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「今月の海の生きもの」 ウミイチゴ  Bellonella rubra  

イソギンチャク類と同じ刺胞動物門花虫綱に属するが、ウミトサカ目ウミトサカ科のソフ

トコーラルと呼ばれる動物の一種。太い柄部にポリプが集合して群体を成している。柄部

は肌色から紅色を呈し、ポリプは白色である。その色と形から苺の実を思わせるので、こ

の和名がついた。色が美しく、ダイバーたちには喜ばれる。水深 5～60m の岩礁の下面な

ど日陰に見られ、し

ばしばフトヤギ類

などのソフトコー

ラルとともに生息

する。日本では北海

道から沖縄まで各

地の海に分布する。

北方では浅い海に、

暖かい海ではやや

深い場所に生息す

る。暗いときや夜間

にポリプを伸ばし、

水中のプランクト

ンや懸濁した有機

物を食べる。 

(山口県上関町長

島にて 向井 宏

撮影)  

http://e-amco.com/
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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）時間未定 

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） 

 

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（奄美環境   ネットワーク） 

   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 

 

シンポ主旨：日本の自然環境は危機的な段階に至っている。とくに海に関しては、対策も大幅に遅

れている。生物多様性条約 COP10 で、2020 年までに絶滅危惧種を大幅に減らすことを努力目標と

して世界に約束した日本だが、重要海域の指定さえも進んでいない。海洋保護区を全海域の 10％に

するという約束も反故になりかねない状態である。 

 環境を守りたいと思う多くの市民が、各地で自然と生き物の独自調査を進めているが、いくつか

の理由によって、調査結果が行政の環境政策にほとんど生かされていないのが現状である。市民調

査の現状を把握し、その問題点を議論し、行政の環境政策に生かすようにするためには、どうすれ

ば良いか？ 各地で市民調査に積極的に取り組んでいる人たちに市民調査の現状と問題点を紹介し

ていただき、今後の市民調査の方向性をみんなで議論していきたい。 
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『うみひるも』に投稿してみませんか？ 
ご意見ご感想、海の生き物に関する情報やイベント告知など、お気軽にお寄せください。 

 

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 

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 

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） 

15:20～15:30 休憩 

15:30～16:50 ディスカッション：市民調査をいかに成功させるか？ 

 環境省からの意見・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 食事処を予定） 

 

  

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

● IUCN がマンボウを絶滅危惧種に指定 混獲で減少 

 国際自然保護連合 IUCNは、このたび魚類のマンボウ Mola molaを絶滅が心配される種として指定し

た。マンボウは、延縄漁、流し網漁、中層トロールなどの漁業において混獲されるため、世界的に減少

しつつある。南アフリカにおける cape horse mackerel (Trachurus trachurus capensis)の中層トロール

では、マンボウの大型個体がしばしば混獲されており、2000 年から 2003 年にかけてマンボウ個体群が

大きく減少したことが科学者による研究の結果、判明した。それまでの漁業でも一定程度の混獲があっ

たが、マンボウの個体群は比較的安定していた。カリフォルニアタチウオの漁業では、すべての混獲量

の 29％がマンボウと推定されている。西太平洋と南大西洋では、マンボウそのものを対象とした漁業も

ある。東北沖で行われている突きん棒漁業は、マグロやマンボウを対象としている。 

 

【東北】 

●海側遮水壁完成でストロンチウム濃度が減少と発表 ――が、遮水壁が水圧で傾く 

政府の資源エネルギー庁は、東電福島第一原発からの汚染水の海への流出を止めるための遮水壁が完成

する前（9 月 15～19 日）と後（11 月 2 日）に測定した港湾内の放射性物質濃度の変化を発表し、海水

中のストロンチウム 90 が、取水口付近で 1 リットルあたり 140 ベクレルから 470 分の 1 の 0.3 ベクレ

ルまで減少したと発表した。しかし、その後、11月 17日に再び測定した結果、ストロンチウム 90は 17

ベクレルと再び上昇した。17 日の測定では、他にセシウム 137 が 9 月の 16 ベクレルから 3.8 ベクレル

へ減少し、トリチウムは 185ベクレルから 38 ベクレルへ減少した。資源エネルギー庁の発表は、遮水壁

の完成の効果があることを宣伝しようとしたものだが、再びストロンチウム 90が上昇していることが明

らかになり、遮水壁が本当に効果があるかどうか疑問視される結果になった。その間、海側遮水壁が地

下水の水圧によって大きく傾いたという報道が有り、遮水壁の完成そのものが疑問視されている。どち

らにしても海への放射性物質の流出は大なり小なり続いていることだけは確かだ。 

 

