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「今月の海の生き物」 イソカニダマシ Petrolisthes japonicus  

 甲殻類十脚綱に属し、一見カニ類に見えるが、ヤドカリの仲間の異尾類で、カニダマシ科の 1 種。巨大な左

右の鉗脚を持つが大きさは同一ではない。写真の個体は左の鉗脚を失っている。この種は、捕まえようとする

と後ずさりをして逃げる。鉗脚は簡単に自切する。カニの仲間と違い、外から見える歩脚は 3 対である。第 5

歩脚は退化して甲羅の下に隠されており、歩行には使わず、鰓の掃除などを行う。日本では青森から沖縄まで

の外洋性沿岸の潮間帯岩

礁の転石下などに比較的

多数が生息する。温帯・亜

熱帯の太平洋西部沿岸で

見られ、台湾、香港からも

知られる。体長は左右鉗脚

を含めると約 30~50mm

程度。甲羅の長さは約

10mm。鉗脚を含め体は扁

平で、岩の上を滑るように

移動する。甲羅や鉗脚など

の表面は平滑で棘も毛も

無い。体色は濃い暗褐色で

岩の色に溶け込んでいる。

第 2 触角が非常に長く、カ

ニ類と異なる。雌は腹側に

ピンク色をした卵を抱く。

食性の詳細は知られてい

ないが、水槽などでの観察

によれば、海水中に懸濁し

ているデトライタスやプ

ランクトンを濾し採って

食べているようである。カ

ニダマシ類の発生は、カニ類とほぼ同じようにノープリウス幼生で孵化し、その後、ゾエア幼生、メガロパ幼

生を経て、着底変態する。しかし、カニダマシ類のゾエア幼生は頭胸甲に非常に長い棘を持つ事で、カニ類の

ゾエア幼生から容易に識別できる。 

（東京都伊豆大島にて  瀬戸内千代氏撮影）  

http://e-amco.com/
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わたしたちは現在、何も知ってはいない。 

ただ、私たちは海の深く荒々しいくぼみのなかには、 

わたしたちが解きえたどんなものよりも、 

はるかに偉大な神秘が隠されていることを、感じるだけである。 

 

（レイチェル・カーソン『われらをめぐる海』より） 

 

 

 

1. 海の生き物とその生息環境に関するニュース・情報 
 

 

【全国】 

●シマフクロウとムツゴロウの出会い 

―縁結びの神様「海の生き物を守るフォーラム」こぼれ話― 

 
 2020年 2月 9日に海の生き物を守る会主催のフォーラムが東京海洋大学で開催されました。その時点では、

新型コロナウイルスが今のように広域に広がるとは予想できず、フォーラムは明るい雰囲気の中で多様な話題

が提供され、盛り上がりました。有明海の“惨状”の紹介とその回復には森里海をつむぎ直し、未来を見据え

た確かな人と人のつながりを生み出すことが大事だとの話題提供を、有明海特産魚のムツゴロウに代わって話

しをさせていただきました。これまでの対立や分断を越えて、そうした方向へ踏み出す一つのきっかけとして、

3 月 20 日に有明海と諫早湾（潮受け堤防）を見渡す多良岳中腹において、地元の「多良岳に感謝の会」の皆

さんの全面的なご協力を得て、規模縮小ながら、好天のもと元気がでる植樹の集いを行いました。 

 

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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 このことが、なんと北海道東部厚岸郡浜中町で 30 年以上にわたりご夫婦でシマフクロウの保全活動を粘り

強く続けておられる NPO 法人シマフクロウエイドの菅野さんたちの取り組みとつながったのです。その直接

のきっかけは、海の生き物を守るフォーラム終了後に開催された懇親会で、同法人理事の不破理江さんとたま

たま同席する偶然によります。その席でいろいろ話をさせていただく中で、有明海のムツゴロウを育む植樹祭

のことなどに話題が及び、英名で fish owl とよばれるシマフクロウの保全に、山から海までの流域全体がつ

ながった自然環境が必須との思いの菅野さんたちの取り組みを知ることになり、遠く離れた地域で人知れず続

けられている取り組みが有ることに、お互いが心強く思い、励ましあう存在となりました。 

 

