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開 会 プ ロ グ ラ ム

 １．開 会 あ い さ つ

 ２．趣 旨 説 明

 ３．中 津 市 長 挨 拶

 ４．来 賓 紹 介

この配付資料に示された科学論文の読み方

　科学的な論文は、基本的な書き方が決まっています。欧米の高校や大学では「アカデミックライティング」と呼ん

でいて、普通の文章とは違う、かざり言葉を無くした、かたい決まった文章を書く訓練がされています。多くの人に

間違った印象を与えないように正確な表現が求められ、論文の読み書きを勉強した人には理解しやすいものになって

います。でもやっぱり一般の人々にはちょっとばかり、というか、かなり分かりづらいです。ここでは科学論文について、

その基礎的な部分を簡単に解説します。

　科学論文の根っこには、正しく順序立てて誰が見ても本当だなと思えるものを書くという約束事があります。文章

全体の流れとしては、だいたいタイトル、文章を書いた人の名前、要旨などに続き「はじめに」「方法」「結果」「考

察（まとめ）」「引用・参考文献」などのように続きます。「はじめに」では、これまでの研究（先行研究と呼びます）や

社会的背景などと研究の関係や意義について書かれることが多いです。「方法」では、実験や調べ方、細かく分けて

見るやりかたなどを説明します。「結果」では、「方法」で示したやりかたで、調べたり、実験したりした結果を示します。

「考察（まとめ）」では、実験や調査の結果から考えられることを証拠を示しながら順序立てて正確に書きます。「引用・

参考文献」は、論文を書く上でこの本のこのページに書いてある事をベースに積み上げたとか、この研究ではこの本

で勉強したとかを示すものです。一般の人の中には読み飛ばす方も多いかと思いますが、自ら研究を始めようと思

うときの教科書や道しるべになり、論文を書いた研究者が何から学び、何を示したいかが分かる結構重要な部分です。

また、論文に書いた事が他人の考えなのか、自分が発見したものかを区別する時にも大切になります。

　以上、簡単に科学論文の読み方にについて説明しましたが、本当は、一度しっかり勉強しないとなかなか身につけ

られるものではありません。科学論文に興味がわいたあなた、是非チャレンジしてみて下さい。
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中津干潟アカデミアとは

　「中津干潟アカデミア」は、中津干潟とその集水域を研究フィールドとする大学関係者・研究
者と市民が一堂に集い、研究発表などを通して互いに交流するゆるやかなネットワークです。

１　同じフィールドで調査研究活動を行っている研究者同士が交流する場を提供することにより、通常接触の
ない大学間や異分野間において、新しい発見や気づき、さらには共同研究や新規分野の開拓など、研究
活動の発展につながることを期待します。また、遠大な目標としては、未だ解明されていない干潟環境
のメカニズムを明らかにし、科学的根拠に基づいた保全手法の確立を目指します。

２　生物や干潟環境などに関心を持つ地域の子どもや青少年が調査・研究や学問の世界の一端に触れる場を
提供することで、自然科学や学問への興味関心を深める機会をつくります。これらが、子どもたちが将
来の進路を考えるきっかけとなり、次世代を担う人材が地域の中で育つための助力となることを期待しま
す。

３　地域アイデンティティとしての中津干潟を称揚することで、多くの人々にその重要性への理解を深めてもら
い、中津干潟が将来にわたり豊かな環境を維持し、地域にくらす私たちがその恩恵にあずかることので
きるよう、中津干潟を賢く持続的に利用できる方法を見出して行きたいと考えます。

 中津干潟アカデミア

 共同世話人 須田　有輔（水産大学校）　　
  池畑　義人（日本文理大学）
  足利由紀子（ＮＰＯ法人水辺に遊ぶ会）　
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かりやすく伝えることを一番の目的とし，参加した市
民と研究者の間に自由な交流の輪を広げられれば大成
功です。

　中津干潟アカデミアは「知の集い」を合い言葉に，
あらゆる中津市民の参加を期待しています。とくに，
明日の中津を支えていく小学生，中学生，高校生には，
積極的な参加を期待しています。これまでも，中津の
子供達は干潟観察会やビーチクリーンなどの活動に積
極的に参加してきましたが，学年が上がるにつれ足が
遠のいてしまい，結局は子供時代の想い出に終わって
しまうことが多く，たいへん残念な気がします。中津
干潟アカデミアには，勉学途上の大学生も積極的に加
わり，大学生自らの学びの成果を伝える場にもしま
す。こうすることでキャンパス内だけの「知」に終わ
らせず，現場の「知」もくみ取った実学の実践になる
からです。そこで，中津の小学生，中学生，高校生に
は，各大学からの学生と大いに知り合いになり，学生
達と共に行動することで，地域の文化，歴史，産業，
海や川の自然環境に対する科学的な目を養ってもらい
たいと思います。そうすることで，大学受験をはじめ，
将来の自分の進路を考えるきっかけにもなると思いま
す。そうして育った中津の子供達が，今度は自分たち
の経験を中津干潟に伝えていくという循環ができれ
ば，とても素晴らしいことだと思います。

　そもそもアカデミアとは，古代ギリシアの学芸組織
に由来する言葉で，現在では，学芸，文芸，芸術など
さまざまな分野において，アカデミアやアカデミーを
冠した組織や団体が多数存在します。第１回研究発表
会のチラシの背景画は，ルネサンス期の巨匠ラファエ
ロによる「アテネの学堂」で，古代ギリシアをはじめ
世界の「知」の巨人たちが描かれていると言われてい
ます。何の説明もなければ，哲人たちがわけのわから
ない難しい話をしている場面に見えますが，もしかし
たら実態は，チラシの吹き出しにもあるように，ただ
一点，「知」を求めて集ったことを除いて，古代ギリ
シア弁で，お互いが好き勝手なことを話していたのか
もしれません。そのような中から，21 世紀の私たち
にも絶えることなく吹き続ける，新たな風が吹き始め
たのだと思います。中津干潟アカデミアがそのような
場になればと願っています。

　2018 年（平成 30 年）3 月 4 日（日）
　　　　中津干潟アカデミア　共同世話人
　　　　国立研究開発法人　水産研究・教育機構
　　　　　　　水産大学校　生物生産学科　教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　須田　有輔

　生物が豊富な日本有数の干潟として，中津干潟の名は
全国的に知られています。この恵まれた干潟の自然を理
解することで，日本の沿岸環境の保全に役立てようと，
全国各地から大勢の研究者や学生が，研究，調査，実習，
研修などの目的でこの中津干潟を訪れてきました。間違
いなく相当量の科学的な知見が中津干潟から得られ，
干潟の自然の解明に大きく貢献してきたことと思います。

　しかし，多くの研究が行われたことで，中津干潟はど
うなったでしょうか？　セットバック護岸のように，研究
の成果がまったく新しい干潟の保全方法に結びついた例
もありますが，多くは，研究は行われたけれど干潟は変
わらず，で終わっているのではないでしょうか。

　この原因を考えるといろいろありますが，まず，研
究をする側の姿勢です。私もそうですが，研究者とい
うのは，研究論文の発表に終始しがちです。研究論文
を発表すれば，それで終わりということです。しかし，
何のためにその研究をやったのでしょうか？　自分の
業績を上げるためだけだったのでしょうか？　けっし
てそんなことはないはずです。その証拠に，それぞれ
の研究論文のまえがきの部分では，その研究の社会的
な意義や現場への適用について述べられているはずで
す。ですから，本来，究極的な研究目的はそこにある
はずなので，それを達成することこそが，本当の意味
での研究成果といえるでしょう。研究者はもう一度本
来の趣旨に立ち返り，自分の研究を具体的に社会にど
のように活かすのかを真剣に考えるべきです。

　一方，研究活動を受け入れている地元にも，研究に
対する好奇心をより多くもつ必要があると思います。
外から来たこの連中はいったい何をしてるんだ，どん
なことがわかったのか，などなど，単に研究の場を提
供するだけではなく，研究活動にも積極的に関わりを
もってほしいと思います。研究に関心をもつことが，
中津干潟を見る科学的な目を養うことにもつながると
信じています。

　ところで，研究に関心をもてと言われても，研究は
専門的で難しそうだからと，敬遠する人が多いでしょ
う。一方，研究者にしても，地元にうまく還元しろと
言われてもどうすればよいかわからず，戸惑うだけで
しょう。そこで，研究者と地元の間を仲立ちするしく
みが必要になってきます。中津干潟アカデミアの設立
目的はまさにそこにあります。中津干潟アカデミアは
中津干潟を舞台に繰り広げられる各方面の研究成果
を，中津市民にわかりやすく伝える場を提供します。
専門家だけの堅苦しい学術発表会ではなく，市民へわ

−  中津干潟アカデミアの設立趣旨  −
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3）干潟
　干潟（tidal flat，tide land）は，浜の潮間帯（ちょ
うかんたい）に形成される，平らな海底部分のことで
ある。潮間帯とは，満潮の時の汀線から干潮の時の汀
線までの区域であるが，干満の差（潮差という）が大
きく，この部分の勾配が緩やかだと干潟になる。
　多くの干潟は，瀬戸内海，有明海，八代海，豊前海
などのような静かな内湾域や大分県の臼杵川や宮崎県
の一ツ瀬川など河川の河口域にみられるが，強い波が
打ち寄せる外海に面した浜でも，潮差が大きく，潮間
帯の勾配が緩やかなら干潟が現れる。実際，鹿児島県
の薩摩半島西岸に広がる長さ 30 km にも及ぶ吹上浜
という砂浜では，幅が 400 m 以上にもなる砂質の干
潟が出現する（図2）。このように，干潟ができる場所は，
静かな環境であるかどうか，また，干潟を構成する物
質が泥か砂かは，関係ない。

図 2　鹿児島県吹上浜の海岸断面図 . 南部の海浜公園や小湊
には干潟が形成される .

１．はじめに
　干潟をはじめ沿岸域の空間を表す用語は，それらが
使われる分野や研究者によって意味が異なることがよ
くあり，混乱の元となっている。そこで，一般的にも
よく使われる，沿岸（沿岸域），浜，干潟，エスチュアリー
という 4 つの用語について，それらの意味を整理して
みることにした。

2．空間を表す用語の意味
1）沿岸（沿岸域）
　沿岸（沿岸域；coast，coastal zone）は，大陸棚の
縁辺部から，海の影響が及ぶ内陸部までの区域である。
この範囲は，今から 260 万年前に始まり現在まで続く
第四紀という地質時代における，地球規模での寒冷化
と温暖化の繰り返しによって起こった，海面の上昇と下
降の歴史に基づいている。とくに，今から約 2 万年前
の最終氷期には，海水面が現在よりも 120 m ほど低く，
現在の大陸棚の縁辺部に海岸線があったとされている。
2）浜
　海と陸の境界部分のことを海岸（seashore）という
が，そのうち砂や礫（砂利や石ころのこと）で被われ
る部分のことを浜（beach）という。浜の範囲は，干
潮の時の汀線から，砂丘や海岸の崖の基部または海浜
植生の前縁までである（図 1）。

図1　沿岸域の空間区分図（Masselink et al. 2014を元に作成）.

海辺を表すいくつかの用語について
沿岸・浜・干潟・エスチュアリーってなに？

国立研究開発法人　水産研究・教育機構　水産大学校　生物生産学科
教授　須田　有輔

　干潟の生物や生態系を研究するとき，生物が棲む場所についてふれないわけにはいかない。生物が棲む場所を表す
用語には多くのものがあるが，必ずしも用語の意味や使い方が統一されていないため，しばしば混乱の元となる。そ
こで，代表的な 4 つの用語について，意味を整理した。沿岸（沿岸域）は，大陸棚の縁辺部から，海の影響が及ぶ
内陸部までの区域である。後述するエスチュアリーも含まれる。浜は，砂や礫で被われた海岸の，干潮時の汀線から
砂丘の基部か海浜植生の前縁までの区域である。干潟は，浜において，満潮時と干潮時の汀線の間にできる，平たく
広がった海底部分のことであり，静かな内湾や河口域だけではなく，波の荒い砂浜にもできる。エスチュアリーは，
海とのつながりをもつ半閉鎖的な水域のことで，流入する河川により塩分が変化し，潮汐の影響も受ける。中津干潟
とそこに注ぐ山国川や中津川の河口域はエスチュアリーといえる。
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Publication No. 83, American Association for the 
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4）エスチュアリー
　日本ではあまりなじみのない言葉だが，世界的には，
沿岸域の重要な構成要素の一つとして重要視されている。
　エスチュアリー（estuary）にはさまざまな定義が
あるが，「半閉鎖的な沿岸水域で，海とは自由なつな
がりがあるが，陸から供給される淡水によって海水が
相当程度に希釈される場所。」が代表的である。この
定義に潮汐（潮の干満のこと）の影響を加えた定義も
よく使われる。これらの定義を元にすれば，エスチュ
アリーはいくつかのタイプに分けられる。
・河川の河口域（三角江ともいう）
・フョルド：氷河で削られたギザギザの地形。ノル

ウェーの大西洋岸が代表的。
・おぼれ谷やリアス：陸が沈降してできた入り江をお

ぼれ谷と言い，それが連続してギザギザの地形に
なったものがリアスである。東北の三陸海岸や三重
県の志摩半島が代表的。

・内湾：半閉鎖的な湾の総称で，東京湾，伊勢・三河湾，
有明海，八代海などが代表的。サロマ湖や浜名湖の
ような海跡湖も含まれる。

・バリアーアイランドの内側の水域：バリアーアイラ
ンドとは，陸と平行に連なる，砂でできた細長い島
である。日本ではなじみがないが，アメリカの東岸
やメキシコ湾岸の海岸の多くがバリアーアイランド
地形である。バリアーアイランドの内側には静かな
水域が広がっている。

　この他にも，地中海，バルト海，北海などの海をエ
スチュアリーとみなす研究者もいる。中津干潟が広が
る豊前海や，そこに注ぐ山国川や中津川の河口域は，
エスチュアリーと言えよう。

３．おわりに
　普段何気なく使っている用語も，よく調べてみると
意味や使い方がいろいろあることに気づかされる。時
には，どの意味で使えば良いのか混乱することもある。
そのような時には，漠然と使うのではなく，専門書や
専門の辞典類にあたり，意味を徹底的に調べることが
必要である。もし，定義が統一されていなかったり，
使い方がいくつもあるような場合は，あなたが，どの
専門書や研究者の見解に従ったのかを，明記しておく
ことが大事である。干潟の生物の生息場所にかかわる
用語の多くは，一般的には地形学や地質学などの分野
の用語なので，そのような分野の辞典類を手元に置い
ておくとよい。書店で入手できる辞典類や用語集には
つぎのようなものがある。地形学辞典（二宮書店），
文部省学術用語集地学編（日本学術振興会），新版地
学事典（平凡社），地質学用語集（共立出版）。
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にかけて、大潮の干潮時に底生生物を採集した。採集
には 30×30cm の枠を使い、枠内の泥を掘ってそこから
生き物を取り出した。これと同時に泥の粒の大きさや地
面の高さなどの物理環境を調べた。

