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「今月の海の生き物」ワタクズガニ  Micippa thalia    

甲殻綱十脚目クモガ二科ワタクズガニ属に属するカニの一種。甲羅（頭胸甲）の表面に小型の海藻類を

びっしりと付着させているため、水中で

はこのカニの存在は極めて見つけにくい。

日本では東京湾以南、相模湾・沖縄など、

インド洋・西太平洋の浅海に生息する。

対馬暖流では、天草や玄界灘の 20m～

100m とやや深いところにも生息する。

海藻でカモフラージュしているためか、動きは緩やか。

生態は不明なところが多い。甲長は 3cm ほど。 

 

   （左は海底に生きた状態の写真、右は手のひらの上で撮影したもの。 和歌山県白浜町海岸にて 

向井 宏撮影） 

 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

●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、全国の砂浜でぜひ保全すべきだと思

われる砂浜を募集しています。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。 

 

 

 

 

 

 

  

千葉県南房総市・和田浦 

2014.7.26 撮影 （瀬戸内千代） 
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●砂浜調査にご協力を 
海の生き物を守る会では、全国の砂浜の環境を守るため、下記の通り調査を呼びかけています。ホ

ームページ http://e-amco.com では調査について詳しく書いていますので、参考にしてください。 

http://e-amco.com/
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●10月 31日（土）神奈川県天神島でも研修会を開催 
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【活動報告】 

●安全保障関連法案（安保法案）に反対する環境 NGO 共同声明 

 現在、参議院で審議されている安保法案は、環境問題に取り組んでいる私たちにも様々な面で悪

影響をもたらします。他の多くの環境 NGOと共に、海の生き物を守る会も、この安保法案を廃案に

するよう求める共同声明に参加しました。共同声明の内容は以下の通りです。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 『現在、国会で通称、「安保法案」（注１）が審議されています。 私たちは、環境保全や平和、人権問題に取り組んで

きた NGO として、安保法案は、日本が戦争に加担することを可能にするものであることから、これに反対します。ま

た、形式的な審議を繰り返したあげくの衆議院での強行採決に強く抗議します。  

 言うまでもなく戦争は最大の環境破壊であり、人権侵害です。歴史上、あらゆる戦争は、他国の脅威を必要以上に

宣伝し、自国あるいは同盟国の利益を守ることを言い訳にして、引き起こされてきたのです。いまこそ私たちは、こうし

た歴史を真摯に振り返るべきでしょう。  

 ひとたび、この一連の法改正が行われば、戦後 70 年、日本が築いてきた平和国家としてのブランドが覆されるでし

ょう。自衛隊が戦争に加担し、人を殺し、殺される事態となるでしょう。海外では日本人が標的にされ、国内ではテロの

リスクが高まることが予想されます。  

 審議の進め方についても、 10 もの法律を改正し、１つの新法をつくり、これをたった一回の国会で成立させてしまう

という乱暴なものです。こんなお粗末な審議で、戦後 70 年の平和の礎を簡単にひっくり返してよいのでしょうか。  

 連日、国会周辺では、たくさんの人たちが安保法案に反対の声をあげています。現在の安保法案を「違憲」とする憲

法学者は９割以上にも上っています（東京新聞、朝日新聞）。  

 共同通信による最新世論調査（ 6 月 20 、 21 日）では、安保法案「違憲」が 56.7 ％、「違憲でない」が 29.2 ％。

法案に「反対」する人は 58.7 ％にも上っています。  

政府与党は、この圧倒的な民意や憲法学者の意見を無視するべきではありません。  

 私たちが取り組んできている環境運動の目的は、自然環境と生物多様性、そして人々の生活環境を保全し、人権と

平和を守り、安全で安心な生活ができる社会を築くことにあり、安保法案はその最大の脅威です。  

 私たちは、平和を真剣に希求するすべての人たちとともに、安保法案を廃案することを求めます。 』 

 

（注１）武力攻撃事態法、周辺事態法、自衛隊法、国連 PKO 法など 10 の法律の改定と、国際平和支援法の新設。 
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2．ウミウシ 切手コレクション （9）   立川賢一 
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【全国】 

●各地で海に「EM団子投げ」 疑似科学を信じる環境団体 

 2012 年に沖縄で実施されて以来、各地の海岸で「EM 団子投げ」のイベントが行われており、実施団

体が増えつつある。「EM 団子」とは、乳酸菌や酵母などの細菌を混ぜて発酵させた泥団子のことで、も

ともと土壌改良のために開発されたものである。この EM 団子を海や川に投げ込んで水質を浄化しよう

というのが、この行事を主催する団体「地球環境・共生ネットワーク」の主張である。中には EM 菌は

放射能を消滅できると称する者まで現れた。しかし、研究者の多くがその効果を疑問視している。さら

に海や川への EM 菌投入には、かえって環境を汚す可能性も指摘されている。福島県では「かえって水

質汚濁の原因になる」と報告。逗子市では、それまで EM 菌で海水浴場の浄化事業を行ってきたが、効

果が確認できないとして、今年から EM 菌投入事業を廃止した。科学的根拠がないにもかかわらず各地

で EM 菌投入する団体が増えつつあることは、海の環境を考える上で無視できない事態である。 

 

●アマモ場の保全はアマモだけでは成り立たない 世界規模で実験 

 北海道大学と水産総合研究センターの研究者らが、世界規模でのアマモ場の機能について共同研究し

た結果、アマモ場の生態系はヨコエビ類や巻貝類などの無脊椎動物が、アマモの付着藻類との光をめぐ

る競争で、アマモの葉の表面を覆う藻類を食べることによって、アマモに有利な状況を招き、アマモが

枯れるのを防いでいることを、明らかにした。この研究は世界の各地 15 カ所で同じ条件によって現場実

験したことによって、それまで提唱されていた仮説を検証したもの。この成果からも、アマモ場の保全

がアマモだけを対象にするのではなく、無脊椎動物をも保全する必要があることが分かる。 

 

