で、昨年 8 月にタイマイが産卵したことを、日本ウミ

ガメ協議会会員の嘉陽宗幸さんが観察していたことが分かった。タイマイは特

有の尾をひきずる歩き方をするため、足跡で同定できる。また、卵の大きさも

アカウミガメやアオウミガメに比べて小さい。嘉陽さんは 10月の孵化を見届け、

カメの写真を撮って、タイマイであることを確認した。これまで沖縄島でのタ

イマイの産卵は、大宜味村が北限だったが、今回は大きく産卵の北限記録を更
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新した。タイマイは 3 年に一度しか産卵しないと言われており、沖縄島でのタ

イマイの産卵はかならずしも多くない。主に石垣島などでタイマイの産卵は多

く確認されている。この記録がタイマイの個体群の復活を意味するならうれし

いが、温暖化による北上であれば、かならずしも喜ばしいとは言えないことに

なる。 

 

●残りの評価書搬入阻止  市民団体が県庁で座り込み  

評価書「ジュゴンへの影響は少ない・・・」 

米軍普天間基地の辺野古への移設について、沖縄防衛局が環境アセスメント評

価書を沖縄県に午前 4 時に県の了解もなく守衛室に搬入して、提出したとして

いる問題で、沖縄県は手続き上受け入れざるを得ないとしているが、守衛室に

運び込まれた評価書は、段ボール箱で約 30 箱だった。けれどもそれがすべてで

はなく、残り数箱の評価書がまだ県庁に未搬入だとされる。この事態に反発を

強めている沖縄の市民団体は、県庁廊下に座り込んで、残りの評価書の搬入を

阻止しようと警戒行動を続けている。  

 辺野古基地建設の環境評価書で、沖縄県が防衛省に求めていたジュゴンの複

数年にわたる調査实施について、防衛省は「調査済み」と提示しているらしい。

これは準備書を提出した後も防衛省がジュゴンの調査を継続していたと称する

もので、県の要望は満たされているといっている。2009 年に提出した準備書で

は、名護市辺野古沖で発見したジュゴン 1 頭の記録を沖縄防衛局が故意に削除

していたことがわかり、問題となっている。今回の評価書では「複数年調査し

た結果、代替え施設建設による影響は尐ない」と示しているようだ。名護市は

辺野古沿岸部についての調査は、「移設につながる調査は認めない」と現況調

査を拒否しており、辺野古沿岸の調査は行われていないため、その評価書の「影

響は尐ない」という結論が科学的な根拠を持つとは言えそうもない。評価書の

提出をむりやり 2011 年内に行った体裁をとった理由は、オバマ大統領との約束

でしかない。辺野古のジュゴンを保護するのはアメリカの国内法でも義務があ

ることが確認されており、日本政府はみずから絶滅危惧種に指定したジュゴン

をどう守っていくのか、きちんと説明しなければならない。  

 

●座間味にザトウクジラ５頭  仲良く泳ぐ 

沖縄県座間味島西側の海上で、12 月 28 日の朝、ザトウクジラ 5 頭が泳いでいる

のが発見された。今期では初確認となる。例年だと 12 月中旪には見られるザト

ウクジラだが、今年はやや遅れ気味のようだ。発見したのはダイビング業の男

性。ドイツ人観光実らを乗せて現場周辺でホエールウオッチングを行っていた。  
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● 「全国砂浜海岸生物調査」リーダー研修会 参加者募集 

 ───────────────────────────────── 

 砂浜海岸生物調査は、海の生き物に棲みやすい自然環境を守るため、砂浜海岸とそこに

棲む生き物の現状を調べ、そのデータを基に生き物の保護・保全を啓発するとともに、砂

浜海岸の生態系保全施策に反映させることを目的として行います。 

 

 今回の研修会は、調査の進展を図るため、調査を实施するリーダーの養成を目的として

います。研修を通じて砂浜海岸生物調査の具体的な实施方法を学んでいただき、調査にご

活用いただきます。 

 

 特別な資格や経験は必要ありません。この機会にぜひご参加ください。 

 

 開催日  2012年1月21日（土） 

 

 開催場所 上総一ノ宮海岸（南九十九里浜海岸） 

 

 講師   向井宏 （海の生き物を守る会代表) 

      秋山彰男（九十九里自然史博物館代表・OWS学術顧問） 

 

 募集人数 15名（最尐催行人員10名） 

 

 対象者  研修終了後リーダーとして仲間と身近な砂浜海岸で調査を实施できる方 

 

 参加費  海の生き物を守る会会員とOWSメンバー：1,000円／非会員：1,500円 

 

