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「今月の海」 用安海岸 （鹿児島県奄美大島）  

 奄美大島の空港から車で 10 分以内の用安海岸は、周囲をサンゴ礁で囲まれた自然海岸である。サンゴ砂で

できた白い浜が長く続き、干潮になると写真のように黒い岩が出現し、白と黒のコントラストがきれいだ。沖

のリーフまでの間

の入り江（イノー）

では、海水浴やシュ

ノーケリングが楽

しめる。熱帯魚やサ

ンゴが見られ、泳い

でいるアオウミガ

メに出会うことも

多い。砂浜の上部に

はグンバイヒルガ

オ・アダン・オオハ

マボウ（ユウナ）な

どの生育する海浜

植物帯が豊かな植

生を見せ、自然海岸

の楽しさを教えて

くれる。周辺にはレ

ストランや民宿などが建ち並んでいるが、海からは見えず、海岸の自然を大切にしようという気持ちが感じら

れる。しかし、近年になって砂の減少が進んでいると言われ、砂を供給するサンゴ礁の劣化が心配される。 

（2016 年 9 月 27 日 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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※今号はイベント紹介ページ「海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報」 

と連載「ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい」(向井 宏)をお休みします 

 

 

 

 

【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 

定員：約 25 名（申し込み先着順） 

★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）に、前日まで

に申し込んでください 

用意：濡れても良い靴や服装、弁当、メモ、筆記具、カメラほか 

指導：向井 宏（海の生き物を守る会）、大久保奈弥（東京経済大学） 

共催：海の生き物を守る会・東京経済大学大久保研究室・日本自然保護協会 

 

 

 

 

 

1.「海の生き物を守る会」の活動について 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:nokubo@tku.ac.jp


 

3 

PDF雑誌「海の生き物研究（仮題）」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・調査報告・

意見・書評・その他など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。これが良いという名前をお知らせください。その他の名前の提案も

お寄せください。投稿は大歓迎です。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。とりあえずは、無料で購読できるように予定しています。そのため

に、原稿料も投稿料もとりあえず無料とします。また、この雑誌の編集委員も募集しています。

ぜひご意見などお寄せください。 

 

      海の生き物を守る会 雑誌編集部 

       hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

 
 

      海の生き物を守る会 雑誌編集部 

       hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

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

など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ものの情報、海の生きものの研究や保全に

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.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、砂浜海岸生物調査への

参加を一般の人々に呼びかけています。そして、

「砂浜フィールド図鑑」シリーズの（１）として、

どの浜辺にも必ず見かけるハマトビムシ類の図鑑を

刊行しました。 

 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）。 

 

★ご希望の方は下記までお知らせください。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

1 部 100 円＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

 

 

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）。 

 

★ご希望の方は下記までお知らせください。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

1 部 200 円＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

 

  

 お知らせコーナー 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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。 

 

 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。 

★ご希望の方は下記までお知らせください。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

1 部 500 円＋送料※お振り込み先： 

ゆうちょ銀行 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 

 

  

 

『うみひるも』に、海の生き物の写真や、ご意見・ご感想をお寄せください！ 

ご投稿は hirumo@live.jp またはフォーム（ https://goo.gl/GjWIjL ）へ 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
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2．クジラ切手コレクション （63）（64）   立川賢一 

 

 

