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「今月の海の生き物」スナメリ  Neophocaena phocaenoides    

世界でもっとも小型のクジラと言われるスナメリは、インド、インドネシア、中国黄海、朝鮮半島西部

および日本の内湾に生息するクジラ目ネズ

ミイルカ科スナメリ属に属する海産哺乳類

の一種である。日本では仙台湾から有明海

までの内湾に棲む。体長は 1.5~2.0m で体重

は 50~60kg とほぼ人間に等しい。イルカの

仲間であるが、背中に鰭がない。日本では

瀬戸内海に多くが棲んでいたが、近年の開

発で大幅にその数を減らした。希少動物と

して、広島県竹原沖の回遊海面が天然記念

物に指定されている。カタクチイワシやイ

カナゴなどの小型魚類の群れを集団で囲い込んで食べる習性が有り、その習性を利用して瀬戸内海では

スナメリ漁があったが、現在では個体数の減少で伝統的な漁もなくなってしまった。 

（写真は、カタクチイワシの群れを集団で囲い込んでいるスナメリ 

山口県上関町室津港外にて 向井 宏撮影）  

拡大 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

●新潟県柏崎市で砂浜調査研修会を行います 

 海の生き物を守る会では、日本自然保護協会と共催で、以下のとおり砂浜海岸生物調査の

研修会を行います。「砂浜調査を積極的に行いたいが、やり方がよく分からない」「日本海の

砂浜を見てみたい」といった方は、ぜひご参加ください。 
 

夏休み砂浜教室 第１回海岸エコトーンを感じよう（日本自然保護協会） 

砂浜海岸生物調査研修会（海の生き物を守る会） 
 

日時：7 月 11 日（土）10:00～15:00 

※少雨の場合は実施します。大雨の場合は中止。 

場所：柏崎中央海岸（新潟県柏崎市） 

集合場所：柏崎夕日ドーム前 9:50 集合 

講師：向井 宏・大久保奈弥（海の生き物を守る会） 

主催：日本自然保護協会・海の生き物を守る会 

後援：新潟県自然観察指導員の会 

※第 2 回以降は、日本自然保護協会の行事になります。 

参加費：無料 

用意するもの：筆記用具、カメラ、カメラ付き携帯もしくはスマホ、ビニール袋、雨具、 

  帽子、日焼け止め、弁当、飲み物 

定員：先着 30 名 

対象：子供から大人まで 

★参加申し込み先：03-3553-4103（日本自然保護協会自然保護部）  

   shirabe2015@nacsj.or.jp もしくは、hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 

mailto:shirabe2015@nacsj.or.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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●10 月 31 日（土）神奈川県天神島でも研修会を開催 

 海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査の研修会を 10 月にも行います。 

日時：10 月 31 日（土）10:00～15:00 

場所：横須賀市自然・人文博物館 天神崎臨海自然教育園 天神島ビジターセンター 

  （横須賀市佐島 3-7-3） JR 横須賀線「逗子」駅、京急線「新逗子」駅から京急バス 

       系統番号 逗 7 または逗 71「佐島マリーナ入口」行き 終点下車、徒歩 5 分 
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●アカテガニ観察会 参加者募集中 

