アサリ(Ruditapes philippinarum）浮遊幼生の着底状況を指標とした
高炉水砕スラグの機能評価
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Functional evaluation for granulated blast furnace slag based on the settlement of planktonic
larvae of Japanese Littleneck Clam (Ruditapes philippinarum)
HONDA Yoshito＊1, ISIDA Motoo＊1, IEDA Kiichi＊1, TAKEDA Kazuya＊1
YAMAGUCHI Yasuyuki＊2 , and SUZUKI Teruaki＊1

Abstract : The possibility of using granulated blast furnace slag was investigated in the present study,
because in the near future it may become more difficult to obtain marine sand on a massive scale.
Granulated blast furnace slag is a by-product from the manufacturing of iron. It can act as an alternative
material to marine sand for constructing artificial tidal flats and shallows. These studies were conducted in
a 30L tanks for short-term experiment (28 days and 46 days after hatching) and long-term experiment (295
days). The effect of five kinds of granulated blast furnace slag, including mixture by natural sand was
assessed on larval settlement, post-settlement survival of the Japanese Littleneck Clam, Ruditapes
philippinarum. The effects were compared to five different kinds of natural sand.

In the short-term

experiment, there was significant correlation in the larval settlement and post-settlement survival of
Ruditapes philippinarum between the granulated blast furnace slag group and the natural sand group. On
the other hand, a higher larval settlement and post-settlement survival of juveniles was observed in the
large-sized granulated blast furnace slag compared to the natural sand. In the long-term experiment, there
was no significant difference in the growth of juveniles. From the results of these two experiments, the
possibility to used the granulated blast furnace slag as an alternative material to marine sand was
suggested.
キーワード；高炉水砕スラグ，アサリ，着底，干潟
干潟や浅場はアサリ(Ruditapes philippinarum)等の有用

は，埋め立て用の土取り浚渫跡に発生する無酸素水の湧

水産生物の成育場・漁場である。さらに，干潟・浅場は

昇によるアサリ等の大量斃死も起きるようになっている。8）

底生生物現存量が多いため，水中の有機懸濁物除去速度，

従って三河湾の環境を改善するためには，残された干

すなわち水質浄化能に優れ，湾全体の物質循環に良好な

潟・浅場を保全するとともに新たな干潟・浅場の造成や

影響を与えている。
育場

4）

1‑3）

また，魚類にとって幼稚仔の保

，貧酸素からの逃避場

5）

としても機能している。

しかし，全国的に干潟や浅場は埋め立て等により大きく
6）

浚渫跡の埋め戻しといった修復事業が必須である。
1998 年から 2004 年までの計画で，三河湾では航路浚
渫砂を利用した大規模な干潟・浅場造成事業が実施され

三河湾においても 1970 年代だけで約

ており，600ha 程度の修復が実現したが，環境改善効果

1200ha の大規模な埋め立てが行われ，それによる干潟・

を発現するためには，少なくとも 1970 年代の喪失干潟域

浅場の消失によって赤潮の多発，貧酸素水塊の拡大，苦

1200ha の修復が必要であり，さらに 600ha 程度の修復が

減少している。

7）

潮の発生による漁業被害が顕著化した。 さらに近年で

必要と考えられている。9）しかし，全国的に海砂採取を
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環境保全のために抑制する動向もあって，良質な海砂の

粒径 D50 は 0.49 ㎜(SS)，0.65 ㎜(SL)，0.72 ㎜(SSN50)，

入手は今後極めて困難な見通しとなっている。このため，

0.73 ㎜(SLN75)，0.8 ㎜(SLN50)であった。なお，天然砂

三河湾では海砂に替わる造成材料の開発が急務となって

とスラグの混合区については，多くの区画を設定できな

おり，著者らは量的確保，経済性，安全性の面で優れて

かったため，混合率は 25％，50％とした。Table 1 にスラ

いると思われる製鉄過程の副産物である高炉水砕スラグ

グの化学組成を，Fig.1 に各造成材料の粒度組成を示した。

に注目した。
高炉水砕スラグは，高炉から鉄と同時に生成した溶融
状態の高炉スラグを圧力水で急冷粒状化したものであ
り，その成分は CaO，SiO2，Al2O3，MgO の他，少量の

Table 1. Chemical composition of granulated blast furnace slag
constituent
％

CaO

SiO2

FeO

MgO

Al203

S

MnO

41.0

33.4

0.4

6.0

14.5

1.0

0.7

Mn，Fe の化合物，S 等を有し，粒子形状は比較的均一で
ある。10) 2002 年度の高炉スラグの国内生産量は約 2400
(Natural sand group)
D50 0.19 0.3 0.65 0.95 1.2
100

