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「今月の海」 弓ヶ浜海岸（静岡県伊豆半島）   

＊今号からしばらく砂浜海岸生物調査を行った日本の砂浜海岸を紹介していきます。 

静岡県の伊豆半島南部

の南伊豆町にある弓ヶ浜

海岸は、「日本の渚百選」

にも選ばれている。約

1km におよぶ弓形をし

た半自然海岸で、白沙青

松の景色と言われている

が、海岸の一部にヤシの

植栽があり、後背地に道

路があって海浜植生帯の

かなりの部分がなくなっ

ているのは残念だ。海水

浴場として利用されている。青野川が南側に流れ込んでいる。

砂浜調査では、巻貝のムシボタルや二枚貝のサクラガイ、オ

オモモノハナ、カバザクラなどが見られている。海藻のテン

グサも多い。 

（2014 年 4 月 26 日 横山耕作氏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

●砂浜の海浜植物写真大募集！ 

「フィールド図鑑（2）海浜植物」用 写真をお送りください 

 海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査を推進するために、「砂浜フィールド図鑑（２）海浜植物（そ

の 1）」として、北海道の海浜植物の図鑑を 2017 年 9 月に作成・刊行する予定です。現在、海浜植物の写真

を収集していますが、写真をお持ちの方に図鑑への提供をお願いしたいと思います。北海道の砂浜における海

浜植物（塩生植物）の写真をお持ちの方で、提供してもよいと考える方は、ぜひ事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

までお知らせください。撮影者を明記の上、図鑑に収録させていただきます。また、「砂浜フィールド図鑑」

の海浜植物シリーズは、今後各地の図鑑を制作・刊行の予定ですので、北海道以外の各地の海浜植物について

も、募集しています。ご連絡ください。 

北海道海浜植物として収録予定の種は以下の通りです。既に撮影済みは黄色で示してあります。 

1.アイアシ（日本海のみ）、2.アカネムグラ、3.アキノミチヤナギ（ハマミチヤナギ）厚岸湾、 

4.アサツキ（エゾネギ）、5.イワノガリヤス（ネムロガヤ）、6.ウスベニツメクサ、7.ウラジロアカザ、 

8.ウンラン、9.エゾオオバコ、10.エゾオグルマ、11.エゾカワラナデシコ、12.エゾスカシユリ、 

13.エゾスズシロ、14.エゾノカワラマツバ、15.エゾノコウボウムギ、16.エゾノシシウド、 

17.エゾノヨモギギク（利尻）、18.オオアブラススキ、19.オカヒジキ、20.オニシバ、21.オニハマダイコン、 

22.カワラマツバ、23.キバナノカワラマツバ、24．クシロネナシカズラ、25.クロカワズスゲ、 

26.ケカモノハシ、27.コイチゴツナギ、28.コウボウシバ、29.コウボウムギ、30.コガネギシギシ、 

31.コシカギク、32.シカギク、33.シロヨモギ、34.スナビキソウ、35.セイヨウオオバコ、 

36.セナミスミレ（イソスミレ）、37.センダイハギ、38.タカネセンブリ、39.チガヤ（フシゲチガヤ）、 

40.チャシバスゲ、41.ツタバウンラン、42.テンキグサ（ハマニンニク）、43.トダシバ（ケトダシバ）、 

44.ナミキソウ、45.ネナシカズラ、46.ハタザオ、47.ハチジョウナ、48.ハマイ（オオイヌイ）、 

49.ハマアカザ、50.ハマエノコロ、51.ハマエンドウ、52.ハマオトコヨモギ、53.ハマダイコン、 

54.ハマタイセイ、55.ハマナス（ハマナシ）、56.ハマニガナ、57.ハマハコベ、58.ハマハタザオ、 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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59.ハマヒルガオ、60.ハマフウロ、61.ハマベンケイソウ、62.ハマボウフウ、63.ハマボッス（渡島半島のみ）、 

64.ハマムギ、65.ヒメイズイ、66.ヒロハクサフジ、67.ヒロハノカワラサイコ、68.フタナミソウ（礼文のみ）、 

69.ホソバナソモソモ、70.ホソバノハマアカザ、71.マルバトウキ、72.ミヤマヌカボ、 

73.ムラサキベンケイソウ 

 

