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「今月の海の生き物」 バフンウニ Hemicentrotus pulcherrimus  

 棘皮動物門ウニ綱ホンウニ目オオバフンウニ科の一種で、北海道南部から九州までの沿岸各地の潮間

帯下部から浅海に生

息する普通種。棘は

比較的短く、暗緑色

を呈する。写真は、

バフンウニの子ども

と見られるが、全身

白色で、バフンウニ

のアルビノと思われ

る。アルビノのウニ

は珍しいが、稀に見

ることができる。バ

フンウニは、その生

殖腺を一般に食用と

するが、生殖時期に

は苦みが強く食用には適さない。苦みの成分はプルケリミンと呼ばれる物質で、無毒だが苦みが強い。  

                 （神奈川県横須賀市長井の荒崎海岸にて 池上喜代壱氏撮影） 

http://e-amco.com/
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海の生き物を守る会は本日、 

創設 10 年を迎えました。 
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※今号は当会の活動を中心にお届けするため、いくつかの連載記事を休載とさせていただきます 

 

 

海の生き物を守る会は本日、 

創設 10 年を迎えました。 
 

これまで活動を支えていただいた会員及び支援団体の皆様に感謝いたします。 

今後とも、活動に参加して、ともに海の生き物と環境を守っていきましょう。 

ありがとうございました。 
【活動予定】 

●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の長島田ノ浦で、「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。 

 

日時：2017 年 7 月 22 日（土）10:30～23 日（日）9:00 ※雨天中止（少雨実施） 

場所：上関町長島田ノ浦海岸（上関原発予定地） 

集合：上関町四代港駐車場 

日程：22 日 10:30～（四代から田ノ浦へ移動）、昼食後、田ノ浦で海水浴と海の生きもの観察会、夕食後、日

没を待って田ノ浦でアカテガニの放仔観察。「上関まるごと博物館」および「ひよりみ荘」で宿泊。23 日朝食

後、解散。 

参加費：大人 4000 円程度、子ども 2000 円程度（宿泊費／食費含む） 

定員：30 名（申し込み順） 

準備するもの：懐中電灯、濡れても良い歩きやすい靴（山道を歩き、海岸でも歩きます）、水着（昼間の海水

浴のために）、天候によっては雨対策も必要です。 

★申し込み：高島美登里 FAX:0820-62-0710 midori.t@crocus.ocn.ne.jp 締め切り：7 月 8 日（土） 
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作画：米谷まり「かぶめちゃん・かぶあきくん」 

●シンポジウム「ヒト・カブトガニ・干潟―海は誰のもの？」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。 

 

※本シンポジウムは福武財団の援助を受けました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2017 年 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 環境省（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： 

・シンポジウムについては、広島大学 大塚 攻 e-mail：ohtsuka@hiroshima-u.ac.jp tel 0846-22-2362 

・会場については、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 

mailto:ohtsuka@hiroshima-u.ac.jp
mailto:takeishi@kmnh.jp
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●北海道にも夏が訪れました。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。 ※既に撮影済みはグレーで表示------------

- 

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 

 

 

 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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現在まで279枚、144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の調査です。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、「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 279 枚の調査票が寄せら

れ、全国 144 カ所の砂浜で調査が行われました。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。ご協力をお願いします。 

 

【活動報告】 

●鎌倉市材木座海岸で砂浜海岸生物調査研修会を実施 

 5月 27日（土）に鎌倉市の材木座海岸の砂浜で、海岸生物調査の研修会を行いました。心配した雨

も降らず、雲ひとつ無い快晴とな

り、材木座海岸からは、富士山がみ

ごとに望めました。親子連れも含め

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 

砂浜と磯の境界あたりで、海の 

生き物を観察する参加者たち 

http://e-amco.com/research
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て 24名（他スタッフ 4名）の参加がありました。材木座海岸の北端は、かつての貿易港＆人工島「和

