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「今月の海の生き物」 マアジ Trachurus japonicus   

 食卓になじみの深い魚アジ。釣りでもよくお目にかかる。日本近海では、サンマ、サバなどとともに多獲魚

として有名である。北海道から沖縄まで日本各地で見られるが、沖縄では見ることは少ない。日本周辺の太平

洋に分布する固有種である。沿岸から沖合にかけて表層から中層に群れで生息する。体長は約 40cm。中小型

の幼魚の頃はよく沿岸に近づき、写真のように漁港内に入り込むことも多い。九州から東中国海にかけての海

域で主に産卵する。卵は

浮遊卵で、2 日ほどで孵化

する。その後、稚魚は流れ

藻などに付くことが多い。

成魚は春に北上し、秋に

南下する季節的な回遊を

行う。稚魚の頃は主にか

いあし類などの動物プラ

ンクトンを食べ、生長に

伴って魚食に変わる。食

用として昔から普通に利

用されており、大中型巻

き網による漁獲が中心で

ある。1980年代に約 90万

トンを漁獲したのをピークに、増減を繰り返しながら、徐々に減少しているが、イワシ類の減少が極端だった

のに比べると、その減少は比較的少なく、安定しているようだ。日本でもっとも多くのアジを漁獲しているの

は、産卵場を近くに持つ長崎県である。             （山口県八島港にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【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（10:00 開場） 

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）有料駐車場利用可 

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 

共催：日本自然保護協会（協議中） 

 

プログラム（予定）  

10:30~10:40 開会挨拶 向井 宏（海の生き物を守る会） 

10:40~11:20 基調講演 「砂浜の連続性」 須田有輔（水産大学校） 

11:20~11:50 講演 1 「荒瀬ダムの撤去と沿岸生態系の復活（仮題）」 つる祥子 

11:50~12:50 昼食休憩 

12:50~13:20 講演 2 「表浜と天竜川の自然と連続性（仮題）」田中雄二（表浜ネットワーク） 

13:20~13:50 講演 3 「嘉徳海岸の自然と砂浜の生物多様性」 安部真理子（日本自然保護協会） 

13:50~14:00 休憩 

14:00~14:30 講演 4 「日本にもっと自然の砂浜を!－オーフス条約の加盟へ向けて」 向井 宏 

14:30~15:30 総合討論 

15:30~15:40 閉会挨拶 志村智子（日本自然保護協会） 

 

◆2018 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。ぜひ多くの会員の参加をお願いします。 

1.「海の生き物を守る会」の活動について 
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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。 

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

 

「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、海の生きものについての研究論文・総説・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で未発表のものに限定します。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。ただし、単に海の生き物を

材料にしただけの研究は、除きます。 

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

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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。

また、多の論文への引用に対応できるよう、英語でのタイトルと著者名も加えて下さい。 

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すること。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ない。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、編集者が問題ありと認めた場合は、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、編集者にご相談ください。 

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、自由にダ

ウンロードできることとします。 

 

海の生き物を守る会 雑誌編集部 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

 

 

 

 

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、2019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。  

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

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


 

5 

 

           

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


 

6 

●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。 

 

土砂運搬の塩川港岸壁の使用を不許可 本部町 

 防衛省が「私人」を装って行政不服審査法に基づき、辺野古埋立許可を撤回した沖縄県を訴

え、国交相がそれを認めたため、辺野古新基地建設工事が再開されてしまいました。しかし、

埋立に使う土砂を運ぶための運搬船が使う本部町塩川港が台風のために一部が壊れ、そのため

に国の岸壁使用願いを本部町は拒否しました。船で土砂を運ばずにトラックで運ぶことに切り

替えるためには、沖縄県知事の計画変更許可が必要です。次に防衛局はどんな卑劣な手を使っ

てくるでしょうか。 

 

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

  

  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。この活動を広める

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 

1 部 500 円＋送料のお振り込み先： 

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は送料無料 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp


 

7 

 

  2．クジラ切手コレクション （67）（68）   立川賢一 
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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 

 

