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「今月の海の生き物」 ハマササゲ Vigna marina  

 マメ科の海浜植物の一種で砂浜に生育するつる性多年生草本という生活型を持つ。別名ハマアズキ。屋久島

から琉球列島全般や小笠原諸島の海岸に生育し、さらに

熱帯・亜熱帯の海岸に広く分布する。黄色のマメ科植物

特有の花を総状花序としてほぼ 1 年中開花しているが、

開花盛期は夏から秋。大きさは 15mm ほど。葉は互生、

3 出複葉で、個々の小葉は 3～6cm で卵形をなす。表も

裏も無毛。栽培植物のササゲ（大角豆）に似ており、海

岸の砂浜に生育することから、ハマササゲもしくはハマ

アズキという名前が付けられた。ササゲは食用だが、本

種は食用にはならない。実は豆果と言われ、無毛。熟す

と黒くなる。莢の中に豆状の種子が 3～6 個入っている。

もともとはアフリカ中部の原産とされる。つる性の茎は

1～2m くらいまで伸びて、ものに絡みついたり、地面を

這ったりする。砂浜に根を伸ばし、茎は表面を這い、砂

の安定化に貢献しており、砂防用に植栽されることもあ

る。ウラナミシジミ、シルビアシジミなどシジミチョウ

科の蝶の幼虫の食草として知られる。近縁な種にナガバ

ハマササゲ Vigna luteola がある。この種はハマササゲ

に似るが、砂浜ではなく路傍や草原に生育し、小葉が細

長いことで区別される。 

    （沖縄県名護市嘉陽海岸にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆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。 ※雨でも実施 

日時：2018 年 5 月 20 日（日）10:30～15:00 

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 

        小島海岸までは歩いて 30 分 

参加費：500 円（弁当も別途 500 円で用意できます） 

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。 

雨天が予想される場合は、合羽など防水対策が必要 

共催：NPO「表浜ネットワーク」 

★申し込み・問い合わせ：表浜まるごと博物館 田中美奈子 office@omotehama.org 

            向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 電話 075-741-6281 

 

◆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および光明寺 

集合場所：材木座海岸東北端の和賀江島前海岸 

交通機関：鎌倉駅東口駅前より京浜急行バス（鎌

40）「新逗子駅（北口）行き」乗車（約 10 分） 

→「飯島」バス停下車 →徒歩 1～2 分 

http://www.omotehama.net/marugoto/index.html
mailto:office@omotehama.org
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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 

共催：海の生き物を守る会・東京経済大学大久保研究室・鎌倉の自然を守る会 

★事前申し込み：大久保奈弥 nobuko@tku.ac.jp 、向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 

◆砂浜の生き物観察会 in 嘉徳海岸（奄美大島） 

日時：2018 年 7 月 1 日（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（予定） 

場所：神奈川県江ノ島の砂浜 

詳細未定 

【活動報告】 

◆吉野川と海が出合う河口干潟の観察会を実施 

 今年も 4 月 29 日（日）、晴天の下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した。参加者は 80 人を

超えました。家族連れなど多くの参加者が春の海辺で生き

物の観察を楽しみました。詳しい報告は次号で行います。 

 

 

 

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

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）」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 7 部 

mailto:nobuko@tku.ac.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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◎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 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 

◎ACADEMIA（全国日本学士会会誌）No. 153  (2015.10)  

2015年京都シンポジウム「いのちのふるさと 海と生きる」 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！ 



 

5 

 

 ●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 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（沖縄市八重島

1 丁目 1-1）で開催します。★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 ／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。 

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

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 （４9）（50）   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。 

 

 

 

 

