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東京湾盤洲干潟におけるアサリ稚貝の発生と渦度との関係

柿 野

西 沢

純* ・中田喜三郎日

正村*・田口浩一****

The Relationship Between Abundance of Juvenile short-necked Clams 

RuditapesρhiliPPinarum and Vorticity in Banzu Tidal Flat in Tokyo Bay 

Jun KAKINO¥Kisaburo NAKATA **. 

Tadasi NISHIZAWA * * * and Koichi TAGUCHI* * * * 

Abstract 

The vorticity field was computed by three-dimentional numerical hydrodynamic model applying to Banzu 

tidal flat waters. in Tokyo Bay. and the juveniles of Short-necked Clam were collected from 1984 to 1986. 

The simulated vorticity distribution was characterized by the large belt with higher magnitude of vorticity 

stretching in the northern part of the flat. whereas small patchy regions with high vorticity were found in the 

southern part of the flat. This may be attributed to the tidal current condition in off-flat region near the tidal 

flat. In the northern part. tidal current showed relatively higher magnitude. therefore strong current shear can 

be formed in the interregion betw巴entidal flat and off冊flatregion. 

The significant correlation could be obtained between the distribution of abundance in the larval settle-

ment of short-necked clam and the vorticity field. ln addition. the highest abundance of the juveniles less than 

20mm in shell length appeared in the proximity of Nakajima， where the vorticity also showed higher value. It can 

be suggested that ぬ巴 highvorticity prevents larvae from dispersing to the off-flat water. Our analysis could 

reveal that the vorticity in th巴 tidalflat area plays an important role on the larval settlement of short司necked

clam and distribution of subsequent juvenile. 

従来よりアサリ RudilapesμliliPPinarumが多く発生す

るのは，内湾のなかでも河口域と言われており，練馬υ

の報告では河川の水震とアサリ稚貝の発生との聞に棺関

がある。東京湾でもかつて江戸川と荒JIIの河口域に百万

坪や三枚洲と呼ばれた広大な干潟が分布し，この海域は

東京湾内におけるアサリ，ハマグリ Merelrixlusoγiaの

放流用種苗の供給基地であった。
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しかし，必ずしも河口域だけにアサリ稚貝が多く発生

するわけではなし、。アサりは産卵された後 2~3 週間の

浮遊幼生期を過ごし，この聞に変態しながら成長してい

き，殻頂期に護って着底する。浮遊生活をするという性

格上，この間に流れによって分布を大きく左右されると

考えられる。

流れと稚貝発生との関係については，これまでに中村

ら2)が外洋に箇した海域の沿岸境界層内においてウバガ

イSpisulasachalinensisが発生することを示唆している。

同様に，柿聖子は東京湾の千葉県富津市地先に位置する内

房北部砂浜域でバカガイ Maclrachinensisが沿岸の渦流

域，ないしは内湾沖合を通過する潮汐流の内俊ijの緩流域

に多く発生すること 3)および稚貝の発生とこれに関係

する環境因子との間でE童相関による解析を行うと稚只の

発生量と渦度，)との間に棺関関係があることを報告し

た。5)クロアワビ Haliolisdiscus稚兵の発生についても

地形性の渦流が大きく貢献していることを問中6}，7)が

報告している。また，社多8)は海生生物幼稚仔の浮遊期

全般にわたって流れと着底との関係に関する整理を行っ

ており，浅海域で地形・構造物により造成される循環流

の浮遊幼生に対する滞留効果を指摘している。
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気象・海象に関する既存調査データの収集・整理

盤洲海域内流動予測計算
潮汐流+恒流(密度流+吹送流十海浜流)

万戸

o 5 lOkm 
し一向山一一一L一一一ー-.J

Fig. 1 Computational region of tidal current Fig. 2 Detailed grid regime for simulation in 

simulation in Tokyo Bay. Outer flame is 

the computational grid regime of Tokyo 

Bay (mesh size; lkm)， and inner shaded 
subregion is the Banzu area. 

