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(4)重要種 

確認種のうち表 2.6.4-1 に示す判定基準に該当する種を重要な種として抽出した。 

 

表 2.6.4-1 重要な種の判定基準及びカテゴリー区分 

略称 基準法令・基準文献等 
カテゴリー区分 

カテゴリー 略号 内容 

天然 

記念物 
「文化財保護法」 

国指定天然記念物 国指定 国で指定されている天然記念物 

県指定天然記念物 県指定 県で指定されている天然記念物 

村指定天然記念物 村指定 村で指定されている天然記念物 

種の 

保存法 

「絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律」 

国際希少野生動植物種 国際希少

国際的に協力して種の保存を図ることと

されている絶滅のおそれのある野生動植

物の種（国内希少野生動植物種を除く）で

あって、政令で定めるもの 

国内希少野生動植物種 国内希少 

その個体が本邦に生息し又は生育する絶

滅のおそれのある野生動植物の種であっ

て、政令で定めるもの 

沖縄県 

RDB 

「改訂・沖縄県の絶滅のおそれの

ある野生生物 レッドデータおき

なわ(動物編)」平成 17年、沖縄県

絶滅危惧 I類 CR+EN 沖縄県では絶滅の危機に瀕している種 

絶滅危惧 IA類 CR 
沖縄県ではごく近い将来における野生で

の絶滅の危険性が極めて高いもの 

絶滅危惧 IB類 EN 

沖縄県では IA 類ほどではないが、近い将

来における野生での絶滅の危険性が高い

もの 

絶滅危惧 II類 VU 沖縄県では絶滅の危険が増大している種 

準絶滅危惧 NT 沖縄県では存続基盤が脆弱な種 

情報不足 DD 
沖縄県では評価するだけの情報が不足し

ている種 

絶滅のおそれのある地

域個体群 
LP 

沖縄県で地域的に孤立している個体群で、

絶滅のおそれの高いもの 

環境省 

RL 

「環境省版レッドリスト(汽水・淡

水魚類 平成 25年、貝類 平成 24

年、その他無脊椎動物 平成 24

年、昆虫類 平成 24年)」、環境

省 

絶滅危惧 I類 CR+EN 絶滅の危機に瀕している種 

絶滅危惧 IA類 CR 
ごく近い将来における野生での絶滅の危

険性が極めて高いもの 

絶滅危惧 IB類 EN 
IA 類ほどではないが、近い将来における野

生での絶滅の危険性が高いもの 

絶滅危惧 II類 VU 絶滅の危険が増大している種 

準絶滅危惧 NT 存続基盤が脆弱な種 

情報不足 DD 評価するだけの情報が不足している種 

絶滅のおそれのある地

域個体群 
LP 

地域的に孤立している個体群で、絶滅のお

それが高いもの 

干潟 

RDB 

「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」平成 24年、日本ベントス学

会 

絶滅危惧 I類   絶滅の危機に瀕している種 

絶滅危惧 IA類  CR 
ごく近い将来における野生での絶滅の危

険性が極めて高いもの 

絶滅危惧 IB類 EN 
IA 類ほどではないが、近い将来に野生での

絶滅の危険性が高いもの 

絶滅危惧 II類 VU 絶滅の危険が増大している種 

準絶滅危惧 NT 

現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条

件の変化によっては「絶滅危惧」として上

位ランクに移行する要素を有するもの 

情報不足 DD 評価するだけの情報が不足している種 

絶滅のおそれのある地

域個体群 
LP 

地域的に孤立している個体群で、絶滅のお

それが高いもの 
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確認種の中から重要種の抽出を行った結果、53 種が確認された。重要種一覧を表 2.6.4-2 に示

す。また、重要種の確認位置を図 2.6.4-1 に示す。 

 

表 2.6.4-2 重要種一覧 

 

注) ※1: 和名の“ガイ”を省略した名称で掲載されている。例) 「ツバサカノコガイ」を「ツバサカノコ」で掲載。 

 

 

 

  

Tr1 Tr5
定性 定性 定量 定性 定量 定性 定量 定性

1 貝類 ヒラマキアマオブネガイ ○ NT※1 NT※1 NT※1

2 ツバサカノコガイ ○ ○ ○ ○ ○ NT※1 VU※1 NT※1

3 シマカノコガイ ○ ○ NT※1 NT※1 NT※1

4 フリソデカノコガイ ○ NT※1 NT※1

5 コウモリカノコガイ ○ NT※1 NT※1

6 キジビキカノコガイ ○ ○ NT※1 NT※1 NT※1

7 ウスベニツバサカノコガイ ○ ○ NT※1 NT※1

8 ミヤコドリガイ ○ NT※1 NT※1

9 ヌノメカワニナ ○ ○ NT

10 フトヘナタリガイ ○ ○ ○ NT※1 NT※1

11 マドモチウミニナ ○ ○ ○ VU NT VU
12 イロタマキビ ○ ○ NT NT

13 オイランカワザンショウガイ ○ NT※1 NT※1

14 ドロアワモチ ○ VU NT VU
15 ゴマセンベイアワモチ ○ NT NT
16 カタシイノミミミガイ ○ ○ NT NT
17 ウラシマミミガイ ○ ○ ○ NT NT
18 キヌメハマシイノミガイ ○ ○ NT NT NT
19 クロヒラシイノミガイ ○ ○ ○ NT NT
20 シュジュコミミガイ ○ NT NT
21 ヒメシイノミミミガイ ○ CR+EN VU EN
22 ウルシヌリハマシイノミガイ ○ VU VU VU
23 ヌノメイチョウシラトリ ○ ○ NT NT NT
24 ヤエヤマヒルギシジミ ○ VU NT
25 イオウハマグリ ○ VU NT VU
26 甲殻類 ヒガタスナホリムシ ○ NT VU
27 オオテナガエビ ○ NT
28 ハシボソテッポウエビ ○ ○ VU
29 ムラサキオカヤドカリ ○ 国指定
30 オカヤドカリ ○ ○ 国指定
31 マンガルマメコブシガニ ○ ○ NT NT
32 オキナワヤワラガニ ○ ○ VU
33 ミナミムツハアリアケガニ ○ VU NT
34 アリアケモドキ ○ ○ ○ ○ VU
35 カワスナガニ ○ NT NT NT
36 ツノメチゴガニ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ NT
37 チゴイワガニ ○ ○ ○ NT NT
38 ヒメヤマトオサガニ ○ NT
39 ホルトハウスオサガニ ○ ○ NT
40 リュウキュウシオマネキ ○ VU
41 ルリマダラシオマネキ ○ NT NT
42 ヒメシオマネキ ○ ○ ○ ○ NT
43 ミナミアシハラガニ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ NT
44 ユビアカベンケイガニ ○ ○ ○ NT
45 フジテガニ ○ NT
46 ヒメアシハラガニモドキ ○ ○ ○ NT
47 ヒナアシハラニモドキ ○ NT VU
48 ヒメヒライソモドキ ○ ○ ○ NT
49 トゲアシヒライソガニモドキ ○ ○ VU NT
50 アゴヒロカワガニ ○ NT
51 タイワンヒライソモドキ ○ NT
52 ヒラモクズガニ ○ ○ ○ NT NT
53 魚類 ヒゲワラスボ ○ VU 対象外

14種 9種 27種 8種 16種 6種

Tr3
No. 分類群 種名

Tr2 Tr4
天然記念物

環境省
RL2012

沖縄県
RDB

干潟
RDB

18種3門 53種 43種25種28種2種
15種 30種 17種

12種
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以下に、重要種の概要を示す。 

 

【重要な底生動物の概要 その 1】 

和名:ヒラマキアマオブネガイ 

学名:Nerita planospira 

分類:腹足綱 アマオブネガイ目  

 アマオブネガイ科 

現地撮影 

【指定状況】 

環境省 RL:準絶滅危惧 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では南西諸島に分布する。おもにマングローブ林の幹の根元や気根上(中潮線)に生息する。 

参考文献:干潟 RDB 

※環境省 RL、沖縄県 RDB、干潟 RDB では「ヒラマキアマオブネ」で掲載されている。 

 

【重要な底生動物の概要 その 2】 

和名:ツバサカノコガイ 

学名:Neripteron subauriculatta 

分類:腹足綱 アマオブネガイ目  

           アマオブネガイ科 

現地撮影 

【指定状況】 

環境省 RL :準絶滅危惧 

沖縄県 RDB:絶滅危惧 II類 

干潟 RDB :準絶滅危惧 

【確認状況】 

  

 

 

 

 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では奄美大島以南の南西諸島に分布。 

殻長 20mm。本種の螺条脈は非常に弱く殻皮を伴った輪肋が強い。和名は殻口後部の翼状突起の発

達から付けられた。内湾奥部、河口域の流れの緩やかな場所や淵、マングローブ林内の細流、水たま

りなどに沈んだ木の枝、石の裏面等に付着する。河口域の微細地形が単純化されたり、土砂などの流

入が顕著になると、個体数が減少したり、生息できなくなる。 

参考文献:干潟 RDB 

※環境省 RL、沖縄県 RDB、干潟 RDB では「ツバサカノコ」で掲載されている。 
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【重要な底生動物の概要 その 3】 

和名:シマカノコガイ 

学名:Neritina turrita 

分類:腹足綱 アマオブネガイ目  

              アマオブネガイ科 

採集標本(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

環境省 RL :準絶滅危惧 

干潟 RDB :準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では沖縄本島中北部、先島に分布する。 

殻は本科中、中型で、縦にやや延びた亜球形、殻表は細かい縦縞模様、殻口内面滑層は乳白色で蓋

は灰色。殻高 30mm に達する。マングローブの発達する河口、下流域に生息する。マングローブの発

達する沖縄島北部東海岸の数河川、石垣島、西表島の河川では生息数が少なくないが、水質悪化の著

しい沖縄島中南部の河川ではマングローブがあったとしても殆どまとまった個体群の生息が確認さ

れない。 

参考文献:沖縄県 RDB 

※環境省 RL、沖縄県 RDB、干潟 RDB では「シマカノコ」で掲載されている。 

 

