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「今月の海の生きもの」 クモガイ Lambis lambis  

軟体動物門腹足綱スイショウガイ科に属する大型の貝で 20cm ほどになる。紀伊半島以南の熱帯・亜熱帯太平

洋の水深 10m より浅い砂の海底に棲む。右の写真は砂の海底で発見されたもので、左下は貝をひっくり返し

て撮った写真。殻は硬く

膨れ、7本の突起がある。

雌の方が雄よりも突起は

長い。螺塔は体層に埋ま

り、殻口は広く開き、薄

いピンク色をしている。

幼貝の時は、突起がなく、

体層も広がらないので、

成貝と同種とは見えない。 

 

沖縄ではモーモー、石垣島ではヤドブレーと呼び、ス

イジガイと同様に魔除けとして玄関などに黄色の紐

で吊り下げておく風習がある。 

   （奄美大島瀬戸内町市にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

●砂浜の生物調査 in 奄美・嘉徳海岸 

 奄美大島の嘉徳海岸で 10 月 29 日に開催予定だった海岸生物の観察会と調査は、台風 22 号が奄美地方を

直撃したことから中止になりました。ついては、この観察会・砂浜調査を 12 月 16 日（土）に行います。 

★参加希望の方は、事務局までお知らせください。 

 全国的に自然の砂浜が減少しているなか、日本で唯一「生きた化石」と言われるオサガメが産卵に上がっ

たことのある嘉徳海岸は貴重です。貝類などでも希少種が生息していることが確認されています。嘉徳海岸

では今、防災のためという理由で、巨大な護岸建設が計画されています。この砂浜の生物の調査に協力して

くださる方を募っています。 

日時：12 月 16 日（土）10:00～15:00 ※雨天中止 

場所：鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳海岸  

集合：嘉徳海岸 10:00 

持ってくるもの：濡れても良い靴、帽子、筆記用具、弁当、カメラなど 

対象：一般 

参加費：無料 

 

主催：日本自然保護協会、海の生き物を守る会ほか 

問い合わせ： 03-3553-4103、umi@nacsj.or.jp （日本自然保護協会 海担当） 

  075-741-6281 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp （海の生き物を守る会）  

mailto:umi@nacsj.or.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp


 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在まで291枚、156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、11月に第2次中間報告書を発行しました（下図）。また、「砂浜フィールド図鑑（1）日本の

ハマトビムシ類、（2）北海道の海浜植物」を刊行しました。 

 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 291 枚の調査票が寄せられ、

全国 156 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、岡山、熊本の各県です。ご協力をお願いします。 

 

 

【活動報告】 

●砂浜海岸生物調査の第二次中間報告書を刊行 

 海の生き物を守る会がこれまで一般の市民に呼びかけて行

ってきた砂浜海岸生物調査は、合計 291 枚の調査表で、全国

156 ヶ所の砂浜海岸で行われてきました。このたび、自然保

護助成基金のプロナトューラ・ファンドの応援で、これまで

の調査結果のうち、海浜植物に関するとりまとめを行い、「第

2 次中間報告書(2008~2017) 日本の海浜植物」として刊行し

ました。A4 判全 50 ページです。 

 会員には無料で希望者に送ることといたしますので、ご希

望の方は向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで、お知らせく

ださい。会員以外でご希望の方には 1 部 200 円でお分けしま

す。ご希望の方はお知らせください。 

 

 

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、岡山、熊本県は未調査です 

http://e-amco.com/research
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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さしあげます！ 

下記書籍・CD・DVD 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。 

 

なお同日に複数の希望が寄せられた場合は、海の生き物を守る会の会員を

優先とします。ご了解ください 

 

 

◎第 7 回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（干潟調査）報告書」2007 年環境省自然環境局 

生物多様性センター p.235 出現種リスト付き CD 版 残り 10 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 

◎International Symposium on Integrated Coastal Management for Marine Biodiversity in Asia. 