著者らは東京湾の千葉県木更津市地先に位置する盤洲

干潟のアサリ稚異について調べ，稚貝の発生は必ずしも

Banzu area. 

Mesh size : varies from 80m (shallow area) 

to 400m (off-flat waters) 

Number of verticallevels:2 (surface:O-2m， 
bottom:2寸 Om)

Wind:SW 5m/s 

河口域だけではなく，浮遊幼生の供給があれば，上記の 特に潮目や渦流等を包含した指標として渦度を用いて検

いくつかの事例と同様に地形的な流れの特性との関係に 討した結果，満足し得る結果を得たので，これらの調査・

よって発生することを確認した。これらの流れの特性， 検討事例を報告する。
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1. 寵査と解析の方法

1) 流れの解析と満度の計算

流れについては， Fig.lに示す東京湾全域の流動場を

3次元流体力学モテ、ル9) を用いて解析し，この結果をも

とに Fig.2に示す盤ifH海域の境界条件を設定して，再び

細かいメッシュでの数値計算を行った。解析の手部員は上

記に示すとうりであるが，盤洲海域では減汐流以外に密

度流，吹送流，海浜流を考慮した。

階に近い殻長 1mr日未満のもの(以下沈着初期稚貝と称す

る)と 1mm!3合のふるい上に残るサイズのもの(以下稚

貝と称する)の 2種類について実施した。以下に各々の

調査内容を示す。

(1) 沈着初期稚貝の分布調査

沈着初期稚貝は Fig.3に示す14調査点で1985年 5月，

上記の流れの計算値を用いた渦度の計算式を以下に示

したが，各計算点において速度の歪みが大きいほど， J'lP 

ち，隣接地点に向きや速さの異なる流れが出現するほど，

f角度の数値l立高くなる。

/( aw av i'. (δwF. (δVδu i 2 
渦度=.../1一一一一一 1+1一一一一一 1+ 1一一 一一 l

〆Vl ay az J . l az ax J ' l ax ay J O/hour) . 、 ，、，、，

U. Vは流れの水平成分 (x，y成分)， wは流れの鉛

直成分 (z成分)

2) アサリ稚良の分布調査 Fig.4 Schematic view of collector for juvenile 

アサリ稚貝の出現および分布状況の調査は沈着初期段 less than lmm in shelllength. 

/で巳

012km  

o 10 20km 
一一一一一一」

Fig.3 The locations where short-necked clam juveniles were collected. 

: Juveniles (shell length < 20mm) were collected in 1984-1985. 

• : Juveniles (shell length < 20mm) were collected in 1986. 

争:Juveniles (shelllength <lmm) were collected in 1985. 

φ: Juveniles(shelllength <lmm) were collected in 1986. 
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7月， 10Y:lおよび1986年6月 7月， 12月に各 1回，調

