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はじめに

　干潟でアサリ Ruditapes philippinarumやガザミ類、クル
マエビ Marsupenaeus japonicusなどの魚介類を収穫した
り、小さなカニやヤドカリなどを採集して持ち帰り飼育
したりして楽しんだ経験のある人は少なくないであろう。
野鳥の観察に不慣れな人でも、見晴らしの良い干潟では
比較的簡単にバードウォッチングを楽しむことができる。
私たちは干潟から様々な生態系サービスを享受している。
供給サービスとして食料、調整サービスとして水質浄化、
生息・生育地サービスとして生息・生育環境の提供、文
化的サービスとしてレクリエーションや環境教育で、こ
れらを合計した経済的効果は 1 haあたり年間 1,242万円
にのぼる（環境省 2014；金谷 2016）。高校生物基礎（東
京書籍）の教科書には、保全されるべき生態系の例とし
て干潟が取り上げられている。しかし干潟は安易に新し
い土地を得るのに格好の場所として埋め立てられ続け、
日本では第二次大戦以降だけでも約 4割の干潟が消失し
た（環境省 2002）。
　私は和歌山で、2002年から一般市民を対象とした干潟
観察会に関わってきた。和歌山市の和歌浦干潟（図 1）
では 2002年以降春と秋に、有田市の有田川河口干潟（図
1）では 2004年以降夏に開催し、2020年 12月現在、和
歌浦で 33回、有田川で 17回実施している。その経緯や
内容について、和歌浦干潟の観察会を中心に紹介する。

　干潟観察会の目的は、市民、特に子供たちに身近な生
き物や自然に親しんだり泥いじりをしたりして五感を磨
く場、機会を提供することだと私は考えている。子供が
来ればその保護者である大人も来るので、大人にもその
機会を持ってもらえる（もちろん大人だけで来る人もい
る）。それにより干潟が良い遊び場であり、景観も含めて
大切な場所であること、守る価値があること等に気付い
てもらえると考えている。

図 1．和歌山県における和歌浦干潟と有田川河口干潟の位置を示
す。地図は国土地理院の GSI Maps（https://maps.gsi.go.jp/#5/3
6.104611/140.084556/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u
0t0z0r0s0m0f1）を利用した。



古賀庸憲

30

和歌浦の歴史

　和歌浦は平安時代の途中までは紀の川河口域の一部で
あり（和歌山県教育委員会 2010）、紀の川・和歌川の河
口部として日本の重要湿地 500に選定されている（環境
省 2002）。紀の川は近畿地方で最長、136 kmの一級河川で、
奈良県の大台ヶ原を源流とし、和歌山市で紀伊水道に注
ぐ。昭和初期の 1934年には、紀の川河口域はまだ整備さ
れておらず自然な形状であったが、1947年には現在と同
様、河口付近の両岸は護岸化されている（米田 2004）。
しかし、昔は河口付近で大きく湾曲しており、現在より
約 6 km南の名草山西麓に河口があった。11世紀末頃の
洪水で流れが変わり河口は雑賀崎より北に移り、和歌浦
には現在二級河川の和歌川が注ぐこととなった（図 2）。
流れが変わる前の河口域には低湿地やヨシ原が広がり（和
歌山県教育委員会 2010）、シオマネキ Tubuca arcuata（絶
滅危惧Ⅱ類、環境省 2020）も多数生息していたようだ（和
歌浦を考える会 1992）。しかし、大正時代の埋め立てで
ヨシ原はほぼ消失し、シオマネキは昭和 10年頃までは生
息が確認されていたようだが（藤川 1989）、その後地域
絶滅した。鉄砲蟹（シオマネキ）とヨシ Phragmites 

australisの組合せは、和歌浦煎餅に江戸時代から用いら
れている図柄の一つであるが、今日では銘菓の中に残る
のみである（ただし、描かれている鉄砲蟹は形態的には

シオマネキではなくイワガニ類であり、和田恵次さんの
話によるとこれとは別にシオマネキという名前の饅頭が
和歌浦で売られていたことがあり、こちらの図柄は正真
正銘シオマネキであった）。
　また、和歌浦ではかつて海苔（和歌海苔）の生産が盛
んで、河口域一面に海苔ひびがたち（藤川 1998）、浅草
のりと並ぶ上質な海苔の産地であったと聞く。米田（2010）
には、江戸時代の人々が「妹背海苔」を収穫する様子が
古い絵と共に紹介されている。かつては江戸にも出荷さ
れ、最盛期には海苔農家が 200軒ほどあったという。し
かし、第二次大戦後の水質の悪化で海苔の育ちは悪くな
っていった。2000年にはまだ年間約 50 tの収穫があった
ものの、その後不漁が続き 2007年に創業を停止した（和
歌山県教育委員会 2012）。1989年に着工した和歌山マリ
ーナシティ建設のため、河口から少し離れた名草浜の南
の浅海域が埋め立てられ、海流が変化したのが大きな理
由とも聞くが、真偽は不明である。しかし、少なくとも
埋め立て後まもなく、それまで名草浜沖の潮間帯で行わ
れていた海苔養殖は中止された（藤川 1998）。
　今日の和歌浦干潟（片男波の干潟＝和歌川河口干潟、
面積約 35 ha、および名草浜の前浜干潟、面積約 12 ha、
合計約 47 ha）は、現在近畿圏で最大の干潟である（わか
やま海域環境研究機構 2003）。干潟を中心とした景観が
素晴らしく、万葉の時代から多くの和歌が詠まれ、山部
赤人の歌がよく知られる。いまも干潟に面する芦辺屋・
朝日屋跡地に松尾芭蕉の句碑があり、また、1911年に夏
目漱石が明石・和歌山・堺で「現代日本の開花」の講演
を行った際には、本人の希望で和歌の浦に 2日間滞在し
た（和歌山県教育委員会 2010）。和歌の浦は 2010年に国
の名勝に指定され、現在では文化財保護法の下で保護さ
れている。

