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「今月の海」 君ヶ浜 （千葉県銚子市）  

 千葉県銚子市の君ヶ浜は、犬吠埼の北に伸びる約 1km の砂浜で、かつては関東舞子と言われ、白砂青松の

地として文人墨客に愛されたところ。現在は、背後の松林と砂浜の間に道路が通り、道路の海側には都市型公

園のしおさい

公園が整備さ

れ、砂浜と後背

植生帯が完全

に分断されて

しまっている。

太平洋に面し

ているため常

に波が高く、夏

の海水浴シー

ズンを除いて

遊泳が禁止さ

れている。砂浜

の侵食を防止

するため、サン

ゴ礁の防波機

能を真似た人工リーフが沖合に設置され、背後にはコンクリート護岸と砂浜の自然はほとんど破壊されている。

日本の多くの砂浜の現状の典型的な例である。徒歩 5 分ほどのところに銚子電鉄の君ヶ浜駅がある。梅雨時に

は、霧が多く、かつては「霧ヶ浜」と言われていたらしいが、後に君ヶ浜に転訛したという。 

（2007 年 6 月 25 日 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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※「動物の親子を詞で知ろう」は休載いたします 

 

 

【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）10:30～15:50（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）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：海の生き物を守る会・日本自然保護協会 

このフォーラムは、自然保護助成基金のプロナテューラ・ファンドの助成を受けて行われます。 

 

プログラム（予定） 

司会 志村智子 

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」 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」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 

14:30~15:40 総合討論                         （海の生き物を守る会） 

15:40~15:50 閉会挨拶 志村智子（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 
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◆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（17:00～）、「朝陽閣」（京阪

電車天満橋駅西改札口隣り）で懇親会を

行います。会費は、当日お支払い下さ

い。 

 

 まだ少し先ですが、総会にはぜひ参加

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」創刊号の原稿を募集中！ 

研究論文・記録・データ・情報・論評・意見・その他 

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
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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。 

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  

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

 

『うみひるも』に、海の生き物の写真や、 

ご意見・ご感想を是非お寄せください。 

論文類は「わだつみ 海の生き物情報誌」創刊号へご投稿を！ 

「わだつみ」原稿の送信先は案内ページ参照。その他は 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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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


 

7 

●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。 

 

話し合いは平行線 政府は 12月中旬に埋立を開始か 

 玉城デニー沖縄県知事の就任で、国が沖縄県との話し合いに応じて 1 ヶ月が過ぎた。その間の

協議では、相変わらずお互いの主張は平行線をたどった。最終的に玉城知事と安倍首相が形だけ

の話し合いを行い協議は終了した。政府には沖縄県民の新基地建設に反対する民意を考慮する意

志がないことだけがはっきりした。沖縄県は協議の中で埋立予定地の超軟弱地盤を指摘し、ここ

に基地を作れば、使用不可能な基地になること、地盤強化のための工事変更は、知事の許可が必

要であることなどを伝え、玉城知事は工事変更を許可するつもりはないことを伝えた。政府は軟

弱地盤のことをきちんとアメリカ側に伝えていないことが、玉城知事の訪米で明らかになった。 

 

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

 

 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
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2．クジラ切手コレクション （71）（72）   立川賢一 
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3.海の生き物とその生息環境に関するニュース 

 

