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「今月の海の生き物」 マダコ Octopus vulgaris   

 もっともなじみの深いタコは、マダコであろう。軟体動物門タコ目マダコ科に属する。タコ目は八腕目とも

言い、足は 8 本。たこ焼きにもされ、よく食べられている。他の軟体動物と違って殻は持たない。身体は頭

部の片側に腹部、反対側に足部を持ち、足の間に嘴を持った口がある。足の側面には吸盤が並び、運動と餌の

捕捉に用いる。身体の

表面には色素胞が豊富

に存在し、その拡張縮

小によって体色を自在

に変え、周囲の岩や海

藻に擬態する。眼は高

度に発達し、無脊椎動

物よりも脊椎動物の眼

に似ていると言われて

いる。餌は二枚貝類、

カニ・エビ類、小型魚

類などを好む。砂の海

底や岩の間などに巣穴

を作り、食べた二枚貝

の殻が周辺に散らばっ

ていることが多い。唾

液には毒液が含まれており、噛まれるとかなり長い間痛みがつづく。世界中の熱帯から温帯までの広い範囲の

浅い海底、岩礁、砂底、サンゴ礁などに棲んでいる。 

（神奈川県鎌倉市材木座海岸にて 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－」 

 日本の海辺の景観をつくる砂浜が、危機的な状況にあることをご存じでしょうか。砂浜生態系につい

て、森から川、海へとつながる連鎖の中での砂浜のあるべき姿を専門家のお話からふりかえり、どうす

れば保全していくことができるか、みなさんと考えたいと思います。 

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 

アドレス：大阪市中央区大手前 1 丁目 3-49（電話 06-6910-8616）駐車場利用可 

アクセス：京阪電車・Osaka Metro（旧大阪市営地下鉄）谷町線「天満橋駅」1 番出口から東へ 350m、

または JR 東西線「大阪城北詰」駅 2 号出入口から西へ 550ｍ、またはシティバス（旧大阪市営バス）「京

阪東口」からすぐ。テレビ大阪隣り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.「海の生き物を守る会」の活動について 
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プログラム（予定） 

開場 10:00 

開会 10:30 

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（（NACS-J 自然観察指導員熊本県連絡会会長） 

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（海の生き物を守る会） 

14:30~15:40 総合討論 

15:40~15:50 閉会挨拶 志村智子（日

本自然保護協会） 

総合司会 志村智子 

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。 

 

◆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。参加できない場合は、例年通

り委任状（書式自由）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」 創刊号の発刊は 1月を予定 

原稿を募集しています 

 

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記事を掲載できる 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。 

 

★原稿は向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお送りください。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

（現在 2 名）。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、原著論文、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。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp


 

5 

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

て下さい。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、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。 

  

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
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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
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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 

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。埋立土砂の投入に関して協議会は以下の声明

を発表しました。 

政府・防衛省は 12月 14日からの土砂投入を止めろ！ 

本土からの土砂搬出で、再び三度沖縄を蹂躙することにストップを！ 

 この間の沖縄辺野古埋め立て問題への政府の仕打ちは民主主義、地方自治、人間としての道義、どの一つを

とっても決して許されるものではありません。 

 行政不服審査請求の悪用によって、沖縄県の民意に基づく埋立承認の撤回を無効にし、土砂を搬出する塩川

港が台風被害のために使えないとみると、今度は民間の琉球セメントの桟橋を使って違法な土砂投入に手を付

けました。大浦湾のマヨネーズ状地盤や活断層の疑いなど、政府に不都合な問題に目をつぶり、知事との対話

をアリバイ工作に使うなど、到底許されることではありません。 

 「なぜ急ぐのか」という疑問に対して、国は県民の「諦め」を誘いたいのではないかとの推測もありますが、

では私たちは政府に早期に埋め立てを諦めさせるよう、本土からの働きかけを強化するときです。「外堀を埋

める運動」です。 

 辺野古新基地の埋立に使う土砂の量は約 2100 万㎥で沖縄県庁の 60 杯分であり、そのうち本土からの土砂は

全埋立量の 60％に当たり、岩ズリの約 75％にものぼります。「辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会」は、本土

