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「今月の海の生きもの」

カツオノカンムリ

Velella velella

刺胞動物門ヒドロ虫綱ギンカクラゲ科に属する群体性クラゲ。暖海性で外洋性。とくに夏期、黒潮に乗って日
本近海に近づく。
カツオノエボシや
ギンカクラゲなど
とほぼ同様の海域
に生息し、水面上
に半分以上体を空
中に出して浮遊生
活をする。体の上
部に三角形の帆の
ようなものを立て
て、風を利用して
移動していると思
われる。群体性だ
が、サンゴのよう
に同じ個体が集ま
ったものではなく、生殖を行う個体、刺胞として働く個体、餌を食べる個体などに機能分化した高度の体制分
化を持っている。カツオノエボシと同じように強い刺胞毒を持ち、刺されると激痛がある。一方向に長く続く
風の後など、海岸に多数のカツオノカンムリが打ち上げられることがある。
(沖縄県名護市嘉陽海岸にて

向井保子氏撮影)

＊前号のハワイアンモンクアザラシの撮影場所をハワイ島北部ホオキバビーチと書きましたが、正しくはマウ
イ島でした。訂正してお詫びします。
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【活動予定】
●7/30 夜

アカテガニの放仔観察会 in 上関
2

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。夏の大潮の夜、アカテガニは子供を海に放つために、彼らにとってはとても長く困難
な道のりを山から海岸に降りてきます。数万個といわれる幼生を海に放ちますが、成長して無事に戻っ
てこられるのは、ほんのわずかです。海岸にたどり着いた若い個体は、山に入り成長して、雌は産卵・
育児のあと、海に降りて出産の瞬間を迎えます。感動の瞬間、生命の誕生に立ち会ってみませんか。
日時：2016 年 7 月 30 日（土）10:30～31 日（日）9:00
場所：山口県上関町長島田ノ浦海岸（上関原発建設予定地）
集合：30 日（土）10:30 上関町四代港駐車場

※前号お知らせした集合時刻が変更となりました

解散：31 日（日）9:00
案内＆指導：高島美登里（上関の自然を守る会）向井 宏（海の生き物
を守る会）
プログラム
30 日 11:00 田ノ浦ログハウス到着、昼食（弁当の予約可）
13:00~16:00 田ノ浦海岸で磯観察＆海水浴
19:00~ 夕食（海鮮バーベキュー）

20:00~22:00 アカテガニ放仔観察
31 日 7:30~ 朝食

9:00 解散

費用（カンパとして）：大人 2500 円、子供 1000 円（宿泊費／食費ほか）
★申し込み先：高島美登里（090-8995-8799、FAX0820-62-0710、E-mail: midori.t@crocus.ocn.ne.jp）
申し込み締め切り：2016 年 7 月 16 日（土）

【活動報告】
●南紀白浜で、クラゲの生物学講演会と磯の観察会を開催しました
2016 年 5 月 21 日（土）10:30～15:00 南紀白浜で、講演会および観察会を実施しました。講演は白浜に
ある京大臨海実験所の久保田信准教授による「クラゲ類の性と繁殖」でした。参加者は、約 40 名。大阪
のシニア自然大学校海講座とも共催しましたので、大阪
から多くの参加がありました。天候は快晴。講演の後、
実験所の北浜で、みんなでお弁当を食べ、磯の観察に臨
みました。久保田先生の楽しい解説を聞きながら、潮の
引いた海岸で、さまざまな生きものを見て、白浜の海の
多様性に、参加者一同あらためて感動しました。

久保田さんの講演を聴く
久保田さんの指導で、
磯の観察をする参加者

夏を思わせる暑い日でした。日陰を探
して、みんなでお弁当を食べました。
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●逗子小坪海岸で観察した生きもののリスト・写真集ができました
2016 年 5 月 7 日（土）逗子市小坪海岸で行った研修会で、観察された生きもののリストを山下博由さん
がまとめてくれました。pdf ファイルにして海の生き物を守る会のホームページにアップしました。

http://www.e-amco.com リストには種名のリストと一部の生きものの写真が載せられています。

お知らせコーナー

●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（写真は表紙）。1 部 500 円をカンパと
していただいています。ご希望の方は下記にご連絡ください。
向井

宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
1 部 500 円＋送料

振り込み先：ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ
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。第二次署名は 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

URL を手入力する場合、こちらの短縮リンクをご利用ください。→http://goo.gl/mCIn0z

●販売中！

砂浜フィールド図鑑（１）『日本のハマトビムシ類』
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。「砂浜フィールド図鑑」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ので、ご利用ください。
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（送料のみご負担）でお送りします。
まず、向井

宏までご希望の部数をお知らせください。

連絡先と振込先は同上です。
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2．ウミガメ 切手コレクション （10）

