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「今月の海の生き物」ハママツナ Suaeda maritime  

アカザ科マツナ属の植物の一種で、海水が入り込む満潮線付近の塩性湿地の砂・泥地に生育する塩性植

物の代表的な種である。多肉質で長さ 1～4cmの葉を互生する。花は秋に葉の腋に、数個が小さく固まっ

て咲く。花は黄緑色。花びらと萼の区別はない花被片が 5 枚ある。それぞれに 1 本のおしべが相対して

付く。果実は 2mmほどの小さなもので、中に 1個の種子を持つ。種子には 2型あり、種皮が固くて黒色

で円いものと、種皮が柔らかく巻いた子葉が見える不定形のものがある。塩分によって発芽のパターン

を変えるための適応型と考えられている。主茎の高さは 20～60cmほどになる。一年草。秋、花期が終わ

る頃、体全体が紅葉

し、海岸が赤く染ま

って目立つ。日本で

は宮城県以西の本

州、四国、九州、沖

縄に分布し、ヨーロ

ッパや北米など北

半球に広く分布す

る汎世界種だが、海

岸の開発に伴って、

日本では生育が見

られる場所は少な

くなっている。 

（淡路島成ヶ島にて 

向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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ジュゴンスタディ・ツアーへのお誘い 

 

海の生き物を守る会では以下の要領で次回のジュゴンスタディ・ツアーを計画しています。参加希望の

方は、詳細について右記にお問い合わせください。hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 。スタディツアーは、東京

大学の浅田教授らによる海草群落の調査の一環として行われるジュゴン研究に同行するものです。 

★申し込み締め切りは、10月30日です 

日時：12月1日（月）～12月9日（火）※一部だけの参加も可 

場所：フィリピン、ミンダナオ島マリタ市またはマティ市 

費用：往復航空代は、各自で負担してください。ダバオ空港集合です（航空券はこちらでまとめて購入

することも可能です）。現地での移動、船の借料、食費、宿泊費を含めて、中8日分で5~6万円くらい

が必要です。事前の支払いは不要です。 

日程（予定）：12月1日 成田または関空→マニラ→ダバオ ダバオ泊 

2日 ダバオ→マティ マティ市内泊 

     3日 プハダ湾で海草群落調査 マティ市内泊 

     4日 マティ→ダバオ→マリタ マリタ市内泊 

     5日 マリタ市のニューアルガオでジュゴンの観察 

     6日 同上 海草調査 

     7日 同上 海草調査 

     8日 マリタ→ダバオ ダバオ市内泊 

     9日 ダバオ→成田または関空 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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現在まで130枚、94カ所を調査 

とりまとめのための入力ボランティアを募集 
海の生き物を守る会では、これまで進めてきた全国の砂浜海岸生物調査を今年さらに強力に実施してい

きます。また、年度内にこれまで皆様から寄せられた砂浜海岸生物調査を集大成して中間報告書を作成

します。危機的な状況が続いている砂浜とその周辺に棲む生き物のために、日本の砂浜を取り戻そうと

計画された調査です。調査は誰にでもできる方法で計画されていますので、少しでも多くの人が多くの

海岸でこの調査に参加していだけるようにお願いいたします。当会ホームページには、ワードファイル

で調査の方法書と報告用紙も掲載しています。方法書と調査票は最近改訂しました。自然海岸、半自然

海岸、人工海岸の区別をするようにしました。読んだことのある方も、もう一度読んで確認してくださ

い。これらはダウンロードできます。 

今年度中間報告を予定！ 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

http://e-amco.com/research


 

4 

 
 

読者の声を中心に構成していく「みんなの広場」コーナー。 

どうぞお気軽に、ご意見や感想などをお寄せください♪  

 

※海の生き物に関することであればテーマ不問。実名希望、匿名可。メールで下記までお願いします 

 

投稿専用メールアドレス（うみひるも編集部 宛） 

hirumo@live.jp 

 

「みんなの広場」への投稿をお待ちしております！ 

 

