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「今月の海の生きもの」 ハワイアンモンクアザラシ Monachus schauinsland  

脊椎動物門哺乳綱ネコ目アザラシ科に属するアザラシ。別名タイヘイヨウモンクアザラシ。ハワイ諸島

の固有の絶滅危惧種。現在、約 1100 頭がハワイ諸島周辺に生息しており、そのうちの 9 割は北西ハワイ

諸島に生息する

といわれる。人為

的な影響（生息地

である海岸の開

発、混獲や漂流物

による被害、持ち

込まれた犬の病

気の感染や、生息

地での人や犬の

干渉）で個体数が

激減したとされ、

ハワイではさま

ざまな保護の取

り組みが行われ

ている。野生の個

体を観察する場

合は、50 ヤード（約 46m）以上近づかないようにと注意が促されている。マウイ島ではこのアザラシが

ビーチに上陸した際、目撃したライフガードや地元の人が保全組織に通報するとのこと。この写真は数

日前から休息にやってきていた 18 歳のメスの個体。保護ボランティアが手前に保護ラインを張り、訪れ

る人が近づきすぎないようにと見守っていた。  (ハワイ島北部ホオキバビーチにて 渡邊謙太氏撮影) 

http://e-amco.com/
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熊本・大分大地震の被災者、東日本大地震の被災者の 

みなさまにお見舞いを申し上げます。一日も早い生活の

再建ができますよう、お祈りいたします。 

 

【活動予定】 

●5/21 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）10:30～15:00 ※講演会は雨天決行。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 

参加費：無料 

定員：講演会は定員 40 名、観察会は 20 名程度 

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

 締め切り：2016 年 5 月 19 日（先着順。講演会のみの場合は申し込み不要） 

※次ページのちらしもご覧ください 

観察会は要申し込み。先着順です！ 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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）夜 

場所：山口県上関町長島田ノ浦 

集合：30 日（土）正午、上関町室津（予定） 

解散：31 日（日）午前 

プログラム 

30 日 正午集合→（午後）田ノ浦で海水浴と磯の観察会→（夜）アカテガニの放仔観察会→泊 
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 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、同シリーズの（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。 

 

ご希望の方は、向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp に 

必要部数をお知らせください。送料をご連絡します。 

 

1 冊 100 円＋送料の振込先 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

※会費納入先とは異なる口座です 

※会員は 1 冊に限り無料。ただし送料はご負担ください 

 

 

【活動報告】 

小坪海岸研修会 

2016 年 5 月 7 日（土）に、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

いる神奈川県逗子市の小坪大崎海岸で、砂浜のいきもの調査研修会を行いました。日本自然

保護協会の「砂浜生きもの調べ」とも共催しました。 

定員 20 名のところ、当日参加などもあり、最終的には家族連れなど 32 名が参加しました。 

 

狭い小坪大崎海岸の砂浜でしたが、三浦半島では貴重な自然海岸。ちょうど干潮時だったた

めに、沖合の平磯も干上がり、多数のウニが生息しており、5 種のウミウシ、アメフラシの

産卵も見られました。1 時間ばかりの調査で採集・記録されたのは、貝類 58 種、甲殻類 5 種、

棘皮類 4 種、カイメン類 2 種、イソギンチャク 1 種、海草 1 種、海藻 17 種にもなりました。

海浜植物も猫の額ほどの斜面に 6 種が確認されました。 

 

子どもたちも大喜びで海の生きものと戯れていました。心配された天候も快晴に。この宝も

ののような海を壊してヨットハーバーやボート溜りに変えていくなんて、なんてもったいな

いことでしょう。 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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参加者全員で記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂浜調査のあと 

平磯で観察する参加者 
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●辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の活動について 

海の生き物を守る会が参加している「辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会」では、活動を広めるた

めに、新しくパンフレットを発行しました。 

1 部 500 円をカンパとしていただいています。ご希望の方は、向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

にお知らせください。のちほど送料をご連絡しますので、下記までお振り込みください。 

 

1 冊 500 円＋送料 

の振込先 

 

ゆうちょ銀行 

19230-2848391 

ﾑｶｲﾋﾛｼ 

※会費納入先とは 

異なる口座です 

 

 

 また、同協議会では、

辺野古に故郷の土砂を

送らないよう要請する

署名活動を行っていま

す。第一次署名は 5 万 4

千余筆を安倍首相あて

に提出しました。第二次

署名を参議院選挙前に

届けるため、5 万筆を目

標に署名活動を行って

います。みなさんのご協

力をお願いします。署名

用紙は以下のサイトか

らダウンロードが可能

です。 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01062.pdf  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01062.pdf


  

7 

 

 

 

 

  

2．ウミガメ 切手コレクション （9）   立川賢一 
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【全国】 

