
 

1 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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「今月の海の生き物」 ドロアワモチ Onchidium sp.  

 軟体動物門有肺類収柄眼目イソアワモチ科の貝類の一種。紀伊半島から沖縄まで暖かい海の干潟に生息する。

香港からの種 O. hongkongensis と同じ種類とされてきたが、近年の研究では疑問とされ分類的な位置は、ま

だはっきりしない。環境省レッドリストでは、絶滅危惧 II 類に登録されている。和名は‘泥にまみれた粟餅’

のような形から付けられた。殻は持たず、泥の表面を這う。体長は 3cm ほど。楕円形で背中には多くのいぼ

状突起があり、そのうちの 10 個ほどが大きく側面にレンズのある背眼を複数持っている。この背眼で光を感

じて行動する。触角は短く、外見からは触角が見えない。近似種のイソアワモチなどがやや長い触角を持つの

で、区別しやすい。

干潮時に泥上を這い、

泥表面の有機物を食

べる。雌雄同体だが、

他個体と交尾し、夏

に産卵する。卵塊は

らせん状を呈する。

イソアワモチ科の生

き物を沖縄ではホー

ミーと称して、伊是

名島では味噌炒めに

して祝の膳に出す習

慣もあるという。 

（沖縄県南城市海岸

にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆吉野川と海が出合う河口干潟の観察会 

 昨年に引き続き、今年も以下の予定で四国吉野川の河口干潟で海の生き物の観察会を行います。家族連れな

ど多くの方の参加を呼びかけます（写真は昨年の観察会のようす）。日本一の川幅を持つ吉野川河口。河口は、

川と海の絶妙なバランスが保たれて、貴重なフジノハナガイや渡り鳥など多種多様な生物が観察できるところ

です。海と水辺の達人向井宏先生と日本一の河口干潟を探検して、水と生命のつながり大切さを実感しよう！ 

日時：4 月 29 日（日）10:00～12:00（9:45～受付）※少雨決行 

場所：吉野川南岸の最河口干潟（徳島市北沖洲 4） 

   堤防下に駐車場あり。小学生は保護者同伴です。 

★事前申込必要ありません。 

参加費：おとな 300 円、高校生以下 100 円 

準備：飲み物・帽子・タオル・長靴または汚れてもよい

靴（ビーチサンダル、かかとや指先が出ているサンダル

類は禁止！）、足洗い用の水（ペットボトルなどに入れ

てご持参ください）、小さい子どもさんは着替えも。 

問い合わせ：088-623-6783, kansatsunokai@gmail.com 

共催：とくしま自然観察の会＆海の生き物を守る会＆吉野川ひがたファンクラブ 

後援：徳島市教育委員会（予定） 

 

◆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）  

mailto:kansatsunokai@gmail.com
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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」・海の生き物を守る会 

 

◆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 

申込み：事前に nokubo@tku.ac.jp 大久保まで 

主催: 東京経済大学大久保奈弥  共催：海の生き物を守る会・鎌倉の海を守る会（予定） 

 

◆砂浜の生き物観察会 in 嘉徳海岸（奄美大島） 

日時：2018 年 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 

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

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）」2015 年 海の生き物を守る会 

◎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 

http://www.omotehama.net/marugoto/index.html
mailto:nokubo@tku.ac.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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                           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 残り 2 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 

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

    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 残り 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 年 

    「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 年 

    「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009 年 

    「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 年 

 

 

 

（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 

 

 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 23,411 筆を提出 合計 11 万 7 千余筆 

 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 2100 万㎥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 11 万 7 千

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第四次の用紙を準備して、さらに多くの

署名を集める予定です。署名活動にご協力をお願いいたします。 

 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会 

第 5 回総会 沖縄県で開催 

2018 年 5 月 26 日（土）27 日（日） 

 

 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、沖縄市民会館中ホール（八重島

1 丁目 1-1）で開催します。 

 

スケジュール 

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 

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 

 今年 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

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 
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３.1５防衛省交渉＆院内集会 

外来生物で対策遅れ それでも 6 月にも土砂投入か 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会は、3 月 15 日に
再び防衛省との交渉を行った。まず土砂の採取・搬出計
画の中止を求める要請書を防衛省に手渡し、計画中止を
求める 2 万 3411 筆（第 3 次分）の署名も内閣府に提出
した。署名は合計 11 万 7310 筆となった。防衛省との
交渉では、以下のような質問に対する防衛省の回答を求
めた。(1) 特定外来生物を駆除するための高熱処理・塩
水処理実験について、(2) 辺野古側からの埋立工事の開
始について、(3) 砕石場への立入調査について、(4) 「普
天間代替施設建設事業に係る平成 30 年度予算の内訳」について。 

