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「海の生き物を守る会」メールマガジン No. 241  2019. 6. 1（土） 

 

Association for Protection of Marine Communities (AMCo) 

 Homepage：http://e-amco.com/   
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「今月の海」蒲生田浜 （徳島県阿南市椿町蒲生田） 

 四国でもっとも東に位置する蒲生田岬。紀伊水道に向かって突出した蒲生田岬の先端にある蒲生田浜は、数

人のサーファー以外は人影もない。背後の蒲生田小学校も休校になって久しい。四国の西端の佐田岬半島には

伊方原発が建設されたが、東端のここにも原発建設計画があった。しかし、ここは最終的に原発の建設をはね

返した。この半島は、室戸

阿南海岸国定公園に含ま

れ、ここから室戸岬までの

広い範囲の海岸が指定さ

れている。この沖合が太平

洋と瀬戸内海の境目とさ

れており、ここが瀬戸内海

の入り口でもある。かつて、

たくさんのアカウミガメ

が産卵するために上陸し

ていたこの浜も、今ではほ

とんどアカウミガメの上

陸がなくなった。沖合に離

岸堤が作られたこと、砂浜

の砂がだんだん痩せてき

たことなどが原因と考え

られる。海岸にはテングサ

が多量に打ち上げられて

おり、ホンダワラ類も多い。周辺の磯と離岸堤にガラモ場が形成されているようだ。貝殻などの打ち上げはほ

とんどみられない。 

（徳島県阿南市蒲生田にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆6 月 15 日（土） 奄美シンポ「世界自然遺産への道と奄美の海の危機」 

 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（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（安部真理子：日本自然保護

協会） 

2)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  
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【活動報告】 

 

◆吉野川河口干潟で観察会を実施 
 

 2019 年 5 月 18 日（土）に、吉野川最河口部

の干潟で海の生き物観察会を行いました。参加

者は、42 名でした。雨の予報がでていたけれど

も、最後まで雨は降らず、曇りだったため暑さ

も感じないで、快適な観察会でした。観察会は

最初に向井講師から河口域の干潟が日本から

無くなりつつあること、吉野川河口干潟は日本

でも残された最大規模の干潟であることなど

を聞き、井口利枝子さんから観察における諸注

意など指導を受けながら、三々五々、海水が大

きく退いた干潟に出て、生き物を探しました。 

 

 河口部の干潟は、昨年よりも広がったような

気がしました。沖合の海への出口には、高速道

路用の新しい大橋の建設が進み、すべての橋脚

が海の上に姿を現していました。大橋の建設が

河口干潟など生き物の環境にどのような影響

があるか心配しながらの観察会になりました。

観察会では、約 60 種の生き物が観察されまし

た。アメフラシの繁殖期

に当たり、大きなアメフ

ラシとその卵塊も見つ

かり、子どもたちが歓声

をあげて、夢中でどろん

こになっている子ども

もいました。予定通り

12:30 に観察会を終了し

ました。この観察会はと

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 による共催として

行われ、徳島市教育委員

会が後援、自然保護助成

基金プロ･ナテューラ･

ファンドの助成を受け

ました。 

 

 

 この観察会の様子は、

翌日の徳島新聞と朝日新聞徳島版および 5 月 28 日の徳島

新聞夕刊で、写真付きで報道されました。また、四国放送

は当日のテレビニュースで報じました。 

 
 

徳島新聞 2019.5.19 

朝日新聞徳島版 2019.5.19 
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三々五々、干潟の生き物を探す参加者たち 
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現在まで305枚、169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305枚の調査票が寄せられ、全国169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。 

 

 

 

 

 

 

 

 「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 

  

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

三々五々、干潟の生き物を探す参加者たち 

http://e-amco.com/research
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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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 5 月 25～26 日に、辺野古土

砂搬出反対全国連絡協議会の第

5 回総会が奄美市で開催されま

した。総会のもようは次号で紹

介します。 

 

 6 月 10 日に衆議院議員会館

で防衛省・環境省交渉の報告会

が開かれます。（右図）お近く

の人はぜひ参加して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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  2．オウムガイ切手コレクション （7）   立川賢一 
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【東北】 

