
 

 

 

 

 

Ⅸ．総合考察および評価 
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Ⅸ. 総合考察および評価 

 本事業は、漁業者自らが実施できる技術の漁場環境改善効果と、生物への効果を実証・評価することを目

的としており、各技術をアサリの生産性向上技術とカキ礁造成による貧酸素水塊の軽減技術に大別して実施

した。 

 各結果は、前章までに詳述した通りであり、各技術の実漁場における効果や実用性等も評価した。 

 以下に得られた成果より、各技術についての総合考察および評価、そして課題等について取りまとめた。 

 

1 総合考察 

1.1漁場環境特性 

本事業で各実証実験が実施された地先の環境特性を以下に整理した。また、図 1および図 2に各実験実

施地区の環境特性を示した。 

 

対象 場所 増加制限要因 

母貝 

① 福岡県 大和高田地先 

302号地区 
シルト・粘土分

② 熊本県 住吉地先 粒径、波、流れ

稚貝 ③ 長崎県 島原市地先猛島地区 波、流れ 

移植 

④ 福岡県 柳川地先3号地区 
流れ、河川水、

生息密度 

⑤ 佐賀県 東部地先諸富地区 

流れ、河川水、

シルト・粘土

分、生息密度 

⑥ 長崎県 小長井地先 
河川水、貧酸素

水塊、生息密度

⑦ 熊本県 岱明地先鍋地区 波、流れ 

カキ礁 ⑧ 佐賀県 鹿島市地先 貧酸素水塊 

図 1 各実験地区の環境特性 

 

【物理環境】 

湾奥の大河川の澪に近い柳川地先3号地区や、東部地先諸富地区、そして湾口部の緑川河口に位置する

住吉地先では、流速が他地先に比べて速い環境であった。諫早湾に位置する小長井地先は、流れが緩やかな

環境であった。 

波浪環境では、島原市地先猛島地区そして岱明地先鍋地区で平均波高が高くなる傾向であった。上記の

流れの速い環境であった湾奥部の柳川地先3号地区や東部地先諸富地区は、他実験場所に比べて平均波高の

低い環境であった。 

 

 

 

①  

②  

③  

④  ⑤  

⑥  

⑦  

⑧  
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              図 2 本事業実施地先の物理環境および水質環境の特性  

 

【水質環境】 

アサリの餌料環境に影響するクロロフィルa濃度や濁度は、湾奥部の地先ほど高くなる傾向であり、餌

料環境として好適となるが、夏季のSSの水質分析結果で、成長に影響するとされている25 mg/L0を超える

値が観測された。 

また、クロロフィルa濃度は、3.0 μg/L以下が長期間継続すると、アサリの肥満度や生残率等が低下す

るとされている2)が、島原市猛島地区では夏季のB+0.1m層で平均1.4μg/Lの低濃度が観測された。 

 

【底質環境】 

大和高田302号地区の原地盤、東部地先諸富地区の泥場、大牟田観測塔近傍が、シルト粘土分が高い環

境であり、アサリの生息に適さない環境であった。また、柳川地先3号地区の着生域周辺、東部地先諸富地

区では、冬季調査時にシルト粘土分が大きく増加して、アサリの生息に適さない環境となるなど、底質環境

の変化が大きい場所であると考察された。 

佐賀県
福岡県

熊本県

長崎県

大和高田地先：302 号地区 

小長井地先 

柳川地先3 号地区

岱明地先 

諸富地区
東部地先

保護区陸側 
 ～保護区沖側 

潮下帯

St.4
St.2 

住吉地先 

島原市地先

猛島地区 

長里漁場 

熊本県

佐賀県 福岡県 

長崎県 

2     4     6     8     10    12～ 

流速（cm/s） 

クロロフィルa濃度の高い場所 

波あたりの強い場所 
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●印：本事業で実証実験を実施した地点、印無し：過年度までの実証実験場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図 3 底質のクラスター分析結果  
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1.2 アサリ生産性向上技術 

1.2.1技術の効果検証 

 (1) 高地盤覆砂域の造成による母貝生息適地の造成 

大課題１である本課題において取りまとめられた各実証実験の仮説と検証結果を、表 1および表 2に整

理した。 

未利用泥干潟においては、離底型連続カゴ（設置高0 cm）と軽石（約6 mm）の組み合わせで、またアサ

リ保護区では基質入り網袋（軽石：礫＝1：1）で、生残率と成長速度がともに向上する事が確認された。 

砂泥干潟では、生残率向上効果および成長促進効果ともに砂利散布+被覆網で各効果が確認された。 

母貝再生産技術では、未利用泥干潟においても、軽石（2 mm）を基質とした基質入り網袋を設置高10 cm

に設置する事で、初期稚貝の着底が確認された。砂泥干潟では、収穫ネット、枠付採苗装置（4 mm目合い

枠付き被覆網）ともに効果が認められたが、採苗数としては少なかった。したがって、今後は採苗数の増加

を視野に入れた設置場所の再検討や、底質改善を実施して初期稚貝を着生させた後に採苗装置を設置するな

どの検討が必要である。 

以上、アサリの生息が確認されない未利用泥干潟や砂泥干潟においても、各技術を用いる事で母貝の育

成効果や、初期稚貝や稚貝の着生，保護等の効果が確認され、実用化に向けての成果が得られた。 

 

表 1 技術開発における仮説と検証結果のまとめ（その１） 

中課題 小課題 作業仮説 検証結果 

未利用泥

干潟に

おける母

貝保護育

成地造成

技術の開

発 

母貝保

護育成

技術の

開発 

設置高(0 ㎝､10cm)と基質の有無(軽石、アン

スラサイト、基質なし)の組み合わせの中に、

生残率向上と成長促進を同時に実現する組

み合わせがある。肥満度は身入りが良好な

15.1 以上、群成熟度は産卵期の指標の 0.6

以上になる。 

◎ 成長速度は、設置高0cm で軽石,アンス

ラサイトとも効果が認められた。（◎） 

軽石(6mm)と設置高0cm の組み合わせ

で成長速度、生残率とも向上し、肥満度

15.1 以上、群成熟度0.6 以上となった。 

設置高(0 ㎝､10cm)と基質の有無(軽石、基質

なし)の組み合わせの中に、生残率と成長促

進が原地盤と同等になる組み合わせがあ

る。肥満度は身入りが良好な 15.1 以上、群

成熟度は産卵期の指標の 0.6 以上となる。 

◎ 設置高0 cm，10 cm の軽石で効果が認

められた。（埋設○、0cm,10cm◎） 

設置高0 cm，10 cm で軽石を基質とした

条件で、成長速度は原地盤と同等であ

った。 

基質入り網袋では、対照区(埋設カゴ(基質は

現地砂泥))よりも成長が促進され、肥満度は

身入りが良好な 15.1 以上、群成熟度は産卵

期の指標の 0.6 以上となる。また、基質(軽石

(約6 ㎜)、アンスラサイト(約4 ㎜)、礫(約12

㎜)、混合基質(軽石:礫=1:1(体積比))の種類

別の効果が明らかになる。 

〇 基質入り網袋では、いずれの基質（軽

石、アンスラサイト、礫、混合基質）でも、

現地砂泥より成長が促進された。（軽石と

混合基質で◎、アンスラサイトと礫で〇）

母貝再

生産技

術の開

発 

離底型連続カゴを用いて設定した組み合わ

せ(設置高(0 ㎝、10 ㎝)と基質(軽石、礫))の

中に、着生に好適な組み合わせがある。粒

径の細かい基質(2 ㎜程度)を収容した基質

入り網袋と設置高10cm の組み合わせでは、

さらに着生が促進される。 

〇 離底型連続カゴでは、設置高10 cm と

12 月には礫（×）、1 月には軽石（〇）で

多く出現した。 

基質入り網袋では、設置高10 cm と軽石

（2 mm）の組み合わせで多く出現した。 

※検証結果は、統計解析の結果を，「◎：有意差あり(p<0.01)」，「○：有意差あり(p<0.05)」，「×：有意差なし(p>0.05)」の3段階で評価した。

「－：は検定不可能」 
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表 2 技術開発における仮説と検証結果のまとめ（その２） 
中課題 小課題 作業仮説 検証結果 

砂泥干

潟にお

ける母貝

保護育

成地造

成技術の

開発 

母貝保

護育成

技術の

開発 

底質改善（砂および砂利散布）と流出対策（被

覆網）を組み合わせた試験区にアサリ母貝を

放流することにより、母貝の生残率は 50％

/3.5 ヶ月以上に向上する。 

◎ 被覆網区で生残率向上の効果が認めら

れた（◎） 

被覆網無しでは 2 ヶ月後に生残率0%で

あったが、砂利撒布+被覆網の組み合わ

せで 3.5 ヶ月後の生残率は 60％であっ

た。 

母貝再

生産技

術の開

発 

収穫ネット、枠付採苗装置により、初期稚貝か

ら稚貝への生残率が向上（稚貝の確保数が増

加）する。 

－ 稚貝の採取は出来たが、初期稚貝の確

保が出来ず、検定不能であった。 

初期稚貝、稚貝ともに生息しない場所

（原地盤）でも収穫ネット、枠付採苗装置

により稚貝が採取された。 

初期稚貝の生残率向上効果に加え、捕

獲機能を有することが示唆された。 

軽石（日向産）を軸とした成長促進基質と枠付

被覆網の組み合わせにより稚貝の成長促進と

生残率が向上する。 

× 軽石と枠付被覆網の組み合わせで生残

率は向上したが有意差は無し（×）。 

軽石と枠付被覆網の組み合わせで成長

が良い傾向、殻長20 mm 以上、3,000

個体/㎡では密度調整が必要である。 

※検証結果は、統計解析の結果を，「◎：有意差あり(p<0.01)」，「○：有意差あり(p<0.05)」，「×：有意差なし(p>0.05)」の3段階で評価した。

「－：は検定不可能」 

 

 (2) 基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成 

大課題2である本課題において取りまとめられた各実証実験の仮説の検証結果を、表 3に整理した。 

稚貝採取技術における網袋の効果および設置場所による効果の違いについて、5月に設置した網袋の調査

結果を用いて二元配置分散分析により評価した。 

7月の結果では、網袋の効果によって採取できる稚貝の個体数は対照区（原地盤）に比べて少なく、網袋

を設置することによる採取効果は確認されなかった。しかし、1月の調査では、網袋と設置場所の交互作用

が認められ、網袋を岸側に設置する事で、個体数が有意に多くなる効果が認められた。 

アサリの保護育成技術では、網袋に500個体/m2収容することで、成長が有意に高くなる事が確認され

た。また、網袋の設置場所では実験区の岸側よりも沖側で、成長が有意に高くなった。 

従って、本実証実験では、波浪や流れの影響のためアサリ漁場として未活用な場所においても、稚貝採

取に適した採苗器の設置場所、そして採取したアサリの成長に適した収容密度と設置場所について、実用化

に向けた見通しを得た。 

さらに、移植のための運搬方法についても、冷蔵保管して運搬する事で、移植後の減耗を抑制できる事

が期待される結果が得られたことから、採取、保護・育成、運搬（移植）までの一連のサイクルの確立に向

けての成果が得られた。 

今後は、採苗器の設置時期の検討や生産性向上に向けた技術開発、そして運搬方法の現地実験などの実

施が望まれた。 

  

489



 

表 3 技術開発における仮説と検証結果のまとめ 

中課題 小課題 作業仮説 検証結果 

基質入り

網袋、カ

ゴを用い

た稚貝育

成技術の

開発 

稚貝の

採取技

術の開

発 

採苗器の設置場所では沖側と岸側、設置時

期では春季と秋季のそれぞれに設置するとア

サリ稚貝を多く採取できる場所や時期がある。

◎ 7 月調査では、網袋による優位性は認

められなかった 

1 月調査では、網袋を岸側に設置するこ

とで稚貝採取効果が認められた（◎） 

アサリ

保護・

育成技

術の開

発 

網袋を用いて 500 個体/m2、1,000 個体/m2、

2,000 個体/m2のアサリ収容密度で保護・育成

を行うと、生残率や成長量が良い収容密度が

ある。 

○ 生残率は全ケースで 80％以上を維持し

ており、生残率向上の効果は確認され

なかった。（×） 

成長量は、500 個体/m2の収容密度で

最も良かった。（〇） 

移植の

ための

運搬方

法の開

発 

秋季にアサリの運搬（移植）の保管条件を氷

づけ、冷蔵、常温とした場合、移植後の減耗

を抑制できる条件がある。 

◎ 冷蔵保管運搬した場合、移植後の減耗

を抑制できる。（◎） 

※検証結果は、統計解析の結果を，「◎：有意差あり(p<0.01)」，「○：有意差あり(p<0.05)」，「×：有意差なし(p>0.05)」の3段階で評価した。

「－：は検定不可能」 

 

(3) アサリ稚貝の高密度着生・集積域からの移植（大課題3） 

大課題3である本課題は4地先で実証実験が実施され、それぞれで取りまとめられた仮説の検証結果

を、表 4および表 5に整理した。 

「移植用稚貝の効率的な確保技術の開発」は、地先によって基質入り網袋やボトル型容器、収穫ネット

を用いるなど異なる技術で実証実験を実施した。 

基質入り網袋では、分級軽石とクラムペレット、もしくは砂利といった基質の違いによる実験を、柳川

地先3号地区と東部地先諸富地区で実施した。柳川地先3号地区では、分級軽石がクラムペレットを基質し

た採苗器よりも多く着生する事が確認されたが、個体数が少なく課題とされた。東部地先諸富地区では、分

級軽石よりも砂利を基質とする事で、着生数に効果のある事が確認された。同じく砂利を基質とした実験を

小長井地先においても実施し、漁場の沖側に基質入り網袋を設置する事で、稚貝を多く採取する効果が確認

された。 

ボトル型容器による実験は、購入砂入りと網地入りによる比較を岱明地先において実施し、購入砂入り

で稚貝確保法としての効果が確認された。 

収穫ネットは、柳川3号地区と東部地先諸富地区では稚貝の生残が確認されなかったが、成貝の生残と

成長が確認された。 

「種場や生息場の拡大」のための技術では、柳川3号地区で基質入り網袋と被覆網による効果を比較し

たが、両者に有意な差は確認されなかった。また基質入り網袋による実験は、岱明地先でも実施し、保護区

沖側に軽石入り網袋設置することにより生残・成長の向上する事が確認された。 

「保護、育成技術の開発」では、基質入り網袋を用いた実験を各地先で実施し、それぞれで高い生残率

が確認されており、各実験区ともに条件間で有意な差は確認されなかった。しかし、収穫ネットを用いた実

験では、岱明地先保護区および保護区沖側への設置により、稚貝育成効果の向上が確認された。 
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この他、網袋内の収容密度を調整した実験を、東部地先諸富地区や小長井地先で実施し、東部地先諸富

地区ででは、密度により成貝の生残に差が見られ適切な密度が検討された。一方、小長井地先では、収容密

度よりも網袋の設置場所の効果が強いと考察され、実験場所により異なる傾向が確認された。 

また、小長井地先では、「生産性向上のための移植技術の開発」として、秋季に殻長25 mm以上のアサリ

を、収容密度を調整して移植する実験を実施したが、本実験でも収容密度よりも設置場所で漁獲量の向上効

果が確認された。 

以上、稚貝採取および保護育成に関わる各実証実験では、網袋等の適切な設置場所に見通しを得る事が

でき、さらに小長井地先では適用する技術にも見通しを得る事ができた。また、移植に関わる各実証実験で

は、適用する各技術と適用場所（柳川地先3号地区を除く）で見通しを得る事が出来た。 

今後は、稚貝採取および保護育成に関わる実証実験において、技術の向上を目指すとともに、コストや

作業性、そして適用時期を考慮した技術開発の実施が望まれた。 

 

表 4 技術開発における仮説と検証結果のまとめ（その１） 

中課題 小課題 作業仮説 検証結果 
湾奥域で

の高密度

着生・集

積域の拡

大手法の

開発 

効率的

な稚貝

確保技

術開発 

分級軽石+8mm目合網袋はクラムペレット

+18mm目合網袋と同様に採苗に有効であ

る。 

〇 着生域での分級軽石+8 mm目合網袋に

よる採苗効果が確認された。ただし、

得られた個体数が少なく、稚貝採取効

率の向上が課題。 

着生域の底質とそこに含まれるアサリを入

れた収穫ネットを着生域周辺で利用するこ

とで、生残が向上する。 

× 稚貝の生残はほぼ確認されず、生残効

果は確認されず仮説は棄却された。

（×）原因としては、設置方法と場所

に問題があったと考えられた。 

種場・

生息場

の拡大 

着生域に隣接する着生域周辺への移植によ

り、成育密度を下げることで、成長が促進

される。 

× 移植した稚貝の生残は確認されず仮説

は棄却された。（×） 

設置方法と場所が要因と考えられ、泥

土の堆積が特に問題であった。 

分級軽石+8mm目合網袋は地撒きに被覆網を

被せた方法と同様に生残に有効である。 

○ 分級軽石+8mm目合網袋は、地撒きに

被覆網を被せた方法よりも有効である

ことが確認された。（○） 

泥分が多

い場所で

の移植技

術の開発 

効率的

な稚貝

確保技

術開発 

着生域での分級軽石+8mm目合網袋による採

苗が有効である。 

○ 着生域で、比較対象とした砂利+8mm

目合網袋で採苗効果が確認された。

（〇） 

着生域の底質とそこに含まれるアサリを入

れた収穫ネットを着生域周辺で利用するこ

とで、生残が向上する。 

× 稚貝の生残が確認されず仮説は棄却さ

れた。（×）原因としては、設置方法

に問題があり、秋季以降の泥土堆積が

考えられる。 

効果的

な稚貝

保護技

術開発 

覆砂による底質改善と併せて、適切な密度

と食害・逸散対策を行えば、泥場でも生

残、成長が可能になる。 

○ 覆砂による底質改善と併せて、適切な

密度（500個体/㎡）と食害・逸散対

策（被覆網）を行うことで、成貝の生

残効果が確認された。（生残〇，成長

×） 

※検証結果は、統計解析の結果を，「◎：有意差あり(p<0.01)」，「○：有意差あり(p<0.05)」，「×：有意差なし(p>0.05)」の3段階で評価した。

「－：は検定不可能」 
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表 5 技術開発における仮説と検証結果のまとめ（その２） 