 申込み・問い合わせ 

  海の生き物を守る会事務局またはOWS事務局まで、E-mail、またはお電話にてご連絡

ください。 

OWS→(TEL:03-5960-3545)  http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html 

海の生き物を守る会→（TEL;075-703-7205）hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

TEL:03-5960-3545
http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp


11 
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●「海の生き物を守る会」講演と歌の会 

海の生き物を守る会では、２０１２年２月１８日に、京都で講演と歌の会を行います。テーマは、「放

射能汚染と海の生き物」。ぜひおいでください。 

 

日時： 2012 年 2 月 18 日（土）13:30~16:30 

会場： ハートピア京都（京都市烏丸丸太町）第 5 会議室 

    アクセス：京都市営地下鉄烏丸線丸太町駅下車すぐ 

プログラム： 

  タイトル「放射能汚染と海の生き物」 

講演 (1) 「原発が海の生き物へ与える影響」   

向井 宏（海の生き物を守る会代表） 

   唄とトーク 「ふるさとの海を歌う」（仮題）  

     江藤ゆう子（歌手・海の生き物を守る会会員） 

   講演 (2) 「事故だけではない原発の放射能汚染」 

     佐藤正典（鹿児島大学 教授） 

入場無料 申込不要  定員：55 名（先着順） 
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●沖縄備瀬で講演会・観察会を予定（５月２０-２１日） 

５月２０-２１日に、沖縄の海洋博記念センターで、講演会と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 

1 月 7 日（土） 豊田市（愛知県） 

1 月 8 日（日） 大島郡瀬戸内町（鹿児島県） 

1 月 14 日（土） 上川郡下川町（北海道） 

1 月 15 日（日） 上田市（長野県） 

1 月 20 日（金） 世田谷区（東京都） 

1 月 21 日（土） 比企郡鳩山町（埼玉県） 那覇市（沖縄県） 

1 月 22 日（日） 豊中市（大阪府） 和泉市（大阪府） 日光市（栃木県） 

1 月 25 日（水） 加古川市（兵庫県） 

1 月 28 日（土） 福山市（広島県） 

1 月 29 日（日） ふじみ野市（埼玉県） 

2 月 4 日（土）  坂戸市（埼玉県） 

 

●纐纈あや監督作品 映画「祝の島」上映予定 

1 月 7 日（土） 岡山市（岡山県） 

1 月 14 日（土） 橿原市（奈良県） 

1 月 15 日（日） 生駒市（奈良県） 

1 月 21 日（土） 足利市（栃木県） 西宮市（兵庫県） 品川区（東京都） 長門市（山

口県）  
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1 月 23 日（月） 京都市（京都府） 

1 月 28 日（土） 苫田郡鏡野町（岡山県） 

 

【東北】 

● 第 2回・フォーラム 仙台湾/海岸エコトーンの復興を考える 

－2011 年南蒲生/砂浜海岸エコトーン調査報告，そしてこれから－ 

 私たちの心が真っ白になってしまった 2011 年 3 月 11 日．そして, 新たなふるさとの再

生・創出を信じて, 手探りで活動を続けてきた 10 か月 ・・・・・ 巨大津波に洗われた仙

台湾岸の砂浜海岸域は, 肌寒い春から大雨・猛暑の夏, 台風に見舞われた秋をへて, どのよ

うに変化したのでしょう？ 

 このフォーラムでは, 仙台市宮城野区新浜「南蒲生/砂浜海岸エコトーンモニタリングサ

イト」で観察された生き物の損傷と再生の様子を, この「海と陸，河川が織りなす境界領域

（海岸エコトーン）」特有の多様な土地環境（立地）の实態とともに紹介します．そして, こ

の報告を踏まえて，‘生かされた’私たちが構築すべき「深い悲しみを二度と繰り返さない

ための復興」, 「地域の自然特性に順応した，持続可能なふるさと」とはどのようなものな

のか, またその实現に向けてどういった取り組みが必要となるのか, 参集者一同で話し合い，

アイデアや課題を共有したいと思います．市民, 行政・NPO 関係者の方々はじめ，地域と

復興を支える皆さんのご来場をお待ち申し上げております． 

 

第 2 回・フォーラム 仙台湾/海岸エコトーンの復興を考える 

－2011 年南蒲生/砂浜海岸エコトーン調査報告，そしてこれから－ 

https://sites.google.com/site/ecotonesendai/  

日時: 2012 年 1 月 21 日（土）13:00～16:30  （開場 12:30） 

場所: 東北学院大学土樋キャンパス 8 号館・押川記念ホール 

           http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/campusmap/  

次第: 

