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「今月の海の生き物」

ツノメガニ

Ocypode ceratophthalmus

節足動物十脚甲殻類のスナガニ上科スナガニ属の 1 種。東京湾以南の海岸の砂浜に生息するスナガニの仲
間。東南アジア、南太平洋、インド洋など広く分布する。甲羅の幅は 3～4cm で、眼の先端が長く棒状に突出
していることが特徴。雄は雌より
も棒状突起が長い。砂浜に棲むス
ナガニの特徴として体色は半透明
で砂に似た色をしている。ただし、
両方の鉗脚は白色でかなりよく目
立つ。鉗脚掌部下部に大きい顆粒
列があり、鉗脚座節内側の顆粒列
とこすり合わせて、発音する。昼
間はやや堅めの砂浜に巣穴を掘っ
て隠れており、夜になると砂浜を
徘徊し、打ち上げられた魚など生
き物の遺骸を食べる。警戒心が非
常に強く、素早く移動し、波打ち
際の砂に潜って隠れる。目にも留
まらぬ素早さで移動するので、英
語では ghost crab（ゆうれいガニ）
と呼ばれる。沖縄ではハマガナー
（はまがに）またはミダガーマ（目
高蟹）と呼ばれて、八重山民謡の「あんぱるぬみだがーまゆんた」で歌われている。
（沖縄県泡瀬干潟にて

向井

宏撮影）
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【活動予定】
◆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
アクセス：JR・江ノ島電鉄 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」で約 10 分乗車、「飯島」バス停から
徒歩 1～2 分
参加費：無料
観察指導：
佐藤正典（鹿児島大学）
田所悟（(株)自然環境調査）
向井

宏（海の生き物を守る会）

共催：海の生き物を守る会・東京経済大学
大久保研究室・鎌倉の海を守る会・日本自然
保護協会
用意：水にはいれる服装、濡れても良い靴、
弁当、メモ、筆記具、カメラほか
★6 月 14 日現在、予約は定員をオーバーし
ています。どうもありがとうございます。

明日です
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◆砂浜連続シンポ ～鎌倉・三河・奄美大島～ 奄美大島編
「森川海のつながりの大切さを見直し、世界自然遺産登録を目指すシンポジウム」in

奄美大島

日時：2018 年 6 月 30 日(土) 13:45～16:00
場所：奄美市名瀬公民館金久分館 2 階ホール（名瀬長浜町 5-1）tel

0997-53-5699

参加費：無料
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★事前申込み不要
プログラム
第一部：森川海のつながりと生物多様性
１）向井 宏

『森川海のつながりの大切さについて

～各地の事例から見えること～』

２）藤田喜久「エビ・カニの生息場所から見た海辺の環境」
３）安部真理子「世界自然遺産登録延期について～奄美大島各地での事例を見ながら～」
第二部：地元の取り組み・・・奄美大島各地の現場から取り組みについてご紹介します
問い合わせ：日本自然保護協会

電話 03-3553-4102

メール umi@nacsj.or.jp

共催：海の生き物を守る会・自然と文化を守る奄美会議・日本自然保護協会
※本シンポジウムはパタゴニアから助成金を受けています
主催：海の生き物を守る会、自然と文化を守る奄美会議、日本自然保護協会

◆砂浜の生き物観察会 in 嘉徳海岸（奄美大島）
奄美大島にわずかに残る自然海岸「嘉徳海岸」で
は、今大きな防潮堤を海岸中央に建設する計画が進
んでいます。この嘉徳海岸は奄美大島では珍しくサ
ンゴ礁によって囲まれていない海岸で、このような
海岸にしかいない貴重な生きものが見られます。天
然記念物のオカヤドカリ類もたくさん観察できま
す。交通不便なところですが、ぜひ自然のままの嘉
徳海岸を見て、触れて、生き物を観察しましょう。
日時：2018 年 7 月 1 日（日）10:00～14:00
場所：嘉徳海岸（鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳）
※海岸直近は駐車ができません。集落へ入る前に駐
車場所を探してください
準備するもの：濡れても良い服装や履き物、筆記用
具、弁当、飲み物、デイパックなど両手が使える
入れ物、その他カメラなど各自が必要と思うもの
参加費：無料
★申し込み：電話 075-741-6281 メール
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 向井

宏まで

共催：日本自然保護協会・海の生き物を守る会

◆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
会場・集合場所：未定
共催：海の生き物を守る会・東京経済大学大久保研究室
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【活動報告】
◆晴天の砂浜=表浜で砂浜海岸生物調査研修会・観察会を実施
2018 年 5 月 20 日（日）、愛知県豊橋市表浜の小島海岸で、砂浜海岸生物調査の研修会兼観察会を、NPO 表
浜ネットワーク（代表

田中雄二氏）との共催で行いました。当日は、10 時に表浜まるごと博物館に集合。

参加者は午後から急遽参加した家族を
含めて 20 名。そのうち半数が子どもた
ち。高校生も 4 人が参加。当初の天気
予報では雨が心配されたのですが、写
真に見るように抜けるような青空。風
は少し強かったのですが、前日の大風
に比べるとウソのように風もおさまり、
絶好の観察会日和でした。

日曜日という
こともあって表
浜はサーファー
が無数に波乗り
を楽しんでいま
した。この浜で
は、貝も波乗り
をします。波乗
り貝といわれる
フジノハナガイ
が、打ち寄せる
波に乗って砂浜
を駆け上がり、
砂に素早く潜り
込むようすが観察されました。ナミノコの殻を拾った子どももいました。前日の強い風が北西の風だったこと
もあり、沖合からの漂着生物はほとんど見つかりませんでしたが、それでもミナミスナガニを捕まえたり、キ
ンセンガニの新鮮な死亡個体を見つけたりと、参加者は広々とした表浜を楽しみました。

後背地の海浜植物帯では、ハマボウフウ、ハ
マヒルガオ、ハマエンドウなどが花盛りです。
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海の香を胸一杯に吸いながら、お弁当を広げ、午後
からは表浜まるごと博物館に戻り、採集した貝殻な
ど海の生き物を同定しました。子どもたちもとても熱心で、同定作業もはかどり、終了後は、表浜を含めたこ
の地方の自然の情報交換や交流を、お茶を飲みながら時間まで楽しみました。

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

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

◎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
◎「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

◎ACADEMIA（全国日本学士会会誌）No. 139 (2013.4)

DVD 版

残り 2 部

国土交通省 北海道開発局

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
◎向井 宏 論文 別刷り

余部あり

残り 1 部

海と生きる」

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」
「海域・海洋保護区の効果と現状」

月刊「海洋」2005 年

環境情報科学

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」
「干潟・藻場の再生事業：その問題点」

2009 年

海洋理工学会誌
地球環境

2009 年

2011 年

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

お知らせコーナー

砂浜フィールド図鑑

好評販売中！

（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）。

★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。

6

●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。
7

本土からの辺野古土砂採取計画撤回を！署名合計 11 万 7 千余筆

緊急に新たな署名運動を開始

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 7000
筆を超える署名が集められました。しかしながら、沖縄の民意も無視して辺野古の埋め立て工事が強
行されています。土砂全協として夏にも強行されようとしている土砂の投入を止めさせるための新た
な署名活動に取りかかることを総会で決定しました。

