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「今月の海」 和歌浦（和歌山市） 

 和歌浦（わかのうら）は、和歌山市の南西部にある和歌川と和田川が合流して海へ入る河口部に形成された

入り江で、芦原や干潟が広がり、京都府の天橋立とともに風光明媚な海の景勝地として知られている。地名は、

和歌浦（わかうら）と呼んでいる。万葉集で山辺赤人が「若の浦に潮満ちくれば潟をなみ 葦辺をさして鶴（た

づ）鳴き渡る」と詠んだ

ことで古来からも有名

な場所であったことが

分かる。2010 年に国が

名勝に指定し、2017 年

には日本遺産に指定さ

れている。自然海岸が残

っている雑賀崎（さいか

ざき）周辺は瀬戸内海国

立公園の特別地域にも

指定されている。干潟に

は砂、泥、礫などの干潟

があり、ハクセンシオマ

ネキ、ウミニナ、イボウ

ミニナ、カワアイ、フト

ヘナタリ、ヘナタリなど

絶滅危惧種も多く棲息

する。ワカウラツボはこ

こで発見され、かつては

「幻の貝」といわれていた。今では西日本各地から知られるようになったが、絶滅が心配されている点では変

わりない。近年、この干潟でも生き物の減少が観察されている。 

（和歌山県和歌山市和歌浦にて  向井 宏撮影）  

http://e-amco.com/
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2 月 9 日に 

海の生き物を守るフォーラム 2020 を開催予定 
 

 
 毎年冬の季節に開催している「海の生き物を守るフォーラム」を、来年は以下の要領で実施することを予定していま

す。ぜひ多くの方に参加していただき、地球温暖化が海の生き物にどのような影響があるのかを知り、私たちの責任

をどう果たしていくべきかを考えていただきたいと思います。 

 

海の生き物を守るフォーラム 2020 

テーマ 「地球温暖化と海の生き物の未来（仮題）」 

日時：2020年 2月 9日（日）10:00～16:00 

会場：東京海洋大学 楽水会館（JR品川駅から徒歩 10分）〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 

 

 

 

気候変動は待ったなし 「大人の責任だ」  

あなたは何ができますか？ 
 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。彼女は国連本部のあるアメリカまで飛行機を使うことを拒否し、もっとも環境への影響の無いヨットで

やって来ました。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んでいます。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。寄せられたアイ

デアをもとに来年 2 月 9 日に開催されるフォーラム 2020 で、議論したいと考えます。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。 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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海の生き物を守る会総会を開きます 

海の生き物を守るフォーラム 2020 のあと、同じ会場で海の生き物を守る会の 2019 年度終了に伴う総会を開

きます。会員はぜひ参加してください。また、この機会に会員になろうと思う人、様子を見たいと思う人も総

会を見学されることを歓迎します。予定は以下の通り。 

日時：2020 年 2 月 9 日（日）16:15～16:45 

場所：東京海洋大学楽水会館（JR 品川駅から徒歩 10 分）※フォーラムと同じ会場 

 

 
総会終了後、品川駅近くで懇親会を予定しています。詳細は未定ですが、多くの会員の参加をお待ちしてい

ます。 

 

 

 

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

 

「わだつみ 海の生き物情報誌」まもなく発行！ 
 

 

 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。2020 年 1 月 15 日に第 2 号を発行する予定で

す。ぜひ投稿はお早めに！（12月 15 日までに投稿された原稿は、2 号に掲載予定です）。 

 投稿要領は、創刊号の巻末をご覧ください。 

 

 

 

★原稿はわだつみ編集部 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 向井 宏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）。投稿をお待ちしています。ご意見などもお寄せください。 

 

 

海の生き物を守る会 わだつみ編集部  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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●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。 

 

 

顧問の北上田さんが受賞 
 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の顧問を務めている北上田毅さんが、みらいファンド沖縄が運

営し沖縄県内の平和活動を奨励する「新崎盛暉平和活動奨励基金」の第 3 回の助成対象者に選ばれ、

11 月 12 日に記念講演を行いました。 

 

辺野古弾薬庫建設現場直下で崖崩れ 
 左の写真は大浦湾から見た辺野古

米軍基地の崖崩れの現場である。崖崩

れの現場のすぐ上には辺野古弾薬庫

のフェンスが続いている。そしてその

内側では大規模な工事が進んでいる

ことが分かる。 現在、辺野古弾薬庫

では、2017 年 11 月から大規模な改修

工事が進んでいる。工事費 26 億円を

日本政府が負担し、以前にあった半地

下式の弾薬庫 4 棟が取り壊され、2 棟

の大きな弾薬庫が建設中だ。写真の中

央の道路の両側に 2棟の弾薬庫の工事

（白い建物）が進んでいることが分か

る。ところが右側の弾薬庫は境界のフ

ェンスにきわめて近い。すなわち、大

規模な崖崩れ現場のすぐ横なのだ。こ

の大規模な崖崩れを止める方策はない。このままでは造成中の弾薬庫に深刻な影響を及ぼすことは

必至だろう。 

 

