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「未来に残すべき海岸」（１） 以久科海岸 （北海道斜里町） 

今号から時々「未来に残すべき海岸」として、これまで海の生き物を守る会が募集してきた重要な砂浜海岸を紹介していきます。 

もっともこれらが当会の推薦する「未来に残すべき 30の砂浜」に選ばれるかどうかは未定です。まだ推薦されるべき砂浜を受け付

けていますので、あなたの訪

れた素晴らしい砂浜海岸を、

ぜひご推薦ください。 

 

以久科海岸はオホーツ

ク海に面した北海道斜

里町の自然海岸の砂浜。

ベニサラガイ（左下）な

どが生息している。遠景

は羅臼岳。後背砂丘には、

多くの塩性植物が生育

する。ハマナス（右

下）がその代表。

その陸側には以久

科湿原（原生花園）

が細長く連なる。

自然がいっぱい。 

（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。 

 

●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。 

海の生き物を守る会では、全国の砂浜の環境を守るため、次頁の通り調査を呼びかけています。 

 

●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。この研修会も日本自

然保護協会との共催で行います。 

日時：10 月 31 日(土)10:00～15:00 詳細は次頁ちらし参照 

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 

  「佐島マリーナ入口」行き(系統番号：逗７または逗 71)終点下車、徒歩 5 分 

★お申し込みは、nokubo@tku.ac.jp 大久保まで 

http://e-amco.com/
mailto:nokubo@tku.ac.jp
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【東北】 

●汚染地下水の海洋投棄に同意 福島県漁連 

 福島県漁連は、東京電力が、福島第一原発の建屋周辺に掘られた井戸から放射能汚染された地下水を

汲み上げて ALPS（核種除去施設）で処理した後、海洋放出する計画の実施を容認することを拡大理事

会で正式に決定した。漁連が示した「本格操業後の被害賠償を継続すること」など 5 項目の要望に対し

て、国と東電が回答書で、処理水について「関係者の理解無しに処分しない」としたことを評価したと

みられる。東電では、今後、1日 500トンの地下水を汲み上げて ALPSを経由して海洋へ放水する予定。 

 

【近畿】 

●和歌山県みなべ～白浜を編入 吉野・熊野国立公園 

 中央環境審議会は、吉野熊野国立公園に、和歌山県のみなべ～串本の海岸を編入するよう環境相に答

申した。環境省は 9月に公園区域を拡張し、公園計画を変更する予定である。拡張区域には、「田辺南部

白浜海岸県立自然公園」と「熊野枯木灘海岸県立自然公園」である紀伊半島沿岸海域を編入し、「海域公

園地区」として指定する予定。この海域は、サンゴ礁生態系、干潟、藻場があり、多様で連続性を持つ

ことや、日本列島の形成過程を示す特徴的な地質があることなどが評価された。拡張区域には、日本最

初のナショナルトラスト運動で知られた田辺市天神崎や、アカウミガメの産卵地のみなべ町千里の浜、

白浜町の円月島、すさみ町のフェニックス褶曲などが含まれる。 

 

【中国・四国】 

●瀬戸内法改正案が参議院で可決 4党修正案 

 自民党、公明党、民主党、維新の党の 4 党は、瀬戸内海環境保全特別措置法（瀬戸内法）の改正案を

24 日に議員立法として参議院に提出した。水質保全の目的に加えて、生物多様性を確保し、漂流・海底

ゴミの除去や貧酸素水塊の発生メカニズムを解明することなどを通して豊かな海を目指すとしている。

また、各海域で計画を見直し、住民との協議も行うことが書かれている。当初の自民公明の改正案にあ

った水質保全目的を削除することは、民主党との協議で引っ込めた。改正案の発議者として、石井正弘

（自民）、江田五月（民主）、谷合正明（公明）が名前を連ねている。自公案に比べて前進したが、依然
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として栄養塩の不足が水産資源の減少を招いているという主張が横行している。8月 28 日の参議院本会

