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干潟における多毛類の多様性 
佐藤  正典 

（鹿児島大学理学部） 

 
摘  要 

干潟の底生生物の重要グループである多毛類について、その多様な生活様式や

生活史の一端を紹介し、その多様性が様々な人為的な影響によって損なわれつつあ

る現状を論じる。食性については、濾過食、堆積物食などに特化した種がいる一方で、

状況に応じて複数の摂食様式を使い分ける種もいる。いずれの場合でも、多毛類が

干潟で多数の巣穴を作って活動することにより、底質内部での微生物による好気的分

解や脱窒が促進される。他種と共生する種は、ウロコムシ科で多く知られている。生殖

様式は多様であり、海草（藻）に登って卵嚢を産みつける種もいる。河川感潮域に優

占するゴカイ科の数種は、特定の季節の夜間の大潮満潮時に同調した生殖群泳を行

う。その同調のためには夜の月の明るさの周期的変化にさらされることが必要らしい。

東アジアの汽水域で最も普通にみられるカワゴカイ属の種は、従来単一種と考えられ

ていたが、最近の研究で、形態的によく似た 3 種が含まれることがわかった。このうち 

2種は、日本に広く分布するが、アリアケカワゴカイは、現在、日本の有明海奥部と韓

国の西海岸にしか分布していない。アリアケカワゴカイの模式産地は瀬戸内海の児島

湾であるが、そこでは約50年前の干拓事業によって絶滅した。このように近年の沿岸

開発によって分布域が縮小している種は、未記載種も含めて、まだ多数存在している

と思われる。有明海や瀬戸内海の一部は多くの種にとって日本に残されたほとんど最

後の生息地になっており、その保全はきわめて重要である。しかし、そのような場所に

おいても、開発は進行している。とりわけ、諫早湾干拓事業による損失ははかりしれな

く大きい。今からでもその復元が検討されるべきである。 
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1. はじめに 

 
干潟には多種多様な底生生物が生息しており、

そこでの物質循環に重要な役割を果たしている。

陸上生態系に由来する豊富な栄養物質（無機栄

養塩や有機懸濁物）は、主に河川を通して内湾の

干潟に取り込まれ、そこに生息する底生微小藻類

や底生動物の生産に使われる。それらは、食物連

鎖を通して大型捕食者（鳥やヒトなど）に捕獲され

る。この過程を通して、内湾に流入する窒素やリン

の多くが系外に運び出され（窒素の除去に関して

は、細菌による脱窒の働きも重要である）、内湾の

富栄養化が抑制されることになる1)-3)。この干潟生

態系の「浄化作用」が大きければ、窒素やリンが湾

内に過剰にたまることなく漁業資源に転換され、植

物プランクトンの異常増殖（赤潮）や海底の嫌気化

が抑制されることになる。多様な底生生物は、この

干潟生態系の浄化作用や漁業生産を支える「縁

の下の力持ち」のような存在なのである。 

本稿では、底生生物の中の重要なグループで

ある多毛類に焦点をあて、その多様な生活様式や

生活史の一端を紹介する。また、その多様性が

様々な人為的な影響によって損なわれつつある現

状を論じる。 
 

2. 多毛類の重要性 

 
環形動物多毛類は、種数や現存量の多さという

点において、一般に、貝類（軟体動物）や甲殻類

（節足動物）と並んで、最も重要な底生生物の一

群である。有機物負荷が大きい河口域の泥干潟な

どでは、しばしば、多毛類だけが際立って高い現

存量を維持していることがある。このような多毛類

は、干潟で摂食する渡り鳥や魚類などの主要な食

物になっており、生態系の物質循環に果たす役割

もきわめて大きいと考えられる。 
多毛類は、これまでに世界から89科約8,500種

が知られており、その形態や生活様式はきわめて
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多様に分化している 4) 。日本からは、これまでに

930種が知られている5)。しかし、各地の多毛類相

の研究はまだ不十分なので、干潟においても未記

載種がなお多数残されていると思われる。 
 

3. 摂食様式の多様性 

 
ケヤリムシ科やツバサゴカイ科などの種は、水中

の 懸 濁 物 を 濾 し と っ て 食 べ る 濾 過 食 者 （ filter 
feeder）として特化している。このうち、ツバサゴカ

イ Chaetopterus cautus は、砂質干潟に生息する

大型種で、最大体長は  20 cm 以上になる（図１）。

砂泥中に、薄くて丈夫な膜で U 字状の棲管を作り、

その中で生活している6)。棲管の両端は細い筒状

になって干潟の表面に突き出している。ツバサゴ

カイは、棲管の中で水流を起こし、U 字状の棲管

の一方から海水を取り込んで、海水中に懸濁して

いるプランクトンやデトリタス（分解途上の有機物

片）を濾し取って食べている7)。 
フサゴカイ科（図２）、ミズヒキゴカイ科、タマシキ

ゴカイ科（図３）、などの種は、干潟の底質上に沈

積 し た 有 機 物 を 摂 食 す る 堆 積 物 食 者 （ surface 
deposit feeder）である。フサゴカイ科やミズヒキゴ

カイ科の種は、底質表面に多数の触手を伸ばし、

食物となる微小な有機物粒子を捕らえ、触手の溝

の繊毛の動きによってそれを口まで運ぶ7), 8)。タマ

シキゴカイ Arenicola brasiliensis は、頭を下に、

尾部を上にした状態で底質中に潜っており、有機

物に富んだ底質表層の堆積物を下層の口の付近

まで落下させ、それを食べている7)-9)。 
チロリ科（図４）の種は、肉食者である。先端に 

4個の顎をもった大きな吻を翻出させて小型の甲

殻類や多毛類を捕食する10)。 
多毛類の中には、特定の摂食様式に特化しな

いで臨機応変に複数の摂食様式を使い分ける種

も知られている。汽水域に多いカワゴカイ属（ゴカ

イ科）の種は、底質中に U 字型の巣穴を作ってそ

の中で生活している。彼らは、通常、巣穴から体前

部を伸ばして、その周辺に存在する様々な食物源

を捕らえて食べている（雑食性）。干潟表層部の堆

積物をそのまま飲み込む堆積物食が普通であると

思われるが11)、「臭い」に大変敏感なので、待ち伏

せ型の肉食や腐肉食も行っていると考えられる。

飼育下では、アナアオサなどの藻類や市販の魚の

餌（テトラミンなど）を投入すると、すぐにそれを察

知して、巣穴から頭を出し、口吻先端の一対の大

顎でそれをくわえて、すばやく巣穴に引き込むの

が 観 察 さ れ る （図５） 。 ヨ ー ロッ パ 産 の Hediste  
図

図
 
 

