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「今月の海の生きもの」 マメアカイソガニ Cyclograpsus pumilio   

礫浜海岸の大潮満潮線付近に分布するイワガニ上科モクズガニ科の小型種。同所的にみられる大型のア

カイソガニの近似種として 2009年に報告された。アカイソガニに比べて甲側縁の丸みが少ないのと、第

２・第３歩脚の前節下縁に

剛毛を具えることで識別

できる。雄の体サイズ（最

大甲幅 5 mm）は雌（同 9.5 

mm）の半分しかないという

雌に偏った体サイズの性

的二型の特徴をもってい

る。発表当時は和歌山県沿

岸からしか知られていな

かったが、現在は三重県の

志摩半島沿岸、四国東岸、

島根県から福井県までの

日本海沿岸でも見つかっ

ている。護岸工事等で破壊

されやすい高潮域に限定

的に生息するため、高潮部

が維持されている海岸の指標種となりうる。海岸に打ち上げられた海藻を餌にしている。 

                                                         

（和歌山県白浜町の海岸にて 和田恵次氏撮影） 

http://e-amco.com/
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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】 

●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 

 



 

3 

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、 

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

 

【活動報告】 

●７／２２ アカテガニの出産(放仔)観察会 in 長島田ノ浦 

 7 月 22 日（土）に今年も山口県上関町で、「アカテガニの出産（放仔）観察会」を行いました。上関の自

然を守る会と共催です。参加者は、関東から下関までの各地から 24 名。場所は、上関原発の建設予定地であ

る長島田ノ浦です。陸に棲むアカテガニやクロベンケイガニが、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する様子を観察しました。今年は、例年と異なり、田ノ浦へのアプローチは船と

しました。陸からの小径は、草が生い茂り、道の状態も悪いため、夜の移動は危険があると判断したためです。 

 当日、午前 10 時から上関室津の「上関まるごと博物館」として改修予定の民家に集合。向井代表によるア

カテガニとその生態・環境についての講義を聴き、上関の自然を守る会の活動を DVD で観賞した後、昼食。

全員が 5 隻の漁船に分乗し、田ノ浦に向かう。田ノ浦では、カサシャミセンやヤシマイシン近似種などの希少

な生物が見つかっているタイドプールで、新種の生きものはいないかと、みんなでワイワイ言いながら観察し

た。その後、また船に分乗し、近くの砂浜（自然海岸）に移動し、まずは暑い思いを解消するために海に飛び

込み。シュノーケリングで多くの魚や貝や海藻を直接に観察。お腹を空かせて漁師さんたちが用意してくれた

新鮮なお魚のバーベキューを全員で楽しみ、日が暮れるのを待って、再び田ノ浦へ移動。日が暮れて満潮にな

るとお腹に子どもを抱えたアカテガニが続々と海岸に降りてくる。懐中電灯の灯りを頼りに、アカテガニの行

動を思い思いに追う。アカテガニが身体を震わせて幼生を放出する度に、参加者らの歓声が上がる。しっかり

観察した後、真夜中のクルーズを楽しんで、室津へ帰った。その日は、「上関まるごと博物館」予定の民家に

全員で宿泊。翌日は、向井保子氏を講師に、海藻おしば（押し藻）の講習会を開き、押し藻のやり方を学び、

最初の過程を楽しく実体験した。 

 主要な準備を担当していただいた上関の自然を守る会の高島美登里・三家本誠ご夫妻と、「上関まるごと博

物館」の管理人（予定）の上田健悟氏に感謝します。また、上関の水軍祭りの当日にもかかわらず、ご協力い

ただき、美味しいお魚を

大量に用意していただい

た上関の漁師のみなさん

にも心から感謝します。 

 

 

アカテガニについて

のレクチャーを聴く参加

者たち（「上関まるごと

博物館」予定の民家にて） 
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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、下記アドレス（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 19230-2848391 ムカイヒロシ 

他の銀行から送金の場合は、ゆうちょ銀行 九二八店 普通 0284839 ムカイヒロシ 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ切手コレクション （17）（18）   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】 

