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「今月の海の生き物」 ゼニガタアザラシ Phoca vitulina stejnegeri   

 ゼニガタアザラシはアザラシ科ゴマフアザラシ属に属する海棲哺乳類で、太平洋から大西洋まで広く分布す

る。その中で 5 亜種が区別されており、西太平洋には P. v. stejnegeri が分布し、日本に唯一定住するアザラ

シ類はこの種である。日本では北海道の襟裳岬にもっとも多く、大黒島周辺や根室半島などにも生息している。

ゼニガタアザラシの名前は体表面に銭形の斑紋があることから付けられた。この亜種は、他の亜種と比べて体

表面の色が比較的黒い部分が多いのが特徴である。体長は約 1.5m。かつて肉や毛皮を利用するために大量に

狩猟され、日本では

1970年頃、約 350 頭

まで減少し絶滅に

近づいた種である

が、近年の保護政策

で個体数は徐々に

増加している。2015

年には絶滅危惧種

の指定を解かれた。

一方数が増えたこ

とによって漁業に

被害が増え、保護政

策と矛盾する狩猟

による個体数管理

が行われるように

なっている。漁業者

や水産庁の反対で

天然記念物の指定

は見送られた。ゼニ

ガタアザラシは岩

礁などに上陸して子どもを産むことが特徴的な生態である。よく似たゴマフアザラシも北海道では冬に見られ

るが、ゴマフアザラシは冬に流氷に乗って北海道に南下してくる。ゴマフアザラシは流氷上で出産する。ゼニ

ガタアザラシは周年北海道東部の岩礁で生活している。さまざまな魚類やイカ・タコ類、エビ類などを食べる。

4～6 才で性成熟し、雌は毎年 5～6 月頃 1 仔を出産する。雄はハーレムを形成し、1 夫多妻である。近年、観

光資源としての利用も進む一方、漁業者らの一部からは、今でも害獣として嫌われている。襟裳岬では漁業者

を含む市民・学生らで「襟裳シールズクラブ」が結成され、ゼニガタアザラシとの共生を模索している。 

（北海道厚岸町大黒島にて  向井 宏撮影）  

http://e-amco.com/
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私たちの住んでいる地球は自分たち人間だけのものではない－ 

《自分たちの扱っている相手は、生命あるものなのだ》 

 

（レイチェル・カーソン『沈黙の春』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 
 

 

【国際】 

●CBDの COP15 で愛知目標の評価案 海洋に関してはほぼ未達成 
 国連生物多様性条約 CBD の第 15 回締約国会議 COP15 は、愛知で開かれた COP10 で 2020 年までに達成

すべき 20 の目標の実施状況を評価するために、今年 10 月に中国昆明で開催される予定だったが、新型コロ

ナウイルスの拡大のために延期されることになった。開催予定はまだ決まっていないが、愛知目標の実施評価

の内容はほぼ固まってきている。その評価をもとに、以後 10 年間の生物多様性のための取り組み目標が設定

される予定である。評価の概要は、先に発表された”Global Biodiversity Outlook 5”に記載されている。その

中で 20 の愛知目標のどれ一つとして完全に達成されたものは無いとされ、より強力な取り組みと抜本的な社

会変革が必要であると述べている。海洋関係の 3 つの目標については、次のような評価がされる予定である。 

目標 6：全体評価→目標未達成 

2020 年までに、すべての魚類と無脊椎動物の資源及び水生植物が持続的かつ法律に沿ってかつ生態系を基盤とするアプロ

ーチを適用して管理、収穫され、それによって過剰漁獲を避け、枯渇したすべての種に対して回復計画や対策が実施され、

絶滅危惧種や脆弱な生態系に対する漁業の深刻な影響をなくし、資源、種、生態系への漁業の影響が生態学的に安全な範

囲内に抑えられる 

 《評価》全体として、目標 6 の達成に向けての進捗は芳しくなく、いくつかの側面での傾向は目指すべき方

向とは逆方向に進んでいる。 

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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目標 10：全体評価→目標未達成 

