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短報

アサリ浮遊幼生および着底直後稚貝の潜在

的捕食者の探査

高橋宏司1,2,* • 澤田英樹1• 益田玲爾1

Potential predators of pelagic larvae and 

early settled juveniles of Manila clam 

Kohji TAKAHAsm1・2*, Hideki SAWADA1 

and Reiji MAsuDA 1 

Abstract: We evaluated vulnerability of pelagic larvae and 

early settled juveniles in Manila clam Ruditapes Philip-

pinarum to various invertebrate predators. Predation trials 

in laboratory revealed that moon jellyfish Aurelia sp. and 

oyster Crassostrea gigas prey upon the pelagic larvae of 

clam. We also found that grass shrimp Palaemon serrifer, 

Xanthidae crab Leptodius exaratus, subtropical pebble crab 

Gaetice depressus, sea cucumber Apostichopus japonicus 

and hermit crab Pagurus minutus feed on clam juveniles, 

and that P. serrifer and P. minutus consume > 90 clam ju-

veniles within 24 h. Manila clam in the early life stage are 

thus highly vulnerable to various predators. 

Key words: Ruditapes philippinarum; Bivalve; Early life 

stage; Predation mortality 

京都府北部に位置する舞鶴湾では， 1980-90年代には年

間100-150tのアサリが漁獲されており，地域における重

要水産資源であったが，舞鶴湾のアサリ漁獲最は1990年代

後半から急減し（辻ら 1996), その後数トン未満にまで減少

している（京都府海洋センター 2009)。筆者らが行った研究

から，最近の舞鶴湾におけるアサリ資源の減耗要因は，水

質悪化などの物理化学的な影響よりも，魚類やイシガニな

どの捕食による生物的要因が大きいと考えられる（高橋ら

2016a, 2016b)。一方で，著者らの先行研究では稚貝期（殻

長 3mm以上）以降の被食しか調べておらず，稚貝期より

前の浮遊幼生や着底期の稚貝の被食は検討されていない。

過去にアサリの捕食者を検討した多くの研究から，魚類

（重田・薄 2012)やヒトデ類（瀬川 1997;井上ら 1999), 貝

類（瀬川 1997;岡本 2000), 甲殻類（木村 2005;高橋ら

2016b)など多岐にわたる動物がアサリを捕食することが明
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らかにされている。一方で，過去の研究のほとんどは稚貝

期以降（殻長 1mm以上）の被食に注目しており，浮遊幼

生や着底匝後の稚貝（着底直後稚貝：殻長 1mm未満）といっ

た生活史初期の被食減耗を検討した例はほとんどみられな

い。アサリは孵化後2週間程度の浮遊生活期を過ごすが（鳥

羽 1992), この期間は海中の懸濁物食者に捕食されている可

能性がある。また，着底直後のアサリの生態に関する知見

は少ないが，二枚貝の着底直後稚貝は着底後にしばしば移

動することがあることから (Norkkoet al. 2001), アサリの

着底直後稚貝についてもごく浅い砂中にいることが想定さ

れ，底生動物との遭遇確率は高いと考えられる。

本研究は，舞鶴湾の浅海域でみられる動物を用いて，生

活史初期のアサリ（浮遊幼生および着底直後稚貝）の潜在

的な捕食者を水槽実験によって検討した。舞鶴湾は潮汐の

干満差の少ない日本海に面しているためアサリの生息環境

は潮下帯にほぼ限定され，本海域のアサリの主要な捕食者

として潮下帯の生物が想定される。また他の海域では捕食

者としてツメタガイ（岡本 2000) やキセワタガイ（瀬川

1997) などが注目されているが，調査海域での採取が困難

であったためこれらの生物以外の捕食可能性について検討

した。・

浮遊幼生に対する捕食者の検討では， ミズクラゲ Aurelia

sp. (傘径 115-144mm, 湿重量 96-157g)およびマガキ

Crassostrea gigas (殻高 74-162mm, 全重量 75-164g)を

用いた。 15lの青色円形バケツ（直径 32cm x高さ30cm) 

