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「今月の海」

浜子海水浴場（青森県平内町）

青森県平内町浜子の海水浴場の浜は、もともと礫と砂の混じった海岸だったが、2003 年に海水浴場として
整備された人工海岸である。両側に人工の突堤を築き、浜の礫を取り除いて、海水浴場とした。砂は現地の砂
をそのまま残したという。沖には離岸堤が作られている。陸側にはクロマツの並木を植栽している。整備後、
海水浴場として利用されていたが、2007 年カギノテクラゲが大量に発生し、海水浴場は閉鎖され、以後放置
された。陸上
からの植生
が進出し浜
を覆うよう
になってき
た。海浜植物
としてコウ
ボウムギ、ハ
マナス、ハマ
ニンニク、ウ
ンラン、オカ
ヒジキなど
が見られる
が、同時に外
来種のオニハマダイコンが増えてきている。その他、陸上植物が海浜植物帯にかなり入り込んで来ている。離
岸堤の周囲にはアマモ場があり、海岸には枯れたアマモの堆積が見られる。西の方に遠浅の干潟を持つ平内湾
があり、その浅所海岸はハクチョウの飛来で知られる。湾の奥に小湊川が流れ込み、一部の砂がこの海水浴場
跡にも堆積している。

（2015 年 9 月 14 日

田中のぶ子氏撮影）
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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】
◆「海の生き物を守るフォーラム 2019」を開催します

「連続する自然としての砂浜－その過去と未来－」
日時：2019 年 2 月 3 日（日）10:30～15:40
会場：大阪ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）5F 大会議室 2
（大阪市中央区大手前 1 丁目 3-49；℡06-6910-8616）駐車場利用可
アクセス：京阪電車・地下鉄谷町線天満橋駅から東へ 350m、テレビ大阪隣り
プログラム（予定）：講演 5 題（須田祐輔氏、つる祥子氏、田中雄二氏、安部真理子氏、向井

宏）

総合討論 1 時間

◆今年度総会を開きます
海の生き物を守る会総会を以下の要領で開催します。ぜひ多くの会員が参加してください。
日時：2019 年 2 月 3 日（日）16:00～16:40
会場：大阪ドーンセンター5F 大会議室 2（フォーラム終了後、同じ会場で行います）
総会終了後、天満橋駅周辺で懇親会を行います。

17:00～

まだ少し先ですが、ぜひ参加をご検討ください。参加出来ない場合は、例年通り委任状を事務局までお送
りくださいますようお願いします。
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「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
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海の生き物を守る会では、海の生きもの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ものの情報、海の生きもの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、毎年 1 回以上の発行を目指しています。A4 版横書きで、原則として日本語です。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

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。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。投稿要領を以下に掲載します。

投稿について
1.

投稿内容については、海の生き物とその環境に関するものに限定します。海の生き物には、海浜植物や
海鳥などその生活の一部に海と関係を持つ生物も含みます。

2.

どなたでも投稿できます。ただし、原稿が多すぎてすべてが掲載できない場合は、海の生き物を守る会
会員の投稿を優先することがあります。

3.

原稿の内容は、総説、論文、短報、資料、データ、情報、調査報告、編集者への手紙、写真、その他（紀
行文など）とします。

4.

原稿は日本語とし、(1)タイトル、(2)著者名、(3)著者所属団体もしくは住所、(4)連絡先メールアドレスな
ど、(5)本文

から構成する。本文には、必要に応じて、まえがき、要約、まとめ、謝辞、引用文献、参考

文献などを含めてください。図、表、写真は、文中に入れ込み、後ろでまとめて掲載しない。説明も同様。
5.

投稿は、できる限りデジタル原稿で編集部へメール添付ファイルとして送付してください。添付で送れな
いほど大きい容量の場合は、原則として受け付けません。その場合は、原稿を分割する（連載する）など
工夫してください。また、例外もあるので、編集部と事前に協議すること。

6.

