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「今月の海」 周防橋立 象鼻ヶ岬（山口県光市）  

 周防橋立とも言われる象鼻ヶ岬は、山口県光市の室積（むろずみ）半島にある。周辺は 1927 年に「日本百

景」に指定されるなど風光明媚な場所として知られ、象鼻ヶ岬県立室積公園と指定されている。半島の最高峰

の峨眉山（がびさん）の麓にあり、展望台も整備されている。象鼻ヶ岬はもともと先端の小島と本土の間に砂

州が形成された地形で、天橋立と同じ地形で、その形が象の鼻に見えることからこの名前が付いた。峨眉山に

はアカマツ

やシイ・カシ

の暖帯原生

林が生育し、

国の特別天

然記念物「峨

眉山樹林」に

指定され保

護されてい

る。象鼻ヶ岬

は御手洗湾

を抱くよう

に曲がり、湾

曲した砂浜

が美しい。半

島の先には

弘法大師が護摩祈祷をした記念の大師堂もあり、戦争時の砲台跡もある。象の目にあたるところには象眼水と

呼ばれる井戸があり、例によって弘法大師が水を出させたという伝説が残る。この海では、典型的な瀬戸内海

の風景と海の生き物が見られる。          （2009 年 4 月 10 日 向井 宏撮影）  

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆海の生き物を守るフォーラム 2018 in 東京 

 以下の通り、海の生き物を守るフォーラム

2018 を行います。ぜひご参加いただき、各地

の海の生き物を守る取り組みを聞き、今後の

日本各地の取り組みにどう生かしていくか、

考えていただきたいと思います。フォーラム

のあとには、海の生き物を守る会の総会と懇

親会も行います。 

 

海の生き物を守るフォーラム 2018 

「海の自然をどう守るか 

      ～取り組みと成果～」 

 

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 

  （中央区京橋 3－1－1 

   東京スクエアガーデン 6 階） 

共催：海の生き物を守る会、日本自然保護協会（NACS-J）、ラムサールネットワーク日本 

 いよいよ 

 明日！ 

https://eic-chuo.jp/access/
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プログラム 

13:00~13:05 開会挨拶および趣旨説明 向井 宏（海の生き物を守る会） 

13:05~13:40 「葛西三枚洲 ラムサール条約登録」 飯田陳也（日本野鳥の会東京幹事） 

13:40~14:15 「嘉徳海岸 奄美の砂浜の生物多様性と護岸計画の現状」安部真理子・志村智子（NACS-J） 

14:15~14:30 休憩 

14:50~15:25 「上関海域 まるごと博物館の活動を通して奇跡の海を守る」 向井 宏（海の生き物を守る会） 

15:25~15:40 「江奈湾干潟 NPO の取り組み」 横山耕作（NPO 法人 OWS） 

15:40~15:55 「辺野古・大浦湾  生物多様性豊かな辺野古の海の現状」安部真理子（NACS-J） 

15:55~16:00 閉会挨拶 志村智子（NACS-J） 

16:00~ 同じ会場で、「海の生き物を守る会」総会を行います。 

 

◆海の生き物を守る会 2018 年総会 

 海の生き物を守る会の総会です。会員はぜひご参加ください。遠方などの理由で参加できない会員は、委任

状の提出をお願いします。終了後、近くのレストランで懇親会を行います。こちらにも多くの会員に参加して

いただけますようお願いします。 

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 

 

フォーラム会場のご案内 

東京都中央区環境情報センター（東京都中央区京橋 3－1－1 東京スクエアガーデン 6階） 

 

※専用の駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

 ただし、東京スクエアガーデンには、有料の駐車場・駐輪場が設置されています。 

 

https://eic-chuo.jp/access/ 

 

アクセス 

地下鉄 東京メトロ銀座線「京橋駅」3番出口直結 

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」7番出口より徒歩 2分 

都営浅草線「宝町駅」A4番出口より徒歩 2分 

JR JR「東京駅」八重洲南口より徒歩 6分 

JR「有楽町駅」京橋口より徒歩 6分 

江戸バス 北循環⑤「八重洲通り西」下車徒歩 6分 

  

