


  

表6.12-5 調査測線別出現状況 

調査位置  
冬季  

(H15) 

夏季  

(H15) 

夏季  

(H25) 

冬季

(H26)

測線調査

L-1 14種類  21種類  
- - 

L-2 14種類  12種類  

L-3 2種類  0種類  3種類  5種類

L-4 2種類  4種類  4種類  5種類

L-5 21種類  16種類  15種類  17種類

L-6 6種類  4種類  
- - 

 L-7 10種類  5種類  

合計 7測線※1 38種類  40種類  - - 

   3測線※2 22種類  18種類  18種類  20種類

※1 7測線:L-1、L-2、L-3､L-4、L-5、L-6、L-7 

※2 3測線：L-3､L-4、L-5 
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表6.12-7 調査測線、調査地点別出現状況

調査位置  
H15・H17 H15・H17 H25 H26

冬季  夏季  夏季 冬季

測線調査  

L-1 82種類  69種類  
- - 

L-2 83種類  75種類  

L-3 52種類  48種類  59種類 70種類

L-4 77種類  74種類  68種類 79種類

L-5 91種類  74種類  83種類 94種類

L-6 91種類  76種類  
- - 

L-7 94種類  76種類  

分布調査(20地点) 100種類  84種類  - - 

分布調査(18地点)  93種類 103種類

合計  147種類  129種類  121種類 134種類
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エ ヒジキ

ア）ヒアリング調査

ヒジキの収穫状況を勝連漁業協同組合にヒアリングを行いましたが、勝連漁協

では、ヒジキの収穫を管理しておらず、正確な収穫量を確認することはできませ

んでした。ヒジキの生育場所については、カンナ崎周辺において生育していると

いう情報が得られました。また、カンナ崎周辺でヒジキを採集している地元住民

にヒアリングをした結果、日照が続いた年は、ヒジキの収穫量が相対的に少なく、

雨が多かった年は、比較的ヒジキの生育状況が良いという情報が得られました。

平成25年度においても、勝連漁業協同組合ではヒジキの収穫の管理は行ってい

ませんでした。

イ）測線調査

ヒアリング調査結果をもとに、カンナ崎周辺海域の測線調査を行い、ヒジキの

分布図を作成しました。対象事業実施区域の周辺海域で確認されたヒジキの分布

図は平成15年の結果は図6.12-4(1)に、平成25年の結果は図6.12-4(2)に示すとお

りです。

カンナ崎周辺海域において、ヒジキの生育被度が も高かったのは、カンナ崎

の突端と、カンナ崎より南側でノッチの下に広がる岩礁部でした。ヒジキが生育

していたのは、比較的波当たりの強い岩礁部で、干潮時にいったん干上がるよう

な場所でした。また、カンナ崎の北側海岸では、ビーチロック上に被度10％未満

の生育が確認されました。

ヒジキの分布状況を被度別に見ると、波の影響を受けやすい場所ほど、生育被

度が高い場所でした。また、波の影響が比較的弱いカンナ崎より西側の海岸では、

ヒジキをほとんど確認することはできませんでした。

平成25年の調査におけるヒジキの分布状況は、平成15年と同様の結果を示し、

カンナ崎の突端と、カンナ崎より南側でノッチの下に広がる岩礁部でヒジキの分

布を確認しました。調査結果は資料編に示しています。

ウ）坪刈り調査

ヒジキの生長量を測定した結果、各調査地点において4月におけるヒジキの藻長

及び乾湿重量が も多く、水温が上昇する夏季に近づくにつれ、生長量が少なく

なっていきました。6月の調査では、枯死し黒くなったヒジキも数株見られ始め、

7月の調査では4枠が、8月の調査では7枠が枯死し、ヒジキの生長量を測定するこ

とができませんでした。9、10月の調査では枯死消失した枠も多かったが、1～2cm

程度の幼体が確認されました。

平成25年の坪刈り調査の結果、平成15年の調査と同様に、4月におけるヒジキの

藻長及び乾湿重量が も多く、6月、8月になるにしたがって少なくなり、10月調

査で葉長、乾湿重量の増加がみられました。8月調査で確認された1cm未満の幼体

は、3cm程度に成長して確認されました。調査結果は資料編に示しています。
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エ）ヒジキの生育状況のまとめ

