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「今月の海の生き物」 ゴシキエビ Panulirus versicolor  

 イセエビ科イセエビ属の甲殻類。房総半島以南のインド・太平洋の熱帯域に広く分布する。日本では主に奄

美諸島や琉球列島の浅海のサンゴ礁や岩場に棲息する。サンゴ礁縁の亀裂の下などでよく見ることができる。

体長は最大で約 60cm にもなる大型のエビで、体色は暗紫褐色に白や緑色の複雑な縞模様を持つ。腹部には黒

で彩られた鮮や

かな白色黄帯が

あり、長い触角の

基部はピンク色

をしており、イセ

エビ類の中では

非常に美しい。夜

行性で昼間は岩

穴などに隠れて

いるが、夜になる

と獲物を探しに

歩き出す。肉食性

で貝類、ウニ、小

動物などを食べ

る。食用として利

用される。琉球列

島では、潜水漁や

刺し網などで捕

獲され、高価に取

引される。普段は

あまり食べない

が、大型で豪華なので、ハレの日などに食べられている。数が少ないので、食用よりもむしろ剥製にして鑑賞

用とされることが多い。沖縄ではイノーイビと呼ばれる。 

（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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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 

「地球温暖化と海の生き物の未来」 

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 

 

 

プログラム（予定） 

10:30-10:40 開会挨拶  

向井 宏（海の生き物を守る会） 

 

総合司会 志村智子 

10:40-11:10 講演 1「温暖化が水産重要種の回遊生態と再生産戦略に与える影響」 

木村伸吾（東京大学大気海洋研究所教授） 

11:10-11:40 講演 2「地球温暖化と海洋酸性化と海の生き物の未来」 

藤井賢彦（北海道大学大学院環境科学科准教授） 
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11:40-12:10 講演 3「温暖化時代に海の生き物が直面していること～サンゴ礁を中心に～」 

安部真理子（日本自然保護協会） 

12:10-13:10 昼食休憩 

13:10-13:40 講演 4「気候変動と災害と海の生き物の多様性」 

田中 克（舞根森里海研究所所長） 

 

13:40-14:10 講演 5 「気候変動と砂浜・干潟・藻場生態系～ブルーカーボンは地球を救えるか？」 

向井 宏（海の生き物を守る会） 

14:10-14:20 休憩 

14:20-15:20 総合討論 

15:20-15:30 閉会挨拶 志村智子（日本自然保護協会） 

共催：海の生き物を守る会・日本自然保護協会 

 

 

 

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。その後、IPCC の COP25 に参加するため、船でスペインにやって来ました。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。 

 

地球温暖化は、陸にも海にも致命的な影響を与え始めています。海では生き物がいなくなり始めています。将来の世代にとっては、

命を全うすることが困難な時代が来ようとしているのです。そして、それが今の世代までの人為のせいなのです。それをなんとかす

るのが今の世代の責任でもあります。しかし、地球温暖化は、一人だけでは対応できません。でも一人から始めなければ、私たち

人間が絶滅するまで、なにも始まらないかもしれません。今、私たちは何を始めれば良いのでしょうか。「うみひるも」でみなさんの

ご意見を求めましたが、多くの意見は集まりませんでした。まだまだ関心が薄いのでしょう。ご意見を寄せられたわずかの人の意見

から、私たちができることを以下に書いてみました。「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。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。」（うみひるも 250号編集後記から西濱さんの提案） 

 あなたはどう考えますか？そして、あなたはどれだけ実行していますか？ 

 室内の照明は必要な場所だけにする。太陽が出ている時間は電灯を付けない。プラグを抜いて待機電力を削減。なる

べく電化製品を使わない。冷暖房を使わず住宅や衣類で調整。なるべく公共施設で過ごす（省エネ）。冷蔵庫にもの

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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を詰め込みすぎない。 

 公共交通機関を利用する。なるべく飛行機と自動車に乗らない。 
 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)。 

 なるべく新しい衣類やプラスチック製品を買わない。中古本やお古の洋服など日用品のリユースに努める。 

 詰め替え商品を選ぶ。 

 食べ残さない、食品を捨てない。 

 土に還るごみは燃やさない。 

 雨水を活用する。 

 ソーラー充電器で太陽光を活用する。 

 

 

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 

 

 2020 年 1 月 15 日に第 2 号を発行する予定です。さらに 3 号の原稿も募集しています。 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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「奄美大島嘉徳海岸の護岸工事を見直すことを勧告して下さい」

IUCN へ要望書を提出 

 
日本環境法律家連盟が以下のような要望書を提出しました。海の生き物を守る会も賛同団体として参加しま

した。 

 
2019 年 12月 11日 

国際自然保護連合(IUCN) ピーター・シャデー 様 

 

嘉徳湾及び嘉徳川水域の環境保全に関する趣意書 

 

JELF 日本環境法律家連盟 

 

