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「今月の海の生きもの」

タカノハヅタ

Caulerpa sertularioides

海ぶどうと言う名前でよく知られるようになったイワヅタ科に属する緑藻だが、この種は食用にはなっ
ていない。直径 1～2mm の地下茎から羽状の葉状部を出す。岩の表面に地下茎から出ている根状の付着器
で定着
してい
るが、
海草藻
場のよ
うな砂
泥底に
も砂や
小石な
どに付
着して
生育す
ること
も多い。
南西諸島以南の熱帯太平洋・大西洋に広く分布しているが、各地で違った品種が知られている。色が鮮
やかな緑色をしており、形も美しいので、熱帯魚の水槽などに好んで植えられ、観賞される。
（フィリピン国ミンダナオ島マリタにて 中郡翔太郎氏 撮影）
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●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
②
③

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）
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
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。
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。
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【活動予定】
●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
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と思います。

１０月２２日（木）～２６日（月）

２０１５年

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

●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
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●2016 年 1 月 23 日（土） 東京で市民調査に関するシンポ開催予定

総会も

海の生き物を守る会では、2016 年 1 月 30 日（土）の午後に東京都内で、「市民調査に関するシ
ンポジウム」を開催する予定で準備を進めています。市民調査について関心のある方、市民調査を
実施している団体は、ぜひともご参加いただけますようご案内します。同日、海の生き物を守る会
の総会も開催予定です。会場その他詳細は未定です。

2．ウミウシ 切手コレクション （12）

立川賢一
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【東北】
●青森県がクロマグロの操業自粛要請
青森県は、太平洋側の延縄漁に対して、9 月 25 日、小型クロマグロの「青森県操業自粛要請」を発令
した。県の警報としては最上位にあたる要請である。青森県の太平洋側では延縄を用いたクロマグロ漁
が行われているが、近年のクロマグロの資源減少により、資源管理を目的として 30kg 未満の小型クロマ
グロの漁獲規制を行っており、今年度（来年 6 月まで）の漁獲上限を 3.8 トンとしている。9 月 15 日ま
でに 7 トンの漁獲（速報値）があったために、県は関係漁協に最大限の操業自粛を要請したもの。

●福島第一原発の遮水壁

海側鋼管打ち込みが完了

東京電力福島第一原発からの汚染地下水の海への流出を防ぐ目的で作られている遮水壁のうち、海側
の鋼管打ち込み作業が完了したと東電が発表した。今後、モルタルを入れて 10 月末に完成させる予定。
鋼管の打ち込みは、完成させると地下水が行き場を失って溢れる可能性があったため、一部を未完にし
て地下水を海へ流していたが、建屋周辺のサブドレイン（井戸）から汚染した地下水を汲み上げて浄化
したあと海へ放出する計画が地元漁協や自治体から了解が得られて実施され始めたことから、海側の遮
水壁を完成させることになったと言う。ということは、これまで汚染地下水をわざと海へ流していたと
言うことではないか。日本の太平洋側の海の放射能汚染は、かなり深刻になっていると思われる。「コ
ントロール下にある」という嘘は、誰の目にも明らかである。

【中部】
●和歌山県みなべー串本海岸が国立公園に編入
和歌山県のみなべ町から串本町の海岸域が、吉野熊野国立公園に編入された。既に指定されている区
域を含めて、この海岸域が「海域公園地区」に指定された。新たに国立公園に編入されたのは、
「田辺南
部白浜海岸」と「熊野枯木灘海岸」の二つの県立自然公園とその周辺海域で、合計 12,800 ㏊。

【四国】
●瀬戸内法改正案が成立
9 月 25 日、会期末の衆議院本会議で、瀬戸内海環境保全特別措置法の改正案が可決され、成立した。
水質保全と藻場・干潟の再生など生物多様性を確保する取り組みを推進するとされている。これまでと
異なる点は、漂流しているゴミや海底ゴミの除去や、貧酸素水塊の発生メカニズムの解明に取り組むこ
となどが追加され、関係府県知事が地域計画を定める時に、湾や灘ごとに協議会を設置して広く住民の
意見を求めるとしたことが挙げられる。前国会で自公が提出した改正案は、栄養塩負荷量の規制を見直
すことなどといった内容が含まれていたため、
「うみひるも」でも取り上げて批判したように、環境保護
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団体からの批判を民主党などが取り上げ、自公と協議を進めて、問題点を削除し、与野党超党派で議員
提案とした。マスコミなどは自公案の説明と同じ「ノリの不作や漁業の不振は海がきれいになりすぎた
ため」と、相変わらずの言説を垂れ流しているが、改正法では、この理由は否定されている。マスコミ
は不勉強に過ぎる。もっと勉強して報道すべきだ。

