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摘  要 

干潟と藻場の分布に関する環境庁（元  環境省）自然保護局の資料および千葉県

の藻場分布調査報告をもとに、干潟域における藻場の分布について解析を行った。

内湾の海岸線前面に発達する前浜干潟、河川の河口部に発達する河口干潟、汽水

性の湖沼やラグーンの岸に沿って発達する潟湖干潟の  3 種類それぞれのうち、比較

的自然状態のまま維持されている東京湾の富津干潟、伊勢湾の櫛田川河口干潟、サ

ロマ湖干潟を代表として検討した。その結果、前浜干潟、潟湖干潟には、干潟上では

コアマモが、潮下帯ではアマモやタチアマモといった海草が、河口干潟では潮下帯

にアマモが干潟に平行する藻場を形成していた。干潟は砂あるいは砂泥であるため、

撹乱が少ない場合、砂あるいは砂泥底に生育するアマモやコアマモは、それぞれ干

潟上、潮下帯に分布する。そして、海草は流れや波を緩衝する作用、地下茎が砂や

砂泥を固定する作用、砂などを堆積させる作用などの物理的な作用を環境に及ぼし、

干潟を波や流れによる侵食から守る働きをしている。また、海草は海水中から栄養塩

を吸収し、生物体へと変換することや、光合成を通じて酸素を供給することなどの生

化学的な作用を担い、葉上の付着動植物に生息場を提供し、それらから発生する懸

濁態有機物を干潟に供給するという生物的作用を及ぼす。懸濁態有機物はアサリな

ど干潟に生息する濾過食者により濾過され、糞あるいは無機態の栄養塩となってアマ

モ場に供給される。このように、干潟におけるアサリなどの濾過食者とアマモは互いに

正のフィードバックをもたらす。海草がある干潟とない干潟では、漁業生産や窒素循

環にも違いがあり、海草のある干潟は、アサリだけでなく魚類の産卵場や仔稚魚の生

育場として漁業生産に寄与するとともに、窒素循環の面では窒素の吸収源となるが、

藻場がない干潟は窒素の発生源となる。干潟と藻場（海草藻場）は、異なった単位生

態系が共存することで、より生産的で持続的、安定的な生態系を形作っている。  
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1. はじめに 

 
世界各地の沿岸の浅海域には、陸上の森林や

草原のように植物がつくる森や草原があり、この海

の森や草原のことを藻場とよんでいる1)。藻場は、

それを構成する植物の種類によって、海藻と海草

に大きく2つに分けることができる。藻場をつくる海

藻は肉眼的な大きさの大型底生海産藻類で、おも

に褐藻類に属するものである2)。一方、海草は、陸

上植物が再び海に戻った植物であり、水中でも花

を咲かせ、維管束をもつ被子植物である3)。環境

庁自然保護局による、第4回自然環境保全基礎調

査－干潟・藻場・サンゴ礁分布調査の藻場に関す

る結果4)をもとに藻場総面積を求めた飯泉5)による

と、日本沿岸の藻場は315,876 ha あり、ホンダワラ

類で構成されるガラモ場は27％、アラメおよびカジ

メで構成されるアラメ場は20％、アマモ場は16％、

コンブ場は11％、ワカメ場10％、テングサ場は6％、

アオサ・アオノリ場は3％、その他は7％である（図

１）。藻場は、陸上の熱帯雨林に匹敵する高い生
 
図１ 日本における藻場の種類別分布面積． 
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産力をもっている。乾燥重量を基準とした純生産

