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「今月の海」 備瀬海岸（沖縄県本部町）  

 沖縄県本部町の備瀬海岸は、沖縄の美ら海水族館から北方向へ近い。備瀬のフクギ並木は観光地とし

ても有名で、フクギ並木を

海へと抜けたところに備瀬

海岸が広がる。砂浜は余り

広くはなく、汀線から先は

浅い海にリュウキュウスガ

モなどの海草藻場が広がる。 

 近くの浅い海では、ヒト

エグサ（アーサ）の養殖も

行われている。海岸には、

アダン、ハマゴウ、グンバ

イヒルガオ、ハマユウ、ク

サトベラなどの海浜植物が

海浜植生帯を形成しているが、残念ながら後背部に小さ

な道路と簡単な護岸が造られており、半自然海岸になっ

ている。浜からは伊江島が沖に見える。 

（2011 年 10 月 22 日 向井 宏撮影） 

 

http://e-amco.com/
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【活動報告】 

●吉野川と海が出合う河口干潟の観察会を実施 

 4 月 29 日（土）に、日本一の川幅を持つ吉野川河口で、とくしま自然観察の会と吉野川ひがたファンクラ

ブが自然観察会を共催し、当会代表（向井宏）が講師を務めました。天候に恵まれ、参加者は、子どもたちも

含めて約 70 名でした。詳しい報告は、次号で行います。 

 

【活動予定】 

●５／２７ 材木座海岸で砂浜海岸生物調査 

研修会を予定 

 神奈川県鎌倉市の材木座の砂浜（和賀江島）で、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、ぜひご参加ください。もちろ

ん一日だけ体験したいという方も大歓迎です。 

日時：2017 年 5 月 27 日（土）10:00~14:00 

   雨天中止（少雨実施） 

材木座海岸南端、和賀江島向かいの砂浜 10:00 集合 

場所：鎌倉市和賀江島の海岸（材木座海岸南端） 

   および光明寺 

参加費：無料 

★申し込み：事前に下記宛に人数と氏名をお知らせく

ださい。 

持ちもの：弁当、濡れても良い靴、筆記用具、カメラ

など 

連絡先：大久保奈弥 nobuko@tku.ac.jp 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 075-741-6281 

 

※砂浜調査後、近くの光明寺で同定、データ・調査票

の整理を行います。 

 

mailto:nobuko@tku.ac.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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●７／２２ アカテガニの出産観察会 in 長島田ノ浦 

 今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。 

 

 

●（予告）シンポジウム「ヒト・カブトガニ・干潟―海は誰のもの？」（仮）を後援 

 日本には生きた化石カブトガニの生息する素晴らしい干潟がまだ残っています。カブトガニの生息する干潟

とはどんな役割があるのか？ 日本や世界の干潟はどのような現状なのか？ 

 カブトガニは今、人間の保護を必要としています。次世代にこの宝を残すために、まずは彼らの置かれてい

る現状、問題点、保全策について考えてみましょう。 

日時：9 月 24 日（日）12:50～17:00 

場所：北九州市立自然史・歴史博物館（いのちのたび博物館）１階ガイド館 

主催：広島大学大学院生物圏科学研究科 

共催：北九州市立自然史・歴史博物館、広島大学総合博物館 

後援：日本分類学会連合、海の生き物を守る会、日本カブトガニを守る会福岡支部 

 

プログラム 

12:50～13:00 開会の言葉 上田館長 

 

第１部（日本の干潟、世界の干潟）司会：大塚 攻（広島大学） 

13:00～13:40 伊庭健一郎（日本の干潟、閉鎖水域の問題）  

13:40～14:20 向井 宏（日本と世界の干潟の保全） 

14:20～14:30 休憩 

 

第２部（福岡、山口、広島のカブトガニの生息状況）司会：武石全慈（北九州市立自然史・歴史博物館） 

14:30～14:50 清野聡子（日本のカブトガニ生息地の実態、政策面など）  

14:50～15:10 和田年史（兵庫県立大学）「カブトガニ津屋崎個体群の絶滅危機の現状とそれまでの過程」 

15:10～15:30 林 修（日本カブトガニを守る会）（曽根産カブトガニの長期変動） 

15:30～15:35 休憩  

15:35～15:55 原田直宏（日本カブトガニを守る会）「山口のカブトガニ」 

15:55～16:15 小池裕子（九州大学）「干潟食物連鎖の中でのカブトガニの特徴」  

16:15～16:35 大塚 攻（広島大学）「カブトガニ保全の問題点を探る」  

 

