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「今月の海の生きもの」

モンジャウミウシ

Glossodoris cincta

軟体動物門腹足綱裸鰓目イロウミウシ科に属するウミウシの一種。別名チャイロウミウシとも言われる。イン
ド洋から太平洋西部の熱帯・亜熱帯海域の浅い海に普通に見られるウミウシである。身体は茶褐色なので、チ
ャイロウミウシ
の名がついてい
るが、さらに細か
い白点や黄色の
点が混じってお
り、そのありよう
がもんじゃ焼き
の様なところか
らモンジャウミ
ウシと言われる
ようになったよ
うだ。特徴は周縁
の外套膜の周囲
が青白色・黒緑
色・黄色で縁取ら
れ、それが波打っ
ているところ。触
角と鰓は褐色であるが、白い細かな点を載せ、先端は青緑色を呈する。沖縄などでは、季節を問わず出現する
ダイバーにはなじみの深いウミウシであり、体長も 10cm を超えるものもいる。主にカイメンを食べている。
（沖縄県名護市大浦湾水深 15m にて

西原千尋氏撮影）
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【活動予定】

来週です

●シンポジウム「奄美の海の未来について考える」

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
たが、今年も 9 月 23 日に、奄美大島住用町市の海域で調査を行い、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。奄美の自然と文化を守る会と共催します。お近くの人はぜひ参加してください。

奄美の海の未来について考えるシンポジウム

※調査の翌日に開催

奄美・沖縄世界自然遺産登録候補になるほど生物多様性豊かな奄美大島。今回は日本の他の場所の海がどう
なっているか、北海道から沖縄まで海の特徴をお話しして、奄美の海の特徴や抱えている問題について知る
機会としたいと思います。サンゴ礁で起こっている問題の１つである赤土流入のことや、日本の他の場所で
問題となっている海と陸の分断のこと、龍郷町（たつごうちょう）のクルーズ船の問題など、幅広くご紹介
し、質疑応答の時間を長めに取り、奄美が抱える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
さまとご一緒に考える機会としたいと思います。
日時：9 月 24 日（土）13:00 開場、13:30 開会
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

℡：0997-53-5699）駐車場あり

参加費：無料
共催：海の生き物を守る会、自然と文化を守る奄美会議
後援：日本自然保護協会、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会、奄美の自然と平和を知る郡民会議、環境ネットワーク奄美
プログラム
13:30 開会～17:00 閉会
（1）開会のことば

司会者：自然と文化を守る奄美会議事務局長

城村典文

（2）開会のあいさつ

主催者代表：海の生き物を守る会代表

宏

向井
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（3）講演

（4）現地報告

①「赤土汚染問題と対策」名桜大学教授

田代

豊

②「サンゴとサンゴ礁～世界から奄美へ～」日本自然保護協会

安部真理子

③「奄美の海の多様性と危機」海の生き物を守る会代表

宏

①大型クルーズ船寄港問題と今後の課題

向井

龍郷町を守る会代表

西元則吉

②外来生物「ハイイロゴケグモ」移出禁止県条例制定の請願
自然と文化を守る奄美会議
③嘉徳海岸護岸堤建設と海底の専門的調査

瀬戸内町出身

（5）質疑応答（60 分）

コーディネーター：自然と文化を守る奄美会議共同代表

（6）閉会のあいさつ

自然と文化を守る奄美会議共同代表

薗

共同代表

薗

義

大津幸夫

富弘

博明

博明
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●奄美大島で砂浜海岸生物調査を行います

9 月 25 日

※シンポジウムの翌日に開催

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。

砂浜教室（砂浜生物調査研修会）

in 奄美・手広海岸

日時：9 月 25 日（日）10:00～15:00

※小雨決行

集合：10:00

手広海岸（シャワー施設前）

解散：15:00

龍郷町体育文化センターりゅうゆう館

（龍郷町浦角子 1837

電話 0997-62-5566）にて

集合場所（手広海岸）
海岸で集合し、調査から昼食までを海岸で済ませたあとで、
車で 15 分ほど離れた体育文化センターに移動して、
標本の同定作業や調査票記入などを行います。