【国際】 

●PCB 汚染続く世界の海 シャチの絶滅を懸念 

 最近あまり言及されることが無くなった PCB の海洋汚染だが、世界の海に PCB 汚染は続いている。この

ほどデンマークのオーフス大学の研究チームが日本近海の PCB 汚染に関する研究結果をまとめた。それによ

ると日本近海での PCB 汚染は食物連鎖の頂点にいるシャチに高濃度で蓄積しており、100 年後にはシャチが

絶滅する危険性もあると指摘している。PCB は 1970 年代に多くの国で使用が禁止されるなどしたが、海洋で

の PCB 汚染は続いている。とくにシャチやクジラ、マグロなどの食物連鎖の頂点にいる海の動物には、汚染

物質が蓄積しやすく、政府のホームページでも、クジラやマグロを食べ続けることに注意を呼びかけている。

シャチは食用にはなっていないので、あまり注意されていないが、汚染は減っていない。研究チームでは、対

策を急ぐべきだと指摘している。日本政府はどのような対策を考えているのだろうか。何も見えてこない。 

（文責：向井 宏） 

 

【東北】 

●洋上風力発電の説明会を開催 由利本荘沖の計画 

 秋田県由利本荘市の沖合に計画されている世界有数の規模といわれる洋上風力発電建設計画について、建

設予定の「秋田由利本荘洋上風力合同会社」による説明会が、11 月 8 日、同市で開かれた。対象は周辺住民

で、住民の関心は高く、約 400 名を超える人々が集まった。同社は、東京にある再生可能エネルギー開発を

行う企業「レノバ」が主体となった合同企業であり、説明会には「レノバ」の副社長らが参加した。住民ら

は、騒音についてもっとも懸念を示したが、同社の説明ではもっとも近い住宅でも騒音は「わずか」で、

「図書館館内程度」と述べた。しかし、誰も洋上に設置する風力発電所が海の環境に与える問題について質

問しなかった。海の生き物への影響は誰が考えて対応するのだろうか。（文責：向井 宏） 

 

 

【関西】 

●田辺湾でサンゴの定点調査を開始 

 田辺湾のサンゴは、サンゴの北限に近い分布域として知られていたが、2017 年の冬に海水温が低温になっ

たことで 90％が死滅したとされる。環境省近畿地方環境事務所は、その後のサンゴの再生状況を確認するた

めに、2018 年から毎年田辺湾および周辺海域のサンゴの定点調査を行うことになった。2018 年の調査は、

11 月 5～7 日に行われた。調査の場所は、田辺市の天神崎と沖の島、白浜町の四双島と円月島の海域で、そ

れぞれの場所に 15m×2m の定点を置き、それを 120 個の区画に分割して調査した。2019 年以降も同じ場所

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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で同じ方法で調査する予定だ。同時に自動水温計も設置した。調査結果は、田辺湾のサンゴ類の保全に役立

てる。 

（文責：向井 宏） 

●「ベニ研」で北海道のベニクラゲを展示 

 本誌うみひるもへの投稿を続けている久保田信さんが、2018 年 3 月に京都大学を定年退職したことを機

に、和歌山県白浜町に「ベニクラゲ再生生物学体験研究所」を立ち上げ、一般の人たちを対象に様々な展示

やベニクラゲの不老不死実験を体験する試みを続けている。このほど、その「ベニ研」に、北海道産のベニ

クラゲが生きたまま展示されている。網走沖で採集されたベニクラゲで、白浜のベニクラゲが 3mm ほどの

小型だが、北海道のベニクラゲは 10mm ほどもある大型で、赤い色も濃く、見学に訪れた人たちが、見て楽

しんでいる。久保田所長は、これまでベニクラゲで何回も若返り実験を成功させている。（文責：向井 

宏） 

 

 

