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「今月の海の生きもの」 ウモレベンケイガニ Clistocoeloma sinense  

 甲殻類十脚目ベンケイガニ科のカニ。河口域のヨシ原内の高潮位に溜まったゴミの下に埋もれたように見つ

かる奇妙なカニである（甲長 16 mm まで）。ヨシ原内で見つかるカニは、アシハラガニやクロベンケイガニ

といった俊敏な動きをするものが普通だが、それらとは対照的である。ただし逃げるときは結構俊敏に動く。

体表は全面にわたり泥

に覆われており、これ

も体表がきれいな他の

カニ類とは対照的であ

る。東京湾以南沖縄ま

でに分布するが、その

記録地は限られており、

環境省の海洋生物レッ

ドリスト(2017)では絶

滅危惧 II 類(VU)に指

定されている。日本各

地の集団間でその遺伝

的特徴を調べた研究に

よれば、各地集団の遺

伝的多様度は低いなが

ら、東京湾と九州の集

団が三河湾・伊勢湾・

瀬戸内海の集団とは違った特徴をもっていることがわかっている。（和田恵次） 

（徳島県勝浦川河口にて 和田恵次氏撮影） 

http://e-amco.com/
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今年は良いニュースをお届けできるように祈っています。 

今年もよろしくご愛読をお願いいたします。 

 

 

 

【活動予定】 

 2018 年も砂浜海岸生物調査、同研修会、観察会、海の生き物を守るフォーラムなどの活動を行う予定です。

現在予定している行事は以下の通りです。 

 

◆海の生き物を守るフォーラム 2018 

  テーマ：「海の自然をどう守るか ～取り組みと成果～」（仮題） 

日時：2018 年 2 月 17 日（土）13:00~16:00 （開場 12:30～） 

場所：東京都中央区環境情報センター 

共催：海の生き物を守る会・日本自然保護協会・ラムサールネットワーク日本 

内容：葛西三枚洲、嘉徳海岸、上関海域、江奈湾干潟、辺野古・大浦湾などの自然を守る活動を行ってきた団

体に、これまでの活動と見通しを話していただき、どうやれば海の自然を守れるかについて、みんなで考えて

いきたいと思います。多くの方の参加をお願いします。 

 

 

https://eic-chuo.jp/access/
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◆海の生き物を守る会 2018 年総会 

日時：2018 年 2 月 17 日（土）16:00~17:00 

会場：東京都中央区環境情報センター 

※「海の生き物を守るフォーラム」の終了後に開催 

 

◆砂浜海岸生物調査研修会・観察会 in 表浜（予定） 

日時：2018 年 4 月 21 日（土）10:00~14:00 

場所：愛知県豊橋市 表浜 

会場・集合場所：表浜まるごと博物館 

※表浜ネットワークと共催 

 

◆吉野川河口干潟観察会 

日時：2018 年 4 月 29 日（日）10:00~15:00 

場所：吉野川河口 

※とくしま自然観察の会と共催 

 

◆砂浜海岸生物調査研修会・観察会 in 神奈川 

日時：未定 

場所：神奈川県の砂浜（未定） 

 

◆砂浜の生き物観察会 in 嘉徳海岸（奄美大島） 

日時：2018 年 5～6 月頃（未定） 

場所：嘉徳海岸（鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳） 

※日本自然保護協会との共催を予定 

 

◆アカテガニの放仔観察会 

日時：2018 年 7 月（予定） 

場所：山口県上関町長島田ノ浦海岸 

※上関の自然を守る会との共催を予定 

 

 

【お知らせ】 

 砂浜海岸生物調査の一環として、富士通株式会社のご協力で「携帯フォトシステム・クラウドサービス」を

利用してパソコンやスマホから調査を報告いただくシステムを実施してきました。このサービスで情報をお寄

せくださった方には、お礼を申し上げます。 

 富士通株式会社との協定書の満了をもって本サービスも 2019 年 3 月末に終了させていただくことになりま

した。富士通さんには、これまでご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

https://eic-chuo.jp/access/
http://www.omotehama.net/marugoto/feature-works.html
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現在まで293枚、158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。2017年11月には、「砂浜フィールド図鑑（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 293 枚の調査票が寄せられ、全国

