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「今月の海の生きもの」 イシコ Cucumaria chromhjelmi  

棘皮動物門ナマコ綱樹手目キンコ科に属するナマコの一種。身体は五角柱をして、大きさは 10cm 程度。管足

の列が五角柱の角 2～4 列に並び、管足は長い。皮膚には骨片が 2 層に並んでいる。食用にはならない。身体

の前部に 10本の触

手を広げる。腹側

にある 1 本の触手

は短い。岩の隙間

などから触手だけ

を水中に広げてい

ることが多いので、

イソギンチャク類と

間違われることが

あるが、触手が樹

枝状に枝分かれし

ているため、イソギ

ンチャク類と容易に

区別できる。樹枝

状の触手で水中に

懸濁している有機

物を集めて食べて

いる。冷温帯の浅海に棲み、日本では北海道から本州北部の太平洋側でみられる。写真は、2 匹のイシコが右

と左に触手冠を広げている。後ろには笠貝の殻を付着させたエゾバフンウニがいる。 

（択捉島にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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日本庭園を窓の外に見ながらも、講師の講演に多くの

人たちが熱心に耳を傾けた。終了後、何人かの人たち

から「たいへん勉強になった。これで終わるのはもっ

たいないくらいだ」という言葉を聞いた 

  目次  

「今月の海の生きもの」イシコ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

1. 「海の生き物を守る会」の活動について・・・・・・・・・・・2 

2. 「ウミガメ 切手コレクション」（25）立川賢一・・・・・・・・・6 

3. 海の生き物とその生息環境に関するニュース・・・・・・・・・7 

4. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報・・・・・・・11 

5. 「きらめく動物たちの命と海 久保田信の白浜だより」（116）・・15 

6. 「有明海と三陸の水辺から」（49）田中 克・・・・・・・・・・16 

7. 事務局便り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

8. 編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

 

 

 

 

【活動報告】 

●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」 

大盛況の内に終了 
 

 3 月 18 日（土）午後 1 時半から、上記のシンポジウムが京都市梅小路公園緑の館で開かれました。講演は

以下の 6 名が各地の沿岸の危機について現状と望

む未来について紹介し、最後に公共事業の問題点

と沿岸の自然を守るための提言がありました。当

初の予想を大幅に上回り、東北から沖縄まで約 90

名の参加がありました。予想が甘く、用意した資

料が足りなくなり、椅子も急きょ増やすなど、参

加された皆様にはご迷惑をおかけしました。また、

講演の最後には、プロジェクターもストライキを

起こし、終了時間が遅れてしまいました。あわせ

てお詫びいたします。しかし、期待以上の参加者

があったことは、このテーマに関心を寄せていた

だけたということだと喜んでいます。共催してい

ただいた日本自然保護協会、助成をいただいた自

然環境保全助成基金プロナテューラ・ファンドに

は、あらためて感謝いたします。遠くから来てい

ただいた講師の皆様、ご参加の皆様、たいへんあ

りがとうございました。 

 

司会：辻村千尋（日本自然保護協会） 

講演：「閉め切りから 20 年の有明海・諫早湾」佐藤正典（鹿児島大学） 

   「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） 

   「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） 

   「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） 

   「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） 
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   「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） 

 

公共事業によって失われていく各地の沿岸の自然の現状に熱心に耳を傾ける人々 

 

●2016 年度「海の生き物を守る会」総会を開催 

 2 月 18 日（土）の午後 5 時半から、京都市梅小路公園「緑の館」内の「京野菜レストラン」で懇親会を兼

ねて総会を開きました。出席者は 25 名。まず 2016 年度活動報告と会計報告を行い、会計監査も含めて承認。

その後、代表、事務局、編集担当、会計係、homepage 担当、会計監査、運営委員について審議。会計係が植

井真会員（北海道）から小坂勝弥会員（近畿）に交代すること、沖縄地区の会員が 10 名に達したことから、

沖縄に新しく運営委員を置くこと、新しい沖縄地区の運営委員に前川盛治会員を選出すること、九州地区の運

営委員を遠藤光会員に変更することなどが決定されました。総会終了後、懇親会を行い、当日のシンポの話題

など終了まで楽しく盛り上がりました。さらに二次会に行く人たちもありました。来年の総会は、関東地区で

行う予定です。 

●海の生き物を守る会の銀行口座が変更になります 

 会計係の交代によって海の生き物を守る会の銀行口座が変更される予定です。新しい口座が決まりましたら、

「うみひるも」などを通じて連絡します。それまで、会費・寄付などの入金は、しばらくお待ちください。  
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さしあげます！ 
下記を希望者に差し上げます（送料はご負担ください）。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。 