【沖縄】
●辺野古埋立承認取り消しへ

翁長知事「聴聞」で国に譲歩

国は「聴聞」も拒否

翁長沖縄県知事は、辺野古に米軍基地を建設する予定の日本政府に対して、一昨年末に仲井真前知事
が辺野古沖の海面埋立に許可を与えたことに行政的に瑕疵があるとした第三者委員会の結論を受けて、
埋立許可取り消し手続きに入った。沖縄防衛局に「意見聴取」を沖縄県規則に基づいて行うことを伝え
た。これに対して、防衛省は「行政手続法に定める聴聞手続きが実施されるべきと指摘している。県が
行う意見聴取には応じない」と述べた。沖縄県は、沖縄防衛局は行政庁である以上、行政手続法で国を
対象から除外している「聴聞」は適用されないとしている。ところが、国は「防衛局は国の機関だが、
埋立許可の手続を取るに当たっては一事業者（私人）だ」と、ほとんどばかげた主張をしている。これ
は、県が免許取り消しを行った場合に、行政不服審査法で管轄省庁の国交省に審査請求をするためで、
同法では、私人でなければ審査請求ができないためである。しかし、沖縄県は国の主張を入れ、10 月 7
日に「聴聞」の手続を行うと譲歩した。なぜなのだろうか。辺野古に米軍の基地を作るための埋め立て
申請が私人であるなど、あり得ないのではないか。ところが沖縄県の譲歩に対して、日本政府は「聴聞」
も拒否した。安倍政権の立憲主義、立法主義を貶める姿勢は、安保法成立と同様、どこまでもやりたい
放題だ。国は正面から沖縄県の民意に挑戦する姿勢を見せている。翁長知事は、早ければ今日にも埋立
許可を取り消すことになる。

『うみひるも』に投稿してみませんか？
メールアドレス

hirumo@live.jp

編集部へのお手紙も大歓迎です。

または便利な下記フォームへどうぞ。

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

7

【北海道】
◆水鳥観察館開館 20 周年記念講演
2015 年度環境講演会「別寒辺牛川・ホマカイ川流域の水環境を考える」
一大酪農地帯である標茶町、厚岸町北部から森林、湿原、日本有数の漁場である厚岸湖、厚岸湾、太
平洋へと注ぐ別寒辺牛川・ホマカイ川流域の水環境についてを主なテーマとする。
日時：2015 年 10 月 10 日（土）13:00～15:45
会場：本の森 厚岸情報館 2 階（北海道厚岸郡厚岸町宮園 1-1）
主催：別寒辺牛川・ホマカイ川流域環境保全協議会
（構成団体：厚岸町、標茶町、厚岸漁業協同組合、釧路太田農業協同組合、標茶町農業協同組合）
共催：厚岸町環境教育推進委員会、厚岸地域マリンビジョン協議会
問い合わせ先：事務局（厚岸町役場環境政策課）TEL：0153－52－3131 内線：252～254
プログラム
１) 司会開会 事務局長（厚岸町環境政策課長）
２) 開会挨拶：会長（厚岸町長）
３) 発表講演（各 15 分）
①

