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「今月の海の生きもの」 シロガヤ  Aglaophenia whiteleggei  

刺胞動物門ヒドロ虫綱軟水母目ハネガヤ科に属する。ポリプ状の個体が多数集まり鳥の羽状の群体を形

成して、潮間帯下部から浅海の海底の岩や海藻の表面に付着する。カニの甲羅など他の生物の上にも着

くことがある。植物のような形態をしているが、れっきとした動物である。根にあたるヒドロ根を岩や

海藻の表面に張り巡らせ、そこから羽状の群体を直立させる。柄の部分は黒いが、羽状部分は白色のた

め水中でよく識別できる。楕円形の生殖体が群体の中央部分に形成され、群体の一部が籠状に生殖体を

包むように変形する。刺

胞は有毒物質を持ち、刺

されると極めて痛い。炎

症を起こすこともある。

海藻群落の付近を遊泳や

潜水すると、しばしば刺

されるので注意が必要だ。

刺された場合は、水でよ

く洗い抗ヒスタミンのス

テロイド軟膏を塗布する

と良い。本州の北部以南

琉球諸島までの各地の浅

い海に分布している。そ

の他にオーストラリアに

も分布する。 

（千葉県天津小湊にて  向井 宏撮影） 
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【活動予定】 

●奄美大島で砂浜・サンゴのワークショップ 調査と講演会 

 海の生き物を守る会では、2015 年 12 月 18 日

（金）～19 日（土）に、奄美大島の砂浜海岸の消

失と採石場のサンゴ礁への影響についてのワーク

ショップを、自然と文化を守る奄美会議との共催

で行います。ワークショップは、18 日に砂浜海岸

の視察とサンゴ礁の潜水調査を行い、19 日午後に

奄美市中央公民館で講演会を行います。 

 ワークショップの詳細は以下の通りです。 

ワークショップ 

「奄美の海の危機 

 ～砂浜の消滅・サンゴ礁の崩壊～」 
 

主催：海の生き物を守る会 

共催：自然と文化を守る奄美会議 

※このワークショップは、コンサベーション・アライアンス・ジャパ

ンと高木仁三郎市民科学基金から助成金をいただいています 

 

2015 年 12 月 18 日（金）9:00~17:00 

奄美大島大浜海岸、手広海岸、嘉徳海岸などを視

察・市集落前の海域で潜水調査  
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2015 年 12 月 19日（土）13:30～17:00 

場所：名瀬中央公民館ホール（奄美市） 

定員：100人 

プログラム 

【砂浜の浸食と消失】 

「大浜・手広・嘉徳海岸の過去と現状」 奄美市大浜海岸：薗 博明（環境ネットワーク奄美） 

   龍郷・笠利町手広海岸：碇山勇生（手広海岸を守る会） 

   瀬戸内町嘉徳海岸：義 富弘（自然と文化を守る奄美会議） 

「奄美大島の砂浜の変動とその要因 ～なぜ砂浜は無くなるのか～」向井 宏（海の生き物を守る会） 

 

【サンゴ礁への影響】 

「奄美大島における採石事業とサンゴ礁への影響」安部真理子（日本自然保護協会） 

「陸域負荷からみたサンゴ礁の多様性保全」中野義勝（琉球大学瀬底臨海センター・沖縄サンゴ礁 

保全推進協議会） 

【奄美・沖縄世界自然遺産登録に向けて】 

「海辺の危機をどうみるか？ ～貴重な甲殻類と場の保全～」藤田喜久（沖縄県立芸術大学） 

終了後、交流会を予定 

●2016 年 1 月 23 日（土） 海の生き物を守る会総会 

               東京御徒町で市民調査に関するシンポ開催 

 海の生き物を守る会では、2016 年 1 月 23 日（土）の午後に東京都御徒町のモンベル御徒町店会

議室で、以下のような「市民調査に関するシンポジウム」を開催します。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。 

海の生き物を守る会主催「市民調査を考える ～保全政策に繋がる調査へ～」 

日時：2016 年 1 月 23 日（土）13:00～17:00 

場所：モンベル御徒町店会議室 

主催：海の生き物を守る会  後援：日本自然保護協会 

プログラム 

13:00～13:10 開会挨拶：向井 宏（海の生き物を守る会） 

13:10～15:10 市民調査の紹介と問題・改善の提起 

① 「砂浜調査におけるクラウドサービスの利用」 大久保奈弥（海の生き物を守る会） 

② 「瀬戸内海の海岸生物調査―継続性と広がりをどうつくるか？」 湯浅一郎（環瀬戸内海会議） 

③ 「親子で挑戦！市民参加型企画「自然しらべ」の成果と活用」 萩原正朗（日本自然保護協会） 

④  「”奇跡の海”を未来の子どもたちへ！～上関原発予定地の生態系解明と自然を生かした町作りを目指

して～」    高島美登里（上関の自然を守る会） 

⑤ 「リーフチェックの現状と課題～18 年目を迎えて～」 安部真理子（リーフチェック） 

⑥   「干潟生物市民調査法を用いた底生動物のモニタリング～干潟生物市民調査法の有効性と課題～」  

鈴木孝男（東北大）・WIJ 
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⑦  「三番瀬市民調査の会の歩みと活動」 伊藤昌尚（日本湿地ネットワーク） 

