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I． 陸域環境整備ＷＧおよび海域環境整備ＷＧ
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１．中城湾全体からみた泡瀬地区の位置づけ

１．１ 海域

(1)水深と底質

中城湾は東と南に開いた形状であるが、水深（図 1-1）からみると、与那原町から津堅

島の南に向かって水深が深く湾の軸を形成している。底質（図 1-2）をみると、水深 20m

以浅では砂質または砂泥質が大部分を占め、いわば湾奥にあたる西側で泥質が広がってい

る。

泡瀬地区の位置する湾北部は、サンゴ礁と勝連半島に囲まれた 10m以浅の浅海域と干潟

域が広がり、中城湾の中でも特徴的な地形となっている。水深 0ｍより浅い干潟域の底質

はこの図で示されていないが、砂質、レキ（サンゴレキ）質が大部分（後述）である。こ

の付近では小さな水路や小河川があるだけで、陸からの土砂供給は少ないと考えられる。
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図 1-1　　中城湾の水深



3

図 1-2　　　中城湾の底質分布
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　 (2) 藻場分布

中城湾での藻場（図 1-3）は、泡瀬通信基地前面から安座真地区にいたる水深 10ｍ以浅

の沿岸部と勝連半島の先端及び津堅島西岸に分布している。
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図 1-3　　中城湾の藻場分布
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１．２ 海岸線と利用

(1)湾内の海岸性状とアクセス性*

中城湾全体の海岸性状及びアクセス性について、現地踏査と地形図及び航空写真をもと

に概略把握した。

＊ 人が水際にアクセス可能かどうかについては、基本的には階段がある等により無理なく近づける

かどうかという観点とともに、近くまで車で行けるかどうかを勘案して整理した。

中城湾内で水辺に近づけるところは総延長約 56km のうち約 15km で、泡瀬の総合運動

公園付近、中城村の家具店裏、与那原町の板良敷、佐敷町佐敷東から仲伊保地区にかけて

及び知念村の久手堅程度である。また、自然海岸は勝連町の一部のみであり、その他のほ

とんどが半自然または人工海岸（直立・緩傾斜・階段）となっている。

泡瀬地区では延長約 3km のうち、人が水際へ降りられる場所は約 2km である。

表 1-1　中城湾における海岸線延長の概略分類

（ｋｍ）

分　類
人が水辺に近づ
ける海岸線

人が水辺に近づ
けない海岸線 計

自然海岸 1.0 3.0 4.0

半自然海岸 8.5 11.5

人工海岸 3.5 3.5

米軍敷地 0.0 4.5 4.5

計 13.0 10.5 23.5

内、泡瀬地区 自然海岸 0.0 0.0 0.0

　　　　延長 半自然海岸 0.9 0.0 0.9

人工海岸 1.3 0.0 1.3

米軍敷地 0.0 0.8 0.8

計 2.2 0.8 3.0

中城湾海岸線延長 56.0
注； 1.自然・半自然・人工海岸線の延長については、現地踏査等で確認できた範囲を概数で

　記載した。
2.中城湾海岸延長は、「平成９年度版海岸統計」（建設省河川局）の市町村別沿岸距離

　より算出した。

3.泡瀬地区とは北は泡瀬通信所施設南東角より、南は沖縄市（奥武岬／総合公園の岬）

　境界までを示した。
4.自然海岸  ：海岸（汀線）が人工によって改変されないで自然の状態を維持している

             海岸

  半自然海岸：道路、護岸、テトラポット等の人工構造物で海岸（汀線）の一部に人工

             が加えられているが、潮間帯においては自然の状態を保持している海岸

  人工海岸  ：埋立・浚渫・干拓等により人工的に作られた海岸等、潮間帯に人工

             構造物がある海岸

3.0
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図 1-4　　中城湾内の海岸性状及びアクセス性

　＊現地踏査、地形図等による分類
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(2)生物環境

　沖縄の海岸線の環境をみるとき、オカヤドカリは海から陸への自然の連続的な移行、す

なわち自然海岸の存在が必要であるため、最も代表性のある生物であるといえる。

オカヤドカリ類について海岸線の状況や現地踏査、過去の調査例等から分布を整理する

と、中城湾内で 20 ヶ所がリストアップされる（表 1-2、図 1-5）。主な場所としては、勝連

町の一部、泡瀬通信所の地先、総合運動公園の東・南の一部、与那原町の当添漁港北、知

念村の安座真地区、足跡等で確認できた勝連町平安名・南風原、泡瀬総合運動公園周辺、

中城村の家具店裏、浜漁港北、知念村久手堅等である。

現地踏査で、オカヤドカリ類の痕跡が確認できた場所は、砂浜、植物の存在があり、直

立護岸であっても、砂の堆積などで低くなっているか、つる性植物が存在するため、背後

からの連続性が保たれていた。また、隠れ場となる岩場や満潮線上の岩場がなくても、生

息が確認されたことから、点在する漂流物等が岩場等の代用をしていると考えられる。植

物帯は、つる性植物が砂浜中までのびており、高木が存在しない場所もあったが、少なく

とも低木までの植物帯は存在している場所がほとんどであった。砂浜の幅・傾斜は変化に

富み、幅は満潮時に３～20ｍ程度の開きがあり、傾斜も細かい砂浜帯で緩やかな場所から、

サンゴ片の粗い砂浜で傾斜の大きい場所もあった。

表 1-2　中城湾内におけるオカヤドカリ類の分布状況

　注；図番号は、図1-5と一致する。

砂浜・背後緑地

が存在

ｵｶﾔﾄﾞｶﾘ類の足跡

等確認

（航空写真より） （現地踏査より） （アセス図書より）

① 勝連町 平安名 ○ ○

② 勝連町 南風原 ○ ○(2地点) 5月６個体､2月21個体

③ 5月５個体､2月８個体

④ 具志川市 川田 ○ 5月０個体､2月２個体

⑤ 沖縄市 泡瀬通信施設 ○ ○（地先） 5月８個体､2月11個体

6月37個体､11月23個体

⑥ 沖縄市 泡瀬通信施設南西端 ○ ○ 6月０個体､11月４個体

⑦ 沖縄市 泡瀬総合公園ﾌﾟｰﾙ側 ○ ○ ○ 6月６個体､11月１個体

⑧ 沖縄市 泡瀬総合公園奥武岬側 ○ ○ ○ 6月62個体､11月52個体

⑨ 北中城村 渡口 ○ ○ 5月10個体､2月６個体

⑩ 中城村 久場（家具店裏） ○ ○

⑪ 中城村 安里（浜漁港北） ○ ○

⑫ 中城村 北浜・南浜 ○

⑬ 西原町 我謝（兼久海岸） ○ 5月０個体､7月０個体､10月０個体

⑭ 与那原町 与那原 ○ 5月９個体､7月５個体､10月５個体

⑮ 与那原町 板良敷 ○ ○ ○ 5月16個体､7月０個体､10月０個体

⑯ 佐敷町 津波古 ○

⑰ 佐敷町 冨祖崎（中洲） ○ ○ 5月０個体､7月５個体､10月０個体

⑱ 佐敷町 仲伊保 ○ ○

⑲ 知念村 知名 ○ ○ ○ 5月32個体､7月６個体､10月０個体

⑳ 知念村 久手堅 ○ ○

過去のｵｶﾔﾄﾞｶﾘ類調査場所
地　　域

図
番
号
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図 1-5　中城湾内のオカヤドカリ類分布状況
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　(3)自然とのふれあい活動の現状

中城湾における自然とのふれあい活動は、潮干狩り・磯遊び・釣りなどがみられ、泡瀬

干潟、佐敷干潟等が潮干狩り（磯遊び）に、漁港の防波堤等が釣りに利用されている（表

1-3、図 1-6）。

また、マリンレクリエーション施設として、泡瀬のヨットハーバー、総合運動公園、佐

敷町の佐敷マリーナ、知念村の安座真サンサンビーチ、知念海洋レジャーセンター等があ

り、海水浴は知念村の安座真サンサンビーチと中城村家具店裏などが利用されている（図

1-7）。

表 1-3　中城湾内における自然と触れ合い活動の現状

注；図番号は、図 1-6(1)と対応する。

注；図番号は、図 1-6(2)と対応する。

【主な潮干狩り・磯遊び場】

① 勝連町平安名から具志川市豊原付近の海岸線

② 沖縄市泡瀬ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ付近から北中城村渡口の浅海域（泡瀬干潟）

③ 中城村津波から南浜の海岸線

④ 与那原町板良敷から当添海岸

⑤ 佐敷町佐敷から冨祖崎の海岸線（佐敷干潟）

⑥ 佐敷町仲伊保から知念村久原の海岸線

⑦ 知念村知名から久手堅の海岸線

【主な釣り場】
Ａ 勝連町　南風漁港

Ｂ 沖縄市　泡瀬漁港・中城湾港

Ｃ 沖縄市　泡瀬の一文字防波堤（西防波堤）

Ｄ 沖縄市～北中城村　泡瀬干潟域

Ｅ 北中城村　熱田漁港

Ｆ 中城～北中城海岸

Ｇ 中城村　浜漁港

Ｈ 西原町　西原海岸

Ｉ 西原町　与那原海岸

Ｊ 与那原町　当添漁港

Ｋ 佐敷町　馬天漁港

Ｌ 佐敷町　佐敷マリーナ

Ｍ 知念村　海野漁港

Ｎ 知念村　板馬漁港

Ｏ 知念村　知名崎

Ｐ 知念村　安座真漁港

Ｑ 知念村　知念海洋レジャーセンター
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図 1-6(1)　自然との触れ合い活動の現状

（主に潮干狩り（磯遊び）等に利用されている場）
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図 1-6(2)　 自然との触れ合い活動の現状

（主に釣りに利用されている場）



13

図 1-7　中城湾周辺の主なレクリエーション利用関連施設
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１．３ 中城湾全体でみる泡瀬地区の環境特性（地形、海岸線の環境と利用の視点から）

