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「今月の海の生きもの」 トウカムリ  Cassis cornuta   

軟体動物腹足綱トウカムリ科に属する巻貝で大型・重厚な貝殻が特徴。殻の大きさは人間の頭大。その

形から和名は唐の兜の意味。紀伊半島以南の熱帯・亜熱帯の海域に広く分布し、浅い海底の砂地やアマ

モ場に生息す

る。オニヒト

デを食べると

言われている

が、真偽は不

明。殻が重厚

であるため、

古来、カメオ

など貝細工の

材料として利

用されてきた。

土産物屋でも

よく見られる。

そのために、

個体数は各地

で減少してい

る。 

 

（名護市大浦湾にて 西原千尋氏撮影） 

 

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お願いします！ 

 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。 

 

富士通のクラウドサービスに採択されてから数カ月経ちましたが、皆様から既に350件の写真をお送り頂きました。 

どうもありがとうございます。しかしながら、我々は年末までに1500件以上の写真が集まることを目指しております。 

是非、砂浜にお出かけの際には、落ちている生き物の写真を撮って、お送りください。携帯の場合には、位置情報や

時間が入っているので、特に入力しなくても大丈夫です。今日はすごく簡単に方法を説明します。手順は3つだけ！ 

 

①  落ちている生き物の写真を撮影する（砂浜を距離にして50ｍほど歩く間に見つかったもの） 

②  後背地等（砂浜が写る状態で陸側の風景も入る感じ）の写真を適宜撮影する 

③  umi@bio.ikimonosirabe.info  に送る（アドレスを今、携帯に記憶させておくと楽です） 

☆写真の生き物がどのくらいいたか（多・少・有）も書いて頂けるとありがたいです。 

 

http://e-amco.com/
mailto:umi@bio.ikimonosirabe.info
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皆様の御協力により、海を守るためのデータベースが出来上がります。 

是非とも御協力お願い申し上げます。分からない点などは、海の生き物を守る会 大久保奈弥（東京経済大学・

nokubo@tku.ac.jp）までどうぞお気軽にご連絡ください。 

 

●写真展「大浦湾の生きものたち」京都で開催 

 海の生き物を守る会では、10 月 22 日～26 日に京都市河原町御池の京都市役所前地下街で、写真

展実行委員会主

催の写真展「大浦

湾の生きものた

ち」に協賛団体と

して参加します。

お近くの方や京

都へ来られる予

定の方は、ぜひと

も写真展をご覧

いただき、米軍基

地を作るために

失われる大浦湾

の価値を確認し

ていただきたい

と思います。 

  

２０１５年１０月２２日（木）～２６日（月）  
１０時半～２０時 

開催場所   ゼスト御池 寺町広場 

河原町御池 京都市役所前 地下１Ｆ 

主催： 「大浦湾の生きものたち」写真展実行委員会 

協賛： 京都沖縄県人会  海の生き物を守る会 

写真： ダイビングチームすなっくスナフキン 
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●10 月 31 日（土）神奈川県天神島で研修会を開催 

 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 

★お申し込みは、nokubo@tku.ac.jp 大久保まで 

  

mailto:nokubo@tku.ac.jp
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2．ウミウシ 切手コレクション （11）   立川賢一 
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【東北】 

●汚染水の流出つづく 福島第一原発. 

 大雨つづきの 9 月に入って、東京電力福島第一原発からの汚染水の海への流出がつづいている。東電

は 7 日、放射性物質に汚染された雨水が外洋に流出したと発表した。降雨量が多く、別の排水路へ移送

するポンプの能力を超えたと説明している。しかし、これは当然予想されたことで、ポンプの能力が超

えたと他人事にように説明する東電には、大雨を理由に汚染水を海へ捨てる意思を感じる。 

 

【中国】 

●カワラハンミョウの保護の取り組み始まる 

 日本海側の河川の河原や海岸の砂浜に生息する昆虫のカワラハンミョウは、各地で減少し鳥取県では

絶滅の怖れがもっとも高い絶滅危惧 I類に指定されている。このカワラハンミョウを保護する取り組みが、

鳥取県益田市の久城が浜で始まった。鳥取県から NPO「アンダンテ 21」が委託を受けたもので、今後、

個体数や生息範囲を調査し、保護の方策を検討することになる。 

 

