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1. はじめに
河口域は地球上でも最も生産性の高い生態系を形成する
場の 1つであり，河口干潟は古くから二枚貝を中心とした
漁業の場として活用されてきた．沿岸域における二枚貝類
の養殖・漁業は，天然海水中の植物プランクトンおよび粒
状態有機物などを主な餌とすることから （Komorita et al. 
2014），環境に対する負荷および費用対効果の側面からみ
ても持続可能性が高いことが伺える．実際に，我が国を代
表する二枚貝漁場であった有明海においては，1970 年代
までアサリを主体とした採貝漁業が盛んであり，世界の代
表的な内湾である瀬戸内海やチェサピーク湾，バルト海や
北海などと比べて，単位面積当たりの漁獲効率が 10倍以
上高かったと見積もられている （柳 2006）．一方，2000年
代になると，その資源量は激減し，アサリを中心として採
貝漁業は衰退の一途を辿っている．
このような背景から，有明海に関係する漁業者や行政機
関は現在，二枚貝の資源量が激減した原因の究明とその解
決策，そして干潟で持続的な採貝漁業につながる知見を必
要としている．他方，研究者サイドでは，得られた研究成
果が社会に波及するまでに長い時間がかかることに加え
て，時にその知見が社会で活用されることなく埋もれてし
まうことにジレンマを感じている．
本自由集会では上述のような両者の「ずれ」を少しでも

解消するために，有明海に面する砂質干潟である緑川河口
干潟を舞台に，異なる視点から研究を進めてきた研究者が
介して情報を共有した．まず，現場で実証的な取組を進め
ている熊本県水産研究センターからの問題提起を皮切りに，
それに対して大学と国の研究機関の研究者が根拠となる
データとともに解決策を提示する問題解決形式の集会を試
行的に行った．本自由集会では，現場̶基礎研究間に横た
わるジレンマの解消を最終目標とした．また，本自由集会
で対象とした緑川河口干潟におけるアサリ漁場の問題解決

は，単なる地域の課題に留まらず，内容を精査することで，
高い学術的な価値を生み出すことが大いに期待される．
本寄稿では，紙面が限られていることから，まず，本稿
において，集会で行われた議論の全体像を紹介する．続い
て，講演の内容を各演者のオムニバス形式で紹介する．そ
れぞれの講演の詳細については，本稿に続く各演者の報告
を参照されたい．

2. 自由集会の構成
（1）趣旨説明（小森田：熊本県大）
まず，小森田は有明海に面する砂質干潟に関する既往の
研究成果を精査し，研究者サイドから現在の干潟漁場の問
題点について議論した．特に，アサリ個体群の衰退の原因
については，主に生息環境の悪化，乱獲，過剰な捕食圧，
餌不足の 4つであることを言及した．
（2） アサリ資源回復に向けた試みと課題（内川：熊本県

水セ）
上述の小森田が提示したアサリ資源量減少の原因（生息
環境の悪化，乱獲，過剰な捕食圧，餌不足）に対して，現
場で熊本県が行っている実証試験として，底質改善のため
の覆砂事業，資源を管理するための調査，捕食防止用の保
護対策が長年重点的に実施されてきたことが紹介された．
これらの事業を実施する上で，現場で目下のところ問題と
なっている具体的な 3つの課題が提示された．
①覆砂域に優占するホトトギスガイの泥状マットによる被
覆が漁業対象二枚貝（アサリなど）の大量斃死をもたら
している．どのように対処すれば良いのか？
②アサリの乱獲を防ぐための適正な漁獲量はどの程度なの
か？どうやって適正漁獲量を決めるべきか？
③場所によっては覆砂の効果がまちまちである．覆砂場所
の配置戦略をどう構築すれば良いのか？覆砂の「持続期
間」をどう考えれば良いのか？
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議論を進める中で，これらの課題を解決するためには，
以下の知見が望まれると導き出された（下記は上記の① – 
③と対応する）．
①ホトトギスガイの生態的知見の整理
②保護すべき年級群の推定とその方法および具体的な数値
目標の策定方法
③覆砂の効果を長持ちさせるための砂質干潟における土砂
動態についての知見
続く発表では，それぞれに対する回答を学術的知見から
考察した．それぞれの発表および議論の内容を以下に紹介
する．
（3） 干潟に局所的に生息する二枚貝：ホトトギスガイの

