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「今月の海の生き物」ハマナデシコ Dianthus japonicus  

 

 なでしこ科の一種で、南日本各地の海岸の砂浜や岩場に生育する多年生の草本。別名、フジナデ

シコともいう。高さ 20～50cm になり、葉は対生する。6～8 月頃に頭部に多数の紅紫色の花を咲か

せる。花び

らは 5 枚。

ハマナデシ

コは浜に生

える撫子の

意味。フジ

ナデシコは

花の色が藤

色であるこ

とから。し

ばしば庭に

栽培され、

園芸用で愛

玩される。 

 

 

（山口県柳

井市平郡島

にて 

向井 宏撮影）  

http://e-amco.com/
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【活動報告】 

◆「砂浜のフィールド図鑑（3） 砂浜のカニ類」を発行 

 海の生き物を守る会では、「砂浜のフィールド図鑑」シリーズの第 3 弾として、「砂浜のカニ類」を本日

8 月 1 日に発行しました。著者は、和田恵次さん

と渡部哲也さんの二人。砂浜海岸生物調査には必

携の図鑑となるでしょう。掲載されたカニ類は、

砂浜のカニの代表者、スナガニ類をはじめ 20 種。

海の生き物を守る会の会員の希望者には 1 部を

無料でお送りします。ご希望の方は当会事務局 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで希望部数をお

知らせください。1 部は無料ですが、送料をご負

担願います。2 部以上ご希望の方には、1 部 100

円でお分け

します。送金

先は以下の

通りです。ま

た、海の生き

物を守る会

会員以外で

も、希望者に

は有料でお

送りします。 

 本図鑑を

活用して、海

の生き物を

守る会の全

国砂浜海岸

生物調査にご協力をお願いします。 

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  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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現在まで329枚、177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329枚の調査票が寄せられ、全国177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 
 

 
 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気楽に掲載できる 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 

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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●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。 

 

沖縄県の「希少野生動植物保護条例」案に意見書を提出 
 沖縄県が募集していた「希少野生動植物保護条例」案へパブコメを提出しました。この条例には、土砂全

協が 2月に沖縄県に要望を出していた内容が、罰則規定を含めて取り入れられています。 

 3 月、鹿児島県議会では「外来生物被害防止条例」が成立しました。今また沖縄県が「沖縄県保

護条例案」の成立を目指す背景には、奄美―沖縄諸島の「世界自然遺産」登録指定を目指す中、外

来生物被害からの防除対策に対する評価機関・国際自然保護連合からの問題指摘や登録延期の判定

がありますが、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会が目指している県外からの土砂の搬入に対する

立ち入り権や命令権といった権限については、あいまいさを残していると言わざるを得ません。意

見書では、「指定区域」の問題、「運搬が届け出対象外」になっている問題、「立ち入り権」が入

っていないなどを指摘しました。 

土砂搬出反対運動の正念場が近づいている 
 奄美市で開催した第 6 回総会および総会を受けて長崎市で開催された役員会では、出席者からの

提案や、軟弱地盤の地盤改良工事に必要な海砂採取への取組み、とりわけ本土側からの採取となれ

ば最有力とみられる福岡そして長崎、奄美大島で、どのように反対運動を構築していけるかについ

て議論されました。 

 

 

 

辺野古埋立反対パンフ購入して応援してください 

 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、送料無料とします。 

 
 

 

 

 

  

 お知らせコーナー 

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』 

●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（３）『砂浜のカニ類』 

 

 

 

 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」シリーズとして、 

① どの浜辺にも必ず見かけるハマトビムシ類 

② 北海道限定の塩性植物 

③ 砂浜によく見られるが同定が難しいカニ類 

の図鑑をそれぞれ刊行しています。 

 

A5 判 14 ページ。①と③は 1 冊 100 円で頒布しています。

②は 200 円です（送料別途）。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 

 

代金＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．オウムガイ切手コレクション （10）   立川賢一 
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【北海道】 