16:35～17:00 総合討論 司会：清水則雄（広島大学）、全講演者 

 

問い合わせ先 

シンポジウムの内容に関すること 

→広島大学 大塚 攻 e-mail：ohtsuka@hiroshima-u.ac.jp tel 0846-22-2362 

会場に関すること 

→北九州市立自然史・歴史博物館 武石全慈 e-mail：takeishi@kmnh.jp tel 093-681-1011 

 

※本シンポジウムは福武財団の援助を受けました 

 

 

 

 

 

 

作画：米谷まり「かぶめちゃん・かぶあきくん」  

mailto:ohtsuka@hiroshima-u.ac.jp
mailto:takeishi@kmnh.jp
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●砂浜の海浜植物写真大募集！「フィールド図鑑（2）海浜植物」用の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、 

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 

 

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

 

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 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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◎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 第四章 厚岸町の植物」 同 2012 年 残り 1 部 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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。  

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
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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。しかしながら、

沖縄の民意を無視して辺野古の埋め立て工事が事実上、

強行されています。辺野古現地での反対運動とともに、

私たちの本土から埋め立て用の土砂を送らせない運動

も、今後重要になってきます。辺野古のちゅら海とそ

こに棲むサンゴやジュゴンなどの海の生きものをぜひ

とも守りましょう。 

 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。 

★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 

 

 

   ●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。「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）。 

★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


 

| 7 

 

 

 

 

 

  

2．クジラ 切手コレクション （7）（8）   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。 

 

 

 

 

【全国】 

●養鰻業者らがウナギ稚魚輸出解禁を要請 

 日本は、台湾向け養殖用ウナギの稚魚の輸出を、ウナギ稚魚の漁期 12～4 月に限り禁止している。稚魚漁の

ない 5～11 月は禁止していないが、稚魚がいないため、事実上周年に渡って輸出を禁止していることになる。

一方、台湾もウナギの資源管理のために、11～3 月の期間、日本への稚魚の輸出を禁止している。これは、日

本の禁輸への対抗措置とも見られている。ところが、日本へは香港からウナギの稚魚が輸出されており、香港

ではほとんどウナギ稚魚漁は行われていないため、これは台湾の禁輸を擦り抜けるための闇ルートとみられて

いる。日本の養鰻業者らで作る「全日本持続的養鰻機構」が台湾の養鰻団体や稚魚の採捕団体らと会合を持ち、

日本が経済産業大臣の輸出承認期間（5～11 月）を撤廃し、台湾での稚魚の需要が高まる 2-3 月に台湾へウナ

ギ稚魚を輸出できるようにすることによって、闇ルートをふさごうとしている。水産庁は、正式な要望があれ

ば経済産業省と協議したいとしている。闇ルートによる輸出を阻止するために、禁輸措置を解除するというの

は、およそ禁輸の意義を逆転させるもので、絶滅が危惧されるウナギの資源を保護する方向ではない。まして、

水産庁が禁輸解除に動こうとするというのでは、何のための水産庁なのだろうか。こんなことでは、いずれ日

本人がウナギを食べられなくなる日は遠くない。（文責：向井 宏） 

 

【関東】 

●東京湾でクジラ類の目撃が続く 

 今年 3 月以降、東京湾内で海棲哺乳類（クジラ類）の目撃情報が続いている。3 月 12 日に横浜沖で目撃さ

れ、4 月 16 日に京浜港、横浜沖、八景島沖などで目撃され、17 日には、千葉県富津沖で 1 頭、同じ日に横浜

沖でも 2 頭のクジラが目撃されている。21 日にも富津沖で確認された。海上保安庁では、船舶にクジラとの

衝突に注意するよう警告を出している。専門家によるとこのクジラは、コククジラだろうと思われる。コクク

ジラはかつて個体数が多かったときには、普通に東京湾へ回遊していたと言う。一時、大幅に個体数が減少し

たが、最近少し個体数が増加しているとみられている。今後、東京湾でホエールウオッチングが再開される可

能性も出てきた。（文責：向井 宏） 

【北陸】 

●富山湾で巨大深海魚イサゴビクニンを捕獲 

 富山県朝日町沖の富山湾内で巨大な深海魚イサゴビクニン 2 匹が、水深 800m 付近に仕掛けたカニ籠で生き

たまま捕獲された。イサゴビクニンは、クサウオ科の深海魚で、日本海やオホーツク海など寒い海の 300m 以

深に棲んでいる。採集された 2 匹は、体長 70cm、60cm の雄と雌で、別の日に採集されたもので、イサゴビ

クニンとしては標準的な大きさである。現在は、県内の魚津水族館に収容されている。（文責：向井 宏）  
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イサゴビクニン（北海道大学臼尻水産実験所ホームページより） 