a 

b 

c 
１ ツバサゴカイ Chaetopterus cautus． 

 a) 干潟表面に突き出している棲管の両
端部分（1996年6月天草本渡）．(スケー
ル：10 cm) 

 b）  掘り出した棲管の全体（2003年3月
天草前島）．（スケール：10 cm） 

 c) 棲管内から取り出した虫体（2003年 
3月天草前島）．（スケール：1 cm） 

 体中部の３つの体節では左右の疣足が
融合して円盤状となり（ A），これを「団
扇」のように上下に動かすことで棲管内
に水流を起こす．その円盤構造の前方
の 体 節 に は 一 対 の 翼 状 の 大 き な 疣 足
（B）があり，そこからは粘液が分泌され
て袋状の「網」がつくられ，それが棲管の
横断面に仕掛けられる．それが巣穴内
に流入する海水を受けとめ海水中の懸
濁物を濾し取る．ツバサゴカイは発光性
をもつことでも有名であるが，何のため
に光るのかわかっていない． 
 
２ ニッポンフサゴカイ Thelepus setosus． 

2003年3月天草前島．T:口触手，G:鰓． 

（スケール：1 cm） 
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diversicolor では、堆積物食、肉食、腐肉食だけ

でなく、水中の植物プランクトンの濃度が高い時は、

濾過食を行うことも明らかにされている12)。すなわ

ち、巣穴の入り口付近に粘液シートを設置し、U 字

型の巣穴の中で体を波打たせることによって水流

を起こし、上記のツバサゴカイとよく似たような濾過

食を行うこともできるのである。 
以上のように、多毛類の食性は多様であり、結

果的に、水中に懸濁する有機物も、底質表面なら

びに表面下に存在する有機物も、さまざまな経路

によって多毛類に摂取され、その生産に使われる。 

4. 巣穴の重要性 

 
多くの多毛類は、一部の大型甲殻類などと同様

に、干潟の砂泥中にたくさんの巣穴を構築する。こ

れらの巣穴（坑道）は、干潟の底質環境に大きな

影響を及ぼす。一般に、干潟の底質の表層部分

は、十分な酸素にさらされるため、酸化層となり

（砂泥粒子中の鉄も酸化されるために赤褐色を呈

する）、そこでは、好気性細菌による有機物分解が

進行する。一方、それよりも深い部分は、酸素不足

のために還元層となる（鉄が還元されて硫化鉄に

 
図３ タマシキゴカイ Arenicola brasiliensis． 
 a) 虫体の全体（1999年5月徳島市）． 

  P：後端部，G：鰓．（スケール：1 cm） 

 b） 糞塊（1999年5月徳島市）．（スケール：5 cm） 

 c) 卵嚢（2006年7月竹原市）．（スケール：5 cm） 

 
 

 
図４ チロリ Glycera nicobarica  

（1997年6月有明海，幼体）． 
 a) 虫体の全体．（スケール：5 mm） 

 b） 頭部の拡大．（スケール：1 mm） 

 矢印：翻出した吻（通常は反転して体

の内部に納められている）． 

 