【東北】 

●気仙沼・大島で防潮堤入札を中止 

 宮城県気仙沼地方振興事務所は、気仙沼市大島の田中浜、小田の浜、への浜、温浜の 4 カ所の砂浜に

防潮堤を津波被災前に復旧建設する計画で、工事の入札公告を行ったが、環境省の「快水浴場百選」に

選ばれている小田の浜について、入札を中止し、住民と話し合うことを決めた。小田の浜の防潮堤復旧
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工事では、地盤沈下のためにこれまでよりも 1m 高く嵩上げすることになっており、住民は「防潮堤の

形状に関する話し合いがなされていない」と反対した。同事務所では「小田の浜の計画は時間を掛けて

住民と話し合いたい」としている。大島観光協会は「県の計画は砂浜に壁を作るようなもの。大切な観

光資源なので利用客に支障がないものを目指したい」としている。 

【関東】 

●鹿島海岸にメジロザメが出現 

 8 月 5 日、茨城県鉾田市の海岸で大型のサメが 2 匹泳いでいるのが発見された。発見された場所は海

岸から 5～20m のごく浅い海。同県鉾田市、鹿島市、神栖市の 7 つの海水浴場では、即日遊泳禁止にし

た。その後、サメが増加し、最大 16 匹まで確認された。体長 4m にもなるメジロザメだと思われる。メ

ジロザメ類は、暖かい海に生息する。茨城県沖にもいることは珍しいことではないが、このように浅い

海岸近くに出現するのはきわめて珍しい。餌の魚群を追って、海岸近くまで現れたと思われる。海水浴

場では、防護網を設置し、それぞれ遊泳を再開したが、台風の影響を受けた高波が続き、しばしば防護

網が壊れ、改めて設置するなど対応に追われている。高波が続くことなどもあり、海水浴客は例年より

大幅に減少している。神奈川県沖では、シュモクザメが多数発見されて遊泳禁止になったところも多い。

しかし、シュモクザメは本来おとなしいサメであり、この付近の海にいることも不思議ではない。正確

な知識で判断しなければならない。海のことを知らない人が増えたことが、大騒ぎの原因だろう。 

【四国・その他】 

●瀬戸内法改正案の修正を了承 自公民維四党 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（瀬戸内海法）の改正自公案に対して民主党などが修正を要求していた

が、自民党・公明党・民主党・維新の党の四党が改正案の修正で合意した。修正案は、超党派の「瀬戸

内海再生議員連盟」の総会で了承され、今国会に議員立法で提出して成立を目指すことになった。修正

案では、自公案で削除した「富栄養化による被害発生の防止」の条項を現行のまま維持することとした。

さらに府県が地域計画を決めるときに住民の意見を求めること、貧酸素水塊の発生メカニズムの解明と

防除技術の開発を促進することなどを加えた。自公案に反対してきた環瀬戸内海会議や海の生き物を守

る会の主張が認められる改正案となった。 

●宇和海 広範囲で赤潮被害 

 愛媛県の宇和海では、6 月下旬から広範囲に赤潮が発生し、漁業被害も出ている。赤潮を構成するのは

「カレニア・ミキモトイ」という有毒プランクトンで、宇和海船越湾では、1 ㎖あたり 14700 細胞、福
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浦湾で 13100 細胞、久良湾で 11100 細胞を記録している。漁業被害は、養殖魚で約 2 億 4500 万円、ア

コヤガイで約 1 億 2200 万円、アワビは約 300 万円となっている。被害は今後も拡大する見込みで、愛

媛県では、養殖魚への餌止めなどを徹底するよう指導している。宇和海北部では赤潮の高濃度発生は見

られていない。 

【九州】 

●石木ダム建設完了を 6年延期 

 長崎県と佐世保市が東彼川棚町に建設を計画している石木ダムについて、県は工程表を見直し、事業

完了年度を 6 年延長することを決め、県の公共事業評価監視委員会に提案した。2017 年度までに全用地

を取得して、本体工事に着手し、2022 年度末に完成させたいとした。同事業は 1975 年に国の事業とし

て採択され、当初の完成年度は 1979 年だった。その後、工期変更を 8 回も重ね、7 年前に工期完了を 2016

年度とした。今回の工程延期の理由は付け替え道路工事の遅れと説明されている。用地買収に所有者が

応じないこと、住民の反対運動が続いていることなどが遅れの原因である。 

【沖縄・その他】 

●辺野古の基地建設工事 1カ月間休止 国と県の集中協議 

 政府は辺野古の基地建設工事を 1 カ月間休止して、沖縄県と集中的に協議をすると発表し、12 日に第

1 回の協議を行った。この突然の政府の方針に、沖縄県では歓迎する声がある一方、その後の政府の対応

に警戒をする声も多い。台風が多い時期なので工事の強行も実質的に進められないことや、安保法案へ

の反対が増え、安倍政権への支持率が大幅に減少しているので、支持率上昇を狙ったこと、などがその

理由と考えられているが、いくら協議をしても安倍政権が辺野古基地建設を諦めるということはない。

沖縄県が求めてきた工事が許可条件に違反していないかを調べる潜水調査が 5 カ月も経ってから認めら

れるなど、政府の対応は相変わらず沖縄県の民意に添うことはない。仲井真前知事が行った埋立承認に

法的瑕疵があるとする第三者委員会の報告書も出ており、翁長知事の埋立許可取り消しを遅らせること

も政府のもくろみだとも思われる。第 1 回協議の 12 日に米軍ヘリコプターが墜落する事故があり、あら

ためて辺野古基地建設への沖縄県民の拒否反応は強まっている。 

 

