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「今月の海の生き物」 ミナミスナホリガニ Hippa adactyla   

 スナホリガニ類は、カニと名前が付いて甲殻類十脚目だが、ヤドカリ類と同じ異尾類のスナホリガニ科に属

する。日本には 3 種が分布する。高知県から沖縄県までの砂浜海岸に生息し、砂に潜る。スナホリガニはカニ

類と異なり、第 1 胸脚がハサミ状にはならないのが特徴。

第 2～3 胸脚の指節は平たく、内側に曲がり、砂をかいて

潜るために発達している。体型は卵形をしており、小型

で体長は 1~2cm くらいだが、時折 5cm にもなる個体も

見受けられる。南西諸島では、他にスナホリガニが分布

しているが、胸脚の形で比較的容易に区別できる。ミナ

ミスナホリガニでは、第 1 胸脚が平たくなっているが、

スナホリガニでは細く円筒形をしている。第 2～3 胸脚

では、スナホリガニに比べてミナミスナホリガニでは、

内側への湾曲が大きい。沖縄では、これらスナホリガニ

を食用としているところもあったが、スナホリガニが減

少している今日では、それも昔話になってしまった。写

真は、奄美大島の嘉徳海岸で撮影したもので、甲殻長が

4cm ほどの大型個体。嘉徳海岸は、南西諸島には珍しく、

サンゴ礁に囲まれていない外洋に直接向いた砂浜で、特

有の生き物も多く発見されている。今年秋にも護岸工事

が始まろうとしており、この種の生存も脅かされている。 

（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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1.「海の生き物を守る会」の活動について 

 
【活動予定】「わだつみ 海の生き物情報誌」を発行します 

研究論文・記録・データ・情報・論評・意見・その他／原稿も編集委員も募集しています 

 

 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「わだつみ 海の生き物情報誌」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。雑誌の名前は、「わ

だつみ」と予定します。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。投

稿は大歓迎です。投稿の際は事前に向井 宏（下記アドレス）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。ご投稿をお待ちしています。

意見などもお寄せください。 

海の生き物を守る会 雑誌編集部  hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 

 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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【活動報告】 

◆海岸生物観察会 in 江ノ島 

 10 月 6 日 10:00～12:30 に江ノ島片瀬海岸で海の生き物観察会を開催しました。参加者は 16 名でした。大

型で強い台風が日本海を北上している中、天気は曇りの予報でしたが、途中から晴れて、海風が涼しい絶好

の観察会日和となり、その中で海辺の

活動を楽しみました。共催団体は、海

の生き物を守る会・東京経済大学大久

保研究室・日本自然保護協会でした。 

 

 

 

 

観察できた主な海の生き物は、以下の

通り。 

二枚貝では、ハマグリ、チョウセンハマグリ、アリソガイ、サトウガイ、クイチガイサルボウ、アサリ、ヌ

ノメアサリ、シオフキ、サクラガイ、オオモモノハナ、ムラサキイガイ、ミドリイガイ、サギガイ、マガ

キ、イワガキ、フジノハナガイ、カガミガイ、ハボウキ、オオマテ、ナミマガシワ、チヨノハナガイ、トマ

ヤガイ、シオツガイ。 

巻貝では、ツメタガイ、ヒラフネガイ、ボウシュウボラ、サザエ、アカニシ、トコブシ、オオヘビガイ、シ

マメノウフネガイ、シドロ、キイロダカラ、メダカラ、イボニシ、コシダカガンガラ、キサゴ、ダンベイキ

サゴ、マツバガイ。 

甲殻類では、キンセンガニ、テッポウエビ類の 1 種、ココポーマアカフジツボ、サンカクフジツボ、ドロク

ダムシ属の 1 種。棘皮動物のヒラモミジガイ、多毛類のシロガネゴカイ科の 1 種。海藻ではカジメ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 思い思いの格好で砂浜

の生き物を探す参加者たち 

写真 2 採集した生き物

を同定し、説明を聞く 
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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

います。そのため、「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）。 

★ご希望の方はお知らせください。向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

料金＋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）として、北海道の海浜植物の

図鑑を刊行しました。 

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）。 

★ご希望の方はお知らせください。向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

料金＋送料のお振り込み先：ゆうちょ銀行 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。 

沖縄県知事に玉城デニー氏 

  再び沖縄県民の意思が示された。翁長知事の遺志を継いで辺野古の埋立を止めさせましょう 

 活動を広めるためにパンフレットを発行し、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。 

★ご希望の方はお知らせください。向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

料金＋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
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ切手コレクション （65）（66）   立川賢一 
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【国際】 

