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アサリの HSI モデルの構築および HEP による人工干潟の評価
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１．背景と目的

された人工干潟および自然干潟を対象に、HEP

1999 年に施行された環境影響評価法では、評

を用いた順応的管理の仕組みを検討すること

価項目に生態系が加えられ、ミティゲーション

を目的とした。

が明確に位置づけられた。生態系への影響に対

なお本稿は、国土交通省中国地方整備局広島

するミティゲーションにおいては、悪影響をい

港湾空港技術調査事務所の「干潟の生態系評価

かに回避・低減・代償したかを定量的に示す評

手法に関する調査」の一環として実施している

価手法が必要である（田中，2000a，2000b）。

研究の途中経過として報告するものである。

また、2003 年に自然再生推進法が施行され、自
然再生型公共事業など、生態系復元の動きが盛

２．研究方法

んになっているが、そのような自然復元を効果

本 研 究 で は 、 ま ず ア サ リ （ Ruditapes

的に実施するには、明確な目標設定や成功基準

philippinarum ） の 生 息 環 境 や 既 存 の ア サ リ の

の設定を可能とする生態系評価手法の確立が

HSI モデルを文献により調査した。そして文献

求められる（田中，2002）。

調査で得た知見に、評価対象干潟においてこれ

このように近年わが国では、生態系の定量的

まで実施されてきたモニタリング調査データ

な評価手法の整備が必要となっており、特に米

と、2004 年 11 月 18 日に実施した評価対象干潟

国で開発された定量的な生態系評価手法であ

におけるフィールド調査の結果を加味し、尾道

る HEP（Habitat Evaluation Procedure）が注目さ

糸崎港での HEP 実施に適した HSI モデルを構

れている。

築した。
次に構築したアサリの HSI モデルを用いて、

そのような中、日本在来種を対象とした HSI
（Habitat Suitability Index）モデルの構築や、HSI

HEP による干潟の比較評価を実施することと

算出等による生態系評価等、HEP に関する研究

した。本研究の進捗状況としては、HEP 実施の

が近年盛んになっている（久喜ら，2004）。し

途中段階にあり、現在のところ累積的 HU 算出

かしながら、HEP による生態系評価の研究は、

による評価には至っていないが、その過程とし

HEP において「質」を担う HSI 算出による評価

て HSI および HU 算出による人工干潟の比較評

が中心的であり、「面積」や「時間」の概念を

価を実施した。

含んだ HU（Habitat Unit）や累積的 HU による

そして以上のケーススタディを通じて、日本

評価を実施した研究事例はまだほとんど無く、

での HEP 実施における課題を検討した。最後に、

実際の事業に HEP を適用するためにはそのよ

自然再生事業の順応的管理において、HEP がど

うな事例検討が必要である。

のように機能するのか、その仕組みについて考
察した。

またその一方で、自然再生事業の実施に際し
ては、順応的管理（Adaptive Management）の導
入が求められるようになっている（海の自然再

３．アサリの HSI モデル構築と HEP の実施

生ワーキンググループ，2003）。

3-1．アサリの HSI モデル構築
ａ）ターゲット種の選定

そこで本研究ではこれらの背景を踏まえ、ケ

アサリは、干潟の生態系を代表する二枚貝で

ーススタディとして広島県尾道糸崎港に造成
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あり、また食用としても人気の高い水産有用種