    2010/1/14-15 Kyoto  DVD 版 

◎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 

◎「オホーツク・アムール オホーツク海の環境保全を目指して」 2009年 国土交通省 北海道開発局 

◎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 

 

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

 

 

CD／DVDお貸しします！ 
 

下記を視聴したい方にお貸しします（送料はご負担ください）。 

コピーも可。希望者は、向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで 

お知らせください。 

 

 

◎2017 年 6 月 10 日開催シンポジウム「奄美の森と海のつながり」DVD 3 枚 

◎2013 年 4 月 13 日開催シンポジウム「沖縄の美ら浜をいつまでも 

      ～セミナー『砂浜のはなし』」DVD 1 枚 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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（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。そこで、「砂浜フィール

ド図鑑」を発行しました。シリーズ 1 冊目は、どの浜

辺にも必ず見かけるハマトビムシ類の図鑑です。 

 

 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）。 

 

 

 

 

 

（２）『北海道の海浜植物』 

 砂浜フィールド図鑑シリーズの 2 冊目として、「北海道の海浜植物」を刊行しました。 

 

A5 判 56 ページ。1 冊 200 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）。 

 

 

 

★以上、ご希望の方は当コーナー最後の申し込み 

方法をご覧ください。 

 

 

  

お知らせコーナー 

砂浜フィールド図鑑 好評販売中！ 
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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 

 

大浦湾・辺野古沖の多様な海の生物・ジュゴンを守ろう！ 

 海の生き物を守る会は、生物多様性を誇る沖縄県名護市の大浦湾・辺野古沖の埋立に反対して、

「辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会」に参加しています。 

 

本土からの辺野古土砂採取計画撤回を！ 

第三次署名提出にむけて 

 安倍政権は、沖縄県内からの土砂だけでは埋立ができないことから、西日本各地の 14 カ所以

上の山を削り、海砂を採取し、合計 21,000,000 ㎥の土砂で辺野古の海の埋立を強行しようとし

ています。 

 協議会では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現在、新しい用紙でさら

に多くの署名を集めています。署名活動にご協力をお願いいたします。署名用紙は、以下のウェ

ブサイトからダウンロードできます。

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01065.pdf 

 

奥港・本部港から辺野古に砕石を海上搬送 

沖縄防衛局 埋め立て工事を急ぐ 

 辺野古の埋立に使われる土砂は、西日本各地の山を削り採取したものだが、実はそれ以外にま

ずは沖縄本島内部で採取した土砂・砕石 670 万㎥（全体の 3 分の 1）が使われる。これまで主

として本部（もとぶ）にある採石場からトラックで搬送していたが、キャンプ・シュワブのゲー

ト前では市民が座り込むなどして、搬入に抗議しているため、搬入に遅れが出ていた。そこで沖

縄防衛局は、国頭村奥港と本部町本部港から辺野古に直接船で砕石を搬送することを開始した。

海上輸送を始める直前、防衛局は沖縄県にその旨を通知したが、沖縄県が奥港から辺野古へ至る

輸送路はジュゴンの生息域であることから、環境への配慮を指示し、辺野古に建設中の護岸を使

っての搬入は計画変更に当たるとして、変更許可を申請するように指示したが、防衛局は計画変

更には当たらないと拒否した。しかし、奥港桟橋の使用許可が出されており、本部港では 

使用申請も出されていないまま使用されていることから、辺野古土砂搬出反対全国連絡 

協議会では、沖縄県と本部町に、許可を取り消すよう申し入れた。 

 

 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01065.pdf
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辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会第 5 回総会 

2018 年 5 月 26 日（土）・27 日（日）沖縄県で開催 

 第 5 回総会は、土砂全協と沖縄県議会との連携を図るため、沖縄県で開催します。来年 1 月

には、名護市長選挙も行われます。11 月には沖縄県知事選挙もあります。辺野古に基地を作ら

せない信念を表名している稲嶺市長と翁長県知事を三度選び、民意を明らかにするためにも、総

会への参加を呼びかけます。★参加希望者は、事務局までお知らせください。 

 

 

辺野古の美ら海とそこに棲むサンゴや 

ジュゴンなどの生きものを守りましょう。 

        

     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。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★当コーナーの冊子類をご希望の方は、冊子名、部数、送り先を 

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

 

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:宏%20hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ切手コレクション （29）（30）   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。 

読者からの投稿も大歓迎です。 

 

 

 

