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「今月の海」富津岬と浦賀水道（千葉県）  

 千葉県富津市の富津岬は、東京湾に 5km ほど突き出した岬で、小糸川河口の左岸に形成される砂州で、富

津洲ともよばれる。背後に三角形をした富津平野が広がり、富津市の町並がある。富津岬は、南房総国定公園

の一部に属し、富津公園が作られており、1971 年に明治百年記念展望台という凝ったデザインの展望台が作

られている。富津岬と対岸

の三浦半島の観音崎を結

んで、東京湾を横断する距

離がもっとも短くなり、そ

こを浦賀水道と呼ぶ。この

横断線より北側を狭い意

味で東京湾とする。富津岬

の北側（写真）には広大な

干潟があり、減少したとは

言え今でも 104 ヘクター

ルにおよぶアマモ場も残

されている。東京湾で残さ

れた唯一の本格的なアマ

モ場と言っても良い。干潟

はその北側に広がり、小櫃

川の河口に広がる干潟と

共に東京湾に残された希

少な干潟である。展望台か

らは、360°の展望があり、

三浦半島の観音崎、第一海堡、第二海堡、横浜みなとみらいが見え、天気が良ければ富士山も遠望できる。こ

こは太平洋戦争のときには、首都防衛のための要塞が作られていた。 

（千葉県富津市富津岬にて  向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動報告】 

◆砂浜海岸生物調査の第３次中間報告書を刊行 

 海の生き物を守る会では、今年 9 月 20 日に砂浜海岸生物

調査の第 3 次中間報告書を発行しました。今回の中間報告書

には、これまで寄せられた調査票 329 枚 177 ヶ所のデータを

もとに、貝類の情報について、まとめました。この報告書は、

自然保護助成基金プロ・ナトゥーラ・ファンドの助成で作成

されました。同基金に感謝いたします。 

 当会では、10 年前から始めた砂浜海岸生物調査の中間報告

書をこれまで 2 回発行してきました。第 1 次中間報告書は、

様々な砂浜の生き物をまとめました。第 2 次中間報告書は、

海浜植物をまとめたものです。 

 中間報告書は、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 までお知らせください。代金は

無料ですが、送料をご負担願います。 

 

◆2020 年の「海の生き物を守るフォーラム」のテーマを募集しています 

 海の生き物を守る会では、毎年 1～3 月に「海の生き物を守るフォーラム」を関東と関西で交互に開催して

います。来年は関東で開催予定です。まだ、開催日時や会場も未定ですが、このフォーラムで取り上げるテ

ーマをみなさまから募集しています。応募は事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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。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。また、同じ海岸でも調査をする度

に、違った情報が得られます。調査を積み重ねていくことが必要です。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。 

 

 

 

◆保全すべき砂浜を推薦してください 

 海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査の一環として、全国の砂浜でぜひ保全すべきだと思われる砂浜

を募集しています。2019年度末までに「ベスト30」を決定し、そのリストを公表して今後の保全活動に貢献し

たいと思いますので、ぜひ推薦をよろしくお願いいたします。 

 推薦にあたっては、その砂浜の数枚の写真とその他、生物情報、自然度などについても、お知らせください。 

 

これまでに推薦された砂浜は、以下の通りです。 

1. 辺塚の浜（鹿児島県肝属郡） 

2. 粉白海岸（和歌山県那智勝浦町） 

3. 表浜海岸（愛知県） 

4. 百名ビーチ（沖縄県南城市玉城字百名） 

5. 閖上海岸（宮城県名取市閖上） 

6. 百道浜海岸（福岡県福岡市） 

7. 長浜（宮崎県串間市） 

8. 小倉ヶ浜（宮崎県日向市） 

9. 原之里海岸（長浜）（鹿児島県種子島） 

10. 三戸浜海岸（神奈川県三浦半島） 

11. 恋問海岸（北海道白糠町） 

12. 以久科海岸（北海道斜里町） 

13. 和白干潟海岸（福岡市） 

14. 嘉徳海岸（奄美大島瀬戸内町） 

 