賀江島」があったところで、昔の和賀江島の名残の岩が砂浜とは異なる環境を提供しており、砂浜海岸

生物調査は、同時に磯の生物観察を兼ねることになりました。お陰で多くの生き物が観察でき、参加者

も大喜び。久しぶりの海遊びを楽しみました。採集した後は、近くの光明寺へ移動。本堂をお借りし

て、採集した生き物たちの同定や、ツメタガイの卵塊を顕微鏡で観察するなどの学習を行いました。 

 当日観察できた生き物は：魚類では、ホタテウミヘビ、カサゴ、イソギンポ、ヘビギンポ、アミメハギ。

巻貝では、マツバガイ、アカニシ、ボ

ウシュウボラ、ツメタガイ、クボガ

イ、エビスガイ、ウラウズガイ、イシ

ダタミ、スガイ、ムシロガイ、サザ

エ。ヒザラガイ類では、ケムシヒザラ

ガイ、クサズリガイ、ウスヒザラガ

イ。ウミウシ類では、アオウミウシ。

二枚貝では、アサリ、ハマグリ、アコ

ヤガイ、フジノハナガイ。 

 棘皮動物は種数が多く、イトマキヒ

トデ、ヌノメイトマキヒトデ、ヤツデ

ヒトデ、スナヒトデ、ヒラモミジガ

イ、クモヒトデ、ムラサキウニ、バフ

ンウニ、サンショウウニ、コシダカウニ、マナマコ、フジナマコ、キンコ。甲殻類としては、オオギガニ、

コブシガニ、モクズガニ、ツノガニ、ヒライソガニ、イシガニ、ガザミ、カニダマシ、イソスジエビ、テッ

ポウエビ、モエビ、ウミクワガタ、フナムシ、ハマトビムシ。その他には、多毛類のウロコムシ類、扁形動

物のヒラムシ、海綿動物のカイメン類。海藻には、マクサ、キリンサイ、カジメ、アラメ、ウミウチワ、ヒ

ジキ。海草は、アマモ、コアマモの群落も見られた。浜の上部は、人工護岸があるが、その一部からは、ハ

マダイコン、ハマボッス、ツルナ、ハマヒルガオ、ラセイタソウ、コマツヨイグサ、コウボウシバなどの海

浜植物も観察された。合計 70種以上の動植物を観察することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光明寺本堂で生きものの観察と同定を行う 

写真 2 熱心に観察を続ける参加

者 

たち。材木座海岸（和賀江島）に

て 
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●「小坪海岸 102」を発行 

 海の生き物を守る会では、昨年行った神奈川県小坪海岸での観察会

の結果を小冊子「小坪海岸 102」にまとめて刊行した。冊子には、オ

リンピックのために開発されようとしている小坪海岸の自然と人々の

生活を記載し、さらに昨年の観察会によって発見された 102 種の海

の生き物のリストを掲げ、さらに主要な生きものの写真を掲載してい

る。編集は、会員の大久保奈弥さん。 

希望者には本冊子を進呈しますので、お知らせ下さい。なお、申し

訳ありませんが、送料をご負担願います。 

 

 

 

 

 

 

 

●シンポジウム「奄美の森と海のつながり」を奄美市で開催 

 6 月 10 日、奄美市名瀬公民館金久分館において、海の生き物を守る会と自然と文化を守る奄美会議の共催

で、シンポジウム「奄美の森と海のつながり～水と砂の流れを考える～」が行われました。奄美大島は、徳

之島、沖縄島北部、西表島とともに、世界自然遺産への登録に向けて働きかけが行われていますが、世界自

然遺産には、海が軽視されています。しかし、海と森は密接なつながりを持っています。このシンポは、奄

美大島の自然を作り上げる川や海など水が作用する場所に焦点をあてて議論し、現在の奄美大島の実情が世

界自然遺産にふさわしいのか、という問いかけがなされました。また、現地からの報告は、護岸建設が計画

されている南部で残された唯一の自然海岸である嘉徳海岸と採石場からの赤土の流入に泣かされている市集

落からの報告は、切実なものがありました。参加者は、予想よりも少なく 60 名程度でしたが、活発な意見交

換も行われました。しかし、世界自然遺産に島の人々はあまり関心を持っていないように思われました。今

後、IUCN（国際自然保護連合）による現地調査が行われますが、沖縄島とともに奄美大島の森と海を国際
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的に守っていくために、今後の取り組みが求められています。このシンポは、日本自然保護協会に後援して

いただきました。 

 

 

 

 

 

 

熱心に講演を聴く参加者たち 

       ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採石場から流出する土砂と濁水を持ち

込んで訴える市集落の榮さん → 

 