【九州】 

●福岡高裁が堤防の閉め切りの漁業への影響を認めず 

 長崎県諫早湾干拓事業により有明海の漁業に悪影響を与えたとして、締め切り堤防の排水門の開門を

要求して漁業者らが提訴していたが、福岡高裁は 9 月 7 日、1 審の長崎地裁に続いて開門の必要を認め

ないとする判決を言い渡した。判決では「赤潮が頻発してアサリが大量に死ぬなど漁業環境が悪化して

いるのは間違いないが、因果関係の立証がなく、堤防の締め切りが原因とは認められない」とした。漁

業者側の弁護団長である馬奈木昭雄弁護士は、「不当判決だ。開門を命じた確定判決で国は開門義務を免

れることはできない。有明海の再生を果たすという最終的な目的を勝ち取るまで諦めない」と語り、最

高裁へ上告する方針で、最高裁で初めて諫早湾干拓事業の是非が争われる。 

 諫早湾の干拓事業をめぐっては、5年前に長期開門調査をするよう命じる福岡高裁の別の判決が確定し

ているが、国は開門調査を行っていない。そのために、開門するまでの制裁金が国に課されている。そ

の一方で、干拓地の農業者らの訴えで開門調査を禁じる判決も出されており、司法の判断が混乱してい

る。林農水相は、速やかに最高裁の統一した判断を求めていく必要があると考え、上告を歓迎している。

福岡高裁の判決では「付言」で、国に「必要な最善の方策を自ら早急に決定」するよう求めているが、

農水相は自ら事態の打開を図ろうとはせず、司法に判断をゆだねる考えで、諫早問題はさらに長期化し

そうである。 

 一方、開門に反対する長崎県知事は、判決を受けて農水相と会談し、開門方針を見直すよう要望書を

提出した。 
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 農水省が行った時代遅れの公共事業が、ここまで有明海の生態系を壊し続けており、それによって漁

業者の生活さえも脅かされている。また、農水省の誘いで干拓地に入植した農民も、農水省の責任逃れ

の政策で、生活を脅かされている。裁判所は、水門の開閉だけを判断するのではなく、この農水省の無

責任体制を捌くことが求められる。 

 

●長崎県 強制収用のための調査を断念 手続きは続行 

 長崎県は、同県と佐世保市が川棚町に計画している石木ダムの建設に向けて 4 日間の調査を予定して

いたが、地権者らの連日の抗議行動を受けて、断念した。調査は、まだ買収が終わっていない 9 万㎡の

土地と家屋の強制収用を行うための補償費用判定に必要なもの。長崎県石木ダム建設事務所では、「既存

の資料を精査して、できる範囲で調書を作る」として、強制収用に必要な事務手続きは続行するとして

いる。石木ダム建設絶対反対同盟では、「50年前に作られた計画がいまだに変わることなく続けられてい

ることは間違いだ」と主張している。ダムの時代は終わったとして 1000基のダムが撤去されているアメ

リカに比べ、日本はいまだにダムを造り続けている。なぜだろうか。 

 

●有明海でアサリの雑種 外来種と交雑 

 かつてもっともアサリを多産していた有明海で、中国から持ち込まれた近縁の外来種と在来のアサリ

の間に雑種が作られていることが、東京海洋大学の研究チームの調査で明らかになった。1980 年代に有

明海に放流した中国産のアサリと在来のアサリとの間に雑種が発生し、その後、雑種が定着しているこ

とが、日本と中国の各地の 1200個体について遺伝子を調べた研究チームの調査で判明した。雑種と確認

されたのは、そのうちの約 100 個体。これまで日本のアサリと中国のアサリは同一種と考えられていた

が、この研究では、両者の遺伝子に明らかな相違があり、別種と考えられるとしている。一方、同じよ

うに中国産のアサリを移入した歴史がある東京湾では、同研究チームの調査で雑種は発見されなかった。

雑種は、食べても問題なく、味も同じだが、外来種の遺伝子を持つ生物が定着し広がると、有明海の生

態系に悪影響がでる可能性もある。 

 