●松川浦のアサリに貝毒 
 福島県は、相馬市の松川浦からとれたアサリに貝毒が高濃度で検出されたことから、地元の漁協に出荷を

自粛するよう要請した。松川浦のアサリの貝毒は、5 月 20 日の検査で国の基準の 1.25 倍が検出された。検

査を行ったのは相馬双葉漁協で、漁協は 2 週ごとに検査を行っている。漁協はこの結果からアサリの自主回

収に踏み切り、福島県も出荷自粛を要請し、松川浦以外のアサリも食べるのを控えるよう呼びかけている。

松川浦のアサリ漁は、福島第一原発の事故以来一時的に自粛されていたが、3 年前から試験的に操業されて

いた。松川浦のアサリから貝毒が検出されたのは 31 年ぶりだ。（文責：向井 宏） 
 

 

 

【関西】 

●放射性物質の濃度測定せずに海へ放出 敦賀原発 
 福井県敦賀市の日本原電敦賀原子力発電所で、手洗いや洗濯などに使った廃液を放射性物質の濃度を測定

しないまま一部を海へ放出させていたことが判明した。原子力規制委員会は保安規定違反と判定して発表し

た。放出した汚染廃水は、昨年 12 月 4 日および 6 日に、それぞれ約 90 リットルだった。これらの日に日本

原電はタンク内にためていた約 19000 リットルの廃液を放射性物質の濃度を測定した後、基準以下であるこ

とを確認して海へ放出したが、その間に 90 リットルの排水が新たに加わったが、新たに加わった廃水につい

ては濃度を測定しなかった。これが保安規定に違反していると判定された。この新たな廃水は、タンクの入

り口弁の不具合が原因だったことが分かり、日本原電は再発防止のために手順書の見直しを行うとしている。

（文責：向井 宏） 
 

 

 

【九州】 

●最高裁が弁論を開始 諫早訴訟 国の異議訴訟で 高裁の判断を棄却するか？ 
 長崎県諫早市の国営諫早干拓事業の潮受け堤防排水門を長期開門して調査を行えとした判決を国が受け入

れて確定したものを、国が開門を強制しないよう漁業者に求めた異議訴訟で、最高裁第 2 小法廷の菅野博之裁

判長は、国と漁業者の双方から意見を聞く弁論を開始すると決定した。弁論は 7 月に始まる。同訴訟の 2018

年 7 月の福岡高裁の判決では、漁業者らの共同漁業権免許は 10 年で消滅しているとして国の主張を認めた。

最高裁では、この漁業者の漁業権消滅という高裁の判断の誤りを認める可能性が出てきた。というのは、最高

裁が弁論を開く場合は、高裁判決を見直す場合が多いことから、漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は、福岡高裁

が漁業権消滅したとの理由によって漁業者らの主張を切り捨てた判決の誤りが認められたと述べた。最高裁が

確定判決の有効性を確認し、高裁に差し戻す可能性が出てきたと言えよう。（文責：向井 宏） 

 

 

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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●収用委員会が地権者の土地収用を裁決 石木ダム予定地 
 長崎県と佐世保市が同市東彼杵郡川棚町に建設を計画している石木ダム予定地で、県らの買収に応じない地

権者らの土地約 12 万㎡について、県の収用委員会が 5 月 21 日、土地を明け渡すように求める裁決を出した。

これまで複数回収用委員会の審査が行われたが、地権者らは収用委員会の審査そのものに反対しており、出席

して意見を出すことも拒否してきた。また、県の立ち入り調査にも反対して、調査をさせてこなかった。 

 この裁決によって、県はダム建設に必要なすべての土地を強制的に収用することが法的に可能になった。地

権者らは、強制収用が行われることに向けて、警戒を強めている。石木ダム建設事業は現在工事用の県道付け

替え工事が進んでおり、住民らの阻止行動も連日戦われている。石木ダム建設については、長崎県民の多くが

必要性に疑問を持ち、反対行動も続いている。ダム建設について、地権者らは事業認定取り消しを求めた訴訟

を提起しており、長崎地裁の一審では、ダムの必要性を認めて原告敗訴となり、現在福岡高裁で審理が続いて

いる。さらに住民らが長崎県と佐世保市に対して工事の差し止めを求めた訴訟は長崎地裁佐世保支部で争われ

ている。係争中の事案について県の収用委員会はいかなる理由で収用を認めたのか、その委員会の独立性が問

われる。（文責：向井 宏） 

 

