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「今月の海の生きもの」カンムリウミスズメ Synthliboramphus wumizusume
鳥類のチドリ目ウミスズメ科に属する。世界でも韓国の南部と日本にしか生息しない希少な種で、国の絶滅危
惧種に指定されている。多くのウミスズメ科の鳥が北海道などの寒冷な海に生息するのに比べて、カンムリウ
ミスズメは暖海に生息する特徴がある。繁殖も日本では伊豆諸島、福岡県小屋島、宮崎県枇榔島などに集中し
て繁殖コロニーを造る
ことが知られているが、
子育てなどについての
研究例は少なく、不明
なことが多い。山口県
上関町では中国電力が
原発を建設する計画を
進めていたが、
「上関の
自然を守る会」
（高島美
登里代表）が中心にな
って進めた上関沖の調
査で、カンムリウミス
ズメが発見され、毎年
のように雛も観察され
ていることから、この
海域で繁殖している可
能性が高い。現在、上関原発の建設を差し止める「自然の権利訴訟」が進められ、カンムリウミスズメも原告
に加わっている。この希少な鳥が棲める「奇跡の海」を守るのは、人々の義務でもある。
(山口県上関町沖合にて

向井

宏撮影)
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【活動予定】

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください
現在まで237枚、130カ所を調査
海の生き物を守る会では、全国の砂浜海岸で生物調査を進めてきました。今後も継続していきます。危機的
な状況が続いている砂浜とその周辺に棲む生き物のために、日本の砂浜を取り戻そうと計画された調査です。
調査は誰にでもできる方法で計画されていますので、少しでも多くの人が多くの海岸でこの調査に参加してい
だけるようにお願いいたします。当会のホームページには、ワードファイルで調査の方法書と報告用紙も掲載
しています。これらはダウンロードできます。
これまでに会員や非会員の皆さまから237枚の調査票が寄せられ、全国130カ所の砂浜で調査が行われまし
た。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの海岸での調査が必要です。まだ調査が1カ所も行われていな
いのは、秋田、山形、岩手、福島、茨城、東京、富山、石川、岡山、長崎、佐賀、熊本の都県です。ぜひご協
力をお願いいたします。同じ海岸でも季節が違えば、また同じ季節でも気候が違えば、結果が異なります。い
つでも、どんなときでも調査はできます。一度、ホームページから調査マニュアルをお読みください。
※富士通提供の「携帯フォトシステム・クラウドサービス」は現在メンテナンス中です。
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●「奄美の海ってどんな海？（仮題）」

9/24 調査報告会 in 名瀬

海の生き物を守る会では、奄美大島のサンゴ礁に重大な影響を与えている採石場の現状を調査してきました。
今年も 9 月 23 日に、奄美大島住用町市の採石に伴う赤土について海域で調査を行い、これまでの調査と今年
の結果に基づいて報告会を開催します。奄美・沖縄世界自然遺産登録候補に選ばれるほど生物多様性豊かな奄
美大島。登録されるのは陸だけですが、陸の豊かさも海の豊かさに支えられています。今回は奄美の海のこと
をテーマにし、奄美の海の特徴を知ることができるよう、日本の海の様子のご紹介から報告します。質疑応答
の時間を長めに取り、これらの問題を解決していくために何ができるのか参加者のみなさんと一緒に考えたい
と思います。

日時：9 月 24 日（土） 13:30~17:00（予定）

13:00 開場、13:30 開演

会場：奄美市名瀬公民館金久分館 2 階ホール（名瀬市長浜町 5－1
報告者：田代

17:00 終了

tel: 0997-53-5699）駐車場あり

豊（名桜大学）・安部真理子（日本自然保護協会）・向井

宏（海の生き物を守る会）

※報告会後、交流会を予定しています。
共催：海の生き物を守る会、自然と文化を守る奄美会議（依頼中）
問い合わせ：海の生き物を守る会

運営委員 安部（marikoabeshark@gmail.com)

●奄美大島で砂浜海岸生物調査を行います

9/25

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。ぜひこの機会を利用して奄美大
島へ旅行するなどして、調査にご参加ください。※詳細は決まり次第お知らせします
日時：9 月 25 日（日）
場所：手広海岸（奄美大島）

【活動報告】
●上関でアカテガニの放仔観察会を実施
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 7 月 30 日（土）に山口県上関町田ノ浦の
中国電力原発建設予定地で、アカテガニの放仔の観察会を行いました。30 日は新月の 3 日前でアカテガニ
の放仔が見られるか、少し心配しましたが、これまでにないほど多くのアカテガニ♀が子供を放しに海岸に
降りてきてお産をするところを見ることができました。参加者は子供 2 名を含む 18 名でした。スタッフを
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含めてその感動の瞬間に立ち会うことができました。素晴ら
しい景色と生き物の豊富な海に入った昼間と、夕方の
→

アカテガニの放仔を観察する参加者

↑ 沈む夕日に照らされながら、田ノ浦で歓談する参加者たち。アカテガニが山から下りてくるのを待っている。

← アカテガニの観察の前に記念撮影。
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素晴らしい夕日を見たあとのアカテガニの観察
に、参加者一同、充実した大満足の一日でした。

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
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。参議院選挙に
勝った安倍政権は、沖縄の圧倒的な民意を無視して、
裁判所の和解協議の提案も反故にして、辺野古の基
地建設を強行しようとしています。辺野古の海を守
る手立ての一つとして、この活動に賛同する意味か
らも、ぜひご購入をお願いします。
ご希望の方は下記までお知らせください。
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。第二次署名はさらに 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

●好評販売中！

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。
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 （13）

立川賢一
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【近畿】
●ウミガメの上陸・産卵回数が昨年比大幅増