【関東】 

●マダラの資源量が復活 操業見合わせで 

独立行政法人水産総合研究センターの発表によると、茨城県を中心とした太平洋沖のマダラの生息数が、

東日本大震災前の 2010 年に比べて、5倍以上に増えた。その原因は、茨城県や福島県が、福島の原発事

故以後、操業を見合わせていることでマダラが増えたという。とくに、2010 年、2011 年生まれのマダ

ラがその大部分を占めているらしい。漁業がマダラの生息数を大きく圧迫していることが、図らずも示

されたことになった。漁業が海の生き物の生存にどのような影響を与えているか、十分科学的に知り、

持続可能な漁業をどう興していくかが、漁業者にも水産研究者にも問われている。  
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【近畿】 

●漁業者らが森林伐採 「豊かな森が豊かな海を育てる」 

兵庫県の漁業関係者やコープこうべの組合員らが、兵庫県三木市細川町垂穂のグリーンピア三木内の森

で、不要な樹木を伐採する活動を行った。「豊かな森が豊かな海を育てる」を合い言葉に、8年前から森

づくりの一環として取り組んでいるそうだ。豊かな森は豊かな海を作ることは知られているが、育てる

木以外の木々を伐採したというのは、豊かな森が豊かな海を育てることとどのように関わるのか、不明

だ。人工林の間伐は、豊かな森をつくるのに有効だが、やっていることは人工林の間伐とは異なるよう

だ。育てる木と不要な木を選別するのは、人間のおごりではないか。 

 

【中国】 

●宍道湖湖面の違法埋め立てで 差し止め処分を申請 

島根県松江市の宍道湖を地元建設業者が違法に埋め立てたとして、国が 1997 年から 35 回も原状回復す

るよう指示を出しているが、業者はこの場所が江戸時代に旧松江藩が水面利用権（水代：みずしろ）と

して認めたとして国の指示に従っていない。問題の水面は、松江市玉湯の 5930 ㎡で、業者が別の業者か

ら水代の権利を購入したとして、1995年頃からマリーナの建設目的として埋め立てを始めた。業者はこ

れまで約 1500 ㎡を埋め立てた。宍道湖はラムサール条約に登録された重要な湿地。管理は国交省が行い、

埋め立ては国交省の許可が必要であるが、許可申請も出されておらず、国交省も埋め立て許可は出して

いない。それでも国が原状回復命令を出さず、強制的に撤去させないため、それを不服として住民らが、

工事差し止めの仮処分を求めて松江地裁に訴えた。違法と知りながら業者に法に従わせようとしない国

のあり方が問われている。 

 

【九州】 

●クジラが大村湾に漂着 

長崎県大村市寿古町の大村湾に体長 6m ほどのクジラが漂着した。ヒゲクジラの一種で、すでに死んで

いた。腹側の尾部に切り傷があるが、死因ははっきりしない。種名も現在は不明。長崎大学が引き取っ

て解剖したいと検討中とのことだが、保管場所がなくて困っている。腹部に縦縞がはっきり見えること

からナガスクジラなどヒゲクジラの特徴を持っている。外洋性であることから、死後、大村湾内に海流

などによって運び込まれたか、迷い込んで死んだと思われる。 

 

●マツクイムシの被害が拡大中 宮崎県の海岸林 

宮崎県の海岸林である松林が、各地で消えつつある。マツクイムシによる被害が拡大しているためで、

今年はとくにその被害の大きさが目立っている。被害は、過去最大だった昨年前半に比べても 4割増で、

約 3100㎥と今年は過去最大の被害となる見込み。宮崎市内では、去年の 3倍の被害で、海岸の松林は各

地で消滅しつつある。宮崎県は対策のためのプロジェクトチームを立ち上げて、対応している。 
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【沖縄】 