「海の生き物を守る会」会員の皆様へ 

委任状まだの会員は今日中にメールをください！ 

https://eic-chuo.jp/access/
https://eic-chuo.jp/access/
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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その他、以下のような予定で観察会などを行います。 

◆吉野川河口干潟観察会 

日時：2018 年 4 月 29 日（日）10:00~15:00 ※雨天中止 

場所：吉野川河口 

参加費：無料 

用意：砂浜歩きのできる服装、濡れても良い靴、 

   弁当、メモ、筆記具、カメラほか 

共催：とくしま自然観察の会 

 

 

◆砂浜海岸生物調査研修会・観察会 in 表浜 

 日本の海岸においては、ますます貴重になる砂浜、美しい芽吹きの季節に表浜海岸の長大な砂浜海岸を体験

しませんか？ 子どもから大人までの体験ひろば：表浜まるごと博物館でセミナー終了後、現地で生物調査、

同定を行います。 

日時：2018 年 5 月 20 日（日）10:00～15:00  ※雨天中止（少雨なら実施） 

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 

参加費：無料 

用意：砂浜歩きのできる服装、靴、弁当、メモ、筆記具、カメラほか 

共催：NPO「表浜ネットワーク」 

◆海岸生物観察会 in 和賀江島 

日時：2018 年 6 月 16 日（土）10:00～14:30  ※雨天中止（少雨なら実施） 

場所：神奈川県材木座海岸和賀江島 ／集合場所：材木座海岸東北端の和賀江島前海岸 

参加費：無料 

用意：水に入れる服装、濡れても良い靴、弁当、メモ、筆記具、カメラほか 

 

◆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 

 

◆海岸生物観察会 in 江ノ島 

日時：2018 年 10 月／場所：神奈川県江ノ島の砂浜 

詳細未定 

  

http://www.omotehama.net/marugoto/index.html
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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） 

◎「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) 

◎ 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 8 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 

◎「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 

◎ACADEMIA（全国日本学士会会誌）No. 139  (2013.4) 森里海連環特集 1 部 

パラダイムシフトとしての森里海連環－その思想（あるいは理念）と実践 Part 1 

◎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 

 

 

 

 

（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。） 

 

 

お知らせコーナー 

砂浜フィールド図鑑 好評販売中！ 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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（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。 

 

 

 

 

 

●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 

  

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。11 月には

沖縄県知事選挙があります。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。 

 

会場：沖縄市民会館中ホール（沖縄県沖縄市八重島 1 丁目 1-1） 

★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 （39）（40）   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】 