みなべ千里浜

和歌山県みなべ町山内の千里浜は、毎年アカウミガメが上陸・産卵することで知られているが、今年は上陸
183 回、産卵 94 回（7 月 16 日まで）を記録し、昨年に比べて上陸数では 1.8 倍、産卵回数では 2 倍になって
いる。調査はみなべ町教育委員会の職員が始め、その後 NPO ウミガメ協議会を中心に、地元ボランティアも
含め大学生らが行った。また、NPO アースウォッチ・ジャパンが日本郵船の支援を受けて一般ボランティア
15 名を派遣した。近年では 2012 年がもっとも多く、上陸 728 回、産卵 293 回で、その後毎年徐々に減少し
ていた。ようやく今年は昨年を上回ったが、多かった 2012~2014 年に比べるとかなり減少が目立つ。上陸・
産卵を発見された個体には標識をつけており、それによって上陸・産卵の履歴もわかる。今年もっとも多く産
卵した個体は 3 回だった。産卵は 8 月中に終了する見込み。ウミガメの観察には事前の許可が必要で、希望者
はみなべ町教育委員会まで申し出るルールだ。

【中国】
●初めて裁判官が現地を視察

上関原発差し止め訴訟で

中国電力が建設を計画している山口県上関町長島の原発建設によって生存権が奪われるとして海面埋め立
ての許可を取り消すように求めている「自然の権利訴訟」（原告は、スナメリ、カンムリウミスズメ、ナガシ
マツボなどの動植物）で、7 月 28 日に山口地裁の裁判官が埋め立て現地および反対住民が多い祝島を初めて
現地視察した。約 30 年に及ぶ上関原発反対に関わるいくつかの訴訟で、裁判官が現地を訪れるのは初めて。
原告の動植物に代わって裁判を進めている「上関の自然を守る会」ほかの団体・個人が、裁判官の現地視察を
迎え、貴重な自然の保護を訴えた。

【四国】
●120kg の巨大マンボウを漁獲
徳島県阿南市の伊島沖で重さ約 120kg という巨大なマンボウが底引き網漁で漁獲された。体長は約 2m。こ
の近海でこれだけの大きさのマンボウが漁獲されるのは非常に珍しいという。曳き揚げた漁師は、海に返そう
としたが重くてできず、漁港へ持ち帰ったが、すでに死亡していたので、港で海へ投棄したという。徳島県で
はマンボウを食べる習慣がなかったようだ。

【九州】
●龍郷湾に大型客船観光開発を企画 アメリカ RCI 社
町長は断念を表明したが 計画は継続か？
米国のロイヤル・カリビアン・インターナショナル（以下、RCI）社が、奄美大島の龍郷湾（たつごうわん）
に中国から日本へ向かう最大 20 万トンの大型客船を寄港させ、そのため龍郷町芦徳（あしとく）に大型バー
スの建設やリゾート施設を開発建設する計画を発表した。計画によると、現在建造中の世界最大級の大型客船
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で上海から九州へ観光航海を行い、途中で奄美に立ち寄るというもの。乗客は 5,400 名、乗組員は 2,100 名。
龍郷町の人口の半分を占める。そして龍郷町芦徳の浜に 350m の大型バースを建設し、芦徳半島をテーマパー
クにするという。龍郷町長らは地域活性化に繋がるとして賛意を表明した。それに対して、貴重な自然を破壊
させないとして、ただちに住民らの「龍郷湾を守る会」が発足、反対運動を開始した。これまでに 45,000 を
超える反対署名が集まった。米 RCI 社は、この計画は国際環境保護団体 WWF と共同で行っていると発表し
たが、WWF ジャパンは、WWF ジャパンも WWF インターナショナルもこのような計画に参画したことはな
いと、否定する声明を発表した。RCI 社もこれを認め「誤解を与えたなら遺憾である」と発表し、ウソを言っ
ていたことを認めた。
全国に広がる反対の気運に、龍郷町長は 7 月 19 日に計画断念を発表した。しかし、この計画は安倍内閣の
補正予算の目玉として「大型観光船の受け入れ整備事業」が入っていることと明らかに関連している。安倍政
府の策動は町長の意志とは関わりなく計画を歓迎している地元経済界や推進派町議を通して、推し進められる
可能性は残っている。来月行われる町議選挙で反対派町議を落とし、賛成派で議会を固めるという動きも出て
いるという。RCI 社も計画撤退宣言を出していない。完全に計画を潰し最後まで美しい龍郷湾の自然を守り通
したい。「龍郷湾を守る会」の反対署名はまだ続いている。

●漁協は「反対」多数

オスプレイ配備で漁場環境への影響を懸念

佐賀空港への自衛隊新型輸送機オスプレイの配備について、防衛局が地元有明漁協を訪れ説明会を開き、漁
協組合員ら 30 名が参加した。防衛局は施設配置案を示し、周辺環境対策や空港利用計画を説明した。組合員
からは、事故が発生した場合の風評被害への対応や騒音による漁船漁業への影響を心配する声が上がった。国
営諫早湾干拓事業の被害を受けてきた有明漁協の組合員からは、国の行う公共事業への不信感は根強く、「国
は信じられない。諫早の問題を解決しない限り国との話しはできない」として反対を表明する組合員も多かっ
た。説明会終了後、組合長は「騒音や風評被害について、しっかりと（対策を）やってもらわないと、経済活
性化に効果があると言われても納得できない」と話している。佐賀県議会では推進決議を上げようという声が
あるが、漁協の同意は得がたいようである。

●南国串間にアザラシが居着く
日本では北海道など寒い海に生息することで知られるアザラシ類だが、ゴマフアザラシが宮崎県串間市の諏
訪浜に出現して 1 カ月以上たった。住民の話題になり、「すわちゃん」の愛称ももらった。串間市も特別住民
票を交付するなど宣伝に一役買っている。アザラシが南海に出現することは珍しくないが、この個体のように
長期間滞在するのは非常に珍しいという。

