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有明海における水産資源の現状と再生

伊藤史郎

The Status and Recovery of Marine 

Resources in the Ariake Sound 

Shiro 1'1'0 

1.有明海の水産資源の現状

千， IIFJ ilij は，閉鎖的なJ也j杉要 Ik\ と (~!JJ iタの物J~I'NJ}:::\k\から

u本一大きなお引の-¥'(1:':]:2.'がノ|二じる i11j域である。11tに佐

賀・十!i;lio]ii1ij!I，-\の ~1-~jt・域である泊胤-j'1[)は，ノド(i~20111以下のj主

iえの i11jJ点で最大 6111の二|二 ~!:ln 2::があ リ， -¥--iNjll-.'jには広大な

下iiJが，'1'，現する。このうち~~;奥i引先1;は iI0\ÍJ~ ~l[， 耳束〈心I古剖';1川iリ|

j臼泥j氾EE質:のj服f官{一 .h'i川1物勿によつて一千F二;託出iおJ カがf勾)I~ヲ!成Jぷk さ jれ1ておリ ' このよう

な g;;v'兇が~1'，刊の1. 1;態系を 1.. 1: み， 1民凶£剖|内ではイ，1り明リ別li討海;毎tにしカか、うr

干|“Iしない科特企白品ι注i下!".斗:干1昆1ぺやコヘ' 手布有'Ji刊|町明リ引¥i1似仕をf合守む一戸オイβ利"r'吉剖FTつillの}計泌1，“iリliJ!域長にのみ分イ仇1I

する}推~~叫叫q午r匂.'l' J{

ま努知{れl(以i氏飢{れωlけ1灯矧、J説Il. 上貝l主釘知n . 1円r一-1円i殻~~生釘知lなど) を育んできた。 全国の'cl:

}~'{;: 'l l:. の 4 ;守IJ を， Iî めるノリ養~I!( とともに，これらが有l り li1ij

を ["1:1 木-~泣かなilliJ にしている所以であった。 ところ

が， 2000年度 (2000イno月から2001イ1'-3月)には:;(-jlりli1ij

治伴 4!I，tのノリ ~1~}i(~ :IT :.. ーが平年の 6i.YIjにとどま るという

「ノリ不イ乍」がi~こり，全1: 'i~IUJ)出としてクローズアッフ'

された。 しかし，布明ilijにおける魚介知のよ!'I!.変，すなわ

ち~，~Ü 1flilì;~ の減少はすでに20'\ ・ j丘くまえから始まってい

る。 flt本11-!ーのアサリは1970年代後半には 6Jjトンを越え

ていたが，その後急激に減少し，近午ではiit盛期の1/10

以下になっている。 i勾奥部では，イ}1-: 1~l!県を'-!-'心としたiJ!欠

iJ~質 lこ !-I二息するアゲマキが1988イドから激減し， 1994"r-以

降は背11'.f，の状況である(1玄11)。さらに内奥古1;の冬の風物

詩であるタイラギぬも，長崎県では1990.11二代に人り j側主

設が減少したため1994年以降は休i!.(l状態にある。佐賀・

福岡県海域においても2003年は在十の治拡がみられた

ものの， 1996年のi魚住琵のピークを最後に厳しい状i>tに

ある(図 2)。タイラギと同級に潜水器漁業の霊安な漁獲

対象物であるクマサルボウ (1~斗子hKH() も 1998年以降i.({l

挫がみられない(I~I 3 )。また，ここ数"1'-はクルマエビの

i.((l1!と:j震の減少も顕著である') (I~I 4 )。以 Lのように魚介
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まnのi，((t位。:iAカミらも， 1主のi1iI:Jであったわ IJ}Jilljの生産)Jが