158 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、

岡山の 5 県だけとなりました。お近くにお住まいの方、この地方に旅行を予定されている方、ぜひご協力を

お願いします。 

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

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会員を優先とします。ご了解ください。 

◎「砂浜海岸生物調査 中間報告書（2008～2014）」 海の生き物を守る会  2015 年 

◎「砂浜海岸生物調査 第 2 次中間報告書 日本の海浜植物」 海の生き物を守る会  2017 年 

◎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  

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、岡山県は未調査です 

http://e-amco.com/research
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とジュゴンを守ろう！ 

 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 

 

防衛省の回答について 

 以下の点を含む要求を持って 2017 年 12 月 13 日に対防衛省交渉が行われました。 

＜質問事項（抜粋）＞１．外来生物駆除のための飼育・試験（2）外来生物侵入防止対策に

ついて：防衛局は、沖縄県に本年（2017年）11月 2日、「外来生物の侵入防止対策につい

ては、現在、実際の外来生物（セアカゴケグモ・アルゼンチンアリ等）を飼育等の上、当

該外来生物を死滅させるための条件を試験により明らかにし、当該侵入防止対策の検討の

資とすることとしている」と回答した。この外来生物の飼育・試験等の内容について具体

的に説明されたい。また、この飼育・試験等の業務は、防衛局が発注したどの委託業務に

おいて実施しているのか？ 

 13 日の防衛省の回答は、以下の通りです。 

「セアカゴケグモ・アルゼンチンアリ等の特定外来生物を飼育し、一定時間高温処理を行い、生死

を確認する試験を現在行っている。これは、『シュワブ（H27）水域生物等調査』業務で実施してい

る。」 「本業務の特記仕様書等の関連文書は 20 日までに提出する」 

 我々は従来から、「岩ズリは土砂がほとんどであり、洗浄は不可能なので、特定外来生物

が見つかった場合、どうするのか」という追求を続けてきました。「焼却」等のウワサは

以前からありましたが、防衛省が「高温処理」の試験を行っていることを正式に 

認めたのはこれが始めてです。しかし、県外からの土砂は 1700 万㎥にもなり、 

費用、時間等を考えれば、「高温処理」などあり得ません。提出された同業務の 

仕様書等については、次号以降で報告予定です。 

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。会場は、

沖縄市民会館中ホール（沖縄県沖縄市八重島 1 丁目 1-1）。2018 年 2 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明して

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。 

 

スケジュール 

2018 年 5 月 26 日（土） 午後はフィールドワーク（希望者のみ、読谷村、嘉手納基地周辺、

南風原の陸軍病院壕跡、泡瀬干潟など検討中）、夜は懇親会 

翌 27 日（日） 午前は総会。午後は学習交流会、北上田さんのお話と各地の報告（たっぷり） 

海勢頭豊さんのコンサートも予定 

 

 

 

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。 

 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:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ切手コレクション （33）（34）   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。 

 

 

 

【全国】 

●人工集魚装置の規制を緩和 カツオへの影響が心配 

 カツオやマグロ類の漁獲に関する取り決めを行う国際組織「中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）の年

次総会が 2017 年 12 月上旬にマニラで開かれた。今大会で議論されたのは人工集魚装置（FAD）と呼ばれる

漁獲方法への規制をどうするかだった。FAD とは、ブイや筏などを海面に流して寄ってきた魚を巻き網で一

網打尽に獲る漁法である。WCPFC は、メバチマグロの資源量が減少していることから、2014～16 年に FAD

による漁法を年間 4 カ月と規制してきた。さらに 2017 年には公海では全面的に禁止とした。ところが、メバ

チマグロの資源量が回復したという昨年 8 月の報告をもとに、規制緩和を求める声が日本を除く全加盟国から

出たため、2018 年は公海で年 5 カ月の禁止、公海以外では年 3 カ月の禁止とするよう規制を緩和した。日本

は規制緩和を認める代わりに FAD の使用を 350 基以下に制限するという条件をつけることを認めさせた。

FAD による漁法が日本の南方海域で多く行われるため、メバチマグロに限らずカツオなどの乱獲に繋がる怖

れがあるとして、日本のカツオ漁業者は警戒を強めている。（文責：向井 宏） 

 

