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若い海有明海

今から1万5千年前、有明海は存在しませんでした。
地質年代的には最後の氷河期の後氷期にあたり、

今より7℃近く気温が低い時代で、海面は今より

も150mも低く、日本列島は韓半島、中国大陸と陸続きで

した。当然干潟にはムツゴロウやトビハゼが暮らしていた

はずです。ところが1万2千年く　らい前から氷期から問氷

期に入り、急激に海面が上昇してきます。今から6千年位

前の縄文期に最大の水位となっで　海が陸地に入り込んで

きました。「縄文海進」と呼ばれます。佐賀平野の一番北の端、

佐賀市久保泉町の東名（ひがしみょう）遺跡からは巨大な

貝塚が出土していますが、縄文時代はあのあたりまで海が

進入していたことを示しています。韓半島と日本が陸続き

だった頃、それぞれの場所で縄張りを持っていたムツゴロ

ウやトビハゼは、次第に離れはなれになっていったのです。

今、韓国や中国の干潟で類似の干潟生物が見られることか

らも、ついこの間まで韓半島、中国と陸続きであったこと

を示しています。地質年代的に見れば　有明海は若い海で

ついこの間生まれた海だと言うことができます。

日本一の干満差

有明海は日本一の干満差を誇ります。図2は各地の
干満差の大きさを示した図です。大潮差は満潮時

と干潮時の平均海面の差を示し、最大潮差は干満

差が最も大きくなるときの潮位差を示しています。平均で

見ると有明海奥部（住之江）では約5m、小樽の0．1m、名

古屋の2mと比べると干満差が非常に大きいことが分かり

ます。まな最も干満差が大きい時は、住之江験潮所で6．8m

に逮することがあり、2階建での屋根の高さに達すること

になります。

図1．海岸線の変化
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海の潮の満ち引きが主として月と地球との間に働く引力

で引き起こされることはよく知られています。月が南天高

くあるとき満潮になることは何となく理解できます。とこ

ろが、月が日本の真裏にあるときも、満潮になるのです。

その理由を考えてみましょう。オリンピック金メダリスト

室伏幸治選手がハンマーを回している姿を想像してみて下

さい。室伏選手がハンマーを高速で回しています。ハンマー

と室伏選手の間を繋ぐワイヤーに大きなカが働いているこ

とは容易に想像できます。ところが室伏選手自身が回転す

ることにより、ハンマーと反対側、すなわち背中側にも遠

心力（見かけの力）が働いているのです。この方がないと

室伏選手はハンマーに引っ張られて飛んで言ってしまいま

す。引力と遠心力、両方のカで海水を引っ張り、潮を高く

する（満潮）のです。潮の干満は月の引力以外に太陽の引

力などが働いて非常に複雑になりますが、大きく言うと月

が南天にあるときとその真裏にあるときに満潮になり、東

または西にあるときに干潮になりますが、月の位置は少し

ずつ移動しますので、干満の周期はほぼ12．4時間と言うこ

とになります。

洗面器やタライに水を入れて水平に揺する実験を考えて

みましょう。ゆっく　り揺する状態から少しずつ周期を小さ

く　していきます。どこかの周期で水が大きく揺すられると
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ころがあるはずです。それよりもっと小さな周期、すなわ

ちものすごく早く揺するとまた揺れなくなります。ブラン

コを大きく揺するときの要領です。この、ブランつや水が

大きく揺すられる現象を「共振」と呼びます。振り子の錘

（おもり）を横に引っ張って、ゆっく　りと離してみましょ

う。振り子は決まった周期で揺れ続けます。ガリレオ・ガ

リレイが発見した振り子の等時性です。糸を短くすると早

く、糸を長くするとゆっく　り揺れます。その周期をその振

り子が持つ「固有周期」と呼びます。今度は、つまんでいる

糸を横に揺らしていきます。最初はゆっく　り、次第に周期

を小さくしていくと、クライの時と同じように、ある周期

でものすごく大きく揺れ、それを過ぎるとまた揺れなくな

ります。すなわち固有周期と同じ周期で揺すると大きく揺

れ、固有周期から外れた周期で揺するとそれほど揺れない

のです。

有明海の干満差が大きいのは、有明海の固有周期と引力と

遠心力が引き起こす起潮力（きちょうりょく）の周期が近

いのか原因です。現在の有明海の固有周期は6．9時間、起

潮力の周期12．4時間と比較してそれほど近いとはいえませ

んが、東京湾のう．5時間、伊勢湾の4．8時間と比較すると、

十分に近いといえます。有明海の固有周期と外界の起潮力

の国有周期が近いことで引き起こされる「共振」が、有明

海の干満差を日本一にしている原因です。

成長し続ける平野と干潟

日本一の活火山である阿蘇山は30万年前から4回大
爆発を起こしています。特に9万年前の4回目の

爆発は最も大規模で　九州中央部の山野を火砕流

で埋め尽く　し、大量の火山灰を放出しました。大雨が降る

と土砂と一緒に大量の火山灰が有明海に流れ込んできます。

筑後川は有明海に注ぐ川の中で最も大きく、42％の水を流

し込みます。筑後川から流れ込む土砂と火山灰は、有明海

潮流に乗って移勤しますが、粒の大きな砂分は筑後川周辺

に堆積しますが、粒の小さな火山灰などは大きな潮流で何

度も巻き上げられ、移動していきます。有明海ではほぼ南

北に潮が流れますが、地球の自転の影響で　少しずつ西に

振られます。筑後川から流れ込んだ微細な粒子は、東与賀、

久保田、芦刈、鹿島から諌早にまで達し、他の海域では見

られない独特の泥干潟を生み出しました。

図3．有明海の海岸線の変化
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図3は、縄文期から現在に至る海岸線の変化を示したも

のです。青線は、有明海の平均海面が最も高かっだ縄文時

代の海岸線を示しています。筑後川と嘉瀬川流域に一部平

野が見ら・れるものの、六角川沿いには平野はなく、山近く

にまで海が迫っていたことが理解できます。それ以降、海

面が少しずつ下がったこと（海退）と流入河IIiからの土砂

の供給により有明海沿岸域は次第に陸化していきます。緑

色の破線は、吉野ヶ里を拠点とするク二が最も栄えた弥生

時代の海岸線を示します。吉野ヶ里近くまで海が広がって

いますが、現在の佐賀市中心部と大川市の大部分はすでに

陸地化しています。赤い線は、今から300年位前、江戸時

代初期の海岸線を示しています。柳川市南部、佐賀市南部、

白石町東南部の海岸に近い部分は、すべて海の干潟域であっ

たことが理解できます。

江戸時代に入ると干拓事業が本格的に始まります。最初

に手をつけたのは、佐賀で水の神様と称えられる戌富兵庫

茂安です。当時の海岸線に沿って海岸堤防「松土井」の建

設を開始し、塩水の侵入を阻止して、水田の安定化を図り

ます。松土井の建設年代は1623年から164う年頃と推定さ

れていますから、1634年74才で死亡した戌富兵庫茂安は、

松土井を構想し、初期の段階の建設に関わったことになり

ます。兵庫は堤の強化の7こめに、松土井の海側には石垣を

用いでおり、加藤清正と並び称せられる城造りの天才なら

ではの試みです。

江戸中期になると、佐賀藩は揚方（からみがだ）と称す

る干拓を実施する役所を設け、干拓を藩の中心的な殖産事

業として推進します。「揚工法」と呼ばれる技法は　干拓し

ようとする場所に数m間隔に松杭を打ち、その間を竹など

で柵を作り、満ち潮で運ばれる浮泥を堆積させて陸地化す

る工法です。機械が使えなかった当時、それほど大規模な

締め切りは困難で　魚の鱗状に干拓を進めたので「鱗状干

拓」と呼ばれています。兵庫が建設を開始した松上井内に

は「揚（あげ）」「籠（こもり）」の名前が多く用いられ、松

土井外に新たに干拓された土地の集落名には「揚」の名前

が多く使われているので、地名をたどっていく　と、どのあ

たりまでが松土井の肉で：どのあたりが松土井外の新たな

干拓地かを判断することができます。

干拓は、明治以降も続けられ筑後平野、佐賀平野、白石

平野広　大穀倉地帯へと変貌を遂げます。有明海に注ぐ川
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で最も大きな河）旧　筑後川沿いに2000年間でほぼ20km、