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会第 5 回総会を開催

沖縄県副知事に面談し要請

土砂全協の第 5 回総会は、沖縄市民会館で開催しました。初日の 5 月 26 日はフィールドワーク。
読谷村、南風原の陸軍壕跡、泡瀬干潟のコースに別れて、それぞれを見ながら、沖縄の問題を考えま
した。私は泡瀬干潟コースに参加。ウミエラ館で泡瀬干潟の自然を守る会の前川盛治さん、ウミエラ
館の屋良朝敏館長のお話を聞き、干潟へ出かけました。かつては、一面に海草藻場が広がっていた泡
瀬干潟も今は海草の姿も見えません。沖には巨大な埋め立て地が広がっています。生物多様性が非常
に高いと言われていた泡瀬干潟も様々な生き物が姿を消しています。それでも、沖縄に残った数少な
い干潟をこれ以上ダメにしない方策が求められます。一応の視察を終えた一行が帰ったあとも、私は
泡瀬干潟に残り、一日干潟歩きを楽しみました。その夜は、懇親会。沖縄市のウェディングホールで
開催。普段は着飾った人たちが出入りする場所が、普段着の人たちでいっぱいになりました。
5 月 27 日は、午前中、第 5 回総会を開催。これまでの活動の総括と今後に向けての方針を議論し
ました。総会で決まった活動方針は、①対政府、とりわけ沖縄防衛局への働きかけ（特定外来生物の
問題・軟弱地盤問題・活断層問題等）②対沖縄県、沖縄県議会に対する働きかけ（搬出県と沖縄県と
の連携、沖縄県土砂条例の強化等）③持ち出し県及び地域における取り組み（地域連携を進めること、
自県の業務として特定外来生物対策に取り組むよう今後もさらに要請活動を行う等）④土砂搬出計画
の撤回を求める新たな署名活動（9 月から県内土砂の投入が計画されている今、新たな緊急署名用紙
を作成して、首都圏とも連携して取り組む）⑤国会議員へのロビー活動の強化（沖縄等米軍基地問題
議員懇談会や立憲民主党の「再検証委員会」などと懇談、協力を要請）⑥辺野古新基地建設問題に取
り組む各地団体との交流・連携（最近立ち上がった「辺野古の海を土砂で埋めるな！首都圏連絡会」
との連携を模索する）などです。
12:30 からは、「その土砂ストップ！沖縄集会－命の海に基地はいらない－」を同じ沖縄市民会館
で開催。参加者は、250 人を超え、大盛況。開会の挨拶は仲村未央沖縄県議。そして海勢頭豊チーム
のコンサートが始まりました。美しくそして力強い歌声に聞き惚れました。その後、土砂全協の顧問
も務める北上田毅さんは講演「辺野古新基地建設事業の現状と問題点…工事はいずれ頓挫する」を

約 1 時間にわたって話されました。土木技術者としての北上田さんの考察では、辺野古基地の建設は
まちがいなく頓挫するだろうと言います。軟弱地盤の大浦湾を埋め立てて基地は作れないし、地盤補
強するには、知事の許可が必要。そのためにも、11 月の知事選挙で基地を容認しない知事を選ぶ必
要があるということです。集会の第 2 部は、土砂全協に加盟している各土砂搬出予定県から、これま
での活動の報告がありました。三重県、香川県、山口県、福岡県、熊本県、長崎県、鹿児島県、奄美
大島からの報告。辺野古へ送られる土砂に有害外来種が含まれている可能性がある場合、沖縄県は土
砂条例によって外来種の混入が認められれば土砂の搬入を不許可にできる。しかし、2100 万㎥もの
大量土砂について沖縄県の職員だけでは、対応ができないことから、土砂を搬出する県が沖縄県から
の要請に基づき協力することを求める活動が行われ、そのうち 5 県から沖縄県からの要請があれば対
応するという回答を引き出していることが報告されました。これまでの各地の取り組みを活用して外
来種混入の危険性がある土砂の搬出を止めるために、沖縄県が各県へ協力を要請することが求められ
ます。最後に湯浅一郎顧問からまとめと提言が発表され、集会は盛況の内に閉幕しました。
翌日は、土砂全協のフィールドワークとして、まず船を使って辺野古へ土砂を搬送している本部町
の塩川港を視察、島ぐるみ会議本部町の人たちが行っている、船に石材を運んでいるダンプカーに辺
野古基地建設に協力しないようダンプカーの前に立ってお願いする行動に参加し、みんなでダンプの
運転手にお願いしました。しかし、沖縄県警の機動隊は強制排除に向けて抗議する人たちを拘束する
ための警察車両による囲い込み場所の設定を始め、ゲート前の機動隊からの援助を要請し、警察車両
が塩川港に向かっているとの情報も入りました。われわれは、その後警察車両が到着する前に現場を
離れ、今度はキャンプシュワブのゲート前に向かいました。ゲート前では、ダンプカーの到着直前に
ゲート前に座り込み、機動隊の強制排除にあいました。
集会後の 5 月 29 日、土砂全協は、沖縄県の謝花喜一郎副知事と面談し、「土砂を搬出する各県で
は、自分の県から外来生物を持ち出すことを食い止めようとしています。沖縄県は搬出県との協力関
係を作って欲しい」と要請しました。これに対し、副知事は他県にも協力依頼が必要だとした上で、
外来生物の侵入がないかどうか調査する専門委員を 7 人から 12 人に増員して対応するとの方針を示
しました。那覇空港第 2 滑走路の埋立では、搬出地点すべてで特定外来生物が見つかっており、大量
の辺野古土砂の場合は、今までの専門委員だけでは対応できないと思われます。また、土砂全協は、
沖縄県の土砂条例に罰則が無いことから、条例を改正するよう求めました。（向井

宏）

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。3 部以上お申し込みの方は送料無料です。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

★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＋送料お振込先：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
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2．クジラ切手コレクション （53）（54）

立川賢一

9
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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】
●中国が沿岸政策大転換

あらゆる干拓事業を中止

中国国家海洋局は、今年 1 月 17 日の記者会見で、中国政府は沿岸政策を大きく転換することを発表した。
この内容は、中国政府の国務院のホームページに掲載されており、中国のメディア（新華社通信・チャイナデ
イリー）でも報道されているが、日本のメディアはまったく無視しているようだ。国家海洋局の Lin 局長によ
ると、新たな政策の主な点は以下の通り。
① 政府は建造物が建っていない干拓地を国有化する。国の政策に反する未着手の干拓プロジェクトは凍結
する
② 干拓地に違法に建築され海洋環境を深刻に損傷する建造物は取り壊す
③ 政府は干拓地を基礎とする土地開発の承認を止め、国の重要インフラ、公共福祉や国防に関連したもの
以外のすべての干拓行為を禁ずる
④ 地元当局は、干拓プロジェクトの承認を行う権限を有しない

国家海洋局の報告によるとこの中国政府の沿岸埋立による開発行為の禁止という政策大転換は以下のよう
な実態を非難した上で決断されたという。
① 河北省の昌黎県では、国の自然保護区内で観光業、水産養殖業、造船業などの開発行為がすべて認め
られていたこと
② 江蘇省では、2012 年以降「81.29 ヘクタールの干拓地を含む合計 14 のプロジェクトが、不当に承認さ
れた」「干拓地の大部分が見捨てられており、実際に開発されたのは 21.28％に過ぎない」「184 の干
拓プロジェクトの開発業者は、プロジェクトの建設を始める前に政府の承認を得ていない」「江蘇省
は自然保護区を効果的に保全するのを怠っていた。江蘇省の湿地保護区周辺の約 9,955 ヘクタールの
海域で、魚の養殖がおこなわれていた。このような商業行為は禁止されるべきだった」
③ 遼寧省では、「省政府は干拓プロジェクトに効果的な助言を与えることを怠り、公害物質が海に廃棄
されるのを制御できなかった」「省政府は汚染者と干拓規制法の違反者に罰金を課していたが、罰金
の 50％以上が未徴収だった」「省の環境当局により登録されていた 211 の排水管のうち、68 は法的手
続きに従って承認されたものではなく、その幾つかは注意深い監視がされていなかった」
この中国の政策転換は、どの程度実行に移されるかは、まだこれからの問題であろうが、海洋局の報告で指
摘されたような実態は、日本でも多かれ少なかれ見られる。中国のこの大決断をわれわれは大きく評価し、日
本もこれにつづくよう、日本政府に要求し続ける必要があるだろう。上がすべてを決めてしまうやり方には異
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なった評価もありうるが、埋立を止めるという決断をした中国の将来に大きな可能性を見ることができる。
（文
責：向井 宏）