●馬毛島

米軍訓練移転が現実味

反対組織に乱れ

鹿児島県西之表市馬毛島に米軍艦載機の陸上空母離着陸訓練（FCLP）を移転する動きに、現実味が出てき
た。これまで「米軍基地等馬毛島移設問題対策協議会」を作り一丸となって反対してきた種子島の市町村だが、
2013 年に中種子町議会が離脱したのに続いて、今年 7 月 14 日には南種子町議会が協議会から離脱することを
決めた。
馬毛島は、種子島の沖合 20km にあり、1980 年に全員が離島して無人島になった周囲 16.2km、面積 8.2
㎢の小さな島であるが、固有のマゲシカが棲むなど自然豊かな島でもあった。石油備蓄基地や自衛隊レーダー
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基地などの開発計画が起こったが、どれも挫折した。島の市道と学校跡地以外を所有している立石建設の子会
社「馬毛島開発」は、一般の立ち入りをいっさい拒むなど違法な管理を行い、滑走路を 2 本造って FCLP の
受け入れを画策している。「馬毛島開発」は現在「タストン・エアポート社」と名称を変えている。タストン
社による違法な開発で土砂が流れ出すなど、周辺のサンゴ礁などの環境へ悪影響が出ており、漁業被害もある
として住民や漁業者らから訴訟が提起されている。地元の西之表市や鹿児島県は、馬毛島での違法な樹木伐採
などの開発行為を調査しようとしているが、同社はいっさいの立ち入りを拒んでいる。2011 年 6 月に日米両
政府が SACO 合意として馬毛島への FCLP 移転を合意したが、地元では官民一体の反対運動が巻き起こった。
防衛省はこれに対して、250 億円の交付金を出すと提案したが、13 年西之表市長選挙では、受け入れに柔軟
な姿勢を示した候補に対して、「絶対反対」の長野市長が倍近い得票で 3 選した。しかし、交付金や経済振興
に期待する声もあり、今年 4 月には中種子町で「中立」という新町長が誕生し、南種子町でも「民意を見極め
る」と称する元町長が返り咲くなど、反対一色の種子島は賛成派の台頭で揺れている。また、沖縄県普天間基
地の移転先候補として、翁長沖縄県知事が視察に来るなど、馬毛島の基地化への流れが続いている。
馬毛島の素晴らしい陸上の自然環境はほとんど失われたし、周辺の海への悪影響も続いている。これ以上、
この島を戦争の道具にしたくないし、巨大開発からも守りたい。協議会の会長を務める西之表市長は、「賛成
派の勢いが増せば、はるかに多くの反対派が巻き返す。地元の民意は揺らいでいない」と反対の意思を貫くこ
とを表明した。種子島の住民団体「馬毛島への米軍施設に反対する市民団体連絡会」は、2 町議会の離脱に危
機感を強めている。

【沖縄】
●大浦湾で新種スナギンチャクを発見
米軍のための新基地建設が計画されている沖縄県名護市の大浦湾で、刺胞動物の 1 グループであるスナギン
チャク類の新種が見つかった。藤井琢磨さん（鹿児島大学）とジェイムズ・デイビス・ライマーさん（琉球大
学）が発見したもので、ダルマスナギンチャク属の「ヒメダルマスナギンチャク」と命名された。ダルマスナ
ギンチャク属には 3 種が知られているが、これら 3 種が報告されて以来 100 年以上新種の報告はなかった。
今回発見された新種は大浦湾と沖縄島中部東岸の金武湾にのみ見いだされており、流れが緩やかな内湾の砂泥
底に生息している。身体の大きさはダルマスナギンチャク属の中では最も小さく、1.0~2.4cm ほど。足の部分
が細く伸びて身体を安定させる役割を持っていると考えられる。新種は国際学術誌「Zookeys」
（7 月 21 日号）
に報告された。多くの新種が記載されている大浦湾の生物多様性は高く、保護の重要性が指摘されている。

●石西礁湖など沖縄県のサンゴ礁で白化が進む
沖縄県の各地のサンゴ礁で、サンゴの白化現象が確認されている。専門家はこのまま白化が進むと沖縄県内
のサンゴの半分以上が死滅する怖れがあると指摘している。日本最大のサンゴ礁がある石垣島と西表島の間の
「石西礁湖」でも、サンゴの白化が進んでいることが、環境調査会社の調べで明らかになった。調査によると、
約 2 週間前に白化を確認。場所によっては水深 5m 前後で数 km に渡ってサンゴの白化が見られるという。石
西礁湖のほぼ全面で白化現象が見られている。梅雨明け以後、強い日射の日が続き、台風が少なかった影響で
水温の高い状態が続いていることが主な原因と考えられている。沖縄県で大規模なサンゴの白化が起こった
1998 年と気象条件がよく似ていると指摘する声も出ており、台風の接近を待ち望む声も聞こえる。
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【関東】
◆講演会「もっと知ろうよ、深海生物」２

千葉県立中央博物館

深海生物を研究している専門家が、研究や体験についてお話します。予約不要、無料、先着順。
日時：2016 年 8 月 21 日（日）13:30～15:30
場所：千葉県立中央博物館

講堂

対象：小学生以上（小学生以下は保護者参加）
定員：150 名
講師：駒井智幸氏

◆よみがえれ！ シーボルトの日本博物館
シーボルト没後 150 年記念。シーボルトが企画したヨーロッパ初の「日本博物館」を再現。http://siebold-150.jp/
期間：開催中～2016 年 9 月 4 日（日）9:30～17:00
場所：国立歴史民俗博物館