●ウミガメが畑で孵化 

 鹿児島県出水市六月田町の米ノ津川の河川敷にある畑で、9月 9日アカウミガメの子供数十匹が孵化し

ているのを近くの住民が発見した。専門家は「河川敷とはいえ、畑で産卵したというのは珍しい」と話

している。 

  

ミニコラム おすすめドキュメンタリー映画情報♪ 

『戦場ぬ止み（戦ばぬとぅどぅみ）』 http://ikusaba.com/ 

 ジュゴンや辺野古の海を想う全ての方へ。平和な生活や美しい海を守りたいだけなのに危険な反対運動を

続けなければならない沖縄の大変さ。他人事ではありません。※映画『誰も知らない基地のこと』や『標的の村』もおすすめ。 

『水と風と生きものと 中村桂子・生命誌を紡ぐ』 http://tsumugu.brh.co.jp/ 

 生命誌研究館（大阪府高槻市）を立ち上げた生物学者の中村桂子先生。その「いのち」への思いを、宮沢賢

治を軸に追いかけるドキュメンタリーです。海に限らず地球上の、人間を含む全生命のつながりを感じます。 

http://ikusaba.com/
http://www.hyoteki.com/
http://tsumugu.brh.co.jp/
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【関東】 

◆9/21 お話会「いのち輝く辺野古の海 ～大浦湾の生きものたち～」 

 沖縄県名護市辺野古・大浦湾には、沖縄本島の他地域では既に失われてしまった豊かな海の自然が残

されています。長年、この海にもぐり続けてきた、ダイビングチームのすなっくスナフキンの小室裕樹

さんをお招きし、この大浦湾の持つ素晴らしさ、魅力、にぎやかな生きものたちの話を、写真を見なが

ら伺います。また、現在、この貴重な海が強引に壊されようとしている現実と、沖縄の人々が強いられ

てきた過去から現在に至るまでの重く厳しい現実を、知花昌一さんのインタビュー映像を交えながら皆

さんと考えます。 

日時：2015年 9月 21日（月）14:00～16:30 （開場 13:30） 

会場：東京ウィメンズプラザ・視聴覚室（東京都渋谷区神宮前 5-53-67 ）  

参加費：700円（FoEサポーター、学生 500 円） 

★申し込み：専用サイトから 

主催：FoE Japan（エフ・オー・イー・ジャパン） 協力：株式会社ラッシュジャパン 

プログラム 

◇「辺野古・大浦湾の生きものたち～沖縄島生態系の重要拠点～」 

講師：小室裕樹さん（ダイビングチームすなっくスナフキン※） 

※大浦湾の“今”を記録し、それを社会に発信することを目的に活動している。代表の

西平伸は、大浦湾に臨む名護市瀬嵩で生まれ育つ。2003年、名護市立中央図書館にて「ワ

ッター海の写真展」を開催。その際のメンバーが母体となりチームを結成。写真展の開

催は沖縄県内だけでも 20回を超え、県外への出張展示も行っている。 

◇「沖縄の終わらない戦争と基地負担」平和運動家の知花昌一さんのインタビュー映像など 

 

 

◆観音崎自然博物館 2015 年度観察会 秋の海岸植物観察会 

日時：10月 4日（日）10:00～ 

集合場所：神奈川県 観音崎ビジターセンター（横須賀市鴨居 4-1120、電話 046-843-8316） 

参加費：500円 

観察できる植物：ソナレマツムシソウ、イソギク、アシタバなど 

 

 

◆2015 東京シンポジウム 女性が描く「いのちのふるさと 海と生きる」 

全国日本学士会・舞根森里海研究所共催 

日時：2015年 9月 27日（日）13:30～17:00 （受付 13:00～） 

場所：東京大学農学部フードサイエンス棟 1 階 中島ホール（文京区弥生 1－1－1 弥生キャンパス内） 

詳細は次ページ  

http://www.foejapan.org/aid/henoko/evt_150921.html
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◆よこすか海洋シンポジウム 2015 （第 18 回） 