 

 

【沖縄】 

●ことし最初のサンゴの産卵が始まる 嘉比島沖 
 今年日本国内最初のサンゴの産卵が、沖縄県座間味村嘉比島沖の海で、5 月 23 日夜に始まった。水深 4～

10m ほどのサンゴ礁。ウスエダミドリイシが午後 8 時ころ最初に放卵し始め、その後数種類のミドリイシ類

が産卵し、夜の 10 時半ころまで産卵が続いた。この場所は、座間味ダイビング協会がサンゴの最重要保全区

域に指定しているところである。産卵を観察したプロガイドの宮崎俊孝さんによると、6 月の満月頃にサンゴ

の産卵はピークを迎えるという。（文責：向井 宏） 

 

 

 

 

  

「うみひるも」投稿フォームのご案内 

うみひるも連載エッセイへのご感想や、今号のニュースへのご意見など、 

https://goo.gl/GjWIjL をクリックして投稿フォームから、お寄せください。 

※「うみひるも編集部」メールアドレスはこちら→hirumo@live.jp 

mailto:hirumo@live.jp
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【関東】 

◆千葉県立中央博物館海の分館 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：海の分館（千葉県勝浦市吉尾 123） 

担当職員：村田明久（主任上席研究員） 

対象：小学生と保護者 

定員：20 名 

料金：保険料 50 円/人 

★申し込み：メール・ハガキ・FAX で。以下のことを明記の上、当館あてにお送りください（参加者全員の

氏名、年齢、郵便番号・住所、電話番号、参加希望の行事と月日と名称）。6 月 2 日（日）締め切り。 

〒299-5242 千葉県勝浦市吉尾 123 千葉県立中央博物館 分館 海の博物館 

電話：0470-76-1133 FAX：0470-76-1821 メール：umihaku@chiba-muse.or.jp 

 
 
 
◆観音崎自然博物館体験型博物学講座 2019 「お魚講座 2 魚の体と寄生虫」  
 年 6 回開催するお魚講座の２回目は、「魚の体を知ろう」です。魚の体はどうなっているのか。実際にい

ろいろな魚を解剖しながら学びます。あわせて寄生虫の専門家による寄生虫勉強会も同時進行。 

 

日時：2019 年 6 月 30 日（日）10:00~14:00 ※ 雨天決行 

集合時間：10:00 

集合場所：観音崎公園ボランティアステーション（観音崎自然博物館となり） 

定員：15 名  

対象：小学生高学年以上  

参加費：6000 円（入館料、消費税込み）  

講師：観音崎自然博物館 学芸部長 山田和彦  

持ち物：あれば解剖セット（キッチンバサミ、ピンセットでも可）、筆記用具、タオル、昼食、飲料。カメ

ラやスケッチブックなども可。  

★申し込み：電話にて参加者の氏名、年齢、住所、電話番号をお知らせください。6 月 26 日締め切り。 

問い合せ先：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  電話 046-841-1533 

 

 

 

 

【東海】 

◆第 4 回 中田島防潮堤整備に関する現地意見交換会 

大勢のご参加お待ちいたしております。 

日時：2019 年 6 月 25 日（火）14:00 から 

集合場所：中田島砂丘入り口交差点北側広場（静岡県浜松市南区） 

参加費：無料 

問い合わせ：中田島ネットワークグループ・Hamaumi -浜松の海を守る会- 代表 清水浩利 

電話 080-5134-5301 hamaumi-top@ezweb.ne.jp 

  

mailto:umihaku@chiba-muse.or.jp
mailto:hamaumi-top@ezweb.ne.jp
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【関西】 