 （1）については、防衛省がほとんど対応していないことが明らかになった。特定外来生物につい
ては、業者に対応をまかせ、今月末に報告書をとりまとめるとしているが、アルゼンチンアリなど一
部の生物については高熱処理をする試験をしているとしているが、本土から持ち込まれる膨大な土砂
に高熱処理をする時間も予算も無いことを指摘されると、全量処理をするかサンプル処理をするかは
まだ計画が決まっていないと発言。植物の外来種対策は「現在検討している段階だ」と言い、まだ何
もしていないことを暴露した。協議会の北上田顧問は、「外来生物はいっさい持ち込ませないのが沖
縄県の条例。すべての土砂で駆除処理するのが当たり前。サンプル処理はあり得ない」と指摘した。
交渉には、赤嶺政賢衆議院議員ほか野党議員も参加した。防衛省は、交渉の中で、埋立のための土砂
を今年 6 月にも投入を開始する予定であることを明らかにした。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 辺野古の美ら海とそこに棲むサンゴやジュゴンなどの

生き物を守りましょう。 

 

 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 （４５）（4６）   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】 

●クロマグロ幼魚 水産庁がようやく漁獲管理へ 

 太平洋クロマグロの資源減少が続く中、とくに幼魚の大量漁獲が問題になっている。日本・米国・EU・台

湾など 26 カ国が加盟する「中西部太平洋マグロ類委員会（WCPFC）」は、2015 年に日本が提案したクロマ

グロの漁獲規制案を実施している。日本は今年 6 月末までの漁期に、3423 トンの漁獲枠を獲得しているが、3

月時点ですでに 3368 トンを漁獲しており、残りはわずか 1.6%となった。国際取り決めによると、漁獲量が制

限量を上回った場合は、翌年の漁獲枠から超過分を減らすことになっている。そのため、水産庁では、1 月に

全国の沿岸漁業者に自粛を求めてきたが、漁獲枠を超える漁業が行われることは必至の状況である。そこで国

内の都道府県毎に漁獲制限を守らせ、獲りすぎた都道府県には翌年の漁期の割り当てを大幅に減らすなどの管

理強化を行うことを決めた。ただ、日本全体の漁獲量が増えたのは、昨年秋に北海道の定置網で大量のクロマ

グロ幼魚が捕れたことが主要な原因で、制限枠以内で漁業を行っていた長崎県からは、「自粛はしない」とい

う反発も出ている。日本が提案した漁獲量制限を日本が守れない状況が続き、水産庁は頭を悩ませているが、

ここまでクロマグロの漁獲を無制限に放任し、あわてているのは、それまでの無策のせいとしか言えない。漁

業資源が世界的に減少している今、日本の水産庁は、漁獲を増やすことばかりを考えず、持続できる水産業に

するためにいかにして息長い漁獲制限に取り組むかもっと真剣になるべきであろう。日本では太平洋クロマグ

ロがようやく海洋資源保存管理法（海洋生物資源の保存及び管理に関する法律）に基づく TAC 制度の対象と

なり、漁獲制限を守らない違反者に罰則が適用されるようになった。遅かったが、ようやく。（文責：向井 宏） 

 

 

【関東】 

●鹿島港沖合の洋上風力発電所計画が始動 

 茨城県の鹿嶋市と神栖市の沖合に大規模な洋上風力発電所を建設する計画が進んでいる。このたび、茨城

県は、全体の南側区画で事業を行う「鹿島洋上風力コンソーシアム」と事業実施に関する協定を締結した。

同コンソーシアムは、「ウィンド・パワー・グループ」と「日立ウィンドパワー」の 2 社で構成されている。

この計画では、計 36 基の風車を鹿島港沖に約 750 ヘクタールの広さで設置する予定で、2020 年に着工の予

定である。洋上風力発電所計画は、近年日本の各地の海で計画されているが、その漁業への影響や海鳥への

影響など、海洋生態系への影響については、無視される傾向にある。この点についてどのような配慮がなさ

れるのか、今後注目したい。（文責：向井 宏） 
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【関西】 

●串本にザトウクジラが漂着 

 3 月 23 日に、和歌山県串本市田原の荒船海岸に、ザトウクジラが 1 頭、漂着しているのを市民が発見した。

漂着したザトウクジラは、体長 6～7ｍほどで、串本市では地元の漁業に影響が出ないよう、砂浜に埋葬する

という。死んだ原因は今のところ不明である。（文責：向井 宏） 

 

