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「今月の海の生きもの」 キタユムシ Echiurus echiurus 

ユムシ動物門キタユムシ目キタユムシ科の一種。日本各地でみられるユムシと似ているが、ユムシはユムシ目

に属し、キタユムシとは目のレベルで異なる。蠕虫様の身体を持ち、体長 10cmほど。白色もしくは黄灰色だが、

大型になると赤い色をしている。干潟の泥の中に潜って、口吻を泥土表面に延ばして、繊毛粘液摂食を行う。餌

は有機質粒子（デトライタス）と

思われる。寒海性の種で、日本

では北海道東部の厚岸湾以北

でしか生息しないが、世界的に

見るとオホーツク海、太平洋東

北岸、アイスランド周辺など比較

的広範囲に生息している。ユム

シ動物は一時環形動物門の一

部とされていたが、体節構造を

もたないことから、独立した門と

認められた。かつては食料とさ

れた。樺太でのアイヌの生活を

描いた書では「早春の海岸には

時化の後しばしば、渚一面が赤

くなることがあった。キタユムシという（中略）円筒形の虫体が打ち上げられるからで、村人たちはこれを「海南蛮」

とよび、四斗樽に塩漬けして備蓄した。一夜干しにして炙ったものはスルメよりも薄く柔らかく、ほんのりとした甘

みと香味があり不思議な風味であった」と記している（石川節子「新土人物語・大地の砂粒」：2016より）。 

（北海道根室市のオンネトー干潟にて 田中正敦氏撮影） 

 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

●海の生きものを守るシンポジウム 2017 

「失われる沿岸の自然と公共事業―辺野古・諫早・泡瀬・三陸・湘南」 

2017 年2 月 18 日 京都市梅小路公園緑の館 

 

日本の海岸はどうしてこうなってしまったのだろうか？ 

自然の海岸はほとんどなくなった。その原因は海岸で行われる公共事業にあるのではないか。辺野古、諌早、

泡瀬、三陸海岸における公共事業とその影響を知り、これから予想されるオリンピックのための湘南海岸の自

然破壊を考え、問題は何か、どうすれば良いのか、これから何が必要なのかを、皆様と議論したいと思います。

以下の要領でシンポジウムを開催します。寒い時期ですが、ご都合を合わせて、半日海の生きものを守るため

にどうすれば良いかご一緒に考えてください。 

主催：海の生き物を守る会・日本自然保護協会 

 

 

日時：2017 年 2 月 18 日（土）13:30～16:30 

会場：梅小路公園「緑の館」1F イベント会場 

※会場は、京都駅からバスで 5 分。京

都水族館や交通博物館のある公園の

中央部にある建物です。日本庭園「朱

雀の庭」が併設されています。 

 

アクセス：京都駅前（B3 のりば）から市営バス 205・208 系統で「梅小路公園前」下車 

 

会場「緑の館」 

「梅小路公園」バス停 



 

3 

本シンポジウムは、自然保護基金プロナテューラ・ファンドの助成を受けて開催されます。 

プログラム（予定） 

13:00 開場 

13:30~13:40 開会挨拶  向井 宏（海の生き物を守る会） 

◇講演 

13:40~14:10 「閉め切りから 20 年の有明海・諫早湾」佐藤正典（鹿児島大学） 

14:10~14:40 「泡瀬干潟の現状と失われたもの」前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会） 

14:40~15:10 「三陸の森里海のつながりを断絶する巨大防潮堤」田中 克（舞根森里海研究所） 

15:10~15:20 休憩 

15:20~15:45 「辺野古・大浦湾のサンゴ礁の危機と再生」安部真理子（日本自然保護協会） 

15:45~16:10 「オリンピックにより開発の危機に晒される相模湾」 大久保奈弥（東京経済大学） 

16:10~16:30 「沿岸の危機を守るための提言」 向井 宏（海の生き物を守る会） 

16:30 閉会 

 

 

●総会を開催します 

海の生き物を守る会の 2016 年度の報告と 2017 年度の活動について話し合う総会を、以下のように京都市で

開催します。夕食を摂りながら行う予定です。海の生き物を守る会会員の方はぜひ参加してください。 

日時：2017 年 2 月 18 日 17:30～19:30 

会場：「京野菜レストラン」京都市梅小路公園「緑の館」シンポジウム会場横 

会費：3000 円（飲み放題付） 

議題：2016 年度活動報告・同会計報告、2017 年度活動計画・同役員選出ほか 

 

★総会の参加・不参加について、ご連絡をお待ちしております。 

ご連絡はこちらへ→ 海の生き物を守る会 事務局（向井）hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 

