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「今月の海」 トウドウマリ浜 （沖縄県八重山郡竹富町西表島） 

 沖縄県八重山諸島のもっとも大きい島、西表島の宇那利崎の付け根、浦内川の河口部にある砂浜で、月ヶ浜

とも呼ばれている。ほとんどが自然海岸の西表島でも、この砂浜は、西表島を代表するビーチとして知られる。

直ぐそばに流れ込む浦内川

を遡れば、発達したマングロ

ーブ林がみられ、有名なマリ

ウドの滝がある。浦内川から

流れてくる白い砂がこのトウ

ドウマリ浜に堆積し、砂浜が

発達しており、サンゴ礁は発

達していない。サンゴ礁由来

でない砂浜は琉球では唯一。

鳴き砂の浜としても知られ、

ウミガメの上陸・産卵地でも

ある。トウドウマリ浜の特産

としてトウドウマリハマグリ

が生息しているが、この浜の

直ぐ後に、多くの反対運動に

もかかわらず、大きいリゾー

トホテルが建設され、汚水の

浸透などでトウドウマリハマグリの絶滅や環境破壊が心配されている。写真は、リゾートホテルの建設が始ま

ったばかりの時のトウドウマリ浜。 

（2002.1.1.沖縄県西表島にて 向井 宏撮影） 
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【活動予定】 

◆4 月 20 日（土） 表浜海岸砂浜調査＆観察会 

 
 今年も表浜海岸の砂浜で生き物調査と観察会を行います。海の生き物を守る会の砂浜海岸生物調査に協力

しようと思う人は、ぜひこの集まりに参加して、

砂浜調査のやり方を学んで、各地で砂浜調査を

行ってください。 

 

日時：2019 年 4 月 20 日（土）10:00~13:00 

集合場所：愛知県豊橋市 表浜まるごと博物館 
（表浜街道から寺沢の交差点信号を海側に曲がって 600m

ぐらい行った右手にあります。もっとも近い鉄道は JR 東海

道線の二川駅ですが、そこからは定期バスなどの便はありま

せん。車またはタクシーが必要になります） 

 

調査場所：表浜（詳細未定） 

予定：表浜まるごと博物館に集合し、表浜に移

動。そこで砂浜調査を行い、天候が良ければお弁

当を食べる。その後、再びまるごと博物館に

帰り、採集した生き物を同定し、まとめる。 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニー

ル袋、カメラほか 

参加費：無料 

共催：海の生き物を守る会・表浜ネットワーク 湿地ネットワークに参加 

問い合わせ先：田中雄二 info@omotehama.org , 向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

 

◆5 月 5 日（日） 磯の生物観察会（上関町田ノ浦） 
 上関町長島の田ノ浦の磯で海の生き物観察会を行います。 

日時：2019 年 5 月 5 日（日）時刻未定 

集合場所：山口県上関町 上関まるごと博物館 

調査場所：上関町長島田ノ浦 

予定：上関まるごと博物館に集合し、長島田ノ浦に移動。そこで磯の生き物観察会を行います。みんなで採

集した生き物を同定します。 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

昨年の表浜砂浜調査で、素晴らしい天候の中、お弁当を広げる参加者 

mailto:info@omotehama.org
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp


 

3 

参加費：無料 

共催：海の生き物を守る会・上関の自然を守る会 

問い合わせ先：高島美登里 midori.t@crocus.ocn.ne.jp , 向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

 

◆5 月 18 日（土） 吉野川河口干潟観察会 
 今年も吉野川最河口部の干潟で海の生き物観察会を行います。 

日時：2019 年 5 月 18 日（土）10:00~13:00 

場所：吉野川の最河口干潟 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

 

 
◆6 月 15 日（土） 奄美シンポ（予定） 
 奄美の海と自然を守るシンポジウムを行います。 

日時：2019 年 6 月 15 日(土) 時刻未定 

場所：奄美市（未定） 

 

 

◆6 月 16 日（日） 奄美大島西古見海岸砂浜の生き物観察会（予定） 
 大型クルーズ船寄港問題で揺れる奄美大島西古見海岸の砂浜で生き物調査と観察会を行います。 

日時：2019 年 6 月 16 日（日）11:00~14:00 

場所：奄美大島瀬戸内町西古見海岸 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

 

 

 