※入館は閉館 30 分前まで

企画展示室 A・B（千葉県佐倉市城内町 117）

★2016 年 9 月 13 日（火）～11 月 6 日（日）には、江戸東京博物館（東京都墨田区）で展示予定
料金：一般 830 円、高校生・大学生 450 円 ※団体割引あり

※総合展示入場可

※毎週土曜は高校生無料

休館日：月曜日（休日の場合は翌日）※8 月 15 日（月）は開館
主催：人間文化研究機構、国立歴史民俗博物館、朝日新聞社
企画連携：東京都歴史文化財団、江戸東京博物館、長崎歴史文化博物館、名古屋市博物館ほか
特別協力：ミュンヘン五大陸博物館、ブランデンシュタイン＝ツェッペリン家

◆海のハンター展

―恵み豊かな地球の未来―

ホホジロザメ成魚の全身液浸標本、日本初公開。

http://umi.exhn.jp/

会場では、自分が描いた海のハンターの絵が大型スクリーンの中でまるで生きているかのように泳ぎだすデジ
タル・アクアリウム「泳げ！マイハンター！」など夏休みの子供向け企画を実施。http://umi.exhn.jp/event/
期間：開催中～2016 年 10 月 2 日（日）9:00～17:00（金曜 20:00）※入館は閉館 30 分前まで
夏休み特別開館延長：8 月 11 日（木）～17 日（水）～18:00、8 月 12 日（金）～20:00
休館日：7 月 11 日（月）・19 日（火）、9 月 5 日（月）・12 日（月）・20 日（火）
場所：国立科学博物館（東京・上野公園）
主催：国立科学博物館、日本経済新聞社、BS ジャパン
料金：一般・大学生 1,600 円、小・中・高校生 600 円

※団体割引あり

金曜限定ペア得ナイト券 2000 円※17:00～19:30 に男女問わず 2 名で同時入場
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◆観音崎自然博物館

2016 年夏のイベント（観察会ほか）

場所：観音崎自然博物館（横須賀市鴨居 4-1120
8 月 2 日（火）17:00

tel: 046-841-1533）

アカテガニ集団産卵（放仔）観察会

集合：京浜急行久里浜線三浦海岸駅改札口

雨天中止
小人 1900 円、大人 2100 円

アカテガニの大群と集団産卵
8 月 2 日（火）10:00

夏期・磯の生物観察会

小雨決行

集合：観音崎ボランティアステーション

小人 1900 円、大人 2100 円

磯の生物を水中観察、魚になったつもりで海の中をのぞいてみよう
8 月 16 日（火）17 日（水）17:00

アカテガニ集団産卵（放仔）観察会

集合：京浜急行久里浜線三浦海岸駅改札口

雨天中止

小人 1900 円、大人 2100 円

アカテガニの大群と集団産卵
8 月 18 日（木）19 日（金）8/20（土）10:00

夏期・磯の生物観察会

集合：観音崎ボランティアステーション

小雨決行

小人 1900 円、大人 2100 円

磯の生物を水中観察、魚になったつもりで海の中をのぞいてみよう
8 月 19 日（金）20 日（土）18:30

夜の博物館とウミホタル発光観察会

小雨決行

小人 1100 円、大人 1300 円

集合：観音崎自然博物館

夜の博物館での生き物観察、ウミホタルの採集と発光の観察
8 月 21 日（日）10:00

海中観察体験

小雨決行

集合：観音崎ボランティアステーション

小人 1900 円、大人 2100 円

磯の生物を水中観察、魚になったつもりで海の中をのぞいてみよう
8 月 26 日（金）27 日（土）18:00

夜の博物館とウミホタル発光観察会

小雨決行

小人 1100 円、大人 1300 円

集合：観音崎自然博物館

夜の博物館での生き物観察、ウミホタルの採集と発光の観察
8 月 28 日（日）18:00

ウミホタル発光観察会

小雨決行

集合：観音崎自然博物館

小人 1100 円、大人 1300 円

観音崎で青く輝くウミホタルの採集と発光の観察
9 月 2 日（金）3 日（土）18:00

夜の博物館とウミホタル発光観察会

集合：観音崎自然博物館

小雨決行

小人 1100 円、大人 1300 円

夜の博物館での生き物観察、ウミホタルの採集と発光の観察
9 月 10 日（土）18:00

夜の博物館とウミホタル発光観察会

集合：観音崎自然博物館

小雨決行
小人 1100 円、大人 1300 円

夜の博物館での生き物観察、ウミホタルの採集と発光の観察
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◆真鶴町 三ツ石海岸 海に親しむイベント「海のミュージアム」
Discover Blue × 真鶴町立遠藤貝類博物館（神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 1175-1）
真鶴半島には、多様で豊かな海の自然がいっぱいあります。生態系を支えるプランクトン、磯の潮溜まりに生
きる不思議な生物たち。そんな生物たちの世界、「海のミュージアム」をご案内します。

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 8 月 7 日（日）12:30～15:30、8 月 15 日（月）9:00～12:00、8 月 20 日（土）10:00～13:00
定員：50 名程度
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、小中学生・高校生 1,400 円、4 歳以上 500 円、4 歳未満 50 円
※町立遠藤貝類博物館入館料・傷害保険料込み
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あり。ご希望の方は、お申し込みの際にご連絡ください

諸注意：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。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。
★申し込み：イベント開催前日 15 時まで

海の自然実感教室～大きな海の話と小さな生物たちの話～
神奈川の海の環境や生物などについて、標本に触れたり写真をご覧いただいたりしながら海洋生物の博士や専
門家によるレクチャーと、顕微鏡を使ってのプランクトン（浮遊生物）観察を体験いただけます。
日時：2016 年 8 月 15 日（月）13:30～15:00、8 月 20 日（土）14:30～16:00
定員：30 名程度