 

 

【近畿】 

●みなべ町千里の浜でアカウミガメの産卵観察に人数制限 

 和歌山みなべ町の千里の浜では、多くのアカウミガメが上陸・産卵することで知られているが、近年になっ

てアカウミガメの産卵を観察する人が増え、ウミガメにストレスを与えている可能性がある。そのため、みな

べ町では、今年から観察する人数制限をする場合があるとして、観光客らに協力を呼びかけている。毎年 5～

8 月ころにアカウミガメが産卵のために上陸しており、夜の産卵には多くの観光客らが観察に訪れる。産卵の

観察には、みなべ町教育委員会の許可が必要である。昨シーズンは 1254 人、延べ 27 団体から観察の希望が

あった。休日の前夜などは希望が殺到し、100 人にもなることも多くなった。毎年観察者は増え続けており、

今後のことも考えると、制限もやむを得ないだろう。ウミガメの産卵を観光のために利用するのは、そろそろ

考え直した方が良い。（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●山本農水相 「開門しない」として控訴せず 

 長崎地方裁判所は、先月、長崎県の諫早干拓事業で入植した農民らの潮受け堤防の開門差し止め請求を認め、

国に対して開門しないよう命じた。これに対して、山本有二農水相は、控訴しないことを決めた。農水相は「開

門しない方針を明確にして臨む」と述べ、有明海全体へ大きな影響を与えている諫早干拓事業をそのまま継続

する意思をはっきりさせた。そしてこの裁判で国側の補助参加をしていた開門派の漁業者らの控訴も取り下げ

る手続を行った。しかし、漁業者らは、その方針に反発し、第三者として控訴した。裁判所がこの控訴を認め
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れば、地裁判決は確定しないことになり、控訴審が始まる。農水省幹部は、「（地裁判決の）確定の有無に関

係なく、開門しない方針は変わらない」と述べた。この国の姿勢は、2010 年に開門を命じた福岡高裁の確定

判決を無視する決定でもある。国が福岡高裁の確定判決に従わないという異例の事態は、今後、法治国家を自

認する日本のあり方をも問うことになるだろう。農水省は、100 億円の基金を出して有明海の環境改善を図る

和解案を用意しているが、漁業者らはあくまで開門を求めている。国が福岡高裁の確定判決に従わないことに

よる制裁金の支払いは現在も行われており、開門するまで漁業者側に支払う必要がある。現在まで、約 8 億円

が支払われている。そのため、国は漁業者側との和解協議を行いたいとしているが、農水省が開門しない方針

をはっきり打ち出したことで、和解の道はいっそう遠のいた。その場合は、国は制裁金を支払い続けなければ

ならないが、それは結局国民の税金で支払われる。農水官僚にとっては、痛くもかゆくもないのだろう。 

 今回の判決と農水省の控訴しない決定について、これまで 13 回にもわたって開門を要求する意見書を可決

し続けてきた佐賀県議会では、臨時議会で開門を求める意見書を可決する。山口祥義佐賀県知事は、「高裁の

確定判決を履行しないまま時間が過ぎ去っていく、いかがなものか」と国を批判した。佐賀県鹿島市の樋口久

俊市長は、山本農水相と会談した後、「非常に残念。（排水門を）壊せと言っているわけではない。原因を知

るために開門調査を求めているだけ」「それもしないということは将来に禍根を残す」と批判した。 

 諫早干拓事業の影響で有明海異変といわれる事態が生じたことは、研究者らの調査などによって、ほぼ明ら

かになっている。お金を出せば有明海が生き返るというものではない。農水省が自らの政策の誤りを認め、根

本的な環境改善を図らない限り、有明海はよみがえらないし、未来の人々が有明海から得られる生態系サービ

スも失われたままになる。国の政策変更がつよく望まれる。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●辺野古基地建設で、埋め立て工事を強行 