【関西】 

●田辺湾畠島で長期調査結果を発表 京都大学瀬戸臨海実験所 

 和歌山県田辺湾の沖に浮かぶ畠島は、京都大学が所有している小島だが、沿岸生態系を保全するために 50

年前に国が買い取って京都大学に管理を委ねた。それ以降、和歌山県白浜町にある京都大学瀬戸臨海実験所の

教員や職員らが、畠島の海の生き物とその環境の観測・調査を続けてきた。このたび、調査開始 50 年を迎え、

その調査結果の一部を論文として発表した。今回の論文で報告したのは、主にウニの個体数の変化である。調

査は、島の海岸沖合に 3m×2.5m の方形枠を設置し、その中にいるすべてのウニを種ごとに個体数を数えた。

その結果、生活排水などの影響で田辺湾に赤潮が発生するなどの人間活動がウニの変動にも影響を与えている

ことが分かった。田辺湾に多いムラサキウニは、赤潮が年間 60 日以上発生するようになった年のあと、急激

に減少した。熱帯性のナガウニ類は、水温の変化に確実に反応し、水温の低下によって全滅したり、数を増や

したりしていることも判明した。この研究には、同志社大学、国立環境研究所、大阪市立自然史博物館、奈良

女子大学などの研究者も参加している。この研究は、100 年間を目途に調査を継続する予定である。（文責：

向井 宏） 

 

●ハマヒルガオの花が見頃 南紀白浜町志原海岸 

 和歌山県白浜町日置の志原海岸では、今ハマヒルガオの花が満開になり、海岸を散歩する人たちを楽しませ

ている。ハマヒルガオは、つる性の多年草で、北海道から沖縄までの海岸の砂浜に群生し、5-6 月頃に薄いピ

ンク色の朝顔状の花を咲かせる。志原海岸では、道の駅の前の階段状の護岸前の砂浜に一面広がっているが、

残念ながらこの護岸構造物の影響で、ハマヒルガオの広がる砂浜は大きく損なわれている。（文責：向井 宏） 

     ハマヒルガオの花           志原海岸の海浜植物の生育を妨げている護岸構造 
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【中四国】 

●湖底の穴 埋め戻しを要求 市民団体が鳥取県へ 

 鳥取県の市民団体「美しい中海を守る住民会議」が、米子市の鳥取県西部総合事務所で、中海の水質改善に

向けた意見交換を行い、その席で、干拓事業で砂を採掘してできた湖底の穴を埋め戻すよう国に求めることを

要望した。県は、昨年 8 月に中海の水質に関する報告書の中で、中海の水質に大きな影響を与えているのは流

入負荷であり、底質や湖底の穴による影響は 2 割も無いというシミュレーション結果を出している。それに住

民団体は「表層水への影響しか触れていない。中層、底層のデータは示されていない」と疑問を呈し、湖底の

穴が水質悪化の原因だと認め、対策を立てる必要を強調した。県は、「対策を否定しているわけでは無い。何

を優先するかの問題」と述べ、対策の検討もしていると述べた。（文責：向井 宏） 

 

●カンムリウミスズメの新しい繁殖地を発見 牟岐町櫂投島 

 徳島県牟岐町沖約 7km の櫂投島（かいなげじま）で、国際的な希少鳥類であるカンムリウミスズメが繁殖

していることが、海鳥保全チームの調査で確認された。昼間は約 500 羽が沖合に浮いているのを発見、夜には

約 1000 羽が観測された。櫂投島では、岩の隙間に巣を作り、卵を温めている繁殖地も見つかった。海鳥の研

究者が牟岐町沖で調査を行ったのは、初めてのこと。調査チームは、福島市に本拠を持つ「海鳥保全チーム」

とアメリカの NPO「カリフォルニア環境研究所」の研究者 2 名で結成され、牟岐町沖合に船を出して、カン

ムリウミスズメを探した。調査チームは、牟岐町や徳島県教委と環境省に調査結果を報告し、繁殖地にはネズ

ミによる卵の食害も観察されたことから、早急な対応が必要と訴えている。（文責：向井 宏） 

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

 