【中四国】 

●日本海で巨大深海魚オオクチイシナギを捕獲 

 3 月 16 日、鳥取県沖の日本海で、重さ 100kg 超の巨大な深海魚が漁獲された。網にかかったのは「オオ

クチイシナギ」という深海魚で、重さ 110kg、体長は 1m70cm と巨大。オオクチイシナギは、スズキ科の魚

で、北海道から沖縄までの海域で主に深い海に生息している。大物釣りの対象として代表的な魚（一般にイ

シナギとして知られている）である。漁獲されたオオクチイシナギは、近くの水産加工業者に 5 万円で競り

落とされた。刺身にすると 200 人分がとれるという。ただ、イシナギ類は肝臓が有毒で、食べると頭痛・嘔

吐・発熱が起こるとされ、食品衛生法によって食用禁止措置が執られている。（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●大村市の河川でシロウオの遡上を初確認 

 長崎県大村市内を流れる内田川と鈴田川、東彼杵町の江ノ串川で、今年 2 月にシロウオの遡上が確認され

た。とくに内田川でのシロウオの遡上は初めてのことという。鈴田川では、戦前はシロウオの遡上が見られ

ていたが、最近では遡上を確認した記録はない。ただ、どの川のシロウオも遡上数はわずかで、調査をした

深川さんによると「河川の環境が良くなったのかもしれない。今後、遡上数が増えれば漁ができるようにな

るかもしれない」と話している。シロウオは、鮭の仲間のシラウオではなく、ハゼ科の魚で、体長は約 5cm

で、シラウオに似て細長く透明な身体を持つ。シラウオ漁と同じ頃、シロウオも産卵のために川を遡り、そ

れを狙ってのシロウオ漁も各地で行われている。（文責：向井 宏） 

 

●「入植者は苦労している」 開門容認に転じた営農者が発言 

 国営諫早干拓事業の潮受け堤防開門に反対していた入植営農者が、東京都内で開かれた開門派の原告や弁護

団、支援者らが開いた開門を訴える集会に参加して、「国や県は優良農地と宣伝しているが、入植した農家は

非常に苦労している」と発言した。集会に参加して発言したのは、マツオファームの松尾公春社長。同社は、

農地を管理する長崎県農業振興公社を今年 1 月に、野鳥による農作物への食害対策を怠ったとして訴え、その

訴状の中で、潮受け堤防の開門も請求している。これまで開門反対派であった同社が開門容認姿勢に転じたた

め、集会では漁業者と農業者が連携して、開門を実現し有明海の再生を目指すことを確認した。松尾社長によ

ると、「入植後から農地の水はけの悪さや地盤沈下、地下排水溝の不具合などに悩まされ続け、県に相談して

も対応されず、長崎地裁が開門差し止めを判決してからは、それまで『農家を守る』と言ってきたが、もう今

は『農家の盾』はいらないと思っている」と批判した。国は公共事業や国のメンツを守るために開門に反対し

ているのではないかと語り、「いつも犠牲になるのは第 1 次産業従事者」と怒った。（文責：向井 宏） 
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【関東】 

◆真鶴町三ツ石海岸 海に親しむイベント「海のミュージアム」 

 真鶴半島には、多様で豊かな海の自然がいっぱいです。「海のミュージアム」では、春～夏の季節は実際に

海に出て磯の生物観察など自然の中で体験するプログラムや、室内での観察をして楽しみます。 

 真鶴町立遠藤貝類博物館の「磯の生物観察会」では、三ツ石海岸で生物をさがし、見つけた生物を観察しま

す。専門スタッフが一緒に回り、生物の見つけ方や生活の様子をお話します。危険な生物についてなどの説明

をさせていただきますので、みなさんで安全に楽しみましょう。各回とも開始 15 分前より受け付けます。 

日時：2018 年 4 月 

 1 日（日）9:30～12:30、7 日（土）12:30～15:30、15 日（日）9:30～12:30、29 日（日）9:30～12:30 

集合場所：真鶴町立遠藤貝類博物館（ケープ真鶴 2 階）神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 1175 