ヒジキ ,Hizika fusiformis (Harvey) Okamuraはホンダワラ科に属し、日本、朝

鮮半島、中国南部に分布する褐藻類です。日本では北海道から沖縄に至る広い範

囲に生育するが、分布の中心は温帯です。沖縄は分布の南限、北海道はほぼ北限

にある。沖縄本島では、中南部の東側海岸に主に分布します。沖縄地方における

ヒジキの生育場所は、冬季の強い北～北東季節風が良く当たる岩礁帯で、一日一

回干上がる場所に集中しています。

ヒジキは沖縄県においては3～5月に も収穫される褐藻類です。初夏になると、

生殖器床に生殖器巣ができ、そこから精子や卵が放出されます。受精卵が発生を

始めた幼胚は、発生一日後に海底に沈みます。その後発芽し夏季にはヘラ状の初

期葉を持つ幼体となり、秋から冬にかけて主枝と繊維状根を伸長させます。卵か

ら発生したうち生長の早い個体は1年目から成熟するとされています。成熟した後、

また夏に茎と主枝を流失します。秋には比較的新しい繊維状根を残して、古い繊

維状根も流失していきます。冬までには古い藻体はすべて流失します。残った繊

維状根は分枝・伸長し、その先端に次々新芽が形成されていきます（図6.12-5参

照）。

本調査海域は、沖縄本島中部の東側海岸に位置し、ヒジキは比較的波当たりの

強い岩礁地帯に生育していました。また、干潮時には干上がり、満潮時には海面

下になる場所でした。

平成15年度の調査では、4月調査までは広範囲におけるヒジキの生育が見れら、

生長も見られたが、5月以降になると次第に生長や、採集されたヒジキの量も少な

く、7月頃になると、主枝や茎が黒くなり、枯死消失する個体も確認されました。

その後、9月調査では、1～2cm程度の幼体がわずかに確認されました。その後10

月には長いもので5cm程度まで生長したヒジキが確認されました。この幼体が秋か

ら冬にかけて生長し、また3月頃になると収穫できる程度の藻長になると考えられ

ます。

この傾向は平成25年度の調査においても同様に確認されました。
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（２）重要な植物種及び海産資源として注目される海草藻類の分布、生育の状況及び生育

環境の状況

ア 重要な植物種

ア）判定基準

潮間帯植物、海草藻類における重要な植物種は、表6.12-8の判定基準をもとに

抽出しました。なお、判定基準の定義は表6.12-9～12に示すとおりです。

表6.12-8(1) 重要な種の判定基準(平成15年、平成17年)

基準文献等 判定基準

国、県、市町村の天然記念物 掲載種

「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」
［以後「種保」とする］

国 内 希 少 野 生 動
植 物 種 に 指 定 さ
れている種

「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブッ
ク－ 植物Ⅰ（維管束植物）」（平成12年、環境省）
「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブッ
ク－ 植物Ⅱ（維管束植物以外）」（平成12年、環境省）
［以後「ＲＤＢ」とする］

掲載種

「日本の希少な野生水生生物に関するデータブック（水産庁編）」
（平成10年、(社)日本水産自然保護協会）
[以後「ＷＲＤＢ」とする]

掲載種

「ＷＷＦ Ｊａｐａｎサイエンスレポート 第３巻 特集：日本
における干潟海岸とそこに生息する底生生物の現状」（平成８年、
WWF）[以後「ＷＷＦ－Ｊ」とする]

掲載種

「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）」（平成８年、沖縄県）
［以後「ＲＤＯ］とする］

掲載種

表6.12-8(2) 重要な種の判定基準(平成25年)

基準文献等 判定基準

国、県、市町村の天然記念物 掲載種

「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」
［以後「種保」とする］

国内希少野生動植
物種に指定されて
いる種

「環境省版レッドリスト(第4次レッドリスト)」、（平成24年、環境省）
［以後「ＲＬ(第4次)」とする］

掲載種

「日本の希少な野生水生生物に関するデータブック（水産庁編）」（平
成10年、(社)日本水産自然保護協会）
[以後「ＷＲＤＢ」とする]

掲載種

「ＷＷＦ Ｊａｐａｎサイエンスレポート 第３巻 特集：日本にお
ける干潟海岸とそこに生息する底生生物の現状」（平成８年、WWF）[以
後「ＷＷＦ－Ｊ」とする]

掲載種

「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
わ菌類編・植物編」（平成18年、沖縄県文化環境部自然保護課）［以後
「ＲＤＯ改訂」とする］

掲載種
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イ）判定結果

判定の結果、重要な植物種として表6.12-13に示すとおり、平成15年、平成17

年には11種、平成25年、平成26年には25種の重要な種が抽出されました。 

また、平成15年と平成25年の統合した結果、31種の重要な種が抽出されました。

重要な種は、海草藻類が31種で、植物プランクトン、潮間帯植物では確認されま

せんでした。

重要な海草藻類の確認位置は図6.12-6に、確認状況及び一般生態は表6.12-14

に示すとおりです。

表6.12-13(1) 重要な海草藻類の指定状況(平成15年・平成17年)

綱 種名 ＲＤＢ ＷＲＤＢ ＷＷＦ-Ｊ ＲＤＯ

緑藻綱 カサノリ － 危急種 － －

紅藻綱 トサカノリ NT 減少傾向 － －

単子葉

植物綱

ウミヒルモ NT － － －

ヒメウミヒルモ VU － － 危急種

リュウキュウスガモ NT － － －

ボウバアマモ NT － － －

ベニアマモ NT － － －

リュウキュウアマモ NT － － －

マツバウミジグサ NT － － －

ウミジグサ NT － － －

コアマモ DD － 希少 －

合計 11種 10種 2種 1種 1種

注） -：判定基準に該当がないことを示します。 

VU:絶滅危惧II類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足
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表6.12-13(2) 重要な植物種の指定状況(平成25年・平成26年)