（このうち、５．閖上海岸 は、防潮堤の建設で保全すべき砂浜としての価値がなくなったこと、６．百道浜

海岸は、人工ビーチであったことが分かりましたので、「守るべき砂浜」リストから削除します） 

 

 これまで推薦された砂浜の中には、閖上浜のように巨大防潮堤がその後建設されてしまい、もう守りたい砂

浜ではなくなってしまったところもあります。また、嘉徳海岸は、現在コンクリート護岸の建設が進んでいま

す。日本の砂浜はどんどん壊されつつあります。早く保護すべき砂浜を指定して、保護活動に役立てましょう。 

  

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

http://e-amco.com/research
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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 

 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。 

 

防衛局が土砂搬入予定地を大幅に拡大 
 

 沖縄防衛局は、これまで沖縄県外の 7 地区から土砂搬出を予定していたが、予定よりも倍以上

の土砂が必要と判断しているようだ。そのため、土砂搬入予定地をこれまでの 7 地区から大幅に

増やし、その搬出可能量を推定した。これから本格的な土砂搬出が始まる。辺野古埋立を止めさ

せるために反対の声を上げ続けよう。 

   チョイさんの沖縄日記より https://blog.goo.ne.jp/chuy/e/69044985148b82a19445df857c8396b8  

 

 

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 

https://blog.goo.ne.jp/chuy/e/69044985148b82a19445df857c8396b8
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 

 

 

※ 3 冊とも同サイズです 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．ウナギ切手コレクション （5）   立川賢一 
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【国際】 

●ブラジル沿岸に大量の原油が漂着 出所不明 
 ブラジルの北東部の広い沿岸に大量の原油が漂着している。原油の漂着は大西洋沿岸の 2000km にわたっ

て 130 ヶ所以上で確認された。この海域は美しいビーチで知られる観光依存地域である。ブラジルのボルソナ

ロ大統領は、会見で「出所は不明だが、犯罪絡みで海洋投棄されたものの可能性がある」と示唆したが、証拠

は見つかっていない。ウミガメ保護団体の「TAMAR」は、1980 年以後「最悪の環境上の惨事」だと述べた。 

（文責：向井 宏） 

【東北】 

●プランクトンから高濃度の放射性物質を検出 いわき市沖 
 福島第一原発の事故以来、継続的に海洋環境と生物の放射性物質濃度を測定してきた東京海洋大学の研究グ

ループが、今年 7 月にいわき市沖約 3km の地点で採集したプランクトンから、669 ベクレル/kg という高い濃

度の放射性セシウム 137 を検出した。同研究グループの石丸隆教授は、「潮流が南の福島第一原発沖から北向

きに流れており、その影響で汚染水が継続的に流れ込んでおり、その汚染海水の影響で動物プランクトンにセ

シウム 137 が蓄積した」とみている。動物プランクトンは、食物連鎖で魚に食べられる位置にあり、魚への放

射性物質の転流が起こっている可能性は高い。また、セシウム 137 の生物学的半減期（生物体内に蓄積した放

射性物質が代謝によって体外に半分が排出されるまでの時間）は、約 50 日と比較的早いけれども、これだけ

の高濃度が検出されたことは、海水の放射能汚染がまだ継続的に続いていることを示唆しているだろう。海の

生き物への影響は、これからだ。まして汚染水（東電の言う処理水）の海洋放出などは、海洋国日本にとって

は、自殺行為でしかない。（文責：向井 宏） 
 
 