 なお、このシンポジウムは、牧口光

彦さんのご厚意で、CD に収録してあ

ります。CD をご希望の方は、事務局

までお知らせください。6 月 22 日に

は、奄美テレビが、このシンポジウム

講演内容を 1 時間番組として放送しま

した。 

  

奄美新聞 2017.6.8 
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南海日日新聞 2017.6.12 

奄美新聞 2017.6.12 
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●絶滅危惧種が 6種も 奄美大島嘉徳海岸で海岸生物調査を実施 

 2017 年 6 月 11 日、奄美大島の嘉徳海岸（鹿児島県大島郡瀬戸内町）で、海岸生物調査と観察会を行いま

した。この砂浜調査と観察会は、日本自然保護協会との共催で、自然と文化を守る奄美会議に後援していた

だきました。嘉徳海岸は、奄美大島で唯一集落の前に護岸がない自然海岸です。しかしそこでは、現在コン

クリート護岸を作る計画が進んでいました。参加者は、16 名。スタッフ 5 名とともに、砂浜の様子や、生き

ものの観察・採集、海浜植物の観察を行いました。採集したものは、嘉徳集会所で観察・同定を行い、合計

70 種におよぶ生物が観察されました。集会所では、参加した中学生がピアノの演奏を披露するなど、なごや

かで楽しいひとときを過ごしました。  

 

 

 

 

 

嘉徳集会所で採集物の同定や観察をす

る参加者。参加した中学生のピアノ演

奏に感動 ↓ 

 この日は、砂浜に生息・生育している動

植物の調査を行い、漂着した動物の遺骸に

ついても調査した。貝類については、山下

博由氏（貝類多様性研究所）が同定を指導

した。 

貝類：貝類については、一部生息している

ものを含め、漂着している殻を中心に調査

を行った。その結果、60 種以上が見いだ

南海日日新聞 

2017.6.9 

三々五々、砂浜で生きもの

を探す参加者たち 
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され、そのうちレッドデータ種 6 種が発見された。ナガタママキ（絶滅危惧Ⅰ類）、ホシヤマナミノコザ

ラ、トウカイタママキ（絶滅危惧Ⅱ類）、タイワンキサゴ、ナミノコガイ、キュウシュウナミノコ（準絶滅

危惧）の 6 種の絶滅のおそれのある貝類が確認された（括弧内は環境省レッドリストの評価）。これらは細

砂の砂浜・浅海底に生息する種で、いずれの種も琉球列島での生息地はごく少ない。ナミノコガイは、古い

殻しか確認されず、現在は生息していないと思われるが、今後精査が必要である。 

海浜植物：今回の調査では、嘉徳海岸の海浜植物帯には、アダンの海岸林が形成されており、その下部およ

び前面には、グンバイヒルガオ、ハマゴウ、コマツヨイグサ、クロイワザサ、ハマアカザ、ハマユウ、シロ

バナセンダングサ、キダチハマグルマが生育している。とくに、今回注目すべきは、回復した砂の斜面でグ

ンバイヒルガオが定着し、砂の固定や流出を食い止める機能を果たしつつあることで、少なくとも数ヶ月以

上、砂が安定していることを示している。 

 

●嘉徳海岸の護岸建設計画に要望書を提出 

 海の生き物を守る会と自然と文化を守る奄美会議では、奄美大島で唯一残る集落の前にコンクリート護岸

の無い自然海岸である嘉徳海岸に、鹿児島県が計画している護岸建設工事をできる限り環境に影響を及ぼさ

ないように再検討することを要求し 6 月 9 日に口頭で話し合いを行った。その後、6 月 11 日の嘉徳海岸調査

に基づき、再び鹿児島県・瀬戸内町・嘉徳区長あてに要望書を提出した。嘉徳海岸では、今回の調査によっ

て 6 種の絶滅危惧種が発見された。また、毎年のようにウミガメが上陸・産卵しており、過去には日本で唯

一オサガメの上陸・産卵が記録されている。 

 鹿児島県大島支庁の計画では、嘉徳海岸の全面に高さ 6.5m のコンクリート護岸を建設するとしている。

しかし、工事計画で生きものへの影響を考慮したのは、オカヤドカリ類だけで、対策としてはコンクリート

護岸に幅 10cm ほどの斜面を取り付け、護岸に土管を通してオカヤドカリの通路を作るというもの。土管は

あっという間に砂に埋もれるだろうし、護岸の前の砂は反射波によって持ち去られることになるだろう。こ

の貴重な自然海岸を守ることなく、世界自然遺

産を言うことはできない。一方、鹿児島県議会

で議員の質問に答えて、県の土木部長は、現状

の計画を見直し、専門家や地元の住民を含めた

検討会を持ち、現状の計画を見直したいと述べ

た。 

 

