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短報

広島県三津湾における放流アサリの生残に

及ぼす被覆網の効果

斉藤英俊1，*.油i甫智史2

河合幸一郎1.今林博道i

Effect of Cover Nets on Survival Rate of the 

Clam Released in Mitsu Bay， 

Hiroshima Prefecture 

Hidetoshi SAIT01，へSatoshiIIαURA2， 

Koichiro MWAI1 and Hiromichi IMABAYASHl1 

Abs1:ract: Field experiments were made at four sam“ 

pling stations of Mitsu Bay， Hiroshima Prefectur・e

to examine survival rate of ]apanese littleneck clam 

RuditapesρhilipPinαrum released with and without 
cover nets which protect from predators. The clams 

were almost disappeared within one month at experi同

mental flats without cover nets of all sampling stations. 

The clams were showed 26 32.5% of sur・vivalrate 

at protection of small mesh (4 x 4 mm) net of stns.l， 

2 after ten months， whereas they were not survived 

at stns. 3， 4. Survival rate of the clam seemed to be 

affected by predators such as moon snail Glossaulax 

didyma and black sea bream Acanthopagrus schlegeli. 

Key words: Ruditapes philiPPinarum; Acan幼opagrus

schlegeli; Glossaulax diめ1mα;Cover net 

アサ 1)Ruditapesρhilippillarum iム安定的に販売が見込

まれる沿岸漁業の主要な漁獲物であり，広島県では広島湾

や備後i嫌がアサリ漁業のEEんな地域である(斉藤ら 2007)。

近年，合併により海岸線が新たに加わった東広島市では，

沿岸部である安芸灘三津湾の産業振興が課題となってお

り，高齢者でも比較的容易に従事できる地場産業としてア

サリ漁業が期待されている。しかし，三iilt湾はアサリの生

息に適した砂繋干潟の規模が 5ha 以下と小さく(i青木ら

2001) ，アサリ生産径の少ない海域である。したがって，

アサリ漁業生産のみでは経営が成り立たたないので，収益
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性の高いi専門二狩り場(玉置 2003) としての観光利用を検

討している O 潮干狩り坊の選定に際しでは，殺長25mm前

後の個体を稜苗放流する方式が主流である広島県の場合，

アサリの移績に適した底質や館料条約二の他に，ツメタガイ

Glossaulax didyma.ナルトビエイ Aetobatusjlagellumおよび

クロダイ Acantho戸agrusschlegeliiなどによる食害の影響が

重要視されている(斉藤ら 2007)。本研究に先立って2007年

6月に東広島市が三津湾の干潟に食害生物対策を実施せず

にアサリのf:illl古b文法tをおこなったところ， 1ヶ月後にほとん

ど生残していないことが明らかになり，食害:生物の影響が

懸念されていた。

本研究では閉鎖的内湾である三i'lt湾のほぼ中央に位置す

る4:地点において，放流アサリの生残に及ぼす被稜縞の効

果を食害防止の観点から明らかにすることを目的としてア

サリ放流実験を実施した (Fig.1) 0 Stn. 1および2は風早漁

港内の奥音liに存在する砂質干潟であり， Stn.3および4は三

洋湾に面した砂質ニf潟で、ある。 2008年 4月に実施した予1iln

fJl'J査では，全地点でアサリは採集されなかった。

実験は， 2008年 6R4日に干潟表聞に実数区 (5mx5m)

を 3 区限設定し，平均校長30.6~31.5 mmの九州産アサリ成

貝 (Table1)を 3001[~1体1m2の裕度で放流した。各実験区に

ナルトピエイやクロダイなど魚類の食害紡氏を El的とした

日合い40x40mm (線!日大区)と，それら以外の生物の食
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Fig. 1. Locations of sampling stations (solid circles) at Mitsu Bay， 

Aki田Nada，Seto Inland Sea. 
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釜防止をお的とした 4x4mm (網目小区)の様化ビニル製