立川賢一
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【中部】
●小学生がアマモの苗を移植

相変わらず間違った環境教育

富山県魚津市の村木小学校の 6 年生が、同市経田海岸でアマモの苗を海底に移植した。2010 年から始
まった事業で、地元漁業者らが「漁業環境保全会」をつくり実施しており、市民の有志や小学生に苗を
育成してもらい、それを毎年この時期に海底に移植している。アマモの苗は昨年 11 月に小学生らがポ
ットに種を播いて水槽の中で育てたもの。この日は、児童の代表が潜水作業員に 30 株の苗を手渡し、
作業員が深さ 2m の海底に苗を植えた。アマモは顕花植物の一種で、砂や泥の海底に生えてアマモ場を
形成する。アマモ場はさまざまな海産生物の生育場となり、「海のゆりかご」とも呼ばれているが、埋
め立てや海水の汚染によって 20 世紀末に急激に減少した。しかし、減少した原因をそのままにしてア
マモを植えたり移植したりすることは、何の解決策にもならない。なぜなら、アマモ場が消失した環境
がそのままでは、いくら植えてもアマモ場は復活しないからである。アマモ場が無くなった原因を無く
すことこそ、環境保全のために必要なことで、アマモを植えることで環境保全の解決になると思うのは
間違っている。アマモは環境が整えば、植えなくても生えてくる。東京湾の一部では、アマモ場が再び
広がっているが、これはアマモを植えたためではなく、汚染された海が回復してきていることが原因で
ある。間違った環境教育は、子どもたちに間違った自然観を植え付けてしまい、将来禍根を残すだろう。

【四国】
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●阿南市の海岸にアカウミガメが上陸
徳島県阿南市畭町（あなんし・はりちょう）亀崎の淡島海岸で、5 月 24 日にアカウミガメが上陸して
いることが見つかった。阿南市内でアカウミガメが上陸したのは今年初、
同海岸では 2 年ぶりであった。
上陸したアカウミガメは脚の幅が 80cm くらいの中型のカメで、産卵のために上陸したとみられるが、
卵などは確認されていない。産卵に至らなかった原因は不明。

【九州】
●久しぶりの潮干狩り

有明海のアサリが増加傾向？

佐賀県太良町多良のアサリ養殖場で、ほぼ 20 年ぶりに潮干狩りが実施され、保育園児や家族連れなど
約 160 人が青空の下、干潟で貝掘りを楽しんだ。この養殖場では、有明海のアサリが急激に減少する中、
1998 年に潮干狩りが中止に追い込まれた。昨年アサリの稚貝が増加していることが確認され、町内で
は各地で少しずつアサリ漁が始まった。そのため潮干狩りも復活させようと、佐賀県有明漁協たら支所
と太良町が計画して実施した。この日、採られたアサリは合計約 220kg であった。

●農水相が開門をしない前提で基金創設を提案
佐賀県の山口知事は、農水省で森山大臣に面会し、裁判の結果が確定している水門の早期開門を求めた。
長崎県諫早湾の干拓事業で被害を受けた漁業者らは、農水省に潮受け堤防の水門の長期開門と有明海の
再生を要望している。知事の求めに対して森山農水相は、逆に水門を開門しない前提で、問題解決のた

めの基金を創設するという農水省の提案を「佐賀県の漁業振興や有明海の再生を進めるのに非常に良い
枠組みだ」と自画自賛した。農水省の提案した基金は、開門に代わる漁場改善を図るため、国が基金の
全額を負担するとしている。会談を終えた知事は、「基金については詳しく聞いていない」「農水省が
説明に来ると聞いた」と述べ、評価を避けた。農水相は基金による漁場改善について「具体的にどうす
るかは、みなさんで知恵を絞っていこうということ」と述べた。国は具体策を示さず、金を出して関係
自治体に運営を任せるつもりのようで、無責任な体質を自治体に押しつけて解決しようとしているよう
に見える。福島でも沖縄でも露わになった金で解決するという姿勢が、ここでも明らかになった。金を
いくら積んでも昔の有明海は返ってこない。福岡高裁の確定判決に従い、速やかに開門して有明海の再
生を図る努力こそ、国の責任である。

【関東】
◆千葉県立中央博物館

植物観察会「潮だまりの海藻」

外房の磯に出かけて、潮だまりに生育する海藻の生態と分類について学びます。
日時：2016 年 6 月 18 日（土）10:00~15:00
開催地：鴨川市小湊
対象：小学生以上（小学生以下は保護者同伴）
定員：20 名
講師：宮田昌彦
入場料：不要、保険料：50 円、その他実費：不要
★申し込み：HP の専用フォームから https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/EF/?id=16034
申し込み締め切り：6 月 4 日(土)