⑧ 「ウミガメ言語を理解する」 田中雄二（表浜ネットワーク）  

⑨ 「吉野川河口：”人と自然とのかかわり”を視点にした市民調査」井口利枝子（とくしま自然観察の会） 

15:20～16:50 ディスカッション：市民調査をいかに成功させるか？ 

       意見・提言・政策紹介などを含めて 

16:50～17:00 閉会挨拶：日本自然保護協会 

18:00～20:00 海の生き物を守る会総会（会場近くのレストラン or飲み屋を予定） 

 

【活動報告】 

●砂浜海岸生物調査の天神島研修会に 30 名参加 

 10 月 31 日（土）に神奈川県横須賀市佐島の天神島にある横須賀市立自然・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で、砂浜海岸生物調査の研修会が行われました。参加者は 30

名でした。指導は、山下博由さん（貝類多様性研究所）、大久保奈弥さん（東京経済大学）、向井 

宏（海の生き物を守る会）の 3 名。親子連れが多く、天候は今ひとつでしたが雨にも遭わず実施で

きました。調査した砂浜は全体でも 100m もない小さな砂浜ですが、打ち上げ生物の多様性が高く、

浜の前面には、岩礁もあり、横須賀市によって

保護区に設定されている海岸です。浜辺でお弁

当を広げて、楽しい砂浜調査ができました。子

どもたちがトキワウミウシの交尾個体を見つ

けたり、イソガニ類を追いかけたりと、久しぶ

りの海辺での遊びを堪能していたようです。ま

たこんな機会があればぜひ参加したいと多く

の参加者から感想があるなど、予想以上の成果

を上げられたと思います。施設を無料で貸して

いただいた横須賀市立自然・人文博物館には、

深くお礼申し上げます。また、このイベントに

補助をいただいた高木仁三郎市民科学基金に

も深謝いたします。 

 

左：参加者記念写真 

右：調査を楽しむ参加者たち 

下：子どもたちに指導する山下博由さん  
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【全国】 

●「入浜権」提唱の高崎さんが死去 

 高度成長期の日本で、工場などによって海岸が占有されていく中で、海岸への自由な立ち入りを求め

て「入浜権」を提唱し、「環境権」の先駆的な運動を担ってきた兵庫県高砂市の元高校教師の高崎裕士

さん（84 歳）が亡くなった。高橋さんの運動は公害反対や埋立反対運動など全国の活動に大きな影響を

及ぼし、のちの「環境権」の確立に大きく寄与した。 

【東北】 

●ナマコ密漁が増加 県漁連が規制強化を要望 

 青森県の陸奥湾は、北海道と並んでナマコの漁獲量の多い海域として知られる。しかし、近年ナマコ

の価格上昇に伴い、組織的な密漁が増加している。青森県漁連の会長らは、三村青森県知事に対して県

警や海上保安庁らと連携して密漁の取り締まり強化を訴える要望書を提出した。要望書によると、近年

の密漁は悪質巧妙で漁業経営に大きな被害をもたらしていると指摘し、国へ罰則を強化するよう働きか

けて欲しいとも述べている。県警では、10月にナマコ約 960kg（時価約 288万円）の密漁で、函館市の

暴力団組員ら 8 人を逮捕している。しかし、密漁の摘発は氷山の一角と言われ、ナマコの資源管理にも

悪影響を与えている。 

【近畿】 

●南あわじ市で海の環境を守るために漁師らが植樹 

 兵庫県淡路島の南あわじ市で、17 の漁協で作る「淡路水交会」の漁師らが、海の環境を守るために、

山の 2500 ㎡にウバメガシとヤマモモの約 600 本の苗木を植樹した。近くの小学生ら 30 人も協力した。

環境教育の意味があっただろうか。 

【九州】 

●長崎地裁が国の異議申し立てを却下 諫早開門差し止め仮処分 

 混迷を深めている諫早湾干拓事業の行く末だが、開門を認める高裁判決が確定している反面、長崎地

裁は、国の開門を認めない仮処分を決定し、開門した場合は国が罰金を支払うよう命じる判決を出して

いる。これに対して国は異議を申し立てていたが、今回の判決は、国の異議をほとんど認めず、開門を

差し止めることを再び確認する決定となった。この決定によって、国は開門してもしなくても罰金を支

払う義務を生じる事態は依然続くことになった。国は福岡高裁に即日控訴した。長崎地裁の決定は、国

が計画するうちのもっとも規模の小さい開門でも「農地に塩害、潮風害や農業用水の水源の一部喪失が

発生する怖れがある」と判断、国が「被害を回避できる」とした点は、「実効性に疑問がある」と退けた。

さらに開門しても「有明海や諫早湾の漁業が改善する可能性や改善の効果は高くない。解明の見込みは
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不明」として、研究者らの意見も採用しなかった。結果として農業者らの利益を優先する決定を行って

