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干潟底生動物の種多様性とその保全 
風呂田  利夫 

（東邦大学理学部） 

 
摘  要 

干潟は生物生産性や水質浄化能力が高い豊かな生態系であり、また多様な生物が

生息すると理解されている。しかしその多様性の実体とその多様性を支える生物生

息環境としての干潟の構造との関係については議論が進んでいない。ここでは、干潟

生物、特にその主要な生物群である動物ベントスの分布特性と地形との関係、さらに

は干潟に依存して出現する干潟固有種の衰退の現状について東京湾の干潟を例に

紹介し、その個体群保全の視点での環境修復について議論する。 
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1. はじめに 

 
干潟は水質浄化、水産資源の育成、そして多様

な生物が生息するなど生態系として高い機能を有

することで、貴重な自然環境として社会的認識を

得て、その保全と再生に向けた検討がなされてい

る1)。水質浄化機能については、干潟に生息する

動物の有機物のとりこみによる消費、ならびに干潟

生物の水産資源としての漁獲や、鳥類や大型魚

類など移動性の大きい動物の捕食と移動による干

潟生態系の外への取り出しにより、富栄養化海域

での有機物や栄養塩類の浄化機能を有する2)。ま

た、水産資源生産の場としての利用、さらには人

工的な漁場造成としての干潟造成に見られるよう

に、干潟は漁業政策の場としても重点的な対象と

なっている1)。そして、干潟には多様な生物が生息

しているものの干潟生物の中には近年個体群とし

ての減少や消滅が著しく、その保全の重要性が指

摘されている。しかしながら干潟生物の多様性に

ついては、多様性とは何か、その多様性の実態、

そしてその多様性をもたらす要因についての科学

的議論は進んでおらず、干潟生態系保全におけ

る多様性に関する問題点についての社会的認知

は充分ではない。 
本槁では、干潟生物群集の中核的生態群であ

る底生動物（動物ベントス、以下ベントスとする）の

干潟を含む内湾海岸部での種レベルでの生物多

様性の実態と、その多様性の保全さらには回復の

視点での人工干潟造成について、東京湾奥部の

三番瀬を例に論じる。 
 

2. 干潟地形の多様性 

 
干潟でのベントス種の多様性について論じると

き、その生息環境としての干潟の地形構造とベント

ス各種の分布パターンから、地形特性が種多様性

に与える影響への理解が必要である。 
干潟の存在には、河川から運ばれた土砂が海

岸域に堆積することで形成される前置層の存在が

不可欠である。その前置層のうち定期的な干満が

生じる場所すなわち潮間帯が干潟となる（図１）。

そして、干潟は形成場所の地形的特性ならびに河

川水の影響の差異から、平野部では河口干潟、潟

湖干潟、前浜干潟に区分されている3)。河口干潟

は河川の河口部に形成され、河川水による塩分低

下ならびに増水時の底質浸食と堆積などの物理

的撹乱が大きい。潟湖干潟は河口に形成された

潟湖の岸に形成され、河口干潟よりも塩分変化や

物理的撹乱は少ない。前浜干潟は内湾の海岸に

河口部を中心に海岸に平行して発達し、面積的に

大きいとともに環境の安定性が高い干潟である。 
東京湾小櫃川河口周辺海岸にある干潟は、内

湾での平野河口周辺に形成される干潟の典型的

地形を有している。平野ならびに海岸部は、小櫃

川から運ばれた土砂の堆積により形成された前置

層からなり、その前置層の上に、陸から海への移

行域として河口部には三角州が、その地先には前

浜干潟と浅瀬域が形成されている（図２）。三角州

には満潮時に海水が侵入する塩水湿地と泥の干潟

があり、河川周辺には砂質の河口干潟がある。前

浜干潟は砂質で、最大干潮時には沖合約 1.5 km

までが広がる。さらにその干潟冲には浅瀬部があ
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図１ 前置層の形成と干潟部4)． 
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5)
の先端として東京湾平場海底へと落ち