中課題 小課題 作業仮説 検証結果 
県内他

地域から

の搬入稚

貝と現地

で採取し

た稚貝を

併用した

移植技

術の開発 

 

稚貝の

採取技

術の開

発 

採苗器の設置場所では沖側と岸側、設置時

期では春季と秋季のそれぞれに設置すると

アサリ稚貝を多く採取できる場所や時期があ

る。 

◎ 網袋を沖側に設置すると、アサリ稚貝を

多く採取する効果（保護・育成効果）が確

認された。（◎） 

時期については、評価できなかった。 

（移植用

の）アサ

リ保護・

育成技

術の開

発 

網袋を用いて 500 個体/m2、1,000 個体/m2、

2,000 個体/m2のアサリ収容密度で保護・育

成を行うと、生残率や成長量が良い収容密

度がある。 

◎ 収容密度に関係なく生残率は 90％以上

を維持し、有意な差は確認されなかっ

た。（×） 

成長量は沖側が最も良かった。（◎）ア

サリの育成条件と成長量の関係を確認

できた。 

生産性

向上のた

めの移植

技術の

開発 

網袋にて秋季に殻長25mm 以上のアサリを

収容密度5.0kg/m2、7.5kg/m2、10.0kg/m2の

3 ケースで移植すると漁獲量が向上する収

容密度がある。 

× 5.0kg/m2～10kg/m2の収容密度の調整

による漁獲量の向上効果は確認されな

かった。（×） 

収容密度10 ㎏/m2までは収容可能であ

ることが確認できた。 

高密度

着生・集

積域での

移植手

法の開発 

移植用

稚貝の

効率的な

確保 

設置場所では岸沖方向4 地点、基質では購

入砂、網地2 条件を組み合わせることによ

り、自然状態では稚貝の生残は見込めない

が、稚貝の着底が多い場所において、流

出・食害影響を低下させ、稚貝を多く確保で

きる場所と基質の組み合わせがある。 

○ 稚貝採取数について、地点（○）、基質

（○）、交互作用（○）ともに有意差が認

められ、保護区陸側の基質軽石で最も

採取数が多く、これらは原地盤、収穫ネ

ットと比較しても多かった。 

稚貝の

保護育

成技術 

岸沖方向4 地点の設置場所の中で、稚貝の

成長速度が向上する場所がある。 

◎ 成長速度について、地点間（◎）で有意

差が認められ、成長速度は保護区沖側

で最も早いことが確認された。 

生息場

の拡大 

設置場所では岸沖方向4 地点、基質では軽

石、網地2 条件を組み合わせることにより、

アサリの生残・成長が高くなる場所と基質の

組み合わせがある。 

◎ 生残率について地点間（○）、基質（◎）

ともに有意差が認められ、成長速度につ

いても地点間（◎）、基質（◎）、交互作

用（◎）ともに有意差が認められた。生残

率、成長速度ともに比較的地盤高が低

く、底質の安定性、温度・餌環境が良好

な保護区沖側に基質軽石を用いて移植

した場合が最も良いことが確認された。 

※検証結果は、統計解析の結果を，「◎：有意差あり(p<0.01)」，「○：有意差あり(p<0.05)」，「×：有意差なし(p>0.05)」の3段階で評価した。

「－：は検定不可能」 
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1.2.2実用性の検討 

(1) 経済性の評価 

 本事業では、母貝の生息適地の造成や、稚貝の育成技術、そして稚貝の高密度着生・集積域からの移植技

術の開発するための実証実験を、これまでに成果の得られた技術を組み合わせて実施し、多くの技術で生産

性の向上に繋がる効果が確認された。 

 また、表 6に示した各技術の経済性の一覧のように、技術を適用する作業を通常の漁労活動として考え

た場合、人件費を除くコストで評価できるため、技術によっては漁獲増加量を下回るコストでの適用が可能

であると考察された。 

 しかしながら、技術によっては、資機材費などのコストの削減が望まれるものも明らかとなった。これら

技術に関しては、今後の技術改良によるコスト削減等、生産性向上のための技術開発が必要と考えられた。 

 

表 6 各技術の経済性一覧 

技術名 

(千円) コスト(千円/年) 評価（A/B） 

A漁獲増

加量 
1.人件費 

2.資機財

費 

3.雑費 

(燃油費等)

B合計 

(1+2+3) 

人件費込

みコスト 

人件費除

くコスト

離底型連続カゴ 1,074.9 1162.0 400.0 312.4 1874.4 0.57 1.51 

基質入り網袋 1,512.3 499.6 380.5 176.0 1,056.1 1.43 2.72 

砂利撒布+被覆網 648.0 604.0 220.0 276.0 1,100 0.59 1.31 

砂撒布+被覆網 497.0 604.0 220.0 276.0 1,100 0.45 1.00 

原地盤+被覆網 454.0 382.0 165.0 180.0 727.0 0.62 1.31 

砂利入り網袋① 26.3 78.6 66.7 - 145.3 0.18 0.39 

分級軽石入り網袋② 93.0 144.0 97.0 20.0 261.0 0.35 0.87 

分級軽石入り網袋③ 6.0 144.0 81.0 20.0 245.0 0.02 0.06 

小規模高地盤覆砂+被覆網 108.0 976.0 454.0 310.0 1740.0 0.06 0.14 

砂利入り網袋 22.0 144.0 82.0 20.0 246.0 0.08 0.21 

網袋（5.0 kg/㎡）④ 232.0 79.0 176.0 - 255.0 0.91 1.31 

網袋（7.5 kg/㎡）④ 348.0 79.0 237.0 - 316.0 1.10 1.47 

網袋（10.0 kg/㎡）④ 426.0 79.0 298.0 - 377.0 1.13 1.43 

基質入り袋網(軽石) 6.2 15.0 3.7 - 18.7 0.33 1.68 

① 稚貝採取実験による結果（島原地先猛島地区） 

② アサリの保護実験による結果（柳川地先３号地区） 

③ 採苗実験による結果（柳川地先３号地区） 

④ 成貝移植実験による結果（小長井地先釜漁場沖側） 
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  (2) 適用条件の検討 

 実証実験により生産性向上効果が期待された各技術は、効果を高めるためにも表 7および表 8に整理し

たように、技術を適用する条件が重要である。例えば、母貝の育成技術では産卵前に母貝を放流すること、

稚貝の効率的な採取技術では、産卵盛期に適用する事で、技術による効果の向上が期待され、各技術の実用

性が高まるものと考えられた。 

 

表 7 各技術の適用条件一覧（その1） 

技術 時期 場所の条件等 留意点 
離底型連続カゴ 

(母貝育成技術，

母貝再生産技術) 

産卵期：4～7月,10

～2月 

泥分70%以上の未利

用泥干潟 

支柱が固定できない

軟弱な地盤は回避 

母貝育成：設置高は0 cm、もしくは

約10 cm 

母貝再生産：設置高は約10 cm、基質

は軽石(約6mm)、礫(約12mm) 

基質入り網袋 

(母貝育成技術，

母貝再生産技術) 

産卵期：4～7月,10

～2月 

泥分30％以下で、好

適な環境 

流失による個体数の

変動が大きい場所 

母貝育成：海底面に二重底プレート

など、板状のものを設置して洗

堀や埋没を緩和させた状態とし

た上に、基質入り網袋を設置 

母貝再生産：設置高は約10 cm、粒

径の細かい基質を活用（例、軽

石(約2mm)) 

砂利や砂の散布 

+被覆網 

(母貝育成技術) 

産卵期：4～7月,10

～2月 

粒径が小さく、底質

が動きやすい砂干潟 

粒径は不適である

が、他条件が好適な

漁場 

放流時期，放流密度，規模，形態(ア

サリのみ、アサリ+貝殻等)の検討 

被覆網の作業性の検討 

収穫ネット，枠付

採苗装置 

(稚貝確保技術) 

着底期：5～8月,11

～3月 

初期稚貝の着生の多

い場所 

着生しない場所では

底質改善を実施、初

期稚貝着生後に採苗

装置を設置 

春仔回収：流失等のリスクを考慮す

ると30日後 

秋仔回収：成長を考慮すると60日以

上後 

採苗数は収穫ネットが、作業性,実用

性は枠付き採苗装置が優れる 

軽石+枠付被覆網 

(保護・育成技術) 

稚貝採取後：春仔6

月～、秋仔1月～ 

成長の良い場所 成長の進行に伴い密度調整が必要 

砂利入り網袋 

（稚貝採取技術，

保護・育成技術） 

稚貝採取は春季と秋

季 

保護育成は採取から

移植までの期間 

稚貝採取は、稚貝が

着生する場所 

保護育成は、貧酸素,

高水温,低塩分の影響

が比較的低い場所 

移植時期に適正サイズとなる手法(時

期，保護場所，収容，収容密度)の検

討 

砂利入り網袋 

（成貝移植技術） 

秋季に殻長25～32㎜

程度のアサリを移

植、春季に漁獲 

漁場の沖側ほど良い 

適切な収容密度は

5.0～10kg/m2 

海域の餌料環境等を踏まえて網袋へ

の収容密度を設定することが必要 

分級軽石入り網袋

（稚貝採取技術） 

浮遊幼生発生前：4～

6月,10～12月 

初期稚貝の加入はあ

るが、波浪や潮流に

より逸散する漁場 

干出時間は短く、夏季の泥温が高く

ならない地盤高を選定 

泥の堆積を考慮 
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表 8 各技術の適用条件一覧（その2） 

技術 時期 場所の条件等 留意点 
分級軽石入り網袋 

(保護・育成技術) 

アサリ成長時期：6～

8月 

泥分70 %未満で減耗

やへい死がおきる海域

約10cm/sの流速が有

り消失が見られる海域

成長が高密度着生・集

積する事で制限されて

いる海域 

干出時間は短く、夏季の泥温が高

くならない地盤高を選定 

泥の堆積を考慮 

砂利入り網袋 

(稚貝採取技術) 

浮遊幼生発生前：4～

6月、10～12月 

初期稚貝の加入はある

が、波浪や潮流により

逸散する漁場 

干出時間は短く、夏季の泥温が高

くならない地盤高を選定 

泥の堆積を考慮 

小規模高地盤覆砂

+被覆網 

(保護・育成技術) 

アサリ成長時期：6～

8月 

泥分70 %未満で減耗

やへい死がおきる海域

約10cm/sの流速が有

り消失が見られる海域

成長が高密度着生・集

積する事で制限されて

いる海域 

干出時間は短く、夏季の泥温が高

くならない地盤高を選定 

泥の堆積を考慮 

砂利入り網袋 

(稚貝採取技術) 

稚貝採取は春季と秋

季 

稚貝が着生する場所 成貝移植時期に適切なサイズとな

る方法（設置時期,場所,密度）の

検討が必要 

砂利入り網袋 

(保護・育成技術) 

稚貝採取から成貝移

植までの期間 

貧酸素,高水温,低塩分

の影響が比較的低い場

所や期間 

成貝移植時期に適切なサイズとな

る方法（設置時期,場所,密度）の

検討が必要 

砂利入り網袋 

(成貝移植技術) 

秋季に殻長25～32 

mmのアサリを移植

し、春季に漁獲 

漁場の沖側ほど良い 

適切な収容密度は5.0

～10.0kg/m2 

海域の餌料環境等を踏まえて、網

袋への収容密度の設定が必要 

ボトル型容器 

(稚貝採取技術) 

浮遊幼生着底前 浮遊幼生の着底海域、

岱明地先では陸側。 

着底はあるが、その後

の減耗が課題の海域 

春仔を対象とする場合、回収・移

植は生息環境が悪化する夏季以前

に実施 

収穫ネット 

(保護・育成技術) 

稚貝着底後 稚貝が着底する海域、

着生はあるが、流出等

の減耗が課題の海域 

岱明地先では成長促進

は沖側。 

設置時は稚貝着底後に底質ごと入

れる。 

春仔を対象とする場合、回収・移

植は生息環境が悪化する夏季以前

に実施 

基質入り網袋 

(成貝移植技術) 

殻長15～25mm 程度

のアサリが採取でき

る時期 

干出時間が少なく、移

植器が航行に支障を及

ぼさない地盤高 

底質環境が良好で高濃

度の濁度の影響を受け

ない海域 

岱明地先では沖側 

移植はアサリ採取後できる限り短

時間で実施 
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1.3 貧酸素対策技術 

 カキ礁による貧酸素水塊軽減の検討を行うにあたり、今年度は漁業者自らが実施可能なカキ礁造成手法の

開発、カキ礁の造成による貧酸素水塊軽減効果を数値解析により検討することを目標として実施した実証実

験の仮説と検証結果を、表 9に整理した。 

カキ礁造成手法の開発では、鹿島市沖の70 m2の海域に、竹ほうき，丸竹，半竹，女竹の各着生材を6月

に設置して経過を観察した結果、竹ほうきと丸竹の組み合わせによる方法が も着生量が多く、その量は

1.74 wet-kg/m2であった。なお、平成29年度に七浦地先に設置し、2か年が経過したホタテ貝殻を利用し

たカキ礁の着生量は約15 wet-kg/m2まで増加していた。これら結果の差より、ライフサイクルコストの面

で資材のコストが高い手法も含めて、カキ礁の造成に 適な技術を選定する必要がある。 

 今年度は、竹ほうきと竹を組み合わせたカキ礁の流出対策として、コンポーズを海底に敷設し、それにカ

キ礁を固定したところ、60 ％の残存率であった。特に台風による出水と、それに伴うゴミの絡まりで抜け

たものと考察されたことより、残存率をさらに高めるために、カキ礁の前面に流木対策として杭を設置する

ことが考えられた。 

 なおカキ礁を設置する地盤高は、マガキやシカメガキの生息場所であるC.D.L＋0.8～＋2.0 ｍで、貝殻

混じりの底質の望ましく、航行船舶の妨げにならず、漁業活動にも支障をきたさない事も必要条件である。 

 カキ礁による貧酸素水塊軽減効果を検討では、既往文献を参考に、数値解析モデルを設定して、カキ礁の

分布の違いによる底層のDO継続時間を求め、その効果を評価した。 

 平成19年のカキ礁分布、およびカキ礁なしの2ケースの数値解析の結果、カキ礁分布域から抽出した地

点の底層では、平成19年のカキ礁分布条件で、DOが3 mg/L以下となる時間が約10％短縮されると予測さ

れた。この結果より、カキ礁分布域の他の場所においても底層では貧酸素水塊への累積時間が短縮されてい

ると想定され、底層のDO環境が改善傾向にあるものと推察された。 

 しかし、本検証の課題として、カキ礁構成生物のカキ以外のバイオマスを加味した数値計算の必要性が挙

げられた。さらに、アサリやサルボウガイ等も含める事で、海水中の溶存酸素環境は変化する事が考えられ

る事から、これら二枚貝も含めた検証も必要であると考えられた。 

 

表 9 技術開発における仮説と検証結果のまとめ 
中課題 小課題 作業仮説 検証結果 

カキ礁造

成技術

の開発 

カキ礁の

効率的な

造成方法

の開発 

丸竹、半竹、女竹とほうきを組み合わせた着

生材を用いることで、対照区に比べて、有意

にカキの着生が高くなる。 

○ カキの着生が 1.0～1.7wet-kg/m2有意

に多くなる効果が確認された。（〇） 

横張りしたコンポーズに杭を付けて底質に

固定し、着生材を設置することで、流出対策

を未対策時に比べて残存率を向上させるこ

とができる。 

- 横張りしたコンポーズに杭を付けて底質

に固定し、着生材を設置することで、残

存率約60%となった(対策未実施時、20%

残存率)。 

カキ礁造

成による

貧酸素水

塊低減効

果の評価 

カキによる有機物の摂餌を考慮した物質循

環モデルを用いて、カキ礁の分布条件を変

更した解析を行うことで、カキ礁域およびそ

の周辺における貧酸素水塊の発生時間の

軽減を推定できる。 

- 底層DO が 3mg/L 以下となる累積時

間、平成19 年のカキ礁分布条件で約

10％短縮することが分かった。 

※検証結果は、統計解析の結果を，「◎：有意差あり(p<0.01)」，「○：有意差あり(p<0.05)」，「×：有意差なし(p>0.05)」の3段階で評価した。

「－：は検定不可能」  
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1.4 仮説の検証と再構築 

平成29年度の関連事業の成果を受けて、「初期の減耗対策や成育段階に応じた技術の適用など、技術を

組み合わせて適用することが、アサリの生産性向上に寄与する。」という仮説を再構築して、今年度各地先

で実証実験を実施した。 

そこで、再構築した仮説について、稚貝育成技術の実験結果（島原市猛島地区）および稚貝の移植実験

結果（柳川地先3号地区、東部地先諸富地区、小長井地先、岱明地先鍋地区）より検討するために、各実験

で得られたアサリの殻長組成結果を以下に整理した。 

図 4には、各実証実験場所の原地盤および技術を適用した時の殻長別 大個体数の分布を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 殻長別最大個体数の分布 

 

【柳川地先3号地区】 

 福岡県柳川地先3号地区は、高密度着生域および着生域周辺ともに稚貝が少なく、殻長20 mm以上で 大

個体数が多くなり、特に殻長約26～32mmでは過年度までの調査結果で確認された 大個体数を上回る状況

1

10

100

1000

10000

100000

0 10 20 30 40

ア
サ

リ
個

体
数

（
個

/㎡
）

殻長（mm）

東部諸富（●高密度着生域,＊砂利入り網袋,

＊収穫ネット（着生域周辺））

1

10

100

1000

10000

100000

0 10 20 30 40

ア
サ

リ
個

体
数

（個
/㎡

）

殻長（mm）

小長井（●長里沖,●釜沖,＊釜沖網袋）

1

10

100

1000

10000

100000

0 10 20 30 40

ア
サ

リ
個

体
数

（
個

/㎡
）

殻長（mm）

島原市猛島（●対照区岸,●対照区沖,

＊網袋岸,＊網袋沖）

1

10

100

1000

10000

100000

0 10 20 30 40

ア
サ

リ
個

体
数

（
個

/㎡
）

殻長（mm）

柳川３号（●高密度着生域,●着生域周辺,＊収穫

ネット（高密度着生域）,＊収穫ネット（着生域周辺））

1

10

100

1000

10000

100000

0 10 20 30 40

ア
サ

リ
個

体
数

（
個

/㎡
）

殻長（mm）

岱明鍋（●保護区陸,●保護区,●保護区沖,

＊保護区陸 ボトル砂,＊保護区沖 移植）

※図中の赤線：平成29年度の関連事業で検

討された各地先の殻長別最大個体数 
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であった。本実験では、原地盤に着生した稚貝の有効利用を目的に、収穫ネットに稚貝が着生している底質

