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東京内湾9 東京湾口及び、社I~、；£！：湾の；g;生生物
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Benthos in Interal part of Tokyo Bay, 

Mouth part of Tokyo Bay and Sagarni Bay. 

Akio I-IARAGUCIIIネ

は じめに

ほij:生物の現況をとらえることは， 'tff,＼）主ノi守｝》i一の）j主｛滋

資宇：i としても，」~Uf：＼，；、

さき lこ主，＇rlil：による iiiJ卜h長！；｛う｝｛こもと ~5し、た Ji1./I:.今！JJ~りiV司子t

~i,'i!,f'. ( J;;(l J 1982 a ）と，水i*!)IJiメウ〉による ）！ヤUl：物！品j

食事古米；（！反ill982b）を？と表した。これらの十li.1＇，・・では，

末以i；うii，ぷ!fi,'i汚のj久lj:生物の災泌を，明示14己主r史学

における調1t;tili見：：と対j七しらがらその捻絡についてJJ・

誌をした。
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4；報1J；－（土， H百干1153年から56年までの，女学に；o札介し

た；JRJ；〔内向からff/t史湾に去る 述のMCI三生物の羽.i)lを

まとめたものである。

この；川公において，多毛郊の析の｜口；j;.i'（土lI［分：科’γ：l守
物館（の今日，＼実IWl:k, 1111投矧については横浜開立大字

のi¥llct主主 ＇｝） p，~士にイidiJ'i した。 [ilij 氏の倒！好立lこん）： ＜御礼

1:}1し上げる。また， J本科：iをまとめるに当たり協力を得

た±1/1911［研究部，今井利為主任研究員に！ぷ訓する。

調査方法 調査／！tfJ或，計＇J'.l't年月，採泌を試みた点の

数は次のとおりで、ある。
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Jj［京内戸う H白和56主r'-s～10 JJ 61人,i¥ I 、

z担；｝）＼七うIl u行手1153壬j'-8～9JJ 29」I、〈

中ll10'.lお＂J!R;"iil iザ？干1154壬F7～ 9JJ 55／・、

中nrJ:iれうF立剖i ll白手Ll551j三6～ 9JJ 62h: 

ただし，このうち，相~＃i/DI~古品 3 ,i,¥, I司［！Ei古116点は海

底が岩Jill[のため採犯できなかった。

HUI~；；日は，スミス・マツキンタイヤ】 il:H;toiJ~ ＃i\: （採

iJ~rnifr1 : l/20m＇）を mい，行，＼＼1;1出11利jι船j：にて 1mm 

のilrtiで水洗し， f:fiij二のすべてをホルマリン (10%）で

同定後，当場の生物実験室で多毛~I[, lj；殻｝Si，軟体類，

40ノ 140° 

20 

¥1: .• 
d盤整9

~l民！J：.~勿I点

ーへ ＼ 、 s どこ内
IBJ 2 秘J:Ji数分布

その他に分類して｜両l定及ぴ椀類数，イ［ii]休数の計数を行

った。なお，二本誌Ht(l)採i！己点で水深l,000 m以上の点が，

キllf！却す央域で8/,1；あった（最深点は相模湾陸部A34で

1,270m）。

t;toiJ~.~1、を医II に刀：す。

結果と考察

種類数分布 図2に種類数分布を示した。出現段紅l

数20Ul以上の生物中I~の盟笛な iirjj或は， r:[J ノ瀬，富｜品OJ也

先，富i'ltr11市北部，東京湾口域の北部，剣ill奇～城ヶ白か

ら鎌倉地先に至るrtい海域， 茅ヶ崎地先，ノト八l陵地先，

Jミ1~鳥～ j易 inJ11；（地うもにみられた。このけ1で，富岡地先の

D 54では40秘を数え注目された。 /J¥:fJ;¥HIJ:fi数10柄以

下の比較的少ないと考えられる海域は，東京内湾の

j；ぢうた域，拡lf~il住～久＇ll浜湾，相模湾央域（西寄りの水

深370～l,070m）の 3/{fj:域であった。東京内i考ftJ古II,

東京湾口域の北部j，三浦半島西側は生物中11が県南とい

えよう。なお，横浜港先～多摩川河口～千葉浴先にかけ

て無生物域がみられた。そのf!If積は 120Km＇てv：東京内

湾（930Km＇）の13% を 11'i める（昭和57年度調交した ~L[

季別分布図によると，春季i，秋～冬季には無生物域は

大きく縮小する）。
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バダ
凶 3 'I＇.物密度（ l/20m＇）分イ Ji