【中四国】 

●島根半島・宍道湖中海をジオパークに認定 

 有識者と研究者らで組織する日本ジオパーク委員会は、2017 年 12 月 22 日に会合を開き、島根県の松江市

と出雲市の海岸を「島根半島・宍道湖中海ジオパーク」と認定することを決めた。この地域は、当初は神話関

連の「国曳きジオパーク」という名前で申請したが、科学と神話は相容れないとして 2017 年 9 月の会合では

保留とされた。その後名称を変更して今回の認定に繋がった。本ジオパークは面積が 1197 ㎢と広大で、島根

半島や宍道湖・中海などの他、平野や丘陵地を含んでいる。自然公園や世界遺産、ジオパークなどの認定で観

光事業に役立てる目的で申請する自治体や経済団体が増えているが、本来の目的は自然を守ること。本末転倒

の議論が多いし、科学的な目を持たない申請もある。町おこしとは金儲けのことだと間違っている人が多いの

は困ったものだ。（文責：向井 宏） 

 

●鳥取砂丘がポケモン GOに踏み荒らされる 生態系への負荷増大 

 鳥取県の鳥取砂丘で、2017 年 11 月にスマートフォン向けのゲーム「ポケモン GO」の特別イベントが行わ

れた。このイベントに多数の若者が参加した。このために砂丘に残された足跡は過去 4 年間に比べて平均値で

約 2.3 倍に上ったことが報告された。砂丘の観光客による過剰利用も生態系に負荷を与える問題であるが、こ

のような砂丘そのものを見たり感じたりすることとは関係の無い目的のために、貴重な鳥取砂丘の生態系に過

大な負荷を与えるイベントは、控えるべきであろう。日本三大砂丘の一つと言われた静岡県の中田島砂丘は
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2017 年、中央に巨大な防潮堤を建設してしまったために、砂丘としての価値は大幅に減少してしまった。も

う一ヶ所の九十九里浜の砂丘（砂浜）は、三大砂丘の一つと言えないほど砂浜が消失してしまっている。残る

のは、鳥取砂丘のみだ。この自然を大事に次の世代に残していくことは、われわれの責務である。（文責：向

井 宏） 

 

【九州】 

●立野ダム着工へ本年度予算 48億 9千万円 

 国土交通省が熊本県南阿蘇村と大津町にまたがる立野ダムの建設工事を 2017 年度中に着工することが明ら

かになった。2017 年度当初予算を上回る 58 億 9 千万円を本体工事費に盛り込んでいる。立野ダムは、2016

年の熊本地震による土砂崩れなどで工事用道路が被災して、本体着工を延期していたもの。国交省では本体工

事が 2 年遅れたにもかかわらず、完成予定の 2022 年は変更せず、総事業費の 917 億円も維持している。 

 一方、熊本県産山村の国営大蘇ダムは完成したにもかかわらず、ダムが漏水して予定通りの貯水ができてい

ない。このダムは農水省の管轄で、現在ダムの法面にコンクリートを吹き付けて漏水を止める工事を行ってい

る。2 年後に修理工事の完成を目指している。 

 ダム事業の見直しが進み 1000 基以上のダムの撤去を行った米国と異なり、日本はいまだにダム建設に突き

進む。撤去したダムはまだたった 1 基だけなのに、新しく造るダムは多数が各地に予定されている。時代の流

れに遅れるのは何故だろうか。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●「K5護岸」予定の長さに さらに「K4 護岸」建設に着手 辺野古埋立 