【重要な底生動物の概要 その 4】 

和名:フリソデカノコガイ 

学名:Neripteron sp.B 

分類:腹足綱 アマオブネガイ目 

 アマオブネガイ科 

採集標本(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL :準絶滅危惧 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

 

【確認状況】 

 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では奄美諸島以南の南西諸島に分布。 

殻長 25mm。殻は薄質で殻の外形が長方形になるのが特徴である。殻口方向から見ると螺層は見え

ない。十分に成長した個体では、殻口は後部へ翼状に細長く張り出し殻口外唇部も板状に張り出す。

河口域の微細地形の単純化や、土砂の流入により、生息できなくなる。 

内湾奥部、河口域の流れの緩やかな場所や淵、マングローブ林内の細流、水たまりなどに沈んだ

木の枝、石の裏面などに付着する。 

参考文献:干潟 RDB 

※環境省 RL、干潟 RDBでは「フリソデカノコ」で掲載されている。 
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【重要な底生動物の概要 その 5】

和名:コウモリカノコガイ 

学名:Neripteron auriculata 

分類:腹足綱 アマオブネガイ目 

           アマオブネ

【指定状況】 

環境省 RL:準絶滅危惧 

干潟 RDB :準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では奄美大島以南の南西諸島

殻長 25mm。本種は毛状突起を持つ

は後部へ翼状に張り出し、殻口外唇

や淵、マングローブ林内の細流、水

参考文献:干潟 RDB 

※環境省 RL、干潟 RDB では「コウモリ

 

【重要な種の概要 その 6】 

和名:キジビキカノコガイ 

学名:Neripteron spiralis 

分類:腹足綱 アマオブネガイ目 

           アマオブネ

【指定状況】 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

環境省 RL :準絶滅危惧 

干潟 RDB  :準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では奄美大島以南の南西諸島

殻長 10mm。殻表が毛状突起を持つ

は後部へ翼状に張り出すことはない

林内の細流、水たまりなどに沈んだ

れたり、土砂などの流入が顕著にな

所は、橋梁工事、河川改修、護岸工

参考文献:干潟 RDB 

※環境省 RL、沖縄県 RDB、干潟 RDB では
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ネガイ科 

採集標本(目盛りは 1

島に分布する。 

つ強い螺条脈が特徴的。殻口方向から見ると螺層が

唇部も板状に張り出す。内湾奥部、河口域の流れの

水たまりなどに沈んだ木の枝、石の裏面等に付着す

カノコ」で掲載されている。 

ネガイ科 

標本撮影(目盛りは 1

島に分布する。 

つ殻皮の発達した強い螺条脈で被われるのが特徴的

い。内湾奥部、河口域の流れの緩やかな場所や淵、

だ木の枝、石の裏面等に付着する。河口域の微細地

なると、個体数が減少したり、生息できなくなる。

工事等の影響を受けやすい。 

は「キジビキカノコ」で掲載されている。 

査【慶佐次川】  

1mm) 

が見える。殻口

の緩やかな場所

る。 

1mm) 

的である。殻口

マングローブ

地形が単純化さ

本種の生息場
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【重要な底生動物の概要 その 7】 

和名:ウスベニツバサカノコ 

学名:Neritina sp. B 

分類:腹足綱 アマオブネガイ目  

           アマオブネガイ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL:準絶滅危惧 

干潟 RDB :準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では奄美大島以南の南西諸島に分布する。 

殻長 10mm。殻は小型で薄質、殻口の張り出しは弱く、殻頂部が薄紅色になる個体が多い。内湾奥

部、河口域のマングローブ湿地、干潟周辺の水の流れが比較的速く、浅い細流内の石の下面に付着す

る。河口域の微細地形が単純化されたり、土砂などの流入が顕著になると、個体数が減少したり、生

息できなくなる。本種の生息場所は河川改修、護岸工事等の影響を受けやすい。 

参考文献:干潟 RDB 

※肥後目録・H24 水辺の国調生物リストに未掲載。和名・学名は干潟 RDB に準拠した。 

 

【重要な底生動物の概要 その 8】 

和名:ミヤコドリガイ 

学名:Cinnalepeta pulchella 

分類:腹足綱 アマオブネガイ目 

ユキスズメガイ科 

現地撮影 

【指定状況】 

環境省 RL：準絶滅危惧 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では房総半島・佐渡～南西諸島に分布する。 

殻径 10mm。殻は笠形で、やや殻高が高い。殻表は褐色で、顆粒状の細かい放射肋がならぶ。 

内湾湾口部岩礫地の高・中潮帯転石下に生じる還元的環境において、本州～九州ではシラギクやニッ

ポンマメアゲマキ等、南西諸島ではタオヤメユキスズメやニセボマツボ等とともに見られる。 

参考文献:WWF-J、干潟 RDB 

※環境省 RL、干潟 RDB では「ミヤコドリ」で掲載されている。 
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【重要な底生動物の概要 その 9】 

和名: ヌノメカワニナ 

学名: Melanoides tuberculatus 

分類:腹足綱 吸腔目 トウガタカワニナ科 

 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL:準絶滅危惧 

【確認状況】 

  

 

【分布・形態・生態など】 

国内では鹿児島県南部以南に分布する。 

殻高 30mm 前後の塔型である。殻表面には規則正しく配列した縦張肋があり、螺条脈と交差し凹凸

を造る。殻色は淡い灰褐色や黄褐色に地にジグザグの褐色斑を巡らす。生息環境によって、形態変化

が現れやすい種類である。池沼、河川、水田、水路、湧水地など生息息環境は幅広く、大潮時に海水

の入り込む場所にも棲み、底質もあまり選ばない。 

参考文献:日本産淡水貝類図鑑② 汽水域を含む全国の淡水貝類 

 

【重要な底生動物の概要 その 10】 

和名:フトヘナタリガイ 

学名:Cerithidea rhizophoorarum 

分類:腹足綱 吸腔目 フトヘナタリ科 

 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL:準絶滅危惧 

干潟 RDB :準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

【分布・形態・生態など】 

東北地方～九州、南西諸島、朝鮮半島、中国大陸、インド・太平洋に分布する。殻高 35～40mm。

殻表面は顆粒状になり、成貝では幼貝層が欠落する。白地に褐色や黒色、灰色などの色帯をめぐら

す。内湾奥部、河口部のヨシ原、マングローブ塩生湿地内に生息する。活動期にはヨシ、マングロ

ーブ林などの茎に登ることも多い。堆積物を食べる。河川改修、内湾の海岸開発、土地造成、道路

工事によるヨシ帯の衰退、水質汚濁による腐泥の堆積などにより急激な減少を見る場所もある。 

参考文献: 干潟 RDB、環境省自然環境局野生生物課(編), 2010. 改訂レッドリスト 付属説明資料 貝

類, 環境省自然環境局野生生物課, 64pp. 

※環境省 RL、干潟 RDB では「フトヘナタリ」で掲載されている。 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 11】 

和名:マドモチウミニナ 

学名:Telebralia sulcata 

分類:腹足綱 吸腔目 ウミニナ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL:絶滅危惧 II 類 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

干潟 RDB：絶滅危惧 II 類 

【確認状況】 

  

 

【分布・形態・生態など】 

琉球列島における分布は沖縄島のみ。マングローブ林海側辺緑部を生息場所とする。沖縄島における

生息域は、塩屋湾、羽地内海、北部東海岸のマングローブ干潟に限定される。 

参考文献:沖縄県 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 12】 

和名:イロタマキビ 

学名:Littoraria conica 

分類:腹足綱 吸腔目 タマキビ科 

現地撮影 

【指定状況】 

環境省 RL：準絶滅危惧 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

【分布・形態・生態など】 

琉球列島においては、沖縄島、宮古島、伊良部島、石垣島、西表島に分布。マングローブ林のヒル

ギ類の葉に付着する。 

参考文献:沖縄県 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 13】 

和名:オイランカワザンショウガイ 

学名:Angustassiminea sp. 

分類:腹足綱 吸腔目 

 カワザンショウガイ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL:準絶滅危惧 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

 

 

 

 

【分布・形態・生態など】 

南西諸島(種子島、屋久島、奄美大島、沖縄島、久米島、宮古島、石垣島、西表島)に分布している。

河口マングローブ内や辺縁の砂泥底の転石や落葉、朽木などの下にみられる。 

参考文献:干潟 RDB 

※環境省 RL、干潟 RDB では「オイランカワザンショウ」で掲載されている。 

 

【重要な底生動物の概要 その 14】 

和名:ドロアワモチ 

学名:Onchidium deamelli 

分類:有肺亜綱 収眼目 イソアワモチ科 

現地撮影 

【指定状況】 

環境省 RL：絶滅危惧 II類 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

干潟 RDB: 絶滅危惧 II 類 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

沖縄島および先島に分布する。 

マングローブ林や河口干潟の塩性湿地周辺の潮間帯上部に生息する。 

参考文献:沖縄県 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 15】 

和名:ゴマセンベイアワモチ 

学名:Platevindex cf.mortoni 

分類:有肺亜綱 収眼目 イソアワモチ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL：準絶滅危惧 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

南西諸島(奄美大島、沖縄島、久米島、石垣島、西表島)に分布する。 

汽水域マングローブ内泥底の朽木や転石などの下にオカミミガイ科の種とともに潜んでいること

が多いか樹幹や石垣などの表層を匍匐していることもある。 

参考文献:干潟 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 16】 

和名:カタシイノミミミガイ 

学名:Cassidula nucleus crassiuscula 

分類:有肺亜綱 基眼目 オカミミガイ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL:準絶滅危惧 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では奄美大島、沖縄島中北部、石垣島、西表島に分布する。 