斜面がある。このように自然形状の本来

、河口干潟、塩水湿地、そして前浜干潟、

置斜面と多様な地形が連続的に存在す

ントスの分布 

櫃川河口周辺の生物分布の特徴を述べ

角州には、ヨシとアイアシの植物群落を

塩性湿地が形成されている。この植物

群落内には、カワザンショウガイ、フトヘナタリ、ア

シハラガニ、クシテガニ、ウモレベンケイガニ、カク

ベンケイガニ、アカテガニ、クロベンケイガニなど

海岸草地性特有の動物が豊富に生息する。また、

潮の干満を通して海水が出入りする水路沿いの泥

干潟には、カワゴカイ、イトメ、イトゴカイの一種、ヤ

マトオサガニ、チゴガニ、ハサミシャコエビ、アナジ

ャコが、河川中州の砂干潟にはイトゴカイの一種、

コメツキガニ、ヤマトシジミが生息する。この中でア

シハラガニは、植生内から泥ならびに砂干潟のほ

ぼ全域にわたってきわめて豊富な生息が見られ、

 小櫃川河口周辺の干潟地形断面と主要生物 ． 
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塩性湿地の代表的な動物となっている（図３）。 
塩性湿地地先の潮間帯としての前浜干潟（図４）

から、潮下帯としての浅瀬、そして前置斜面までの

連続的な生物分布を図５に示す。大潮最大干潮

線より上部すなわち干潟部では、生物各種の分布

範囲はおおよそ 3 つのゾーンに分けられる。干潟

上部ではヒメハマトビムシ、コメツキガニ、チゴガニ、

ゴカイ  Hediste sp. が生息する。中部ではムロミ 
スナウミナナフシ、ホソウミニナ、ウミニナ、コケゴ 
カイなどが生息し、これら上部と中部に分布する種

は、干潟下部や潮下帯には分布していない。 
干潟中部から下部では、アサリ、シオフキ、バカ

ガイなど潮干狩りや水産魚介類として身近なベント

スが見られる。これらの種の分布は、干潟部だけで

はなく、その沖合の水深  4 m 以浅の潮下帯浅海

部にも広がっている。その意味では、これらの種は

干潟固有の種ではない。逆に水深  4 m 以深の前

置斜面では、シズクガイやラスバンマメガニなど干

潟や浅海部には分布しない種の生息もある。この

ように干潟の地形や干潟標高もしくは水深別のベ

ントス出現状況を見ると、干潟にしか生息していな

い干潟固有種は、塩性湿地や比較的干潮時の干

出時間が長い干潟の中部から上に生息しており、

干潟固有種の生息にとって陸域に隣接した高い

位置にある干潟面の存在が重要であることを示し

ている。 
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図５ 小櫃川河口地先前浜干潟とその沖合でのベントス水深別分布5)． 

 

 

 

図３ 小櫃川河口三角州の塩性湿地のアシハラガニ．     図４ 小櫃川河口地先前浜干潟． 
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4. 干潟ベントスの種多様性 

