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「今月の海の生きもの」

タカアシガニ

Macrocheira kampferi

：

足の長さを加えると世界最大の甲殻類で、日本近海に固有の種として有名である。甲殻綱
十脚目短尾類（カニ類）。本州太平洋岸の水深 100m から 300m のやや深い海に棲み、小動
物や有機物を食べている。寿命は 10 年以上と思われる。早春の頃、雌雄がやや浅い海底に
上がってきて、雌がお腹に抱えた卵から幼生を孵化させ、その後、脱皮する。柔らかくな
った雌に雄
が交尾をし、
雌は新たな
卵を産み、腹
肢に卵を付
着させて、一
年以上、卵を
お腹に抱え
て過ごす。雄
は雌よりも
脱皮間隔が
短いため、雄
の成長が早
く、大型にな
る。駿河湾に
多い。
（静岡県戸田沖の駿河湾にて 向井宏撮影）
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【北海道】
●海鳥を守る 羽幌町が「飼い猫条例」制定
海鳥の天国として知られる北海道留萌管内羽幌町天売島の海鳥を守るために、羽幌町議会
は、天売島猫飼養条例を可決、成立させた。天売島では、飼い猫が海鳥の雛などを襲って
食べるなどの被害が出ており、海鳥を守る対策が求められてきた。同条例は、天売島内の
飼い猫には、個体識別のためのマイクロチップを埋め込むことを義務づけたり、不妊去勢
手術を求める内容。野生動物を守るための条約としては、道内では初めての試みである。

●「聖なる川」を守れ アイヌ民族団体が地元産廃業者と公害防止協定
オホーツク海に流れ込む紋別市の藻別川支流に産業廃棄物最終処分場が建設されているこ
とを巡って、地元の北海道アイヌ教会紋別支部は、河口部でアイヌの人々の伝統的な儀式
であるサケの捕獲があることから、反対運動を続けてきた。3 月になって、処分場の運営会
社リテックと処分場の運営に関して公害防止協定を結んだ。協定によると、処分場の敷地
内に立ち入り、水質などを調査・測定できることや、定期的に同社から水質調査の報告を
受けることなどが書き込まれている。

●洋野町も

防潮堤で津波対策

北海道洋野町では、東日本大震災の津波による被害があったため、復興計画では、全体の
防潮堤整備を想定していたが、地形の問題ですべては無理と言うことになり、津波対策と
して3つの案を提案した。
（１）北側に高さ12m の防潮堤を整備し、单側は宅地をかさ上げ
するか、もしくは高台移転を行う。
（２）海面からの高さ8.6m に宅地のかさ上げを行う。
（３）
全戸高台への集団移転。住民への説明会では、（１）案が現実的となった。各地で、津波対
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策と絡んで沿岸の復興計画が造られているが、沿岸の環境復元に配慮した議論はまったく
無視されている。このままでは、2000年に一度の津波対策で、沿岸の環境は劣化するばか
りである。高台移転と沿岸の自然環境復活を結びつけて議論されているのは、気仙沼の一
部のみというのは、危機的状態ではないだろうか。

【関東】

●霞ケ浦流入河川の土壌を市民が調査

放射性物質

東京電力福島第一原発の事故で、関東でも広範に放射性物質がばらまかれた。とくに淡水
では、高濃度の汚染が各地で見つかっている。霞ヶ浦では、56の流入河川があるが、環境
省による昨年12月の測定では、そのうちの24河川のみで行われ、しかも1河川で1カ所のみ
の測定で終わっている。その測定で、最高5500ベクレル／kg が測定されており、今後霞ヶ
浦も高濃度の汚染が起こる可能性が高い。この事実を知り心配する市民らが独自に放射性
物質の濃度測定に乗り出した。呼びかけたのは、霞ヶ浦で水草のアサザを復活させる運動
をしている NPO のアサザ基金。この呼びかけに応じて、常総生協や農民運動茨城県連合会
ら一般市民を含めた人々が、5つの流入河川の土壌調査を始めた。アサザ基金では、56河川
すべてで調査したいと、話している。

