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開 会 プ ロ グ ラ ム

… １．開 会 あ い さ つ

… ２．趣 旨 説 明

… ３．来 賓 あ い さ つ

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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図1　大学進学率と18歳人口の推移

2．日本文理大学の取り組み
　このように、社会の情勢が変化するなかで大学の教
育も変化が求められている。日本文理大学では 2003
年から大分学を開講した。大分学は大学内外の講師が
大分県の文化、歴史、都市、自然などについて多面的
に紹介する科目で、大学外の社会人にも公開されてい
た。現在では多くの大学で地域のことを学ぶ科目が開
講されているが、当時としては斬新な取組であった。
2010 年からは建築学科を中心に徐々に地域における体
験を取り入れたカリキュラムを導入してきた。2011 年
には図 2(a) で示すような豊後大野市の土師地区で 1 年
生が農林業体験を行った。土師地区における取組は現
在まで継続して続けられており、2017 年からは佐賀関
地区でも同様の取り組みが行われている。2013 年には
図 2(b) で示すような中津において建築学科の 1 年生
　

 

(a)豊後大野市における  (b)中津市における  

農業体験  漁業体験  

 

(c) 中津市におけるまちづくり 

ワークショップ 

図2　地域における体験交流活動の様子

1．はじめに
　2010 年代より日本は人口減少が始まり、人口の一
極集中が加速することで地方の衰退が危惧されてい
る。産業界では第四次産業革命が始まったといわれて
いる。IoT といわれるモノのインターネット化、3D
プリンタ、自動運転、人工知能の実用化など、社会を
取り巻く状況は大きく変化しつつある。
　このような状況の中で、教育についても変化が始
まっている。大学における教育は時代によって、その
内容を大きく変えてきた。紙と印刷の技術が発達する
までは本が貴重であったことから、知識の伝達は教員
の記憶にあるものを授ける手段しかなかった。1940
年代にグーテンベルク印刷の技術を実用化すると書籍
が大量に刊行されるようになり、知識の内容の大部分
は本に書かれるようになった。そうなると、知識伝達
における教員の役割は本の内容をわかりやすく解説す
ることに移ってきた。現代では知識の伝達において、
わかりやすい解説が必要なときには、インターネット
で簡単に講義の動画を視聴できるようになった。この
ような時代になると、少数のわかりやすい講義をする
人がいれば知識の伝達は可能になってしまう。そうな
ると、個々の学校で教員を抱えることは不要なのだろ
うか？
　また、1980 年代の日本の大学はレジャーランドだ
といわれていた。入学した大学の偏差値で能力が評価
され、大学は偏差値のフィルターとして機能するだけ
で、多くの大学生は 4 年間遊んで卒業しても社会で活
躍ができるといわれていた。
　図 1 に示すように、文部科学省の学校基本調査 1) に
よると大学進学率は 1990 年に 25% 程度だったもの
が、現在では 52% を超えて 2 人に 1 人は大学に進学
する時代となった。短大、高専、専門学校まで含んだ
高等教育への進学率は 80% を超えている。少子化が
進み 18 歳人口がピーク時の 6 割まで減ったにもかか
わらず、大学の数は 30 年前には 500 校足らずだった
のが、2017 年には 768 校に増えたことが進学率を押
し上げる要因といえる。一方で大分県における 2017
年の大学進学率は 36.6% であり、低い水準にとどまっ
ている。

大学と地域との連携の可能性

　日本文理大学　工学部
教授　池畑　義人
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　図 3 から、地域における活動を通して学生の能力は
向上していることがわかる。

3．おわりに
　中津干潟は研究のフィールとして魅力的である一方
で、研究活動を通じた大学生の教育フィールドとして
も高いポテンシャルを有している。中津市も大学生の
宿泊補助を始めており、大学生への期待の高さがうか
がえる。今後も中津干潟において地域と大学の両方に
とって有益な取り組みをすすめていきたい。

参考文献
1）平成 29 年度文部科学白書 , 第 5 章　高等教育の充

実 , p218, 2017
2) 平成 29 年度　日本文理大学「地の拠点整備事業年

次報告書 , 第１章　事業概要・目的・計画

が伝統漁法とノリ漁業の体験学習を行った。最近では
2018 年に図 2(c) で示すような 2 年生が中心となって
中津市の商店街と諸町、中津城周辺において地域資源
の発掘を行い、その魅力の発信方法を提案するワーク
ショップを実施した。
　このような日本文理大学では平成 23 年度に文部科
学省の『地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）』
に「豊かな心と専門的課題解決力を持つおおいた地域
創生人材の育成」というテーマで採択された。COC
事業では以下の 7 つの視点を中核として主に豊後大野
市と大分市佐賀関地区において事業を展開してきた。
① 小規模・高齢化が顕著な集落におけるコミュニティ

の維持・活性化
② 人口減少社会を支えるための先進的な ” ものづく

り ”
③ 自然の積極的な活用による保全と地域活性化
④ 商店街の活性化による地域振興
⑤ 健康増進及び生活支援によるコミュニティの維持
⑥ NPO 法人の活動・経営支援
⑦ 地域ブランドの発掘による交流人口の増加・産業

の活性化（6 次化）
　この視点をもとにして、地域志向科目を 240 科目開
講し、地域志向ゼミのゼミ活動は 2015 年に 22 だっ
たものが 34 に増加した。研究においても地域志向研
究プロジェクトを実施し、2017 年には ｢地域資源を
活用した地域観光プロモーションにおける需要予測に
関する研究｣、「高齢者ものづくり教材の開発」、｢地域
経済を考慮した地域課題取り組みに向けたプラット
フォーム構築｣ などの研究が実施された。
　このような地域における活動について図 3 に示すよ
うなルーブリックによる学生の能力評価を実施してい
る 2）。

 
(a) 1 年生の自己評価結果 

 
(b) 2 年生及び 3 年生の自己評価結果 

図3　ルーブリックによる地方創生陣の能力評価
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m[

山国大橋

図 -1　観測領域と測線（TP基準）

図 -2　M9（YSI	Nanotek 社製）

自見川
舞手川

図 -3　底質採取位置

1. 緒　言
　近年，干潟は内湾の水質・生物環境の保全に大きな
役割を担っていると指摘がなされ，既存干潟の保全や
人工干潟の造成が行われるようになったが，その土砂
動態は不明な点が多く，その土砂動態と侵食堆積機構
の解明が求められる．干潟の土砂動態については，盤
洲干潟における古川ら 1) の研究，白川河口干潟におけ
る柿木ら 2) や鵜﨑ら 3) の研究等が挙げられるが，いず
れも河口干潟上の土砂動態観測に終始している．干潟
の侵食堆積機構を解明するためには，アサリの幼生や
泥等の細粒分の挙動を考慮して，流域・沿岸域を含め
たより広域的な動態解析が求められる．
　日本第二の広さを有する大分県の中津干潟は，10 
年ほど前からアサリを中心とした漁獲量の激減に見舞
われ，地元漁師や NPO 職員の一部は，干潟の侵食や
泥質化による影響を危惧している．そして彼らは，そ
れらの原因が，干潟中央に位置する中津港の拡張工事
や主な土砂供給源とみられる山国川の平成大堰の建設
にあると疑っている．中津港を管轄する国土交通省 4) 

も経年的な深浅測量を行なっているが，近年では堆積
傾向と結論付けた．しかしながら，これは 2012 年ま
でのデータで，11 年の多雨と 12 年の水害の影響が色
濃いため，やや尚早な判断と考えられ，ダムや堰，港
湾の影響以前に，侵食や泥質化の実態すら未解明であ
ると言える．そこで本研究は，地元の日本文理大学・
九州大学と，河川流域と沿岸域の広域土砂動態の研究
に従事する群馬大学が合同で，より高精度な測深技術
による現地観測と干潟底質の粒度分布解析，河川から
の土砂供給量の算定ならびに広域土砂動態モデルを用
いた数値計算をもとに，中津干潟の侵食・堆積と泥質
化の実態を解明することを目的としている． 

2.　現地観測の概要
(1)　干潟の地盤高観測
　現地観測は，2014 年から毎年，梅雨と台風による出

山国川と中津干潟の広域的土砂動態と侵食・泥質化実態の解明

群馬大学　大学院　理工学府環境創生部門
准教授　鵜崎　賢一

　中津干潟と山国川の土砂動態について現地観測と数値計算を行ない，干潟の侵食堆積と泥質化実態と侵食堆積機構
についての検討を行なった．侵食堆積については，国交省の深浅測量データと併せて解析した結果，出水時の大堆積
とそれ以外の軽微な侵食・堆積という傾向，泥質化については，2017 年の九州北部豪雨による短期的な泥質化が認
められた．河川からの土砂供給量の算定手法を確立し，山国川に適用した結果，干潟の侵食堆積量との収支が一致せ
ず，沿岸土砂輸送の影響が示唆された．経年的な侵食堆積量について多変量解析を行なった結果，降雨量と有義波高
ならびに定数項で表現される予測式を得た．広域土砂動態モデルを用いて潮流と海浜流の数値計算を行なった結果，
干潟上では東向きの定常流が形成され，それによる泥の輸送の影響が示唆された． 
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中央部・沖部の 9 点で，地盤高観測を行なった春と秋
の観測日の干潮時に表層採取を行なった．そして，そ
の底質試料について，レーザー粒度分布計（Horiba
社製 LA-960）を用いて粒度分布解析を行なった．

(3)　河川の土砂供給量観測
　河川の土砂供給量についての観測は，出水時に山国
川下流，河口から 2 km の山国大橋において採水を行
ない，その採水試料の SS 分析を行なった．

3.　現地観測の結果ならびに考察
(1)　干潟の侵食堆積
　各測線で得られた水深データ空間メッシュに補間を行

(a)                                                         (b)

(c)          (d)

図 -7　各測点の粒径分布（2017	年）

なって，全領域の地盤高のメッシュデータを得た．各
メッシュの地盤高について当該期間の差分を取って，
半期あるいは年間の侵食堆積量を算定した．図 -4 に，
侵食堆積量の空間分布の一例（2016 年 9 月－ 2017 
年 9 月）を示す．図において，寒色系は侵食，暖色系
は堆積を示す．山国川河口は漁港の航路浚渫の為侵食
となり，その沖合いも侵食領域が存在する．また，中
津港沖防波堤西側も侵食領域が存在するが，干潟中央
部と中央やや沖合いは堆積域が広がっている．これは，
2017 年夏の九州北部豪雨の影響で，山国川から大量
の土砂が干潟に堆積したと考えられる．　　

(2)　長期データによる侵食堆積傾向の把握
　図 -5 に，国土交通省 4) が経年的に行なった深浅
測量の結果を示す．図中の●は山国川左岸，〇は右

水期前後の春 5 月末と秋 9 月末に行なわれた．干潟の
地盤高についての観測領域は，山国川河口左岸の吉富
漁港西端から中津港までの沿岸約 7 km× 岸沖 2.5 km
とした．干潟は細粒分が薄く広く堆積することから，
高精度な測量技術が必要不可欠である．そこで，より
高精度な測深が可能な RTK-GPS と ADCP による M9

（YSI Nanotek 社製）を用い，汀線から岸沖 1 km の
沿岸部は，沿岸方向に 500 m 間隔で 14 本の岸沖測線
を設定し，小型ボートで M9 を曳航して測深を行なっ
た．また，汀線か　1 ～ 2.5 km の沖合い部は，岸沖
方向に 500 m 間隔で 3 本の沿岸測線を設定し，漁船
に D-GPS と ADCP を設置して測深を行なった．図 -1
に，観測領域と測線を，図 -2 に M9 を示す．

(2)　干潟の底質採取
　図 -3 に，泥質化実態を調べる為の底質採取点を示す．
地盤高観測の領域において西部・中央部・東部の岸部・

干潟中央部

図 -4　侵食堆積量の算定結果の一例（2016	年9	月 -2017	年9	月）

-1.0

0.0

1.0

×106]
山国川左岸
山国川右岸
自見川
舞手川

西暦（年）

侵
食
堆
積
量
（

m
3 ）

2003　　　　　　　　2008

図 -5　国土交通省の深浅測量データ

国交省データ

図 -6　侵食堆積量の長期データ
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いて流量 Q に依存する形の土砂供給量の算定手法を
提案した．本研究では，掃流砂量の算定について，流
量データから掃流力を算定し，芦田・道上式 7) を用い
て算定する手法を用いた．流量データについては，山
国川河川事務所から提供いただいた下唐原における流
量データを用いた．
　浮遊砂量の LQ 式については，武川ら 8) が日本全国
の主要河川について式 (1) を提案している．