●辺野古基地建設の即時中止を要求 日本平和学会有志 

 日本平和学会理事会の佐々木会長を含む 24 名の有志は、沖縄県西原町の琉球大学で、秋季研究集会に

ともない、辺野古に米軍新基地の建設について、即時中止を求める声明を発表した。また平和学会の分

科会では、鳩山由紀夫氏が登壇し、「東アジア共同体を作り、沖縄に本拠を置くべき」と述べ、沖縄を

軍事ではなく平和の要石とすべきとした。 

 しかし、辺野古の埋め立て承認を取り消した翁長沖縄県知事に対して、国は埋め立てを強行しており、

代執行するための訴訟に踏み切った。工事強行に反対する住民らには県警だけでなく警視庁機動隊を送

り弾圧を加えている。キャンプシュワブゲート前では、非暴力によって座り込んだ住民が機動隊によっ

て肋骨を折られる事態も発生しており、沖縄県民の反発は強い。 

 

 

 

【関東】 

◆海・山・川・いのちをどう守る  ～自然と環境を守る交流会～ 

日時：2015年 12月 5日（土）13:00～17:00 

会場：法政大学市ケ谷キャンパス 外濠校舎 3階 Ｓ306教室 

交通：ＪＲ総武・中央線・東京メトロ有楽町線 市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10 分 

参加費：1000円（全 108ページの資料代込み。学生は無料） 

主催：自然と環境を守る交流会実行委員会・法政大学人間環境部 

プログラム 

〔第１部〕 

 ◇あいさつにかえて「人間を追い越した文明～自然保護の立場から～」 

全国自然保護連合代表・慶応大学名誉教授 川村晃生 

 ◇講演①「強大な相手とたたかうために」  「よみがえれ！有明訴訟」弁護団長 馬奈木昭雄 

 ◇講演②「クマの棲める豊かな森を残すために  ～奥山自然林の保全と再生～」 

一般財団法人日本熊森協会会長 森山まり子 

 ◇講演③「リニア中央新幹線計画の問題点」  弁護士 関島保雄 

 ◇講演④「湿地保全への多面的アプローチ」  法政大学人間環境学部教授 高田雅之 

〔第２部〕 

  ◇特別報告①「都市と自然との関わりを考えるゼミ活動」  法政大学人間環境学部高田ゼミ生一同 

  ◇特別報告②「原発ゼロをめざす官邸前行動」  首都圏反原発連合 原田裕史 

  ◇団体の報告 ◇会場からの発言 

 ※17:30から超高層「ボアソナード・タワー」の眺めの良いラウンジ（26階）で懇親会を開きます。 

問い合わせ先：TEL/FAX 047-472-5324 中山敏則  

http://www.hosei.ac.jp/access/ichigaya.html
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【近畿】 

◆「とわの海へ ～辺野古・大浦湾」 ジュゴンの海の写真展 

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

思いで大阪の豊中と吹田で、写真展を開催します。素晴らしい海の写真をどうぞ観にきてください。 

 

◇会場 1 

場所：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） 

日時：12月 6日（日）10:00～19:00 

※入場無料 

※DVDの上映（大浦湾の海・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☆ 

 

http://www.toyonaka-step.jp/02_use_guidance/access.html
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◇会場 2 

場所：ラコルタ（吹田市立市民公益活動センター） 

  （阪急千里線南千里駅徒歩 1分 千里ニュータウンプラザ 6階） 

日時：12月 11日（金）～27日（日） 

火～土曜 9:30～21:30 日曜・祝日 9:30～17:30（月曜休館、最終日は 16時まで） 

※入場無料 

12 月 20日（日）ラコルタ交流スペースで 

14 時～15時 ジュゴン折り紙教室「ジュゴン折り紙とクイズにチャレンジ」 

15 時～16時 トークサロン「ジュゴンの保護活動について ジュゴンが生息する沖縄の海のこと」 

http://suita-koueki.org/
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◆演劇『有明をわたる翼』九州 ver. 

