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「今月の海の生きもの」  ミナミコメツキガニ Mictyris guinotas  ：  

広い砂干潟で、遠くから見るとまるで黒い帯のように見えていたものが近くへ来ると一斉

に沖に移動し、やがてあっという間に見えなくなってしまう。これは、砂干潟の上のミナ

ミコメツキガニの集団である。これまで沖縄のミナミコメツキガニは、オーストラリアや

台湾のミナミコメツキガニ Mictyris brevidactylus と考えられたが、一昨年になって別種であ

ることが判明した。集団で干潟上に現れる様子から、軍隊ガニまたは兵隊ガニとも呼ばれ

る。干潮時に干潟の砂をすくい取って、表面に付着している珪藻類や有機物を集めて食べ

る。そのため、

彼らが餌を

食べた後は、

多数の砂団

子が形成さ

れる。満潮時

は、巣穴に隠

れて次の干

潮まで餌を

食べずに待

つ。 

（沖縄県石

垣島川平湾

にて 向井

宏撮影） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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【国際】 

●アメリカ連邦地裁が 鯨研の訴えを退ける 

南極海などで国際捕鯨委員会（IWC）の勧告に従わず調査捕鯨を続けている日本鯨類研究所

（鯨研）と共同船舶が、アメリカの反捕鯨団体「シー・シェパード」の捕鯨妨害を差し止

めるよう求めた訴訟で、ワシントン州連邦地裁は、4 月始め、鯨研の仮処分申し立てを退け

る判決を言い渡した。判決によると裁判所は「妨害を差し止めると捕鯨が継続され、公益

に反する。シー・シェパードの妨害によって深刻な被害は起きていない」と述べたという。

どちらが公益かをきちんと判断したアメリカの裁判所に敬意を払いたい。日本の裁判所は、

鯨肉を横流ししたのを摘発した環境保護団体の人たちを泥棒として断罪した。どちらが公

益に反しているか判断できないのが、日本の裁判所だ。鯨研と共同船舶は上訴した。 

 

【東北】 

●深浦町の海岸にオオギハクジラの死骸 

4 月 8 日早朝、青森県深浦町松神中浜松の砂浜海岸に、クジラの死体が漂着した。傷だらけ

で先日の強い低気圧の影響を受けて打ち上げられたと思われる。打ち上げられたクジラの

体の大きさは約 4.7m。口元がとんがっており、下あごに扇状の歯があることなどの特徴か

ら、オオギハクジラの雄と同定された。オオギハクジラは北太平洋に広く生息しており、

個体数も比較的多いと言われているが、浜に打ち上がることは非常に珍しいという。深浦

町は埋立処分をすることに決めたが、現場には重機が入れず、地元住民の手作業で、数時

間かかって砂浜に埋めた。 

 

●汚染土砂の仮置き場 富岡海岸部に 

福島県双葉郡富岡町は、東電福島第一原発の事故で汚染した土砂などを除染して発生した

放射能汚染廃棄物を、津波で被災した海岸の民有地に保管するために、海岸林や民有地に
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仮置き場を設置することとして検討を始めた。提案したのは環境省。富岡町が国の除染モ

デル事業で行った除染で、国有林内に汚染土砂を保管しようとしている。しかし、発生し

た土砂の置き場所がそれだけでは足りないため、津波被害地にも汚染土砂を保管しようと

している。 

 

●またまた高濃度汚染水が海に流出 福島第一原発 

東京電力福島第一原発で、地下に溜まった高濃度汚染水を淡水化する装置と仮設タンクを

つなぐ配管が脱落して、高濃度のストロンチウムを含む汚染水が、12 トン以上も海に漏れ

出たと、東電が発表した。東電は「海に流出させる事態となったことを、あらためてお詫

びする」と謝罪をした。東電によると漏れた汚染水には放射性セシウムが、1 リットルあた

り 16700 ベクレル含まれている。ストロンチウムの濃度は報告されていない。今後、海の

ストロンチウム汚染が深刻になってくると考えられる。 

 