 私達は，貴団体が，2019年 10月 9日より実施された奄美大島現地調査について世界遺産委員会に報告する際，嘉

徳湾及び嘉徳川全域がバッファーゾーンとして考慮されるべき区域であることを指摘して頂きますよう要望します。 

 

１．「奄美大島, 徳之島，沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録 

  現在，日本政府，鹿児島県及び関係者らは, 中琉球の奄美大島，徳之島，沖縄島北部と，南琉球の西表島の琉球

弧一帯について,世界自然遺産として登録されるよう活動しております。これらの区域は，顕著な地理的特徴を有

し，それに対応し国際的にも稀にみる豊かな自然生態系を形成しており，世界自然遺産登録にふさわしい地域とな

っています。しかしながら，世界自然遺産登録されるためには本来，指定区域としての完全性が満たされるのみな

らず，当該区域及び周辺地域に対して適切な保護管理体制が行われることが約束される必要があります。 

 

２．奄美大島における自然遺産推薦候補地 

  奄美大島においては，鹿児島県瀬戸内町にある嘉徳川の源流が候補区域となっています。嘉徳川は奄美特有の急

峻な山間地を下り，河口において嘉徳浜を形成しています。奄美大島には現在，ほとんどの河川に砂防ダムなどの

人工物がありますが，嘉徳川は川の流れをせき止める人工物のない希有な河川となっています。嘉徳浜は奄美大島

には珍しくサンゴ礁の発達していない砂浜であるうえ，護岸堤など人工物のない砂浜としても,奄美大島のかつて

の自然海岸の姿をよく残しています。 

  言うまでもなく自然生態系は山間部のみ切り離されて存在することはありえず，河川流域に沿って海に至るまで

連続した自然生態系を形成しています。自然遺産登録地とするにあたっても，自然生態系が森林から河川に沿って

海に至るまで一つの単位となっていることを忘れてはなりません。瀬戸内町内の候補地である森林と,そこを起点

とした嘉徳川,そしてそれが注ぐ嘉徳湾は,集水域全域が自然状態で残る最後の場所の一つです。嘉徳川には絶滅危

惧種であるリュウキュウアユが遡上しますが，そのことは，この水系の連続性と健全性を象徴的に表していると言

えます。私たちはこの地域の保護無くして世界遺産の登録はありえないと考えます。 

 

３．日本政府による奄美大島の管理が不十分であること 

  このように奄美大島の地理的，生態学的特徴をよく表している嘉徳川に対して，日本政府はバッファーゾーンか

らあえて外しています。これは，現在嘉徳浜でコンクリート護岸建設が進められようとしていることと無関係では

ありません。私達は，日本政府が，嘉徳川をバッファーゾーンに指定した場合，何らかの法的規制が行われること

をユネスコに対して約束することになり，その結果，コンクリート護岸の建設が出来なくなることを恐れていると

考えています。この嘉徳浜の防災は世界自然遺産の精神からすれば本来砂浜の回復によって計られるべきもので，

それは日本政府の能力からいって十分可能なことです。生態系にとって有害な手法は選択されるべきではありませ

ん。 

 

 私達は，奄美大島が世界自然遺産に登録されてしかるべき自然を有すると考えていますが，奄美大島を世界自然遺

産に登録するのであれば，奄美大島の自然にふさわしい取り扱いがなされるべきであると考えています。嘉徳川流域

を指定からあえて除外している日本政府の行為は，奄美大島の自然に対する敬意を放棄しているばかりか，ユネスコ

を欺くものであるといえます。つきましては，IUCN において，嘉徳川水系の保護状態を調査し，問題を指摘してい

ただくと同時に，嘉徳湾及び嘉徳川全域がバッファーゾーンとして考慮されるべき区域であることを指摘して頂きま

すようお願い致します。 

以上 



 

6 

 

 

 

 

 
●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。 

 

 

沖縄県内で連続学習会を開催 
 

 辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会（土砂全協）は 12 月 4 日、沖縄県名護市において役員会を開

くとともに 2～4 日には沖縄県内の 3 か所で連続学習会を開催（現地の島ぐるみ会議との共催）、2

日は同県環境部との意見交換を行いました。また、時間を調整してゲート前や安和の行動に参加し

ました。 

 役員会報告 

①来年の総会  5 月 23（土）～24（日）の両日に香川県高松市と小豆島で行います。1 日目は

午後に記念講演会、総会、交流会。二日目は小豆島の採石場を視察します。 

②今後の活動  署名 第一次提出（61 万 139 筆）の後さらに 6500 筆以上が寄せられています。

当初の予定通り 12 月末に最終集約し、来年 2 月～3 月、地盤改良工事の詳細判明後に防衛省交渉

を持ちたいので、その時に集約した分を第二次分として提出します。その後は軟弱地盤や海砂を

取り上げた新署名を展開します。 

 

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 （8）   立川賢一 
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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。 

 

 

【国際】 
●気温の上昇 1.5℃未満でも、サンゴ礁は 70％以上失われる 
 国連の IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が 2018 年に出した報告によると、パリ協定が目指してい