綱 種名
ＲＬ

(第4次)
ＷＲＤＢ ＷＷＦ-Ｊ ＲＤＯ改訂

緑藻綱 クビレズタ DD － － －

イチイズタ VU － － VU

リュウキュウズタ － － － DD 

ハネモモドキ － － － DD 

ナガミズタマ NT － － NT

ウスガサネ VU － － VU

ケブカフデモ CR+EN － － CR+EN

ホソエガサ CR+EN 絶滅危惧 絶滅危惧 CR+EN

カサノリ NT 危急種 危急種 NT

褐藻類 ウミボッス CR+EN － － CR+EN

ヤバネモク NT － － NT

ヒジキ － － － NT

紅藻綱 ハイコナハダ NT － － NT

アケボノモズク DD － － DD 

ヌルハダ DD － － DD

フイリグサ DD － － DD 

カラゴロモ － － － DD 

単子葉

植物綱

リュウキュウスガモ NT － － －

ウミヒルモ NT － － －

ボウバアマモ NT － － －

ベニアマモ NT － － －

リュウキュウアマモ NT － － －

マツバウミジグサ NT － － －

ウミジグサ NT － － －

コアマモ － － 希少 VU

合計 25種 20種 2種 3種 17種

注） -：判定基準に該当がないことを示します。 

CR+EN:絶滅危惧I類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足
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表6.12-13(3) 重要な植物種の指定状況(統合)

No 種名
確認状況  

ＲＤＢ
ＲＬ 

（第4次）
ＷＲＤＢ ＷＷＦ-Ｊ ＲＤＯ

ＲＤＯ

改訂  H15 H25

1 クビレズタ △ ○ － DD － － － －

2 イチイズタ △ ○ － VU － － － VU

3 リュウキュウズタ － ○ － － － － － DD 

4 ヒロハサボテングサ △ － －  NT －  －  －  NT

5 ハネモモドキ － ○ － DD － － － DD 

6 ナガミズタマ △ ○ － NT － － － NT

7 ウスガサネ △ ○ － VU － － － VU

8 ケブカフデモ － ○ － CR+EN － － － CR+EN

9 ホソエガサ － ○ － CR+EN 絶滅危惧 絶滅危惧 － CR+EN

10 カサノリ ○ ○ － NT 危急種 危急種 － NT

11 ウミボッス △ ○ －  CR+EN － －  －  CR+EN

12 ヤバネモク △ ○ － NT － － － NT

13 ヒジキ △ ○ － － － － － NT

14 カモガシラノリ △ － －  －  －  －  －  DD

15 ハイコナハダ △ ○ － NT － － － NT

16 ベニモズク △ － －  － －  －  －  NT

17 アケボノモズク △ ○ －  DD －  －  －  DD

18 ヌルハダ △ ○ － DD － － － DD

19 フイリグサ △ ○ －  DD －  －  －  DD

20 キリンサイ △ － －  NT －  －  －  DD

21 トサカノリ ○ － NT － 減少傾向 減少傾向 － －

22 カラゴロモ △ ○ － －  －  －  －  DD 

23 リュウキュウスガモ ○ ○ NT NT － － － －

24 ウミヒルモ ○ ○ NT NT － － － －

25 ヒメウミヒルモ ○ － VU － － － 危急種 EN

26 ボウバアマモ ○ ○ NT NT － － － －

27 ベニアマモ ○ ○ NT NT － － － －

28 リュウキュウアマモ ○ ○ NT NT － － － －

29 マツバウミジグサ ○ ○ NT NT － － － －

30 ウミジグサ ○ ○ NT NT － － － －

31 コアマモ ○ ○ DD － － 希少 － VU

計 31種 27種 25種 10種 22種 3種 4種 1種 21種

注）○：調査期間において、重要な種に指定されている種を示します。 

△：調査期間以降に、重要な種に指定された種を示します。 

×：重要な種から、除外された種を示します。 

－：確認されなかったことを示します。 

CR+EN:絶滅危惧 I 類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足 
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表 6.12-14(1)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:クビレズタ

学名: Caulerpa lentillifera

分類: イワズタ目 イワズタ科

食材魚貝大百科（平凡社）より

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：情報不足

【確認状況】

H15・H17：冬季調査時に側線調査の L-1、L-2、

L-6、L-7、分布調査の St.2、4、12、17～19

で確認しました。夏季調査時に側線調査で

L-1、L-2、L-4、L-7 で確認しました。

H25・H26：夏季調査時に測線調査の L-5、分布

調査の St.3、10、22、23、28 で確認しました。

冬季調査時に St.10 で確認しました。

【生態と分布】

国内では、南西諸島に分布しています。体は匍匐部と直立部からなり、匍匐枝は直径 2～

3mm で表面は平滑でありところどころから下方によく分岐した仮根糸を出します。直立部は

1～4cm の間隔で生じ、高さ 2.5～15cm になり、時に分岐し、小枝を 8～10 列に密につけます。

表 6.12-14(2)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:イチイズタ

学名: Caulerpa taxifolia

分類: イワズタ目 イワズタ科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：絶滅危惧Ⅱ類

沖縄県 RDO 改訂：絶滅危惧Ⅱ類

【確認状況】

H15・H17：冬季調査時に側線調査の L-1、L-2、

L-5、L-6、L-7、分布調査の St.12 で確認しまし

た。夏季調査時に側線調査の L-1、L-5、L-6、L-7

で確認しました。

H25・H26：夏季調査時に測線調査の L-5 で確認

しました。冬季調査時に測線調査の L-5 で確認

しました。

【生態と分布】

県外では奄美大島、与論島に、県内では沖縄島、宮古島、与那国島に生育しています。

潮下帯下部から潮下帯の水深数ｍまでの砂礫上、また岩盤上を匍匐します。

6-12-34



表 6.12-14(3)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:リュウキュウズタ

学名: Caulerpa sp.