ヨウスコウカワイルカは、 
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【国際】 

●「タイヤ」魚礁 実は汚染のもと 南フランスで撤去 

 フランスの南東部バロリスの海の中から、約 25000 本の古タイヤが引き揚げられた。これらは 40 年前に

海洋生物の保護を目的として廃物利用で沈められたものだが、生き物がほとんど寄りつかないばかりか、逆

に環境汚染の元凶になっていることが明らかになってきた。海洋生物保護区域にいろんな生物が棲めるよう

に魚礁として設置され、当初は地元の漁業者からも支持されたという。しかし、このタイヤ魚礁にはほとん

ど魚が寄りつかなかった。さらにニース大学の調査では、重金属などの有害物質がタイヤから周囲に漏れ出

していることが分かり、タイヤ自身も長い年月の後、細かく粒状に分解して、周囲の藻場に悪影響を与えて

いる可能性も指摘された。廃物利用で一石二鳥と思われたタイヤ魚礁だったが、結局は高くついたことにな

る。フランスではタイヤ魚礁はここだけで実施されていたが、失敗例はアメリカなど他の国でも報告されて

いる。日本でも小規模なタイヤ魚礁は各地で試みられている。国土交通省も、某県の水産試験場でも、タイ

ヤ魚礁の試験を進めている。果たして一石二鳥なのか、それとも二兎を追う者は一兎をも得ずなのか、他国

の例を他山の石とすべし。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●御所の浦で大型魚類イクチオデクテスの全身化石を発見 

 熊本県天草市御所浦で、約 8500 万年前の白亜紀後期の地層から、既に絶滅している大型魚類のイクチオデ

クテスの全身化石が発見された。海に棲むイクチオデクテス目の化石が発見されたのは、日本はもちろんア

ジアでも初めてのこと。しかも、この化石は、これまで知られているイクチオデクテス類の種とは異なり、

口先が長く、新種と考えられている。この化石は、海沿いの工事現場の斜面から 2012 年に見つかり、その

後、北九州自然史・歴史博物館とブラジルのリオデジャネイロ州立大学の研究者らが共同研究を行ってき

た。化石は 100 点以上のブロックとして発掘されたが、それらを繋げると全身がはっきり分かる。体の大き

さは 60cm ほど。10 匹以上の個体が 1 ヶ所から見つかってもいる。和名はアマクサゴショウラムカシウオと

命名され、今年 7 月に学術雑誌「Historical Biology」に発表された。天草市の御所浦には、大きな白亜紀の

地層が存在し、そこから貴重な恐竜など様々な化石が発見されており、御所浦には白亜紀資料館も設立され

ている。ところが、恐竜などの化石がよく見つかるこの御所浦の砕石場からは、沖縄県辺野古の基地建設の

ための埋立用土砂が採掘され運ばれる予定になっている。地元の人たちは、恐竜の島の土砂を辺野古に運ぶ

なとの運動を進めている。貴重な化石の宝庫を戦争のための基地を作るために潰してはならない。（文責：

向井 宏） 

2.海の生き物とその生息環境に関するニュース 

 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。 
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【沖縄】 

●工事が中断した辺野古 日本自然保護協会が調査 

 アメリカ軍の新基地を辺野古に建設する事業に対して、沖縄県は

埋立許可を撤回した。それにより工事は中断した。日本自然保護協

会は、これまで許可されなかった辺野古の海の生き物調査と沖合の

長島の洞窟の調査を実施し、ジュゴンの餌となる海草やサンゴが工

事の影響を受けて危機に陥っていることを報告している。長島の洞

窟についても、専門家の参加を得て調査を行った結果、きわめて珍

しい鍾乳石にサンゴ礫が固結した構造物を発見した。この発見に基

づき、日本自然保護協会は沖縄県に対して、長島の洞窟の科学的な

調査を行うよう要望書を提出した。要望書によると、この洞窟は珍

しくしかも地質学上重要なものであり、専門家による調査が緊急に

必要である。さらに、洞窟の特殊性からそこに生きる生物も貴重な

ものが棲んでいる可能性が高く、調査と保護が必要であるとしてい

る。（文責：向井 宏） 

 

 

 

 