万 t，そのうち水砕スラグは 1830 万 t で水砕化比率は増
ート混和材，土工用材，コンクリート用細骨材，珪酸石
灰肥料および土壌改良材となっており，11) 重金属の溶出
等安全性に関する従来の様々な検討結果でも，問題が指
摘された例はない。12-14）

Mass ratio (％)

加傾向にあり，その用途は高炉セメント原料，コンクリ

80
60
40

高炉水砕スラグの海域における利用研究はいくつかみ

20

られ，間隙水中の H2S の発生を抑制し，生物の生息環境

0

15-17)

を向上する底質改善効果，

NA

NB

NC

ND

NE

SS

SL

鉄鋼スラグの中の製鋼ス
Clay + Silt (<0.075㎜)

ラグを成形した炭酸固化体試験では藻類の付着促進効果
18)

(Slag group)
0.49 0.65 0.72 0.73 0.8 (㎜)

Coarse sand (0.425-2㎜)

等が報告されている。そこで本研究は，干潟・浅場の

SLN75
SSN50
SLN50

Fine sand (0.075-0.425㎜)
Fine gravel (2-4.75㎜)

Medium gravel (4.75-19㎜)

造成材料としての高炉水砕スラグの有用性を，干潟・浅
場の優占種であるアサリ(Ruditapes Philippinarum)浮遊
幼生の着底状況によって検討することを目的とした。ア
サリ浮遊幼生では底質を能動的に選択することが報告さ
れており，19) 本稿では造成材料の粒径による差異につい
ても検討を加えた。また，今後，三河湾の干潟造成事業

Fig.1 Grain size compositions and Median diameter (D50)
of each construction material. NA, NB, NC, ND and
NE are natural sands, SS and SL are granulated blast
furnace slags. SSN50 is the mixture having the ratio
of SS to ND is 1:1. SLN75 is the mixture having the
ratio of SL to ND is 3:1. SLN50 is the mixture
having the ratio of SL to ND is 1:1.

におけるスラグ適正使用の基礎資料とするため，天然砂
とスラグの混合についても検討した。
浮遊幼生を得るための母貝は三河湾で採捕した殻長 3
材料及び方法
１ 実験材料
実験区は高炉水砕スラグ区（以下スラグ区と称す）と

〜4cm のものを用い，産卵に供するまで実験室内の水槽
で 20 日間流水飼育した。産卵誘発は 2002 年 5 月 15 日に
行った。放精，放卵は母貝を 12℃と 28℃に設定した精密
20）

