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「今月の海の生きもの」  ハクセンミノウミウシ Cratena lineata  ：  

軟体動物裸鰓目ミノウミウシ亜目アオミノウミウシ科ハクセンミノウミウシ属の一種。ミ

ノウミウシ類は、美しい模様などを持つ。ヒドロ虫類を食べて、背中の蓑の中にヒドロ虫

から摂取した刺胞細胞を装備して、敵が食べようとしたら、刺胞を発射して体を守ると言

われている。ハクセンミノウミウシは、背面や蓑に白い線を持つことから、名前が付けら

れた。しかし、

体の背面には

白線を持たな

い個体もある。

青森から沖縄

までの浅い海

岸付近でヒド

ロ虫の群体上

で見つかるこ

とが多い。写

真の個体は

1960 年代の

瀬戸内海産

だが、現在で

は見つけるこ

とが難しくな

った。 
（広島県向

島にて 佐伯

保子撮影） 

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

 

●海洋生物多様性保全戦略をネットで公表 

政府は、生物多様性条約に基づく生物多様性保全戦略を2011年3月に策定した。その中で、

海洋生物に関しては、同時に海洋生物保全戦略を策定した。今年になって、海洋生物多様

性保全戦略についての公式サイトを開設し、「戦略」の本文などを公表、ダウンロードも

できるようになった。公式サイトの URL は、 

http://www.env.go.jp/nature/biodic/kaiyo-hozen/index.html 

ダウンロードは、 

http://www.env.go.jp/nature/biodic/kaiyo-hozen/other/pdf.html 

 

【北海道】 

●サロマ湖の第 2湖口 堆積砂を撤去 

北海道北見市常呂町のサロマ湖は、オホーツク海に面して 2 ヶ所湖口が開いているが、か

つて人工的に湖口を開設した第 2 湖口で、台風並の低気圧などの風波によって堆積した砂

で幅 50m の湖口が埋まり、漁港も閉鎖状態だった。冬は流氷の影響もあり漁船は出漁しな

いが、流氷が去っても出漁できない状態が続いていた。サロマ湖の水質悪化を懸念して、

北海道は幅20mの通水溝を開通させたが、漁船が出漁できない状態は相変わらずだった。4

月 24 日から、北海道の事業として、約 5 万 2 千立方 m の砂を撤去する工事を開始した。5

訂正： 

「うみひるも 97 号」の「今月の海の生きもの」のミナミコメツキガニの学名

が誤っていました。正しくは、Mictyris guinotae です。訂正します。ご指摘

いただいた和田恵次さんに感謝します。 
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月いっぱいはオホーツク海側から、6 月にはサロマ湖側からも撤去作業を行い、6 月中には

撤去を完了させる予定である。工事期間は、サロマ湖原生花園散策路は通行止めとなる。 

 

【東北】 

●ウニ・アワビ漁今年も自粛 福島 

東京電力福島第一原発の事故で、放射性物質が海に大量に流れている。福島県では、例年5

月にウニ・アワビ類の漁が解禁になるが、福島県鮑雲丹増殖協議会では、昨年に引き続き、

今年もウニ・アワビ漁を自粛することに決めた。安全が確保できない状態では消費者に届

けることはできないからとしているが、漁をしても販売できないことははっきりしている。

現場で素潜りでウニ・アワビを採る漁師たちは、潜り漁の伝統が消え、若者に技術を伝え

られないと危機感を募らせている。 

 

【関東】 

●茨城県内海水浴場 砂浜からセシウム検出 

茨城県では、県内１８の海水浴場の海水と砂浜の放射線量を測定して、その調査結果を公

表した。それによると、海水は全地点で放射性物質が検出されなかったが、砂浜について

は、毎時 0.11～0.05 マイクロシーベルトを検出した。砂浜表面でもっとも放射線量が高か

ったのは高萩市の砂浜だった。高萩市を含む県内１７カ所の海水浴場では、今年の海水浴

場開設を行う予定。昨年の海開きを自粛した北茨城市の磯原二ツ島では、今年の態度を保

留している。茨城県では、これから毎月１回調査を継続して結果を公表する予定だという。 

 