近年者しく低下していることがうかがわれる。

2 .有明海の生産力の源

l河{沙背松そしてiq'に広がる青いiiIi，それと相反するよ

うな有 l リJ海のíJ~-I.i勾と濁った計IJの色は lilJれた」イメー

ジをもたtLがちである。ところが¥この I;-IjれたJiJ~ 司二

iIJと濁りこそが行1'}j ii止の1目:jl.) ~IèらつJ を支えてきたìWであ

る。筑後川をIj'心とした大小100あまりの河川から，有lり1

i'，'i-'二とH子ばれるモンモリロナイト系の{投稿11な粘 1.粒下が

イ]1りJi毎にはijfU1.込んで、いる。この中山上粒子はiIli7]c'I'のナ

トリウムペコマグネシウムなどのtiJcJJ(イオンと)又)必して;jA

たする'1'1 質をもっ。 このとき水Ij'の !M~話相 有機物や栄養

J['IJ'L (アンモニウム， liì~í酸， ~Ijífíì~自主 リン，ケイ聞をなど)

を|リ立i'}して和ii状のJJ巴沃な懸濁物質となリ， lif干flし干ikJを

形成する。また，このj町出物質は， .{，jlりJi'tIj+'i1-jの-"'iIM]去

による迎い村山市で、市に在き-'--.げられ「汗iJ己Jと!lTばれる

g;l りのもとになる 。 i手ìJËは栄養líu'~ (こ出み，動物プランク

トンだけでなく， 二枚貝や多毛J;j(など多柿多峠なべント

スの此主な古川となっている。さらに，食物j主tJiをj回して

，~(\ 1)[(ペコ'1'殻知とも官J友に|立i係しており，イ]1リJi1Ijの;ロjl，、ノ1:

);(力を文えてきた。また，このj右足は必1(.，、i';OJ流によリ'[:;;;

に!M;~~;J しているためH気(11) にうI併されやすし円安化情に

I~Ò んだ有IInì11j ~D\刊の物質ilr;J];'~を成り立たせていた。

また， {!â'i!'，:~ Ij' PEj ，";1)から旅ll'.ì~にかけてのíJ己二|二iiJ は，

HI'[Q0Jフ'ランクトンの繁JI8:のJ:J，'jであリ， 1 、'7.íJ~ とともに有 l リ l

; 1リ白の drrj ~ ゾ I ': I~U) を文えてきたìlJj(で、あった。

3 .有明海の環境の現状

j正午， 手jl別iiljのJ);日立変イヒがn:u自になっている。只f本(1'，)

には，夏JtJ'jのChattol1clla{/ηtiqltαを代表とする有三;プラ

ンクトンの多発や貧困を弘一水j鬼の発ノI~ ， 干j1Jl古j.H'tの減少に

よるはf化紋fiEや':1 二 /U)の低 I~\ 初日夕. ii;Oj流振幅の減少，
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図 4 イj1 リ Jì!Iþ仏 tLH-~海域における訪;(式網漁業の延べ以来笠

数とクルマエビのCPUE(ね川ら 20(3)

ijfd!})の変化などである。このような呉変については，

2001イド以降，多くの研究者や制究機関によって制査が行

われるようになったが，有明水産J反興センターにおいて

は「ノリィ、作Jが発ヨーする以前にも，過去の調査データ

から水質とほ52{のl)f{岐変化に!!)Jするいくつかの間題点を

指摘していた。 水質~~l~lについては， W賀県ìlijJ或を '1'心

としたjヰ到イiIiにおけるj歪lリjJ立と COD(イヒこ;::('1)目安3主要三jと

ldJが， 1970"1"代から1980"1'-代， 1990"1.代へと段附的に

-' .~!'していることを fl~ 11，:していた(j叉15 ， 6)。透明度の

Ui!'はj右足のiJ，主少を古川、するもので， ì~iJj ìタ. ì';i)jíjfUJ.l~IPr，';の

iJ，友少が!日iI主|のーっとして与えられる。CODの-'__ .-f!'も汗泥

の減少に1'1"う浄化機能の低下を表していると考えられ

る。低質環境については， 1989{F-には湾奥部のほ質のう

ち WJVI;~l也光を '11心に I) Ej{WJìùi平に l以られていた '1'央拙径

{Ji'! (McIφ) 7 以上のíJ~f!tNx:が2000"ドで、は~~J .!J~-nl)の '1'央部

まで拡大していることを制(与した2) (jヌ17)。これは， 1行

奥{i[jを'.1'心に}i'(fl[のK:III粒化(より出111かい粒子のJifA'-iの進

m か、j住んでいることを;J、している。これについてもii;Oj
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国 7 "1"央粒径値 (Mdct) の水平分布(大限ら 2001)