 山口県上関町長島の田ノ浦で、今年も以下の要領でアカテガニの放仔観察会を行います。

夏の大潮の夜、陸に棲んでいるアカテガニの雌が、大きなお腹に幼生を抱えて海へ降りてき

て、子どもたちを海へ放します。その様子を観察しましょう。また、昼間は田ノ浦で海水浴

もできます。子供さん、お孫さんを連れて参加してください。 

日時：7 月 18 日（土）10:30～19 日（日）9:00 

集合場所：上関町四代港駐車場  場所：上関町田ノ浦海岸（上関原発予定地） 

費用：大人 2,500 円前後、子供 1,000 円前後（宿泊費・食費ほか） 

指導：向井宏（海の生き物を守る会代表）主催：上関の自然を守る会・海の生き物を守る会 

行事予定 

7 月 18 日（土）     7 月 19 日（日） 

 10:30 四代港集合      7:30 朝食 

 11:00 田ノ浦ログハウス到着    9:00 解散 

 12:00 昼食 

 12:30 DVD「長島の自然」鑑賞 

 13:00～16:00 磯観察会＆海水浴 

 17:00 温泉入浴 

 19:00 夕食 

 20:00～22:00 アカテガニ放仔観察会 

 23:00 就寝 

準備するもの：飲み水（最低 1 人 2 リットルは必要）・懐中電灯・マムシ対策（長靴が安全） 

      虫よけ対策（長袖＆携帯用蚊取り線香など）・宿泊用寝袋またはタオルケット 

★申し込み：氏名・大人と子供（小学生以下）の区別・緊急連絡先・お弁当（500 円）の要不要をご連絡

ください。締め切り：7 月 11 日（土）／申し込み先：高島美登里 090-8995-8799 midori.t@crocus.ocn.ne.jp 

または 森田修 090-4695-1290 yo.morita@extra.ocn.ne.jp 

 

                  昨年のアカテガニ観察会のようす→ 

        昨年の夕食時のバーベキューパーティ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：途中（18 日夕方）からの参加も可能です。公共交

通機関を利用される場合は、以下の船便が便利です。 

定期船「上関航運」(TEL0820-62-0102) 

柳井港→四代港 約 55 分 

柳井発 9:30, 15:45（1 日 2 便） 

mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp
mailto:yo.morita@extra.ocn.ne.jp
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『うみひるも』にご投稿ください♪ 

イベントに参加して、記事を読んで、感じたことをお聞かせいただけませんか？ 

いつでも気軽に自由にご投稿ください。下記でお待ちしております。 

投稿用アドレス hirumo@live.jp 

投稿用フォーム（うみひるも編集部宛） 

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

●保全すべき砂浜を推薦してください 

 海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査の一環として、全国の砂浜でここはぜひ保全

すべきだと思われる砂浜を募集しています。奮ってご推薦ください。今年度末までに「ベス

ト30」を決定し、そのリストを公表して、今後の保全活動に貢献したいと思いますので、ぜ

ひ推薦をよろしくお願いいたします。推薦にあたっては、その砂浜の数枚の写真とその他、

生物情報、自然度などについてもお知らせください。 

 

【活動報告】 

●ジュゴン・スタディツアー 今回は中止 

 6月16日から25日までの間、フィリピンミンダナオ島で行う予定だったジュゴン・スタデ

ィツアーは、参加者希望者全員がキャンセルしたため、中止としました。次回は未定です。 

 

●「辺野古土砂搬出反対・全国連絡協議会」に参加 

海の生き物を守る会は、5月31日に奄美市で結成された「辺野古土砂搬出反対・全国連絡協議会」に

参加しました。結成に参加した団体は、ほかに「環瀬戸内海会議」「門司の環境を考える会」「播

磨灘を守る会」「自然と文化を守る奄美会議」「奄美市住用町市環境対策委員会」「手広海岸を守

る会」の以上、7団体。その他に、以下の団体が賛同団体として署名しました。小豆島の環境と健康

を考える会、山口県平和運動フォーラム、苓北火電に反対する町民の会、原発いらん！山口ネット

ワーク、第九条の会ヒロシマ、全国自然保護連合、日本湿地ネットワーク、グループ輪、長崎沖縄

連帯集会実行委員会、ロシナンテ社、愛媛環境ネットワーク、緑の党グリンピースジャパン、五島

の環境を考える会、日本環境法律家連盟、JUCON、ナンクルナイサーの会、辺野古・高江プロジェ

クト、沖縄と結ぶ市民行動・福岡、ならゆんおきなわ、Stop!沖縄新基地建設・福岡。  

mailto:hirumo@live.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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2．ウミウシ 切手コレクション （7）   立川賢一 

 

砂浜のいきもの調査を行う人たち 



 

 

 

7 

 