龍郷町ホームページより

定員：15 名程度
持ち物・服装など：弁当、飲
み物、長靴もしくは濡れても
いい靴、筆記用具、ビニール
袋

※カメラや図鑑もあ

れば便利

参加費：無料

主催：
海の生き物を守る会
日本自然保護協会

★申し込み・問い合わせ先：
umi@nacsj.or.jp
電話 03-3553-4102
または、
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
電話 075-741-6281
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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 を入力し検索してください。→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 （15）

立川賢一
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【国際】
●アメリカが世界最大の海洋保護区を設置

ハワイ周辺

アメリカのオバマ大統領は、8 月末にハワイ周辺の「パパハナウモクアケア海洋記念国立公園」の設立を発
表した。この海洋保護区はおよそ 151 万㎢におよび、世界最大の広さを誇る。この保護区の設立計画は、2006
年にジョージ・ブッシュ大統領の時代にハワイ北西の海域 36 万㎢を指定して始まった。しかし当分の間、保
護規制の実施は見送られ、10 年間の過渡期とされてきた。今年ハワイ出身のオバマ大統領によってこれまで
の 4 倍と大幅に拡張されて、ハワイの土着文化にも重要な役割を果たしている周辺海域を保護区とすること
となった。排他的経済水域 EEZ の限界近くまで保護区が広がり、アメリカの他の国立公園すべての合計面積
をも凌ぐ広大な海域が保護区となり、原則として商業的漁業が禁止された。魚を捕るために岩礁を領土と偽
ってまで EEZ を広げようとする日本や他の国ももっとアメリカに学ぶべきではないか。

●日中韓でニホンウナギの管理策合意をさぐる
日中韓 3 国と台湾は、絶滅が心配されるニホンウナギについて 2014 年に共同声明を発表し、養殖池に入れ
るニホンウナギの稚魚を 2 割削減すること、他種のウナギも池入れ量を現状より増やさないことなどを決め
た。この声明に基づき、管理策を実行するために関係各国の養鰻業者らが「持続可能な養鰻同盟（ASEA）」
を結成した。この共同声明は紳士協定にすぎず、実効性のある管理を実現するためには政府間協定を結ぶ必
要があるが、そのためには民間の合意が前提になる。そのために、ASEA では、中国が難色を示しているニ
ホンウナギ以外のウナギについての制限を先送りし、ニホンウナギに限っての管理手法を協議することで合
意したらしい。ただ、すでに禁輸措置が実施されているヨーロッパウナギについても、外見では他のウナギ
と区別することが難しく、一部の国の業者らは禁じられているヨーロッパウナギを含めて輸出している可能
性もあると信じられており、EU などは、1 種だけの規制では実効性に乏しく、すべてのウナギ類の実態把握
と禁輸措置を求めている。国際自然保護連合 IUCN は、今年は絶滅危惧種に指定されたニホンウナギのワシ
ントン条約登録は見送ったが、EU などは再び登録を目指している。

【東北】
●福島第一原発周辺の海で付着生物や貝類が大幅に減少
国立環境研究所や放射線医学総合研究所などの研究者グループが福島第一原発の周辺 20km 以内の太平洋岸
の岩礁海岸で付着生物と岩礁性巻貝の調査をして、岩手県から千葉県までの海岸の調査結果と比較したとこ
ろ、福島第一原発周辺の福島県一帯の海岸で、付着生物相が極めて貧困になっていることが明らかになった。
この減少は津波によるものとは考えがたく、原発事故の影響による放射線被曝が主な原因と考えられる。調
査は、事故後の 2011 年 12 月から 2013 年まで潮間帯の巻貝やフジツボ、ヤドカリなどの甲殻類について行
われた。
2011 年の調査では、福島県内からは巻貝の一種イボニシがたった 1 個体だけしか発見されなかった。
その後 3 年間の調査では、海岸の生物は福島第一原発に近づくほど減少していることが判明した。もっとも
種類数が多かったのは茨城県神栖市の海岸で 25 種が見いだされた一方、福島県大熊町はもっとも少なく 8
種だった。とくに原発から南に種数の減少が著しいことから、原発から排出された放射性物質は海流によっ
て南方に流されたものが多いと推測している。この研究論文はイギリスの科学誌サイエンティフィック・レ
ポートに掲載されている。
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2013 年に茨城県、福島県、宮城県の 7 地点で、50 センチ四方に生息する生物の数と密度を調べたグラフ。紫色の星印と点線によ
る円は、福島第一原発と半径 20 キロ圏内を示す（国立環境研究所）