●砂浜調査研修会 in 表浜 

表浜の砂浜に生息する生き物を調べてみよう。一見、生き物なんていないと思われがちな砂浜。実は意外と砂

浜には生き物の跡や漂着があるものです。砂浜に生息する生き物、さらに漂着した生き物は、海流などによっ

て、その生息域や生活が想像できます。砂浜は常に動いている環境、その厳しい環境でも、しっかりと生きて

いる動物や魚たち、海浜植物など、その生態をじっくりと探索してみましょう！ 

日時：2017 年 4 月 9 日（日）9:00～15:00 

場所：表浜海岸＆表浜まるごと博物館（愛知県豊橋市寺沢町内原 162） 

参加費：500 円（お茶、コーヒー代） 

持ち物：長靴、もしくは濡れても良い履き物、筆記用具、ビニール袋、弁当、水筒、カメラ（防水が好ましい） 

講師：海の生き物を守る会 向井宏 

★申し込み：info@omotehama.org（表浜ネット 田中）hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp（海の生き物を守る会 向井） 

主催：海の生き物を守る会、NPO 法人表浜ネットワーク            4 月 7 日（金）締め切り 

 

●吉野川と海が出合う河口干潟の観察会 

日本一の川幅を持つ吉野川河口。河口は、川かな？海かな？ 川と海の絶妙なバランスが保たれて多種多様な

生物が観察できるところです。日本一の河口干潟を探検して、水際の大切さを実感しよう！ 

日時：2017 年 4 月 29 日（土・祝日）13:00～15:00 少雨決行 

場所：吉野川南岸の最河口干潟（徳島市北沖洲 4） 

集合場所：吉野川の南岸最河口干潟（堤防の突き当たり）徳島市北沖洲 4 

参加費：大人 300 円、高校生以下 100 円 

講師：海の生き物を守る会 向井宏 

主催：とくしま自然観察の会＆海の生き物を守る会＆吉野川ひがたファンクラブ tel.088-623-6783 

 

●５／２７ 稲村ヶ崎で砂浜海岸生物調査研修会を予定 

2017 年 5 月 27 日（土）神奈川県鎌倉市稲村ガ崎の海岸（予定）で、砂浜海岸生物調査の研修会を行います。

砂浜海岸生物調査に参加して、全国の調査にご自分の取ったデータで貢献したいと思われる方は、ぜひご参加

下さい。もちろん一日だけ体験したいという方も大歓迎です。 

 

●７／２２ アカテガニの出産観察会 in 長島田ノ浦 

2017 年も山口県上関町長島田ノ浦で、「アカテガニの出産（放仔）観察会」を行います。陸に棲むアカテガ

ニやクロベンケイガニが、毎年この時期の大潮満潮のときに、海へ降りてきてお腹に抱えた幼生を海へ放出し

ます。その様子を観察しましょう。アカテガニの出産は、陸と海の繋がりのある海岸で見られます。アカテガ

ニが生き続けられるよう、陸と海の繋がりを大切にして見守っていきましょう。この催しは毎年、上関の自然

を守る会と共催で行われます。 

mailto:info@omotehama.org
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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『うみひるも』に海の生き物の写真やご意見をご投稿ください 

hirumo@live.jp または https://goo.gl/GjWIjL 

●銀行口座 変更しました 
海の生き物を守る会の会計係の交代によって銀行口座が以下の通り変更されました。会費・寄付などの納付は

新しい銀行口座にお願いします。 

新銀行口座：「ゆうちょ銀行 普通預金口座 14400-49824521 海の生き物を守る会」 

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

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 2000 

（やや汚れあり） 1 部 

◎西平守孝「フィールド図鑑 造礁サンゴ」241pp 東海大学出版会刊 1988 1 部 

◎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 

 向井 宏 「同 第三章 厚岸町の動物」 同 2012 年 残り 1 部 

 向井 宏 「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012 年 残り 2 部 

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

 

mailto:hirumo@live.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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。 

 

           

●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。 

 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）。1 部 500 円

をカンパとしていただいています。安倍政権は、西日本の 14 カ所の山を削

り、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。 

 

●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。 

★ご希望の方はご連絡ください。 向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 お知らせコーナー 

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:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ 切手コレクション （3）（4）   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。 

 

 

 

 

