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1. はじめに
アサリをはじめとする埋在性二枚貝の現存量（資源量）
減少の原因解明とその回復を目指した多くの研究ではこれ
まで，現存量の変化と斃死をもたらすと考えられる環境要
因（例えば貧酸素や硫化水素）との関係がしばしば注目さ
れてきた（e.g., 浜口ら 2009; Yamada et al. 2014, 2016; Kana-
ya et al. 2015）．しかし，資源量の減少には，環境変動の影
響だけでなく，過去の個体群動態の履歴も関連している．
例えば，同じ年に加入したコホートについて，加入時期が
早かったため大型に成長できた個体と，加入時期が遅かっ
たため成長サイズが小型となった個体間では，環境の影響
の程度も異なるだろう．資源量の減少要因や回復策を見出
すためには，物理環境変動の影響だけでなく，例えば過去
数十年の個体群動態の履歴を整理し，その変遷にも注目す
る必要がある（e.g., 山田ら 2015）．
熊本県の西部に位置する緑川河口干潟は，我が国の二枚
貝の主要漁場のひとつであり，特にアサリに関しては，有
明海内の干潟域の中で最大の漁獲量を誇っている．しか
し，緑川河口干潟もまた著しいアサリ漁獲量減少の渦中に
あり，その資源量回復が強く望まれている．そこで本発表
では，まず，有明海の緑川河口干潟における過去約 20年
間（1992–2012年）に亘るアサリの個体群動態の結果（体
長組成）を整理し，個体群特性（成長・生産率・加入率）
の長期的な変化を導き出し，それらの年変動パターンを示
した．さらに，得られた各年の個体群特性を基に，推移行
列を用いた個体群動態モデルを構築し，アサリ現存量（資
源量）を試行的に推定した結果を例として紹介した．特に
今回は，最終目標として，前稿の内川氏の問いである“ア
サリの適正な漁獲量はどの程度なのか？”および，“どう
やって現在の資源量から適正漁獲量を決めるべきか？”へ
の解答提供を目指し発表を行った．

2. 二枚貝の資源量推定の現状：なぜ推移行列を緑川河口
干潟のアサリで適用するのか？
個体群動態の推定を行うためには，対象生物種の母集団

の成長，生残，加入の時間的変化を定量的，且つ正確に追
跡する必要がある．例えば，アサリのように浮遊幼生期を
有す生物種では，幼生期を含めた生活史ステージ別の長期
にわたる定量データが必要となる．しかし，同定（特に幼
生期），母集団を捉えた空間網羅的な調査（特に，幼生期，
着底期，幼貝期），および定量採集方法などの不確実性の
問題により，そのような定量データを長期にわたって得る
ことは現状では大変困難であり，このことが，幼生期を有
す二枚貝類の詳細な個体群動態の解析を行う上での障害に
なっている．
一方で，幼生の加入（すなわち，「幼生の着底率（真の
加入率）」）が直接測定できないとしても，その加入率の変
動は，着底後の生存率，繁殖率などの個体群パラメーター
から間接的に推定することができる．さらに，生命表や推
移行列などを利用することによって，加入率の変動が個体
群に与える影響を定量的に評価することも可能である（Na-
kaoka 1993, 1997; Fieberg & Ellner 2001）．実際に，年齢構
造（発育段階）を有す個体群動態の解析に有効である推移
行列モデルを利用した個体群動態解析はこれまで，幼生期
を有す二枚貝類にもしばしば適用されている（e.g., 仲岡 
1993; Nakaoka 1993, 1997; Ripley & Caswell 2006）．すなわ
ち，推移行列モデルは，これまで明確な資源量推定手法が
確立されていない「アサリ」という二枚貝に対し，明確な
解答を導き出せる可能性を秘めている．
しかし根本的に解決すべき問題点はまだ残る．例えば，