量は、熱帯雨林で平均約 2.2 kg m-2、6) 世界の温

帯林で平均1.2～1.3 kg m-2、6) 日本で1.4 kg m-2 

で7) あるのに対して、ガラモ場を構成するノコギリ

モク（山口県深川湾）で約  1.6 kg m-2、8) アラメ場

の一種のカジメ場（下田）で約 2.8 kg m-2、9) アマ

モ場で約 0.3～0.8 kg m-2 と10) 報告されている。 

日本の経済が急速に発展した1960年代以降、

瀬戸内海の浅場である干潟やアマモ場が工場用

地などのために埋めたてられた11), 12)。近年、傷ん

だ浅海域の環境の修復を図る必要があるというこ

とで、藻場と干潟が取り上げられることが多く、「藻

場・干潟」というような括りで一対のことばのように

用いられている。しかし、干潟と藻場がどのように

関係しているのか、について論じた論文はあまりな

い。本論文では、干潟と藻場の分布がどのように

関係するのか既存資料をもとに解析する。そして、

干潟に及ぼす藻場の生態学的な役割について考

えてみたい。 
 

2. 干潟と藻場の分布に関する資料と解析

方法 

干潟とは、海岸景観を構成する生息場所類型

のうち、低潮時に海面から露出し、高潮時に海面

下に沈む潮間帯の平坦な緩傾斜の砂や泥の浜を

意味している13)。地形的な特徴から、干潟は内湾

の海岸線前面に発達する前浜干潟、河川の河口

部に発達する河口干潟、汽水性の湖沼やラグーン

の岸に沿って発達する潟湖干潟に分類できる13)。

環境庁の第4回干潟・藻場・サンゴ礁調査の干潟

に関する報告14)によると、わが国における1990年

における現存干潟の分布面積は 51,949 ha で、前

浜干潟が 63.6％、河口干潟が 30.4％、潟湖干潟

が 5.5％、人工干潟などが 0.5％であった。 
そこで、前浜干潟、河口干潟、潟湖干潟につい

てそれぞれ代表的な干潟を選び、周囲の藻場分

布を調べることにした。前浜干潟として、関東で最

大の海草藻場をもつ千葉県の東京湾にある富津

干潟を、河口干潟として、河口近くで人工的な改

変が比較的少ない三重県の伊勢湾にある櫛田川

河口干潟を、潟湖干潟としては日本最大の潟湖性

アマモ群落の分布する北海道オホーツク海側のサ

ロマ湖干潟を選んだ（図２）。 
前浜干潟については、庄司・長谷川15)の報告に

ある、富津干潟の干潟および藻場の分布図を、河

口干潟および潟湖干潟については、干潟と藻場の 
分 布 が 得 ら れ て い る 第 4 回 自 然 環 境 保 全 基 礎 
調査4), 14)の結果をもとにして、干潟と藻場の分布 
が明瞭になるように加工した。また、干潟上に分布

する海草藻場についても区別した。  
 

3. 干潟域における藻場の分布解析の結果 

 

3.1 前浜干潟 

富津干潟は、東京湾にある干潟の中でも自然

状態のままで残されている数少ない前浜干潟であ

る。干潟と藻場の分布を図３に示す。海岸線に沿

って干潟が広がり、その沖側に藻場が分布する。

第4回自然環境保全基礎調査4), 14)では、干潟を 
含めて藻場が広がっているよう示されているが、実

際には、干潟の沖側にアマモやタチアマモという

 
 

図２ 解析を行った東京湾富津干潟，伊勢湾櫛田川河
口干潟，サロマ湖干潟を示した図． 

 

 

 m 

図３ 前浜干潟である東京湾の富津干潟における干潟
と海草の分布． 
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大型の海草が分布し、干潟上にはコアマモが分布

しているために16)、干潟を含む海草分布があるよう

に示されたのではないかと推定される。実際には

図３に示したように、干潟にはコアマモが、深い場

所ではタチアマモ、そしてその中間にアマモが分

布している15)。 
3.2 河口干潟 

伊勢湾にある櫛田川河口には、大規模な干潟

が広がっていた（図４）。藻場は、河口にはみられ

ず、河口から少し離れた位置に分布していた。ま

た、干潟の面積に比べて藻場面積は小さかった。 
3.3 潟湖干潟 

潟湖であるサロマ湖の周囲には海岸線に沿って

干潟が分布しており、その沖側にほぼ帯状の藻場

が分布していた（図５）。第  4 回自然環境保全基

礎調査では、サロマ湖の北西端には干潟に重なっ

てコアマモとアマモが分布していると報告されてい 
る4), 14)。したがって、コアマモが干潟上に、潮下帯

にアマモが分布していたと推定された。 
 

4. 議論 

 

