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「今月の海」 白兎海岸（鳥取県鳥取市白兎）  

山陰ジオパークの一部に含められている白兎海岸は、因幡の白兎伝説でも有名である。すぐ沖には淤岐ノ島

(おきのしま)の岩があり、そこへ続く波蝕棚の岩の列は、サメが並んだ伝説の起源を想像させる。きれいな砂

浜で、夏には海水浴場として利用されている。砂浜の上部には砂丘ができているが、残念ながら国道がその上

に作られて

おり、砂浜は

ほとんど無

くなって、海

浜植物もわ

ずかに残る

のみである。

近くには分

布の南限と

なる野生の

ハマナス群

落がある。海

岸の一部に

貝殻が多数

打ち上がる

場所があり、

ベンケイガイ、チョウセンハマグリ、サトウガイ、オキアサリ、イタヤガイ、ツメタガイなどが多数見られる

他、カズラガイやモミジボラなど多様な貝が見つかる。 

（2014 年 11 月 7 日 向井 宏撮影） 

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 ―海はだれのもの？」 

 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」（未定） 

14:50～15:10 秀野（福岡 ECO 動物海洋専門学校）「未定」 

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、大塚 攻 e-mail：ohtsuka@hiroshima-u.ac.jp tel 0846-22-

mailto:ohtsuka@hiroshima-u.ac.jp
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2362・会場については、武石全慈 e-mail：takeishi@kmnh.jp tel 093-681-1011 

  

mailto:takeishi@kmnh.jp
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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）。 希望者は、 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。 

 

◎日本水産資源保護協会「日本陸棚周辺の棘皮動物（上）」「同(下)」(1991)  各 1 部 

 

◎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 1 部 

 向井 宏 「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012 年 残り 1 部 

 

  

「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 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hirumo@live.jp
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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、生物多様

性を誇る辺野古・大浦湾の埋立を止めるように願って

います。しかし安倍政権は、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。こ

の埋立用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。土砂

搬出反対の署名も新しい用紙でさらに多くの署名を集

めています。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。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 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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2．クジラ切手コレクション （19）（20）   立川賢一 
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【東北】 

●福島沖のクロダイから高濃度のストロンチウム 90 

 東京電力は、2016 年度第 4 四半期に福島沖で採捕された魚類の放射線濃度の測定結果を発表した。放射

性物質の種類は、セシウム 134（半減期 2 年）とセシウム 137（半減期 30 年）。今回は、一部セシウム濃

度が高かった魚種（クロダイ、キツネメバル、シロメバル、カスザメ）については、ストロンチウム 90

（半減期 29 年）についても測定した。その結果、木戸川河口沖のクロダイから、30 ベクレル/kg という高

濃度のストロンチウムが検出された。この値は過去にストロンチウム 90 を測定した 99 検体の最高値であ

る。セシウムは筋肉に溜まる性質が

あるのに対してストロンチウムは骨

に溜まる傾向が強いため、ストロン

チウムの測定には骨を含めた身体全

体を測定の対象としている（東電広

報）。これまでの東電や水産庁、い

わき放射能市民測定室などの調査で

も、ストロンチウム 90 の濃度は、

0~1 ベクレル程度だった。なぜ事故

後 6 年も経って高濃度の魚が出現し

たのだろうか？ 福島県と宮城県沖

のクロダイは、現在でも出荷制限が

かかっており、一般には流通してい

ない。事故から 6 年経過して、初め

て高濃度のストロンチウムが魚から

検出されたことの意味は重要であ

る。その機序をできるだけはっきり

させ、汚染源を止めるいっそうの努

力が求められる。放射能は港湾内に

コントロールされてはいないこと

は、はっきりしている。（文責：向

井 宏） 

右図は水産庁のホームページから 

 

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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【東海】 

●養鰻業者がウナギの稚魚の流通自由化を要請 

 静岡県内の養鰻業者で組織する静岡県養鰻管理協議会は、ニホンウナギの稚魚の県内での流通の規制を改

めるように県に要望書を提出した。現在では、ウナギの稚魚（シラスウナギ）は、県が許可した採捕業者が

地元の組合に販売し、組合が養鰻業者に配分することになっている。組合に入っていない養鰻業者もあり、

それらは国の内外からシラスウナギを購入している。要望書には、現在禁じられている組合間の取引ができ

るようにし、組合員以外にも卸すことができるように、シラスウナギの流通規制を撤廃し、自由に販売でき

るようにしたいという希望が書かれている。要望書を提出した県養鰻管理協議会によると、現在のシステム

では、シラスウナギを手に入れるために闇取引が盛んで、シラスウナギの動きをきちんと管理できていない

問題があり、取引の透明性を高めて資源管理に繋げたいということだそうだ。しかし、国の絶滅危惧種に指

定されているニホンウナギの養殖業が何の規制もなく取引されることが、管理に繋がるかどうかは疑問であ

る。闇取引は問題だが、それは取り締まりを強化することによって解決できる問題であり、規制自由化は管

理強化と方向が逆ではないだろうか。（文責：向井 宏） 

 