推移行列モデルによる二枚貝の着底後の生存率および繁殖
率などの個体群パラメーターの間接的な推定には，母集団
を捉えられるような空間網羅的な調査を定量的，且つ正確
に行う必要がある．しかし，このようなデータを長期にわ
たって得ることは，調査努力等の観点から現実的には難し
いのが現状である．また，アサリはパッチ状の空間分布を
呈すため（e.g., Yamada et al. 2014），ある地域のアサリの
成貝の個体群構造を得るために，定量採集をわずか数定点
で行っただけではその構造（コホート組成）を把握したと
は言い難い．例えば，時間的な生存率，繁殖率の変化の追
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跡に調査注力するために，限られた定点で定量採集を行っ
たデータセットを用いた個体群動態の解析では，推移行列
による推定値のバイアスが原因で，個体群構造を正確に把
握できない可能性が言及されている（e.g., Nakaoka 1993; 
Ripley & Caswell 2001; Fieberg & Ellner 2006）.
上述のようなアサリの資源量動態の推定（推測）および
解析が手詰まりとなっている現状において，熊本県水産研
究センターの長年に渡るアサリ資源回復を目指した，たゆ
まぬ調査努力は，緑川河口干潟のアサリの資源動態を把握
することを可能にさせる一縷の希望と考えられた．緑川河
口干潟においては，二十数年間，干潟内約 130定点におい
て（Fig. 2），底生動物の定量採集を行われており，アサリ
をはじめとする埋在性ベントス二枚貝の現存量調査（以
下，一斉調査と呼ぶ）が毎年，春季（6月）と夏季（8–9
月）行われている．このような徹底的な干潟の二枚貝の現
存量調査は我が国でもあまり例がなく，本調査によって得
られる空間網羅的なアサリの現存量データは，本調査地域
の母集団の動態を捉えていると定義でき，また，そのデー
タは「緑川河口干潟のアサリの真の資源量に近似する」と
いっても過言ではない．このようなデータセットはアサリ
資源量の推定解析の突破口になる可能性があり，さらに，
内川氏の問いに応えうる可能性を充分に秘めていると考え
られた．

3. 緑川河口干潟のアサリの資源量を予測する：成長・生
残率・加入率の年変動と推移行列
春季（6月）と夏季（8–9月）のコホート判別を行い，

その結果を基に各年の春季から夏季にかけての成長・生残
率，加入率（個体群パラメーター）を 20年間分算出した．
その結果，各個体群パラメーターは激しい年変動を示し
た．例えば，前年の晩秋に着底したと考えられるコホート
の生残率は，調査を行った春季から夏季にかけて，5 ％か
ら 100％を上回る範囲で劇的に変化しており，加入した稚
貝サイズから推定される加入時期も年によって激しく変動
することが推察された．このようなアサリの成長・生残
率，加入率の激しい年変動は，産卵が年 1回の関東（松川
浦付近）以北ではあまり見られず，特に北海道などでは比
較的安定した年変動を示す（五嶋ら 1996; Toba et al. 2008; 
伊藤 2002; 浜口ら 2009）．本発表で示したように，生活史
を規定する水温が高いことに起因して（e.g., Yamada et al. 
2007），南方でアサリの成長・生残率，加入率（加入時期）
が激しい年変動を示すことは，九州海域等の南方における
アサリの個体群動態の解析において注意が必要だろう．
コホート解析によって得られた緑川河口干潟のアサリの
個体群パラメーターを用いて，推移行列を用いた個体群動
態の推定を行った．その結果，推定値は概ね資源量（一斉
調査で得られた結果を「真の資源量」とみなした現存量）

