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「今月の日本の海」

広島県細ノ州

：

瀬戸内海には、まるで川のような速さで潮流が流れる島と島の間の海峡部の前後に、砂で
できた広大
な干潟があ
ちこちにあ
った。細ノ州
もその一つ。
非常に多様
な底生生物
が棲んでい
たが、瀬戸内
海の汚染が
進む中で、そ
の多様性も
激減してし
まった。海水
の汚染が改
善されても、
一度いなく
なった生物
は、帰ってこない。さらに海砂の採取が長く続いたために、干潟も次々に姿を消している。
（広島県三原沖の細ノ州にて 向井宏撮影）
1

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
目次
１．
２．
３．
４．
５．
６．

「今月の日本の海 広島県細ノ州・・・・・・・・・・・・・・・・１
海の生き物とその生息環境に関するニュース・・・・・・・・・・・２
「海の生き物を守る会」の活動予定・・・・・・・・・・・・・・・８
海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報・・・・・・・・・13
きらめく動物たちの命と海 久保田信の白浜だより（その２２）
・・･19
事務局便り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【北海道】
●オオハクチョウにも異変？

飛来数大幅に減少

例年冬には多くのオオハクチョウがシベリア方面から飛来する、北海道東部の厚岸湖や風
蓮湖、温根沼などで、今年は飛来数が大幅に減尐している。日本で最大のオオハクチョウ
の越冬地として知られる厚岸湖では、例年約1万羽が飛来するが、今冬は最大で11月末の3644
羽。一方、厚岸湖に並んで越冬オオハクチョウが多く飛来する風蓮湖では、昨年3月26日の
約6500羽に比べ、今年同日では、わずかに216羽だった。同じような傾向は、温根沼でも、
厚床沼、走古丹でも見られ、オオハクチョウの姿はまばらになっている。原因ははっきり
しないが、例年より低温だったため、これらの水面が氷結していたためにもっと南の海域
に向かったのではないかとも考えられる。

【東北】
●スズキに高セシウム 水揚げ自粛

漁業者ダブルパンチ

今年になって宮城県沿岸のスズキから100ベクレル／kg を超える放射性セシウム（最大360
ベクレル）が検出されたため、宮城県水産物放射能対策連絡会議は、金華山より南の宮城
県沿岸のスズキの水揚げを自粛することを決め、漁業団体に対応を要請した。宮城県での
水産物自粛は初めてのことだが、4月1日から始まる放射性セシウムの新しい基準値（100ベ
クレル）を超える魚を出荷すると、今後あらゆる水産物の出荷ができなくなることを怖れ
ての決定である。3月30日の漁から捕れた魚を船上で選別し、スズキはすべて放流すること
にした。東電の福島第一原発事故は、政府の収束宣言にもかかわらず、大量の放射性物質
を放出し続けているし、すでに蒔き散らした放射性物質はこれから雤などによって海に集
積される。それが食物連鎖によって大型の魚やほ乳類などに集積される。海の放射能汚染
はこれから深刻さを増すと思われる。沿岸漁民にとっては、津波とともにダブルパンチと
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なる。沿岸漁業の復興はいつになるか見通しがたたなくなってきた。

●沿岸道路かさ上げで津波防御

生態系への配慮はゼロ

宮城県仙台市は、復興交付金の申請に、沿岸道路の嵩上げ事業を盛り込んだ。津波対策の一環
として、海岸沿いの県道塩釜亘理線と市道約9km の範囲を、高さ6m ほど盛り土して、津波防御に
も役立てることとしている。事業費は約200億円。これに対して、平野復興相は、嵩上げが津波への
効果的対策になるとして、仙台市のみならず他の沿岸自治体でも同じ事業を行うことで、認める方
向を示唆した。海岸道路を一律に嵩上げすることは、沿岸の復興方向をほぼ決めてしまうことにな
る。海岸沿いに道路を走らせることが沿岸の生態系を壊してきたこれまでの結果から、異議を唱え
る研究者もいるが、そのような考えはまったく無視されている。

●陸前高田の海岸に7.8m の防潮堤
宮城県と陸前高田市は、宮城県海岸に防潮堤を復旧するための説明会を行っている。3月27
日には陸前高田市広田町の大陽公民館で、大陽海岸の防潮堤について住民への説明を行っ
た。その説明によると、防潮堤の高さは8.8m。これまでの高さ6.3m を上まわる高さだが、
今回の津波の高さには及ばない。説明によると、数十年から百数十年に一度起こると想定
される宮城沖地震津波の想定7.8m に対応するものとして高さを決めたという。これまでの
6.3m の防潮堤は一体なんだったのか。そして、今回起こった津波の高さにまったく及ばな
い防潮堤とは、非常に中途半端だ。これでは、住民の防潮堤依存の心理を変えることなど
できない。役人こそ防潮堤依存の心理に陥っていないだろうか。高田の松原の海岸林はど
うなるのだろうか。