 しかし、シマフクロウは本当に絶滅寸前の鳥ですから、その危機的状態を広く知ってもらうことが重要であ

ると同時に、人々が中途半端な関心で大挙して押し寄せることは避けなければならないとの矛盾の中での取り

組みの厳しい現実を伺い知りました。一方、有明海のムツゴロウは別の意味でなかなか前面に出すことのでき

ない存在にされてしまっているのです。それは、諫早湾潮受け堤防の開門と非開門に市民を分断し、ムツゴロ

ウは開門派のシンボル的生き物だと決め付ける諫早市や長崎県の姿勢によります。「ムツゴロウ育む植樹祭」

とネーミングすることさえ躊躇せざるを得ない厳しく膠着した現実が横たわっています。 

 

 シマフクロウとムツゴロウは、現実には遭遇することのない生き物ですが、それらを大事に思う人々を介し

てつながる存在でも有るとの気持ちを新たにしました。まだまだ収束の見通しの立たない新型コロナウイルス

問題ですが、九州有明海の生き物と地域社会の蘇生への流れを確かなものにする、全国の交流・連携のための

「森里海を結ぶフォーラム」を諫早市で開催し、シマフクロウとムツゴロウが出会う機会を生み出せればとの

思いが膨らみます。タイムリーな催しを実施すること自身はとても大切ですが、それを契機に、新たなつなが

りが生まれ、それらが縦横につながっていけば、いずれ大きな力（流れ）として地面から這い上がってくるの

ではないかと思い、フォーラム効果の一文を寄稿させていただきました。（文責：田中 克） 

 

 

【北海道】 

●小規模の群来続く 北海道日本海側 
 北海道留萌付近でニシンの群来（くき）が見られるようになってきた。5 月 7 日にも観光地である黄金崎の

岩場沖で海が白く濁っている様子が観察された。ニシンの群来で、この場所では 1953 年以来だという。白く

変色した海の範囲は幅 30m 長さ 100m ほどで、付近の岩場の海藻には、ニシンの卵がびっしり産み付けられ

ていた。近い将来ニシン場の復活が見られるかもと期待する人達も。乱獲がニシンの大幅な減少を招いてきた

と言われており、どれだけその反省が生かされるだろうか。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●幸島が陸続きに サルのトラブルに備えて監視 
 宮崎県幸島は、ニホンザルの個体群が棲み、京都大学の研究者らによって長く調査が行われてきた離島であ

る。近年、幸島と対岸の串間市の間に砂州が発達し、干潮時には幸島と陸続きになるほどになった。この現象

は過去にも何度か繰り返されているようだ。幸島に生息するニホンザルが串間市へ移動するなどして、住民や

客とのトラブルが起こることを心配して、串間市では、監視員を配置して監視を続けており、観光客にも注意

を呼びかけている。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●「沖縄ジュゴン訴訟」 二審でも住民が敗訴 
 沖縄防衛局が沖縄県名護市の辺野古・大浦湾を埋め立てて、米軍基地を建設する事業に関連して、日本とア

メリカの住民や環境保護団体らが新基地建設はジュゴンの生存に影響を与えるために、アメリカの国家歴史保

存法（NHPA）に違反するとして、アメリカ国防総省に建設中止を訴えた裁判「沖縄ジュゴン訴訟」の控訴審

で、アメリカ第 9 巡回裁判所は、住民側の敗訴を言い渡した。アメリカ国防省は、沖縄のジュゴンはそもそも

NHPA の保護対象ではないと主張していたが、一審でも控訴審でも保護の対象になると判決したが、国防総

省が基地建設はジュゴンの生態に悪影響を与えないと判断した過程は、非合理とは言えないと判断した。原告

は国防総省が地元との協議を行わなかったことが NHPA に違反しているとも主張していたが、判決では、特

定の団体や個人と協議する義務はないとして、国防総省が間接的な証拠によって必要な情報を得て判断したこ
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とで、国防総省の広い裁量を容認できるとした。原告らは、最高裁に上告するかどうか検討しているが、アメ

