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「今月の海の生きもの」 レモンウミウシ  Aegires citrina  

軟体動物門腹足綱裸鰓目センヒメウミウシ科に属するウミウシ。奄美大島以南の熱帯太平洋に広く見ら

れる。沖縄の海では普通。全身鮮やかな黄色が独特なウミウシ。黄色の地に細かい暗点を密に分布する。

同じような

色の黄色カ

イメンを食

べる。カイメ

ン上にいる

と見つけに

くい。身体は

細長い円筒

形。前半にこ

ぶ状に隆起

する部分を

持つ。触角も

鰓もすべて

同じ黄色な

ので水中で

の同定が比

較的容易。体

長は 3～6cm。

卵も同じようなレモン色の卵塊として産まれる。 

         (沖縄県名護市大浦湾にて 西原千尋氏撮影)  
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【活動予定】 

●砂浜生物調査研修会を行います 4/9 愛知県表浜 5/7 逗子小坪海岸 

 砂浜海岸の生物調査は、今後も「海の生き物を守る会」の主要な活動として継続します。

ついては、砂浜海岸生物調査の研修会を 4 月 9 日に愛知県豊橋市の「表浜まるごと博物館」

で、5 月 7 日には神奈川県逗子市小坪海岸にて開催します。 

 この研修会は、日本自然保護協会の「自然しらべ」との共催で行う予定です。砂浜生物調

査に協力したい方、ちょっと興味があるという方、たまには子供といっしょに海へ遊びに行

きたいという方など、多くの方の参加を期待しています。みんなで砂浜生物調査を行いまし

ょう。参加者には、「砂浜海岸生物調査 中間報告書」と「砂浜フィールド図鑑(1)日本のハ

マトビムシ類」を差し上げます。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

表浜海岸研修会 

日本でも有数の砂浜海岸を持つ愛知県豊橋市の表浜海岸で、砂浜のいきもの調査を行

います。ぜひご参加下さい。 

 

日時：2016 年 4 月 9 日（土）10:00～15:00 

場所：愛知県豊橋市 表浜海岸 

集合場所：表浜まるごと博物館 
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持ち物・服装など：長靴もしくは濡れてもいい靴、

筆記用具、ビニール袋、弁当、飲み物。カメラも

あれば便利 

参加費：無料 

★申し込み・問い合わせ先： 

info@omotehama.org (田中) 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 075-741-6281 

(向井) 

申し込み締め切り：4 月 7 日 

主催：海の生き物を守る会・表浜ネットワーク・

日本自然保護協会 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

小坪海岸研修会 

2020 年オリンピックとの関連で巨大ホテルの建設が計画されている逗子の小坪海岸

で、砂浜の生きもの調査を行います。ぜひご参加下さい。 

 

日時：2016 年 5 月 7 日（土） 

10:00～15:00 

場所：神奈川県逗子市小坪海岸 

集合場所：小坪コミュニティセンター

（予定） 

持ち物・服装など：長靴もしくは濡れて

もいい靴、筆記用具、ビニール袋、弁当、

飲み物。カメラもあれば便利 

参加費：無料 

★申し込み・問い合わせ先： 

nokubo@tku.ac.jp (大久保奈弥) 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

075-741-6281 (向井) 

申し込み締め切り：5 月 5 日 

主催：海の生き物を守る会 

日本自然保護協会 

mailto:info@omotehama.org
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:nokubo@tku.ac.jp
mailto:nokubo@tku.ac.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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●南紀白浜で、クラゲの生物学講演会と磯の観察会 