天然砂区からなり，天然砂区は粒径の異なる 5 種類の区

濾過海水に浸漬する温度刺激法

（NA，NB，NC，ND，NE）とした。それぞれの中央粒

精密濾過海水で洗浄した後，500L のポリカーボネイト水

径 D50 は 0.19 ㎜(NA)，0.30 ㎜(NB)，0.65 ㎜(NC)，0.95

槽に収容しふ化させた。受精 2 日後の D 型幼生変態後は

㎜(ND)及び 1.2 ㎜(NE)である。NB のみ種子島産の山砂

これらを 120µm のプランクトンネットで濃縮し，13 ㎥

で，その他は海砂であった。高炉水砕スラグについては

水槽に 3〜5 個体 ml-1 の飼育密度になるよう移槽した。

川崎製鉄株式会社水島製鉄所（現 JFE スチール株式会社

飼育水は精密濾過海水とし１日約 2 回の換水率で流水飼

西日本製鉄所）の副産物を用いた。篩により粒径が異な

育した。餌料は人工培養した Pavlova lutheri（パブロバ）

る２種類（SS，SL）のスラグを調整し，SS と SL を単独

を用い 1 日に 1 回 2〜3×104 cells ml-1 になるよう与えた。

で用いた SS 区，SL 区及び，SS に天然砂 ND を 50％，

２ 着底実験

によった。受精卵は

SL に ND を 25％，
50％それぞれ添加混合した SSN50 区，

30L の円形ポリカーボネート水槽を 2 個用い，
一方は，

SLN75 区，SLN50 区の 5 区を設置した。それぞれの中央

ふ化後 28 日（試験区Ⅰ）の着底直後，もう一方は，ふ化

後 46 日（試験区Ⅱ）の着底初期の状況を調べた。水槽の
中央部にプラスチック板を使い 5 ㎝×5 ㎝の区画を 25 区

結

果

１ 着底実験

画作成し，その中に無作為に各造成材料を 7 ㎝層厚で設

全ての実験区における着底数（生残数と死亡数の合計）

け，実験区周囲の空所には天然砂 ND を敷き詰めた。全

と殻長の関係を Fig.2 に示した。試験区Ⅰ（ふ化後 28 日）

てについて複数の区を設けることが困難なため，同じ造

では着底数と殻長との間には相関がなく，18 日経過した

成材料の着底量の相違については，一色干潟の粒径と類

試験区Ⅱ（ふ化後 46 日）では負の関係を示す傾向にあっ

似する天然砂 ND とスラグ SL で観測した。試験区Ⅰで

た。これらのことは殻長という指標は密度効果的な要素

は ND を 2 区，SL を 3 区，試験区Ⅱでは ND を 4 区とし

により着底数に強く影響されることを示しており，造成

たが，両試験区の相違については考慮していない。水槽

材料そのものの適正比較には，Fig.3 に示す着底数と生残

中央にエアーストーンを吊し，緩やかに通気し微弱な流

数との相関の比較が重要であると考えられた。

れを作った。実験区の設置は浮遊幼生投入の 2 日前に行
い，実験開始まで精密濾過海水は入れなかった。区画に

1000

はスラグ，天然砂以外の造成材料も検討のため設置した

900
800

が，本稿ではそれらについての評価は除く。

700
600

長 171µm）を 1×105 個体ずつ 2 槽（試験区Ⅰ，試験区
Ⅱ）に収容した。餌料の種類，量は前述と同様であり，
稚貝を採取するまで与えた。飼育水には精密濾過海水を
用い，浮遊幼生の底層移行確認後は 1 日に 1 回，3 分の 1
を換水した。試験区Ⅰではふ化後 28 日の 6 月 13 日に，
試験区Ⅱはふ化後 46 日の 7 月 1 日に，それぞれの水槽か
ら内径 27 ㎜（採取面積 5.7 ㎠）のコアを用いて砂を深さ
3 ㎝採取し，3％中性ホルマリンで固定した後，冷蔵保存
した。生存個体と死亡個体の稚貝を計数した後，それぞ
れの殻長を測定した。
３ 成長実験

M ea n s hel l l eng th ( μｍ）

2002 年 5 月 24 日にふ化後 8 日目の浮遊幼生（平均殻

500
400
300
200
100
0
1000
900

の粒径と類似する天然砂 ND とスラグ SL としたが，施
設の関係でこれ以外の材料については行わなかった。
30L の円形ポリカーボネート水槽を 2 個用い，それぞれ
に 10 ㎝層厚（砂面積 1,000 ㎠）で敷き詰めた。

E x peri mentⅡ( 46 da y s a f ter)
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着底実験とは別に着底後の稚貝の成長を比較するため
の実験を行った。造成材料は着底実験と同様，一色干潟

E x peri mentⅠ( 28 da y s a f ter)
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D ens i ty of s ettl ement l a rv a e（i nds ./㎠）
Fig.2

Relation to the shell length to the density of
settlement larvae settled on each construction
material. Upper figure shows result on 28 days
after hatching (experiment Ⅰ), lower figure shows
result on 46 days after hatching (experiment Ⅱ).
M arks shows, ●, natural sand; ▲, slag alone; △,
slag mixed with natural sand (ND).

2002 年 6 月 5 日にふ化後 20 日（平均殻長 235µm）の
稚貝をそれぞれ１×104 個体収容した後，実験室内で 295
日間生海水により無給餌で流水飼育し成長を比較した。
飼育開始 54 日後の 7 月 29 日には水温が 29.6℃まで上昇