4.1 干潟域におけるアマモ分布 

海草藻場であるアマモ場は、前浜干潟、潟湖干

潟、河口干潟のどの干潟においても、干潟に平行

に寄り添うように沖側に分布することが示された。

アマモ個体の1日の呼吸により消費される酸素量と

光合成により生産される酸素量がつりあう光補償

深 度 に よ っ て ア マ モ の 生 育 下 限 深 度 が 決 ま 
る17), 18)ことが多いため、藻場の分布下限は等深線

に沿うことになる。岡山県下のアマモ場面積の変

化を調べた片山19)は、アマモ場面積が海水の透

明度減少に伴って減少したと指摘している。アマ

モは乾燥に弱く潮下帯にしか分布できないため、

アマモの生育上限深度は潮下帯の上部になる。

一方、干潟は潮間帯にしか分布しない。結果とし

て、海岸線に平行して、岸から沖に向かって干潟、

そして、アマモ場という帯状の分布を示すことにな

る。 
では、なぜ干潟のある沿岸には海草藻場が形

成されるのであろうか。海藻類の藻場が岩礁域に

分布するのに対して、アマモを含む海草類の多く

は砂あるいは砂泥域に分布する1)。干潟は砂ある

いは砂泥により形成されているために、潮間帯直

下の潮下帯上部も砂あるいは砂泥域である場合が

多く、アマモが生育可能になる。つまり、干潟が分

布するところは潮下帯に海草類が分布可能な必要

条件を備えていることになる。そして、光、塩分、水

温の変化が耐えられる範囲にあり、海草が底質か

ら引き剥がされない流速の範囲にあれば、海草藻

場が形成される。安定した干潟域が形成される条

件は、砂や砂泥の移動が少なく堆積的な流れが

弱い流動環境である。つまり、干潟域は流動の面

で海草が生育可能な範囲を多く含んでいる。この

ため、干潟の分布する沿岸には海草藻場が形成さ

れると考えられる。 
コアマモは潮間帯に、アマモは潮下帯に分布し

ていた。その理由として、潮間帯が干出する間の

乾燥に前者は耐性があるのに対して後者にはない

こと、潮下帯に 2 種が混ざって分布する場合には、

花株の草丈の高いアマモが草丈の低いコアマモを

覆ってしまい、光を奪われたコアマモは生育できな

くなるからと考えられる。 
河口干潟では、前浜干潟や潟湖干潟に比較し

km 

図４ 河口干潟である櫛田川河口干潟における干潟
と海草の分布． 

 

km 

 
図５ 潟湖干潟であるサロマ湖干潟における干潟と 
 海草の分布． 
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てアマモ場分布面積が小さく、河口から少し離れ