 

 

 

  

 

 

  
今年2月に住民に説明された護岸建設計画 
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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

の美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、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。故郷の

山を守り、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（送料ご負

担）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 冊に限り無料でお送りします（送料のみご負担くださ

い）。 

 

 

★ご希望の方は送り先と部数を向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください 

 

 

 

 

 お知らせコーナー 

冊子代金＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 九二八店 普通 0284839（記号番号 19230-2848391）ムカイヒロシ 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp


 

13 

 

  

2．クジラ切手コレクション （13）（14）   立川賢一 
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【国際】 

●調査捕鯨を法律で国の責務に 

 共謀罪の採決を強行する陰で、オーストラリアなど世界各国が非難しつづけている日本の「調査捕鯨」を

法律で「国の責務」と位置づけし、「調査捕鯨」の継続のために国が財政支援を続けるなどとした新しい法

律「商業捕鯨実施のための捕鯨科学調査実施法案」が、いつの間にか通ってしまっていた。海の生き物を守

る会も加わった非難声明も無視され、民進党など野党も賛成に回るなど、まるで捕鯨では翼賛体制ができあ

がっているようだ。反対したのは２人だけ。国際司法裁判所で断罪された日本の「調査捕鯨」、これからも

世界から非難が寄せられ続けるだろう。本当の調査とはほど遠い日本の「調査捕鯨」。クジラを捕るための

「調査」を止め、鯨を殺さないでクジラ個体群の再生のための調査を行うべきだ。（文責：向井 宏） 

 

【東北】 

●八戸港で 7月から「調査捕鯨」 

 水産庁は、国際司法裁判所から「調査捕鯨」を禁止されたあと、捕鯨頭数を減らして、調査内容について

も見直すとして、1 年間捕鯨を中断していたが、新しい計画の下、昨年から「調査捕鯨」を再開した。これ

にはオーストラリアを始め、多くの国から批判が集まっている。今年 6 月に「調査捕鯨実施法案」が可決さ

れたことを受けて、7 月から青森県八戸市の八戸港を新たな拠点にした、ミンククジラの「調査捕鯨」を行

う準備を進めている。捕鯨は北海道周辺の近海で行われ、八戸港に水揚げされる予定。八戸港の魚市場で

は、これまでも「調査捕鯨」のクジラ肉が販売されていたが、拠点港となれば入荷量は大幅に増加すると思

われる。この近海「調査捕鯨」は、これから 12 年間実施される予定で、地元の水産関係者は、八戸港の拠点

化に期待を寄せている。（文責：向井 宏） 

 

 

【中四国】 

●上関原発予定地で追加ボーリング調査へ 中国電力 

 山口県上関町の長島田ノ浦は、中国電力が上関原発を建設する計画を進めている海である。ここでは、

2011 年 3 月までに、埋立のためのボーリング調査が行われてきたが、福島第一原発の事故以来、埋立計画は

中断してきた。国も新しい原発建設については、ゴーサインを出していない。ところが、中国電力は、田ノ

浦で追加のボーリング調査を準備ができ次第、実施すると発表した。5 月 24 日には、中電の社員が祝島へや

って来て説明をしようとしたが、約 60 名の島民が桟橋で中電の社員の上陸を拒んだ。原発反対の島民の会で

は、中国電力にボーリング調査を行わないよう、申し入れた。（文責：向井 宏） 

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。 
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●祝島へ 漁業補償金受け入れの策動が続く 

