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「今月の海の生きもの」 ユウモンガニ  Carpilius convexus  

節足動物門甲殻綱十脚目アカモンガニ科に属するカニ。相模湾以南の熱帯海域（インド洋・太平洋）の

水深 35m以浅に広く分布するが、本州では多くない。甲殻の幅は 9～11cmと比較的大型のカニ。甲羅は

丸く平滑で光沢がある。赤い不定形の斑模様を持っている。額角は強く下方に湾曲して丸くなる。鋏脚

は太く強大重厚で、右足が左足より強大。鋏脚も歩脚にも棘を持たない。昼間はサンゴ礁の岩の隙間な
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原千尋氏撮影)  
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【活動予定】 

●愛知県豊橋市表浜海岸で砂浜生物調査の研修会 

 

 

                            開催は 4 月 9 日です。 

                            4月 7日（木）までに、 

                            お申し込みください。 

 

                            ※詳細は次ページ 
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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の研

修会を行います。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（豊橋市寺沢町内原 162 tell：0532-75-3759） 

＊JR 二川駅がもっとも近くです。バスなど公共交通はありません。車かタクシーをご利用下さい。 

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：500 円（先号で無料とお知らせしましたが、表浜館の利用料が必要でした） 

申し込み締め切り：4 月 7 日 定員：20 名程度（先着順、定員になり次第締め切り） 

★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) 

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 

************************************************************ 

5 月 7 日 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 

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 

申し込み締め切り：5 月 5 日 定員：15 名程度 

（先着順、定員になり次第締め切り） 

★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) 

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: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 

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 

＊雨でも講演会は実施します。観察会は少雨実施。 

参加費：無料 

定員：講演会は定員 40 名、観察会は 20 名程度 

申し込み締め切り：5 月 19 日（講演会は申し込み不要、観察会の申し込みは先着順） 

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

 

●上関・田ノ浦で海水浴や観察会 

夜は海岸でアカテガニの放仔観察会 参加者募集 

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。参加者を募集中です。 

日時：7 月 30 日（土） 

場所：山口県上関町長島田ノ浦 

集合：7 月 30 日正午、上関町室津（予定） 

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 

解散：7 月 31 日（日）午前 

 

 

販売中 

 

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。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．ウミガメ 切手コレクション （7）   立川賢一 
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【国際】 

●オーストラリアのグレイトバリアリーフで最大規模のサンゴ白化が進行中 

オーストラリアのケアーンズからパプアニューギニアまで広がるグレートバリアーリーフで、いま深刻

なサンゴの白化が進んでいる。520箇所のリーフの内、白化が確認されていないリーフは、わずか 4箇

所に過ぎない。ケアーンズ以南にも白化が及んでいる可能性もあり、今後調査が行われる。サンゴの白

化は、オーストラリア東岸を流れる二つの暖流による水温の上昇が原因と見られている。人間による地

球上の温度上昇分の 93％が海に吸収される。その温度上昇ストレスによってサンゴに共生している藻類

がサンゴから出てしまうことによって白化は起こる。現在起こっている白化の規模は、過去の白化を上

回る最大規模という。今後、このストレスが続くとサンゴは死に、地球温暖化が進む現代においてサン

ゴ礁の回復は非常に困難になる可能性がある。ユネスコは、昨年グレートバリアーリーフを世界危機遺

産にするかどうかを議論したが、危機遺産への登録は見送った経緯がある。世界自然遺産のグレートバ

リアーリーフだが、その危機は迫っている。 

 