海の生き物を守る会では、以下の要領で、講演会および観察会を実施します。 

日時：2016 年 5 月 21 日（土）10:00～14:00 ※雨でも講演会は実施。観察会は少雨実施。 

場所：和歌山県白浜町瀬戸臨海実験所実習室 および 実験所の北浜海岸 

講演：「クラゲ類の性と繁殖」 久保田信（京都大学准教授） 

用意するもの：長靴もしくは濡れても良い靴、軍手、お弁当、飲み物 

★申し込み先：海の生き物を守る会事務局（向井：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp ） 

申し込み締め切り：5 月 19 日 

●今年もアカテガニの放仔観察会を行います 

海の生き物を守る会では、上関の自然を守る会と共催で、今年も以下のようにアカテガニの

放仔の観察会を行います。 

日時：2016 年 7 月 30 日（土） 

場所：山口県上関町長島田ノ浦 

集合：30 日正午、上関町室津（予定）／解散：7 月 31 日（日）午前 

30 日午後は田ノ浦で海水浴と磯の観察会、夜にアカテガニの放仔観察会 

 

海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査を一般

の人々に呼びかけていますが、このたび「砂浜フィ

ールド図鑑」を刊行しました。まず、そのシリーズの（１）とし

て、どの浜辺にも必ず見かけるハマトビムシ類の図鑑を刊行しま

した。A5 判 14 ページ。 
1 冊 100 円で頒布しています。会員には 1 冊に限り無料でお送り

します。ただし、送料を負担していただきます。 

 

●海のサイエンスカフェ「海の生き物を守

る会 in 表浜」 
日時：2016 年 3 月 19 日（土）～20 日（日）★今週末！ 

場所：表浜まるごと博物館 

プログラム 

19 日 13:30 から表浜散策、夕方からサイエンスカフェ 

（話題提供：向井 宏・安部真理子）。 

20 日 06:00～早朝の表浜 

参加費：500 円（珈琲・お菓子代）／懇親会費：1500 円 

問い合わせ先：表浜まるごと博物館（info@omotehama.org 

℡：0532-21-1192）  

前号のお知らせでは、日程を 8月 30日としていましたが、

正しくは 7月 30日です。訂正します。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:info@omotehama.org
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2．ウミガメ 切手コレクション （6）   立川賢一 

 



 

6 

 

 

【東北】 

●グリーンピースの虹の戦士号 福島沖で放射能調査 

東京電力福島第一原発の事故によって拡散した放射性物質は、陸上も海にも何十年、何百年の長期

間に悪影響を及ぼすだろうと専門家が警告している。国際的な環境保護団体「グリーンピース」は、

事故直後に虹の戦士号を福島沖に出航し、放射性物質の濃度測定を行おうとしたが、日本政府に拒

否されて調査ができなかった。今年になってようやく日本政府が認め、福島沖の海洋調査や陸上で

の調査を始めた。調査に参加した核問題専門家のバーニー氏は、3 週間の調査のあと、「人類史上、

これだけ大量の放射性物質が海洋に放出されたことは無い」と述べた。また、「福島の汚染水問題

は深刻であり、事故は過去のものという認識は間違いだ」と述べ、けっして楽観できない現状に警

鐘を鳴らした。 

 

【中部】 

●高浜原発 3・4 号機の運転を差し止め 大津地裁が仮処分 

福井県高浜町にある関西電力の高浜原発 3・4 号機の運転を差し止める仮処分を大津地裁の山本裁

判長が決定した。仮処分の決定はただちに効力を発するため、3 月 10 日に関西電力は運転中の 3

号機の停止を行った。関西電力はこの決定を不服として、ただちに異議申し立てを行った。高浜原

発 3・4 号機の運転差し止めの仮処分は福井地裁に続いて 2 回目となる。福井地裁では、樋口裁判

長が仮処分を決定したあと、関西電力の異議申し立てを転勤してきた別の裁判官によって覆され、

運転を開始したばかりである。大津地裁での異議申し立てをどの裁判官が行うか、国の間接的な介

入があるかどうかも含めて注視していかねばならない。これで温排水が流入し始めて、温暖化が進

む可能性のある若狭湾の生態系の変化を止める一歩ができたことになる。運転している原発は、こ

れで川内原発 1・2 号機の 2 台だけになった。温暖化から海の環境を守るために、すべての原発の

運転を止めて、自然エネルギーの利用と電気使用量の徹底的な縮小を図る必要がある。 

 