 米軍の基地建設のための辺野古沖の埋立予定地で、埋立のための護岸建設を沖縄防衛局が住民の反対を

排除しながら強行している。辺野古崎近くに作っている「N5 護岸」は、予定の 273m に達し、さらに

N5 護岸の先端から西側にあらたに「K4 護岸」を建設するための砕石投下を始めている。その工事のた

めのフロートが設置された。フロートの長さは 3800m、フロートを固定するためのコンクリートの重り

は 79 個を沈めた。 

 埋立工事に使う土砂は、沖縄県本部地区などの採石場から毎日のように 100 台を超えるダンプカーで、

キャンプシュワブのゲートから運び込んでいるが、ゲート前で土砂の搬入に抗議をする人々の排除に機動

隊などの人員が多数必要なこともあり、防衛局ではダンプカー以外にも船で運び込もうと計画、やんばる

北部の奥港と本部港から土砂を船に積み込んでいる。これには地元の住民が総反発しており、防衛局も苦

慮している。沖縄県はこれらの港湾の使用を認めてしまったが、これらの土砂運搬船がジュゴンの生息海

域を避けて通るように指導しており、指導が受け入れられない場合は港湾使用許可を取り消すこともあり

得るとしている。ただ、あらゆる手段で辺野古基地建設を阻止すると公言している翁長知事だが、港湾使

用許可を取り消すことも慎重に対応しており、反対住民からは翁長知事への抗議文も届けられている（文

責：向井 宏） 

 

●大浦湾のアオサンゴ 新種の可能性も 

 沖縄県名護市大浦湾で発見された巨大なアオサンゴ群体を形成するアオサンゴが、同じ沖縄県の勝連半

島などに分布するアオサンゴとは遺伝的に異なった系統に属することが、宮崎大学の安田仁奈准教授らの
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研究で判明した。アオサンゴは世界自然保護連盟（IUCN）のレッドデータリストにも記載されるなど、

貴重で希少な種とされている。日本では沖縄県に分布し、石垣島白保の海岸に飛行場の建設計画が上がっ

たとき、白保の礁湖でアオサンゴの群体が発見され、計画が白紙に返ったこともある。大浦湾のアオサン

ゴの分析は、日本自然保護協会の依頼で行ったもので、安田准教授は、30km 程度しか離れていない勝連

半島と大浦湾で遺伝系統の異なるアオサンゴが生息していることから、大浦湾が周辺海域から孤立して特

徴のあるサンゴ群集が成立している可能性があり、このアオサンゴは新種の可能性もある。他の場所のア

オサンゴがあるからと言って、ここのアオサンゴを無くしてしまって良いものではないと重要性を示唆し

ている。日本自然保護協会では、大浦湾のアオサンゴを保護し、基地建設は中止すべきだと主張している。

（文責：向井 宏） 

 

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

 

 

 

【関東】 

◆いろいろな海の生き物を触ってみよう 

 生鮮・保存標本を使って、いろいろな海の無脊椎動物を触ったり観察したりします。参加無料。 

日時：2018 年 1 月 21 日（日）13:30～15:00 

会場：千葉県立中央博物館研修室 

対象：小学生以上（小学生は保護者参加） 

定員：20 名 

講師：駒井智幸氏 

★申し込み：イベント参加申し込みフォームから ※2018 年 1 月 7 日（日）締め切り 

 

【近畿】 

◆大阪湾ウミウシ観察会 第 10回 冬のウミウシの見つけ方マスター（大人編） 

 ウミウシは海の宝石とも呼ばれ、非常に人気の高い生き物ですが、実物を見たことがないという人が多い

です。大阪湾には 200 種を超えるウミウシが生息していますが、生息状況がよくわかっていない種も多く、

どこに行けばどんなウミウシが観察できるのかあまり知られていません。大阪湾ウミウシ観察会では、そん

なウミウシを観察できる機会を増やし、大阪湾にもこんなに魅力的な生き物がいるということを伝えていき

たいと考えています。 

 冬には冬だけのウミウシが見られます。観察できる可能性が比較的高いネコジタウミウシ、コネコウミウ

シ、クロシタナシウミウシ、オカダウミウシ、アメフラシ、ミドリアメフラシ、アマクサアメフラシ、キヌ

ハダウミウシ、アカボシウミウシ、アカエラミノウミウシ、フジエラミノウミウシ、ウミフクロウ、ブドウ

ガイなど約 20 種類のウミウシの見つけ方、見分け方を解説します。 

日時：2018 年 1 月 17 日（水） ※小雨実施 

場所：和歌山市 加太・城ヶ崎の磯 

集合：南海本線加太駅改札 10:20 

http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=204
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/EF/?id=17109
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アクセス：南海なんば駅 8:43 発の特急サザン 7 号（後ろ 4 両が自由席）に乗ってください 