●知床沖で白いシャチが出現 
 北海道知床の羅臼町沖で白いシャチが目撃されている。今年 5 月 16 日に、「北海道シャチ研究大学連合」

の調査船によって 1 頭の真っ白いシャチが目撃されたのに続いて、7 月 19 日には、羅臼の北東 7km 沖合の

根室海峡で、観光船「知床ネイチャークルーズ」が白いシャチに遭遇した。ガイドの大木さんによると、5 頭

ほどの群れの中に 1 頭だけ白いシャチが混じっていたという。群れは速いスピードで遠ざかった。クルーズ

船の船長の話によると、今回の個体はややグレーがかっており、前回の個体とは違う個体のようだとのこと

で、白いシャチがこの海域に複数存在する可能性がある。（文責：向井 宏） 

 

 
【東北】 

●汚染水海洋放出に約 17年必要 学会で試算 
 現在、福島第一原発では、放射性物質に汚染され浄化処理されて大型タンクに貯められている汚染水（浄化

してもトリチウムは除染できないし、他のストロンチウムやセシウムなどの放射性物質も完全には取り除けて

いないことが明らかになっているため汚染水とする）を、海洋放出する方針が経産省や東電によって計画され

ており、現在各方面からの意見を聞いている。 

 日本原子力学会の福島第一原発廃炉検討委員会の宮野広委員長が試算したところによると、この汚染水を現

在東電が所有する設備を使って海洋放出すると、約 17 年かかるという結果が出た。経済産業省は来月に汚染

水の処分方法の議論を再開する予定だが、これまで多くの反対意見がでて海洋放出を躊躇しているが、この原

子力学会の試算は、いつまでも躊躇しないで早く海洋放出しないと大変なことになるよと言う暗黙の後押しな

のではないか。原発事故の反省がここでも見られない。（文責：向井 宏） 

 

 
【関西】 

●養殖場のウナギ一万匹が火災で死ぬ運命に 
 兵庫県神戸市西区にあるウナギ養殖場が火災に遭い、土用の丑の日を前にして出荷準備中の養殖ウナギ約

1 万匹のうち、約 3 千匹のウナギが死んだ。残りのウナギ 7 千匹は、無事生き延びたが、灰をかぶるなどし

ており出荷できず、結局殺処分される。同社役員の堀さんは、「売り物にはならないので、料理人の練習用

にするか、小学校へ教材として寄付するしかない」と嘆いた。土用の丑の日には殺される運命だったウナギ

だが、別の用途に回されることになって、その代わり新たに別の 7 千匹のウナギが殺されることになった。

絶滅危惧種のウナギの運命はどうなるのだろう？（文責：向井 宏） 
 

 

【中四国】 

●山口県が埋立免許延長を許可 上関原発計画地 
 中国電力は、山口県上関町長島の田ノ浦に原子力発電所を建設する計画を進めるために、田ノ浦周辺の公有

水面を埋め立てる許可が今年期間切れになることから、許可免許の 5 年間の延長を今年 6 月に申請していた

が、山口県は、期間延長を認めた。上関原発のための海面埋立は、埋立が開始された直後に福島第一原発の事

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。 



 

8 

故が起こり、当時の民主党政権の要請によって埋立は中断されたままになっている。その間、中国電力は埋立

免許の期間延長を 2 度にわたって申請し、山口県知事は免許取り消しを示唆しながら結局 5 年間も判断をせ

ず、最終的に免許延長を認めた。今回はさらに 5 年間の延長を申請したもので、政府が原発の新設・増設を認

めていないにもかかわらず、村岡知事は免許延長を認めた。上関原発も原子炉本体の工事の見通しは立ってい

ない現段階でなぜ埋立免許が延長され続けるのか、山口県の態度は原発建設推進の路線が変わっていないこと

を示している。 

 

 