を入れて、その後の生残等を確認した。しかし、収穫ネット内は、稚貝が原地盤より少なく、ほとんどが成

貝であった。さらに8月調査時に殻長20～25 mmに 大個体数のピークが見られたが、その後の調査では個

体数が減少したことから、稚貝の生残および成長に有効な技術の実証が課題とされた。 

 

【東部地先諸富地区】 

佐賀県東部地先諸富地区は、高密度着生域で初期稚貝の着生は確認できたが、稚貝が少なく、殻長20 mm

以上の成貝で占められていた。この環境に砂利入り網袋を設置する事で、初期稚貝の着生そして稚貝への成

長が確認された。ただし、個体数が少ない事から、効率よく採苗するために、今後の技術の改良が必要と考

えられた。成貝に関しては、収穫ネットを用いて高密度着生域周辺に移植した結果、天然漁場より増加させ

ることが可能である事が確認された。 

 

【小長井地先】 

長崎県小長井地先においては、網袋を用いて沖側に移植した結果、各殻長帯でアサリ個体数は養殖漁場

より多く、さらに30 mm以上の漁獲サイズの個体も確認された。殻長30 mm以上は約30個体/m2であるが、

今後、設置を継続する事で殻長20 mm前後の個体が成長し、過年度までの調査結果で整理した漁獲サイズ以

上の 大個体数を上回る事が期待された。 

 

【島原市地先猛島地区】 

 長崎県島原市地先においては、天然漁場では10 mmサイズで減耗してしまう状況であったが、網袋を用い

たことにより、漁獲サイズに至るまでのアサリ成長、そしてアサリ個体数の増加が確認できた。成貝の各殻

長帯の個体数は100個体/m2以下であるが、30 mm以上の個体も確認されていることから、網袋による保護

効果が継続して発現することで、上記小長井地先と同様に、成貝の個体数の増加が期待された。 

 

【岱明地先鍋地区】 

 熊本県岱明地先は、過年度まで関連事業により、初期稚貝の着底は多いが、その後の生残率の向上が課題

とされていた。そこで、ボトル型容器に着生した初期稚貝の保護を目的に実証実験を実施した。結果、殻長

3 mm程度の稚貝が、過年度までの 大個体数を上回っており、保護技術を適用することで課題への対応が

可能であると考えられた。また、移植技術の実証実験として、網袋に収容した15～25 mmの成貝を比較的成

長の良い保護区沖側へ5月に移植する事で、10月には漁獲サイズまで成長する事が確認された。保護区沖

側の原地盤では15 mm以上の成貝が確認されなかったことから、網袋で保護育成する事により、漁場の拡大

が期待された。 

 

上記成果の他、各実証実験の成果も含めて、本事業の仮説について考察する。まず、初期の減耗対策に

ついては、効率的に採苗し保護する技術として、ボトル型採苗器や収穫ネットを利用した実験が実施され、

ボトル型採苗器で対照区より多い稚貝が確認された。また、粒径の細かい軽石等を入れた網袋で、採苗効果

の高まる可能性も示唆された。成育段階に応じた技術の適用については、稚貝から成貝にかけて保護する効

果として東部地先諸富地区、小長井地先、島原市猛島地区の実証実験で用いた砂利入り網袋のうち、小長井
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地先では成貝サイズで過年度までの 大個体数を上回る成果が得られたほか、各地で保護技術により高い生

残率も確認された。 

 以上より、今後に向けた仮説を図 5に検討した。今年度は図中に青字で示した母貝保護・育成と、成貝

期以降サイズについては、生産性の向上の成果を示すことができた。今後は、赤字で示す初期稚貝期から稚

貝期に各地先に適した対策を講じることが必要と考えられた。 

従って、「早期採苗・保護・育成技術と、早期移植・成長促進技術が図られれば、さらなる生産性向上

に寄与する。」と仮説を再構築した。 

 

 

 
図 5 仮説の再構築 
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2 評価と今後の課題 

本事業は、平成25年から平成29年までの前事業「各地域の特性に応じた有明海の漁場環境改善実証事

業」において効果を認められた各要素技術を、異なる地域環境を呈する各干潟域で適切に組み合わせ、アサ

リ等の生産性を向上させる技術体系を開発するものである。そのために、各干潟で初期稚貝を採取して成育

させるほか、移植用稚貝を確保して移植に使用すること、そして母貝を育成することにより、アサリ等の生

産性を向上させる一連の運用サイクルの開発を目的としている。 

本年度は、その初年度にあたり、まず各地域特性に対応した技術の組み合わせを選定し、その効果を検

証した。このため、中課題毎に仮説を設定して実証実験を実施し、前掲の表 1から表 5および表 9に示し

た各仮説の検証結果が得られており、全26仮説中、18仮説において有意差が得られた。また、5仮説が棄

却され、3仮説が検定不可能であった。 

さらに、本事業では、技術検討・評価委員会が設置されており、この委員会の7名の委員に表 18から表 

50に示した様に各仮説に意見と評価を受けて、中課題毎に支持された割合を達成度として評価した。 

 

2.1評価結果 

 技術検討・評価委員による評価結果を、大課題ごとに以下に整理した。 

2.1.1高地盤覆砂域の造成による母貝生息適地の造成 

本課題では母貝（殻長25mm以上35ｍｍ以下の産卵可能な成貝）の産卵数を増大させ生産力を向上させる

技術の開発を泥分70％以上の底質の干潟と、粒径が小さな細粒砂の干潟で実施した。両干潟は環境条件が

不適であり、アサリが生息できず、アサリ漁場としては未利用となっている干潟である。 

 

(1) 中課題1ー1未利用泥干潟における母貝保護育成地造成技術の開発 

福岡県の大和高田地先の干潟で、アサリが成育できない泥分70％以上の場所において、底質から離した

飼育方式で母貝の成育が可能であることが前事業で明らかとなった。この技術を発展させ、母貝の産卵量を

増大させる技術開発を実施した。 

技術開発のための実証実験は4つの仮説のもとに実施して、以下の成果が得られ、表 10に示すように７

人の評価委員により96％の支持を得た。 

「母貝保護育成技術の開発」においては、海底から浮かせた飼育方法と基質を組み合わせることで、成長、

生残が確保され、産卵が行われたことが実証された。 

「母貝再生産技術の開発」においては海底から浮かせた飼育と基質の組み合わせで、初期稚貝のいない未利

用泥干潟域でも初期稚貝の着生が可能になることが実証できた。 
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表 10 技術検討・評価委員評価結果（中課題1-1） 

小課題 作業仮説 評価 達成度

母貝保護育

成技術の開

発 

設置高(0 ㎝､10cm)と基質の有無(軽石、アンスラサイト、基質なし)の組み合わせの

中に、生残率向上と成長促進を同時に実現する組み合わせがある。肥満度は身

入りが良好な 15.1 以上、群成熟度は産卵期の指標の 0.6 以上になる。 

7/7 96％ 

設置高(0 ㎝､10cm)と基質の有無(軽石、基質なし)の組み合わせの中に、生残率と

成長促進が原地盤と同等になる組み合わせがある。肥満度は身入りが良好な

15.1 以上、群成熟度は産卵期の指標の 0.6 以上となる。 

6/7 

基質入り網袋では、対照区(埋設カゴ(基質は現地砂泥))よりも成長が促進され、肥

満度は身入りが良好な 15.1 以上、群成熟度は産卵期の指標の 0.6 以上となる。ま

た、基質(軽石(約6 ㎜)、アンスラサイト(約4 ㎜)、礫(約12 ㎜)、混合基質(軽石:礫

=1:1(体積比))の種類別の効果が明らかになる。 

7/7 

母貝再生産

技術の開発 

離底型連続カゴを用いて設定した組み合わせ(設置高(0 ㎝、10 ㎝)と基質(軽石、

礫))の中に、着生に好適な組み合わせがある。粒径の細かい基質(2 ㎜程度)を収

容した基質入り網袋と設置高10cm の組み合わせでは、さらに着生が促進される。 

7/7 

 

(2) 中課題1―2 砂泥干潟における母貝保護育成地造成技術の開発 

本課題は、熊本県住吉地先の干潟の中で、粒径の小さな砂質であり、底質の安定性が悪くアサリ漁場に

ならない場所において、母貝の育成技術、運用サイクルの開発を実施したものである。 

技術開発のための実証実験は3つの仮説のもとに実施して、以下の成果が得られ、表 11に示すように７

人の評価委員により86％の支持を得た。 

「母貝保護育成技術の開発」においては、底質改善と流出対策の組合せにより放流母貝の生残率が向上

し、産卵が行われたことが実証された。 

「母貝再生産技術の開発」においては収穫ネット、枠付採苗装置により、初期稚貝から稚貝への生残率

が向上(稚貝の確保数が増加)し、未利用砂干潟域でも初期稚貝の着生・回収が可能であることが実証され

た。さらに、基質との組み合わせにより、稚貝等の生育も可能である事が明らかとなった。 

 
表 11 技術検討・評価委員評価結果（中課題1-2） 

小課題 作業仮説 評価 達成度

母貝保護育成

技術の開発 

底質改善（砂および砂利散布）と流出対策（被覆網）を組み合わせた試験区にア

サリ母貝を放流することにより、母貝の生残率は 50％/3.5 ヶ月以上に向上する。 

7/7 86％ 

母貝再生産技

術の開発 

収穫ネット、枠付採苗装置により、初期稚貝から稚貝への生残率が向上（稚貝の

確保数が増加）する。 

5/7 

軽石（日向産）を軸とした成長促進基質と枠付被覆網の組み合わせにより稚貝の

成長促進と生残率が向上する。 

6/7※ 

※委員1,2,3,4,5,6の評価コメントより 

 

2.1.2基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成技術の開発 

本課題ではアサリの浮遊幼生が湾奥から流下してくる水域にもかかわらず、波、流れが速くアサリ浮遊

幼生が着底してもすぐに流されていると考えられる島原半島の礫浜干潟において、初期稚貝を採捕し、稚貝

にまで育てるための技術開発、および稚貝の運搬方法に関する技術開発を実施した。 
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本年度は初年度として、礫浜での初期稚貝採苗技術の選定と、岸又は沖での着生稚貝の確保・運搬を目

的に、選定技術の評価を行った。 

技術開発のための実証実験は3つの仮説のもとに実施して、以下の成果が得られ、表 12に示すように７

人の評価委員により86％の支持を得た。 

「稚貝の採取技術の開発」においては、稚貝が全く着生しない島原半島の礫干潟でも、基質入り網袋採

苗器を適切な地盤高、時期に設置すると、アサリ稚貝を多く採取できることが実証された。 

「アサリ保護育成技術の開発」においては食害・逸散対策を施した上で、適切な密度でアサリを保護・

育成すると、生残率や成長量が向上することが実証された。 

さらに、「移植のための運搬方法の開発」では、運搬する際にアサリへの負担を軽減することで、移植後

の減耗を抑制できる事が明らかとなった。 

 
表 12 技術検討・評価委員評価結果（中課題2-1） 

小課題 作業仮説 評価 達成度

稚貝の採取技術

の開発 

採苗器の設置場所では沖側と岸側、設置時期では春季と秋季のそれぞれに

設置するとアサリ稚貝を多く採取できる場所や時期がある。 

7/7 86％ 

アサリ保護・育成

技術の開発 

網袋を用いて 500 個体/m2、1,000 個体/m2、2,000 個体/m2 のアサリ収容密

度で保護・育成を行うと、生残率や成長量が良い収容密度がある。 

6/7 

移植のための運

搬方法の開発 

秋季にアサリの運搬（移植）の保管条件を氷づけ、冷蔵、常温とした場合、移

植後の減耗を抑制できる条件がある。 

5/7 

 

2.1.3 アサリ稚貝の高密度着生域・集積域からの移植技術の開発 

干潟域では密度にアサリが着生もしくは集積している場所が点在しているが、高密度にアサリが生息す

る場合、その成長が抑制される事が知られている。さらに、このような場所のアサリは、漁獲サイズに成長

するまでに減耗してしまい、生産性が極めて低い事も明らかとなっている。 

本事業では、環境条件の異なるアサリ高密度着生・集積域（4水域）で、それぞれの場所で適切な稚貝移

植技術を開発するため、4種類の中課題を設けて技術開発を実施した。 

 

(1) 中課題3－1湾奥域での高密度着生・集積域の拡大手法の開発 

福岡県柳川地先の泥質干潟におけるアサリ高密度着生域・集積域での実証実験は、4つの仮説のもとに実

施して、以下の成果が得られ、表 12に示すように７人の評価委員により39％の支持を得た。 

「効率的な稚貝確保技術開発」においては、収穫ネットに現地底質を入れ、初期稚貝の採捕を行った

が、充分な稚貝の確保が出来無かった。しかしクラムマットより安価な基質を選定することはできた。 

「種場・生息場の拡大」に関しては、分級軽石と網袋の組み合わせは、被覆網同様に、移植にとっても

有効な方法ではあるものの、泥分の堆積には対応できず、稚貝の生残を確保できなかった。 
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表 13 技術検討・評価委員評価結果（中課題3-1） 

小課題 作業仮説 評価 達成度

効率的な稚

貝確保技術

開発 

分級軽石+8mm 目合網袋はクラムペレット+18mm 目合網袋と同様に採苗に有効

である。 

5/7※ 39％ 

着生域の底質とそこに含まれるアサリを入れた収穫ネットを着生域周辺で利用

することで、生残が向上する。 

2/7 

種場・生息場

の拡大 

着生域に隣接する着生域周辺への移植により、生育密度を下げることで、成長

が促進される。 

0/7 

分級軽石+8mm 目合網袋は地撒きに被覆網を被せた方法と同様に生残に有効

である。 

4/7※※ 

※委員1,2,5,6,7のコメントを評価とした 

※※委員2,4,5,6のコメントを評価とした 

(2) 中課題3－2  湾泥分が多い場所での移植技術の開発 

本課題では、泥分と強い流れがアサリの生息制限要因となっている佐賀市東部地先の砂混じりの泥干潟

で、アサリの密度は比較的低位ではあるが、周辺域より高密度に生息が確認されたアサリ高密度着生・集積

域において、稚貝の確保および保護技術の開発を実施した。 

技術開発のための実証実験は3つの仮説のもとに実施して、以下の成果が得られ、表 14に示すように７

人の評価委員により29％の支持を得た。 

「効率的な稚貝確保技術開発」においては、収穫ネットに現地底質を入れ、初期稚貝の採捕を行った

が、充分な稚貝の確保が出来無かった。一方分級軽石と網袋の組み合わせでは、採苗に一定の効果がみられ

たが、十分な個体数は得られなかった。 

「効果的な稚貝保護技術開発」に関しても、分級軽石と網袋の組み合わせは、泥分の堆積には対応でき

ず、稚貝の生残を確保できなかった。 

 
表 14 技術検討・評価委員評価結果（中課題3-2） 

小課題 作業仮説 評価 達成度

効率的な稚貝確

保技術開発 

着生域での分級軽石+8mm 目合網袋による採苗が有効である。 4/7※ 29％ 

着生域の底質とそこに含まれるアサリを入れた収穫ネットを着生域周辺で利

用することで、生残が向上する。 

1/7 

効果的な稚貝保

護技術開発 

覆砂による底質改善と併せて、適切な密度と食害・逸散対策を行えば、泥場

でも生残、成長が可能になる。 

1/7 

 ※委員2,4,5,7のコメントを評価とした 

(3) 中課題3－3  県内他地域からの搬入稚貝と現地で採取した稚貝を併用した移植技術の開発 

本課題は、長崎県小長井地先で泥干潟上に覆砂されたアサリ養殖場において、食害・逸散対策を施した

移植手法の開発を実施した。 

技術開発のための実証実験は3つの仮説のもとに実施して、以下の成果が得られ、表 15に示すように７

人の評価委員により86％の支持を得た。 

「稚貝の採取技術の開発及び保護育成技術の開発」においては、基質入り網袋を岸側と沖側に設置し、

アサリ稚貝の採捕を行い、特に沖側に設置した網袋で効果的であった。設置6ヶ月後では、殻長11ｍｍ以
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上のアサリが、原地盤に対して網袋の方が有意に多かった。ただし、基質入り網袋の設置時期については、

絞り込むことができなかった。 

「生産性向上のための移植技術の開発」においては、漁場の沖側に移植する事で、成長量もよく、漁獲

量も向上する事が明らかとなった。網袋への収容密度の違いによる有意な差はなく、10.0kg/m2まではアサ

リの生残に影響が少ないと考察した。 

 
表 15 技術検討・評価委員評価結果（中課題3-3） 

小課題 作業仮説 評価 達成度

稚貝の採取技術の

開発 

採苗器の設置場所では沖側と岸側、設置時期では春季と秋季のそれぞ

れに設置するとアサリ稚貝を多く採取できる場所や時期がある。 

6/7 86％ 

(移植用の）アサリ保

護・育成技術の開発 

網袋を用いて 500 個体/m2、1,000 個体/m2、2,000 個体/m2のアサリ収容

密度で保護・育成を行うと、生残率や成長量が良い収容密度がある。 

6/7 

生産性向上のため

の移植技術の開発 

網袋にて秋季に殻長25mm 以上のアサリを収容密度5.0kg/m2、

7.5kg/m2、10.0kg/m2の 3 ケースで移植すると漁獲量が向上する収容密

度がある。 

6/7 

 