に紫外線滅菌海水を13l入れて実験水槽とした。海水を満

たしたポリカーボネート製容器（縦 76cmx横 91cmx高

20cm)にヒーターとサーモスタットを入れで恒温槽とし（設

定水温20℃)，実験水槽を 9面並べた。実験水槽内は飼育

水が循環するように微弱なエアレーションによって通気し，

ミズクラゲの水槽では気泡がクラゲの体に触れないように

エアーストーンの周囲にポリプロピレン製のメッシュネッ

トを筒状（直径 8cmx高さ 30cm,目合 8mm)に設置した。

ミズクラゲは舞鶴水産実験所の浮き桟橋にて手網で採集

し，マガキは漁業者から提供を受けた個体を用いた。ミズ

クラゲまたはマガキを各水槽に 2個体導入し，マガキはバ

ケツの底に重ならないように配置した。対照区として，ア

サリ幼生のみを入れた水槽を用意した。ミズクラゲ，マガ

キおよび対照区の実験は各 3反復を同時に行った。

実験には舞鶴水産実験所にて人工採卵により得られたア

サリの受精卵 (2014年11月18日産卵）を孵化させたのち，

餌に濃縮浮遊珪藻（キートセラス「グラくん」，株式会社ニ

枚貝養殖研究所） 20 mlを海水（約10ml)で希釈したもの

を与えて育成した人工種苗を用いた。実験時の浮遊幼生は

16日齢のフルグロウン幼生であった（殻長192土 20μm,平

1京都大学フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実験所 (MaizuruFisheries Research Station, Kyoto University, Mubanchi Nagaha— 

ma, Maizuru, Kyoto 625-0086, Japan). 
壌所属：慶應義熟大学法学部生物学教室 (Departmentof Biology, Keio University). 
＊連絡先 (Correspondingauthor): E-mail, ta.kohji@gmail.com (K Takahashi). 
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均土標準偏差： n = 10)。実験に際しては，幼生の飼育水槽か

ら飼育水を 81採取し，目合い30μmのネットで幼生を受け，

200 mlの海水に速やかに移した。ここから攪拌して 2mlを

取り出して，アサリ幼生を実体顕微鏡下で計数することに

より，導入前の個体密度を推定し，残りの海水 (198ml) 