●「辺野古に基地を作らせない」 翁長知事の後継者 玉城デニーさん当選 

 アメリカ軍の新基地を作らせないと埋立承認の撤回を表明した直後に亡くなった翁長知事の後任を選ぶ沖

縄県知事選挙が 9 月 30 日に行われ、翁長知事の遺志を継ぐと宣言して戦った玉城デニーさんが当選した。 

 日本政府は知事選挙が終わった直後から、沖縄県の辺野古埋立許可の撤回に対する対抗処置を行う予定で

ある。これまでと同じように政府は選挙結果にかかわらず、辺野古新基地建設を進めていく方針に変わりな

い。当面、県の撤回に対してそれを違法とする裁判を提起し、早期に国側に寄り添う判決を得て、埋立を再

開するとみられる。沖縄県民の意思は再び無視されようとしている。（文責：向井 宏） 

 

 

 

 

※「海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報」のコーナーは今回お休みです 

 

  

固結礫タワー（撮影：中井達郎／日本

自然保護協会の HP より） 
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3. 動物の親子を詞で知ろう（6）  久保田 信 

半索動物門  海底ぐらしのギボシムシとフサカツギ 
 

 半索動物門は 2 グループからなり、大半がギボシムシの仲間である。そのギボ

シムシ（図 1）はミミズの様に細長い体で、その先端が欄干のギボシ（編注：図 2）

に似ている。ギボシムシは海で見つけにくいが、浅海から深海まで 100 種ほどが

棲んでいる。体は 3 つの部分に分けられ、先端のギボシの部分が吻、次が襟、最

後が長い後体で、最大 2.5m。吻を使い U 字状の巣穴を掘ってその中に住んでい

る。巣穴の一方の口に糞の束をらせん状に積み上げるので、この類がいることが

判る。しかも特有のヨ－ドホルム臭がすれば確

実である。この臭いの素は抗生物質で、ギボシ

ムシは微生物から体を保護している。小型種は

巣穴をつくらず、石の下や海藻の基部などへ潜

り込んでいる。ギボシムシの天敵はイモガイや

タケノコガイで、彼らに補食される。 

 

 

 

 

 

 

 ギボシムシの体は左右相称で、体節も脳もない。血管系は開放性で血液は無色。心臓も分化していない。吻

と中体の境目に口が開き、砂泥中の有機物等を集めて食べる。消化管は体内を真っ直ぐ伸びて後端の肛門まで

続く。背骨の元の脊索は、まだ半分しか持ってないという意味を込めたこの門の名前も、脊索に当たる小さな

部分は、単なる消化管の一部だったので系統的な意味がなくなってしまった。 

 

 後体の前側の背中は長く、裂け目状になっていて、その中は鰓状構造の鰓列が 10-100 対以上ある。そこは

呼吸器官の役目を果たす。柔らかい体は切れやすい。切れても元の体を再生できることもある。ホタルの様に、

襟や鰓列を除く体全体が緑色に発光する種が多い。 

 

 ギボシムシは雌雄異体で、体外受精によりトルナリア幼生となってプラクトン生活を送るものが多い。その

後、海底に降り、成体になる。トルナリア幼生は棘皮動物のナマコ類の幼生と類似し、成体とは異なる独特の

形で、コマ状の下半部に上半部は一筆書の繊毛をいかり形に生やし、これを動かして海中を浮遊遊泳し、微小

な有機物を食べる。 

 

図 1 小型のギボシムシ類の一種（後半部は省略） 

図 2 
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 一方、フサカツギ類は海底で付着生活をする。時に群体になり、管状の管の中に１mm ほどの個虫が入って

いる。ギボシムシ類と違って複数の触手を持つ。消化管は U 字状になって、体の前部に肛門が開いている点も

異なる。鰓列もないことが多い。しかし、出芽による無性生殖ができる。 

 

 最後に、全世界的で古生代の化石で絶滅種の筆石が知られている。この本体は不明で棲管だけでなのだが、

浮遊生活をしていたともされている謎の半索動物である。 

 

ギボシムシとフサカツギは半索動物 

 

ミミズの様な体に どんぐり頭の ギボシムシ 

でも どんぐり頭の中には 脳味噌は入っていないのさ 

頭のすぐ後ろの長い襟の間の鰓で 呼吸をしている 

血管はあるけど 心臓はできていないよ 

 