議で可決して衆議院に送られた。改正案が成立しても、その運用には注意して見守っていく必要がある。 

●日和佐海岸 アカウミガメの産卵 今年は半減 

 アカウミガメの産卵地として知られる徳島県美波町日和佐の大浜海岸では、8月 21日に今年の産卵は

ほぼ終了したとして、立ち入り規制を解除した。今年の大浜海岸でのアカウミガメの上陸は延べ15頭で、

うち産卵は 12 回。上陸数、産卵数ともに昨年の半分と少なかった。過去 10 年で 3 番目に少ない。今年

の初上陸は 5 月 1 日と過去もっとも早かったが、その後 1 カ月以上続かなかった。ウミガメの産卵回数

の減少は日本の各地でも報告されている。原因は不明。 

 

【九州】 

●石木ダム建設で長崎県が強制代執行 

 1975年に国が計画を認めて以来、反対住民の抵抗で進まなかった長崎県佐世保市東彼川棚町の石木ダ

ム建設予定地で、県は反対地権者の所有地 5500 ㎡（畑・水田など）を強制的に収容し、県の所有とした

と発表した。同時に反対地権者が住んでいる家屋などを含む土地約 3 万㎡の収用手続きも開始された。

県の土木部は「もう公有地になった。植えてある野菜は撤去するよう求める。新たに植えることは許さ

ない」と述べた。反対する地権者は、「一方的な土地の強奪だ」と、これに反発。支援する住民らととも

に、強制収用に反対していくと表明。支援弁護団も法的な対抗措置を検討している。一方、ダム貯水予

定地内にある 9 世帯約 9 万㎡の私有地についても、土地収用法に基づいて裁決する申請を行うため、9

月 2 日から立ち入り調査をすると表明した。地権者らは立ち入り調査もこれまで拒否を続けてきた。石

木ダム建設問題は、重大な局面に入った。 

 

●城原川ダム問題 住民がダムに頼らない治水を要望 

 佐賀県神埼市の城原川ダムの計画について、現在は凍結され、見直しを行っているが、国は関係自治

体と協議する「検討の場」を提案し、ダム建設案以外に、ダムによらない治水策 5 案を提案して比較検

討することとしている。これに対して、検討の場に入れない市民団体「城原川を考える会」は、山口佐

賀県知事と面会し、「ダムに頼らなくても治水はできる。ダム建設は弊害が大きい」とするダム建設反対

の要望書を提出した。「考える会」は、白原川の上流域に堤防の一部を低くして水かさが増した河川を意

図的に氾濫させ、下流域を守る「野越し」を知事に紹介し、「ダムでは限界を超えるとより大きな被害が

出る。野越しなどの知恵を生かして利用して欲しい」と要望した。山口知事は、「いろんな方々の思いを

一緒に考えていきたい」と述べた。 
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【沖縄】 

●辺野古工事中断 「県の調査終了まで延期」 菅官房長官 

 沖縄県名護市辺野古の米軍基地建設工事のボーリング調査は、8月 10日から 1カ月間中断し、政府と

沖縄県の集中協議を行うこととなったが、菅義偉官房長官は、沖縄県が実施しようとしている臨時制限

区域内での潜水調査が終わるまで、ボーリング調査中断を続けると表明した。県の調査開始が台風など

の影響で遅れていることから、延期を認めても良いとしたもので、調査が終了した段階で、直ちに工事

を再開することも明言した。これは台風などの影響はやむを得ないと判断したこともあるが、工事再開

が世論の反対が強い安保法案の参議院採決時期にあたるため、反対世論を刺激しかねないとの判断もあ

ると見られる。9月は米軍基地と戦争法案の強行で、日本の行く末を決めるときになりかねない。 

 

 