●環境省が「重要海域」をようやく公表 

環境省は、生物多様性条約に基づく科学技術助言補助機関（SBSTTA）の会合で、4 月 22 日に初

めて日本の経済水域（EEZ）内における「重要海域」を公表した。また、環境省のホームページで

も公表した。重要海域は、2011 年から 3 年間かけて候補海域の選定委員会で検討し決定したもの

で、日本の経済水域内の生物多様性を守るために重要と考えられる海域を示したものである。生物

多様性条約COP10で約束した 2020年までに海洋保護区をEEZの 10％とするための一歩である。

予定では 2014 年の春に公表される予定だったが、他省庁との調整が進まず、これまで公表が遅れ

てきた。2020 年が近づく中で、環境省としてはもうこれ以上待てないという判断があったものと

思われる。今後、「重要海域」を基礎として、海洋保護区の設立に向けて努力する予定だ。「重要

海域」指定自身は、法的に規制があるものではないが、沖縄県名護市の大浦湾や辺野古沖、泡瀬干

潟など開発が問題になっている海域も多くが重要海域に指定されており、絶滅危惧種のジュゴンの

生息地でもあり、今後は海洋環境への影響を無視できないはずである。 

環境省は同時に、日本の重要湿地 500 を見直した結果を公表した。新規に 134 カ所を含む 633 湿

地が、重要湿地に選定された。重要湿地には、干潟、藻場、サンゴ礁、潟湖、塩性湿地なども含ま

れている。 

 

●ニホンウナギ ワシントン条約で議論せず 

動植物の保護のために輸出入を制限するワシントン条約の締約国会議が今年開催される。絶滅危惧

種に指定されたニホンウナギについては、ワシントン条約で輸出入が規制される可能性が大きいと、

日本政府は危惧して働きかけを行ってきたが、今年の締約国会議ではニホンウナギは議題としない

ことが明らかになった。日本が大量に輸入しているニホンウナギの国際取引が規制されないことで、

日本政府はホッとしているようだ。しかし、日本政府のウナギの資源管理は不十分であり、国際社

会の評価は厳しい。乱獲や違法取引を指摘している欧州連合 EU は、ウナギ属全種の資源調査を提

案しており、香港からのウナギの密輸入も指摘されている。次回 2019 年の締約国会議ではニホン

ウナギが議題に上がるのはほぼ確実とみられ、日本政府の管理政策が問われている。 

 

【東北】 

●石巻市雄勝で高さ 9.7mの防潮堤建設を決定 

宮城県は、住民らが反対している石巻市雄勝町中心部に高さ 9.7m の防潮堤を建設することを決定

し、住民に伝えた。全長 2km を予定しているが、そのうち 300m について今年 9 月にも着工する

予定。工事費は全部で約 80 億円。住民団体（持続可能な雄勝を作る住民の会）は、景観の悪化や

環境への影響を理由に、断固反対の姿勢である。住民側は、震災前と同じ 4.1m の防潮堤を復旧す

ることを求めている。住民団体メンバーの千葉正人さんは「護岸整備で十分。防潮堤は風光明媚な
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浜と人とを遮り、人が来なくなる」と訴えている。県は、2 年前の街づくり説明会で住民の合意を

得たとしているが、住民団体は、県の計画以外のやり方について住民の意見を聞いていない、住民

合意は得ていないとしている。 

 

●福島県漁協、汚染水放出を認めない方針を再確認 

福島県の漁業組合連合会は、福島第一原発事故で放射性物質を高濃度に含む汚染水が大量に溜まり

続けている汚染水を、処理して海へ放出するという東電の方針に反対することを改めて確認した。

汚染水処理によっても、放射性トリチウムはまったく除去できず、大量に水で薄めて海へ放出する

計画が進んでいるが、福島県漁連は、「実害になる」「さらに風評被害を招く」として、4 月 27

日の組合長会議で、再度、海への放出を認めない方針を確認した。 

 

【中国】 

●大田市静間町でハマナスの花が見頃 

鳥取県大田市静間町（しずまちょう）は、日本で最も西のハマナスの自生地として知られている。

そのハマナスが現地の砂浜で赤紫の花を咲かせている。ハマナスはバラ科の花で、北海道から東北

などの寒冷地の砂浜に生育する。かつては東北から北陸までの海岸にはハマナスの大群落が何十

km も続く景観があったが、現在では、そのほとんどが海岸の開発によってなくなってしまった。

大田市のハマナス群落は鳥取県の天然記念物として保護されている。ハマナシとも言われ、古来、

染め物や食用としても利用されてきた。 

 

【九州】 

●宮崎県新富町の砂浜で今年初 アカウミガメが産卵 

宮崎県新富町の富田浜で、5 月 6 日朝、アカウミガメが産卵しているのが発見された。アカウミガ

メは宮崎県の天然記念物で、今年初めての産卵であった。 

 

●奄美大島で藍藻による岩形成を発見 

奄美大島のサンゴ礁で、サンゴではなく微生物の藍藻が作った岩が発見された。東北大学大学院の

調査で驚くような事実が判明した。この岩は、奄美大島笠利湾で発見されたもので、藍藻（シアノ

バクテリア）といわれる微生物による光合成で作られ石灰化した「スロンボライト」と呼ばれるも

の。この種類の微生物は地球でもっとも古い植物と言われており、現在でもオーストラリアのシャ

ーク湾では、ストロマトライトと言われる生きた岩を見ることができる。奄美大島の「スロンボラ

イト」も、現在でも生きて活動を続けているとみられ、貴重な発見である。 

 

