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「今月の海の生き物」 ナンヨウスナガニ Ocypode sinensis   

 甲殻類十脚目スナガニ科の 1 種。相模湾から沖縄までの砂浜海岸に巣穴を持ち、主として夜に活動するス

ナガニ。甲羅は四角形をして、その幅は約 3cm。目は縦長の楕円形をしており、突起を持たない。鋏脚は左

右で大きさが異なる。ミナミスナガニとよく似ており、一時は同じ種とみなされたが、ミナミスナガニは眼窩

下縁に U字型の切れ込みがあるほか、胸節部の前は顕著な顆粒に覆われるなどの違いがある。また、DNA解

析でもはっきりと別

種と認識されるよう

になった。ナンヨウ

スナガニは、太平洋

の西部からインド洋

にかけて、広く熱

帯・亜熱帯域に分布

している。日本の本

州では本来、スナガ

ニ類はスナガニ 1 種

だけが生息していた

が、近年南方系のス

ナガニ類（ツノメガ

ニ、ミナミスナガニ、

ナンヨウスナガニ）

の分布が北上しており、本州でも普通に見られるようになった。ツノメガニやミナミスナガニに比べてナンヨ

ウスナガニは、やや砂浜の上部に生息し、他の 2種に比べて動きが遅い。体色もやや濃い。 

（奄美大島瀬戸内町嘉徳海岸にて 向井 宏撮影）  

http://e-amco.com/
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「海の生き物研究（PDF雑誌）」を発行します 

研究論文・記録・データ・情報・論評・意見・その他 

募集しています 

 海の生き物を守る会では、海の生き物についての研究論文・データ・情報・論評・意見・その

他あらゆる原稿を掲載できる PDF雑誌「海の生き物研究（仮題）」の刊行を予定しています。

学術雑誌にはデータの少なさやその他の理由で掲載を断られた原稿、投稿をためらった原稿なども

歓迎し、捏造でないかぎり校閲無しで掲載します。かつて自分で集めた情報・データなど、後のた

めに公表しておけば誰かが役立ててくれるだろうと思われるもの、どこにも公表していない卒業論

文、どこかで見つけた珍しい海の生き物の情報、海の生き物の研究や保全に役立つだろうと思われ

る意見など、なんでもお寄せください。生データだけでも掲載しますが、データ取得の経緯や内容

の説明があることが望ましいです。今のところ、原稿の長さに制限はありませんが、長い場合は連

載にする場合もあります。原稿が集まれば発行し、年間 2～4 回の発行を目指しています。A4 版

横書きです。原則として日本語です。雑誌の名前、表紙のデザイン、雑誌の内容や発行に関する意

見も募集しています。現在、雑誌の名前の候補は、「海の生き物研究」「海の生き物情報」「海の生

き物ジャーナル」「海の生き物誌」などが上がっています。その他の名前もお寄せください。投稿

の際は事前に向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。なお、この雑誌は個々

に配信はせず、ホームページからダウンロードできるよう予定しています。 
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【活動予定】 

◆海岸生物観察会 in 江ノ島 

 6 月に続き、10 月にも湘南海岸で海の生き物観察会を開催します。前回同様、多くの方が参加されるよう、

お待ちしています。子どもさん達の参加も歓迎します。 

日時：2018年 10 月 6 日（土）10:00～14:00 ※雨天中止（少雨決行） 

場所：神奈川県江ノ島の砂浜 

集合場所：江ノ島へ向かう地下道手前の観光案内所前 10:00 集合 

参加費：無料（前日までに申し込んでください） 

定員：25 名程度 

★申し込み：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp（向井 宏）もしくは nokubo@tku.ac.jp（大久保奈弥）まで。 

用意：濡れても良い靴や服装、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 

 

【活動報告】 

◆市民参加型嘉徳海岸生き物調査 

 9 月 1 日の奄美大島嘉徳海岸の生き物調査は、自然と文化を守る奄美会議と日本自然保護協会の共催で、

猛烈な暑さの中 14 名の参加で行われました。今年の秋に嘉徳海岸で護岸工事が始まり、貴重な生態系が破壊

される可能性がある中で、その貴重さ、希少さを実感しながらの生き物調査になりました。あまりの暑さに

へとへとになりながらも、調査はお弁当の時間を挟んで午後 2 時半まで行われました。太陽の直射で砂浜の

温度が上がり、靴を履いていても歩くのが困難なほどの砂の熱さで、アダンの林などでオカヤドカリ類を探

しましたが、見つかりませんでした。前日、下見を兼ねて

夜間に嘉徳に来てみた折りには、21 時を過ぎるとオカヤ

ドカリ類が至る所に歩き回っていました。砂の上には前夜

のオカヤドカリ類の足跡が無数についていましたが、日中

の暑さで、おそらくアダンの林の中に隠れてしまったので

しょう。また、砂の熱さのためか、ミナミスナホリガニが

穴を掘りながら途中で死んでしまっているのを見つけま

した。砂の中に棲んでいる生き物にとっては、生死に関わ

る熱さだったでしょう。 

 当日参加者ら

が採集した貝類は、タママキ類、キュウシュウナミノコなど絶滅危

惧種も含めて、約 30 種を超えました。他にはワカカガミ、ワスレ

ガイ、マアナゴウ、タイワンキ

サゴ、マクラガイ、ウキダカラ、

カモンダカラ、サメハダモドキ、

テツボラ、ヒメツメタ、キリガ

熱い砂の上を、それぞれ生き物

の姿を探して歩く参加者たち 

暑さを避け、アダンの下で 

採集した生き物の同定を行う 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:nokubo@tku.ac.jp
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イダマシ、オオベッコウガイなどが採集されました。コブ