●銚子は「地層の博物館」 ジオパーク登録を申請 ９月に認定可否決定 

千葉県銚子市付近には、犬吠埼や屏風ヶ浦などの地質学的に貴重な地形や特徴のある地質

が多いことから、銚子ジオパーク推進協議会は今年のジオパーク登録を目指して、日本ジ

オパーク委員会に認定申請書を提出した。同協議会では、銚子では１億５千万年前からの

幅広い地質年代の地層が観察できることから、銚子を「地層の博物館」として、銚子市内

全域を「銚子ジオパーク」として登録しようとしている。ジオパーク登録によって観光や

地域振興を目指すという。日本ジオパーク委員会は、今年９月に認定の決定をする予定。 

 

●三浦半島海岸で小学生が観察会 東大と三浦市が連携 

神奈川県三浦市の宮川湾沿いの海岸で、三浦市立三崎小学校の３-４年生が70名、東京大学

三崎臨海実験所の教員の指導で、海の生き物の観察を行った。大学教員が小学生に指導す

るのは、東大三崎臨海実験所と三浦市との連携協定に基づくもので、今年初めての試み。

子供達は、海の生き物とのふれあいを喜んだ。 

 

【東海】 
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●希少種コククジラの目撃情報 募集 

今年 3 月に愛知県伊良湖沖などでコククジラが目撃されたことから、美浜町にある南知多

ビーチランドでは、これまでの目撃情報を一般から募集している。3 月のコククジラ出現時

に、ビーチランドでは目撃情報を元に船で調査した。その結果、コククジラが愛知県沿岸

部を定期的に回遊している可能性もあるとみて、希尐なクジラについてもっと情報を集め

るため、一般からの情報も求めることとした。 

 

●伊勢湾の漂着物対策で検討委員会 発生抑制を考える 

伊勢湾や伊勢湾口の離島などへの漂着物が増え続け、対策が必要となってきたことを受け

て、愛知・三重・静岡の東海三県と名古屋市などの担当者が「海岸漂着物対策検討会」を

発足させ、初会合が行われた。検討テーマは、漂着物についての現状と対策についての情

報共有のあり方、対策啓発や環境団体との連携を図ること、流域全体での発生抑制を進め

ること、原因の調査と国への提言をまとめること、など。事務局は三重県大気・水環境課

が勤める。三重県にある伊勢湾口の漂着物量は年間 7800トンほどになる。対策は、漂着物

処理にとどまらず、根本的な発生抑制を考える必要があることが確認された。みなさん、

ペットボトルやビニール袋など、捨てていませんか。 

 

【近畿】 

●冠島のオオミズナギドリ 36年後にマレーシアで発見 

今年になってマレーシアのラブラン島で保護されたオオミズナギドリが、36 年 8 ヶ月前の

1975 年に京都府舞鶴市にある冠島で足環を付けられた鳥だったことが明らかになった。保

護されたオオミズナギドリは、まもなく死亡した。日本全国で鳥の標識調査を行っている

山科鳥類研究所によると標識して再発見された鳥のうち、もっとも長寿の鳥だという。こ

の鳥は、1975 年に冠島で標識を付けられた後、2004 年にも冠島で再発見され、足環を交換

されている。冠島で巣立ったオオミズナギドリの多くが 4 年後には冠島に戻ってくること

が知られているので、この鳥は尐なくとも40年は生きていたことになると推定されている。 

 

●クロメの藻場復活の兆し 藻場造成に成果？  

和歌山県白浜町では、アワビやサザエなどの餌となるコンブ科のクロメの藻場が衰退する

ようになったため、2年前から白浜町江津良の沿岸でクロメを移植して藻場造成を行ってい

る。海藻の藻場はアワビやサザエなどの餌になるだけではなく、魚類の産卵場や保育場所

にもなり、さらに沿岸生態系の中で重要な役割を果たすことが知られている。藻場の造成

には、水深 3m付近の海底約 100平方メートルからウニを駆除した後、クロメを移植した。

ウニの駆除は一年に 3回程度行っている。最近、クロメが徐々に増えて、3月の調査では、

1 ㎡で平均幼体が 9.3 個体、成体で 9.6 個体が生えているのを確認した。白浜町では、成果
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が現れたとして、今後も続けていきたいとしている。もっとも、ウニを駆除すればクロメ

が復活するのは当然予想され、クロメの移植に意味があったかどうかは不明だ。 

 