 
図５ アリアケカワゴカイ Hediste japonica． 
 a) 虫体の全体（1996年10月佐賀県東与賀）． 

 b）飼育水槽内で餌（藻類および市販のメダカ

用飼料）を食べているところ．（スケール：1 cm）  

a

b

a

b
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なるため黒色を呈する）。還元層では、嫌気性細

菌による有機物の分解によって硫化水素が発生

する。透水性の低い泥質干潟では、酸化層はうす

くなり、嫌気的な環境である還元層が発達しやす

い。一部の多毛類は、そのような泥質干潟におい

てもしばしば高密度に生息し、還元層中に多数の

巣穴を伸ばす。まず、巣穴を構築する活動そのも

のや上記のタマシキゴカイのような摂食活動を通し

て、底質が耕うんされることになる。さらに、巣穴内

には多毛類自身の運動によって酸素を豊富に含

んだ新鮮な海水が絶えず流入する。この活動は、

濾過食の場合だけに限らず、多毛類自身の呼吸

のために維持される。その結果、巣穴全体の壁面

に沿って酸化層が形成されることになり（図６）、

好気的分解が促進される13)。それと同時に、酸化

層と還元層の境界面を拡大することが、脱窒作用

を促進している可能性がある14), 15)。チッソ塩の還

元状態であるアンモニアから完全酸化状態である

硝酸に至る過程を硝化と呼ぶが、その中間産物で

ある亜硝酸を出発物質として分子状チッソを生成

し、それを大気中に放出する細菌類の働きが脱窒

であり、その働きは干潟で大変大きいことがわかっ

ている16), 17)。 
 

5. 他種と共生する多毛類 

 
自由生活する種だけでなく、他種と共生する種

も知られている。様々な宿主に対して片利共生

（commensalisms）の関係をもつことが報告されて

いる 28科 292 種の多毛類のうち、55％の種がウロ

コムシ科に属する（世界のウロコムシ科約 700 種 

のうち約23％が共生種ということになる）18)。 
このうち Hesperonoe 属については、これまでに

北アメリカ太平洋沿岸から 3 種、北極海から1種、

東アジアから1種、合計 5 種が記載されているが、

すべて共生種である19)。それぞれの種は、種特異

的な単一の宿主（ユムシ類または甲殻類（アナジャ

コ科、スナモグリ科））の巣穴（坑道）の中に生息し

ている。このうち、東アジアに分布するアナジャコウ

ロコムシ H.hwanghaiensis （図７）は、アナジャコ

Upogebia major を宿主としており、原記載地の中

国チンタオのほか、日本の数カ所の干潟から採集

されている19)。アナジャコは、干潟の砂泥中に深さ

2 m 以上もの Y 字型の巣穴を作り20), 21)、その体表

や巣穴の中には、マゴコロガイ（二枚貝類）などい

ろいろな小動物がすみついている22), 23)。 
アナジャコウロコムシの体は偏平で、全身が赤

色である。春から夏にかけて、体幅 1.8 mm 以下

（体長 20 mm 以下）の幼体がアナジャコの体に付

着し、その体表上を敏捷に動き回るのが観察でき

る6), 19)。アナジャコ 1 個体に最大 7 個体のアナジ

ャ コ ウ ロ コ ム シ が 付 着 し て い た 例 も あ る 。 体 幅 
1.8 mm 以上の成体は、アナジャコの体を離れて、

a

b
 

図６ カワゴカイ類の巣穴． 
 a) ヤマトカワゴカイ Hediste diadroma 生息地の干潟を掘

り返したところ（1999年9月名古屋市藤前干潟，鈴木晃子

撮影）．  

 b）ヒメヤマトカワゴカイ H. atoka の U 字型の巣穴断面

（1992年6月青森県高瀬川河口）．（スケール：1 cm）巣穴

の壁面に沿って赤褐色の酸化層が形成されている． 

 

図

 

 

 
７ アナジャコ Upogebia major （アナジャコ科甲殻類）

に 共 生 す る ア ナ ジ ャ コ ウ ロ コ ム シ Hesperonoe
hwanghaiensis．  
1998年9月諫早湾南岸（長崎県吾妻町）．（スケール：1 cm）
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その巣穴内（巣穴の壁面?）で生活すると推測され

ている。濾過食者であるアナジャコは、巣穴内に

水流を起こし、外から懸濁物を取り込んでそれを

濾しとって食べている。アナジャコウロコムシは、 
単にその「おこぼれ」をもらっているだけなのか、 
あるいは、アナジャコの体表面をクリーニングする

など相利共生的な行動を進化させているのか、興

味ある課題である。 
 

6. 海草（藻）に卵を産みつける多毛類 

 
多毛類の生殖様式はきわめて多様である24)。こ

のうち産卵に関しては、雌が卵をばらばらに水中

に産み出す場合もあるが（後述の生殖群泳の場合

など）、卵を透明なゼリー物質に包んで卵嚢を作る

場合も多い。たとえば、干潟の表面では、タマシキ

ゴカイの比較的大きな卵嚢（長径 10～20 cm の楕

円体）がよく目につく（図３c）。このような卵嚢は、

干潮時における乾燥や降雨などによる塩分低下か

ら胚を保護していると考えられる。卵嚢の形や大き

さ、あるいはそれを付着させる基質は、種によって

様々である。以下では、海草（藻）に卵嚢を産みつ

けるギボシイソメ科の一種について紹介する。 
ギボシイソメ科は、これまでに日本から8属21種

が知られており、その多くが、干潟を含む浅海の砂

泥中に生息している25)。このうち産卵習性がわか

って いるの は、 フツウ ギ ボシイ ソメ Lumbrineris 
latreilli だけである26)-31)。本種は、直径1～2 cm

の卵嚢をアマモ（海草）やホンダワラ類（海藻）に産

みつける。卵嚢中の卵は多毛類としてはかなり大

きく（長径 320～380 μm）、しかもそれが鮮やかな

赤色のため、よく目立つ（図８）。産卵時期は、東

北の青森県浅虫では6月上旬、北海道の厚岸では

6月中下旬であり、局所個体群ごとに、きわめてよ

く同調した産卵行動が観察される（2～3晩の間に、

一斉に産卵が起こる）。この産卵時期の決定には

月齢は関係せず、海水温が約16℃程度まで上昇

するという条件が重要である。産卵の時刻は、夜

間の満潮時前後である。以下に記述する産卵行

動は、青森県浅虫における岩礫性の潮間帯下部

において観察されたものである。 
多数の個体が砂泥中から表面に出て来て、水

面に向かって伸びている海草（藻）に登り、しばら 
く静止した後、水面近くの位置で産卵する（図９，

図10）。雌は、各体節（体の先端と末端を除く）の

両側からゼリー物質に包まれた卵を出し、体を屈

曲させることによってそのゼリー塊を球状にする。

その後、虫体がゼリー塊を抜け出しながら、弾力の

図

 

 

 
８ アマモ Zostera marina の葉上に産みつけられた

フツウギボシイソメ Lumbrineris latreilli の卵嚢
（1978年6月青森県浅虫）． 
卵嚢本体のゼリー物質は柔らかいが，それに付随した

固いゴムヒモ状の構造（矢印）がアマモの葉身を一周す

ることによって，卵嚢をアマモにしっかりと結びつけてい

る．（b のスケール：1 cm） 
図９ 青森県浅虫におけるフツウギボシイソメ 
 Lumbrineris latreilli の産卵行動（その1）． 
 多数の成熟個体が砂泥中から表面に出て来て（a），

一部は，ホンダワラ類に登り，しばらく静止している（b）．
195 

1979年6月10日午前１時．（スケール：5 cm） 
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ある固いヒモ状の分