●徳之島のサンゴ礁で白化 

鹿児島県徳之島町山の畦海岸の沖のサンゴ礁で、枝サンゴの群落が白化して死滅しているのが発見

された。潜水調査を行った奄美海洋生物研究会によると、白化した面積は推定で約 4.8 ヘクタール
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下記「うみひるも編集部」まで、お気軽にご投稿ください。 

hirumo@live.jp または https://goo.gl/GjWIjL 

 

におよび、白化の原因はまだ不明という。地元漁師からの情報に基づいて同研究会が調査したもの。

徳之島の他の場所のサンゴ礁では、白化は見られなかった。徳之島町も畦海岸の水質検査を行った

が、有害な物質や微生物の存在は確認できなかった。 

 

【沖縄】 

●泡瀬干潟にアカウミガメの死骸 干潟埋め立てで産卵できず 

沖縄県沖縄市の泡瀬海岸で、大型のアカウミガメの死骸が発見された。海岸を散歩している親子が

見つけ、近くの泡瀬干潟博物館＆カフェ「ウミエラ館」に知らせた。体長 1m の大型のアカウミガ

メで、おそらく泡瀬干潟に産卵に来たが、上陸して産卵する砂浜が埋め立てによって無くなってい

たため、産卵できず死亡したのではないかと思われる。昨年はアオウミガメの死骸が発見されてお

り、泡瀬干潟の埋め立ては、海の生き物にさまざまな影響を与えている。 

 

●2年近くジュゴンの食み跡が見られず 辺野古・大浦湾 

沖縄防衛局は、2013 年 11 月から 2015 年 3 月までキャンプシュワブ周辺の海域での生物調査の結

果を発表した。それによると、米軍基地建設のための立ち入り制限区域がフロートとブイで設置さ

れた 2014 年 8 月以降、この海域ではジュゴンの食み跡が確認されていない。また、ウミガメの上

陸も確認されなかった。ジュゴンの食み跡は、14 年 4 月に 13 回、5 月に 28 回、6 月に 28 回、7

月に 8 回確認されており、海上作業が始まった 8 月以降は確認されていない。一方、2014 年に 20

日間航空調査を行って、古宇利島、嘉陽沖、大浦湾などでジュゴンを延べ 20 頭観察している。フ

ロート設置のあと、14 年 9 月には嘉陽沖から大浦湾へ向かったジュゴンが、途中で引き返す行動

も観察されている。日本自然保護協会の安部真理子主任は、工事に伴う海上作業がジュゴンの行動

に影響を与えた可能性が高いとして、環境監視等委員会で対応を検討すべきだと要求している。安

部さんたちは、沖縄県知事と安倍政府との和解後の今年 4 月に大浦湾の調査を行ったが、ジュゴン

の食み跡は発見できなかった。 

  

mailto:hirumo@live.jp
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【北海道】 

◆「奇跡の自然砂浜海岸オタネ浜を歩く」北海道石狩湾 

色鮮やかな海浜植物の花、後背湿地の生物、カシワ天然林など札幌・小樽・石狩に囲まれたオタネ

浜を歩きます。 

日時：2016 年 6 月 19 日（日）  

観察地：銭函海岸・オタネ浜 新川河口～石狩湾新港（JR 手稲駅北口から「山口団地」行きバスで

10 分、手稲山口団地から新川を左手に見て徒歩 30 分。車は新川河口に駐車場あり） 

集合：新川河口駐車場（駐車スペースあり）10:00 

解散：12:00 

持ち物：帽子・水を忘れないでください 

連絡先：後藤美智子 0134-29-3338  

 

【関東】 

◆オリンパス協賛 ネイチャースクール三浦 

「海辺の自然観察＆カメラ教室」＋「クラフト教室」 by OWS 

NPO「OWS」は、毎年恒例の「ネイチャースクール」を今年も実施します。このプログラムは三浦

半島の海辺でのプログラムとクラフト教室の 2 部構成となっています。小学 3 年生～中学 3 年生ま

でのお子さんなら、どなたでも参加できます。お友達や兄弟でお誘い合わせのうえ、ぜひご参加く

ださい。 http://www.ows-npo.org/olympus/kodomo_event11.html#ml 

参加条件：小学 3 年生～中学 3 年生、第 1 部のカメラ教室と、第 2 部のクラフト教室の両方に参加

できる方、2016 年度「第 5 回 未来に残したい海・子どもフォトコンテスト」に応募できる方 

募集人数：各回 20 名（先着順） 

参加費：2,000 円（クラフト材料費・保険代）※お弁当・飲み物持参 

 