 1．開催主旨説明 

 2．話題提供 

  (1) 復興を支援する‘海岸エコトーン’の視座，そして仙台湾南蒲生モニタリング 

     平吹喜彦(東北学院大学・教養学部) 

  (2) 仙台湾砂浜海岸エコトーンにおける大震災前後の微地形変化 

     斎藤綾子((株)宮城環境保全研究所) 

  (3) 南蒲生モニタリングサイトにおける植生多様性と巨大津波の影響 

          菅野洋((株)宮城環境保全研究所) 

    (4) 南蒲生モニタリングサイトにおける海岸林の現状－大規模攪乱からの再生可能性－ 

      富田瑞樹・鴇田朊允(東京情報大学・総合情報学部) 

https://sites.google.com/site/ecotonesendai/
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/campusmap/
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  (5) 巨大津波後の仙台湾砂浜海岸エコトーンの虫たちのゆくえ 

          郷右近勝夫(東北学院大学・工学部)・五十嵐由里・斎藤勝雄・高橋雄一(宮城昆

虫地理研究会） 

  (6) 巨大津波が海岸林の鳥類相に与えた影響 

     杉野目斉(日本鳥類標識協会) 

  (7) 巨大津波による海岸林の破壊と襲来波高の関係，そして復興計画へ 

     宮城豊彦・森谷綾香(東北学院大学・教養学部) 

  (8) 南蒲生モニタリングサイトから砂浜海岸エコトーンの景観再生へ 

     原慶太郎(東京情報大学・総合情報学部) 

 3．意見交換 

 4．総括 

 主催: 「フォーラム 仙台湾/海岸エコトーンの復興を考える」实行委員会，東北学院大学，

東京情報大学   

後援：日本景観生態学会，自然環境復元学会・協会，東北学院大学災害ボランティアステ

ーション 

● 参加無料，事前申し込み不要． 

● 土樋キャンパスは，「JR 仙台駅」から徒歩 20 分，「地下鉄 五橋駅または愛宕橋駅」か

ら徒歩 5 分，「バス停 仙台市立病院」から徒歩 5 分．キャンパス内に駐車できません． 

連絡先: 東北学院大学 平吹喜彦  E-mail: yhira@izcc.tohoku-gakuin.ac.jp  

     東京情報大学 富田瑞樹  E-mail: tomita@rsch.tuis.ac.jp  

 

●市民公開シンポジウム「大津波で被害を受けた沿岸域の生物多様性の現状」 

3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震では、多くの人々の命や生活を奪っただけで なく、生物

や生態系にも大きな影響を及ぼしました。現在、東北太平洋沿岸の海洋生物に対する震災・

津波の影響について、様々な研究チームが現況調査やモニタリングを開始しています。東

北沿岸生態連絡会は、研究者間の情報共有や連携、市民への公開を目的に活動しています。

本シンポジウムでは明日の東北を考えるために、専門家による沿岸生態系の調査結果や現

状を紹介します。どなたでも参加できますので、興味のある方はぜひお申し込みください。 

市民公開シンポジウム 

大津波で被害を受けた沿岸域の生物多様性の現状 

～海辺の生きものたちはどうなっているのか～ 

2012 年 2 月 5 日(日) 13:30～16:30 

仙台国際センター・萩ホール 

参加無料 

・南三陸から仙台湾にかけての干潟環境の変化と底生動物への影響 

  鈴木孝男（東北大・生命科学） 

mailto:yhira@izcc.tohoku-gakuin.ac.jp
mailto:tomita@rsch.tuis.ac.jp
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・蒲生潟における地形・環境の変化と底生生物への影響評価 

  金谷 弦（国立環境研） 

・万石浦、松島湾、松川浦のアサリと二枚貝の現状 

  大越健嗣（東邦大・理） 

・志津川湾浅海域における藻場環境の変化と再生過程 

  吾妻行雄・遠藤 光・青木優和（東北大・農） 

・地盤沈下が潮間帯付着生物相に及ぼした変化とその後の遷移（岩手県越喜来湾の場合） 

  加戸隆介（北里大・海洋） 

・津波による大槌湾生態系の変化と回復過程 

  津田敦、永田俊、河村知彦、福田秀樹（東大大気海洋研） 

コメンテーター 

 仲岡雅弘（北大・厚岸臨海）、高見秀輝（水産総合研究センター・東北区水研） 

[ 趣旨説明  占部城太郎（東北大・生命/東北沿岸生態連絡会) 