◎Diving team Snack Snufkin  " Exploring the Nature of Oura Bay and its surrounding area " 

 2010 年 日英両語による大浦湾の生物のパンフレット 

◎GREEN AGE 2015-4 特集・これからの海岸林造林を考える 

 2015 年 日本緑化センター １部 

◎杉山恵一監修／自然環境復元研究会編「海辺ビオトープ入門：基礎編」146pp 信山社サイテック刊 

◎向井 宏 論文 別刷り 余部あり 

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」 月刊「海洋」2005 

「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009 

「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 

◎向井 宏 「第一編 厚岸地方の自然環境 第二章 厚岸町の特色ある生態系」  

      新厚岸町史（通史編・第一巻） 2012 年 残り 2 部 

「第三章 厚岸町の動物」同 2012 年 残り 1 部「第四章 厚岸町の植物」同 2012 年 残り 2 部 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 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、研修会を石川県、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。  

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 

現在まで 257 枚 

141 カ所を調査 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/research
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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。 

 今月は、国会議員会館で防衛省と面談し、辺野古への土

砂搬入に関する予算が今年度 55 億円計上されていること

を突きとめ、55 億円の執行予定を問いただしましたが、防

衛省は明らかにすることを拒みました。また、土砂の搬入

に伴う外来生物による沖縄の生態系への影響を止める方策

について問いただしましたが、防衛省は法律に則って適正

にやると言うばかりでした。今後もその動きに注目し、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、どの浜辺で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）。 

★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 （25）   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】 

●アマゾン川河口で色彩豊かな生物礁を発見 

 南アメリカのアマゾン川河口付近の濁った海で、色鮮やかなサンゴやカイメンなど多数の生き物の集まる生

物礁が、2012 年に海洋生物学者パトリシア・イエガー博士らにより発見され、去年学術雑誌に発表された。

このような濁った光も届かぬような海に生物による礁が形成されているとは、それまでの研究者には思いもよ

らないことだった。この生物礁は、「アマゾン礁」と名付けられ、環境保護団体のグリーンピースによって潜

水調査や撮影が行われ、保護活動が始まっている。「アマゾン

礁」は、サンゴなどの石灰質をもつ生き物によって形成され、

深さ 50~100m の海底に、約 9500 ㎢にもわたって広がってい

ると推定されているが、アマゾン川からの濁った水のために確

認は困難である。これまで「アマゾン礁」からは、魚やウニ、

ヒトデなど多くの生物が採集されている。ゾウほどもある大き

なカイメンも見つかった。これから多くの新種を含む海洋生物

がこの「アマゾン礁」から発見されることになるだろう。とこ

ろが、この周辺の海で石油の開発が計画されている。研究が進 

む前に破壊されてしまう危険もある。（文責：向井 宏） 

 

●ニュージーランドでゴンドウクジラ約 600 頭が座礁 

 2 月 10 日に、ニュージーランド南島のゴールデン湾の海岸に 600 頭を超える小型のゴンドウクジラが打ち

上げられた。ニュージーランドでは 19 世紀以来 2 番目に多い記録となった。数百人のボランティアが駆けつ

けて救出を試みたが、蘇生したのは 100 頭もいなかった。ゴールデン湾は、入り組んだ地形になっており、し

ばしばクジラなどが迷い込むため「クジラの罠」と呼ばれているが、これほど多数のクジラが一度に打ち上が

るのは極めて稀なできごとである。原因は分かっていないが、世界各地でクジラの大量打ち上げが起こってお

り、その原因の一つが潜水艦などから発射される軍事用の強音波によるものと、アメリカ海軍が認めており、

今回もそのような原因があるのかもしれない。（文責：向井 宏） 

 

●ピンクのウミウシがカリフォルニアの海に押し寄せる 

 体長 2.5cm くらいのバラの花びらのようなピンク色をしたウミウシが、カリフォルニアの中部から北部の海

岸で増えている。ホプキンスローズウミウシ Okenia rosacea という本来温暖な海域に生息するウミウシで、

グリーンピースの船に搭載された潜水艇に 

よって採集されたカイメンの一種 

http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/b/042600032/?SS=imgview&FD=-787263934
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南カリフォルニアでは珍しくないウミウシだが、それまではあまり多くはみられなかった中北部の沿岸で急激