シメの大きい舟型の殻も見つかりました。海岸には流れ着

いた椰子の実も。 

 台風 21 号が接近する中、高いうねりが押し寄せる嘉徳海

岸でしたが、かつての砂浜の侵食はほぼ完全にもとの状態

に回復しており、台風が来ても、更なる砂浜の侵食は起こ

っていないことが確認できました。護岸建設の必要はどこ

にあるのでしょうか。（嘉徳海岸の護岸建設に関する話題は

ニュース欄を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

お知らせ ～うみひるも編集担当より 

 

 山口県の上関（かみのせき）にオープンしたゲス

トハウス「マルゴト」について書いた記事が先週、

ウェブマガジン greenz.jpに掲載されました。 

 

タイトル：ようこそ「奇跡の海」へ。自然を愛す

研究者と旅行者と地元住民が集う、上関の

“体験型”ゲストハウス「マルゴト」 

 

 瀬戸内海の生態系を半世紀も前からよくご存知

の当会代表・向井 宏先生にも取材にご協力いただ

きましたので、手前味噌ながら「うみひるも」読者

の皆様にお知らせいたします。記事の中で、日本生

態学会上関要望書アフターケア委員会編集の『奇跡

の海―瀬戸内海・上関の生物多様性―』（2010年、

南方新社）もご紹介しております。（瀬戸内千代） 

https://greenz.jp/2018/09/07/marugoto_guesthouse/  

嘉徳の生き物調査を報じる南

海日日新聞 2018.8.31。奄

美新聞にも前日報道された 

https://greenz.jp/2018/09/07/marugoto_guesthouse/
http://www.nanpou.com/?pid=90710227
http://www.nanpou.com/?pid=90710227
https://greenz.jp/2018/09/07/marugoto_guesthouse/
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海の生き物を守る会の皆様 

 お世話になっております、運営委員の大久保奈弥（東京経済大学）です。 

この度、宮本憲一さんを代表とした有志の学者、作家らが集まって、辺野古の海への土砂投入

計画並びに新基地建設計画を白紙撤回せよ、という共同声明を出しました。海の生き物を守る

会の向井代表と私も呼びかけ人に入っております。東京新聞、朝日新聞、神奈川新聞などで記

事をご覧になられた方もいらっしゃると存じます。 

http://www.kanaloco.jp/article/358904 

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-799423.html 

 そしてこの度、署名サイトを立ち上げました。匿名での署名（ホームページ上には名前を載

せない）も可能ですので、是非ご署名をお願いできれば幸いです。 

http://unite-for-henoko.strikingly.com 

共同声明・呼びかけ人・賛同人とあり、一番下までスクロールすると署名欄がございます。 

★ 9月 25 日を署名の一次締切とし、内閣府に提出いたします。 

 

また「普天間・辺野古を考える会」や「私たち」については、次の通りです。 

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

「普天間・辺野古を考える会」とは、会員名簿があって定期会合をやるような「会」ではなく、

2010 年あたりから、沖縄の事態に対応したいと考える学者たちが集まって、20 人ばかりの人た

ちを軸に、そのつど動きを作る、ということをしてきた文字どおりの「会」です。だから、呼

びかけ人になった時点で、今回は「会」のメンバーだし、「私たち」というのは、その「声明」

を発する人々の代名詞です。ということで、よろしくご了解ください。本来なら、もう活動は

終えているのが望ましいのですが、普天間・辺野古の問題がいつまでも片づかず、政府が異常

なことをやり続けるので、「私たち」も何度も何度も対応し続けざるをえません。 

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

周りの皆様にもお知らせ頂ければ幸いに存じます。 

 

 

『うみひるも』に海の生き物の写真やご意見をご投稿ください 

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

  

http://www.kanaloco.jp/article/358904
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-799423.html
http://unite-for-henoko.strikingly.com/
mailto:hirumo@live.jp
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好評販売中！ 

砂浜フィールド図鑑（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

おります。そこで、調査に役立つ「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）。 

 

砂浜フィールド図鑑（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、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。 

送料をお知らせします。 

【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 

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

 

●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。同協議会は、活動を広めるために、

パンフレットを発行しており、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。★ご希望の方は送り先・部数を

下記までお知らせください。向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 

土砂協パンフ 1部 500 円＋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 

3 部以上お申し込みの方に限り送料無料  

お知らせコーナー 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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大浦湾・辺野古沖の多様な海の生物とジュゴンを守ろう！ 

 

新しい署名が始まりました 

10 万筆以上を集めた前回の署名でしたが、翁長知事の逝去と埋立承認の撤回を機に、辺野古の情勢

が変化しつつあります。辺野古の埋立を止めるために、新しい署名運動を始めました。署名用紙は、

環瀬戸内海会議のホームページからダウンロードが可能です。ご協力をお願いします。 

★第一次集約は 2018 年 10 月末日、第二次集約は 2018 年 12 月末日です。 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01390.pdf 

  

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/91henoko.html
http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01390.pdf
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2．クジラ切手コレクション （61）（62）   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。 

 

 

 

【国際】 

●日本提案のクロマグロ捕獲枠拡大は却下 

 中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）の北小委員会が福岡市で開かれ、各地域の漁獲上限を 15％拡大す

べきとする日本政府の提案が、アメリカやクック諸島などの反対で却下された。日本政府は、専門家の助言機

関が漁獲枠を 15％拡大しても資源回復は見込めるとする見解を示したことに基づき、15％の漁獲枠拡大を提

案した。一方、アメリカなどは、資源は依然として低水準にあり増枠は時期尚早と反対した。同小委員会の決

定は全会一致を原則としており、日本政府の提案に台湾や韓国も賛成したが、マグロの漁獲量は来年も小型

4007 トン、大型 4882 トンと継続することが決まった。現在の資源量は 2016 年の調査で約 2万 1 千トンとさ

れており、現在の漁獲量も高めで、漁獲枠拡大には慎重さが必要だ。目先の利益を追求してマグロを絶滅に追

いやっては、水産国日本の名がすたる。（文責：向井 宏） 

 

 