◆千葉県立中央博物館

植物観察会「海藻の押し葉づくり」

海藻のかたちや色彩を楽しみながら押し葉づくりを体験します。
日時：2016 年 6 月 25 日（土）10:00~14:00
場所：千葉県立中央博物館研修室
対象：小学生以上（小学生以下は保護者同伴）
定員：20 名
講師：宮田昌彦
入場料：不要、保険料：50 円、その他実費：不要
★申し込み：HP の専用フォームから https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/EF/?id=16036
申し込み締め切り：6 月 11 日(土)
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◆霞ヶ浦自然観察会「ヨシ原の成り立ちと多様な湿生植物＆妙岐ノ鼻の野鳥観察」
2016 年度第 4 回の霞ヶ浦自然観察会は植物と野鳥の両方の観察を行う豪華版です。広大なヨシ原が広が
る妙岐ノ鼻は貴重な植物を含む多様な植物群落が見られ，多くの野鳥が生息する場所になっています。
また，初夏のこの時期は繁殖のために訪れる夏鳥も多く観察には絶好の季節です。講師は植物を福田良
市先生が，野鳥を雪入ふれあいの里公園所長の川崎慎二先生が担当します。
日時：2016 年 6 月 25 日（土）9:00～16:00 受付 8:45 から ※荒天で中止の場合は前日に連絡します
場所：稲敷市浮島・妙岐ノ鼻
集合：茨城県霞ケ浦環境科学センター8:45～9:00（または土浦駅東口 9:30，妙岐ノ鼻駐車場 10:20）
帰り：現地 14:40(発) 土浦駅東口 15:30(着) 霞ケ浦環境科学センター16:00(着)
募集人数：35 人
参加費：無料 ※当日撮影した写真を、当センター広報等に使用する場合がありますが御了承ください。
持ち物：飲み物・昼食等，筆記用具，雨具，動きやすい服装（できれば長靴も），保険証
★申し込み：下記電話、FAX、E-mail（件名に「第４回自然観察会・申込み」と明記）で、住所（郵便
番号）・氏名・学年（または年齢）、電話番号及び集合場所(霞ケ浦環境科学センター，土浦駅東口，妙
岐ノ鼻駐車場)をお知らせください
申込締め切り：6 月 24 日（金）17:00
問い合わせ・申し込み先：茨城県霞ケ浦環境科学センター（〒300－0023 土浦市沖宿町 1853 番地）
環境活動推進課 担当：福井正人 029-828-0962、FAX 029-828-0967、E-mail m.hukui@pref.ibaraki.lg.jp

◆シンポジウム「土・川・海 ～地球に暮らす～」
日時：6 月 5 日（日）14～17 時
会場：神奈川県藤沢市 小田急江ノ島線長後駅、Gallery 湘南くじら館

◆湿地保全シンポジウ
ム「日本のラムサール条
約湿地 50 から 100 へ」
日本のラムサール条約湿
地は 2015 年に 4 カ所が新
たに登録され、合計 50 カ
所となりました。しかし、
国内には、重要でありなが
らラムサール条約には未登
録の湿地がまだ多くありま
す。環境省は重要湿地 500
を改訂し、今年 4 月に「生物多様性の観点から重要度の高い湿地（重要湿地）」を公表しました。ラムサ
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ール条約では、条約締結国に、重要な湿地を登録するとともに、広く湿地の保全を進めることを求めて
います。 本シンポジウムでは、
「日本のラムサール条約湿地 50 から 100 へ」とのテーマを掲げ、日本
の湿地保全の現況を確認し、さらに条約湿地を増やすとともに、湿地全体の保全を推進するためにはど
うしたら良いかを考えます。http://www.ramnet-j.org/2016/05/25/20160619kasai.pdf
日

時：2016 年 6 月 19 日（日）13:30～16:30

場

所：都立葛西臨海公園 鳥類園ウォッチングセンター レクチャー・ルーム
JR 京葉線葛西臨海公園駅下車

鳥類園ウォッチングセンターまで徒歩 15 分

地図 https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/map026.html
参加費：無料
プログラム
I 基調講演
1）生物多様性国家戦略とラムサール条約 （環境省野生生物課課長 奥田直久）
2）日本の重要湿地とラムサール条約登録湿地の現状と課題 （日本国際湿地保全連合所長

横井謙一）

II 登録を目指す湿地からの報告
1）東京湾
・葛西海浜公園・三枚洲（日本野鳥の会東京 飯田陳也）
・三番瀬（三番瀬のラムサール条約登録を実現する会 立花一晃）
2）愛知県表浜（表浜ネットワーク代表 田中雄二）
3）吉野川河口（とくしま自然観察の会世話人 井口利枝子）
4）球磨川河口（八代野鳥愛好会会長 高野茂樹）
5）泡瀬干潟（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長 前川盛治）
質問・意見交換
主

催：ラムサール・ネットワーク日本／日本野鳥の会東京

お問い合わせ： ラムサール・ネットワーク日本 TEL/FAX 03-3834-6566
E メール info@ramnet-j.org

【近畿】
◆「あいちの海」グリーンマップ「クサフグの集団産卵観察会」
愛知県南知多町の大井港で、クサフグの集団産卵の観察会を行います。
日時：2016 年 6 月 4 日（土）15:00 より ※荒天の場合、産卵はありません
★申し込み先：「あいちの海」グリーンマップ事務局 090-3852-9468
http://www1.m1.mediacat.ne.jp/aichisea/
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【沖縄】
◆ジュゴンの海の観察会
海の哺乳類ジュゴンがごはん（海草）を食べにやっ
てくる浜辺でジュゴンの棲む海岸の生きものを観
察し、ジュゴンが餌を食べた跡を探します。
日時：2016 年 6 月 5 日（日）10:00～14:00
場所：沖縄県名護市嘉陽
集合：嘉陽の松浜荘
対象：親子および一般（中学生以下は保護者同伴）
定員：30 名（要予約）
費用：保険料等 300 円（大人 200 円、子供 100 円）
持ち物：弁当、飲料水、帽子、日焼け止め、水着と
着替え、手袋、マリンシューズまたは濡れてもよい
運動靴
主催・連絡先：北限のジュゴン調査チーム・ザン 電
話：090-8032-2564
n-hokugen.19@kjd.biglobe.ne.jp
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●諫早湾開門研究者会議編