諫早湾の潮受け堤防開門をめぐって争う人間たちのドラマに、ベントス（底生生物）、鳥、昆虫などの

野生生物のドラマを重ね合わせた演劇を上演します。 

あらすじ：渡りの旅の途中でシギたちが目にしたものは、巨大な堤防によって死に追いやられた干潟と、

その堤防をめぐって真っ二つに引き裂かれた漁師町だった。荒ぶる海神の前で、生き物たちと人々の運

命が交錯する。 

制作：廣川麻子（ヒロカワ企画）、宮原清美 

制作協力：アートタマネジメントセンター福岡（ＡＭＣＦ） 

プロデューサー：飯島明子 

日時：2015年 12月 19日（土）12:00～ / 17:00～ 受付は開演の 60分前、開場は 30 分前 

場所：アクロス福岡（地下 2階）イベントホール 

  （地下鉄空港線天神駅 16番出口直通、福岡市中央区天神 1丁目 1番 1号） 

 

公演に関するお問い合わせメールアドレス flyway.ariake@gmail.com 

 

演劇企画フライウェイ 

公式サイト http://hedisteiijima.wix.com/flyway 

FB ページ https://www.facebook.com/AriakekawagokaiFlywai 

電話番号 090-9678-7334（12月 17日～19 日のみ） 

 

後援：日本ベントス学会自然環境保全委員会、日本魚類学会自然保護委員会、日本野鳥の会、ＷＷＦジ

ャパン、社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会  

チケット販売中 料金（全席指定・税込） 

 前売り・当日一般 3,000円 

 ペア 5,000円 ※ペアチケットは前売りのみの販売となります。 

 学生 2,500円（当日学生証をご提示ください） 

 

チケット申し込み先：カンフェティ http://www.confetti-web.com/  

電話予約 カンフェティチケットセンター 0120-240-540受付時間 平日 10：00～18：00） 

チケットぴあ Pコード 446-166 

福岡市文化芸術振興財団「アートリエ」チケットセンター（福岡市博多区下川端町 3-1 リバレ

インセンタービル 7F  福岡アジア美術館内 10:00～19:30／水曜休館） 

 

※観劇サポート：聴覚障害をお持ちのお客様向けに、無料で再構成台本の貸し出しを行います。

車いす席の用意がございます。ご希望の方は flyway.ariake@gmail.com にお申し込みください。 

mailto:flyway.ariake@gmail.com
http://hedisteiijima.wix.com/flyway
https://www.facebook.com/AriakekawagokaiFlywai
http://www.confetti-web.com/
mailto:flyway.ariake@gmail.com


 

14 

 

  

 

 

 

白浜町に“ウミヒルモ”が繁茂する秋 

 一年中ほぼ毎日定点観察している白浜町の瀬戸漁港では、秋になると写真で示したように、

“ウミヒルモ”が目立ってくる。これ以前の季節は“アマモ”が繁茂しているので、夏が過ぎて

気温も水温も低下する季節の移り変わりとともに、両者は交代する。白浜で種子植物の“ウ

ミヒルモ”がいつ開花するのかは、まだ筆者は確かめていないが、種子をつくって世代をま

わして定着しているはずである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマトウミヒルモが白浜町瀬戸漁港で繁茂（2015 年 10 月 26 日撮影）※拡大写真は次頁 
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 ところで、近年、日本産ウミヒルモ類が従来取り扱われてきた 2 種ではなく、6 種以上に

増えたとの報告があるのは周知なのだろうか？ その発端は環境問題から、昨今、とみに取

り上げられている沖縄島泡瀬産のこの類の分類学的研究がなされたことにもよっている。従

来の形態的特徴に加え、遺伝子分析などからもこの増加が裏付けられた。では、白浜町に繁

茂している “ウミヒルモ”の分類学的位置はどうなったのだろうか？ つまり、世界で一つ

だけの学名と、日本で通用する和名に変更はあったのだろうか？ 

 この回答は、大幅訂正があった。 

 その１：本州から沖縄に至る黒潮の影響を受ける海域に広分布している日本産“ウミヒル

モ”は 2 種から構成されていた。学名 Halophila ovalis とカップリングしていたウミヒルモ

の内で、沖縄など南西諸島に分布するのは H. australis＝H. major だった。これにはオオウ

ミヒルモなる和名が充てられた。では、本州・九州産の従来の“ウミヒルモ”はどうだろうか？ 

それは別種 H. nipponica で、既知種でなく新種であり、和名ヤマトウミヒルモが提唱され

た。従って写真の白浜産はこの種となるはずである。 

 その２：従来の 2 種の内のもう一種のヒメウミヒルモ Halophila decipiens はどうなった

のだろうか？この種の学名は変わらなかったが、トゲウミヒルモとの新名が付いた。なぜだ

ろう？H. minor が日本から記録され、これにヒメウミヒルモが充てられたからである。と

ころで、なんと正真正銘の H. ovalis もいて、これに従来通りのウミヒルモが充てられたの

でとてもややこしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの例のように、分類は学名も和名も時代の流れ・進歩とともに改変されることが