大きなギボシムシは Ｕ字状の巣穴を掘って 海底で暮らしてる 

体長 2.5ｍもあるんだよ 

小さなギボシムシは 石や海藻の下で 

どんぐり頭にある口で 砂泥の有機物をかき集めて 食べている 

 

ギボシムシは ははん 海中に卵と精子を出しあって 

こどものトルナリアを 次々と生みだすのさ 

トルナリアは ははん コマの様にくるくると海中を浮遊して 

おとなになるには 海底で 変態を完了さ 

 

頭にたくさんの触手を 生やしているのは フサカツギ 

でもトレードマークのエラの様なものがない 

半索動物の変わりもの 

フサカツギの消化管は U 字状のつくりー 

海底暮らしで うんちを 出しやすいつくりになっているのさ 

フサカツギは ははん 1 匹はたったの１ｍｍだけど 

出芽すると 大きなかたまりになる 管状の巣もつくるのさ 

 

半索動物は 脊索が半分あるだけの動物という意味だけど 

本当は そうじゃなくて 消化管の一部だったのさ 

半索動物が 地球上に現れたのは ５億年も前のこと 

今、世界の海に 100 種の半索動物が生きている  
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第 30回森は海の恋人植樹祭の先に広がる世界 

 1989 年に気仙沼の牡蠣養殖漁師（牡蠣の森を慕う会代表：畠山重篤さん）によって始められた「森は海の

恋人」運動は、本年 30 周年記念を迎えました。和歌山県熊野にルーツを持つ気仙沼の漁師の海の守り神が祀

られている室根神社の周辺（室根山中腹）

で始まった植樹活動は、その後気仙沼湾

に注ぐ大川の源流域に当たる矢越山（写

真１）で、毎年 6 月に開催されています。

その諸準備を一手に引き受けているの

が、一関市室根町第 12 自治会であり、

この 10 数年は三浦幹夫会長（写真２）

のリーダーシップに支えられています。

東日本大震災で気仙沼の漁業が壊滅的

な被害を受けた 2011 年にも、「今年は

植樹祭はとても無理だ」と断念しかけた

海の人 （々漁師）を励まし、「こんな時こそ開催を」

とすべての準備と段取りを整えて震災復興植樹祭

を開き、集まった 1200 名前後の参加者は「森は海

の恋人こそ震災復興理念」との思いで結ばれたの

です（写真３）。それから 7 年、30 回目を迎えた

森は海の恋人植樹祭には 1600 名前後の皆さんが、

北は北海道、南は沖縄、さらにカナダやイギリスな

どの海外からも集まり、新たな出発と飛躍を願う

植樹祭となりました（写真３）。 

 一方、森は海の恋人運動を支える海と森の人々も

30 年のときを経て高齢化が進み、いまなお発展し

続ける植樹祭を今後も継続することが可能かとの、

きわめて現実的な問題が浮かび上がってきました。事前に広大な植樹場所を確保し、スギやアカマツの伐採や

下草刈り、目印の杭打ち、植樹苗の調達、植樹場所への道の整備、植樹祭当日の会場設営、などなどいろいろ

な仕事があるのです。第 30 回の節目の植樹祭にあたり、第 12 自治会会長の三浦さんは地区の皆さんに今後

の継続の可能性について率直な意見を問われたのです。そして、これまで植樹祭を支えてこられた多くの地区

の皆さんから「わしらから植樹祭をとったら生きていけない。今後も続けたい」との意見に溢れたのです。た

4. 有明海と三陸の水辺から（81）     田中 克 

写真１ 矢越山頂上から気仙沼湾に流れ込む大川流域を眺める 

写真 2 室根町第 12 自治会三浦幹夫さん（中央） 

と畠山重篤さん（左）と筆者（右） 
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った一日の植樹祭とはいえ、数ヶ月かかって諸準備を地区の皆で進める中で、住民間の絆が深まり、地域のコ

