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「今月の日本の海」 知床半島カムイワッカの海 Ｐｌ 

北海道の宗谷岬から東側の海は、オホーツク海である。オホーツクの沿岸は東南方向に続

き、知床半島で終わりになる。知床半島のオホーツク側（北西側）は、冬には流氷が押し

寄せる世界でももっとも緯度の低い海である。一方、夏には、黒潮が分かれて日本海を北

上する対馬暖流が、宗谷岬

を越えてオホーツク沿岸

を流れ、最後に知床半島に

達する。流氷で知られる知

床半島にも夏は暖流が流

れ着く。また、オホーツク

海北部に流れ込む大陸の

アムール川は、オホーツク

海と南側の千島列島南部、

知床半島周辺の海の高い

生産性を支えていること

が明らかになってきた。知

床の海は、冬の厳しさと高

い生産性と多様な生態系

を維持していることから、

世界自然遺産として日本で 3番目に登録された。温泉としても有名なカムイワッカの滝が

直接流れ込む海には、多くの観光客が訪れている。       

 （北海道知床半島にて 向井 宏撮影） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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2011 年 12 月 16 日のフィリピン・マラヤ Malaya 紙に、アルカラ氏の以下のような論文が

掲載された。サンゴ礁の研究で著名な彼の意見を紹介したい。 

 

【海の環境問題への意見】 

「サンゴの移植」 Hard Coral Transplantation 

エンジェル・アルカラ Angel Alcala 

 

サンゴの移植は、ちょっとみると、サンゴ礁の劣化の問題への一つの解決方法であるよう

にみえる。環境問題に関わっている生物学者や政府の役人をふくむある人々は、それを推

奨している。枝状の石サンゴの一部を移植することが、1980 年代にフィリピンで試みられ

た。その試みの目的は、その技術が劣化したサンゴ礁システムを復元することができるか

どうかを試すことだった。すぐそばで見つかる健全なサンゴ群体から折り取られたサンゴ

の小さなかけらが、硬い石灰質の岩盤にセメントやボンドでくっつけられた。そのかけら

たちは、ゆっくりと成長することが観察された。 

 このやり方を科学的に分析してみると、多くの疑問が起こった。そして、結論はサンゴ

の移植はサンゴ礁の復元にとって良い方法とは言えないというものであった。 

 最近では、フィリピンの 25000 平方キロメートルのサンゴ礁のわずか 4％が破壊から守

られたのだが、もっと多くの人々の努力ともっと多くのファンドが今あるサンゴ礁を保全

するために使われた方が、（移植の努力をするよりも）もっと良いことである。 

 もっとも良いやり方にするためには、かなり多くの資金が必要になる石サンゴの移植が

なぜサンゴ礁の問題を解決することにならないかについては多くの理由がある。 

 第一に、移植に必要な健全なサンゴ群体がけっして十分にあるわけではない。なぜなら、

対象となるサンゴ礁の場所では、生きたサンゴの被覆率が 75％以上あるような優秀な状態
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にあるサンゴ群落は 5％以下にすぎない。ほとんどの優秀なサンゴ群落は、移植を必要とす

るところからは遠く離れた場所にある。調査された大部分のサンゴ礁は、大なり小なり劣

化が起こっていた。 

 第二に、移植に使用されるサンゴの断片は、普通枝状サンゴである。これらは、ソース

のサンゴ礁から移植される先のサンゴ礁に、できるなら海水につけた状態で運ばれるべき

であるし、移植するものが移植先まで運ばれる間、生きたままであることを確実にする運

搬手法が要求されるが、それは複雑であり危険性が高く、実際非現実的である。 

 第三に、移植したものは、様々な理由によって移植先で生き残れないだろう。生残でき

ない危険性を知っておくべきである。たとえその危険性が分かっているとしても、生き残

った移植体の生物量が、そのまま移植前の群体に残っていたときよりも多くなることを実

証的に示すべきである。 

 第四に、サンゴ群体の一部を移植用に取り除くことは、サンゴ個体群の遺伝的多様性を

増加させない。なぜなら、このプロセスは無性的繁殖であるからである。遺伝的多様性と

不均一性は有性的繁殖を行う個体群で現れ、遺伝的に活力のある個々の群体ができる。 

 サンゴ礁を保全するもっともよい方法は、それらを生態系として取り扱うことである。

そこでは、「なにものも取り上げない海洋保護区」（no-take marine reserves）のように、生

態系のすべての構成要素（生物であれ、非生物であれ）が、汚染や選択的搾取（集中的開

発）から保護されるべきである。これらの保護区では、すべての関係する種が正常に機能

し、全体の生態系の健全性に貢献している。 

 いかに自然が機能しているかを学ぶことのみが、人間の生活にサンゴ礁からの恵みを与

えることができる。                        （向井 宏 訳） 

 