(1)干潟・浅海域としての特性

(2)海岸線の環境特性

(3)沿岸域の利用特性

○ 泡瀬地区は中城湾の特徴といえる湾北部に広がる干潟・浅海域の一部をなしてい

る。したがって、陸域・海域の連続性を考慮する必要がある。

○ この地形的な特性から生物生息場としての機能に注目することが重要である。

○ 埋立事業は干潟域をできるだけ広く残すよう出島方式が採用される計画であるが、

消滅する機能にも注目することが重要である。

○ 海岸線の自然性でみると、自然海岸は中城湾全体でもごく一部で、泡瀬地区の海岸

線は何らかの形で人の手が入っている。

○ 海岸域の生物として、オカヤドカリ類が泡瀬地区周辺の海岸で確認されている。

○ オカヤドカリ類は海岸域における陸域から潮間帯まで連続した場を代表している

ことから、海岸線の自然性、生態系、景観等の場の機能を評価する重要な指標であ

る。

○ 埋立事業では、出島方式の採用により現在の海岸線がそのまま残されるが、既存海

岸と出島の間の環境については、外力・環境の変化に配慮して影響を評価する必要

がある。

○泡瀬地区は中城湾の中では比較的水辺へのアクセス性がよいところで、潮干狩り（磯遊び）

や釣りなどに広い範囲で利用されている。

○ この利用の場としての機能に注目することが重要である。

○ 埋立事業では、出島方式の採用によりアクセス性はほぼ現状で残されるが、潮干狩

りや釣り場としての機能が一部消滅する。一方、利用面では沖合に展開するポテン

シャルに注目する必要がある。
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２．泡瀬地区の生物生息機能の特徴

２．１ 干潟～浅海域の場の特徴

(1)地　形

泡瀬地区は西には奥武岬から、東には泡瀬通信施設から延びる砂州に囲まれ、北側の干

潟（CDL0ｍ以上）とその前面の比較的複雑な地形の浅海域（CDL0～-10ｍ）とからなる

特徴的な地形である（図 2-1、図 2-2）。

干潟域の底質は砂質性ないしレキ質性が大部分であり、浅海域では岩盤が多い（図 2-3）。
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埋立計画地

砂州

砂州

奥武岬

泡瀬通信施設

図 2-1　泡瀬地区の航空写真（平成 11 年撮影）



17

図 2-2　泡瀬地区の地形



18

図 2-3　泡瀬地区の底質分布
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(2)藻場分布

浅海域には海草藻類の藻場が広く分布し、特に CDL0～-4ｍの砂質海底には海草藻場が

多く、東西の砂州に囲まれる岩盤の場所には海藻藻場がみられる（図 2-4、表 2-1、図 2-5）。
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図 2-4　泡瀬地区の藻場分布
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　　　 　　表 1-1　　海藻草類の水深別生育面積

分類 種名 水深（C.D.L)

被度40％以下 被度50％以上

大型海草 ﾘｭｳｷｭｳｽｶﾞﾓ 0m以浅 23.45 1.69 25.1

ﾘｭｳｷｭｳｱﾏﾓ -2m～0m 49.45 29.82 79.3

ﾎﾞｳﾊﾞｱﾏﾓ -4m～-2m 23.10 8.28 31.4

ﾍﾞﾆｱﾏﾓ -4ｍ以深 0.84 0.33 1.2

全体 96.83 40.13 137.0

小型海草 ｳﾐｼﾞｸﾞｻ 0m以浅 11.88 1.15 13.0

ﾏﾂﾊﾞｳﾐｼﾞｸﾞｻ -2m～0m 24.42 3.58 28.0

ｳﾐﾋﾙﾓ -4m～-2m 0.88 0.11 1.0

-4ｍ以深 0.04 0.00 0.0

全体 37.23 4.84 42.1

海藻 ﾎﾝﾀﾞﾜﾗ類 0m以浅 0.00 0.20 0.2

-2m～0m 12.60 5.75 18.4

-4m～-2m 1.10 2.73 3.8

-4ｍ以深 0.94 0.33 1.3

全体 14.64 9.00 23.6

　　　 　　図 1-3　　海藻草類の水深別生育面積

面    積(ha)
合計（ha）

大型海草

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

-4ｍ以深 -4m～-2m -2m～0m 0m以浅

被度50％以上

被度40％以下

水深
（C.D.L(ｍ）)

生育面積
(ha)

 

小型海草

0

5

10

15

20

25

30

-4ｍ以深 -4m～-2m -2m～0m 0m以浅

被度50％以上

被度40％以下

水深
（C.D.L(ｍ）)

生育面積
(ha)

海　藻

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

-4ｍ以深 -4m～-2m -2m～0m 0m以浅

被度50％以上

被度40％以下

水深
（C.D.L(ｍ）)

生育面積
(ha)

表 2-1　　海藻草類の水深別生育面積

図 2-5　　海藻草類の水深別生育面積
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(3)干　潟

　干潟生物の分布データをもとに、調査地点ごとの種組成を統計的に分類し、底質分

布や地形に照らし合わせて６つの区分に整理した（図 2-6、図 2-7）。泡瀬地区の干潟

は、礫質、砂質、泥質など、多様な底質特性の場で構成され、多様な生物生息場とな

っている。
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図 2-6　　泡瀬地区周辺における干潟区分（潮位０～＋1.5ｍ）

　注）①～⑦は図 2-7 に対応する。



24

図 2-7(1)　各干潟区分の状況

【位置】【位置】奥武岬西側

【底質】【底質】礫、岩盤が主体。

【干潟生物】

C.D.L.約+0.5m 以上にはイワフジツボ

科、アマオブネガイ科、エゾバイ科とい

った付着性や岩礁性の種が多い。C.D.L.
約+0.5m以下にはオウギガニ科、クロナ

マコ科、イトマキボラ科を指標とする群

集が形成されている。

【位置】奥武岬西側（写真②）、泡瀬３丁目地先（写真③）

【底質】【底質】粗砂、細砂、礫、岩盤など多様な底質環境が散在する。

【干潟生物】

区分Ⅰと同様で、C.D.L.約+0.5m以上には付着性や岩礁性の種が多い。そのほか、岸側にはカ

ニ類（イワガニ科、スナガニ科）を指標とする群集が形成されている。

トカゲハゼ生息地

■区分Ⅰ

■区分Ⅱ

■区分Ⅲ

【位置】【位置】比屋根湿地東側

【底質】【底質】足首まで埋まる泥質

【干潟】【干潟生物】

トカゲハゼの主要生息地とな
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注 1)写真撮影年月　①～③,⑤～⑦：平成 8年 9 月、④：平成13 年12 月

　2)①～⑦は図 2-6に対応

図 2-7(2)　各干潟区分の状況

【位置】泡瀬通信施設地先

【底質】細砂質

【干潟生物】

ガカガイ科、スナモグリ科、ミナミコメ

ツキガニなど砂質性の種が生息する。

【位置】【位置】泡瀬通信施設南東沖（砂州周辺）

【底質】【底質】細砂質が主体。

【干潟生物】

オウギガニ科、クロナマコ科、イトマキ

ボラ科を指標とする群集がみられる。生

物が比較的少ない場所もある。

【位置】【位置】泡瀬通信施設東側、南側地先の一部

【底質】【底質】礫、岩盤が主体。

【干潟生物】

イワフジツボ科、アマオブネガイ科、エゾ

バイ科といった付着性や岩礁性の種が多

い。

■区分Ⅳ

■区分Ⅴ

■区分Ⅵ
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２．２ 生息種の特徴

(1)干潟生物

 ①出現種の希少性

平成 11～12 年度に行った干潟生物詳細調査の出現種は、海藻草類が 99 種、底生生物が

347 種となっている。出現種の生息分布域をみると、沖縄本島のみが生息域となっている種

としてはクビレミドロがあげられ、沖縄本島が生息域の北限となっている種はトカゲハゼ、

ミナミオサガニ、フタハオサガニ、ツノメチゴガニ、オキナワハクセンシオマネキがあげら

れる（表 2-2、表 2-3）。
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表 2-2(1)　　海藻草類出現種一覧