 沖縄防衛局は、4 月 25 日、多くの市民や県民の声を無視して、沖縄県名護市辺野古沖を埋め立てて、新し

い米軍基地を建設する工事に着手した。この日は、キャンプ・シュワブ沿岸の埋立予定地の周辺の護岸工事の

ための石材を海へ投入した。2014 年に安倍政権のもと辺野古建設事業が開始されて、初めて埋め立て工事に

着手したことになる。県民や辺野古の埋立・米軍基地の建設に反対する市民の反発は大きい。翁長沖縄県知事

は、同日記者会見で、沖縄県による工事の一時中止指示をまったく一顧だにせず工事を行ったことに強く抗議

し、工事差し止め訴訟や埋立承認撤回などで、なんとしても基地建設を止めると明言した。また、県民の一部

からは辺野古基地建設を問う住民投票の案も浮上している。 

 今後、政府は護岸を完成させた後、大型ケーソンを沈め、さらに埋め立て用土砂約 2062 万㎥を使って埋立

を行う予定で、埋立完成まで 4 年間を見込んでいる。埋立に使う土砂のうち、沖縄県内で入手できるのは、670

万㎥だけで、残りは奄美大島、徳之島、佐多岬（鹿児島県）、天草（熊本県）、五島（長崎県）、門司（福岡

県）、瀬戸内海（香川県、山口県）などから土砂を運ぶ予定である。海の生き物を守る会が加盟している辺野

古土砂搬出反対全国連絡協議会では、これらの地区から辺野古へ土砂を搬出させない取り組みを進めている。

鹿児島県佐多岬からの土砂搬出予定地である南大隅町では、辺野古への土砂搬出反対を訴えた同協議会の大坪

満寿子さんが町会議員に上位当選した。基地建設に反対する市民・県民は、護岸工事が始まってもけっして諦

めないと、反対の決意をさらに固めている。（文責：向井 宏） 
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●地元区長らが辺野古埋め立て承認撤回を要望 

 沖縄防衛局が辺野古の埋め立て工事に着手したことを受けて、地元の名護市汀間（ていま）区の新名善治区

長と同三原区の比嘉徳幸区長が 4 月 26 日、沖縄県庁を訪れ、県知事に埋立承認撤回を早く行うよう要請した。

新名区長は、「基地を作らせないための行政上の手続きをどんどんやってほしい」と述べ、翁長知事の決断を

促した。また、比嘉区長は、「次の世代に負の遺産を残すことはできない」と反対の決意を述べた。要請を受

けた沖縄県は、「知事も慎重に協議したいと話している。あらゆる手段で新基地は造らせないということで頑

張っている。理解してほしい」と言うにとどまり、いつどのような手段で建設を止めようとしているかは明言

しなかった。県のはっきりしない姿勢には、反対派から批判も聞かれるようになった。（文責：向井 宏） 

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

 

 

 

 

【関東】 

◆千葉県立中央博物館「深海の生きものにさわってみよう」 
メンダコやリュウグウノツカイなど、さまざまな深海生物の標本にさわってみましょう。 

当日申し込み、先着順。 

日時：2017 年 5 月 7 日（日）13:30～14:15,14:45～15:30 

場所：千葉県立中央博物館 研修室 

対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

定員：各回 30 名 

講師：駒井智幸学芸員 

費用：入場料不要、保険料不要、実費不要 

 

◆海岸生物観察会 
日時：2017 年 5 月 13 日(土)、5 月 27 日(土) 

場所：江ノ島 

集合：県営江ノ島駐車場（右図参照）11:00 

参加費：100 円 

対象：お子様～70 歳くらいまでの方 

用意するもの：バケツ、網（金魚用などの小ぶりのもの）、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ものが良。タオル（小）、観察のための採集用具（小さい網、空容器、

バケツ等）をご持参ください。その他、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：お電話でのご予約受付時間 9:00～19:00（火曜定休）TEL.0466-26-0088 

※聴覚に障害のある方は専用 FAX 0466-26-7540 

 