ミュニティの形成（再生）維持に不可欠の役割を担ってきたことが判明したのです。 

 さらに驚いたことに、室根町の 20 の自治会（区）の中で、唯一第 12 自治会のみ、少子高齢化の傾向が緩や

かなのです。それは、人の絆が紡ぎ直され，自然と協調・調和しながら生きる地区に、暮らしの原点を見出す

若者達が I ターン、U ターンとして移住し始めているからです。いまや、地方創生がこの国の命運を左右する

との国策が進められていますが、それは資金提供やインフラ整備のような“もの”で短期促成的に実現するも

のではなく、時間をかけて地域文化（地域の文化資本）を築くことが本道であることを示しています。 

 1989 年の森は海の恋人、2003 年の森里海連環学に、2014 年には環境省の「つなげよう、支えよう森里川

海」プロジェクトがつながり、10 年を単位に人々が協同して汗を流せば新たなステージが生まれることが実

証されたとみなされます。これからの 10 から 15 年がこの流れを本流にしうるかどうかの試金石といえる非

常に重要な時期といえるのです。 

 

写真３ 植樹祭に参加する海の小学校（気仙沼市唐桑町）の生徒たち 
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5. カニの消えた川（2）    昆虫研究家 桃下 大 

２．ウナギとカニ 

 ニホンウナギ（以下ウナギと略す）について昨年（2017

年）12月に九州大准教授の望岡典隆氏の講演「往復

5000km ウナギの産卵と大回遊」を聴く機会があったが、

その中でウナギの餌について興味ある報告がなされた。 

鹿児島県薩摩川内市の土川川（つちかわがわ）での調査

によるとウナギの餌の重要度は、上流ではゴキブリの一種

のマダラゴキブリが23.9％、サワガニが70.0％、下流ではイ

ソガニ属が88.1％を占めるということであった。この結果は

川でのウナギの主な餌はカニであることを示している。しか

しカニがウナギの餌であることを知る者は少なく、ましてやゴ

キブリを餌にすることなど想像すらできないだろう。食物連

鎖や種間競争をはじめ自然界における生物相互の関係は

まだまだわからないことが多い。マダラゴキブリの幼虫は源

流近くの川縁に生息し、水に潜んでいるのも見られる。その生態を見ればウナギの餌になることは納得できる。ただしマ

ダラゴキブリは亜熱帯性の昆虫で、長崎県では目にすることが少なく鹿児島県ほど餌としての価値はないだろう。しかし

興味あることなので参考まで最後のページに諫早市飯盛町で撮った写真（図24,25）をあげた。 

 

 最近、シラスウナギ（養殖に用いるウナギの子ども）の

大きな減少がウナギの将来に影を落としているが、原因

として過剰な捕獲や河川環境の悪化が考えられる。川

で成長したウナギは西マリアナ海嶺南部水域まで移動

して産卵する。川から海へ下降するウナギが減れば次

世代のウナギの減少となるので川の環境保全はとても

重要となる。諫早市には老舗のうなぎ料理店があり、昔

から天然ウナギが多産していたと思われ、このことから

か諫早市のゆるキャラはうなぎになっている。しかし調

整池の川は海との繋がりが切れていて、通し回遊をするウナギにとって良い環境ではない。それに後述するように餌に 

図7 モクズガニとウナギ。2012/10/29に雲仙市の

千々石川で、地元の人が罠にかかった獲物を回収し

ていたので撮らせてもらった 

 図8 罠を用いて調査した諫早市小長井町の3つの川。 

 いずれも諫早湾の川で、調整池の外に注ぐ 



 