以上となる段階を成貝とした。

であるが、干潟の埋め立てや基質の変化などに

本研究においては、アサリのライフステージ

より 1980 年代からその漁獲量は激減している

を以上のように区別した上で、モニタリングデ

（佐々木，2001、堤，2005）。そのような本種

ータから稚貝数を排除し、アサリ「成貝」を対

は、海水中の植物プランクトンなどを餌として

象としたモデルを構築することとした。

おり、優れた海水浄化機能も有している（風呂
田，1996、佐々木，2001）。さらに、本研究の

ｃ）ハビタット変数の選定

調査対象地である尾道糸崎港における干潟造

HSI モデルを構築するには、まず、ターゲッ

成事業では、アサリ以外の漁業は基本的に行わ

ト種の生存必須条件とそれを定義するハビタ

れておらず、干潟造成の目的のひとつにアサリ

ット変数を整理する必要がある。アサリの生態

漁場の確保があげられている。

に関する文献（高橋ら，1986、増殖場造成計画

そのため本研究では、人工干潟をアサリのハ

指針編集委員会，1997）や、既存のアサリ HSI

ビタットとして評価することが望ましいと考

モデル（市村ら 2003、新保ら，2000，2001、鈴

え、アサリを HSI モデル構築のターゲット種と

木ら，2001、田中ら，2003、）では、アサリの

して選定した。

生息環境を規定する様々な要因があげられて
おり、その一例としては、水温、塩分、DO、中

ｂ）ライフステージの選定

央粒径、含泥率、地盤高、強熱減量、酸化還元

アサリのライフステージはその生育段階に

電位、硫化物などがある。

応じて、卵および精子、受精卵、トコロフォア、

本研究では、過去の干潟の状況も評価の対象

D 状期幼生（（100〜110）〜130µm）、アメン

とするため、評価対象地でこれまで実施された

ボ期幼生（130〜180µm）、フルグロウン期幼生

環境調査において、ある程度データが揃ってい

（180〜（200〜230)µm）、着底稚貝（（200〜

る環境要因をハビタット変数として HSI モデル

230）〜300µm）、初期稚貝（300〜1000µm)、稚

を構築することとした。そのため、比較的モニ

貝（1〜15mm）初期成貝（15〜25mm）、成貝

タリングデータが確保されている、強熱減量、

（25mm 以上）というように区分される（増殖

中央粒径、含泥率、地盤高の 4 項目をハビタッ

場造成計画指針編集委員会，1997）。そしてア

ト変数として選定した。また、本アサリ HSI モ

サリは、そのようなライフステージに応じて、

デルにおける、ハビタット変数と生存必須条件

生息場所や必要とする環境要因を異にしてい

の関係は図 1 のように整理した。

る（高橋ら，1986）。そのため、より適正な HSI
モデルを構築するには、そのライフステージを

ハビタット変数

考慮した HSI モデルを構築する必要があるとい

V１ 強熱減量

うことがあらかじめ考えられた。

V2 中央粒径

生存必須条件

ハビタット

成貝

干潟

餌

底質

またさらに、評価対象地の干潟では稚貝の放

ライフステージ

ＨＳＩ

V3 含泥率

流を実施しており、2001 年度の海老地区や百島

V4 地盤高

地区のモニタリングでは、その 2 ヶ月前にも稚

カバー

図１ アサリ HSI モデルにおける、ハビタット変数
と生存必須条件の関係

貝の放流を行っていた。本研究では評価対象の
尾道糸崎港のモニタリングデータを加味して
HSI モデルを構築することとしたが、放流され

ｄ）各 SI モデルおよびモデル結合式の構築

た稚貝の個体数が包含されたデータで HSI モデ

本研究で構築した 4 つの SI（Suitability Index）

ルを構築した場合には、その信頼性に問題が生

モデルを図 2 に示す。これらの SI モデルは、主

じると考えられた。

に高橋ら（1986）による知見をもとに、尾道糸

そこで、本研究ではアサリのライフステージ

崎港のモニタリングデータを踏まえて勘案し

を大きく 3 つに分けて捉え、着底稚貝までの浮

作成した。なお、地盤高における SI モデル（V4）

遊生活をする段階を幼生、着底後で殻長が

は、DL（基本水準面）を基準（0）とし、DL か

15mm 未満の段階を稚貝、そして殻長が 15mm

らの高低差として地盤高を示した。ここで以下
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に各 SI モデルの範囲の詳細を示す。