2015 年までに、気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサンゴ礁その他の脆弱な生態系について、その生態系を悪化

させる複合的な人為的圧力が最小化され、その健全性と機能が維持される 

 《評価》複数の脅威が、サンゴ礁やその他の脆弱な生態系に影響を与え続けている。サンゴは、評価の対象

となったすべての種の中で絶滅のリスクが急速に増加している。しかし生きたサンゴの全体的な被覆レベルは、

過去数十年間に世界でほんのわずかしか減少していない。 

目標 11：全体評価→目標は部分的に達成 

2020 年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の 17％、また沿岸域及び海域の 10％、特に、生物多様性と生態系サービ

スに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連結された保護地域システムやその他

の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全される 

 《評価》保護区として指定された陸域と海域の割合は 2020 年までに目標に到達する可能性が高い。しかし

保護区設置による効果そのものについては検討が必要だ。生物多様性の最も重要な地域を保護し、それらが世

界の代表的な生物多様性の保全に役立ち、効果的かつ公正に管理され、相互に、かつより広範囲なランドスケ

ープに適切に接続されているかについて、進捗は限定的である。 

 

海洋保護区については、日本政府が区画漁業権内を保護区と認定したように、形式的には達成される可能性が

高いとされているが、実質的に保護区が多様性保全のために有効に働いているとは思えないと評価されるだろ

う。次期の目標には、実質的な保護区の効果を評価できるような取り組みが必要である。（文責：向井 宏） 

 

 

【東北】 

●陸奥湾内にザトウクジラが出現 
 青森県佐井村沖の陸奥湾で、6 月 7 日ザトウクジラ 1 頭が発見された。ザトウクジラが陸奥湾内で見られる

のは非常に珍しく、発見した漁船の船長も約 30 年の間、見たことはないと言っている。（文責：向井 宏） 

 

●志津川湾からロシア・マガダンへ コクガンの飛翔を追跡成功 
 宮城県南三陸町の志津川湾で越冬していたコクガンの幼鳥が、今年の春にオホーツク海を越えて渡りを行い、

約 2500km 離れたロシアのマガダンに到着したことが、宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団と南三陸ネイチャー

センター友の会が共同で GPS を装着したコクガンで確認した。コクガンは国の天然記念物として保護されて

いるが、繁殖地のロシアから秋に渡来し、日本で 2500～3000 羽が越冬している。ラムサール登録湿地に指定

されている志津川湾では、毎年 100～300 羽がやってくる。両団体のメンバーがコクガン幼鳥 4 羽を捕獲し、

GPS を装着して追跡した。4 羽のうち 3 羽は行方を見失ってしまったが、1 羽は無事ロシアのマガダンに到着

したことが確認された。GPS 情報では、日中は漁港などで餌を食べ、夜は数 km 沖合で羽を休めていること

も分かった。このコクガンは 4 月末に志津川湾を飛び立ち、北海道南部沿岸を通り、国後島南部のケムライ岬

周辺で 1 ヶ月過ごした後、オホーツク海を 1 日で縦断、オホーツク海沿岸のマガダンに 5 月末に到着した。そ

れ以降はロシア国内の電波状況が悪く追跡できていないという。（文責：向井 宏） 

 

 

 

【九州】 

●佐伯市蒲江海岸でウミガメの産卵を 7年ぶりに確認 
 大分県佐伯市蒲江（かまえ）の元猿（もとざる）海岸で、アカウミガメの上陸産卵が観察された。産卵した

のは 6 月 8 日。午前 7 時頃まで産卵し、海へ帰っていったという。この海岸でのアカウミガメの産卵は、2013

年以来 7 年ぶりだという。NPO おおいた環境保全フォーラムでは、産まれた卵 121 個を掘り返し、約 100m

陸側の砂浜に埋め戻して周囲にネットを張り保護している。大分県でのアカウミガメの上陸産卵も今年初とな

る。卵の埋め戻しが本当に保護に繋がるのか、全国の砂浜海岸で行われているウミガメの保護活動内容には疑

問が多く、見直すべきだとする提案もある。（文責：向井 宏） 
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2．サメとエイ切手コレクション （4）   立川賢一 
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オーストラリア・シドニー 
 