【北海道】 

◆「渚の自然環境をめぐる諸問題Ⅰ」日本ベントス学会自然環境保全委員会企画自由集会 

日本ベントス学会自然環境保全委員会は、前委員長の佐藤正典氏を中心として、本委員会委員に加え

て「諫早湾問題検討委員」「上関原子力発電所建設問題検討委員」ならびに「沖縄・八重山問題検討委

員」を委嘱するなどして、精力的かつ多面的な活動を続けて来ております。今期になって委員長を含む

委員半数が交替したことから、これまでの活性を失わずに活動を続けていくため、学会員の皆様の意見

を広く伺い、議論を深める場として本自由集会を企画いたしました。当面の活動内容としては、前期の

委員会ならびに新しく加わった委員から、東日本大震災に係る復興工事が生態系に与える影響への危惧

や、西日本への侵入が認められているヒガタアシ(Spartina alterniflora)についての啓発活動等の重要性

が指摘され、これらも 2015 年の活動方針に組み入れております。本自由集会では、これら 2 つの問題、

および諫早湾を巡る今日的な問題について 4 名の委員が話題を提供し、議論したいと思っております。

多数の方のご来場をお待ちしております。 

日時：2015年 9月 2日 17:00～19:00 

場所：北海道大学 百年記念会館大会議室 

プログラム 

17:00 開会・今年度の活動予定・委員会構成について(松政)  

17:20 特定外来生物ヒガタアシの国内侵入と現状(木村)  

18:00 震災復興工事の現状と今後の沿岸環境(金谷・松政)  

18:30 諫早湾を巡る諸問題とこれから(高橋)  

19:00 総合討論  

19:20 懇親・意見交換会(別会場) 
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【関東】 

◆辺野古の海の生物多様性を伝えるシンポジウム 

 沖縄県辺野古の普天間飛行場代替施設事業を巡り、

連日のようにニュースが報道されています。 

報道のとおり、この事業には多くの問題があります。

しかし、まだまだ知られていないのが、辺野古を埋

め立てることによる自然破壊の大きさ、深刻さです。

辺野古･大浦湾とは、いったいどんな場所なのか。文

化人類学者、地理学者、生物学者、ジャーナリスト

がこの海を、それぞれの観点からご紹介します。な

ぜ、辺野古の海を埋め立てることが問題なのか。こ

の海域を10年以上調査してきた日本自然保護協会が、

自然保護にフォーカスして、この計画がもたらす意

味をみなさんと一緒に考えます。 

日時：2015年 9月 13日(日)13:30～17:00 

会場：法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎 306 号室  

最寄り駅：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10分 

参加費：資料代 500円 

主催：公益財団法人  日本自然保護協会(NACS-J) 

後援：法政大学文学部地理学科 

★問い合わせ・申し込み先：日本自然保護協会  保護室 TEL：03-3553-4103 

E メール：umi＠nacsj.or.jp（＠を小文字にして送信してください。） 

※当日受付もいたしますが、資料･会場準備のため事前申し込みにご協力ください。 

プログラム 

基調講演 

「誰がジュゴンを語るのか～ジュゴンと人との関わり」 

吉川秀樹／沖縄・生物多様性市民ネットワーク 

「沿岸地域自然環境の保護における場の多様性の意義～沖縄島・辺野古大浦湾を例に～」 

中井達郎／国士舘大学ほか 

「市民参加調査から見えてきた辺野古・大浦湾の自然環境の重要性」 

吉田正人／IUCN-J会長、筑波大学大学院 

「世界に誇る辺野古・大浦湾のサンゴ礁の海」 

安部真理子／日本自然保護協会 

パネルディスカッション 

コーディネイター：吉田正人 

パネリスト：吉川秀樹、中井達郎、安部真理子、まさのあつこ（ジャーナリスト） 

 

http://www.nacsj.or.jp/katsudo/henoko/pdf/20150913_henokosimpo.pdf
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◆2015年度第９回霞ヶ浦自然観察会 