【活動報告】 

◆ジュゴンを希少動植物に指定を 環境省に申請 
 「種の保存法」によるレッドリストに追加すべき国内希少動植物を環境省が公募していました。そこで海

の生き物を守る会として、沖縄県のジュゴンを追加すべきであると申請しました。哺乳類では、これまでネ

ズミ類やコウモリ類などわずか 12 種のみが指定されていました。ジュゴンは辺野古新基地建設に関わって

沖縄防衛局が行った調査では、国内でわずか 3 頭しか確認されていません。しかも、そのうち 2 頭が現在行

方不明です。レッドリストに追加されれば、国は保護対策を考える義務が生じます。ぜひ希少動植物に指定

して欲しいものです。 

 

 

 

 

 

 

現在まで301枚、165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、今年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 301 枚の調査票が寄せられ、全国 165 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

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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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。 

 

 

 

「わだつみ 海の生き物情報誌」の原稿を募集中 

 
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」創刊号を 2019 年 1 月 10 日に刊行しました。関心のある方、読んでみたい

方は、海の生き物を守る会のホームページ http://e-amco.com からダウンロードしてくださ

い。現在、次号の原稿を募集しています。ぜひ投稿を！ 

投稿要領は、創刊号の巻末をご覧ください。 

 

 
★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。 

 

海の生き物を守る会 雑誌編集部 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

  

http://e-amco.com/
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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。調査に役立

てていただくため、「砂浜フィールド図鑑」シ

リーズの 1 冊目として、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。 

 

大浦湾の超軟弱地盤に７万７千本の砂杭 そんな砂はどこにもない 

 辺野古米軍基地建設のために大浦湾を埋め立てる計画が進んでいるが、大浦湾の埋立予定地にはマ

ヨネーズ並みの超軟弱地盤があることを政府も認めた。その対策として、7 万 7 千本の砂杭を打ち込

んで地盤補強するとしている。その砂はどこから調達するのだろうか。政府はいっさい調達先を明ら

かにしていないが、砂杭に使われるのは一般に海砂である。これだけ大量の海砂を短時間で沖縄県内

で調達することは不可能である。そこで九州各地からの海砂の調達が予想される。海砂の採取は、沿

岸の環境や海底の環境を破壊することから、瀬戸内海の各県ではかなり前から禁止されており、九州

各県でも年間採取量に上限を設けて規制している。沖縄県では上限が設けられていないため、土砂全

協では、沖縄県に海砂の採取上限量を設定する条約の制定を求める。 

 

 

 

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

 

活動を広めるためにパンフレットを発行しています（写真は

表紙）。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．オウムガイ切手コレクション （3）   立川賢一 
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【国際】 

●ロシアの「イルカ監獄」を捜査 97 頭を解放 
 昨年、ロシア極東のナホトカ沖の海上に、大型の鉄の檻が設置され、中に 100 頭以上のイルカやベルーガ

（シロイルカ）が収容されていることが発見され、ロシア連邦保安局が関わった 4 企業の捜査を始めた。これ

らのイルカ類は中国の水族館へ輸出することを目的として生け捕りされていた。すでに数頭が死んだとみられ

ている。残っていた 97 頭は、捜査確認の上、解放された。（文責：向井 宏） 

 

●気候変動で食性･行動が変化 ベルーガとワモンアザラシ 
 北極圏に生息する海産哺乳類のベルーガ（シロイルカ）とワモンアザラシが、最近の気候変動でこれまでの

食性や摂食行動を変えざるを得なくなっているが、両者でまったく異なった対応を取っていることが、研究者

チームの 20 年間にわたる調査で分かった。研究チームの代表チャーメイン・ハミルトン博士（ノルウェー北

極研究所）は、気候変動によって海氷の大規模な崩壊が、これら海産哺乳類の摂餌行動に変化を与えていると

している。シロイルカもワモンアザラシも、これまでは海氷がある海域、氷河が海と接するところで餌（主に

ホッキョクダラ）を摂っていた。研究者らはノルウェー北西沖のスバルバル諸島周辺で、これらの動物にタグ

を付けて長年にわたって調査を続けた。現在、ワモンアザラシは、これまで以上に氷河の先端付近の海で餌を

探している。一方、シロイルカは、餌を探しにフィヨルドの中心付近に出て過ごすことが多くなった。両者で

まったく逆の変化が起こったことになる。海水温の上昇に伴って、北極圏にもっと南からこれまでいなかった

魚種がこの海域に出現するようになったため、それを狙ってシロイルカが摂餌行動を変化させたと研究者らは

結論づけている。シロイルカが環境の変化に柔軟に対応しているのに対して、ワモンアザラシはこれまでの摂

餌行動に固執し、環境変動に上手く対応できていないという。このまま気候変動＝温暖化が進めば、ワモンア

ザラシには生存の危機が訪れるかもしれない。ワモンアザラシを絶滅に導きかねない変化は、わたしたち人間

が引き起こしたものであることは明らかである。直接ではなくとも、人類は多くの生き物を絶滅へ向かわせて

いる。（文責：向井 宏） 

 