生態について（竹中：熊本県大）
与えられた課題は，「ホトトギスガイと上手につきあう

ために，ホトトギスガイの生態的な知見を整理する」こと
である．ホトトギスガイに関する既往の知見と自身の研究
成果を取りまとめ，現在の分布域が世界的に広がっている
こと，ホトトギスガイはマットの表層から 4 cmまでに集
中的に生息すること，マットの形成により堆積物食者が優
占すること，ホトトギスガイの二次生産量や排泄量が極め
て高いものの物質循環に関する知見が不足していること，
を紹介した．これらの知見の中から得られた問いに対する
答えは，「ホトトギスガイの生息深度が比較的浅いことか
ら，従来の重機等を用いた大掛かりな駆除方法ではなく，
ホトトギスガイの生息深度である表層のみを取り除く方法
がより効率的である可能性」が示された．
（4） アサリの推移行列―個体群特性に何が起こったの

か？―（山田・中野：水産機構・西海区水研）
与えられた課題は，「保護すべき年級群の推定」と「具

体的な数値目標の策定方法」である．熊本県が過去 20年
に渡って実施してきた，緑川河口干潟におけるアサリの広
域観測の結果を推移行列により解析し，成長，生残，加入
などの個体群特性が年単位で激しく変化すること，増殖す
る見込みのある個体群が 20年間で数回しか観測されな
かったことを示した．この知見を活かして，各年級群に対
する死亡率を漁獲量と定義し，内的自然増殖率（λ）を促
進するために必要な漁獲量を探索的に解析するアプリケー
ションを Shiny （by R Studio） により提供できることを紹介
した．課題に対する答えとしては，「推移行列をベースに
した資源量解析を行い，Shinyで構築したアプリケーショ
ンの精度を向上することで具体的な漁獲規制の数値目標を
策定することに繋がる」可能性が示された．
（5） 緑川河口干潟の砂はどれだけ動くのか？：土砂動態

の季節変化（田井：九大）
与えられた課題は，「覆砂の効果を長持ちさせるために

必要な，砂質干潟における土砂動態についての知見」であ
る．海岸工学者としての視点から，干潟における土砂動態

に関する知見が不足していることと，様々な外力（潮汐，
季節風，台風，梅雨時の集中豪雨，地震など）の影響を受
けることで，干潟の土砂が非常に複雑な変化をしている可
能性を指摘した．実際に緑川河口域で実施した，音響測量
機による地盤高調査の結果によると，2015年の 7月から 9
月にかけて，台風の通過に伴い干潟域の地盤が最大約 1 m
も浸食される可能性が示された．課題に対する答えとして
は，「覆砂は外力によって大きく動かされることを前提に
配置する必要があり，覆砂の挙動を追跡することで，その
効果的な配置に繋がる」ことが示された．
（6） 総括：緑川河口干潟の安定した干潟生態系の構築を

めざして（小森田：熊本県大）
これまでに得られた知見を整理し，本集会を現場から生
まれた課題と，研究者による学術研究をつなぎあわせるこ
とで課題解決を目指した好例として総括した．さらに，
「安定した干潟生態系を構築するために必要なことは，ア
サリだけが増えること，漁業に邪魔な生物は駆除するこ
と，覆砂という土木工事を続けることなのだろうか？」と
いう問題提起に到達した．
全講演内容を踏まえると，干潟における自然のシステム
を基礎とする物質循環過程を円滑に進めることで，生物生
産を促進させることが必須であることが考えられた．この
ような循環の中で，人間はその個体群の再生産に影響しな
い値度の量を漁獲することで，持続可能な漁業を行える，
安定した干潟生態系の構築に結びつく可能性を秘めている
と言えないだろうか．これを実現するためには，本自由集
会で実施したような実証試験から課題を解決するトップダ
ウン型の研究を進めることはもちろんのこと，研究者サイ
ドからも基礎研究を通した自然現象の理解と，それを漁業
の現場に適用するために行政に働きかけるという，双方向
かつシームレスな連携が将来的には必要不可欠である．つ
まり，現場からの要望は対処療法的であることを念頭に置
き，安定した生態系を構築するためには，根本からの治療
が求められる．自然科学に従事するベントス研究者として
は，自然に近い沿岸環境が，高い生物多様性により安定し
た生態系および複雑な食物網を構築し，それが滑らかな物
質循環，ひいては高い生物生産に繋がるというスキームが
必須であることに改めて気付かされた．