【国際】 

●大型海牛の骨格を発見 ステラ-の残した死骸か？ 

 1741 年にドイツ人探検家のゲオルグ・ステラ－によって発見されたが、そのわずか 27 年後には地球上から

姿を消してしまった大型海牛（ステラーカイギュウ）の骨格が、ステラーが発見したコマンドルスキー諸島で

発見された。場所はロシアのカムチャッカの東、アリューシャン列島の西の端にあるコマンドルスキー諸島の

海岸で、ロシアの調査チームが数時間かけて掘り上げた。骨格標本は、頭骨が欠けていたが、それ以外の骨格

はほとんどすべてそのままの状態で残っていた。今回掘り出された標本の体長は約 5m で、骨だけでも合計

10 トンにもなる。現地のビジターセンターに展示する予定だという。ステラーカイギュウは、ジュゴンやマ

ナティの仲間の海牛類で、身体は 9m にもおよぶ大型海牛である。かつては約 2000 頭のステラーカイギュウ

が北極海を泳いでいたと推定されているが、ステラ－が発見して、その美味な肉と捕獲が容易だったことから、

たった 27 年で絶滅してしまった。ステラーカイギュウは、「空気を吸い、潜水はまったくせず、かつては陸

を歩いていただろう」とステラーの残した記録は伝えている。尾の先は二つに分かれ、口には歯の代わりに髭

の生えた上唇と角質の板を持ち、海草やケルプ（褐藻）を食べていたと推定されている。社会性を持ち、夫婦

の絆が強く、1751 年にステラーカイギュウを捕獲していた探検家によると、雌を捕獲して海岸に置いておい

たら、雄が翌日になってもその側を離れなかったという。そのために、集団を捕獲することも極めて容易だっ

たという。海牛類の研究をしているアメリカのジョージ・メイソン大学のローレライ・クレラー教授によると、

コマンドルスキーの海牛標本はこれがすべてだと言う。世界ではフィンランド自然史博物館に 1 体のほぼ完全

な標本があるだけである。クレラー教授の推定では、1741 年に発見したステラ－たちは、約 10～20 頭のステ

ラーカイギュウを捕獲したと思われるが、それを持ち帰ることはできなかったらしい。現地に残したもののう

ちの 1 体が、今回掘り出された標本の可能性があると指摘している。 

 

●グレーバリアリーフ南部でジュゴンが増加 

 2016 年 11 月のグレート・バリアリーフ海洋公園の空からの調査によると、オーストラリアのグレート・バ

リアリーフの南部海域でジュゴンの数が増えているという。ジュゴンは国際保護動物に指定されている海牛の

1 種だ。前回 2011 年の調査では、サイクロンがこの地を襲ってジュゴンの餌である海草藻場が大規模に破壊

された後だったこともあり、ジュゴンは約 600 頭にまで減少し、さらに子どもがまったく見つからなかったと

いう。ところが、今回約 5500 頭のジュゴンの 10％ほどが子どもだったと報告された。朗報だが、けっして手

放しで喜ぶわけにはいかないとする見方も強い。ジュゴンの数は最盛期に比べて 3％～5％に減少しており、

その大きな原因は、開発による海草藻場の減少である。今回の調査で増加したのは、北部からの移動が主な原



 

11 

因ではないかという説もあり、災害に見舞われた前回の調査と比べて増えたと言うだけと冷静に受け止める研

究者もいる。 

 

【近畿】 

●鳥羽市でアワビの稚貝調査 

 三重県鳥羽市のアワビ漁業では、1966 年の漁獲量が 250 トンあったのに比べ、2015 年には 8.5 トンまで

減少している。現在はアワビ資源の復活のために毎年 17 万個の稚貝を購入・放流しているが、効果は少ない。

そこで、鳥羽市では観光協会や磯部漁協とともに漁業と観光の連携事業として稚貝を採集してアワビの生態

を調べることとした。アドバイザーのアワビ研究者の山川絋さんの協力で稚貝のコレクターを作成し、神島、

答志島、菅島など 7 カ所の水深 3m、6m、10m に設置し、稚貝の付着状況を調べる。コレクターはアワビの

産卵期の冬の 2 カ月間設置し、稚貝の付着数などを調べて、今後の稚貝放流のための参考にする予定だ。同

海域のアワビは、主としてクロアワビとメカイアワビの 2 種で、その漁業は観光資源の海女の存続にも重要

な影響を持っている。これまでの稚貝・稚魚の放流事業は、その種の生態を十分調べること無く行われてお

り、効果が疑問視されることも多い。その中でアワビの放流事業は各地で行われており、またその放流後の

追跡調査も比較的良く行われている。今回の鳥羽市海域での本格的調査は初めてのことで、生態を明確に把

握することによって、資源の復活や漁業のあり方など規制にも基本的な情報を得ることができるだろう。（文

責：向井 宏） 

 

【中四国】 

●ズワイガニの雌雄同体を発見 

 鳥取県水産試験場の発表によると、堺漁港に水揚げされたズワイガニの中に、雌雄同体の個体が発見され

た。その個体には雄と雌の生殖器が同時に存在していたという。鳥取県内ではズワイガニの雌雄同体の発見

は初めての事だそうだが、他府県でも非常に珍しい。（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●有明海干潟で甲殻類の絶滅危惧２種を発見 