調査方法：標本採集

門 和名 生息分布域 備　考

1 緑藻植物ﾋﾄｴｸﾞｻ
本州太平洋岸中･南部、瀬戸内海、本州日本海岸、九州、南西諸島、朝
鮮半島、中国

2 ﾋﾒｱｵﾉﾘ
北海道、本州、四国、九州、南西諸島；朝鮮半島、千島列島、アメリカ
西海岸、大西洋

3 ﾎｿｴﾀﾞｱｵﾉﾘ 本州太平洋岸北・中部；朝鮮半島、台湾、アメリカ西岸、大西洋

4 ﾎﾞｳｱｵﾉﾘ 日本各地；朝鮮半島、太平洋、インド洋、大西洋

5 ｽｼﾞｱｵﾉﾘ 日本各地；朝鮮半島、太平洋、インド洋、大西洋、オーストラリア

6 ﾎﾞﾀﾝｱｵｻ 本州太平洋岸中･南部、九州、南西諸島；朝鮮半島

7 ｱﾅｱｵｻ 日本各地；朝鮮半島

8 ｱﾐｱｵｻ
南西諸島；朝鮮半島、台湾、中国南部、オーストラリア、アメリカ西
岸、インド洋

9 ｳｷｵﾘｿｳ
本州太平洋岸南部、伊豆諸島、小笠原諸島、南西諸島；太平洋熱帯・亜
熱帯域、インド洋

10 ｱｵﾓｸﾞｻ 本州太平洋中・南部、四国、南西諸島

11 ﾐﾄﾞﾘｹﾞ 本州太平洋中部、Philippines

12 ｷｯｺｳｸﾞｻ
本州太平洋岸中・南部、四国、九州、日本海南部、南西諸島；朝鮮半
島、太平洋熱帯域、Australia、インド洋、大西洋

13 ﾑｸｷｯｺｳｸﾞｻ 南西諸島；台湾、Indonesia、太平洋熱帯域、インド洋

14 ﾀﾏﾊﾞﾛﾆｱ 南西諸島；台湾、太平洋熱帯域、地中海、大西洋

15 ﾋﾞｬｸｼﾝｽﾞﾀ 八丈島、九州、南西諸島；Philippines,Austraia

16 ｸﾋﾞﾚｽﾞﾀ 南西諸島；Philippines、Micronesia、紅海

17 ｴﾂｷｽﾞﾀ

18 ｺﾊｷﾞｽﾞﾀ

19 ﾖﾚｽﾞﾀ 南西諸島；台湾、Pilippines、Polynesia、紅海

20 ｲﾁｲｽﾞﾀ 南西諸島、Pilippines,大西洋

21 ｺﾃﾝｸﾞﾉﾊｳﾁﾜ 南西諸島、Pilippines

22 ﾃﾝｸﾞﾉﾊｳﾁﾜ 南西諸島

23 ﾏﾕﾊｷﾓ 四国、九州、南西諸島；台湾、インド洋

24 ｳﾁﾜｻﾎﾞﾃﾝｸﾞｻ
八丈島、小笠原諸島、本州太平洋岸南部、九州、本州日本海岸南部、南
西諸島、台湾太平洋熱帯域、インド洋

25 ﾐﾂﾃﾞｻﾎﾞﾃﾝｸﾞｻ 南西諸島；太平洋熱帯域、インド洋、大西洋

26 ﾋﾛﾊｻﾎﾞﾃﾝｸﾞｻ 南西諸島：太平洋熱帯域、インド洋、紅海

27 ﾋﾒｻﾎﾞﾃﾝｸﾞｻ 小笠原諸島、南西諸島；台湾、インド洋

28 ﾋﾗｻﾎﾞﾃﾝｸﾞｻ 南西諸島；Philippines

29 ﾋﾒｲﾁｮｳ
本州太平洋岸南部、九州南部、南西諸島；Philippines、太平洋熱帯
域、インド洋

30 ﾊｺﾞﾛﾓ 南西諸島；Philippines、Indonesia、Micronesia

31 ﾓﾂﾚﾐﾙ 本州太平洋岸中・南部、四国、九州、日本海南部、南西諸島

32 ﾔｾｶﾞﾀﾓﾂﾚﾐﾙ 南西諸島；台湾、大西洋

33 ﾅｶﾞﾐｽﾞﾀﾏ 南西諸島；Polynesia、Philippines、インド洋

34 ﾐｽﾞﾀﾏ
小笠原諸島、南西諸島；Philippines、Indonesia、Malaysia、New
Caredonia、Polynesia、インド洋

35 ｳｽｶﾞｻﾈ 南西諸島；Philippines、Indonesia

36 ﾌﾃﾞﾉﾎ 本州太平洋岸南部、南西諸島；太平洋熱帯部、インド洋、大西洋

37 ﾎｿｴｶﾞｻ
本州太平洋岸中・南部、瀬戸内海、九州、本州日本海岸中部；中国、
Philippines、Polynesia、Austraria、インド洋、大西洋

38 ﾘｭｳｷｭｳｶﾞｻ 南西諸島、Philippines、Indonesia、New　Caredonia

39 ｶｻﾉﾘ 南西諸島

40 ｲｿｽｷﾞﾅ
本州太平洋岸南部、四国、九州南部、南西諸島；Philippines、
Indonesia

41 ｸﾋﾞﾚﾐﾄﾞﾛ 沖縄市泡瀬、与那城町屋慶名、恩名村太田 沖縄本島のみ

42 褐藻植物ﾎｿｴｸﾛｶﾞｼﾗ 北海道、本州；太平洋、大西洋

43 ｸﾞﾝｾﾝｸﾛｶﾞｼﾗ 九州、南西諸島、小笠原諸島；台湾、中国、太平洋、大西洋

44 ｳﾗﾎﾞｼﾔﾊｽﾞ 瀬戸内海、九州北部、本州日本海岸南部、南西諸島；大西洋、地中海

45 ｲﾄｱﾐｼﾞ 本州、九州、南西諸島；朝鮮半島、中国、大西洋

46 ﾊｲｵｵｷﾞ 本州太平洋岸南部、小笠原諸島、吸収、南西諸島；中国、太平洋熱帯域

47 ｳｽﾊﾞｳﾐｳﾁﾜ 四国、九州、南西諸島；朝鮮半島、中国、台湾、Austraria

48 ｱｶﾊﾞｳﾐｳﾁﾜ 南西諸島；台湾、Philippines、Polynesia

49 ｳｽﾕｷｳﾁﾜ 本州太平洋岸南部、九州南部、南西諸島；朝鮮半島、中国、台湾

50 ｼﾞｶﾞﾐｸﾞｻ

本州太平洋岸南部、九州、本州日本海岸南部、南西諸島；太平洋、大西
洋
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表 2-2(2)　　海藻草類出現種一覧

調査方法：標本採集

門 和名 生息分布域 備　考

51 褐藻植物ｵｷﾅﾜﾓｽﾞｸ 南西諸島

52 ﾓｽﾞｸ
本州太平洋岸中・南部、九州、本州日本海岸中・南部、南西諸島、朝鮮
半島、中国北部

53 ﾑﾗﾁﾄﾞﾘ
南西諸島、小笠原諸島、八丈島；台湾、中国、Vietnam、Philippines、
Malaysia、インド洋

54 ﾌｸﾛﾉﾘ
北海道、本州、四国、九州、南西諸島；朝鮮半島、中国、太平洋、大西
洋

55 ｶｺﾞﾒﾉﾘ
本州太平洋岸中・南部、四国、九州、南西諸島、本州日本海岸中・南
部；朝鮮半島、台湾、中国、太平洋温帯熱帯域、大西洋

56 ｶﾔﾓﾉﾘ 日本各地；朝鮮半島、中国、太平洋、大西洋

57 ﾔﾊﾞﾈﾓｸ 南西諸島；太平洋熱帯域、インド洋

58 ﾏｼﾞﾘﾓｸ 本州日本海岸中部、九州、南西諸島；台湾、中国南部

59 ﾅｶﾞﾐﾓｸ 南西諸島；中国南部

60 ﾋﾒﾊﾓｸ 南西諸島；中国

61 ﾔﾂﾏﾀﾓｸ 本州、四国、九州、南西諸島；朝鮮半島、中国

62 ｺﾊﾞﾓｸ
小笠原諸島、南西諸島；台湾、中国南部、Philippines、Vietnam、
Malaysia、インド洋

63 ﾀﾏｷﾚﾊﾞﾓｸ 南西諸島、中国

64 ﾗｯﾊﾟﾓｸ 南西諸島；台湾、太平洋熱帯域

65 紅藻植物ﾊｲｺﾅﾊﾀﾞ
小笠原諸島、九州南部、南西諸島；Philippines、Micronesia、インド
洋

66 ｿﾃﾞｶﾞﾗﾐ
本州太平洋岸中・南部、伊豆諸島、小笠原諸島、九州、本州日本海岸南
部、南西諸島；朝鮮半島、台湾、太平洋熱帯域、インド洋、紅海

67 ﾋﾞﾛｳﾄﾞｶﾞﾗｶﾞﾗ 小笠原諸島、南西諸島；台湾、Indonesia、Philippines

68 ｶﾞﾗｶﾞﾗ
本州太平洋岸南部、四国、九州、本州日本海岸南部、南西諸島；朝鮮半
島、太平洋熱帯域、Australia

69 ﾋﾒﾓｻｽﾞｷ
本州太平洋岸中・南部、本州日本海岸、四国、瀬戸内海、九州、南西諸
島；台湾、アメリカ西海岸、地中海

70 ｶｷﾞｹﾉﾘ
本州太平洋岸中・南部、九州、南西諸島；朝鮮半島、台湾、太平洋熱帯
域、Austraria、紅海

71 ｲｿﾀﾞﾝﾂｳ 北海道、本州、九州、南西諸島；朝鮮半島、インド洋、大西洋

72 ﾅﾐｲﾜﾀｹ 本州太平洋岸南部、九州、南西諸島

73 ﾋﾋﾞﾛｳﾄﾞ 本州太平洋岸中・南部、瀬戸内海、九州；朝鮮半島

74 ﾌｲﾘｸﾞｻ 伊豆諸島、本州太平洋岸南部、九州西岸、南西諸島；インド洋

75 ｲﾊﾞﾗﾉﾘ
本州中・南部、四国、九州、南西諸島；朝鮮半島、中国、台湾、
Philippines,Malaysia、Indonesia、インド洋

76 ｺｹｲﾊﾞﾗ
九州南部、南西諸島；台湾、Vietnam、Philippines、Malaysia、アメリ
カ西岸、インド洋

77 ﾐｱﾅｸﾞｻの一変種

78 ﾆｸﾎｳﾉｵ 伊豆諸島、本州太平洋岸南部

79 ﾕﾐｶﾞﾀｵｺﾞﾉﾘ
本州太平洋岸南部、四国、南西諸島；朝鮮半島、台湾、中国、
Philippines、インド洋

80 ﾓｻｵｺﾞﾉﾘ 南西諸島；台湾、中国、Philippines、Micronesia、Polynesia

81 ﾌｼｸﾚﾉﾘ 南西諸島；中国、Philippines、太平洋熱帯域

82 ｶｲﾒﾝｿｳ
本州太平洋岸南部、九州、南西諸島；台湾、中国南部、Philippines、
Indonesia、インド洋

83 ﾊﾅｶﾞｻﾈ 伊豆諸島

84 ｳﾌﾞｹﾞｸﾞｻ
本州、四国、九州、南西諸島；朝鮮半島、中国、Philippines、太平
洋、インド洋、地中海、大西洋

85 ｹﾌﾞｶﾀﾞｼﾞｱ 本州北部、瀬戸内海；Austraria、インド洋

86 ﾄｹﾞﾉﾘ 本州太平洋岸南部、四国、九州、南西諸島；Philippines、大西洋

87 ｺｹﾓﾄﾞｷ 四国、九州、南西諸島；太平洋熱帯域、Austraria、大西洋

88 ﾏｸﾘ 本州太平洋岸南部、四国、九州、南西諸島；太平洋熱帯域、大西洋

89 ｼﾞｬﾊﾞﾗﾉﾘ 本州、四国、九州、南西諸島；朝鮮半島、紅海

90 ｲﾄｸｽﾞｸﾞｻ 本州太平洋岸中・南部、南西諸島；太平洋熱帯域、Austraria

91 種子植物ｺｱﾏﾓ 日本各地沿岸、アジア、ヨーロッパ、アフリカ

92 ﾍﾞﾆｱﾏﾓ 南西諸島、シナ海、マレー諸島、インド洋

93 ﾘｭｳｷｭｳｱﾏﾓ 南西諸島、シナ海、マレー諸島、インド洋、紅海

94 ﾏﾂﾊﾞｳﾐｼﾞｸﾞｻ 南西諸島、シナ海、マレー諸島、Polynesia、Austraria

95 ｳﾐｼﾞｸﾞｻ 南西諸島、シナ海、マレー諸島、Austraria、インド洋、紅海

96 ﾎﾞｳﾊﾞｱﾏﾓ
南西諸島、シナ海、マレー諸島、Polynesia、Austraria、インド洋、紅
海

97 ｳﾐﾋﾙﾓ
太平洋沿岸中・南部、瀬戸内海、九州、日本海岸石川県以南、南西諸
島、マレー諸島、Polynesia、Austraria、インド洋

98 ﾋﾒｳﾐﾋﾙﾓ

99 ﾘｭｳｷｭｳｽｶﾞﾓ
南西諸島、シナ海、マレー諸島、Polynesia、Austoraria、インド洋、
紅海

＜主な参考文献＞（分布域について）
新日本海藻誌　（吉田忠生著、1998、内田老鶴舗）
海藻　（本間三郎編、1976、学習研究社）
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表 2-3(1)　　底生生物出現種一覧