【関東】 

●養浜事業で大石がごろごろ 業者がミス？ 

神奈川県平塚市平塚海岸の龍城ヶ丘や袖ヶ丘などの砂丘が消失を続けている対策として、

県の平塚土木事務所が「平塚海岸海岸補修工事」事業を始め、養浜事業を行ってきた。と

ころが、業者が砂に混じって大きさ 20~30cm の岩石の混じった土砂を入れていることが発

覚した。住民から指摘を受けた同事務所で、業者を指導して岩石の分別・撤去を命じた。

業者は、「ふるいが足りなかった」とおかしな弁解をしているが、土木事務所河川砂防２課

も、「ふるいが足りず大きすぎた」と、業者の代弁をするような弁解をしている。住民は養

浜事業そのものも批判し、「海岸の砂丘植物もダメになってしまう。岩だけではなく、運び

込まれたのは砂ではなく泥土で、養浜どころか環境破壊だ」と憤っている。土木事務所が

養浜事業の環境への影響をきちんと把握しないままだと、養浜と言いながら浚渫土砂の捨

て場所にされて、海岸の環境がますます悪化する。養浜事業のまさに悪い事例だ。 

 

【東海】 

●流した人と拾った人の対面式 椰子の実の縁 

名も知らぬ 遠き島より ・・・と、歌われた島崎藤村の唄にちなんで、愛知県渥美半島

で椰子の実の投流事業が、毎年夏に行われている。参加者を公募して、沖縄県石垣島沖に

椰子の実を投げ入れてもらう。昨年は、101個の椰子の実が投入され、残念ながら伊良湖崎

までには到達しなかったが、そのうちの 3 個が鹿児島県と宮崎県の海岸に漂着した。流し

た人と拾った人の対面式が、今年 4 月に愛知県田原市の日出園地で行われ、二組の流した

人と拾った人の対面が行われた。 

 

【北陸】 
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●大飯原発から紙風船 遠く埼玉県などでも発見 

国際環境保護団体のグリーンピース・ジャパンが福井県大飯原発近くから飛ばした1500個

の紙風船が、遠く愛知県津島市、静岡県磐田市、埼玉県川越市など300km 越えた地点でも

多数が発見された。この実験は、大飯原発が事故を起こしたときに、放射性物質が風に乗

ってどこまで飛ぶ可能性があるかを可視化して見せるのが目的だった。風船には全国から

大飯原発の再稼働に反対する福井県民を応援するメッセージが書き込まれた。風船を飛ば

した実験を行った日は、西に向いて風が吹いていたが、実際には、すべて東方向から見つ

かっている。地上の風の方向で避難方向を決めることが難しいことがよく理解できたとグ

リーンピースでは発表した。 

 

【近畿】 

●大量のウナギが死亡 御坊市東浦川 

和歌山県御坊市の東浦川に大量のウナギが死亡して浮いているのが発見された。死んでい

たのは、ウナギが約100匹と、コイが20匹。死亡原因は分かっていない。生きている魚も周

辺で発見されており、部分的な酸素欠乏があったのではないかと想像されている。ウナギ

は、この2-30年、資源量が急激に減尐し、今年はとくにシラスウナギが極端な不漁のため、

kg あたり数百万円という高値を呼んでいるという。その中でのウナギの大量死で、人々の

不審はあらぬ噂を呼んでいる。 

 

【中四国】 

●神戸港で今年初の赤潮    

兵庫県神戸市の神戸ハーバーランド周辺で、水面が真っ赤に染まる赤潮現象が見られた。

プランクトンの夜光虫による赤潮現象で、色が派手な割には魚や貝にそれほど悪い影響を

与えるものではないが、春早くに赤潮現象が始まる年は尐ないとのことである。兵庫県水

産技術センターによると、赤潮が発生した 4 月 10 日の水温は、水深 1.5m 付近で 11.2℃で、

3 月の水温が平年より低い状態が続いたのに比べると、4 月になって平年並みになるなど、

急激な水温の上昇が起こっており、それが赤潮を引き起こしたと見ている。今年になって

初めての赤潮発生である。 

 

●稚アユの遡上が始まる 吉野川 

四国徳島県の吉野川では、体長 10cm ほどに成長した稚アユが、群れをなして遡上する姿が

見られるようになった。吉野川漁協連合会によると、一日で 10000～15000 匹、多いときで

は一日 3 万匹が遡上しているという。徳島県のアユ漁は 6 月 1 日に解禁される。 

 

●河口に可動式津波防波堤を提案 徳島大学教授 

徳島大学環境防災研究センターの教授が、南海地震に伴う津波対策として、徳島市の新町
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川河口部に可動式の津波防波堤を設置する事業を提案した。津波が川を遡上することを河