図 -8　平成大堰における土砂濃度Cと流量Qの関係（2017	年）

図 -9　山国川からの土砂供給量の算定

　　　　　　　　　Lʼ = 13.83 Qʼ 1.62                (1)

ここに Lʼ は比浮遊砂土砂輸送量 (ton/day/km2)，Qʼ
は比流量 (m3/s/km2) である．
　図 -8 に，山国川の平成大堰で取得された光学式濁
度計による土砂濃度 C と流量 Q の関係を示す．濃度
C は濁度値を採水試料の SS 分析結果を用いて換算し
たものである．図から，式 (1) と異なり，高流量域と中・
低流量域で CQ 依存性が異なることがわかる．従って
本研究では，式 (2)，(3) のようにフィッティングを掛
けた．

岸，■は自見川河口，□は舞手川河口の各領域におけ
る 2000 年の地形に対する侵食堆積量である．国交省
はこの図から近年は堆積傾向と結論付けたが，2011 
年の多雨，2012 年の九州北部豪雨の影響が色濃く，
2012 年までのデータでそう結論付けるのはやや尚早
である．そこで，このデータを前年度比に読み替え，
2014 年以降の本研究によるデータを加算したものを
図 -6 に示す．国交省データと本データは算定領域が
異なるため，面積が一致するように補正して連続させ
た．図から，2014 年以降，侵食堆積量がほぼ 0 とや
や堆積および大きな侵食があり，2017 年は夏季の九
州北部豪雨の影響から大きな堆積となっている．この
ことから，長期的に見て堆積傾向とは言えず，多雨・
水害の年の大きな堆積とそれ以外の年の軽度な侵食と
いうパターンが見て取れる．

(3)　干潟の泥質化
　図 -7 (a) - (d) に，測点①，②，⑧，⑨における，
2017 年の春と秋の表層試料の粒度分布を示す．図に
おいて，青線が春5月，赤線が秋9月の粒度分布を示す．
図 (a) から，測点①では，ピーク粒径が春は約 300 μ
m，秋は約 20 μ m と変化し，中砂からシルトへと泥
質化している．秋の粒度分布に砂があまり認められな
いのは，砂の上に泥が堆積し，表層採取をしたために
泥質分しか採取できなかったことによる．春の粒度分
布に泥が顕著でないのは，冬季に流出してしまう可能
性が考えられ，次の春の底質試料の粒度分析結果が待
たれる．図 (b)  において，測点②ではピーク粒径にあ
まり大きな変化はなく，泥質化は認められない．汀線
側の測点①に泥が溜まり，沖側の測点②は泥が流出す
るのは土留め堤による影響と考えられるが，詳細な検
証はなされていない．測点⑧，⑨も泥質化しているが，
顕著なのは春における粗砂の存在である．全測点の分
析結果から，測点①，⑥，⑧，⑨が顕著な泥質化をし
ており，その泥は水害の影響で山国川から供給された
ものが主であると考えられる．後述するが，周防灘の
反時計回りの潮汐残差流の影響で中津干潟は東向きの
恒流が存在すると考えられている．その為，河口から
沖向きに流出した土砂も東向きに輸送され，干潟の中
津港側の沖側に堆積するものと考えられる．

4.　山国川と中津干潟の土砂収支
(1)　山国川からの土砂供給量の算定
　河川の土砂供給量の算定手法としては，芦田・奥村
5) による流域面積から算定する手法があるが，国交省 4) 

はその手法により山国川からの土砂供給量を約 22 万
m3/yr と見積もっている．しかしながら，本手法は流
域面積と流出係数から算定されるため概算値と考えら
れ，精確には流量 Q に依存するはずである．鵜﨑ら 6) 

は浮遊砂量については採水試料の SS 分析結果から LQ
式をたて，掃流砂量については，既往の研究を参考に
ADCP のボトムトラック機能を応用した算定手法を用
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H1/3 依存性を調べると，それぞれ線型とみなせたので，
線型式で回帰式を求めると式 (4) となる．相関係数 R 
= 0.648 であった．

 ⊿ V = 5.51×103 r-1.11×107  H1/3 ＋ 2.46×106    (4)

図 -11 に，回帰式によるコンター図と用いた侵食堆積

Calc.:-1.72×106，Obs:-1.19×106

Calc.:9.36×105，Obs:8.51×105

図 -11　多変量解析による侵食堆積量の評価式

量との比較を示す．図において，●が大堆積，＊が中
堆積，× が小堆積，△が小侵食，■が中侵食，◆が大
侵食を示す．図から，定性的にも定量的にも両者は良
好に一致し，これによって r と H1/3 に対する線型依存
性の仮定が妥当であることがわかる．また，式 (4) に
おいて，比較的大きな定数項が存在する．この項は正
の値であることから堆積に寄与し，r にも H1/3 にも依
存しないことから，沿岸土砂輸送の効果を示唆するも
のと考えられる． 

6.　広域土砂動態計算の概要
　中津干潟の侵食堆積機構を解明し，その地形変化の
将来予測を行なうためには，数値計算が有効な手法
である．干潟の土砂動態は，潮流や，風波による海浜
流，吹送流が影響し，砂のみでなく泥の挙動予測も必
要である．また干出・冠水スキームが必要であるが，
それらを網羅したモデルはこれまで提案されていかっ
た．鵜﨑ら 3) は内山 10) をベースに，「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：
WDM-POM」を提案し，熊本県の白川河口干潟に適
用した．このモデルは POM に干出・冠水スキームを
加え，波浪予測には energy 平衡方程式，海浜流の計
算には radiation stress model，漂砂量モデルには浮
遊砂と掃流砂を同時に考慮できる Bailard model，泥
の輸送には移流拡散方程式を用い，地形変化には泥と
砂の土砂収支式を用いた．図 -12 に計算領域を，表 -1
に計算条件を示す．表中，⊿ ti は流速算定の internal 
mode の時間刻み，⊿ te 潮位計算の external mode の
時間刻みを示す．境界条件として，東側開境界の北端
で徳山，南端で大分の実測潮位を与え，西側開境界で
門司の実測潮位を与えた．計算は，周防灘を対象とし

             高流量域：L = 7.93 Q2.70                   (2)
             中・低流量域：L = 3.39 Q1.48              (3)

　図 -9 に，それぞれの手法を用いた山国川からの土
砂供給量の算定結果を示す．図中の青線は，耶馬渓の
アメダスにおける年間降水量である．図から，土砂供
給量は降雨量に強く依存することがわかる．また，浮
遊砂量の方が掃流砂量を上回っているが，これは河口
近辺での算定であるためと考えられる．2017 年は九
州北部豪雨のとして年ではあるが，9 月までは水害時
以外の降水量が少なかったため，年間値としては降水

沿
岸
土
砂
輸
送
量

(m
3 )

図 -10　沿岸土砂輸送量の算定結果

量・土砂供給量ともにあまり大きい値とはなっていな
い．

(2)　山国川と中津干潟の土砂収支
　図 -6 で示す中津干潟の侵食堆積量と図 -9 で示す山
国川からの土砂供給量から，沖側流出を 0，東側境界
からの流出量を中津港航路の浚渫量と仮定して算定し
た，西側境界からの沿岸土砂輸送量の算定結果を図
-10 に示す．図に黒線で示す平均値は約 90 万 m3 で
あり，後述する数値計算結果では砂と泥を併せた土砂
として約 42.3 万 m3/yr の流入量が見積もられた．清
野ら 9) は，三百間地区の砂州の変形から汀線近傍の沿
岸漂砂量を 2,400 m3/yr と見積もっている．それと比
較して，本研究による値はかなり大きな値となってい
るが，本研究の値は干潟全体の流入量であり，算定値
も山国川左岸の西側境界で，中津干潟中央部やや中津
港よりの汀線における算定値よりは大きな値になる．
山国川からの土砂供給量算定がやや過小評価である懸
念は存在するが，中津干潟の侵食堆積量は山国川から
の土砂供給量だけないことが示唆される．

5.　干潟の侵食堆積量の予測式
　図 -6 で示す侵食堆積量⊿ V について，山国川上流
の耶馬渓のアメダスにおける降水量 r と干潟西方の苅
田港における NOWPHAS データによる有義波高 H1/3

を用いて，多変量解析を行なった．H1/3 がある程度同
じ値での⊿ V の r 依存性を，r がある程度同じ値での
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　図 -13 に，冬季の大潮時における潮汐残差流の一例
として，大領域の計算結果の一例を示す．図において，
東側開境界での流速がやや大きくなる傾向はあるが，
中嶋ら 11) や八木ら 12) が示すように，周防灘において
反時計回りの環流が認められ，中津干潟付近では東向
きの沿岸流が生じている．図 -14 に，小領域の一潮汐
平均の流れ場について，計算結果の一例を示す．小領
域計算においては，苅田港の NOWPHAS データによ
る冬季の高波浪時の有義波高・周期を沖側境界で与え，
波浪計算も行っている．冬季波浪は基本的に北西から
の伝搬であり，それによる沿岸流も東向きとなる．河
川からの出水量は小さく，図ではその影響は小さい．
図から，冬季には干潟上では東向きの流れ場が卓越し，
山国川河口から中津港への沿岸土砂輸送が生じている
ものと考えられる． 

8.　結　論
　山国川と中津干潟を対象として，広域土砂動態と侵
食・泥質化実態を調べ，侵食堆積機構についての検
討を行なった．主な結論として，①干潟の広域的な地
盤高測量を行なった結果，出水時の大きな堆積と，そ
れ以外の軽微な侵食・堆積という傾向が示された．② 
2017 年の九州北部豪雨の影響で，短期的には顕著な
泥質化が生じた．③河川の土砂供給量の算定手法を確
立し，山国川からの土砂供給量を算定した結果，年間
で干潟の侵食堆積量との収支が一致しない．④降雨量
と有義波高をパラメターとして，侵食堆積量の多変量
解析を行ない，その評価式を求めた．⑤周防灘の潮流
計算と中津干潟の潮流・海浜流計算を行なった結果，
干潟上では，冬季に平均流として中津港に向かう東向
きの流れ場が形成されている．⑥中津干潟の侵食堆積
機構は，a) 降雨による河川からの土砂供給，b) 高波
浪による侵食，c) 東向き流れによる沿岸土砂輸送で決
まっているものと考えられる．
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中津干潟

図 -12　計算領域

表 -１　計算条件

nx 146
ny 131
dx 450 m
dy 550
⊿ti 1.0 s
⊿te 0.1 s

メッシュ数

メッシュサイズ

時間刻み

表 -1　計算条件

1.0 m/s m

図 -13　大領域における潮汐残差流の計算結果の一例

図 -14　小領域における潮汐残差流と海浜流の計算結果の一例
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成の際に使用した白金るつぼと、できあがったガラス
ビードを図 2 に示す。このガラスビードの構成元素
を、大分県産業科学技術センターにおいて、蛍光Ｘ線
分析装置 (EDXRF 装置 ) を用いて求めた。表 1 は、真
玉海岸におけるサンプルの分析結果を示している。主
要 10 元素の重量％のうち割合の高かった上位 5 元素
をまとめたものである。Ca の標準偏差が 1.003 なの
に対し、Na の標準偏差が 6 を超えており、この結果
から、同じサンプルでも結果のばらつきが大きいこと
がわかる。今後は、分析の精度向上のため、大分県産
業科学技術センターにおける分析方法を改良していく
か、山口県産業技術センターの分析装置(WDXRF装置)
を使用するかを検討中である。

山国川流域

真玉海岸
浜の宮海岸

大新田

図1　サンプリング実施点 (23点 )

表 1　真玉海岸　分析結果

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 標準偏差

3．今後の研究
　今年度採取した土砂のガラスビード化を進めるとと
もに、蛍光Ｘ線分析で安定した結果を求めることを目
指す。その後、構成元素間の相関を求め、中津干潟の
土砂の由来を明らかにしていきたい。

1．研究の目的
　中津干潟は、希少生物が多く生息していることや、
生物多様性の高さなどで注目されているが、特に近年、
アサリを中心とした貝類の漁獲量の激減が問題視され
ている。これは干潟域での土砂動態と密接に関連する
ことが指摘されており、現在その解明が必要とされて
いる。1)

　中津干潟の土砂の大部分は山国川から供給されてい
ると考えられているが、周囲の海岸から流入する沿岸
漂砂の影響も無視できない。そこで、中津干潟の土砂
の由来を、粒度分析と蛍光Ｘ線分析を用いて明らかに
することを目的としている。