生物密度分布 1/20nl'＇＆たりの出現イ；母体数の分布を

院13に示す。 5011川本以上のifoj或は，自（｝紙1也先， tj1ノiJlif!,

＇（；；； 岡地先，＇1~＇＼沖山ljl北部，淡川地先， :i:JR ヶ ，！！，） ～鋭ftP.～ x

ヶ ill奇J也先の！ムムい iliit~X:, 小八愉:tfil先， 収！有川地うじ iibM 

原地先，相w占おう央域（水深570,720, 800 m）にみられ，

これらの海域は稀知数の分布域とほぼづ文した。 i：記
海域のうち200111;1w以トムを数えた定点は，意打線地先のうζ

点 9 ( 1愛，1；秘イトゴカイ）， l~＼ lff;j}也先の定｝.~＜： 49, 54 ( [!ij 

オヨギビンノ），淡）｜｜地先の定；，＇.t:、5([ti] Ch；~； 1sp,, £：ふ；Asp.) 
ミズlニ斗ププJイ手｝

江の ！~＼凶の定l1:30 ( l11J Tharyx sp.）にみられた。次に生

物続皮と水深の限H系を凶 4～ 7に出した。 lヌl4から！切

らかなように，東；j¥I付湾（水深O～ 52m）においては

浅海域の生物密度がおく，Jj（泌が治すに従い低下する。

東京湾i二I（水深 o~soom ）と本II模湾（水深 O ～ 1,300m)

においては図 5~7 から明らかなように， 1t4&J訟！立の

特に治Jいf、〔は極く水深の浅い海域（50m以下）にみら

れているが， 50～ l,.300mの間では水深が深くなるに従

って生物倍j支が低下するという現象はみられていない。

しかし，相模湾（図 6~ 7）においてはこのような現象

はみられず， 500m以下の討守派域においても 8～ 119例

外；，平均32例イ本のよ七f絞的i白い生物情）交を示した。

多様度指数分布 多機JJ[指数~l;(ni/N) loge (n山、n

1/20m＇当たり
11母体数
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l/20m＇当たり
個体 数
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関Y tilt史的凶古IIの生物術！交と水深の関係i'i：.数千：はj.ii/iNo.

1/20m’当たり
似体数
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関6 1'11似汚点；rmの？！二物砕け交と水深の！勾係ii.数字lまえ＇＂＂＇山

（以下ffとft！与す）（災：総合母体数， n ：稀 iのイ［,I;j-f4；数，

S : N!J:fi数，犯行llouinの式を菊池（1979）よりづIJlJ) 

の分布を凶 8 にノJ~ した。これはほ＇｝生物の.／ffl去作J・J立を

みるために）IJいられる。菊池（1979）によると， H'は

総数N似体がSHUこ分配されている場介の多段j立指数

としてすぐれており，過栄養減やilj ）~;jt＆てす土低くなる

といわれている。［ヌ18にみられるとおり 1以i干の海J:&

は検¥JI；￥｛~'A; ・ f拡が！IJX，以北～1'1l1JllJ:t¥l，光一Tt阿佐先以IY1iの

｝）.；、いj向上或のみで， ＊点的li，羽H:f.'.fiぢには有イlしない 0

wの2以｜の海域lム氷点内むすでは東京iら先， tiiiU血

先， if＇ノ i1i丸山附～微；M U也'A；にみられ，東京i1'JII, 

ホIH失湾全域は大三J'oが 2 ～ 3 以上を ；］~ した。

多三島署員個体数の成金生物：＠：1調体数に対する~分半分布i

千千先入＇i、の多 1：対iilhl体数のJi(λL生物全11占l体数に刈す

るi'f分本で， 80%以上を比較的多いものとみなしその

分布を1'219に示した。凶 9にみられるとおり，東京［1司

法では横浜地先一般洲県以北～i¥,',Jll地先一千葉jJJ?光以
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T~J，横須賀地先， HH英湾では全域の大半が80%以上を