司会進行 大越和加（東北大・農）・松政正俊（岩手医大） 

主催：東北沿岸生態連絡会、東北大学生態適応グローバル CO 

共催：日本生態学会東北支部 

後援：日本海洋学会、日本生態学会、日本水産学会、日本ベントス学会、応用生態工学会、

環境省東北地方環境事務所、国土交通省東北地方整備局、岩手生態学ネットワーク 

参加 無料 

シンポジウムへ参加をご希望の方は、下記 URL から参加申込して下さい。 

http://gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/sympo2012  

東北沿岸生態連絡会では、東北地方太平洋沖地震による沿岸生態系への影響について調査・

研究を行っている方のネットワークへの参加を募集しています。参加ご希望の方は、下記

URL からお申し込みください。http://http://gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/  

問い合わせ先 東北大学生態適応グローバル COE 内 東北沿岸生態連絡会 

http://gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/ 事務局  岩渕翼 iwabuchi@m.tohoku.ac.jp  

 

【関東】 

●「魚の心理学 若狭湾潜水日記」 

ゲストスピーカー： 益田玲爾 

（京都大学フィールド科学教育研究センター准教授） 

自称「魚類心理学者」が、日本海の若狭湾で 10年にわたり潜って撮りためたお宝映像を一

挙公開。 

「魚はどんだけ賢い？」 

「魚は夜は何しているの？」 

「エチゼンクラゲに敵はいる？」 

http://gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/sympo2012
http://http/gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/
http://gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/
mailto:iwabuchi@m.tohoku.ac.jp
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といった潜水中の思いつきから实験的な研究に至るお話を、水中写真と料理写真を中心に

ご紹介します。また、震災以降継続して潜水している気仙沼の海の様子についてもご報告

し、魚たちの増え方から読み取れる海の回復の息吹をお伝えしたいです。 

 

益田玲爾（ますだ れいじ） プロフィール 

横浜生まれの東京育ち。小学生の頃、学級文庫にあった『イシダイしまごろう』

で魚好きのスイッチが入り、ジャック・クストーに憧れて海洋生物学者を目指

す。東京大学海洋研究所にて博士号取得。スコットランドに 2 年間の留学、ハ

ワイの研究所で 2 年間の勤務ののち、京都大学舞鶴水産实験所に着任。現在、

准教授。趣味は、ダイビング、テニス、マラソン、料理など。著書に『魚の心

をさぐる』がある。 

 

開催日時 2012 年 1 月 24 日（火） 19：00～20：30（18：30 受付開始） 

開催場所 モンベル渋谷店 5F サロン 渋谷区宇田川町 11 番 5 号 モンベル渋谷ビル 

TEL 03-5784-4005 

参加費 800 円 （前日までに申込をした OWS メンバーは 500 円です） 

定員 30 名程度(最尐催行 10 名) 

お申し込み方法 お電話(OWS 事務局 03-5960-3545) 

※キャンセルされる方は必ずご連絡ください。 

 

●海辺のナチュラリスト講座（スタッフ研修特別コース） 

 OWS では来年度も、子供を対象とした海辺で行う自然体験学習プログラム「ネイチャー

スクール（日帰り・宿泊）」を实施します。この「ネイチャースクール」にスタッフとし

て参加を希望される方は、このコースご参加ください。この特別コースでは、ネイチャー

スクールの实施準備のほか、海辺の自然や生き物と親しみ、楽しみながら自然を守るため

の基礎的な知識や方法を学べます。参加者には修了証として「ナチュラリスト」カードが

発行されます。 

 スノーケリングやダイビングなど特別なスキルは必要なく、健康な方ならどなたでも参

加できます。この機会にぜひご参加ください。 

 ※過去に開催した講座の様子はこちらのブログをご覧ください。 

 ⇒ http://ows.seesaa.net/article/228082847.html  

 ▼ネイチャースクールとは？（参考） 

 ⇒ http://www.ows-npo.org/activity/uminoko/index.html  

 

http://ows.seesaa.net/article/228082847.html
http://www.ows-npo.org/activity/uminoko/index.html
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＜2012 年度 第１回コース＞ 

開催日  2012 年 3 月 10 日（土）～11 日（日） 1 泊 2 日 

  開催場所 三浦半島 

  募集人数 6 名（最尐催行人員 3 名） 

対象者  1 回以上ネイチャースクールにスタッフとして参加できる方 

       ※OWS のサポーターまたは正会員への登録が必要となります。 

受講費  8,000 円（特別価格） ※通常受講費は 13,800 円 

       ※別途、宿泊費（1 泊 2 食付：8,000 円）、食費、往復交通費 

申込み・問い合わせ：OWS 事務局までホームページから、またはＥ-mail、お電話にて 

  ご連絡ください。(TEL:03-5960-3545) ⇒ http://www.ows-npo.org/volunteer/index.html#ns1  

  ※スタッフ研修を含まない通常の「海辺のナチュラリスト講座」をご希望の方は、お

問い合わせください。 

 