iタ・潮流振幅の減少や筑後川をI:t-c.、とした河川からの砂

質の流入量の減少などが原困として考えられる。

このなかでも，最も影響が強いと考えられる潮汐仮眠

の減少は，①諌早湾締切り等による有明海内の海水面積

の減少，②有明海内の平均ノJ(位の上昇による共振の弱ま

り， ③広域的な平均水位の上昇による外洋の潮汐振幅の

減少，等によると考えられている。その影響の割合につ

いては，最近の報告3)では①が40-50%，②はごく微少，

①が50-60%と考えられている。

このような環境変化が，先に述べたような近年の漁獲

量の減少，特に減過食性底性生物であるアゲマキ，タイ

ラギなどの二枚貝資源の消失もしくは減少につながって

いる可能性がある。アゲマキ資源の減少は， 1988年から

みられるようになった佐賀県西部海域における異常艶死

が急速に有明海全域に拡大した結果て、あると考えられ

る九その原因については，衰弱した倒体からビルナウイ

ルスが検出され，攻撃試験により艶死を引き起こすこと

が確認されている 5)が，天然資源がほとんど存在しない

現H寺点においては原因を特定することは困難で、ある。ま

た，後で述べるように干潟環境の保全から考えても，ア

ゲマキ資源の消失の影響は計り知れないほど大きい。沖

合域のタイラギ資源については，当センターが帯j査した

1976年からのタイラギ生息域の変化から(付図 1)，佐賀

県西部から中央部にかけての漁場(生息域)の消失が長

期的な漁獲量の減少につながっているものと考えられ

る九この漁場消失は， 湾奥部を中心とした底質の細粒化

と何らかの因果関係があると思われる。有明海のタイラ

ギは瀬戸内海と同様に鱗片状突起列が顕著なもの有鱗片

型 (Atrinaρectinatalischkena) と，そうでないもの無

鱗片型 (At1'inatectinata jatonica)があり，佐賀県で

は前者を「ケンJ，後者を「ズベjと呼んで、区別していた。

一般的には，ズベの生息域は，ケンに比べて，泥分が若

干多いと言われてきた。そこで， 1987-1991年のケン，

ズべの生息割合をみてみると(付図 2)消失した佐賀県

西部から中央官1¥にかけての漁場には， 1989-1991年の豊

漁年も含め1980年代後半までは，ケンとズベが混在して

いた。しかし1991年にはズベの割合が著 しく高くなり，

その後，ズベは激減して，現在ではケ ン，ズベともほと

んど生息していない。 漁獲がやや回復した1995，1996年

には， 生息域は福岡県沖の北東部漁場に限られるように

なり，ケ ンしかみられなくなった。このことからも，生

息環境である底質の細粒化がタイラギ生息域の変化に影

響していることがうかがわれる。また，先にも述べたよ

うに現在ではほとんど生息がみられないクマサルボウ

は，浮遊幼生から着底期に至る過程で主と してタイラギ

を付着基質として選択し，約 1年間の付着生活をおく

る7)という生態的特徴があり，タイラギ資源の減少はク

マサノレボウの生息に大きな影響を与えたと考えられる。

このため，クマサルボウの消失は，佐賀県西部から中央

部にかけてのタイラギ資源の減少と連動していると推察

される。

なお，佐賀 ・福岡県海域における2000年以降のタイラ

ギの不漁については， 詳細を後述する。

以上のことから，徐々に進行してきた水質・底質環境
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の変化が，有明海の潜在的な浄化機能(回復能力)を超