口の防波堤で防ごうとするもので、行政に構想を説明して実現を呼びかけている。防波堤

は、平時に海底に沈ませておき、津波時には、空気を送って浮上させるしくみで、フラッ

プゲート式と直立浮上式が候補として挙げられた。可動式防波堤は、スマトラ沖の大津波

以後、急いで開発された技術で、日本では和歌山県海南市の和歌山下津港沖合で、今年初

めて着工されることになっている。 

 

【九州】 

●アオブダイを食べて死亡 

長崎県新上五島町で、近くの海で釣ったアオブダイを食べた男性が死亡したことが明らか

になった。長崎県では、アオブダイの肝臓などに含まれるパリトキシンという毒成分が原

因と見ている。アオブダイによる食中毒は、これまで全国で 5 人が死亡しているが、最近

10 年では記録にない。パリトキシンは、筋肉を溶かすと言われ、アオブダイがパリトキシ

ンを持ったスナギンチャク類を食べることで、体内に蓄積されると言われている。 

 

●タイマイが大分に出現 

ウミガメの一種タイマイが、大分県佐伯市米水津間越沖の定置網に捕獲された。タイマイ

は国のレッドデータリストで絶滅危惧種に指定されている希尐なウミガメで、主に熱帯の

海に棲む。沖縄県で産卵が見つかるのは、北限の記録である。タイマイは、甲羅がべっ甲

の原料としてかつて乱獲され、個体数が激減した。現在ではワシントン条約で、べっ甲も

輸出入が禁止されている。大分県にタイマイが現れるのはきわめて珍しい。捕獲されたタ

イマイは標識を付けて、海に放された。 

 

●ヒョウモンダコが熊本の海に出現 猛毒に注意 

猛毒の神経毒を持つヒョウモンダコは、オーストラリア北部など熱帯の海に生息す

る。4 月 9 日に、熊本県天草郡有明町の海岸で、ヒョウモンダコが捕獲された。か

まれるとしびれて、呼吸困難で死亡することもあるという。県では、注意するよう

呼びかけている。ヒョウモンダコは、小型のタコで、体長 10cm ほど。豹紋の模様

が体表にあり、興奮すると青い蛍光色のリングが浮かび上がる。温暖化にともない、

熱帯にすむこれらの生物が北上していることと関係があるようで、近年、熊本県や

福岡県などの浅海でよく目撃されるようになった。 

 

●喜瀬の「隠れ浜」が姿を現す 

鹿児島県奄美大島の奄美市笠利町喜瀬の沖合に、大潮の干潮時、「隠れ浜」とよば

れる砂浜が現れる。地元の人々は、大潮干潮時に合わせて、「隠れ浜」に歩いて渡

る。サンゴ砂でできた砂浜は真っ白く、海の青さとの対比が見事で、美しい。4 月
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8 日には、潮位がマイナス 17cm となり、「隠れ浜」が出現、家族連れが潮干狩りを

楽しんだ。地元では「ナー浜」と名付けている。 

 

 

 

●「奇跡の海」上関・祝島の海に行こう！！ 

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 船で室津へ  

            15:00 室津で解散 

参加費：一人3000円（昼食代および資料代）中学生以下1000円 

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。 

交通：柳井駅から室津までのバスは、集合時間に間に合うのは1本のみ（07:35

柳井駅前発）。遠くから鉄道でおいでになる方は、柳井からの交通については、

ご相談下さい。まとまれば、レンタカー相乗りが便利です。 

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） 

mailto: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（梅雨空かも？）。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） 

申込および問い合わせ先：海洋博覧会記念研究センター 普及開発部 ℡：０９８－４

８－２２６６。もしくは、海の生き物を守る会事務局 ℡：０７５－７４１－６２８１ 

yasukom@kca.biglobe.ne.jp 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

mailto:yasukom@kca.biglobe.ne.jp
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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。 

海洋博研究センター イベント情報
Ocean Expo. Research Center

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

世界の海草類と
サンゴ礁における海草も場の役割

海洋博研究センター ・ 海の生き物を守る会 共催

（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

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

講演会
参加無料
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海洋博研究センター イベント情報
Ocean Expo. Research Center

日時：2012年5月19日（土） 13:00～14:30

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：倉谷うらら (海洋生物研究家)

海の生き物 フジツボの魅力

海の生き物を守る会主催 ・ 海洋博研究センター後援

（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

海洋生物、わけても
フジツボ類をこよなく愛する稀有の
海洋生物研究家の倉谷 うららさんを
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