リカの最高裁は、審理範囲を限定しており、上告が受け入れられるかどうかは分からない。もし、上告できな

いことになれば、「沖縄ジュゴン訴訟」は、今回の判決が確定判決になる。辺野古の基地建設を止めさせる大

きな可能性をはらんでいた「ジュゴン訴訟」がこのような結果に終わったことで、新基地建設反対運動は、環

境面からの訴えが成功しなかったことになり、運動の転換を求められる。アメリカの法律が沖縄のジュゴンを

守れなかったが、本来なら日本の環境・文化行政が沖縄のジュゴンをどうやって守るかを示すべきだろう。 

（文責：向井 宏） 

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

  

うみひるもクイズ 

Ｑ．次の並びは何を示しているでしょうか？ 

ジュゴン、タツノオトシゴ、ヨウジウオ、イカとタコ、ウミウシ、 

ウミガメ、クジラ、オウムガイ、ウナギ、サメとエイ 

 

Ａ．これだけでピン！ときた方は、相当な「うみひるも」通です。 

答えは、 

 

立川賢一さんの連載、切手シリーズで過去に掲載された海の生き物たちです。 

同シリーズの初掲載は、2012 年 7 月 1 日発行の「うみひるも 101 号」！ 

以下に、初回の導入部分を引用します。 

 

今号から、立川賢一氏による作品「切手に見る『ジュゴンとマナティの生き残る道』」

を、少しずつ紹介したいと思います。この作品は、今年（編注：2012 年）の 4 月に開催

された公益財団法人・日本郵趣協会主催の「スタン プショウ 2012」の「トピカル」ク

ラスに出品され、金銀賞＋特別賞を受賞した作品です。展示作品は、16 枚で構成されて

います。今号から、1 枚ずつを 16 回に分けて連載していく予定です。ご期待下さい。 

連載を始めるにあたって、ご協力いただいた立川賢一氏にお礼申し上げます。 

 

※素晴らしい切手の数々を、バックナンバーからご覧ください。 

 

http://e-amco.com/mailmagazin 

http://e-amco.com/mailmagazin
http://e-amco.com/mailmagazin
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2．サメとエイ切手コレクション （2）   立川賢一 
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オーストラリア・アデレード 