●東京湾で早くも潮干狩り始まる

富津海岸

千葉県富津市の富津海岸では、早くも潮干狩り場がオープンして、多くの家族連れなどが
アサリを掘り出していた。富津海岸の潮干狩り場は、昨年の震災と津波の影響大幅に入場
客が減少した。今年は放射能検査も行って安全性を確認して、一昨年並の18万人以上を見
込んでいるという。入場料は、一人1600円（小学生は半額）
。浜辺の潮干狩りも金儲けの対
象でしか無くなったのは、いつの頃からだったのだろうか。

【北陸】
●津波に備え海岸林強化へ 富山県
東日本大震災において、津波の襲来に対して、一定の役割を果たしたと評価されている海
岸林を、富山県ではあらたな防災事業に取り入れるため、海岸林の実態調査を始めること
になった。富山県では、沿岸の延長 25.2km、約 131 ヘクタールにクロマツやタブノキの海
岸林が植栽されている。調査は海岸林の樹種や高さ、太さ、密度などと同時に、海岸林の
周辺の道路、公共施設などの配置を調べる予定である。富山県では、海岸林の整備で津波
からの「減災」を通して、安全な町づくりにつなげたいとしている。東日本大震災の津波
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では、海岸林が流された場所も多かったが、海岸林が流れてきた瓦礫を受け止め、沿岸の
住宅を守ったり、津波の勢いを弱めるなどの効果が見られたことが分かってきた。一番問
題なのは、防潮堤を造ったために海岸林を用済みとして切り開いてしまった場所が、津波
の被害に遭っていることで、
防潮堤に依存する町づくりの危険性が浮き彫りになっている。

【東海】
●海岸の半分が工事完了

堤防耐震化

愛知県は、予想される東海大地震にそなえた海岸の堤防の補強工事を行っており、耐震対
策の必要な約 50km のうち、ほぼ半分の 25.5km の工事を終えたと発表した。工事は、液状
化を防ぐために堤防付近の地盤を改良し、堤防に鉄板を打ち込んで、地震時の地盤沈下に
耐える構造にした。工事を終えた海岸は、飛島海岸などで、一色海岸や豊橋海岸などはこ
れから行う予定である。各地の海岸でこのような津波対策を兼ねて耐震工事が行われよう
としているが、海岸の環境保全に配慮した工事が行われていない。緊急の工事という名目
で、環境に無配慮な工事が次々と行われることは、禍根を残すことになるのではなかろう
か。

【中四国】
●岩美・東浜で海岸侵食

遊歩道が崩落被害

鳥取県岩美町陸上にある東浜海岸の木製の遊歩道が昨秋崩壊しているのが発見された。こ
の遊歩道は、山陰ジオパークの一部で、近畿自然歩道として整備されたもので、海水浴客
や観光客に利用してもらう目的で 2000 年に造られた。東浜海岸は、近年徐々に砂浜の浸食
が激しくなり、海水浴場の確保も難しくなりつつある。歩道の崩落は数年前から始まり、
2005 年に歩道の一部が消失し、昨年は、あらたに約 75m の歩道が崩落、その後、崩落箇所
は 3 倍に広がっている。鳥取県では、歩道の 546m について通行禁止にしている。県土整備
局では、海岸の浸食に対処するために、漁港に溜まった砂を浜に入れるなどサンドリサイ
クルに取り組む予定であるが、歩道の補修については見通しが立っていない。

●上関原発は「着工未定」

中国電力は着工予定を書き込めず

山口県上関町長島に原発を建設する予定の中国電力は、今月にも国に提出する来年度の電
力供給計画に、島根原発 3 号機の運転開始と並んで上関原発の着工予定時期を書き込むこ
とができず、
「着工未定」とする方向で検討をしている。中国電力は、東電の福島第一原発
事故のあとも、上関原発建設を推進する姿勢であるが、政府の新エネルギー基本方針がど
うなるかまったく見えない現在では、着工予定を書き込むわけにはいかないという判断に
なったと思われる。ただ、建設をあきらめるつもりはまったく持っていないようだ。上関
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原発の建設をあきらめさせるためには、これからも粘り強い戦いが必要である。