【九州】 

●漁民の訴えを却下 馬毛島問題で鹿児島地裁 

 鹿児島県馬毛島は、種子島の沖合に浮かぶ小島であるが、マゲシカが生息するなど独特の生態系をもった

島だった。しかし、この島の大部分を所有する業者「タストン・エアポート」が米軍の使用を目途として滑

走路を整備するなど島を大規模に開発してしまった。そのために、土砂が海に流れ込んで汚染され、漁がで

きなくなったとして、種子島の漁業者 7 人が、鹿児島県知事を相手に、森林法に基づき業者に開発した土地

を元の状態に戻すよう知事が命じることを求めて提訴した。このほど、鹿児島地裁は、馬毛島に住んでいな

い原告らには適格性がないとして原告の訴えを却下した。原告らは控訴した。馬毛島は石油備蓄基地や、放

射性廃棄物の処分場、辺野古基地の代替地などさまざまな利用が業者によって模索され、島の自然は大きく

壊されてしまった。種子島の住民たちは、馬毛島の開発に心を痛めてきたが、所有者が法律をも無視して公

共の場所にさえ立ち入りを禁じるなど、開発を推し進めてきた。法治国家でありながら、日本は私有財産を

守るという壁を越えることはできないのだろうか。（文責：向井 宏） 

 

●種子島長浜で自衛隊が上陸訓練 

 この秋、鹿児島県種子島の長浜海岸で、陸上自衛隊

の「水陸両用車 AAV7」による上陸訓練が行われてお

り、長大な自然海岸である長浜が、水陸両用車のキャ

タピラーによって至るところが蹂躙され、大きく損傷

されている。訓練を行ったのは、2018 年 3 月に「離

島防衛」を口実として新しく設置された陸上自衛隊の

「水陸機動団」。AAV7 は、24 人が搭乗できる長さ

8.2m、幅 3.3m の大型車両で、海上を進み、砂浜に上

陸し、上陸後兵士を展開させる。上陸訓練には、護岸

や離岸堤などのない自然海岸がもっとも適しているとして、この海岸が選ばれたようだが、自然海岸は日本

でも 5％未満しか残っていない貴重な自然である。防衛省によると、水陸両用車を用いて実戦を想定した上

種子島の中種子町原之里海岸 

（通称長浜）の自然海岸 
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陸訓練を行うのは日本では初めてのことという。今後、このような訓練を各地の自然海岸で行うとなると、

日本の自然海岸の自然生態系は大きく壊され、日本に自然海岸は事実上残らないことになりかねない。敵に

よる離島占領や奪還などという現実を無視した訓練を行う必要など、どこにもない。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●ジュゴン 1 頭が行方不明 辺野古の工事が影響か 

 沖縄防衛局が過去 3 年間に行ったキャンプ・シュワブ沿岸の生物調査の結果を発表したが、その中で、沖

縄本島に生息しているとしていたジュゴン 3 頭のうち、個体 C と呼ばれる 1 頭が確認できなくなったことが

分かった。個体 C は、個体 B の子どもと思われ、親子で連れだって遊泳していた姿が過去に観察されてい

た。母親から自立した後、餌場を探して西海岸の古宇利島から辺戸岬を超えて東海岸各地の海草藻場に出現

し、大浦湾や辺野古沖でも多数の摂餌跡が見つかるなど、しばしば出現していたが、辺野古基地の工事が始

まった後、行方不明になった。防衛局は工事がジュゴンに与える影響はないと言っていたが、その影響が出

たことは明らかだ。ジュゴンに影響を与えた以上、沖縄県との協議に従って工事を止めて、対策を講じなけ

ればいけないにもかかわらず、工事をそのまま強行しようとしていることは、重大な信義違反である。沖縄

県が埋立承認を撤回した理由の一つにもなっているが、これだけでも撤回の大きな理由となりうる。アメリ

カの高等裁判所で行われているジュゴン訴訟の控訴審では、ジュゴンの行方不明は工事差し止めの大きな根

拠となるだろう。 

（文責：向井 宏） 

 

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

3.海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 

【関東】 

◆ジュゴン訴訟報告集会＆海勢頭豊ライブ 

 2003 年から続いているジュゴン訴訟。この訴訟で勝訴すると、米軍基地キャンプ・シュワブ内や提供水域

で沖縄防衛局が工事を行うための入構許可証を、米国防総省が沖縄防衛局に発行することが不可能になり、

工事を止めることができます。夏にいったん敗訴しましたが、原告が控訴していて、今後の展開が注目され

ます。 

日時：2018 年 12 月 1 日（土）18:30～ （18:00 開場） 

場所：大田区入新井集会室 Luz 大森 4 階（大田区大森北 1-10-14） 

参加費：1,000 円 

主催：ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC） 

連絡先：e-mail:info@sdcc.jp  FAX:03-5228-1377  090-4960-4247（事務局） 

プログラム 

第 1 部：ジュゴン訴訟の現状について（吉川秀樹：SDCC 国際担当） 

第 2 部：海勢頭豊ライブ「沖縄から世界へ」（海勢頭豊：SDCC 代表） 

http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/…/iriarai_s/index.html


 

