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「今月の海の生き物」ムラサキインコ Septifer virgatus (Wiegmann)  

 二枚貝の名前には、鳥の名前を採ったものが多い。この貝は、殻の表も裏も黒紫色をしていることから、胸

が紫色のインコの

名前に由来してい

るのだろう。軟体

動物門イガイ目イ

ガイ科の二枚貝で、

北海道南部から九

州までの内湾の潮

間帯の比較的上部

の岩礁に足糸で固

着して生活する。

常に多数が集まり、

いわゆるイガイ床

mussel bed を形成

する。殻の頂部に

は弱い放射肋がみ

られるが、その他

の殻表は、彫刻が

なく、磨かれたよ

うになっている。

殻の色は黒紫色だが、濃褐色になるものも多い。美味しい出汁がでるので、一部では食用として販売されてい

る。殻の内側の頂部には、小さいがはっきりと膜状の構造物があり、よく似たヒバリガイモドキと区別できる。 

（京都府宮津市天橋立にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

 

◆5 月 18 日（土） 吉野川と海

が出会う河口干潟の観察会 
 
 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。日本一の川幅を持つ吉

野川河口。川と海の絶妙なバランスが保たれ

ている河口は、川と海が出合う場所ならでは

の多種多様な生物が観察できます。海と水辺

の達人、向井宏先生との探検は今年で 3 年

目。どんな生き物に出会えるかな。 

 

日時：2019 年 5 月 18 日（土）10:30~12:30 

※雨天中止（少雨決行） 

場所：吉野川南岸の最河口干潟 

  （徳島市北  沖洲 4） 

 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニ

ール袋、カメラ、帽子、タオル、洗い水（洗

い水：ペットボトル 500～2000ml）、長靴

または汚れてもよい靴（ビーチサンダルは

ダメ!!足や指が出ない靴）、ぬれてもいい

服装。※小さな子は着替えを持ってきてね 

参加費：大人 300 円、高校生以下 100 円 

 

主催：とくしま自然観察の会＆海の生き物を

守る会＆吉野川ひがたファンクラブ  

後援：徳島市教育委員会／この観察会は、自

然保護助成基金プロ・ナトゥーラ・ファンドの助成を受けています 

問い合わせ先： 088-623-6783 とくしま自然観察の会 http://www.shiomaneki.net  

    海の生き物を守る会 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp （向井 宏）  

 

http://www.shiomaneki.net/
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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◆6 月 15 日（土） シンポ「奄美の海の危機と世界自然遺産への道」 

 今年も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) 12:30~16:30 

場所：奄美市 AiAi ひろば（観光交流センター／奄美市名瀬末広町 14 番 10 号） 

共催：日本自然保護協会・海の生き物を守る会・自然と文化を守る奄美会議 

プログラム 

1)講演 ・日本の海の現状と奄美の海の危機 （向井宏：海の生き物を守る会） 

 ・世界自然遺産のしくみ  （安部：日本自然保護協会） 

2)奄美各地からの報告 ・西古見（奄美の自然を守る会） 

   ・嘉徳（ジョン高木） 

   ・市（森または栄） 

3)意見交換 世界自然遺産へどう対処するか、など 

 

 

◆6 月 16 日（日） 奄美大島西古見海岸砂浜の生き物観察会 

 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 

共催：日本自然保護協会・海の生き物を守る会・自然と文化を守る奄美会議 

 

 

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

 

イベント情報など「うみひるも」投稿フォームにお寄せください 

https://goo.gl/GjWIjL  メールアドレスもあります。→hirumo@live.jp 

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

 

 

 

 

 

現在まで302枚、166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 302 枚の調査票が寄せられ、全国 166 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。調査のやり方につい

て、不安をお持ちの方は、当会が実施している各地での研修会に、一度参加することをお薦めします。  

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
http://e-amco.com/research
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【活動報告】 