●沿岸域を標的に 核のゴミ処分地候補を検討 経産省 

 現在、日本には原子力発電所などから生じた核のゴミは、1 万 7000 トン以上あると言われている。原発は

次々と再稼働させて核のゴミもさらに増え続けているが、その核のゴミをどう処分するかは、いまだに決める

ことさえできていない。日本政府はエネルギー基本計画で原子力発電に国内エネルギー需要の 20～30％を依

存するとしており、原発の再稼働を止めようという姿勢はない。そこで、核のゴミの処分方法を議論する研究

会が 1 月に始まった。研究会が始まる前に、経産省は日本全国で核のゴミ最終処分の候補になり得る地域・海

域を示した図を提案しており、研究会の議論はその図に基づいて「なぜ沿岸域を検討するのか」の説明から始

まり、沿岸域ありきの研究会であることを示した。経産省が示した理由は、海底なら陸上輸送の距離が短くな

ること、土地利用の制約が少ないことなどが理由に挙げられている。沿岸に棲む生き物のことなど何も考えて

いないことがよく分かる。沿岸の海底処分には、漁業者らの強い反発が予想される。また海底処分における安

全性も疑問だらけである。津波や地震、海底火山の噴火が頻発する日本で、何千年、何万年と漏れ出す危険が

ない処分方法がありうるのか。経産省は今年中に結論を出すと言っているが、なによりも核のゴミをもう一つ

も出さない決意が先に必要なのではないだろうか。海をこれ以上放射性物質で汚してはいけない。 

（文責：向井 宏） 

【東北】 

●石巻市防潮堤 住民意向調査をやらず実施へ 

 宮城県石巻市の表浜港にこれまでよりも高い 6m の防潮堤を整備する計画について、県はこれまで 3 回の住

民説明会（意見交換会）を開催したが、住民の参加が少ないことから、住民への意向調査（アンケート調査）

を予定していた。2 月 10 日の 3 回目の説明会では、12 名の参加者へ県が意向調査のやり方（全 160 世帯と漁

港利用者対象）について説明した。これに対して県議会の建設企業委員長が、「アンケートは浜を分断するこ

とになる。愚の骨頂だ」と批判した。県の職員もこれに同調し、その場で 10 名の住民が賛成したことから「住

民の総意が得られた」として、当初の予定の住民への意向調査を行わずに、計画通り 6m の防潮堤を建設する

工事を始めることにした。説明会では、住民から「津波が来る度に被害が出るのは困る」として賛成する声と、

「6m の防潮堤では海が見えなくなる」「住民は高さを変更するよう求めている。話し合いに応じないなら住

民との協議の意味が無い」と反対する声もあった。県の建設課は、「住民の意見で事業を進めることに同意す

るという総意を感じた。景観などについては、個別に協議したい」と話している。県の計画案に賛成しない人

とは協議しないという姿勢が見える。地元の区長は、「県に押し切られた様に感じる。これまで何のために意

見交換会を開いてきたのか」と述べた。同防潮堤は、総延長 700ｍで、2020 年末までの完成を目指して工事

を始める。（文責：向井 宏） 
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【九州】 

●福岡・熊本漁協が有明漁業者に基金受け取り迫る 2営農団体が開門差し止め訴訟原告団から脱退 

 国営諫早干拓事業で有明海の漁業が厳しい状況に立ち至ったことから、有明海の漁業者らが諫早湾の潮受

け堤防を開門して干拓地の調整池に有明海の水を入れるよう要求した開門訴訟で、民主党の菅直人首相（当

時）は長期開門調査をするように指摘した高裁判決を受け入れ、国は開門調査を行うことが確定した。しか

し、国はその後の政権交代もあって、開門を行わず、確定判決に従わないために開門するまで毎日罰金を支

払う羽目になっている。一方、長崎地裁に干拓地の営農者らが開門差し止めを求めた訴訟で開門をしてはな

らないという確定判決と矛盾した判決を出している。国は裁判の過程で、開門をしないという前提のもとに、

有明海再生基金 100 億円をだすという和解案を提案した。有明海の漁協はこれを拒否したが、福岡県と熊本

県の漁協は、基金を受け取り和解に賛成している。2 月 26 日には、国が漁業者側に開門を強制しないよう求

めた訴訟の控訴審判決が予定されており、判決の如何に関わらず、以後和解協議が行われるとみられている。

有明漁協は、2 月 9 日に和解について協議したが、現時点では判決がどのようなものになるか分からないの

で、ようすを見守るとした。組合長は和解を受け入れる意向を示しているが、もっとも被害が大きかった有

明海南西部の漁業者らは開門しないことを認めた和解案には強硬に反対している。2 月 10 日には、福岡・熊

本両漁協が有明漁協と協議し、両漁協が直接反対している漁業者らに説得したいと申し出た。有明漁協は、

対応を検討するとしたが、26 日の判決前に和解に応じさせたい両漁協の思うようになるかどうか、分からな

い。福岡有明海漁連の会長は、「有明海再生事業は 3 県がまとまってやらないと効果が無いことを、直接南

西部の漁業者らに伝えたい。できないなら（和解案受け入れを）あきらめるしかない」と述べた。 

 一方、開門差し止めを求めている営農者側にも変化が現れた。開門差し止めを求めていた原告団から 2 つ

の農業生産法人が脱退することになった。これは、干拓地に入植しているマツオファームとグリーンファー

ムの 2 社で、2 月 9 日福岡高裁に訴えのすべてを取り下げるとした文書を送った。この 2 社は、「県公社な

どから要請されて原告団に加わっていたが、長年、食害対策や農地改良に無策だった公社の姿勢を問いたい」

として、原告団からの脱退の理由としている。今後、開門派との連携も視野に入れて、干拓事業のあり方を

問い直すとしている。同時に、この 2 社は、調整池に飛来する野鳥の食害の被害について、長崎県農業振興

公社などを相手として損害賠償請求を長崎地裁に訴えた。（文責：向井 宏） 

 