査した。

試料採取については， Fig.4に示す関口5cm，長さ15cm

の「震取引型の採取器を作製し，これを用いて表層か

ら深さ 1cm.I随5cm.長さ 5cmの底土を 1調査点につい

て3図採取した。試料採取はスキューパによる潜水によ

って行った。

援取した試料は 5%中性ホルマリンで 1~ 2日間固定

した後，実験室に搬入し， 0.1%中性ホルマリンに移し

て保存した。これを0.5%ローズ・べンガ、ル溶液で染色

し，強く染まった伺体について， 50%次亜塩素酸ナトリ

ウム溶液(有効塩素濃度 5%)に1~ 3分間浸して軟体

部を溶かし，問中10)，11) の記載に基づいて，アサリ，バ

カガイ科等に区分して，計数した。

(2) 稚良の分布濁査

東京湾におけるアサリの主な産卵期は春期と秋期の 2

回である。盤洲地先における今回の調査では，春期発生

群と推定されるアサリ稚貝が7，8月に多く分布し， 10

月には成長の遅い岸よりの場所を除いて毅長 15mm前

後まで成長した。13)一方，秋期発生稚Jt群の出現最は少

なかった。従って，今回の報告では， Fig.3に示す調査

点で， 1984年~1986年の各10月に採取した殻長 20mm 未

満の当年春期発生稚貝と推定されるものを扱った。

a 

試料採取においては 1調査点について縦，横それぞ

れ 25cmの方形枠を用いて底土を 8倒採取し，混合した。

この試料を 1mmEl合のふるいに通し，残ったものの中

からアサリの生貝を選び出して個体数，殻長等を測定し

なお，今回の調査において，干潟の起伏とアサリの分

布量との関係を把握するために，起伏の凸部や田部等2

ケ所以上で試料採取した調査点もあるが 12)その際には

平均値を調査点の分布震とした。また，当地先では 3月

から 6月にかけてアサリ種苗の放流が行われているが，

この種苗のサイズは最小でも殻長 10mm程度なので，

放流区域では 10月の段階で殻長 20mm以上にまで成長

していると推定される023)従って，殻長 20mm未満の個

体は自然発生のアサリ稚貝と考えられる。

2. 結果

1) 渦度の分布

盤~海域の流動場の典裂として，潮汐については平均

大潮期を想定し，また，夏期に平均して卓越する南西5

m/sの風の条件を与えて計算した。この計算結果から渦

度を求めた。

Fig.5に平均大潮期の下げ潮および上げ潟最強時の渦

度の分布を示した。渦疫の分布は金聞の畔戸地先を境界

b 

ーーーーーーーーーー一

Fig.5 Estimated distribution of the vorticity (1!hour) at spring tide. 
a : ebb tide b : flood tide 
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Oct. 1985 

Dec. 1986 

ノ也

戸、包

(No./m') 

XX 

e@ ・ 1 - 200 

.0  201 - 5ω 

Ob~u River .0 500 -1脚

.@:捌-20∞ 
2001 -5000 

: 5001 -10000 

: 10001-20000 

: 20001-

Ruditates 
thilittinarum 
Mactra chinensis 

Fig.6 Distribution of juveniles less than lmm in shell length. 



ガイ科のi免震初期稚貝ともに沖合倶uの方が岸側よりも多

く，沖合側ではほとんどの調査点で 10，000個1m2以上の

偲体数が出現したのに対して，岸側では大半の調査点、の

出現僧体数が 10，000倒1m2以下であった。諒査点131]では

小櫨JII沖合で最も多く出現し. 1985年 7月に約45，000僧

体1m2，1986年 7月に約154，000個体1m2であった。

これに対して1985年10刃および1986年12月の調査では

場所による多少の差異はあるものの分布状況に特に一定

の傾向が認め難かった。

(2) 潟度と沈着初期稚良出現霊との比較

Fig. 7に1985年および1986年10月の沈着初期稚貝の出

現量と渦度との関係を示した。渦度 (X:1/h)および沈

着初期稚貝量 (Y:個体数1m2
) ともに指数的な数値の変

化を示したので，対数によって表示した。 1985年の例で

はLogY = 0.18 Log X +3. 98(有意水準13.2%.r =0.44). 