いる。その一方、漁業者らが国の小規模な開門に反対する差し止めの要求に対しては、「制限開門が漁業

被害をもたらす蓋然性は低い」として漁業者らの要求も退けた。長崎地裁の決定は、有明海全体の生態

系の変化を見ようとしない偏狭な立場を貫き、国の誤った施策で入植した農業者の一時的な利益を優先

するという誤りに基づくもので、ますます諫早湾干拓による有明海の環境破壊を解決しようという意図

がまったくない決定と言わざるを得ない。 

 新しく就任した森山裕農水相は、今月 3 日に諫早干拓地を訪問し、開門に反対している中村長崎県知

事や農業者らと意見を交換したが、「和解への道は険しい」「真摯に努力し良い形での解決を目指す」と

言うにとどまった。農水省がこれまでの間違いを認めて政策を修正しない限り、この問題は解決しない

し、有明海の再生はおぼつかない。 

 

●有明海でアマモの種の植え付け アマモ場再生の誤り 

 長崎県南島原市深江町の漁業者らが「深江ブループロジェクト活動組織」という団体を作り、アマモ

場の再生に取り組んでいるが、相変わらずアマモの種を植え付けるという方法を行っている。小学生も

巻き込んで、種子のシートを海底に張り巡らせる活動を行った。アマモ場は、水産上有用な魚類の生育

場になり、海の浄化作用も行うなど、アマモ場の重要性はよく知られているが、アマモ場の再生と称し

て、アマモの植え付けや種子の播種などが各地で行われている。アマモ場がなくなった場所では、水質

の汚濁などアマモ場が無くなる原因があり、その原因が解決されない限り、アマモの植え付けや藩種は、

意味を持たない。むしろ原因の解決への努力をないがしろにし、本当の解決から遠ざかる結果さえ生ん

でしまう。小学生などをアマモの植え付けに巻き込むのは、誤った環境教育になる。 

【沖縄】 

●沖縄県が辺野古埋立許可を取り消す 国は自作自演で知事の命令を無視 

 沖縄県名護市の辺野古に政府とアメリカ軍が新しく巨大な基地を建設しようとしていることに対して、

翁長県知事をはじめ、沖縄県民の大多数が基地建設に反対している。沖縄県知事は、2 年前に仲井真前知

事が政府との取引で埋立を承認したやり方に、瑕疵があるとして、埋立許可を取り消した。それに対し

て政府は、本来の趣旨と異なる行政不服審査を私人になりすまして同じ政府内の国交省に請求、国交相

はただちに沖縄防衛局の請求を認めた。この自作自演の辺野古埋立の強行には、沖縄県民のみならず多

くの国民が怒りを募らせている。さらに政府は、沖縄知事に対して取り消しを取りやめるよう勧告、県

知事がそれを拒否したら代執行の手続で沖縄県の行政を封じ込めようとしている。 

 沖縄県の埋立承認の取り消しに対して、政府はいっさい無視し、反対行動を排除するために警視庁の

機動隊を 150 人も送り込むなど、力によってねじ伏せようとしている。一方、辺野古沖のジュゴンの生

息地を守る運動を支援するために、国際自然保護団体の「グリーンピース」が自然保護運動船「虹の戦

士号」を沖縄に派遣した。政府は虹の戦士号の名護港への入港を認めず、海上保安庁の巡視船で監視を

続けている。しかし、虹の戦士号の乗組員 15 人は、カヌーに乗り込んで「Save the Dugong」の大きな

幕を掲げて、辺野古基地建設に反対の活動を行い、人々を励まし、交流した。 
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【関東】 

◆「サンゴ礁研究・温故知新：パラオ熱帯生物研究所の学際性に学ぶ」 

 1934年から約 9年間、当時日本の委任統治領であったパラオには、主に熱帯海洋生物の研究を目的と

したパラオ熱帯生物研究所が開設され、才能と熱意に満ちた若手研究者が派遣された。研究員たちは各々

多様なテーマをもって研究を進め、世界的にも高い評価を受けた。パラオ熱帯生物研究所は、まさに日

本サンゴ礁学会が目指すようなサンゴ礁および周辺の生態系を学際的に研究する施設であったともいえ

よう。本セッションでは、派遣研究員がそれぞれの研究分野の発展にどのように貢献したのかについて、

研究所設立の背景と併せて多分野の研究者にご発表いただき、日本サンゴ礁学会における学際性の今後

の発展について議論を深める。同時に、我々がサンゴ礁研究の歴史について語る際に不可欠なパラオ熱

帯生物研究所について、改めてしっかりと再評価するための情報・資料の収集と、その成果を確実に後

世に継承していくための維持・管理についても意見交換を行う。 

日時：2015年 11月 29日（日）11:00～12:30 

会場：慶應義塾大学三田キャンパス 南校舎 6階 466教室 

企画・連絡先：佐藤崇範（琉球大学国際沖縄研究所）satoh.takanori73@gmail.com 

プログラム 

（１）セッションの趣旨説明     佐藤崇範（琉球大学） 

（２）パラオ熱帯生物研究所研究員の「南洋」経験   坂野徹（日本大学） 

（３）内海冨士夫と時岡隆：パラオが日本の動物分類学に与えたもの 宮﨑勝己（京都大学） 

（４）羽根田彌太先生について     林公義（日本大学） 

 