「諫早湾の水門開放から有明海の再生へ

開門の意義」 有明海漁民・市民ネットワーク発行 pp.119

(2016)

最新の研究が示す
\1,200(税込み)

国営諫早湾干拓事業で広大で貴重な干潟が失われたばかりではなく、有明
海の環境そのものも大きく変容してしまい、タイラギ漁も絶滅してしまい
ました。漁民の開門要求の訴えを受けて福岡高裁で長期開門調査を命じる
判決が確定したにもかかわらず、国（農水省）は言を左右して開門を実施
しようとはしません。開門に反対する農家の訴訟でも、国は有明海の環境
悪化と諫早湾の干拓との関連をいっさい主張しませんでした。その結果、
国は開門しても開門しなくても、課徴金を支払わねばならなくなっていま
す。それも国民の税金ですから、国は解決への努力を惜しんでいます。諫
早湾の問題に関わってきた研究者たちが、開門をすることによる有明海の
再生を願って、それぞれの専門の立場からこの本を書いています。一日も
早く水門を開放して、諫早湾を生き返らせ、有明海の再生に向かう必要があります。遅れれば遅れるほ

ど、自然環境の回復・再生は時間がかかります。諫早湾問題を理解する絶好の手引きです。

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

トゲチョウチョウウオ、真冬の 1 月 28 日に白浜町瀬戸漁港に出現
京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”や瀬戸漁港には、艶やかな熱帯魚たちの幼魚が、10 月下旬でも出現し
ている。水温が上昇する盆すぎから、体長数 cm ほどのチョウチョウウオ類が、あちこちで餌をついばみ
ながら成長している。トゲチョウチョウウオやセグロチョウチョウウオなどもいる。
数あるチョウチョウウオ類の中でもトゲチョウチョウウオの場合は、幼魚でも同定がすぐできる。そ
の模様が小さい時から大人のようだからである。魚類は幼魚時代にまったく異なる模様や色彩をとるも
のも多く、別種にされていた場合もある。おまけに雌雄で模様の変化が異なる場合があり、分類は難し
い。このトゲチョウチョウウオなどには“嘘の目玉”がついているのをご存じだろうか？ 本当の目玉の箇
所には、目玉が見えないよう
に黒線や黒帯が走っている。

写真 トゲチョウチョウウオの稚魚が 1 月

まさに目隠し状態としている

28 日になっても白浜町瀬戸漁港に出現

訳である。これは、生存に欠
かせない目を守るための工夫
である。「嘘目玉」は体の後
方、尾に近い背鰭の後端部に
つけてある。敵にここを攻撃
されても傷は浅く、無事に逃
げられる按配となっているか
ら、よくできたものである。
普通のチョウチョウウオにもパンダ風の目玉模様がある。この幼魚は、縦縞がはっきりせず、背鰭に
偽の目玉模様がある。このことを知らないと別種のように見えてしまう。瀬戸臨海実験所周辺の海で年
中見られ、温帯域の海に最も適応した種で、相模湾以南の暖海に広く分布する。
ところで、チョウチョウウオ類がある地域にどれほどの種数が見られるのかは、そこでの熱帯系要素
を計るバロメ－タとなる。軟体動物のタカラガイ類やイモガイ類で算出されているのと同じく、わが国
では北へ行くほど棲息種数は減る。黒潮の影響をもろに受けなくなるからである。だから房総半島以北
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ではがらりと様相が変わる。ここ田辺湾周辺では約 30 種のチョウチョウウオ類が報告されている。その
数は沖縄の 2/3 の数だから、暖流の影響は相当まだ大きいといえよう。
それでも、季節が秋から冬へと移りゆくと、気温ばかりでなく水温も下がり始める。偽の目玉でうま
く敵をかわせたトゲチョウチョウウオなどだが、田辺湾の冬季の冷水温では越冬がうまくできず、多分
にして凍死という過酷な運命が待ち受けているようである。せっかく黒潮に乗ってやってきて、白浜で
住みつこうと成長しているのに、その途中で息絶えてしまう。これは熱帯性の生きものに共通する宿命
である。まさに「死滅回遊」。しかし、近年、様子は少しずつ変化しているのかもしれない。熱帯魚の
代表ともいえるツノダシは終には瀬戸漁港では 1 月には姿をさっぱり見せなくなる。しかし、トゲチョ
ウチョウウオの体長 7cm くらいの稚魚が 2016 年は、1 月下旬というのに、元気に白浜町の瀬戸漁港で
遊泳していた。これよりつい 1 週間前は、例年になく降雪も多くあって、気温もめっきり冷え込んで、
調査中に軍手をつけていても指先が痛いほどだった。しかし、海中はさすがに気温とはうってちがって、
まだまだ暖かいのだろう。しかし、この先どこまでがまんができるのだろうか？ 種類ごとに寒さに耐
える能力は違うのであろうが……。