の土砂搬出地が結束して辺野古に土砂を搬出させない運動をしてきました。その主な根拠は、6 県の搬出予定地

の膨大な土砂の中に、沖縄の生態系に重大な影響を与える「特定外来生物」が混入している可能性が大きいこ

とです。今まで見つかっているだけでも、アルゼンチンアリ、ヒアリ、ハイイロゴケグモ、セアカゴケグモ、

オオキンケイギクなどであり、これらの動植物のいずれかが全搬出県に生息していることは環境省も認めてい

ます。その環境省は、「外来生物法」をつくり、特に有害なものを「特定外来生物」に指定して、その販売や

移動を禁止しています。特定外来生物の移動はそもそも法違反に当たるのです。 

 これに対して沖縄県は、2015 年に議会が提案して「沖縄県土砂条例」（公有水面埋立事業における埋立用材

に係る外来生物の侵入防止に関する条例）を策定しました。全国に唯一の画期的な条例ですが、その条例の実

効性を高めるべく、このたび本土の搬出全 6 県 7 団体が 12 月議会に条例の強化を求める陳情を出しました。 

 陳情は沖縄県に搬出する土砂の中に「特定外来生物」の付着・混入を確認した時には、当該埋立材の搬入の

中止を「勧告することができる」から「命令することができる」等とし、これに従わない場合は罰則規定を設

けるよう求めたものです。 

 政府・防衛省は、12 月 14 日からの土砂投入を断念せよ！ 辺野古への本土からの土砂投入は、辺野古・大浦

湾の宝の海を破壊するのみならず、本土の故郷の山や海の環境を失わせることであり、これまで沖縄の人権を

蹂躙してきた本土が、さらなる蹂躙に手を貸すことになります。国内外の人々にさらに呼びかけて、運動の拡

大をはかっていきます。 

2018 年 12 月 12 日  辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会 

共同代表 大津幸夫（鹿児島県）阿部悦子（愛媛県） 

声明 



 

8 

 

『うみひるも』へのご投稿をお待ちしております。 

・海の生き物に関する思い出エッセイ 

・海の生き物の写真（場所と撮影日） 

・うみひるも掲載エッセイへのご意見・ご感想 

 

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

 

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に限り送料無料 

 

  

mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ切手コレクション （73）（74）   立川賢一 
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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。 

3.海の生き物とその生息環境に関するニュース 

 

【国際】 

●ウミガメが寒さで大量死亡 アメリカ・メーン湾 

 アメリカ合州国マサチューセッツ州のメーン湾で、極寒のために多数のウミガメが衰弱しているのが発見さ

れ、自然保護団体「マス・オーデュボン」によって 227 頭のウミガメが救助された。しかし、そのうち 173

頭はすでに死亡していた。同自然保護団体によると、ウミガメは産卵や摂餌のために回遊し、内湾にもやって

くるが、メーン湾は水温が低くウミガメが回遊してくることはあまり無かった。ところが近年の地球温暖化に

よって海水温が上昇しており、メーン湾にもウミガメが回遊してくることになったという。それが今年になっ

て強烈な寒さが襲い、多くのウミガメが凍死したという。この強烈な寒さも地球温暖化による異常気象の一面

だろう。（文責：向井 宏） 

 

 

【東北】 

●高田松原の砂浜が人工ビーチとして復活 

 2011 年 3 月 11 日の東日本大地震で沈降し、その後の津波で失われた岩手県陸前高田市の高田松原の砂浜を

人工的に復旧させることになり、鹿島・明和土木共同企業体によって工事が施工された。復旧させる砂浜は全

体の長さ 1750m、幅 30~60m で、すでに長さ 700m の海水浴場になる区間が完成した。もともと潮流で砂が

溜まる地形なので長期的には自然に砂浜が形成されるはずであるが、松林の復活と砂浜の復活を同時に行うと

する復興計画によって、人工的に砂浜を復旧させることになった。当分は「高田松原」の砂浜は人工ビーチと

なる。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●全身白いナマコを水揚げ 大村市 

 長崎県大村市杭出津の新城漁港に水揚げされた珍しい全体が白いナマコが地元で評判になっている。体長

23cm のマナマコと思われるが、全体が白く、とくに体表の棘は真っ白で目立つ。漁師の底引き網に他のマナ

マコといっしょに揚げられた。色素を持たないいわゆるアルビノとは異なり、白い変種だと九十九水族館では

見ている。過去にも何度か獲られたことがあるが、商品にならないので捨てられているという。ここでは希少

な白いナマコは幸運を呼ぶ縁起物として水族館に収容された。（文責：向井 宏） 
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【沖縄】 