◆講演会「海の生き物を脅かすプラスチックごみ」 
日時：2019 年 7 月 8 日（月）18:30~21:00 

場所：ひとまち交流館（京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83－1（河原町五条下る東側） 

参加費：500 円 

主催：グローバルジャスティス研究会  電話 080-2742-2590 

プログラム 

講演 1「マイクロプラスチックの実態と解決策」五十嵐敏郎 

（マテリアル学会マイクロプラスチック研究会委員長） 

講演 2「ここまで来ている海の汚染」向井 宏（海の生き物を守る会代表） 

 

【九州】 

◆和白海岸探鳥会 

日時：2019 年 6 月 9 日(日) 9:00~12:00 

集合場所：和白公園（JR 香椎線和白駅前） 

持ち物：筆記用具と観察用具 

参加費：野鳥の会会員 100 円、一般 300 円 

主催：日本野鳥の会福岡支部  電話 092-606-0012（山本） 

 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 

日時：2019 年 6 月 22 日（土）15:00~17:00 

集合場所：和白干潟海の広場（福岡市東区和白 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  電話 090-1346-0460（田辺）  
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●久保田信監修、小野寺佑紀著、いとうみつるデザイン・イラスト 

「ベニクラゲは不老不死 永遠に若返るスーパー生物のなぞ」 
時事通信社 pp.148 (2019) \1200＋税 

 

 「不老不死」の生き物ベニクラゲについて、先の著書「不老不死のクラゲの秘密」に続いて出版された第 2

弾。監修者の久保田信

さんがベニクラゲに

出会ってからの研究

と、京都大学を退職後、

「ベニクラゲ再生生

物学体験研究所」を立

ち上げるまでを、小野

寺さんが子供用にや

さしく書き上げ、いと

うさんのベニ太、ベニ

子、ベニチーチという

3 人の漫画キャラク

ターに語らせるとい

う楽しい企画本であ

る。先の本と同様に、

ベニクラゲだけでは

なく、クラゲの生物学

を分かりやすく説明

し、不老不死のベニク

ラゲのすごさについ

て語る。久保田信博士

の研究の様子も語り、

子どもたちに興味を

深める工夫もされて

いて読み進めるうち

に、ベニクラゲの秘密

を知ることができる。

読んだ後は、ベニクラ

ゲ再生生物学体験研

究所に行ってみたい

と思わせる仕掛けに

もなっている。 

（向井 宏）  
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南半球一周の船旅：インド洋での寄港 

 シンガポールを出港し、マラッカ海峡を通過するとすっかりインド洋。南西方向に向かって 10 日間、自転

車を漕ぐスピードの船は、やっとモーリシャスのポートルイスに 1 月 15 日に到着。無人島に渡り、まずはそ

のツアーに組み込まれていたスキンダイビングでサンゴ礁鑑賞と、グラスボートにも乗ってもう一回鑑賞した。

島の海岸を歩いて一周すると、南紀白浜で見られる海洋生物と共通点が多く、沖縄も思わせる。日本のメジャ

ーなインド―西太平洋生物地理学的要素が納得された。ビーチに打ち上がっている貝類を見てもうなずける。

オカヤドカリもいるし、植物の種もそうだ。色とりどりに咲いた花を見ながら、小鳥の囀りを聞きながら、豪

華な BBQ ランチ。船が着いた港ではプランクトンネットもなんとか曳けて、クラゲ類を採集できた。クラゲ

類もやはり白浜産との共通種が多い。 

 続いて一日の旅でフランス領レユニオン島に到着。溶岩島で、今も活火山が煙を吐いている。溶岩流がすご

い地形を見て、植物園も訪問。バニラが名産だった。海水浴はかなり難しく、自然状態で実施できるところは

ほとんどない。アダンの木が沢山植わっている海岸に出ると、砂浜にはグンバイヒルガオの花が咲いていた。

南西諸島を思わせる。 

 そこから 2 日後の 1 月 18 日、マダガスカルのエホアラに到着。船賃安あげのためか、混雑なしの港で、コ

ンテナーがいっぱい積んである。港にはサンゴが沢山生育しており、白浜では見られない熱帯魚が泳いでいた。

シュノ－ケリングでイガイ類を見つけ、日本ではめったに見つからないベニクラゲ類のポリプを採集できた。

そのポリプからすぐに若いクラゲが遊離して、幸先の良い船旅となった。クラゲ類もネット曳採取し、まずま

ずの成果。浜辺には巨大なグンバイヒルガオがあり、花も咲いていた。土産物屋が港に俄かにでき、びっくり

するほどの巨大なタカラガイを購入できた。島のツアーにも少し参加し、シファカ※などこの島特有の動物を、

直ぐ近くでこの目で見られた。   ※ 編注：ベローシファカ（マダガスカル島固有の霊長目インドリ科のサル） 

 