【沖縄】 

●国の恣意的対応を批判 国交省の辺野古埋立撤回の取り消し決定は違法と住民 
 沖縄県名護市辺野古に建設を強行している安倍政権の恣意的な法律の解釈に、辺野古周辺の住民らが怒り

の声を上げた。沖縄県知事が埋立承認を撤回したことは違法だと石井国交相が決定した裁決は違法だとして、

住民らが国交相の決定取り消しを求める訴訟が始まった。7 月 23 日に第 3 回口頭弁論が行われ、観光客を相

手にエコツアーを営んでいる東恩納名護市議らが、辺野古新基地建設工事のために豊かな自然を求めて来る

旅行者が居なくなり、ツアーが出来なくなったと訴え、国が個人の権利救済を目的とした行政不服審査法で

国も個人と同じとする恣意的（二枚舌）な対応を批判し、裁判所に適切な判断を求めた。（文責：向井 宏） 

 

●アメリカも辺野古の基地建設工事を調査せよ 米軍元軍人らが要求 
 アメリカの退役軍人らでつくる「平和を求める元軍人の会（VFP）」のダグラス・スミス会長らは、アメ

リカワシントン州で来月開かれる VFP 第 34 回年次総会で、沖縄県名護市辺野古の新基地建設を止めるため

に新たな決議を提案する。決議は、アメリカの国防予算の大枠を決める国防権限法から「辺野古が唯一の解

決策」とする条文が削られたことから、アメリカは辺野古の新基地建設が適当かどうかを再調査する義務が

生じたと主張。とくに工事によってサンゴ礁の破壊や活断層の存在、軟弱地盤の存在などをアメリカが直接

調査するよう求めている。（文責：向井 宏） 

 