●五島列島でも「辺野古基地建設土砂搬出反対」住民の会を設立 

 沖縄県辺野古基地建設のための海面埋立に使われる土砂の採取予定地とされている長崎県五島市椛島

（かばしま）周辺では、市民が反対の運動を始めている。新上五島町の環境団体「五島の環境を考える
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会」が中心となり、8 月中旬に「椛島の土砂で辺野古の海を埋めさせない住民の会」の設立集会を開く。

同会は、五島市や長崎県などへ申し入れをするなど五島の土砂が搬出されることに反対し、署名運動を

進める。奄美大島で設立された「辺野古土砂搬出反対」全国連絡協議会にも加わる予定だ。これで、土

砂採取予定地のうち、奄美大島、門司地区、天草地区、五島地区で搬出反対の協議会が作られた。来月

には小豆島で土砂搬出反対の集会が開かれ、協議会の設立が予定されている。辺野古基地建設反対の全

国的な包囲網ができつつある。 

 

 

 

【関東】 

◆ストップ埋立 守ろう辺野古・大浦湾！ 

 生物多様性豊かな辺野古・大浦湾を守るための講演会です。 

 

日時：2015 年 8 月 26 日（水）17:30～19:45（17:00 からロビーで通行証を配布します） 

会場：参議院議員会館講堂（300 人収容） 

最寄り駅：東京メトロ永田町駅または国会議事堂前駅 

プログラム 

 17:00 開場 

 17:30～ 「辺野古・高江を守ろう！NGO ネットワーク」設立について、「辺野古をめぐる最新状況」 

 18:00～記念講演「海は誰のものか-辺野古埋立承認の問題点」桜井国俊氏（沖縄大学名誉教授） 
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 19:45 閉会 

資料代：500 円 

★申し込み：不要（当日、会場までおいで下さい） 

主催：辺野古・高江を守ろう！NGO ネットワーク 

（辺野古・大浦湾と高江における新たな基地建設に反対し生物多様性を守りながら 

    持続可能な開発が行われることを目指す NGO の緩やかなネットワークです） 

共催：FoE Japan, グリーンピースジャパン、ラムサール・ネットワーク日本 

問い合わせ先： 満田夏花 kanna.mitsuta@nifty.com  携帯：090-6142-1807 

  関本 幸 kouhou@greenpeace.org  電話：03-5338-9800 

  花輪伸一 Hanawashinichi2@mbn.nifty.com  携帯：090-2452-8555 

※ゲストスピーカー 桜井国俊さんプロフィール 

  1943 年静岡県熱海市生まれ。東京大学卒、工学博士。沖縄環境ネットワーク世話人。東京水俣病を

告発する会など多くの市民運動に関わる。WHO や JICA の環境専門家として多くの途上国で働く。青年

海外協力隊の環境教育隊員の育成に 20年以上関わる。東京大学客員教授、沖縄大学教授、沖縄大学

学長などを経て現在沖縄大学名誉教授。 

 

◆観音崎自然博物館 自然観察会 

 観音崎自然博物館では、下記イベントを開催します。 

イベント名 開催日 集合時間 内容 参加費 

ウミホタル発光観察会 

★8/18 締め切り 

8/21（金） 18:00 

小雨決行 

夜の博物館で青く輝くウミホ

タルの採集と発光の観察。 

大人 1300 円 

中学生以下 1100 円 

※保険料、消費税込み 

夜の博物館と 

ウミホタル発光観察会 

★各回 3 日前締め切り 

8/22（土） 

8/28（金） 

8/29（土） 

18:00 

小雨決行 

夜の博物館での生き物観察。

青く輝くウミホタルの採集と

発光の観察。 

 

同上 

場所：観音崎自然博物館（〒239-0813 横須賀市鴨居 4-1120）TEL/FAX: 046-841-1533 

アクセス： 京浜急行浦賀駅より京急バス観音崎行（時刻表）で腰越下車徒歩 5 分 

  京浜急行浦賀駅より京急バスかもめ団地行（時刻表）で鴨居下車徒歩 12 分 

  京浜急行馬堀海岸駅より京急バス観音崎行（時刻表）で観音崎下車徒歩 10 分 

  ＪＲ横須賀駅より京急バス観音崎行（時刻表）で観音崎下車徒歩 10 分 

 

◆OWS江奈湾干潟保全モニタリング 

 NPO「OWS」が取り組んでいる江奈湾干潟の保全活動の一環で実施している干潟のモニタリング活動

です。この活動では干潟に棲む生き物や干潟を活用する生き物を 1 年を通して記録し、干潟生態系とそ

れを利用する生物の関係を把握することが目的です。短時間のゴミ回収も実施する予定です。 

干潟が初めての方も大歓迎！ ぜひご協力ください。 

mailto:kanna.mitsuta@nifty.com
mailto:kouhou@greenpeace.org
mailto:Hanawashinichi2@mbn.nifty.com
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開催日：2015 年 9 月 13 日（日） 

場所：三浦半島江奈湾  京急バス・江奈バス停 10:15 集合 

対象：中学生以上 

参加費：無料（昼食、飲み物持参）※保険料実費が別途必要になります。 

★申し込み ホームページからお申込みください。http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html 

※このプログラムはコンサベーションアライアンス自然保護基金の助成を受けて実施します。 

 

【中部】 

◆OWS新造礁サンゴ調査プロジェクト「静浦探索調査」 

 6 月に荒天のため中止になった、沼津市静浦での探索調査を 10 月に実施します。静浦は今年 4 月に新

しくオープンしたダイビングポイントで、ヒメエダミドリイシの群生をはじめ数種の観察情報がありま

す。この海域にどんなサンゴがどのくらい生息しているかを調査します。ご参加ください。 

実施日 ：2015 年 10 月 3 日（土） 

開催場所：静浦（静岡県沼津市） 

参加費 ：予価 12,000 円（2 ビーチダイビング） 

参加条件：30 本以上のダイビング経験者 

募集人数：10 名 

※集合場所、参加費詳細等は決まり次第ホームページで発表します。 

 詳細は OWS 事務局まで E-mail かお電話にてお問い合わせください 

 E-mail：info@ows-npo.org  / TEL:03-6432-9917 

 