解散：現地 14:30 ころ 

対象：大人 

定員：10 名（メールで申し込み順） 

参加費：500 円 

持ち物：弁当、水筒、長ぐつまたは胴長、帽子、軍手または皮手袋、防寒具（寒い可能性が高いため、防寒

対策をお願いします） 

★申し込み：メール送信先 umiushi@nature.or.jp 

参加者全員の（１）名前（２）フリガナ（３）年齢（４）住所（５）電話番号（６）パソコンからのメール

を受け取れるメールアドレスを記入し、表題を「1/17 ウミウシ観察会申込み」として送信。1 週間以内に折

り返し参加可否を連絡しますので、連絡のない場合はお問い合わせください。1 月 14 日（先着順）締め切り 

問い合わせ先：大阪自然環境保全協会内「1 月 17 日ウミウシ観察会」係 06-6242-8720   

 

◆伊勢湾流域圏の再生シンポジウム 

日時：2018 年 2 月 10 日（土）13:30～ 

※午前は「生物多様性条約 SBSTTA21/8J ワーキンググループ報告会」あり 

 

会場：豊橋市民センター 

資料代：500 円 

主催：伊勢・三河湾流域ネットワーク、国連生物多様性の 10 年（UNDB）市民ネットワーク、中部の環境

を考える会、四日市ウミガメ保存会、よみがえれ長良川実行委員会 

問い合わせ：090-1284-1298（武藤）  

mailto:umiushi@nature.or.jp
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外来種シマメノウフネガイ 

 北浜などでしばしば打ち上げられている変わった巻貝に、アワブネがある。殻の特徴は、扁平で長円

形の皿を伏せた様な外見である。この種にとても類似しているのが、シマメノウフネガイで、北浜には

稀に漂着する。本種を 2017 年 11 月 12 日に北浜で見つけた。長さは 24 ㎜で、アワブネとほぼ同じサイ

ズだった。殻口内が紫褐色なのが本種の特徴なのだが、色が薄くなっていた。 

 シマメノウフネガイは外来種

で、カリフォルニアからパナマ

の太平洋岸にかけて自然分布す

る。日本では 1968 年に三浦半

島で初記録されて以降、各地で

見つかっている。紀伊水道沿岸

では 1974 年に和歌山県みなべ

町で最初に発見されている。串

本町では 50 ㎜以上になった巨

大な殻が発見されている。アワ

ビ類やアカニシ等の巻貝やアズ

マニシキ等の二枚貝といったよ

うな軟体動物の生体の貝殻上で

付着生活を送るが、それまでど

の宿主で長々とせいかつしてい

たのだろうか？ 

図. アワブネの大きさ程度の 

打ち上がったシマメノウフネガイ 
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ウスリータイガ、ビキン川のほとりで（3） 

 成田空港から北に 3 時間弱のフライトでハバロフスク空港に着きます。ウラジオストックに次ぐ極東第 2

の都市ハバロフスクは工業とともに大学が多く存在する学生の町でもあり、若者の姿が目立ちます。今回の

旅には 2 人の若者が通訳として同行してくれました。 

 ハバロフスク郊外をまっすぐ南に延びる道路。両側には広大なシラカバの林と湿地や畑が点在する日本で

は見られない風景を眺めながらバスの旅を 5 時間ほど楽しむと、目的のビキン川（全長 580km）の中流にか

かるタハロ橋に到着しました。ここでクラスヌイヤール村に暮らす猟師の人たちが待機していてくれた船外

機つきのボートに数人ずつ分乗しました。いよいよウスリータイガの自然をビキン川から眺める船旅の始ま

りです。これぞ本来の川を実感する蛇行を繰り返しながら悠々と流れる川、今年は水量が少ないといえども

大量の水を蓄えるビキン川。岸辺には繰り返し氾濫原となるケショウヤナギの林と対岸の崩れにくい岸辺に

生えるヤチダモやモンゴルナラの大きな木の林が対照的です。その後背の小高い丘の斜面には黄葉最盛期の

ナラの黄色とある間隔を置いて生えるチョウセンゴヨウマツの緑が秋の日差しに際立つコントラストがこの

上なく鮮やかでした（写真１）。贅沢極まりない至極のときを実感しました。本来の川とはこのようなもの

なのでしょう。 

 