【中四国】 

●弓ケ浜の松林再生へ 県が「そだて隊」結成 

鳥取県西部の弓ヶ浜半島には、昭和20年代に植樹された9km におよぶ松林が美しい砂浜と

共に「日本の白砂青松100選」に指定されている。ところが2010年～11年冬の豪雪により、

約6700本の松が被害を受けた。その後、防風や防塩に問題があるという声が上がり、松の

苗1万本を植樹した。この植樹した松が防風や防塩の効果を発揮できるようになるには、20

年はかかるといわれるが、その間松を健全に成長させ、守っていくために、鳥取県は米子

市などの自治体や企業による「弓ヶ浜・白砂青松そだて隊」を結成し、結団式を行った。

「そだて隊」では、9km におよぶ松林を34区画に分割してそれぞれ担当の「里親」を定め

て、下草刈りや清掃などを行う。鳥取県西部事務所では、美しい景観を育てるためにも、

協力を要請している。 

 

●日御碕の経島でウミネコの調査 

ウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されている島根県出雲市大社町日御碕にあ

る経島で、出雲市の職員によるウミネコの産卵調査が行われた。今年は、3月の低温によっ

て産卵が遅れており、巣の数や産卵数は過去の平均を下回っていたが、今後さらに産卵が

行われる可能性も残っている。 

 

●住民を高台へ移転させることも 高知県 

高知県では、予想されている南海地震などの巨大地震とそれによる大津波に備えた対策と

して、住民の高台への移転計画について考えるワーキンググループを発足させた。6月中旪

頃をめどに、高台移転を含めた対策を取りまとめて、国への政策提言を行う予定にしてい

る。 

 

●普天間移設 辺野古以外も検討へ 再編で日米共同文書 

日米両政府は、在日米軍の再編成見直しに関する共同文書を 4 月 27 日に発表した。それに

よると、沖縄県の米軍普天間基地飛行場の移転問題については、名護市辺野古沖の埋め立

て地に移転するという先の日米合意を見直し、政治的に実現可能なことを優先させる姿勢

を明らかにし、辺野古以外の沖縄県内移設も可能にするような文言を盛り込んだ。さらに、

再編を進めるための日本側の経費負担を共同文書に明記した。辺野古沖への移設について

は、アメリカ上院のレビン議員（民为党軍事委員長）が、辺野古への移転は不可能として、

米軍嘉手納基地への統合を目指すように強い圧力をかけた結果と思われる。今回の共同声

明を受けて、現実的な沖縄県内移設が模索されるようになり、辺野古沖の埋立が実施され

http://203.139.202.230/?&nwSrl=287893&nwIW=1&nwVt=knd
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るおそれは、やや減尐したと思われる。沖縄県知事が辺野古の環境アセス評価書への知事

意見として、環境を守ることは不可能と言い切ったことを、政府の検討委員会が検討を始

めている。検討委員には海洋生物関係では、松田裕之横浜国大教授や新井修亮京都大学准

教授、茅根創東大教授、なども含まれており、どのように知事意見を取り入れて、辺野古

移転を目指すのかどうかが注目されている。 

 

●オニヒトデに刺されて死亡 アナフィラキシー 

沖縄県宮古市の伊良部島白鳥崎沖合でダイビングインストラクターの女性が、ダイビング

中にオニヒトデに刺されて、死亡した。宮古島海上保安署の発表によると、死因は急性ア

レルギー反応である「アナフィラキシー・ショック」による低酸素脳症だったという。オ

ニヒトデに刺されて死亡したのは、世界でも初めてのケースではないかとしている。この

女性インストラクターは、水深 18m の海底でオニヒトデを発見し、素手で石を持ってオニ

ヒトデを潰していてオニヒトデの棘に刺されたという。刺されたのは小さな針の先ほどの

大きさ。その直後に容体が悪化、他のダイビング客に海中ボードに「アナフィラキシー」

と書いて急浮上した。船に助け上げられた直後呼吸困難になって意識を失った。「アナフ

ィラキシー・ショック」は、蜂に刺されると発症する急性アレルギーで、体内に抗体がで

きて、二度目に刺された場合は死に至ることもある。この女性は昨年 10 月にもオニヒトデ

に刺されていたという。 

 

 