鋼による被覆区，およびそれらの防に被覆締のない対照区

(網なし区)を設定した (Fig.2)0織の国定には，縁辺に U

字型のステンレス製金属杭を 1m間隔で打ち込んだ。網目

小区における日会いに関しては， EI会いを 2x2mm以下に

した;場合，微細な砂j尼の堆1ftや地盤の硬化がアサリの生残

に悪影響を及ぼす可能性があるため，アサリは抜け出せな

いが砂や泥の移動は妨げないとされる百合い (3.5x5mm) 

(伊藤・小}II1999) を参考にして選定した。放流1，2および

10ヶ月後に， 30x 30cmの方形区から深さ30cmまで土佐和

物を採集し， 自合い 2mmのふるいでアサリをi翌日目した。

アサリは生残儒体数および殻長を言hlWした後，実験反内に

反した。被援網による食害紡11:.効来は， 3実験i互における

調査時の生残率について回収時期ごとに比較した。なお，

放流 2ヶ月後の網なし包における底質環境をみると，表府

0*さ 1cm)の中央粒筏僚は0.41~0.83 mm，合i尼本は2.15

~4.57%，および強熱減量は2.07~4.42%でありは'able 2)， 

広島県内のアサリ漁場としては平均的なf肢を示していた(斉

iJ奏ら 2007)。

Table 1. Shell length of the clam at different four sampling 
stations. Data were sampled at zero， one， two and ten months 
after release of the clam in the experimental flats with small cover 
net (S) 

Shelllength of clam (mm) after release (month) 

S比ation 0 2 10 

30.6:t 1.1 32.8土1.8 35.7士3.3 40.0:t 2.4 
2 30.7:t 1.6 33.0:t 2.4 35.9士2.5 42.1土1.3
3 31.3土1.9 32.4 :t 2.2 36.4土2.2
4 31.5:t 1.8 33.7士1.9 35.9:t 2.8 

S O L 

Fig. 2. Horizontal drawing of cover nets which protect from 
pr巴dators. Margin of th巴 netswere fixed at intervals of 1 m by 
stainless steel pins. S: Flat covered with small mesh (4 x 4 mm) 
net. 0・Flatopened without net. L: Flat covered with large mesh 
(40 x 40 mm) net. 

Tl王ble2. Environmental conditions at different four sampling 
stations. Data were sampled at two months after release of the 
clam in the experimental flats without co干ernet (0) 

Median Mud Ignition Moon 
diameter content '''î~;;'' Chlorophyll-a snail 

(μg'gdry) (N/m2) Station (mm) (%) (%) 

0.83 4.57 2.07 
2 0.56 3.90 2.24 
3 0.41 2.15 2.66 
4 0.48 2.46 4.42 

4.57 
8.59 
6.31 
6.67 
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各地点、における放流アサリの生残率の経i待変化を Fig.3