 ・参加の場合： レストランに予約する都合上、事前に事務局へご連絡ください。 

 ・不参加の場合： 会員の方は、委任する旨を事前に事務局へお知らせください。 

                    ↓ 

以下 URL からも委任の意思を知らせることができます。 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415847564ulWxeuUG 

 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415847564ulWxeuUG
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現在まで257枚、141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。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。昨年10月からは自然保護助

成基金プロ・ナトゥーラ・ファンドの支援を受けて、今年9月には第二次の中間報告書を発行する予定です。

また、研修会を石川・神奈川県で行うほか、「砂浜フィールド図鑑（2）海浜植物」の刊行も予定しています。 

 

 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と報告用紙が掲載

してあり、ダウンロードが可能です。 

 これまでに会員や非会員の皆さまから257枚の調査票が寄せられ、全国141カ所の砂浜で調査が行われまし

た。ご協力に感謝いたします。しかし、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、富山、石川、岡山、佐賀、熊本の各県で

す。ぜひご協力をお願いいたします。また同じ海岸でも季節が違えば、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。ぜひ一度、ホームページから調査マニュアルをお読みいただき、調査にご協力をお

願いします。 

 

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

 

 

ご投稿は、下記までお送りください。 

「うみひるも編集部」専用メールアドレス hirumo@live.jp 

または、便利な投稿フォーム https://goo.gl/GjWIjL 

  

思っていること 言いたいこと 

砂浜の自然を守るために！ 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

秋田、山形、岩手、福島、富山、石川、岡山、佐賀、熊本県は未調査です 

http://e-amco.com/research
mailto:hirumo@live.jp
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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、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い、

これまで 10 万筆を超える署名が集められました。 

 今後とも署名を継続し、西日本各地からの土砂

の採取による自然破壊と辺野古への土砂の搬出に

反対し、三重県で作られ辺野古へ運ばれる予定の

大型ケーソンの建設・搬出にも反対し、辺野古の

埋立を止めさせるよう、運動を継続していきます。 

 活動を広めるためにパンフレットを発行してい

ます（写真は表紙）。1 部 500 円をカンパとして

いただいています。安倍政権は、沖縄の圧倒的な

民意を無視して、西日本の 14 カ所の山を削り、辺

野古へ送って、辺野古の海の埋立を強行しようと

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。 

★ご希望の方は右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 

 

   ●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

冊に限り無料でお送りします（送料のみご負担ください）。振り込み先

口座は海の生き物を守る会の口座と異なりますので、ご注意下さい。 

★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 100 円＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

 お知らせコーナー 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．ウミガメ 切手コレクション （24）   立川賢一 
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編注： このニュース欄の情報源はマスコミ・団体の会報・その他多岐にわたります。海の生き物に関する最新情報を共有す

るため、事実と思われる内容を紹介し、それについて必要と思われる範囲で論評もしています。文責者名を記事毎に明記し

ますが、独自の裏付け調査をしているわけではありません。その点は、ご承知おきください。読者からの投稿も大歓迎です。 

 

 

 

 

【国際】 

●海底から異音 動物が姿を消す？ 

 昨年末に北極圏のカナダ北東部フューリー・ヘクラ海峡の沖合で海底から何度も奇妙な音が聞こえた。音を

聞いたのは近くのイグルーリック村に住むイヌイットの漁師らで、彼らによると昨年末から動物たちの姿が見

えなくなったという。この海域では、イッカクやホッキョククジラ、ワモンアザラシ、アゴヒゲアザラシなど

がたくさん棲んでいる。地元州の議員も現地を視察し、異音が海底から聞こえ、しかもかなり大きい音である

こと、動物の姿が見られなくなったことを確認しており、この音が原因ではないかと推測している。海洋動物

の鳴き声なのか、外国の潜水艦なのか、カナダ軍はセンサー装置を搭載した哨戒機を出動させて調べているが、

異音はその後確認されていない。軍はさらに 1 月 25 日～2 月 2 日まで予備役兵によるパトロールを実施する

としている。 

 最近世界中でイルカやクジラの大群が座礁したり大量死したりしているが、アメリカ海軍が正式に自分たち

の訓練や実験が原因であることを認めている。米海軍によると「軍の使用している高感度ソナーなどの影響で、

多数のクジラやイルカたちが方向感覚を失い、身体に傷を負い、脳内出血が起こる」とのことで、発表されて

いるイルカやクジラの犠牲は、1 万 1000 頭を超えていると言われている。今回の異音がそのような軍事行動

と関係している可能性も高いと思われる。（文責：向井 宏） 

 