厚岸翔洋高等学校 生徒発表「ひょうたん沼のトゲウオについて(仮)」

②

標茶高等学校 生徒発表「釧路湿原と標茶町(仮)」

③

澤井祐紀（産業技術総合研究所活断層・火山研究部門主任研究員）「むかしむかしの別寒辺牛湿原」

④

仲岡雅裕（北海道大学北方圏フィールド科学センター水圏ステーション厚岸臨海実験所所長）
「厚岸湖・湾におけるアマモ場の役割」

＊質疑応答 ＊休憩時間
⑤

長尾誠也（金沢大学環日本海域環境研究センター教授）「別寒辺牛川の水の色の秘密」

⑥

波多野隆介（北海道大学農学研究院教授）「食料生産・消費と水環境の関わり」

⑦

向井 宏（北海道大学名誉教授）「湿原・河口域の生物多様性と環境の変化の影響」

＊質疑応答
４) 閉会挨拶

【関東】
◆「沖縄・辺野古～ジュゴンの海」～牧志治写真展
新基地建設に揺れる辺野古・大浦湾の豊かな自然と、海を守る闘いの記録です。翁長沖縄県知事が「埋
立て承認」取り消しを表明。守るべきものは何か?ご覧になってください。
＊牧志治さんプロフィール：写真家。辺野古抗議船の船長で、ヘリ基地反対協ダイビングチーム代表。
1950 年沖縄県コザに生まれ育つ。
日時：10 月 11 日（日）11:00～18:00、12 日（休）10:00～18:00
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場所：大田区池上会館展示ホール（東京都大田区池上 1-32-8）東急池上線池上駅下車徒歩約 7 分
入場料：無料
主催：レイバーネット
共催：ジュゴン保護キャンペーンセンター、全交南部実行委員会
連絡先：090-4960-4247（事務局）

◆日本甲殻類学会サテライトシンポジウム

「フジツボ類（蔓脚亜綱）の生物学」

全国のフジツボファンの皆様、お待たせしました。ぜひこの機会に、フジツボ類について熱く語り合
いましょう！ どなたでも参加できます。ふるってご参加ください。
日時：2015 年 10 月 12 日

9:30～17:15

場所：東京海洋大学品川キャンパス・楽水会館
参加費：サテライトシンポジウムのみは無料
プログラム
9:45-10:00 開会挨拶：山口 幸(神奈川大学)


午前の部
1) 10:00-10:30 澤田 紘太(総合研究大学院大学)：フジツボの矮雄から探る性システムの進化
2) 10:30-11:00 林 亮太(東京大学）：カメフジツボの矮雄と移動能力の進化
3) 11:15-11:45 吉田 隆太(琉球大学)：
ライデン自然史博物館（ナチュラリス）から辿るフクロムシの分類と現状
9

4) 11:45-12:15 小林 桃子(秋田県立大学)：
寄生性フジツボ（ウンモンフクロムシ）のトランスクリプトーム解析
12:15-13:15 昼食


ポスターセッション 13:15-14:15 ポスター発表



午後の部
5) 14:15-14:45 Benny K. K. Chan (Academia Sinica)：Molecular biogeography and host specificity
of coral associated barnacles (Cirripedia: Pyrgomatidae) in the Indo-Pacific waters
6) 14:45-15:15 松村 清隆(東京バイオテクノロジー専門学校)：
フジツボ群居を成立させる着生誘起シグナル
7) 15:30-16:00 森 敬介(国立水俣病総合研究センター)：
クロフジツボの生態－20 年間の長期追跡調査の結果を基にして－
8) 16:00-16:30 野方 靖行 (電力中央研究所)：汚損生物としてのフジツボ
9) 16:30-17:00 Chien Wen Liu & Benny K. K. Chan (Academia Sinica)：Larval development and
settlement pattern of coral associated barnacles, Berndtia spp. (Acrothoracica) and Darwiniella
angularis (Thoracica)

17:00-17:15 総合討論・閉会挨拶：遊佐 陽一 (奈良女子大学)
世話人：山口 幸 (神奈川大学), 吉田 隆太 (琉球大学), 遊佐 陽一 (奈良女子大学)
問い合わせ先：（山口）sachi@kanagawa-u.ac.jp

◆2015 年度海藻おしば協会・指導者養成講座

第２回勉強会（レクチュア編）

今回のレクチュア編には海岸での漂着海藻採集ならびにおしばづくりの予定はありません。当日は、
海洋大学生も参加されるよう、声をかけていますのでご了承ください。
日時：2015 年 12 月 6 日（日）10:00～16:00 頃
場所：東京海洋大学品川キャンパス 2 号館 1Ｆ