【関東】

●うなぎ稚魚の遡上時期

半年も遅れる

大幅に資源が減尐しているとして憂慮されているウナギの稚魚（シラスウナギ）は、毎年
晩秋から初冬にかけて本州の河川を遡る。その時期になると河口にはシラスウナギを獲る
ための小屋がけが立ち並ぶ。ところが、神奈川県の相模川河口でシラスウナギの遡上を調
査していた東京大学大気海洋研究所の青山潤准教授らによると、2009 年 11 月から 2011 年
10 月までの毎月、新月の夜に川を遡るウナギの稚魚を捕獲して数えた結果、遡上のピーク
は、それまでに知られている初冬から翌年の初夏に移動、半年もの大幅な遅れが生じてい
ることが分かった。このような遅れは、シラスウナギをとる漁業者にも知られていて、漁
期の延長や期間設定の変更を求める声が上がっていたが、この調査はそれを裏付ける結果
になっている。理由はよく分かっていないが、河口を遡る時期に多くの人間がやってきて
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シラスウナギを片っ端から獲ってしまう事態が長く続いているため、ウナギも時期を遅ら
せて、死亡率を減らすという自然の適応的な現象なのかも知れない。

●あらたにヒラメなど 3 魚種も自粛

セシウム５０bq 超え

茨城県では、魚から 50 ベクレル／kg を超える放射性セシウムが検出された場合は、出荷を
自粛している。これまでに 14 種の魚が、出荷されていない。あらたに北茨城沖のヒラメで
260 ベクレル、ババガレイから 137 ベクレルが検出されたため、この 2 魚種について県内全
域で出荷を自粛することになった。また、大洗沖のイシガレイからは、92 ベクレルが検出
され、茨城県東海村から大洗沖では、イシガレイの出荷を自粛することになった。茨城県
は国の基準を先取りし、さらに自为的な基準（50 ベクレル）を採用して自为規制を行って
いるが、このままではほとんどの魚種に拡大しかねない。茨城県の漁業は、危機的状況に
差し掛かっている。

●三番瀬をラムサール登録湿地に

14万２千の署名が集まる

東京湾奥部の浅瀬「三番瀬」の保全を目指す運動をしている「三番瀬を守る署名ネットワ
ーク」では、三番瀬をラムサール条約登録湿地にするよう働きかけているが、このたび条
約登録を求める署名14万2019筆を千葉県知事に提出した。ラムサール条約は国際的に重要
な湿地を保全するために結ばれる条約で、登録湿地になれば、政府や地元が湿地保全のた
めの施策を行う義務が生じる。今年7月には、ラムサール条約第11回締約国会議がルーマニ
アのブカレストで開かれる。その席で、三番瀬を登録湿地として認定してもらうことを目
指して署名活動を行ったもの。しかし、署名を受け取った千葉県では、積極的にラムサー
ル条約に登録しようという姿勢が見えない。三番瀬が恒久的に保全されては開発の邪魔に
なるという一部の経済界や政治家の思惑があるからだと思われる。三番瀬では、千葉県が
第二東京湾岸道路の建設を予定しており、市民の反対にもかかわらずあきらめていない。
また、人工ビーチ建設によって再開発の予定も描かれている。署名ネットワークの織内事
務局長は「三番瀬は生物多様性の保全という観点からも、世界的に重要な干潟である。千
葉県や市川市の腰が重いのは残念だ。今年はダメだとしても、絶対にあきらめないで運動
を続ける」と話している。

【中四国】
●アサリ漁を 1 年禁止

浦ノ内湾「天皇洲」

高知県浦ノ内湾では、アサリの漁獲量が減尐し続けているため、このたびアサリ漁を 1 年
間だけ禁止することにした。決めたのは高知海区漁業調整委員会。禁止されるのは須崎市
の干潟の一部の「天皇洲」とよばれている一帯。高知県ではアサリ漁の漁業権は設定され
ていないため、毎年浦ノ内湾には大勢の潮干狩り客が訪れている。高知県がアサリの禁漁
に踏み切るのは初めてのことで、それだけアサリ資源の減尐が危機的であることの証であ
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ろう。高知県では 1983 年をピークとして、アサリの漁獲量は減尐を続け、2000 年以降は、
ピーク時の 20 分の 1 程度まで落ち込んでいる。高知県では、禁止期間を利用して、アサリ
の生育環境の改善や資源調査を行う予定。アサリ資源の減尐の原因として、高知県水産試
験場では干潟表面の環境悪化をあげ、改善措置として干潟の耕耘を予定している。干潟の
耕耘はアサリにとって好適な環境を提供することになると思われるが、一方、干潟をもっ
ぱらアサリの漁場だけにすることは、生物多様性を保全することから逆の結果を招きかね
ない。干潟は漁業者にとっては畑と同じ感覚かも知れないが、海は漁業者だけのものでも
ない。陸上の畑（農業）が環境に悪い影響を与えていることが、指摘されてきており、環
境に負荷を与えない農業の研究も盛んに行われている。しかし、海ではまだ悪影響を与え
るような生産性向上ばかりが進められている。

