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「今月の海の生き物」ウミキノコ Sarcophyton ehrenbergi  

 アオサンゴ類と同じ刺胞動物門花虫綱八方サンゴ亜綱ウミトサカ目に属するウミトサカ科の一種で、骨格を

持たないソフトコーラルで、ウミタケとも言われる。群体は 1m にも達することのある大型種で、岩に太い茎

部で付着し、上部は冠型となり、名前の通りキノコのような形をしている。写真は若いウミキノコ群体で、冠

の径は 10cm

前後である。

中央部は少

しへこみ、周

辺は波打っ

ている。冠部

にはポリプ

が密生して

おり、2 つの

タイプのポ

リプを持っ

ている。一つ

のタイプは、

8本の触手を

持っている。

一方、その間

を埋めるよ

うに触手を

持たない管

状のポリプ

が存在する。冠の裏側と茎部にはポリプはない。熱帯海域などの温かい海に生息し、日本では琉球列島以南の

サンゴ礁に分布している。近似種に紀伊半島にも棲息するヒラウミキノコや、琉球列島以南のオオウミキノコ

が知られている。（写真の手前 2 群体はポリプを伸ばしかかっているもの。奥の群体はポリプを引っ込めてし

まっている）                 （奄美大島加計呂麻島押角にて  向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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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。 

 

 

気候変動は待ったなし 「大人の責任だ」  

あなたは何をどうすれば良いと思いますか？ 
 

 スウェーデンの少女グレタさんは、国連で涙ながらに訴えました。気候変動＝地球温暖化は大人の責任だ

と。私たち大人は今、気候変動と温暖化の責任を未来の世代から問い詰められています。海の生き物も様々

な形で絶滅への道を進まされています。私たちは何をどうすれば、その責任を果たすことが出来るでしょう

か。あなたが考えている、もしくは実践している責任の取り方を教えてください。「うみひるも」で私たち

に出来ること、しなければいけないことを一つずつ取り上げて、みなさんに考えてもらおうと思います。あ

なたの考え、気をつけてやっていること、ぜひ事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。  

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

http://e-amco.com/research
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 

 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。 

 

連続 5 日大行動 完全に土砂搬出を阻止 
 

 10 月 21～25 日に、辺野古埋立用土砂を運搬船に積み込んでいる安和桟橋で、土砂運搬阻止のた

めの連続 5 日大行動が実施されました。期間中、安和桟橋、キャンプ・シュワブとも一台の工事車

両の出入りはなく、一粒の土砂も積み出させませんでした。安和桟橋では連日 150 人を超える仲間

たちががんばり、午前には突入を試みたダンプを追い返し、用心のため徹夜で監視する取り組みも

ありました。辺野古新基地建設反対。埋立反対。これ以上基地はいらない。私たちのゆるぎない決

意です。 
 

 平和・・・・ 

 みんながほしがる平和 

 平和って何？ 何だろう？ 

 幸せはひとによって違うようだ 

 安倍首相は権力。お金持ちはお金。 

 私は、澄んだ空、青い海、緑の山 

 なんといっても 

 地球の愛しい生きものたち 

 子どもたちの笑い声が響く平和な暮らし 

 そんな平和を望む人達の方が多いハズなのに 

 逆の方へ進むのは 

 なぜ？ どうして？ 

 平和って、待っていてもこない 

 眺めていてもやってこない 

 どうする？ 

 平和を望むなら、いっしょに行動を起こそう！ 

 自分に出来ること、きっとある。 やってみようよ！ 

    （5 日間大行動チラシより） 

 

 

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 

※ 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 （6）   立川賢一 
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【東北】 