【関西】 

●今年の商業捕鯨から帰港 太地町 
 和歌山県太地町の小型捕鯨船「第 7 勝丸」（32 トン）が、31 年ぶりとなる今年の商業捕鯨から春に出漁し

て以来半年ぶりに帰港した。同船の捕鯨数はミンククジラ 11 頭だった。2018 年に日本政府が IWC（国際捕

鯨委員会）を脱退した後、日本は南極海での調査捕鯨は中止し、近海での商業捕鯨を再開した。同船は 3 月末

に出港したが、当初は宮城県沖で調査捕鯨に従事し、7 月 1 日から商業捕鯨に移った。捕鯨海域は北海道の釧

路沖で、他の捕鯨船 5 隻で共同操業して、ミンククジラ 33 頭、ツチクジラ 12 頭を捕殺した。次回は来年 4 月

に再開する予定だという。（文責：向井 宏） 
 
 

【中四国】 

●海上ボーリング調査を申請 中国電力上関原発建設のため 
 山口県上関町長島で建設が計画されている中国電力の上関原子力発電所について、中国電力は先に海面埋立

免許延長が山口県から許可されたことを受けて、予定地近くで海上ボーリング調査を行うための許可申請を行

った。同原発の建設計画による埋立事業は、2011 年 3 月の福島第一原発の爆発事故以来、中断されていた。

今年 7 月に埋立免許の期限が切れるので、中国電力は埋立免許の延長を申請していたが、予定地に活断層があ

るかどうかを確認するために海上ボーリング調査を行うことを理由の一つとしていた。そこで、ボーリング調

査のために沖合 200ｍの海の「占有許可」を申請した。山口県は 1 ヶ月くらいの審査で認めるとみられ、今月

にもボーリング調査が始まる可能性がある。あの福島第一原発の事故の後でも電力会社は原発稼働に固執し、

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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政府が原発の新設を公式に認めていないにもかかわらず、中国電力の原発建設の意図は明白である。奇跡の海

と生物学者らが太鼓判を押す貴重な海に原発を作らせてはならない。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●高潮帯に生息する巻き貝の珍しい集団行動 
 ブログ｢月刊 沖縄と貝 with 光｣の記事に、去る 6 月 11 日の午後 4 時頃のこととして、キバアマガイが砂浜

を汀線に向かって集団で移動している様子が紹介されている。ブログ管理者の許可を得たので、URL を紹介

したい(動画付き)。 http://shellbox.blog106.fc2.com （記事の日付は 2019 年 7 月 10 日） 

 キバアマガイ(Nerita plicata)は、石灰岩岩礁の高潮帯に住んでいるアマガイ類の一種。小潮の引き潮時に砂

浜を海に向かって集団で移動するというのは、この貝を見なれている人々の間でも知られていなかった。繁殖

に関する行動ではないか、と、コメントされているが、はっきりした原因は分からない。残念ながらこの結末

を見届ける時間がなかった、と、書かれている。南西諸島の貝類に詳しい方々から、この行動についてご教示

を頂けるとありがたい。もしも砂浜がキバアマガイの生活史に必要であるならば、岩礁と砂浜がつながってい

なければ本種は存続できない。沿岸の環境とそこに暮らす生物の保全には、異なる生息地を切りはなさずに、

まとめて捉える必要があるだろう。(文責：西濱士郎) 

 

 

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

 
 

【関東】 
◆今、世界の海で何が起こっているのか？ 

－考えよう、今すぐ私たちにできること－ 東京経済大学環境シンポジウム 
 

G20 をはじめ各会議で海洋汚染、特にマイクロプラ

スチック問題をとりあげるのはなぜか。 

私たちの身近な問題とし、改めて考えよう。 
無料、事前申込制。 

 

日時：2019 年 10 月 26 日（土）15:00～17:00 

場所：東京経済大学国分寺キャンパス 

大倉喜八郎 進一層館（フォワードホール） 

講演： 高田秀重（東京農工大学教授） 

 井田徹治（共同通信社記者） 

 大久保奈弥（東京経済大学准教授） 

 

★申し込み：申込用紙に必要事項をご記入の上、 

FAX または郵送でお送りください。以下の申込フォ

ームからもお申込みいただけます。（電話では受け

付けておりません）申込フォームは、こちら。 

 

