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「今月の海の生きもの」

シロスジフジツボ

Amphibalanus albicostatus

しばしば貝類と思われているフジツボ類だが、実はエビやカニと同じ節足動物門甲殻綱蔓脚亜綱に属する。フ
ジツボ類にはカメノテのように柄のあるグループ（有柄目）と柄のないグループ（無柄目）に分かれるが、カ
メノテを除いて潮間帯などで岩に付着してい
るフジツボ類は、大部分無柄目である。甲殻
類である証拠として、卵から孵化した幼生は、
ノープリウス型をしており、他の甲殻類と同
じで浮遊生活をする。本種の幼生はキプリス
幼生まで成長して、潮間帯の岩などにセメン
ト状接着物質を用いて付着する。付着した個
体は位置を変えることなく成長するので、密
度が高いと近くに付着した個体同士で押しく
らまんじゅう状態になる。殻は汚れた赤紫色
に白い肋を持つ。殻口は五角形をなす。殻の
底は石灰質の殻底をもつ。餌は殻口から出す
羽毛状の脚（エビ・カニなどの遊泳脚に相当
する）で水中に懸濁している藻類や有機物な
どを濾し採って食べる。雌雄同体で近隣の個
体とお互いに交尾して受精する。本種は日本
各地の比較的内湾的な海域の潮間帯に普通に
見られる。写真は、港の防舷材として使われ
ている古タイヤに付着したもの。
(香川県塩飽諸島本島にて

瀬戸内千代氏撮影)
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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

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
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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
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）

●9/25 奄美大島で砂浜海岸生物調査研修会を行います
海の生き物を守る会では日本自然保護協会と共催で、奄美大島の海岸において、砂浜海岸生物調査
を行います。調査はこれまで行ってきた砂浜海岸生物調査の一環として行いますが、今年は、日本自
然保護協会の趣旨にならって砂浜の塩性植物を重点的に調査します。ぜひご参加ください。
日時：9 月 25 日
場所：未定（奄美大島島内）

●砂浜海岸生物調査

携帯フォトシステムについて

携帯フォトシステム・クラウドサービス事務局から以下のようなメールが届きました。しかし現在でも、メ
ールによるデータの送信は可能ですので、ぜひ多くの方のデータ送信をお待ちしています。携帯フォトシステ
ム・クラウドサービスによる砂浜生物調査については、海の生き物を守る会ホームページでご覧ください。

「携帯フォトシステムで利用しているミドルウェアの脆弱性が報告されました。対応策が確定するまで、現在携帯フ
ォトシステムを停止させていただいております（ただしメールによるデータの送信は可能です）。対応が確定次第、
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連絡をさせていただきます。」

感想やご意見などの投稿をお待ちしております。
下記「うみひるも編集部」まで、お気軽にご連絡ください。
hirumo@live.jp または

https://goo.gl/GjWIjL

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＋送料のお振り込み先：
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

上記をクリックできない場合、こちらの URL をご入力ください。→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。このたび、
「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 （11）

立川賢一
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【北海道】
●積丹ブルーにイルカの群れ
北海道積丹半島の沖で、カマイルカの群れが、積丹ブルーの青い海に躍動しているのが見られるようにな
った。カマイルカは体長約 2 メートルのイルカで、背びれが鎌のように湾曲している。毎年 4 月下旬から 6
月にかけて積丹沖で餌の小魚を求めて回遊してくる。イルカウオッチングのボートでは、船と並走したりジ
ャンプしたりする多数のカマイルカの群れを見ることができる。近くの泊原発の温排水も冷温停止している
現在では水温の上昇もなく、小型魚類も影響を受けていないことがカマイルカの多数の群れの一因かもしれ
ない。多いときには、1000 頭以上の群れも見られるという。

【東北】
●宮城県北部でムラサキイガイに貝毒発生.
宮城県は、6 月 7 日に岩手県との県境から南三陸町にかけて、ムラサキイガイに下痢性貝毒が発生し、国
の規制値を上回っているとして出荷の自主規制を関係漁協に要請した。