第 1 部「海辺の自然観察＆カメラ教室」 

新宿からバスで三浦半島の海辺に出かけ、デジタルカメラで磯や砂浜にすむ生きものや海浜植物、

砂浜に流れ着いたもの、海の風景などを撮影します（1 人 1 台デジタルカメラを貸し出し） 

開催日：希望の日程を選んで下さい。(1)2016 年 6 月 18 日（土）または(2)7 月 2 日（土） 

集合解散：オリンパスプラザ東京（西新宿） 7:50 集合/18:00 頃解散 

開催場所：三浦半島の海岸 

※お子さんが撮影した写真データを送りますので、ご家族で子どもフォトコンテストに応募する作

品選びをお願いします。 

 

http://www.ows-npo.org/olympus/kodomo_event11.html#ml
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第 2 部「クラフト教室」オリンパスプラザ東京にて 

三浦の海で集めた漂着物を使ってオリジナルのフォトフレームを作ります。 

開催日：2016 年 7 月 16 日（土）13:00～ または 15:30～ 

開催場所：オリンパスプラザ東京（西新宿） 

 

 

◆江奈湾干潟保全プロジェクト 

2016 年度「江奈湾干潟生物市民調査＆アマモ調査」 参加者募集 

三浦半島に残された希少な干潟環境を保全していくための活動として、今年度で４回目になる、江

奈湾の干潟生物市民調査を実施します。国立環境研究所の金谷弦さん、東邦大学の多留聖典さんを

はじめ、この活動の協力研究者の皆さんも参加する、年に 1 度の本格調査です。調査 2 日目には、

江奈湾に生息するアマモの調査も行います。 干潟での生物調査にご興味のある方はこの機会に是非

ご参加ください。http://www.ows-npo.org/higata-hozen/research.html 

日時：2016 年 6 月 4 日（土）～5 日（日） 1 泊 2 日 

場所：三浦半島 江奈湾 

集合：京急バス 江奈バス停前 9:15 集合 

募集人数：12 名程度 

参加費：無料（昼食、飲み物を持参してください）※交通費、飲食・保険・宿泊代等は自己負担 

参加条件：今後の干潟生物調査にできるだけ関われる方（中学生以上の方） 

活動内容：4 日（土）：江奈湾での生物調査・ゴミ回収活動 

     5 日（日）：アマモの調査（スノーケリング） 

※調査データは WEB 図鑑にも反映されます。 

★申し込み・問い合せ：OWS 事務局までホームページからお申込みください。 

 

 

◆南房総で自然体験 野遊び倶楽部 

南房総の磯は海の生き物の宝庫。種類は 100 種類以上！不思議と発見に満ちた磯の世界を大房スタ

ッフと見に行こう！！実施日は、磯遊びをするのに適した春の潮の良い時です。特に春は一年で最

も潮が干き、最適なシーズンです。一番潮が干く時間帯をねらって磯へ入ります。 

日時：2016 年 5 月 21 日（土）9:30～12:00（受付 9:15） 

場所：南房総地域の磯場 

参加費：1 名 1,500 円 ※大房オリジナル缶バッジのお土産付き 

対象：どなたでも ※小学生以下の方は、保護者の方も一緒にご参加ください。 

定員：各回 25 名 

★申し込み：要予約です。下記までご連絡ください 

主催：南房総市大房岬自然の家 0470-33-4561／FAX 0470-33-4564／event@chiba-ns.net 

 

 

http://www.ows-npo.org/higata-hozen/research.html
http://www.ows-npo.org/higata-hozen/dbf/profile.cgi
http://www.ows-npo.org/higata-hozen/research.html
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【近畿】 

◆和歌の浦干潟観察会（第 27回） 

ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、コメツキガニの砂団子、水際に群がるヤドカリ類、テ

ッポウエビ、絶滅寸前種のイボウミニナなど、たくさんの生き物を観察できます。 

日時：2016 年 5 月 22 日（日）、12:00〜14:00 雨天中止（小雨決行） 

集合：観海閣（玉津島神社の向かい）12:00 

観察予定地：観海閣（妹背山）周辺の干潟 

費用：資料 1 部 300 円 ※希望者のみ 

服装や準備物、その他注意点：長靴または泥にはまっても良い靴（サンダル・水雪駄は泥に足を取

られるので不適）。帽子、軍手、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。 

主催：和歌山大学教育学部生物学教室 わかのうらひがた俱楽部 

問い合わせ：tkoga@center.wakayama-u.ac.jp、または 090-4499-3157 古賀まで 

 

◆ウミガメ観察会へのお誘い 

私たちの住んでいる陸地より遥かに広い海で何十年と暮らすウミガメ。その一生の中で一番の大仕

事である産卵。厳しい自然の中でいかに子孫を残すか。そのためのさまざまな知恵と工夫があるん

ですよ。その生きていくための驚くべき知恵や工夫を見つけに、ウミガメの産卵場所へ一緒に行っ

てみませんか？         子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）助成活動 

説明会：6 月 11 日（土）13:00～15:00 大阪歴史博物館（会議室） 

★「重要事項の説明」を致しますので、必ずご参加ください。 

日時：2016 年 6 月 25 日（土）～26 日（日） 

対象：小学 3～6 年生 35 名 

観察場所：和歌山県みなべ町 

野外活動指導全般：石橋拓也（自然観察インストラクター） 

集合：大阪市役所北側（大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪電車「淀屋橋」下車）25 日 8:30 