門 和名 生息分布域 備　考

1 軟体動物 ｳｽﾋｻﾞﾗｶﾞｲ 北海道南部から日本全国、台湾まで。

2 ｷｸﾉﾊﾅﾋｻﾞﾗｶﾞｲ 奄美諸島から八重山諸島、台湾

3 ｵﾆﾋｻﾞﾗｶﾞｲ 奄美大島以南から北オーストラリア。

4 ﾔｼﾞﾘｽｶｼｶﾞｲ 奄美諸島以南～熱帯太平洋

5 ﾋﾒｺｻﾞﾗｶﾞｲ

6 ｸﾙﾏﾁｸﾞｻｶﾞｲ 本州南部太平洋岸から奄美諸島、沖縄諸島。

7 ｵｵｱｼﾔｶﾞｲ 奄美諸島、沖縄諸島から台湾。

8 ｵｷﾅﾜｲｼﾀﾞﾀﾐｶﾞｲ 本州南部太平洋岸から奄美諸島、沖縄諸島をへて熱帯西太平洋域。

9 ｷﾞﾝﾀｶﾊﾏｶﾞｲ 本州南部太平洋岸から熱帯太平洋域。

10 ﾆｼｷｳｽﾞｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯西太平洋域。

11 ﾋﾒｱﾜﾋﾞ 本州中部以南、奄美諸島、沖縄諸島、台湾。

12 ｶﾝｷﾞｸｶﾞｲ 奄美大島以南。

13 ｶﾉｺｶﾞｲ 奄美諸島、沖縄諸島以南。

14 ｱﾏｵﾌﾞﾈｶﾞｲ 房総半島以南、熱帯西太平洋域。

15 ﾋﾒｲｼﾀﾞﾀﾐｱﾏｵﾌﾞﾈｶﾞｲ 八丈島・奄美諸島以南

16 ｷﾊﾞｱﾏｶﾞｲ 奄美諸島以南の熱帯西太平洋域。

17 ﾏﾙｱﾏｵﾌﾞﾈｶﾞｲ 奄美諸島以南の熱帯西太平洋域。

18 ｱﾗｽｼﾞｱﾏｶﾞｲ 沖縄諸島以南、熱帯西太平洋域。

19 ｺｼﾀﾞｶｱﾏｶﾞｲ 奄美諸島以南、熱帯西太平洋域。

20 ﾀｲﾜﾝﾀﾏｷﾋﾞｶﾞｲ 相模湾以南の太平洋側、台湾、フィリピン。

21 ﾋﾒｳｽﾞﾗﾀﾏｷﾋﾞｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド・西太平洋

22 ｺｳﾀﾞｶﾀﾏｷﾋﾞｶﾞｲ 奄美大島・八丈島以南。

23 ｳｽﾞﾗﾀﾏｷﾋﾞｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド-西太平洋域。

24 ﾎｿｽｼﾞｳｽﾞﾗﾀﾏｷﾋﾞｶﾞｲ 紀伊半島以南。

25 ｲﾎﾞﾀﾏｷﾋﾞｶﾞｲ 房総半島以南、インド-西太平洋域。

26 ﾘｭｳｷｭｳﾍﾋﾞｶﾞｲ 奄美諸島から沖縄

27 ｺﾞﾏﾌﾆﾅ 房総半島以南、インド-西太平洋域。

28 ﾘｭｳｷｭｳｳﾐﾆﾅ 西九州、奄美諸島から南西諸島

29 ｲﾎﾞｳﾐﾆﾅ 北海道南部以南の日本各地から西太平洋全域。

30 ｲﾄｶｹﾍﾅﾀﾘｶﾞｲ 奄美大島以南の西太平洋全域。

31 ﾍﾅﾀﾘｶﾞｲ 房総半島以南、インド-西太平洋域。

32 ｶﾜｱｲｶﾞｲ 本州から九州、東南アジア。

33 ｺｵﾆﾉﾂﾉｶﾞｲ 紀伊半島以南。

34 ｵﾆﾉﾂﾉｶﾞｲ 奄美大島以南。

35 ﾎｿｶﾀｶﾆﾓﾘｶﾞｲ 奄美大島以南の熱帯インド・西太平洋

36 ｳﾐﾆﾅｶﾆﾓﾘｶﾞｲ 沖縄諸島以南の熱帯インド・西太平洋

37 ｸﾜﾉﾐｶﾆﾓﾘｶﾞｲ 奄美大島以南。

38 ｺｹﾞﾂﾉﾌﾞｴｶﾞｲ 紀伊半島以南。

39 ｶﾔﾉﾐｶﾆﾓﾘｶﾞｲ 房総半島以南の日本各地、台湾まで。

40 ﾋﾒｸﾜﾉﾐｶﾆﾓﾘｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯インド・西太平洋

41 ｺﾞﾏﾌｶﾆﾓﾘ 紀伊半島、インド・西太平洋

42 ﾑｶｼﾀﾓﾄｶﾞｲ 房総半島以南、熱帯西太平洋域。

43 ｵﾊｸﾞﾛｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯太平洋。

44 ﾏｶﾞｷｶﾞｲ 房総半島以南、熱帯太平洋。

45 ﾘｽｶﾞｲ 奄美大島以南。

46 ﾎｳｼｭﾉﾀﾏｶﾞｲ 房総半島以南、熱帯太平洋。

47 ｺﾊｸﾀﾞﾏｶﾞｲ 奄美大島以南。

48 ｱﾗｺﾞﾏﾌﾀﾞﾏｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯太平洋。

49 ｼﾛﾍｿｱｷﾄﾐｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド・西太平洋

50 ﾎｼﾀﾞｶﾗｶﾞｲ 紀伊半島以南のインド-西太平洋域。



30

表 2-3(2)　　底生生物出現種一覧

門 和名 生息分布域 備　考

51 軟体動物 ｺﾓﾝﾀﾞｶﾗｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

52 ﾅﾂﾒﾀﾞｶﾗｶﾞｲﾓﾄﾞｷ 紀伊半島以南、北オーストラリア。

53 ﾔｸｼﾏﾀﾞｶﾗｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

54 ﾊﾅﾋﾞﾗﾀﾞｶﾗｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

55 ｷｲﾛﾀﾞｶﾗｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

56 ﾎｼｷﾇﾀｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

57 ﾊﾅﾏﾙﾕｷﾀﾞｶﾗｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

58 ｼﾛｼﾉﾏｷｶﾞｲ 山口県以南の熱帯インド・太平洋、西太平洋

59 ｼﾉﾏｷﾎﾞﾗ 紀伊半島、八丈島および山口県以南、熱帯インド・太平洋

60 ｼｵﾎﾞﾗ 紀伊半島・伊豆諸島以南。

61 ｻﾂﾏﾎﾞﾗ 紀伊半島・八丈島以南。

62 ｵｷﾆｼ 房総半島以南、インド-西太平洋域。

63 ｶﾞﾝｾﾞｷﾎﾞﾗ 房総半島以南、熱帯インド-太平洋域。

64 ｺｶﾞﾝｾﾞｷﾎﾞﾗ 相模湾以南、西太平洋。

65 ﾖｳﾗｸﾚｲｼｶﾞｲﾀﾞﾏｼ 南西諸島以南、熱帯インド-太平洋域。

66 ﾚｲｼｶﾞｲﾀﾞﾏｼﾓﾄﾞｷ 房総半島以南、熱帯インド-太平洋域。

67 ｱｶｲｶﾞﾚｲｼｶﾞｲ 伊豆半島以南、熱帯インド-太平洋域。

68 ｳﾈｼﾛﾚｲｼｶﾞｲﾀﾞﾏｼ 伊豆諸島以南、熱帯インド-太平洋域。

69 ﾚｲｼｶﾞｲﾀﾞﾏｼ 伊豆諸島以南、熱帯インド-太平洋域。

70 ﾌﾄｺﾛｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

71 ﾑｼｴﾋﾞｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

72 ｲﾎﾞﾖﾌﾊﾞｲ 奄美諸島以南、熱帯インド・太平洋

73 ｱﾜﾑｼﾛｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯太平洋

74 ﾋﾒｵﾘｲﾚﾑｼﾛｶﾞｲ 奄美諸島以南、熱帯インド・西太平洋

75 ﾄｹﾞﾑｼﾛｶﾞｲ 沖縄諸島以南。

76 ｱﾂﾑｼﾛｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯インド･太平洋

77 ｶﾆﾉﾃﾑｼﾛｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド-太平洋域。

78 ﾂﾔﾖﾌﾊﾞｲ 奄美諸島以南、熱帯西太平洋

79 ｼｲﾉﾐﾖﾌﾊﾞｲ 房総半島以南、熱帯インド・西太平洋

80 ﾍﾞｯｺｳﾊﾞｲ 紀伊半島以南、西太平洋。

81 ｼﾏﾍﾞｯｺｳﾊﾞｲ 伊豆諸島以南、西太平洋。

82 ﾎﾗﾀﾞﾏｼ 紀伊半島以南

83 ﾎｿｶｺﾞﾒﾍﾞｯｺｳﾊﾞｲ

84 ﾉｼｶﾞｲ 伊豆半島以南。

85 ﾁﾄｾﾎﾞﾗ 伊豆半島以南。

86 ｲﾄﾏｷﾎﾞﾗ 紀伊半島以南、西太平洋。

87 ｷﾊﾞﾌﾃﾞｶﾞｲ 奄美大島以南。

88 ﾐﾀﾞﾚｼﾏﾔﾀﾃｶﾞｲ 紀伊半島・伊豆諸島以南。

89 ｺｼﾏﾔﾀﾃｶﾞｲ 奄美諸島以南。

90 ﾐﾉﾑｼｶﾞｲ 奄美諸島以南。

91 ｺｵﾆｺﾌﾞｼｶﾞｲ 紀伊半島以南。

92 ﾋﾒﾓﾓｲﾛﾌﾀﾅｼｼｬｼﾞｸｶﾞｲ 紀伊半島以南。

93 ｸﾀﾞﾎﾞﾗ 奄美諸島以南、熱帯インド・西太平洋

94 ｱｼﾞﾛｲﾓｶﾞｲ 九州南部以南、インド-太平洋域。

95 ｺﾞﾏﾌｲﾓｶﾞｲ 八丈島・四国以南、インド-太平洋域。

96 ｻﾗｻﾐﾅｼｶﾞｲ 八丈島・紀伊半島以南、インド-太平洋域。

97 ｶﾊﾞﾐﾅｼｶﾞｲ 八丈島・紀伊半島以南、インド-太平洋域。

98 ﾂﾔｲﾓｶﾞｲ 四国以南、インド-太平洋域。

99 ｲﾎﾞｼﾏｲﾓｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

100 ｼﾞｭｽﾞｶｹｻﾔｶﾞﾀｲﾓｶﾞｲ 八丈島・紀伊半島以南、インド-太平洋域。
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表 2-3(3)　　底生生物出現種一覧

門 和名 生息分布域 備　考

101 軟体動物 ﾏﾀﾞﾗｲﾓｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド-太平洋域。

102 ｻﾔｶﾞﾀｲﾓｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

103 ﾑｼﾛﾀｹｶﾞｲ 九州以南。

104 ｵｵｸﾁｷﾚｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯インド･西太平洋

105 ｵｵｼｲﾉﾐｸﾁｷﾚｶﾞｲ 房総半島以南、熱帯西太平洋

106 ｼﾞｬﾉﾒｱﾒﾌﾗｼ 房総半島・佐渡島以南、熱帯海域に普通

107 ｶｼﾉﾒｶﾞｲ 紀伊半島以南。

108 ﾋｹﾞﾏｷｼｲﾉﾐﾐﾐｶﾞｲ 三浦半島から中国南部

109 ﾇﾉﾒﾊﾏｼｲﾉﾐｶﾞｲ 奄美諸島以南、熱帯インド・西太平洋

110 ﾁﾋﾞﾊﾏｼｲﾉﾐｶﾞｲ 沖縄諸島以南、熱帯西太平洋

111 ｺｳﾀﾞｶｶﾗﾏﾂｶﾞｲ 紀伊半島以南。

112 ﾘｭｳｷｭｳｻﾙﾎﾞｳｶﾞｲ 奄美諸島以南、インド-西太平洋域。

113 ﾌﾈｶﾞｲ 北海道をのぞく日本各地からインド-西太平洋域。

114 ﾜｼﾉﾊｶﾞｲ 房総半島以南、インド-西太平洋域。

115 ﾍﾞﾆｴｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド-西太平洋域。

116 ｴｶﾞｲ 房総半島以南、熱帯太平洋。

117 ｶﾘｶﾞﾈｴｶﾞｲ 北海道南部以南の日本全国、中国大陸の浙江省から海南東。

118 ｿﾒﾜｹｸﾞﾘｶﾞｲ 高知県以南の熱帯太平洋。

119 ｳﾁﾜｶﾞｲ 奄美諸島以南、フィリピン、インドネシア。

120 ﾇﾘﾏｸﾗｶﾞｲ 紀伊半島･能登半島以南、インド・西太平洋

121 ﾋﾊﾞﾘｶﾞｲﾓﾄﾞｷ 房総半島以南、台湾、東南アジア。

122 ｸﾛｼｷﾞﾉﾊｼｶﾞｲ 紀伊半島から九州、東南アジア、ミクロネシア。

123 ﾘｭｳｷｭｳﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯インド・西太平洋

124 ｻｻﾞﾅﾐﾏｸﾗｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯インド・西太平洋

125 ﾎｿｽｼﾞﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ 奄美諸島以南、熱帯インド・西太平洋

126 ｸｼﾞｬｸｶﾞｲ 房総半島以南、インド-西太平洋域。

127 ﾊﾎﾞｳｷｶﾞｲ 房総半島以南、インド-西太平洋域。

128 ｲﾜｶﾜﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド-西太平洋域。

129 ｱｺﾔｶﾞｲ 房総半島から九州、日本海。

130 ｸﾛﾁｮｳｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド-西太平洋域。

131 ｼｭﾓｸｱｵﾘｶﾞｲ 房総半島以南の熱帯インド・西太平洋

132 ｼﾛｱｵﾘｶﾞｲ 房総半島以南、インド-西太平洋域。

133 ﾍﾘﾄﾘｱｵﾘｶﾞｲ 四国以南、熱帯西太平洋。

134 ｶｲｼｱｵﾘｶﾞｲ 房総半島以南の熱帯西太平洋

135 ﾆﾜﾄﾘｶﾞｷ 奄美群島以南の熱帯インド・西太平洋

136 ｼﾛｽｼﾞﾅﾃﾞｼｺｶﾞｲ 奄美群島以南の西太平洋

137 ﾘｭｳｷｭｳﾅﾃﾞｼｺ 紀伊半島以南の熱帯インド・西太平洋

138 ﾘｭｳｷｭｳｵｳｷﾞｶﾞｲ 奄美群島以南の熱帯インド・西太平洋

139 ｳﾐｷﾞｸｶﾞｲ 房総半島以南、九州、東南アジア。

140 ﾐﾋｶﾘﾒﾝｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯西太平洋。

141 ﾒﾝｶﾞｲ 紀伊半島以南の熱帯インド・西太平洋

142 ﾐﾀﾞﾚﾊﾈｶﾞｲ 奄美諸島以南のインド-太平洋域。

143 ﾐﾉｶﾞｲ 房総半島以南のインド-太平洋域。

144 ｵｵﾕｷﾐﾉｶﾞｲ 房総半島以南の熱帯インド・西太平洋

145 ﾏｶﾞｷ 北海道から九州、朝鮮半島、沿海州、中国大陸沿岸。

146 ｵﾊｸﾞﾛｶﾞｷ 紀伊半島以南のインド-太平洋域。

147 ｶﾌﾞﾗﾂｷｶﾞｲ 紀伊半島以南、東南アジア

148 ｳﾗｷﾂｷｶﾞｲ 紀伊半島以南のインド-太平洋域。

149 ﾋﾒﾂｷｶﾞｲ 紀伊半島以南、ハワイをふくむインド-太平洋域。

150 ｳﾒﾉﾊﾅｶﾞｲ 北海道南部から九州、台湾。
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表 2-3(4)　　底生生物出現種一覧