 メルボルンを出てから 2 日後の 2020 年 1 月 20

日午後、世界遺産のオペラハウスをまぢかに見なが

らシドニー港の奥に着岸。メルボルン同様に、この

大きな袋形の湾の入り口もとても狭いものだった。

この日は自由行動だったので、夕方、船が着いた港

から歩いて 10 分程の浮桟橋へ、海洋生物観察に出

かけた。そこは個人所有の桟橋だったので、許可を

得て入らせて頂いた。 

 お馴染みのカブトクラゲと思えるクシクラゲやミズクラゲの一種が、直ぐに見つかった。加えて、桟橋には

ムラサキイガイと推定される種が多数付

着していた。思い切って幾つか現場で採取

し、食用ナイフで筋肉を切って貝を開き、

軟体部にカイヤドリヒドラ類の共生があ

るか、肉眼で太陽を照明に使ってその場で

検査した。この行為はご法度とされている

と思われるので、心を痛めつつ実施した。

外来種なので、これぽっちの量を検査した

って、自然界にどうってことは全く無いと、

勝手に言い聞かせていた。結果は、以前の

ワトソンさんの情報通り、全くの不在。し

かし、寄生性のコペポーダはいたのだが、

採取しないで、それらごと軟体部は全て近

寄ってくるフグ、ハギ、タイなどの小魚等

の餌になった。 

 桟橋にはアラメの様な褐藻が繁茂し、シロボヤらしき種やカキ類もあちこちに付着していた。カキは同定が

難しいのがお決まりだが、桟橋のすぐ前の岸の石組みにも、

びっしり付着していた。これらはさすがに採取して開くの

がやっかいなので、検査はたった 1 個体だけに留めた。こ

のように付着動物が多々見られる中、肝心のベニクラゲの

ポリプを探したのだが、まったく見当たらずだった。 

浮桟橋の付着動物（シロボヤ   

類似種とコケムシの一種など） 

 

 翌日の 21 日にも、朝夕 2 回、その浮桟橋を訪れた。カブ

トクラゲの姿が再び見られたので、水中写真撮影を試みた。

3. ピースボート航海記（8）  久保田 信 

 

浮桟橋に付着するムラサキイガイ類 

カブトクラゲらしきクシクラゲ類 
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この日は、世界遺産のブルーマウンテンズに朝から夕方までバスで訪問した。ユーカリの出す成分で 1000m