 フリーマントルで幾つかの絵葉書を購入した。それらが示している

のは、いかにオーストラリアが広大な陸かということだった。いろん

な国をジグソーパズルのようにうめこむ方法は面白い。ということで、

次の寄港地まで 4 日もかかって、2020 年 1 月 16 日、南オーストラリ

ア州のアデレードに到着したのはこの日のお昼前。ここでもナンヨウ

スギの巨木が船上からも目に留まる。 

フリーマントルで買っ

た絵葉書 

 ランチを船内で急い

で食べ、いったん下船し

た。午後早くからのツアーに間に合うよう、たった 30 分余りの

時間だが、十分有効に使った。急ぎ足で片道 12 分ほどのところ

にあった港の石組みで、海岸動物を観察できた。この人工の石組

みには小型のイガイ類がマットをつくっていた。日本にも分布

するヒバリガイモドキのようである。この貝にはカイヤドリヒ

ドラ類は入っていないだろう。まわりの石組みには、どこでもお

なじみのフジツボ類やカサガイ類などが見られた。 

港の石組みのイガイ類 

 船に戻った後、バスで 1 時間余りのところにあるクリーランド動物公園に出かけた。標高が 700m 程で昼夜

の寒暖の差が激しく、スコールも降るとのことでカッパを持参した。運よく、ずっと涼しく、とてもいい天気

でたくさんの動物たちが現れてくれた。オーストラリア特産のコアラ、カンガルー、タスマニアデビル、ハリ

モグラ等をまぢかで見れた。ウォンバットは眠っていて出てこなかった。たくさんのカンガルーたちにはエサ

を手で与えられた。特有の爬虫類やクモ類も飼育・展示されていた。日本でも有名になったセアカゴケグモも

いた。この公園付近にはバケツ大ほどのシロアリ塚があちこちにあった。昨年のこの頃の前回航海中、南アフ

リカで初めて見たものが懐かしく思い出された。 

 公園で約 2 時間過ごした後に、アデレード市内の博物館や美術

館等を車窓から眺め、Largs 桟橋があるレストランで夕食。美味い

イカリングの前菜等に続き、厚いサーロインステーキがメインだっ

た。油っこくないので、味はまずまず。そのすぐ前に砂浜が広がっ

ていたので、食事もそこそこに急ぎ足で行った。ナミノコガイなど

の二枚貝がたくさん打ち上げられていたが、桟橋の杭にはイガイ類

は全く付着していなかった。打ち上げ物にさえイガイ類は全くなか

った。桟橋の先端では、地元の方々が魚肉をエサにしたカニカゴを

使って、ワタリガニ類を次々と捕まえていた。食用にするのだそう

だ。その夜、船はメルボルンに向けて出航した。 

砂浜の打ち上げ貝  

3. ピースボート航海記（6）  久保田 信 
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ヒザラガイは藻食？ 雑食？ それとも？ 

 前回、ヒザラガイの消化管内容物からイワフジツボの破片を見つけた話を書きましたが、フジツボ類の殻は

餌にならなくても、肉の部分は栄養になるのではないか？ と、向井代表から尋ねられました。ヒザラガイと

付着生物との相互関係に重点を置きたかったので､詳しく書かなかったのですが､イワフジツボの軟体部は消

化されずに排泄されていましたので､｢ヒザラガイにとっては栄養にはならない｣と書きました。室内水槽実験

で、イワフジツボを付着させたアクリル板に絶食させておいたヒザラガイを這わせて、一日にどのくらい｢食

べる｣のか調べたことがあります。排泄された糞からは、長径 1mm のイワフジツボが丸ごと出てきました。

野外で採集したヒザラガイの消化管や糞からは、フジツボ類以外にも、数は多くはありませんがコビトウラウ

ズガイという微少な巻き貝や、着底間もないイガイ類も出てきました。 

 多板類の雑食性は 70 年くらい前から知られており、組成を調べて報告した論文がいくつかあります。海藻

や珪藻以外に多板類に｢食べられた｣物としては､コケムシ類､カイメン類、ヒドロ虫類など付着動物が目立ちま

す。私が読んだ論文の著者達は､こうした動物質の物は本来の餌ではなくて、たまたま口に入っただけだろう､

と結論づけていました。動物性蛋白質を消化できる酵素を持っているかどうかを調べられると良いのですが､

1920 年代に様々な消化酵素を持っているという論文（入手困難で確認していません）が出て以降､多板類の消

化生理の研究は進んでいません。少なくともヒザラガイに呑み込まれた動物質の物は､原形を保ったまま排泄

されているので､消化吸収はされていないと言えるでしょう。 

 では多板類はみなそうなのか、というと、中には本当の肉食者もいるのです。その代表がババガセ

(Placiphorella stimpsoni)です。ババガセ類は頭部側の肉帯の幅が広く、柔軟な肉質になっています。ババガ

セ類はこの肉帯を持ち上げて、小型甲殻類などが迷い込んできたところを押さえ込んで食べます。ババガセは

低潮帯から潮下帯に住んでおり、数も少ないので、消化管内容物は一度しか観察できませんでした。しかした

しかに、ヨコエビ類の物と考えられるキチン質の抜け殻が、消化管から見つかりました。またババガセ類は他

の多板類とは違って、口の周りにヒダ状の突起を持っています。ヨコエビ類などが隠れ場所と間違えやすいよ

うに適応進化したのでしょう。肉食の多板類はババガセ類以外でも確認されていますが､沿岸に生息する多板

類は基本的に藻食、と考えて良いでしょう。1990 年代になって深海の生物探査の進展により、カイメン類を

食べて穴を掘り住処にしている種や、沈木を食べる種も見つかってきました。海と陸の狭間から深海に至るま

で、多板類の食生活は多様なのです。  

4. 海の生き物たちとの様々な出会い(15) 西濱士郎 
 

「うみひるも」に、ご意見ご感想をお寄せください 
 

便利な投稿フォームはこちら→ https://goo.gl/GjWIjL 

画像や長文は「うみひるも編集部」hirumo@live.jp にお送りください。 

https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
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福島第一原発の事故による海洋汚染 