【北海道】 

●絶滅危惧種のセミクジラを知床沖で発見 根室の死亡個体か 

 北海道網走市の定期遊覧船の船長が 6 月に撮影したクジラが、国際的に絶滅が心配されているセミクジラだ

ったことが分かった。知床観光船「おーろら号」の仲村船長が目撃して写真を撮ったのは 6 月 21 日で、ウト

ロ港に帰る途中の知床沖で、体長約 10mのクジラだった。同観光船の乗客 170 名もこのクジラウオッチング

を楽しんだ。仲村船長がこの写真をインスタグラムに掲載したところ、鯨類の研究者から貴重なセミクジラだ

という指摘があった。知床沿岸でのセミクジラの目撃例は 2013 年以来 2 例目だという。研究者は知床がセミ

クジラの来遊する自然豊かな環境だと証明されたと述べた。その後、7 月 28 日に根室市の海岸にセミクジラ

の死骸が流れ着いた。このセミクジラが知床沖で発見された個体である可能性も高い。（文責：向井 宏） 

 

 

【関東】 

●シロナガスクジラ赤ん坊の胃からプラスチック 

 神奈川県鎌倉市の由比ヶ浜海岸に今月打ち上げられたクジラの子どもの死体から、プラスチックが見つかっ

た。クジラは体長 10m52cmで生後 3～6 ヶ月の雄のシロナガスクジラだった。専門家が詳しく調べていく中

で、胃の中から 3cm四方のプラスチックの破片が見つかったが、それが死因ではないという。ただ、この成

長段階のクジラは母乳しか飲んでいないにもかかわらず、プラスチックが見つかったと言うことは、海水中に

多くのプラスチックが漂っており、クジラの子どもが間違って飲み込むほどプラスチック汚染が進んでいるこ

3. 海の生き物とその生息域に関するニュース 
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とを示している。海外ではスペイン南東部の海岸にマッコウクジラが打ち上げられ、その胃と腸から合計 29kg

という多量のプラスチックが見つかり、これが死因であったと推定されている。その他、タイでも打ち上げら

れたクジラからプラスチック袋が 80 枚も見つかっているなど、世界各地でプラスチックごみによる海の生き

物の被害が報告されるようになってきた。海のプラスチックごみの汚染は、いま危機的状況に陥っている。そ

れもこれも人間が便利さを求めた結果なのだ。EU は今年「使い捨てプラスチック禁止法案」を策定し、プラ

スチック製品の具体的な削減を盛り込んで、プラスチック汚染の対策に乗り出している。その一方で、アメリ

カと日本は、企業活動への影響を第一に考え、G7 サミットで「海洋プラスチック憲章」への署名を拒否した。

一般社団法人 JEAN は、一日も早い署名を日本政府に求めるために、「change.org」上で団体や個人の署名

を集めている。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●嘉徳海岸護岸建設に 3 学会が懸念表明 見直し要望書を提出 

 鹿児島県奄美大島の嘉徳海岸は、南西諸島では数少ない、サンゴ礁をもたず外洋に直接面した砂浜で、かつ

てオサガメが上陸産卵した日本で唯一の海岸である。しかも嘉徳海岸は奄美大島でも残り少ない自然海岸で、

集落の前にある海岸としては唯一、護岸などがない自然のままの海岸が残されている。これまでの数少ない調

査でも、30 種を超える絶滅危惧種が発見されており、生物多様性も非常に高い。この海岸に高さ 6mのコン

クリート護岸を建設する計画が持ち上がったことは、このニュース欄でも紹介してきた。護岸建設に反対する

人々の活動も盛んに行われ、海の生き物を守る会も 2 度にわたって護岸建設の見直しを訴えてきた。このたび、

日本生態学会、日本ベントス学会、日本魚類学会のそれぞれ自然保護に関する委員会が合同で以下に示すよう

な要望書を鹿児島県知事および県議会議長あてに提出した。鹿児島県がこの要望書に誠実に向き合い、生物多

様性を守るために、護岸建設以外の方法を考えてくれるように願いたい。（文責：向井 宏） 

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

鹿児島県知事    二反園 訓 殿 

鹿児島県議会議長 柴立 鉄彦 殿 

 

奄美大島嘉徳海岸の護岸建設の見直しを求める要望書 

 

一般社団法人日本生態学会自然保護専門委員会委員長 吉田正人 

日本ベントス学会自然環境保全委員会委員長 松政正俊 

一般社団法人日本魚類学会自然保護委員会委員長 森 誠一 

 

 日本全国の砂浜が護岸によってその姿を損ねる中、鹿児島県大島郡瀬戸内町の嘉徳は、護岸のない、自然度

の高い砂浜海岸が残されています。しかし、台風などによって砂浜海岸が侵食され、2014～2015年には嘉徳集

落の一部に崩落の危機が迫り、鹿児島県大島支庁によって護岸建設が計画されました。一方、嘉徳海岸の自然

度の高さや希少さを惜しむ人々の中から反対の声が上がり、大島支庁は計画を一時白紙に返して、検討委員会

を立ち上げました。そして、2017年度の3回の検討委員会において侵食の原因、対策、環境影響について議論

し、当初計画の護岸長を3分の1に減じ、護岸を砂で覆い、アダンなどの海浜植物の植栽を施すという新しい護
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岸建設計画を発表し、今年秋にも着工する予定と聞いています。 