 山口県上関町の上関原発建設計画に反対し続けている山口県漁協祝島支店に、なんとかして漁業補償金を

受け入れさせようとして、5 月 10 日に県漁協職員 3 名が祝島へ乗り込んで、漁協組合員集会が開催された。

集会では、決算報告と赤字補填の承認がされたが、そのあと、議題に無い「漁業補償金を赤字補填に充てる

ために部会の総会を開催する案」が、突然提案された。しかし、組合員の反対により、その案は通らなかっ

た。ところが、6 月 14 日に「5 月 10 日の修正案に対する意思確認について」という文書が祝島の組合員に

配布され、再び「漁業補償金を赤字補填に充てるために総会を開催する案」が突然提案された。山口県漁協

は、祝島の組合員に漁業補償金を受け取らせ、上関原発建設の承認に繋げようとさまざまな手段で迫ってい

る。しかし、組合員の多くは、補償金の受け取りを拒否して亡くなった漁業者の意思を尊重して、今後とも

補償金の受け取りを拒み続けることを表明している。このところ、中電が追加ボーリング調査を実施すると

表明し、漁協が補償金の受け取りを強要しようとしていることなど、安倍内閣がアベノミクスの浮揚のため

に、原発の再稼働だけでなく、新しい原発の建設へ舵を切ろうとしている兆候が現れている。上関の海は奇

跡の海とも言われ、希少な生物たちが次々と発見されているため、埋立を許さない運動を、さらに強めてい

く必要がある。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●深海魚リュウグウノヒメを五島で発見 

 長崎県五島市岐宿町の沿岸で、体長 30cm ほどの深海性の珍しい魚「リュウグウノヒメ」が発見された。

シマガツオ科の魚であるリュウグウノヒメは、背びれや尻びれが大きく広がる特徴的な形態をしており、国

内で目撃されることは非常に珍しい。発見したのは五島市の映像作家上田浩一さん。上田さんは長崎県の生

物学会にも所属しており、生きものに関心が深い。この日は、海岸で夕方の景色を撮影していて、海面を

弱々しく泳ぐリュウグウノヒメを見つけた。20 分ほど観察し撮影したが、その後、元気に潜って行ったとい

う。（文責：向井 宏） 

 

●藻場を守る活動 長崎大学のダイバーらがウニの駆除に協力 

 長崎県長崎市外海地区の沿岸では、15 年ほど前から磯焼け現象が見られ、海藻の藻場が消失しつつあり、

沿岸漁業にも影響が現れている。地元漁業者らの団体は、補助金を受けて藻場の保護に取り組んでいる。こ

の磯焼けの原因の一つと言われているウニの食害を減らすために、一辺 50m のフェンスを海中に設け、その

中のウニを集中的に除去して藻場の再生を図っている。ただ、これまでは舟の上からウニを突き刺して除去

していたが、効率が悪いため、潜水によってウニの除去をしようと、水産土木建設技術センター（東京）が

長崎大学スキューバダイビングサークルの学生に呼びかけて、女子学生ダイバー5 名がウニの除去に協力し

た。5 人で約 500～1000 個のムラサキウニやガンガゼを殺したという。参加した学生ダイバーは「環境保全

に協力できて嬉しい」「磯焼けを考えるきっかけになった」と話している。磯焼けは、温暖化にともなう海

水温の上昇と、ウニなどの異常繁殖で起こると考えられており、ウニの除去は海藻藻場の再生には一定の効

果があるが、あくまでこれは対症療法であり、根本的な解決とは言いがたい。学生ダイバーたちは、この経

験をきっかけに、磯焼けを引き起こす人間の行為を考えてもらいたい。（文責：向井 宏） 
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●千々石海水浴場を閉鎖 砂浜が消えた 

 長崎県雲仙市の橘湾にある千々石（ちぢわ）海岸では、10 年ほど前から砂の減少が続き、海底の岩が露出

するなど環境が大幅に変化している。2km にわたる千々石海岸は、「日本の白砂青松 100 選」に選ばれてい

るほどの砂浜があり、後背地には江戸時代に植林された黒松の林が風光明媚な環境を作っており、海水浴場

としても多くの市民に利用されてきた。雲仙市では、この事態を受けて海水浴場を閉鎖すると発表した。砂

の減少で海水浴客が怪我をする可能性が出てきたためだ。今後は同市の観光や景観への影響が心配されてい

る。市によると砂の減少の原因は不明だという。5 年ほど前に河口に堆積した砂を浜に入れる「サンドリサ

イクル」を行ったが、効果はほとんど無く、今後も続けることは費用面からしてもできないとして、「日本

の白砂青松 100 選」の辞退も考えているという。全国で起こっている砂浜の減少は、その原因がダム・砂防

ダムなどの建設、港湾・防波堤の建設、河川改修、海砂の採取などが挙げられており、雲仙市ではそれらの

原因を考察したとは思われず、安易な解決策を選んでいるようにも思われる。他の海岸で行われているよう

な護岸や防潮堤の建設によらない選択は歓迎できるが、原因を追及する姿勢を忘れないで欲しい。（文責：

向井 宏） 

 