●住民 34 名の集落に大型客船寄港地を計画 奄美大島瀬戸内町 

 奄美大島では中国・台湾・香港などからの大型客船を呼び込もうとする動きが活発になっている。昨年は、

龍郷町で住民 300 人の集落に大型桟橋とテーマパークやゴルフ場の建設計画が起こり、住民達の反対で町長

も撤回せざるを得ない事態が起こった。今度は、瀬戸内町の住民わずか 34 名の集落（西古見）に、6000 人

を乗せた 22 万トン級の大型客船の寄港地にしようという計画が襲ってきた。住民の 9 割が賛成したという理

由で瀬戸内町が鹿児島県にこの場所を開発場所として推薦したのだ。6000 人の観光客が奄美大島の中を同時

に移動すると、大型バスが 100 台必要で、それを通す道路もない。風光明媚なこの場所に道路や施設を作る

ことになる。奄美大島の観光の目玉である自然は、次々と破壊されるばかりだ。これに対して、瀬戸内町の

住民が中心になって「奄美の自然を守る会」が発足し、反対運動が始まっている。署名はウェブサイトから

できます。それぞれできる範囲で支援しましょう。(文責：向井 宏) 

「奄美大島は、量より質を大事にする島であってほしい。大規模開発で一時的な潤いを消費するのではなく、

島のキャパシティに合った、身の丈に合った暮らしをさせてください（奄美の自然を守る会）」  

http://saveamami2018.amamin.jp/e686042.html
http://saveamami2018.amamin.jp/e686042.html
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【東北】 

◆第 19 回日本カメ会議 

 現在、日本カメ自然誌研究会（愛知学泉大学内）ホームページで参加者、発表者（口頭でもポスターでも

OK）募集中。10 日の会終了後、18:00 より名古屋港水族館黒潮大水槽（イワシのトルネードで有名）前ホー

ルで、懇親会を開催します。懇親会が始まるまでの時間に、名古屋港水族館特別展「カメ 知ってる？」を

ぜひご覧下さい。懇親会の会場に入る途中に、この特別展はあります。 

日時：2018 年 3 月 10 日（土）13:00～17:00（受付 12:00～） 

      3 月 11 日（日）10:00～12:30（受付 9:30～） 

会場：名古屋港ポートビル 4 階講堂 

地下鉄名古屋港駅南側に名古屋港ガーデン埠頭があります。その敷地内に、名古屋港水族館、名古屋

港ポートビル、南極探検船ふじがあります。駅からポートビルまでは、徒歩 5 分ほどです。 

参加費：大人 1000 円、大学院生以下 500 円 

懇談会参加費：大人 5000 円、大学院生・大学生・専門学校生 4000 円、小学生～高校生 3000 円 

主催：名古屋港水族館、日本カメ自然誌研究会 

プログラム 

基調講演： 

10 日「人文系資料を活用したカメ学のすすめ」 

 後藤康人（日本民族学会） 

11 日「名古屋港水族館におけるウミガメの飼育と研究」 

 松田乾（名古屋港水族館飼育展示第一課、小 4 国語教科書「ウミガメの.命をつなぐ」著者）  

★申し込み先：山崎川グリーンマップ大矢美紀 a-ohya@sc.starcat.ne.jp TEL052-841-6048 

準備の都合上、申込期限を 2 月 20 日とさせていただきます。また 11 日は「名古屋ウィメンズマラソン 2018」

がありホテルがとりにくくなっています。宿泊が必要な方は、早めにおとりになることをおすすめします。 

【近畿】 

◆野田三千代作品展「海を彩る海藻の森」 

日時：2018 年 2 月 2 日（金） 

      ～4 月 1 日（日） 

9:00～17:00（休館日なし） 

 

会場：鳥羽市立「海の博物館」 

0599-32-6006 

入館料：一般 800 円、学生（大学

生、短期大学、高等学校、高専、

専修学校、小中学校）400 円 

 

http://www1.m1.mediacat.ne.jp/chelonian-1998/
http://www.nagoyaaqua.jp/event/2014092413490805.html
http://www.nagoyaaqua.jp/limitation/2017101910185794.html
http://pier.nagoyaaqua.jp/port_building/2014100914324952.html
mailto:a-ohya@sc.starcat.ne.jp
http://www.umihaku.com/
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「うみひるも」のご感想や、海の生き物の情報・写真をお寄せください。 

hirumo@live.jp または https://goo.gl/GjWIjL 

 