11iめているが，東京湾IJでは大部分が80%以下となっ

ている。

甲穀類個体数の底生生物全個体数に対する百分率分布

東京湾 u~i'!l政均淘城のj氏生生物総wn体数に r1i め

る l[l殻~i'[f[,1］体数はほぼ10%前後を占めている（ )Jj｛口，

1982 b ）。 lj!穀類は泥：i二の汚濁に践者一な反応を示すので

環境の良子7考察に重要である。 10%以jーを Ljl殻~Jiの多

139＇主 20 
回 目＇叩ー

3okm 

25 
N 

2日

15 

い海域， 3%以下を少ない海域としてその分布を図10

に示した。図10によると， 10%以上の /'ti）~域は，東京｜人j

jなでは東京港先～午前も地先， ＇i ；＇； 同地先~ltJ ノ iMt北部，

liili ヶ崎一木更津～｝~｛ i\!ilrlド～検~M'U也先，東京湾 II 北部

のは央域，剣！崎南～城ヶ品砕j~J;& ヶ j品凶，秋谷～鎌倉

地うじ，江の Ii~ l~~jJ_tjの水深60～950m ，平塚～大磯地先，

J向tJJI［河口から南へ長くのびた泌域，相続湾央の570～

1, 100 mの深ilii域などにみられた。これら海域のうち

40' 140° 

10 it.C二：：＞10%以上
ど－＿－：.・ 3%以下

m 
~且 2口’

ど釧
図10 '11殻類似体数LT分王子分.1fi

50%以上を示したえ：点はお岡地先のD49，城ヶ尚南

西のc25, 27, 28であった。 3%以下の泌域は横浜

jをうた～慾洲会主以北～ 1＼~ JI［地先～二子葉港うも以iおf, 約IU奇南

東の終決域，i'UtJ,'.li常夫域（7}(深140～9501mと60～1,200m) 