る気温の上昇を 1.5℃未満に抑えることに成功したとしても、サンゴ礁の 70％以上が失われるだろうと警告し

ている。もし、温度の上昇が 2.0℃を超えることが起これば、サンゴ礁は地球上から無くなってしまう可能性

が高いと言われている。そして、現在の世界の取り組み方からみると、サンゴ礁の運命は極めて悲観的である。

サンゴ礁は熱帯雨林とともに多様な生物の存在を支えてきた。サンゴ礁の壊滅は、極めて多くの海の生き物の

絶滅をもたらすであろう。そして、それが私たちに及ぼす影響は果てしない。 

 今年の IPCC の COP25 で、国連の事務局長が石炭火力発電所の建設を止めるように警鐘を鳴らしたのに対

して、日本政府は経産大臣が翌日に日本は石炭火力発電を維持すると、まるで国連に挑戦するような談話を発

表し、世界の顰蹙を浴びた。そして、晴れの「化石賞」を授与された。日本に住む私たちは恥じ入るばかりだ。

そして、さらに恥ずかしいことに、小泉環境相が演説をした直後、再び日本は「化石賞」を受賞した。 

（文責：向井 宏） 

【東北】 

●汚染水が漏れ、地下水を汚染 福島第一原発 
 東京電力の福島第一原発の排気筒に雨が降ると、雨水は 1ℓあたり 2000 万ベクレルという高濃度に汚染さ

れてしまう。そのため、東京電力は、排気筒に触れた汚染された雨水を貯める高さ 1m のコンクリート製の

集水箱を設置し、そこに汚染された雨水を貯めて、箱の中の水深が 40cm を超えると自動的に処理のための

タンクに送るようになっている。ところが、雨水をタンクに送っていない時にも、箱の中の水位がどんどん

下がっていることが分かり、原因を調べたところ、コンクリート製の箱に穴が空いて、汚染水が地中に漏れ

出していることが判明した。東京電力は、漏洩を防ぐ検討を始めたが、環境への影響はこれまで確認されて

いないとしている。確認されていないことは、無いことではない。（文責：向井 宏） 

 
 

【中四国】 

●ボーリング調査着手できず 反対派の抗議活動で 
 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、計画していたボーリン

グ調査を 11 月 14 日から実施する予定だったが、原発に反対する住民や漁民が連日漁船を連ねて中電の船を取

り囲み抗議したため、中国電力は調査に着手できていない。政府が後押しをしていた 2011 年には、機動隊や

海保に守られて多勢の保安要員や作業員を動員して埋め立て工事を強行しようとしたが、今回はまだ政府も上

関原発の建設（原発の増設）を公式に認めておらず、調査の許可を出した山口県も、事故やトラブルの防止に

努めるようにと釘を刺したこともあり、中国電力も無理矢理ボーリング調査を強行することは避け、慎重な姿

勢をとっていると思われる。ただ、抗議に集まる漁船の数も、2011 年の時に比べ半減しており、反対派の漁

師も高齢化が進み、反対派の勢いにも衰えが見られる。中国電力はそのあたりも視野に入れて、あせらず国が

原発の増設を決めるまでにボーリング調査を行えば十分と、考えているのだろう。（文責：向井 宏） 
 
 

【九州】 
●政府が馬毛島を 160 億円で買収 米軍艦載機訓練のため 
 鹿児島県種子島に近接する馬毛島は、固有亜種のマゲシカが棲息する貴重な自然があったが、所有企業が島

全体を滑走路建設などで破壊し、周辺自治体との間にトラブルを多数抱えていた。島の周辺では、サンゴ礁が

発達し、漁業上も地元の漁業者に利用されてきたが、所有企業による自然破壊で、周辺海域でも環境破壊が進
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んでいた。このたび、日本政府が現在の所有企業「タストン・エアポート社」から 160 億円で馬毛島を買い取

り、米軍の空母艦載機の離発着訓練に使わせることに決めた。現在、騒音が激しいため、艦載機の離発着訓練

は、東京都の硫黄島で行われているが、米軍が岩国基地から 1400km 離れていることなどを理由に、代替施設

を要求していた。今年 1 月に約 160 億円で防衛省と所有企業が合意していたが、社長が交代した後、同社は契

約に慎重になり、一時は交渉打ち切りを示唆したこともあった。その後、同社の態度が前向きに変わり、11

月 29 日、正式契約をすることを合意した。これにより米軍艦載機の離発着訓練が馬毛島で行われるようにな

り、馬毛島は立ち入ることも周辺での漁業も禁止されることになる可能性が高い。（文責：向井 宏） 

 