●天然雑種を確認 シマフグｘコモンフグ
山口県上関町沖の底曳き網で珍しいフグが掛かった。漁師の届出を受けて、瀬戸内海区水
産研究所が調べたところ、シマフグとコモンフグの雑種と判明した。シマフグは60cm にな
る大型種だが、一方のコモンフグは20cm くらいの小型のフグ。両種の雑種が見つかるのは
非常に稀だという。有毒かどうかはわからないので、食用にはしないようにとの由。

●上関原発 着工は「未定」

中電は推進姿勢

3月27日、日本の９電力会社はいっせいに2012年度の電力供給計画を発表した。上関原発計
画をかかえる注目の中国電力の供給計画では、上関原発の本体着工、運転開始の時期を「未
定」と記述し、国がエネルギー政策を発表したあと、一気に建設計画を進めるための布石
とした。記者会見で、中国電力の苅田社長は、
「再稼働を現在は見通せないが、原発の開発
は重要で、理解を得る努力をしたい」と、原発推進を続ける姿勢をはっきりと示した。中
国電力は、建設予定地の長島田ノ浦に反対派住民を立ち入らせないための海岸の占用許可
の期限が切れたため、ふたたび占有許可申請を上関町に提出し、上関町長は「不許可にす
る理由が見あたらない」という訳の分からない理由で、再び許可を与えたことが明らかに
なった。まだまだ上関原発計画は、しぶとく生き残っている。息の根を止めておかねばな
らない。

●最大量のごみが漂流

2011年度

広島県の国交省中国地方整備局の海面清掃で、2011年度に1653立方メートルものゴミを清掃
船が回収していたことが分かった。この量は、同整備局が回収を始めた1974年以来、最大
量であった。例年のゴミの量は平均1000立方メートルくらい。同整備局の海面清掃船が回
収する範囲は、広島県と山口県の瀬戸内海側。この大量ゴミが出た理由は、昨年の梅雤期
に大雤が多く降ったため、
川などに溜まった大量のゴミが海に流れ出したためと見られる。
ゴミの大半は発泡スチロールなどの石油製品。ゴミ回収の費用は、約1億3千万円という。
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●児島湖流域浸水対策協議会が発足
2011年9月に台風12号による浸水被害に遭った児島湖の周辺自治体が、児島湖流域浸水対策
協議会を発足させた。参加した自治体は、岡山市、倉敶市、玉野市、早島町の4自治体。協
議会の規約には、河川改修を進めることや児島湖の水位を下げることなどを総合的に協議
することが書き込まれた。昨年の台風12号では、389戸が床上浸水し、4861戸が床下浸水し
た。被害の一因として、児島湖と児島湾を隔てている閉め切り堤防の管理のあり方が問題
だとして、岡山県にも改善を働きかける予定である。児島湖周辺は、昔の児島湾を埋め立
てて作った開拓地で、もともと洪水被害が起こりやすい土地。河川改修もほぼ100％近くな
されている。津波の場合も同じだが、災害対策で海岸線の管理を問題にするときに、海岸
法で書かれた環境への配慮という項目はほとんど無視されてしまう。国交省がもっとしっ
かりと法の趣旨を理解させる役目を負うべきではないだろうか。

●アマモの種子から酒を醸造
瀬戸内海区水産研究所の研究員らのグループが、アマモの種子を使って、日本酒の醸造に
成功したと発表した。海産植物を原料にした酒は世界でも初めてという。これは水産庁の
委託で、バイオエタノールの開発研究の一環として行われ、海産植物のアマモの種子に注
目したものである。アマモの種子にはアルコール発酵に必要なデンプンが、小麦と同じく
らい含まれていることから、日本酒と同じくらいのアルコール濃度13％にすることに成功
した。これまでにワカメやアオサなどの海藻類を原料にして醸造してきたが、アルコール
濃度はせいぜい4％以下で、成功とは言えなかった。アマモの種子では、1kg から400ミリリ
ットルの酒が出来た。問題はアマモの種子を確保することだろう。