アルカラ氏は、フィリピンの前シリマン大学副学長で、大学を引退した後、フィリピン水

域・海域研究開発協議会の副会長を務め、その後再びシリマン大学に戻り学長を勤めてい

る。サンゴ礁の研究者。 

 

 

 

【国際】 

●ロシアら カナダからタテゴトアザラシ生皮の取引を禁止 

カナダから輸出されるアザラシの生皮の 90％を輸入していたベラルーシ、カザフスタン、
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ロシア連邦は、このたびカナダからのタテゴトアザラシの生皮の輸出入を全面的に禁止し

た。カナダにとってロシアは最後の市場であった。カナダ政府が、アザラシ猟を終わらせ

る最大の機会が訪れたと言われている。ロシアは、2009 年に自国のタテゴトアザラシ猟を

中止した。その後、カナダからの輸入を行い、アザラシ製品の需要の低迷に苦しんでいた

カナダ政府を喜ばせてきた。しかし、それも終焉を迎えている。 

 

【東北】 

●浄土ケ浜の遊歩道 観光シーズン前に復旧へ 

東日本大震災で通行不能になった岩手県宮古市日立浜町浄土ヶ浜の海岸遊歩道を復旧させ

るため、環境省では、今年度中に通行止めになっている浄土ヶ浜ビジターセンター1 階から

観光船乗り場までをウッドデッキでつなぎ、車いすでも利用できるようにすることを決め

た。また、奥浄土ヶ浜近くの遊歩道については、観光客が増える 4 月前には仮復旧させる

見通しである。 

 

●戸賀湾にオットセイ出現 海に帰る 

1 月 10 日の朝、秋田県男鹿市の戸賀湾防波堤に、オットセイがいるのを住民が発見した。

男鹿水族館の職員によると、キタオットセイの体長約 1.5m、体重約 150kg の雄で、まもな

く海に戻って見えなくなった。キタオットセイは北太平洋から日本海北部まで分布し、男

鹿半島でもかならずしも珍しいものではない。昨年 6 月には雌のキタオットセイが船川港

小浜の海岸に打ち上げられて衰弱しているのが見つかっている。このキタオットセイは水

族館に収容されたが、1 ヶ月後に死亡した。6 年前にも 2 頭が死んで漂着しているのが見つ

かっている。 

 

【関東】 

●東京湾にクジラが漂着 

1 月 10 日朝、東京湾青海コンテナ埠頭の近くで、クジラの死骸が漂流しているのが発見さ

れた。海上保安部の監視船が死骸を岸壁に曳航した。死んだクジラは体長 10m ほど。東京

港に鯨が現れるのは珍しい。貨物船が船内の海水中に取り込んで運んだ可能性もある。ク

ジラの種類は今のところ不明である。 

 

●カニとエビの美を追究 杉浦千里企画展 

カニやエビを中心とした甲殻類の絵を描いたキャラクターデザイナーの杉浦千里さんの作

品を紹介する企画展「博物画に観るカニとエビの美」が、東京都江戸川区にある葛西臨海
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水族園で開かれている。杉浦さんは、2001年に39歳で亡くなったが、今回の企画展は、杉

浦さんの生誕50周年を記念したもので、代表作品の「ヤシガニ」や「ニシキエビ」など50

点をすべて一挙に公開している。絵とともに絵に描かれた実物のエビやカニの殻も展示し

ている。 

 

【北陸】 

●ガン・カモ飛来数に変化無し 冬鳥調査 

石川県加賀市片野町にある片野鴨池で行われた石川県の野鳥調査で、約 3 千羽のガン、カ

モ、ハクチョウ類の飛来が確認された。この数は、ほぼ前年並みで、東日本大震災や高病

原性鳥インフルエンザなどの影響を心配していた日本野鳥の会の会員らは、安堵の表情を

浮かべていた。調査では 12 種が確認され、絶滅危惧種のトモエガモは、むしろ前年よりも

5 割も増えて 1300 羽ほどが確認された。冬の渡り鳥を調べるこの調査は、片野鴨池の他に

も、小松市の木場潟、七尾西湾などでも行われている。 

 