2．研究方法
　図１に示すように、中津干潟の大新田で 12 点、山
国川流域で 5 点、豊後高田市の真玉海岸で 3 点、福岡
県豊前市の浜の宮海岸で 3 点、計 23 点において土砂
を採取し、粒度分析・蛍光Ｘ線分析により調査・研究
を実施する。今年度は、Ｘ線分析の前処理で土砂をガ
ラスに溶解するガラスビード法を用いて安定した結果
を得ることで、精度の向上が望まれる。2)

2-1．土砂サンプルの取得
　夏期のサンプリングは 5 月 20 日、26 日、6 月 14 日、
25 日に大新田 12 点と浜の宮海岸 3 点、7 月 2 日に真
玉海岸 3 点と山国川流域 5 点、秋期のサンプリングは
9 月 25 日、26 日に全点で実施した。なお、夏期に採
取した土砂の乾燥は完了している。

2-2．粒度分析
　粒度分析とは、ふるいなどを用いて堆積物に含まれ
る粒子の組成を調べる分析方法である。分析を行うこ
とによって、堆積物が砂質土か粘性土であるかがわか
る。河口域での堆積物の粒度は、一般に沿岸から外洋
に向かうほど小さくなる。海底堆積物の粒度組成は海
水の動きを反映している。3)

2-3．蛍光Ｘ線分析
　蛍光Ｘ線分析とは、試料にＸ線を照射した際に発生
するＸ線を計測することで、どのような元素がどれだ
けの比率または濃度で含まれているかを決める分析方
法である。4)

　2016 年度に真玉海岸で採取し、乾燥、微粉砕まで
を終えた土砂のサンプルを用いて、山口県産業技術セ
ンターでガラスビードを作成した。ガラスビード作

蛍光 X 線分析による中津干潟を構成する砂の由来に関する研究

日本文理大学
工学部　建築学科　４年　田村まりな
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図2　白金るつぼとガラスビード
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値シミュレーションについてはモデルの選定を急ぎ、
地形データなどを入手して、計算を行う。

 

計測器設置場所

図1　中津干潟の位置と計測器設置位置

濁度計 塩分濃度計

電磁流速計

図2　計測器の設置の様子
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1．はじめに
　中津干潟は、図 1 に示すように豊前海に面した山国
川の河口域に広がる干潟であり、有明干潟に次ぐ規模
を示している。そこにはアオギスやカブトガニなどの
希少な生物が生息し、アサリなどの漁業資源も豊富な
海であった。しかし、高度経済成長期以降、河口部の
航路掘削などが行われており、その工事が自然環境に
与える影響が懸念されている。清野ら (2002)1) は沿岸
域では行政と市民が一体となった土砂・水・生態系の
管理を提案している。清野ら (2003)2) は、大新田海岸
の砂の移動を定期的にモニタリングしている。現在、
中津干潟は地域のＮＰＯ（水辺に遊ぶ会）が中心とな
り、干潟の保全・再生の活動に取り組んでおり、市民
の干潟を守る意識が高まっているとともに、希少な生
物も復活しつつある。また、山国川から供給される河
川水が海水と混合せずに海苔の養殖場まで流れること
で、そこに流れた淡水が海苔の生育を阻害しているこ
とも懸念されている。
　このように、干潟周辺は潮流と河川水の影響が混ざ
り合い複雑な流れ場を形成していると考えられてい
る。土砂の移動や淡水の海苔への影響を評価するため
には、この干潟付近の流れ場を調べることが必要であ
る。本研究では流速計、濁度計、塩分濃度計を用いた
測定と数値シミュレーションによって干潟の周りの流
れ場を明らかにする。

2.	研究の方法
2-1　計測器の設置
　山国川から供給される土砂量を調べるために、図 1
で示す地点に流速計、濁度計、塩分濃度計を設置した。
設置は図 2 に示すように塩ビ製の架台を海岸に埋没さ
せて、そこに濁度計と塩分濃度計を設置して、20cm
程度離して塩ビ管内に電磁流速計を設置した。設置期
間は梅雨と台風の降雨をとらえるために 2018 年の 7
月 28 日から 9 月 27 日までとした。

2-2　数値シミュレーション
　河川からの淡水の動きや沿岸の流れを調べるために
数値シミュレーションを実施する。シミュレーション
に用いるモデルは選定中である。

3.	今後の計画
　9 月に回収した計測器は、データ読み出しの作業中
である。読み出しが完了次第、流速、濁度、塩分濃度
の平均量と変動量を求めて、解析の方針を決める。数

数値シミュレーションによる中津干潟の流れの研究

日本文理大学
工学部　建築学科　4 年　市原　元紀
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5．おわりに
　本研究では、舞手川河口付近における地盤変化と、
カブトガニの産卵に適している環境を明らかにする。
今後は、産卵に適している環境を増やす方策について
検討してく。

 

図1 大新田海岸  

 

図2 海岸中央付近  図3 舞手川河口付近

図 4　カブトガニの卵塊

1．はじめに
　中津干潟には、絶滅の危機に瀕している、絶滅危惧種
I 類のカブトガニが生息している。図 2 に示すようにカブ
トガニの産卵地は海岸中央付近の階段工と舞手川河口付
近である。舞手川河口付近は、カブトガニの主な産卵地
であるため中津干潟にとって大切な場所となっているが、
海岸の浸食問題が激しいため、カブトガニの産卵地の消
失が危惧されていた。そこで、大分県中津土木事務所が
護岸ブロックを設置したことで、海岸は還元されつつある。
　本研究では、カブトガニの産卵調査を実施するとと
もに、産卵地の土の粒度分析と地形の測量を行い、カ
ブトガニが産卵するのに最適な条件を求める。これま
での調査で気付いた点は、①産卵している場所が集中
しており、広い干潟でカブトガニが好む条件があるこ
とが予想される。②卵塊は砂に埋もれておりその深さ
は一定ではない、一見すると地盤高と卵塊の深さに関
連がある事が予想できる。過去の研究では、卵塊の数
の時間的変化に関する調査は行われているが、空間的
な分析についての研究はない、そこで、卵塊の調査と
そこの砂の粒度、標高を調べカブトガニの産卵に適し
ている環境を明らかにすることが本研究の目的である。

2．研究方法
　調査は、2018 年 6 月15 日および 8 月 25 日に実施し
た、電子レベルとドローンを使用し測量を行い、昨年の
データと比較して舞手川河口付近の砂の変化量を求める。
それと同時にカブトガニの産卵環境条件を調べるために、
舞手川で 4 か所、大新田で 2 か所の発見された卵塊につ
いて、卵塊の標高を求める。さらに、卵塊があった場所
に加えて、卵塊が見つからなかった２箇所の砂について
粒度分析を行い産卵　に適している砂の組織を調べる。
　また、卵塊に含まれる卵の個数を調べるために卵塊
をほぐしたものを容器に広げて、卵の数を計算する。

3．研究結果
　6 月の調査において、定期的に測定している側線の
標高を計算した。2018 年 8 月にはカブトガニの産卵
調査を実施した。それに加えて園田研究室の協力を得
てドローン調査を実施した。

4．今後の計画
　11 月に再びドローン測量を実施して舞手川河口付近
域の地盤高を求める。結果を過去のデータと比較して、
河口の堆積浸食の状況を明らかにする。カブトガニの産
卵条件に関しては、採取した点の土壌の粒度分析を行う。

大新田海岸におけるカブトガニの卵塊調査

日本文理大学
工学部　建築学科　4 年　 河村　悠輔
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自然の力をうまく利用する〜土木

大分県　中津土木事務所　建設課　河川港湾班　
主査　小西　吏恵
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　もんどりによる調査では、15 種の在来種、6 種の外
来種の計 21 種の生物種が採捕された。採捕された生
物のうち比較的出現頻度が高かった種は、コガタノゲ
ンゴロウ、スジエビ、モツゴ、アメリカザリガニ、ブ
ルーギルであった（図 3）。図 4 には、池ごとの出現
種数と在来種・外来種の出現割合を示す。もんどりで
採捕された生物種は、それぞれの池で 0 ～ 5 種と池ご
とにばらつきがあった。一方で、それぞれの池の在来
種・外来種の出現状況としては、在来種のみが採捕さ
れた池は 10 地点（全調査地の 27％）、外来種のみが
出現した池は 3 地点（全調査地の 8％）であり、その
他の池は在来種と外来種が混在していた。
　現在までに分かっているのはここまでである。ここ
で報告したもんどり調査では、採捕できる生物種が限
られているため、調査対象池の水生生物相が全て明ら
かになったわけではない。今後は、釣りやたも網によ
る調査や環境 DNA を用いた調査等も併せて、繰り返
し生物調査を行ない、ため池ごとの生物多様性を明ら
かにしていく予定である。またそのうえで、生物の多
様性と環境要因、または農業との関係を分析し、ため
池における生物多様性保全の必要性、外来種のインパ
クト、ベッコウトンボの生息可能な池など検証してい
きたいと考えている。

　中津宇佐地域には、多くの農業用のため池が存在す
る。ため池は、本来は水田灌漑を目的とした貯水取水
施設であるが、そこには野生生物も生息している。た
め池に棲む生物といえば、釣りの対象となるブラック
バスやコイ・フナ類がよく知られている。また中津宇
佐地域では、絶滅危惧種のベッコウトンボもため池に
棲む生物として知名度が高い。だがその一方で、この
地域では、どの池にどのような生物が生息しているか
という生物相の調査は行われておらず、池ごとの生物
多様性については不明な点が多い。
　現在、発表者は、ベッコウトンボの好適生息場を探
すため、中津市と宇佐市の計 42 のため池で環境調査

（植生、水位変動、水深、水質など）と水生生物調査
を行っている。この調査はまだ始まったばかりである
が、中津干潟アカデミアでは、これまでの生物調査で
分かったことを報告する。
　水生生物調査は、42 の調査対象池のうち 37 地点で
実施した（図 1）。調査対象とした分類群は、爬虫類、
両生類、魚類、甲殻類、昆虫類（トンボ目、コウチュ
ウ目、カメムシ目）である。水生生物調査には、もん
どりと呼ばれる小型定置網も用いた（図 2（A））。調
査では、誘引餌を入れた大小 2 つのもんどりをそれぞ
れの調査対象池に夜間に仕掛けることで、水生生物を
採捕した（図 2（B））。

中津宇佐地域における農業用ため池の水生生物多様性

九州大学大学院　決断科学センター
助教　山下　奉海

図1	水生生物調査を行ったため池の位置図．黄色い✓マークが調査対象ため池の位置
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（A） （B） 

図2	もんどりを用いた水生生物調査の模様．（A）調査に用いたもんどり．（B）もんどりで採捕されたコイ．

在来種 外来種 

（B） 

（A） （C） 

（D） 

図3	調査で確認された水生生物種のうち比較的出現頻度が高かった生物種の一部．在来種である（A）コガタノゲンゴロウと（B）
モツゴ．外来種である（C）アメリカザリガニと（D）ブルーギル．

出現種数 

 

1種 

5種 

在来種・外来種割合 
在来種 

外来種 

コイ 

0 

0 

0 0 

0 0 

図4	調査地点ごとの出現種数と在来種，外来種の出現割合．図中の円の大きさは，調査地点ごとの出現種数を表す．それぞれの調
査地点の円の色は，（黄緑）在来種，（赤）外来種，（黄）コイの出現割合を示す．図中の0の文字は，生物が採捕されなかっ
た地点である．
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大きな変化が見られ，その様子を知ることは単に砂浜に
留まらず，広く日本の沿岸生態系の行く末を見据える上
でも，意義があることだと思います。

●30年間の大きな流れ
　1990 年の初版（Brown & McLachlan 1990）は，
砂浜の自然に関する科学的な知見の記述に重点が置か
れていました。自然環境（とくに物理環境），サーフゾー
ン *2 の植物相 *3，浜とサーフゾーンの動物相，動物に
みられる砂浜環境への適応，間隙空間 *4 の生物相，生
態系や生産構造 *5，海岸砂丘の環境条件と生物相，砂
浜の汚染と保全など，砂浜に関わるすべての分野にま
たがって記述されています。これ一冊を読むだけで，
他の沿岸生態系とは大きく異なる砂浜生態系の姿が浮
かび上がってきます。
中でも，砂浜生態系では内湾の環境に比べて，波浪，風，
堆積物（砂）など物理的な環境条件の重要性により力
点を置くべきだという指摘は，大きなインパクトがあ
りました。一般的に，沿岸環境に関する本では，溶存
酸素，酸化還元状態，有機物，硫化物などが主要な環
境条件として取り上げられますが，これらの化学的な
環境条件は，静穏な内湾環境の生態系では支配的な要
因であっても，常に波浪に曝され酸素の欠乏が起こり
にくい外海に面した砂浜では重要性が低くなります。
それに代わって物理的な環境条件が支配的になりま
す。つまり，内湾の環境と同列に見たのでは，砂浜の
生物の世界は十分には理解できないということです。
　さらに，海岸砂丘や海浜植生，そして地下水の重要
性に気づかされたことも，同書から得られた大きな
収穫です。水産や海洋生物の研究者の関心はどうして
も海の中だけに向けられますが，砂浜では，砂丘やそ
れを被う海浜植生，そして砂丘の地下を流れ浜に流出
する地下水が存在してこそ砂浜生態系が成り立つこと
を，同書は教えてくれました。
　この宝箱のような初版に魅せられた私は，同僚の
早川康博博士とともに同書の日本語訳に取りかかり，
2002 年に東海大学出版会から「砂浜海岸の生態学」
のタイトルで日本語版が出版されました。