試験区Ⅰ及び試験区Ⅱの全ての実験区における着底数

し稚貝の斃死が確認されたため，水温が下降する 9 月 10

と生残数の関係を Fig.3 に示した。ふ化後 28 日（試験区

日までは 25℃に設定した恒温室に水槽を収容し，2〜3

Ⅰ），46 日（試験区Ⅱ）のいずれの試験区も天然砂区と

日毎に飼育水の半量を交換した。それぞれの水槽からプ

同様，スラグ区には有意な正の相関がみられ(P<0.001)，

ラスチックシャーレを用い，複数ヶ所の砂を採取して生

それぞれの実験区は一次直線(y = ax)で近似できた。

存稚貝の殻長を計測した。なお，収容後 35 日までの計測

次に，スラグ区と天然砂区における生残稚貝の密度と，

は 50 個体としたが，50 日以降は殻長に個体差が大きく

粒径の相違による密度を Fig.4 に示した。なお，同一造

なったため 100 個体計測した。また，収容 231 日後と 295

成材料の複数区における生残数は平均値及び上限値，下

日後には内径 27 ㎜のコアで砂を深さ 5 ㎝，
3 ヶ所採取し，

限値を示し，スラグ区と天然砂区は t-検定により両区の

稚貝の生残率を比較した。

差を検定した。

れた。試験区Ⅱでは ND＞SSN50=SS で，ND 添加による

30

Dens i ty of s urvi vi ng j uvenil es （i nds ./㎠）

E x pe ri m e ntⅠ( 28 d a y s a f te r)
25

変化はみられなかった。SL に ND を添加した実験区の生

20

残数は，試験区Ⅰでは SL＞ND＞SLN75＞SLN50 の順で，
SL の添加率を高めるに従い減少した。試験区Ⅱでも同様

15

な傾向がみられたが，いずれの試験区においても SLN50

10

は ND より低い値であった。

y = 0.6818 x
(r = 0.958)

5

２ 成長実験

0

Fig.5 にスラグ SL と天然砂 ND で飼育した平均殻長の

30

E x pe ri m e ntⅡ( 46 d a y s a f te r)

経時的変化を，Fig.6 に生残数を示した。飼育期間中，造

25

成材料の相違によって殻長に差はみられなかった。しか

20

し，生残数をみると顕著な差が生じ，231 日目の生残数
15

は SL が ND の約 2 倍であった。ND ではその後も多数の

10

稚貝が斃死し，295 日目の生残数は 70 日間で 81％減少し

y = 0.6336 x
(r = 0.962)

5

た。一方，SL ではこの間の生残数の低下は 24％に留ま
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った。最終の生残率を生残密度から推定すると，それぞ
れ 33％，3％となり，SL が ND を大きく上回った。

D e ns i ty of s e ttl em e nt l a rv a e （i n ds ./ ㎠）
Fig.3 Relation to the density of surviving juveniles to
the density of settlement larvae settled on each
construction material. Up per figure shows result
on 28 days after hatching(exp eriment Ⅰ), lower
figure shows result on 46 days after hatching
(exp eriment Ⅱ). M arks shows, ●, natural sand;
▲, slag alone; △, slag mixed with natural sand
(ND).

考

察

人工干潟が漁場や水質浄化の場として機能するために
は，特にアサリ等有用二枚貝類の浮遊幼生が加入・着底
し成長する好適な底質材料の存在が不可欠である。本実
験では，アサリ浮遊幼生の着底状況に視点を置いて製鉄
過程の副産物である高炉水砕スラグの利用可能性を検討

各実験区の生残数をスラグ区，天然砂区ごとに平均す
，天然砂区
ると，試験区Ⅰではスラグ区(14.6 個体 cm-2）
-2

-2

(10.0 個体 cm ）
，試験区Ⅱはスラグ区(11.6 個体 cm ）
，
-2

した。
浮遊幼生の着底を指標に造成材料の適正を評価するに
は，Fig.2 に示したように密度効果の影響を受ける成長で

天然砂区(7.8 個体 cm )で，いずれの試験区もスラグ区

はなく，着底数と生残数との相関関係を天然砂と比較す

が天然砂区より高い傾向がみられたが，両区の間に統計

ることが適当であると考えられた。Fig.3 に示した天然砂

的に有意な差はなかった(P>0.05)。

区とスラグ区に着底した実験区の着底数と生存稚貝数の

実験区ごとにみると，天然砂区の試験区Ⅰでは ND＞

関係をみると，強い相関があり一次直線に近似できた。

NC＞NE＞NA＞NB であり，試験区Ⅱでは ND＞NE＞NB

これらのことは天然砂区，スラグ区の実験区では着底量

＞NC＞NA の順であった。両試験区とも粒径の大きな砂

に関わらず着底稚貝の生存に及ぼす影響に差が小さいこ

で生残数が多い傾向にあったが，試験区Ⅰの NB は他の

とを示しており，造成材料として両者には質的な相違は

砂より顕著に少なかった。

ないことが示唆された。

スラグ単独の SS，SL 及び，これらに粒径が最も類似

自然界における二枚貝類成貝の分布が浮遊幼生による

している天然砂 NC の生残数を比較をすると，試験区Ⅰ

着底基質の能動的選択によるものか，捕食等のそれ以外

で，
は SL＞NC＞SS の順で，
SL は NC の 1.8 倍であった。

の要因も関与しているのかについては議論がある。21-23)