門 和名 生息分布域 備　考

151 軟体動物 ﾁﾁﾞﾐｳﾒﾉﾊﾅｶﾞｲ 房総半島以南、九州、台湾。

152 ｶｺﾞｶﾞｲ 奄美諸島以南の熱帯太平洋。

153 ﾋﾚｲﾝｺｶﾞｲ 奄美諸島以南のインド-太平洋域。

154 ｸﾛﾌﾄﾏﾔｶﾞｲ 紀伊半島以南のインド-太平洋域。

155 ﾘｭｳｷｭｳｱｵｲｶﾞｲ 奄美大島以南のインド-太平洋域。

156 ｵｵﾋｼｶﾞｲ 奄美諸島以南のインド-太平洋域。

157 ｵｷﾅﾜﾋｼｶﾞｲ 奄美群島以南

158 ｶﾜﾗｶﾞｲ 四国以南のインド-太平洋域。

159 ｴﾏｲﾎﾞﾀﾝｶﾞｲ 房総半島以南のインド-太平洋域。

160 ﾊｰﾄｶﾞｲ 奄美群島以南

161 ｷﾇﾋｼｶﾞｲ 四国以南、東南アジア、北オーストラリア

162 ｲﾚｽﾞﾐｻﾞﾙｶﾞｲ 奄美群島からフィリピン

163 ﾘｭｳｷｭｳｻﾞﾙｶﾞｲ 奄美諸島以南、台湾、東南アジア、北オーストラリア。

164 ｲｿﾊﾏｸﾞﾘ 房総半島以南、インド-太平洋域。

165 ﾀﾏﾏｷｶﾞｲ 奄美諸島から北オーストラリア

166 ﾘｭｳｷｭｳｱﾘｿｶﾞｲ

167 ﾘｭｳｷｭｳﾊﾞｶｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド-太平洋域。

168 ﾕｷｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド-太平洋域。

169 ﾘｭｳｷｭｳﾅﾐﾉｺｶﾞｲ 奄美諸島以南、インド-太平洋域。

170 ﾋﾗｾｻﾞｸﾗｶﾞｲ 紀伊半島以南、フィリピン、ニューカレドニア

171 ｼﾎﾞﾘｻﾞｸﾗｶﾞｲ 房総半島以南、ニューカレドニア

172 ﾊｽﾒｻﾞｸﾗｶﾞｲ

173 ｲﾁｮｳｼﾗﾄﾘｶﾞｲ
房総半島以南、朝鮮半島、中国大陸沿岸、東南アジア、北オーストラリア、メラネシ
ア、インド洋。

174 ｳﾈｲﾁｮｳｼﾗﾄﾘｶﾞｲ

175 ﾀﾞｲﾐｮｳｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯太平洋。

176 ﾘｭｳｷｭｳｼﾗﾄﾘｶﾞｲ 紀伊半島以南、インド-太平洋域。

177 ﾍﾗｻｷﾞｶﾞｲ

178 ﾋﾒﾆｯｺｳｶﾞｲ 紀伊半島以南、トンガ、マダガスカル

179 ﾆｯｺｳｶﾞｲ 奄美諸島以南、インド-太平洋域。

180 ｻﾒｻﾞﾗｶﾞｲﾓﾄﾞｷ 紀伊半島以南、九州、中国大陸南岸、東南アジア。

181 ﾘｭｳｷｭｳﾏｽｵｶﾞｲ 相模湾以南、インド-太平洋域。

182 Soletellina petalina

183 ﾊﾞﾗﾌﾏﾃｶﾞｲ 房総半島以南、九州、東南アジア、インド洋。

184 ﾀｶﾞｿﾃﾞｶﾞｲﾓﾄﾞｷ 房総半島以南、台湾、東南アジア、北オーストラリア、インド洋。

185 ｵｲﾉｶｶﾞﾐｶﾞｲ 奄美諸島以南、熱帯太平洋。

186 ｼﾗｵｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

187 ｵｷｼｼﾞﾐ 房総半島以南、朝鮮半島、中国。

188 ｲﾅﾐｶﾞｲ 房総半島以南

189 ﾎｿｽｼﾞｲﾅﾐｶﾞｲ 紀伊半島からインド洋

190 ｱﾗｽｼﾞｹﾏﾝｶﾞｲ 奄美諸島以南、インド-太平洋域。

191 ｶﾉｺｱｻﾘ 房総半島以南、インド-太平洋域。

192 ｽﾀﾞﾚﾊﾏｸﾞﾘ 奄美大島以南、東南アジア。

193 ｻﾗｻｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯西太平洋。

194 ﾇﾉﾒｶﾞｲ 紀伊半島以南、熱帯西太平洋。

195 ｵﾐﾅｴｼﾊﾏｸﾞﾘ

196 ﾕｳｶｹﾞﾊﾏｸﾞﾘ 奄美諸島以南、中国大陸南岸、東南アジア。

197 ｲｵｳﾊﾏｸﾞﾘ 房総半島から台湾、中国大陸沿岸。

198 ﾋﾒｱｻﾘ 相模湾以南、インド-太平洋域。

199 ﾋﾒﾘｭｳｷｭｳｱｻﾘ 奄美群島から台湾

200 ﾘｭｳｷｭｳｱｻﾘ 奄美諸島以南、インド-太平洋域。
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表 2-3(5)　　底生生物出現種一覧

門 和名 生息分布域 備　考

201 軟体動物 ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ 房総半島以南、インド-太平洋域。

202 ﾁﾘﾒﾝｶﾉｺｱｻﾘ 房総半島、能登半島以南

203 ﾊﾅｸﾞﾓﾘｶﾞｲ 東京湾以南、九州、朝鮮半島。

204 ﾂｸｴｶﾞｲ 伊豆半島以南、インド-西太平洋域。

205 ﾆｵｶﾞｲ 北海道以南、九州、東南アジア、インド洋。

206 ｽｽﾞｶﾞｲ 房総半島以南、インド-西太平洋域。

207 環形動物 ｺﾌﾞﾂｷｳﾛｺﾑｼ 本州中部以南、インド洋～西太平洋

208 ｺﾞｶｲ 日本全国、中国

209 ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ 本州以南、世界共通種

210 Perinereis nuntia v.vallata

211 ﾊﾅｵﾚｳﾐｹﾑｼ 本州南部以南、世界中の暖海

212 ｲﾜﾑｼ 日本全国、世界共通種

213 Lumbrineris heteropoda

214 ｱｶﾑｼ 本州中部、瀬戸内海、日本固有種

215 ﾁﾘﾒﾝｲﾄｺﾞｶｲ 本州中部以南、インド洋～西太平洋、地中海

216 ﾁﾝﾁﾛﾌｻｺﾞｶｲ 本州中部以南～インドシナ

217 ｶﾜﾘﾌｻｺﾞｶｲ 四国～八重山、オーストラリア

218 星口動物 ｽｼﾞﾎｼﾑｼﾓﾄﾞｷ 暖水性の広分布種

219 ｽｼﾞﾎｼﾑｼ 暖水生の汎世界種

220 ｼﾛｽｼﾞﾎｼﾑｼ 奄美以南～インド-西太平洋

221 ﾈｯﾀｲｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ 環熱帯で普通種、日本では和歌山、伊豆および種子島以南

222 ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ 日本全国、インド-太平洋海域

223 ﾐﾅﾐﾀﾃﾎｼﾑｼ 環熱帯に分布、日本では種子島以南

224 節足動物 ﾐﾅﾐｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ

225 ﾀｲﾜﾝｸﾛﾌｼﾞﾂﾎﾞ 本州中部以南

226 ﾐﾅﾐｸﾛﾌｼﾞﾂﾎﾞ 本州中部以南

227 ｼﾛｽｼﾞﾌｼﾞﾂﾎﾞ 本州以南

228 ﾀﾃｼﾞﾏﾌｼﾞﾂﾎﾞ 本州以南

229 ﾌﾄﾐｿﾞｴﾋﾞ

230 ｽﾈﾅｶﾞｴﾋﾞ

231 ｱｶﾎｼｶｸﾚｴﾋﾞ インド-西太平洋に広く分布

232 ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ 香港から北海道忍路湾、ピョートル大帝湾

233 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ -

234 ｲｿﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ 日本が基産地、東地中海、紅海、インド-西太平洋

235 ｱｼﾎﾞｿﾖｺｼﾏﾑﾗｻｷｴﾋﾞ 紅海、アフリカ東岸～ニューカレドニア、日本では紀伊半島以南

236 ﾌｼｳﾃﾞｻﾝｺﾞﾓｴﾋﾞ 本州、四国の太平洋岸から奄美大島、沖縄諸島

237 ﾔﾊｽﾞｱﾅｴﾋﾞ

238 ﾊｻﾐｼｬｺｴﾋﾞ 関東以南

239 ﾆﾎﾝｽﾅﾓｸﾞﾘ 日本の温帯域

240 ｽﾍﾞｽﾍﾞｻﾝｺﾞﾔﾄﾞｶﾘ 房総半島以南の熱帯西太平洋、インド洋

241 ﾂﾏｼﾞﾛｻﾝｺﾞﾔﾄﾞｶﾘ -

242 ｱｶﾂﾒｻﾝｺﾞﾔﾄﾞｶﾘ 熱帯西太平洋

243 ｻﾝｺﾞﾖｺﾊﾞｻﾐ 薩南諸島以南の熱帯西太平洋、インド洋

244 ﾏﾀﾞﾗﾖｺﾊﾞｻﾐ 沖縄諸島以南の熱帯太平洋

245 ﾂﾒﾅｶﾞﾖｺﾊﾞｻﾐ 日本の暖温帯から熱帯西太平洋およびインド洋

246 ﾀﾃｼﾞﾏﾖｺﾊﾞｻﾐ 熱帯西太平洋

247 ｵｲﾗﾝﾔﾄﾞｶﾘ 紀伊半島以南の熱帯西太平洋とインド洋

248 ｺﾓﾝﾔﾄﾞｶﾘ 紀伊半島以南の熱帯西太平洋とインド洋

249 ｿﾒﾝﾔﾄﾞｶﾘ 相模湾以南の熱帯西太平洋

250 ﾅｷｵｶﾔﾄﾞｶﾘ 本州中部以南、インド洋-西太平洋
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表 2-3(6)　　底生生物出現種一覧

門 和名 生息分布域 備　考

251節足動物ﾕﾋﾞﾅｶﾞﾎﾝﾔﾄﾞｶﾘ 日本の温帯域

252 ｱｶﾎﾞｼｶﾆﾀﾞﾏｼ 紀伊半島以南の熱帯西太平洋

253 ｽﾅﾎﾘｶﾞﾆ 相模湾以南の熱帯西太平洋

254 ｻｶﾞﾐｺﾌﾞｼ 日本特産。相模湾、大阪湾、島原半島沿岸。

255 ｲﾎﾞﾂﾌﾞｺﾌﾞｼ
奄美大島、与論島。インド-太平洋の熱帯水域、ハワイ、サンドウィッチ諸島からニューカレドニア、アンボ
イナ、テルナテ、モーリシャス、紅海。

256 ｼﾜｶﾙｲｼｺﾌﾞｼ 鹿児島湾、長崎、沖縄（原記載地）。タイ、南ベトナム、ニューカレドニア、クリスマス島など。

257 ｿﾃﾞｶﾗｯﾊﾟ
三崎以南奄美・八重山諸島。熱帯インド-太平洋、ハワイ、サンドイッチ諸島からタヒチ、インドネシア、イ
ンド、紅海、アフリカ東岸。

258 ｺﾓﾝｶﾞﾆ 相模湾、土佐湾、与論島、石垣島。ポリネシアから東南アジア、オーストラリア、インドから紅海まで。

259 ｷﾝｾﾝｶﾞﾆ
房総半島沿岸から九州、沖縄。韓国、中国、アジア南岸からオーストラリア、インド、紅海、アフリカ南岸
まで。

260 ｲｯｶｸｶﾞﾆ
房総から九州、沖縄まで。インド-太平洋、ハワイ、中部太平洋からオーストラリア、インド、紅海、東アフ
リカまで。

261 ｺﾜﾀｸｽﾞｶﾞﾆ 東京湾から沖縄まで。極東、中部太平洋からインド、紅海、アフリカ東岸まで。

262 ｵｷﾅﾋｼｶﾞﾆ
八重山諸島・石垣島川平。インド-太平洋ではハワイ、タヒチ、オーストラリアからシンガポール、セイロ
ン、インド沿岸、紅海、マダガスカル。

263 ﾀｲﾖｳﾋｼｶﾞﾆ
鹿児島湾、奄美大島、与論島、竹富島。済州島、フィリピン、サモア、ニューカレドニア、トレス、オース
トラリアからインド、セイロン、紅海、ザンジバルまで。

264 ﾀﾏﾋｹﾞｶﾞﾆ 相模湾、伊勢湾、長崎。セレベス、シンガポール、セイロン、クインスランドなど。

265 ﾂﾉﾋﾒｶﾞｻﾞﾐ 奄美諸島の与論島とマダガスカル島。

266 ﾀｲﾜﾝｶﾞｻﾞﾐ
相模湾から九州沖縄まで。鳥取、福井の沿岸域。フィリピン、タヒチ、オーストラリアからアフリカ東岸ま
で。

267 ﾌﾀﾊﾍﾞﾆﾂｹﾓﾄﾞｷ
土佐湾から奄美、沖縄各島八重山、小笠原諸島。熱帯インド-太平洋、ハワイ、タヒチからオーストラリア
（北部）、インド、紅海、アフリカ東岸まで。