解散：26 日 17:00 ころ予定 

参加費：10,000 円（1 泊 3 食・往復バス代ほか） 

★申し込み：「ウミガメ観察会」宛てに、住所・電話・FAX・氏名・保護者名・生年月日・学年を

書いて下記まで郵送または FAX またはメールでお申し込みください。申し込みは先着順となります。

受け付けた方には折り返し保護者説明会の案内をお送りいたします。 

〒530-0041 大阪市北区天神橋 1-9-13 ハイム天神橋 202号 公益社団法人 大阪自然環境保全協会

「ウミガメ観察会」係、FAX 06-6881-8103 office@nature.or.jp ※必ずタイトルに、「ウミガ

メ観察会」係とご記入ください。問い合わせ先：電話 06-6242-8720  
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写真 和歌山県白浜町に所在する京都

大学瀬戸臨海実験所“北浜”に 2016年

1月に漂着したヒクラゲ 

 

 

 

 

京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に漂着した 

珍しいヒクラゲ 

 

 ヒクラゲは箱虫綱のクラゲの中では特大種で、強い刺胞

毒を持つことでよく知られる。刺されると火がついたよう

に痛いとのことだが、これまで人の死亡例は聞かない。稀

少種と大型種なので、あまり頻繁に刺されることはないの

であろう。恐ろしいハブクラゲの生息する沖縄を除く南日

本にヒクラゲは分布し、古くから瀬戸内海で多産すること

が知られている。筆者も瀬戸内海での生物調査航海に乗船

させて頂いた時に、夜間の灯火にヒクラゲが寄ってきたの

を観察できた。その時に誤って刺されたが、心配をよそに、

大事には至らなくて安堵した経験がある。 

 ところで、和歌山県沿岸でのヒクラゲの出現はこれまで

ごく少数例しかない。例えば、2000 年から 2015 年までの

期間中だと、5 箇所で計 7 個体のみの採集記録しかない。

田辺湾での唯一個体もこの中に含まれており、2005 年 12

月 25 日に採集されている。7 個体の内で最も大きかったのは傘高 140 mm だった。しかし、まだま

だ成長できて 20cm 余りに達するという。 

 今回、2016 年 1 月 22 日の正午頃、京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”の波打ち際に 1 個体のヒクラ

ゲが漂着していた。この時点に至るまで“北浜”にヒクラゲが漂着したことはないので、勿論、初記録

である。直ぐに写真撮影後、研究室に持ち帰り、傘内にたまった砂を洗い流して水槽に収容した。

すると、わずかながらも拍動も見られ、生きていた。体はほとんど傷んでおらず、4 本の触手はピ

ンク色で、傘高 140 mm であった。 

 この翌日、足しげく通っている白浜町瀬戸漁港へも 1 個体の死体が流れ着いた。これらの大型個

体とも、恐らく田辺湾付近で成長したものではなく、他の場所から、たとえば瀬戸内海から、冬季

に、流されて来たのであろう。  
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写真１ マオリの神聖な儀式を行うマラエ：部族

の歴史やルーツが彫刻に刻まれている 

 

 

ニュージーランドの海辺に学ぶ（2） 
 

 (30)のニュージーランド便りの続編です。大阪のシニア自然大学校のメンバー24 名を迎えてくれ

たのは先住民マオリワカツ族の長老達でした。マオリの自然観や文化を学ぶ私達の仲間入りの神聖

な儀式ポフィリが、集会所マラエ（写真１）で行われました。最初にマオリの部族の長（酋長）が

神々への祈りとともに私達を歓迎する辞を述べます。それに対して、私達の側からも代表が酋長と

して、マオリの自然観や文化を学ぶ訪問の目的などとともに感謝の気持ちを表明しました。その後、

ワカツ族から歓迎の伝統的な歌の披露が行われ、こちらからは返礼の歌を披露し（今回は、ニュー

ジーランドの三つ目の言語として重視されて

います手話を交えた「上を向いて歩こう」や

「ふるさと」を合唱）、機内で皆で作った折

鶴などを感謝の気持ちとしてささげました。

このような儀式が終了するとはじめて、訪問

者はマオリの仲間と認められ、ホンギと呼ば

れるマオリ式の挨拶をすることになります。

お互いのおでこと鼻を合わせ、ともに同じ空

気を吸うことにより、仲間として認め合う趣

旨で、“kia ora”と言葉を交わします（写真２）。 

 今回のツアー全行程には、ガイドを務める

ワカツ族のマイケル・エルキントンさんが同行してくれ、マオリの自然観や暮らしを詳しく説明し

てくれました。マオリでは 60 歳を迎えると長老として尊敬

され、それまでの知識や経験を続く世代に伝える役割を担う

ことになります。50 歳のマイクさんは、まだまだ修行の身

であり、長老からできるだけ多くのことを学ぶ日々を送って

おられました。マオリの人々は、母なる大地と父なる空の間

に森や川や海が生まれ、それらは当然兄弟として労わり助け

合う関係にあるとの考えです。母なる大地の神の怒りに触れ

て、森の一部が海に追いやられて誕生したとされる鯨が座礁

6. 有明海と三陸の水辺から（33） 田中 克 

写真２ マオリ式挨拶ホンギ：恥ず

かしがり屋の日本人には慣れるま

で鼻が合わない 



  