◆愛知県表浜で砂浜海岸生物調査＆観察会 2019 を実施 

 今年も 4 月 20 日(土)に表浜海岸の砂浜で生き物調査と観察会を行いました。参加者は約 10 名と少なかっ

たのですが、当日は晴天に恵まれ、10 時に表浜まるごと博物館に集合し、砂浜についての基礎的な知識を向

井講師から学び、その後表浜に移動。そこで砂浜調査を行い、終了後、良い天気の下、浜辺でお弁当を食べ

ました。その後、再びまるごと博物館に帰り、向井氏の指導で採集した生き物を同定しました。この研修会

＆観察会は、海の生き物を守る会・表浜ネットワークの共催で、自然保護助成基金プロ・ナトゥーラ・フ

ァンドの助成を受けて実施されました。 

 

 

 

広大な表浜で三々五々

生き物の調査を行う参

加者たち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お弁当を食べ終わって満足し、記念写真 

 

 

 

 

◆上関町田ノ浦で磯の生き物観察会＆スケッチ大会 

 大型連休の真ん中 5 月 5 日こどもの日に、原子力発電所の建設計画のある上関町長島の田ノ浦の磯で海の

生き物観察会を行いました。参加者は 25 名。主催は、上関の自然を守る会と海の生き物を守る会でした。 

 

 最初、上関まるごと博物館に集合し、向井 宏氏による長島海域の海の生き物とその環境の特徴について

お話しがあり、さらにエッキー（浴野達弘）さんにスケッチのやり方や心得についてのお話を聞き、その後

3 艘の船で田ノ浦へ移動しました。乗り切れない一部の人は陸から向かいました。そこでまず素晴らしい天

気の中、お弁当を広げました。砂浜には絶滅危惧種に指定されているスナビキソウが群落を作って咲いてお

り、その花に吸蜜に来ている渡りをする蝶のアサギマダラも見ることができました。 
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 それからエッキーさんの指導で景色や海の生き物のスケッチを行いました。天気は薄雲はあるものの快晴。

スケッチをしている途中に、上空に彩雲が現れました。吉兆と言われる彩雲の出現で多くの人がスケッチの

中に彩雲を取り入れていました。スケッチが出来上がり、みんなでそれぞれの絵を鑑賞しました。最後に磯

の生き物を観察しました。30cm を超えるような大きなアメフラシを発見、アメフラシの紫汁を使ったスケッ

チもできました。磯でたくさんの貝類、コケムシ、ヒモムシ、ヒザラガイ類、ナマコ類やヒトデ類などの観

察が出来ました。みんな春の磯の生き物を堪能したようでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

船で田ノ浦に向かう一行。新緑の山がまぶしい 

エッキーさんの指導でスケッチ大会の準備 

スケッチ大会の最中に現れた

吉兆「彩雲」。鼻繰島の上空

に希望の虹を架けてくれた 
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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。 

 第 6 回定期総会が 5 月 25－26 日、奄美大島で開催されます。 

★参加を希望される方は、海の生き物を守る会事務局までご連絡ください。 

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

「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からダウンロード

してください。購読（当面は無料）はこちらから → http://e-amco.com 

現在、次号の原稿を募集しています。原稿が集まり次第、次号を発行します。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してご覧いただきます。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 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/
http://9765145552aa0409.lolipop.jp/wp-content/uploads/pdf/wadatsumi001.pdf
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．オウムガイ切手コレクション （6）   立川賢一 
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【関西】 