～21 世紀・よこすか発・海へ 海洋文化を地域から～ 

日時：2015年 10月 3日（土）13:00～17:30 （開場 12:30） 

場所：横須賀市立勤労福祉会館「ヴェルクよこすか」6階ホール（横須賀市日ノ出町 1－15） 

参加費：無料 、定員：150名 

★申し込み：ハガキで。9月 25日（必着） 
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『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。 

メールアドレス hirumo@live.jp または便利な下記フォームへどうぞ。 

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

◆第 8 回「地球と恋する暮らし 2015～環境フォーラム～」 

 “美しい恵み”をテーマに、いのちのつながりを大切に、地球の恵みを考え学ぶ環境フォーラムです。 

日時：2015年 10月 4日（日）14:00～16:30 （13:30開場） 

会場：東京ミッドタウン・ホール Hall A（港区赤坂 9−7−1） 

主催：特定非営利活動法人ラ・テール、公益社団法人日本環境教育フォーラム ／後援：環境省、国連

生物多様性の 10年日本委員会 ／協賛：東京ミッドタウン ／企画運営：J&Mラボラトリー 

参加費：無料  定員：600名  URL： 

★申し込み：ハガキ・FAX・電話にて事前申込（当日は先着順のご入場）。応募者多数の場合は抽選し、

招待状の発送をもって代えさせていただきます。〒106‒0047 東京都港区南麻布 3-16-10 J&Mラボラ

トリー「地球と恋する暮らし事務局」FAX：03-3442-5673 TEL：03-5424-2350（平日 9:00～17:00） 

[記載事項] 郵便番号・住所・氏名・電話番号・希望人数 

プログラム 

フォーラム開催前（12:45～）にワークショップあり。廃棄花を再生させるプロジェクト。先着 30名。 

★参加ご希望の方は、当日、フォーラム招待状をお持ちの上、受付にてお申し込みください。 

14:05～14:50 基調講演（安倍 昭恵・内閣総理大臣令夫人） 

14:50～15:15 メッセージトーク（プランティカ、シャイフラワープロジェクト、ちかけん） 

15:15～16:05 安部昭恵氏×小西晴子氏（監督・プロデューサー）対談※ 

16:05～16:25 スペシャルライブ（ジャミン・ゼブ） 

※ドキュメンタリー映画「赤浜ロックンロール」90分間 

山と川と地下水脈が育む豊かな海の町、岩手県大槌町。国と県の提示した巨大な防潮堤に NOと言っ

た浜の物語。弁天様を祀る蓬莱島（ひょっこりひょうたん島のモデルの島）が浮かぶ町、岩手県大槌

の赤浜で生まれたロックを愛する漁師・阿部力（つとむ）は「漁師は水揚げしてなんぼ」と、海で体

をはってきた。2011年、東日本を襲った大震災で、町を「土色の壁のような波」が襲った。最大 22m

の津波と火災により、死者・不明者 1280余人、町の 85％が喪失した。半年後、国と県は、5階建てビ

ルと同じ、14.5mの高さの巨大防潮堤で海岸線を囲う復興計画を決める。「海が見えねえじゃねぇか！」

そんな中、赤浜の住民は巨大防潮堤に反対の声をあげる。「人間が作ったものは壊れる」津波で家族

を亡くした“赤浜の復興を考える会”会長の川口博美は国の提案を拒否。「自然をないがしろにして

復興はない」と阿部は、手間 ひまかけて育てたワカメ、昆布、ホヤ、牡蠣を、消費者に届けることに

心血を注ぐ。自然を抑え込む発想とは違う共に歩む知恵。ここに、わたしたちの進むべき未来もある。 

 

mailto:hirumo@live.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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【近畿】 