【東北】 

●5.3 トンの高濃度汚染水が漏洩 福島第一原発 

東京電力は 3 月 23 日、福島第一原発の高温焼却炉建屋で配管から高濃度汚染水が 5.3 トンも床に

漏れ出したと発表した。東電によると漏れた水にはセシウムが 1 リットルあたり 38 万 3 千ベクレ

ル、β 線を出す放射性物質が 40 万ベクレル含まれているという。この漏洩は、作業員が建屋内の

配管を 1 本切断した後、別の建屋の放射性物質除去設備を動かし始めたところ、切断箇所から汚染

水が漏れ出たという。原因は不明とか。建屋の外には汚染水は出ていないというが、本当なのだろ

うか。 

【中部】 

●伊豆半島全体に防潮堤建設や嵩上げ計画 賛否こもごも 

静岡県が 2013 年に発表した第 4 次地震津波被害想定で、県は伊豆半島 14 市町の 53km が、100

年から数百年に一度くらいの津波に耐えうる防潮堤がない、あるいは防潮堤の高さが足りないとし

て、巨大な防潮堤建設の計画を作り、住民の意見を聴取している。計画では最大 9.5m の高さを付

け加えるとしている。海の観光地として宣伝している伊豆半島にとって、景観を守れるのか、各地

区で協議会を作り住民の意見をまとめる予定だが、住民の賛否は割れている。結論を出したところ

はまだない。西伊豆町の安良里では、県の説明会で百年～数百年に 8m の津波が来るという予測が

伝えられた。住民からは「今の高さ（3m）で良い」「夕日が名物なのに見えなくなる」「津波が

怖い。一日も早く高く」といった声が出たが、結論は出ていない。東海岸の熱海市網代では、旅館

業の人から「安全は大事だが、高い防潮堤ができれば一階の宿泊客は地下壕にいるようで、誰も来

てくれない」と心配している。住民の賛否が分かれる中、決め方もはっきりしない。地区協議会の
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決定は、あくまで参考意見とするというのが、静岡県の立場である。 

 

【中国】 

●捕鯨船が下関港に帰港 2015 年度は 333 頭を捕獲 

昨年 12 月 1 日に下関港を出港した捕鯨母船「日新丸」と目視採集船「勇新丸」「第二勇新丸」が、

3 月 23 日に 2015 年度の南極海での鯨類科学調査と称する捕鯨を終了して帰港した。今年は国際司

法裁判所によって日本の捕鯨調査が、科学的な調査ではなく商業捕鯨を目的としたものであるとい

う判決に対して、これまでの 1000 頭を超える捕獲上限を、約 3 分の 1 に減らした上で、33 カ国か

ら反対の声が上がる中、南極海への捕鯨調査を強行した。しかし、今年はシーシェパードなどの実

力による阻止行動がなかったため、上限いっぱいの 333 頭のクロミンククジラを捕獲して帰港した。

内訳は、雄 103 頭、雌 230 頭で雌の 90％以上が妊娠していた。これらすべては下関港に水揚げさ

れる。 

【沖縄】 

●やんばる国立公園 自然保護団体らが反対声明 

環境省が発表した「やんばる国立公園」の指定方針に対して、沖縄県の自然保護団体などが「やん

ばる地域の保全をしていくにあたって、環境省案は十分でない」とした反対声明を発表した。声明

を発表したのは、日本森林生態系保護ネットワークや弁護士らによる自然保護団体である。声明に

よると「指定地域が保護すべきやんばる全体の 40％に過ぎず、一部だけ保護しても生態系は守れ

ない」と指摘。また予定地域の隣にアメリカ軍の北部訓練場があり、近くでオスプレイが飛び交う

場所を国立公園にしても有効ではないとしている。この環境省の案では、海域はわずかしか含まれ

ておらず、本当にやんばる地域および海域を保護するには不十分と思われる。辺野古・大浦湾を含

む沖縄北部の海域を国立公園に含む案とすべきではないか。 

 

●奄美大島の採石場で特定外来種を発見 沖縄へ搬出に「待った」 

沖縄県議会は、辺野古の埋め立てに使用する土砂が西日本の 15 箇所から搬入されることに備えて、

県外からの土砂搬入の際に、採石業者に土砂の中に有害な外来種を含まないことを義務づける県条

例を昨年 11 月に制定した。3 月 24 日に、沖縄県が条例に基づいて現在奄美大島から那覇空港の拡

張工事のために沖縄県内に搬入する採石場で、沖縄県が専門家に依頼して現地調査を行ったところ、

特定外来種のハイイロゴケグモが発見された。そのため、沖縄県は同条例適用第 1 号として、採石

業者に侵入防止策をとるよう照会している。条例の規定は許可制ではなく、届け出制であるため、

沖縄県の意向にかかわらず、工事を行っている沖縄総合事務局は石材を搬入することが可能だが、

同事務局では、現在の時点で搬入を見合わせるとしている。 
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【関東】 