●同一個体で有性生殖と無性生殖 サメで初めて確認される 

 1 度以上有性生殖によって出産した経験を持つトラフザメの雌個体が、雄との交尾なしで出産したことを確

認したとオーストラリアのクイーンズ大学が発表した。シュモクザメ、ツマグロザメ、テンジクザメなど、サ

メの仲間では無性生殖（単為生殖：処女懐胎）をすることが知られている種は多い。しかし、有性生殖を行っ

た個体が無性生殖も行うことが確認されたのは、今回が初めてである。体内にかつて交尾した雄の精子が保存

されていた可能性もあるため、遺伝子の調査も行われたが、受精していないことが確認されている。無性生殖

は子どもの遺伝的多様性が低くなることにより、絶滅の確率を高くする可能性があるが、環境が悪化したり、

個体群密度が極端に低下したりした場合などには、種の存続に有利になる場合もあると思われる。無性生殖で

誕生した個体が有性生殖できるかどうかを今後調べていく予定である。トラフザメは、絶滅の可能性がある種

として認識されており、飼育個体を無性生殖させることで個体数の増加を図ることが可能になるかもしれない

と期待する向きもある。（文責：向井 宏） 
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屏風ヶ浦の防波堤 

【全国】 

●海の酸性化 急速に進む？ 

 海洋研究開発機構 JAMSTEC の調査によると、日本沿岸の海水の酸性化が急速に進んでいることが分かっ

た。石巻沿岸など場所によっては外洋の 10 倍以上の速度で酸性化が進行している海域も見つかった。1 月 19、

20 日に行われた海洋酸性化のシンポジウムで報告された。海洋の酸性化は、地球の温暖化と同じように大気

中の二酸化炭素 CO2濃度の上昇がもたらしているとされる。外洋に比べて沿岸域の酸性化が大きいことのメ

カニズムははっきりしていないが、陸からの汚染物質の流入が影響している可能性が指摘されている。海洋の

酸性化が進むと、サンゴや貝、甲殻類、プランクトンなど炭酸カルシウムを使って殻を作る生き物の生存が危

ぶまれる可能性がある。サンゴ礁はなくなってしまうという予想も出されている。酸性化が海洋生態系に及ぼ

す影響を確かめ、対策を考える必要がある。（文責：向井 宏） 

 

【東北】 

●陸前高田浜の防潮堤がほぼ完成 2km を二重のコンクリート壁で 

 岩手県陸前高田市の高田浜は、砂浜と松林が続く景勝地として知られていたが、東日本大震災の津波によっ

て壊滅的な被害を受けた。ここに砂浜跡に沿って 2km の巨大防潮堤が建設され、そのほぼ 9 割が完成し、先

日 24 日、報道陣に披露された。この防潮堤は砂浜の前後に 2 本のコンクリート堤防（第 1 線堤・第 2 線堤）

を築き、第 2 線堤（写真）は高さ 12.5m という巨

大なもの。建設費用はおよそ 300 億円。数十年か

ら百数十年に一度起こる可能性がある津波に対応

する高さであるとしている。砂浜の上に作られた

ため、地震の際には液状化の怖れもあり、20m の

深さに杭を打ち込んでいることも説明された。二

重の防潮堤の間には砂浜を復元し、クロマツを植

林してかつての高田松原の復原を図る予定。この

防潮堤の陸側のかつての中心市街地は、大幅な嵩

上げ工事が進んでおり、防潮堤の高さより低いところはほんの一部になってしまっている。（文責：向井 宏） 

 

【関東】 

●九十九里浜が消滅の危機 30 年後に 40m 減少 千葉県が試算 

 千葉県の九十九里浜の砂浜が消失しつづけていることはすでによく

知られているところであるが、その対策検討会議が 1 月 23 日千葉市内

で開かれ、県は砂浜が毎年約 1 ヘクタールずつ減少し、30 年後には最

大 40m 以上後退する場所があるとの試算を発表した。九十九里浜の砂

浜の砂の供給源は、一部が利根川から運ばれる砂で、その他北側の屏

風ヶ浦や南側の太東崎の浸食で削られた砂が主とみられている。しか

し、1960 年代にこれらの浸食対策（写真）を施した結果、砂の供給が

http://img.guideme.jp/i/XszsqxK+jY4bpKAHxBnVr3++lWPWn19NibS5AWkMO4HZU0x2KVH+lLcR1U6MlmuYbBhBWBNJ/aGj8OYbfcRB6OUgk3IF95/4hZGSf+rNvvBZV+KeKJrqHco1AJcVobn5.jpg
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止まり、九十九里浜の減少・消失が続いている。一時 36 カ所あった海水浴場は今 19 カ所に減ってしまった。

千葉県は、防災の観点から 40m の砂浜を残すことを目標として「養浜」や「ヘッドランド（人工岬）の建設」

などの対策を検討している。しかしこれまでもヘッドランドを 22 基作ったり、一部では養浜事業も行ったり

してきたが、浸食は止まらない。そのために対策検討会議が設置された。（文責：向井 宏） 

 