【九州】 

●干潟の保全がウナギの保護に繋がる 佐藤教授が報告 

諫早湾の干拓工事で失われた干潟の復活を訴えている鹿児島大学理学部の佐藤正典教授が、干潟で

捕獲されたニホンウナギが、干潟の甲殻類やゴカイ類を食べていることを突き止めて、河口域周辺

だけでなく干潟もニホンウナギの成長に重要な役割を果たしていることを発見した。このことから

佐藤教授は、多様な食物を供給している干潟の保全がウナギの保護に必要であると訴えている。調

査は、鹿児島市の河口干潟と佐賀県鹿島市の有明海干潟で行われた。 
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【沖縄】 

●和解受け入れ直後に翁長知事に是正措置を要求 

沖縄県名護市の辺野古沖に米軍基地を新設する計画を進める日米政府と辺野古に基地をつくらせ

ないとする翁長県知事をはじめとするオール沖縄との闘いは、国と県が相互に訴訟を提起し合って

いたが、裁判所の和解勧告の B 案を双方が受け入れて、和解することとなった。和解案は公式には

公表されていないが、①双方が訴訟を取り下げ、②国は工事を中止し、③誠意を持って双方が解決

に向けて協議し、④あらためて手続をやり直し、⑤裁判所の決定には双方が誠意を持って従う、と

いうもののようである。これによって、辺野古での工事は止まった。しかし、中谷防衛大臣は、ボ

ーリング調査は続行するとしている。ボーリング調査は予定していた箇所のほぼすべてが終わり、

残り 1 カ所が調査の途中であった。 

ところが、和解を受け入れてわずか 3 日後に、安倍内閣は翁長知事に埋立承認の取り消しを是正す

るよう要求した。これは誠意を持って協議をするという和解案を無視し、④以降の手続を進めると

いうことを意味する。安倍内閣は沖縄県との協議を無視し、裁判を一本化して国に都合の良い裁判

官を使って、沖縄県に基地を受け入れさせようとしている。辺野古沖および大浦湾の海草藻場は、

数少ない絶滅が危惧されるジュゴンの貴重な餌場である。また、大浦湾は生物多様性の宝庫とも言

える海である。これらの海と海の生き物を守るためにも、辺野古の埋め立てを許してはならない。 

 

●サンゴの植え付け 3 ヘクタールへ拡大 沖縄島 

沖縄県は、海水の温暖化による白化現象や赤土の流出などによってサンゴ礁が危機的状況に陥って

いることから、観光資源・漁業資源としてのサンゴ礁を守ろうと、恩納村漁協などに委託して、恩

納村前兼久漁港の沖でサンゴを植え付けている。今年で全体の植え付け面積が 3 ヘクタールになる

予定で、これは世界でももっとも大規模な植え付けになる見込みだ。これはサンゴ礁保全再生事業

の一環として 2010 年度から行われ、活きたサンゴの枝を植え付けて増やす無性生殖法と、サンゴ

の卵から増やす有性生殖法の両方で植え付けを増やす計画だ。無性生殖法で約 10 万本、有性生殖

法で 2 万本を植える予定。 

しかし、サンゴの植え付けは、けっしてサンゴ礁の再生に繋がらないことは、科学的にも指摘され

ている。有性生殖法はサンゴ礁を傷つけないでできるとして推奨されているが、これも根本的な解

決にはならない。まして赤土の流入などで傷ついたサンゴ礁はいくら植え付けてもサンゴ礁の復活

には繋がらないことは明らかなのに、赤土の流入を止めないで、植え付けを行うのは、なんらかの

利権と結びついた事業としか見えない。沖縄県は、那覇空港沖の埋め立てで貴重なサンゴ礁を埋め

立てて滑走路を作っておきながら、サンゴの植え付けでサンゴ礁を復活させようとしているような

ごまかしを行っている。本当にサンゴ礁の保全を考える立場をしっかりと作り上げる必要があるの

ではないか。 
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うみひるも「みんなのひろば」に掲載する原稿を募集しています。 