え，このことが二枚貝を中心とした急激な治、業資源の減

少として現れた可能性がある。

4 .有明海の生産力の回復

2000年度の「ノリ不作」の原因究明のために設置され

た農林水産省「有明海ノリ不作等対策関係検討委員会J，

いわゆる「第三者委員会」の最終報告書が2003年3月に

出された。このlドでは，先に述べた有明海問題に関する

指摘事項について佃別に現状報告と今後の問題提起がさ

れている。しかし，これは委員会の性格上，あくまでも

提言であって， I未だ未解決の問題に対して匡1，大学，有

明4J1f!.などの研究成果が， 有明海の回復に充分活かされ

ることを望むものである」と結んで・いる。このため， 今

後有明海の生産力を回復させるためには以下のことが不

可欠である。

一つは，これが最も重要なものであり，健全な有明海

を取り戻すために第一義的になされるべきものであるo

それは，充分な調査一に基づく匡し 大学，有明4lRなどの

研究成果が正確な情報として取りまとめられ，有明海が

抱えている問題点がI1月らかになることである。そのうえ

で|問題点を真訟に受け止め，場の改普と保全がなされる

べきであろう 。

次の課題は，第三者委員会の最終報告書で、も述べられ

ているように， 有明海の漁業と環境の再三1;を考える上で

いつの時代の有明海を再生の目標とするかである。報告

書では，一つの目標年代を1980年前後とした場合には，

例えば赤潮発生を抑制するために河川からの流入負荷を

現在の40%背11i.成する必要があるとしている。このために

は， 有明海を取り巻く沿岸域の自治体による努力が不可

欠である。河川|からの流入による負荷量の削減には有明

海を生活の場としている漁業者の方々の努力も必要不可

欠である。例えば，現在のノリ養殖の活性処理や施肥に

おいては指導マニュアルの遵守か望 まれる。

【鴻過食性二枚貝】…・

図B 有明海におけるi慮過性二枚貝の役割

最後に，第三者委員会の最終報告書にあるように，有

lりJi毎の再生には資源の減少が著しい二枚貝の資源回復が

不可欠で、ある。

5 .二枚貝のもつ役割

二枚貝のもつ役割!としては，重要なニつのことが考え

られる o 一つは水質浄化機能である。二枚貝は，海水か

ら地物プランクトンや有lりii1u特有の有機物に富む浮泥を

体内に取り込んで成長するj慮過食性のべントス(底性生

物)である。つまり j毎のなかでフィルターの働きをして

いることになる。また， 二枚貝のうち，アサリやアゲマ

キ，タイラギ，サルボウなどの水産 L1~~JT1なものは，漁

獲物として陸上に取り」♂げられるので，結果的に海水I:J-I

から植物プランクトンを含む有機物を取り出すことにな

る。干潟や沖合域に生息する二枚貝は，河川|から流入す

る栄養塩や有機物を起点とした食物連鎖(物質楯環)に

おいて欠くことのできない生物と言える(Jzl8 )。

もう 一つは， 干潟ゃれ11令の底iJEに生息する底表1it積物

食の多毛主li'iや穿子じI.~j二の二枚貝などの巣穴や坑道における

活動は， 1尼 11"の酸化層を増やし，好気rl~J分解を活発にし

ていることである九 例えば，かつて干潟に多数生息して

いたアゲマキは巣穴での深浅移動により， ìJ~II' における

海水の循環を活発にして干潟のもつ海化J機能を活性化し

ていた(図 9)。このような干潟こそが多様なベントスが

生息できる有明海本来の姿であるo 沖合Jsxの底iJtにおい

ても同者去のことカf言える。

6 .有明水産振興センターの取り組み

最後に，有明海の貝類回復に向けて，我々が現在取り

組んでいる二つのことを紹介したい。ただし，以下に述

べる取り組みは，すでに述べたような現在有明海が抱え

ている問題点が取り除かれなければ，大きな意味をもた

ないことをご理解いただきたい。

【過去】

。・Rと婚する面園出火きい.
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1 )アゲマキ資源の回復に向けた取り組み

現在では皆無となってしまったアゲマキ資源を回復さ

せる方法のーっとして人工種苗の大量放流が考えられ

る。人工種苗の大量放流は，貝類だけではなく魚類，"F' 