◆観音崎自然博物館観察会 

 「磯の生物観察会」 

見ることができるもの：アメフラシ、ウミウシ、ウニ、ヒトデ、カニ、ハゼ、海藻 

日時：2016 年 4 月 10 日（日）10:00～ 

雨天の場合：小雨決行 

場所：神奈川県観音崎 

集合場所：観音崎自然博物館 

料金：小児 1300 円、大人 1700 円、博物館友の会会員 300 円割引 

 

 「自然観察ハイキング」 

岩礁海岸の風景を見ながら約 4km を歩きます。海岸植物や干潟のカニなどを観察します。 

日時：2016 年 4 月 29 日（金）9:30~ 

雨天の場合：雨天中止 

場所：毘沙門～江奈 

集合場所：京浜急行久里浜線三浦海岸駅 

料金：小児 1900 円、大人 2100 円、博物館友の会会員 800 円割引 

 

★申し込み・問い合わせ先：観音崎自然博物館観察会に参加希望の方は，保険加入や準備の都合上、

開催日の 3 日前までに電話（046-841-1533）でお申し込みください。参加者全員の氏名・年齢・住

所・電話番号をお知らせください（これらの情報は観察会以外の目的には使用しません）。 

【中部】 

◆真鶴半島三ツ石海岸 磯の生物観察会 

豊かな自然が残り、多様な海の生物が生息する真鶴半島三ツ石海岸で磯の生物を観察します。専門

スタッフがご案内します。 

日時：2016 年 4 月 10 日（日）10:00～13:00 

定員：50 名 

対象：幼児～大人 

集合場所：真鶴町立遠藤貝類博物館（開始 15 分前から受付） 

参加費：大人 1,700 円、小学生～高校生 1,400 円、幼児(4 歳以上)500 円、幼児(4 歳未満)50 円 

※料金には町立遠藤貝類博物館入館料・傷害保険料が含まれています。 

※真鶴・湯河原町民は入館料が無料のため、大人 300 円、小～中学生 150 円引きとなります。 

内容：博物館集合後、三ツ石海岸に移動し、潮だまりなどで磯の生物を観察します。 
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持ち物・服装：軍手、帽子、マリンシューズやぬれても良い運動靴または長靴（サンダル等で肌が

露出するものは危険ですのでご遠慮ください）、タオル、ぬれた際の着替え、バケツやプラスチッ

クケース、筆記用具、飲み物、（天候により雨具） 

※バケツや軍手は貸出用もございます。数に限りがございますので、ご希望の方は、お申し込み

の際にご連絡ください。 

★申し込み：参加者全員の氏名・年齢、代表者の連絡先電話番号、お住まいの市町村名を下記のど

ちらかの方法でお申し込み下さい。お電話番号は、当日の緊急連絡が可能な番号（携帯電話など）

をおしらせください。※先着順となります。また、小学生以下は必ず保護者同伴でご参加ください。 

１．インターネットで：以下のメールフォームよりお申し込み下さい。 

http://discoverblue.org/mailform/contact_umiM_0410.html 

２．電話で：真鶴町立遠藤貝類博物館 電話：0465-68-2111 受付時間 9:30～16:30（木曜休館） 

申し込み締め切り：4 月 9 日 15 時まで 

 