 

辺野古埋立反対パンフを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 （7）   立川賢一 
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【国際】 

●日中韓環境相会議で、海洋プラスチック問題を優先して取り組む 
 福岡県北九州市で開かれていた日中韓 3 カ国の環境相会議が 11 月 24 日、共同声明を出して閉幕した。2020

年からの 5 年間の共同行動計画の中で、海洋プラスチック問題に優先して取り組むことなどが合意された。記

者会見で小泉環境相は、もっとも多くのプラスチックごみを排出している中国が、対策に前向きな姿勢を示し

たことを歓迎し、「3 カ国は単なる隣国ではなく、世界の環境分野の方向性を担う立場になった」と強調した

が、プラスチック問題では世界でももっとも規制が遅れている 3 カ国は、ようやく一歩を踏み出したところ。

虚勢を張るとかえっておかしい。共同行動計画では、その他に「海洋・水資源管理」「気候変動」「大気環境

改善」などの 8 項目を採択した。しかし、韓国からは、福島第一原発の放射性物質汚染水を処理したという水

の海洋放出に関する情報を公開するよう求められるなど、日本が 3 カ国の政策をリードできない事情も明らか

になった。共同行動計画の詳細については、来年韓国で開催される 3 カ国会議で議論されることになってい

る。（文責：向井 宏） 

 

●ブラジルの原油漂着が拡大 
 ブラジルの太平洋岸一帯に広い範囲で原油が漂着していることは、すでに紹介したが、その範囲が拡大し続

けている。ブラジル海軍は、11 月 23 日にリオデジャネイロ州でも原油が漂着していることが確認されたと発

表した。ブラジルのボンソナロ大統領は、原油の漂着が太平洋岸 2000km におよんでおり、その残存量は推測

もできていないとした。また、これまで原油の流出源については不明だ。大統領は、これまで漂着した原油は、

太平洋に残っている原油の 10％未満に過ぎず、今後大量の漂着が続くことを予測して最悪の事態に備えてい

ると述べた。（文責：向井 宏） 

 

●コカ・コーラ社が最大の汚染源 海洋プラスチック汚染 
 世界のプラスチックごみの問題に取り組んでいる環境団体 Break Free From Plastic (BFFP)が、世界の 51

カ国で清掃活動をした結果をまとめ、プラスチックごみの汚染源となっているメーカーの名前を発表した。ト

ップになったのは、コカ・コーラ社だった。コカ・コーラのマークがついたプラスチック製品は、37 カ国で 1

万 1732 個がゴミ清掃活動で回収された。コカ・コーラ製品はダントツの 1 位で、2 位のネスレと 3 位のペプ

シコを加えた量よりも多かった。4 位にモンデリーズ、5 位がユニリーバと続き、これら 5 位までのメーカー

はすべて飲料や食糧の販売製造を行っているグローバル会社だった。アメリカ大陸ではコカ・コーラは圧倒的

にトップで、スターバックスが 3 位に入っているのが特徴だ。しかもこれらのゴミの量は 2018 年よりも増加

しているという解析も示された。（文責：向井 宏） 
 
 
 

【関西】 

●大阪湾でマイワシの大群が川を遡上 
 大阪府堺市堺区にある土居川でマイワシの大群が大阪湾から遡ってきているのが発見された。河口部から

1km ほど上った住吉橋の付近で、体長 20cm ほどのマイワシの大群がときおり水しぶきを上げながら泳いで

いるのが見られた。マイワシは約 10 万尾で、大型の魚などに追われて川に上ってきたとみられている。最近

では珍しい光景だ。大阪湾のかつて砂浜が広がっていた時代にはマイワシを狙った地引き網が行われていたが、

埋立や護岸で砂浜が無くなった今では、地引き網も無くなった。（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。 
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●太地町で鯨を食べている住民の水銀残有濃度を調査 水俣病総合研究センター 
 熊本県水俣市の環境省国立水俣病総合研究センターは、和歌山県太地町で鯨肉をしばしば食事に供している