【九州】
●延岡の海にマンボウが棲み着く
宮崎県延岡市浦城町の浦城湾に魚のマンボウが棲み着いて、地元のダイバーやダイブショ
ップがマンボウといっしょに泳ぐツアーを呼びかけている。浦城湾の中にあるコンクリー
ト製の生け簀の跡に住み着いたもの。クラゲを为食とするマンボウにしては変わったとこ
ろに棲み着いたものだ。

●コンクリート護岸を石積みに

那珂川河口

福岡市の那珂川下流の河口部護岸は、古いコンクリート製だが、福岡県の検討会では、景
観向上のためにコンクリート護岸を石積みの「間知（けんち）石積み」による石垣構造に
することを決めた。コンクリート護岸化される前は、同じ間知石積み構造だったことから、
昔の景観を取り戻し、観光にもつなげるのが狙いだという。下流の 1.7km で今年 10 月から
工事を行う予定。
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●唐津湾沖の海砂採取認可

調停案

佐賀・長崎両県が受け入れ

佐賀県唐津市沖で長崎県の海砂採取業者が操業を続けている問題で、佐賀県と長崎県が認
可区域の境界線について対立を続けていたが、総務省の自治紛争処理委員会が調停案を示
し、両県ともそれを受け入れることになった。その結果、両県は佐賀県が为張してきた「等
距離ライン」を基本として交渉を開始することになった。しかし、現在長崎県が等距離ラ
インを越えて唐津沖で認可している区域については、経過措置として今後 10 年間に限って
現状を認めるとしている。その妥協案によって、長崎県の業者による唐津沖の海砂採取は、
今後 10 年間は現状のまま続くことになってしまった。海砂採取利権のみではなく、海の生
き物へ与える影響についても、十分考慮して欲しいものだ。

●海砂搬入船 20 隻虚偽報告
有明海の福岡県沿岸で、海底の覆砂工事を行う際、長崎県の海砂運搬船が実際に運搬して
いない船が運搬していたように書類や写真を改ざんしていたことが、長崎新聞社が福岡県
に情報公開請求をして手に入れた書類から、発覚した。この覆砂工事は、福岡県が発注し、
長崎県内の離島や玄界灘などで採取した海砂を搬入業者が購入し、福岡県大牟田市沖の有
明海に撒いている。福岡県が調べた結果、2010 年、11 年度の計 20 隻が実際は海砂を搬入
していないのに、別の船が搬入している写真を報告するなどして虚偽の報告をしていたこ
とが明らかになった。業者は、天候不良などで予定していた船が使えず、工期に間に合わ
せるために別の船を使ったと为張しているが、実際には砂の搬入は行われなかったとみて、
福岡県は文書と口頭で注意し、工事成績評定点を減点した。長崎新聞社の調べによると、
長崎県内で採取された海砂の量よりも、一部で有明海にまいたと報告している砂の量が多
くなっている問題もある。

【沖縄】
●昨年５月防衛局がジュゴン確認

アセスに記述せず

米軍普天間飛行場を沖縄県名護市辺野古に移設を予定している沖縄防衛局は、環境アセス
メント評価書を無理矢理沖縄県に提出し、その中でジュゴンの生息域は辺野古周辺にはな
く、辺野古基地建設によるジュゴンへの影響はほとんどないと結論づけていた。この結論
には環境団体を始め、多くの疑問が提出されてきた。また、辺野古周辺の海域で頻度高く
行われた調査の影響でジュゴンが辺野古周辺に近寄らなくなったとして、調査でジュゴン
を追い散らし、ジュゴンは辺野古を利用していないという結論を作り上げたという批判も
出ている。ところが、共同通信による情報公開請求で明らかになった沖縄防衛局の調査報
告書には、沖縄防衛局自身が昨年 5 月にジュゴンが辺野古の隣接海域で泳いでいるのを確
認していたことが分かった。また、その報告書では、辺野古を含むさまざまな海域にジュ
ゴンが出現する可能性があると記述し、「今後の行動範囲を注視する必要がある」と書い
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ていた。それにもかかわらず、発見されたのが調査期間の後と言うことで、環境アセス評
価書には、上述したように「影響なし」の結論しか書いていない。不利な事実を隠して、
影響なしという結論に強引にもっていったことがますますはっきりした。