※先着順。小学生以下は必ず保護者同伴でご参加ください

対象：小学生～大人※内容は小学生以上を想定していますが、それ以下でもご参加頂けます。
集合場所：真鶴町立遠藤貝類博物館横 テラス（ケープ真鶴 2 階） ※開始 15 分前から受付
参加費：大人 1,000 円、小中学生・高校生 700 円、4 歳以上 200 円、4 歳未満 50 円
※町立遠藤貝類博物館入館料・傷害保険料込み
※同日開催の両イベント参加の場合、博物館入館料１回分（大人 300 円、小学生～高校生 150 円）を割引
※真鶴・湯河原町民は、博物館入館料無料
持ち物・服装：筆記用具、※デジタルカメラをお持ちいただくと顕微鏡で観察した生物の写真を撮影できます
★申し込み：参加者全員の氏名・年齢、代表者の当日用連絡先電話番号、お住まいの市町村名を下記へ。
１．インターネット→
２．電話→

http://discoverblue.org/umi_msm/umi-museum.html

真鶴町立遠藤貝類博物館

電話：0465-68-2111

または、

受付時間 9:30～16:30（木曜休館）
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◆海藻おしば「第 2 回勉強会」（レクチャー編）
日時：2016 年 11 月 12 日（土）10:00～16:00
越中島キャンパス 2 号館 2F

場所：東京海洋大学大学院
参加費：3,500 円

特別講義：刑部真弘（東京海洋大学大学院海洋工学系）

※詳細はチラシをクリック！
（PDF 閲覧ソフトが立ち上がります）

【近畿】
◆ウミガメの赤ちゃん観察会
日時：2016 年 9 月 3 日（土）～4 日（日）
場所：和歌山県みなべ町
対象：小学 3～6 年生（男女）35 名
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集合予定：大阪市役所北側 3 日（土）9:00
解散予定：4 日（日）16:30
参加費用：10,000 円（1 泊 3 食往復バス代含む）

説明会

※保護者は必ずご出席ください

日時：2016 年 8 月 20 日(土)12:20～
場所：大阪歴史博物館 2F 会議室
(地下鉄谷町四丁目下車、2 または 9 号出口)
問い合わせ先：
06-6242-8720 または 080-6166-5412（藤田）

★申し込み：以下の情報を記載して下記へ。
住所、参加者氏名、学年、生年月日、性別、保護者氏名、電話・FAX 番号、メールアドレス
FAX:06-6881-8103、メール:office@nature.or.jp

ホームページ:http://www.nature.or.jp

530-0041 大阪市北区天神橋 1-9-13 ハイム天神橋 202
大阪自然環境保全協会

ウミガメの赤ちゃん観察会係（先着順）

◆2016 年京都シンポジウム「女性が描く『いのちのふるさと

海と生きる』」

日時：2016 年 8 月 20 日（土）13:00~17:00（受付：12:30～）
場所：京都大学医学部芝蘭会館稲盛ホール（京都市左京区吉田近衛町

京都大学医学部構内）

参加費：無料（参加自由、要事前申し込み）
共催：全国日本学士会・舞根森里海研究所
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参加申し込み方法：氏名または団体名と参加者
人数、連絡先(FAX または E-mail)を記載の上、
FAX:075-722-3002,
E-mail:gakusi@poppy.ocn.ne.jp まで

【中国】
◆その場で教えて！ 知りたい！ 磯の生き物

自由参加型「磯の観察会」

「海と大地の自然館」の学芸員と「いわみガイドクラブ」のメンバーが、磯遊びやシュノーケリングに
来られるご家族に、磯の生き物について紹介します。お子さんの自由研究などにぜひお役立てください♪
採集道具やシュノーケルなどは各自でご準備ください。
日時：2016 年 8 月 5 日（金）
第 1 回 10:00～12:00

第 2 回 13:00～15:00

場所：城原海岸（鳥取県岩美郡岩美町）
日時：2016 年 8 月 9 日（火）

第 1 回 10:00～12:00

第 2 回 13:00～15:00

場所：熊井浜（鳥取県岩美郡岩美町）
問い合わせ先：山陰海岸ジオパーク海と大地
の自然館（鳥取県岩美郡岩美町牧谷 1794-4）
Tel. 0857-73-1445／FAX 0857-73-1446
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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