国立環境研究所のホームページより

【中部】
●富山県で南方系スナガニ類を確認

温暖化の影響か

富山市にある環日本海環境協力センターは、日本海の水温上昇が懸念される中で、その影響を調べるために、
沿岸自治体と連携して、スナガニ類の調査を富山市岩瀬浜で行った。調査では 19 匹のスナガニ類を採集した
が、大部分は温帯系のスナガニとされたが、うち一匹が南方系のスナガニ類（ミナミスナガニ、ツノメガニ、
ナンヨウスナガニなど）と判断された。北陸地方では珍しいと専門家に詳しい分析を依頼した。温暖化によ
る分布域の北上の証拠ではないかと思われる。同センターでは、昨年富山市以西の砂浜を調査したが、南方
系のスナガニ類は採集できなかった。今年初めて岩瀬浜で南方系のスナガニが確認された。ハサミが黄色に
なるところなどから、おそらくナンヨウスナガニではないかと考えている。ナンヨウスナガニは、これまで
奄美大島が北限とされてきたが、近年太平洋岸の房総・伊豆・南紀などで採集されるようになってきている。

【四国】
●養殖ノリ色落ち被害対策「下水処理場で栄養塩の調整試験」実施へ

徳島県

瀬戸内海の栄養塩排水規制により瀬戸内海の水質が良くなりすぎて養殖ノリの色落ち被害が起こったとして、

漁業者から栄養塩をもっと海へ流すよう対策を求める声が上がっている問題で、徳島県はこの冬、下水処理
場からの放出水の栄養塩濃度を調整して、多くの栄養塩を海に流す試験を実施すると決めた。海水中の栄養
不足を補うという。徳島県水・環境課などによると、赤潮防止のための下水処理が進み、海水の栄養塩濃度
が低下し、1990 年代後半から養殖ノリやワカメなどに色落ちが起こるようになったため、吉野川下水処理の
放出水の濃度を現在（7~8g/ℓ）の倍近い 15g/ℓ まで増やすという。しかし、瀬戸内海の赤潮はいまだ収束の
気配はなく、瀬戸内海の回復ができているとは言いがたい現状にある。また、ノリは本来河口付近の栄養塩
の高いところでしか取れていなかったものを、海の有機汚染が進んだせいで、河口以外の各地で取れるよう
になったことを考えれば、ここで下水処理を緩めることは、瀬戸内海の汚染をまた再び元へ戻すことになり
かねない。ノリ養殖業者の都合だけを考慮して汚染を元に戻すことは法律（瀬戸内海法）の趣旨からも許さ
れない。県の水産研究者や徳島大学の研究者らは、地元のノリ業者の言い分だけを聞いて、瀬戸内海全体を
見ない愚を犯してはならない。

【九州】
●荒尾市の干潟でアサリ貝殻による再生事業
アサリの漁獲量が激減している有明海で、干潟で有名な熊本県荒尾市が、荒尾干潟の再生にアサリの貝殻を
焼成して干潟に散布する方式で干潟の再生事業に取り組んでいる。これは国の地方創生加速化交付金を利用
したもの。まずは、効果があるかどうか実証実験を始めた。荒尾干潟のアサリの漁獲量は、1993 年に 4644
トンを最高として、その後減少を続け、2014 年には 12 トンまで減った。原因は南方性のナルトビエイによ
る捕食など複合的とみられているが、主な原因は不明。石灰などの散布は、養殖地など底質が悪化した場所
で試みられているが、干潟で散布することで干潟を再生させようという試みは珍しい。荒尾市の計画では、
干潟の再生事業で 2020 年までにアサリの漁獲量を 100 トンまで回復させる見込みだが、効果は不明だ。干
潟の機能はアサリだけではない。アサリの殻の散布が他の生き物や干潟の浄化機能などに悪影響をもたらさ
ないかも十分考慮する必要がある。干潟再生事業の多くが、干潟の再生に繋がっていないことが多いので、
この事業にも十分注意する必要があるだろう。