●今帰仁で発見されたジュゴンの解剖 死因は不明と結論 
 天然記念物として国を挙げて保護しなければいけないジュゴンだが、日本で 3 頭しかいないジュゴンの 1

頭が死に、今帰仁港付近で発見された。これまでの知見を総合すれば、このジュゴンは古宇利島周辺で餌を

摂っていた個体 B（雌）と推定されている。沖縄防衛局も環境等監視委員会でそのことを認めた。このジュ

ゴンの死因を推定するために、死体発見から 4 ヶ月近く、今帰仁村の漁港で冷凍保存されてきた遺骸の解剖

が、沖縄美ら島財団によって行われた。解剖費用は今帰仁村が 18.5 万円を出した。沖縄防衛局も環境省もい

っさい金を出さなかった。個体 B の死因として疑われたのは、辺野古新基地建設のために沖縄島の西海岸か

ら埋立用の土砂を運んでいる運搬船だった。しかし、防衛局は運搬船の航路は岸から 10km 以上離れている

ため「工事との関連性はない」と初めから否定してきた。防衛局が依頼した有識者で組織された「環境等監

視委員会」で、防衛局が、死骸が発見される 4 日前（3 月 14 日）に、ジュゴンが頻繁に鳴いていたことを明

らかにした。それ以降、ジュゴンの鳴き声は記録されておらず、14 日の鳴き声は、ジュゴンが何らかの被害

を被ったことと関係がある可能性を示唆している。土砂運搬船の自動識別装置による航路の公開は、7 隻全

体を公開せず、1 本の線だけを公開した。本当に工事と関係ないというのなら、なぜすべての情報をあきらか

にせず隠蔽しようとするのだろうか。また、防衛省が埋立申請書に添付した「環境保全図書」には、ジュゴ

ンへの影響を軽減するために、資材の運搬は主として沖縄島の南を通ると明記している。しかし、防衛省の

国会での答弁では、海上運搬に使用した延べ約 200 隻の船舶が、すべて北回りの航路をとっていた。これは

工事が環境保全図書に違反していることになる。環境省はジュゴン B の解剖の結果、有毒なエイの棘に刺さ

れたことが死因と発表した。この発表については、編集後記を参照されたい。 

 沖縄島に棲息していたとされる 3 頭のジュゴンのうち、個体 C は、今回死亡した個体 B の子どもで、親離

れをしてまもなく 2015 年 7 月から姿が見えなくなり、辺野古の北側の嘉陽・安部付近の藻場を餌場として

いた個体 A は、2018 年 10 月から行方不明になっている。長期間、餌を食べずに生きていくことは出来ない

から、おそらく個体 A も C も死亡した可能性が高いと思われ、日本政府は辺野古の新基地建設を強行するこ

とによって、日本のジュゴン個体群を絶滅に追いやったと言うことが出来るだろう。生物多様性条約の第 10

回締約国会議の主催国として、生物の減少や絶滅をできる限り無くすと約束した日本が、自ら国のもっとも

大事な天然記念物を絶滅させたことは、日本の恥である。「恥を知れ」と政府に言いたい。（文責：向井 宏） 
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【関東】 

◆たばこと塩の博物館で海藻おしば作品を展示 

   ～第 40回夏休み塩の学習室「探ってみよう！海の恵み」～ 

 
 長い夏休みに合わせて様々なイベントが各地で開催されています。東京墨田区にある東京スカイツリーの近

くに移転した「たばこと塩の博物館」では、海の恵みをテーマに展示とワークショップを開催しています。こ

のイベントには野田会長の海藻おしば標本作品も大型ワカメをはじめとする普段食している海藻が 17 種、そ

れにアマモ等の作品を展示しています。作品の台紙は主に A3 サイズが多いのですが、A1 や A0 変形サイズの

大型作品もあります。お子さん、お孫さんと一緒に近くの東京スカイツリーともどもお楽しみください。 

 

会期：2019 年 7 月 20 日（土）～8 月 25 日（日）10～18:00（入館は 17:30 まで） 

休館日：月曜日（但し 8 月 12 日は開館で、13 日が休館） 

場所：たばこと塩の博物館（東京都墨田区横川 1-16-3、東京スカイツリー駅から徒歩 8 分） 

 2 階 特別展示室の「海の中のゾーン」で野田会長の標本作品を展示 

 1 階 ワークショップルーム 

入館料：大人・大学生 100 円、小・中・高校生 50 円 

問い合わせ先：たばこと塩の博物館 tel.03-3622-8801、URL  https://www.jti.co.jp/Culture/museum/ 

 

 

【四国】 

●磯の観察会 参加者募集中！

（先着 30名） 
 

 夏の磯には、いろんな生きものがいっぱ

いです。夏は、磯のおもしろさを発見しよ

う！！ 

 

日時：2019 年 8 月 4 日（日） 

 13:30～16:00 

場所：鰯山周辺の磯（鳴門市） 

講師：上田幸男先生（徳島県立農林水産総

合技術支援センター） 

参加費：無料 

定員：30 名（先着順）★事前申込必要 

参加年齢：幼稚園以上、必ず保護者同伴で

お願いします。おとなの方だけのご参加も

大歓迎です。 

 

★申し込み：参加者全員のお名前、年齢、

ご住所、連絡先（E-mail または Fax・携

帯番号など必ず連絡がとれるもの）を記載

して、とくしま自然観察の会まで E-mail

または Fax にてお申込みください。 

 

主催：とくしま自然観察の会 

 E-mail：kansatsunokai@gmail.com 

 Fax：088-623-6783 

  

https://www.jti.co.jp/Culture/museum/
mailto:kansatsunokai@gmail.com
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ウミホタル 

