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「今月の海」 三里浜（北海道佐呂間町）  

北海道には、自然海岸が比較的多く残っている。オホーツク海に面した三里浜は、サロマ湖を海跡湖

とした十数㎞に及ぶ長大な砂州の北側を構成している。残念ながら、三里浜は厳密な意味では自然海岸

ではない。なぜ

なら、写真に見

るように広大

な海浜植生帯

の最上部に背

の低い護岸が

作られている

からである。し

かし、海が見え

ないほど広大

な砂浜の多く

が海浜植物で

覆われており、海浜植物帯が道路や護岸で失われて

いる本州の大部分の砂浜から見れば、この海岸の素

晴らしさが実感できる。主な構成種は、ハマニンニ

ク、エゾノコウボウムギ、ハマニガナなど。         

（2017年 7月 6日 向井 宏撮影） 

オホーツク海 

サロマ湖 

http://e-amco.com/


 

2 

作画：米谷まり 

「かぶめちゃん・かぶあきくん」 
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【活動予定】 

●７／２２ アカテガニの出産(放仔)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。参加者が予定数に達し、

申し込みは締め切りました。当日の様子など、後日ご報告します。 

 

●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 
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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 

 

 

●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。------------------------------ 

※既に撮影済みは黄色で表示 

1.アイアシ、2.アカネムグラ、3.アキノミチヤナギ、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

mailto:ohtsuka@hiroshima-u.ac.jp
mailto:takeishi@kmnh.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在まで286枚、151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 286 枚の調査票が寄せられ、全国

151 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。 

  

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。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
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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。 

 

 

 

【北海道】 

●網走沖の雌鯨の 9割が妊娠個体 調査捕鯨 

 北海道網走沖で調査捕鯨を行っていた網走沖鯨類捕獲調査団が、7 月 10 日に記者会見をして、予定通り 47

頭のミンククジラを捕獲し、調査を終了したと発表した。網走沖調査捕鯨を行ったのは、5 隻の捕鯨船で、6

月 11 日から 7 月 6 日までの調査期間のうち、悪天候などで調査捕鯨を行ったのは、わずか 7 日間だけであっ

た。しかし、その間に延べ 132 頭を発見し、47 頭（♂9 頭、♀38 頭）を捕獲した。そのうちの♀30 頭は体長

が 7m を越える大型個体だったという。さらに♀の 9 割が妊娠しており、専門家によると餌条件が良い網走沖

に妊娠雌が来遊して餌を食べ、出産するのではないかと考えている。このことは、網走沖が、ミンククジラの

個体群維持に重要な場所であることを示している。以後の調査捕鯨を網走沖では中止した方が良いことが、今

年の調査捕鯨から明らかになったと思われる。（文責：向井 宏） 

 

●襟裳のゼニガタアザラシを 2ヶ月で 106頭殺害 漁業被害で環境省 

 襟裳岬のゼニガタアザラシによる漁業被害についてアザラシの捕獲対策を講じている環境省は、7 月 10 日

に関連の科学委員会を開催し、これまでの対応について報告した。それによると、今年度捕獲できたのは 106

頭と目標 140 頭の 75％に達した。その上で、当初の目標の 140 頭を越える 213 頭まで今年度の捕獲を認める

決定をした。この捕獲計画は、約 1000 頭存在する襟裳岬周辺のゼニガタアザラシを、2016 年～18 年の 3 年

間で約 800 頭に減らす方針である。捕獲は、アザラシ捕獲用の定置網や刺し網によって行っている。ゼニガタ

アザラシは、環境省のレッドデータブックでは、絶滅危惧 II 類に指定されて保護されていたが、近年の増加

と漁業被害から、准絶滅危惧に変更された。全道的なアザラシ類によるとされる漁業被害額は約 9500 万円と

推定されている。ただし、漁業被害の推計には、漁業者らからの申告によるものが多いため、本当にゼニガタ

アザラシによる被害かどうかは、一概に言えない。漁業者らの申告は、本来これくらい獲れるはずなのにアザ

ラシがうろうろするために獲れなかった金額を漁業被害としている。近年、研究者らによる真の被害の推計の

試みがなされているが、漁業者らの申告とどの程度異なるかは、場所や条件、漁業者らの態度などでも、変動

するため、真の被害の推定はかなり困難である。（文責：向井 宏） 

 