分類: イワズタ目 イワズタ科

現地確認個体

【指定状況】

沖縄県 RDO 改訂：情報不足

【確認状況】

H26：冬季調査時に測線調査の L-5 で確認しまし

た。

【生態と分布】

国内では沖縄島に分布しています。学名未決定種であり、今後詳細な分布情報、生息環境

の情報がもたらされるものと考えられます。

沖縄島沿岸の浅場から確認されています。

表 6.12-14(4)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ヒロハサボテングサ

学名: Halimeda macroloba 

分類: イワズタ目 ハゴロモ科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

沖縄県 RDO 改訂：準絶滅危惧

【確認状況】

H15・17：夏季調査時に側線調査の L-1、L-2、

L-4、L-5、L-6、L-7、分布調査の St.21、22、

27～29、31、40 で確認しました。

【生態と分布】

国内では、南西諸島に分布しています。強く石灰化した体は高さ 13cm までで、太い付着

部と大型の扁平な節間部を持ち、節間部は楔型、円盤状または腎臓形で長さ 22mm、幅 37mm、

厚さ 1mm までになります。皮層はふつう 3～4 層の小嚢からなり、周辺の小嚢は氷面観で丸

く直径 27～38μm で、脱灰すると離れやすくなります。礁湖内の砂地に生育します。
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表 6.12-14(5)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ハネモモドキ

学名: Pseudobryopsis hainanensis

分類: ハネモ目ハネモ科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：情報不足

沖縄県 RDO 改訂：情報不足

【確認状況】

H26：冬季調査時に測線調査の L-4、L-5、分布調

査の St.3、5、8、9、22、29 で確認しました。

【生態と分布】

沖縄県内では沖縄島と与那国島に分布し、琉球列島内では、宝島、奄美大島から確認され

ています。サンゴ礁礁原の潮だまりの壁面や他の海藻に着生しています。

表 6.12-14(6)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ナガミズタマ

学名: Bornetella nitida

分類: カサノリ目 ダジクラズス科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

沖縄県 RDO 改訂：準絶滅危惧

【確認状況】

H15・17：冬季調査時に側線調査の L-1～7、分布

調査の St.1～11、13、16、19 で確認しました。

夏季調査時に側線調査の L-1～7、分布調査の

St.21、23、24、26～29、31、32、39 で確認しま

した。

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-3～5、分

布調査の St.3～7、9、10、22～24、26、27、29、

31 で確認しました。冬季調査時には全ての測線

と分布調査地点から確認しました。

【生態と分布】

沖縄島、石垣島に分布し、沖縄島を北限としています。体はこん棒状で少し曲がるか、強

く湾曲します。体の長さは通常 1.5～2cm、直径は先端に近い太い部分で通常 3.0～4.5mm で

す。体の表層を構成する細胞の形は、表面観で 5～6 角形で、細胞膜の一部が肥厚したリン

グ状の膜の厚さは通常 16～21 m です。サンゴ礁の潮溜まり内の岩上に、また、干潟の礫上

に群生します。
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表 6.12-14(7)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ウスガサネ

学名: Cymopolia vanbosseae

分類: カサノリ目 ダジクラズス科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：絶滅危惧Ⅱ類

沖縄県 RDO 改訂：絶滅危惧Ⅱ類

【確認状況】

H15・17：冬季調査時に側線調査の L-1～7、分布調査の St.1、2、4、9～13、16、19 で確認

しました。夏季調査時に側線調査の L-2～5、L-7、分布調査の St.24、29～32 で確認しまし

た。

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-3～5、分布調査の St.4、9、10、22、24、29～31 で確

認しました。冬季調査時に測線調査の L-3～5、分布調査の St.4、5、7、9、10、22、24、26、

28、29、30、31 で確認しました。

【生態と分布】

県外では硫黄鳥島に、県内では沖縄島、宮古島に生育しています。体は単状で、ダンゴの

串刺しか小さな臼（球状部）を重ねたような外形をしています。内湾性の干潟や礁池（イノ

ー）内の潮間帯中部から低潮線付近の干出する礫や岩盤上に生育します。

 

表 6.12-14(8)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ケブカフデモ

学名: Dasycladus vermicularis

分類: カサノリ目 ダジクラズス科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：絶滅危惧Ⅰ類

沖縄県 RDO 改訂：絶滅危惧Ⅰ類

【確認状況】

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-5 で確

認しました。冬季調査時に測線調査の L-5 で、

分布調査の St.4、5、7、23、25 で確認しまし

た。

【生態と分布】

国内では、沖縄島、慶良間諸島に分布しています。体は棍棒状で多少湾曲、高さ 1～1.5cm、

直径 1.5～3.5mm です。石灰質を持ちません。礁斜面基部から砂礫帯への移行部の礫や転石

上に叢生し、砂で覆われることがあります。中城湾ではサンゴ礫や小規模のサンゴ礁が点在

するなどの遠浅の海岸で、潮間帯中部付近の他のカサノリ目植物と混生します。
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表 6.12-14(9)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ホソエガサ