【中国】 

●山口県が 7 度 中電に説明を要求 埋立免許延長判断をさらに 1 年先延ばし 

 先月、中国電力が、山口県上関町大字長島「田ノ浦」の海面埋め立ての免許の延長を再び申請したが、

5 月までに延長可否を決めなければいけない山口県は、7 回目の質問書を中国電力に送り、その回答期限

を来年 6 月 22 日とした。このことは、結局、山口県は 2012 年に許可取り消しをすると言っていながら、

中国電力に詳しい説明を求めると称して、もはや 4年も許可取り消しの決定を延ばしていることになる。

山口県は、自公政権の新エネルギー計画で、原子力を基幹的なエネルギーと認めて、新規建設も視野に

入れることを待っていると思われる。それまで、免許取り消しを言明していながら、伸ばしに伸ばして、

いつか再び埋め立て・原発建設をやりたがっているとしか言えない。辺野古の埋立を断固として拒否す

る沖縄県知事と比べて、山口県知事の卑屈さがあらわになっている。 

【四国】 

●小学生が藻場作りでヒジキを投入 

 愛媛県宇和島市小池の漁港で、市内小池小学校の児童らが、袋に詰めたヒジキの株を宇和海に投入し

て、魚が集まる豊かな海を取り戻そうという運動に参加した。実施している主体は、南予港湾協会で、

南予の海洋土木事業者らが作っている団体である。目的は、児童らに海の環境保全サイクルや磯焼け対

策について知ってもらうこととしている。ヒジキを入れた袋は海中で溶けるもので、ヒジキが海底に付

着して藻場を作るとしている。しかし、こんなことで藻場が再生できるとはとても思えない。小学校の

先生たちは事業者の言うことを信じ込んでいるのだろうか。少しは、自分たちも勉強して欲しいものだ。

【九州】 

●石木ダム建設で、住民の土地収用を裁決 

 長崎県の収用委員会が、川棚町で県と佐世保市が建設を計画している石木ダムに反対して土地売却を

拒否している住民 4 名に対して、土地の明け渡しを命ずる裁決を出した。地権者や反対住民らからは、

県のやり方に反発する声が上がっている。6 月 24 日には、地権者らが作業現場で「強制収用は許さない」

などと書いた横断幕を掲げ、無言の抗議行動を行った。県の職員らも、この日は説得を試みただけで、

作業を行わなかった。明け渡しの期限は、今年 10 月 30 日。田植えが終わった水田を取られる住民は、

「結局、収用委員会も県の言うまま」と怒りを表していた。中村県知事は、「強制収用になったのは残念

だが、計画はそのまま進める」としている。一方、ダム本体工事のためには、このほかに 13 人の地権者

の土地を強制収用する必要があり、県はその手続きをこれからも進めることにしている。無駄なダムの

建設という住民の主張は、顧みられることはないようだ。 

 

●有明海全域で赤潮が発生 八代海でも赤潮警 

 6 月 24 日に佐賀県有明海のほぼ全域で、珪藻の Skeletonema spp.による赤潮が発生したと佐賀県が発

表した。細胞の密度は、1 ミリリットルあたり 28,700 細胞。一方、熊本県水産研究センターは、熊本県
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天草市玉町の久玉浦周辺で有害な植物プランクトンである Heterosigma akasiwo が基準を超えて発生し

たので、八代海全体で赤潮警報を出した。現在までは、漁業被害はない。 

 

●「辺野古埋め立て土砂搬出」で北九州でも反対連絡協議会を結成 

 沖縄県名護市辺野古沖に米軍基地を新設するための埋め立て用に、西日本の各地から土砂が沖縄県に

搬入されることから、土砂採取の予定地の自然保護団体を中心に 5 月、奄美大島で「辺野古埋め立て土

砂搬出反対」連絡協議会が結成されたが、6 月には、北九州小倉で、山口県を含む北九州の「辺野古埋め

立て土砂搬出反対」の連絡協議会が結成された。結成大会には、地元の「門司の環境を考える会」など

自然保護団体や住民ら約 120 人が集まって、辺野古の埋め立てを許さないと同時に、地元の山を削り自

然を破壊する行為を認めないことを決議した。共同代表には、同会の森下会長ら 4 名が就任。運動のス

ローガンは、「一粒たりとも故郷の土砂を戦争に使わせない」。国会への請願署名運動に取り組むほか、

全国連絡協議会とも連携し、街頭宣伝・学習会などを行うと共に、各地の採石事業の監視を行う。沖縄

防衛局によると門司地区から辺野古への搬出予定土砂は 740 万立方メートルとされる。 

 