対象：幼児～大人 

定員：50 名程度 

参加費：大人 2000 円、小学生～高校生 1500 円、4 歳以上 1000 円、4 歳未満 300 円（真鶴・湯河原町民は博

物館入館料が無料のため、大人 300 円、小～中学生 150 円引きとなります） 

服装・持ち物：帽子、マリンシューズや濡れてもよい運動靴または長靴（サンダルなど肌が露出するものは危

険ですのでご遠慮ください）、タオル、濡れた際の着替え、筆記用具、飲み物 

※バケツや軍手は貸し出し用を用意していますが、お持ちの採集用具を持参いただくことも可能です。 

諸注意：下記の注意事項についてお読みいただき、ご了承の上ご参加ください。  

・観察を行う三ツ石海岸の磯（岩場）は大変すべりやすいので、転倒などに十分気をつけてください。  

・町立遠藤貝類博物館から三ツ石海岸までの 200 段以上の階段を下ります。  

・海岸は神奈川県立自然公園に指定されています。生物は観察後に元の場所に戻し、お持ち帰りできません。 

★申し込み：前日 15:00 までに【電話】0465-68-2111（真鶴町立遠藤貝類博物館 9:30～16:30、木曜休）で。

キャンセルの場合もお早めにご連絡ください 

 

◆磯・いそ探検隊 千葉県立自然博物館 海の分館 

 研究員の案内で、磯の生きものを観察します。申し込み不要。当日先着順です。開始時刻 10 分前までに博

物館ロビー受付で手続きを済ませてください。なお、定員となり次第、受付を締め切らせていただきます。

荒天等の事情により、中止または日程や内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。 

日時：2018 年 4 月 21 日（土）13:30～14:30、5 月 4 日（金祝）12:30～13:30、 

 5 月 19 日（土）12:30～13:30、6 月 3 日（日）12:30～13:30、6 月 17 日（日）12:30～13:30 

定員：15 名 

費用：博物館入場料のほか保険料 50 円 

問い合わせ先：千葉県立中央博物館分館海の博物館（勝浦市吉尾 123）電話 0470-76-1133 

FAX 0470-76-1821、メール umihaku@chiba-muse.or.jp 

http://www.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU（各行事の詳細やこれまでの行事の様子を紹介しています） 

 

mailto:umihaku@chiba-muse.or.jp
http://www.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
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◆海洋生物観察会 

日時：2018年４月 28日（土）、29日（日）、5月 3日（木祝）、4日（金祝）、27日（日）、 

  6 月 2日（土）、16日（土）、17日（日） 

場所：江ノ島 

集合場所・時間：県営江ノ島駐車場（右奥）10:00 

参加費：100円  

参加年齢：お子様～70歳位までの方 

用意するもの：バケツ・網（金魚用等の小ぶりのもの）、長靴か濡れても良いズック靴、服装は、ひざ

までまくれるズボンかハーフパンツのような物が良い、タオル（小）→足を拭くために使う、観察のた

めの採集道具（小さい網、空容器、バケツ等）、水分補給の飲み物や日焼け止めグッズ・帽子など 

★申し込み：こちらから予約を 

主催：NPO パパラギ‘海と自然の教室’ 

後援：藤沢市・藤沢市教育委員会 

 

【関西】 

◆「ミクロの世界をのぞいてみよう！」 鳥羽市立 海の博物館 

 鳥羽市立海の博物館近隣で採取した海水中のプランクトンを、顕微鏡などで観察します。 

日時：2018 年 4 月 15 日（日）、28 日（日）、5 月 13 日（日）の 10:00～12:00、13:30～15:00（随時受付） 

場所：海の博物館 特別展示室（三重県鳥羽市浦村町大吉 1731−68） 

費用：無料（要入館料）  

 

【中国】 

◆上関船上遊覧 スナメリウォッチング&ヤマザクラ鑑賞 

日時：2018 年 4 月 8 日（日）11:00～16:00 

場所： ① サイエンスカフェは、上関まるごと博物館 （上関町室津 1057） 

 ② 船上遊覧は、上関町白浜漁港～長島（田ノ浦ほか） 

注意： ①ウィンドブレーカー&カッパなど防寒/防水機能のある服装が最適です。 

 ②荒天の場合は中止します。（前日夕刻判断） 

プログラム 

11:00～12:00 サイエンスカフェ お話「上関の自然とヤマザクラ」（講師 野間直彦さん） 

12:00～13:00 昼食休憩 

13:30  ヤマザクラ鑑賞/スナメリウォッチング／島めぐり 

16:00  白浜港帰着/解散 

参加費： ① 大人 3000 円、小学生以下 1500 円 ただし、サイエンスカフェのみ参加の方は 500 円 

 ② 昼食（お弁当）500 円（地元仕出し弁当/希望の方は、参加申込時にご予約ください） 

★申し込み：必要事項（氏名・住所・緊急連絡先・メールアドレス・年齢）を記入し、FAX またはメールで。 

  4 月 3 日（火）締め切り。行事の前後に宿泊希望の方は下記にご相談ください。 

連絡先：メール midori.t@crocus.ocn.ne.jp FAX 0820-62-0710 高島 

http://www.umino-npo.com/kansatsukai/post.html#yoyakuform
mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp
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投稿募集中 

