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東京湾盤洲干潟におけるアサリの生患と波浪との関係
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The Relationship Between Abundance of the short-necked Clams 

Ruditゆesphili仲 inarumand Wave Action in Banzu Tidal Flat in Tokyo Bay 

Jun KA瓦INOヘKisaburoNAKATA'ヘ
Tadasi NISHIZAWA縁日， and Koichi T AGUCHI *.日

Abstract 

The distribution of bottom friction velocity on Banzu tidal flat wat巴rsin Tokyo Bay. was simulated by using a 

3-D time-dependent hydrodynamic model combined with the wav巴 fieldmodel based on mild slope equations. lt 

was found that the contour of friction velocity. u. = 4cm・ぶ¥became a good indicator for seeing th巴 tidal fl呂t

undulation. ln the northern part of the flat. the sand bar were formed on this contour line. and the small 

undulations were formed distinctly outside of this contour line in the south巴rnpart. This undulation is call巴dSe 

(small shoaIl and Utari (depression) by fishermen. 

For the number of short句neckedclam collected in the Se and Utari. relatively large number of clam was 

found in the Utari for th巴caseof u. < 4cm . s -1. and no difference for u. > 4cm . s -1. And as the friction 

velocity became larger. the more dense patchy distributionis was formed. 

It became clear that the more patchy clam distribution appeared in the region of u窓口 3 4cm・ぶ1for 

shelllength less than 20mm. and u. = 4cm . S-1 for shell length larger than 30mm. respectively. 

From our analysis. it was suggested that the friction velocity of u. = 4cm . s -1 might be optimum value for 

the short-necked clam distribution. lf the friction velocity became larger than this value. the clam would be 

dispersed by wave action and adv巴ctioninspite of larval settling behavior. 

アサリ Ruditatesμ1iliTPinarumは従来から内湾性の

貝類と位霞付けられており，外海の波浪の大きい砂浜域

には生息していない。日東京湾千葉県沿岸においても漁

業的規模でアサリが生息するのは，富津腕が境界となり，

これよりも以南では内湾北部の下洲漁協管内に生息L場が
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あるが，この場所に分布する最は少なく，資源的にも変

動が激しいf

波浪等による地盤の流動が激しい場所にはアサリが継

続して生窓、出来ないことを倉茂3)が指摘している。その

後，山口県で大規模増殖場造成との関連で詳細に調査さ

れた結果では，大海湾、のアサリ稚貝の減耗，移動が波浪

の影響によるものであることが報告されている。 41柿野・

鳥羽5)は東京湾奥部の漁場沖合部の冬期にみられるアサ

リ資源の減少は波浪の影響によるものが大きいと推定し

た。豊前海においても藤本ら 6)がアサリの波浪による移

動について調査し，小型のアサリほど浮遊転勤しやすい

ことを指摘している。これらの報告はアサリが静穏な場

所に適した二枚貝であることを示すものであるが，波浪

とアサリの生息との関係が定量的に論じ難いのは，波浪

による地盤の流動の数値化，およびそれがアサリへ影響

する程度の数値化，の両者ともにかなりの困難を有する

ためと考えられる。

著者らは盤封~子潟におけるアサリの分布と波浪の海底

面への影響の指標としての底面摩擦速度(u.) との関
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Fig. 1 Locations where short-necked c1am 

were collected. 

• : collected at 1 point in 1984-1986 except the 

fol1owings. 

o : col1ected at 2 points on small undulation in 

1984. 

o : collected at 2 points on small undulation in 

1985. 

φ: collected at 5 points on sand bar in 1984. 

申:collected at 5 points on sand bar in 1985. 
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Fig. 2 Schematic illustrations of small 

undulation and sand bar at Banzu 

tidal flat， and sampling locations. 