【中四国】 

●架橋実現を求める意見が多数を占める 鞆地区住民協議会 

広島県福山市鞆町の鞆港を埋立て橋を架ける道路計画を巡って行われた鞆地区地域新興住

民協議会の説明会で、発言した住民23人の8割が架橋計画を推進するよう主張した。残りの

住民の発言は、江戸時代から続く景観を守るため、道路計画を白紙に戻すよう求めた。出

席した住民の多くは推進派だったようで、会場は埋立・架橋推進の意見で盛り上がったよ

うだが、原発建設やダム建設の住民の意見を聞く催しの多くで、推進派のやらせや、動員

が明らかになっているように、本当に住民の意見かどうかは、よく分からない。一方、海

を埋め立てて橋を架けることが、住民の生活に直接利害を与える場合は、住民には、埋立

が海の環境や生きものにどのような影響を与えるかという視点から見ようとする姿勢はだ

いたいにおいて期待できない。そのような場合は、はたして利害住民の意見だけを尊重し

ていいんだろうか。 

 

●米子水鳥公園にオジロワシ ２年連続の飛来 

鳥取県米子市にある米子水鳥公園に1月8日、北海道でのみ繁殖していることが知られる天

然記念物のオジロワシ1頭が発見された。米子水鳥公園では、昨年に続いてのオジロワシの

出現であった。発見されたオジロワシは、まだ十分に尾が白くなっておらず、体全体が黒

褐色であることなどから、若鳥と見られている。水鳥公園には、餌の魚を求めて来たと思

われる。 
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【九州】 

●馬毛島開発不許可へ 米軍訓練場使用は目的外 

鹿児島県は、種子島の沖の馬毛島で大規模な開発を行い、飛行場を建設して米軍空母艦載

機の陸上離着陸訓練場として使用させようとしている、東京の(株)タストン・エアポートに

対して、林地開発許可とその中の採石場の許可について、目的以外の開発を行っていると

して、開発許可取消処分を行うための聴聞の手続きに入った。会社側の言い分を聞くもの

だが、免許取り消し処分が行われると、沖縄で行われている同訓練を県外に移転させて、

沖縄の負担軽減と言い、辺野古に新基地建設を認めさせようとしている政府の思惑も、頓

挫することになる。 

 

●自主的に網目規制 宮崎の定置網漁業社 

宮崎県で大型定置網漁を行っているのは、10業者があるが、延岡水産開発は、漁業資源の

保全を目的に自主的に定置網の網目を大きくして、稚魚や幼魚を逃がす取り組みを10年以

上も続けている。同社の取り組みは、専門家も高く評価している。「魚が獲れる海を子や孫

に残したい」と同社長の岩切さんは、述べる。しかし、漁業資源は全国で低迷を続けてい

る。現状は、このような取り組みを漁業者の自主的な取り組みだけに任せておける事態で

はない。 

 

●抵抗性クロマツに松枯れ広がる 糸島海岸林 

福岡県糸島市の志摩桜井海岸防災林で、マツクイムシやマツノザイセンチュウに強い抵抗

性のクロマツが、松枯れを起こす被害が広がっている。西日本を中心に松枯れが日本全国

に広がったときに抵抗性のクロマツが品種改良で開発され、松林の再生に利用されてきた。

ところが、その抵抗性クロマツの海岸林が15％以上の被害を受けて枯れる事態になってい

る。これは、抵抗性クロマツをも害するより強力なマツクイムシやマツノザイセンチュウ

が進化によって出現したことを意味すると見られているが、別の種類のセンチュウによる

ものの可能性もある。これまで抵抗性クロマツの林で数本の被害が出た例はあるが、これ

ほどの大規模な被害は初めてのことだ。糸島市の海岸林には、2007-09年に抵抗性クロマツ

（商品名は筑前スーパーくろまつ）の苗木2100本を植栽しているが、2010年に約50本が枯

れているのが確認された。2011年には300本ほどが被害を受けたとみられる。 

 

●有明海の養殖ノリ色落ち 全域に拡大のもよう 

佐賀県有明水産振興センターの調べによると、鹿島市沖の有明海で養殖ノリが色落ちして、

ノリが黄色くなり、さらに重度の被害が出ているところでは、脱色して薄い色になってし

まっているところもあるという。色落ちレベルで最重度の「レベル４」と判定された海域



7 

 