(4) 中課題3－4  高密度着生・集積域での移植手法の開発 

本課題は、波浪・潮流の影響により底質が動きやすく、流出影響等がアサリの生息制限要因となってい

る熊本県岱明地先鍋地区の砂干潟において、浮遊幼生の採取、移植手法の開発を実施した。 

技術開発のための実証実験は3つの仮説のもとに実施して、以下の成果が得られ、表 15に示すように７

人の評価委員により86％の支持を得た。 

「移植用稚貝の効率的な確保」では、初期稚貝が多く着底していた保護区陸側の測点で、基質として購

入砂を入れたボトル型容器の設置効果が実証された。 

「稚貝の保護育成技術」では、採取された稚貝を収穫ネットに収容し流出から保護した。結果、保護区

沖側で成長の速いことが確認された。 

さらに「生息場の拡大」では、殻長15～25mmのアサリを軽石入り網袋に入れ、保護区沖側へ移植する事

で、高い生残率と成長超が確認された。 

 
表 16 技術検討・評価委員評価結果（中課題3-4） 

小課題 作業仮説 評価 達成度

移植用稚貝の効

率的な確保 

設置場所では岸沖方向4 地点、基質では購入砂、網地2 条件を組み合わ

せることにより、自然状態では稚貝の生残は見込めないが、稚貝の着底が多

い場所において、流出・食害影響を低下させ、稚貝を多く確保できる場所と

基質の組み合わせがある。 

6/7 86％ 

稚貝の保護育成

技術 

岸沖方向4 地点の設置場所の中で、稚貝の成長速度が向上する場所があ

る。 

6/7 

生息場の拡大 設置場所では岸沖方向4 地点、基質では軽石、網地2 条件を組み合わせる

ことにより、アサリの生残・成長が高くなる場所と基質の組み合わせがある。 

6/7 
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2.1.4 カキ礁の造成による貧酸素水塊の軽減 

有明海の湾奥部に存在するカキ礁による水質浄化効果が既往知見で試算されており、貧酸素水塊の継続

時間の低減に効果があるとの報告がある。このため、カキ礁を造成し、現存するカキ礁の分布域を拡大する

ことで貧酸素水塊の影響を軽減する事を目的に、造成技術の開発および造成可能場所や貧酸素低減効果につ

いて検討を実施した。 

本課題では3つの仮説のもとに実施して、以下の成果が得られ、表 15に示すように７人の評価委員によ

り81％の支持を得た。 

「カキ礁の効率的な造成方法の開発」においては、丸竹、半竹、女竹とほうきの組み合わせた着生材に

よる実験を行い、丸竹とほうきの組み合わせた着生材へのカキの着生が、他の組み合わせに比べて有意に高

い結果が得られた。また、着生材の流失対策として、横張りしたコンポーズを杭で底質に固定し、着生材を

設置する事で、着生材の流出抑制効果を確認できた。 

「カキ礁造成による貧酸素水塊低減効果の評価」については、底層の溶存酸素濃度3mg/L以下となる累積時

間が、平成19年度のカキ礁が分布した分布条件で約10%短縮することが確認された。 

 
表 17 技術検討・評価委員評価結果（中課題4－1） 

小課題 作業仮説 評価 達成度

カキ礁の効率的な

造成方法の開発 

丸竹、半竹、女竹とほうきを組み合わせた着生材を用いることで、対照区

に比べて、有意にカキの着生が高くなる。 

6/7 81％ 

稚貝の保護育成技

術 

横張りしたコンポーズに杭を付けて底質に固定し、着生材を設置すること

で、流出対策を未対策時に比べて残存率を向上させることができる。 

6/7 

カキ礁造成による貧

酸素水塊低減効果

の評価 

カキによる有機物の摂餌を考慮した物質循環モデルを用いて、カキ礁の

分布条件を変更した解析を行うことで、カキ礁域およびその周辺におけ

る貧酸素水塊の発生時間の軽減を推定できる。 

5/7※ 

 ※委員1,2,4,6,7のコメントを評価とした 
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2.2 今後の課題 

***に示す各委員からの意見には、今後に向けての課題に繋がる内容もあり、以下に大課題毎に課題を整

理した。 

 

大課題１．高地盤覆砂域の造成による母貝生息適地の造成 

 未利用泥干潟における母貝保護育成地造成技術の開発では、安全性や作業性の良い、しかもコスト

やランニングコストの低廉な離底型機材の開発が必要である。また、温度の影響や、配置の影響に

よる効果の違いなどについても検討する必要がある。さらに本干潟域では冬季に細粒分の堆積傾向

が認められており、泥土の堆積対策も課題である。 

 未利用泥干潟における母貝再生産技術の開発では、より効率の良い基質及び粒径や、設置高等の条

件の設定が課題として挙げられた。また、初期稚貝から稚貝への効果的な育成方法も開発も課題で

ある。 

 砂泥干潟における母貝保護育成地造成技術の開発では、効率良く細砂の動きを制御する手法の開発

と、コストを低減しつつ作業性の向上を図り、実用的規模で適用する技術開発が課題である。 

 砂泥干潟における母貝再生産技術の開発では、採苗装置の改善を図り、初期稚貝着生数の向上と、

稚貝の実用規模での確保量を得るための適切な基質、設置場所、手法の検討が必要とされた。さら

にドローン技術については、漁業者が利用できる技術としての構築が課題である。 

 

大課題２．基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成技術の開発 

 稚貝の採取技術の開発では、袋網による採苗効果について、設置時期と回収時期の詳細検討、設置

場所の環境特性と着生密度の因果関係の検討が課題である。 

 アサリ保護育成技術の開発では、収容密度の効果の更なる検討の他、餌料環境および成育段階等が

成長・生残に及ぼす影響の総合的な検討が課題である。 

 

大課題３．アサリ稚貝の高密度着生域・集積域からの移植技術の開発 

 湾奥域での高密度着生・集積域の拡大手法の開発では、十分な稚貝が確保できなかったことから、

実験場所の詳細な検討・選定や実験条件の見直しが必要である。 

 泥分が多い場所での移植技術の開発では、十分な稚貝が確保できなかったこと、および泥分の堆積

に対応できなかったことから、実験場所の詳細な検討・選定や実験条件の見直しが必要である。 

 県内他地域からの搬入稚貝と現地で採取した稚貝を併用した移植技術の開発では、網袋の設置時期

の詳細な検討や、収容密度と成長との関係解析、そして生残率や成長量に与える効果の持続性の検

証等が課題である。 

 高密度着生・集積域での移植手法の開発では、場所による成長速度の違いについて餌料環境の詳細

な検討が望まれたほか、浮遊幼生の採取の実用的な手法の再検討等が必要である。 

 

大課題４．カキ礁の造成による貧酸素水塊の軽減 

 カキ礁の効率的な造成方法の開発では、流出を考えた場合の長期的視点も含めた着生材、流出対策

等の効果的な造成方法の再検討、そして着生量の多い設置高や設置場所の詳細検討が課題である。 
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 物質循環モデルを用いた検討では、貧酸素化を低減させるカキ礁の規模の検討、モデル解析の精度

向上とカキ以外の生物や漁業への影響も考えた検証が課題である。 

 

表 18 技術検討・評価委員の意見および評価（その1） 

大課題1：高地盤覆砂域の造成等による母貝生息適地の造成 

中課題1－1：未利用干潟域における母貝保護育成地造成技術の開発(福岡県柳川市大和高田地先302号

区) 

小課題1-1-1：母貝育成技術の開発 

作業仮説：設置高(0㎝､10cm)と基質の有無(軽石、アンスラサイト、基質なし)の組み合わせの中

に、生残率向上と成長促進を同時に実現する組み合わせがある。肥満度は身入りが良好な15.1以

上、群成熟度は産卵期の指標の0.6以上になる。 

目標 生残率向上と成長促進を同時に実現する組み合わせの判明、肥満度15.1以上と群成熟度

0.6以上の達成 

結果 設置高0㎝と軽石(約6㎜)の組み合わせで生残率向上と成長速度が促進され、肥満度は

7～11月に15.1以上、群成熟度は9～1月に0.6以上となった。 

考察 次の①、②の原因により設置高0㎝と軽石の組み合わせで生残率と成長速度が好適であ

ったものと考えられる。 

①設置高0㎝と10cm、基質の存在で生存率と成長速度が向上 

・軟泥への埋没抑制により生残率が向上 

・基質なしでは波や流れ等により定位できない事がストレスとなる可能性、しかし 

基質があると定位可能となりストレスが軽減、成長速度が向上 

②特に設置高0㎝の軽石で成長速度が向上 

・基質に含まれる全色素量が設置高0㎝の軽石で99μg/gと も多く餌料環境が好 

適であった可能性 

評価 生残率向上と成長促進を同時に実現する組み合わせが判明し、目標を達成できた。作業

性は漁業者による実施が可能、経済性は0.6(人件費含む)であった。アサリへの効果を

確認できたため、今後はコストや作業性の改善により、更に実用化に近づける必要があ

るものと考えられた。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：アサリが生育困難な泥干潟でも、底質から浮かせた飼育により、アサリは、5カ月

間（6～11月）生残率が高く維持できること、基質の投入により成長促進が図られるこ

とが実証できたこと、さらに、肥満度、群成熟度についても母貝として機能する水準で

あることを明らかしたことは評価できる。 

経済性改善など漁業者の視点での実用性が今後の課題である。 

評価：設定した作業仮説は概ね検証した。 

検証できたのは、殻長20～25㎜のアサリを150個体／カゴ、収容しての結果であり、

収容するアサリのサイズや収容密度の影響についての検証が、経済性の改善とともに課

題である。 

<つづく>
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表 19 技術検討・評価委員の意見および評価（その2） 

 

委員２ 

意見：より実用性が高く、かつ説得力のある技術の提案につなげるためには、得られた

成果の背景にある要因解析を進めるとともに、労力やコストの削減についても検討す

る必要がある。 

評価：未利用泥干潟域におけるアサリ母貝の育成を目標に、過年度までに効果が確認さ

れた複数の技術を組み合わせることで仮説を構築し、その検証に取り組んでいること

から、当初の目標を達成したと判断した。 

委員３ 

意見：過年度まで設置高が低いほど成長・生残が低かったように感じる。2018年度の7

～8月は気温が高かったのでの、基質が干潟底面に着底していると温度上昇の影響が

和らぎ、結果的に成長がよくなったように見えた可能性も考えられないか。 

評価：今後の試験ではできるだけ基質の粒径をそろえること。また夏期の試験中は干出

中の基質内部の温度をロガーでモニターするなどの工夫が必要。 

委員４ 
意見：特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：結果として浮かせた区の成績が良いという結果が得られたが、何がその結果をも

たらしたのか。同様に軽石とアンスラサイトもしくは基質なしでは何がその違いを生

んだのかを論理的に説明できる仮説を立て、それを立証してほしい。それにより事業

の拡張性が得られると思われる。 

評価：設定した組合せの中に生残率向上と成長促進を同時に実現する組合せが存在する

という仮説に対して、１つの設定を導いたことは評価すべきであり、当面の目標は達

成できている。 

委員６ 意見：今後，作業性の向上やコストの改善により現場導入できる技術の開発を目指して

いただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：底質の細粒分が多いため、アサリの未利用漁場において、母貝場造成するため

の、実証がなされている。設定した仮設を立証するための、実証試験が実施され、仮

設を支持する結果を十分に得ている。 

評価：実証実験により、離底型連続カゴの設置高とカゴに入れる基質は軽石が効果的で

あることが明らかになったことから、生産性の向上が見込まれ、計画通り進捗してい

る。 
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表 20 技術検討・評価委員の意見および評価（その3） 

作業仮説：設置高(0㎝､10cm)と基質の有無(軽石、基質なし)の組み合わせの中に、生残率と成長促

進が原地盤と同等になる組み合わせがある。肥満度は身入りが良好な15.1以上、群成熟度は産卵期

の指標の0.6以上となる。 

目標 アサリ保護区でも浮かせた飼育と基質の組み合わせは有効であることを確認するため、

生残率向上と成長促進を同時に実現する組み合わせを明らかにする。肥満度15.1以上と

群成熟度0.6以上を達成する。 

結果 対照区として埋設カゴ(基質は現地砂泥)を設定し比較した結果、有意差はみられないも

のの生残率が高く、成長速度が速い傾向のある組み合わせは軽石(約6㎜)と設置高0

㎝、10㎝の組み合わせであった。肥満度は7～1月に15.1以上、群成熟度は9～1月に

0.6以上となった。 

考察 次の原因により対照区よりも生残率と成長速度が好適であったものと考えられる。 

・ノリ養殖開始後の11月と1月に設置高が低いほど泥土が堆積傾向(特に対照区で顕

著)、この時期を境に生残率が低下しているため、何らかの影響を受けた可能性 

・基質に含まれる全色素量が現地砂泥48μg/gに対し、設置高0㎝の軽石71μg/g、設

置高10cmの軽石65μg/gと高く、餌料環境が好適であった可能性 

評価 生残率と成長速度が好適となる組合せ(軽石と設置高0㎝、もしくは10cm)が明らかとな

り目標を達成できた。実用的な視点では、作業性や経済性に優れ、アサリの成長速度が

速い成果の得られた手法(後述する基質入り網袋)の活用が望ましい。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：泥分率は低いが、流れによる流失の発生がみられる保護区で、離底カゴの設置高と

基質の組合せで、原地盤と同等以上の成長と生残ができたこと、肥満度は身入りが良

好な15.1以上、群成熟度は産卵期の指標の0.6以上となることが検証できた。 

評価：設定した作業仮説は概ね検証できた。基質間の差異、設置高と基質の相乗効果の検

証が残された課題である。 

委員２ 

意見：未利用干潟域と保護区で適用すべき技術の違いについて、科学的な検証、根拠に

基づき、整理されることを期待する。 

評価：過年度までに効果が確認された複数の技術を組み合わせることで、流失の変動が

大きいと想定される保護区を対象とした仮説を構築し、その検証に取り組んでいるこ

とから、当初の目標を達成したと判断した。 

委員３ 

意見：保護区として指定されるような場所なので、原地盤でもそれなりアサリが成長・

生残する。流出の影響は小型の稚貝で明瞭だと思われるので、試験をするなら10mm

ちょっとの小型のものを用いないと、技術開発効果をうたいにくいのではないか。 

評価：当然ながら、冬期の泥土堆積対策についての考慮が必要である。 

委員４ 
意見：作業性を 優先で考えて欲しい。  

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：前課題と同様になぜこの結果に至ったのかの検証がほしい。また、試験区の配置

による結果への影響はなかったと言えるだろうか？ 同じ条件で、配置を入れ替えた

検証も欲しいところ。 

評価：前課題と同様に設定した組合せの中に生残率向上と成長促進を同時に実現する組

合せが存在するという仮説に対して、１つの設定を導いたことは評価すべきであり、

当面の目標は達成できている。 

<つづく>
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表 21 技術検討・評価委員の意見および評価（その4） 

 

委員６ 意見：今後，作業性の向上やコストの改善により現場導入できる技術の開発を目指して

いただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：保護区での母貝場造成手法として、離底型連続カゴの実証試験を実施している

が、統計的に有意差が認められないことから、離底型連続カゴの有効性を証明できて

ない。 

評価：既に利活用できている漁場においては、離底型連続カゴが、作業仮説どおりの結

果が得られたとは言えない。当該漁場における離底型連続カゴの有効性については、

別の評価手法により、有効性を検討する等、計画の見直しが必要である。 
 

作業仮説：基質入り網袋では、対照区(埋設カゴ(基質は現地砂泥))よりも成長が促進され、肥満度

は身入りが良好な15.1以上、群成熟度は産卵期の指標の0.6以上となる。また、基質(軽石(約6

㎜)、アンスラサイト(約4㎜)、礫(約12㎜)、混合基質(軽石:礫=1:1(体積比))の種類別の効果が明

らかになる。 

目標 成長促進に好適な基質の判明、肥満度15.1以上と群成熟度0.6以上の達成 

結果 成長は、基質の種類に関わらず対照区よりも有意に促進された(p<0.05)。なお、各基質

間において成長速度に有意差は無く、ほぼ同様であった。何れの基質も肥満度は7～1月

に15.1以上、群成熟度は9～1月に0.6以上となった。 

考察 成長速度について、基質入り網袋は対照区よりも有意に促進、基質入り網袋における各

基質間で有意差が無かったのは、次の原因によるものと考えられる。 

・対照区では、カゴの影響で流れが弱まり摂餌環境が低下、基質入り網袋は流れが直接

あたり、摂餌環境が良好であった可能性 

・基質入り網袋では基質の種類に関わらず定位や摂餌のし易さが同等な可能性 

評価 基質入り網袋で成長速度が高まり、目標を達成できた。なお、基質の種類に関わらずア

サリへの効果が同等であり、何れの基質も効果のある可能性が得られた。コスト面でみ

ると安価な軽石や礫が望ましいと考えられた。経済性を混合基質で試算すると1.6(人件

費含む)であり、実用レベルにある技術と考えられた。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：保護区での基質入り網袋での母貝育成試験である。種々の基質について成長の検証

が行われて、効果が検証された。また、基質入り網袋で肥満度、群成熟度が母貝として

機能する水準以上であることが実証できた。 

評価：作業仮説は検証できた。 

委員２ 

意見：基質入り網袋の効果について、科学的な検証を進めることも必要である。 

評価：成長の促進と再生産に基質入り網袋が有効であることが確認されており、技術の

実用化につながる成果が得られたと判断した。 

<つづく>
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表 22 技術検討・評価委員の意見および評価（その5） 

 

委員３ 

意見：基質間での差違が認めにくい結果の理由として、用いたアサリが大型で成長を確

認しにくいこと、地盤高が高くて沈水時間が少なく全体として成長が抑制されてい

た、等の要因が考えられる。試験のセッティング前に現地の海域特性を十分に見極め

ておくことが必要である。 

評価：同じ基質でも基質の粒径が異なれば結果は異なるので、まして異なる粒径と基質

間で比較することは意味がない。コスト、耐久性、作業性を考えた場合、そもそもど

の程度の粒径の基質が望ましいのかを 初に見極めておくべき。 

委員４ 
意見： 特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：今回の検証では、基質による違いが見いだせなかったが、前課題ではその違いが

みられたことを考えた場合、今回の条件では基質による差異が得られなかっただけか

もしれない。より良い設定を詰めるにあたり、この件も検証してほしい。 

評価： 仮説通りの結果を実証できたことは評価にできるとともに、基質の種類に違いが

無いことを示し、より経済的な条件を導いたことにより、目標は達成できていると思

われる。 

委員６ 意見：今後，作業性の向上を図り，実用規模の技術開発を目指していただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：仮説どおり、基質を利用することで、成長が促進されることを立証できている。 