【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 

日時：2018 年 2 月 24 日（土）15:00～17:00 

集合場所：和白干潟 海の広場（福岡市東区和白 4 丁目）駐車場無し、西鉄「唐の原」駅から徒歩 5 分 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 

連絡先：090-1346-0460（田辺） 

 

【沖縄】 

◆「あーまんシアターとサンゴ礁さんぽ」 

 今年は「国際サンゴ礁年」。あーまんシアターでは、「サンゴ礁ウィーク 2018」の参加型イベントとして、

「あーまんシアターとサンゴ礁さんぽ」を行います！ 手作りのリアルなぬいぐるみを使った海の生きもの

の楽しいお話を聞いたあとで、実際に近所のサンゴ礁の海を歩いて、ホンモノのサンゴや生きものたちを観

察します!! 

日時：2018 年 3 月 3 日（土）13:00～15:30 

場所：浦添市リサイクルプラザ （沖縄県浦添市伊奈武瀬 1-8-2） 

定員：30 名（要予約） 

対象：小学生以上（保護者同伴） 

料金：200 円 

持ち物：帽子、タオル、ぬれても良い運動靴か長靴（サンダルやぞうりは、滑って危険です） 

★申し込み・問い合わせ：担当（鹿谷）まで 

電話 090-6862-5219 Fax.098-959-8193  E-mail：shika@shikatani.net 

主催：あーまんシアター ＋ しかたに自然案内  後援：沖縄県サンゴ礁保全推進協議会 

「あーまんシアターとサンゴ礁さんぽ」は、「おきなわサンゴ礁ウィーク 2018 登録イベント」です。 

  

mailto:hirumo@live.jp
mailto:shika@shikatani.net
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ハナデンシャの漂着 

 

 京都大学瀬戸臨海実験所北浜の波打ち際に、

2017 年 11 月 27 日に、ゼラチン質の、長径

が 6 cm ほどの楕円体の生き物が漂着してい

た。表面に疣のようなものが多々あって、そ

の先が美しい紅色だった。 

 直ぐにラボに持ち帰って水槽に入れた。縮

んでいた体が伸び出した。しばらくは沈んだ

ままだったが、流水を注入していたので、プ

ランクトンのようにふわふわと水槽中をまわ

った。かと思うと、水面直下で腹側を上にし

てはりついて、ナメクジ様にうごめいた。こ

の時、半円形に広げた頭部先端に短い樹状突

起が 12 個ほど数えられた。また、写真のよう

に、頭部の背面からは 1 対の触角が伸び出し、 

体の後部に 6 個の羽状の鰓があった。        図 ラボの水槽内で体をリラックスしたハナデンシャ 

 この生き物は貝の仲間で、ハナデンシャ（花電車）という種である。本州中部以南の沿岸に分布する

ウミウシの一種で、鮮やかな赤の斑点からパレード用に電飾を施した路面電車の名が付けられた。イン

ドー西太平洋海域に広分布するので、本来は温かい海に生息している。ダイバーも水中で見かけるとい

うから、ひょっとすると黒潮に乗って南方からふわふわとやって来たのかもしれない。 

 刺激を受けると青白く発光するというので、何度もやってみたが、残念ながら光らなかった。しばら

く飼育観察した後で、北浜の海がある程度穏やかになった時点で逃がしてやった。  
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「びわ湖遍路」と琵琶湖の行く末 