【東北】 

●いわき市で海岸クロマツ林の造成・維持活動 

 みずほの森プロジェクトとして、みずほフィナンシャルグループが主催して、いわき市平下大越（たいらし

もおおごえ）の新舞子海岸にクロマツ林を造成し、その維持活動を行っている。このプロジェクトは、東日本

大震災によって被災した海岸防災林で復興支援として行っているもので、これまで同所に約 1 万 4000 本のク
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ロマツを植えてきた。植樹後も、適宜維持活動を行っている。今年は、みずほフィナンシャルグループの社員

やボランティアなど約 130 人が参加して、雑草の刈り取りを行った。（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●玄界灘の環境を学ぶ 「宗像国際環境 100人会議」 

 福岡県宗像市で、3 年前から開催されている「宗像国際環境 100 人会議」の一環として、中学生らに玄界灘

の海岸を歩きながら、環境問題を考える「宗像国際育成プログラム」が行われ、中学生 23 人が参加した。参

加者等は、世界文化遺産に登録予定の沖の島に続く玄界灘の海岸「さつき松原海岸」を歩きながら漂着ゴミの

問題を実感したり、プラスチックのゴミからマイクロプラスチック問題を学んだりした。漁師から、海水温が

上昇しており、磯焼けが酷くなり、魚やサザエ、アワビが獲れなくなったことなどの説明を受け、海の環境変

化を学んだ。（文責：向井 宏） 

 

●8年ぶりにアカウミガメが産卵 天草苓北町 

 熊本県天草郡苓北町（れいほくまち）の海岸で、8 年ぶりにアカウミガメの産卵が確認された。産卵があっ

たのは、7 月 6 日の朝。近くに住む住民が散歩中に発見し、町の職員が確認した。甲羅長は約 110cm。その後、

駆けつけた県の希少野生生物調査員が卵も確認して埋め戻した。苓北町では別の海岸で昨年もアカウミガメの

上陸があったが、産卵は 2009 年以来とのこと。（文責：向井 宏） 

 

●御所浦島からティラノザウルスの歯の化石を発見 

 熊本県天草市御所浦島で、大型肉食類ティラノザウルスの歯と推定される化石が約 8000 万年前の白亜紀後

期の地層から発見された。御所浦白亜紀資料館などの地元関係者が記者会見して明らかにした。天草市長は、

「天草西海岸地域が、恐竜化石の産地として学術的に重要な地域であると根拠づけられた」と述べた。天草地

方では、肉食の大型海棲爬虫類「モササウルス」類の歯の化石も見つかっており、さらなる化石の発見を期待

して、地元では盛り上がっている。御所浦島は、白亜紀の地層から各種の化石が豊富に出土しており、貴重な

地層を持っているにもかかわらず、採石業が行われ、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会が指摘しているよう

に、貴重な白亜紀の地層から土砂が沖縄の辺野古に運ばれ、辺野古新基地の建設に使われようとしている。辺

野古土砂搬出反対全国連絡協議会の熊本支部では、ここからの土砂の搬出を止めるよう、業者や県にも要求を

続けている。（文責：向井 宏） 

 