100年で1kmずつ陸地が広がってきたことになります。初

期の頃は自然陸化でも拡大が進みましたが、江戸期以降は

もっはら干拓によって陸地を拡大してきました。水田を開

くことが発展そのものであった時代、血の濠むような苦労

の積み重ねて農地が作られてきたのです。現イ部は干拓によ

る新たな農地開発は歓迎されませんが、近く訪れることが

予想される人口爆発に伴う食糧危機を考えると、本当にそ

れで良いのかという思いも湧いてきます。

干潟讃歌

有明海の特徴はなんと言っても干潟です。農地開発、
工業用地開発、ゴミの埋め立てなどに伴って全国

の干潟は急速に面積を減らしてきました。有明海

も戦後の有明海奥部における大規模干拓及び諌早干拓で広

大な干潟（1，ううOha）を消失させましたが、それでも今でも全

国の干潟面積の4割を占めており、今も成長を続けでいま

す。特に有明海湾奥部、筑後川から西側の佐賀県から長崎

県にかけての海域には広大な泥干潟が広がり、独特の風景

と生態系の恵みを我々に与えでくれています。干潟を愛し、

情景を切り取る腕を磨き上げたプロ・アマのカメラマンた

ちが、その美しさと愛しさを我々に切りとって見せてくれ

ます。ムツゴロウの恋のジャンプ、トビハゼとシオマネキ

の縄張り争い、シギ・チドリが雲間から漏れる太陽の光の

中を群れで飛ぶ風景、藩筋に光る夕日を浴びて帰宅を急ぐ

漁船、どれも干潟が生み出す日常の風景に美を見た表現者

たちからのプレゼントです。

重く雲が立ちこめた11月の休日の午前、東与賀海岸に立っ

てみました。真南に見えるはずの雲仙普賢岳の姿はなく、

広大な干潟と林立するノリひびが広がるだけ。シギ・チド

リが時々群舞するのはどうやら潮が満ちでいることを知ら

せでいるらしい。確かに干潟の向こうに満ち潮の先端が見

え、それに乗って小型の鳥が海岸線に向かってやっできま

す。「少し見せてもらって良いですか」と望遠レンズを据

えてシャッターチャンスを狙っているカメラマンに声をか

けてみると、「どうぞ、どうぞ」とファインダーをのぞか

せてくれました。「○○シギです」「△△サギです」と次々

に教えてもらったのですが、一つも覚えきれません。「ク

ロツラヘラサギが来ていますよ」とカメラをセットしても

らった画面に、黒いヘラ状のクチバシに特徴のある2羽の

サギの姿が見えます。世界中に2000羽しか生存せず、日

本では200程度しか確認されないクロツラへラサギの2羽

が目前にいるのです。静かな興奮がわき上がってきます。

満ち潮が近くまで迫ってくると、干潟と海面上に膨大な量

の鳥だちかやってきます。どうやら、満ち潮時が彼らの食

事時間のようです。

これだけの数の鳥たちが集まってくると言うことは、干潟

と潮境に彼らを支える大量のえさがいることを示していま

す。潮に乗ってやっでくる小魚たち、カニやゴカイやエビ

や貝類などが膨大な数の鳥たちの食欲を満たしているので

しょう。干潟の上に顔を出すムツゴロウやトビハゼやシオ

マネキは我々のもお馴染みですが、干潟の中に膨大な種類

と数の生き物たちが暮らし、まな　顕微鏡を使わなければ

見ることのできないプランクトン類や、電子顕微鏡を使わ

なければ見ることのできない細菌類も生息していで　豊か

な生態系を形づくっているのです。
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eはじめに

波静かな内湾の河口周辺や河川内部の感潮域には、川が

陸から運んでくる砂や泥が堆積して、遠浅の干潟ができま

す。そこは　陸と海の中間的な場所であり、そこをすみか

とする独特の生き物たちによって、生産力の高い生態系が

築かれています。このような干潟は、古来、日本人にとって、

豊富な水産資源を生み出す貴重な「食料庫」になっていま

した。しかし、現代人はそんな干潟の恵みをすっかり忘れ

たかのようです。今や、日本の干潟は、惨憺たる状況にあ

り、多くの干潟生物が絶滅の危機に瀕しています。ここでは、

干潟の目立たぬ生き物たちの営みを紹介しながら、干潟の

大切さを考えでみたいと思います。

e潮汐と川の恵み

干潟は、潮が引く　と陸の一部となり、広い面積の平坦地

が空気にさらされ、太陽の光をいっはいに受け取ることが

できます。潮が満ちると、そこは水中に沈み、浅い海底の
一部となります。この潮の満ち引きは、自転する地球と月

と太陽の引力によっで　毎日2回、規則正しく繰り返され

ています。

干潟が海の中で最も生物生産力の高い場所の一つになっ

ているのは、光と酸素が十分にあると同時に、生物生産に

必須の栄養塩（チッソ、リンなど）も豊富だからです。川は、

砂泥粒子と一緒に、豊富な栄養塩を、陸から干潟に、運び

込んでいるのです。

●生態系における栄養物質の循環
生態系の基礎を支えでいるのは、光合成を行う植物と藻

類です。これらは、一次生産者（以下、生産者）と呼ばれ

ます。干潟に流入する豊富な栄養塩は、生産者に吸収され、

有機物（タンパク質なとう　が合成されます。この有機物の

生産があるからこそ、その生産量に見合った動物の生存が

可能になります。すなわち、植（藻）食性の動物（一次消

費者）が生産者を食べ、さらにそれを肉食性の動物が食べ

るという食物連鎖ができあがります。また、これらの動植

物の死体や排湛物に含まれる有機物は、分解者（細菌類な

ど）によっで分解され、栄養塩に戻ります（図1）。このよ

うな過程を通しで　栄養物質であるチッソやリンは、姿を

変えながら生態系の中で繰り返し再利用（リサイクル）され、

循環しています。

三次消費者

∴∴ ���一次消費者 
議　　　－　iii � � � 

∴ ここ努 � � 

墾 

図1一般的な生態系の食物連鎖の模式図
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干潟の生態系では　栄養塩も光エネルギーも共に豊富に