 

 

 

 

 

グンバイヒ

ルガオの花

が咲くマダ

ガスカル・

エホアラの

砂浜海岸  

6．ピースボート乗船で海洋生物の研究（2）   久保田 信 
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原子力発電所が林立する若狭湾をシーカヤックで巡る 

 2011 年に山岡耕作さん（当時、高知大学教授）と海洋冒険家の八幡暁さん（石垣島在住）が中心となって

始められた、日本の沿岸域を人力のシーカヤックでゆっくり巡り、海から陸と海のつながり、とりわけ水際を

見つめ直し、上陸した各地の漁村で偶然出会う海とともに生きる人々（多くは漁師）の思いや本音を見聞する

旅「海遍路」が、今年も若狭湾を舞台に 5 月 13～22 日に行われました。海遍路では、シーカヤックで沿岸域

を辿るとさまざまな自然の“芸術作品”に巡り会うことも大きな楽しみです。若狭湾は、日本海側では唯一の

リアス式海岸であり、大小の湾奥部には砂浜が広がり、外海に面した岩礁域には地球の歴史にまで思いをはせ

るような巨岩の造形が迫力満点に眼前に迫ります。時には岩のトンネル、洞門（写真１）がシーカヤックを迎

えてくれ、自然の懐の深さの一端を味わい、日ごろ疎遠になりつつある“感動”を味わうことができます。 

写真１ 舞鶴市野原沖、高島の洞門を通り抜ける（神奈川新聞社田崎基さん撮影） 

 

 一方、風光明媚な海辺にまったく似つかわしくない人工の構造物が突如現れ、その違和感に衝撃を受けるの

も水辺です。その最たるものが原子力発電所といえます。今回の若狭湾には合計 15 基の原子力発電所が設置

され、西から東への若狭湾海遍路で最初に出会うのが、京都府舞鶴市東北端の成生岬を越えて南下した福井県

内浦湾の奥部に立地する 4 基の高浜原子力発電所です（写真２）その右側には、若狭富士と呼ばれる若狭地方

の名峰、青葉山がそびえ、いっそうの違和感に駆られます。 

 この内浦湾で、原子力発電所から排出される大量（毎秒 250 トン、京都府最大の河川である由良川の平均流

量の 5 倍に当たる）の周りの海水より 7℃高い温排水が、内浦湾の生態系にどのような影響を及ぼすかを 15

年にわたって潜水調査を通じて調べている研究者に出会いました。海遍路若狭湾の途中で立ち寄った舞鶴市に

ある京都大学フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実験所の益田玲爾さんです。益田さんは、その優れた

7. 有明海と三陸の水辺から（96）     田中 克 
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潜水観察技術と豊かな発想力や行動力で、魚類を中心とする沿岸性の生き物たちの生態や行動を研究し、その

“心理”まで読み取ろうとする研究者で、中長期的なデータの蓄積を進めておられます。 

 発電所の稼動によって、湾内全域の水温が平均 2℃上昇し、海藻群落が衰退、主流であった温水性の魚類の

減少、それに代わってそれまで冬季に死滅していた亜熱帯性の魚類の定住が明らかにされました。そして、

2011 年 3 月の福島第一原子力発電所の崩壊に伴い、全ての原発の稼動が停止になります。温排水の供給が止

まった内浦湾では、海藻群落と温水性魚類の復活、亜熱帯性魚類の死滅が起こったのです。さらに、東日本大

震災から 7 年を経過して再稼動した高浜原発の温排水でその逆のことが起こりつつあります。予期せぬ「大規

模野外生態学実験」によって、温排水の沿岸生態系への影響が実証されたのです。人間活動、特に圧倒的多数

を占める都会の人々の暮らしや産業活動を支えるために、人知れず沿岸生態系に大きな影響を及ぼしている実

態を実証された益田さんの中長期的視点での研究に、未来世代への廃炉の押し付けなど、原発のいっそうの深

刻さが実感されました。 

 