がさらに広がっている。有明海の養殖ノリが壊滅的な被害を受けるのは、1995 年の諌早干

拓による潮受け堤防の締め切り以後、顕著になってきた。直接的な原因は、植物プランク

トンの増殖（赤潮状態）で栄養塩が枯渇するためであるが、今年も赤潮が拡大傾向にある。

栄養塩濃度を調査した結果は、平年の平均値 11.3 マイクログラムより大幅に低い 2.2 マイ

クログラムであった。漁業や佐賀県などでは対策事業連絡協議会を作り、窒素肥料の添加

などを検討しているらしいが、肥料添加では、一時的にノリの被害が収まる可能性はある

が、長期的に見るとますます海の環境を悪化させるだけである。栄養塩添加は、植物プラ

ンクトンの増殖をさらに促進させ、植物プランクトンとノリその他の大型海藻との栄養塩

を巡る競争は、結局赤潮を拡大する結果にしかならない。 

 

●砂浜を埋め立てて砂浜を作る 唐津湾 

佐賀県は、港湾の埠頭の浚渫土砂の捨て場に困り、1991 年から唐津湾の佐志浜を浚渫土砂

で埋め立て、住宅建設や病院の移転、商業地として売却などの計画を立てた。しかし、需

要はまったくなく、造成地の 8 割は未利用のままである。そこで、佐賀県が考えたのが、

埋め立て地の一部を「人工海浜」として整備する計画とした。その計画によると、埋め立

て地の 5％を再び掘削し、護岸を撤去して海水を入れ、遊泳のための水域や、浜辺とビーチ

バレーコートを整備し、住民の憩いの場とするという。護岸のあとには、砂の流出を防ぐ

ための石積みの堤防を作る。事業費は約 3 億 5 千万円と推定される。立派な自然の砂浜を

埋め立てて、人工海浜を作るという行政の無駄が、さらなる税金の無駄遣いを引き起こし、

海の生き物を殺し続けることになる。 

 

【沖縄】 

●サンゴ被度が急激に減少 泡瀬干潟沖 

泡瀬干潟を守る連絡会と日本自然保護協会は、再び干潟の埋立工事再開が始まった沖縄市

の泡瀬干潟で、工事現場から約1km ほど離れたサンゴ礁の調査を行った結果を発表した。

この調査は2005年から毎年行っているもので、2005年の調査では、サンゴの被度は58.7％で

あったが、以後毎年のように減尐し、2010年は26.9%まで減尐していた。しかし、一時的に

工事が中断していた2011年5月に行った調査によると、41.9%まで急速に回復が見られてい

た。今回は、逆に再び26.9%まで急激に低下した。泡瀬干潟を守る会の前川盛治事務局長は、

工事の影響は明らかだと、工事再開への怒りを語った。日本自然保護協会の安部真理子さ

んも「2005年は、一面サンゴが生育していたが、現在は半減した。サンゴよりも環境の変

化に弱い貝類の死滅も目立ち、貴重な海の生態系が危機にさらされている」と指摘してい

る。 
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●辺野古・大浦湾の生き物写真展 

沖縄県沖縄市に住むフリーカメラマンの牧志治さんが、名護市の辺野古沖や大浦湾の生物

を撮影した写真を、名護市東江のギャラリー「みんたまあ」で展示して、一般の人に無料

で紹介した。写真展は「沖縄うみさんぽ」という名前で、沖縄・生物多様性市民ネットワ

ークが主催した。沖縄リーフチェック研究会の牧志さんが撮り貯めておいた写真40点を展

示した。写真展には多くの市民や観光客が訪れ、アオサンゴなど辺野古・大浦湾の美しい

海と海の生き物のすばらしさに理解を深めた。 

 

●最悪の環境アセスメント評価書「提出」強行 辺野古基地建設で防衛局 

沖縄県普天間米軍基地の移転先として政府が予定している名護市辺野古の埋立と基地建設

による環境影響評価書（アセスメント）は、住民が座り込んで県庁への搬入を拒否する中、

早朝5時頃に、防衛局職員の手で、守衛室に置き去りにすると言う「提出」を強行され、沖

縄県では、1月6日に受理を決めた。まだ防衛局では内容を公表していないが、報道などか

ら漏れ伝えられる情報によると、最悪の環境アセスメントである可能性が高い。これまで

準備書などの審査で、専門家や市民グループなどから指摘されてきた内容には、ほとんど

改善が見られず、数年にわたってジュゴンの生態を調査すべきという意見には、1年だけの

調査結果を加えて、それ以前から調査しているので、複数年にわたる十分な調査を行った

と強弁しているなど、その場のつじつま合わせが目立つという。沖縄県議会では、県知事、

県議会、名護市長なども県外移設を求めている中で、国が辺野古移設を前提とした評価書

を提出したこと自体遺憾だとし、今後評価書を入手して精査する考えを示した。沖縄県知

事も、辺野古移設を容認する考えはないことを再三表明しており、埋立許可申請がでても、

許可しない見通しである。 

 