 霞ヶ浦にはわたしたちの恵みとなるたくさんの魚がいます。投網やたも網を使って，いろいろな魚た

ちを観察してみましょう。 

日時：2015年 9月 27日（日） 

場所：和田岬（稲敷市浮島の霞ヶ浦湖岸） 

集合場所：茨城県霞ケ浦環境科学センター（9:00～9:30 受付） 

送迎バス：土浦駅東口（行き 10:00 発／帰り 15:10 着） 

募集人員：35名  参加費：無料 

★応募方法：下記申込先まで、電話，FAX，または E－mail にて（件名に「第９回自然観察会申込み」

と明記して）お申込みください。その際，住所（郵便番号）・氏名・中学生以下の方は学年，電話番号，

センター集合，土浦駅東口集合の別を必ず御記入ください。 

申込期限：2015年 9月 25日（金）午後 5 時まで 

※募集においてお聞きした個人情報はイベントに係る連絡，広報以外には使用致しません。 

・筆記用具・昼食・飲みもの・着替えなどは各自御持参下さい。また，はいたまま水に入れる履き物 

（かかとがしっかり固定できるもの）汚れても構わない服装で御参加ください。 

・雨または荒天の場合はセンターでの魚観察と実験（午前中のみ）とします。 

・当日の模様を写真に納め，当センターの広報等に使用する場合があります。 

・ご不明な点は下記申込先までお気軽にお尋ねください。 

申込先：茨城県霞ケ浦環境科学センター（〒300-0023 土浦市沖宿町 1853番地）環境活動推進課 

担当：福井正人 tel 029-828-0962 /fax 029-828-0967  E-mail m.hukui@pref.ibaraki.lg.jp 

 

◆歌謡生物博覧会 

日時：2015年 10 月 4日（日）18:30～（開場 18:00） 

場所：モモガルテン（Café Momo Garten） 

東京都中野区中央 2-25-7 

費用：2000円 

（海洋生物の一品料理付き。ドリンク代は別途） 

プログラム 

久保田信（京都大学） 

「不老不死！ベニクラゲの秘密」と歌 

山下博由（貝類多様性研究所） 

「サザエさん！巻貝の進化と美味」と歌 

シーサーズ  

 日本・琉球の生き物の唄 

司会：大久保奈弥（東京経済大学准教授） 

対談：「不老不死とは？ 仙人の生物学」 

久保田・山下・大久保・持田明美 
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◆甲殻類学会自由集会 『フクロエビ類の生物学』 