●今村幸光編著

『新装改訂 フィールド版 写真で分かる

トンボ出版発行 pp.279 (2016)
2011 年に出版された『写真で分かる

磯の生き物図鑑』

¥2,000(+税)
磯の生き物図鑑』の新装改訂版が発行された。もっとも著し

い変更は大きさである。前著が A4 判であり、重さもあってフィールドでの使用には少々不便を強い
られていたが、改訂版は B5 判になり、重さもかなり軽減されている。内容については、写真の配列
や使用枚数を減らすなどの変
更や、学名の最近の変更に従
ったものなどが見られるが、
基本的な表現に大きな変更は
ない。前著でもそうだったが、
現場で観察するときに注意す
べき生き物の特徴が、観察会
の長い経験に裏打ちされた使
いやすさ、読みやすさをモッ
トーに書かれている本書で、
的確に書かれており、観察会
には必携の図鑑と言って良い。
小型化したことによって、文
字や写真が小さくなったこと
は致し方ないが、携帯してフ
ィールドで使用するというフ
ィールド図鑑を目指す以上、
それは仕方ないことかもしれ
ない。価格に比べて内容は十
分それ以上価値のある図鑑で
ある。
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スズメが最干潮線付近でついばむ
2016 年 6 月 5 日、
白浜町瀬戸漁港で
珍しい現象に遭遇
した。写真の右に見
える緑の物体は、こ
こ数年で半世紀ぶ
りに瀬戸漁港で復
活したアマモであ
る。最干潮線付近か
らすこしだけ深い
所まで、一面に帯状
に今年はさらによ
く繁茂している。この日はよく潮が引き、アマモも空気にさらされている。
ちょうどアマモ場のすぐ上部の砂浜に、小鳥が数羽次々と舞い降りた。よく湿った低潮線付近で、それらの
小鳥はいっせいにあちこちと何かを一生懸命ついばんだ。数えると 5 羽いて、みなスズメだった。購入したば
かりのデジカメの性能がよく、この写真も動画もうまくとれた。
この光景は小生にとってとても意外だった。20 年ほどここに毎日のように通っているが、また、京都大学
瀬戸臨海実験所の北浜にも同様の観察を続行しているが、スズメはたとえ浜にきても、決して低潮線付近には
いかず、満潮線よりも上部にいるのが相場である。この時はよっぽどお腹でも減っていたか、美味なものでも
あったのだろうか？
そこへカラスが１羽飛んできた。ただちにスズメたちはいっせいに逃げた。そして、数十 m 離れた漁港の
コンクリート製の船揚場に舞い降りた。なんと！ここでも低潮線付近で何かをみながついばんだ。この光景も
動画におさめられた。
昨今、スズメの数が我が国で減少したという。しかし、今回のような変わった行動を仲間でとりあって、是
非とも身近な小鳥として末永く生存し続けてほしい。
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7. 有明海と三陸の水辺から（37）

田中 克

幻のカレイ、ホシガレイの稚魚
本シリーズのフィールドである有明海と三陸の水辺に共通の希少な生き物のひとつにホシガレイをあげる
ことができます。本種は、三陸の海辺で生まれ、今では世界が注目するまでに広がっている森は海の恋人運動
の畠山重篤さんの名著、日本エッセイスト賞受賞作『日本＜汽水＞紀行―「森は海の恋人」の世界を尋ねて』
にも登場する、汽水域とかかわりの深いカレイの一種です（写真１）。ホシガレイは、かつては日本の沿岸域
に広く分布していましたが、今では絶滅が危惧されるほど希少な存在となっています。

18

写真１ ホシガレイ成魚（左：背側、右：腹側、和田敏裕さん提供）
本種と同属で、北海道太平洋沿岸域に生息するマツカワも資源が激減し、栽培漁業の主要な対象として取り

を食べ

川河口

上げられ、元日本栽培漁業センター厚岸事業場などによって様々な努力と工夫が加えられた結果、資源の回復
傾向が見られ、今では成長・成熟とともに太平洋岸を福島県沖まで南下し、産卵を終えた後、道東に戻る回遊
パターンが確認されています。一方、ホシガレイはそのような広域的な回遊を行うことはなく、地域に密着し
た資源であるとされています。現在では、ホシガレイは三陸沿岸域、瀬戸内海西部海域、長崎県橘湾などに不
連続的に分布が確認されているに過ぎません。
絶滅の危機に瀕した生き物の保全や個体群の回復には、生活史の解明が不可欠ですが、そのような状況では
分析に耐える個体を集めることが極めて難しいというジレンマに直面します。この難問に挑戦した学生が現れ
ました。修士課程では、飼育環境下でホシガレイ仔稚魚の発育に伴う低塩分適応性を詳しく調べ、多くの異体
類の中でも個体発生の早期から低塩分環境に適応できる能力を持つことを明らかにしました。その知見をもと
に、それまで長崎県水産試験場の調査でホシガレイ稚魚が採集されたことがある有明海の島原周辺の浅海干潟
域に調査海域を絞り、博士課程に進むとともに現地に長期滞在し、頻度の高い採集を実施しました。本人の熱

意が通じたのか、それまで数えるほどしか採集例がなかった本種の稚魚を 400 尾以上も採集し、初期生態のか
なりの部分が明らかになりました。橘湾で生まれた仔魚は有明海に輸送され、外海の影響が相対的に強い島原
半島周辺の干潟域を稚魚成育場とすることが明らかになりました。有明海はこのように湾外を主な生息場にす
る生き物たちにとってもかけがえのない稚魚成育場になっていることを示しています。
一方、三陸沿岸域では有明海のようにまとまって稚魚が採集された例はありませんが、沿岸域の稚魚調査で、
ごく稀に本種の稚魚が採集されることがあります。2011 年 9 月から始められた気仙沼舞根湾調査においても、
舞根湾外の九々鳴き浜の水深 2m 前後、アマモ群落がパッチ状に散在する砂浜において、2 個体の稚魚が採集
されています（写真２）。九々鳴き浜の小型桁網による底性稚魚の採集は、隔月に 50ｍ前後の曳網を 2 回行
う程度であることを考慮すると、密度は高くはないが、それなりの個体数が生息していることが予想されます。
本種の初期生態を解明した和田敏裕君は、博士号取得後に福島県水産試験場の研究員となり、その後、新設の
福島大学環境放射能研究所の准教授として活躍しています。
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写真２

