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沖縄の干潟の現状沖縄ではすでに

1185 ha もの

干潟が埋立などで

消失している…

その中で泡瀬干潟は

奇跡的に残された

大規模な干潟
中城湾北部 沖縄市泡瀬地先

礁池干潟

図:長田英己：「沖縄における干潟海
草場の現状」『いゆまち第31号』より
改変

泡瀬干潟(187ha)



泡瀬干潟地勢図

沖縄市泡瀬地区地先：市街地に接した広大な干潟



泡瀬干潟の環境多様性

マングローブ～泥干潟
～サンゴ砂礫干潟～海草藻場
～岩礁・岩礫地～サンゴ地
～潮下帯砂泥底
＞非常に多様な環境



泡瀬干潟の生態系特性：種多様性の高い広大な海草藻場
12種の海草類：日本最多：1未記載種，2日本新記録種

Halodule uninervis ウミジグサ

Halophila decipiens ヒメウミヒルモ Halophila sp. ホソウミヒルモ



泡瀬干潟の貝類相の特性

種多様性が高い：潮間帯に300種以上の種が生息

＞干潟としては日本一の確認種数
生物量が多い：リュウキュウサルボウなど多くの種で

日本最大の個体群が存在
多くの絶滅危惧種・日本新記録種・未記載種が生息



Leucotina sp. ニライカナイゴウナ

（イソチドリ科）

2003年6月に泡瀬干潟北東部の低潮帯（細砂底）で

Glycymeris reevei ソメワケグリに共生するのが発見

された．



Leucotina sp. ニライカナイゴウナ

殻長約6mm．黒色・灰色～無色．

ソメワケグリでは，靭帯面に多く着生し，腹縁にも着生する．

沖縄総合事務局＞リュウキュウザルガイ・ハートガイ ・リュ
ウキュウバカガイ・ハスメヨシガイ・サラサガイ・チリメン
カノコアサリへの着生も確認

＞＞ソメワケグリへの着生例が多い



ニライカナイゴウナの国産近似種＞殻形態が一致する種がない

Pyramidelidae: Monotygma Amathinidae: Leucotina

ヒメゴウナ
M. eximia

ホソマキギヌ
M. lauta 堀（2000）原図



Leucotina species of Australia
(Australian Museum)

L. helva L. helva L. micra L. casta



Australian Leucotina and host

Glycymeris percimilis

+Leucotina concinna



Australian Leucotina and host
Callista impar
ゴウシュウハマグリ

Placamen calophilla

Leucotina concinna

WA: Shark Bay: sandflats: 1972



Australian Leucotina and host

Leucotina cf. concinna Mactra dissimilis

QLD: Keppel Bay: sheltered madflats, LT: 1970



ニライカナイゴウナとオーストラリアの干潟で二枚貝に共生する種
(Leucotina cf. concinna) との殻の比較

Awase

Awase Darwin
Shark Bay

ニライカナイゴウナは殻がごく小さい（ Leucotina cf. concinna の2/3)
オーストラリア産は螺肋が縄状に膨らみ，螺溝が深い



Leucotina species of Australia

Leucotina concinna
NSW: Port Jackson, Sydney: 11-14.5m Dredged, 1950-1960



ニライカナイゴウナとオーストラリアの近似種
(Leucotina cf. concinna) との殻の比較
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以上のオーストラリア産との比較ではニライカイゴウナと
形態が一致する種は発見できなかった



沖縄総合事務局＞ニライカナイゴウナの生息分布調査

沖縄総合事務局（2004，2005）より作成

ニライカナイゴウナは埋立計画地周辺と津堅島西部に分布している．
埋立計画地周辺が本種の重要な生息地であることは極めて明瞭
種の保全の観点において，この埋立計画は容認されるか？



沖縄総合事務局：2004年4月～12月（毎月）のニライカナイゴウナ生息分布調査
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埋立計画地 確認地点数：6～9
積算確認個体数：478

津堅島 確認地点数：1～3
積算確認個体数：148

埋立計画地周辺は
津堅島の約3倍の

規模の個体群

（沖縄総合事務局，2005より作成）



沖縄総合事務局によるニライカナイゴウナの移動
2004年10月下旬～11月下旬
工事実施区域から110個体をソメワケグリなどのホストと共に移動
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問題点：これまで確認されていなかった工事区域の中心部から
ニライカナイゴウナが大量に発見された＞事前調査が杜撰
＞＞工事計画を中断し，生息地としての評価を再検討すべきではなかったか？



