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１．はじめに

が困難となり,窒息・死亡することが知られる

2)

.また,こ

諫早湾北部に位置する長崎県諫早市小長井地先では,

れらの性質が海水中に懸濁する細かい粒子を集め,足糸

泥干潟上の岸側に覆砂してアサリ養殖漁場が営まれてお

に絡ませるため,本種マット下のシルト・粘土分はマット

り,長崎県におけるアサリ漁獲量の 50～90%を占めている

がない底質よりも高くなることが報告されている

1）

に,本種は,寿命が短く多産多死型戦略

.当該地先では,近年の漁獲量低迷が問題視され,継続的

なアサリ漁場改善が試みられている.本稿では,このよう

4)

3)

.さら

をとるため,死骸

による底質悪化も起こるとされている.

な漁場改善技術のうち，アサリ減耗の要因の一つである

このようなホトトギスガイの生理生態を踏ま え,本実

2）

験では,本種の生息状況調査,底質調査(シルト・粘土分),

に対す る改善技術と して,噴流式 の漁 場 耕耘に つい て報

アサリの生息状況調査を実施し,｢耕耘＋清掃区｣と｢対照

告する.

区｣を比較することによって,漁場耕耘によるアサリ漁場

ホトトギスガイやホトトギスガイ生息に伴う底質悪化

改善効果について評価することとした 5).
２．実験方法
３．実験結果

２．１．噴流式耕耘
小長 井地先におけ るホ ト トギス ガイ の 駆除方 法は,干

３．１．ホトトギスガイの生息状況調査

潮時に 人力での漁場 清掃 に よって 行わ れ ている .人力の

平成 27 年度のホトトギスガイの被度,個体数,湿重量の

漁場清掃は,1 人で 1 日 3 時間作業し,20ｍ×20ｍ程度の作

調査結果をそれぞれ図-1～図-3 に示す.平成 27 年度のホ

業量である.当該地先漁場面積の平均は，9,497m2 のため,

トトギスガイの生息状況として,対照区では 5 月に新規加

作業日数は 12 日となる．これらに加え,ホトトギスガイ

入したホトトギスガイが 8 月まで成長し,8 月に新規加入

等の運搬があるため ,多く の時間 と人 手 が必要 となって

したホトトギスガイが 11 月まで成長した.9 月以降はホト

いる.

トギスガイの新規加入は認められなかった.

このような労力を低減し,改善効果を高めるために，本

被度は,8 月上旬に耕耘＋清掃区,対照区ともに 5%程度

実験では,噴流式の漁場耕耘を実施し、その効果を検証し

であった.その後,耕耘+清掃区では減少し,9 月にはホト

た.なお，噴流式漁場耕耘は,小型船にエンジンポンプを

トギスマットは確認されなかった.一方,対照区では 10 月

載せ,海水を噴流させる ノ ズルを 曳く こ とで耕 耘する手

後半に 24%まで増加し,これをピークに減少に転じた.

法である.この手法のメリットは,小型船を用いることで

個体数は,耕耘＋清掃区で 7 月中旬に最大 108 個体/m 2

作業人員を少なくし ,広範 囲の漁 場が 耕 耘でき ることで

となり,これ以降減少した.対照区では,11 月まで増加傾

ある.

向にあり,11 月下旬に最大 920 個体/m2 のホトトギスガイ
が確認された.
湿重量は,個体数に対応し,耕耘＋清掃区で 7 月中旬に

２．２．実験場所
本実験は,長崎県諫早市小長井町地先の長里漁場(漁業
協同組 合 自 営 漁 場 )で実 施 し た .本 漁 場 は,170ｍ×120ｍ

最大 38g/m2 となり,これ以降減少した.対照区では 11 月ま
で増加傾向にあり,11 月下旬に最大 154g/m2 となった.

区画を 2 分し,それぞれ「耕耘＋清掃区」,「対照区」と
し,前者区画で漁場耕耘を実施した.
２．３．調査項目
ホトトギスガイ(Muscalista senhousia)は,軟体動物・
二枚貝網・翼形目・イガイ科に属する二枚貝であり,成貝

図-1

ホトトギスガイの被度(平成 27 年度)

は殻長 30mm,殻高 13mm,殻幅 10mm となる.本種は,多くの
海産二枚貝と同様の懸濁食者であり,水深 20m 付近まで生
息する.本種の特徴として,群生時,足糸を出し絡み合い,
この足糸は数 cm のマット状(以下「ホトトギスマット」
と記述)となるため,底質表面を覆うとされる

2）

.本種のマ

ットが形成されることにより,アサリが十分な摂餌・呼吸

図-2

ホトトギスガイの個体数(平成 27 年度)

ホトトギスガイ被度,シルト・粘土分,および耕耘時期
を時系列に見ると,耕耘区＋清掃区,対照区ともに平成 25
年の耕耘開始時の 5 月には,シルト・粘土分が 12%以上で
あった.これに対し,漁場耕耘直後,耕耘＋清掃区では
5.8％まで減少し,漁場耕耘による底質改善効果が確認さ
図-3

ホトトギスガイの湿重量(平成 27 年度)

れた.また,その後も耕耘＋清掃区では,管理漁場のシル
ト・粘土分(5.7%)と同程度で推移していることから,噴流

３．２．底質調査(シルト・粘土分)

式耕耘によるシルト・粘土分が一定に保たれ,結果的に底

平成 25 年から平成 27 年度におけるシルト・粘土分の

質細粒化を抑制できていると考えられる.

推移は,図-4 に示すとおりである. 耕耘開始当初は,耕耘
＋清掃区,対照区ともに管理漁場のシルト・粘土分 5.7%

４．３．アサリの生息状況調査

を超過していた.耕耘後は,耕耘＋清掃区のシルト・粘土

アサリの生息状況は,対照区に比べて個体数が明らか

分は管理漁場 5.7%前後となった.また,平成 25 年 9 月以降

に増加しており,この点でも本手法の有効性が確認され

は,対照区と比べ,明らかに耕耘＋清掃区のシルト・粘土

た.本手法の実施によって,底質改善され,アサリ生息状

分が減少した.

況が好転したことが実施された.

管理漁場 5.7%
５．結論
噴流式耕耘によって,管理漁場と同等のアサリ生息環
境を維持できることが実証された.また,本手法によって,
実漁場面積の平均である 9,497m2 を 3 日程度の作業で終わ
らすことが可能であり,人力作業の 12 日程度と比較して
労力低減が出来ることも確認された.
図-4

シルト・粘土分の推移

今後,実証実験を継続することで実用性を高め ていく
予定である.

３．３．アサリの生息状況調査
耕耘 2 年後（耕耘は平成 25 年より開始）のアサリ生息
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４．２．漁場耕耘による底質環境改善

