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「今月の海の生き物」チャツボボヤ  Didemnum molle    

海鞘（ホヤ）綱マメボヤ目ウスボヤ科に属する群体ボヤ類。インド洋、太平洋の熱帯・亜熱帯地方

の浅いサンゴ礁でサンゴや岩石、海草、他の生きものの甲羅などに付着して生息する。群体は壺状

で、柔らかく、

水から上げる

と薄い皮膜状

となる。大きさ

は 2～3cm が一

般的だが、稀に

7～8cm の大き

さのものも見

ることがある。

表面は白く、内

部はきれいな

緑色をしてい

る。この緑色は

共生している

無核緑藻類の

色で、この緑藻

は光合成を行

い、チャツボボ

ヤに栄養を供

給している。日

本では沖縄で

普通に見られ

る。色には変異

が有り、亜種の

違いとする見解もある。 
 

 （フィジー諸島にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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●ジュゴン・スタディツアー報告会 

2014年12月1日～9日に行ったジュゴン・スタ

ディツアーの報告会をジュゴン保護キャンペ

ーンセンター（SDCC）との共催で、以下の要

領で開催します。関心のある方はぜひご参加く

ださい。 

日時：２月６日（金）19:00～20:45 

場所：品川区総合区民会館・きゅりあん・中会議

室（ＪＲ大井町駅前徒歩１分） 

参加費：800 円,65 歳以上･障がい者･学生 500 円 

プログラム： 

18：30 開場 

19：00 開会 

19：02 報告～沖縄のジュゴンを巡る状況につい

て（ＳＤＣＣ） 

19：15 辺野古現地行動報告（ＳＤＣＣ） 

    辺野古行動参加の場合はなし。 

19：30 ジュゴン・スタデイツアー報告（向井 宏） 

20：15 ジュゴン・スタデイツアーに参加して（三

村昭彦） 

20：30 質疑応答 

20：45 閉会 
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●海の生き物を守るフォーラム 2015  

「海と人間の関わり方～コンクリート文明からの脱却」を開催します 

 2015 年 2 月 11 日に大阪の「クレオ大阪東」で、「海の生き物を守るフォーラム 2015 海と人間の関わり方を考

える～コンクリート文明からの脱却」と題したフォーラムを以下の要領で開催します。このフォーラムでは、諫早

湾・有明海の問題と東北防潮堤問題を中心に、日本におけるこれまでの自然と人間との関わり方を振り返り、こ

れからのあり方を考えたいと思います。多くのみなさまの議論への参加を期待いたします。 また、フォーラムで

は、京都在住の歌手江藤ゆう子さんに、海と人間の絆、残していきたい海と人間の歌を歌っていただきます。心

を癒やす江藤さんの歌声をお楽しみ下さい。 

「海と人間の関わり方を考える ～コンクリート文明からの脱却～」 

日時：2015年 2月 11日（水・祝日）13:00～17:20 

会場：クレオ大阪東（大阪市男女共同参画センター東部館）2F 音楽室（多目的室） 

 大阪市城東区鴫野西 2丁目 1－21 Tel: 06-6965-1200  

アクセス：JR京橋駅・京阪京橋駅から南へ約 600m。徒歩 10分。 

 

プログラム  司会  江藤ゆう子 

趣旨説明  向井 宏（海の生き物を守

る会 代表） 

講演１  「干潟の生き物から見た諫早

湾干拓事業」 

佐藤正典（鹿児島大   

学教授） 

講演２  「有明海再生への提言と防潮

堤建設への疑問」  

田中  克（京都大学

名誉教授・舞根森里

海研究所所長） 

「海と人間を歌う」 江藤ゆう子（歌手） 

講演３  「経済学から見た防潮堤建設」 

  大沼  あゆみ（慶應

義塾大学教授） 

コメント  「公共事業の問題点 環境女

子会の議論から」   

安部真理子（日本自

然保護協会） 

討論と対話  「コンクリート文明をどうす

tel:06-6965-1200
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るか？」 司会：向井 宏 

   全講演者と会場との討論と対話 

 プログラムには当日多少の変更があり得ます。 

 