◆大阪湾ウミウシ観察会 第 2 回 秋のウミウシを見よう 

 ウミウシは海の宝石とも呼ばれ、非常に人気の高い生き物ですが、実物を見たことがないという人が

多いです。大阪湾には 100種を超えるウミウシが生息していますが、生息状況がよくわかっていない種

も多く、どこに行けばどんなウミウシが観察できるのかあまり知られていません。大阪湾ウミウシ観察

会では、そんなウミウシを観察できる機会を増やし、大阪湾にもこんなに魅力的な生き物がいるという

ことを伝えていきたいと考えています。 

観察できる可能性が比較的高いウミウシ 

ミヤコウミウシ、マダラウミウシ、クロシタナシウミウシ、イズミミノウミウシ、ヒメメリベ、オカダ

ウミウシ、ツヅレウミウシなど 

日時：2015年 10月 12日（月祝）9:50～15:00  ※小雨実施 

場所：和歌山市加太・城ヶ崎の磯  南海本線加太駅 改札に 9:47集合 

アクセス：8:15南海なんば駅発の特急サザンに乗ってください 

対象：どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

定員：20名（メール先着順） 

参加費：大人 500円、小中学生 200円、1家族 700円 

持ち物：弁当、水筒、長靴または濡れてもいい運動靴、帽子、軍手 

★申し込み：参加者全員の（１）名前（２）フリガナ（３）年齢（４）住所（５）電話番号（６）パソ

コンからのメールを受け取れるメールアドレスを記入し、表題を「10/12 ウミウシ観察会申込み」として、

メールで。umiushi@nature.or.jp 10月 2日締め切り 

1 週間以内に折り返し参加可否を連絡しますので、連絡のない場合はお問い合わせください。 

問い合わせ先：保全協会内「10月 12日ウミウシ観察会」係 06-6242-8720 

 

【中国】 

◆野外観察会 城原海岸の打ち上げ貝を調べよう 

海岸で見つけたお気に入りの貝を調べて標本にしよう。 

日時：2015年 10月 10日（日）10:00～14:00 

場所：鳥取県岩美郡岩美町 城原海岸駐車場（集合）・渚交流館（自家用車による移動を含みます） 

講師：外部講師 

対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

参加費：無料 

持参品：弁当、飲み物、帽子、お持ちの方は貝類図鑑 

定員：20名（先着順） 

★申し込み：9月 17日（木）から電話のみで受付（山陰海岸学習館 0857-73-1445） 

 

  

mailto:umiushi@nature.or.jp
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●ダイビングチームすなっくスナフキン（編集）「大浦湾の生きものたち 琉球弧・生物多様性の重要地点、沖縄

島大浦湾」 南方新社 pp.123  (2015) ¥2,000+税 

 沖縄県名護市東海岸の大浦湾は、マングローブ林、干潟、サンゴ礁、アマモ場など、実に多様な環境を持つ美

しい海である。そこが今、米軍基地の建設のため

に破壊されようとしている。この海で長い間、潜って

海の生き物を観察し、写真に撮ってきたダイビング

チーム「すなっくスナフキン」が、全国で大浦湾の生

きものの写真展を開催している。この本は、その写

真展に出品された写真を紹介することを目的に編

集された。それぞれの生態系ごとにまとめられた生

き物の写真は、その撮影技術のすばらしさと潜水

撮影の努力が相まって、見る者に大浦湾の生物の

多様性とその美しさを実感させてくれる。写真展を

見に行けなかった人、写真展をみて感激した人は、

ぜひこの本を手元に置かれることをおすすめする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ダイビングチームすなっくスナフキン（編集・制作）「琉球弧・

沖縄島 大浦湾の貝」 すなっくスナフキン出版会 pp.61  

(2015) 非売品 

 この冊子は、「大浦湾の生きものたち」の写真のうち、貝類だ

けを抜き出して図鑑風にパンフレットにしたもので、美しい 864

種の写真が掲載されている。これは、沖縄の貝についてのこ

れまでの図鑑に匹敵するもので、大浦湾だけでこれだけの貝

類が生息していることにも驚かされるが、それらすべての標本

を作製し撮影した努力にも脱帽せざるを得ない。この図鑑を見

るだけでも、大浦湾の貴重さ、生物の多様性が実感できるし、

埋め立てをさせてはならないという強い思いが沸いてくる。 
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海中のブルー・スポット点滅の正体 
 2015 年 8 月 16 日の早朝に、毎日の日課である白浜町の瀬戸漁港へ定点観察に行った。