【関西】 

◆堺 2区自然観察会 ゆかいビーチの夏の生き物しらべ 

人工の干潟や砂浜にはたくさんの生き物が棲みつきだしています。 

その生き物たちを一緒に観察しませんか？ 

日時：2015 年 8 月 29 日（土）10:25～15:00  小雨実施 

場所：堺浜友海ビーチ（大阪府堺市・堺 2 区生物共生型護岸）～堺浜自然再生ふれあいビーチ 

集合：10：25 匠町バス停 または現地 10：40 

交通：南海バス堺駅西口 10:16 発匠町行き。マイカーはご相談ください 

対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴のこと。 

定員：30 名。メールでの受付順。 

参加費：おとな 200 円、こども 100 円（だたし、集合場所までの交通費は各自） 

持ち物ほか：長靴（胴長）または濡れてもいい運動靴、帽子、タオル、弁当、飲み物、筆記用具、必要

に応じて観察用具、雨具、軍手、着替えなど 

http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html
mailto:info@ows-npo.org
tel:03-6432-9917
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★申し込み：参加者全員の名前、ふりがな、年齢、代表者の住所、電話番号、パソコンからのメールを

受け取れるメールアドレスをご記入の上、標題を「8/29 ゆかいビーチ観察会参加申込み」として、メー

ルにてお申し込みください。折り返しメールにて連絡をいたします。申し込み／問い合わせ用メールア

ドレス：sakai2ku@nature.or.jp  8 月 24 日（月）締め切り。定員に達した場合はその前にも終了。 

 

【四国】 

◆講演会「沿岸の生き物の多様性」～小豆島から辺野古へ土砂持ち出しを考える～＠小豆島 

日時：9 月 20 日（日)13:30～15:30 

会場：土庄町総合会館（香川県小豆郡土庄町甲 267-78）フレトピアホール１階会議室 

講師：向井宏（海の生き物を守る会代表・北大名誉教授） 

主催：小豆島の環境と健康を考える会 

 

★西日本各地からの辺野古埋立土砂採取計画の撤回を求める署名について 9/30 締め切りと書いてありま

した。ネット上の署名は終わっていますが、紙媒体の署名はまだ受け付けています。ぜひご協力を。 

署名用紙はこちらからダウンロードできます ↓ 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaika…/…/p01061.pdf 

 

 

  

mailto:sakai2ku@nature.or.jp
http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01061.pdf
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和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸漁港で 

           複数個体の淡水性アメンボが遊泳 

 「体液すするバンパイア」の淡水性のアメンボが，瀬戸臨海実験所付近の瀬戸漁港で海面滑走す

るのを、2006 年から 2015 年まで何度も目撃した。本年だと港の最奥部の 2 箇所で、それぞれ 2 個

体と 1 個体に、4 月 2 日 14 時 20 分前後に遭遇した。今年は今のところこの 1 回だけである。しか

し、もう遭遇はないだろう。というのも、1 年間に遭遇する回数は、漁港に毎日のように通っても、

ごくわずかでしかない。しかし、今回の様な複数個体の同時滑走は珍しく、瀬戸漁港で 2008 年 4

月 14 日 10 時に 9 個体が滑走していたのが最多記録である。もう一つの記録は、2011 年 6 月 7 日

に 3 個体が遊泳しており、今回と同数であった。 

 海でアメンボが泳いでいるのは誠に奇異である。しかし、今まで、白浜町の他の場所でも、たと

えば黒潮台の下の海岸のタイドプール（写真）や別の漁港の堅田漁港などで遭遇できているので、

いいチャンスさえあれば誰でもどこかで遭遇できるのかもしれない。 

滑走後の空に舞い上がるまで観察できることもあるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図. 白浜町の外海に面

した黒潮台の下のタイド

プールを悠然と泳ぐアメ

ンボ（2008年に遭遇） 
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森は海の恋人 The sea is longing for the forest 植樹祭 

 2015 年 6 月 7 日（日）に第 27 回森は海の恋人植樹祭が、岩手県一関市室根町矢越で開催されま

した。東日本大震災から 4 年を経過してようやく漁師の森造りらしく、大漁旗がたくさんたなびく

植樹祭が蘇り、前夜の大雨がウソの様に晴れわたった青空と緑輝く矢越山の中腹に全国から 1,500

名前後の人々が集まり、森は海の恋人運動の発展と震災復興の先の持続可能社会を生みだすことへ

の思いを深めました（写真１）。この植樹祭は、1970 年代以降の高度経済成長の中で海の汚染が進

み、赤潮の頻発に漁の継続ができなくなった気仙沼のカキ養殖漁師が、海と漁業の再生には森の再

生や町に住む人々の海への意識が変わることが不可欠との思いを、森への植樹活動をシンボルに

1989 年に始めたものです。 

写真１ 第 27回森は海の恋人植樹祭 

6. 有明海と三陸の水辺から（16）  田中 克   
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 森は海の恋人植樹祭は当初は室根山の中腹で行われました。それは、ここには 1,300 年の歴史を

