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「海の生き物を守る会」メールマガジン No. 254 2020. 1. 16（木） 
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「今月の海の生き物」 ハマササゲ Vigna marina  

 マメ科のつる性多年生草本。海岸の砂浜に多く見られる。アフリカ中部が原産といわれ、熱帯地方に広く分

布する。日本では屋久島以南の琉球列島のほとんどの島の砂浜海岸に生育している。野菜として育てられてい

るササゲに似て、砂浜に自生することから、ハマササゲと名前が付けられたが、食用にはならない。茎は 1～

2m ほどに伸

び、葉は 3 枚

で一つの葉を

形成する複葉。

4 月から 11

月にかけて葉

の腋から伸び

た 15cm ほど

の柄に黄色い

マメ科特有の

花を総状に咲

かせる。莢は

円柱形で、最

初は緑色だが、

熟すと黒くな

る。中には

5-6 個の種子

が入っている。

地面を這って

砂を安定化させる作用があるため、砂防用に導入されたものが自生するようになった。シジミチョウ科のウラ

ナミシジミやオジロシジミなどの食草として知られる。春先には多くのシジミチョウが花の周りで飛び交う姿

が見られる。別名ハマアズキともいう。よく似ている種に、小葉が細長く、莢に 9 個の種子を持つナガバハマ

ササゲがある。 

（奄美大島用安海岸にて  向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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1.「海の生き物を守る会」の活動について 
 

 

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、今年は以下の要領で実施しま

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」 
 

 

 

 

いよいよ来月です！ 

 

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 
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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） 

 

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） 

主催：海の生き物を守る会・日本自然保護協会 

後援：日本湿地ネットワーク 

 

 

気候変動は待ったなし 「大人の責任だ」 

自分の生活を変えることから始めよう（その3） 
 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。自分の生き方、生活を変えることから地

球温暖化を少しでも遅らせることができるかもしれません。寄せられたアイデアをもとに 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、ぜひ事務局までお知らせください。hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

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？ 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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前号に続いて、これまでここで紹介していない知人から送られてきた個人的な対策を以下に紹介します。みんなで地

球温暖化＝気候変動を防止できることを考えてみましょう。 

・生ごみは、プランターで土と混ぜ堆肥にし、ごみとして出さない 

  （近いうちに、ミミズコンポストを使おうと思っています） 

・なるべくヘアードライヤーを使わない（冬は使います） 

・ご飯はご飯用の土鍋で炊く（電気炊飯器は捨てました） 

・パンは、ガスコンロについているグリルで焼く（オーブントースターも捨てました） 

  電気はなるべく熱源として使わない方針なので、電気ポット、ケトルなども使いません 

・トイレの暖房便座は使わない。 

・トイレの水は、なるべくおふろの残り湯で流す 

・ふきん、タオル類、自分の服はなるべく手洗いする（大きいもの、夫と息子のものは洗濯機） 

  手洗いすると、洗濯機がいかに水をたくさん使うか実感します。 

・食器はなるべく洗剤を使わず水/お湯で洗う（汚れがひどいときは、セスキ水か重曹を使う） 

・衣類だけでなく、なるべく物を買わないようにする 

・煮たきに「はかせ鍋（保温鍋）」を使って、ガスを節約。 

  はかせ鍋 https://www.furaipan.com/kaigi/12/0410.shtml 

・アクリル衣類の繊維（マイクロファイバー）が下水→海に流れていくのを減らすように、新しく買う場合、

衣類は天然繊維のものを選ぶ。同じ理由で食器洗い用のスポンジたわしを綿の布に変えました。 

 

 などです。 ”なるべく”が多いのですが、あまり厳格にしない方が続けやすいと思っています。 

 

 

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。会員で欠席されるかたは、事務局までに委任状をお送りください。

委任状の様式は問いません。 

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。 

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」２号を発行！ 
 

 

 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、そして、今年 1 月 15 日に第 2 号を発行しました。多くの投稿があり、第 2 号は創刊号の 2 倍