満潮の海面がざわざわしていた。プランクトンが吹き寄せられている。目を凝らすと、その

中で mm 単位のブルーのスポットが点滅する。目が覚める青色で肉眼でもよく見える。そ

の正体はサッピリナというカイアシ類である。サッピリナの移動の向きにあわせ、青く光っ

たり消えたりする。動画を撮ったり、写真を何度も撮影したりして挿図としてやっと示せた。 

 

 終生プランクトンであるサッピリナの雄は雌よりも大きく、たいへん平たい体で、本来は

透明である。体表に反射板が並んでいて、光が当たると干渉・回折させられて、動きととも

に青い点滅となる。モルフォチョウの鱗粉と同じ原理なのである。この美しい光にサッピリ

ナの雌も引き寄せられるという。ちなみに雌は光らず、小判のような体の前方には発達した

レンズ眼も持っておそらくこの光を見ている。 

 

 サッピリナは青コペとも呼ばれ、黒潮の外洋水が瀬戸漁港にも寄せてきている証拠である。

無数のサッピリナが集合していると、水面がアワビの貝殻の内面の色のように虹色に光ると

いう。これは貝殻水とか玉水と呼ばれているが、今回もこれほどではなかった。虹色に光る

ミニチュアの CD、つまりサッピリナが海中にいっぱい浮かんでいることもありうるので将

来の美しい遭遇を待っている。

最後に、サッピリナあるいはサ

フィリナという名も、実は宝石

のサファイアを意味しているの

だが、これにはうなずかされる。 

 

 

 

 

 

図. 2015年 8月 16日の早朝、白浜

町の瀬戸漁港で小さな小判型に青く

光ったサッピリナ  
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気仙沼舞根湾に蘇るシロメバル 

 筆者が大学院博士課程の頃、京都大学農学部水産学科（舞鶴市）の教室裏にはガラ藻場が発達し

ていました。当時、すでに結婚していた筆者には、日々の暮らしに直結した重要な夕食の素材確保

の場所でもありました。ねらいはガラ藻場の外縁に生息するキジハタとメバルで、どちらも煮つけ

に格好の魚です。ある日数匹のメバルを釣り上げて自宅に帰り、夕食のおかずだよと手渡した時の

家内の反応は、「餌エビの代金とこの 4 尾のメバルのどちらが高いの」でした。返す言葉を失った

“苦い”想い出の魚でもあります。 

 その後、再びメバルに出会ったのは、気仙沼舞根湾でした。現役時代最後の数年にわたり、毎年

夏に京大の多様な学部の新入生を対象とした少人数セミナーのひとコマ「森は海の恋人のふるさと

に学ぶ」が舞根湾で実施されました。この実習で利用された桟橋の下には、数えきれないほど多く

のメバルが集まり、ここを訪れる人々がメバル釣りを楽しむ光景がよく見られました。メバルは舞

根湾を代表する最も馴染みの深い魚と言えます。 

 ところが、そのメバルが舞根湾から突然姿を消したのです。言うまでもなく 2011 年 3 月 11 日に

発生した巨大な地震と津波の直撃によるものです。気仙沼湾と舞根湾をモデルに東日本大震災が沿

岸生態系に及ぼした影響と回復の過程を調べる「気仙沼舞根湾調査」が 2011 年 5 月に始まり、隔月

の総合調査が続けられています。この調査の中で魚類を中心とする生物の潜水観察を続けている益

田玲爾さん（京都大学

フィールド科学教育研

究センター准教授）の

調査結果によると、ア

イナメやウミタナゴな

ど多くの魚類が予想よ

りも速やかに湾内に再

び姿を現す中で、メバ

ルの回復には時間がか

かり、震災から 3 年の

時を経て 2014 年に初

めてシロメバルが新た

に設置された桟橋の下

に大挙して姿を現しま

した（写真１）。 

7. 有明海と三陸の水辺から（18）  田中 克   

写真１ 舞根湾に桟橋の下に蘇ったシロメバル（益田玲爾さん撮影） 
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 メバルには色彩が異なるタイプの存在が知られていましたが、甲斐義晃さん（京大フールド研助