◆【緊急シンポジウム】 救え! 沖縄・泡瀬干潟 

    ～辺野古埋立ての一方で進行するもうひとつの自然破壊～ 

 沖縄県民の意志を無視して強行される辺野古の海の埋立て。世界的にも貴重な大自然が破壊の危機に

直面しています。辺野古・大浦湾ばかりではありま せん。泡瀬干潟、大嶺海岸、浦添海岸など辺野古と

同様に生物多様性の宝庫である沖縄の海で不要不急な埋立て工事が進んでいます。国は奄美・琉球諸島

の世界自然遺産登録をめざしていますが、これら最も肝心な海域が対象区域から外されています。特に

泡瀬干潟の埋立事業は、民主党政権の公約反故や杜撰な環境アセスメントなど辺野古埋立てと様々な面

で同質性があります。辺野古埋立ての陰に隠れた泡瀬干潟埋立ての今を見つめ、干潟保全のための課題

を考えます。参加費無料、事前申し込み不要。 

ちらしはこちら http://www.nacsj.or.jp/katsudo/awase/2015/10/1129.html 

日時：2015年 11月 29日（日）13:30～16:30 

場所：中央区立環境情報センター研修室（東京都中央区京橋三丁目 1番 1号 東京スクエアガーデン 6階） 

       東京メトロ銀座線「京橋駅」3番出口直結 

※前回案内の際の台東区の施設から中央区の施設に会場変更しました。 

主催：ラムサール・ネットワーク日本、日本自然保護協会、泡瀬干潟を守る連絡会 

http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html
mailto:satoh.takanori73@gmail.com
http://www.nacsj.or.jp/katsudo/awase/2015/10/1129.html
http://www.nacsj.or.jp/katsudo/awase/2015/10/1129.html
http://www.ramnet-j.org/2015/10/information/2729.html
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協賛：ＷＷＦジャパン、日本野鳥の会、国連生物多様性の１０年日本委員会（UNDB-J）、海の生き物

を守る会、環境女子会、公共事業改革市民会議、基 地のない沖縄をめざす宗教者の集い、三番瀬を守る

署名ネットワーク、藤前干潟を守る会（順不同） 

主なプログラム 

 沖縄の自然の価値と世界遺産登録の可能性 

（筑波大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻教授。IUCN日本委員会会長・吉田正人） 

 危機に瀕する沖縄の海（日本自然保護協会・安部真理子） 

 泡瀬干潟をラムサール登録地に！（ラムサール・ネットワーク日本 共同代表・前川盛冶） 

 決議採択 「泡瀬干潟のラムサール条約登録を 2018 年のラムサール COP13で実現させる」 

問い合わせ： 日本自然保護協会 自然保護室 萩原・安部 03-3553-4103 

  ラムサール・ネットワーク日本 沖縄部会 awase0305@gmail.com 

※なお、翌日 11月 30日（月）には、環境省など関係機関へ要請行動を行います。 

【近畿】 

◆2015 年度 自然史学会連合講演会 

    自然史への招待 ～自然を見る目・自然を解き明かす心～ 

ちらしはこちら http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/app/details/index.asp?cd=2015110034 

 

開催日：2015 年 11月 22日（日） 

場所：三重県立総合博物館（三重県津市一身田上津部田 3060） 

主催：自然史学会連合・三重県立総合博物館 

【列車利用の場合】津駅（近鉄名古屋線，JR 紀勢本線，伊勢鉄道）西口から三重交通バス総合文

化センター行きに乗り「総合文化センター」下車すぐ，または夢が丘団地行きに乗り「総合文化

センター前」下車すぐ．バスの所要時間約 5 分．徒歩の場合は津駅西口から約 25分． 

【車利用の場合】駐車場約 1500 台（総合文化センターと共用．思いやり駐車場あり） 

・伊勢自動車道「津 IC」から約 10分・「芸濃 IC」から約 15分 

プログラム 

＜午前の部＞ 講演会「第一線の研究者が解き明かす自然史」 

対象：小学生以上（申し込み不要） 

定員：80名 

参加費：無料 

会場：三重県総合博物館３階レクチャールーム 

10:00～10:10 開会の挨拶 

10:10～10:40 謎の動物ヤムシ：後藤太一郎（三重大学） 

10:40～11:10 ハイスピードカメラがとらえた虫の動き～花をめぐる虫たちの科学～：川窪伸光（岐阜大学） 

11:30～12:00 深海生物のスーパースター～チョウチンアンコウよもやま話～：猿渡敏郎（東京大学） 

12:00～12:30 南海トラフ沿岸湖沼に記録された巨大津波記録を読む：岡村 眞（高知大学） 

12:30～12:35 閉会の挨拶  

mailto:awase0305@gmail.com
http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/app/details/index.asp?cd=2015110034
http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/app/details/index.asp?cd=2015110034
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＜午後の部＞ 体験教室「わたしの目で見る自然史」 