３．わかったこと
　調査を通して、合計 136 種類、10,586 個体の底生
生物が採集された。全国的にみても、この種類数はと
ても多いといえる。貝類だけでも 62 種類がみられ、実
にたくさんの生き物が生息していることがわかった。ど
ういう生物種が多かったかというと、カニ類ではチゴガ
ニやヤマトオサガニ、二枚貝ではハナグモリやソトオリガ
イ、巻貝ではフトヘナタリやカワザンショウガイなどであっ
た。こうした生き物がそれぞれどのような環境が好きな
のかを調べてみると、それぞれ好きなすみ場所が違って
いた。例えば、カワザンショウガイの仲間はヨシ原にだ
け生息しており、ヨシの下の木陰に群れていた。フジツ
ボやカキの仲間は固い岩につくため、転石帯にみられる。
一方、泥地や砂地には泥のなかにすむゴカイの仲間や二
枚貝、さらに泥表面にすむ巻貝が多かった。これらに対
して、巣穴を掘ってすむチゴガニは、ヨシ原の縁やその
まわりの砂地など、かなり広い範囲に住んでおり、地面
の高さが高い場所を好んでいることもわかった。このよう
な底生生物がすみ場所として利用できる様々な環境があ
ることによって、小さな干潟にもたくさんの生き物がすむ
ことができているようだ。

３．おわりに
　中津川のような小さな川の岸にある干潟にも、ヨシ原
や転石帯などのいろいろな環境があって、それぞれに違
う生き物がすんでいることがわかった。また、私たちか
らみると干潟は平らな場所にみえるが、そのなかでも高
い場所や低い場所があり、どちらを好むのかも生き物の
種によってさまざまだった。つまり、干潟の生物の多様
性（種類の豊富さ）は、この環境の多様性によって維持

１．はじめに
　干潟をはじめ沿岸域の空間を表す用語は、それらが
使われる分野や研究者によって意味が異なることがよく
あり、混乱の元となっている。そこで、一般的にもよく使
われる、沿岸（沿岸域）、浜、干潟、エスチュアリーとい
う 4 つの用語について、それらの意味を整理してみるこ
とにした。

2．空間を表す用語の意味
１．はじめに
　大分県中津川は、山国川から分かれる小さい川（全長
約 2 km）であり、その上流から下流までの範囲が海水
と淡水の混ざる汽水域となる。中津川の両岸にある干潟
には、塩生植物のヨシが生えているヨシ原や、ごつごつ
とした小岩のある転石帯、私たちが歩くと膝まで沈んで
しまうほどやわらかい泥地など、様々な環境がみられる。
干潟をひとつの大きな生息場（ハビタット）とすると、こ
うした小さな生息場はマイクロハビタットと呼ばれる。つ
まり、干潟には生き物にとって小さなすみ場所がたくさん
あるということになる。面積は決して広いわけではないが、
それぞれの環境には実にさまざまな生物が生息する。泥
地では小さなカニがハサミをふっていたり、ヨシ原ではヨ
シによじ登る小さい巻貝がいたりする。これらの底生生
物は干潟生態系の重要な生物群である。また、一見する
と、各環境にすむ生き物はそれぞれ違っているようにみ
える。つまり、干潟にいる生き物のことをより詳しく知る
ためには、干潟のなかの小さな環境ごとに生き物を調べ
る必要がありそうだ。そこで、ここでは中津川の干潟に
みられる様々なマイクロハビタットにすむ底生生物につい
て学生とともに調べたので、その成果を紹介したい。

２．方法
　中津川の下流と上流において、それぞれヨシ原、ヨシ
原の縁部分、泥地、砂地、転石帯を調査場所として選
んだ。各場所において、2015 年 9 月から 2016 年 5 月

大分県中津川における底生生物の分布と環境

国立研究開発法人　水産研究・教育機構　水産大学校　生物生産学科
助教　南條　楠土

　中津川は大分県中津市にある小さい川である。干潮時には、この川の両岸に干潟が出現し、そこにはヨシ原、小さい岩
のある転石帯、砂地などがみられる。こうしたちょっとした環境の違いは、そこにすむ生き物に大きな影響を与える場合
がある。そこで、干潟のなかの小さい環境に注目して、そこにすむ底生生物を調べてみた。それぞれの環境で穴を掘って
生き物を採集してみると、カニ類、貝類、ゴカイ類など、合計で 136 種類の生き物がすんでいることがわかった。これは
全国的にみても「生き物がたくさんいる」と胸を張っていえるだろう。さらに、ヨシ原や砂地などの小さな環境ごとにすむ
生き物は違っていることがわかった。どうやら、こうした小さな環境の複雑さが、干潟の生き物の多様性（種類の豊富さ）
を支えているようだ。多くの生き物がすむ干潟を残していくには、ヨシ原が生え、ところどころ石が転がっている今の環境
を守っていく必要があるのかもしれない。
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されているのかもしれない。たくさんの生き物がすむこう
した豊かな自然を守り、残していくために、これからも
中津干潟の生き物に目を向けていきたい。

図 1　中津川の干潟にみられるヨシ原

図 2　チゴガニ

図 3　ヨシを登るカワザンショウガイ

●底生生物（ベントス）
　底生生物とは、水域に生息する生物の中で、底を
這ったり、穴をあけて潜ったり、水底や壁面にくっつ
いたりしてくらす生物の総称でありベントスともいい
ます。付着藻類、カイメン、フジツボ、貝類、ゴカイ、
ヒトデなど、干潟で目にする多くの生物が底生生物
です。

　これに対し、魚類のように水中に住み、水流に逆
らって遊泳できる生物をネクトン（遊泳生物）と呼び、
クラゲのように水中や水面を漂って生活する生物の
ことをプランクトン（浮遊生物）と呼びます。

よく出
てくる

言葉
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月に一時的に大きく増加した。また、4 月、5 月、6 月に
出現した個体は体長が大きく、成熟個体の割合が多かっ
た。6 月以降、体長の小さい未成熟個体が増え始め、7 
月には大半を占めるようになった。そして、8 月には成熟
個体はほとんど見られなくなった。9 月以降、月が進む
につれて出現個体の体長は徐々に大きくなり、 12 月には
成熟個体と思われる体サイズの大きい個体が出現し、未
成熟個体の割合は低下した。
　次に、ヒメスナホリムシの個体数は 4 月から7 月にか
けて多く、8 月から 9 月にかけて大きく減少し、それ以降、
大きな増減はなかった。ニホンスナハマトビムシと同様に、
4 月と 5 月には体長の大きい成熟個体が多く、6 月から
未成熟個体の割合が増加し、8 月には成熟個体は出現
しなかった。8 月以降、月が進むにつれて体長の大きな
個体が出現するようになったが、本種においては 1 月に
も体長の小さい未成熟個体がみられた。
　物理環境調査の結果を見ると、地中温度は 5 月から
6 月にかけて 5℃ほど上昇し、7 月に赤田浜で約 30℃、
土井ヶ浜で約 35℃と最も高くなった。それ以降は徐々
に低下し、10 月から11 月に約 10℃低下して約 13℃に
なり、12 月は 10℃を下回った。また、地表温度や水温
も同様の傾向を示した。漂着海藻の被度は 4 月、5 月、
6 月に高く、7 月から10 月にかけて極めて低くなり、11 
月以降より徐々に増加していくという傾向を示した。

4．考察
　一般に、ハマトビムシ類はおよそ1ヶ月から 2 ヶ月ほど
抱卵することが報告されている。本調査地において、赤
田浜では 7 月、土井ヶ浜では 6 月に小型の未成熟個体
が増加したため、本種は 4 月から 5 月に盛んに繁殖をし、 
6 月から 8 月に新規個体が加入するのではないかと考え
られる。この時期に繁殖を行う理由として、 漂着海藻が
豊富であることがあげられる。
　海藻はその下の地面の温度上昇や乾燥を防ぎ、餌とし
て利用することもできるため、生息場として適していると
考えられる。8 月以降、漂着海藻被度の低下とともに成
熟個体の割合も低下した。また、11 月以降には海藻が
再び出現するが、この時期は低温であるため海藻が存在
しても繁殖はしないと推察される。
　次にヒメスナホリムシについては、本種も同様に 1ヶ月
から 2 ヶ月ほど抱卵することが報告されている。6 月か
ら7 月に小型の未成熟個体が増加したが、1 月にも小型
個体が出現したことから、繁殖の時期は春から秋と比較
的長いと推察される。スナホリムシの繁殖の期間がハマ

1．背景と目的
　一般に砂浜は生物不毛の地と思われていたが、近年
の研究によって、砂浜海岸の潮間帯やサーフゾーンには
水産重要種を含む沿岸魚類、それらの餌となる小型動
物などの多くの動物が生息することがわかってきた。そ
のなかでも、潮間帯に生息するハマトビムシ科およびス
ナホリムシ科の生物は砂浜を代表する小型底生生物で
あり、全国の砂浜に生息する。これらの生物は、打ち上
げられた海藻や動物の死骸を餌として利用する分解者で
あり、砂浜に生息する様々な生物に捕食される餌生物で
もあるため、陸と海との物質循環や砂浜生態系における
浄化作用において大きな役割を担っていると考えられる。
これまで、漂着した海藻や動物の死骸の有無が小型動
物の群集構造に及ぼす影響に関する研究はしばしば行
われてきた。しかし、それらの小型底生生物の生活史に
関する研究は、日本国内の砂浜ではほとんど行われてい
ない。今後、砂浜生態系におけるこれらの生物の役割を
定量的に評価するために小型底生生物の生活史を調べ
ることは重要であると考えられる。
　そこで本研究では、山口県西部の響灘に面する土井ヶ
浜と赤田浜を調査地とし、月ごとにニホンスナハマトビム
シとヒメスナホリムシの個体数、および各個体の体長と
成熟段階を調べ、この 2 種の生活史を明らかにすること
を目的とする。

2．材料と方法
　山口県西部の土井ヶ浜と赤田浜において、2017 年 4 
月から 2018 年 1 月までの 10 ヶ月間、月に 1 回の頻度
で満潮時に調査を行った。
　各砂浜で汀線に対して垂直にトランセクトを 5 本設
け、各トランセクトにて対象生物の採集と物理環境調査
を行った。生物採集では、直径 10cm の塩ビパイプを
深さ10cm まで差し込み砂ごと採集した。これを潮間帯
上部のドリフトライン上で 5 回、潮間帯中部の砕波帯で
5 回ずつ行った。採集したサンプルを目合い 0.1mm の
ふるいにかけ、対象種 2 種を選別し、それぞれについて、
個体数、体長、雌雄、抱卵の有無を調べた。これと同
時に漂着海藻の被度、気温、地表温度、地中温度、水
温、中央粒径値、含水率、強熱減量を測定した。

3．結果
　ニホンスナハマトビムシの個体数は 4 月から7 月に多
く、8 月に大きく減少した。それ以降、個体数は冬季の
1 月まで減少傾向であったが、赤田浜でのみ 9 月と11 

砂浜性小型底生生物である
ニホンスナハマトビムシとヒメスナホリムシの生活史

水産大学校
生物生産学科　4 年　阪口　　武　
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トビムシより長いのは、スナホリムシが埋在性で温度や
湿度の変化への耐性が強く、漂着海藻などに依存する
必要がないからだと考える。
　以上のことから、ニホンスナハマトビムシの生活史は、
漂着海藻の多い春に繁殖を行い、初夏に新規個体の加
入があり、秋から冬にかけてある程度まで成長し、冬の
終わりから春にかけて十分に成熟した個体が、春に繁殖
を行うというものだと考えられる。ヒメスナホリムシにつ
いては、多くの個体は春に繁殖を行い、初夏に新規個
体の加入があり、それらは秋から冬にかけて成長し、春
に成熟した個体が繁殖を行うという点では類似している
が、繁殖の期間は本種のほうが長く、秋まで繁殖をして
いる可能性が考えられた。

図１　ニホンスナハマトビムシ（上）
　　　ヒメスナホリムシ（下）　　　　　　　　　　

●トランセクトとコドラート
　トランセクトもコドラートも生態学の野外生態調査
の方法のことです。
　ごく簡単に言うとトランセクトとは、地面（地図上）
に線を引いて、その線上の生き物について調べる事。
ライントランセクトと呼ぶこともあります。コドラート
は、一定面積の正方形に地面を区切りその枠内の生
き物について調査することです。
　

よく出
てくる

言葉
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両砂浜）と夏グループ（7 月赤田浜、８月の両砂浜）に
分かれた。春グループの優占種はヒラスズキ、シロギス、
メジナ科であり、夏グループではシロギス、クサフグ、ク
ロウシノシタであった。
　出現した魚類各種の食性を明らかにするために、各種
が摂餌していた餌の類似性に基づいてクラスター分析を
行った結果、出現した魚類はアミ類食魚、多毛類食魚、
動物プランクトン食魚、十脚類食魚、アミ類、端脚類 ,
多毛類などを摂餌する底生生物食魚の 5 つに分かれ、
最も種数の多かったのは底生生物食魚であった。アミ類
食魚には、ボラ、メジナ、ヒラスズキ、ヒラメ、サヨリが
含まれ、底生生物食魚には、クロウシノシタ、マダイ、シ
ロギス、クサフグ、マアジが含まれた。多毛類食魚には
ウミタナゴとホウボウ、動物プランクトン食魚にはカワハ
ギ、十脚目食魚にはアナハゼが含まれた。
　物理環境は水温のみに変化が見られ、月の経過ととも
に上昇していった。

4．考察
　本研究の結果、山口県西部の砂浜に出現する魚類は、
東京湾や九州北部の砂浜域に比べ、種数、個体数とも
にやや少ない結果となった。
　出現する魚類の個体数には、大きな季節変化が認め
られた。これは、春にスズキなどの稚魚が多く出現し、
砂浜域を生活の場として利用するが、これらの成長した
個体は別の生息場へと移動することによるものと考えら
れる。しかし、月間で種数にあまり変化がみられないた
め、成長しても砂浜域に生息する種も存在することがう
かがえる。出現する魚類の体長は月の経過とともに大き
くなっていったため、5 月に出現した稚魚が 6 月までに
成長したことと、シロギスなどの砂浜で一生を過ごす魚
種の成魚が、水温の上昇と共に浅瀬へと移動してきたた
めであると考えられる。なお、シロギス以外の成魚はほ
とんど出現しなかったため、出現した魚類の大部分は稚
魚期にのみ砂浜域を利用していると推察される。魚類の
種組成は大きく春と夏のグループに分かれた。春にはヒ
ラスズキやメジナ科などの一時的に利用している魚種、
夏にはクロウシノシタやヒラメなどの一生を砂浜で過ごす
魚種が優占していた。したがって、生活史における砂浜
の利用パターンの異なる魚種の出現動態によって、種組
成の季節変化が生じていることがわかった。
　魚類の食性を調べた結果、最も多く捕食されている餌
はアミ類であった。これは、出現した多くの魚類が体長
の小さい小型個体であるため、サイズの大きい多毛類、