に増えている。一つの潮だまりに 64 匹も見つかった例もある。鮮やかなピンク色は、このウミウシがピンク

色をしたコケムシを食べることによってもたらされている。浅い海底にはピンク色のウミウシがいっぱいみら

れる。研究者は、温暖化の影響とみて心配している。実は、16 年以上前にもこのウミウシが増えたことがあ

った。それは、エルニーニョ現象によってカリフォルニア沿岸の水温が上がったときだった。しかし、今年は

エルニーニョも起こっていないにもかかわらず、ピンク色のウミウシが海底を鮮やかな色に変えてしまった。

現在のカリフォルニア沿岸の水温は、長期の平均水温を 1.6～2.7℃も上回っているという。このピンクのウミ

ウシが増えることによって、海洋生態系に大きな影響は考えられないが、この変化は、ウミウシだけではすま

ないだろう。すでに 2013 年以降ヒトデ類で高温によって死滅しつつある種も報告されている。いろいろな生

き物に影響が出てくれば、生態系そのものに深刻な影響を与えることは十分考えられる。その規模は海洋環境

の大幅な変動をもたらしかねない。（文責：向井 宏） 

 

 

【中四国】 

●大社町の海岸線を日本遺産に申請 

 島根県出雲市は、同市大社町「出雲大社」の前面にある稲佐の浜や日御碕地区の海岸線を中心として、関連

の文化財を含めて、「日が沈む聖地出雲～神が創り出した地の夕日を巡る～」と名前を付けて、日本自然遺産

に登録するよう、文化庁へ申請を行った。日本遺産には、現在 80 を超える申請があり、今後審査の結果を経

て、4 月下旬に 15～20 件程度が登録される予定である。出雲市では認定されれば、体験ツアーなどを企画し、

観光客の増加を目指す予定だ。（文責：向井 宏） 

 

●広島県 3 海区で湾灘協議会を設立 

 昨年改正された瀬戸内海環境保全特別措置法によって、瀬戸内海のそれぞれの海域において水質改善の方向

を議論する湾灘協議会を設置することが義務づけられたことから、広島県では 2 月 21 日、湾灘協議会を県内

の 3 海域で設立することとした。「広島湾」「安芸灘・燧灘」「備後灘・備讃瀬戸」の 3 海域で、発足は 4

月 1 日の予定。水質改善や水産資源などの課題について解決策を協議する。協議会は、官民によって構成され

るが、住民や自然保護団体が入るかどうかが注目される。瀬戸内海では今後、各海域でこのような湾灘協議会

が設立される予定である。（文責：向井 宏） 

 

●日本海側海岸に大量のポリ容器が漂着 

 山口県の日本海側の海岸に大量のポリ容器が漂着しているのが確認された。ポリ容器は、18L 入りの大型で、

有害な液体などが入っている可能性もあり、山口県は、ポリ容器を見つけたら触らずに市役所や町役場に連絡

するよう呼びかけている。また、これらのポリ容器は、北海道から沖縄までの広い範囲に広がって漂着してお

り、各道府県で注意を呼びかけている。一部のポリ容器には、過酸化水の表記もあり、また、表記と中身が異

なる場合もあり、強酸性の液体であれば、直接触れると危険な場合もある。多くのポリ容器がハングルによる

表記があり、韓国もしくは北朝鮮からの漂着とみられている。（文責：向井 宏） 
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【九州】 

●長崎地裁の新しい和解案も解決にはほど遠い 

 諫早干拓事業で閉めきられた潮受け堤防の開門を巡る長崎地裁の裁判で、開門を行わないことを前提とする

和解案に対して、開門を要求している漁業者側弁護団は、拒否する回答書を既に提出しているが、農業者側の

弁護団は、2 月 23 日になって和解案を受け入れると回答した。長崎地裁の新しい和解案は、開門をせずに 1000

億円の基金に、長期の開門調査を行うとした福岡高裁の確定判決にもかかわらず国が開門をしなかったことか

ら国が漁業者側に支払っている制裁金を加えて、有明海の漁業改善を行うというもの。国は民主党政権が受け

入れた確定判決を守ろうとしないため、両者の対立は深く、和解は困難とみられる。（文責：向井 宏） 

 

 

●路木ダム訴訟で最高裁は行政への追随判決 

 長崎県天草市の県営路木（ろぎ）ダム建設に関して地元住民が蒲島郁夫知事を訴えた訴訟で、最高裁は、住

民側の上告を退ける決定をし、住民側の敗訴が確定した。この訴訟は、路木ダム建設に反対する住民が、事業

費 20 億円の返還と事業費の支出差し止めを求めたもの。熊本地裁は 2014 年に住民の訴えを認め、ダム建設

には浸水被害防止を目的とした計画の前提に重大な誤りがあったとして、事業費の支出差し止めを命じた。し

かし、すでに支払われた事業費で工事は続行されダムは完成した。その後、16 年に二審の福岡高裁は、ダム

は既に完成しており訴えの利益が無いとの理由で、支出差し止めの要求を退ける判決を言い渡したため、住民

側が上告していたもの。“やり得”を認めるような判決を違法とも言えない司法のあり方は、行政権への追随

としか思えない。そのような理由で自然が破壊され、国の自然資本が壊されていくことは、悲しすぎる。（文

責：向井 宏） 

 