のボリュームになりました。 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 

 

https://www.furaipan.com/kaigi/12/0410.shtml
http://e-amco.com/
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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、 

海の生き物に関するニュースやイベント情報を募集しております。 

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 

 さらに 3号の原稿も募集しています。原稿が集まり次第、第 3号を発行します。 投稿要領は、「わだつみ」

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 

 

 

 

 

 

 

 

現在まで331枚、180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331枚の調査票が寄せられ、全国180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、福島の東北4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。 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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。 

 

防衛省、沖縄県内から埋立て用土砂全量調達を検討？ 

どの故郷にも戦争に使う土砂は一粒もない （一部抜粋） 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会共同代表  阿部悦子 生駒研二 大谷正穂 

 

 沖縄防衛局が12月25日に開催した第３回技術検討会で、辺野古新基地建設のための埋立て用土

砂や海砂について、「必要量を県内から調達することが可能」と説明したことが明らかになりました。 

■沖縄や本土の声が、政府追い詰める力に 

 私たち辺野古土砂全協は 2015年設立以降、「どの故郷にも戦争に使う土砂は一粒もない」を合言

葉に、西日本各地からの埋立て用土砂採取・搬出に反対する活動を続けてきました。沖縄県外から土

砂を持ち込めば、外来生物混入の可能性が極めて高く、沖縄独自の生態系と生物多様性を損なうと

の訴えに対し、防衛省は過去4回の交渉時にも有用な外来生物対策を示すことは出来ませんでした。 

 沖縄県も 2015年、通称「土砂条例」を制定し、行政・議会ともに沖縄特有の生態系・生物多様性の

保全に心を砕いてきました。辺野古土砂全協では、新基地建設のために県外から大量の土砂持込み

の強行を許さない署名活動を行い、昨年 6月 10日に 61万余筆の請願署名を国会に提出しました。

■分断？ 利益誘導？ 

 そんな中、沖縄島内で埋立て土砂を全量調達する可能性を示した防衛省は、辺野古新基 

地建設の工事を引き続き強行するために、沖縄と全国の「一体的な」反対の声を分断しよう 

としているように見えます。また、政府自民党が、今年 6月に予定されている沖縄県議選を 

有利に闘うため県内に打った利益誘導の布石だという見方もあります。 

■揺るぎない活動を継続 

 しかし、もし沖縄県内からの「全量調達」を許せば、沖縄の海も山もさらに甚大な環境破壊が進むこ

とは必至です。大浦湾・辺野古の生物多様性の宝庫はつぶされます。沖縄近海にのみ生息し絶滅に

瀕したジュゴンは、さらなる苦境に追い込まれるでしょう。本部町、名護市の採石場の山々は、既に元

の姿を想像できないほど破壊が進行しています。これ以上の環境への負荷を沖縄県に押し付ける結

果となる「沖縄県内全量調達」は、西日本各地からの埋立て用土砂採取・搬出と同様に決して許すこ

とができません。 私たちは、政府が強行する辺野古埋立てを、戦争につながる行為として拒否し、生

物多様性の危機をさらに深刻化させる国家による未来に対する犯罪として、絶対に許すことはできま

せん。辺野古土砂全協として今後も、沖縄と全国の連帯で辺野古埋立てを止めるために、揺るぎなく

活動を継続していきたいと思います。     ２０２０年１月３日 

 

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


 

7 

 

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 （10）   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。 

