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 1）ジュゴンとは？ チーム・ザンとは？ 【ジュゴンとは？】 マナティーと同じ海牛目という動物のグループに分けられ、祖先はゾウと同じだと考えられています。また、マナティーもジュゴンも人魚のモデルと言われています。  (1)名前：ジュゴン （海牛目 ジュゴン科 ジュゴン属）  (2)平均体長：２.５～３メートル  (3)平均体重：２５０～４００キロ  (4)平均寿命：５０年  (5)餌：海草(うみくさ)のみ  (6)性格 温和でおとなしく、臆病な反面好奇心が強いと言われています。  (7)呼吸 海中にいるときは海水が入らないように鼻はぴたっと閉じていて、呼吸をするときに開きます。起きているときは１～５分、睡眠中はおよそ８分間隔で呼吸します。  (8)ジュゴンとマナティーの違い 上のイラストのように、ジュゴンとマナティーは似ています。しかし、大きく違うのは、口が開く方向と尾ビレの形です。ジュゴンは海底に生える海草を食べるための口は下向きに、マナティーは水面に生える水草を食べるため口は前向きに開きます。ジュゴンの尾ビレはイルカと同じような形をしており、マナティーの尾ビレはうちわのような形です。  ●ジュゴンがすんでいる所 西太平洋から東アフリカにかけての暖かく浅い海で、沖縄もその一つです。 沖縄本島周辺は、ジュゴンがすんでいる範囲の東側の北限（一番北側）です。 ※右図の白い部分。暖かく浅い海に分布しています。 
マナティー ジュゴン 
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 ●ジュゴンのごはん 海草（うみくさ）について 沖縄では、ジュゴン（方言名：ザン）が食べる草という意味で、海草のことを「ザングサ」と呼びます。ワカメやコンブなどの海藻（かいそう）とは違うグループです。 現在沖縄では１８種類あることがわかっていて、そのうち私たちの観察地域では下の写真の海草など１１種類が生えています。             資料提供：細川太郎   【チーム・ザンとは？】 沖縄の海には今もジュゴンが生きています。彼らがどんな環境で生きているのか？を明らかにするために、ジュゴンが生息する名護市で立ち上げた市民による地元調査グル－プです。2006年暮れに北米のジュゴンの研究者を招いてジュゴンの餌（海草）の食べた跡をカウントし、食み跡を計測する手法を学びました。 また、フィリピンの海草の研究者や、国内の海生哺乳類の研究者など、多くの専門家の助言と協力を得ながら、数少ないジュゴンに圧力をかけない方法で、まだまだ解明されていないジュゴンの生態や、彼らの生息環境のモニタリング調査を続けています。 そのほか、かつて沖縄の各地に生息していたジュゴンと人との係りや文化を明らかにするために、ジュゴンをめぐる伝承や記録の調査も行っています。それらの調査の結果を踏まえ、年に数回の観察会や学習会を開き、一般市民に沖縄のジュゴンについて知ってもらい、これからも沖縄の海にジュゴンが生き続けられる環境の保全をめざしています。  （め～ぐ＆ま～め） 
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2）２０１１年の主な活動