【北海道】 

◆「奇跡の自然砂浜海岸オタネ浜を歩く」 

 色鮮やかな海浜植物の花、後背湿地の生物、カシワ天然林など札幌・小樽・石狩に囲まれたオタネ浜を歩き

ます。 

日時：2018 年 6 月 17 日（日）9:30～12:00 

場所：銭函海岸・オタネ浜 新川河口～石狩湾新港 

集合：新川河口入口ゲート前 9:30 

交通機関：手稲山口団地から徒歩。JR 手稲駅北口から「山口団地行き」バスで 10 分、山口団地から国道 337

号線の新川河口入口ゲートまで 10 分ほど。ゲート付近に多少駐車スペースあり。 

注意事項：帽子・水を忘れないでください 

連絡先：後藤美智子 0134-29-3338 

 

【関東】 

◆OWS「2018 年度 江奈湾・毘沙門湾干潟生物調査」参加者募集 

 今年度で 6 回目になる江奈湾の干潟生物調査を実施します。国立環境研究所の金谷弦さん、東邦大学の多留

聖典さんをはじめ、この活動（三浦半島・江奈湾 干潟保全プロジェクト）の協力研究者の皆さんも参加する、



 

10 

年に 1 度の本格調査です。調査データは WEB 図鑑にも反映されます。調査 2 日目には、江奈湾隣の毘沙門湾

での調査も行います。調査が初めての方でも参加することができます。毎年同時期に実施しますので、経年的

な変化を把握でき、また、全国の他の干潟の調査データとの比較が可能となります。干潟生物の調査にご興味

のある方は、この機会に是非ご参加ください。  

日時：2018 年 5 月 19 日（土）と 20 日（日）の 2 日間 

場所：神奈川県三浦市南下浦町 江奈湾・毘沙門湾 

実施内容：19 日（土）江奈湾での調査／20 日（日）毘沙門湾での調査 

※天候、海況、その他の事情により変更になる場合があります 

集合場所：19 日（土）江奈バス停前 10:15 集合 

交通機関：三浦海岸駅からバス約 25 分 ※参考：三浦海岸駅（2 番のりば）京急バス（海 35）剱崎経由 三

崎東岡行 09:39 発→江奈 10:04 着（320 円）※車でお越しの方は、赤いマーカー位置に駐車してください 

募集人数：12 名程度 

参加条件：今後の干潟生物調査にできるだけ関われる方（中学生以上の方） 

参加費：無料 ※要保険代（1 日 250 円・現地にて）。昼食、飲み物を持参してください。交通費・飲食代・

宿泊代等は自己負担。 

宿泊は民宿（相部屋）を手配します「まつせい荘」1 泊 2 食付 8100 円。手配のご希望を申し込みフォームに

てお知らせください。 

★申し込み：申し込みフォーム 

【関西】 

◆第 1 回大阪湾スナメリ探検クルーズ 

 大阪湾に棲むイルカの仲間、スナメリを私たちと一緒に探しに行きませんか？ そして漁業体験をすること

で大阪の自然や海の環境について一緒に学び、考えてみましょう！ 

日時：2018 年 6 月 24 日（日）10:00～12:30 ※雨天実施。当日中止の場合もあります 

場所：泉南岡田浦漁港～関西空港沖 

集合：岡田浦漁港漁業組合前（南海本線岡田浦駅から徒歩 20 分）10:00 

対象：小学生～大人 ※中学生以下は保護者同伴。この活動は、国立青少年教育振興機構（子どもゆめ基金）

助成事業のため、大人だけの参加はご遠慮ください 

定員：10 名（定員を超えた場合は、締切後抽選) 

参加費：中学生以上 1000 円、小学生 500 円（クルーズ、漁業体験、保険代） 

持ち物：帽子、飲み物、雨具（傘不可）、子どもは軍手と長靴、必要に応じて酔い止めの薬、双眼鏡、図鑑等 

★申し込み：参加者全員の (1)名前(2)フリガナ(3)年齢・学年(4)住所(5)携帯番号 を記入し、 

表題を「6/24 スナメリクルーズ申込み」として、パソコンから受信できるアドレスで sunameri@nature.or.jp 

までお申し込みください。1 週間以内に折り返し受信をご連絡しますので、連絡のない場合はお問い合わせく

ださい。抽選後参加の可否を連絡します。申し込み 6 月 9 日締め切り 

その他：服装は、動きやすく濡れてもよい服装でお越しください。気候に応じて暑さ、寒さ対策をお願いしま

す。尚、天候の急変により当日クルーズを中止する場合がありますのでご了承ください。 

問い合せ先：大阪自然環境保全協会内「6 月 3 日大阪湾スナメリ探検クルーズ」係 06-6242-8720 

 