●「守りたい砂浜海岸」募集 

海の生き物を守る会では、今年創立5周年を迎えます。また、まもなく「うみひ

るも」が100号を迎えます。それらを記念して、現在行っている砂浜海岸生物調

査を発展させ、砂浜海岸の環境を守る運動につなげるため、全国から「守りた

い砂浜海岸」を募集しています。これはぜひと思う砂浜海岸がありましたら、

事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお寄せ下さい。応募方法は、メールで「砂

浜海岸の名前」「砂浜海岸の位置または住所」「推薦する理由」を明記の上、ご

応募下さい。これまで「日本の渚100選」や「日本の白砂青松100選」などが選

ばれていますが、これらは観光を目的としたものなども多く含まれています。

海の生き物を守る会では、自然海岸の景観や生態系を守りたい砂浜海岸を対象

として、選びたいと思います。ぜひとも、推薦をお願いします。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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●「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 定員満席です 

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。 

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） 
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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 

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）。 

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） 

 

●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。（観察会は、予約がいっぱいになり締め切りました。講演会

はまだ十分余席があります） 

［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） 

5月20日（日）沖縄県本部半島備瀬海岸にて 

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。

mailto:yasukom@kca.biglobe.ne.jp
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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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●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。 

余部が多数あります。 

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 

5 月 13 日（日） 尼崎市（兵庫県） 

5 月 19 日（土） 調布市（東京都） 那珂郡東海村（茨城県） 

5 月 20 日（日） 小千谷市（新潟県） 

 

●鎌仲ひとみ監督作品 映画「ぶんぶん通信」上映予定 

5 月 20 日（日） 小千谷市（新潟県） 

 

●纐纈あや監督作品 映画「祝の島」上映予定 

5 月 15 日（火） 杉並区（東京） 

5 月 19 日（土） 名古屋市（愛知県） 

5 月 28 日（月） 伊那市（長野県） 

6 月 2 日（土）  佐野市（栃木県） 

6 月 30 日（土） 東久留米市（東京都） 

 

【関東】 

●東京大学海洋アライアンス 第 7回東京大学の海研究 

人と海のかかわりの将来像 

    日時： 2012 年 7 月 24 日（火）10：30～17：30（10：00 受付開始） 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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    場所： 農学部・弥生講堂「一条ホール」 

    参加費：無料 

    参加方法：事前登録制（所定の定員になり次第打ち切ります） 

        当日，参加登録確認メールをプリントアウトしてお持ち下さい． 

    参加登録：下記の申込専用サイトからの登録となります． 

https://www.webmasters.co.jp/utoa/symp01/  

プログラム（内容は予告なく変更になる場合があります） 

午前 

海洋基本計画の見直し提言について   城山英明（公共政策大学院） 

教育リテラシーの新たな展開      佐藤 学（教育学研究科） 

午後 

洋上風力発電と地域・漁業の共生    松浦正浩（公共政策大学院） 

ライブモニタリングによる環境プロファイリング  齋藤 馨（新領域創成科学研究科） 

バイオロギングがもたらす新しい海洋情報     佐藤克文（大気海洋研究所） 

藻場再生と沿岸環境          山本光夫（新領域創成科学研究科） 

東北沿岸域の生態系の変遷       河村知彦（大気海洋研究所） 

東北地域の新たな漁業への道筋     黒倉 壽（農学生命科学研究科） 

地球システムの変遷からみた将来予測  住 明正（サステイナビリティ学連携研究機構） 

    【問い合わせ先】 

      海洋アライアンス事務局 野村英明（大気海洋研究所） 

      〒277-8564 千葉県柏市柏の葉 5-1-5  TEL 04-7136-6417 

      E-mail: office@oa.u-tokyo.ac.jp 

 

●海岸生物調査会  真鶴町立遠藤貝類博物館 

５月 20 日午前９時半～午後２時半 

近くの尻掛（しっかけ）海岸で生物調査会 

参加無料 

真鶴の磯には、貝類やエビ、カニ、ヒトデ、ウニなど多様な生き物が生息。栄養が豊富な

川からの水が海流に乗って運ばれるため、プランクトンが多いことなどが要因。 調査会

では、生き物を磯で採取し、同館に持ち帰って顕微鏡で観察。図鑑と照らし合わせて種類

を調べ、学芸員らとリストを作成する。担当者は「海の多様な生態系を知ることで、環境

保護への関心も高めてほしい」。 

 参加対象は小学校３年以上で要予約。軍手やバケツは持参。問い合わせは、同館電話０

４６５（６８）２１１１。 

 

● 丸の内さえずり館企画展 

https://www.webmasters.co.jp/utoa/symp01/
mailto:office@oa.u-tokyo.ac.jp
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    「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) 

 

 (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

http://www.ows-npo.org/activity/garbage/midway-saezurikan2012.html
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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   