【近畿】
●三重県絶滅昆虫ハマベゾウムシを 58 年ぶりに発見
58 年前に見つかって以来絶滅したと考えられていた海岸性昆虫ハマベゾウムシが、三重県の海岸で発見さ
れた。発見したのは、津市に住む昆虫研究家の乙部武さん。ハマベゾウムシは、体長 5 ミリメートルくらい
の甲虫で、日本固有種。海岸に流れ着くアマモを餌にしている。1956 年に三重県の阿漕浦（あこぎうら）海
岸で発見され命名された。北海道から九州まで全国に分布するが、いる浜は限られており、三重県では 1958
年に採集されたのを最後に、姿を消した。三重県のレッドデータブックでは、「絶滅種」に指定されている。
昨年、愛知県で 60 年ぶりに発見されたのをきっかけに乙部さんが調査を始め、今年 58 年ぶりに三重県でも
発見した。現在、津市総合博物館で展示されている。

●串本沖でサンゴの産卵始まる
和歌山県串本では、世界でも最北のサンゴ礁があり、ラムサール条約登録湿地に登録されている。串本沖
では今年もサンゴの一斉産卵が始まり、スギノミドリイシなどのサンゴ類から精子と卵子が入ったカプセル
状の配偶子が放出されて、一帯の海の中では、一面吹雪のような素晴らしい光景が見られている。

【四国】
●宇和海で赤潮が発生
愛媛県は、6 月 6 日に宇和海若松湾で赤潮が発生したと発表した。赤潮を起こした植物プランクトンは、
「コクロディニウム・ポリクリコイデス」と呼ばれる有毒プランクトンで、県の水産研究センターの調査に
よると、1 ミリリットル中 380 個の同種細胞を観測した。危険濃度とされているのは、1 ミリリットル中 300
個。今年の愛媛県での赤潮発生は初めて。これまでに漁業被害は出ていないが、県では赤潮が拡大する怖れ
が強いとして周辺漁協に養殖事業での餌止めを行うなど注意を呼びかけている。

6

【九州】
●佐賀県知事

「開門せず基金設立」の和解案を拒否

国営諫早湾干拓事業によって有明海の漁業環境が悪化したことによる漁業者と入植農家と国が裁判所の和
解案「（締め切り水門を）開門せず基金を国が拠出して有明海の環境改善に取り組む」について協議を行っ
ているが、佐賀県知事は記者会見で、これまで通りの方針に変わりが無いとして、あらためて開門を求め、
和解案に否定的な態度を示した。その後、国（末松農水省農村振興局長）は佐賀県と関係漁協組合長などと
の面談で、和解案に沿って協議を進めるよう促したが、佐賀県も組合長も「有明海再生は県民の切なる願い。
開門を求める方針に変わりは無い」とし、開門を前提としない和解には応じられないとした。国は、開門に
はプラスとマイナスがある。まずは裁判所の和解案にそって協議しようというのが基本姿勢だとしている。
お金でごまかして国が政策の誤りをどこまでも認めないでは、この問題は解決しないし有明海も再生しない。

●三里松原海岸でアカウミガメ産卵のための浜辺清掃に 1000 人以上
福岡県岡垣町の三里松原海岸には、昨年と一昨年、絶滅危惧種のアカウミガメが上陸・産卵した。アカウ
ミガメの卵の保護や生態調査に取り組んでいる「岡垣ウミガメ倶楽部」は、アカウミガメの生態を紹介した
パネルを展示したり、DVD を制作したりして、町民のウミガメへの関心を高めようと活動してきた。産卵シ
ーズンの 6～7 月には毎日砂浜を歩いて、産卵の形跡を探し、卵を確認すると、高潮による水没を避けるため
「安全な」場所に避難させている。また、孵化する時期にはテレビモニターによる夜の観察会を実施してい
る。今年はまだ産卵は確認されていない。
6 月 5 日には、三里松原海岸で 1000 人以上が参加した大規模な海岸清掃活動が行われた。これは、各地で
公園や海岸をいっせい清掃する「ラブアース・クリーンアップ 2016」というイベントの一環として行われた。
この海岸では、2 時間かけて約 9.7 トンの「ゴミ」が集められて処分された。
このような活動は一般に良いことだとして報道もされているが、疑問点は多い。ウミガメの卵の移植につ
いては、やるべきではない（現在「うみひるも」に連載中の田中雄二さんの論考を参照してください）。ま
た、海岸の清掃を公園の清掃と同じ感覚で行うことは、極めて疑問である。打ち上げられた海藻・海草や流
木などは、けっしてゴミではなく、そこに住む生きもののすみかや餌でもあり、海岸生態系における物質循
環の一環でもあり、陸と海の相互作用を保証する一部でもある。海岸生態系への理解をもっと深めて欲しい。

