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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、マツカサガイの移送を明らかにすること、同種の生息に適した水路環境条
件を明らかにすることである。
ほとんどの個体が移送される流速は約50cm/sであった。用水路底部において、このような流速が発生する場合は考えに
くいことから、同種の生息環境条件の検討に個体移送の影響を考慮する必要はないと判断された。重回帰分析の結果、
出現個体数に有意な負の相関が得られたものは組成割合[粗砂]、礫の被覆割合であった。具体的には、マツカサガイの
生息に適した底質環境は、底質中の粗砂の割合が25～40%程度、水路床表面の礫の被覆割合が10%未満であることが明ら
かとなった。

研究成果の概要（英文）：The objectives in this study are of clarifying critical velocity at the channel 
bottom that the most of Pronodularia japanensis are flowed and of estimating the environment factors for 
the habitat of this species in an irrigation channel.
The critical velocity that 90 percent of individuals were flowed was about 50cm/s. Thus, as examining 
environment factors for the habitat of the species, it is not always necessary to consider the phenomenon 
of individuals transfer because such high velocity of flow at the bottom of an actual irrigation channel 
would not expect.As the results of multiple regression analysis, both the composition rate of coarse sand 
and the cover rate of gravel on sedimentation were negative factor for the number of individuals 
significantly. Proper environment factors for the habitat were shown that; (i) the composition rate of 
coarse sand in sedimentation was 25 to 40 percent; (ii) the cover rate of gravel on sedimentation was 
less than 10 percent.

研究分野： 農村生態工学
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１．研究開始当初の背景 
(1) 社会的背景 
農村地域は、水田・畑地・農業用水路・た

め池など、多様な環境から成り立っており、
生物多様性の保全を考えるうえで重要な地
域である（農業環境技術研究所、1998）。農
村環境の構成要素である農業用水路は、河川
や水田をつなぐ生態学的回廊の役割を果た
し、魚類の移動経路として位置づけられる。 
また、農業用水路そのものが、魚類の再生

産の場となっている点を看過できない。それ
は、農業用水路の水草やマツカサガイ等の二
枚貝が魚類の産卵基質として機能している
（北村、2008）からである。マツカサガイの
保全対策を考究することは、絶滅危惧種であ
るマツカサガイそのものを保全することに
加え、同種を産卵母貝とするタナゴ科を保全
することにも資するという点で意義深い。い
ま、各地の農業用水路が更新時期を迎えてい
るなかで、生態系に配慮した農業用水路の整
備を進めるにあたり、マツカサガイの生息に
適した環境条件の解明は急務である。 
 
(2) 国内外の研究動向と本研究の位置づけ 
マツカサガイの生息条件について検討し

た研究として、生息場の水質や流速、底質の
組成に注目した研究がある。例えば、水路底
の間隙が稚貝の空間分布に影響を与えるこ
と（Buddensiek et al、1993）、貝の定位可能な
流速を超えると生息に適さない環境となる
こと（Way et al、1989）、マツカサガイの生息
密度は礫～砂の底質が最も高いこと（近藤、
1998）、流水および底泥中の溶存酸素量が低
い場合には、個体の生存率に負の影響を与え
ること（Horne and McIntosh、1979）などであ
る。 
先行研究では、河川や農業用水路を対象に

マツカサガイの生息を規定する主な環境要
因は明らかにされているが、いずれも定性的
な把握に止まっている。すなわち、農業用水
路の計画・設計に耐えられる環境条件の定量
化には至っていないのが現状である。さらに、
灌漑用水の取水・配水を通じて水管理に伴っ
て増減する流量は、マツカサガイの移送とこ
れに伴う個体の出現分布に影響を及ぼして
いると考えられる。しかし、既往の研究にお
いては、水管理という農業用水特有のファク
ターが加味されていないままに、生息場とし
ての評価が試みられている点が課題である。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は，水管理に伴って生じる流

量変動によるマツカサガイの挙動を明らか
にしたうえで，移送を考慮したマツカサガイ
の生息分布を明らかにする。また、マツカサ
ガイが選好する生息場を把握にし、農業用水
路の計画・設計に耐えられるマツカサガイの
生息に適した水路環境条件を定量的に明ら
かにすることである。 
 

３．研究の方法 
(1) 流量変動に伴うマツカサガイの挙動 
実験に供した個体は、香川県丸亀市綾歌町

の農業用水路で採捕されたものを使用した。
本水路は水田に直接引水される末端水路で
あり，水路幅はおよそ 67cm であった。 
実験を行うにあたって、水理模型（図 1）