存在するので　生産者が高い生産力を維持できます。海

の中では　光と栄養塩が両方とも豊富な場所はまれです。

それは、海の大部分がたいへん深いこと（平均水深は約

3800m）に関係しています。海洋は、地球の表面積の7割

を占めますが、その大部分（約90％）は水深200m以上の「外

洋域」です。その表層部では光が利用できますが、そこで

生産された生物体や排泄物はやがて分解しなから深い海底

に沈んでゆくので　表層部は栄養不足になりがちです。反

対に、深海底では、表層から降ってくる有機物の分解によっ

て、栄養塩は豊富ですが、そこは光が届かぬ真っ暗闇の世

界です。したがって、通常は、これらの外洋域の生物生産

力は、陸のまわりの浅い海（干潟を含む沿岸域）に比べて∴

たいへん償いのです。海の全体像を知れば　私たちの目の

前にある干潟の貴重さがよくわかります。

㊧海と陸の問の生態系
定期的に海水（塩水）に浸される干潟には、普通の陸の

生物は立ち入ることができません。一方、淡水の流入によっ

で塩分が低下している河川感潮域や、そこで定期的に干上

がってしまう干潟は、普通の海洋生物にとっても住みにく

い場所です。高い生物生産力を有する干潟の生態系は、干

潟特有の環境によく適応した生物たちによって支えられて

います。以下では　主に干潟の生産者について紹介します。

㊧珪藻を増殖させるソーラーパネル

干潟の表面で繁茂する底生微小藻類（主に珪藻、図2）は、

小さな単細胞の生物なので肉眼ではその姿を見ることがで

きませんが、最も重要な生産者の一つです。陸上の生態系

では　生産者（植物）が森林という形でよく目立ちますが、

干潟ではこの目立たない生産者が重要なのです。

珪藻には水中を常時浮遊しているプランクトン性の種も

多いのですか、干潟（特に透水性の低い泥干潟）では、底

生性の種が大増殖し、泥の表面が緑褐色になるほどです（い

わゆる「がだはな」、本誌12ページ参照）。この珪藻は様々

な動物の食物として大変重要です。たとえば　干潮時には、

ムツゴロウ（図3）やウミマイマイ（巻貝、図4）などに食

べられ、満潮時には、水中に巻き上がったものが二枚貝類

（アサリやタイラギなど）などの濾過食者（海水を濾過しで、

水中に懸濁している有機物をこしとって食べる動物）に食

べられています。

干潮時に露出する平坦な干潟の表面は、太陽の光エネル

ギーを吸収するソーラーパネルのような役割を果たしてい

ます。小さな珪藻がその表面に並んで光を受け取り大増殖

することで　光エネルギーが有機物に転換され、それが生

態系全体の生命活動を支えるエネルギー源になるのです。

干満差が日本一大きい有明海には、日本の全干潟面積の

4割に相当する広大な干潟が存在します。すなわち、有明

海は、莫大な太陽エネルギーを干潟生態系に取り込むこと

ができる超巨大ソーラーパネルを持っていると言えます。

このソーラーパネルは、細かい泥の粒子が集積する有明海

奥部で特に大きな威力を発揮しています。有明海奥部では、

干潮時に沖出し数kmに及ぶ泥干潟が露出します（囲う）。

ここでは泥の粒子が絶えず海水中に懸濁しているために、

海水はいつも濁っています。この濁りは、水中への光の透

過を妨げるので、水中で生活する植物プランクトンにとっ

ては、光合成を妨げる要因となります。これに対して、泥

干潟の表面で生活している底生珪藻は海水がどんなに濁っ

ていても平気です。底生珪藻は、満潮時には、泥の粒子と
一緒に水中に巻き上げられますが、干潮時には、泥の表面

が空気中に露出するので　そこで確実に光を浴びることが

できるからです。底生珪藻は、粘液を分泌しながら動くこ

とができるので、泥に埋まっでも、自ら表面に這い出るこ

とができます。泥干潟は、吸着されている栄養塩が豊富で

しかも、透水性が低いために、干潮時に表面が乾きにくい

という特徴もあります。有明海奥部の泥干潟は、底生珪藻

の大増殖を可能にする好条件がよくそろっています。

ただし、干潮時に露出した干潟の表面は、水中に比べると、

はるかに過酷な環境です。たとえば　夏の暑い日差しに照

りつけられる干潟の上は、高温、乾燥、そして強い紫外線

の危険にさらされます。珪藻は、他の単細胞藻類（渦鞭毛

藻など）とは異なり、細胞がガラス質の殻に包まれています。

この殻は、乾燥や紫外線から細胞を守るために重要な役割

を果たしているかもしれません。それは、珪藻が干潟の底

生微小藻類の中で最も繁栄している理由の一つかもしれま

せん。渦鞭毛藻は、水中のプランクトンとしてば　普通に

見られ、その大増殖がしばしが有害な赤潮を引き起こして

いますが、干潟の底生藻類としてははとんと出現しません。

珪藻類の増殖のためには、通常の栄養塩（チッソ、リン）

の他に、殻の材料となるケイ素が必要です。陸上の岩石の

風化に由来するケイ素は、雨水に溶け、ケイ酸塩として内

湾に流入しているので　干潟には豊富に存在します。ガラ

スの衣をまとった珪藻が干潟生態系の土台を築いているこ

とば　この生態系が河川からの栄養塩供給に支えられてい

ることを象徴しています。

図2　閉め切り前（1996年5月）の諌早湾の泥干潟で優占していた底生珪藻
の一種、HasieanlPkow峠

図3　泥干潟の表面で底生珪藻を食べているムツゴロウ（体長約15cm）。

佐賀県鹿島市七浦にて。岡田和樹撮影。
図4　泥干潟の表面で底生珪藻を食べているウミマイマイ（殻径約5mm）。

佐賀県鹿島市七滴にて。2008年3月撮影。
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e干潟の上部を縁取る植物たち