 

 

● 「全国砂浜海岸生物調査」リーダー研修会 参加者募集中 

まだ定員に空きがあります。リーダー希望でなくても参加できます。至急お申

し込み下さい。 

 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、調査を実施するリーダーの養成を目的として
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います。研修を通じて砂浜海岸生物調査の具体的な実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実施できる方 

 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
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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」。講演と歌を聴いて、私たちの生き方を考えましょう。ぜひおいでください。

お待ちしています。 

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」  

     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、沖縄の海洋博記念研究センターで、講演会と磯の生き物観察会を、海洋博研究

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 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） 

2 月 8 日（水）  京都市（京都府） 

2 月 11 日（土） 柏原市（大阪府） 田村郡三春町（福島県） 

2 月 12 日（日） 岐阜市（岐阜県） 杉並区（東京都） 大和市（神奈川県） 埴科郡坂

城町（長野県） 

 

 

●纐纈あや監督作品 映画「祝の島」上映予定 

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）  

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） 
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3 月 3 日（土） 小金井市（東京都） 

 

【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）の実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, またその実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． 

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) 

  (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 

https://sites.google.com/site/ecotonesendai/
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/campusmap/
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     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」実行委員会，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。 

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） 

・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 

mailto:yhira@izcc.tohoku-gakuin.ac.jp
mailto:tomita@rsch.tuis.ac.jp
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  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？」と

いった潜水中の思いつきから実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。 

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） 

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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定員 30 名程度(最尐催行 10 名) 

お申し込み方法 電話(OWS 03-5960-3545) ※キャンセルされる方は必ずご連絡ください。 

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、京都大学舞鶴水産実験所に着任。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。 

 

●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）」を実施します。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

スクールの実施準備のほか、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  

＜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。

(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。 

 

http://ows.seesaa.net/article/228082847.html
http://www.ows-npo.org/activity/uminoko/index.html
http://www.ows-npo.org/volunteer/index.html#ns1
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●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 

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・仕上げ実習） 

・日時平成２４年３月１０日（土）・１１日（日）の１泊２日 

http://www.kaiyodai.ac.jp/event/1101/16354.html
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・場所筑波大学下田臨海実験センター実習室（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（筑波大学下臨海実験センターそば） 

・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 筑波大学下田臨海実験センター集合 

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実習（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》 

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 筑波大学下田臨海実験センター第２研修棟２階実習室集合 

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実習 
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＊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実習 

 

●第 20回 森川里海セミナー「魚食力の復興」 

主催：伊勢・三河湾流域ネットワーク 
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●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】 

●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 

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  

 

 

 

《お詫びと訂正》前号（うみひるも 91 号）の「久保田信の白浜だより」は、（その１６）

となっていましたが、（その１７）の間違いでした。お詫びして訂正します。久保田さんに

はご迷惑をおかけしました。 

 

発光するオワンクラゲ 

  2004 年は１月下旪から毎日のように京都大学瀬戸臨海実験所の北浜にオワンクラゲが

打ち上がった。鉢クラゲのように大きく、ヒドロクラゲで最大級のオワンクラゲは、２月

８日には過去で最多の約 400 個体を記録した。小皿を伏せた姿で砂浜のあちこちに並んで

http://www.city.hekinan.aichi.jp/aquarium/
http://www.orange.ne.jp/~ulotto/schedule.htm
http://blog.canpan.info/marinelearning/archive/254
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いるが、ほとんどの個体は傘縁が傷んで触手がすっかり取れている。有性生殖を終えての