係を調べたので報告する。

1. 語査と解析の方法

1) 震直摩擦速度 (u.)の計算方法

東京湾における流動場の状況を整理し，これと連動さ

せて盤洲干潟とその沖合部の詳細な潮汐流を基本とする

流れの場をシミュレーションの手法で求めたJ}また，荒

天時の子潟上の波浪場を解析するために，盤洲干潟の全

域が影響を受ける西北西からの波向，'l中波の波高 1mと

いう条件を設定し，緩勾配方程式を用いた数値解析法8)

によって，海底面における底濁摩擦速度を計算した。

底面摩擦速度の計算式を下記に示したが，数値に大き

く寄与するのは Uω 成分である。

I t-t I au I 
底面摩擦速度 (cm/s)= AI-ム.1弓引

'vρ az I 

μ;海水の粘性率

ρ;海水の流体密度

U=Uc+U，ω;流速({旦し c curr巴nt.ω:wave) 

2) アサリの分布

盤tJtI干潟周辺におけるアサリの分布状況については，

海底面の起伏(地元の漁業者は凸部を瀬，間部をウタり

と称しているので，本報でもこれに従う)とアサリの分

布との関係および広域的なアサリ資源の分布と底面摩擦

速度との関係の二つの商から検討した。海底面の起伏は

1985年5月の大潮の干潮時に撮影した航空写真から判読

しTこ。

なお，アサリの採取方法は前報7)によった。

(1)海底箇の起伏とアサリの分布状況

1984年および1985年の10月に Fig.1に示した調査点

の瀬およびウタリでアサリを採取した。採取は海底の起

伏を考慮して， Fig.2に模式的に図化した瀬のI東部とウ

タりの谷部で行った。盤洲干潟の北側(金田，牛込地先)

では干潟の沖側で大きな砂堆が形成されており (Fig.3). 

Fig.2に示した砂堆の沖側下部，沖俣ij斜面，頂上部分，

岸側斜面，岸側下部の 5ケ所でアサリを採取した。

(2) 広域的なアサリの分布状況

1984年~1986年の各10月に分布したアサリを大きさに

よって殻長20mm未満の当年春期発生稚貝と殻長30mm以上

の成員とに区分して，各調査点における 3年間の分布量

の平均値を算出した。

1. 調査結果

1) 地形と底面摩擦速度の分布

底面摩擦速度の分布および航空写真撮影によって図化

した海底面の起伏のうち明瞭なものを Fig.3に示した。

盤洲干潟の北側ではシミュレーションにより算出された
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底面摩擦速度 4cm/sの分布と砂堆の形成競とが一致し，

また，潟側では底言語摩擦速度 4~ 5 cm/sの分布域と瀬

およびウタりが生じている部分とがほぼ一致していた。

この結果から，この計算で使われた波浪場では底面摩擦

速度 4cm/s以上の区域が砂の激しい流動域であると推

定された。

2) 海底の起伏とアサリの分布密度の関係

(1) 瀬およびウタリにおけるアサリの分布密度

1984年および1985年の10月に調査した瀬およびウタり

の調査点、を底面摩擦速度の分布によって 4cm/s未満，

4 ~ 5 cm/s. 5 cm/s以上の 3区域に区分し，瀬とウタリ

におけるアサリの合計分布倒体数に占めるウタリの分布

俄体数の都合を Table1に示した。

底面摩擦速度 4cm/s未満の場所では，ウタリ部分に

分布するアサリの偲体数が瀬とウタリの合計分布偲体数

に占める割合の平均は69.6土14.6%. 最低でも48.8%で

あり，ウタリ部分にアサリが多い傾向にあった。これに

対して 4cm/s以上の場所では，ほぼ50%前後でアサり

の分布個体数には綴とウタリで特に差異が見られなかっ

た。また，底面摩擦速度の数値が高い程標準偏差が大き

くなり，アサリの偏在傾向が強くなった。

(2) 砂堆におけるアサリの分布

CJ. Sand b訂

後 Smallshoals 

J 、立

'" 

o 1 2km 

1984年と 1985年に砂堆の底や斜面等の 5ケ所でアサリ

の分布偲体数を調査した 4例について全分布個体数に占

める調査点の分布個体数の割合を Table2に示した。

Fig. 3 Topography of Banzu tidal flat and the 

distribution of bottom friction velocity. 

