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正 誤 表

（東北区水産研究所研究報告第31弓〉

訂正場所 誤 正

目次 l上から 9行
！明の

発生時期の

31 上から8行 窮乞を生み 窮乏を生み

37 上から20行 〈ヲ｜力を斥力〉 （引力と斥力）

45 下から 2行 素材な疑問 素朴な疑問

47 下から9行 特性との相互関係 特性とその相互関係

81 
英上文か抄ら録6行

expontial exponential 

85 下から2行 注 意 さ れ な 山 は い がl注意されなければならないが

115 ドから10行 21'蚤の昼夜足種 2種の頭足類

131 第6図説明文2行 単位努力当り漁獲量 時期航陸揚量

156 ーとから2行 卵黄卵 卵巣卵

1s7 I第項目2表4成行熟段階の 卵黄珠前期 卵黄球前期

158 第6図横車由座標 10.l 10.1< 

159 上から13行 卵黄卵 卵巣卵 ． 
165 上から9行 分裂を終え乙 分裂を終えて． 
166 下ーから13行 防げにならない 妨げにならない

1681上から 6行 大野礎吉 大野磯吉
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底生性サメ類 の食餌＊

河正 男

ON  THE FEEDING  HABITS OF SOME DEMERSAL SHARKS 

By 

Masao MIKA羽TA

The feeding habits of four species of elasmobranchii and one of holocephali, that were caught by a 

trawle【 offthe eastern coast of Aomori Prefecture, were investigated for the recent fishery seasons. 

Some considerations are made for the adaptation of the teeth organ to the feeding behavior of these 
species. 

The results are as follows; 

l. J¥1ustelus man.a乞OBLEEKER : Spotted shark or Hoshizame in Japanes巴．

Small demersal crustaceans like some species of shrimps, crabs and garateas were frequently fo山 d111 

the stomach. 

The weight of the stomach contents was about 1-7 percent of the total body weight. Upper and lower 

Jaws bear villiform denticles. 

2. Squalus acanthias LINNE : Dog fish or Aburatsunozame. 

The individuals less than 30 cm in total length eat small crustaceans, especially E叫phausiapacifica, but 

the larger ones prefer fishes. 

They hav巴 sharpcanine teeth in both jaws, and thus the preys are often cut off at their head port10n. 

The size of injested五shis about 10-25 percent of the total l巴ngthof the predator, and the amounts of 

the food found in the stomach range from 0.05-20 percent of the body weight. 

The rations are less from January to June but gradually increase after July to September or October. 

3. Squalus brevirostris TANAKA: a species similar to the dog fish or Tsumaritsunozame. 

The feeding habits resemble the dog品sh. The fish exceeds 30 cm in total length. 

The main food items are fishes, and the amounts of the food in the stomach are 0.5-10 percent of 

the total body weight. 

4. Centroscyllium ritteri JORDAN et FOWLER Kasum1zame. 

Various small shrimps and small fishes ar巴 eaten.

The amounts of food range from 0.1・10percent of the body weight. Both jaws have a zone of small 

clenticles. 

5. Bathyaloρex barboul"i (GARMAN) a spec;ies similar to the elephant fish or Kokonohoshiginzame. 

The main food items ar巴 zygophurae,and amounts of them are about 0.3-2 percent of the total body 

weight. 

Jaws bear incisor teeth. 

The amounts of ratio口arethe least among th巴日vespecies studied，日ndthis value rarely occurs in the 

amounts of food of the bottom 日shes.

はじめに

東北海区に分布する底生性のサメ煩は．松原（1955）によ ると12種ほど記録されているが，その中で量的に多く，

ほびき網の漁獲物の中で、主要な地f立を示めているのは次の 5 ~重であ り ，これらについてその食餌を研究したので報告

すみ

本東北区水産研究所業績 第 267号
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ホシザメ A1ustelus manazo BLEEKER 

アプラツノザメ Sqi叫んsacanthias LINNE 

ツマリツ ノザZメ Squalus bγevi:γostris TAN AKA 

カスミザメ Centroscyllium rdte1"i JORDAN et FOWLER 

ココノホシギンザメ Bathyalo戸exbarbouri (GARMAN) 

この中ホシザメ ・アプラツノザメ ・ツマリツノザメ およびカスミザメの 4種は板似亜綱（Elasmobranchii）のネス

ミザメ目（Lamnida）に含まれるが， ココノホシギソザメは全頭TIE綱（Holocephali）のギソザメ目（Chimaerida〕に

含まれて，上記q重とは亜綱を異にし，分類学的にはサメ類ではないが，一般的にはウサギサメ と呼んでサメ類の中に

含めているので，木報告でも一応これを含めて底生性サメ類と した． またアブラツノザメとツマリツノザメとは外1f~

上よく似ているし，一緒に漁獲されるので‘一般にはこの両種は混同されてツノザメとしてとりあっかわれているー

木報告の資料の 1部（43 44 45年冬期のアブラツノザメ〉は，主として青森県太平洋岸における越冬マサパの訊l

査のため八戸魚市場から購入したもので， これは東北7]1.研八戸支所飯塚:J-；（記技官が 1:jコ心になって調査したものであ

り，その資料の使用を快諾された飯塚技官に謝意、を表したい．また文献閲覧の｛更をいただし、た東北水研遊佐多f=i!:UJI：時

士ならびに御校閲をいただいた安井達夫八戸支所長に御礼申し上げる．

材料と方法

この報告で食餌研究のためにとりあつかった標本は，昭和38年5月よ り昭和44年2月までの聞に，東北水研八戸支

所委託調査船第21長運丸と，調査船わかたか丸によって採集されたものと，昭和43年2月， 44年 1～4月および45年

2・3月に八戸魚市場に水揚げされたものである．漁法はすべて機船底びき網で・あり，漁場は青森県太平洋岸であ

る．また漁獲量の資料は昭和25年以降東北水研八戸支所で集められた委託調査船の漁獲記録である．
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食餌研究に用いた標木はホノレマリ γ悶定することなくそのまま行なった．した