7. 有明海と三陸の水辺から（34）

田中 克
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九々鳴き浜のヒラメ稚魚
宮城県気仙沼湾では、2011 年 5 月から、地震と津波が沿岸生態系に及ぼした影響と回復の過程を調べ
る調査が隔月で続けられています。2015 年 3 月で通算 30 回目の気仙沼舞根湾調査を終え、5 月から新
たな 5 年、通算 10 年を目指した、地震と津波が蘇ら
せてくれた湿地の保全に、より焦点をあてた森里海連
環の研究と教育に関する調査がスタートしています。
この調査の中で、水際の底生稚魚の採集が、小型桁
網（網口幅 1m：写真１）を用いて舞根湾内 3 定点、
湾外 1 定点において、京都大学大学院農学研究科の中
山耕至さんを中心に進められています。湾外の定点は

写真 1 ヒラメ稚魚の採集に用いられて

舞根湾口部の岬の西側の砂浜であり、九々鳴き浜と呼

いる大震災を経験した“奇跡の”桁網

ばれる鳴き砂の浜として保全されている場所の水辺です。この浜も、津波と地盤沈下により震災直後に
は消失しましたが、その後徐々に砂浜は回復し、震災復興のシンボルとして浜の手入れが気仙沼市やボ
ランティアの人たちによって進められました。

この場所を底生稚魚の採集定点に定めた背景の一つは、ここが「森は海の恋人のふるさとに学ぶ」の
フィールドになり、震災前に稚魚の採集が行われた経緯があることです。ここが水際の稚魚たちの成育
場になっていることを実感する実習でした。京都大学の全学共通教育が提供し、森は海の恋人運動を牽
引する畠山重篤さんが指導する、「新入生のための少人数セミナー」（通称ポケットセミナー）のひと
つです。この現場セミナーでは、全学の多様な学部の学生が、腰あたりまで水につかり、2 人で桁網を
50m ほど曳網します。入網した稚魚やその他
の生き物たちに歓声を上げて感動する学生
たちの姿に触れる現場教育の場所でした（写
真２）。ちなみにこの桁網は、津波によって
流され行方不明になったのですが、その後
“奇跡的に”大きな損傷なく回収され、今も
研究や教育に貢献してくれています。
写真２