程の標高の山の空気が青くなるので、こう名づけられている。アメリカのグランドキャニオンに匹敵するとの

説明通り、絶景だった。3 種の乗り物を乗り継いでキャニオンのあちこちを要領よく散策でき、ユーカリに交

じったヘゴの様な木生シダが多々見られた。世界遺産の和歌山県の熊野古道に似た渓流や滝もあった。90 歳

をとっくに越している男性もいっしょのコースで歩いて、小生も彼の年になっても同じようになりたいものだ

と祈願せずにはいられなかった。 

 この日は一日中ずっと暑く、山なのに

ウインドブレーカーを着なくてよく、半

袖 1 枚で十分だった。昨今、折よく雷雨

が数日続き、山火事の煙も消えたので景

色もよくなったとのことだった。このあ

たりで生産しているという白と黒色のハ

チミツ 2 種類をお土産に、比較的廉価で

購入できた。オーストラリアのブランド

のマヌカハチミツは、量も少ない上に高

価だったので入手しなかった。 

 船はこの日の夜に出航した。フリーマ

ントルでのトラブルで次の訪問先のタス

マニアと順番が入れ替えられ、おまけに

その次に予定されていたニュージーランドには、フィヨルド遊覧はじめ南島と北島への予定もなくなった。船

の検査がフリーマントル到着後、「日本で合格した検査以上のレベルで、今までになく厳しく実施され、船の

防水扉の不具合の現地修理を要求され直したが、ニュージーランドでも同様の扱いが見込まれるとのことで、

日本へ戻る予定の日程に随分遅れが発生する可能性が高く、船の”車検日”である Dry dock に間に合わなくな

る等」の説明が、乗客を国ごとに集めてシドニー到着前になされた。その代わり、ブリスベンとバヌアツに寄

港する代替案が出された。フィージーへもいってほしかったが、南の島は好きなので、バヌアツは素晴らしい

代案と思えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貝類コレクター 

 何か物を集めたがる気持ちというのは、程度の差こそあれ大部分の人が抱いているのではないでしょうか。

それが嵩じれば｢蒐集家｣｢コレクター｣と呼ばれて、高価で真贋の怪しい骨董品を集め出すと、いろいろと大変

なことになりますし、集める対象によっては奇人変人扱いされかねません。切手、コイン、昆虫、と、蒐集対

4. 海の生き物たちとの様々な出会い(17) 西濱士郎 
 

ウマヅラハギ類似魚 
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象は人によってさまざまでしょうけれど、海岸に打ち上げられている貝殻を拾い集めるのは、誰でも気軽に出