誇る室根神社があり、そのルーツは熊野神社につながる海の守り神であったからです。4 年に一度

開催される大祭時は、まず気仙沼の沖の海水を漁師が神社に運び上げ、ご神体を清めることから始

まります。その後、植樹場所は気仙沼湾に流入する大川の源流域に当たる矢越山に移り、室根町第

12 自治会（三浦幹夫会長）の全面的な協力のもとに、行政区分を越えて発展的に継続されています。

年に一度の植樹祭は、第 12 自治会にとっては年間の一大行事として、地区の結束を高め、村人の生

きがいにもなっていると聞きます。 

 わが国には古くより、海辺の森を壊さず保全すると水辺に生き物が生息し続け、漁業が持続的に

営めるとの先人の知恵が根付いています。この“魚附き林”の考えを、流域全体の森に広げ、森と

海の不可分のつながりを、草の根運動的に広げたのが森は海の恋人運動です。その中身は小学 5 年

生が習う社会科のすべての教科書に掲載されるとともに、一昨年からは高校 1 年生の英語の教科書

に「The Sea is Longing for the Forest」として紹介されるまでに広がっています。さらに、2011

年の国際森林年にちなんで国連が設けた世界のフォレスト・ヒーローズの一人に、森は海の恋人運

動のリーダー畠山重篤さんがアジアを代表して選ばれる等、今では世界が日本の知恵として大いに

注目し始めています。 

 森は海の恋人運動は漁師による植樹祭として注目を浴びていますが、畠山さんは当初より、森に

木を植える以上に大事なことは、これからの時代を担う子供たちの環境意識を高めることだと考え、

この 20 数年間に 1 万人を超える子供たちを舞根湾のカキ養殖いかだに招きました（写真２）。カキ

養殖のことやカキの餌となる植物プランクトンが増える仕組み等を話し、それを聞いた子供たちの

中から、翌日から石鹸やシャンプーの量を半減し、両親に畑で使う農薬の量を減らして欲しいと頼

む子供たちが現れます。そのことに触発された両親を通じて地域の環境行政に変化が生まれるとい

う流れが現れたのです。初期に舞根湾で海の体験をした子供たちは今では親となり、環境意識は親

から子へと伝えられています。森は海の恋人の真髄は、つながりの価値観を築くことと言えます。 

 

 

 

 

 

写真１ 気仙沼舞根湾のカキい

かだ上で行われる小学生のため

の“臨海実習”  
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（編注） 南三陸に築いた研究施設を大津波で失った横濱先生が、その後も思わぬ怪我や病に見舞われながらも、思いを込めて書

きつづったエッセイです。20章から成る出来立ての作品を、いち早く、プロローグから連載いたします。 

 

プロローグ 物言わぬ海の森 

 1999 年 3 月に、私はそれまで勤務していた筑波大学下田臨海実験センター内の職を辞して、宮城県北部の志津川

町へ転居しました。この町は、後に合併する北隣の歌津町と共に、志津川湾という、三陸地方特有の懐深い大きな入

り江を囲んでいるため、海産物の豊かさに恵まれていたのですが、温暖な伊豆半島南端近くに位置する下田市の海

辺で 34 年間を過ごしてきた私の目には、まるで異国の風景のように映りました。 

 伊豆地方における観光の中心地であり、我が国の開国の歴史でも名高い下田市は、海上交通が盛んだった明治中

期の頃まで、江戸湾（東京湾）を出入りする商船にとっての重要な港町として栄えていたのです。そして太平洋戦争の

終結後に各地の近代化が急速に進んでも、この下田の街には江戸時代の風情が濃厚に残されたままでした。このよ

うな江戸時代の活気を残す港町から小さな峠を越えると、静かな入江が見えるのですが、その奥の砂浜に接する谷

間のような平地を、私たちの下田臨海実験センターは占めているのです。 

 この施設は昭和 8 年（1933年）に筑波大学の前身の、そのまた前身にあたる東京文理科大学と東京高等師範学校

が、当時の下田町から 6 千数百坪の土地を寄附されて開設したのですが、その頃から私たちの先輩は、このすばらし

い海辺の施設で海産生物や海岸環境について研究したり、充実した教育を受けたりすることができるようになったの

です。水族館も併設して、地元の人にも観光客にも親しまれるようになったこの施設は、戦後の学制改革に伴って発

足した東京教育大学に所属することになりました。不思議な運命の持ち主とも言えそうな私は、母校の東京教育大学

大学院博士課程を修了した直後から、このすばらしい臨海実験所の教官となり、その後の 34 年間を伊豆の海辺の住

人として過ごすことになったのです。 

 臨海実験所は小さな美しい入り江に面していますが、その沖合の左側には小規模な岬があります。大潮の干潮時

には、その周辺が広い磯となり、その先に海中の森の林冠が現れるのですが、その色は陸上の森のような緑色では

なく、濃い褐色なのです。母校の理学部生物学科で植物学専攻という分野を選んだ私は、学部の 2 年生として植物学

臨海実習を受け、海藻と植物プランクトンについて、採集や観察を 1週間ほど続けたのですが、その結果、海中に漂う

7.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（1）横濱康継 
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植物プランクトンのほとんどは褐色であり、海底に生える海藻は絵の具よりカラフルだけど、巨大な森を形成する仲間