 前回は、原子力発電に伴うトリチウムの発生とそれの環境放出について書きました。そんな中で、2011 年

3 月 11 日に東日本大震災が発生し、福島第一原発は地震で外部電源をすべて失い、さらに津波の被害によっ

て非常用電源も働かず、3 つの原子炉でメルトダウンを起こしてしまいました。この事故で、どれだけの放射

性物質が海洋に流れたでしょうか。水素爆発により直接大気中に飛び出した放射性物質も、大気から海へ降下

したり、土壌表面などに堆積した後、雨水などで河川に流れ出したりして、最終的には海洋に入りますが、そ

の全量を推定するのは困難であるため、ここでは対象外とします。もちろん、その量はきわめて大量なので本

来なら無視することはできないのですが。 

 放射性物質が海洋に流れ出たのは、主に緊急に給水された冷却水が、様々な箇所から海へ流出することによ

って起こりました。そのすべてが把握されているわけではありませんが、一例として、2011 年 4 月 2 日に福

島第一原発 2 号機の海側縦坑に亀裂があり、そこから海へ汚染水が流出していることが判明し、コンクリート

で止めることが出来ず、おがくずや新聞紙を詰めるなどの対応をしても止まらず、最終的に水ガラスによって

4 月 6 日に止めることが出来たという事実が報告されています。東京電力が発表した水量と濃度から計算する

と、この 4 日間だけで 2 号機から海洋へ流出した放射線物質の量は、ほぼ 330 京ベクレルとなります。京は

兆の 1 万倍です。しかし、東電の発表は IAEA の係数を用いて独自の計算をし 0.75 京ベクレルでした。2 号

機以外からも汚染水が海へ流れ出していたことは間違いありません。それがどれくらいあるかは、報告されて

いません。 

 事故からあと一定期間は、発生した放射性物質の汚染水は、原則として 1～4 号機と集中廃棄物処理建屋の

地下に溜まり続けることになりました。地下に溜まった汚染水の量は、6 月 2 日に東電が発表した報告による

と、合計で 72 京ベクレルとされました。しかし、この時の報告で触れたのは、セシウム 134 とセシウム 137、

ヨウ素 131 だけであり、より有害なストロンチウムなどの放射性物質については測定していません。さらにも

っとも多いと思われるトリチウムはまったく考慮しませんでした。 

 原子炉を冷温停止させるためには、外部電源を導入し冷却システムを復旧させる必要があったため、東電は

地下の汚染水の貯まった場所に作業員を入れ、ケーブルの敷設作業を行いました。この時に測定された地下汚

染水の濃度は、3 号機タービン建屋の地下で、390 万ベクレル/㎤（3 月 22 日）、1 号機のたまり水からは 380

万ベクレル/㎤（3 月 26 日）の高濃度の放射性物質があり、3 人の作業員らは危険なレベルの放射能で被曝し

ました。 

 この地下の汚染水は、原子炉の冷却のための循環系が復活するまで、外部水を導入したため、増え続けまし

た。さらに建屋地下に敷地の山側から地下水が毎日 400 トン以上流入していることもあり、汚染水は増加し続

けました。そこで汚染水対策として、地下の汚染水を汲み上げ、フランスから導入した放射性物質処理装置

（ALPS）で放射性物質を取り除き、処理した水を陸上に巨大なタンクを建設して、そこへ貯留することとし

ました。しかし、ALPS は稼働当初にさまざまなトラブルを起こし、十分放射性物質を取り切れないまま処理

水としてタンクに貯めてしまいました。現在でも処理水にはかなりの放射性物質が高濃度のまま残っているこ

とが東電の報告でも明らかになっています。また、トリチウムについては、ALPS でもまったく処理できず、

「処理水」には高濃度のトリチウムが含まれたままです。今問題になっているのは、この「処理水」を大気ま

たは海洋放出することを巡る問題なのです。（つづく）  

5.海の放射能汚染（「トリチウム水の海洋放出」で考える）④   
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6.「有明海と三陸の水辺から」田中 克【追加寄稿】 