◆海岸の自然観察「磯と生物を観察しよう」 
日時：2017 年 5 月 13 日（土） 

※雨天・高波の場合は中止（中止の場合は朝 8 時までに参加者に連絡します） 

場所：江の浦海岸（神奈川県小田原市） 

集合：JR 根府川駅 8:30 

対象：小田原市立小・中学校の教職員、小学 4 年生から中学 3 年生までの児童・生徒 

定員：50 名 
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※定員に満たない場合のみ、小学校 1 年生から 3 年生も

保護者引率のもと参加可能 

★事前申込みが必要 5 月 1 日締め切り 

申し込み先：小田原市教育研究所 

申し込み用紙（右）はこちらからダウンロード 

 

◆「東日本大震災により流出し、東北沿岸 

から北太平洋を横断してアメリカ・カナダ 

に辿り着いた海洋漂流物について」 
ご関心を持たれる方は是非ご参加ください。 

http://www.env.go.jp/press/103808.html 

日時：2017 年 5 月 18 日（木）13:30～17:40 

場所：東京海洋大学品川キャンパス内 

   楽水会館 1 階大会議室 

主催：環境省、北太平洋海洋科学機構（PICES） 

共催：日本付着生物学会、日本ベントス学会、日本藻類

学会、日本海洋学会、水産海洋学会 

 

◆観音崎自然博物館 磯の生物観察会 
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 6 月 10 日(土) 10:00～ ※小雨決行 

集合：観音崎自然博物館（神奈川県横須賀市鴨居 4-1120） 

料金：大人 1700 円、小人 1300 円 

 

【東海】 

◆磯の生きもの観察会 

海の博物館から 20 分ほど歩くと、岩がごつごつした磯が広がります。潮がひくと生きものいっぱいのタイド

プールがあらわれ、岩のすき間や表面にウミウシ類やヒトデ類など様々な生きものを発見することができます。 

日時：2017 年 6 月 10 日（土）「春の磯の生きもの観察会」／同 25 日（日）「海辺でカニを探そう！」 

   いずれも 11:00～14:00 

場所：海の博物館（三重県鳥羽市浦村町大吉 1731-68） 

定員：20 名程度（要予約）★申し込み：海の博物館 TEL.0599-32-6006 

参加費：小学生以上 1200 円（入館料込み）※低学年のお子様は保護者も参加してください 

持ち物：濡れても良い靴、帽子、お弁当など 

 

【関西】 

◆海岸生物 観察会 

恒例の「海岸生物観察会」を、以下の予定で開催する。新舞子ほど「生物多様性」に優れ、生物の多い干潟は

余り見られないのではないか。その働きを壊すことなく、次世代に引き継いでいく責任が私たちには重くかか

っている。http://shiomaneki.info/ http://toku-k-g.sakura.ne.jp/ 

日時：2017 年 5 月 7 日（日）13:00- 

場所：兵庫県新舞子西浜「お宿 かとれあ」（兵庫県たつの市御津町黒崎 1842-14） 

講師：和田太一氏 

主催：とくしま自然観察の会＆徳島子ども劇場＆吉野川ひがたファンクラブ 

問い合わせ：TEL.088-626-2257 

http://www.ed.city.odawara.kanagawa.jp/weblog/files/education/doc/7202/74107.pdf
http://www.env.go.jp/press/103808.html
http://shiomaneki.info/
http://toku-k-g.sakura.ne.jp/
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◆堺浜自然観察会 

大阪湾生きもの一斉調査として、人工砂浜に戻ってきた生きものを探します。 

日時：2017 年 5 月 13 日（土）13:00～15:00 

場所：大阪府堺市「堺浜自然再生ふれあいビーチ」 

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/rinkai/hureaibi-ti.html 

集合：現地 13:00 

対象：小学生以上（中学生以下は保護者同伴） 

定員：30 名（メールの先着順） 

参加費：大人 200 円、小中学生 100 円（保険代を含む） 

持ち物：水筒、濡れても良い運動靴・長靴かマリンシューズ（サンダルは不可）、帽子、タオル、ひざまで水

に入れる格好で。子どもは着替えがあった方が良い。 

★申し込み：5 月 8 日締め切り。 

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)PC からのメールを受けられるメールアドレス

を記入し、標題を「5/13 ふれあいビーチ観察会申込」としてメール申し込み umi@nature.or.jp 

1 週間以内に折り返し参加可否を連絡しますので、連絡のない場合はお問い合わせください。 

主催・問い合わせ：大阪自然環境保全協会内「堺浜自然観察会」係 06-6242-8720 

 