 

●奄美・徳之島を 3 月に国立公園へ 環境省 

 世界自然遺産への登録に向けて環境を整備している環境省は、その一部の「奄美大島・徳之島」を 3 月にも

国立公園に指定する。世界自然遺産に登録を予定しているのは、「奄美大島・徳之島・沖縄島北部・西表島」

の 4 カ所で、2 月 1 日にユネスコに申請した。そのうち、沖縄島北部と西表島については、昨年すでに国立公

園とした。その一環として、奄美諸島を国立公園とするために、鹿児島県国土利用計画審議会は、2 月 20 日

に土地利用計画変更案を承認した。世界自然遺産に登録されるためには、国や自治体・住民が自然を守る努力

を行っているかどうかが一つの条件として審査される。国立公園にも指定されていないようでは、国の努力が

認められず、登録されるはずは無い。そこで、環境省は昨年から沖縄諸島・奄美諸島を国立公園とする準備を

進めてきた。今年の夏には、国際自然保護連合（IUCN）の現地視察があり、うまくいけばその 1 年後に世界

自然遺産に登録される。残念ながら、沖縄諸島も奄美諸島も美しい海に囲まれた海洋環境にありながら、国立

公園には海はほんの一部を陸上の延長として含めているだけで、海の環境を守るという姿勢はまったく見えて

こない。ジュゴンの絶滅や多様性の大きい大浦湾など重要海域に含まれる海域を守る姿勢が欲しい。（文責：

向井 宏） 
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【沖縄】 

●「開発王国」沖縄 海が消えてしまった 

 旅行作家の下川裕治さんが指摘するように、沖縄は日本でも有数の開発国だ（仲村清司「消えゆく沖縄～移

住生活 20 年の光と影」光文社新書）。2004 年の国土地理院のデータによると、沖縄県の面積は 2003 年 10

月～2004 年 9 月の 1 年間で、0.91 ㎢増えた。奥武山野球場の 43 個分にあたる。さらに 2000 年～2007 年ま

での 7 年間に増加した面積は約 0.3％、日本全国の都道府県のうちで全国 1 位だった。日本に復帰してから 37

年間で姿を消した自然海岸を埋め立てた土砂の量は、東京ドーム約 500 個分にあたる。辺野古の新基地建設強

行で埋め立てられようとしている土砂の量は、東京ドーム 17 個分であるから、日本に帰ってきてから、いか

に多くの海が埋め立てられてきたかが分かる。沖縄を開発まみれにした振興事業が沖縄の美しい海を無くして

しまった。（文責：向井 宏） 

 

●大型コンクリートブロックを投入 辺野古 

 辺野古沖・大浦湾を埋め立てて米軍新基地建設を進める政府は、今月に入って本格的な海上工事を開始し、

14 トンの大型コンクリートブロック 223 個を投入し始めた。県民の意思も住民の反対も力で押しつけ、アメ

リカの基地建設を推し進めようとする安倍政権の姿勢は変わらない。コンクリートブロックを投入している際

に、アオウミガメが臨時制限区域に現れ、工事を見ているのが観察された。もうウミガメは上陸・産卵にこの

浜辺を使うことはできない。 

 

●日本のベストビーチ 10 に沖縄の 8 ビーチ 

 世界最大と言われる口コミサイト「トリップアドバイザー」が、日本のベストビーチ 2017 を発表した。そ

れによると、トップに選ばれたのは、波照間島のニシ浜ビーチ。昨年の 2 位から上がった。2 位には、宮古島

の与那覇前浜ビーチ、3 位に座間味村の古座間味ビーチが入り、4 位久米島のはての浜、5 位は渡嘉敷村の阿

波連ビーチ、6 位に竹富島のコンドイビーチ、7 位に宮古島の砂山ビーチ、9 位に宮古島の新城海岸が入るな

ど、沖縄県のビーチが実に 8 カ所も選ばれた。沖縄の海岸からは自然海岸は無くなりつつあるが、それでも自

然海岸が残っている離島から、多くのビーチが選ばれている。このようなベストビーチに選ばれると、観光客

の入り込みが多くなる。それとともに公共事業による海岸の人工化も計画されるようになるが、自然海岸を失

うことは、その価値も無くすということをよく考えて、自治体や国には対応してもらいたい。（文責：向井 宏） 

 