多々あるのでたいへんで、混乱しない使用に要注意である。要するに、実在のものと名前を

区別すればよいのだが、ウミヒルモ類には亜種や交雑種も含まれているようなので、生物分

類の奥深さ、一筋縄ではいかない状況がうかがえる。  

瀬戸漁港のウミヒルモ 
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湧水あふれる大槌町の水辺 

 宮城県の北部から岩手県にわたる三陸沿岸の大半は、潮入川が流入する湾奥部と岩礁性の海岸が

外洋に開く湾口部が大小の規模で連なるリアスの海岸より成り立っています。岩手県大槌町も典型

的なリアスの海辺に形成された町です。この湾にはひょっこりひょうたん島があり、井上ひさしの

吉里吉里人で有名な船越湾が隣接しています。筆者は、現役時代に日本中を車で回り、各地の浜で

ヒラメの稚魚を採集する調査を実施しましたが、船越湾や大槌湾もその一環として震災前に訪れた

思いで深い場所でもあります。11 月初めに大槌町で、総合地球環境学研究所が進める「環太平洋ネ

クサスプロジェクト（略称）」（研究リーダー谷口真人さん）に関する第 3 回全体会議が開催され

ました。このプロジェクトは環境安全保障の科学的基盤を探るべく、ともすれば互いに競合関係に

ある、水を中心とした食料生産やエネルギー生産との多様な連環（ネクサス）を見定め、同時にそ

れらに関わるステークホルダーの役割などを科学的に解析する総合研究として展開されています。 

 このプロジェクトの会議が大槌町で開催された背景のひとつには、震災前から町の 100 ケ所以上

から湧き出る湧水の地域文化研究（秋道智弥さん）や希少なイトヨ（写真１）の分布と保全などに

関する調査・研究（森 誠一さん）が蓄積されてきたことがあげられます。三陸各地で、今なお震

災からの復興の道が模索される中で、大槌町では湧水の保全を考慮した町づくりが模索されていま

す。震災後には、豊かな

大槌湾の海とともに生

きる上で、ここには海が

見えなくなる巨大な防

潮堤などいらないと、行

政の計画を受け入れな

かった漁師の心意気（反

骨精神）を描いたドキュ

メンタリー映画「赤浜ロ

ックンロール」（小西晴

子監督）の舞台にもなり

ました。 

 

写真１ 大槌町を代表する淡水型イトヨ 

（淡水型イトヨを守る会ホームページより） 

6. 有明海と三陸の水辺から（23）  田中 克   
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 この地を震災後有名にしたひとつの生き物は淡水型のイトヨです。北上山地の森林域で涵養され

た水が地下水として大槌町の各地に湧き出ています（写真２）。この湧水が淡水型のイトヨの生息

の基盤となっていました。人々は東日本大震災直後に、水道からの水の供給が断たれる中で改めて

湧水の恵みに気づき、それによって存続してきたイトヨへの思いが深まったのではないかと思われ

ます。 

 この地では、当然のことながら湧水は陸域に限ったことではありません。沿岸域の海底からも大

量の地下水が湧き出ていることが確かめられています。ラドンなどの地下水の指標となる元素の測

定に関する詳しい調査が行われ、海底湧水が沿岸域の生物生産や沿岸生態系に果たす役割が解明さ

れつつあります。とりわけ、漁業者から関心を集めているのは、海底湧水がこの湾の生き物たちの

成育を促し、より高品質の水産資源の生産につながっているのではないかとの期待です。大分県別

府湾のシロシタガレイ（マコガレイ）も海底から地下水が湧き出る場所で育つことが知られていま

す。これらの仕組みに関しては今後基礎研究が積み重ねられ、森と海のつながりは川だけでなく、

見えない地下水も大きく貢献している機構が解明され、リアスの海の豊かさの秘密が解き明かされ

ると期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 大槌町の各所に湧き出る湧水 

(大槌町 Web site より） 
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7章 いよいよ夢の臨海実習へ 

 