和歌浦における干潟保全活動と観察会

　日本における沿岸域の埋め立ては大都市圏の内湾で著
しく、特に東京湾や大阪湾、伊勢湾、博多湾では、多く
の干潟を含む沿岸域が江戸時代からの干拓を始め、高度
成長期以降の埋め立てにより消失した（金谷 2016）。中
核都市である和歌山市も例外ではない。京都大学の加藤
真さんに、日本一の貝類群集を擁したと言わしめた水軒
浜（和歌浦湾内で、紀の川河口と雑賀崎の間、図 2）は、
かつて約 2 kmにわたる遠浅の砂浜であったが、木材港・
木材工業団地の造成により 1963年から 1967年にかけて
埋め立てられた（米田 2004）。埋め立て地には今も未整

図 2．紀の川河口、和歌浦干潟などの位置を示す。地図は国土地
理院の GSI Mapsを利用。
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備の空き地が見られる。
　1988年には、和歌浦干潟を一部埋め立てて新しい橋や
道路などを建造・整備する計画を和歌山県が発表した。
干潟の奥部に、江戸末期 1851年に建造されたアーチ型の
石橋、不老橋があり、和歌浦の歴史的文化的景観のシン
ボルである。その不老橋と干潟を隔てるように、干潟の
上に建造される新不老橋（現在のあしべ橋）、そして新不
老橋から続く道路を設置するために干潟の一部を埋め立
てるという計画であった。新不老橋と道路は、砂嘴の外
側にある片男波の海水浴場に多数の観光客を呼び込むた
めに必要とされた。
　その計画に対し、市民の反対運動が起こり、『和歌浦を
考える会』（故・多田道夫和歌山大学名誉教授代表）が結
成された。会は和歌の浦景観保全訴訟も起こしたが、建造・
整備終了後に解散した。会の情報誌「和歌浦を考える会
ニュース：シオマネキ」によると、約 6年間の活動の中で、
主に会員向けに合計 44回もの「若の浦講座」が開講され
た。歴史、文化的内容が多く座学であったが、中には当
時和歌山大学の高須英樹さんによる「葦のお話」や岩田
勝哉さんによる「干潟の動物」、当時和歌山医科大学の堀
道雄さんによる「左利き右利きの話」といった生物の話
題も含まれ、本格的な勉強会であったことが伺える。また、
和田恵次さんによる干潟の役割に関する記事のニュース
レターへの寄稿もあった。座学ではない干潟における生
き物の観察会、すなわち干潟観察会も 2回実施され、当
時和歌山大学の廣瀬正紀さんや岩田勝哉さん、堀道雄さ
んが講師を務められた。
　訴訟は実らなかったが、そもそも計画発表が県議会の
予算通過後であったため、決定を覆す見込みは最初から
ゼロに近かったという。時代的に、市民に環境保全の意
識がまだあまり浸透していなかったようでもある。景観
保全訴訟ではあったが、不老橋を前面に出した「歴史的
景観権」を主な争点とし、歴史や文化に重きを置いた運動・
活動とみなされ、市民への運動の広がりを欠いたのでは
という反省も当時和歌山大学の故・米田頼司さん（元和
歌浦を考える会幹事）から聞いたことがある。
　そして、私が和歌山大学に着任して 2年後の 2002年春
に、和歌川河口の干潟側の護岸改修計画（予算 6億円、
和歌山県）が発表された（6億円以上の事業には国から
半額補助があるという）。和歌川河口域は西側が和歌浦湾
に面し、海岸線と平行して湾との間に全長 2 kmあまりの
砂嘴が形成され、砂嘴の海側は砂浜になっている。一帯
の管理のためか砂嘴の河口側はコンクリート護岸になっ
ているが、建造後 30年ほど経ち、台風や経年劣化などに