石川節子（札幌市） 

 昭和三十三年、私は十六歳の高校生で、会社に勤める従業員でもありました。北海道の根室に近い浜中町

の漁村からひとり釧路市に出て、四畳半一間の借家住まいで毎日、朝五時には起きて朝食を作り、お弁当も

作って出勤して、夕方、勤めを終えると夜学に通学しておりました。 

 しかしその頃、私は、まだまだ子どもだったのだと思います。半年に一度ぐらい家族が恋しくて家に帰り

たくなり、高校が休みになると勤めを終えて直ぐに汽車に乗り帰省していたものです。 

 ちょうどその日はお盆の十六日、最終列車で浜中駅に降りると霧多布まではまだバスがあるのですが、残

りの十四キロはもうバスも無くなり、徒歩で行くしかありませんでした。 

 遠浅の琵琶瀬湾のなぎさ沿いを、たったひとりでとぼとぼ歩いて行くと、粒子の細かい海辺の砂は、ほど

よく海水を含み、良く締まっていてとても歩きやすい足ざわりでした。マサルカ（なぎさの上の波が届かな

い草むら）にはオオヒラウスユキソウやホタルサイコ等が咲きほこり、低い波音はバックミュージックのよ

うに静かに奏でられて、夏の海辺の香りが風に乗ってさわやかに流れてきます。 

 五キロほども歩いたころ、いざよいの月あかりの反射とは全く違う、蛍光色の青白い輝きを放射して、波

打ち際に砕け散る不思議な「光る波」が見えます。その蛍光色に光る波は十メートルほどの広さで打ち寄せ

ています。海辺で育った私にも初めて見る「光る波」でした。その海水を手のひらにすくい取って見ると、

海水の中に砂粒より少し大きめの光るつぶつぶが混じっていて、そのつぶつぶはゆっくり動き回るのです。

足もとの波の引いた砂上にも無数の「光るつぶつぶ」がうごめいています。両手ですくい取り、手でこすり

あわせてみると、堅いざらざらとした手触りです。 

 胸のポケットに詰め込むと、ポケットはライトを点灯したように青、緑、若草色、黄色に光り輝き、まる

で自分が大きな蛍になったかのような不思議な感覚のひとときを楽しみました。 

 しかし、いつまでも夜のなぎさでひとり遊んでいるわけにもゆかず、ポケットを光らせながら家路を急

ぎ、二キロほども歩いて、ふと気づくと、体温の熱気で蒸し焼きになって死んでしまったらしく、もう動く

個体はなく、全く光を放さないただの黒い砂粒のようなものになっていました。 

 家に着いて母に話すと、「お盆のころに、時々、見かける珍しい光る波なので、『海で死んだ人の魂が波

に乗って光りながら岸に彷徨ってくるのだ』と云う話を隣のお婆さんから聞いたことがある」。「しかし、

それは不思議な現象には『魂』を持ち出して安心を得るための昔の人達の解決法だ。長いこと海辺に住んで

いてもまだまだ知らないことがなんぼでもあるね。また、調べものが増えたね」と、あっさりと云ってのけ

ました。そして「解ったら、わしにも教えてけろ」と付け足すことを忘れませんでした。 

 

 あの蛍光色にひかり輝く波の正体が、波間に出て来たベントスの底生生物、貝虫綱のウミホタルであり、

「真夏には、北の海でも希に見られる」ことが、テレビなどでも放送されるようになりました。あの、「お

盆の夜の不思議」から、六十一年の歳月が流れ、私はもう、十キロどころか三キロも歩けなくなって海へも

山へもゆけなくなり、想い出ばかりが鮮明に蘇ってくるようになりました。 

5. 読者の投稿エッセイ 
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編注：ウミホタルとは 

甲殻類貝形目ウミホタル科の一種。小型で体長約 1～3mm。二枚の殻をもち、体節や脚はすべて殻の内部に
収まる。なんらかの刺激によって唾液腺からルシフェリンという物質を出し、体外で酸素に触れてルシフェ
ラーゼという酵素の働きで蛍光を発する。ほかに良く知られた海の発光生物として夜光虫がある。これはウ
ミホタルと異なり、渦鞭毛藻などの単細胞の植物プランクトンで、発光の化学反応は同じだが、光り方は瞬
間的で小さい。小さな光でも、多数が集まって光るため、船の航跡やオールでかき混ぜた海水が光る現象を
生じる。一方、ウミホタルは大量のルシフェリンを海中に放出するため、虫体は小さいが、光は大きく見え
る。このエッセイに書かれたような多くのウミホタルが一斉に光を出す現象は極めて稀で、普通は 1～数個
体が光り、海底にボーっとした光の固まりとなることが多い。（向井 宏） 