がって漁獲されてから開服するまで11寺｜尚的に表干の経過があるので，その聞に多

少の消化が考えられるが，それは一応無視した．まずこアブラツノザメが魚類やイ

カ類をおll食している場合，3～5cm位づつに食し、切っていることが多いので，こ

れらの餌魚の体長測定は，食い切られた部分を並べて原型に復元して測定した．

餌の重量測定は感量 lOmgの上皿天ffで秤量した．胃内容物に関する 項 目の 中

「空間」 とは，胃内容物が肉眼で認められないで，胃が収縮状態にある場合をい

い，町内容物は認められるがはっきりした形態をとどめず，偶料の判定が出来な

い場合は「消化不明瞭」として空間と区別した．宵内容物の出現頻度の表現方法

はいろいろあるが， ここでは空間のものを除いた際本胃数に対する%で表わし

た．したがって数積の餌を岡崎にj寝食している場合は．その総計は 100%を越え

ることになる．

c 

分布の状態

はじめに委託調査船の漁獲記録によって，青森県太平洋岸における底生性サメ

加の分布の概要を述べる．

まず魚種別にど、れ位の水深のところに生息しているかをみると，第 l図に示し

たようにホシザメ は最も浅く ，92%のものは 100～200mの水深帯に分布してい

第 1灰｜ 魚種別，深度別漁獲：！i-IJ合 る アブラツノザメはやや深くなって200～300m水深に47%, 3CO～500mのとこ
Aホシザメ， Bァブラツ
ノザメ Cカスミザメ ろに 36% が分布し カス ミザメは更に深くなって300～500m水深に65%, 500m 

Dココノホシギγザメ． 以深にも 30% のものが分布している． 最も深海性なものはコ コノホシギソザメ

c 110) 