これまでに会員や非会員の皆さまから130枚の調査票が寄せられ、全国94カ所の砂浜で調査が行われまし

た。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの海岸での調査が必要です。すでに調査された海岸のう

ち、東北地方について、上図に緑のマークで示しました。青森県1カ所と宮城県松島周辺以外は、調査が

行われていません。 

まだ調査が 1 カ所も行われていないのは、秋田、山形、岩手、福島、茨城、東京、新潟、富山、石川、

鳥取、島根、岡山、長崎、佐賀、熊本の都県です。ぜひご協力をお願いいたします。同じ海岸でも季節

が違えば、また同じ季節でも気候が違えば、結果が異なります。いつでも、どんなときでも調査はでき

ます。一度、ホームページから調査マニュアルをお読みください。 

 

また、調査のとりまとめで、エクセルファイルへの入力ボランティアを募集しています。ご協力い

ただける方は、向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。 

 

 

mailto:hirumo@live.jp?subject=「うみひるも」投稿
http://e-amco.com/research
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．イカとタコ 切手コレクション （7）   立川賢一 
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【東北】 

●汚染地下水の海への放水に反対意見が続出 福島県漁連で東電が説明会 

福島第一原発の建屋の地下汚染水に 1 日 400 トン流入し続けている地下水を、付近の井戸から汲み上

げ浄化して海洋放出する東京電力の計画が、福島県漁連で説明された。東電は理解を求めたが、出席し

た組合長からは反対の声が相次いだ。東電の説明によると、1 日 550～800 トンの水を汲み上げ、排水基

準を満たした水を海洋放出するという。しかし、組合長らからは、汚染水を流すことには絶対反対とい

う意見や、風評被害が出ることは避けられないので対応を考えて欲しいという意見が出て、賛成意見は

出なかった。これに対し、東電福島復興本社の新妻副代表は、「言葉だけではなく、動画を導入するな

どして正しい情報を伝えるよう努力する」として、理解を求めた。漁連の会長は、「建屋内の汚染水も

なし崩しに放出されるという不安がある」と、東電への不信感を表した。浄化装置でもトリチウムは除

去されず、排水基準をクリアするために、別の水を加えて薄めているだけである。放出される放射性物

質の総量はけっして安全とは言えない量になる。 

 

【関東】 

●霞ヶ浦導水事業 国交省 建設継続を決める 

国土交通省は、茨城県霞ヶ浦の導水事業について、工事再開を決めた。導水事業については、民主党

政権でムダな公共事業の可能性があるとして凍結されていたが、関東地方整備局がコスト面や実現性か

ら「継続がもっとも有利」とした結論を出していた。国交省はこの結論を承認することによって、事業

を再開する。総事業費は 1932 億円。一方、環境汚染や過大な需要予測に対して、事業反対の声も根強く

残る。茨城県・栃木県の漁業者らは、那珂川流域や涸沼の生態系が破壊され、漁業権が侵害されるとし

て、建設差し止めを水戸地裁に申し立てている。判決は今年 12 月に出される見通しである。また、2011

年には、千葉市や銚子市などが「水利用の伸びが見込めない」として相次いで事業から撤退している。 

 一方、国交省は利根川上流のダム群再編計画については、利根川・江戸川河川整備計画によって目標

は達成できるとして、中止すると発表した。 

 

【中部】 

●2 個体目の深海魚「ドリコプテルクス・アナスコパ」を発見 

東海大学海洋学部の福井篤教授の研究室で、これまで世界で 1 個体しか知られていなかったデメニギ

ス科の「ドリコプテルクス・アナスコパ」という深海魚を北西太平洋西マリアナ海嶺で発見したと論文

で発表した。福井教授らは、ニホンウナギの産卵場調査航海で採集した深海魚を調べていて、この種の 2

個体目であることを確認した。採集された個体は、体長 33.5mm で、管状の目とその下の袋状の不透明

層、大きな胸びれなどが特徴である。1 個体目では確認されていなかった脂鰭（あぶらびれ）があるため、
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別種かと思われたが、フンボルト大学自然史博物館に保存されていた 113 年前に採集された 1 個体目を