１．はじめに　〜中津の浜〜
　浜（beach）というのは，海岸の中で非固結の堆積
物（砂や礫のように粒がばらばらになっている）が溜
まっている場所を指す用語で，砂が多ければ砂浜と
呼ばれます。砂丘や崖の根元から干潮時の汀線辺り
までが浜の範囲に含まれます。干潟（tidal flat，tide 
land）とは，浜のうち潮が引いたときに海面上に露出
する平坦な場所のことなので，干潟は浜の一部です。
このように理解すれば，中津干潟は「中津の浜」と言
い換えることもできます。

　浜は，中津の浜のように，静穏な内海，ラグーン，
河口などに面したエスチュアリー *1 ビーチ（estuarine 
beach）と，外海に向かって開けた波の荒いオープン
ビーチ（開放海浜）（open beach）に分けることがあ
ります。オープンビーチに関する生態学的な研究は，
エスチュアリービーチに比べると世界的にも格段に少
ないのが現状です。そのため，海岸侵食や海面上昇が
もたらす砂浜の減少をはじめ，砂浜で起きているさま
ざまな環境問題によって砂浜の生物や生態系にどのよ
うな影響が現れるのか，あるいはどのように対処して
いけばいいのかについて，的確な答えを出せるだけの
十分なデータがまだありません。

●砂浜生態学の登場
　砂浜生態学という分野が沿岸生態学の一角に姿を見
せるようになった大きなきっかけは，南アフリカのア
レック・ブラウン，アントン・マクラクラン両博士によ
るEcology of Sandy Shores（砂浜海岸の生態学）と
いう本の出版です。それまでも砂浜生態学の研究は行
われてきましたが，専門的な学術論文やシンポジウムの
講演集しかなく，同書は世界で初めて丸々一冊を砂浜
生態学でまとめた専門書となりました。同書に強く心を
揺さぶられ，その後砂浜の虜になった人は私だけではな
いでしょう。
　同書が刊行された 1990 年を砂浜生態学のはじまりと
すれば，今年で約 30 年です。同書はこの 30 年間で 2
回版を改め，2018 年には第 3 版がマクマクラン博士と，
ブラウン博士に代わってウルグアイのオマール・デフィ
オ博士との共著で出版されました。この 30 年間で，世
界における砂浜の自然に対する見方や研究の動向には

砂浜生態学の３０年

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 tidal flat

浜 beach
満潮

干潮

海面

第2版
2006

初版
1990

第3版
2018
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第 2 版では 11 編，第 3 版では 18 編と増えてはいま
すが，世界の砂浜研究の中での日本人研究者の存在は
まだ薄いものです。日本人研究者の力が劣っているわ
けでは全くなく，とても価値の高い研究が多数ありま
す。しかし，日本語で書かれているものは，どうして
も欧米人の目にとまらなかったり，無視されることに
つながってしまいます。英語での発信の重要性を痛感
します。
　もちろんのこと引用文献にあげられた文献がすべて
ではなく，英語で書かれていても，著者らの関心の
持ち様あるいは検索のしかたでは，著者が気づかない
ものも多数あります。その中で，砂地盤の硬さに着目
したマクロファウナ *7 の分布に関する研究は（梶原 
2017），最近の世界の砂浜生態学の研究の中でも特筆
すべきものです。従来，砂浜のマクロファウナの生息
環境条件としては，砂の粒径を指標として論じること
が多かったのですが，生物現象とのあてはまりはけっ
して良いものではありませんでした。ところが，簡易
トルクメーター *8 やデジタルフォースゲージ *9 を使っ
て調べた砂の硬さとはたいへんよく対応することが
明らかにされました。砂浜の砂の硬さは，砂自体の性
状（粒径，密度など）だけではなく，地下水や間隙水
の存在状態で決まるものな
ので，土質工学的な専門性
に基づいた生態地盤工学と
いう新たな研究領域も展開
されつつあります（佐々ら 
2010）。

●日本の現状
　ところで，30 年の間に日本ではどうだったかとい
うと，砂浜生態学はいまだに一部の理解者の間だけに
留まっているというのが実情です。多くの沿岸生態系
研究者の関心は，内湾域の干潟，藻場，サンゴ礁など
特定の環境に集中しています。これは，国レベルの環
境施策にも表れており，たとえば，環境用語としてすっ
かり定着した感のある「里海」にしても，砂浜につい
て触れられていることはほとんどありません。
　生物種の多様性とともに生態系の多様性が重要であ
ることは，環境に関わりをもつ人々の間では今や共通
認識となっていますが，それにもかかわらず，実際の
施策や研究となると特定の環境に偏重しているのが日
本の現状です。多様性というのは，それそのものが存
在することに意味があるものです。ところが，専門家
と呼ばれる人たちからさえ，「砂浜には生物が少ない
からほかの生態系に比べて保全する価値が低い」とい
う，多様性に逆行するような声が聞かれます。
　このような悲しい現実がある一方，将来に期待がも
てることもあります。宮崎海岸の海岸侵食対策事業（国
土交通省宮崎河川国道事務所ホームページ）では，事
業の推進にあたり専門のコーディネータを交えた合意
形成組織が作られ，さまざまな利害関係者間における

　さて，初版が主に事実の
記載が中心であったのに対
し て， 第 2 版（McLachlan 
& Brown 2006）では砂浜
に暮らす生物の分布や行動
に関して，様々な仮説が紹
介されるようになりました。
研究例そのものが少ないた
め，必ずしも十分に検証さ
れたとはいえない面もあり
ますが，それでも，砂浜の
ような過酷に見える環境に多くの生物が生息している
のはなぜかという疑問に，相当な程度答えられるだけ
の研究の進展が，初版からの 10 数年の間にあったこ
とを表しています。2005 年に初版の第一著者であっ
たブラウン博士が他界したため，著者の順番が入れ替
わりました。
　第 3 版（McLachlan & Defeo 2018）は，砂浜の
環境問題，保全や管理に関わる内容が大幅に増えたこ
とが最大の特徴です。そのような内容の割合はページ
数でみれば，初版では 22%，第 2 版では 16% でした
が，第 3 版では 33％と全体の 1/3 が充てられていま
す。つまり，30 年の年月を経て，事実解明のための
研究から問題解決のための研究の時代に入ったとも言
えるでしょう。言い換えれば，より良い砂浜の自然を
維持していくためには，砂浜の自然科学的な研究だけ
では済まず，利害関係者間 *6 の合意形成，国や地域と
砂浜の社会的・文化的・経済的なつながりに関する研
究が必要とされることを示しています。これは，砂浜
に限らず近年の世界の環境分野での動向とも軌を一に
しており，「理科系的な智恵と発想があれば解決でき
る」という従来のような理科系センスだけでは，砂浜
の保全や管理に対応しきれないことを示しています。
さらに，漁業による砂浜生態系への影響についても一
つの独立した章が設けられました。現在の日本では，
観光地曳網やごく地域的な小規模漁業を除けば，砂浜
そのものを漁場とする漁業がほとんど存在しないた
め，砂浜と漁業という関係に関心が払われることはあ
まりありません。しかし，開発途上国の砂浜では，地
域経済を支える重要な手段として，採貝漁業を始めさ
まざまな漁業が行われています。そして，当然の帰結
として，乱獲，過負荷の漁具・漁法，不適切な漁業管
理などによる砂浜生態系への悪影響が現れています。
水産研究者ではない同書の著者らが砂浜生態系におけ
る漁業問題に一章を割いているのに比べ，日本では水
産研究者，水産行政・研究機関が砂浜に関心を寄せる
こと自体が稀です。

●日本人研究者の貢献
　ところで，同書は非常にたくさんの文献を引用して
いますが，大部分が欧米人研究者によるものです。日
本人が筆頭著者になっている文献は，初版では 4 編，
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かっていない場所なのです。それにもかかわらず，最
近の大学や研究所の研究者は，研究としての評価が得
られにくいという理由で敬遠します。生物相の研究は，
基本的にはフィールドで生物を採集したり観察してそ
れを記録するということなので，研究レベルが低いと
思ってしまうのでしょう。困ったことです。
生物を採集したら，記録の一つとして是非スケッチを
描いてほしいと思います。写真を撮れば済むと言う人
がいますが，写真はよほど意識して撮らない限り，全
体的な印象は伝えることができてもディテールを表現
することは困難です。しかし，スケッチは，下手であっ
ても自分の手を動かすことでしっかり頭に刻みこまれ
ます。完成度の高いスケッチなら，それそのものが生
物分類学や生物同定指南の資料になります。生物ス
ケッチに関する良書があるので，参考にするとよいで
しょう（盛口 2012, 2014, 2015）。また，生物にとど
まらず自然環境のスケッチを添えた自然観察記録（ネ
イチャージャーナル　nature 
journal）（Leslie & Roth 
2003）は，絵心あるビーチゴ
アー（beachgoer）*11 やビー
チコマー（beachcomber）*12

ならきっと心惹かれると思い
ます。

●おわりに
　以上 30 年間の砂浜生態学の発展をながめてきまし
たが，日本と同じく世界でも，砂浜生態系に対する関
心はまだ低いというのが現実です。日本では海岸侵食
による砂浜の消失やごみの漂着が大きな問題となって
いますが，海外とくに開発途上国では，インフラ需要
に応えるための浜からの破壊的な砂採掘 *13（「砂マフィ
ア」が暗躍すると言われています），先進諸国の巨大な
廃棄船舶の解体場と化した浜など，日本人があまり知
らない砂浜環境問題もあります。少しでも多くの人が
砂浜の自然の姿を知り，砂浜生態系が存在することに
よって得られる恩恵を理解することが大切です。

参考文献
【Ecology of Sandy Shores】
Brown AC, McLachlan A. 1990. Ecology of Sandy 
Shores. Elsevier, 328 pp.
McLachlan A, Brown A. 2006. The Ecology of 
Sandy Shores. Academic Press, 373 pp.
McLachlan A, Defeo O. 2018. Ecology of Sandy 
Shores. Academic Press, 560 pp.

【その他】
梶原直人 . 2017. 砂浜海岸のマクロファウナ , pp. 85-
101. 須田有輔 編 . 砂浜海岸の自然と保全 . 生物研究
社 , 268 pp.
Leslie CW, Roth CE. 2003. Keeping a Nature 
Journal 2nd ed. Storey Publishing, 213 pp.