評価：実証実験により、生産性の向上が見込まれ、且つ経済性も評価されており、計画

通り進捗している。 
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表 23 技術検討・評価委員の意見および評価（その6） 

小課題1-1-2：母貝再生産技術の開発 

作業仮説：離底型連続カゴを用いて設定した組み合わせ(設置高(0㎝、10㎝)と基質(軽石、礫))の

中に、着生に好適な組み合わせがある。粒径の細かい基質(2㎜程度)を収容した基質入り網袋と設置

高10cmの組み合わせでは、さらに着生が促進される。 

目標 未利用泥干潟における初期稚貝の着生に好適な設置高と基質の組み合わせの判明。 

結果 離底型連続カゴを用いた場合、12月は設置高10㎝と礫(約12㎜)の組み合わせで1,818

個体/㎡、1月は設置高10cmと軽石(約6㎜)の組み合わせで1,212個体/㎡出現した。な

お、何れの時期も原地盤は出現しなかった。 

基質入り網袋では軽石(約2㎜、約6㎜)、真砂土(花崗岩が風化してできた基質(粒径1

㎜以下～5cm程度))、礫(約12㎜)を比較した。軽石(約2㎜)で も多く、11月～1月に

5,150～9,391個体/㎡出現した。原地盤は0～303個体/㎡であった。 

以上から、特に設置高0㎝と軽石(約2㎜)の組み合わせが初期稚貝の着生に好適である

可能性が得られた。 

考察 次の原因により設置高10cmと軽石(約2㎜)の組み合わせで着生が好適であったものと考

えられる。 

・設置高10㎝よりも0㎝で泥土の堆積が多く、0㎝では着生が抑制された可能性 

・粒径2㎜の軽石へ選択的に着生した可能性(既往知見から、粒径1～2㎜の極粗砂に選

択性が強い) 

評価 未利用泥干潟でも初期稚貝の着生を可能とする組合せ(軽石(約2㎜)と設置高10㎝)が明

らかとなり、目標を達成できた。なお、必要資材のコストは低く、設置も基質入り網袋

を設置高10cmで支柱等に固定、と簡易で漁業者による実施は可能と判断された。今後

は、初期稚貝を生残・成長させる技術の開発が必要であり、経済性についてはその段階

で試算する必要があるものと考えられた。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：アサリ幼生が着底困難な未利用泥干潟での初期稚貝の採苗と位置づけると、離底型

連続カゴを基質と組合せることにより、効果的な採苗条件を検証できたが、再生産へと

結びつける過程での減耗を考えると、初期稚貝の着生数は十分ではなく、更なる検討が

必要である。 

評価：一応の設定した仮説の検証はできた。 

初期稚貝の数は少なく、仮説の検証は十分とは云えない。 

委員２ 

意見：本中課題で得られた成果を集約することで、未利用泥干潟域を対象とした初期稚

貝の着生から着生した初期稚貝の成長・生残、母貝の成長と再生産に至るまでの一連

の過程（生活史）に適応した技術が提案されることを期待する。 

評価：未利用泥干潟域における初期稚貝の着生についても、過年度までに効果が確認さ

れた複数の技術を組み合わせた仮説を構築し、その検証が行われていることから、当

初の目標を達成したと判断した。 

委員３ 

意見：着生した初期稚貝を同一基質に放置したまま成長させることは困難なので、これ

らの着生稚貝を繰り返し、何度でも回収する手法も検討の必要がある。 

評価：泥土の堆積の激しいあるいは地盤高が高い干潟では、現状アサリ漁場として全く

利用されていない。しかし、そうした干潟にも浮遊幼生の飛来あるいは着底稚貝の移

流が認められるので、新たな技術開発でこれらの初期資源を有効利用することは事業

の効果をアピールしやすい。 

<つづく>
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表 24 技術検討・評価委員の意見および評価（その7） 

 

委員４ 
意見：特になし。  

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：着生は認められるものの、12月と1月で結果が異なったことについて、検証が必

要であろうと思われる。 

評価：仮説に基づき、初期稚貝のいない漁場で着生させる方法を導いたことは評価でき

るとともに、目標は達成できていると思われる。 

委員６ 意見：今後，基質や粒径を検討し，作業性の向上やコストの改善により現場導入できる

技術を目指していただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：未利用泥干潟において、初期稚貝の着生を可能とする組合せが明らかとなり、目

標を達成している。 

評価：実証実験により、離底型連続カゴが効果的であることが明らかになったことか

ら、生産性の向上が見込まれ、計画通り進捗している。 
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表 25 技術検討・評価委員の意見および評価（その8） 

中課題1－2：砂泥干潟における母貝保護育成地造成技術の開発（熊本県住吉地先） 

小課題1-2-1：母貝育成技術の開発（母貝の育成） 

仮説：底質改善（砂および砂利散布）と流出対策（被覆網）を組み合わせた試験区にアサリ母貝を

放流することにより、母貝の生残率は50％/3.5ヶ月以上に向上する。 

目標 アサリ母貝の生残率を向上させ、アサリの産卵数を増加させる。 

結果 ・被覆網により生残率は有意に向上した。（42～60％/3.5ヶ月、被覆網無しでは２ヶ月

後には生残率0％）。 

・特に、砂利散布＋被覆網の組み合わせで生残率は60％/3.5ヶ月に向上した。 

考察 母貝の育成は、生残率が砂利散布＋被覆網で も高く、有意差が認められ、さらに、成

長促進効果も有意差はないものの高い傾向が認められたことから、砂利散布＋被覆網が

有効であることを確認した。したがって、砂泥干潟における母貝の育成に適用する技術

として、砂利を散布し、網で被覆する方法が望ましいと考えられた。 

砂散布区では0.425mm以上の粒径が70％から3ヶ月後には10～20％、5.5ヶ月後には5

～10％にまで減少し、原地盤の状態に近づいた。一方、砂利散布区では2.0mm以上の粒

径が97％から3ヶ月後には25～40％、5.5ヶ月後には10～40％にまで減少したものの、

一定の割合で残存していたことが母貝の生残率に作用したことが示唆された。 

評価 砂泥干潟（アサリ漁場として未利用）における母貝の育成は、砂利散布と被覆網の組み

合わせ技術（生残率60％/3.5ヶ月）が選定でき、十分な産卵量を確保する見通しがつい

た。被覆網を実施しない場合は2ヶ月程度でほぼ生残が0個体となるが、砂利散布＋被

覆網区では30,000個体/a（9/13時の生残個体数300個体/㎡×100㎡）以上のアサリが

産卵に寄与したと考えられる。 

課題として、被覆網は四隅の埋め込みと固定、付着物除去等の作業性に問題があること

から、今後は作業性の向上（枠付被覆網の採用）を考慮する必要がある。また、産卵数

が低下するとされる殻長35mm以上のアサリの間引きと補填も考慮した育成方法の検討が

必要である。さらに、生残率のさらなる向上のため、放流時期と放流方法（アサリの

み、アサリ＋貝殻等混入物の有無）を再検討する必要もある。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：底質が細かい砂で、波浪や流れによる流動がアサリ漁場の阻害要因となっている干

潟において、無処理区に比較し被覆網区で大きく生産率が向上し、特に、砂利散布＋

被覆網の組み合わせで生残率が高いことを検証し、砂干潟での母貝確保方法について

の知見が得られた。今後の実用性の向上が期待される。 

評価：作業仮説は概ね検証できた。殻長20～25㎜のアサリについての試験結果である。

サイズについての検証が必要である。 

委員２ 

意見：作業性やコスト等の削減につながる被覆網（枠付被覆網を含む）に代わる技術の

提案を期待する。 

評価：底質改善（砂や砂利の散布）の効果は明瞭に認められなかったが、過年度までに

効果の確認された技術を組み合わせて仮説を構築し、その検証に取り組んでいること

から、当初の目標を概ね達成したと判断した。 

<つづく>
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表 26 技術検討・評価委員の意見および評価（その9） 

 

委員３ 

意見：被覆網の効果は他海域でも認められている事象であるが、本試験は有明海で行わ

れた中でも非常に効果を判定しやすい結果となっていた。特に未利用漁場で成果が得

られた点は高く評価できる。 

評価：細砂で底質が動きやすい場所での対処療法的な被覆網ではどうしても手間がかか

ってしまうし、台風には無防備である。試験区画縁辺部を土嚢で囲って細砂の動きを

抑制するなどの手法は検討できないものだろうか。 

委員４ 
意見：一年目であり流失対策がまだまだだが、効果向上を期待する。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：砂干潟に対しての基質選定において、粒径が異なるとはいえ、砂と原地盤との差

異が出にくいことは想定できたと思われる。結果、砂利が異なる結果を示したことは

当然であり、その他の基質を検討してもよかったかもしれない。被覆網は結果的に効

果を示しているが、その理由は散逸防止効果であろうか？ 死殻の有無のデータが欲

しいところ。 

評価：仮説に基づき、 良の組合せを選定できており、目標は達成できていると思われ

る。 

委員６ 意見：今後，作業性や生残の向上などを図り，現場導入できる技術の開発を行ってほし

い。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：流出による影響を軽減するためには、基質の差より、被覆網の有無が、影響して

いるように思える。検定結果からも被覆網のみの対策で十分な効果が見込めるのでは

ないか。 

基質の種類等を検討するのではなく、被覆網について、技術開発することが重要では

ないか。 

評価：未利用漁場で母貝場を造成するため、生残率を向上させる仮説が立証されてお

り、計画どおり進捗している。今後は、育成した母貝の肥満度や群成熟度の評価する

ことが必要。 
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表 27 技術検討・評価委員の意見および評価（その10） 

小課題1-2-2：母貝再生産技術の開発（稚貝の確保） 

仮説：収穫ネット、枠付採苗装置により、初期稚貝から稚貝への生残率が向上（稚貝の確保数が増

加）する。 

目標 初期稚貝から稚貝への生残率向上させることにより、母貝補填用稚貝を確保する。 

結果 ・初期稚貝、稚貝ともに生息しない場所（原地盤）でも収穫ネット、枠付採苗装置によ

り稚貝を確保できた。 

考察 稚貝の確保は、収穫ネット、枠付採苗装置（4mm目合い枠付被覆網）ともに効果が認め

られたが、初期稚貝の着生量がほとんど無かったことから、数的には少なかった。 

また、初期稚貝が出現しない場所でも稚貝が確保できたことから、収穫ネット、枠付採

苗装置は初期稚貝の生残率向上効果に加え、捕獲（トラップ）機能を有することが示唆

された。 

評価 砂泥干潟（アサリ漁場として未利用）における稚貝の確保は、収穫ネット、枠付採苗装

置（4mm目合い枠付被覆網）ともに効果が認められ、作業性を考慮した枠付採苗装置を

軸とした技術開発が必要であることを確認した。 

課題として、初期稚貝の着生量が少ない場合は設置場所の検討、または、底質改善を実

施し、初期稚貝を着生させた後に採苗装置を設置する等の検討が必要である。また、収

穫ネットは作業性に問題があることから、枠付採苗装置を軸とした技術開発が必要であ

る。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：初期稚貝、稚貝とも確認されていない原地盤（砂干潟）でも底質改善と枠付採苗装

置により稚貝の確保が可能であることが検証された。しかし、稚貝密度、初期稚貝から

稚貝への生残率は低く、その向上のための設置条件の検討が必要である。 

評価：設定した仮説は一応検証できたとみることができる。作業仮説が提示していないた

め、漠とした効果の検証になっている。なお、アサリの着生密度が少ないため、仮説

が十分に検証できたと判断するには、着生密度の向上を図り、そのデータによる検証が

必要である。 

※作業仮説を設定し、限り具体的データ等による検証を可能とすることが望ましい。 

委員２ 

意見：母貝補填用の稚貝の確保を 終目標としていることから、まずは底質や流動場な

どの条件を考慮し、 適な採苗装置の設置場所を明らかにすることが必要である。 

評価：初期稚貝の着生量は少なかったものの、収穫ネットや枠付採苗装置の有効性は検

証されたことから、当初の目的を達成したと判断した。 

委員３ 

意見：現地基質を収穫ネットに収容する手法は簡便ではあるが、初期稚貝の高密度着生

域を経験的に見極めてから実施しないと当たり外れが出てしまう。また枠付採苗装置

については設置が簡便なので、今後とも繰り返し使用ができる耐久性についても検討

が必要。 

評価：枠付採苗装置のさらなる改良に取り組み、現在網袋一辺倒のアサリ保護策の後継

手法となることを期待する。 

委員４ 
意見：枠付採苗装置は作業性に優れている様なので、さらなる改良を期待する。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

<つづく>
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表 28 技術検討・評価委員の意見および評価（その11） 

 

委員５ 

意見：作業性は事業の普及に対し重要なファクターであることから、枠付き採苗を軸に

進めることは重要であると思われる。 

評価：仮説に基づき、稚貝の生残率の向上を実証できたことは評価すべきであり、目標

は達成できている。効果だけではなく、作業性に着目していることは重要な要素であ

ると思われる。 

委員６ 意見：他地区では採苗・育成効果があったようなので，基質の粒径を変えるなど現場に

合わせた技術を開発していただきたい。 

評価：計画の修正が必要。設置場所や手法の見直しを検討する必要がある。 

委員７ 意見：初期稚貝の生息数は収穫ネットが枠付採苗装置より多い区もあり、枠付採苗装置

の優位性が示されていない結果で、技術開発の軸を枠付採苗装置とするには、作業性

について、詳しく言及されていない。 

ドローン利用した技術開発については、本事業のコンセプトである「漁業者が受容可

能な手法」といえない。技術開発としては、有益であるが、含有元素x線強度等、安

価で簡便でない、技術開発が実施されている。ドローンの使用し、漁業者が利用でき

る技術開発を再検討してほしい。 

評価：着底稚貝を初期稚貝として採苗する作業仮説が立証できていない。 

捕獲（トラップ）機能についての作業仮説の設定が必要ではないか。 
 

小課題1-2-3：母貝再生産技術の開発（稚貝･成貝の育成） 

仮説：軽石（日向産）を軸とした成長促進基質と枠付被覆網の組み合わせにより稚貝の成長促進と

生残率が向上する。 

目標 稚貝・成貝の成長促進と生残率を向上させ、補填用母貝を早期に確保する。 

結果 ・軽石と枠付被覆網により生残率が向上した。 

・成長は軽石と枠付被覆網で良い傾向にあったが、殻長20mm以上、3,000個体/㎡では

成長が低下した。 

考察 異なる基質による稚貝・成貝の生残率および成長は、ともに軽石＞砂利＞原地盤で高い

結果となり、稚貝・成貝の育成は、軽石を散布した上で枠付被覆網により保護する方法

が望ましいと考えられた。 

評価 砂泥干潟（アサリ漁場として未利用）における稚貝・成貝の育成は、軽石＋枠付被覆網

の組み合わせを選定することが適していることを確認した。 

課題として、稚貝・成貝の成長に伴い、殻長20mm以上、3,000個体/㎡では成長速度が

低下することから、密度調整を検討する必要がある。 

<つづく>
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表 29 技術検討・評価委員の意見および評価（その12） 

 

委員１ 

意見：初期稚貝、稚貝とも確認されない原地盤（砂干潟）でも、底質改善（軽石）と枠付

被覆網により稚貝の生残と成長が向上する傾向を確認したことは重要だが、着生密度は

実用化を考えると低い。 

今後、生残・成長の向上のため設置条件や密度等の検討が必要である。 

評価：設定した仮説は一応検証できたとみることができる。作業仮説が提示していないた

め、漠とした効果の検証になっている。仮説が十分に検証できたと判断するには、着

生密度の向上を図り、そのデータによる検証が必要である。 

※作業仮説を設定し、できる限り具体的データ等による検証を可能とすることが望ま

しい。 

委員２ 

意見：稚貝及び成貝の育成（成長・生残）に基質として砂利よりも軽石が望ましい結果

となったことを本海域の環境条件の特性と関連付けて評価されることを期待する。 

評価：複数の基質と枠付被覆網を組み合わせることにより、稚貝や成貝の育成に適した

条件（手法）を明らかにしており、当初の目標は達成したと判断した。 

委員３ 

意見：細砂漁場でも基質を粒径の大きなものへ変更することで生残率が向上することが

わかった点は大きい。おそらく周辺からの細砂の飛来を抑制すると、さらに増殖効果

が出ると思われるので、試験面積を広くとることも検討いただきたい。 

評価：有明海の反時計回りの残渣流の上流域に相当する漁場で、ここでのアサリ増産技

術は浮遊幼生の伝播の課程から重要海域でもある。波あたりが強い漁場なので、干潟

の特性に応じた対策を引き続き継続していただきたい。 

委員４ 
意見： 特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：軽石と砂利の効果の差がどこにあるのかを検証することができれば、より効果的

な方法を導きことができると思われる。成長に伴う密度調整については重要な知見で

あり、生残率向上の効果に向けた余地があると期待できる。 

評価：仮説に基づき、稚貝の成長促進と生残率の向上を評価項目として 善の組合せを

選択できたことは評価することができ、目標は達成できている。 

委員６ 意見：今後，密度等の手法の検討を行い，現場導入できる技術の開発を行ってほしい。 

評価：一定の効果あり。 

委員７ 意見：殻長20mm以上、3,000個体/㎡での成長が停滞しているか否かが、対象区との比

較がなく、密度による成長停滞であるかは、判断できないのではないか。（同時期に

密度別の飼育試験が実施されていないため、密度効果を検証していない） 

評価：今回の実験では、基質による有意な差が検出されていないため、仮説が立証され

たとは言えない。 
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表 30 技術検討・評価委員の意見および評価（その13） 