底生性サメ類の食倒

で，水深 3CO～500mのところに48,%, 508m以深には 45%のものが分布してい

る．以上のようにホシザメは浅海性，カス ミザメ とココ ノホシギンザメは深海性

であり，アプラツノザメはその中間性とみるこ とができる つぎに第2図によ っ

て時期的な分布の消滅をみよう．ホシガーメは 1～8月の「聞は10%以下であるが，

9 10月には28%とj曽え， 11・12月には更に多くなって41%に達し 9～12月の

聞に年間の70%近くが漁獲されている． アブラツノザメは1・2月に 43%と多

く， 3 4月には更に多く 53%となって，l～4月の間に年間の実に96%を占め

ているー東北 ・北海道太平洋岸のアプラツノザメの回遊については，過去に傑識

放流や漁獲量の時期的 目地理的判長砂から，かなり 明らかにされている （今円1・大

’i; .パ羽 1952，管野 ・事11聖子1955，小島 1958，大内 1956,SATO 1935，東北水研

八戸支所 1956, 1962，遊佐 1958). それによると北海道東北太平洋岸沿いに

秩期から冬期を通じて南下回遊移動し春期 ー初夏にかけて北上回遊をして，北は

オホー ック海から南は常磐海Jr；＼；の間を往復回遊しているという したがって第2

図の l～4月に年間漁獲量の大部分を占めているのは，南下および北上回遊の途

中のものであって，過去の知見とよく一致する 6月以降は北上後であるため分

布量は極めて少ない．カスミザメは 7～10月に多く年｜品jの60%はこの夏 ・秋則に

漁獲され．冬 ・春期の漁獲量は少ない ココ ノホシギソサ、メも 7・8月の夏j切に

最も多く62%に）yしている このように深海性のサメ）J｛の漁獲が冬 ・春j切に少な

いのは，この時期に漁船が浅海性の魚類を漁獲の対象とすることが多いためもあ

；：｜．，－－－－－ 

；：｜六
ぺ～／ヘ c

::1 －人 D

1 ？？？ ~ 11 月
2 4 6 8 10 1'2 

第 2図 魚種別．時期別漁獲割合

Aホシザメ ，Bアフラ ツ
ノザメ， Cカスミザメ，
Dココノホシギンザメ．

ろうが，ココ／ホシギソザメは7 8月にはどの水深のところにも多く， 200m 以浅にまで出現しているところか

ら，やはり 時期的な分布の ii~長を現わしているものと思われる．

全 長組成

食餌研究のために用いられた標本の魚種別 ・雌雄別全長組成は第3区！に示した通りである．ただしココノホシギソ

ザメの場合は尾部が糸状に伸びているため先端が切断されていることが多いので， l吻端から第二背びれにある深い欠

亥IJの部分までを測定して大きさの目安とした 第3図はその組成である．

まずホ γザメ をみると雌 －維とも全長 40～70cm の範囲のものが多くー 40～50cm と 55～60cmのところにモード

がみられる ． ツマリツ ノ ザメも ~tif . k:ffとも全長 40～70cmのものが多いが，i1tでは 90cm前後の大型のものもみられ

る．ア プラツノザメの中 7 ～12月の資料は~tif .維とも全長 70cm以下のものが大部分で，それ以上の大型のものは極

めて少ないが， 1 ～ 6 月 のものは』~r：では 85～90cm を中心として 75～95cm の範聞のものが大部分を占め， 雌では村

定の大きさのものがrf越するということはみられないが，やはり 70cm以上の大型のものも多く ，最大全長は 125cm

に達する．このようにアブラツノザメは7～12月に小さいものだけで占められ， 1～6月には大型のものが多くなる

という現象は， fjf:Jらかに回遊と関係している．たとえば東北水研八戸支所〔1956〕による と、南下 北上を くり返す

回遊！！＼の主1：下は 80cm 前後以上の大・中型が大部分を占めており， 50cm 以下の小型訴は周年漁獲されるところか

ら， 回i佐すると しても小範囲に止まるであろう としている．

したがって今回食餌研究のために用いた標本は回遊1洋と帯泳群の両方をとりあつかったことになり，資料としての

片寄りは少ない．カスミザメは他の種類に比ii変して全長組成のrhが極めて狭く ，却では全長 4lcm をモードとした

38～44cmの範囲内にあり ，雌ではやや大きくなって 45cm 付近をモードに大体 40～50cmの範囲内である．ココノ

ホシギソザメは前述したようにl身端から第二背びれの欠刻部までの長さを測定したものであるが，その組成は雄では

50cm 前後を中心に 45～55cm の範閣内にあ り， ~tifでは約 lOcm 大きい 60cm ｛立のと ころをモ一ト

囲のものが多い

( 111) 
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第3図魚種別，雌－雄別全長組成

Aホシザメ ，Bツマリツノザメ， Cァプラツノザメの

7～12月， C＇問 l～6月， Dカスミ ザメ， Eココノ

ホシギンザメ（I吻端より第2背びれ欠刻までの長さ〉．

食餌組成

第 1表は底生性サメ類5種の胃内容物組成である アブラツノザメは標木数も多く，前項で述べたように全長の範

囲も広いので，大きさによる餌の違いをみるため，全長 30cm未満のものとそれ以上のものとに分けて示した．第 1

表で明らかなように，空胃の割合が目立って少ないのはココ ノホシギンザメ，ホシザメ ，ツマリツ ノザメで，このよ

うに空胃が少ないのは他の底魚類ではガソギェイなどでま日られている以外， あま り類例がないことでるる（三河1952

～1970). 
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底生性サメ類の食餌

第 1表底生性サメ類の胃内容物組成（空肖を除いた楳木胃数に対する，%）

～～～、；、 物－～～一一一～一一～一旦2一色－一一！%～）一一魚～，一～＼～～省一、～ 

アブラツノーザメ
ツマリツ

ココ ノホ

TL. 30cm TL. 30cm ホシザメ シギンザ カスミザ

未満以上
ノザメ メ メ

宵 内容 、～、ーー～～～ 91 2,324 195 471 178 480 

一一一一一一一 29.6 41.7 8.8 4.9 2.2 33.3 

検 凶l 子真 Calanus plumchrus 0.1 0.9 

オキアミ類 E込.phαusiαpacifica 54.6 8.2 1. 7 2.2 5.9 

Thysanoessa sp. 0.1 

浮遊性端凶l類 Themisto sp. 3.1 0.9 1.3 0.3 

底生1生蹴；淵i類 Gammaridae 0.1 0.4 1.2 0.3 

遊泳性ェビ類 Chlorotocella sp. 2.4 4.5 30.3 

ホツコクアカェビ Pandalus borealis 0.7 0.2 5.6 

ヤ ツアシエ ビ Pαγαcγangon abei 0.1 2.0 

エ ビジヤコ類 Cragonidae 9.4 2.8 11.4 32. l 4.7 

消化不明のエピ類｛小大型型
4.7 1. 4 0.6 7.4 15.6 

0.6 0.6 1.3 2.5 

ヰλ決lー 関l 類 Isopoda 0.2 

ワレ カラ 類 Caprellidae 0.6 

ケ カ 一 E門macrusisenbeckii 0.7 1. 7 2.4 

ス‘ワイガ ニ Chionoecetes opilio 1. 5 0.7 0.4 

コイチョウガニ Cancer pygmaeus 0.2 

オウ ギガ ニ類 Xanthidae 0.3 2.2 

消化不明のカニ類 1.0 4.0 16.5 1.2 0.3 

ヤ ドカリ 類 0.6 1.1 10.7 3.5 

カ ラテア 類 Galathea sp. 0.6 28.5 0.6 

消化不明の甲殻類 0.2 1.1 0.3 

アプラツノザメ Squalus acanthias 0.1 

ギ ス Pteroth円ssusgissu 0.1 

カタクチイワシ Engraulis japon£ca 1.4 1.1 0.4 2.2 

ホウネンエソ Polyipnus spinosus 0.1 

ホウ ライエソ Chauliodus sloani 0.4 

;j; Fョウノ、 タカ Tarletonbeania taylori 0.3 

オオクチイ ワシ Notoscopelus elongatus 1. 2 0.6 2.5 

消化不明のハダカイ ワシ類 4.7 3.1 

ホラア ナゴ Synaphobγ制：ch:叫 affinis 0.2 

シギウナギ Nemichthys scolojJαceus 0.1 

dマ アナ コ Astγocongeγ叩yriasteγ 0.9 0.6 0.2 

ーマ サ ノ、 Scomber japonicus 14.9 7.4 1.6 

ーマ ア ミノ Trachurus japonic叫 0.1 

フ リ Seriola qu口iquerada叫ta 0.1 

イ カナゴ Ammodytes personatus 1.3 0.2 

ギンポ ~Ji Blenniina 0.4 

カンテ γゲンゲ Zestichthys tanakai 0.1 

キ チ 、ン Sebastolobus macrochir 0.4 

コ チ Platycephalus indicus 0.2 

キンカジカ Cottiusculus schmidti 0.7 1. 7 5.6 0.9 

消化不明のカジカ類 0.3 1.6 0.6 
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第1表つ工き

＝＝ミ二 色 アプフツ ノザメ ココ ノホ

－－－－~～f一一こ（%） 弘～＝＝ ~そ＼ 

TL.30cm TL.30cm 
ツマりツ

ホシザメ シギンザ カ久ミザ

未満 以上
ノーザメ メメ

時同ヨ 内 容 物 一ー『『』』』、ー～ー一～一一一～ー一、ーー『F一
91 2,324 19S 471 178 480 

29.6 41.7 8.8 4.9 2.2 33.3 

タサ ウ オ Liparis tanαkat 1. 4 

アブ ラ カ’レイ At heγesthes ever押凶nni 0.1 

ソ ウノ、ずm Cl自S山 nesj>ii仰川inherze1日teiniI 0.1 

ミ ギ ガレイ Dexistesγik山 enius 0.4 0.4 

ヒ Lノク ロ Glyptocephalus stellen 0.4 0.6 

ノミノ~ ＂）］ぜレ イ Micγ・ostomusαchne 0.1 0.6 

消化不明のカレイ類 。目7 2.3 0.2 

イトヒキ ダラ Laemonema longij>es 0.5 

て才 タ フ Gadus macrocej>hαlus 0.1 0.3 

スケトウ ダラ ’Theγagra chalcogrammα 3.2 0.6 1. 9 

キアソ コウ Lo phi凶 litulon 0.1 

チョウチソアンコウ Himantoloρ／ms groenlandic凶 0.1 

消化不明の魚類 32.9 60.8 24.3 36.0 

~f:\ 日！？ 14.l 0.9 2.2 

「一 ウ イ カ Sepia esculenta 0.4 

ヤ リ イ カ Doryteuthis bleeker1. 5.5 0.6 0.9 
、、 、、 イ カ Euρ1・ymna morsei 0.6 1.1 0.4 