本来、干潟の上部（大潮時の満潮線付近）は　独特の植

物群（塩生植物）が茂る湿地（塩沼地）になっています。

普通の陸上植物は塩分に弱いために、干潟に立ち入れませ

んが、一部の耐塩性を獲得した塩生植物だけは、ここに生

育できるのです。このうちヨシ（アシ、葦）は　日本各地

の塩沼地に最も普通に見られる種です。ヨシは幅広い塩分

環境で生育できるので、河川感潮域の干潟は、上流から下

流まで、その全域がヨシ原に囲まれているのか普通です（図

6）。ヨシは、人間の生活にも様々な形で利屈されてきまし

た（たとえば　日よげのためのヨシズ）。

塩生植物も、干潟生態系の重要な生産者の一つです。そ

れらは、陸から干潟に流れ込む栄養塩を真っ先に取り込み、

光合成を行います。たとえば　ヨシ原は、水溶性のチッソ

やリンの多くを吸収し、水中から除去することが知られて

います。すなわち、これら干潟の生産者は、内湾の富栄養

化を抑制する水質浄化機能（人工的な下水処理では莫大な

費用がかかる水溶性の栄養塩の除去、いわゆる高度処理機

能）の重要な担い手にもなっているのです。

水中の栄養塩を吸収して成長した植物体そのものやその枯

死体に由来する有機物（分解途上の有機物は、デトリタス

と呼ばれます）は様々な動物の食物になります。また、こ

れらの植物の群生は、単調な干潟表面に複雑な構造をもた

らし、多くの小動物のための生息空間（マイクロハビタット）

を提供しています。

シテメシソウ（アカサ科）は、内湾奥部の軟泥質の干潟

に生育する塩生植物の一種です。耐塩性が高く、塩沼地の

中では最も海よりの位置に生育します（図7）。かつては瀬

戸内海でも記録されていますが、現在の日本での分布は、

有明海奥部に限られています。諌早湾には、国内最大の群

生地がありましたが（図8）、そこは、1997年の諌早湾閉め

切りによって失われました。シテメシソウの群生する泥干

潟には、たくさんのカニの巣穴が見られます。そこで特に

多いのかアリアケガ二です（図9）。アリアケガ二の分布も、

日本では、有明海奥部にはぼ限られています（有明海以外

では、大分県の瀬戸内海周防灘沿岸と福岡県北部から記録

されています）。このカニが巣穴をたくさん造るために、酸

素不足になりがちな泥の内部にまで酸素が供給され、それ

がシチメシソウの生育を助けている可能性があります。

温帯域の塩生植物は草本だけですが、熱帯域の塩沼地は、

図5　佐賀県鹿島市七滴の泥干潟。干潟表面で多数のムツゴロウやヤマト
オサガ二が活動している。

図6　佐賀県六角川下流の感潮域における干潟とヨシ原。2010年6月撮影。

図7　佐賀県東与賀海岸におけるシチメシソクの紅葉。2011年11月撮影。

ヒルギ科を主体とした木本が茂るマングローブ林になって

います。日本でも、鹿児島県や沖縄県には、マングローブ

林を有する干潟が存在します。

塩生植物が茂る塩沼地は、干潟の中では一番陸に近い部

分であるため、これまでの沿岸開発によっで真っ先に埋め

立てられ、失われてきました。干潟の大半が残っていても、

満潮線付近の塩沼地はコンクリート護岸地になっているこ

とがほとんどです。陸との墳界を縁取る塩沼地が無傷で残っ

ている干潟は、河川感潮域の小規模な干潟を除けば　日本

にはもうほとんど存在しません。このような状況では、塩

沼地の存在そのものが忘れられ、「干潟は、平坦を砂泥地だ

けの世界」と誤解されかねません。

韓国南部の順天（スシテョン）では、広大な干潟が保全

されでおり、そこでは、ヨシとシテメシソウに覆われた塩

沼地が陸の水田まで続いています。この風景は、東京湾を

はじめとする日本中の内湾が失ってしまった本来の干潟の

姿です。

図8　閉め切り前の諌早湾奥部（中野島
海岸）の泥干潟。シチメシソウ
の日本最大の詳生があり、秋に
は美しく紅葉していたが、湾の

閉め切りによって全滅した。干

潟表面の凸凹は、泥中に棲息す
るカニ類などの活動によってで

きたもの。後方は、雲仙普賢岳。
1996年11月撮影。

図9　アリアケガ二。佐賀県東与賀海

岸にて。2011年11月撮影。
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●海草の海中林

顕花植物の中にはすっかり海水中での生活に適応したも

の（海草）もいます。干潟の中部あるいは下部に繁茂する

代表的な海草は、アマモ（別名：竜宮の乙姫の元結いの切

りはずし）とコアマモです。これらの海草も干潟における

重要な生産者です。まな　海草がつくる海中林は、稚仔魚

を含む様々な小動物の生息場所になっています。

●干潟の水質浄化作用
これまで述べた干潟の生産者たちは、河川から流入する

豊富な栄養塩を吸収し、有機物を合成しています。最も重

要な栄養塩であるチッソとリンは、主に陸の生態系で生産

された有機物（森林の落葉や動物の死体など）の分解に由

来するものです。すなわち、陸の生態系からば、たえず栄

養塩が流出し、それが）旧こよって海に運ばれています。そ

れらの栄養塩は、いきなり海の中に入るのではなく、その

多くが、河口周辺に広がる干潟生態系に吸収され、そこで

生物生産に使われます。

生産者が吸収した栄養分は、食物連鎖を通して、リレー

のように、次々と他の生物に受け渡され、最終的には、烏

や魚類や人間（漁業）によって取り上げられ、湾の外に運

び出されます。まなこれとは別に、水中のチッソの一部は、

砂泥中の細菌類の働きによって、気体に変えられて大気中

に出てゆきます（脱窒）。

このようにして、干潟生態系は、陸から流入する豊富な

栄養分を吸収、除去する天然のフィルターのような働きを

しており、これによっ1∴　半閉鎖的な内湾に栄養が過剰に

図10

日本国内でのアリアケカワゴカイ

の分布。現在の分布は有明海奥

部の軟派干潟に限られる。伊勢
湾奥部（1）と瀬戸内海児島湾（2）
では、100年以上前には標本が

採集されているが、現在は絶滅。

諌早湾の個体群も、1997年の閉
め切りによって絶滅。

∴∴」　　　　　　　　　　∴∴ ��＼ 
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たまる問題（富栄養化の問題）が、ある程度、抑制されて

いるのです。それと同時に、干潟生態系は、その栄養分を使っ

て、多様な生物を産み出しており、その一部が水産資源と

なって人間の漁業を支えているのです。そのような一石二

鳥の「水質浄化作眉＋魚介類生産システム」の大きな能力は

人工的な下水処理システムでは、とても真似できないもの

です。

日本の主な内湾（東京湾、伊勢湾、瀬戸内海なの　では、

これまでの開発によって、多くの干潟が失われました。そ

の結果、内湾全体で　赤潮の頻発や貧酸素水塊の発生など

による環境悪化が進行し、漁業が衰退しています。

●泥干潟に特有な生物にとっての有明海・諌早湾
潮汐に伴う海水の動きは、砂泥の粒子をふるい分ける働

きをします。砂の粒子は重いので　河口付近に堆積したま

まで　そこに砂干潟を作ります。一方、細かい泥の粒子は、

軽いために、潮流によって巻き上げられ、湾の奥部の潮間

帯上部に運ばれ、そこに泥干潟を作ります。砂干潟と泥干

潟では、生物相が大きく異なります。

今日の日本では、砂干潟の代表種であるアサリやハマク

リも激減していますが、泥干潟に特有な生物は、もっと危

機的な状況にあります。泥干潟が位置する内湾奥部の潮間

帯上部（塩沼地を含む）は、人間の開発の影響を最も大き

く受ける場所だからです。シテメシソウ、ハイガイ、アゲ

マキ、アリアケカワゴカイ（図10）などの泥干潟に特有の

生物は　これまでの埋立・干拓による泥干潟の消滅にとも

なって、日本での分布が著しく縮小しています。

有明海奥部には、日本最大の泥干潟が残されています。

ここは、多くの泥干潟特有の生物にとって、日本に残され

た最後の生息場所なのです。とりわけ、閉め切り前の諌早

湾は、重要な場所でした（過去12年間この点を繰り返し主

張しできた拙著論文を参考文献にまとめました）。ここには、

塩沼地を含む泥干潟の本来の生物相と高い生産力が最もよ

く維持されていました。1997年4月の諌早湾閉め切り以降、

有明海奥部にしか生き残っていない生物たちは絶体絶命の

危機にぴんしています。それと同時に、漁業も壊滅的な打

撃を受けています。

泥干潟の目立たぬ生物の豊かさに支えられできた日本の

内湾奥部の原風景は、もはや有明海にしか残っていないの

です。それを守るために、一刻も早く諌早湾を救うという

選択が何とか社会で合意できないものでしょうか。
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谷津干潟の概要
谷津干潟は、千葉県西部「習志野市」の南西部に位置する都市部に残され