度重なる協議の結果，事業に対する理解が徐々に得ら
れ，事業に対するさらなる期待も高まってきました。
通常，このような事業は「開発」vs「保全・保護」と
いう対立構造を生み出してしまうものなので，いかに
合意形成が大切かということがわかります。
　この事業では，砂浜の環境特性を考慮した環境調査
を行っていることも，これまでの類似の事業では見ら
れなかった大きな特徴です。例えば，サーフゾーンの
魚類調査といえば，従来は，定食メニュー的な，プラ
ンクトンネットを使った稚魚調査や漁船による沖合の
調査しか行われていませんでした。しかし，これまで
例がない大型のサーフネット調査 *10 を導入したこと
で，サーフゾーンの魚類生態の実態がより詳しくわか
るようになり，事業に対する影響評価に役立っていま
す。調査を請け負った調査会社がさらに工夫を重ね，
水上バイクやレスキューボード（海難救助用の大型の
サーフボード）を利用することで，宮崎海岸のような
高波浪のサーフゾーンでも可能な魚類調査技術が確立
されました。

●市民研究者への期待
　科学研究は大学や研究所の研究者だけの仕事ではあ
りません。一定の科学的背景を備えた人であれば，一
般の人，それどころか小学生でもできることがたくさ
んあります。砂浜でのその好例が，今年の秋，41 歳
の若さで他界した故和田年史博士の記事に紹介されて
います（和田 2017）。
　市民研究者（citizen scientists）の利点は，何より
も居住地がフィールドに近いため，頻繁に浜に足を運
べるということです。自然は常に異なった表情を見せ
る一方，その移ろいの中にも一定の周期性が存在しま
す。これは頻繁にフィールドを観察しなければなかな
か見えてこないことです。継続的なデータには，有無
を言わせぬ力強さがあります。地元の住民や小中高生
が地元の自然に愛着をもってその姿を明らかにしてい
く，とてもすばらしいことだと思います。
　私が市民研究者にとくに期待しているのは，砂浜の
生物相に関する研究です。生物相（biota）とは，そ
の場所にどのような生物が存在するのかということ
で，植物なら植物相（flora），動物なら動物相（fauna），
魚類なら魚類相（ichthyofauna）などと言います。
フィールドに係わる生物研究ではまっさきに明らかに
すべきことです。人間社会なら，どこに誰が住んでい
るのかわからなければ，課税，福祉，教育などあらゆ
る社会行為に支障が出るように，どこにどのような生
物が棲んでいるのかわからなければ，すべての生態
学研究に影響が及びます。砂浜は生物相がほとんどわ
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高校生へお薦めの一冊

　 上 で 紹 介 し た
Ecology of Sandy 
Shores は 専 門 書 な
ので難しいです。は
じめて砂浜の自然に
触れてみようという
人 に は， チ ャ ー ル
ズ・ピルキーと彼の
父親であるオリン・
ピ ル キ ー（Charles 
O. Pilkey & Orrin 
H. Pilkey） に よ る
Lessons from the Sand（The University of North 
Carolina Press, 2016）をお薦めします。父親のオリ
ンは著名な海岸地形学・地質学者で現在は米国デュー
ク大学の名誉教授。海面上昇の影響について多く発信
しています。息子のチャールズは元々地質学技術者で，
現在は世界で活躍する現代彫刻家，イラストレーター
です。
　同書は英語の本ですが，高校生レベルの英語で十分
に理解できる内容です。浜で簡単にできる魅力的な観
察活動や調査活動が，40 の章に分けて紹介されてい
ます。オープンビーチを対象にしている本ですが，大
部分のことが「中津の浜」でもできると思います。レ
ベル的には子供向けの本ですが，専門的な背景に基づ
いて丁寧に解説されているため，大学生あるいは大人
であっても，これから砂浜を勉強しようという人には
とても勉強になります。全編を通して，たいへん美し
いイラストや写真が多数使われており，見るだけでも
楽しい一冊です。
　高校の課外活動，大学のセミナーなど仲間どうしで
一章ずつ読んで，実際に浜に出て観察してみませんか。
英語の勉強にも，砂浜の勉強にもなるはずです！

【発展学習】
 Lessons from the Sand
を読み終えたら，同じく
Orrin H. Pilkey ら に よ る
The World's Beaches に
挑 戦 し て み て く だ さ い。
Lessons from the Sand よ
りは難しいですが，砂浜の
理解をさらに深めるには最
適です。タイトルの通り，
世界の浜の現状を知るのに
絶好の一冊です。はじめて見るような珍しい砂の模様
や微地形の写真がたくさん載せられ，バラエティに富
んだ砂浜の姿が見えてきます。ページをめくるたびに
ワクワクします。

盛口　満 . 2012. 生き物の描き方：自然観察の技法 . 
東京大学出版会 , 160 pp.
盛口　満 . 2014. 昆虫の描き方：自然観察の技法 II. 
東京大学出版会 , 160 pp.
盛口　満 . 2015. 植物の描き方：自然観察の技法 III. 
東京大学出版会 , 180 pp.
佐々真志・梁　順普・渡部要一・梶原直人・高田宣武 . 
2010. 砂浜海岸における水産有用魚類の餌資源生物分
布に果たすサクションの役割 . 土木学会論文集 B2（海
岸工学）, 66, 1126-1130.
須田有輔・早川康博 訳 . 2002. 砂浜海岸の生態学 . 東
海大学出版会，427 pp.
和田年史. 2017. 生物にとっての健全な砂浜環境とは, 
pp. 147-164. 須田有輔 編 . 砂浜海岸の自然と保全 . 
生物研究社 , 268 pp.

用語
 *1 エスチュアリー：地形的に囲まれ，多少なりとも潮汐

による海水や河川水の影響を受けるような水域。河
口，入江，フョルドだけではなく，瀬戸内海や有明
海などの内海，中海・宍道湖のような海跡湖もエス
チュアリーである。

 *2 サーフゾーン：沖から入ってきた波が砕けながら岸
まで来る領域。

 *3 植物相：その場所に生育する植物の種類。砂浜には
岩礁のような付着基盤がないので大型海藻（ワカメ
やコンブなど）は生育しない。また，波浪が激しい
のでアマモのような大型海草も通常は生育しない。

 *4 間隙空間：砂粒の間のミクロな空間。
 *5 生産構造：植物の光合成による有機物生産に始まり，

食物連鎖を通してさまざまな動物にエネルギーが伝
わっていく過程。

 *6 利害関係者：砂浜の利害関係者としては，地元住民，
漁業者，サーファー，釣り人，野生生物愛好者，海
の家経営者，事業者などがある。

 *7 マクロファウナ：海底に棲む肉眼サイズの動物。
 *8 トルクメーター：先端に小さな羽根がついたシャフ

トを砂に差し込み回転させたとき，羽根が砂を壊す
ときの力を測定する器具。

 *9 デジタルフォースゲージ：シャフトを砂に差し込むと
きに要する力を測定する器具。

*10 サーフネット：砂浜の魚類調査用に開発された帯状
の大型の網具。幅は 25m ほどあり，世界でも最大
級の器具。サーフネットを利用した調査により，サー
フゾーンには多くの魚類が生息していることが明ら
かとなった。

*11 ビーチゴアー：頻繁に海辺を訪れる人。
*12 ビーチコマー：趣味として海辺の漂着物を収集する

人。
*13 砂採掘：採掘した砂は，コンクリートの材料として

使われる。ビルや町を作るコンクリートの材料とし
て浜の砂が狙われている。
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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（図 2）．

図2　チゴガニ

　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

（図 3）．このような底生生物が棲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
んの生き物が棲むことができているようだ．

図3　ヨシを登るカワザンショウガイ

　次に，大新田海岸の干潟において，護岸タイプと干
潟の生き物の関係を調べた成果を紹介する．ここでは，
2004 年に周辺環境への影響に配慮したセットバック護
岸（SB 護岸）が造成された．これは，海に面した位置

はじめに
　私たちの研究室が中津干潟に通って生物研究を始め
てから今年で 5 年目になる．毎年，NPO 法人水辺に遊
ぶ会による手厚いサポートのおかげで，充実した研究活
動を行うことができている．泥だらけの姿で干潟から上
がったときに地元の方に声をかけてもらえるようにもなっ
てきた．大分県内，県外から来た大学生が中津干潟の
いろいろなことを調べている，こんな姿が日常的にみら
れるようになることは実は大切なことかもしれない．私た
ちは海の生き物の生態に強い興味をもっている．だから，
研究対象は当然，魚類，カニ類や貝類などである．ここ
では中津干潟に棲むこれらの生き物のことを調べてきて
わかったいくつかのことを紹介したい．

　まずは，中津川の干潟にいる生き物についての研究を
紹介する．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，やわらかい泥地など，様々な
環境がみられる（図 1）．

図1　中津川の干潟にみられるヨシ原

　こうした環境にどのような底生生物（カニ類や貝類など）
が生息するのかを調べた．作業そのものは，干潟をシャ
ベルで掘り，泥をバケツに入れて運び，泥から生き物を
探すという地味なものだ．これをただひたすら繰り返して
生き物を探し続けた．約 1 年を通して調べてみると，合
計 130 種類を超える底生生物が採集された．ここから，
中津干潟のもつ生物多様性の高さをうかがい知ることが
できる．さらに，これらの生物は種によって好きな環境
が違うということもわかってきた．例えば，カワザンショ

中津干潟の底生生物と物理環境の関係

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
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よりも陸側に下げた場所に護岸を設置することにより，
砂浜や後背湿地を残し，陸と海との連続的な環境を保つ
ように工夫された護岸である．このような一風変わった
護岸があるのならば，干潟にいる生き物にも良い影響が
あるのではないか，という思いから調査を開始した．SB
護岸部の干潟と，その隣の階段状護岸の干潟で生息す
る底生生物を比較した．その結果，こちらも合計で約
130 種類の生物が採集された．SB 護岸の近くは硬い砂
地のような干潟で，そこには巻貝のウミニナ類やコメツキ
ガニなどが多かった．一方，階段護岸の近くは泥っぽい
干潟であり，巣穴をほって棲むヤマトオサガニや多毛類
が多かった．つまり，護岸のタイプが変わると，干潟の
環境が変化し，それに応じて棲む生き物が変わるという
ことがわかった．こうした護岸間の変化は，護岸から離
れて沖側にいくにつれて徐々になくなることもわかった．
この結果から，干潟付近に護岸を造成する際にも，周
辺環境とそこに棲む生物への影響を考慮することが重要
であることがうかがえる．
　中津川，および大新田海岸での調査研究を通して，
中津干潟には実にたくさんの底生生物が棲んでおり，各
種はそこの環境に応じてうまく住み分けをしていることや，
護岸造成などの環境改変に対して敏感に反応を示すこと
がわかってきた．しかし，中津干潟にはまだまだたくさ
んの魅力的な生き物がいるはずであり，各生物が示す生
き様についても知らないことばかりである．これからも海
の生き物の生態を知るべく，中津干潟で研究を続けてい
きたい．

●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

図 4　大新田海岸のセットバック護岸（左）と階段状護岸（右）
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２．方法
　実 験は 2018 年 8 月から実施し，現在も継続して
いる．実験にはサキグロタマツメタ，およびフィール
ドで本 種と分布の重複が見られたアサリRuditapes 
philippinarum，オキシジミCyclina sinensis，シオフ
キMactra veneriformis，ハマグリMeretrix lusoria，
ヒメシ ラトリMacoma incongrua， ユウ シ オ ガイ
Moerella rutila の 6 種類の埋在性二枚貝（図 3）を用
いた．

図3　実験に用いた埋在性二枚貝

　実験では，干潟の優占種であるアサリに対して，他の
種への選択性の相対的な高低を調べた．実験には個体
識別番号を付けた殻長 20 ～ 30 mm のサキグロタマツ
メタ10 個体を用いた．底質として海砂を厚さ 5 mm 敷
き，その上に濾過海水を水深10 cmまで注水した水槽（縦
12 cm，横 19 cm，高さ14 cm）にサキグロタマツメタ，
アサリ，他種の二枚貝をそれぞれ 1 個体ずつ入れ，先に
捕食された二枚貝を記録した．サキグロタマツメタ1 個
体に対し，各二枚貝 1 種を用いた実験を 5 回繰り返した．
また実験の前後でサキグロタマツメタは殻長と湿重量を，
二枚貝は殻長と殻幅，湿重量を測定した．

１．はじめに
　干潟における水産上重要な二枚貝の減少が全国的に
深刻な問題となっており，この要因のひとつとして肉食
性巻貝類による捕食が挙げられている．しかし，干潟に
おけるこれらの貝類種間の捕食・被食関係についての詳
細な情報は不足している．
　これまでに筆者らが実施したフィールド調査により，干
潟には転石帯と砂泥地といった異なる環境が存在し，そ
れぞれにおいて肉食性巻貝と二枚貝の分布が異なること
がわかった．このうち，肉食性巻貝であるタマガイ科の
サキグロタマツメタLaguncula pulchella（図 1）は砂
泥地のみに分布するため，分布の重複する埋在性二枚貝
を捕食している（図 2）と考えられる．しかし，埋在性二
枚貝にも複数の種が含まれるため，本種がどの二枚貝を
相対的によく捕食するのかはまだよくわかっていない．そ
こで本研究では，室内実験によりサキグロタマツメタの
二枚貝への摂餌選択性を明らかにすることを目的とした．

図1　サキグロタマツメタ

図2　サキグロタマツメタによる捕食痕

干潟に生息する肉食性巻貝サキグロタマツメタによる二枚貝への摂餌選択性

水産大学校
大学院　水産学研究科　1 年　安田　風眞
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３．結果と考察
　2018 年 12 月 6 日時点までの実験結果は以下の通り
になった。

　　アサリ　VS.　角二枚貝が捕食された回数
　　　　　　　　　　　（分母は実験回数）

　　ユウシオガイ	 40・50（80.00％）
　　シオフキ	 29・38（76.32％）
　　オキシジミ	 12・16（75.00％）
　　ヒメシラトリ	 29・50（58.00％）
　　ハマグリ	 　1・11（　9.09％）