しっかりと結びつけ

様な行動によって、

つくる。精子は水流

到達する。 
卵嚢を形成する

須であり32)、また発

持っていると思われ

にとっての食物確

割を果たしているら

ゆる直達発生であ

ち、卵嚢中で胚発生

若虫（3～10剛毛節

後から約20日間に

の卵嚢からこぼれ

込んで底生生活を

を形成するゼリー物

かも産卵直後に透

のために褐色に濁

図

 

 

 

 
10 青森県浅虫におけるフツウギボシイソメ Lumbrineris latreilli の産卵 

行動（その2）． 
a)海藻上で体を屈曲させた雄の放精によって形成された精子塊．1979年6月10日

午前１時10分．精子は水流によって周囲に拡散する．b）海藻上で体を屈曲させた

雌が放卵し，球状のゼリー塊の卵嚢が作られる．午前１時13分．c)-e) 放卵を終

えた雌は，卵嚢を海藻に結びつけながら，そこから脱出し，底質中に戻ってゆく

（矢印は移動中の雌の前端を示す）．午前１時30分～45分．（スケール：1 cm） 
泌物でゼリー塊を海草（藻）に

る（図８b）。雄は、雌とほぼ同

海草（藻）上に白色の精子塊を

によって拡散し、近くの卵嚢に

ゼリー物質は、受精のために必

生途上の胚を保護する役割も

るが、さらに、若虫（juveniles）

保という点においても重要な役

しい。本種の発生様式は、いわ

り、浮遊幼生期がない。すなわ

が進行し、そこで若虫になる。

期、図11c）は、受精後15日前

わたって、徐々に海草（藻）上

落ち、その直下の砂泥中に潜り

始める31)。この頃までに、卵嚢

質は崩れやすくなっており、し

明だったものが、珪藻類の繁殖

ってくる（図11a）。そこに留まっ

ている若虫の消化管内容物の観察から、若虫はゼ

リー中に繁殖している珪藻を食べていることがわか

った（図11b）28)。すなわち、卵嚢のゼリー物質は、

若虫の食物である珪藻を増殖させる培養基の役

割も担っているらしい。親虫がわざわざ海草（藻）

によじ上って水面近くに卵嚢を産みつけるという産

卵習性は、卵嚢上での珪藻の繁殖を促すために

十分な光を確保するという適応的意義があるのか

も し れ な い 。 タ マ シ キ ゴ カ イ の 大 き な 卵 嚢 中 
（図３c）にも珪藻の繁殖が認められるが、そこで

は、珪藻の光合成によってゼリー中に酸素が供給

されることがタマシキゴカイの幼生に有利に働いて

いると考えられている33）。 
上記の一連の研究は、フツウギボシイソメの産

卵習性が、低潮部における海草（藻）の存在に強く

依存していることを示している。したがって、何らか

の理由で藻場が失われれば、本種の生殖が阻害

される可能性がある。 
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7. 河川感潮域に優占するゴカイ科多毛類 

 
河川感潮域（汽水域）の干潟には、ゴカイ科の

種が多い。河口周辺（比較的塩分の高い所）には、

コケゴカイ Ceratonereis erythraeensis やスナイソ

ゴカイ Perinereis nuntia brevicirris が多く、また

多毛類全体の種多様性も比較的高い。一方、感

潮域上流部の比較的塩分の低い所（ただし、潮汐

に伴う塩分変動が大きい）では、多毛類全体の種

多様性は低くなり、限られた種だけが高密度で出

現するようになる。このような場所に優占する代表

的な種が、イトメ Tylorrhynchus osawai（図12）と

カワゴカイ属の種 Hediste spp.（図５，図６）であ 
る34)。これらの種は、淡水域との境界（海水侵入限

界）付近まで分布を広げており、しばしば、他のマ

クロベントスをほとんど伴うことなく、大きな現存量

を保持している。たとえば、有明海に流入する大

牟田川の感潮域におけるそれらの種の現存量（湿

重量）は、しばしば1 kg/m2を超える（未発表）。 
これほど大きな現存量は、干潟に飛来する渡り

鳥の食物として、大きな貢献をしていると思われる。

ハマシギ Calidris alpina は、日本の干潟で越冬

するシギ・チドリ類の中で最も個体数が多い35)。そ

の胃内容物36)や糞の内容物37)の検討結果は、ゴ

カイ科多毛類（とりわけカワゴカイ属）が最も重要な

食物となっていることを示している。 
 

8. 生殖群泳と月の光 

 
ゴカイ科のすべての種は、生涯1回の生殖を終

えると死んでしまう38)。その生殖様式は多様で、近

縁種間でも大きく異なっている場合がある39), 40)。こ

のうち、生殖群泳（swarming）は、多数の成熟個

体が一斉に水中に泳ぎだし、そこで放卵、放精 を
行う様式であり、多くの種で知られている34), 41), 42)。

通常、生殖群泳に先立って、次のような成熟個体

の 顕 著 な 形 態 変 化 （ 生 殖 変 態 ： epitokous 
metamorphosis）が認められる。1）目が非常に大き

くなる。2）体が2つ、あるいは 3つの部分に明瞭に

分かれる。3）体中部および後部の疣足が著しく拡

大・変形し、そこの剛毛が櫂状の幅広い葉身部を

もつ生殖剛毛（遊泳剛毛）に置換される（その結果、

 
図11 青森県浅虫におけるフツウギボシイソメ

Lumbrineris latreilli の卵嚢． 
 産卵後約30日の卵嚢ゼリー中の珪藻類（a）と

そこに残存していた若虫の消化管内容物に

含まれる珪藻類の殻（b），および同時期の若

虫（c）28)．（スケール：0.1 mm） 

 