●カキ業者が山に植樹
宮城県気仙沼のカキ漁師畠山重篤さんが NPO「森は海の恋人」運動を起こして、水源地の
山に植樹活動を行っていることはつとに知られたことであるが、広島県江田島市でも、若
手カキ養殖業を営む人たちが中心になって、
水源地の能美町にヒマラヤザクラを植樹した。
森づくりを通して海の環境保全について考えようと、7 年前から始めた。今年は、業者らで
作る江田島市水産物等販売協議会のメンバーらと小学生ら約 40 人が参加し、苗木 11 本を植
えた。ヒマラヤザクラはカキの収穫時期に咲き、二酸化炭素の吸収率が高いことから、選
ばれたという。しかし、外来種の植物を植えるのは、環境を正しく考慮した活動とは言え
ない。しかも、小学生に呼びかけていることは、環境教育を意識したものだろうが、これ
ではかえって環境問題を正しく教えることにはならないのではないか。昨今の多くの活動
が、このような本質を勉強せず、流行に流されるようなものが多い。

【九州】
●「わざと開門困難に」弁護団が農水省を批判
諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門の長期開門を求める「よみがえれ！有明訴訟」の原告
や弁護団は、一日も早い開門を求めて、3 月 13 日に東京で集会を開いた。その中で、弁護
団は、「あえて地元が受け入れられない案を採用し、一部地域といっしょになって開門調
査を先延ばしにしている」と批判した。原口一博衆議院議員も、「そのような動きを許し
てはならない」と話した。

●鹿子前海水浴場の海岸浸食対策に着手
長崎県佐世保市の鹿子前町鹿子前海岸では、海岸侵食が続いており、海水浴場の運営にも
支障を来すほどとなった。毎年海水浴シーズン前には、砂浜に約 70 立米の砂を補給してき
たが、沖合には 1m 以上の浜崖が作られており、海水浴客がおぼれて死ぬ事故も続いた。そ
のため、佐世保市では、海岸侵食対策事業を新年度から着手する予定である。予定してい
る対策事業は、沖合に堤防のような工作物を設置し、砂の流出を止めるとしている。また、
コンクリートブロックの立ち並ぶ海岸ができることになる。数億円のお金を使って海岸の
景観を台無しにする政策が続く。
それもダムなどによる砂の供給を絶つ構造を見直すなど、
本質的な砂浜侵食の原因を無くす対策をとらないためである。

【沖縄】
●ジュゴン（個体 A）が出現

名護市天仁屋沖

米軍沖縄普天間飛行場の代替え施設を辺野古沖に建設するための環境影響評価書が県民の
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反対する中で提出された中、辺野古の海の象徴ともされる天然記念物のジュゴンが、名護
市西海岸の天仁屋沖に現れた。尾びれの左側に切れ込みがあることから、評価書に記載さ
れた「個体 A」と思われる。評価書では、沖縄島周辺の海にはジュゴンは3頭しかいないと
記されており、絶滅が心配されている。

●「埋立は許可の見通し」

辺野古基地建設で日本政府が米に

米軍普天間基地の代替え施設として日米合意で辺野古沖を埋め立ててヘリ基地を建設する
こととされているが、沖縄県の反発が強くて移設の見通しが立たない中、日本政府がアメ
リカに「沖縄県知事が埋立許可を出す見通しだ」という見解を伝えていた。複数の米政府
筋が認めた。沖縄防衛局が提出を強行した環境影響評価書について、仲井真沖縄県知事は、
国の移設計画では環境保全は不可能という意見を提出している。しかし、日本政府は沖縄
県の意向を無視して、日米の合意に沿った計画を進捗させているとアメリカに米軍再編な
どを進めるように促すために流した情報ではないかと思われている。この報道に、沖縄県
は、反発を強めている。