ホタノレイカ Watasenia scintilla.ns 3.3 1. 7 3目1

ス、ノレメイカ Ommastγephes sloaneiραcificus 3.1 3.3 1.1 

ド 3λ イ カ Gona.t凶 （Be1γ；yteuthis)magister 0.2 

消化不明のイ カ類 8.7 10.2 5.3 4.0 

タ コ 類 Polypodidae 7.8 6.3 2.8 1.3 2.2 

タ コ fl~ 3.1 0.1 

消化不明の頭足類 0.3 3.4 3.3 0.9 

消化不明の二枚貝類 4.7 0.1 2.3 

エゾフ ネカ、イ Crepidula. gγα，1dis 5.2 

消化不明の巻貝類 0.1 1.1 10.4 

消化不明のii次休類 1. 7 16.1 

イソ ギγチャク類 Actiniaria 0.1 

スナギソチ ャタ類 Zoanthidea 0.6 

海 おii 類 0.1 

ウミケムシ類 Amphinomidae 0.3 1. 7 

コr カイ 類 Nereidae 1.3 1.1 17.3 21.8 0.6 

タモヒ トデ類 Ophiw・a sp. 0.1 78.7 

消 化 不明瞭 1.5 2.3 1. 7 2.0 4.0 8.1 

砂 j尼 4.7 0.8 0.6 

5:jl霊のサメ類が摂食している餌の内容は，捕食者の種類によって違いがあるが，総体的にみると Ca.la.ηω戸lunulu-u.s,

Euphα凶 叫戸zcifica.などの小型甲殻類から，ェピ類．カニ類，イカ タコ類，魚類，貝類，ゴカイ クモヒトデ類ま

で非常に種績が多いのが 目立ち，約65脆にも達する．このよ うに海底に生息する生物は何でも捕食するとい う雑食性

も，他の底魚類にはその例は少ない． l予殻類の中では浮遊性の Eupha.usiapa.cifica.の摂食が特に多く ．ェビ類では
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Chlorotocella類やエビジヤコ類，小型エヒ類が多くとられて

いるしカラテア煩の傑食が多いのも目立つ．魚類ではマサ

ハダカイワ t類のJ甫食が多いが，小型種のキンカジカも

少なくない．しかし消化が進んで種判定の出来ない魚類の出

現が，どのサメ類でも多い イカ類ではヤリイカ，スノレメイ

カなどのように大型のものが多くみられるが，小型のホタノレ

イカもよく阪食される．その他ゴカイ類とかクモヒトデ類の

ような底生生物もココノホゾギγザメが筏めて多く娯食して

いることが特徴的である．

以上のような食餌の内容が捕食者の種類によってどのよう

に変っているかということをわかりやすくするために．餌の

種頒の近縁なものをまとめてみると第4図のようになる．

まずァプラツノザメの全長 30cm未満の小型のものでは，

最も多く筏食しているのは小型甲殻類（第 1表で明らかなよ

うにほとんど Euρ加凶叫 ρacifica）で60%近くに達する．そ

の他エヒ類，魚類，イカ類などがそれぞれ10～14%位づっと

られている これが全長 30cm以上になると餌の組成が全く

変って魚類が主となって60%を腿え，イカ類も20%と多くな

り，その他は10%以下となっている．このようにアプラツノ

ザメの主食は全長 30cm未満では浮遊性小型甲殻類である

が，それ以上の大型魚、になると魚類に変ることが極めてはっ

きりしている．このように魚食性底魚類で、も若年魚のうちは

Eψhausiaρacificaを主とした小型甲殻類を主食としている

ことは，たとえばマタラ，アブラカvレイ，ガンギエイなどの

ように，！底魚類一般の傾向である（三河1955, 1956, 1963, 
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第4区｜ 魚種別食餌組成

Aカスミザメ .Bココノホシギソザ、

メ， C十、 シザメ，Dツマリ ツノザメ ，

Eァプラ ツノザメで白は全長 30cm

魚類を捕食しているが，アブラツノザメが他の魚食性底魚類 未満，黒は 30cm以上．

の餌になることはほとんどないところから，！底魚類の食uH段階で、はアブラツノザメは最も上位に位置するものと考え

られる．

アブラ ツノザメの食性については，古くは SATO(1935）が北海道の厚岸と網走沖のものを調べて， 9種の魚類

（マイ ワシが殆んどである〕， 5種の甲抜類 （Panda/ussp.など）， 2穫の頭足類（ミ ヅダコが主）および1種の環形

if.VJ4WJを摂食していることを報告している．

また大内（1956）は日木海｜窓11皮周辺のものを調べて，全体の約35%が魚類，約24%がイヵ類を食しており，エビ類

23%，底生生物の多毛類も 6%みている このようにエピ類の摂食が多いことは， E謀本の体長が 26～67cmと小型の

ものが含まれていたためもあろう．魚類はマイ ワシ，マサバが多く，イヵ類で‘はスノレメイカが多いという．さらに遊

佐（1958〕は過去の資料を総合して考察し，約70種の餌料生物をみている．そして仰として最も多いのは魚類で，そ

の中ではハダカイ ワシ， マイワシ，キチジ，マサパなどが多いという．次いで、イカ・タコ類，甲殻類となっている

遊佐の報告ではアブラツノザメの大きさが明示されていないが，木幸r~で先に述べた全一長 30cm 以上の大型魚の食餌組

成とよく一致するので，木報と同じような全長のものについて調べたものであろう .7吉永 (1965）も木喜［＼の餌につい

て，食性は動物質て‘イ ワシ．ニシγ句ハタカイ リゾなどを好食するほかー対lijJJJ1i類なども限itすると述べている．

1966〕．

また，第1表でもわかるようにアプラツノザメは大抵の底
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ツマリツ ノザメもアブラツノザメと形態的にも生態的にもよく似ていることと，とりあつかった標本が全長 35cm