●カブトガニはクモの仲間 遺伝子解析で判明 
 カブトガニ類（別名：剣尾類）は、節足動物門の鋏角亜門の 1 グループ（綱）であるが、この亜門には、ほ

かにウミグモ綱とクモガタ綱があり、クモ類、ダニ類、サソリ類などが知られる。これまでカブトガニ類は、

これら鋏角亜門の動物と同じ祖先の「水生鋏角類」を持ち、これから陸上へ進出して分化したクモガタ類と別

れたと考えられてきた。しかし、アメリカのウィスコンシン大学の研究チームが、カブトガニ類とクモガタ綱

の膨大な遺伝子解析から、カブトガニ類は、クモガタ綱の中のクモ類にもっとも近いことが判明した。この研

究結果から、カブトガニ類はこれまで考えられていたような別の綱ではなく、クモガタ綱の中に位置づけられ、

クモ類と別れた時代はかなり新しくなると考えられている。カブトガニ類には現在 4 種が知られるのみだが、

一方のクモ類には、約 4 万 4 千種が知られている。（文責：向井 宏） 

 

●世界最深部もプラスチック汚染 
 イギリスの研究チームが深い海として知られる世界の海溝 6 ヶ所の生き物を調べた結果、どこの海溝でもプ

ラスチック汚染が進んでいることが明らかになった。世界でもっとも深いマリアナ海溝では、採集されたすべ

ての動物の消化管からプラスチック繊維が発見された。研究チームは、これまで海溝部（6000～12000m）で

採集されたエビ類の標本から、消化管内容物を調べてプラスチック汚染の様相を調査した。この結果から、研

究者は「われわれは自分たちのあらゆるゴミを、もっとも解明が進んでいない場所に積み上げ続けている」と

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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警告している。私は、過去に日本海溝でトロールを曳いて生き物を採集した経験があるが、海溝の海底からは、

大量のビニール袋がトロール網に入り、網が目詰まりをおこして大変な目に遭った。もっとも深い所には地球

上のあらゆるところから水より重いゴミが最終的に集積する。（文責：向井 宏） 

 

 