町民を対象に、水銀摂取と子どもへの発達影響について調査していたが、今月 21 日に「明らかな影響は無い」

と結果を発表した。鯨やイルカには水銀が高濃度で蓄積されており、鯨肉をしばしば食べている太地町の住民、

給食に鯨肉が提供されている小学校などでは、水銀の高濃度蓄積が心配されている。同センターでは、2009～

2011 年に成人を対象にした調査を行い、「明らかな健康影響が認められない」とする調査結果を発表してお

り、その後引き続き子どもへの影響を調査していた。調査は、2012～17 年にかけて太地町と那智勝浦町、串

本町の小学 1 年生 133 人のへその緒と毛髪に含まれるメチル水銀濃度を調べた。その結果、へその緒のメチ

ル水銀濃度は他の地域に比べて明らかに高く、毛髪でも全国平均よりも高かった。その上で、知能や色覚検査

などによる評価で、「小児発達に明らかな影響を与えるものではなかった」と解析結果を発表した。同センタ

ーの坂本所長特任補佐は、クジラ体内の水銀などの研究から、なぜ小児の発達に影響が無いと結論づけたかを

説明した。それによると、メチル水銀は濃度が一定以上になると濃度の上昇がストップし、残りはセレンとい

う元素と結合し、無毒な水銀になると説明した。そのため、子どもへの心配するような影響はないとした。報

告を聞いた母親は、「安心した。もっとクジラ肉を食べたい」と話している。しかし、この説明は納得できる

ものではない。それではなぜ多くの水俣病患者が出たのか。多くの水銀汚染された魚を食べて、高濃度のメチ

ル水銀中毒になり、多くの人が死なねばならなかったのか、地獄の苦しみを味わわなければいけなかったか。

まったく納得できる説明ではないが、住民は「影響が無い」「健康に心配はない」という言葉に簡単に騙され

る。福島の原発事故の後繰り返し言われた「ただちに健康に影響は無い」という言葉を思い出す。今、多くの

がん患者が発生しているが、これらは「ただちに健康に影響が無い」結果なのだ。（向井 宏） 
 

●鳥羽・志摩地方でカキが大量死 
 三重県でカキ養殖を行っている鳥羽市や志摩など周辺で、カキが大量死していることが分かった。三重県農

林水産事務所が、鳥羽、志摩、南伊勢、紀北などのカキ養殖業者から聞き取りで調べたところによると、例年

2-5 割くらいのカキの死亡があるが、今年は 3-8 割が死亡しているという。この地方では、アコヤガイの大量

死も発生しており、三重県ではどちらも海水温の上昇が原因とみている。今年は 7 月までは水温が低く推移

したが、その後急激な水温の上昇が見られたこと、高水温が遅くまで続いたことなどが影響したと思われる。

カキの大量死の影響で、カキの食べ放題の店などが閉店に追い込まれている所も出てきた。（文責：向井 宏） 

 
 
 

【中四国】 

●中国電力がボーリング調査 上関原発予定地沖 
 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ている中国電力は、同海域を埋め立てる許

可延長申請が山口県から認められたことから、田ノ浦で 11 月 14 日からボーリング調査を開始すると発表し

た。山口県河川課は、埋立許可延長を認めたことについて、「適正に審査し、許可基準に適合している」と説

明しているが、原子炉の設置許可も出ていない段階で、埋立許可をさらに延長することなど、普通では考えに

くい。中国電力は、福島第一原発の事故から原子炉設置審査が厳しくなったことから、同海域に活断層が存在

しないことを証明する必要があり、海上ボーリング調査で海底を 60ｍ掘削して活断層の有無を調べることと

した。しかし、14 日からのボーリング調査は、住民らの反対・抗議行動や天候の悪化などによって開始できて

いない。中国電力は、調査を強行する構えだが、祝島の住民を中心とする住民側も漁船を出して抗議するなど

を予定している。ただ、祝島の住民の高齢化や漁船の減少などで、8 年前の力強い抗議行動ができないため、

中国電力の強硬策に効果的な対応は困難になっている。しかし、福島の事故が収束の見通しも立っていない今、

新しい原発を作ることを考える人間の存在が信じられない。金よりいのちが大事だ。（文責：向井 宏） 
 
 
 

【九州】 
●豊後水道でクロサバフグが大量発生 
 大分県佐賀関・臼津沖の豊後水道でクロサバフグが大量に出現し、漁具などに被害が多発している。漁師

は「狙った魚が釣れず、修理費用も時間もかかる」と訴えている。「漁師になって 20 年になるが、こんなこ

とは初めて」と漁師も驚いている。関さばや関あじで知られる海域で何が起きているのだろうか。クロサバ

フグは、温かい海に生息し、日本の太平洋岸ではとくに珍しいフグではない。毒も無いが、調理には免許が

必要で、あまり市場価値はない。これまでこのフグによる漁業被害はほとんど報告されなかったが、今年は

被害が相次いでいる。大分県水産研究指導センターによると、今年は豊後水道の水温が秋口から高めに推移
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しており、表面温度は昨年より 1.7℃高い 21.4℃。クロサバフグの爆発的な増加は原因不明だが、水温の高

さが原因の一つと分析している。（文責：向井 宏） 

 

●諫早湾でカキが大量死 
 長崎県の諫早湾では、今年カキが大量死し、壊滅的な被害が出ている。カキ養殖業者は、ここ 20 年で初め

てのことと嘆く。長崎県総合水産試験場によれば、10 月中旬ですでに 8 割以上が死滅している。原因は今年

の大雨による塩分低下や、台風による海底の攪乱が考えられるという。普通、台風などでは、海底が攪乱され

ても、海底の無酸素層に酸素が周り、環境は改善されることが多いのだが、国営干拓事業で調整池から汚濁し

た水が出てきて、諫早湾の海底にはヘドロが大量に溜まり、台風の攪乱でヘドロが巻き上がり、それによって

カキの大量斃死が起こったのではないかと想像される。諫早湾では、潮受け堤防が閉めきられた後、一大産業

だったタイラギ漁が完全にダメになり、タイラギ漁師の多くが諫早湾でカキ養殖に転業した。彼らは諫早湾干

拓事業にどこまでも苦しめられている。（文責：向井 宏） 

 