に示すと 1ヶ月後の平均生残率は， Stn. 1および2におい

て網目小区では60%以上，および網目大区では40%以上あっ

たが，網なし庄では 5%以下と大きく低下していた。 S加.3

においてもやや生残率が低いものの， Stn.lおよび2とでほ

ぼ同様の傾向を示した。これに対してStn.4ではやや{場、向が

異なり，生残は網目小区では50%以上であったが，織な

し包だけでなく *IEJ日大区も8%以下と大きく低下していた。

各地点には全実験区で直径10cm程度のすり鉢:伏のく

ぼみと砕かれたアサリの貝殻が散在していた。通常ナルト

ピエイの捕食穴はi玄径30cm程度であることから(JII原ら

2004) ，本識変で確認できたtrli食穴はナルトピエイよりもク

ロダイである百}ゐ能性が示11愛された。また， Stn.3および4で

はツメタガイの卵塊(砂茶碗)や，ツメタガイに捕食され

たと忠われる穴の聞いたアサリの只殻があったが， Stn. 1お

よび2では観察されなかった。また，終日小区においても

少なくとも放流密度の 1/3 の 1~母体が死亡していたが，破損

や穴の開いていない死殻も確認されたことから，輸送のi祭

に弱っていた倒体を放流していたことが生残に影響した可

能性がある O

2ヶ月後の平均生残率は，全地点において網目小援では

30%以上あった。しかし，網目大区でl土地点によって異なり，

Stn.lおよび2では20%以上あったが， Stn.3および4では

4%以下と大きく低下していた。また，各地点においても網

なし区では，アサリは生残していなかった。 1ヶ月前と同様

にツメタカ、、イは Stn.1と2では採集されなかったが， Stn.3 
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Fig. 3. Comparison of survival rate of the clam released under 
three differ巴ntexperimental conditions. Values are expr巴ssed
as a mean with standarc1 deviation， anc1 are analyzec1 by Kruskal-
羽Tallistest couplec1 with Scheffe's test (*P<0.05， **P<O.OI). 
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と 4 で 1~4 倒体1m2のgミ怠後度があり，網目小区の被夜綱

の下に侵入している儒体も観察された。

10ヶ月後の王子均生残率は， Stn. 1および2において網目

小区のみ 2ヶ月後とあまり変化せず， 26~32.596 安維持して

いたが，綱B大区ではアサリは生残していなかった。また，

Stn.3および4では，全実験区でアサリは生存していなかっ

た。

放流アサリの成長を Tぬ!e1に示すと，全地点で生残して

いた網小区での 2 ヶ月後の平均殻長は35.7~36.4 mmに達し

ており，成長迷度 (2.2~2.6 mm/month)に大きな速いはな

かった。餌料環境をみると，底質中のクロロフィル ai設は

4.57~8.59μ g/gdry を示し (Tab!e 2)，瀬戸内海の主要なア

サリ漁場である郎防護Utの砂泥質干潟の夏~秋季の値 (4.64~

8.22μg/g dry) と河程度であり(多賀ら 2005)，アサリの

餌設として適した量とされる 4μg/gdry (岩男 2003) をj也

えていることがわかった。また， 10ヶ月後も生残していた

Stn.1および2では，王子均殻長40mm以上に成長していた。

以上のように安芸津干潟における放流アサリは，いずれ

の地点においても食等生物対策をおこなわないと東広島市

が前年に実施した実験と悶様に 1ヶ月後にほぼ泌滅したが，

g合い 4x4mmの被袈網を用いることによって全放流地

点で 2ヶ月後までは3096以上生残することがわかった。さ

らに， Stn. 1および2ではアサリは10ヶ月後も生残し，殻;長

40 mm.l-:J上に成長した。一般的に放流アサリは，食害の影

響以外にも夏WJの会絞素や冬期の館不足など様々な安田に

よって減耗するとされている(渡部 2007)。被覆総を用いた

実験では，食答防止効果がある一方で，底質悪化がとくに

アサリ干f~貝矧の生残に悪影響を及ぼす可能性があると指摘

されている(伊藤・小川 1999;水産庁 2008)。しかし，本

実験における *~J 日小区は，底質環境に影響を与えにくいと

される 4x4mmの日会いを用いており， しかも網なし|主よ

りも生残率が高かったことから，アサリ成良のdミ残に対す

る底質環境の影響は小さいと考えられる O

また，魚類の食害防止を目的とした百合い40x40mmの

被覆総では， Stn.1および2のようにクロダイのものと忠わ

れるおi食穴のみがみられた地点ではと 2ヶ月後もアサリは

2096以上生残していたが， Stn.3および4のように捕食穴だ

けでなくツメタガイも出現する地点では 2ヶ月後に激減し

た。総の回会いが大きいと，ツメタガイに対する食答防止

効来が十分に発揮されない可能性が指摘されている(アサ

リ資源、全国協議会会問会談ら 2009)。ツメタガイ 1個体は l

日あたり 0.5個体のアサリを捕食すると(平~Liら 1996) ， 10 

個体1m2の生息密度があれば，2ヶ月で'300個体1m2のアサリ

を食べ尽くすと試算できる。ツメタガイは1O~20 cmの深

さに潜砂できるので(水産庁 2008)，本種の出現する地点で

は，経jの縁を干潟表面に金属杭でll!!I定するだけはなく， ilE

さ20cm以上埋め込むなどのより厳重な食害対策が必要で、あ

ることがわかった。
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