　実験に使用した二枚貝は全種捕食されたため，サキグ
ロタマツメタはこれら 6 種の二枚貝の全種を捕食可能で
あることがわかった．また，ハマグリ以外の二枚貝は全
てアサリより選択的に捕食された．これらハマグリを除
く4 種は全てアサリよりも殻が薄い種であり，この中で
も特に殻の薄いユウシオガイに対する選択率が著しく高
かった．一方，アサリよりも殻の厚いハマグリはほとんど
選択されなかった．これらの結果より，サキグロタマツ
メタは穿孔により長い時間を要する殻の厚い二枚貝を避
け，穿孔のしやすい殻の薄い二枚貝を選択的に餌として
利用することが示唆された．

●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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3.	結果と考察
　2018 年 12 月 6 日時点までの実験結果は以下の通り
になった．

表1　アカニシ摂餌選択性実験結果

対象二枚貝
（殻長範囲） アサリ選択数 対象種選択数 実験回数

アサリ vs オキシジミ
(12~36 mm) 24 (52.2%) 22 (47.8%) 46

アサリ vs シオフキ
(11~33 mm) 18 (35.3%) 33 (64.7%) 51

アサリ vs ハマグリ
(13~32 mm) 18 (81.8%) 4 (18.2%) 22

アサリ vs ヒメシラト
リ(10~20 mm) 15 (42.9%) 20 (57.1%) 35

アサリ vs マガキ
(12~40 mm) 3 (30%) 7 (70%) 10

アサリ vs ユウシオ
(10~20 mm) 11 (22%) 39 (78%) 50

　実験に使用した二枚貝は全種捕食されたため，アカニ
シはこれら7 種の二枚貝を捕食可能であることがわかっ
た．シオフキ，マガキ，ユウシオはアサリより選択的に捕
食された．特に，石に固着したままのマガキに対する選
択率は 70% であり，アカニシの捕食行動に対する石の
影響はほとんどないと考えられた．一方で，ハマグリへ
の選択率は低く，アサリの方が捕食される傾向にあった．
オキシジミやヒメシラトリを捕食した回数はアサリと同程
度の水準であり，強い選択性はみられなかった．この結
果は二枚貝の貝殻の厚さの違いによるものと考えられる．
アカニシにとってシオフキやユウシオはアサリよりも貝殻
が薄いため捕食しやすく，逆に殻の厚いハマグリは捕食
するのが比較的困難であるということが推測された．

」

図1　マガキを捕食するアカニシ（転石帯）

1.	はじめに
　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いると同時に，肉食性巻貝のアカニ
シRapana venosa も生息している．近年，全国的に二
枚貝資源の減少が問題となっているが，その要因の 1 つ
としてアカニシなどの肉食性巻貝による捕食が考えられ
る．
　これまでの研究により，干潟の転石帯と砂泥地には異
なる二枚貝が分布しており，アカニシはこのどちらの場
所にも出現した．また，フィールド調査時には本種が転
石帯でマガキを，砂泥地でオキシジミを捕食する様子が
観察された．これにより，アカニシは分布の重複する複
数の二枚貝種を捕食していると考えられるが，本種の二
枚貝各種に対する摂餌選択性に関する知見は乏しい．
　そこで本研究ではアカニシと同環境に生息するアサリ
やハマグリなどの二枚貝類を対象とし，室内実験により
本種の二枚貝への摂餌選択性を調べた．

2.	方法
　実験は 2018 年 8 月から実施しており，現在も継続
している．実験には殻長 30 ～ 40 mm のアカニシ，お
よび，アサリRuditapes philippinarum，オキシジミ
Cyclina sinensis， シ オフキMactra veneriformis，
ハマグリMeretrix lusoria， ヒメシラトリMacoma 
incongrua，マガキCrassostrea gigas，ユウシオガイ
Moerella rutila の 7 種類の二枚貝を用いた．
　捕食実験では，一般的に広く分布するアサリに対して，
他の種への選択性が高いか低いかを調べた．個体識別
番号を付けたアカニシ10 個体を用いた．濾過海水を水
深 10 cm まで注水した水槽（縦 12 cm，横 19 cm，高
さ14 cm）の対角線上の片隅にアサリを1 個体，もう片
端に他の種の二枚貝を1 個体設置し，2 日間絶食させた
アカニシを中心に置いて実験を開始し，どちらの二枚貝
が先に捕食されるかを検討した．マガキの場合は石に付
着したまま実験に用いた．アカニシ1 個体に対して各二
枚貝 1 種を用いた実験を 5 回行った（合計 50 回）．ま
た実験の前後でアカニシと二枚貝の殻長，殻口，殻幅，
湿重量を測定した．

干潟に生息する肉食性巻貝アカニシによる二枚貝への摂餌選択性

水産大学校
生物生産学科　4 年　大野　弘貴
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図2　オキシジミを捕食するアカニシ（砂泥地）

図3　個体識別番号実験

図 4　実験風景
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図2	　河口域のタイドプール

図3　魚類採集風景

3. 結果と考察
　6 月の調査において合計 9 科 20 種 3,226 個体の魚
類が採集された（図 4）．全体的にみると優占する科は
ハゼ科であり，種数では全体の 55%（11 種），個体数
では 97.0%（3130 個体）を占めた．個体数で優占した
種はゴマハゼ属，ミナミヒメハゼ，ハスジマハゼ，クロサ
ギ属であり，これらで全体の個体数の 93.0% を占めた（図
5）．4 つのタイドプールで魚類群集構造を比較した結果，
平均種数は砂礫地で最も多く，マングローブで最も少な
かった．平均個体数ではマングローブ林が最も多く，海
砂地が最も少なかった．また，バイオマスはマングロー
ブ林内で最も多く砂礫地が最も少なかった．出現した種
の組成はタイドプール間で異なっており，海砂地ではミ
ナミヒメハゼ，ハスジマハゼ，クロサギ属が多かったの
に対して，砂礫地ではハスジマハゼ，ツムギハゼ，ミナミ

1. 目的
　沖縄県石垣島の名蔵湾，およびその湾奥の名蔵川は，
名蔵アンパルとしてラムサール条約に設定されており，湾
内の海岸部には干潟が広がり，河口から上流に向かうと
マングローブ林が形成される豊かな環境となっている．
これらの環境には，地形の凹凸により干潮時にタイドプー
ルが出現する．一般にタイドプールは閉鎖的であり，水
深が浅く容積も小さいため，フエダイ類などの移動魚の
稚魚や，ハゼ類のような小型定住魚にとっては外敵から
身を守りやすい生息場所となる．そのため，小型魚類に
とって成育場や捕食者からのシェルターとなる重要な生
息場であると考えられる．しかし，このような潮間帯の
環境は埋め立てや土地開発などによって近年減少してお
り，砂干潟上に形成されるタイドプールを利用する魚類
に関する知見も不足しているのが現状である．
　そこで本研究では，石垣島名蔵湾の海岸域における
砂地および砂礫地と，河口域におけるマングローブ林お
よび砂地のタイドプールの魚類を対象として，それらの
種数，個体数，種組成，および物理環境を調べ，亜熱
帯のタイドプール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
　2018 年 6 月に名蔵湾海岸部の砂地と砂礫地（図 1），
および名蔵川河口の砂地とマングローブ林内（図 2）の 4
定点において，それぞれ 5 つのタイドプールを選定し，調
査を行った．物理環境としてタイドプールの面積，水深，
底質の粒径などを調べた．魚類採集では，タイドプールの
底質ごとたも網（目合い 5 mm）で繰り返しすくい取ること
ですべての魚類を採集した（図 3）．採集した魚類の種の
同定を行い，各種の個体数，標準体長，湿重量を記録した．

図1　海岸部のタイドプール

石垣島名蔵湾のタイドプールにおける魚類群集構造

水産大学校
生物生産学科　4 年　冨永　翔太
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ヒメハゼが多かった（図 6）．河口砂地の優占種は砂礫
地とほぼ同様であった．一方，マングローブ林内ではゴ
マハゼ属とゴマアイゴが優占した．
　以上より，名蔵湾のタイドプールの魚類群集構造は主
にハゼ科魚類によって構成されているものの，海岸部と
河口部という大きな立地条件の違いだけでなく，砂地と
礫地，河口砂地とマングローブ林という細かいスケール
の間でも異なることが明らかになった．

図 4　採集された魚類

図5　優占種

図 6　各調査定点の個体数割合

●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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長の小さい未成熟個体が多く出現した．8 月以降，体長
の大きな個体が徐々に出現するようになった．
漂着海藻の被度は，4 月から 5 月にかけて最も高く，6
月以降大きく減少し，9 月以降では再び増加した．温度
は 4 月から 8 月にかけて上昇し，9 月以降減少した．
　これらの結果より，ニホンハマトビムシは 1 ～ 2 ヶ月
程度抱卵するため，4 月から 5 月にかけて繁殖し，新規
加入個体が 6 ～ 8 月にかけて出現すると思われる．こ
れは，春に気温が上昇すること，および繁殖期に餌とな
る漂着海藻が豊富であることが要因であると考えられる．
気温の低い10 月以降には，漂着海藻はみられるものの，
新規個体は出現しなかった．
　次に，ヒメスナホリムシも同様に 1 ～ 2 ヶ月程度抱卵
するため，7 月から 8 月にかけて小型の新規個体が出現
したことから，気温の上昇する 5 ～ 6 月が繁殖期である
と考えられる．しかし，10 月から11 月にかけても成熟
個体がみられるため，12 月以降でも新たな小型の未成
熟個体が出現する可能性がある．本種の場合，ニホン
スナハマトビムシに比べて餌としての漂着海藻に対する依
存度は相対的に低いと考えられるが，ある程度低温期に
も繁殖可能であることが考えられる

図1　ニホンスナハマトビムシ ( 左 )とヒメスナホリムシ ( 右 )

図 2　砂浜に打ち上げられた海藻

１．目的
　一般に，砂浜は生物の少ない不毛な地であると考え
られてきたが，近年の研究結果では，魚類や小型無脊
椎動物など，多くの生物が生息することがわかってき
た．砂浜にはホンダワラ類などの漂着海藻が季節的に打
ち上げられる．餌資源の少ない砂浜において漂着海藻
は小型底生生物にとって重要な有機物であると考えられ
る．もしそうなら，漂着海藻の量は季節的に大きく変動
するため，底生生物の季節的な個体数変動や生活史も
それにある程度同調する可能性がある．しかし，漂着海
藻と砂浜の小型底生生物の生活史との関係を詳細に検
討した研究例はほとんどない．そこで本研究では，山口
県西部土井ヶ浜を調査地点とし，ハマトビムシ科に属す
るニホンスナハマトビムシ Trinorchestia trinitoris と，
スナホリムシ科に属するヒメスナホリムシExcirolana 
chiltoni の 2 種の個体数，体長組成，抱卵の有無など
を月ごとに調べ，対象生物 2 種の生活史を明らかにする．
それと同時に漂着海藻の被度を調べることで，漂着海藻
がこれらの生物の生活史に及ぼす影響を明らかにするこ
とを目的とする．

２．材料と方法
　2018 年 4月から2019 年 2月までの11ヶ月間，土井ヶ
浜において月 2 回の頻度で調査を実施する．砂浜に 5
つの調査地点を設け，生物採集を行った．生物採集では，
各地点の潮間帯上部と下部で各 5 回，合計 10 回砂を
採集した．直径 10 cm の塩ビパイプを深さ10 cm まで
打ち込んで砂を採集し，目合い1 mm と 0.075 mm の
ふるいで生物を選り分けた．出現した 2 種の個体数の
計数と体長測定を行い，雌雄および抱卵の有無を調べ
た．これと同時に砂浜上の海藻の被度を測定し，水温と
砂中温度を測定した．

３．結果と考察
　本調査を通して，ニホンスナハマトビムシが 7959 個体，
ヒメスナホリムシが 552 個体採集された．ニホンスナハ
マトビムシの個体数は 5 月下旬から 6 月下旬にかけて多
く，7 月以降大きく減少し，9 月より徐々に増加する傾向
にあった．また，4 月に出現した個体の多くは成熟個体
であったが，5 月以降には体長の小さい個体の割合が増
加し，7 月，8 月では成熟個体はほとんど出現しなかった．
　次に，ヒメスナホリムシの個体数は 4 月下旬から 5 月
にかけて，および 8 月下旬に多かった．それ以外の月間
では大きな増減はみられなかった．ニホンスナハマトビ
ムシと同様，4 月や 5 月に成熟個体が多く，8 月頃に体

