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「今月の海の生きもの」 ホシダカラ  Cypraea tigris  

軟体動物門盤足目タカラガイ科の巻貝。インド太平洋の熱帯海域に広く分布する大型のタカラガイで殻

長 11cmとなる。左下の写真は、南太平洋クック諸島ラロトンガ島で筆者が採集したこれまで見た最大個

体で 12cm ある。和名

は、殻の表面の黒斑点

を星に見立てたもの。

日本では、紀伊半島以

南に分布する。大型重

厚で美しいため、貝細

工などによく利用さ

れ、お土産屋でもよく

売られている。カメオ

の材料として使われ

る。生きているときは、

外套膜が両側から背

面を覆っている。両側

の外套膜が合わさる

部分に殻の上に褐色

の線がある。殻口周辺

は白色。比較的浅い海に生息し、幼貝は海藻や有機屑を食べるが、成貝になる

と、カイメン、イソギンチャク、ヒトデ、ウニなどを食べる肉食となる。 

 

(沖縄県名護市大浦湾（水深 3m)にて 西原千尋氏撮影) 

http://e-amco.com/
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2016年 1月 1日 

今年も「うみひるも」のご愛読を、よろしくお願い申し上げます。今年こそ、海の生きものたちにも、明るい未来が

訪れるきっかけになりますよう、みなさまのご多幸と共にお祈りいたします。 

海の生き物を守る会 代表 向井 宏 
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【活動予定】 

●市民調査をどう進めるか？ 東京でシンポ 1月23日 

 海の生き物を守る会では、2016 年 1 月 23 日（土）に、東京・御徒町のモンベル御徒町店の会議室で、

市民調査をいかにして進めるか？ 行政の環境政策にどう生かしていくか？ について、市民調査を活発

に行っている各地の市民団体に活動の報告をお願いし、その報告をもとに、議論します。多くの方の参

加を期待しています。「市民調査シンポ」の詳細は次の通りです。 

 

シンポジウム 「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：モンベル御徒町会議室（2015 年 9 月 10 日新規開店） 

住所 110-0005 東京都台東区上野 3-22-6 コムテラス御徒町 TEL 03-5817-7891 駐車場 無し 

JR 山手線/京浜東北線「御徒町駅」徒歩 2 分 または、東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩 5 分 

または、都営大江戸線「上野御徒町駅」徒歩 5 分 

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。 

 

プログラム 

 

司会 志村智子（日本自然保護協会） 

13:00～13:10 開会挨拶：向井 宏（海の生き物を守る会） 

13:10～15:20 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） 
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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？」 

坂井 章（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（リーフチェックの会） 

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）・日本国際湿地保全連合 

⑦ 「三番瀬市民調査の会の歩みと活動」 

伊藤昌尚（三番瀬市民調査の会） 

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？ 

  行政からの意見・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 

 

 

このあと、御徒町駅近くの食事処「土風

炉」で、夕食会を兼ねて「海の生き物を

守る会」総会を行います。会員および入

会希望の方、話を聞きたい方などの参加

を歓迎します。 
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【活動報告】 

●奄美の海を守るワークショップ 約 90 名が参加 

 海の生き物を守る会は、自然と文化を守る奄美会議と共催で、2015 年 12 月 18～19 日に、奄美

大島の名瀬公民館でワークショップを開きました。ワークショップのテーマは、「世界自然遺産候補

＝奄美の海の危機 ～砂浜の消滅・サンゴ礁の崩壊～」。ワークショップは 18 日に調査を行い、19

日に講演会を行いました。すばらしい海を持つ奄美と沖縄は、世界自然遺産登録を目指しています

が、その努力を無にするような問題が起こっており、その問題を問いました。講演の講師と演題は

以下（p6）の通りです。参加者は、約 90 名。100 部用意した資料はすべて無くなりました。終了後

は、約 40 名が参加して交流会を行い、島唄や指笛が飛び交い、全員で六調を踊り、ワークショップ

を締めました。 

 

 

 

 

12 月 18 日の調査で訪れた大

島郡瀬戸内町嘉徳の海岸。 

砂が大量になくなったために、

砂丘の植生帯も高波に晒され

て削られ、背部のアダンの木

立も崩壊、すぐ後ろの嘉徳集

落の墓地も崩壊の危機にさら

されている。となりの青久集

落の沖で海砂の採取が行われ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 19 日の

講演会。約 90

名が参加。 
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 12 月 21 日に、海の生き物を守る会から向井代表と安部運営委員、自然と文化を守る奄美会議か