殻類，腕l文動物など多くの有用水産主l-:物について全国各

地で行われてきた。 しかし，有明海の貝類においては，

このような取り組みはなされておらず，アゲマキについ

ても，まず人工種世iを大量に生産する技術開発から始め

なければならなかった。1996年に技術開発に着手 し， 今

日では殻長 1-2 cmの稚貝を数万佃生産するまでに

至っている九 その概要を以下に示す。

産卵は8制fh血期 (9-10月)に斗二潟から採fil:jしてきた

-1.立貝 を冷却・干iJ:，!li ljì%~する ブJ法で行った。 詐出11/について

は省略するが，この技術によって大量の受精卵を得るこ

とが可能になった。母貝は称固から)主卵期1の4-5月riii

に干潟に移植し， 有明海に馴致したものである。なお移

植にあたっては事前に遺伝子レベルの検査を行eい，従米

有明海に生息していたアゲマキと類似していることを1i'(ri

認した。将米はf11，jF東与賀町め八回江川河IJJ-txで確認さ

れたような有明海回有の佃体制:をl斗貝として用いる予定

である。受精した卵は数時間で動きはじめ，約 l日後に

220 

''"? 

200 ¥----
¥ 

iml品
1401  

120 。 2 4 5 6 7 8 

受精後日数

図1日 アゲマキ浮遊幼生飼育における殻長の推移
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図11 アゲマキ者底稚貝の殻長の推移
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殻長約0_13111111のD型幼生になる。受精後7日程度で殻

長0_2111111を超え，生息域を水糟の底に変えるようになる

(a!10)oそこで、新たな水槽の底に干潟の泥を敷いて，海

*を張ったのち幼生を移してやれば，稚貝へと変態して

泥に穿孔する。このようにして成長させれば，天然貝に

近い形態になる(図11)。採卵から約半年後の 4月には殻

長 1-2cmに成長した稚貝が待られる。今後は，この程

前生産技術を関係漁業協同組合などに普及できるような

マニュアル化に向けた努力を行いたい。

次に， 室内で成長した稚貝を干潟に放流する放流技術

開発について紹介する。これまでの成貝を用いた実験か

ら，軟泥化が進んだ佐賀県西部の干潟では，放流前に若:

司二の砂をまき，耕転することにより，放流後の生残率が

向上することが明らかになっていた。このため，稚貝で

も同じように底質改普を施したのち放流する実験を行っ

た。そのーイ列を示すと，2001il~ 5月に鹿島市 FヒifFi池先の

軟泥質の干潟に放流した稚貝が，かつて天然群が多数~:

息していたときと同じような成長と生成を示 した10) (図

12)。このことから，アゲマキ人工種苗によるアゲマキ資

源のID:I復が夢物語でないことが明らかになった。

本格的な放流技術に関しては2003年 4月から，砂の巻

き込みや耕転が有t貝の生残ミド向ーじにどのように反映して

いるかを，底質の物理的(合水率など)・化学的(i流イヒ物

予:など)性状の調査によって明らかにする研究を行って

いる。なお，このような，放流積苗の~I ':残に及ぼす物理，

化:学的要因とは別に，生物的要因についても検討する必

要性が生じてきた。それは， 2004年 5月に行った放流実

験で，外来種であるムシロガイ不|のカラムシロによると

忠われる食害を確認した。放流技術を確立するうえで，

今後はこのような食事種による影響についても研究を行

う必要がある。

最後に，アケ、マキ人ユ

70ト・盤長
， O.重量

60ト縦線!標準偏差

E 50 

針。
緩 30

20 

10 

o L~y! 11 

2001年 2002年
11 

月

25 

20 

15 bD 

咽
10酬

。

図12 アゲマキ放流貝の平均殻長，重量の推移

(大限ら2003)