日時：2015年 10月 9日（金）15:00～17:50 

場所：東京海洋大学品川キャンパス 2号館 2F 200A 会議室（直接この教室においでください） 

参加費：無料 

事前申し込み不要（会員でない方でも参加できます。ふるってご参加ください。） 

プログラム 

15:00 趣旨説明 田中克彦（東海大学） 

1) 15:10 下村通誉（北九州市立自然史・歴史博物館）日本産ミズムシ亜目の多様性と分類 

2) 15:30 山内健生（兵庫県立大学／兵庫県立人と自然の博物館）ウオノエ科魚類寄生虫について 

3) 15:50 有山啓之（大阪市立自然史博物館）ヨコエビとはどんな動物か？－形態・色彩・生態について 

4) 16:30 阪本真吾（東京大学）ヒメオオメアミ Idiomysis japonica（アミ目, アミ科）の群れ構造とその動態 

5) 16:50 角井敬知（北海道大学）タナイスの多様性－特に生殖様式について 

6) 17:10 中町健（京都大学）日本産コツブムシ類の生活史を探る－生殖戦略と種内コミュニケーション 

7) 17:30 齋藤暢宏（株式会社水土舎）エビヤドリムシ科等脚類の研究 

だから寄生虫の研究はやめられない！（自由集会まとめにかえて） 

【近畿】 

◆和歌の浦干潟観察会（第 26回） 

ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、コメツキガニの砂団子、水際に群がるヤドカリ類、テッ

ポウエビ、絶滅寸前種のイボウミニナなど、たくさんの生き物を観察できます。 

日時：2015年 9月 13日（日）12:00〜14:00 雨天中止（小雨決行） 

観察予定地：観海閣（妹背山）周辺の干潟 

集合時間と場所：12:00に観海閣（玉津島神社の向かい 〒641-0025和歌山県和歌山市和歌浦中 3丁目） 

費用：資料一部 300円、希望者のみ 

服装や準備物など：長靴または泥にはまっても良い靴（サンダル・水雪駄は泥に足を取られるので不適）。 

   帽子、軍手、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。 

主催：和歌山大学教育学部生物学教室 わかのうらひがた俱楽部 

問い合わせ：e-mail:tkoga@center.wakayama-u.ac.jp、または 090-4499-3157 古賀まで 

 

【中国】 

◆《野外観察会》浦富海岸ハイキング（鴨ヶ磯～城原海岸） 

鳥取県の浦富海岸（鴨ヶ磯～城原海岸）の遊歩道を、自然を感じな

がらゆっくり歩きます。 

日時：2015年 9月 12日（土）9:30～12:00 

場所：城原海岸駐車場（集合）～鴨ヶ磯入り口～鴨ヶ磯～（遊歩道）

～城原海岸 
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講師：山陰海岸学習館職員 

対象：小学生以上(小学生は保護者同伴) 

定員：20名（先着順） 

★申し込み：電話のみ（山陰海岸学習館：0857-73-1445）定員になりしだい締切り 

参加費：無料 

持参品：飲み物、帽子、雨具、履き慣れた靴 

【沖縄】 

◆第３回 カーミージー自然観察ガイド入門講座 

8 月末から 10月まで月に 1回ずつ行います。海の自然観察や、ガイドすることに興味のある方、海や

自然を学ぶ学生さん、子ども

たちと海でもっと遊びたい!

と思う大人の皆さんにもお

ススメです。初心者大歓迎。

講座は 3回、いずれも座学と

フィールドワークのセット

です。3回それぞれテーマが

変わります。しかも無料〜! 

1回だけの受講でも構いませ

んので、どうぞお気軽にご参

加ください。 

  

http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/2015081300053/file_contents/_2.pdf
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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 

 

 

●柴山知也・茅根 創（編集）「図説 日本の海岸」 朝倉書店 pp.152  (2015) ¥4,000+税 

日本全国の海岸について、その地質学的成り立ちや

社会的な変遷について、多くの著者が分担して紹介した

本である。写真で現在の海岸の状況を知ることができる

だけでなく、過去にどのような経緯で人間の手が加えら

れたかについてもまとめられているので、その海岸につ

いての基礎知識を簡単に頭に入れることができる。海

の生き物を守る会が行っている砂浜海岸生物調査を行

う上では、非常に便利である。しかし、サンゴ礁を除いて

は、生き物の情報がほとんどないのは、残念である。ま

た、海岸の変遷と問題点を指摘しながら、今危機的状

態にある海岸（三陸海岸の巨大防潮堤建設、諫早湾の

干拓事業、沖縄泡瀬干潟の埋め立て、辺野古沖の埋め

立て・基地建設など）の問題には何も触れていないのは、

どうしたことか。 

 

 

 