16 写真３ ワカツ族の神聖な森リワカは心身

を癒すパワースポットとしても大切にされる 

 

した時には、手厚く弔い自然に戻してやるそうです。干潟にあふれるように生息する貝類も必要最

小限しか採りません。他の生き物の命をいただく食事の前には必ず祈りをささげます。 

 大地を母と敬うマオリの人々はとりわけ森を神聖な場所として崇めます。ワカツ族の神聖なる森

リワカの入り口には彫刻を配置した門が設置され（写真３）、子供が生まれると人々は畏敬の念を

もってこの森に入り、子供の誕生を報告し、健やかな成長を祈るそうです。その森の奥にある地底

から水が湧き出る場所は“パワースポット”そのものであり、人々は再生や復活の場として大切にして

来ました。水を母なる大地から湧き出る恵みとして捉え、それを運ぶ川や最後に受け止める海を一

体的に捉える自然観といえます。 

 自然とともに生きるマオリの文化は、日本古来のものと多くの共通性を持ち、参加した大阪人は

「何や、うちらと一緒や」と集約しました。国としてマオリの自然観や文化を尊重する自然保護政

策が 100 年かけて壊した森を同じくらいの時間を

かけて蘇らせている現実を目の当たりにし、三陸の

水辺に巨大なコンクリートの壁が建設されつつあ

る日本の深刻な現実も、当面の対応とともに、より

長期的視点での克服を探る必要性を学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17章 ナポリという海辺のオアシスで悟る 
 下田臨海実験所へ私が赴任したのは、敗戦の年から 20 年を経た、1965 年の春でしたが、文字通

りの桃源郷だった鍋田集落では、住民の生活形態も戦前のままと表現できるほどで、自家用の乗用

自動車など１台も見当たらない状態でした。わずかに臨海実験所が保有する中古の外国産車の走る

姿が見られるだけだったのですが、私は赴任前に運転免許証を取得し、赴任後に国産の小型乗用車

を購入したのです。この鍋田集落１号自家用車に刺激されたわけでもないのでしょうが、その直後

から、集落の住民たちも、自家用乗用車あるいは軽トラックなどを購入するようになり、桃源郷の

変貌が始まってしまいました。 

7.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（18）横濱康継 
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 臨海実験所のはるか後方の山岳地帯を源とする小川の周辺に散在していた田畑は、すべて空き地

や駐車場に変わり、民宿やペンションあるいは下田市街に通う人たちの社員寮などが建つようにな

ったのです。やがて臨海実験所も近代化のためと称して、木造のままだった研究棟や宿泊棟を鉄筋

コンクリート建てに改め、水族館は地元への使命を果たし終えたと判断して、廃止することになり

ました。 

 旧研究棟では、海の見えない山側の片隅に位置していた私の研究室が、近代化された研究棟では

２階の海側に移り、その隣室も専用の実験室として使えるようになったのです。どちらの室からも、

エメラルドグリーンの鍋田湾と、それを囲む緑の丘が見えるのですが、居室の隣となった実験室に

は、日光科学株式会社製作の８連式光合成測定装置を常設することになりました。 

 

 このようにして、海辺の研究生活が一層優雅な第二段階を迎えた直後の 1971 年 10 月 1 日から半

年間にわたり、私はナポリ臨海実験所派遣研究者として、一層夢のような生活を送ることになった

のです。ナポリ臨海実験所は、ドイツの海洋生物学者アントン・ドールンが創立者となり、海岸近

くのナポリ市有地の無償提供を受けて、1873 年 9 月に完成した、世界最古の臨海実験所で、その外

観は中世の城郭そのままです。私が派遣された当時の職員数は 100 名を超え、1 階には巨大な水族

館が併設されていました。下田の臨海実験所とは比べものにならないほどの巨大さなのですが、海

辺のオアシスという雰囲気は、見事に一致していました。 

 派遣費としては国費が支出されたため、生活費も充分でした。そして代々の派遣研究者の宿泊所

として使われていた、市内の老夫妻宅には、東京大学大学院修士課程修了後にナポリ大学へ招聘さ

れた鈴木尚憲さん（現ベローナ大学教授）も下宿していたのです。朝夕は老婦人の調理したナポリ

料理を私の居室で囲み、土日曜や休日には、にぎやかな街を散策するという生活を楽しんでいた 2

人は、ふとしたきっかけで若い男女のグループと知り合ったのですが、彼らには全く悪意がなく、

毎週末ごとにメンバーの家でのパーティーに招かれるようになりました。このような、当時の文部

省幹部が知ったら怒ってしまうはずの楽天的生活を送っていた私は、ナポリ湾産海藻を材料とした

研究で得られる成果をはるかに上回るような、ナポリ市民特有の楽天的人生観の持ち主になったの

です。 

 