 環境省のレッドリストに掲載されている絶滅危惧種の甲殻類 2 種が、佐賀県鹿島海岸の干潟で発見された。

カニ類の「ヒメモクズガニ」とエビ類の「フタトゲテッポウエビ」の 2 種だ。子どもの時代から有明海の干潟

に親しみ、生き物を採集してきた福岡県久留米市の市民が採集したもので、両種が発見されたのは約 14 年ぶ

りという。専門家によると両種は共生関係にあるとみられ、両種とも絶滅に瀕するほどに希少であるとされる。

有明海は国営諫早湾干拓事業にも見られるように、貴重な生物の棲む干潟が広がっていたが、埋立などの開発

で環境は破壊されつつある。残された貴重・希少な生き物を守り抜くために研究者だけではなく、行政も何が

できるかを真剣に考えてもらいたい。（文責：向井 宏） 
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【近畿】 

◆セレナ来館 30 周年記念第 2 回ジュゴンに関する国際シンポジウム in 鳥羽 

 

INTERNATIONAL MERMAID SYMPOSIUM 

Second Toba Symposium of Dugongs “30thAnniversary of SERENA” 

テーマ：世界におけるジュゴンの現状と未来 Dugongs: GlobalStatus and Future 

 

 1986 年にフィリピンにおいて保護された幼獣のジュゴン「セレナ」が、鳥羽水族館へ搬入されてから今年

で 30 年の節目を迎えます。これを記念し、国内外で活躍する研究者たちによる、今日のジュゴンがおかれて

いる現状や保全に向けた取り組み、野外における研究、さらに鳥羽水族館におけるセレナを使った実験の成

果などを紹介する国際シンポジウムを開催します。本シンポジウムを通じて得られた知見をもとに、現在絶

滅の危機に直面しているジュゴンの現状を把握するとともに、彼らの種の保存に向けたグローバルな取り組

みの可能性を探ります。 

 

日時：2018 年 2 月 22 日(木)～23 日(金) 

場所：鳥羽国際ホテル（情報交換会のみ鳥羽水族館にて開催） 

主催：国際ジュゴンシンポジウム実行委員会（株式会社鳥羽水族館・三重大学大学院生物資源学研究科附属

鯨類研究センター・京都大学フィールド科学教育研究センター） 

後援（予定）：公益社団法人日本動物園水族館協会・環境省・三重県・三重県教育委員会・鳥羽市 

参加費：シンポジウム 一般 2000 円、学生 1000 円／情報交換会 一般 3000 円、学生 2000 円 

 

プログラム 

2 月 22 日(水) 

12:30～13:00 受付 

13:00～13:30 開会・来賓（三重県知事）および関係者挨拶 

13:30～14:30 基調講演 

15:00～16:30 セッション 1「各国のジュゴンの現状と保護活動 1」 

18:00～20:00 情報交換会（鳥羽水族館） 

 

2 月 23 日(木) 

8:30～9:00 受付 

9:00～10:30 セッション 2「各国のジュゴンの現状と保護活動 2」 

10:50～12:20 セッション 3「最近のジュゴンの野外研究報告」 

13:30～15:00 セッション 4「鳥羽水族館のジュゴン『セレナ』の研究報告」 

15:10～16:00 総合討論 

16:10 閉会  
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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 

 

【九州】 

◆奄美大島における外来生物問題を考えるシンポジウム～島嶼の生態系を守るため～ 

   今こそ考えよう、奄美の自然と外来種問題！【WWF・NACS-J 主催】 

 奄美大島では世界自然遺産登録に向け手続きが進む一方、様々な環境問題にも直面しています。マングース

やノネコをはじめとした外来生物問題は、世界的な優先課題のひとつであり、「予防」「捨てない」「広げない」

の被害防止行動が重要です。今回は奄美大島の地元団体の活動や、中学生らによる発表を交え、幅広く学ぶ機

会として、どなたでもお気軽にご参加下さい。 

日時：12 月 17 日（日）13：00～16：00 (予定) 