 

 

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

 
 

【全国】 

◆全国砂浜ムーブメント 2019 

     ミッションをクリアしてウミガメのこと、ゴミのこと、砂浜の未来を考えよう 

 日本自然保護協会では、砂浜を見る目を増やし豊かな日本の砂浜を守り続けるために、今年いっぱい（12 月

31 日まで）「全国砂浜ムーブメント 2019」キャンペーンを開催しています。5 つのミッションのうち、1 つ

でもクリアした人には、子どもも大人も楽しく学べる特製の砂浜ノート（非売品）を全員にプレゼント！ 

詳しくは、ウェブサイトで。 →https://www.nacsj.or.jp/2019/11/17091/ 

 

【以下のイベントに参加してもミッションクリアできます】 
 

◇砂浜の自然かんさつ&ビーチクリーン in 三浦半島 
日時：2019 年 12 月 7 日(土) 10:00 集合 12:30 閉会 

集合：京急久里浜線「三浦海岸駅」改札（神奈川県三浦市南下浦町上宮田 1497） 

定員：20 名※小学生以上 

参加費：無料 

持ち物：軍手、タオル 

主催：公益財団法人日本自然保護協会 ※当日の連絡先：070-4430-9870（担当：三好） 

★申し込み：WEB フォームより。または、電話（03-3553-4101）か E-mail（shizen@nacsj.or.jp）で

①お名前②電話番号③メールアドレスをお知らせください。担当；日本自然保護協会（NACS-J）三好 

 

◇砂浜の自然かんさつ&ビーチクリーン in 徳島 

日時：2019 年 12 月 8 日(日)10:00～12:00 

集合：小松海岸 駐車場（サッカー場となり・GoogleMaps） 

定員：20 名※小学生以上（小学生は保護者同伴） 

参加費：無料 
持ち物：防寒着、軍手、タオル、雨具（小雨決行） 

主催：公益財団法人日本自然保護協会 ／共催：とくしま自然観察の会 

★申し込み：WEB フォームより。または、電話（03-3553-4102）か E-mail（umi@nacsj.or.jp）で①

お名前②電話番号③メールアドレスをお知らせください。担当；日本自然保護協会（NACS-J）志村 

 

 

https://www.nacsj.or.jp/2019/11/17091/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3yGU72dUKdoql-R2_ugvyNpB3AbWHFt8-w6Y7MdPtxJj-7Q/viewform
mailto:shizen@nacsj.or.jp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer-Tgay-ceHPJ8Re7CreWlkiqF8XuPABBCp-NbIeIa3yDo7A/viewform
mailto:umi@nacsj.or.jp
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【関東】 

◆緊急院内集会「海上ボーリング調査の中止と上関原発計画の撤回を求めて」 

日時：2019 年 12 月 3 日（火）16:00～18:00 ※入場無料、申込み不要 

場所：衆議院第一議員会館 1 階 多目的ホール 
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【九州】 

◆八代まるごと自然体験（熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター市民講座） 

                  ようこそ！ 八代海へ クロツラヘラサギ観察会 

 
日時：2019 年 12 月 15 日（日）10:00～15:00 

場所：やつしろハーモニーホール 中会議室 

   八代市新町 5-20  電話 0965-53-0033 

対象：小中学生及び保護者、30 名※先着順 

 

プログラム 

10:10-11:00 やつしろハーモニーホール 

1. バングラデシュの湿地：田辺篤志（熊本大学

自然科学研究科後期博士課程） 

2. クロツラヘラサギが越冬する八代海の生き

物：逸見泰久（熊本大学 くまもと水環境・

減災研究教育センター） 

昼食タイム：昼食は各自持参してください。申し

込み時に、500 円のお弁当を予約することも可。 

3. 12:00-13:30 クロツラヘラサギウォッチン

グ：鏡川河口クロツラヘラサギ探鳥会 

場所：鏡町、鏡川河口 

※ハーモニーホールから鏡川河口への移動

は、マイクロバス、自家用車を利用。 

14:00-15:00 やつしろハーモニーホール 

クロツラヘラサギを保護するために 

4. 八代海のクロツラヘラサギ：高野茂樹（日本

野鳥の会熊本県支部、八代野鳥愛好会） 

5. 絵本になったクロツラヘラサギ：松本悟（日

本クロツラヘラサギネットワーク） 

★申し込み：高野茂樹 電話 FAX 0965-33-5447 

携帯 090-3328-4970 ※12 月 12 日締め切り 

主催：日本野鳥の会熊本県支部、八代野鳥愛好会 

共催：熊本大学 くまもと水環境・減災研究教育

センター、次世代のためにがんばろ会 

後援：八代市 

 

 