写真１ モンゴルナラの黄葉とチョウセンゴヨウマツの緑のコントラストに映える丘 

 

6. 有明海と三陸の水辺から（66）     田中 克 
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 日本の川とは全てが大きく異なります。水量がとても豊かであること、川辺には一切の人工構造物はなく、

岸辺には大きな倒木が絡み合って堆積し（写真２）、人の暮らしの痕跡がみられない風景に圧倒されます。

タハロ橋から 1 時間半ほど川を遡ると岸辺にアムールトラの生息地であることを示す標識（写真３）が立つ

岸辺に船は止まりました。ウスリータイガでの最初の 2 日間を過ごす宿泊地です。予想以上にしっかりした

宿泊ロッジや食事をする小屋が、猟師小屋のそばに配置されていました。今年からこの一帯がビキン国立公

園となり、自然保護の下にツーリストを迎える施設が整備されているそうです。 

 

←写真２ 岸辺のあちこ

ちに堆積する倒木 

 

 

 

 

 

 

 

↓写真３ アムールトラ 

 の生息保護区を示す川 

 辺の標識 

 ウデヘの人々の暮らし

の基盤は森で獲れる野生

動物とともに川で漁獲さ

れる魚です（写真４）。多

くの人々は猟師であり漁

師なのです。宿泊地のすぐ

側のビキン川の岸辺から

でも体長 20cm ほどの小魚

が毛ばりで簡単に釣れた

のです。子供の頃に釣りに

興じた私にも久しぶりに

釣りを楽しむ機会が訪れ

ました。初めてのルアー釣

りでしたが、漁師のセルゲ

ーさんの身振り手振りでの教えのとおりにリールを巻くうちにたて続けに当たりがきました。25cm ほどのコ

イ科の魚と 45cm のコクチマスでした。はやる気持ちを抑えながら待ち受けるとすぐ手前で突然ガツンとき

た大きな当たりに合わせたのですが、残念ながら取り逃がしてしまいました。逃した魚は大魚の例に漏れず、

セルゲーさんいわく 60cm ほどのアムールイトウだったようです。それほど魚影が濃い川なのです。岸辺に

はカワニナが、小石をめくるとヤゴやヨコエビなどの水生生物が多く、川の豊かさが実感されました。 
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写真４ ビキン川で漁師が仕掛けた網にかかったカワカマスやコクチマス 

 

 

 

奄美大島との再びの出会い 

 4 年前（2014 年）のある日、もう記憶も定かでは無いが、奄美大島で講演をお願いしたいという依頼を受

けた。内容はたしかジュゴンのことだったような気がする。奄美には知った人はあまりいないのだが。もう

20 年近く前になるか、ジュゴンが奄美に現れたという情報が寄せられ、琉球大学の先生達と奄美にジュゴン

が本当にいるのか確認に行ったことがある。奄美大島のあちこちの海を潜って、数年前に大規模な白化が起

こり、死屍累々たる奄美のサンゴ礁を横目で見ながら、ジュゴンがいる形跡はないか探し回った。結局、奄

美大島にジュゴンが定住しているという証拠は見つけることができなかった。 

 その後、沖縄県名護市の辺野古に米軍の新しい基地を建設することを、沖縄に関する特別行動委員会

（SACO）で日米政府が合意した。それに向けて辺野古沖、大浦湾の美しい海を埋め立てるという。なんと

いうことをするんだ！ しかし、埋立には合計 2,062 万㎥の土砂が必要だが、沖縄県内で供給できる土砂の

量は、本部（もとぶ）地区で 620 万㎥、国頭地区で 50 万㎥しかない。そこで日本政府（沖縄防衛局）が、

奄美大島を含む西日本各地から埋め立て用の土砂を沖縄県に持ってくる計画を立てた。奄美大島からは 530

万㎥を予定している。そんな情勢の中で、「自然と文化を守る奄美会議」（以後、奄美会議）が奄美で行わ

れている砕石事業と辺野古への搬出反対で動き出した。その中で私にジュゴンの話しをして欲しいという要

請があったようだ。講演を頼まれたのは、私の他に「環瀬戸内海会議」（以後、環瀬戸）代表の阿部悦子さ

7. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（1） 向井 宏 

http://www.setonaikai-japan.net/
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ん。環瀬戸は瀬戸内海の海砂採取に反対して瀬戸内海に面する各県に海砂採取を止めさせてきた経緯があり、