フィリピンネグロス島に見る森里海をつなぐ実践 

 筆者が京都大学フィールド科学教育研究センター（フィールド研）の立ち上げに関わり、森から海までの多

様なつながりを明らかにし、崩した自然や社会を再生させる流れを生み出すまでを視野に入れた統合学「森里

海連環学」を提唱したのは 2003 年でした。当時、東南アジアにモデル的な流域を定めて、研究教育を展開す

るフィールドを探すためにタイを中心に数度の予備調査を行いました。しかし、すぐに展開できるフィールド

や共同できるカウンターパートを定めることができずに、断念することになりました。 

 一方、研究・教育の展開ではなく、暮らしや地域創生に関わる森里海をつなぐ実践が、フィリピンネグロス

島で進められているのです。その主役は国際環境 NGO イカオ・アコの倉田麻里さんで、フィールド研の修士

課程で森里海連環学を学び、イカオ・アコに就職されました。すぐに専門職員としてフィリピンネグロス島の

シライ市に赴任され、10 年以上にわたりプロジェクトリーダーとして、流域の人々と暮らしをともにしなが

ら、地域の暮らしの改善や環境意識の向上に取り組んでこられました。 

 認定 NPO 法人シニア自然大学校が開設する「地球環境自然学講座」では、2018 年に倉田さんに「フィリピ

ンにおける森里海連環学の実践」と題して講演いただき、シライ市の流域での取り組みを実際に見聞する現地

観察会を 2020 年 1 月に実施しました。倉田さんたちの取り組みの出発は、東南アジア各国で大きな問題とな

っていた陸と海を結ぶマングローブ林の大規模な消失問題で、地元で 1990 年前後より進められてきたマング

ローブ林の再生活動を支援する取り組みでした。 

 当地では、バンゴス（サバヒー：milk fish）の養殖池造成のためにマングローブ林が大規模に伐採されてき

ましたが、災害の軽減、漁業の復活、エコツーリズムなど、地域の持続的な暮らしのために、養殖池の前面に

マングローブの植林を続

け、広大な森が復活し（写真

１）、沿岸の小規模漁業やカ

キ養殖を育んでいます。私

たちも、足を潟泥にとられ

ながらハマザクロなどのマ

ングローブの植林を体験さ

せてもらいました。その周

辺の潟泥を掬うと数種の二

枚貝がたくさん採れ、有明

海では激減したミドリシャ

ミセンガイの仲間（種名は

不明）も簡単に採集できま

した（写真２）。河口域にお

けるマングローブの植林に

は、上流の住民や流域の高

校生など若い世代の参加を

図り、流域一帯の価値観を

広めつつあります。 

                写真１ 復活したマングローブ林とその沖で営まれる小型定置網漁業 
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写真２ マングローブ林の干潟に生息する無

数の腕足類シャミセンガイの仲間 

 

 

写真 3 熱帯高地でのカカオの植林を地域の

人々と共に進めたシニア自然大学校の皆さん 

 