（9:30 受付）
100Ｂ教室（東京都港区港南 4-5-7）

参加費：3500 円（但し、昼食代、会場までの交通費除く）
プログラム（予定）
・特別講座：北山 大樹氏（国立科学博物館／植物研究部菌類・藻類研究グループ研究主幹）
「海藻（仮）」
・野田会長による海藻おしば教室でのレクチュア指導のポイント

＊質疑応答

・認定講師による活動事例紹介
高山認定講師による大磯町郷土資料館での「海藻展」の準備と海藻の水中生態写真紹介
・2016 年潮汐表配布と説明（朝尾実技認定講師）
・意見交換・事務局からのお知らせ・記念写真・後片付け
※希望者があった場合「実技＆認定講師資格審査」を行います。
★参加申込書送り先：海藻おしば協会事務局

107-0052 東京都港区赤坂 3-21-5 三銀ビル 403

（株）オズクリエイティブ内 尾澤征昭 TEL:03-5571-5891 FAX:03-5571-5892 oz038@tky3.3web.ne.jp

【九州】
◆辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会第 2 回総会
いま日本は、戦争法案の強行採決で、怒りのるつぼと化しています。また沖縄では翁長知事が、9 月下
旬の国連での新基地建設反対の演説を前に、埋め立て承認の取り消し手続きを始めました。このような
情勢の中、走りながら 5 月 31 日に結成した｢辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会｣も、その後加盟団体が
増えてきました。つきまして、未決定になっております役員体制の正式な決定や、各団体の交流などを
おこない、各地の力を一つに束ね、全国に大きなうねりを作り出したいと思っています。今回はとくに、
基地問題の専門家でピースデポの元代表・湯浅一郎氏、沖縄や奄美や小豆島の海底で潜水調査されたば
かりの向井宏先生に、採石現場海底で何が起きているかについて語っていただきます。ぜひ、ふるって
ご参加ください。
日時：2015 年 10 月 3 日(土)15:00～18:00
場所：長崎県教育文化会館 長崎市筑後町 2-1（長崎駅前）TEL:095-822-5195
プログラム
≪1 部≫ 総会
・経過報告

15:00～16:30
・各地の自己紹介

≪2 部≫ 報告並びにミニ講演会

・今後の具体的な行動について（署名国会提出他）
17:00～18:30

・「辺野古土砂搬出反対全国協議会からの報告」20 分:会発足の経緯と各地からの報告・質疑
・「沖縄の米軍基地をめぐる情勢について」30 分:湯浅一郎（ピースデポ元代表・環瀬戸内海会議副代表）
・「辺野古・奄美・小豆島の海底から見えてくるもの」30 分:向井宏（北海道大学名誉教授・海洋生態学）
・沖縄からのメッセージ
≪交流会≫19:00～21:00 場所は未定
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ウミギクの貝殻に穿孔あり
2015 年はまだ 8 月というのに台風が例年の倍も既に発生しているとのことで、京都大学
瀬戸臨海実験所の前浜でも波がひっきりなしに高く、スキンダイビングなどがめったにでき
ない。しかも雨の日も長く強く降り続く異例の年である。台風や風水害の被害は幸いそれほ
どはなかったが、悪いことばかりが続くものでもない。というのも、打上物が豊作で、その
一つがウミギク。思いがけず大量のウミギクの貝殻が北浜で収集できた。
7 月と 8 月の 1 回ずつ台風時に、1 日あたり 1 回の 400m の長さの浜の往復で 100 個以上
もの左殻が拾えた。その日の後は半減し、また日が経つと半減とどんどん減少した。付着側
の右殻も予想外にたくさんあって、1 回で 30 個もあった。積りつもった砂浜の砂利などと
いっしょに埋もれていた貝殻が、風波で掘り起こされ、打ち上げられたのだろう。
合計 2 週間あまりの連続サンプリングで、計 577 個もの左殻が拾えた。普段なら 1 回の
収集で数個もとれないので、2 週間で 50 個前後のはずだったのに、台風のおかげで 10 倍も
の数が集められたのである。1cm きざみの便宜的に分けたクラス別では、殻長が 5.5-6.4cm
のものが一番多く打ち上がっており、全体の 28％だった。次に多いのがその前後のクラス
であり、これら 3 クラスをあわせると 43％になる。
この色々なサイズの貝殻をみると、丸い穴が開けられているものがあった。しかし、その
数はごく少なく、わずか 14 個の貝殻だけであった。13 個はただ一つの穿孔で、1 個が 2 つ
の穿孔だった。恐らくアクキガイ類などが小型個体を襲い、中の軟体部を食害した結果であ
ろう。ウミギクが食害を免れ、
よく成長し、殻長が 7.5cm 以
上になると、殻も厚くなって、
もう食害は受けない。なお付着
側の右殻には穿孔はいっさい
なかった。
写真