3. 海の生き物とその生息環境に関するニュース 
 

【中四国】 

●鳥取県気高町浜村で砂浜の侵食が進む 
 鳥取県気高町浜村の砂浜海岸の侵食が進み、背後を通る国道 9 号の斜面が崩落している。そのため、波打ち

際に土嚢を積む作業が行われており、国道の片側 2 車線区間の一部で通行規制が行われている。浜村地区の海

岸は、冬になると日本海の高波が続き、侵食が進んでいるとされる。しかし日本海の高波は昔からあり、侵食

が進む原因は他にあるはずである。真の原因を把握して対策を取らなければ、このような事態は今後も続くだ

ろう。（文責：向井 宏） 
 

【沖縄】 

●恩納村沖の深海で珍しいハゼを発見 新記録 
 沖縄県本部の沖縄美ら島財団が、恩納村渡良垣沖の水深 214m の深海において無人探査機で調査中にオオク

マサカガイの空き殻から発見したハゼが、国内で初記録の珍しい種であることが判明した。研究したのは同財

団と沖縄科学技術大学院の共同研究チーム。ハゼは、全長が 2.5cm の小型で、体全体が黄色く、尾びれの付け

根だけにウロコがある特徴的な形態で、その色からオオハマボウ（ユウナ）の花の色にちなんで、ユウナハゼ

と命名された。この種の発見は世界で 7 例目と珍しい種である。（文責：向井 宏） 

 

 

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

4. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 

 

【関東】 
◆観音崎公園 冬のバードウォッチング 
 観音崎の海岸・照葉樹林・草原で冬鳥を中心にバードウォ

ッチングをしましょう。カモ類・ウミウ・ノスリ・アオジ・

アカハラ・シロハラなどが見られます。 

 

日時：2020 年 1 月 25 日（土）10:00～13:00 

集合時間：朝 10:00  ※雨天翌日 

集合場所：鴨居 八幡神社前（浦賀駅より観音崎行バス 8 分、 

鴨居バス停下車）浦賀駅より 9:32、9:52 の観音崎行バスあり 

定員：30 名（申し込み順）  

対象：一般（小学生以下は保護者同伴）  

参加費：500 円  

講師：観音崎自然博物館 学芸部長 山田和彦 

主催：観音崎公園指定管理者 観音崎公園パートナーズ 

持ち物：はきなれた運動靴、昼食、飲み物、あれば双眼鏡 

★申し込み：電話にて参加者全員の氏名・年齢・住所・電話

番号をお知らせください。保険加入手続きのため、 

1 月 21 日までにお申し込みください。  

問い合わせ先：観音崎自然博物館〒239-0813 神奈川県横須

賀市鴨居 4 丁目 1120 番地 tel 046-841-1533 
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◆学習会「ALPS 処理汚染水のこれから-置き去りにされた陸上保管案-」 
 

日時：2020 年 1 月 22 日(水)11:00～13:30 

場所：衆議院第二議員会館第 8 会議室 

参加費：無料 

定員：40 名（事前申込みが必要） 

★申し込み先： 

http://forms.gle/L9xcwXNa8y3dHtix9/  
 

共催：FoE Japan, 原子力資料情報室、 

グリーンピース・ジャパン 

協力：原子力市民委員会 

 

 

◆海の体験コーナー 

「海藻おしばを作ろう」 

       千葉県 海の博物館 

 
日時：2020 年 2 月 8 日（土） 

11:00～11:20、13:30～13:50 

会場：千葉県立中央博物館 海の博物館 

対象：どなたでも 

（小学生以下は保護者同伴） 

人数：各回先着 6 名 

料金：材料費 50 円／人 

 

 

【九州】 
◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
 

日時：2020 年 1 月 25 日（土）15:00～17:00 

集合場所：和白干潟海の広場（東区和白 4 丁目）駐車場なし、西鉄唐の原駅徒歩 5 分 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 

連絡先：電話 090-1346-0460（田辺） 

 

 

 

http://forms.gle/L9xcwXNa8y3dHtix9/
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5. 動物の親子を詞で知ろう（17） 久保田 信 

※編注：今回は編集担当の手違いにより、申し訳ございませんが、 

当シリーズ名物の「歌詞」がない番外編となっております 

 

 

地球の住民たち 一生浮遊生活の クシクラゲ（有櫛動物門） 

――門の特徴をすてた変わり者、クラゲムシ 

 