以上の大型魚ばかりなためもあって，食似の内容はアプラツ ノザメの大型のものとほとんど同じで，魚類の倶食が80%

近くに達し，その他ェピ類やイ カ類が15%内外で，これらがツマリツノザメの主な餌となっているが，富永（1965)

はエピ， カニ類を好食すると述べている．

ホシザメでは前2種のようにどの種類を特に多く探食するということはないが，エピ類，カニ類，ヵ・ラテア類など

のような底着性の甲殻類を好んで筏食しこれら甲穀類を総計すると 100% を腿えるほどである．したがってホシザ

メはいつでもこれら甲殻類の中のどれか1種類以上を必ず食べていることになる．またゴカイ類を18%も摂食してい

るところからみても，ホシザメが底着性の生物を好食する習性であることがわかる．なお魚類の懐食は36%にとどま

り，キンカジカのような小型魚が多い．富永（1965）も本種の食性について，種々な底生生物を捕食するが， 4守にエ

ピ・カニ1演を好食する と述べている．このようにェピ カニ類を主食としている底魚類はソコガンギェイ， リボ γヵ

スベ、サンコウメヌケ，パラメヌケなどが知られている（三河 1966, 1970). 

ココノホシギンザメになると仰の内容は全く変ってタモヒ トデ類が主食となり79%に達している．その他ゴカイ類

(22%），貝類（18%）などが主なもので，同じ！底生生物を好んで摂食するものでも，ホシザメがやや移動性の大きい

甲殻類を食べているのに対し，ココノホシギンザメは海底の表面，または砂泥中に生息する移動性の小さい種類を好

食している．東北海区の場合クモヒトデは少量であれば底魚類一般の宵中にみられているが，ココノホシギγザメの

ようにこれを主な食餌としているものは少なく，サメカロレイ， オニカジカ， ミギガレイなどが知られているだけであ

る（三河1953, 1956). 

カスミザメはエビ類が59%，魚類が48%で，これらが主な餌である．このエピ類は全長 3cm 位の遊泳性のエビ類

( Chlorotocella sp.）が殆んどであるし，魚類もハダカイワシ類のような小型のものが主であるから，海底近くを遊泳

する小型の生物を好んでf菜食しているこ とになる

以上のように魚類を主食とするもの，底生性の甲殻類を主に食べるもの，クモヒ トデのような移動性のない底生生

物を主食するものおよび底層を遊泳する小型の生物を好食するもの，というように捕食者の種類によって倒の内容が

大きく変っている．

つぎに，それではどうしてこのような食餌の違いがあるのか，ということを考えてみよう 食性と 口の型や留の状

態に密接な関係があることは，一般のどの生物にも言えることであるが，底生性サメ類の口型や歯の状態をみると第

5図に示したとおりである．

まずアブラツノザメをみると，口の型は般に長く多少湾曲している（第5図A）.歯の型態はややひし裂に近い版

状で，前縁は極めて鋭利な刃物状になっている（問図 A'）.歯1個の大きさは全長 85cmのアブラツノザメのもので

111 2.3～2. 5111111，長さ 2.5～2.7mmであり，これが列状に連続していて， 丁度鋸の歯のような形となっている この

ように迎続した断列が上下顎とも外側に3本，やや小型のもので内方に向くMir列が内側に3木あるく同区lAつ．そし

て，上 ・下顎とも内仮ljのものはやや柔かく， j文摺におおわれているので，これはf況を食い切る仰Jきには影響しないも

のと恩われる．富永（1965）は上 ・下放とも 4列であると述べているが，筆者の観察では上記のように6列である目

よくアブラツノザメの胃中から3～5cm位づつに切断されたイカ類や魚類が発見されるが，それはこの鋭利な歯で食

い切られたものである

ツマリツノザメの口型や歯状，誌fの大きさは筆者の観察ではアブラツノザメと全く同じであるが（第5図B），富

永（1965）は掬は2列で外｛JU］に向かつてはえているというから，前種アブラツノザメも含めて個体差があるのかもまII

れない．

ホシザメになる と第5図Cのように仁l裂は中央が極端に前方に折れ1tl1がって直角状をなしている． ［おの型は向｜濁

C＇に示したように平面でひし形に近い四角形のもの（富永 1965によると前縁にはかすかに鋸歯を備え，ほうろうrt

でI！任研］である〉が， ~汝き石：犬 ． 網目状に柁んでいて，断面をみると顎骨の肝JIIflに沿って外側から内側に半円形に配列

していて（同区JCつ，富永（1965）も述べているように歯の内側が少し隆起して仰を引っかけることができるように
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第5図 魚種別の口型と樹の状態