●放射性物質入りのフレコンバッグが流出 環境に影響ない？ 
 福島県田村市で放射性物質の除染で出た汚染土などをフレコンバッグに入れて保管していたものが、先日

の台風 19 号の大雨と河川の氾濫によって、多数が流出した。仮保管場には、2667 個のフレコンバッグが保

管されていたが、田村市では流出したバッグのうち 6 個を回収したとしている。流出したバッグの個数は調

査中。一方、福島県飯舘村でも除染した草木などの入ったフレコンバッグが流出し、空になった袋がいくつ

か見つかった。数は確認されていない。中身は流出したとみられる。小泉環境大臣は、「現時点で環境への

影響はない」と述べた。何の証拠もなく環境大臣がこのような発言をするのは、大臣の資質が問われる。

（文責：向井 宏） 

 

 

【関西】 

●すさみ沖にジンベエザメが出現 
 和歌山県すさみ町周参見（すさみ）の沖合で、10 月 21 日にスキューバダイビングに来ていたダイバーが

ジンベエザメに出会った。地元のダイビングショップの店員もこの付近でジンベエザメを見たことはないと

びっくりしていた。ジンベエザメが現れたのは、水深 8～10m の「中島」付近で、遭遇したものは体長約 8

ｍ。ジンベエザメは海水を濾してプランクトンを食べている世界最大のサメで、人を襲う怖れはない。熱帯

などの温かい海に棲んでいる。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●大浦湾が国内初の重要海域「ホープスポット」に指定される 
 アメリカの環境 NGO が世界の重要な海域を選んで「希望の海（ホープスポット）」として指定しているが、

今年のホープスポットに沖縄県名護市の辺野古・大浦湾が、国内では初めて選ばれた。10 月 25 日、推薦して

いた日本自然保護協会が発表した。選ばれた場所は、辺野古の大浦湾を中心に東西 44.5 ㎢の海域で、天然記

念物のジュゴンが棲息していたり、262 種の絶滅危惧種を含む約 5000 種の生き物が棲息している多様性の極

めて高い海域であること、辺野古新基地建設で開発に伴う埋立が予定されており、希少な生き物が多数絶滅す

る可能性があることなどが選ばれた理由である。世界では、110 ヶ所のホープスポットが登録されており、開

発などの危機から保全することが望まれている。（文責：向井 宏） 

 

●福岡高裁那覇支部 「違法な国の関与」認めず またもや忖度判決 
 沖縄県名護市辺野古の新基地建設に関して、沖縄県が埋立承認撤回をしたところ、国土交通相が「私人の立

場」でそれを取り消した裁決は、「違法な国の関与」であるとして沖縄県が国を訴えていた裁判で、福岡高裁

那覇支部の大久保正道裁判長は、10 月 23 日に訴えは不適当として却下する判決を下した。沖縄県の玉城デニ

ー知事は、沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき「私人の立場」を装って審査請求し、国交相が県の埋立承認

撤回を取り消したことを指摘し、「国が一方的に地方公共団体の決定を覆せる手法が認められれば、真の地方

自治は保証されない」と訴えていた。しかし、安倍政権に忖度する判決を繰り返す裁判官は、またもや沖縄県

の真摯な訴えを一顧だにせず、入り口で排斥した。日本の司法は憲法が定めた三権分立を無視する存在になっ

てしまった。（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。 



 

7 

●辺野古工事船から重油が流出 辺野古 
 10 月 20 日午前 4 時頃、沖縄県名護市辺野古のアメリカ軍キャンプ・シュワブ沖の海上で、新基地建設工

事に使われているクレーン台船「第 220 浪速丸」（420 トン）の給油ホースから重油が海に流れ出した。付

近の海面が重油で覆われ、油の匂いが周辺に立ちこめた。直接の被害は確認されていないが、流出量も不明

で、海上保安庁が調査を行っている。（文責：向井 宏） 

 

 

 

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

 
 

 

【関東】 

◆東京サステナブル・シーフード・シンポジウム 2019 
 

日時：2019 年 11 月 7 日（木）11:55～19:00 11:30 開場 

   2019 年 11 月 8 日（金）9:00～18:45 8:30 開場 

会場：イイノホール＆カンファレンスセンター（東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 4-6F） 

 