●２／１１ 総会にも参加を！ 

今年の海の生き物を守る会総会を、2015年2月11日に、大阪市京橋駅商店街の和食処「きりり」（tel. 06-6358- 

8001）で開きます。「海の生き物を守るフォーラム2015」の終了後、夕食を食べながら行います。会員の方は、ぜ

ひご出席下さい。フォーラムに参加できなくても、総会だけでも参加できる人はご参集ください。また、入会希望

者もご参加いただけます。 

参加を予定している方はメールでご一報いただけると幸いです。フォーラムには参加できない方で総会に出席予

定の方は、ぜひとも事前にお知らせ下さい。 

 

●次回ジュゴン・スタディツアーの案内（予告） 

2015 年度のジュゴン・スタディツアーは、2015 年 6 月～7 月に実施する予定です。詳細な日程は未定で

すが、もし参加してみたいと思われる方は、向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 電話：075-741-6281

まで、ご連絡下さい。事前にご説明もできます。詳細が決まり次第、ホームページや「うみひるも」上

でご案内します。 

 2014 年に実施した 2 回のスタディツアーと行程は、ほぼ同じの予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お気軽に『うみひるも』にご投稿ください♪ 

投稿用アドレス（うみひるも編集部宛）hirumo@live.jp または投稿用フォームへ 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hirumo@live.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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2．イカとタコ 切手コレクション （1５）   立川賢一 

 



 

 

 

6 

 

 

【東北】 

●防潮堤・防災林の復旧工事 見直しを ベントス学会が要望書 

東日本大震災の津波で被災した海岸に巨大防潮堤を建設し、さらに防災林を作る計画が東北 3 県で進ん

でいるが、復興のためとして環境アセスメントも実施しないまま計画が進められており、海岸の生態系

に回復不能な影響を与えることが心配されている。計画は従来型の公共事業で、コンクリート主体では

ない生物多様性を維持した防災・減災を進めるべきだと、多くの研究者や一般市民からも異論が出され

ているが、担当する国交省も各県も「環境への一定の配慮はしている」と画一的な回答に留まり、計画

通りに進める構えを変えようとはしない。日本ベントス学会自然環境保全委員会では、国（国土交通大

臣と環境大臣）および東北 3 県（岩手県、宮城県、福島県）の知事にあてて「津波被災地における陸・

海境界域の生態系保全を求める要望書」を提出した。同学会の環境保全委員長佐藤正典氏（鹿児島大学

教授）は、「海と陸の境界は、沖合の漁業や海の水質浄化にも影響する大事な場所。震災後、自然が回

復し、いろんな生き物が戻りつつあることも知ってほしい」と述べた。（このテーマについては、2 月

11 日に海の生き物を守る会のフォーラムが大阪で開催されます（p.3 参照）。ご参加ください。） 

 

●陸前高田の砂浜復旧に 購入砂を導入 

東日本大震災と津波によって壊滅した高田の松原（岩手県陸前高田市）海岸は、地盤の沈降によって砂

浜も失われてしまったが、砂浜復旧を検討する高田地区海岸養浜技術検討委員会（田中仁委員長）は、

課題の砂の確保は購入砂を基本とすることとして、今年秋にも試験施工を開始するとした。岩手県によ

ると現地の砂を活用するよりも購入砂を使う方が工費や工期、濁りの防止などで利点があるとしている。

砂の購入先は、宮城県大和町を予定している。 

 

●規制委員会が汚染水の海洋放出を容認 全漁連は反対 

東電福島第一原発の敷地内にたまり続ける高濃度汚染水は、ALPS と呼ばれる浄化装置を使って放射性物

質の除去を行っているが、ALPS の故障が相次ぎ、また、貯蔵しているタンクからの漏水もあり、一日

400 トンと言われている地下水の原子炉建屋への浸水も、凍土壁による止水が失敗に終わり、計画通り今

年度末までに解決することが不可能と東電も認めざるを得ない状態になっている。また、最近ではタン

クの管理・点検で複数の作業員が死亡するなど、安全点検にも追われている。その中で、原子力規制委

員会（田中俊一委員長）は、放出基準を超えた放射性トリチウムを含んだ処理水を海洋放出することを

認める決定をした。その際、田中委員長は、傍聴席から「汚染水を流さないで」という声に、「人が死

んでもか？」と、タンクの保守点検での死亡事故を防ぐという理由で、一時も早く汚染水を海に流して

しまいたいという思惑を吐露した。 

一方、漁業者らはいっせいに反発、全漁連会長は、東京電力と規制委員会に対して、海洋放出に反対の

立場を正式に伝えた。このまま海洋放出すれば、日本周辺の海藻・魚介類は消費者から拒否されること

になるだろう。また、海外からの反発も予想される。日本の信用はさらに無くなっていく。 
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【東海】 