●砂浜再生し海水浴場開き 

 岩手県山田町の浦の浜海水浴場が 7 月 22 日に海開きをした。浦の浜海水浴場は、2011 年 3 月 11 日の津波

で、砂浜の砂の大部分が流失した浜。岩手県では、復興交付金約 3 億円を使って、浦の浜に砂を投入し、砂浜

を人工的に復活させた。投入した砂は、約 2 万 7 千トン。岩手県では初の砂浜再生による海水浴場開設となる。

（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●北限のサンゴ礁が一部白化 

 長崎県対馬は、世界の最北端といわれるサンゴ礁があることで知られている。昨年の夏に国立環境研究所が

調べたところ、海水温が 30℃を越える日が続き、一部のサンゴ礁で白化現象を起こして死滅したことが判っ

た。同研究所では、対馬の志多浦にある小網港付近のサンゴ礁が縄文時代約 4300 年前以来存在することから、

このサンゴ礁に注目して定期的に調査を行っていた。2016 年の夏に白化が起こったのは、そのうちの約 3 割

のサンゴ。北限のサンゴ礁は、低水温によって死亡・消滅する危険性が高いが、夏の高水温で消滅する危険性

が確認されるほど、日本海の温暖化は急速に進んでいることを示している。今年 2017 年は、さらに日本海全

般の高水温が伝えられており、このままでは北限のサンゴ礁まで高水温で消滅する可能性も出てきた。（文責：

向井 宏） 

 

【沖縄】 

●沖縄県が国を相手に訴訟 辺野古・大浦湾の岩礁破砕工事の差し止め求め 

 沖縄県の翁長知事は、7 月 24 日に、辺野古新基地建設による工事で、国が岩礁破砕許可を県に申請せずに

工事を進めているのは違法だとして、工事の差し止めを求めて那覇地裁に訴えを起こした。同時に、訴訟の判

決が出るまで、工事を中断するよう求める仮処分も求めた。辺野古基地建設を巡っては、国と沖縄県との訴訟

は 5 度目となる。翁長知事は、訴訟に先立って記者会見をして、「国が辺野古案件のために漁業権運用の見解

を恣意的に変えた。法治国家のあり方からはほど遠い」と国の姿勢を厳しく批判した。国は、名護漁業組合が

漁業権放棄の決議をしているので、この海域には漁業権はなく、漁業資源保護を目的とした岩礁破砕許可を県

に申請する必要が無いと主張している。一方沖縄県は、名護漁協が総会で決議した漁業権の一部放棄は、漁場

の縮小を意味し、漁場の縮小が「変更」に該当することは当然であり、これまでの漁業法下での行政もその立

場であった。漁業権変更は、県知事の承認が必要であり、現状では漁業権は存在すると主張している。政府の

法解釈は、自分の都合の良いように恣意的に変えてきている。集団的自衛権の解釈改憲にも露骨に見られるよ
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うに、法治国家にはあるまじき法のねじ曲げが行われている。法の番人であるはずの裁判官が、それほどの法

の無視を行い、国の政策にノーを言えない日本の現状に恐ろしさを感じざるを得ない。「辺野古基地建設が普

天間基地の危険性を解消する唯一の解決策だ」と政府の考えをそのままなぞった判決を書いた福岡高裁那覇支

部の裁判官は、政府が訴訟のために特別の人事で送り込んだ裁判官だった。司法さえも意のままにしようとい

う政府の存在は、日本の民主主義にとって、きわめて有害である。このたびの訴訟の判決を厳しく見守りたい。

（文責：向井 宏） 

 

●100人以上で海上抗議行動 辺野古 

 7 月 25 日に、辺野古新基地建設に反対する市民等 100 人以上が、沖縄防衛局が進めている護岸工事を中止

するよう求めて、71 隻のカヌーと抗議船 6 隻による「海上座り込み大行動」を実施した。沖縄県内外から 100

人以上が参加し、「海を壊すな」「違法工事を止めろ」と呼びかけた。「NO BASE」と大書した横断幕を

中心に、カヌーチーム 88 人が工事現場を目指してオールを漕いだ。県外の団体や国外（アメリカ、フランス、

スペイン、韓国、台湾、アフガニスタンなど）からの連帯のメッセージも届けられた。また、キャンプシュワ

ブのゲート前には、約 50 人がこの日も早朝から座り込み、工事の資材の搬入阻止を試みたが、機動隊に排除

され、この日は 59 台の工事車両が基地内に入っていった。法治国家の日本で、裁判で係争中の違法かも判ら

ない工事を力ずくで守る義務は、機動隊には無い。（文責：向井 宏） 

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

 