学名: Acetabularia caliculus

分類: カサノリ目 カサノリ科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：絶滅危惧Ⅰ類

WRDB：絶滅危惧

WWF-J：絶滅危惧

沖縄県 RDO 改訂：絶滅危惧Ⅰ類

【確認状況】

H26：冬季調査時に分布調査の St.30 で確認

されました。

【生態と分布】

県外では奄美大島に、県内では伊是名島、沖縄島、久米島、石垣島、小浜島、西表島に分

布しています。湾内の静穏な海岸や礁池で、砂混じりの礫上や岩塊表面に群生します。また、

浅い潮溜まりや干出時でも湿った部分の礫や死んだ貝殻などの上に群生します。低潮線下 3

ｍほどの深さの所にも生育します。

表 6.12-14(10)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:カサノリ

学名: Acetabularia ryukyuensis

分類: カサノリ目 カサノリ科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

ＷＲＤＢ：危急種

WWF-J  ：危急種

沖縄県 RDO 改訂：準絶滅危惧

【確認状況】 

H15・17：冬季調査時に側線調査の L-1～7、分布調査の St.2、4、7、9 で確認しました。夏

季調査時に側線調査の L-5、L-6、分布調査の St.21 で確認しました。 

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-5、分布調査の St.3、7、23 で確認しました。冬季調

査時に測線調査の L-3～5、分布調査の St.3、4、6、7、8、22～28、30、31 で確認しました。

【生態と分布】

県外では奄美大島に、県内では伊是名島、沖縄島、久米島、石垣島、小浜島、西表島に分

布しています。湾内の静穏な海岸や礁池で、砂混じりの礫上や岩塊表面に群生します。低潮

線下 3ｍほどの深さの所にも生育します。
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表 6.12-14(11)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ウミボッス

学名: Nereia intricata

分類: ケヤリモ目 ケヤリモ科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：絶滅危惧Ⅰ類

沖縄県 RDO 改訂：絶滅危惧Ⅰ類

【確認状況】

H15：夏季調査時に側線調査の L-5、L-6、分

布調査の St.21 で確認しました。

H26：冬季調査時に測線調査の L-5 で確認し

ました。

【生態と分布】

県外では与論島に、県内では沖縄島、宮古島に分布しています。。体は柔らかく、絡み合

いあちこちで互いに、また基質に付着します。潮下帯のサンゴ礁上に生育します。

表 6.12-14(12)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ヤバネモク

学名: Hormophysa cuneiformis

分類: ヒバマタ目 ウガノモク科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

沖縄県 RDO 改訂：準絶滅危惧

【確認状況】

H15・17：冬季調査時に側線調査の L-1～7、分布

調査の St.7、9 で確認しました。夏季調査時に

側線調査の L-1～7、分布調査の St.27、28、30、

31 で確認しました。

H25：夏季調査時に側線調査の L-3～5、分布調査

の St.3、5、6、9、10、23、24、26～31 で確認

しました。

【生態と分布】

県外では奄美諸島に、県内では沖縄島、久米島、宮古島、石垣島、西表島に生育していま

す。サンゴ礁潮間帯の潮溜まり内、礁池や湾内の深さ 2、3m の海底の岩盤や礫上に点在的に

着生、または疎生します。
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表 6.12-14(13)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ヒジキ

学名: Hizikia fusiformis 

分類: ヒバマタ目 ホンダワラ科

現地確認個体

【指定状況】

沖縄県 RDO 改訂：準絶滅危惧

【確認状況】

H15：冬季と夏季調査時に側線調査の L-5 で確認

しました。

H25・H26：夏季調査時に調査側線の L-5 で確認

しました。冬季調査時に測線の L-5 で確認しま

した。

【生態と分布】

県外では北海道から本州（太平洋沿岸、日本海沿岸中・南部）、四国、九州に、県内では

沖縄本島に分布しています。体は 盛期の 4 月頃には、長さ 80cm を超えることがあります。

繊維状の付着根から 1～数本の主枝が立ちます。主枝は長さ数 cm ほどの側枝を羽状に互生し

ます。葉は葉状を呈し長卵形からへら形、両縁に荒い鋸歯を持ちます（本土産のものは紡錘

型）。サンゴ礁潮間帯下部から低潮線間に帯状に生育します。

表 6.12-14(14)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:カモガシラノリ

学名: Dermonema pulvinatum

分類: ウミゾウメン目 カサマツ科

日本の海藻（平凡社）より

【指定状況】

沖縄県 RDO 改訂：情報不足

【確認状況】

H17：冬季調査時に側線調査の L-7 で確認しまし

た。

【生態と分布】

県外では太平洋沿岸中・南部、四国、九州から奄美諸島に、県内では沖縄島に分布してい

ます。体は高さ 1～3cm の半球状の塊からなります。枝は円柱状で太さ 1mm 以下と細く、不

規則に叉状に分岐します。体は粘りのある軟骨質です。（沖縄島北部沿岸の）岩礁性潮間帯

上部付近に着生します。
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表 6.12-14(15)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ハイコナハダ