●今年もタイラギ漁は休漁 26 年間続く 
 福岡県と佐賀県の有明海潜水器漁業者協議会は、今年のタイラギ漁の漁期を前に、8 期連続で休漁とするこ

とを決めた。佐賀県有明水産振興センターが行った事前のタイラギ生息調査で成貝がほとんど見つからなかっ

たためで、タイラギ漁は不可能と判断したため。10 月上旬に行われた事前調査では、成貝が見つかったのは

有明海 55 地点のうち 1 地点だけで、しかもたったの 2 個体だけだった。漁業には 1 地点で 100 個体以上が棲

息している必要があるが、とてもそれには及ばなかった。福岡県海域でも調査が行われたが、60 地点で成貝

は 1 個体も発見できなかった。国と有明海沿岸 4 県は、共同で稚貝の移植などに取り組んでいるが、漁業者に

よると「まったく結果が出ていない」という。タイラギは周期的な変動を示すことが知られているが、1997

年の諫早湾の潮受け堤防閉め切り以来、漁獲量はほとんどゼロが続いている。諫早湾のある地元の長崎県では、

タイラギ漁は 26 年前から休漁が続いている。長崎県のタイラギはほぼ完全に絶滅してしまった。福岡県や佐

賀県では、8 年前からタイラギ漁を休漁している。諫早湾干拓事業の影響が、福岡県や佐賀県など有明海奥部

にも影響が及んでいる。その大きな要因は大規模埋立によって有明海の潮流が減少し、貧酸素水の発生が広範

に及んでいることであろう。諫早湾の潮受け堤防を一日も早く開門することが有明海の再生には不可欠である。 

（文責：向井 宏） 

●大村湾でウニが大量発生 ナマコ漁に悪影響 
 長崎県大村市にある大村湾で、ウニが大量に発生し、シーズンに入ったナマコ漁の漁業者らを悩ませている。

ウニは、サンショウウニで、直径 3~4cm のものがほとんど。味も悪く食用にはならない。大量発生した理由

は分かっていない。大村市漁協の組合長も、長い間漁師をしているが、こんなに発生したのは初めての経験と

語っている。ナマコ漁は底曳き網で行われるが、同時にかかった大量のウニで、ナマコが傷つき、商品価値が

下がると漁師は困惑している。ナマコも今年は不漁だが、県央水産振興指導センターによるとナマコの不漁は、

温暖化による高水温が原因で、ウニの大量発生とは関係ないという。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●長年飼育していたイソギンチャクが新種だった 沖縄美ら海水族館 
 沖縄県本部町の美ら海水族館で、展示もされず裏の飼育室で 15 年間飼育されていたイソギンチャクが新種

であることが、東京大学や鹿児島大学などの研究者らによって判明し、クローバーカワリギンチャク属の「チ

ュラウミカワリギンチャク」と名付けられて、発表された。このイソギンチャクは、石垣島沖の深海底に棲息

していたもので、クローバーカワリギンチャク属にはこれまで 1 種しか知られていなかった。 

 

【訂正】うみひるも 251 号のニュース欄で、ブラジルの太平洋がに重油流出とお伝えしましたが、大西洋岸の

間違いでした。訂正します。 

 

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

【北海道】 

◆シンポジウム「身近な海の世界―厚岸の海洋生態系について考える―」 
 厚岸町の大黒島と，その周辺海域に生息する多様な生物と海洋生物が直面している環境問題について紹介し，

関係者や地域住民との交流を図ります。 

日時：2020 年 1 月 12 日（日）14:00～17:00 

会場：厚岸町「本の森情報館」視聴覚室 

主催：大黒自然研究会 

http://daikoku.mystrikingly.com/
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共催：厚岸町・厚岸町環境教育推進委員会 

助成：前田一歩園財団・厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励補助金、北海道新聞野生生物基金 

 

プログラム 

司会・進行：庄子 晶子（大黒自然研究会） 
 

14:00-14:05 趣旨説明 

西沢 文吾（大黒自然研究会） 

 

14:05-14:35「親潮域の植物プランクトンと鉄の

関係-森は海の恋人？」 

伊佐田 智規（北海道大学 厚岸臨海実験所） 
 

14:35-15:05「厚岸の海で魚を追いかける～ニシ

ンとマガキの研究～」 

富安 信（北海道大学 水産科学研究院） 

 

15:05-15:35「厚岸湾周辺のゼニガタアザラシ」 

小林 由美（大黒自然研究会） 

 

休憩 15:35-15:45 

 

15:45-16:15「世界有数の海鳥繁殖地である大黒

島の「今」を知る」 

大門 純平（大黒自然研究会） 

 

16:15-16:45「海洋プラスチックが海鳥に与える

影響」 
田中 厚資（北海道大学 獣医学研究院・日本学

術振興会） 

 

16:45-17:00 総合討論 

 

【関東】 

◆シンポジウム「海洋プラスチックごみから海鳥を守ろう！」 
 私たちの暮らしのあらゆる場面で消費される、大量のプラスチック。こうしたプラスチックが海洋に流入し、

深刻な海洋汚染を引き起こしています。海洋プラスチックは 800 種を超える生物に影響を与えており、毎年

100 万羽の海鳥、10 万匹の海棲哺乳類、ウミガメや魚が、プラスチックの影響で命を落としています。プラ

スチックごみによる海洋汚染をくい止めるために、今、私たち一人ひとりが行動を変えていく必要があります。 

日時：2020 年 2 月 23 日（日）13:00～17:30（開場 12:30～） 

会場：法政大学市ヶ谷キャンパス G201 教室 

定員：200 名 

※入場無料、申込み不要。会場へのペットボトルの持ち込みはご遠慮ください 

 