【全国】 

●ひな祭りハマグリの店頭調査に協力を呼びかけ 
 佐藤慎一さん（静岡大学）と山下博由さん（貝類多様性研究所）が、今年もひな祭りハマグリの店頭調査へ

の協力を呼びかけている。以下はその呼びかけ文。 
 

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

「雛祭りハマグリ店頭調査 2019」の御案内 

今年も雛祭りハマグリ店頭調査を実施します。皆様のご協力をどうぞよろしくお願いします。 

「日韓共同干潟調査団ハマグリプロジェクトチーム（山下博由代表）」と「アジアの浅瀬と干潟を守る会

（山本茂雄代表）」は，2005 年から毎年，雛祭りの時期に，ハマグリ類の店頭調査を行なっています． 

日本の雛祭りには，女子の健康などを願うため，蛤を食べる習慣が古くからあります．近年，この習慣は失

われつつある一方で，大手のスーパー・デパート等では「雛祭りハマグリ商戦」が展開されており，大量の

ハマグリがこの時期に流通しています．御存知のように日本在来のハマグリは深刻な減少傾向にあり，現在

国内で流通しているハマグリの多くは朝鮮半島・中国大陸産のシナハマグリです．日本がシナハマグリの大

量輸入国になっていることは，朝鮮半島・中国大陸のシナハマグリの個体群維持や干潟生態系の機能維持に

も大きな影響を与えていると考えられます． 

山下ほか（2004）「沈黙の干潟 −ハマグリを通してみるアジアの食と海の未来−」 

http://www.takagifund.org/05/r2004/01-085.pdf 参照． 

私たちは，雛祭りの時期に，国産ハマグリと輸入ハマグリの流通・消費状況を調べ，商品名・産地表示の

適正さも調査しています．以下の要領で，調査に御協力いただければ幸いです．ホンビノスガイ（白はま

ぐり）についても，調査対象とします．調査日は，3 月 3 日前後の，いつでもけっこうです。 

必要な情報：調査日，調査地，店舗名，標準和名（種の名前），商品名，産地表示，100ｇあたりの価格

（もしくはパック価格／個数），調査者，標準和名（種の名前）が分からない場合は不明でけっこうです

が，写真がある場合は同定致します．商品ラベルの鮮明に映った写真があると助かります。 

凡例：調査日：2019 年 3月 3 日 

   調査地：神奈川県藤沢市鵠沼海岸，相鉄ローゼン鵠沼店 

   商品名：はまぐり （標準和名：ハマグリ） 

   産地表示：中国産 

   価格：93 円/100ｇ． 

   調査者：山下博由 

ご協力いただける方は，以上のような情報を hinamatsuri.hamaguri@gmail.com 佐藤慎一宛送って下さい．

これらの情報は，エクセルでデータベース化しています．調査協力者には，まとめたデータベースを，2019

年 5 月末までに提供致します．1〜２件の情報でも，日本各地から集まって，何年かすれば，重要なデータに

なりますので，できる範囲でよろしく御願いします．写真も送っていただければ，データベースに加え，共

有されます．ぜひ，この時期にスーパーなどで，ハマグリを眺めてみることをお勧めします． 

 

日韓共同干潟調査団ハマグリプロジェクトチーム（山下博由・佐藤慎一） 

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

http://www.takagifund.org/05/r2004/01-085.pdf
mailto:hinamatsuri.hamaguri@gmail.com
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【関東】 

●小笠原海域を海洋保護区へ 沖合の生物保護へ保全法改正案を国会上程 
 環境省は、沖合海域での海洋生物の保護を進めるために、海底の資源開発などを規制し、漁業を許可制にす

ることができるように、自然環境保全法の改正案を 3 月 1 日に閣議決定し、今国会に提出する。この改正案が

国会で承認されれば、小笠原海域に沖合海域初めての海洋保護区を設定する予定である。新たに設けられる海

洋保護区では、深海の生物に影響を与える鉱物資源探査・採掘や底引き網漁は原則届け出制となり、保護区の

内の特別地区では、許可制となる。小笠原海域には、マンガン鉱石が多量に存在するとされており、鉱物資源

の採掘の可能性が予想されており、また宝石に使用されるサンゴ類も生息して密漁も問題になっていた。生物

多様性の高い海山や熱水噴出口なども存在し、生物多様性の保護には沖合海域の保護も必要と考えられてきた

が、保護の網はまだ掛けられていなかった。生物多様性条約で約束していた海洋面積の 10％を保護区にする

という約束は、小笠原海域の保護区指定で達成されると政府は考えているが、その中には沿岸域の漁業権海域

を保護区とみなすという他国からごまかしと指摘されているものも含まれている。本当に海洋保護区と認定で

きるのはまだ 1％もないのが現状である。小笠原海域の保護区も重要だが、政府は沿岸での保護区拡大にもっ

と積極的に取り組んで欲しい。（文責：向井 宏） 

 

●茨城県沖で魚相が変化 南方種が北上 
 茨城県自然博物館ミュージアムパークの研究協力員の舟橋正隆さんが作成している茨城県の魚類リストで

は、県内初という南方系種が増えている。一方、北から南下してくるサンマやサケなどの動きが鈍くなり、獲

れなくなっているという。最近 2 年間にクマサカフグ、クエ、アラレフグなどの南方系種が茨城県で初めて報

告された。このほかにも、キタマクラ、ヤセハリセンボン、コショウダイ、ツバクロエイなどの南方系種も確

認されている。北茨城市平潟漁港の漁師は、「魚の動きがおかしい。北から南下してくる魚が来ない。南方か

らは名前も知らない魚が入り込んでいる」と困惑している。海の温暖化は後戻りできない時点を超えたのかも

しれない。（文責：向井 宏） 

 