「うみひるも」に、海の生き物に関するニュース原稿や写真、 

エッセイのご感想やイベント参加報告などを、お寄せください。 

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

【九州】 

◆第 7 回 多良町アサリ収穫祭 

 2010 年に福岡高等裁判所は「諫早湾潮受け堤防の水門を開け、諫早湾と有明海奥部の環境と生き物がどの

ように改善･回復するかを調査する必要がある」旨の判決を下し、国も上告を断念し、確定判決となりました。

しかし、その後も農林水産省や長崎県は開門調査を遅らせ、開門による海水の流入は干拓地の農業に大きな影

響を与えると、開門反対の裁判を起こし、長崎地方裁判所は開門してはならないとの、確定判決と相反する判

決を下しました。このような事態の中で、有明海の環境と生き物たちの生息状況はいっそう深刻化し続けてい

ますが、それでも孫子のために有明海を蘇らせたいと懸命に頑張る漁師さんもおられます。そのお一人である

諫早湾口近くの佐賀県藤津郡多良町の採貝漁師平方宣清さんが管理されているアサリ増殖場の一角を提供い

ただき、2011 年 4 月より、漁師･市民･研究者の協同のもとに干潟再生実験を続けています。 

 干潟の底質を改善し、多様な生き物が生息する環境づくりを目標にしながら、分かりやすい指標生物として

のアサリの回復状態を市民の皆さんに知っていただくために「アサリ収穫祭」を毎年 4 月中旬に開催していま

す。今年は、4 月 15 日（日）午後に、下記の要領で実施します。潮干狩りのあとに実施しています浜辺での

バーベキューでは、今年は、本物の有明海産アサリと“偽者”の有明海産アサリ（多くは、中国から輸入した

アサリを一時的に干潟で養成した後、熊本県産アサリとして市販）を食べ比べ、“本物”の圧倒的な美味しさ

を実感してもらい、本物を大事することが環境を保全し、生物多様性を大事にすることにつながることを、参

加者の皆さんに感じて欲しいと願っています。本物の有明海のアサリと有明海の再生を願う本物の漁師の皆さ

んを応援するアサリ収穫祭にぜひご参加ください。 

日時：2018 年 4 月 15 日（日）13:00～15:30 潮干狩り、15:30～17:30 浜辺バーべキュー・交流会 

集合： 柳川市から参加の方は「三柱神社前」9:00 または「やながわ有明海水族館前」9:15 

 マイカーでお越しの場合には現地集合 

参加費：1500 円（小学生以下は無料） 

★申し込み：4 月 10 日までに NPO 法人 SPERA 森里海事務局 080-4899-2206 に予約を 

  

mailto:hirumo@live.jp
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●南蒲生／砂浜海岸エコトーン モニタリングネットワーク発行（2014 年） 

「海辺のいのちのメッセージ ～仙台湾岸でよみがえる ふるさとの自然」 pp.18 

 美しい写真とイラスト入りの読みやすい文章で、3.11か

ら約 3年が経過するまでの干潟と海岸砂丘と海岸林の変化

が描かれた冊子です。繰り返し洪水や津波にかく乱されな

がら多様な命をはぐくんできた東北沿岸の生態系のたくま

しさと、よみがえりつつある海岸エコトーンの価値がよく

分かります。新たな人工物の建設に携わる現場の方を含め、

多方面の方々に読んでいただきたい資料です。 

（文責：瀬戸内千代） 

 

 

★下記サイトから、日本語版と英語版（いずれも PDF）を

無料でダウンロードできます。 

https://sites.google.com/site/ecotonesendai/print/pamphlet 

 

 

 

 

 

 

 

★紙の冊子（非売品）の申し込み： 日本語版のみ若干の在庫があり、分けていただけます。 

ご希望の冊数と送付先をご記入の上、下記まで直接メールでご相談ください。 

宛先：yhira@mail.tohoku-gakuin.ac.jp （東北学院大学 教養学部 地域構想学科 平吹喜彦）  

https://sites.google.com/site/ecotonesendai/print/pamphlet
mailto:yhira@mail.tohoku-gakuin.ac.jp
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コンゴウフグの凍死 