穴開きのウミギクの左殻

（左：一つ穿孔；右：二つ穿孔）

11

6. 有明海と三陸の水辺から（19） 田中 克
森は海の恋人のふるさとを訪ねて
大学の文系学部（文系学問）は、社会の“役に立たない”との文部科学省の方針によって、いま
非常に厳しい状況に立たされています。まさにこの国の“貧困化”を象徴するような憂慮すべき事
態の進行です。筆者も 1990 年代に、教養教育課程の改変を経験しました。京都大学においても、そ
れまでの大学 1，2 年次の教養教育課程を中心的に担っていた教養部が廃止され、それに代わる総合
人間学部が生まれました。
教養課程の廃止によって生じた諸問題を克服するために、その後、新入生向け少人数セミナー（略
称ポケゼミ）が導入されました。入学直後の希望に燃え、勉学の意欲に満ちた新入生 5～10 名前後
を対象に、経験豊かな全学の多様な分野の先生が、フェイス to フェイス的に講義を行うものです。
フィールド科学教育研究センターは、毎年全学で提供される 150 科目前後の 1 割の講義を担うこと
を目標に、現場実習主体のポケゼミに積極的に取り組みました。その中のひとつが、フィールド研
社会連携教授を務めていただいている畠山重篤さんの全面的協力を得て、「森は海の恋人のふるさ
とを訪ねて」と題するポケゼミでした。2005 年に始まったこのポケゼミは、東日本大震災の 2011
年も休止することなく継続され、毎年夏に気仙沼市とその上流の岩手県一関市室根町（写真１）を
舞台に行われています。

写真１ 気仙沼湾に流入する
大川の源流域の矢越山から
大川流域をのぞむ

12

第 1 回目のポケゼミには、教育学部、農学部、総合人間学部、工学部等の学生 6 名が参加しまし
た。実習内容は、森は海の恋人運動発祥の地である舞根湾内外の砂浜海岸・藻場などの生き物の採
集・観察、森の恵みである植物プランクトンの採集（写真２）と観察、気仙沼湾のカキ・ホタテガ
イ・ワカメなどの養殖を支える大川流域の観察、大川上流の室根山での植樹活動現場での樹木観察
などが行われました。これらの自然観察と共に、気仙沼の漁業のルーツに深くかかわる 1300 年の歴
史を持つ室根神社の見学、“森は海の恋人”誕生にまつわる気仙沼の文化的背景、植樹祭を巡る森
の人々と海の人々の深いつながりなど、森から海までの多様な自然的・文化的・社会的つながりを
体感する実習でした。
このポケゼミを受講生にさらに印象付ける体験は、最後の夜のアナゴ釣りでした。舞根湾口部の
カキ養殖筏の下に生息するマアナゴを、短冊状のイカの切り身を餌に手で釣りあげるものでした。
最近は子供のころに釣りを体験した学生は少なく、6 名全員が初体験でした。釣果は 20 数尾と充分
なものでしたが、学生で次々と釣り上げたのは紅一点の教育学部の学生さんのみでした。翌日の昼
にはそれらをさばき、白焼きにして森の恵みを実感しました。6 名のうち 3 名は今も折に触れて連
絡を取り合い、震災後には誘い合って気仙沼にでかけるなど、学生間の深いつながりを築く存在で
もあります。筆者は、この少人数セミナーの効果や問題点を浮き彫りにするために、全学の受講生
を対象に卒業前にアンケート調査を行い、その取りまとめの役目を担いました。その中で最も印象
に残った点は、少人数セミナーを通じて世界観が大きく変わったと答えた受講生が多数いたことで
した。文部科学省のお役人にこそこのようなポケゼミを受講してもらいたいものです。
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写真２ 森の恵みである植物プランクトンの
採集を実演する畠山さん（松永智子さん撮影）