ら大津代表と城村事務局長が、砂浜の保全・海砂採取の禁止と採石事業の監視を要求する要望書を、

鹿児島県大島支庁の鮫島総務企画部長に面談の上、手渡しました。今後、同様の内容の要望書を、

環境省、国交省、経産省に提出の予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 18 日の潜水調査のようすを報じる 

奄美新聞（2015.12.19） 

 

 

 

 

 

ワークショップ「世界自然遺産候補=奄美の海の危機 ～砂浜の消滅・サンゴ礁の崩壊～」 

12 月 19 日（土） 13:30~17:10 

 講演会：「奄美の海の危機 ～砂浜の消滅・サンゴ礁の崩壊～」 

 【砂浜の浸食と消失】 

・「大浜海岸・手広海岸・嘉徳海岸の過去と現状」 

  薗 博明、碇山勇生、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） 



 

7 

 【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・沖縄県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） 

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

成金をいただきました。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

12 月 19 日の講演会のようすを報じる南海日々新聞 

（2015.12.20） 

  



 

8 

 

 

. 

 

世界中で人気のウミガメ。切手シリーズも全部で 80 頁ありますので、抜粋して、今号から

お届けします。 

※この切手コレクションは許可を得て転載しておりますが、印刷すると著作権が発生します。この記事をプリ

ントアウトする場合は切手の部分に斜線などを入れる必要がありますので、お気を付けください。  

2．ウミガメ 切手コレクション （1）   立川賢一 
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写真 1 小泉海岸の巨大防潮堤建設計画 

 

※新年号の今回は、ニュースに代わって東北の視察報告をお届けします 

 

 

 

 2015 年 11 月 5 日から 11 月 9 日まで、東北の三陸海岸における防潮堤建設の実情を視察した。その結

果を報告する。 

 2011 年東日本大震災の大津波で、青森県から茨城県までの海岸地帯は大津波に襲われ、大きな被害を

出した。政府は、津波対策と称して、青森県から福島県までの東北沿岸 350km に渡って、海岸に巨大な

防潮堤を築くことを計画して、復興予算により実行している。それに対して、地元の人たちは海岸が陸

と海の生態系を結ぶ生物多様性の高いエコトーン（移行帯）であることから、やり方について十分な考

慮を払うように要請してきた。しかし、この防潮堤がこれまでの防潮堤を大きく変えるものでありなが

ら、復旧工事だという理由で、どんな大規模な工事においても環境アセスを行わないままに工事は進め

られている。また、地元の人々の意見を十分に聞くことも、尊重されていない。その結果、無駄で有害

な公共事業というべき事態も起こっている。その実態を知りたいと、日本自然保護協会の沿岸保全プロ

ジェクトの一環として、安部真理子さんとともに宮城県と岩手県の一部を訪れた。 

 

 まず訪れたのは、宮城県気仙沼市の小泉海岸（中島海岸）。ここは、2014 年 9 月に、日本自然保護協

会といっしょに砂浜海岸生物調査を行ったところ。リアス式海岸の三陸海岸では、もっとも大きい規模

の砂浜として知られていた。震災で数十 cm の地盤沈下が起こり、海岸線は 100m 以上後退した。沖には、

かつての崩れた防潮堤の跡が見える。この海岸に、宮城県は高さ 14.5m という最大規模の防潮堤を建設

する（写真 1）。横断面が台形のこの防潮堤は幅が 200m になるので、砂浜は完全に無くなる。昨年の調

査では、津波で一度砂が完全になくなった海岸に、自然に砂浜が形成されており、その後背地には湿地・

池ができて、カワザンショウガイ類が無数に

生息し、マガモなどの水鳥が餌を探していた。 

 今年訪れてみると、防潮堤工事が始まり、

広大な砂浜も湿地、池がほぼ完全になくなり、

防潮堤の土台工事で多くの重機が積み上げた

土砂の上を行き来していた（写真 2）。海の

中に取り残されていたホテル「シーサイドパ

レス」の建物も壊されて、なくなった。 

 

 

三陸海岸の視察報告
（その１） 向井 宏
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写真 2 気仙沼市小泉海岸の防潮堤工事。砂浜はすべて土砂で埋め立てられ、無くなった。 

 