●大隅海峡に人工の海底山脈造成計画 

 鹿児島県は、6 月 30 日に国（水産庁）が補助金を出している特定漁港漁場整備事業で、大隅海峡に人工的

な海底山脈を建設する計画であることを発表した。これは「マウンド礁」とよばれる構造物で、海底に造成す

ることによって海流に変化を起こし、上昇流を起こし、プランクトンの増殖につながると期待している。その

結果、マサバなどの漁業資源が回復すると期待している。造成は 2021 年度までの 5 年間で行う計画で、本年

度は調査によって設置場所の選定を行うとしている。たしかに湧昇流による栄養塩増加が予想されるが、期待

通りプランクトンの増加→マサバの回復に繋がるという保証は無い。マサバ漁獲量の減少は栄養塩とは別の原

因によるもので、海の環境を無理矢理変化させて栄養塩の増加を起こしても、漁業資源の回復には結びつかな

い可能性は高い。さらに、海底山脈を人工的に作り海の流れを変えることによる別の面への影響が心配される。
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一度手を付けると環境は予測不可能な変化を引き起こすことが多い。その結果は、さらなるお金をつぎ込んで

二次三次の悪影響を引き起こす可能性もある。できる限り手を加えないで、自然のもたらす恩恵を賢明に利用

することこそ、われわれが行っていかねばならない対策ではないだろうか。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●辺野古・大浦湾の破壊が進む 工事を中止し海洋保護区に 

 沖縄県の辺野古新基地建設では、沖縄県知事の工事中止命令にもかかわらず、政府は 2 ヶ所で人工護岸の建

設を強引に進めている。砕石袋の積み上げのあと、コンクリートの消波堤ブロックの設置が引き続いて行われ

ている。連日反対する市民による抗議行動がキャンプシュワブのゲート前、海上のカヌー隊によって果敢に続

けられているが、機動隊や海上保安官の暴力的な取り締まりは、共謀罪法の施行後は、さらに強められている。

なんとしても、生物多様性の重要な海域でもある大浦湾・辺野古沖の埋立を止めさせて、この海域をジュゴン

その他海洋生物のサンクチュアリとして、海洋保護区にして、2020 年の愛知目標を達成することが、われわ

れ日本が国際社会との約束を果たす道である。（文責：向井 宏） 

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

 

 

 

【関東】 

◆「サンゴカフェ リターンズ！」（通算第 16回東京サンゴカフェ） 

 サンゴ礁について聴き、語る、「サンゴカフェ」が帰ってくる！ 2008 年の国際サンゴ礁年の前後に、東京

や大阪や沖縄でたくさん開催された「サンゴカフェ」が久しぶりに帰ってきます。10 年ぶりとなる国際サン

ゴ礁年 2018 年に向け、サンゴ礁をテーマに語らいませんか？ 今回は、最近のサンゴ礁の状況や、保全活動

の動向などの話を聴きます。 

ここから国際サンゴ礁年 2018 年の活動が始まります！ 

日時：2017 年 7 月 19 日（水）19:00～21:00 

場所：ハロー貸会議室新橋 802（東京都港区新橋 2-16-1 ニュー新橋ビル） 

参加費：無料 

定員：30 名 

 

プログラム（予定） 

テーマ「サンゴ礁について、再び、聴こう、語ろう！」 

 ・サンゴ礁をめぐる最近の動向(白化や保全の取り組み) 

 ・サンゴマップの近況報告 

 ・海辺の環境教育フォーラム サンゴ礁年分科会報告 など 

 

★申し込み：右のフォームからお願いします。 https://goo.gl/forms/2UWkwcObVIBqxpiD3 

呼びかけ人：宮本・土川（コーラル・ネットワーク）・山野・熊谷（国立環境研究所）・古瀬（帝京科学大学） 

 

https://goo.gl/forms/2UWkwcObVIBqxpiD3
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◆港区立エコプラザ・OWS企画展「海洋ゴミについて考えよう」 

 海に流れ出すゴミとはどのようなものか。海洋ゴミが海の生きものに与える被害の実態を伝える写真パネル

や実際に国内外の海岸に漂着したプラスチック類の標本展示を通じて、海洋ゴミについて考える機会を提供し

ます。入館無料。 

期間：2017 年 7 月 1 日（土）～7 月 31 日（月）9:30～20:00 ※第 4 月曜日休館、31 日展示は 16:00 まで 

場所：港区立エコプラザ（JR 浜松町駅北口下車徒歩 4 分、都営地下鉄大門駅 B1 出口下車徒歩 3 分） 

 