 

 

【東海】 

◆写真展「素顔の海 伊藤勝敏・海中写真展」 

 伊東市市制施行 70 周年記念事業として写真展が開かれています。伊豆地方の海を拠点に撮りためた約 100

点の写真の展示会が行われています。海の生きものの多彩な生態を写した写真満載です。 

日時：2017 年 6 月 26 日～10 月 10 日（火） 

場所：池田 20 世紀美術館（水曜休館だが、7－8 月は無休） 

入館料：1000 円。高校生 700 円、小中学生 500 円 

写真家：伊藤勝敏（大阪市出身。静岡県伊東市八幡野在住） 

後援：静岡新聞社、静岡放送 

 

【九州】 

◆朗読劇「有明をわたる翼」 佐賀公演 

 有明海の環境異変や諫早湾干拓事業の開門問題の地域間対立をテーマにした朗読劇「有明をわたる翼」が佐

賀市で公演される。裁判で開門を求めている漁業者側弁護団の事務局長の堀良一弁護士が脚本を担当している。

舞台を通して漁師の苦悩や有明海再生の願いを伝える。劇は朗読と歌や音楽で進行し、堤防工事が行われた漁

師町の物語を展開する。自然環境の悪化や漁業不振を招いて漁師の暮らしに暗い影を落とし、堤防の開門の是

非を巡って分断される地域を描く。環境演劇として東京や福岡市などで上演していて、佐賀公演は初めてとな

る。海洋生物学者で有明海の環境問題に取り組む飯島明子さん（神田外語大学准教授）が制作、プロデューサ
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ーを務める。飯島さんは「開門問題は判決ばかり注目されているが、自然環境の観点からどうするべきかとい

う原点に立ち返り、海や生物を守る大切さや生活との関わりを一緒に考える機会にしたい」と話す。 

開演日時：8 月 11 日（金）17:30～と 12 日（土）13:00～／16:00～の 2 回公演 

場所：佐賀市文化交流プラザ エスプラッツ（佐賀市白山） 

料金：前売り券 1200 円、小中学生 1000 円（前売り券はローソンチケットで販売） 

   当日券 1500 円、小中学生 1200 円 

★メールでも受付中：chatran@icloud.com  

問い合わせ：080-5532-5990 

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

 

 

 本欄では過去に一度、『砂－文明と自然－』という本を紹介しましたが、訳者の林裕美子さんが、新しい翻

訳本『貝と文明』を出版しましたので、以前に出版されたものも再び紹介していただきます。 

●『砂 －文明と自然－』 マイケル・ウェランド著（林裕美子訳） 

築地書館 2011年刊 3000円＋税 

 15 年以上前に宮崎でアカウミガメの調査に参加するようになり、砂浜がやせ細っていくのを見かねて砂浜

保全活動をするようになりました。毎日のように歩く砂浜のことを何も知らなかったので、まずは本を読むこ

とからのスタートでした。砂浜について一般向けに書かれ

た書籍は日本にはそれほどたくさんはなく、技術翻訳を仕

事にしていた関係もあって、英語で書かれたものを読みあ

さるようになりました。そこで出会ったのが『Sand』

（Michael Welland 著）でした。 

 砂とはなんぞやという一粒の砂の話からはじまって、砂

が大量に集まったときにみられる不思議な性質、川や海の

砂の動き、人が砂をどのように利用してきたか、二酸化炭

素の増加に砂がどのように関わっているか、そして宇宙に

ある砂まで、ありとあらゆる砂の話が書かれていました。

砂浜のことを知りたいというちっぽけな動機は忘れて、砂

の世界に魅了されました。その本の紹介を小さな砂浜情報

誌に書いたところ、築地書館の編集者が目にとめてくれて、

翻訳出版が実現しました。 
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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 