九々鳴き浜で行われた森は海の恋

人のふるさとに学ぶ実習風景
気仙沼舞根湾調査では、船外機付きのボートで桁網を岸に平行に
曳網しますので、水際直近とはいきませんが、砂地にアマモ類が随
所に繁茂する水深 2m 前後に生息する底生稚魚を採集することにな
ります。
東北太平洋沿岸域ではヒラメの産卵は 6 月前後と推定され、
九々鳴き浜の調査では、7 月と 9 月にヒラメ稚魚が採集されます（写
真３）。同時にここでは同じ異体類のマコガレイの稚魚も採集され
ますが、両種は出現時期がずれ、また主な餌生物も異なるため、共
存できるものと考えられます。
写真３ 九々鳴き浜で採集された
ネズッポ類と一緒にヒラメ稚魚
ヒラメの稚魚が多く出現する浜は、１）近くに川が流れ込む、あるいは海底湧水がある、２）砂の粒
子が大き過ぎず小さ過ぎず、よくしまっている、３）地形がやや閉鎖的である、などの条件をそなえる
ことが分かっています。九々鳴き浜では１）と２）の条件を備えていると思われます。場所的には大島
水道の北の端に位置する気仙沼湾の一部であり、大川から河川水の影響が見られる場所ですが、同時に
この浜の陸側には湿地が存在し、そこから地下を通じて淡水が染み出していることも予測されます。ヒ
ラメ稚魚は波打ち際で簡便に採集され、水辺の環境教育の素材としても、とても優れた存在と言えます。
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8.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（19）横濱康継
18 章 巨大化したヒトの脳の愚かな機能
ヒトは最も近縁な野生動物である類人猿と比べても、はるかにすぐれた能力を持つ生物として、地球
上に君臨してきたと、
すべての人は自惚れているようです。
しかし大学へ入学してから 60 年間にわたり、
生物についての勉強や研究そして教育や普及活動を続けてきた私は、「ヒトとは地球上に住むすべての
生物の中で最も愚かな奇形種である」と断定せざるを得ない、と確信するまでになってしまいました。
今から約 700 万年前、アフリカ大陸西部の森林地帯に暮らしていたチンパンジーとボノボとの共通祖
先集団から、生存競争で劣勢となったグループが南側の草原地帯へ逃れ、さらに大陸の南端を経て東岸
を北上したのですが、その過程で直立歩行するようになり、そして大脳も巨大化を続け、知恵も発達し
たのです。つまり私たちは、チンパンジーなどの大脳より 3 倍以上にふくらんだ大脳を持つようになっ
たのですが、私たちの祖先は、その能力を利用して、農耕や牧畜を開始し、そして大規模な都市を造り、
戦争や工業生産などを続けて、1 万年前には 1000 万弱だった総人口を、その 1000 倍ほどにまで増加さ
せてしまったのです。2011 年 10 月に、世界の人口は 70 億を突破したのですが、このような人口増加を
示すグラフの曲線は、60 億あたりまでスムースな指数函数の曲線に似ているものの、それ以降は上昇率
の下がる傾向を示し、生物学者である私には、5～10 年後に値は上限へと達し、その直後に破滅的な激
減が始まるのではないかと懸念されます。
ヒトという生物は、類人猿と分かれてからの約 700 万年の間に、3 倍以上にふくらんだ大脳を持つよ
うになり、それに伴って発達した独創性や思考力を使って高度な文明を築き、人口を 1000 倍に増やすこ
とができたのですが、その反面、自分たちが生きてゆくのに必要な自然環境のほとんどを破壊してしま
ったのです。類人猿と分かれて、大脳を３倍以上に肥大化させたヒトという生物が、最近の 1 万年間に
描いた軌跡としては、非常に違和感を覚えてしまうのですが、「地球上で唯一の知的生物」と自認して
いるヒトという動物は、自分たちの住める環境を自身の力で積極的に破壊するという、異常な能力を獲
得してしまった「地球上で唯一の奇形種」である、と結論するしかないようです。
ヒトもサルの仲間も哺乳類に属していますが、哺乳類の祖先は爬虫類で、その祖先は両生類そして魚
類になります。魚類が上陸して両生類に進化したのは、約 4 億年前と言われているので、その頃の私た
ちの祖先は、水中を泳ぐ魚類だったことになります。
現在も海や湖や川には、多種多様な魚類が生活していますが、それらを観察すると、本能のままに行
動しているように思えます。彼らも脳を持っているのですが、その大部分が本能的行動を司令する情報
の発信源になっているので、魚たちは、本能的に行動するだけでも生きてゆけるのです。そのような魚
たちの子孫にあたる私たちの大脳には、本能的行動を司令する部分もあるのですが、それはごく一部で、
その他の部分に、学習などで生じた情報のインプットに必要な、白紙領域が広がっているのです。
魚類の脳にも、得た情報をインプットする部分がわずかにあるため、彼らは学習した内容をごくわず
かに活かせるのですが、本能だけに頼って生き続けることも可能なのです。しかしヒトという動物には、
大脳を占める広大な空白領域に情報をインプットするための学習が、絶対に必要なのですが、深刻なの