●熱帯性のウニを白浜で発見 

 京都大学の研究者グループが、和歌山県白浜町の海岸で、2017 年に熱帯性のウニの一種「リュウキュウナ

ガウニ」を 5 個体発見した。リュウキュウナガウニは、沖縄県以南に生息するウニで、これまで本州で見つ

かったことはない。研究者グループによると、発見されたウニは小型のものが中心であったが、その一部に

は越冬したとみられる個体もあり、白浜海域の温暖化が進んでいることが示唆されると指摘した。とくに

2016 年と 2017 年は海水温が高く、黒潮に乗って南から運ばれてきた幼生が定着しやすかったとみられてい

る。その後、2017～18 年にかけての冬には低温が続き、現在では死滅した可能性が高いとみられている。 

（文責：向井 宏） 
 

【中四国】 

●兵庫県が排水基準緩和へ 「魚が棲める海へ」？ 

     海がきれいになったから魚が棲めないという欺瞞 

 兵庫県は、瀬戸内海の水質が改善される一方、ノリの色落ちやイカナゴの不漁などは、海水中の栄養塩が

低下したせいだとして、下水処理場などからの排水基準を緩和する方向で見直す方針をあきらかにした。兵

庫県が見直すのは、生物化学的酸素要求量（BOD）の規制値で、これまで厳しく規制し水質改善に取り組ん

できた結果、水産資源の減少や品質の低下につながっているという漁業者らからの指摘があり、県の規制改

革推進会議が、今年 4 月に見直しを提言したもの。井戸敏三県知事は、5 月 7 日の定例記者会見で「環境基

準の範囲内で栄養塩を増やす対応を考える。海がきれいになりすぎず、魚が棲めるようにしていきたい」と

述べた。 

 しかし、この兵庫県の対応には大きな問題がある。まず、今でもつづく赤潮が、規制緩和によってさらに

悪化する可能性が高いこと。さらに魚など水産資源の減少と栄養塩の低下に関係があるという科学的証拠は

いっさいないということ。このような科学的根拠を無視した政策が実施されれば、せっかくしてきた水質改

善のためのこれまでの努力が再びあっという間に無に帰してしまう。水がきれいになったから魚が棲めない

というなら、瀬戸内海が汚染される前のきれいな瀬戸内海には魚が棲めなかったのだろうか。けっしてそん

なことはない。むしろ汚れていく瀬戸内海から魚がいなくなったのが事実である。 

 ノリの色落ちの原因はよく分かっていないが、海藻が植物プランクトンとの栄養塩の取り合いに負けた結

果だと考えられる。栄養塩が低下したからとは限らない。百歩譲って栄養塩が足りなくなったからノリの色

落ちが起こったというのが事実なら、それはノリを作る環境がなくなったせいであり、再び瀬戸内海を汚す

理由にはならない。本来、ノリは栄養塩が比較的豊富な河口域で生産されてきたものだ。瀬戸内海が有機汚

染され、沖合でもノリがとれるようになったため、瀬戸内海の全域でノリ養殖がおこなわれるようになって

来たのであり、瀬戸内海の汚染がもし本当に解決されたのであれば、ノリが全域でとれるようなことはなく

なるのが瀬戸内海の回復なのであり、ノリの養殖は河口域にまた帰るべきなのである。それを再びノリがと

れるように瀬戸内海をもっと汚せというのは、本末転倒としか言いようが無い。 

 魚などの水産資源が減少している原因は、けっして栄養塩の低下ではない。原因は複数あるが、その一つ

が乱獲である。生産性の高い瀬戸内海だが、獲りすぎれば当然資源は減少する。しかも何十年も乱獲が続い

たのだ。減るのが当たり前。もう一つの原因は、瀬戸内海の汚染だ。有機汚染が進んだ瀬戸内海では、植物

プランクトン→動物プランクトン→小魚→大型魚という正常な食物連鎖から、赤潮プランクトン→バクテリ

ア→クラゲという食物連鎖にシフトしてしまったのだ。一時的に水質が改善したからといって一度シフトし

たシステムはそう簡単に戻りはしない。そして決定的な原因は、埋立と海砂の採取だ。正常な食物連鎖の鍵

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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となる小魚のイカナゴは、本来北方種だ。瀬戸内海はその分布の南限に近い。周辺の海域と比べて瀬戸内海