来るコレクションです（もちろん程度によりますが）。私が小学生の頃、初めて集めようと思って拾った貝殻

はナガニシの死殻でした。色は地味な褐色ですが、細長く伸びた姿は典型的な巻き貝です。海に出かけて捕っ

てくる貝と言えば、アサリは味噌汁の具でしたので食べた後はゴミでした。ヤドカリが背負っていたイボキサ

ゴは、きれいだと思いましたけれど、当時の瀬戸内海にはいくらでもいたので、手元に残したいとは思いませ

んでした。貝を集めたくても、住んでいた土地が海から遠くて行く機会が無かった頃、ある日、目に付いたの

が、住宅建設現場の砂の山です。セメントと混ぜてモルタルにするために、仮置きされていたのでしょう。そ

の砂の中に、微少貝が結構混じっていました。幸い、重機は出入りしていなかったことと、貝殻だけを選んで

持ち帰っていたので（砂ごと持っていっていれば泥棒ですね）、咎められることも事故もなく、数十個の微少

貝を拾い集めることが出来ました。種名は分かりませんでしたが、精妙としか言いようのない形と殻表面の彫

刻や模様を、ルーペで見て楽しんでいました。惜しいことに、引っ越しを繰り返す間に紛失してしまいました。

今、手元にあれば、あの時の海砂の出所など、蒐集とは違う事柄に思い至ったかもしれません。 

 私は貝類のコレクターにはなりませんでした。生物標本の蒐集と研究を両立させている研究者は、私の知り

合いにも沢山いますけれど、生物学の勉強と趣味は別にしようと決めて、二十になる前に貝類蒐集は止めまし

た。私の弟は昆虫採集と標本の蒐集に嵌まって、ドイツ箱と呼ばれる本格的な標本箱を押し入れ一杯に積み上

げています。しかも防腐剤のナフタレンを定期的に新調しなければならないので、維持が大変そうです。嵩張

るということでは貝類も同じですが、肉を抜いた標本であれば腐ることはないし（肉が残っていると、いくら

乾燥させても特有の臭気がありますが）、保管に気を使わなくて済むと思っていました。ところが海産貝類の

標本では、塩気がわずかでも残っていると、木箱から染み出してくる物質と塩類が反応して酸性の化合物が出

来て、さらにこれが空気中の水分を吸収して、炭酸カルシウムの貝殻を傷めます。大きな貝であれば表面が白

っぽくなる程度で済みますが、微少貝ではボロボロに砕けてしまうこともあります。蒐集家の間ではこれを｢バ

インズ病｣と呼ぶそうですが、病原体がいるわけではないので、古書や骨董品と同じような経年劣化でしょう。

バインズ病を防ぐには、真水で徹底的に塩分を取り除くか、ガラスやプラスチック製の保存容器を使うと良い

ようです。 

 コレクターの間では、やはり巻き貝と二枚貝が好まれるようです。化石を除くと、軟体動物には 8 つのグル

ープがあります。イカ･タコも、ウミウシ類も、もちろん多板類も軟体動物ですが、蒐集家にとっては｢ムシ｣

だそうです。しかし殻を持った陸産貝類、カタツムリやキセルガイ類を蒐集する人はいます。イカ･タコの仲

間のタコブネやアオイガイ、オウムガイやトグロコウイカは、巻き貝を思わせるためなのか人気があります。

多板類も個人的にはとても美しい、と思うのですが、集める人は国内外ともに限られています。多板類は乾燥

標本よりも液浸標本の方が適しているので保管場所が嵩張るし、濃度 60%以上のエタノールは保管できる量

が消防法で決められています。フォルマリンは殻を傷めるので長期保存には向きませんし、毒物及び劇物取締

法に関わってくるので、個人で集めて楽しむには限度があります。こういうものは大学や博物館などの専門機

関と研究者に全部任せられると良いのですが、自然史博物館も大学附属の総合博物館も、保管スペースや予算、

さらには標本を扱う専門職（キュレーター）の人材不足に悩まされています。 

 コレクターになるかどうかはともかく、ビーチコーミングで貝殻などを拾って楽しむのは、海と海の生き物

に親しみ、身近の自然を知る機会です。低気圧や台風が通過した直後には、深場や遠方の貝殻が打ち上がるの

で、狙い目です。もちろん、水難事故に遭わないように、くれぐれも身の安全には注意してください。 
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海を汚す放射能 
 