Aァブラ ツノザメ ， A＇歯の型， A＇顎骨の断面 ． Bツマリツ

ノザメ .cホシザメ ，C’(ii;fの型，C＇顎骨の断面 Dカスミザ
メ， D'I:衡の型， D＇顎骨 の断面.Eココノホシギンザメ， E＇上

下の歯の型

ゅ持
f'f掃や

なっている．歯 1個の大きさは全長 46cmのホシザメのもので対角紛が 0.8×0.5111111位で、ある．このような歯は餌を

砕くとか，すりつぶすように適応している．

カスミザメは第5図Dのように三日月形に開いた口裂の と下に，中央が長く両側のものが短い 3尖頭の歯が密生し

て歯帯を形成している（同図 D').上 ・下顎の断面をみるるとどの歯も内側に向って湾曲している（同図 Dつ．全長

40cmのカスミザメの歯の大きさは，中央の長いものが O.Smm，両側の短いものは 0.3mm位である．

ココノホシギンザメは口裂が小さくて突出しており（第5図E〕，歯は門歯状のものが互いに癒着して巾広い歯板

を形成していて，多くは先端が不規則に欠けている（同図E＇〕．

以上のような留の状態と，先に述べた餌の内容とを比較してみると，よ く対応していることがわかる．すなわち魚

類やイカ類を主食としているアプラツノザメやツマリツノザメの歯は鋭利な 刃物状をしていること， カニ類やエビ

類，ガラテア類などのような甲殻類を好んで食べているホシザメはかみ砕くような歯JI予をしていること，小型のエビ

類や小型の魚類を好食しているカスミザメは小型の歯が密生して歯帯を形成していること，そしてク モヒ トデを主食

としているココノホシギソメは門歯状であること，というように歯の形状と餌の内容とは深い関係がみられる．すで

に述べたように木報でとりあつかったサメ類は種によって主な分布水深が途っているので，餌の遣いに水深的要素も

考えられるが，たとえばホシザメとアフラツノザメが同時に漁獲された場合でも，両種の餌の内容は明らかに違って

いる．したがって捕食者による食餌の違いは，すなわち口器との深い対応の上の選択の結果であることは明らかであ

る

時期による餌の遣い

とりあっかった標木数が多く，周年にわたって採集されたアプラツノザメとカスミザメについて，時期による餌の

違いをみると第6図のようになる．時期の分け方としてはアブラツノザメは1～6月は食餌量が少なく 7～12月に多

いこと，カス ミザメは10～3月少なくて 4～9月に多いこと．などの食餌量の変化からそのように分けた．
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まずアブラツノザメの全長 30cm未満のものをみると， 1～6月に72%とよく食

べていた小型甲殻類が， 7～12月になると 36%と半減し，エヒ類やタコ類も同様

に1～6月に多く， 7～12月には少なくなっているーこれと反対の傾向にあるのは

魚類とイカ類で， 魚類は 1～6月10%であったものが7～12月には 20%に増え， ~I~~ ~ ~ ~＇ 
イカ類も同じく 5%から 20% に地肌lしている 全長30cm以上のアブラ ツノザメ で 60 

は，魚類の捕食が時期に関係なく多いため，他の種の土隠滅は 30cm未満のものほど 40 

若しくはないが，やはり同じような傾向を示している カスミザメは時期の分け方 20 

が違うけれども，小型 1~3毅類は 4 ～ 9 月に18%であったものが10～ 3 月には 3% と

減少，ェビ獄、やタコ類も差はわずかて、はあるが10～3月に少なくなっている．反対 60 

に4～9月より 10～3月に多くなるものは魚類〔35%から 53%）とイ ヵ類 （5%
40 

から 8%〕である．以上のように大体春～夏期に簡として多くみられるものと，秩
20 

～冬J切に多いものが，捕食者の種類によって同じ傾向であることから，これは餌生

物のl時期的な分布の消長に由来しているものと ｝（！；＼われる．
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餌の大きさ 第61玄｜ 時期による餌の違い

Aカスミザメ白は4～

9月，黒は10～3月．
Bアブラツノザメの全
長 30cm 以上， B＇は
30cm未満．白は l～6

月，黒は7～12月．

t-W本数の多いアプラツノザメについて，体長を測定し得る餌魚とそれを捕食して

いたアプラツノザメの全長と

の関係を第 7図に示した.1:u:r 

としてはマサバ，ハダカイワ

B.L. cm 
／ シ3 40 1 

．ベイ y 
／／  九

／イズ雪野／
ν10 

10 

40 120 cm 60 80 100 

アブラツノザメ T.L. 

第7図 アブラツノザメの全長と餌~~＼の休長と

の関係

黒丸は直接測定したもの，白メしは頭長
から惟定したマサパ．斜線はlil1食者の
全長に対する飢魚の体長の割合

シ類，スケトウタラ，カレイ類，キチジなどが主である．最も

大きいf訴を捕食していたものは全長 94cmのアフラツノザメが

体長 35cm のλケトウ ダラを呑み込んでいたもので， 同じく

96.Scm で 31cmのスケトウタラを， 77.5cmで26cmのサンマ

を11有食していた例など， 自分の全長の%あるいはそれ以上の大

型魚、を捕食することもあるが，第 7図のように多くは自分の全

長；の泊位から%位までの範閣のものである なおlli:l和43・44年

冬期にアブラツノザ、メの胃中から採取されたマサパの頭部 （食

い切られたもの〕について，飯塚（1969〕のマサバの頭長と尾

叉長との関係式から尾叉長を推定してみると第7図自主Lのよう

に， 18～26cm位の純閣にあり ，J市食者の%～%に相当する

これは後述するように八戸洲1に冬期に分布するマサパの尾叉長

組成とよく一致している．

捕食された餌魚の状態

これもアブラツ ノザメについて，昭和43年 44年 45年の冬期の資料の中，魚類をfi"ll1tした場合の 189例について，

餌J.＼＼はどのような状態で焔食されているかをみる と第2表のよ うになる すなわち餌魚が完全な状態にあるのは， マ

サハでは13.7%に過ぎないが，スケトウダラでは47.4%，ハダカイワシ類でJ土85%に述しその他の魚類で、も57.5%

は完全な型でJ↑Ii食されている．幾つかに食い切られている場合（ 1尾の餌魚が2・3イ悶に食い切られることが多しつP

その 1~＇.休の各部を全部呑み込んでいるものはマサノ、では 7.7%. ス ケ トウ ダラでは 10 . 5%，ハタカイワシ煩は 5%,

その他の魚類で＇ 15.2%と少ない．頭部だけを食い切って呑み込んでいるものはマサノくで58.9%と多く，スケトウタラ
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底生性サメ主~の食日If