【中部】 

●海岸漂着ゴミの大部分は陸から 大学生が小学生に環境講座 

 福井大学教育地域科学部の 3 年生らが、福井市の公民館で 1 月 22 日、市内の小学生に向けた環境講座を開

き、福井県内の海岸線に漂着しているゴミの大部分が陸から川を通して海へ運ばれたものであるという自分た

ちの調査結果を基に、暮らしのあり方を考え直し、海を守ろうと呼びかけた。講座では、漂着ゴミの写真や模

型を使って、ゴミの 8 割が陸上から捨てられた物であり、その 4 割が家庭から出された物であることを教え、

家庭でゴミのことを考え直す必要があることを教えた。（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●長崎地裁が和解新提案 「開門せず」は変わらず 

 典型的な無駄な公共事業と言われる諫早湾干拓事業に関して、開門調査を認めるなという入植農民らの訴え

を審査している長崎地裁は、先に開門をしないことを前提として和解案（国が有明海の再生のための基金を設

立して、再生を図る）を出し、周辺 4 県と農民側、漁業者側で協議が行われてきた。国は基金のために 100

億円を出すと言い、福岡県、長崎県、熊本県の漁協は協議に応じるとしたが、佐賀県漁協は拒否した。それに

対して長崎地裁は、1 月 28 日に新たな和解提案をした。それによると、基金の拠出金を増額して、「開門せ

ず」の受け入れを漁業者側に迫るものであった。しかも、増額する拠出金は、現在、開門不履行の代償として

漁業者らが国から受け取っている制裁金を充てるというもの。つまり、国が漁業者に支払っている「罰金」を

有明海再生のために差し出せ、それで開門も諦めろ、というとても和解案とは言えそうもない案だった。新和

解案の理由として、長崎地裁は「干拓事業の影響が大きいため」としているが、長崎地裁が農民らの開門しな

いことを認めた決定では、干拓事業が有明海の環境に影響を与えたかどうかにはまったく触れなかったことか

らみても、この和解案は矛盾だらけだ。これでは、他の 3 県の漁協も和解協議につくことはできなくなるので

はないだろうか。開門して有明海の再生を本気で図るつもりは、農水省にはないのだろうか。（文責：向井 宏） 

 

●諫早干拓の影響を議論せず 環境省の有識者会議が報告書 

 環境省の有識者会議「有明海・八代海等総合調査評価委員会」は、2017 年に出す報告書案をまとめた。報

告書案は、前回の報告とは異なり、有明海・八代海を 7 つの海域に分けて、それぞれについて環境悪化の原因

を整理し、再生のための対策を提言している。しかし、肝心の諫早干拓事業が有明海にどのような影響を与え

たかについては、ほとんど検討しておらず、アサリやタイラギなどの二枚貝の減少については、ナルトビエイ

の食害が主な原因として、食害を防ぐ対策を中心にするなど、現状の有明海異変を引き起こした諫早湾干拓事

業について十分検討されていないと批判されている。報告書案はこれから一般から意見を募集して、3 月末ま

でに報告書を環境省や佐賀県に提出する予定である。この評価委員会は、2000 年の有明海のノリ漁業の不作
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や八代海の赤潮被害を受けて 2002 年に成立した「有明海・八代海再生特別措置法」に基づいて 2003 年に設

置され、2006 年に報告書を出したあと、休眠状態だった。漁業被害が深刻になり 2011 年から審議を再開して

いた。今回出された報告書案については、諫早湾の開門調査を求めている研究者グループ「諫早湾開門研究者

会議」が、報告書案の発表前に諫早湾干拓事業の影響や開門調査について、大臣への提出を延期してでも十分

検討するよう求めていたが、今回の報告書案公表はその要求を一顧だにしなかったようだ。（文責：向井 宏） 

 

【九州・沖縄】 

●世界自然遺産に推薦 奄美・徳之島・沖縄やんばる・西表 

 日本政府は、1 月 20 日の閣議で、世界自然遺産候補の「奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西表島」を正式

に推薦することを決めた。推薦する自然遺産候補地は鹿児島県と沖縄県にまたがり、合計 3 万 7946 ヘクター

ル。大部分が昨年あわてて国立公園に指定した範囲で、主として森林を対象としており、海域については、一

部含まれているがすべて海岸から一定距離内を含めており、環境省が指定した重要海域を特別考慮していない。

海に関する配慮はまったくないと言って良い。政府は 2 月 1 日までに国連教育科学文化機関（UNESCO）に

推薦書を提出する。（文責：向井 宏） 

 

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

 

 