1986年の例では LogY=0.29LogX+3.28(有意水準0.5

%. r =0.75)であり. 1985年の例では相関関係が明瞭

ではなかったが. 1986年の例では棺関関係が認められた。

(3) 稚貝の分布

1984年-1986年の10月の殻長20mm未満のアサリ稚貝の

分布を Fig.8に示した。

3年間の誘査結果をみると，稚貝の分布量が面的な広

がりをもって多いのは，金田の中島地先であった。特に

1984年10月の調査時には 1.000個体1m2以上を数える調

査点、が集中した。このアサリ稚貝の分布量が多い区域の

沖合には帯状に渦度が高い海域 (Fig.5)が分布していた。

次いで久津間から木更津にかけても稚貝の分布がみられ

るが，大量に分布しでも頭的な連続性が見られなかった。

金田の瓜倉から畔戸地先にかけては 3年間の調査のなか

では1986年にアサリ稚貝が中島地先と同様に多く分布し

たが. 1984年. 1985年については分布最が少なかった。

Vol. 28 NO.1 学

にして北側と南側で格遼がみられた。

即ち，北側についてみると，下げ潮，上げ潮最強時と

もに牛込から金自の瓜倉地先にかけて100以上の場所が

帯状に分布し，なかでも200以上の場所が下げ潮時には

牛込から金回の中島地先にかけて，上げ潮時には金田の

中島から瓜倉地先にかけて1可じく帯状に分布した。この

渦度の高い区域とその沖側にかけての潮汐流を主体とす

る流速は大潮期の下げ潮最強時に20-30cm/s，上げ潮最

強時に1O-20cm/sであり，これより浅海部では上げ潮

時，下げ潮待ともに 10cm/s以下であった。さらにこの

渦度の高い区域では表層と底!替の流速差も大きかった。

一方，南側についてみると，上げ潮時に100以上とな

る範臨が広く出現するが，下げ瀬持にはこの範盟が縮小

する。 200以上となる区域は小癒)11の河口部に形成され

るが，北側と比較して上げ潮時，下げ潮時ともに規模は

小さく，相対的にパッチ状に分布していた。この区域で

は全体に流速が還し大潮期の下げ潮巌強時に最大でも

20cm/s，上げ辞書最強持ではほとんど全ての区域で10cm/s

以下となっており，上下層での流速羨も小ざかった。

2) 稚貝の出現と分布の状況

(1 ) 沈着初期稔員の出現

1985年-1986年に実施した合計6回の調査の中で 1調

査点、当りで採取した平均個体数 (0.0075m2当り)は多い

方から順番に1985年 7月に156傭. 1986年 7月に117個，

1986年12月に16僧. 1985年10月に16伺. 1985年 5月に 8

f閲. 1986年 6Ylに 3個であった。 5. 6月の出現個体数

は少なかったので，ここでは1985年 7月. 10月および19

86年 7月. 12月の出現状況を Fig.6に示した。 7月の調

査時にはバカガイ科沈着初期稚貝の出現最も多かったの

で合わせて図示した。

1985年および1986年の 7月の調査時にはアサリとバカ
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察

童書洲干潟周辺海域のうち牛込から金田の瓜倉地先にか

けた 5-lOmの水深帯では瀬汐流を主体とする流速が速

く，これより岸の流速の遅い区域との間で流速シアーが

大きくなっている。加えてこの区域では鉛直方向の流速

差も大きいので，水平的にも鉛直的にも大きな流速シア

ーによって渦度の高い区域が帯状に出現し.n線と平行

に強い潮目等を形成していることが推定される。これに

対して，金田の瓜倉以南の区域では全体に流速が小さく

渦度の高い区域は出現しにくいものと考えられる。

このような当該地先の渦度の特性とアサリ沈着初期稚

貝の分布との関係をみると，沈着初期稚気量が多かった

7月については 2ヶ年のうち l年は棺関が認められたが，

他の l年の相関は低かった。また，江川地先の岸側等，

Fig.6に示した渦度の分布とは関係なく，沈着初期稚貝

最の多い調査点も認められた。柿野ら引が内房北部砂浜

考3. 
'.: Ju1.1985. LogY~O.18LogX+3.98(r~O.44) 

・Ju1.1986.Log Y コ O.29LogX+3.28(γ~O.75)

10 

Vorticity O/h) 

The relationship between juveniles less 

than lmm in shelllength and vorticity. 
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Oct. 1984 