よりあちこちに亀裂が生じてきているため、護岸を大き
く改修するという。その計画は、1,710 mに渡り古い護岸
の上から新しい護岸を被せ、2 mほど干潟に前出しする
というものであった。しかし、一度これが実施されると、
護岸が老朽化する都度すなわち 30年毎に約 3,420 m2ずつ
埋め立てられ、干潟が徐々に狭くなることが危惧された。
そこで、計画を改めてもらうべく、『和歌の浦干潟を愛す
る会』（代表・岩畑正行さん）が発足し、時には生物研究
者グループも加わり県との交渉を開始した。私はメーリ
ングリストで計画見直しの賛同者を募り、全国の生物学
者 145名および自然保護に関心のある市民 20名の名で、
和歌の浦干潟の保全についての意見書を 2002年 10月、
木村良樹和歌山県知事（当時）に提出した。研究者仲間
からは学会から要望書を出すことを勧められ、同年 12月
に日本生態学会近畿地区会総会決議として「和歌の浦干
潟の保全について」が、翌年 1月に日本ベントス学会総
会決議として「和歌の浦干潟環境の保全と改善に関する
提言」が、それぞれ県に提出された。その間や後も会の
岩畑さんたちは何度も県との交渉を重ねられた。それが
実り 2008年に、県は元の護岸の傷んだ場所にコンクリー
トを流し込み補修する方法に変更し、干潟の面積は維持
されている。
　計画見直しの交渉開始と同時に、市民に干潟の存在や
価値を知ってもらうべく、しばらく行われていなかった
観察会を再開し、私が講師を務めることになった。以前
の反省もあったのか、2002年の和歌の浦干潟を愛する会
の発足時には、和歌浦を考える会の時の座学中心の勉強
会とは異なり、家族で楽しめる干潟観察会を中心に行お
うということになった。護岸改修計画に関心がなくても、
外で子供を遊ばせるために参加することができ、それに
より干潟の保全についても知ることになる。考える会の
時代には 6年間で 2回であった干潟観察会を、愛する会
では 1年あたり 2回（春と秋）開催したい、その講師を
やってほしいと依頼されたのが発端であった。最初は、
干潟を保全したいので、まぁ仕方ないなと思うところも
ないわけではなかったが、いざやり始めると、子供はも
ちろん大人も生き物の採集や観察に目を輝かせるさまを
見て、やり甲斐を感じるようになった。
　観察会は当初、和歌の浦干潟を愛する会の主催であっ
たが、護岸改修計画見直し後は和歌山大学教育学部生物
学教室とわかのうらひがた倶楽部（赤土友佳子さん）が
引き継いだ。
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和歌の浦干潟観察会の様子

　観察会の話題の前に、潮干狩りについて触れておきた
い。アサリは、片男波の干潟に以前は自然分布していた
ようだが、第二次大戦以降いつ頃からか稚貝が定着して
も育たなくなり、当時干潟を管理していた和歌川漁協が
潮干狩りのため他所のアサリを購入し、干潟に撒くよう
になった。秋に撒いて干潟で畜養したアサリを、翌年の
春から初夏に収穫し、2008年まではゴールデンウィーク
を中心に土日祝日は多くの人で賑わっていた。その頃に
は干潟に定着したアサリの稚貝が育つようになり、他所
から購入する必要もなくなり前途洋々かと思われた。し
かし、2009年に突如アサリは激減し、それ以来潮干狩り
は一般向けには行われていない。激減の原因は、干潟内
のリンや窒素など栄養塩の長期的な減少傾向や、南方系
のエイ目トビエイ科ナルトビエイ Aetobatus narutobieiの
侵入など、複数が考えられた。だが、ナルトビエイによ
る捕食に見られる特徴的な割れ方をした死に殻が、2008

年まではさほど目立たなかったものの、2009年以降多数
見られるようになったこと、また、その後干潟表面を覆
った保護ネットの下のアサリは捕食を免れて育っている

こと等から、私はナルトビエイの影響が甚大だと考えて
いる。現在は、干潟の管理を引き継いだ和歌浦漁協が、
元の潮干狩り場の一部をネットで覆いアサリを保護し、
和歌浦小学校の児童に潮干狩り体験を提供するなどして
いる。
　観察会の案内、広報については、観察会を開始した当
初は、片男波の護岸改修計画とその見直し要望などにマ
スコミの関心も高く、大手新聞社の地方版に観察会開催
案内の記事が掲載されたりした。その後、今日まで継続
して案内を無料掲載してくださるのは、ニュース和歌山
（https://www.nwn.jp/）とリビング和歌山（https://www.

living-web.net/）、Arikaina（https://arikaina.com/, いずれも
2020年 12月 4日確認）である。これらの掲載記事を見
ましたと言って参加申し込みや問い合わせをよくいただ
く。10年ほど前からは、和歌山大学および教育学部のニ
ュース＆トピックにも案内を掲載している。メールアド
レスを知っている研究者仲間や知人・関係者、また掲載
された観察会の案内にメールで問い合わせされた人はそ
の都度メール送付先リストに追加し、合わせて Bccで観
察会の約一月前に開催案内をメール送付している。ここ
数年は、メーリングリストの jeconetと benthosも利用し