   

   

 

● 海辺の自然教室 「伊豆大島ネイチャーツアー」参加者募集 

 人類が誕生する遥か昔の太古から長い噴火の歴史とともに形成されてきた伊豆大島。今

なお数十年ごとに噴火を続ける火山島には独特な生態系と、この地ならではの生きものた

ちが生息しています。このツアーでは火山活動が作り出した特殊な環境とそこに棲む生き

ものたちを訪ねて、ＯＷＳネイチャーガイドがご案内します。 

開催日 ：2012 年 6 月 30 日（土）～7 月 1 日（日） 1 泊 2 日 

開催場所：伊豆大島 

集合場所：東京 竹芝桟橋 東海汽船チケット売場前(ゆりかもめ竹芝駅徒歩 1 分) 

       07：00 集合－17：30 解散 

参加費 ：OWS メンバー： 35,000 円／一般： 38,700 円 

       往復乗船券・1 泊 2 食付き(昼食は別途) 

募集人数：7 名（最尐催行人数 4 名） 

プログラム概要（2 日間） 

  三原山溶岩台地トレッキング、マウンテンバイクダウンヒル、南部海岸散策＆生きも

の観察、ネイチャークラフト など 

ガイド ：小川修作（OWS ネイチャーガイド／伊豆大島シーサウンド代表） 

       後藤健太郎(OWS ネイチャーガイド) 

mailto:maininfo@rimi.or.jp
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詳しくはこちらをご覧ください。⇒ 

http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0b5svu0wj6xtxzgyiQ1m  

 

 

● 海の生物多様性 フォーラム 

「日本の海の今を考える ～新たな生物多様性国家戦略に向けて～」 

【趣旨】 2010 年の生物多様性条約第 10 回締約国会議（CBD-COP10）で 2020 年までに達

成する「愛知目標」が決議されました。世界的にも、地球温暖化や海洋資源の面から、特

に「海の生物多様性」への注目が高まっています。海に囲まれた日本では、台風や地震・

津波といった自然攪乱の前提のなかで、いかに生物多様性を失わずに豊かな自然からの恵

み（生態系サービス）に基づく暮らし方が問われています。市民の起草から制定した生物

多様性基本法（2008 年）に基づき、生物多様性国家戦略の見直しの検討が、環境省中央環

境審議会で続けられています。この機会に、生物多様性の保全の観点から、沿岸・海洋の

現状課題と各省庁の政策を通じて、新たな生物多様性国家戦略での解決策、市民・行政・

専門家・マスメディアなどが集まり考えていきたいと思います。多くの方々のご参加をお

待ちしております。 

为催：日本自然保護協会・世界自然保護基金ジャパン（WWF ジャパン）・日本野鳥の会 

共催：生物多様性保全・法制度ネットワーク 

日時：2012 年 5 月 19 日（土）13:00～18:00 （12:30 開場） 

場所：フォーラムエイト ８階クィーンズスクエア 

150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 新大宗ビル（渋谷駅徒歩 5 分） 

http://www.forum-8.co.jp/access/index.html  

Ⅰ部：講演 「日本の海洋生物多様性をどう考えるか」 

白山義久（海洋研究開発機構理事・海洋生物学 メイオベントス学） 

Ⅱ部：パネルデスカション （予定） 

NGO/研究者から問題提議、各省庁から政策上の展開解説、ディスカションをします。 

 セッション１：東北 「津波被災地の沿岸域、生物多様性と復興・復旧を考える」 

 セッション２：生物 「回遊する生物の減尐、水産資源の管理を考える」 

 セッション３：空間 「日本の海洋保護区 8.3％、その内容を考える」   

Ⅲ部：総合討論 「新たな 生物多様性国家戦略に向けて」  

事前申込：不要（会場定員 150 名） 

資料代：500 円 

 

●巡回写真・資料展「私たちの身近な海にすむ造礁サンゴ」  

 OWS では創立以来サンゴ礁や造礁サンゴに関する、多くのプログラムを積極的に行って

おり、2008 年の「国際サンゴ礁年」をきっかけに、「北限域の造礁サンゴ分布調査プロジ

http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0b5svu0wj6xtxzgyiQ1m
http://www.forum-8.co.jp/access/index.html
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ェクト」を開始、今年で 5 年目を迎えます。そのプロジェクトの成果をまとめた写真・資