 海洋資源の減少や海洋プ

ラスチック問題が世界的な

課題になる中、豊かな魚食

文化や海洋生態系を未来に

残すべく、水産資源を持続

可能に生産・消費する「サ

ステナブル・シーフード」

の活動が、国や企業、NGO、

地域、消費者を巻き込んで

広がってきました。「持続

可能な調達」を標榜する五

輪まで 1 年を切った今、コ

ンビニやレストラン、企業

の社員食堂にもサステナブ

ル・シーフードが増えてき

ました。海の環境保全や、

サプライチェーン管理、IoT

の活用、地域活性化など、

様々な課題解決と市場の可

能性を内包するサステナブ

ル・シーフードの取り組み

は、企業にとって SDGs・

ESG経営を進める柱の1つ

になり、ESG 投資家も注目

して評価を始めています。 

 今年は、世界に誇れる資

源管理の在り方や違法漁業を排除する技術を議論するとともに、多様なステークホルダーの協働で企業や町の

価値向上に結び付けた例を紹介し、ESG 経営や SDGs への貢献を加速化させる動きを会場のみなさまと創り

出していきます。 

主催：日経 ESG、シーフードレガシー 

共催：米ディヴィッド＆ルシール・パッカード財団、米ウォルトンファミリー財団 

https://www.iino.co.jp/hall/access/
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プログラム  ※無料、日英同時通訳 

 

【11 月 7 日】12 セッション 

https://project.nikkeibp.co.jp/event/esg1107seafood/ 

 

・ 持続可能な人と自然との共生：世界遺産「沖ノ島」宗像大社宮司・葦津敬之氏、環境省 事務次官 鎌形浩

史氏 

・ G20、海洋プラスチックと IUU 漁業：外務省地球規模課題審議官大使・塚田玉樹氏 

・ 五輪開催に向けた東京サステナブル戦略:東京都知事・小池百合子氏 

・ 資源回復を軸に描く 2030 年の日本の水産業：前農林水産事務次官・奥原正明氏ほか 

・ SeaBOS イニシアチブの統合で水産業界に変革を起こす：ストックホルム・レジリアンスセンター、日本

水産、マルハニチロ 

・ 国内小売りの挑戦：イオン 

・ 小売りのイニシアチブ：日本生活協同組合連合会ほか 

・ ESG 投資家の評価：「SDGs 達成」の世界評価が始まった：WBA（ワールド・ベンチマーキング・アラ

イアンス）事務局長、大和総研・河口真理子氏、三井住友トラスト・アセットマネジメント・川添誠司氏 

・ 東京五輪はオリンピックレガシーを継げるのか：英 MSC ニコラ・ギシュー氏、パナソニック CSR・社会

文化部部長・福田 里香 氏、ロイドレジスタージャパン取締役・冨田 秀実氏 

・ 第 1 回ジャパンサステナブル・シーフード・アワード表彰式 

 

【11 月 8 日】23 セッション 

https://project.nikkeibp.co.jp/event/esg1108seafood/ 

 

・ 豊洲仲卸・生田與克×脳科学者・茂木健一郎、日本の水産業を語る！ 

・ 東京五輪アスリート委員会委員、元オリンピック選手・池田信太郎氏×ライフセーバー・飯沼誠司氏、東京

五輪へ、アスリートの食文化と海洋保全 

・ サプライチェーンリスク、違法漁業と人権問題：タイの現場からパティマ・タンプチャヤクル氏 

・ エシカル消費：日本マクドナルド、楽天、セブン＆アイ・ホールディングス 

・ SDGs・ESG 経営の鍵：プラネット・トラッカー、りそな銀行、大和総研、楽天 

・ 漁師町の地域課題解決：南三陸戸倉出張所（カキ養殖）、三重県漁協女性部連合会（海女）、北海道北る

もい漁協苫前支所（タコ漁） 

・ 海外事例から学ぶサステナブル漁業ビジネス：アラスカの事例 

・ 漁業改善プロジェクトワークショップ：FIP や AIP に取り組む事例と体験談、試食会、海光物産、ヤマサ

脇口水産、マルキン、北海道北るもい漁協苫前支所 

・ IoT で価値創造：富士通、KDDI、NTT ドコモ 

・ 有名シェフが市場を変える 

・ うなぎと伝統文化：中央大学法学部、WWF ジャパンほか 

・ 社員食堂と SDGs：パナソニック、西洋フード・コンパスグループほか 

 