15 

なるカニが下流から消えてしまっているのである。諫早湾の川では、どの川であれ下流～河口に10種前後のカニが見

られるのが普通で、たとえば小長井町の長里川では14種を確認できた。これまでの調査では石起こしなどで川を広く

探していたが、今回は水中に潜むカニに的をしぼり、

罠を使って調べることにした。罠を掛けたのは諫早市

小長井町の長里川、小深井川、船津川の3つの川で

ある（図8）。調査に関しては、長里川については図9

～12で表したが（いずれも2018年4月20日撮影）、ほ

かの川での調査もほぼ同様である。罠を掛けた地点は

川や日によってまちまちだが河口近くの橋から見てお

よそ200mから700m上流までの範囲内である。 

 

 

 

 

 

 調査地点は、干潮時であれば上流から淡水が流れてくるが、満ち潮になると海水が遡るので汽水域となる。汽水域は

川の中でも生物の多様性に富んでおり、長里川では環境省絶滅危惧種などの貴重生物が数種生息しているのを確認

している。調査に用いた罠は釣り具店で販売されている15cm × 15cm × 35cm の小さなものである（図10）。仕掛けた

地点は潮の干満に関係なく常に水中に浸っているところで、夕方に仕掛けて翌朝に回収した。結果は表のとおりである。

日付は罠を回収した日を表している。今回の調査で掛けた罠はのべ16個であるがカニが捕れたのは10個であった。注

目すべきは捕れたのがモクズガニとケフサイソガニの2種だけで他のカニが捕れなかったことである。日付は罠を回収し

た日を表している。今回の調査で掛けた罠はのべ16個であるがカニが捕れたのは10個であった。注目すべきは捕れた

のがモクズガニとケフサイソガニの2種だけで他のカニが捕れなかったことである。 

 

 

 

川の名前 罠の数 ケフサ モクズ 日付 

長里川 1 6 

 

4月 19日 

長里川 1 9 1 4月 20日 

小深井川 1 

 

1 4月 27日 

小深井川 2 21 

 

5月 17日 

船津川 4 

  

4月 30日 

船津川 1 36 1 5月 1日 

合計 10 72 3 

 

図9 小長井町長里川の干潮時の下流の光景。これま

でに14種のカニの生息を確認した 

図10 図9の橋の下に仕掛けた罠。カニを誘うための餌

にはアジなどの魚を用いた 
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 川で見られるカニの多くは水に入ることはあっても、大抵の場合は川岸の泥の上や石の間を歩き回り餌を探している。

また石の下に隠れたり巣穴に逃げ込むのも見られる。これに対しモク

ズガニもケフサイソガニも水から離れることは少なく（図13）、餌も水

中でとっている。このような生態から見て両種がほかのカニよりも水中

の罠に入りやすいことが予想されるのである。ウナギがカニを餌にす

るならば水中で活動しているカニが主となるだろう。すでに述べたよ

うに九州大の望岡氏はウナギの餌は「下流ではイソガニ属が88.1％

を占める」と報告しているが、そのイソガニ属とは諫早湾ではケフサイ

ソガニが該当するとみてよいだろう。であれば望岡氏の報告は鹿児

島県のみならず諫早湾の川にもあてはまる。次に参考までにイソガニ

属の3 種をあげておく。イソガニ属は食用にならないし誰も気にとめ

ないカニだが、日本人の好きなウナギの生活を支えている点でいえば重要な存在なのである。しかしイソガニ属はもは

や調整池の川では見ることはできない。次にその理由について述べるが、基本的には生物学でよく知られていることで

ある。 

 

 

 

 

  

図11 罠に掛ったモクズガニ（大：1頭）とケフサイソガニ

（小：9頭） 

図12 ケフサイソガニ（雄）の腹面。鋏の毛（黄褐色）と

そばかすのような点々が特徴 

図13 水中のケフサイソガニ。潮受け堤防の

すぐ外の小さな川で2011/9/8に撮影 

イソガニ 

2005/10/12 

大村湾川棚町大崎半島 

イケフサイソガニ 

2018/4/20 

諫早市小長井町長里川 

 