小泉海岸の陸側には民家がなくなり、1km ほども陸側の国道は、嵩上げされて津波に対応できる高さと

なる予定だ。だったらなぜ海岸にこのような巨大な防潮堤を作る必要があるのだろうか。防潮堤と国道

の間にある平地には、最近建てられたトマトの温室が 3 棟ほどあるばかり。これも、守るものがないと

いう批判にあわてて作ったとしか思えない代物だった。小泉海岸では一年前に砂浜調査を行った。今回

も調査して 1 年前との違いを調べたかったのだが、残念ながら砂浜がなくなってしまった以上、調査も

できなかった。 

 

 小泉海岸をあとにして、気仙沼方面に向かう。途中の大谷海岸で、砂浜調査を行う。大谷海岸は、JR

大船渡線に接している海岸で、津波でこの線路も被害にあった。現在では、ほぼ廃線になることが決ま

っている。線路と海岸の間に、フレコンバッグに土砂を詰めたものがずらりと並び、これからここに防

潮堤をつくることを示唆しているようだった。砂浜は狭く、距離も短い。きっと昔はもっと広い砂浜が

広がっていたのだろうと思わせるところだ（写真 3）。 

 

 砂浜調査をして驚いた。海岸にアマモの葉に混じって、オオアマモと思われる株が漂着していた。青々

とした様子からして、遠くから時間を掛けて流れてきたものではなさそうである。東北沿岸では、岩手

県山田湾にわずかひとかたまりのオオアマモの群落が確認されているだけで、それ以外はすべて北海道

からの記録しかない。東北の宮城県沿岸でオオアマモが生育しているとすれば、新しい記録になる（写

真 4）。実は、1 年前にここを訪れたときにも、オオアマモの漂着を確認していたのだが、半信半疑だっ

た。しかし、今年もオオアマモの漂着を確認した以上、この近辺でオオアマモの比較的大きな群落があ

ることは確実のようだ。 
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 写真 3 気仙沼市大谷海岸 フレコンバッグで囲まれたわずかに残された砂浜。 

 

この海岸では、比較的新鮮なハマグリ

の貝がらが見つかった。しかし、砂浜

にはアサリの漂着もなく、かつての砂

浜が広がっていた時代の片鱗を示すも

のも見られなかった。津波の影響から

回復するまもなく、この海岸は工事で

なくなっていくことになるのだろうか。 

 

 

写真 4 アマモ類の漂着 右がアマモ、

左がオオアマモ 

 

 

 大谷海岸から東北へ車で 5 分もかからないところに、野々下海岸がある。いや、あったというべきだ

ろうか。ここも昨年見に来たところだが、昨年は半分ほど高さ 9m の防潮堤が作られていた。防潮堤の

前には砂浜は無くなり、工事で入れた岩が積み重なっているばかりだ。今年はさらに残り半分の防潮堤

ができていたが、驚いたことに、昨年作った半分の防潮堤と今年作った防潮堤が、発注主と設計が異な

ったために、うまく繋がらず、それを繋ぐ工事をやっているという（写真 5）。信じられないようなこと

が起こっている。 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5 気仙沼市野々下海岸 右側と左側の設計が異なっていたために繋ぎの工事が行われている。 

 

同じところに防潮堤を作るのに、県が発注したの

と市が発注したもので、繋がらないなんて、何と

いう行政なのだろうか。つなげる工事に 1 億円近

いお金が使われているらしい。こんなことにも国

民の復興特別税が使われている。しかも、この 9m

の防潮堤の内側にある住居は、すべてこの防潮堤

よりも高い場所にある。この防潮堤が守るのは、

幅 3m くらいの未舗装の農道だけだ。本当にこの

防潮堤は必要なのか？税金の無駄使いでエコトー

ンを破壊する有害なだけの防潮堤ではないのか。 

 

 12 月末になって、気仙沼市は、小泉海岸近くの

大沢漁港の防潮堤のあり方を見直すと発表した。

また、宮城県も大谷海岸の防潮堤計画についても

見直す方針と伝えられた。JR 気仙沼線の廃線がほ

ぼ確定しそうだと言うことと、国道や JR の線路

の嵩上げで、防潮堤を兼ねることができると判断

したことによるという。喜ばしいニュースだが、

どのように見直すのか、環境に配慮した見直しが

あるのか、注意していきたい。（以下、つづく）  
写真 6  高さ 9m の野々下海岸の防潮堤(2014 年) 
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『うみひるも』に投稿してみませんか？ 
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。 

掲載ご希望でないご意見やアイデア、おたよりも大歓迎です！ 

 

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 

短縮版 URL https://goo.gl/GjWIjL 

 