講演会 参加無料

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

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

サンゴ礁と海草も場の生物観察

海洋博研究センター ・ 海の生き物を守る会 共催

（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

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

自然観察会 参加無料

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、希望者に差し上げます。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。 

残り 1部のみ。お急ぎ下さい。 

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 

 

こちらは、余部多数あります。 

第 7 回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（干潟調査）報告書」2007 年

環境省自然環境局 生物多様性センター p.235 出現種リスト付き 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 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） 

5 月 13 日（日） 尼崎市（兵庫県） 

 

●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） 

5 月 15 日（火） 杉並区（東京） 

http://kaiyouhaku.jp/grc/
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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5 月 19 日（土） 名古屋市（愛知県） 

6 月 30 日（土） 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 

 ★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】 

●第 108 回 自然観察&クリーン 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   持ち物  長靴 弁当 飲み物 

  講 師  矢部和弘 さん 

mailto:info@earthwatch.jp
http://www.earthwatch.jp/
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●

 

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 

【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 メール：info@nlkoto.sakura.ne.jp 

      または 松本 ☎ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

荒川河川敷で自然大満喫！！ 

     野草観察と自然再生体験！！  

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 南砂町駅下車 徒歩で鉄橋

下まで出て、河川敷の中にある道路を河口側に約1,000m

進む。道路際にある「飛び出し注意」の看板が目印。

鉄橋より徒歩で 20分、駅より 30分で着く。 

 

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。 

 

東西線 

南砂町駅 

清砂大橋 荒川 

集合場所 荒川下流ポケットエコスペース 

白い煙突 

+ 

荒川下流ポケットエコスペースの場所 

mailto:info@nlkoto.sakura.ne.jp
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● 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 モンベル渋谷ビル 

参加費  非会員   ：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!!」 

   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) 

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

  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    

 

 

http://www.ows-npo.org/activity/garbage/midway-saezurikan2012.html
mailto:maininfo@rimi.or.jp
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●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】 

●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」 

       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 

 

●「干潟生物の市民調査」2012 in 球磨川のお知らせ 

開催日： 干潟生物の市民調査「調査リーダー」研修会：2012 年 4 月 21 日（土）～22 日（日） 

http://www.ows-npo.org/activity/ntc/application.html
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干潟生物の市民調査への一般参加（対象：一般の方。小学生は保護者同伴に限る） 

4 月 21 日（土）12：00 受付、12：30 開始（参加者は宿泊） 

4 月 22 日（日）干潟生物の市民調査 13：00 受付、14：00 開始、17：30 頃終了 

会 場：球磨川河口干潟（大島地先）および(資)緒方印刷所保養施設（海の家） 

研修会場・宿泊：(資)緒方印刷所保養施設海の家（熊本県八代市大島町 4899 番地） 

講 師：鈴木孝男（東北大学大学院生命科学研究科）、森敬介（国立水俣病総合研究セン

ター）、多留聖典（東邦大学理学部東京湾生態系研究センター）、桝本輝樹（千葉県立保

健医療大学）ほか 世話役：中川雅博・つる詳子 

参加費： 

①「調査リーダー研修会」 

宿泊の場合：5,000 円程度（懇親会費・食事代込み）宿泊されない場合はご相談ください。 

②「干潟生物の市民調査への一般参加」 

1,500 円（両日もしくはどちらか 1 日参加で日帰りの場合；資料代を含む）。ご家族で参加

の場合は 1 名分のみご負担ください。 

◎参加者には資料として、大好評の日本国際湿地保全連合オリジナル『干潟生物調査ガイ

ドブック～東日本編～』など「干潟市民調査セット一式」を差し上げます。 

 