は冬期にかなり水温が低下する。それが、イカナゴが瀬戸内海で生活できる理由なのだ。しかし、夏の水温

はかなり高くなる。30℃近くまで上昇する瀬戸内海にはイカナゴにとっては生活できるところではない。そ

こでイカナゴは海底の砂に潜って夏眠する。その砂が瀬戸内海では、埋立に必要な海砂として徹底的に採取

され、イカナゴの夏眠する場所を奪ってしまった。イカナゴの大幅な減少は、正常な食物連鎖で支えてきた

大型魚の生産に決定的なダメージを与えることになった。 

 これらの水産生物の減少をもたらした原因をきちんと科学的に評価せず、目先の利害による漁業者の主張

とそれを脇から支えるおかしな研究者の言うことを盲目的に信じ、さらに瀬戸内海を汚す政策を進めるな

ら、瀬戸内海はまた死の海に戻るだろう。兵庫県が規制緩和に動くと、きっとそれ以外の瀬戸内各県の漁業

者や非科学的な煽動者が他の県でも規制緩和をしろと言い出すに決まっている。兵庫県は、瀬戸内海を殺す

元凶の役割を果たすのだろうか。これから知事の諮問を受ける県の環境審議会委員の本当の良心と科学的資

質が問われることになる。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●馬毛島の所有者が防衛省との売却交渉を打ち切る 

 鹿児島県種子島の沖にある馬毛島（まげしま）は、米海軍空母艦載機の陸上離着陸訓練の候補地として、防

衛省と島の大部分を所有する東京都のタストン・エアポート社との間で、売却に関する交渉が行われてきた。

両者は、今年 1 月に 160 億円で売買するという破格の値段で合意したと報じられたが、正式契約は行われて

いない。そうした中で、両者の関係が悪化したと思われ、タストン・エアポート社が 5 月 7 日付けの文書で、

防衛省地方協力局長あてに、交渉の打ち切りを通告した。通告によると 2 月に同社の社長が交代した後、防衛

省が面会に応じなくなり、「防衛省から縁を切られたと受け止め、売却を断念し、別案を選択する」としてい

る。別案とは何かは明らかになっていない。防衛省の本音はどこにあるのか分からないが、米軍の訓練場にな

ることに反対してきた地元は、ひとまず胸をなで下ろしている。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●沖縄のジュゴンは絶滅したか 食べ跡がなくなった 