●干潟の外来植物「ヒガタアシ」対策で市民団体を結成 

2011 年に愛知県豊橋市の干潟で発見されたアメリカ原産の外来植物スパルティナ・アルテニフロラ

Spartina alteniflora（和名：ヒガタアシ）は、その後熊本県でも発見され、今後各地の干潟に侵入すること

が心配されている。環境省では 2014 年に特定外来種に指定し、愛知県などで駆除作業が行われているが、

根絶するには至っていない。根絶を目指す市民団体「日本スパルティナ防除ネットワーク」が今年結成

され、1 月 31 日に豊橋で総会が開かれた。スパルティナの特徴は以下のサイトで見ることができる。 

http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/gairai/higataashi_hp.html 

 

 

【中四国】 

●瀬戸内海でクジラやイルカの群れ 

瀬戸内海の愛媛県今治市沖の来島海峡付近で、体長 10m を超えるザトウクジラが 1 月 25 日からしばし

ば目撃されるようになった。場所は今治市と広島県尾道市をむすぶ「しまなみ海道」の近くで、伊方町

波方の大角鼻の沖合 300m 付近。ザトウクジラは体重 30 トンを超える大きさで、頻繁にブリーチングを

繰り返し、漁師や釣り人などが目撃している。また周辺では 100 頭を超えるイルカの群れも目撃される

など、瀬戸内海としては珍しい光景に、話題になっている。 

 

●広島県にさらなる代替え案を要求 判決の趣旨を尊重せよ 

広島県福山市鞆の浦の埋立架橋計画は、2009 年広島地裁の判決（埋め立て免許交付差し止め）を受け入

れた広島県の英断によって白紙撤回されたが、広島県が新たに提案した鞆港沿いに管理道を作り護岸整

備するという案に、住民は反発している。訴訟原告弁護団は、鞆の浦の景観に大きな影響を与えると、

さらなる代替え案を検討するよう声明を出した。声明によると、「鞆の景観を『国民の財産とも言うべ

き公益』とした地裁判決の指摘への反省、改善がない」として、景観の価値を踏まえた代替え案を示す

べきだと求めている。 

 

【九州】 

●石木ダム建設に反対 市民が県知事に要求書 

長崎県と佐世保市が川棚町に建設を計画する石木ダムに反対する市民団体が 1 月 26 日に「自然や地域を

破壊し、財政を圧迫する」として計画を見直すよう求めた文書を知事宛に提出し、中村法道知事に面会

を求めた。県職員は、「知事と会って何を話し合うのか？」と難色を示し、「土地収用法に基づく調査

で正しい補償費を支払おうとしている」としたのに対し、市民からは「金はいらんと言っている。県は

土地を奪おうとする泥棒だ」と怒声が上がった。土地の強制収用は知事の責任であり、地権者にきちん

と向き合って説明すべきではないか。話し合いをしない強制収用は、権力の濫用につながる。 

http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/gairai/higataashi_hp.html
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●諫早干拓 開門の有無にかかわらず懲罰金が決定 最高裁 

長崎県諫早市の国営諫早湾干拓事業によって有明海の環境悪化があったとして、潮受け堤防の開門を求

めた福岡高裁の判決確定によって、長期開門調査を実施する義務を負ったにもかかわらず、開拓地の農

民らの反対を理由に開門を行わない国（農水省）に対して懲罰金の支払いを求めた漁業者らの訴えの上

訴審で、最高裁判所は国の訴えを退けて、懲罰金の支払いを命じた。ところが、開拓地の農民らが起こ

した開門禁止の訴えも、確定判決となったため、国は開門しても開門しなくても毎日 45万円・49万円の

懲罰金を支払わねばならなくなった。この矛盾した裁判の確定判決は、国の早期解決への怠慢を戒めた

ものと理解される。農水省はただちに開門調査で有明海の再生に取り組み、開拓地の農民らへの説得・

移転・賠償に取り組むべきである。その努力なくては、毎年 1 億円の国民の税金の無駄遣いが未来永劫

続くことになる。許されることではない。 

 