●海沿いの国道などが各地で陥没 大分県 

 大分県の海沿いの各地の国道や県道などで、陥没事故が相次いで起こっている。4 月末からの約 1 カ月

の間に、大分市、佐伯市、臼杵市など 5 カ所以上の道路で、最大長さ 5m、幅 1.5m、深さ 3m にもなる

陥没が起こった。重大な事故には至っていないが、県では「早急に対処する必要がある」としている。

原因については、「海水が護岸を洗い、道路下の土砂を洗い出したとみられ、海水による浸食」という。

海水による浸食であることは、現場が海沿いの道路であることから明らかであるが、その根本的な原因

は何か、国道事務所や県でも考えようとしない。海岸の砂の減少が、この洗掘の原因であり、さらには

ダムの建設や海砂の採取が遠因であろう。根本的な原因を見定めて、そこから直す覚悟を持たねばなら

ない。ちなみに、大分県は未だに海砂の採取を禁止していない。 

 

●阿嶽川のマングローブ林を天然記念物に 

 鹿児島県種子島の中種子町坂井にある阿嶽川（あだけがわ）河口域のマングローブ林を天然記念物に

指定するよう、国（文化庁）の文化審議会が文部科学大臣に答申した。指定されれば、鹿児島県内の国

指定天然記念物は 48 件となる。 
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【関東】 

◆ほのぼのビーチフェスティバル 2015 

日時：7 月 26 日（日）9:30～17:00 

場所：茅ヶ崎ヘッドランドビーチ 

主催：ほのぼのビーチ茅ヶ崎 
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◆海藻おしば作品展「海と里山はつながっている」 

日時：2015年 7月 26日（日）～9月 13日（日）午前 9時～午後 5時（芸術祭開催期間中は午後 6時ま

で）＊休館日 火曜日休館（火曜が祝日の場合は翌日休館）但し、大地の芸術祭開催期間中は無休。７

／１５～１７、９／１４、９／２４～２５は臨時休館日 

入館料：大人５００円、小中学生３００円、小学生未満・友の会は無料、団体２０名以上５０円引き 

お問い合わせ先：十日町市立里山科学館 越後松之山「森の学校」キョロロ 

〒９４２－１４１１ 新潟県十日町市松之山松口１７１２－２ 

ＴＥＬ：０２５－５９５－８３１１ ＵＲＬ：

http://www.matsunoyama.com/kyororo/ 

★検索はキョロロでどうぞ 

また期間中に、わくわく、びっくり体験イベント「夏

休み自由研究応援シリーズ～水草と海藻を素材と 

した海藻おしば体験教室」も開催します。 

日時：８月１５日（土）１３：００～１５：００ 

場所：松之山小学校 

定員：２０名 

体験教室参加料：大人５００円、小中学生３００円、

小学生未満・友の会は無料（入館料は別途） 

＊参加申込みは開催日の１ヶ月前から電話で受付。

定員になり次第締切り。 

 

【近畿】 

◆講演会「いのちのふるさと海と生きる」 

日時：7 月 18 日（土）13:00～17:00 

場所：京都大学芝蘭会館稲盛ホール（京都市左京区吉田近衛町） 

参加費：無料 

主催：全日本学士会・舞根森里海研究所 

プログラム 

 講演１海と命「人類の遠い祖先を海に訪ねて」  西田睦美 

 講演 2 海と森「森と海を結ぶ新たな研究と教育に挑む」  山下 洋 

 講演 3 海と文明「環太平洋文明から日本の未来を見据える」安田喜憲 

 講演 4 海と経済「自然資本経済、日本モデルが世界を救う」谷口正次 

 フロアーとの対話 

http://www.matsunoyama.com/kyororo/
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◆自然博士ケン先生とゆく！夏の遠足～海・川・山～（第 1 回） 

日時：8 月 1 日（土）10:00～16:30 

場所：和歌浦干潟 

 10 時に和歌浦干潟集合（和歌山市和歌浦中 3-4-28） 

 午後は 13:30 に近畿地方整備局和歌山港湾事務所 

定員：20 名 

★申し込み締め切り：7 月 25 日 

プログラム 

 10:00 参加者集合、挨拶、注意事項説明 

 10:10 座学（干潟の歴史について玉津島神社の神主さんより） 

質疑応答を交えて、干潟の多様な生物を知ることができます。 

 10:15 てんぐ山から干潟の景色を観察 

 10:45 干潟での生き物観察（希少生物のワカウラツボを探します） 

 11:25 生き物自慢発表会 

 11:45 座学 

 12:00 活動のふりかえり 

 12:10 一旦解散 

 13:30 近畿地方整備局 和歌山港湾事務所 集合 

 13:40 午後からの活動について説明 
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 14:00 2 班に別れて活動開始 