調査した結果、アナスコパには脂鰭があることが確認され、同じ種の 2 個体目であることが判明した。 

 

【四国】 

●瀬戸内海法、自公が改正案 「美しい海へ」から「儲かる海へ」へ転換？ 

自民党は、瀬戸内海環境保全特別措置法（瀬戸内海法）の改正案をまとめ、公明党の賛成を得て国会

に提出した。自公の瀬戸内海法改正案は、関係府県知事が府県の基本計画を作成するときに、関係者の

協議会を設置して意見を聞くことを定めているなど、改正される点があるけれども、以下のような多く

の問題点を含んでいる。 

自公案の問題点：「富栄養化による被害の防止」を削ったこと。目的に「保全等」に「環境保全のため

の事業の促進」を付け加えたこと。規制以外に「良好な環境の保全、再生および創出等」の事業を推進

することとしていること。協議会は関係者としているだけで、住民を加えることを義務づけていないこ

と。効果がはっきりしないし、生態系への影響が不明な「種苗放流」をするよう努力することを義務づ

けていること。 

 この改正案は、瀬戸内海ではいまだ赤潮の発生が続いているにもかかわらず、栄養塩濃度がかなり改

善されたことから、ノリ養殖業者らから栄養塩低下に伴うノリ養殖の被害が起こっているため、栄養負

荷の規制を止めるよう要求があることを受けたものとみられる。しかし、瀬戸内海の水産資源や生物多

様性は、まだ以前のように回復しておらず、栄養塩負荷の規制は今後とも続ける必要がある。ノリの養

殖は、本来の瀬戸内海では、河口付近の比較的栄養豊富な浅瀬で行われてきたものであるが、瀬戸内海

の富栄養化に伴って沖合にまで海苔養殖が広がってきている。富栄養化した瀬戸内海を前提とした海苔

養殖に被害が出たからといって栄養塩規制を止めてしまえば、また瀬戸内海は汚染がひどくなるばかり

である。海苔養殖業者の当面の利益を守るために、本来の瀬戸内海の環境回復を阻害するような改正案

は、認めることはできない。 

 また、環境保全以外に環境の再生、創出を加えることによって、海洋土木事業による「藻場や干潟の

再生、創出」事業をもくろんでいるのが明らかである。これまでの国交省などが行ってきた「藻場や干

潟の再生、創出」事業が、さらなる自然破壊を招いていることから、この改正案のもくろみは美辞麗句

で飾ったムダな（有害な）公共事業を推進することであることは明らかである。 

 以上述べたように、この改正案は「美しい瀬戸内海」を回復することから「儲かる瀬戸内海」にする

ための改正案と見ざるを得ない。この自公改正案には反対である。 

 

【沖縄】 

●辺野古基地工事を強行 海保の脅迫にも負けず反対 広範な反対支援が広がる 

沖縄県の米軍普天間基地の代替え基地として日米政府が辺野古沖の海面を埋め立て、新基地を建設し

ようとしているが、沖縄県民の大多数が反対している。安倍政権は、埋め立て工事を 11 月の日米安保条

約ガイドラインの見直しまでに着工するという実績を作るため、工事を強行している。そのために、機

動隊に加えて民間警備企業の ALSOK を雇用し、民間人を、反対している住民を制圧する警備に当たら
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せている。また、海上でカヌーに乗って抗議している住民には、海上保安庁の巡視船が日本各地から動