【国際】 

【関西】 

●アカウミガメを衛星で追跡 串本海中公園センター 

 和歌山県串本町にある串本海中公園センターが、アカウミガメの年間の移動と行動を追跡するために、背中

に発信器を付けて放流した。衛星追跡システム（アルゴス）で 1 年以上の間、移動経路などを追跡調査する。

放流したアカウミガメは 2 頭で、同センターで孵化したあと、2 年間飼育したもの。アカウミガメは、孵化後

海に帰り、太平洋を横断する大回遊を行うとされているが、2 年間も飼育されたウミガメが自然界に放された

後、野生のウミガメと同じような行動ができるとは思えない。今回の発信器をつけたことによって、飼育され

たウミガメがどのような移動を行い、自然に復帰できているかどうかが分かるだろう。その結果によっては、

飼育したウミガメの放流がウミガメの個体群の保全に役立つかそれとも有害かがはっきりする。結果が期待さ

れる。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●唐津市の玉島川でサケの遡上を確認 国内南限 

 佐賀県唐津市玉名の玉島川で、11 月 24 日に 1 頭のサケが遡上していることが確認された。体長 72cm、体

重約 3kg のメスで、玉島川としては 2 年ぶり。玉島川漁協では、サケの人工孵化に取り組み、多くの稚魚を放

流してきたので、今回のサケが天然のものか放流したものかは明らかでない。玉島川に遡上したサケは、3 年

前に 6 頭、2 年前は 1 頭だけだった。昨年はゼロと毎年減少していたため今年の遡上が心配されていた。同漁

協では、今年卵が手に入らず、孵化・放流はできなかった。また、今年の西日本豪雨で人工孵化施設が被害に

遭って、今年も孵化事業はできなかったため、来年の放流もできない。今年の遡上には、漁協の人たちは喜び

を隠せない。遡上したのは天然のサケの可能性もある。サケが遡上する日本の南限の川なので、この環境を守

っていきたい。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●恩納村が「サンゴの村宣言」 観光目的税の導入へ 

 沖縄県恩納村では、今年国際サンゴ年に当たって、「サンゴの村宣言」を行い、そのための行動計画を策定

している。11 月 22 日に、恩納村地域作り推進委員会は、この「サンゴの村宣言」を基として、地域と観光客

が共に事業を展開するために、観光目的税を導入するよう村長に提言した。長浜村長は、提言を受けて、条例

作りに繋げていきたいと意欲を示している。提言では、観光目的税を導入して、税を基金として「サンゴの村

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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宣言」の行動計画の実行や、村の観光振興計画の事業に当てることなどを求めている。ただ、行動計画でサン

ゴの保全にどのように取り組むかは明らかでない。多くの観光地と同じく、単なる観光施設の整備だけなら、

「サンゴの村宣言」の意味は無い。（文責：向井 宏） 

 

●辺野古の埋め立て予定地周辺でも環境が悪化 

 沖縄県名護市にアメリカ軍の基地を建設する工事は、沖縄県知事の埋立承認が撤回されても、政府は行政不

服訴訟という個人を装って、同じ政府の国交大臣による裁定で埋立承認の撤回は効力が無いとして、工事を急

いで進めている。辺野古沖の浅海部に建設された埋立用護岸の周辺で、今年 9 月に日本自然保護協会が潜水調

査を行った結果、海草藻場に泥が堆積し、海草の種類も減少していることなど、環境が悪化していることが判

明した。同協会では、調査の報告書をまとめたが、その中で「工事は全体のごく一部しか進んでいないが、既

に周囲に影響が出ている。防衛局は直ちに工事を止め、海草の種類ごとに詳細な調査を行うべきだ」と述べて

いる。工事の前には、この海域では 7 種類の海草がみられたが、今回この海域からベニアマモが発見されなか

った。ベニアマモは、海草の中ではパイオニアプラントとしての性格をもっており、新しい裸地に真っ先に進

出する種類の海草であるが、その種が真っ先にいなくなることは、泥の堆積や汚染がかなり進んでいることを

暗示する。まだけなげに生育している他の海草種も、泥の堆積が進み、葉の表面に泥が積もって光合成能力が

落ちていることが心配される。埋立地の外の海草もけっして埋立の影響を免れるものではない。 

（文責：向井 宏）  

 

 