  

「うみひるも」ご寄稿方法のご案内 

 

うみひるも読者の皆様 

 うみひるも編集部では随時、海の生き物に関するエッセイ、写真、イラスト

や絵画などを募集しております。 

 うみひるも掲載エッセイへのご感想や、ニュースへのご意見、掲載イベント

に参加されたご報告なども、是非お寄せください。 

 

送信には、便利な投稿フォームをご活用ください。 

https://goo.gl/GjWIjL 

 

 投稿フォームは短文用です。1000字を超える長文や添付ファイルなどは、

うみひるも編集部の下記メールアドレスまでお願いします。 

hirumo@live.jp 

編集部一同（現在 4名）楽しみに、お待ちしております。 

 

https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
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編注：前号に続き「ピースボート乗船で海洋生物の研究」を休載して、最新エッセイをお届けします 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

6.  国際ヒドロ虫学会に参加して      久保田 信 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

 

 生活史をはじめ形態や刺胞相など何もかも多種多様なヒドロ虫について、主に分類、生態、系統に関する国

際学会がこの 6 月に開催された。1985 年にイタリアのナポリ沖のイスキア島で初めて開催されてから今回が

9 回目になる。場所は相模湾に面する江の島と伊豆下田で、初めての日本での開催だった。 

 初日の 6 月 19 日は江の島水族館で、後の 1 週間が 26 日までで伊豆下田のリッチなホテルで、筑波大学の

元・下田臨海実験所（現・筑波大学下田臨海実験センター）も大いに活用させて頂けた。従来の方式通り、採

集・調査研究も会期中に実施できるワークショップ形式で、記念のエクスカーションもあり、キャンセル分を

除き講演が 23 題、ポスター発表が 11 題目あった。共同発表者も入れると数は多くなるのだが、実際に参加さ

れた方々はそう多くなく、数十人程度で、全日参加の数は少し減る。こじんまりだが、親しみやすい学会のま

まであった。今回は日本からの参加者が最多となったが、海外からはアメリカ、カナダ、スペイン、中国、ノ

ルウェー、フランス、ブラジル、ポーランドから来られていた。梅雨を心配したのだが、幸い雨天で困ること

は全くなく、筑波大学の船や装備のおかげ様で、ドレッジやプランクトンネット採集も順調に実施できた。 

 

写真 1 

第 9 回国際ヒドロ虫学会開催中、筑波大学下田臨海実験センター（左上の建物）の船で、採集に乗り込む参

加者。右上は講演・ポスター発表会場（下田東急ホテル） 

 

 これまでの 9 回中、筆者は 1 回だけ参加していないだけなので（論文投稿のみ）、旧知を温められ、新人と

も親しくなれた。今回は大勢の方々が遺伝子解析を基礎的な形態的特徴に重ねあわせているのが注目される。

年齢層からみても若返りした学会となった。筆者は下田での初日に 1 時間の基調講演を依頼されたので、100
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年以上もかけて発展してきた日本のこの分野の歴史を紹介した。後日、個人で 1 題、共同で 1 題を発表させて

頂いた。 

 下田は思い出の場所で、ライフワークとしているカイヤドリヒドラ類中、最も短命種を初めて太平洋から発

見できた。今回も同種を下田海中水族館でなんとか採集できた。更には、珍しく 2 種が同所的に分布する熱海

港にも立ち寄って、この状況を再調査した。昨今の地球温暖化でムラサキイガイが下田も熱海でもめっきり減

少し、小ぶりとなっていたが、カイヤドリヒドラクラゲ類は採集でき、飼育による研究続行中である。 

 