●北極海の氷にもマイクロプラスチックが蓄積
ドイツの研究チームが、北極海の海氷の中に大量のマイクロプラスチックが蓄積していることを発見し、発
表した。2014～15 年に北極圏の 5 ヶ所で海氷を採取し、マイクロプラスチックの量と種類を調べた。結果は、
1 リットルあたり最大 1 万 2000 個にもなり、これまで海水で報告されたマイクロプラスチック量の最大レベ
ルになるという。もっとも少なかったスバールバル諸島北でも 1 リットル当たり約 1100 個が記録されている。
マイクロプラスチックとは、直径 5mm 以下のプラスチックの粒子をいう。今回北極圏の海氷から見つかった
マイクロプラスチックの 3 分の 2 は、直径が 0.05mm 以下と極めて小さい。小さなプラスチックは海の生き
物に餌と間違えて取り込まれてしまう。そのため、地球の温暖化で北極圏の氷が溶けると、マイクロプラスチ
ック汚染が世界中の海に広がる。研究チームはその怖れを警告している。日本は何もしないで知らん振りし続
けるのだろうか。世界で 2 番目に多くのプラスチックを使用している日本は、この問題に真っ先に取り組む責
任があるが、政治家たちは環境問題にはもっとも鈍感である。それは有権者の鈍感さを反映しているのだろう。
（文責：向井

宏）

●プラスチック問題で G７の合意書に日本は署名拒否
カナダで開かれていた G7 サミットでは、プラスチック問題が討議され、各国がプラスチック対策を検討す
るよう促す合意文書が締結されたが、日本の安倍首相は、この合意文書に署名することを拒否した。国内法が
整っていないことを理由に挙げたが、それは言い訳に過ぎない。検討することさえも拒否する日本政府の姿勢
は世界から非難を浴びるだろう。そして、日本国内からもっと深刻に日本の環境政策への批判が上がるべきで
は無いだろうか。7 人の首脳の内、安倍首相とトランプ大統領が署名を拒否した。トランプ大統領が環境より
も経済を優先する姿勢を示しているのは、パリ協定からの脱退などからも、既に明らかだ。安倍首相も環境よ
りもアベノミクスの成功を、そして自分の保身を第一に考えているのは明らかだ。（文責：向井

宏）

●ハワイで日焼け止めの販売禁止
アメリカのハワイ州議会で、世界で初めて「日焼け止め」の販売を禁止する法案が可決された。日焼け止め
に含まれている物質がサンゴにダメージを与えることが、最近の研究で明らかにされてきた。日焼け止めは皮
膚ガンの発生を抑える効果があることから、世界中とくに白人には必需品とされていた。薬品メーカーの
「Bayer」はこの法案に反対している。ハワイの医療団体も法案の実施を遅らせるよう議員らに陳情した。知
事の承認があれば、2021 年からハワイ州で従来の日焼け止めの販売は禁止される。
日焼け止めには、オキシベンゾンとオクチノキサートという薬が含まれている。法案が知事の承認を受ける
と、この 2 種類の薬剤を含む日焼け止めは、医者の処方箋が無いと、一般のドラッグストアでは買えなくなり、
使用もできない。これらの物質がどのようにサンゴの死滅に関係しているかは、まだ十分に明らかになってい
ないが、オーストラリアのグレートバリアーリーフでは、温暖化とともに、日焼け止めによって半分のサンゴ
が死滅したとされる。そこでこれら有害物質を含まない日焼け止めへの需要が高まっており、自然素材のみを
使用した日焼け止めが開発されてきた。また、アウトドア用品の店「REI」や「パタゴニア」「ザ・ノースフ
ェイス」などでは、日焼けを防ぐ衣類の販売を行っている。（文責：向井

宏）
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【全国】
●環境省が沖合海底に海洋保護区の拡大方針
環境省は、4 月 28 日に海洋保護区を拡大する方針を明らかにした。これまで日本が定めた海洋保護区は、
わずか 0.3%程度で、生物多様性条約の名古屋での締約国会議で 2020 年までに海域の 10%以上を海洋保護区
にすると定めた愛知目標には絶望的に届かないと思われたが、国内の沿岸漁業権海域が漁協の管理にあるとい
うことを保護管理されている海洋保護区の一種であるというよう解釈で、日本の海洋保護区は 8.3%であると
した。それでも 2020 年までに 10%以上の海洋保護区を作ることは難しいとされていた。しかし、このたび環
境省は、独特の生態系を持つ沖合の海底について、積極的に海洋保護区に指定していく方針を決めた。沖合海
底は、これまで取り組みがほとんどなされていなかったため、海洋保護区の設定が非常に少ない。しかしなが
ら沖合海域は日本の経済的排他海域（EEZ）の内の広大な面積を持つため、この海域の海洋保護区指定によっ
て一気に 10%以上を達成することができると考えたようだ。もっとも日本の漁業権海域を海洋保護区とみなす
やり方については、他の国や NGO からは批判的な意見も出されており、「2020 年に 10％達成した」という
日本の主張が認められるかどうかは、微妙である。沖合海底については、重金属やシェールオイルなど海底資
源の開発が目論まれており、これまでも海洋保護区指定への反対・慎重意見が他の省庁から出されている。今
後、環境省がそれらの経済優先の省庁にどれだけ強く海洋保護区設定を主張できるか、がんばりが期待される。
（文責：向井

宏）

●ニホンウナギ大量に廃棄

スーパーなど

国際環境 NGO のグリーンピース・ジャパンは、国内のスーパーマーケットに環境意識調査を行ってきてい
るが、このたびニホンウナギの小売り事業について調査を行った。ニホンウナギは国際自然保護連合（IUCN）
によって 2014 年に絶滅危惧種に指定されたが、それ以降も日本では大量に消費されている。大手スーパー18
社に質問をした結果、調査を拒否したイズミヤとフジを除く 16 社から回答があった。質問は絶滅危惧種のニ
ホンウナギを販売する際、売れ残ったウナギをどのくらい廃棄処分しているかを問うもの。その結果、2 社（パ
ルシステムとヤオコー）が売れ残り処分は「なし」と回答。残り 14 社のうち、売れ残り処分したと答えたの
は、7 社。そのうち調査に協力的だった 5 社について売れ残り廃棄処分した量を調べたところ、処分量は年間
約 2.73 トンになることが判った。残りの 7 社は、売れ残らないよう努力しているとだけ答え、量は示さなか
った。5 社に限っても絶滅危惧種であるニホンウナギを 2.73 トン（約 1 万 4 千匹）廃棄していることは、回
答の無いスーパーや今回の調査には含まれていない小売店、飲食店を考慮すると驚くべき数字になりそうだ。
絶滅危惧種を食べ続ける日本のあり方だけでなく、大量のニホンウナギの廃棄は国際的に許されないのではな
いだろうか。「生物多様性保全国家戦略」を持つはずの日本政府の無策と日本人の無関心が、いずれニホンウ
ナギを絶滅させる。
一方、先月末にワシントン条約事務局が発表した報告書によると、日本の養鰻池に入れられているニホンウ
ナギの 6～7 割が違法に漁獲された可能性が高く、密漁や違法取引が日本ではまかり通っていると警告してい
る。同時に、報告書では、ニホンウナギの資源管理体制は不十分で、対策の強化が急務であると指摘している。
2019 年 5 月に開かれる次回のワシントン条約締約国会議で、ニホンウナギの取引を規制すべきとする議論が
行われるのは必至とみられている。日本政府の無策でウナギが食べられなくなるのか、それとも国際的な保護
政策でウナギが食べられなくなるのか、どちらにしても日本人がウナギを食べられなくなるのは、そう遠い将
来ではなさそうである。（文責：向井