場所：AiAi ひろば ２F 会議ホール 

 はじめに 島嶼生態系の外来生物問題を考えるシンポジウム  

企画説明（WWF） 奄美の自然と島嶼地域での外来生物の問題 

奄美の自然の価値と世界自然遺産（地元写真家 常田守氏） 

南西諸島における島嶼間の移入種のリスクと IUCN 勧告（NACS-J） 

生物多様性条約事務局による対策ツールキット紹介と東京シンポ報告（WWF・ NACS-J） 

  奄美大島の外来生物対策の活動事例 

奄美大島におけるネコ問題と地元での啓発活動（ACN） 

地域の取組み「予防、捨てない、広げない」の活動や施策紹介（朝日中学校・市(いち)中学校学生発表、奄

美市環境対策課、ＷＷＦ） 

まとめ 

・質疑応答 

連絡問い合わせ先：奄美猫部・ACN 事務局 0997-58-7000（久野） 

主催：ＷＷＦジャパン、公益財団法人日本自然保護協会(NACS-J) 

協力(共同実施ﾊﾟｰﾄﾅｰ)：奄美ネコ問題ネットワーク(ＡＣＮ） 

共催：公益財団法人自然保護助成基金(緊急助成支援) 

後援： 奄美市、鹿児島県（予定） 

 

  

mailto:hirumo@live.jp
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オビクラゲのようなカエルアンコウ類の卵塊が漂着 

 北浜の波打ち際に、再び漂着したのは、クラゲのようなゼラチン質の細長い塊である。年に数度あるかな

いかの珍しいものである。2017 年 10 月 9 日に打ち上がったのは、海中で伸ばしてみると、42cm の長さが

あった。しかし、幅は 5mm もなく平たい。透明なのが多いが、今回、珍しく、薄い褐色がかっていた。 

 以前 7 月 15 日に打ち上がったのは、写真で示したような、いつもの 60cm 位の長さの透明な一塊だった。

どれも、外形は、クシクラゲ類のビーナスの帯と言われるオビクラゲにそっくりである。 

 これを産んだ主は、あんこう鍋やあん肝でおなじみのキアンコウだと思った。しかし、大洗水族館から報

告されているサイズと余りに違い過ぎるので、同定にとまどっていた。キアンコウだと 8～10m もの長さに

なるからである。今回のも両端が綺麗にまるくなっており、断片でなく完品である。 

 やっと、これらの正体は、カエルアンコウ類のものだと分かった。だが、種類の特定は無理である。カエ

ルアンコウ類もキアンコウなどと同様に、頭の上で疑似餌をちらつかして釣りをするものがいる。また、カ

エルアンコウ類は、まるで四足のようなしっかりした腹鰭と胸鰭を使って、海底をゆったり歩く。その動き

から、以前はイザリウオ類という呼び名があてがわれていた。同じような卵の塊を産むのである。 

 これら不思議な形のものは、卵帯（らんたい）と呼ばれる。この中には多数の卵が詰まっている。キアン

コウだと 100 万粒は優に超える。実験室でふんだんに流水を使って飼育を何度も試みる。だが、この卵帯か

ら仔稚魚がうまく育たない。プランクトン性の卵帯は、運が悪ければ、今回のように浜に打ち上がって、中

で育っている大勢の子

供がいっきょに死んで

しまう悲運となってし

まう。実験室でもなか

なか命は救えないので、

拾ったら沖合に直ぐに

もどすのが一番良いだ

ろう。 

 

 

 

 

 

 

北浜に打ち上げられた 

ゼラチン質の卵帯  
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ウスリータイガ、ビキン川のほとりで（１） 