にみられた。東京内湾i卒J青IIとi;iizヶ尚南西海域はLfl殻類

が豊富であり注目された。

汚濁指標生物個体数分布 北森（1979）によると，

汚濁城に優占稀として出現する汚濁指標生物は次のと

おりとされている 9

多毛類：イトゴカイ（イトゴカイ科）

II ：ヨツノ〈ネスピオA11J., B型（スピオ科）

lfl穀類：コノハヱビ（コノハヱど科）

軟体類：シズクガイ（アサジガイ科）

表 1 lfJj；域別 ／ij ）~；）指標生物の似体数l立ぴ出現率

57 I 309 

4 

6 I 58 I 544 
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図11 i1）泌指M：ヨ物伽l休数分布

軟体類：チヨノハナカ、、イ（パカカ、イ科）

今回のお：去でIi＼攻した iljj~:J桁犯：生物は，イトゴカイ，

ヨツパネスピ才A11;•i, シズク yゲイの 3航で，その11母体

数分布を凶11に，海域区分によるi'JiiJH日付；生物IL¥現存t

を表1に示した。表 lにみられるとおり lllJ!l¥現不では

末以内泌が18.6%と似めて［＼4）い。その分布域はiヌillに

ノメすとおり東京地二うも～ r~治うiしと横浜治先に集 if ＇して

いる。これらの海域は硫化水素央が強〈，東京港光一

千葉治先のC0 Pは1.4～39.3mg/g，平:J:loJ24.Or日／g，全

紙i化物が0.01～1.68mg/g，平均0.71mg/g，横浜｛住先の

COD は18.4-32.0mg/g, ijZ±匂26.2mg/ g，全li/rG1は創立

0.44～I. 60mg/g, ムJf.:J:!oJl.OOmg/gてづえ11r環JJ;u土不良であ

った。ぬくii の 11•，税率は0.5%で緩めてfl＼い 0fillミゴウでは

1.1%と低いが，出現行日；肢は江の！訪問1lllJに集1-l:Jしており

キII校内の汚濁指標生物計58例体のうち38f[/il休（66%）を

数えている。東京港先～稲己j也先ではli''ii'立fJ(illil体数（（

分率が10%以J二を，r；めているが，汚濁指中；~！＇！ミ物も多く

一概に環境がよいとは言えない。 iJ；のぬl7Li1l11JのCOD 

は2.1～33.4mg/g, 平均10.0mg/g，全硫化物が0.00-

0. 75mg/g，平均0.16mg/gで，来店治先～千葉浴先，横

浜港先；こ比べると低いが，がJi！！；）指校生物分布からみる

とあまり差はない。

｛長 山 手中

多Utt, 111殺~Yiの海域'IJIH変，1；純は次のとおりでわっ

f二。

ア． 東京内向

多Ufl tt.%は多 UJ!d1-1, 531例外、に対す一る比本

ParajJrionospio jJinnataA 11,1! （ヨツパネスピオ）

24611・＇＇＇体， 16.1%，主分イIi1点： j；うIJ'Jc

Ca/Jitella ca戸itata（イトゴカイ）

230イ＂＇附心 15.0%，二L分イIii点：山 If~

Lumbrineris longif oliα（ギボシイソメ科）

17511占11¥,11.4%, l分布域：＇；；；； I対～木Y:':iJ!以i十J

Tha別 sp.（ミズヒキゴカイ手、I)

1021lii［イ木， 6. 7%, l分 1'!itEJi:. i:'J I匁及びょうiお

1111＼＇支持1 it. %は1111't!i'.hii¥l-S541[rl；［イ本に対する比ネ

Tritod:;,nomia horn」thi Nobili (-1-IYil ti，オヨギピンノ）

6631f';J休， 77.6%, .:t分イIi域：；・；.;111;J, '1i;;;1u111pJ也先

Amρelisca sp. 0'11.il山II，スyゲメソコエビ科）

37111；＼体， 4.3%，主分布域：ょうl丸出l品J.tili!i[;

Cyanthura sp. （司令：脚口，ウミサナフシ利）

2311討｛：久 2. 7%，主分布城： ii~I発

イ． 東京湾i] 

多豆類 it. %は多毛~J'i;]i-73411ヰイヰ；に対する比率
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Eunice sp. （イソメ利） 11511川本， 15.7%, （~JI! J也光

Cfume sp. （ケヤ IJ科） 92似体， 12.5%, II 

Lurnbriηeri守 latreilli （ギボシイソメ干｜）

2311川体， 3.1%，淡川地先

q1占：Uii ii. %は I／げt以(f,il22511川本に刈寸る比率

Garnr.仰 ridea (ft；／，［脚！l, ヨコエビ科）

96イll;/1,<}:,42. 7%, 主主ヶj；占！十111封

Arnf>elisca spp. （立；；ll災jL i，スガメソコエど科）

801i<'H本， 35.6%, 淡JI!fむう＼：；， Ji；＼ヶi;,¥f'lif!Li

ウ． 中IIt呉川

多じJf( il. %は多［；主fi;i!4, 2201ll；！体lニ対する比中i

Tharyx ~lp. （ミズヒキ：fカイ科）

488刊行本， 11. 6%, ？？で城

Chae/ozone sp. （ミズヒキゴカイ利）

2771111；［休， 6.6%，全域

Chaetozone setosa （ミズヒキニ（7ワイ fl)