●宮崎の沿岸で松林が枯死 津波軽減に役立たず 

宮崎県の各地の沿岸で、松林が枯死する事態が進んでいる。マツクイムシによる被害とみられ、局地的

には被害は甚大である。とくに松枯れが目立つのは、宮崎市郡司分蛎原地区で、南海トラフの大地震で

大津波が予想される高台がない避難困難地区だが、住民からは松林がこれ以上枯死したら、津波を軽減

する役目が果たせないと、対策を求める声が上がっている。防潮堤ではない減災のために、どうすべき

か議論が求められる。 

 

●鹿児島県シラスウナギ採捕量が倍増 昨年比 

鹿児島県のウナギの幼魚（シラスウナギ）の採捕量が、昨年 12 月 16 日に始まった。1 月 15 日までの一

ヶ月間で、合計 386kg に上り、昨年に比べ 241kg の増加となっている。これらのシラスウナギはすべて

ウナギの養殖場で養殖される。県の水産振興課では、採捕も養殖への池入れも順調としている。ニホン

ウナギが絶滅危惧種に指定されても、シラスウナギ漁は相変わらず続けられている。日本では、科学的

な漁獲規制を嫌うのだろうか。ここまでウナギを減らしてきたのが、シラスウナギの乱獲であることは、

もはや明らかなのに。 

 

【沖縄】 

●コンクリートブロックの投入を開始 辺野古沖海域 実質埋め立て 

「ここまで民意を無視するのか！」沖縄県の翁長雄志知事が、沖縄防衛局に対して埋立許可の検証を終

えるまで埋め立て工事の一時中断を求めた翌日、沖縄防衛局は未明に大型作業船を辺野古沖に移動させ、

一個が数トンもの大型ブロックを次々と海底に沈める作業に取りかかった。これは仮桟橋の設置と、海

底のボーリング調査の準備作業とみられるが、実質的な埋め立て工事になる。沖縄県知事の申し入れは、

まったく無視されたことが明らかになった。海では、市民のカヌーによる抗議が、海上保安官による暴

力的な制圧で拘束され、肋骨や指を骨折するものが続出した。陸では名護市長を始め県民が抗議の声を

上げた。翁長知事の就任挨拶さえも面会拒否した安倍内閣は、県民の声を聞くことを完全に止めたよう
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だ。ジュゴンも絶滅への道程が始まった。辺野古の海を守るためには、安倍政権の退陣しか道は残され

ていないのかもしれない。 

 

【世界】 

●シャム湾でウミヘビ漁獲量 80 トン超 

国際学術誌「保全生物学（Conservation Biology）」は、2014 年 12 月号で、シャム湾におけるウミヘビ漁

業で、年間 80 トンを超えるウミヘビが漁獲されていると推測した。これは約 22 万 5 千匹に相当する。

ウミヘビ漁は主にベトナムのイカ釣漁師の副業として行われており、取引高は 3 億 6 千万円を超えると

いう。水揚げされたウミヘビの大部分は中国やベトナムに運ばれ、食料や漢方薬の原料として重宝され

ている。この漁獲量がウミヘビ漁の持続可能な漁獲量であるのかどうかは、ウミヘビについてどのよう

な種がどれくらい生息しているかのデータがほとんどないことから、不明なままで有り、科学者たちは

このウミヘビ漁がウミヘビの減少や絶滅を引き起こしかねないと心配している。 

しかもウミヘビの漁獲は危険な作業で、船上で体をくねらせるウミヘビの山を裸足でかき分ける漁師

は、ときにウミヘビに噛まれて命を落とすこともある。ウミヘビ漁の漁師たちは、そのために毒消しと

してサイの角を粉にして飲んだり、ぶつ切りしたサイの角を傷に塗れば助かると信じている。この需要

のためにシャム湾のウミヘビ漁は、同時にサイの密猟とも関係していると言われている。 

 