  

mailto:hirumo@live.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に 

初夏に初出現するシロヘリハンミョウ 

 昆虫は世界でトップの種数を誇る動物分類群で、100 万種も現存する。しかし、海で暮ら

すものはごくごく限られており、ウミアメンボなど代表であろうが、海中では生きられない。

和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所の“北浜”で、毎年のように決まって暖

かい時節になると出現する海岸性の昆虫がいる。それは、シロヘリハンミョウである。名前

の通り体の縁が白く縁どられている。 

 過去 5 年間にわたり、長さ 400m ほどの“北浜”で、ほぼ毎日、最低 1 回、シロヘリハ

ンミョウの初出現時期とその頭数について調べている。2011 年から 2015 年までのデータ

だが、この 5 年間では 6 月 7 日から 7 月 1 日の間に出現している。頭数はごく少数である。

その後も出現は続くので、個体数の増減や、いつそれが終了するのかなども調査中である。

頭数はずっと少数のままだが、個体にサイズ差が著しいものがあり、雌雄が生息していると

推察される。生活史が未知らしいが、その解明はかなりたいへんだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図. 和歌山県に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に 2015年 6月 7日に出現したシロヘリハンミョウ 
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筑後川のエツ資源の保全にかける川漁師 

 有明海を代表する特産魚のエツについては、本連載の 7 でエツ誕生の伝説を交えて紹介しました。

移動する魚類の漁獲は、産卵のために特定の場所に集まる時期に行われることが多く、資源の枯渇

に結びつきやすい宿命を持つと言えます。それは、エツにも典型的に見られます。遡河回遊魚であ

るエツは、5 月～7 月の梅雨の時期に、有明海から筑後川に遡上して、河口から 10 数 km 上流のほ

ぼ淡水に近い環境において産卵を行います（写真１）。産卵期は梅雨時（5 月～7 月）に当たるため

に、降雨の状態によって漁業も産卵（とその後の生き残り）も大きな影響を受けるようです。1985

年に河口点から 23km 上流に、福岡都市圏に飲料用の水を回す目的で筑後大堰が設置されるまでは、

感潮域はさらに上流 6，7km まで広がり、エツも遡上していたと言われています。 

 

 有明海の多くの生き物たちの生存は極めて厳しい状態に置かれ、エツの漁獲量もこの 20 年間に半

減しています。筑後大堰近くの久留米市城島町には下筑後川漁業協同組合があり、筑後川における

エツ漁の中心となっています。筆者らが数十年続ける筑後川における春季の稚魚調査では、この漁

協の塚本辰巳さんに全面的に協力いただいています。塚本さんは仕事を定年退職した後、筑後川の

7. 有明海と三陸の水辺から（17）  田中 克   

写真１ 筑後川に産卵のために遡上し、

流し刺し網で漁獲されたエツの雌親魚 
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川漁師に転身された遅咲きの漁師さんですが、70 代半ばの今も精力的に漁業を続けておられます。

筑後川のエツ、ニホンウナギ、モクズガニ、テナガエビ等への思いは深く、中でもわが国ではこの

海しか生息しないエツへの思いはひとしおです。すでに、10 数年以上前から減少の一途を辿り始め

たエツ資源の保全を唱え、熟卵を持った雌と精子を持った雄より、船上で人工授精を行い（写真２）、

仲間うちに受精卵を放流する資源保全の取り組みを呼びかけ、率先して進められています。今では、

そのことに賛同する漁師さんの数は増え、良い卵が取れた場合には漁協に持ちより、仔魚育成場で

仔魚を約 1 カ月育て、稚魚になると筑後川に放流する事業に取り組まれています。 

 

写真２ 漁獲された直後のエツ親魚を用いて船上で人工授精を行う塚本辰巳さん 

 エツはカタクチイワシ科の魚で、生まれた仔魚は 3mm 前後と小さく、仔魚の人工飼育が簡単な

魚種でありません。孵化後最初に与える餌であるシオミズツボワムシの増殖と少し大きくなった仔

魚に与えるアルテミア幼生へのビタミンなど栄養強化など、ほとんど一人で技術を習得された情熱

家です。エツのような極めて貴重な特産種の保全やその増殖は、本来公的な機関が行うべき仕事で

す。宝の海有明海の象徴的生きものであってもノリ養殖の畑となった有明海では、適切な対策が取

られないのが現実です。塚本さんは、多忙な漁とエツ種苗生産の傍ら、小中学校への出前授業を始

め、エツ資源の保全のためにあらゆる努力を続けておられます。そして、「エツ資源をこのような

事態に至らしめたのは、わずかな補償金と引き換えに筑後大堰の設置に同意し、川を分断してしま

ったことだ。悔やんでも悔やみきれない」と唇をかみしめ、私達に熱い思いを語りかけます。  
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1 章 ヒトという生物 