●沖縄美ら海で講演会・観察会（５月１９-２０日）
2012年5月19-20日に、沖縄の海洋博研究センターで、向井 宏の講演会（センターとの共催）、倉
谷うららさんの講演会（海の生き物を守る会主催、センター後援）を開催します。翌日は、近くの備
瀬海岸で、海草藻場とサンゴ礁の生き物観察会（センターと共催）を行います。5月の沖縄はもう夏
のようです。青い海に入って、海の中を覗いてみませんか。ぜひご参加下さい。
［講演会］
日時：5月19日（土）10:00～15:00
場所：沖縄県本部町 海洋博覧会記念研究センター
講演：「世界の海草類とサンゴ礁における海草も場の役割」 向井 宏（京大特任教授）
講演：「海の生き物 フジツボの魅力」 倉谷うらら（海洋生物研究家）
［自然観察会］
「海草も場とサンゴ礁の生物観察」

指導は西平守孝（海洋博研究センター顧問）・向井 宏

申込受付は、2ヶ月前からです。定員がいっぱいになり次第締め切ります。沖縄県外から参加を希
望する方は、3月20日までに海の生き物を守る会事務局までお知らせ下さい。県外からの参加者
には、特別企画を予定しています。
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海洋博研究センター イベント情報
Ocean Expo. Research Center
（財）海洋博覧会記念公園管理財団 総合研究センター / Ocean Exposition Commemorative Park Management Foundation General Research Center

海洋博研究センター ・ 海の生き物を守る会 共催

参加無料

世界の海草類と
サンゴ礁における海草も場の役割
講演会

日 時：2012年5月19日（土） 10:00～12:00
場 所：海洋博研究センター視聴覚室
定 員：50名（先着順）
対 象：一般市民
講 師：向井 宏
京都大学特任教授・海の生き物を守る会 代表

世界の海草類の分類と
分布を概説し、海洋生態系 わけても
サンゴ礁における海草も場の役割について
国内外におけるこれまでの豊富な研究
成果に基づいて講演し、海洋
環境の保全を考えます
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海洋博研究センター イベント情報
Ocean Expo. Research Center
（財）海洋博覧会記念公園管理財団 総合研究センター / Ocean Exposition Commemorative Park Management Foundation General Research Center

海の生き物を守る会 主催 ・ 海洋博研究センター 後援

講演会

参加無料

海の生き物 フジツボの魅力
日 時：2012年5月19日（土） 13:00～14:30
海洋生物、わけても
場 所：海洋博研究センター視聴覚室
フジツボ類をこよなく愛する稀有の
定 員：50名（先着順）
海洋生物研究家の倉谷 うららさんを
対 象：一般市民
迎え、フジツボについてのうんちくを
話していただきます
講 師：倉谷 うらら (海洋生物研究家)

倉谷うららさんに、思い切りフジツボの魅力を語っていただきます。乞うご期待。
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海洋博研究センター イベント情報
Ocean Expo. Research Center
（財）海洋博覧会記念公園管理財団 総合研究センター / Ocean Exposition Commemorative Park Management Foundation General Research Center

海洋博研究センター ・ 海の生き物を守る会 共催

自然観察会

参加無料

サンゴ礁と海草も場の生物観察
日 時：2012年5月20日（日） 11:00～14:00
場 所：備瀬のサンゴ礁と海草も場
（海洋博研究センターに集合した後，現場へ移動）

定 員：20名（先着順）
対 象：一般市民（高校生以上）
講 師：向井 宏 海の生き物を守る会会長 代表
西平 守孝 海洋博覧会記念公園管理財団 参与

サンゴ礁の岩礁地帯の
多様な環境やそこに棲息する生物と、
サンゴ礁の砂泥底に発達する海草も場の
環境や海草と関わりながら棲息する
多様な生物たちを観察する

5 月 20 日は、大潮です。備瀬の海岸で泳いだりしながら海草藻場やサンゴ礁とそこに棲む
動物たちを観察しましょう。親子連れも大歓迎。沖縄県外から参加を希望する方は、海の
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生き物を守る会事務局までお知らせ下さい。観察会は人数制限があります。受付は 2 ヶ月
前からです。