 海は、私たちの遠い祖先が生まれた究極の“ふるさと”といえる存在です。圧倒的多数の人間は陸に暮ら

し、目先の経済の成長や暮らしの利便性を求めすぎてきた結果、その“ツケ”が海に蓄積し、海ではさまざ

まな深刻な問題が顕在化しています。一方、海は私たちに、悠久のときを経てすべての命の源である水を陸

域に送り続けてくれているのです。 

 高知大学名誉教授の山岡耕作さんと海洋冒険家の八幡暁さんが中心となり、シーカヤックで各地の漁村を

巡り、海とともに生きる人々の思いを聞き取り、この国の未来を見つめ直す取り組み「海遍路」が進められ

ています。2011～2013 年には四国一周、2014 年には震災の海三陸沿岸域、2015 年には瀕死の海有明海一周、

2016 年には三浦半島一周、そして、2017 年には日本の水環境問題解決の試金石とも言える琵琶湖一周が実

現しました。 

 関西圏の水を供給する重要な琵琶湖は、環境先進的な滋賀県としての多様な取り組みによって、水質はす

でに 1980 年代のレベルに改善されています。一時琵琶湖に集結したカワウの数や外来魚オオクチバスの数

も減少傾向にあります。しかし、琵琶湖固有の多くの生き物たちの数には増加の兆しが見られません。かつ

ては年間 5000 トン以上も漁獲されたセタシジミは、50～100 トンと低迷したままです。いったい何が原因

なのでしょうか。 

 今回の「びわ湖遍路」は、八幡暁さん（写真１）を中心に、ニュージーランド在住の藤井巌さんと筆者が

加わり、随時ゲストに乗船いただく形で進められました。10 月 14 日に浜大津から時計回りにスタートしま

した。初日は何とか雨を免れましたが、二日目の和邇浜水泳場、北比良、安曇川と雨が続き、その後一時太

陽が顔を見せてくれま

したが、マキノの浜、長

浜市の尾上、彦根、堅田

と雨空が続き、最後は台

風 21 号にも見舞われる

という天候的には恵ま

れせんでしたが、琵琶湖

の水際の様子とともに、

琵琶湖の漁業の再生や

在来魚の復活に懸命に

頑張る皆さんとも触れ

合う貴重な体験となり

ました。  

６. 有明海と三陸の水辺から（69）     田中 克 

写真１ 海遍路の先導する海洋冒険家八幡暁さん（写真左） 
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 琵琶湖の在来魚介類の衰退に関しては、かつては琵琶湖の水辺を縁取っていたヨシ群落帯や内湖が琵琶湖

総合開発などにより著しく減少し、その先の水田とのつながりなど、命の循環に不可欠な多様な環境の連続

性が大きく崩れたことにあると考えてきました。カヤックで琵琶湖をめぐる中で、水辺がこの間、簡単には

上陸できない状態に変わっていることより、そのことを改めて実感しました。尾上の港でお世話になった漁

師の一人は、琵琶湖の生き物の衰退は、この間多くの川に水が流れなくなったことだと断言しました。改め

て水循環と琵琶湖は森里海連環の中でよくもわるくもなる存在と教えられました。 

 筆者が魚の研究者となり、びわ湖遍路に参加する原点は、小学生時代のホンモロコとの出会いでした。滋

賀県立水産試験場の知り合いが立派なホンモロコ（写真２）を準備してくださり、琵琶湖への想いがいっそ

う深まりました。ゲスト乗船者の一人は漁師になりたいと夢を抱く中学一年生でした。しかし、外来魚しか

取れない今の琵琶湖の漁師にはなりたくないと言いました。私たちは彼の問題提起にどのように応えられる

のでしょうか。 

写真２ 琵琶湖固有魚ホンモロコ：琵琶湖の生き物再生のシンボルとも言える存在。ホンモロコのもてなし。 
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嘉徳海岸との出会い 