内容：4 月 21 日（土）は、東北大学の鈴木孝男博士により考案された「干潟生物の市民調

査」手法を干潟で体験して、翌日の市民調査を主導できるスキルを身につけます。その後、

近くの講義室に移動して、干潟やそこに生息する底生動物に関する講義を受けた後、講師

の先生方や参加者と懇親会など をお楽しみください。 

得られたデータをまとめる作業をしますので、ワード、エクセル、パワーポイントが入っ

たパソコンをご持参ください。 

この研修会に参加した皆さまには、翌日の市民調査で「調査リーダー」として、指揮をと

っていただきます。22 日（日）は、「干潟生物の市民調査」手法により、「調査リーダー」

の指揮のもと、干潟で調査を行ないます。調査に要する時間は 2 時間程度です。簡単な結

果報告は、その日のうちに現場で行ないます。調査リーダーや専門家の先生が手助けしま

すから、干潟がはじめてという方も是非ご参加ください。 

*「調査リーダー」とは、「干潟生物の市民調査」を指揮できるように、事前に研修を受け

た指導者のことです。2009 年度から約 20 名が「調査リーダー研修会」を受講しました。「調

査リーダー」や「調査リーダー研修会」にご関心のある方は、日本国際湿地保全連合（WIJ）

までご連絡ください。 

申し込み時期：2011 年 4 月 16 日（月）まで 

申し込み方法：①お名前、②ご住所、③生年月日（保険をかけますのでご記入ください）、

④お電話番号、⑤メールアドレス、⑥緊急連絡先、⑦その 他：宿泊の有無などを下記の中

川までお知らせください。 
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問い合わせ先：日本国際湿地保全連合 担当：中川 

       〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-7-3 NCC 人形町ビル 6 階 

       TEL：03-5614-2150 FAX：03-6806-4187 

       E-mail：masahiro_nakagawa＠wi-japan.org 

主催：日本国際湿地保全連合、八代野鳥愛好会、自然観察指導員熊本県連絡会 

 

 

●ジュゴンをめぐる森と海●  Ship & Ocean Newsletter, No.280 

(2012.4.5) 向井 宏  

タイとフィリピンでのジュゴン研究からも、森と海の環境の密接な関係が明らかになった。 

ジュゴンの個体数が減尐している原因の一つに、東南アジアにおける森林伐採と農園開発

がある。ジュゴンの保護には保護区の設定だけでは成功しないだろう。 

http://www.sof.or.jp/jp/news/251-300/280_2.php  

 

 

 
 

クジラやイルカの白浜への漂着 

 クジラ類は、体長 34m、体重 190ｔに達する世界最大の動物であるシロナガスクジラを

はじめ、世界に約 77 種が現存する、陸から海へもどった哺乳類である。このうち、白浜町

沿岸では 2004 年までに８種が記録されている。番所崎の磯浜で、クジラとイルカが近年に

漂着した２例が著者によって確認された。最初の発見は 2002 年６月 11 日。マッコウクジ

ラらしき歯が１個だった。イルカ類の生態を京都大学修士時代に御蔵島で研究した岸田拓

士さんが正確な鑑定をしてくれた。太地町にある「くじらの博物館」の展覧室や標本収蔵

庫もいっしょに調査して、問題の歯はシャチのものであることが分かった。  

  さらに岸田さんはその歯を真二つに切断し、磨き上げ、現れた縞模様を数えて年齢を

割り出した。６歳の若い個体であることを確かめた。シャチの雌は 10 歳前後で、雄は 15

歳前後で性成熟に達するので、この個体は『中学生』と言ったところだろう。太地町付近

にはシャチが家族でやってくるので、白浜町付近でも泳いでいるはずだ。そんな時に何か

の事故で死んだシャチの歯が抜け落ち、打ち上げられたのであろう。これは南紀生物誌 44

巻（2002 年）に報告した。 

http://www.sof.or.jp/jp/news/251-300/280_2.php
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１）ハンドウイルカの全身骨格を発見 