大課題2：基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成 

中課題2－1：基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成技術の開発（長崎県島原地先猛島地区） 

小課題2-1-1：稚貝の採取技術の開発 

作業仮説：採苗器の設置場所では沖側と岸側、設置時期では春季と秋季のそれぞれに設置するとア

サリ稚貝を多く採取できる場所や時期がある。 

目標 稚貝採取に適した設置場所、設置時期の絞り込み 

結果 浮遊幼生が春季に初期稚貝として、約23,000個体/m2着生していることが確認された。 

網袋の設置後、時間の経過とともに網袋内のアサリは増加し、岸側に設置した網袋で効

果的であった。設置8か月後では殻長11mm以上のアサリが原地盤の0個体に対して網袋

で933個体と有意に多かった。この結果を用いて経済性の推定をおこなった結果、漁獲

増加量/コストは、0.18と算出された。 

考察 網袋設置直後と数か月経過した後の原地盤とのアサリ個体数、湿重量の比較により 

網袋によるアサリ採取効果は、短期間の捕集効果ではなく、時間をかけての蓄積および

保護育成効果によると考えられた。経済性については、網袋内へのアサリ加入量の不足

が1.0に満たない要因の一つと考えられ、春季に着生した初期稚貝を用いて網袋内の加

入を人為的に増加させることによって、漁獲増加量/コストを1.0に近づけられると考え

られる。 

評価 採苗器（網袋）と設置場所の組み合わせ効果が確認され、仮説が検証された。稚貝採取

に適した網袋の設置場所は岸側に絞り込めた。網袋の設置時期については、今年度の結

果からは明確に絞り込めなかったものの、初期稚貝が多く着生する時期に効率が良いと

考えられ、今後、設置時期の検証を行う予定である。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：アサリの幼生は着底するが、波や流れが激しく、着底稚貝が活用されていない干潟

で、採苗器（砂利入り網袋）を設置した試験で、岸側が沖側に比べ個体数、湿重量

ともに大きく、対照区を上回ることを明らかにし、基質入り網袋による効果的な設

置条件の絞り込みができた。 

評価：仮説（アサリ稚貝を多く採取できる場所がある）については、検証できた。 

設置時期については残された課題とされた。 

委員２ 

意見：課題として残されている網袋の設置時期の検証に加えて、得られた成果（島原市

沖におけるアサリ稚貝の採取）の公表にも期待する。 

評価：当初の目標に沿った仮説検証に取り組まれた点に加えて、既報のモデル解析結果

（アサリ浮遊幼生ネットワークの検証）を実際の海域で実証した点を高く評価す

る。 

委員３ 

意見：アサリ漁場としては全く利用されていないが、浮遊幼生の飛来が活発な礫干潟を

アサリの採苗場所として新規有効活用できる可能性を示すことができた点は画期

的である。4県協調浮遊幼生調査の成果を継承するものである。 

評価：初期稚貝は網袋をおきっぱなしでは減耗してしまうので、早めに初期稚貝を回収

し、本来の漁場にタネとして供給できればこの課題は100点満点である。網袋だ

と手作業の選別作業が生じるので、砂を入れた収穫ネットなども検討して欲し

い。 

<つづく>
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表 31 技術検討・評価委員の意見および評価（その14） 

 

委員４ 
意見：着底稚貝の迅速な確認が必要。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：7月と1月では個体数の 大値が採苗器設置区と対照区で異なる結果となってい

る点につて、検証（理由）が必要と思われる。また、100m程度の岸と沖の設定区の環

境要因の差と稚貝採取の差にどのような因果関係があるのかを示してほしい。 

評価：仮説の一つである設置場所と採苗器の有効性が確認できたことは評価できる。設

置時期の再検証が必要であるが、目標は達せられたと判断できる。 

委員６ 意見：現場に適した採苗手法の検討がなされている。今後，効率の良い設置時期の検討

を行っていただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：技術としての仮説が立証されており、経済性の向上が期待される。 

評価：採苗器と設置場所の組み合わせ効果が確認され、仮説が検証されている。 
 

小課題2-1-2：（移植用の）アサリ保護・育成技術の開発 

作業仮説：網袋を用いて500個体/m2、1,000個体/m2、2,000個体/m2のアサリ収容密度で保護・育成

を行うと、生残率や成長量が良い収容密度がある。 

目標 （移植用の）アサリ増産に適した密度の絞り込み 

結果 成長量については、収容密度500個体/m2および沖側が良いことが確認された。収容密度

と設置場所の組み合わせ効果は認められなかった。この結果、当該地先でのアサリの保

護育成条件と成長量との関係が確認できた。 

生残率については、3ケースでの結果に有意差は認められなかった。 

考察 成長量の結果については、設置場所の干出時間の違いと収容密度の違いによる餌料環境

が影響していると考えられる。生残率の結果については、高水温・低塩分・貧酸素水塊

等が発生しない場合、今回の収容密度の違いが餌不足等のへい死リスクに至らなかった

ことが考えられる。技術の適用に向けては、保護育成対象のアサリサイズを考慮して収

容密度や設置場所等を設定する必要がある。 

評価 成長量について収容密度500個体/m2が良いことが確認され、仮説が検証された。(移植

用の）アサリ増産に向けて収容密度と設置場所等の条件が絞り込めた。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：アサリの移殖用稚貝を確保するためには、成長と生残に深く関係する密度が重要な

条件となる。初期成貝相当のアサリ（殻長15～25mm）について、特に成長と密度との

関係が明らかにされた。 

密度の成長・生残への影響は、餌料環境やアサリの生育段階やサイズにより異なる、こ

れらを総合的に検討することが必要である。 

評価：作業仮説については一応検証された。 

密度と成長の関係は、条件により変動する。これらとの関連の検証が必要である。 

<つづく>
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表 32 技術検討・評価委員の意見および評価（その15） 

 

委員２ 

意見：他課題での取り組み（アサリ稚貝の高密度着生・集積域からの移植技術の開発）

と組合せるなど、実際の移植先を想定した技術開発につながることを期待する。 

評価：当該海域における移植用のアサリ増産に適した収容密度と設置場所が概ね明らか

にされおり、当初の目標は達成したと判断した。 

委員３ 

意見：25mm以上のアサリを移植して漁獲までつなげる手法については、そもそも大きな

減耗が起きないサイズからのスタートなので、手法としては既に確立されていると感

じており、技術開発上のニーズは完了している。 

評価：25mmサイズの国産アサリをどこから効率的に大量に調達するのかを見据えて事業

を展開してほしい。またクロロフィル密度と収容密度と成長との関係についてはデー

タをしっかり整理していただきたい。 

委員４ 
意見： 特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：結果的には生残可能密度の範囲内では、個体の餌料環境が有利な低密度区の成長

が良いということを証明した内容ではあるが、 終的な収量を考慮した場合、必ずし

も500個体/ m2が も良いと断定はできないとは思われる。なお、考察にあるよう

に、悪環境下における密度と生残率には差異が現れると思われるので、この点も考慮

した上で 適な条件設定が必要であろう。 

評価：仮説の基づき、収容密度による生残率と成長の 適値が得られたことは評価でき

る。 

委員６ 意見：現場に適した育成手法の検討がなされている。今後，現場導入のための検討を行

っていただきたい。 

評価：一定の成果をあり。 

委員７ 意見：技術としての仮説が立証されており、当該技術を適用が期待される。 

評価：成長量について低密度の収容が良いことが確認され、仮説が検証された。 
 

小課題2-1-3：移植のための運搬方法の開発 

作業仮説：秋季にアサリの運搬（移植）の保管条件を氷づけ、冷蔵、常温とした場合、移植後の減耗

を抑制できる条件がある。 

目標 アサリを運搬する方法として、生残率がよい条件（温度等）の絞り込み 

結果 冷蔵保管がもっとも（移植後）生残率が高いことがわかった。またアサリの死亡は、保

管時よりも移植直後に発生することがわかった。保管時の加湿の有無による生残率の違

いは見られなかった。 

考察 保管時の温度と移植時の温度変化によるストレスがアサリの生残率に影響したと考えら

れる。秋季にアサリを移植する場合、冷蔵保管にて県内他地域に運搬・移植する方法が

温度変化によるストレスが も低いと考えられる。 

評価 冷蔵保管が（移植後の）生残率が高いことが確認され、仮説が検証された。アサリを運

搬する方法として移植後の生残率が良い条件は冷蔵保管に絞り込めた。 

<つづく>
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表 33 技術検討・評価委員の意見および評価（その16） 

 

委員１ 

意見：室内実験において水温等を設定してアサリの生残等の比較データを得ている。 

ここで問題となるのは、得られたデータが実際の運搬方法に有効であるか否かであり、

設定条件が実用化を考えたものでなければならないが、この試験はその視点が十分では

ないと思われる。 

評価：作業仮説で設定した温度と生残との関係が、室内実験で検証された。 

室内試験でのデータであり、実用化を踏まえた条件設定での検証が必要である。 

委員２ 

意見：手法としては検証されたと思われることから、実際に想定される移植に要する時

間等を考慮した上で、実用技術の提案を期待する。 

評価：アサリの運搬（移植）手法として、複数の保管条件を比較し、冷蔵保管が有効で

あることが検証されており、当初の目標を達成したと判断した。 

委員３ 

意見：輸入種苗でない限り、長期間の輸送を行うことは想定されないが、アサリが過酷

な条件にどこまで耐えるのか、限界点を見極めるという意味では十分意義のある試験

であるといえる。 

評価：冷やしすぎることによる影響も思慮されるので、一般的な冬期の水温（10度位）

ぐらいがもっともストレスなく運搬でき、その後の成長も影響がでないのではないか

と感じた。なお一般的に稚貝輸送は死亡個体からの細菌感染を防ぐ意味で無水輸送が

望ましいといわれている。 

委員４ 

意見：運搬のために過酷な条件として3日間の干出を行っているが、現実は半日以内に

移植できることから無駄な条件と思われる。元気なアサリを用いると別の結果が出る

かの性がある。 

評価： 現場で使わない技術開発は要らない。 

委員５ 

意見：出荷時の運搬方法の検討と異なり、移植に要する運搬方法は生残率も重要である

が、移植後の回復率（その後の成長など）が重要である。 

評価：結果では冷蔵が も良いとされているが、県内移植である場合、運搬時間は短

く、経費のかからない常温の方が良いのではないかとの印象を受けた。条件設定を再

度検討してはどうだろうか。 

委員６ 意見：移植のための運搬条件の検討がなされ成果があった。今後は各運搬条件下での移

植後の生残等も検討してほしい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：実際の運搬工程を想定した試験が必要。 

評価：仮説の想定として、当該地域での作業工程を組み込んだ仮説設定が必要。 
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表 34 技術検討・評価委員の意見および評価（その17） 

大課題3：アサリ稚貝の高密度着生・集積域からの移植技術の開発 

中課題3－1：湾奥域での高密度着生域・集積域の拡大手法の開発（福岡県柳川市地先 3号地区） 

小課題3-1-1：効率的な稚貝確保技術 

作業仮説：分級軽石+8mm目合網袋はクラムペレット+18mm目合網袋と同様に採苗に有効である。 

目標 基質効果とコスト低減 

結果 初期稚貝の着生数について、分級軽石+8mm目合網袋はクラムペレット+18mm目合網袋と

有意な差は示されなかった。 

考察 ① 軽石はクラムペレットと同様に多孔質であったため、同様の効果が得られた。 
② 採苗時期、基質サイズ、埋没対策を検討することで採苗効率を向上できる。 

評価 分級軽石+8mm目合網袋はクラムペレット+18mm目合網袋と同様に採苗に有効である。さ

らに、資機材費はクラムペレット+18mm目合網袋の1/10で、安価な方法として期待でき

る。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：分級軽石+8㎜目合網袋と被覆網が検討され、クラムマットと同様な結果を得た。 

しかし、採苗された貝数は少なかった。また、アサリが着底した原地盤の底質を収穫ネ

ットに収容して、生残が検討されたが、前者と同様に稚貝数が少なく、効果を検証する

には至っていない。 

評価：仮説（分級軽石+8㎜目合網袋はクラムペレット∔18㎜目合網袋と同等の効果を持つ

ことは検証された。 

小課題3-1-2と同様に、検証に必要な稚貝が得られておらず、有効性の検証には至って

いない。今後、アサリの発生状況に合わせた稚貝採取場所の設定など、機動的対応によ

る検証が必要である。 

委員２ 

意見：初期稚貝を確保する手法として分級軽石と網袋の組合せを採用した理由を明確に

するとともに、他課題で提案されている手法等も参考にして、当該海域における稚貝

の保護に有効で、かつ低廉な手法の提案を期待する。 

評価：仮説の設定に少し疑問は残るが、仮説の検証はなされていることから、当初の目

標は達成したと判断した。 

委員３ 

意見：クラムペレットに代わる安価な基質が特定された点は評価に値する。多孔質であ

ることがよい結果を導いているとの結論については、何らかの科学的根拠を示す必要

がある。 

評価：クラムペレットとのコスト比較だけでなく、砂利などとの比較もしていただきた

い。 

委員４ 
意見：課題の進捗(採苗数の増加)には問題がある。 

評価：経済性に向上が見られた。 

委員５ 
意見：特になし 

評価：仮説に基づき、分級軽石+8mm目合網袋の効果が得られたことは評価できる。 

委員６ 意見：今後，現場導入のため，技術改善を図っていただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：設定した仮説どおりクラムペレットと同等の効果を得ている。 

評価：想定した仮説を検証できている。 
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表 35 技術検討・評価委員の意見および評価（その18） 

作業仮説：着生域の底質とそこに含まれるアサリを入れた収穫ネットを着生域周辺で利用すること

で、生残が向上する。 

目標 基質効果と原地盤着生アサリの効果的な利用 

結果 収穫ネットで保護しても、稚貝は継続して生残できなかった。 

考察 収穫ネットでは、泥が堆積し、稚貝は生残できなかった。 

評価 本技術では、稚貝の生残に有効ではなかった。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：高密度着生域の原地盤の底質（着生アサリとともに）を収穫ネットに収容し、高

密度区と着生周辺区において検討したが、生残稚貝数は少なく、両区および原地盤の

違いに明確な傾向がみられなかった。この原因として、試験実施者は泥の堆積をあげ

ている。 

評価：仮説の検証には至っていない。 

委員２ 

意見：過去に得られた知見や漁業者への聞き取りなどをもとに、対象海域の場の特性を

整理した上で、当該海域におけるアサリ稚貝の生残に適した手法（仮説）を提案する

ことが必要である。 

評価：仮説の設定に少し疑問は残るが、仮説の検証はなされていることから、当初の目

標は達成したと判断した。 

委員３ 

意見：泥土が堆積しやすい漁場では、目の小さい収穫ネットでは泥土にまみれて生残し

ないという、わかりやすい結果となっていた。試験としては失敗であるが、何がアサ

リの減耗要因となっているのか特定する意味では意義のある結果である。 

評価：原地盤のアサリが泥土堆積の影響をどのように回避しているのかをよく調べて、

これに基づいて機材や実証試験のデザインを考えていただきたい。 

委員４ 
意見：目標は良いが、計画（方法)・課題の進捗に問題がある。 

評価：収穫ネットだけでは効果が見込まれない。 

委員５ 

意見：効果がみられなかったというのは結果であり、試すことは否定しないが、原地盤

底質を入れることの目的がよくわからなかった。 

評価：仮説と反する結果であったが、期待する効果に結び付く根拠なり理由あるはずで

あり、そのあたりを明確にしてほしい。 

委員６ 意見：年間を通じての試験漁場環境の検討が必要。季節風などでも泥の堆積がある。今

後試験適地の検討が必要。 

評価：今回の調査では成果なし。今後試験適地や手法の検討など計画の修正が必要。 

委員７ 意見：収穫ネット以外の手法で、同海域で稚貝を確実に得る試験を実施する必要があ

る。 

評価：想定した仮説を実証できていない。計画の再検討が必要。 
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表 36 技術検討・評価委員の意見および評価（その19） 

小課題3-1-2：種場・生息場の拡大 

作業仮説：仮説：着生域に隣接する着生域周辺への移植により、生育密度を下げることで、成長が

促進される。 

目標 着生域隣接部への着生域拡大 

結果 ① 原地盤の稚貝が少なく、実験に必要な数を確保できなかった。 

② 採苗器による稚貝の確保を試みたが、数は僅かで、2か月後には確認されなくなった。

考察 軽石は比重が小さく、稚貝の着生場所として不安定であった。 

評価 本技術では、稚貝の生残に有効ではなかった。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：試験地では河川水や流れなどがアサリ稚貝の生残を制限している。このような場

所では、気象的イベント（台風など）により、アサリの稚貝の発生は年や場所により

大きく変動し、試験の結果を左右する。 

したがって、生育場の拡大に、ここで発生するアサリを用いることは不安定性という

リスクを伴う。今回の試験結果はそのことを示しており、今回の結果からは、設定し

た仮説の検証を困難にしている。 

評価：仮説は検証するに至っていない。 

本仮説の検証には、アサリ稚貝が高密度着生・集積する現象が実際に確認される試験

場所への変更や、生育場拡大検証のため、他地域でのアサリ稚貝の確保による密度の

検討など、試験設定の見直しが必要である。 

委員２ 

意見：まずは、過去に得られた知見や漁業者への聞き取りなどをもとに、対象海域の場

の特性を整理した上で、当該海域におけるアサリ資源の生産性向上を図るための仮説

を設定する必要がある。 

評価：当該海域における初年度の取り組みであったことは理解するが、仮説を検証する

までには至らなかったことから、仮説とそれに立脚した試験設定が適切ではなかった

と考えられる。 

委員３ 

意見：高密度着生域でも稚貝の発生に年変動があるのは仕方がない。新規の初期稚貝の

着生を試みている点は評価できるが、そもそも初期稚貝を15mm以上まで効率的に保

護育成することに技術的隘路がある。 

評価：試験実施前の事前踏査によってしっかり現状を把握してから取り組むこと。 

委員４ 
意見：着底稚貝の迅速な確認が必要。 

評価：計画は良いが、課題の進捗(移殖貝の生残向上)には問題がある。 

委員５ 

意見：前提条件としての「原地盤の稚貝が少なく、実験に必要な数を確保」ができなか

ったことは、試験として成立しているとは言えないので、条件を変えて再検討する必

要があると思われる。 

評価：試験区設定を再検討する必要があると思われる。 

委員６ 意見：事前の調査等を行い着生域の特定が必要。 

評価：今回の調査では成果なし。着生息や手法の検討など計画の修正が必要。 

委員７ 意見：同海域で高密度着生域が発生しない場合、同海域で稚貝を確実に得る試験を実施

する必要がある。 

評価：想定した仮説を実証できていない。計画の再検討が必要。 
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表 37 技術検討・評価委員の意見および評価（その20） 