7.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（4）横濱康継
3 章 敗戦後の生活
東京から 50 キロメートルほど離れた農村地帯の木下（きおろし）町周辺にも、小さな軍事施設がい
くつかありました。私の家のすぐ近くにある木造の小さな公民館は、いつの間にか陸軍の兵舎に変
わり、里山の奥の広大な農地は軍用飛行場になっていましたが、敗戦と同時にそれらは廃墟となり、
規律正しくて、勇ましそうだった兵士は、階級章などをはずして汚れた作業衣のようになった古い
軍服を着て、次々と郷里へ帰って行きました。敵国の軍隊と戦ったことのない兵士がほとんどだっ
たはずですが、自分たちが所属した日本軍が完敗し、母国の大日本帝国がアメリカやイギリスなど
の連合国に無条件降伏をしたという現実は、彼らに大きなショックを与えたにちがいありません。
軍用飛行場は木下国民学校から 4～5 キロメートル離れた高台にあったのですが、そこまで私たち
は行進して、敷地内の草取りなどの勤労奉仕をしました。この飛行場の周辺はサツマイモ・落花生・
西瓜などを栽培するだけの寒村地帯だったのですが、敗戦後 60 年以上を経た現在は、町村合併によ
って巨大化した印西市の中心地として、首都圏のベッドタウンと化し、そして都内所在の巨大商社
などからの情報基地の移転などによって、かつての弥生時代そのままの風景は完全に失われてしま
いました。
このベッドタウンには巨大な高層マンションが林立しています。ここに住むサラリーマンは、新
設された鉄道を利用して東京へ通勤するのですが、彼らの多くは私の息子の世代に属し、周辺の近
代的な小学校・中学校・高校に通う子どもたちは私の孫の世代です。巨大な首都圏に建ち並ぶビル
の中で、農林水産業という一次産業とは全く関係無いような業務に費やした労力の代償として得た
給料を住居費や食費にあて、子どもたちも私が子どもだった頃とは比べものにならないほどの豊か
な生活を送っています。しかしその豊かさは、必ずしも彼らの将来を幸せにするとは限らないよう
に思えます。そして私のような質（へそ曲り）の数少ない生物学者には、近未来における人類絶滅
を招く末恐ろしい原動力となるように思えてしまいます。
大日本帝国は 1941 年 12 月 8 日の太平洋戦争突入以前から、中国への大規模な侵略戦争を開始し、
大勢の青年層男子を兵士として中国へ送り込んでいました。招集と呼ばれた制度ですが、太平洋戦
争の開始後は招集される人の数が大幅に増え、その年齢層も若年方向と高年方向へと広がり、農村
は力強い男性という働き手を奪われて、米の生産量も年々減るようになったのです。そのため主婦
や年老いた女性も積極的に農作業に従事しなければならなくなり、私たちのような幼い国民学校生
までが、農家の手伝いをするようになったというわけです。3 年生になったばかりの私たちが、学
校の農園で農作業の実習を受けたのも、そのような目的のためだったと言えますが、私たちが生産
した米や野菜の大部分は、地元に駐在する兵士たちの食糧になったような気もします。
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木下町でも友人の兄やお父さんが国からの招集令状を受け、兵士として出征するという出来事が
月に何度もありました。その度ごとに、出征兵士の近所の住人や知人は、「出征祝い」のために、
近くのお宮（八幡神宮など）に集まり、新しい軍服に戦勝を願うたすきをかけた勇ましい姿の新兵
さんをはげまし、そして駅へ向かって去る姿を、全員が日の丸の小旗を振りながら見送り、「勝っ
てくるぞと勇ましく」で始まる軍歌や、国歌の「君が代」を唄うのです。これがテレビドラマにも
よく登場する出征風景ですが、見送る人たちの中に、こっそり涙を流している女性を私は見ました。
出征兵士の夫人あるいはお母さんや娘さんと思われる人たちですが、出征して 1 年前後で戦死する
ことが多いという状況下で、息子や夫あるいは兄や父を国の命令で戦地へ送り出すことがどれほど
辛いか、小児だった私にも痛いほど理解できました。私の知る限りでも、父の弟や従弟そして母の
弟など 4 人が招集令状を受けて出征しましたが、戦死せずに帰国できたのは 2 人だけでした。その
1 人である母の弟は、東南アジアの小島で長い間十分な食物も無い状態で戦ったため、ひどい栄養
失調の状態で帰国したのです。しばらく私たちの家に同居していたその叔父さんが、夜中に起きて、
こっそり食物を探したりする様子から、戦地でどれほど辛い生活を強いられたか想像させられまし
た。
1931 年に始まった満州事変から 1945 年の太平洋戦争終結までの間に、兵士や軍関係者だけでも
約 230 万人が戦没したそうです。そしてその何倍もの人たちが遺族として、深い悲しみに沈むこと
になったのですが、広島や長崎そして東京などを襲った無差別爆撃、あるいは悲惨な沖縄戦などで
死亡した民間人は約 80 万人に達したそうです。
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10 歳になったばかりの 4 年生として、夏休みに敗戦日を迎えた私は、相変わらず、その後の秋を
里山の雑木林で栗を拾ったり、翌年の春にはワラビ狩りやタケノコ採り、あるいは田植え後の水田
でのザリガニ釣りを楽しむという、縄文生活を続けました。しかし小児として得られるわずかな情
報や、粗末な映画館で見られるニュース映画などで、広島や長崎の悲惨な状況や、東京などの焼け
跡の駅に通ずる地下道などで靴みがきをして暮らす戦災孤児などの様子を知り、何とも言えない怒
りを覚えました。わずか 10 歳に達したばかりの少年にとっては早すぎる体験と言えますが、人類が
全地球規模で起こしてしまった巨大な過ちのすさまじさを知ったのです。そして人類とは如何なる
いきもので、何のために生きているのか、そしてイヌやネコあるいはサルなどといういきものと、
どのように違うのかと考えるようになりました。（つづく）