当面、投稿は無料とし、原稿料もありません。

7.

原稿は原則として審査無しで掲載します。ただし、編集者が問題があると認めた場合は、著者と話し合い
を行い、訂正を求めることがあります。誤字脱字については、編集者が訂正をすることがあります。

8.

希望があれば、広告を掲載できます。広告料については、別に定める。

9.

発行は不定期とし、原稿が集まれば発行します。ただし、最低 1 年に 1 回は発行します。

購読について
当面の間、購読は無料とする。購読希望者は、海の生き物を守る会のホームページにアクセスし、自由に
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ダウンロードできる。
海の生き物を守る会

雑誌編集部

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください
現在まで298枚、162カ所を調査
海の生き物を守る会では、全国の砂浜海岸で生物調査を進めてきました。今後も継続し、来年の9月には第
3次の中間報告書を刊行する予定です。危機的な状況が続いている砂浜とその周辺に棲む生き物のために、日
本の砂浜を取り戻そうと計画された調査です。調査は誰にでもできる方法で計画されていますので、少しで
も多くの人が多くの海岸でこの調査に参加していだけるようにお願いいたします。当会のホームページ
には、ワードファイルで調査の方法書と報告用紙も掲載しています。これらはダウンロードできます。
これまでに会員や非会員の皆さまから298枚の調査票が寄せられ、全国162カ所の砂浜で調査が行われまし
た。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの海岸での調査が必要です。まだ調査が1カ所も行われていな
いのは、秋田、山形、岩手、福島、岡山の5県です。ぜひご協力をお願いいたします。同じ海岸でも季節が違
えば、また同じ季節でも気候が違えば、結果が異なります。いつでも、どんなときでも調査はできます。一
度、ホームページから調査マニュアルをお読みください。過去2回の中間報告書を発行しています。わずかで
すが、残部がありますので、欲しい方は事務局までご請求ください。申し訳ありませんが、送料をご負担願
います。

◆「未来へ残していきたい砂浜」を募集しています
海の生き物を守る会は、素晴らしい自然が残っている砂浜、未来にぜひ残していきたい砂浜を全国から募
集しています。この砂浜をぜひ残したいというところがありましたら、推薦をお願いします。
★応募は、候補となる砂浜の写真と概略（住所、景観のようす、利用状況など分かる範囲で）を書いて、
事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお送りください。

お知らせコーナー

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。このたび、「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

●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。
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、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

ﾑｶｲﾋﾛｼ

5

2．クジラ切手コレクション （67）（68）

立川賢一

6
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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。

【東北】
●福島第一原発汚染水海洋放出で東電の説明文書に 1276 ヶ所の誤り
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、東電が提出
した説明用の資料文書に多くの誤りがあることが明らかになった。誤りは 1276 ヶ所にも及び、その中に
は、セシウム 134 の濃度を示すところにセシウム 137 の濃度を記載したり、グラフの数字を誤って入力す
るなどの根本的なミスが含まれている。この誤りを多数含んだ資料をもとに、専門家会議で議論をし、海洋
放出という結論を導いたことになる。東電は外部からの指摘で誤りを認めたが、専門家会議のメンバーは誰
一人その誤りを指摘できなかった。経産省は専門家会議の結論をもとに、住民への説明会を開いたが、その
過程でトリチウム以外の放射性物質が基準値を超えて処理水に含まれていたことも明らかになった。ストロ
ンチウム 90 の濃度でも誤った数字が記載されていたことも判明した。専門家会議は海洋放出の結論ありき
で、まともな議論などしていなかったことがはっきりした。東電が単に誤りを認めて訂正するだけでなく、
専門家会議のメンバーは、誤った資料から誤った結論を導いた責任をとって全員辞任すべきではないのか。
（文責：向井 宏）