●鹿児島でゴマフアザラシが出現
鹿児島県串間市都井の立宇津港の近くの海岸沖に、アザラシが出現して地元の話題になっている。ゴマフ
アザラシとみられ、鹿児島の海域にアザラシ類が出現するのは極めて珍しい。

●奄美大島でサンゴの一斉産卵始まる
鹿児島県奄美大島の沿岸では今年もサンゴの一斉産卵が始まった。産卵があった海は赤潮のように海がピ
ンク色で染められている。奄美大島のサンゴ礁は、1990 年代に大規模白化が起こり、ほとんどのところで死
滅してしまった。その後徐々に回復傾向にあるが、サンゴの一斉産卵は、これまであまり顕著に見られなか
った。今年は各所でサンゴの一斉産卵がみられるのではないかと期待されている。

【全国】
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●8000 ベクレル以下を公共事業に使用

環境省が基準を決定

環境省は、東京電力福島第一原発の事故によって飛散した放射性物質を含む汚染土壌のうち、濃度が 1kg
あたり 8000 ベクレル以下であれば道路整備などの公共事業で使用しても良いという基準を定めた。有識者
会議で公表したもの。基本方針では、作業員の追加被曝が年間 1 ミリシーベルト以下になるように、基準を
定めたという。除染などによって溜まりに溜まった汚染土壌を少しでも減らそうという思惑からと思われる
が、市民からの反発は極めて大きい。予定している公共事業には、道路建設や防潮堤、河川堤防、盛り土な
どがあり、さらに産業廃棄物処分場への産廃として埋め立てることも予定されている。汚染土壌を全国にば
らまくことになり、集中して管理するという本来のやり方とは逆の方針ではないか。反対署名運動が取り組
まれている。被曝量が小さくても、住民の追加被曝であることは変わりない。汚染土壌からの汚水はまた最
終的には海に流下する。汚染の拡大には、反対しなければいけない。

【世界】
●アメリカの自然保護団体が「辺野古基地中止を」
アメリカの環境保護団体「生物多様性センター」（本部・アリゾナ）は、オバマ大統領が日本を訪問した
5 月 26 日に声明を発表し、沖縄県名護市辺野古への新基地建設を中止するよう求めた。声明によると、「私
たちの巨大な米軍基地は沖縄の人々を怒らせており、今はジュゴンの生存を脅かしている」と指摘し、米軍
軍属による女性強姦殺害事件によって基地反対の住民の声がいっそう高まっているとした。同センターは、
カリフォルニア州の裁判所でジュゴン訴訟に取り組んでいる。裁判所がこの訴訟の再審を始めることになる
と、米軍は工事のための基地内立ち入り許可を日本の企業に出すことができなくなる。
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＊178 号で、ハマナスの西方限界を鳥取県大田市と書きましたが、正しくは島根県大田市でした。訂正してお詫びします。

【関東】
◆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。参加無料。＊このシンポジウムは湿地のグリーンウェイブ 2016 参加イベントです。
日時：2016 年 6 月 19 日（日）13:30～16:30
場所：東京都立葛西臨海公園 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
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）

環境省によるラムサール条約推進の考え方・方策
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）

公表された重要湿地から見る日本の湿地の現状とラムサール条約による湿地保全
II 登録を目指す湿地からの報告
ラムサール条約登録を目指している各地の湿地における活動の報告
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
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
4）球磨川河口（八代野鳥愛好会会長