た貴重な自然で、丸

この干潟は、シギ・チドリ、カモ類等の多くの渡り鳥の飛来地となっており、

また、ゴカイ、貝、カニ、魚なども生息していま、尭特に、シギ・チドリ類の

渡りの中継地として全国的に有名です。

かつてこの地は、東京湾に臨む広大な干潟であり、その一部であったこの

干潟は、昭和39年（1964年）からの二度にわたる埋立てを逃れ、住宅や道

路といった都市景観に囲まれながらも、当時の面影を残していま、丸現在は

41．2haの面積を有し、東京湾と2本の水路でつながり、潮の干満と共に海水

が出入りすることもあって、様々な生物が生息していま、尭昭和63年（1988年）

からは、習志野緑地の第2期事業として「都市と自然の共生を図る」ことを目的に整備が進められ、

同年に国設鳥獣保護区（現国指定鳥獣保護区、一部特別保護区）に設定され、平成5年（1993年）

には、釧路市で開催されたラムサール条約第5回締結国会議において、登録地に認定されました。

今、谷津干潟は、シベリアなどの北の国と東南アジアやオ「ストラリアなどの南の国を行き来する渡

り鳥にとって大変重要な中継地となっていま、丸　また、一年を通じて干潟周辺で確認される野鳥は約

110種類、このうち水辺の鳥は約70種類で子育てのためにやってくる夏鳥、越冬のためにやってく

る冬鳥、そして春と秋の渡りの途中に立ち寄る旅烏と、四季を通してたくさんの野鳥との出会うことの

できる場所になっています。

谷津干潟の保全
谷津干潟では、シギ・チドリ類などの野鳥やゴカイをどの底生生物を間近に見ることができま●丸

また、41．2haの干潟には　都市と共存した四季折々の彩りが映し出されるをど貴重な自然財産であ

るだけでなく、自然保護や環境学習の普及啓発の適地であり、次の世代に引き継がなければなりませ

ん。そこで　これまで習志野市では、この干潟を将来にわたって守っていくため、市民や関係団体と

の協働で清掃活動等を行い、保全に取り組んできました。しかし、近年では、海水の滞留による干

潟面の減少やアオサの堆積などの干潟をとりまく環境に変化が生じ　底生生物の減少などによる水鳥

の採餌環境の悪化やアオサの腐敗による悪臭などの問題が顕在化してきました。平成22年度（2010

年度）からば、この干潟を所管している環境省が、鳥類の生育の改善などを目的とした「国指定谷津

鳥獣保護区保全事業」を開始し、国及び地元が一体となって、より効果的な保全をめざして取り組ん

でいます‥

谷津干潟の日
谷津干潟がラムサール条約登録湿地に認定された目にちなみ、習志野市では平成9年（1997年）

より6月10日を「谷津干潟の日」と定めました。市民と行政が共に協力して、良好な生育環境の保

全と貴重を自然財産の賢明な利用を、将来にわたって実践していくことを誓う記念日で、丸

谷津干潟自然観察センター
谷津干潟の南側には、平成6年（1994年）にオープンした谷津干潟自然観察センターがあり、初め

ての方でも気軽に楽しく野鳥や自然を観察することができるように、レンジャーやボランティアによる

ガイドを行っていま、丸岡センターの1階と地下1階の観察コーナーからは干潟が一望でき、観察スコー

プや野鳥図鑑も設置しています。また、レクチャールームでは、毎日ビデオの

上映や野鳥をはじめとする干潟の生物の解説を行っており、展示コーナーには、

幼児から大人まで遊びながら学べる模型などをたくさん用意していま一丸

現在は、指定管理者によって管理運営が行われており、さまざまなイベント

も実施していますも

ブリズベン市との湿地交流
平成10年（1998年）2月25日にオーストラリア・ブリズベン市と、両市間

を行き交うシギ・チドリ類の保護と湿地（干潟）の保全を協力して行うことを

目的に、湿地提携を締結しました。ブリズベン市には、平成5年（1993年）に

ラムサール条約登録湿地となったブーンドル湿地があり、ボランティア等による

交流を行っています。

萱



有明海の主役はなんと言って

もムツゴロウです。ムツゴ

ロウの行動の中では縄張り

に入ってきたトビハゼやカ

二を追い出すために背びれを立てて威嚇

する姿や、う月から7月にかけで繰り返

される求愛ジャンプが有名で　行動の意

味も分かりやすいと思いますが、ムツゴ

ロウが首を振りながら干潟上を這い回っ

ているのはなぜだろうと思われたことは

ありませんか。あれがムツゴロウの食事

風景なのです。

陸域から流入する窒素やリンなどの栄

養塩と太陽光を用いて、植物プランクト

ンが発生し、それらを餌とする動物プラ

ンクトンや貝や魚たちが命を繋ぎ、さら

に大型の生き物がそれを餌として、生態

系が形づくられます。海の生き物たちの

生物の源は植物プランクトンです。植物

プランクトンには青っぽい緑色をした藍

藻や鞭毛を持って移動可能な渦鞭毛藻な

ども含まれますが、なんといっても主役

は珪藻で　細胞が珪酸質の核に包まれて

いるのか特徴です。珪藻は海だげでなく、

淡水や土壌中にも見られ、生態系の基礎

を形成しています。

珪藻には、海中で成長する種ばかりで

なく、干潟の泥の表面近くを生存場とす

る「堆積物表生珪藻」が数多くいます。

12　ArlakckaliVoI7

泥干潟上が黄褐色に変色しているのを見

ることがありますが、堆積物表性珪藻が

高密度に繁茂していることを示していま

す（写真－1）。有明海の漁師さんたちは

潟花（がだはな）と呼んでいます。ムツ

ゴロウは頭を振りながら潟花を泥ごと飲

み込み、エラで漉しとって餌としている

のです。潮が満ちてくると、潟花は泥と
一緒に巻き上げられ水中を浮遊している

間に、貝類などに捕食されます。
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干潟上で生産される潟花の量は、海中で

生産される浮遊性珪藻とほぼ変わらない

のではないかと推測されており、有明海

の生態系の基礎となる珪藻の半分程度は

干潟上で生み出されているのです。

潟花の種類は豊富で　大塚泰介氏は小

さじ一杯の諌早湾の干潟の泥から100種

類を超す珪藻が見つかったことを報告し

ています。潟花を過酸化水素水で煮沸し

て細胞質を除く　と、珪酸質の核の構造だ

顕微鏡で見た潟花

げを見ることができます。

潟花の珪藻核には、丸いもの、四角な

もの、菱形なもの、S字上に湾曲したも

の、紐状のものなど、様々を形のものが

あります。どの形のものも非常に美しい

珪藻核を持っています。図書館で下記の

参考文献の71ページを開いてみて下さ

い。様々な形の珪藻核が掲載されていま

す。感動すること請け合いです。

泥が堆積しているだけに見える干潟上

に潟花が咲き、泥干潟域を生育場とする

多くの魚の稚魚やムツゴロウやシオマネ

キなどの底生生物（ベントス）が餌とし

て利用し、それを鳥たちが補食して、生

態系が成り立っています。干潟に咲く潟

花は、有明海の豊かさを支えているので

す。潟花が咲き続ける環境を壊さないよ

うにするために、我々は何をしなければ

ならないのか。これから研究をしなけれ

ばならない重要なテーマです。

佐藤正典編「有明海の生き物たち－干潟・河口域の生物多様性－」

pp69－71「コラムー2　諌早湾の干潟の珪藻」大塚泰介
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有明海の干潟は日本最大の干満