学名: Yamadaella caenomyce

分類: ウミゾウメン目 カサマツ科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

沖縄県 RDO 改訂：準絶滅危惧

【確認状況】

H15：夏季調査時に側線調査の L-3 で確認しま

した。

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-3 で確認

しました。冬季調査時に測線調査の L-3 で確認

しました。

【生態と分布】

県外では小笠原諸島、大隅諸島、奄美諸島に、県内では沖縄島、宮古島、石垣島、西表島、

与那国島に分布しています。体は直径 7～8cm 内外の低い団塊で、枝は絡みあい錯綜します。

枝は円柱状で叉状に分岐、枝の太さは 1～1.5mm です。石灰質を強く沈着しているため、外

側は白っぽく見えるが、内側の枝は赤みを帯びています。サンゴ礁外側礁原のレベルが高く、

干出する場所にへばりつくように着生、特徴的な群落を作ることがあります。

表 6.12-14(16)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ベニモズク

学名: Helminthocladia australis

分類: ウミゾウメン目 コナハダ科

現地確認個体

【指定状況】

沖縄県 RDO 改訂：準絶滅危惧

【確認状況】

H15：冬季調査時に側線調査の L-4～6 で確認し

ました。

【生態と分布】

本州、四国、九州、南西諸島に分布しています。体は高さ 30cm にもなり、柔らかく薄い

ピンク色です。小さくて細い茎から円柱状の枝が直立し、1～2 回分岐します。礁池内や潮間

帯下部付近から水深 1ｍの礫や岩上に着生します。
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表 6.12-14(17)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:アケボノモズク

学名: Trichogloea requienii

分類: ウミゾウメン目 ウミゾウメン科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：情報不足

沖縄県 RDO 改訂：情報不足

【確認状況】

H15・H17：冬季調査時に側線調査の L-5、L-7、

分布調査の St.3 で確認しました。 

H26：冬季調査時に測線調査の L-4、5、分布調

査の St.3、8、24 で確認しました。

【生態と分布】

国内では、太平洋沿岸南部、八丈島、南西諸島からは大隅諸島、奄美大島に分布していま

す。県内では沖縄島と与那国島に分布しています。体は柔らかくぬるぬるします。円柱状で

高さは 20cm にもなります。不規則ではあるものの、複羽状に分岐します。体色は鮮紅色で

あるが、体内に石灰質を薄く沈着しているので、内部が白っぽく見えます。低潮線付近から

深さ 2ｍのところの岩上に生育します。

表 6.12-14(18)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ヌルハダ

学名: Trichogloeopsis mucosissima

分類: ウミゾウメン目 ウミゾウメン科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：情報不足

沖縄県 RDO 改訂：情報不足

【確認状況】

H15：夏季調査時に側線調査の L-1、L-4～6、分

布調査の St.21、23、24、26、29 で確認しまし

た。

H25：夏季調査時に側線調査の L-4、分布調査の

St.24 で確認しました。

【生態と分布】

国内では、南西諸島に分布しています。

体は高さ 15cm ほどで、石灰質の沈着は少なく柔らかくて粘りがあります。直径 1mm の主

軸から不規則に配列する長短さまざまな枝が出ます。雌雄異株です。サンゴ礁の潮だまりや

水路中の岩上に生育します。
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表 6.12-14(19)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:フイリグサ

学名: Halymenia dilatata

分類: スギノリ目 ムカデノリ科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：情報不足

沖縄県 RDO 改訂：情報不足

【確認状況】

H15：冬季調査時に側線調査の L-5、L-6、夏季

調査時に側線調査の L-4、L-6 で確認しました。

H26：冬季調査時に測線調査の L-4、L-5 で確認

しました。

【生態と分布】

国内では伊豆諸島、本州太平洋岸南部、九州西岸、大隅諸島、奄美諸島、を経て沖縄島、

宮古島、竹富島に分布しています。体は膜質、不規則に広がった葉状体で、高さ 30cm ほど

にもなります。表面には波打ったような細かい皺と白色の斑点模様がある。礁池や潮下帯の

岩礁状に着生します。

表 6.12-14(20)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:キリンサイ

学名: Eucheuma denticulatum

分類: スギノリ目 ミリン科

現地確認個体

【指定状況】

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

沖縄県 RDO 改訂：情報不足

【確認状況】

H15：夏季調査時に側線調査の L-2 で確認しまし

た。

【生態と分布】

県外では、伊豆諸島、四国、九州に分布しています。県内では沖縄島と宮古島に分布しま

す。体は円柱状で軟骨様、不規則に分岐し高さ 25cm にもなり、太さ 2～3mm です。サンゴと

見間違えるほどに酷似します。体の表面には棘状、またはいぼ状の突起が対生、または輪生

することがあります。サンゴ礁の潮間帯低潮線付近から深さ 2、3ｍの岩盤上に着生します。
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表 6.12-14(21)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:トサカノリ