 太陽の光を受けて虹色にきらめく櫛板（くしいた）を小刻みに動かし、ゆるやかに遊泳するクシクラゲの仲

間です。櫛板は有櫛動物門のトレードマークで、一見してこれをもつことで刺胞動物門のクラゲと区別ができ

ます。 

 櫛板は運動器官なのですが、驚くべきことに繊毛（せんもう）を束ねたものなのです。これは、多細胞動物

では最大の繊毛なのです。櫛板の各パ－ツはうすいセロファン紙のような短冊形で、これが地球の子午線に沿

ったような位置にずらりと並列して櫛のようになっています。 

 櫛板の根元には感覚器が 1 個あり、ここで櫛板の波打ちをコントロ－ルしています。櫛板の列の数は、丁度

8 本なのですが、これは軟体動物に所属するタコの腕の数やヒザラガイ類の貝殻の数、あるいは刺胞動物門八

放サンゴ類の触手数と不思議な一致です。 

 有櫛動物門の体と同じようなつくりの

刺胞動物門とあわせて腔腸（こうちょう）

動物門として以前はまとめられていまし

た。その特徴は、二胚葉性で、口は肛門

ともなっており、消化循環系が体じゅう

に水路のように規則的にはりめぐらされ

ているというものです。加えて卵割がハ

－ト型です。 

 しかし、クシクラゲ類の卵は、刺胞動

物門とは異なり、モザイク卵の代表とし

てよく知られています。モザイク卵の特

徴は、初期発生時に卵を人工的に切り分

けると、それぞれの断片からすべての体

をつくることができずに、部分的につく 

れるだけで全体をつくりなおす調節がき 

かなくなっている点です。 

 クシクラゲ類はどの種も雌雄同体です。雄であって雌でもあります。成体の姿は多種多様ですが、どれほど

変わったものでもみな同じような幼体時代を過ごします。キデｲッペ幼生というフウセンクラゲ型の幼体です。

一方、小さく細長いメロンのような姿のウリクラゲは幼体の時から触手をもたず、体型も生涯そのままでただ

触手のないウリクラゲは他のクラゲ

を飲み込んで食べてしまう 
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大きくなってゆくだけです。ウリクラゲは触手がないので、エサを捕える方法はダイナミックなやり方をとり

ます。口を、がま口のようにぱっくりあけて、他のクラゲをすばやく飲み込み食べてしまいます。 

 有櫛動物門は一生浮遊性で、ゼラチン質のぷよぷよした透明な体で海中を漂うプランクトンです。肉食性で、

刺胞動物門のクラゲと同じような生活を送っています。港の岸壁湾で普通に見られる、手のひらサイズのウリ

クラゲやカブトクラゲが代表です。大体が透明かうすい乳白色ですが、ピンク色や深海には黒や赤のクシクラ

ゲが生息しています。 

 有櫛動物門には驚くべき異端児がいます。門の特徴である櫛板を成体になるとすっかりすてさって、体型を

ぺちゃんこにしてゼラチン質をなくしてしまったものがいます。つまり、プランクトンをやめて海底でくらす

ベントス（底生生物）になったものです。それはクラゲムシの仲間で、浅海底の石の裏側にべったりはりつい

ていたり、八放サンゴ類の間にかくれひそんでいたりします。一見するとプラナリアのように見えますが、カ

ブトクラゲのように一対の櫛状の触手をもっているのでこの仲間だとすぐわかります。1 個の感覚器も頭頂に

あります。 

 有櫛動物門の触手には膠胞（こうほう）という細胞が変形し、先端にとりもちをつけたばねじかけの餌の捕

獲装置がつまっています。刺胞に対比できるものですが、毒針や毒液はいっさい含まれていないので刺される

心配はありません。 

 

 

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

 

 

 

 

 