宏）
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【北海道】
●日本最古のアザラシの新種化石

浦幌町

北海道足寄町の足寄動物化石博物館は、浦幌町の川で日本最古のアザラシ類の化石が見つかったと発表した。
化石が見つかったのは 1991 年であったが、その後の調べでこの化石の動物は、約 1500 万年前に生息してい
て、その後絶滅したアザラシ類の新種であると判明した。体長は約 2m の雄で、ほぼ全身の骨格が残っていた。
海産哺乳類の鰭脚類の仲間で、デスマトフォカ科アロデスムス属の一種で、「アロデスムス・ウライポレンシ
ス」と名付けられた。新種の名前の「ウライポレンシス」はアイヌ語の「ウライポロ（大きな魚がいつも集ま
るところ）」から付けられた。この言葉は浦幌という地名の由来でもある。（文責：向井

【東北】
●貝毒でホタテ養殖は「存続の危機」

宏）

三陸

宮城県・岩手県など三陸各地で 4 月以降「麻痺性貝毒」が発生し、養殖ホタテ貝などの出荷停止の自主規制
が続いている。漁業者らの間では「ホタテ養殖が存続の危機にある」と不安が広がっている。宮城県では、4
月の出荷は 17 トンで、記録的不漁だった昨年のさらに 94％減。貝毒の原因とされる有毒プランクトンが三陸
全体で広く見られ、影響は長期化すると思われる。さらに、未成熟のホタテガイに斃死するものが出始め、昨
年に続いて「史上最悪」の不漁につながりかねないと不安視されている。
一方、宮城県南部では、貝毒が検出されたため出荷停止だったムラサキイガイの出荷規制を 4 月 29 日に解
除した。国の検出基準を上回った貝毒が検出されたために出荷が規制されていたが、4 月 15 日の検査から 3
週続いて規制値を下回ったため、規制解除に踏み切った。有毒プランクトンの濃度が宮城県南部では低下し始
めているのかもしれない。（文責：向井

【東海】
●砂浜が岩石海岸に

宏）

アカウミガメの上陸もなくなる

中田島砂丘

静岡県浜松市の海岸線は高い防潮堤の建設が続き、ほとんどの海岸で海が人々から遮断されてしまった。そ
の中でも日本 3 大砂丘の一つとされる中田島砂丘では、下の写真に見られるように、砂丘のど真ん中に高さ
13m の巨大防潮堤が建設され、陸と
海のつながりが遮断され、砂丘その
ものの価値も大幅に減じてしまっ
た。さらに、アカウミガメの上陸・
産卵も行われている中田島砂丘の
海岸では、静岡県が浸食対策事業で
石を入れたために砂浜が礫浜に変
わってしまった。礫浜は、東西
1.5km 幅は最大 10m にもなる。静
岡県は海岸線を維持するために必
要だとするが、住民は「美しかった
砂浜が台無し」と嘆き、ウミガメの

砂丘のど真ん中に作られた高さ 15m の防潮堤。コンクリ
ートの上に砂をかぶせているが、砂丘の半分以上も海も
見えなくなった（2018 年 5 月 19 日撮影）

上陸が無くなったところも出てきた。（文責：向井

宏）
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【関西】
●光合成がサンゴの骨格形成を促す

共生藻類の役割を発見

岡山大学の研究グループ（井上麻夕里准教授代表）は、造礁サンゴ類に共生する藻類が、サンゴの栄養を補
給するばかりでは無く、光合成によってサンゴの骨格形成を促していることを明らかにした。研究チームはこ
れまで共生藻を持つサンゴと持たないサンゴで骨格形成の成長が異なることを明らかにしていたが、そのメカ
ニズムについては、明らかになっていなかった。今回の研究では、生まれて 2 週間ほどのミドリイシサンゴに
共生藻を加えたものと加えないものを飼育比較し、骨格の化学成分を調べた。その結果、光合成によりサンゴ
の体内の pH が上昇（アルカリ化）していることを発見、光合成による体内 pH 環境の変化が骨格形成にプラ
スに働いていることを明らかにした。サンゴのパートナーの光合成が、栄養補給に限らずサンゴの成長に重要
であることを示した今回の研究結果は、サンゴの白化によるサンゴ礁のダメージの大きさを強調することにな
った。（文責：向井

宏）

【九州】
●高校生が海産アメンボの新種を発見
長崎県立長崎西高校の 3 人の女子高校生が長崎県大村湾で、新種の海産アメンボを発見した。今年 5 月に国
際学術誌に論文が掲載された。アメンボの新種は 60 年ぶりだと言う。3 人は大村湾で生物部のフィールワー
クのときに、アメンボを発見。淡水にいるはずのアメンボがなぜ大村湾にいるのかと疑問を持ち、調べ始めた。
300 個体以上のアメンボを採集し調べた結果、触角の形態などに他の種とは異なる特徴を見つけ、新種と確認
したという。海には昆虫はほとんどいないが、ウミアメンボは海産のアメンボとして知られる。しかし、今回
の新種のアメンボは、淡水産のアメンボの仲間で、海に適応分化した種である。（文責：向井

宏）

●有明海のアゲマキ漁が 22 年ぶりに復活
佐賀県の有明海漁協は、22 年間続いていた禁漁を停止し、鹿島市の浜川河口でアゲマキ漁を再開した。初
日 6 月 8 日の水揚げ量は約 60kg。漁は 6 月末までの 15 日間、特定の漁業者に委託して行われる。アゲマキ
は有明海特産の二枚貝の一種で、かつては瀬戸内海・有明海・韓国・黄海などの干潟に分布していたが、現在
ではほとんどが絶滅し、わずかに有明海に生き残っているだけとなっている。かつては有明海で多量の水揚げ
があったが、漁ができるほどの個体群は残っておらず、22 年前から実質的に禁漁状態になっていた。アゲマ
キ漁は、潟スキーで干潟の上を行き、アゲマキの穴を見つけて手で成貝を採取するというもの。5cm 以下の貝
は採取しないことにしている。アゲマキ個体群が漁に耐えるほど回復したかは今後の漁のようすをみながら判
断することにしている。（文責：向井