12 

 

◆第 2 回『環境と公害』市民公開セミナー 

日時：2018 年 12 月 1 日（土）13:30～17:00（13:00 開場） 

場所：明治大学和泉キャンパス第二校舎 1 番教室（京王線「明大前駅」から徒歩約 5 分） 

参加費：資料代 1500 円（学生 1000 円） 

定員：100 人 

主催：『環境と公害』編集委員会、日本環境会議 

★申し込み：リンクより事前にお申し込みください。11 月 25 日 18:00 締め切り 

※当日、席に余裕があれば事前申し込みがなくてもご参加できますが、事前申込者を優先します 

※資料代（会場費を含む）として 1500 円をいただき、「沖縄特集」が掲載された『環境と公害』第 48 巻第

2 号（定価 1400 円）をお渡しいたします。なお、日本環境会議の会員、および『環境と公害』誌の定期購読

者、『環境と公害』48 巻 2 号を購入済みの方は「資料代」なしで参加できます 

プログラム 

司会：山下英俊（一橋大学准教授・『環境と公害』編集委員会幹事） 

＜第Ⅰ部＞：講演 

宮本憲一（日本環境会議名誉理事長・「普天間・辺野古問題を考える会」代表） 

「開会挨拶と基調問題提起」 

桜井国俊（沖縄大学元学長・沖縄環境ネットワーク世話人・日本環境会議理事） 

「日本にとって沖縄とは何か？－自立・共生・多様性をめざす沖縄－」 

大久保奈弥（東京経済大学准教授） 

「サンゴの移植で辺野古大浦湾のさんご礁生態系は復元できない」 

白藤博行（専修大学教授） 

「美ら海の埋立承認撤回をめぐる法律問題」 

＜第Ⅱ部＞：パネル・ディスカッション 

進行：寺西俊一（一橋大学名誉教授・日本環境会議理事長） 

上記の講演者とフロア質疑を交えてのパネル討論 

  

 

『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 

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/izumi/campus.html
https://ssl.form-mailer.jp/fms/423866e4594618
mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
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【東海】 

◆いま振り返る藤前干潟保全の歴史 

（第３回） 

～環境アセスメントが果たした役割～ 

日時：2018年11月18日（日）「藤前干潟の日」 

14:00~16:00 

場所：環境省稲永ビジターセンター会議室 

定員：50人 ／参加費：無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【沖縄】 

◆日本サンゴ礁学会公開シンポジウム 

「アジア太平洋のサンゴ礁・沿岸環境保

全・管理における日本の役割」 

日時：2018 年 11 月 22 日（木）13:30～16:30 

会場：那覇市沖縄県青年会館（沖縄県那覇市久米 2-

15-23）／参加費：無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/access/index.html
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4.海の生き物とその環境に関する出版物・CD 

●千葉日比魚著「失われたサンゴ礁が警告する沖縄の未来」 幻冬舎ルネッサンス新書 

pp.260 (2018) \800＋税 

 

