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「今月の海の生きもの」

オオエンコウガニ

Chaceon granulatus

：

深海に生息する大型甲殻類。十脚類短尾類オオエンコウガニ科のカニ。東京湾より南の水
深 100m～1000m
の深い海に生息
する。日本海側
では生息してい
ないと思われる。
生息場所の水温
は約 5℃と冷た
い。深海底曳き
網などで混獲さ
れることがある
が、
多くはない。
味は美味で食用
にもされるが、
尐ないため、市
場に流通するこ
とはほとんどな
い。マルズワイ
ガニという名前
で市場に出てい
るのは、アメリ
カオオエンコウ
ガニである。甲
羅の幅は 20～25cm、脚も含めると 80~100cm にもなる。甲羅は堅くて重い。
（駿河湾にて 向井 宏撮影）
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【国際】
●大量の水鳥とイルカが死亡 南米太平洋岸
南米の太平洋岸のペルーとチリに、大量のペリカンなどの水鳥の死体が漂着している。ま
た、イルカも数百頭が死体で見つかった。今後も死体の漂着が続く怖れもある。原因は現
在のところ不明である。ペリカンの胃からは何も見つからなかったため、ペルー沖のアン
チョビーの不漁が原因という説もあるが、多くの研究者はそれを否定している。フクシマ
の事故の影響はないのだろうか。

【全国】
●売れない鯨肉 冷凍保存で鯨研は大赤字
（財）日本鯨類研究所は、昨年夏に行った北西太平洋鯨類調査で捕獲した鯨肉のうちの市
販用鯨肉1122トンを入札にかけた。同研究所ではこれまで捕獲してきた鯨肉を入札ではな
く「相対」取引と称して鯨研が付けた値段で取引に応じる業者に販売してきた。ほかには、
「公益用」と称して自治体や給食用に安価に提供する236トンを用意している。昨年11月か
ら今年3月にかけて行われた市販用鯨肉の入札は、わずか303トンが落札されただけで終わ
り、900トン以上が売れ残ったままになった。（IKANet-News No.51より）5月には、あらた
に南極海からの調査捕鯨で獲った鯨肉が1000トン以上、帰ってくることになっており、鯨
研は、売れない鯨肉の在庫を抱えて、冷凍保存代だけでも大赤字になりそうだ。無駄な捕
鯨をやめて、節電に協力した方が、鯨研のためにもなる。日本人が鯨肉を食べようという
需要はもはや無くなった。
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【北海道】
●私設博物館、世界の貝千点を展示
北海道伊達市南有珠町の福田茂夫さんが、これまで趣味で集めた貝の標本 1000 点あまりを
自宅敷地内に開設した私設博物館に展示して、一般に無料で公開する。子供の頃から海の
生きものに関心を持っていたという福田さんは、大学で地理学を学んで、化石の貝の魅力
に魅せられて収集を始め、国内各地やフィリピン、インドネシアなどの海岸にも出向いて
採集してきた。集めた標本はアンモナイトの化石を始め、現生の貝など約 10 万点に上る。
福田さんは、現在臨時職員を勤めている豊浦町教育委員会を退職し、博物館の運営に力を
入れるつもりという。博物館は、福田さんが役員を務めている NPO「地域自然活動センタ
ー 森・水・人ネット」の活動拠点としても活用する予定である。博物館は入場無料だが、
入館には予約が必要。問い合わせは福田さん 090-2692-1673 へ。

【東北】
●フクシマの汚染水

循環系はトラブル続き

収束は遠い未来

福島第一原発の 1～4 号機の事故は、政府の発表では冷温停止ができており、収束したと言
うが、事故後 14 ヶ月にもなる今も、メルトダウンした原子炉を循環注水冷却しているポン
プや配管にはトラブルが続いている。先日は、雑草のチガヤがパイプに突き刺さったため
に水漏れが起こった。ほぼ毎日のように水漏れやトラブルが続いており、安定的に冷温停
止状態とはとても言えない状態だ。汚染水の水漏れが続くと、高濃度汚染された水が海に
流れ込む。現在でも地下水が原子炉建屋の地下の汚染水に流れ込んでおり、水位によって
は、汚染水が地下水を通して海に流れ込むことは十分起こりうる。汚染水の処理を一日も
早く終わらせる必要があるが、政府も東電も他の原発の再稼働を急ぐばかりで、福島第一
原発の放射能汚染を拡げないという義務を果たそうとしていない。事故を起こしたら、原
発はもはや人間の管理外の存在になる。そのような原発を再び動かしてはならない。福島
の事故を本当に解決しないで、原発を動かすなど、神をも畏れぬ行為ではないだろうか。