●西湘海岸に「潜水突堤」で砂浜再生図る 
 「西湘海岸」として知られる神奈川県西部。そこでは酒匂川上流のダムの影響で、砂の供給が減少し、沖合

の海底谷への流出もあり、砂浜が消失し続けている。この西湘海岸に、砂浜の再生を目指して、これまでとは

異なる様式の「潜水突堤」という名の堤防が作られる。西湘海岸ではこれまでにも養浜事業などが行われてき

たが、養浜材の流出もあり、砂浜の消失は続いている。今回のプロジェクトは、これら砂浜の消失要因を減ら

すことを目的として、岩盤型 SeiSYo 工法と名付けられ、潜水突堤を 6 基、養浜を約 36 万㎥行うとしている。

岩盤型 SeiSYo 工法とは、海岸に幅約 10m 長さ 50m の潜水突堤を設置する新工法で、従来の突堤とは異なり、

平常時の漂砂の移動を妨げることなく、高波浪時の侵食を受けにくくするという。計画では 2020 年から 3 年

かけて 1 基を建設し、その後 3 年に 1 基の速度で建設しながら、養浜を行う。これまでの人工突堤による砂浜

保全は、漂砂を妨げていたので、砂浜の消失速度を減少させることはできたが、新しい砂がどこからも供給さ

れない構造になって、砂浜の長期的維持には、絶えず砂を人工的に加える養浜事業が永遠に続くことになる。

今回の潜水突堤がどれだけ漂砂を保証するか、これまでにない技術なので、漂砂の移動をどれだけ妨げないか、

期待と不安を持ちながら、注視したい。（文責：向井 宏） 

 

●銚子でマッコウクジラが漂着 
 千葉県銚子市犬若沖の岩場で、クジラが死んで打ち上がっているのが発見された。銚子市によると体長約

18m のマッコウクジラで、死んだ後、漂着したとみられる。市では処理のための費用が出せず、取り扱いを協

議中だが、そのまま放置するかもしれないという。過去にも同様のクジラの漂着があったが、自然に朽ちるま

まにしたという。（文責：向井 宏） 

 

 

【関西】 

●神戸市がさらに海面埋立 
 兵庫県神戸市は、神戸新港西地区の海面 16,000 ㎡を埋め立てて、フェリーや大型クルーズ船の受け入れを

強化する。全国的なトラック運転手の人材不足によって陸上輸送から海上輸送に物流が移行する傾向を踏まえ
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た対応という。埋め立て工事は、本年度に着工し、2022 年度完成を目指している。総工費は約 25 億円。埋め

立てる海面は、第 2 突堤と第 3 突堤に囲まれた海域で、第 3 突堤に神戸と高松を結ぶ「ジャンボフェリー」が

就航する予定で、そのための車両待機場所が不足していることや、大型クルーズ船が寄港したときに、乗客を

神戸市内に運ぶためのバスの駐車場がないことなどが埋立の理由として挙げられている。神戸市の埋立事業は

過去長い間延々と続いており、瀬戸内海環境保全特別措置法によって、瀬戸内海の埋立は極力抑制するべしと

いう規定もどこ吹く風である。海の環境について配慮した気配もない。（文責：向井 宏） 

 

 

【中四国】 

●出雲市沖でハリセンボンが大量出現 
 島根県出雲市の沖合で、2 月末ころから大量のハリセンボンが定置網に掛かり始めた。漁師が撮影した写真

には、水揚げされた網から船を埋め尽くすほどのハリセンボンが写っていた。この現象のために、本来の漁獲

対象のアジなどの魚がほとんど獲れないと漁師は嘆いている。ハリセンボンは、フグの仲間で鋭く硬い棘を体

表上に多数持ち、売り物にもならず、漁師は現場ですべて逃がしている。専門家によるとこのような現象は数

年に一度くらいは起こっているというが、近年の海水温度の上昇と関連した現象と思われる。（文責：向井 宏） 

 

●種崎海水浴場では景観に配慮 高知県の津波対策 
 高知県と国が進めている南海トラフ地震の津波対策では、高知県一帯に防波堤（防潮堤）の嵩上げや新設を

計画しているが、高知市浦戸の種崎海水浴場の周辺では、景観に配慮して、海水浴場の砂浜と種崎千松公園の

松林の間に堤防を設置することとし、また、盛り土をして自然石で護岸するなどの対応を計画案に組み込んだ。

県の計画案では、種崎と桂浜については、景観に配慮した整備を行うとしている。これは、ほかの海岸は配慮

しないと言うことを宣言していることと同じだ。すべての海岸で景観や生き物の生活に配慮した海岸整備を行

うべきではなかろうか。（文責：向井 宏） 

 