●日本はワシントン条約違反 イワシクジラ捕鯨で勧告 

 野生動物保護のために国際取引を規制するワシントン条約の常設委員会が、日本のイワシクジラの捕鯨と

水揚げを販売目的で条例違反であると認定した。委員会は日本政府に適切な対応をするよう勧告した。日本

政府の説明では、イワシクジラ捕獲を研究目的の調査捕鯨としているが、肉は国内で食用に販売されてお

り、その収益が捕鯨の費用に充てられている。ワシントン条約では、公海で捕獲しても自国内に持ち込むこ

とを規制されている。日本政府は調査捕鯨の見直しを迫られている。国際捕鯨委員会からは、日本の調査捕

鯨も科学的でないと指摘されており、ワシントン条約からも調査捕鯨の名を借りた販売目的の捕鯨だと指摘

されたわけで、日本政府が国際社会に対して条約を誠実に履行するかどうかが問われている。 

 イワシクジラは国際自然保護連合 IUCN の絶滅危惧種に指定されており、1974 年に北太平洋で全面禁漁と

されている。生息数は捕鯨前には 54000 頭と推定されていたが、現在では 10000 頭を下回っているという推

定もある。日本は毎年約 50 頭のイワシクジラを調査捕鯨と称して捕獲している。（文責：向井 宏） 

 

 

●IPCCが警告 2030 年までに気温上昇を 1.5℃以下にしなければ、人類の危機 

 国連の気候変動政府間パネル（IPCC）が 10 月 8 日特別報告書をまとめた。それによると、2030 年まで

に気温上昇を 1.5℃以下に抑えなければ、気候崩壊などで人類の生存に危機が訪れるとしている。ところが現

在では、2030 年に 3.0℃上昇する勢いだと警告している。「今すぐ行動しろ。バカども」と国際環境保護団

体グリーンピースのカイシャ・コンネン氏は科学者がこう言いたいのだと代弁して見せた。特別報告書によ

ると、2030 年に 3.0℃の上昇が起こると、次のような結果が生じるだろうとしている。（1）サンゴ礁は全

滅。（2）海面は 10cm 上昇する。洪水によって命を失う人は、約 1000 万人。（3）海水温の上昇と酸性化

が進む。（4）農作物の不作、食糧危機。 

 今すぐ大規模な行動が必要だと特別報告書は警告している。個人で出来ることも教えてくれている。ま

ず、（1）肉、牛乳、チーズ、バターの購入を控える。地元の旬のものを食べる。（2）自動車はなるべく使

わない。徒歩か自転車を使う。車を使う時は電気自動車を使う。（3）飛行機の代わりに電車やバスを使う。

（4）出張の代わりにビデオ会議を行う。（5）洗濯物は乾燥機ではなく、物干しを使う。（6）住宅を断熱処

理する。（7）低炭素の物品を使う。（8）自分で出来ないことは、努力しようとする政治家を選挙で選ぶ。 

 さあ、皆さん。今すぐ行動しよう。自分たちの明日のために。（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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【東北】 

●公聴会では反対意見が主流 福島第一原発「トリチウム水」海洋放出で 

 経産省資源エネルギー庁が東京と福島で開いたトリチウム水の海洋放出についての公聴会で、反対意見が

飛び交った。福島県相馬郡に住む漁業者は「あと数年で、やっと漁業を本格操業できるかというときに、な

ぜトリチウム水を海に流すのか、絶対に反対」と思いをぶつけた。トリチウム水とは、福島第一原発の事故

で放射能物質で高濃度汚染された地下水や冷却水を、東電が ALPS という放射能除去装置で濾過し、トリチ

ウム以外の放射性物質は取り除いたという処理水のこと。トリチウムは天然の水にもわずかに存在する 3 重

水素で、ALPS によっては除去することが出来ない。そのために福島第一原発の敷地内に大型タンクに入れ

て保管しているが、そのタンクも現在約 860 基、処理水は約 105 万㎥にもなり、今も増え続けている。タン

クは敷地にほぼいっぱいになり、処理に困っている。そこで、東電と政府は、このトリチウム水を薄めて海

洋に放出することで決着しようと計画した。海洋放出がもっとも安く簡単に処分できるというのが理由だ。

原子力規制委員会の更田委員長も積極的にトリチウム水は海洋放出が解決策としてもっとも有効だと述べる

など、海洋放出を推進している。しかし、この処理水の中から、セシウムやプルトニウムなどトリチウム以

外の放射性物質も検出されており、十分除去できず残留していることが発見されている。東電や経産省など

が海洋放出を急ぐ理由は、これからの 1～4 号機の廃炉作業でスペースが必要になり、タンクを壊して場所を

確保したいというのが、緊急の必要性だとする。「汚染水の影響はコントロールされている」と見得を切っ

た安倍首相のオリンピック招致委員会での発言を忖度した経産省官僚が、海洋放出を急がせているという見

方もある。これ以上、太平洋に放射性物質を流すことは、将来の人類への犯罪になる。（文責：向井 宏） 

 