 
一般的に、干潟は生物多様性が高い海域であ

ると言われている。それでは、干潟はいつも海水

がある沖合の潮下帯よりもベントス種多様性が高

いのだろうか。前述の図５を見ても、干潟にいるベ

ントス種の一部は沖合の潮下帯にも生息するし、

潮下帯でしか見られない種も存在し、干潟域で特

別に種多様性が高いようには見えない。 
生物の多様性の評価法はいろいろあるが、最も

分かりやすいのが、単位面積あたりに出現する生

物の種数である。 
東京湾奥部市川市にある人工潟湖（新浜湖）の

一部には、干潟が形成されている。この干潟とそ

の沖の潮下帯での夏（8月）の底質  400 cm2あたり

の出現種数を比較すると6)、干潟部では 1 ～ 7種、

平均で  3.5 種が採集され、水深  5 m までの下部

では  1 ～  9 種、平均で  6.5 種が採集され、潮下

帯のほうが種数は多い。この時期は潮下帯では水

深が増すにつれ水質環境悪化（貧酸素化）が生じ

やすい。その意味では、ベントスにとっての環境は

干潟より潮下帯の方が劣悪である。それにもかか

わらず、干潟部より潮下帯の方が単位面積あたり

の出現種数は多く、干潟でのベントス種の多様性

が特別に高いとは言いがたい。 
では、干潟生物の多様性はどのようにとらえれ

ばいいのだろうか。一般的な法則として種数は調

査面積の拡大に比例して増加するが、さらに調査

面積を増やしても新たな種の出現は次第に頭打ち

になる。図６は小櫃川河口周辺干潟でのベントス

の面積－種数曲線である。前浜干潟の上部だけで

は、0.1 m2では約 10種、しかし面積が 2 倍の 0.2 m2

を調べても約13 種と  3 種しか増えない。さらに 

5.6 倍の  0.56 m2を調べても20種で  0.1 m2のとき

の  2 倍にしかならない。面積を増やしても種数の

増加は頭打ちであることが理解できる。ところが、

塩性湿地干潟や潮間帯中部と地形的多様性を増

やしながら調査面積を増加させると、0.1 m2では 

8 種、0.2 m2では  10種、0.5 m2では  18種、そして 

1 m2では25種と種数の頭打ちは顕著ではない。こ

のようにさまざまな地形で調査すると、少ない面積

では種数は少ないものの面積の増加に伴い種数

はいつまでも増加することから、干潟ベントスの多

様性は干潟地形の多様性に依存していることが理

解できる。また先に述べたように干潟固有種は干

出度が高い潮間帯の中部から上部にしか生息し

ていない。このことは、干潟の標高が高く干出する

ことの多い干潟面や塩性湿地の存在が干潟固有

種の出現をもたらし、それが干潟下部や沖合の浅

瀬の異なる種の生息と合わせて海岸部全体での

種多様性の増加をもたらすと言える。このように、

干潟のベントス各種は地形的多様性に対応してそ

れぞれの種の生息場を確保しており、干潟での種

多様性は自然地形がもつ地形的多様性に依存し

て成立している。 
 

5. 干潟固有生物の減少と対策 

 
日本各地の干潟は干拓や港湾造成、そして埋

め立てによる消失が著しい。東京湾では明治時代

の20世紀初頭には横浜から、東京、千葉そして富

津にいたる内湾海岸のほとんどが干潟であった。

しかし、20世紀の間にその90％以上が消失した 
（図７）。 

 

 

0

10

20

0.05 0.1 1

種
　

　
数

面　　積　（m2 ）

y = 5.5log x +  21.8

r 2 = 0.696

★

0.56 ㎡： 20 種

前浜干潟上部

0

10

20

30

40

0.01 0.1 1 5

種
　

　
数

面　　積　（m2）

y = 8.43 log x + 24.0

r 2 = 0.456

塩水湿地+前浜干潟

0

10

20

0.05 0.1 1

種
　

　
数

面　　積　（m2 ）

y = 5.5log x +  21.8

r 2 = 0.696

★

0.56 ㎡： 20 種

前浜干潟上部

0

10

20

30

40

0.01 0.1 1 5

種
　

　
数

面　　積　（m2）

y = 8.43 log x + 24.0

r 2 = 0.456

y = 8.43 log x + 24.0

r 2 = 0.456

塩水湿地+前浜干潟

図６ 小櫃川河口周辺干潟での面積—ベントス種数曲線． 

 各サンプル中の種数の多い順と少ない順の双方をプロットし，その回帰曲線を求めた． 
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表１に和田ら8)により、1990年代に行われた全

国の干潟ベントスの分類群別生息状況を示す。多

くの種が絶滅あるいは絶滅が危惧される状況にあ

り、その中でも腹足類や二枚貝類の軟体動物の衰

退が著しい。東京湾のみならず全国で進行した干

潟の減少が、干潟に生息するベントス各種の地域

個体の衰退に大きく関与していることは疑いの余

地がない。 
最近では、大規模な工業用地造成に対する社

会的需要の低下ならびに干潟保全の社会的理解

を受けて、干潟の大規模な埋立ては減少している。

しかし、埋立てによる干潟の消失が止まっても、残

された干潟での干潟固有ベントス種個体群の衰退

または消失は続いている。東京湾の干潟に生息す

る代表的腹足類であるウミニナ類（ウミニナ科とフト

ヘ ナ タ リ 科 ） の 生 息 状 況 に つ い て 風 呂 田 9) は 、

1980年以降残された干潟環境に大きな変化がな

いにもかかわらず、多くの種において東京湾やそ

の周辺干潟域からの個体群の消失もしくは衰退が

進行していることを報告した。表２にこれらウミニ

ナ類の生息状況と、その発生初期の生活特性を

示す。ほとんどの種は、プランクトン幼生として海

水中で浮遊することで長距離を分散しながら成長

する時期を持つが、ホソウミニナだけが直逹発生

で親の干潟で直に稚貝として生まれる。このホソウ

ミニナだけが残存する干潟で安定的に個体群を維

表２ 東京湾と

種　名

ホソウミニナ Bati

ウミニナ Bati

イボウミニナ Bati

フトヘナタリガイ Cer

カワアイ Cer

ヘナタリ Cer
 
 
 