 著者がこの本の上梓を考えてから出版までに 10 年かかったという。経済とくに金融分野が専門の著者が、

仕事の合間を縫ってまとめた「渾身のルポルタージュ」（帯文より）である。20 年前に比べて 10 分の 1 ま

で減少してしまった沖縄のサンゴ礁の現

状から始まって、地球温暖化によるサン

ゴ礁の死滅の予測、海洋の汚染とそれを

導く「陸域問題」などについて解説し、

海洋保護区によるサンゴ礁の保全に向け

た提案から泡瀬干潟埋立・辺野古問題ま

で、沖縄のサンゴ礁が抱える問題を網羅

した著者の努力が光る本である。サンゴ

礁の再生に、サンゴの移植活動を紹介し

ているが、その問題点もきちんと指摘し

ているのは、最近の移植への疑問を勉強

した著者自身の変化を見るようでもあ

る。沖縄各地の事例を独自の調査を基に

多く紹介しているだけでなく、外国の多

くの事例も調査して記載しているのは、

参考になる。著者のあとがきから、印象

に残る部分を以下に引用する。「10 年

前にサンゴの植え付けに沖縄に行くと、

兄から『またサンゴを殺しに行くの

か？』と言われた。この本を書くために

沖縄に通い、3 団体のサンゴ植え付けに

参加して、わたしが感じたことは、まさ

に兄の言葉通りだ。サンゴ苗を 3 個植え付けても 3 年後には 1 個だけしか生き残れない。やはり、サンゴが

生きられるきれいな海に戻す努力が必要だ。」      

 （向井 宏） 
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5. 動物の親子を詞で知ろう（8）  久保田 信 

有鬚動物門 共生細菌から栄養確保できる内臓の無いゴカイ様類 

 

 有鬚動物は、細長くて柔らかい体を、自分でつくったかたい棲管で守っている。棲管に 250 年もの長寿の

年齢が刻まれている種もいる。棲管の後端は開いていて、錨の様な体の末端で海底に固定させている。この

様な体の外見や棲管を持つ点から、ミミズやゴカイ等の環形動物門に類似している。実際、後体には複数の

体節があり、体節ごとに剛毛を備えているので、環形動物門と共通している。分子系統学的手法からも環形

動物門であるとの結果が得られている。最近の海外の専門書では同一動物門として取り扱われ始めている。 

 しかし、有鬚動物は口・消化管・肛門を全く持たない点で環形動物とは大きく異なる。その様な体での栄

養摂取は、体の大半を占める胴部に共生する硫黄酸化細菌に頼っている。共生細菌は陸上の緑色植物に相当

し、硫化水素を酸化する化学合成により炭水化物を製造し、栄養を虫体に供給する。太陽光の届かない暗黒

世界の数百度の熱水が噴き出し、有毒な所に棲む種類では、特にこの方法は生残のために必須である。 

頭部には多数の長い触手、あるいは鰓の様なひげが生えており、こ

の特徴から動物門の名前が有鬚と付けられた。ひげは、多いもので

は数百本から数千本も生えている。触手はガス交換を行う呼吸器官

と化学合成の原材料である硫化水素を入手する器官でもある。酸素

や二酸化炭素や栄養分も閉鎖血管系を通じて全身を巡らせている。 

 有鬚動物門は全種が海産のベントスで、世界で 145 種が知られて

いる。この門は、かつて 2 門として取り扱われていたハオリムシ類

とヒゲムシ類から構成される。ハオリムシ類にはハオリという襟の

様に広がった筋肉質の部分が体の前方にあることと、棲管の蓋があ

るのが特徴である。ハオリの部分は体を棲管の中にぴったり固定す

る役割を果たしている。一方、ヒゲムシ類はハオリムシ類とは異な

り、ハオリも蓋もない。 

 ヒゲムシ類で最長の 1m の種では、たった 1mm 以下の幅しかな

い。そういう体なので採集時に切れやすい。一方、ハオリムシ類で

体長 3m の種の体幅は 3cm 程度である。 

 雌雄異体の有鬚動物門の発生は未だによく分かっていない。親の

棲管内に胚を保育する種も知られているが、受精卵がプランクトン

性のトコロフォラに似た幼生になる。この幼生には、勿論、消化管

がある。この幼生は海底に下り、成長して成体になるまでには消化

管を失する。  

 

鹿児島産のサツマハオリムシの棲管（左）と本体（右） 

（ベニクラゲ再生生物学体験研究所所蔵標本）  
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♪内臓がナイナイ ハオリムシとヒゲムシ ―有髭動物の歌 

ナイナイナイ 内臓がナイナイ  ナイナイナイナイ 

頭にたくさんのヒゲが 生えているのがヒゲムシ 

胴体にチョッキを着てるのが ハオリムシ 

ハオリムシとヒゲムシは 不思議な体のつくり 

なんたって 内臓がぜんぜんナイ 

でも のっぺらぼうじゃナイ 頭も胴もある 

胴には節（ふし）がちょっとだけある  節には硬い毛が生えてる 

硬い毛の生えた節が あるんだよ 

ナイナイナイ 

ハ・ハ・ハオリムシもヒゲムシも ゴカイの変わり種と 言われてる 

遺伝子を調べても ゴカイの変わり種みたいだよ！ 

 