1．目的
　砂浜域は水産重要種を含めた多くの魚類にとって重要
な生息場であり、さらには、稚魚の生活の場や大型魚
類の捕食の場となる。ところが、近年埋め立てや海岸浸
食により、砂浜域は減少している。このため、砂浜域を
早急に保全する必要があり、それには各砂浜にどのよう
な魚種が生息し、どのように砂浜域を利用しているかと
いう基礎的知見が不可欠である。これまでの研究により、
砂浜域に出現する魚類は小型無脊椎動物をよく捕食して
いたことや、成魚と比べ、稚魚の割合が高いことなどが
報告されている。このため、餌環境や捕食圧は、砂浜
域の魚類の分布パターンに影響を及ぼす重要な要因で
あると考えられる。また、砂浜域の魚類群集構造は地
域や季節によって大きく変動するため、様々な地域で調
査を行う必要があると考える。
　そこで本研究では、研究例の少ない山口県西部の土
井ヶ浜と赤田浜を調査地点とし、各浜における魚類群集
構造を明らかにすることを目的とした。

2．材料と方法
　山口県西部の土井ヶ浜と赤田浜において、2017 年 5 
月から 8 月にかけて、月1 回調査を行った。
　各砂浜において、低潮時に地曳網（幅 17m、高さ1.5 
m、目合 5mm）を用いて、水深約 1m の地点で汀線と
平行に 50m 曳網し、魚類を採集した。これを各浜で 5 
回ずつ行った。採集された魚類の種を同定し、個体数
を計数し、標準体長を測定した。物理環境として多成分
水質計を用いて水温、塩分、濁度を測定した。
　魚類の食性を明らかにするために、採集した全魚種の
胃または消化管内容物を顕微鏡下で精査し、餌項目ごと
に体積を測定し、平均体積百分率を求めた。

3．結果
　調査を通して、15 種 364 個体の魚類が採集された。
優占種はシロギス、ヒラスズキ、ヒラメ、クロウシノシタ、
クサフグであった。また、土井ヶ浜では 5 月にメジナ科
の稚魚が多く出現した。また , 月を追うごとに採集され
た魚類の体長は大きくなっていった。
　魚類の平均種数に月による大きな差異は認められな
かった。しかし、土井ヶ浜においては 7 月に極端に種数
が減少した。平均個体数は月間で異なり、5月に最も多く、
8 月に最も少なかった。
　各砂浜における魚類の種組成を明らかにするためにク
ラスター分析を行った結果、春グループ（5 月と 6 月の

山口県西部の土井ヶ浜と赤田浜における魚類の群集構造

水産大学校
生物生産学科　4 年　森下　主税
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十脚目、魚類といった餌を摂餌できないためと思われる。
なお、優占種は底生生物食魚とアミ類食魚であったため、
アミ類を中心とした底生生物が砂浜を利用する魚類に
とって重要な餌資源であると考えられる。以上より、山
口県西部の砂浜では、ヒラスズキやメジナ科などの稚魚
が春季に餌場として一時的に利用しており、これらはアミ
類を中心とした底生生物を主な餌資源としていると考え
られた。一方、本砂浜域に定住する魚種は相対的に少な
かった。このように特徴的な季節的出現パターンを示す
魚種の割合が多いために、本砂浜域の魚類群集構造は
季節によって大きく変動すると推察された。

図 1　山口県西部に位置する赤田浜と土井ヶ浜

●種（しゅ）
　世界には実に様々な生き物がいます。人はそれを
うまく整理しようと工夫しました。全ての生物を大分
類 - 中分類 - 小分類のように階層的に分けて名付け
ようとした結果、一番大きな分類を植物界とか動物
界とかの「〜界」、次の段階「門」、次を「綱」「目」

「科」「属」とだんだん細かくなっていき、最後に来
るのが「種（しゅ）」になります。ですが、実際は、「〜
界」の数をどう定義するかや「亜種」「上科」「下目」
など、上下関係分かりにくい部分があります。その上、
見た目の違いから種を分けていたものが、遺伝子の
違いで分けるようになったりすると、旧来は似たもの
同士として分類されていた生き物が全然違うもので
ある事がわかったり、またその逆もあったりして、現
在はちょっと混乱気味の感じもしています。
　種という言葉は基本中の基本で気軽に使われます
が、掘り下げると結構めんどうくさく難しいんですよ。

よく出
てくる

言葉
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中央粒径値は夏では転石帯で大きく、秋には砂泥地の
ほうでわずかに大きかった。椹野川河口干潟においては、
強熱減量と含水率は夏に砂泥地で大きく、冬に転石帯
で高かった。中央粒径値は夏と秋を通して砂泥地で大き
く、その差は夏より冬のほうが大きかった。また、両干
潟において地中温度は夏に高く、冬に低かった。
　調査を通して中津では 9 科 17 種 1,498 個体、椹野
川では 11 科 16 種 804 個体の貝類が採集された。
　肉食性巻貝について、中津干潟転石帯ではアカニシ
が 92 個体採集されたが、砂泥地では採集されなかっ
た。一方、砂泥地ではツメタガイ 7 個体、サキグロタマ
ツメタ 2 個体が採集された。椹野川干潟転石帯ではア
カニシが 319 個体、砂泥地では24 個体が採集されたが、
転石帯で採集されたアカニシは砂泥地で採集された個体
と比べ殻高が小さい傾向にあった。砂泥地ではツメタガ
イ2 個体、サキグロタマツメタ 2 個体、ゴマフダマ1 個
体が採集された。
　二枚貝類については、両干潟の転石帯では主にマガ
キが、砂泥地ではアサリやユウシオガイ、イチョウシラト
リなどの二枚貝が採集された。中津では種数は砂泥地
で多く、転石帯で少なかった。個体数はその逆であっ
た。椹野川では種数と個体数は夏に砂泥地で多く、秋
には転石帯で多かった。なお、両干潟において砂泥地
の二枚貝の個体数は夏から秋にかけて大幅に減少した。
二枚貝類の種組成の類似度を検討するためにクラスター
分析を行った結果、両干潟の種組成は 1）転石帯グルー
プ、2）8 月転石帯周辺砂泥地・砂泥地グループ、3）11 
月転石帯周辺砂泥地・砂泥地グループにそれぞれ分かれ
た。各グループにおいて個体数で優占していたのは、両
干潟の 1）ではマガキ、 2）ではユウシオガイとアサリ、3）
ではユウシオガイ、マテガイ、イチョウシラトリであった。

4. 考察
　アカニシは転石帯と砂泥地の両方に分布しており、転
石帯では本種と分布が重複していたマガキやナミマガシ
ワといった二枚貝を、砂泥地ではアサリやユウシオガイ、
イチョウシラトリなどの様々な二枚貝を広く捕食している
ものと考えられる。また、転石帯のアカニシは砂泥地で
採集された個体と比べ殻長が小さいため、アカニシの小
型個体は転石帯を選好して利用していると考えられる。
沖合の砂泥地で多数の大型個体が漁獲されることから、
アカニシは成長と共に同種の生息密度の高い転石帯を
離れ、砂泥地へと生息環境を変えるものと推察される。
　ツメタガイとサキグロタマツメタは砂泥地のみに出現し

1．目的
　干潟にはアサリやハマグリといった水産上重要な二枚
貝が数多く生息しており、地域住民にとって重要な漁場
となっている。一方、干潟にはこれら二枚貝を捕食する
肉食性巻貝も生息しており、それらにはアカニシやツメタ
ガイ類などの水産重要種も含まれる。この肉食性巻貝類
による捕食はアサリなどの二枚貝資源の増減に影響を及
ぼすことが考えられるが、これらの巻貝の分布や食性に
関する詳細な知見は乏しい。例えば、干潟には転石帯
や砂泥地などの微細生息場が存在するが、それらの間
における水産重要貝類の具体的な分布の重複はあまり明
らかにされていない現状にある。
　そこで本研究では、瀬戸内海西部の周防灘に面する
大分県中津干潟、および山口県椹野川の河口干潟を調
査地点とし（図 1）、干潟の泥表層に生息する代表的な
肉食性巻貝であるアカニシRapana venosa、ツメタガイ
Glossaulax didyma、サキグロタマツメタLaguncula 
pulchella、および、これら 3 種と同じ生息環境に存在
する二枚貝の分布と密度を明らかにすることを目的とし
た。

２．材料と方法
　両干潟において、干潟上に点在する転石帯、および転
石帯と同じ地盤高の砂泥地をそれぞれ調査定点とした。
調査は 2017 年 7 月〜 11 月の大潮または中潮時におい
て、昼間の干潮時（最大干潮の前後 2 時間）に行った。
　巻貝類の採集では、調査定点に幅 2m × 長さ 50m 
のベルトトランセクトを設け、地表に出ている肉食性巻貝
の観察および採集を行った。トランセクトは定点ごとに 5
本設けた。転石帯では、トランセクト上に存在する全て
の石の表裏を観察し、採集を行った。
　二枚貝類の採集では、定点ごとに 5 回、50cm 四方
のコドラートを用いて表層から深さ 20cm の底質を掘
り、目合 4mm のふるいで二枚貝を採集した。転石帯の
場合はコドラート内の石上に付着した貝類をすべて剥ぎ
取って採集した。また、転石帯周辺の砂泥地においても
同様にコドラート採集を行った。採集した貝類について
はすべての個体の種を同定し、種ごとに個体数を計数し、
殻長と湿重量を測定した。また、この採集と同時に物理
環境の測定を行った。

３．結果
　物理環境について調べた結果、中津干潟の転石帯で
は夏と秋を通して強熱減量と含水率が高かった。また、

温帯の干潟域における肉食性巻貝と二枚貝の分布

水産大学校
生物生産学科　4 年　安田　風眞
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たため、アサリやユウシオガイ、イチョウシラトリなどの
様々な二枚貝を捕食しているものと考えられる。以上より、
干潟における肉食性巻貝と二枚貝の分布の傾向は転石帯
と砂泥地で異なることがわかった。この分布傾向の違い
から、肉食性巻貝であるアカニシとツメタガイ2 種では、
餌として利用可能な二枚貝の種が異なることが示唆され
た。

図 1　大分県中津干潟と山口県椹野川河口干潟

図 2　アカニシ（左）とサキグロタマツメタ（右）
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に付け、糸を伸ばし逆さまになって、まるでおもちゃの
“ ヨーヨー ” のように「ビヨ〜ン」とぶら下がって暮らして
います。また同じ巣穴にはイソコハクガイの仲間で新種
の巻貝シャコアナモリ（蝦蛄穴守）も一緒に共生していま
す。この「トラフシャコ類 ＋ ヨーヨーシジミ類 ＋ イソコ
ハクガイ類」という3 種セットの共生関係は中津干潟か
ら遠く離れた大西洋のフロリダ半島でも見つかっており、
密接な関係があると考えられます。中津干潟では他にも
いろいろな生物の共生関係が見つかっていて、干潟の
ちっちゃな生き物たちが互いに関係しながら生活している
のを想像するととても面白いですよ。

　中津干潟ちっちゃいものクラブには不思議がいっぱい
です。皆さんも干潟で泥んこになって、まだ世界中の誰
も知らない大発見をしてみませんか？

写真 1　オオシンデンカワザンショウ

　皆さんの暮らしている地元中津の海で新種の貝類がい
くつも見つかっていることをご存知ですか？今回は中津
干潟ちっちゃいものクラブ（中津干潟で暮らす小さな生き
物たち）の中から、中津干潟で見つかった新種の小さな
貝たちの不思議な暮らしぶりを紹介します。

オオシンデンカワザンショウ（大新田川山椒）
　中津干潟の大新田の干潟で見つかった巻貝で、干潟
でしゃがんでよ〜く目を凝らすと、大きさ 2 ミリもないぐ
らいのとっても小さな巻貝が、実は足の踏み場もないほ
どに干潟一面ビッシリいることに気が付くでしょう。しか
もそれが全部生きていて、新種の貝だったのですからびっ
くりぽん！です。
　オオシンデンカワザンショウは中津干潟と周辺のいく
つかの干潟に生息していて、遠く離れた東北地方にも類
似した種類が生息していることがわかってきていますが、
まだまだ謎だらけの貝類です。オオシンデンカワザンショ
ウは満ち潮で干潟に潮がさしてくると、表面張力で水面
に浮かび、満ち潮とともに沖から岸の方へとダイナミック
に移動します。水面に浮かぶ貝類は他にも知られていま
すが、それらは水面の下側に逆さまになって浮かんでい
るものばかりです。しかしオオシンデンカワザンショウ (
とその類似種 ) はアメンボのように水面の上側に貝殻を
出して浮かんでおり、その姿はまるでサーフィン（波乗り）
をしているようです。この水面上に浮かぶという行動は貝
類学のこれまでの常識をくつがえす発見なのです。

ニッポンヨーヨーシジミ（日本ヨーヨー蜆）
　2007 年に私が中津干潟で見つけた新種の二枚貝で、
ヨーヨーシジミ属というこれまでに日本や北太平洋では
同じ仲間は知られていなかった珍しい二枚貝です。この
二枚貝はトラフシャコの仲間であるシマトラフヒメシャコ
の巣穴の中で暮らす（共生する）という不思議な生態を
持っています。巣穴の入り口から深さ15 センチぐらいの
ところに必ず見られ、自ら出した糸を足の先と巣穴の壁

　中津干潟で見つかった新種の貝類の生態について紹介します。中津干潟に無数に生息する小さな巻貝オオシンデン
カワザンショウは満ち潮に乗って水面上に浮かび、まるでサーフィンをするかのようにダイナミックな移動をしま
す。ニッポンヨーヨーシジミはシマトラフヒメシャコの巣穴に共生する二枚貝で、自ら出した糸で巣穴の壁にぶら下
がって暮らしています。同じ巣穴にはシャコアナモリという小さな巻貝も一緒に共生します。

中津干潟で見つかった新種の貝類の驚くべき生態
われら中津干潟ちっちゃいもの倶楽部～♪パート 1

NPO 南港ウェットランドグループ・NPO 水辺に遊ぶ会
和田　太一
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写真 4　シマトラフヒメシャコ

引用・参考文献
日本ベントス学会編 . 2012. 干潟の絶滅危惧動物図鑑 . 
東海大学出版会 , 秦野 , 285pp.

山下博由 . 2010 . シャコ穴のヨーヨー Divariscintilla
属の日本からの発見 . うみうし通信 , 67: 8-9.

足利由紀子編 . 2014. 中津干潟レポート2013. 水辺に
遊ぶ会 , 中津 , 127pp.