【関東】 

◆生き物文化誌学会 宝石珊瑚例会―その３「宝石珊瑚 生き物と文化の多様性を探る」 

 宝石珊瑚の利用の歴史は古く、正倉院には聖武天皇が奈良大仏開眼会で用いたとされる冠を飾った珊瑚が伝

えられています。江戸時代には簪（かんざし）や緒締め（おじめ）に用いられていましたが、それらは地中海

からの輸入品でした。遙かなる地から伝来した珊瑚には、様々な歴史や物語が秘められています。シンポジウ

ムでは、まず生き物としての姿を明らかにし、その利用の多様性を検討することで、人が珊瑚に託した物語を

読み解き、新たな物語を紡ぎます。http://www.net-sbs.org/pdf/20170225-1.pdf 

日時：2017 年 2 月 25 日（土）13:30~17:30 ※終了後交流会あり 

場所：立正大学品川キャンパス 石橋湛山記念講堂（東京都品川区大崎 4−2−16） 

主催：生き物文化誌学会宝石珊瑚例会実行委員会 

プログラム 

「生物の多様性」 岩崎望（立正大学） 

「色の多様性」 長谷川浩（金沢大学）※予定 

「祭りの中の珊瑚」 岸川雅範（神田明神） 

「珊瑚を用いた宝飾品の歴史」 露木宏（日本宝飾クラフト学院） 

http://www.net-sbs.org/pdf/20170225-1.pdf
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「江戸の工芸品と珊瑚」 小池富雄（鶴見大学） 

「仏教の中の珊瑚Ⅰ」 佐々木一憲（立正大学） 

「仏教の中の珊瑚Ⅱ」 庄司史生 （立正大学） 

パネルディスカッション  モデレーター 秋道智彌（富士山世界遺産センター） 

 

【中部】 

◆第 28 回愛知大学豊橋一般教育研究室 公開講演会「海の自然環境と人のくらし」 

日時：2017 年 2 月 11 日（土）13:00~16:30 

受付 12:30~ 

場所：愛知大学豊橋校舎 

研究館 1F 第 1・2 会議室 

 

「干潟と環境、そして漁業」蒲原 聡 

「ウミガメ言語から学ぶ」田中雄二 

「汐川干潟の自然と生き物と人の関わり」  

藤岡エリ子 

 

申し込み不要・参加自由 

問い合わせ先： 

愛知大学豊橋一般教育研究室 今枝 

0532-47-4111（代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近畿】 

◆冬の渡り 探鳥会 

日時：2017 年 2 月 5 日（日）13:00~15:00 

場所：御津町 新舞子浜（兵庫県たつの市） 

集合：新舞子のホテル「SUMMER HOUSE かもめ」前 

講師：工 義尚（たくみ・よしひさ）氏 

連絡先：播磨灘を守る会（たつの市御津町岩見 tel.079-322-0224） 
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◆チリモン☆スマホ図鑑 指導者講習会 

日時：2017 年 2 月 9 日（木）19:00~21:00 

場所：大阪市弁天町 ORC200 生涯学習センター第 3 研修室 
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◆沿岸生物・環境保全研究会（仮称）準備会へのお誘い 

 壊され続けている日本の沿岸域の生態系。それを再生・保全するために広範な研究者・教育者・行政官・

NGO などが集まって議論する場所が欲しいと思ってきました。そのような研究会を作るために、以下の通り

準備会を開催します。関心のある方は、ぜひご参加ください。 

準備会予定： 

日時：2017 年 2 月 19 日（日）10:00~12:00 

会場：ハートピア京都（京都府立総合社会福祉会館）第 4 会議室 

〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町 375 番地 TEL 075-222-1777 / FAX 075-222-1778 

アクセス：京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車 5 番出口（地下鉄連絡通路にて連結） 

呼びかけ人：安部真理子・佐藤正典・田中 克・向井 宏 

 

◆播磨灘を守る会 春の学習会 

「巨大基地は抑止力になるか－瀬戸内海からの土砂搬出にふれて」 

 今沖縄では大変なことが起こっています。東村高江のオスプレイ発着訓練場の工事強行と辺野古巨大基地の

埋立開始です。しかも、その埋立には瀬戸内海と九州各地の土砂を大量（2 億 1000 万㎥）に削って持ち出そ

うとしています。取られる側と埋め立てる側と両方の環境破壊であり、この基地が日本を守ると言いつつ、沖

縄が攻撃される危惧が増大します。この機会 

に国を守るとはどうすべきか考えてください。 

日時：2017 年 2 月 26 日（日）13:00~ 

場所：網干（あぼし）図書館ホール 

（兵庫県姫路市網干区垣内南町 1429-6 

市立図書館網干分館） 

アクセス：山陽電車「網干」駅の前 

講師：泥 憲和（どろ・のりかず）氏 

連絡先：播磨灘を守る会 

（たつの市御津町岩見 tel.079-322-0224） 

 