●『貝と文明』 ヘレン・スケールズ著（林裕美子訳） 

築地書館 2016年発行 本体 2700円＋税 

 砂浜保全と言いながら、もともと好きなのは生き物なので、各地

の砂浜を見て歩くうちに、打ち上げられる貝殻を拾っては名前を調

べるようになりました。それほどの種数ではないだろうとタカをく

くっていたのですが、名前がわかった貝殻は、100 種、200 種と増

えていきました。衣装ケースをいくつも調達してきれいに整理した

ものの、それをどのように活用するかが次の課題です。そんな中で、

イギリスで『Spirals in Time』（Helen Scales 著）という軟体動物

についての一般向けの本が出版され、築地書館が翻訳権を取得しま

した。そして『砂』の出版のあともお世話になっていた編集者から

翻訳の打診が来たのです。貝殻についての本の翻訳なんて、願った

りかなったりです。それまで貝殻を集めて名前を調べた経験がおお

いに役立ちました。この本では、軟体動物についての研究業績や保

全活動が次々と紹介されます。二枚貝や巻貝だけでなく、イカやタコ、ウミウシなども軟体動物です。日本で

は、食べておいしいかどうかに目が行きがちですが、殻の色や模様や形についての研究の紹介、貝殻が奴隷貿

易に使われたいきさつ、イガイ類やタイラギ類が貝殻を固定させるために作る足糸を使った織物の話、繊細な

「海の蝶」を捕食する獰猛なクリオネの話など、広い海の世界へいざなってくれます。砂浜に打ち上げられる

貝を拾いながら、千差万別の形や模様にいつも心を躍らせているのですが、貝がなぜそのように特徴的な模様

を殻に刻むのかを知ることができたのも収穫でした。 

 ページ数が多いので読むのを躊躇するかもしれませんが、どちらの本も、先へ先へと読ませるおもしろさが

あります。図書館に収蔵されていることもあるので、機会を見てぜひ一度、手に取ってみてください。 （文

責：林裕美子）  

mailto:hirumo@live.jp
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深海性ハダカイワシ類の漂着 

 

 北浜には、2010 年以来、5 月のゴールデンウイークの頃になるとアラハダカという深海性のハダカイワシ

の一種がよく漂着する。その数こそ少なく、毎年に見られる訳ではないが、漂着する時期が決まっているかの

ように起こるのである。 

 

 アラハダカは白目部に三日月状の組織を欠き、体背縁に発光器を欠くことや、尾鰭の前に発光器が 2 個あり、

肛門上の発光器列が折れ曲がること、さらに鰓蓋上端は丸く滑らかなことなどが種の特徴となっている。この

種は全世界の水深 200m 以深の外洋の深場に生息しており、夜間に表層に浮上する。この垂直移動は餌追いの

ためである。この時に、上記のような漂着に至る事故のようなことが起こっていると推察している。 

 

 ハダカイワシ類

は名前の通りに鱗

がはがれやすい。そ

のため「裸」という

言葉が和名に付加

されている。ところ

が、このアラハダカ

は、表皮や鱗が強固

で裸になりにくい

種である。 

 

 今回久々に北浜に漂着した個体は食害を受けてぼろぼろになっていた。その個体は、2017 年 6 月 16 日に、

恒例のＧＷより 1 か月半も遅れて漂着した。残念ながら早朝に見つけたのではなかったので、砂中に生息する

甲殻類の餌食になっていた。大小の等脚類が群がり、肉がむさぼり食われている最中だった。そんなハダカイ

ワシに海水をかけると、蜘蛛の子を散らすようにわさわさと出てきた。その数は、数百個体！ 今回の発見が

もう少し遅れると、もう魚の同定ができなかったに違いない。なお、本種の漂着時期の例外的なずれが一度だ

け記録されている。2012 年 11 月初旬で半年のブランクがあった。  
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有明海の泥干潟を代表するアゲマキの資源再生 