Pseudopythina macrophthalmensis オサガニヤドリガイ

（ウロコガイ上科）

2004年3月に

泡瀬干潟北東部の岩礫地で
Maclophthalmus verreauxi
メナガオサガニ
に共生するのが確認された



Pseudopythina macrophthalmensis オサガニヤドリガイ

殻長2~3mm．褐色～淡褐色．

オサガニ類の甲の側部や足などに
多いものでは10個体以上が着生．

Morton & Scott, 1989: ノコハオサガニとの共生を報告（香港）
小菅・伊谷，1994：フタハオサガニとの共生を報告（プーケット・西表）

泡瀬では，メナガオナガニとの共生が初めて確認された．





沖縄総合事務局の
オサガニヤドリガイ調査

＞非常に詳細
勝連半島にも生息地

沖縄総合事務局（2004）原図



沖縄総合事務局によるオサガニヤドリガイの移動
2004年10月下旬～11月下旬
工事実施区域から651個体をメナガオサガニと共に移動

沖縄総合事務局（2005）原図

問題点：工事区域の中心部に大量のオサガニヤドリガイが生息していた
＞＞工事計画を中断し，生息地としての評価を再検討すべきではなかったか？
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スジホシムシ等に共生する二枚貝

Fronsella philippinensis フィリピンハナビラガイ

（ウロコガイ上科）
泡瀬からは，小菅・久保（2002）が報告．
報告者らは，2004年7月31日に確認．

スジホシムシ類に共生．

Nipponomysella subtrancata スジホシムシヤドリガイ

（ウロコガイ上科）
2004年7月31日に確認．

スジホシムシモドキに共生．



Pseudopythina sp. ユンタクシジミ （和名新称：ウロコガイ上科）

2004年7月31日に埋立計画地内で確認．スジホシムシ類に共生．

香港産でスジホシムシへの共生が知られるPseudopythina (Borniopsis) nodosa

に最も近似しているが，殻内側の彫刻と，軟体部の形態が異なる．

複数の個体が着生している様子を，ユンタク（おしゃべり）に見立てて命名．



ニライカナイゴウナ
オサガニヤドリガイ

フィリピンハナビラガイ
ユンタクシジミなど，

これら多くの共生貝類の存在は，
泡瀬の生態系が複雑で多様性に
富んでいることを示唆しているの

ではないか？



埋立計画地内の深場（水深1.5~6m）の調査

埋立計画地の中心部＞事業者データ乏しい



オキナワハナムシロ Nassarius optimus (Sowerby, 1903)（オリイレヨフバイ科）
第１期工事計画区域内の深場（水深3～6m）で生貝2個体が確認された．本種は，久保・黒住（

1994）によって「名護」から記録されているが，琉球列島の具体的な生息地は他に知られておらず
，泡瀬は現在（報告者らの知る限り），本種の国内2番目の生息分布確認地である．本種は内湾潮
下帯の砂泥底に生息し，琉球列島では生息地が極限されている種と考えられる．沖縄島は本種の分
布の北限である可能性がある．WWFジャパンのレッドデータブック（和田ほか,1996）では「危険」
と評価されている．



カゲロウヨフバイ Nassarius sp. （オリイレヨフバイ科）
第１期工事計画区域内の深場（水深3～6m）で生貝3個体が確認された．本種は，奥谷（2000）に

よれば，学名未確定種（Zeuxis sp.）で，奄美・沖縄諸島の内湾・水深2～30mに分布するとされる
．久保・黒住（1994）が「名護」から，沖縄県立博物館（1992）が「名護市瀬嵩」から，タテヤマ
ヨフバイ Nassarius computusとして記録した貝と同種であると考えられる．タテヤマヨフバイは
本州の水深・数10ｍ以深に生息する種であり，カゲロウヨフバイとは別種であると考えられる．琉
球列島での生息地は内湾域において局所的にしか確認されていない．



pauperustaggartorum

土屋（2000）佐敷町馬天（黒田標本：西宮市貝類館所蔵）泡瀬

コウシヒメムシロ Nassarius (Hima) taggartorum Kuroda, 1960（オリイレヨフバイ科）
第１期工事計画区域内の浅場から深場にかけて（水深1.5～6m）,新鮮な殻1個体とやや古い殻複数
が確認された．本種は「沖縄群島産貝類目録（黒田，1960）」で「与那原湾馬天」（注：佐敷町馬
天）を模式産地して新種記載された．黒田（1960）の原記載の記録は浚渫砂泥から得られた殻であ
り，本種はこれまで生息が確認されたことがない．泡瀬において新鮮な殻が得られたことから生息
している可能性があるり,詳細な調査が必要である．本種はナミヒメムシロNassarius (Hima)
pauperus (Gould, 1850)と同種とされることもあるが（Cernohorsky, 1984; Higo et al., 1999）
，殻の格子状彫刻が著しく，肩角が張るなどの特徴がある．両種の種間関係については詳細な検討
が必要であるが,報告者らは別種であると考えている.琉球列島では名護と中城湾からしか記録され
ていない．