 
 

表１ 干潟ベントスの分類群別生息状況8)． 

  動物門 絶滅 絶滅寸前 危険 希少 現状不明 合計 

環形動物 0 0 1 2 0 3 

ユムシ動物 0 1 4 0 0 5 

軟体動物（腹足類） 3 31 119 64 26 243 

軟体動物（二枚貝類） 5 17 62 3 10 97 

節足動物 0 4 11 13 1 29 

腕足動物 0 1 1 0 0 2 

棘皮動物 0 0 7 0 0 7 

半索動物 0 0 2 0 0 2 

頭索動物 0 0 1 0 0 1 

その周辺干潟でのウミニナ類（ウミニナ科とフトヘナタリ科）の生息状況と生活史特性9)． 

図７ 東京湾における干潟の消失7)． 
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学　名 発生様式と（繁殖期） 生息場所 生息状況

ria cumingi 直逹発生（春ー秋，夏季盛期） 塩性湿地干潟，前浜干潟上部と中部 安定生息，移植先で増加

ria multiformis プランクトン発生（夏季） 塩性湿地干潟，前浜干潟上部 絶滅地域あり，小櫃川河口周辺のみ確認，個体群規模縮小

ria zonalis プランクトン発生（?） 塩性湿地干潟，潟湖干潟 1980年代が最後の生息確認

ea rhizoporarum プランクトン発生（夏季） 塩性湿地干潟 絶滅地域あり，小規模個体群が小櫃川河口塩湿地のみで存続

ea djadjariensis プランクトン発生（夏季） 潟湖干潟 絶滅地域あり，人工潟湖干潟の新規個体群のみ

deopsilla cingulata プランクトン発生（夏季） 塩性湿地干潟 1990年代が最後の生息確認
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持していることから、プランクトン幼生期を持つこと