【東北】 

●飛島で港内にオットセイ現る 

 山形県酒田市飛島の勝浦港にキタオットセイと思われる海獣が出現し、港内を泳いだり、陸に上陸してのん

びり過ごしたりする姿が見られた。3 月 6 日勝浦港に入港した定期船「とびしま」の職員が見つけた。キタオ

ットセイは約 2m。飛島近海ではオットセイが目撃されることはけっして珍しくは無いというが、上陸したり

することは滅多に無く、島民も驚いている。（文責：向井 宏） 

 

【全国】 

●環境省が海洋生物のレッドリストを発表 新たに 56 種を指定 

 2017 年 3 月に環境省では、海洋生物のレッドリストを発表した。環境省は 2012 年度から海洋生物のレッ

ドリストの作成に取りかかり、ようやく発表に至った。それによると、５つの分類群に分けて発表され、それ

ぞれ絶滅危惧種が、魚類 16 種、サンゴ類 6 種、甲殻類 30 種、軟体動物頭足類 0 種、その他無脊椎動物 4 種

で、合計 56 種であった。サンゴ類では他に 1 種がすでに絶滅していた。その他に、準絶滅危惧種が合計 162

種、個体数が減少していると思われるがデータが不足して判断できない種が 224 種あった。さらに、絶滅の怖

れのある地域個体群が 5 個体群、リストアップされている。軟体動物の巻貝類、二枚貝類などは、すでにリス

トが造られている。（文責：向井 宏） 

 

●水産庁が水産生物のレッドリストを発表 絶滅危惧種はゼロ 

 水産庁も 2017 年 3 月に海産生物（水産上有用な生物）のレッドリストを発表した。それによると、絶滅危

惧種はどの段階のものもゼロであった。ニホンウナギやマグロ類など、絶滅が心配されている種は人口に膾炙

されているが、水産庁としては、絶滅危惧種はいないと認定したことになる。これは絶滅危惧種に指定するこ

とによって、漁獲が制限されることを心配した政治的な判断だったのだろうか。それとも水産庁は本当に絶滅

を心配する魚はいないから、どんどん獲って良いと思って、こういうメッセージを出したのだろうか。逆に水

産庁の生物資源保護の姿勢が心配になる。（文責：向井 宏） 

 

【東北】 

●山田町で海水浴客に「海童丸」を建造 

 岩手県山田町では、東日本大震災の津波で海水浴場のあるオランダ島へ行く巡航船が流失したため、海水浴

など海に親しむ機会が激減した。町は海に親しむ環境を整えるために、新しい小型船「海童丸」（3.5 トン：

定員 40 名）を新しく建造し、このたび就航した。3 月 24 日に竣工式を行い、建造費 1620 万円のうち 800 万
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円を寄付した NTT ドコモや関係者が試乗し山田湾を周航した。町では、子どもたちの輸送以外に、観光への

活用も予定している。（文責：向井 宏） 

 

●磯焼け対策に大学と共同研究 南三陸町 

 宮城県南三陸町では、志津川湾の藻場を磯焼けから守るために、東北大学と県漁協志津川支所青年部ととも

に共同研究を行っている。調査をしているのは荒砥崎から東約 1.2km の野島周辺で、水深約 4m 前後。近年

ウニが多数繁殖し、海藻の芽を食べてしまい、磯焼け現象で海藻藻場（もば）が消えてしまっている。共同研

究は 2015 年 9 月から始まり、20m 四方の実験区からウニをすべて取り除き、海藻藻場の復活がどのように起

こるかを観察している。また、同時に南三陸町は、志津川湾の藻場をラムサール条約の登録湿地とするため、

環境省に申し入れた。（文責：向井 宏） 

 

【関東】 

●ベヨネーズ列岩で噴火か？ 変色海域が出現 

 伊豆諸島南部の青ヶ島の南南東約 65km にある明神礁付近の海で、海水が変色しているのが、海上保安庁の

観測で見つかった。気象庁は 3 月 24 日、それに基づき、ベヨネーズ列岩一帯に噴火警報を発令した。小規模

な海底火山の噴火が起こる可能性がある。（文責：向井 宏） 

 