一方，SS では SL の 15％，NC の 29％で，スラグの粒径

しかし，少なくとも浮遊幼生の着底は受動的ではなく，

の相違によって大きな差が生じた。試験区Ⅱでも生残数

能動的であるとの見解が一般的である。24,25) Fig.4 に示

は SL＞NC＞SS の順で，SL は NC の 4.3 倍，SS では SL

した着底実験の中で同一造成材料に着底した生残数をみ

の 22％，NC の 94％であり，試験区Ⅰと同様な傾向を示

ると，試験区Ⅰの二つの ND 区では 14,17 個体 cm-2，SL 3

したが，SS はほぼ NC と同じ値であった。

区では 18,19,27 個体 cm-2 ，試験区Ⅱの ND 4 区では

次に，スラグに天然砂 ND を添加した実験区をみると，

9,9,10,11 個体 cm-2 であり，変動幅は小さかった。このこ

試験区Ⅰの SS は ND＞SSN50＞SS の順で，ND 添加によ

とは着底が単なる確率的過程によるものではなく，着底

り ND には及ばないものの着底が促進される傾向がみら

初期における能動的選択の存在を示唆している。これま
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Fig.4 Density of surviving juveniles settled on each construction material. Left figure (a) show the mean density of surviving
juveniles settled on slag group (S) and natural sand group (N), and the density for each construction material. (S) shows
the mean and standard deviation on slag group (SS, SL, SSN50, SLN75, SLN50), and (N) shows the mean and standard
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indicate the ranges in density of surviving juveniles. Right figure (b) show the density of surviving juveniles for each
construction material based on grain size. M arks shows, ●, natural sand; ▲, slag alone; △, slag mixed with natural sand
(ND).

での室内での飼育実験によれば，多くの浮遊幼生におい

さらに SL は粒径の類似する天然砂 NC 及び天然砂全体

て選択的な観察がみられ，天然砂を用いた室内実験（止

の平均よりも着底数が多く，何らかの着底促進要因があ

水）ではアサリ幼生が底生生活に移行する際，底質の粒

るものと推測された。この傾向はふ化後 28 日でもふ化後

径を選択し好適な基質に着底することが報告されており，

46 日でも同様にみられた。逆に SS は浮遊幼生投入 20 日

18)

粒径１㎜前後が最も好適であるとされている。

後程度の初期には着底阻害効果を有することが示された。

本実験においても粒径の相違により着底数に差がみら

このような着底促進要因，着底阻害要因の存在はスラグ

れ，Fig.4 に示したように天然砂での試験区Ⅰ，Ⅱのいず

と天然砂との混合(Fig.3)により天然砂に近づく傾向が

れにおいても中央粒径 0.95 ㎜の ND で着底数が最も多く，

あることからも推測できる。

中央粒径の大きな砂ほど着底数が多い傾向にあり，柳橋
18)

コケムシ類やホヤ類の幼生では銅，鉄，亜鉛の重金属

の行った実験結果と良く一致した。試験区Ⅰで中央粒

塩が変態を促進し，カルシウム，マグネシウム等の無機

径 0.3 ㎜の NB への着底数が極端に少なかった原因は不

イオンでは変態が促進あるいは抑制されることが報告さ

明である。

れている。26) また，多くの海産無脊椎動物では，幼生

Fig.3 に示した着底数と生残数の相関直線をみると，ス

の誘引因子に砂表面に付着する微生物，被膜物質及び，
27-29)

ラグ単独の SL 及び SL と天然砂 ND を混合した実験区で

これらに由来する化学物質

着底量が相対的に高い傾向にあることから，アサリ浮遊

スラグにも何らかの着底促進物質が存在する可能性は高

幼生が能動的にスラグを選択している可能性が示唆され

い。高炉水砕スラグに由来する生物的・化学的な着底促

た。

進作用については不明であるが，今後，実験的な検討を

詳細にみると，Fig.4 に示したようにスラグの内でも粒
径の大きい SL が粒径の小さい SS に比べ生残数が多く，

の存在が知られており，

加える必要があると思われる。
小粒径のスラグ(SS)では着底数が SL より少なく，ま

Mean shell length (μm）

Fig.5 に示したように，着底稚貝の長期飼育では天然砂

3500
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0
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スラグ中の Ca 成分や Fe 成分により底泥から溶出する硫
化物イオンが吸着されたことを挙げている。また，夏季

Fig.5 Changes in growth of juveniles on slag (SL)
and natural sand (ND). Marks shows, ○, mean
shell length in SL; ●, mean shell length in ND.