●中国経由でヨーロッパウナギの密輸 200万匹 

ブルガリアでスペインから入国した中国人 2 人の手荷物から、200 万匹に上るヨーロッパウナギの稚魚が

押収された。ヨーロッパウナギは絶滅危惧種に指定されており、EU では取引が厳しく規制されており、

輸出は禁止されている。中国人らは販売目的で移動中で、最終目的国は日本の養殖業者ではないかと推

測されている。 

 

 

 

【関東】 

◆海辺のナチュラリスト講座 スタッフ研修特別コース 

 OWS が開催する小学生対象の自然体験プログラム「ネイチャースクール三浦」のスタッフになるため

の特別コースです。ネイチャースクールの実施準備に加え、海辺の「ナチュラリスト講座」で海辺の自

然や生き物と親しみ、楽しみながら自然を守るための基礎的な知識や方法を学びます。 

 砂浜、磯、干潟などいろいろな海がありますが、海辺での楽しみ方はたくさんあることをご存知です

か？海には流れ着くものや生きものがいっぱい。海辺でちょっとした道具を使ったり、少し視点を変え

て観察してみたりすると、楽しみ方はぐっと広がります。 

 この講座では OWS ネイチャーガイドとともに、海辺特有の自然や生きものの観察方法や接し方、環境

に優しい観察方法、海辺での楽しみ方を実践し、基礎的な知識や方法を学びます。講座を修了すれば、

あなたも今日から「ナチュラリスト」。ご家族やお友達と一緒に、砂浜でも、磯でも、干潟でも、海辺の
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自然をより楽しむ事ができます。参加者には全員、修了証（ナチュラリストカード）が発行されます。 

日時：2 月 21 日（土）～22 日（日） 1 泊 2 日 

開催場所：三浦半島海域 

対象：1 回以上ネイチャースクールにスタッフとして参加できる方 

※OWS のサポーターまたは正会員の登録が必要です。 

 

【中四国】 

世界に 2,700羽しかいないクロツラヘラサギを観よう！カブトガニにも会える 

実施日：2015 年 02 月 15 日（日） 09:30-14:00 

申込締切日：2015 年 01 月 31 日（金） 17:00 まで 

開催場所と集合場所：厚陽公民館 （〒７５７－０００２ 山口県山陽小野田市大字郡３２２６番地１

１） 

活動内容：受付 ９：００～９：３０ 

○開催挨拶・ガイダンス ９：３０～９：４０ 

○カブトガニ観察会（展示館見学） ９：４０～１１：００ 

○稀少生物種の生態学習会 １１：００～１２：００ 

 紙芝居「クロちゃんのくちばし」「ふしぎふしぎカブトガニ」（葦の会） 

午前の部終了 １２：００ 

○（オプション）厚狭川河口バードウォッチング １３：００～１４：００公共交通機関をご利用の

場合：山陽小野田市役所の玄関前（JR 小野田駅【山陽本線】から徒歩５分）へ   ８：３０に集

合後、自動車で送迎します（事前予約必要） 

持ち物：野外で動きやすい服装（防寒具・帽子など）希望者にはお弁当を斡旋いたします 

対象者：どなたでもご参加いただけますが、小学生以下は保護者同伴でお願いします。 

雨天時について：基本的に雨天でも開催。ただし、激しい雨の場合は観察会およびバードウォッチ

ングは中止いたします 

実施団体：○実施団体：山陽小野田市自然保護協会 

○協働団体：NPO 法人やまぐち県民ネット２１、認定 NPO 法人日本 NPO センター 

協賛：損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

○後援：山陽小野田市、山陽小野田市市議会、山陽小野田市教育委員会お問合せ先：山陽小野田市自

然保護協会(山口県山陽小野田市高畑 江汐公園管理事務所) 

TEL/FAX：０８３６－８３－５３７８  メール：ejio@deluxe.ocn.ne.jp 担当者：磯部 

※お申し込みの際は、お名前(ふりがな)、電話番号、FAX 番号などをお知らせください。 

※お弁当希望の方はその旨をお知らせください。 

参加者へのメッセージ：世界にたった２７００羽しかいない鳥、クロツラヘラサギ。そんなレアな

鳥が、実は私たちの住むまちに流れる川沿いで発見できます。また、稀少生物のカブトガニを、目

の前でじっくりと観察できます。寒空の下、どうぞ暖かい格好で、珍しい生き物の世界に触れてみ

てください。 

mailto:ejio@deluxe.ocn.ne.jp
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◆海のフォーラム ～海と沿岸域の生物多様性保全を考える～ 