員されて、まるで戦争中の米軍艦船に包囲された沖縄戦を思わせると驚くお年寄りもいるほどの過剰警

備を行っている。また、カヌーで抗議する人たちを無理矢理拘束し、陸上へ連れ戻すなど、暴力的な海

上保安官の過剰警備が行われ、メディアからさえも批判されている。ボーリング調査のための台船の設

置が始まったちょうどその時、辺野古沖にジュゴンが現れた。海上保安庁が設置した仮設桟橋の沖合に

ジュゴンの食み跡が 100 本以上も見つかった場所があり、ジュゴンはそのあたりに餌を食べに来たと見

られる。 

 過剰警備による工事の強行に、沖縄県民の反発は強まっており、沖縄県の琉球新報や沖縄タイムズが

実施した世論調査では、県民世論の 80％が工事の中止を要求している。23 日には、辺野古沖の埋め立て

に反対する県民集会が開かれ、2000 人の予定に、3800 人が集まった。沖縄県内外で工事強行へ反対す

る気運は広がり続けている。また、名護市長らがアメリカへ反対の陳情に出かけたことから、アメリカ

でも辺野古基地建設を疑問視する動きも出ている。サンフランシスコ州立大学准教授のウェスリー上運

天（うえうんてん）さんが、アメリカ連邦議会上院議員へ直訴を行った。 

 安倍政権は、地方自治体の選挙で負け続けており、11 月における沖縄県知事選挙でも勝てそうもない

ことから、知事選挙の結果が工事の進捗に影響を及ぼさないように、できる限り早く工事を進めること

を狙っている。そのためには、反対する住民を力でねじ伏せてもかまわないと考えているようだ。 

 

 

●ジュゴンが、基地建設を止めるか 

沖縄県住民らがアメリカのサンフランシスコ連邦地裁に求めている、名護市辺野古沖に生息するジュ

ゴンの保護を求める訴訟「沖縄ジュゴン訴訟」は、2008 年に中間判決が出され、ジュゴンがアメリカの

国家歴史保存法の適応対象となることを認め、ジュゴンへの影響をきちんと評価していないことが同法

違反に当たると判断された。その中間判決に基づきアメリカ政府がどう対応するかが注目されてきたが、

アメリカ国防総省は日本政府が行う環境アセスがジュゴンへの影響を低減する施策を盛り込んでいると

して、同法をクリアできるとしている。この訴訟はその後アメリカ政府の対応待ちで中断していたが、

辺野古沖の基地建設が強行される中、原告の住民たちは新基地建設差し止めの申し立てを加えて、再び

審理を行うよう連邦地裁に申し立てた。連邦地裁はこれを受理し、審理を担当する裁判官を選任した。

実際に基地を建設するのは日本政府であるが、アメリカ国防総省に対して事実上の工事差し止め判決が

出た場合は、キャンプシュワブが使えなくなることが考えられ、実質的に工事ができなくなる可能性が

ある。早ければ半年以内に判決がでる見通しだと言われている。中間判決に従うなら、工事差し止め命

令が出る可能性もかなりあると思われる。ジュゴンが基地建設を止める時が来るかもしれない。 
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【東北】 

◆9/20（土） 宮城県最大 14.7m の防潮堤計画のある 砂浜に行ってみませんか 

 "小泉砂浜調査隊"隊員募集中！ 

 

気仙沼市小泉海岸・砂浜いきもの調査 参加者募集！ 

 宮城県気仙沼市小泉海岸では、東日本大震災からの

復興の取り組みが進んでいます。そのひとつに、巨

大防潮堤計画があります。しかし、防潮堤建設には、

住民の合意形成のしくみはなく、環境アセスメント

法の対象でもありません。本当に必要な事業なのか、

疑問の声が残るまま事業は着手されようとしていま

す。 復興を応援するためにも、震災後の姿を残す砂

浜を、あなたの目で見てみませんか。 

 

日時：9 月 20 日(土) 9:30～15:00 

場所：気仙沼市小泉海岸  ※首都圏から現地への直行バスを運行します（詳細は次頁） 

主催：公益財団法人 日本自然保護協会 

講師： 向井 宏（海の生き物を守る会代表、北海道大学名誉教授） 

阿部正人（宮城県気仙沼市小泉海岸および津谷川の災害復旧事業を学びあう会）ほか 

 

 ＜こんな内容です＞ 

 小泉海岸を歩きながら、生き物や打ち上げ物をしらべます 

 生物の調査は初めての方でもご参加いただける市民参加型プログラ

ムです 

 被災地は初めて、巨大防潮堤計画はよく知らないという方にもおすす

めです 

 小泉海岸は公共交通機関ではなかなか行きづらい場所ですが、首都圏

からみんなで行く直行バスを運行するので（詳細裏面）、お一人でも

安心してご参加いただけます。 

 