【北陸】 

●若狭湾でクロウミガメを捕獲 

 福井県高浜町沖の若狭湾で、珍しいウミガメが定置網で捕獲された。越前松島水族館で収容し調べたところ、

東太平洋を主な生息域とするクロウミガメと判明した。沖縄や奄美諸島では発見例はあるが、日本海で発見さ

れたのは初めてという。しかも水温が低い冬期に発見されるのは説明が難しいようだ。捕獲されたクロウミガ

メは、甲長 60cm、体重 30kg と大型。アオウミガメに似ているが、甲羅の後端が細くなっていること、腹部

が全体に黒いことで区別できる。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●米高等裁判所でジュゴン訴訟が結審 

 沖縄県名護市辺野古沖の埋立と米軍基地建設によってジュゴンの生存が危うくなるため、米軍はジュゴンの

生存を保証しない限り基地建設工事を中断せよという「沖縄ジュゴン訴訟」の控訴審口頭弁論が 3 月 15 日に

アメリカカリフォルニア州の第 9 控訴裁判所で行われ、同日結審した。判決の日程は未定。弁論では原告の一

人籠橋隆明弁護士（日本環境法律家連盟）は、「ジュゴンは日本の天然記念物であり、他国の文化財への悪影

響を軽減する義務を守るべきだというアメリカ歴史保存法 NHPA を遵守すべきだ」として、アメリカ国防総

省に工事の停止を求めた。米紙の報道によれば、原告や判事の質問に対して国防総省は合理的な回答ができな

い場面が何度も見られたということであり、また判事が政治的判断でジュゴンへの影響はないと判断したのか

と問い詰める場面もあったという。判決で原告の主張が認められれば、原審に差し戻されてあらためて審理さ

れることになる。この裁判は、2008 年の地裁で米国防総省がジュゴンに配慮せずに工事を行うのは違法だと

する判決が出たのですが、2015 年に交代した裁判官が「高度に政治性が高い」として判断をしないこととし、

裁判が停まってしまっていたもの。（文責：向井 宏） 
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●4 頭目のジュゴンが現る 沖縄で繁殖か？ 

 沖縄島周辺では、沖縄防衛局による調査で、3 頭のジュゴンが生息していることが確認され、沖縄のジュゴ

ンは 3 頭のみという前提で辺野古の埋立や基地建設のための環境アセスが実施されていたが、昨年夏に母親と

行動を共にする子どものジュゴンが、北部西岸古宇利島周辺で目撃されていたことが分かった。これまで確認

されてきた 3 頭のうち、雌の A 個体は、沖縄防衛局のアセス調査期間には、しばしば子ども（C 個体）を連

れて行動するのが目撃されていたが、C 個体は 3 年前くらいから母親から独立して単独行動をするようになっ

た。大浦湾の海草藻場で多数の摂餌痕が見つかったのは、C 個体によるものと思われている。昨年親子で見つ

かった 2 匹のうち、母親が A 個体かどうかは確認されていないが、もし A 個体だとすると、C 個体が独立し

た後、沖縄島周辺であらたに子どものジュゴンを出産したことになる。そしてこの子どものジュゴンは、沖縄

島で生息している 4 番目のジュゴンということになる。これは絶滅が心配されている沖縄島のジュゴンにとっ

て大きな意味を持つ可能性がある。沖縄県がジュゴンの保護に向けた調査を予定しており、その調査が注目さ

れる。（文責：向井 宏） 

 

●翁長沖縄県知事が埋立承認撤回を言明 防衛局は無許可で工事続行 

 沖縄県名護市辺野古沖の埋立と米軍基地建設に反対する沖縄県民キャンプ・シュワブゲート前集会が、3 月

25 日にゲート前で行われ、翁長県知事をはじめ国会議員や県議会議員など 3500 名が集まった。主催は「辺野

古新基地を造らせないオール沖縄会議」。翁長県知事がキャンプ・シュワブゲート前の集会に参加したのは初

めてであった。翁長知事は挨拶の中で、時期を明らかにしなかったものの、辺野古・大浦湾の埋立承認を必ず

撤回すると言明し、新基地建設の阻止に向けた県民の結束を呼びかけた。また 5 ヶ月以上も拘留されて保釈さ

れたばかりの山城博治さんも参加して挨拶した。沖縄防衛局は、1 月から始めた汚濁防止膜の設置用の 15 ト

ンブロックの投下を、沖縄県知事の中止命令を無視して強行し、岩礁破壊許可が満了となる 4 月 1 日以降も許

可なしで工事を続行すると言明しており、翁長知事の埋立承認の撤回が直ちに行われるかどうかが焦点になり

そうである。（文責：向井 宏） 

 