ナイナイナイ 内臓がナイナイ 

ハオリムシもヒゲムシも 体はとても柔らかい 

硬いチューブのお家で 体を守ってる  

ハオリムシは頭の 先に蓋をつくって お家の扉にしているよ 

このお家はね 250 年も持つ 

 

蓋とハオリの間には鰓があって呼吸する ヒゲムシは数千本あるヒゲで呼吸する 

ナイナイナイ 

ハ・ハ・ハオリムシもヒゲムシも 体はとってもね 細いんだよ 

長さが 3 メートルになっても 幅がたったの 3 センチ！ 

 

ハオリムシとヒゲムシは 呼吸はできても 食事はどうしているのかな？ 

それはね 栄養をつくってくれる細菌が 胴体の中にいっぱいいるのさ 

つくった栄養を 血管で 体全体にまわしているんだ 

毒が噴出し 数百度の熱い 暗黒の海底に住めるのも 細菌のおかげなのさ 

 

子供はパパとママが 卵を体外受精させるよ 子供には消化管がちゃんと あるのだけど 

ナイナイナイ 

か・か・海底暮らしをしていたら なくしてしまうものもあるんだよ 

世界に 今 145 種のハオリムシとヒゲムシが生きている 

 

ナイナイナイ 内臓がナイナイ   ナイナイナイ 
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23年続く下橋中学校の舞根湾海の体験学習 

 森は海の恋人運動は今年 30 周年を迎えました。この運動を牽引した畠山重篤さんは、森に木を植える以上

に子供達の“心に木を植える”ことを重視し、早い時期から森や里や町で暮らす子供達を舞根湾に招き、牡

蠣を見せ、牡蠣が食べる植物プランクトンの“濃縮ジュース”を飲ませ、陸の暮らしが海の生き物や漁師の

生業と深く結びついていることを体感させる「臨海学校」に取り組んでこられました。今では、その体験者

は一万数千名に及びます。その中に、1996 年より毎年舞根湾に通い続けている学校があります。岩手県で最

も古い歴史をもつ盛岡市立下橋中学校です。通称“下中（しもちゅう）”と呼ばれるこの学校は、詩人石川

啄木やその親友であった言語学者金田一京助の母校としても知られています。 

 

写真１ 気仙沼湾の一支湾である森は海の恋人発祥の舞根湾 

 

 2018 年 7 月 3 日に森は海の恋人発祥の舞根湾（写真１）において、第 23 回目の海の体験教室が実施され

ました。本校では、1 年生の森の体験学習に 2 年生の川の体験学習を重ね、3 年生では仕上げの海の体験学習

6. 有明海と三陸の水辺から（84）     田中 克 
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が実施されています。筆者も今年初めて参加する機会を得ました。2018 年度の 3 年生は 105 名で、最初に舞

根森里海研究所白幡勝美客員研究員（元気仙沼市教育長）より、東北の地質の特徴や舞根湾の地質と生物に

ついての講義が行われました。その後、3 班（クラスごと）にわかれ、まず、舞根湾外の九々鳴き浜での渚

の成り立ちや生き物たちにとっての大切さを学び、次に舞根森里研究所周辺（写真２）で生き物たちの採集

や観察を行い、最後は湾奥部に保全された塩性湿地を観察して森と海をつなぐかけがえのない大切さを学ぶ

という構成でした。 

 

 

写真２ 舞根森里海研究所の前は格好の海の体験学習の場 

 

 

 私が担当したのは、2011 年 3 月 11 日の巨大な地震と津波が舞根湾奥部に蘇らせてくれた塩性湿地を観察

し、森と海をつなぐエコトーンとしての湿地を保全する意義を考える機会としました。森（陸）と海をつな

ぐ塩性湿地は汽水環境として多くの野生生物をはぐくむかけがえのない場所であり、絶滅危惧種に指定され

たニホンウナギの稚魚（クロコ）が育つ場所としてもなくてはならないものであることを説明し、今後中長

期的にこの湿地で実証することなどを説明しました。湿地の周辺はヨシ群落で縁取られ、カルガモの親子が

その中に逃げ込む様子も観察されました。湿地を見ながら、遠い昔、私達の先祖に当たる魚はこうした場所

で上陸の準備をしたことを想像してくださいと話を進めました。  
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 この湿地の説明には、気仙沼市の大谷海岸の砂浜の上に設置される計画であった 9.8m の巨大防潮堤につ