★セミナーの詳細・お申し込みはこちら 

https://project.nikkeibp.co.jp/event/esg1911seafood/ 

 

 

 

 

 

【東海】 

◆干潟の自然かんさつ&ビーチクリーン in 藤前干潟 
日時：2019 年 11 月 17 日（日）13:30～  受付 13:15～ 

集合：稲永ビジターセンター（愛知県名古屋市港区野跡 4-11-2） 

あおなみ線「野跡」駅から徒歩 15 分。または、地下鉄名港線「築地口」駅から市バス「野跡駅」

下車、徒歩 15 分。 ※センター専用の駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください 

https://project.nikkeibp.co.jp/event/esg1107seafood/
https://project.nikkeibp.co.jp/event/esg1108seafood/
https://project.nikkeibp.co.jp/event/esg1911seafood/
https://www.aichi-now.jp/spots/detail/2121/
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 地球温暖化などの影響で、21 世紀末には日本の砂浜の 9 割以上が消失の危機と言われています。海辺の生

きものの絶滅、大量の海ゴミ、マイクロプラスチックも含め、海の問題は深刻さを増していますが、陸と海

をつなぐ砂浜や干潟はその価値がまだ十分知られていません。干潟の自然を楽しく学びながら、干潟を守る

活動に参加しませんか。みなさまのご参加をお待ちしています！！ 

 

 
定員：30 名※小学生以上 

参加費：無料 

持ち物：軍手、ハンドタオル、長靴  ※参加者全員に砂浜ノート（非売品）をプレゼント！！ 

主催：公益財団法人日本自然保護協会 

共催：藤前干潟を守る会 

※当日の連絡先：070-4430-9870（担当：三好） 

 

プログラム 

13:15 受付開始 

13:30 開会挨拶・企画説明 

13:40 藤前干潟について学ぼう！（座学） 

14:00 いま砂浜で起こっていることを学ぼう！（座学） 

14:15 藤前干潟の自然かんさつ&ごみ拾い 

15:00 まとめ・振り返り 

15:30 閉会 

 

★申し込み 

WEB フォームよりお申し込みください。または、お電話・E-mail で①お名前③住所④電話番号⑤メールア

ドレスをお知らせください。 

 

自然かんさつ&ビーチクリーン in 藤前干潟 申込みフォーム 

 

電話：03-3553-4101 、メール： shizen@nacsj.or.jp 

日本自然保護協会（NACS-J）担当：三好 

  

https://ux.nu/GRsUa
mailto:shizen@nacsj.or.jp
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5. 動物の親子を詞で知ろう（13） 久保田 信 

 

鎧をまとったコウラムシ（胴甲動物門） 
 

 

コウラムシは 口で 他の動物を突き刺すよ 

口先の部分だけが ６放射相称で 機能的 

ミクロな体なのに 脳細胞が たくさんあるよ 

たくさんのトゲを 機能的に動かす しかけなのだね 

 

砂粒の間に潜む ミクロなコウラムシ 

70 億の人間は 生きた姿を みたこともない 

１mm よりも小さな体で 目にみえないし 

数も少なくて 見つけるのが とってもむずかしいから 

 

壺の様な胴体を 60 枚の甲羅が覆ってる 

鎧をまとった胴体に トゲだらけの頭を出し入れするよ 

感じて 食べて 動くためさ 

でも 頭がひっこんでしまったら 

コウラムシの正体は もう わからない 

 