【関東】 

◆千葉県立中央博物館動物学講座 「深海の生物」 

 画像、実物標本を使って、さまざまな深海生物に触れていただきます。 

日時：2016 年 1 月 16 日（土）13:30～15:00 

場所：千葉県立中央博物館研修室 

★申し込み：公式ホームページにある申し込みフォームから 

締め切り日：2016 年 1 月 2 日（明日です） 

対象：小学 3 年生以上（小学生は保護者同伴） 

定員：20 名 

講師：駒井智幸学芸員 

入場料：無料、保険料：不要、実費負担：無し 

 

 

  

mailto:hirumo@live.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/EF/?id=15118


 

14 

 

 

●レイ・ヒルボーン、ウルライク・ヒルボーン著 市野川桃子・岡村 寛 訳 

「乱獲 ～漁業資源の今とこれから～」 東海大学出版部 pp.123  (2015) ¥2,000+税 

 

 世界の漁業資源は大幅に低下しており 21 世紀中頃までには漁業が崩壊するという衝撃的

な論文が出て、漁業における乱獲の問題が一般の関心を集めるようになった。著者のヒルボ

ーン博士は、世界的な資源管理学者であり、この問題が科学的で無い取り扱われ方をしてい

るとして、この本を書いた。「悪魔は細部に宿る」と信じて、著者は各地の漁業資源と資源

管理の実態を明らかにしている。つまり、資源とその管理の実態は、場所によって異なって

おり、失敗もあれば成功もあるとする。 

 

 日本のデータは少なくて、捕鯨問題以外はほとんど述べられていない。訳者は、水産研究

センターの資源管理研究を担う若手の研究者である。日本の資源管理の研究者は少なく、本

書の成功例が日本であるとは思えない状況だ。本書から資源管理の必要性を感じ取る人が増

えるかどうかが、日本の海の生き物の未来を左右するかもしれない。 

 

  



 

15 

 

 

  

 

珍しい稚イセエビ 

 2015 年 11 月 22 日、いつものように白浜町瀬戸漁港で定点観察をしていると、毎日のよ

うに出会う漁師さんが、「面白いものがとれているのであげよう」。「いつもありがとうご

ざいます。何でしょうか？」「イセエビの小さいのだよ。珍しいよ」ということで即座に貰

い受けた。体長はわずか 55 ㎜しかなかった。生まれてまだ 1 年も経過していない可愛い稚

エビだった。小生が今までで見た最小である。さっそく水槽に入れて飼育を開始した。どれ

くらい生きてくれるだろうか？ 

 この稚イセエビは白浜町沿岸の浅瀬でのエビ網にかかったせいか脚が幾つか取れている。

しかし、脱皮時に回復するであろう。頭部には大小の触角が 1 対ずつあり、小さな第 2 触

角は威嚇音を発することができ、餌探しなどにも使用する。太く大きく長い第 1 触角は護身

用である。一人前に、勿論これらは少々傷んではいるが、揃っている。胸部には海底を這う

5 対の歩脚が本来ならある。腹部の 5 対の腹肢は遊泳用で、後ろ向きにすばやく飛ぶように

泳いだ。国内では黒潮洗う房総半島以南の岩礁域に分布する。台湾が南限とされる。 

 最大級で体長 40cm に達するまでに、この稚エビはどれくらい脱皮をしてどのように成長

するのであろうか？ 様々な文献によると、雌の腹肢で 0.5mm の卵の中で 1－2 カ月かけ

て発生後に孵化したフィロソーマ幼生が、約 1 年後にプエルルス期を経てやっと一人前の姿

になる。この時体長 3cm ほどである。その後の 1 年間に約 10 回の脱皮をし、体長 10cm ほ

どに成長する。この後はだんだんと脱皮回数が減ってはいくが、どんどん大きくなる。2 年

目には約 5 回の脱皮で体長 15cm に、3 年目は約 3 回の脱皮で体長 18cm に、4 年目は約 2

回の脱皮、5 年目以降は 1 年にた

った 1 回の脱皮となるらしい。体

長 12cm くらいで成熟可能とのこ

とで、受精卵から 3 年経つと親に

なる。フィロソーマ幼生からだと

約 30 回の脱皮を重ねることにな

る。脱皮時は体が柔らかく食害を

受ける危険な時であり、硬い体に

なるまで約 6 週間もかかるので、

毎回命がけである。従って 1 腹 60

万個の卵から親になれるのはごく

わずかという、とても厳しい生存

競争にさらされ続けている。  

2015 年 11 月中旬に白浜町沿岸の

エビ網にかかった稚イセエビ 
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舞根湾奥部のマコガレイ稚魚 