 アゲマキ（正式の和名はアゲマキガイ）はタイラギとともに有明海を代表する貝類（写真１）であり、その

分布域は有明海湾奥部の福岡県矢部川河口域から佐賀県西部の鹿島周辺の泥干潟であり、タイラギよりさらに

浅海の最干潮線以浅域に生息します。かつての宝の海と呼ばれた時代、湾奥部各地の泥干潟では、腰近くまで

埋まりながらアゲマキを採取する光景が広がっていました（写真２）。本種は、かつては瀬戸内海から九州の

内湾に生息していましたが、近年では有明海に限定され、その有明海からも姿を消そうとしている、絶滅が危

惧される生きものです。アゲマキは市場価値も高く、バター焼き、塩焼き、煮付け、吸い物などで美味な人気

の高い貝類です。本種も有明海に多く見

られる大陸沿岸依存種であり、氷河期の

遺産的生きものとみなされます。最近、

市場に出回っているのは“本家”の韓国

産や中国産で、有明海の郷土料理店でも

輸入アゲマキを使わざるを得ない状況

です。 

 アゲマキの主産地であった佐賀県で

は、1980 年代半ばまでは 400 トン以上

の水揚げがありましたが、1989 年に原

因不明の大量斃死が生じ、その後の数年

間に漁獲量は激減し、1994 年には水揚

げはゼロになってしまいました。佐賀県有明水産振興センターでは、このような事態を解決するために、1996

年からわずかに残った親貝を用いて人工的に稚貝を生産し、それらを、かつてアゲマキが多く生息した場所に

放流し、資源の再生に取り組みました。まず試みら

れたのは、人工授精により得た体長 0.1mm ほどの

D 型幼生に微小な餌生物（珪藻類のパブロバ・ルセ

リやキートセロス・グラシリス）与えると、6 日前

後で殻長 0.2mm ほどの成熟幼生となり着底します。

それらを水槽の底に泥を敷くなどの管理条件に工

夫を加えて飼育すると、半年ほどで殻長 10mm 前

後の稚貝に成長する技術が開発されました。 

 

7. 有明海と三陸の水辺から（58）     田中 克 

写真１ 有明海から姿を消そうとしている準特産種のアゲマキガイ 

写真２ 宝の海を象徴するアゲマキ採取の風景 

（中尾勘悟さん撮影） 
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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 

図 1 

 実験室でのこのような種苗生産技術開発とともにもう一つは現場での放流技術開発が進められました。アゲ

マキは殻長の 6、7 倍の長さの穴を掘って生息しますので、少なくとも 40～50cm の深さの軟泥が必要です。

これらの条件を維持し、かつてアゲマキが豊富に生息した場所を選定して、10mm の養成稚貝の試験放流が行

われました。種苗生産技術の改良やその施設の拡大により、放流稚貝の数は初期の 10 万個体から 2009 年以

降は 100 万個体以上の放流を繰り返すことにより、次第に発見例や発見個体数は増加し、2015 年、2016 年に

は鹿島周辺でアゲマキの大量発生が確認されています。このような人工的に生み出しつつある産卵母集団から

発生した天然個体群のその後の生残や成長を追跡し、それらの定着と広がりを確認することが今後の重要課題

であるとして、継続的な調査研究が進められています。 

 有明海では、特産種や準特産種を含む多くの漁業対象種の資源が壊滅的な事態に至る中で、佐賀県の試験研

究ベースの資源再生の地道な取り組みは高く評価されます。有明海のいのちの源である干潟の再生は、大量に

砂を撒き続けるなどの膨大な無駄使いではなく、アゲマキなど貝類を回復させる試験研究に力を入れ、干潟の

住人である生きもの達に環境改善を任せるのが、自然再生の本道だと思われます。 

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

 

 

 

 

※小・中学生向けエッセイ 

最終回 

第 2章 化石燃料を燃やすと 

楽しいミニ実験で知る 
 

 マメなどのタネが吸収する O2 の量を測定するために発明された差動式

検容計は、ワールブルグ検圧計と同じようなガラス器具で（図 6）、これ

を作るためには、かなりの費用がかかり、使い方も高校生にはむずかしい

という問題が残りました。そこで簡単に加工できるようになったゴムを部

品にして、高校生でも使えるタイプを工夫したのです。今ではプロダクト

メーターと呼ばれているこの装置も（図 7）、まだ小・中学生には使いこ

なせないようなので、もっと簡単にしてみました。できあがったのは、中

学校の理科の教科書にも出てきそうな差動式検容計のシンプルタイプのよ

うなものですが（図 8）、プロダクトメーターに使ったゴムの部品を利用

してみたのです。 

8. ミニフラスコ実験で地球環境を知る（7）横濱康継 
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図 2 