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

 

 

【関東】 

◆奈湾干潟観察会（モニタリング）＆ゴミ回収 

NPO 法人「OWS」が 2012 年から取り組んでいる江奈湾干潟保全プロジェクトの活動です。今回は干潟生物

の自然観察会とゴミ回収活動を実施します。現在、干潟周辺にはたくさんの海洋ゴミが漂着しているほか、投

棄ゴミが溜まっています。それらを回収して分別します。モニタリング活動は、干潟に棲む生き物や干潟を利

用している生き物を１年を通して観察・記録し、干潟生態系とそこを利用する生物の関係を把握することが目

的です。 

日時：2017 年 4 月 15 日（土）※雨天中止 

場所：三浦半島江奈湾 

集合：京急バス・江奈バス停 10:15 集合 

対象者：中学生以上、保護者帯同の小学 4 年生以上 
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参加費：無料（昼食、飲み物を持参ください）   ※保険料実費（250 円）が別途必要になります 

★申し込み：ホームページからお申し込みください。http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html 

※このプログラムはリコー社会貢献クラブ・FreeWill の助成を受けて実施します 

 

◆海辺の自然教室 上総一ノ宮・河口干潟＆九十九里浜「生物調査」 

外房の一宮川河口干潟の生物調査と九十九里浜の砂浜生物調査を実施します。今回は OWS の学術顧問・秋山

章男先生の解説により、河口干潟に棲む生物と砂浜海岸生物を併せて調査するという特別な企画です。終了後

は秋山先生の研究室も訪問します。初めての方も、この機会に是非ご参加ください。 

日時：2017 年 5 月 27 日（土）※雨天中止 

集合：（電車集合の方）外房線上総一ノ宮駅前 9:45／（お車で集合の方）ローソン一宮海岸店駐車場 10:00 

対象：中学生以上、保護者帯同の小学 4 年生以上 

定員：8 名 ※定員になり次第締め切ります 

参加費：無料（昼食、飲み物を持参）   ※保険料実費（250 円）が別途必要になります 

★申し込み：ホームページからお申し込みください。http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html 

協賛：株式会社サンコー 

 

【沖縄】 

◆湿地のグリーンウエーブ 2017 ＩＮ泡瀬干潟 

泡瀬干潟は生物多様性の宝庫です。これまで様々な観察会を行ってきましたが、今回は、講師をキュリオス沖

縄（海の生きもの専門家集団）に依頼し内容をレベルアップしました。新たな生きものとの出会いも期待でき

ます。多数のご参加を期待します。 

１．泡瀬干潟観察会 

日時：2017 年 4 月 15 日(土) 集合 13:00  観察会 13:30～16:30 

場所：泡瀬干潟（沖縄市 IT ワークプラザ前浜辺・干潟） 

講師：キュリオス沖縄（海の生き物専門家集団） 

観察内容：ギボシムシ、スナモグリ、ゴカイ、エビの仲間、カニ、等多数 

参加費：無料 

主催：泡瀬干潟を守る連絡会 連絡先：前川盛治(電話：090‐5476‐6628) 

２．海の生き物セミナー 

日時：2017 年 5 月 13 日（土）14:00～17:00 

場所：ウミエラ館（沖縄市泡瀬 3 丁目、護岸通り） 

講師：キュリオス沖縄（海の生き物専門家集団） 

内容：4 月 15 日に観察された生きもの、泡瀬干潟に生息する貴重な生きもの、等 

主催：泡瀬干潟を守る連絡会 連絡先：前川盛治(電話：090‐5476‐6628) 

 

 

 

 

 

http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html
http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html
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ホシダカラガイ成貝の漂着 

2017 年 2 月 21 日にたいへん珍しい宝貝が打ち上がった。京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”の泡立つ