を実験水槽に導入した。幼生の導入から24時間後に， ミズ

クラゲおよびマガキを取り出して，各実験水槽の水および

偽糞を含む堆積物全てを30μmネットにて濾過し，生残個

体数を計数した。 24時間後の幼生個体数について，正規性

(Shapiro-Wilk test, a = 0.05) と等分散性 (Bartletttest, 

a= 0.05) の条件を満たしていることを確認した上で，各

条件間（マガキ， ミズクラゲおよび対照区）を Student's

t-testによって比較した (Bonferroni法で有意水準を補正，

a= 0.05/3)。全ての統計解析はソフトウェアの R (version 

3.4.2, R core team 2017) を用いて行った。

着底直後稚貝に対する捕食者の検討では，舞鶴湾の沿

岸部に生息するベントス 6科 6種（オウギガニ Leptodius

exaratus (甲幅7-16mm), スジエビモドキ Palaemon

serrifer (体長13-18mm), ヒライソガニ Gaeticedepressus 

（甲幅 6-15mm), マナマコ Apostichopusjaponicus (推定

標準体長60-120mm:山名ら (2011)の回帰式から推定），

ムギガイ Mitrellabicincta (殻高 5-12mm), ユビナガホン

ヤドカリ Pagurusminutus (前甲長 5-7mm) を用いた。実

験水槽にポリスチレン製の蓋つき広型透明シャーレ（直径

150mm X 深さ15mm) を用い，各水槽は水深が 1cmに

なるように海水を入れた。ポリプロピレン製のバット・（縦

30cm x横45cmx高さ 5cm)2面に厚さ20mmの板を設

置し，ここに実験水槽 3面または 4面を並べた。バット内

は水深 3cmになるように海水を満たして， ヒーターとサー

モスタットを設置し，各実験水槽の水温を20℃付近で保つ

ように調整した。

捕食者の候補種は舞鶴水産実験所周辺の沿岸部で徒手ま

たはカゴにより採取し，配合飼料（おとひめ S2, 株式会社

日清丸紅飼料）を給餌して 2日間以上畜養した後に実験に

供した。実験には，浮遊幼生と同じロットの人工種苗アサ

リを用い，実験に用いた着底直後稚貝 (37-43日齢）の殻

長は405士 79μmであった (n= 350)。ストック水槽から10

個体の着底直後稚貝を各実験水槽に添加し，直後にいずれ

かの捕食者候補種を 3個体導入した。また，実験水槽の一

つを対照区として，ここにはアサリ以外の生物を入れなかっ

た。導入から24時間後に着底直後稚貝の生残個体数を確認

した。各捕食者候補種および対照区の実験はそれぞれ 5反

復を実施した。マナマコでは，大型の糞が多数見られたため，

糞をピンセットで崩して糞内の生残個体数を加算した。生

残個体数は上限値のあるデータでありノンパラメトリック

検定が適していると考えられたため，各捕食者候補種に対

する生残個体数を対照区と Mann-WhitneyU-testによって比

較した。有意水準は Bonferroni補正をかけた値 (a=0.05/6) 

を用いた。

特に多くの着底直後稚貝を摂食していたスジエピモドキ

およびユビナガホンヤドカリについては24時間での着底直

後稚貝の捕食可能量を検討した。実験水槽には蓋つき透明

ガラス製シャーレ（直径90mmx深さ20mm)4面を用い，

水深1.5cmとなるように海水を満たして，空調によって水

温を管理した（実測水温12℃)。実験では，アサリ稚貝のス

トック水槽から採取した着底直後稚貝100個体を各実験水槽

に添加し，直後にスジエビモドキ（体長10-lSmm) また

はユビナガホンヤドカリ（前甲長 6-7mm) を1個体導入

して， 24時間後に着底直後稚貝の生残個体数を計数した。

実験は同日に 1または 2反復行い，各 5反復を実施した。

浮遊幼生の捕食者の検討において， 24時間後の生残個体

数は， ミズクラゲ区で483士 77個体，マガキ区で202土65個

体，対照区で1061土97個体となり，各区間で有意に異なっ

た (Student'st-test, ミズクラゲvs対照区： df = 4, t = -6.6, 

P < 0.01; マガキ vs対照区： df = 4, t = -10.4, p < 0.001 ; ミ

ズクラゲ VSマガキ： df = 4, t = 3.96, p < 0.0167 ; Fig. 1)。ク

ラゲ類では，フィールドでの消化管内容物調査から二枚

貝の浮遊幼生を捕食することが報告されている (Ishiiand 
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Fig. 1. The number of Manila clam pelagic larvae in each tank before (pre) and after (post) encountering 
potential predators. n = 3 trials for each predator species and control 
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Tanaka 2001 ; Han et al. 2009)。本研究においてミズクラゲ