と同傾向の変動パターンを示した （Fig. 6）．しかし，増減
パターンは必ずしも一致していない場合もあり，このこと
は，アサリの資源量推定に推移行列モデルが必要十分であ
ると明言するには至らず，更なる検討（解析アプローチの
改善）の必要性があることも明らかになった．また，得ら
れた各年の行列式を用いて得られた個体群成長率 （λ）も
激しい年変動を示し，緑川河口干潟のアサリの過去 20年
間の成長・加入率・生残率の「バランス」は個体群を維
持・存続させるにはあまりに不均衡で，平衡状態には程遠
い個体群特性であったことが推察された．
発表ではさらに，この個体群動態モデルを用いて，どの
個体群パラメーター（生残率や加入率）が現存量の回復に
とって重要かを視覚的に探索できるアプリケーションを R
パッケージのひとつである Shiny （https://shiny.rstudio.com/: 
2017年 1月 1日確認）で構築し，その使い方について紹
介が行われた．Shinyを用いた推移行列による個体群動態
の増減の推定方法や，現状どの年級群のどのパラメーター
（生残，加入）を保護すればアサリ資源の回復が見込める
かについて発展的な議論が交わされた．

4. おわりに
本発表では，緑川河口干潟のアサリの成長，生残率，加
入率は著しい年変動を示すことを明らかにするとともに，
アサリ現存量の推定手法（個体群動態モデル）のひとつと
して，推移行列が有用である可能性を示した．前稿の内川
氏の問いである“アサリの適正な漁獲量はどの程度なの
か？”および，“どうやって現在の資源量から適正漁獲量
を決めるべきか？”に対し，適正な漁獲量を提示するには
至らなかったが，暫定的な回答として，「成長，生残，加
入を直接的に扱える推移行列をベースにした解析アプロー
チを用いることに加えて，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

Fig. 6.　Comparison of annual change of resource amount in the 
Manila clam Ruditapes philippinarum between resource amount by 
spatial-exhaustive investigations and estimated values by transition 
probability matrix in Midori-river tidal flats of the Ariake Sea, Ja-
pan.
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目標を策定することに繋がる」と回答できると考えてい
る．
しかし，本発表での推移行列モデルの結果は，平衡状態
を定義できなかったため，その有用性に関しては更なる検
討の必要性が伺えた．特に本解析では，時間的に春季と夏
季の 2季節のみを扱っているため，秋季の新規加入（着
底）を捉えきれていない．また，新規加入群は浮遊幼生期
に緑川河口干潟周辺の干潟（例えば白川河口干潟）や潮下
帯などからも供給されていると考えられるが，今回はその
ことを考慮していない．これらのことは，本解析結果の大
きなバイアスとなっており，今後のモデルの改善が望まれ
る．本発表ではアサリの資源量推定に「推移行列モデルが
アサリ資源回復の救世主となる解析である」と明言するに
は至らなかったが，一方で，時間的な追跡が不十分なデー
タセットであったとしても，空間的に高解像度なデータに
対しては推移行列を適用できる可能性を示した．本解析が
今後の二枚貝の資源解析の発展に寄与することが大いに期
待される．
アサリ漁業が操業される漁場では，アサリ資源量の増減
に関して，成長，生残，加入等の個体群パラメーターの変
動の一部が注目される．例えば現場では「今年は稚貝（加
入量）が少ないからアサリ（成貝）が獲れない」と表現さ
れる場合がある．もしも本発表で示したように推移行列モ
デルがアサリの資源推定に有効ならば，推移行列によって
そのような増殖のためのパラメーター（加入，死亡，成
長）のどれがボトルネックとなっているのか，その根本原
因を明確化させることができるだろう．さらに， 本発表で
紹介した shinyなどのアプリケーションの活用によって推
移行列の各パラメーター（加入，生残など）の，どれがど
のように資源変動に影響しているのかを探索的，且つ定量
的に評価することができる．特に，アサリ資源量の減少に
は，個体群パラメーターの変動の一部（例えば，加入量だ
け）が注目されがちだが，今後はそのようなパラメーター
間の「バランス」も新たな検討材料のひとつとして考慮す
べきであると考えている．本発表でも示したように，九州
海域等の南方ではアサリの成長・生残率，加入率（加入時
期）は激しい年変動を示す．このため，それらの「バラン
スを取る（均衡を保つ）」ための方策を見出すには，まだ
まだ多くの学術研究のステップを踏む必要があるだろう．
昨今，アサリやタイラギやホンビノスガイなど干潟周辺に
生息する水産有用二枚貝の個体群動態（現存量や資源量）
の推定において，個体群動態の解析手法が手詰まり気味な