◆海のふしぎ観察会 生き物一斉調査とアマモ場の生き物観察 

もう大阪には「自然の海はない」と思っている人も多いのではないでしょうか？ 「海のふしぎ観察会」は、

大阪湾周辺の海辺で、いろいろな海の生き物を観察してふれあい、海の生き物のおもしろさ、すばらしさ、尊

さを伝え、海を大切にする気持ちを育むプログラムです。 

http://www.nature.or.jp/observation/group/umi/ 

日時：2017 年 5 月 27 日（土） 

場所：大阪府阪南市の尾崎海岸 

集合：南海電車「尾崎駅」改札前 11:30 

（南海電車利用の場合は、難波駅 10:45 発特急サザン和歌山行きに乗り、11:23「尾崎駅」着） 

解散：14:30（現地） 

対象：小学生以上（中学生以下は保護者同伴） 

定員：30 名（メールで先着順） 

参加費：大人 300 円、子ども 200 円、1 家族 500 円（保険代、資料代） 

持ちもの：弁当、水筒、敷物、濡れてもよい運動靴かマリンブーツ(サンダル不可)、帽子、軍手、タオル、濡

れた場合の着替え、雨具。アマモのある場所まで行くためには、ひざくらいの深さまでの海の中に入る必要が

あります。水に濡れても良い服装の用意をしておくと心置きなくアマモ場の観察ができます。暑くなりますの

で水分を多くご用意ください 

★申し込み：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「5/27 尾崎海岸申込み」としてメールで申し込み umi@nature.or.jp 

1 週間以内に折り返し参加可否を連絡しますので、連絡のない場合はお問い合わせください。 

問い合わせ：大阪自然環境保全協会内「5 月 27 日海の観察会」係 06-6242-8720 

 

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/rinkai/hureaibi-ti.html
mailto:umi@nature.or.jp
http://www.nature.or.jp/observation/group/umi/
mailto:umi@nature.or.jp
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北浜海岸に漂着したアオウミガメ 

（長縄秀俊氏撮影） 

◆和歌の浦干潟観察会（第 29回） 

 ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、コメツキガニの砂団子、水際に群がるヤドカリ類、テッポウエ

ビ、絶滅危惧Ⅱ類のイボウミニナなど、たくさんの生き物を観察できます。 

日時：2017 年 5 月 28 日（日）、13:00～15:00 ※雨天中止（小雨決行） 

観察予定地：和歌山市の観海閣（妹背山）周辺の干潟 

集合時間と場所：観海閣（玉津島神社の向かい）13:00 

費用：資料 1 部 300 円（希望者のみ） 

持ちもの等：長靴または泥にはまっても良い靴（サンダル・水雪駄は泥に足を取られるので不適）。帽子、軍

手、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。 

主催：和歌山大学教育学部生物学教室 わかのうらひがた俱楽部 

問い合わせ：e-mail: tkoga@center.wakayama-u.ac.jp または 090−4499−3157 古賀まで 

※今年はあと、7 月 23 日（日）10:00～有田川河口干潟で、9 月 17 日（日）10:00～和歌の浦干潟で観察会を

行う予定です。 

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

 

 

 

 

 

 

死亡漂着したアオウミガメ 
 

 2017 年 2 月 26 日、北浜海岸にウミガメが漂着していると、瀬戸

臨海実験所大学院生の長縄秀俊氏より連絡を、画像を添付したメー

ルでいただいた。その時は、あいにくエジプトで講演をしていた。

しかし、世の中は便利になったもので、リアルタイムで画像や文書

がやりとりできてしまうのである。 

 そこで、実験所周辺海域のウミガメ記録を長年克明にとっておら

れる瀬戸臨海実験所元教員の田名瀬英朋氏とすぐに連絡が付き、詳

しいデータを受け取ることができた。「この個体はアオウミガメで、

頭部は損傷し、鱗板も一部剥離していましたが、甲の損傷は少なか

ったので測定は可能でした。直甲長 44.8cm、直甲幅 37.3cm でした。

撮影・測定後に近くに埋葬しておきました」。 

 これまで北浜にはそれほど多くのウミガメ類が漂着したことはない。また夏季に上陸してのアカウミガメの

産卵もごく稀である。しかし、2003 年から 2012 年の期間中、3 種 13 個体のウミガメ類が北浜に死骸漂着し

た記録を田名瀬氏とごいっしょに報告した。その内の 7 個体がアオウミガメで最も多かった。今回のもアカウ

ミガメやタイマイでなくアオウミガメであった。死亡原因については不明である。 

 

mailto:tkoga@center.wakayama-u.ac.jp


 

| 16 

 