 

【関東】 

●神奈川県「養浜」で砂浜の復活を計画 

 神奈川県では、相模湾沿岸で砂浜などが消失・減少し海岸線の後退が著しい。そこで県では、これまで相

模川の河口周辺の砂浜で行ってきた「養浜」工事を県下の広い範囲で行う計画を進めることとした。砂浜の

消失や減少は、日本各地で起こっており、20 年以上前の国交省の調査では、全国平均で約 5m/年の速度で砂

浜海岸が後退しているとされている。それに対する対策としてもっとも多く採用されてきた方法は、コンク

リートで護岸するやり方だが、これによって返し波でかえって砂浜が無くなる現象も起こっている。また、

コンクリート護岸は景観を損ね、サーファーなどから嫌われている。日本の本土四島の砂浜は、約 95％の砂

浜海岸にコンクリート護岸が作られ、海の景観・生物への悪影響が指摘されてきている。「養浜」は、浜に

盛り土をして、砂浜を復活させようとする事業で、対症療法にすぎないけれど、コンクリート護岸に比べる

と環境にやさしいと言われている。砂浜の減少や消失は、河口から流れてくる土砂がダムなどでせき止めら

れて海へ流れてこないことがもっとも大きな原因である。そこで、神奈川県では「養浜」に使う土砂をダム

の底土を浚渫して海岸へ盛り土することとし、2006 年から試験的に実施を始めた。2011 年に「相模湾沿岸

海岸侵食対策計画」を定め、ダムの底土を利用することを対策の中心とした。これまで砂浜の消失が著しい

茅ヶ崎海岸で、相模ダムや道志ダムの底土を利用して「養浜」を行ってきたが、今年度から宮ヶ瀬ダムの底

土も利用する予定である。県の砂防海岸課は、ダムの底土浚渫の必要性もあり、養浜の必要性と相まってう

まくバランスがとれるとしている。しかし、ダムの底土は長年の堆積で砂成分のみならず、多くの細かいシ
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ルトや粘土成分もまじっており、きちんと処理して砂成分だけにして海岸へ盛り土する必要があり、費用は

バカにならない。対症療法の「養浜」では、何度も繰り返さざるを得ないため、将来の費用負担も必要にな

ってくる。もっと根本的なダムの撤去などに取り組むべきではないか。（文責：向井 宏） 

 

 

【中四国】 

●来年から親ウナギの全面禁漁期を設定へ 広島県 

 シラスウナギの不漁は全国的に顕著になってきたが、広島県内水面漁業管理委員会は、これまでの体長

30cm 以下のニホンウナギの禁漁措置に加えて、来年から体長 30cm 以上の親ウナギを含めて全体を禁漁にす

る期間を設定する方向で検討を始めた。中国地方では初めての試み。禁漁の期間は、産卵のために親ウナギ

が川を下る秋から冬の期間（10 月 1 日～3 月 31 日）とする予定。禁漁は漁業法に基づいて制定し、違反者

には 1 年以下の懲役や 50 万円以下の罰金を科すことが可能になる。来年 1 年間は試行期間とし、継続するか

どうか検討する。ウナギの禁漁は、一県だけで行っても意味はない。国のレベルでウナギの保護のための取

り組みが必要だが、国の取り組みは遅れている。（文責：向井 宏） 

 

 

 