※本事業・砂浜生物調査は、2014 年度公益信託日本経団連自然保護基金

の助成を受けて実施しています 

※現地集合参加もできます 

問い合わせ：日本自然保護協会 担当・志村 shimura@nacsj.or.jp 

mailto:shimura@nacsj.or.jp
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現地に直行！ 参加者募集中  ボランティアバス「小泉砂浜調査隊」便 

2014 年 9 月 19 日(金)～21 日（日）車中 2 泊／15,000 円  

日本自然保護協会＋かながわ 311 ネットワークのコラボによる特別企画  

環境保全、自然保護に半世紀以上取り組んできた「日本自然保護協会」と、東日本大震災の発災以降、

東北復興支援に取り組んできたメンバーで結成された「NPO 法人かながわ 311 ネットワーク」が、それ

ぞれが持つ東北沿岸部に対するノウハウ・蓄積を交換し合い、環境保全と防災という 2 つの側面をミッ

クスさせたボランティアバスを共催で出発させます。 

 

東北へ向かうボランティアの数は、徐々に減少傾向にある

ことは否めません。しかし東北の復興はこれからが本番。

そこで今回は、発災以降、東北の海岸植生などの調査をし

ながら津波の影響と自然回復の現状、それをふまえた地

域・まちづくりを提案している日本自然保護協会と、東北

復興支援と防災ノウハウに蓄積を持つ NPO 法人かながわ

311 ネットワークの 2 団体の取り組みを紹介し合うことで、

ボランティア参加者が東北について今までと違う視点、興

味を持ち、さらに通い続けることをめざすコラボバスを企

画しました。新しい形のボランティアバスです。 

 

スケジュール(車中 2 泊) 

9 月 19 日(金) 21:30 横浜出発 22:00 東京出発(道路事情 

      により変更になる場合があります。) 

9 月 20 日(土) 小泉海岸での砂浜いきもの調査に参加。 

      夕方～気仙沼市内エクスカーション（予定） 

9 月 21 日(日) 早朝、東京駅八重洲口（05:00 頃）、 

横浜（05:30～06:00 頃）着 

 

バス代金 15,000 円 

◆ボランティア保険の加入代行希望の場合は、保険料もお

振込ください（天災タイプ A プランの場合 460 円）。 

◆別途かかる実費：土曜日の朝・昼・夜 3 食分、入浴代（400

円～800 円）、その他個人的なお買い物代等。 

 

参加資格 

ボランティア保険（天災タイプ）に加入している、高校生

以上の健康な男女。 

注）高校生の方は、申込時に保護者の同意書を提出の上、

単独の参加が可能です。 

http://www.nacsj.or.jp/katsudo/higashinihon/pdf/20140920_koizumichosa.pdf
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募集人数 

24 名（最少催行人数 20 名） 

実施日の 3 日前に最低催行人数に満たない場合には、バス運行は中止となります。 

 

★申し込み方法 

九鬼ツーリストのホームページからお申し込みください。http://kukitourist.net/bus/1308/ 

お申込み前に、ツアーの詳細、ご旅行条件書を必ずお読みください。 

 

実施体制 

主催：九鬼ツーリスト（全国旅行業協会正会員 神奈川県知事登録旅行業 第 2-580 号） 

企画：（公財）日本自然保護協会、NPO 法人かながわ 311 ネットワーク 

 

問い合わせ 

・NPO 法人かながわ 311 ネットワーク／担当：谷本（電話 070-5459-6271）info@kanagawa311.net  

・日本自然保護協会／担当：志村（電話 03-3553-4103）shimura@nacsj.or.jp 

 

【東海】 

◆親子で楽しむ「海藻おしば作り」（伊豆市子ども未来塾） 

日程：9 月 20 日（土）9:00～11:00 

場所：修善寺駅前コミュニティ会館 

（三島信用金庫修善寺支店向かい） 

参加費：800 円 

講師：野田三千代（海藻おしば協会会長） 

申し込み先：伊豆市若者交流施設    

0558-88-9120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543119262483662&set=a.116079621854297.12560.100003567790074&type=1
http://kukitourist.net/bus/1308/
mailto:info@kanagawa311.net
mailto:shimura@nacsj.or.jp
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【沖縄】 