 今年 3 月に今帰仁村でジュゴン 1 頭が死体で見つかったが、米軍基地建設のための辺野古・大浦湾の埋立に

関してジュゴンの調査を行ってきた沖縄防衛局は、他の 2 頭についても最近行方が分からなくなったことを明

らかにしてきた。ヘリコプターによる目視調査で最後にジュゴンが確認されたのは 2018 年 9 月だった。防衛

局は 2017 年以降毎月、辺野古周辺の海草藻場でジュゴンの食べ跡を観察する潜水調査を行ってきた。それに

よると毎月 10～70 本程度のジュゴンの食み跡が発見されていた。しかし、2018 年 12 月 6～9 日の調査以来、

ジュゴンの食み跡は 1 本も確認されていない。政府が埋め立て地への土砂の投入を開始したのは、2018 年 12

月 14 日だったため、防衛省は「埋め立て工事前からジュゴンは藻場を利用していないので、工事の影響とは

考えていない」としている。しかし、護岸建設など工事そのものはもっと早い時期から行われており、ジュゴ

ンが行方不明になったことは埋め立て工事の影響であると考えるのは当然であろう。土砂投入だけが工事では

ない。多くの工事船が行き交い、騒音や振動によってジュゴンが辺野古周辺の海草藻場を利用しなくなったこ

とは想像に難くない。玉城デニー沖縄県知事は、安倍首相と会談した時に、ジュゴンの死亡を伝え、工事を一

時中断して協議することを訴えたが、安倍政権はいっさい沖縄の声に耳を貸そうとせず、埋め立て工事を続け

ている。（文責：向井 宏） 
 

●八重山諸島などでジュゴンの目撃情報 環境省が公表 

 沖縄島に生息するジュゴンが絶滅したかと心配される中、環境省が 2000 年以降に、八重山諸島や多良間島

などでジュゴンの目撃情報が 11 件あることを 4 月 16 日に公表した。それによると、環境省が 2018 年に漁業

者や観光業者、研究機関などに聞き取りを行ったところ、ジュゴン個体の目撃例が 5 件、死骸例が 2 件、食み

跡 2 件、糞の発見 2 件の合計 11 件に上った。波照間島では 2018 年 8 月 22 日、親子らしき 2 頭がヘリコプタ

ーから目視された。西表島では 2013～14 年頃カヤックからの目撃例があり、多良間島では 2013 年 6 月 6 日

にジュゴンが 1 頭航空機から目撃されている。どの例もジュゴンであることが確認されていないため、詳細は
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不明だが、もし八重山諸島周辺でジュゴンが生息していることが確認されれば、日本のジュゴン個体群保全に

とっては、明るい情報と言って良いかもしれない。しかし、疑問に思えるのは、なぜ環境省はこれまでジュゴ

ンの調査を本格的に行ってこなかったのか。国の天然記念物であり、国際的な絶滅危惧種として保護する義務

のあるジュゴンについて、環境省はこれまで種の保存法に基づく希少動植物に指定することを拒んできた。沖

縄島のジュゴン個体 B が死亡し、他の 2 頭も行方不明になって、沖縄島のジュゴンが絶滅した可能性が取り

ざたされ、それが辺野古の埋め立て工事の影響であると一般に認識されるようになって、あわてて八重山諸島

周辺のジュゴン目撃例を公表したのは、ジュゴンは辺野古の工事が進んでも日本から絶滅はしていないと思わ

せるための意図的な公表ではなかっただろうか。政権への忖度が疑われる環境省の対応だ。（文責：向井 宏） 

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

 

 

 

 

 

 

【関東】 

◆江奈湾干潟観察会（モニタリング）＆ゴミ回収活動 
 江奈湾干潟でのモニタリングとゴミ回収活動では、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。 

日時：2019 年 6 月 8 日（土） 

場所：三浦半島江奈湾 ／集合：京急バス・江奈バス停前 10:15 集合 

対象：中学生以上 

参加費：無料（昼食、飲物持参）※保険料 250 円別途 

★申し込み：NPO 法人 OWS のホームページで詳細をご確認の上、お申し込みください。 

http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html  

 

◆観察会「親子で磯の生きものを探そう」 
日時：2019 年 6 月 16 日（日）9:30～11:30 

場所：千葉県立中央博物館分館「海の博物館」 

対象：小学生と保護者 

人数：20 名 

料金：保険料 50 円／人 

★申し込み：6 月 2 日締め切り 

 

◆未来に残したい海プロジェクト「子どもネイチャースクール 磯・砂浜コース」 
 新宿からバスで三浦半島の海にでかけ、OWS ネイチャーガイドの指導・解説のもと、みんなで海にすむ生

きものを見つけて、観察・記録してみましょう。観察した生きものはデジタルカメラで撮影・記録します。 

 後日、みんなが撮影した写真を使って「生き物ずかん」を作って参加者の皆さんに配布しますのでお楽し

みに。今年も開催するフォトコンテストにもぜひご応募ください。 

 

日時：2019 年 6 月 22 日（土） 

場所：神奈川県三浦市の海岸 ／集合：新宿西口（集合解散）バスで出発・帰着 

対象：小学 3～6 年生 

募集数：各コース 20 名（先着順） 

参加費：2,000 円（保険代含む） 

主催：NPO 法人 OWS ／協賛：オリンパス株式会社 

★申し込み：NPO 法人 OWS のホームページで詳細をご確認の上、お申し込みください。 

https://www.ows-npo.org/olympus/nature-school1.html 

  

http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html
https://www.ows-npo.org/olympus/nature-school1.html


