
はじめに

和歌川河口干潟(通称：和歌浦干潟)は和歌山市南西

部に位置し、面積約35 と近畿地方では最大級の干潟

である。本干潟は、干潟の底質環境が泥、砂、石垣、

ヨシ原などと多様であるため、極めて多種の干潟生物

が生息していると考えられる。1999年から2000年にか

けて行われた和歌山県北中部を対象とした調査では、

和歌川河口において268種の底生動物の生息が確認さ

れた(木邑ほか、2004a,b)。それらの種のうち、34種

がWWF-Japanサイエンスレポートに掲載されてい

る希少種であった(和田ほか、1996)。また、和歌川河

口には、58種の魚類の生息も確認され、その中にはレ

ッドリスト(環境庁、1999)で希少種に指定されている

チクゼンハゼも発見された(関西総合環境センター・わ

かやま海域環境研究機構、2000)。このように、和歌川

河口干潟は多くの貴重種が生息する保全順位の高い重

要な干潟である。

和歌川河口干潟では地元住民をはじめ広く市民に干

潟の大切さを体験・認識してもらうために、2002年以

降、和歌山大学生物学教室と「わかのうらひがた倶楽

部」が協同主催して、毎年２回、干潟生物の観察会が

行われてきた。この観察会には、毎回、学校関係者や

家族での参加者が訪れ、環境教育上の効果が高い。2010

年には、この観察会の参加者のうち、希望者を募り、干

潟に生息する底生動物の把握と記録を目的とした「干

潟生物の市民調査」を実施した。この市民調査の方法

については鈴木ほか(2009)とSUZUKI & SASAKI

(2010)に紹介されており、和歌山県有田川での調査結

果については中川ほか(2010)と村瀬ほか(2012)に詳し

い。本稿では、2010年の５月に実施した市民調査の結

果を報告する。

なお、わかのうらひがた倶楽部の皆様には調査実施

にあたってご尽力いただいた。また本調査の一部は、

日本財団の助成によって実施された。記して、謝意を

表します。

調査地と方法

図１と図２に調査地を示す。調査は和歌山県和歌山

市の和歌川河口干潟内にある観海閣の「南エリア」と

「北エリア」の２地点で実施した。底質は南エリアで

和歌山大学生物学教室は2002年以降毎年２回のペースで、和歌川河口干潟において一般市民を対象に干潟観察会

を行っている。今回、和歌川河口の妹背山周辺の干潟において2010年５月に実施した「干潟生物の市民調査」の結

果を報告する。調査は観海閣の「南エリア」(砂質)と「北エリア」(泥質)の２地点、それぞれ９人(A班)と11人(B

班)で実施した。調査方法は歩き回って採集する表層探索と砂泥を掘って採集する掘り返しを併用した。その結果、

腹足類21種、二枚貝類９種、多毛類５種、甲殻類19種など、合計58種の干潟生物が採集され、そのうち18種(31％)

が干潟レッドデータブックの指定する絶滅危惧種であった。特に南エリアではウミニナ、イボウミニナ、ヘナタリ

３種の絶滅危惧種を参加者の半数以上が採集しており、これらの結果から和歌川河口干潟が多くの希少種の生息す

る重要な干潟であることが改めて示された。また、今回の結果を2004年に生物学専攻生12名が授業で行った調査結

果と比較したところ、採集種数はほぼ同じであり、市民調査の方法の有効性も確認された。
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砂であり、北エリアで主に泥で、一部でヨシ原が形成