を作成した。水路の材質はアクリル板を使用
し、水路側面には厚さ 8mm、水路底面には厚
さ 10mm のものを使用した。水路床の底質材
料は，実水路より採取することとし，マツカ
サガイの出現密度が高い地点の底質を使用
した。具体的には、成貝（殻長 40mm 以上）
の出現密度が25個体/m2以上の地点、稚貝（殻
長 40mm 未満）の出現密度が 40 個体/m2 以上
の地点である。これらの地点の粒度試験結果
をもとに、マツカサガイの生息密度が高い地
点の平均的な粒度分布になるように、ふるい
分けした土を配合した。 
なお、比較実験として、水路の底質材料と

してステンレス板を用いた場合（以降，ステ
ンレス板と呼ぶ）と、砂（粒径 2mm 以下）
を貼付したプラスチック板を用いた場合（以
降，表層砂と呼ぶ）の実験を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
流速の変更は、流量と通水幅を変えて行う

ものとし、流量はポンプ（揚水量 75L/min）
の稼働台数、通水幅は水路端にレンガを置く
ことで調節した。 
水深は 3~4cm を保つようにし、流速はプロ

ペラ式流速計（KENEK 社、VR－301）で測
定した。測定場所は，個体を配置する地点（緩
衝材から 40cm 下流の水路中央部）の底部よ
り 1cm 上方とした。 
移送の条件は以下の 3 通りとした。a)個体

が少なくとも 1 回転しながら移送された場合
（転倒）、b)個体が滑動し、少なくとも 1 回転
相当の距離（殻高の 2 倍）を移送された場合
（滑動）、c)個体が持ち上げられ、少なくとも

図 1 水理模型の諸元 



一回転相当の距離を移送された場合（浮揚）
である。個体は上流に殻長が向くように配置
した。個体を配置し、10 秒経過しても上記の
移送の条件に合致しない個体は移送されな
かったと判定した。 
 
(2) マツカサガイの水路環境条件 
 マツカサガイが選好する水路環境、とくに
生息に適した水路床の物性を明らかにする
ため現地調査を行った。 
香川県丸亀市綾歌町岡田周辺に位置する

農業用水路を対象とした。本水路は水田に直
接引水される末端水路であり、水路幅はおよ
そ 67cm，非灌漑期の水深はおよそ 11cm、流
速は 0.25cm/s であった（2013 年 8 月 19 日計
測）。調査対象とした区画は、総延長 60m の
範囲より抽出した 30 区画とし、コドラート
法を用いて 30×30cm の枠内で各種の調査を
行った。区画は，事前に計測した底質硬度の
分布，目視により識別された表層の粒度など
をもとに選定した。 

7cm 厚の底質を採取し、各区画内に出現し
た個体数と殻長を計測した。その際、マツカ
サガイ以外の他の貝類（タイワンシジミ，マ
シジミ，カワニナ）の個体数も計測した。 
水路床の物性について具体的に把握する

ため、土壌硬度、底質粒度、礫の被覆割合に
ついて把握した。 
土壌硬度は、土壌硬度計（山中式平面型）

を用いて計測した。30 区画内を格子状に 25
区画に等分割し、25 区画の各中心の底質硬度
を計測し、その平均値を各区画の底質硬度と
した． 
底質粒度は、ふるい分け試験の後に粒径加

積曲線を作成し，各区画における底質の組成
分級を行った。分級は、礫（粒径 19～2mm）、
粗砂（2～0.25mm）、細砂（0.25～0.075mm）、
シルト（0.075mm 以下）の 4 分級とし、それ
ぞれの質量百分率を求めた。また，得られた
粒径加積曲線から、粒子の均一さを評価する
ため淘汰係数を算出した。 
礫の被覆割合は、各区画を撮影し、画像解

析により区画面積に対する礫の占有面積の
占める割合を算出した。 
 
４．研究成果 
(1) 流量変動に伴うマツカサガイの挙動 
 流速 34.3cm/s では移送された個体はなく、
51.3cm/s では全個体が移送された（表 1）。 
表では移送の有無のみを示しているが、移送
の形態としては滑動と転倒が見られ、このう
ち滑動による移送が多かった。 
通常、流速が増加すればそれに応じて移送

個体数も増加すると考えられる。しかし、同
一個体において、流速を増加させているにも
かかわらず、移送されなくなる現象もみられ
た。例えば、個体番号 1-1 は 39.0cm/s では移
送されたが、41.3cm/s では移送されなかった。
このような現象は、個体と流速の組み合わせ
90 通りのうち 13 通り（14.4%）であった。こ

のことから、移送の発生は、流速以外の要因
に影響されると考えられる。水路床が砂質で
あり粗度が大きいことや、異なる粒径の底質
材料からなる不規則な表面形状が考えられ
る。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
実験結果から、各流速の移送率（＝移送さ