第 2表 ァブラツ ノザメの胃中からみられた似たlの状態 〔%）

(!if 魚の 種 類 ーマ サー ノ、 スケ トウタラ ｜イカイワ シ類｜ そ の ｛也

-Wu 数 117 19 20 33 

完全な もの 13.7 47.4 85.0 57.5 

食
頭部だけ 58.9 21.0 10.0 18.2 

L、 胴 部 だけ 0.9 6.1 
切

尾 部 だけ
ら

8.5 5.3 3.0 

れ 頭部と胴部だけ 2.6 
Tこ 頭部と尾部だけ 6.8 
も
の 胴部と尾部だけ 0.9 15.8 
で

全 部 あ る もの 7.7 10.5 5.0 15.2 

21%，ハダカイヮ、J類10%，その他の魚類18.2%となっている 尾昔lltC:けを呑み込んでいるものはマサパで 8.5%み

られ，頭部 ・I阿部 尾部のどれか 1部分だけを呑み込んでいるものはマサノ〈では実に68.3%に達する．

先に述べたようにアブラツ ノザメの街は極めて鋭利であるから，ilifを食い切って呑み込むことが多いのは容易に理

解できるが，マサパの場合だけ特に食い切られて捕食される割合が多いのはどうしてなのだろうか ここで問題にな

るのは倒魚がどれ位の大きさであるかということである

Lilf魚の中で、体長を測定し得たものは，第8図のようにスケ トウタラは 11～17cmの範聞にあるが11～14cmの小型

のものが多く（同図D〕， ハダカイヮ、：／J慣は 7～16cmであり （同区IB),その他の魚類では 4cm位の小型の もの

もみられるが，25cm の大型のものもある〔同図A），マサノミの場合は昭和44年の資料がほとんどであるが， 16cmか

ら 28cmで，特に 19cmをモー ドとした 17～22cmの範囲のものが多い． 飯塚 (1969）はアブラツ ノザメに食い切ら

れて呑み込まれていたマサパのE員長から尾叉長を推定しているし， 底曳網で同時に漁獲されたマサノ〈の尾叉長組成も

みているので，その中の昭和44年冬期のものを示したのが第8図C＇とび である まず底びき網で漁獲されたものの

大きさをみると， 26・27cmのものも多少みられるが，18cmをモードにした 16～2lcmのものが主体であり（第8図

Cつ，食い切られた頭長より惟定された餌魚の尾叉長組成は 16～25cm の範聞であるが，主体は 17～2lcmである

（同図C'),このように倒魚としてのマサパの大きさは， そのまま呑み込んだものも，頭部を食い切ったものもよく

一致している し 同時に漁獲されたものもモードは幾らか小さいが，やはり同じ位の組成とみてよい．したがって冬

期には尾叉長 16～22cm位を主としたマサパが八戸沖に分布しているものとみられ，アブラツノザメが特定の大きさ

のマサパだけを選択してJi［）食したものではないと言えよう

スケトウダラについてみると．アプラツノザメと同時に漁獲されたものの体長組成は第8図D＇のように 26～55cm

と大きく， 20cm以下の小型のものはみられなかったが，これは使用した漁具の網目の大きさが影響しているものと

考えられる この日寺使用した底びき制の Cod巴nclは 76mm@I合であるが，東北水研八戸支所〔1951）の網目試験の

結果によると，アプラツノザメ ．マダラ．スケトウタラのような体形をしたものは 60111111目合ですでに体長 18cm以

上のものが逃避するというーまた橋木 －小谷地（1971〕は 2月の八戸／1j1でー 14cm台を中心とした 11～18cmの小型の

スケトウタラをみているし（第8図D＇）、主に北海道襟裳ililjl/y1のスウトウタラについて体長モ ドから推定した生長

1ll1総でも，毎年2月頃は体長 13～15c111のものがみられている（橋本小谷地1969〕 さらに林他〔1968〕によって

も忠山1i1ljl東沖合 200～250111水深で， l昭和40年1月下旬に体長 13crn守同年3月には 14cmモードの群をみている 以

上のようなことからアプラツノザメと共に漁獲されたスケトウダラが大型であったのは，イ本長 20cm木・；前の小型のも

のは綜jj;jを通過したためと惟定され，実際の海底には体長 26cm以J：の大型＇Wtとともに可第sI豆JD＇に示したような

小型tttも分布しているものとみて蒸しっかえない様である．そしてアフラツノザメのfli［としては体長 26cm以上のス

ケトウ〆ラは大き過ぎるため． 20cm 未i1:1:iの小型；魚を選択してJill1tしたものであろう ．
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アブラツノザメの腎中からみられた餌魚の体長と，
スケ トウダラの体長組成

Aその他の魚種， Bハダカイ ワ、ン，Cマサノミ，いずれも直接測定した餌魚. C＇は頭長から

推定したマサパの尾叉長，C01i混獲されたマサノ〈の尾叉長組成で，ともに飯塚（1969）に

よる.Dは直接測定した餌魚のスケトウダラ，D＇は橋本 －小谷地 （1971）による 2月のス

ケトウダヲ，D＇は混 N'されたスケ トウダラの体長組成．

第8図

ハ夕、カイワシ類はオオタチイワシとホクヨウニダカが主とみられるので，既往の文献でそれらの大きさをみると，

まず三河（’1963）によればオオFチイ ワシについては，北海道襟裳岬と恵山岬沖で採集されたカラスガレイ，アブラ

ガレイ，キチジ，スケトウダラなどの胃中よりみられた67標本は，いずれも体長 13cmをモードとした 10～14cmの

範閤内にあって， j司i食者の種類によって大きさに差異は見出だされない．丸山 （1970）も東北海区で採集されたオオ

クチイワシをみているが，その日棋はやはり体長 12～17cmの範囲内にある．また三陸北部海域から採集されたホク

ヨウハダカについて丸山 （1970）が体長測定しているが，その体長は 1～9cmの範闘で，2～4cmのものが多いと

いう．以上のように東北海区に分布するオオクチイワ シとホクヨウハダカの体長は 1～17cm位とみられ，アブラツ

ノザメが捕食していた第8図Bの 7～16cmのものと一致する．したがってここでは大きさに対する選択性は考えら

れない．

以上述べたこ とを，第 8 図と第 2 ~受とを比較しながらまとめてみると，体長の最も小さいハダカイ ワシ類は， 食い

切らないでそのまま呑み込まれる割合が85%と多く，やや体長が大きいスケト ウダラは，そのまま呑み込まれる割合

は47.4%と少ない．また体長の小さいものもあるが体長の大きいものも多いその他の魚類では，そのまま呑み込まれ

る割合は57.5%となっている．さらにマサノミは第8図で明らかなよ うに体長 19cmを中心にした大型のものであり，

そのまま呑み込まれた割合は13.7%にとどまっている．以上のように餌魚の体長と “食い切る H こととは対応してお

り，餌魚が大きく なれば食い切る割合が多くなっている．そしてマサパ位の大きさになると，そのま呑み込むことは

かなりむずかしい事であることが推定される

さらにマサノミの場合，頭部だけを呑み込んでいることが多いのは，餌魚のDJ（から食いついて頭部を食い切って呑み

込んでいる間に，食い切られた胴 ・尾部は海底に落ちてしまったためで，一度海底に落ちたものは 拾い食いしない

( 120) 
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で，また次の活魚、を追いかける，ということが推定される．そのことは第9区｜に示したよ % 
60 