【関東】 

◆江奈湾干潟の生き物観察 

 江奈湾干潟では、普段目にすることができない希少なカニや貝類、ゴカイの仲間など、そこにすむたくさ

んの生き物を観察できます。ネイチャーガイドが解説しますので、初めて干潟に足を踏み入れる方も安心し

て楽しく観察することができます。きっと生物の多様性に驚き、興味を持たれることでしょう！この機会に

是非ご参加ください。※観察会のあと、短時間でゴミ回収を実施予定です。ご協力ください。 

日時：2018 年 10 月 27 日（土）10:15～13:30 頃 ※小雨決行（荒天中止は前日 15 時までにメールに連絡） 

集合：江奈バス停前 10:15 集合 

アクセス：京急バス「三浦海岸駅」発「三崎東岡」行き（2 番のりば）で約 25 分、「江奈」バス停下車 

参考：三浦海岸駅 09:39 発 ⇒ 江奈 10:04 着（320 円）   地図はこちら 

※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。駐車台数に限りがあります 

場所：江奈湾干潟（神奈川県三浦市） 

主催：NPO 法人「OWS」 

対象：中学生以上の方 または 親子（保護者帯同の小学 3 年生以上） 

参加費：1000 円（保険代含む・集合時に徴収） ※昼食、飲み物持参（近くにコンビニ等がありません） 

ガイド：池上 喜代壱（OWS 理事・OWS ネイチャーガイド） 

持ち物ほか：動きやすく汚れてもいい服装と着替え（ヨシハラでは肌を露出しない長袖・長ズボン等が良い

です）、長靴（足にフィットしたもの）または 胴長または靴底が丈夫なマリンブーツ、長靴など汚れものを

入れる大きめのビニール袋、その他（フィールドノート、筆記具、ルーペ、双眼鏡、デジカメ、図鑑等をお

持ちの方はご持参ください）、天候に応じて雨具（傘不可）、虫除け・日焼け対策（帽子、日焼け止め）等 

3.海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 

http://www.navitime.co.jp/bustransit/
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※干潟での活動のため泥で汚れる場合があります。水道がすぐ近くにはありません。（ポリタンクに手洗い

用の水を準備します） 

問い合わせ先：OWS 事務局 03-6432-9917 

★申し込み先：電話またはフォームから。10 月 25 日（木）締め切り。キャンセルの場合は要連絡 

 

◆千葉県立自然史博物館 海の博物館 海の体験コーナー「微小貝を探そう」 

日時：2018 年 10 月 20 日（土）11:00〜11:20、13:30〜13:50 

対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

人数：各回先着 6 名 

料金：材料費 50 円／人 

 

◆千葉県立自然史博物館 海の博物館 講座「ヒラムシってどんな生きもの？」 

日時：2018 年 12 月 9 日（日）13:00〜14:30 

講師：主任上席研究員 奥野淳兒 

人数：15 名 

★申し込み先：ホームページから。 

11 月 25 日（日）締め切り。 

 

【中四国】 

◆カブトガニ講演会 

「生きた化石 カブトガニ 

         この宝を次世代に残そう」 

日時：2018 年 11 月 17 日（土）13:00~14:30 

場所：広島市安佐動物公園 

参加費：無料（動物公園入園料も不要） 

講師：大塚 攻（広島大学大学院生物圏科学研究科教授） 

問い合わせ先：安佐動物公園 

℡:082-838-1111 Email: zoo@asazoo.jp 

 

【九州】 

◆第 30 回和白干潟まつり 

 和白干潟まつりは、和白干潟を守る会が 30 年前から和白干潟の大切さを多くの市民の方々に知っていただ

くために企画した自然観察会主体のお祭りです。和白干潟まつりは年１回、渡り鳥が飛来する季節に、干潟に

親しみ貴重な生態系を守っていく機運を高めようと「和白干潟を守る会」と「グリーンコープ生協ふくおか 

https://www.ows-npo.org/activity/classroom/form.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1517439947207/index.html
mailto:zoo@asazoo.jp
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福岡東支部」の共催で開催しています。望遠鏡を何台

も設置したバードウオッチング、干潟の生き物観察、

植物観察、自然あそびなど、専門家の指導する観察会

や、写真展、パネル展、バザーやステージプログラム

など盛りたくさんのイベントが用意されています。

「30 回記念」となる今回は、マリンワールドのタッ

チプールや水槽展示もあります。秋の日曜日、子ども

さんと一緒に干潟の自然を楽しんで見られませんか。 

日時：2018 年 11 月 25 日（日）11:00～15:15 

場所：和白干潟・海の広場 

（雨天の場合は近くの和白３・４区公民館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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！ 

・表紙用の海岸や海の生き物の写真 

・最近観察した海の生き物の話題 

・うみひるも連載エッセイへのご感想 など 

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

mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
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5. 動物の親子を詞で知ろう（7）  久保田 信 

棘皮動物門 ５放射相称の底生動物 
 

 おなじみの動物門の一つが棘皮動物門で、体表に棘が生えているウニ・ヒトデの仲間が最もよく知られて

いる。名前の通り、棘だらけで身の安全を図っているのだが、棘の下にはさらに堅い骨格もつくって体を保

護している。殻は全て海水に豊富な石灰質からできている。そして、何百ものパーツからなるジグソーパズ

ルの様にできている。 

 