写真２ 福井県高浜町内浦湾奥部の高浜原子力発電所 
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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。 

 

 

9．編集後記 
 今号は、石木ダムのニュースに憤り、諫早湾のニュースに励まされました。皆さんは、いかがでしたか？ ぜひお気軽に感想な

どお聞かせください（投稿フォームは 9 ページ）。田中先生のエッセイは、カヌーの低めの視点から見た若狭湾の、映画のワンシ

ーンのような美しさと、無骨な壁の向こうに並ぶ原発との対比が印象的でした。日本は 3.11 から 8 年経っても、温排水やトリチウ

ムを垂れ流す発電方法から足を洗えずにいます。こんなところにお金が流れていたり、こんな発想の大手電力が原発を死守して

いたりするせいかもしれません。どんな発電方法も一長一短ですが、際立って酷い短所に目をつぶりつつ、「温排水でアワビやサ

ザエが良く育つ」点に着目してしまう発想には、地球温暖化の「メリット」を語ってしまう発想に似た危うさを感じます。なお、このサ

イトによると、出力 100万 kWの発電所に必要な冷却水量は、火力 30～40m3/sec、原子力 70 m3/secです。 余談ですが、

我が家も遅ればせながら電力自由化の恩恵を受けて脱テプ○を果たしました。マンション住まいでも、条件によっては部屋ごとに

再エネ志向の会社に乗り換えられるのですね。電気代は割高になるどころか、以前より安くなりました。いま選んでいるプランは

実はまだ「脱火力」の途上なのですが、いずれ再エネ 100％（つまり温排水ゼロ）のプランに乗り換えるつもりです。（ちよ） 

 

海にほど近い街中で暮らしていても，このところ海の生き物に触れる機会が少なくなりました。そんななかで海洋生物を見かけ

る最も身近な場所は，スーパーの鮮魚売り場です。店舗によって品揃えが違いますし，地元の魚介類を扱う店であれば，季節毎

に並ぶ商品も変わってきます。この店は輸入物が多い，とか，今年の冬はマナマコが少なかった，とか。アサリは季節ものではな

くなってしまって，年中店頭に並んでいますけれど，本当に美味しいのは春先です。今年は季節外れのサンマが，根室や花咲港

に水揚げされたそうですが，これは公海での国際的な漁獲競争が激しくなり，８月から１２月に制限されていた操業を，業界団体

の圧力を受けて国が通年認めるようになったためだそうです。つまり，何でも成長産業化，と御題目を唱える政府の方針で，乱獲

への道が開かれた，と言うことでしょう。スルメイカも不漁が続いていますし，こういう大衆魚ですら，いつかは，絶滅危惧種になる

かもしれません。海洋でも陸上でも生物保全の対策はありますし，そのためには経済成長第一主義を見直して，立ち止まったり，

後退することも必要ではないでしょうか。そしてそれは，私たち消費者が，身の回りの衣食住を見直すことから，だと思います。

（西） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://www.asahi.com/articles/ASM5R54GKM5RULFA01Z.html?iref=com_rnavi_srank
https://www.kepco.co.jp/corporate/profile/community/takahama/haisui.html
http://www.kaiseiken.or.jp/study/study02.html
http://www.kaiseiken.or.jp/study/study02.html
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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。 

 

 

 

メールマガジン『うみひるも』第 241 号 

2019 年 6 月 1 日発行 

発行「海の生き物を守る会」代表 向井 宏 

編集：瀬戸内 千代・西濱士郎 

〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地 

TEL&FAX:075-741-6281  メールアドレス：

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

            ホームページ URL：http://e-amco.com/ 
ゆうちょ銀行（金融機関コード 9900）四四八店（448） 普通4982452 

記号番号「14400-49824521」 海の生き物を守る会 

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