14

は、学習内容つまりインプットした情報の質次第で、ヒトは善人にも極悪人にもなれる、という点です。
サルや類人猿なども、かなり学習する動物たちですが、インプット領域がヒトのそれほどには広くない
ので、極端な悪ザルなどを生むことにはならないはずです。
約 2500 年前に中国の聖人だった孔子は、「人は生まれてから善人にも悪人にもなれる」と教えたそう
ですが、同時に「自分のしてほしくないことは他者にもするな」と強調したとのことです。ちょうど同
じ頃に南方のインドで活動を開始したシャカも、同様な発言をくり返しながら、仏教の普及に努力した
のですが、その初期の頃、悟れないために修行を諦めた彼は、スジャータという村娘の捧げた乳粥を飲
んだ瞬間に、「ヒトも自然の一部」と悟ったとのことです。これは地球上のさまざまな生物を巡る食物
連鎖に、ヒトも連座して生きている、ということを自覚したためだと言えます。そして虫を食べた小鳥
が猛禽に食べられる様子を見て、「生物はすべて哀れ」と嘆いたとも言われています。つまりヒトも含
む地球上の多種多様な生物が生きるのに必要な食物連鎖も、きわめて残酷なしくみであると嘆いたこと
になるのでしょう。
2500 年前の東洋に生きた 2 人の聖人は、ヒトという生物の頭脳までを含んだ特性をすでに理解し、
「自
分のしてほしくないことは他者にもするな」という警告まで発したのですが、これは、地球上の生物の
中では、異常と言えるほどに発達した頭脳の持ち主となった人類が、他の生物集団には見られないほど
の、残虐な殺し合いなどに走る、ということを嘆いたためと言えそうです。しかし、シャカや孔子の生
きた時代から約 2500 年を経た現代でも、国家間の戦争や部族紛争、そして個人的な残虐行為などは激化
する一方です。
文明の発達につれて高度な学習が可能となった現代でも、すぐれた頭脳を持つ唯一種と自認するヒト
という動物の社会で、戦争や紛争が絶えないのはなぜでしょうか。答えは「それらの争いが、数少ない
大国で兵器を生産する富豪たちに、巨大な利益をもたらすからだ」となるものと、私は信じています。
かつてのイラク滅亡につながった湾岸戦争では、我が国とドイツがそれぞれ 2 兆円近くの国費を米国に
寄附したのですが、あの戦争は、廃棄寸前となった大量の古い兵器を処分するために、計画されたと言
えるのです。日本からの基金は、兵器の購入や戦闘行為には使用しない、という約束があったと報道さ
れましたが、もらった基金をどのように使うかは、米国政府の意のままになってしまうのです。そのよ
うな約束を信ずるのは、ごく幼稚な小児だけのはずです。当時の日本政府要人そして日本国民のほとん
どは、それほど幼稚な人物ばかりだったのでしょうか。
ヒトの発達した大脳は、類人猿までの段階ではみられなかった「想像・共感・同情」という、すぐれ
た機能の発揮にも役立つようになったのですが、かの兵器産業者たる大富豪たちは、この機能の対象を
愛する肉親あるいは恋愛対象者などに限定するという、「悪知恵」を持つに至ったようです。
人類を滅亡に導く元凶は兵器産業者たちである、と極言することもできそうですが、そんな彼らが近
未来に地球上から消失する、という事態も予測されるようになりました。彼らの得意とする殺人兵器製
造法を応用して建造した、無数の巨大な「ノアの方舟」に分乗し、火星へ逃亡して暮らそうとしている
ということが、数年前の我が国の公共テレビ局によって紹介されたのです。
最近（2012 年 10 月）も、米国の NASA という宇宙調査研究機構の管理する火星探査機が、火星へ無
事に着地したことで、大喜びしている研究員（？）の様子が放映されましたが、彼らの主目的は、この
惑星に「流れる水」が存在したこと、そして「生物（原始的生物？）」が生育していたこと、などを確
認することらしいのです。もしそれらのことが証明されれば、地球の隣にも「生命の星」が存在するこ
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とになり、人類滅亡寸前の地球から逃げ出した環境破壊の主犯者たちも、そこで生き延びることが可能
になるだろうという、悪夢としか言えない「希望」を抱いているらしいのです。
火星にヒトが住める場所を創造するための、テラフォーミングという悪夢のような計画は、まずこの
星の南北両極に存在する大量のドライアイスに、上空で形成させたレンズ（作成法も正体も不明）で集
めた太陽光をあてて発生させた CO2 ガスの温暖化効果で、地下の氷を融かし、火星を地球のような水の
惑星に変える、という話がおもな内容でした。そのような水の惑星と化した火星で、ヒトがどのように
して暮らせるかは、よく理解できなかったのですが、そこへ移住できるのは、多くても 30 万人ほどとの
ことでした。つまり不毛の灼熱地獄と化した地球には、100 億ほどの人が置き去りにされ、某超大国の
支配層を中心とする、30 万人前後の富裕階級だけが、「新世界」へ脱出するという、すさまじい計画が
明らかになったのです。
なお 30 万人前後の「選民」を運ぶ「ノアの方舟」として、無数の宇宙ロケットが必要になりますが、
それらが排出する CO2 は膨大な量となり、「最後屁」さながらに、「選民」以外のすべての人が残され
た地球の大気中への「置きみやげ」となるのです。約 30 万人という定員の中に入る日本の一般人はゼロ
のはずですが、それにもかかわらず、この地球脱出計画は、我が国の公共放送局からテレビ放映されま
した。この放映の担当者あるいは責任者の感覚は疑わざるを得ないのですが、コンピューターグラフィ
ックスによって描かれた「SF ドラマ」は、この人類の「大冒険」が成功するような印象を、受信者に与
えてしまいそうでした。
私が理解した限りでは、大気のない火星の大地に、多数の透明プラスチック製ドームを固定し、その
中に地球の大気に似た組成の空気を閉じ込め、住居や田畑を造成する、というような内容でした。そし
て内部の環境は、最新鋭の技術によって厳しく管理されるとのことでしたが、そのように厳しく管理さ
れて、快適な空間となったドーム内の環境は、一瞬の操作ミスや電子系統の誤作動によって無に帰する
ことは、充分にあり得ることです。最新鋭と称する技術などにいのちをあずけるのは、いかに危険かと
いうことは、スペースシャトルの事故率や事故における死亡率が、ほかの交通機関より桁違いに高い、
ということからも理解できるでしょう。同じような意味で、超最新鋭の交通機関と称されるはずの「火
星行ノアの方舟」のすべてが、無事に火星へ着陸する可能性は、ゼロに等しいと言えます。
海洋の生物群集を生理生態学的観点から眺め続けてきた私は、農耕開始後の 1 万年間に個体数を 1000
倍に増加させてしまった地球人の絶滅期が、今世紀末までに訪れる、と判断せざるを得ません。それを
避けるには、まず全人類が石油などの化石燃料の使用を中止し、そして生活手段として、農林水産など
の一次産業を選ぶしかないのです。（つづく）