環瀬戸の取り組みを話してもらうことだったようだ。 

 私も辺野古の埋立はなんとか止めてもらいたいと考えていた。辺野古沖ではジュゴンの餌となる海草の藻

場が広がっており、実際に私もそこで潜ってジュゴンの食み跡も見てきたことがある。ジュゴンの研究では、

辺野古のすぐ北にある嘉陽の海草藻場で食み跡の調査も行い、嘉陽の浜では高さ 8.5mの鉄筋の塔を建てて、

24 時間 30 日間のジュゴン観察を行ったこともある。この調査は環境省と共同で行ったのだが、浜辺に塔を

建てるのには、実に多くの書類手続が必要で、実現までに 3 カ月以上かかった。結局、ジュゴンを塔の上か

ら観察しようという試みは失敗に終わった。観察期間中に目視でジュゴンを確認することはできなかった。

でも、その期間にジュゴンは 2-3 度嘉陽の藻場にやってきたことが判っている。潜水によって新しいジュゴ

ンの食み跡が観察されていたからである。 

 沖縄でジュゴンを観察するのは困難だった。私の沖縄のジュゴンの研究は、それで終わりとなった。以後

は、ジュゴンが容易に観察できるタイのトランやフィリピンのマリタで研究を行ってきた。ジュゴンの観察

や行動研究から、辺野古沖の海草藻場の重要性を話すことなら、私にできると思って講演を承知した。とこ

ろが、2014 年 12 月に安倍晋三内閣は突如解散総選挙を行った。奄美大島で採石場問題に取り組んでいる奄

美会議の人たちは、選挙で忙しくなり、とても講演会どころではなくなったようだ。奄美大島のような島で

は、選挙は一大イベントであり、おまつりでもある。講演会は中止になった。（つづく） 

（なかなか本題に行き着かないが、のんびり書いていきますので、のんびり読んでください） 

 

8．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。 

 

9．編集後記 

 今号で 211号を数える「うみひるも」が、また新年というおめでたい節目を迎えました。表紙を和田恵次様がご執筆くださり、幸先

の良いスタートとなりました。どうぞ皆様も、海の生き物の情報をお気軽にお寄せください（投稿フォームはこちらです）。そして今

号は、向井会長による新連載も始まりました。いつも「活動について」の「お知らせコーナー」に辺野古土砂搬出反対全国連絡協

議会の情報が掲載されていますが、その経緯が分かるようなエッセイです。ぜひ今年も「うみひるも」をご愛読ください！ （ちよ） 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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 このところ奄美大島へ行く機会が増えている。年末にも奄美大島に出かけ、嘉徳海岸の生き物調査を行ってきた。嘉徳海岸は

奄美大島でも珍しくなった自然海岸の一つ。暖かい奄美だが、やはり 12月ともなると少し寒い。オカヤドカリ類や海浜植物を調べ

たが、小さな貝類がいっぱい打ち上がっているのに驚いた。砂浜に腰を下ろしてじっくりと眺めると、実に多くの種類の小さな貝が

あるのに気がつく。時間が過ぎるのを忘れるくらいだった。あらためて嘉徳の自然海岸の素晴らしさに気づかされた日々だった。

年末には今年一年の仕事をほぼ終わり、反省と共に貝類の同定作業を楽しく行った。今年 1 月末にはこの嘉徳海岸の巨大護岸

堤の建設についての検討委員会の結論が出そうだ。どうかこの自然海岸を守って欲しい。護岸が作られたらもう二度と嘉徳海岸

へ行きたいとは思わないだろう。（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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