  【1 班】港湾業務艇「はやたま」に乗船して、海から陸の様子を観察 

  【2 班】室内で座学、港内で海面清掃船「海和歌丸」を見学 

 15:00 1 班、2 班が入れ替わり 

 16:00 活動のふりかえり 

 16:30 解散 

 

【四国】 

◆シオマネキをとおして吉野川干潟のファンになろう（徳島自然観察会） 

 吉野川の広大な干潟の一角で、実際に生物に触れあう機会を中心にしています。長靴をはいて、保護

者とともに干潟に入り、生物を採取します。また、専門家によるわかりやすい丁寧な解説があります。

子供たちとの質疑応答を交えて、干潟の多様な生物を知ることができます。 

日時：7 月 19 日（日）13:00～15:30 

場所：吉野川南岸河口干潟 

集合場所：吉野川南堤グランド東詰（徳島市住吉 4 丁目） 

対象：おとなとこども（中学生以下は保護者同伴） 

定員：80 名（先着順） 

参加費：こども無料、おとな 200 円（資料代） 

持ち物：長靴（もしくは指のでない靴）、帽子、飲み物、汚れてもいい服装、タオル、小さいこどもは着

替えが必要になります。 

雨天時の対応：雨天延期（1 日前にお知らせします） 

★参加者は必ずお名前、ご連絡先（電話、メール）をお知らせください。 

問い合わせ・申し込み先：とくしま自然観察の会 〒770-0944 徳島市南昭和町 3－19－1（代表：井口） 

電話：088-623-6783 

プログラム 

 13:00 受付開始 

 13:30 趣旨説明、プログラム説明、注意事項説明 

 13:50 シオマネキポイントで見学（干潟の役割を説明） 

 14:10 各種の生物を観察しながら大きな干潟に移動します。 

 14:20 砂場で生物と採取する道具の説明後、干潟で採取 

 15:00 採取した生物を指定の容器に移し、専門家による説明 

 15:30 片づけ、採取した生物を干潟に返し、記念撮影後解散 

 

【九州】 

◆夏休み！中津ひがた生きもの観察会 

 子どもたちや保護者に、生き物にとって干潟がどんなに大切かを知っていただきます。 



 

 

 

13 

 絶滅危惧種のカブトガニが生息している環境を守る重要性を知っていただきます。 

 みんなで自然を大切にしないといけないということを認識していただきます。 

日時：7 月 18 日（土）14:00～16:00 

場所：大分県中津市大新田 

※大分県道 23 号、セブンイレブンさん

の横から入る ※JR 中津駅から車で約

7 分 ※車で入れます。多い場合は県道

沿いのディスカウントショップさんの

駐車場をご利用ください。 

定員：150 名程度 

対象：どなたでも参加できます。小学生

以下は保護者同伴でお願いします。 

持ち物：帽子、タオル、長靴（スリッパは危険です）、濡れてもよい服装、着替え、雨具、水筒、 

    生き物をいれるバケツ、スコップ 

参加費：中学生以上 200 円、小学生以下 100 円 

主催：水辺に遊ぶ会 

★申し込み先：特定非営利活動法人 水辺に遊ぶ会（担当：足利）080-5248-7443 ※締め切りは当日 

お知らせ・注意事項：◎少雨決行しますが、雨天の場合は翌日同刻に順延します。◎熱中症対策を万全

にお願いします。◎会場にはポータブルトイレを置きます。◎捕まえた生きものは持ち帰れません。 

プログラム 

 13:30 受付 

 14:00 開会、諸注意説明 

 14:25 干潟へ移動 

 14:30 観察会開始 

 15:25 干潟からあがる ～休憩～ 

 15:35 生きものの説明、環境説明 

 15:50 記念撮影、アンケート記入 

 16:00 閉会、解散 

 

【沖縄】 

◆ノレッジカフェ 沖縄と奄美の美ら海をいつまでも 

 辺野古は生物多様性豊かな海域です。この広大な海を埋め立てるということは、同時に、奄美大島な

ど自然豊かな場所もまた犠牲になることがわかってきました。 

 辺野古の埋め立てには、合計 2,100 万立方メートルの土砂が必要です。これは、10 トンダンプ約 350

万台分に相当します、県外からも 1,664 万立方メートルもの土砂が持ち込まれます。 

 予定されているのは瀬戸内、門司、五島、天草、佐多岬、奄美、徳之島の計７か所。このなかの奄美

大島では、着々と運び出す土砂の準備が進んでいるといわれています。 

http://savejapan-pj.net/sj2015/oita/images/nakatuhigata-map.jpg
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日時：7 月 5 日（日） 14:00～17:00 