教）らの詳しい遺伝子分析により、それらはアカメバル、クロメバル、シロメバルの 3 種に分けら

れました。益田さんの潜水によって観察されたメバルはシロメバルです。地域によってはこれら 3

種のメバルが同所的に生息する場合もあるようです。主な餌生物は長尾類、アミ類、魚類など種に

よって大きな違いはないようですが、シロメバルは魚類（カタクチイワシやシロウオなど）への依

存度が他の 2 種より強いと言われています。 

 昨年 7 月下旬に桟橋の下に大量にシロメバルが付いているとの潜水観察の結果を受けて、前夜に

岸辺に集まったエビを採集し、翌朝早くから久しぶりにメバル釣りを試しました。1 時間ほどで 20

センチクラスのシロメバルを 5 尾釣り上げましたが、その日行われる防潮堤に関する集まりの特製

パエリアの素材に提供しました。煮つけでの食味は次回に持ち越しです。シロメバルが集まる桟橋

（写真２）のすぐそばには昨年春に舞根森里海研究所が開設されていますので、シロメバルの生態

研究には格好の条件を備えています。このメバルにまつわる話題に関わる 3 名はいずれも舞鶴水産

学科（今では舞鶴水産実験所）の関係者です。この研究所をベースにした新たな研究の展開が期待

されます。 

 

写真２ 舞根森里海研究所前の桟橋でタモ網採集に興じる子供たち  
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2章 ウソをつく国家・マスコミ・学校 

 