◆OWS海辺の自然教室 「江奈湾干潟の生き物観察」参加者募集 親子歓迎！ 

 7 月の江奈湾干潟では、普段目にすることができない希少なカニや貝類、ゴカイの仲間など、そこにすむた

くさんの生き物を観察できます。ネイチャーガイドが解説しますので、初めて干潟に足を踏み入れる方も安心

して楽しく観察することができます。きっと生物の多様性に驚き、興味を持たれることでしょう！ この機会

に是非ご参加ください。詳細はお申し込みの際にホームページでご確認ください。 

日時：2017 年 7 月 22 日（土）※雨天中止 

場所：三浦半島江奈湾（車または三浦海岸駅からバスでアクセス） 

集合：京急バス・江奈バス停前 9:15 集合（駐車場あり） 

ガイド：横山耕作（OWS ネイチャーガイド） 

対象：一般（中学生以上）または 親子（子ども小学 3 年生以上） 

参加費：1000 円（保険料 250 円込）※昼食・飲み物は持参 

持ち物：動きやすく汚れてもいい服装と着替え、長靴（またはマリンブーツ）など 

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

 

◆OWS江奈湾干潟モニタリング調査・アマモ調査  

 定例の江奈湾モニタリング調査を実施します。今回は、昨年 6 月に実施したアマモ類調査を補完するドロー

ンによる撮影を併行して実施します。ドローン撮影は OWS の理事で海洋写真家の杉森雄幸氏が行います。 

この機会に是非ご参加ください。詳細はお申し込みの際にホームページでご確認ください。 

日時：2017 年 8 月 20 日（日）※雨天中止 

場所：三浦半島江奈湾（車または三浦海岸駅からバスでアクセス） 

集合：京急バス・江奈バス停 9:15 集合 

対象者：一般（中学生以上） 

参加費：無料（保険料 250 円は別途）※昼食・飲み物は持参 

持ち物：動きやすく汚れてもいい服装と着替え、長靴（またはマリンブーツ）など 

★申し込み：募集要項詳細を近日中にホームページに掲載します。http://www.ows-npo.org/ 

 

◆観音崎自然博物館「夏期 磯の生物観察会」 

 磯の生物を水中観察。魚になったつもりで海の中をのぞいてみよう！ 

日時：2017 年 7 月 22 日（土）10:00～ ／7 月 24 日（月）10:00～   ※小雨決行 

集合場所：神奈川県立「観音崎公園」ボランティアステーション 

料金：子ども 1900 円（小中学生）、大人 2100 円 

http://minato-ecoplaza.net/facility/access
http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html
http://www.ows-npo.org/
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「うみひるも」に掲載する海の生き物の写真 

や情報をお持ちの方、是非ご連絡ください。 

メールhirumo@live.jp ／投稿フォームhttps://goo.gl/GjWIjL 

◆観音崎自然博物館「アカテガニ集団産卵（放仔）観察会」 

 アカテガニの大群と集団産卵を観察しましょう 

日時：2017 年 7 月 22 日（土）17:00～ ※雨天中止 

集合場所：京浜急行線三浦海岸駅改札口 

料金：子ども 1900 円（小中学生）、大人 2100 円 

 

【関西】 

◆海の博物館「干潟の生きもの観察会」 

世界一小さいイカを捕まえよう！ イカの卵を探そう！ 

 博物館から 10 分ほど歩いた干潟で、イカ・アミメハギ・ヨウジウオ・コメツキガニなど干潟や藻場ならで

はの生きものに出会うことができます。 

日時：2017 年 7 月 22 日（土）10:00～13:00 ※要予約 

場所：公益財団法人 東海水産科学協会「海の博物館」（三重県鳥羽市浦村町大吉 1731-68） 

定員：20 名程度 

参加費：小学生以上 1200 円（入館料込み）低学年の小学生は保護者も同伴してください。未就学のお子様は

参加できません。 

持ち物：濡れても良い靴、帽子、お弁当など。網やバケツはこちらで用意します。鳥羽の海のことが学べる冊

子をプレゼント。 

★申し込み：海の博物館 tell.0599-32-6006  

mailto:hirumo@live.jp
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●「いのちのふるさと海」に関する二冊の本出版のご案内 