【中四国】
●海鳥への餌やりクルージング

牛窓のホテル

岡山県牛窓町のホテル「リマーニ」は、このたび海鳥への体験餌やりクルージングという企画を始めた。
同ホテルは瀬戸内海に面しており、その立地から本企画を計画したという。同クルージングは、ホテル前か
ら船に乗り込んで、カモメやウミネコなどにパンなどの餌を与え、乗客が目の前に近づいてきた海鳥への餌
やりを楽しむ企画となっている。所要時間は 30 分で料金は 2500 円。小学生は半額。ホテルの宿泊とは関
係なく利用できる。カモメが多い 3 月頃まで実施するという。カモメやウミネコなど海鳥も野生動物であ
り、野生動物に餌を与える行為は野生動物の保護と逆行する行為であり、環境省などは野生動物への餌やり
は止めるよう勧告している。このホテルは野生動物とペットとの違いを理解していないとしか思えない。
（文責：向井 宏）

【九州】
●ヒョウモンダコは食べても有害
熱帯・亜熱帯性のヒョウモンダコが温暖化の影響で本州各地の海でも見られるようになってきた。ヒョウ
モンダコは噛まれると猛毒により人が死に至ることもあることで知られているが、長崎大学の研究チームの
研究によって、ヒョウモンダコの身体と唾液腺に猛毒があり、噛まれると有害であるばかりでなく、食べて
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も「最悪の場合、死に至る可能性がある」ことが分かった。長崎大の研究チームの調べによると、唾液腺以
外の筋肉や表皮からもテトロドトキシンが検出された。研究チームでは、警戒を呼びかけている。ヒョウモ
ンダコは体長 12cm 程度の小型のタコで、唾液腺にヘトロドトキシンというフグと同じ猛毒を持っているこ
とで知られている。身体にヒョウ柄の模様を持ち、ところどころに青い蛍光色の輪状紋を散らす。
（文責：向井 宏）
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3.海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報
【関西】
◆全国アマモサミット 2018in 阪南シンポジウム
第 35 回沿岸環境関連学会連絡協議会ジョイントシンポジウム
「大阪湾における藻場再生の意義と可能性」
浅場や藻場、アマモ場が非常に少ない大阪湾では、藻場やアマモ場に対しての認識が低くその必要性など
が十分に認知されていない。本シンポジウムでは、アマモ場を含む藻場の重要性や発展性、大阪湾での再生
のあり方について、産官学がどのように連携していくべきか、地域へどのように還元していくべきかを産官
学それぞれの取組をもとにディスカッションする。
日時：2018年11月2日（金） 9:00～17:50

←明日です

場所：阪南市サラダホール
＜世話人 大塚耕司・岩井克巳・堀正和・古川恵太・田中丈裕・今井一郎＞
プログラム
開会挨拶（09:30～09:40）
全国アマモサミット2018in 阪南実行委員会副委員長

大塚耕司、沿岸環境関連学会代表

今井一郎

趣旨説明（09:40～09:45）
全国アマモサミット2018in 阪南実行委員会副委員長

岩井克巳

導入（09:45～10:05）第32 回沿岸環境関連学会連絡協議会ジョイントシンポジウムの議論を踏まえて
田中丈裕（NPO 里海づくり研究会議）
第1部

藻場の持つ機能や可能性、将来性（10:05～14:00）

1．アマモ場を含めた藻場の機能と役割（仮称）堀

正和（瀬戸内水研）

2．水産における藻場とアマモ場の重要性（仮称）吉田吾郎（水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所）
3．藻場とアマモ場による赤潮及び貝毒プランクトンの抑制効果

今井一郎（琵琶湖博物館）

－休憩（11:35～12:30）－
4．造成干潟・藻場の価値および持続可能性の定量化（案）岡田知也（国土技術政策総合研究所）
5．ブルーカーボンとしてのアマモ場の可能性（仮称）桑江朝比呂（港湾空港技術研究所）
6．沿岸域総合管理とブルーエコノミー（仮称）古川恵太（NPO 海辺つくり研究会）