 
図12 イトメ Tylorrhymchus osawai． 
 a)未成熟個体（1997年3月鹿児島県

姶良町思川）．b）,c）生殖群泳中の成

熟個体（2004年11月16日大牟田市諏

訪川の支流，中嶋秀利撮影）．雌は

黄緑色または緑色、雄は白色を呈す

る．これは，体内に充満した卵または

精子の色が薄い体壁を通して透けて

見えるためである．（スケール：1 cm） 
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遊泳能力が増大し、水中を高速で泳ぐことができ

る）。ただし、カワゴカイ属の生殖群泳では、このよ

うな顕著な生殖変態が起こらない（その結果、水中

をゆっくりと遊泳する）（図13）39), 40), 43)-45)。一方、イ

トメの生殖変態では、卵または精子が体の前方約

1/3の部分に充満し、体後部は萎縮、退化して細

いヒモ状となり、最終的には、体前部だけが水中に

泳ぎ出る（図12b，c）34), 46), 47)。熱帯のサンゴ礁海

域 に 生 息 す る イ ソ メ 科 の 種 （ い わ ゆ る パ ロ ロ 、

Eunice viridis など）では、イトメとは反対に、体後

部に卵または精子が充満し、その体後部だけがち

ぎれて群泳する24), 48)。 
ゴカイ科の生殖群泳が起こる季節は、種によっ

てさまざまであるが（図14）、その日時の同調性に

は、月の周期（新月または満月の前後、すなわち

大潮の時期）や潮汐の条件（夜の満潮時の前後）

が関係している43), 44), 46), 49)。ゴカイたちがどのよう

にして月の周期を認識しているのかという問題に

ついては、イソツルヒゲゴカイ Platynereis dumerilii
やアシナガゴカイ Neanthes succinea を用いた室

内飼育実験によって検討された50)-52)。その結果、

特定の夜間照明（人工月光）の周期を与えること

によって、生殖群泳の同調性を変化させることが

できた（人工月光の周期に同調した内的リズムが

形成される）。したがって、これらのゴカイ類にとっ

ては、新月（闇夜）と満月（明夜）の間で変化する

夜間の月の明るさの周期が生殖を同調させる環境

因子として重要と考えられる。特定の月齢に同調

した産卵習性における月光の重要性は、サンゴ礁

に生息する魚類においても示唆されている53）。 
そこで気になる問題は、最近の都市部の海岸周

辺における人工照明の増加である。鹿児島では、

観光地アピールのために錦江湾に浮かぶ桜島を

強力な照明装置によって夜間に照らし出すという

計画すらある。このような夜間照明の増大は、エネ

ルギー浪費などの点でも問題があるが、それだけ

でなく、ゴカイ類などの干潟生物の生殖リズムを乱

す「光害」を引き起こすおそれがある。 
 

9. 普通種の中に隠されていた多様性 

 

 
図

 

 

13 ヤマトカワゴカイ Hediste diadroma の生殖群泳
（1986年2月25日鹿児島県姶良町思川河口）． 
雌は緑色，雄は緑白色を呈する．これは，体内に充満

した卵または精子の色が薄い体壁を通して透けて見え

るためである．（スケール：5 cm） 

東アジアの汽水域に分布するカワゴカイ属の種

（図５a）は、長い間、単一種と信じられていた。し

かも、それは、「ゴカイ」という和名が象徴するよう

に、全国どこにでもいる普通種とみなされていた。

その「ゴカイ」は、日本の多毛類研究の草分けであ

る飯塚 啓によって1908年に Nereis japonica という

学名で記載され43)、後に属名が Neanthes に41), 42)、

さらに Hediste（カワゴカイ属）へ54)と変更された。

Izuka43)および飯塚55)によれば、「ゴカイ」は、東京

近郊では地方名としてもゴカイと呼ばれ、ほぼ一

年中、魚釣りの餌に用いられており、一方、岡山県

の児島湾近郊ではウミビール（海ビール）という地

方名で呼ばれ、成熟個体がイグサ栽培などのため

の肥料として広く用いられていたという。 
ところが、この「ゴカイ」は、実は単一種ではなく、
Hj
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図14 有明海沿岸の大牟田川河口域における水温の
季節変化とゴカイ科４種の生殖群泳の時期． 

 2003年12月から2005年1月にかけて，大潮ごとに夜間

満潮時に観察した結果34)に基づく．Hj: アリアケカワゴ

カ イ Hediste japonica ， Hd: ヤ マ ト カ ワ ゴ カ イ H.
diadroma，To: イトメ Tylorrhynchus osawai，No: ウ

チワゴカイ Nectoneanthes oxypoda sensu Imajima,

1972． 
98 
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形態的によく似た  3 種が混同されたもの（いわゆ 
る 同 胞 種 群 ） で あ る こ と が 私 た ち の 一 連 の 研 
究39), 40), 44), 45), 56)-59)によって明らかにされた。この