が個体群維持にとって不利な生活史特性であり、

干潟の大幅な減少による成長した浮遊幼生の干

潟への到着率の減少が、個体群の衰退に影響し

ている可能性が高いと推察される。 
干潟ベントスの代表的な種であるアサリのプラン

クトン幼生分散について調査した粕谷ら10)は、東

京湾の各地の若い幼生集団は、数日の間一部は

放出された親の生息地周辺に留まるものの、湾口

の神奈川周辺の幼生は、湾奥の三番瀬から東京

周辺で放出されたものと推定した。これらの研究を

通して、干潟に生息するベントス個体群は幼生分

散を通して干潟間の提供と供給の相互依存関係

にある、いわゆる干潟ネットワークにより成立してい

ることがわかる。また干潟生物の保全には、干潟内

の環境多様性を復活させると同時に、幼生分散か

らみた干潟間の子孫供給－受理の関係を成立させ

る海域内の干潟配置を検討する必要性があるとい

える7）。 
 

6. 干潟生物の多様性保全と環境再生 

 
干潟生態系を保全再生する目的としては、海域

の水質浄化能力向上、水産資源生産力の増加、

そして生物多様性保全などがある1）。これらの保全

目標は、干潟生態系の機能向上を目指す点では

共通しているものの、干潟の構造や構成生物相の

選択において目的による相違がある。 
水質浄化や水産資源としては、海水中のプラン

クトンや懸濁態有機物を直接摂食し、海水を浄化

するとともに高い生産性があるアサリなどの二枚貝

類の生育環境の回復が求められる。アサリの干潟

での生活空間は、海水の流通が盛んな開放的で

干出時間が短い所であり、比較的標高の低い砂の

干潟から浅瀬域が最適である。これに対して、絶

滅や絶滅危惧種の多い干潟固有種は、干出する

ことの多い標高が高い干潟面や塩水湿地を必要と

している。東京湾をはじめ日本各地に残存してい

る干潟の多くは、岸近くや河口内の湿地は干拓や

埋立て、さらには護岸化のためにすでに消失して

いる（図８）。したがって干潟生物の多様性保全の

観点からは、塩性植物群落の成立する河口湿地

や干潟高潮部の再生が最優先課題であり、同時

に干潟ネットワークの視点からは散在的な干潟配

置も必要であり、各河川の河口部での部分的な干

潟再生も検討されなければならない。また先に述

べたように、干潟固有種の個体群衰退は今でも続

いている。したがって、現状保全でも干潟生物の

種多様性の衰退は今後も続くと予想され、干潟の

固有種が生息する塩性湿地や干潟高潮部の早急

な再生が望まれる。 
 

7. 三番瀬の干潟再生 

 
干潟環境の再生にかかわる議論として、東京湾

では湾奥部三番瀬の事例がある。三番瀬は湾奥

部の市川市行徳から船橋市船橋の海岸部に広が

る、最大干潮時の水深  1 m 以浅の一部に干潟を

伴う浅海域である（図９）。この海域は東京湾奥部

の希少な浅瀬干潟海域としてその環境保全が求

められ、埋立てによる開発計画が止められている。

2001年に千葉県はこの三番瀬の環境再生のため

海底の掘下げ 海底土砂 
採取の跡 

干潮 

平場 

 

図８ 干潟の消失過程11) 
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の諮問会議を立ち上げ、会議として河口湿地を含

む干潟の再生方針を答申した（図10）12)。その後、

再生を実行するための新たな会議は続いているも

のの、現在のところその再生に関する具体的プロ

セスは示されていない。その理由は、再生は干潟

の上に造られた埋立地を元の干潟に戻すことで行

うべきであり、現在の三番瀬海域に人工的な改造

を加えるべきではないという意見に基づいている。

つまり、海域での人工干潟造成そのものに対する

否定的な見解によっている。 
三番瀬周辺では、埋め立てられた部分だけでな

く、現在残存する三番瀬そのものもかつては広大

な前浜干潟域であった。しかし今では、周辺の埋

立てと海底面の地盤沈下により三番瀬の大部分は

干出することのない浅瀬域となっており、干潟域は

「船橋三番瀬海浜公園」の人工海浜地先などに限

られている。これらの干潟はその標高が低いため、

干潟固有種の生息場となる高潮域はほとんどない。 
一方、東京湾奥には東京都葛西臨海公園、市

川市行徳の新浜湖、同じく市川市の江戸川放水

路に人工的に造られた干潟がある。また、習志野

市にはラムサール登録湿地となっている谷津干潟

があるが、ここも周辺の埋立て工事中の土砂流入

により人工的な覆土を受けている。現在、トビハゼ、

ソトオリガイ、オキシジミ、カワアイ、ウミゴマツボ、ウ

モレベンケイガニなど東京湾では貴重な干潟のベ図

 

 

 

浦 安 

行 徳 船 橋 

谷津干潟 

習志野 

 
９ 東京湾奥部の三番瀬． 
ントス種の東京湾個体群は、このような人工的な干

 

図

（１）干潟・浅場の再生 
（5）アシ原・塩湿地の再生 

（7）護岸の改善 

（13）汽水域の回復 

（4）海岸（海浜）植物の再生 

（10）藻場の再生 
理想の海と陸との連続性 

（18）適正なアクセスの回復 

（19）海を活かした街づくり 

（20）ふれあいを進める仕組みづくり 

（11）洲・澪など干潟の微地形の再生 

（12）泥干潟の保全 

（14）海域のつながりの回復 

（15）青潮（貧酸素水塊）の解消 

（16）なみ・流れの回復 

（2）土砂の供給 

（3）淡水の供給 

（6）内陸湿地・小河川の再生

（17）流入河川の再生 

（8）地下水・湧水の再生 

（9）水循環の改善 

12)
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潟で維持されている13)。風呂田13)は、三番瀬では

干潟形成の基盤である前置層が小櫃川河口周辺

より長い沖合に 4 km にわたって残っており、自然

的地形の多様性の人工的回復は可能と考え、東

京湾干潟における希少種の生息環境である塩水

湿地と高潮域を有する干潟造成による干潟生物多

様性回復を計ることを提案している。 
 

8. まとめ 

 
人工的地形改造による自然環境の修復は、三

番瀬のみならず干潟における環境再生手法として

否定的な意見は根強く存在する。しかし、人工的

手法そのものの肯定か否定かの観念的択一論で

はなく、干潟の生物多様性保全ならびに環境成立

の地形的条件の視点での科学的議論が望まれる。

同時に、干潟固有の生物が危機的な状態におか

れている現状を考えると、干潟環境の再生には早

急なる対応が求められる。 
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