現状にある中で，本発表が次の世代の新たな資源解析手法
の創発のきっかけになればと強く願っている．

引 用 文 献

Fieberg, J. and S. P. Ellner 2001. Stochastic matrix models for conserva-
tion and management: a comparative review of methods. Ecology Let-
ters, 4: 244–266.
五嶋聖治・井手名誉・藤芳義裕・野田隆史・中尾　繁 1996．サ
ロマ湖における移植アサリの生殖周期と殻成長．日本水産学会
誌，62: 195–200.
浜口昌巳・堀　正和・山田勝雅・上村了美 2009．周防灘におけ
るアサリ・ハマグリの資源と海洋環境の関係．水産海洋研究，
73: 325–328.
伊藤　博 2002．アサリとはどんな生き物か：アサリの生態，お
よび漁業生産の推移．日本ベントス学会，57: 134-138.

Kanaya, G., Y. Nakamura T. Koizumi and K. Yamada 2015. Seasonal 
changes in infaunal community structure in a hypertrophic brackish 
canal: effects of hypoxia, sulfide, and predator-prey interaction. Ma-
rine Environmental Research, 108: 14–23.

Nakaoka, M. 1993. Yearly variation in recruitment and its effect on pop-
ulation dynamics in Yoldia notabilis （Mollusca: Bivalvia） analyzed 
using projection matrix model. Researches on Population Ecology, 
35: 199–213.
仲岡雅裕 1993．幼生加入過程の変動が海産ベントスの個体群動
態におよぼす影響について―推移行列モデルを用いた解析―．
月刊海洋，25: 264–268.

Nakaoka, M. 1997. Demography of the marine bivalve Yoldia notabilis 
in fluctuating environments: an analysis using a stochastic matrix 
model. Oikos, 79: 59–68.

Ripley, B. J. and H. Caswell 2006. Recruitment variability and stochastic 
population growth of the soft-shell clam, Mya arenaria. Ecological 
Modelling, 193: 517–530.

Toba, M., H. Yamakawa, Y. Kobayashi, Y. Sugiura, K. Honma and H. 
Yamada 2007. Observations on the maintenance mechanisms of meta-
populations, with special reference to the early reproductive process 
of the manila clam Ruditapes philippinarum （Adams & Reeve） in To-
kyo Bay. The Journal of Shellfish Research, 26: 121–130.
山田勝雅・伊藤　篤・長田　穣・松山幸彦 2015． 有明海におけ
るタイラギ資源の長期変遷―過去 30年の記録からみる個体群
特性の変遷と資源量減少の関係―．日本水産学会誌，81: 310-
311.

Yamada, K., K. Takahashi, C. Vallet, S. Taguchi and T. Toda 2007. Dis-
tribution, life history, and production of three species of Neomysis in 
Akkeshi-ko estuary, northern Japan, Marine Biology, 150: 905–917.

Yamada, K., Y. Miyamoto, C. Fujii, K. Yamaguchi and M. Hamaguchi 
2014. Vertical zonation and aggregated distribution of the Manila 
clam on subtidal sandy flatss in a coastal brackish lagoon along Sea of 
Japan. Marine Ecology, 35: 408–418.

Yamada, K., Y. Miyamoto, T. Nakano and K. Okamura 2016. Inter- and 
intraspecific variation in anoxic survival among three bivalve species 
in intertidal and subtidal areas along the coast of Japan. Plankton and 
Benthos Research, 11: 49–56.