9. 誤ったアカウミガメの保護（2）田中雄二
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。
アカウミガメにとって、もっとも重要な発生の場、砂浜との関係を考えてみましょう！
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次頁の図は、ウミガメの卵がかえる様子（孵卵）です。ウミガメの孵卵は、おおよそ 60 日間の積算温
度が高ければ早くなるし、低いと遅くなります。その間は太陽の熱によって温められ、砂浜に含まれて
いる空気と水をしっかりと吸収し、CO2 など胚（ウミガメ）から出るガスを吐き出します。
なぜウミガメは産卵場所として砂浜を選んでいるのか
（ヒトの視点ではなく、ウミガメの視点で考えてみましょう）
ウミガメの卵は、多様な環境（日射の違いや風当たり、保水条件などの違い）の砂浜に産卵されます。
そもそも、なぜウミガメは波や風によって常に変化する、こんな不安定な環境に産卵するのでしょうか。
それには理由があります

※編注：下図は文字が小さいため拡大して御覧ください
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ウミガメの卵は、太陽の熱で温められ、息（空気）を吸って、水も吸収しているのです。これが乾燥
し過ぎたり、空気が吸えないほど砂地が詰まっていたりすると、卵はうまく成長できずに死んでしまい
ます。この微妙な調整が自然の砂浜には備わっています。海岸の砂浜は確かに波や風で不安定で、時に
は悪天候や高潮などで波をかぶるほどになったりしますが、実は卵は、数時間程度は水に浸かってしま
っても、直ぐには死んでしまいません。海岸の場合、水に浸かるほどの高潮や満潮の時間は意外と短い
のです（満潮時の最大遡上線まで波が到達するのは限られた時間です）。
だから、私たち人間からすると砂浜に産卵することはリスクが高く、とても心配な気になるのですが、
ウミガメは、敢えて産卵を動的な砂浜に託して、もう 2 億年以上も種として存続してきているのです。
私たちヒト（700 万年）の歴史よりも、とっても長い時代を生き抜いてきたのです。しかし問題は、私

たちヒトが海岸を埋めるなど開発し、産卵を行う場所を奪ってきてしまったことです。わずか 50 年ぐら
いで、今やウミガメを絶滅寸前のところまで追いやってしまったのです。
安易に移植をしてしまうと……ふ化場はヒトの管理思考？
それは多様性の損失につながります。
さらに、卵をふ化場に集めるようになってしまうと、砂浜環境が悪くなってきたことが判らなくなっ
てしまいます。なぜならば砂浜の砂が流出しているという問題がカウントされなくなりますから。そし
て、移植すれば良いと考えるのならば、いつまで移植を続けることでしょう。根本的な砂浜の問題を放
置していては、数十年かけても改善出来るか判らないのです。始めてしまった移植活動を辞める判断も
つかなくなります。しかし、ウミガメの種は 2 億年近く、生存を続けています。今後、ウミガメが産み
続けるまで、移植を続けるのでしょうか。もちろん、そこまで続けることは不可能にしろ、いつまで移
植を続けるのかという問題になってきます。先に述べたように移植はウミガメと砂浜の繋がりを切り離
してしまうことになります。そして、ふ化場に集めることで、本来は温度の違いによって、性別を決め
るウミガメの性比の多様性（温度依存性決定：TSD）を偏らせてしまうことになります。ふ化場など、
一定の場所に集めることは、管理としては楽かも知れませんが、野生である種にとっては、いい迷惑な
のです。本来、問題の根源は侵食や埋立。そう、砂浜が悪くなってきたことが原因なのです。
安易に手を出すよりも、地道にモニタリング調査を続け、生態の把握と変動を見極めながら、本来の
ウミガメが産卵できる健康な砂浜を取り戻すことが、ウミガメという種の多様性と持続性を保ち、保護
することにつながるのです。そう、ウミガメに少しでも返すことが出来るのならば、砂浜を返してあげ
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ましょう！！ それが本来の保護だと私たちは考えます。（つづく）

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

10．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
６６７３０２１

口座番号：１０６１０－

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。

11．編集後記
このところページ数が膨らみがちでしたので、今号から文字や写真のサイズを抑え、コンパクトな仕上がりを目
指すことになりました。若干読みづらい部分もあるかと存じますが、お好みのサイズに拡大表示して引き続きご
愛読いただければ幸いです。何かございましたら、お気軽に投稿フォーム(上記)からご連絡くださいませ。（ちよ）
先週、上関へ行き、プランクトンの調査に参加した。ここのところ、上関周辺では、雛を連れたカンムリウミスズ
メが何度も観察されている。今回も期待したのだが、残念ながら見ることができなかった。3 月にはカンムリウミス
ズメを間近で見られたのだが・・・。今回は穏やかな海でスナメリが見られた。目の前に見える佐田岬半島には、
伊方原発があり再稼働を来月にも予定している。日本最大の中央構造線に沿った地震が頻発している今、中央
構造線の上にある伊方原発を稼働するのは、愚かとしか言いようがない。一時も早く原発を無くして安全な日本
へと舵を切って欲しいと願う。（宏）

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。

下記「うみひるも編集部」まで、お気軽にご投稿ください。
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://goo.gl/GjWIjL

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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