◆有明海・八代海の自然環境・社会環境の再生・創生を目的とするシンポジウム 

      「水環境が支える熊本のまちづくり ―地域と熊本大学との協働・実践―」 
 

 「火の国」熊本は、「水の国」でもあります。白川、緑川、菊池川、球磨川の4つの河川流域が存在し、それ

ぞれが豊かな自然環境と地域社会を形成しています。良質な地下水に恵まれ、水道水の大部分を地下水で賄う、

世界的にもまれな都市でもあります。また、海に目を転ずると、そこには広大な干潟を誇る有明海・八代海が

あります。しかし、一方で、水害や高潮、地下水の減少・水質悪化、魚介類の減少など、水に関連する多くの

問題が熊本には存在しています。熊本大学の「くまもと水循環・減災研究教育センター」 は、このような流

域の抱える問題に応えるため、行政や市民とも協働し、地域の抱える多くの問題に取り組んでいます。今回、

河川流域に関するシンポジウムを企画しました。皆様の身近な地域の環境改善、社会づくりにおいて、熊本大

学との協働の可能性を探しに、ご来場頂ければ幸いです。 

 

日時：2020年1月11日（土）14:00～16:30 

場所：くまもと森都心プラザ6F 会議室AB （熊本市西区春日1-14-1） 

参加費：無料 

http://platalea.web.fc2.com/info/yatusiro_20191215.pdf


 

12 
 

有明海・八代海の自然環境・社会環境の 

再生・創生を目的とするシンポジウム 
 

ポスター：https://www.kumamoto-u.ac.jp/event/sizen/sizen_file/20190112kikutigawa.pdf 

 

プログラム 

13:30 会場、受付開始 

14:00 挨拶 逸見 泰久（熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター） 

 

第1部 話題提供 

1. 竹内裕希子 （熊本大学 大学院先端科学研究部）「2012年九州北部豪雨災害後の防災教育事例」 

2. 大田黒輝幸 （おおきく土地改良区）「熊本の地下水保全における土地改良区の役割」 

3. ジェイソン・モーガン （白川バンクス）「まちづくりから見る水辺の可能性」 

4. 逸見泰久 （熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター）「日本一のハマグリ生産県・熊本」 

 

第2部 パネルディスカッション「地域との協働・実践における大学の役割」 

モデレーター：田中 尚人（熊本大学 熊本創生推進機構）、討論者：話題提供者および参加者 

研究分野間の協働、行政や市民団体との協働について、会場からの質問も交えて話し合います。 

 

★申し込み：お名前、参加人数、ご連絡先をメール（rmatsuda@kumamoto-u.ac.jp）かFAX（096-342-

3510）でご連絡ください。1月6日（月）17時 締め切り 

 

問い合わせ：熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター TEL：096-342-3498 

主催：熊本大学文科省特別経費プロジェクトグループ「有明海・八代海の自然環境の再生・創生を目的とす

る総合的・実践的研究」、熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 

 
  

「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。 

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://www.kumamoto-u.ac.jp/event/sizen/sizen_file/20190112kikutigawa.pdf
mailto:rmatsuda@kumamoto-u.ac.jp
https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
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5. 動物の親子を詞で知ろう（14） 久保田 信 

 

内肛動物門 
 

鈴ふりダンシングをするウミウドンゲの詞を、まずは読んでみてください。 

 

鈴ふりダンシング ウミウドンゲ 

根から茎もたげ 花開く 

ちっちゃなお花の塊さ 丈は数 mm 

体にタッチされたら 根元で折れ曲がり 

お花を 鈴ふりダンシング 敵もびっくりだ 

お花を飾る たくさんの触手 

触手のうぶ毛を 波打って 水を吸い上げ 

小さな有機物を 食べるのさ 

お花に開く 4 つの穴 

肛門 口  生殖口 排泄孔 

お花の中は とても複雑で 

神経 生殖腺 消化管を備えるよ 

感じて 産んで 食べるのさ 

鈴ふりダンシング ウミウドンゲ 

 

触手に囲まれ 子供たちが 育ってる 

小さなコマの子供たちが 誕生するのさ 

くるくる 回りながら 海中へ 旅立ちだ 

くるくる くるくる くるくる 
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世界中の 水底（みずぞこ）で 鈴ふりお花は 

一輪咲きや 群生さ 

世界に 今 150 種が 生きている 

鈴ふりダンシング ウミウドンゲ 

 