3. おわりに
本自由集会の舞台となった緑川河口域では，熊本県が主
体となり，周辺の漁協，熊本県漁連，熊本市，宇土市，西
海区水研，熊本県立大学など，多彩な組織を巻き込んだ
「一斉調査」が実施されている，まさに産・官・学の連携
が構築された場である．本集会は，このような連携の一部
を研究者サイドから切り取った姿を現しているに過ぎず，
より大きな枠組みとして捉えることも必要であろう．本集
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会における議論が，沿岸環境の保全と持続的な活用に向け
て，研究者として何ができるのかを考えるきっかけになれ
ば幸いである．
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緑川河口干潟は有明海だけでなく我が国におけるアサリ
主要漁場の 1つであり，当漁場のアサリ漁獲量は最盛期の
1970年代後半には年間 4万トン以上あったが，1980年代
以降急激に減少し，1990年代中頃には 100トンを下回っ
ている．2000年代には，一時的に 3千トンにまで回復し
たものの，2010年以降再び減少に転じている．この状況
に対し，熊本県は多くの調査および資源回復の対策を講じ
てきた（中原ら 2002; 熊本県 2006）．
しかし，現在もそれらの対策により得られた「効果の程
度」は多くの立証困難な疑問が残っており，科学的な根拠
が必要な状態である．例えば，本漁場において行ってきた
調査結果から，緑川河口漁場におけるアサリ稚貝の着底を
阻害している要因として，漁場の大部分を占める細かい粒
度の底質（中央粒径値：0.2 mm程度）と強い潮流に曝さ
れることが推察されている．このような厳しい環境を緩和
するために，当漁場においては，1970年代頃からアサリ
稚貝の着底促進及び漁場環境改善を目的として，本来の漁
場の底質よりも粒径の大きな客土を用いた覆砂事業が実施
されており，その事業効果は長年の調査結果においてアサ
リを増殖させる高い効果があることが示唆された（那須ら 
2002）．これは，粒径の大きな底質が厳しい流動環境にお
けるアサリの付着基質となるという解釈が最も合理的であ
るが，覆砂の効果を科学的に理解するためには，より詳細
な検討が必要不可欠である．
このような状況を背景に，熊本県水産研究センターで
は，緑川河口域のアサリの資源量を把握する目的で，「緑
川河口域アサリ生息量一斉調査」を 1993年から継続して
実施してきた （Figs. 1, 2）．それらのデータを利用して，資

源回復手法の提言を目指し，1993年から 2012年までの 20
年間の当漁場におけるアサリ稚貝等の生息密度と成貝の漁
獲量の変動との関連について解析した．その結果，アサリ
稚貝（殻長 10 mm未満）の生息密度と漁獲量との間には
正の相関関係が見られた （Fig. 3）．本解析結果を根拠と
し，当センターから漁業者に働きかけを行い，2013年秋
から関係漁協の協力を得てアサリの産卵期にあわせた休漁
期間を設定し，アサリの着底場としても有効な覆砂漁場を
母貝場として，さらに効率よく増殖が見込める二枚貝資源
管理の新たな手法について検討するに至っている．
しかし，覆砂漁場をただ闇雲に増やせばアサリが増えて
いくというわけではない．覆砂したことで着底（新規加入）
したアサリ稚貝の保護管理手法の検討，ホトトギスガイ等
の大量発生する生物への対処方法の検討，増殖したアサリ
資源の適正漁獲量の再検討，さらなる資源増殖を見込んだ
覆砂場の適正配置の検討など，新たな課題も浮上している．

Fig. 1.　The geographical location of Midori-river tidal flats of the 
Ariake sea, Kyushu, Japan. Broken （a） and dotted （b） lines corre-
spond to the regions of Figs. 2 and 7, respectively.