●ネイチャースクール三浦 ～小・中学生 参加者募集～ 

 小中学生を対象としたネイチャースクール・バスツアーを開催します。三浦半島の海岸

へ出かけ、海辺の自然観察と生きものしらべ、漂着物を使ったクラフト教室などを行いま

す。春の海ではどんな生き物や漂着物が見つかるでしょうか？ 

 ネイチャースクールでは、さまざまな体験学習を通じ、海の自然や生きものについて楽

しみながら学ぶことができます。 また、単に海辺での野外活動ではなく、生きものとの接

し方や思いやり、自然の大切さを伝えていくことがこのプログラムの大きなテーマです。 

小学 3 年生～中学 3 年生までのお子さんなら、どなたでも参加できます。お友達や兄弟で

お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。 

開催日  2012 年 3 月 25 日（日）日帰り 

募集人数 25 名（最尐催行人員 10 名） 

対象者  小学 3 年生～中学 3 年生 

参加費  OWS メンバー：1,600 円／非会員：2,000 円 

      （新宿からの往復交通費・クラフト材料・教材・保険代含む） 

       ※弁当・飲み物は各自持参してください 

集合解散 新宿駅西口 8:00 集合（バス送迎）17：30 解散（予定） 

引率   ＯＷＳネイチャーガイドが引率します。 

 詳しくは OWS 事務局まで E-mail、またはお電話にてご連絡ください。 

 

●江戸前 ESD ふくしまワークショップ《福島の海と魚を知ろう》* 

http://www.kaiyodai.ac.jp/event/1101/16354.html  

日時： ２０１２年１月２８日（土）１３時開場、１３時半～１７時 

場所： 東京海洋大学品川キャンパス 白鷹館２階 多目的ルーム‐１ 

http://www.ows-npo.org/volunteer/index.html#ns1
http://www.kaiyodai.ac.jp/event/1101/16354.html
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参加費： 無料 

定員： ３０名程度 

今回は、「下神白のウニ・アワビ漁業」をテーマとして、 

・神田穣太・海洋大教授（放射能汚染のお話）、 

・平川直人・福島水試研究員（いわきの栽培漁業の資源管理のお話）、 

・馬目祐市・下神白採鮑組合長（ウニ・アワビ漁のお話） 

から情報提供いただきます。 

 

【東海】 

●平成２３年度海藻おしば協会主催「指導者養成講座」２回シリーズ 

環境教育としての『第２回海藻おしば指導者養成講座』 

■シリーズ第２回目（海藻採集・磯の観察・海藻素材の準備・仕上げ实習） 

・日時平成２４年３月１０日（土）・１１日（日）の１泊２日 

・場所筑波大学下田臨海实験センター实習室（地図参照）／南伊豆の海岸 

・対象海藻おしば協会会員／一般（参加には協会入会登録が必要です） 

・参加料：￥６，０００（テキスト代・保険代含む／交通費・宿泊費１泊２食￥8,500別途） 

協会員以外の参加者：当日に海藻おしば協会会員登録をお願いします。 

*海藻おしば協会会員登録費￥３，０００（入会金・年会費）＋α（海の森基金／任意） 

＊第１回目に参加され、協会入会登録済みの方は除きます。 

・宿泊「和風ペンション小川」予定（筑波大学下臨海实験センターそば） 

・講師：田中次郎先生／東京海洋大学教授／海藻おしば協会顧問（予定） 

：横浜康継氏／海藻おしば協会顧問（予定） 

：野田三千代氏／海藻おしば協会会長 

：サポート：海藻おしば協会認定指導者 

・プログラム 

★第１日目／３月１０日（土）・受付・開校式・海岸や磯で漂着海藻採集と磯の観察会／

作品づくり 

１０：３０ 筑波大学下田臨海实験センター集合 

１１：００～１４：００ 周辺の海辺での漂着海藻採集と磯の観察会（車で分乗移動） 

＊弓ヶ浜（砂浜）／逢ヶ浜・（磯）＊車での移動／途中昼食／記念写真 

＊海藻採集と磯の観察会／指導：田中次郎先生・横浜顧問・野田会長 

１４：３０ センターへ戻る（休憩） 

１５：００～１６：００ 

＊海藻の下準備や保存管理实習（色止め・冷凍保存法）／野田会長と認定講師指導 

１６：００～１７：００ 

＊採集した海藻も使って作品づくり《ハガキ１枚》 
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１７：００ 民宿へ（風呂・休憩） 