港の人工干潟および自然干潟を対象とする。ま

強熱減量における SI モデル（V1）の範囲は、

た、季節の範囲としては、アサリ成貝の通年の

強熱減量 0％を SI=0、1％〜2％を SI＝1、10％

ハビタットの評価に適用するものである。

以上を SI＝0 とした。
中央粒径における SI モデル（V2）では、中

3-2．HEP の実施

央粒径が 0.05mm 以下を SI＝0、1mm〜2mm を

本来、HEP を用いた評価とは、最終的には累

SI＝1、2.46mm 以上を SI＝0 とした。

積的 HU の算出による比較評価を実施するもの

含泥率における SI モデル（V3）では、含泥

である。しかし本研究は現段階では累積的 HU

率 0％を SI＝0、5％〜20％を SI＝1、30％以上

による評価には至っておらず、ここではその過

を SI=0 とした。

程で実施した、HSI および HU の概算による干

地盤高における SI モデル（V4）では、DL を

潟の比較評価の結果について報告する。なお、

基準とした地盤高が−3m 以下を SI＝0、−1m

累積的 HU による比較評価は今後実施する予定

〜1m を SI＝1、2.5m〜を SI=0 とした。

である。

なお、HSI モデルの結合式は、HSI の値とア
サリ個体数との関係において、最も決定係数が

ａ）HEP 実施の対象地

高くなるように検討をした。その結果、最も決

国土交通省中国地方整備局広島港湾・空港整

２

定係数が高くなった（決定係数（R ）＝0.43）

備事務所では 1984 年から 1996 年にかけて、尾

地盤高、強熱減量、中央粒径、含泥率の積を結

道糸崎港（松永港区）の航路浚渫土砂を利用し

合式に採用した。

て、尾道市の 3 ヶ所（百島地区・海老地区・灘
地区）で人工干潟を造成した。造成した干潟面

HSI＝強熱減量における SI×中央粒径における SI
×含泥率における SI×地盤高における SI

積は百島地区が約 36ha（1984〜1987 年に実施）、
海老地区が約 16ha（1988〜1989 年に実施）、灘

強熱減量
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アサリの各変数における SI モデル

ｅ）本アサリ HSI モデルの適用範囲
本アサリ HSI モデルは、尾道糸崎港の干潟を
評価するために、既存文献による知見に、尾道
糸崎港のモニタリングデータを加味して構築
図３

した。したがって地理的適用範囲は、尾道糸崎
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表 2 に HU の概算結果を示した。ここでは干