宏）

【沖縄】
●屋我地島周辺にジュゴンの餌場が移動したか？
沖縄県は 2017 年度に実施したジュゴンの生息状況調査によって、名護市屋我地島周辺の 4 ヶ所にジュゴン
の食み跡が見つかった。これらの海草藻場ではこれまでジュゴンの食み跡は見つかったことは無かった。また、
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県の調査としてはもっとも深い 5m を超える藻場で食み跡が見つかったことになる。もっとも市民団体の調査
では大浦湾で 15m を超える藻場で食み跡が見つかった例がある。県の調査では、これまで報告のあった場所
を含め知念志喜屋や勝連半島などの海域を調査したが、屋我地島以外ではジュゴンの食み跡は見つからなかっ
た。とくに 2003 年から継続的にジュゴンの食み跡があった古宇利大橋付近では今回食み跡が見つからなかっ
たことから、古宇利島周辺に生息していたジュゴンが屋我地島周辺に移動したとみている。しかし、辺野古・
大浦湾周辺の海域で餌を食べていたと考えられる「個体 C」の行方は判らないままになっている。辺野古の基
地建設でこの海域から追い出された「個体 C」は果たして生き延びているのだろうか。（文責：向井 宏）

●辺野古埋立に伴う希少サンゴ保全に

防衛局の右往左往と科学的知見無視

沖縄県名護市辺野古沖と大浦湾の一部を埋め立てて米軍辺野古基地を建設しようとする沖縄防衛局は、環境
アセス書で約束した希少なサンゴの保全措置について、科学者の警告を無視した移植を強行しようとしたり、
移植をしないで周りを囲ったりとちぐはぐな対応に終始している。埋立予定海域には、絶滅危惧 II 類のオキ
ナワハマサンゴなど希少なサンゴを含む約 7 万 4 千群体のサンゴが生息している。防衛省は工事の影響を避け
るためにこれらのサンゴを移植する予定だが、これまでは専門家の意見をもとに 4 月末までに移植を行うこと
としていた。なぜなら防衛省が辺野古の埋立に関して環境保全などについて指導・助言を受けるためとして設
置した「環境監視等委員会」が沖縄県の「サンゴ移植マニュアル」に従って 5～7 月の繁殖期と 7～10 月の高
水温期は避けることが適切と助言し、4 月末までの移植を認めていたからだ。このサンゴ移植マニュアルが依
拠していたのは、サンゴ移植問題についての研究者大久保奈弥氏（東京経済大学准教授）の論文だった。しか
し、大久保奈弥氏は、
「サンゴは産卵や放精に備えて生殖細胞が成長する 3～4 月に移植してストレスを加える
と、産まれる子どもの数が大幅に減ることが、私たちの研究で確認されています。論文をきちんと読めば、移
植に適さない『繁殖の時期』は 5～７月の産卵期だけを指すのではなく、3～4 月も含むことはすぐに理解でき
るはずです」という。しかし、防衛省の環境監視等委員会は、3～4 月の移植を容認する助言をしている。大
久保氏は、「私たちの論文を読んだ上で今回の移植時期を決めているのであれば曲解です」と怒る。
サンゴの移植には、沖縄県知事の特別採捕許可が必要であり、沖縄防衛局はとりあえずオキナワハマサンゴ
など貴重な 9 群体のサンゴの移植を 4 月末までに行うとして許可を申請したが、沖縄県では許可しなかったた
め、4 月までの移植は行われなかった。しかし、沖縄防衛局は、夏にも予定されている土砂投入を前に、沖縄
県が特別採捕の許可を出せば、委員会の助言も無視して、夏の高温期でも移植を強行するつもりである。科学
的な知見を無視し、サンゴの保全が無事に行われるかどうかよりも、埋め立て工事の遅延を重視する防衛局の
姿勢は、あの不十分な環境アセス書さえも無視しようとするものだ。防衛局はあらためてサンゴ移植のための
特別採捕を申請している。沖縄県が専門家の意見をどのように判断して結論を出すか、注目される。
一方、埋立用の護岸工事はどんどん進み、夏までに辺野古沖の一部に埋立用土砂投入が始まる。サンゴの移
植も行わず、工事を進めることによって、サンゴに環境ストレスがかかってきた。特に護岸に囲われたため、
サンゴ周辺では水温が上昇し、サンゴの生育が阻害される可能性が出てきた。そのため、防衛局はサンゴの周
辺の海水が高温になるのを防ぐための対策をとると発表した。防衛局の予測では、護岸に囲まれたサンゴ周辺
では流速が毎秒 1cm 低下し、水温は 0.1℃上がる。その対策として、遮蔽シートで工事からの濁りを抑えなが
ら護岸外の水をポンプで取り込み、遮光ネットをかけて直射日光を避ける。しかしこの対策は前例がなく、効
果があるかどうかは判らない。証明できるデータも無い。大久保氏はサンゴが死ぬリスクが高まると警鐘を鳴
らしている。
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また、埋立区域近くで護岸外に生息するヒメサンゴについても、防衛局は当初の移植方針を変更し、移植し
ないで工事を進めることとした。遮蔽膜を四重に張ることによって工事の悪影響を受けないようにできるとい
う理屈をつけ、夏に予定している土砂投入を可能と判断した。このヒメサンゴについては、移植すると言って
県から特別採捕の許可を受けたにもかかわらず、移植を止めたため、沖縄県は「計画を変える場合は埋立承認
時の留意事項に基づき県の変更承認を得るべきだ」と防衛局を指導しているが、防衛局は変更承認は必要ない
として、工事を進めている。沖縄県知事は、土砂の投入が始まる前に埋立承認の撤回をすると言明している。
早く撤回しないと、いよいよ土砂の投入により本格的な埋立が始まってしまう。
沖縄防衛局は今年の 6 月には土砂の投入を開始すると言っていたが、ゲート前や海上での抗議行動により工
事が遅れており、7 月に延期したが、さらに遅れて 8 月になると発表した。抗議行動による工事の遅れはわず
かずつではあるが、確実に政府の予定を狂わしている。（文責：向井

●土砂投入 8 月 17 日に開始と通告

宏）

防衛局

沖縄防衛局は、沖縄県に対し、辺野古基地建設のための埋立作業について、県の赤土等流出防止条例の手続
に従った計画図面や行程表などを 5 月 29 日に提出した。最初に土砂投入が予定されているのは、辺野古崎の
先端に近い南側で、面積 6 万 5000 ㎡だ。県では、赤土対策が十分かどうかなどを計画に基づき審査して、承
認するのが一般的で、不十分と判断した場合は、一般的には計画の変更を求めることになっている。しかし、
相手が国の場合は、
「国と協議する」となっており、県が国の行為を許認可する権限はないことになっている。
審査は一般には 2 週間で終わるとされ、県は慎重に審査を行っているとしていたが、6 月中旬、形式的な審査
を終えた。国はそれを受けて、8 月 17 日に土砂の投入を開始すると沖縄県に通告した。沖縄島ぐるみ会議が 6
月 4 日に行った防衛省交渉でも、防衛省は島ぐるみ会議が行った土砂投入に関する質問に対して、すべて「赤
土等流出土砂防止条例に基づいて適切に対処していきます」という回答に終始し、この条例が、防衛省が進め
ている工事の支障にはならないという自信を強めているらしい態度が見られる。（文責：向井

宏）
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【国際】
◆第 4 回アサリ国際シンポジウム
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日程：2018 年 9 月 28 日（金）～30 日（日）
場所：中国 大連

※シンポジウムの詳細は右記の HP をご覧ください。http://www.imcs18.org

【関東】
◆砂浜連続シンポ

～鎌倉・三河・奄美大島～

いま、日本の海岸線保全で、大きな課題のひとつが“砂浜”です。生き物が少ない。砂しかない。と思われ
がちな砂浜。砂があれば砂浜でしょ、と思われがちな砂浜。 本来の砂浜の価値も知られず、保護の手立ても
十分でないまま、豊かな砂浜生態系は姿を消そうとしています。そこで、まだまだ知られていない“砂浜生態
系”に注目し、鎌倉・三河・奄美大島で連続シンポジウムを開催します。第 1 回は、6 月 17 日、鎌倉開催！
日時：2018 年 6 月 17 日（日）13：45～16：00
会場：鎌倉商工会議所ホール