はすべて褐色であるということを知り、海という環境とそこに暮らす生物の不思議さに感動しました。 

 下田付近の海辺で大潮の干潮時に海面に姿を現す海の森の主は、コンブに近い仲間のアラメですが、水深 5 メート

ルを超すと、森の主は近縁のカジメに変わります。このように伊豆半島周辺という温暖な海では、アラメとカジメが海中

林と呼ばれる海の森を形成しているのですが、これら 2 種は、北方の海で森を形成している帯状のコンブ類とは形が

違い、むしろ陸上の樹木に似ています。しかし色は緑ではなく、コンブ類にそっくりな褐色なのです。 

 かつては伊豆地方でも、アラメとカジメは佃煮の原料となる重要な食材でしたが、現在でも両種の茂る森はアワビや

サザエの生産を支える重要な漁場として大切にされています。そのような意味で、本州北中部から九州までの沿岸に

分布しているアラメとカジメは、水産植物学という分野での重要な研究対象とされてきたのですが、基礎的な植物学の

研究者として伊豆の海辺に住み込んだ私の関心は、沿岸部の海中に巨大な森を形成する両種が褐色を帯びている

不思議さ、そしてそれらの森の物質（藻体成分）生産を左右する光の強さや質あるいは温度などの環境条件に集中し

ました。つまり我が国で海藻の育ち方を調べる研究者は、食用にされるコンブ、ワカメ、ノリ類などを、どの海域で年内

のいつ頃に養殖したらよいかというように、田畑の米や野菜と同じような作物として扱ってきたのですが、私は日本人

に食品として好まれてきたそれらの海藻も、生物として理学的に調べることにしたのです。 

 かなり以前から日本の水産植物学者達によって作物つまり水産物として扱われてきたコンブ類をはじめ、近縁のア

ラメやカジメも、私は基礎生物学的な視点から、海底に森を形成する植物として扱うことにしたわけですが、海水の中

で生活している海藻を、陸上で暮らしている植物と同じように研究しようとすると、いろいろな難問が持ち上がります。 

 その第一は、今世紀の初め頃にコメディアンコンビが唄った「なんでだろう？」という歌の中に登場して有名になった

「コンブが海の中でダシが出ないのなんでだろう？」という疑問です。我が国の海藻食品の中で生産量と消費量が太

古から最大だったため、コンブ類は現代の日本人に素朴ながらも最大の謎を、この歌は問いかけることになったので

しょう。ところがコンブ類の増産に尽力してきた研究者たちがテレビなどで答えるという場面に出合えなかった私は、理

学部出身ながら藻類学者と呼ばれるようになっていたためか、多くの知人や友人から答えを求められることになりまし

た。 

 コンブ類はトロロコンブや佃煮などの加工食品のほか、「生コンブ」と称する乾燥品としても市販されています。「生コ

ンブ」は「ナマコンブ」と発音されるため、乾燥コンブは、スーパーなどの店頭で目にする「生野菜」と同様に、生きてい

ると思い込む人が多いのでしょう。そのため 1年も 2年も海水に浸かって育ったコンブが、鍋などの中の海水に似た汁

に漬けられた途端にダシを出すようになるのは「なんでだろう？」と思ってしまうのでしょう。 

 実は海水中で成長を続けているコンブ類は生きているのですが、刈り取られて陸上で干されると、たちまち死んでし

まうのです。しかしコンブ類は、発芽してから 2 年後の収穫期には海藻として例外的と言えるほど丈夫な体に育ち、収
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穫後に乾燥すると一層硬くなるため、干されたコンブが死んでいるなどと意識する漁師さんは少ないのではないかと

思われます。それどころか、水産学の専門家の中には、干されて硬くなったコンブは、完全に死んだわけではなく、仮

死状態にあり、海水中に戻せば息を吹き返すと信じている研究者も居られるのではないかという気がします。 

 最近は海中や河川でビニールシート類のゴミが増え続けているためか、海藻もゴミの一種とみなされる傾向にある

のですが、その代表格のようなコンブ類が仮死状態から息を吹き返すなどという話は、コンブ類を好んで食べている

人たちからも奇妙に思われてしまうかもしれません。しかし息を吹き返すとは、一旦停止した体の働きが復活すること

で、私たち人類を含む動物の場合、しばらく止まっていた呼吸、つまり酸素吸収が回復することを意味します。海藻や

陸上の植物の場合は、呼吸ばかりでなく、光を吸収しながら二酸化炭素を吸収し酸素を放出する光合成も営むので、

息を吹き返すとは、呼吸と光合成の両方が回復することを意味します。 

 コンブ類を収穫する漁業者にも、またそれらを食品として消費する人たちにも、コンブやワカメなどが海水中で呼吸

や光合成を営み、酸素を吸収したり放出したりする様子などは想像できないでしょう。そして海藻の研究者も、私が

1965年に下田の臨海実験所に赴任するまでは、海藻が営む呼吸や光合成という働きを簡単には測定できなかったの

です。幸いにも、私は大学院の博士課程在学中に水中の小型動物の呼吸速度や、海藻葉片の光合成速度を測定す

るための簡便な装置を考案したため、下田へ赴任した直後からこの装置を使い、海藻の生死を確認したり、生きるの

に適した温度や光の強さなどを知ったりするという研究を開始できたのです。そしてアラメやカジメなど、干潮時にも干

上がらない深さに生える海藻の葉は、海中から引き上げた直後に切り取って、海水に漬ければ生き続けるので、その

一部を使って呼吸や光合成という営み、つまり酸素の吸収や放出を測定することが可能になります。私はこのようにし

て、物言わぬ海の森の主たちとの会話を続けることになったのです。 

 海藻の呼吸や光合成の簡単な測定法とは、生きた海藻から打ち抜いた 5 円硬貨大の葉片を、少量の海水と共に小

さなガラス器に入れ、その器内で増減する酸素の量を測定することなのですが、この時に海藻の葉片は、私が与えた

光の強さや温度に応じて、酸素の吸収や放出の速度で答えてくれるのです。しかし死んだ海藻の葉片は、同じように

扱っても、全く応答しません。 

 伊豆の海辺で海の森の主たちとの会話を 30 年以上楽しんでから、異国のように思える三陸の海の森の主たち、つ

まりコンブ類と語り合うことになったのですが、干されたコンブの葉片は、何も答えてくれないので、死んでいるというこ

とがはっきりしたのです。しかし海中で採集したばかりのコンブから打ち抜いた葉片は、私からの多様な問いかけに、

さまざまな形で答えてくれたのです。このような生きたコンブはダシを出さないので、そのしくみの重要なポイントは、生

きた細胞の膜が細胞の生活に必要な物質の流失を防いでいるということになるのです。 

 生物の体は細胞というミクロな袋の集まりで、各細胞は細胞膜という薄い膜に囲まれているのですが、生きている時

は細胞膜が細胞内で生じた不要な物質は通すけれど、生きるのに必要な物質は通さないという、不思議な性質を持

っているのです。コンブダシの主成分はアミノ酸類ですが、生きた細胞にとって大切な物質なので、それらが細胞の外



 