●サンゴとさんご礁に関する本のリスト 

 日本サンゴ礁学会若手の会により「サンゴ礁研究者がオススメするサンゴ礁についてもっと知りたくなるオ

ススメ本リスト」というものが制作されたそうです（下記、PDF リンク）。 

https://docs.google.com/file/d/0B5bcayLVfSktZVdmUVlJZmVsOGM/edit 

小さなお子さん向けから専門家向けの本まで色々と網羅されています。2014 年に作成されたものですが、現

在ではこれらの本に加えて、『琉球列島の自然講座』（ボーダーインク 2015）、『特集 サンゴの生物学 上・

下』（生物科学 2016）、『サンゴ 知られざる世界』（成山堂書店 2016）もあります。サンゴにご興味のあ

る方はチェックしてみてください（文責：大久保奈弥） 

https://docs.google.com/file/d/0B5bcayLVfSktZVdmUVlJZmVsOGM/edit
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【関東】 

◆シンポジウム「サンゴの大規模白化の影響と私たちができること 

 2015 年から世界的な規模でサンゴが白化しています。オーストラリアのグレートバリアリーフでも 9 割の

サンゴが白化しました。日本でも 2016 年の夏に沖縄を中心に広い範囲でサンゴの白化が確認されました。特

に石西礁湖は影響が大きく 9 割が白化しました。サンゴの白化は主に海水温の上昇により発生します。他のス

トレスがあるとさらにそれが加速します。これらのストレスを緩和するにはどうしたらよいのでしょうか？ 

2016 年のサンゴの白化状況を振り返り、サンゴの白化を防ぎ、サンゴ礁生態系を守るため、サンゴ礁地域で

できること、都市部でもできることについて考えます。 

日時：2017 年 3 月 5 日（日） 

場所：TKP 東京駅前会議室 カンファレンスルーム 1（東京都中央区日本橋 3-5-13 三義ビル 2F） 

時間：14:00～17:00 (13:30 開場) 

料金：無料  定員：80 名 

★申し込み：右記フォームでお申込みください。 https://goo.gl/forms/6zJ4H7G2qbcUiEV93 

主催：国連生物多様性の 10 年市民ネットワーク・独立研究法人 国立環境研究所 

問い合わせ：国連生物多様性の 10 年市民ネットワーク  宮本(miyamoto@jcnundb.org) 

※この事業は平成 28 年度地球環境基金、サンゴ礁ウィーク 2017 の助成を受けて実施しています 

プログラム 

講師：環境省 自然環境局 自然環境計画課 山崎麻里氏 

   国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 山野博哉氏 

   国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 熊谷直喜氏 

   ＷＷＦジャパン サンゴ礁保護研究センター 鈴木倫太郎氏 

   国連生物多様性の 10 年市民ネットワーク 宮本育昌氏 

 

◆第 15 回全国フェスティバル「ふるさとの食 にっぽ

んの食」海藻おしばワークショップ 

 毎年人気の海藻おしば体験は、NHK 放送センター前の「食育ひ

ろば」で 2 日間開催。このイベントには、全国各地からの農・水産

業を代表する日本の食の自慢のブースが並び、いながらにして各地

の美味が楽しめます。また、豪華ゲストのプログラムも盛りだくさ

ん！ ぜひご家族、友人、知人をお誘いの上ご来場ください。

http://www.nhk.or.jp/event/ 

日時：2017 年 3 月 11 日（土）・12 日（日）11:00～16:00 

場所：東京・渋谷ＮＨＫ放送センター前イベント会場「食育ひろば」 

参加料：無料  

https://goo.gl/forms/6zJ4H7G2qbcUiEV93
mailto:miyamoto@jcnundb.org
http://www.nhk.or.jp/event/
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開催回数：（2 日間とも）1 日 4 回 1 回目 11:00～11:45、2 回目 13:00～13:45、3 回目 14:00～14:45、4 回

目 15:00～15:45  ★各回 15 分前から受付で整理券配布。参加者は開始 10 分前に受付集合 

定員：各回 15 名～20 名（定員になり次第締め切り） 

 

◆観音崎自然博物館 磯の観察会 

アメフラシ、ウミウシ、ウニ、ヒトデ、カニ、ハゼ、海藻などを観察します。 

日時：2017 年 4 月 10 日（日）10:00～ 小雨決行 

集合場所：観音崎自然博物館（神奈川県） 

参加費：子ども 1300 円、大人 1700 円、会員 300 円割引 

 