 

当会および「うみひるも」へのご提案、ご感想、連載エッセイへのご感想など、是

非お寄せください。掲載ご希望でない方、匿名希望の方は、その旨ご明記を。 

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://goo.gl/GjWIjL 

 

【関東】 

◆江奈湾干潟観察会（モニタリング）&ゴミ回収活動 

以下の日程で自然観察会と漂着ゴミ・投棄ゴミの回収を実施します。希少な干潟の自然と生き物た

ちの観察は、大変楽しいものです。初めての方も、この機会に是非ご参加ください。 

一部ヨシ刈り、雑草刈りも行う予定です 

日時：2016 年 3 月 26 日（土）10:15 集合 14:30 頃解散（雨天中止） 

場所：神奈川県三浦市南下浦町江奈湾 

対象：中学生以上 

参加費：無料（昼食、飲み物を持参して下さい）別途、保険料（250 円） 

アクセス：京急バス「三浦海岸駅」発「三崎東岡」行き、「江奈」バス停下車 

持ち物：動きやすく汚れてもいい服装と着替え、長靴（足にフィットしたもの）または靴底が丈夫

なマリンブーツ、長靴など汚れものを入れる大きめのビニール袋、雨具（傘不可） 

※干潟での観察会のため泥で汚れる場合があります。 

※水道がすぐ近くにはありません。（ポリタンクに手洗い用の水を準備します） 

★申し込み：お申し込みフォームよりお申込みください。 

主催：NPO-OWS 

  

mailto:hirumo@live.jp
https://sv153.xserver.jp/~fc01/ows-npo.org/higata-hozen/form.html
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シジミチョウが京大瀬戸臨海実験所“北浜”海岸で塩

分補給 

 これまで和歌山県白浜町に所在する京都大学フィ－ルド科学教育研究センタ－瀬戸臨海

実験所“北浜”や瀬戸漁港で、モンキアゲハ、セセリチョウの一種、アオスジアゲハ、タテ

ハチョウ科の一種の吸水行動の記録をした。毎日少なくとも 1 回、上記の 2 箇所を見回っ

ているが、蝶類の吸水に遭遇することはめったにない。今回、“北浜”で初めてシジミチョ

ウの一種でこの行動が観察できた。 

 

写真. シジミチョウの一種が 2015 年 11 月 16 日に和歌山県白浜町京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”で

吸水した岩と岩の間のごみ（わらなど）の漂着場所（←）.左の石組みが船着き場の北端の一部 
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 その“北浜”の中央にある船着き場のすぐ東西両脇の磯浜で、2015 年 11 月 16 日 10 時

40 分頃から 10 分間、潮がやや引いた時、潮上帯や潮間帯の砂浜や潮間帯から突き出してい

る岩場に、シジミチョウの一種がそれぞれの場所で複数回ずつ着底し吸水した。窪んだ箇所

で吸水の時はシジミチョウが転がり落ちるといった滑稽な場面も見られた。観察の途中で撮

影用にとデジカメを取りに研究室へもどった。その後も同じ地点を数度見回り、“北浜”全

体（直線距離で約 400ｍ）を往復し、全体で約 1 時間の調査を実施した。しかし、ヤマトシ

ジミに類似したシジミチョウの一種はもういなくなっていた。 

 今回の 1 時間程の調査中、長旅をするアサギマダラの 3 頭が海岸を飛翔していた。その

内の 1 頭は砂浜の満潮線の上空約 1 m を 50 m ほど低空飛行した。これらにマーキングが施

されていたかは確認できなかった。いずれの個体も砂浜や岩上に着地しなかった。 

 この日はたいへん穏やかで暖かく半袖姿の夏服でも大丈夫だったが、午後 3 時頃から約

30 分間、午前中よりもさらに潮の引いた“北浜”全体を往復し再び調査した。しかし、シ

ジミチョウやアサギマダラなどの姿はなかった。 

 