※受付通知を発送いたしませんので、当日は直接会

場までお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shellbox.blog106.fc2.com/
https://www.tku.ac.jp/contact/20191026sympo/form.cgi


 

9 

◆「東京湾大感謝祭 2019」で「海藻おしば」ブースを出展 
 

 海藻おしば協会は「東京湾大感謝祭 2019」に参加します！！今年も横浜赤レンガ倉庫広場と周辺海上での

東京湾大感謝祭の季節がやってきました。官民が東京湾再生のために協働する唯一のお祭り。そのテーマは「海

にいいこと、やさしいこと、はじめよう！」 

 海藻おしば協会は今年も（一財）東京水産振興会のご支援を受け、小間数を 2 小間に拡大し出展することに

なりました。2019 年の大きなテーマは「SDGs」（サスティナブル・デベロップメント・ゴールズ）／持続可

能な発展をめざすため、環境保全に配慮した社会活動を目指す合言葉）のスローガンの下に、様々な団体がエ

ントリーしています。 

 海藻おしば協会は第 1 回目から毎年参加。たくさんの来場者に「海の森の大切さ」を学んで頂きながら、海

の森からの贈りもの「カラフルでユニークな漂着海藻を使ったおしばづくり」を楽しんでいただきます。 

 

日時：2019 年 10 月 26 日（土）～27 日（日）10:00～17:00 ※27 日は-16:30 

場所：横浜赤レンガ倉庫広場 海藻おしば協会ブースは、江戸前の恵みゾーン E-04,05 

 

体験教室 

1 日 5 回開催、各回とも短い海の森のお話とハガキ 1 枚のおしばづくり 

1 回の定員 16 名（先着・予約制）、参加費無料。未就学児で体験希望の方は必ず保護者同伴で参加してくだ

さい。作品は講師が持ち帰り、乾燥・仕上げ・ラミネート加工後に郵送で返送します。 

 

10 月 26 日（土）と 27 日（日） 

1 回目 10:30～11:10 

2 回目 11:30～12:10 

3 回目 13:30～14:10 

4 回目 14:30～15:10 

5 回目 15:30～16:10 

 

★2 日間とも午前 10 時よりブースで各回の受付（先着順）。ただし、2 日間とも 2 回目以降に体験希望の方

は必ず受付時に予約整理券を受け取って、開始時間の 10 分前にはブース受付に集合のこと。 

 

 

【関西】 

◆長松海岸自然観察会「第 11 回 今年最後の磯あそび」 
 

 長松海岸は、大阪府内でも手軽に磯あそびが楽しめるスポットです。子どもにも、おとなにも大人気の磯あ

そびを、もっと手軽に楽しんでいただこうと、観察会を開催します。カニ、ヤドカリ、イソギンチャク、ウミ

ウシ、ハゼ、ウニ、ヒトデなど、いろいろな生き物が見つかりますよ。 

 

日時：2019 年 10 月 26 日（土）※小雨実施 

場所：大阪府岬町 長松海岸の磯 

集合：「みさき公園」駅の改札を出たところ（みさき公園出口）に 9:35 

交通：難波 8:45 発特急サザン 7 号和歌山市行（後 4 両自由席）に乗れば「みさき公園」駅 9:30 着 

解散：現地にて 13:30 頃 

対象：どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

定員：20 名（メール先着順） 

参加費：大人 500 円、中学生以下 300 円、サポーター参加者 100 円 

持ち物ほか：水筒、弁当、長靴または濡れてもいい運動靴（ビーチサンダル禁止）、帽子、軍手、レジャー

シート 

★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)これまでに長松海岸自然観察会に参加したことがあるかどうか(8)予定交通手段（電車 or

マイカー）を記入し、表題を「10/26 長松海岸観察会申込み」として、メールで申込み misaki@n-osaka.jp 

1 週間以内に折り返し参加可否を連絡しますので、連絡のない場合はお問い合わせください。 

申し込み期限：10 月 20 日 ※先着順です 

mailto:misaki@n-osaka.jp
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その他：現地に駐車場はありません。みさき公園駅周辺のコインパーキングなどに駐車していただき、集合場