◆Save Henoko Action シンポジウム「違法な辺野 古

埋立を問う」 

 

「承認」の撤回／取り消しは可能だ！」 

 

日時：2014 年 9 月 5 日（金）18:30～ 

場所：沖縄大学 3 号館 101 号室 

スピーカー： 

三宅俊司（沖縄国際大学） 

 北上田紋（沖縄平和市民協議会） 

 真喜志好一（沖縄環境ネットワーク） 

 

 

 

 

 

 

●NPO法人「SPERA森里海・時代を拓く」編集 吉永郁生・田中克監修 

「森里海連環による有明海再生への道 心の森を育む」  

花乱社選書 5 (2014)   ¥1,600+税 pp.181  

 

有明海を再び”宝の海”にするために- 

司法をも巻き込んだ、混迷する有明海・諫早湾の現実。

今こそこの海の瀕死化の本質を見極めた中長期的な取り

組みが必要です。利害を乗り越え持続可能な社会を目指

すためには、私たちの価値観を「森里海連環」の方向に

変えることがカギとなります。本書は 2011 年 4 月に始

まった三井物産環境基金助成研究「瀕死の海、有明海の

再生－森里海連環の視点と統合による提言」の成果をも

とに、3 年間の研究とその周辺に広がりつつある市民・

漁民・研究者・次世代を担う高校生などとのつながりの

先に見据える、有明海の再生に向けての提言。 

http://henokocurrents.wordpress.com/2014/08/26/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%80%80%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%aa%e8%be%ba%e9%87%8e%e5%8f%a4%e5%9f%8b%e7%ab%8b%e3%82%92%e5%95%8f%e3%81%86%e3%83%bc%e3%80%8c%e6%89%bf%e8%aa%8d%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%92%a4/
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●「理系アナ桝太一の 生物部な毎日」 岩波ジュニア新書 (2014)  pp. 210  ¥840  

東大大学院でアサリの研究をしていたり、特異な経歴をもち、

朝の情報番組「ＺＩＰ！」の総合司会をつとめるアナウンサー

桝太一（ます・たいち）さん初の著書。 

野山で蝶を追いかけた昆虫少年時代。大学で米粒サイズのアナ

ゴの耳石をやすりで削ったアナゴ時代。アサリを樹脂に入れて

削り、顕微鏡で成長線を数えた大学院時代。読み進めるうちに、

何の役にたつのかわからない地味な研究の真の意義とロマン

が伝わってくる。 

本の細部にわたり、フィールド研究の大切さを体得した「いき

もの大好き理系アナウンサー」ならではの“伝える力”が宿って

いる。進路模索中の少年少女にお薦めの一冊。 

（紹介者：倉谷うらら） 

 

●DVD「未来へのおくりもの 上関原発予定地は”奇跡の海”」 上関の自然を守る会 (2014)  28分 20秒  

山口県上関町に建設予定だった上関原発は、2011 年 3 月

11 日の直前に、埋め立て用地の一部に土砂が投入されまし

た。しかし、福島第一原発事故の惨禍を受け、埋め立て工

事は中断しました。しかし、山口県知事は、中国電力の埋

め立て許可延長申請を不許可にせず、いまだに判断を先延

ばしにしています。現在も、上関原発建設予定地および周

辺の海は、国内外の研究者から“奇跡の海”と称され生物多

様性のホットスポットとして貴重な生態系を保っています。

この CD は、これまでの上関の自然を守る会の活動と原発

建設計画の現状を伝えるために 2014 年に作られたもの。

入手希望者は、下記に問い合わせて下さい。 

問い合わせ：上関の自然を守る会（高島） 090-8995-8799 
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モモタマナ果実が盛夏に白浜へ漂着 