【諸注意】下記の注意事項についてお読み頂き、ご了承の上ご参加ください。 

・三ツ石海岸の磯(岩場)で観察を行います。磯は大変滑りやすいため、転倒などには十分ご注意頂

きますようお願いします。 

・町立遠藤貝類博物館から三ツ石海岸までの 200 段以上の階段を下ります。 

・三ツ石海岸は神奈川県立自然公園に指定されております。生物は観察後に元の場所に戻し、お

持ち帰りできません。 

【ご参加される方へ】 

雨天、荒天により、イベントが中止となる場合は、前日 16 時頃にメールまたは電話にてご連絡

致します。イベントの途中での小雨が予想される場合でも、状況によっては開催するケースもご

ざいます。そのような場合は、簡単な雨具のご用意をお願いします。急な天候の変化などにより、

室内でのレクチャーとなることがございます。予めご了承下さい。参加費に博物館入館料が含ま

れておりますので、イベント当日に町立遠藤貝類博物館を見学いただけます。 

【近畿】 

◆鳥羽 海の博物館＜海辺の自然体験＞ 

「海女がとる海藻 ワカメとヒジキを刈り取ってみよう！」 

春の大潮の日、特別に地元の漁協に協力していただき、ワカメとヒジキが育つ磯で、刈り取る体験

をしてもらいます。ワカメはその場で茹で味わってみたり、刈りとったヒジキは、ヒジキ屋（北村

物産）さんに加工してもらい、後日皆様の家に送っていただきます。また春の磯ではさまざまな生

きものにも出会うことができます。 

日時：2016 年 4 月 23 日（土）11:00～14:00（予定） 

場所：海の博物館（三重県鳥羽市） 

定員：20 名程度（要予約） 

参加費：小学生以上 500 円（入館料込み） 

持ち物：長靴、軍手、帽子、防寒具、お弁当など 

http://discoverblue.org/mailform/contact_umiM_0410.html
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※鳥羽の海のことが学べる冊子プレゼント！網やバケツはこちらで用意します。 

※低学年の子供は保護者も参加してください。未就学の子供は参加できません。 

協力：海づくりプロジェクト（北村物産、若松屋）、鳥羽磯部漁業協同組合浦村支所 

 

 

◆大阪湾ウミウシ観察会 第 4 回 春のウミウシを見よう 

観察できる可能性が比較的高いウミウシ：クロシタナシウミウシ、オカダウミウシ、アメフラシ、

ブドウガイ、ウミフクロウなど約 10～20 種のウミウシを観察できる予定です 

日程：2016 年 4 月 24 日（日） 

雨天の場合：小雨実施 

場所：和歌山市加太・淡島神社の磯 

集合：10:19 南海本線加太駅改札口（8:45 南海なんば駅発の特急サザン 7 号に乗ると便利） 

解散：15:00 頃 現地解散 

対象：誰でも（中学生以下は保護者同伴） 

参加費：大人 500 円、小中学生 200 円、1 家族 700 円 

持ち物：弁当、水筒、長靴または濡れてもいい運動靴、帽子、軍手、台所用手袋、防寒具 

定員：20 名 

★申し込み：参加者全員の（１）名前（２）フリガナ（３）年齢（４）住所（５）電話番号（６）

パソコンからのメールを受け取れるメールアドレスを記入し、表題を「4/24 ウミウシ観察会申込み」

として、メールで申し込み umiushi@nature.or.jp 1 週間以内に折り返し参加可否を連絡しますの

で、連絡のない場合はお問い合わせください。 

申し込み締め切り：4 月 15 日先着順 

問合せ先：保全協会内「4 月 24 日ウミウシ観察会」係 06-6242-8720 

 

  

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 

海の生き物を守る会 
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アオウミガメの漂着 

 京都大学瀬戸臨海実験所付近の海岸には 3 種のウミガメ類がこれまで死亡漂着した記録

がある。タイマイやアカウミガメに加え、最多の記録がアオウミガメである。平均すると、

年にわずか 2 個体未満の割合だが、記録されなかった年も何年もある。死亡原因はなかなか

特定できないが、網にからみ窒息死亡した場合などは明白である。 

 

 これでも、近年、ウミガメ類の漂着率は上がっている。その理由として次の 3 項目を考え

ている。（1）温暖化などによる来遊数の増加と並行した死亡数の増加;（2）漁獲被害によ

る死亡数の増加;（3）地域住民や行政機関の

希少生物に対する意識の増加により、研究者

への密な連絡。 

 