ていた。河川水の直接的な影響を多く受ける河口

干潟は、洪水時には河川水により大量の土砂と淡

水が運ばれる。そのため、海底に固定した生活を

行うアマモは堆積物によって覆われる、あるいは、

侵食を受けて基質ごと流されるということが起こりう

る。その例として、Aioi and Komatsu20)の報告が 
ある。彼らは、岩手県大槌湾の河口に分布するア

マモ場が大雨にともなう出水で消滅し、河口には

石や岩、材木や泥、車などが堆積したことを報告し

ている。河口干潟周辺域においてアマモ場の分布

域を狭めるもう一つの理由は、河川が運ぶ濁水が

アマモの分布下限を決める光補償深度を浅くする

ことではないかと考えられる。一方、富津干潟のよ

うな前浜干潟やサロマ湖の干潟では、河川からの

泥水や急激な侵食、短期間に積もる堆積物の影

響を受けないので、干潟上にコアマモが生育する

と考えられる。河口干潟であっても、侵食や出水な

どの撹乱が少ない干潟にはコアマモは分布するこ

とができる。 
4.2 海草藻場における物理的な働き 

干潟に隣接する海草は、砂泥底に生育し、岸に

平行に分布する。このような場所では、潮流や波

が海草によって弱められるため、堆積的な環境に

なるだけでなく、その岸側に分布する干潟を波や

流れによる侵食から守る。石膏ボールの減少量か

ら 海 水 の 流 動 を 測 定 す る 方 法 21) を 開 発 し た

Komatsu22)は、岡山県倉敷市にある味野湾のアマ

モ場において石膏球を用いて流動を測定するとと

もに、方形枠内のアマモを坪刈し、アマモ密度と

流動との関係を調べた。それによると、アマモ密度

が低いあるいはアマモがまったくないところでは底

層の流れは強く、アマモ密度が高いところでは弱く

なることが示された（図６）。この結果は、アマモが

衰退すると海底地形にも影響を及ぼすことを示唆

している。砂地上に広がる海草藻場では地下茎が

砂泥を捉えるために、海底の堆積物の移動は起こ

りにくくなる。また、タイのアンダマン海の海草群落

内外で石膏球による流動測定とともに、セディメン

トトラップおよび底質の粒度を調べた研究では、大

型の海草群落中では粒子は沈降・堆積しやすくな

ることを示した23), 24)。また、フィジーのラグーン内に

おいて海草が分布することで海底の水深が浅くな

ることを Komatsu and Yamano は報告している25)。

同じ場所で、海草が分布していたときと消滅したと

きの底質の変化を調べると、よりはっきり海草藻場

の影響を知ることができる。大西洋沿岸で wasting 
disease という病気によりアマモ場が消滅したときに、

アマモが生育していた海底が侵食されて砂泥底が

小石混じりの転石の海底に変化したこと（図７）が

流動の強さ (cm/s) 

葉
長
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) 
海
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図６ 岡山県倉敷市にある味野湾において，石膏球を用いて得られた流動の鉛直分布

（海底上0.5, 1.5, 2.5 m）と測定場所のアマモ地上部の葉の長さの分布． 
 （垂直の線がアマモの葉の長さを表し，左から右に短い葉から長い葉の順に並べてある） 
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報告されている25)。図７に示されているように、ア

マモが生育していたときには、アマモの葉が波を

弱め、地下茎で砂をしっかりと捉える作用により、

流れや波による海底の侵食作用を妨げていた。ま

た、浜にはアマモの脱落した葉が打ち上げられて

いる様子も描かれている。しかし、アマモが病気 
により全滅すると、波や流れによって侵食され、 
海底は大きな石などの底質に変化したことを示し

ている。 
単位面積当たりでは、アマモにくらべてシュート

密度が高く、干潟上に高密度で生育するコアマモ

も16)、上述した理由から、流れや波による侵食から

干潟を守る効果が大きいと思われる。Fonceca26)が

述べているように、特に海草類にみられる穂波現

象により、海草の葉が流れによって引きずられるこ

とで海底を覆うため、侵食から海底を守る作用は

大きく、干潟の存続に大きく貢献しているのではな

いだろうか。 
4.3 海草藻場の生物・化学的な働き 

日本の干潟には多くの貝類が生息している。特

に、東京湾の富津干潟や伊勢、三河湾などの干

潟はアサリ漁場として有名である。このアサリは 
濾過食者として、水中に懸濁態有機物を濾過して

い る 。 も ち ろ ん 植 物 プ ラ ン ク ト ン な ど も ア サ リ の 
餌になるが、アマモには多くの動植物が生息して

おり、アマモ場が懸濁態有機物の発生源となって

いると考えられる。アマモは花株が成熟時期を過

ぎると葉が枯死して脱落するが、地下茎はもちろ

んのこと栄養株も残っているため3)、一年中群落と

して存在する。そのため、干潟に隣接するアマモ

場からは、潮汐によって上げ潮時にアマモ場起源

の懸濁態有機物が干潟に輸送され、アサリなどの

濾過食者の餌となっていると考えられる。また、ア

マモの葉や葉上植物が周囲の海水から栄養塩を

除去する重要な役割を浅海域で担っていることが

生態系モデルによって明らかにされている28)。 
干潟とアマモの関係について Hata et al.29)は、

伊勢湾のアマモがある場所とない場所が隣接して

いる干潟の物質循環をボックスモデルで解析した。

アサリなどの濾過食者の濾過速度を 2.0 1-1
 ind-1

 h-1  

として計算していたものを 3.0 1-1 ind-1 h-1に変え

ると、濾過食者のバイオマスは15％、アマモのバ 

イオマスは10％増加し、植物プランクトンのバイオ

マスは10％減少する。濾過速度を1.5 1-1 ind-1 h-1

にすると、それぞれ、濾過食者のバイオマスは

40％、アマモのバイオマスは5％と減少し、植物プ

ランクトンのバイオマスは8％増加した。濾過速度

を増加させた場合には、濾過食者が増えたため植

物プランクトンが減少すると同時にアサリなどの糞

や尿が増加する。つまり、濾過食者により濾過され

ることによって植物プランクトンは減少するため、

植物プランクトンとアマモの間の栄養塩をめぐる競

争は減少するとともに、濾過食者の排出する増加

した栄養塩をアマモが吸収し、アマモの栄養状態

が良くなり、それらのバイオマスも増加すると説明

されている。 
三河湾干潟でアマモ場がある場所とない場所の

生態系モデリングを行った Sohama et al. は30)、干

潟の濾過食者が懸濁態有機物を濾過することで

透明度が高くなり、アマモの生育限界深度を深く 

 