http://www.ows-npo.org/higata-hozen/dbf/profile.cgi
https://www.ows-npo.org/higata-hozen/form.html
mailto:sunameri@nature.or.jp
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◆鳥羽市立海の博物館 磯の生きもの観察会 

 博物館から 20 分ほど歩くと、岩がごつごつした磯が広がります。潮がひくと生きものいっぱいのタイドプ

ールがあらわれ、岩のすき間や表面にウミウシ類やヒトデ類など様々な生きものを発見することができます。  

日時：2018 年 6 月 2 日（土）12:00～15:00 海辺でカニを探そう！ 

  6 月 17 日（日）12:00～15:00 磯の生きもの観察会 

  7 月 14 日（土）11:30～14:30 ウミウシを探そう！ 

  7 月 28 日（土）11:00～14:00 ウミウシを探そう！ 

  8 月 11 日（土）10:30～13:30 ウミウシを探そう！ 

  8 月 25 日（土）11:00～14:00 真夏の磯の生きもの観察！ 

定員：毎回 20 名程度（要予約） 

参加費：小学生以上 1200 円（入館料込み）※低学年のお子様は保護者も参加してください。未就学のお子様

は参加できません。 

持ち物：濡れても良い靴、帽子、お弁当等 

 

【中四国】 

◆上関貝類ハンドブック 2018 発行記念「田ノ浦 海辺の生き物教室」 

 初夏の田ノ浦はいろいろな生き物の声に満ちています。潮だまりを覗けば、小さなエビやカニ、色とりど

りの貝がいて、まるで小さな水族館!! 完成したばかりの上関貝類図鑑で、海辺の生き物探検をしましょう!! 

日時：2018 年 5 月 13 日（日）10:00 集合 

プログラム 

10:00～11:00 海の生き物講座 

 上関貝類ハンドブックについて お話し 山下博由さん（貝類多様性研究所） 

 エビやカニの生活史  お話し 向井 宏さん（海の生き物を守る会） 

11:00～13:00 知って 食べよう!! 

 魚や貝の身体の仕組み、お昼ご飯～上関の海の幸を味わう 

14:00～15:30 田ノ浦 海の生き物観察会 

16:00  解散 

用意するもの：水に濡れても良い服装（長袖の上着/ズボン etc.）、長靴、帽子、ルーペ or 虫眼鏡（生き

物をよく観察できます） 

参加費：大人 1000 円、小学生以上高校生以下 500 円（昼食代込み） 

★申し込み：5 月 8 日までに、氏名、住所、緊急連絡先、メールアドレス、年齢を書いて、以下まで申し込

んでください。高島美登里 midori.@crocus.ocn.ne.jp FAX: 0820-62-0710、森田修 heigun.yom@gmail.com  

FAX: 0820-47-1290  

宿泊：行事の前後に宿泊を希望される方は、別途ご相談ください。 

その他：5 月 12 日（土）に海鳥などの餌資源を調べるプランクトン＆稚魚採集、5 月 14 日（月）に採集し

た生物のソーティング（選別）を行います。興味のある方は併せてご参加ください。 

主催：上関の自然を守る会 

 

mailto:midori.@crocus.ocn.ne.jp
mailto:heigun.yom@gmail.com
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●子供達を自然に呼び戻す読本「森里川海大好き！」の刊行 

 2016 年 9 月以来 1 年半にわたって、環境省「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトの一環と