 このたび、2016 年 1 月 10 日に、定点観

察をしている瀬戸漁港のすぐそばの海岸に、

アオウミガメが 1 頭死亡漂着したとの知ら

せが実験所にあった。あいにく筆者はその日

は留守だった。翌日にはその個体が発見でき

なかったものの、ご親切に写真を匿名で送付

して下さっていた。その貴重な写真をここに

紹介する。お子さんでもいっしょにいたのだ

ろうか？ カメの甲羅に幾つもの弔いのよ

うな品々が見える。今回の場合、まさに上記

の（3）に当たるケースで、たいへん有り難

い。今後ともこのような情報を歓迎したい。 

 

2016 年 1 月 10 日に瀬戸漁港のすぐそばの海岸に死亡漂着したアオウミガメ 
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復活の海のシンボル アイナメ 

 気仙沼湾の一枝湾である舞根湾は唐桑半島の付け根に位置し、湾奥部を除く岸辺にはホン

ダワラ類が繁茂する、いわゆるガラモ場が広がっています。そこは、リュウグウハゼ・キヌ

バリ等のハゼ類、ギンポ類、ウミタナゴ、メバル・カサゴ類、アナハゼ類、アイナメ、フグ

類など多くの魚類の生息場となっています。震災後 2 カ月後の 2011 年 5 月にスタートさせ

た「気仙沼舞根湾調査」の柱のひとつとして隔月ながらも 5 年間にわたり同じ定線で 30 回

の連続的な潜水観察を続けている益田玲爾さん（京都大学フィールド科学教育研究センター

舞鶴水産実験所）によ

ると、それらの中で、

アイナメ（写真１）は

東日本大震災後にい

ち早く蘇り、時間の経

過とともに数が増え

るとともにサイズが

大きくなった、海の生

き物の賑わいの復活

を象徴する代表的な

魚であると言えます。 

 

 

写真１ 舞根湾口部で観察されたアイナメ（2013 年 5 月、益田玲爾さん撮影） 

 

 舞根湾では毎年 11 月下旬の潜水観察で、卵塊（写真２）とそれを保護する親魚が観察さ

れており、晩秋が本種の産卵期と推定されます。海産魚類の多くは卵径 1mm 以下の小さな

浮遊性の卵を多数（体重 1kg のヒラメでは 300 万粒以上）産みますが、アイナメは海産魚

類の中では卵径 2mm 前後とかなり大きな沈性の粘着卵を比較的少数（数千個）産みます。

6. 有明海と三陸の水辺から（31）  田中 克   
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孵化した仔魚も体長 8mm 前後とヒラメなどの 2mm 前後に比べて大きく、体の背面には黒

色素胞が密に分布し、生後すぐの表層生活（ニューストンと呼ばれる）に適した特徴を備え

ています。産卵から孵化までの時間は、多くの海産魚が産む浮遊卵の場合には 2～3 日と短

いのに対し、本種では産卵後数週間と長く、仔魚は発生がかなり進んだ段階で卵塊から孵出

し、すぐにかいあし類などの動物プランクトンを食べ始めます。 

 

 多くの海産魚類は生後 1 カ月前後の浮遊生活（流れに身を委ねたプランクトン生活）を経

過した後、鰭（ヒレ）や鱗ができ、脊椎が形成されて魚としての基本的な体の仕組みが整い

ます。このような体の顕著な変化は“変態”とも言うべきもので、その最も典型的なものは異

体類（ヒラメ・カレイ類）に見られ、体の両側にあった眼の一方は体の反対側に移動して体

は左右非相称形のヒラメやカレイ型に変わります。つまり変態は、それまでの幼生（仔魚）

から魚（稚魚）へと変化と言え、生態も大きく変化します。 

 