※次ページのちらし参照

主催：日本自然保護協会、鎌倉の海を守る会／後援：鎌倉市
参加費：無料
定員：150 名（先着順）★申し込み不要
問い合わせ：日本自然保護協会

電話 03-3553-4102

メール umi@nacsj.or.jp

プログラム ※詳細は http://www.nacsj.or.jp/2018/05/10006/
13:30 開場／13:45 開会
13:50 基調講演

小島あずさ／JEAN 「日本の海ごみ最前線」

14:15 基調講演

田中雄二／表浜ネットワーク「海岸構造物の撤去事例紹介」

14:40

休憩

14:50

安部真理子／日本自然保護協会「奄美大島の砂浜保全について」

15:10

山田海人「ビーチコーミング」

15:30

久保廣晃／鎌倉の海を守る会「海岸植物とアカテガニ」

16:00 閉会
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◆公開ワークショップ「プラスチックゴミから海を守ろう」
毎日の暮らしに欠かせないプラスチック。何十年も便利に使われてきた結果、海にたくさんのプラスチック
ゴミが流れ出て、劣化し、小さな破片となって漂っていることを知っていますか？

5mm 以下になった小さ

なプラスチック片＝マイクロプラスチックは、回収することができず、小さな生き物も飲み込んでしまうため、
食物連鎖を通じた影響などが心配されています。生き物たちのいのちを脅かし、海洋環境への大きな脅威とな
っているプラスチックゴミについて、海外ではソーシャル署名プラットフォーム Change.org を使っていくつ
もキャンペーンが立ち上がっています。
「海の日」にあわせて、日本に暮らす私たちも語り合ってみませんか？
長年「海のゴミ問題」に最前線で取り組んできた第一人者からお話をうかがい、私たちがこれからできるアク
ションについて参加者みんなで考えましょう。
プログラム
マイクロプラスチックの問題についてゲストに話を伺った後、私たちでできることについてフロアを交えたワ
ークショップを行います。前半のレクチャー部分については Change.org の Facebook ページ上で中継を予定
しています。ご関心のある方は、どうぞお早めに申し込みください。みなさまのご参加をお待ちしております。
（Change.org スタッフ

遠藤）

ゲスト：一般社団法人 JEAN 事務局長 小島あずさ さん
＜プロフィール＞約 10 年間の広告制作を経て、1988 年｢アトリエ・クレイドル｣を設立。日本で初めての布製
買い物袋（エコバッグ）の企画・制作・販売を行う。この頃より自宅周辺のゴミ拾いをはじめ、1991 年 JEAN/
クリーンアップ全国事務局を設立し、年 2 回の全国一斉クリーンアップキャンペーンとごみ調査を開始。国際
海岸クリーンアップのナショナルコーディネーターを務めている。2009 年 環境保全功労者表彰。海岸漂着物
対策専門家会議委員（環境省）。
日時：2018 年 7 月 21 日（土）13:00〜16:00 （12:30 開場）
場所：東京都・渋谷駅付近 （申し込み受付時にご連絡します）
主催：Change.org Japan
定員：先着 50 名 （定員に達し次第、受付終了とさせていただきます）
参加費：1200 円
★申し込み： Peatix より事前にお申し込みください

◆観音崎

夏期 磯の生物観察会

観音崎の磯で、ウニ・ヒトデ・カニ・ウミウシなどの海の生き物を水中で観察しましょう。浅いところで行
うので、泳げなくてもだいじょうぶです。
日時：2018 年 7 月 16 日(月)・27 日(金)・28 日(土)・8 月 11 日(土)
10:00～14:30
集合時間と場所：10:00

※小雨決行

観音崎公園ボランティアステーション

希望日を選択
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プログラム
10:30~12:00

磯で生物を観察

12:00~13:00

昼食

13:00~14:30

観察した生物についての話、

海藻標本作り
定員：各日 50 名（申込み順）
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対象：4 才以上一般、小学生以下は保護者同伴
参加費：大人 2100 円

4 歳～中学生 1900 円

会員は 800 円引（入館料、保険料込み）
講師：観音崎自然博物館学芸部長

山田和彦

持ち物：水着・ぬれてもよい運動靴、または
マリンブーツ（ケガ防止のためビーチサンダ
ルやスポーツサンダルは不可）・水中マスク
か水泳用ゴーグル・タオル、昼食

など

★申し込み：電話にて参加者全員の氏名・年
齢・住所・電話番号をお知らせください。保
険加入のため開催日の 4 日前までにお申し込
みください。
問い合わせ：観音崎自然博物館〒239-0813
神奈川県横須賀市鴨居 4 丁目 1120 番地
電話 046-841-1533

【東海】
◆「潮だまりでサンゴ観察 in 東伊豆・八幡野」
東伊豆・八幡野（静岡県伊東市）の潮だまりで実施する、親子対象のサンゴ観察プログラムです。ダイビン
グインストラクターと OWS ネイチャーガイドが案内します。波の静かな透明度の高い海のプールで、数種類
のサンゴを観察することができます。足の立つ浅いところに生息するサンゴを観察できますので、泳ぎが苦手
な方でも楽しめます。小学 3 年生〜6 年生のお子さんと親御さんでご参加ください。夏休みの自由研究にもぴ
ったりです。
日時：2018 年 7 月 7 日（土）午前の部 10:00～12:00 /午後の部 13:00～15:00 2 回開催
場所：東伊豆・八幡野の海岸

タイドプールにて

集合と解散：橋立観光駐車場（無料）

静岡県伊東市八幡野 947-650

電車の場合：伊豆高原駅 やまも口（南口）より徒歩 5 分
定員：各コース 親子で 15 名

※先着順。定員になり次第締め切ります。

参加費：1 人 2000 円（大人子ども同額・保険代込）※お申し込み完了後、指定口座をお知らせします
持ち物：水着（着用）、マリンタオルまたはタオル、飲み物（水筒・ペットボトルなど、熱中症予防のため）、
日焼け止め等（日焼け対策）、大きめのタオルやはおれるもの（日焼け防止／防寒対策※天候によっては体が
冷えて寒い場合があります）、SD カード（記録メディア※カメラをレンタルする方は必須）。

▼以下、お持ちの方は持参してください。
ウエットスーツ、ラッシュガード、スノーケリング器材（マスク・スノーケル・フィン・ブーツ※ブーツ必須
=裸足不可・ウエイトは不要です）、メッシュバッグ（器材運搬用）
▼器材をお持ちでない方には、以下を無料で貸し出します（要事前申込）。サイズ・数量に限りがありますの
で、予めご了承ください。
マスク、スノーケル、フィン、ブーツ、ウエットスーツ、※ブーツとスーツはサイズ（足のサイズ・身長・体
重）をご入力ください。 メッシュバッグ（器材運搬用※メッシュバッグのみでは貸出不可）、防水デジカメ
「OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough」（記録メディア SD カードは持参してください）
※水着を着用のうえ、集合してください。天候・海況等により中止する場合があります。
安全な運営のため参加条件があります。ご理解の上お申し込みください。
1）1 家族子ども 2 名までの参加とします。
2）保護者として必ず両親どちらかの参加をお願いします。（友達参加不可）※保護者は水に入らず周囲
で見学することも可能です。
注意：観察場所にはトイレ、水場、自販機等はありませんのでご注意ください。●集合・解散場所と観察
場所間は遊歩道（林道・岩場）を歩きます。各自器材を持って徒歩（約 15 分）での移動になりますので
予めご了承ください。（スニーカー推奨）●裸足での参加は危険ですので、ブーツを必ず履いてください。
素足でのフルフットフィン使用もご遠慮ください。●ケガ防止のため水着のみでの参加は不可とします。
ウエットスーツまたはラッシュガードを着用してください。●レンタル器材は解散場所で返却をお願いし
ます。●食事の時間はありませんので、お弁当は不要です。●熱中症、日焼けには十分にご注意ください。
協賛：オリンパス株式会社･株式会社タバタ
※オリンパス株式会社と株式会社タバタは国際サンゴ礁年 2018 のオフィシャルサポーターです。
協力：環境省