●上関・祝島と田ノ浦で磯の観察会

参加者募集中

海の生き物を守る会は、長島の自然を守る会と共催で、中国電力原発建設予定
地の上関町祝島と長島田ノ浦で、船によるスナメリ観察および磯の生物観察会
を以下の日程で行います。乗船定員がありますので、参加希望者は、早めに申
し込んで下さい。
5月6日（日）09:30 上関町室津港に集合・乗船 スナメリなど観察
10:30 祝島で講演会（講師：高島美登里・向井 宏）
11:30～12:30 昼食および祝島散策
12:30 船で田ノ浦へ 田ノ浦で潮間帯の海の生き物を観察＆調査
14:30 船で上関へ
15:00 室津で解散
参加費：一人3000円（昼食代および資料代）
定員：20名（先着順）
講演：高島美登里「
“奇跡の海”長島 ～これまでの上関原発反対運動～」
：向井 宏「長島の海の生物とその調査」
雨天中止、小雨の場合は決行します
合羽、弁当をご持参下さい。可能な方はカメラ、図鑑、長靴など、ご持参下さ
い。小舟で海から直接田ノ浦の浜に上陸します。濡れても良いズボン、靴をご
用意下さい。天候によっては船が出航できない場合があります。その節は、ご
容赦ください。船が出せない場合は、陸から車で行くこともあります。その場
合は、山道を歩くことになります。
主催：海の生き物を守る会、長島の自然を守る会
申込先：海の生き物を守る会事務局（yasukom@kca.biglobe.ne.jp）
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●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、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。参加を希望する方は、海洋博研究センタ
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ー普及開発課までお知らせ下さい。℡：0980-48-2266 http://kaiyouhaku.jp/grc/ 観察会は人数
制限があります。

●さしあげます
下 記 の 報 告 書 、 余 部 が 10 部 程 度 あ り ま す 。 希 望 者 に は 差 し 上 げ ま す 。 向 井

宏

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせ下さい。着払いでお送りしますので、送料はご負
担下さい。

第 7 回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（藻場調査）報告書」2008 年
9月

環境省自然環境局

生物多様性センター

p.428

CD 付き

【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」
、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

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）
4 月 21（土）～22 日（日）

東京都北区王子

4 月 22 日（日） 姫路市（兵庫県） 羽生市（埼玉県） 柳川市（福岡県）
4 月 29 日（日） 日進市（愛知県） 伊豆の国市（静岡県）

●纐纈あや監督作品

映画「祝の島」上映予定

4 月 14 日（土） 吹田市（大阪府）
7 月 1 日（日） 東久留米市（東京都）

【国内】
●2012 年

アースウオッチ・国内プロジェクト
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★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）
为任研究者：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）
为任研究者：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）
为任研究者：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）
为任研究者：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】
●

荒川河川敷で自然大満喫！！
野草観察と自然再生体験！！

荒川の河川敷で草刈りなどで体を動かし、汗を流し、大都会で自然を肌で感じ
てみませんか。活動後は、ビールを飲みながら歓談しましょう。
【日時】４月２９日（日）

10:00～13:00

【場所】荒川下流ポケットエコスペース
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【内容】１.鎌を使っての草刈り体験をします。
２.ヨシズ作り器具を使ってのヨシズ作り体験をします。
３.楽しい野草観察をします。
４.ビールを飲みながら歓談します。（おにぎり、おつまみ
あります。お子様にはジュースあります。）
【持ち物】鎌、軍手、飲み物、作業ができる服装
尚、鎌のない方はお貸しできますので、申込時
お知らせください。
【定員】30 名(申込先着順)
【申込】NPO 法人

ネイチャーリーダー江東

または

松本

メール：info@nlkoto.sakura.ne.jp

☎ 090－9672－7084

までお願い致します。

＊雨天の場合は中止いたします。
荒川下流ポケットエコスペースの場所
荒川下流ポケットエコスペースの行き方
電車の場合・・・東西線

徒歩で鉄橋

下まで出て、
河川敶の中にある道路を河口側に約 1,000m

東西線

進む。道路際にある「飛び出し注意」の看板が目印。

南砂町駅

清砂大橋

南砂町駅下車

鉄橋より徒歩で 20 分、駅より 30 分で着く。

+

荒川

自転車の場合・・・清砂大橋の河口側に約 1,000m 先の
道路際にある「飛び出し注意」の看板が目印。きのこ
形をした休憩施設に集合。

白い煙突

荒川下流ポケットエコスペース

●第 108 回 自然観察&クリーン

集合場所

小網代の干潟

うららかな春まっさかり、森の外周をのんびりと歩いて、干潟に出ましょう。
さて、どんな生き物に出会えるでしょうか、アカテガニはもう起き出してくるでしょうか…
いつもと一味ちがう小網代の風景もお楽しみに！
4月29日（日・祝）10時 三崎口駅集合 小雨実施
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持ち物

長靴 弁当 飲み物

講 師

矢部和弘 さん

●

第 64 回 海のトークセッション 参加者募集
「ワレカラたちの不思議な世界 ～よく見ればソコに居る！」
ゲストスピーカー：青木優和先生(東北大学大学院農学研究科准教授)