ヒザラガイの帰家行動 

 卒論ではドロアワモチをあきらめて、潮が引いた磯でヒザラガイを扱うことにしました。ヒザラガイは 8 枚

の殻を背中に持っており、殻の周囲は肉帯とよばれて、短い棘がみっしりと生えています。肉帯は柔軟で、岩

の表面に自在に合わせて体を密着させています。生活型が似ているカサガイ類は、傷を付けずに採集するのが

難しいのですが、ヒザラガイは肉帯が柔軟であるため、傷めずに採集することが出来ます。扱いやすいことも、

ヒザラガイを研究材料に選んだ理由でした。それに加えて、沢山いる物の方が扱いやすいだろう、と、とっか

かりの動機は単純、というよりも不純でした。ところがヒザラガイは、たやすい生き物ではなかったのです。

余談ですが、ヒザラガイを含む Liolophura 属は他のいくつかの属とともに、1986 年にアメリカの研究者が

Acnathopleura 属に統合しました。1990 年以降、現在まで、日本で発行された海洋生物や貝類の図鑑では

Acanthopleura japonica とされています。しかし 2006 年にヨーロッパの研究者達が出版した分類学のモノグ

ラフでは Liolophura japonica に戻されており、世界中の海洋生物の学名データベース World Register of 

Marine Species（WoRMS）も同調する研究者が多板類を担当したので、Liolophura を有効名としています。

多板類は軟体動物門の進化を考えるときに重要な位置にあり、最近では分子系統学や古生物学での新しい発見

もあって注目されていますので、今後また、変更されるかもしれません。 

6. 海の生き物たちとの様々な出会い(7) 西濱士郎 
 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=386278
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 まず私が飛びついたのが、｢帰家行動｣でした。潮間帯の生物には夜行性のものが多いのですが、日中に張り