Oct. 1985 
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、。
〆今 4

域でバカガイの発生と渦度との関係を調べた結果と比較

しでも，必ずしも一致しない部分が生じている。

内房北部砂浜域のバカガイ稚貝の発生と渦度との間に

相関関係が認められる原因については，瀬下帯が主なバ

カガイ稚貝の発生域となっており，沿岸部における浮遊

幼生の沖合への拡散妨止機構としての地形伎の潮自ある

いは渦流等の流れの特性3)-8)がシミュレーションによ

って計算される渦度とよく対応していること，そしてバ

カガイ稚貝は泥分 (O.074mm以下の粒子)含震が多いと

生残が恵くなる 3) が，沿岸部の多くの場所は泥分会長が

少ないので，出現した稚貝の単位函積当りの個体数は沈

着した浮遊幼生の量と比較的良く対応していると考えら

れることが上げられる。

これに対して，盤洲地先のアサリ漁場は瀬下帯から潮

間帯にかけた範囲となっており，流れの特性がより複雑

になっている。特に，盤洲干潟に掘られている船通しの

湾 (Fig.3)に沿っては，局所的にj掲度が高くなっている

と想定され，アサリ稚只の発生も確認されているoH)こ

れらのアサリ稚Jtの発生と渦度との関係を詳絡に調べる

ためには，更に総かいメッシュによるシミュレーション

による解析が必要であると考えられた。

生物的な面では鳥羽15)の人工種苗生産試験の結果を

みると，沈着から殻長 lmmになるまでの間に春期発生

Oct. 1986 
J 、、

(No./m') 

X 

• : 1 - 50 

嘩・ 51-100 

• : 101 -300 

.ω1  -5∞ 
• :501-10∞ 
噂 1001-2000

事抑制
: 3001-

Fig.8 Distribution of juveniles less than 20mm in shell length. 
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稚貝でもおおよそ 2ヶ月間近くは必要であり，この間に 誠意を表する次第です。

かなり量の沈着初期稚貝が減耗していると推定されるこ

とが上げられる。このことは 2ヶ年の 7月の沈着初期稚

貝量が平均して10.000伺1m2以上であったのに対して，

10月の殻長 15mm程度まで成長する関に，ほとんどの

調査点において11日以下の分布量に低下していることか

らも伺える。特にこのような減耗の傾向は Fig.6とFig.8

を比較すると，沖倶IJほど強いと言える。

しかしながら，①7月の調査時点では沖側の方が沈着

初期稚貝量が多く，渦度との間に1986年には有意な相関

関係が認められたこと，および②殻長 20mm未満の稚

気については金田の中島地先の分布量が多く，しかも，

3ヶ年ともに安定していたが，この区減の沖側には渦度

が帯状に高く分布していたこと，の 2点を勘案すると，

渦度が高いところでは，浮遊幼生の沖合への拡散妨止効

果がより大きくなっているのではないかと考えられる。

4. 要約

1) シミュレーションによって求められる渦度とアサ

リ稚只の発生との関係を盤洲干潟周辺で調べた。

2) 渦度は盤洲千潟の北側では明瞭な帯状になって分

布し，南側では渦度が大きな値を示す領域は相対的

に小さくパッチ状に分布した。

3) 沈選初期稚J'l.の分布をみると，春期発生群による

ものが 7月に沖合側で大量に発生した。これらの沈

選初期稚貝と渦度との間には1986年に相関関係を認

めた。

4) 殻長20mm未満の稚貝については金田の中島地先

の分布量が多く，しかも 3ヶ年ともに安定してい

た。この区域の沖側には帯状に渦度の高い海域が存

在するので，この海域では浮遊幼生の沖合への拡散

防止機能が強く(動いているものと推定した。

本稿は1984年~1987年に実施された東京湾横断道路漁

業影響謂査のうち貝類漁業に関する現場調査の成果をと

りまとめたものである。調査の実施に捺して種々の御指

導をいただいた元千葉県水産試験場富津分場長(現社団

法人千葉県のり種苗センター専務理事)関達哉氏に深く
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