第2部

藻場とアマモ場を取り巻く施策と再生技術の現状（14:15～15:15）

＜キーワード：水産資源／国家施策／民間技術＞
7．水産庁の取り組み（仮称）水産庁漁港漁場整備部整備課課長補佐（設計班担当）不動雅之
8．瀬戸内海における藻場とアマモ場再生（仮称）環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室室長

山

本郷史
9．環境修復再生技術の事例紹介① （東洋建設株式会社）
10．環境修復再生技術の事例紹介②
第3部

（新日鐵住金株式会社）

大阪湾の現状と地域行政の取組み（15:30～16:20）

＜キーワード：大阪湾の藻場／大阪湾沿岸の施策・事例＞
11．大阪府の取り組み（大阪府水産課）
12．大阪湾再生の取組

（国土交通省近畿地方整備局）

13．大阪湾における藻場再生・環境再生の現状
第4部

吉村直孝（一般社団法人生態系工学研究会）

総合討論（16:30～17:30）～大阪湾における藻場再生の現状と将来性～

コーディネーター：大阪府立大教授

大塚耕司

閉会挨拶（17:30）
水産学会水産環境保全委員会委員長

◆地球温暖化講演会

門谷茂

「温暖化が進む大阪湾

日時：2018年12月1日（土） 14:00～16:00
場所：大阪市立総合生涯学習センター

第1研修室

講師：鍋島靖信（大阪市立自然史博物館外来研究員）
定員：50名 ／費用：無料

漁業と生物の今、未来」

10

【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」

前号でお知らせしたこの講演会ですが、一部ポスターに修正がありました。参加無料（入園料は不要）と
なっていましたが、参加無料（入園料は必要）が正しいそうです。再掲します。
日時：2018 年 11 月 17 日（土）13:00～14:30
場所：広島市安佐動物公園
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
（℡:082-8381111 Email:
zoo@asazoo.jp ）
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5. 動物の親子を詞で知ろう（8）
毛顎動物門

久保田 信

射られた矢の如く獲物を捕獲する矢虫類
12

毛顎動物門は海洋プランクトンが主の捕食者である。カイアシ類や稚魚など動物プランクトンを食べ、獲
物に向かって射られた矢のように、真っ直ぐに飛びつく性質からこの動物門は矢虫類と呼ばれている。大半
の種は赤道から両極海までの各地の海洋の沖合にいる。水温により生息種が異なるので水塊の指標種とな
り、その分布を調べることで海流の流れを追跡もできる。世界の海から 130 種が知られる。変わり者は海底
ぐらしのイソヤムシ類で、産卵数も 1 回に 10 個ほどとたいへん少ない。系統関係が不明な動物で、古生代
のカンブリカ紀から化石ムカシヤムシが発見されている。

ヤムシの頭には強力な顎があり、捕獲を確実にするための
牙のような顎毛が多数ある。頭から下は太めの胴部と細めの
尾部の 3 部に別れている。体全体は透明で、背腹に扁平なの
で浮遊適応にマッチした形である。
南紀白浜産ヤムシの一種の頭部
（顎毛や２個の眼などが見える）

魚のものとは違うが、尾端に 1 個の鰭が、側面に 2 対の鰭
がある。これらの鰭で表面積を増して体の浮遊を楽にさせている。大体の種が数 cm ほどの体長であるが、
最大では 15cm にもなる。体内には縦走筋だけしかないので、体を前後に縮めることはできない。矢のよう
なダッシュは背腹に 2 束ずつある筋肉を使い、尾鰭も屈曲して実行する。消化管は口から肛門まで直走して
いるが、肛門の位置は動物界では珍しい位置にある。つまり、体の後端より前方に開口する。肛門の後に尾
が伸びているのはこの門のユニ－クな特徴であるが、独自のものではない。

明確な循環器・排出器・呼吸器がなく、酸素のとりこみや老廃物の排出は主として体表から行う。頭と胴
部に神経節があり、はしご形様の神経系が走る。頭部には一対の複眼状のものがあるが、レンズはないので
像は結ばす、明暗のみを察知する位である。体内外の構造から左右対称動物といえる。