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

4.海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 

【関東】 

◆OWS海辺の自然教室「冬の干潟観察」 

 春から夏にかけて命の輝きを見せてくれるさまざまな干潟の生き物たちは、冬の干潟でどのように過ごし

ているのでしょうか？ そして、どんな渡り鳥たちが干潟を利用しているでしょうか？ 

 冬の干潟は、昼間の干潮でも潮が高く、低潮線の観察はできませんが、観察テーマはたくさんあります。

OWS ネイチャーガイドが解説しますので、普段訪れる機会が少ない冬の干潟をしっかり観察してみません

か。観察会のあと、短時間でゴミ回収活動を実施予定です。ご協力ください。 

日時：2018 年 12 月 8 日（土） 

集合：京急バス・江奈バス停前 10:15 集合 

場所：三浦半島江奈湾 

対象者 ：中学生以上 

参加費 ：無料（昼食、飲み物持参）※保険料実費が別途必要になります。 

申し込み：ホームページからお申込みください。 

 

 

 

http://www.ows-npo.org/activity/classroom/
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【沖縄】 

◆「サンゴ礁保全シンポジウム ～知る・共有する・発信する～」 

日時：2018 年 12 月 6 日（木）13:00~18:00 

場所：沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）博物館講座室 

事前申し込みは下記の HP もしくは電話で（0980-48-2266） 

▼総合研究センター http://churashima.okinawa/event/detail/1812 

▼自然学校 http://churashima.okinawa/churashizen/program/public/detail/1813 

主催：一般財団法人 沖縄美ら島財団 共催：名桜大学 

後援：沖縄県、沖縄県サンゴ礁保全協議会、日本サンゴ礁学会 

＊今回のシンポジウムは次の 3 つの枠組みで進行します。「知る」→ 今、サンゴ礁で何が起こっているの

か？なぜ、それが起こるのかを、5 名の講師がそれぞれの分野でお話します。「共有する」→ 参加者全員

で、問題点やその対策についてグループディスカッションをすることで共有します。「発信する」→ 一人一

人が発信者となり、サンゴ礁の不思議さやサンゴ礁が抱える問題点を伝えましょう。 

＜プログラム＞ 

【第１部】 

13:10-13:35 

「海ごみ最前線〜沖縄の漂着込みの実態とサンゴ礁への影響〜」鹿谷麻夕（しかたに自然案内） 

13:35-14:00 

「南の島のミスワリン〜サンゴと人を結ぶ架け橋をめざして〜」木寺莉菜（南の島のミスワリン三代目） 

14:00-14:25 

「沖縄美ら島財団におけるサンゴ類保全活動」野中正法（沖縄美ら島財団 総合研究センター） 

【第２部】 

14:35-15:25 

「沖縄のサンゴ礁の現状と海外での保全策紹介」中村崇（琉球大学 理学部） 

15:30-16:20 

「さんご礁保全の未来とは〜科学データをどう活用するか〜」大久保奈弥（東京経済大学 経済学部） 

【第３部】 

16:30-17:35 ディスカッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://churashima.okinawa/event/detail/1812
http://churashima.okinawa/churashizen/program/public/detail/1813
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     白神山地のブナ林から海を想う 