ケフサイソガニ 

2018/4/20 

諫早市小長井町長里川 

左のタカノケフサイソガニ

の卵。卵に関しては次頁

で述べる 
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３．カニの消えた川 

 町の中でカニを見かけたとすれば、それは大抵はアカテガニ（図14）である。雨のしとしと降る夏の日に民家の石垣や

溝の周囲、それに道路にも現れる赤い鋏のカニだといえば誰もが思いあたるだろう（ただし若い個体は体全体が黄褐

色で赤い部分はない）。アカテガニは諫早地域ではありふれたカニである。しかし、ありふれているがゆえに、その姿が

見られなくなると自然の異変を感じさせるのである。 

 

図14（左） アカテガニ。雲仙市瑞穂町の民家の周りで2011/8/16に撮影 

図15（右） サワガニ。諫早市長田町片木の長田川で2015/8/22に撮影 

 

 アカテガニの姿が消えたのは調整池の川とその周辺である（図1 ※編注：前号掲載）。ためしに本明川の下流の不

知火橋付近から上流の方へ歩いてみるのもよいだろう。一方、諫早湾の川ならばアカテガニが普通に見られる。しかも

アカテガニだけでなく大抵は10種前後のカニが見つかる。ただし調整池の川もカニがいないのではない。サワガニ（図

15）は見いだせる。これはアカテガニをはじめ他のカニは死滅してもサワガニだけは生き残ったからである。 

 

 ではなぜサワガニだけが生き残ったのだろうか。サワガニとアカテガニの卵を比較すると大きさと数に極端な違いが見

られる（図16と図18）。サワガニの卵の数は少ないが粒が大きく多量の栄養分を含む。その多量の栄養分により孵化す

る時には子ガニはすでに親と同じ形にまでなっていて、親から離れるとすぐに川底を歩き回って生活できる（図17）。こ

れに対しアカテガニの卵はとても小さい。母ガニは川を下りて海辺や河口域で海水に放仔（放卵）するが、生じた幼生

は微小で親とは似つかぬ形をしている（図19）。幼生は海で浮遊生活をし、プランクトンを餌にして成長し、脱皮・変態

をして稚ガニになると海辺や川へと戻ってくる。なお幼生は浮遊生活の間に大部分が幼魚などの餌となるので生存率

は小さく、その分だけ卵の数は多くなっている。カニ全体からみればサワガニは少数派で、ほとんどのカニはアカテガニ

と同じく微小多数の卵をつくる。図22 は下流の芦原一帯でよく目にするアシハラガニ（図20）の卵で、図23 はウナギ

の餌になるとみられるケフサイソガニの卵である。これらの卵は微小なので幼生はアカテガニと同様に海に下らないと

生きていけない。  
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図16（左） 卵を抱いたサワガニ。大村市鳥甲山の小さな流れで捕えた個体（2011/8/21撮影） 

図17（右） 孵化前後の稚ガニを抱いたサワガニ。諫早市長田町片木の長田川(2015/8/22撮影） 

 

  

図18（左）卵を抱いたアカテガニ。諫早市小長井町の長里川で2011/9/14に撮影 

図19（右）長里川で捕獲した雌を放仔させ、生じた幼生（ゾエアと呼ぶ）を顕微鏡撮影したもの 

 

 このように微小多数の卵をもつカニは海との繋がりのない川では生きていけないのである。モクズガニ（図7，11）は川

で最大のカニだが卵は微小多数である。モクズガニの稚ガニは春に海から河口へ上がるが（図21）、その後に上流の

方へと移動してサワガニの生息域とも重なるようになる。しかしサワガニと違い、成熟すると秋に川を下って海で放仔す

る。モクズガニは典型的な通し回遊をするカニなのである。 

 

 図20 アシハラガニ。下流のアシ原や河口付近でよく 

見かける。島原市のわれん川で2018/5/22に撮影 

 

 

図21 モクズガニの稚ガニ。指

の幅より小さい。2017/5/6西

海市の小さな川の河口で撮影 
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図22（左）抱卵しているアシハラガニ。鹿児島県吹上浜の干潟に注ぐ川で2012/8/18に撮影 