１８：３０～２１：００（夕食／墾親会／費用は宿泊費に含む） 

＊なお、当日宿泊しない方は￥４，０００（飲み物代別）で参加可能 

★第２日目／３月１１日（日） 

・講座／田中次郎先生・海藻おしば教室レクチュアー・作品の仕上げ 

０９：１５ 筑波大学下田臨海实験センター第２研修棟２階实習室集合 

０９：３０～１０：３０ 田中次郎先生「海藻の話」 

１０：４０～１１：５５「海藻おしば教室レクチュァー」認定講師＆認定講師資格審査 

＊（但し、審査希望者があった場合）（審査条件として、これまで２回以上の講座受講の

方、また「おしば作品」の提出や海藻おしばとの関わりの履歴、今後の抱負等の作文提出

が審査の対象になります） 

１２：００～１３：００ 昼食（お弁当） 

１３：００～１４：３０＊前日制作した海藻おしば作品の修正とラミネート加工实習 

＊Ｑ＆Ａ：田中次郎先生／横浜康継顧問／野田三千代会長 

１４：３０～１５：００ 参加者全員で教室の後片付け（原状復帰）・解散 

★海藻採集や磯の観察会は天候の状況次第で内容を変更する場合があります。 

★プログラム内容は事情により変更する場合があります。 

★海岸での海藻採集では、防寒用上着や滑りにくく濡れてもいい履物（長靴）を用意して

ください。 

★また砂の付いた長靴などを入れるビニール袋も各自用意してください。 

★採集海藻の持ち帰り用に、クーラーボックスやビニール袋などご用意ください。 

＊参加申し込みは別紙参加申込書にご記入の上、メールまたはＦＡＸあるいは郵送にて２

月１５日（必着）までにご返送ください。 

磯の観察会採集した海藻の保存管理作品の乾燥仕上げ实習 

 

◆サンゴ礁学習プログラム 碧南海浜水族園（愛知県） 

2012 年 1 月 22 日（日）、2 月 5 日（日）にサンゴ礁学習プログラムの中から「サンゴのテ

リトリーウォーズ」をします。参加者募集中です。申込みはコチラまで。 

http://www.city.hekinan.aichi.jp/aquarium/  

◆浜名湖体験学習施設ウォット（静岡県）で MARE します 

2012 年 1 月 28 日（土）に MARE「魚をつくろう！」をします。 

参加者募集中です。申込みはコチラまで。http://www.orange.ne.jp/~ulotto/schedule.htm  

 

【関西】 

●海遊館サテライトギャラリー「サイエンス・カフェ」の参加者募集！ 

http://www.city.hekinan.aichi.jp/aquarium/
http://www.orange.ne.jp/~ulotto/schedule.htm
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海遊館サテライトギャラリーでは、城者定史（じょうしゃさだし）さんの大阪湾水中写真

展「竜宮城をさがして」を開催中です。そこで、水中撮影をライフワークにしている城者

さんの写真をもっと見たい！直接お話が聞きたい！というご要望にお応えし、スライド写

真を見せていただきながら、水中の世界や海の生き物のことを気軽に話しあう「サイエン

ス・カフェ」を開催します。興味のある方はどなたでもご参加いただけます。ご参加のみ

なさんには、浦島太郎の水中旅行のような気分に浸っていただけるのではないでしょうか。 

ゲスト 城者定史（じょうしゃさだし）さん 

日 時 2012 年 1 月 9 日（月祝）17：30～19：00 （開場 17：00） 

会 場 天保山マーケットプレース 2 階レストラン「メルボルンハウス」 

参加費 おとな 1,000 円 小中学生 700 円（ケーキ、ドリンクバー付き） 

     ※小学生は、保護者同伴でご参加ください。 

定 員 30 名（メール申込み先着順） 

申込み メールで表題を「1 月 9 日サイエンス・カフェ申込み」として、参加希望者全員の

お名前と年齢、電話番号、メールアドレスをお書きの上、s-c★kaiyukan.com（★を半角＠に

置き換えてください）あてに送信してください。数日中に折り返し、受付確認メールを送

信いたしますので、必ずご確認ください。 

問合せ 海遊館 06-6576-5501（9：30～20：00）または上記メールアドレスにご連絡くださ

い。 

【城者定史さんプロフィール】 

1970 年、三重県生まれ。水中写真家＆ダイビングインストラクターとして、透明度の高い

サイパン・テニアンの海で 10 年間を過ごす。現在、大阪コミュニケーションアート専門学

校のエコ系教務副部長として海洋・環境分野を担当。海や環境再生に関する様々なプロジ

ェクトを企画し、水をキーワードに森・海・川のネットワークづくりや地域活性化など学

生たちと共に取り組んでいる。写真を「写心」と捉え、撮影する一枚一枚に「思い」を写

し出す。できるだけ多くの方に『海』を伝えていくことが自分の使命だと思い、大阪湾再

生プロジェクトに関わりながら大阪の海や川などの水空間を撮り続けている。 

 