【中国】 

◆日本のカブトガニの保全に関する 

シンポジウム 

日時：2017 年 2 月 18 日（土）13:00~17:00 

場所：広島大学 

生物圏科学研究科 C206 講義室 

※詳細は右のチラシ参照 
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【九州】 

◆有明海のラムサール条約湿地からシギ・チドリ類の未来を考える－まず、荒尾干潟から 

 日本が高度成長期であった 1960-70 年代、多くの日本の干潟が開発されて工業地帯・住宅地・空き地に変え

られていきました。多くのシギ・チドリ類が生息地を奪われて日本へ来る個体数が激減しました。その後 1990

年代後半から 2000 年にかけて、韓国の広大な干潟が失われ、今は黄海全体が開発され始めています。アジア

大陸東端沿岸だけに生息するヘラシギが激減し、全個体数が今や 400-700 羽余りとなったことはヘラシギのみ

ならずシギ・チドリ類にとっての大きな危機を象徴しています。そして干潟の恵みを糧としてきた人間にとっ

ても大きな危機です。日本の中で何かを始めなければ、という気持ちが集まってきています。シギ・チドリ類

の減少を、比較すれば少ない九州から動き始めることで、日本そしてフライウェイのシギ・チドリを、少しで

も食い止められればと思います。ラムサール条約は条約湿地に限らずすべての湿地を守る国際的なしくみです。

条約湿地を中心としたネットワークで守りなさいとしています。有明海の 3 つの条約湿地が協力して取り組む

ことで、シギ・チドリ類の保全から湿地・人々の生活に湿地の恵みを取り戻すことが見えてくるのではないで

しょうか。 

 

2 月 4、5 日に荒尾干潟に集まり、それぞれのサイトの自慢から語り始め、一緒に歩み始めませんか。 

 

まず、2 月 4 日の情報から。 

日時：2017 年 2 月 4 日（土）13:00~17:00 

場所：荒尾総合文化センター 会議室（熊本県荒尾市荒尾 4186-19 tel.0968-66-4111） 

主催：NPO ラムサール・ネットワーク日本 

呼びかけ：シギ・チドリ類ステッピングストーン、ふくおか湿地保全研究会 

 

2/4 プログラム 

13:00-13:10 開会挨拶（日本野鳥の会熊本県支部長 高野茂樹さん） 

13:10-13:20 趣旨説明（ラムサール・ネットワーク日本代表 柏木実さん） 

13:20-13:40 情報提供 

フライウェイの現状について 

① 東アジア・オーストラリア地域フライウェイについて（市川智子さん） 

② ヘラシギの危機の現状（ピエピョウアウンさん） 

有明海・不知火海・九州各地からの報告 

① 宮崎・一ツ葉入り江（三浦知之さん） 

② 福岡・博多湾（服部卓朗さん） 

③ 大分中津干潟（和田太一さん） 

④ 佐賀県・有明海（中村さやかさん） 

⑤ 熊本・八代海（高野茂樹さん） 

⑥ 鹿児島・奄美（恵沢岩生さん） 

話し合い（もやい） 
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◆シギ・チドリ類の渡りの今－荒尾干潟で希少種ヘラシギと普通種ハマシギを守る－ 

2017 年世界湿地の日 荒尾市記念行事 

日時：2017 年 2 月 5 日（日）10:00-16:00 

干潟体験 ：荒尾干潟 蔵満（くらみつ）海岸（熊本県荒尾市）10 時集合 

講演報告会会場：荒尾総合文化センター小ホール（熊本県荒尾市荒尾 4186-19 tel.0968-66-4111） 

http://www.ramnet-j.org/2017/01/information/3249.html 

 

主催：荒尾市・NPO ラムサール・ネットワーク日本 

協力：荒尾干潟保全・賢明利活用協議会、シギ・チドリ類ステッピングストーン、東アジア・オーストラリア

地域フライウェイパートナーシップ（EAAFP） 

後援：環境省九州地方環境事務所、日本野鳥の会熊本県支部 

問い合わせ先：ラムネット J 高野(0965-33-5447)・柏木(080-1199-5909) 

 