 

12 

【関西】 

◆大阪湾ウミウシ観察会 第 23 回「干潟のウミウシさがしに挑戦」 
 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。マツモウミウシ、マツシマコメツブを観察します。ほかにヒメイカ、ヨウジウオ類な

ど、いろいろな生き物が観察できます。 

日時：2019 年 5 月 19 日（日） 

場所：阪南市尾崎町福島海岸 ／集合：9:50 南海本線「尾崎」駅改札口 ／解散：現地解散 14:00 

交通：9：10 南海「なんば」駅発特急サザン 9 号（後 4 両自由席）に乗ってください。9：49「尾崎」駅着 

対象：小学生以上（中学生以下は保護者同伴） 

定員：30 名 ※メール先着順。参加可否の連絡がない場合は問い合わせてください 

参加費：大人 500 円、小中学生 300 円（保険料含む、現地までの交通費・昼食代は各自） 

持ち物ほか：軍手、弁当、水筒、タオル、濡れた場合の着替え、長靴かマリンシューズ（ビーチサンダルは

禁止）、帽子、ひざまで水に入れると観察しやすいです。あれば、砂をふるうザル、ふるい、たも網など 

★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を記入し、表題を「5/19 ウミウシ観察会申込み」として、メールで申し込み 

umiushi-ap@n-osaka.jp 本日（5 月 16 日）締め切り 

問い合わせ：大阪自然保全協会内「5 月 19 日ウミウシ観察会」係 06-6242-8720 

 

 

◆アカウミガメの観察会 
 和歌山県みなべ町において、アカウミガメの観察会を地元と連携して実施しています。1996 年 4 月に、

海に棲む大型野生動物とふれ合う事を目的に発

足したグループです。主に小学校の中・高学年

を対象に、年にー回、和歌山県みなべ町で観察

会を開催しています。 

 

日時：2019 年 7 月 6 日(土)～7 日(日) 

場所：和歌山県みなべ町  

 集合：大阪市役所北側 8:30 

 解散：同上 17:00 頃 

対象：小学 3～6 年生 

定員：35 名 

参加費：11,000 円（1 泊 3 食・バス代含む） 

説明会：6 月 22 日 13:00～15:00 

 

 

 

 

 

【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2019 年 5 月 25 日(土) 15:00～17:00 

集合：和白干潟海の広場（東区和白 4 丁目） 

   ※駐車場無し、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） 

  

mailto:umiushi-ap@n-osaka.jp
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編注：ベニクラゲ再生生物学体験研究所所長の久保田先生の 