●世界自然遺産に「奄美大島、徳之島、沖縄島、西表島」を再び推薦へ 候補地再編 

 環境省は、琉球諸島四島を世界自然遺産に登録するよう推薦書を再び提出することを 11 月 2 日に決めた。

現在、推薦書をまとめる作業に入っている。11 月 26 日には「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」

世界自然遺産候補地科学委員会の奄美作業部会を開き、推薦書の修正案が示された。環境省は、これまで四島

で 24 の区域に分断されていた候補地を 5 区域にまとめて再編することで修正し、暫定版をユネスコへ提出し

た。その中では、包括的管理計画の不備が指摘されたことを踏まえて、それぞれの区域でフィールドの利用の

ルールと制限を設定することを書き加えた。区域の再編では、奄美大島、沖縄島、西表島の三島については、

すべて１つの島に１つの区域とし、徳之島だけはこれまで通り 2 区域のままに残した。沖縄島北部の米軍演習

場の一部返還地を候補地に組み込むことは、すでに鹿児島で開かれた委員会で了承されている。環境省は来年

2 月 1 日に推薦書を正式に提出する予定である。出席委員からは候補地だけではなく、琉球諸島全体を含む環

境保全を要求する意見も出されている。琉球諸島の自然は、山だけで存在するものではなく、海の環境を守る

視点を持たなければ、山も守れない。山と海のつながりを重視した世界自然遺産への取り組みが求められる。

海を除いた琉球列島の自然は考えられないのだから。（文責：向井 宏） 

  

●12 月 14 日に土砂投入開始 琉球セメントの桟橋から土砂搬出 

玉城沖縄県知事が安倍首相、菅官房長官と防衛大臣に直接会い、辺野古埋立の土砂投入を止めるよう要

請したにもかかわらず、12 月 14 日、予定通り辺野古沖の護岸で囲われた海に土砂投入を開始した。首相

以下政府の人間は、ただただ「辺野古が唯一の選択肢」と繰り返すだけで、沖縄県民の民意をくみ取る工

夫を考える振りさえもしなかった。土砂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た。それに対して、沖縄防衛局は本部町の琉球セメント(株)の桟橋

を利用して土砂を搬出している。ジュゴンの重要な餌場・生息地の辺野古の海がいよいよ息の根を止めら

れようとしている。琉球セメントは、山口県の宇部興産系列の会社で、毎年安倍首相へ政治献金をしてい

るアベ案件の会社である。埋立承認願書に添付された「埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載

した図書」に記載された場所以外から土砂の搬出を行うには、埋立承認の際の留意事項に基づき、知事の

承認が必要である。知事の承認していない土砂の搬出は違法である。防衛局は直ちに違法な工事を止める

べきだ。沖縄県は、法令や規則をフルに使って土砂の投入を阻止するべく手法を模索しているが、沖縄県

知事の立ち入り検査まで工事中止するよう申し入れた行政指導にも国はいっさい耳を貸そうとしないの

で、土砂投入を止める有効な手立ては見いだせていない。ただ、現在 4 隻の船に積まれた埋立用土砂の量

は、辺野古沖の埋立に必要な量の 0.2%未満であり、今後は、県外からの土砂の搬入が問題になってくる。

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の搬出地の支部から沖縄県に、県外からの土砂の搬入を規制する土砂

条例に禁止権限や刑罰を入れるよう改正することを要望している。玉城沖縄県知事も土砂条例の改正に意

欲を持っていると言われる。辺野古沖の埋立土砂の搬入だけで 2～3 年はかかると言われており、諦める

ことなく、今後の取り組みを進めたい。 （文責：向井 宏） 

 