・，殻長 ;0.霊軍 ;縦線，標準偏差.
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アゲマキ × 

;'1場環境 × 

放涜可能

短期的な遺著

渇獲可舵

安定化

(生物の豊島織化}

図13 アゲマキ資源の復活がもたらす効果

について考察する(図13)。アゲマキのいない旧アゲマキ

漁場に，底質改善を行わないで人工種苗を放流しでも高

い生残は望めない。しかし，放流前に耕転(一部は砂を

混入する行為も含まれる)することによリ，放流が可能

となる。漁場環境の視点からみると，これは一時的な改

苦(主に物理的・化学的性状の改普)がなされている状

態である。その後，アゲマキは成長に伴い巣穴のさ1:::息深

度制架くなり， ~F.ì烏の酸化層が増大して漁場環境は維持

されることになる。アゲマキが漁業資源として活用され

るだけでなく，間変化層が増大した干潟には多毛類をはじ

めとするべントスの多機化が広まることも期待される。

このように， 干潟機能の回復とともに，先に述べたよう

にアゲマキを合むi慮過食性のベントスによる*質浄化機

能の向上が期待されるo

2 )タイラギ資源の回復に向けた取り組み

湾奥部の佐賀・福岡県海域におけるタイラギ資源の減

少原因のーっとしては， 主として底質環境の悪化と思わ

れる要因によって生息漁場が縮小し，それに伴って長期

的に漸減したことがあげられる。他の一つは2000年以降

の夏期ごとに確認されている大量死をともなう急激な資

源量の減少である。タイラギ資淑の回復を行うには，こ

れらの点を考慮して回復策を講じる必要がある。 i湾奥部

のタイラギi魚、場は， 1992年以降は福岡県大牟田市沖を中

心とした北東部海域に限られるようになり，生息域が狭

くなっている(付図 1，図14)。このような漁場環境でも

小さな漁獲量のピークが1992年と 1996年にみられたよ

うに，タイラギ漁は 3-8年の周期で盟凶を繰り返して

きた九

この程の資源変動要因としては，産卵期や着臨時期の

環境要因が大きく影響しているものと忠われる。また，

二枚貝の資源変動を考察するうえでよく言われるのが，

卓越群の発生である。稚貝が大量に発生する年が数年に

一度あり，この稚貝の成長による資源量の増加が漁獲量

の増加につながるものである。このタイラギ漁場の縮小

図14 有明il，n控j奥古11におけるタイラギ漁場

日 ，消失漁場 ('1"・西部漁場l:_，北東部漁場.

幼般

変態開始
約日時間後

変態開始1日後
(1250μm) 

変態開始1日後

(川原ら 2∞4)

図15 タイラギ着l氏稚只の形態変化

15(因や資源変動要因を解明するため， 2003年から西海区

水産研究所，有明 4県の共同部l査を開始した。内容は，

産卵期に浮遊幼生と着JJH佐貝の分布調査を行うととも

に，底質環境と着底稚貝の生践との関係を明らかにする

ものである。底質だけではなく，様々な環境要因(J)<iAL

塩分， 1容存酸素量， i出良，有害プランクトンなど)につ

いても調査し，考察することにより，漁場の縮小原因は

もとより，資源変動がタイラギ生活史のどのステージで

決定されているのか，そして，その決定がどのような環

境要因に影響を受けているのかが明らかになるであろ

う。また，当センターでは，独自のJ!~り*，f:lみとして，人

工飼育による初期生態の解明をめざしている。この研究

で明らかになったタイラギ着底稚貝の生態は，殻長

0.6-0.7111111で、着底した個体は，着底後すぐに足糸で固

定し，翌日には殻長が約 2倍となり，新生殻音Il分が着工底

基質から抜き U:，て成貝と同様に外套肢を使って呼肢を始
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FJ tJiつ) (こ 1 1'J らかの~I主|によって ìli)J が低下 し，その示山

県，夏季前後や秋以降に姥死が先生 していることが考rえ

られる。

今後は， この仮:止に~，~づいて， ii'l)Jを低 Fさせるこし|天!