 「うみひるも」で連載しています久保田信さんの「きらめく生物たちの命と海(1)」が、Amazonから Kindle版として出版

されました。価格は 1000円。Amazonの Kindle から無料で読めます。来年には第 2弾を予定しているそうです。 

 

 

  
思い出のアルバムより 

3 月 11 日で、東日本大震災から丸５年。一面の盛り土で様変わりした東北の津波被災地

の様子が、何度も放映されました。この写真は、まだ約半年しか経っていない頃の南三陸

町です。がれき処理が進んで現れた広大な裸の地を、夏草が覆い隠そうとしていました。 

 

南三陸町の高台から撮影

2011.8.25（瀬戸内千代） 
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ニュージーランドの海辺に学ぶ 

 日本とともに世界的な自然大国ニュージーランドの南島を代表する国立公園エイベルタ

スマンを訪れる機会に恵まれました。本シリーズ「有明海と三陸の水辺から」の番外編とし

て、2 回にわたりニュージーランドに見る森と海のつながりの様子を紹介します。 

 

 大阪の NPO 法人シニア自然大学校が開設しています地球環境自然学講座は、2015 年度

からメインテーマを「森・里・海のつながり－いのちの循環」に定め、多様な側面からの講

義が年間 20 回開講されています。同時に、座学だけでなく、現地に出向いて自然のつなが

りやそれを保全し、再生に意を注ぐ人々の努力を学ぶ国内外の自然観察会が実施されていま

す。2015 年度の海外自然観察会として、2016 年 1 月下旬にニュージーランド南島北部のネ

ルソン市（宮津市とは砂洲が取り持つ縁で姉妹都市）を基地に、エイベルタスマン国立公園

のトレッキングとシーカヤックを楽しみました（写真１）。 

写真１ エイベルタスマン国立公園：シーカヤックで蘇った森と海のつながりを実感する 

6. 有明海と三陸の水辺から（30）  田中 克   
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 今回のツアーは、ネルソン市でリアルニュージーランド社を運営する知人の藤井 巌さん

の全面的協力のもとに、マオリの自然観を伝えるフェヌイティ社ならびにエイベルタスマン

地域に 1800年代はじめにヨーロッパから移住した家系の 7代目当主が運営するウイルソン

ズ社との連携が実現し、先住民マオリの自然観や文化を学びながら、ニュージーランドの自

然保護政策によって蘇った自然を体感するツアーとなりました。 

 

 ネルソン市から車で 1 時間ほどの距離にあるカイテリテリからエイベルタスマン国立公

園への入園は、すべて船での移動となります（一日の入園者の制限でもあります）。水辺に

は桟橋など港湾施設は一切見られず、船首から伸びるタラップを通じて、場所や潮時によっ

ては膝ぐらいまで水に浸っての乗下船です。国立公園内の砂浜 7 ケ所ほどを船が定期的に巡

り、それぞれの場所から延びるコースでトレッキングを楽しむとともに、浜ごとにどこでも

シーカヤックを楽しむことができるようになっています。人工的なごみがまったく見られな

いきれいな砂浜をはだしで歩くこと自身、自然のつながり、森と海の“あいだ”を感じるこ

の上ない心地よさに心身が解放されます。 

 

 写真１に示した

アワロワ湾の後背

の山は、1800 年代

に牧畜文明ととも

に移住したヨーロ

ッパからの移民に

よって一度禿山に

されたものが、1930

年代から一切の農

林牧畜業を停止し

て、80 年をかけて原

生的な天然林に戻

っ た も の で す 。     

写真２ 森と海の間には広大な干潟が広がり、自然の連続性を実感する 

潮が引くと海辺には写真２のような広大な干潟が広がり、そこには二枚貝があふれるように

生息しています（写真３）。さらに満潮時には岸辺で待機していたオイスターキャッチャー
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などの水鳥が干潟に広がって貝類をついばみ、かつては 1m サイズのスナッパー（マダイの