268 ﾐﾅﾐﾍﾞﾆﾂｹｶﾞﾆ 奄美大島、与論島、石垣島、西表島。インド-太平洋、ハワイから紅海、アフリカ東岸。

269 ﾐﾅﾐﾍﾞﾆﾂｹﾓﾄﾞｷ 紀伊半島（御坊町海岸）、与論島、石垣島。ホンコンから北部オーストラリア、アフリカ東岸まで。

270 ﾋﾒﾌﾀﾊﾍﾞﾆﾂｹｶﾞﾆ
奄美大島、与論島および小笠原諸島、熱帯インド-太平洋、ハワイ、タヒチ、オーストラリア、インド沿岸、
紅海、マダガスカル島、アフリカ東岸。

271 ｳﾃﾞﾄｹﾞﾍﾞﾆﾂｹｶﾞﾆ

272 ｴﾘｱｼｱﾜﾂﾌﾞｶﾞﾆ
鹿児島湾、与論島、石垣島、竹富島。ニューギニア、サモア、フィジー、タヒチ、テルナテ、ニューカレド
ニア、アンダマン、ラッカディブ、紅海、アフリカ東岸。

273 ﾋﾞﾛｳﾄﾞｱﾜﾂﾌﾞｶﾞﾆ
鹿児島湾、奄美大島、与論島、石垣島、小笠原諸島。台湾、ホンコン、ハワイ、ポリネシア、インド洋諸水
域から紅海、アフリカ東岸。

274 ｽｴﾋﾛｲﾎﾞﾃｶﾞﾆ 東京湾から鹿児島、長崎、奄美諸島まで。タヒチ、オーストラリア、インド、紅海、アフリカ南岸。

275 ｽﾍﾞｽﾍﾞﾏﾝｼﾞｭｳｶﾞﾆ 房総半島から沖縄まで。インド-太平洋、中部太平洋から紅海、アフリカ東岸まで。

276 ﾎｼﾏﾝｼﾞｭｳｶﾞﾆ 東京湾沿岸から九州まで。ホンコン、フィリピン、インド、モーリシャス、ザンジバル。

277 ﾋﾒｲﾜｵｳｷﾞｶﾞﾆ
与論島、石垣島、竹富島、南北大東島、小笠原諸島。中部太平洋、タヒチ、ポリネシアからニューカレドニ
ア、インド洋各域、紅海、アフリカ東岸まで。

278 ｲﾜｵｳｷﾞｶﾞﾆ 与論島、石垣島、竹富島、北大東島、熱帯インド-太平洋、ハワイから紅海、アフリカ東岸まで。

279 ﾄｶﾞﾘﾋｽﾂﾞﾒｶﾞﾆ 相模湾から九州・沖縄まで。極東からインド、セイロン、紅海、アフリカ東岸。

280 ﾋﾒﾋﾂﾞﾒｶﾞﾆ 与論島、石垣島、竹富島。インド-太平洋、ハワイ、クインスランド、インド、紅海、アフリカ東岸。

281 ﾋﾂﾞﾒｶﾞﾆ 房総半島沿岸から九州・沖縄まで。インド-太平洋、ハワイからインド洋諸水域、紅海、アフリカ東岸。

282 ｽﾍﾞｽﾍﾞｹﾌﾞｶｶﾞﾆ
与論島、石垣島（川平・大浜）、竹富島。スル海、アンボイナ、マレー諸島、トレス海峡、ニューカレドニ
ア、マルディヴ諸島。

283 ｵｳｷﾞｶﾞﾆ 房総半島以南沖縄。韓国、中国、インド-太平洋水域、ハワイから紅海、アフリカ東岸。

284 ﾑﾂﾊｵｳｷﾞｶﾞﾆ
三浦半島以南、四国、九州の沿岸から奄美、沖縄、小笠原。原記載地はモーリシャス諸島。ハワイから中
部・南部太平洋、インド洋から紅海、アフリカ東岸まで。

285 ﾄﾗﾉｵｶﾞﾆﾀﾞﾏｼ 相模湾-三浦半島沿岸、真鶴、伊豆下田、瀬戸白浜。

286 ﾋﾒｵｳｷﾞｶﾞﾆ
相模湾各域、下田（原記載地）から九州沿岸、奄美諸島、八重山諸島、小笠原諸島まで。台湾およびオース
トラリア。

287 ﾂﾌﾞﾋﾂﾞﾒｵｳｷﾞｶﾞﾆ 与論島、石垣島川平。アンボイナ島（原記載地）、バンダネイラ、マダガスカル島。

288 ﾄｹﾞｵｳｷﾞｶﾞﾆ
相模湾から奄美諸島まで。フィリピン、タイ国、マレー諸島、ニューギニア、ニューカレドニア、オースト
ラリア、フィジー、ケルマデックおよびアンダマン。

289 ｵｵｹﾌﾞｶﾓﾄﾞｷ
伊豆下田、土佐湾、鹿児島湾、石垣島。フィリピン、マレー、サモア、アンダマン、プュロエダム、アンル
ダブラ。

290 ｹﾌﾞｶｶﾞﾆ 相模湾沿岸から八重山諸島まで。ハワイからインド-太平洋、紅海、アフリカ南部まで。

291 ﾂﾌﾞﾋﾗｱｼｵｳｷﾞｶﾞﾆ
与論島、石垣島、竹富島。ハワイ、タヒチ、ニューカレドニア、オーストラリア、パラオ、サモア、アンボ
イナ、シンガポール、インド、マダガスカル、紅海からアフリカ東岸。

292 ｴﾘｱｼｵｳｷﾞｶﾞﾆ
宮崎沿岸、与論島、石垣島、小笠原諸島。クリスマス島、オーストラリア、メルギー諸島、アンダマン海、
紅海、アフリカ東岸。

293 ﾋﾒﾔﾏﾄｵｻｶﾞﾆ 和歌山、高知；台湾、中国、香港、韓国

294 ﾋﾒｶｸｵｻｶﾞﾆ 三浦半島剣崎、与論島。台湾南部、インドネシア、オーストラリア、マダガスカル、紅海、アフリカ東岸。

295 ﾐﾅﾐｵｻｶﾞﾆ 中城湾佐敷町；インド、タイ、インドネシア、マレーシア半島、南シナ海 沖縄島北限
296 ﾌﾀﾊｵｻｶﾞﾆ 沖縄、西表島、台湾紅頭嶼、マレーシア、インドネシア、オーストラリア、ハワイ。 沖縄島北限

297 ﾖｺｽｼﾞｵｻｶﾞﾆ 沖縄本島、石垣島、西表島。

298 ﾒﾅｶﾞｵｻｶﾞﾆ
伊豆下田、和歌山県沿岸、島原沿岸、能登半島。ハワイ、ココス・キーリング、オーストラリア（原記載
地）、タイ、シンガポール、スマトラ、インドなど。

299 ﾂﾉﾒｶﾞﾆ
東京湾、相模湾（渡部）、紀伊半島、鹿児島、奄美諸島、沖縄各島、小笠原諸島。インド-太平洋、ハワイか
らオーストラリア、紅海、アフリカ東岸南岸まで。

300 ｺﾒﾂｷｶﾞﾆ 北海道内浦湾、青森湾から沖縄八重山諸島まで。韓国黄海沿岸、北部中国、台湾。
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表 2-3(7)　　底生生物出現種一覧

門 和名 生息分布域 備　考

301 節足動物ﾂﾉﾒﾁｺﾞｶﾞﾆ 沖縄島、石垣島（吹通川）。台北、広東、廈門、ロンボック。 沖縄島北限

302 ﾍﾞﾆｼｵﾏﾈｷ
奄美諸島、沖縄島、八重山諸島、小笠原父島。フィリピン（原記載地）、マレーシア、中部および西部太平
洋。

303 ｵｷﾅﾜﾊｸｾﾝｼｵﾏﾈｷ
沖縄島、八重山諸島。フィリピン・東インド諸島・ニューギニア・ソロモン・フィジー・ニューヘブリデス
諸島沿岸。 沖縄島北限

304 ﾋﾒｼｵﾏﾈｷ 石垣島、西表島。台湾、パラオ、マレーシアなど。

305 ﾐﾅﾐｺﾒﾂｷｶﾞﾆ
奄美大島以南、石垣島、西表島まで。台湾、ホンコン、フィリピン、マレー、シンガポール、ニコバル、ア
ンダマン、ニューカレドニア、オーストラリア。

306 ﾋﾗｲｿｶﾞﾆ 北海道から沖縄南部まで。韓国、中国、台湾。

307 ﾀｲﾜﾝｱｼﾊﾗｶﾞﾆ 中国および台湾。

308 ﾊｼﾘｲﾜｶﾞﾆﾓﾄﾞｷ 石垣島川平、小笠原諸島。ハワイ、タヒチからマダガスカル、紅海、アフリカ東岸まで。

309 ﾋﾒﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ 相模湾、伊豆下田、紀伊長島、紀伊南部、瀬戸内海岡山県沿岸。

310 ｹﾌｻﾋﾗｲｿﾓﾄﾞｷ
八丈島洞輪沢、与論島、石垣島。インドネシア、ニューカレドニア（原記載地）、インド沿岸、マダガスカ
ル。

311 Scutumara enodis

312 ﾐﾅﾐﾋﾗｲｿﾓﾄﾞｷ 奄美大島および与論島。台湾、サモア、アテー、紅海。

313 ｵｵﾋﾗｲｿｶﾞﾆ 相模湾から沖縄八重山諸島まで。台湾、インド、マダガスカル、アフリカ東岸。

314 ﾌﾄﾕﾋﾞｼｬｺ 本州中部以南

315 ﾐﾂﾔﾏﾄｼﾞｵｼｬｺ 種子島

316 棘皮動物ﾏﾝｼﾞｭｳﾋﾄﾃﾞ 沖縄諸島以南

317 ｺﾌﾞﾋﾄﾃﾞ 沖縄諸島以南

318 ｳﾃﾞﾅｶﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ 房総半島以南、インド・西太平洋全域