 標高 700m 前後バタッグ村の

熱帯高地ではカカオの小規模栽

培、有機栽培農業、木工品、エコ

登山、テラピアの養殖など小さ

な多面的な収入の道を広げる

Integrated Forestry の取り組み

が続けられています。多くの子

供達が元気に走り回り、住民の

明るい笑顔に触れ、経済大国を

必死に追い求め“笑顔をなくし

た”日本とどちらが幸せかとの

思いに至りました。各家庭の庭

には大量の、しかもその多くは

子供達の衣類の洗濯物が並ぶ様子に感動さえ覚えました。私たちも、カカオの苗木の植林に参加し、数年後に

実がなるのを見に来たいねとの会話が飛び交いました（写真３）。 

 ネグロス島は、フィリピンの基幹産業の一つであるサトウキビ生産の 6 割を占め、平地のいたるところにサ

トウキビ畑が広がっています。しかし、環境上の問題だけなく、従事する人々の暮らしも厳しく、里域で人々

が生きる道として有機農作物栽培の道を開く現場を視察することができました。ここでも小規模、多品種栽培

を基本にいろいろな工夫がなされ、それを中心的進めているロドリゴさんは、「自分が作った有機野菜しか食

べません。一切病気にかからず、家内ともどもこのよう

に元気いっぱいです。孫達も、都会から戻ってきて有機

栽培農業をついでくれ、幸せです」と満面の笑みで話さ

れました（写真４）。 

 フィリピン版の「森は海の恋人」ともいえるネグロス

島での森里海を結ぶ取り組みは、「森里海連環学」が、東

南アジアに普遍化しうる実学でもあることを証明しつつ

あり、今後の展開がますます期待されます。 

写真 4 有機栽培を進める 

ロドリゴさん夫妻と倉田麻里さん（右）  
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第 1号（上） 

から 

第 2号（左） 

は内容倍増！ 

 

 

※各号の目次 

7.「海の生き物を守る会」の活動について 

 新型コロナウイルスの拡大で、予定していた海の生き物を守る会の野外活動は、すべて延期または中止にな

りました。現在活動をしているのは、「うみひるも」の発行と、下記の「わだつみ」の編集作業のみです。 

早くコロナウイルス騒ぎが収まり、野外活動を再開できるよう準備していきます。再開の折には、ぜひご参加

ください。 

 

 

あなたが苦労して集めたデータ、ムダに埋もれていませんか？ 

「わだつみ 海の生き物情報誌」第 3 号 原稿募集中！ 
 

 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」を 2019 年 1 月に創

刊し、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 

 さらに次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。あなたが昔苦労して集め

た海の生き物のデータ、どこにも発表しないでムダに埋もれていませんか？ 発表しなければ、データは無か

ったことになってしまいます。あなたの苦労も水の泡。「わだつみ」は、データを公表するための情報誌です。

論文の体裁など気にすることも不要です。ぜひデータを公表することで、少しでも海の生き物の研究知見を

増やしてください。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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創刊号表紙 

  

http://9765145552aa0409.lolipop.jp/wp-content/uploads/pdf/wadatsumi001.pdf
http://9765145552aa0409.lolipop.jp/wp-content/uploads/pdf/wadatsumi002.pdf
http://e-amco.com/
http://e-amco.com/
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。 

 

沖縄県が埋立用材搬出予定地の 

外来生物調査結果を報告 

 沖縄県は土砂条例で、沖縄県に持ち込まれる土砂に特定外来生物が混入していた場合は、土砂持ち込み

を差し止めることができる。そのために、辺野古新基地建設のための埋立用土砂の搬出予定地の外来生物

情報を調査し、その結果を今年 2 月に報告した。沖縄防衛局は、埋立用土砂は沖縄県内で充分供給できる

としているが、県外からも土砂を供給できるように、県外の土砂供給可能量の調査を行っており、沖縄県

内だけで土砂供給できるというのは本心ではないと考えられる。沖縄県自然保護課の報告で明らかになっ

た主な点は以下の通り。 

 

（北上田さんのブログ https://blog.goo.ne.jp/chuy/e/f5c55af05b1f08e8773633f00d7351c4 より） 

 

 2015 年の調査では対象外来生物は特定外来生物等に限られていたが、今回の調査では沖縄県対策外

来種についても調査したので、調査対象は大きく増えた。たとえば特定外来生物ではないが、沖縄県

対策外来種であるアメリカハマグルマ、外国産カブトムシ、ヤンバルトサカヤスデ、ホソオチョウ等

の侵入リスクが高いことが分かった。 

 現在の土砂条例は、対象を特定外来生物だけにしているので、これらの沖縄県対策外来種は規制の対

象にはなっていない。昨年、土砂搬出反対全協は、土砂条例の対象を沖縄県対策外来種リストの生物

も含めるよう条例改正を陳情したが、今回の調査結果でもその必要性が高いことが明かになった。 

 2016 年 3 月にヒアリ等 32 種が特定外来生物に追加指定されたので、それらも調査対象とした。 

（ヒアリは北九州港等に生息。また、以前の調査で確認できなかった特定外来生物（アカカミアリ等）

の生息状況・対策が分かった）。 

 今後、県内だけではなくストック量が極端に多く、また距離も近い鹿児島県（含奄美大島・徳之島）

からの土砂搬入の可能性が高い。鹿児島県の外来生物の分布状況が特に重要である。 

 