近縁種）が上げ潮時に湾内に貝類などの餌を求めて移入し、マオリの人達はそれらを自然の

恵みとして利用していた写真が残っています。そのような光景が蘇りつつある森と海、そし

てそれらの間を干潟がつなぐ自然の一体感に感動し、ずっとそこにたたずんでいたい気持ち

に駆られました。 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 森と海の間に広がる広大な干潟：干潟で童心に返って潮干狩りに興じるシニア 

  



 

14 

 

 

 

14章 絵の具よりカラフルな海藻の謎 
 

 下田着任の 10 年前の学生時代に受けた臨海実習で、海藻はカラフルな植物たちである、

という印象を抱いたのですが、水深 5 メートル付近のカジメ群落についての調査をきっかけ

に、下田周辺の各海岸での潜水調査を開始したところ、アラメやカジメ程度あるいはそれ以

上の大型海藻はすべて褐色で、それらの群落の下草として、紅色を帯びた小型の紅藻類が多

く生え、まれに暗緑色を帯びた緑藻類に属するミルの仲間も、下草として生えていることな

どがわかりました。 

 

 潜水調査の範囲を水深 25 メートルあたりまで拡大したところ、水深が増すにつれて、ト

サカノリやユカリなどが目立つようになる、ということがわかったのです。ところが不思議

なことに、そのような深さでは、美しい紅色であるはずのトサカノリなどが灰色にしか見え

ないので、採集して浮上してみると、水面近くでは見事な紅色を呈することがわかり、非常

に不思議な気分になりましたが、その原因は、海の浅所と深所とでは届く太陽光の質が違う

ためではないかと気付いたのです。 

 

 学生時代に受けた臨海実習で、緑藻類、褐藻類、紅藻類という海藻の３大グループのうち、

紅藻類に属する種の多くが紅藻という名にふさわしくないような青緑色や茶褐色そして黒

色などを含む、さまざまな色を帯びていることを知ったのです。けれども、干潮時に干上が

る潮間帯と呼ばれる磯から、水深 25 メートルという深所までの間に生えている海藻を、潜

水という手段まで使って調べたところ、紅藻類に属しながら紅藻という名にふさわしくない

色を帯びた種類は浅い所に多く、そして深い方へ進むと美しい紅色を帯びた種類が多くなる、

という事実に気付いたのです。 

 

 私が赴任してから若い技能職員と一緒に始めた SCUBA 潜水は、空気を 200 気圧ほどに

圧縮して詰めたエアータンクを背負って行うので、深さが 15 メートルのあたりでも、30 分

以上にわたる海底観察が可能になります。そのような深さで自分を囲んでいる海水を眺めて

みると、青緑色をしていることに気付きます。 

 

 陸上では空は青く見えますが、水平方向つまり前後左右の空気は無色透明で、その空気を

通ってきた太陽光に色は着いていないと言えます。すなわち、地球をとりまく空気は無色透

明で、太陽から空気の層（大気）を通り抜けて地球表面に届いた光、つまり太陽光は無色あ

るいは白色であるということになります。 

7.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（15）横濱康継 
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 水道の水あるいはきれいな川の水や海水も、コップなどに汲めば、無色透明に見えますが、

深い谷川を流れる水は青く見え、海も青く見えたり、入江の水がエメラルドグリーンに見え

たりします。これは空が青く見えることと似た現象です。空気は気体で水は液体なのですが、

どちらも光を通す性質があります。ところが無色（白色）の太陽光が空気や水の中を通ると、

無色の光の成分だった青い光が四方八方へ散るという現象が起きるのです。この現象は散乱

と呼ばれていますが、太陽光に含まれているいろいろな色の光の中で、青い光が空気や水の

中で最も散乱しやすいのです。 

 