◆江ノ島 海岸生物観察会 

 大潮の日の干潮時に出来る潮だまりで磯の生き物を観察します。こんな近くの海にも様々な生物が生きてい

ることを沢山の方に知っていただきたく、観察を始めました。初夏の観察会ではタコやタツノオトシゴを発見

したり、サメの赤ちゃんや沢山のエビやカニ等を観察したりすることができました。海岸で、まず危険生物に

ついての知識を習得し、水に入り、（深くても膝まで）生物を観察。出会った生物の名前はその場で図鑑を使

って調べます。その楽しさは、時間を忘れてしまうほどです！ お気楽にご参加ください。 

日時：2017 年 4 月 29 日（土）、5 月 13 日（土）・27 日（土）・28 日（日）、6 月 11 日（日）予定 

場所：江ノ島（神奈川県） 

集合：11:00 県営江ノ島駐車場（右奥） 

参加費：100 円 

参加年齢：お子様～70 歳位までの方 

用意するもの：バケツ・網（金魚用等の小ぶりのもの）・長靴か濡

れても良いズック靴・服装は、ひざまでまくれるズボンかハーフパンツのような物。足ふきタオル、観察のた

めの採集道具（小さい網、空容器、バケツ等）、水分補給の飲み物や日焼け止めグッズ（帽子）など 

主催：NPO パパラギ「海と自然の教室」 

★申し込み・問い合わせ http://umino-npo.com/contact/contact.html 

 

【近畿】 

◆ネイチャーおおさか海のふしぎ観察会 第 102 回 春の磯あそび 「さがそう！海のたからもの」 

潮が引いた磯でカニやヤドカリなど海の生き物を観察しよう 

日時：2017 年 4 月 1 日（土）12:00～16:00 雨天中止 

場所：加太・城ヶ崎海岸（和歌山市） 

集合：12:00 南海電車「加太」駅改札前 

アクセス：南海「なんば」駅 10:15 発の特急サザン 13 号（後 4 両自由席）に乗ってください。終点の「和歌

山市」駅で加太行きに乗り換え、11:47「加太」駅着。マイカーの方はご相談ください 

対象：小学生以上どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

http://umino-npo.com/contact/contact.html
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定員：30 名 

参加費：大人 300 円、小中学生 200 円、一家族 500 円（保険料含む）。現地までの交通費・昼食費は各自 

持ち物：弁当、水筒、濡れてもいい運動靴または長靴（サンダル不可）、着替え（必要に応じて）、帽子、防

寒着、雨具など 

★申し込み：3 月 21 日締め切り、先着順。参加者全員の(１)名前(２)フリガナ(３)年齢(４)住所(５)電話番号(６)

パソコンからのメールを受け取れるメールアドレスを記入し、表題を「4/1 春の磯あそび申込み」として、

umi@nature.or.jp まで。1 週間以内に折り返し参加可否を連絡します。連絡のない場合はお問い合わせを 

問い合せ先：大阪自然環境保全協会（06-6242-8720）内「4 月 1 日海の観察会」 

 

【中四国】 

◆＜野外観察会＞打ち上げ貝探し 牧谷～浦富海岸  

 牧谷から浦富海岸を歩きながら、打ち上げ貝を探し、種類やその特徴を調べます。 

日時：2017 年 3 月 12 日（日）10:00～14:00 

集合：9:45 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） 

定員：幼児～一般 20 名（先着順、小学生以下は保護者同伴） 

持ち物：弁当、手袋（軍手等）、ナイロン袋、筆記用具、お持ちの方は貝類図鑑、貝を入れて図鑑にするため

の箱（底が浅く広い箱）、木工用ボンド、ビニール袋（貝を入れるため）、雨具、長靴、タオル 

★申し込み：2 月 26 日（日）から 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 0857-73-1445 

問い合わせ：鳥取県生活環境部山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 sanin-geopark@pref.tottori.jp 

 

【沖縄】 

◆写真展＆トーク「沖縄島のサンゴ礁のいま」 

 辺野古、大浦湾を中心に、泡瀬干潟、浦添、など沖縄島各地のサンゴ礁を撮影した、牧志治氏、小橋川共男

氏、有光智彦氏、ダイビングチーム「すなっくスナフキン」の写真をご覧いただけます。4 日（土）には写真

家のみなさんやサンゴ学者の安部真理子さんからお話しを聞きます。 

主催：沖縄リーフチェック研究会、泡瀬干潟博物館カフェウミエラ館 

問い合わせ先：080-5067-0957(安部)、090-9783-2384（屋良）marikoabeshark(c)gmail.com(安部) 

写真展 

日時：3 月 1 日（水）～3 月 12 日（日）12:00～17:00 

場所：沖縄市 泡瀬干潟博物館カフェ「ウミエラ館」（沖縄市泡瀬 3-47-1） 

料金：無料 

トーク 

日時：3 月 4 日（土）18:00～20:00 

場所：沖縄市 泡瀬干潟博物館カフェ「ウミエラ館」（沖縄市泡瀬 3-47-1） 

入場料：大人 700 円、子ども 300 円 ※ケーキ・飲み物付き 

 

 

mailto:umi@nature.or.jp
mailto:sanin-geopark@pref.tottori.jp
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サンゴ礁ウィーク 2017 