 

 

 

最近お出かけになった海や、海辺の動植物の写真はございませんか？ 

海の生き物に関する情報交換の場として、 

海好きの読者に届く「うみひるも」の紙面を是非ご活用ください。 

 

※海岸や、海の生き物（種名まで同定済みですと助かります！）の写真は、 

ご署名付きで「うみひるも」表紙に採用させていただく場合がございます。 

「うみひるも編集部」まで、お気軽にご連絡ください。 

hirumo@live.jp または https://goo.gl/GjWIjL 

 

うみひるもの紙面づくりに参加しませんか？ 

mailto:hirumo@live.jp
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【関東】 

◆海藻観察会（観音崎自然博物館） 
 3～4 月は海藻が一番よく見られる時期です。観音崎の浜や磯でワカメ、

ヒジキ、アカモク、マクサ等、約 30 種類の海藻を観察し、浜辺の大きな図

鑑をつくりましょう。 

日時：2019 年 3 月 23 日（土）10:00～12:00 ※小雨決行 

集合：観音崎公園ボランティアステーション 10:00 

定員：50 名（先着順） 

対象：一般・小学生以下は保護者同伴 

講師：観音崎自然博物館 館長 河野えり子 

参加費：500 円 

持ち物：長靴、タオル、天候によっては雨具 

★申し込み：電話にて参加者全員の氏名・年齢・住所・電話番号をお知ら

せください。 

保険加入のため 3 月 19 日までにお申し込みください。 

観音崎自然博物館 〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居 4 丁目 1120 番地 

TEL 046-841-1533 

 

◆江奈湾干潟観察会（モニタリング）&ゴミ回収活動 
 2019 年度最初の江奈湾干潟でのモニタリングとゴミ回収活動を以下の日程で実施します。この活動では、

干潟に棲む生き物や干潟を利用している生き物を、1 年を通して観察・記録し、干潟生態系とそれを利用す

る生物の関係を把握することが目的です。干潟が初めての方も、ぜひご参加ください。 

主催：NPO 法人 OWS 

日時：2019 年 4 月 20 日（土）※雨天の場合中止 

場所：三浦市南下浦町江奈湾 

集合：江奈バス停前 9:15 

京急バス「三浦海岸駅」発「三崎東岡」行き、「江奈」バス停（地図内バスマーク）下車 ※三浦海岸駅（2 番

のりば）から約 25 分 【参考】バス乗換案内 三浦海岸駅 08:47 発 ⇒ 江奈 09:12 着（320 円）※車でお越しの

方は、参加者募集の詳細ページで駐車位置をご確認ください。駐車台数に限りがあります。 

対象：中学生以上 ※保護者帯同の小学 4 年生以上参加可 

参加費：無料（昼食、飲み物を持参してください）※別途、保険料（実費：250 円）を現地で徴収します 

服装・装備：動きやすく汚れてもいい服装と着替え、長靴（足にフィットしたもの）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。※ゴミ回収時に軍手・トング・防護用メガ

ネ（葦原内で目の保護）等があると安全です。天候に応じて雨具（傘不可）。干潟での観察会のため泥で汚

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）。 

★申し込み：お申し込みフォームよりお申込みください。キャンセルされる方は必ずご連絡ください。 

 

【九州】 
◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2019 年 3 月 23 日（土）15:00~17:00 

場所：和白干潟海の広場（福岡市東区和白 4 丁目）※駐車場なし、西鉄唐の原駅徒歩 5 分 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 

連絡先：電話 090-1346-0460（田辺） 

 

  

http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html
https://www.ows-npo.org/higata-hozen/form0420.html
javascript:;
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母系社会パラオと私達の未来 

 

 パラオの社会や文化を理解する上で、非常に重要な存在は、白川郷の合掌造りに外観的に似た形の伝統的

な建築物バイ（Bai：アバイとも呼ばれる）です（写真１）。もちろん、その工法は異なりますが、バイもく

ぎ等を一切使わず木や椰子類の葉(屋根）を使って組み立てられます。矩形の長辺は 20～25ｍ、かつては全国

各地の集落に存在し、地域コミュニティの意思決定と結束を図る場として、また、裁判所を兼ねるなど重要

な役割を担ってきました。しかし、時代の流れの中で次第に衰退し、特に第二次世界大戦の戦火によってそ

れらの多くは焼失破壊されてしまいました。現存の最も古いバイはアイライ州に残るもので 1880 年代に造

られたとされています。バイの最も重要な役割は、集落の最高意思決定の場であり、長老（酋長）が集まり、

その中で寝食をとりながら重要案件が決められました。 

写真１ パラオの集落の維持存続の中心的存在としてのバイ 

 