●アマモ場８０％消失？

松島湾調査

「再生事業」を画策

宮城県の松島湾では、東日本大震災による大津波の被害を受けた。海底の環境はどのよう
な被害を受けたかを調べるために、国交省と「松島湾アマモ場再生会議」が、2012 年 5 月
11 日、合同で松島湾内の現地調査を实施した。その結果、震災前に 1300ha あったアマモ場
が、津波の被害でその 80%が消失したと発表した。これまで松島湾の環境調査を行ってき
た「アマモ場再生会議」の副会長伊藤某は、「アマモ場が無くなれば、将来的に魚がいな
くなってしまうおそれがある。生育に適した場所を探して、残されたアマモの種苗を移植
したい」と話している。国交省と再生会議は 15 日に「松島湾の海域環境復興を考える検討
会」を開催し、今回の調査結果から今後の事業を話し合った。
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しかし、東北のいくつかの海底の調査を行った研究者によると、失われたアマモ場は震
災から 1 年経って各地で復活しつつある。津波による物理的な被害はあったが、アマモ場
が無くなる環境が続いているわけではない。震災後は、アマモ場は自然に再生する。震災
から 14 ヶ月にもなった松島湾で、本当に 80％が失われたままなのか、調査結果を疑う。そ
の意味は、アマモ場再生と称した事業を考えているということから、明らかになる。アマ
モ場が多く失われたから、再生事業を（お金を使って）やらなければ、魚類資源も無くな
るぞ、という脅しに使っているのではないか。原発を再稼働しないと電気が足りないぞ、
という脅しと、いかによく似ているか。この手の事業はこれまでもあちこちで行われてき
た。

●三陸全体に 5～10m の防潮堤建設

住民は堤防不要

国交省と東北 3 県は、原則として三陸全域に 5～10m の防潮堤の建設を予定しており、今年
度 6 月頃から測量と建設工事を開始することにしている。しかし、県も自治体も、計画を
正確に把握しておらず、住民への説明もほとんどなされていない。宮城県気仙沼市唐桑町
でも防潮堤建設の計画について住民から疑問の声が上がり、地元の NPO「森は海の恋人」
では、計画を周知させ、地元の意見をまとめるために、防潮堤建設についての住民勉強会
を開いた。勉強会には、行政と住民が 30 名ほど集まり話し合ったが、堤防の高さはすでに
決まっており、形状の変更くらいしか住民の意見を入れる余地がないようであった。勉強
会では、住民からは堤防は不要という意見が大半であった。NPO「森は海の恋人」では、
住民の意見を急ぎまとめて気仙沼市に要望を提出する予定である。その他の地域でも、堤
防の高さが住民の意見も聞かず決められており、エコトーンでもある海岸線の自然は大き
く壊される事になりそうだ。現場を見ず、住民の意見を聞かず、勝手に防潮堤建設計画を
立てる国交省や県は、いったい何を復興しようとしているのだろうか。

【東海】
●三河湾の浄化を目指して 環境再生プロジェクトが始動
愛知県の三河湾は、水質汚染がひどく、赤潮が一年中発生するなど、昔のきれいな三河湾
からは想像できないほどの汚れようである。近年は、きれいな三河湾を取り戻すさまざま
な取り組みがなされるようになってきた。愛知県と地元住民ら 7 団体は、今年から「三河
湾環境再生プロジェクト」を行うことになり、5 月 6 日の日曜日に、愛知県蒲郡市の竹島海
岸で、大村秀章知事も参加して干潟の観察会が開かれた。この日は、NPO「東三河自然観
察会」が主催し、親子連れなどがカニや貝など干潟の生物を観察した。次回は、滋賀県の
嘉田由紀子知事を招いて、三河湾の浄化に向けたシンポジウムを開く予定である。