場所：泡瀬ウミエラ館（沖縄市泡瀬 3-47-1  

 098-927-0116） 

話題提供 

１．辺野古の埋立が環境に与える影響～奄美の自然

との関係～（安部真理子） 

２．奄美大島で見てきたこと（渡瀬夏彦） 

参加費：800 円 

※ケーキとコーヒー付き 

主催：日本自然保護協会 

問い合わせ先：安部真理子 abe@nacsj.or.jp 

 

 

 

 

◆水郷水都全国会議 in 沖縄・名護大会 

 大会テーマは「海は誰のものか」としました。新

基地建設や海浜埋立の問題への理解を深め、環境アセスのあり方や地域の水環境や持続的発展に関して

意見を交換し、未来を切り開いていきたい。 

 

mailto:abe@nacsj.or.jp
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写真１ 水の郷、柳川市の掘割で実施された子供たちのためのシーカヤック教室 

 

 

 

 

 

シーカヤックで有明海の水辺を巡る（1） 

 日本の沿岸域を手漕ぎのボート（シーカヤック）でゆっくり巡り、海から陸と海の境界である水

際の自然を見つめ、各地の漁村に上陸して野営生活を送りながら、偶然出会う海と生きる人々（大

半は漁師）から本音を聞く「海遍路」が、鹿児島市に本拠を置く NPO 法人海遍路（理事長山岡耕作

高知大学名誉教授）の主催で行われています。2011 年から 2013 年には四国を一周し、2014 年には

“震災の海”である三陸リアスの海（宮城県下）を巡り、今年は“瀕死の海”を巡る「海遍路有明

海」が実施されました。

 

 

 5 月 15 日に熊本県玉名市を出発した海遍路は、有明海を反時計回りに移動し、有明海問題の焦点

となっている諫早湾潮受け堤防の直下を巡り、さらに、日々変わりゆく雲仙岳の雄姿を眺めながら、

島原半島を南下して、5 月 28 日に長崎県口之津に着きゴールインしました。今回も、海遍路の技術

的・精神的支柱は、世界が注目する海洋冒険家の八幡 暁さんが務められ、その言動からも多くを

5. 有明海と三陸の水辺から（14）  田中 克   
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学ぶ旅となりました。途中、福岡県大牟田市では高校での出前授業を行い、柳川市では第 6 回有明

海再生シンポジウムを主催し、掘割で子供たちのためのシーカヤック教室（写真１）を実施するな

ど、多目的な海遍路となりました。 

 有明海は、大きな干満差と広大な干潟、そして濁りの海との印象を抱いていました。しかし、こ

の海は生ものの多様性だけでなく、環境もそれに依拠した漁業も実に多様であることに改めて驚か

されました。出発点となった熊本県玉名市の袋明地区の砂浜海岸では、トラクターが干潟に乗り入

れ、蓄養中の中国産アサリを取り上げる作業が、昼夜を通して行われていました。一方、隣の荒尾

市では今でも自前のアサリで潮干狩りを市民に提供する努力が続けられ、アナジャコの一大産地の

特性を生かして、修学旅行生に楽しんでもらうマジャク釣り体験が行われていました。荒尾市から

北上し、筑後川が流れ込む柳川市周辺になると、足が膝上まで埋まってとても上陸できない泥干潟

の海が広がり、大きな干満差とも相まって、適当な上陸地を見つけるのにひと苦労しました。 

 今回の海遍路で

最長の移動は、湾

奥部の筑後川河口

域から対岸の鹿島

市までの 20 数キ

ロメートルでした。

予想外の潮の流れ

と風の影響で、渡

り切るのに 6 時間

ほど要しました。

上陸地はガタリン

ピックで有名な鹿

島道の駅で、小中

学生が県内外から

訪れ、干潟で泥まみ

れになって興じる

子供たちの歓声に、

疲れが吹き飛びま

した。鹿島から竹崎ガ二で有名な大浦、さらに潮受け堤防を横切って、瑞穂町、湯江町、島原市、

深江、西有家を経て、最終地口之津までの水際の旅でした。漁船漁業が壊滅する中で、湾奥部では

ノリ養殖、島原沖ではコンブとワカメの養殖、さらに南部ではヒジキの養殖が盛んなことに気づか

されました。透明度が高く海藻類が繁茂する外海性の湾口部近くから湾奥部の広大な干潟の発達し

た濁りの海まで、日本の海の縮図を見る思いでした。このような多様な有明海のどこへ行っても「魚

が減った。子供には漁を継げとは言えない」という厳しい現実に出会いました。 

  