 小学校を卒業し中学校へ入学する頃に、私たちは思春期を迎えます。太平洋戦争の開戦前に生ま

れた私も、同じ頃に思春期を迎えたのですが、小学校の 6 年生になって初めて、下級生の少女に恋

心を抱いたという思い出があります。中学校へ入学すると、その恋心は強まり、高校入学後は一層

強くなったのですが、大学入学後も、それを内に秘めたまま過ごしてしまいました。今から半世紀

以上も昔に、このような青春時代を過ごした私には、現代の若者たちの行動は大胆すぎるように思

えるのですが、むしろ熱烈な恋愛感情に従い積極的に行動する彼らの姿は、ヒトも生物の 1 種であ

ることを素直に物語っているとも言えそうです。 

 私が生まれたのは昭和 10 年（1935 年）の 6 月です。そして母国だった大日本帝国は、昭和 16

年（1941 年）12 月 8 日にアメリカ海軍のハワイ基地を奇襲攻撃して、太平洋戦争に突入しました。

この開戦の頃に「小学校」は「国民学校」と改称されたのですが、ちょうど 6 歳となった私たちは、

この学校への新入生となり、徹底した軍国主義教育を受けることになったのです。 

 「君たちは神国日本に生まれたのだから幸せと思え」そして「鬼畜米英」つまり「鬼やけだもの

の住む国であるアメリカやイギリス」は滅ぼさなければならないと教わりました。まだ疑う能力な

ど全く持たない幼児だった私たちは、教室で語る先生の言葉を信じ、そしてお昼に学校から支給さ

れたトウモロコシ入りの御飯を、神国の主である神様からの賜物と信じて食べました。現代の学校

給食に比べれば、汁も副食品もない全く粗末な昼食だったのですが、御飯の中に点在して黄色に輝

くトウモロコシの美しさは、今も私の脳裏にはっきり残っています。 

 それから 2 年後の昭和 19 年の春になって、東京に住む国民学校 3 年生以上の児童は、地方の田園

地帯へ疎開させられることになりました。学校単位で決められた地区へ移動し、地元の旅館や寺院

で共同生活するという「集団疎開」なのですが、これを 8 歳の児童には耐え難いものと判断した両

親は、私を父の郷里だった千葉県木下町（きおろしまち、現・印西市）に移住させ、木下国民学校

へ転入学させました。 

 関東一の大河である利根川の下流域に接し、手賀沼と印旛沼という二大湖沼にはさまれた木下町

の周辺は、広大な水田が里山に囲まれ、里山の上には畑が広がるという、非常に豊かな農耕地帯で

8.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（2）横濱康継 
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した。そのため各国民学校は、校地から離れた場所に田や畑を保有し、在校生は週に数回ずつ農作