して、森里川海大好き読本編集委員会（養老孟司委員長）が進めてきた子供たちを森・里・川・海など

の自然に呼び戻すことを願った本が、2018 年 3 月に完成しました。構成は以下のようです。 

 

 はじめに 自然に親しむ―私たちの体は森里川海でできている  ：養老孟司 

 大発見はあしもとに       ：阿部夏丸 

 健全な森と里と川と海、それらのつながりは、なぜ私たちにとって必要か ：小林朋道 

 先生たちから子供たちへ－コラム森・里・川・海  ：竹内典之・辻 英之・天野礼子・ 

        田中 克・小林朋道・奥田直久 

 大人の皆さんへ―かわいい子には体験を！ 子供のころの体験は人生の基盤 ：山本裕一 

 大人の皆さんへお伝えしたいこと     ：千田純子 

 

 本書の中心をなす物語「大発見はあしもとに」（団地の近くの誰も寄り付かないため池の生き物たちを、

夜な夜な探し回るなかで、大きなニホンウナギに巡り合う不登校の小学生とその友達の冒険）を書き下

ろされたのは、児童文学作家の阿部夏丸さんで、ご自身も 20 数年来、愛知県矢作川において、子供達を

川に招いて一緒に魚採りや魚釣りなどで遊びながら、自然に親しむ活動を進められています。 

 

 本書は、6 月末を目処に大量に印刷し、学校教育の現場で広く活用される道が探られています。公教育

の現場だけでなく、広く一般にも活用してもらう道も検討されていますので、紹介させていただきまし

た。なお、現時点でも、以下の URL からダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。 

（文責 田中 克） 

 

 

環境省ホームページで公開中 

読本『森里川海大好き！』 

～自然の中で輝く子どもたちを復活させるために～ 

URL http://www.env.go.jp/nature/morisatokawaumi/dokuhon.html 

 

  

http://www.env.go.jp/nature/morisatokawaumi/dokuhon.html
http://www.env.go.jp/nature/morisatokawaumi/dokuhon.html
http://www.env.go.jp/nature/morisatokawaumi/dokuhon.html
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本物のアサリと本物の潮干狩り 