●埋立用土砂に赤土を搬入 防衛局は「石材」と擬装 

 辺野古埋立の土砂を運搬船に琉球セメントの岸壁から積み込んで、辺野古沖に運んでいるが、12月 6日の

参議院外交委員会で、伊波洋一議員の質問に防衛省は、「石材＝岩ズリ」だと説明した。しかし、現地で搬出
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作業を見た 1級建築士の奥間政則氏は「赤土」だとして、国の言う岩ズリとは性質の違うものが積み込まれて

いると言う。「赤土」は、水に入れると溶け出してヘドロ化し海を汚染すると指摘している。辺野古の海に投

入されれば深刻な海洋汚染が起こる。国は「石材＝岩ズリ」と主張することで、沖縄県の赤土等流出防止条例

に違反していないと強弁しており、なにがなんでも土砂投入を急ぐ政府の姿勢は、法治国家の態をなしていな

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 

【関西】 

◆大阪湾ウミウシ観察会 第 17 回 冬のウミウシを見よう 

 ウミウシは海の宝石とも呼ばれ、非常に人気の高い生き物ですが、実物を見たことがないという人が多いで

す。大阪湾には 150 種を超えるウミウシが生息していますが、生息状況がよくわかっていない種も多く、どこ

に行けばどんなウミウシが観察できるのかあまり知られていません。大阪湾ウミウシ観察会では、そんなウミ

ウシを観察できる機会を増やし、大阪湾にもこんなに魅力的な生き物がいるということを伝えていきたいと考

えています。 

 冬には冬だけのウミウシが見られます。台風 21 号の影響やそこからの回復の様子を調べてみます。寒いと

思いますので、温かい格好で、軍手の下にゴム手袋などをつけると手が濡れなくて探しやすいです。 

 観察できる可能性が比較的高いウミウシ：クロシタナシウミウシ、オカダウミウシ、イズミミノウミウシ、

アメフラシ、ツヅレウミウシなど。約 10～15 種のウミウシを観察できる予定です。 

日時：2018 年 12 月 22 日（土）雨天中止 

場所：和歌山市加太・城ヶ崎の磯 

集合＆解散：9:49 南海本線「加太」駅改札（または 10:20 城ヶ崎入口）～14:00 頃解散 

交通：8:15 南海「なんば」駅発の特急サザン 5 号（後 4 両自由席）に乗ってください。マイカーの方はご相

談ください 

対象：どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

参加費：大人 500 円、中学生以下 300 円 

定員：20 名（メール先着順） 

持ち物ほか：弁当、水筒、長靴または濡れてもいい運動靴、帽子、軍手、防寒具 

★申し込み：参加者全員の(１)名前(２)フリガナ(３)年齢(４)住所(５)電話番号(６)パソコンからのメールを受

け取れるメールアドレス(７)予定交通手段（電車 or マイカー）を記入し、表題を「12/22 ウミウシ観察

会申込み」として、メールで申込み umiushi@nature.or.jp  1 週間以内に参加可否を連絡します。連

絡のない場合はお問い合わせください。12 月 18 日（先着順） 

問い合わせ先：大阪自然環境保全協会内「12 月 22 日ウミウシ観察会」係 06-6242-8720 

【九州】 

◆和白海岸探鳥会 

日時：2019年1月13日（日）9:00～12:00 

場所：JR香椎線和白駅前の和白公園 

mailto:umiushi@nature.or.jp
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持ち物：筆記用具とあれば観察用具 

参加費：日本野鳥の会会員100円、一般300円 

主催：日本野鳥の会福岡支部 

連絡先：tel:092-606-0012（山本） 

 

 

5. 動物の親子を詞で知ろう（10） 久保田 信 

二枚貝に似た腕足動物門 

 

 見た目は二枚貝としか思えない腕足動物という動物門があります。あわさった貝殻の中には、この動物に特

徴的な柔らかい鰓の様な触手冠があります。この器官は呼吸や摂食に使うのです。これを持つことで、二枚貝

とは全く異なるベントスの一員なのです。腕足動物は現在 350 種しか知られていない海洋動物ですが、浅海か

ら深海 5000ｍを超える所まで、また、赤道から両極までのどの海洋にも生息しています。 

 