  もうひとつは、昨年、番所崎で発見されたイルカのほぼ全身骨格だ（図）。瀬戸臨海実

験所のスタッフをはじめ、他大学の研究者や教員らが大勢の学生を連れ、磯観察などで頻

繁に回っている所で、イルカ１体分の骨が埋もれていたのには驚いた。2003 年８月 19 日、

白浜町立児童館主催の自然観察教室の講師を務めた時の発見だ。55 人の元気な子どもたち

や付き添いの保護者といっしょに、円月島前の磯浜で生物観察をした。最後にと漂着物の

観察をしていたところ、参加者の１人の林 孝弥君が「犬の歯を１本拾った」と見せに来

た。しばらくして、「もう１本同じのがあったよ」と持って来た。犬ではなく、イルカの歯

と思われたその歯が、他にもまだ出てこないかと全員に発見場所へ集まってもらった。砂

を尐しずつ掘ってみた。すると、櫂のような嘴の部分の骨が現れた。その片側には林君が

見つけたのと同じ歯がびっしり並んでいた。もう一方の嘴もすぐ見つかり、それにも同形

の歯が並んでいた。 

  さらに深く掘っていくと、斜め下に向かった嘴の先に丸い頭骨が接続していた。続い

て突起を３方向に伸ばした手のひらサイズの脊椎骨が並んで見つかった。その周りには小

さな弓のようなろっ骨が何本もあった。骨はもう数十本を超えたが、観察会終了の時間と

なってしまった。 

  当時、児童館の溝端雅芳館長が、イルカの骨の発見もあった楽しい観察会だったと新

聞社に連絡をとった。すぐにかけつけて来た紀伊民報記者といっしょに現場へもどり、骨

を埋め戻した所を、今度はもっと丁寧に掘ってみた。今回はさらに深く掘り進めたので、

残りの体半分の骨も出てきた。尾の骨、首の骨など、いろいろな骨が規則正しく埋まって

いた。このイルカはＵ字状に折れ曲がって埋もれていたことも分かった。 

    後日、シャチを鑑定してくれた岸田さんに連絡をとったところ、すぐさま現場調

査にやって来た。そして、発見場所の周囲も掘り返した。クジラ類は集団座礁することが

知られていて、別個体が埋まっている可能性があったからだ。他の個体の骨は出てこなか

った。実験所にもどって骨を並べた岸田拓士さんは、「ハンドウイルカ（＝バンドウイルカ）

だろうが、近似種だったら面白い」と言い残し、この骨を京都に運んだ。 

   岸田さんは、友人の、当時同じく京都大学大院生の森阪匡通さんと連絡を取り、骨

の綿密な計測をした。さらに、この類の専門家である、当時、東京大学海洋研究所の天野

雅男博士にも、このイルカの記載の確認や意見を聞き、ハンドウイルカであることがはっ

きりした。この３人とともに共著論文ができあがり、2003 年の暮れに発行されたばかりの

漂着物学会誌の第１巻に掲載された。 

 

２）白浜町へのクジラ類の漂着や迷入の記録 

  紀伊民報は面白い生物の記事をよく掲載することで全国的にも注目されている。記者

が白浜周辺のクジラやイルカの最近の記事をいくつも知らせてくれた。これまで白浜町沿
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岸海域に漂着したり、迷入したりしたクジラやイルカについてまとめたところ、過去半世

紀で３科８属８種 16 頭の記録があった。シロナガスクジラ（後日間違って同定されたこと

が判明し、正しくはナガスクジラ）が 1959 年に綱不知湾に迷い込んでいる例もあった。最

も多いのがハナゴンドウで、４回、４頭が記録されている。今回の発見によりハンドウイ

ルカの２回、２頭が続く記録となった。残りの種はすべて１回ずつの記録であった。今後

もこのような記録を続けていくことは大事な基礎データとなる。 

 

３）ツノシマクジラの漂着 

  話は変わるが、1998 年に日本海に浮かぶ山口県角島に新種のツノシマクジラ（ヒゲク

ジラ類）が漂着し、以前のデータとあわせて世界的に権威のある英国の『ネイチャー』誌

に、３人の日本人研究者が、

昨年末に公表した。「白浜で

も将来、『シラハマイルカ』

という新種が漂着するかもし

れません」と岸田さんは期待

している。番所崎のハンドウ

イルカのほぼ一体分の骨は、

現在は京都大学総合博物館

で保管されている（約 60 個

の骨は観察会に参加した小学

生たちの宝物となっている）。 

京都大学フィールド科学

教育研究センターの発足に伴

う特別企画展示展が 2004 年

の春から夏にかけて京都大学

総合博物館で開催された。当

センターそれぞれの分野の研

究を簡潔に紹介するパネル解

説が並ぶ中、このハンドウイ

ルカの骨もその一つとして展

示され大勢の方々の目に止ま

った。 

図． 白浜町の番所崎の浜に

埋もれていた１頭のハンドウ

イルカの骨格（当時の筆者と

大きさを比べて下さい） 
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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 

長く感じた冬も終わり、ようやく春本番になりました。海は春の大潮の時期に入りま

した。各地で海の行事もいろいろ始まっているようです。今年の夏の海行きの計画は、い

かがでしょうか。放射能の心配のない海にしたいものです。5 月は 6 日に山口県上関町長島・

祝島で講演と自然観察会、19 日～20 日には沖縄県本部町で講演と自然観察会を行います。

まだ申込は受け付けています。ぜひ、ご参加ください。その後も、いろいろ計画していま

す。海へごいっしょに行きましょう。（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
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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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