コウラムシは 口で他の動物を突き刺すよ 

口先の部分だけが ６放射相称で 機能的 

ミクロな体なのに 脳細胞が たくさんあるよ 

たくさんのトゲを 機能的に動かすためだよ 

 

200 本の鋭いとげのある  サボテンみたい コウラムシの頭 

わが身を守り 他の動物に 食べられない つくりなのさ 

でも 柔らかい体の中に 頭を縮めると 

他の動物と区別が つかなくなってしまう 

 

雌と雄から ミクロのこどもが うまれるよ 

こどものほうが おとなより よく動くのさ 

こどもは 海底を 1 対のひづめで 

ホップ・ステップ・ジャンプするよ 

こどもは 何度も脱皮して おとなになるよ 

 

コウラムシは 口で他の動物を突き刺すよ 

口先の部分だけが ６放射相称で 機能的 

ミクロな体なのに 脳細胞が たくさんあるよ 

たくさんのトゲを 機能的に動かすためなのだね 
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コウラムシは 世界の海底に まだ 30 種しか 知られていないよ 

コウラムシは 新種が たくさん 

コウラムシは 潜んでいるに 違いないよ 
 

 この動物の生きた姿を人類の中で見たものはいない。採集できるのは死体ばかりである。何トンもの砂を掘

りだしても、やっと少数だけが見つかった逸話もある。発見を更に困難にしているのは、頭部が胴体に引っ込

んだらもう正体はわからない。しかも砂粒にしっかり付着しているので、なかなか採集時に取り外せないこと

も災いしている。おまけはサイズで、体長が 1mm に満たない。それでも発見したのはデンマークのクリスチ

ャンセン博士らの努力の結果で、前回紹介したパンドラムシを発見した先生である。超ミクロで稀少な動物を

発見できる第一人者の先生に、京大・瀬戸臨海実験所でお目にかかれ、楽しいお話をうかがえ、講演も拝聴で

きた。 

 コウラムシの不思議は、超小型な体なのに大きな脳を持ち、それで数百本の棘の動きの制御をしていること

である。様々な形と大きさの棘を体中に生やしており、サボテンの様である。棘は運動や感覚に用いている。

その生え方に雌雄差もある。多数の棘はたくさんの甲羅のパーツから生えている。このキチン質のパーツを繋

ぎあわせて覆って鎧を身に着けた様な姿をとっている。60 枚以上のパーツを持つものもいて、コウラムシと

名付けられた。 

 口錐部は伸縮できる望遠鏡の様な形で、胴体から飛び出させ、栄養を吸い取る装置である。口錐部は大型で

吸引力の強い咽頭に接続している。その横断面は 6 放射相称となっており、動物界では珍しい構造だが、それ

はそれで機能的なのだろう。 

 体細胞数は実に約 1 万もあるのだが、雌の体内にはただ 1 個の卵が成熟する。交尾し、体内受精後に胚発生

が進行する。やがて末端にひづめという遊泳装置を 1 対

装着し、長い棘を備えた幼生になる。このヒギンズ幼生

が、脱皮し、ひづめもなくし成体になる。この様な一生

だが、実は飼育例はなく、推定によるものである。 

 世界の海底にコウラムシの仲間は 30 種ほどが知られ

ている。我が国の近海では小笠原海溝の水深 8000m 位

から唯 1 種のみが見つかっている。しかし、浅海にも生

息し、京大・瀬戸臨海実験所付近でも見つけたという未

発表データもある。更に、体外受精や単為発生をする種

も見つかっているので、超ミニ動物に興味ある方には研

究しがいがある。 

 

 

 

 