【近畿】
●初夏の花ハマヒルガオが咲き始めた

神戸・須磨海岸
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昨年よりも遅れていたハマヒルガオの花が、神戸市の須磨海岸や西宮市、姫路市、洲本市
など兵庫県の瀬戸内海海岸でいっせいに咲き始めた。ハマヒルガオは北海道から九州まで
の砂浜海岸に自生するヒルガオ科の海浜植物で、直径 5cm ほどのピンク色の花をつける。
須磨海岸西部には、土砂運搬用のベルトコンベヤーの敷地が、7 年前に稼働を止めて以来、
人の立入も制限されて、海浜植物の自生地が復活した貴重な場所がある。ハマヒルガオは、
兵庫県も神戸市も、絶滅のおそれがある希尐な種としてレッドデータブックに記載し、保
護を呼びかけてきた。

【中四国】
●シロウオの産卵数が急増

萩市

山口県萩市の松本川を遡上するシロウオが、川底の石に卵を産み付けている。例年1㎡あた
り約2000個の卵を産み付けるのだが、今年は例年の2倍近い平均3900個の卵が発見された。
この卵数は、過去20年間で3番目に高い密度だという。シロウオは、シラウオとは異なり、
ハゼ科の魚だが、シロウオとよく似た大きさで、半透明の身体をもち海から川を遡って産
卵する習性もシラウオとよく似ている。卵は4-5mm の細長い形をしており、2-300個の卵が
固まりになって石の底に産み付けられる。そのため、石が泥に埋まってしまうと産卵がで
きなくなる。近年川に泥が堆積するようになり、シロウオも減尐しているので、萩白魚組
合では、川石を水圧で掃除をすることを行ってきた。この組合の努力が实ったのかもしれ
ないが、石を掃除すると、石についた藻を食べるアユは餌を無くしてしまう。人が手を入
れれば、さまざまな影響が生物群集に及ぶ。漁業組合は、生態系や群集の保全を考えて石
の掃除をしていないから、そう言う結果を招く怖れもある。

●宮島の湿地など 9 ヶ所をラムサール条約へ
環境省は 5 月 10 日、今年ルーマニアで開かれるラムサール条約締約国会議に向けて、日本
で 9 ヶ所を登録湿地として提案することを決めた。広島県の宮島では、満潮時に海水が侵
入する汽水域湿地 142 ha を登録する。絶滅危惧種であるミヤジマトンボは、このような汽
水域湿地に生息する珍しいトンボで、個体数は現在では約 300 匹程度しかいないと推定さ
れている。その他、海では熊本県の荒尾干潟などが登録される。熊本県では初のラムサー
ル登録湿地となる。日本では合計 46 ヶ所が登録されることになる。

【九州】
●米軍が馬毛島視察へ 鹿児島県の調査は拒否
鹿児島県の西之表市馬毛島では、島の大半を所有する東京の企業「タストン・エアポート」
が、米軍空母艦載機の離着陸訓練を受け入れるために、島に空港を建設するなど開発が野
放図に行われており、島の特産であるマゲシカの絶滅が心配されているほか、海の環境に
も悪影響が心配されている。米軍の訓練基地に馬毛島を使わせることに反対をしている鹿
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児島県や県議会では、馬毛島の現地調査を「タストン・エアポート」に申し入れていたが、
会社が拒否を続けていた。今月になってようやく 5 項目の調査項目のうち林地開発、採石、
砂利採取の 3 項目について調査を許可した。マゲシカの調査と建物への立入は拒否を続け
ている。一方、米軍と防衛省も馬毛島の現地視察を検討していることが発覚した。視察は
米軍がヘリコプターにより上陸する予定で、会社側に連絡し、会社も了解したという。調
査時期は、現在調整中のようだ。米軍の訓練移転に反対している鹿児島県や西之表市は猛
反発している。艦載機の離発着訓練は、現在、硫黄島で行われており、硫黄島の訓練では
劣化ウラン弾も使用されて問題になった。防衛省は、米軍移転を前提に土地の買い取りの
ための調査費予算を今年度 2 億円計上している。