 マコガレイは日本の沿岸域に広く分布するカレイ類の代表的な種で、煮つけなどの素材と

して、私たちたちの暮らしにもなじみの深い魚です。本種の名前を一躍有名にしたのは、大

分県別府湾で取れるマコガレイが“城下カレイ”という名の地域特産品としてブランド化さ

れたことによります。城下カレイの厳密な意味での発祥の地である大分県日出（ひじ）町の

日出城址近くの海には、海底から豊富な地下水が湧き出ており、それがおいしいマコガレイ

を生み出すとされています。多くのカレイ類が水中に漂う浮遊卵を産むのに対して、本種は

海底の砂礫に粘着する沈性卵を産む点が特徴です。 

 気仙沼舞根湾で秋季から冬季に湾奥部の海底でよく見られ、ヤスで突かれていのちを落と

す個体もいるようです。本種の産卵の現場や海底に産みつけられた卵の確認はされていませ

んが、着底して間もないと推定される稚魚（写真１）の出現から産卵期は 3 月と推定されま

す。巨大な地震と津波が発生した 2011 年 3 月はまさに本種の産卵期であったと推定されま

す。舞根湾に出現する底生稚魚の調査が始められたのは 2011 年 9 月であり、震災時の稚魚

の出現状況を把握することはできませんでしたが、5 月の潜水調査（京都大学益田玲爾さん

による）では湾奥部の海底は一面に真綿状の浮泥で覆われ、底魚の姿がほとんど見られなか

ったことより、津波はマコガレイの産卵に、あるいは産卵直後の仔稚魚の生き残りに大きな

影響を及ぼしたことが推定されます。 

 

  

7. 有明海と三陸の水辺から（25）  田中 克   

写真１ 2012 年 5 月に舞根湾奥

部において桁網で採集された着底

間もないマコガレイ稚魚 
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 京都大学の中山耕至さんによる湾内外 4 カ所での桁網の調査（写真２）では、震災 1 年

後の 2012 年 5 月には湾奥部の水深数 m の場所でマコガレイ稚魚が多数採集されました。

震災前には底生稚魚に関する定期的な調査が行なわれていませんが、毎年 8 月に実施された

京都大学の少人数セミナーでの実習において、ほぼ同じ場所で同じ桁網でのアマモ場調査で

はマコガレイ稚魚が採集されたことはなく、大量のマコガレイの稚魚が 2012 年に出現した

のは、津波よる海底撹乱の影響かもしれませんが、詳細は不明です。その後、マコガレイ稚

魚の出現は年よってかなりの変動がみられています。湾奥部の底環境は、津波の著しい影響

の後、次第に安定化すると当初は予想されましたが、2013 年には湾奥部の高台に宅地の造

成が始まり、また、新たな道路の建設などによる山を削る工事が始まり、雨の度に大量の泥

が湾奥部に流れ込み、底環境はいまだに安定化していない状態が続き、そのことがマコガレ

イ稚魚の年による出現動態にも影響を及ぼしていることが想定されます。 

 湾内外 4 定点での桁網調査では、カレイ類としては、マコガレイとともにヒラメの稚魚が

採集されています。ヒラメの稚魚は湾外の九々鳴き浜と呼ばれる砂浜の海岸にのみ出現しま

すが、マコガレイは湾奥部の砂泥海底域においても、ヒラメが出現する湾外の砂浜において

も出現し、より広い底質環境に適応して生息すると言えます。他の海域での震災後の本種の

出現動態との比較などが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 大震災が舞根湾の生態系に及ぼした影響を調べる一環としてとしての桁網調査  
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9章 伊豆の踊子との天城越え 

 

 6 泊目の夜が明け、東京へ戻る日の朝を私たちは迎えました。相談の結果、帰路は天城峠を越え

ようということになり、街内のバス停から修善寺方面行のバスに乗りました。白浜の海岸沿いに走

ったバスは、河津で左折し、河津川沿いに天城峠へ向かいます。このあたりから先が川端康成著の

『伊豆の踊子』に登場する舞台なのですが、「踊子」が辿った街道を逆方向に辿って天城越えする

ことを、私たちは計画したのです。 

 