 2015 年 5 月 29 日、奄美大島 2 日目だ。朝、原井さんが車でホテルまで迎えに来てくれた。大津さん、義

さん、薗さんたちも別の車でいっしょだ。安部真理子さんとわれわれは原井さんの車で出かける。今日は明

日のシンポジウムで話題になる場所を見ること、そのうちの 1 カ所で潜水調査を行うことになっていた。最

初に行ったのが、名瀬から遠い島の南東側、瀬戸内町の嘉徳海岸。実はここがこのエッセイの本題であるジ

ュラシック・ビーチ、すなわち嘉徳の砂浜海岸だったのだが、その時は奄美大島のいくつかある砂の減少し

ている海岸の一つという認識で、あまり特別の意識もなく見学した。嘉徳海岸も浜の砂が大幅に減少してい

るという。2013 年の夏の台風で高さ 2m ほども減ったそうで、せっかくの自然海岸なのだが、一部フレコン

パックが 3 段に積まれ土留めしているのでちょっと景観が悪い（写真）。集落の墓などが崩落する可能性が

あるという。その時の日記に「コンクリート護岸よりは良いかもしれない。将来は護岸するのだろうか。」

と書いていた。まさにその護岸建設が、このあと問題になり、われわれが関わっていくことになるとは、こ

の時には思ってもいなかった。砂浜が侵食されたすぐそばに集落の墓場があり、そこには奄美では有名な鍋

伽那（なべかな）というノロ（巫女）の墓がある。もっとも古そうなその墓を見学した。墓石の裏の刻文に

は、行年 60 歳と読めた。鍋伽奈という名のノロのことは、それまで私はまったく知らなかったが、ナベカナ

伝説というものが奄美には伝わっており、宇検村の八月踊りという伝統芸能では、「嘉徳ナベカナ節」とい

う曲が演奏され、踊られるらしい。奄美の民謡としても、嘉徳ナベカナ節（または、かとこナベカナ節）は、

よく歌われているようだ。 

 

 

 

7. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（4） 向井 宏 

左：2015年の侵食された嘉徳海岸、右：侵食される前の嘉徳海岸のようす 
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 そこからまた国道に戻って古仁屋方面に進む。長いトンネルを抜けると、すぐ目の前に、湾があり、向こう

岸に土泊の土砂堆積場が見える。海岸に土砂がそのまま山積みにされている。この土砂の堆積は、どうやら沖

縄の辺野古の埋立用に急遽作られたものらしい。 

 

 船で辺野古まで運び出すのに便利な海岸に作られたと思

われる。堆積場の土砂は少しずつまだまだ増えているよう

だ。大雨が降れば、土砂は海へそのまま流れ込むだろう。 

 まもなく瀬戸内町の阿木名の町に入る。阿木名の直ぐ裏の山が赤裸になっている。先ほどの土泊の堆積土砂

は、この阿木名の採石場から採取されて運ばれている。むき出しになった山が痛々しい。（つづく） 

 

 

 

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

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。 

左：土泊海岸の土砂の堆積場、右：阿木名の採石場。向

こうの山まで採石場は続く 
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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。 

 

9．編集後記 

 黒潮大蛇行の図を見ると、いつもは日本列島にぴったり寄り添うように流れてくれている暖流が、ぐにゃりと曲がり、日本

のおへそあたりを避けて通っています。お腹が冷えるイメージから、そりゃ寒いわけだ……と納得がいきます（気象の複雑

なからくりは分かりませんが）。そんな厳しい冬も終わりに近付き、最近は明らかに日が長くなり、ときどき梅の花も目にす

るようになりました。京都と東京でほぼ交互に毎年開かれている「海の生き物を守るフォーラム」が、今年は東京で、明日

開催されます。アクセスが便利な会場（P3掲載）ですので、海の生き物に関心がある方は、ぜひお越しください。（ちよ） 

 

 1月14日に衝突炎上して日本の排他的経済水域内に漂流して沈没したイラン船籍のサンチ号から流れたと思われる

原油が、2月 1日以降、奄美大島に大量に流れ着いている。砂浜は原油の塊が覆って、アオウミガメが油にまみれて死

亡したことも確認されている。被害は奄美大島に限らず琉球列島全体に広がっており、やがて西日本の海岸にも流れ着

く可能性がある。しかし、今回の原油流出については、大手メディアはほとんど無視している。そのためか、現地の鹿児島

県などの対応は後手後手に回っているようだ。環境問題については、行政は鈍感な場合が多いと感じる。環境よりも経

済が大事という発想が抜け切れていないのだろう。でも時代はもうそんな時代ではない。経済も環境が保全されなけれ

ばいずれ壊滅する。われわれの時代はそれを体感し始める時代なのかもしれない。異常気象は、もっともそれを体感さ

せる。手遅れにならなければいいが。（宏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海の生き物を守るためになにかしたい！ 

というあなたに 

会 員 募 集 中 

ボランティアも大募集 
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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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