 大変興味深いのは、そのバイに入ることができるのは酋長のみで、酋長はすべて男性なのです。一方、パ

ラオはマオリなど南太平洋の多くの民族と同様に母系社会で、男性には遺産相続の権利さえないといわれて

います。それにもかかわらず、男性が村の基本方針を決めることが不思議に思われましたが、酋長を決める

権限を女性が握っていると聞き納得しました。また、バイの中で決まった重要事項を受け入れるか否かの拒

否権を行使する仕組みも備わっていたようです。現在でもこの伝統を残す集落もあり、酋長以外は内部に入

ることは許されません。バイには意思決定の場とともに、集落の学校的な機能を備えたものもあり、村の長

老が若者や子供たちに伝統知などを伝える場として利用されたようです。 

 

5. 有明海と三陸の水辺から（92）     田中 克 
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 バイの入り口の壁面には、頂部にサンゴ礁の住人であるチョウチョウウオの仲間の絵が、さらに中心部か

ら下部にはアイゴ、サメ、エイが描かれています（写真２）。群泳するアイゴは集落の一体性を、サメは集落

を外部から守ることを、そしてエイは集落の安定性を意味していると言われています。いずれにしても魚が

人々の暮らしと深く結びついた存在であったことを示しています。魚を捕る漁の模様や漁場をめぐる争いな

ど当時の様子が窺える絵物語や伝説が描かれています（写真 3）。ニワトリ（ブルースター）は富の象徴とし

て必ず描かれ、また、描かれた多くの人面は互いに相談しながら話をまとめることを意味しています。 

写真２ バイの壁面に描かれたアイゴやサメ 

 

 パラオでは少人数社会が遺伝的偏りによる弊害が出ないように、新たな血を導入することが当然のことと

され、結婚した女性でさえ誰の子供を宿すかを決める権利を有するとされてきました。母系社会は集落が子々

孫々健全に維持される基盤なのでしょう。家の周りの畑仕事は女性が担い、海での危険を伴う仕事（漁）や

集落同士の戦いは男性が担うのは当然のことなのです。社会の持続性にとって命を直接つなぐ女性が中心に

なることは必然的なことだといえます。翻ってこの日本社会はどうでしょうか。命よりも物やお金が大事に

されがちな社会の中枢を担う“長老”を任命・罷免する権限を女性が持つようになれば、命に関わる多くの

社会的問題は大きく改善されるに違いないと思ってしまいました。 
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写真 3 バイ（観光用に開放された）の内部と描かれた多くの絵物語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゼロベース」で見直すとした委員会は何を議論したか 

 
 嘉徳海岸のコンクリート護岸計画は、私たちの反対の意思表示もあってか、鹿児島県大島支庁が「ゼロベ

ースで見直す」としたことは、前にも述べた。このことは、実に珍しいことで、海岸の自然保護の運動では

なかなかお目にかからない出来事だった。その当時、私は鹿児島県の対応に驚きもし、評価もした。護岸計

画がなくなる可能性も見えてきたと喜んだものだった。大島支庁が見直しをどうやって行うか、固唾をのん

で見守っていたが、再検討を行う検討委員会を作って議論するということだった。そこで問題になるのは、

委員の人選である。それによって結論が見えてしまうことも多い。自然と文化を守る奄美会議では、この委

員に共同代表である薗 博明さんと、私を推薦した。でも結局、この二人は委員に選ばれることはなかった。 

6. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（21） 向井 宏 
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護岸建設に反対している団体から委員を選ぶことはないだろうと思ってはいた。しかし、選ばれた委員は 7