 少し前までは、潮の満ち干きが大きくなる春季には、全国各地の浜で潮干狩りを楽しむ風景が広がってい

ました。しかし、その日本古来の文化ともいえる春の風物詩、潮干狩りが風前の灯火となっています。潮干

狩りに適した浜が、埋め立てや環境の劣化などにより、著しく減少してしまったからです。今も何とか潮干

狩りが維持されている場所も、事前に他から購入したアサリを撒かざるを得ないという事態に至っています。

しかも、日本産のアサリではなく、中国産などのアサリに依存しなければならない事態に陥っています。 

 日本のアサリ漁獲量は 1980 年代には 16 万トン以上でしたが、その後急速に減少し、2015 年には、わず

か 1.４万トン弱に減少しています。そのうち、8.3 千トンが愛知県、3.4 千トンが静岡県で占められ、他の都

道府県からはアサリは姿を消しつつあるのです。中でも有明海のアサリ漁獲量の推移は衝撃的であり、1980

年代半ばに 9 万トン（大半は熊県）近く獲れていたのが、2000 年までのわずか 15 年間に千トン以下に激減

してしまったのです。 

 アサリのこの減少は何を意味しているでしょうか？ アサリが生息しうる環境が、量的にも質的にも激減し

たことの反映であり、それは陸に住む私たちの暮らしや産業のあり方がそのまま“鏡”に映し出された姿そ

のものだといえます。アサリに代表される底生無脊椎動物（ベントス）が干潟などの陸と海と結ぶ環境から

姿を消すことは、物質循環の担い手がいなくなることを意味し、分解されない有機物の堆積、貧酸素化や赤

潮の発生などにより、浅海域の生物生産に様々な異常が生まれることになります。 

 かつて宝の海と呼ばれた有明海には、アサリの他に、タイラギ･アゲマキ･ウミタケ・ハイガイ・サルボウ

ガイなど多くの貝類が豊富に生息していました。潜水漁師が漁獲するタイラギ漁では、1 分間に 100 個体を

採らないと一人前と認められないほど、海底に林立していたそうです（佐賀県太良町在住、採貝漁師平方宣

清さん談）。これらの貝類の大部分が干潟やそれに続く浅海底から姿を消した状態を元に戻すことは極めて

難しいことに違いありませんが、もし、その道が開けるとしたら、多くの市民、特にこれからの時代を担う

世代が干潟の大切さを知り、身近な海に関心を持つことかと思われます。 

 2010 年 10 月の有明海再生シンポジウムで出合った平方さんの協力を得て、漁師・市民・研究者の協働に

よる干潟再生実験を 2011 年 4 月より始めました。環境改良材（鉄と竹炭を主成分：植物プランクトンの生

産促進、微生物活性の促進効果）の試験的使用、異常発生したホトトギスガイの人力による除去（写真１）、

捕食者からの食害を防ぐ網の設置などの手を加えることにより、年々アサリの数は増えつつあります。こう

したことをより多くの市民の皆さんに知ってもらうために、毎年 4 月に「太良町アサリ収穫祭」を開催して

います。今年は、天候にも恵まれ、100 名を越える参加者を得て、有明海生まれ・有明海育ちのアサリを採

る“本物の潮干狩り”を多くの皆さんに楽しんでもらいました（写真２）。アサリ以外にもカニ類や多毛類

など多くのベントスの生息も実感できる潮干狩りとなりました。 

6. 有明海と三陸の水辺から（74）     田中 克 
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写真１ 干潟再生実験場に異常発生したホトトギスガイの除去作業（2013 年 6 月） 

写真２ 家族連れで賑わった第 7 回太良町アサリ収穫祭（2018 年 4 月 15 日）  
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奄美の海山を守り、沖縄に連帯する 