立花一晃）

井口利枝子）

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
問い合わせ：ラムサール・ネットワーク日本

TEL/FAX 03-3834-6566

Email info@ramnet-j.org

◆シンポジウム「沖縄の自然と暮らし～名護市東海岸を事例に」
米軍基地建設でゆれる沖縄島東海岸。絶滅危惧種であるジュゴンがすみ、新種や希少種が数多く発見される
生物多様性の高いサンゴ礁が広がっています。人々も、このような多様な環境をうまく利用し、暮らしてきま
した。今回のシンポジウムでは、人と自然とがどのように関わり暮らしてきたのかに焦点をあて、辺野古の埋
め立てが進んだ場合に何が失われるのか、今後私たちはどのように自然と付き合いながら暮らしていくべきか、
じっくり考えてみたいと思います。入場無料。
日時：2016 年 7 月 9 日

13:30～17:00

場所：BC 鶯谷貸し会議室（東京都台東区根岸 2-1-2 大塚ビル 4 階、JR 鶯谷駅から徒歩 3 分）
プログラム
「辺野古・大浦地域における「場」の多様性の重要性～地理学からの視点」
中井達郎（国士舘大学・地理学）
「海辺のくらしと自然とのつきあい方～沖縄県・嘉陽の住民と変動する海岸」
保屋野初子（環境ジャーナリスト・星槎大学共生科学部）
「ジュゴンの海に抱かれて～大浦湾沿岸地域の暮らしと基地建設」
浦島悦子（フリーライター）※
「世界に誇る辺野古・大浦湾の海」
安部真理子（日本自然保護協会）
パネルディスカッションコーディネーター：辻村千尋（日本自然保護協会）
主催：日本自然保護協会

9

※浦島悦子さんは鹿児島県出身。1990 年より沖縄在住。著書：『やんばるに暮らす』『シマが揺れる』『み
るく世や やがて

沖縄・名護からの発信』など

★申し込み：当日参加ももちろん可ですが、資料用意の都合上、事前にご登録いただけますと幸いです。
事前申し込み・問い合わせ先：自然保護協会（担当：萩原・辻村）umi@nacsj.or.jp

電話：03-3553-4103

【近畿】
◆西三河自然観察会（愛知県自然観察指導員連絡協議会西三河支部）
日時：2016 年 8 月 1 日（土）9:15～午後（予定）
場所：佐久島（愛知県西尾市）
集合：一色渡船場

9：15

※申し込み不要です。現地へ直接ご来場ください

参加費：100 円
持ち物：歩きやすい格好で

シロヘリハンミョウが京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”
で、今年、最も早く出現
和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実
験所の“北浜”では、過去４年間では決まって 6
月になると、海岸性のシロヘリハンミョウが、1
日当たり、多くても数頭だけだが出現する。この
調査を開始した 5 年前の 2011 年には初出現は 7
月 1 日であり、過去で最も遅い月日だった。直線
距離で長さ 400ｍほどの当該海岸で、ほぼ毎日、1
回、年間を通して本種の出現状況を調べている。
今回も過去 4 年間と同様に 6 月に出現したが、こ
れまでで一番早く、6 月 2 日であった。しかも通

京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”の船着き場

常は砂浜にいるのだが、今回はコンクリート製の

2016 年 6 月 3 日にいたシロヘリハンミョウ

10

船着き場にいて、写真撮影をしたり追い払ったりしても、砂浜の方に移動しようとはしなかった。夕方から夕
暮れにかけて、ずっとその船着き場にいたので、夜間もそこですごすのかもしれない。
なお、本種の北浜での初出現日は、年を追うごとに早まってゆく傾向がみられた。また、出現期間はここで
は短く、7―8 月までしか継続しない。
シロヘリハンミョウは岩礁を伴う海浜を生息地とするハンミョウの一種で、我が国では千葉県を北限とした
本州に加えて、四国、九州、屋久島、種子島、対馬などに分布している。また、伊豆諸島とトカラ列島以南の
南西諸島には、それぞれ別亜種が分布するという。

6. 有明海と三陸の水辺から（35）

田中 克

ムツゴロウのため息
どこまでも広がる広大な干潟、ガタスキーを操り、干潟上に現れた魚を一瞬にして鉤で引っ掛ける漁の様子
は、有明海の風物詩として、かつては各地で見られました。干潟でせっせと餌を頬張り、恋の相手へのアピー
ルに熱中する間に、漁師のムツ掛けという巧みの技で、一瞬にして命を落とす気の毒な魚がムツゴロウです。
“宝の海”と呼ばれた有明海の干潟に生息する生き物の中でも、本種は最も馴染みの深い魚と言えます（写真１）。
ムツゴロウの漁獲量も 1970 年代の 100
トン前後から 1980 年代後半には数トン
前後にまで急減しましたが、その後に保
全策や増殖策が講じられたこともあり、
2000 年以降は 10 から 20 トン前後で推移
しています。日本ではこの有明海にしか
生息しない多くの特産種が軒並み減少す