◆MARE リーダー養成ワークショップ開催します 

子どもたちに、海や海の生き物、環境問題などをテーマにして科学的な知識や手法、考え

方を教えるための科学教育カリキュラム”MARE”の指導法を学ぶ指導者養成ワークショップ

を開催します。 

日 時： 2012 年 3 月 24 日（土）～25 日（日） 9：30 受付 10：00 開始 - 17：30 終了 

会 場： 大阪 NPO プラザ（大阪市福島区吉野 4 丁目 29-20） 

主 催： ジャパン MARE センター（NPO 法人海の自然史研究所） 

対 象： 海など水辺をテーマとする科学教育に興味のある方 

定  員： 20 名 
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参加費： 18,000 円 

申 込： 事前申し込みが必要です。広報チラシと申込書はこちらにあります。 

http://blog.canpan.info/marinelearning/archive/254  

 

 

 

田辺湾口のサンゴが死んだ理由 

  南の海を彩る珊瑚礁の主役の一つがミドリイシ類である。通称テーブルサンゴなどの

異名を持つイシサンゴ類で、棲み場所や水深で色々な形を見せており、昔から分類が難し

い仲間だ。最新の研究から学名が変えられている種が幾つもある。古い名前がまかり通ら

ないことも学問の進歩があるからだ。しかし、中には和名が付いていない種もいる。遺伝

子レベルからの研究も進んでいるので系統分類も進展するであろう。 

  黒潮の影響を受ける田辺湾口の岩礁にも、ミドリイシ類が何種も生息している。浅瀬

に群体の数が多く、直径１m サイズの大きくて目立つものから、赤ちゃんの手の平くらい

のごく小さいものまで色々ある。残念ながら、南方の海のような壮大な景色にはならない。

水温と光が十分でないからだ。田辺湾は西に口を開いた大きな湾で、湾口部中央の水深が

30 m強と浅い。１年中比較的暖かく、真冬の最低水温が12℃を下回ることもめったにない。

だから、湾口付近に広がる岩礁では、水深数 m までの浅場に、大小のミドリイシ類が 1000

群体を優に超えて育っている。 

番所崎周辺の岩礁にいるミドリイシ類の内では、エダミドリイシを瀬戸臨海实験所水

族館で周年飼育展示している。この他、飼育展示している造礁サンゴ類は、オオスリバチ

サンゴ、キクメイシ、コマルキクメイシ、シコロサンゴ、トゲイボサンゴ、ヒユサンゴ、

ミダレカメノコキクメイシ、ルリサンゴなどで、すべて体内に共生藻を棲まわせている一

群だ。対岸の天神崎でも多くのイシサンゴ類が生息しており、最近の調査によると、ミド

リイシ類 12 種が報告されている。ただし、田辺湾で普通に見られるミドリイシ類は、クシ

ハダミドリイシ、エンタクミドリイシ、エダミドリイシ、ミドリイシ属の一種（和名未決

定）である。 

 

生きた貝類の貝殻上で生育するイシサンゴ類の発見 

http://blog.canpan.info/marinelearning/archive/254
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  珍しい例として、ミドリイシの一種が生きた軟体動物の貝殻上で生育している発見で、

これを契機に、瀬戸臨海实験所の３人のスタッフとサンゴ類や貝類の専門家らと一緒に、

田辺湾と沖縄でのこのような共生の記録を収集し、瀬戸臨海实験所欧文報告 38 巻（1998

年発行）に発表した。田辺湾からは 35 例が発見され、沖縄での５例も加えてまとめた。イ

シサンゴ類の６科８属 45 群体が 12 科 15 属の軟体動物の貝殻上に成育していた。大多数の

群体は１個の貝殻に１群体であったが、まれに４群体が付着していることまであった。 

 