図 3．和歌浦干潟観察会の様子。
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ており、それにより東京や広島などの遠方から参加され
た方もある。また、観察会の様子を、2012年以降は自身
の Facebookに掲載している。
　参加者数の正確な記録は残していないが、数十名から
最大で 200名ほどである。直前まで雨が本降りだった時
には十数名と少なかった。参加者の特性として、未就学
児童や小学生の子どもとその保護者の組み合わせが最も
多い印象ではあるが、個人や夫婦、友人同士など様々で
ある。興味を示す年代の子供を干潟のような場所で遊ば
せたいと考える保護者による参加が多いようで（図3）、「観
察会の案内を見て、ちょうど子供を外で遊ばせたかった
ので来ました」という声をよく聞く。図 3に写るある親
子は、子供がすっかりカニ好きになったそうで最近何度
か見かける。Facebookの記録を辿ると、2017年の有田川
干潟観察会で女の子がチゴガニ Ilyoplax pusillaの求愛ダ
ンスを真似て踊っていたのが最初のようだ。また、メー
ルの記録によると、3歳の息子を連れたお母さんが観察
会に参加し始め、子供が小学校に上がるまでほぼ毎回参
加された例もある。別のある中学生は、海南市にあるビ
オトープ孟子の「わんぱく Bチーム」でも熱心に活動し
ているそうであるが、最近干潟の生き物にもはまってい
て、いつも胴長とタモ網持参で参加し、いろんな生き物
を採集している。
　干潟観察会は、春と秋の年 2回の大潮か大潮に近い日
曜日に、干潮時刻に合わせ約 2時間で実施している。護
岸改修計画のあった最初の 5年ほどの間は、計画の見直
しの必要性を参加者（当時は必ず参加されていた行政関
係者、および一般市民など）に理解してもらう意図もあり、
護岸のある片男波の潮干狩り場で実施した。行政関係者
への連絡は岩畑さんがされていた。砂嘴の付け根に位置
する片男波健康館（前回の開発計画の一部として 1994年
に完成した施設）前の広場に集合し、砂嘴内の都市公園
（1992年に整備）を徒歩で移動し、潮干狩り場入り口か
ら干潟に入った。移動の途中や干潟に降りてからも、土
砂が落ちて護岸の際にできた大きなくぼみや、護岸に亀
裂のある箇所に差し掛かると、建築家の杉山誠一さん（元・
和歌浦を考える会幹事）がなぜそうなっているのか、ど
う対策すべきかなどを解説された。潮干狩り場への入場
は本来有料だが、干潟観察会の参加者は二枚貝を採取し
ないという約束で入場無料にしてもらった。それでも、
当時の和歌川漁協からはアサリを取らないようにと、護
岸の際から約 2 mの不法侵入防止ネットを張られた狭い
範囲内のみで行うよう活動に制約が課されたため、汀線
（海面と陸地との境界線）際などには近寄ることができず、

観察できる生物種も限られた。見晴らしもあまり良くな
い。とはいえ、干潟に来る機会の少ない市民や親子連れは、
泥遊びや生き物採集に興じ、名前の分からない生き物を
見つけると私ら生き物に詳しい専門家に聞きに来たりし
て楽しんでいた。2004年の NHKによる取材では、観察
会で巻貝類のワカウラツボ Wakauraia sakaguchii（絶滅危
惧Ⅱ類、環境省 2020）を見つけた時の様子やクルマエビ
やアナジャコ Upogebia major、ハサミシャコエビ
Laomedia astacina、 コ ブ ヨ コ バ サ ミ Clibanarius 

infraspinatus、潮溜りに座り込み泥んこになった子供たち
の様子などが収録され、その後の大学での取材でワカウ
ラツボがシャーレ内を活発に這う様子や、テナガツノヤ
ドカリ Diogenes nitidimanus 2個体が殻交換する様子も録
画され、合わせて約 4分半の番組として放映された。そ
の後も何度かテレビの取材と放映はあったが、2004年の
この映像を授業で毎年学生に見せている。
　2007年秋であったか、護岸改修計画が見直されること
を知り、2008年の春から観察会の場所を見晴らしの良く
ない窮屈な場所から変更した。新しい場所は、紀州徳川
家初代藩主頼宣が建造させた観海閣（当時は洋上楼閣）
のある妹背山（河口域の奥に位置し、頼宣が 1651年に建
造させた三断橋という県内最古の石橋を経由して陸と往
来する周囲 250 mほどの小島）周辺の干潟である（図 4）。

図 4．和歌浦干潟観察会の開催場所。2002年～ 2007年と 2008
年以降。地図は国土地理院の GSI Mapsを利用。
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頼宣が海の好きな母のために建てさせたという観海閣は
四
あずまや