 

  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。 

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 判で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 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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8. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 
 

【中四国】 

◆磯の生き物観察会＆アカテガニの出産を見守る会 
 上関町田ノ浦には多様な海生生物が生息しています。またアカテガニの出産場所でもあります。 

夏の大潮の 1 日、 海の様々な生き物の姿を観察しましょう。 

日時：2020 年 7 月 18 日（土）11:00 集合～21:00 解散 

集合場所：上関まるごと博物館（上関町室津 1057） 

日程：白浜港出港→田ノ浦 

参加費：5000 円 

問い合わせ：090-8995-8799 

主催：上関の自然を守る会 

https://kaminosekimamoru.jimdofree.com/ 

 

 

◆磯の生き物観察会 海の日 IN 牟岐 
 海の絵本「読み聞かせ会」・海岸生物観察会・マイ水族館づくりなど 

日時：2020 年 7 月 23 日（木）11:00～14:30 

場所：モラスコむぎの前浜（松ヶ磯）（徳島県海部郡牟岐町） 

参加費：無料 

問い合わせ：0884-72-2520 

主催：NPO カイフネイチャーネットワーク 

 

 

【九州】 

◆2020 鹿島七浦海岸干潟の観察会 
 日本一のシギ・チドリ類の飛来を誇る有明海の干潟では、それら野鳥の餌となる豊富な生き物たちが、食

物連鎖の環の中で、日々、命のドラマを繰り広げています。 

潮風の中、干潟の生き物たちとの触れあいは如何ですか。 

日時：2020 年 7 月 26 日（日）9:00～12:00（集合 9:00） 

場所：七浦海岸（佐賀県鹿島市大字音成甲 4427-5） 

参加費：無料 

問合せ：090-8391-8077（猿渡） 

主催：ネイチャー佐賀 

e-mail: bravery.reaf47@gmail.com 

 

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

9．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。 

 

https://kaminosekimamoru.jimdofree.com/
mailto:bravery.reaf47@gmail.com/ネ
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10．編集後記 
今号から冒頭のニュース欄がニュース・情報欄となりました。全国ニュースとして田中先生にいただいたご寄稿文を掲載しており

ます。皆様もお気軽にご投稿ください。私は今号の余白に唐突ながら「うみひるもクイズ」を入れてみました。これからも気まぐれ

に箸休め的な何かを入れていけたらと思います。と言いつつ本当は、是非そこに、いろいろな方のご意見やご感想を掲載したい

と願っております。投稿フォームに使い勝手の悪いところがあれば、それも投稿フォームから（笑）こっそりお教えください！（ちよ） 
 

 5 月も半ばになり、野外では紫外線が日を追う毎に強くなってきました。先日、長崎市内の岩礁海岸を歩いて、海藻類の生育状

況を観察したのですが、昨年の秋に相次いで接近･上陸した台風の影響でしょうか、海藻はもとよりカキ類など付着動物も打撃を

受けていました。しかし波当たりの陰になる場所では、カサガイ類数種がたくましく生き残っていましたし、新規加入と考えられる

小型個体も沢山見つかりました。冬の間の運動不足のため、翌日は筋肉痛に悩まされましたが、海の生き物たちを直に見るのは，

とても気持ちが良いです。紫外線と熱中症への対策をして、身近な海岸で生き物を観察しましょう。野外観察と感染症予防は、工

夫次第で両立できます。どうやって? それはみなさん各自で考えてください。私が行った場所は、昔から人気の無い、とても不便

な海岸でしたので、あまり参考になりませんね。(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

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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