 現在の天城峠を貫通するトンネルは、幅が広く距離も長い「新トンネル」なのですが、私たちの

乗ったバスが通ったのは、古くから上方に開かれていた狭くて短い「旧トンネル」でした。「踊子」

が辿ったとされる時代の天城峠には、この「旧トンネル」しか存在しなかったはずなので、私たち

は「踊子」が歩いた狭くて暗い天城トンネルを、逆向きに通過したことになります。このトンネル

に至る道路は、非常に狭くて屈曲も多いため、現代の路線バスでは走行困難になるはずですが、当

時のボンネット型のバスは小型だったため、この道を無事に走行することができたのでしょう。 

 

 バスが天城峠を越えて、しばらく進むと、湯ヶ原温泉郷に達するのですが、その少し手前の狩野

川岸に、温泉を利用した共同浴場がありました。それを見つけた私たちは、一旦バスを降りて入浴

しようということになりました。道路から河原までは、かなりの落差があったのですが、急な坂道

を用心して下り、他の入浴客が皆無の浴槽に皆でゆったりと漬かり、そして急な坂道を登って戻り、

次便のバスをのんびりと待ったのです。今から 60 年近くも昔の伊豆は、旅行客が自家用車で走るこ

ともなく、道路は未舗装で、その周辺の風景は江戸時代以前そのままのように見えました。まさに

私たちは、向きこそ逆ながら、あの「踊子」の越えた天城路を越えたことを実感したのです。 

 

 クラスメート 14 名の中の 1 名は女子学生なのですが、彼女も今回の臨海実習に同行しました。色

白で清楚な少女という感じの彼女は、おそらく私以外のクラスメート全員のあこがれの的になった

はずですが、歌声も清らかでした。そのため、次のバスを待つ間、皆で唄うことになったのですが、

当時流行していたのはロシア民謡です。このような時は、日ソ不可侵条約の期限切れ前に一方的に

開戦して、我が国の北方領土も略奪したソ連の悪徳独裁者スターリンの存在など忘れて、「ゆきー

のシラカバなーみき」で始まる歌を含む何曲かを唄うのが、当時の私たちの習慣でした。 

 

 はるか下方を流れる狩野川は、すばらしい清流です。それを眺めながら路傍に坐り、肩を組んで

唄うと、夢を見ているような気分になります。そして色白で清楚な女性クラスメートは、若いロシ

ア女性のように見えます。しかし彼女の父上は大日本帝国海軍の上級将校として軍艦の艦長となり、

攻撃を受けて沈没する艦に一人で残り、敬礼しながら戦没されたとのこと。戦時中に教科書で読ん

8.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（10）横濱康継 
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だ、日露戦争中の廣瀬中佐の話を実感させられましたが、廣瀬中佐は、外交武官としてロシア滞在

中に、貴族の令嬢と恋愛し、海戦での中佐戦死後も、彼を生涯の夫と決めた彼女は、死ぬまで喪服

の着用を絶やさなかったとのことです。共にロシア民謡を気楽に唄いながら、我らの女性クラスメ

ートは、その貴族令嬢にも、また貧しいながらも可憐だった「踊子」にも似ている、という不思議

な思いにふけりました。 

 

 バスは修善寺を通り、三島へ向かったため、狩野川下流の河原と周辺の丘陵風景を楽しみながら、

私たちは伊豆の旅を終えたのです。（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！ 

 

10．編集後記 

 早いもので東日本大震災から間もなく 5 年が経ちます。自然海岸や震災後にできた干潟を残そうと、逆風の中

で活動を続けてこられた地元の方々の 5 年。この月日の重みに圧倒されます。向井代表の現地レポートの終盤

を読んで、今年こそ流れが変わるのではないかと期待が高まりました。 

 海の生き物を守る会と読者の皆様にとって、良いことがたくさん起きる明るい 1年になりますように！！（ちよ） 

 

 今年は暖冬のようだ。冬寒い京都で過ごす身にとってはありがたいが、地球規模で進む温暖化と異常気象

を考えると、喜んではいられない。年末に奄美大島で開かれたワークショップでは、これまであまり問題にされ

なかった採石事業の海の生態系への影響が明らかにされた。相変わらず続いている鹿児島県や沖縄県の海

砂の採取も、離島の海岸の崩壊を引き起こしている。いっしょにワークショップの開催にご協力いただいた「自
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然と文化を守る奄美会議」の人々の自然を守る強い意志に心を打たれました。1月 23 日には、総会で奄美大

島の現状と沖縄辺野古の問題についても、報告したいと思います。ぜひ多くの会員が総会に参加していただ

きますよう、お願いいたします。今年も「海の生き物を守る会」を、そして「うみひるも」をよろしくお願いいたしま

す。（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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