変わっているのは、この門の全種が雌雄同体で、卵巣を前に、精巣がその後にできる。交尾行動をする種
は、互いの体を上下逆さまに向かい合わせ、精子塊を渡しあう。自家受精する種も知られるが、全種とも交
尾器はない。1 回の産卵で約 100 個以上の受精卵を産む。原口が成体の口にならない特徴があり、他の大抵
の無脊椎動物とは逆である。発生が進むと成体と類似した形態の小さな幼体となり、めまぐるしい変態はし
ない。ただ、孵化したての時はトレードマークの顎毛も、鰭もできていない。室内飼育で世代を何度もまわ
せている種では、1 世代の期間が数ヶ月と短い。では、ヤムシの歌をどうぞ。

矢のようにダッシュする ヤムシ
透明で細長い ヤムシ
ウロコがないぞ ヤムシ
薄いボディーは 沈みにくいのさ
エサを見ると 牙をむき出し
すばやい動きで エサをかみ殺す
ああ 海のプレデター
獲物を狙うヤムシだよ
雌でもあり雄でもある ヤムシ
雌雄同体（しゆうどうたい）だよ ヤムシ
ヤムシの子どもは 大人になるために
海流に乗り 旅をするのさ
体のつくりが とても不思議
わずか数センチのプランクトン
ああ 暖流や寒流の 目印になるヤムシだよ
イソヤムシは珍しい ヤムシ
海底に住んでいる ヤムシ
ヤムシの仲間は 130 種
世界の海で 暮らしているのさ
ご先祖様は いったい誰なの？
今も進化は 謎のまま
ああ 毛顎（もうがく）動物
矢のようなヤムシだよ

『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
ご投稿は

hirumo@live.jp

など

またはフォーム（ https://goo.gl/GjWIjL ）へ
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6. 有明海と三陸の水辺から（82）

田中 克

琵琶湖固有種ホンモロコの産卵と資源回復
わが国最大の琵琶湖は 400 万年の歴史を持つ古代湖として世界的にも貴重な存在であり、ここにしか生息
しない多くの固有種が知られています。湖国の食文化を代表するフナずしの素材であるニゴロブナと同様に、
ホンモロコもまた琵琶湖にとってなくてはならない存在です。本種も他の琵琶湖の重要水産資源と同様に、
その漁獲量は盛期の 1/10 前後に激減して、今後の動向が危惧されていますが、滋賀県水産試験場の調査結果
に基づく施策などにより、回復の兆しが現れ始めています。今から 60 数年前に小学校 5,6 年時の担任の先生
が伝馬船を漕いで、膳所公園沖の水草帯に連れ出し、南湖の岸辺に産卵回遊してきたホンモロコを釣り上げ
たのが、稚魚研究に踏み込む原点となりました。現役時代の研究対象は海の稚魚が中心で、琵琶湖の魚類と
の関わりは希薄になっていましたが、2017 年秋のカヤックによる「琵琶湖遍路」での再会をきっかけに、ホ
ンモロコへの思いが蘇りました。
認定 NPO 法人シニア自然大学校は 2015 年以来、琵琶湖の再生への取り組みに関心を深め、鈴鹿山脈から
琵琶湖までを一つの自治体に収める東近江市での森から海までの観察会、前滋賀県水産試験場長の藤岡康弘
さんや東近江市森と水の政策課の山口美知子さんにご講演いただく機会を持ちました。今年度には琵琶湖の
生き物の現状を体感する観察が春と秋に設定され、5 月中旬と下旬にはホンモロコの産卵現場を直接見る観
察会が行われました。
かつて、琵琶湖が健全であった頃には、ホンモロコは春の訪れとともに、深い北湖から浅瀬の多い南湖の
岸辺に産卵のために来遊していましたが、高度経済成長に伴う南湖の環境の悪化により、今ではその“大回遊”
は見られません。しかし、今でも本種の再生産を数少ない内湖、西の湖や伊庭内湖が支えているのです。藤
岡さんの案内で、西の湖の岸辺に背丈の倍以上にも伸びるヨシ群落を抜けると水辺に出ました（写真１）。