 海に囲まれた島国、日本。私たちのくらしは日々海の恵みを受けています。海に育まれた日本では、

海を大切にする文化や伝統が全国に残されています。しかし、ふと私たちの日常をふり返ると、海との

距離がだんだん遠ざかってはいないでしょうか。 

 昨年、環境省は日本の沿岸 270 ヶ所を重要海域案として選定しました。徳島県では生物多様性とくし

ま戦略【目標 5】の中で、沿岸域及び海域を適切に保全・管理することを掲げています。日本そして徳島

にとって大切な海を守るためにも、本フォーラムでは海のことをもっと知り、海の現状や保護地域の役

割を知り、多様な立場の人と徳島の海について話し合う機会にしたいと思います。 

日時：2 月 14 日（土） 13:30～16:30 

場所：徳島大学 工業会館（常三島キャンパス・工学部 1 番北の奥） 

主催：NPO 法人徳島生物保全学研究会、徳島大学環境防災研究センター 

共催：生物多様性とくしま会議  後援：徳島県 

プログラム 

１．日本の海とはどんな環境なのか？ 汽水域は川か？海か？ 向井宏 

２．海洋保護区とは？海の保護地域（愛知ターゲット［目標 11］）を考える（仮題）安部真理子 

３．環境省重要海域について 向井宏 

４．徳島県の海の現状 徳島県水産研究所（未定） 

５．パネルディスカッション 進行・河口洋一（徳島大学准教授） 

 

【九州】 

●和白海岸探鳥会 

開催日時：2015 年 2 月 8 日（日） 9:00～12:00 

集合場所： 午前 9 時、JR 香椎線和白駅前公園 

参加費 ： 野鳥の会会員：100 円、一般：300 円 

持 ち 物 ：観察用具（ある人） 

主  催：日本野鳥の会福岡 

連 絡 先：tel092-606-0012（山本） 

 

●和白干潟のクリーン作戦と自然観察 

開催日時：2015 年 2 月 28 日（土） 15:00～17:00 

集合場所： 和白干潟・海の広場(福岡市東区和白 4 丁目) 

    （駐車場なし、西鉄唐の原駅下車徒歩 5 分） 

参加費：無料 

主  催：和白干潟を守る会 

問合せ先：tel:090-1346-0460（田辺） 
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●清末忠人・清末幸久「国立公園 鳥取砂丘の生きもの」 鳥取出版企画室 pp.149 (2014) 

¥1,800+税 

鳥取生物友の会会長の著者が子息と共著で書いた鳥取砂丘の生きものの解説本。主に砂丘の植物を対象とし

ているが、動物も一部書かれている。残念ながら海産生物は登場しない。 

ー この本も数多くの植物、虫類、

鳥類が紹介されているが、清末先

生のお話にはいつも何かしら島

崎藤村の「椰子の実」のロマンを

感じていた。本書の“ヒルガオ”

の項で、先生もこの歌詞を思いな

がら書かれたということを知り

少し心が躍った。砂丘に住みつい

た植物が、どこから、どのように

してたどり着き、厳しい環境の中

を生き抜き、人間とかかわってい

るかなど、読みすすむうちに湧き

出す興味が次々に解き明かされ

ていくのを感じる。また読み進ん

でいくと、全体に先生と子どもと

の対話がたくさん書かれており、

自然の学びとともに慈しみと楽

しさが感じられ、温かい。ご子息

と共著で出版されるという新し

いスタイルも、後継者を育てるべ

きとの現代の課題にもタイムリ

ーな手本を示されているように

思う。読者諸氏も必ずや、単なる

知識だけではない楽しみ、味わい

を読み取られることと思う。ー 

<序文「鳥取砂丘の生きもの」によせて.. 鳥取大学名誉教授 神近牧男氏より抜粋> 

 

●山下博由・李善愛（編著）「干潟の自然と文化」 東海大学出版部 pp.264 (2014)  