 アイナメではこのような変態はとても劇的です。卵から孵化した仔魚は流れによって広く

沿岸域から沖合域に広がり、表層生活を送ります。そして、数カ月後に体長が 35mm 前後

になると流れ藻などに付いて岸辺の岩礁域に戻り、稚魚へと変態してガラモ場で暮らすよう

になります。ニューストン生活時のアイナメの背中側は鮮やかな青緑色で腹側はグアニンに

よる銀白色ですが、この時期のアイナメを採集してホンダワラ類の入った容器に入れると、

短時間にアイナメの特徴である茶褐色の海藻とよく似た色や模様が発現するのに驚かされ

ます。震災時のアイナメは仔魚期を沖合で過ごし、津波の直撃を免れたことが、震災後に舞

根湾のような沿岸域に速やかに復活したことに深く関わると推定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 湾口部のガラモ場に産卵されたアイナメの卵塊（左）と発生の進んだアイナメ卵（右） 

（左：2014 年 11 月、右：2015 年 11 月、いずれも益田玲爾さん撮影）  
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15章 海松文を生んだ緑藻ミル類の謎 
 緑色の物体は、太陽光内の緑色光以外の光をほとんど吸収し、緑色光はほとんど反射した

り透過させたりするため、緑色に見えるのです。緑色の海藻もその例外ではないので、緑色

光以外の光がほとんど届かないような深所では、光を吸収して光合成を営むことができない

と言えます。そのため緑色の光しか届かない深所では生きてゆけない、と言えるのですが、

緑藻類に属する海藻がすべて緑色を帯びているとすれば、緑藻類は深所で生きてゆけないこ

とになります。つまり緑藻類の分布は浅所に限られる、ということになるのですが、実際に

は水深 10 メートルを超すような海底にも、緑藻類が沢山生えているのです。 

 

 水深 10～20 メートルという深所に生えている緑藻の多くはミルの仲間で、太さはエンピ

ツ程度でビロードのように柔軟な枝が、二股の枝分かれをくり返して、末広がりの形になる

種が多いのですが、中には直径 1～2 センチの球状になったり、岩を膜のように覆って生長

したりする種なども見られます。 

 

 高校や大学で生物学を担当する多くの教師たちにも、海藻は浅所から深所へ向かって、緑

藻、褐藻、紅藻の順で分布する、という説は正しいと信じられていました。そしてミルの仲

間が深所に生えているという事実は、例外とされていたのです。日本の沿岸でも、ミルの仲

間は 10 種ほどが知られています。それらの中に、大潮の干潮時には干上がるほどの浅所で、

しかも陽あたりのよい場所に生えている、例外中の例外と言える種が、わずかに存在するの

ですが、そのような 1 種がミルという種名（和名）をつけられ、ミル類の代表種とされてし

まったのです。 

 

 関東から中部地方にかけての海岸では、大潮の干潮時に干上がった磯の陽あたりのよい場

所に、ヒラミルという大きな帯状の種が、そして太陽光が直接あたらないような暗い岩陰に

は、ハイミルという膜状の種が見られます。それらを含め、ミル類のほとんどは黒っぽく見

えるため、「この仲間は緑色光を吸収しにくい葉緑素（クロロフィル）を多量に含んで、緑

色光しか到達しない深所でも生きられるように進化した」と説明する研究者も現れたくらい

ですが、鮮やかな緑色を帯びたアナアオサなどを何枚重ねても、ミル類のようなくすんだ色

にはならないのです。 

 

 奈良時代末期に完成した、我が国で最古の歌集とされる万葉集には、ミル類を詠んだ長歌

が 5 首登場しますが、それらのうちの 4 首には、海藻名が「深海松（ふかみる）」と記され

7.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（16）横濱康継 
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ています。私たちの祖先は、ミル類をすべて「みる」と呼び、伝来した漢字から「海松」を

選んだのでしょうが、それらのほとんどが深所産であることを知っていたと判断できます。 

 