内湾域の陸上植生までよく保全されたマングローブ湿地内高潮線付近の朽木や石の下などに付着。

参考文献:干潟 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 17】 

和名:ウラシマミミガイ 

学名:Cassidula nucleus 

分類:腹足綱 基眼目 オカミミガイ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL:準絶滅危惧 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

殻高 12～23mm、殻径 13～15mm と大きさに変異がある。国内では沖縄島のみに分布し、マングロー

ブ内の砂泥上やヒルギ類の幹などで生活し、日中も隠れることなく生活している。物陰に潜む他種

とは、生活様式が大きく相違する。 

参考文献:日本産淡水貝類図鑑② 汽水域を含む全国の淡水貝類 

 

【重要な底生動物の概要 その 18】 

和名:キヌメハマシイノミガイ 

(トリコハマシイノミガイ) 

学名:Melampus sulculosus 

分類:腹足綱 基眼目 オカミミガイ科 

標本撮影(目盛りは 1ｍｍ) 

【指定状況】 

環境省 RL : 準絶滅危惧 

沖縄県 RDB: 準絶滅危惧 

干潟 RDB ：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では奄美大島、沖縄島、久米島、宮古島、石垣島、西表島に分布している。 

殻高 10mm。殻はやや長い卵円形で、体層には波状にやや乱れた多数の螺状脈を巡らす。 

河口マングローブ辺縁高潮帯の軟泥底・砂泥底において転石や朽木の下などにみられる。 

参考文献：干潟 RDB、日本産淡水貝類図鑑② 汽水域を含む全国の淡水貝類 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 19】 

和名:クロヒラシイノミガイ 

学名:Pythia pachyodon  

分類:腹足綱 基眼目 オカミミガイ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL : 準絶滅危惧 

干潟 RDB ：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では奄美大島、沖縄島、石垣島、西表島に分布している。 

殻高 25mm。前後に偏圧された滴形である。 

内湾域の陸上植生までよく保全されたマングローブ湿地内高潮線付近から陸上植生内に生息。 

参考文献：干潟 RDB、日本産淡水貝類図鑑 

 

 

【重要な底生動物の概要 その 20】 

和名:シュジュコミミガイ 

学名:Laemodonta minuta 

分類:有肺亜綱 基眼目 オカミミガイ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL:準絶滅危惧 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

房総半島から中国南部に分布し、やや外洋の潮間帯上部における転石の下などに生息する。 

参考文献:「日本近海産貝類図鑑」奥谷喬司 東海大学出版会 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

 
【重要な底生動物の概要 その 21】 

和名:ヒメシイノミミミガイ 

学名:Cassidula nigrobrunnea 

分類:腹足綱 基眼目 オカミミガイ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL : 絶滅危惧Ⅰ類 

沖縄県 RDB: 絶滅危惧類 II 

干潟 RDB ：絶滅危惧ⅠB類 

 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では沖縄島、先島諸島に分布する。 

殻高 9mm。 

螺状脈は体層中程においても明瞭で、螺塔や体層上部には規則的に針毛が多数生えている。河口・

マングローブ林周辺の塩生湿地の高・中潮帯に生息するが、泥質域でかつ礫がある限られた環境で、

つねに湿気のある条件に生息する。泥礫の隙間に隠れて棲み、泥中の有機物などを摂餌すると考え

られる。 

参考文献：干潟 RDB、日本産淡水貝類図鑑② 汽水域を含む全国の淡水貝類 

 

 

【重要な底生動物の概要 その 22】 

和名:ウルシヌリハマシイノミガイ 

学名:Melampus nucleolus 

分類:腹足綱 基眼目 オカミミガイ科 

 
標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL : 絶滅危惧類 II 

沖縄県 RDB: 絶滅危惧類 II 

干潟 RDB ：絶滅危惧類 II 

【確認状況】 

。 

【分布・形態・生態など】 

国内では沖縄島北部、久米島、宮古島、石垣島に分布する。殻高 11mm。 

螺塔は低くやや張り肩の卵円形である。河口マングローブ辺縁高潮帯の軟泥底・砂泥底に半ば埋

もれた転石下に生息する。 

参考文献：干潟 RDB、日本産淡水貝類図鑑② 汽水域を含む全国の淡水貝類 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 23】 

和名:ヌノメイチョウシラトリ 

学名:Merisca capsoides 

分類:二枚貝綱 マルスダレガイ目 

ニッコウガイ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL：準絶滅危惧 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

 

【分布・形態・生態など】 

殻長 3～4cm、三角形の二枚貝。殻は白色。殻表には成長輪肋がある。琉球列島では、奄美大島、

加計呂麻島、沖縄島、久米島、石垣島、西表島と広範囲に分布するが、産地は不連続かつ局所的であ

る。内湾干潟や河口干潟の中潮帯砂泥底を生息場所としている。 

参考文献:沖縄県 RDB 

 

 

【重要な底生動物の概要 その 24】 

和名:ヤエヤマヒルギシジミ 

学名:Geloina erosa 

分類:二枚貝綱 マルスダレガイ目 

マルスダレガイ科 

出典:「日本産淡水貝類図鑑」 

ピーシーズ社，2004 年 

【指定状況】 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

環境省 RL:絶滅危惧 II 類 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

琉球列島における分布は、奄美大島、沖縄島、石垣島、西表島。 

マングローブ林とその周辺に半ば埋在して生息する。 

参考文献:沖縄県 RDB 

※沖縄県 RDB では「シレナシジミ」で掲載されている。 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 25】 

和名:イオウハマグリ 

学名:Pitar sulfreum 

分類:二枚貝綱 マルスダレガイ目 

 マルスダレガイ科 

標本撮影(目盛りは 1ｍｍ) 

【指定状況】 

環境省 RL:絶滅危惧 II 類 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

干潟 RDB:絶滅危惧 II類 

【確認状況】 

  

【分布・形態・生態など】 

琉球列島では、奄美大島と沖縄島および西表島に不連続的に分布する。 

内湾干潟中潮帯の礫まじり砂泥底、砂泥底、砂底を生息場所とする。 

参考文献:沖縄県 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 26】 

和名:ヒガタスナホリムシ 

学名:Eurydice akiyamai 

分類:軟甲綱 ワラジムシ目 

 スナホリムシ科 

出典:「干潟の絶滅危惧動物図鑑」 

東海大学出版会，2012 年 

【指定状況】 

環境省 RL:準絶滅危惧 

干潟 RDB: 絶滅危惧 II 類 

【確認状況】 

  

【分布・形態・生態など】 

千葉県(一宮川)～沖縄島(名護市)に分布する。体長 7mm。河口域の砂泥底から海岸汀線から 100ｍ

遡った細流からも発見されている。 

参考文献:干潟 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

 

【重要な底生動物の概要 その 27】 

和名:オオテナガエビ 

学名:Macrobrachium grandimanus 

分類:軟甲綱 十脚目 テナガエビ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB: 準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では種子島以南に分布する。 

雄の第二胸脚は独特の形態に大きく発達するが、左右でまったく異なる形態となるのが特徴であ

る。石垣島や西表島では、河川の下流域の潮の影響のある場所の石の下などに生息している。宮古

島では、洞穴内の陸封潮溜まりにも生息する。小卵多産種で 9 ゾエア期とメガロパ(デカポディド)

期を経て稚エビになる。 

参考文献:沖縄県 RDB、シュリンプ&スネイル 

 

【重要な底生動物の概要 その 28】 

和名: ハシボソテッポウエビ 

学名: Alpheus dolichodactylus 

分類:軟甲綱 十脚目 テッポウエビ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB:絶滅危惧 II類 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では、和歌山県～九州(有明海)に分布する。甲長 20mm。河口域の軟泥干潟に穴を掘って生息

する。 

参考文献:干潟 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 29】 

和名:ムラサキオカヤドカリ 

学名:Coenobita purpureus 

分類:軟甲綱 十脚目 オカヤドカリ科 

現地撮影 

【指定状況】 

国指定天然記念物 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では小笠原諸島、紀伊半島、大分県深島、九州南部、琉球列島に分布する。 

沖縄諸島では個体数も多く、よく見かけるが、宮古・八重山諸島には少ないようである。小型の個

体ではほとんどがクリーム色をしているが、大型個体では全体が紫色になる。海岸線近くの草むらや、

砂浜・隆起石灰岩の亀裂内などに生息する。 

参考文献: 沖縄県天然記念物調査シリーズ第 29集 オカヤドカリ生息実態調査報告 あまん、沖縄県

天然記念物調査シリーズ第 43 集 オカヤドカリ生息実態調査報告 II.、沖縄海中生物図鑑 第 8 巻、

海の甲殻類. 