プログラム 

第一部 海洋プラスチック問題の現状 

１．基調講演「海洋プラスチック問題の危機的な状況」 高田秀重〔東京農工大学農学部教授〕 

２．「海洋プラスチックによる海鳥や海洋生物への被害～ミッドウェー環礁からの報告～」 

 横山耕作〔OWS 代表理事〕 

３．「海鳥の生態からみたプラスチック汚染の影響」 

 山本裕〔（公財）日本野鳥の会 自然保護室チーフ〕 

第二部 海洋プラスチック汚染をなくすために！ 

https://www.hosei.ac.jp/access/ichigaya.html
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４．「国内河川のごみの現状と課題」 

 伊藤浩子〔全国川ごみネットワーク事務局〕 

５．「日本野鳥の会の活動現場での取り組み」 

 森初恵〔（公財）日本野鳥の会 チーフレンジャー〕 

６．「循環基本法や容リ法改正に向けての取り組み」 

 中井八千代〔容器包装の 3R を進める全国ネットワーク運営委員長〕 

７．「海洋プラスチック汚染をなくすために」 

 三沢行弘〔（公財）世界自然保護基金プラスチック政策マネージャー〕 

 

【近畿】 
◆公開シンポジウム 

   「福島の森・里・川・海の今～放射能問題からウナギ・カレイの新発見まで～」 
 本シンポジウムでは、これまで福島大学と京都大学が共同で行ってきた研究を中心に、被災した福島県の

森・里・川・海の現状についてお話しします。放射能汚染の問題に加えて、新技術を用いた魚類生態の新発見

にも焦点を当て、様々な課題が残された福島の現状だけでなく、福島大学と京都大学との連携で生まれた福島

発の科学的知見について紹介します。ぜひ、お越しください。

http://www.ier.fukushima-u.ac.jp/web/f_seminar.html#d201204 

日時：2020 年 1 月 24 日（金）10:00～16:30 

会場：京都大学百周年時計台記念館 国際交流ホール I（京都市左京区吉田本町 本部構内マップ 3 番） 

問い合わせ先：福島大学環境放射能研究所 電話；024-504-2114 メール：ier@adb.fukushima-u.ac.jp 

主催：福島大学環境放射能研究所／共催：京都大学フィールド研・京都大学大学院情報学研究科 

※参加費無料・どなたでもご参加いただけます。申し込み不要 

プログラム 

１．「農業環境における放射性セシウム・ストロ 

  ンチウムと作物摂取による被ばく線量」 

 塚田祥文（環境放射能研究所所長） 

２．「森林生態系の放射能汚染の現状と課題」 

 大手信人（京都大学大学院情報学研究科教授） 

３．「野生生物の放射性セシウム汚染とその影響」 

 石庭寛子（環境放射能研究所特任助教） 

４．「海洋（と河川）環境における放射性セシウ 

  ムの推移と現状」 

 高田兵衛（環境放射能研究所特任准教授） 

５．「海水魚と淡水魚の放射能汚染と漁業復興の 

  現状と課題」 

 和田敏裕（環境放射能研究所准教授） 

６．「水圏生物の行動を明らかにするバイオロギ 

  ング技術」 

 荒井修亮（京都大学フィールド科学教育研究 

 センター教授） 

７．「阿武隈川の新たな危機：チャネルキャット 

  フィッシュの行動」 

 三田村 啓理（京都大学大学院情報学研究科 

 准教授） 

８．「松川浦におけるニホンウナギの生態」 

 山下 洋（京都大学フィールド科学教育研究 

 センター教授） 

９．「夜に泳いで産卵場へ：幻のホシガレイの 

  行動特性」 

 野田 琢嗣（京都大学大学院情報学研究科研究

員） 

http://www.ier.fukushima-u.ac.jp/web/f_seminar.html#d201204
mailto:ier@adb.fukushima-u.ac.jp
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5. 動物の親子を詞で知ろう（15） 久保田 信 
 

外肛動物門 
 

コケムシ類の歌詞をまずはご覧ください。軽快なメロディーの歌としており、セリフ入りです。 

 

コケコケコケ… 

コケの様なコケムシ コケの様なコケムシ 

はじめまして 覚えてね コケの様なコケムシ 

水の底にぺったりくっついた 不動の幾何学模様 

ざらざらの手触り それはコケムシの塊 

塊の網の目の 一つ一つから伸びてくる 

小さな虫は生きていて 触手をぴくぴくさせるのさ 

 