●タコクラゲが大量発生

天草

熊本県天草市魚貫町（おにきまち）の里浦湾では、タコクラゲが大量に発生して話題になっている。タコク
ラゲは体長 5～20cm で、薄い茶色をしており、サンゴのように体内に褐虫藻が共生している。8 本の腕を持
っていることからタコクラゲと呼ばれている。毒をもたず、見た目がかわいいため、ペットとして自宅で飼
育する人も多いという。温暖な海域に棲むタコクラゲは、この夏の猛暑で海水温が上昇したことが大量発生
に繋がったのではないかと憶測されている。

●八代海で赤潮が拡大
八代海の鹿児島県長島町脇崎では、9 月 9 日に赤潮で大量の養殖ブリ（2 年魚）が死亡した。赤潮の種類はシ
ャトネラ・アンティーカで、被害は 2000～3000 匹に上っている。赤潮はさらに拡大の傾向にあり、鹿児島
県では赤潮緊急対策本部を設置して、対応を急いでいる。また東町漁協でも対策本部を設置し、養殖いけす
の餌止めやいけすの沖合への移動などの対策を呼びかけている。9 日の段階ではシャトネラ・アンティーカ
の濃度は 1mL 当たり 71 細胞だったが、11 日は 197 細胞に上り、範囲も拡大している。
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【沖縄】
●IUCN が沖縄の外来種対策を勧告

辺野古埋立土砂をめぐり

9 月 3 日に、ハワイで開かれた国際自然保護連合（IUCN）は、総会に先立ち、日本自然保護協会など自然保
護 6 団体が提出していた沖縄島の外来種対策の強化を求める勧告案を可決し、発表した。この勧告は、沖縄
辺野古の埋め立てに使われる土砂が西日本各地から運ばれることから、外来生物の混入が心配されており、
もし強力な外来生物が沖縄島に侵入した場合は、沖縄島の生態系が破壊される怖れがあることから勧告に至
った。ところが、辺野古沖の埋め立てを計画している日本の外務省は、会議でこの勧告案に反対し、とくに
「辺野古」関連の記述を削除するよう 2 度にわたって要求していた。しかし、IUCN はこの要求を拒否し、
原案通り可決した。IUCN は世界 160 カ国の政府や NGO などで構成されている。辺野古埋立では沖縄県外
から 1700 万㎥の土砂を搬入する予定である。
これだけの量の土砂が県外から搬入されるのは初めてのこと。
勧告に強制力はないが、世界がこの問題に注目していることを知らしめることとなった。

●西表島周辺でもサンゴの白化が進む
海水温が例年に比べて高い状態が続く沖縄県のサンゴ礁は各地でサンゴの白化が進んでいる。日本最大規模
のサンゴ礁が広がる先島諸島の石西礁湖でも大規模な白化が報告されているが、西表島の西側でも同様にサ
ンゴの白化が進んでいることが確認された。西表島の白浜、船浮、網取などの湾内のサンゴ礁でも、白化し
たサンゴが所々に見られる。先島諸島周辺は、今年 6～8 月の平均海面水温が 30.1℃と過去最高を記録して
おり、30℃以上の水温が 9 月中旬までは続くとみられている。沖縄県サンゴ礁保全推進協議会の中野義勝会
長は、被害は局地的で、秋になり水温が低下すればサンゴは回復すると思うが、高水温が長期化すると、予
想を上回る被害となる怖れもあると述べている。被害の規模がはっきりするのは 11 月になるということだ。
例年、表面海水と深層海水をかき混ぜる働きをしている台風が、今年はまだ先島諸島を通過していない。適
度の大きさの台風の通過が待たれている。