●宮崎県で海岸 38kmに防潮堤の建設検討 

 宮崎県は、県内の 13 海岸延べ 38km にレベル 1（L1）の津波対策として、防潮堤を建設することを検討

していると表明した。6 月定例県議会で県の土木整備部長が質問に答えた。L1 津波（100～200 年に一度く

らいの頻度で起こる津波）は、宮崎県の海岸では、高さ 3.6~5.8m と予想されており、防潮堤の高さは、こ

れを 1m 以上超えるものになると思われる。三陸海岸で建設されたような、人と海を隔て生き物の多様性を

減少させる巨大防潮堤の建設を、日本中で行うことのないように、行政はもっと叡智を働かせるべきだろ

う。（文責：向井 宏） 

 

 

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

 

 

【関東】 

◆サザエの記載者 福田宏さんの特別講演会 

 名古屋貝類談話会の 2017 年 7 月の例会は一般公開の特別講演会を開催します。この講演会は会員のみなら

ず一般の方への公開講演会となります。 

日時：2017 年 7 月 9 日（日）13:00～16:30 ※1F ロビーで 12:50 頃より受付 

場所：名古屋南生涯学習センター・視聴覚室 

定員：50 人 

講師：岡山大学 福田 宏博士 

今年新種記載されたサザエや貝類にまつわる特別講演会「サザエは今年新種に！！」 

（多くの人々は貝類をいかに認知しているか／1945 年 8 月 10 日，昭和天皇・東条英機・サザエの学名） 

主催：名古屋貝類談話会 http://www.geocities.jp/nagoya_kairui_danwakai/ 

https://www.suisin.city.nagoya.jp/system/institution/index.cgi?action=inst_view&inst_key=1164771691
http://www.geocities.jp/nagoya_kairui_danwakai/
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★申し込み：以下の談話会アドレスへの住所、氏名の申し込み連絡が必要です。連絡があった方には受付番号

を返信させていただきます。nagoya_kairui_danwakai@yahoo.co.jp 

 

【関西】 

◆京都大学白浜水族館 夏の企画展「ヤドカリと貝殻：生態と芸術」 

 世界で活躍する現代美術家の AKI INOMATA さんのヤドカリ作品と、京都大学白浜水族館のヤドカリ研究

の成果のコラボレーション企画です。皆様のご来場をお待ちします！ 

開催期間：7 月 8 日（土）～10 月 1 日（日） 

会場：京都大学白浜水族館 

AKI INOMATA プロフィール：現代美術家。東京藝術大学大学院卒。多摩美術大学非常勤講師。早稲田

大学嘱託研究員。ヤドカリなどの生物と人工物の組み合わせの作品を発表し、社会におけるさまざまな境

界を問いかけるプロジェクトを展開している。主な作品に、ヤドカリに 3D プリンターで作成した透明な

合成樹脂のやどを背負わせる「Why Not Hand Over a “Shelter” to Hermit Crabs?」シリーズなど。 

http://www.aki-inomata.com/ 

 

◆第 15回 有田川干潟観察会 

 ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、多数のアシハラガニやトビハゼ、ヤドカリ類、ウミニナ類、コ

ゲツノブエなど、たくさんの生き物を観察できます。雨天中止（但し、小雨決行）。 

日時：2017 年 7 月 23 日（日）10:00～12:00（自由解散） 

観察予定地：有田市立病院（和歌山県有田市宮崎町６番地）前の干潟 

集合：10:00 に箕島中学校南側の川沿いの駐車場（JR 箕島駅から徒歩５分）※事前の参加申し込みは不要 

費用：資料一部 100 円※希望者のみ 

服装や準備物、その他注意点：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、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 