【全国】
上関原発に反対して、奇跡の海とその環境を守り続ける祝島の人たちを描いた鎌仲ひとみ
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、日程と会場は下記の通り。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

3 月 17 日（土） 上水内郡信濃町（長野県） 千曲市（長野県）
3 月 18 日（日） 八丈町（東京都） 福岡市（福岡県） 秋田市（秋田県）
3 月 20 日（火） 藤沢市（神奈川県） 宗像市（福岡県）
3 月 24 日（土） 千葉市（千葉県）
3 月 31 日（土） 足柄上郡開成町（神奈川県）
4 月 2 日（月）

高崎市（群馬県）

4 月 8 日（日）

つくば市（茨城県）

4 月 15 日（日） 宮津市（京都府）

●纐纈あや監督作品

映画「祝の島」上映予定

3 月 17 日（土） 福岡市（福岡県）
3 月 25 日（日） 秩父市（埼玉県）

【国際】
●アースウオッチ・プロジェクト

参加者募集中

申込先：NPO 法人 アースウオッチ・ジャパン ℡：03-3511-3360 e-mail: info@earthwatch.jp
★ペンギン （南アフリカ） 研究分担金：¥173,000
花王・教員フェローシップ

生物多様性支援プログラムにより、この調査に参加する小中

学校の教員 10 名に支援があります。支援内容は、参加費約 25 万円、費用補助 10 万円およ
び環境教育実践のフォロー。テーマ「学校教育の現場で環境教育を進める上で、自然観察
や自然体験がどのような意味があると考えるか」について、1000～1200 字にまとめて応募
する。募集は 3 月 1 日～4 月 10 日。応募先：アースウオッチ・ジャパン 花王・教員フェ
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ローシップ係（102-0075 東京都千代田区三番町 24-25 三番町 TY プラザ５F）℡：
03-3511-3360 E-mail: info@earthwatch.jp

【国内】
●2012 年

アースウオッチ・国内プロジェクト

★温暖化と沿岸生態系－地球規模の環境変動が沿岸生物群集に与える影響の解明－
調査地：千葉県鴨川市～館山市にかけての岩礁海岸
開催予定：4 月・11 月（2 泊 3 日）
主任研究者：仲岡雅裕（北海道大学教授）
調査内容：磯の生物の分布を研究者が同定し、参加者が記録する
★沖縄のサンゴ礁－サンゴ礁の白化の過程とその原因の解明に向けた調査－
調査地：沖縄県国頭郡本部町
開催予定：6 月後半・9 月後半（4 泊 5 日）
主任研究者：鈴木 款（静岡大学教授）
調査内容：珊瑚の観察や海水と堆積物中のミクロ生物に関する調査の手伝い
★東京湾のアマモ－温暖化をはじめとする環境変化が沿岸生態系に与える影響を探る－
調査地：千葉県富津市
開催予定：6 月（1 泊 2 日）
主任研究者：仲岡雅裕（北海道大学教授）
調査内容：富津干潟において、アマモの植生状態を調べ、測定し、記録する
★東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト－被災した地域の生きもの調査（干潟
調査）
調査地：宮城県松島湾、島嶼、桂島、寒風沢島 ほか
開催予定：5～7 月中（1 泊 2 日）
主任研究者：鈴木孝男（東北大学助教）
調査内容：干潟の生きものを探し、記録する。被災前のデータと比較する
申込先：NPO 法人 アースウオッチ・ジャパン ℡：03-3511-3360 e-mail: info@earthwatch.jp
http://www.earthwatch.jp

【関東】
●沿岸環境関連学会連絡協議会シンポジウム
「海洋利用・管理における包括的環境評価の試み」
現在、地球規模で水・食糧・エネルギーの不足が大きな問題となりつつあります。わが
国においても、昨年 3 月の原発事故以来、安全で持続可能な資源・エネルギー供給の必要
性が広く世間でも議論されるようになりました。海洋、特に沿岸域は、持続可能な水・食
糧・エネルギーの生産の場として大きな潜在能力を持っています。しかし、その利用に際
11