阿で、炎天下で疲れたときや急な雨に遭ったときなど
に避難することができ便利である。妹背山周辺の干潟は、
陸とつながる三断橋以外の三方を、小舟が行き来できる
深さの澪

みお

（水尾）に囲まれているため、長靴で自由に活
動できる範囲は限られる。しかし、和歌川の本流に面し
開けた場所はコメツキガニ Scopimera globosaが多産する
砂泥質、陸と挟まれ水が淀みやすい場所はチゴガニやヒ
メヤマトオサガニ Macrophthalmus banzaiが多産する泥質
と、底質が変化に富み、また石垣のある潮間帯中上部か
ら汀線まで潮位差もあるため、狭い割には多様な生物が
観察でき、採集もしやすい。大きな岩や、わずかに生残
するヨシもある。
　観察会でよく見られる干潟生物は、ハクセンシオマネ
キ Austruca lactea（絶滅危惧Ⅱ類、環境省 2020）、チゴガニ、
コメツキガニ、ヒメヤマトオサガニなどのスナガニ類、
カクベンケイガニ Parasesarma pictum、フタバカクガニ
Parasesarma bidens、ヒメアシハラガニ Helicana japonica

などのイワガニ類や、マメコブシガニ Philyra pisum、タ
イワンガザミ Portunus pelagicus等その他のカニ類、クル
マエビ、テッポウエビ Alpheus brevicristatus、ヨコヤアナ
ジャコ Upogebia yokoyai、ハサミシャコエビ Laomedia 
astacina、スジエビモドキ Palaemon serriferなどのエビ類、
ユビナガホンヤドカリ Pagurus minutusやコブヨコバサミ
などのヤドカリ類、ウミニナ Batillaria multiformis、ホソ
ウミニナ Batillaria attramentaria、イボウミニナ Batillaria 
zonalis（絶滅危惧Ⅱ類、環境省 2020）、ヘナタリ Pirenella 

nipponica、フトヘナタリ Cerithidea moerchiiといったウミ
ニナ類・キバウミニナ類、マルウズラタマキビ Littoraria 
articulataやアラレタマキビ Echinolittorina radiata、タマ
キビ Littorina breviculaなどのタマキビ類、ハマグリ
Meretrix lusoria（絶滅危惧Ⅱ類、環境省 2020）、アサリ、
オキシジミ Cyclina sinensis、ユウシオガイ Moerella rutila

などの二枚貝類、トビハゼ Periophthalmus modestus、ヒメ
ハ ゼ Favonigobius gymnauchen、 ゴ ン ズ イ Plotosus 
japonicus、コトヒキ Terapon jarbuaなどの魚類である。こ
れらの生きものを、自身で撮影した写真を使い見開き B5

サイズで 16頁にまとめた「和歌の浦干潟生き物ガイド」
を 2012年に作成し、希望者に配付している（日本財団に
よる助成）。和歌川河口干潟の生物相は、関西総合環境セ
ンター・わかやま海域環境研究機構（2000）、木邑ほか
（2004a, b）などに詳しい。
　観察会の開始時に、挨拶と干潟の特徴や役割、生き物
の話をするのだが、改修が計画された護岸の際で観察会

を行っていた 2007年までは、傷んだ護岸の現状や改修計
画、観察会の意義なども簡単に説明し、それから干潟に
入り自由に遊んでもらっていた。2008年以降、観察場所
を現在の開催している観海閣の方に変更してからは護岸
の話は次第にしなくなった。干潟に入ってからも、まず
は集まってもらい私がハクセンシオマネキの繁殖行動や
コメツキガニの 2種類の砂団子、ウミニナ類・キバウミ
ニナ類 5種の見分け方などを説明してから自由に採集し
てもらう事もあれば、最初から自由に採集になることも
最近は多い。面白い生き物が見つかったり、参加者がこ
れ何？と持ってこられたりした時には適宜解説している。
　外部資金・競争的資金の獲得が業績として重要視され
る今日ではあるが、私は干潟観察会を利用した予算申請
を積極的には行っていない。また、生物の調査方法を指
導して参加者でデータを取り、結果を公表する等も積極
的に行っていない。子供たちが自由に生き物や自然と触
れ合う機会を提供しているだけである。予算申請書の作
成は簡単ではない。観察会にはなるべく手を掛けず、楽
にやっている。負担を軽くしていることが、継続できて
いる理由の一つであるように感じる。とはいえ、観察会
を利用して持ちかけられるプロジェクト等は受けている。
日本国際湿地保全連合（WIJ）による「干潟の市民調査及
び人材育成」（日本財団）のプロジェクトの一つが、
2010-2011年には和歌浦干潟観察会を利用して実施され、
市民調査（Suzuki and Sasaki 2010）で私の研究室に所属す
る学生が中心的役割を担い論文にまとめた（坂田ほか 