●佐賀県は開門実施を要求

長崎県は中止を要求

開門アセスへの意見書

国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防を長期にわたって開門調査を行うよう裁判所の決定が出
され、その实施期限が来年末に迫っているが、農水省の意識的な怠業と考えられる遅れで、
開門調査の实施が見通せない状況の中、開門する方法についての環境アセスメント準備書
についての関係自治体である佐賀県と長崎県の意見書が出された。両者の意見書はまった
く逆方向を向いている。佐賀県知事は、段階的開門方法による全面開門の实施を求めて 7
項目の意見書を、九州農政局に提出した。一方の長崎県は、開門準備を即刻中止し、白紙
撤回を求める意見書を提出すると同時に、鹿野道彦農相に直接要請した。鹿野農相は、両
者の間をとったような「制限開門」の道を探ろうとしている。制限開門なら影響が小さい
という理由であるが、影響が小さな開門を行うと言うことは、開門することによる有明海
の環境回復を効果のないものにしてしまう。結局、農相が狙っているのは、制限開門して
も有明海の改善効果がなかったという理由で再び締め切りを強行するための理由づくりで
はなかろうか。

●泡瀬干潟で希少種「フジイロハマグリ」の生存を確認
2012 年 4 月 8 日に、沖縄県泡瀬干潟で行われた「うみえら館」主催の干潟観察会で、絶滅
危惧種の「フジイロハマグリ」が発見された。前川盛治泡瀬干潟を守る連絡会代表が記者
会見で発表し、泡瀬干潟の埋立工事の中断と貴重動植物の保全を訴えた。フジイロハマグ
リは、「レッドデータおきなわ」では、絶滅危惧 II 種とされ、泡瀬干潟のみから見つかっ
ている貴重な貝である。過去、泡瀬干潟から 2 例が報告されているのみであった。前回の
報告の時に、「泡瀬干潟生物多様性研究会（山下博由会長）や「日本ベントス学会」（向
井 宏会長）が、きわめて貴重な種が生息する場所の浚渫・埋立を中止するように記者会
見で要請したことがあったが、事業者はこれらの生物を確認せずに、事業を強行してきた。

6

●「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。

●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］
5月20日（日）沖縄県本部半島備瀬海岸にて
「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）
7

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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●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

●「奇跡の海」上関・祝島の海に行きました
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した。参加者は船の定員いっぱいの21名。希望者が多か
ったため、急遽船を2艘に増やし、室津から祝島へ向かいました。しかし、当日
は晴天に恵まれたものの、風が強く、田ノ浦海岸への上陸は断念せざるをえま
せんでした。そのため、祝島で海の生き物を守る会向井 宏代表と長島の自然
を守る会高島美登里代表のお話しをゆっくりと聞くことができ、地元の海産物
をふんだんに使った弁当を堪能しました。その後、祝島を散策し、予定を大幅
に延長して解散しました。当日の参加者から、海の生き物を守る会への入会者
もありました。
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」

【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。
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●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 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 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）

【東北】
●東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト
－被災した干潟のいきもの調査－
東日本大震災によって被害を受けた干潟のモニタリング調査を、研究者のお手伝いをしな
がら行います。身近な自然を調べることにより、自然との共生に対する意識や市民の環境
リテラシーを促進させ、それが持続可能な地域復興へとつながることを目指します。
調査日及び調査地：
5 月 26 日（土）～27 日（日）松島湾（松島町、利府町）【チーム 1】
6 月 9 日（土）～10 日（日）蒲生干潟（仙台市）、鳥の海（宮城県亘理町）【チーム 2】
6 月 23 日（土）～24 日（日）松川浦（福島県相馬市）【チーム 3】
研究者：占部城太郎、鈴木孝男、牧野渡、向井康夫（東北大）
募集人数：8～12 人
研究分担金：2,500 円（宿泊費、滞在費含む。交通費は別途自己負担）
問い合わせ＆申込先：NPO アースウオッチ・ジャパン 03-3511-3360