【中四国】 

●国内最大のヒジキ 鳴門市の沿岸に自生 

 徳島県水産研究課が瀬戸内海区水産研究所と共同で行った調査で、徳島県鳴門市北灘町の沿岸に、巨大な

ヒジキが生育していることが判った。場所はクルマエビの中間育成施設の堤防の出入り口付近。平均の藻長

が 2.2m あり、各地のヒジキの平均の 2 倍以上ある。これまで各地で測定されたヒジキでは、2m を超えるも

のは報告されていない。この場所では、一定方向の潮の流れが速く、波が直接当たらないことや、一定の水

深が保たれていることなどが、巨大ヒジキが生育する要因だろうと推測されている。ただ、2007 年に徳島県

の行った測定結果では、平均 3m という巨大なヒジキが観察されており、今年はヒジキの成長が悪いことも

あり、普段の年はもっと巨大になると考えられている。関係者らは、来年どのくらい大きくなるか楽しみに

しているという。現在、日本で消費されるヒジキの 9 割が中国・韓国産で、国内生産量は減少しつづけてい

る。（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●伊万里湾で赤潮が発生 養殖魚に被害数億円 

 長崎県松浦市針松浦漁協が養殖漁場としている伊万里湾で、赤潮が発生し（7 月 27 日に確認）、養殖魚の

トラフグやクロマグロなどに被害が発生した。死んだ魚は約 27 万 1800 匹、額にして数億円と推定されてい

る。伊万里湾では、被害額の大きい赤潮の被害は、18 年ぶりという。（文責：向井 宏） 

 

【九州・沖縄】 

●台風の影響か 九州や沖縄で小型クジラの打ち上げ 

 台風 5 号の影響によるものかどうか、南九州と沖縄では、小型のクジラ類の打ち上げが続いている。小型

クジラ類が漂着・打ち上げられたのは、鹿児島県串間市大納の恋ヶ浦海岸、宮崎市熊野の木崎浜海岸、沖縄

県名護市世冨慶（よふけ）。いずれも死んで漂着したもの。名護市の個体はジュゴンと見間違えられて噂が

広がったが、コマッコウクジラであることが判明した。（文責：向井 宏） 
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【東海】 

◆さなるこ地域住民ネットワーク 8月学習講座「これでいいのか、進む遠州灘防潮堤」 

～ 伊浜と松の美しい海岸景観が消えていく この夏、「風の舞う丘」中田島砂丘を考えよう  

 日本絶景スポットの一つ、中田島砂丘。風の舞う丘が 4km にわたって続く。西風の吹く冬の風紋は訪れる

人たちを魅了してやまない。その「浜」と「松」の美しい海岸景観が今消えゆこうとしている。著しい海岸侵

食に加えて、遠州灘防潮堤の建設が急ピッチで進められているからだ。訪れた人たちの心が離れていく。旅情

が消えいく。果たしてこれでいいのだろうか。 

 海に親しむ季節の今、「さようなら中田島砂丘」について立ち止まって考えてみたい、流されずに訴えてみ

たい。何が問題で、今、何をすべきなのかを。 

日時：2017 年 8 月 20 日(日)14:00～16:00 

会場：佐鳴台協働センター（静岡県浜松市中区佐鳴台 2 丁目 24−1） 2 階講座室 

講師：長谷川武さん（海岸侵食災害を考える会 会長）、木下孝司さん（写真家）参加費：200 円 

連絡先：井上 tel. 053-489-9189 

 

◆「漂着物講座＆ビーチコーミン

グ＆ビーチクラフト」 

 

日時：2017 年 8 月 21 日（月） 

   10:00～15:00 

場所：表浜まるごと博物館 

（愛知県豊橋市寺沢町内原 162 番地） 

講師：林 重雄さん 

料金：1500 円（食育ランチ付き） 

定員：小学生 20 名 

（付き添いの保護者も可能） 

★申し込み＆問い合わせ先：表浜まるご

と博物館（田中）まで 0532-21-1192  

office@omotehama.org 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@omotehama.org
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【関西】 