 今、盛夏の白浜の海岸には黒潮が南の生き物たちを運んでくる。港に行くと、毎年のように、この時

期になると可愛い小さな熱帯魚の稚魚が餌をついばんでいる。秋まで続いて見かけられる。砂浜を歩け

ば、南の果実が色々と流れ着く。頻度は少ないが、海外のものさえ漂着する。海岸でシュノーケリング

をすると、熱帯性のツノダシなどが、盛夏にはあちこちの岩礁付近で優雅に泳ぎ、夏の海を彩っている。 

 

日々この様な 3 種類の観察を続けているが、クマゼミの鳴き声の盛りも過ぎ、ツクツクボウシの声が

聴けた 2014 年 8 月 29 日の朝、モモタマナの果実が１個だが京都大学瀬戸臨海実験所の北浜に久々に流

れ着いた。皮もむけてぼろぼろで、割れかかっている。この果実はコルク質なので、そんな状態でも海

の表面に浮いて南から長距離の旅をしてきたのだ。モモタマナのたくさんの実が南方で海に落ち、流れ

に乗って、色々な場所に流れゆき、新天地を広げたり、野たれ死にしたりする。このモモタマナもこう

して運命に従って白浜へせっかくやって来た。しかし、たとえ白浜で芽生えに成功しても成長はできな

いだろう。 

様々な艶やかな熱

帯魚の稚魚や成魚も

モモタマナと同じ運

命だ。地球温暖化で

冬季の水温は少しは

上がっているが、や

はり凍死を免れない

悲運が待っている。

このような訪問を無

効分散と呼んでいる。 

 

資源が枯渇したと

のもっぱらの評判の
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ウナギなども、本当に無効分散なのであれば、我が国沿岸では稚魚や成魚をいくらとってもいいという

ことになる。蒲焼にしたり、養殖をして大きくしてどんどん食用にすればいい。ウナギならいざ知らず、

モモタマナなどをわざわざ温室で育ててみようという人はいない。以前、インドの研究者が当実験所で

母国の庭で栽培しているというバナナを懐かしんで、近くの植物園から苗をもらってきて構内に植えた。

すると、見る間に我々の背丈より高くなり、見事な花が咲き、実もなった。しかし、冬が来ると、実は

熟さないまま（食べられないまま）すっかり枯死してしまった。 

 

ところで今回、モモタマナとともに野たれ死している動物がいた。このモモタマナに付着しているエ

ボシガイだ。まだ成熟するサイズでないので、若いまま子孫を残せず死亡だ。エボシガイはフジツボ類

やカメノテの仲間だが、海岸の岩礁などのしっかりした基盤には絶対に棲まない。いつも流れものに付

着し、生涯、海の表面を流れての生活だ。画像右上に写っている様に、軽石にも付着できる。人工物の

漂流の多い時代なので、彼らにとっては居心地がよくなったので、これくらいの野たれ死になど大した

ことでないのかもしれない。 

 

 

 

 

 

7．事務局便り 

 「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。 

 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。 

 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。 

 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。ご一緒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ください。 

 うみひるもの表紙を飾る海の生き物の写真を募集しています。種名同定済みの写真ですと、大変助

かります。海にお出かけの際には、カメラご持参で。そして、ベストショットが撮れたら、是非、

うみひるも編集部までお送りください！  
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8．編集後記 

8月の終盤から急に風が冷たくなり、切ないヒグラシの声に見送られるようにして子どもたちも学校に戻

っていきました。一緒に夏休み気分に浸っていて滞納してしまった仕事の山に押され、発行が 1日遅れてし

まいました。すべての原稿を向井先生がそろえてくださっていたのに申し訳ないです。たまには編集後記ら

しく今号のニュースなどに触れたいと思っていましたが、そんなわけで反省文にて完です。（ちよ） 

 暑い夏もようやく終わりに近づきました。でも、海の生き物の活動はこれからも続きます。辺野古の海を

守る戦いもこれからです。なんとしてもあの美ら海を守りましょう。（宏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。年会費は個人 2,000 円、団体 20,000 円。

匿名による参加も可能。会員は、各地で海の生物とその環境を保護・保全する活動を行い、その

ための助成金申請をすることができます。入会希望の方は、事務局まで、氏名、住所、メールア

ドレスをお知らせください。 
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