【関東】
●干潟生物調査研修会 2012

info@earthwatch.jp

in 小櫃川河口干潟のお知らせ

日本国際湿地保全連合（WIJ）では、干潟に興味があり、干潟の生きものを知りたい、調
査をしたいという一般の方々を対象とした「干潟生物の市民調査」研修会を、昨年度に引
き続き千葉県木更津市・小櫃川河口干潟にて、開催します。
日 時：①調査リーダー育成コース
（干潟調査経験のある高校生以上の方。はじめて調査リーダーコースに参加され
る方を対象）
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2012 年 6 月 1 日（金）～3 日（日）
②初心者のための「干潟生物の市民調査」
：調査リーダーや専門家の指導のもと、
干潟生物を調査します。干潟生物の専門家による講義や調査リーダーによる成
果発表を聴講することができます。
2012 年 6 月 2 日（土）～3 日（日）（どちらか 1 日だけの参加も可）
会 場：千葉県木更津市小櫃川河口干潟及び周辺の民宿
民宿「与兵衛」〒292-0008 千葉県木更津市中島 3864 TEL. 0438-41-0318
講 師：中川雅博（日本国際湿地保全連合）、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（予定）
世話役：中川雅博（日本国際湿地保全連合）
参加費：①と②は 16,500 円（宿泊代、6/1、2 夕食懇親会、6/2 の昼食、6/2、3 の朝食を含
む）初心者のための「干潟生物の市民調査」10,000 円（宿泊代、6/2 夕食懇親
会、6/3 朝食を含む。日帰りも可（要相談）。）
定 員：①と②はそれぞれ 8 名程度。
申し込み期限：2012 年 5 月 21 日(月)
申し込み方法：参加申込書を、FAX またはメールにて、WIJ 担当中川まで。
問い合わせ先：日本国際湿地保全連合（WIJ） 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
参加者には、特典として、『干潟生物調査ガイドブック―東日本編』、『实物大干潟生物
下敷き 2 枚組みセット』、『干潟市民調査パンフレット』など「干潟市民調査セット一式」
を差し上げます。
・・・・・・・以下、申し込み票・・・・・・・・
「干潟生物調査研修会」申し込み票
私は「干潟生物調査研修会 2012 in 小櫃川河口干潟」に申し込みます。
参加するコース（どれかを丸で囲む）
1．調査リーダー育成コース
2．初心者のための「干潟生物の市民調査」
お名前：
ご住所：
生年月日：
（保険をかけますのでご記入ください）
お電話番号：
メールアドレス：
緊急連絡先：

12

メールの場合、件名に「干潟市民調査申し込み」としてください。

●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）
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
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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
「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

● 海辺の自然教室 「伊豆大島ネイチャーツアー」参加者募集
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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)
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。
主催：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）
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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
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 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

【東海】
●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？
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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

第２回 のぞいてみよう！海の「草原」アマモ場の生き物たち
平成 24 年 6 月 3 日(日)
場所：知多半島 片名海岸
応募締切：平成 24 年 5 月 21 日(月）必着
「第１回 探検！潮だまりの世界 磯の生き物たち」と「第２回 のぞいてみよう！
海の「草原」アマモ場の生き物たち」は水族館前 8：30 頃集合
募集人数 各回 40 名（応募が多数の場合は、抽選となります）
対象 小学生から一般の方（ただし、小学 1～4 年生は保護者同伴）
参加費 各回 大人･子供どちらも 1 人 2,000 円
応募方法 :往復はがきに次の要領で記入し、お申し込みください。
郵便番号、住所、氏名・年齢（小中学生は学年）・性別（親子 2 人の場合はそれぞ
れ）、日中の連絡先（自宅電話など）、当日の緊急連絡先を明記の上、
郵便番号 455-0033 名古屋市港区港町 1-3

名古屋港水族館

「アマモ場の生物観察会」係、「磯の生物観察会」係、「干潟の生物観察会」係の
いずれかを明記の上、お送り下さい。
各回 1 人 1 通（小学 1～4 年生は保護者と 2 人で 1 通）
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お問い合わせ先：名古屋港水族館