2017 年 2 月 25 日（土）～3 月 12 日（日） 

http://coralreefconservation.web.fc2.com/sangoweek/sangoweek2017.html 

サンゴ礁は、みんなの大切な宝もの！ 

「サンゴ礁 ウィーク」は、そのことをも

う一度、思い起こすウィーク(週)です。サ

ンゴ礁に関する多くのイベントが開かれ

ます。 

 

◆グラスボートで大浦湾アオサン

ゴ見学＆アオサンゴ学習会 

 名護市大浦湾のアオサンゴ群落は 2007

年に発見され、北半球最大と言われていま

す。午前中はグラスボートからアオサンゴ

を見学します。海に入ることができない人

でもサンゴを見ることができます。こども

も参加できます。また午後からはサンゴの

専門家である日本自然保護協会の安部真

理子さんを招いてアオサンゴの生態につ

いての学習会を行います。グラスボートの

みの参加、学習会のみの参加も可能。 

 

グラスボート 

日時：3 月 5 日（日）10:00 集合 

1 時間×2 往復（交代制） 

場所：汀間漁港出発  

人数：20 名 

参加費：500 円（保険料・資料代含む） 

★申し込み：グラスボートは要申し込み。 

ourawan_dugongs@aqua.plala.or.jp 

学習会 

日時：3 月 5 日（日）13:30～15:30 

場所：名護市瀬嵩区公民館 

人数：50 名 当日参加可 

参加費：グラスボート含め 500 円（保険

料・資料代含む）、学習会のみは 300 円 

主催：ジュゴンの里 0980-55-8587 

 

http://coralreefconservation.web.fc2.com/sangoweek/sangoweek2017.html
mailto:ourawan_dugongs@aqua.plala.or.jp
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寒冷時期に死亡したコンゴウフグの幼魚 

 

写真 白浜町瀬戸漁港で死亡漂着したコンゴウフグの幼魚 

 

 2017 年 2 月 11 日、白浜町の瀬戸漁港でコンゴウフグの幼魚が死亡していた。本種は眼上棘が長いのが特

徴で、それを金剛になぞらえている。1 尾は海面に浮かび、もう 1 尾は岸壁の満潮線あたりに打ち上げられ

ていた。どちらも新鮮であった。 

 この日とその前後の日には京都大学瀬戸臨海実験所の“北浜”には凍死魚の漂着はなかった。2 月 12 日朝、

瀬戸漁港で網にかかった漁獲物をはずしている 2 組の漁師さんに、寒さによる魚などの死亡が起きていない

かお聞きしたところ、みられないとのことであった。この 3 日間には白浜町でも珍しく降雪があり、吐息も

白かった。さらに、自家用車のフロントガラスも凍っていた。ちょうど、西日本一帯がたいへん寒冷で、し

かも沖縄で凍死魚のニュースが流れていた。先の 2 尾のコンゴウフグの死因は凍死と思われる。しかし、漁

網にかかってのことかもしれない。 

 ところで、過去にさかのぼるが、2011 年 1 月 30 日から 2 月 20 日までの 21 日間にわたり、“北浜”では凍

死魚の大量漂着があり、28科 53属 84種 871個体に達した。1日の調査で 100個体以上の死亡があったのは、

2 月 4 日(18 種 134 個体)と 9 日(21 種 114 個体)だった。これら 84 種中の 62％が低水温に弱いサンゴ礁魚類

であった。今回見られたコンゴウフグもこの仲間に入るが、2011 年には海表面であえぐような力のない遊泳

をしていた個体も複数みられた。 

 田辺湾の湾口に設置された京都大学防災研究所白浜海象観測所が記録した水深 10m の定置水温によると、

2011 年 1 月 30 日の日平均水温は 12.7℃で、翌 31 日は 13℃台だった。続く 2 月 1 日から 8 日までが 12℃

台で、これらの低水温と並行して死亡魚数が特に多かった。熱帯魚が凍死するはずである。  
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マアナゴに“森は海の恋人の味”を体感する  