学名: Meristotheca papulosa

分類: スギノリ目 ミリン科

食材魚貝大百科（平凡社）より

【指定状況】

ＲＤＢ：準絶滅危惧

ＷＲＤＢ：減少傾向

WWF-J  ：減少傾向

【確認状況】

H15：冬季調査時に側線調査の L-5 で確認しまし

た。

【生態と分布】

本州太平洋岸中・南部、九州、南西諸島に分布しています。体は小盤状の付着器から直立

し、短い茎状部から急に広い楔型に扁平な体に拡がります。体は広い腋を持って叉状に分岐

し、下部は幅広く、次第に上方に幅狭くなり、短い間隔で分岐して全体は扇状または掌状に

なり、高さ 20～30cm またはそれ以上になり、体の幅は 1～5cm で、はじめ全縁であり、後に

不規則に長さの不均一な短い枝を多数副出します。体表面ははじめ平滑で、老成するとしば

しば瘤状または短い刺状の突起を全面に生じて粗面になり、厚くなります。体の髄部は細胞

糸がゆるく入り組んでおり、皮層部は髄糸と連絡する大きい多角形の細胞とそれから表面に

近くなるに従って小型となる細胞が密に配列します。色は鮮紅色で、乾燥するとき紙に付着

します。水深 5～30ｍの場所の岩盤や転石上に生育します。

表 6.12-14(22)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:カラゴロモ

学名: Vanvoorstia coccinea

分類: イギス目 コノハノリ科

現地確認個体

【指定状況】

沖縄県 RDO 改訂：情報不足

【確認状況】

H15：冬季調査時に分布調査の St.7 で確認しま

した。

H26：冬季調査時に測線調査の L-5、分布調査の

St.6 で確認しました。

【生態と分布】

国内では、温帯海域（八丈島、本州太平洋中部・南部、九州西岸、奄美諸島）、沖縄島ま

で分布しています。体は黄褐色、網状をした葉状体で、成長すると高さ幅とも 30cm にもな

ります。多くの裂片に分かれ、各裂片は湾曲した形状をとります。葉片には、中肋を除いて

皮層が発達します。礁池内や深い潮溜まり内の岩上に着生します。
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表 6.12-14(23)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:リュウキュウスガモ

学名: Thalassia hemprichii

分類: オモダカ目 トチカガミ科

現地確認個体

【指定状況】

ＲＤＢ：準絶滅危惧

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

【確認状況】

H15：冬季調査時に側線調査の L-1～5、分布調査の

St.9、11、夏季調査時に側線調査の L-1～5、分布

調査の St.30、31 で確認しました。

H26：冬季調査時に側線調査の L-3、L-4、分布調査

の St.9、31 で確認しました。

【生態と分布】

国内では南西諸島に分布しています。砂中を匍匐する地下茎の太さは 3～5mm で、5～30 個の

間隔で節間部より上方に出る短い茎の上に葉が出ます。葉は長さ 5～40cm、幅は 4～11mm で、

10～17 本の平行脈をもち、直線的であるかまたはやや鎌形に曲がります。低潮線付近から漸深

帯の海底の砂場に生育しています。

表 6.12-14(24)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名:ウミヒルモ

学名:Halophila ovalis

分類: オモダカ目 トチカガミ科

現地確認個体

【指定状況】

ＲＤＢ：準絶滅危惧

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

【確認状況】

H15・17：冬季調査時に側線調査の L-1～7、分布

調査の St.7、8、12、14、15、17、20、夏季調査

時に側線調査の L-1、L-2、L-5～7、分布調査の

St.35、38 で確認しました。

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-3～5、分

布調査の St.30、31 で確認しました。冬季調査

時に測線調査の L-3、4、分布調査の St.31 で確

認しました。

【生態と分布】

国内では太平洋沿岸中部・南部、瀬戸内海、九州、日本海沿岸石川県以南、南西諸島に分布

しています。葉の長さは 2.5～4cm、幅は 1cm、体は柔らかいです。雌雄同株または異株で、多

年生草本です。低潮線付近から漸深帯の海底の砂上に生育しています。
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表 6.12-14(25)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名: ヒメウミヒルモ

学名: Halophila decipiens

分類: オモダカ目 トチカガミ科

現地確認個体

【指定状況】

ＲＤＢ：絶滅危惧Ⅱ類

ＲＤＯ：危急種

沖縄県 RDO 改訂：絶滅危惧ⅠB 類

【確認状況】

H15：夏季調査時に側線調査の L-1、L-2、分布調

査の St.35、36 で確認しました。

【生態と分布】

国内では、沖縄島に分布しています。海底の砂泥地に生える多年草です。根茎は分岐し、

各節から根を出します。葉は卵状楕円形で薄く、長さ 1cm 前後、細長い柄があり、葉縁に突

起があります。雌雄異株またはまれに同です。雄花は 1～2cm の花柄があり、花被片は 3 個

あって透明です。雌花は柄がなく、萼筒が少し伸びて先が 3 列します。ウミヒルモ H.ovalis

に似るが、葉が細く、葉縁に突起があることで異なります。浅海（水深 17～30ｍくらいまで）

の砂地にはえます。

表 6.12-14(26)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名: ボウバアマモ

学名: Syringodium isoetifolium

分類: オモダカ目 シオニラ科

現地確認個体

【指定状況】

ＲＤＢ：準絶滅危惧

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

【確認状況】

H15：冬季調査時に側線調査の L-2、分布調査の

St.9、11、夏季調査時に側線調査の L-2、L-4、

分布調査の St.31 で確認しました。

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-3、L-5、

分布調査の St.9、31 で確認しました。冬季調査

時に分布調査の St.9 で確認しました。

【生態と分布】

国内では南西諸島に分布しています。低潮線から漸深帯の砂泥底に生育します。砂中を匍

匐する地下茎の各節の左右より 2～3 本の葉が直上する。葉は円柱状で、長さ 10～30cm、太

さは 1～2mm である。
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表 6.12-14(27)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名: ベニアマモ