 

都市と地方を結ぶ有明海の干潟再生 

 有明海は濁っているほど“健全”であるという、不思議な海です。その濁りの実態は、筑後川から流れ込む

火山性の微細鉱物粒子を核に、その周りに吸着したバクテリアや原生動物、動植物プランクトンの残渣や糞等

から成る懸濁有機物（デトリタス）です。それは、この海の生物生産において非常に重要な役割を担ってきま

した。有明海のもう一つの大きな特徴は、最大 6m 近くの干満差によって生じる広大な干潟（写真１）です。

多くの特産種など貴重な生きものが高密度で生息する基盤となっていました。それら底生無脊椎動物の主要な

栄養源は、植物プランクトンとともに懸濁有機物であり、多様な生きものを介して水中と海底土との間の物質

の循環にも大きく貢献してきました。同時に、干潟は親子連れなど多くの市民が潮干狩りを楽しむかけがえの

ない文化的価値の高い場所でもありました。 

 20 世紀後半の 50 年間に、筑後川河川敷から大量の土砂の取り上げ、筑後大堰の設置による大量の取水、諫

早湾奥部の締め切りと広大な干潟の干拓等、陸と海のつながりの大規模な分断が続き、必然的に干潟の消失や

劣化をもたらしました。当然の帰結として、

アサリはもとより、タイラギ・アゲマキ・ウ

ミタケ・ハイガイ等の貝類は壊滅状態となり

ました。最大 9 万トンも漁獲されたアサリは

1990 年代終わりには数千トン以下に激減し、

近年では千トンを切るまでに至っています。

さらに深刻な問題は、中国等外国産のアサリ

を大量に輸入して干潟に放流し、回収後に

「熊本産アサリ」等として都会のスーパーマ

ーケットに出回る現実です。この問題の解決

の鍵はそのことを見抜く都会の消費者にあ

ると言えます。 

 わが国の沿岸環境と沿岸漁業再生の「試金石」と位置づけられる有明海を再生に向かわせるには、国民的課

題としての理解が不可欠だと思われます。そのためには、有明海から遠く離れた都会の人々が有明海の現実を

五感で体感してもらう機会を増やし、さらに現地で頑張る市民や漁民の有明海再生の取り組みを『自分ごと』

として支援する（協同する）道を開くことが不可欠と言えます。その初期段階の取り組みが始まっています。 

 2011 年から漁民と市民ならびに研究者が協力して取り組まれてき

た佐賀県藤津郡多良町の干潟において、漁師が漁場を提供し、NPO

法人関係の市民や若者が実験場の世話を行い、干潟再生の環境改良材

などを大阪の市民（シニア自然大学校「自然学講座」有志）が提供す

る共同実験の試行です。2016 年 10 月に 100 平方メートルの実験区 

 

6. 有明海と三陸の水辺から（53）     田中 克 

写真 1 有明海湾奥部、筑後川河口域に広がった広大な干潟 

（2001 年 5 月） 

写真 2 干潟再生実験の成果を調べる自然学 

講座有志の皆さん(飯田正恒さん撮影） 
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第 1 章 地球温暖化と CO2（二酸化炭素）：光合成とは、呼吸とは、化石燃料とは  ←今ここ 

第 2 章 化石燃料を燃すと：呼吸と燃焼、呼吸と光合成の測定、楽しいミニ実験で知る 

を設定し、環境中に溶存態の鉄を供給して植物プラン

クトンの生産を促進し、鉄要求微生物の活性を高める

ことが期待されるキレートマリン（日の丸カーボンテ

クノ（株）製造販売：2016 年度に環境省より先進的環

境技術との認定を受ける）を投入し、その成果を確認

する調査が 2017 年 4 月 9 日に行われ、投入区のアサ

リは対照区の 2 倍以上の密度で生息することを有志の

皆さんが実際に実感され（写真２，３）、今後も参加

者の輪を広げ、継続的により精度の高い多面的な調査

を進める期待が膨らみました。今後のモデルに成長す

ることが期待されます。                  写真３ 採取したアサリを選別し殻長などを 

測定する有志の皆さん（飯田正恒さん撮影） 

 