写真 2　ニッポンヨーヨーシジミ

写真 3　シャコアナモリ

「なかつひがた七福ちゃん」

　中津干潟のイメージキャラで、
中津干潟にすむ不思議ないきも
の達がたくさん隠されている。
あなたは全ての名前を当てるこ
とができるかな！
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域学連携による教育と地域を担う人材の育成
大学COC事業の取り組み

日本文理大学　工学部
教授　池畑　義人
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成する元素の構成や、含有量を分析するものである1)。本
研究では大分県産業科学技術センターの蛍光 X 線分析
装置（エスアイアイ・テクノロジー（株）製 SEA-2220A）
を使用した。分析にあたって乾燥した土砂を事前にボー
ルミルによって粉末状に粉砕している。予備的な分析と
して、海水のナトリウムの影響を調べるために、洗浄し
たサンプルと洗浄していないものを分析したが、両者に
大きな差は確認できなかったため、以後サンプルは洗浄
をしていない。
2-2 粒度分析
　炉乾燥した土壌サンプルについて粒径 1μ m 未満の
粒子についてはレーザー回折式粒度分布測定器（（株）
堀場製作所製　LA-950）を使用した。粒径 1μ m 以
上のサンプルについては、ふるい分析 2) を行った。

3．研究結果
3-1 蛍光Ｘ線分析
　蛍光Ｘ線分析では付近の土壌を構成している主要な
10 種類の元素 Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe
の含有量を調べた。9 月（夏季）に採取したサンプルの
分析結果を表 1 に、12 月（冬季）に採取したサンプル
の分析結果を表 2 に示す。赤でハッチングしたセルが各
元素の多い順から 5 個、水色でハッチングしたセルは各
元素の少ない順から 5 個を選んだものである。

表 1　夏季に採取した土壌の組成（重量 %）
Na Mg Al Si P K Ca Ti Mn Fe

黒川 11.56 3.63 12.3 57.88 0.8 2.04 3.93 0.59 0.19 7.09
跡田川 11.43 5.24 12.9 47.4 0.48 1.89 5.16 1.15 0.43 13.93
屋形川 3.57 1.49 15.34 59.54 0.48 3.73 5.09 0.96 0.23 9.56
津民川 8.86 3.48 16.45 53.39 0.36 2.75 5.03 0.87 0.23 8.59

三尾母川 7.32 3.36 16.8 50.57 0.42 2.42 6.58 0.99 0.28 11.27
山移川上流 15.16 5.59 15.85 76.77 0.14 2.35 5.05 1.04 0.27 7.78
山移川下流 4.72 2.5 15.36 53.75 0.73 3.22 8.16 1 0.42 10.11

A１ 2.57 3.01 12.49 48.28 0.51 3.45 7.32 1.74 0.6 20.04
B1 9.03 4.32 14.96 50.19 0.64 2.82 6.07 1.18 0.28 10.5
C1 1.43 1.91 12.44 52.34 0.56 4.11 7.55 1.52 0.52 17.62
D1 3.83 5.06 12.79 47.38 0.44 1.78 5.43 2.42 0.68 20.19
A2 18.51 7.65 14.94 40.03 0.54 1.48 4.98 1.6 0.27 9.99
B2 0.57 2.08 16.68 54.61 0.44 2.95 7.7 1.58 0.4 12.99
C2 11.58 5.02 16.19 48.4 0.53 2.16 5.61 1.2 0.25 9.05
D2 13.71 5.64 16.74 46.41 0.69 2.1 5.88 1.02 0.21 7.6
A3 4.58 3.02 16.52 52.18 0.47 2.54 8.23 1.34 0.3 10.82
B3 5.86 2.33 16.72 52.44 0.36 2.34 7.26 1.43 0.26 11.01
C3 3.55 1.85 16.06 53.51 0.56 2.7 7.7 1.48 0.33 12.25
D3 10.67 4.36 16.61 48.81 0.3 2.36 6.23 1.2 0.26 9.21

浜の宮１ 5.71 0.38 11.81 55.28 0.28 4.75 13.05 0.73 0.22 7.79
浜の宮２ 11.23 4.62 12.11 53 0.41 2.97 5.31 1.1 0.27 8.98
浜の宮３ 10.98 4.32 14.52 49.87 0.29 3.09 5.51 0.82 0.33 10.27
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　これらの結果から、各点ごとの関係を調べるためにク
ラスター分析を実施した 3)。この結果を図 2 に示す。図
2(a) から耶馬溪ダムの上流の山移川上流と干潟の関連性
は非常に小さい。これは耶馬溪ダムの堤体で土砂の動
きが遮られていることを示唆している。また、図 2(a) か
ら山移川下流および屋形川などの山国川下流の地点は
大新田海岸の 1km 沖合付近の点との関係性が高いこと

１．はじめに
　中津干潟に堆積している土砂の大部分は大分県と福
岡県の県境を流れる山国川から供給されているといわれ
ている。本研究室では 5 年間にわたり中津干潟の土砂
堆積量と山国川から供給される土砂量をモニタリングし
てきた。しかし河川から供給される土砂に比べて、干潟
の土砂堆積・侵食量は非常に大きいことがわかっている。
そこで、河川からの供給量と堆積・侵食量のアンバラン
スは、豊前海に沿って流れる沿岸漂砂の影響によるもの
と考えられている。そこで豊前海沿岸の土砂の動態を調
査するために、干潟でサンプリングした土砂の蛍光 X 線
分析を行った。この分析結果から、各地でサンプリング
した土砂の関連を調査することで、土砂の移動の様子を
明らかにする。また、同じサンプルの粒度分析も実施した。

 

大新

田 

浜の宮海

岸 真玉海

岸 

山国川流

域 

C D 

A B 

図 1　土砂のサンプリング地点

2．研究方法
　図 1 に示すように、土砂のサンプリングは中津干潟お
よび山国川水系の河川、築上町の浜の宮海岸、豊後高
田市の真玉海岸で行った。これらの 4 つの地区におい
て土壌の関連性を調べることで、粒子の移動の様子を明
らかにする。浜の宮海岸および真玉海岸では干潟の最も
岸側と最干潮時の汀線付近、その中間点の 3 点、中津
干潟では 500m 間隔の格子状に 12 点、山国川水系で
は 7 点でサンプリングを実施した。サンプリングの時期
は 2017 年 9 月（夏季）および 2017 年 12 月（冬季）の
2 回実施している。なお、河川の土壌は季節変化が少
ないと考えて、夏季のみ採取している。さらに、夏季は
時間の都合で真玉海岸のサンプリングができなかった。
サンプリングにあたっては、園芸用のスコップで表土を
5cm 程度取り除いた下層の土を採取している。
2-1　蛍光Ｘ線分析
　蛍光 X 線分析とは、元素に特有の一定以上のエネル
ギーを持つ X 線を照射することによって、その物質を構

蛍光X線分析による中津干潟における砂の動態の研究

日本文理大学工学部建築学科
４年　城下　拓也
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れて粒子が小さくなっていることがわかった。また、夏季
と冬季を比較すると、冬季の粒子が大きい傾向にあるこ
とがうかがえる。また浜の宮および真玉海岸と比べると、
大新田海岸の粒子は非常に小さいこともわかった。

表 2　中央粒径の比較

夏季 冬季

A1 517 679 夏＜冬
B1 301 517 夏＜冬
C1 452 116 夏＞冬
D1 344 394 夏＜冬
A2 301 133 夏＞冬
B2 116 152 夏＜冬
C2 133 133 夏＝冬
D2 133 152 夏＜冬
A3 133 152 夏＜冬
B3 152 133 夏＞冬
C3 152 175 夏＜冬
D3 152 152 夏＝冬

岸 浜の宮１ 344 344 夏＝冬
中間 浜の宮２ 229 262 夏＜冬
沖 浜の宮３ 452 301 夏＞冬
岸 真玉１ 229

中間 真玉２ 301
沖 真玉３ 229

粒径の変化

沖

大
新
田

中央粒径(μｍ)

岸

中間

4． おわりに
　山国川とその河口の大新田海岸、築上町、豊後高田
市に設定した 25 地点において夏季と冬季の 2 回土砂を
採取した。その土砂について蛍光Ｘ線分析と粒度分析を
行った。蛍光Ｘ線分析では、ほとんどの地点で季節によっ
て構成する元素の変化があり、夏と冬で供給される砂の
成分が異なることが分かった。
　次に、これらの土砂を構成する元素の組成からクラス
ター分析を行った。その結果、夏季における山国川と大
新田海岸の各点どうしの関係性は高かった。一方、冬季
には真玉海岸の土壌の組成と大新田海岸の関係性が高
かった。これは豊前海の潮流で土砂が輸送される可能
性を示唆する結果であり、今後は高精度の調査を実施す
る必要がある。
　粒度分析については、大新田海岸の土砂粒子が沖合
に行くほど小さくなっていることがわかった。また、真
玉海岸や浜の宮海岸に比べて粒子が小さいこともわかっ
た。

参考文献
1) 大分県産業科学技術センター　http://www.oita-ri.
jp/
2) 土木学会 [2003] 土質試験のてびき [ 改訂版 ]
3) KT Software and Consulting :http://ktsc.cafe.
coocan.jp/

が読み取れる。山国川流域の下流の黒川および跡田川
は大新田海岸の岸から 0.5km 付近の点と関係性が高い
ことがわかる。また、浜の宮海岸、真玉海岸、大新田
の関係性があることもわかった。
　図 2(b) から、冬季には真玉海岸と大新田海岸の土
壌の組成は関係性が高いことがわかる。一方で、浜の
宮海岸と大新田海岸の土壌の組成は関係性が比較的低
い。これは、豊前海の反時計回りの潮汐流によって中
津沖の土砂が豊後高田沖まで流されていることを示唆し
ているといえよう。

表 2　冬季に採取した土壌の組成（重量 %）
Na Mg Al Si P K Ca Ti Mn Fe

A1 11.94 5.63 14.7 49.63 0.46 2.49 4.95 0.78 0.31 9.12
B1 11.13 5.01 15.11 50.16 0.4 2.67 5.33 0.85 0.3 9.03
C1 5.33 2.98 15.64 53.29 0.58 3.15 5.34 1.42 0.32 11.94
D1 7.67 2.88 15.51 54.87 0.42 3.29 5.87 0.8 0.24 8.46
A2 8.79 2.91 16.88 51.4 0.57 2.85 6.36 0.92 0.2 9.12
B2 10.58 3.67 15.96 48.38 0.37 1.87 6.62 1.53 0.3 10.73
C2 10.88 3.85 17.14 49.28 0.22 2.38 6.13 1.12 0.27 8.74
D2 5.93 2.97 15.88 52.18 0.4 2.27 7.51 1.26 0.31 11.29
A3 4.07 2.55 14.48 49.83 0.24 3.16 9.45 1.67 0.39 14.16
B3 2.8 1.77 16.43 54.69 0.57 2.91 8.23 1.3 0.31 10.99

C3 11.25 4.72 15 49.26 0.64 2 6.01 1.28 0.26 9.59
D3 9.8 3.46 16.62 50.83 0.3 2.29 6.64 1.04 0.23 8.69

浜の宮１ 4.79 0.12 10.39 63.35 0.76 4.53 7.42 0.71 0.26 7.67
浜の宮２ 4.35 2.21 11.45 57.63 0.49 3.77 6.03 1.49 0.32 12.26
浜の宮３ 0 3 13.3 53.49 0.66 2.93 6.27 1.75 0.5 18.09
真玉１ 8.1 2.03 16.35 52.5 0.27 3 8.09 0.76 0.24 8.66
真玉２ 4.88 2.39 16.09 54.6 0.53 3.15 7.18 0.96 0.24 9.98
真玉３ 6.29 1.35 15.65 55.86 0.46 3.45 6.98 0.83 0.29 8.84
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(a) 夏季

(b) 冬季
図 2　クラスター分析

　3-2 粒度分析 粒度分析から求めた中央粒径の一覧を
表 3 に示す。表 3 から大新田海岸では、沖合にいくにつ
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め、その後、ヘロンの公式を用いて、それぞれの領域の
底面積を算出する。各領域の高さは測点の地盤高の平
均を用いる。各領域の底面積と平均地盤高を掛けて算
出された体積の合計を観測領域の土砂量とする。これを
各調査日別に行い、各調査時の土砂量を算出する。なお、
観測日時は表 1に示す通りである。
 
表 1　観測日

　

観測日
2004/11/28

2005/5/8
2005/7/17
2013/5/22

2013/10/28
2014/2/10
2014/5/28

2014/10/29
2015/2/3

2015/6/19
2015/10/28

2016/3/8
2016/5/17

2016/11/11
2017/4/22

　降水量は、舞
手川河口域の観
測データに観測
期間の一定性が
確認出来なかっ
たので、本研 究
では、平均降水
量を用いる。
　波高は、侵食に大きな影響を与えると考えられる、大
きな波高を、より反映させる為に、観測された有義波を
高い方から順に並べ、大きいほうから、全体の 1/3 個の
波の平均をとることにする。本研究では、これを有義波
と表記する。
　前調査日との土砂量の差分から堆積・侵食土砂量を
求めることができる。差分が増加していれば前、調査日
より土砂が堆積したことを示し、逆に減少していれば侵
食されたことを示す。本研究では差分を増加・減少それ
ぞれの中央値を基準に、大・小の 2 つに分類し、大堆積・
小堆積・小侵食・大侵食の 4 つに分類する。最終的に
散布図を作成し、より詳しい舞手川河口域の土砂動態と
降水・波高との関係性を明らかにする。

1．はじめに
　中津干潟は図 1 に示すように、大分県中津市の海岸
部に広がっており、全国的にも数少ない砂泥質干潟であ
る。その中でも舞手川河口域は、全国的に貴重な図 2
に示すようなカブトガニの産卵地である。カブトガニは図
3 に示すように瀬戸内海沿岸域および九州西岸の砂質干
潟に生息している。しかし、その数は干潟の埋め立てな
どによって減少している。このことから舞手川河口域は
カブトガニにとって貴重な海岸であることがうかがえる。
 

　図 1　中津干潟の位置　　　　　図 2　カブトガニ 1）　
 

図 3　カブトガニの生息地 2）

　中津干潟では 20 年前から NPO 水辺に遊ぶ会が中心
となって、干潟の生物の保全活動や袋詰め石突堤による
沿岸漂砂の制御実験 3）などの干潟保全活動を行ってき
た。その一環で同会では 2002 年から現在まで舞手川
河口域において干潟砂面の測量を実施してきた。今回そ
の観測データを提供して頂くことが出来た。
　全国的に干潟の面積は縮小しており、それに伴いカブ
トガニが産卵地も減少している。このままでは、カブト
ガニが減少してしまうので、本研究では、舞手川河口域
の観測データを活用してカブトガニの生息地である舞手
川河口域の土砂の動態を明らかにし、干潟における堆積
と侵食の大きな要因である降水量と波高が舞手川河口域
に、どのような影響を与えているのかを調査する。

2．研究方法
　舞手川河口域の土砂量の変化を明らかにするため、観
測領域を図 4 のように 14 分割し、各測点間の距離を求

中津干潟舞手川河口域における土砂動態に関する研究

日本文理大学工学部　建築学科
４年　斉藤　健志

図４　観測領域
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3．研究結果
　平均降水量と有義波・土砂量と平均降水量・土砂量と
有義波の散布図を作成した。
　図 5、図 6 から、堆積が降水量の少ない部分に集中
しており、侵食が降水量の多い部分に点在していること
から、降水量が多いほど侵食も多くなる傾向あることが
読み取れる。
　図 5、図 7 からは波高と堆積・侵食の関係性は見受け
られなかった。
 

図 7　土砂量と有義波
4．おわりに
　散布図の結果から、舞手川河口域における侵食は河
川に大きな影響を受けていると推測される。河川が堆積
に大きく影響し、波が侵食に大きく影響する干潟が多い
中で珍しい結果となった。