開催時間（13:30～16:30）の出入りは自由です． 

対象：どなたでも参加できます（申し込み不要）． 

参加費：無料 

会場：三重県総合博物館２階交流展示室 

出展者一覧 

・見え見え～三重の地形と地質（第四紀学会） 

・氷河期の森を「池ノ平湿原」の堆積物から得られた花粉から調べる（花粉学会） 

・サルを知り，農業被害を防ぐ：被害管理の取り組みとモニタリング（霊長類学会） 

・海藻おしば教室（藻類学会） 

・骨パズル ～ヒトとチンパンジーの骨格をくらべてみよう（人類学会） 

・体験，鱗粉転写（鱗翅学会） 

・海のいきものの変態のふしぎ（ベントス学会） 

・クモの世界を覗いてみよう（三重クモ談話会） 

・ただいま鈴鹿山脈の昆虫を調査中！（三重昆虫談話会） 

・みんなでつくろう！ミュージアムフィールドの実物昆虫図鑑（三重県総合博物館） 

 

◆「紀伊半島沿岸の海の生物の保全を考える」第 19 回紀伊半島研究会シンポジウム・ 

    第 15 回奈良女子大学共生科学研究センターシンポジウム 

日時：2015年 12月 5日（土）13:30～17:00 

会場：奈良女子大学文学部北棟 N101室 

主催：紀伊半島研究会・奈良女子大学共生科学研究センター 

問い合わせ先： 紀伊半島研究会事務局 office@kii-peninsula.sakura.ne.jp 

  奈良女子大学共生科学研究センターTel:0742-20-3687 Kyousei.nwu@gmail.com 

プログラム 

 開会の挨拶：和田恵次（紀伊半島研究会会長） 

 紀の川大堰に係る環境調査結果およびその評価：井川貴史（国土交通省和歌山河川国道事務所） 

 ウナギの資源動態：揖 善継(和歌山県立自然博物館） 

 紀伊水道における漁業資源の変遷と現状：原田慈雄・武田保幸（和歌山県水産試験場） 

 紀伊半島西岸の岩礁潮間帯における貝類群集の長期変化：石田惣（大阪市立自然史博物館）･大垣俊一 

 三重県の干潟生物の現況：木村妙子（三重大学生物資源学部） 

 閉会の挨拶：高田将志（奈良女子大学共生科学研究センター長） 

 

◆牧志 治さんのジュゴンの海の写真展「とわの海へ～辺野古・大浦湾」 

 辺野古・大浦湾はとても自然豊か、ジュゴンが棲んでいる命を育む母なる海です。今、その海が新基

地建設問題で揺れています。生きものたちの「僕たちの海を壊さないで……」という声が聴こえてきま

せんか？ 大浦湾の海で撮影を続けている牧志 治さんの写真を通して、辺野古の今を知ってほしい、そ

んな思いで 12 月に、大阪の豊中と吹田で、写真展を開催します（沖縄では開催中。【沖縄】欄参照）。

mailto:office@kii-peninsula.sakura.ne.jp
mailto:Kyousei.nwu@gmail.com
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素晴らしい海の写真をどうぞ観にきてください。DVD の上映（大浦湾の海の映像、ジュゴンの映像）、

ジュゴンの折り紙教室、メッセージ書きコーナーなど随時開催。ジュゴングッズの販売もします。 

日時：12月 6日（日）10:00～19:00 

会場：とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ（阪急宝塚線豊中駅下車すぐ エトレ豊中 5階） 

【沖縄】 

◆牧志 治 写真展「－辺野古・大浦湾－ 宝の海 とわに」 

日時：開催中 ～12月 27日（日） 

会場：不屈館（那覇市若狭 2－21－5） 
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『うみひるも』読者アンケート 

ご協力ありがとうございました！ 

11/15 までに 15 名の読者がご回答くださいました。 

ご感想・ご意見をいただき、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回ご参加いただけなかった方も、いつでもお気軽に 

下記「うみひるも編集部」までおたよりください。お待ちしております！ 

 

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 

短縮版 URL https://goo.gl/GjWIjL 

  

ご回答を拝見して（代表コメント） 

 アンケートに答えていただいた方々は、比較的熱心に「うみ

ひるも」を読んでいただいている方々だろうと推察します。そ

の上で、内容量と頻度は、ちょうど良いと思われる方が多かっ

たのは、私としてはうれしいです。一方で、いろいろな方と話

しをしているときに、中身をちゃんと読んでいないのではない

かと感じる人が少なからずいるのも確かです。アンケートでも

一部の人が、全部目を通す暇が無いと書かれていますが、アン

ケートを書いていない人を含めて、おそらく多くの人がそうな

んだろうと思います。忙しい現代で、関心がそれほど高くない

ことをいちいちすべて目を通してもらうことはとても期待でき

ないことはよく分かっていますが、それなりに努力して原稿を

書いて、ボランティアで編集していただいているので、やはり

目を通してもらうためにどうすれば良いか、これからも考えて

いきたいと思います。とりあえずは、これまでの頻度と内容量

を継続してみようと思っています。編集に瀬戸内さんに負うと

ころは大きいので、配信頻度が多いのは申し訳ないと思ってい

ます。編集を手伝ってみたいという人が現れるのをお待ちして

います。                     向井 宏 

mailto:hirumo@live.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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不動のオオウミシダ 