 

【重要な底生動物の概要 その 30】 

和名:オカヤドカリ 

学名:Coenobita cavipes  

分類:軟甲綱 十脚目 オカヤドカリ科 

現地撮影 

【指定状況】 

国指定天然記念物 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

東アフリカの本土沿岸から東インド諸島、台湾、小笠原諸島、奄美諸島、沖縄・宮古・八重山諸島、

及び北大東島まで分布する広域生息種である。他のオカヤドカリと比較すると、最も内陸まで分布す

る種で、海岸ではあまり見られない。 

参考文献:沖縄県天然記念物調査シリーズ第 43集 オカヤドカリ生息実態調査報告 II、沖縄海中生物

図鑑 第 8巻. 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 31】 

和名:マンガルマメコブシガニ 

学名:Philra nishihirai  

分類:軟甲綱 十脚目 コブシガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB：準絶滅危惧 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

  

【分布・形態・生態など】 

沖縄島、石垣島、西表島、インドネシアに分布する。甲幅 8mm。 

感潮域下部にある水路の、底質が砂礫や軟泥質からなる、岸近くの水中の斜面より採集されている。

マングローブ林内や周辺の倒木や転石の下などにも棲息している。 

参考文献：干潟 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 32】 

和名:オキナワヤワラガニ 

学名:Elamenopsis okinawaensis 

分類:軟甲綱 十脚目 ヤワラガニ科 

 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB:絶滅危惧 II類 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

沖縄島、石垣島、西表島に分布する。甲長 5mm 程と小さいが、歩脚は非常に長い。甲は前方が丸ま

った三角形のような形をしており、後側縁の外側に前向きの棘をなす。砂泥質の外干潟のタイトプー

ルや、河口域の転石下に生息する。 

参考文献:沖縄県 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 33】 

和名:ミナミムツハアリアケガニ 

学名:Takedellus ambonensis 

分類:軟甲綱 十脚目 ムツハアリアケガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB: 絶滅危惧 II類 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

奄美大島、沖縄島、西表島に分布する。甲幅 5mm。感潮域下部にある水路の、底質が砂礫や軟泥質

の場所より採集されている。また、マングローブ林内や周辺の倒木や転石の下などにも棲息してい

る。 

参考文献:干潟 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 34】 

和名:アリアケモドキ 

学名:Deiratonotus cristatus 

分類:軟甲綱 十脚目 ムツハアリアケガニ科 

 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB：絶滅危惧 II 類 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

北海道～九州、奄美大島、沖縄島、サハリン、朝鮮半島、中国大陸、ベトナムに分布する。甲幅

19mm。河川汽水域の泥質干潟や周辺の澪筋に生息。活動は夜間の冠水下で見られる。 

参考文献:干潟 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。

※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 35】 

和名: カワスナガニ 

学名: Deiratonotus japonicus 

分類:軟甲綱 十脚目 ムツハアリアケガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

環境省 RL：準絶滅危惧 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では、房総半島以南～沖縄諸島に分布する。甲幅 11mm。清浄な河川河口域の汽水域上流部の

転石下に生息。 

参考文献:干潟 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 36】 

和名: ツノメチゴガニ 

学名: Tmethypocoelis ceratophora 

分類:軟甲綱 十脚目 コメツキガニ科 

 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

 

 

 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では、奄美大島、沖縄島、石垣島、西表島に分布する。甲幅 7mm。甲はやや扁平で、体色は茶

褐色である。同じコメツキガニ科のチゴガニと同様に白い鉗脚上下に振る行動が見られる。また、眼

柄が長く、雄にはその先端に長い突起が出ているのが大きな特徴である。 

河口干潟もしくはマングローブ林周辺の砂質底に巣穴を掘って、集合して生活している。 

参考文献:干潟 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 37】 

和名:チゴイワガニ 

学名:Ilyograpsus nodulosus 

分類:軟甲綱 十脚目 オサガニ科 

出典:「干潟の絶滅危惧動物図鑑」 

東海大学出版会，2012 年 

 

【指定状況】 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

甲長 5mm 程の小型種。甲長と甲幅はほぼ同じ、前側縁に眼窩外歯を含み 4 歯ある。鉗部は雌雄共に

左右同形で小さく、両指先端が内側に曲がってスコップ状。感潮域下部の水路内側面の落ち葉や泥、

砂礫の間に生息する。 

参考文献：沖縄県 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 38】 

和名: ヒメヤマトオサガニ 

学名: Macrophthalmus banzai 

分類:軟甲綱 十脚目 オサガニ科 

 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では、沖縄島、石垣島、西表島に分布する。甲幅 23mm。ヤマトオサガニに似るが、本種は小

型であり、鉗脚の色が白っぽい。また、雄の第 3 歩脚の前節と腕節の前縁に毛を密生する。 

泥質干潟に生息。外洋に近く暖流の影響を強く受ける干潟に多い。雄は鉗脚を高く振り上げ、万

歳をするような Waving をする。主として堆積物食。 

参考文献:干潟 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 39】 

和名: ホルトハウスオサガニ 

学名: Macrophthalmus holthuisi 

分類:軟甲綱 十脚目 オサガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では、沖縄島、石垣島、西表島で確認されている。甲幅 12mm。河口域のマングローブ林内や

その周辺の小さな潮溜まり内に生息する。多くのオサガニ類とは異なり、自ら穴を掘る様子は観察さ

れていない。 

参考文献:干潟 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 40】 

和名:リュウキュウシオマネキ 

学名:Uca coarctata coarctata 

分類:軟甲綱 十脚目 スナガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB：絶滅危惧 II 類 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では奄美諸島以南に分布する。甲幅 22mm。河川河口域の干潟やマングローオブ周辺の比較的

遮光された場所の軟泥底に巣穴を掘って生息している。 

参考文献:干潟 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 41】 

和名:ルリマダラシオマネキ 

学名:Uca tetragonon 

分類:軟甲綱 十脚目 スナガニ科 

 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では奄美大島、沖縄島、久米島、宮古島、石垣島、西表島等に、海外ではインド・西太平洋

域に分布する。 

甲幅は 2.5cm 程度。頭胸甲は瑠璃色の地色に黒紫色の不定形の斑模様があり、大鉗脚の掌部がオ

レンジ色を呈し、大変美しい。 

主に、河川河口域や礫混じりの干潟などで見られるが、陸水の影響の少ない内湾環境でも見られ

る。礫底の底質を好むようである。個体数はやや少ない。 

参考文献:沖縄県 RDB、干潟 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 42】 

 

  

和名:ヒメシオマネキ 

学名:Uca vocans 

分類:軟甲綱 十脚目 スナガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では和歌山県、宮崎県以南に分布している。甲幅 17mm。河川河口域の砂泥底質干潟に生息す

る。 

参考文献：干潟 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 43】 

和名: ミナミアシハラガニ 

学名: Pseudohelice subquadrata 

分類:軟甲綱 十脚目 ベンケイガニ科 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB : 準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

 

 

 

 

 

 

【分布・生態など】 

国内では、小笠原、紀伊半島、淡路島、九州、奄美以南に分布し、海外では、東南アジア、イン

ド洋、オーストラリア東岸に分布する。 

甲幅 20mm 程度。甲はやや丸みのある四角形で、中央付近の幅が広く、額の中央が窪む。顆粒が甲

全面にあり、光沢もある。全体に暗紫褐色で、白い斑紋がちりばめられる。眼窩外歯を含めて、甲

の側縁に低い 3 歯が認められる。 

暖流の影響の強い海岸の塩性湿地上部や高潮帯の転石下に巣穴を掘って生息し、主にマングロー

ブや広葉樹の葉を食べる。 

参考文献:干潟 RDB、 干潟の生きもの図鑑 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 44】 

和名: ユビアカベンケイガニ 

学名: Parasesarma tripectinis 

分類:軟甲綱 十脚目 ベンケイガニ科 

 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB : 準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・生態など】 

国内では静岡県以南～沖縄諸島に分布する。 

最大甲幅 16mm 程度。甲は四角形、後半部には側縁から 5～6 本の線が走る。甲の色は褐色で、鉗

脚は薄い灰色で、指部は赤い。 

河口域塩性湿地のやや上部付近に生息する。アシハラガニやクシテガニのように巣穴を掘ること

はほとんどなく、ヨシ原内を徘徊する。満潮時には、水から離れた高所に移動し、干上がるとヨシ

原内で餌を取る。 

参考文献:干潟 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 45】 

和名:フジテガニ 

学名:Clistocoeloma villosum 

分類:軟甲綱 十脚目 ベンケイガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB：準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

和歌山県以南～沖縄諸島、サモア諸島、カロリン諸島、インドネシア、マダガスカルに分布する。

甲幅 17mm。 

内湾河口域の高潮帯で見られる。生息基質はヨシ原内の泥、あるいは石組み護岸の場合もある。 

参考文献:干潟 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

 

【重要な底生動物の概要 その 46】 

和名:ヒメアシハラガニモドキ 

学名: Neosarmatium indicum 

分類:軟甲綱 十脚目 ベンケイガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧(NT) 

【確認状況】 

 

【分布・生態など】 

県内では沖縄島、西表島に分布し、海外では台湾や香港、東南アジアに広く分布する。 

甲幅 26mm 程度で、甲は厚く正方形に近い。前側縁には眼窩外歯を含み 2歯がある。雄の鉗脚可動

指背面に角質化した 2 歯がある。 

マングローブ林内の湿った場所に巣穴を掘って生息する。 

参考文献:沖縄県 RDB 

 

 

【重要な底生動物の概要 その 47】 

和名: ヒナアシハラモドキ 

学名: Neosarmatium laeve 

分類:軟甲綱 十脚目 ベンケイガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB: 準絶滅危惧 

干潟 RDB : 絶滅危惧Ⅱ類 

【確認状況】 

 

【分布・生態など】 

県内では沖縄島、宮古島、西表島に分布し、海外ではセイシェル諸島、インドネシア東部、フィリ

ピン、ソロモン諸島に分布する。沖縄島は本種の分布の北限にあたる。 

最大甲幅 16mm 程度。小型のアシハラガニモドキ類で、甲の背面は紫がかった暗色になり、甲の後

部には白い斑紋がある。鉗脚は、腕節から鉗部にかけて鮮やか赤色を呈しており、雌雄ともにほぼ左

右同大である。 

河口域に広がるマングローブ林床の高潮線よりもやや高い地点の転石の下、または河川感潮域最上

部の転石の下に潜む。 

参考文献:干潟 RDB 
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※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