図６　土砂量と平均降水量
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は前年と当該年の春との差分を各メッシュ毎にとって侵
食・堆積量の平面分布を得ます。図－ 2 に、2016 年秋
－ 2017 年秋の侵食・堆積図を示します。図から、干潟
中央部においてやや大きな堆積域、山国川河口の航路
内でやや大きな侵食域が認められます。日本文理大学
が、干潟の底質サンプルから算定した空隙率λ=0.269
から、2017 年は＋1.82×106㎥ /yearという結果が得ら
れます。本研究のデータと国交省の深浅測量データを換
算したものを連結すると図－ 3 のような長期変化がわか
り、2011 年の降雨量が多い年と、2012 年と17 年の水
害時に大きな土砂堆積が認められますが、それ以外は
やや侵食傾向となります。図－ 4 に底質サンプリング位
置と粒度分析結果を示します。図から、2017 年の春は
500 μ m 付近の粗砂が卓越し、秋は 20 μ m 付近のシ
ルトが卓越することがわかります。測点 1、6、8、9 に
おいては泥質化傾向、舞手川河口の測点 7 のみ粗粒化
傾向が見て取れます。図－ 5 に、浮遊砂フラックスと流
量の関係を示します。図中のデータは、2017 年の出水
時の濁度計データを、採水試料の SS 分析結果をもとに
浮遊砂フラックスに換算しています。武川ら 2) によると、
こうした qs － Q 式は一意の関係で示されますが、本デー
タは流量に対する依存性の変化点が存在しますので、低
流量時と高流量時で関係式を変えています。図－ 6 に、
浮遊砂量と掃流砂量を併せた山国川の土砂供給量の算
定結果を示します。図から、2017 年が意外に少ない見
積りですが、総じて土砂供給量は降雨量に依存している
ことがわかります。

4．侵食・堆積量の重回帰分析
　干潟の侵食・堆積量⊿ V の観測結果ならびに山国川
からの土砂供給量の算定結果をもとに、降雨量 rと波高
H1/3 をパラメターとして侵食・堆積量の重回帰分析を行
ないました。その過程において、⊿ Vと r の関係、なら
びに⊿ Vと H1/3 の関係は線型を仮定し、H1/3 に関しては
年平均値をとると年較差が埋もれてしまうので、冬季の

1．はじめに
　中津干潟の漁獲高は、10 年前と比べて激減しており、
アサリに至っては殆ど獲れていないのが現状です。その
原因として、地元の人々は干潟の侵食と泥質化を懸念し
ており、それらに対する中津港の拡張工事や平成大堰
の建設の影響を危惧しています。国交省も経年的な深
浅測量 1) を行なっていますが、近年では堆積傾向と結
論付けました。しかしながら、このデータは 2012 年の
北部九州水害時までのデータであり、それをもって堆積
傾向とするのはやや尚早な判断かと思われます。そこで、
群馬大学と九州大学、日本文理大学の三大学合同で、
高精度な測深技術を用いた広域的な深浅測量と山国川
からの土砂供給量の算定、ならびに著者らが開発したモ
デルによる数値計算を用いた総合解析を行ない、侵食・
堆積と泥質化の実態と侵食・堆積機構を解明する研究を
行なっています。

2．観測内容
　現地観測は、出水期前後の春と秋において、RTK-
GPS と ADCP による M9（YSI Nanotek 社製）を、汀
線から1km の沿岸部において小型ボートで曳航し、1 か
ら 3. ５km の沖合部においては D-GPS と ADCP を漁
船に設置して測深を行ないました。沿岸部においては沿
岸方向に 500m 間隔で岸沖測線を、沖合部においては
岸沖方向に 500m 間隔で沿岸測線を設定しました。観
測領域は、岸沖 3.5km、沿岸方向は山国川左岸から中
津港まで約 8km としました。図－1 に観測領域と測線
を示します。河川の土砂供給量の算定については、浮遊
砂については採水試料の SS 分析結果ならびに国土交通
省の濁度計データと流量データから算定し、掃流砂に関
しては流量データから掃流力を算定した上で、芦田・道
上 3) 式を用いて算定しました。

3．観測結果
　各測線の海底面標高データを補間し，春と秋，あるい

　中津干潟の漁獲高の激減の原因として、干潟の侵食と泥質化が懸念され、それらに対する中津港の拡張工事や平成大
堰の建設の影響が疑われています。国交省も経年的な深浅測量を行なっていますが、侵食と泥質化の実態は明らかになっ
てはいません。そこで、群馬大学と九州大学、日本文理大学の三大学合同で、高精度な測深技術を用いた深浅測量と河
川からの土砂供給量の算定、ならびに数値計算による総合的解析を行ない、それらの実態と侵食・堆積機構を解明する
研究を行なっています。その結果、侵食については、一度の大出水で堆積が生じ、それ以外の年はやや侵食という傾向
がわかります。泥質化については、2017 年の春と秋の底質の粒度分析からかなりの泥の堆積が示され、大出水によって
短期的に泥質化する結果がわかりました。数値計算によっては、年間約 40 万㎥の沿岸漂砂の流入が示され、今後、泥
の計算、ならびに干潟の地形変化予測が期待されます。

中津干潟の土砂動態に関する研究
泥質化と侵食・堆積傾向の解明
群馬大学大学院　理工学府環境創生部門

准教授　鵜﨑　賢一
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影響の有無を精査していく予定です。

図－1　観測領域と測線

図－ 2　2016 年秋－ 2017 年秋における侵食・堆積図

図－ 3　長期的な侵食・堆積変化

月別波高の上から10 個分の平均をとりました。その結果、
得られた重回帰式を式（1）に示します。

（1）　　　∆V ＝ 0.230r*−2.86H*1/3 ＋ 2.62

　式中、r* は降雨量の最大値で、H*1/3 は有義波高の最
大値で無次元化しています。式（1）から、降雨量は堆積、
有義波高は侵食の役割を果たし、やや大きな定数項が
残ることがわかります。これによって、侵食・堆積量の
予測が可能となり、そのパラメターは rと H1/3 になること
がわかります。

5．数値計算とその結果
　数値計算に用いたモデルは、鵜﨑ら 4) によって開発さ
れた POM：Princeton Ocean Model をベースにした「潮
汐と風波を考慮した泥と砂による広域土砂動態・地形変
化モデル」です。このモデルは、波浪計算とそれによる
海浜流計算、潮流・吹送流の計算および泥と砂の輸送
とそれによる地形変化の計算が可能です。計算は、開
境界において実測潮位データを与え、大領域と小領域を
ネスティングして解きました。図－ 7（a）に大領域、（b）
に小領域における流れ場の計算結果を示します。図か
ら、中嶋ら 5) や八木ら 6) も示唆するように、周防灘に
おいて反時計回りの残差流が存在していることがわかり
ます。小領域においては、苅田港の NOWPHAS データ
をもとに、北から 30° 西寄りから波高 0.6 ｍ、周期 3.0
秒の波浪を入射させており、潮汐残差流に加えて東向き
の海浜流も生起しています。小領域の西側境界からの土
砂流入量は、砂について4.23×105㎥ /year、泥につい
て4.98×105㎥ /yearとなりました。この年の侵食・堆積
量は＋1.82×106㎥ /year であり、これらから、沿岸土
砂輸送の影響は無視できないと考えられます。国交省に
よる山国川の土砂供給量の見積りが 2.20×105㎥ /year
ですが、これは芦田・奥村 7) によって算定された値であ
り、年平均値と考えられます。それに対して、本研究で
の算定量は 2012 年：2.38×105㎥ year、2017 年：8.12
×104㎥ /yearとなっており、やや過小評価だと考えられ、
今後の改善が求められます。 

6．おわりに
　中津干潟を対象として、高精度かつ広域的な深浅測量
と山国川の土砂供給量の算定、それらをもとにした重回
帰分析と数値計算を行ない、①長期的には大出水年に
よる堆積とそれ以外の年の侵食というサイクル、②侵食・
堆積量と山国川の土砂供給量の土砂収支があまり一致
せず、沿岸土砂量の影響は無視しえない、③数値計算
によっても定量的に沿岸土砂供給量の影響が示された、
④重回帰分析によって侵食・堆積量の予測式が得られ、
それにおいても沿岸土砂量を示唆する定数項が比較的
大きな値を示すことがわかった。今後は、現地観測デー
タを蓄積するとともに、数値計算によって干潟の地形変
化の将来予測や中津港の拡張事業や平成大堰の建設の
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図－ 6　浮遊砂量と掃流砂量，降雨量の関係

（a）大領域

（b）小領域

図－7　（a）大領域，（b）小領域における潮汐残差流と海浜
流のの計算結果

図－ 4　底質のサンプリング位置と粒度分布解析結果

図－ 5　浮遊砂フラックスと流量の関係
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導流堤による河口への漂砂逆流防止とカブトガニ産卵地の復元

大分県中津土木事務所
小西　吏恵・田代　真士
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来の両生類、魚類、甲殻類、水生昆虫類（コウチュウ目、
カメムシ目）の採捕調査を行った。また、生物の生息環
境条件を明らかにするために、調査地ごとに水路断面積、
コンクリートの使用有無、水深、土砂堆積の有無、流速、
カナダモ類の被度、水温、電気伝導率を調査した。さ
らに、得られた結果から生物の生息状況に影響を与えて
いる環境要因を明らかにするため、一般化線形モデルに
より生物種数を説明する環境要因のモデルを構築した。

図２　42 ヶ所の調査地点

結果と考察
　生物調査の結果、対象とした 42 地点の水路には、4
種の両生類、21 種の魚類、15 種の水生昆虫類、5 種
の甲殻類の計 45 種の生物種が生息していることが分
かった。この中には、環境省や大分県のレッドデータブッ
クに記載されているミナミメダカ、ヌマムツ、ヤリタナゴ、
アブラボテ、ヤマトシマドジョウ、コマルケシゲンゴロウ、
コガタノゲンゴロウ、ミズカマキリが含まれていた（図 3）。
一方、これらの生物が採捕された水路の環境も多種多
様であった（表 1）。
　Δ AIC から判断した生物種数を説明する環境要因の
ベストモデルでは、水路断面積と土砂堆積が正の相関
を示し、カナダモ類の被度が負の相関を示していた（表
2）。この結果は、容量が大きく、土砂が堆積し、カナダ
モ類の少ない水路で生物の多様性が高いことを示してい

はじめに
　発表者は、中津市周辺各所の淡水域で生物多様性に
関わる研究を行ってきた。今回は、中津市周辺の農業
水路（以後、水路とする）の生物多様性に焦点を当て、
研究発表を行う。
　中津市周辺の水田地帯には、農業用排水を運ぶため
の水路が広く発達している（図 1）。このような水路は、
一般的に、カエル、魚、水生昆虫、エビなど多くの生
物の貴重な生息場となっていることが報告されているが

（水谷・森 2009，高橋 2009）、中津市周辺の水路に
おいての、生物生息状況は明らかにされていなかった。
2016 年、発表者は、中津市教育委員会からの依頼を
受け、中津市周辺を流れる水路の生物の生息状況と生
息環境の調査を行う機会を得た。本発表では、その調
査で明らかとなった水路の生物多様性についての報告を
行う。

図 1　中津市周辺に流れる農業用水路

材料と方法
　調査を行ったのは、42 地点の水路である（図 2）。水
路の生物生息状況を知るために、すべての調査地で在

　中津市とその周辺における農業水路の生物多様性に焦点を当て、研究発表を行う。中津市周辺に存在する 42 地点の
農業水路で、生物の生息状況と生物の生息環境条件を調査した。生物調査の結果、対象の水路には 4 種の両生類、21
種の魚類、15 種の水生昆虫類、5 種の甲殻類の計 45 種の生物種が生息していた。一方、これらの生物が採捕された水
路の環境も多種多様であった。調査データから、一般化線形モデルを用いて生物種数を説明する環境要因モデルを構築
した結果、生物種数に対して水路断面積と土砂堆積が正の相関を示し、カナダモ類の被度が負の相関を示していた。こ
のことは、中津周辺では、容量が大きく、土砂が堆積し、カナダモ類の少ない農業水路で生物の多様性が高いことを示
している。この結果は、農業水路で生物多様性保全を考える際の優先順位や手法の検討に対して有用な情報となる。

中津市とその周辺の淡水域生物多様性

九州大学　持続可能な社会のための決断科学センター
助教　山下　奉海
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表 1　環境要因に見る調査した水路の多様性

 

表２　Δ AIC から判断された環境要因と種数の相関

引用文献
門脇勇樹・久保田由香・佐貫方城・中田和義（2017）
環境配慮工法が施工された農業水路における魚類の選
好環境：活動期と越冬期の比較，農業農村工学会論文
集　IDRE Journal　No. 305 (85-2), pp. Ⅱ _61- Ⅱ
_70.

久米学・森誠一（2012）水田・水路生態系における魚
類研究の発展に向けて，応用生態工学 15(2)，pp. 287-
291.

水谷正一・森淳（2009）春の小川の淡水魚―その生息
場と保全，学報社，東京．

森淳（2007）水田水域の環境修復の課題，水田生態系
の変質，“ 水谷正一編，水田生態工学入門 ”，農山漁
村文化協会，pp. 25-28，東京 .
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pp. 1153-1158.

る。これらの環境要因が生物種の多少に影響した理由
を考察すると、容量が大きい水路は、単純に生物が生
息できる空間が大きいし、容量が大きければ多様な環境
が内包される可能性が高まるため、多様な生物種が生息
する傾向があるのであろう。水路内に堆積した土砂は、
ドジョウやタナゴ類の産卵基質となるイシガイ類などの底
生生物の直接的な住処となるし、一方で水路の流速をあ
る程度抑えるため、早い流速を好まない水田域の生物に
好適な環境を作り出すと考えられる。負の影響を与えた
カナダモ類が存在する地点では、カナダモ類は密集して
存在する傾向があり、密集したカナダモ類は、遊泳性生
物の遊泳空間を制限するとともに、流れを遅くかつ単調
にさせてしまうため（渡辺ほか 2008）、生息できる生物
種を限定してしまうのかもしれない。
　上記の結果は、中津市周辺水路の生物多様性保全を
考える際に、いくつかのヒントを与えてくれる。まず、中
津市周辺では、容量が大きく、土砂が堆積し、カナダモ
類の少ない水路で生物の多様性が高いため、このような
環境は優先的に保全していくべきであろう。また、土砂
の堆積は生物種数に正の影響を与え、カナダモ類は負
の影響を与えていたことから、浚渫などの水路の土砂管
理を行う際は、カナダモ類は除去してもいいかもしれな
いが、土砂は薄くでも残した方が生物にとっては良さそ
うである（ただし、カナダモ類は、洪水の際に生物の退
避場としての役割を果たしている可能性もあるため、全て
除去していいかどうかは検討が必要である）。そして、近
年はコンクリートで整備された水路が、生物の生息に悪
影響を与えるという報告も多いが（森 2007，久米・森 
2012，門脇ほか 2017）、中津周辺の水路では、コンクリー
ト使用の有無は、生物種の多少に影響を与えていなかっ
た（ただし、本研究では、コンクリート三面張りと二面張
りは分離していない）。このことは、コンクリートを使用し
た水路においても、土砂堆積などの条件が整えば、生
物の多様性を確保することが可能なことを示唆している。
　農業水路の本来目的は、農業用水の供給と排水であ
る。このような本来機能を有する水路を生物多様性保全
の場とすることに対しては、様々な意見があるであろう。
とはいえ、今現在も中津周辺の農業水路に多様な生物
が生息していることは間違いない。発表者は、地元の方々
にこのような身近な生態系にぜひ目を向けていただき、
野生生物のおもしろさ、不思議さ、力強さを感じて欲し
いと思っている。