◆2017年度自然史学会連合講演会「瀬戸内海の自然史」 

 自然史学会連合では、自然史

学の普及を目的とした講演会を

開催しています。今回は瀬戸内

海をフィールドとする第一線の

研究者が、魚や海藻、生物多様性

について最新の研究成果をわか

りやすくお話しします。 

 

日時：2017 年 8 月 19 日（土）

13:00～16:10 

会場：大阪市立自然史博物館 

本館（大阪府大阪市東住吉区長

居公園 1-23）講堂 

対象：どなたでも参加できます 

参加費：無料（ただし博物館入

館料が必要です） 

主催：自然史学会連合・大阪市

立自然史博物館 

協力：船の科学館「海の学び 

ミュージアムサポート」 

問い合わせ：大阪市立自然史博

物館動物研究室・石田 

 

プログラム 

 1.「イカナゴ ～瀬戸内に春を

告げる魚～」大美博昭（大阪府

立環境農林水産総合研究所） 

 2.「性転換する瀬戸内海の魚たち」坂井陽一（広島大学大学院生物圏科学研究科） 

 3.「アキラマイマイとシメクチマイマイ ～カタツムリの分布にみる 1000 年前の海岸線～」亀田勇一（国立

科学博物館 分子生物多様性研究資料センター） 

 4.「藻場がつくる海のにぎわい～ダイナミックな瀬戸内海に生きる海藻たち～」 

島袋寛盛（水産教育・研究機構 瀬戸内海区水産研究所） 

 5.「瀬戸内海の干潟と砂堆の生物多様性」 

加藤 真（京都大学大学院人間・環境学研究科） 
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和歌山県白浜町瀬戸漁港にアオヒトデが出現 

 

 アオヒトデは日本では沖縄以南の浅海底に普通に生息している。目の覚めるブルーの本種をこの目で何個体

も初めて見たのは沖縄だった。本種の地理的分布の北限は紀伊半島で、そこでは稀であるが、世界的に分布は

広く、熊野灘以南からインド・西太平洋の熱帯域に主に分布する。 

 今回、2017 年 6 月に和歌山県白浜町の瀬戸漁港の岸壁に、青色の本種 1 個体が何日も続けて出現した。大

きさは大人の手より少し大きく、成体と考えられる。ヒトデ類特有の 5 本の腕が明瞭だった。先端まで寸胴の

腕が切られると、本種は無性生殖できるらしい。 

 本種の色彩にはカラーバリエーションがあり、基本とする青色の色調でも個体毎に濃淡があったり、緑がか

ったり、果ては橙黄色個体も存在する。なお、腹面はどの個体も橙黄色である。 

京都大学白浜水族館では 2005 年に飼育展示したのを皮切りに、現在に至るまでアオヒトデは複数個体が継続

飼育されている。 

 

 

2017年 6月 23日に瀬戸漁港の岸壁に出現したアオヒトデ（右端） 
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宗像の海から世界の海へ：UMI・SACHI推進会議の発足 

 九州北部の玄界灘に面する宗像（むなかた）地区では、海の神々を長期にわたって祀る世界に類を見ない歴

史と文化を培ってきた宗像大社が、世界文化遺産に指定され、海という自然とそれに依拠した文化を今一度見

直し、続く世代につなげる取り組みに弾みがついています。宗像地区には、わが国で最も早い時期から海外交

易（朝鮮半島や中国大陸）の基地としての歴史が刻まれてきました。海外に開かれた歴史、豊かな玄界灘の魚

介類に依拠した暮し、海女発祥の地である海と深く関わる文化を背景に、「宗像国際環境会議実行委員会」を

立ち上げ、2014 年より「宗像国際環境 100 人会議」が開催されて来ました。環境問題は人の暮らしや産業の

あり方の問題であるとの認識から、子供達を含むなるべく多様な分野の人々が参加する海岸でのゴミ拾い（写

真１）、高校生のアイデアによる竹魚礁の設置（写真３）など、次世代育成を柱にした活動が進められてきま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 宗像海岸に

おける市民によるゴ

ミ拾い活動（UMI・

SACHI 推進会議提供） 

 

 