料展を全国の会場で巡回展示しています。 

 昨年 11 月より全国 10 ヶ所の会場で巡回展示しており、関東周辺海域の身近な海に生息

している様々な造礁サンゴとそのサンゴがつくり出す生物多様性について紹介しています。 

 4 月以降は西日本での開催です。お近くの方はぜひご来場ください。 

入場無料 

 【モンベル 大山店】 現在開催中!！ 

  期間：2012 年 4 月 14 日～5 月 6 日 

  鳥取県西伯郡大山町大山 115 

 【モンベル 神戸三宮店】 

  期間：2012 年 5 月 12 日～5 月 27 日 

  兵庫県神戸市中央区伊藤町 109  ルネ神戸旧居留地 109 番館 

 【モンベル 京都駅前店】 

  期間：2012 年 6 月 2 日～6 月 17 日 

  京都府京都市南区西九条鳥居口町 1 イオンモール KYOTOSakura 館 

 【モンベル 奈良店】 

  期間：2012 年 6 月 23 日～7 月 8 日 

  奈良県奈良市二条大路南 1-3-1 イトーヨーカドー奈良 4 階 

 ※この展示会は株式会社モンベルの協力で実施します。 

 ※7 月以降、開催したい店舗や会場がありましたら、事務局までご連絡ください。 

 

●千葉県野鳥の会 小櫃川河口（盤州干潟）自然観察会                           

(干潟の生き物を観察しよう) 

5 月 3 日 

小櫃川河口 

 

●NACS-J 自然観察指導員東京連絡会(NACOT)/NPO 法人環境ネットワーク・文京 

多摩川河口干潟観察会～干潟の生きものたち～ 

５月５日（土）10 時～14 時予定 

東京都大田区羽田／大師橋付近 

 

【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

http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-06.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-06.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-06.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-06.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-06.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-03.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-03.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-03.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-03.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-03.html
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う言い伝えがあるように、防災意識の高い地では被害が尐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」 

     ファシリテーター：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 

 

●海辺の生物観察会（名古屋港水族館） 

第１回  探検！潮だまりの世界 磯の生き物たち 

 自然の海岸で、身近な海の生き物たちのくらしを観察してみませんか？  

 2012年 5月 20日（日）  

 場所：知多半島 豊浜海岸周辺  

 応募締切：平成 24年 5月 7日(月)必着  

 

【近畿】 

●播磨灘を守る会 春の海岸生物調査 

５月１９日（土） 

新舞子海岸 

 

●海のふしぎ観察会 2012 第 2 回春の干潟あそび海のふしぎ観察会 

2012 年 5 月 19 日（土） 

開催場所：泉南市男里川河口干潟 

対象年齢：制限なし・どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-10.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-10.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-10.html
http://www.jawan.jp/wdj/2012/notice/2012-10.html
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参加費：大人 300 円（協会会員 200 円）、小中学生 200 円（同 100 円） 

小雤実施 

集合：10：00 南海電車樽井駅改札前 

解散：14：00 頃 現地 

定員：40 名メール先着順 

講師：田中正視さん 

持ち物：弁当、水筒、濡れてもいい運動靴（サンダル不可）、着替え（あれば好都合）、帽子 

申込み：参加者全員の（１）名前（２）フリガナ（３）年齢（４）住所（５）電話番号を記入し、

メールで申込み  umi@nature.or.jp  折り返し参加可否を連絡します 

申込期限：5 月 11 日まで（先着順） 

問合せ：保全協会内「5 月 19 日海の観察会」係 06-6242-8720 

☆潮がひいたら現れる生き物の楽園をのぞきに行こう。シオマネキも待ってるよ！ 

 

【沖縄】 

●ジュゴンの海を学ぼう！遊ぼう！きれいにしよう！ 

日時：２０１２年５月２０日（土）午前９時半〜午後１時半 

場所：沖縄県名護市嘉陽海岸 松浜荘駐車場 集合 

対象：親子及び一般、（中学生以下は保護者同伴） 

募集：３０名（要予約) 