ワレカラ、ネクイムシ、シャクトリドロノミ、タルマワシ、ウミクワガタ、ドロクダム
シ・・・ 潜ってよく見ればそこら中に居るのだけれど、なかなか気付いてもらえない。
小型甲殻類フクロエビ類の面々には、不思議な生活スタイルや繁殖生態を持つものがた
くさんいます。子育て、吸血、捕食寄生、オスとメスとの駆け引きなどなど、興味深い生
態の数々を動画も交えてご紹介したいと思っています。 （青木優和）
開催日

2012 年 4 月 20 日（金）19：00～20：30 (18：30 受付開始)

会場

モンベル渋谷店

5F サロン

渋谷区宇田川町 11-5
参加費

非会員

モンベル渋谷ビル

：800 円

OWS メンバー：500 円（前日までに申込の方に限ります）
申込み

OWS 事務局までお申込みください。

⇒ http://www.ows-npo.org/activity/ts/index.html#ts64

● 丸の内さえずり館企画展
「自然保護区ミッドウェーの生きものと海洋ゴミ」
ミッドウェー環礁が位置する北西ハワイ諸島は、米国の海洋国家遺産に指定された世界
最大の海洋保護区です。中でも北太平洋屈指の野生生物の繁殖地ミッドウェー環礁は、東
日本大地震による甚大な津波被害を受けながらも、生命の息吹きにあふれています。
しかし、日本を含む東アジア諸国から流出する大量のプラスチックゴミが洋上に滞留す
る海域に位置するため、野生生物への深刻な影響が続いています。そんなミッドウェー環
礁の最新情報を写真と資料でご紹介します。会期中に講演も 2 回開催します。ぜひご参加
ください。
会期 ：2012 年 5 月 8 日～6 月 28 日 11：00～18：00(土日祝休館)
場所 ：自然環境情報ひろば 丸の内さえずり館
千代田区有楽町 1-12-1 新有楽町ビル 1F 03-3283-3536
海洋写真家・杉森雄幸氏(OWS メンバー)の写真を含め、約 30 点の写真・解説パネルのほ
か、ミッドウェー環礁から移送した海洋ゴミ標本などを展示します。
入場 ：無料
会期中開催イベント(於：丸の内さえずり館)
(１)特別講演「ミッドウェー環礁の生きものたちを脅かす海洋ゴミ!!」
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日時 ：2012 年 5 月 30 日(水) 18：30～20：00
講師 ：横山耕作(OWS 代表理事)
参加費：500 円(要申込：定員 40 名)
(２)第 65 回海のトークセッション
「日本のごみはどこへ行く? 海を巡る私たちのごみ」
日時 ：2012 年 6 月 20 日(水) 18：30～20：00
講師 ：小島あずさ(一般社団法人 JEAN 事務局長)
参加費：500 円(要申込：定員 40 名)
▼企画展詳細・各講演の申込はこちらをご覧ください。
http://www.ows-npo.org/activity/garbage/midway-saezurikan2012.html

●第

5 回 親子で楽しむ 海の生き物 わくわく ウォッチング

日時 ５月５日 と５月６日(どちらかをお申し込み下さい）二日とも午前９時４５分から午後２時半
場所 観音崎自然博物館（京浜急行浦賀駅
より観音崎行きバス腰越下車徒歩１０分 又は
カモメ団地行きバス鴨居下車徒歩１２分）
参加費 一人５００円（入館料・保険を含みま
す）
持ち物 昼食・飲料水、濡れてもよい運動靴、
ショートパンツ、タオル、筆記用具など
集合 ９時４５分・博物館正面に集合
説明・注意のあと海辺の観察をして昼食。随
時博物館の見学ができます。生物のお話しを
聞いたり海藻押し葉標本作りをして１４時半解
散の予定。
注意
１．雨天決行。橋の下で雨をよけて磯の観察
をすることもできます。
２．近所にコンピにはありません。飲料・食料
は買うことができませんのでご用意下さい。ビ
ジターセンターにレストランはありますが昼時
は混雑します。
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申し込み 参加日、氏名、住所、電話番号、年齢を添えて、（公財）水産無脊椎動物研究所 へ。
電話 ０３－３５３７－１７９１ FAX ０３－３５３７－１７９２ E メール maininfo@rimi.or.jp

●ＯＷＳネイチャーガイド養成コース コアコース開催 参加者募集
OWS ではフィールドでの自然解説や自然観察指導、自然体験学習やエコツアーの企画開
催、さまざまな環境教育プログラムの企画開催など、幅広い活動を担う人材育成のため「ネ
イチャーガイド養成コース(NTC)」を実施します。
下記日程で開催するコアコースを受講した後は、18 日間のインターンコースを国内コース
と海外コースから選んで受講していただきます。
開催日：2012 年 5 月 3 日（木・祝）～6 日（日）（3 泊 4 日）
申込み・問い合わせ
詳細はホームページをご覧いただき、お電話にてお申込み・お問い合わせください。
⇒ http://www.ows-npo.org/activity/ntc/application.html