【重要な底生動物の概要 その 48】 

和名: ヒメヒライソモドキ 

学名: Ptychognathus capillidigitatus 

分類:軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

。 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では、紀伊半島以南～沖縄諸島に分布する。甲幅 10mm。河口域転石潮間帯の下部周辺に生息。

参考文献:干潟 RDB 

 

【重要な底生動物の概要 その 49】 

和名:トゲアシヒライソガニモドキ 

学名:Parapyxidognathus deianira 

分類:軟甲綱 十脚目 モクズガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB:絶滅危惧 II類 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

  

【分布・形態・生態など】 

沖縄県内では沖縄島、石垣島から見つかっている。県外では奄美から和歌山にかけて、国外では台

湾、フィリピン、Mergui 諸島、インドネシアのアンボン等あら報告がある。甲はやや横長の四角形

で、前側縁に 3歯があり、両鉗脚は等大である。河川干潮域上部の、水中の転石間や植生に潜んでい

る。 

参考文献:沖縄県 RDB 
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【重要な底生動物の概要 その 50】 

和名:アゴヒロカワガニ 

学名:Ptychognathus altimanus 

分類:軟甲綱 十脚目 モクズガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

沖縄県内では石垣島、西表島、沖縄島から知られており、県外では奄美、屋久島、和歌山から報

告がある。本種は前側縁に 3 歯あり、雄の不動指外面に軟毛がなく、鉗脚腕節内角の棘が長いこと

からその他のヒライソガニ類から区別される。河川上流の淡水域及びその付近の塩分のある感潮域

の砂礫質底に生息する。 

参考文献:沖縄県 RDB 

 

 

【重要な底生動物の概要 その 51】 

和名: タイワンヒライソモドキ 

学名: Ptychognathus ishiii 

分類:軟甲綱 エビ目 モクズガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

 

【分布・形態・生態など】 

国内では、神奈川県以南～沖縄諸島に分布する。甲幅 11mm。 

淡水の影響が強い汽水域上流部の転石潮間帯中部付近を主な生息場所とする。 

参考文献:干潟 RDB 

 

  

- 133 -

※ 重要種の確認位置情報については、盗掘等の恐れがあることから情報は非公開とした。



自然環境現況調査【慶佐次川】  

 

【重要な底生動物の概要 その 52】 

和名:ヒラモクズガニ 

学名:Utica borneensis 

分類:軟甲綱 十脚目 モクズガニ科 

現地撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

沖縄県 RDB:準絶滅危惧 

干潟 RDB:準絶滅危惧 

【確認状況】 

  

【分布・形態・生態など】 

沖縄県内では、石垣島、西表島に産し、奄美大島からも報告がある。甲幅約 1.5cm の小型種で、

甲の輪郭はほぼ真四角で甲面は平坦。雄の鉗部は強大で外側に長毛の房があるが、雌では小さく毛

も生えない。河川感潮域上部の、水中の植生や落ち葉の下に潜んでいる。 

参考文献:沖縄県 RDB 

 

 

【重要な底生動物の概要 その 53】 

和名:ヒゲワラスボ 

学名: Taenioides limicola 

分類:硬骨魚綱 スズキ目 ハゼ科 

 

標本撮影(目盛りは 1mm) 

【指定状況】 

環境省 RL：絶滅危惧 II類（VU） 

【確認状況】 

 

【分布等】 

国内では西表島、石垣島、宮古島、沖縄島、奄美大島に分布する。国外ではマリアナ諸島から知

られている。 

体形は細長く鱗はない。背鰭、尻鰭は尾鰭とつながる。眼は退化的で皮下に埋没している。 

マングローブ干潟など河口域の軟泥底に生息する。底質の硬いところには生息せず、分布は比較

的限定される。 

本種の生息する河口の干潟は、開発の影響を直接に受けやすい場所であり、本種は軟泥底を必要

とすることから環境の改変による底質変化で姿を消すことが予想される種である。 

参考文献：環境省(2010) 改訂レッドリスト付属資料 
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(5)過年度調査との比較 

今回実施した底生動物調査は、2010 年に行われた過年度調査とほぼ同一のトランセクトライン

と調査地点及び調査方法で行った。また、過年度調査では十脚甲殻類の調査結果を中心にまとめ

られているため、本年度調査結果から十脚甲殻類の結果を抽出し、過年度調査結果との比較を行

った。 

 

ア．生息環境の比較 

ア）確認された種の生息環境の区分 

比較に先立って、確認された十脚甲殻類について生息環境の区分を行った。 

生息環境の分類は、主に泥、砂、護岸などの底質の違いにより行った。確認された十脚甲殻類

の生息環境は、現地調査を行った専門家からのヒアリング、「干潟の絶滅危惧動物図鑑」(日本ベ

ントス学会,2012 年)を参考に区分した。 

十脚甲殻類の生息環境は、軟泥、硬泥、砂泥、砂、砂礫、礫、転石、樹幹、護岸の 9 つに区分

された。底質の選択性が低い種については「－」と示した。種名が、属止め、科止めとなってい

る種については生息環境の区分を行わなかった。生息環境の区分とその概要を表 2.6.5-1 に示す。 

比較を分かりやすくするために、9つの区分を生息環境を「泥質」、「砂質」、「礫等」、「底質の

選択性が低い」の 4つに再区分し、それらの生息環境毎に確認種数の集計を行った。集計は一種

1 カウントとし、「軟泥・砂泥」などの生息環境が泥質、砂質にまたがる場合は砂質 0.5、泥質 0.5

としてカウントした。 

 

表 2.6.5-1 生息環境の区分と概要 

区分 概要 

泥 

(粒径が 0.075mm

以下) 

軟泥 水分を多く含む柔い泥で、マングローブ林内や干潟部に多い。 

硬泥 水分が多くなく形が崩れにくい泥で、マングローブ林内や干潟の陸側に多

い。 

砂泥 砂と泥の粒子が混ざり、河川の流れが緩やかになった場所に多い。 

砂 

(粒径が 0.075～2.0mm)

泥よりも粒子が大きく、海に近い場所や河川の流れの緩やかな場所に多い。

砂礫 砂と礫が混ざり、河川やマングローブ林の陸側に近い場所に多い。 

礫 

(粒径が 2.0～75.0mm) 

砂よりも粒子が大きい石で、河川やマングローブ林内の陸側に近い場所に

多い。 

転石 礫よりも大きい石で、河川やマングローブ林内の陸側に近い場所に多い。 

樹幹 マングローブの幹。 

護岸 コンクリートの基盤。 

－ 底質の選択性が低い 
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イ）確認種数と生息環境 

過年度調査及び本年度調査の結果、23科 72 種の十脚甲殻類が確認された。 

過年度調査では 16科 41 種、本年度調査では 26科 63 種の十脚甲殻類が確認された。本年度調

査は過年度調査と比較して 22種増加した。生息環境では調査地域が慶佐次川の河口域でマングロ

ーブ林が発達していることから、過年度調査と本年度調査いずれも泥や軟泥、硬泥といった泥質

を主な生息環境とした種が多く確認された。 

確認種一覧と生息環境を表 2.6.5-2、確認された種の生息環境毎の確認種数を図 2.5.5-1 に示

す。 

 

表 2.6.5-2(1) 確認種一覧と生息環境 

 

 
 
  

No. 科名 種名 学名
過年度
調査

本年度
調査

1 クルマエビ科 ヨシエビ Metapenaeus ensis ○
※ヨシエビ属 Metapenaeus sp. ○

2 フトミゾエビ Penaeus latisulcatus ○
3 ウシエビ Penaeus monodon ○
4 ヌマエビ科 ツノナガヌマエビ Caridina longirostris ○
5 ミゾレヌマエビ Caridina leucosticta ○
6 テナガエビ科 オオテナガエビ Macrobrachium grandimanus ○ ○
7 スネナガエビ Palaemon debilis ○ ○
8 フトユビスジエビ Palaemon (Palaemon) debilis ○
9 テッポウエビ科 ハシボソテッポウエビ Alpheus dolichodactylus ○
10 カワテッポウエビ Alpheus sp.(Kawa-teppouebi) ○
11 マングローブテッポウエビ Alpheus euthrosyne richardsoni ○
12 イソテッポウエビ Alpheus lobidens ○
13 Alpheus  sp.C Alpheus sp.C ○

※テッポウエビ属 Alpheus sp. ○
14 ヤドカリ科 ツメナガヨコバサミ Clibanarius longitarsus ○ ○
15 オカヤドカリ科 ナキオカヤドカリ Coenobita rugosus ○
16 ムラサキオカヤドカリ Coenobita purpureus ○
17 オカヤドカリ Coenobita cavipes ○ ○
18 ホンヤドカリ科 ユビナガホンヤドカリ Pagurus dubius ○
19 スナモグリ科 Lepidophthalums tridentatus Callianassa novaebritanniae ○
20 スナモグリ科 Lepidophthalums tridentatus ○
21 オキナワアナジャコ科 オキナワアナジャコ Thalassina anomala ○ ○
22 コブシガニ科 マンガルマメコブシガニ Philyra nishihirai ○
23 ヤワラガニ科 オキナワヤワラガニ Neorhynchoplax okinawaensis ○ 泥 砂泥
24 ワタリガニ科 アミメノコギリガザミ Scylla serrata ○