名。そのうち 1 名は、瀬戸内町の建設課長なのだ。これは護岸建設を推進しているのではないか。専門家と

いえる委員は 7 名中、3 名だけだった。一人は海洋生物研究者、もう一人は沿岸工学の研究者、どちらも鹿

児島大学教員だ。ここまでは理解できる。そしてもう一人の専門家？は、実験動物学・医動物学の研究者で、

東京大学医科学研究所の特別研究員をしている服部

正策さん。なぜ護岸計画の専門家にこの専門家なの

か。しかも、検討委員会の委員長にもなった。おそら

く何か他のことで鹿児島県との繋がりを持った研究

者なのであろう。護岸計画とは何の関係もなさそうな

専門家が委員長に選ばれた。ただ、私たちが希望を持

てる一人の委員が奄美自然環境研究会会長だった。海

洋生物研究者の委員にも期待をもったのはもちろん

である。 

 第 1 回の検討委員会が 2017 年 8 月 31 日に開かれ

た。議事録は直ぐには公開されなかったが、傍聴者を

認めたので、議論の内容は一部漏れ聞こえてきた。1

回目は、これまでの経過説明と今後の議論の進め方が

主な議題だったようだ。ここで「ゼロベース」で検討

することが確認されている。期待は高まった。 

 第 2 回の検討会は、11 月 25 日に開かれた。ここで

嘉徳の地元から委員に選ばれた人から重大な発言が

あったのだが、委員会の議論では無視された。その後

のわれわれの調査によってこの発言の重要性が高ま

ったのだが、それについては後ほど述べることにしよ

う。 

 結局、第 2 回検討委員会では、お墓や住民の土地で

侵食される可能性のあるところに何らかの工法で護

岸が必要というところに議論がまとめられていく。 

 その後、第 3 回の検討委員会が 2018 年 1 月に開か

れ、そこで結論が出されるという運びになったので、

急遽、12 月に再度の調査を行った。この調査では、こ

れまで生物調査に中心が置かれていたが、新たに海岸

工学の専門家宇多高明さんに現地をみていただくこ

とになった。宇多高明さんは、私が長年委員長をやっ

ていた茨城県の鹿島海岸生物調査委員会で副委員長

をやっていただいた関係で、よく知った人だった。土木関係の研究者の中では珍しく自然環境の保全や生物多

様性への影響を真剣に考えてくれる専門家でもある。 

 現場に到着した宇多さんは、一目で嘉徳海岸の素晴らしさを感得したようだった。そして嘉徳海岸全体に足

を運び、測量し、ほぼ一日で大島支庁の護岸計画の問題点を把握した。（つづく） 

 

 

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。 

 

 

奄美新聞 2017.8.31 



 

17 

8．編集後記 
◎編集作業が如何に大変か，少しは知っていたつもりでしたが，いや，本当に大変。初めて校正をした元の原稿を何気

なく見返したら，見落としがいくつか見つかり，驚いて配信された号を見ると，きちんと修正されていました。これはいかん，

と反省することしきり。校正･編集の作業では｢文章を読んではいけない｣と，どこかで聞いた覚えがあります。読者ではなく

て編集作業なのだから，文章に感情移入してしまうと見落としをし易い，と言うことでしょう。でも今回も，つい読んでしまい

ました。田中先生のパラオ紀行，とても貴重なお話と写真だと思いました。養浜工事よりもダム撤去の方が総合的な費

用対効果が高いと思ったり，向井先生のエッセイで奄美の海岸に思いをはせたりと，会員の皆様に先立って，情報に接

する機会を得ています。ある意味，役得です。(西) 

 

◎皆さま春のレジャーのご予定はお決まりでしょうか。かつてない 10 連休ということで、暦関係なしの職業の面々を除き、

世間は浮足立っているようです。潮干狩りのシーズンでもあり、子どもたちが海と親しんでくれたらと願っています。しかし

昨今の中高生の多くは「近くに海があっても行かない」「海は怖い」と言うそうです。塩素混じりのプールのほうが安心して

泳げるとのこと。若者の海離れを実感しました。人気の YouTuber（いまや子どもたちの「なりたい職業」の筆頭と聞いてビ

ックリしています）の一人が、今年初めに水難事故で亡くなった影響もあるのでしょうか。もちろん海は危険と隣り合わせで

すが、海に行かないと会えない生き物もいるので、春の 1 日だけでも、ふらりと家族で海辺に立ち寄ってほしいなぁと思い

ました。スマホのアプリで 24 時間いつでも波音を聴ける時代となり、それを「癒やし」と呼んだりもするけれど、やはりバー

チャルは本物の潮風や波にはかないません。大自然こそ心身を強くする薬ではないかと思います。（ちよ） 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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