写真１ 泥干潟の上で付着珪藻類を食べ
ているムツゴロウ（柳川市沖の端川河口

る中で、ムツゴロウは何とか頑張ってい
る数少ない生き物と言えます。

域）
本種は泥干潟の中に縦横の孔を掘って生息するなど、ユニークな生態の持ち主ですが、中でも空気中でも生
息可能な生態は特筆すべきものです。ムツゴロウは私達の遠い祖先にもつながる肉鰭類（古代魚である肺魚や
シーラカンスの仲間）とは異なり、肺に類する呼吸器を持ちません。それにもかかわらず空気中でも過ごせる
のは、皮膚や鰓蓋の内側の表皮の直下に毛細血管網が張り巡らされ、直接酸素を取り込むことが可能な仕組み
を持っているからです。長崎大学の石松淳先生たちの研究で、巣穴の中で行われる卵の育成も水中ではなく、
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空気室で行うという習性も持つことが明らかにされています。そのため、産卵期の親は巣穴の周辺で大きく頬
を膨らませ、巣穴に空気をせっせと運ぶ姿が観察されます。
ムツゴロウは、わが国では有明海と八代海の一部にのみ生息する、いわゆる有明海特産種です。他の多くの
特産種と同じように、過去の氷期に大陸と日本列島が陸つながりとなった際、分布域を九州西岸に広げ、その
後の間氷期にその一部がふるさとと環境がよく似た有明海に取り残された（居続けた）と考えられています。
つまり“氷河期の遺産”的生物なのです。本種は、朝鮮半島西南岸から中国大陸沿岸域に広く分布していますが、
ベトナムなど東南アジアにも生息が確認されています。彼らの本当のふるさとは、ムツゴロウの仲間が生息す
る東南アジアの可能性もありますが、まだ解明されてはいません。
有明海が瀕死の海に至ったことは繰り返し紹介して来ましたが、その典型的な現れは干潟の消失や劣化です。
写真２は柳川市の大和干拓地沖の泥干潟です。ここはアサリの漁場でもあった場所ですが、2012 年の九州北
部集中豪雨の際に大量に流れ込んだ土砂により、今では歩行さえ困難な軟泥状態で、調査には写真２のような
潟スキーを操作しての苦労が伴います。泥は、見た目にはムツゴロウが生息してもよさそうな感じですが、一
尾も生息していません。干潟は長い時間を掛けて生き物達が築き上げる場なのです。有明海は今では、冬季に
は、写真 3 のような海苔養殖の畑となり、他の生き物達の生息が難しくなりつつあります。干潟の住民を代表
するムツゴロウの声を聞いてみたいものです。
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写真２ 大和干拓地沖の泥干潟で
潟スキーを使って調査を進める漁師