 最大限譲って、東電が言うように汚染水を貯めるタンクを作る敷地がもうないと認めたとしても、汚染水を

海洋放出するしかないという結論にはならない。それを、海洋放出しかないと言い張るのは、政府や東電がこ

れ以上汚染水を貯めるためにお金を使いたくないという裏の心なのでしょう。でも敷地内にタンクを作ること

が出来なければ、敷地を広げれば良いだけです。東電は東京に広大な本社敷地を持っています。この敷地を売

り払い、福島第一原発の周辺の敷地を購入すれば、タンクはいくらでも作っていけます。東電は原発事故で多

額の負債を背負い、政府が過半数の株式を持ち、事実上の破産会社です。政府がその気になれば、本社ビルと

敷地を売り払わせ、その金で福島第一原発周辺の土地を買い足すことは至極簡単なことです。周辺の土地は、

住民が住めなくなって立ち入りも禁止されているので、買い占めるのは簡単でしょう。でも東電は事故前の評

価額で買うべきです。住民を事故で追い出して、安くなった敷地を買い占めるというようなことは許されませ

ん。住民への保障のためにも事故前の価格で買い取るべきです。事実多くの周辺地域では、環境省が除染で出

た汚染土の中間貯蔵施設として土地を借り入れて、使っています。貯蔵タンクのために土地を手に入れるのは、

無理なことではありません。汚染水の貯蔵タンクはどんどん作り、少なくとも 100 年以上に渡って汚染水を貯

めておくことが、東電がしなければいけない義務でしょう。それだけ経っても放射性物質は 1000 分の 1 にも

減らず、海へそのまま放出できる訳ではありません。 

 また、原子力市民委員会が提案した汚染水の固化と地下貯蔵も有力な方法です。こんな有力な方法が提案さ

れていながら、大気と海への放出しか論議しないというのは、いったい何故なんでしょうか。世界の非難をも

のともせずに、環境放出を突っ走る日本政府と東電、それを後押しする原子力規制委員会とは、反社会勢力と

しか思えません。 

 さらに最近驚くべきことが起こりました。青森県六ヶ所村に建設していた再処理工場ですが、度重なるトラ

ブルの末、東日本大震災を受けて停止していたのが、再び稼働することを原子力規制委員会が認めるというの

です。再処理工場というのは使用済みの核燃料からウランとプルトニウムを取り出す工場です。これは核燃料

を永続的に使用するという核燃サイクル計画に基づき計画されたのですが、その一環である高速増殖炉「もん

じゅ」が破綻したあとも、なぜか再処理工場を再開するというのです。この再処理工場では、正常に運転して

いる場合でも、多量のトリチウムやその他の放射性物質を海や大気中に放出するのです。現在、福島第一原発

に溜まっている汚染水のトリチウムを外洋放出する計画では、年間約 100 兆ベクレルと言われていますが、再

処理工場から放出されるトリチウムは年間約 1900 兆ベクレルなのです。実に驚くべき数字です。タンクの汚

染水どころではないのです。しかもこの放出は再処理工場が正常運転しているときに出されるトリチウムの量

なのです。さらに再処理工場からは計画書では、ヨウ素 129 が 110 億ベクレル、ヨウ素 131 が 170 億ベクレ

ル、セシウム 137 が 11 億ベクレル、ストロンチウム 90 が 7.6 億ベクレル、プルトニウム 240 が 2.9 億ベク

レル放出されることになっている。こんな再処理工場を動かすというのは、もはや狂気以外にないでしょう。

試験的に稼働された時も、海洋に放射性物質が流れ出し、親潮の流れに乗って三陸方面が汚染されたことが明

らかになっています。再処理工場が長期に稼働すれば、日本近海の最大の漁場である三陸沖の水産物は食べる

ことも出来なくなるでしょう。福島第一原発からの汚染水の放出と再処理工場の稼働で、日本の海の生き物は

息の根を止められることになります。（つづく） 

《 経産省の「処理水」環境放出に関する意見募集の締め切りが再び延長されました。 

新しい締め切りは 7月 15日です。まだの方はぜひ意見を提出してください。》  

5.海の放射能汚染（「トリチウム水の海洋放出」で考える）⑥   
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6.「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。 

コロナウイルス騒ぎが収まり次第、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。 

 

 

 

 

 

現在まで341枚、188カ所を調査 
 緊急事態宣言が全国で解除され、徐々に海岸にも人々が出かけるようになってきました。でも人が多く集

まる海水浴場などではなく、人のあまり来ない静かな砂浜を探して、砂浜調査をやってみませんか。 

 

 

 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341枚の調査票が寄せられ、全国188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、岩手、福島の2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。 

 

 

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

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  

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

http://e-amco.com/research
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。 

 

以下は、辺野古全協から防衛省に提出した抗議文の概略です 

 

政府･防衛省は沖縄県への｢設計概要変更申請｣を 

直ちに撤回し、辺野古新基地建設を断念せよ！ 

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿 防衛大臣   河野 太郎 殿 

 私たちは、西日本各地で辺野古新基地建設のための埋め立て用土砂として、既存採石場を経

営する採石業者から岩ズリを購入・調達するとされる計画の中止を求めて活動する団体・個人

が連携・協力するために、2015 年 5 月 31 日、採取候補地の一つである鹿児島県奄美大島に集

い設立したネットワーク団体です。 

 そもそも、西日本各地から大量の土砂を採取し辺野古・大浦湾の海を埋め立てる計画は、土

砂を採取される西日本各地、そして持ち込まれる辺野古・大浦湾双方の環境を破壊する行為で

す。そして辺野古新基地建設は単なる普天間基地の代替施設にとどまらず、海空両用の基地機

能の強化に他ならず、かつ沖縄県民の基地負担軽減にならないものと受け止め、「どの故郷に

も戦争に使う土砂は一粒もない」と心に刻み、活動してきました。 

1. 為すべき最優先課題は辺野古新基地建設ではありません 

2. ひた隠しされた大浦湾の軟弱地盤の改良は不可能です 

3. 「辺野古は唯一の解決策」の主張は破綻しています 

4. 沖縄県民の民意を汲み取って下さい 

5. 辺野古新基地建設は生物多様性国家戦略に反し、未来世代に対する犯罪です 

 政府･防衛省は 

  辺野古新基地工事の「設計概要変更申請」を撤回すること 

  辺野古新基地建設を断念し、普天間基地を即時撤去すること 

  辺野古新基地建設予算は新型コロナ対策と生活支援に組み替えること 

以上、私たちは怒りを込めて要求します。 

２０２０年５月２３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。 

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（残り 35 部です）。 

 