※ノコギリガザミ属 Scylla sp. ○
25 ガザミ属 Portunus sp. ○
26 ミナミベニツケガニ Thalamita crenata ○ ○
27 オウギガニ科 オウギガニ Leptodius exaratus ○
28 ケブカガニ科 ミナミトラノオガニ Pilumnopeus marginatus ○
29 ムツハアリアケガニ科 アリアケモドキ Deiratonotus cristatus ○ ○ 泥 砂泥
30 カワスナガニ Deiratonotus japonicus ○
31 ミナミムツハアリアケガニ Takedellus ambonensis ○
32 ミナミコメツキガニ科 ミナミコメツキガニ Mictyris brevidactylus ○ ○
33 コメツキガニ科 コメツキガニ Scopimera globosa ○
34 リュウキュウコメツキガニ Scopimera ryukyuensis ○
35 ツノメチゴガニ Tmethypocoelis ceratophora ○ ○ 軟泥 砂泥
36 オサガニ科 オモナガドロガニ Apograpsus paantu ○ 軟泥 砂礫
37 チゴイワガニ Ilyograpsus nodulosus ○ 泥 砂泥
38 ヒメヤマトオサガニ Macrophthalmus banzai ○
39 タイワンヒメオサガニ Macrophthalmus botelabagoe ○
40 ホルトハウスオサガニ Macrophthalmus holthuisi ○
41 ミナミメナガオサガニ Macrophthalmus milloti ○
42 ヨコスジオサガニ Macrophthalmus difinitus ○ ○
43 タイヨウオサガニ Macrophthalmus pacificus ○

※オサガニ属 Macrophthalmus sp. ○

軟泥

泥

砂・砂礫
軟泥

砂・砂泥
砂・砂泥
砂・砂泥

軟泥
軟泥
軟泥
砂

軟泥

砂泥
軟泥

－

転石

－
－

転石
砂・砂泥

硬泥
軟泥・硬泥

軟泥

－

－

生息環境

－

砂・砂泥
砂泥

－

－
－
－
－

軟泥
－

軟泥
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表 2.6.5-2(2) 確認種一覧と生息環境 

 
 

 

図 2.6.5-1 確認された種の生息環境毎の確認種数 

 
 

 

No. 科名 種名 学名
過年度
調査

本年度
調査

44 スナガニ科 リュウキュウシオマネキ Uca coarctata ○ ○
45 ベニシオマネキ Uca crassipes ○ ○
46 ヤエヤマシオマネキ Uca dussumieri ○ ○
47 オキナワハクセンシオマネキ Uca perplexa ○ ○ 硬泥 砂
48 ヒメシオマネキ Uca vocans ○ ○ 硬泥 砂
49 ルリマダラシオマネキ Uca tetragnon ○
50 ミナミヒメシオマネキ Uca jocelynae ○
51 ベンケイガニ科 クロベンケイガニ Chiromantes dehaani ○ ○
52 タイワンアシハラガニ Helice formosensis ○ ○ 軟泥 砂泥
53 ミナミアシハラガニ Helice leachi ○ ○
54 オオベンケイガニ Neoepisesarma lafondi ○ ○
55 ミゾテアシハラガニ Sarmatium crassum ○
56 フジテガニ Clistocoeloma villosum ○
57 アシハラガニモドキ Neosarmatium smithi ○ ○
58 ヒメアシハラガニモドキ Neosarmatium indicum ○ ○
59 ヒナアシハラモドキ Neosarmatium laeva ○
60 ユビアカベンケイガニ Parasesarma eacis ○ ○
61 フタバカクガニ Perisesarma bidens ○ ○
62 キノボリベンケイガニ Parasesarma leptosoma ○
63 カクベンケイガニ Parasesarma pictum ○
64 モクズガニ科 トゲアシヒライソガニモドキ Parapyxidognathus deianira ○ 泥 砂礫
65 アゴヒロカワガニ Ptychognathus altimanus ○
66 ヒメヒライソモドキ Ptychognathus capillidigitatus ○
67 タイワンヒライソモドキ Ptychognathus ishiii ○

※ヒライソモドキ属1 Ptychognathus sp.1 ○
※ヒライソモドキ属2 Ptychognathus sp.2 ○

68 ヒラモクズガニ Utica borneensis ○ ○
69 オオヒライソガニ Varuna litterata ○
70 イワガニ科 ヒルギハシリイワガニ Metopograpsus latifrons ○ ○
71 ハシリイワガニモドキ Metopograpsus thukuhar ○ ○
72 カクレガニ科 クロピンノ Pinnotheres boninensis ○

合計 23科 41種 63種
※:重複の可能がある場合、合計種数に集計しない。
注：色分けは泥質(泥、軟泥、硬泥)、砂質(砂、砂泥、砂礫)、礫等(礫、転石、護岸、樹幹)、－(底質の選択性が低い)で区分した。

72種

－
樹幹・護岸

転石
転石・護岸

軟泥

硬泥
泥

硬泥
軟泥・硬泥
樹幹・護岸
転石・護岸

礫・転石
砂泥・砂礫

転石

軟泥

軟泥
軟泥
軟泥

礫
軟泥

生息環境

－

軟泥・硬泥
軟泥・硬泥

軟泥
転石

7
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過年度調査 本年度調査

種類数

泥質

砂質

礫等

－

生息環境 過年度調査 本年度調査

泥質(泥、軟泥、硬泥) 17 28

砂質(砂、砂泥、砂礫) 8 10

礫等(礫、転石、護岸、樹幹) 3 10

－(底質の選択性が低い) 7 13

十脚甲殻類の生息環境毎の集計結果

注:「軟泥、砂泥」など、生息環境が泥質、砂質にまたがる場合は泥質0.5、砂質

0.5として集計した。
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ウ）各トランセクトラインの比較 

(ア)Tr.1 

Tr.1 では過年度調査で 5科 7 種、本年度調査で 10科 22 種の十脚甲殻類が確認された。過年度

調査と比較して確認種数が 15種増加した。確認された種の一覧と生息環境を表 2.6.5-3、確認さ

れた種の生息環境毎の確認種数を図 2.6.5-2 に示す。 

過年度調査と比較して本年度調査は、泥、軟泥、硬泥と言った泥質を生息環境とする種が多く

確認されたこと、また、新たに礫、転石を生息環境とする種が確認されたことから、Tr.1 付近で

は十脚甲殻類の種多様性が高くなったと推測される。 

過年度調査では確認されなかった汽水、淡水に生息するツノナガヌマエビ、ミゾレヌマエビが

新たに確認された。このことから、Tr.1 では過年度に比べ、淡水の影響が強くなったことが推測

される。 
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表 2.6.5-3 Tr.1 の確認種一覧と生息環境 

 

図 2.6.5-2 Tr.1 で確認された種の生息環境毎の確認種数 

 

  

No. 科名 種名
過年度
調査

本年度
調査

1 クルマエビ科 ウシエビ ○
2 ヌマエビ科 ツノナガヌマエビ ○
3 ミゾレヌマエビ ○
4 テナガエビ科 オオテナガエビ ○ ○
5 スネナガエビ ○ ○
6 フトユビスジエビ ○
7 オカヤドカリ科 オカヤドカリ ○
8 スナモグリ科 Lepidophthalums tridentatus ○
9 オキナワアナジャコ科 オキナワアナジャコ ○
10 ヤワラガニ科 オキナワヤワラガニ ○ 泥 砂泥
11 ムツハアリアケガニ科 アリアケモドキ ○ 泥 砂泥
12 カワスナガニ ○
13 コメツキガニ科 コメツキガニ ○
14 ツノメチゴガニ ○ ○ 軟泥 砂泥
15 スナガニ科 オキナワハクセンシオマネキ ○ 硬泥 砂
16 ベンケイガニ科 クロベンケイガニ ○
17 タイワンアシハラガニ ○ 軟泥 砂泥
18 ミナミアシハラガニ ○
19 ヒメアシハラガニモドキ ○
20 ユビアカベンケイガニ ○
21 フタバカクガニ ○ ○
22 モクズガニ科 トゲアシヒライソガニモドキ ○ 泥 砂礫
23 アゴヒロカワガニ ○
24 タイワンヒライソモドキ ○
25 オオヒライソガニ ○

合計 12科 25種 7種 22種
注:色分けは泥質(泥、軟泥、硬泥)、砂質(砂、砂泥、砂礫)、礫等(礫、転石、護岸、樹幹)、－(底質の選択性が低い)で区分した。

砂・砂泥

軟泥・硬泥

－

砂泥・砂
砂・砂礫

硬泥

砂泥

生息環境

－
－
－
－
－
－

硬泥

－
転石

礫・転石

軟泥・硬泥
硬泥
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7.5
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過年度調査 本年度調査

種類数

泥質

砂質

礫等

－

生息環境 過年度調査 本年度調査

泥質(泥、軟泥、硬泥) 2 7.5

砂質(砂、砂泥、砂礫) 3 4.5

礫等(礫、転石、護岸、樹幹) 0 2

－(底質の選択性が低い) 2 8

十脚甲殻類の生息環境毎の集計結果

注:「軟泥、砂泥」など、生息環境が泥質、砂質にまたがる場合は泥質0.5、砂質0.5

として集計した。
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(イ)Tr.2 

 Tr.2 では、過年度調査で 13科 24 種、本年度調査で 7科 15 種の十脚甲殻類が確認された。過

年度調査と比較して確認種数が 9 種減少した。確認された種の一覧と生息環境を表 2.6.5-4、確

認された種の生息環境毎の確認種数を図 2.6.5-3 に示す。 

 過年度調査及び本年度調査共に、泥質を主な生息環境とする種が多く確認された。 

カクベンケイガニ、ハシリイワガニモドキ、ヒルギハシリイワガニは本年度調査では確認され

なかった。これらの種は護岸、転石、樹幹を主な生息環境としている。 

アミメノコギリガザミ、ヒナアシハラガニモドキ、ユビアカベンケイガニは本年度新たに確認

された。これらの種は泥質を主な生息環境としている。また、Tr.2 は過年度調査と比較して確認

本年度調査では種数が減少した。これらの事から、Tr.2 では十脚甲殻類の種多様性が低くなった

ことが推測される。 
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表 2.6.5-4 Tr.2 の確認種一覧と生息環境 