3 種は、卵サイズや生活史特性が明瞭に異なるほ

か、乳酸脱水素酵素などのアロザイム電気泳動像

でも識別可能である。また、少なくとも成熟個体で

あれば剛毛や疣足の形態的特徴によって種を判

別することができる。私たちは、この  3 種に学名を

与える前に、以下のような名称で区別した。 
「大卵型」（ヒメヤマトカワゴカイ）：卵サイズが最

大で、日本に広く分布する。成体の体サイズが比

較的小さい。 
「小卵型」（ヤマトカワゴカイ）：卵サイズが最小で、

日本に広く分布する。 
「有明型」（アリアケカワゴカイ）：卵サイズは前二

者の中間で、日本では、現在、有明海奥部にしか

分布していない。 
この 3 種のうち、どれが Izuka43)によって記載さ

れた既知種（H. japonica）なのかという問題に、私

たちは長く悩まされてきた40)。原記載論文43)の記

述からは、それが判定できず、模式標本は失われ

たと考えられていたからである。飯塚自身が明治

39年（1906年）12月17日に、瀬戸内海の岡山県児

島湾に赴き、そこで H. japonica の生殖群泳を観

察した様子や、そこの干潟における成体の分布状

況などは原記載論文に詳しく記述されていたが

（図15）、その場所は、1959年の干拓事業に伴う湾

の締め切りによって完全に失われていたので、そ

こから新たな標本を入手することも不可能だった。 
しかし、幸運なことに、この問題は、H. japonica

の模式標本（複数個体からなる syntype）が発見さ

れたことによって、一挙に解決した。東京大学から

見つかった約100年前の飯塚コレクション（液浸標

本）の標本瓶は、固定液が蒸発して標本が干から

びたり、ラベルが失われたりして、ほとんどその価

値を失ってしまったものも多かったが、瓶の中にま

だ固定液が多少残っているものの一つに、8個体

の「ゴカイ」成熟雌と飯塚自身が1906年12月17日

に児島湾で採集したことを記した鉛筆書きの紙片

が入っていた40), 45)。この日付が原記載論文43)の採

集 年月日 と ぴ っ た り 一 致 し た の で 、 こ の 標 本 を 
H. japonica の模式標本と断定することができたの

である。この標本の形態や卵サイズを調べたとこ 
ろ、驚いたことに、それは、「有明型」の特徴に完

全に一致した。こうして、最終的には「有明型」が 
H. japonica として再記載され、「大卵型」と「小卵

型」が新種として記載された45)。さらに、3種を混同

していた「ゴカイ」という和名を廃して、前述の和名

を用いることにした40)。 
Hediste japonica (Izuka, 1908)  

アリアケカワゴカイ 
Hediste diadroma  (Sato and Nakashima, 2003)  

ヤマトカワゴカイ 
Hediste atoka (Sato and Nakashima, 2003)  

ヒメヤマトカワゴカイ 
ところで、 Izuka43) に よるアリアケカワゴカイの 

原記載論文には、一つだけ気になる矛盾点があ 
る。論文に記されている未受精卵の直径（140～

160 μm） は、実際の模式標本の卵径 （約190 μm）

より明らかに小さく、それはヤマトカワゴカイの卵径

に符合する。一方、論文中の初期発生の記述は、

確かにアリアケカワゴカイのものと思われる。そこに

）

 

  

  

  

 
図15 アリアケカワゴカイ Hediste japonica の原記載地（岡山県児島湾）． 
 1959年に完成した潮受け堤防（赤線，長さ1,558 m，幅20 m）によって湾奥部（1,500 ha

が締め切られ，そこは，現在，干拓農地と調整池（淡水）になっている． 
43)
199 

（Izuka の図を一部改変） 
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描画された受精後の卵割期の卵の直径（倍率から

計算したもの）は 220～240 μm で、発生段階の 
時間経過や幼生の形態は、私たちが調べたアリア

ケカワゴカイの特徴60)に一致するからである。この

矛盾は、かつての児島湾にアリアケカワゴカイとヤ

マトカワゴカイが共存し、そこで 2 種混合の生殖群

泳が起こっていたことを示唆しているように思われ

る。実際に、最近、有明海の大牟田川河口域にお

いて、この 2 種の同所的な分布と 2 種混合の生殖

群泳が確認された34)。したがって、かつての児島

湾でも 2 種混合の生殖群泳が起こっていた可能

性は十分考えられる。Izuka43)は、その 2 種を単一

種と思い込み、たまたまヤマトカワゴカイの個体を

用いて卵径を計測し、アリアケカワゴカイの個体を

標本として残したのかもしれない。 
 

10.  内湾奥部に生息する種の分布の縮小 

 
ヤマトカワゴカイとヒメヤマトカワゴカイは、日本

各地の汽水域に広く分布し、両者が同所的に共存

している場合も少なくない（図16）6), 39), 40), 45)。一方、

アリアケカワゴカイは、模式産地である瀬戸内海の

児島湾の干潟が失われた後は、有明海奥部と黄

海沿岸（韓国西岸）の泥質干潟だけからしか確認

されていない。 
有明海と黄海は、東アジアで最も潮差（潮汐の

干満差）の大きい場所である（有明海での最大大

潮差： 6 m 以上）。児島湾を含む瀬戸内海中央部

も潮差が比較的大きな場所である。これらの内湾

奥部の大きな潮差、あるいはそれと関係した泥質

干潟の何らかの環境要因が、アリアケカワゴカイの

分布を規定しているのかもしれない40)。瀬戸内海

の他の水域や東京湾、伊勢湾など他の内湾の奥

部にもアリアケカワゴカイが生息していた可能性

（あるいは、今も細々と生きている可能性）は十分

考えられるが、現時点ではまだその証拠は得られ

ていない。 
有明海（およびそれに隣接する不知火海の一

部）は、日本の他の海域には見られない特産種

（固有種を含む）が多数生息する特異な内湾とし

て知られている1), 61)-64)。ムツゴロウやワラスボ（ハ

ゼ科魚類）に代表されるそれらの特産種の主な生

息場所は、湾奥部の泥質干潟や河川感潮域であ

る。多くの場合、それと同種またはよく似た別種

（近縁種）とされる個体群は、大陸の黄海沿岸にも

分布する（そのため日本の個体群は、大陸沿岸性

 
図
 

 

 

16 東アジアのカワゴカイ属 3種の分布． 
乳酸脱水素酵素（LDH）のアロザイムパターン，生殖・発生形質，短複剛毛の形態によって3種は明瞭に

識別された．ただし，一部の局所個体群（*）については，口吻上の II 区の小顎片数によってヤマトカワゴ

カイとヒメヤマトカワゴカイの識別を行った．文献情報によって種名が判定できるものも加えた（左図の1と

2）． 

J: アリアケカワゴカイの模式産地（岡山県児島湾，現在は絶滅），赤色部分：諫早湾干拓事業による局所

個体群の絶滅，★：現在大規模干拓事業が進行中の韓国セマングム地区． 
39) 6) ,40 ) ,91 )
（Sato および佐藤 を一部改変） 
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遺存種あるいは大陸系強内湾性種と呼ばれる）65)。