いて 5 年以上にわたり地域住民と粘り強く話し合いを続け、陸側にセットバックすることにより、大切な砂

浜を残すことに尽力された三浦友幸さん（現気仙沼市議会議員）も参加され、高台移転や防潮堤問題を生徒

さんに説明されました。体験学習の最後は、畠山重篤さんによる「森は海の恋人の世界－心に木を植える」

についての講義でした。その後、全生徒による感謝の言葉と合唱と大根踊り（写真３）で締めくくられまし

た。この中から、近い将来森は海の恋人や森里海連環に関わる若者が現れることを願いました。 

 

 

写真３ 下橋中学校三年生全員による感謝の“大根踊り”（この後、大根の贈呈あり） 
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い 

 

護岸計画が「白紙に戻った」？ 

 この年 2015 年 5 月に奄美大島の嘉徳海岸でコンクリート護岸の計画があることを知り、なんとかコンクリ

ート護岸を止めてもらいたいと思った。そこで安部真理子さんといっしょに奄美大島で海岸の自然を守るため

のシンポジウムを開くことにした。鹿児島県の護岸建設計画が目前に迫っているようなので、のんびりはして

おられない。自然と文化を守る奄美会議の大津さん、城村さんなどの協力も得て、この年の暮れ 12 月 19 日に

奄美大島の名瀬（昔は名瀬市だったが、今では広く町村を合併して奄美市となっている）の中央公民館ホール

を会場に、「奄美の海の危機 ～砂浜の消滅・サンゴ礁の崩壊～」と題して、シンポを開催した。琉球大学の

中野義勝さん、沖縄芸術大学の藤田喜久さん、安部真理子さんとわたしが、講演し、現地奄美大島から碇山さ

ん、薗さん、義さんの 3 人が奄美の海岸の現状と問題を話してもらった。碇山さんは奄美空港近くの笠利町用

安海岸における砂浜侵食の問題について話した。用安では、海岸を守る会ができて、コンクリート護岸を計画

している町と話し合いを続けている。薗さんは、奄美市の著名な海水浴場である大浜海岸で大規模に砂浜が無

くなっていることについて、海砂の採取問題とからめて話をした。義さんは、瀬戸内町市集落における土砂採

取場の問題について訴えた。会場は、200 人は入りそうな大きなホールだった。こんな大きなホールで、2－

30 人程度の聴衆だと寂しいな、大丈夫かなと心配になった。しかし、驚いたことに時間が来ると次々と人が

やってくる。90 部用意した資料

集は、無くなってしまった。奄

美大島でこうした自然環境を問

題にしたシンポジウムは、初め

ての試みだったようで、人々の

関心も高かったようだ。もっと

も、会場には建設側の人たちも

偵察にやって来ていたようで、

資料だけをもらって帰る人もい

た。会場の聴衆の意見を聞く場

面では、建設業に携わる人から、

「自然の大切さは分かるが、ダ

ンプで建設資材を運ぶ仕事をし

ている私たちは生活があるんだ」

という意見も出た。この人は、薗さんの教え子だったようで、薗さんに「わたしはあなたにそんな教育をした

覚えはない」と一喝されてしまった。しかし、建設業で生活している人の問題は、このような自然を守る活動

の中ではいつも頭を悩ませることである。もちろん、生活があるから何をやっても良いということではない。

世界自然遺産を目指している奄美大島にとっては、宝である自然を壊さないようなやり方でも、土木工事の仕

事を作ることは出来るはずだ。わたしの回答としては、そう言うことしかできなかった。  

7. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（15） 向井 宏 

写真 1 奄美市名瀬で開催したシンポジウム 
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 シンポジウムの前の日、嘉徳海岸を訪れた。砂浜に降り立ってみて驚いた。この半年の間に、砂は戻ってい