コケコケコケ… 

コケの様なコケムシ コケの様なコケムシ 

水中のゴミ屑 食べている コケの様なコケムシ 

少しの刺激で虫たちは 網の目に引っ込むけれど 

ほとぼりさめたら また伸びてくる シンクロナイズド・ムーブメント 

小さな虫たちの体は みんな根元でつながって 

そうコケムシは群体で 集まってかたまって ひとつの命 

コケコケコケ… 

コケの様なコケムシ コケの様なコケムシ 

タフにどんどん増えるのさ コケの様なコケムシ 

 

【セリフ】 

コケムシはみんなお母さんでもお父さんでもある 雌雄同体なんだ 
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受精卵は体内で育って くるくる回れる子供になったら 水中へ旅立つ 

薄っぺらい三角形のキフォノーテスが 海の代表的な幼生 

この子が着底して おとなのコケムシに変身するのさ 

 

内臓は U 字状の消化管で 肛門は触手のすぐ外にある 

その特徴からコケムシは 外肛（がいこう）動物と言うんだね 

分業暮らしをしている コケムシもいるんだよ 

敵を追い払う鞭状の虫や 鳥の嘴の様な虫 

棘の様な防御用の虫 卵を収容する虫 

まるで人間みたいにね 役目が決まっているんだよ 

コケコケコケ… 

コケの様なコケムシ コケの様なコケムシ 

助けあって生きている コケの様なコケムシ 

大きな種類のコケムシは 海のホンダワラコケムシ 

長さは数 m にもなって まるで海藻みたいだよ 

湖にぽっかり浮かぶのは オオマリコケムシ 

おとなの頭ぐらいの大きさになるんだよ 

変わり種はアユミコケムシ 淡水の底を這って動くのさ 

刺胞（しほう）動物のイトクズムシが 寄生しているんだよ 

 

コケコケコケ… 

コケの様なコケムシ コケの様なコケムシ 

とても古い動物さ コケの様なコケムシ 

コケムシは海や淡水に 4000 種が生きている 

中には植物の様な種類もいて 色とりどり 
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数億年前に現れた コケの様なコケムシ 

古い種は既に化石なのさ 

コケの様なコケムシ 

現生種の何倍もの種（しゅ）が眠ってる コケの様なコケムシ 

 

 外肛（がいこう）動物門はいわゆるコケムシ類のことで、苔・海藻・海綿状の群体動物です。水生動物です

が、植物の様に見えます。個虫の出芽によってできた群体は通常は数 cm 程度で、水底の石や海藻上にべった

りマット状に付着したり、水底から起立し立体的構造をとって樹木状になったりします。色彩は色とりどりで

美しく、幾何学的な外見です。樹木状の群体は、内肛動物門や刺胞動物門ヒドロ虫綱、あるいは海綿動物門等

に類似しています。外肛動物門の全種とも全ての個虫は大変小さく、1mm にも満たないので肉眼では見え難

いです。 

 世界で約4000種が海や池等で現在生きてい

ます。例外的存在は、海産の砂粒の間にいる

微小な単体種や、淡水産で自力移動できる群

体性のアユミコケムシが知られています。ア

ユミコケムシにはイトクズムシという線虫の

様な動物が内部寄生しており、刺胞動物とさ

れていて驚きです。 

 大型の群体としては、港湾の筏やロ－プ等

に付着しているホンダワラコケムシが高さ数

m にも達します。この種はまさに色の薄いホ

ンダワラ様ですが、動物の仲間の高等なもの

だとは見た目には全然分からないでしょう。

淡水の大型群体種としては、湖で人の頭ほど

のぶよぶよした塊のオオマリコケムシ（クラ

ゲコケムシとも呼ばれる）で、その出現はニ

ュ－ス種になります。これらホンダワラコケ

ムシもオオマリコケムシも外来種です。 

図 海産のホンダワラコケムシ群体の一部

（ベニクラゲ再生生物学研究所展示標本） 

 コケムシ類のどの種も、個虫は繊毛の生えた触手で水流を起こし、微小な水中の餌を食べるおとなしい動物

です。消化管は U 字状で、多数の触手で囲まれた部分に口が開いています。肛門は箒虫動物門の様に胴部に

開口しています。この様に、触手冠の外に肛門があるという点で外肛動物という名称がつけられました。血管

系や呼吸系はありません。体腔は箒虫動物門と同様に３つあります。 

 コケムシ類本体の柔らかい体を保護するのは美しい外骨格です。様々な形状の外骨格は分類の基準となりま

す。個虫は刺激を受けると外骨格の中にすばやく引っ込み、保護されます。群体はヒドロ虫綱のポリプのある

種の様に多形となっているものもあります。例えば、鳥の嘴の様な個虫である鳥頭体（ちょうとうたい）、す

るどい針の様になった振鞭体（しんべんたい）、卵を守るようになった卵室（らんしつ）等が分業化し、各々
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投稿をお待ちしております 

 

メールマガジン「うみひるも」では、下記のものを募集しております。 

・海の生き物に関するエッセイ 

・海の生き物に関するニュース 

・海の生き物に関するイベント情報 

・海の生き物の写真（できれば種名も） 

 