しては、環境が持っている持続可能な供給容量を超えないよう適切に管理する必要があり
ます。また、たとえ持続可能な生産が可能であっても、全く経済性が成り立たなければ実
現させることはできません。（社）日本船舶海洋工学会 海洋の大規模利用に対する包括的
環境影響評価委員会（通称 IMPACT 研究委員会）では、これまで、このような海洋利用に
対して、環境の持続可能性と経済の実現可能性を包括的に評価できるような指標の開発を
行ってきました。今回のシンポジウムでは、海洋の利用・管理における包括的環境評価の
必要性について議論するとともに、IMPACT 研究委員会で提案している評価指標を紹介し、
よりよい指標の提案に向けた意見交換を行いたいと考えております。
テーマ：「海洋利用・管理における包括的環境評価の試み」
共 催：沿岸環境関連学会連絡協議会（沿環連）
日本船舶海洋工学会 海洋の大規模利用に対する包括的環境影響評価普及推進研究委員会
（IMPACT 研究委員会）
日 時：2012 年 3 月 25 日（日）10:00～15:00
場 所：東京大学 山上会館
参加費：無料
プログラム：
10:00～10:10 開会挨拶

廣石伸互（福井県立大学海洋生物資源学部 教授）

10:10～10:20 趣旨説明

大塚耕司（大阪府立大学大学院工学研究科 教授）

10:20～11:10 基調講演 1「沿岸域における包括的環境影響評価の必要性」
古川啓太（国土技術政策総合研究所 沿岸海洋新技術研究官）
11:10～12:00 基調講演 2「アサリの生活史を考慮した漁場環境評価手法の開発」
桑原久実（水産総合研究センター 水産工学研究所 生物環境グループ長）
13:00～14:00 IMPACT 研究委員会報告 「海洋大規模利用の必要性と包括的環境影響評価
Triple I」

大塚耕司（大阪府立大学大学院工学研究科 教授）

「Triple I を用いた東京湾の環境修復に関する評価例」

段 烽軍（キャノングローバル戦

略研究所 主任研究員）
「Triple I を用いた洋上風力発電に関する評価例」

村井基彦（横浜国立大学大学院環境

情報研究院 准教授）
14:00～15:00 総合討論 「環境施策に資する多面的、包括的な環境評価に向けて」

● 講演会「海から食卓へ広がる放射能汚染」
時間
3 月 17 日

場所
入場・予約

13:30～15:30
コール田無イベントルーム 2Ｆ

入場無料・予約不要（保育希望のみ要予約：042-425-4141）
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時間
場所

3 月 20 日

入場・予約

14:20～16:20
目黒区緑ヶ丘文化会館 本館 第三研究室

入場無料
予約（http://p.tl/a9q6 もしくは meguro.save.kids@gmail.com）

震災以降約 20 回行った講演でグリーンピースは、海や食卓の放射能汚染の現状、福島沖の
海洋汚染の現状、大手スーパー各社が放射能汚染食品に対してどのような取り組みを行っ
ているか、についてお話をしてきました。またグリーンピースと消費者との活動がこれま
でどのように大手スーパーの取り組みを変えてきたかを紹介し、近くのスーパーで安心し
て日々の食材を購入できる様、消費者が具体的にどのように働きかけていけるかを提案し
てきました。
このセミナーがきっかけとなり、放射能汚染への不安について周囲と話しづらい環境で生
活をされている方々が、その悩みや情報をセミナー参加者の間で共有しネットワークを広
げていったり、セミナー主催団体や地域のママさん方が主体となって地元のスーパーマー
ケットに「消費者の声」を届ける運動が始まったりと、各地で様々な動きがありました
日々摂取する魚介類の汚染状況や流通に関する情報を集め、
同じ悩みや問題意識を持つ方々
と繋がり情報交換をして、一緒にアクションを起こしましょう。皆さま、ぜひお集まりく
ださい