 アナゴ類はわが国の魚食文化とも深く関わる暮らしに馴染みの深い魚であり、白焼き、寿司種、穴子飯、

八幡巻などとして賞味されます。その主な生息場所も東京湾、大阪湾、伊勢湾などの内湾を中心とし、沿岸

漁業の主要な対象種として重要な役割を果たしています。ウナギ類・ハモ類・ウツボ類とともに、アナゴ類

も幼期はレプトセファルス幼生期を経ることが知られていますが、その生態はよくわかっていません。ウナ

ギ類に比べてアナゴ類のレプトセファルス幼生は大きく、より沿岸域に出現し、土佐湾ではシラス（カタク

チイワシの仔稚魚）を漁獲する船曳き網などに多数の個体

が混入し、“のれそれ”と称して土佐酢に絡ませて生のま

ま食べる郷土料理の一つにもなっています（写真１）。産

卵生態については長く不明でしたが、2008 年のニホンウナ

ギの産卵調査時に、水産庁開洋丸によって、九州パラオ海

嶺付近で 6～9 月に行われていることが明らかにされてい

ます。 

写真１ アナゴ類のレプトセファルス：土佐の郷土料理「の

れそれ」として賞味される（土佐海産ホームページより） 

 筆者のアナゴ類との関わりは、日々の暮らしの中では、東京から京都への帰路に江戸前のアサリやマハゼ

とともにいただく駅弁「深川飯」のアナゴです。研究面では、稚魚生態研究へ本格的に踏み込むこととなっ

た長崎県平戸島でのマダイ稚魚の生態に関する総合研究において稚魚の捕食者を探索する中、夜行性の捕食

者としてのマアナゴやクロアナゴとの出会いでした。夜間にマダイ稚魚が胸鰭を左右に伸ばして海底に着地

して睡眠している寝こみを襲い、1 尾のアナゴの胃の中から 5、6 尾もの

マダイ稚魚が検出され、その捕食圧の大きさに驚かされました。 

 2005 年 8 月に気仙沼湾に注ぐ大川流域において、畠山重篤さんの指導

のもとに行われた第 1 回「森は海の恋人のふるさとに学ぶ」少人数セミナ

ー（京都大学の全学共通教育の一環として行われる新入生向けの少人数で

の教育）では、マアナゴが最も印象に残る魚となりました。森から海まで

の多様なつながりを、気仙沼の舞根湾における食物連鎖の頂点にいる生き

物の存在を実感する夜釣りでは、6 名の多様な学部の受講生の中の唯一の

女子学生松永智子さん（当時、京大教育学部 1 年生：現在東京経済大学講

師）が、他の受講生が 1 尾も釣り上げられないで“歯軋り”する中、大き

なマアナゴを何匹も釣り上げ、一人勝ちとなりました（写真２）。それら

6. 有明海と三陸の水辺から（49）     田中 克 

写真２ 舞根湾口部でマア

ナゴを釣り上げる松永さん 
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のアナゴは“白焼き”となって、翌日昼の食卓を飾り、“森は海の恋人の味”として、受講生の皆さんにイ

ンプットされることになりました（写真３）。 

 気仙沼の舞根湾におけるマアナゴの生態や行動は、現在、東京大学大気海洋研究所の富山嶺君が佐藤克文

教授の指導のもとに、魚体にデータロガを装着して生態環境情報を得る方法や、発信機を装着して移動を追

跡するなどの手法を用いて研究を進め、その成果が待たれるところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 釣り上げたマアナゴは三枚におろされて白焼きと

なり、“森は海の恋人の味”として賞味された（松永智子

さん撮影） 

 

 

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。 

 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。 
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8．編集後記 

 近年の高水温でサンゴが大量死している一方、久保田先生のエッセイにあるような死滅回遊魚が生き残って居着く例もあるよう

で、気候変動と共に、今号のニュース欄にあるピンクウミウシ大発生のような海の怪事件が増えそうです。ナショナルジオグラフィ

ック誌のニュースサイトで確認したら、鮮やかなピンク色のウミウシでした。その写真の配色は、指定外来種ジャンボタニシ（スクミ

リンゴガイ）の卵塊が散らばる田んぼのようです。沖縄を中心に開催中のサンゴ礁ウィーク（～3 月 12 日）の楽しいイベントを通し

て、繊細なバランスで成り立っている自然界に熱い関心を寄せる大人や子どもが増えますように。（ちよ） 

 

 2 月 18 日に京都で開催したシンポジウムには、予想を超えて多くの方が参加され、主催者として嬉しい悲鳴を上げました。素晴

らしい講師がそろったと言うほかに、環境がおかしくなっていることへの多くの人が危機感を持っていることがあるのではないかと

思えます。それらが、本来みんなの福祉と健康のために行われるはずの公共事業によって引き起こされているという悲しい現実

があります。三陸の美しい海岸を埋め尽くしたコンクリートの壁は、日本全国の海岸に広がろうとしています。佐藤正典さんが本に

書いているように「人間が一歩下がることこそが、長期的に子孫の安全を守ることのできる真の『防災』」だと思います。どうやら日

本人は長期的に見ることを忘れてしまったようです。目の前の利益のために、子孫へ負の遺産を残すことに痛痒を感じない人が

多すぎます。美しい海岸と多様性豊かな海を子孫に残しましょう。（宏） 

 

 

 

 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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