★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』 

（２）『北海道の海浜植物』 

（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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7. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 
 
【北海道】 

◆「蘭島海岸と忍路」観察会 
 蘭島海岸の海浜植物などの観察と忍路（おしょろ）の海底火山の噴火の跡、忍路神社の祭礼で神輿が手漕

ぎ船で湾内を廻ります。 

日時：2020 年 7 月 5 日（日）JR「蘭島」駅 8:30 集合～12:00 忍路湾解散 

場所：小樽市蘭島海岸から忍路峠（観音峠）を経て忍路湾へ 

参加費：200 円 

交通：JR「小樽」駅発長万部方面乗車「蘭島」駅下車、または中央バス余市方面行き乗車「蘭島」下車 

連絡先：後藤言行 0134-29-3338 

 

【関東】 

◆しらすモンスターをさがせ！ 
 ちりめんじゃこに混じっている他の生き物を探し、学芸員と 

いっしょに名前を調べてミニ標本を作りましょう。タコ、イカ、 

マダイの赤ちゃんや、見たこともないような生き物もたくさん 

見つかります。夏休みの自由研究におすすめです！ 

日時：2020 年 7 月 26 日（日）10:00～12:00（所要時間 30 分） 

場所：観音崎公園ボランティアステーション  

定員：30 名 

参加費：500 円 

持ち物：あればピンセット、虫めがね、筆記用具 

★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。準備のため 7 月 22 日締め切り。 

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 

 

【関西】 

◆成ヶ島 海の生き物 体験日帰りツアー 
 team 虹鰓（チームにじえら）は、大阪自然環境保全協会の大阪湾ウミウシ観察会のメンバーが中心とな

って、海洋プラスチックごみ問題について活動するチームです。大阪湾においても、漂着ゴミ、特にプラ

スチックごみなどの問題を抱えています。今、かけがえのない自然環境を守るために、私たちが取り組め

ることは何でしょうか？その答えを見つけるために、私たちと一緒に「大阪湾の宝島」とも呼ばれる成ヶ

島に行き、まずは漂着ゴミなどの実情を見て考えることから始めてみませんか？ 

日時：2020 年 7 月 5 日（日）小雨実施 

8:30 西梅田「毎日新聞ビル前」集合（お申込みの方に詳細をお知らせします） 

18:00 ごろ 西梅田にて解散予定 

場所：兵庫県 洲本市由良 成ヶ島 

大阪メトロ「西梅田」、JR「大阪」「福島」、阪神・阪急「梅田」から集合場所へ。 

対象：大阪湾の環境や生き物に関心のある方（中学生以下は保護者同伴） 

定員：45 名（登録先着順） 

参加費：大人 2,800 円、中学生以下 1,200 円（ペットボトルを持って来なかった方は 50 円引き） 

持ち物ほか：弁当、水筒、長ぐつ（サンダル禁止）、帽子、軍手、レジャーシート（お申込みの方に詳細

をお知らせします） 

当日連絡先：お申込みの方に詳細をお知らせします 

★申し込み：参加者全員の(１)名前(２)フリガナ(３)年齢(４)住所(５)電話番号(６)パソコンからのメールを

受け取れるメールアドレスを記入し、表題を「7/5 成ヶ島ツアー申込み」として、メールで申し込み。

nijiera@n-osaka.jp , 1 週間以内に参加可否を連絡します。連絡のない場合はお問い合わせください 

申し込み期限：6 月 30 日（先着順） 

mailto:nijiera@n-osaka.jp
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※定員 55 名の大型バスに、最大 30 名程度までに席数をしぼって最大 2 台でツアーを開催する予定です。 