連載「動物の親子を詞で知ろう」は一旦お休みしまして 

今号から特別企画（クルーズ・レポート）をお届けします 

 2016 年から国連の持続可能な開発目標（SDGs）の公式キャンペーン船であり、「おりづるプロジェクト」

（核兵器廃絶国際キャンペーン[ICAN：2017 年ノーベル平和賞受賞]の国際運営団体の一つ）で被爆者体験

を語り継ぐ船であり、船の内外で種々の文化交流も盛んな大型船舶のピースボート（全長 205m, 幅 26.5m, 

総トン数 35265t, 乗客定員 1422 人）に、海洋生物研究、特にベニクラゲ類とカイヤドリヒドラ類の生物学

的研究のために、顕微鏡やプランクトンネット等も持ち込んでの 3 カ月余りのクルーズ（~2019 年 4 月 1 日）

を体験した。全部で 17 カ所に寄港し上陸したが、三大大洋のインド洋、大西洋、太平洋に所在する港にこの

順に入港したので、そこでの研究の概要を 3 篇にまとめて紹介したい。その前にインド洋にたどりつくまで

の序盤の 2 港での本稿を加えたい。 

 神戸を 2018 年 12 月 27 日に出港し、大晦日 12 月 31 日朝に中国の厦門（アモイ）に入港した。この地は

2 度目で、前回（2006 年）にお世話になった郭先生（厦門大学）が今回は港から案内してくださった。目的

は厦門付近の二枚貝に共生するカイヤドリヒドラ類を見つけだすこと。大学構内の研究室をお借りして、海

鮮市場で購入したカキ類を実体顕微鏡下で検鏡し、目的の材料を得た（写真）。門限時間まで時間が少しあっ

たので広い大学構内を歩き回り、しかも隣接する有名なお寺も訪れることができた。船はその日の内に次の

寄港地へ向けて船出した。 

 第 2 の寄港地シンガポールでは内陸に

ある動物園を見学した。そこでは、脊椎動

物を中心に、特にコモドオオトカゲを観

察した。港ではプランクトンネットが曳

ける場所を探し回り、このクルーズ初の

採集を行った。この国でのプランクトン

ネット採集は初めてだったが、人目が多

い場所だったので、たった 5 回の、しか

も数 m の長さでの鉛直引きとしたため

か、外洋性のカラカサクラゲが唯 1 個体

とクシクラゲ類の櫛板が採集できたのみ

だった。しかも、驚くべきことに、他のど

の動物群のプランクトンも全く入ってい

なかった。この様な不作はこれまでの経

験ではめったにないので驚いた。ネット

の目合は動物プランクトン用のもので、

目合が大き過ぎて何も採れなかったわけ

ではないだろう。この寄港地はなぜこの

様な特殊状況だったのだろうか？ 

（つづく） 

 

厦門大学の一室で検鏡し、カキのむき身に 

付着するカイヤドリヒドラクラゲを採取 

  

5．ピースボート乗船で海洋生物の研究（1）   久保田 信 
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琵琶湖固有種ビワマスが命をつなぐ 

 NPO 法人シニア自然大学校「地球環境自然学講座」では、大阪での定例の講座とともに、その内容をより

深く理解するための「自然観察会」を実施しています。2015 年に東近江市において開催された第 7 回『琵琶

湖の森の生き物研究会』主催のシンポジウムに招かれたのを機に、2016 年度にはその研究会の事務局長藤岡

康弘さん（元滋賀県水産試験場長）に大阪でご講演いただくともに、「愛知川の生き物と文化」観察会を実施

しました。淀川流域に暮らす受講生にとって、琵琶湖とそこにしか生息しない固有種への関心が高まり、2018

年度には 5 月にホンモロコの産卵、10 月末にはビワマスの産卵観察会が実施されました。 

 本講座のメインテーマは「森里海のつながり―― 命の循環」であり、命をつなぐ産卵を観察することは、そ

の神秘性とともに、命の大切さやその支えとなる自然環境のありようを見つめ直す機会になります。とりわけ、

生まれた場所に 4，5 年後に回帰するサケ類の産卵生態は、「ふるさと」を捨てつつある現代人にとって、特

別の意味をもつと思われます。ビワマスの産卵観察会には、10 月 30 日と 31 日に合計 50 数名の淀川流域に

暮らすシニアの皆さんが参加され、藤岡さんの案内のもとに行われました。ビワマスの名前が全国的に知れ渡

ったのは、2016 年度の「プライドフィッシュ料理コンテスト」において、天然ビワマスの親子丼がグランプ

リを取得したことによります。そのように知名度が高まったビワマスには、まだ正式の学名が定まっていない

ことに驚かされました。近縁種のヤマメ（降海型はサクラマス）よりはアマゴ（降海型はサツキマス）に近縁

とされていますが、琵琶湖において独自に進化した背景も含めてまだまだ謎の多い生物といえます。 

 

写真１ 安曇川下流、北舟木 

地区に設置された 

遡上するビワマスを 

捕獲する「やな」 

 