波打ち際で 1 個採集した。貝殻には美しい宝貝特有の光沢があった。新鮮で、傷など何一つもない。貝

殻の大きさは，殻長 82mm，殻幅 55mm，殻高 44mm で、普段ここでよくみつかる大形のヤクシマダカ

ラよりも格段に大きい。 

裏返して鼻を近づけると腐臭がした。貝殻をふって調べると、軟体部はもう一部しか残っていなかっ

た。死亡後数日ほどが経過していると思われる。この腐肉もこの貝が最近まで当海域で生きていた大事

な証拠である。ここでは一年の内で 2 月に海水温が最も低くなる。多分,この個体は衰弱し、凍死したの

であろう。熱帯系の生物にとって、老化した身にはこたえる結果なのだろう。 

ホシダカラガイはインド-西太平洋の

水深 40ｍまでの岩礁やサンゴ礁に生息

する。わが国に産するタカラガイ類の

中で２番目の大型種で，日本の最大個

体は 125mm の殻長となる。今回のよ

うな発見は貴重で、瀬戸臨海実験所付

近からの記録は,1974 年以降で発見個

体数は少ない中、成貝はほんのごく少

数であるからである。 

 

図  京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”の

波打ち際へ 2017年 2月 21日に死亡漂着

したホシダカラガイ成貝, 
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琵琶湖の固有魚の再生と森里湖のつながり 

 わが国最大の湖、琵琶湖は近畿圏のいのちの水がめであり、400 万年の歴史を持つ古代湖として多くの固有

種が生息する、生物多様性の宝庫です。筆者が魚の研究に携わることになったのは、小学校時代にお世話にな

った先生が漕ぐ和船で、水ぬるむ春先に琵琶湖南岸の膳所公園沖につれて行ってもらい、魚釣りの手ほどきを

受けたことでした。産卵のために北湖から南湖に回遊してきたホンモロコを釣り上げた感激は今も鮮明に覚え

ています。 

 しかし、20 世紀後半には琵琶湖も総合開発の名のもとに大規模環境改変や外来魚の移入など多く問題が重

なり、固有種の大半は絶滅危惧状態に陥りました。琵琶湖の春を告げるホンモロコの南湖への産卵回遊も途絶

えてしまいました。滋賀県では、行政主導の施策と先進的な市民活動などにより、水質は 30～40 年前のレベ

ルに改善されています。外来魚オオクチバスの推定現存量も半減傾向にあり、アユなどの魚類の最大の捕食者

であるカワウの数も半減しています。それにも拘わらず、在来の固有種には顕著な回復の兆しが見られません。

かつて、5 千トン以上も獲れていたセタシジミは、近年 50～100 トンと低迷状態が続いています。それには、

陸と湖の境界域の人為的破壊が深く関わると思われます。 

 湖国の食文化の代表「ふなずし」は多くの家庭で保存食として作られてきましたが、その伝統が消え去ろう

としています。食生活の急激な変化とともに、その素材であるニゴロブナの激減によります。本種は琵琶湖の

水深 50m 付近の湖底から岸辺の内湖、さらには水田までを広く利用する生活史を有しています（図１）。こ

のような一連の生息圏のつながり、特に岸辺のヨシ群落や内湖の埋め立てなどによるエコトーンの消失が、本

種が激減した主要因と考えられます。さらに、少し前までは、多くの魚たちは琵琶湖から小川を遡上して水田

に入り込んで産卵し、そこは稚魚たちの重要な成育場となっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 琵琶湖を代表する

固有種ニゴロブナの生息

圏を示す図（滋賀県農村

振興課、提供） 

 

6. 有明海と三陸の水辺から（51）     田中 克 
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 しかし、効率的な水田管理のための圃場整備により、水田と小川のつながりが断絶し、琵琶湖からの産卵遡

上は途絶え、資源の減少に拍車がかかりました。滋賀県では琵琶湖と水田のつながりを復活させる「ゆりかご

水田」策が取られ（写真１）、在来魚と伝統文化の復活が進められています。春先に水田に水が張られると、

耐久卵で越冬したミジンコが大量に孵化し、格好の稚魚の餌となります。外来魚などの捕食者がいない環境が

保障され、自然界よりはるかに高い率で生き残り、体長 2cm ほどの稚魚に成長すると琵琶湖に降下します。

その際、重要な生息環境がヨシ群落なのです。そこは格好の隠れ家となるとともに高密度のカイアシ類などの

餌生物の存在により、その後の生き残りが保障されます。 

 市町村合併により、鈴鹿山脈から琵琶湖までをカバーする東近江市では、市内を流れる愛知川に水を戻し、

アユやビワマスのふるさとを再生する取り組みが進められようとしています。滋賀県は、まさに森と里と湖が

深くつながる立地条件にあり、とりわけ森（陸）と湖の境界に当たる水辺の再生は、在来の固有種再生の鍵と

考えられます。それは、瀕死の海・有明海や震災の海三陸沿岸と同じく、日本の水辺環境に共通の課題といえ

るのです。 

写真１ 水田に魚達を呼び戻す水路を遡上するニゴロブナ（滋賀県農村振興課、提供） 
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編集部より：今号より、電気不要で簡単・便利な「プロダクトメーター」を開発した横濱康継先生のエ