ｂ）HSI の概算
構築した HSI モデルにより 1998 年度から

潟面積の変動が無かったと仮定した。したがっ

2004 年度までのモニタリングデータに基づき

て、HU の経年変化は、すべて HSI の経年変化

算出した HSI を表 1 に示した。しかし、モニタ

によるものになるため、HU の経年変化につい

リングの実施内容はその年ごとに、調査対象地

ては省略した。そして、対象地ごとに、「平均

や調査項目が異なっていたため、それに伴い、

値」の HSI に面積をかけ合せ、各対象地の 1988

HSI 算出のできないケースがあった。

年から 2004 年までの 7 年間における全体的な

表 1 より、それぞれの干潟において算出した

HU の傾向として、その結果を示した。これに

各年の HSI を比較評価することで、各干潟にお

より、7 ヵ年の単位期間あたりの各干潟におけ

けるアサリのハビタットとしての「質」がどの

るアサリのハビタット（「質」×「空間」）が

ように推移しているかを読み取ることができ

以下に示すように比較評価された。

る。すなわち、海老地区および福田港地区では

すなわち、HU の算出結果より、人工干潟で

HSI が減少していることから、ハビタットの

ある百島地区（HU＝17.28）、海老地区（HU＝

「質」が減少傾向にあると考えられ、反対に、

6.93）、灘地区（HU＝2.57）は、自然干潟であ

造成から最も時間が経過している百島地区で

る福田港地区（HU＝1.16）よりも、アサリのハ

はハビタットの「質」は増加傾向にあると考え

ビタットとしてより適した干潟であると考え

られる。なお、造成から間もない灘地区におけ

られ、よりアサリの生息数が高いと推察された。

るハビタットの「質」は、ほぼ一定の傾向を保

表２

っていると考えられる。

HU の値

また、一定の単位期間における各対象地の
HSI を比較評価するため、HSI データの欠損が
平均値

あることを考慮して、ここでは各評価対象地で

百島地区
（36ha）

人工干潟
海老地区
（16ha）

灘地区
（4ha）

自然干潟
福田港地区
（7ha）

17.28

6.93

2.57

1.16

1998 年度から 2004 年度までの間に算出された
各 HSI の平均をとり、これを便宜的に「平均値」

４．HSI モデルおよび HEP の課題

とした。これらを比較評価すると、全体的な傾

4-1．HSI モデル構築における課題

向として自然干潟（福田港地区）よりも人工干

アサリの生息の適否を規定する要因は様々あ

潟（百島地区・海老地区・灘地区）の方が、ア

るが、その中からどの要因をハビタット変数に

サリに対してのより高いハビタットの「質」が

するかによって、HSI モデルの精度の良し悪し

確保されていると判断できる。

や、モニタリング調査の手間や費用などが変わ

表１

ってくる。また、実際の具体的な維持管理の評

1998 年から 2004 年における HSI の値
百島地区
（36ha）

人工干潟
海老地区
（16ha）

灘地区
（4ha）

自然干潟
福田港地区
（7ha）

1998
1999
2001
2004

0.34
−
0.51
0.59

0.58
−
0.35
0.37

0.69
0.62
0.62
−

−
−
0.21
0.12

平均値

0.48

0.43

0.64

0.17

価に適用できるよう、人為的な働きかけが可能
な環境要因をハビタット変数に選定しなけれ
ばならない。それゆえに、HSI モデル構築にお
いて、どのようなハビタット変数を選定するか
は重要な意味を持つ。
しかしながら、本アサリ HSI モデルは過去の
尾道糸崎港の干潟を評価することを念頭に置
いているため、そのハビタット変数は、必然的

ｃ）HU の概算
HU は、HSI に面積をかけ合わせることで求

にこれまでのモニタリングデータに存在する

められる。人工干潟造成後の 1998 年から 2004

項目から選定せざるを得なかった。このように

年にかけては、各人口干潟面積の変動は無く、

今回構築した HSI モデルは、限られた条件の下

また自然干潟の面積も変動が無いものとし、本

で構築されていることから、その精度などに課

研究では百島地区を 36ha、海老地区を 16ha、灘

題があるといえる。

地区を約 4ha、そして、福田港地区を 7ha とし

また、適用可能な地理的範囲が広く、汎用性
の高い同種の HSI モデルが既に存在していたと

て検討した。
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しても、評価対象地におけるモニタリングデー