※編注：春の掲載となりましたが、2018 年 1 月中旬ご執筆のエッセイです 

 

 毎年白浜付近では 1 月から 2 月にかけて気温が年間で最低になるが、水温も同様である。2011 年のことに

なるが、半世紀ぶりの厳冬で水温が 12－13℃台に低下した冬季に、3 週間で 81 種 871 個体が凍死した。浜

で墓堀の毎日だった。それ以来、毎年厳冬期が来る度に、サンゴ礁魚類の受難が心配になってくる。今年も

やはり何種かだが、ぽつぽつとではあるが、死亡漂着しはじめている。どうしても弱い個体はこの時期に死

亡してしまう。幼魚は特に弱いのかもしれない。 

 2018 年 1 月 16 日、北浜で全長 5 cm ほどのコンゴウフグの幼魚が死亡していた。この個体も凍死に違い

ない。インド―西太平洋に分布する熱帯起源の魚であるが故の受難であろう。日本では本種は青森県以南で

見られるが、紀伊半島以北では成魚にはなれないとされている。 

 死亡したこの幼魚には、眼と尻鰭付近に 1 対の棘が長く伸長している。これが本種の特徴である。しかし、

老成して 40－50cm になると相対的に短くなる。その一方で、尾鰭は短くてその長さは棘程度だが、成長す

ると長くなる。魚はこのように幼魚と成魚で見た目が変わることがよくある。 

 

写真 北浜海岸に死亡漂着

したコンゴウフグの幼魚 
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上目遣いのヒラメの“憤り” 

 筆者が現役時代に取り組んだ稚魚研究の主役はヒラメでした。本種の稚魚は、多くの沿岸性魚類の中でも、

典型的な波打ち際の住人であり、この連載の中にもしばしば登場してもらいました。海水浴場のような陸と

海の境界域（写真１）の“先住民”であるヒラメ稚魚の生態や生理をよく知り、願わくば彼らの“つぶやき”

や“怒り”を聞き取り、それらを代弁できればとの思いを深めているところです。それが、研究のためとは

いえ、殺してしまった数知れないヒラメ稚魚たちへの、いくらかの罪滅ぼしになればと願っています。 

写真１ 陸と海の境界、海水浴場のような浜はヒラメ稚魚の格好の成育場 

 ヒラメが、今とても“憤って”います。それは、日本の（民主主義の）根幹を覆す大事件、森友学園問題

に関する財務省の決裁済み文書の改ざんと云う、前代未聞の深刻極まりない事態に対してなのです。ヒラメ・

スズキのような真骨魚類やサメ・エイ類などの軟骨魚類とヒトの系統関係を調べてみると、ヒラメとサメの

関係より、ヒラメとヒトの関係のほうがより近縁なのです。サメを魚と呼ぶなら、ヒトは“陸に上がった魚”

と呼ぶべき存在なのです。今も海に暮らす本家の魚であるヒラメは、陸に上がった魚としての子孫にあたる

7. 有明海と三陸の水辺から（72）     田中 克 
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ヒトの振る舞いをどのように見ているのでしょうか。自らの究極のふるさと、海に続く水際を壊し続ける愚