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
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【関東】
◆うなぎ未来会議 2016

シンポジウム〜ニホンウナギの絶滅リスク評価〜

「うなぎ未来会議 2016」は、「ニホンウナギの個体群動態、漁獲量、生息環境等に関する情報の集約」と
「ニホンウナギの持続的利用をささえる人づくり」という 2 つの目標を掲げて企画されました。同会議は、
専門家が市民パネルに対して行う「事前レクチャー『ウナギの基礎知識』」と専門家による「評価会議」、
評価会議を受けて開催される「シンポジウム」の 3 要素から成ります。
シンポジウムでは評価会議の結果を報告するとともに、専門家と市民パネルおよび一般の出席者とともに、
ウナギの保全と持続的利用について討論を行います。会場の定員は 300 名。入場無料、事前申し込み不要。
https://c-faculty.chuo-u.ac.jp/blog/eelunit/detail/
日時：2016 年 10 月 30 日（日）14:00～17:00
会場：中央大学後楽園キャンパス 5 号館

5533 号室（東京都文京区春日 1-13-27）

プログラム（暫定）
14:00〜15:30

評価会議の報告：ニホンウナギの個体群動態、ニホンウナギが直面する危機、現在の対策

15:30〜16:00

市民パネルの意見と提言

16:00〜17:00

総合討論
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◇専門家（敬称略・順不同）
個体群動態：箱山 洋（水産研究・教育機構）、山川 卓（東京大学）／ウナギの生態：青山 潤（東京大学）、
木村伸吾（東京大学）、横内一樹（水産研究・教育機構）、吉永龍起（北里大学）／保全生態学：安部真理
子（日本自然保護協会）、海部健三（中央大学）、吉田丈人（東京大学）／流通：白石広美（トラフィック）
IUCN アセスメント規則：Matthew Gollock（ロンドン動物学会）
◇市民パネル：合計 7 名程度の市民パネルを公募および推薦により選出済み
◇成果物：評価会議の内容と市民パネルの意見をまとめた小冊子を作成し印刷物、ウェブで広く公開します。

共催：日本自然保護協会、中央大学 研究開発機構、北里大学 海洋生命科学部、ロンドン動物学会（Zoological
Society of London）、国際自然保護連合 種の保存委員会 ウナギ属魚類専門家グループ（IUCN Species
Survival Commission Anguillid Eel Specialist Group, AESG）

【中国】
◆スナメリについて知ろう！“スナメリ講座 in 上関”
～スナメリの生態や調査方法・保護対策について学ぶ～
瀬戸内海では 1970 年代以降、さまざまな環境の悪化により、スナメリの生息数が約 3 分の 1 に減少した
と言われています。しかし、上関周辺海域は他の海域に比べ、スナメリの生息数はあまり減っていません。
先進的に調査研究をしている研究者に学び、研究者と地元住民・市民が一体となって調査や情報交換を行い、
スナメリの生態解明と保護に向けた活動をおこなう契機にしたいと願っています。

日時：2016 年 10 月 1 日（土）13:00～16:00
場所：上関町総合文化センター1F 多目的ホール（Tel: 0820-62-1460）

プログラム
◇講演１
白木原国雄（東京大学大学院教授）
「瀬戸内海におけるスナメリの分
布と個体数―2000 年セスナ目視調
査データの分析」

◇講演２
立川利幸（しものせき水族館）「海
響館におけるスナメリのストラン
ディング調査とスナメリの救護」

◇講演３
木村里子（京都大学特任助教）「ス
ナメリの音響調査」
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◇パネルディスカッション

主催：上関の自然を守る会
参加費：無料
問い合わせ先：
高 島 美 登 里

090-8995-8799

midori.t@crocus.ocn.ne.jp

うみひるもトピックス
「うみひるも」連載エッセイでおなじみの久保田信先生が、第 73 回ベネチア国際映画祭ノミネート作品に
出演し、9 月 4 日にレッド・カーペットを歩かれました！ 作品名は“Spira mirabilis”（伊・スイス）。永遠
への願望を水・土・火・空気の 4 元素で描くドキュメンタリー。久保田先生は「水」を代表する役割でした。
この作品、いつか字幕入りで日本でも見られるようになるでしょうか。待ち遠しいですね！
☆参照記事☆ シネマトゥデイ「京大准教授がまさかのベネチア映画祭デビュー！盛大な拍手で
迎えられる！」 ／ 朝日新聞「ベネチア映画祭に日本人科学者 上映作でクラゲの歌披露」