問い合わせ：tkoga@center.wakayama-u.ac.jp Tel：073-457-7334 または 090-4499-3157，古賀まで 

 

【中四国】 

◆吉野川河口「今」「明日」を考えるフォーラム 

 「今」吉野川河口干潟は徳島の宝です。多様な価値についてもう一度確認し、私たちのくらしと生物多様性

を支える吉野川の豊かさを見つめ直しましょう。「明日」これからの吉野川河口干潟のあり方について多様な

視点から考え、語り合うフォーラムです。※次頁のちらし参照 

日時：2017 年 7 月 8 日（土）13:00~17:00 

場所：徳島大学工業会館メモリアルホール 

参加費：無料 

プログラム 

第 1 部 世界や日本全体の視点から吉野川を見る 

第 2 部 吉野川のこれまでとこれから～河口に注目して～ 

主催：とくしま自然観察の会 

mailto:nagoya_kairui_danwakai@yahoo.co.jp
http://www.seto.kyoto-u.ac.jp/aquarium/
http://www.aki-inomata.com/
mailto:tkoga@center.wakayama-u.ac.jp
http://www.tokushima-u.ac.jp/kgk/ourhall/
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共催：徳島大学環境防災研究センター 

問い合わせ先：とくしま自然観察の会 

Tel&Fax: 088-623-6783 

kansatsunokai@gmail.com 

 

 

【九州】 

◆天草と辺野古の海を守る 講

演と DVD上映会 

 辺野古の新米軍基地は、普天間飛行

場の代替施設と言われていますが、凄

い基地なのです。滑走路 2 本、ヘリパッ

ド 3 カ所、弾薬庫、燃料施設、係船機能

付護岸等々。アメリカ頼りの日本政府

は、200 年は持つという豪華軍事基地を

大盤振る舞いです。こんなうまい話に

アメリカ軍は大喜び。どんなに沖縄県

民が反対しても、聞く耳を持ちません。

しかし……沖縄の人々は決してあきら

めません。粘り強く闘っているのです。 

日時：2017年 7月 8日（土）13:00~15:30 

場所：ウイングまつばせ（宇城市松橋総

合体育文化センター）視聴覚室 

開催協力費：500 円 

プログラム 

「御所浦を海のゴミ捨て場にするなー！」森恵慈さん（御所浦まちづくり協議会長） 

DVD とお話「ジュゴンの住む海を埋め立てるなー！」辺野古土砂搬出反対熊本県連絡協議会・事務局 

主催：うき九条の会（代表 宇土泉爾） 

連絡先：うき九条の会 090-7478-1791（高田幸夫） 辺野古土砂搬出反対熊本県連絡協議会  

mailto:kansatsunokai@gmail.com
http://www.uki-wing.jp/
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高津川流域における高校生の森里海連環教室 