ミドリイシ類の大量死 

  南方系の要素を示すミドリイシ類が大量に死んでいるのに気付いたのは、まだまだ海

水温の上がっていない 2005 年６月だった。实験所北側に広がる通称「北浜」から 50 m ほ

ど沖までに設けた定期観察の区画で、赴任してからの 12 年間で初めての出来事で驚いた。

北浜沖の２岩礁から洞門までの岩礁にかけての約 100 m × 50 m の範囲で成育する約 300

群体をチェックした。それらは最大長径が約 80 cm だったが、大きさにかかわらずほぼ壊

滅だった。生きていても群体の一部だけが辛うじて生残していただけだった。死んでいる

確率は高く 97％だった。一方、天神崎でよく知られた田辺市元島の西側岩礁で、約 375 m × 

200 m の範囲に見られる約 600 群体（ここでの最大長径は約１ m）を検査した結果、死ん

でいる確率は 99％とほぼ全滅に近い数値になった。 

  死んだ原因はすぐに推定できた。2005 年の冬季の水温が過去 12 年間で最も低下した

ことが京都大学防災研究所白浜海象観測所の長期データリストで記録されている。水温デ

ータは芹沢重厚さんからご教示を仰いだ。田辺湾口の中央部に設置された観測地点の水深

５ m の１日ごと平均水温の変化を見てみると、2005 年は、平均最低水温が 13.9℃以下に

なった時期が２月から３月にかけて２度もあった。２月２～７日の６日間は 13.１℃、２月

24 日～３月２日の７日間は 13.３℃が最低水温だった。ミドリイシ類の生息する岸辺では、

これよりさらに水温は下がっているはずだから、ミドリイシ類は最寒季の１週間連続した

２回の低水温に耐え切れず凍死したのだろう。 

  2004 年には台風が何度も紀伊半島に接近・上陸したため、暖水温季にシュノーケリン

グ観察がほとんどできなかった異例の年となった。台風の影響で、繰り返された強風波浪

により海底より砂泥が巻き上げられ、ミドリイシ類の上に降り積もって呼吸を阻害して弱

らせたはずだ。これに追い打ちをかけたのが低水温だった。この異例の現象は南紀生物同

好会「くろしお」誌の 24 号（2005 年発行）で報告した。 

 もちろん、天敵の影響も見逃せない。だが、イシサンゴ類の天敵である巻貝のシロレイ
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シガイダマシや棘皮動物のオニヒトデは田辺湾ではこれまで大発生しておらず、食害の影

響はほとんど考えられない。だから大量死は物理的な要因が主たるものだ。 

  今後の回復の見込みを毎日のように観察してきたところ、北浜の洞門に生息する 81 群

体のミドリイシ類はすべて 2005 年９月下旪になっても復活しなかった（図）。その一方で、

岩礁の先端にいる群体はごく一部だが茶色になってきた。すべての組織が死んでいたわけ

でなく、共生藻がすっかり抜けた後もなんとか生き永らえていたのだ。今後、他の海域か

らサンゴの幼生の流入も期待される。回復がどのようになっていくか見守りたい。 

 

図  田辺湾湾口付近で死亡したミドリイシ類。白浜町臨海で調査中の筆者が持つ黄色のス

ケールは 17 cm。 

 

 

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。 
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●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

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实施しています。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 口座番号：

１０６１０－６６７３０２１ 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 

明けましておめでとうございます。昨年の東日本大震災と津波は海の生き物にとっても

大きな被害をもたらしました。しかし、東北の海で調査を行っている研究者からは、着实

な回復が見られているという報告を聞きます。また、カキの養殖業者からは、この冬のカ

キの成長は格段に良いということも聞きます。沿岸の構築物が地震と津波で壊れたことが、

沿岸域の生態系を健全な姿に戻したようです。復興を考えるとき、これまでのコンクリー

トで沿岸を固める政策が見直され、沿岸生態系が健全な姿を続けられるような施策が強く

望まれます。海の生態系は地震や津波などの自然現象には回復力を持っています。しかし、

東電の福島第一原発事故による放射能汚染については、自然といえども大きな被害が予想

され、とくに海の生き物にとっては、これから放射能汚染が深刻化することが予想されま

す。海の生き物を食糧としてきた日本人にとっては、食の安全も大きな関心事にならざる

を得ません。海からの食糧は果たして安全なのか？海の生き物は、放射能にどう対応する

のか？みなさんの疑問と関心に尐しでも答えられるよう、海の生き物を守る会では、講演

会を 2 月 18 日に京都で開催します。講演会では、「ふるさとの海を歌う」と題して、歌手

の江藤ゆう子さんにも、歌とトークで参加していただきます。多くのみなさんの参加をお

待ちしています。（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！ 
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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。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 91 号  

2012 年 1 月 2 日発行 

発行＆編集人「海の生き物を守る会」 

代表 向井 宏 

〒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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