 当初の護岸工事計画を、一旦白紙に戻し、検討委員会を立ち上げて再検討行ったことは高く評価できます。

しかし、この検討の中で、最も根本的な砂浜の侵食の原因や、今後予測される砂浜の動態等については、科学

的な検討が十分にはなされていないと考えます。例えば、沖合における海砂採取が砂浜侵食に与えた影響や、

砂浜の自然回復に対する護岸建設の影響等を科学的に評価・予測しないまま、護岸建設を進めることには重大

な瑕疵があると言わざるを得ません。 

 われわれ3学会は、以下の理由により、この新しい護岸建設計画も、鹿児島県が誇る、そして奄美の宝とも

言える嘉徳海岸の貴重な自然を失う可能性が極めて高いことを危惧しています。そのため、現在計画されてい

る護岸建設工事着工を見合わせ、この嘉徳海岸の砂浜を永続的に保護する方策を科学的に検討されるよう、下

記の通り強く要望します。 

記 

 奄美大島の南部、鹿児島県大島郡瀬戸内町の嘉徳海岸は、琉球列島の中では珍しい、サンゴ礁に縁取られて

いない、岩石由来の砂粒からなる「非サンゴ礁性」の砂浜を有する海岸の1つです(資料1参照)。日本の亜熱帯

域における砂浜の多くはサンゴ礁性のものですが、嘉徳海岸の砂浜は、その西側に流入する自然河川の嘉徳川

によってもたらされた砂が長い年代にわたって蓄積したものです。こうした非サンゴ礁性の砂浜のうち、人工

物のない自然海岸は、嘉徳海岸のほかには今では西表島にしか認められず、きわめて重要なものです。 

 護岸の全くない砂浜海岸は、日本列島全域を見てもきわめて稀になっており、そうした希少な砂浜の1つを

有する嘉徳海岸は、すこぶる高く特色ある生物多様性を擁しています。この海岸は、アオウミガメ・アカウミ

ガメ{いずれも、絶滅危惧IB類(IUCN:国際自然保護連合)、絶滅危惧H類(環境省))が産卵のために上陸すること

で知られ、2002年には、オサガメ{絶滅危惧IA類(IUCN)}の上陸も記録されています。オサガメは生きた化石と

も言われ、厳重な保護が求められており、日本では嘉徳海岸以外での上陸は記録されていません。また、天然

記念物のオカヤドカリ類が3種、豊富な個体群を維持しており、このことは、陸と海との連続性が良好に保た

れていることを意味しています。この砂浜の生物多様性の高さは、これまでの砂浜の打ち上げ調査により約430

種の貝類が報告されていることからも窺えます。このうち絶滅が危惧されるレッドリスト記載種が33(環境

省:27、鹿児島県:13、共通:7)種報告されており(資料2参照)、その中のタママキ類、ナミノコガイ類などの二

枚貝類は、非サンゴ礁性の砂浜の指標種であり、このような環境は現在の奄美・沖縄地域では、嘉徳海岸にし

か残されていません。 

 嘉徳海岸には、自然林の中を流れ下る嘉徳川が注いでいます。この嘉徳川には、沖縄で絶滅したリュウキュ

ウアユが健全な個体群を維持しており、河口付近には、絶滅危惧種を含む汽水性貝類が豊富です。このように

嘉徳には、琉球列島には数少ない非サンゴ礁性の砂浜の生態系が奇跡的に手つかずで残されており、その自然

は、海と陸との連続性と、海と川との連続性がともに良好に保たれている場所として、きわめて価値が高いと

言えます。 

 このように我々は、嘉徳海岸が、日本の亜熱帯域では数少ない非サンゴ礁性砂浜を有する場として、海と陸

の連続性が良好に保たれたエコトーンとして、護岸のない手つかずの砂浜を有する海岸として、そして、多く

の絶滅危惧種を擁する極めて多様性の高い場所として、かけがえのない貴重な自然海岸であるという認識に立

って、以下のように要望します。 

１． 嘉徳海岸の砂浜侵食の原因を科学的に検証し、砂浜を含む嘉徳海岸の貴重な生態系が未来に残されるた

めに真に有効な解決策を策定すること。 
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２． 有効な解決策を実施する場合においても、その実施前に生物調査を行い、嘉徳海岸の生物多様性と生態

系への影響を科学的に予測するとともに、監視委員会を設け、実施中・事後も環境調査を継続して結果

を公表し、必要な場合は環境・生態系保全のための対策を講ずること。 

 豊かな自然が残り、いくつもの絶滅危惧種が生息し、その場所の重要さが様々に指摘されている嘉徳海岸で

は、厳に護岸建設を避けるべきであり、科学的なデータに基づく原因の追及と対策を考える検討委員会を再び

立ち上げて、現計画の見直しを行い、貴重な自然と景観を未来の世代に残せるよう、計画の再考を強く要望し

ます。 

以上 

資料1:「沖縄・奄美大島の砂浜を構成する砂粒の粒度および組成」(沖縄国際大学・山川彩子ら) 

資料2:「嘉徳海岸で確認された貝類のレッドリスト掲載種」(貝類多様性研究所・山下博由) 

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

 

【沖縄】 

●沖縄県が辺野古埋立承認を撤回 工事は中断 

 アメリカ軍のための新基地を辺野古に建設する事業を進めている沖縄防衛局に対して、沖縄県は翁長知事が

7 月 27 日に埋立承認撤回を表明、亡くなった知事の遺志を継いで、8月 31 日に撤回した。撤回の理由は、辺

野古基地建設工事が約束した十分な環境保全措置を取らないばかりか、再三にわたって沖縄県が指示した県と

の協議を拒否したこと、埋め立て予定の海底に非常に軟弱な地盤があることが分かったこと、などである。知

事の死去を受けて 9月 30 日に県知事選挙が行われることから、8 月 17 日に予定していた土砂投入は見送られ

た。政府は今後沖縄県に政府の指示に従うよう裁判に訴えると考えられる。辺野古基地の問題は、とりあえず

9 月 30 日の沖縄県知事選挙の結果待ちだ。玉城デニーさんが翁長知事の遺志を継いで、辺野古基地建設を止

めさせると公約して選挙を戦っている。（文責：向井 宏） 

 

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

 

 