20 

 

ちょっと『うみひるも』に投稿してみませんか？ 編集部へのお手紙も大歓迎です。

連載コラム・エッセイのご感想も、ぜひお聞かせください。 

メールアドレス hirumo@live.jp 

とっても便利な投稿用フォーム（うみひるも編集部宛） 

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

へ逃げ出すことを、生きた細胞膜は防いでいるのです。しかし干されたりして死んだコンブが水に漬かると、細胞膜は

生きていた時の働きを失って、アミノ酸などの流失を防げなくなり、ダシが溶け出すことになるというわけです。 

 生きた細胞膜は外界にごく薄い状態で存在する物質を細胞内に濃縮するという能力も持っています。コンブは私た

ち人類にとって大切な栄養素となるヨードを多量に含む食品として重要なのですが、生きたコンブの細胞内には、ヨー

ドが天然の海水の 1 万倍ほどの濃度で含まれているということです。つまりコンブ類の生きた細胞膜は、海水中にごく

薄い状態で存在するヨードを、その 1 万倍ほどの濃度になるまで吸収できるという、非常に不思議な能力の持ち主で

もあるのです。 

 生きている海藻にとって最も基本的な働きと言える呼吸や光合成の速度を、自作の簡便な道具で測定できるように

なった私にとって、物言わぬ海の主たちが雄弁な語り手となったため、私は彼らと共に伊豆の海辺で 34 年間、そして

更に南三陸の海辺で 12年間も過ごすことができたのです。このような海辺での優雅な生活は、私の年齢が 30歳に近

づいた頃に始まったのですが、物言わぬ海藻たちと語り合いたいと望む不思議な性格は、その頃より 20 年以上も昔

の、太平洋戦争によってすべての国民が貧しい生活を強いられていた頃に芽生え始めたような気がします。 

（つづく） 

 

 

 

  

mailto:hirumo@live.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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※159 号のつづきです 

5. 水産業の衰退と瀬戸内海の環境変化 

 瀬戸内法（瀬戸内海環境保全特別措置法）で水質改善を図れば、魚の種類も魚の量も増えるはずだと

多くの人が信じていた。でも、魚の種類は減少したままだし、量も思っているようには増えなかった。

なぜなのだろうか。前号で指摘したように、鍵種であるイカナゴが瀬戸内海の海砂の採取によって大き

く減少したことは、その大きな原因であった。それ以外にも、1960 年代以降、瀬戸内海の魚や生き物に

不可逆的な変化をもたらした原因がいくつかある。そのもっとも大きいのは、沿岸の埋め立てである。

瀬戸内海では、第二次大戦後急激に埋め立てが進み、1960 年代の高度成長期に多くの海域が埋め立てら

れて主に工場地帯となった（図１）。 

 

http://www.env.go.jp/water/heisa/heisa_net/setouchiNet/seto/setonaikai/2-3-4.html 

環境省ホームページ 「瀬戸内海とわたしたち 第 2 章 瀬戸内海の環境はいま」 

 

 そして、埋め立ての犠牲となったのは、沿岸の浅い海であり、干潟であり、藻場（アマモ場やガラモ

場）であった。これらの場所は、陸地に近く浅く広いために埋め立てに最適で、しかも費用も格安であ

ったため、埋め立て用地として狙われた。実は海の中でももっとも生物の多様性が高く、生産性も高い

瀬戸内海の干潟や藻場、浅海部は、こうして次々と埋め立てられていった。この時期、瀬戸内海の面積

23,000 ㎢のうちの 350 ㎢が埋め立てられたが、そのうちの大部分が干潟やアマモ場を含んでいた。その

結果、瀬戸内海のアマモ場は、1970 年代の終わりには実にその 80％近くが消失した（図 2）。もちろん

このアマモ場の消失の原因は埋め立て以外にも、透明度の低下や富栄養化による赤潮の発生などがある。

1990 年以降の透明度の改善によって、アマモ場は一部復活しつつある。しかし、それは浅海が残されて

いる場合に限られる。埋め立ててしまったアマモ場は、それ以後、いかに水質の改善が図られようとも

けっして回復しない。 

 干潟も同じだ。かつての瀬戸内海の干潟は、半分以下に減ってしまっている（図 3）。もっとも、干潟

の場合は埋め立ての多くが戦前に行われた。それは大阪湾などの大都市建設に伴うものと塩田や農地の

http://www.env.go.jp/water/heisa/heisa_net/setouchiNet/seto/setonaikai/2-3-4.html
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干拓であった。しかし、1960 年代以降の高度成長に伴う国土総合開発計画で行われた瀬戸内海の埋め立

ては、もっぱら工場の建設に使われ、そして工場の建設・稼働がそれ以後の瀬戸内海の汚染を引き起こ

している。 

1955 1965 1971 1978 1990
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15

20

25

x1000 ha

Decline of seagrass beds in Japan

 

図 2 瀬戸内海におけるアマモ場面積の減少 

 

図 3 瀬戸内海における干潟面積の減少 

 

 干潟とアマモ場の消失・減少は、単なる海面の消失・減少と同じではない。内湾の干潟とアマモ場は、

多くの生き物を育む「海のゆりかご」とも言われているきわめて重要な場所なのである。干潟やアマモ
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場は水産上重要な種類を含む多くの海の生き物の生育場であり、餌を食べる場所である。それだけ多く