アリアケカワゴカイもその代表的な例と言えるだろ

う。 
大陸系強内湾性種群の分布は、近年の人間の

沿岸開発の影響によって急速に縮小している。ア

ゲマキやハイガイ（二枚貝類）もアリアケカワゴカイ

とよく似た運命を辿っている66)-68)。ハイガイは、東

京周辺の貝塚から貝殻が最も普通に出土する（つ

まり私たち日本人の先祖の重要な食料だったとい

うことを意味する）。さらに数十年前までは伊勢湾

や瀬戸内海で生きたハイガイが採集されているが、

現在は、有明海奥部と不知火海北部を除いてほ

ぼ絶滅してしまったと考えられる。シチメンソウ（塩

生植物）の日本の個体群も、瀬戸内海では絶滅し、

現在は有明海奥部にしか残っていない69)。すなわ

ち、有明海奥部は、多くの大陸系強内湾性種群に

とって、日本に残されたほぼ最後の生息地になっ

ているのだ。 
 

11.  諫早湾干拓事業の問題点 

 
有明海奥部に位置する諫早湾は、とりわけ重要

な場所であった1), 70)。そこは、干潟の面積（大潮

時：2,900 ha、有明海の全干潟面積の12％、日本

の全干潟面積の6％）が大きいだけでなく、これま

で人為的な影響も小さかったために、本来の自然

環境が特によく残されていた。そこには、日本最大

のシチメンソウの群生地があり69)、ハイガイ66)やアリ

アケカワゴカイの個体群もおそらく日本最大だった

と思われる。さらに、ここの底生動物を食物とする

渡り鳥（シギ・チドリ類）の個体数も日本の干潟の

中で最大であった71)。したがって、本来、諫早湾は、

日本の干潟の中で真っ先に保全措置がとられるべ

き場所だった。菅野61)や山下72), 73)は、諫早湾の干

潟のかけがえのない価値を早くから強調し、干拓

計画の見直しを求めていた。しかし、1989年に諫

早湾大規模干拓事業が着工され、1997年4月には、

長さ 7 km の潮受け堤防によって湾を締め切る「潮

止め」が実施された（図17）。これによって、広大な

泥質干潟全体を含む 3,550 ha の浅海域が一気に

失われた。さらに、潮止め以降、有明海全域で潮

流が弱まり、赤潮や貧酸素水塊が頻繁に発生する

ようになり、有明海の広い範囲で漁獲高が激減し

ている3), 63), 74)-76)。このような有明海全域における

環境悪化の主たる原因として、諫早湾干拓事業の

影響が強く疑われている。 
諫早湾の干潟が失われた後、大陸系強内湾性

種群は、有明海奥部（佐賀県沿岸など）のごく狭い

範囲に細々と生き残っていると思われる。この日本

に残された最後の個体群が絶滅する前に、今から

でも諫早湾干拓事業を中止し（農地造成という本

来の目的がすでに破綻しているのは明らかであ

る）、元の干潟を復元すべきである。それによって

多くの種の絶滅の危機が当面は回避されると思わ

れる。 
大陸系強内湾性種群の本拠地である黄海沿岸

も安泰とは言えない。それら中国や韓国の沿岸で

も、干潟生態系を大きく損なう開発が進行している

からである64), 77)。そのなかでも、現在進行中の韓

国西岸におけるセマングム地区干拓事業はとりわ

け大規模なものであり、諫早湾干拓事業の11倍の

面積にあたる約 40,000 ha の干潟・浅海域が締め

切られた。ここもアリアケカワゴカイの貴重な生息

場所であった（図16） 
 

12. レッドデータブックに載っていない絶滅危

惧種 

 
私たちは、まだ、多毛類の多様性のごく一部を

知っているにすぎない。日本の干潟には、私たち

がまだ存在を認識していない種（未記載種や日本

未記録種）がたくさん残されているにちがいない。

上述のカワゴカイ属のように、単一種と見なされて

いるものの中に複数の種が含まれている例は、ま

だ多数存在するだろう。そのような種の中にも、今

日の干潟環境の悪化に伴って、絶滅の危機に瀕

しているものがいるはずである。あるいは、私たち

の研究が及ぶ前に、名前のないまますでに滅びて

しまった種もいるかもしれない。 
このような 状 況は、多 毛 類に限らず 、刺胞動 

物78)、軟体動物腹足類79)、底生珪藻類80)など、比

 
図17 諫早湾干拓事業． 
 全長約7 km の潮受け堤防（矢印）による締め切り（潮

止め）から3年3ヵ月後の2000年7月，諫早湾奥部上空

より撮影．A: 淡水化し富栄養化が進行している調整

池，B: 干上がったかつての干潟．ここを農地にする工

事が進行中． 
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較的地味で研究者が少ない生物群に共通してい