所へお越しください。トイレは駅の中ですので、集合までにお済ませください。長松海岸では、潮の満ち引き

の関係で、11 月以降は磯あそびができる日がほとんどありません。「長松海岸自然観察会」に過去 1 回以上

参加された方は、サポーター参加者としてご参加いただきます。サポーター参加者についてはこちらをご覧く

ださい。http://www.nature.or.jp/observation/area/14.html#support 

 

海洋プラスチック問題への対応の一環として、ペットボトルの使用削減を推奨しています。観察会当日はぜひ

繰り返し使用できる水筒を持参してください。ペットボトルを持って来なかった方は 1 人あたり 50 円引きと

させていただきます（ペットボトルを再使用して水筒として使用されている場合は水筒とみなします）。 

 

問い合わせ先：大阪自然環境保全協会内「10 月 26 日長松海岸観察会」係 06-6242-8720 

 

 

【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2019 年 10 月 26 日（土）15:00～17:00 

場所：和白干潟海の広場（東区和白 4 丁目） ※駐車場なし、「西鉄唐の原」駅から徒歩 5 分 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 

連絡先：tel : 090-1346-0460（田辺） 

 

  

「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、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 

http://www.nature.or.jp/observation/area/14.html#support
mailto:hirumo@live.jp


 

11 

5. 動物の親子を詞で知ろう（12） 久保田 信 

 

びっくり箱のパンドラムシ！（有輪動物門） 

 

 

ちロブスターの鬚で みんな 暮らしている 

ちっちゃなちっちゃな ひっつきムシ 

頭にくるくる回る 輪っかが あって 

みんなで 屑を 食べている 

体の中に自分をつくって クローンになるよ 

過密になったら 大人になるよ 

びっくり箱の パンドラムシ！ ムシ！ 

世界の海に ３種のびっくり パンドラムシ 

パンドラムシ！ ムシ！ 

やっぱりみんな ロブスターのお鬚が マイホーム！ 

 

大人になったから 結婚しました 

だけど子供とママは 出て行っちゃった 

子供もグレちゃって やっぱり出て行くよ 

だけどやっぱり マイホームはお鬚 

お酒をいっぱい飲めるように 腎臓は捨てちゃおう 

大人は疲れちゃうから  脳も捨てちゃおう 

パンドラムシ！ ムシ！ 

世界の海に ３種のびっくり パンドラムシ 

パンドラムシ！ ムシ！ 

なんでもありの  ロブスターのお鬚が マイホーム！ 

 

パンドラムシ！ ムシ！ 

世界の海に ３種のびっくり パンドラムシ 

パンドラムシ！ ムシ！ 

やっぱりみんな ロブスターのおひげが マイホーム！ 

 
 

 詞を読んでもパンドラムシの謎の姿を想像しづらいですね。実際にこの現物を見た人はわずかです。しかも

肉眼ではなくて顕微鏡で相当拡大してなのです。おとなの雌が体長 0.6 mm 未満で、雄はその数分の一。それ

でも宿主の甲殻類を賞味する前に、是非、日本初のパンドラムシを探してみませんか。目下、大西洋産の 3 種

しか知られていません。 

 パンドラムシの棲家は美味なロブスターやアカザエビの鬚です。それらの口の周りに生えているたくさんの

鬚に、最多で何千個体もが付着して生きています。普段出会える姿はこの無性世代のクローンです。それぞれ

が、胴体の後端から短い柄を伸ばし、その先に吸盤の様なあしを装備して、それで付着しています。胴体の上

のこけしの頭の様な部分は車輪状になった摂食器官で、たくさんの繊毛で水流をおこし、有機物の屑を濾しと 
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って食べています。胴体の中をＵ字状の消化管が巡り、胴体の上部、摂食器官の下方に肛門を開いています。