2/5 プログラム 

10:00～ 第 I 部 ラムサール登録湿地「荒尾干潟」を歩こう 蔵満海岸の干潟体験 

11:00～13:00 講演会場へ移動および昼食 

13:00～13:10 主催者挨拶（12:30 開場） 

13:10～ 第 II 部 今、ヘラシギとシギ・チドリ類、そして東アジアの干潟は？ 

① 「荒尾干潟の生きものたちとラムサール条約」 山下博美（立命館アジア太平洋大学） 

② 「東アジア・オーストラリア地域フライウェイのシギ・チドリ類」市川智子（EAAFP 事務局） 

③ 「ヘラシギの渡り・越冬地ミャンマーの干潟で」ピエピョアウン（ラムサール CEPA 監視委員） 

14:55～ 第 III 部 地域からの報告・有明海とシギ・チドリ類 

① 「荒尾干潟・有明海に来たヘラシギ。日本では？」柏木実（ラムサールネットワーク日本） 

② 「荒尾干潟のシギ・チドリ類」安尾征三郎（日本野鳥の会熊本県支部） 

③ 「東よか干潟と肥前鹿島のシギ・チドリ類」中村さやか（日本野鳥の会佐賀県支部） 

④ 「有明海・荒尾海岸の漁業の現状とシギ・チドリ類との共生」田中太郎（荒尾漁協） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

うみひるも掲載イベント募集中！…… 海の生き物や環境に関するイベント情報をお

持ちの方は、hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで、ぜひご連絡ください。 

http://www.ramnet-j.org/2017/01/information/3249.html
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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ヨウラククラゲ 

 冬季の北西風にあおられた北浜で、

1 月 20 日にヨウラククラゲが打ち上

がった。長い群体は 10 cm 超えるの

だが、今回のは 2 つとも小形だった。

群体の中心に赤く染まっている部分

は、獲物を捕らえる触手などである。 

 過去数年間の北浜でのヨウラクク

ラゲの打ち上げは、出現頻度や個体数

ともに 1 月が最も多いので、今回の

連続出現もうなずける。海水をかけ     図．京都大学瀬戸臨海実験所北浜に１月に漂着した瓔珞水母 

流しながら 2 個体とも容器に収容したが、一向に遊泳する気配がなかった。 

 ヨウラククラゲは冬季に打ち上がるガラス細工の様なヒドロクラゲである。非常にもろく、多数のパーツ

にバラバラになる。それらのパーツは、中心の糸の様なものの周りに張り巡らされている。この様な構造か

ら、ヨウラクという名前がつけられた。仏像を飾る宝石類の装身具である珠玉や貴金属に糸を通して作製し

たのが瓔珞で、これと類似していたからである。 

 群体の前半分には多数のクラゲ型個虫が立体的に集合し、それぞれをシンクロナイズド・スイミングさせ

ることで群体を推進させる。ひとつひとつが中の空洞部に海水を吸いこみ、ジェット噴射でリズミカルな繰

り返しを見事に達成する訳である。 

 後半部は栄養部で、獲物を捕まえる個虫が中心部に多数連なっている。赤い触手の先端には無数の刺胞が

装填されている。刺胞で射止めた餌は、その付け根にある口や胃を備える個虫が飲みこみ消化吸収する。こ

の中心部を守るため、その周り全体を固い鎧ですっぽり覆っている。各々が硬い三角錐状で、強い刺激を受

けると他の部分と同様にばらけてしまう。これらは、部位によって形態が異なっており、分類泣かせである。 

 本体からは別形の小さなクラゲが遊離する。触手が全く無く、餌を食べることもできず、役目である配偶

子放出後にはすぐ死ぬ。果てしない外洋で一生を送るヨウラククラゲは、水族館での飼育も困難で、生活史

はまったく謎に包まれたままである。  
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豊岡コウノトリの郷づくり  