【関東】 

◆海藻おしば協会 2018 年 第 2 回勉強会（レクチュア編） 

 今年 2 回目の勉強会（レクチュア編）の内容が確定しました。特別講義のテーマは「越境する海藻 流れ藻」、

講師は、横浜商科大学大学院 教授の小松輝久先生（昨年まで東京大学大気海洋研究所勤務）です。 

日時：2018年 11月 17 日（土）9:30～16:00頃 

場所：東京海洋大学越中島キャンパス 1 号館 2 階 124 教室 

参加費：1 人 3500 円（配布資料など含む） 

★申し込み：海藻おしば協会事務局 尾澤まで 2018 年 10月 31 日締め切り厳守。 

  電話 044-982-3177、FAX 044-982-3187、メール oz038@tky3.3web.ne.jp 

※遠方からの参加者に校内のゲストハウスを確保しました。ただ、定員数が 5 名と少ないので、基本的に先着

順、和室相部屋とします。また、場合によってはご希望に応えられない場合もあります。  

4. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 
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◆シンポジウム「海洋水産資源の持続可能な利用とワシントン条約： 

グローバルな規範形成と日本の対応」 

概要（抜粋）：今回のシンポジウムは、ワシントン条約におけるグローバルな資源管理にかかわる多元的な規

範形成に対する日本の対応を評価するとともに、ウナギやクジラ、サメを中心として、ワシントン条約におけ

る海産種規制が水産資源の保全と持続可能な利用にどのように貢献するか、の生態学的・法的・法的・政治的

な側面からその可能性と問題点を検討するものである。 

※詳細は https://www.waseda.jp/inst/oris/news/2018/09/03/2631/ 

 

日時：2018年 9月 26 日（水）10:00～17:40 

会場：早稲田キャンパス 3 号館 401 教室 

主催：早稲田大学地域・地域間研究機構 グローバル・ガバナンス研究所 

後援：トラ・ゾウ保護基金／日本自然保護協会／日本野鳥の会／野生生物保全論研究会／グリーンピース・ジ

ャパン／イルカ＆クジラ・アクション・ネットワーク 

 

★要申し込みで参加無料。申し込みは下記 URLのフォームから。9 月 24 日（月）締め切り。 

https://my.waseda.jp/application/noauth/application-detail-noauth?param=06U9uY-gG420SE8BKBSp7Q 

 

プログラム 

https://www.waseda.jp/inst/oris/assets/uploads/2018/09/0926program.pdf 

＜挨拶＞ ORIS／グローバル・ガバナンス研究所 

＜シンポジウムの趣旨について＞ 真田康弘（早稲田大学客員准教授） 

＜講演＞ 

1. 海部健三（中央大学准教授）「ニホンウナギの保全と持続的利用：現状と課題」 

2. 石井敦（東北大学准教授）「ワシントン条約は敵か味方か！？サメの管理を例に」 

3. エリカ・ライマン（ルイス＆クラーク・ロースクール教授）「Japan's Introduction from the Sea of 

Edible Sei Whale Products: A Violation of CITES?（日本によるイワシクジラ製品の海からの持ち込

み：それはワシントン条約違反なのか）」※逐次通訳あり 

4. 遠井朗子（酪農学園大学教授）「CITES の変容と日本の国内実施」 

5. 真田康弘（早稲田大学客員准教授）「ワシントン条約における日本の多国間外交と今後の展望」 

＜パネルディスカッション＞15:45～ 

パネリスト：講演登壇者、関係官庁：太田愼吾（水産庁資源管理部審議官）、メディア：井田徹治（共同通信

社）、NGO など：佐久間淳子（フリージャーナリスト） 

＜閉会挨拶＞ORIS/グローバル・ガバナンス研究所 

  

https://www.waseda.jp/inst/oris/news/2018/09/03/2631/
https://my.waseda.jp/application/noauth/application-detail-noauth?param=06U9uY
https://www.waseda.jp/inst/oris/assets/uploads/2018/09/0926program.pdf
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5. 動物の親子を詞で知ろう（5）  久保田 信 

尾索動物 

脊椎動物にごく近縁の尾索動物は、ホヤ・オタマボヤ・

ヒカリボヤ・ウミタル・サルパ等の海洋無脊椎動物 
 

 海にだけ生息する尾索動物は、そ

の名前の通り、尾に脊索と呼ばれる

背骨の元を持つ無脊椎動物をまとめ

たものです。世界に目下 3000 種程が

生きています。でも、この門と前回

の頭索動物門と私達が所属する脊椎

動物門も全部いっしょにして、脊索

動物門として最近の教科書では取り

扱われることも多くなっています。

でも、教育的配慮での細かい分け方

の方が好ましいでしょう。 

 脊椎動物と比べ尾索動物はナメク

ジウオよりも更に体制が単純化して

います。尾索動物門の大半はホヤで、2900種位が地球の海に生きています。ホヤはこの門の一番大事な特徴

である脊索は、不思議なことにオタマジャクシ幼生の時にだけ持ちます。それもたった数時間ほど存在するだ

けで、尾で遊泳して新しい居場所を探すのに使った後は、おとなに変身するとすっかり消えてしまいます。 

 ホヤ以外の不思議なこの動物門の仲間は桁違いに数が少なく、みんな一生をプランクトン生活するものたち

ばかりです。まずは 65 種がいるオタマボヤ。外見はホヤのオタマジャクシ幼生に似ています。でも、よく見

ると、大事な尾が体とまっすぐになっているオタマジャクシ幼生とは違って直角についています。オタマボヤ

はこの尾を一生使います。不思議なのは体をすっぽり包むハウスをつくることです。ハウスで海中のゴミをこ

しとって食べているのです。お家が食べ物を集める装置でもあり、目がつまったら捨てて、新しくつくりあげ

ます。 

 ヒカリボヤは群体で、9 種しかいません。管クラゲにちょっと似ていますが、しっかりと結合した硬い群体

です。群体の芯は空洞です。文字通り発光しますが、共生細菌によります。 

 ウミタルが 20 種、それに近いサルパは 45種が知られており、これらも群体をつくります。体は透明で体内

の筋肉の配列が、樽のたがの様に見えます。海水を出し入れするため穴が 2 つあいています。 

 