の餌になる生き物が干潟や藻場には生きているのである。今から 50 年ほども前、瀬戸内海の中央部のホ

ンダワラ類の葉上に生活する小動物を研究していた私は、わずか 1 ㎠のホンダワラ類の小葉の上で生活

するハルパクチクス類（底生のカイアシ類）がおよそ数百個体もいるのを明らかにした。カイアシ類は

魚類の餌としてもっとも普遍的で重要な動物プランクトンである。しかし、それだけの数のプランクト

ン生活をするカイアシ類を食べるには、何十リットルもの海水中を泳ぎ回るカイアシ類を捕まえなけれ

ばいけない。ところが、葉上に生活するハルパクチクス類を食べるには、わずか 1 ㎠の面積を探せば良

いだけである。しかも自由に泳ぎ回るプランクトン生活のカイアシ類に比べて、海藻の葉の上にしがみ

ついて生活するハルパクチクス類を捕まえて食べる労力は非常に少なくてすむ。だから藻場はこれら魚

類にとってきわめて効率よく餌を食べることのできる場所であり、しかも天敵から隠れることのできる

生活場所でもある。アマモ場もガラモ場も同じような生態的な価値を持つ生息場所である。その藻場が、

大幅に減少した結果、これら藻場を利用してきたマダイ、クロダイ、メバル、カサゴ、アイナメ、クジ

メなどの磯魚類は、藻場の消失・減少によってその生活基盤を失われていった。 

 

 水産上有用な魚類を含む生物群集の変化は、それ以外にも起こっている。瀬戸内海の汚染が引き起こ

した海の生態系の変化は、一時的に海の水質が改善されても、元のように回復しない。海の生態系の重

要な変化は、植物プランクトン→動物プランクトン→小型魚類→大型魚類というもっとも基本的な海の

食物連鎖構造が、汚染の進行と共に赤潮の原因となる植物プランクトンの割合が増えることによって引

き起こされた。渦鞭毛藻類やミドリムシ類など有毒な植物プランクトンの生産が増え、そのために動物

プランクトンの増加よりも、バクテリアが増え、バクテリアを食べるクラゲ類が増加している。これは

微生物食物連鎖と言い、魚類の生産に繋がらない食物連鎖で、このルートが卓越することにより、魚類

の自然の生産量が減少しているのだ。これは近年の瀬戸内海におけるクラゲ類の増加をみると納得でき

るのではないだろうか。昔、瀬戸内海で泳いだことのある人は、最近の海で泳いでみると、クシクラゲ

類やクラゲ類などのゼリー状をした動物が海水よりも多いと思われるほど、増えているのが実感できる

と思う。本来の食物連鎖から微生物食物連鎖への転換は、汚染された海域では徐々に進み、そして一度

転換すると水質が改善しても、元の生態系に戻ることはなかなかできない。これをレジームシフトとよ

び、ある臨界点を超えた変化は元に戻ることは困難であることを意味している。まさに瀬戸内海の海は、

いまこのレジームシフトを経験しているのではないだろうか。 

 

 少なくなった魚類を効率よく漁獲することによって、魚類の資源はさらに少なくなっていくという乱

獲のメカニズムも加わり、瀬戸内海の漁業は海の水質が改善されてもすぐに回復しない。しかし、だか

らといって水質改善の努力をやめてしまっていいということにはならない。ましてや、もっと汚染物質

を流してノリの生産を回復させようという瀬戸内法の改正を望むのは、漁業者にとっては自殺行為にな

りかねない。次回は、現在たくらまれている瀬戸内法改正案について、考えてみよう。 

  

 以上を書き終わったところで、瀬戸内海法改正案を修正し、富栄養化対策を止めるという自公案は葬り去られ

ることになったというニュースが飛び込んできました（ニュース欄参照）。胸を撫で下ろしているところです。そのた

め、本エッセイは予定を変更し、今回をもって終わりとします。（向井）  
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9．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！ 

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

 

10．編集後記 

◇「うみは広いな大きな」で始まる唱歌「海」も、前号の「椰子の実」と同様、ゆったりと優しい調べで、永遠に愛さ

れる海の歌です。最近、この作詞者（林柳波）が、友人の曾曾祖父であることを知りました。ちなみに、その友人

は元生物学徒で卒業研究のテーマも海洋生物。私と同じ素潜りサークルに所属していた海好きでした。その後、

「海にお舟を浮かばせて 行ってみたいな よその国」の歌詞の通りに船で世界を巡り、翻訳家になっています。 

◇猛暑日が続いた今年、さぞや海辺は大にぎわいだろうと思ったら、サメ出没騒ぎで客が遠のいてしまった海水

浴場もあるそうです。今号から新連載の横濱先生の拠点（志津川ネイチャーセンター）を破壊した大津波といい、

相次ぐ痛ましい水難事故といい、やっぱり海はある意味、恐ろしい。それでも、海辺に暮らしたい人、水とたわむ

れたい人が多いのは、母なる海への思慕が、ヒト科ヒト属ヒトに共通の特性だからなのでしょうか。    （ちよ） 

 

◇まだまだ安心はできないが、ちょっとうれしいニュースが二つあった。一つはニュース欄でも紹介したが、富栄

養化対策を止めるという瀬戸内海法改正案が、民主党らとの協議で修正され、その条項を今後も維持するとな

ったこと。改正案はこれから国会に提出されるが、おそらく今国会で成立すると思われる。瀬戸内海はまだまだ

元の海が回復してはいない。瀬戸内海再生へ研究者はもっと声を上げていかねばならないと思ったことだった。

もう一つのニュースは、辺野古の埋め立て工事が一時的にせよ、中断したこと。政府が何を狙っているかは分か

らないが、辺野古埋立反対の声がここまで大きくなったことが、政府にそれを決断させたことは言うまでもない。

沖縄島に残された多様性豊かな海、ジュゴンの生息とその個体群の回復を最小限保証できる辺野古・大浦湾の

自然を残すことは、私たちの責務である。なんとか中断ではなく中止へ世の中の動きを向けていきたい。（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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