またその一方で、自然復元事業においては、

タに不足がある場合には、その HSI モデルを適

その実施に先立ち各種環境条件の調査を実施

用することはできない。そのような場合には、

することが求められるが、その調査内容として

本研究でそうしたように、評価対象地域の過去

は場当たり的に現況を調査するのでは不適切

のモニタリングデータの有無に基づいた HSI モ

である。自然再生事業では野生生物種のハビタ

デルを構築する必要性が生じてくる。その際に

ットを復元することが、その中心的な目的とな

は、既存の HSI モデルなどの文献を参考にしな

る。そのため自然再生事業の実施に際しては、

がら、過去のモニタリングデータの範囲の中で、

事業実施以前より、ターゲットとなる野生生物

できうる限り適正なモデルを構築するという

種のハビタットの適否に係わる環境条件をモ

態度が求められる。

ニタリングすることが重要である。

言い換えれば、人工干潟等の自然再生におい

そしてまた、HEP を適用する際においてもそ

て HEP 等の定量的評価を行おうとする場合に

れらの情報がモニタリングされ、公開されるこ

は、事業の計画時から必要なモニタリングを実

とが必要である。もし自然復元事業の実施に際

施し、施工時や維持管理時にも継続してモニタ

して、あらかじめ HEP の実施が計画されている

リングすることが肝要となる。

のであれば、より適切な評価を実施するために、
ターゲット種やモニタリングの項目などをあ

4-2．HEP の実施における課題

らかじめ指定しておくことが望ましい。

前述したように、本調査の HSI モデル構築や

以上のように HEP の実施、つまり最終的に累

HEP 実施において用いた、尾道糸崎港のモニタ

積的 HU を算出するためには様々な情報が必要

リングデータは、あらかじめ HEP の実施を目的

となる。すなわちそれは、
「ある時期における、

として収集されたデータではなく、環境の現況

ある質を有した場所が、どこからどこに広がっ

調査を目的としていた。そのために HSI モデル

ているのか」という経年的なデータである。

構築においては、ハビタット変数の選定が制限

例えば、本ケーススタディのような人工干潟

され、また HEP の実施においてはモニタリング

造成事業であれば、アサリなどのターゲット種

データの欠落から評価のできないケースがあ

に対する環境要因の、同一調査ポイントにおけ

った。

る経年的なデータや、干潟の面積の変遷データ

HSI モデル構築に際しては、ひとつの理想と

が必要である。つまり、人工干潟を造成する前

して、より普遍性が高く、より精度の高いモデ

の海岸の状況はどの様であったか、そこに自然

ルを構築することが目指されている。しかし現

干潟は無かったのか、というようなデータも必

実には、HEP を実施する評価対象地において充

要となる。さらには、それらの干潟面積をどの

分なモニタリングがなされておらず、既存の

ように具体的に設定するのかという問題もあ

HSI モデルを適用した場合には、そのモデルに

り、以上のような点は、今後の課題といえる。

含まれるハビタット変数をカバーすることが
５．順応的管理における HEP の役割

できないため、HEP による評価もできなくなる

近年、自然再生事業の実施に際しては、順応

ということが起こりうる。
HEP 実施による評価では、時間軸の概念が含

的管理による実施が求められている。なお、順

まれており、過去から現在、または過去から未

応的管理は「計画（仮説）→実施（実験）→検

来という軸での評価が実施されるが、そのよう

証（モニタリング）→計画の再設定（フィード

な時間軸を含んだ評価こそが日本の環境アセ

バック）」のようなサイクルで実施されるもの

スメントや自然復元事業の評価に特に求めら

である（鷲谷，2002、鷲谷・松田，1998）。

れるものである（田中，2000a，2002）。このよ

一方、米国では、環境アセスメントを

うに過去からの時間軸を含めた評価を実施す

「Incremental Process」
（増加していくプロセス）

るには、現在や将来にわたる環境要因データは

と呼ぶことがあるが、それは、環境アセスメン

もちろん、過去の環境要因データの存在が必要

トがいわゆる順応的管理として機能している

となる。

ことを意味する（田中，2003）。そして、その
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事業プロセス