※海洋プラスチック問題への対応の一環として、ペットボトルの使用削減を推奨しています。観察会当日

はぜひ繰り返し使用できる水筒を持参してください。ペットボトルを持って来なかった方は一人あたり 50

円引きとさせていただきます（ペットボトルを再使用して水筒として使用されている場合は水筒とみなし

ます）。 

※この観察会は、瀬戸内オリーブ基金の助成を受けて実施します。 

問い合わせ先：大阪自然環境保全協会内「7 月 5 日成ヶ島ツアー」係 

06-6242-8720（電話受付時間 月・水・金 11:00～17:00）またはメール nijiera@n-osaka.jp 

 

◆有田川干潟観察会 
 ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、多数のアシハラガニやトビハゼ、ヤドカリ類、ウミニナ類、魚

類など、たくさんの生き物を観察できます。 

日時：2020 年 8 月 2 日(日) 10:00～12:00 

場所：有田市立病院前の干潟（和歌山県有田市宮崎町 6） 

参加費：無料 ＊資料希望者は 100 円 

問合せ：090-4493-3157 

主催：和歌山大学教育学部生物学教室 

 

 

 

【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2020 年 6 月 27 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」駅から徒歩 5 分 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 

連絡先：tel : 090-1346-0460（田辺） 

 

 

※感染症対策により延期や中止の可能性があります。 

詳細は各イベントの主催者に確認をお願いします。 

 

 

 

 

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

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。 

  

mailto:nijiera@n-osaka.jp
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9．編集後記 
 西濱氏のエッセイを読んで思い出しましたが、私が小学生の時に遊んでいた砂山にも貝殻が交ざっていました。時々見つかる

巻貝や二枚貝の殻を拾い上げては手に持ったまま歩いた記憶があります。埼玉県なので海から離れていましたが、あれもきっと

海砂だったのでしょう。砂山のふもとには小さな川が流れ、その向こうは田んぼで、川の流れは「原市沼」と呼ばれる湿地につな

がっていました。今思えば、あの砂山は私が住んでいた住宅街に続く地盤を固めるために、本来はもっと広がっていた沼地を、ど

こかの海砂で埋め立てた場所だったのですね。子供だったので、高台で眺めが良いことが嬉しくて、そんなことは全く想像もせず

に何度も登っていました。川辺に茂るヨシの間を飛び交う見たこともない小鳥が気になって、父の双眼鏡を持ち出したりした覚え

があります。魔法があったらタイムスリップして、埋め立てる前の関東平野らしい広大な湿地も眺めてみたかったです。（ちよ） 

 

 コーネリア･ディーン著｢消えゆく砂浜を守る: 海岸防災をめぐる波との闘い｣地人書館 (2019年 9月発行)、というノンフィクション

を読みました。原著は 1999年にアメリカで出版されたもので、原題は Against the Tide: The Battle for America's Beach。原著は

20 年前のものですし、砂浜の生き物は｢人間｣以外ほとんど出てきません。また，波浪で浸食された砂浜に他所からどしどし砂を

持ってきて養浜するとか、気象条件や社会背景にも違いがあるので、読み進むのが辛かったのですが、実はこの本の内容は未

だに古びておらず、日本との違いも含めて未来の海岸･砂浜の保全に価値がある、と思い直しました。一言で言えば、海岸構造

物はどんな物でも砂浜から砂を奪い取るだけだ、ということ。護岸、突堤、傾斜護岸、導流堤、あらゆるタイプの人工構造物が海

浜から砂を奪うメカニズムが、豊富な実例をもとに分かりやすく解説されています。かなり厚い本ですが、図書館や書店で見かけ

たら、プロローグとエピローグだけでも読んでみてください。翻訳の質も高くて、読みやすい文章になっています。奄美大島嘉徳海

岸に護岸が作られようとしていますけれど、百害有って一利無し。護岸が完成すれば、いいえ、建設中にも砂浜は失われていくで

しょう。今からでも遅くはありません。本書の帯（図書館の蔵書では帯は捨てられることが多い）には『砂浜は海岸を守る｢インフラ｣

である』と書かれています。これは翻訳者や日本の出版社が付けた宣伝文句ではなくて、原著のエピローグにほぼ同じ一文があ

ります。本書の砂浜の保全は砂浜自身に任せる、という、発想の転換を期待します。（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

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。 

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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