 この門には体がぐにゃぐにゃしたナマコや、ちょっと見ただけでは同じ棘皮動物仲間と思えぬウミシダ類

もいる。ウミシダ類は生きた化石といわれる深海性のウミユリの仲間である。ウミシダ類はウミユリと違っ

て自在に動ける。ウミユリ類の上部が独立した姿である。 

 

 残りのメンバーはクモヒトデ類やシャリンヒトデ類である。前者は一見するとヒトデの様だが、腕が長く

明瞭で自在によく動き、本体も腕からよく区分された形態である。後者は、クラゲの様な外見で、1986 年

に深海底の沈木から発見された。それ以来、現在まで世界から数種しか知られていない。 

 

 棘皮動物門は大半の種が海産のベントスで、岩礁で生息していたり、砂泥底に潜んでいる。深海性の浮遊

するナマコ類だけは例外である。 

 

 この仲間が全て、基本的な体の構造が５放

射相称である。ヒトデでこの構造が分かり易

く、5 本の腕を持っており、その一本の腕を

真っ二つに切っても体の中心を通る対称面が

５つできるのが特徴である。ヒトデは再生力

が強く、腕一本からでも個体を作り直せた

り、ヤツデヒトデの様に、腕をわざわざ自切

するものまでいる。ヤツデヒトデやオニヒト

デの様に多数の腕を持つものもいて、多いも

のでは 50 本に達する。 

 

ウニの一種、トックリガンガゼモドキ 

 

 

 クモヒトデ類も５放射相称がよく分かり、中央の本体部がヒトデよりも明確である。テズルモズル類で
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は、腕が何度も分岐して複雑に木の枝状になったものでも、基本的にはこの相称は変わらない。 

 ウニ類の殻も５放射相称がよく分かる。棘の生えている 5 面とこの類の足となる運動器官の管足が出てく

る 5 面が交互に規則的に並んでいるのがよく分かる。殻の下側には口器があって５本の歯がある。すしネタ

で知られた生殖巣も、殻を割ると、中に５個ある。しかし、例外もあって砂泥底に潜れるタコノマクラ類や

ブンブク類は、ウニ類が５つあるのと異なって、ただ１個の肛門が殻の端に寄っているので左右相称になっ

ている。 

 

 管足の基部には小さな袋があって、ここをふくらませたりしぼませたりして、骨格から出し入れする。こ

の袋は体中を５放射相称に巡らせる水管系とつながっている。水管系の別の端は、ただ一個だけの多孔板と

なっていて、ここから海水をふるいのように出し入れしている。この様な構造はこの門に特有である。 

 

 ナマコ類も一見すると５放射相称が分からないが、海底をはっている側にウニの様な管足が縦列に並ん

で、海底に体を着けない部分は単なる突起として並んでいる。解剖して内部をあけてみると、白い筋肉が筋

の様に５本縦走しているのがよく分かる。ナマコ類に堅い骨格はないが、体に中には目に見えない微小な骨

片が多数あって体を保護している。この骨片は様々な形態をしており、重要な分類形質である。 

 

 棘皮動物には肉食性のプレデタ－はいない。雑食性で死骸や有機物の屑などをかじり取ったり、海水中か

ら微小な餌をこしとって食べている。世界に 8000 種知られている。体は大きなものでは 1m にもなる。ウ

ミリンゴ類や座ヒトデ類など化石として知られる様々な形をした絶滅群が現生の３倍ほどの種が知られてい

る。棘皮動物門は、現生の分類群も含めて古生代カンブリア紀から出現している古い動物である。 

 

 どの仲間も雌雄異体が多く、受精卵は独特の幼生となって海中をプランクトン生活を送りながら成長し、

やがて海底におりて変態して成体となってゆく。幼生が発見された当時は親子関係がわかっていなかったの

で、発生でおなじみのエキノプルテウス幼生などの固有名がつけられた。どの幼生も左右相称なので親とは

体制が異なっている。 

 

 

 

トゲトゲトゲトゲ ウニ グニャグニゃグニャグニャ ナマコ 海のお星さま ヒトデ 

みんな仲間だ 海に住んでる棘皮動物 

 

見かけはいろいろ 違っているけど 身体のつくりは 皆同じ 

不思議な身体だ 5 放射相称 不思議な身体だ 5 放射相称 

それはヒトデの 身体を見れば わかるでしょう 

トゲをとったら ボールになるウニ ボールの殻を よくみれば 

不思議な模様だ 5 放射相称 不思議な模様だ 5 放射相称 

それぞれの模様から 生えていたのさ トゲトゲは 
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ウニの身体には 秘密の模様も あるのです そこから手足を 出してくる 