【2011年】 

3月26日：2010年度ジュゴン・フォーラム開催 

4月19日：海藻研究所所長・新井章吾さんを迎えて懇談会 

4月28日：名護博物館総会に有志参加 

5月 5日：環境省那覇事務所の奥田所長を迎えて懇談会 

5月27日：沖縄ビジョン21県民意見募集にチーム意見提出 

6月 3日：沖縄県北部土木事務所との意見書交換会 

6月 9日：大浦湾のトレンチ確認、撮影 

6月11日：リュウキュウアユ・シンポジウムに有志参加 

6月12日：辺野古アセス弁護団視察対応 

6月18日：「人と自然のふれあい調査」講習会に参加 

（日本自然保護協会主催） 

6月21日：緊急学習会「米軍再編と辺野古移設問題」

に参加（ヘリ基地反対協主催） 

7月16日：ジュゴン ワークショップ 開催(30名参加） 

7月20日：嘉陽の護岸建設計画について沖縄県森林整

備保全課、及び、北部土木事務所へ要請行動 

7月27日：名護市行政との「ジュゴン保護」に関する

意見交換会 

8月 6日：フォーラム「地域を知るコツ！」～生物多

様性地域戦略につながる第一歩～（第483回沖

縄大学土曜教養講座／NACS-J生物多様性の道

プロジェクト）に有志参加 

8月 7日：小島望准教授（保全生態学・ダイバー）を

迎え食み跡観察 

8月17日：辺野古アセス弁護団による辺野古アセス裁

判官の視察リハーサル 

10月 1日～2日：新井章吾さん～北部海岸の巡検 

10月 6日：新井さんの北部海岸の巡検の結果を踏まえ、

北部土木事務所に嘉陽の護岸建設計画の情報交換 

10月 7日：辺野古アセス訴訟現地進行協議対応 

10月28日：ジュゴン懇談会にてチームの調査活動の 

紹介(国立公園協会主催） 

11月 3日、19日：食み跡初心者講習 

11月 4日、19日、20日、21日、22日、23日：食み跡広

域調査実施 

11月24日：みらいファンドよりＣＳＲ（企業の社会的

貢献）ＦＭラジオ番組（パタゴニアと連携出演）

http://miraifund.org/?p=3722 

12月22日：北部土木事務所へ新井章吾さんより嘉陽地

域の浸透システムや海底湧水のレクチャー 

12月23日：名護博物館にて市民講座「水はめぐり命を

はぐくむ」開催 

 