 体が小さくマイナー動物門の内肛（ないこう）動物門の大半種は、海底の岩や貝殻などの表面に付着してい

ます。大部分は群体で、一見すると刺胞（しほう）動物門のヒドロ虫類のポリプにそっくりです。単体種も知

られ、他の無脊椎動物の体表に付着していることが多いのです。単体種はヒルの様に動けます。世界の海底に、

約 150 種が棲んでいます。一方、淡水産種が少数知られています。 

 水底で群体を構成する 1 単位の構成は次の通りです。まず、本体部分であるお花の様な萼部（がくぶ）があ

って、それを支える茎の様な部分柄部（えぶ）が続き、最後に他物に付着する根の様な部分である走根（そう

こん）となっています。柄部と走根はキチン質の薄い皮で覆われています。柄部の形状は分類の重要な形質に

なっています。体長は１mm 程度と小さいですが、多数の個虫が出芽によって走根の各所にできており、それ

ら全体がつながって、数 cm ほどの群体になります。この様な全体形は昆虫のクサカゲロウの卵塊であるウド

ンゲに類似しています。そのためウミウドンゲと呼ばれますが、スズコケムシの方がなぜかよく使われます。

前者の方がいい名前ではないのでしょうか？ 

 ウミウドンゲ等のどれかの個虫に触れると、その隣をはじめあちこちの個虫がシンクロナイズで根元から折

れ曲がる運動を、リズミカルにすばやく繰り返します。たくさんの小さな鈴を振る様な動きから、この動物門

は、曲形（きょくけい）動物と呼ばれることもあります。この鈴ふりの動きでヒドロ虫綱のゆったり動きのポ

リプと簡単に見分けられます。また、内肛動物門の触手には繊毛があるけれども刺胞が全くないことや、触手

をいくら刺激しても単に内側に折り曲げるだけで、萼部と一緒にすっかり収縮できない点でもヒドロポリプと

見分けられます。また、内臓もあり、左右相称である点が、内臓がなく放射相称のヒドロポリプとの大きな差

です。 

 内肛動物の萼部には消化系が貫通し、上面の一端に口が別の一端に肛門が開いています。2 つの開口をつな

ぐ消化管は U 字状です。繊毛の生えた数十本ほどの触手で水流を起こし、微小な有機物の屑や微小なプラク

トンを集めて食べています。水流は触手の基部から先端に向かって流す方式です。この方式は、もう 1 門の外

形の類似したコケムシ類の外肛（がいこう）動物門とは流れが逆になっています。内肛の意味は、触手群の中

に肛門が開くことで、触手群の外に開くコケムシ類は外肛動物なのです。 

 内肛動物の体内には空所はなく、心臓も血管系はありません。簡単な神経系はありますが、脳は分化してい

ません。しかし、中枢となる神経節があります。雌

雄異体あるいは同体で、体内受精した卵が幼生に育

つまで萼部の窪んだ前庭（ぜんてい）で保育します。

幼生には幾つかのタイプがあります。その一つが、

軟体（なんたい）動物や環形（かんけい）動物の幼

生であるトコロフォアに似たプランクトン性の幼

生です。これが水底に付着してベントスの一員であ

る親になります。 

海底で付着生活を送る群体性の 

スズコケムシ（＝ウミウドンゲ）  
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日本海の想い出 

 私にとって海の生き物との原体験の場は瀬戸内海ですけれど、生まれ育った山口県の北は日本海に面して

います。1960 年代から 70 年代初期、高度経済成長期後半には、瀬戸内海というと赤潮や水質汚染、ヘドロ

の堆積など、公害問題がさかんに報道されていて、それと対照的に日本海は綺麗で魚も新鮮、というイメー

ジを抱いていました。自家用車が普及して幹線が整備された今では、瀬戸内海側と日本海沿岸との行き来も

便利になりましたけれど、50 年前は同じ県内でも、瀬戸内海側や県央から、萩や長門など日本海側とは気軽

に行き来できませんでした。小学校高学年の頃、父親の知人の伝手で漁船に乗せてもらい、萩の沖で釣りを

したことがあります。釣果はかんばしくなかったのですが、海底まで見えるのではないかと思うほど透明な

海と、船上からソラスズメダイを初めて見て、やっぱり日本海は綺麗で、珍しい生き物がいるのだと思い込

みました（ソラスズメダイが普通種だと知ったのは、かなり後のことです）。 

 それからおよそ 20 年あまり後に水産庁に入庁して、最初に配属されたのが新潟市にある日本海区水産研究

所でした。この研究所にいた頃は動物プランクトンを扱っていたのですが、調査船で日本海の中央まで海洋

観測と採集に行きました。日本海は最も深いところで 3,800m にも達しますけれど、私が 150t の調査船に揺

られて向かったのは、大和堆と呼ばれる海底が台地状になった海域でした。水深はもっとも浅いところで

250m、深いところでも 1,000m くらいで、スルメイカや甘エビの好漁場として有名です。透明度を測るため

に真っ白な透明度板を降ろしていくと、いつまでたっても白い物が見えるので、見間違いじゃなかろうかと

思ったものでした。視力が弱い私には酷な作業でしたし、実際、よく見えていなかったためでしょう、調査

船の中では彼方此方で頭をぶつける敷居でつまずくなど、痛い目に遭っていました。調査航海を経験された

方々はご存じでしょうけれど、たいていの調査船はバリア･フリーどころか、膝を上げないとまたげないくら

い、敷居は高く作られています。乗船員の安全よりも、器物が転がり出ないことの方が大事なのでしょう。

三年間で 10 回ほど調査航海に行きましたが、怪我一つしなかったのが不思議なくらいです。海洋観測でよく

使った物に、XBT という使い捨ての水温観測機器があります。流体力学の粋を尽くしたという設計で、見た

目は迫撃砲弾そのもの。これのお尻からエナメル線が数百メートルつながっており、航行しながら海に投げ

込んで使用します。着水した瞬間から、水深 1m 毎の水温が自動的に船内のコンピュータに送られるのです

が、ある夜、投下を任されたときに、海ではなくて足下の甲板に落としたのに気が付かず、観測が失敗した

こともありました。船内の生活と海洋観測には苦い想い出が多いのですが、日本海の深いところから採集さ

れる生き物には、絵ですら見たことのないものがいて驚かされました。葡萄酒色をしたクラゲ、小指の先と

同じくらい大きなヨコエビ、体長 30 ㎜を越えるキタヤムシ、巨大なメガロパ幼生、平べったいアナゴかハモ

の稚魚、長く伸びた体節の先に一対の眼が付いたユメエビなど、海岸では目にしたことがない生き物たちと

出会いました。陸が見えない海の真ん中で、凪の海面が夕焼けに染まり、水平線が見分けられなくなる幻想

的な時間も体験しましたし、夜間当直中には船の灯りに寄って来たトビウオの群れと、彼らの大きな銀色の

胸鰭に目を見張りました。真冬の富山湾を航海中に、甲板に雪が積もったこともありましたし、夜間に停船

して作業の準備をしていたら、いきなり横波を受けて船が傾き、波しぶきが高く上がりずぶ濡れになったこ

とも．．．あれはもしかすると、海底地震による津波だったのかもしれません。 

  

6. 海の生き物たちとの様々な出会い(4) 西濱士郎 
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6. 寄稿エッセイ 

 

地震と津波の贈り物、舞根湾奥部の湿地を保全する“逆ギロチン” 

田中 克（舞根森里海研究所長） 

 