 ナポリ人あるいはラテン民族特有の人生観を表現した歌の中に「che sara,sara」という部分があ

りますが、これを英語で表現すると「what will be, will be」となり、日本語では「なるようになる」

と訳されるようです。これは人生の目的として何かを求めるのではなく、すっかり諦めて暮らそう、

という「諦観」と共通しています。ヨーロッパ内唯一の極楽と言えそうなイタリア南部の都市に住

む人たちが、東洋に発した仏教の真髄とも言える諦観の持ち主であることを知って、私は非常に驚

いたのですが、極楽のようなナポリで半年暮らし、諦観の持ち主と言える若者たちと、楽しい日々

を過ごしているうちに、私の体に彼らの心、つまり諦観が居座ってしまったようです。 

 「ナポリを観て死ね」という格言は有名ですが、これを私は「ナポリの美しい風光に接したら満

足して死ねる」からだと解釈していました。けれどもこの地で半年暮らしただけで、「自分の人生

に何も求めない」という諦観の持ち主になれると悟ることになったのです。 
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 日本を出発してから半年後、1972 年の 3 月に帰国し、下田へ戻った私は、2500 年前の聖人だっ

たシャカと同様な諦観の持ち主になったと自認したのですが、そのような気持ちで、磯などに住む

動植物たちを眺めると、ヒトもそれらの多種多様な生物と共に生きている、という現実を受け入れ

やすいということに気付きました。 

 

 海中や野山という自然界を眺めると、無数の生物たちが食う食われるという食物連鎖を形成して

生きている、ということを理解することができます。そして食物連鎖の源となる食物は、太陽光を

吸収して光合成を営む植物によって生産されるため、ヒトを含め、地球上のほとんどすべての生物

は、太陽光のエネルギーによって養われていると言えるのですが、現代に生きるヒトの多くは、そ

のことを忘れてしまったようです。 

 食物連鎖とは、植物によって吸収された太陽光のエネルギーが、デンプンなどの物質に含まれる

化学エネルギーになってから、さまざまな生物を巡り、最後は私たちの体温のような熱エネルギー

となって、宇宙へ戻ってゆくエネルギーの流れ（エネルギー転流）と、陸上の植物や作物が地下か

ら吸収し、あるいは植物プランクトンなどが湖水や海水から吸収した窒素やリンが、タンパク質や

DNA などの成分となって、さまざまな生物の間を巡る物質の回転（物質循環）とから成り立ってい

るのです。 

 このエネルギーの流れと物質の回転とが連動する食物連鎖は、すべての人類が原始的な生活を営

んでいた時までは、自然の形を保っていたのですが、牧畜や農耕が始まった段階で、不自然な形に

なり始めたのです。具体的には広大な草原や森林の砂漠化ですが、そのために大量の植物の体内に

蓄積されていた炭素を含む有機物が酸化され、大量の二酸化炭素となって放出され始めたのです。

産業革命（約 200 年前）以降は、太古の二酸化炭素（正確には炭素のみ）の缶詰にあたる石炭や石

油が「近代的な燃料」として使われるようになり、大気中の二酸化炭素の量は急速に増大して、そ

の濃度は、最近 200 年間で 0.028％から 0.038％※へと変化してしまったのです。※編注：2014 年

の世界の平均濃度は、さらに増えて 397.7ppm となっている（出典：気象庁ホームページ） 

 1982 年に三省堂から出版された小著「海藻の謎」で、私は二酸化炭素量増加による地球温暖化の

危険性を訴えたのですが、注目する読者はほとんど皆無でした。しかし最近は CO2や地球温暖化と

いう言葉が、テレビや新聞に毎日登場するようになり、その影響と言える台風や降雨量の狂暴化ま

でが、身近な問題になってしまいました。人類による地球環境の破壊は無数の生物たちを絶滅の危

機に追いつめていますが、現在の地球における最大の絶滅危惧種は「ヒト」であると、私は信ずる

ようになりました。 

 

 人類がこれまで破壊し続けてきた地球環境は、人類の生存に最も必要だったと言えます。しかし

地球上に暮らす他のすべての生物が持たない悪知恵によって、ヒトは巧妙な対策を考え出し、人口

の減少を防ぐどころか、人口を増やし続けてきたのです。しかしそれは、今世紀の半ばまでに限界

に達すると判断されます。ヒトは地球上で生活するすべての生物の中で最もすぐれた能力を持って

いると、ほとんどの人は信じているようです。それなのに、なぜ私たちは自分たちの生活に必要な

環境を破壊し続けてきたのでしょうか。（つづく） 
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※今号から、ＮＰＯ法人「表浜ネットワーク」理事長 田中雄二さんの意見文を連載します 