また、胴体の上部には神経節があります。この胴体が本体で、いわばパンドラの箱なので様々な分身づくりの

場所なのです。 

 分身の無性世代はマトリョーシカ人形の様に、入れ子方式でクローンのパンドラ幼生を胴体内で増殖させま

す。この幼生をつくる時には、摂食器官や消化管は退化しますが、それらは胴体の下部で新生され、新たな個

体に置き換えられます。 

 やがて、この摂食する無性世代個体は、摂食しない２種類の分身をつくります。それらは有性世代です。胴

体内に１卵をもった雌か、あるいはプロメテウス幼生と名付けられた雄の前身個体を出芽します。プロメテウ

ス幼生の体内には、精子をいっぱい詰め込み、ペニスを持った雄（複数できることもある）が入れ子されてい

ます。プロメテウス幼生は、母体の無性世代個体を離れ、体内に雌をつくっている個体にとりつきます。する

と、消化器官が欠如した成熟雄が体外へ出てきて、模式図で示した様に、雌個体をつくっている母体の上にく

っつき、交尾可能な状態になります。 

 体内受精が完了すると、受精卵を宿した雌は海中に泳ぎ出て、宿主に付着します。そこで胚発生を進め、脳

や腎臓や筋肉もある脊索幼生を体内につくります。この幼生が母体を出て、新たな宿主等に付着し、最初に紹

介した様な無性世代に成長し、こみいった一生がひとまわりするとのことです。この過程は実は飼育して逐一

辿った訳でなく、断片を繋ぎあわせた推測のストーリーです。纏めると、摂食可能な無性世代の胴体の中から

様々な形と機能をもった無性・有性の分身が現れるといった、まさにパンドラのむしだったのです！ 

 

卵を持つ雌を胴体内につくったパンドラムシ。その体表に 1個体の矮雄が付着し交尾直前 
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まずは絵と文字から 