図３　ミナミメダカ（左）　コガタノゲンゴロウ（右）
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３．アカニシ染色実験
　中津の干潟ではアクキガイ科のアカニシが採れ，食用
に販売もされている。2017 年 7 月 8 日（土）豪雨の後
の快晴の日に中津の干潟にて足利由紀子さんと NPO 水
辺に遊ぶ会のみなさまと屋外で染色実験をした。活水
女子大学の寺田貴子先生の論文をもとに染色方法を決
めた 3)。アカニシの貝殻を割っていただきながら，黄色
く光るパープル腺を取り出し，ミキサーにかけた。黄緑
色っぽく粘性の高いペースト状の染料を得た（写真１，２）。
直接筆で描いてみたが，粘性が高すぎて繊維に浸透せ
ず，洗うと落ちてしまった。
　このペーストを直射日光にさらすと，たちまち紫色に変
色していった。これに水を加え，加熱し，水酸化ナトリ
ウムとハイドロサルファイトナトリウムを加えて色素を還元

（建化）すると，黄色い液体になった。この液体を染液
として布を入れて染色した（写真３，４）。染色中，青い
泡が見え，布も青くなる様子があった。布を引き上げて
日光にさらすと青くなり，紫色は得られなかった。８種
類の繊維の染色性を一度に実験できるマルチファイバー
テストクロスという試料布も染め，各繊維の種類によっ
て染色性は違うものの，青みが強くほとんど紫にはなら
なかった。特にナイロンが濃い青になった。ポリエステ
ル以外は，色味や濃さは少しずつ違う水色になった（表１）。
　寺田先生に相談したところ，「染色中に光が当たると，
ジブロムインジゴがインジゴになってしまうので青くなる」
とアドバイスくださった 4)。6,6'- ジブロモインジゴの建て
染め法と光照射による脱臭素化の制御方法について述べ
られた研究論文も発見した 5)。
　冷凍保存しておいたアカニシのパープル腺で，薄曇りの
日に大分大学染色実験室で照明をつけずに実験した。浴
比 1：30，水酸化ナトリウム15%owf, ハイドロサルファイ
トナトリウム 30%owf，建化温度・時間は 80℃，10 分，
染色温度・時間は 60℃，30 分とした。染色後，染液か
ら引き上げた途端変色が始まり，アクリルとポリエステル以
外はそれぞれ色味に差はあるものの紫色に染まった（表１）。

１．紫を染める天然染料
　合成染料が初めてつくられたのは 1856 年と言われて
おり，イギリスの科学者パーキンがマラリアの特効薬を合
成しようとして偶然紫色の染料モーヴを合成したと伝えら
れている。それ以前は，紫色の布が欲しければ天然物で
染色していた。紫色の花，ブドウ，ナス，紫タマネギ，紫
芋等，紫色の農作物が浮かんだだろうか。これらのアン
トシアニン系色素はそれほど濃い色には染まらず，堅牢性
も高くない。人類は試行錯誤しながら布を紫色に染めら
れる天然染料を探してきたのだろう。日本では主に紫草と
いう植物の根，紫根が用いられた。ヨーロッパでは，ウメ
ノキゴケという地衣類や巻貝の内臓が使われた。アクキガ
イ（アッキガイ，悪鬼貝）科の貝は巻貝であり，内臓の鰓
下腺（パープル腺）に酸化すると紫色になる色素を含む。
この色素で綿や絹を綺麗な赤紫色に染めることができる。

２．貝紫・帝王紫
　アクキガイ科の貝による染色を貝紫染めと呼ぶ。紀元前
3000 年頃、古代フェニキア人がシリアツブリボラ（Purple 
dye murex, Bolinus brandaris）による染色を始めた
といわれている。ティリアンパープル、帝王紫とも呼ばれ、
貝紫染めの布は皇帝など高貴な人が身に纏った。赤紫色
を指す英語 “purple” は現在色の名前として認識されて
いるが，もともと貝紫染の織物の名称であった 1)。カエサ
ルやクレオパトラが愛したとも伝えられている。日本でも、
吉野ヶ里遺跡から貝紫染めの絹織物片が発掘され、弥
生時代に貝紫染めが存在したことが確認されている。
　パープル腺の粘液は黄色であるが、摺り染めをして酸
化すると紫色に発色する。色素は 6,6’- ジブロムインジゴ

（図１）であり、藍の色素であるインジゴに臭素が２つつ
いた化学構造をしている。還元状態で染色して酸化させ
ると発色するという性質も共通であり、いずれも建て染
め染料に分類される。染料を還元させることを「建てる，
建化する」という。この色素は，現在では合成も可能になっ
ている 2)。

　アクキガイ科の巻貝は，紀元前 3000 年から古代フェニキア人により紫色の染料として使われたと言われる。中津の干
潟では，アクキガイ科のアカニシが採れる。アカニシの鰓下腺に 6,6’- ジブロムインジゴという色素があり，建染め染料に
分類される。2017 年 7 月にアカニシ染色実験を実施した。アカニシから鰓下腺を取り出し，ミキサーにかけてペースト状
にして日光にさらし，発色させて染料とした。屋外において化学建ての染色をしたところ，光の照射によりジブロムインジ
ゴから臭素が取れてインジゴになり，紫ではなく青く染まった。冷凍保存した染料を用い，照明をつけない実験室におい
て再度同条件で実験したところ，紫に染まった。大分県では中津でアカニシが育ち，竹田で紫草が栽培され，洋の東西
を問わず高貴な紫色の染料になる動植物が採れる。

アカニシ貝で染める帝王紫

大分大学教育学部
准教授　都甲由紀子
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図１　6,6’- ジブロムインジゴ

表１　アカニシ染色布の測色結果
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４．大分で採れる紫
　中津で貝紫を染められるアカニシが採れることを紹介し
た。貝から染める紫は西洋で高貴な色であり，権力の象徴
でもあった。大分県内には，日本の高貴な紫色を染める貴
重な染料植物が採れる場所もある。竹田市志土知は，冠
位十二階最高位の紫色を染めるため，紫草が栽培された地
である。一度は途絶えたが，現在また栽培されている。洋
の東西を問わず，紫色は高貴な色であったが，染料の種類
は異なる。この２種類の色素を持つ動植物が採れる場所が
同じ県内にあるというのは珍しいことだろう。このことには最
近気付いた。豊後，豊前の「豊」は食べ物だけでなく，着
るものの材料や色材なども豊かだったことに由来するのでは
ないか。大分で育ち，大分で暮らす人 と々ともに，大分の豊
かな自然環境に学ぶことでその恩恵を実感したい。

写真１：中津のアカニシ（貝殻）

鰓下腺

写真２　中津のアカニシ（貝の体）

写真３　アカニシ染色の様子

写真４　アカニシ染色（屋外，化学還元）
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給サービスと文化的サービスの強いつながりを示す。
　対照的に「レジャーやツーリズム」、「温暖化防止」、「食
料のほか生物多様性の使用」、「自然災害を防ぐ」、「海
の文化や芸術」についての価値観が少ない。地元の人々
にこれらの生態系サービスが少ない（例えば中津干潟で
はツーリズム、大きな自然災害や生物を遺伝資源や薬
用資源としての使用が少ない）ためこれらについての在
来知が少ないと予測される。また、物質的・非物質的

（material and non-material value）と実在価値・手
段価値（intrinsic and instrumental value）によって
生態系サービスの分析をしてみると干潟環境には主に実
在価値の影響が多く見られる（図３）。

表１　中津干潟に存在する14 種の生態系サービス
生態系サービス 平均 ライカートス

ケール 
１．豊かな及び特徴的な自然 4.64 5 
２ 水産物文化 4.64 5 
３ スピリチュアルな体験 4.64 5 
４ 海の文化や芸術 2.28 2 
５ 科学や教育に関する知識 4.07 4 
６ レジャーやツーリズム 2.92 3 
７ 後世に残すべきもの 4.71 5 
８ 温暖化防止 2 2 
９ 生息・生育環境の提供 4 4 
１０ 水質浄化 3.6 3 
１１ 泥や砂など非生物環境を提供 4.21 4 
１２ 食料のほか生物多様性の使用 2.57 3 
１３ 貴重な生き物を育む 4.14 4 
１４ 自然災害を防ぐ 2.42 2 
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図２　なかつ干潟の１４つの生態系サービスと価値

図１　調査に協力した地元人の出身地

研究方法
　本研究は大分県の中津干潟を中心とし、社会生態学
を元に、地元社会に含まれている中津干潟についての
生態系の多様的な価値観を評価したものである。研究
方法としては「NPO 水辺に遊ぶ会」を情報提供者（key 
informant）としてアプローチし、干潟の保全が中津の
沿岸環境にとって大事だと思う28 名に face-to-faceアン
ケート調査をし、socio-cultural valuation 方法によって
分析した。提供サービス、基盤サービス、文化的サービ
スについて質問をし、各サービスの重要性を Likert scale
によって（１−大切ではない〜５−とても大切）分析した。

分析
　中津干潟に存在する１４種類の生態系サービスは表１と
図２の通りである。「食料の供給地だけではなく、豊かな及
び特徴的な自然」、「水産物文化」、「スピリチュアルな体験」、

「後世に残すべきもの」、「科学や教育に関する知識」など
文化的価値と「泥や砂など非生物環境を提供」、「貴重な生
き物を育む」、「生息・生育環境の提供」としての価値観が
一番多いと見られる。また、この中では「豊かな及び特徴
的な自然」、「スピリチュアルな体験」、と「後世に残すべきもの」
としての価値観が特に多く、地元の在来知には 審美的価
値と生存・生計的な価値の強い影響が見られ、これは供

　私たちの暮らしは生態系から得られる食料や水、動植物の生殖地、気候の安定など、 多数の恵みによって支えられてい
るのである。私たちが自然からもらうこのような恵みは生態系サービスと呼ばれる (MA, 2005、TEEB, 2010)。
　沿岸のエコシステムは、人間と自然の相互作用でできている社会生態系システムであり、お互い連結したシステムとして進化し
てきた (Berkes, 2003)。このような沿岸のエコシステムは多数の生態系サービスを人間社会に提供するものであり、社会と生態
系の長期的共存のためとても大事な役割を果たすものである(MA, 2005; Liquete et al., 2013; Nunes and Gowdy, 2015)。
このような沿岸の社会生態系システムの長期的維持や管理のため生態系の価値について地元社会・利害関係者の 在来知（意
識・意見を含む）が大事な役割を果たす (Kenter et al., 2016; Garcia Rodrigues et al. 2017; Outeiro et al. 2015)。
　近年、生態系サービス学の中、地元社会の在来知に含まれている生態系の多様的な価値観（multiple and diverse 
values）が影響される生態系サービス評価が勧められている (Pascual et al., 2017; Chan et al., 2016)。

中津干潟のエコシステムサービス評価
地域住民の意識の視点から

元国連大学
ポストドクトルフェロー　チャクラボルティ　シャミック
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図３　中津干潟での物質的・非物質的（material and non-
material value）と実在価値・手段価値（intrinsic and 
instrumental value）による生態系サービスの分析

まとめ
　上記の中津干潟の社会生態系学的分析は、干潟が私
たちの生活に与える恵み、つまり生態系サービスについ
て干潟の生態系と直接的に（例えば、漁師）や間接的に（例
えば、漁師の主婦や干潟が好きな人々）携わっている人々
の意識を明らかにしたものである。調査のまとめとして以
下のポイントがあげられる：

・本研究は地元社会を含めたボトムアップアプローチで、
研究者の学術的知識と地元社会の在来知を合わせた
学際的（transdisciplinary）分析である。このような
分析によって干潟生態系サービスの社会的価値を明ら
かにすることができる

・各生態系サービスの社会的価値がどのように分布され
ているかが分かり（図２）、特に実在的な（intrinsic）
価値の 影響が多いことが分かる

・学術的教育で得られる干潟の価値よりも社会的に意識
される干潟の価値が高い

・エコシステムサービスのホリスティックな評価のため社会
的な価値を含む経済的な価値の評価が重要である。

・ 非 物 質 的（non-materialistic）、 ま た 実 在 的 な
（intrinsic）社会的価値がどのように経済学・財政学
などに含まれるかの研究が求められる

・本研究の方法は、経済発展によって干潟の劣化が世
界中で進んでいる中、地元の在来知による干潟環境
保全の新たなツールとして使われる。
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中津干潟の生きものたち
　瀬戸内海の最大規模を誇る豊前海の干潟のうち、中
津干潟は１,３４７ha の面積を有している。また、そこに
生息する生物たちの種数も個体数も多い。足利らがまと
めた「中津レポート２０１３」［１］［２］によると、中津
干潟で生息が確認された生物は７０３種（動物６３９種・
植物６４種）であった。また、その生息種のうち、絶滅
危惧種が１８８種で、全生息種の２７％に及んでいる。
さらに、食物連鎖の上位を占め「自然環境の指標」とい
われる野生鳥類の生息種数も１５２種（そのうち絶滅危
惧種は３９種）と多く、後述するように、その個体数も
顕著に大きな傾向を示す種も多い。

Photo１　中津干潟に舞い飛ぶハマシギの大群

中津干潟における水鳥の生息数調査
　中津干潟における、シギ・チドリ類を中心とした水鳥
類の渡来状況調査は、従来日本野鳥の会会員を中心に
行われてきたが、地元有志に協力を仰ぐ形で、環境省
が集計するモニタリングサイト１０００のシギ・チドリ類調
査〔http://www.biodic.go.jp/moni１０００.html〕に
一部が引き継がれている。一方、和田を中心とする中津
干潟シギ・チドリ類調査グループは、広大かつ奥行きの

はじめに
　瀬戸内海に面した九州北部地域は、東西約５０km に
わたり広大な干潟が広がっている。福岡県から大分県に
またがり、海岸線から数 km の奥行きを持つ干潟は、国
内では有明海に次ぐ規模を有する。この広大な干潟のう
ち、大分県中津市沿岸の干潟（以下、中津干潟とする）
では、国内はもとより世界中で個体数の減少が進行して
いる渡り鳥であるシギ・チドリ類をはじめ、世界的に見希
少な種の生息が数多く確認されている（Fig.１）。
　干潟は、潮の満ち干により干出と水没を繰り返す独特
な生態系が存在し、その生産性は極めて高いことが知ら
れ、昔から漁業活動が盛んなことは周知の通りである。
また、水質浄化や波浪緩和などの生態系サービスによる
恩恵は莫大である。生態系サービスを低下させずに、人
間活動を調和させていくことはすなわち、持続可能な地
域づくりであり、生物多様性条約等の国際的な枠組みの
中でも特に注目されている課題の一つである。
　一方、中津干潟では環境に対する価値に対して充分な
理解が進んでいないことから、保護区の設定などは極め
て限定的で不十分と言わざるを得ず、良好な環境を将来
世代に引き継いでいくための枠組みづくりが必要と考えら
れる。本報では、干潟を利用する鳥類の記録から、中
津干潟の価値を再点検するとともに、水鳥をはじめとし
た湿地環境の保護条約である、ラムサール条約に基づく
湿地登録基準との比較を行い、自然環境と人間活動の
調和について考える。