和歌山県白浜町で再び芽生えたグンバイヒルガオ
和歌山県西牟婁郡白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所の“南浜”で、2016 年 7 月に 2 株のグンバイ
ヒルガオが元職員の田名瀬英朋氏によって発見された。白浜水族館のすぐ目の前で、日当たり良好であるが、
真夏の太陽で干からびそうな地点だった。また、ここは白浜のシンボルアイランドである円月島の真ん前で、
観光客が多く訪れる。そこで、せっかくの芽生えの機会をなくしたくないので、筆者が毎日定点調査を実施
している“北浜”の方へ安全を期し、田名瀬さんといっしょに 7 月 22 日に移植した。
以前に本種は“北浜”で見つかっていたのでこの移植も悪くはないだろう。2008 年以来 8 年後の今回の発見
である。以前は 1 月の厳冬期になって葉の色が緑色から黄色に加速度的に変色し、たとえ落葉しなくても枯
葉となり、枯死した。グンバイヒルガ
オは、沖縄など、本来は熱帯・亜熱帯
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域に生育するので、本州各地の海岸に
漂着した種子から発芽した１年未満
の個体が初めて迎えた冬季に枯死す
ることは容易に推察できた。また、こ
れまでの様々な正式な報告によると、
和歌山県下では 1929 年より発芽個体
が越冬したと推定できる報告はなか
った。しかし、近年、我々は越冬個体
も白浜近郊で発見し、開花も確認して
いる。地球温暖化が進む現況で、これ
ら 2 株が今後どう成長していくか見
守っていきたい。

図．和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所の“南浜”
に芽生えたグンバイヒルガオ（2016 年７月 22 日撮影）

6. 有明海と三陸の水辺から（39）

田中 克

加賀海岸の緑化と生物多様性保全
能登半島の西岸には白山山系などから九頭竜川や手取川が流れ込み、美しい砂浜が広がっています。大聖
寺川や梯川が流入する加賀海岸では江戸時代以来、一晩にして村落が消滅するほどの砂嵐との厳しい戦いに
明け暮れたと記されています。海岸から 1km 以上にも広がった広大な砂丘に木を植える試みが、江戸時代以
来繰り返されてきましたが、本格的な広域的緑化事業は、明治の後半以来の営林署によるものです。昭和の
前半にかけての植林は困難を極めましたが、様々な工夫を施し、次第にクロマツやアカマツの樹林帯が広が
り、ナラ類、マメ科などの広葉樹も混じる見事な樹林帯が形成されています（写真１）。
樹林帯の形成とともに海際
の砂浜には、ハマゴウ、ハマボ
ウフウ、ノハナショウブなどの
海浜植物群落が 4km にわたっ
て広がり、わが国最大級の絶滅

14

危惧種イソスミレの群落も形
成されています。これらの緑化
に伴い多数の昆虫類が集まり、
その増加は多くの鳥類や小動
物の生息を可能とし、陸域生態
系の頂点に立つイヌワシやオ
オワシなどの猛禽類も観察さ
れています。最近では、コウ

写真１

緑化された加賀海岸－砕ける波、砂浜、海浜植物群落、森の帯状
分布が際立つ

ノトリやトキの来遊も記録さ
れています。人類の数が著しく増え、人間活動が拡大し続ける中、絶滅危惧種に指定される種数は増えるば
かりです。そのような中、人の知恵と努力で実現したこのような人工生態系といえる場所が、絶滅危惧種を
保全し、蘇らせるサンクチュアリになることを示すかけがえのない場所と言えます。
陸域に主な生活圏を移したカニ類の中で、アカテガニは最も代表的なものとして、よく知られています。
夏の盛期、新月大潮時の日没直後に、アカテガニの雌は水際に集まり、体を大きく震わせ幼生を放出します
（写真２、３）。それは、いのちの循環を象徴する光景といえるものです。陸域に生活の場を移した後もい
のちの再生を、自らの遠い祖先が誕生したふるさとの海に委ねるのです。幼生の放出に際し、周辺にボラな