 無色（白色）の太陽光に青い光が含まれているなんて変だ、と思う人は多いはずですが、

無色のはずの太陽光をプリズムにあてると、さまざまな色の光に分かれる、ということはよ

く知られています。そして雨の降ったあとの空に虹が見えることもありますが、「虹は七色」

が私たちの常識になりました。このことは、かなり以前に松田聖子歌手が歌った「ガラスの

プリズム」という曲に、「赤橙黄緑青藍紫」と表現されています。これでちょうど７種類の

色を示したことになるのですが、空に見える虹でも光はこの順に並んで、長い縞模様を描い

ているのです。しかし本物の虹では黄と緑との間や緑と青との間などにも、中間色が見える

はずですが、それらを加えると、「七色の虹」というロマンチックな表現にならなくなって

しまうので、日本では昔から虹の色は肉眼ではっきり認識できる７種に限定し、「せきとう

おうりょくせいらんし」と表現してきたのでしょう。 

 

 「赤橙黄緑青藍紫」は各色の間の中間色を多少省いた表現ではあっても、実際の虹に現れ

る順序に従っています。プリズムを使っても、各色は同じ順序で並ぶのですが、そのわけは

７色の赤に近い色の光ほど波長が長いためなのです。反対に紫に近い光ほど波長が短いこと

になるので、太陽光は波長の違うさまざまな光によって構成されていることになるのですが、

光は波長が違うと物理的な性質も変わるという性質を持っています。 

 

 太陽からは紫色の光より波長の短い紫外線や、赤色の光より波長の長い赤外線も放射され

て地球に届いていますが、これらは人の目に見えません。つまり紫から赤までの光だけが人

の目に見えるので、この範囲の光が可視光線と呼ばれるようになったのです。そして面白い

ことに、植物が光合成に利用できる範囲の光も、可視光線とほとんど一致する、ということ

もわかっているのです。 

 

 太陽光の成分の中で青い光が空気中や水中で散乱しやすく、そして四方八方へ散った青色

光の一部が私たちの方へ届くため、空と海は青く見えると言えるのですが、厳密には、太陽

光の成分中の青から紫までの短波長光が最も散乱しやすいためだと説明したほうが、理解し

やすくなります。そして空気中の場合、ほこりのような微粒子や非常に細かな水滴の存在が

散乱のおもな原因になり、海水中では陸から流入した泥の微粒子や植物プランクトンなどの

浮遊物が、散乱のおもな原因になっているようです。 
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 太陽光の成分の中で短波長側の青から紫までの光は、海水中でもとくに散乱しやすいため、

深い方へ届きにくいと考えられるのですが、長波長側の赤橙黄の光はどうなのでしょう。散

乱は短波長側の光で起きやすいので、長波長側の光は散乱しにくいことになりますが、水中

では長波長の光ほど吸収されやすい、ということがわかっています。つまり赤橙黄の光は水

という物質に吸収されやすいのですが、光が水に吸収されると熱に変わるのです。 

 

 太陽から放射されたエネルギーの中で植物の光合成に利用されるのは、「赤橙黄緑青藍紫」

と歌われるほどになった７色の可視光線なのですが、それらが陸上の草木や海中の植物（海

藻や植物プランクトン）に利用されるのは光エネルギーとしてです。陸上では幸いなことに、

可視光線のすべてが草木の葉に届くのですが、海中に入ると、長波長側の赤橙黄の光は、水

深 5 メートルあたりまでの間に、ほとんど熱エネルギーに変わってしまい、一方、短波長側

の青藍紫の光は、深所へ進むにつれて散乱を続けて、減少してしまいます。けれども赤橙黄

と青藍紫との間の緑色光は、吸収もされにくく、散乱もしにくいので、最も弱りにくい光エ

ネルギーとして、深い方へ進むことができると言えます。 

 