図. 長い棘と 1 対のひづめを装着したコウラムシのヒギ

ンズ幼生  
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潮間帯は玄関口 

 満月と新月の前後数日間は、一日の間の潮の満ち干が大きくなり、潮が引いている間は、海の生き物を見た

り採ったりするには絶好の機会です。私はまず文字と絵から海の生き物のことを覚えて、昆虫採集と同じ感覚

で貝殻を集めるようになりました。その頃は貝類図鑑に加えて、貝類学者・波部忠重博士の著書、｢貝の博物

誌｣と｢日本の貝｣(共に保育社の文庫)が貝類の知識と蒐集のガイドでした。この 2 冊の文庫が出版された当時、

波部忠重博士は九州大学天草臨海実験所の所長から国立科学博物館に移籍されておられましたが、｢日本の貝｣

で干潟の貝類を紹介されたページには、1970 年以前のものと思われる、熊本県苓北町富岡半島東側の干潟が

紹介されています。10 年も経たない後に、そこを目にすることになるとは、当時は思いもよりませんでした

が……。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市の岩礁潮間帯で調査中の筆者 

 干潟や磯、大潮の時に干上がる潮間帯は、海洋生物との出会いの場、そして多くの海洋生物学者たちがキャ

リアの初期に訪れ、また、生涯を研究の場にしてきた貴重な空間です。アメリカ大気海洋局(NOAA)の長官を

一時期務めたとこがある Jane Lubchenco は、タマキビと海藻類の群集生態学から、生態学全般へと研究を発

展させてゆきましたし、今ではサメ類など大型捕食魚の資源研究をしている Boris Worm というドイツ出身で

カナダの大学で教鞭を執っている人も、大学院では岩礁の海藻研究で学位を取っています。面白いことに、こ

の 2 人のパートナーも海洋生態学者で、Lubchenco は Bruce Menge、Worm は Heike Lotze。この人たちも

潮間帯を出発点、あるいは今でも研究の場にしています。 

6. 海の生き物たちとの様々な出会い(3)  西濱士郎 
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 海洋生物学の専門家にとってのトレーニング･フィールドであり、あるいは生涯を捧げる場でもある潮間帯

は、それ以前に、全ての人々にとって海の生き物との出会いの玄関口です。泥干潟で膝まで埋もれながら、カ

ニや貝、時にはドロアワモチのような貴重な生き物と出会い、遙か彼方まで続く広大な干潟で生き物の巣穴を

見つけて掘り出したり、干上がったサンゴ礁では、砂地や石灰岩礁、大きな潮だまり、海草場、生きたサンゴ

の周りで多様な生き物と出会ったりすることができます。しかしもっとも身近な潮間帯は、磯でしょう。ここ

ではフジツボや様々な貝類、海藻類など、生き物を直に目にすることができますし、足下の石を裏返せば、夜

中にしか活動しない生き物を見ることもできます。 

 深場や沖で魚介類を捕れなかった大昔は、海岸の生き物は重要な食料でした。それらを食べたあとに、主に

貝殻をまとめて捨てていた場所が貝塚として残されて、縄文時代の人々の暮らしを物語っています。現代では

どうでしょうか？ 海岸は堤防で仕切られて陸から海は見えなくなり、干潟は干拓や埋立で激減し、さらに沿

岸資源が減ってしまったために、漁業者以外は海岸の生物の採取を禁止されてきました。私が小学生だった

1960 年代後半には、すでに潮干がりには入漁料がかかり、一度に採れる貝の量も制限されていました。乱獲

を防ぐためには必要なことですけれど、沿岸の生き物が減ったのは、様々な人間の営みが原因ですから、たと

え海から遠く離れた場所にいても、誰しもが生活排水や工業製品の消費を通じて、海の生き物にダメージを与

えています。環境学ではそうした影響を定量する方法として、生態学的足跡(Ecological Footprint)、あるいは

生態学的負債(Ecological Debt)、として数字に換算する試みがされています。でも、全てを金銭ベースで考え

る必要はありません。これは環境保全を経済学の視点から研究する人達の間でも唱えられていることですが、

貴重な自然を守りたい、将来まで残したいということ自体に、価値があると考えられます。地球環境保全のた

めに、生態系サービスという考え方が国連ミレニアム･エコシステム評価報告書として公になったのが 2005

年。もうすぐ 15 年を迎えますが、生物的自然をもっと身近なものと感じて、私たち自身に密接に関わってい

るのだと思えば、当たり前のことを言っているだけだと思えます。そうしたことを考えるきっかけは、山にも

川にも、そして海辺にも、身近にあふれているのです。 

  