 

 

※小・中学生向けエッセイ 

第 1章 地球温暖化と CO2（二酸化炭素） 

呼吸とは 
 植物の葉でいとなまれる光合成でつくられたブドウ糖などの栄養は、植物自身の体内でも利用され、成長

に役立ったり、果実や種子の材料に使われたりしますが、分解されてエネルギーが利用されることもありま

す。そのようなエネルギーは、太陽光から変わったものなので、植物は光合成をいとなんで太陽光からブド

ウ糖などの栄養に取り込んだエネルギーを、分解して利用していると言えます。このように、光合成でつく

り出した栄養を分解してエネルギーを取り出すはたらきは、呼吸と呼ばれるのですが、緑色の葉を茂らせた

植物は、光合成そしてその正反対の呼吸という 2 つのはたらきを、うまく使い分けているのです。けれども

ヒトのような動物は、呼吸はいとなむけれど、光合成はいとなまず、呼吸に必要な原料は植物から分けても

らっているのです。 

 植物の光合成では、二酸化炭素（CO2）と水（H2O）が材料で、これらの結合に太陽光のエネルギーが使

われるということは説明しましたが、これと正反対の現象が呼吸なのです。ただし、光合成でつくられたブ

ドウ糖などが、二酸化炭素と水に分解されても、エネルギーは光にもどることがなく、熱や力になるのです。

つまり光合成と正反対の呼吸という反応では、エネルギーが光にもどらないのですが、植物体を燃やすと光

が発生します。けれどもこれは呼吸ではなく、燃焼と呼ばれています。このように、私たちのまわりで成長

した植物を燃やす「燃焼」も二酸化炭素を発生するのですが、同じように二酸化炭素を発生する石炭・石油・

天然ガスの「燃焼」とくらべると、私たちにとって、価値が正反対なのです。<つづく> 

7. ミニフラスコ実験で地球環境を知る（3）横濱康継 
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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。 

 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 

 早いもので 5 月に入り、大型連休が始まりました。きっと気が付けば夏休みになっていて、次は、あれ、もう年末だ……なんて呆

然としそう。歳ごとに時の流れは加速する一方なのに、相変わらず、楽しい時はあっという間に過ぎ、苦しい時は長く感じるから不

思議です。この一定しない時間感覚を持ちつつ、長い地球の歴史のたった 100 年かそこらを走り抜けるのが人生だと思うと、さら

に不思議な気持ちになります。時間と言えば、ゾウやネズミの時間を比較した著書で知られる本川達雄先生の新刊『ウニはすご

い バッタもすごい』が、書店で平積みになっていました。奥付を見ると 4 版。生物学者の本が重版になる世の中、捨てたものでは

ありません。「ナマコ天国」という章に惹かれ、私も衝動買いしました。持ち分の時間を工面して、読み進めたいです。（ちよ） 

 

 復帰後の開発ラッシュで、希少になってしまった沖縄島のサンゴ礁だが、最後のとりでともいうべき大浦湾を埋め立てて、アメリ

カ軍の新しい基地を作る工事が、始まってしまった。悲しく情けない思いが続く。日本に 3 頭しかいないと言われてきたジュゴンの

生存を脅かすことになる辺野古沖の埋立も、沖縄島で残されたもっとも広い海草藻場なのだが。一方で、明るいニュースもあった。

西海岸の古宇利島付近で親子連れのジュゴンが発見されたという。一年以上前に見つかったらしいが、沖縄防衛局は、このニュ

ースを積極的に公開することはしなかった。どうやら雌のジュゴンが新しい子どもを出産したらしい。新しく生まれたジュゴンの餌

場が確保され、そしてジュゴンの個体群が復活できる環境が残されるようにと願う。きな臭い戦争の臭いのする新しい基地を作る

なんて、もう止めにしてもらいたい。一切の武器も防衛手段も持たないジュゴンの生き方に学び、ジュゴンと一緒に生きていける沖

縄を取り戻したい。 

前号の切手シリーズ(6)で、編集の都合で下部が切れてしまいました。切手集の編集・提供をしていただいた立川賢一さんには、

深くお詫びいたします。（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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