2016, 2017）。2010年には、日本生態学会近畿地区会から
フィールドシンポジウムの打診をいただき実施した。
2015年には、わかのうらひがた倶楽部からの提案で、和
歌の浦「万葉薪能の会」の服部薫さんと和歌山大学教育
学部美術教室の学生の協力を得て、ハクセンシオマネキ
ほか干潟の生き物が主役の紙芝居の作成に関わった。完
成品を用い 2年ほどは観察会の冒頭で、語り部の服部さ
んに紙芝居を実演していただいた。2016年の春の観察会
は、南紀生物同好会の春の観察会と共同開催となり、ま
たその日は偶然、阪神貝類談話会とも重なり、200名以
上の参加者により一段と賑わった。
　子供たちの観察眼には驚かされる。大学の授業では毎
年学生に観海閣周辺の干潟生物の採集をさせているので、
生息している生物はおおよそ把握しているにもかかわら
ず、見たことのない生き物が観察会で採集されることも
よくある。例えば、2012年の秋の観察会では、それまで
私が和歌浦では見たことのなかったハゼ科チワラスボ
Taenioides cirratus（絶滅危惧 IB類、環境省 2020）を、2
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人の小学生が別々に採集したことがあった。また、10年
ほど前からだったか、生き物にとても詳しい山下隆司さ
ん（大阪市自然史博物館友の会）が毎回大阪から観察会（有
田川の方にも）に来られるようになり、子どもたちから
聞かれるものにはほぼ答えられるようになった。主催側
としてとても助かっている。
　干潟観察会は小学校 6年理科（や中学理科）の食物連鎖・
生態系の学習につながる。子供たちが採集したヒメアシ
ハラガニやフタバカクガニ（甲輻 3 cmほどとやや大きく
雑食）と、コメツキガニやチゴガニなど（甲輻 1 cmほど
と小さく堆積物食）を同じ容器に入れておくと、後者の
カニたちはいつの間にか食われてしまい、食う・食われ
るの関係を目の当たりにする。広島県なぎさ公園小学校
の訪問記事（2017.1.13）に「本物に触れ、五感をひらく
干潟観察」と書かれていたのを見て、子どもたちにこう
いった機会を長く提供できればと思ったりした。
　市民向け観察会とは別に、スーパーサイエンスハイス
クールや高大連携事業などで、これまで和歌山県立の桐
蔭高校や粉河高校、大阪府立の豊中高校の干潟観察実習
を担当した。また、和歌山の開智中学校の特別理進コー
ス（現特別文理コース）の生徒を対象とした干潟実習を、
2008年以降毎年行っている（2020年は新型コロナウィル
ス感染症の影響により実施せず）。桐蔭高校と開智中学校
ではまず、学校で干潟の講義を行い、日を改めて干潟で
実習を行った。講義では、文字による説明だと下を向い
ていることが多い生徒が、生き物の写真を見せると顔を
上げ、動画になると目が輝く、ということはたびたび実
感した。また、教室では反応が今ひとつの生徒でも、干
潟に出ると別人のように生き生きとカニや魚などを採集
するし、中には干潟に座り込んでハクセンシオマネキの
行動をじっと観察する生徒もいた。ずぶ濡れになったり
泥んこになったりして引率教員に叱られる生徒もしばし
ば見られ、引率教員の立場としては叱らねばならないの
であろうが、私は良い体験をしていると思う。大学でも
同じであるが、授業でこういった体験をしていると、将
来理科の教師になったときに、自然体験型の授業や科学
部などで研究指導を行う敷居が低くなると思う。たとえ
理科教師にならなくても、将来子供ができた時には親と
して我が子に同様の自然体験をさせやすくなるのではな
いか。

有田川河口干潟における干潟観察会

　有田川は世界遺産高野山のある高野町に発し有田市で

紀伊水道に注ぐ、延長 94 kmの二級河川である（図 1）。
河口域とその周辺の浅海域は、タチウオ Trichiurus 

lepturusの日本一の漁場であり絶滅危惧 IB類（環境省 

2020）のアカメ Lates japonicusが生息する。また、青の
りが収穫され、最近は実施されていないが長良川の鵜飼
いとは異なる古来の手法による独特な鵜飼いが行われた
りするユニークな場所である。和田ほか（1996）で絶滅
寸前に指定された巻貝コゲツノブエ Cerithium coralium（絶
滅危惧Ⅱ類、環境省 2020）が多産するとともに、干潟生
物も豊かであることが明らかになり（野元ほか 2002）、
日本の重要湿地 500に選定された（環境省 2002）。汽水
域に小さな干潟が幾つかあり、合計すると 20 haほどで
ある（わかやま海域環境研究機構 2003）。
　しかし、干潟周辺に不法係留された 100艇を越すプレ
ジャーボートを整理するため、有田大橋と安諦橋の間の
左岸にある最も大きな干潟を、埋め立てて整備するマリ
ーナ建設が計画されていた（予算 6億円、和歌山県、図 5）。
これを、2004年 1月に新聞で知り、当時奈良女子大学の
和田恵次さんと協力し、県に働きかける等行ったところ、
計画はすぐに見直された。県はその後、可能な限り所有
者に連絡して不法係留船舶の数を減らし、対岸に係留場
所を作るなどして、干潟は守られた。しかし、地域住民
に干潟の存在が知られてなかったため、私は干潟観察会
を行うことにした。既に和歌浦で春と秋に行っていたこ
とから、有田川では夏に実施することにした。当初は、
干潟に降りる道もなく、ガードレールを越えて藪をかき
分け、急な斜面の土手を降りて干潟に出ていたが、数年後、
県により一帯の環境整備が行われ、小さな子どもでも安
心して干潟に降りることができるようになった。整備に
先立ち、貴重な植物が生育していないかなど確認された。
　マリーナ計画見直しと干潟観察会がきっかけとなり、