写真１ 西の湖岸辺のヨシ群落を潜り抜
けると水辺に出る（2018 年 5 月 30 日）
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水面近くのヨシの茎には直径 1mm ほどの多数の魚の卵が産みつけられているのを観察できました（写真２）。
近年では、産卵保護の施策が講じられ、産卵数は増加傾向にあります。しかし、夏の大雨による水田などの
冠水を防ぐために、入梅前には瀬田川からの放水量を増して水位を下げる操作が行われます。1 日に 10cm も
水位が下がり

ヨシなどに産み付けられた卵が干出して大量に死亡する問題が大きく立ちはだかっています。

今後、農業と漁業が共存しながら、自然に依拠した暮らしの見直しをする上でも、水位調整は非常に重大な
問題といえます。

写真２ 水辺のヨシ群落の根元を観察する（右）と多数のホンモロコ卵が観察された（左）

滋賀県では、産卵期のフナやコイを、かつてのように水田に遡上できる工夫を加え、水田を産卵場と稚魚
の育成場にする「ゆりかご水田」づくりが進められていますが、ホンモロコでも「ゆりかご水田」の工夫が
試みられ、成果を上げています。本種では、人工的に孵化させた直後の仔魚を田植え 7 日後の水田に放流し、
捕食者が少なく餌（ミジンコ）が多い環境下で 2cm 前後の稚魚まで育成し、中干し時に琵琶湖に流下させま
す。2017 年には孵化仔魚 3060 万尾を放流し、流下稚魚(2cm 前後）1040 万尾が得られています。ちなみに、
この間の生残率 34.0％は自然界の 100 倍以上の極めて高い値と推定されます。
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7. カニの消えた川（4）

昆虫研究家 桃下 大
最終回
16

６．水生昆虫やイシマキガイとカニ

境川の河口付近ではこれまでに何度もカニの調
査をした。図 36 のように高校生に手伝ってもら
ったこともある。しかしカニを探し出すことはで
きなかった。罠を仕掛け、モクズガニをねらって
みたが無駄であった。

図 36 境川でカニを探している高校の生物部
の生徒たち（2015 年 8 月 23 日撮影）

川にカニが生息しているかどうかは直接カニを探さずともわかる。カゲロウなどの水生昆虫の幼虫が
河口の近くで見つかれば海との繋がりのない証であり、カニ（サワガニを除く）が生息していないこと
を表す。図 37 は境川の、図 38 は山田川（図 1※編注：225 号掲載）の、いずれも河口近くで見られる水生
昆虫である。この 2 つの川の水生昆虫の種類はちがうが海との繋がりがないことを示している点では同
じで、当然これらの川にはカニは生息しない。

図 37 図 34（編注：227 号掲載）の沈下橋付近
で採集した 3 種のカゲロウの幼虫。左側の黒っぽ
い 4 頭はシロタニガワカゲロウ、中央右の白色は
トウヨウモンカゲロウ、その上はモンカゲロウの
幼虫（2016 年 3 月 10 日撮影）

図 38 山田川の河口近くで、小石の多い砂地で採集
したキイロカワカゲロウ（2017 年 4 月 4 日撮影）

また浅目の川底に転がっている石に注目し、イシマキ
ガイ（図 39）が見つからなければカニの生息しない川
だと思ってよいだろう。イシマキガイはタニシに似た
巻貝で、幼生は海で生活するので海に注ぐ川でなけれ
ば子孫は残せないが、このことはカニと同じである。
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諫早湾の川ではイシマキガイはごく普通だが調整池の
川では見たことはない。