作業仮説：分級軽石+8mm目合網袋は地撒きに被覆網を被せた方法と同様に生残に有効である。 

目標 稚貝の保護、作業の簡易化とコスト低減 

結果 ① 分級軽石+8mm目合網袋による生残率は80%を超えた。 

② 本技術の人件費は、被覆網の1/3であった。 

考察 軽石は比重が小さく、稚貝の着生場所として不安定であった。 

評価 分級軽石+8mm目合網袋は地撒きに被覆網を被せた方法と同様に生残に有効である。さら

に、被覆網と比べて人件費が低く、移植後の安価な保護方法として期待できる。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：作業の簡易化によるコスト削減のため、分級軽石+8㎜目合網袋と被覆網が検討さ

れ、生残が高い傾向が確認できた。 

しかし、稚貝数が少なかったため、成貝を用いた試験の結果が示されており、小

課題の趣旨である稚貝の保護効果の検証はされていない。また、アサリが着底し

た原地盤の底質を収穫ネットに収容して生残が検討されたが、前者と同様に稚貝

の数が少なく、効果を評価するには至っていない。 

評価：仮説の有効性は成貝で一応示された。 

検証に必要な稚貝が得られず、主旨である稚貝確保のための検証になっていな

い。 

今後、アサリの発生状況に合わせた稚貝採取場所の設定など、機動的対応による

検証が必要である。 

委員２ 

意見：保護手法として分級軽石と網袋の組合せを採用した理由を明確にするとともに、

他課題で提案されている手法等も参考にして、当該海域における稚貝の保護に有

効で、かつ低廉な手法の提案を期待する。 

評価：稚貝の保護を目的とした仮説の検証には至らなかったが、作業が比較的簡便で低

廉な保護手法を提案した点は評価に値する。 

委員３ 

意見：網袋と被せ網のコストとメンテナンス手間を周年単位で比較していただきたい。 

評価：特に新しい技術ではないので、技術開発上の目標数字をもっと具体的に掲げてい

ただきたい。 

委員４ 
意見： 特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 
意見：特になし 

評価：仮説に基づき、分級軽石+8mm目合網袋の効果が得られたことは評価できる。 

委員６ 意見：今後，作業性の向上とコスト削減の検討を行い，現場の導入できる技術開発をし

ていただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：統計的に有意な結果を得られていないため、仮説の再設定が必要。 

評価：想定した仮説を実証できていない。計画の再検討が必要。 
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表 38 技術検討・評価委員の意見および評価（その21） 

中課題3－2：泥分が多い場所での移植技術の開発（佐賀県東部地先 諸富地区） 

小課題3-2-1：効率的な稚貝確保技術開発 

作業仮説：着生域での分級軽石+8mm目合網袋による採苗が有効である。 

目標 基質効果と原地盤着生アサリの効果的な利用 

結果 高密度着生域で砂利を用いた採苗器では、稚貝の生残数は分級軽石よりも多い傾向があ

った。 

考察 ① 砂利は軽石よりも比重が大きく、稚貝に安定した着生場所を提供できた。 

② 高密度着生域は着生域周辺と比べて浮泥の堆積が少なかった。 

③ 採苗器により原地盤から離底され、泥の影響を緩和できた。 

評価 着生域での砂利+8mm目合網袋による採苗は有効である。採苗器の設置時期、基質サイ

ズ、埋没対策などを組み合わせることにより、さらなる採苗効率の向上が期待できる。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：採苗器を平置きして試験した結果、初期稚貝および稚貝の着生数は、高密度着生

域で多く、基質を砂利した試験区で分級軽石区や原地盤区より多く傾向が確認でき

た。 

評価：仮説は検証するに至らなかった。 

採苗器や設置場所による採苗の傾向は確認されたが、比較検討が可能な生残稚貝数の

データは得られていない。 

委員２ 

意見：― 

評価：採苗器に用いる基質として軽石よりも砂利の方が有効である点が実証されてお

り、当初の目標は達成したと判断した。 

委員３ 

意見：網袋による着生効果は過年度の成果で何度も確認されている事象であり、特に新

規性はない。 

評価：初期稚貝をいかに10～15mmまで効率的に育成するかがアサリ資源再生のための技

術開発上の隘路であるので、初期稚貝の採苗結果だけで成果をうたうことがないよう

に配慮いただきたい。 

委員４ 
意見： 特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：特になし 

評価：基質としての砂利の効果を実証できたことは評価できる。さらなる採苗効率の向

上に向けた条件設定に期待したい。 

委員６ 意見：浮泥の抑制は困難なため，試験適地の検討が必要。 

評価：一定の成果を得られていない。試験適地や手法の検討等の計画の修正が必要。 

委員７ 意見：当該地域においても、基質により採苗可能であることが明らかになった。 

評価：仮説が実証試験により立証されている。 
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表 39 技術検討・評価委員の意見および評価（その22） 

仮説：着生域の底質とそこに含まれるアサリを入れた収穫ネットを着生域周辺で利用することで、

生残が向上する。 

目標 基質効果と原地盤着生アサリの効果的な利用 

結果 収穫ネットで保護しても、稚貝は継続して生残できなかった。 

考察 収穫ネットでは、泥が堆積し、稚貝は生残できなかった。 

評価 本技術では、稚貝の生残に有効ではなかった。 

 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：高密度着生域の原地盤の底質（着生アサリとともに）を収穫ネットに収容して検

討したが、生残稚貝数は少なく、分析に必要なデータは得られなかった。 

評価：仮説の検証には至っていない。 

委員２ 

意見：過去に得られた知見や漁業者への聞き取りなどをもとに、対象海域の場の特性を

整理した上で、当該海域におけるアサリ稚貝の生残に適した手法（仮説）を提案する

ことが必要である。 

評価：仮説の設定に少し疑問は残るが、仮説の検証はなされていることから、当初の目

標は達成したと判断した。 

委員３ 

意見：泥土の堆積の激しい場所では、どうしても周辺への波及効果は期待できない。 

評価：泥土が堆積する場所は餌環境は優れている。カキ礁周辺はアサリの生息に不適で

あるが、カキ礁の中には大きなアサリが生息している。これをヒントに、泥土対策に

努めてもらいたい。 

委員４ 
意見：計画(収穫ネット)が問題。収穫ネットになにかの手を加える必要がある。 

評価：成果無し。  

委員５ 

意見：特になし 

評価：原地盤底質を利用するという条件設定の出発点がよくわからない。生残率向上を

狙ったものではなく、泥基質下における生残不可の立証になっている。 

委員６ 意見：成果がなかったため，試験に適した場所の検討が必要。 

評価：今回の調査では成果なし。試験適地の検討など計画の修正が必要。 

委員７ 意見：泥対策が重要 

評価：作業仮説の再設定が必要 
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表 40 技術検討・評価委員の意見および評価（その23） 

小課題3-2-2：効果的な稚貝保護技術の開発 

作業仮説：覆砂による底質改善と併せて、適切な密度と食害・逸散対策を行えば、泥場でも生残、

成長が可能となる。 

目標 泥場への移植と稚貝保護 

結果 ① 小規模高地盤覆砂、被覆網および密度調整の組み合わせにより、移植した成貝は2か

月後に生残率92%、成長量+1.7mmを示した。 

② 覆砂の5か月後に浮泥が堆積し、移植した成貝は埋没した。 

考察 ① 覆砂により泥場の底質はアサリの生息環境に近づいた。 

② 移植時に生息密度を少なくしたことで成長が促進された。 

③ 秋季から冬季にかけて、海苔養殖施設が設置されたことで流速が減衰し、浮泥の堆

積は促進した。 

評価 コストは高いが、覆砂による底質改善と被覆網保護の効果は密度調整(500個体/㎡)との

組み合わることで、泥場でも生残が可能となる。ただし、秋季からの浮泥の堆積が著し

く、浮泥の抑制は課題である。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：試験地では、泥分がアサリ稚貝の生残を制限しており、アサリの発生は年や場所

により大きく変動し、試験の結果を左右するため、期待される安定した生育場の拡大

の実証には、中課題3－１と同様のリスクを伴う。 

今回の試験結果はそのことを示しており、設定した仮説の検証は困難である。 

 なお、上記結果・考察は、他場所で確保したアサリ成貝（殻長27㎜）によるものあ

る。この場所で稚貝確保が困難であれば、他場所で確保した稚貝で試験する内容への

変更を考える必要がある。 

評価：課題の主旨である稚貝についての仮説の検証には至っていない。 

小規模高地盤覆砂、被覆網および密度調整の組み合わせにより、アサリの生残と成長

が促進されるとのデータが得られたが、試験に使われたアサリは成貝（殻長27㎜）

であった。 

委員２ 

意見：浮泥の堆積を抑制することは困難であると思われることから、浮泥の堆積時期や

場所を考慮した手法を模索することが必要である。 

評価：当該海域における初年度の取り組みであったことは理解するが、対象海域の場の

特性（特に浮泥の堆積）を考慮した仮説の構築と効果的な技術の提案が必要である。 

委員３ 

意見：泥土の体積が激しい漁場では、特に冬期のノリひびが立て込んで来た場合にその

悪影響が顕在化することが読み取れた。試験としては失敗に近いが、何がアサリの生

残にマイナスとなるかを特定する意味では意義ある結果だったといえる。 

評価：泥土が襲来することを前提とした対策が必要。福岡県海域で浮かせることで泥土

の堆積が激しい場所でもアサリを生残させることが過年度の成果でわかっているの

で、何らかの対策をお願いしたい。 

委員４ 
意見： 高台のデータはあるが、漁場により流れが異なるので検討が必要。 

評価：計画(底質改良・密度)は良かったが、埋没対策が抜けていた。 

委員５ 

意見：覆砂による底質改善は既往の知見によってもその効果が実証されているが、持続

期間が問題となる。浮泥の抑制はクリアしたい課題である。 

評価：仮説に基づき、覆砂による底質改善と稚貝保護の方法について、 善の組合せが

選択できたことは評価できる。 

<つづく>
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表 41 技術検討・評価委員の意見および評価（その24） 

 

委員６ 意見：浮泥の抑制は困難なため，試験適地の検討が必要。 

評価：一定の成果を得られていない。試験適地や手法の検討等の計画の修正が必要。 

委員７ 意見：泥の影響が大きく、仮説を立証できていない。泥の対策ができなければ、その他

の仮説も立証できない。 

評価：仮説を絞り込み等、計画の見直しが必要。 
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表 42 技術検討・評価委員の意見および評価（その25） 

中課題３－３：県内他地域からの搬入稚貝と現地での採取稚貝を併用した移植技術の開発 

（長崎県諫早市小長井地先）

小課題３－３－１：稚貝の採取技術の開発 

作業仮説：採苗器の設置場所では沖側と岸側、設置時期では春季と秋季のそれぞれに設置するとアサ

リ稚貝を多く採取できる場所や時期がある。 

目標 稚貝採取に適した設置場所、設置時期の絞り込み 

結果 網袋の設置後、時間の経過とともに網袋内のアサリは増加し、沖側に設置した網袋で効

果的であった。設置6か月後では殻長11mm以上のアサリが原地盤の1,725個体に対して

網袋で4,024個体と有意に多かった。 

考察 網袋設置直後と数か月経過した後の原地盤とのアサリ個体数、湿重量の比較により 

網袋によるアサリ採取効果は、短期間の捕集効果ではなく、時間をかけての蓄積および

保護育成効果によると考えられた。 

評価 採苗器（網袋）と設置場所の組み合わせ効果が確認され、仮説が検証された。稚貝採取

に適した網袋の設置場所は沖側に絞り込めた。網袋の設置時期については、今年度結果

からは絞り込めなかった。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：アサリ稚貝採苗器の設置条件として地盤高や設置時期による差異について、個体

数、殻長および湿重量から検討し、沖合が適していることを明らかにできたが、設置

時期は絞り組むに至らなかった。 

評価：仮説は概ね検証できた。設置時期は絞り組むに至らなかった。 

委員２ 

意見：他課題（例えば、大課題２：基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成）との連携も

視野に入れ、より効率的な技術開発につながることを期待する。 

評価：網袋の設置時期については、今後、検証が必要とされるが、過年度までに得られ

た成果等をもとに仮説を構築し、検証を行っていることから、当初の目標は達成した

と判断した。 

委員３ 
意見：― 

評価：― 

委員４ 
意見： 特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 
意見：設置時期の検証に期待したい。 

評価：袋網と沖側設置が効果的であることが立証されたことは評価できる。 

委員６ 意見：今後，設置場所の検証と設置時期の検討を行っていただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見： 網袋の評価ができている。 

評価：実証実験により、仮説が立証されている。 
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表 43 技術検討・評価委員の意見および評価（その26） 

小課題3-3-2：（移植用の）アサリ保護・育成技術の開発 

作業仮説：網袋を用いて500個体/m2、1,000個体/m2、2,000個体/m2のアサリ収容密度で保護・育成

を行うと、生残率や成長量が良い収容密度がある。 

目標 （移植用の）アサリ増産に適した密度の絞り込み 

結果 秋（10月）実験開始の場合、成長量については、沖側が良いことが確認された。収容密

度と設置場所の組み合わせ効果は認められなかった。この結果、当該地先でのアサリの

保護育成条件と成長量との関係が確認できた。生残率については、3ケースでの結果に

有意差は認められなかった。夏（6月）実験開始の場合、収容密度や設置場所に関わら

ず、貧酸素水塊や低塩分の影響と考えられる減耗が大きかった。 

考察 成長量の結果については、設置場所の干出時間の違いによる餌料環境の違いが影響して

いると考えられる。生残率の結果については、高水温・低塩分・貧酸素水塊等が発生し

ない場合、今回の収容密度の違いが餌不足等のへい死リスクに至らなかったことが考え

られる。技術の適用に向けては、保護育成対象のアサリサイズを考慮して収容密度や設

置場所等を設定する必要があり、貧酸素水塊や低塩分等のへい死リスクが高い海域で、

本技術を適用することは難しいと考えられる。 

評価 成長量について沖側設置が良いことが確認された。(移植用の）アサリ増産に向けて保護

育成するアサリの成長量に適した収容密度について概ね絞り込めた。また収容密度と設

置場所の組み合わせ効果の有無についても確認できた。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：初期成貝相当のアサリ（殻長15～25㎜）を砂利入り網袋に収容して試験し、高い

生残率を実証した。また、成長量が沖側、低密度で高いことを明らかにし、条件を絞り

込んだ。 

評価：作業仮説は検証できた。 

委員２ 

意見：他課題（例えば、大課題２：基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成）との連携も

視野に入れ、より効率的な技術開発につながることを期待する。 

評価：過年度までに得られた成果等をもとに仮説を構築し、検証を行っていることか

ら、当初の目標は達成したと判断した。 

委員３ 

意見：網袋による成長生残効果を 大限化するために、貧酸素の影響のない終期以降に

思い切って潮下帯近くも活用してみてはどうだろうか？その方が餌料環境はより優れ

ているはずである。 

評価：ゆりかごアサリのように筏につるす手法と通常の干潟での育成の折衷案で、干潟

の先の方を利用することはチャレンジングであるが、期待が持たれる。 

委員４ 
意見： 特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：報告書にも記載があるが、今回の実験期間以降の漁獲までの効果の持続の有無を

検証してほしい。 

評価：沖側設置の成長量が良いという結果が得られたことは評価できる。収容密度に差

が認められなかったことにより、収容可能密度の再検証に期待したい。 

委員６ 意見：今後，現場導入に向けて育成条件の検証等を行っていただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：成長について、仮説が立証されているが、本海域での適用を想定した試験を実施

することが必要。 

評価：仮説は立証されているが、適用条件が課題である。 
 

532



 

表 44 技術検討・評価委員の意見および評価（その27） 

小課題3-3-3：生産性向上のための移植技術の開発 

作業仮説：網袋にて秋季に殻長25mm以上のアサリを収容密度5.0kg/m2、7.5kg/m2、10.0kg/m2の3ケ

ースで移植すると漁獲量が向上する収容密度がある。 

目標 移植に適した密度の絞り込み 

結果 沖側に移植した方の漁獲量が向上することが明らかとなった。2月時点では、5.0kg/m2、

7.5kg/m2、10.0kg/m2のいずれの収容密度でも設置時と同等の重量であった。 

この結果を用いて経済性の推定をおこなった結果、収容密度10.0kg/m2の漁獲増加量/コ

ストは1.15と算出され、他のケースと比べて も高かった。 

考察 沖側と岸側との差は、設置場所の干出時間の違いによる餌料環境が影響していると考え

られる。収容密度と漁獲量については、10.0kg/m2の密度まではアサリの生残には影響が

少なく収容した重量と同等以上の漁獲量が見込まれる。ただし、アサリの成長および身

入りについては、漁獲時の検証が必要である。 

評価 移植に適した収容密度が概ね絞り込めた。設置場所の効果および収容密度と設置場所の

組み合わせ効果の有無についても検証された。漁獲時期に漁獲サイズ（殻長32mm以上）

のアサリの漁獲量の結果で再検証する必要がある。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：食害・散逸対策したうえでの移植について、移植の場所と密度などの条件を検討

し、概ね絞り込めた。また、経済的にも実施可能な技術としても評価できる 

評価：作業仮説は検証できた。 

委員２ 

意見：稚貝の採取から保護・育成、移植に至るまでの技術が概ね確立されたと思われる

ことから、作業性やコストも考慮した上で、一連の技術の実用化に向けた取り組みが

進捗することを期待する。 

評価：漁獲サイズ時の検証を必要とはするが、過年度までに得られた成果等をもとに仮

説を構築し、検証を行っていることから、当初の目標は達成したと判断した。 

委員３ 

意見：25 mm以上のアサリを移植して漁獲までつなげる手法については、そもそも大き

な減耗が起きないサイズからのスタートなので、手法としては既に確立されていると

感じており、技術開発上のニーズは完了している。 

評価：25 mmサイズの国産アサリをどこから効率的に大量に調達するのかを見据えて事

業を展開してほしい。またクロロフィル密度と収容密度と成長との関係についてはデ

ータをしっかり整理していただきたい。 

委員４ 
意見： 採苗貝を用いた結果に期待する。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：対照区の減少が逸散等とのことであるが、試験区域からの移動（生存はしている