2641/i;/f本， 6.3%，全域

Nothria sp. （すすテイソメ科）

1911/.'H札 4.5%, )i今'k:J或

Lumbrineris longifolia （ギボシイソメ利）

11411川休， 2. 7%，小制代的先，小Ill千II）；引k

lヤzonos戸io rnalrngreni （スピオ利）

1121/.'H札 2. 7%，全域

11118Hli ii. %はi!11&'flYUl47011古川本に刈する比P千f

Arn戸elisca spp. （端料I！，スえfメソコユピ科）

13411/H久 28.5%，秋fr～ifJILf：；せi,:,t,,'IιjゑI也九約もJJI I 

'.it, i；ヴ＇）.と

Gammαro如何 日p.（端IJ!1llI，ヨコエビ料）

5311/ilt札 11.3%, ill f～鎌BJ也うt，的央

A rnj;elisca diaぬrna(Costa),（端IJJilll，スがメソコユビ利）

48111;!1札 10.2%，城ヤ，1:.¥w, 小川和1;;n5w, れーめ，1;,¥w

Urothoe grimαrdii Chevreux （端IJJlllJ，ツウヒゲソ

コエビ朴）， 1411811'.本， 3. 0%, j:_l （～針kit.llll先

A戸•seudes sp. （タナイス 11，アブセウデス以）

1411,¥I体， 3.0%，汚火

事句

1. 本版；1;・1土， II｛付1153iFから56-'iにかけ 41111¥Jにわた

りヂヰ＂F，五i；予iにおけるlt¥l[:_lj：物の現i)I,を，U!Jべ，これ

をWH!iしたものである。

2. 20村山、卜の＇／：物中｜｜の町山な海域は，w:；；（内W'.ir'r0{fll,

Jt::;;(i:'}l I肢の北iiIS，三irli'Iι！ゐ州11!1Jであった c 1!W11ム物

域は，特i浜i!J）＼；～多摩川 i>iJII先～下%地先にかけて

みられ，そのf(I川(i土東京内的J(1ih'iの約 1}illを11iめた 0

3. 1/20m＇、日たリの＇ i：物術伎が200イ！；＇；！体以 j-(iljjg:JJ或に

多い.fi[():tiは除く）を数えたiNM,i,は， ・1:¥j品j池うt，’ti¥ii' 

111q1北側， j奈川Jill先であった。おけx汚の500rn J山系の深

il1JJ'或でも i七絞的多い似f本数を ~·ii おしていた。

4. ll:_!fゐ~IfJtの＇ii・；む伎のflい、「向上或は，横浜浴光一般洲

~：,i，以北一品 JI! J山うじ～f築地先で，そのf也はr'(li

とイv,えられた 0 !l」；；；（凶11’中II般向全域グ〕多段！交Jfi.711

H'U人；三I＇が 2～3以｜：であった。

5‘ 多じ犯（似体数（I分本て、J土， H吋〔i付汚，十li似ドぎの大

部分が80%以｜を，riめ， w点的iI は80%以トが多か

った。

6. 1!1）戊Ji¥イjlij料入数（1＇分今、の 1';'1jい泌域は，；J.k;l＜内向HJi'ill

と主主ゥ山 rHVLiの 2 ぬ＇ J:~主であった。

7. jljjg;J-IH総生物111"1体数ll'iり！／十は，；lk:;;>; ijJi}L; ~ ・ T立：：浴

)¥:;, ｛負担むらう＼；， iiーの，l;h~Ljjl[IJ が！日iかった。

8. 以上総.Jiけると，氷点内何時1if!SとJ1Rャ，1;,¥iH州版～

剣~ti地先の 2 iiりj止は，，，会物，／/lltの安定j交と 11げ（＿j1Jy［イl占｜

休数（［分P十か、1'.'1j＜，もっとも良好な山崎ぞあった。

また，ィ、11~史的 J式決海域から＊·深l,270rn に去る深海域

までほぼ、｜りりした生物中llを｛M持していた。 A )J，：ヰ（:;.c 

)JJ;先一「法；｝必以」じのが1jol点て、は I/I殻Jf[もみられてきた

が， i1)i~:H行線 lj:二物も多く，今後の動1!1］に it けしたい。

おわりに，あと 7 ～ 10今一 1去の dN~交の IL＼点てい，漁場J;;;'i

Jf:UL1H反とともに）J.\lfιド物がさらに~：u託になること会 J\)J

1.'1°するものである。
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