【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。

●遠州灘の津波シンポジウム
2011 年 3 月 11 日午後 14 時 46 分、私たちはとてつもなく大きな衝撃の後、全てを飲み込もうとする津
波の恐ろしい様相に言葉を失いました。東日本大震災の記憶が生々しく残る今、前向きに防災に取り組む
必要性が高まっています。東日本では、「津波てんでんこ」という言い伝えがあるように、防災意識の高
い地では被害が少なかった事例が報告されています。自然は私たちに恩恵と、ときに厳しい試練を与えま
す。シンポジウムでは、渥美半島の自然を活かした普段から取り組むことでいざという時に機能する減災
を考え、東日本大震災を教訓に、現地報告と渥美半島の過去の災害事例から地域防災の可能性を探ります。
日

時：2012 年 5 月 12 日（土）13:00〜17:00

場

所：田原市赤羽根文化会館大会議室

定

員：100 名

参 加

費

：無料（資料代はカンパでお願いします）

スケジュール：13:00〜14:10
宇多高明（財）土木研究センター・なぎさ総合研究室）「東日本大震災の津波被害」
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14:15〜15:40
藤城信幸（田原市和地小学校校長/地質研究家）「渥美半島の地形と地震・津波」
15:50〜16:20
青木伸一（豊橋技術科学大学）「海岸利用の実態と津波防災」
16:20〜17:00
パネルディスカッション「減災との連携と提言」
フゔシリテーター：表浜ネットワーク代表 田中雄二
お問い合わせは、表浜ネットワーク事務所：0532-21-1192 まで

ガラス細工のようなヨウラククラゲ

2004 年１月 18 日の早朝は一面に霜が降り、自家用車の窓が真っ白だった。通勤途上、
白浜町の海岸に面した霊泉橋を通過した時、そこの干潟一面から蒸気が上がっていた。気
温と水温の差が大きいためである。たまにこういったことが起こる。ひどくなれば海霧と
なる。
午前８時半に瀬戸漁港でクラゲ観察を開始した。湾奥部の波立たぬ海表面から、白い蒸
気が数十 cm ほどの高さまで上っていた。これもまたたいへん珍しいことだ。最干潮時間は
８時 29 分で潮位 96cm だから、あまり引いていない。この季節になると、船揚げ場の傾斜
したコンクリート上に、海藻が２色刷りのように一面に生えている。波打ち際付近で海水
温を測ると、16℃もあってまだ暖かい。一方、気温は 7.2℃と冷たく、さらに早朝だったら
水と空気の境界面の温度差がもっと大きく、蒸気がもうもうと上がっていただろう。クラ
ゲなどの観察が終了する８時 45 分過ぎになり、太陽が顔をだすと蒸気は消えた。
冬の海はプランクトンが尐ないため、湾内もよく透き通っている。瀬戸漁港ではこの
日、クラゲ類はまったく見当たらなかったが、ミノカサゴ類２尾が海底付近にふわりと浮
かんでいた。だが、よく見かけるブルーのソラスズメダイたちは姿を見せない。
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９時半ごろから、現場を京都大学瀬戸臨海実験所の北浜に移し、クラゲ類などの調査
を開始した。こちらの船着き場の海水温は 17.２℃。瀬戸漁港より 1.2℃高かった。冬季の
北風があおる波浪に運ばれて、北浜には昨日に続いて大形のヨウラククラゲが複数打ち上
がった。普段は海中深くにいるのだろうが、海表面付近に上がってきたところを折からの
強風でもとの居場所に戻れず、痛めつけられてこのような受難となったのだろう。ヨウラ
ククラゲの名前は、その群体性の見事なつくりが仏像を飾る宝石類の装身具「瓔珞」に酷
似することに由来している。その筒状の透き通ったガラス細工のような塊が、波打ち際で
幾つも横たわっている。長いもので 11 cm ある。群体の中心で点々と赤く染まっている部
分は、獲物を捕らえる触手である（図）
。
過去３年間の北浜でのヨウラククラゲの打ち上げは、出現頻度、個体数とも１月が最も
多く、今回の連続出現もうなずける。この後も３月まで打ち上げが見られるだろう。その
ヨウラククラゲをすぐ写真に撮り、海水の入ったバケツに丁重に収容したが、半日たって
も一向に遊泳する気配がない。そこで、黒い容器に移して透き通った体を双眼実体顕微鏡
を用いて調べた。ちゃんと生きていて、群体のどこにも損傷がなく、パーツも完全に揃っ
ていた。