に H2S の発生が抑制されたことによって間隙水の COD
が低下し DO も増加したこと等も挙げ，水砕スラグは底
生生物の生息環境として好ましいと述べている。Fig.6 に
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示した今回の高炉水砕スラグと天然砂との生残率の差は，

Fig.6
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5
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このような水砕スラグの持つ底質改善効果によって稚貝
の腐敗に起因する二次的な斃死が抑制されたためと考え

4

られた。

3

本稿ではアサリ浮遊幼生の着底状況を指標として，人

2

工干潟・浅場造成材料としての高炉水砕スラグの利用可

1

能性を検討した。その結果，水砕スラグ特に粒径の大き
なスラグが天然砂よりも着底基質として有用であること

0
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Density of surviving juveniles on slag (SL) and
natural sand (ND) on 231 days and 295 days
after raising.

が示唆された。しかし，浮遊幼生が着底・定着し最終的
に底生個体群に加入するまでの間には，生物相互の関係
も含めさまざまな過程が介在することが指摘されており，
21,22,32)

短期的な実験だけでは評価が困難である。従来の

二枚貝類幼生の基質選択に関する実験の多くも小規模な
た，粒径の類似する天然砂 NC と比べてもふ化後 28 日の

空間で行われたものであって，24,33) 自然条件下でも室内

試験区Ⅰでは少なく，SL とは逆に初期の段階で着底を阻

での着底機構が作用しているか否かは明確でなかった。

害する傾向がみられた。この原因としては SS 区では粒

そのため現実的な流動条件下での実験の必要性が指摘さ

子全体の表面積が SL 区より増加するため，スラグ表面

れ，34）Snelgrove et al.35）は二枚貝類の一種である Spisula

からの Ca２+ 溶出が大きく，pH の上昇がより顕著に現れ

solidissima の着底実験を流動条件下で行った。その結果，

ると考えられる。ムラサキイガイ(Mytilus Edulis)では着

自然海域での生息場所である砂質を能動的に選択するが，

底直前の変態期ベリジャー幼生(pediveriger)の成長がア

止水では泥質にも大きな着底がみられ，底質との間に何

ルカリ側で遅れ，ベラムの退化が進み斃死することが報

らの関係も得られなかったことを明らかにし，基質選択

30)

告されている。

アサリについてもアルカリ性側に対し
31)

ては抵抗力が弱いことが指摘されている。

清水港奥部

に関しては現場の海況にできるだけ忠実な現実主義的実
験の重要性を指摘した。また，着底後の漂流による再移
36,37)

での実験ではスラグ投入の直後から間隙水の pH が上昇

動

し，4 週間後に最大 9.6 を示し，その後低下したことが報

生息場所とは異なることも知られており，38) ほとんど

告されている。15,16) 干満や流動に伴う間隙水の移動がな

止水に近いか，微弱かつ均一な流動条件の小規模室内実

い小規模実験の区画では pH の上昇がより顕著に現れる

験や自然の底生生物群集が形成されない小規模室内実験

と予想され，そのことが SL で推測された何らかの着底

では，得られた結果が自然の系で実際に作用するかを確

促進要因よりも，より忌避的に作用した可能性が考えら

認することができないことも指摘されている。

れた。しかし，清水港奥部における実験の結果から 4 週

が重要であり，最初の幼生の着底場所と稚貝の

このため，本田ら

39)

は干潟環境条件を再現するメソ

ことから，ふ化後 46

コスムを利用した実験により高炉水砕スラグの利用可能

日の試験区Ⅱでは高 pH の影響が消え SS の生残数が天然

性を検討し，スラグにおいても天然砂とほとんど同じ底

砂 NC の値に近づいたと考えられた。

生生物群集が構築されること，アサリ浮遊幼生の加入・

間後には pH が急激に低下する

15,16)

着底実験の結果では投入直後から約１年後まで生残数に

化の進行による底生生物群集構造の変化が底泥−海

有意な差がないことを報告している。本実験のような小

水間の窒素収支に与える影響−底生生態系モデルに

規模な室内実験のみでは評価できないが，長期的かつ現

よ る 解 析 − ． J. Adr. Mar. Sci. Tech. Soci. 1998;

場再現型のメソコスム実験の結果と併せて評価すると，

4: .65‑80.
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