を入れた水槽でアサリ浮遊幼生が対照区と比べて顕著に減

少していたことから， ミズクラゲがアサリ幼生も捕食する

可能性が示された。ミズクラゲはしばしば大量発生するこ

とがあり（上・上田 2004), これに浮遊幼生が遭遇した場合

に受ける被食減耗は計り知れない。実際に，東京湾でのア

サリ浮遊幼生の分布調査によると， ミズクラゲとアサリの

出現密度には負の相関があることから， ミズクラゲの捕食

圧がアサリ幼生の出現に作用する可能性が示されており（粕

谷 2005), ミズクラゲがアサリ幼生に対して強力な捕食者と

なっている可能性が考えられる。

一方で，マガキを入れた水槽においてもアサリ浮遊幼生

が著しく減少していた。マガキは主に植物プランクトンを

餌とする濾過食者であるが，イガイ属 Mytilusedulisの浮遊

幼生などを摂食することが明らかにされており (Troostet 

al. 2008, 2009) , 同様にアサリ幼生を摂食していたと考えら

れる。マガキの濾水能力は，毎時20-120lにも及ぶことが

あるため（赤繁ら 2005;山元・半田 2011), 浮遊幼生期の

アサリが取り込まれる可能性は高い。マガキは沿岸部の海

底や岸壁だけでなく， しばしば干潟にもカキ礁を形成する

ことがあるため（鎮西 1971;村上 1991;東・佐々木 2008),

マガキが多く存在するアサリ漁場においては，生活史初期

の重要な捕食者になっている可能性があるだろう。

着底直後稚貝に対する捕食者の検討では，各捕食者に対

する着底直後稚貝の10個体中の平均生残個体数は，オウギ

ガニ8.2士0.8個体，スジエビモドキ0.0土 0.0個体，ヒライソ

ガニ4.0土 2.6個体，マナマコ4.0士 1.1個体，ムギガイ10.0土 0.0

個体，ユビナガホンヤドカリ 0.2土 0.4個体であった (Fig.2)。

ムギガイを除く全ての動物において，着底直後稚貝の生

残個体数は対照区よりも有意に少なかった (Man-Whitney

U-test, 各生物： U = 25, p < 0.008)。マナマコでは，多くの

試行において糞内で生残している個体が確認されたものの，
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全ての試行で生残個体は導入個体よりも少なかった。これ

らの実験から，アサリ着底直後稚貝は多くのメガベントス

に捕食されることが明らかとなった。他種の二枚貝の着底

直後稚貝では，エビ・カニ類などのベントスが着底直後

稚貝を捕食することが知られているが (vander Veer et al. 

1998), アサリの着底直後稚貝の捕食者としてはこれまで

にヤドカリ類およびヒトデ類，キセワタガイのみが報告さ

れている（瀬川・菅沼 1996;浜口ら 1997;浜口 2000)。本

研究のヒライソガニ，オウギガニについては着底直後稚貝

の生残個体数に試行間で変動がみられ，これは捕食者のサ

イズによる餌選択が影響したと推察されるが，少なくとも

生活史の一部で着底直後稚貝を摂食していると考えられる。

マナマコは海底上の堆積有機物を餌としており，カイアシ

類や線虫類などのマイクロベントスを餌として利用するこ

とが報告されているが (Sunet al. 2013), 二枚貝類の着底直

後稚貝の捕食についての報告はこれまでにみられない。

スジエビモドキの24時間の着底直後稚貝捕食量は，全く

捕食しなかった個体が 1四 99個体の捕食が 1匹， 100個の

捕食が 3匹だった。ユビナガホンヤドカリでは，着底直後

稚貝の捕食数は61個体， 94個体， 96個体， 97個体および98

個体であった。このことは，ユビナガホンヤドカリおよび

スジエビモドキがアサリの着底直後稚貝を多量に捕食する

ことを示している。ユビナガホンヤドカリは，これまでに

も室内実験や野外採取個体の消化管内容物調査からアサリ

着底直後稚貝の捕食が確認されているが（浜口ら 1997;浜

口2000), スジエビモドキについては二枚貝類の着底直後稚

貝を摂食することを示した例は本研究が初めてである。両

種は24時間の間に90個以上の着底直後稚貝を捕食していた

ことから，これらの生物が着底直後の稚貝に及ぽす捕食圧

は相当に大きい可能性がある。両種は北海道から九州まで

の日本各地の沿岸に生息しており (Holthuis1950 ; Kamai 

and Mishima 2003), 全国のアサリ漁場において着底稚貝の

ー
匹励

<D) 

(0) 

゜ ゜Leptodius Palaemon Gaetice Apostichopus Mitrella Pagurus control 
exaratus serrifer depressus J. apon1. cus bicincta minutus 