ご意見やご感想もお気軽にお寄せください。 

便利な投稿フォームは、こちら↓ 

https://goo.gl/GjWIjL 

写真等は「うみひるも編集部」メールアドレスへ。hirumo@live.jp 

が独自の役目を果たしています。硬い外骨格は、古くは古生代のオルドビス紀から化石として保存されていま

す。現生種の数倍もが絶滅種として記録されています。 

 コケムシ類の全種が雌雄同体です。普通は他家受精（たかじゅせい）でできた受精卵は母体で保護され、幼

生となって海中へ遊離し、プランクトン生活を送った後、変態して群体へと成長します。幼生としては、特徴

的な形をしたキフォノ－テスがよく知られています。キフォノ－テスの外形は三角形で、大変薄い体で、各所

に生やした繊毛で浮遊遊泳をします。 

 淡水種の中には、無性生殖の一方法を使って、冬季に休芽（きゅうが）を形成し、越冬するものもいます。

休芽には棘が多数あり、水鳥の足に付着するなどして遠方に運ばれ、分布を広げる役割を果たします。暖かい

季節が来ると、休芽のかたい殻の中から本体が出てきます。 

https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
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ナマコの海 

 ナマコといえば、北海道から九州ではマナマコを想像する人がほとんどでしょう。食べ物としてのナマコは

冬が旬です。長崎では、正月料理に欠かせない一品です。マナマコなどは水温が高い時期には岩の隙間に潜り

込んで、夏眠をします。そして冬になると這い出してきて、餌を食べて太り、繁殖をします。私は暑い夏が苦

手なので、マナマコのような生活が送れたら、と羨ましく思ったこともありますが、今では彼らを取り巻く状

況はとても厳しくて、そういう呑気なことは言っていられません。1980 年頃からマナマコはもとより、世界

中でナマコ類が漁獲されはじめて、干物に加工され、東南アジアを経てほとんどが中国へと輸出されています。

こういう事情を知ったのは石垣島の研究施設に赴任して、サンゴ礁のナマコ類に手を染めてからでした。種子

島･屋久島以南、特に奄美群島以南になると、九州以北に比べてナマコの種数がグッと増え、しかもサンゴ礁

の浅瀬に足の踏み場もないくらい住んでいる場所もありました。1990 年代半ばのことですが、この頃は沖縄

県のナマコ漁は地元消費にとどまっていました。数で言えばクロナマコ(Holothuria atra)とシカクナマコ

(Stichopus chloronotus)が圧倒的に多くて、これは調べ甲斐があるだろう、きっと生態系での役割も大きいに

違いない、と思い、この 2 種類を主な研究対象にしていました。その頃に読んだ本が、鶴見良行の『ナマコの

眼』です。この書名にはルビが振られていなかったので，｢なまこのめ｣と勝手に読んでいましたが、鶴見氏は

｢なまこのまなこ｣と読んでもらいたかったそうです。内容は、海底のナマコのまなこ（ナマコには生物学的な

眼はありませんので、喩えです）を通じて、人間社会とその歴史を見ようというもので、生物学の本ではあり

ませんがとても勉強になりました。『バナナと日本人』などとともに、鶴見良行の代表作の一つです。 

 元々高級食材だった干しナマコが、中国の経済成長と共に需要が高まり、私が手を染めた頃には既に、世界

中から漁獲されて加工･輸出されていました。ガラパゴス諸島ではナマコ漁を巡り、地元の漁師と自然保護行

政当局との間で紛争まで起きていました。ナマコたちを巡る情勢は悪化の一途をたどっており、今では IUCN

の絶滅危惧種リストに十数種が掲載されているほどです。何しろ海底に無防備に転がっている物ばかりですの

で、浅瀬からはあっという間に採り尽くされて、漁場は深場へ、沖へ、海外の未開拓地へと広がっていきまし

た。それがこの 40 年間のできごとだったのですが、私が石垣島でナマコ類を扱い始めた頃は、地元の人達は

見向きもしなかったものです。ネバネバしたキュビエ器官を放出する種も多いので、リゾートホテルの海水浴

場では、利用することなく取り除かれていました。 

 ナマコ類の多くはサポニン系の毒を持っています。マナマコでは含有量が低いので、生でも食べられますけ

れど、熱帯産のものではそうはいきません。ニセクロナマコをもみほぐして毒を絞り、サンゴ礁の魚を捕る漁

法もあったそうです。抗真菌作用を利用して、水虫の薬も開発されました。そういうナマコ類も、何度も茹で

て乾燥させると毒が抜けて、食用になります。中国ではゼラチン質の食材が好まれるらしくて、ツバメの巣、

干しアワビなども、食感目当てに食べられてきたようです。私も一度だけ、中華料理店でナマコ料理を食べま

したが、舌触りとかみ応えが独特で喩えようがありません。味は調味料と香辛料で調えられていたので、ナマ

コ自体の味は感じませんでした。自分でも干しナマコを作ってみよう、と思い立ち、イシナマコ(クサビライ

シ類のサンゴに、同じ和名が当てられています)を採ってきて、内臓を抜き、数時間茹でてから 1 週間ほど干

してみました。たしかに硬い干物ができあがりましたが、いざ食べようとしたら、茹で戻し方が分かりません。

茹で直して炒め物に入れてはみましたが、とても硬くて噛み切ることもできませんでした。素人がちょっと手

を出して、どうにかなるような食材ではなかったということでした。沖縄県でナマコ漁が始まったのは 2000