319 ｺﾞﾏﾌｸﾓﾋﾄﾃﾞ 相模湾以南、インド-西太平洋全域

320 ｶﾞﾝｶﾞｾﾞ 房総半島・相模湾以南、インド・西太平洋

321 ｸﾛｳﾆ 紀伊半島以南、インド・西太平洋

322 ﾗｯﾊﾟｳﾆ 房総半島・相模湾、インド・西太平洋

323 ｼﾗﾋｹﾞｳﾆ 房総半島・相模湾以南、インド・西太平洋

324 ﾐﾅﾐﾖﾂｱﾅｶｼﾊﾟﾝ 奄美諸島以南、インド・西太平洋

325 ﾄｹﾞｸﾘｲﾛﾅﾏｺ 沖縄

326 ﾌﾀｽｼﾞﾅﾏｺ 沖縄

327 ﾁｽﾞﾅﾏｺ 奄美大島以南

328 ｸﾛﾅﾏｺ トカラ列島以南

329 ｱｶﾐｼｷﾘ 奄美大島以南

330 ﾘｭｳｷｭｳﾌｼﾞﾅﾏｺ 沖縄諸島

331 ﾄﾗﾌﾅﾏｺ 三浦半島以南

332 脊椎動物ｸﾘﾐﾐｽﾞｱﾅｺﾞ 琉球列島；タヒチ，インド・西部太平洋域

333 ﾁﾁﾌﾞﾓﾄﾞｷ 千葉県～西表島，小笠原諸島；台湾，西および南太平洋域

334 ﾃﾝｼﾞｸｶﾜｱﾅｺﾞ 静岡県，宮崎県～西表島；中国，台湾，インド・太平洋域

335 ｻｻﾞﾅﾐﾊｾﾞ 沖永良部島～西表島；中国，台湾，インド・太平洋

336 ﾋﾒﾊｾﾞ 北海道～西表島；朝鮮半島，中国，西太平洋域

337 ﾐﾅﾐﾋﾒﾊｾﾞ 南西諸島；台湾，インド，西および南太平洋域

338 ﾂﾑｷﾞﾊｾﾞ 琉球列島；中国，台湾，西および南太平洋

339 ｲｽﾞﾐﾊｾﾞ 上甑島，南西諸島

340 ｽﾅｺﾞﾊｾﾞ 南西諸島；中国，台湾，インド，西太平洋域

341 ﾏｻｺﾞﾊｾﾞ 宮城県から沖縄島；朝鮮半島

342 ｸﾓﾊｾﾞ 若狭湾，千葉県～与那国島；朝鮮半島，中国，台湾，紅海，インド・太平洋

343 ｸｻﾋﾞﾊｾﾞ 静岡県，伊豆大島，高知県，鹿児島県，男女群島，種子島～沖縄島；台湾，太平洋

344 ﾄﾋﾞﾊｾﾞ 東京湾～沖縄島；朝鮮半島，中国，台湾

345 ﾄｶｹﾞﾊｾﾞ 沖縄島；中国，台湾，パキスタン，インド，オーストラリア北西岸，西太平洋 沖縄島北限

346 ｸﾓｷﾞﾝﾎﾟ 北海道南部以南から九州南部；朝鮮半島南部，山東半島

347 ﾔｴﾔﾏｷﾞﾝﾎﾟ 琉球列島以南；インド・西部太平洋の熱帯域

＜主な参考文献＞（分布域について）
軟体動物： 決定版生物大図鑑（貝類）　（1996、世界文化社）

日本近海産貝類図鑑（奥谷喬司編著、2000、東海大学出版会）
環形動物、星口動物： 原色検索　日本海岸動物図鑑（西村三郎著、1995、保育社）
棘皮動物、節足動物： 日本産蟹類（酒井恒著、1976、講談社）

原色検索　日本海岸動物図鑑（西村三郎著、1995、保育社）
脊椎動物： 日本産魚類検索　第二版（中坊徹次編、2000、東海大学出版会）
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 ②特徴的な種の分布

希少性のある種のうち、クビレミドロは干潟区分Ⅳに分布し、トカゲハゼは区分Ⅲに分

布している。ミナミオサガニ、フタハオサガニ、ツノメチゴガニ、オキナワハクセンシオ

マネキといった希少性のあるカニ類、干潟に特徴的なミナミコメツキガニは、図 2-6（p.

23）に示した区分Ⅱ、Ⅳなどの岸寄りに分布している（図 2-8～10）。



37

図 2-8　　泡瀬地区周辺におけるクビレミドロの生育域

調査時期：平成 12 年３月
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図 2-9　　泡瀬地区周辺のトカゲハゼ生息域

調査時期：平成５年９月
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図 2-10　　泡瀬地区周辺のミナミコメツキガニ確認地点

調査時期：

平成８年２月、８月

平成 11 年 12 月～12 年４月、７月、８月、10 月

平成 13 年１月
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(2)魚類

干潟域と浅海域の魚類の出現種の生態からみると多様であり、泡瀬地区の海底地形、底質、

サンゴ、藻場の存在などの特性をよく表しているといえる（表 2-4、図 2-11）。

表 2-4　泡瀬地区の主な魚類

出現調査点 出現季節
魚名 1 2 春 夏 秋 冬 生態

アミアイゴ ○ ○ サンゴ礁域の浅所にある藻場にすむ（*2）。

インドヒメジ ○ ○
サンゴ礁域の砂礫底、海藻繁茂域にすむ
（*2）。

オオスジイシモチ ○ ○

紀伊半島以南の外洋に面した磯に普通にみら
れる。夜行性で、昼間は岩陰、洞穴に潜んで
いる。産卵期は初夏で、親魚が卵を口に入れ
て保護する（*1）。
沿岸の水深15m前後にすむ（*2）。

キンセンイシモチ ○ ○ 沿岸の岩礁域、サンゴ礁域にすむ（*2）。

クツワハゼ属 ○ ○ ○
クツワハゼ：水深3～20mのごろた岩の重なる
ような岩礁域の砂底にすむ（*2）。

クロサギ属 ○ ○ クロサギ科：沿岸の砂泥底にすむ（*2）。

スミゾメスズメダイ ○ ○ 琉球列島の河川や汽水域にみられる（*2）。

タカサゴ属 ○ ○
タカサゴ：沿岸の岩礁やサンゴ礁にすむ
（*1）。

ダンダラトラギス ○ ○ ○
内湾性で、水深10m前後の礁湖や、内湾のサ
ンゴの散在するような砂底に多い。

ナガサキスズメダイ ○ ○
水深5～30mの岩礁域やサンゴ礁域にすむ最も
普通種。雑食性で動物プランクトンや藻類を
食べる（*2）。

ハマクマノミ ○ ○
サンゴ礁域にすむ。イソギンチャクと共生す
る（*2）。

ハラスジベラ ○ ○ ○ 水深5m前後のサンゴ礁でみられる。幼魚は内
湾の礫底や藻場によくみられる（*2）。

ヒカリイシモチ ○ ○ 岩礁域、サンゴ礁域に分布する（*1）。

マエソ属 ○ ○

外湾から内湾の浅い海底にすむ。カタクチイ
ワシなどの小魚、エビ・タコ・イカなどを食
べる。昼間は砂の中に潜む（*1）。
マエソ：内湾性で100m以浅の砂泥底にすむ
（*2）。

ミヤコイシモチ ○ ○
内湾性。内湾の砂泥底にあるサンゴの中や、
周辺の藻場にすむ（*2）。

メガネスズメダイ ○ ○
水深10m以浅のサンゴ礁上にすむ。雑食性で
動物プランクトンや藻類を食べる（*2）。

ヤライイシモチ ○ ○ ○
サンゴ礁にすむ普通種。幼魚は内湾の浅所に
もみられる（*2）。

ヤライイシモチ属 ○ ○

ヨメヒメジ ○ ○

沿岸の岩礁域やサンゴ礁付近の砂底にすむ。
幼魚はない湾性の砂底、砂泥底にみられる
（*2）。
浅い海の岩礁と砂地の境に多くすむ。若魚は
なぎさのすぐ近くにいることもある（*1）。

キビナゴ属 ○ ○
キビナゴ：沖合や内湾の表層にすむ。小型の
エビ類を食べる。夏に内湾に入り産卵する。
卵は岩礁や表面に付く（*1）。

参考資料 1) 鈴木泰二(1983): 学研生物図鑑魚類

2) 益田一・小林安雅(1994): 日本産魚類生態大図鑑
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図 2-11　　泡瀬地区周辺の魚類調査地点

調査時期：

平成 12 年７月、平成 13 年１月
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(3)鳥類

鳥類の分布は満潮時と干潮時で異なり、満潮時には陸岸、特に通信施設周辺と比屋根湿

地から奥武岬にかけての陸岸付近に多くみられるが、干潮時には通信施設から奥武岬にか

けての干潟域に広く分布していた（図 2-12）。
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図 2-12(1)　　泡瀬地区周辺における干潟上の鳥類分布状況（満潮時）

調査時期：平成 12 年８月（夏季）、11 月（秋季）、平成 13 年２月（冬季）
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図 2-12(2)　　泡瀬地区周辺における干潟上の鳥類分布状況（干潮時）

調査時期：平成 12 年８月（夏季）、11 月（秋季）、平成 13 年２月（冬季）
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２．３ まとめ（生物生息機能について）

　(1)泡瀬地区の生物生息機能の特性

　(2)藻場について

　(3)干潟域について

　(4)鳥類生息について

○ 鳥類は、比屋根湿地と干潟域に多く分布している。

○ 埋立により比屋根湿地はほぼ現状で残され、干潟域についても大部分が残される

が、広さだけでなく機能にも注目する必要がある。

泡瀬地区は、干潟とその前面に広がる複雑な地形の浅海域から成っており、その環境の多様性

から、藻場、細砂質性干潟、泥質性干潟、礫質性干潟など、多様な生物生息場を有している（図

。

藻場は埋立により消滅する浅海域の主要な生物生息場である。このため、海草藻場の移植によ

る保全が検討されている。

○ 細砂質性の干潟には、沖縄本島のみに分布するクビレミドロが生育する。生育域

のほとんどは埋立により消滅するため、移植及び増殖による保全が検討されてい

る。

○ 泥質性の干潟には、本島を分布の北限とするトカゲハゼが生息する。現状の生息

域は残されるが、局所的な分布で個体数も少ないことから、生息域の拡大が検討

されている。

○ その他礫質性干潟を含む干潟域の大部分は、出島方式の埋立により残されること

になる。干潟域の岸側にはミナミコメツキガニなど干潟性のカニ類が生息するが、

その生息域も大部分が残されることになる。
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図 2-13　　泡瀬地区の生物生息場の分布
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