差があり、国内の干潟面積

の40％を占める広大な干潟

があります。そこは、きわめ

で高い生物生産力をもつとともに、日本

の他の地域には見られない生物が多く生

育・生息しており、特異な環境を持って

います。

有明海の干潟の泥は浮泥で構成されて
います。この大量の浮泥が有明海の高い

生物生産力と大きく結びついています。

浮泥は、微細な粕土粒子が水中の栄養塩

や有機物を吸収して、綿毛状の塊にまと

まって形成されています。動物プランク

トン、ゴカイ、カニ、貝などは浮泥を丸

ごと体内に取り込んで浮泥に吸着された

栄養物だけを吸収し、粘土粒子は糞とし

て排出されます。まな　浮泥中の有機物

は浮泥に住み着いたバクテリアの餌にな

ります。そうして有機物は分解され、窒

素やリンが低分子の栄養塩として水中に

溶出します。これが干潟表面に繁茂して

いる植物プランクトンの仲間のケイ藻や

有明海の重要な産業のひとつである、海

苔養殖に必要な栄養となります。

干潟の浮泥には、このように多くの植

物プランクトンが生息しており、干潮時

には、太陽のエネルギーを吸収して、盛

んに物質生産を行っています。ここでの

植物プランクトンは、非常に高い物質生

産力があるため、これらをベースに豊富

な種類と数の生物が生息しているのです。

多くの野鳥たちは有明海の豊富な生き物

と休息場所を目的として渡来してきます。

シギ・チドリ類は水田や河川、湖沼など

内陸の湿地にも飛来しますが、多くは湾

の奥部や河口に広がる干潟に渡来します。

干潟の底生生物を主な食物とし、干潟の

後背湿地で休息します。シギ類はくちば

しと脚が長く、泥の中にくちばしを差し
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込んでカニなどを触角で探し出して捕ら

えて食べます。チドリ類はくちばしと脚

が比較的短く、すぐれた視覚で干潟表面

のゴカイなどを見つけ、素早い動きで補

食します。

世界での総個体数が2000羽足らず

（2011年1月）しかいないトキ科のクロツ

ラへラサギは有明海に定期的に渡来して

います。ズグカモメも2000羽足らずしか

生息していませんが、その1／4以上がこ

の有明海の干潟で越冬します。

世界的にこのような豊かな生物生産力

を持つ干潟が急速に減少しており、この

ような干潟に依存して烏たちの多くが、

ここ、有明海に集中渡来してくるように

なりました。その中には先に述べたよう

な希少な野鳥たちが数多く見られます。

このような鳥たちを絶滅の危機から救う

ため、今後、有明海の干潟環境を慎重に

保全して行く必要があると思われます。
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泥　干　潟　の　持　っ　野　性

癒　し　効　果　が　あ　る　の

鹿島ガタリンピック

有明海の泥干潟は素人が近づけ

るところではありません。迂

闊にも足を踏み入れようもの

なら膝上まで泥中に潜り込ん

でしまい、身動きがとれなくなります。

有明海の干潟を移動する方法は、潟スキー

と呼ばれる板を操る以外にはなく、その

技術の習得には一定の時間がかかるので

ムツかけ漁、海茸漁、ワラスボ漁など、

干潟での漁を行う漁師さん以外にその技

を活かして干潟を移動する人はいません。

有明海の泥干潟は、普通の市民には近寄

りがたく、子供を連れて気軽に遊びに行

く　ことはありません。プロだけがアクセ

スできる場所なのです。干潟の上に船を

座礁させて行う潮干狩りは、有明海にお

ける数少ない干潟遊びの一つですが、そ

れはあくまでも砂っほい干潟でなければ

成り立ちません。

198ラ年から26回も続いている鹿島ガタ

リンピックは、干潟に対する我々の常識

を根底から覆して見せた偉大な発明です。

干潟の上を泳ぎます（25m自由カタ）、

干潟に並べた細い板の上を自転車で走っ

て頭からガタに突っ込みます（ガクチャ

14　AmkekaliV。17
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の、押しくらまんじゅうではじき飛ばさ

れた人が発泡スチロールの上からカタに

突っ込んでいきます（HAKKEYOI）、ガ

クスキーを使って25mの競争をします

（人間ムツゴロウ）。そんな競技に参加し

た誰もが泥だらけです。そして誰も笑顔

がはじげでいます。観客席は華やかな色

彩で満ちていますが、競技場の中では全

ての色彩は黒灰色一色に変えられてしま

います。そこにあるのは人工ではなく野

生そのままです。人々は泥まみれの自分

の姿を見て笑い出します。そして、社会

の中で抱え込んでいるものを捨て去って、

癒やされるのです。素人が参加できる泥

干潟での遊びがようやく発明されました。

干潟体験（ミニガタリンビック）
ガタリンピックが軌道に乗り、全国版

のニュースで取り上げられるようになっ

たある年、東京の高校から「修学旅行で

干潟体験をさせて貰えないか」との打診

があったのを機に、七滴地区振興会が受

け入れ機関となり、実務を担当する部門

として株式会社七滴が設立され、スタッ

フとして30名が登録されました。受け入

れ開始から、関東、関西の中学生を中心

に着実に受入数を伸ばし、平成22年度に

は1万5千人を受け入れだと報告されて

います。全員が団体料金（1000円／人）

だとしても1千う百万以上の売り上げを

上げているのです。干潟体験は確実に儲

かっているようです。

競技種目は、人間ムツゴロウ、潟上綱引き、

ガタの上をバタフライやクロールで泳ぐ

潟フライの3種目だげですが、競技より

ガタの中に体を埋没させ、泥まみれにな

ること自体が最も貴重な体験なのです。

体に障害を持つ子供だけでなく、心に障

害を持つ子供にも癒し効果があるようで、

「この子がこんなに嬉しそうか顔をしてい

るのを初めて見ました」と、担任の先生

の言葉に感動したスタッフの話を聞いた

ことがあります。泥干潟の持っ野性には、

現代が抱える課題を克服する癒し効果が

あるのです。泥干潟の隠れた効能を引き

出した鹿島の人々に脱帽です
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番海苔入札の日。「この目だったらノリ漁は休みだから時間が取れる」
‾との事で、川副に住む海苔漁師の寺丸武さんを訪ねた。