写真３ 有明海湾奥部の浅海域を埋め尽くす海苔ヒビ（大和干拓地沖）

7.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（20）横濱康継
19 章 南三陸海岸のチビッコ研究所
1999 年 3 月に、私は 34 年間を過ごした下田の臨海実験所を定年で去ることになったのですが、その
直後の 4 月 1 日から、南三陸町の前身だった宮城県志津川町の自然環境活用センターという施設へ、所
長として勤めることになりました。下田への赴任直後から、臨海実験所は、海辺のオアシスと言えるほ
どに、すばらしい施設であると理解していた私は、小中学校の学児や生徒も利用できるようになればと
いう夢を描いたのですが、まだ閉鎖的だった国立大学は、その夢を叶えてくれるほどの余裕を持たなか
ったのです。やむを得ず、高校生を対象とした公開講座の開講を申請したところ、これは許可され、私
の停年までの５年間にわたり、毎年夏休みに開催されることになりました。２年生の段階で受講した高
校生の多くは、迷っていた進路を生物学科に定め、以降 10 年以上の期間を経て、大学教官などになって
活躍中という元受講生に接する機会も増えるようになったのです。
当初、私が下田で描いた夢は、子供たちに開放された「チビッコ研究所」の設立ですが、下田の定年
を５年後に控えた頃、志津川町に招かれ、町民 1000 名ほどを相手に、パネルディスカッションを開くこ
とになったのです。「このように海・山・田畑に恵まれた地方に大都会の住民すべてが移住しないかぎ
り、人類は滅亡する」と強調したのですが、終了後に開かれた慰労会の席で、チビッコ研究所設立の夢
を語ったところ、全員の賛成を得て、定年後は当地へ移住するようにとも薦められたのです。即座に了
承した私は、チビッコ研究所設立への協力を呼びかけたところ、参加者の一部が町役場の幹部職員だっ
たためか、数カ月後に、町立の自然環境活用センターの利用を提案されることになりました。
この施設は志津川湾という、三陸沿岸特有の奥深い入江の岸辺に建てられた、総面積が 650 平方メー
トルほどの、鉄筋コンクリート 2 階建てで、実習室や研究室にも変えられるような、多くの部屋から構
成されていました。観光客を対象として、10 年ほど前に建てられた、とのことでしたが、その後の社会
的ニーズの変化から、利用客が激減して、困惑中だったらしいのです。私の着任後、１名の補助職員と
共に、下田での経験を活かした、海藻おしば講座を開いたところ、地元や仙台圏からの小中学生が、毎
年 3000 名前後受講するようになったので、干潮時の磯での観察なども講座内容に加え、「生きていると
は、どういうことか」についても、実技前に話すことにしました。
講座の受講希望者には成人も含まれるようになったため、自然観察のためには、無邪気なチビッコに
戻る必要があると語ったのですが、それらのおとなたちには、オアシスの酒場に似た休憩室も必要と考
え、観光客向けの食堂として造られ、そして休業中だった食堂を改造したところ、酒場よりサロンと呼
ぶほうがふさわしい、上品な部屋になってしまいました。そのため、すでに５～6 名に増員されていたセ
ンター職員と来客たちは、このサロンでコーヒーや緑茶を飲みながら、ゆったりと会話することが可能
になったのです。また私の居室も下田時代の研究室より広く、大きなデスクとソファーなども備わった、
立派な貴賓室然としたものとなりました。
志津川町は北隣の歌津町と合併して、町名が南三陸町へと変更されましたが、私はこの町立のセンタ
ーに 12 年も在職し、その間に「自分さがしの自然観察――私たちはなぜ生きている？――」を執筆した
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のです。しかしそれまで私の小著を出版した大手社のいずれも、出版に協力しないとわかったため、原
稿完成後も、約 10 年間にわたって推敲を重ね、2011 年 2 月の末近くに、親しくなった生物研究社へ、
原稿を含むすべての資料を送り、初校も済んだのですが、その直後の 3 月 11 日に、東北から関東にかけ
ての太平洋沿岸は、1100 年振りと言われる巨大地震と大津波に襲われ、貴重な「チビッコ研究所」も廃
墟と化してしまったのです。（つづく）

8. 誤ったアカウミガメの保護（3）田中雄二
３．砂浜で成長するための適性化と、砂浜に依存した多様性の仕組み

ウミガメの卵の中は？
ウミガメの卵は空気を通し、水も吸収するよ
うに出来ています。子ガメ（胚）が成長する
と共に、卵の殻も少しずつ薄くなっていきま
す。それは胚が殻のカルシウムを取り入れる
からです。

卵の中、ウミガメの胚の成
長を見てみましょう。なんと
確認できる段階（ステージ）
として 31 段階もあります。そ
の中で性比が決まる※のは、
おおよそ 24〜26 ぐらいのス
テージだと研究から判ってい
ます。※温度依存性決定(TSD)
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温度依存性決定
•

Temperature-dependent Sex Determination (T.S.D)

アカウミガメは卵の時に経験する温度（孵卵温度）によって、オスになるかメスになるかが決まると
いう特徴があり、臨界温度より高いとメスになり、逆に低いとオスになります。