(cm/s) 

この 4例ではいずれも砂堆の岸側斜面にアサリが多く

分布し，次いで砂堆岸側(ウタリ).砂堆1中側斜簡の順

番にアサリが多く分布した。砂堆上(瀬)と砂堆の沖側

ではアサリの分布個体数は少なかった。

(3) 底菌摩綴速度とアサリの分布量の関係

1984年~1986年の10月に分布した殻長20mm 未満のア

サリ稚貝および殻長30mm以上のアサリ成長の平均値と

Tab!e 1 The re!ationship between Bottom Friction Ve!ocity 

and number of c!ams on undu!ation. 

No. of clams on Utari 

U* No. of Sampling x 100 means土standard
points No. of clams on both deviation 

Se and Utari 

(cm/s) (%) (%) 

4> 7 48.8-84.8 69. 6:tl4. 6 

4-5 10 16.3-78.4 49.6:t17.7 

5く 10 14.3-93.0 54. 5:t 26.4 

Tab!e 2 Distribution of c!ams on the sand bar on October 

of each year. 

off side landward side 
Point No. Collected all top 

No. of clams bottom slope slope botlom 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1 in 1984 9232 0.8 18.2 1.9 57.9 21. 2 

1 in 1985 3120 10.8 17.8 5.8 35.3 30.2 

2 in 1985 2864 3.4 9.8 14.9 37.7 34.1 

3 in 1985 146 6.8 23.3 13.7 47.9 8.2 

底面摩擦速度との関係を Fig.4に示した。

このうち穏苗放流が行われている場所(ア

サリ養貝場と称している)については人為

的な影響によるので x印宏つけて区別した。

アサリの分布震と底面摩擦速度との間に

は明瞭な一次式あるいは二次式等で説明出

来るような関係は見いだせず，アサリの生

息を規定するのは底面摩擦速度だけではな

いと考えられる。アサリ稚貝については底

面摩擦速度が 3~ 4 cm/sのところに分布

の極大伎が見られ，これよりも速くても，

遅くても分布量は減少している。アサリ成

貝の場合も稚只とほぼi湾様の傾向であるが，

分布最が極大となる底面摩擦速度はいくら

か稚貝よりも大きし 4cm/s程度となっ

ている。また，アサリ養貝場については自

然状態で分布している成貝の場所よりも底

商摩擦速度が大きくなっていた。
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量豊洲干潟の物理的特性を底面摩擦速度と海底地形の