部屋に通されるとすぐに「あまり出来がよくなかったようだ。海苔

の数が少なかったみたいだ」と同行した束島さんと今日の入札の話が始まった。

そして、「何も知らんやろうと思って、用意した」と寺丸さんはテーブルに

ある海茸を見せながらこう言った。

寺丸さんは昭和9年生まれ、77歳。海苔栽培を生業にしている。その寺丸

さんでも、ここ6年以上海茸を獲っていないという。

テーブルの上の海茸も、私が見たことがないだろうと心配して、スーパーで

買ってきた韓国産とのこと。私も30数年前はスーパーで、泥で汚れたゾウの

鼻のような長い水管を持つ二枚貝をよく見ていたが、このところ全く魚売り場

に並んでいるのを見たことがない。海草の粕漬けは佐賀の珍味だし、お酒が好

きな叔父は、海茸の干したものを実って酒の肴にしていた。

寺丸さんは、海茸を獲る道具「ねじ椿」を見せてくれた。1メートル以上あ

るT字状の鉄管の先の方に細い棒が突き出ている。このねじ棒を砂に差し込ん

で回すと海茸の水管が細い棒に絡みつくという。棒は昔は樫だったが、ラワン

になり、今では鉄管を使っている。海茸が引っ掛かる部分は「ねじ金」といい、

昔は鍛冶屋さんに作ってもらっていたが、今は鍛冶屋さんもいなくなり金属製

の細い椿を使っている、と話をしながら、1メートル以上もあるねじ棒を、船

上でどうねじ込むかを見せてくださった。潟に差し込み、ぐるぐる回すにはさ

ぞや力がいることだろうと思った。寺丸さんの腕は、衣服の上からでも太いの

がわかる。

帰宅して「有明海博物誌」（佐賀県立博物館）をみると江戸時代後期に描か

れた「有明海漁業実況図」にも「ウミタケねじ」と題した絵がある。寺丸さん

の言う「ねじ棒」は地域によっては「サシオイ」「シュモク」と呼ばれるらしい。

そのうち「昔はカキ養殖もしていた。それに、アサリ、赤貝もたくさん獲れて

いた。今はダメだ。家の近くを流れる早津江川の汽水域では、バラスを敷いた

ようにシジミがいっぱいたが、今は少なくなった」と寺丸さんは昔を懐かしむ

ように、そして残念そうに話す。

そして「おーい、あれを持ってこい」と台所の方へ声をかける。やってきた

奥さんが持ってきたのは、シジミが入った二重チャックの袋。獲れたものを冷

凍しておき、味噌汁のするという。シジミは黒々とつややかである。産卵期の

7月頃が一番美味しいとのこと。アサリはゆで汁ごと冷凍するといいと奥さん。

奥さんは海の近くの生まれではないが、見よう見まねで寺丸さんが獲ってき

たものの料理の仕方を覚えていったとのこと。

それから、蛤の話になった。「有明海

で蛤が獲れるんですか」と聞くと、奥

さんに「持ってこい」と。台所に戻っ

た奥さんが手にしてきたのは、それは

立派な蛤。「蛤をどうやって獲るんです

海茸をとるねじ棒（左）

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー



18　A．，。k末aliV017

蛤をこれでとる（上）

か。潮干狩りの時の熊手と同じような物で。」と尋ねると、またもや「あれを持っ

てこい。」

今度、奥さんが持ってきたのは、庭を掃く金属製の松葉等のような物。

「それでどうやって蛤を獲るんですか」。奥さんは立ち上がって、その道具を引

きずる。潟の上で引きずると「カチンと澄んだ音がする。それは蛤が当たった

時の音だ。」その貝にぴったりの道具があるものだ。

蛤の殻には弧を描いたような筋があるが、これは年輪と同じで成長してきた

年数を知ることができるという。持ってきてくださった蛤は本当に本当に立派

で、穀がつやつやと美しい。大きいものには筋が何本もある。

そのうち、カキの養殖をしていた頃の話に移った。他の所では広島では海の

中に吊るすが、有明海では春に稚貝を潟に撒いておくと、牡蛎が集まってくる

という。集まるのはお互いの身を守るためだという。それを盆過ぎに「転ばか

す。」「転ばかす？」。それは、集まってきた牡蠣を干潟の上に均す。海から出

た部分しか大きくならないので、全体的に大きくなるように均すのだという。

有明海の干満の差を利用したカキ養殖の方法である。

有明海のカキは住之江牡嘱。有明海沿岸でしか食べられないと。話していた

だいた養殖方法の直播も有明海沿岸独特の方法で、寺丸さんに再度電話で確認

すると、そうだと言う。

「牡蝿の養殖もやめた。40数年前は、ウナギやハゼも獲れていたし、シオ

マネギもはさみの色で干潟が真っ赤になるほどいた。時折シャコも獲れるが太

く老い。本当に全く獲れなくなって、魚介類の漁師はやめた。で

もウナギや穴子の仕掛け網に何か入っているのではないかと思っ

て毎日船を出し見に行く。」

「長年、汐見表にどこで何が捕れたか、その日の天気と共に記

録をしている。」と言って、何冊もの汐見表を見せてくれた。そ

こには寺丸さんの字で多くのことが記録されていた。「これを見

れば、少なくなった今でも、あそこに行けばいるのではをいかと

経験則が働く。」その汐見表から、寺丸さんは「海を、有明海で

生きてきた漁師さん。」と強くった。

帰りには、今朝獲ったという穴子を見せてもらった。袋の中に

は何匹も穴子がいる。から揚げにしたら美味しいので持って行け

という。牡蝿も、シジミも、あの立派なハマグリもお土産に頂いた。

家の近くの農家の方と同じ。「あるもんだから持って行け。」恐縮

しながら別れの挨拶をした。

帰宅して蛤を焼いて食べた。あの蛤独特の香りがした。殻に残っ

たスープも飲み干した。本当においしかった。ありがとう、寺丸

さん。

海を相手に、毎日そこから恵みを頂く。天候がどうであれ、毎

日何か獲れるんではと有明海に船を出す。そのわくわくと期待す

る、寺丸さんの気持ちが少しわかったような気がした。

寺丸さんの汐見表
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アゲマキ【sinonovaculaconstricta】は、ほぼ

垂直な孔を作りその中に生息していますが、

孔の深さは殻長に比例して深くなり、殻長

10cmでは1mにも遼するといわれています。

その孔の中を活発に垂直移動することにより、周辺環境を

酸化的に保ち、微生物などによる有機物分解を促進する効

果があると考えられていで　漁業資源としてだけでなく、

干潟の保全のために重要な貝であると考えられています。

しかし、アゲマキの漁獲量は77‘トンもあった1988年頃

から原因不明の大量死が発生したため激減し、1994年以

降は皆無となっています。親貝があまりにも減ってしまっ

たため、自然に卵を産んで増える（再生産）といったこと

が期待できなくなってしまいました。そこで　アゲマキを

増やすために、アゲマキの稚貝を人工的に作り（種苗生産）、

漁場に放流し、親になるまで育ったアゲマキが卵を産んで

再生産してくれることを目指しています（母貝団地造成）。

有明水産振興センターでは1996年度からアゲマキの種苗

生産に関する研究を行っていますが、2009年度からは、

当センターだけではなく、県玄海水産振興センター、佐賀

県有明海漁業協同組合大浦栽培センター、（社）佐賀県玄

海栽培漁業協会にも協力してもらい、殻長8mm程度の稚

貝を年間100万個程度生産できるようになりました。殻長

8mmというのは、これまでの試験で　放流後の生き残り

が良くなるサイズを検討した上で　できるだけ多く生産す

るために決めたサイズです。この稚貝を、佐賀県有明海沿

岸のいろいろな場所（干潟）に放流し、生き残りの状況を

みることにより、適正な放流場所等の検討を行っています。

これまで行ってきた試験の中で　アゲマキの成長や生残

が優良であった事

平均殻長約8m

3月2日に合計約

後の7月23日に

24日には平均殻

その際の生残率

単純に、放流量

け合わせると、

のアゲマキが生

り、 それに平均

を掛け合わせる

トンのアゲマキ

していたこ　とに

す。この量は、

皆無となってい

えれば、かなり
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放流したアゲマ羊の生残・成長

だ。減少しているようにも見えますが、これだけ成長した

アゲマキが死んだのであれば　貝殻が残り目立っはずです

が、そのようなことがないため、死んだのではなく生息場

所を広げていったため、生息密度が低くなり、計算上生残

率が低くなったものと考えられます。また、放流約7ヶ月

後の9月に採った貝からは卵を産ませることができ、次の

放流用のアゲマキ種苗を作ることができました。また、漁

場でも、卵を産んでいることを確認することができ、再生

産している可能性が考えられました。

この事例は、今まで試験を行ってきた中で最も良い事例

ですが、今後も関係団体と協力して、このような事例を増

やし、少しでも早いアゲマキの復活を目指したいと思って

泰例について紹介します。　　　　　　　　　　います。 ��������������� 

：は平均殻長5cm、平均重量7 長6cm、平均重量15gに達し �gに、8月　　環霞韻議護憲 　　∴∴∴　　　∴∵頓 ����∴∴ ：‾∴ �＿＼我妻＝‘ �� �� �∴∴ ���∴ ∴： � �� � 
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ると考えられます。翌年10月には平

均殻長8cm、平均重量30gに達し、生残率は約23％でし
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2，0∴i∴五　年　の　有　明　海
佐賀県有明水産振興センター川村嘉応