が、試験区にいない状態）や食害の事実はあるのだろうか。  

評価：仮説に基づき、移植に適した袋網の効果が実証できたことは評価できる。 

委員６ 意見：今後，漁獲までの検討を行い，現場導入につながる技術開発を行っていただきた

い。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：経済性も高く、実施可能な技術である。 

評価：仮説が立証されていており、次年度の検討事項も明らかになっている。 
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表 45 技術検討・評価委員の意見および評価（その28） 

中課題3－4：高密度着生・集積域での移植手法の開発（熊本県岱明地先 鍋地区） 

小課題3-4-1：移植用稚貝の効率的な確保技術の開発 

作業仮説：設置場所では岸沖方向4地点、基質では購入砂、網地2条件を組み合わせることにより、

自然状態では稚貝の生残は見込めないが、稚貝の着底が多い場所において、流出・食害影響を低下さ

せ、稚貝を多く確保できる場所と基質の組み合わせがある。 

目標 設置場所条件に応じた効果的な稚貝確保技術の開発 

結果 原地盤および4地点（岸沖方向）に設置したボトル型容器（基質：購入砂、網地）のア

サリ採取数を比較した結果、基質として購入砂を入れ、保護区陸側地点に設置したボト

ル型容器でアサリが多く採取された。 

考察 実験結果より、ボトル型容器を保護区陸側地点に設置することで、ボトル型容器による

稚貝の確保は可能であり、稚貝の採取場所を決める技術としては有効であることが検証

された。また、中津干潟にボトル型容器を設置した既往事例と比較してもほぼ同等な数

値であると考えられた。保護区陸側地点は、環境要因の状況から、着底のし易さが4地

点の中でより適していた。ただし、実用化を念頭においた場合、作業性やコストの面で

課題があり、これらを考慮する必要があると考えられた。 

評価 自然状態で稚貝の生残が見込めない海域において、移植稚貝の確保法として有効であ

り、移植用稚貝の生残、確保の可能性を得た。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：この小課題では、ボトル型容器の稚貝確保について検証され、試験実施者の上記

の自己評価では、有効であるとされている。しかし、委員会による現地調査では、出

水にいるボトル容器の埋没など課題も多いと思われた。 

評価：仮説は概ね検証された。実用化を図るためには、設置場所の選定などに関するデ

ータの蓄積が必要である。 

委員２ 

意見：移植稚貝の確保法として、ボトル容器の有効性を検証するとともに、作業性、コ

ストの検討も必要である。 

評価：ボトル型容器の有効性については、比較対象が無く、明確になっていないが、設

置場所と基質との組合せについては検証がなされていることから、当初の目標を概ね

達成したと判断した。 

委員３ 

意見：正直実施規模が小さく成果が全く期待できない。 

評価：研究者のお遊び程度の手法で、漁業者にも笑われてしまうので、今年度限りとし

ていただきたい。 

委員４ 

意見：ボトルの効果が既往と同等であれば、コスト面では無理であろうが、場所の選定

等を判断するスケールとして使用することは可能であろう。 

評価：現場で漁業者が行う技術としてはボトル型には難点有りだが、成果はあった。 

委員５ 

意見：ボトルである必要性が分かりにくい。結果はともかく、作業性の面やコスト面で

他の方法よりも優れている点を示してほしい。 

評価：ボトルを使用するという前提下においては、場所と基質の組合せに 適条件を確

認できていることは評価できる。 

委員６ 意見：説明が十分ではなかった。網袋等と比較して，効果があったとのことなので今

後，実用性などを検討していただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：仮説を立証する実験が実施されている。 

評価：仮説が立証されており、計画通り成果を挙げている。 
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表 46 技術検討・評価委員の意見および評価（その29） 

小課題3-4-2：稚貝の保護育成技術の開発 

作業仮説：岸沖方向4地点の設置場所の中で、稚貝の成長速度が向上する場所がある。 

目標 保護育成に適した設置場所の絞り込み 

結果 4地点（岸沖方向）において収穫ネットに入れたアサリの成長速度を比較した結果、保

護区沖側地点で成長速度が速かった。 

考察 実験結果より、収穫ネットを保護区沖側地点に設置することで、稚貝育成効果が向上す

ることが検証された。保護区沖側地点は、環境要因の状況から、生息条件や餌料条件が

4地点の中でより適していた。ただし、実用化を念頭においた場合、コストや作業性の

面で課題がある。 

評価 成長促進の効果があり、規模を拡大することで漁獲量の向上に貢献することが期待され

る。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：小課題3－4－1で設定した実験区で収穫ネットによるアサリ稚貝の育成効果が試験

され、保護区沖側で成長が高いデータが得られた。 

評価：作業仮説は概ね検証された。仮説は極めて漠然としており、データの蓄積が必要で

ある。 

委員２ 

意見：漁業者が自ら実施可能な（取り組みたいと考える）技術開発を目指し、作業性や

コストの削減にも取り組むことが必要である。 

評価：稚貝の保護育成に適した収穫ネットの設置場所が絞り込めたことから、仮説は検

証され、当初の目標を達成したと判断した。 

委員３ 

意見：餌料環境がアサリの成長に良好な結果をもたらしているとのことであるが、同じ

漁場内で浮遊性の植物プランクトンに差違があるとも考えにくいので、定生性の付着

珪藻類などが餌として貢献しているのか、それとも濁質がよかったのか、見極めが必

要ではないか。 

評価：餌料環境が優れた漁場なので、さらに漁場内の適地を探るべく、上記の点につい

て検討して次年度事業へ反映して欲しい。 

委員４ 
意見： 特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：保護区沖側の環境特性について検証し、移植可能エリアを面で選択できるような

調査結果を期待したい。 

評価：仮説に基づき収穫ネット移植の適地を確認することができたことは評価できる。 

委員６ 意見：今後，作業性・コストの改善により現場導入できる技術を目指してほしい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：仮説を立証する実験が実施されている。 

評価：仮説か立証されており、計画通り成果を挙げている。 
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表 47 技術検討・評価委員の意見および評価（その29） 

小課題3-4-3：生息場の拡大技術の開発 

作業仮説：設置場所では岸沖方向4地点、基質では軽石、網地2条件を組み合わせることにより、

アサリの生残・成長が高くなる場所と基質の組み合わせがある。 

目標 適地等移植条件の絞りこみ 

結果 4地点（岸沖方向）において基質入網袋（基質：軽石、網地）に殻長15～25mmのアサリ

を入れ、生残・成長を比較した結果、保護区沖側地点で基質として軽石を入れた網袋

で、生残・成長が高かった。 

考察 実験結果より、殻長15～25mmのアサリと基質として軽石を入れた網袋を保護区沖側地点

に設置することで、アサリの生残・成長が向上することが検証された。保護区沖側地点

は、環境要因の状況から、生息条件や餌料条件が4地点の中でより適していた。ただ

し、アサリ（殻長15～25mm）の確保に課題があり、それらを検討する必要がある。 

評価 設置は比較的容易であり、春に殻長15～25mmのアサリを軽石入の網袋に入れることで秋

に出荷サイズまでの成長が期待でき、漁獲増加量の向上に貢献することが期待できる。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：試験に選定された地区は、砂の粒径が小さく底質が動きやすい干潟である。この

干潟に岸側から沖側に方向に４実験区（保護区岸側、保護区、保護区沖側、潮下帯）

を設定して、環境条件と基質の選択による試験が行われ、基質入り網袋にアサリ（殻

長15～25㎜）収容して設置することにより、稚貝の発生がみられない保護区沖側で

も高い生残と成長が確認でき、この方法での生育場拡大の可能性が示された。 

評価：作業仮説は概ね検証された。試験はアサリ（殻長15～25㎜）で行われており、実

用化に向けてはサイズの検討が必要である。 

委員２ 

意見：特に無し。 

評価：設置場所と基質を組み合わせることで、アサリの生残・成長に適した条件を明ら

かにしていることから、仮説は検証され、当初の目標を達成したと判断した。 

委員３ 

意見：もっとも成長がよかった地点の環境データをさらに整理して、次年度以降、再現

性のあるポイントの見定めに反映していただきたい。 

評価：15 mmサイズのアサリを大量に確保する技術と連動性がないと、この手法は完結

しない。餌料環境のよい漁場なので、さらなる工夫を期待したい。 

委員４ 
意見： 特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：この試験区だけではないが、効果が期待される網袋の破損による環境への影響を

考慮し、天然素材や生分解性素材の利用は検討できないだろうか（コストはかかる

が）。 

評価：仮説の基づき、アサリの生残・成長が高くなる場所と基質の組み合わせ（軽石・

沖側）を確認できたことは評価できる。 

委員６ 意見：今後，作業性・コストの改善により現場導入できる技術を目指してほしい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：実験結果より、軽石を入れた網袋を保護区沖側地点に設置することで、アサリの

生残・成長が向上することが検証され、その原因も検証できている。 

評価：仮説か立証されており、計画通り成果を挙げている。 
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表 48 技術検討・評価委員の意見および評価（その30） 

大課題4：カキ礁の造成による貧酸素水塊の軽減 

中課題4－1：カキ礁造成技術の開発（佐賀県鹿島市地先） 

小課題4-1-1：カキ礁の効率的な造成方法の開発 

作業仮説：丸竹、半竹、女竹とほうきを組み合わせた着生材を用いることで、対照区に比べて、有

意にカキの着生が高くなる。 

目標 着生量の多い着生材の組み合わせ方の絞り込み 

結果 対照区に比べて、丸竹とほうきの着生材へのカキの着生は、1.7kg/m2有意に高い結果で

あった。丸竹の次に、女竹とほうきを組み合わせた着生材のカキ着生量が多い結果であ

った。 

考察 1年目の結果として、着生量の高い素材の絞り込みを行えた。今後、着生したカキの成

長速度と併せて耐用年数(竹やほうきは1-3年)も考慮し、着生量とその場に残存し続け

る着生材と工法の検証が必要と考えられた。 

評価 着生材として、ほうきと丸竹や女竹を組み合わせた方法は、カキの着生が有意に高く、

仮設を検証できた。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：カキ浮遊幼生を着生・成長させるのに適切な付着基質の比較検討が、既往の手法

（カキ礁育成と維持管理に関する技術マニュアル）を参考に行われ、カキの着生量によ

る評価から、竹とホウキの組合せが着生量の多いことが確認された。 

評価：設定した作業仮説に対する検証としては、概ね妥当である。竹のカキ礁造成基質と

しての適性の検証が必要である。 

委員２ 

意見：カキ礁の造成手法については、素材の組合せや流失対策などが概ね明らかにされ

ことから、本手法の実利用に向けた取り組みを推進する必要がある。 

評価：着生量の多い素材（組合せ）を絞り込めたことから、当初の目標を達成したと判

断した。 

委員３ 

意見：カキ礁ではフジツボとカキが付着基質を巡って競合関係にある。干潟面からのわ

ずかな高さの違いで優占度ががらりと代わるので、カキの着生の多い底面からの高さ

をよく見極めて欲しい。 

評価：プラスチックの流出に厳しい視線が向けられるので、伝統的な竹を用いた手法は

流出してもクレームが出にくいので、この点は評価項目に入れるべきである。 

委員４ 
意見： 必要面積を検討して欲しい。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：着生量の多寡は付着面積によるところが大きくなる。特にほうきの効果が大きい

と思われる。しかし付着器としての耐久性やその後の礁の保持を考えた場合、付着器

と礁の構造躯体は分けて考えたほうが良いのではないだろうか 

評価：仮説に基づき、 も着生量の多い組合せを確認できたことは評価できる。 

委員６ 意見：今後，着生効率の高い組み合わせを絞り込んでいただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：カキ礁としてのバイオマスが 大化するためには、複数年必要であるため、よ

り、高い残存率を目指した技術開発を実施してほしい。 

評価：着生材として、ほうきと丸竹や女竹を組み合わせた方法は、カキの着生が有意に

高く、仮設を検証できた。 
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表 49 技術検討・評価委員の意見および評価（その31） 

作業仮説：横張りしたコンポーズに杭を付けて底質に固定し、着生材を設置することで、流出対策を

未対策時に比べて残存率を向上させることができる。 

目標 着生材の残存率を向上させる方法の実証 

結果 初年度の対策によって、残存率60%であった(未対策時20%)。 

考察 未対策時に比べて、対策により残存率を向上させることができた。しかし、今後出水等

による影響も踏まえた残存率の向上策が必要である(河川からの流心を考慮した設置場

所、流木よけコンポーズの設置等)。 

評価 流出対策により残存率を向上させる方法を実証した(未対策時と比較して、残存率40%向

上)。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：杭（コンポーズ）による固定で、カキ礁（カキが着生した竹）の残存率が向上する

ことが実証できた。しかし、この方法は、試験実施者が指摘しているように流木等の絡

まりに弱いと思われるため、対策が必要である。 

評価：作業仮説である流出防止策については、一応の結果を得ていると評価できる。カキ

礁として機能させるための造成法の検討が必要である。 

委員２ 

意見：前仮説と同じ（カキ礁の造成手法については、素材の組合せや流失対策などが概

ね明らかにされことから、本手法の実利用に向けた取り組みを推進する必要があ

る）。 

評価：着生剤の残存率を比較的簡便に向上させることができる技術を提案したことか

ら、当初の目標を達成したと判断した。 

委員３ 

意見：設置機材の残存率は高いものの、大型構造物では船舶の航行に支障もでるので、

現地に適合した手法をさらに検討して欲しい。 

評価：元々カキ礁は死んだカキ殻が堆積した上に着生しているので、泥干潟の上に大量

の貝殻を堆積させるだけでも追付着が発生して造成効果が期待されるのではないか。

太良町沿岸に打ち上げられた天然サルボウやカキの殻の有効活用もあり得る。 

委員４ 
意見： 特になし。 

評価：計画及び課題進捗は順調である。 

委員５ 

意見：物理的な影響に対してコンポーズによる補強は一定の効果があると思われるが、

付着器である竹材は 終的には腐食により朽ち果てることとなる。着生時点は竹が有

効かもしれないが、その後の礁の保持を考えた場合、付着したカキを構造物等に移植

できる方法を検討すべきでは？ 

評価：仮説に基づき、コンポーズによる流出防止には一定の効果があったと判断でき

る。これにより、着生材の早期の流出とそれにともなう漁場への影響が防止できる。 

委員６ 意見：今後，出水時等に対応した流失防止技術の改善を検討していただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：カキ礁としてのバイオマスが 大化するためには、複数年必要であるため、より、

高い残存率を目指した技術開発を実施してほしい。 

評価：着生材として、ほうきと丸竹や女竹を組み合わせた方法は、カキの着生が有意に高

く、仮設を検証できた。 
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表 50 技術検討・評価委員の意見および評価（その32） 

小課題4-1-2：カキ礁造成技術による貧酸素水塊低減効果の評価 

作業仮設：カキによる有機物の摂餌を考慮した物質循環モデルを用いて、カキ礁の分布条件を変更し

た解析を行うことで、カキ礁域およびその周辺における貧酸素水塊の発生時間の軽減を推定できる。 

目標 検討領域（沿岸域）の底層DOが、3mg/L以下となる累積時間の推定。 

結果 底層DOが3mg/L以下となる累積時間が、平成19年のカキ礁分布条件で約10％短縮する

ことが分かった。 

考察 カキ礁が分布する条件では、底層DOが3mg/L以下となる分布面積に関しても約10％の

縮小が確認され、カキ礁の造成による有明海の底層DO環境の改善効果が期待された。一

方で、カキ以外の生物を考慮した検証も必要である。 

評価 底層DOが3mg/L以下となる累積時間が、昭和52年と同等のカキ礁分布により10％短縮

されると推定できた。 

委員の意見と評価 

委員１ 

意見：貧酸素水塊の軽減について、モデルを構築し、既往のデータに基づき条件を設定し

てDO軽減を検討する方法は概ね妥当である。なお、モデルについては、貧酸素発生予

測値との整合性を検討し、改良することが重要である。 

評価：仮説は一応検証できた。この手法による解析の基盤となるデータは不足してお

り、今後蓄積が必要である。 

委員２ 

意見：カキ礁の造成による貧酸素水塊の発生軽減効果については実証が困難であること

から、モデル解析に頼らざるを得ない点は理解する。今後は、解析結果を漁業者にも

理解が得られるような形で示すとともに、その妥当性を提示する必要がある。 

評価：モデルの詳細（妥当性など）が不明であるため、評価が困難ではあるが、モデル

解析によりカキ礁の造成による貧酸素水塊（発生時間）の軽減効果が推定されている

ことから、当初の目標は概ね達成したと判断した。 

委員３ 

意見：カキ礁の設置効果は単年度で評価できるものではないが、単純なモデルを回すこ

とである程度定量的な数字を示すことは可能であり、今回の結果も十分に評価できる

ものである。 

評価：カキ礁の効果は多面的なので、単純なコスト計算で評価すべきではない。起伏に

よる水塊の混合作用、ノリの色落ち原因となる珪素類の捕食などなど、数字にはでき

ない部分が多々ある。 

委員４ 

意見：カキ礁造成面積の目標を明らかにする必要がある。現在の貧酸素水塊の発生状況

と昭和52年当時の状況を比較して、当時の面積で良いのか検討する必要がある。 

評価：モデルでの成果はあった。 

委員５ 

意見：カキ礁はすべて生きているカキで構成されるものではなく、ほとんどがカキの死

殻の集合体であり、その濾水効果はカキ礁の効果の一部でしかない。死殻間の空隙に

よる浮泥トラップ効果やそこに生息する低次から高次の他の生物の生息活動の結果に

より、環境への効果が現れるものであり、もっと複雑なものと思われる。 

評価：モデルの係数設定が単純すぎるような気がする。むしろ数値モデル化から入るの

ではなく、室内試験で疑似的に小規模なカキ礁を再現し、DO等の変化を追った後、そ

の検証を数値化モデルで行ったほうが良いのではないだろうか。貧酸素を軽減する規

模の造成には多大な経費を要することが予想されるので、作ってから効果なしという

結果にはしたくないところである。 

委員６ 意見：今後，改善効果の検証精度の向上を図っていただきたい。 

評価：一定の成果あり。 

委員７ 意見：カキ礁の造成による有明海の底層DO環境の改善効果が確認された。一方で、カキ

以外の生物や漁業への影響も考慮した検証も必要である。 

評価：仮説が立証されている。 
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