 腕足動物には大きく分けて

2 つの仲間が区別されていま

す。1 つは貝殻を閉じる蝶番

が無い仲間で、貝殻の内側に

突き出した硬くて複雑な形を

した腕骨で触手冠を支えてい

る特徴を持ったホオズキガイ

類です。この仲間と対照的な

のが、蝶番も腕骨もみられな

いシャミゼンガイ類です。不

思議なことに、前者には肛門

が全くみられませんが、後者

にはあるのです。また幼生を

出して、これが変態して大人

になるのが前者で、後者は変

態しません。また、九州など

で食用にされているのが後者の方で、前者はどこでも食用にはされていません。 

 

 腕足動物は主に二枚貝に棲家を奪われ、衰退してきました。しかし、古生代のカンブリア紀以降に現れて、

1 万種にも分化した時代があったことで往時の栄華がうかがえます。最後に二枚の貝殻の話に戻しますが、腕

足動物では背腹につくられていて、二枚貝では左右にできるのと違っています。 

 

二枚の貝殻をもった腕足動物（ベニクラゲ再生生物学体験研究所展示） 
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 それでは歌詞にまとめてみましょう。 

 

♪ホウズキガイやシャミセンガイは生きた化石 

 

二枚の殻もつホウズキガイ でも二枚貝じゃないよ 

海の底で 岩や石にくっついてる 

蝶番（ちょうつがい）で殻をぴたりと閉じると もう開かない 

体の中は鰓のような触手冠で 満ぱい 

くるくる巻いた触手冠で息をしながら 餌を濾し取ってる 

触手冠の支えは硬い骨 種類ごとに違う骨なのさ 

微小な餌は消化よく 肛門などいらないのさ 

 

二枚の殻もつシャミセンガイ でも二枚貝じゃないよ 

長い足で砂に潜るシャミセンガイ ホウズキガイの親戚さ 

触手冠に硬いは骨なく 貝殻に蝶番（ちょうつがい）がないのさ 

餌は微小だけど 肛門もってるよ  

 

シャミセンガイもホウズキガイも おとなし過ぎるのさ 

どうやら二枚貝などに 負けちまったね 

住み場所も 仲間うちも しりすぼみだね 

１万もの種類が絶滅し 今やたった 350 種で海底ぐらしさ 

それでも５億年も生き延びてきたよ 

生きた化石なのさ 
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柳川の掘割にウナギを復活させる伝習館高校生物部の取り組み 

 かつては多くのニホンウナギが生息した柳川の掘割に今でもウナギが生息しうることを実証し、復活させる

取り組みが、福岡県立伝習館高校生物部（顧問：木庭慎治教諭）によって進められています。採取したシラス

ウナギからクロコ（稚魚）に育て、標識を付けて掘割に放流し、生き残りや成長を調べる取り組みです。ニホ

ンウナギの資源減少の主要因として養殖用にシラスウナギを乱獲したことが上げられ、捕獲には厳しい規制が

行われています。生物部は、ウナギ資源の保全・再生に活躍されている望岡典隆先生（九州大学）の研究を手

伝う形で、県から特別採捕許可を得て、柳川周辺の矢部川や塩塚川などで、12～5 月の大潮時にシラスウナギ

の採捕を行っています。得られたシラスは、生物部室において冷凍アカムシを餌に半年ほど飼育され、10cm

前後に成育した

クロコに標識を

付け（微小な金属

片の埋め込みや

色素の注入）、掘

割に設置した石

倉カゴの周辺に

放流しています。 

 