 「ウスリータイガ流域のクラスヌィヤール村を訪ねる私たちのこの旅が、元村長ウザさん、ビキン国立公

園事務所の皆さん、ホームステイを受け入れてくださった皆さん方のひとかたならぬご尽力によって実現し

ましたことに、まず心よりお礼申しあげます。2011 年 3 月 11 日に日本の東北太平洋沿岸域に巨大な地震と

津波が直撃し、2 万 2 千人以上の人々が命を落とし、今なお 2 千 5 百人の人々が行方不明のままです。その

上、福島第一原子力発電所が崩壊し、多くの人々がふるさとを強制的に追われる悲劇が起こりました。私た

ちは自然の圧倒的な力を目の当たりにし、自然を敬い、自然とともに生きる社会に作り直さないことには、

未来世代の幸せはないことに思い至りました。地震と津波で多くの漁村は潰れましたが、それでも被災漁師

の多くは『海に恨みはない。海と漁業は必ず蘇る。ここには確かな森があるから』と言いました。漁師は豊

かな海を『太平洋銀行』と呼び、元本である森と海のつながりを壊さず、毎年生み出される利子だけをいた

だけば、家族とともに長く幸せに暮らしていけると言います。この地では 30 年前に海が汚れ漁業ができなく

なった時、牡蠣養殖漁師は豊かな海を取り戻すために、山に登り、源流域に木を植え始めました。それは今

では『森は海の恋人』運動として、全国に広がっています。日本とロシアの研究者が協力して、アムール川

流域の森や湿地帯で生み出される鉄分などの栄養分がオホーツク海から日本の北の海に運ばれ、世界有数の

漁場にしていることが明らかに

されています。このビキン川流

域の森が被災した漁師の海を蘇

らせ、漁師の暮らしを支えてき

たのです。 

 私たちが今ここを訪れ、タイ

ガの自然（写真１）とクラスヌ

ィヤール村の人々の暮らしや文

化を学ぶ理由はここにあります。

ここは、私たちにとって『ふる

さと』とも言える場所なのです。

こうした大切な場所を護り子孫

に引き継ぐことは、私たちの日

本が未来世代の幸せを大事にす

る国に変えることと同じだと感

じています。シニア自然大学校

『地球環境自然学講座』は森と海のつながりを学びながら、そのことに少しでも貢献できればと願っていま

す。今回の訪問で、地理的には遠く離れた皆さんと私たちの間には心のつながりが生まれ、とても近い存在

になったことを喜んでおります。本当にありがとうございます」。 

 

6. 有明海と三陸の水辺から（64）     田中 克 

写真１ ウスリータイガの森――ウデヘの人たち 

の狩猟と漁撈の場となる 
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 2017 年 9 月 29 日、ロシア沿海地方、クラスヌィヤール村での歓送迎会（写真２）で、このようにお礼の

言葉を述べさせてもらいました。この自然観察会が実現した背景の出発点は、2009 年に札幌で開催された「北

方民族の文化と自然を考える」シンポジウムにおいて、ウスリータイガの流域で狩猟と漁撈を糧に暮らす先

住民族ウデヘの暮らしや文化とその基盤となる大自然の話をされた NPO 法人タイガフォーラムの野口栄一

郎さんとの出会いでした。その後、シニア自然大学校が開設する「地球環境自然学」講座で、森里海連環学

が取り上げられたことにより、9 月 24 日から 10 月１日の「ウスリータイガ自然観察会」が実現し、ウデヘ

の皆さんの御宅（写真３）に泊めていただく貴重な機会が生まれました。 

 

 

写真２ クラスヌィヤール村での歓送迎会：盛り上がる異文化交流（宮田義明さん撮影） 

 

 

 

 

 

 

写真３ ホームステイさせて 

もらったウデヘの人たちが 

暮らす家――広い庭で野菜 

を作る 
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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 

 今号の表紙の貝が沖縄で「モーモー」と呼ばれているのが面白いなーと思ってネット検索してみたところ、クモガイ以外にも、い

ろいろな貝の情報が出てきました。どうやら巻貝全般をモーモーと呼ぶ地方があるようです。突起の形が牛の角に似ているから、

という説明に思わずうなずきましたが、諸説ありそうです。ちなみに、我が家の壁には 9 年前の沖縄旅行で買ってきた日めくりの

「琉球暦」があって、沖縄の含蓄に富む「ことわざ」を日々眺めています。1 日（1 ページ目）の言葉は、「ぬちどぅ たから」です。

「（命どぅ 宝） 命は宝であり 最も尊いものである」。そして小さな字で「うちなーんちゅの一番好きな言葉です」とあります。（ちよ） 

 

9月に「砂浜フィールド図鑑(2)北海道の海浜植物」を作り、11月には「砂浜海岸生物調査第二次中間報告書 日本の海浜植物」

（向井 宏・瀬戸内千代共同編集）を刊行した。怒濤の 3 ヶ月だったような気がする。おかげで今年の京都の紅葉は、いつのまに

か終わっていた。助成をいただいた自然保護助成基金のプロナテューラ・ファンドには、重ね重ねお礼申し上げたい。報告会も終

わって、一日小春日和の中を久しぶりに大文字山に登った。すぐ北にある比叡山の中腹から下は、紅葉・黄葉で山が錦の着物を

着ているようだ。「・・山の麓の裾模様」ともみじの歌を口ずさみながら、朝靄でかすむ京都の街を眺めて、心を癒やした。 今日か

らいよいよ師走に入る。今年は良い年であっただろうか、来年はどうか。毎年のことながら、良い年であるよう願うばかりだ。（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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