 

◎森里海を結ぶ（１）いのちのふるさと海と生きる 

田中 克（編）（花乱社） 

 

◎森里海を結ぶ（２）女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来 

下村委津子・小鮒由紀子・田中 克（編）（昭和堂） 

 

 先々号で紹介した「いのちのふるさと 海と生きる」の 2 冊をもう一度、写真を入れて紹介します。 

 

 これら 2 冊の本には、「森里海をむすぶ」という統一した視点から、多様な分野の皆さんの理念と実践の両

面にわたる多くの示唆に溢れる原稿が寄せられました。陸と海の不可分のつながりを基調に、陸と海の結節点

である水際の深刻極まりない現状とその解決への提言などが多く含まれています。ぜひ、一人でも多くの皆さ

んにお読みいただき、海の生きものと私たちに続く世代の幸せにつながれば、と願っています。 
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「うみひるも」に掲載する海の生き物の写真 

や情報をお持ちの方、是非ご連絡ください。 

メールhirumo@live.jp ／投稿フォームhttps://goo.gl/GjWIjL 

●「日本の湿地 人と自然と多様な水辺」日本湿地学会（編） 朝倉書店  

 

 日本の自然シリーズの一つとして、日

本湿地学会監修による『図説 日本の湿

地 人と自然と多様な水辺』が刊行され

た。図説と銘打っているように、多くの

写真と図を使って、説明した湿地に関す

る百科事典的な本である。湿地の国際的

な定義（ラムサール条約による）は、陸

上から水深 7m までの水上、水中の自然

を言う。そのために、一般的にイメージ

する高山の湿原だけではなく、広く海岸

のヨシ原、海岸塩性湿地、アマモ場、海

藻藻場なども含んでいる。日本でもラム

サール条約登録湿地は各地で増加してお

り、ようやく湿地の価値が広範に認めら

れてきた。日本の湿地を知るために、お

勧めしたい本である。 

 

 

 

  

mailto:hirumo@live.jp
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タコブネの珍しい貝殻が漂着 

 

 タコブネの雌だけがつくる貝殻が、京都大学瀬戸臨海実験所北浜界隈に稀にだが漂着する。過去約 20 年間

の調査でわずか 5 個のみである。1 個目は 2001 年 8 月に発見された。その次が 2012 年 12 月、その後多くな

って 2 個の漂着があり、今回、5 個目の貝殻が 2017 年 6 月 15 日に発見された。今回の貝殻は少し割れては

いたものの、それほどは傷んでいないで、特徴的な竜骨部も多数見られた。 

 

 以上のよう

な北浜周辺へ

の漂着状況を

まとめると、過

去約 20 年間で

4年に 1個の漂

着ということ

になる。タコブ

ネの殻は珍し

いので、貝殻コ

レクターには

憧れの品であ

るが、完品を見

つけるのは難

しい。そもそも

タコブネは世界の暖海域の表層で浮遊生活している。わが国の沿岸からの漂着記録も最近では北海道まで延び

たものの、それほど多くはない。希少な貝殻を作るのは雌で、近年、白浜沖で網に掛かった記録もある。一方

で雄は体がたいへん小さく発見されにくい。 

 

 つくり方こそ違うが、タコブネのように巻貝のような貝殻を作るイカ・タコの仲間である頭足類といえば、

現生のオウムガイ、そして化石で有名なアンモナイトがおなじみであろう。両者には大きな違いがあって、タ

コブネの貝殻の内部には、生きた化石のオウムガイやアンモナイトのような多数の仕切りは一切なく、軟体部

がすっぽり入っているである。また、双方で、鰓や腕（触手）の数などが明確に異なっている。 
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写真 2 舞根湾奥部に震災後最初に