 しかし以上の話は、私の下田赴任後 10 年ほどが経過して、少し豊かになった研究費で購

入した外国産計器を使い、下田湾口という沿岸部で測定を実施した結果です。その頃までの

海水中での光量光質の変化は、沿岸からの下水の影響をほとんど受けず、プランクトンなど

の濃度も低い外洋部で調査されていたので、青藍紫という短波長光もあまり散乱せず、その

ため吸収されやすい赤橙黄という長波長光よりも深所へよく届く、という説が有力だったの

です。 

 

 海藻は体の下部先端（仮根など）を海底の岩に付着させて育つ大型植物なので、育つ範囲

は浅所の磯から、充分な光合成が営める強さの光が届く深さの海底までとなり、我が国の本

州沿岸部では水深 30 メートルあたりまで、沖縄などの周辺では水深 50 メートルあたりま

でとなります。そしてこのような沿岸部では、川からの泥粒を含み、下水成分の窒素やリン

の影響で多量の植物プランクトンが繁殖しているため、青藍紫の短波長光が、長波長側にあ

る緑色光より散乱しやすくなり、そのため海藻が分布する沿岸部では、緑色光が最も弱らず

に深所の海底へ届くと判断されるのです。 

 

 私たちが下田湾口で測定した結果は、水深 5 メートル付近で太陽光がほとんど緑色になっ

ていることを示しました。美しい紅色であるはずのトサカノリなどが、水深 10 メートルあ

たりで灰色に見えたのは、緑色の光しか届いていないためだったのです。 

 

 紅色の物体が紅色に見えないということは、届いた光の中にその物体を紅色（マゼンタま

たはピンク）に見せる光（赤と青）が含まれていないことを示し、また灰色に見えたという

ことは、その物体が届いた光のほとんどを吸収してしまったことを意味します。実際に海底

で採集した紅色のトサカノリを、分光光度計という機械にかけて調べたところ、可視光線の
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中央部の緑色光はよく吸収するのに対して、黄より長波長側の光つまり赤橙黄と、青より短

波長側の光つまり青藍紫は、ほとんど吸収しないということがわかりました。ついでに鮮や

かな緑色を帯びたアナアオサという緑藻の一種を、磯の潮溜まりという浅い海底から採集し

て調べたところ、この海藻は緑色光をほとんど吸収せず、それ以外の光をよく吸収する、と

いうことがわかったのです。（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。振替用紙の番号欄の中央部分は空白のままお送りください。 

 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 

 春が一歩一歩、近付いてきています。「活動予定」コーナーの情報量も増えてきました。海に出たくなりますね。

そろそろゴールデンウイークの過ごし方も考える時期でしょうか。この春休み、私は中学・高校への進学を控えた

子どもたちを連れて、念願の島旅に出ます。もう楽しみで、すきあらば心は瀬戸内の島々の上空を飛んでいます。

皆さんも是非、海方面へお出かけになって、旅の土産に素敵な写真を『うみひるも』までお送りください！（ちよ） 

 

 辺野古沖の埋め立て工事が一時中断した。菅官房長官は「中止」と表現したが、政府が埋め立てを断念した

わけでは無い。国と沖縄県との和解は、けっして中止の方向に向いてはいない。これからも辺野古・大浦湾の埋

め立て・自然破壊を止めさせるためにできることをしていこうと思う。この素晴らしい海を無くさないことは、国を

守るということそのものだから。ところで、辺野古の埋め立てに反対している翁長県政が、同時に那覇空港の拡

張でサンゴ礁を埋め立てていることは矛盾していると思う。泡瀬干潟の埋め立てなど、沖縄島の海の自然はこ

れまで大規模に壊されてきた。米軍基地だけが海を壊しているわけではない。土建国家と言われる日本の縮図

が沖縄にある。このやり方そのものを変えることを、沖縄の県政が辺野古埋め立て反対の意味から学んで欲し
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いと思う。海を失いつつある東北の海岸を見るにつけ、海に親しみ、海とともに生きる生き方をもっと教育を通し

て学ぶことが必要なのではないかと痛切に思う。（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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