業に従事していました。 

 私も 3 年生として転入学した直後の 4 月に、水田での代かきや田植えなどを体験したのですが、8

歳の児童にとっては、かなりの重労働だったはずです。また当時は機械式耕耘機の出現以前で、馬

や牛の力を利用することも児童には不可能だったため、私たちが体験した農業は弥生時代そのまま

だったと言えます。また学校は雑木林も保有していたらしく、そのため私たちは、遠方の林で伐採

した木材を学校まで背負って運ぶという作業にも従事したのです。これは弥生時代よりも古い縄文

時代の労働と言えますが、このように平和な古代そのままの作業の最中に、アメリカ空軍の空襲を

受けることもありました。 

 まわりに小屋も樹木もない広大な水田の中で作業する子どもたちを標的にしたかのように、戦闘

機が急降下して来たので、私たちは死を覚悟しながら畦道を走りましたが、敵機は 1 発の銃弾も発

することなく、頭上をかすめるようにして飛び去ったのです。このようにしていのちを救われた幼

い私の心は、敵の飛行機にも幼い子のいのちは奪いたくないと思う人が乗っていたのだと直感しま

した。つまり米英も鬼畜の国ではないと思ったのですが、これを学校で友人などに話すことはでき

ませんでした。 

 以上のような幼い児童にとっては厳しすぎるとも言える学園生活を送り始めてから 1 年近くを経

た昭和 20 年 3 月 10 日の未明に、西方の空が真っ赤に染まる様子を見ました。これがアメリカ空軍

による東京大空襲で、このために東京は一面の焼け野原となり 10 万人に近い市民が焼死したという

ことを、あとで知りました。そして 8 月に入ると、広島市と長崎市に「新型爆弾」が 1 発ずつ落と

され、合わせて 30 万人以上の市民が無残な死を遂げたのです。これがのちに原子爆弾と呼ばれるよ

うになるのですが、1 発で 10 万人以上の人のいのちを瞬時に奪ってしまう超悪魔的殺人器として、

人類の歴史上はじめて登場したのです。現在では水素爆弾も含めて核兵器と呼ばれるようになった

「超悪魔的殺人器」を保有する国は、かなりの数になってしまったため、もし第三次世界大戦が始

まれば、人類つまりヒトという生物は、確実に地球から消滅するはずです。 

 1954 年 4 月に大学の生物学科に入学して以来 50 年以上にわたって生物学を学び研究してきた私

にも、ヒトは生物の 1 種と確信できるのですが、自分たちの獲得した能力で、種内の全個体を完全

に消し去ることができるのは、ヒトという種だけである、ということにも気づいたのです。ヒトと

いう種の直接の祖先に最も近い生物であるチンパンジーでさえ、そのような悪魔的能力を保持して

はいないようです。ヒトはなぜこのような悪魔的個体群になってしまったのでしょうか。（つづく） 
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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 

◇横濱先生のエッセイにある戦時下の子どもの姿に胸が痛みます。団塊ジュニアの私は戦争を知らない

世代ですが、大好きだった祖父を苦しめた忌まわしい過去を、幼い頃から憎んできました。戦争は、痛

い、怖い、悲しい、恐ろしい、ひもじい。二度と繰り返してはならないもの。それが再び起きかねない

と懸念して大規模デモが起きる時代が、こんなに早く来てしまうとは……。まさか、たったの数十年で。 

◇猛暑の夏が過ぎ、あっという間に関東は秋本番の涼しさです。イベントページにも、「歌謡生物博覧会」

という“芸術の秋”らしい催しが登場しました。連載エッセイ著者の久保田先生や貝学者の山下先生の

歌が楽しめます♪ そういえば、イタリア留学経験のある横濱先生も、筑波大学の最終講義で生演奏を

バックにカンツォーネを熱唱していました。生物学者は、なぜかよく歌うのです！（ちよ） 

 

 

 前号に書きましたが、海の生き物を守る会も環境 NGOの共同声明に参加して、安保法案に反対を表明

しました。戦争は最大の環境破壊です。憲法にも明確に反しています。今国会の行方に注目し、たとえ

強行採決されたとしても、選挙で廃止させましょう。毎週のようにデモもあり、海岸を見て回る時間が

なかなか取れませんが、南紀白浜からの久保田さんの報告にある海岸の昆虫も最近気になってきました。

海の生き物を守る会が進めている砂浜海岸生物調査では昆虫類は除外していますが、いずれ海岸の昆虫

にも焦点をあてた記事も掲載したいと思います。乞ご期待。（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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