かさに加えて、財務省の決済済み文書の改ざんは、生き物としてのヒトは自ら品位を下げ、未来を閉ざし続

ける愚かな、唯一例外的な生き物に見えるに違いありません。自然の破壊と文書の改ざんを、ヒラメはきっ

と同質の問題だと見抜いているのでしょう。 

 もう一つ、いわれなき汚名を着せられていることに対しても、おおいに憤っています。 

霞ヶ関では、いつも“上目遣い”で上司のことばかりを気にしている小心役人をヒラメにたとえ、著しくイ

メージダウンにつながる扱いを受けているのです。このことは、現役時代に、文部省から出向していた事務

組織のトップと話をする際に気づきました。私がヒラメの研究をしていると発言すると、即座に｢いつも上目

遣いばかりで上司の顔色を伺う霞ヶ関の役人｣と同類のヒラメの研究か、と揶揄されたのです。 

 決裁済み文書の意図的改ざんは、上司の国会答弁につじつまを合わせるために、理財局の数人の担当職員

がやったことであり、その監督をする立場にある局長にすべての責任があると懲戒処分を言い渡す財務大臣、

そしてその盟友としての総理大臣の厚顔無恥の対応に憤っているに違いありません。仮に数人の職員の仕業

であり、その監督責任ゆえに局長を処分すると云う論理なら、局長を監督する大臣の責任も当然自ら問わな

けらればならないのに、なんと勝手な理屈かと呆れ顔で感心しているに違いありません。 

 ヒラメが海底の砂に潜って上目遣いに周りの様子を伺っているのは、敵から身を守る以上に、射程距離に

入った生きもの（餌生物）が近づくと、瞬時に浮上して大きな口（写真２）で捕獲するための態勢なのです。

人工的に孵化させて飼育したヒラメでは、俊敏な浮上捕食行動が発現しません。部下に対する理不尽な処分

を一方的に下す上司を、身をもって断罪をくだす機会を狙っている霞ヶ関の“ヒラメ”が、野生の本能を発

揮してボトムアップ的に汚れきった空気を浄化する行動が生まれないかと眺めているに違いありません。 

 

写真２ いわれなき汚

名を着せられた“ヒラメ”

の逆襲はいかに？ 

 

  



 

18 

い 

 

奄美の長老と若者たちが集う 

 市集落の人々に送られて、今日の宿である住用村内海公園のバンガロー村へ向かった。内海は、開放的な住

用湾のもっとも北に位置し、海が陸に取り囲まれた小さな内海を作っているところで、そのもっとも奥部の一

画に野外生活を楽しむバンガロー村がある。内海のもっとも内側には、背の低いマングローブの木が点々と生

えている。有名な観光地となっているマングローブ原生林は、市集落のある住用湾の南西の奥部に流れ込む住

用川の河口部にあり、広大なマングローブ湿地を形成しているが、ここ内海公園のマングローブはわずかに見

られる程度である。50 年前にここに来たときには、もう少しマングローブの林が広がっていたようにも思う

が、内海の奥部の国道沿いのその場所は、今は埋め立てられて大きな公共の建物が建っていた。 

 奄美会議の人たちと本土からやってきたわれわれは、交流のためにこの内海公園のバンガロー村で、泊まる

ことになっていた。阿部悦子さんと八記さんは、名瀬市内に宿泊すると言うことで、ここで別れる。SDCC の

山根富貴子さんや後から合流した日本自然保護協会の志村智子さんはわれわれといっしょだ。奄美会議の人た

ちがかいがいしくバーベキューの用意を始めた。もうすっかり暗くなった公園には、われわれ以外人影はない。

5 月の終わり頃の夜だが、暖かく湿った空気があたりの闇から流れてくる。飲みながら食べながら、今日の調

査のこと、市集落の近くの採石会社の振る舞いについて、その他、奄美における自然保護の現状についてなど

など、話題は尽きない。私は昼間の潜水調査の疲れもあって、9 時過ぎには眠たくなってしまった。話の輪か

ら抜け出して、バンガローに向かう。10 名くらいのわれわれは 3 軒のバンガローを借りていたが、どの小屋

に入れば良いか誰も指示してくれないので、適当にそのあたりの小屋に入り、準備もしていないベッドに潜り

込んだら、いつの間にか眠ってしまった。後で聞くとこの小屋は女性のために用意した小屋だったそうだ。女

性達は何処で寝たのだろうか。たき火を囲みながら人々の話は明け方近くまで続いたようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

BBQ を食べながら夜遅くまで長老達の話しは続いた  

8. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（7） 向井 宏 
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 2015 年 5 月 30 日、朝早く目覚めた。爽やかな朝の空気を吸って、周辺の散歩をした。付近に小さな墓地が

ある。数個の墓石が立っていたが、沖縄で見る亀甲墓とはまったく異なり、本土の墓と変わらない。でも、大

きい墓が多い。奄美諸島は、沖縄といっしょに琉球列島として文化圏を作っている。風景も人々の生活も生物

相も、沖縄と共通なものが多い。加計呂麻島などでは、沖縄の亀甲墓に似たお墓もあるらしい。しかし、ここ

で見る墓石はどれも本土のものと余り変わりない。太平洋戦争の敗戦後、日本が独立した後も琉球列島はアメ

リカが占領を続けた。その後、奄美諸島は独立運動が盛んになり、沖縄に先駆けて 1953 年に日本に復帰する。

いっしょにバンガロー村に泊まった奄美会議の長老たちは、この独立運動に積極的に関わった人たちであるこ

とが分かった。ただ、沖縄といっしょでなくて奄美だけ先に日本復帰する理由をアメリカに問われた際、沖縄

と奄美は文化が同じではないと主張して、沖縄の復帰を待たずに奄美の復帰を主張したという。その証拠とし

たのが、沖縄と奄美の墓の違いだったという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奄美大島で見かけたお墓。沖縄とは様式が異なるが、本土では見られない立派な墓だ 