と二次的に蛤死発生を引き起こす要l討を明らかにする制

百・liJI究を行し¥ ‘1:1もlj'1.くJ'/:1'i!if.UJ!~タビIl:J J出を i'i平ì1とした

い。なお，この条上Llはどのi1ij:JsXにおいても二枚貝←般に

寄付こしているものであリ，食しても人体への彩~~~~はない。

また， 'l ìi:jJ! Hに関してはHíjìÆ したようにウイ/レスやij:llll~i に

よる感染症は仰 1悲していないが， 2003イ|ーのiiij肝ら 22)の{り|

究によ リ腎i符守判11臓l版桜および外4姿釘主引!脱l日民j史:の品利紺11*元織;抜kとl的山h印lリンノバfの)形!~ヲ列j状犬に

主呉E1巳t己tι心II~};土U打，;7計"バ市Bイi

l中|ド1心心、に，病以:学(I(J!JliJ T(íîから TIJJι 立十IlihW~死とがW;i体と

の|刻わりについて1iJI:ヲ目Z を1Jう]勺主である 。 さらに，ノJ'(I;'I~

大ザオ文 (111元詰ー)では偲換ノドi立をJ日以l;とした7JI(i'[!lIt，ltn'~ 

分， {{ト介聞を主に点、lするタイラギの)必符についてliJl究がな

されている。この牙;去をJIJ '、て， 1駿主~ìì'íY'dll:の'よ験 13 ， 19) と

l，iJHiにi.(UJJ)j川のタイラギに/l'，illlt，~f!:~う}， {{~1{1校長ミに対す

図19 ナル卜ビエイ

十

図20 タイラギJ主，Ai.((tf.誌の位指

る応答に.，;fがあるか否かを;u!ij査 し，似に差があるならば

何に起|主|するのかをlリ]らかにする必要がある。

佐賀県は失われたタイラギ漁場の復兄のため1996:qニ

から 2000"1ーにかけて )(l~llI rl也先に躍li少してタイラギ子J

JjX:のためのぬJ坊を造成した(I'B120)0 このj在日記i[(¥JJ)jには勾

fドタイラキ干fi主[が先生 し，冬JtlJにおけるi.(u1iliがJtJH1Jされ

てきた。 しかし，生後約半年の 3月から 4月までの，0，';)査

では毎年， Wi訟品 "1，有が認められるものの， ~月や 9 }~J 

i:JiのW!tlJl::Jにタイラギカ，;ì ~í失する現象がli'm;i忍された。こ

のii'i失!日(凶を究lリjするため， 大字1+1Tli'i' l'を'1'心とする「立

枯れ挺死J!Jjfltl究l川市il:J'Ifと[i'iJHiの司NJf:iをfJ'ってきた。そ

の結果， 近JJX:i.(u J;b'jーのタイラギには， 二北|化じげ耳京とUdi?古剖"il川iリ|

ずるような 「立立ゐj十村枯、Tせ叫it出Iii.L忠控E夕ヒuによる品減北I托{(はまJみ弘らjれ1ないことカが

l町川リ川lらカかミになつた2印0)」。t柿J行訂;百命カかミらいえ(ばま， .1主11X:i.(u .ri!jにおけるタ

イラギのii'i失はj丘ゴ|三千jll}Wリーで危LIftしたナル卜ビエイによ

る食干ifであることがlリjらかになった問。その似拠は， (Dナ

ルトビエイの.J!li佐山!査のあっ民 立JjX:i.(u場のタイラギはナ

ルトビエイが1Ji~ti . 侃 [ìúJli， ~ìíI)Ji長に 25放，'1'，現する 11 .'j'JtlJに急、

図21 {iJ1，かれたタイラギの伎

， 

図22 ナルトビエイのmftlrll~

スケール・ノ〈ー =約10c111



ì!;~ に減少し i，((tJ;!}j l人j には j!'，f，放のかみ似しかれたような貝殻

jJl がliz11 していた(J~121) ， ②ナルトビエイの円内作物か

ら大51φのタイラギが僻"忍さhた， ③ タイラギの生息数が

減少した前後に枝問肢と芯l、われる多数の出みをjj'([認し，

そのml辺にはど{般)¥がIfx11していた(医122)，④防護ネ y

トを放出したタイラギは北京1';lli，((t場で立ち枯れ'iJHEが発

~L: した 11.リ甘l も)lií!ぷHこ !JX:長した，などである 23)0 .ìi'!: }ix: i，((刊誌に

おける2003{fのナルトビエイによる食諸島は 4月241こ|に

僻1沼したが，事lI22:確認ljiiのタイラギ生息街litと造成漁場

の延べ百lIfuからその彼等を試却してみると以下のように

なる。ii'j火したタイラギのイ|占|体数はi704，000m2 (延べrM

;ft) x 9イ|占11m2 (1.1':ι符!支)ニ6.336.000fl副」となる。この

ii'j夕、したタイラギは邑7;tの成長を示せばタイラギl.((tが

ljfiまる 12)ニlにはが)5 gほどの民俗:になる。よってが)32ト

ンのタイラギ貝討が消失したことになる。また， 2003{F 

12) 1から2004{j'.3) Jにかけて， 1999"1以米のiZl位がみら

れた「ダイナンj漁場では造成ifk;坊と同様な食害をfj'(r・

犯している。 2003-"1.2凡から行ってきたこ!-:μ将;1立の推移

から， 2003"1'.2 FJの46仙1m2から，2003iH2月解禁H年で

は1;'jflli!/m2に低ドしている。この'-L:ι街l主の減少数に， i(i' 