Fig.1　中津干潟の位置

　瀬戸内海における最大規模の干潟，すなわち中津干潟では，国内はもとより世界中で個体数の減少が進行している渡
り鳥であるシギ・チドリ類をはじめ世界的に見て希少な種の生息が数多く確認されている。
　本研究では，中津干潟は水鳥類渡来地を評価する国際的基準からみて重要な湿地に位置づけられ，かつ既に登録さ
れている国内ラムサール条約登録湿地に比較してもシギ・チドリ類の一大拠点となっていることが判明した。
　既存のラムサール条約湿地を活用して，宮城県の蕪栗沼，熊本県の荒尾干潟など，生きものと人間活動を両立させた “ 持
続可能な地域づくり” が既に進んでいる。
　最後に，ラムサール条約湿地の登録には，地元住民や行政の理解が深まること，自然環境を積極的に活かした地域づ
くりへの合意形成・盛り上がりが必須といえる。
　…このことは，中津地域での今後の課題である。

世界の渡り鳥の楽園，中津干潟
水鳥データから観た “ラムサール条約湿地 ”登録の可能性

日本文理大学　工学部
教授　杉浦　嘉雄
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Table.１　日本におけるラムサール条約登録湿地

基準１：特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、又は希少
なタイプの湿地

基準２：絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地
基準３：生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植

物を支えている湿地
基準４：動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿

地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所とな
る湿地

基準５：定期的に２万羽以上の水鳥を支える湿地
基準６：水鳥の１種または１亜種の個体群で、個体数の１％以

上を定期的に支えている湿地
基準 7：固有な魚介類（魚、エビ・カニ・貝類）の亜種、種、

科の相当な割合を支えている湿地。また湿地というも
のの価値を代表するような、魚介類の生活史の諸段階
や、種間相互作用、個体群を支え、それによって世界

深い中津干潟において、潮の干満による水鳥類の移動
が、個体数のカウント結果に大きく影響することに注視
し、調査精度の向上を図りながら継続的に実施してきた。
　現在、モニタリングサイト１０００に報告されているの
は中津干潟のうち、東浜を１名の調査員が担当している
が、和田らは潮の干満をあらかじめ調べ、複数名の調査
員で手早く広域を調査する方法をほぼ確立した。
　今回の調査方法は、それぞれのシーズンで集中調査日
を１〜２日設け、複数名の調査員により複数地点から時間
を合わせて同時にカウントを行うことで広い範囲をカバー
できるようにした他、やむを得ず１〜２名で調査を行う場
合は潮の引き具合や群れの位置を見極めて、カウントする
群れが重複しないように適宜調査地点を移動しながら個
体数のカウントを行った。潮位の高い時間はシギ・チドリ
類が比較的岸に近い場所にいるため海岸からカウントを
行うが、潮が引いて群れが沖へと移動した時間帯に調査
員が干潟を沖まで歩いて行きカウントする場合もあった。
　調査地域は中津市沿岸の海岸及びその沖に広がる干
潟、海岸の後背の田畑や水路、流入河川の汽水域である。
特にシギ・チドリ類がよく集中する地点としては、大新田、
東浜、三百間、鍋島がある。これらの地点を中心に調
査を実施した。調査地域を Fig.２に示す。

Fig. ２　中津干潟におけるシギ・チドリ類の主な調査地

水鳥の生息地としての湿地評価基準
　中津干潟における継続的な調査から、シギ・チドリ類
の渡来数は国内有数の規模を誇り、瀬戸内海に面する
干潟では最大級であることが分かってきた。また、ヨシ
ガモの個体数が極めて多いことや、クロツラヘラサギ、
ズグロカモメといった絶滅の危惧される種の生息情報も
得られている。
　そこで、水鳥類渡来地を評価する国際的基準である、

「ラムサール条約における湿地評価基準」と「東アジア・
オーストラリア地域フライウェイの渡り性水鳥の保全及
びその生息地の持続的利用に関するパートナーシップ

（EAAFP）基準」と照らし、中津干潟の重要性を確認
する。
　ラムサール条約における国際的な湿地評価基準は、
以下の９つの基準からなる。
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で確認されたシギ・チドリ類は、ハマシギ、ダイゼン、チュ
ウシャクシギ、キアシシギ、オオソリハシシギなど３１種で、
これらの種の日本に渡来する東アジア地域の個体群にお
ける推定個体数およびラムラール基準６、EAAFP 基準
の値を Table.３に示す。中津干潟に飛来するシギ・チド
リ類のうち、個体数が多いのはハマシギ、ダイゼン、チュ
ウシャクシギ等であるが、東アジアを通過する個体群で
個体数が多いのは、トウネン、オバシギ、ハマシギである。
　メダイチドリ・オオソリハシシギ・ハマシギは複数の亜
種が通過していると考えられており、それぞれの個体群
がどのように日本を渡って行くのかは今後の研究が待た
れるが、通過していると考えられている亜種ごとの推定
個体数もあわせて Table.３. に示した。

Photo ２　中津干潟の代表的なシギ・チドリ類

　中津干潟でのシギ・チドリ生息数が、ラムサール条
約湿地の基準等と比べどの程度の水準にあるかを順に
確認する。春季は、ハマシギが１,７００〜４,９００羽と
いうまとまった個体数が飛来している。推定個体数の最
大値〜最小値は、日本への渡来が分かっている亜種ハ
マシギとキタアラスカハマシギの２亜種を合計した値が、
４５３,０００〜１、６７４,０００羽、EAAFP の基準で
ある０．２５％値は、１,１３３羽であり、中津干潟の個体
群はこの基準を満たしていた。ラムサール基準である１％
は４,５３０羽で２０１１年に基準を満たす個体数が飛来
していた。キアシシギはいずれの年も１５０羽以上が飛
来し、EAAFP 基準を満たしていた。チュウシャクシギも
７ヶ年の調査のうち６ヶ年でEAAFP 基準を超えていた。
ダイゼンはやや増加傾向にあり、最近４ヶ年のうち、３ヶ
年で EAAFP 基準を超えていた。
　秋季はダイゼンが７ヶ年のうち６ヶ年で EAAFP 基準
を超えていた。キョウジョシギは２００３年、２００４年
に１００羽を上回る個体が確認されたが、近年は半減し
ており、今後の動向を注視しなくてはならない。

の生物多様性に貢献するような湿地
基準８：魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要な

湿地。あるいは湿地内外における漁業資源の重要な
回遊経路となっている湿地

基準９：湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及び亜種
の個体群で、その個体群の１％を定期的に支えている
湿地水鳥については基準２・５・６が特に関連する基
準である。また、日本では上記国際的な基準のいず
れかに該当することに加え、湿地登録前に国の法律（自
然公園法、鳥獣保護法など）により、将来にわたって、
自然環境の保全が図られることや地元住民などから登
録への賛意が得られることを登録条件に加えている。

　水鳥については基準２・５・６が特に関連する基準で
ある。また、日本では上記国際的な基準のいずれかに
該当することに加え、湿地登録前に国の法律（自然公園
法、鳥獣保護法など）により、将来にわたって、自然環
境の保全が図られることや地元住民などから登録への
賛意が得られることを登録条件に加えている。

Table. ２　日本の EAAFP ネットワーク参加地

　EAAFP 基準では、ラムサール条約の基準２・５・６
に加え、渡り性水鳥の中継地に関する次の２つの基準が
採用されている。
基準１：渡り性水鳥の一つの種または亜種の個体群において、

個体数の０．２５％を定期的に支えている中継地は、
国際的に重要な湿地とみなす

基準２：渡りの時期に一度に５,０００羽以上の水鳥を定期的に
支えている中継地は、国際的に重要な湿地とみなす

　国内のラムサール条約登録湿地は５０ヶ所、EAAFP 
湿地としての参加地は３０ヶ所である（Table.１〜２）。

中津干潟における水鳥生息数規模と評価
　中津干潟シギ・チドリ類調査グループによる現地調査

Ａ；ダイゼン
Ｂ；オオソリハシシギ
Ｃ；キアシシギ
Ｄ；チュウシャクシギ
Ｅ；ハマシギ
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シギ・チドリ類の総個体数からみた中津干潟
　次に中津干潟に渡来するシギ・チドリ類の個体数を
全国各地の湿地に渡来する個体数と比較した。各地の
データは環境省のモニタリングサイト１０００の２０１１〜
２０１４年調査結果から引用した。個体数はいずれも調
査期間中の最大個体数である。
　まず、シギ・チドリ類全体の総個体数を見ると、春季
は２, ５６１〜５, ８７２羽、地点間の比較では中津干潟
は２〜１１位であった。秋季は比較的個体数が少なめと
なり、３６５〜６６０羽、１０〜２９位であった。越冬期
は１,７３４〜２,６６４羽、３〜９位であった（Table.４）。

　シギ・チドリ類の総個体数が多く確認された国内の調
査地点は、大授搦（佐賀県）、コムケ湖（北海道）、風
蓮湖等（北海道）で、有明海の干潟および北海道東部
に大規模渡来地が存在していた。また、瀬戸内海の干
潟では、中津干潟と連続する曽根干潟（福岡県）や宇
佐海岸（大分県）、大阪北港南部の渡来数が多かった。

シギ・チドリ類の代表的な個体数からみた中津干潟
　中津干潟を特徴づけている種として、春のダイゼン、
チュウシャクシギ、キアシシギ、ハマシギ、秋のダイゼン、
冬のハマシギがある（Fig.３）

Table. ３　シギ・チドリ類の推定個体数と湿地基準

　越冬期はハマシギの個体数が極めて多く、１,４００
〜３,７００羽を数え、ラムサール条約の基準６を満たす
にはやや少なめではあるものの、国内の他のハマシギ越
冬地との比較から中津干潟は重要な干潟であることがわ
かった（後述）。越冬期のダイゼンは１％の基準にも満た
ないものの、４００羽を超える越冬群は貴重なものと言
えるだろう。
　中津干潟に生息するシギ・チドリのうち、国際自然
保護連合（IUCN）のレッドリスト掲載種は、ホウロク
シギとオバシギの２種でいずれもVulnerable（絶滅危
惧Ⅱ類）に位置づけられている。シギ・チドリ類以外で
は、Endangered（絶滅危惧ⅠB 類）のクロツラヘラサ
ギ、Vulnerable のズグロカモメの２種が越冬期に生息し
ている。ズグロカモメの越冬個体数は増加傾向にあり、
推定個体数の１％程度が生息している。こうした希少な
種の生息地としても重要な役割を果たしていることが分
かってきた。

Photo ３　中津干潟の代表的な種
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Fig. ４　中津干潟に渡来する個体数が全国の総個体数に占め
る比率

中津干潟におけるシギ・チドリ類調査の比較
　干潟に生息するシギ・チドリ類の調査は、環境省のモ
ニタリングサイト１０００による情報が欠かせないが、こ
こに報告されている中津干潟の情報は、中津海岸（東浜）
の地点名で、地点名から想像できる通り、中津市東浜付
近で調査した結果である。
　和田らの中津干潟におけるシギ・チドリ類調査は、東
浜を含む中津市のほぼ全域で実施した。東浜は中津干
潟の中でシギ・チドリ類の主要な渡来地ではあるものの、
広大な中津干潟の中には底質だけ見ても泥質、砂質、礫
質と変化に富んでいるし、コアマモを主とする海草群落
も各所に存在している。干潟を利用している鳥類はシギ・
チドリ類の他に、カモ類、カモメ類、サギ類、ヘラサギ類、
カイツブリ類、バン類、ウ類など実に多様で、これら多
くの種の保全を考える上で可能な限り多様な環境を対象
とした調査を継続していくことに意義があると考える。
　和田らは、従来の東浜の調査では捉えにくかった、よ
り広域的なシギ・チドリ類の移動パターンや個体数の実
態の解明に取り組んでいる。調査に必要な人員の確保、
潮の干満とシギ・チドリ類の移動の関係、過大・過小評
価とならない個体数計数の工夫など、中津干潟特有の調
査の難しさを克服するための改良を行っており、詳細は
別報にゆずる。

Fig. ３　中津干潟におけるシギ・チドリ類の確認個体数
　Fig.４のとおり春のダイゼンの２０１１〜２０１４年の最
近４年における記録を見ると、渡来地別個体数集計で、
中津干潟は２〜６位と常に上位にあった。中津干潟に
渡来したダイゼンの個体数が、日本全体で確認されたダ
イゼンの総個体数に占める割合は、８．９７％であった。
大授搦、荒尾海岸（熊本県）、中津干潟が３大渡来地と
言える。
　以下同様に、春のチュウシャクシギでは、渡来地別の
個体数集計で中津干潟は１２〜１８位、これは日本全体
で確認されたチュウシャクシギの２．１１％であった。鹿
島新籠海岸（佐賀県）、神栖市高浜（茨城県）、千鳥浜・
木屋川河口（山口県）が代表的な渡来地となっている。
　春のキアシシギは、渡来地別の個体数集計で中津干
潟が４〜６位、これは日本全体で確認されたキアシシギ
の４．０３％であった。内陸湿地である栃木県南部水田
地帯、与田浦水田（千葉県）、干潟の荒尾海岸、中津干
潟が代表的な渡来地となっている。本種は内陸にある水
田等の湿地もあわせて使う特徴がある。
　春のハマシギは、Fig.３のとおり他のシギ・チドリを
圧倒する個体数が渡来する。渡来地別の個体数集計で
２〜７位、日本全国で確認されたハマシギの８．５３％で
あった（Fig.４）。本種の代表的な渡来地は、大授搦、
中津干潟、三番瀬（千葉県）である。
　秋の渡来総個体数は春と比べると１４．１９％に過ぎな
い。春と秋の渡来数の違いは、繁殖地へ向かう春の渡り
と越冬地に向かう秋の渡りとでルート・中継地が異なって
いたり、移動個体が短期間に集中するか、ばらけるかで
記録できる個体数に大きな違いがでるためと考えられる。
　秋のハマシギでは春の数％ほどの個体しか見られない
が、ソリハシシギやオバシギでは秋の方が多くの個体が
記録されている。
　キアシシギは２００３年では春・秋で個体数の差はわ
ずかであったが、最近の５年では秋の個体数が極めて少
なくなっている。しかし、この減少傾向は、おそらく最
近５年の秋の観測日がキアシシギの渡りのピーク時（８
月中旬前後）とずれたことによるものと思われる。
　ダイゼンは春・秋の個体数の差が少ない種の一つで
あった。渡来地別の個体数比較では、１位大授搦、２
位中津干潟の年が続いている。３位以下は白川河口、
荒尾海岸、三番瀬等である。全国に渡来するダイゼンの
うち、中津干潟を利用する個体は１１．７６％であった。
　冬の中津干潟ではハマシギが３,０００羽を超え、重
要な越冬地となっている。渡来地別の個体数集計比
較をすると、中津干潟は全国で３〜８位、２０１２年・
２０１３年は大授搦、白川河口（熊本県）、中津干潟、
荒尾海岸、氷川（熊本県）が上位５位を占め、変化はなかっ
た。中津干潟に渡来する個体数が全国で確認された総
個体数に占める割合は、７．００％であった。
　このように、中津干潟で見られる鳥類のうち、シギ・
チドリ類だけに注目しても、多くの種、個体数が生息し
ており、保全上極めて重要な場所であることがわかった。
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４ 東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナー
シップパートナーシップ文書