 この日、鹿児島県の口之永良部島で火山が噴火した。島民全員が船で島を離れるという被害が発生していた。

鹿児島・福岡など九州と奄美大島を結ぶ航空路にも影響が出ているという。噴火がさらに大きくなると、帰り

の飛行機も心配になる。なにせ、口之永良部島周辺には、かつて巨大な火山噴火があり、日本列島でもっとも

大きなカルデラが形成された歴史があるらしい。今はもう海底に沈んでしまっているが、火山地震活動が活発

化している昨今では、また大きな噴火があるかもしれないと言われている。そのカルデラは、阿蘇山のカルデ

ラよりもずっと大きかったという。この火山が再び噴火すれば、鹿児島の川内原発への影響さえも心配になっ

てくる。（つづく） 
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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 

 表紙のドロアワモチ、もう皆さんは海辺で出合いましたか？ 私は割と最近になって初対面を果たし、そのユニークな名

前と姿にキュンとしました。しかし、なぜ命名者は「泥」にしたのでしょう。泥まみれの餅なんて食べられたものではありませ

ん。スベスベマンジュウ……のほうがよほどおいしそうです。生き物の名前を見ると、これはいい！と膝を打つものと、なん

で？と肩を落とすものがあります。ヘクソカズラやイヌノフグリを筆頭に、和名にはガクリ系が少なくありません。生き物好き

でなくても心ときめくような名前が、もっと増えればと思います。テヅルモヅルは魅力的な名前ですが、『深海生物テヅル

モヅルの謎を追え！ 系統分類から進化を探る』という本にも、お金にもならず大学でも日陰の存在（失敬）の分類学に

漂う悲哀がつづられています。多くの応用研究を支える必須の学問なのに切ないです。先日、中高生の科学研究コンペ

（マリンチャレンジプログラム）の発表会を取材しました。トビハゼの転がる方向を研究した女子高生が、審査員から「それ

何の役に立つの？」と突っ込まれ、絶句していて気の毒でした。いいではないですか、すぐにマネーやメリットにつながらな

くても。基礎研究を疎かにする世知辛い世の中からは、あっと驚く大発見は生まれにくいように思います。 

※追伸：上記コンペで、トビハゼのチームが意外にも最優秀賞に輝きました。当日最後まで会場にいられず結果を先ほど

知りました。敢えてイジワル質問をした方がいたものの、地道な観察を褒める審査員が多かったので納得です。世の中、

捨てたもんじゃないですね！ホッ。（ちよ） 

 

 今年は明治維新 150年とかで、明治維新の様々な出来事を称揚するイベントがあちこちで計画されている一方、明治

維新を見直そうという動きも出てきています。明治維新でそれまでの封建制度から近代化を成し遂げたと教科書で習っ

てきた日本の歴史をもう一度違った目で見直す必要がありそうです。近代化によって日本は西欧文明を取り入れ、同化

することに懸命になりました。太平洋戦争で敗けた後は、アメリカのまねをすることに必死でした。そしてどうやら欧米に肩

を並べる文明を手に入れましたが、その過程で、日本の文明を失ってしまったようです。欧米の文明は、征服、支配と競

争を基本としています。自然を征服・支配する対象とみました。欧米の文明がやってくる前の北アメリカの住民は、人間

は自然の一部であることを知り、愛と信頼に満ちた生活をしていました。泥棒はいませんでした（メディソン・ストーリー「イン

ディアンの愛」より）。その他の大陸の先住民たちも同じようなコミュニティを形作っていました。日本でもアイヌの人々の

https://www.press.tokai.ac.jp/bookdetail.jsp?isbn_code=ISBN978-4-486-02096-7
https://www.press.tokai.ac.jp/bookdetail.jsp?isbn_code=ISBN978-4-486-02096-7
https://lne.st/2018/03/20/mc_zenkoku/
https://lne.st/2018/03/29/marinechallengezenkokujissihoukoku/
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生活は、便利でもなく生きやすかったわけでも無いのですが、心穏やかなカムイと共生する社会を作っていました。欧米

の競争と原罪を基とする文明に私たちはどこまでも同化し続けていて良いのでしょうか。自然と共生するという言葉だけは、

テレビからも流れてきますが、やっていることは自然を壊し、共生を認めないようなことばかりです。自然を守ることはお金

にならないから、と顧みない人々の行く末は破滅への道ではないでしょうか。明治 150 年の機会に、これまでの道のりを

反省しようではありませんか。（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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