;ιi.((t JJ)j 1 (lIfu 15 0 )j m 2を来じると，食'iA;によってii'jうたした

タイラギのイi占|体数によ ってji!j夕、したタイラギのイ|古|体放は

約-4，650-hW，! (!-W: Lliia:~) 233 ト ン)と -I(íi.じされる 。 むろ

ん，こI.LらのHí定には!士1 r.~~iJ，;li:Hを考 l台、していないが，少

なくともナルトビエイによる食古は，北京iilli魚JLjにおけ

る iIl:1'，liれ艶死」と l，iJ峠にタイラギ資制の|旦|似のために

は解決すべきtrt*なIl:J起である。 また， '1411)')作物制査か

らサルボウ，アサリ，カキなどあ らゆる只知カヰilj食され

ている判。さらにナル卜ビエイは上けま!の，.，.，でも二枚貝を

ljfんで-liIi食することが1りlらかになっている 2t¥.::!5)。このた

め.干ill)jiWにおけるここ数年のナルトビエイの急激な1..1:

息数のj同力11は，タイラギのみならず多くの有月jニ枚貝資

似の減少~:閃のーっとなる "J 能tl がある 。 このようなイi

Jl-J二枚貝資源に与える影特については，今後充分な訓告

が必~~であろう o また，ナル卜ビエイは貝類の食2fを引

き起こすとともに， 先に;述五べた i.:i主1.午d冷川J中れ村、1千，Id

つの仮:μ】j見Lとしてi取1伏正リ Lげた条比以Lの終?市i:l1主:でで、ある こともf付付ヰ寸-

け』加加11えてお〈 。

現11、ト行でタイラギ資源の回復にli，]けた取りうる方策

は， iJ'r'+U'l艶死Jの)jj[1主|究IIJIは言 うまでもないが，ナル

トビエイの貝類の1111食!こ1ーや ~?1iO:生態並びに資制litや有明

i'iij内外における移動と川遊経路等のiI]雀な↑i!j宇liを得るこ .

ととともに，コt--:磁の早急な駆除も主要である。馬区除によっ

てもたらされる効井ミは，食容のJji桁!日比だけでなく， タイラ
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ギへの条止L寄生の防除にも&.ぶだろう 。
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有明海における水産資源の現状と再生

fJl!:b 'l; i ~ l ， 

2011[ト-'1-.1立の 「ノ リ司、門 j こぶり 利川ι仰が担 ιている11:1~:U 

がYロ←ズ T'J フされ r~( J IIJI ~見交 J と L て 社会 l' ↓J ~lli と 3 った。

これを萱lす ド成 1~jV1 1 1- 1 ~ ，J LIに rY-11リ11午lij.(.Uが三九 位

1'1され n川;iij-il凶にli'lli"たJII:)机人が(rfiま勺た。本山では

イョ 1 11I川込取り岳、川 7 ~:四j立の it.f t. i;l i (んタJ立与十円前川l i同 i 刊

のC;【fヒリヒカ口nn-'守地過食付べ〆トえ ιわる 11 i'1!資 ilf，~幻減少

をまねいてさりもる主化を ijlち起こして い ゐ引状を判介し

{j 111I !iif-のJ)uN，ょがれの r7，'εイラルJに日"りつつあるこ ζ 壬普

i~i 1る j此伐に ;(1川水IH仙興七，イシ ーが"つ ζいk..H:1:I 

r ;>，'イラノレ J を;[にヲるための市.:?'~:な b凶となる 11 灯l衣川

の回仇に向けた~~I， 11 め 11< り刺み~.~ --，いて叫川、ートる。
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