【東海】
●ヨットで佐久島へ出かけよう
日時：2012 年 5 月 5 日 9:00 集合 ヨットで佐久島へ行きます。
場所：愛知県佐久島
参加費：3500 円、中学生以下は 2500 円
定員：20 名。
参加申込：090-3852-9468 大矢まで。
佐久島では、現地に住む青年や、知多自然観察会の方の協力で、島を回ります。

【中四国】
●第６回

やまぐち地域再生フォーラム

「ふるさとの海は今：世界に誇る日本の自然の現状」
日時：2012 年３月１６日午後６時-８時半（午後５時半開場）
会場：山口市菜香亭（山口市天花 1-2-7、電話 083-934-3312、http://www.c-able.ne.jp/~saikou/）
ＪＲ山口駅より車で約７分（国道９号沿い七尾山トンネル横）
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路線バス/野田学園前バス停下車（徒歩２分）
入場料：無料
講演
１）「沖縄の自然は今、泡瀬・辺野古・やんばる」
水野隆夫（元環境省自然保護官、泡瀬干潟大好きクラブ代表）
２）「内海の豊かさは今、瀬戸内海・有明海」
佐藤正典（鹿児島大学理学部教授）

【沖縄】
●海洋博研究センター サンゴワークショップ
「サンゴの分類と同定 2012」参加者募集
・対象：一般市民・学生，受講料：無 料，募集定員：16 名（４日間とも受講可能な方）
・担当：西 平 守 孝
・内容：骨格標本を観察して，日本に分布する造礁サンゴの属の特徴を学習し，同定スキ
ルを修得する
・会場：海洋博覧会記念公園管理財団総合研究センター視聴覚室
・日時：2012 年 3 月 22 日（木）～3 月 25 日（日）（4 日間連続）09:00～17:00 まで
・ポスターは海洋博研究センターＨＰに掲載 http://www.kaiyouhaku.jp/grc/index.html
・参加申し込みとお問い合わせは下記まで：
海洋博覧会記念公園管理財団総合研究センター普及開発課 担当：篠原礼乃・高 英昭
電話：0980-48-2266（午前 9 時～午後 5 時）ファクス：0980-48-2200
E-mail: oerc@kaiyouhaku.or.jp メイルの件名は 「サンゴの分類と同定」 とお書き下さい

