0

2 6° 1 8. 000′

26° 18 .5 00′

500m

＜ 凡

12 7° 5 0. 50 0′
1 27° 50 .5 00′

（ C .D .L .+ 0. 5〜 1 .2 m）

海草藻場

ガラ モ藻場

1 27° 50 .0 00′
1 27° 50 .0 00′

.

サンゴ礁

Ⅷ. その他
Ⅷ．砂・その他

湿地

Ⅵ､Ⅶ 藻場・サンゴ礁の成立可
Ⅵ、Ⅶ．藻場・サン
ゴ礁の成立可能な
能な水深、底質条件の場
水深、底質条件の場

26° 18 .0 00′

26° 18 .5 00′

26° 19 .000′

※コピーしてお使いください。

. 細砂を主体とする潮間帯下部
Ⅴ
Ⅴ．細砂を
主体とする 潮間帯下部

（ C .D .L .+ 1. 2m 以 上 ）

. 細砂を主体とする潮間帯上部
Ⅱ
Ⅱ．細砂を
主体とする 潮間帯上部
. 泥質潮間帯 （ C. D. L. +1 .2 m以 上 ）
Ⅲ
Ⅲ．泥質潮間帯

. 礫、粗砂の中に岩盤、転石が点
Ⅳ
Ⅳ．礫、粗砂の中に
岩盤、転石が点在す
在する潮間帯下部
る 潮間帯下部
（ C .D .L .+ 0. 5〜 1 .2 m）

. 礫、粗砂の中に岩盤、転石が点
Ⅰ
Ⅰ．礫、粗砂の中に
岩盤、転石が点在す
在する潮間帯上部
る 潮間帯上部
（ C. D. L. +1 .2 m以 上 ）

例 ＞

1 27° 51 .0 00′
1 27° 51 .0 00′

2 6° 1 9. 000′
12 7° 5 1. 50 0′
12 7° 5 1. 50 0′

● 泡瀬地区の図面（観察記録用）

12 7° 5 2. 00 0′
12 7° 5 2. 00 0′

1 27° 49 .5 00′

1 27° 49 .5 00′
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ホソダイノウサンゴ･････････････････造礁サンゴ類･････････97

（マ行）
マガキガイ･････････････････････････貝 類･･･････････････62
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マサゴハゼ･････････････････････････魚 類･･･････････････40
マダライモ･････････････････････････貝 類･･･････････････69
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● 監修者紹介（専門）
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

海藻類・海草類
香村 眞徳
魚類
立原 一憲
甲殻類
仲宗根幸男
貝類
小澤 宏之
造礁サンゴ類
西平 守孝
棘皮動物・その他 新垣 裕治
鳥類
赤嶺 得信
海洋自然科学
大森
保

琉球大学名誉教授
琉球大学理学部助教授
琉球大学名誉教授
(財)沖縄県環境科学センター技師
名桜大学国際学部教授
名桜大学国際学部助教授
日本野鳥の会会員
琉球大学理学部教授

● 写真提供者
大城

剛

沖縄県鳥獣保護員（沖縄県読谷村在住）

● イラスト
嘉陽

律子（沖縄県沖縄市在住）

● 企画協力
◎ 財団法人 港湾空間高度化環境研究センター(WAVE)
◎ いであ株式会社
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宏之
保
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