 

 

 

図 2.6.5-3 Tr.2 で確認された種の生息環境毎の確認種数 

 

  

No. 科名 種名
過年度
調査

本年度
調査

1 テナガエビ科 スネナガエビ ○ ○
2 テッポウエビエビ科 テッポウエビ属 ○
3 オカヤドカリ科 ナキオカヤドカリ ○
4 オカヤドカリ ○
5 スナモグリ科 スナモグリ科 ○
6 オキナワアナジャコ科 オキナワアナジャコ ○ ○
7 ワタリガニ科 アミメノコギリガザミ ○
8 ノコギリガザミ属 ○
9 ミナミベニツケガニ ○
10 ムツハアリアケガニ科 アリアケモドキ ○ 泥 砂泥
11 コメツキガニ科 ツノメチゴガニ ○ ○ 軟泥 砂泥
12 オサガニ科 オモナガドロガニ ○ 軟泥 砂礫
13 スナガニ科 オキナワハクセンシオマネキ ○ ○ 硬泥 砂
14 ベンケイガニ科 クロベンケイガニ ○ ○
15 タイワンアシハラガニ ○ ○ 軟泥 砂泥
16 ミナミアシハラガニ ○ ○
17 オオベンケイガニ ○ ○
18 アシハラガニモドキ ○ ○
19 ヒメアシハラガニモドキ ○ ○
20 ヒナアシハラモドキ ○
21 ユビアカベンケイガニ ○
22 フタバカクガニ ○ ○
23 カクベンケイガニ ○
24 モクズガニ科 ヒライソモドキ属1 ○
25 ヒライソモドキ属2 ○
26 ヒラモクズガニ ○
27 イワガニ科 ヒルギハシリイワガニ ○
28 ハシリイワガニモドキ ○

合計 13科 28種 24種 15種
注:色分けは泥質(泥、軟泥、硬泥)、砂質(砂、砂泥、砂礫)、礫等(礫、転石、護岸、樹幹)、－(底質の選択性が低い)で区分した。

生息環境

－
－

－

硬泥

軟泥・硬泥
硬泥
泥

硬泥
軟泥

軟泥・硬泥
軟泥・硬泥

－

－

転石・護岸

軟泥

転石
樹幹・護岸

軟泥

4 3
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8.5
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20

過年度調査 本年度調査

種類数

泥質

砂質

礫等

－

生息環境 過年度調査 本年度調査

泥質(泥、軟泥、硬泥) 9.5 8.5

砂質(砂、砂泥、砂礫) 2.5 1.5

礫等(礫、転石、護岸、樹幹) 3 0

－(底質の選択性が低い) 4 3

十脚甲殻類の生息環境毎の集計結果

注:「軟泥、砂泥」など、生息環境が泥質、砂質にまたがる場合は泥質0.5、砂質

0.5として集計した。
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(ウ)Tr.3 

Tr.3 では過年度調査で 14 科 23 種、本年度調査で 17 科 42 種の十脚甲殻類が確認された。過年

度調査と比較して確認種数が 19 種増加した。確認された種の一覧と生息環境を表 2.6.5-5、確認

された種の生息環境毎の確認種数を図 2.6.5-4 に示す。 

過年度調査、本年度調査のいずれも泥、軟泥、硬泥を生息環境とする種が多く確認された。ま

た、砂質、礫等、底質の選択性が低い種も確認種数が増加したことから、Tr.3 では泥の環境が良

好に維持され、十脚甲殻類の種多様性が高くなったと推測される。 

 

表 2.6.5-5 Tr.3 の確認種一覧と生息環境 

 

  

No. 科名 種名
過年度
調査

本年度
調査

1 クルマエビ科 ヨシエビ ○

※ヨシエビ属 ○

2 テナガエビ科 スネナガエビ ○ ○

3 フトユビスジエビ ○

4 テッポウエビ科 ハシボソテッポウエビ ○

5 カワテッポウエビ ○

6 マングローブテッポウエビ ○

7 イソテッポウエビ ○

8 Alpheus  sp.C ○

※テッポウエビ属 ○

9 ヤドカリ科 ツメナガヨコバサミ ○ ○

10 オカヤドカリ科 オカヤドカリ ○

11 スナモグリ科 Lepidophthalums tridentatus ○ 砂泥 砂

12 オキナワアナジャコ科 オキナワアナジャコ ○ ○

13 コブシガニ科 マンガルマメコブシガニ ○

14 ヤワラガニ科 オキナワヤワラガニ ○ 泥 砂泥

15 ワタリガニ科 アミメノコギリガザミ ○

※ノコギリガザミ属 ○

16 ガザミ属 ○

17 ミナミベニツケガニ ○ ○

18 ケブカガニ科 ミナミトラノオガニ ○

19 ムツハアリアケガニ科 アリアケモドキ ○ ○ 泥 砂泥

20 ミナミムツハアリアケガニ ○

21 ミナミコメツキガニ科 ミナミコメツキガニ ○ 砂泥 砂

22 コメツキガニ科 ツノメチゴガニ ○ ○ 軟泥 砂泥

23 オサガニ科 チゴイワガニ ○ 泥 砂泥

24 ヒメヤマトオサガニ ○

25 タイワンヒメオサガニ ○

26 ホルトハウスオサガニ ○

27 ヨコスジオサガニ ○ ○

28 スナガニ科 リュウキュウシオマネキ ○ ○

29 ベニシオマネキ ○

30 ヤエヤマシオマネキ ○ ○

31 オキナワハクセンシオマネキ ○ ○ 硬泥 砂

32 ヒメシオマネキ ○ 硬泥 砂

33 ルリマダラシオマネキ ○

34 ミナミヒメシオマネキ ○

35 ベンケイガニ科 タイワンアシハラガニ ○ ○ 軟泥 砂泥

36 ミナミアシハラガニ ○ ○

37 オオベンケイガニ ○

38 ミゾテアシハラガニ ○

39 ヒメアシハラガニモドキ ○

40 ユビアカベンケイガニ ○

41 フタバカクガニ ○ ○

42 キノボリベンケイガニ ○

43 カクベンケイガニ ○

44 モクズガニ科 トゲアシヒライソガニモドキ ○ 泥 砂礫

45 ヒメヒライソモドキ ○

46 ヒラモクズガニ ○ ○

47 イワガニ科 ヒルギハシリイワガニ ○

48 ハシリイワガニモドキ ○

合計 19科 48種 23種 42種

※重複の可能がある場合、合計種数に集計しない。

軟泥・硬泥

硬泥

生息環境

－

－

軟泥

－

－

硬泥

硬泥

軟泥

軟泥・硬泥

軟泥・硬泥

軟泥

軟泥

軟泥

軟泥

軟泥

軟泥

礫

－

泥

軟泥

－

砂泥

軟泥

－

軟泥

注:色分けは泥質(泥、軟泥、硬泥)、砂質(砂、砂泥、砂礫)、礫等(礫、転石、護岸、樹幹)、

　－(底質の選択性が低い)で区分した。

軟泥・硬泥

軟泥

軟泥

軟泥

転石

樹幹・護岸

軟泥

砂泥・砂礫

岩場・護岸

樹幹・護岸
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図 2.6.5-4 Tr.3 で確認された種の生息環境毎の確認種数 
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過年度調査 本年度調査

種類数

泥質

砂質

礫等

－

生息環境 過年度調査 本年度調査

泥質(泥、軟泥、硬泥) 12.5 25.5

砂質(砂、砂泥、砂礫) 2.5 6.5

礫等(礫、転石、護岸、樹幹) 1 3

－(底質の選択性が低い) 4 6

十脚甲殻類の生息環境毎の集計結果

注:「軟泥、砂泥」など、生息環境が泥質、砂質にまたがる場合は泥質0.5、砂質

0.5として集計した。
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(エ)Tr.4 

Tr.4 では過年度調査で 13 科 26 種、本年度調査で 16 科 31 種の十脚甲殻類が確認された。過年

度調査と比較して確認種数が 5 種増加した。確認された種の一覧と生息環境を表 2.6.5-6、確認

された種の生息環境毎の確認種数を図 2.6.5-5 に示す。 

過年度調査、本年度調査いずれも生息環境を軟泥、硬泥とする種が多く確認された。Tr.4 では、

過年度に引き泥の環境が維持されたことが推測される。  

 

表 2.6.5-6  Tr.4 の確認種一覧と生息環境 

 

No. 科名 種名
過年度
調査

本年度
調査

1 クルマエビ科 ヨシエビ ○
2 テナガエビ科 スネナガエビ ○ ○
3 フトユビスジエビ ○
4 テッポウエビ科 ハシボソテッポウエビ ○
5 カワテッポウエビ(野村仮称) ○
6 マングローブテッポウエビ ○
7 Alpheus sp.C ○

※テッポウエビ属 ○
8 ヤドカリ科 ツメナガヨコバサミ ○
9 スナモグリ科 スナモグリ科 ○
10 オキナワアナジャコ科 オキナワアナジャコ ○ ○
11 コブシガニ科 マンガルマメコブシガニ ○
12 ワタリガニ科 アミメノコギリガザミ ○

※ノコギリガザミ属 ○
13 ミナミベニツケガニ ○ ○
14 ケブカガニ科 ミナミトラノオガニ ○
15 ムツハアリアケガニ科 アリアケモドキ ○ ○ 泥 砂泥
16 ミナミコメツキガニ科 ミナミコメツキガニ ○ ○
17 コメツキガニ科 コメツキガニ ○
18 ツノメチゴガニ ○ ○ 軟泥 砂泥
19 オサガニ科 オモナガドロガニ ○ 軟泥 砂礫
20 チゴイワガニ ○ 泥 砂泥
21 タイワンヒメオサガニ ○
22 ホルトハウスオサガニ ○
23 ヨコスジオサガニ ○ ○
24 タイヨウオサガニ ○