写真 2 島原市で行われている養殖コンブを干し作業を手伝う 
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※157 号の「3. ノリの不作と水産業の衰退」のつづきです 

4. 水産業の衰退と海の汚染 

 前号では、ノリの生産と同じく近年の水産業の衰退があり、それは瀬戸内海の栄養塩濃度が減少

したことによるとする主張を紹介した。また、ノリの不作は、沖合ノリ養殖という瀬戸内海の有機

汚染による養殖手法の変化や瀬戸内海の汚染の改善に伴うものであることを述べた。それでは、そ

れ以外の瀬戸内海の水産業の衰退が、栄養塩濃度の低下によるものなのか、栄養塩の上昇（再汚染）

によって水産業が再び回復するものなのか、検討してみよう。 

 まず、瀬戸内海の水産業の変化をみてみよう（下図右）。 

農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」より http://www.env.go.jp/council/former2013/11seto/y111-02/mat02_5-1.pdf 

 

 上図にみるように、瀬戸内海の漁獲量全体では、1985 年（S60 年）前後をピークとしてほぼ直線

的に減少を続けている。この減少の時期が瀬戸内海の水質改善と一致しているから、栄養塩負荷の

規制を止めて欲しいと言うのが、瀬戸内海の漁協が一部の研究者といっしょになって唱えている瀬

戸内法改正の方向である。では、瀬戸内海の水質が再び有機汚染の道へ戻ったとして、この水産資

源の減少が止まるだろうか。けっしてそんなことはない。実は、このような水産資源の水揚げが減

少しているのは、瀬戸内海に限らない。日本全体の水揚げもほぼ同じように減少しているのである

（上図左）。 

 農水省のホームページでは、小学生の質問に答えて、漁獲量の減少の原因は、イワシの減少と遠

洋漁業の減少（200 海里問題による）であると答えているが、それは一時的なものであり、21 世紀

になっても続いている漁獲量の減少を説明できていない。この傾向はけっして瀬戸内海に限った現

象ではないのである。それでは、日本海域全体の栄養塩の減少が水産資源の水揚げ減少に繋がった

のだろうか。もちろんそんなことはない。 

http://www.env.go.jp/council/former2013/11seto/y111-02/mat02_5-1.pdf
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 魚類など水界生態系の高次の生産者に至る食物連鎖を通して、生態系全体の変化を説明すること

は困難なことではあるが、養殖業を除く漁業生産の衰退の原因を考察してみよう。瀬戸内海では、

生産者である植物プランクトン（珪藻類）→動物プランクトン→小型魚類→大型魚類という食物連

鎖があり、それが瀬戸内海の生物生産を支えている。ただし、東京湾や有明海などと同じように、

瀬戸内海も有機汚染が進むにつれて、植物プランクトンの種類が珪藻類などから渦鞭毛藻類のよう

なものに徐々に中心が移っていった。赤潮の頻繁な発生がそれを証明している。高次生産の要とな

る小型魚類には、カタクチイワシとイカナゴが主な役割を果たしてきた。その一方の主役であった

イカナゴは、次図に示すように、1980年頃を最後に急激な減少を示し、かつての 10分の 1以下にま

で減少してしまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県における海砂採取量とイカナゴ漁獲量の変化 

 