漂着海藻が砂浜性底生生物の生活史に及ぼす影響

水産大学校
生物生産学科　4 年　福田　　純
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図 5　ニホンスナハマトビムシの体長別個体数割合

図 6　ヒメスナホリムシの体長別個体数割合

図3　ニホンスナハマトビムシの月別個体数

図 4　ヒメスナホリムシの月別個体数
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」」

図１　調査場所

３．結果と考察
　2 回の調査を通し，全体的には，ナミノリソコエ
ビ（Haustorioides japonicus）， シ キ シ マフク ロア
ミ（Archaeomysis vulgaris） ， ヒ メ ス ナ ホ リ ム シ

（Excirolana chiltoni） などの小型甲殻類やオフェリア
ゴカイ科の多毛類をはじめとする約 15 種の底生生物が
確認された。
　6 月の調査では，各調査サイトとも，遡上波帯直上部

（St.1）より中央部（St.2）の方が種数・個体数ともに多
く出現した。砂浜タイプを比べると，種数・個体数とも
に京田（中間型）が最も多く，次いで，海浜公園（逸散型），
帆南（反射型）の順であった。京田（中間型）では端脚
目やアミ目がとくに多かった（図 2）。
　11 月の調査でも，各調査サイトとも，遡上波帯直上部

（St.1）より中央部（St.2）の方が種数・個体数ともに多
く出現した。砂浜タイプを比べると，種数は入来（中間型），
海浜公園（逸散型），小湊（逸散型）が多く，個体数は

１．はじめに
　砂浜の遡上波帯とは，潮位にかかわらず，そのときの
波の上げ下げによって冠水と干出を繰り返す場所であ
る。生物学的にみれば，非常に短い周期で海環境と陸
環境を繰り返す特異な生息場所（ハビタット）である。
遡上波の周期，遡上波の到達距離，遡上波帯の勾配な
どの遡上波環境は，地形に基づく砂浜タイプによって異
なることが知られているが，そこに生息する生物の種類
をはじめ生態学的な事象についてはほとんど研究例がな
い。そこで，本研究では，鹿児島県の薩摩半島西岸に
位置する吹上浜を例にとり，長大で外海に面して開けた
砂浜（オープンビーチ）の遡上波帯に生息する底生生物
の種類や個体数密度などを，同海岸内の異なる砂浜タイ
プ間で比較することにした。

２．方法
　吹上浜は全長が約 30 km あり，北から南に向かって
前浜勾配が緩くなり，それに伴い潮間帯幅も広がり，砂
粒子サイズは徐々に細かくなるという特徴がある。砂浜タ
イプは，北部は反射型，中央部は中間型，南部は逸散
型と大きく３つに区分できる。そこで，それぞれを代表す
る場所として，2018 年 6 月の調査では，帆南（反射型），
京田（中間型），海浜公園（逸散型）の 3 カ所，同年 11
月の調査では，神之川・帆南（反射型），入来・京田（中
間型），海浜公園・小湊（逸散型）の 6 カ所を調査サイ
トとした（図 1）。
　各調査サイトにおいて，遡上波帯直上部（St.1）と中
央部（St.2）の 2 カ所を調査地点とした。それぞれの地
点で底生生物採集と環境計測を行った。べーラー（あか
くみバケツ）を使って表層 5 cm の砂を約 30 cm かきと
り1 回のサンプルとし，これを 5 回繰り返し，生物分析
用の砂サンプルとした。生息環境条件として，同地点に
おいて，ベーンテスター（トルクメーター）を用いた砂の
硬度測定および粒度分析用の砂採取を行った。さらに，
各調査サイトにおいて，砂丘基部から遡上波帯下部まで
のレベル測量を行った。

砂浜の遡上波帯に生息する底生生物

水産大学校
生物生産学科　4 年　山本　恭範
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京田（中間型）が多かった。京田（中間型）では端脚目
が多く，海浜公園（逸散型）と小湊（逸散型）では多毛
類がとくに多かった（図 2）。
　砂浜全般からみた底生生物の種数や個体数密度など
が砂浜タイプごとに異なることはこれまでも報告されてき
たが，本研究により，遡上波帯においても砂浜タイプ間
の相違が存在することが示唆された。これまで，砂浜は
ハビタットとしては単調であり，生物多様性が低い場所
だといわれてきたが，実際にはハビタットの多様性に富
んだ場所だと考えられる。砂浜保全のために養浜や構造
物の設置などを行う際は，このような砂浜のハビタットの
多様性に留意する必要がある。
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図２　遡上波帯直上部（St.1）および中央部（St.2）における底生生物の個体数密度
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計測したカブトガニの状態
 ・飼育個体
 ・標本 ( 乾燥・液浸 , 脱皮殻を含む )
 ・混獲個体
 ・ストランディング ( 打ち上がり)

計測部位
　Fig.1~Fig.3 を参照

カブトガニの生物学（関口 ,1999）を参考に作成

結果
・各部位の計測値のままと、各部位を甲幅 (d) で割った

値 (= 甲幅比値 )、d2/d( 甲羅の盛り上がり具合 ) に対
して解析を行なった。

・雌雄で形態に差があるので、雌雄で分けて解析を行っ
た。

 ・データはすべて標準化後に解析を行った。
 ・欠損や奇形のある個体は除外した。

研究背景
研究を思いついたきっかけ
　3 年生の夏、4 年生からする研究のテーマを探してい
た。研究テーマについては、小学生の頃から好きだった
カブトガニに関するものをしたいと考えていた。しかし、
具体的に何をすればいいのか全く分からない。その為、
カブトガニがいると言われている場所を片っ端から行き、
干潟を歩いてカブトガニを探したり、標本等を見てまわっ
た。
　その際、場所によって同じ雄でも甲羅の高さに大きく
幅があることに気づいた。
　その後、地元である広島県の江田島市にある博物館で、
ある1年だけ大量に脱皮殻が見つかったということを知っ
た。この脱皮殻は、江田島湾内に住むカブトガニのもの
なのか、もしくは他の地域のカブトガニの脱皮殻が偶然
流れてきたものなのかは分からない。しかも脱皮殻とい
うこともあり、血液を取ることもできない。
　ここで外部形態から、どこのカブトガニの脱皮殻なの
か特定できないか？そもそも外部形態に地域間で差があ
るのか？という研究テーマを思いついた。

カブトガニの生態
　カブトガニ (Tachypleus tridentatus) 岡山県笠岡市
周辺海域から長崎県九十九島海域までの、本州の瀬戸
内海沿岸、四国の瀬戸内海沿岸、九州の北部沿岸にお
いて生息が確認されている。
　卵発生で、砂浜に産卵された卵は孵化後、潮汐等に
伴う流れに乗り付近の干潟に定着する。幼生は脱皮を繰
り返し、大きくなるにつれ生息域が沖に移る。この際、
成熟個体の生息域はほとんどの場合、湾周辺の５km 以
内であると言われている。( 惣路 ,2015) 幼生の頃は外
部形態に差が見られないが、成熟を迎える最終脱皮後、
雌雄差が見られるようになる。一般的に最終脱皮までの
脱皮回数は雌の方が雄より1 回多いと言われている。

材料と方法
計測したカブトガニの生息場所
 ・大分県中津市 周辺海域
 ・岡山県笠岡市 周辺海域
 ・佐賀県伊万里市 周辺海域
 ・山口県 周辺海域
 ・長崎県 ( 九十九島 ) 周辺海域
 ・広島県江田島市 周辺海域
 ・福岡県北九州市 ( 曽根 ) 周辺海域

日本国内におけるカブトガニの外部形態についての考察
カブトガニは住む場所によって形が違う？

東京海洋大学
  海洋科学部　海洋環境学科　個体群生態学研究室　4 年　田中　秀侑

Fig.1

Fig.2 Fig.3
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Table.4

d2/d の多重比較解析結果（Steel-Dwass test）
　各地域間での、甲羅の盛り上がり具合を比較した結果
を Table.5 に示した。

Table.5

計測値の多変数解析結果（クラスター解析）
　計測値のままでのクラスター解析の結果を Table.1 , 
Table.2 に示した。

Table.1

Table.2

甲幅比値の多変数解析結果（クラスター解析）
　各部位を甲幅 (d) で割った値でのクラスタ−解析の結
果を Table.3 , Table.4 に示した。

Table.3
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写真1．オオシンデンカワザンショウ

　干潟には鳥や魚やカニや貝など様々な生物が暮らして
いますが、よーく見ないと気がつかない1 センチにも満
たない小さな生き物たちもたくさんいて、干潟にしゃが
みこんでそんな小さな生き物たちを観察すれば、「干潟
にハマる」こと間違いなしです。今回は中津干潟に生息
する小さな巻貝オオシンデンカワザンショウAssiminea 
sp.を紹介します。
　オオシンデンカワザンショウはその和名の通り中津市
“ 大新田 ” 地先の干潟で見つかった大きさ 2 ミリぐらい
のカワザンショウ科の巻貝で、干潟の表面に足の踏み場
も無いほどにビッシリと生息しています。中津干潟を中心
に豊前海周辺のいくつかの干潟に生息していて、遠く離
れた東北地方には類似した複数の種が生息していること
がわかっています。また、東京湾や三河湾など各地の内
湾でもよく似た死殻が多数見つかることから、かつては
各地の内湾に生息していたものが開発などによって次々
に姿を消していったのかもしれません。
　オオシンデンカワザンショウの生態はまだまだ謎だら
けです。とくに興味深いのは、満ち潮時の生態です。オ
オシンデンカワザンショウは干潟にさしてきた潮に乗って
水面に浮かび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
るかのようです。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大発見なのですが、な
ぜこのような行動をするのか、また引き潮時にはどうして
いるのかなどはよくわかっていません。
　干潟で足元に無数にいる貝ですらまだまだ分からない
ことだらけであり、それが干潟の奥深さ、そして面白さ
でもあります。干潟にはいくらでも調査や観察のテーマは
あります。ぜひ皆さんも干潟にしゃがみこんでどっぷりと
干潟にハマってください。

【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.
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.

中津干潟に生息するオオシンデンカワザンショウ

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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いる。貝紫の布や糸は現在のイスラエルとシリアに挟ま
れたこの土地の特産品であり、交易品の一つとして扱わ
れた。ここから紫の織物が産業として開花していくことに
なる。
 
3．貝紫染色の歴史

（1）地中海沿岸
　フェニキアは紀元前 10 世紀頃より国家が興隆期をむ
かえ、多くの製品を広く輸出していた。そのひとつが世
界の染織史上最も注目すべき貝紫である。貝紫の産地
は、フェニキアの植民地の至る所に造られ、以後、ギリ
シャ・ペルシャ帝国・ローマ帝国・東ローマ帝国など、激
しく変動する歴史のなかでも、さまざまな民族・国家に
よって受け継がれていった。貝紫は染料の希少性に加え、
染色堅牢度の高さから、各地において特権階級の占有色
となっていき、ローマ帝国となってからも皇帝らは貝紫色
を尊い色として扱った。395 年にローマが東西に分裂し
た後も、貝紫色は皇帝の色として東ローマ帝国に引き継
がれた。色の名前も、歴代の権力者に愛されたことから

「帝王紫」（ロイヤル・パープル）や、貝紫染めが盛んだっ
たフェニキアの都市ティレ（テュルス）の名にちなんで「ティ
リアン・パープル」と呼ばれるようになった。
　このように貝紫は歴史上に名を刻む染色であったが、
1453 年の東ローマ帝国の滅亡と共に、貝紫の技術と産
業は失われたと言われている。

（2）中南米
　西洋とは全く異なる文化圏の中南米でも古くから貝紫
による染色が行われている。最も古いものは、紀元前
1100 年頃、プレインカ文明のチャビン文化のものである。
以降、紀元前１世紀から西暦 200 年頃に染められた裂
が現存する。手の形を模した図案に水玉が散りばめら
れた文様が描かれた裂や、染色された糸で幾何学文様
を編みだした魚網等、様々な模様・用途の染織品に貝
紫染色が施されていたことがわかる。メキシコでもまた、
貝紫染色の形跡が残されている。マヤ文明の古典期で
ある 600 ～ 900 年頃の裂には貝紫の色を見ることがで
きる。そしてオアハカ州のミステカ族が住むドン・ルイス
村には貝紫染色が今なお伝えられている。

（3）日本
　日本で高貴な色とされている紫は紫根による染色が主
流である。貝紫染色の形跡は 1980 年代まで発見されて
いなかったため、日本には存在しないと考えられていた。