 奄美大島の採石業は、実はこれ以外の大きな問題も抱えていた。それは、奄美大島で採取した土砂を沖縄に

運び入れて、辺野古に建設されようとしている辺野古の米軍基地のための海の埋め立てに使われようとしてい

るのだ。沖縄防衛局が示した計画案では、沖縄県外から持ち込む予定の土砂 1830 万㎥のうち、ほぼ 3 分の 1

の 530 万㎥を奄美大島から採取することになっている。これは 10 トン車のトラックで約 88 万台分にあたる

量だ。よく言われるような言い方だと東京ドーム 4 杯分と言える。もっとも東京ドーム何杯分という言い方は、

私にはよく分からない。東京ドームに行ったことも見たこともないのだから。でも、88 万台の 10 トントラッ

クが走り回る光景なら、想像することができる。それだけの土砂が奄美大島から船に積まれて辺野古の海へ投

入されようとしているのだ。それは、生物多様性が非常に高いと言われている辺野古・大浦湾の海を潰すだけ

ではなく、奄美大島の貴重な自然を形成している山を壊し、生き物の生息場所を奪うことになる。それだけじ

ゃない。その副作用として、市集落のように土砂崩れを引き起こして陸の孤島になったり、海を汚して生き物

のいない海を作り出したりしているのだ。どこから見てもマイナスの影響しかないことなのだが、砕石事業者

から見れば、まさに願ってもない計画のようだ。採石業は、山を崩して石材や砕石を取り出し、それを販売す

る事業なのだが、その際にでてくる岩ズリは、やっかいな代物で売り物にもならず、しかも産業廃棄物として

勝手に処分もできない。産廃処分場に持ち込んで有料で処分せざるをえない。ところが、辺野古埋立用に沖縄

防衛局が高い金を出して買ってくれるというのだから、ゴミの山が宝の山に変わる魔法のようなもの。西日本

各地の採石場は次々と閉鎖に追い込まれようとしているときだが、辺野古の埋立の岩ズリの需要が、この業界

の苦境を救うことになるのかもしれない。各地で閉鎖状態の採石場が再び動き出し、新たに山を削り砕石する

計画も動き出している。奄美大島でも採石場の拡大が各地で話題になり、住民の反対運動も各地で起こってい

る。 

 そのような情勢の中で、われわれ「海の生き物を守る会」が「自然と文化を守る奄美会議」と共催で催す奄

美フォーラム「奄美の海山を守り、沖縄に連帯する！」が、2015 年 5 月 30 日の午後、奄美市中心街の観光交

流センターの奄美市 AiAi ひろばで開かれた。サブタイトルは「山や海うかげ、海や山うかげ」である。これ

は奄美の言葉で、「山は海のお陰、海は山のお陰」という意味。まさに森里海の連環を讃える言葉だ。午前中

に手広海岸や用安海岸を見て歩いたわれわれは、フォーラムの直前に交流センターに到着した。会場の準備な

どを早めに行ってやらねばと思っていたが、奄美会議の人たちによって、すでに準備は万端整っており、主催

者の代表としては、大変申し訳ないと同時に、大変ありがたく、奄美会議の人たちに感謝するばかり。 

7. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（9） 向井 宏 
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 奄美フォーラムは午後 2 時から始まった。すでに会場には 100 人を超える人が集まっていた。用意したプロ

グラムと予稿集はすぐに無くなってしまい、急遽コピーを取りに走らなければいけなくなった。マスコミも地

元奄美大島の新聞社と全国紙の

一部、それに沖縄から沖縄タイム

ズと琉球新報、琉球放送 RBC の

取材も入った。最初に主催者挨拶

のあと、1 月にも奄美でフォーラ

ムを開き講演を行った阿部悦子

さん（環瀬戸内海会議共同代表）

が挨拶し、その後、フォーラムに

入った。最初に私が「砂と海草と

ジュゴン 辺野古埋立の危険性」

と題して講演を行った。内容は、

辺野古の埋立によって広大な海

草の藻場が失われ、そこで餌を

食べているジュゴンの生息が脅かされ、沖縄防衛局が自衛隊の飛行機を駆使した調査でも 3 頭しか発見できな

かった沖縄のジュゴンが絶滅の危機に陥ること、海

草の藻場の維持には砂が重要な要素であることなど

を話した。続いて日本自然保護協会の安部真理子さ

んが「辺野古埋立が環境に与える影響 奄美の自然

との関係」と題して話をした。私も安部さんも市集

落の採石場問題で潜水調査の海中のようすを紹介し

た。続いて、奄美大島から薗博明さん（奄美会議の

共同代表）が「奄美の自然保護運動の歩みとこれか

ら」と題して過去 40 年間の奄美大島の環境問題へ

の取り組みについて興味深い報告があった。アマミ

ノクロウサギ裁判では、生き物を原告にして「自然

の権利」を最初に主張し、以後の自然を守る戦いに

偉大な先鞭をつけた人でもある。最後にプロサーフ

ァーの碇山勇生（いかりやま・ゆうせい）さんが「海

辺のクリーン活動を通して思うこと」として、奄美

で生まれ育ちサーファーとして奄美の海と自然を愛

していること、行政の人や採石場で働いている友

人・後輩先輩たちもいっしょに奄美の自然を守って

いこうと呼びかけた。碇山さんはパタゴニアのアン

バサダーとしても活躍している。 

2015 年 5 月 30 日奄美フォーラムのようす。講師は碇山勇生さん 

奄美フォーラムを報道した南海日日新聞 

     （2015 年 5 月 31 日付け朝刊） 
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投稿募集中 

『うみひるも』は、海の生き物に関する話題や写真のご投稿を募集しています。 

 

エッセイのご感想（ぜひ！お待ちしています）やイベント参加報告なども、 

お気軽にお寄せください。その際、掲載希望の有無をお書き添えください。 

 