 プロダクトメーターでは O2 の増えた量や減った量

を読みとるために利用した細くて目盛りのついたガ

ラス管を水平にして、その両はしをゴム管で 2 個のガ

ラスフラスコにつながるようにしたのです。※編注：

その後、水平部分がまっすぐのガラス管でなく、中央

で軽く下に折れ曲がったガラス管でつなげるタイプ

に改良されました 

 ゴム管の手前側は表面が 1 辺 2cm ほどの正方形で

厚みは 1cm ほどのブロック（ゴムブロック）、その

上側につながった細長いゴム管の先は孔の開いた栓

になっています。ゴムブロックの手前側の表面には直

径 1mm ほどの孔が開いていて、ゴムブロック内の孔

とつながっています。この孔は、ゴムブロックに目盛

りつきのガラス管をさしこみ、ゴム栓をフラスコの 1

個ずつにつないでから水槽の水に漬け、フラスコ内の

海水や空気の温度が水槽の水と同じになるまで開い

たままにしておくのです。 

 目盛りつきガラス管には色つきの液が 1敵入れてあり、体積約 30mLの 2個のフラスコの一方には、約 10mL

の海水だけを入れて、両方を水槽の水に漬けてゆするのです。10 分間ほどで両方の容器の海水も空気も水槽

内の水温と同じ温度になるので、その時に両方のゴムブロックの孔をビニールテープでふさぐと、ガラス管内

の液滴は動きだすのです。 

 海水と海藻の切れはしなどを入れたフラスコは反応容器、そして海水だけを入れたフラスコは対照容器と呼

ばれているのですが、反応容器の中で海藻が光合成をいとなんで O2 が発生すると、ガラス管の中の液滴は対

照容器の方へ向かって動き出します。そのため、液滴の動いた分のガラス管内の体積をはかれば、発生した

O2 の量がわかることになります。また反応容器の中にハゼなどの小魚を入れておくと、フラスコの中の空気

から O2を吸収し、はき出した CO2はほとんどフラスコの底の海水に溶けてしまうので、ガラス管内の液滴は

反応容器の方へ向かって動きます。そのため小魚などの動物の呼吸で吸われる O2 の量もガラス管内の液滴の

動きで読みとれるのです。 

 けれども簡易型プロダクトメーターと呼ばれるようになったこの装置にも、問題点がひとつ残されていたの

です。反応容器と対照容器として同じ体積のフラスコを使ったとしても、それらにはさまれたガラス管の中で

は、反応容器の中で実際に変化した空気の量の半分しか液滴は動かないのです。 

 ガラス管には 100 分の 1mL ずつに離れた小さな線がきざんであるので、管内で液滴の動いた分はよく読み

とれます。それを 2 倍すれば、反応容器の中で変化した空気の量がわかる、つまり海藻の小さな切れはしの光

合成の量も、小魚の呼吸の量も知ることができるのです。 
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図 3 