 入学直後の楽しい１年間は瞬く間に過ぎて、次年度の 5 月初旬に、下田での臨海実習を受けるこ

とになりました。敗戦後 10 年目の 1955 年でしたが、臨海実験所の宿舎に約 1 週間滞在し、その間

に提供される食事に必要な米を持参することが条件でした。そのため 2 升ほどの米と着替え用の衣

類などを詰めたリュックを背負って、クラスメート 14 名全員が、指定された日の早朝に、東京を伊

東行の列車に乗って出発しました。 

 伊東駅に着いた私たちは、そこを始発駅とする下田行のバスに乗り、伊豆半島東岸沿いの道を南

下しました。バスはボンネット型で、現代のバスより小型ですが、下田方面へ向かう旅客を対象と

した乗り合いタイプで、案内係として若い女性の車掌さんも乗務し、沿線の風景や史跡についての

説明を、下田へ着くまで続けてくれたのです。 

 路線の大部分は伊豆半島の急峻な斜面の途中にあたるため、バスの左側の車窓からは、青く輝く

相模湾の海面を眺めることができ、その水平線近くには、中央が小高くなった伊豆大島が浮かんで

いました。道路のほとんどすべてが未舗装のままだったためか、凹凸が多く、時々スリップして海

側へ落下しそうな恐怖感をいだきながらも、可憐なバスガイドの声に従って、左側の青い海面、そ

して右側の若葉の緑に染まった森などを眺めているうちに、バスは下田の街に近づき、小さな橋を

渡った先のバスターミナルへ到着しました。伊東からは３時間ほどを要したはずですが、戦後の東

京周辺とは全く縁のない浄土を、ゆったりと走り抜けてきたような気がしました。そしてこの時の

私には、この終着地が浄土の中心地であるように思えたのです。 

 バスを降りた私たちは、ドキドキする胸を抑えながら、やや広い道を少し南下してから右へ折れ

ると、欄干を赤く塗られた小さな橋が目に入りました。この橋の上に立つと、小さな川の両岸に立

ち並ぶ派手な家々を眺めることができます。後に知ったことですが、それらは何人もの遊女を抱え

る娼家で、夕刻過ぎにこの橋を渡った何人かの先輩が、彼女たちから声を掛けられた、という話も

聞かされました。 

 川の左岸には散歩できるほどの敷石道路があるのですが、黒船来航時には、日米交渉のために、

その会場となった上流側の寺へ、ペリー提督が歩いたということです。そして江戸時代から、強風

時の風待ちや、江戸湾への入港前の検問のために停泊する船の乗務員などで、両側の遊郭はにぎわ

ったようです。私が浄土の中心地と信じようとした下田の街は、海上交通時代の船員たちにとって

の浄土ではあっても、私が描いていたそれとは少し異なることになりそうでした。しかし橋を渡っ

て臨海実験所へ向かう道を 5 分ほど進んだ私の目に入った風景は、まさに浄土そのものだったので

す。 

 橋を越えると道は登り坂になり、やがて小高い崖に挟まれた峠を下ると、エメラルドグリーンの

水を湛えた静かな入江、そして対岸に連なる小高い緑色の峰々が目に入ります。この入江は下田湾

の南側に連なる支湾の一部で、大浦湾と呼ばれていることが、後にわかりました。 

7.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（8）横濱康継 
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 道はこの入江の岸に達すると左右に分かれるのですが、その右側へ進むと、ゆるやかに左曲して