姿を現したアサヒアナハゼ稚魚 

（益田玲爾さん撮影） 

 

 

気仙沼舞根湾再生の希望の星となったアナハゼ類 

 今から 6 年前の 2011 年 5 月 21 日に始められた、東日本大震災後の海の環境や生きものの変化を記録する

「気仙沼舞根湾調査」は、この 5 月で 37 回目を迎えました。震災後 1 ヶ月を経過しても、海の中には生きも

のの気配が全く見られず、海はこのまま沈黙

し続けるのかと絶望感を抱いた畠山重篤さ

んに、希望をもたらしたのは、お孫さんたち

の「おじいちゃん、魚がいるよ」との一声で

した。それは岸辺から垂れ下がった枯れ草の

上にいるアナハゼ類の稚魚でした。アナハゼ

やアサヒアナハゼ（写真１）は北海道から九

州に至る日本列島周辺の藻場やその周辺に

広く分布し、海辺で遊ぶ子供達にも馴染みの

深い魚です。第 1 回気仙沼舞根湾調査におい

て、生きものの回復が極めて限定的な中で、

湾奥部ではスジハゼ･コケギンポとともに、

潜水観察（益田玲爾さん）によって発見され

たのがアサヒアナハゼの稚魚（写真２）でし

た。その後の湾奥部における桁網調査（中山

耕至さん）によって、アサヒアナハゼ･アナハゼは稚魚から成魚まで継続的に採集される主要種で、湾奥部の

生態系において魚食性が強いこれらの種は重要な位置を占めていると思われます。 

 

 アナハゼ類は繁殖の仕方に

おいても、その特異性が注目さ

れるグループです。多くの魚類

では、雌雄が体外に放卵･放精

して体外受精するのに対し、ア

ナハゼ類では雄は生殖突起を、

雌は生殖孔を有し、雄から雌へ

の精子の受け渡しが秋に行わ

れ、その後、冬季に、雌の輸卵

7. 有明海と三陸の水辺から（57）     田中 克 

写真 1 舞根湾の岸辺に普通に見られるアサヒアナハゼ 

（益田玲爾さん撮影） 
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管の中に排卵されると体内受精が行われます。1970～80 年代のアナハゼ類の産卵や仔稚魚の発育を調べた室

内飼育研究で、雌が水槽内に凝集粘着性の卵塊を産み出すことが確認され、それから孵化した仔魚を稚魚にな

るまでの観察結果が報告されています。卵徑は 1.8mm 前後、水温 15℃前後で、2 週間ほどで孵化が起こりま

す。生まれた仔魚は 7mm 前後で、体長 16mm 前後になると鰭が形成され、稚魚になるとされています。 

 

 一方、沿岸域に広域的に生息する本種の生態に関する潜水観察例が増え、雌は輸卵管をホヤ類の出水孔に挿

入し、体内で受精した卵を産み落とすという興味深い習性が確認されています。アナハゼ類にとっては、自分

がケアーすることなく無防備な卵を捕食者から保護できる都合のいい戦略ですが、卵を“無理やり”引き受け

させられるホヤにとっては、“いい迷惑”なのでしょうか。アナハゼ類が卵を産み落とすのはホヤ類とされて

いますが、種特異性はあるのでしょうか。舞根湾外のアマモが繁茂した砂浜では、アナハゼ･アサヒアナハゼ

の他にオビアナハゼが採集されますが、本種はホヤではなく、海綿類に受精卵を産み落とすとされています。

まだまだ多くの謎が残るアナハゼ類の産卵生態です。 

 

 本種が震災の海にいち早く姿を現したのは、震災前に産卵孵化して沖に広がり難を逃れた稚魚が、震災後に

湾内に回帰したからでしょうか。あるいは、震災前にホヤの中に産み落とした卵が湾口部の岩に付着して生き

残ったマボヤ（写真３）に護られたからでしょうか。そうであれば、生きものの「共生」の知恵を私達はもっ

と学ばなければなりません。 

 