ッセイを連載します。「海の生き物を守る会」代表の向井宏先生も、筑波大学下田臨海実験センターで

横濱先生（同センターの元センター長）とアマモの成長実験をして論文を「J. Exp. Mar. Biol. Ecol.」

に発表して以来、ずっと研究や実習に使っていた実験器具です。特に、ニューギニア、フィジー、タイ

などの離島（無電化地帯）で重宝したそうです。単純な構造で、小・中学校の理科実験など義務教育の

現場でも活躍し得るということで、このエッセイはその授業の導入にも使える小・中学生向けの文章と

なっています。初回の今号は、導入のみご紹介します。 

 

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

 

 

 

  

はじめに 

 私たちの国でも、夏の日中に気温が 40℃近くなったり、スーパータイフーと呼ばれる強い台風におそわれ

たりするようになってしまいました。これらはすべて、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料を使っているた

めに進んでいる「地球温暖化」のためなのですが、このように私たちをおそって、生活までこわしてしまうこ

とになる「地球温暖化」とは、どのような現象で、なぜ起きているのでしょうか。 

 今（2017 年）から 35 年前の 1982 年 4 月に、46 歳という若さだった私は、三省堂から「環境と人間の科学

5」として『海藻の謎～緑への道』という著書を出版させてもらいました。けれども化石燃料を使うために大

気中の CO2（二酸化炭素）濃度が増加してしまうことや、そのために起きる地球温暖化という問題は、当時の

マスコミの話題にもならなかったため、私の「処女作」は全く注目されないままになってしまったのです。と

ころが 2016 年の春に、『海藻の謎～緑への道』の内容の一部が東京都立日比谷高等学校の入学試験で、作文

の参考資料に使われたのです。35 年前に出版された私の著書が、今頃になって注目されるようになったとい

うわけですが、それはなぜなのでしょうか。そして地球温暖化とは？ 化石燃料とは？ また化石燃料を使った

ために発生する CO2がなぜ地球をあたためてしまうのか？など、小・中学生の皆さんにはわからないことば

かりですね。それらのいろいろの「ふしぎ」も、簡単な理科の実験でわかりやすくなると気づいた私は、この

エッセイで紹介することにしたのです。<つづく> 

 

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

 

8．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。 

7. ミニフラスコ実験で地球環境を知る（1）横濱康継 
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 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 

 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。 

 

9．編集後記 

 最近、東京・千葉の海辺を走る京葉線のホームは子どもたちでいっぱいです。今年も春休みが来たなーと実感させられます（舞

浜駅にディズニーランドがあるため学校の長期休暇中は混むのです）。どの子も目をキラキラさせていて嬉しそう。きっとお財布に

は親にもらったお小遣いがたくさん入っているのでしょう。一方で、春休みからゴールデンウイークにかけては、潮干狩りもベスト

シーズンです。潮干狩りに行きたがる子どもは今どき珍しいのでしょうが、海辺の駅が干潟レジャー目的の子どもたちでごった返

すような光景も見てみたいものです。親にとっても、それほどお金が要らないので助かります。バケツやクマデ片手に目を輝かせ

ている子どもの集団に駅で出会えたら、もっと春の到来にわくわくできるのになぁ～と混み合うホームで夢想しました。（ちよ） 

 

いよいよ「今月の海の生きもの」で紹介していた海の生きものの写真が払底してしまい、今号からは「今月の海」として、海岸の風

景を紹介することとしました。かつても紹介していた海岸の写真ですが、久しぶりの復活です。もちろん良い海の生きものの写真

があれば、いつでも紹介しますので、お持ちの方はぜひご提供下さい。4 月 9 日に愛知県表浜で、砂浜調査研修会を予定してい

ます。締め切りが迫っています。春の日を浴びて砂浜をいっしょに歩いて調査してみませんか。（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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