【2012年】 

1月11日～13日：辺野古アセス訴訟裁判傍聴 

1月19日：平成23年度 第10回沖縄県環境影響評価審査

会傍聴 

1月21日、22日：食み跡撮影と湧水調査 

1月26日：アセス評価書のチーム意見を提出 

1月27日：第2回アセス審査会 

1月31日：第3回アセス審査会 

傍聴後、北部土木事務所にて湧水調査進言 

2月 2日：アセス評価書についての知事へのチーム意見提出 

2月10日：国頭村楚洲地先にて、ジュゴン2頭目撃情報

（「海想」森） 

2月11日：イベント『嘉陽の海岸の生き物を見てみよ

う！」（海の生き物を守る会、チーム・ザン、

日本自然保護協会共催） 

2月12日：セミナー「海をまもる方法～海洋保護区に

ついて考えてみよう」（主催：沖縄・生物多様

性市民ネットワークアオサンゴ作業部会） 

2月14日：嘉陽エコ・コースト協議会傍聴 

2月26日：湧水調査 

3月 1日：嘉陽海岸住民参加型エコ・コースト事業  

住民説明会参加 

3月 4日：セミナー「自主ルールを用いて自然をまもる方

法」（主催：沖縄生物・多様性市民ネットワーク ア

オサンゴ作業部会 共催：チーム・ザン、沖縄生

物・多様性市民ネットワーク、日本自然保護協会） 

3月 9日：NACS-Jと嘉陽海岸エココースト事業につい

て県北部土木事務所と面談 

3月18日：ジュゴン・フォーラム開催 

3月23日：沖縄アジェンダ２１＞実施報告書の提出 

（ま～め） 
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3）観察会報告 

７月１６日（土）ジュゴン ワークショッ

プ「楽しい海の観察会」を開きました。 
枠内はよびかけチラシから抜粋 

私たちは、名護市内でジュゴンの生息環境調査を行っ

ている市民グループです。 

昔から沖縄の沿岸でどこにでも見られた海の草食獣

ジュゴンは、今はわずかにヤンバルの限られた海にしか

見られません。 

すっかり数を減らしたジュゴンを守り、いつまでも沖

縄の海に姿を見られることを願って、市民に向けての

ワークショップを開きます。 

まずは、ジュゴンの棲む海の豊かさや美しさ、静かさ

を体験し、どのような環境でジュゴンが生きているのか、

何を食べているのかなどを学びます。 

また希望者には、私たちの行っているジュゴンの食み

跡調査の手ほどきを行い、翌日から２日間にわたる辺野

古でのジュゴンの調査への参加も可能です。 
 
午前8半にはスタッフの集合、まず、細川と土

屋が台風の迫る海の状況と食み跡の確認に、残

りのメンバーはレクチャーの準備に入りました。 

９時半から受け付け開始、台風による影響

が心配されつつも、いつも私たちのイベント

を楽しみにしてくれているリピーターさんを

含め、にぎやかにファミリーの２７名が参加。 

１０時より松浜荘室内にてジュゴンの生態

や餌、海の危険生物のレクチャー及び、ジュ

ゴンの海に迫る危機についてたっぷりと学び、

その後昼食。 

午後からは３班に別れてジュゴンの餌であ

る海草の同定と食み跡の観察、調査の講習を

行いました。 

陸上班では浦島、比嘉恵、千明らが松浜荘

に、砂浜には鈴木が待機し、緊急事態にも備

えました。神座家の凪ちゃん（３ヶ月）もマ

マと一緒にオブザーバー参加し『チーム・ザ

ン デビュー』を果たし、チームもついに第

３世代の登場です。 

海上班は「子連れ班」には西原、 

「よんなよんなで学ぶ班」には斎藤、 

「しっかり学習したい班」には細川、土屋、

「撮影係」に比嘉が付きました。 

水の濁りは意外に澄んでいましたが、リー

フ外の白波の高さが大

きく、大事を取り、２時

半に戻ることをめどに

観察会を開始し、室内

のレクチャーで身体を

持て余していた子ども

たちはハジけて十分に楽しんでいました。 

あっと言う間に２時を廻り、ジュゴンの餌

の海草やミノカサゴやタツノオトシゴに魅了

されつつ、名残り惜しくも帰路に付きました。 

各自、シャワーを済ませた後、松浜荘の庭

で「アンケート」と「ふりかえり」を書いて

もらい、記念の集合写真を撮影して、この日

のワークショップを、楽しく無事終了するこ

とができました。 

また、次回からはこのアンケートに「ML

参加希望」やメールアドレスの記載欄を設け

る必要があることが指摘されました。 

（ま～め） 
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 4）調査報告 ２０１１年１１月３日、４日、１９日、２０日、２１日、２２日、２３日に名護市東海岸でジュゴンの食み跡調査を実施しました。  調査結果の概要は以下の通りです。               ・参加者数     ６日間で延べ１０２名  ・調査測線総延長  ９．３１３１ｋｍ  ・調査面積     ９．３１３１４ｈａ（９，３１３，１００㎡）  ・食み跡数     ２０５本  ・密集域数     ３１ヵ所 広い調査範囲と多くの参加者にもかかわらず、１人のケガ人も出さずに終えることができ、参加者の皆様に改めて感謝申し上げます。とは言うものの、安全面、記録方法、データの保存などまだまだ改善すべき課題がありますので、次回の調査までに対策を練りたいと思います。 （細川）                
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 5）悦子のかじまーい（第10回）ジュゴンも人も、ともに生きたい  昔に比べればかなり減少したとはいえ、沖縄の海岸線の各地には今も海草藻場がある。その中で、ジュゴンたちがなぜことさらに嘉陽の藻場を好むのか、それはまだ謎に包まれている。その謎を解明する糸口をつかむ機会が、昨年暮れにあった。私たちチームザンのメンバーは、嘉陽の水源の森を地元のNさんに案内していただく幸運に恵まれたのだ。 ＊ 嘉陽集落の背後に広がるかつての田圃地帯（現在は一部が畑に使われているが、かなり広大で奥が深い。戦前は美田として有名だった）を越え、昔の猪垣（＝いのがき。段々畑を猪の被害から守る垣根。サンゴ石が使われている）の跡を見ながら山に入った。 枯れ川（水は地下を流れていると思われる）や岩場、小さな流れをさかのぼっていくと、国頭村の山と比べても遜色のないすばらしい景色に包まれた。大きなヒカゲヘゴ、オオタニワタリ、幾種類ものシダやコケ類、小さく可憐な白い花を咲かせているアリモリソウ・・・。今はあまり見られなくなったミズスマシが水面をすいすい渡っている。「ここにはオオウナギが住んでいるよ」とNさんがクムイ（淵）を指さす。20年ほど前までは、リュウキュウヤマガメ（国の天然記念物）にもよく出会ったという。 水源地ではサンゴの砂を運んできて濾過していた。「飲んでみなさい」とNさんに言われ、みんな交代で、森の恵みである水を飲んだ。甘くておいしい。森の味がした。 伐採地や開発がなく（奥の方に一部、林道があるが）、昔のままの山。今は稲作をしていないが、土地改良されず昔のままの地形を保っている田圃地帯。集落の形もほぼ昔のま