 昭和 20 年（1945 年）の夏休みを自宅（編注：疎開先）で過ごしていた私たちは、8 月 15 日の正

午頃に天皇陛下の玉音放送があると知らされ、前年の秋に疎開してきた母たちを含む大勢のおとな

たちと共に、旧式ラジオの前に正座して放送を待ちました。やがてピーピーという雑音と共に「朕

思うに」で始まる玉音が流れましたが、内容は全くわかりません。同席していたおとなたちも同様

だったらしく、「これからもがんばって戦えと仰せになったんだよ」と言いつつ興奮している様子

でしたが、間もなく、どこからか「日本はアメリカに負けたんだ」という悲痛な真実を告げる声が

届いて、大騒ぎになりました。 

 その頃まで一般の国民は、戦況が非常に厳しくなっていることを知りつつも、「必ず神風が吹い

て敵の軍艦を全部沈めてしまうから大丈夫」などと楽観していたようです。しかし「神風」とは 700

年ほど昔に我が国の九州沿岸へ侵攻した蒙古の軍船を沈めた台風のことです。それ以来、国内の武

士も平民も、日本は神に守られる国つまり神国である、と信じるようになったのではないかと思わ

れますが、明治維新後にも、日中戦争や日露戦争で、日本とは比較にならないほどの大国である中

国やロシアを敗った、という事実が神国意識に拍車をかけたような気がします。 

 全国民が期待していた神風の襲来もなく、そして陸軍と海軍の幹部が苦しまぎれに考え出した「神

風特別攻撃隊」は、期待されたほどの戦果を挙げることもなく、1 万に近い若年兵士を犠牲にする

だけとなりました。また当時は知られないままとなっていたのですが、1945 年の 4 月に米軍は約

55 万人の兵士を沖縄に上陸させたために、6 月末近くの戦闘終結までの間に日本兵と島民のそれぞ

れ約 10 万人が犠牲になっていたのです。 

 政府や日本軍の幹部は、「この戦は百年戦争だから、君たちも将来立派な兵士になって敵国を敗

れ」と言い続けていたのですが、戦は 4 年足らずで終わってしまったのです。おとなたちは「鬼畜

のような米兵が沢山やってくるから、若い女たちは顔に炭などを塗って男の服を着ないとあぶない」

と騒いでいましたが、その意味もよくわからなかった私は、家から 1 キロメートルほど離れた利根

川の岸辺へ出かけ、強い日光を浴びた夏草で緑色に染められた堤防の上を歩きながら、「国破れて

山河あり」などと漢詩の一部を思い出したりして、青く輝く清流を眺め続けました。この川を泳い

で渡るなどという遊びはできなくなるかも、という不安が私の心を襲ったためかもしれませんが、

実際には大勢の米兵が木下（きおろし：千葉県印西市あたりの旧地名）という田舎町まで訪れるこ

とはなく、私の心配もおとなたちの心配も杞憂に終わりました。 

 母国の敗戦という大事件の起きた夏休みが終わり、9 月に登校すると、校内の様子は一変してい

ました。そして先生たちの話は「私たちの国はアメリカやイギリスに負けた」で始まり、「鬼畜米

英はウソで、アメリカ人やイギリス人はやさしい人たちです」と続きました。しかし「私たちはウ

ソを教えていました」と先生が謝ったという記憶は残っていません。そして何よりも衝撃的だった

のは、国語や修身などの教科書の指定された場所を墨で塗りつぶすように命じられたことです。 

8.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（3）横濱康継 
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 いのちがけで敵陣に攻め込む日本兵の話など、これまで心から信じていたところを筆で真っ黒に

してしまう作業は、その軍人さんたちに申し訳なく、泣く思いで塗りつぶしました。しかし塗りつ

ぶした部分の多くは、ウソや誇張された話だったこともわかったため、10 歳に達したばかりの幼い

少年でも、国や学校が重大なウソをつき続けてきた、ということを納得するほかありませんでした。 

 敗戦前のラジオ放送は、日本の陸海軍が海外の各地で大きな戦果を挙げたことを知らせ続けまし

たが、それらはほとんど誇張やウソでした。10 歳の私には新聞記事を読解する能力が具わっていな

かったのですが、東京に本社を置く大新聞の戦況報告記事も、ほとんどが誤報や誇張だったという

ことを、やがて理解できるようになりました。国や学校そしてラジオや新聞までが大きなウソをつ

き続けたということを、私たちは小学校の卒業前に知ったのですが、これはその後の私の人生に大

きな影響を与えることになりました。（つづく） 

 

 

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 

 ここ数日、上空をヘリコプターが行き交う音が響いています。隣の県で起きた大水害は、まだ収束していません。

堤防の裂け目から濁流が押し寄せる映像を見て、改めて、東北の海岸に建ち並びつつある巨大な防潮堤のこと

が心配になりました。安心して逃げ遅れてしまう人が出ないでしょうか。壊れて被害をかえって拡大しないでしょ

うか。気候変動で自然災害が大規模化している今、海の水も川の水も、高さだけでは防御し切れないように思え

ます。「建造物などの『ハード』に頼らず、避難訓練など『ソフト』の強化を」と聞いたことがありますが、まさに今回、

関東平野の低地の住民として、いざという時どうやって子どもを守ろうかと真剣に考えさせられました。（ちよ） 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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 日本のありようが変わろうとしている。二度と戦争をしないと誓った憲法を無視した戦争法案が今日明日にも国

会を通過しそうだ。圧倒的な反対の世論を押しのけて。この法案に賛成するという人の意見は、中国や北朝鮮

の侵略に備えるには必要だというものだ。でもこれまで日本を守ってきたのは、憲法九条の存在だった。戦争を

しないことを誓った国は侵略されない。永世中立をうたったスイス、軍を持たないと決めたコスタリカ、これらの国

を侵略することは、世界が許さないからだ。九条がなくなれば抑止力はなくなる。憲法は武力によって国際紛争

の解決はしないと書いてある。それが明治以来侵略を続けた日本の反省である。それを止めたら、日本は侵略

の対象となる。日本は心の貧しい国になろうとしている。（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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