【要旨】
　アッキガイ科の巻貝が内蔵に持つ鰓下腺（パープル腺）
には 6,6- ジブロモインジゴという色素があり、建染め染
料に分類される。この染料を用いた染色は貝紫染めと呼
ばれ、今から 3000 年以上前、地中海東岸に住むフェ
ニキア人によって発見された技術である。彼らは地中海
沿岸に生息するシリアツブリボラという小さな巻貝を砕
き染色を行っていた。1g の染料を採るのに 2000 個も
の貝が必要だったことなどの希少性からこの染色方法は
ローマやギリシャへと受け継がれていった。色の名前も

「帝王紫」などと呼ばれ、このことからも権力者に愛され
た色であることがうかがえる。中津干潟には貝紫を染め
られるアッキガイ科のアカニシが生息しているので、今
後学校教育や生涯学習における地域の教材としての活用
が期待できる。

【本文】
1．はじめに
　紫色は昔から西洋東洋問わず高貴な色として扱われて
きた色の一つである。貝紫とはアッキガイ科の貝類の鰓
下腺から採取できる天然染料であり、酸化すると紫色に
なる色素を含む。この色素では綿や絹をきれいな赤紫色
に染めることができる。アッキガイ科の貝による染色を貝
紫染めと呼び、その歴史は古く紀元前 1500 年頃までさ
かのぼる。貝紫染めの布は別名「帝王紫、ティリアンパー
プル」とも呼ばれ、皇帝などの高貴な人が身にまとって
いた。中津干潟ではアッキガイ科の巻貝であるアカニシ
が採れ食用として販売もされている。
　今回の発表では、貝紫の歴史と中津干潟にも生息する
アカニシによる染色を関連付け、地域教材としての活用
を目指して実施された貝紫染色プログラムを報告する。

2．貝紫の誕生
　貝紫染色が誕生したのは紀元前 1500 年頃の地中海
東岸、現在のレバノンあたりであり、そこに住んでいた海
洋民族フェニキア人が始めたと言われる。彼らは、地中
海沿岸に生息するシリアツブリボラという小さな巻貝を砕
き、貝の内蔵にある鰓下腺（パープル腺）を取り出してそ
の分泌物を糸や布にすりこんで日光にかざすと紫色に発
色するという染色方法を発見した。貝紫の染色に使われ
ているアッキガイ科の貝類は食用になるものもあり、原始
時代より海浜の住民によって採取され、その内蔵が手な
どに付着して、太陽の紫外線にあたると紫色に変化する
ことを見て染色に利用することを思いついたと考えられて

貝紫の歴史
－アカニシ染色の地域教材開発を目指して－

大分大学
教育福祉科学部　生活分野　４年　入不二路子

准教授　都甲由紀子
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写真２　おぼん敷きの染色

写真３　中津のアカニシ（貝殻）

写真４　作品を手にした参加者

しかし、1989 年の吉野ケ里遺跡発掘において、遺跡か
ら埋葬時期の異なる複数の絹織物が出土した。当初は
紫根で染めたものとされていたが、前田雨城氏の研究
によって、それらはすべて貝紫染であることが判明した。
このことから、有史以前には貝紫染が日本にもあった可
能性が考えられる。西洋でも日本でも紫が高貴な色とさ
れていたことの関連の有無については、研究者によって
見解が異なり、さらなる研究の余地がある。

4．地域教材としての実践例と可能性（大分で採れる紫）
　中津干潟で採れるアカニシは上述のような歴史的背景
のある貝紫を染めることができる。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。一方で大
分県竹田市には日本の高貴な紫色を染める貴重な染料
植物、紫草の栽培地がある。大分県には古くから高貴な
紫色として貴ばれた 2 種類の色素を持つ動植物が育つ
恵まれた環境がある。「紫色の染色」は今後学校教育や
生涯学習の教材として活用できる可能性があると考える。
2018 年 9 月 9 日、如水こども園なずなクラブにて、
NPO 法人水辺に遊ぶ会主催でアカニシ染め体験が開催
された。親子連れなど十数組向けに学校で利用するお
ぼん敷きをアカニシで建染め染色するプログラムであった

（写真１～４）。はじめは子どもより保護者の方が積極的
に参加しているような印象を受けたが染色が始まると子
どもたちは目の色を変えて布の色の変化を気にしていた。
身近なものは何でも染料になるのかといった疑問や、楽
しかったという声も聞かれた。アカニシを染色する際の
においにがくさいという声が響き渡り、貝紫は体験活動
を伴う学習教材として提案できると確信した。
　しかし、貝紫染色には多くの貝が必要なので、採集に
伴う生態系への影響についても配慮が必要である。貴
重な染料になる貝の存在やその貝が住む干潟について知
り、守る方法を共に考えながら、染色の楽しさや奥深さ
を伝えていきたい。

写真１　建染めの様子
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テンアメリカ研究所紀要 7,43-60,(2007-12)
8．NPO 法人 水辺に遊ぶ会 HP　http://mizubeniasobukai.org/

謝辞
　本発表には、地域創生大学等連携プロジェクト支援
事業のプロジェクトとして2018年11月22日にホルトホー
ル大分で開催されました青木正明氏、足利由紀子氏の
講座「大分で採れる天然染料をめぐる文化と科学～学習
教材・観光資源としての「おおいたの色」～」、2018 年
11 月 24 日に大分大学教育学部で開催されました吉岡
幸雄氏の講演会「紫の系譜～紫根と貝紫～」（写真５,６）
の内容を反映させています。関係各位に謝意を表します。

写真５　吉岡幸雄氏講演会

写真６　講演会での貝紫染色実演

引用・参考文献
1.  吉岡常雄 , “ 帝王紫探訪 ”, 紫紅社 ,(1983)
2. 小川裕子, 梅田悠希 , 鎌倉明香 , 髙木美希 , 三富あ

すみ ,“ 合成貝紫染色の現代ファッションへの応用 ”, 
文化学園大学紀要 , 服装学・造形学研究 45, 1-10 
(2014-01)
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中津の海の絵コンテストを実施している。このコンテスト
に応募された作品に描かれている生き物を分析すること
で、小学生が海に対して抱いているイメージを調査する。

4．おわりに
　NPO 法人水辺に遊ぶ会および経営経済学部の山本
教授の協力を得て、干潟をフィールドとした環境教育の
効果を測定する。その結果を今後の環境教育に活用で
きるようにしたい。

図2　絵画コンテスト募集チラシ
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1．はじめに
　日本全国の干潟はこの 60 年の間に４割も埋め立てら
れ失われてしまったといわれている。また、干潟の機能
と価値が見直されつつある今日も、いまだ消失や環境悪
化の危険がある干潟は多い。さらに、研究の歴史の浅
さから、干潟をフィールドにした環境教育活動の事例も、
森林、里山、河川と比較して極めて少ないと言わざるを
得ない。ましてや環境教育教材やそれらを活用した環境
教育プログラム（以下、環境教育活動）の教育効果（干
潟の自然体験等による参加者への教育効果、即ち直接
体験や気づき･ 学び体験が参加児童生徒の自然保護意
識や環境配慮に与える効果）に関する研究は皆無と言っ
てよい。大分県では、NPO 法人水辺に遊ぶ会が中津干
潟をフィールドにして 18 年間環境教育活動や環境保全
を実践し続けてきた。
　しかし、このような自然体験活動の教育効果に関する
客観的評価と手順を用いた統計調査は全くなされていな
い。したがって、環境教育活動の質を検証するための調
査研究が必要となる。

図1　自然観察会の様子

2．研究方法
　山本らは 1) トキのすめる里づくりについて小学生を対
象にアンケート調査を実施してきた。日本文理大学経営
経済学部の山本教授の協力を得て、中津の小学生を対
象に、表 1 に示すような 32 問のアンケートを作成した。
このアンケートを水辺に遊ぶ会が実施する小学生の自然
体験活動の事前と事後に実施し、小学生の自然観の変
化を定量的に評価する。

3．今後の研究の計画
　水辺に遊ぶ会が 10 月に約 200 名を対象に自然体験
活動を実施し、受講者にアンケート調査の配布・回収を
行っている。このアンケートを分析する。
　また、図 2 に示すように水辺に遊ぶ会が小学生対象に

中津干潟における環境教育の児童の情操に対する効果

日本文理大学
工学部　建築学科　4 年　岸本　　茜

自分に自信がある
たいていのことは、うまくできると思う
自分はかっいい大人になれると思う
大きくなれば、もっと楽しいことやよいことがあると思う
大きくなれば、今の自分より幸せになれると思う
夢はかなうと思う
将来、自然にかこまれた町に住みたい
自分はいろいろな自然とつながっている
自然の中にいると気持ちが安らぐ
自然が好きである
自然の中にいるとここちよい
自然ってすごいなーと思う

「自然」と聞くととっても良いことを想像する
神様はいると思う
いのちはふしぎだ
動物でも植物でも、いのちは大切だ
いのちがつながってきて自分が今ここにある
お金さえあれば、何でも買える
ものやお金をいっぱい持っていれば幸せになれる
たくさんのものやお金をもっている人がえらい
私が住んでいる町についてもっと知りたいと思う
私が住んでいる町を誇りに思う
私が住んでいる町の自然は美しいと思う
私が住んでいる町の自然はいつまでも残ってほしいと思う
みんなで環境によいことをするのは楽しい
海や干潟や川を守る活動に参加したい
身近な野生動物を大切にしたい
自然がどんなしくみになっているかをもっと知りたい
植物に興味がある
動物に興味がある
自然を守るために活動したい
理科が好きである

表１　アンケートの質問
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素材を活用することで、子どもたちの活き活きとした学び
につなげることができれば理想的である。

３．課題
　環境学習の推進は文部科学省、環境省、大分県、中
津市などでも広く取り組むべきと謳われている。また、
子どもの自然体験が道徳観や正義感などに影響を与え
たり、心を育む課程に大きく影響することもわかってい
るが、学校現場での環境学習に割く時間は年々減少し、
先生方の時間的余裕も少なくなっているのが現状であ
る。
　また、これだけの実践の積み重ねがあるにもかかわら
ず、トイレや手洗いなどの施設が未整備であったり、教
材をＮＰＯが民間の資金で制作するなど、苦労も多い。
同規模の干潟を有する他府県や海外の例を見ると、環
境学習の施設が整い、多くの子どもたちや来訪者が自然
環境に親しんでいる場所も増えつつある。中津の水辺環
境の素晴らしさを多くの市民に知ってもらい、環境学習
や体験の場としての活用を通じ、中津干潟と集水域の未
来を今後も模索したい。

写真１　環境学習のようす

１. はじめに
　水辺に遊ぶ会は来年で設立２０年を迎えるが、活動
開始当初より、様々な学校と環境学習の取り組みを行っ
ている。これは「中津干潟と集水域の水辺環境の保全」
という大きな社会的目標を実現するための啓発活動の一
環として捉えているが、それだけでなく、自然科学分野
に興味を持つ次世代の人材育成や、地域での市民科学
の裾野の醸成なども目的としている。活動当初、諫早湾
干拓の問題が社会問題になり干潟の機能が注目された
ことや、総合的学習の時間の導入時期と重なったことな
どから、中津市を中心に多くの教育現場で干潟や水辺
環境をテーマとした環境学習の導入が行われ、現在に
至っている。水辺に遊ぶ会が設立以降、教育機関（幼
児教育～高校）にて環境学習を行った件数（図１）を見
てもわかるように、環境学習に対するニーズは年々増加
していることがわかる。

図１　環境学習実施数の経年変化

２．展開している環境学習
　実践しているテーマは、干潟学習、川の学習、山川海
のつながりの学習、海ごみ問題、水産教室、ベッコウト
ンボとため池の学習など多岐にわたるが、多くは学校で
の事前学習とフィールドでの体験活動が主である。これ
らの活動に際し、水辺に遊ぶ会が念頭に置いていること
は、教育現場における環境学習の主役は児童・生徒と
先生であり、学校が用意したカリキュラムに基づいて行
われる教育実践の中で、学校現場だけではできない部
分をサポートする役割を担うということである。
　また、水辺に遊ぶ会では環境学習に役立てる様々な
補助教材も独自に制作しており、現場で活用している。
　中津市は山、川、海と多様な自然環境が今なお健全
な状態で保存され、各地で姿を消した希少な野生生物
も数多く生息している。また、農林水産業も営まれており、
環境学習や自然体験、地域学習などの学びのテーマとな
る素材がたくさんあることが魅力である。これらの地域

中津の水辺環境を活用した環境学習の取り組み

NPO 水辺に遊ぶ会
理事長　足利由紀子
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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（法政大学　人間環境学部　講師）

●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）