から右曲して、小さなトンネルに入ります。その先は鍋田湾と呼ばれる入江ですが、その左岸を直

進すると、私たちの目指す臨海実験所に達するのです。 

 鍋田湾は小さな入江ですが、その後背地は白く美しい砂浜で、さらに臨海実験所となります。こ

の施設は、私の生まれた年より 2 年早い 1933 年、つまり昭和 8 年に設置されたのですが、6000 坪

を越す広大な敷地は、地元の下田町から東京文理科大学に寄附され、そこに研究棟のほか、地元の

町民や観光客のために水族館も建てられたのです。 

 臨海実験所の後背地は、わずかな面積の水田に占められ、その先はごく細い沢の流れる谷になっ

ています。臨海実験所の敷地も、これに続く水田も、常緑樹の茂る丘に挟まれた谷底のような地形

ですが、数軒の家が丘の中腹に散在していました。それらの家に住む人たちの本業は漁業で、男性

は沖で魚類やエビなどを獲り、女性は海女として鍋田湾や大浦湾などでアワビやサザエを獲るとい

う、豊かな海の自然に恵まれた生活を送っているようでした。 

 六千数百坪と言われる臨海実験所の敷地は、丘の斜面や職員住宅の建つ台地も含むため、研究棟

や宿泊棟そして水族館などが並ぶ平地は、それほど広くは見えず、近代的と言えそうな研究棟や水

族館もすべて木造で、築後約 20 年を経ているため、周辺の樹林と一体化した観があります。 

 狭い谷底を占める水田を挟む樹林に散在するささやかな住居という構図は、まさに弥生時代です。

この小さな「弥生集落」は昔から鍋田と呼ばれていたようです。 

 弥生時代そのままのような鍋田集落は、鍋田湾と呼ばれる小さな入江に面しているのですが、こ

の集落の最も海に近い部分を、町当局は臨海実験所の敷地として寄附してくれたことになります。

エメラルドグリーンに輝く入江の奥の白い砂浜を前にして建つ木造の研究棟や水族館、そこが東京

教育大学の下田臨海実験所であると知った時の私は、3 年前に高校の教室で描いた夢がいよいよ実

現するという期待に胸のふくらむ思いでした。 

 植物学を専攻する学生が受けるのは、植物学臨海実習ですが、観察するのは海中に暮らす植物で

す。それらはサイズから、ワカメやホンダワラ類のような大型で海底に生える海藻と、直径が 1 ミ

リの数分の一から数十分の一という、微小な体で海水中に浮遊して育つ植物プランクトンに分けら

れますが、実際に観察してみると、どちらも驚くほど多様なグループに分かれ、色も形もさまざま

であることに驚かされます。それを 1 週間で学ぼうというのが臨海実習の目的なので、「ロマンチ

ックで楽しい海辺の生活」などと勝手に描いた夢は、果たせないことになりそうでした。 

 到着当日は宿泊棟での夕食後、研究棟内の広い実習室で、海藻や植物プランクトンについての講

義を受けました。講師は臨海実験所専任助手という立場の千原光雄先生（後に本校の助教授・教授）

で、東京文理科大学の植物学専攻卒業直後に赴任されて数年という若手教官なので、まさに私たち

の先輩です。そして着任後に初めて後輩たちの現場教育をまかされたためか、初日の夜間講義は深

夜の 11 時頃まで続けられたのです。 

 講義が終わったあとは、宿泊棟の寝室でおとなしく眠ってしまえば、翌朝には気力も体力も復活

するはずでしたが、1 名の女子学生を除く私たち 13 名が、20 畳ほどの和室ですぐに寝込んでしまう

わけにはゆきません。下田の街で買い込んだアルコール入りの飲み物やスルメなどを早速利用して、

コンパを開くことになり、クラス内でたった 1 名の女子メンバーも別室から呼んで、14 名のクラス

メート全員による縄文式宴会のような古典的コンパを楽しんだのです。桃源郷とも呼べそうな鍋田



 