面からみてみると，盤洲干潟の北側では底商摩擦速度4

cm/sの等値線上に砂堆が出来ており，南側ではこの線

の沖側に瀬やウタリが顕著に出来ている (Fig.3)。こ

のような海底地形の形状から，底函摩擦速度 4cm/sの

等{直線がこの干潟の砂の流動に関する大きな境界をなし

ているものと考えられる。

また，アサりの分布撃の検討結果から，同様に底面摩

擦速度 4cm/sの等{直線が境界となっていることが明ら

かにされた。即ち， Fig.4に示したように，殻長20mm

未満のアサリの個体が底面摩擦速度の 3-4 cm/sに多

く分布し， 4 cm/s以上では分布量の減少がみられたこと

から，底面摩擦速度の 4cm/sがアサリの定位出来るか

どうかの境界域であると推定される。また，成貝の方が

いくらか数値が高くなったが，これは大型個体の方が小

型倒体よりも砂中に深く潜砂しているために，波浪等に

より砂とともに移動することが少ないためと考えられる。

同様に Table1に示した海底の起伏である瀬とウタ

リに分布するアサリの偲体数は底面摩擦速度 4cm/sを

境として大きく異なり， 4 cm/s以下の区域ではアサリ

はウタリに集まる傾向を示す。これは同区域では瀬の上

よりもウタリの方が定位し易いことを示しているものと

推定される。これに対して 4cm/s以上の区域ではウタ

リであろうとも波浪の条件によってはアサリが定位出来

ない事態が生じることを示しているのではないかと推定

される。

このような干潟面の比較的小さい起伏である激とウタ

リにおけるアサリの分布に比べて，砂堆の場合には岸側

斜面にアサリが多く分布することが調査結果で明かにな

った。これは波浪によってアササが砂中から強制的に移

動させられると仮定した場合に，砂堆のf中側や上部から

移動してくるアサりが岸側斜面に集積しやすくなると考

えるのが最も合理的ではないだろうか。

前報7)においてアサリ稚貝の沈着は沖倶Uに多いことを

報告したが，底面摩擦速度が 3-4 cm/s以上の場所で

は波浪による砂の流動とともに次第に減耗していくため

に，結果的に底面摩擦速度 3-4 cm/sの領域にアサリ

が多くなるものと考えられる。

シミュレーションによって求められる底面摩擦速

度とアサリの分布との関係を東京湾、の接洲干潟周

辺で調べた。

盤~干潟の北俣U海域では，シミュレーションで算

出された底面摩擦速度 4cm/sの等鎖線上に砂堆

が形成され，また，南側!ではこの等値線よりも沖

側で砂の起伏(瀬とウタリ)が明瞭に形成されて

瀬とウタリのアサリの分布倒体数をみてみると，

底面摩擦速度が 4cm/s以下ではウタリに多いが，

これ以上の場所では分布個体数に差異がみられず，

また，底面摩擦速度が大きい程アサリの偏在傾向

が強くなった。

殻長20mm未満のアサリは底面摩擦速度 3-4

cm/sに分布量の極大がみられ，殻長30mm以上

の成貝の場合では幾らか大きくなり， 4 cm/sに極

大がみられた。

幼生の沈着量は沖合{Il，Uで多いにもかかわらず，波

の作用によって拡散するために，結果的に底面摩

擦速度 3-4 cm/sの領域にアサリが多くなって

しまうと推定した。

約要
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1) 

2) 

3) 

5) 

4. 
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東京湾盤洲干潟におけるアサリの生息と波浪との関係、 55 

法人千葉県のり種苗センター専務理事)関達哉氏に深く

謝意を表する次第です。

文献

1) 田村 正:浅海増殖学，恒震社厚生関，東京，

pp. 218-225， 1960. 
2) 千葉県:昭和55-57年度・海域総合開発調査事業

報告書(内房海域)， pp.99-100， 1983. 
3) 倉茂英次郎:アサリの生態研究，特に環境要素に

ついて(松本文夫篇)，水産学集成，東京大学出

版会，東京， pp.611-655， 1957. 
4) 山口県:大規模増殖場造成事業調査総合報告書，

山口・大海湾地区，ーアサリー，水産庁， 1979. 
5) 柿野純・鳥羽光晴:千葉北部地区貝類漁場にお

けるアサリ資源の特性について，千葉水試研報，

48， pp.59-71， 1990. 
6) 藤本敏昭・中村光治・小林信・林 功・滝口

克己・小田一成・鵜島治市:アサリの漁場形成に

ついて，昭和58年度・福岡県豊前水産試験場研究

業務報告， pp. 34-106， 1985. 
7) 柿野純・中田喜三郎・西沢正・田口浩一:東

京湾盤洲干潟におけるアサリ稚貝の発生と過度と

の関係，水産工学， 28(1)， pp. 43-50， 1991. 
8) 中間喜三郎:干潟上の波浪，公害， 24， pp.69-80， 

1989. 

湧昇流発生礁「マリテックス」は、海

域底層に豊富に存在するリンや窒素

などの化合物を含んだ、栄養塩類を

湧昇流によって表層近くに持ち上げ、

光合成作用によって植物プランクト

ンの繁殖を促がし、基礎生産力を高

めることカTできます。五i羊建設は、こ

の他に大型人工魚礁「グレートリー

フ」、海草魚礁(人工部品)などの技術

を駆使して、画期的な自動音響場合官立

システムと組み合わせて「海洋牧場」

を実現させr21飲紀の海洋開発」を積

極的に進めています。

本社東京都文京旺薩il12-1-8〒1111t(03)3816寸111

支m札綾東北東京横浜北陸名古屋大阪

中昌也国福向南九鮒
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