図 39 島原市のわれん川のイシマキガイの透か
し撮り。白い点々に見えるのはイシマキガイの
卵の入った卵のう（2018 年 5 月 22 日撮影）

７．本明川の巻き貝とカニ
調整池に注ぐ最大の川は本明川（図 1）で、川底と岸辺の大部分は柔らかい粘土からなっていて、河
口一帯に礫の多い境川（図 32※編注：227 号掲載）と比べるとかなり違っている。かつて調整池に注ぐ川
はそれぞれ下流～河口の環境に特徴があり、その特徴に応じていろいろの生物が見られた。たとえば塩
生植物の群落でいえば本明川の河口域には日本一のシチメンソウの群落（図 40）に対して境川河口域に
はハママツナの群落が見られた。本明川の粘土の多い川底や岸辺はムツゴロウの生活にも適していて、
下流に架かった本明川最長の橋である不知火橋の下にはムツゴロウが多数生息していた。知人を案内し
たところ「こんな近くでムツゴロウがたくさんいるのが見られるとは思わなかった」と驚いていた。し
かしこのことを知るものはしだいに減少していくばかりである。本明川は両岸にはアシが生い茂り（図
41）、かき分けて入り込むとカニの穴が無数にあった。多くはアシハラガニのものだったと思うが、詳
しく調べなかったのは今思えば残念である。目立つカニとしてはシオマネキ（長崎県・環境省絶滅危惧
種）があったが、これは本明川の支流である半造川でもよく見かけたが今ではむろん全滅である。

図 40 日本一の規模を誇った本明川河口のシチ
メンソウ群落の紅葉は絶景であった（1989 年 11
月 19 日撮影）。シチメンソウは長崎県・環境省
の絶滅危惧種である

図 41 本明川のアシ原（1997 年 7 月 16 日撮
影）。手前のふわふした感じの植物はシチメンソ
ウ。右手には灰色の粘土が見えるが、これに踏み
入れると足がめりこむ

当時の川底の生物を知るために高校生と一緒に調整池に注いでいる本明川で貝殻の採集を行ったこと
がある。泥に埋もれた生物の遺体は微生物によって分解されてしまうが、貝殻は長く残るので貝殻を採
集すればどのような種類が川に生息していたかがわかる。スコップであちこちの川底で泥をすくい取
り、篩にかけると多数の貝殻が採集できた。採集した巻貝の貝殻を調べると大部分がカワアイ（長崎
県・環境省絶滅危惧種）で占められ、それにクロヘナタリ（長崎県・環境省絶滅危惧種）か混じってい
た。これらの巻貝は粘土が多くて足を踏み入れると深くめり込むところに生息するが、このような環境
があり、かつての本明川に似た景観が見られ、距離的に比較的近い川といえば佐賀県白石町に河口をも
つ塩田川であろうか。塩田川の河口の近くにはシオマネキ、クシテガニ、アリアケガニそれに指の爪ほ
ど小さいハラグクレチゴガニカニがみられるが、かつての本明川も同様であったと推測している。ハラ
グクレチゴガニは長崎県の絶滅危惧種とされているが私は今のところ諫早湾の川ではまだ見ていない。

図 42 本明川のアシハラガニ（上）とシオマネキ
の雌（下）。本明川で 1998 年 8 月 2 日撮影。こ
の頃まで 2 種とも生き延びていたが、その後死滅

図 44 本明川で川底の泥をスコップですくい取
り篩に移しているところ（2010 年 4 月 27 日撮
影）。下の図 45 が篩に残った貝

文献

図 43 本明川の支流の半造川に見られたシオマネ
キの雄（1996 年 8 月 18 日撮影）

図 45 巻き貝の多くはカワアイでクロヘナタリが
一部混じる。年を経て変色している（2010 年 4 月
27 日撮影）

桃下大 2016．諫早湾で失われた塩生植物．長崎県生物学会誌 No78：25-36
桃下大 2017．境川と長田川におけるモンカゲロウ科 3 種の幼虫の分布．長崎県生物学会誌 No81：7-13