2011年は、非常に寒い冬で迎え、非常に雨の多い秋で

終わったと言えそうです。いつものように1月から思

い出していきましょう。

冬の寒さはラニーニャ現象によって厳しくなり、特に西日

本は寒い冬になると言われています。まさにその通りになっ

てしまいました。そこで有明海にとって寒いことがどういう

意味を持っのか、考えてみます。過去100年間の佐賀地方気

象台における1月平均気温をみると、2001年は1，63年以来

最も低い値を示し　2fCです（図1）。いかに寒い冬であっ

たかわかります。水深が浅い有明海では、気温に影響を強く

受けて水温が変勤しまず。同年1月の水温の変動をみますと

（図2）、最高最低2℃くらいの差で変動し、最低値は1月

31日の午前1時に4．4℃、最干潮時でした。このように寒い

環境で有明海の干潟の生物は過ごすこととなります。例え

ば　ムツゴロウの幼魚は冬の間、干潟泥に潜って冬を越しま

図1佐賀地方気象台における気温の変動（1月日平均値）
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秋冬近
のの年
降寒に
水さな
量としこ

すが寒すぎると泥中で死んでしまい越すことが出来なくなり

ます。今春干潟に出できた幼魚のムツゴロウは少なく痩せて

いました。またサルボウ（モガイ、赤貝）など大潮に干潟に

なるところに生息する生物は寒すぎで　餌も採ることが出来

なくなります。（サルボウは8cc以下では餌を殆ど採りません）

そうなると、身体の生理状態は悪くなって衰弱し死に繋がっ

ていきます。人間だって食事が出来なくなれば餓死してしま

うことと同じです。更に、死んだ生物の残骸が底質を悪化し

ていき、夏場のサルボウの生産にも影響を及ぼすこととなっ

て、負の連鎖が始まってしまいます。この影響が今後どのよ

うに現れてくるのか、わかりませんが注目しておかぬばなり

ません。ただ、ノリ養殖は水温が低いと病気の発生が少なく

好条件となりましたので2011年の冬（1－2月）は豊作に

なりました。

図2早津江川観測塔における水温変動（2011年1月1時間毎）
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さて、夏といえばタイラギのへい死が注目されてい
ます。タイラギについては、毎年冬場に解禁され

ます。（2011年は12月18日）その時の量を決める

のは夏場をいかに乗り切るかに掛かっており、降水量と貧酸

素水塊の発生状況が大きく関連しています。タイラギはここ

数年佐賀県海域と大牟田沖海域に主な生息域があり、毎年の

ように夏場を中心に死んでいます。しかし、大牟田沖での原

因は詳細にはわかっていません。ただ佐賀県海域についでは

近年の研究で降水後に起きる海水中の塩分濃度の低下、す

なわち海底付近が通常の2／3（塩分約2％）以下になると死

んでしまいますし、低塩分の影響で弱ったタイラギは貧酸素

で更に大量に死んでしまうことがわかりました。貧酸素の原

因は、海底の有機物量が分解されるときに酸素が消費される

からです。有機物はとこから来るかというと、川から入って

来て堆積されますし、無機物は植物プランクトンなどに利用

されて死後有機物として堆積しますので年々増加し、ここで

も負の連鎖が起きてしまいます。堆積した有機物は陸に揚げ

か、といけないのですが、それを可能にしていたのか魚貝類

の漁獲です。ところが、それも減少し、どうにもならなくなっ

て負のスパイラルが続いています。

次に秋です。10月と11月の降水量を合計した値の年変動

を図3に示しています。この秋は過去100年間で最多の雨が

降りました。国外でもタイで大雨が降ってバンコクが水で溢

れ経済が麻痺し7ごりしましたが、これとも気象的に何か関係

があるのでしょうか。

図3佐賀地方気象台における降水量の変動（10月、11月合計値）
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戯噂や雨噂武恥や郎噂高時紫郎薄

話しを有明海に戻します。佐賀では10月14日に98mm、

11月18、19日に134mmと集中して降っています。こうな

ると筑後川の河川水流量がぐっと増えて11月19日だげで

854トン／秒も流れでいます。この量は梅雨時の量に匹敵し、

この時期には本当に珍しいことです。そうなると海の表面は

真水状態になり、元の状態に戻るには約一週間掛かってしま

います。この頃はすでにノリ養殖が始まり、アカグサレ病と

言ってノリ養殖の天敵みたいな病気が出ていましたので　こ

の雨によって大被害になってし鉦、ました。平成13年以来

の大被害です。ちなみに、アカグサレ病はカビに近い種類の

菌（写真1）で淡水が好きなものですから、気温が高くで、

塩分濃度が低いとノリ葉体の上で大繁殖してしまし、ます（写

真2）。被害額は推定ですが約30億円にのはるでしょう。

以上のように2011年も有明海では、嬉しくれ、ニュースが

多かっだように感じます。

そのような中、平成19年7月から実質的に休眠状態となっ

ていた環境省有明海・八代海環境影響評価委員会が10月28

日に開催されました。これから「死に掛かっている、有明海

を再生する7こめに何をしていくのか」が議論されるようです

ので期待したいと思います。

写真1アカグサレ歯痛徴（400倍顕微鏡）

－：正常な細胞　－：アカグサレ菌

写真2　アカグサレ菌に侵されたノリ薬体
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トピックス

先人の遺産で地域防災

平成24年1月5日の西日本新聞に「先人の遺産で地域防災」の見出しの記事が掲載さ

れました。有明海ぐるりんネット会員御厨記者の署名入り記事です。江戸時代から昭和

初期にかけて、佐賀平野の有明海沿岸で干拓する際に築かれ、現在も内陸部に残ってい

る石垣を、万が一の大津波や高潮に備え、「第2の堤防」として整備・活用する事業に佐

賀県が乗り出すことにした、という内容です。

東日本大震災の際，美しい松原を乗り越えて仙台平野に侵入し，民家を押し流し，仙

台空港までも飲み込んで猛威を振るった津波も，南北に走る高盛土形式の仙台東部道路

で遮られ，西側の被害が最小限で済んだこと，さらに，高地の無い平野で仙台東部道路

に逃げ込んで命を拾った人々が数多くいたことなどが報道されました。多くの悲劇の中

のかすかな希望，その経験を佐賀平野に生かそうという訳です。

佐賀平野には，建設当初は有明海に面した一線堤として機能し，前面に新たな千編が

行われた後はその機能を失った二線堤がいくつか残っています。成富兵庫茂安が設計し，

江戸初期の寛永一覧文年間（1624年－1674年）に30血にわたって築造したとされる

松土居は，石垣を有する本格的なもので，現在の444号線沿いにあったと考えられます

が，後世，その前面に干拓用の堤防が構築されたとき松土居の石と土を利用したようで，

現在は提防の形式を留めていません。しかし，明治の初期に東与賀町に構築された大溺（お

おがらみ）・授産社溺（じゅさんしやからみ）堤防は，今も立派に保全されています。両

堤防が，平成15年に土木学会選奨土木遺産に指定され，平成20年には佐賀市景観賞を

受賞したことを考えると，これからは積極的に保全されていくものと思われます。佐賀

平野には同様の二線堤が今も残っています。これらを地域防災に積極的に利用していこ

うという訳です。

伊勢湾クラスの台風が有明海を襲うと，高潮が海岸堤防を乗り越えてきます。どの地

域まで塩水が侵入してくるかはシミュレーションプログラムを用いて計算できます。水

田が海水で覆われる耕作不能に在る被害を最小限に食い止めるため，二線堤はどの程度

有効か，補強すればさらに効果を上げることができる

か。東日本大震災から学んだことを佐賀の地域防災に

活かす一つの試みとして注目に催します。
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