 では以下の歌詞を読み上げて歌ってみてください。  

マボヤの刺身（2013年南三陸町「慶明丸」にて瀬戸内千代撮影） 
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「海のパイナップル ホヤとその不思議な仲間たち」 

 

海のパイナップルと 人はそう呼ぶけれど ホホヤホヤホヤ… 

パイナップルの味は ちっともしないのです ホホヤホヤホヤ… 

また お父さんであったり お母さんでもあったり 

ミネラルたっぷりの珍味であったり 

ふしぎで美味しい生き物 それがホヤなのでございます。 

ホヤは 海のパイナップル 皮は堅くって 

セルロース たっぷりで 噛めやしないよ 

皮をむいて 柔らかい中味を食べるのさ 

バナジウムたっぷりの 潮の香りの珍味だよ 

背骨はないけどそのかわり 筋肉の骨の脊索（せきさく）が 

こどもの時だけあるんだよ おたまじゃくしの尾っぽにね 

すじの様に 真っ直ぐ伸びて 力強く泳ぐため 

おとなになったら 尾っぽと一緒に 大事な脊索なくなるよ 

変態完了して 海底ぐらしになったら 

海のパイナップル ホヤになるのさ 

 

ホヤの仲間はみんな 海のプランクトンなのだけど 

みんなまだまだ マイナーな存在なのです 

ホヤは二枚貝のように 海水を出し入れする孔が 

二つあり 片方から 餌を吸い込んで 

鰓で餌をこし取って 消化管へと運び 

別の孔から糞を出す 海の掃除屋なのさ 

ごちそう溶かした血管に 血球がうじゃうじゃあって 

不思議だ 不思議だ 血液は逆流したりも出来るんだ 

こうして 体中に栄養を 送り届けているんだね 

 

尾索動物はバラエテイに富んでて クローン生物にもなって 

世界の海に 3000 種が 住んでいる 

オタマボヤは 世界に 65 種 尾っぽを持ったまま おとなになり浮遊遊泳 

ウミタルは 世界に 20 種 透明な小さな樽の様に 海中を浮遊遊泳 

ヒカリボヤは 世界に 9 種 発光しながら浮遊遊泳するクローン動物 

これら尾索動物のみんなは 世界の海で おとなしく暮らしてるのです 

 

ご清聴ありがとうございました  
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諫早湾中央干拓地で農業に生きる 

 わが国の巨大公共事業の中で、膨大な国費を費やして陸域と海域を分断し、生態系に甚大な損傷を負わし、

同時に自然に依拠して生きる人々や社会を分断した象徴

は、わが国で最も豊かな海であった有明海の“子宮”と

喩えられた諫早湾奥部に設置された全長 7km の潮受け

堤防（写真１）といえます。ギロチンと呼ばれた 293 枚

の鋼板の連続的な落下による水門の衝撃的閉鎖から 21

年が経過しました。この間、2010 年には福岡高等裁判所

において「潮受け堤防の二つの水門を開け、5 年間にわ

たりその効果を調査しなさい」との確定判決により、海

に生きる漁師はこれで諫早湾と有明海は蘇ると歓喜の涙

を流したと話します。 

 しかし、2008 年に中央干拓地（581ha）に入植した 40 数経営体の中規模農家を開門による海水の浸入によ

って生じる塩害から守る（写真２）として、長崎県は長崎地方裁判所に開門差し止めの訴訟を起こし、開門し

てはならないとの判決を生み出しました。2010 年の開門調査の判決は、部分的にしろ諫早湾干拓事業の誤り

を認めるものであり、長崎県も国（農林水産省）もその履行を先延ばしし、司法を巻き込んで混乱状態に陥れ

ました。さらに、その後の訴訟を巡る流れは、開門勧告の判決を下した同じ福岡高等裁判所が、今度は「開門

を前提としない和解勧告」と云う、事実上の 2010 年の確定判決を反故にする判決を出す事態に至り、宝の海

をもう一度取り戻したい

と願う漁民の落胆は計り

知れません。 

 しかし、土とともに生き

る民の悲痛な声が上がり

始めたのです。それは、長

崎県農業公社の勧めで

2008 年に中央干拓地に入

植し、10 年間広い農地で豊

かな農産物の収穫を夢見

てきた農業者の中から、県

の説明とは裏腹に干拓地

で過酷な営農を強いられ

る状況が我慢の限界を越

えたと、「ここで農業を続

6. 有明海と三陸の水辺から（80）     田中 克 

写真１ 諫早湾の奥部を締め切る全長 7km

の潮受け堤防（左が湾奥、右が湾口方向） 

写真２ 中央干拓地 581ha の 

前に広がる 2,600ha の調整池 
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けていくためには、開門して周辺の広大な調整池を海に戻すことが不可欠」との開門推進の立場を鮮明にした

のです。その理由として、１）干拓地の土壌は農作には不向きで、10 年を経過してもすぐに固まってしまう、

２）地盤の沈下により排水に多大の苦労が伴う、３）広大な調整池（写真３）の水温が冬季には著しく下がり、

農地の気温は周辺の気温より数度以上も低下し、夏季には逆に数度以上高くなる、４）冬季に調整池で越冬す

るカモなどの水鳥が冠水した農地に大挙して侵入し、農作物を食い荒らし、甚大な被害を受ける、などが上げ

られています（写真４）。特に、３）や４）は水門を開けて海に戻せば冬季でも水温は 10 度以上であり、極

端に低下することは有りませんし、水鳥も冬季でも餌の多い海に分散して、甚大な被害を受けなくなります。 

 もとより、農業（者）と漁業（者）は、森で涵養された水に依拠した産業であり、本来はともに手を携えて

生きるべき存在といえます。これまで、有明海の再生について、NPO 法人「森は海の恋人」の理念や実践に

より、また、その根拠となる森里海連環学の推進により、実現の道を模索してきましたが、そのことが動き出

そうとしているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 干拓地に入植した農業者

は開門反対を強制させられてきた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 冬低温/夏高温、

土壌劣悪、水鳥食害の

ため、プレハブ農業を強

いられる 
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い 

 