 1960～70 年代の高度成長期に瀬戸内海は死の海になってしまった。その後、瀬戸内法で排水規制

が行われ、瀬戸内海の水質はかなりよくなった。しかし、イカナゴ漁獲量は、高度成長期以前に戻

らず、むしろ悪化している。これはなぜなのか。それにはイカナゴの生活（生態）を知らねばなら

ない。イカナゴは径が 0.5～2.0ミリメートルの砂泥底に生息する。餌はプランクトン。北方系の種

なので、夏は砂に潜って夏眠する。砂がないと生きていけない魚なのだ。かつては、砂をバケツで

すくってイカナゴを捕る漁もあった。図の海砂の採取量とイカナゴの漁獲量の変化を見て欲しい。

海砂の採取量が増えるにつれて、イカナゴは急激に減少している。1970 年代後半から、海砂の採取

量は増え続けている。これは経済成長に伴うインフラ（道路・ビルなど）の建設に多くの海砂が必

要とされたことによる。瀬戸内海の周りの山は良質の花崗岩が多く、海砂も花崗岩砂で建築の骨材

として優秀だったため、瀬戸内海の海砂採取は禁止されるまで約 8 億立方メートルも採られてしま

った。この海砂のもっとも良好な採取地は、瀬戸（チャネル）の周辺に作られる砂堆である。そし

て、まさにその砂堆こそ、イカナゴの良好な生息地でもあった。それゆえイカナゴの減少は、海の

水質が改善されても、元に戻ることはできない。 
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 減少を続けるイカナゴに、実は瀬戸内海の多くの水産資源が依存している。瀬戸内海の魚類の多

くが、イカナゴ（幼魚はコウナゴ）とカタクチイワシの幼魚（シラス=チリメンジャコ）を食べてお

り、瀬戸内海の生態系の中で、イカナゴとシラスは鍵となる種である。かつては、瀬戸内海のあち

こちで、イカナゴの群れを追う大型魚と鯨類のスナメリや鳥類のオオハム（アビ）を目印に、スナ

メリ網代やアビ網代という漁法もあった。ところが、カタクチイワシのシラスの量は、近年ほぼ横

ばいの状態が続いており、イカナゴが減少の一方であることと異なる。これは、イカナゴの量が餌

となる動物プランクトンの量に大きく影響されていないことを示しているといって良いだろう。つ

まり、砂を必要とする生活をするイカナゴと、必要としないカタクチイワシの生活型からくる反応

の違いを反映していると考えて良い。

 

瀬戸内海におけるカタクチイワシとシラスの漁獲量変動（河野悌昌、小畑泰弘, 2012） 

 

 瀬戸内海法で水質改善を図れば、水産資源は回復するはずと単純に考えた研究者は、この事態を

説明できない。海砂の採取がこんなにも大きく影響するとは考えることができなかったのだろう。 

 もちろん瀬戸内海の水産資源の減少は、海砂の採取→イカナゴの減少のみによるものではない。

マダイなど沿岸の高級魚の減少も大きい。この原因については、次号で考察してみたい。（つづく） 
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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：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！ 

 お気軽にご投稿ください。 https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf 

 

8．編集後記 

 向井先生の今号のエッセイを読んで、改めて、自然界は絶妙なバランスで成り立っているんだなぁ、下手に変

えたらダメなんだなぁと感じました。海の水も土砂も、目に見えない微生物を含め、山ほどの生き物を含んでいる

わけで、大量に動かしたら生態系が崩れて何らかのしっぺ返しがあるのは当然といえば当然なんですよね。 

 ヒトの都合で動かすといえば、先日テレビで、昔よくペットとして見かけた外来種のミドリガメの現状を見ました。

小さいころは可愛らしいけれど、大きくなる上に長生きなので各地で捨てられ、例えば徳島では大繁殖してレンコ

ン農家などに被害を及ぼしているそうです。時を経て起きる問題は責任の所在があいまいですが、それでも知恵

を出し合って解決するしかありません。そういう「お荷物」は、できるだけ後世に残したくないものです。（ちよ） 

 

 この 7月 1日で、海の生き物を守る会は創立 8周年を経て、9年目に入りました。おかげさまで会員も飛躍的と

は言えませんが順調に増えてきて、活動も徐々にですが、軌道に乗り始めました。活動範囲が広がるにつれて、

いろんな人々とのつながりもできてきました。活動に賛同して、寄付をお寄せ下さる方もいらっしゃいます。 

一方、会員の中には、連絡が取れなくなった会員もあり、会が大きくなればそれなりの問題も出てきます。そ

れでも、海の生き物が受けている苦難と海の環境が一向に良くならないことを考えると、われわれの活動もかす

かな貢献ですが、続けていくことに意味を見いだせると思っています。これからも会員の皆様と「うみひるも」の読

者の皆様のご協力をお願いしたいと思います。9年目、頑張ります。（宏） 

 

 

  

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