 放流するクロ

コに標識をつけ

る作業は、伝習館

高校生物部員が

行いますが、掘割

のニホンウナギ

に関心を持って

もらうために、地元の小学生にも注射針で体に色素を注入する作業に参加してもらっています（写真１）。放

流に際しては、その子たちや通りがけの子ども達に、小さなタモ網でクロコを石倉カゴの周辺に放してもらう

作業への参加を進めています。10cm 足らずの小さなニホンウナギの子どもを見るのが初めての子ども達が自

分の手で自然に戻すことに関わることによって、生き物や環境への思いが育まれればとの願いです。これまで

の石倉カゴ取り上げ調査で 30 数尾の放流ウナギが再捕獲され（写真２）、今でも掘割にニホンウナギが生息

しうることが実証されました。伝習館高校の「森里海の繋がりから見えてきたニホンウナギと私たちの未来～

特別採捕・飼育・放流から～」は内外から高く評価され、国土交通省が主管する第 20 回水大賞において文部

科学大臣賞を受賞しました。そのことにより、柳川市のこの取り組みへの関心も高まっています。 

6. 有明海と三陸の水辺から（86）     田中 克 

写真１ 伝習館高校生物部で育てられたクロコに注射針で色素を入れる小学生 
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 柳川市にとって

ウナギは、絶滅危

惧種の保全や環境

問題だけでなく、地

域の食や観光、文化

や教育などに広く関

わる特別な存在であ

り、「街望むウナギ

の賑わいフォーラ

ム」などを開き、

多様な市民の関心

を高める努力を重

ねてきました。伝

習館高校の水大賞

受賞を追い風に、

2018 年 8 月 18 日

に、第 1 回「柳川

掘割ウナギ円卓会

議」を開催しまし

た。会議に先立ち、石倉カゴの取り上げと標識を付けたクロコ 300 尾を子ども達に放流してもらうイベントを

行い、その流れの中で円卓会議を開きました。会議には、地元の漁師、水の会はじめ NPO 関係者、大学生、

高校生、高校教員、親子連れの市民、ウナギ研究者、柳川市職員など、多様な方々が 50 名近く集まりました

（写真３）。柳川市からは副市長にもご参加いただき、意見交換の場でも建設的なご意見をいただきました。

今後、掘割のすぐ傍（沖

の端川船だまり）まで来

遊しているシラスウナ

ギを誘導する魚道を設

置することにより、掘割

への移入を可能にする

方法も提案され、具体的

な復活の道が展望され

ました。 

 

 

写真３ 第１回柳川掘割

ウナギ円卓会議：掘割に

ウナギを復活する知恵を

しぼった  

写真２ 掘割に設置した石倉

カゴで再捕獲された標識放

流されたニホンウナギ 



 

18 

い 

 

ふたたび奄美大島でシンポジウム 

 鹿児島県の大島支庁瀬戸内事務所は、2016 年 4 月 26 日に地元住民への説明会を開いている。私たちが護岸

計画に疑問を突きつけたシンポジウムから 4 ヶ月後だった。この時は、当初の計画を説明しただけだった。説

明会に来たのは地元集落の住民だけではなく、奄美大島の各地から参加した人もいた。その一人、嘉徳海岸や

奄美の美しさに魅せられて、フランスから移り住んでいたジョン・高木さんというサーファーが参加して、嘉

徳海岸の素晴らしさを強調し、護岸建設に熱心に反対した。彼の友達がフランスから嘉徳海岸にやってきて、

いっしょにサーフィンを楽しみ、嘉徳海岸の素晴らしさを動画で讃えた。しかし、この説明会に参加した建設

業者らしき人たちから、出て行け！と言われてしまう。嘉徳海岸を愛する人が排除されて、嘉徳海岸でお金儲

けをしようという人の意見が通ってしまうのだろうか。本当に地元集落の住民は、コンクリート護岸を作って

欲しいと思っているのだろうか。 

 

 この年の 9 月 23 日に再び奄美大島へ向かった。計画変更をしようとしない鹿児島県に、なんとか考え直し

て欲しいという意味を込めて、昨年に続いて奄美市でシンポジウムを開催することになった。テーマは、「奄

美の海の未来を考えるシンポジウム」。昨年と同じく自然と文化を守る奄美会議と共催だった。同会議の城村

さんは、私たちの奄美入りに合わせてびっしりと予定を組んでくれた。空港で、東京から来た安部真理子さん

と合流して、いきなり龍郷町の FM 龍郷の放送局へ連れて行かれ、いきなりそこでラジオ番組に出演させられ

た。こんなことになるとは思っ

ていなかったので、少々面食ら

ったが、シンポの宣伝になれば

と思い、FM ラジオで明日のシ

ンポの意義と宣伝に努めた。そ

の後も、会食、打ち合わせと予

定が続き、奄美会議の人たちの

準備の良さに驚くと共に、有り

難く思った。 

 