ような米国の環境アセスメントにお
ける生態系の評価手法として最も広

事業
の
目標

く用いられている HEP は、生態系を

計画

説明責任

合意形成

モニタリングデータ

原生態系、
現存生態系、
潜在自然生態系
の把握

インパクト

ターゲット種のハビタットとしての

ミティゲーション

HEP による定量評価

「質」×「空間」×「時間」という視点

事業
の
目標´

から定量的かつ生態学的に評価する

目標生態系の設定

フィードバック

手法であり（田中，2002）、そもそも
事業
の
目標´

順応的管理に適した評価手法である
と考えられる。

モニタリングデータ´

インパクト´

目標生態系

ミティゲーション´

施工

ここで HEP を用いた生態系の順応

HEP による定量評価

的管理のフローを図 4 に示した。本フ

事業
の
目標´´

ロー図では自然再生事業を、事業プロ

目標生態系´

フィードバック

セス、説明責任、合意形成の 3 つの視
点から捉え、モニタリングとフィード

事業
の
目標´´

バックを重視した順応的管理手法に
おける HEP の位置づけを示している。

インパクト´´

生態系」と照らし合わせ、自然復元事

目標生態系´

ミティゲーション´´

維持
管理

フロー図からも読み取れるように、
HEP は、モニタリングの結果を「目標

モニタリングデータ´´

HEP による定量評価
事業
の
目標´´´

目標生態系ʼʼの設定

フィードバック

業の実質的な行為に対して、定量的な
評価を行い、さらにその結果を事業計
画へ具体的にフィードバックさせる
ツールとして機能する。また当初の目

図４

HEP を用いた生態系の順応的管理のフロー

注）本フロー図における、原生態系、現存生態系、潜在自然生態系とは、陸上生態系
における原植生、現存植生、潜在自然植生に対応する語として便宜的に用いた。

標生態系は、フィードバックするたび

る実験的検討」，宮城県水産試験場研究報告，11，p.44-58
田中章（2002），「何をもって生態系を復元したといえるのか？―
生態系復元の目標設定とハビタット評価手続き HEP について
―」，ランドスケープ研究，65（４），p.282-285
田中章（2000a），「環境アセスメントにおける定量的生態系評価
手法―代償ミティゲーションとの関係において―」，国際影響
評価学会日本支部第 4 回研究発表会論文集，p.15-20
田中章（2000b），新しい評価領域―ミティゲーションと生態系評
価―，環境科学会誌，13（2），p.280-281
田中章（2003），「生態系アセスメントにおける定量的評価手法利
用の考え方」，生態系の定量的評価フォーラム 生態系の定量
的評価手法の展望と情報交換，p.25-28
田中昌宏ほか（2003），「沿岸自然再生の計画・設計を支援する環
境評価手法に関する一考察」，土木学会論文集，741，p.89-94
堤裕昭（2005），
「 干潟の底質環境の変化とベントス群集への影響」，
月刊海洋，37（3），p.107-115
海の自然再生ワーキンググループ（2003）海の自然再生ハンドブッ
ク‐その計画・技術・実践‐第 1 巻総論編，国土交通省港湾局
監修，ぎょうせい，東京都，107pp．
鷲谷いづみ（2002），「順応的管理とは」，p.190，生物の多様性
分野の環境影響評価技術検討会編，環境アセスメント技術ガイ
ド 生態系，財団法人自然環境研究センター，東京，277pp
鷲谷いづみ・松田裕之（1998），「生態系管理および環境影響評価
に関する保全生態学からの提言（案）」，応用生態工学，1（1），
p.52−62
増殖場造成計画指針編集委員会（1997），「沿岸漁場整備開発事業
増殖場造成計画指針‐ヒラメ・アサリ編‐」，社団法人全国沿
岸漁業振興開発協会，東京，316pp．
生物多様性情報システム（web１）、自然環境保全基礎調査第 4 回
海域生物環境調査干潟分布図．http://www.biodic.go.jp/kiso/map/
hig_map_f.html，2005.7.15

に、目標生態系´→目標生態系´´と微妙に変
化してゆく。これにあわせて、事業目標も微調
整されてゆく。したがって、HEP は干潟造成事
業での順応的管理において、事業の評価や目標
設定のツールとしてまさに適した手法といえ
る。
今後、順応的管理の定量的かつ順応的ツール
として HEP を導入し、さらなる事例を積み重ね
ていくことが重要であろう。
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