ウニのお寿司には おいしい秘密があるのです 食べているのは生殖巣 

ボールの殻を 開いてみると ヒトデと同じ １つの身体が 5 つになって 

見事なもんさ 5 放射相称 

海の底で つつしむナマコ 身体の中身を開いてみれば 

不思議な模様だ 5 放射相称 不思議な模様だ 5 放射相称 

並んでる 5 本の 長くて白い 筋肉が 

棘皮動物は たくさん手足を 持ってます 柔らかいのは 中身が海水 

身体にいっぱいの 海水巡らす水管系 その先っちょが手足です 

手足の根元 ちっちゃな袋が ついていて ふくらむしぼむ ふくらむしぼむ 

それを続けて動いている 

 

海の良き日に 出会った父さん お母さん 運命の出会い 2 人は一目ぼれ 

母さん卵子 父さん精子を いっしょに出す めでたく受精した 卵から 

生まれてくる 赤ちゃんは いろんな形 

どの赤ちゃんも 親とはまったく その形が 似ていない 

ビビンナリア アウリクナリア エキノプルテウス 大海原を 旅をする 

こうして育った 棘皮動物の 赤ちゃんは 降りて行くのさ 海の底 

そしてだんだん 変身してゆく 親の形に 期待に応え 身体の造り 

けなげなもんさ 5 放射相称 

 

棘皮動物には仲間がいる その数 現在 8 千種 

クラゲに似ている シャリンヒトデ しなやか腕持つクモヒトデ 

有名な化石の ウミユリに似た ウミシダも 

 

今は 8 千種 だけど 5 億年前 その 3 倍 棘皮動物も進化した 

今は化石になって 残っているのさ仲間たち ウミリンゴもその 1 つ 

化石の中を 調べてみると ヒトデと同じ 1 つの身体が 5 つになって 

やっぱり出てくる 5 放射相称 

トゲトゲトゲトゲ ウニ グニャグニゃグニャグニャ ナマコ 海のお星さま ヒトデ 

みんな仲間だ 海に住んでる 棘皮動物  みんな 棘皮動物 
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備前市日生のアマモ場再生“里海づくり” 

 地球生命系はいくつもの生態系のつながりの中で成り立っています。生態学的には「エコトーン」と呼ば

れる異質（隣接）生態系をつなぐ“バッファーゾーン”があり、野生の生き物にとってはかけがえのない存在

であるばかりでなく、近年の多様な災害が多発する時代にあっては、減災にも重要であるとその存在が見直

されています。陸と海の間のエコトーンには、湿地、干潟、アマモ場、ガラモ場など多様なものが知られてい

ます。しかし、それらの多くは、人々が生活や産業活動の場を広げる中で、直接的にも間接的にも破壊され

続けてきました。面として機能していたエコトーンを線としての垂直護岸や消波ブロックの配置に変え続け

られてきました。東日本大震災からの復興に“紛れて”三陸沿岸域に張り巡らされた巨大なコンクリート防

潮堤がそのシンボル的存在になってしまいました。 

 一方、瀬戸内海の海辺に暮らし、海の恵みをいただく漁師は、そのようなエコトーンと云う呼び名は知ら

ずとも、水辺をベルトのように覆うアマモ群落は、沿岸漁業を持続的に営む上でなくてはならない存在であ

ることを体で感じとってきました。そのような代表の一つが岡山県備前市の日生地区であり、高度経済成長

期の開発の影響で瀬戸内海の環境が大きく悪化し、日生地区の岸辺に 500ha も存在したアマも場はほとんど

壊滅してしまいました。アマモ場の復活が日生地区の漁業の根源だと考えていた漁師は組合長の強い思いと

指導力のもと、1980 年代終わりからアマモ場再生に取り組み始めます。しかし、一度壊滅した生態系の復活

は簡単なことではなく、考えられるあらゆる試みはことごとく失敗に終わる中でも、アマモ場の大切さを問

い続ける漁師を、研究

者、市民、行政関係者な

どが支える共感と協同の

輪が広がり、アマモの種

（写真１）を集めて適地

に蒔く手法の開発などに

より 10 年ほど前からアマ

も場が広がり始めます。 

 

写真１ 流出したアマモ

を回収し、ネットに収納

して種を熟成させる 

 