 このシンポで私は「奄美の海

の多様性と危機」と題して、嘉

徳海岸や市集落の砕石場問題、

辺野古への土砂搬出問題などに

ついて話した。ただ、この時は

護岸建設問題がそれほど逼迫し

ていないと誤解したこともあり、

7. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（17） 向井 宏 
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話の中心は嘉徳海岸も含めて、海砂の採取により各地の砂浜の侵食が強まっていることを強調した。昨年より

も少し参加者は少なくなったが、地元の報道機関は、熱心に取材してくれた。 

 

 その翌日、同じく砂浜の侵食で護岸

建設計画がある龍郷町の手広海岸で海

岸生物調査を一般市民を交えて行った。

手広海岸も一部砂浜が侵食されて、コ

ンクリート護岸の計画がある。昨年の

シンポで話題提供をしてくれた手広海

岸を守る会の碇山勇生さんが、行政と

辛抱強い話し合いを行って、なんとか

コンクリート護岸の計画を縮小させた

いと運動を進めている。その手広海岸

での生物調査では、多くの海の生き物

が採集され、この海の豊かさを体感で

きた。調査の様子を取材に来た記者も、

同じ感想をもったようで、翌日の新聞にその様子が報じられた。 

 

 それでも、嘉徳海岸の護岸建設計画はそのまま進められようとしていた。（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 

◇今号の編集作業をしている最中に、できたてホカホカの『不老不死のクラゲの秘密』を手にしました。5 億年も生き延

びてきた腕足動物門について今号のうみひるもにご執筆くださった久保田先生が、ご専門のベニクラゲへの熱い思いを

まとめた新刊本です。間もなくやってくる年末年始休暇中の読書リストに、ぜひ加えてみてください！ 

◇うみひるもが繰り返し発信してきた辺野古の問題が再び全国ニュースのトップ項目に挙がっています。ジュゴンが暮ら

した藻場やサンゴの価値を重く見る人が少数ながらいるのは、政府の方向と異なることを承知で、持論をきちんと発信し

てきた先生方のおかげでもあると感じています。そこに微かな希望を抱きつつ歩むしかありません。（ちよ） 

 

 辺野古の海についに土砂が入れられた。何度も何度も沖縄の人たちが選挙などで基地よりも美ら海を守りたいと言って

きたのに、日本政府は一顧だにしなかった。たった 3 頭しかいないとされる沖縄のジュゴンのうち、2 頭が 1 年半以上も

前から姿を消して行方不明だという。死んでしまったのではないことを祈りたいが、そうではないという証拠もない。これで

日本は日本が主導して作った多様性条約の愛知目標を自ら踏みにじったとして、次回締約国会議で世界中からそしら

れるだろう。しかし、沖縄には辺野古の埋立に使うすべての土砂はない。やがて県外から土砂を入れなければ埋立もで

きない。沖縄県の土砂条例では、特定外来生物の混入がないと証明しないと土砂の搬入を認めない。しかし、この条例

には罰則規定がない。いま、土砂を搬出予定地の住民達が沖縄県に条例改正を働きかけている。県が外来種の混入

の疑いがある場合は搬入を禁止できるようにすること、県の指導に従わない場合は、懲役を含む刑事罰を科することな

どを求めている。あらゆる権能を利用して、辺野古の海の埋め立てを止めさせたい。 

 奄美大島からニュースが届いた。嘉徳海岸の護岸工事の本年度 I期工事について、11月 9日に入札が行われたが、

入札は不調に終わったとのこと。詳しい事情はまだ分からないが、工事に反対の声が多いことが影響しているとうれしい。

しかし、随意契約で工事を開始するかもしれない。鹿児島県は 3 学会（日本生態学会・日本ベントス学会・日本魚類学

会）からの要請も無視して工事を進めようとしている。注意して見ていきたい。（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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