写真 3 舞根湾口部で震災後最初の調査でも生息が確認されたマボヤ（益田玲爾さん撮影） 
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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 

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

 

 

※小・中学生向けエッセイ 

 

第 2章 化石燃料を燃やすと 

呼吸と光合成の測定 
 

 呼吸とは、生物がブドウ糖などを分解してエネルギーを取り出すはたらきで

す。このようなはたらきでは、酸素が使われ二酸化炭素が発生するので、呼吸

量の変化は、使われる酸素の量か発生する二酸化炭素の量を調べればわかるこ

とになります。バクテリアやプランクトンなども呼吸をいとなむので、そのよ

うなミクロな生物たちの生活のしかたを調べるためにも、呼吸量の測定は役立

つ方法なのです。 

 

 今から 100 年以上も昔のノーベル賞受賞者だったワールブルグ氏はミクロ

な生物の呼吸量も測定できる道具を発明したのですが、ごく最近までワールブルグ検圧計（図 1）と呼ばれ、

生物学・医学・農学などの各研究所で使われていました。私も大学からこの装置を借りて、何種類かの植物の

タネで呼吸量を測定してみました。そして実験は成功したのですが、タネの酸素吸収で起こるフラスコ内の気

圧変化を読み、その量からタネが吸収した酸素ガス（O2）の体積を計算するという「検圧法」は大変めんどう

で、時間がかかりました。 

 

 いろいろな植物のタネについて、いろいろな環境で呼

吸量を測定しようと計画していた私にとって、ワールブ

ルグ検圧計は使いにくい実験装置だったのです。そこで

まだ学生だった私は、簡単な装置を作ることにしたので

すが、まず思いついたのは、生物の教科書などにも登場

する検容計（図 2）という道具です。 

 

 いちばん簡単な検容計は、容積が 20～30ml くらいの

小さなガラスフラスコに生物と、少量の CO2吸収剤（水

酸化カリウム溶液など）の入った小型容器を入れ、色つ

きの液のドロップ（液滴）の入った横に長いガラス管を

さしこんだゴム栓でフラスコの口をふさいだ装置です。

8. ミニフラスコ実験で地球環境を知る（6）横濱康継 

図 1 

図 2 
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もしこのフラスコを温度が変わらない水槽の水に漬けておくと、発生した CO2は CO2吸収剤に吸われてしま

うので、生物に吸収された O2の体積の分だけ、横長ガラス管内の液滴はフラスコの方へ移動します。そのた

め液滴の移動した分を読めば、吸収された O2の体積がわかることになるのですが、実際には水槽内の水温が

少し変わっただけでも液滴は大きく動いてしまうので、この装置は理科の実験などでもほとんど使われなかっ

たのです。 

 

 もし水槽の水温変化を 0.1℃ぐらいにおさえることができ

れば、この簡単な検容計でも呼吸を正確に測定できるはずな

のですが、そのためには非常に高価な温度調節装置が必要に

なってしまいます。この難しい問題を解決するひとつの方法

は、水平ガラス管の反対側に同じくらいの大きさのフラスコ

をつなぐことです（図 3）。このようなしくみで温度変化に

よる液滴の動きを防ぐようにした装置は差動式検容計と呼ば

れ、かなり昔からいろいろな型が発明されていたのですが、

実用化は進まなかったのです。そのわけはよくわかりません

が、生物を入れる容器が小さすぎたり、ワールブルグ検圧計

のように、温度を調節した大型水槽で何セットものメーターを使えるというタイプではなかったためという気

もしました。そこで原理は検圧計と反対だけれど、ワールブルグ検圧計と同じ目的で使えるような検容計を作

ることにしたのです。 

 

 試作品は大学院の博士課程を卒業する頃に完成しました。ちょ

うどその頃に、私は母校の臨海実験所の若手の教官になったので

すが、この実験所は、伊豆半島の先端近くに位置する静岡県下田

町（現在は下田市）の町はずれの海辺にあるすばらしい研究所な

のです。敷地の前にひろがる入り江の磯（図 4）には、色も形も

さまざまな何十種類もの海藻（図 5）が茂っていたので、わたし

はそれらの海藻のはたらきを調べてみたくなりました。 

 