完

18

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
◇桃下様のエッセイが今号で完結しました。開発前の豊かだった干潟の痕跡が切ないです。でも貴重な写真やデータを
残してくださる方がいなければ、知る機会も消えていたはず。いつもフィールドに出て記録をとってくださっている方々には、
つくづく感謝を感じます。海の生き物を守る会が続けている市民参加型「砂浜海岸生物調査」（p4 参照）も、あと 2 枚で
調査票が 300 枚とのこと。これまでに参加してくださった皆様、ありがとうございます！ぜひ引き続き、ご協力を。
◇昨日、私は雑誌記者として、東京都目黒区にある NPO 法人「海さくら」の事務所にお邪魔してきました。団体名の由
来を聞くと、「波のきらめきが無数の桜の花びらに見えたから」というロマンチックなお答え。任侠映画の桜吹雪のイメージ
とは無縁ですので誤解無きよう（笑）。創始者の古澤純一郎さんは、サザン世代（桑田佳祐より下の、ファンの世代）の江
戸っ子で、かつて隅田川の水運を担っていた船具屋の 4 代目。海を想う同世代ということで、とても楽しく（時に深刻に）
盛り上がりました。昨今は海を敬遠する子どもが増えているということで、古澤さんたちは遊びを取り入れたビーチクリーン
をきっかけに、おおぜいの親子を海辺に呼び込むことに成功しています。海水浴シーズンが終わるごとに江の島の砂浜
に堆積していく危険な鉄くぎに悩み、釘を 1 本も使わない海の家を発案したりもしています。もちろん古澤さんは、ごみを
ポイ捨てしない教育や、ごみを出しにくい社会の構築の必要性も強く認識していらっしゃいました。仕組みから変えたい部
分については、行政などへの働き掛けも続けているそうです。彼らが運営する「BLUE SHIP」は、ごみ拾いをキーワードにし
つつ、環境改善に取り組む 2000 以上の市民活動をつなげています。世の中にはいろいろな個性の海の団体があります
が、環境を気にする人自体、社会全体で見れば結構な少数派です（ともすると「意識高い系」と言われ遠ざけられてしま
うレア人材です）。細かな違いよりも共通の志を大切に、知恵を出し合いながら連携して活動の輪を広げていけたら、海
の未来はちょっぴり明るくなるような気がします。私のように日々ウロウロしているフリーランサーこそ、前向きなキッカケづく
りに貢献できるかも？と思いましたので、敢えて後記でご紹介いたしました。全ては子どもたちの未来のために。（ちよ）

「沈黙の春」を書いて、農薬がもたらす自然破壊を最初に告発したレイチェル・カーソンが、海の生き物を研究する人だっ
たことは意外と知られていない。1961 年に出された彼女の名著「われらをめぐる海」の第 2 版序文に、このような文章が
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ある。「最初の生命を生みだした海が、自らがこの世に送り出した生物である人間の活動によって脅かされているのは、あ
まりにも皮肉な状況である。だが、海そのものは、いかに悲惨な扱いを受けようとも、存在し続ける。脅かされているのは、
むしろそこに棲む生物たちなのだ」。今から 60 年近く前にこのように書かれた海の生き物は今はどうなってしまっただろう
か。彼女のこの文章は、当時の度重なる核実験によってフォールアウトした放射性物質によって、海の生き物への影響を
心配した流れで書かれている。今は、チェルノブイリとフクシマの原発事故によって、莫大な量の放射性物質が海へ放出
された。その放出は今もまだ続いている。さらに人為的に放射性物質トリチウムを大量に含む汚染水を海洋放出しようとす
る計画が日本政府によって進められている。昨日（10 月 31 日）には、辺野古の埋め立て工事再開を容認する違法な判
断が国交相から発せられ、埋め立て工事がまもなく始まると伝えられた。日本政府は、海の生き物ひいては人類の絶滅
を望んでいるとしか思えない。（宏）

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
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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