れた個体数／実験使用個体数×100）を算出し
た。ロジスティック曲線による近似曲線を用
いて流速と移送率の関係を図 2に示す。 
近似曲線において，移送される個体が出現

し始めると考えられる移送率が 10%となる
流速を限界流速とした。 
実水路の限界流速は約 31cm/s であり、ステ

ンレス板では約 20cm/s、表層砂では約 21cm/s
であった。また、ほとんどの個体が移送され
る移送率が 90%となる流速は、実水路では約
50cm/s、ステンレス板では約 24cm/s、表層砂
では約 30cm/s であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) マツカサガイの水路環境条件 
全 30 区画におけるマツカサガイの合計出

現個体数は 94 個体であり、出現密度は 34.8
個体/m2 であった。最も多く採捕された区画
では 12 個体が出現し、一方で採捕されなか
った区画は 5 区画であった。マツカサガイが
0～4 個体出現した区画は全体の 80%を占め
ており、区画によって出現個体数に偏りがみ
られた。このことより，対象水路の底質は、
一見均質な環境に見えるものの、わずかな底
質環境の違いがマツカサガイの出現状況に
影響を与えるのではないかと推測された。 
出現個体数と水路要素条件の関連性を見

 

34.3 38.7 39.0 41.3 47.0 51.3

1―1 48 ○ ○ × ○ × ×
1―2 47 ○ × × ○ ○ ×
1―3 45 ○ × ○ × ○ ×
1―4 45 ○ ○ × × × ×
1―5 40 ○ × ○ ○ ○ ×
1―6 40 ○ ○ ○ × ○ ×
1―7 40 ○ ○ ○ ○ × ×
1―8 40 ○ × × × ○ ×
1―9 40 ○ ○ × × × ×
1―10 36 ○ × ○ ○ × ×
1―11 36 ○ × × ○ × ×
1―12 35 ○ ○ ○ × × ×
1―13 35 ○ ○ ○ ○ × ×
1―14 35 ○ ○ ○ × × ×
1―15 30 ○ × ○ ○ × ×
1―16 30 ○ × ○ ○ ○ ×
1―17 30 ○ × ○ × × ×
1―18 30 ○ × ○ × × ×

個体番号 殻長(mm)
流速(cm/s)

○･･･移送されず
×･･･移送された

表‐1 移送実験結果（実水路） 

あ 

表 1 移送実験結果 

 

図‐4 流速と移送率の関係 

あ 

図 2 流速と移送率の関係 



出すために重回帰分析を行った。すなわち、
目的変数をマツカサガイ出現個体数とし、説
明変数の候補として、シジミ類・カワニナの
各出現個体数、底質硬度、淘汰係数、有機物
量、組成割合[礫]、組成割合[粗砂]、組成割合
[細砂]、組成割合[シルト]、礫の被覆割合の
10 項目を考えた。 
説明変数の候補に関して、互いに相関の高

い変数は，いずれか一方のみを説明変数とし
た。ここでは、組成割合[細砂]と組成割合[シ
ルト]の相関が高く（0.63）、組成割合[細砂]
と組成割合[粗砂]の相関も高かった（-0.57）。
このため、組成割合[シルト]を説明変数とし、
組成割合[細砂]を除外した。さらに、変動係
数が極めて小さく（0.05）、区画間の類似性が
高いと判断された淘汰係数も説明変数から
除外した。 
以上のように説明変数を 8 項目として重回

帰分析を行った結果（表 2）、シジミ類の出現
個体数は，マツカサガイの出現個体数に正の
影響を与え，組成割合[粗砂]，礫の被覆割合
は負の影響を与える要因であることが判明
した（R²=0.360）。 
このことから、シジミ類が多く生息する箇

所にマツカサガイも多く生息していると考
えられ、シジミ類の選好する底質環境とマツ
カサガイの選好する底質環境は類似してい
ると考えられた。また、調査した底質の粒径
分布の範囲では、底質中に含まれる粗砂の割
合と礫の被覆割合が低いほどマツカサガイ
生息数が増加し、同種の生息に適していると
言えた。具体的には、マツカサガイの生息に
適した底質環境は、底質中の粗砂の割合が 25
～40%程度、水路床表面の礫の被覆割合が
10%未満であることが明らかとなった。 
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説明変数 偏回帰係数 標準偏回帰係数 p　値 判　定
シジミ類個体数 0.193 0.507 0.007 **
組成割合[粗砂](%) -0.265 -0.543 0.001 **
礫の被覆割合(%) -0.175 -0.317 0.076

定数項 11.546 0.000 **
決定係数

（**：1%有意水準）
0.36

Table.2 重回帰分析結果 
Result of Multiple Regression Analysis 

 

表 2 重回帰分析結果 