年以降ですが、やはり一攫千金目当ての人達が、むやみにナマコを捕っては浜で茹でて、しかし出来上がった

ものは本場の市場に出せる代物にはならず、捨てられてしまうこともあったそうです。しかも中国は広くて、

6. 海の生き物たちとの様々な出会い(5) 西濱士郎 
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地方ごとに好みが違います。大雑把に言えば、北部ではトゲが立派なものが、南部ではツルリとしたものが好

まれるそうです。近年ではナマコ類から抽出した成分が、化粧品や石鹸、健康食品にも利用されているとのこ

と。この辺りの事情は、一橋大学教授の赤嶺淳氏が『ナマコを歩く』などの著作で詳しく述べられています。

また、太平洋共同体（1998 年以前は南太平洋委員会）が年に 1 度発行している Beche-de-mer Information 

Bulletin では、世界中のナマコ類研究の、様々な最前線が紹介されていますので、興味がある方は、こちらを

どうぞ。 

 欲をかかずにナマコを観察していると、ヒトに採られさえしなければナマコになりたいと思います。クロナ

マコやシカクナマコはゆっくりと触手を動かして、サンゴ礁の堆積物を食べています。砂の表面に付いた微生

物や有機物を栄養にしているのですが、当然、栄養価は低いので、彼らもゆっくりと生きています。キンコな

ど樹手目のナマコは、触手を海中に広げて懸濁物を食べています。彩りが派手なアデヤカキンコを見られる水

族館もあるそうですが、それよりももう一度、サンゴ礁で黒いナマコ達の調査をしてみたい、と思います。ナ

マコの海にも、経済の波が押し寄せていたとは知らずにいた頃が、懐かしくも哀しい。 

 

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

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。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。 

 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 
 

先ほど「海洋危機ウォッチ（プロトタイプ）」をのぞいたら、そのトップページに日本周辺の今日の予想水温が図示されていました。

日本列島がカラフルに彩られています。凍てつく北の海から琉球方面の温かい海まで、虹のように見事なグラデーションを描いて

います。水温のバリエーションに富み、入り組んだ海岸も多い島々は、かつて非常に豊かな生物相に囲まれていました。下手なこ

とをしなければ当分は安泰だったはずの環境なのでは、と改めて思いました。とにかく方向転換が必要です。4ページの箇条書き

は私が普段なるべく心がけていることですが、大きな海洋の環境改善のためには、あまりに微力です。昨日、長くメディア業界で

活躍している方から、「もう長い文章を読める人自体が少ない。ますます動画の時代になる」という話を聞きました。文字媒体に関

わる私も、科学的なデータをマップやイラストに加工して、多忙な大人たちや動画好き（動画漬け？！）の若い世代にビジュアルで

伝えていく意義を感じています。（ちよ） 

 

 今年は猛暑日が記録的に多くて残暑も長引き、地球気候変動との因果関係が極めて高い大型台風の被害が相次ぎました。海

の生き物たちにも海洋温暖化の影響が及んでおり、九州西岸では海藻が育たずに磯焼けが広がっております。それでも海藻を

餌にするイスズミなどの魚類は、数が減る様子はありません。自然災害であれ人為が明らかな場合であれ，甚大な被害を目の当

たりにすると個人の力に限界を感じることがあります。でも(話が飛躍しますけれど)生物進化が個体の選択を通じて起きてきたよ

うに、日常的にできることを積み重ねていけば世界も変わると信じています。例えば節電やプラスチックの削減でも、個人消費が

大企業の生産を左右しますから、こうした事柄を皆で個人の問題と捉えて行動すれば、無駄に大きな事業を動かして逆効果を招

くこともないでしょう。安倍政権は何につけ｢成長産業化｣という御題目を唱えていますが、それは 60年以上前の発想です。これか

らは日々の生活を支えてくれる｢維持産業｣、たとえば地産地消の勧め、長持ちがする物の生産、再利用や修理可能な品物を使う

ことを主流にしていく方が、未来が開けると思います。｢容器包装の 3R を進める全国ネットワーク｣という運動について、本号の記

事で初めて聞きましたけれど、Reuse, Recycle, Reduceでしょうか。たしか Repairを加えた 4R という記事が、今年の号に掲載され

ていました。できることを少しずつ、薄紙を重ねる思いで、日々暮らしていこうと思います。(西) 

https://coastfish.spc.int/en/publications/bulletins/beche-de-mer
https://www.marinecrisiswatch.jp/mcwatch/
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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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