老衰による打ち上げと推察される。 

  このクラゲを特徴づける何十本もの放射管が、車輪のスポークのようにすじになって、

中央の口から傘の縁まで走っているのがみえる（図 1）。体が大きいので放射管を多数にし

ないと栄養を隅々にまで補給できない。放射管は部分的に膨らみ、生殖巣の存在を示して

いる。   

オワンクラゲ類は発光するクラゲとしてよく知られているが、打ち上げ個体の多く

は弱っているので発光しない。かろうじて触手が多尐残っている個体を選び、棒でつつい

て刺激すると、触手の付け根の部分が青白く瞬間的に発光した。触手が退化しかかってい

るためか、青白い粉末のようなものが一面に散らばることもあった。傷んでいない個体を

昼間に暗室へ持ち込み、刺激を与えてみたが、なぜか発光はまったく見られなかった。昼

間の時間を知る機構が体内にあって、明るい時間帯を避けているのなら新発見だろう。 

  アメリカ太平洋岸にも別種の大形のオワンクラゲが生息している。下村 脩博士のノ

ーベル賞受賞の材料になったのでとても有名だ。この種から発光タンパク質が抽出され、

現代では光る動物づくりに一役買っている。分子発生生物学のマーカー「ＧＦＰ（緑色蛍

光タンパク質）」遺伝子をターゲット遺伝子につなげ、後者の発現と緑色の発光を同調させ

て確認するしくみである。マウス、メダカ、ショウジョウバエ、カイコ、イネ、シロイヌ

ナズナなど系統が違うさまざまな生物にこの光る遺伝子が組み込まれている。まさにバイ

テク時代の申し子。ペットショップで光るメダカが 2003 年に販売され始めた。魅惑的に仕

立てたペットは趣味的には面白いのだが、自然に放たれた場合、何が起こるか分からない。

さながら光るモンスターだ。 

   一般に発光の目的は、天敵から捕食を逃れるための脅かしで、ホタルの発光とは異

なると思われる。しかし、クラゲ類が有性生殖のため特別な信号を相手に送るなんて、ち

ょっと考えられない。ヒドロポリプにも発光する種が知られているが、オワンクラゲ類の

ポリプではどうだろうか。 

 

▲ オワンクラゲの生活史  

  日本産のオワンクラゲの生活史の概略は、野外調査と実験室での飼育によりほぼ解明

されている。柿沼好子先生によって青森県浅虫に所在する東北大学の臨海実験所でなされ、

そこの研究報告に 1966 年に発表された。それによると、ポリプは群体性で、走根に多数の

ポリプ個虫が起立する。各個虫の丈は数 mm 以下と小さいので肉眼ではっきりとは見えな
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い。そこで実体顕微鏡で観察すると不思議な特徴がいくつも見つかる。 

オワンクラゲのポリプは、通常この仲間が保身のために身をすっぽり覆うキチン質の

囲皮を発達させていないで、花のような部分（ヒドロ花）がむき出しになっている。その

弱点を補うためかもしれないのだが、もう一つの不思議な特徴は、ヒドロ花にある多数の

触手の間に張られた「みずかき様の薄い膜」の存在である。その実際の機能はまったく不

明である。しかし、系統分類学上の鍵となる形質である。 

  このような膜は有鞘類としてまとめられるクラゲ（軟クラゲ目）を遊離させる一群の

ポリプのみが特有し、刺胞動物の他のどの分類群にもみられない。いかにとっぴな形態に

様変わりしても、膜がルーツを示しており、祖先のなごりをとどめた形質なのである。た

だし、有鞘類のポリプの全種がこれを持つというわけではないので、今後のさらなる意義

づけが要求されてはいる。 

  浅虫ではオワンクラゲのポリプは海藻やエラコ（ゴカイの１種）の棲管上で群体を形

成している。クラゲ芽を包んでいる薄い囲皮を破って海中へ遊離した若いクラゲは、軟ク

ラゲ目に属する他の様々な種の若いクラゲと瓜二つである。この発育段階だけ見せられた

のでは、どれがどの種なのか外見だけでは同定が不能である。 

 

図 1． 和歌山県白浜町の瀬戸漁港に漂っていた複数のオワンクラゲ 

 



22 

 

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

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 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 

新しい年が明け、いつのまにか半月がたちます。世の中の人々は、昨年の 3 月 11 日ので

きごとも忘れたかのように、日常に埋没していきます。それはそれで致し方ないことです

し、また必要なことでもあるのでしょう。でも、福島の人々の苦しみは、これから何十年

も続くのです。私たちの生き方が変わらなくては、彼らの犠牲はただ単なる自然災害と変

わらないものになってしまうでしょう。けっしてそうではないはずです。尐しでも、変え

る。変わればいいのではなく、変えるべき方向へ自分を変える。変えてくれる人を頼みに

するのではなく、自分が変わる。そんな決意がみんなに求められているのではないでしょ

うか。来月の 18 日、ハートピア京都に多くの方が集まり、そんな思いを共有できればいい

なと思っています。（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！ 

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
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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 92 号  

2012 年 1 月 16 日発行 

発行＆編集人「海の生き物を守る会」 
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ホームページ URL：http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html 
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