•

オスになる確率とメスになる確率が等しくなる温度は約 29.7℃（臨界温度）前後となっています。

性決定は孵卵期間の中期にエストロ
ゲンを浴びると雌に、アンドロゲンを
浴びると雄になるのですが、両者は同
じステロイドという科学物質であり、
酵素によってアンドロゲンからエスト
ロゲンに変化します。その酵素がどの
温度の時に活性化するかによって性が
決定されることになるのですが、孵卵
期間の温度は季節だけではなく、産卵
した場所が日陰なのか日向なのか、地
表に近いのか地中深くなのか等によっ
ても高低があるため、同時期に産卵さ
れた卵であっても雄雌両方が生まれる
ことになります。温度と性決定の関係には種によってかなりの多

性別は 24〜26 のステージで決定されます
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様性があることを考えると、様々な酵素があると推測されます。
その種が生息している環境に一番適した酵素が使われることによって、うまく雄雌を作り出して繁栄してきた
のが爬虫類なのです。つまり、温度依存による性決定が、メカニズムとしての基本形であり環境適応力もある
ということです。むしろ、胎内で孵化させるようになった哺乳類が恒温動物であるがために、温度依存メカニ
ズムが使えなくなり、遺伝子による性決定システムに変更せざるを得なかったという方が実態のようです。

それでは性比、性のバランスが狂うと……
広い海ではなかなかオスとメスが出会うことは出来ません。特にアカウミガメのような種になると肉食性なの
で獲物を捕るため生活圏がとても広くなります。
その結果、雌雄が出会う可能性が低くなります。
広い海にわずかなウミガメ、オスメスの出会う確率が変わ

自然界では交配するのにもっとも重大な影響を

ることで、交配の確率も変わってしまう

与えるのが性比のバランスです。性比が変わって
しまうことは野生では、交配のチャンスも減少
し、その影響で種の存続が出来かねないことにも
なってしまう恐れがあります。

※ アカウミガメはメスの割合が、やや多いと把
握されています。
（つづく。次回は興奮期のお話です）

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
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。

10．編集後記
先月、千葉県の銚子の海に行きました。写真は海鹿島
（アシカジマ）という名前の海岸です。明治あたりまでアシ
カがいたそうですが、今は振り返るとテトラポットとゴミの
山。カラフルなプラスチックゴミに、流木や小枝が混じって
いました。
以前、どこだったかの海岸で参加したクリーンアップで
は、今回のニュース欄に向井代表も書いていますが、こう
いう打ち上げられたものを、自然物ごと「ゴミ」として回収
処分していました。ふと疑問に思って質問したところ、漁
網に引っかかり迷惑になるものは「ゴミ」との答えでした。
海岸のゴミ拾いは、日ごろ海を離れている人にも参加しやすい環境活動として全国に普及しているだけに、もっと生態学者の意見
を取り入れて生き物目線で行う必要を感じます。皆さんのご意見・ご感想も是非お寄せください。https://goo.gl/GjWIjL

（ちよ）

「うみひるも」のニュースの欄を読まれた読者から、ご意見をいただきました。メールのやりとりをしているときに、この欄のことにつ
いて誤解があるようなので、一度ちゃんと説明しなければいけないと感じました。この欄は、私が新聞や自然保護団体の出版物、
facebook などから得た情報をもとに、私自身の文章で書き直したものです。そのときに、とくに意見を書きたい場合には、私個人の
意見を書き加えています。けっして新聞などの文章をそのままコピーしたものではありませんので、誤解の無きようにお願いします。
この原則と違う場合には、文章の後ろに執筆者の名前を入れることとしていますが、これまでの例はごく少数です。ぜひ皆さんから
のニュースの提供をお願いしたいと思います。

16

お知らせコーナーで紹介している二つの出版物のうち、砂浜フィールド図鑑については、次々と注文が届いています。でも残部は
まだ十分ありますので、ぜひご注文をお寄せ下さい。一方、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会のパンフについては、注文が届
きません。これは素晴らしい沖縄辺野古の海を埋め立てさせない運動の一環で、カンパをお願いしています。本を買うと言うことで
は無く、運動にカンパするという認識で注文していただければ幸いです。（宏）

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
ボランティアも大募集
17

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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