 東日本大震災から 8 年 9 ヶ月が過ぎようとしています。先のラグビーワールドカップでは日本代表の大活

躍もあり、ラグビーが持つ個と集団の調和が文化としてのこのスポーツの魅力を際立たせ、現代社会がなく

しつつある大切なものを思い出させてくれた故に、未曾有のフィーバーに至ったと思われました。同時に、

筆者は震災復興を祈念して一試合が行われた釜石鵜住居復興スタジアムの大きな盛り上がりに複雑な思いに

も駆られたのです。それはこのスタジアムが建設された場所にあります。大槌湾の奥部に流れ込む鵜住居川

の河口域にはきれいな砂浜が広がり、そこはヒラメ稚魚の成育場として大事な役割を果たしていましたが、

今ではその上に巨大なコンクリートの壁（防潮堤）が造られ、陸と海の連続的なつながりを分断して、釜石

鵜住居復興スタジアムを守っているのです。三陸沿岸域には、今ではいたるところに巨大なコンクリートの

防潮堤が林立し、陸と海の分断が今後、三陸地方の基幹産業であるカキ、ホタテガイ、ホヤ、海藻類などの

自然の循環に依拠した養殖業に深刻な影響を与えるのではないかと大いに危惧されます。 

 巨大防潮堤の陰に隠れて、大きな問題にはならなかったもう一つの重大な問題は、三陸リアスの湾奥部の

各地に地震と津波が蘇えらせてくれた、森と海をつなぐ上で非常に大事なエコトーンとしての塩性湿地の消

長でした。それらの大部分は、高度経済成長期以前には普通に見られた存在だったようですが、多くの湿地

は“無用の長物”として埋め立てられ、農地、工場地、宅地などに変えられてしまいました。そして、その

ような大事な“あいだ”を潰し続けて確かな未来は有るのかと、2011 年の地震と津波が蘇えらせてくれた貴

重な贈り物と受け止めました。しかし、大変残念ことに直近の震災前に戻すことが行政の責務と、ほとんど

の湿地は埋め戻され、使う当てのない更地として放置される事態に至っています。 

 そのような中、森は海の恋人運動発祥の地である気仙沼市の舞根湾では、奥部に蘇えった湿地のうち、最

も大きな湿地を保全するために NPO 法人森は海の恋人ならびに（有）水山養殖場（いずれも代表は畠山重

篤氏）が地権者から土地を買い上げる形で埋め戻しを回避し、変わり行く湿地環境と生き物の動態に関する

調査が 2011 年以来、継続されています。 

 舞根湾は、宮城県下では唯一の防潮堤計画を撤回させ、湿地の埋め戻しを回避した場所となりました。そ

れはまさに森里海がつながる森は海の恋人そのものの景観を保全したことになります。しかし、震災直後に

は 70cm 前後沈下した地盤が、その後徐々に隆起し続け、今では 30cm あまりの隆起により、直径 60cm ほ

どの一本の導管でそばを流れる西舞根川とつながるだけの湿地の水の交換が次第に悪くなり、湿地と川を隔

てるコンクリート護岸の一部掘削が生物多様性にとって不可欠との考えのもとに、2011 年以来、西舞根川を

管理する気仙沼市役所との粘り強い交渉が続けられてきました。 

 現時点では何の問題もないコンクリート護岸を壊した例は全国的に皆無であり、できないとの拒絶状態が

続きましたが、震災復興に関わる舞根湾調査の実績、震災復興の理念的役割を果たした森は海の恋人などへ

の評価が高まり、また、環境省や国交省の関係部署からのアドバイスなどが後押しとなり、さらに絶滅危惧

種ニホンウナギ稚魚の成育場としての塩性湿地の保全目的などが相乗的に効果を発揮し、ついに 2019 年 9

月 21 日に湿地と川を隔てるコンクリート護岸が 10m にわたって開削されました（写真２，３）。10m のコ

ンクリート護岸の撤去に実に 8 年の年月を要したことになります。 
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写真１ 気仙沼舞根湾奥部に保全された塩性湿地に接する西舞根川の 

コンクリート護岸に最初に加わった一撃（2019年 9月 21日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ コンクリート護

岸が取り除かれ、西舞根

川から水が流入する 
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 この湿地と川や海とのつながりを阻害する壁が撤去されたことは、スケールはまったく異なるも

のの、質的には 1997 年 4 月 14 日に国内外に衝撃を与えた 293 枚の鋼板の連続落下として演出さ

れた“ギロチン”とは真逆の画期的な出来事、“逆ギロチン”と呼び得るのです。今後、生態系の