 ここのところもう何カ月もそこがよっぽど居心地がいいのか、不動の動物がいる。それは

オオウミシダである。まるで陸上のシダ植物のようだが、ウニやヒトデの仲間の棘皮動物で

ある。多数の黒い長い腕を伸ばし、懸濁物をからめ取って食べている。内臓を収容した本体

から生えている何本もの短い“アシ”で、基盤にしっかりとしがみついている。口と肛門は

“アシ”側とは反対に開いていて、棘皮動物では変わった構造となっている。 

 

 瀬戸漁港の岸壁にいる写真で紹介した個体を、じっくりと潜水して見たことはない。京都

大学白浜水族館に行くと、オオウミシダが周年飼育展示されており、その形状がよくわかる。

瀬戸漁港のこの個体は、少なくとも 2015 年の 7 月初旬から 10 月末日まで、ずっと定位置

から動かない。ただし、

腕は前方にまっすぐ揃

えて伸ばしたり、横に

開いたりはする。ほぼ

毎日 1 回の定点観察だ

が、1 日の内でいろん

な時間帯に調査してい

るので、いつも同じ位

置にいるのであろう。 

 このことはオオウミ

シダの他の複数個体で

も筆者は観察している。

たとえば、京都大学瀬

戸臨海実験所の北浜の

岩礁でのスキンダイビ

ング観察で確認できて

いる。岩礁にいた個体

たちも瀬戸漁港の個体

も、台風の激しい風波の影響をもろともせずに、定位置にずっと留まったので驚いた。よほ

どしっかりした付着方法なのだろう。写真の個体は、いったいいつまでそこにいるつもりな

のか、今後も毎日付き合うつもりである。  

写真： 白浜町瀬戸漁港の岸壁で不動のオオウミシダ 

                （2015年 10月下旬撮影） 
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有明海のメカジャ 

 有明海には変わった生き物が沢山生息しています。残念なことに、今では「生息していました」

と表現したほうが正しいといえる深刻な事態に至っています。この海がかつては宝の海と呼ばれた

のは、漁師が「とってもとっても、湧き出るように生き物にあふれた」と言うほど高い生物生産性

を表したものですが、同時に、日本では有明海にしか生息しない多くの生き物を育む海であり、生

物多様性の宝庫でもあったことを意味しています。 

 有明海のシンボル的な生き物としてムツゴロウが有名ですが、魚類ではそれ以外にこの連載に登

場したエツ、ヤマノカミをはじめ 7 種の特産種が知られています。また、スズキのように中国産の

タイリクスズキと日本産のスズキの間に、過去の氷期に交雑集団として生まれたと推定される大陸

沿岸遺存的生き物（氷河期の生き残り）も知られ、生物多様性をいっそう奥深いものにしています。

魚類のほかに貝類や甲殻類などにも特産種は知られています。さらに、有明海以外の一部の海にも

その生息が知られていますが、その種の主分布域が有明海であるという準特産種はさらに多く存在

しています。今回のメカジャもその代表的な生き物です。 

 メカジャは有明海で一般に使われる

地方名で、本種の和名はミドリシャミセ

ンガイです（写真１）。名前から貝類と

間違われ易いのですが、貝類とは分類学

上まったく別の仲間で、無脊椎動物の中

では非常に原始的な位置にある腕足類

の仲間です。有明海ではすでに絶滅した

とされているオオシャミセンガイの近

縁種です。有明海では砂泥から軟泥状の

干潟に普通に生息する生き物で、柳川市

内の鮮魚店には普通に見られる存在で

した。2010 年 10 月に第 1 回有明海再生

シンポジウムを開催する際に、地元の皆

さんがそれを支援するために作った任

意の団体がメカジャ倶楽部と命名され

ました。当初はシンポジウム終了とともに解散の予定だったようですが、その後も“絶滅”するこ

となく、2013 年 4 月には NPO 法人「SPERA 森里海･時代を拓く」として生き残り、メカジャの海

の再生のために、次世代目線での多様な活動が進められつつあります。  

6. 有明海と三陸の水辺から（22）  田中 克   

写真１ 佐賀県多良町干潟再生実験場で採集された大型

のミドリシャミセンガイ 
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 筆者が有明海筑後川河口域における稚魚調査の定宿として、20 数年お世話になっています柳川の

さいふや旅館の夕食の基本メニューでもありました（写真２）。夕食には、メカジャ以外にも、ム

ツゴロウ、ワラスボ、ウミタケ、エツ、ビゼンクラゲなど多くの特産種や準特産種が並びましたが、

この 20 年の間に、それらが出てくる頻度が次第に少なくなり、大きさが小さくなり、そして姿を消

してしまうという顕著な変化が見られました。残念なことに、その様子を記録することを怠り、後

悔しているところです。写真 1 に示した大型のミドリシャミセンガイ（普通は緑色ですが、大きく

なると褐色化する）は 2011 年 4 月から開始した佐賀県多良町の干潟再生実験場で、2014 年に採集

されたものです。再生しつつある干潟の象徴として、今後も干潟の再生に工夫を凝らし、絶滅の道

を歩むミドリシャミセンガイを手軽に観察できる「メカジャランド」にできればとの願いが膨らん

でいます。 

 

写真２ さいふや旅館の基本メニューとして夕食を飾ったメカジャ（ムツゴロウの左） 
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6章 人生最高の青春時代に突入 