 日本の空、山、森、草原、川、湖、海などから多くの生き物たちが急速に姿を消しつつあります。それは

私たちの暮らしが自然とともに歩むことを放棄し、周りの環境を人間の当面の都合によって勝手に壊し続け

てきた当然の帰結と言えます。そのような中、絶滅に追い込んでしまった生き物を蘇らせる地域の取り組み

も進められつつあり、中でも兵庫県豊岡市のコウノトリ（写真１）とともに生きる地域創生は特筆すべきも

のと言えます。2016 年 12 月 7 日にシニア

自然大学校の自然観察会として、豊岡市を

訪問し、1971 年に最後の野生の個体が死亡

したコウノトリを人工繁殖や生息環境の改

善などにより野生に復帰させる（写真２）

取り組みを、中貝宗治市長の直々のご説明

も含めて見聞する機会に恵まれました。 

 高度経済成長の進行とともに野生のコウ

ノトリの数が減少し始め、危機感をいだい

た豊岡市は親鳥を確保し、人工繁殖の試み

を続けましたが、それらの努力はことごと

く失敗に終わりました。そのような中、シ

ベリアから飛来した親鳥を用いて初めて人

工繁殖が成功し、野生のコウノトリの復帰に道が開かれることになりました。それは、日本に生息していた

コウノトリの絶滅は、住み場所や餌の減少とともに、農薬などで汚染された生きものを食べ続け、生殖能力

を喪失していたことを示しています。 

 このことを受け止め、豊岡市は野生の

コウノトリが生息できる環境、とりわけ、

主要な餌となる水生生物の生息環境の整

備を進めました。特に、湿地の造成や円

山川などの岸辺に採餌場所となる浅瀬の

造成とともに、水田には一年中水を張っ

て（写真３）水生の餌生物の生息を可能

にし、さらに営巣用の柱の設置などが進

められました。中でも水田ではお米の無

農薬栽培が取り組まれ、様々な技術的改

善によって、2016 年度には名実ともに日

6. 有明海と三陸の水辺から（48）     田中 克 

写真１ 人工繁殖に成功し、野生への復帰を待つコウノトリ 

（兵庫県立コウノトリ郷公園） 

 

写真２ 野生復帰し、豊岡の空を舞うコウノトリ 
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本一美味しいお米を作り上げるまでになり、コウノトリ米として引く手あまたのブランド米となっています。

それは、今世界中で求められている環境と経済の共存の道を示し、環境を改善することにより、地域経済が

回る「自然資本経済」の先進例として注目されます。 

 コウノトリの郷づくりの中で、小中学生の活躍が注目されます。無農薬水田の田植えや稲刈りを体験した

子供たちは、無農薬米の普及のアイデアを考え、市長に“直訴”するなどの行動にでます。かつては、円山

川で牛の水洗いをするすぐそばで、コウノトリが餌を食べる風景が当たり前のように広がっていました。そ

して、人々は、今は便利になったけれども、その頃の方がずっと“心豊か”だったと回想されます。ここに

は世代を越えて自然ともに生きる心豊かな地域創生が実践されているのです。 

 コウノトリという生態系の頂点にいる生き物とともに生きる地域再生は、陸域の水環境を改善することが

その根底であり、それはきっと河口域の生物や海と川を行き来するモクズガニ、アユ、シロサケ、ニホンウ

ナギなどの生き物たちの再生にもつながる森里海の連環再生としても、今後の展開がますます期待されます。 

 

写真３ 餌となる水生生物の生息を可能にする冬季も水を張った水田 
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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。 

 本会に寄付をお寄せください。口座は会費と同じです。送金内容について事務局までご一報ください 

ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会 

 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。ベストショットが撮れたら、ぜひ編集部までお送りください。 

 

8．編集後記 

 前号表紙のホオズキフシエラガイといい、今号の表紙のキタユムシといい、久保田先生のエッセイのヨウラククラゲといい、なん

て不思議な生き物なんでしょう。顔がしっかりある動物たちも、足がはっきりある昆虫たちも素敵ですが、やっぱり、上記のような

得体が知れない生きざまの命があるからこそ、生き物の世界は豊かで面白いと感じます。特に、海の生き物たちは、形のバリエ

ーションも彩りも豊富。まだ見つかっていない種も多いのでワクワクします。ヒトとかけ離れた生命が目に見えないサイズのものか

らうごめいている地球で、それらの存在を日々感じて生きるか、無視して生きるかでは、人生観がうんと変わってくるのではないで

しょうか。小さな子どもたちのみずみずしい感性には、いつもハッと驚かされます。彼らの身近にこそ自然が必要です。（ちよ） 

 

  

毎年２～３月に開くシンポジウムを今年は京都で２月１８日に開催します。多士済々の講師に来ていただきますので、ぜひご来

場ください。海の生き物を守る会の総会（＋懇親会）も、その際に行います。なお、その準備などのために、２月１６日に予定してい

た「うみひるも」の配信は取りやめとし、次号は３月１日です。シンポジウムの内容や総会の盛り上がりをぜひ次号で紹介したいと

思います。ご期待下さい。 

 いよいよ立春が近づき、厳しい冬の中にも春が来る予感が日に日に高まってくるようです。海の中ではもう春は盛りでしょう。海

藻がどんどん成長を続け、その周りにすむ小さな動物たちも繁殖のシーズンに備えて活発な活動を始めています。生物多様性条

約の締約国会議で日本が世界に約束した目標は、２０２０年までにどれだけ達成されるでしょうか。１０％を超える海洋保護区の

設立は、漁業権区域を織り込まない限り、実現は絶望的です。すべての漁業権区域を海洋保護区だという詭弁は、世界では通用

しないでしょう。海の生物多様性の喪失は、渚の環境をコンクリートで固め続ける日本の異常なやり方を見直さない限り、いつま

で経っても改善されません。改善のための提案をシンポジウムで示してみなさんと議論したいと思います。（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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