¥4,800＋税 

西太平洋地域（日本～黄海・東シナ海・南シナ海・フィリピン海）を中心に、魚類学、貝類学、保全生
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態学、民族動物学、自然地理学、水産植物学、文化地理学、人文地理学、文化人類学、民族考古学など

の多様な研究者により、干潟の自然と文化を多角的に検討しまとめている。 

第 1 章 干潟はどこで育まれるか －干潟の地形の多様性の整理と検討－ 川瀬久美子 

第 2 章 貝類の生息地としての干潟環境 山下博由 

第 3 章 貝類利用からみた島嶼地域の潟文化試論 －ベトナム・北部沿岸と沖縄島・羽地内海の比較か

ら－ 池口明子 

第 4 章 沖縄の入浜系塩田の形態 －羽地内海，屋我地島～我部塩田遺跡の調査を中心に－ 江上幹幸 

第 5 章 南サハリン（樺太島）のロックロード：特殊な“干潟”か？ 鰺坂哲朗 

第 6 章 ホシムシはおいしい 野中健一 

Chapter7 Biogeography of Tidal Mud Flat and Estuarine Fishes of the Western Pacific including the 

Indo-Malayan Triangle Terry J. Donaldson and Robert F.Myers 

第 7 章対訳 インド・マレー三角地帯を含む西太平洋の干潟・河口性魚類の生物地理 

 ドナルドソン，T. J.，マイヤーズ，R. F.（関野正志・山下博由 訳） 

第 8 章 失われゆく“漁”の風景 －『有明海漁業実況図』にみる干潟・浅海域の漁撈活動－ 藤永 豪 

第 9 章 失われた楽園 －日本・韓国の大規模干拓と生物相の変化－ 佐藤慎一 

第 10 章 開発は誰のためなのか －韓国セマングムの事例から－ 李 善愛 

【著者割引】 4148 円(税込) 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に打ち上

がったクマノコガイ（巻貝類）の大型個体 

過去 20 年余り、日課として京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”で漂着物調査を実施している。海からの贈

り物は飽きることがない。2014 年の春から夏にかけても、“北浜”にアッと驚くサイズのクマノコガイが

打ち上がった。それもが相次いでである。もう何十年もこの貝をあちこちで見てきたが、これほどの特

大個体に出会ったことがなかった。 

クマノコガイは通常は 2ｃｍほどのかわいらしいものだが、今回拾った 3個体は、殻幅が 35, 32, 32 mm

もあって、何度も言うが、それは格別に大きかった。クマノコガイはこの仲間内ではすぐ区別がつけら

れ、分類しやすい種である。見間違うことはまずない。貝殻の表面は黒くて平滑で、全く肋がない特徴

に加えて、殻の裏側に臍孔は全く開いておらず、そこは緑色がかった臍部となっている。これらの大型

３個体の内で最大個体を含む 2 個体は殻頂部が破損しており新鮮なものではなかったので、もう少しだ
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け本当は大きいかもしれないが、それほど磨滅している訳でもない。一体どこまで大きくなれるのだろ

うか？ 

クマノコガイは福島県・能登半島以南の潮間帯から水深 20 m の岩礁に生息する。しかし、記録という

ものには上には上があるもので

ある。白浜町でそんな記録が過

去にされていた。南紀在住の貝

おたくたちを中心の「黒潮貝類

同好会」に小生も所属している

が、その雑誌「本覚寺杼貝」に、

今回発見された最大個体よりも

一回りも大きくて、殻幅 37 mm

の個体が 1980年 5月に湯崎海岸

の磯で採集されていたのである。

しかも、他の大型個体には殻が

黒でなくて赤褐色もあったとの

ことである。赤褐色のクマノコ

ガイはまだみたことがないし、

“北浜”でも見たことがない。 

 

図. 和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に 2014年に打ち上がったクマノコガイの最大

個体の貝殻 

 

 

 

 

 

 

 

 