環境省「国際サンゴ礁年 2018」

中止の場合：台風、強風、雨、高波等、開催が困難な場合は中止とします。前日（7/6）15 時までにメールま
たは電話により連絡します。※中止の連絡には必ずご返信・ご連絡をお願いいたします。
★申し込み：フォームからお願いします。1 家族ごとにお申込みください。6 月 27 日まで。ただし定員になり
次第、締め切ります。https://www.ows-npo.org/olympus/form-iyor2.html
※お申込後のキャンセルについては当法人の規定に基づきキャンセル料をいただく場合があります。
問い合わせ：OWS 事務局までメール（E-mail: info@ows-npo.org）または お電話にてご連絡ください。

【中四国】
◆田ノ浦シュノーケリング＆アカテガニの出産を見守る会
夏の田ノ浦は生き物の宝庫です。潮だまりでは色とりどりの貝やイソギンチャク、カニ、ヒトデが私たちを
迎えてくれます。豊かな湧水に満たされた透明度抜群のシュノーケリングも楽しめます。
大潮の夜、アカテガニは放仔のため、彼等にとってはとても長くて困難な道のりを山から海岸へ下りてきま
す。数万個とも言われる幼生を放しますが、成長して無事に戻ってこられるのはほんのわずかだそうです。海
岸にたどり着き、ようやく出産の瞬間を迎えます。貴重な生命の誕生に立ち会ってみませんか？
日時：2018 年 7 月 14 日（土）10:30～22:00
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場所：山口県上関町長島田ノ浦海岸
集合場所：室津港駐車場（上関町室津）
応募定員：先着 30 名
プログラム
10:30

上関まるごと博物館集合

12:00

昼食

13:00

白浜港出港

17:00

バーベキュー

20:00

アカテガニの出産を見守る会

22:00

解散
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シュノーケリング＆海水浴

参加費：大人 6000 円、子ども（小学生）3000 円（バーベキュー代を含む）
持ち物：海水浴＆シュノーケリング用の服装・長袖シャツ＆ズボン（蚊やアブ対策）・濡れても良い履物
昼食：お弁当を希望される方は申込時にお申し出をお願いします（1 個 500 円）
宿泊：前後泊を希望される方は別途、連絡のこと
携帯 090-8995-8799 FAX 0820-62-0710 e-mail: midori.t@crocus.ocn.ne.jp

★申し込み：高島美登里
森田

修

携帯 090-4695-1290 FAX 0820-47-2120 e-mail: heigun.yo@gmail.com

2018 年 7 月 7 日（土）締め切り
主催：上関の自然を守る会

【九州】
◆和白干潟を守る会 30 周年・
日本自然保護大賞受賞記念シンポジウム
日時：2018 年 6 月 24 日(日)

14:00～16:00

場所：「なみきスクエア」2 階

視聴覚室

プログラム
１．講演「和白干潟の自然と和白干潟を守る会
の活動」 山本廣子
２．和白干潟の重要性について「鳥類・植物・
干潟の生きもの」各分野の専門家から
３．懇親会 16:10～16:40

交流茶話会

【沖縄】
◆シンポジウムと海勢頭豊コンサート
「ジュゴンを救え

埋め立て承認撤回を」

日時：2018 年 6 月 24 日(日)13:00～16:30
場所：沖縄大学 3 号館 101 号室
参加費：500 円
主催：6.24 シンポジウム実行委員会
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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
自動投稿フォーム

hirumo@live.jp

https://goo.gl/GjWIjL

地球の動物住民 40 門―動物われらみな兄弟姉妹
25

45 億歳の海球に約 6 億年前からわれら動物が出現。45 億年を 1 年にみたてると、人間が現れたのは除夜
の鐘が鳴る寸前。海球は今や人間の星。文明を築き上げた人間に勝てる動物はもういない。動物界の覇者。
なのに、人間は 6 億歳の同胞の動物達には無頓着。学校で動物の歴史は教えない。教えられる教師もいない。
あいうえお・ABC・九九の様に、動物 40 門を
人間一人一人の頭に叩き込もう。そうでないと、
地球がだめになる。人間優先のこの世界が進むと、
絶滅危惧のホッキョクグマやオランウータンのよ
うに人間自身も危うくする連鎖反応は避けたい。
われらの兄弟姉妹の動物 40 門をよく知ることで、
彼らの素晴らしい生命と特質に感動でき、尊敬で
きる存在であることが認識できる。そのためにも
この連載の詩を、声をあげて読もう。メロディー
もつけたいね！ まだ世界中じゃないけど、日本で
ならカラオケで歌える♪

宇宙のオアシス、生命

の星、海球が平和で愛に満ち溢れますように。

図：宇宙オアシス、海球
地球の上には

色々な動物たちが

暮らしてる。

動物だけで 40 門。さあ みんなで 40 の分類ができるかな
40 門の動物は

どれもとびきり偉くない。お互い助けて生きている。

われらも一つの動物門。われらみな動物兄弟姉妹。
特別な 1 と 39、そんな計算は成り立たない。
勘違いしないでね

人間よ。皆で

皆で守ろう

仲良く

楽しく

生きてゆこう。

地球の平和。地球の動物住民。

宇宙のオアシス

地球の動物住民。

6. 有明海と三陸の水辺から（76）

田中 克

野尻湖畔の水辺をカヤックで巡る
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今年の冬は厳しい冷え込みから後半には一気に気温が上昇し、例年の桜前線の西から東への順次の移行が
不鮮明になり、西日本では一斉に開花と満開を迎え、春を告げる花々も同時に咲き出る異変に驚かされまし
た。そのあおりで、筆者のスキーシーズンも 3 月初めに実質的な終了を迎え、その分、早く開幕したのがカ
ヤックです。最近は、冬のスキー
と夏のカヤックで健康維持に努
めていますが、例年より半月早い
4 月下旬に開幕を迎えました。新
潟県との県境に位置する長野県
信濃町の黒姫山（写真１）とその
裾野の象がいた湖、野尻湖です。
今でも、3 月下旬には、2 年に一
度の発掘調査が続けられ、ナウマ
ンゾウとともに暮らしていたと
推定される野尻湖原人の存在を
示す証拠の探索が行われていま
す。ここから流れ出た水は関川を
通じて、ヒラメ稚魚の生息する直
江津近くの浜に流れます。
写真１ 野尻湖から眺める残雪の北信五山の一つ黒姫山をのぞむ（2018 年 5 月上旬）
野尻湖は周囲 15km ほどの湖で、目立った川は流れ込んでいません。冬季にはワカサギ釣りも出来ますが、
ここでは氷に穴を掘っての釣りではなく、屋形船での釣りとなります。氷結しないのは、周囲を火山性の北
信五山に囲まれ、大半の水は湖底からの湧水によるからです。野尻湖を水源とするこの地域の水道水は、夏
でも冷たく美味です。湖の西部は野尻湖観光の中心地で、岸辺には関係の施設が立ち並んでいますが、東の
半分は急峻で水際まで森が迫り、ほとんど人の進出がない手付かずの自然が残されています。この湖にも、
20 年以上前に冷水性のブラックバス（コクチバス）が放流され、バス釣り客で賑わいます。シーズン中は岸
辺でキャスティングを繰り返すバスの釣り船を回避しながらのカヤッキングにならざるを得ません。しかし、
解禁日前の 4 月には一切の釣り船はなく、夏には増える水上スキーに煩わされることもなく、自由なカヤッ
クが満喫できます。
手付かずの岸辺には、水辺を好むハンノキ、シロヤナギ、オニグルミなどが倒れ掛かるように生い茂って
います（写真２）。これらはやがて水没しますが、湖の生き物にとって格好の棲み場を提供することになり
ます。少し陸側には、ヤマザクラ、ケヤキ、ホウノキ、コナラ、ミズナラ、ウチワカエデ、ハリギリ、クロ