学名: Cymodocea rotundata

分類: オモダカ目 シオニラ科

現地確認個体

【指定状況】

ＲＤＢ：準絶滅危惧

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

【確認状況】

H15：冬季調査時に分布調査の St.11、夏季調査

時に分布調査の St.31 で確認しました。

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-3、分布調

査の St.31 で確認しました。冬季調査時の測線

調査 L-3、分布調査の St.31 で確認しました。

【生態と分布】

国内では南西諸島に分布しています。砂中にのびる地下茎の各節の左右より 2～7 本の葉

が直上します。葉は長さ 7～15cm、幅は 2～4mm で、9～15 本の平行脈をもち、直線的かまた

はゆるやかに鎌形に曲がります。葉の先は円形に近く、へりにかすかな鋸歯状突起がならび

ます。低潮線付近から漸深帯の海底の砂場に生育します。

表 6.12-14(28)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名: リュウキュウアマモ

学名: Cymodocea serrulata

分類: オモダカ目 シオニラ科

現地確認個体

【指定状況】

ＲＤＢ：準絶滅危惧

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

【確認状況】

H15・17：冬季調査時に側線調査の L-1、L-7、夏

季調査時に側線調査の L-1、L-2、L-4、L-7 で確

認しました。

H25：夏季調査時に側線調査の L-3 で確認しまし

た。冬季調査時に側線調査の L-3 で確認しまし

た。

【生態と分布】

国内では南西諸島に分布しています。地下茎を砂中に長くのばし、各節より 2～5 本の葉

を直上させる。葉は長さ 5～15cm、幅は 4～9mm で、直線的かまたは緩やかな鎌形に曲がり、

13～17 本の平行脈をもつ。葉の先端は特に突出しないが、へりに鋸歯状突起が多数みられま

す。低潮線付近から漸深帯の砂泥底に生育します。
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表 6.12-14(29)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名: マツバウミジグサ

学名: Halodule pinifolia

分類: オモダカ目 シオニラ科

現地確認個体

【指定状況】

ＲＤＢ：準絶滅危惧

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

【確認状況】

H15・H17：冬季調査時に側線調査の L-1～4、L-7、

分布調査の St.9、11、夏季調査時に側線調査の

L-2～4、分布調査の St.30、31 で確認しました。

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-3～5、分

布調査の St.9、25、30、31 で確認しました。冬

季調査時に測線調査 L-3、4、分布調査の St.9、

31 で確認しました。

【生態と分布】

国内では南西諸島に分布しています。砂中を匍匐する地下茎の各節より下方に 2～3 本の

根が伸び、上方に 1 本の短い茎が出て、その上部に 2 本ぐらいの葉をつけます。葉は長さ 5

～20cm、幅は 0.5～1.5mm で細く、中央に明瞭な平行脈を 1 本持ち、上部でゆるく鎌形に曲

がることがあります。葉の先端には大きい突起が 3 個あるが、後ろに二次的に小さい鋸歯状

突起が不規則にできる場合が多いです。低潮線付近から漸深帯の海底の砂場に生育していま

す。

表 6.12-14(30)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名: ウミジグサ

学名: Halodule uninervis

分類: オモダカ目 シオニラ科

現地確認個体

【指定状況】

ＲＤＢ：準絶滅危惧

環境省 RL（第 4 次）：準絶滅危惧

【確認状況】

H15・H17：冬季調査時に側線調査の L-1～4、L-7、

分布調査の St.9、11、夏季調査時に側線調査の

L-1～4、分布調査の St.30、31 で確認しました。

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-3 で確認

しました。冬季調査時に側線調査の L-3 で確認

しました。

【生態と分布】

国内では南西諸島に分布しています。低潮線付近から漸深帯の砂泥底に生育します。
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表 6.12-14(31)  重要な植物種の確認状況及び一般生態

種名: コアマモ

学名: Zostera japonica

分類: オモダカ目 アマモ科

現地確認個体

【指定状況】

ＲＤＢ：情報不足

ＷＷＦ－J：希少

沖縄県 RDO 改訂：絶滅危惧Ⅱ類

【確認状況】

H15：冬季調査時に側線調査の L-3、夏季調査

時に側線調査の L-3 で確認しました。

H25・H26：夏季調査時に側線調査の L-3 で確認

しました。冬季調査時に側線調査の L-3 で確認

しました。

【生態と分布】

日本各地沿岸に分布しています。葉は細い薄いバンド状で、2～3 本の平行脈があります。

へりに鋸歯はありません。花は 6 月ごろに咲きます。雌雄同株の多年生草本です。茎ははっ

て砂の中に長くのびます。低潮線付近から漸深帯の海底の砂上に生育します。
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