管クラゲ類の体のつくり
管クラゲ目に属するヨウラククラゲは、その群体の先端に浮きの役割をする気泡体が１
個ある。泡泳亜目の一大特徴である。他の２亜目とは異なり、個虫の分業化が最も高度に
進んでいるのも特徴である。嚢泳亜目に属するカツオノエボシの目立った青い気泡体に比
べると、ヨウラククラゲの気泡体は肉眼でやっと見える程度のものでしかない。しかし、
群体の前半分を占める泳鐘部には、多数のクラゲ型の個虫が立体的に集合している。各々
の個虫（泳鐘）がシンクロナイズした拍動をすることで群体を推進させる。中空の部位に
海水を吸いこみ、ジェット噴射をリズミカルに繰り返す。見ての通り、左右対称で扁平な
この個虫には口もなく、触手もなく、餌はまったく捕獲できない。
泳鐘部に続く後半部が栄養部で、獲物をとらえる多数の個虫が中心部に連なっている。
赤い触手の先端がコイルしており、ここには無数の刺胞が装てんされている。刺胞で射止
めた餌は、その付け根にある口や胃を備える栄養個虫が飲みこみ、消化吸収する。生死に
かかわるこの中心部を守るため、その周り全体を固い鎧ですっぽり覆っている。この鎧の
単位は三角錐状の保護葉とよばれるもので、強い刺激を受けるとすぐにはがれる。泳鐘も
同様に見事にばらけてしまう。
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このように群体の一部を捨てるやり方は、ある種の深海性のヒドロクラゲ類などでも見
られる。
「トカゲのしっぽ切り」より、もっと身を挺した保身手段と言えるだろう。再生可
能な体のパーツを尐々失っても複製できる生命体なので、問題はない。誠に美しく、脆さ
というよりしたたかさも秘めているからこそ、天敵の多い海中で体をはって生き延びてき
たのだろう。

継承したい管クラゲ類の分類学
プランクトンネットをどれほどやさしく引いても、管クラゲ類はパーツでしか取れな
い。だから構造がよく分かっていないと、種を同定できない。保護葉や泳鐘などの大きさ
や形状は、部位によって異なっていることが多いことも、心得ておく必要がある。管クラ
ゲ類の複雑で精巧な造りに魅了され、絵画にたけた京都大学の川村多實二先生が、日本産
の管クラゲ類の分類の先駆者としての偉業を残されている。しかし、その後を継ぐ者がな
かなか現れないのは、先のような事情があるからであろう。だが、それぞれのパーツは堅
くしっかりしているので、その形状は標本になってもよく保存され、研究材料としては申
し分ないものである。外洋でプランクトンを採取すると、必ずいろいろな種類の管クラゲ
類が面白いように取れてくる。質・量ともに生態系の一員として重要な役割を担っている
はずなので、今後の若手のふんばりを期待したい。

はかない命の生殖クラゲ
採取したヨウラククラゲから雄の生殖体が幾つも遊離し、しばらく拍動遊泳していたの
を見ることができる。この生殖体も別型の個虫で、繁殖時期にのみ、栄養部に形成される
特別な多形個虫の一つである。
１ mm 程度の有性生殖のためだけのこの小さなクラゲには、
触手がまったく見られない。餌を食べることもなく、配偶子を放出した後に死ぬべき運命
である。この生殖体は生殖という機能・役割に合わせて作り上げた、めっぽう簡略化した
形態となっている。果てしない外洋で一生を送るヨウラククラゲは、水族館での飼育も困
難で、生活史はまったく謎に包まれたままである。
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図．京都大学瀬戸臨海実験所の北浜に打ち上がったヨウラクラゲ

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
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
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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
春の訪れが遅く感じられる今年ですが、それでも 4 月になりました。海岸の植物もこ
れからいっせいに芽吹いてくるでしょう。東日本大震災の津波被害を受けた海岸でも多く
の植物が再生を始めています。しかし、緊急防災や復旧という名の仮設防潮堤が東日本の
すべての海岸を覆い尽くそうとしています。生態系を守りながら海岸をどう復興していく
かという視点をまったく欠いたまま、万里の長城のようなコンクリートの固まりが人々と
海を隔てようとしています。その工事によって、津波でも失われなかった海岸の自然環境
が人の手で破壊されようとしています。自然植生を使った海岸林・海岸植生の復活・再生
を、いまこそ考えるときなのですが。復興バブルが再び日本の海岸生態系を破壊しようと
しています。小さいながらも私たちの声を今こそ為政者たちに届けなければいけません。
どうすればそれができるか、みんなで考えてみましょう。（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
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。
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代表 向井 宏
〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地
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