エツ誕生と空海を巡る伝説 
 

西暦 806 年に空海は 2 年間の唐での密教の修行を終え、帰国後しばらくの間九州筑後地方に滞在した

足跡が残されています。ある時、九州最大の河川である筑後川の対岸に渡ろうとした空海が、渡し船に

乗れずに途方に暮れていると、若い漁師が「この船でよければ」と渡してあげた。無一文の空海は岸辺

のヨシの葉をそいで川面に浮かべると、その葉はたちまちエツ（写真 1）に変わり、その後、この地方に

なくてはならない魚として若い漁師たちの暮らしを支えたとされています。この伝説を裏付けるかのよ

7. 有明海と三陸の水辺から（7）  田中 克   
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うにこの地にはエツ大師堂が祀られ、子供たちはこの伝説を演劇にして保存伝承する地域文化が根付い

ています。 

 

 

写真１ 有明海特産種エツ 我が国では有明海、近年では筑後川に生息がほぼ限定される 

 

本種はカタクチイワシ科の一種です。通常は海で暮らし、梅雨時になると川を遡上して淡水域で産卵

する遡河回遊魚です。その時期には多くの流し刺し網漁の船ととともに屋形船が出て、採れたてのエツ

を刺身や空揚げなどにしていただく、季節の風物詩の中に溶け込んだ存在となっています。しかし、こ

の間、筑後大堰の設置による下流域の産卵場の縮小、前浜と呼ばれる有明海湾奥部の環境劣化、さらに

は筑後川上流域の日田の森の荒廃や人工林化などによる森と海の本来のつながりの分断などに乱獲が重

なり、有明海のエツ資源は激減し、このままでは最後の生息場である筑後川水系からエツが姿を消すの

ではないかと危惧されています。 

本種の産卵が行われる筑後川下流域の感潮淡水域は、今では河口点より 15ｋｍ上流の六五郎橋付近か

ら 23ｋｍ上流の筑後大堰（写真２）までの間に限られています。京都大学農学研究科のチームが進めた

研究では、梅雨時の降雨（河川流量）と産卵やその後の仔魚の生き残りは密接に関係し、少雨や大雨で

はなく、適度な河川流量が再生産にとって重要であることが示されています。また、仔魚が食べる餌（カ

イアシ類）は高濁度汽水域で繁殖するシノカラヌス・シネンシスという我が国ではこの海しか生息しな

い特産種に大きく依存していることが解明されています。下筑後川漁業協同組合では、成熟した成魚が

漁獲されると現場で人工授精を行い、受精卵を放流するとともに、同漁協の塚本辰巳さんが中心となっ

てそれらを稚魚にまで育てて放流するなど資源回復の試みが続けられています。 

空海はその後京にもどり、嵯峨天皇から許可を得て、816 年に和歌山県高野山に真言密教の総本山を開

創しました。今年は開創 1,200 年にあたります。空海・弘法大師の教えの真髄は今私たちに最も求めら

れている“共生”です。環境省もこの時代を乗り越え、より持続可能な社会を作るには、今こそすべての生

きものたちが大切にされる「環境・文明社会の創造」を国の骨格的な施策にする方向で具体化を進めて

います。その柱の一つを「森・里・川・海のつながり」の保全・修復・再生に定め、地域拠点による取

り組みを進める検討が行われています。エツ資源の再生にも森里川海のつながりが大事だと言えます。 
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写真２ 筑後川下流域における稚魚採集風景。1980年から春季を中心に継続されている 

 

 

8．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：１０６１

０－６６７３０２１ 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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9．編集後記 

まず、先号の不手際をお詫びしなければなりません。お送りした pdfファイルの 5ページ目が白紙になってしまい

ました。原稿を作ったwordファイルでは、きちんと整理できていたのに、pdfファイルに変換したときに、なぜか自

動的に白紙のページが作られ、その前のページの一部が隠れてしまいました。ファイルの互換性の問題ではあ

るのですが、最終チェックを怠った私の責任です。大変失礼しました。今後、そのようなことのないよう、最終チェ

ックを徹底するようにして、再発防止に努めます。 

 2月には、イベントが集中しており、次号 152号は 3月 1日配信の予定です。ご了解下さい。また、今号の編集

は、いつもお願いしている瀬戸内千代さんが多忙のため降板。急遽、私が編集も行いました。いつもの瀬戸内千

代さんのご苦労に感謝します。このようなときのために、一時的にでも編集をお手伝いしていただける方がいら

っしゃいましたら、一声かけて下さい。よろしくお願いいたします。（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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