マツ、カラマツなどいろいろな木が見られます。多くは落葉広葉樹で、芽吹きの時期には、樹種により、ま
た、同じ木でも芽吹きのタイミングにより、実に多様な“みどり”を表現し、思わず漕ぐのを止めてしばら
く見入ってしまいます。人工の世界にはない、実にさまざまな“間の色”に圧倒されます。
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写真 2 野尻湖の水辺に倒れこむように茂り、いずれは湖に倒れこんで寿命を終える木々
野尻湖の水辺をなぞるように一周すると 15km 前後、3 時間前後となります。天気のよい日には、鰹節や
梅を入れたおにぎりを作り、湖上で春の日差しとやわらかい風に身を任せ、船上で食べるようにしています。
たかがおにぎりですが、その美味しさは格別です。昨年は、生まれ故郷での「琵琶湖遍路」に備えて夏から
秋に 20 日ほどトレーニングを行い、一日 15km～20km、3 時間から 4 時間をあまり疲れることなく漕ぐこ
とが出来ました。年々、確実に体力は低下しますし、技術の向上でいつまでカバーできるか分かりませんが、
陸と海の間の水辺の現実を見る「海遍路」にできるだけ長く参加したいと願っています。

い

7. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（11） 向井 宏

採石法の問題
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このエッセイは、過去の出来事を備忘録風に綴っているのですが、なにしろ 3 年前のことですので、記憶が
はっきりしないことも多いのです。最近では昨日のことも覚えていないこともあり、記憶より記録が大事だと
いうことを、身にしみて感じているところです。最近の国会の議論を見ていると、記憶は薄れるだけで無く、
恣意的に思い出したり忘れたりできる人たちがいることも驚いたことでした。しかし、記録でさえも改ざんさ
れるということも分かり、いったいこの日本に信じられるものはあるのだろうかと、情けなくなるばかりです。
閑話休題。辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の結成に立ち会った翌日、私たちと安部真理子さんは、沖縄
から来たジャーナリストの渡瀬夏彦さんが運転するレンタカーで、奄美市住用町の市集落へ向かった。この日、
市集落で「浜下り」の行事があるということで、そこに向かった。名瀬市内から約 1 時間。市集落のすぐ手前
で、大規模に山を崩している採石場があった（写真）。この採石場から大雨時などに泥流が流れ出し、時には
採石場下を通る道路に土砂が堆積し、道路を不通にして市集落を陸の孤島にしてしまう。一昨日、奄美フォー
ラムでその害を市集落の住民が怒りと共に訴えていた採石場である。たしかに現場で見るこの採石場は、土砂
が流れ出さないように設置することを義務づけられている沈積池は非常に小さく、豪雨があればほとんど役に
立たないだろうと思われる代物だった。この時は雨が降っていなかったので、採石場から流れ出す水はそれほ
ど濁っていなかったが、その水は道路の下をくぐって、すぐ下の海へ流れ出している。大雨が降れば、この水
流が泥流となって海へ流れ、サンゴなど海の生き物の上を泥で覆い、死滅させるのは容易に理解できた。市集
落の人たちは、これまで何度も鹿児島県大島支庁に改善を要求し、改善が見られないなら採石場を閉鎖するこ
とも要求してきている。行
政はこれに対して業者に改
善を指示していると言うば
かりで、採石法に基づいて
許可を出している事業であ
り、それ以上の対応はでき
ないと言う。それでも市集
落の人々は道路の閉鎖や海
の生き物の死滅などの被害
を被り続けている。砕石事
業は全国で行われており、
それによる山塊の消滅と自
然破壊は各地で問題を起こ

住用町の採石場

している。採石場周辺では
かならず住民の反対運動が起こっているほどである。この問題は、私は陸の問題だと思ってあまり注視してこ

なかった。陸上の生態系や生物を扱う研究者が対応しているだろうと思っていた。ところが、先日この採石場
の前の海に潜ってみて、海の生き物が大きな影響を受けていることを自分の目で見て考え方を改めた。採石法
の問題点を勉強しなければと思った。残念ながら十分な勉強はまだできていないが、採石法には環境保全の項
目がまったくないこと、この法律は開発のための資材調達をいかにスムーズにするかという業者保護の法律で
あることだけは、はっきりしている。今後、河川法や海岸法などの改正と同じく、採石法に自然環境の保全を
入れていく運動が必要な時代になったのではないだろうか。（つづく）
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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。



投稿用メールアドレス

hirumo@live.jp

と投稿フォーム

https://goo.gl/GjWIjL

をご活用ください。

9．編集後記
前号がお休みだったこともあり、今号はニュースがたっぷりです。静岡県の中田島砂丘の砂をかぶせた防潮堤の写真
や辺野古のサンゴ移植に関する行政の対応などに改めてゲンナリさせられますが、いずれも重要な話題ばかりですので、
どうか皆様お見逃しなく。久保田先生のエッセイの胸に染みる言葉の数々、田中先生のエッセイの今年の夏休みに行き
たくなるような素敵な野尻湖の自然（田中先生の体力にも脱帽！）、向井先生のエッセイの陸と海の切っても切れない
つながりのお話、どれも素敵ですので、こちらも是非。結局のところ、ぜんぶ読んでいただきたい編集担当でした。（ちよ）

今号の「うみひるも」原稿が仕上がる直前に、大きなニュースが入ってきた。中国が沿岸の埋立を全面的に禁止したと
いう（ニュース欄を参照）。これはすごいことだ。と思ったときに、同時に、いや中国は南中国海で大規模なサンゴ礁の埋
立をやっているじゃないか。これはどういうことだ？日本とアメリカが辺野古・大浦湾を埋め立てて基地を作るのを上回る
規模でサンゴ礁の埋立をやっているんじゃないか？ ニュースをよく読むとお分かりのように、中国政府の決定は「国の
重要インフラ、公共福祉や国防に関連したもの以外のすべての干拓行為を禁ずる」となっており、国防や重要イ

ンフラは例外なのだ。国の安全保障に関するものとして、辺野古の埋立＝基地建設が強行されているのと、やはり同じ
構造なのだろう。環境は、お金儲けと軍事（これも実際は金儲けのため）よりは重要では無いと言うのであろう。本当だろう
か。金儲けを企んでいる人たちにとっては、環境はどうでもいいことかもしれないが、そこに生きる人たち、そして将来の人
間達にとっては、一時の金儲けや軍事などより、もっともっと環境が重要なのだと思う。そういう思いをどうすればもっと多く
の人に持って貰えるだろうか。（宏）
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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

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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