 まず案内いただいたのは安

曇川（南流）下流域に設置され

た、産卵場に遡上するビワマ

スを捕獲して採卵・人工授精

に供するためのやな漁でした

（写真１）。安曇川のやな漁

は、平成 18 年には『未来に残

したい漁業漁村の歴史文化財

産百選』にも選ばれています。

北舟木漁業協同組合長の木村常男さんより、このやなを設置している目的や長い歴史などについて説明いただ

きました。安曇川のやな漁は千年以上の歴史を有し、ここで獲れたビワマス（写真２）を、京都の上賀茂神社

に献上し続けてきた地区の誇りとして、代々継承され今日にまで至っているそうです。それを今後も守り続け

たいと願う人々の思いが、ビワマスの産卵にいっそうの深遠性を感じさせるものとなりました。 

 

6. 有明海と三陸の水辺から（95）     田中 克 
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写真２ やな漁で

捕獲された 

ビワマス（斑紋が

鮮明な個体が雄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ビワマスの資源量が、多くの琵琶湖産魚類では激減する中、数十トン前後を維持し続けている背景には、本

種は川から琵琶湖へ降下後、速やかに深層の冷水域に移動し、オオクチバスに代表される外来魚の直接的な影

響が少ないことがあげられています。今回の観察会では、実際に産卵のために安曇川や石田川に遡上している

ビワマスを見ることほとんどできませんでしたが、針江生水の郷で見た恵まれた湧水（写真３）とそれを大切

にした人々の暮らしに、ビワマスの存続の秘密を見た思いにかられる観察となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 針江生水の

郷の随所に見られる

湧水  
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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。 

 

 

8．編集後記 
◇東京五輪のチケット販売が始まったようです。ニュースによると、葛西海浜公園横のカヌー・スラローム競技場も、ほぼ完成した

もよう。「海の生き物を守るフォーラム 2018」に登壇された日本野鳥の会東京幹事の飯田陳也さんたちの尽力がなかったら、もっ

と海寄りに造られていたはずの施設です。かつての東京都職員が理念をもって残すと決めた希少な江戸前の環境が、一時のお

祭りムードに乗って、危うく失われるところでした。市民有志が調査して 80 種のクモをはじめ多種多様な生き物が生息しているこ

とを明らかにして、説得力あるデータで保護を訴え、緑地をつぶす計画を変更させたというお話でした。開発の暴走は止められる。

言い換えれば、そこまでしないと（市民が自ら気付いて、手弁当で調査や署名集め、陳情や交渉までしないと）止まらない。いや、

むしろ、そこまでしても止まらない開発のほうが多い。その不条理に改めて気付かされるエピソードでした。大会後は緑地にして

公園を拡大したら良さそうなものですが、都はいまのところ、人工激流施設を維持する方針だそうです。わざわざコストをかけて公

園拡大？といぶかる人が社会の大半を占めているのだから、さもありなん。もし競技場が壊されても、駅近の好立地だから、でき

るのは店舗か元のような駐車場でしょう。でも、猛暑五輪を経た「ポスト 2020年」は、さすがに風向きが変わるかも？（ちよ） 

 

◇暖冬の後の春は短くて、もう初夏の陽射しが降り注いでいます。沖縄県は梅雨入り間近だそうです。冬の海水温が高くて、藻食

性魚類が真冬にも活動できたためでしょう、九州では磯の海藻類，ワカメやヒジキ、イソモクやウミトラノオなどの大型海藻が、今春

はほとんど見当たりませんでした。 

 ところで、今回の田中先生のエッセイに登場した河川の名前は、読みが難しいですね。愛知川(えちがわ)も安曇川(あどがわ)も、

近隣の方々にはなじみ深い読みだと思いますが、地理に疎い編者としては，ついルビを振りたくなりました。針江生水の郷(はりえ，

しょうずのさと)も、水は生きているという，土地の人の想いが伝わってくる気持ちがいたしました。陸水も海水も，生き物をはぐくみ，

自らも生きています。それをわざわざ汚すような兵庫県の方針には，間違っている，と，声を上げていくべきでしょう。(西) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

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

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20190425-00000131-nnn-soci
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