Fig. 2. The number of survived Manila clam juveniles in each tank after encountering potential predators. n = 5 trials for 
each predator species and control 
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強力な捕食者となりうる。

本研究において舞鶴湾の沿岸環境でみられる動物を用い

て捕食の効果を検討したところ，浮遊幼生および着底直後

の稚貝は多くの動物によって捕食される可能性が示された。

一方で，本研究で明らかにされた捕食者はいずれもアサリ

と同所的に生息することが報告されていることから（荒川・

峠 1977;家山ら 1992;小川ら 2003;松尾ら 2009;大畑ら

2010), 他のアサリ漁場においてもこれらの種がアサリを捕

食している可能性は十分にある。また，本研究で用いた種

と食性が似た近縁種においてもアサリを捕食する可能性が

あり，実際の捕食者はさらに多岐にわたることが想定され

る。多くの動物が生活史初期のアサリを捕食する潜在性を

秘めていることから，アサリの減耗要因の一つとして，生

活史初期の被食の影響は考慮すべきだと考えられ，さらな

る研究が期待される。

謝辞

本研究は，「舞鶴湾におけるアサリ資源再生方策に関する

研究」として，舞鶴市水産課の支援を得て行いました。同

課の木村裕氏をはじめとする職員の皆様に深く謝意を表し

ます。また，実験生物の入手において多大な貢献をしてい

ただいた京都大学舞鶴水産実験所技術職員の小倉良仁氏に

感謝いたします。

文 献
赤繁悟• 平田 靖・高山恵介・空本季里恵 (2005)養殖マガ

キの酸素消費量および濾過水最の季節変化． 日水誌； 71, 
762-767. [Akashige, S., Y. Hirata, K. Takayama and K. 
Soramoto (2005) Seasonal changes in oxygen consumption 

rates and filtration rates of the cultured Pacific oyster 
Crasssotrea gigas. Nippon Suisan Gakkaishi, 71, 762-767 (in 

Japanese with English abstract).] 
荒川好満・峠 清隆 (1977)広島県地御前人工干湯造成前後の

生物相の変化．水産土木， 14, 45-51. 
東将司• 佐々木淳 (2008)東京湾三番瀬におけるカキ礁生

態系の環境機能評価海洋開発論文集， 24,801-806. [Azuma, 

M. and J. Sasaki (2008) Environmental evaluation of oyster 

reef ecosystem in Sanbanze shallows of Tokyo Bay. Proc. 
Civil Eng. Ocean, 24, 801-806 (in Japanese with English 

abstract).] 
鎮西清裔 (1971)かき礁の生態と古生態． 日本ベントス研究会

連絡誌.3/4, 1-8. [Chinzei, K (1971) Ecological and 

paleoecological notes on oyster beds. Bent. Res. 3/4, 1-8 (in 
Japanese).] 

浜口昌巳・薄 浩則・石岡宏子 (1997) アサリ着底漁場の特性

とその評価方法の開発．マリノフォーラム21水産基盤整備

調査委託事業事業報告書 平成 9年度沿岸漁場整備開発調

査， 53-63.
浜口昌巳 (2000)二枚貝類資源量評価のための生化学的手法の

開発．マリノフォーラム21水産基盤整備調査委託事業事業

報告書 平成12年度沿岸漁場整備開発調査， 167-173.

Han, C., M. Kawahara and S. Uye (2009) Seasonal variations 
in the trophic relationship between the scyphomedusa 
Aurelia aurita s.l. and mesozooplankton in a eutrophic 

brackish-water lake, Japan. Plank. Bent. Res., 4, 14-22. 
Holthuis, L. B. (1950) The Decapoda of the Siboga Expedition: pt. 

10: the Palaemonidae collected by the Siboga and Snellius 

Expeditions with remarks on other species I. subfamily 
Palaemoninae. Sibog. Exped., 39, 83-86. 