写真２ 

模式産地の下田で採取した

ムラサキイガイ(No.1)より

2019 年 7 月 30 日に遊離

した 5 個体の雄カイヤド

リヒドラクラゲ（退化気味

の小さな口柄と一個の平衡

石が特徴） 

 

編注：模式産地とは、新種

記載の基準となった「模式

標本（タイプ標本）」が発

見された場所 

 

 

  

 ミニミニ写真館  

2019 年 6 月 25 日の午後、高知県土佐清

水市の清水港で、いつもの癖で海を見下

ろしながら港の際を歩いていたら、期待

を超える大物が次々と現れて驚きまし

た。写真は、すぐそこにいた体長 30cm

ぐらいのイシガキフグ（？）です。岸壁

沿いに優雅に泳ぐフグと、しばし港の散

歩を楽しみました。（瀬戸内千代） 
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舞根湾奥部に蘇った湿地から“あいだ”を考える 
 

 
 2011 年 3 月 11 日に発生した巨大な地震と津波は、東北太平洋沿岸域に壊滅的な被害をもたらしました。 

8 年を経過した今なおその傷跡は地域社会に深刻な問題を残したままです。一方、地震と津波は陸と海を結ぶ

“あいだ”としての塩性湿地をリアスの海の各所に復元してくれました。しかし、非常に残念なことに、そのほ

とんどは「原型復旧」の方針の下に埋め戻されてしまいました（写真１）。そのような中、三陸地方で唯一埋

め戻しを防ぎ（地権者から湿地の土地を買い取り）、保存されたのが気仙沼舞根湾奥部の湿地です。後背地の

山から流れ出る 2 つの川、東舞根川と西舞根川に挟まれた塩性湿地にはニホンウナギをはじめ多くの生き物た

ちが現れ、それらを狙うカワセミやミサゴなどの鳥類も集まる貴重なエコトーンとなっています。そして、舞

根の人々は、森と海

を結ぶ間としての湿

地を見下ろしながら

造成された高台で、

津波の心配なく安心

して暮らせる環境が

整いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 地震と津波が舞根湾奥部に蘇らせた湿地；その右側には埋め戻された湿地跡 

 

 一方、地震で約 70cm 沈下した地盤がその後 30cm 以上隆起し、西舞根川と直径 60cm ほどの土管 1 本でつ

ながった湿地内の環境は、海水の流入など水の交換率が低下し、夏季には底層の貧酸素化が進むなど、生き物

にとって好ましくない状態に至りつつあります。そこで、土管周辺のコンクリート護岸を改修し、水や生き物

がより自然に湿地に出入りできる工事の申請を気仙沼市に申請して協議を重ね、5 年の時を要して、ついに

2018 年度に工事に着工し、2019 年度に完成する合意が得られ、現在その工事が進められています。最終的に、

その合意の決め手になったのが絶滅危惧種のなかでもきわめて関心度の高いニホンウナギの存在とその保全

の道を開く中長期的な調査計画（写真２）の提出でした。 

 

7. 有明海と三陸の水辺から（99）     田中 克 
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写真２ 湿地で 2011

年以来続けられている

稚魚やそのえさ生物に

関する調査風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 陸と海の湿地のような環境こそ、ニホンウナギのクロコ（幼魚）の成育場であるということを、蘇った湿地

で実証することがこれからの大きな課題のひとつとなっています。それはニホンウナギの絶滅化は陸と海の

“あいだ”をつぶし続けてきたことに大きな原因があることを、そして、“あいだ”を紡ぎ直すことによってニホ

ンウナギだけでなく、多くの絶滅が心配されている水生生物とそれらに依存する生き物たちを保全・再生する

道につながることを、この小さな湿地で実証することへの期待が高まっています。それは、多くの取り返しの

つかない犠牲を強いながら本来の自然環境を蘇らせてくれた巨大な自然の存在から謙虚に学ぶ道（写真３）の

ひとつとの思いを深めています。 

 急いで促成栽培的な結果ばかりを求めすぎる社会、結果さえよければその過程を無視・軽視し続ける社会、

分断や対立、排除や無視が横行する現代社会をまともな方向に転換させることは容易なことではありませんが、

自然への畏敬の念を基礎に、自然から謙虚に学びなおし、“あいだ”を紡ぎ直し、そこに根ざす“縁の下の力持ち”