※オサガニ属 ○
25 スナガニ科 ベニシオマネキ ○ ○
26 ヤエヤマシオマネキ ○ ○
27 オキナワハクセンシオマネキ ○ ○ 硬泥 砂
28 ヒメシオマネキ ○ ○ 硬泥 砂
29 ベンケイガニ科 タイワンアシハラガニ ○ 軟泥 砂泥
30 ミナミアシハラガニ ○ ○
31 オオベンケイガニ ○
32 ミゾテアシハラガニ ○
33 ヒメアシハラガニモドキ ○
34 ユビアカベンケイガニ ○
35 フタバカクガニ ○ ○
36 キノボリベンケイガニ ○
37 モクズガニ科 ヒラモクズガニ ○ ○
38 イワガニ科 ヒルギハシリイワガニ ○ ○
39 ハシリイワガニモドキ ○

合計 17科 39種 26種 31種
※重複の可能がある場合、合計種数に集計しない。

注:色分けは泥質(泥、軟泥、硬泥)、砂質(砂、砂泥、砂礫)、礫等(礫、転石、護岸、樹幹)、－(底質の選択性が低い)で区分した。

生息環境

－
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軟泥・硬泥

軟泥
軟泥
－

軟泥
－
－

軟泥
軟泥・硬泥

硬泥

－

軟泥
軟泥

軟泥
軟泥
軟泥
軟泥

砂泥・砂
砂泥・砂

泥
－

転石
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図 2.6.5-5 Tr.4 で確認された種の生息環境毎の確認種数 
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生息環境 過年度調査 本年度調査

泥質(泥、軟泥、硬泥) 14 18.5

砂質(砂、砂泥、砂礫) 5 3.5

礫等(礫、転石、護岸、樹幹) 2 2

－(底質の選択性が低い) 2 6

十脚甲殻類の生息環境毎の集計結果

注:「軟泥、砂泥」など、生息環境が泥質、砂質にまたがる場合は泥質

0.5、砂質0.5として集計した。
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(オ)Tr.5 

Tr.5 では過年度調査で 4科 4 種、本年度調査で 18科 27 種の十脚甲殻類が確認された。過年度

調査と比較して確認種数が 23種増加した。確認された種の一覧と生息環境を表 2.6.5-7、確認さ

れた種の生息環境毎の確認種数を図 2.6.5-6 に示す。 

過年度調査では砂、砂泥、硬泥、を生息環境とする種が確認された。本年度調査では新たに泥、

軟泥、転石、樹幹、護岸を生息環境とする種が多く確認された。過年度調査と比較して本年度調

査は、さまざまな生息環境で種が確認されたことから、Tr.5 では十脚甲殻類の種多様性が高くな

ったことが推測される。 

 

表 2.6.5-7  Tr.5 の確認種一覧 

 

 
 
 

No. 科名 種名
過年度
調査

本年度
調査

1 クルマエビ科 フトミゾエビ ○
2 テナガエビ科 スネナガエビ ○
3 フトユビスジエビ ○
4 テッポウエビ科 カワテッポウエビ ○
5 ヤドカリ科 ツメナガヨコバサミ ○
6 オカヤドカリ科 ムラサキオカヤドカリ ○
7 ホンヤドカリ科 ユビナガホンヤドカリ ○
8 スナモグリ科 Lepidophthalums tridentatus ○
9 ワタリガニ科 アミメノコギリガザミ ○
10 ミナミベニツケガニ ○ ○
11 オウギガニ科 オウギガニ ○
12 ケブカガニ科 ミナミトラノオガニ ○
13 ムツハアリアケガニ科 アリアケモドキ ○ 泥 砂泥
14 ミナミコメツキガニ科 ミナミコメツキガニ ○
15 コメツキガニ科 リュウキュウコメツキガニ ○
16 オサガニ科 チゴイワガニ ○ 泥 砂泥
17 ミナミメナガオサガニ ○
18 スナガニ科 オキナワハクセンシオマネキ ○ 硬泥 砂
19 ヒメシオマネキ ○ ○ 硬泥 砂
20 ミナミヒメシオマネキ ○
21 ベンケイガニ科 ミナミアシハラガニ ○
22 フジテガニ ○
23 ユビアカベンケイガニ ○
24 フタバカクガニ ○
25 モクズガニ科 ヒメヒライソモドキ ○
26 ヒラモクズガニ ○
27 イワガニ科 ヒルギハシリイワガニ ○
28 ハシリイワガニモドキ ○
29 カクレガニ科 クロピンノ ○

合計 19科 29種 4種 27種
注:色分けは泥質(泥、軟泥、硬泥)、砂質(砂、砂泥、砂礫)、礫等(礫、転石、護岸、樹幹)、－(底質の選択性が低い)で区分した。

転石
砂泥・砂

砂泥・砂
砂泥・砂

軟泥
樹幹・護岸

転石
転石・護岸

砂

軟泥・硬泥
軟泥

硬泥

生息環境

軟泥
軟泥・硬泥

転石

砂泥・砂

軟泥

転石
泥

－
－
－
－

－

－
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自然環境現況調査【慶佐次川】  

 

図 2.6.5-6 Tr.5 の生息環境毎の確認種数 

 

(カ)まとめ 

過年度調査と比較して本年度調査では確認種数が増加し、十脚甲殻類の生息環境が良好に保た

れていることが推測される。 

Tr.1 から Tr.4 までは泥質を生息環境とする種が多く確認され、Tr.5 では泥質の他、砂質、転

石、樹幹、護岸などを生息環境とする種が多く確認された。 

Tr.2 は過年度調査と比較して唯一確認種数が減少していた。護岸、転石を主な生息環境とする

カクベンケイガニ、ハシリイワガニモドキ、ヒルギハシリイワガニが本年度調査では確認されず、

十脚甲殻類の種多様性が低くなったことが推測される。 

Tr.1 では、汽水・淡水に生息するツノナガヌマエビ、ミゾレヌマエビが本年度調査により確認

された。このことは、過年度調査時と比較して、Tr.1 付近では淡水の影響が強くなってきたこと

が推測される。 

 

 

 

1
6

0

6

2.5

5

0.5

10

0

5

10

15

20

25

30

過年度調査 本年度調査

種類数

泥質

砂質

礫等

－

生息環境 過年度調査 本年度調査

泥質(泥、軟泥、硬泥) 0.5 10

砂質(砂、砂泥、砂礫) 2.5 5

礫等(礫、転石、護岸、樹幹) 0 6

－(底質の選択性が低い) 1 6
注:「軟泥、砂泥」など、生息環境が泥質、砂質にまたがる場合は泥質0.5、

砂質0.5として集計した。

十脚甲殻類の生息環境毎の集計結果
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エ）現地確認（災害跡） 

再生調査地として絞り込まれた「慶佐次川」において、地域関係者のヒアリング結果を基に、

災害跡の現地確認を行った。 
 
最近の慶佐次川における被災履歴は、ヒアリング結果によると以下の通りである。 
 

表 慶佐次川における被災履歴 

年など 被災状況 

2014 年 ・台風 15号（8月 25 日～27 日）、台風 16 号（9月 15 日～16日）通過時に慶佐

次大橋下流左岸側の集落の住居の大部分は床上浸水した。【①】 

・新しい墓も浸水した。【②】 

・新慶佐次漁港も被害を受けた。【③】 
2009 年～2014 年 

（ここ 5 年） 
・慶佐次大橋下流左岸側の集落は、台風通過時には床下浸水が発生することが

ある。【①】 

近年 ・慶佐次川の水位が上昇した際には、共同売店付近は側溝からの逆流で冠水す

ることがある。【④】 

注）表中の番号は、下記の図中の番号と対応する。 
 

 
図 慶佐次川における被災箇所 

 

①

②

③

④
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現地確認結果は、以下に示す通りである。 
 

【①慶佐次大橋下流左岸側の集落】 

  

 

  

 

  

  
 

【平成 24年台風時】

【現況】 

【現況】 

平成 27年 3月 22日撮影 

平成 27年 3月 22日撮影 

平成 27年 3月 22日撮影 

【現況】 

【平成 24年台風時】

【平成 24年台風時】

東村提供資料 

東村提供資料 

東村提供資料 
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【②新しい墓】 

  

  新しい墓 新しい墓の位置する箇所の河岸 

 

【③新慶佐次漁港】 

 

新慶佐次漁港全景 

  

  海ブドウ養殖ハウス等 護岸 

 
 

新しい墓と河岸の
高低差は 90cm 程度

台風 16号の際に、船が損傷、全損。海ブドウ養殖用ハウスや倉庫、船
を引っ張るウインチも故障。（琉球新報 2012 年 9月 18日 WEB 版）

【現況】 

【現況】 

【現況】 

平成 27年 3月 22日撮影 

平成 27年 3月 4日撮影 平成 27年 3月 4日撮影 

平成 27年 3月 22日撮影 

【現況】 

平成 27年 3月 22日撮影 

【現況】 

被害箇所は補修済み 
の様である 

被害箇所は補修済み 
の様である 
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【④共同売店周辺】 

 

  

 共同売店下を通過する排水路 共同売店下を通過する排水路 

 

  
 排水路の吐口（位置） 排水路の吐口 

 
 

 

国道 331 号よ
りも集落内の
地盤高は低い

共同売店

排水路は共同売店の
下を通過している 

共同売店の下を通過し
ている排水路の吐口 

共同売店の下を通過し
ている排水路の吐口 

【現況】 【現況】 

【現況】 

【現況】 

平成 27年 3月 4日撮影 平成 27年 3月 4日撮影

平成 27年 3月 4日撮影平成 27年 3月 4日撮影
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