気仙沼湾九々鳴き浜で採集されたホシガレイ稚魚（中山耕至さん提供）

8.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（22）横濱康継
※最終回です！

エピローグ 子を産むという罪
1999 年 3 月に大学を 63 歳で定年退職した私は、その直後に宮城県の志津川町当局に招かれ、自然環
境活用センターの所長に就任し、そのまま海辺の環境や海産生物についての研究や教育に没頭すること
になったのです。任期は無期限でしたので、私としては可能な限り、この仕事を続けるつもりでした。
そしてたちまち 10 年近くの歳月が過ぎてしまったのです。
同期の友人達は 60 歳前後で定年を迎え、その後は「毎日が日曜日」という余生を送っていたのですが、
私はそのような定年後の余生を想像することもなく、伊豆の下田での現職時代より一層自由な研究教育
生活を謳歌し続けていたというわけです。
私が自然環境活用センター所長に就任してから数年後に、志津川町は北隣の歌津町と合併し、町名を
南三陸町と変えたのですが、制約がほとんど無い特殊な公務員としての私の立場は変わらず、自由な生
活を続けることができたため、「私は地球上に暮らす 70 億人の中で最高な幸運に恵まれている」と思い
込むようになってしまいました。そして「このまま人生を終えて地元に骨を埋める」と、町役場の幹部
や町内の友人達に語ったりしていたのですが、この南三陸町の理想的な海辺で「チビッコ研究所」設立
の夢を実現させてから 12 年後の 2011 年 3 月 11 日に、1100 年振りとされる巨大な地震と津波に襲われ、
「世界中で最も幸せ」と自覚していた「定年後の理想的な生活の場」も一瞬にして消え去ってしまった
のです。
被災直前から私用で上京していた私は、5 月上旬から数回にわたって南三陸町を訪れたのですが、「海
辺のチビッコ研究所」の復元は全く不可能と思われました。
南三陸町での活動を完全に諦めた私は、家族の暮らす東京宅で「避難生活」を始め、時々は知人の営
む伊豆の温泉民宿を訪ねたりしていたのです。そのような生活を始めてから約 1 年後に、手術後約 4 年
を経て完治を期待していた大腸がんの転移が見つかり、抗がん剤投与を目的として 4 日間の入院を毎月 2
回くり返すことになり、更に 2 年後には直腸のがん転移部分を切除する手術を受け、その後も抗がん剤
投与のための入院をくり返すことになりました。つまり私は同年代の人達より 10 年以上も遅れて典型的
な「定年生活」を始めたのですが、約 1 年間にわたる「毎日が日曜日」という呑気な日々の先には、予
想もしなかった「がんとの闘病生活」が待っていたというわけです。
入院をくり返す闘病生活は 2012 年の春に始まったのですが、前年の春には(株)生物研究社から小著
『自
分さがしの自然観察――私たちはなぜ生きている？』を出版し、また入院を始めた頃には、数年前に(株)
文一総合出版に送ってあった映像や文章をもとに、『海藻ハンドブック』出版の準備も開始していたの
です。つまり闘病生活を始めた頃は、海辺での研究教育生活の余力がかなり残っていたようで、そのた
めか入退院をくり返すという落ち着かない生活の最中に、更に本著の執筆も始めることにしたのです。
多少の苦痛を伴うだけの単調な生活の中で、執筆は意外に速く進んだのですが、最終章に近付いた頃、
私は生きていることに対する強い苦悩の持ち主になっていると気付いてしまったのです。東京での避難
生活を始める頃よりはるか以前に、死に対する恐怖心は消え失せていたのですが、海辺での充実した生
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活を送っていた私は、生きていることに苦痛を感ずることは全くありませんでした。しかしそのような
生活から、毎月 2 回 4 日間の入院をくり返すという大都会の中での生活へと移ったのですが、おそらく
私にとって最後の 1 冊となる本著を気ままに綴り始め、そして最終章に近付いた頃、生きていることの
むなしさを感じ始めてしまったというわけです。
このような虚脱感は、直前までの私の生活があまりにも恵まれていたためだったとも言えそうですが、
充実した定職を離れて老後を送っている人の多くは、同じような虚脱感を抱いておられるような気がし
ます。そして中には死に対する恐怖におびえておられる方も少なくないのではないでしょうか。
死は避けられないという恐怖、そして生きていることの空しさ、これらはヒトという動物だけに特有
の心理作用とも言えます。ヒトという種に最も近い発達した大脳を持つチンパンジーやボノボでも、他
の個体の死を見て、同じように自身も死ぬとは思わず、また生きていることにむなしさを覚えたりする
こともないでしょう。しかしチンパンジーなどに比べて 3 倍ほどの大きさに発達した大脳を持つように
なったヒトは、思春期を過ぎた頃から、他者の死に遭遇して、自身も必ず死ぬと理解するようになり、
そして老後には生きていることへのむなしさも感ずるようになったと言えます。
死は避けられないと思い、そして生きていることへのむなしさを感ずるようになったのは、約 700 万
年前にチンパンジーやボノボの共通祖先から分かれてからの進化で、大脳が 3 倍近くにまで発達したた
めと言えるのですが、このように巨大な大脳を持つようになったヒトは幸せと言うより、むしろ不幸な
生物であると言えそうです。太平洋戦争末期に疎開地へ向かう列車に乗っていた少女が、米軍機の攻撃
で落命する寸前に「次に生まれる時があったら路傍の草になりたい」と語ったそうです。これもヒトと
いう生物の悲しさを物語っていると言えるでしょう。
ヒトは地球上で暮らすすべての生物の中で最も哀れな種であり、私はそのような種の 1 個体として生
まれたことを深く悲しむようになったのですが、そのような私自身も、我が子として新しい個体を産ん
でしまったのです。つまり地球上で最も哀れな生物の 1 個体であると気付いた私が、同じように哀れな
存在となる新しい個体を増産してしまったことになるのです。シャカは生まれた我が子を見た瞬間に後
悔し、直後に家を出て修行を開始し、弟子達には結婚を禁じたとのことですが、これは哀れな存在とな
る子を産むのは罪を犯すことだと判断したためだったのでしょう。
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災で幸せな生活を奪われてから、東京という大都会で無為な生活を送
ることになったのですが、その間に私は子を産むことが罪であるということに気付いてしまったのです。
ほとんどの人は、老後に無為な生活を体験すると、死への不安や生きていることへの苦痛を感ずるよう
になるのでしょうが、「子を産むことは罪」という結論にまで至ることはないでしょう。私も大震災で
「チビッコ研究所」を失うことなく、今も幸せに満ちた生活を続けていたとすれば、「ヒトは地球上で
最も哀れな生物である」ということにも気付かず、また「子を産むことは罪」という結論に達すること
もなかったでしょう。私は生物学の研究と教育を約 60 年間続けてきたのですが、その人生の最後で、巨
大な地震と津波が得難い貴重な結論を与えてくれたと言うべきなのでしょう。しかし感謝する気持ちに
は、とてもなれそうにありません。
シャカは我が子の誕生に出会った 29 歳の時に、同じことを悟ったようです。私は 80 歳近くになって、
ようやく同じ境地に達したというわけですが、凡人である私を最後の悟りへ到達させてくれた大災害の
襲来を感謝する気持ちにはとてもなれません。しかし生きている意味が無であるような余生に入ってか
らも、将来の生き方を考える余裕がほんの少し残っている、ということに気付いたのです。永年の生物
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についての研究生活で到達した「人類のすべてが一次産業に従事しなければ人類は滅亡する」という考
えに従った生活を、私も始めなければならないという思いは捨てられず、そのような生活に適した田園
地帯を探し続けたところ、全国の農村には「限界集落」と呼ばれる地帯が無数に存在するという事実を
知ったのです。80 歳となった私に、無人化寸前の農耕地帯で自活する、という能力が残されているか否
かは全く不明ですが、自作した農作物を食料とする生活を続け、やがて体力不足や栄養不良から死に至
るという余生も、理想的な形として私の夢の中に描かれています。すべての老人がこのようにして世を
去ることができる近代的な「うば捨て山」の出現を、私は強く望んでいます。（完）