 

 東京教育大学の本部および理学部や文学部は、地下鉄丸ノ内線の茗荷谷駅から至近の位置にあっ

たのですが、約 40 年前に筑波大学と名を変え、農学や体育学を含むすべての施設が茨城県つくば市

へ移転し、医学に関する施設なども新設されました。私が入学した時は、地下鉄丸ノ内線も開通前

だったため、ＳＬ列車での上野駅到着後、山手線で御徒町駅へ移り、そこから路面を走行する大塚

行の都電に乗り、終点の少し手前で降りるという、やや複雑な経路で通学したのですが、これは私

にとって敗戦後 10 年を経て初めて都心を訪れる機会になったのです。 

 それまで私が３年間通った都立江北高校は、都心から隅田川と荒川を越えた先に位置し、綾瀬川

という細流に沿った水田地帯にあったため、戦後の復興が始まったばかりの都心を眺めるというこ

の体験は、私にとって非常に貴重なものとなりました。御徒町駅前には、東京大空襲にも破壊され

なかった松坂屋百貨店が健在だったため、たまたま覗いてみると、地下の食品売り場のショーケー

スが空箱同然であるという驚くべき光景を眺めることになります。 

 やがて池袋から東京駅方面へ向かう地下鉄丸ノ内線が開通すると、池袋駅から２駅目の茗荷谷駅

が私の通学路の終点となりました。周辺にはお茶の水女子大や跡見学園中学・高校などの他、いく

つもの大学や学園、そして東京教育大学附属小・中・高校までが配置されているため、それらの大

学や学園に通う若者や少年少女たちによって、朝夕の茗荷谷駅は大にぎわいとなるのです。 

 ＳＬ列車で上野駅へ着いてからの通学経路は池袋駅へ向かうことになりました。そこで帰宅の途

中に池袋駅の周辺を見物したり、クラスメート同士あるいは先輩たちと、同駅周辺の飲食店を利用

したりすることも多くなりました。そして敗戦後 10 年を経た時点でも、ほとんどの店はいわゆるバ

ラック（掘っ立て小屋）で、空襲で受けた被害のすさまじさを直感させられましたが、所々に大き

な木造の店も見られることから、復興の勢いも感ずることになりました。 

 池袋駅は東武鉄道と西武鉄道の終着駅として発展してきたという歴史があり、戦後も両私鉄は路

線を延長しながら沿線に新住宅地を広げるという方式で、利益をあげながら低運賃を維持してきた

ため、利用客は増える一方となり、当駅と一体化した東武デパートや西武デパートと、それらの周

辺の商店街は繁栄の一途をたどることになったようです。 

 戦後の賑わいを取り戻しつつある沿線の風景などを眺めながら池袋駅へ達し、乗り換えた地下鉄

の茗荷谷駅改札口を出て、数分間歩いて大学の構内に入ると、世界は一変します。当時はこの大学

を受験する女子高校生が非常に少なかったため、校内で目につく学生は男子ばかりで、そして彼ら

のすべては黒色の学生服を着て角帽をかぶっているという状態でした。このように黒一色の集団で

塗り込められたような大学には、戦前からの学問的権威者たちが健在で、それぞれ古いながらも立

派な教授室を居室として、明治初期に西洋から伝わった「大学の自治」や「学問の自由」という理

念の重要性について、詳しく語ってくれたのです。 

7.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（7）横濱康継 
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 高校在学時代に比べると、大学構内での生活は、はるかに自由で、楽しさに満ちたものでした。