学習交流課

TEL：052-654-7080（代）

【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）
参加費：大人 300 円（協会会員 200 円）、小中学生 200 円（同 100 円）
小雤实施
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！

●和歌の浦干潟観察会（第 19 回）
日時：２０１２年６月３日（日）、１０時～１２時
観察予定地：観海閣（妹背山）周辺の干潟
ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、
コメツキガニの砂団子、
水際に群がるヤドカリ類、
テッポウエビ、絶滅寸前種のイボウミニナなど、たくさんの生き物を観察できます。今年も例年
の観察会に加え、市民参加型の生物調査（助成：日本財団）も行います。生き物好きのあなた、
是非ご参加を。
集合時間と場所：１０時に観海閣（玉津島神社の向かい）
但し、雤天中止（小雤決行）
費用：資料一部１００円、希望者のみ
服装や準備物、その他注意点：長靴または泥にはまっても良い靴（サンダル・水雪駄は泥に足を
取られるので不適）。帽子、軍手、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。
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主催：和歌山大学教育学部生物学教室

わかのうらひがた?楽部

問い合わせ：e-mail: tkoga@center.wakayama-u.ac.jp 、または 090-4499-3157，古賀まで
なお、今年はあと、７月２２日（日）１３時?有田川河口干潟で、９月１６日（日）１２時?和歌
の浦干潟で観察会を行う予定です。

【中四国】
●中国新聞創刊 120 周年記念事業

瀬戸内海シンポ＆島の恵みフェスタ

日本最大のニホンアワサンゴ群生地が確認された山口県周防大島町で、「瀬戸内海環境シ
ンポジウム」と「島の恵み」を満喫するフェスタを同時に開催します。

瀬戸内海環境シンポジウム
５月１９日（土）午後１時３０分～４時１５分
周防大島町総合体育館（フェスタ会場隣）
【内容】「アワサンゴの海」の保全とともにエコツアー展開、新たな海の幸発掘など利
活用も探ります。パネリストは藤本正明氏（ＮＰＯ法人自然と釣りのネットワーク理事）、
上嶋英機氏（広島工業大教授、瀬戸内海エコツーリズム協議会理事長）、新井章吾氏（海
藻研究所所長）。本紙「命のゆりかご」取材班の報告。コーディネーターは山城滋・中国
新聞防長本社代表
【聴講申し込み】はがきかファクス、メールに住所、名前、年齢、電話番号、参加人数
を記入し、〒７４５－００３４ 周南市御幸通２丁目２２、中国新聞防長本社瀬戸内海環
境シンポ係へ。ファクス０８３４（３３）５６０４、メールはこちら（sango@chugoku-np.co.jp）
へ【締め切り】５月１０日（木）必着【問い合わせ】防長本社＝電話０８３４（３３）５
６００ ※平日のみ

島の恵みフェスタ
５月１９日（土）午前１０時～午後５時
２０日（日）午前１０時～午後３時
周防大島町陸上競技場周辺（道の駅サザンセトとうわ隣接エリア）
【ステージ】フラダンスフェスタ▽マウンテンマウス、原田侑子、ちゅーピーダンスほ
か出演【イベントブース】瀬戸内・島の台所をテーマに周防大島や近隣の飲食、物産市▽
軽トラ市▽お宝フリーマーケット▽軽１グランプリ▽メモリアル新聞▽セグウェイ試乗体
験▽ちゅーピーふわふわドーム▽命のゆりかご写真展―ほか
主催 周防大島町、周防大島観光協会、中国新聞防長本社

●ナメクジウオ＆モズク観察会

長島の自然を守る会

日時：2012 年 5 月 20 日（日）10:00 集合

16:00 解散
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集合場所：上関町室津港駐車場
内容：10:15～11:45
「珍しい生き物の宝庫～田ノ浦の海の生きものについて」 山下博由さん
「上関の海藻について」

新井章吾さん

12:00～15:00 ナメクジウオ＆モズク観察（田ノ浦湾＆周辺）
費用：弁当代含むカンパ（大人 6,000 円、子供 3,000 円）
申込先：高島美登里 〒742-1403 山口県熊毛郡上関町大字室津８３６
090-8995-8799 Fax:0820-62-0710 E-mail: midori.t@crocus.ocn.ne.jp