どの小魚が多数集まり、待ってま
したとばかりに幼生を捕食し、さ
らにその小魚をスズキなどが食べ
るもうひとつの命の循環のドラマ
が展開されます。大聖寺川の河口
に位置する神島では古来アカテガ
ニの保全に取り組み、貴重な自然
遺産が残され、脱皮や冬眠の様子
なども観察されています。

写真２ アカテガニが保全される神島の森にはアカテガニの巣穴が無数に見られる

4 月の中頃、前加賀市長さんから、広大な砂丘の長年にわたる緑化は海の生き物たちにとっても何らかの
効果を与えている可能性が期待されるので、調べてもらえないかとの電話が突然かかってきました。海の研
究者に問い合わせたが、陸の緑化が海の生き物に影響を及ぼすという分野を超えた難しい課題にどなたも対
応してもらえなかったようでした。そこで、ここは森里海連環学の出番と調査をお引き受けし、7 月 16 日か
ら 18 日に調査を行うことになりました。陸の緑化が海の生態系や生物生産に何らかの効果をもたらしている
とすれば、それは海底湧水の可能性があると予測し、福井県立大学の杉本亮さんに、水際の生き物たちの潜
水観察を鳥取県漁業協同組合指導部の古田晋平さんにお願いし、予備調査を実施しました。加賀市では、こ
こを世界遺産に登録
すべく、準備が始め
られました。

写真３ 神島には脱
皮する池や産仔の場
となる水辺が保全さ
れている
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7．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。

8．編集後記
先日、ご縁のある宮城県南三陸町に再びお邪魔してきました。震災後 7 度目で前回から 2 年ほど開いたので、町全体の変化を
大きく感じました。水産関連の施設群は海辺の低地へ。防潮堤を挟んで、盛り土で底上げされた高い土地には商店などを配置し、
住宅街はさらに高地へ。そういうプランが姿を現しつつありました。河川堤防の工事で、川辺からは緑が消えていました。昨今の
大型台風の各地の被害を見ると安易なことは言えま
せんが、生物相の豊かな水辺と防災を両立する素
敵な代案が、数年前に訪れたこの町には確かにあ
ったと記憶しています。「人と自然との共生」を宣言し
ている自治体だからと期待していただけに、想像以
上に近代都市的な仕上がりの予感に、しばし絶句。すべて新しいから、そう見えるだけなのでしょうか。また訪れたいです。（ちよ）

長かった猛暑の日々も、ようやく峠を越したようです。しかし、狂った高温の海は多くの強い台風を生んでいます。まだまだこれ
からが油断なりません。IPCC で締結されたパリ協定は、アメリカのオバマ大統領と中国の習近平主席の決断で、発効へ大きな一
歩が踏み出されました。でも、日本政府はそれを批准しようとしていません。気候変動を引き起こしている可能性の強い二酸化炭
素の放出を一刻も早く減少させ、異常気象が顕在化する前の状態に戻す義務が、現在を生きるわれわれにはあるはずです。日
本政府の決断を促したいと思います。二酸化炭素の放出量を減らすために原発が必要と言うのが、政府や独占電力会社の言い
分でした。しかし、2011 年の原発事故以後、原発は止まっているにもかかわらず、節電の普及によって二酸化炭素の放出増加は
止まっています。政府の言う理由はもう破綻しています。原発は事故を起こさなくとも、大量の温排水によって海の温暖化を引き
起こし、地球の温暖化を促進しています。地震の頻発している日本で、原発を稼働することは自殺行為になりかねません。もう、
自然破壊（自然秩序の破壊も）で便利を追究することを止めるときではないでしょうか。（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、メールアドレ
17

スをお知らせください。
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