 私が生まれ育った町は、海からはかなり離れたところでした。川遊びはそれなりにしましたけれど、海とい

えば春の潮干がりと夏の海水浴のとき、年に 2 度行くのがせいぜいでした。行き先は瀬戸内海の干潟。バスや

汽車の窓からまず見えてくるのがコンクリートの護岸でしたけれど、その向こうから聞こえてくる波の音には、

本当に胸がわくわくしたものです。潮干がりですから、海の生き物といえば、まず食べ物としてのアサリ、そ

して干潟でひろうヤドカリ。でもヤドカリの飼い方など、周りの大人たちも知りませんので、持ち帰った翌日

には死なせていました。今でも記憶に焼き付いているのが、干上がった砂地にいたイトマキヒトデの鮮やかな

青色。イトマキヒトデが干潟にいるなんて、今おもい返すとおかしなことですので、誰かが近くの磯から持っ

て来たのかもしれません。とにかくヒトデを見るのも初めてでしたし、背中の青地に赤い斑点と裏側の橙色が

鮮やかすぎて、｢手を出すとかみつかれるのでは｣と怖々と見ていました。そういう海とは縁がうすい場所でく

らしていたので、海の生き物のことを覚えたのは、小学生向けの図鑑からでした。原生動物やカイメンから、

貝類やエビ･カニ，魚類まで一通りのっている図鑑が、海の生き物の情報源でした。ウミウシの仲間のハナデ

ンシャ、サンゴ礁にいるというアオヒトデ、絵を見ても、どういう暮らしをしているのか想像も付かないサル

パとかヤムシ。ヒザラガイが貝の仲間だということも、フジツボは貝ではなくてエビ･カニに近いということ

も、まず絵と文字から知りました。その内のいくつかと後々、深い縁になるとは思いもよりませんでしたが。 

 学年が上がると、市内の児童文化センターの図書室に出入りし始めました。ここでは絵画教室や陶芸、アマ

チュア天文愛好家による天体教室など、いろいろな催しがありましたが、図書室は特別でした。子供向けに書

き直された古典文学から、SF、推理小説などを借りて、よみあさったものです。その書棚に、貸し出しできな

い大人向けの図鑑がありました。保育社の原色図鑑シリーズです。その一冊、内海冨士夫著｢原色日本海岸動

物図鑑｣は、特別な一冊でした。解説はまったく理解できま

せんでしたが、カラー図版を見ているだけで、海の生き物

の世界にひたることができました。特にヒモムシ類の頭だ

けをずらりと並べた図版は、初版から 60 年以上経った今

でも初めて見たときの感動がよみがえります。分類学の進

歩と、生物の系統分類体系が様変わりしてきたため、この

図鑑の情報も古くなりました。図鑑類も実物の標本写真や

生態写真が主流ですけれど、リンネやキュヴィエ、ラマル

クの時代の博物画や、江戸時代の本草学の資料などととも

に、できれば後世まで残って欲しいと思います。そのわけ

の一つは、内海冨士夫がこの図鑑で提唱した、数多くの新

しい和名です。その内のいくつかは図版と学名の不一致と

共に、後々混乱を起こしました。有名な話としては、解決

済みのフジナマコの例がありますけれど、今でも未解決の

記述が残っています。学名と実在する生物が一致しないと

きには、保全生物学上、困ったことになる場合があります。

そのときの原典としても、残しておきたい本です。 

図.amazon.co.jpより  

6. 海の生き物たちとの様々な出会い(2) 西濱士郎 
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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 
 

台風 19 号が広範囲に爪痕を残して去っていきました。皆様はご無事でしたでしょうか。さいたま市の我が家では、近隣の川が

次々と危険水位に達し、大雨特別警報（警戒レベル 5）が発令され、初めて避難を検討しました。海水温が上がっているので、こ

の規模の台風は今後も繰り返し来るはずです。今回は家で無事でしたが、次回はどうでしょう。改めて避難のタイミングや判断の

難しさを知りました。それから、気になったのが SNS です。台風後、にわかに防潮堤や八ッ場ダム、スーパー堤防、地下の貯水ト

ンネルなど巨大コンクリ構造物を礼賛する人が増えました。データを上げて反論している人もいますが、人命がかかっているので、

生態系保全を口に出す人はいません。健全な生態系なくして動物であるヒトは存続し得ないのに、安全のために自然破壊が進ん

でしまう矛盾。これからの大水害時代、ますます問われる「知恵の融合」には、生物・生態研究者の活躍が欠かせません。（ちよ） 

 

◎台風 15号と 19号が関東地方一円に被害をもたらし、多くの方が被災されました。おくやみ申し上げます。私が住んでいる地方

では、この間に 17 号と 18 号が接近しました。直撃は免れましたが、九州の西の端で交通機関が止まると、主に物資の輸送に影

響が出ます。17 号の時は塩害がひどくて、海岸では草木の葉が枯れ落ち、海から数㎞離れた場所でもマンホールの蓋が黄色く

錆びてしまいました。かつて石垣島に住んでいた頃には、大型の台風が接近する度にスーパーの食品棚がからになりましたし、

八重山を通り過ぎても沖縄島が暴風圏から抜けるまで、品物が届かないことが度々ありました。雨が少ない風台風によって、山

の頂上近くまで木々の葉が枯れるのもみてきました。とはいえ、離島では台風は水資源にもなります。またサンゴ礁では台風の

攪乱が生物多様性を高めるという、生物群集の｢中規模攪乱説｣を検証した研究発表を聞いたこともあります。波浪で陸に打ち上

がられて死ぬ生き物もいますが、台風が全く来なければ高水温でサンゴが白化するなど、沿岸の生き物は別のダメージを受けま

す。海の生き物にとって台風は，必ずしも災いとばかりは言えません。都市化の広がりで水田が減少したために水害が増えてい

る、という説もあります。まして、温暖化ガスによる地球気候変動で、台風の大型化や進路の変化が起きているならば、それは人

災でしょう。(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 
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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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