る。写真 2 にあるように、嘉徳集落の墓地の前に、侵食対策として設置した土嚢は、一つの大きさが 1m くら

いの高さを持っている。この土嚢を 3 段に重ねて、侵食を防ぐ壁として一時的に設置しているのだが、その下

の 2 段までがもう砂に埋もれている。今年（2018 年）も台風が奄美の近くを通っているのだが、その嵐によ

って砂はむしろ戻ってきているのだ。護岸の必要性がいっそう分からなくなった。鹿児島県は、ちゃんと現場

を見ているのだろうか。 

 

 シンポジウムを終えて京都へ戻ってきたわたしに、嬉しい情報が入ってきた。鹿児島県大島支庁が、護岸建

設計画を白紙に戻し、見直しのための学識経験者による検討会を立ち上げることにしたという。現地の新聞が

伝えた。私たちの訴えやシンポジウムなどの活動が聞き届けられたのだろうか。瀬戸内事務所への訪問の時に

感じた木で鼻をくくるような対応からは読み取れなかったのだが、それでも見直すという結果になったことは

素直に評価した。さっそく自然と文化を守る奄美会議から、薗さんとわたしを検討委員として推薦した。でも、

結局のところ 2 人とも委員には選ばれなかった。はっきり護岸計画に反対と言っている人は、委員にするつも

りはないのだろう。とにかく、検討委員会が始まった。私たちはわずかの望みを委員会に託すしかない。 

（つづく） 

 

  

写真 2 砂が戻ってきた嘉徳海岸。土嚢が砂に埋まってきている。2015.12.18 
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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 

◇まず、お詫びです。先生方の大切なエッセイの掲載について、私の不手際により目次およびタイトルの番号が一部でず

れておりました。田中先生の前号タイトルに（82）としましたのは、正しくは（83）でした。そして向井先生の 224 号が正しく

は（13）、225号が（14）でした（226～228号は休載）。大変申し訳ございませんでした。 

◇全国日本学士会が 10 月末に発行された会誌「ACADEMIA」NO.168 に、9 月 29 日の「有明海の再生に向けた東京

シンポジウム」の詳報と、田中克先生がまとめられた同シンポジウムからの提言が掲載されています。漁業者 vs 農業者

という対立の構図が真実ではないことを学べた貴重な催しでしたが、その全講演が記録されていてオススメです。 

◇先週の土曜（10日）に東京・お台場の日本科学未来館で、「東北の海を復興せよ！～“海博士”たちと語る一日」とい

うイベントがありました。うみひるもで事前にご紹介できず残念でしたが、東北マリンサイエンス拠点形成事業（TEAMS）の

研究成果を先生方が易しく解説され、ウニやナマコに触れるコーナーもあって、子どもたちに人気でした。そこでいただい

た TEAMS東大グループの「メーユ通信」が、これまた興味深いネタばかり。海好きの皆さん、要チェックですよ！（ちよ） 

 

 例年冬に行ってきた「海の生き物を守るフォーラム」、こんどの「同 2019」の概要が固まってきた。連続する自然として

の砂浜について須田教授に話していただくことと、日本で唯一ダム撤去が行われた荒瀬ダム下流の変化についてつる詳

子さんにその経緯と川と海を繋ぐ話しをしていただくことになった。まだ少し先だが、来年 2月 3日のフォーラムを楽しみに

したい。今年は関西で計画してきた。多くの参加者が聞きに来て欲しいと願っている。同時に、海の生き物を守る会の総

会も行う。こちらにも多くの会員が集まっていただき、この会のこれからの活動について、忌憚ない意見を聞きたいと思う。

ぜひ一人でも多くの会員の参加を期待したい。また、懇親会も講師の方々を交えて、例年通り楽しく過ごしたい。まだ少し

先のことだが、予定に入れておいて欲しい。大阪でお会いしましょう。（宏） 

 

 

 

mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
http://academic-soc.jp/activity_cat/magazin_cat/%E4%BC%9A%E8%AA%8C-academia%EF%BC%88%E5%AD%A6%E8%A1%93%EF%BC%89-%E7%AC%AC168%E5%8F%B7%e3%80%802018-10%e3%80%802018%E5%B9%B4%E3%80%8C%E6%9C%89%E6%98%8E%E6%B5%B7%E3%81%AE%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%AB/
http://teams.aori.u-tokyo.ac.jp/whats-happening/newsletter/
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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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