される。なお、２つのエリアには石垣もある。

調査は2010年５月30日に実施し、その方法は干潟生

物の市民調査手法(鈴木ほか、2009)に従った。すなわ

ち、調査地を15分間歩き回って生息する底生動物を探

して採集する「表層探索」を行い、つぎにスコップを

用いて調査地内の15か所をおよそ直径15㎝、深さ20㎝

まで掘り、見つけた底生動物を採集する「掘返し」を

行った。このとき調査者は、できるだけ多くの種を採

集するよう指示を受け、それに従った。こうして採集

した底生動物を同定し、エリア別に記録した。

調査者数は南エリアでは９人(A班)で、北エリアで

は11人(B班)であった。調査者の職業構成は両エリア

とも小学生の児童や大学生から社会人とさまざまで、

性別や年齢、干潟調査の経験や干潟に生息する底生動

物に関する知識も多様であった。「同定と記録」作業は

底生動物に詳しい人の指導のもとで行われた。なお、

調査者の70％以上、すなわち南エリアでは９名中７名

以上、北エリアでは11名中８名以上によって確認され

た種を、この地域での「優占種」と見なした(鈴木ほ

か、2009)。

結果と考察

表１に南エリアと北エリアでの調査結果を示す。２

つのエリアで確認された底生動物の総種数は58種であ

った。その内訳は軟体動物門腹足綱21種、二枚貝綱９

種、環形動物門多毛綱５種、星形動物門１種、節足動

物門顎脚綱１種、軟甲綱19種、脊椎動物門硬骨魚綱２

種であった。優占種は、南エリアの表層探索でヘナタ

リ、ユビナガホンヤドカリ、およびタカノケフサイソ

ガニの３種が該当した。一方、南エリアでの掘返し作

業と、北エリアでの表層探索および掘返し作業では優

占種に該当する種はなかった。

表層探索で発見された１人あたりの平均種数は、南

エリアで9.1種、北エリアでは6.5種であった。一方、

掘返し作業で発見された１人あたりの平均種数は、南

エリアでは4.8種、北エリアでは5.2種であった。表層

探索と掘返し作業では、表層探索のほうが、２つのエ

リアともより多くの種が発見された。これらの結果か

ら、本調査地では表在生物の種数が豊富であるという

特徴が示唆された。また、砂質性の南エリアと泥質性

の北エリアでは、表層探索においては発見された種数

の差がおよそ３種と開いたが、掘返し作業ではその差

は１種と縮まった。

本調査で発見された全58種の底生動物の中には、種

の絶滅危険度を区分けした和田ほか(1996)が「絶滅」

と評価していたカニノテムシロや、「絶滅寸前」と評価

したイボウミニナ、マゴコロガイ、シオヤガイや、「危

険」と評価したイボキサゴとミヤコドリなど15種が確

認された。また、このうち干潟の絶滅危惧動物図鑑 海

岸ベントスのレッドデータブック(日本ベントス学会

編、2012)に掲載されている種(以降RDB掲載種)は、絶

滅危惧Ⅱ類が２種、準絶滅危惧が16種であった。

特に南エリアの表層探索では、ウミニナ、イボウミ

ニナ、ヘナタリは参加者の半分以上が採集していたこ

とから、本調査地の表層に多数に生息していることが

示された。また、発見された全58種中、RDB掲載種が

18種、つまり全体の約31％にあたる種が絶滅のおそれ

がある希少種であったことから、和歌川河口干潟には

多くの希少種が生息する重要な干潟であることが改め

て示された。

図１ 調査地、和歌川河口干潟の位置 図２ 和歌川河口干潟内の観海閣の北エリアと
南エリアの位置
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表２に今回の調査結果と2004年に和歌山大学の野外

実習で得られた結果(古賀ほか、未発表)を貝類相に焦

点を当てて示す。2004年の既存調査は、生物学教室の

３年生12名を４班に分けて干潮時の干潟で底生動物の

定量採集を行ったものである。2004年調査では、２～３

時間かけて方形区サンプリングを行い、25㎝四方の面

積を深さ20㎝まで掘り、砂泥を篩でふるって、得られ

た生物を同定・記録するという手順で行った。この2004

年調査においても調査地は今回の調査と同様に、観海

閣の南エリアと北エリアとした。なお、各エリアでは

表１ 和歌川河口干潟内にある観海閣の「南エリア」（A班）と「北エリア」（B班）に分かれ、それぞれ地表、地中から採集

された底生動物の一覧とその発見数、発見率(%)、和田ほか(1996)による評価。日本ベントス学会(2012)のRDB掲載

種の評価。なお、()内の発見率は(発見数╱参加者)×100とする。
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高潮帯(正確には中潮帯上部)と低潮帯で採集を行った。

2004年調査では腹足綱は12種、二枚貝綱は11種で貝類

の種数は23種確認された。これらのうちRDB掲載種は

10種であった。本調査では貝類は30種、RDB記載種は

12種であったので、本調査と2004年調査は調査方法が

異なるものの、記録された種数と希少種の発見数の点

では調査結果に大きな差はなかった。

しかし、２つの調査結果を採集された各種に着目し、

比較してみるといくつか特徴的な差が見られた。すな

わち、本調査では発見されているにもかかわらず、2004

年の調査で発見されなかった貝類にスガイ、イシマキ

ガイ、アマオブネガイ、タマキビ類があった。著者ら

は、これらの貝類が2004年にも本調査地付近に生息し

ていたものと予想するが、当時発見されなかったのは、

2004年の調査では方形区内の定量採集のみを行い、こ

れらの貝類が主に生息する石垣や岩礁などでは採集し

なかったことが原因であると考えている。

また逆に、2004年調査で発見されて、本調査で発見

されなかった貝類にウネレイシガイダマシ、クログチ

ガイ、カリガネエガイなどがあった。これらはマガキ

の𨻶間に生息しているため、本調査での調査者がその

ような細部にまで注意して採集を行っていなかったの

ではないかと考える。

本調査で採用した「干潟生物の市民調査」手法では、

採集時間が１時間未満であったにもかかわらず、2004

年の調査結果に遜色のないデータが得られた(表２)。

したがって、この市民調査は西日本の干潟で有効な方

法であろう。今後、同様の調査を実施する際に、調査

者のなかに、干潟に生息する底生動物に詳しい者がい

ない場合は、調査を指揮する者が、底生動物にとって

好適な場所やそれらの巣穴や糞塊などを調査者に事前

に教えるなどの工夫をすることにより、多くの種数を

記録できる可能性が高まるものと思われる。

著者らは、本稿で取り上げた2010年５月の調査の後、

同年９月と2011年５月、９月にも同一調査地点で底生

動物調査を実施している。これらの調査結果について

も今後報告していく予定である。

表２ 2010年に和歌川河口干潟内で行った市民調査で発見された底生動物と2004年に和歌山大学生物学教室３年生が野外実

習で発見した底生動物の有無と和田ほか(1996)による評価、日本ベントス学会(2012)のRDB掲載種の評価。
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