うに， 一度に頭部を 1rnだけ呑み込んでいたものは60%と多いが，一度に 2伺呑み込んだ

ものも30%, 3個のものも 8%あり，ただ 1例だけであったが一度に4個呑み込んでいる
40 

ものもあったこ とからもうなづけるのではなかろうか．もちろん餌魚を食い切って呑み込

むことは，餌魚の大きさだけでなく，その体型や食いつかれたl時の餌魚の活動の強弱など
20 

も影響しているだろう．また海底に落ちたものは拾い食いしないのではないかという推定

も，餌魚の分布量の多 －少とも関係しているだろうしその時のアブラツノザメが海底か

らどれ位離れて遊泳していたかという ことも考慮されなければならない問題であろう．そ

れらは今後の課題としたい．

1 2 3 4 i国

第9図 アプラツノザメ

が一度に呑み込

餌 の 量
んでいたマサノミ

の頭部の数

1. 摂餌量の時期的変化

周年にわたって標本数の多いアブラツノザメについて，摂餌量のl時期的変化をみると第10図のようになる．標木胃

数に対する摂餌胃数（胃の中に餌があったもの〉の割合は 1・2月50%であるが， 3月以降は60～70%の間にあっ

て，あまり変化はみられない．摂餌率（F）＇＇は 1・2月に1.07,3・4月は0.47, % 

5・6月は0.86と少ないが， 7・8月になると1.82と多くなり，さらに9・10 60 

月には2.79に達し， 11・12月は2.37とやや少なくなる．夏期に筏餌量が多く冬

j切に少ないことは，底魚類一般にみられる傾向であるが，アブラツノザメはや 40 

や遅れて秋期に多く摂餌している．カスミザメの場合は標本数が少ない時期も

あるが， 4～6月頃は多く， 10～3月は少ないようである．その他のサメ類に 20 

ついては時期的な標本の片よりがあるので除外した．

2. 体重と餌重量との関係

第11図は横刺1に体重を， 縦制iには胃内容物の重量をとって，両者の関係を図

示したものである ． はじめ雌雄別に調べてみたが，どの魚種も ~tit雄による慎餌

量の差は全くないので，第11図ではまとめて示した．斜線は摂餌率Fの値であ
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第10図 アブラツノザメ摂餌量の

時期的変化

点、線は標本胃数に対する

摂餌胃数の割合，実線は
アブラツノザメは前述したように l～6月と 7～12月では模餌量に違いがあ 摂餌率F.

るので，第11図でもそのように分けた．まず1～6月の方をみると， F;0.05位から F;10位までの範囲のところ

が多いが， 7～12月になると全体的に摂餌量が多くなって，F;0.1から F;20位にわたっている． また雨時期を

通じてF値の上限は体重の大 ・小に関係なく大体一定であるが，下限は体重 200g位までは F;0.5以下はほとん

どなく， 多くは F;l.0以上であるが，体重が大きい魚休ほどF{1直の小さいものが多くなる（第11図の 1および2). 

ツマリツノザメは第11図の 3のように F;0.1から F;15位にわたるが，大体 F;0.5～F; 10のところが多く，

体重と胃内容物重量との関係を示す点の分布型はアブラツノザメに類似している．ホシザメは F;1から F;7まで

のものが多く， 体重の大 ・小に関係なく F値の上 ・下限とも大体一定である（第11図の 4〕． カミスザメは第11図の

5のように体重の範囲が200～800gと狭いが，餌の量は F;0.2から F;10前後の広い範囲にわたっている ココ

ノホシギンザメは今回とりあつかった5種のサメ類の中ではもっともf異例量が少なく ，F;0.3から F;3までみら

れるが， F;0.5～F; 2の範囲が主である（第11図の 6）.このように摂餌量が少ないのは底魚類では珍らしく， カ

ソギェイ，アラスカメヌケ，パラメヌケなどが知られているだけである（三河1969, 1970). 

る

s.c.w 
F= 一一×lCO BW＝体重， S.C.W＝胃内容物重量

B羽r
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斜線はtrlWr率 F をノJ~す．

100 

0.5 

館 50

m 

0.1 0.5 l 

体重
5 kg 

第11［玄lの 3 ツマリツノザZメの体重と依rni；盆との関係 第11図の 4 ホシザメの体重と官E［重量との｜謝係
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第11図の 5 カスミザメの体重と餌重量との関係 第111玄｜の6 ココノホシギ γザメの体重とf111重量と

の関係

要 約

青森県太平洋岸に産する底生性サメ類 5~重，ホシザメ ， アブラツノザメ，ツマリツノザメ，カスミザメおよびコ コ

ノホシギソザメの食餌について次の結果を得た．

ホシザメ ：エビ類， カニ類， カラテア類のような底着性の甲殻類を好食し， jl'(j}f(j:査は体重の 1～ 7%の範囲にあ

る．歯は平面で敷き石状に並んでいる．

アブラツ ノザメ ・全長 30cm未満の小型のものの主食は小型甲殻類（ほとんど Euphausia戸aciβca）であるが， 30cm

以上になる と魚類が主な餌となる．歯は鋭利な刃物状であるため，餌!f~l （特に頭部〉 を食い切って捕食することが多

い．餌魚の大きさは全長のYio～%の範囲が多く，餌の量は体重の0.05%から20%にわたる．また摂餌量は l～6月は

少ないが， 7月以降多くな り9・10月頃最も多い．

ツマ リツ ノザメ 餌の組成は前種ァブラ ツノザメの全長 30cm以上のものと よく似ていて，魚類が主な餌であり ，

餌の量も体重の 0.5～10% のとこ ろが多い．歯も前種と同型

カスミザメ 小型のエビ類や小型の魚類を好んで食べており，その量は体重の 0.1% から10%にわたる．両顎は術

帯を形成する．

ココ ノホシギソザメ ．主食はFモヒトデ類であり， mfiJU量は体重の 0.3～ 2%と少ない．散は門歯状である．

以上のように捕食者の種類によって餌の内特に違いがあるが，これは各揃食者の衡の形状との深い対応の結果であ

る．
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