「うみひるも」にご寄稿ください 

海の生き物に関する話題や、イベント情報、エッセイなど、是非ご投稿ください。 

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も 

お待ちしております。便利な投稿フォームは、下記リンクをクリック！ 

https://goo.gl/GjWIjL 

 

※「うみひるも編集部」メールアドレスもご利用ください。hirumo@live.jp 

https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
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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 
 9 月に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「海洋・雪氷圏特別報告書」は、IPCC が初めて、両極の氷に覆わ

れた海域を含む全世界の「海洋」に特化して、最新の知見をまとめたレポートです。それによると、私が学生の時に「これを超えた

ら坂道を転がり落ちるように大変な状況に陥る。その後はもうカオスだよ」と教わった「ティッピングポイント（転換点）」を、すでに、

いくつかの観点では超えてしまったようです。海水温上昇や酸性化など、もう引き返せない現象に伴って、海洋生態系の崩壊など

悲劇的な未来が予見されています。ただ、この手の報告書は、「それでも、まだ今なら間に合う」という希望を残す調子で終わるの

がお決まり。今回ばかりは、それがまるで、人々が絶望して自暴自棄にならないように、科学者たちが無理にひねり出した呪文の

ように聞こえてきました。「先例のない状態に移行」という控え目な予告が何を指すのか。要約すれば「ヤバイ」のひとこと。（ちよ） 

 

 例年ならば長崎では 10 月上旬に満開になる金木犀が、半月以上遅れて咲いています。地球温暖化陰謀論は、まさしくそれ自

体が陰謀に過ぎません。ところで、気象データの平年値をどうやって計算しているのか、最近ようやく知りました。西暦年で一桁が

1の年から 30年間の平均値を使っており、更新は 10年毎とのことです。2017年の記事なので少し古いですけれど、下記の URL

を参照して下さい。 https://weathernews.jp/s/topics/201712/190125/  

2011年から 2020年までは、1981年から 2010年までのデータを元にして平均値を計算して、その値と比べて、平年並みとか高

い･低い/多い･少ないと表現するそうです。2021 年からは 1991 年から 2020 年までのデータを使うことになるので、平年値の値も

一気に上昇して、猛暑日が続いても平年並みと言うことになるかもしれません。地球気候変動を押しとどめ、可能ならば元に戻す

にはどうすれば良いのか、次回のフォーラムでは皆様の知恵を結集できれば、と願っております。大気圏の高層に太陽光を反射

する物質を撒くという、気候工学的手段が議論に上ることもありますが、数年前のアメリカ科学アカデミーの報告では、効果が不

確定で、危険性の方が高いと判断されていました。昨今の風潮では、こういう大がかりな話が蒸し返されるのでは、と危惧してい

ます。原子力発電は問題外ですし、自然エネルギーと言われる様々な手段も、大規模になると弊害が出ています。森林を皆伐し

てメガソーラーを設置するなど、愚の骨頂です。風力発電も渡り鳥の衝突にとどまらず、低周波被害、インフラそのものの耐久性

など、問題が噴出しています。それよりも小さなことの積み上げ、私たち一人一人ができることを広げていく方が確実だと、私は考

えています。室内の照明は必要な場所だけにするとか、冷蔵庫にものを詰め込みすぎないとか、公共交通機関を利用する、モバ

イル端末の充電回数が減るように工夫する(持たないという選択肢も有り)。一人でできることは小さくても、数千万人、数億人、十

億人単位で取り組めば、目に見える効果が出てくるはずです。(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.env.go.jp/press/files/jp/112419.pdf
https://weathernews.jp/s/topics/201712/190125/
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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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