9. 誤ったアカウミガメの保護（5）田中雄二
※前号（興奮期の説明）のつづき
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子ガメには大切なお弁当がお腹にあるのです。それは卵黄。実は子ガメは孵化後、1 週間ぐ
らいは何も食べません。それは海の中で食べようとしていたら、泳ぐのが未熟な子ガメは外
敵に食べられてしまうからです。その期間、子ガメは何も食べなくても、生存できるように
腹甲に残った卵黄を吸収しながら成長の旅のスタートを切るのです。この卵黄、だいたい

10 日ぐらいしか残りません。このお弁当も時間制限があるということです。放流会などで
時間を浪費していたら、この卵黄でさえ、収縮してしまうのです。
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孵化した時点では、お腹の外側にまだ卵黄（嚢）を抱えた状態です。卵黄嚢はおへその隙間
を通じて消化管につながっていて、卵黄はどんどん吸収されていきます（発生を通じて常
に）。そして、卵黄が、腹腔内に移動し終えると、でべその蓋が閉塞して、外側に残された
卵黄膜や他の胚膜が外れます。そのとき、腹腔内では、消化管にまだ吸収しきれていない卵
黄がこぶのようにぶら下がっている状態でして、これが「お弁当」ということになります。
この卵黄の存在は、子ガメにと
ってはとても重要で、フレンジ
ーと共に時間的な制限があり、
子ガメの生存率を支配します。

フレンジーを失ってしまった子
ガメは……生存ができません。

砂浜から見送ったとしても、実は海でどうなっているのか、私たちは今まで知る術がありま
せんでした。判らないから良いのでは無く、やはり保護とするのならば、予防原則で考える
べきなのではないのでしょうか。

海に入った子ガメは、岸に打ち寄せる波に逆らって泳ぐことで、効率よく沖へ向かいますが、
フレンジーを終えてしまうと、波に逆らって泳ぐ能力が低下し、流されてしまうのです。
これは、子ガメにとっては死を意味します。
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※次号は子ガメの海
での旅についてです

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
関東も梅雨明けしました。ギラギラの太陽が照り付けて、洗濯物もあっという間に乾きます。それはありがたいのですが、少し外
に出ると火にあぶられたように肌までアチアチに。最近の夏の日差しは、なんだか殺人的で恐ろしいです。先日、クウェートで気温
が 54℃に達したと聞いて仰天しました。あの広大なグレートバリアリーフのサンゴ礁も、海水温上昇や海洋酸性化のせいなのか、
過去に例のない範囲で白化しているようです。世界各地で目に見える影響が次々と出ているのに、米国暮らしが長い友人によると
「こっちには地球温暖化自体を信じていない人が結構いるよ」とのこと。世界で中国に次いで二酸化炭素排出量の多い国なのに、
大丈夫なのでしょうか。ついでに言えば、絶滅危惧種になるほどニホンウナギやヨーロッパウナギをむさぼり減らしてしまったのに、
相変わらず「丑の日」にウナギを安売りする日本も、大丈夫なのでしょうか。（ちよ）

昼間の干潮時に潮が良く引く大潮は、7 月でほぼ終わりました。これからは夜の干潮時に潮が良く引くようになります。大潮の干
潮時に合わせて計画されたイベントはほぼ終わります。海は海藻も古い世代が枯れて新しい世代を待つ時期に入ります。でも、海
に親しむ機会はまだまだ続きます。ぜひ、暑い夏に海を経験して欲しいものです。子どもたちにも孫たちにも、そして親や祖父母の
世代の人々も。プールで泳ぐのではなく、生き物の棲む海で。ポケモンのような架空の生き物ではなく、自分たちといっしょに生きて
いる海の生き物を見て欲しい。8 月も「うみひるも」の配信は 1 回のみとします。次回配信は 9 月 1 日の予定です。（宏）
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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

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
26

ドレスをお知らせください。
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