筆者を森里海連環学へ誘ってくれた生物の一つは、日本周辺に広く分布するヒラメでした。変態したヒ

ラメ稚魚が水際に集まる理由を考え、その成育場の急激な消滅に直面したことが「里」のあり方を問う

森里海連環学への道となりました。1990 年から三年に一度実施した全国ヒラメ稚魚調査で訪れた青森

県鯵ケ沢町の浜は印象に残るものでした。それは、新潟県以北の砂浜ではヒラメ稚魚はほとんど採集さ

れない中、鯵ケ沢の浜では必ずヒラメ稚魚が採集されたからです。10 数年のときを経て、2011 年 10

月に NPO 法人白神自然学校代表の永井雄人さんに、陸奥湾の漁業やホタテガイ養殖業の成立基盤を森

と海のつながりの視点から見直す、漁師による森づくりのイベントに招かれ、初めて白神山地のブナ林

を見る機会を得て、「白神山地のブナ林が日本海のヒラメ稚魚を育む」意味を噛み締めました。 

 二度目の白神山地のブナ林訪問は、

シニア自然大学校において「白神山地

のブナ林を守る活動」を講演いただい

た永井さんのご協力により、一ツ森小

学校の校舎を活用した「白神自然学校

一ツ森校」（写真１）を拠点に、2018

年 7 月 16～18 日に白神山地のブナ林の

現状や保全に関する活動の一端を直接

見聞する機会を得ました。一ツ森は世

帯数 30 ほどの集落(写真２）で、伝説の

またぎ大谷石之丞さんが活躍された赤石

またぎの里としても有名です。その次男

の石捷さんが最後のまたぎとして活躍さ

れています。一ツ森校に宿泊した参加者

の一人が早朝、釣りをしようと赤石川の

5. 有明海と三陸の水辺から（85）     田中 克 

写真１ 白神自然学校一ツ森校：白神の自然を学ぶ人々の拠点
となっている 

写真２ 一ツ森の象徴的な山：ふもとには
世帯数 20から 30ほどの小集落が点在する 
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川原に降りかけた際、対岸に親子連れ三頭のツキノワグマを目撃することになり、ここはまたぎの里で

あることを実感させられました。 

 白神山地周辺の山々からは多くの川が秋田県や青森県の海に流れ込んでいますが、中でも津軽半島を

北上する岩木川は十三湖に流れ込み、汽水域を形成してシジミの生産に深く関わるとされています。ま

た、白神山地のコアーゾーンに源をもつ赤石川は、腹部が金色に輝く「金アユ」を生み出し、アユ釣り

師からも注目を集めています。これらの川以外にも多くの大小の川が海に流れ、沿岸域の生物生産を支

え続けていることが容易に想像されます。赤石川沿いの県道を上流に移動すると奥赤石ブナ遺伝資源保

存林に至り、この中のブナ林観察コースを散策する機会に恵まれました。津軽峠近くのブナの巨木マザ

ーツリー（推定樹齢 400 年、樹高

30m、胸高直径 148cm）ほどではない

が、直径 1m を越えるブナが多く生い茂

る森（写真３：80～90％はブナ）をめぐ

り、降り注ぐ雨がブナの葉から枝や幹を

伝って地面にしみこむ様相に、水の循環

に果たす森の役割を実感することができ

ました。 

 白神山地のブナ林は、かつて青秋林道

の建設計画によって分断され、崩壊の危

機に瀕しましたが、自然の大切さを願う人々が県知事

を動かし、巨大公共事業が中止になり、世界自

然遺産に認定された歴史など多くを学び、ブナ

の植樹（写真４）を通じてこの森を続く世代に

確実に送り届ける“白神山地のブナ林から海を

想う”観察会となりました。 

 

 

 

 

  

写真３ 赤石ブナ遺伝資源保存林を散策する 

写真４ ブナの植樹をするシニア自然大学校の
皆さん 
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い 

 