 海藻も生物なので呼吸もしますが、太陽の光を吸収して成長す

る植物なので、光合成もいとなみます。 

 

 呼吸と光合成は、C や O や H などの記号（化学記号）を使っ

て表すと、正反対を向いたはたらきだということがわかります。

そのため、呼吸では O2が吸われ CO2が発生するのに、光合成で

は CO2が吸われ O2が発生することになります。そのため、タネ

の呼吸で吸われる O2の量をはかるために発明した差動式検容計

を使えば、海藻が光合成をいとなんで発生する O2の量もはかれるだろうと気づいたのです。そしてさいわい

なことに、3～4cm2の海藻の切れはしをフラスコの中の 10mL ほどの海水に漬けると、吸収した CO2はほと

図 3 

図 4 
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んど海水に溶けていた分で、発生した O2はほとんどフラスコの中の空気にまざってしまうということもわか

ったのです。そのため、フラスコ内の空気の増えた分が光合成で発生した O2の量にほぼひとしいことになる

のです。けれども陸上の植物の葉を材料にすると、光合成で発生した O2の量をかんたんに測定することはで

きません。フラスコの底に置かれた葉は、空気中から CO2を吸収しますが、その体積は葉から出された O2の

体積と同じになるためです。      <つづく> 

 

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

 

9．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。 

図 5 
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 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。 

 

 

10．編集後記 

 うだるような暑さが続いていますが、皆さまお元気でしょうか。特に海に出られる方は、いつも以上に水分補給と休息を心がけて、

無事に夏を乗り切ってくださいね。 

 ところで、今回の横濱先生のエッセイにある図 4，5 は、津波被害にあった南三陸町自然環境活用センターの中で、運よく流され

ずに残っていたスライド（ポジフィルム）とのことです。この春に南三陸を再訪したら、このスライドがあった場所には新しい施設が

完成していました。町の中も、どこがどの道だったか分からないほどに造成され、すっかり景色が変わっていました。 

 海の幸が大きな魅力の東北は、真夏でも（関東よりは）涼しいです。皆さんも、避暑を兼ねて是非お出かけください。（ちよ） 

 

 涼しい釧路から、うだるような暑さの京都へ帰ってきました。頭が朦朧としてきます。今年も異常な暑さと異常気象による豪雨災

害が日本を襲っています。これも人間がこれまでやってきたことの結果だと思えば、反省して耐えるしかないのでしょう。エネルギ

ー・電気をできる限り使わない生活をこれからも心がけて行こうと思っています。 

 先週、日本とロシアの間で、北方四島の共同経済視察が行われ、直後にロシアの動植物保護専門家が北海道を訪れ、日本の

研究者らとシンポジウムを行いました。その中で、四島のエコツアーを積極的に進めていく可能性が話し合われました。しかし、本

当のエコツアーになるためには、多くの問題がありそうです。エコツアーと称する観光が拡大して、自然環境が壊される結果にな

った世界自然遺産の知床の例もあります。私も三度の四島訪問を通して、このままの日本の観光業が四島へ進出すれば、この

素晴らしい自然があっという間に壊されるだろうという危惧を持ちました。日本は四島の自然を守るどのような対策を出せるでしょ

うか。それが出せない以上、四島の返還も共同経済活動も、むしろ避けて欲しいと思わざるを得ません。 

先月、奄美大島の集落の前に護岸がない自然海岸の嘉徳海岸で砂浜調査を行い、ここに護岸を作る計画の見直しを鹿児島

県らに要請してきましたが、県議会で県は現状の計画を見直し、住民や専門家を含む見直しのための委員会を発足させると回答

しました。わずかですが前進があり、ホッとしています。この貴重な自然海岸を守り、住民の安全を保証できるか、これから実の有

る話し合いがなされるよう、見守っていきたいと思います。（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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