を大事にする価値観を再生させること

が本当に大事な時代の要請と痛感させ

られています。それは、「海に暮らして

森を思いやり、森に暮らして海を思い

やる」社会の復活だといえます。 

 

 

 

 

写真３ 湿地はエコトーン（あいだ）

の大切さを学ぶ格好の環境教育の場  
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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 
 

◆今回は大変嬉しいことに、読者投稿で石川節子さんがご参加くださり、にぎやかな紙面となりました。情景が目に浮かぶような

美文、理知的なお母様の面影、そして何より 16歳ですでに自立していて、里帰りのために 14km もの夜道（しかも浜辺！）を歩い

ていた女の子のたくましさに心動かされ、何度も読みかえしました。同じ年頃のわが娘は夏季合宿で留守ですが、帰宅したら読ま

せたいです。昭和 33年は西暦 1958年。いろいろ不便な時代だったとはいえ、きっと海は今よりも清らかで身近で、ウミホタルの

きらめきも、さぞ美しかったことと想像します。石川様、貴重なご寄稿をありがとうございました。 

◆田中克先生から耳寄り情報をいただきました。NPO法人海遍路の二人乗りシーカヤック 2艇が、7月 13日に野尻湖畔のグリ

ーンスポーツクラブに搬入され、今後は多少の保管料と海遍路協賛金だけで、誰でも利用できるそうです。「水辺を海や湖側から

人力でゆっくりアプローチすると、水辺の木々や生き物も穏やかに対応してくれる感じです。誰にでも、そうした経験をしてもらえれ

ばと、願っています」というメッセージをいただきました。夏休みのレジャーに、いかがでしょう？ ところで、田中先生の「うみひるも」

連載エッセイは、実は、次号の第 100回で完了とお聞きしております。一読者として、とても名残惜しいのですが、その寂しさに勝

るのが、非常に密度の濃いご寄稿を 100 回も続けてくださったご厚意への感謝の気持ちです。新しい読者の皆様、是非、海の生

き物を守る会ホームページで公開中の過去のエッセイもお読みください。そして次号の最終回を、お楽しみに！（ちよ） 

 

◆7 月 29 日付の朝日新聞デジタル版に，沖縄県今帰仁村で死亡したジュゴンの死因についての記事がありました。環境省の発

表によると，｢オグロオトメエイに刺されて体内に入り込んだトゲ（長さ約２３センチ）によって小腸が破れて、腹の中の状態が悪化

した可能性が極めて高い｣，とのことでした。たしかにこのエイは毒のあるトゲを持っていますが，IUCNの Red Listによると危急種

（Vulnerable species）です。絶滅危惧種のジュゴンが危急種のエイに刺されて死亡した? 彼らが遭遇する可能性はゼロではあり

ませんが，沖縄島周辺に三頭しかいなかったジュゴンの内の一頭がたまたまエイに刺されたというのは，どうにも取って付けたよ

うな印象が拭えません。解剖したジュゴンと，その腹から出てきたエイのトゲは，これから貴重な物証になりますので，絶対に廃棄

せずに，複数の専門家の手と目で，客観的に再検証する必要があるでしょう。(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

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.umihenro.com/
https://www.gsc-nojiriko.com/
https://www.gsc-nojiriko.com/
https://www.gsc-nojiriko.com/
https://www.gsc-nojiriko.com/
https://www.asahi.com/articles/ASM7Y4W7HM7YTPOB003.html?iref=pc_ss_date
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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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