費用：保険料等 ２００円（原発避難の親子については無料） 

持ち物：昼食、飲料水、帽子、日焼け止め、水着と着替え、軍手、マリンシューズまたは

濡れていい運動クツ（島ゾウリは不可） ※ 箱メガネ、シュノーケル用具はこちらでも準

備しますが、数に限りがありますので、お持ちの方はご持参下さい。 

内容：海の哺乳類ジュゴンがどんな環境で生きているのかを楽しい布絵の「あーまんシア

ター」とジュゴン・クイズで学んだ後、ジュゴンの餌である海草を観察し、ジュゴンが食

べた跡を探します。最後に、ジュゴンの棲む海辺がいつまでもきれいであるようにビーチ・

クリーンをします。 

为催：北限のジュゴン調査チーム・ザン 

問い合わせ：携帯電話：090-8032-2564（鈴木）Ｅメール：n-hokugen.19@kjd.biglobe.ne.jp  

 

 

 

mailto:メールで申込み%20%20umi@nature.or.jp
mailto:n-hokugen.19@kjd.biglobe.ne.jp
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ウリクラゲ クラゲを食らうクラゲ 

 

京都大学瀬戸臨海実験所の北浜に稀に打ち上がるクラゲの一つがウリクラゲだ。冬季

に遭遇できる。体長８ｃｍほどの個体が砂まみれで転がっている。白浜町の瀬戸漁港でも

体長 10ｃｍほどの大きなウリクラゲが見られるが、ここでも稀尐だ。 

ウリクラゲはメロンのネットの特徴がある。体中を巡る栄養輸送用の管が複雑に分岐

している。画像の赤いきざきざの箇所だ。ウリクラゲは鉢クラゲほどは大きな体にはなら

ないが、多岐に分岐した水管を体に張り巡らしているのが両者の共通の特徴である。複雑

な体なのだが、体が傷んでも元の体にもどれる強い再生力がある。 

ウリクラゲはまったく触手をもっていない。一生涯、触手はない。クシクラゲ類の無

触手類に属する。１対の触手が生涯、あるいは生涯の一時期だけもつことがある有触手綱

と異なり、ウリクラゲはしっかりした体をしている。薬品固定も容易で、その後もとても

長持ちする標本として学生実習などでも見せている。瀬戸臨海実験所の歴代スタッフがも

う数十年以上も前に田辺湾から採集した標本は、今でも学生達に観察されられる状態のま

まだ。 

  なんといっても、生きている時のウリクラゲは美しい。クシクラゲ類のトレ－ドマ－

クの櫛板を波のようにビートし、光をあびると虹色に輝き、ゆうぜんとゆったりと泳ぐ。

櫛板は繊毛の束なので、こんな運動器官では速力もでない。だが、クラゲ食を発揮できる

ほどの機敏さを秘めている。他のクラゲたちの遊泳力もしれているが、いったん接触した

ら、もう決してのがさない獰猛さをもっている。すばやく体を曲げ、がま口のように口を

開き、ぱくりと飲み込む。口の反対側にあるただ１個の感覚器で櫛板の運動を制御しなが

ら、この貪欲な肉食性のゼラチン質プランクトンは、獲物を求めて海を漂っているおそろ

しいクラゲプレデ－タ－なのだ。画像の右端ががまぐちだ。 

ウリクラゲは日本中どこでも見られ、分布は広い。ウリクラゲも雌雄同体であり、雄

であり雌でもある。これはクシクラゲ類の共通の性質である。それでも自家受精で自分自

身の卵と精子を結合させるのは遺伝学的によくないため一般にやらない。卵は、刺胞動物

のクラゲ類と同様、ハ－ト型卵割をして小さな幼体に成長する。受精膜があがらない性質

も同じである。すなわちモザイク卵である。だから、卵割中の卵をいくつかに切り分ける

と、各部分から誕生する幼体は、親の一部分ずつだ。卵割の初期段階からそれぞれの部分

が将来のどこの部分になるか決まっているからだ。よく知られているウニの卵のように、

いくつにもわけても、それぞれの塊から一人前の幼生がうまれるのと大きな違いである。

卵の時から調整がきかないのだ。 
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図 クラゲを食べるクラゲのウリクラゲの一種 

 

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 
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海の生き物を守る会が为催する 5 月 6 日の山口県上関町長島・祝島の自然観察会と、5

月 20 日の沖縄県本部半島備瀬海岸での自然観察会は、どちらもお申し込みが増えて、定員

を超えてしまいました。参加を検討していた方には申し訳ありません。次回はぜひとも早

めにお申し込み下さい。今後、7 月には南紀州での観察会を予定しています。その他でも観

察会を計画されている方はご相談下さい。みんなで海へ出かけましょう。（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。 

 

メールマガジン『うみひるも』第 98 号  

2012 年 5 月 1 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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