「ジュラシック・ビーチ」の名前の由来は 

 奄美大島の嘉徳海岸について、護岸工事の計画が明らかになった後から、いろいろな情報が集まってきた。

その中でもっとも嘉徳海岸の重要性を象徴することは、かつてこの海岸にオサガメが産卵に上がっていたこと

である。2002 年にオサガメが嘉徳海岸に上陸、産卵した。日本ではオサガメの上陸産卵は、嘉徳海岸が唯一

の記録である。オサガメは、他のウミガメ類と異なって、背中に甲羅ではなく皮をかぶっているため、英語で

は leatherback と言われている。約 2 億年前の古生代ジュラ紀からその姿がほとんど変わっていない生きた化

石といわれている貴重な海の生き物だ。主に熱帯の海に生息しているが、ときには北極圏にまで遊泳すること

が知られている。近年、絶滅が心配されるほど減少している。1982 年に太平洋に 11 万 5 千頭いたオサガメの

メスが 2004 年には、97％がいなくなり、10 年後には太平洋では絶滅するだろうと専門家が予想したほどであ

る。そのオサガメがこの嘉徳海岸に上陸して、産卵しているのだ。オサガメは、沖縄から北海道までの各地で、

年に 1～2 頭が網にかかったり、死体で発見されたりしているが、上陸・産卵が観察されたのは、後にも先に

も 2002 年の嘉徳海岸が唯一のことである。なぜこんなにオサガメが減少してしまったのか、その大きな原因

の一つが産卵場となる海岸が減少していることだ。日本で唯一産卵した嘉徳海岸にコンクリート護岸を作るこ

とは、まさにオサガメの絶滅を加速させることになるだろう。 

 この古代の姿をしたオサガメが上陸した貴重な砂浜である嘉徳海岸を、誰言うと無く「ジュラシック・ビー

チ」と呼ぶようになった。古生代から姿を変えないオサガメをイメージして、映画「ジュラシック･パーク」

から、この名を付けたようだ。ジュラ紀にオサガメがいたという科学的な根拠によるものではない。もちろん

嘉徳海岸の重要性は、オサガメだけではない。天

然記念物に指定されているオカヤドカリ類もた

くさん棲んでいる。サンゴ礁を持たない亜熱帯の

砂浜という環境は非常に独特なものがあり、その

海に生きる生き物も独特なものが棲んでいるは

ずだ。私たちはそれを確かめるために、再び奄美

大島の嘉徳海岸へ向かう計画を立て始めた。 

 そして、嘉徳海岸の護岸工事の当初の計画図が

手に入った。図で濃く示されているところが、砂

浜の中央に延々と続くコンクリート製の高さ9m

におよぶ護岸が作られるところである。左の嘉徳

川河口から右の砂浜が終わるところまで、全長 450m に及ぶ巨大な護岸が計画されていたのだ。とてもこんな

工事は認めるわけにはいかない。「ジュラシック・ビーチ」を徹底的に壊そうとしているとしか思えない計画

だ。白紙に戻したと言っても、この計画が再びよみがえらないとは限らないので、検討委員会の行く末を見守

る必要がある。洩れ伝わってくる検討委員会の様子が少しずつ見えてきた。（つづく）  

6. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（16） 向井 宏 
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7．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。 

 

8．編集後記 

 海洋プラスチック問題が、各所で大きく取り上げられています。ようやく誰もが知る課題となって、日本政府もプラスチッ

クの生産・消費・廃棄を見直し始めました。環境省は「プラスチック・スマート」という活動を立ち上げ、経産省は「クリーン・

オーシャン・マテリアル・アライアンス（仮称）」への参加を企業に呼び掛けています（この両者の縦割り感は相変わらずで

すが……）。民間では日本財団が、産官民学連携プロジェクトとして「CHANGE FOR THE BLUE」を発足しました。その記

者会見にはテレビカメラなど報道 70 社が参集。少し前には考えられなかった光景です。包装が紙になったり、会議の水

がペットボトルでなくコップで提供されたり、身近にも小さな変化が起きています。これをブームに終わらせず、実際に海

洋環境が改善するまで各国が息を合わせて踏ん張れるかどうか。正念場というか、ここが潮目という印象です。（ちよ） 

 

 辺野古の基地建設工事で行く末が心配されている沖縄のジュゴンたちですが、防衛局の環境監視委員会に報告され

た報告書によると、A,B,C3個体のジュゴンのうち、C個体はすでに早くから行方不明になっている。これは明らかに工事の

影響と思われる。一方、個体 A と B も最近ほとんど確認されていないという。どうやらすべてのジュゴンが行方不明になっ

ているようだ。日本のジュゴンも、辺野古の工事で絶滅しそうになっている。何処かへ避難しているだけなら良いのだが。

心配な事態になった。国際保護獣であるジュゴンを絶滅させることになったら、日本政府は日本が主導した生物多様性

条約の締約国会議 COP10 で「絶滅へ向かう生物の数を減らす」約束を、自ら積極的に破ることになる。トランプのアメリカ

と共に日本は世界の良識ある国ではなくなる道を歩いているようだ。（宏） 

 

 

 

 

 

 

mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
http://plastics-smart.env.go.jp/
http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181120002/20181120002.html
http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181120002/20181120002.html
https://uminohi.jp/eventreport/umigomi_movement181127/
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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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