【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。
主催：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

●沖縄のサンゴ礁

ミクロ生態系と珊瑚の共生

研究補助ボランティア募集

サンゴやミクロ生物に関するフィールド調査と实験所での分析等を行います。
調査日：2012 年 5 月 31 日（木）～6 月 4 日（月）（4 泊 5 日）【チーム 1】
調査地：琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底实験所（沖縄県国頭郡本部町）
研究者：鈴木 款（静岡大学創造技術大学院）
募集人数：最大 10 名
研究分担金：33,500 円（宿泊費、ボランティア保険、朝食および夕食を含む）
参加条件：泳ぐことができること（スキューバダイビングは行わないができることが望ま
しい）。水中での簡単な作業ができること。
問い合わせ＆申込先：NPO アースウオッチ・ジャパン 03-3511-3360

info@earthwatch.jp
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●永幡嘉之「巨大津波は生態系をどう変えた
か」 講談社 BLUE BACKS pp.212 新書版
\1,000
東日本大震災後、津波の被災地を巡って生きものた
ちがどのような影響を受けているか、希尐な生物た
ちはどうなったかを、克明に記載している。そして、
著者は、復興という名前で行われる土木復興工事で
津波に生き残った貴重な動植物が次々と失われてい
ることに深い危惧の念を表している。復興事業がア
セスを免じて行われていることなど、問題点をきち
んと指摘した本書は、ぜひ読んで復興とは何か、再
考していただきたい。

真っ白なアメフラシ
アルビノの春の使者
2005 年４月初旪に、東白浜の綱不知湾の岸壁でたいへん珍しいアメフラシを見つ
けた。アメフラシの体色は通常、黒褐色の地に白いまだら模様である。ところが、今回発
見した個体は今まで見てきたアメフラシの中で最も白かった。体全体のどこにも黒色部が
見当たらないほど完璧の白だった。水深１m ほどの所をゆったりと岸壁に沿ってはってい
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た。こちらに上がってこないかとしばらく観察していたが、餌を十分に食べて体が重くな
ったのか、海底に転がり落ちてしまった。

春の使者
アメフラシ自体は田辺湾周辺海域に普通にいる種である。日本中のあちらこちらで
見掛けられる。アメフラシは最大で体長 50cm ほどになる。ウミウシ類最大級で、形がウサ
ギに似ていることから、英名では「海のウサギ」と呼ばれている。春の使者でもあり、ア
オサ類などの海藻が岸壁や岩礁に繁茂する季節の訪れとともに、毎年決まって出現する。
アメフラシは日本をはじめ、台湾や韓国、中国にまで広く分布しているが、このように体
全体が真っ白い個体の報告例はほとんどないと思われる。2000 年に著者が白浜町の湯崎漁
港や瀬戸漁港で発見し、報告した個体もこれほど白くなかった。アルビノ個体とは逆に、
真っ黒な個体もいる。このような変わり種も報告しているので、ご覧頂きたい。

色彩変異
上記のアメフラシの色彩変異の報告中、白色個体は黒色部分が全体の 20％以下、黒色
個体は黒い部分が 85％以上占めるものと便宜的に定義した。湯崎漁港でアメフラシが大量
に出現した 2000 年４月 13 日での３者の割合は次のようだった。白色型が 11％、黒色型が
56％。残りが普通型だった。どうやら、アメフラシの体色は、田辺湾周辺海域ではとりわ
け変異が大きいようだ。この色彩変異が遺伝的なものなのか、環境要因によるのか、今後
の研究課題として確かめねばならない。

図

珍しい真っ白いアメフラシ
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７．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实施しています。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。

８．編集後記
「うみひるも」も 99 号を迎えました。次号はいよいよ 100 号です。これまでと尐し編
集を変えてみたいと考えています。次回 100 号は、6 月 16 日配信の予定です。しばらくお
待ち下さい。また、読者の方からの投稿や情報をお待ちしております。なんでも結構です
ので、ご意見やご提案などお寄せ下さい。（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
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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 99 号
2012 年 5 月 16 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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