ヤマホトトギス Musuculista japonica (Dunker, 1857) （イガイ科）
第１期工事計画区域内の深場（水深3～5m）で生貝1個体・殻3個体が確認された．ムールガイの

名で知られるイガイ類の仲間．本種は，房総半島以南～東南アジアに分布するが（奥谷，2000），
日本では本州～九州でしか確認されておらず，これまで琉球列島からは記録がなかった（黒田, 
1960；久保・黒住, 1995；Higo et al., 1999；名和, 2001等）．また，泡瀬の個体群の殻には斑
紋が少なく，本州の個体群とは模様が異なる．愛知県レッドデータブック（愛知県環境部自然環境
課，2002）では絶滅危惧IA類(CR)，WWFジャパンのレッドデータブック（和田ほか,1996）では「危
険」と評価されている．



コバコガイ Montrouzieria clathrata Souverbie, 1863 （アサジガイ科）
第１期工事計画区域内の深場（水深3～5m）でやや新鮮な片殻が複数得られ，生息しているもの

と考えられる．1cm程度の小形の二枚貝類．本種は，沖縄産として過去に記録されたことがあるが
（波部, 1977），それまでには記録のなかった種（黒田, 1960である．また，その詳細な分布域や
生息場所は全く不明であった（Higo et al., 1999等）が，今回の発見によってその生息環境が解
明されつつある． 沖縄とニューカレドニア以外に記録は？



Strombus (Laevistrombus) turturella
スイショウガイ

工事計画区域内の潮下帯
砂泥底に群生

沖縄本島では
羽地内海・大浦湾・中城湾に分布

中城湾の現存産地は泡瀬のみ



埋立計画地内の深場（水深1.5~6m）

＞＞琉球列島において稀有な浅海貝類群集が存在



深場の種に対する沖縄総合事務局の対応

沖縄総合事務局（2004,2005）

個々の種の特性を全く無視した「非生物学」的な評価



スイショウガイへの沖縄総合事務局の対応

沖縄総合事務局（2004）

地域個体群という生物学的な認識がない



これまで紹介した種は全て，市民・研究者の調査で
発見されたもの＞事業者の事前調査は杜撰である．

環境影響評価書には，17種の貝類しか記録されていない．

貝類の確認種数：環境影響評価書と研究者データの比較
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泡瀬の環境保全措置の現状

＊ニライカナイゴウナ・オサガニヤドリガイなどを「貴重種」として
位置付け，精度の高い調査をしていることは，大きく評価される．

＊一方で，他の多くの種の評価や，最終的な保全対策は
ごく「非生物学的」である．

＊莫大な税金をつぎこんだ調査を行なっても，生態系の価値を
適正に評価できず，「非生物学的」な結論と施策しか期待できな
い現状では，それを「生物学的」に是正・指導することが
生物研究者に期待される．

＊泡瀬の生態系を適正に評価するならば，埋立ててもいいと
いう生物学者はいないはずである．



泡瀬で会おう

地球へと出かけていく
僕らの魂が待ってる場所へ
子供のような海が裸足にさわっている
明日も朝凪が来るだろな
泡瀬で会おう

海草の野原で昼寝
パパ・ハボウキが笑ってる
こんな場所がどこにでもあった
昔のあんたの故郷にもね
泡瀬で会おう

ミナミコメツキガニを呼んで
ムナグロの胸に抱かれて
アバサーにも酒を飲ませよう
満月 満月の
泡瀬で待ち合わせ

札束の紙吹雪と政治
知らない人たちがパレードしてる
海と風のやすらぎを忘れて
チュラマブイを落として

生れた海の匂いに
僕は帰る
それは母親が干す暖かいシーツの匂いだ
ずっと僕らを育てて来た地球の海の
泡瀬で会おう 泡瀬で会おう

YAMASHITA YOU: 9 October, 2002
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