 島根県西部の一級河川高津川は本流にダムがなく、何回も水質日本一の評価を受けた清流として知られてい

ます。アユのメッカであることはもとより、ニホンウナギ、モクズガニ、テナガエビ、サクラマスなど川と海

を行き来する生きものに恵まれてきました。自然が豊かな島根県はこの間、高校生の「島根留学」に力を入れ、

流域の津和野高校や吉賀高校には多くの山村留学的な高校生が全国から集まっています。高津川の水源となる

安蔵寺山のふもとに「日本に健全な森をつくり直す委員会」（委員長養老孟司さん）が本拠を置き、森里海連

環学を基本に、津和野町と協同で美しい森づくりが進められています。 

 高津川中流に位置する津和野高等学校は森里海のつながりの重要性を認識され、この 2 年間に講演会／ワー

クショップや森里川海体験サマーキャンプなどを実施されてきました。その流れを定着･発展させるために、

今年度は座学とフィールドでの実習をセットにした森里海連環学の特別コース（正課とは別に）が取り組まれ

ています。高津川上流の森の吉賀高校、中流の里の津和野高校、そして河口域の海の益田高校の 3 校が連携し、

海の教室（春）、里の教室（夏）、森の教室（秋）が計画されています。その第 1 回として、津和野高校の廣

田理史先生（生物担当）の主導のもとに、森里海連環学の講義とその内容を現場で確かめる「稚魚採集から学

ぶ～森里海連環学～」が 4 月 29 日と 30 日に開催されました。 

 初日の講義では、ヒラメ稚魚の生態をモデルに森里海連環の仕組みやその意義に関する話をしました。2 日

目にはそのことを現場で体感する実習を高津川が流れ込む日本海の浜で試みました（写真１）。当日は西風が

強く波打ち際の調査ができ

るか心配しましたが、佐々

木隆志さんをはじめ地元の

NPO 法人アンダンテ 21 の

メンバーの皆さんのご協力

により、風の影響の少ない

絶好の浜に案内いただき、

予定どおり桁網によるヒラ

メ稚魚の採集を行うことが

できました。山陰沿岸域で

は、1991 年から 3 年に一度

の全国ヒラメ稚魚調査で数

次の採集を試み、地形がや

や閉鎖的であり、砂が細かくしまり、さらに小川が流れ込んでいる場所では必ずヒラメ稚魚が採集されるとい

う確信はありましたが、もし、採れなければ昨日の講義の内容が“あやしく”なりますので、網が上がるまで

は少々緊張しました。 

 しかし、その心配は全くの無用でした。網幅 1ｍの小さな桁網を 70ｍほど曳くと（写真２）、なんと 100 尾

を超えるヒラメ稚魚が採集され（写真３）、初めてみる小さな命に大きな歓声が上がり、生徒さん達の興奮 

写真 1 森と里と海の高校生、初めての稚魚採集に挑む（佐々木隆志さん撮影） 

5. 有明海と三陸の水辺から（56）     田中 克 
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写真 2 岸辺に平行に桁網を曳き、ヒラメ稚魚を採集する（佐々木隆志さん撮影） 

 

が伝わってきました。それは、生徒さんたちばかりでなく、引率の先生方、漁業関係者でもある NPO の皆さ

んも、変態したばかりの 2cm 足らずのヒラメ稚魚の姿と、夏には海水浴場になる砂浜の水際にこんなに沢山

のヒラメ稚魚が生息していることを初めて知り、水際の生物圏としての重要性とその保全への気持ちを高めら

れました。生徒さんたちはタモ網で海底を掬い、ヒラメ稚魚の採集に熱中する光景（写真３）が広がりました。

森里海連環の“伝道者”ヒラメ稚魚に感謝する一日となりました。 

写真 3 網口幅１ｍの桁網の 70ｍ曳網で採集された多数のヒラメ稚魚（佐々木隆志さん撮影） 
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6．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。 

 

 

7．編集後記 

 前号の 200 号達成に続いて、今号は 10 周年記念号でした。いつも最後まで読んでくださっている皆様、ありがとうございます。

めでたい号ですが、事務連絡がございます。海の生き物を守る会のゆうちょ銀行の口座番号表記に、「記号と番号」のみ記してお

りましたが、いわゆる「店名と口座番号」は、下記となります。ほかの金融機関からお振り込みいただく際に、これまでお手間をお

かけしていたかと存じます。気が付かず大変

失礼いたしました。お教えくださった Y山さん、

ありがとうございました！（ちよ） 

 

※左表は、ゆうちょ銀行のホームページにある

「記号番号から振込用の店名・預金種目・口座

番号を調べる」というサービスを利用しました。

これ、便利です！ URLを下記します。 

http://www.jp-

bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_1.html 

 

 5月と 6月にかけては、イベントが怒濤のように押しかけてきた。少々疲れ気味の今。さらに京都の夏の暑さがやって来た。奄

美大島では、貴重な自然海岸に醜悪なコンクリート護岸を作る計画が進んでいた。奄美のシンポジウムでは、その問題も取り上

げ、翌日の嘉徳海岸砂浜調査では、実地に現場を見た。その結果、この海岸はどうしても守りたいと確信した。鹿児島県や瀬戸

内町にも要望書をとりまとめて提出した。その結果かどうかは不明だが、鹿児島県が今のままの計画を見直すと表明したという

good newsが飛び込んできた。住民・専門家などを入れた検討会を持ち見直すとのこと。まずは半歩前進だ。しかし、このような検

討会は、往々にしてその場をごまかす手段になってきた。今回はどうなるか。本当に護岸建設を見直すか。注目し、関わり続けた

い。（宏） 

http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_1.html
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_1.html
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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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