 

アカウミガメの保護は、砂浜と切り離してはならない！移植・ふ化場・放流会を行う前に！

私たちが陸域で出来る保護活動において考えておくべきこと 

 

ふ化場への卵の集約や子ガメの放流会は、保護ではありません！！ 

野生動物には安易に手を出さない。（野生動物の保護として基本です） 

8. 誤ったアカウミガメの保護（1）田中雄二 
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１．まず、ウミガメがなぜ？減少しているのか、知ってみよう！考えてみよう！ 

 

 アカウミガメにおいて、保護の在り方が問題になっています。アカウミガメの減少は、現在の調

査においては、漁業的な混穫※1と、発生の場である砂浜の消失が、大きな要因であることが昨今の

調査によって判ってきています。漁業混穫は捕ろうとする魚種に混ざってしまい、誤って捕獲され

ているのです。そして、砂浜の消失は、主に埋立など開発や侵食によって、産卵地を奪ってしまっ

てきたのです。 

※1 漁業混穫は状況によって明確な資料が出ていませんが、米国のエビ漁の資料では年間数万頭のウミガ

メが混穫によって死亡していると報告されています。報告：米海洋保護団体「オセアナ（Oceana）」 

 

 ウミガメが減少する主な原因が存在する限り、問題は解決しません。卵のふ化率を上げたとして

も、子ガメの数を増やして放流しても、増える訳では無いのです。いくら、海に多くの子ガメを放

したとしても、その後の子ガメはいずれにしても、とても厳しい環境を自力で生き抜かなければな

りません。自然は偏りを調整する能力があります（環境収容能力）。多産系の生物は子どもに能力

が備わっており、数にて自然に調和できるようになっています。そもそも多くが成長することが異

常なのです。 

 

 私たち人の手では到底かなわない、子ガメが自立しなければいけない厳しい自然環境を説明しま

す。ウミガメの主な死因は幾つかの要因があります。日本においては過去には直接的に捕られて食

用とされていた経緯もあります。しかし、現在では成体を捕らえて食用にするのは、ごく一部の地

域であり、食文化の一部ともなっています。全体が減少するほどの影響ではないようです。また、

卵などの場合、過去には、かなりな量のウミガメの卵が食用とされていたのも確かです。しかし、

現在では条例※2により採捕が規制されたうえに、美味しく栄養価も高い鶏卵が安価で流通するよう

になり、敢えて不味いウミガメの卵（白身は固まらず、生臭い）を食べる必要がなくなってきてい

ます。※2 鹿児島県条例など、ウミガメ保護に関して。 

 

 ウミガメの減少の主たる原因は、漁業的混穫、発生の場である砂浜の開発や侵食などによる消失

です。それは全て、私たちヒトがウミガメを追いやっています。そしてさらに、保護と称して、誤

った認識の移植やふ化場、そして放流会という干渉を行っているのです。全てが私たちヒトによる

影響なのです。移植とふ化場は、砂浜が侵食により消失してしまったような場合の特別な応急処置

と考えましょう。あくまで「ふ化場」は退避策なのです。（つづく） 

 

 

 

※次号は、「２．まずはアカウミガメの保護に取り組むのならば、学びましょう」をお届けします 

 

  

http://usa.oceana.org/turtles
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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 

 美しい季節になりました。でも、先月から大きく環境が変わった方にとっては、

心身が疲労の沈殿に気付いてしまう 5 月は、ちょっとしんどい時期かもしれま

せん。そんな方のために、編集後記に代えて、ニッコリマークをお贈りします♪

小豆島の浜で見つけました。甲羅の模様 ・ｖ・ にキュンときました（ちよ） 

 

 4 月、5 月と表浜、小坪の砂浜調査研修会を行いました。どちらも天候に恵まれて、予想以上の参加で大盛況

でした。参加した皆さん、とくに子供さんが喜ぶ姿を見て、海が日常から遠ざかっているんだなあと実感します。

もっと海と親しむ機会を作らなければと思いますが、本会だけの活動では限界があります。今週末の 21 日には、

南紀白浜で講演会＋海の生きもの観察会を行います。このイベントにも多くの方が参加していただき、海ともっと

親しんでいただけると幸いです。砂浜調査の研修会は、今年も日本自然保護協会との共催でまだまだ開催予定

です。日程も場所も未定ですが、「うみひるも」でお知らせしますので、どしどし参加してください。今号から「表浜

ネットワーク」の田中雄二さんのウミガメ保護の問題点についての論考を掲載します。ウミガメの保護はいろんな

団体で取り組まれていますが、多くの自称「自然保護団体」が陥りやすい弊害（木を見て森を見ない）がウミガメ

についても明らかになりつつあります。本質を見ない保護活動は、ときにはかえって保護と逆行してしまうことが

多いのです。気をつけましょう。（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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