 

図７ アマモが分布していたとき(a)と wasting disease という病気によりアマモが
消滅したときの海底の状態を描いた図（Rassmussen26)を一部改変）． 

海面 

海面 

 潮間帯     潮下帯上部 
211 



小松ほか：干潟生態系における藻場の分布とその役割 

212 

させる効果があると指摘している。したがって、干

潟の濾過食者とアマモ場の間には正の依存関係

があるということになる。 
では、アマモがある干潟とない干潟でどれくらい

物質循環が変わるのであろうか。干潟と隣接する

アマモ場を含む浅海域の窒素循環について、生

態系モデルによる研究を行った Hata et al.29)によ

ると、アマモ場を含む干潟 （360 ha）では、植物に 

よる無機態窒素の除去量 56 kg N day-1、濾過食

者 に よ る 有 機 態 窒 素 の 除 去 量  95 kg N day-1 、 

漁獲による生物の取り上げに伴う有機態窒素除 

去量は 25 kg N day-1である。したがって、物理的

過程による有機態窒素の除去量と海底からの無 
機 態 窒 素 の 放 出 量 を 考 慮 す る と 、 全 体 と し て 

51 kg N day-1の窒素が除去されることになる。一

方、アマモのない干潟 (900 ha)では、物理的な過

程と濾過食者により有機態窒素 526 kg N day-1

（その内、濾過食者による除去量は 218 kg N day-1）

が除去されるが、海底からの無機態窒素の放出量

を考慮すると、全体として 15 kg N day-1の窒素の

発生となった。したがって、同じ干潟生態系であっ

ても、アマモ場がある場合には窒素の吸収源とな

って浄化作用を行うが、アマモ場がない場合には

窒素を放出し、海域の富栄養化の発生源となって

しまうと推定された。また、モデルでは漁業による

除去も重要であることを示していた。現実に、干潟

ではアサリは大きくなると漁獲される。また、アマモ

場は魚類の産卵場、ふ化した仔稚魚の生育場とし

ての機能を持っているため、魚類のバイオマスに

影響を及ぼす。そして、アマモ場を利用する魚類

が成長し、大きくなると漁業により漁獲される。つま

り、漁業活動が海域からの窒素除去を促進し、海

域浄化に寄与することを意味している。 
 

5. まとめ 

 
前浜干潟、潟湖干潟においては干潟上ではコ

アマモが、潮下帯においてはアマモやタチアマモ

といった海草藻場が、河口干潟においては潮下帯

にアマモが干潟に平行して分布していた。干潟は

砂あるいは砂泥であるため、撹乱が少ない場合、

砂底あるいは砂泥底に生育するコアマモやアマモ

は、それぞれ干潟上、潮下帯に分布する。一方、

海草は流れや波を緩衝する作用、地下茎が砂や

砂泥を固定する作用、砂などを堆積させる作用な

どの物理的な作用を環境に及ぼし、干潟を波や流

れによる侵食から守る働きをしている。また海草に

は、海水中から栄養塩を吸収し、生物体へと変換

する作用、光合成を通じて酸素を供給するなどの

生物化学的な作用がある。また、葉上の付着動植

物に生息場を提供し、それらから懸濁態有機物が

発生し、干潟に供給されるという生物的作用を及

ぼす。懸濁態有機物はアサリなど干潟に生息する

濾過食者により濾過され、糞あるいは無機態の栄

養塩となってアマモ場に供給される。このように、

干潟におけるアサリなどの濾過食者とアマモは互

いに正のフィードバックを及ぼす。海草がある干潟

とない干潟では漁業生産や窒素循環にも違いが

あり、海草のある干潟は、アサリだけでなく産卵場、

仔稚魚の生育場として漁業生産に寄与するととも

に、窒素循環の面では窒素の吸収源となるが、藻

場がない干潟は発生源となる。 
海草藻場は海草自身の生命活動を通じて、物

理的、生物的、化学的に独自な環境を形成する力

をもっている31)。海草藻場は、干潟とは異なった環

境単位であるが、2つの生態系が協同することで、

より生産的で持続的、安定的な生態系を形作って

いると考えられる。 
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