嘉徳砂浜にコンクリート護岸が必要か？  

 奄美大島の南の端に古仁屋（こにや）という町がある。近年は近畿大学のクロマグロの養殖で有名になった町だ。近

大マグロの宣伝ポスターが町のあちこちで見られる。その古仁屋は嘉徳海岸が所属する瀬戸内町の中心地だ。鹿児島

県の大島支庁瀬戸内事務所もこの町にある。私たちは瀬戸内事務所の建設課長にお会いして、お話を聞いた。県とし

ては「地元の希望を入れて、これ以上の侵食を食い止めるためには、コンクリートの護岸建設が必要であると考える」と

いう。そこでわれわれはこの砂浜海岸の重要性を縷々説明した。曰く、このようなサンゴ礁を沖に持たない砂浜海岸は、

南西諸島では珍しく貴重であること、生物も希少・貴重な種が多く棲んでいること、砂浜の侵食の原因として沖合の海

底砂の採取事業が考えられるので、海砂採取を止めさせて欲しいこと、などを訴えた。これまで多くの奄美の海岸を見

てきた結果、どうも海砂の採取が各地の海岸の砂の減少と関係があるのではないかと、私たちは疑っていた。砂浜侵食

の原因がはっきりすれば、その対策も合理的に立てられるだろうと思った。 

 かつて、瀬戸内海では大規模な海砂採取が行われていた。戦後の高度成長期に行われた瀬戸内海全体にわたる埋

立事業や道路建設・工場建設などに瀬戸内海の海砂が莫大な量使われてきた。そのお陰で、瀬戸内海の干潟や砂浜

海岸はやせ衰え、消失した。瀬戸内海の有機汚染と相まって、瀬戸内海の生物はいなくなり、水産有用魚もその量を

減らしていった。その反省から、瀬戸内海に面する府県では、海砂採取の禁止に次々と踏み切った。しかし、鹿児島県

を含む九州や沖縄では、その反省は無視され、未だに海砂採取が盛んに行われている。辺野古・大浦湾を埋め立て

て米軍基地を作る防衛局の計画では、沖縄県内で採取される海砂約 58万㎥を埋立に使う予定になっている。 

 この面談で、行政の縦割りの弊害も明らかになった。建設課は構造物を作ることしか考えない。地域の財産である自

然をどう保全していくかということは、考えない。嘉徳海岸に護岸を建設する際、この浜には天然記念物であるオカヤド

カリ類が生息しているので、その対策は考えたようだ。その対策とは、護岸の外側に幅 15cmの斜路を付け、オカヤドカ

リ類がここを歩いて浜に下りたり、浜から丘へ上がれるようにすると言うのである。ダムに魚道を付けるようなものだが、私

たちは笑ってしまった。こんな斜路をオカヤドカリが歩いて砂浜へ出たりするだろうか。間違って 1年に 1匹くらいはこの

斜路を歩くオカヤドカリがいるかもしれないが、毎日夜になると砂浜を歩き回り、朝明るくなるまでに砂浜の後背地であ

るアダンや海浜植物帯に隠れるという生活を毎日繰り返す彼等にとって、コンクリート護岸の建設は、海浜植物帯を殺

し、彼等の生きるすべを無くすことなのだ。生き物のことをまったく分かっていない人が考えたのだろう。とにかくコンクリ

ート護岸を作るために、生き物にも配慮していますと素人に見せかける対策でしかない。ただしかし、この時点では、嘉

徳集落の墓地のすぐ前まで砂浜の侵食が進んでいることはたしかで、そのために、現在は応急措置として墓地の前面

に高さ 1.5mほどの土嚢が 3段に積み上げられている。その応急措置からコンクリートの半永久施設に変えようというの

である。瀬戸内事務所の計画だと、この嘉徳海岸の砂浜全体をコンクリート護岸で覆い尽くすことになっている。われわ

れは集落の墓地をもっと陸側に移転することで砂浜を守る方法はないかと問いかけたが、個人の所有地に手を出すこ

とは出来ないと回答があった。しかし、これも護岸を作る言い訳でしかない。嘉徳集落は今では限界集落に近く、空き

家だらけで、周年住んでいる人はほんのわずかになっている。移転先を探すのは困難なことではない。 

 茨城県の砂浜海岸侵食対策としての生態調査委員会の委員長を長年やって来た私の経験から、私有地を触ること

はかなり複雑な手続が必要になってくることを知っている。行政はそれをやりたがらない。しかし、出来ないことではない

7. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（15） 向井 宏 
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のだ。実際、ダムの建設など公益のあるとする公共事業の場合は村落ごと移転させることさえ国や県はやって来た。嘉

徳集落全体のことを考えれば、コンクリート護岸で景観も生態系もダメにするよりは、もっと他にやり方が考えられるはず

なのだが、行政（の一部署）は自分の手の出せる範囲のことしか考えない。そして、負の遺産を各地に残している。 

 墓地の移転が難しいなら、墓地の前面（今土嚢を積んでいるところ）にそれ以上侵食されないように低いコンクリート

壁を作り、普段は完全に砂に埋め込んでおくのはどうかと提案してみた。しかし、とにかく今行政がもっている計画を変

えようとする意思はないようだった。 

 面談は結局、言いたいことを言うだけに終わり、相手は聞き置くだけという姿勢を貫いた。いろんなところで行政と話す

時とまったく同じ感触だった。行政は悪意があるわけではないだろうが、われわれの意見を聞き置くだけで、いつも面談

の後は、こんなもんかなあ、と寂しく思う。（つづく） 

 

 