図 5．有田川干潟観察会の開催場所。地図は国土地理院の GSI 
Mapsを利用。
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田鶴小学校、箕島小学校、湊小学校といった地元の学校
で干潟を題材とした総合学習が行われることになった。
第 1回目の干潟観察会に参加された先生が、その後すぐ
箕島小学校の自分のクラスで干潟生物を対象とした総合
学習を始められ、私は出前授業に赴き干潟の話をした。
メールの記録によるとこの先生は移動先の湊小学校でも
干潟の総合学習を継続された。
　2005年には、日本生態学会近畿地区会からフィールド
シンポジウムの打診をいただき、実施した。その予算で
急遽「有田川河口干潟に生息する主な生物と貴重種」（B5

サイズ見開き 8頁）を作成し、観察会で希望者に配布し
ている。2010-2011年には和歌浦干潟の場合と同様、日本
国際湿地保全連合による「干潟の市民調査及び人材育成」
のプロジェクトに協力し、市民調査を実施した（中川ほ
か 2010；村瀬ほか 2012）。
　有田川で観察会を行っている場所は、幾つかある小さ
な干潟の中では最も広く多様な生物が生息する。そこに
は和歌浦の観海閣のような建物はなく、夏の日差しや雨
をしのぐ場所がない。しかし、2013年頃であったか、お
掃除クラブ『もっとの会』（中村紀子さん代表）の干潟で
の清掃活動と観察会が偶然重なり、それ以来、清掃のス
ケジュールを観察会に合わせ、清掃時に使用されるテン
トを提供していただくようになった。干潟にはゴミが溜
まりやすい。地元にせっかくいい干潟があるのに、ゴミ
が溜まったままなのは忍びないということで、定期的に
干潟の清掃をされるようになったのだそうだ。清掃は会
のメンバー、小中学生の子供と母親のグループで実施さ
れ、その子供たちも観察会を楽しんでいる。2019年 12

月に和歌山市で開催された「おもしろ環境まつり 2019」
では、子供たちがもっとの会本来の活動に加え、干潟で
観察したハクセンシオマネキやウミニナ類など様々な干
潟の生き物を、パネルを使うなどしてクイズも交えて紹
介し、来場者にとても好評だったと聞く。

おわりに

　私が和歌山で干潟観察会に関わり始めて 19年が経ち、
実施した観察会は 50回を数える。観察会の参加者の居住
地や年齢、リピート率などの記録を残していないので、
解析などは行えない。1回の観察会の参加者を和歌浦干
潟 80名、有田川河口干潟 40名とすると、毎年和歌浦 2回、
有田川 1回、計 3回で延べ約 200名、20年間で延べ 4,000