下記の投稿用メールアドレス hirumo@live.jp 

自動投稿フォーム https://goo.gl/GjWIjL 

 その後、会場との間で意見の交換が行われた。来場者から「沖縄に人殺しをさせる新基地を造らせていいの

か」等の意見も出された。採石場で働いているトラックの運転手からは、「われわれにも生活がある。沖縄に

売っても良いじゃないか」という意見も出た。これにどう反応するか、私は困ったなと思ったが、間髪を入れ

ず、薗さんが「お前にそんなことを教えた覚えはない」と一喝した。この人は長年奄美の教育界で教えてきた

薗さんの教え子だったのだ。でもみんなの前でこの意見を言ったのは、会場での議論を活発にし、採石業で生

活している人のことも運動の中で考えていかなければいけないことを確認できた点で、有意義であった。もち

ろん生活している人がいるから辺野古への土砂の搬出を認めると言うことでは無く、そういう人の生活も立ち

いける運動のあり方を考えていこうと言うことである。ただ、それ以外に、特に意見を言うわけでは無く、こ

のフォーラムのようすを窺いに来ていた人も数人いたようだ。講演要旨だけを求めて、話を聞かずに帰った人、

いかにもその筋の業者らしい背広の人たちも来ており、会場の後ろの方でひそひそ話しをしている。情報収集

に来たのだろうか。（つづく） 

  

mailto:hirumo@live.jp
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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 

◇「ベニクラゲ若返り・再生生物科学研究所」の新設など、春に大学教官を退かれて益々お忙しい久保田信先生のエッ

セイは今号お休みです。久保田先生のエッセイでおなじみの白浜を私ようやく6月に初訪問できることになりました。後日

レポートいたしますね。 

◇前号の後記でご紹介したアーティストの一人、ヒラシママイさんのお名前に誤植がありました。正しくは「ヒラシマ」さんで

す。訂正してお詫び申し上げます。塩の結晶がきらめく海アートを、ぜひリンク先のヒラシマさんサイトでご覧ください。 

◇以下、うみひるも本編から漏れた海ネタの共有です。国際環境 NGO アースウォッチが市民調査の参加者を募集中で

す。早くも満員続出の様子。数回参加してとても楽しかった干潟調査がイチオシですが、他の調査も面白そうです。 

◇先日、「チェイシング・コーラル」という映画を見ました。今年も石西礁湖の海水温上昇が心配ですが、灼熱の太陽が

照り付けるのは沖縄近海だけではありません。グレートバリアリーフをはじめ、世界各地でサンゴの白化が進み、貴重なサ

ンゴ礁が崩壊しつつあります。その深刻さがビジュアルで理解できるこの名作は、映画館ではなく「ネットフリックス」という

会員制サイト限定で配信中（非会員でも予告編はチェック可）。夏を前に視聴をおすすめしたい 1本です。（ちよ） 

 

 辺野古基地建設のための海面埋立の環境アセスメントでは、ジュゴンの食べる海草藻場は他にもたくさん

あり、ジュゴンには影響がないと言っている。開発に伴う環境アセスでは、「他にもこのような環境（生物

種）はたくさんある」という理由で、その場所の環境破壊を容認するのが常態になっている。そして次々と

同じように環境破壊にお墨付きを与えて、やがてすべてを失ってしまうのだろう。ジェレッド・ダイヤモン

ド(2005)がこう述べている。「遠く離れた場所でなにか（環境）問題が起こって、それが農民の生活に破滅

をもたらしうるとしても、初期段階で農民が知るすべは無い。たとえそれを知った場合でも、お決まりの『我

関せず』の姿勢で片付けてしまう可能性もある。自分にとってはさして重大ではない、あるいは、その影響

が及ぶのは遠い未来だと考えるからだ。また逆に、自分の地域に問題が生じても（例えば森林の伐採）、別

の地域に樹木はたくさんあると決め込んで、おざなりな態度をとるかもしれない。実際にどうかは知らない

http://hirashimy.blogspot.jp/
http://www.earthwatch.jp/pj_domestic/index.html
https://www.netflix.com/jp/title/80168188
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ままに。」 そして、いくつかの国や地域で文明が崩壊した。環境の破壊は私たちみんなの崩壊に関係して

いるのだ。（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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