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

編注： このたび桃下様からエッセイ（前・後編）をご寄稿いただきました。 

紙幅の都合上、今回は導入（前編の最初の章）のみお届けします。 

 

8. カニの消えた川（1）    昆虫研究家 桃下 大 

１．はじめに 

 諫早湾干拓事業が海に与える影響についてはこれまでもしばしば議論されてきた。しかし川への影響となるとほとん

ど取り上げられたことがない。しかし干拓事業の影響は川の生態系を変えるほど大きく、それも一つや二つの川ではな

く調整池に注ぐすべての川（図1）に影響は及んだ。そして地元の人たちが昔からなじんできた川の恵みである生き物

が失われてしまった。このことを見過ごしてよいのだろうか。以下では調整池に注ぐ川を調整池の川、調整池の外の海

（図1 の青色の海）に注ぐ川を諫

早湾の川として話を進める。 

 公共事業と川の生物との関係が

問題となったのが岐阜県長良川

の河口堰である。それでも川と海

は魚道で繋がっており（図 2,3）、

通し回遊をする（海と川とを行き来

する）生物は、減少はしても全滅

には至らなかった。 

図 1 調整池に注ぐ川。これらの川は、かつては海に注ぎ、いろいろな生物の見られる川の生態系があった 

ご寄稿エッセイ 



 

21 

    

図2（左） 長良川河口堰(2017/5/28撮影)。左手前の塔の下から海へのびている魚道が右の図3 

図3（右） 河口堰の魚道の一つ(2017/5/28撮影)。橋の見える方向に海がある 

 

 ところが諫早湾干拓事業で造られた潮受堤防（図4）には魚道は一つもないのである。調整池は、雨による川からの

流入で水位が上がると干潮時に排水門（図5）を開いて排水し、潮が満ち始めると閉じるので、排水門を通過する流れ

は常に調整池から海への一方通行となる（図6）。その結果、川と海の繋がりが絶たれて淡水化し、通し回遊をする生物

のほとんどが生息できなくなった。そのために調整池の川では図7 のような漁獲は今後とも期待できない。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 南部排水門での排水のようす

（2011/8/16撮影）。左側が海 

 

 

次号「２．ウナギとカニ」 につづく  

図4 諫早湾を二分した全長7kmの潮受堤防。左が海

で右が調整池(2018/4/28撮影)。調整池の水は常に

濁っている。前方の山並みは雲仙岳 

図5 排水門は潮受堤防の北部と南部の2カ所にある

が、これは北部の排水門(2018/5/5撮影)。左が海で

右が調整池になる 
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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。 

 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。 

 

10．編集後記 

◇今回は、おかげさまで、ご投稿あり、ご寄稿ありの豪華な号です。桃下様は前編・後編に分けてご執筆くださったので

すが、紙幅の都合で、まずは、ほんのちょっぴり、導入のみの掲載とさせていただきました（この場を借りてお詫び申し上げ

ます）。ちょうど田中先生のエッセイも今回は諫早湾のお話で、諫早湾に注ぐ川のお話のつづきが益々楽しみな流れとな

りました。次号からカニの写真が続々と登場いたします！ 皆さま、ご期待ください。 

◇辺野古の海で、海草に泥がつもっている様子を日本自然保護協会の動画で見ました。つくづく沖縄の状況が切ないで

す。勉強不足の私は先日、『沖縄スパイ戦史』という映画を見に行きました。地元の少年たちが軍事利用された史実を、

女性 2人の制作者が丹念に洗い出したドキュメンタリーです。子ども、女性、沖縄、そして、干潟や浅瀬の生き物たちが、

しばしば不当に扱われるのは何故なのか。この映画に海の生き物は出てきませんが、似た構造が見えました。（ちよ） 

 

◇西日本豪雨の傷跡も癒えぬうちに、台風 21号が襲ってきました。しかもその直ぐ後に、北海道で震度 7の大地震。日

本はどうなってしまうのだろうか。すべて自然災害だとマスコミは伝えますが、前の 2 つは地球温暖化に伴う気候変動の

現れでしょう。人間のなせる結果です。地震だけは自然災害だと思っていましたが、どうやらそうではない可能性もありそ

うです。午前 3時に起こった地震でありながら、安倍首相は 2分後に官邸対策室を立ち上げています。あまりに早い。な

ぜそんなことが出来たのでしょうか。本当に自然災害だったのでしょうか。2016年から今年 1月まで CCS事業というもの

が震源地の直ぐ近くで行われていたことが分かっています。CCS 事業とは、CO2 を減らすために、CO2 と水を高圧にして

地殻の深い所に大量に投入するという事業です。この事業が地震を引き起こした可能性があると指摘されています。か

つて、当時民主党の議員が国会で CCS 事業によって地震が引き起こされる可能性について質問しました。国交省の回

答は、その可能性を否定しましたが、根拠は示しませんでした。最近の地震は地震学者の想定していない場所で起こっ

ているものが増えています。人間が自然に手を入れると思いもかけないところでその副作用が起こります。人間は自然を

完全に理解できてはいないのです。自然に手を入れる怖さをもっと考えるべきなのではないでしょうか。天罰という言葉が

ありますが、自然は人々に罰を与えているような気がします。温暖化の影響もこれまでは徐々に徐々に増えてきましたが、
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もう閾値を超えたのではないでしょうか。アメリカでは史上最大ともいうハリケーンが襲っています。次々と史上最大という

台風が生まれています。私たちはどうやらもはや後戻りできない地点に来たのかもしれません。（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。 

 

 

メールマガジン『うみひるも』第 225号 

2018年 9月 16日発行 

発行「海の生き物を守る会」代表 向井 宏 

編集：瀬戸内 千代 

〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69番地 

TEL&FAX:075-741-6281  メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

            ホームページ URL：http://e-amco.com/ 

ゆうちょ銀行（金融機関コード 9900）四四八店（448） 普通4982452 

記号番号「14400-49824521」 海の生き物を守る会 

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 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/