まだ。この陸域の環境があるからこそ、健全な海と海草藻場があり、ジュゴンが生きられるのだと実感した。 昔と違うのは、砂地に立地する集落内の小さな路地が舗装され、側溝が整備されたこと。昔は砂地に廃水が染み込み、地中で浄化されてから海に供給されていた。今は家庭排水が側溝を通じて川にそのまま流れ込み、海に行く。しかし自然は偉い。河口が閉塞しているために、川の水はいったんそこでせき止められ、有機物がヤドカリや砂中の生物によって分解され、砂で濾過されてから海に出て行く。かつて水田が果たしていた機能を、今は河口閉塞が果たしているのかもしれない。 山・川・海のつながりの中で、ジュゴンも人も生かされているのだ。 ＊ 山を下りた後、嘉陽の浜で、Nさんがみんなにふるまってくださったアンダミス（脂味噌）たっぷりの大きなおにぎりを頬張りながら、お話を聞いた。彼は、嘉陽の浜に上陸・産卵するウミガメの調査・保護活動に長年取り組み、子どもたちの指導もしているが、過疎化の著しい東海岸の中でもダントツに高齢化が進み、「嘉陽の血を引く最年少は自分の29歳になる娘だ。それ以下は一人もいない。あと20年もすれば嘉陽の集落自体がなくなる」と危機感を募らせていた。 過疎の村の悩みは深刻だが、それでも、これほどの豊かな自然、かけがえのない宝を、地元の人々と協力しながら、行政も巻き込んで、なんとか次世代に残していきたいものだと切に思う。 （浦島悦子） 
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6）市民講座「水はめぐり命をはぐくむ」   ～～～水循環から南西諸島の自然と人のつながり、自然再生を考える１２月２３日（金）１４：００～１７：００ 年末の多忙な祝日に係らず、名護博物館ギャラリーにて開かれ、40余名の参加を得て、盛会となりました。 また、前日から翌日のフィールドワークも、天候にも恵まれていい調査ができました。 【講師】  新井章吾（海藻研究所所長・海中景観研究所所長）  田代豊 （名桜大学国際学群・環境科学 准教授） 【内容】 身近な風景を見渡せば、かつての沖縄には『水』をキーワードにした豊かな循環機能があったのです。沖縄の沿岸にはジュゴンの餌である海草藻場が広がり、多数のジュゴンが生息していました。いつからか多くの海草藻場が消失しジュゴンも見られなくなりました。私たちは、陸域の開発に伴う水循環機能の劣化が海草藻場（うみくさもば）の消失をもたらしたのではないかと考えています。 島根県で中海（なかうみ）の再生事業に係わり、陸と海のつながりに詳しい新井章吾氏と、地元、名桜大学において環境科学の専門家として市民活動の良き指導者である田代豊氏をお招きして、豊富な写真と具体的な例を引き、集水域における雨水の浸透、海岸海底からの湧出、その機能、人との関わり、海洋生物との関わりなどを市民のみなさんにご紹介し、共に足元の豊かな海の再生を考えてみたいと思います。  市民講座および交流会、フィールドワークの簡単な報告はブログにアップしましたのでご笑覧下さい。 http://teamzan.ti-da.net/  

 ～～～以下は、ブログより抜粋～～～ 2011年12月23日の午後、クリスマス・イブイブの名護町でチーム・ザン主催の今年最後の企画、市民講座「水はめぐり命をはぐくむ」が開かれた。 年末の多忙な祝日にも係らず、名護市内外の市民や多くの行政担当者、市議会議員、土木事業者も含めて受講者は40名を越えた。  地元名桜大学准教授田代豊さんは陸上域の水の循環システムの話を皮切りに「南西諸島の水循環と環境問題」と題した隆起サンゴ礁の地下水と湧水の実例とそれらの汚染による環境への影響の問題を豊富な写真を用いて、わかりやすく説明された。 次に福岡の海藻研究所所長の新井章吾さんから「海岸海底からの湧水の役割と自然再生」と題して、実際に係っている鳥取県中海の自然再生事業の実例を引きながら、沿岸域に透水性の高いサンゴ砂等の分布する琉球列島における、透水と湧水環境の修復が、自然や漁場の再生の可能性を語られた。 （ま～め） 
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 7）ジュゴンの海観察会のお知らせ                              

ジュゴンの海を学ぼう！遊ぼう！きれいにしよう！  ●ジュゴンの海観察会のお知らせ 日時：2012年5月20日（日）午前９時半～午後１時半 会場：名護市嘉陽 ペンション松浜荘 駐車場集合 対象：親子及び一般、（中学生以下は保護者同伴） 費用：保険料等 ２００円（震災避難の親子については無料） 準備：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（底の厚い靴） ※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、浜辺にて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 連絡・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   

 

 

 

★継続的な調査のためにサポーター・ボランティア資金の援助も求めています。  使わなくなった、シュノーケル・マスク・フィン・ウェットスーツがあれば、寄付をおねがいします。 サポーター､ボランティア参加はチーム・ザン事務所 Tel :090-8032-2564                          mail:manta.biyori@gmail.com  資金の援助は「ザンカンパ」と明記し みずほ銀行・清瀬支店（店番号 731）普通 １１４８７３１                       「北限のジュゴンを見守る会」宛てにお願いします。 

  