付いている場所から夜間に餌を食べに出かけて、元いた｢家｣にぴったり戻るという帰家行動は、巻貝の仲間の

カサガイ類で古くから知られていました。長年通い続けた｢家｣は、貝の大きさに合わせて次第に広くなり、岩

の表面に痕が残ることもあります。ヨーロッパやアメリカ、日本でも研究事例が沢山あり、当時はいろいろな

仮説がありました。カサガイ類の帰家行動については奈良大学の岩崎敬二さんが、東海大学出版会から出てい

る奥谷喬司編『貝のミラクル』に分かり易くて楽しい解説を書かれています。また同じシリーズの『貝のパラ

ダイス』もお薦めします。おおざっぱにまとめると、這い痕の粘液を目印にして、来た道を引き返すようにし

て戻る、trail following 説が、ほとんどのカサガイ類に当てはまるようです。しかし、円弧を描くように戻っ

て来る、つまり這い痕をたどらないものもいます。侵入者から｢家｣を守るものがいる一方で、帰家行動をしな

い種もいます。｢家｣の周辺に好みの海藻を選んで育てるものもいて、生物進化の目から見ると、帰家行動には

まだ謎が残されています。保全生物学の目から見ると、彼らが｢家｣を確保できるように、生息場所を保全する

ことは必須でしょう。護岸壁に工夫をして、潮間帯の生物多様性を高めようという試みがありますが、オース

トラリアでの研究によると、Siphonaria denticulata という有肺類のカサガイは、自然岩礁に比べて護岸壁で

は小型になり産卵数も減るという例が報告されています。 

 多板類では 1960 年代後半に、オーストラリアの研究者がまとまった報告を出していましたので、種は違え

ども同じ現象があるのではないか、と、私もヒザラガイ相手に取り組んでみました。行動を記録するには、個

体識別をする必要がありましたが、岩の裂け目などに潜り込んでいる個体にはマーキングが上手く行きません。

大学 4 年の後半、10 月に入り大潮の引き潮が夜になり、ようやく夜間に動き回っている個体に印を付けられ

るようになりました。昼間はいろいろな場所に隠れているヒザラガイが、夜になると開けた場所に出てきます。

場所によっては足の踏み場に困るくらい沢山いて、壮観と言っても良いほどでした。なんとか個体識別をして、

昼間の居場所を大潮毎に観察してみると、印を付けてから一年以上にわたって同じ場所で見つかるものから、

毎日場所を変えるものまで様々でした。動き回るヒザラガイの位置を記録してみると、帰家行動をする場合に

も這い痕をたどるものも、そうでないものもいて、帰家率（帰宅率？）は 4 割ほどでした。その後、屋内水槽

で実験的な観察をしてみました。スレート板に碁盤の目を書き込み、板の真ん中に｢家｣の代用になる構造物を

貼り付けてヒザラガイを這わせて、板を水槽から上げ下げすることで擬似的な干満を再現してみました。24

時間以上ヒザラガイの行動を記録したところ、あつらえた家に帰るものもいましたが、スレート板を水槽に吊

すロープに身を寄せて動かないものもいて、良く言えば個体毎に個性がある事が分かり、悪く言えば実験は失

敗。どうやらヒザラガイは日中に干上がっている間に、身を寄せる場所があれば何でも良かったようです。 

 奄美以南のインド･西太平洋海域に広く分布する熱帯産のオニヒザラガイ（Acanthopleura gemmata）は、

比較的柔らかい石灰岩の窪みに、かなり高い割合で帰ってきます。50 年前のオーストラリアでの研究例も、

1980 年代にイタリアの研究者達がソマリアで調べた例も、場所は離れていますがオニヒザラガイでした。ソ

マリアの研究では、同種間、あるいは近縁種間で｢家｣を取り合う行動も観察されています。多板類でもカサガ

イ類と同様に、這い痕の粘液が重要な鍵になっていました。学名が何であれ、潮間帯の磯に住む多板類には、

世界共通の習性があるのかもしれません。 

 私は今、天草の対岸の長崎で暮らしていますが、磯の生物相はヒザラガイに限らず、ずいぶん違います。こ

れは単に場所による違いなのか、それとも 30 年前と海洋環境が変化したのか、海岸をめぐる地域情勢が変わ

ったためなのか分かりません。機会があればもう一度、天草の岩礁に行き、ヒザラガイの生息状況と、夜の観

察をしてみたいと思っています。たやすい生き物ではない、と冒頭に書きましたけれど、それは行動だけでは

ありません。天草での現状をもう一度見てみたい理由も含めて、続きはまたの機会にお話ししましょう。 

 

 



 

14 

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 
今号のニュース原稿を読んで、「尾びれの付け根だけにウロコがある」ユウナハゼが気になり、検索してみました。ウロコまで定か

に見える写真ではないものの、可愛いらしい黄色いハゼの姿を愛でることができました。西濱さんと私は同時進行で遠隔で編集

作業を進めていますが、西濱さんの編集後記を私は読者の皆様より一足お先に、うみひるも発行前に拝読できます（全原稿を誰

よりも早く読みたい方は、是非ご一緒に、編集担当をやりましょう！）。読んで早速、ハチビキと、その赤い刺身をネット検索したこ

とは言うまでもありません。いかにも深い所に住んでいそうな色とお顔にホッホォーと見とれました。お初にお目にかかる生き物に

は、写真でもワクワクします。それにしても、ほんの数秒で見たい生き物にアクセスできてしまう便利さよ。苦労して探した分厚い

図鑑を、ひたすらめくった時代と、なんという違いでしょう。本来なら編集担当として、ネットで見つけた画像を掲載して皆様と共有

すべきところですが、多くの写真が著作権で守られていて無断で流用はできません。あまりに簡単に検索できてしまうから、もしや

各自で見てくださるかも？と頭をよぎるのも正直なところ。これって、昔の編集者には考えられない怠慢ですね。反省……。（ちよ） 
 

 年末に里帰りをしたときに、関西に転勤していた親戚から｢ハチビキという魚を知っているか?｣と尋ねられました。スーパーの鮮

魚コーナーで、その真っ赤な姿と、芯まで赤い刺身を見て驚いたというのですが、私は初耳でした。手近な図鑑で調べてみると、

スズキ目ハチビキ科という分類群があり、世界中で 3属 17種が報告されていました。ハチビキは南方系の深場の魚で、水深 100

から 300 メートルに生息しており、釣りや巻き網で獲るそうです。関西ではそれなりに食べられていたようですし、長崎でも水揚げ

されているらしいのですが、私はまだ見たことがありません。もしかすると目にしていたかもしれませんが、鮮魚売り場では魚より

も、貝やエビ･カニ、ナマコに目が行ってしまいます。(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 

ボランティアも大募集 
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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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