 古代の人たちは、現代の海藻学者たちより色彩感覚にも優れていたらしく、ミル類の色を

緑色ではなく「海松色（みるいろ）」と表現しました。現代でも出版されている伝統色名表

を開くと、海松色としてモスグリーンを濃くしたような色が使われています。現代風には褐

色がかった暗緑色とも表現できそうですが、この深みのある落ち着いた色彩は、平安時代以

降の貴族たちに愛され、彼らの豪華な衣装に再現されたようです。また二股分枝をくり返し

て、末広がりになった優美な形状も好まれ、「海松文（みるもん）」という服飾デザインを

生んだのですが、十二単などに使われた紋様は、分枝したミル類の押し葉標本にそっくりで、

中でも深所に生育するクロミルによく似ています。海藻押し葉作りは、明治維新後に西洋の

学問が伝えられてから始まった標本作製法なので、平安時代の海松文というデザインは、非

常に謎めいた存在と言えますが、おそらく収穫した藻体を砂浜などに広げて乾かす過程で、

押し葉に似た形になったのではないかと思われます。 

 

 ミル類は古代から食用とされ、朝廷や神社などに献納されるようになったようです。私た

ちの祖先が、むしろ地味とも言える海松色を帯び、ほとんどが深所に生えているミル類を食

用とし、その色や形を貴人の服飾にまで活用した、という事実は大きな謎ですが、私たちの

ような藻類学を専門とする研究者には、「なぜミル類は海松色を帯びているのか」という生

理生態学的に重大な謎が残されていたのです。このような生物学的に重大とも言えそうな謎

も、私の下田赴任から 10 年後の 1970 年代まで解かれないままだったのです。（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。 
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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 

 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 

 伊豆半島の防潮堤のニュースが、とても気になります。かつて住んだ下田の鍋田湾の海岸は大変美しく、天気

の良い日には浅瀬の海水がエメラルドグリーンに輝いていました。窓を開ければ当たり前のように目に入る夢の

ような色彩。天恵の芸術が住む者の心を日々癒やしてくれることを、まさに体感することができました。鍋田湾の

ほかにも、伊豆半島には自然海岸が比較的豊かに残されています。人工的な構造物がほとんど視野に入らな

い海辺は本当に快適です。最近人気の au の CM で、浦島太郎役の男性が砂浜にあぐらをかき、海を見つめて

恋の歌をうたっています。あのような情緒も、防潮堤に囲まれ、コンクリに埋め尽くされた海からは消えてしまうで

しょう。遠い民話の時代から続く光景を失えば、生態系だけでなく、私たちの魂まで壊れていきそうです。（ちよ） 

 

 4月 9日に愛知県豊橋市で実施する砂浜生物調査研修会の下準備のために、表浜まるごと博物館（表浜館）

を訪問した。NPO 表浜ネットワーク（田中雄二代表）が古民家を借りて改修し、表浜の保護活動や学習に活かせ

る施設を作ったものだ。広々とした空間にアカウミガメの保護を訴える展示もなされている。そこから浜に出ると、

十数キロにわたって続く表浜の砂浜が続き、ところどころ砂山も形成され、まだまだ素晴らしい砂浜が残っている。

しかし、ここでもアカウミガメの上陸産卵は少しずつ減少しているらしい。この素晴らしい砂浜は、背後に海蝕崖

があり、津波も高潮も人が住んでいる場所には届かない。それでも浜辺の上の方にはコンクリートブロックが並

んでいる。いったい何のためにこんなコンクリートブロックを設置したのだろうか。行政の常識を疑う。コンクリート

ブロックのおかげで産卵を諦めたアカウミガメの這い跡もしばしば見つかる。近年「里海」と称して、海に人間の

手を入れることが海の環境を守ると言いつのる人たちが増えている。しかし、人間が手を入れて海の生きものの

多様性が増えたところはどこにもない。コンクリートで海岸を固め、コンクリートブロックを並べ、海を殺すことばか

りが行われている。そんな国は日本だけなのだ。縄文時代から江戸時代まで日本人が培ってきた自然と共に生

きる心を再び取り戻さなければならない。（宏） 

mailto:hirumo@live.jp
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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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