新制大学は４年制となったのですが、前半の２年間は教養を積み、３年生から各学部や学科に分か

れて専門的な勉学や研究を行うように、新政府や文部省によって定められたようです。そのため都

内の超一流大学は２年生まで全員が教養学部に属し、そこでの成績次第で専門の学科を選べるとい

う方式にしたのですが、私たちの大学は入学時から専門の学科あるいは専攻に分かれ、そのために

入学試験も学科あるいは専攻ごとに行うという、全く国の方針に反する方式を採用したのです。 

 明治の初め頃から各学校の教員を養成する最高学府として存在し続けた高等師範学校や、昇格後

の文理科大学の教官を経験した教授たちは、学徒出陣などという形で教え子たちを戦地へ追い遣っ

た政府を赦す気になれなかったのでしょう。政府の首脳にあたる各省庁の幹部のほとんどは都内の

超一流大学出身なので、同大学は国の方針に唯唯諾諾と従った可能性がありますが、私たちの教授

陣は、そのような安易さが愚かな戦争まで招いてしまうということを、主張したかったのではない

かとも思われます。 

 ２年生から３年生に進級する段階で、それまでの成績によっては、希望する学科へ進めないとい

う都内超一流大学などの学生と異なり、入学してから卒業するまでの４年間、生物学科植物学専攻

という身分を完全に保てる私たちは、非常にのんびりと学園生活を楽しむことができたのです。そ

して理由は不明でしたが、ほとんどの講義では出欠の確認を行うこともなかったため、私たちは気

軽に欠席することも可能でした。 

 当時の池袋では、焼け跡などの復興工事で何軒もの喫茶店が開業しましたが、それらの多くは、

レコードに録音されたクラシック音楽を聴かせる「音楽喫茶」でした。講義をサボった私たちが出

かける先はそれらの店で、友人とコーヒーを飲みながら、ベートーヴェンやモーツァルトの作品を

リクエストし、それらを聴きながら、自由な会話を楽しんだのです。 

 若者に人気の喫茶店としては、「歌声喫茶」と呼ばれる店も繁華街に散在し、大勢の若者たちが

集まってロシア民謡などを合唱していたようですが、私は大勢が肩を組んで合唱することを好まず、

そして当時のソ連共産党党首スターリンが嫌いだったことから、そのような喫茶店へは一度も入っ

たことがありません。太平洋戦争終結後は、ロシアを中心とした共産主義国のソ連と民主主義（資

本主義）国のアメリカ合衆国という両大国が対立することになりましたが、日本はアメリカの勢力

下にあったため、それに反発する若者たちが「歌声喫茶」に集まったという可能性もあります。 

 私もアメリカンドリーム（アメリカでは努力次第で誰でも成功し金持ちになれるという夢）とい

う語とその意味を知り、強い反感を抱いたという記憶があります。そしてその象徴と言える大富豪

の邸宅、つまり緑色の広大な芝生の中で青色に輝くプールを前にして建つ白亜の大型家屋などです

が、このような風景は想像しただけで吐き気を催してしまいます。 

 第二次世界大戦では敵対する両連合国、そして両者にはさまれた各国の兵士や住民として、いの

ちを奪われた人の数は数百万に達したはずですが、この戦争で使用された大量の殺人兵器は、軍需

産業と呼ばれる会社の工場で生産されたのです。その多くがアメリカ産であるとすれば、すでにア

メリカンドリームの成功者として豪邸に住んでいた軍需産業の経営者やその背後に控える資本家た

ちは、より大型のクルーザーの買収に励んだりしているのではないかと想像したくなります。 

 そのようなドリーム成功者が実権を握るアメリカの支配から逃れ、対抗するソ連の配下になろう

という気持ちの強い若者たちが集まって、ロシア民謡を合唱しているとしても、そんな集会場とし
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ての「歌声喫茶」に近づく気にはなれません。当時のソ連の最高権力者だったスターリンは、ロシ

ア革命でロシア帝国を滅亡させた後に、共に闘った同志たちを次々と粛清（抹殺）して独裁者にな

ったのです。そのような悪の権化とも言うべき人物が支配する共産主義国の配下になることなど、

とても容認できません。共産主義は「私有財産制度を廃し、生産手段の共有によって、搾取や階級

のない、平等な社会を築こうとする科学的社会主義」とされています。つまり究極的な理想論で、

これが実現することには私も大賛成なのですが、そのためにはすべての国民が私欲や利己心を完全

に捨て去る必要があります。しかし革命以前のロシア帝国では、皇族一族と貴族たちだけが支配者

で、国民はすべて農奴として働き、収穫物の大部分を支配者に奪われる、という生活を続けていた

のです。 

 講義をサボって池袋まで出かけた私たちは、「歌声喫茶」ではなく「音楽喫茶」の方に入りなが

らも、肩を組みながら唄う若者たちのことが気になり、資本主義国がドリームに成功した強欲者に

支配されている無様さを批判しつつ、独善的な悪者であるスターリンを頂点とする共産主義国ソ連

の危うさを論ずる、というような政治論を楽しんでいたのです。（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 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！  

9．編集後記 

 アンケートに次々とご回答をいただき、しょんぼり一転にっこりとなりました（笑）。ご協力くださった皆様、本当に

ありがとうございました！ 皆様からのご意見･ご感想は引き続き募集中です。送り先は p12をご覧ください。 

 今号も、歩かない動物シロガヤ（向井先生）、本当は歩けるのになぜかびくともしないオオウミシダ（久保田先

生）など興味深い生き物が満載でした。田中先生ご提案のメカジャランドも素敵でわくわくしました。横濱先生の

エッセイも次の章からいよいよ海藻学者としてのストーリーが本格展開します。次号もお楽しみに！ （ちよ） 
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 先週、三陸の海岸をいくつか見て回った。各地で海岸をコンクリートで固め、しかも海が見えない壁が作られて

いる。津波対策のための防潮堤なのだが、どれも 2011 年の大津波に遭えば、何の役にも立たないことがよく分

かったはずの防潮堤なのだ。しかも、自然破壊はこれまでの規模ではない。仙台市の蒲生干潟とその背後に作

られている防潮堤をセットバックして湿地環境の保全区域を作るよう地元の高校生が提案したが、行政から一蹴

された。担当官が高校生に言った言葉が、（要点を言えば）「それでいくら儲かるのか」だという。呆れてしまう。高

校生の意見を聞いて、「文句があるなら政治家になって言え」と言い放って高校生が涙を流したという大阪の市

長の話を聞いたことがあるが、それと同じ人の意見を聞こうとしない独裁者の発想ではないか。その高校生たち

とも会って話しを聞いた。自分たちの提案が一顧だにされなかったけれども、このおかしな社会を学んだ彼女ら

の芯の強さが、心に残った。このような高校生たちがいたことは、わずかに私の心の支えになった。（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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