 簡易型プロダクトメーターでは、反応容器

の中で実際に増えたり減ったりした空気の量

の半分しか読めないのですが、目盛りつきガ

ラス管内の液滴は、かなりのスピードで動い

てくれます。そして反応容器内の海藻の葉や

小魚は、その倍のスピードで O2をはき出した

り吸ったりしているので、実験している小・

中学生たちは、海藻や小魚がいとなむ光合成

や呼吸という大切なはたらきを、肉眼で見て

いることになるのです。 

 電子機器が発達した最近は、大形動物の呼

吸や陸上植物の光合成も正確に測れるように

なりましたが、それらの値は機械のメーター

上にグラフや数値として現れるだけです。も

し高価で立派な機器を小・中学校で用意でき

るようになったとしても、それらを使った実

験では、何を測っているのか生徒たちにはよくわからないはずです。やはり O2 などの気体が増えたり減った

りするできごとを、肉眼視して実感することが必要と言えるでしょう。 

 簡易型プロダクトメーターのガラス管内での液滴の動きを眼で追いながら、その動いた長さを 1 分間ごとに

読みとることができます。ガラス管の表面には、中の空間の体積を知る目印として、1μL（マイクロリットル）

ごとに線が入れられています。読みとりから液滴が 1 分間に 3μL のスピードで対照容器の方へ動いたことが

わかれば、反応容器内の海藻が 6μLの O2をはき出したことになるのです。1μLは 1 辺が 1mm のミニサイコ

ロと同じ体積です。小・中学生たちは、ミニサイズの海藻の葉や小魚たちがはき出したり吸ったりする O2 の

量がミニサイコロサイズであっても、地球全体での植物や動物のはたらきとくらべてみたくなるでしょう。彼

らにとって、これが地球環境を調べる第一歩となるはずです。 

 海藻の葉を使って光合成による CO2の吸収や O2の発生を知り、その量をミニサイズの体積で測定した小・

中学生たちは、全地球上での植物による光合成の巨大さも実感できるはずです。そして石炭や石油になった植

物は、何百万年前～何億年前の地球上で光合成をいとなんでいたので、石炭や石油の成分になった C は、その

頃の地球大気内の CO2の成分だったということも理解できるはずです。 

 何百万年前～何億年前という大昔の地球の大気には、今よりはるかに大量の CO2がまざっていたのですが、

そのほとんどが化石燃料になった植物たちの光合成に使われて、大気中のその濃度は 0.03％ほどにまで減った

そうです。それが産業革命の頃から石炭や石油が大量に使われるようになり、それらの化石燃料が燃えて出す

排気ガスのために、大気中の CO2濃度は 200 年ほどの間に 0.04％ほどまで増えてしまったのです。CO2は太

陽光で温められた地球から熱が宇宙へ散るのをさまたげ、そのため地球の気温が上がってしまいます。このよ

うな地球温暖化も、ミニ実験を楽しんだ子たちには、身近な問題になるはずです。〈完〉 
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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。 

 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 

 今号で横濱先生のプロダクトメーターに関するエッセイの連載が完了しました。いまや子どもたちは、炊飯器や洗濯機からスマ

ホやパソコンまで、コンピュータ制御されたブラックボックスのようなモノたちに囲まれています。日常の友達とのコミュニケーション

まで、デジタルでバーチャルです。だからこそ、目で見て理解できる仕組みや、手や耳や鼻で体感できる変化など、生々しい経験

を伴うアナログな実験器具には、学校教材としての価値を感じます。 

 ところで、江戸時代のアナログ技術を駆使した「からくり人形」には、何種類もの樹種の木材が、それこそ適材適所で使われてい

たそうです。ぜんまいはクジラのヒゲでしたし、生物多様性あってのモノづくりでした。先日、三味線奏者と話をしたら、今は犬猫の

代わりにカンガルーの革を使うとか、ばちの象牙やべっ甲の部品は入手困難とか、図らずも動物ネタが満載でした。いろいろな動

植物を目に見える形で利用していた昔は、自然界に依存して生きていることを、今よりも自覚しやすかったと想像します。 

 石油やプラスチックが普及した後の私たちは、フェイク品に慣れ、他の生き物がいなくても暮らせると錯覚し、地に足のついた生

活の知恵や技術を捨て去ってきました。気が付けば、生態系はバリエーションを失い、必要な鉱物や燃料も手に入らず……これ

ではまるで、竜宮城で遊び過ぎた浦島太郎です。果たして私たちに、元の暮らしに戻れるチャンスはあるのでしょうか。（ちよ） 

 

 今年も土用の丑の日を中心に、ウナギを食べる CM が流れ、新聞や週刊誌のようなメディアでも、ウナギを食べる話しで持ちき

りでした。ニホンウナギが絶滅危惧種になるほど少なくなっていることなぞ、何の関係もないかのごとくに。ウナギは絶滅危惧でも、

養殖ウナギは関係ないと思っている人も多いようだ。でも、卵からの完全養殖はまだ試験段階。ほとんどすべての養殖ウナギは、

自然界から採集したウナギの稚魚（シラスウナギ）を使って養殖している。シラスウナギの値段は、1kg あたり数百万円まで高騰し

ているらしい。それほどシラスウナギも親ウナギも減ってしまっている。ニホンウナギがここまで減ったのは、日本人のウナギ喰い

が大きな原因である。ちなみにヨーロッパウナギは、かなり前から絶滅の危機にあり、輸出入が禁止されている。これもシラスウ

ナギを養殖に使い、日本人が食べ尽くしたことによる。ウナギに限らない。ミナミマグロなどマグロ類も日本人に食べ続けられて、

今ではマグロ漁の存続も危ぶまれている。それでも、ウナギやマグロを何のためらいも無く食べ続ける日本人の感覚は、いったい

どう説明したら良いのだろうか。捕鯨と同じように、ウナギを食べるのも日本の食文化だと言って、ウナギが絶滅するまで、しらん
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ふりをするのだろうか。私はマグロとウナギを食べなくなって、もう何年にもなる。食文化は過去の亡霊を追うことでは無く、現在の

資源を賢く利用して、自然の恵みをいただくことで作るものだと思う。（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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