る。たとえば、底生珪藻類は干潟で最も重要な一

次生産者であり81)、ムツゴロウなど多くの底生動物

の主要な食料になっているが82)、その分類学的研

究は遅れている。1996年、筆者が締め切り前の諫

早湾干潟から採集した小さじ1杯の泥の中からは

100種以上の珪藻が見つかった80)。それらの分類

学的研究が進められた結果、優占種である大型の

珪藻２種が、最近、新種（Nitzschia gyrosigma）お

よび日本初記録種（Haslea nipkowii）として発表

された83)（図18）。しかし、その時、産地はすでに

失われていた。これらの種が、どこか他所でまだ生

き残っているのかどうか、現時点では不明である。 
一般に、環境アセスメントなどにおいて絶滅危

惧種として評価され、また社会でも注目されるのは、

環境庁や水産庁がまとめたいわゆる「レッドデータ

ブック」に掲載されている種である。逆に言えば、

「レッドデータブックに掲載されていない種は、絶

滅危惧種ではない」と思われがちである。しかし、

多くの干潟生物は、そもそもレッドデータブックの

評価対象になっていないのである。たとえば、環境

庁84)のレッドデータブックは基本的に陸上の生物

を対象としたものであり、水生生物の評価範囲は

魚類や一部の甲殻類などに限定されている。一方、

水産庁67)のレッドデータブックは、一部の例外を除

いて、水産業と直接関係のある生物しか対象にし

ていない。各都道府県単位で出版されているレッ

ドデータブックも、対象とする生物群は、環境庁や

水産庁に準じている場合が多い。したがって、地

味で目立たない干潟生物の中には、レッドデータ

ブックに掲載されないまま絶滅の危機に瀕してい

る種（あるいは地域個体群）がたくさんいるのであ

る85)。 
 

13.  まとめ 

 
干潟生態系の高い生物生産力は、私たち人間

にも多大な無償の恩恵をもたらしてきた。その生態

系を支えてきたのが、ここで述べた多毛類をはじめ

とする多様な生物種である。それらの保全は、私た

ちにとって重要な課題である。その保全のために

今必要なことを考えてみたい。 
まず、今残されている干潟をもうこれ以上つぶさ

ないこと、さらに前述の諫早湾のような所では環境

復元を行うことが重要である。日本全体では、これ

までの開発によって、35,000 ha 以上もの干潟が

すでに失われている1)。その面積に比べたら諫早

湾干潟 2,900 ha の復元の願いは、ささやかなもの

だろう。 
大切なのは有明海だけではない。これまで沿岸

開発の影響が大きかった瀬戸内海や東京湾など

の内湾においても、一部の干潟や浅海域が残され

ており、その海域の干潟生物相をかろうじて維持し

ている貴重な場所となっている。たとえば、瀬戸内

海の周防灘沿岸86), 87)や竹原市沿岸88), 89)などであ

る。しかし、そのような場所も、一般社会にその価

値が十分に理解されないまま、今、開発の危機に

さらされている。周防灘における原子力発電所の

建設計画や、竹原市沖における干潟を浚渫土砂

の捨て場にする計画（「藻場造成」という名目で天

然のアマモ場を埋める計画）である。 
次に、干潟さえ残せばいいというわけではないこ

とも強調したい。干潟をとりまく周辺環境にも十分

な配慮をしなければ干潟生態系は保全できない。

たとえば、前述の干潟周辺での人工照明の増加

の問題などである。また、干潟の上手に位置する

河川や陸域での問題（たとえば農薬の流入などに

よる水質汚染やダム建設に伴う川からの砂の供給

の減少など）も干潟に大きな影響を及ぼす90)。 
干潟生物の生活史を考慮した保全対策も必要

である。河川感潮域の上流部に生息するヤマトカ

ワゴカイやイトメは、大潮の満潮時直後に生殖群

泳を行い、引き潮に乗って流下しながら、卵と精子

を水中に放出する。受精後の初期発生は、比較的

図

 
18 締め切り前（1996年5月）の諫早湾の泥質

干潟（高来町）で優占していた底生珪藻類
2種． 

 a) Haslea nipkowii (F. Meister) Poulin et G. 

Masse，b) Nitzschia gyrosigma Ohtsuka． 

 （スケール：0.1 mm） 
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高塩分の河口周辺の海で進行し、幼生は、しばら

くの間、水中を浮遊するプランクトンとして生活す

る。ネクトケータ幼生のある段階に達すると低塩分

に対する耐性が備わり、上げ潮に乗って感潮域を

遡上し、成体の生息場所に戻ってくる39), 91)。この

ような生活史をもつ種にとっては、成体の生息場

所である河川感潮域の干潟の保全だけでなく、幼

生の生息場所である河口周辺の環境の保全も重

要である。 
鹿児島県内で最大の河川である川内川の河口

には、川内原子力発電所が稼働している（2基合

計の出力178万キロワット）。原子力発電所では、

一般に、元の出力の約1/3だけが電気エネルギー

に転換され、残りの約2/3のエネルギーは、廃熱と

して環境中に捨てられる92)。すなわち、発電所内

に取り込まれた海水（冷却水）が廃熱によって加温

され、水温が最大約 7℃上昇した熱排水（温排水）

となって海に排出される93)。この過程で、水中を浮

遊する微小なプランクトン（底生動物の幼生も含ま

れる）も海水と共に取り込まれ、加温ショックにさら

されることになる。さらに、発電所内の配管中には、

フジツボ類などの生物が付着しないように次亜塩

素酸ソーダが注入されている93)。これによって、多

数のプランクトンが死滅していると思われる。川内

原子力発電所の場合、定常運転時の温排水の取

水・排水量は、1日あたり10,771,200 ｔである94)。 

こ の 水 量 は 、 川 内 川 の 平 均 水 量 （ 1 日 あ た り

8,467,200 ｔ95））より大きい。この発電所の取水口と

排水口において植物プランクトン、動物プランクト

ン、および魚の卵と稚仔魚の密度を比較したデー

タ94)によれば、いずれも排水口で著しく減少してい

る（図19）96)。 
この問題は、半閉鎖的な内湾（瀬戸内海周防

灘）で計画されている上関原子力発電所では、一

層深刻なものになると予想されるが、中国電力の

環境アセスメントでは全く評価されていない。日本

生態学会が中国電力に宛てた「上関原子力発電

所建設予定地の自然の 保全に関する要望書」

（2000年3月）でも、この問題が指摘されているが、

中国電力は無視したままである。干潟生態系の保

全のためには一般論だけに終始するのではなく、

このような一つ一つの具体的な問題をきちんと解

決することが重要だろう。 
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