名ほどが干潟を体験したという計算になる。潮干狩りに
比べれば微々たるとはいえ、少なくない人数である。何

年か前に、和歌山大学教育学部の学生から彼が小さい頃
に観察会に参加したと聞いたことがある。私と言葉を交
わす学生なので、理科の免許に必要な授業の受講生だと
思われる。子供たちに自然・生き物観察を指導できる理
科の教員になっていればと願うところである。
　生態学を学ぶ人には、自然や生命に対し畏敬の念を抱
く人が多いであろう。最近、認知科学・心理学・脳科学
といった分野で Awe（畏敬の念）の研究が行われており（前
浦ほか 2020；中山 印刷中）、大自然の中で自分がちっぽ
けな存在であると感じることが Awe体験として重要だと
いう主張もある（岩﨑 2020）。広大な干潟は見晴らしが
良く、身近でありながら Awe体験ができる場所であると
思う。レイチェル・カーソン著「センス・オブ・ワンダー」
の一部を子供たちへのメッセージとして、啓林館小 6理
科の教科書では次のように紹介している。「子供たちよ、
知ることより、感じることの方が大切です。子供のうちに、
美しい自然、不思議な自然をしっかり見て、感じて、一
生消えることのないセンス・オブ・ワンダー（不思議さ
に目をみはる感性）を身につけてください。」私としては
干潟観察会により、こういった手助けが少しでもできれ
ば、続けて行ければ、と願うところである。
　干潟観察会の目的は、子供たちに身近な自然やそこに
いる生き物に触れたり、泥んこになったりという経験を
提供することであった。しかし、干潟でなくても子供た
ちが自然の中で生きものと触れ合える、五感を磨く場所
は他に幾らでもある。それでも、そのような場所は人々
が住んでいる場所から遠く離れていて、アクセスに苦労
することが少なくないのではないか。自然や生き物と触
れ合う面白さを知らない状態でいきなりそのような場所
に行くことは敷居が高い。一方、和歌山のように干潟が
近くにあれば、そこは容易にアクセスできる場所であり、
気軽に行くことができる。安全に配慮すれば子供たちだ
けでも遊ぶこともできる。身近な自然の一つである干潟
のような場所で、自然や生き物と触れ合うことが切っ掛
けとなり、干潟にとどまらず他の様々な生態系ひいては
広く自然環境の保全にも興味・関心を持つことに繋がっ
てほしいと考える。
　このような機会を提供する干潟観察会を行う組織・団
体は、和歌浦では私たちの他にもある。頻度などのスケ
ジュールは把握していないが、和歌山県立自然博物館や、
和歌山県生活環境部自然環境室、和歌山市立こども科学
館などの主催によるものである。私が開催を案内してい
る和歌山大学生物学教室による観察会は、私が辞めると
無くなるであろうが、これらの組織による観察会は人が
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変わっても継続されていくであろう。一方で、有田川で
干潟観察会を行っている組織・団体は他にないことは気
がかりである。
　私が関わった干潟観察会は、徐々に認知されて評価さ
れるようになってきた。2019年には、湿地のグリーンウ
ェイブから「にじゅうまるプロジェクト登録証」をいた
だいた。和歌浦干潟観察会と有田川干潟観察会のそれぞ
れに、和歌山大学教育学部生物学教室として登録された。
登録証には、「愛知ターゲット」の目標 1「普及啓発」の
達成に多大なる貢献をしていることを表彰、と記されて
いる。湿地のグリーンウェイブは、ラムサール・ネット
ワーク日本が主催し、国連生物多様性の 10年日本委員会
の認定連携事業となっている。
　何年前だったか、環境省の方から電話があり、有田川
河口干潟をラムサール登録候補地として準備を進めたい
が、地元では和歌浦干潟をという声が強いようで、どち
らが良いのか意見を聞きたいという内容であった。歴史、
知名度、広さなどの観点からは和歌浦干潟が望ましいが、
有田川河口干潟にはヨシ原が残り、小さいながらも干潟
生物の種数は和歌浦に匹敵する等の点から、甲乙付けが
たい、と私は答えたように記憶している。その後、当時
東北大学の鈴木孝男さんから、和歌浦干潟か有田川河口
干潟かではなく、紀伊半島西岸の干潟群として候補地の
一つに上がったと聞いた。確かに紀伊半島西岸には、こ
れら 2つの他にも干潟として環境省重要湿地に指定され
ている男里川河口干潟と近木川河口干潟（大阪府）、日高
川河口干潟と田辺湾内の干潟、やや東に位置するが、ゆ
かし潟（和歌山県）がある。いずれの干潟も面積が小さ
い割りに生息種数が多く、また、それぞれに異なる絶滅
危惧種や準絶滅種といった特徴的な種が見られ興味深い。
これらに加え田辺湾内には、日本におけるナショナルト
ラスト運動発祥の地、天神崎や、京都大学瀬戸臨海実験
所裏の番所崎など幾つもの生物相の豊かな岩礁潮間帯や、
浅海域のサンゴ群集、畠島や南方熊楠ゆかりの神島など
も存在する。よって、これら湿地の全てが登録されるの
が望ましい。しかし、渡り鳥の飛来数が少ないなど、特
筆すべき点が弱いのか、現時点では登録に至っていない。
　最後に、私に和歌浦での干潟観察会に関わる切っ掛け
をくださった故・米田頼司さんに触れておきたい。米田
さんは 1988年の和歌浦開発計画に強く反対し、和歌浦を
考える会と和歌の浦景観保全訴訟で精力的に活動された
そうだ。ご本人はちょっとやり過ぎたとも言われていた。
2002年の護岸改修計画を知ると、私にそれまでの経緯を
説明し、新たに発足する和歌の浦干潟を愛する会に誘わ

れるなど尽力された。歴史的文化的景観として価値の高
い和歌浦を守りたい気持ちは強かったものの、先の開発
計画を巡り敗訴した経験から、いろいろな話を私にされ
た。県が管理する様々な生物調査の報告書を大量にコピ
ーされ、持ってこられたりもした。米田さんから、和歌
浦では絶滅したシオマネキの標本がミラノにあるイタリ
ア最大の自然系博物館に所蔵されているとも聞いた（実
は和田恵次さん経由の話で、Crane（1975）に記録がある
が）。私が今日まで 19年間、観察会を継続しているのは
米田さんの影響が少なからずある。
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