6. 有明海と三陸の水辺から（82）     田中 克 
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 漁師の不屈の信念とともに増え始めたアマモ場の造成を地域に根付かせるために、6 年前から地元の日生中

学校の環境学習として、夏に流出したアマモを拾い集め、ネットに収納して種を熟成させる取り組みが進め

られています（写真２）。さらに、中学生が地元の年配の漁師さんから海、魚、漁、アマモ、牡蠣養殖のこ

となどを“聞き書き”し、まとめて発表するなどの活動が続けられています。その中で、中学生の郷土意識

が芽生え、日々の勉強への意欲の高まりから学力の画期的な向上にもつながりつつあると言います。 

写真２ 毎年 6 月には日生中学校は

全校をあげてアマモの回収に参加す

る 

 

 こうした一連の取り組みの影に

は、「里海」の提唱・普及に努め、

日生での実証を支援されてきた NPO

法人「里海づくり研究会議」の多大

な貢献があります。備前市には、全

国でもまれな「里海・里山係」が設

置され、里海をさらに豊かなものに

するとともに、里山づくりとも連携

させ、森里川海のつながりを生かした地域創生モデル作りが進められています。不要になったカキ養殖筏を

備前焼の窯の燃料に使用したり、牡蠣殻の粉末を土壌改良剤に使用し、かつてのようにアマモを畑作物の肥

料に用いるなど今後の展開が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ アマモが復活し

た日生の海では、密植を

避けて高品質の牡蠣を育

てる 
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7. カニの消えた川（3）    昆虫研究家 桃下 大 

 

４．川は海に注いでこそ川である 

 前編では主に調整池の川や諫早湾の川について述べたが、ここでは少し違うタイプの川について述べてみた

い。これにより海、川、カニの関係がよりはっきりしてくる。 

 

 島原市には湧き水が多く、「島原湧水群」として環境庁の名水百選に選ばれている湧水がいくつもある。それら

の湧水を源流としている川（図 26）の一つに「われん川」とよばれる全長およそ 500mの小さな川がある。われん

川は灌漑用水路のようにも見えるが両岸は石積みでコンクリート壁はなく下流はアシ原から干潟を経て海へ注い

でおり（図 27）、小さいとはいえ立派な川である。 

 

 

 

 

 

 われん川は短い川なので少し移動するだけで生き物も変化する。カニに注目すると、まずは河口付近のアシ原

一帯にはアシハラガニが目立つ（図 28）。アシハラガニは水中にかけた罠にもかかるが、これは水の中もよく歩き

回るからである。水中の石を起こしながら目を凝らすと流れにゆらめきながらケフサイソガニが、時にはモクズガニ

も見つかる。いくらか上流へ向かうとフタバカクガニ、クロベンケイガニ、アカテガニ、ベンケイガニが見られるように

なる。このうちアカテガニは最上流にあたる源泉でも活動している。モクズガニは目で探すのは容易ではないので

罠をかけたら源泉の近くで 6頭もかかっていた（図 29～31）。このことからモクズガニの稚ガニは海から上がった

後、次第に上流へ向かって移動していくことがわかる。われん川でこれまでに見たカニは全部で 7種であるが、わ

れん川がとても小さな川であることを考えれば 7種はかなり多い。いうまでもなくこれは海に繋がっているからのこと

で、調整池に注ぐ川では決して起こりえないことである。 

 

図 26 われん川の源流となる湧水。流れ出る水は

小さな川をなす。2018 年 5 月 22 日撮影 

図 27 われん川の河口。下流はアシ原の中を流

れ、最後は海に至る。2018 年 5 月 22 日撮影 
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５．アユの消えた川 