20 

集落のベストポジションを占める古風な宿舎で、極度に疲れた体に大きな幸福感を抱いた私たちは、

とりとめのない冗談を語り合っただけでしたが、クラス内で最もアルコールに弱い私は、いつのま

にか眠ってしまったようです。 

 翌朝は起床直後の朝食を済ませてから、磯観察のための身仕度をして、研究棟内の実習室で説明

を受け、浜の左側に築かれた小さな船着場から、臨海実験所専用の漁船タイプでやや大型の船に、

私たち 14 名全員と指導教官の千原先生が乗ると、実験所の技術職員の運転で、船は沖に向かって動

き出します。 

 初日に向かう先は、下田湾の北東側を封ずる役目を果たす須崎半島の先端近くにある集落の漁港

です。ここで下船して半島の先端へ向かうと、小さな丘を中心に広がった半円形の平坦な磯が目に

入ります。大潮の干潮時に訪れたため、この時はほとんどの部分が干上がって、陸地のように見え

るけれど、満潮時にはそのすべてが海中に沈んでしまうのだと、千原先生から説明されました。た

しかに乾いて陸上の岩のように見える所に、形は小さなコケのようでも、濃いアズキ色をした植物

らしき物体が群がっています。そしてすぐ近くの水が溜まった小さなくぼみには、まっ黒い植物の

かたまりのようなものが、いくつか生えています。 

 「岩の上に生えているのはハナフノリ、水の中でかたまっているのはオキツノリという海藻で、

どちらも紅藻類の 1 種なのだけれど、色は赤くない。そのわけは昨夜の講義で説明したけど、憶え

ているかな？」と千原先生は説明してくれたのですが、眠いのを我慢しながら聞いた講義中の話は

よく思い出せませんでした。そしてなぜハナフノリは岩の上に生え、オキツノリは小さな水溜まり

の中に生えるのか、そのわけも聞いたはずなのですが、その時に想像して描いた風景と、実際に見

ることになった現場の様が違いすぎることに驚いてしまったのです。 

 磯の少し低い場所へ移動すると、乾いた岩には長さ 5 センチぐらいで枯木の枝先のような黒い海

藻が茂り、すぐそばの水溜まりには緑色の布切れのような海藻が生えていました。「黒いほうはイ

シゲという名で褐藻類の 1 種、緑色のほうはアナアオサという名で緑藻類の 1 種なんだ」という説

明のあと「この磯では、海藻が種ごとにそれぞれ独特の場所に生育していることがわかるけど、そ

の原因は？」そして「ハナフノリもオキツノリも紅藻類なのだけど、なぜ紅色じゃないのか。イシ

ゲは褐藻類の 1 種なのに褐色じゃなくて、まっ黒だね。けれど干潮時にも干上がらない所や大きめ

の水溜まりの中には、紅に近い色の紅藻や褐色の褐藻が生えている。なぜそうなのか、その謎は今

夜の講義で詳しく説明する」と千原先生が話されたので、私は海藻という植物についての研究の奥

深さを、5 月の陽光を浴びた広大な磯に立ちながら痛感しました。 

 須崎の磯には大きな池のような部分があちこちに見られます。それらのいくつかに立ち寄ると、

確かに褐色の海藻が生えています。このような「池」の水は、潮が引いたあとに残された海水なの

で、干潮時の磯に現れる大小さまざまな「池」はみな「潮溜まり」あるいは「タイドプール」と呼

ばれる、と千原先生から説明されて、広い岩原の所々に黒っぽいコケのようなものがしがみついて

いるだけ、と思い込んでいた私は、広大な海の岸辺のごく一部に過ぎない磯が、実は多様な生物の

生息場所であると知って、今度は感動してしまいました。 

 

（つづく） 
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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 

 前号発行の後も、ぽつぽつとアンケート回答をお受け取りしております。編集のお手伝いを始めて 3 年。ようや

く実施したアンケートで、今さらながら、読んでくださっている方々の存在を実感できました。悩みの種だった頻度

や分量についても、ご意見をちょうだいできました。「ひとこと」欄のメッセージ（ひとつひとつ向井先生と読んでい

ます）にも、大変励まされました。本当にありがとうございました！ 

 これからも、『うみひるも』を、読み物として、海洋生物好きの情報共有の場として、また、リアルな交流のきっか

けとして、ご活用いただければ幸いです。海系イベントの告知、海系映画や本の紹介、人探しや物探しなどの際

には、ぜひご連絡くださいね。連載エッセイ著者へのおたよりも、心待ちにしております。           （ちよ） 

 

 今月 19 日に奄美大島で砂浜とサンゴ礁の危機について、講演会を行います。奄美大島は遠いですが、沖縄

には行ったことがあるけれど奄美大島には行ったことがない人が多いのではないでしょうか。ぜひこの機会に講

演会参加とともに、奄美大島の自然を楽しみに行きませんか。いま、奄美大島と沖縄島は共同して世界自然遺

産登録に向けた取り組みを進めています。その沖縄島では、泡瀬干潟と辺野古・大浦湾の埋め立てが進められ

ています。奄美大島では、その辺野古の埋め立てに使うための採石場から流れ出す土砂によって、サンゴ礁が

死の海に変わりつつあります。そして、どちらの島も開発と言う名の海岸の自然破壊がずいぶん進んでしまいま

した。世界自然遺産の価値のあるはずの場所ですが、今のやり方そのままでは、自然遺産登録は無理でしょう。

自然遺産登録に向けていかに自然を残していくかを考えなければいけない時です。そして、それは奄美や沖縄

だけのことではないはずです。（宏） 
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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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