５ 環境省自然環境局２０１５ 重要生態系監視地域モニ
タリング推進事業（モニタリングサイト１０００）シギ・
チドリ類調査業務第２期とりまとめ報告書

６ 環境省自然環境局生物多様性センター２０１５ モニタ
リングサイト１０００ シギ・チドリ類調査平成２６年
度秋期調査報告（Autumn ２０１４）

７ 環境省自然環境局生物多様性センター２０１４ モニタ
リングサイト１０００ シギ・チドリ類調査平成２６年
度春期調査報告（Spring ２０１４）

８ 環境省自然環境局生物多様性センター２０１４ モニタ
リングサイト１０００ シギ・チドリ類調査平成２５年
度冬期調査報告（Winter ２０１３―２０１４）

９ 環境省自然環境局生物多様性センター２０１４ モニタ
リングサイト１０００ シギ・チドリ類調査秋期調査報
告（Autumn ２０１３）

１０ 環境省自然環境局生物多様性センター２０１４ 平成
２４年度重要生態系監視地域モニタリング推進事業

（モニタリングサイト１０００）シギ・チドリ類調査業
務調査データ総括報告書

１１ 環境省自然環境局生物多様性センター２０１３ モニ
タリングサイト１０００ シギ・チドリ類調査春期調査
報告（Spring ２０１３）

１２ 環境省自然環境局生物多様性センター２０１２ モニ
タリングサイト１０００ シギ・チドリ類調査冬期速報

（Winter ２０１１―２０１２）

１３ 環境省自然環境局生物多様性センター２０１１ モニ
タリングサイト１０００ シギ・チドリ類調査秋期速報

（Autumn ２０１１）

１４ 環境省自然環境局生物多様性センター２０１１ モニ
タリングサイト１０００ シギ・チドリ類調査春期速報

（Spring ２０１１）

１５ 天野一葉２００６ 干潟を利用する渡り鳥の現状地
球環境 Vol．１１ No．２ pp．２１５―２２６

今後の課題
　以上の分析により、中津干潟は、水鳥類渡来地を評
価する国際的基準からみて重要な湿地に位置づけられ、
かつ既に登録されている国内ラムサール条約登録湿地に
比較してもシギ・チドリ類の一大拠点となっていることが
判明した。本報では取り上げなかったカモ類、カモメ類
など他の水鳥については、分析中であるため別報にゆず
るが、中津干潟の重要性をさらに裏付けていくことにな
り、ラムサール条約湿地の登録に向けた基礎資料が整っ
ていくだろう。
　従来、中津干潟ではカブトガニを中心に貴重な種の生
息地としての認識はあったものの、これを積極的に保護
しながら地域づくりにつなげていくような活動は限定的
であった。ラムサール条約は、水鳥の保護一辺倒ではな
く、湿地の生きものを守りながら持続的に賢く利用して
いくこと（ワイズユース）を前提とした仕組みであり、宮
城県の蕪栗沼、熊本県の荒尾干潟など、生きものと人間
活動を両立させた地域づくりが、既存のラムサール条約
湿地で進んでいる。ラムサール条約湿地としての登録に
は、地元住民の理解が深まることや自然環境を積極的
に活かした地域づくりへの合意形成・盛り上がりが必須
であり、中津地域での今後の課題と言える。
　健全な環境は、膨大な生産能力によって農業や水産
業を持続的に保持し続ける能力があり、中津地域におけ
る経済振興も含めた地域創生が広がる可能性を秘めて
いる。
　環境省が新たに選定した「生物多様性の観点から重
要度の高い湿地」リスト（２０１６年４月発表、新・重要
湿地５００）に「中津海岸および宇佐海岸」が含まれて
いること、同じく環境省が選定した「生物多様性保全上
重要な里地里山」リスト（２０１５年１２月発表）の中に「中
津海岸・宇佐海岸周辺」が含まれていることは、全国的
に見てもこの地域の自然を保全していく意義があることを
示していると言えよう。今後、この地域で “ ワイズユース”
を実践するための議論が広がっていくことを期待したい。

謝辞
　本報をまとめるにあたり、NPO 法人ラムサール・ネッ
トワーク日本の共同代表である、呉地正行氏、柏木実
氏には重要なアドバイスを数多くいただいた。ここに心よ
り感謝する。

引用・参考文献
１ 足利由紀子２０１３ 中津干潟シギ・チドリ類調査報

告．中津干潟レポート２０１３ pp．１８―１９

２ 和田太一２０１３ 中津干潟シギ・チドリ類調査報告．
中津干潟レポート２０１３ pp．３７―４９

３ Wetlands International ２ ０ １ ２ Waterbird 
Population Estimates online database ver．５
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野依新池はトンボの楽園！
　ベッコウトンボの前に、まずは野依新池について少し
説明します。
　野依新池は、農林水産省の「ため池百選」（大分県で
唯一）や環境省の「重要湿地 500」に選ばれている大
切な場所です。なぜ注目されているかというと、今では
減ってしまった、ため池の自然を好む昔ながらの生き物
たちがいっぱいいることが分かったからです。
　トンボ類だけでも 50 種が生活し、外から飛んで来た
ものも合わせると60 種にもなります。日本に住むトンボ
が約 200 種なので、1.2ha の小さな池にこれだけいる
のは驚くべきことなことです。

新池はいきものたちのシェルター？
　新池は、トンボ以外にも希少な動植物が数多く確認さ
れています。ここで少しこのような自然がどのようにして
できたか歴史を簡単にたどってみましょう。
　野依新池は古代東九州最大の焼き物遺跡群（野依伊
藤田窯跡群）の中にあります。これは古墳時代から平安
時代頃のもので、この頃から人はこの地の森をひらいて
台地に畑を作り始めました。そして江戸時代には田んぼ
をつくるために数多くのため池を築造しました。新池もそ
の一つでした。そうして、今見られるような植物や動物の
生活する里山的な環境が出来上がったと考えられます。
　全国の里山的な自然が開発などで変化してしまう中、
新池とその周辺地域に失われた動植物が奇跡的に残さ
れました。全国で消えてしまった動植物たちはここを安心
できるシェルターとして身を潜め、環境が自分たちに向い
たものになるまでじっと待っているのかも知れません。

ベッコウトンボは天使のように舞う？
　さぁ本題のベッコウトンボですが、みんな名前は聞い
たことがありますか？なんだかやぼったい名前のトンボ
ですよね。でも学者が使う世界共通の学名はLibellula 
angelina（リベルラ アンゲリナ）と呼ばれていて、これ

写真１　野依新池

ため池も絶滅危惧？
　中津市野依新池（写真１）は全国的に見てとても貴重
な自然が残されています。でも見た目はどこにでもある
普通のため池です。草ボウボウで、ちっとも重要そうに
は見えません。確かに、多くの中津市民にとってため池
のある風景は珍しくもない当たり前の風景ですよね。でも
日本全体で見ると里に残されたため池はどんどん数を減
らしているのです。
　ため池そのものが減ってしまっているので、ため池で
の生活が大好きな生き物たちもどんどん減ってしまいまし
た。中でもナンバーワンと言ってもいいのが今日紹介する

「ベッコウトンボ」（写真２）です。

写真２　ベッコウトンボ

　絶滅危惧種の中でも種の保存法という特別な法律で守られているのがベッコウトンボです。そして、このベッコウトンボ
が安定的に生活している場所が野依新池とその周辺地域なのです。今回は、はじめに生き物があふれる野依新池につい
て説明した後、ベッコウトンボとはどのようなトンボで、保全のために何が必要なのかについて説明します。ベッコウトンボ
は全国で春に見られる普通のトンボでしたが、1970 年ごろから数を減らし今では、全国に数ヶ所でしか発生していません。
トンボは、幼虫期には水中で、成虫期には陸上で過ごす生き物です。どちらか一方でも環境が変わってしまうと生きてい
くことが難しくなります。野依新池はベッコウトンボにとってすみ心地の良い場所ですが保全活動を続けなければ、やがて
いなくなります。５月の連休頃に一番多く見ることができるトンボですので、ぜひ今年の春に実際の姿を観察して、保全に
ついて考えてもらえれば幸いです。

野依新池のベッコウトンボ

NPO 法人水辺に遊ぶ会
山守　巧
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保全活動
　ベッコウトンボの保全活動（写真３）は、「野依ベッコ
ウトンボを守る会」（中下忠会長）と当会が行っています。
毎年11月頃池の中に広がりすぎたヨシの根を抜く活動な
どをしています。ベッコウトンボの保全には、池の中の整
備と周辺の雑木管理、そして成熟するまでの期間すごす
草地の確保が重要になります。
　今年は 5 月 3 日に野依新池でベッコウトンボ観察会（写
真４）を開催する予定です。興味のある方は参加していた
だき保全活動にも興味関心を持って頂ければ幸いです。

写真３　野依新池の保全作業

写真４　2017 年春の辺校トンボ観察会風景

参考文献
倉品治男　『父っちゃん坊やの夕暮れ　—トンボに魅せ
られて—』　倉品房代　2011 年。

（この本はトンボが大好きで野依新池の保全、ベッコウト
ンボの保護を精一杯行った人の著作です）

中津市ベッコウトンボ生息環境保護活用検討委員会　
『答申書』　中津市　2002 年。
（中津市による野依新池調査の詳しい記録が掲載されて
おり、保全活動の細やかな提案をしています）

日本環境動物昆虫学会　編　井上清・宮武頼夫　監修　
『改定トンボの調べ方』　文教出版　2010 年。
（トンボについて何か調べたい時はこの本が有効です。
中高生にも十分使えると思います）

尾園　暁・川島逸郎・二橋　亮　『日本のトンボ』　文一
総合出版　2012 年。

（トンボの種類を調べる時にかろうじて持ち歩ける大きさ
の図鑑で、写真も美しく分かりやすいです）

を日本語に訳すと「天使のトンボ」となります。どうですか、
だいぶかっこよくなった感じがしませんか。
　昔は日本中（宮城県以南）の里で春先に普通に見られ
るトンボでした。でも1970 年代ごろからどんどん減って
しまって、今では全国でも数県、代表的な場所は 4 ヶ所
程（図１）になってしまいました。その一つが野依新池と
その周辺地域なのです。
　減ってしまった原因は、ベッコウトンボの生活に必要な
環境が無くなってしまったことや農薬に弱いことなどが考
えられています。そのような中で奇跡的に彼らが好む環
境が中津に残されているのです。

福岡県

鹿児島県 大分県

静岡県

図１　ベッコウトンボの主な発生地

ベッコウトンボの一生
　ベッコウトンボの成虫は、3 月末から 6 月の頭頃まで
ため池とその周辺で見られます。１年に１回ヤゴ（幼虫）
が羽化してトンボになります。ちなみにトンボによっては
1 年に何回も卵からヤゴ、トンボになる種もいますし、6
〜 7 年もヤゴのままでいてからトンボになるものもいます。
　ベッコウトンボのヤゴは主に 4 月頃にヨシなどの植物の
クキや葉に 10 〜 20㎝程度の高さまでよじ登って外皮を
割って羽化します。つまりヤゴからハネのあるトンボに姿
を変えます。ヤゴからトンボになって空を飛ぶまで数時
間かかります。その間色が白っぽい色からだんだん透明
なハネになり全体に茶色い色が濃くなります。そして体
がある程度固まると風にのってサッと飛び立ちます。
　飛び立った若いトンボは、池近くの草むらに隠れます。
好んで住むのは枯れたチガヤなど草地でヒザ高くらいの
所です。そこで 1 週間から10 日程度、小さな昆虫などを
エサにしながら体が成熟するのを待ちます。成熟を待つ
期間の体の色が、海亀のコウラの色であるベッコウに似
ているのでベッコウトンボという名前が付きました。雄は
成熟すると体の色が黒くなり、雌は焦げ茶色になります。
　成熟すると雄は再び池にもどって池中に生えた植物に
とまりながら数メートルの範囲にナワバリを張るようにな
ります。そして時々訪れる卵をお腹にためた雌と交尾をし
ます。交尾した雌はそのまま池の水面に尾をたたきつけ
ながら卵を産みます。雌が卵を産んでいる間、雄は雌を
見守るように近くを飛び続けます。
　卵は 1 週間程度で 1mm 程の小さなヤゴになります。
ヤゴは小さな水中の生き物を食べながら12 月頃までに
12 〜 13 回ほど脱皮して 2㎝ほどの大きさにまで育つと
そのまま春を待ちます。そして春がやってくるとまた羽化
してトンボへと姿を変えます。
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未来の研究者たちへのメッセージ
（これから挑戦する学生達へのエール）

　小学校から高校までの「勉強」は、その多くが「学問」のための基礎体力を養うものです。「学問」は、わたしたちが
住む世界に問いをたてることから始まります。それは、幼児が「どうして？」「なぜ？」と問うのと同じです。ただちょっと
ばかり疑問の深さが違うだけで。「空はなぜ青いの？」「なぜ獲れたての魚はおいしいの？」「花はなぜきれいなの？」だれ
もが幼い頃一度は考えた疑問です。その本当の答えを探す旅は長く、つらさを伴うものです。けれども、その旅の末にた
どり着く所は、たどり着くことができたあなただけのものです。だれかに覚えることを強要されるものでもありません。あ
なたが問い、あなたが学び、そして、あなただけが見つけた答えなのです。世界には不思議がまだまだいっぱいです。そ
の謎を解き人々に最初に伝えるのはあなたかもしれないのです。そして、その資格は全ての人に与えられるべきものなの
です。

●自然科学の基本は自分の目でしっかりと観察すること。へんてこ生きものワールドの扉が開く瞬間の

感動を体験してね^^

　足利由紀子（NPO水辺に遊ぶ会　理事長）

●当たり前だと思われていることに疑問をもとう！「そもそも干潟って何だろう？」というように。

　須田　有輔（水産大学校　生物生産学科　教授）

●干潟の生き物の研究はおもしろいぞ！

　南條　楠土（水産大学校　生物生産学科　助教）

●干潟には未知なる不思議がいっぱいあります。干潟にハマって、ぜひ大発見をしてください。

　和田　太一（NPO 南港ウエットランドグループ・NPO 水辺に遊ぶ会）

●大分県には豊かな自然など、多くの地域資源があります。それを発見して守り育てるには皆さんの力

が必要です。

　池畑　義人（日本文理大学　工学部教授）

●干潟は，海の水質や生態系に重要ですが，土砂の動き等は未解明です．未来に大切な自然を残しましょう！

　鵜崎　賢一（群馬大学　大学院理工学部　准教授）

●研究にはその人の人となりが出ると思います。勉強以外の時間も大切にし、ぜひ人間力を養って下さい。

　山下　奉海（九州大学大学院　決断科学センター　助教）

●オリジナルの問いを見つけ，調べて考えて追究してみよう。

　都甲由紀子（大分大学教育学部　准教授）

●私たちの身の回りにある生態系の保全には地元人の在来知から生じる文化的価値が新たなツィールと

して使える。

　チャクラボルティ シャミック（元国連大学ポストドクトルフェロー）

●最先端研究でなくても“持続可能な地域づくり”や地球環境保全に役立つ研究は誇りを持って実践し

て下さい！

　杉浦　嘉雄（日本文理大学　工学部　教授）

●よ〜く見て、しっかり記録して、がんばって分析すると、誰も知らなかったことが分かることがあるよ。

　山守　　巧（NPO 水辺に遊ぶ会）