 調整池の北部排水門にもっとも近い川は境川（図1 ※編注：前掲）であるが、その上流の轟渓流は環境省の名水百選

に選ばれ、夏は子供から大人まで多くの人が水遊びや納涼におとずれる。轟渓流から市街地までの間には民家は少

なく、昔も今も河口の近くまできれいな水が流れている。境川が昔と今とで変わったのは海と川との繋がりが切れて川の

生物がその影響を受けるようになったことである。図32、33は潮受堤防で締め切られる前の境川の河口域の光景で、

満潮時になると河口付近の流れは海面下に隠れていた。その当時は境川にはアユが上っていたが現在では見られな

くなった。アユは通し回遊をする魚で、秋に川で産卵し、孵化した稚魚は海に下って動物プランクトンを食べて成長す

る。そして春になると川を遡って、川底の石についた珪藻を食べるようになる。このようなアユの生活史からみて、稚魚

の下る海がなくなれば、アユがいなくなるのは当然のことであろう。アユは境川で重視されていた魚であることは図35の

掲示板で最初に記されている魚がアユであることからうかがえる。このような掲示板は少なくとも3つは確認していたが下

流のものはいつのまにか撤去されていた。数年前に関係者から聞いた話によると、他県からのアユを放流してみたが無

駄に終わったとのことであった。 

図 28 図 27 で、アシ原から川の方へ出てきた多数

のアシハラガニ。2018 年 5 月 22 日撮影 

図 29 上流で流れを覆った植物をかき分けて仕掛

けた罠（中央部）。2018 年 4 月 18 日に撮影 

図 30 罠に入ったモクズガニ。仕掛けてからほぼ 4 時

間後に 6 頭が掛っていた。2018 年 4 月 18 日に撮影 

図 31  モクズガニ。図 30 の罠に掛った 6 頭のうち

の 1 頭。2018 年 4 月 18 日に撮影 
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 調整池に注ぐ川でアユが上っていたのは何も境川だけではない。私は 2016～2017年に水生昆虫の調査のた

めに何度も長田川（図 1 ※編注：前掲）に通った。その時に出会った地元の人の話によると長田川にもアユが上っ

ていたが、干拓事業のあとはだめになったという。30年近く前のことだが、年輩の人から「以前は本明川にもアユ

が上がっていた」との話を聞いて驚いたことがある。これは当時の本明川は生活排水のたれ流しが見られるなど水

質が悪いのは明らかで、アユと本明川とは結びつかなかったのである。おそらくアユは激減あるいは全滅していた

と思われる。 

 

 最近の本明川は下水道が整備されて水質も改善されたのでアユが上ってもおかしくない状態に近づいた。しか

し海との繋がりを絶たれたままではいくら水質を改善してもアユは戻ってこない。潮受堤防が川の生態系破壊のレ

ベルが河口堰やダムよりも上なのは間違いのないことである。 

 

 

 

図 32 干拓事業前の境川の

干潮時の河口付近の光景

（1990 年の夏。雲仙普賢岳

噴火前撮影）。満潮時にな

ると川は完全に海面下にな

る。緑色の植物は塩生植物

の群落で、これも満潮時に

は海面下になる。この頃は

境川にはアユが上っていた 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33 満潮時に図 32 のやや上

流で撮影。諫早湾の干満の差の

大きさがわかる（1990 年の秋撮

影） 
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図 34 現在の境川の河口近くの光景（2018 年 4 月 24 日撮影）。調整池に注ぎ岸辺にツルヨシが生える 

 

 

図 35 1994 年 8 月 1 日に境川上流の大渡橋で撮影したものだが、現在も残っていると思う 

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 

◇桃下様のエッセイの後半が始まりました（紙幅の都合で数回に分割して掲載させていただきます）。 

干拓堤防完成前の有明海の写真など、とても興味深いです。つづきもお楽しみに。 

◇今回、見出しの配色やノンブル（ページ数）の位置を変えてみました。うみひるもに関して、何色にしたら良いかといった

デザイン的なアドバイスも含め、ご感想など、是非お気軽にお寄せください。（ちよ） 

 

◆ようやく秋がやって来たようです。酷暑と多くの災害をもたらしたこの夏でしたが、うみひるもの愛読者のみなさまは、ご

無事で乗り切ったでしょうか。いろんな花の開花時期が狂ってしまったことが報じられていますが、海の中の生きものたち

の生活は、どのような影響を受けたのでしょうか。人類の営為によって海の生き物にもなんらかの変化と変更がもたらさ

れていることが推測されます。福島では、これまで海に流された放射性物質は莫大な量と思われますが、さらにトリチウ

ム汚染水を海洋放出することで目の前の汚染水貯水タンクを無くそうとする計画が進められています。すべて海に流せ

ば目の前から消えるという発想で、海はこれまでも汚され続けてきました。プラスチックの汚染も今後さらに酷くなっていき

そうです。なんとか希望を見いだせる道は無いものでしょうか。 

◆海の生き物を守る会では、この 10 月から 1 年間、プロナテューラファンドの助成を受けて、砂浜の生き物市民調査を

継続し、発展させることになりました。自然保護助成基金にお礼を申し上げると同時に、多くの方々に砂浜生物調査にご

協力をいただきたいと思います。これまで調査票をお送りいただいた方々も、まだ参加していただいていない方も、この機

会にぜひ、お近くの砂浜に出て調査を行ってみて下さい。調査方法や調査票は、ホームページからダウンロードできます。

（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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