図23（右）抱卵しているケフサイソガニ。雲仙市瑞穂町松江川で2011/7/3に撮影 

 

諫早市飯盛町で撮影したマダラゴキブリの幼虫の生態写真 

  

 

 

 

 

 

 アカテガニは川岸・地表・石垣・樹上といろいろな場所に現れ、鋏が赤くて派手なので目にふれやすいカニである。こ

の目立ちやすいカニが消えたことは、いくつもの生き物が川から消えたことを示しているのである。 

 

つづく  

図24 マダラゴキブリの幼虫。川縁で2002/9/7

に撮影。周囲の石が川の水で濡れている。成虫

は家にいるクロゴキブリより大きい 

図25 水に潜りカスミサンショウウオと一緒にいる幼虫 

（中央下）。左にカスミサンショウウオの尾（黄色）が見える.. 

2018/4/20に撮影 
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6．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。 

 

7．編集後記 

◇今号はいくつかのコーナーを休載とし、桃下様の力作エッセイの前半を一気にお読みいただきました。陸生の「ウサギ

とカメ」と思いきや、海生の「ウナギとカニ」というペアの意外性から始まり、貴重なカニ写真の数々、そしてちょっとショッキ

ングなウナギの餌……。次号からの後半も楽しみです！ 

◇前号の久保田先生のエッセイに私が追加した写真はホヤの刺身ではなく「煮ボヤ」でした。お詫びして訂正いたします。

後から、ぶにゃぶにゃの黄透明なホヤの身の写真が別に出てきまして、あちらは生ではなかった！と判明しました。 

◇9月 29日に「有明海の再生に向けた東京シンポジウム」が東大キャンパスで開かれました（惜しくも前号でお知らせで

きず申し訳ございませんでした）。田中克先生の的確な司会進行で、次々と魅力的な演者が登壇されました。有明海の

諫早湾では、漁業者がいったん勝訴したにも関わらず、いまだ悲願の開門が実現していません。その経緯は、うみひるも

でも諸先生方が書いておられます。このシンポジウムには、前号で田中先生がご執筆くださった「開門を求め始めた干拓

農家」の方が来場されました。行政による入植勧誘時の言動や、農業用水に不適な調整池の水、寒波や熱波、カモの

食害、多くの農家の赤字と撤退、行政による無慈悲な書類請求や借地代の取り立て、果ては、裁判沙汰まで……。苦

しんでいるのは漁業者だけではなかったと知りました。「失敗百選」に選ばれた、あの悪名高きギロチン堤防も、一部の農

業者の利益にはなっているという思い込みがせめてもの救い？でしたのに、それすらも幻だったと知り、空しくなりました。

「有明海漁民・市民ネットワーク」の皆さんは、干拓農家の方々を応援するため、近県の人気者（くまモン）と、有明名物

の貝と開門をかけて、ゆるキャラ「kaimon（かいもん）」を考案し、そのマーク付きの農水産物を新ブランドとして全国に向

けて展開するご予定。公式ホームページは 10月頃に公開されるそうです。（ちよ） 

 

 沖縄県知事に玉城デニーさんが当選した。沖縄から届いたメールに喜びが溢れている。さあ、これから辺野古・大浦湾

の貴重な自然を守る戦いが始まる。沖縄からやって来た台風 24 号の風雨の音を聞きながら、喜びの夜を過ごしている。

辺野古が唯一の回答と思い込んでいる政治家たちに、辺野古は未来に残すべき海だと、あらゆる機会に表明してやりた

い。（宏） 

mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
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 会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。年会費は個人 2,000円、団体 20,000円。匿

名による参加も可能。会員は、各地で海の生物とその環境を保護・保全する活動を行い、そのため

の助成金申請をすることができます。入会希望の方は、事務局まで、氏名、住所、メールアドレス

をお知らせください。 
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というあなたに 

会 員 募 集 中 
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