白浜では珍しいカミクラゲ
カミクラゲは８カ所に束ねられた触手を傘の縁からなびかせ、海表面直下まで浮かん
14

できたかと思えば、海底の方へと静かに沈んでゆきながら上下運動を繰り返す。毛髪のよ
うな多数の触手の根元には赤い眼が１個ずつあって、光を感知して浮沈を調節している。
この目の中にはレンズは含まれておらず、立方クラゲ類やタコ・イカ類、はたまた人間の
ように像を結べるような高級で精巧な目ではない。
2004 年２月に、今回はごく少数個体だったが、カミクラゲ（ヒドロ虫類）と久々に瀬
戸漁港で遭遇できた（図）
。白浜近海には、この 10 年余りではめったに姿を見かけない種
で、これまで北浜（漂着個体）と瀬戸漁港で１個体ずつだけ見つかっている。
カミクラゲも前に紹介したノーベル賞でよく知られたオワンクラゲと同様に、最大級
のヒドロクラゲである。成体が子供の握りこぶしほどで、縦長の傘は、高さが 10 cm に達
する。軟クラゲ目のオワンクラゲが横長なのとは傘形が異なるが、これは両者の遊泳力の
差につながっている。カミクラゲの方がすばやい動きができるのは、ジェット推進型体形
なのと、何百もの赤い目の存在がものをいうからである。
2004 年２月中旪のカミクラゲの記録は、この他には、元瀬戸臨海実験所教員の田名瀬
英朊さんが单部町堺港で、同実験所の太田満技術職員と山本泰司技術職員が白浜町袋港で
複数個体を見たとのことである。つまり同じ頃、白浜付近のあちこちで出現した。漁師さ
んたちによると、この年は冷水のため魚が捕れないので出漁できないとのことだった。
田辺湾のこの年の水温低下は確かで、元京都大学防災研究所白浜海象観測所の芹沢重
厚教員に、田辺湾口に設定された日本一古い観測棟（２代目）で時々刻々と測定されてい
る水温データの一部を教えて頂いた。2004 年２月８日に最低水温を記録し、13℃を切ろう
かという程度まで下がっていた。これ以上下がると熱帯系の魚類やタカラガイ類が凍死す
る。カミクラゲは紀伊水道北部の冷水が下り潮で一丸となってやってきたかもしれないと
のことなので、それならばこのあたり一帯への出現は納得できる。
カミクラゲは日本各地で比較的頻繁に遭遇できる種であるにもかかわらず、世界の誰
もそのポリプの姿を見たものはいない。実験室でもうまく得ることがまだできていない。
たとえばカイヤドリヒドラクラゲのように、
ポリプが他の動物と緊密な共生関係にあれば、
実験室でいくら努力をしても自然条件がかなっていないのでポリプへの変態をおこさない
だろう。こうなったら変態を促進させる薬を使ってポリプの実体をつきとめる手だてしか
残されていないだろう。
カミクラゲは新種として 1818 年に記載されて以来、日本特産種であり続けてきた。だ
が、ごく最近、韓国でも発見された。北日本にはいないのに冷水系の隣国にも最近になっ
て分布拡大したのだろうか。それとも元々いたのだろうか？生物地理学的な側面を突き詰
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めることも面白い。

図．

髪をふりかざしたような大形のヒドロクラゲのカミクラゲ（左は口側から、右は

反口側から観察）

５．事務局便り：
●事務局移転のお知らせ
海の生き物を守る会の事務局は、2 月 1 日以降、下記の住所に移転しました。それにともな
い、電話も変更になっています。ご注意下さい。なお、メールアドレスは変更ありません。
また、銀行口座なども変更ありません。
海の生き物を守る会 事務局
〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地
電話＆FAX：０７５－７４１－６２８１
E-メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
●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
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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
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
3 月も半ばを過ぎて、京都はようやく春らしくなってきました。しかし、北の地方では、
まだまだ春は先のことでしょう。でも、北も单も海の中ではもう生きものたちの活動が最
盛期を迎えています。海藻がもっとも盛んに成長するのも今頃です。春の大潮が始まり、
昼間の干潮時には普段見られない海底が露出し、生きものの姿を見ることが出来ます。ぜ
ひ、海に出かけてみましょう。
大津波に被災した東北沿岸ですが、復興が遅々として進まぬ陸上に比べ、海の中は、
確実に元の状態に還りつつあります。東北の被災地の壊れた建物の壁に「海なんて大っき
らい」と書いた落書きを見ました。きっと津波でなにもかも無くした人なのでしょう。そ
の気持ちは痛いほど分かりますが、
書いた人もきっと海が好きだった人なのだと思います。
私たちが海とどうつきあっていくのか、海を知ることなくしてその答えは得られないでし
ょう。海との関わりを無くしてきたことが、この災害を大きくした面もあると思います。
被災者が津波で流された家の跡に立って海を見ながら、
「海って、こんなに近いところにあ
ったのですね」と言った言葉が象徴的でした。背の高い防潮堤で海を見えなくして生活す
ることは、海との関わりを断ってしまうことです。関わりを持たない海に人々は関心を失
っていきます。海はそういう人の生き方に、俺はここにいるぞと主張したのかもしれませ
ん。海と関わって生きていくことは、周囲を海に囲まれた日本の人々にとっては、避ける
べきではない生き方なのではないでしょうか。（宏）
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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。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 94 号
2012 年 3 月 17 日発行
発行＆編集人「海の生き物を守る会」
代表 向井 宏
〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地
TEL&FAX:075-741-6281 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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