保全を目的に、こうした障害物を取り除くよき前例になればと期待が膨らみます。その意義を裏付

ける、森と海の結節点としての湿地の生態学的役割と地域社会の創生に関する教育研究のモデルフ

ィールドになることを願っています。 

 

 

写真３ 10mにわたり開削された西舞根川の護岸を高台から臨む 

 

 

 

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。また、最近メールが届かないことが増えています。引っ越しや転職、退職などで

メールアドレスが変更された方は、お知らせ下さい。 

 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。 
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 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 2 月のフォーラムのお知らせと、それに向けた気候変動対策に関するご意見募集、そして年明けに 2 回目の発行を控

えた「わだつみ」の原稿募集など、ご参加・ご協力を呼び掛ける内容が盛りだくさんです。師走に入り、益々お忙しい方ばかりかと

存じますが、ぜひ諸々ご検討ください。最近、ある研究者の方から、猫の写真とセットで格言が読める息抜きサイトを教えていた

だき、そこで出合ったゲーテの言葉に励まされました。「上手く使えば、時間はいつも十分にある」。なるほどそうかもしれません。

（ちよ） 

 

 

 地球気候変動は大人の責任だ。何とかして欲しい。そう問い詰めたグレタ･トゥーンベリさんのことを考え、非難されることを覚悟

で書きたいことがあります。飛行機を使わずにヨットで米国に向かった? 16 歳の少女一人でできることではないでしょう。多くの人

が支援していたはずですし、そもそもヨット? ヨットを購入、あるいは借りた資金はどこから出たのでしょう。支援者がボランティアだ

ったとしても飲食はするでしょう。寄港地で物資を補給したでしょう。それら諸々と、飛行機 1往復の二酸化炭素排出による生態学

的負債のどちらが重いでしょうか? 温暖化は食い止めたい。でもそれを果たすのも、経済的に恵まれた人々に頼らなくてはならな

いのか? 圧倒的に多くの人々が日々の生活を維持するのに精一杯、あるいはそれすらままならないのに、あのようなパフォーマ

ンスを見せられても、テレビの画面という異次元にしか思えません。グレタさんのことを、私はほとんど知りません。ネット検索は孫

引きや誤引用が多いので、特に存命中の人物については当てにしないことにしています。ただ普通に考えて、北欧の一人の少女

が国連の会議で演説できた、そこに至るまでに何があったのか、十代半ばで地球環境について思い至るとは、どういう境遇だっ

たのか、いろいろと疑問に思うのです。長崎では毎年、高校生平和大使が核兵器廃絶一万人署名を募り、国連に直に手渡しに行

き演説もしています。同じような事なのでしょうか? グレタさんの発言が様々な世代の人々の賛同を得られれば良いことだと思い

ますし、多くの人々に考える機会を作ったと思います。しかし、本当に地球規模で環境問題を解決に導きたいのであれば、誰もが

できる小さなことの積み重ねの方が大事だと思っています。私たちが日常的にできること、それはたとえば海の生き物を守る会の

フォーラムに参加するために、長崎から東京まで歩くことでしょうか? 違うと思います。江戸時代には西欧の知識を得るために多く

の人々(主に医学生)が日本各地と長崎の間を歩きましたが、時代と状況が違います。普段の生活の中でできること，あるいは止

められること，そういう何かを探すべきでしょう。地球気候変動を引き起こしたのは全人類ですから、それにブレーキをかけられる

のも、一握りの恵まれた人々ではなくて，99.999%の普通の人々です。(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 

ボランティアも大募集 

 

https://www.inuneco-sekai.com/
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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。 
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