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
６６７３０２１

口座番号：１０６１０－

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

9．編集後記
日曜日（9/27）、全国日本学士会・舞根森里海研究所共催の 2015 年 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』」に参加して参りました。前号にご紹介したため、足をお運びくださった読者もいらっしゃった
かもしれません。同イベントをプロデュースなさった田中克先生の、「中秋の名月」に絡めた洒落たご挨拶で幕を
開け、多彩なジャンルの女性講師が次々と登壇されて……。魅了されるままに時間が過ぎました。いただいて帰
った最新の全国日本学士会会誌 No.153 は、7 月に開催された同シンポジウム京都版の特集号。その締めは、
向井先生による特別寄稿で、「海の生き物を守る会」に込めた先生の想いを改めて知ることができました。同誌
では、東京版についても次号で特集を組むそうです。参加がかなわなかった方、完成をお楽しみに！（ちよ）
今年もはや 4 分の 3 が過ぎてしまいました。年と共に時間が早くなっていきます。比較的暑さの夏が少なかった
ようで、身体には過酷な夏ではなかったと思いますが、自然災害は毎年頻度を増しているように思います。現在
地球規模で深刻さを増しているのは、「温暖化」と「生物多様性の減少」です。どちらも人類の生存に重要な影響
を持つ問題ですが、人々の関心は余り高くないようです。そして、温暖化を進め生物多様性を減少させる行為を
積み重ねているように思います。「炭鉱のカナリア」を演じているのが、クジラやマグロやウナギやシロクマなの
でしょう。それを、魚を食べない国の陰謀だなどと言って、絶滅に瀕している生き物を食べ続けるものが、日本に
は多いように思います。マグロもウナギも私の好物でしたが、今ではクジラはもとより、マグロもウナギも食べま
せん。自覚することが大事なのです。（宏）

16

海の生き物を守るためになにかしたい
というあなたに

会員募集中
ボランティアも大募集

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。
17
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