 そのような取り組みを重ねながら、宗像大社の世界文化遺産への登録を機に、あらたに一般社団法人 UMI・

SACHI 推進会議が立ち上がり、7 月 13 日に発足記念シンポジウムが国連大学ウ・タント会議場において開催

されました（写真２）。ここは、2011 年 5 月 21 日に震災で壊滅した気仙沼舞根湾の生態系の回復過程を把握

する出発点となった第１回目の現地調査を終えた翌日に、森は海の恋人運動の畠山重篤さんを基調講演者に迎

えて、震災復興シンポジウムが開催された思いの深い場所でもあります。それから 6 年の時間が流れ、海の幸

の復活を、今問われている持続可能社会の鍵と捉える新た動きが生まれ、海への畏敬の念を取り戻して海とと

もに生きる未来創生への気持ちを新たにすることになりました。 

6. 有明海と三陸の水辺から（59）     田中 克 
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写真２ UMI・SACHI 推進会議発足記念シンポジウム（2017 年 7 月 13 日） 

 

 宗像から津屋崎の玄界灘に面した海域は、1970 年代に筆者が長崎の水産庁西海区水産研究所時代にマダイ

稚魚の生態に関する総合研究に携った際、福岡県水産試験場の皆さんがここをフィールドに、養殖用に大量の

マダイ稚魚を捕獲することが天然資源に及ぼす影響を評価する調査研究が行われた場所でした。その後、津屋

崎にある九州大学水産実験所をベースに波打ち際に生息するヒラメ稚魚を採集する場所ともなりました。それ

は、玄界灘の豊かな漁業資源を支える上で、この海域は重要な資源再生産機能を担う貴重な場所であったこと

を物語っています。 

 UMI・SACHI 推進会議は、豊かな海の幸を復活させる「海の鎮守の森」（写真３）構想のもとに、自然資

本を持続循環的に活用して海とともに生きる未来を目指し、環境省の「つなげよう、支えよう森里川海」プロ

ジェクトに代表される全国的な動きとも連動して、世界のモデルになる活動を目指しています。そのためには、

進行する磯焼け現象に歯止め

をかけ、海の森を再生すると

ともに、そこで生きられる海

女の復活などを視野に活動が

始まりました。この推進会議

の代表メンバーには宗像大社

の宮司さんも含まれ、文字通

り鎮守の森と鎮守の海が共演

する世界が志向され、今後の

展開が大いに期待されます。 

 

写真 3 宗像が目指す海の鎮

守の森を象徴する竹人工魚礁

（UMI・SACHI 推進会議提供） 
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7．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。 

 

8．編集後記 

 我が家の種名不明、排水路出身の淡水魚を眺めていて不思議に思ったのですが、淡水魚と海水魚は、なぜ顔つきが違うので

しょうか。輪郭というか、顔のパーツの配置を見れば、だいたいどちら育ちの魚か分かるということは、両者に違いがあるのは、た

ぶん確かだと思うのですが、その理由が分かりません。食性の違いか、水質や水流の違いか、単に長年すみ分けた結果なのか。

汽水域にすむボラは顔つきからすると、中間型というより淡水魚タイプに見えますが、海と川、どちらかというと川で泳いでいる時

間のほうが長いのでしょうか。ネット検索すれば、すぐ正解が分かるのかもしれませんが、なんとなく今日は調べておりません。子

どもの中学の理科教師が、「夏休みの自由研究のテーマ探しはネットで」とわざわざ勧めたと聞いて脱力した直後だからかもしれ

ません。ネット漬けの生活にもお盆休みが必要ですね。魚面の秘密をご存知の方、もしよろしければ教えてください。（ちよ） 

 

新しい外来生物のヒアリが各地で発見され、マスコミでも大騒動を巻き起こしているようだ。たしかにヒアリのような外来生物の

侵入は、最初の対応が重要であることは間違いないのだが、テレビなどの騒ぎを見ていると疑問を持ってしまうところがある。そし

て一般の受け止め方は、さらに大きな問題を含んでいる。ヒアリの発見から、人々はアリそのものに恐怖したり嫌悪したりしていて、

アリを殺す殺虫剤が馬鹿売れしているらしい。ということは、アリとみればヒアリだろうと何だろうと殺してしまえという群集心理が

見える。そして、アリが見つかるところは、片っ端から殺虫剤をまき散らすべきだと思っている人が多いらしい。怖ろしいことだ。ア

リは日本でも 280 余種がいるし、それらは土壌生態系においてそれぞれ独自の重要な役割を持っている。身の回りにアリの存在

を許さない人間は、いずれ自分自身の存在を否定されることになるだろう。メディアは、報道する上でセンセイショナルに報道する

のではなく、科学が教えるところをきちんと学んだ上で、報道しなければいけない。おもしろ半分に科学的な事実を無視した報道

は百害あって一利無しである。（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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