家山博史•井上和豊・鉾岩俊二 (1992) 興居島鷲が巣海岸にお
けるヤドカリ個体群の定量調査．愛媛大学教育学部紀要第

III部自然科学， 12, 13-18. [Ieyama, H., K. Inoue and S. 

Hokoiwa (1992) Quantitative studies of hermit crabs in 
intertidal zone of Gogoshima Island. Mem. Fae. Educ. Ehime 
Univ. Nat. Sci., 12, 13-18 (in Japanese with English 

abstract).) 
井上太郎・腹矢 護• 井谷匡志・道家章夫 (1999) ヒトデ類に

よるアサリの捕食生態京都府立海洋センター研究報告，

21, 8-13. 
Ishii, H. and F. Tanaka (2001) Food and feeding of Aurelia aurita 

in Tokyo Bay with an analysis of stomach contents and a 
measurement of digestion times. Hydrobiologia, 451, 

311-320. 
粕谷智之 (2005)東京湾におけるアサリ浮遊幼生の動態．水産

総合研究センター研究報告， 51-58. [Kasuya, T. (2005) 

Larval abundance, distribution, and size composition of the 
clam Ruditapes philippinarum in Tokyo Bay. Bull. Fish. Res. 

Agen., 51-58 (in Japanese with English abstract).] 

木村博 (2005)かに類によるアサリの捕食山口県水産研究セ
ンター研究報告， 3,97-103. [Kimura, H. (2005) Predator-prey 

relationship between crabs and short necked clam, Ruditapes 
philippinarum. Bull. Yamagichi Pref Fish. Ctr., 3, 97-103 (in 

Japanese with English abstract).] 
Komai, T. and S. Mishima (2003) A redescription of Pagurus 

minutus Hess, 1865, a senior synonym of Pagurus dubius 

(Ortmann, 1892) (Crustecea: Decapoda: Anomura: Paguridae). 
Bent. Res., 58, 15-30. 

京都府海洋センター (2009) アサリの減耗要因と対策ーアサリ

の資源管理と有効利用を目指して一．京都府立海洋センター

季報97号， 1-15, 宮津
松尾広暁・有山啓之・池本徳孝・大森浩ニ・竹内一郎 (2009)

炭素・窒素安定同位体比を用いた大阪湾の人工干潟におけ

る食物連鎖の解析．水環境学会誌， 32,99-104. [Matsuo, H., 

H. Ariyama, T. Ikemoto, K. Omori and I. Takeuchi (2009) 
Analysis of food web structure in an artificial tidal flat in 

Osaka Bay using stable isotopes of carbon and nitrogen. f. 
Jap. Soc. Wat. Env., 32, 99-104 (in Japanese with English 

abstract).) 
村上浩二 (1991)砂川河口のカキ礁．熊本地学会誌， 96,5-7. 
Norkko, A., V. J. Cummings, S. F. Thrush, J.E. Hewitt and T. 

Hume (2001) Local dispersal of juvenile bivalves: implications 
for sandflat ecology. Mar. Ecol. Prog. Ser., 212, 131-144. 

小川呈也•藤岡義隆・脇山 功 (2003) 弓削島の浅海性生物．
弓削商船高等学校紀要， 26,25-30. [Ogawa, K., Y. Fujioka 
and I. Wakiyama (2003) Shallow-sea lives in Yuge Island. (in 

Japanese).) 
岡本一利(2000)浜名湖におけるツメタガイによるアサリの食害．

静岡水試研報， 35,33-34. [Okamoto, K (2000) Influence 
on little clam Ruditapes philippinarum stock by the predation 
of moon snail Nerita didyma. Bull. Shizuoka Pref Fish. Exp. 
Stn., 35, 33-34 (in Japanese).] 

大畑木の実・中山真里・江川典子・楠山和弘 (2010)千潟に棲

む底生動物に関する研究和歌山県環境衛生研究センター

年報， 56,49-53. [Ohata K, M. Nakayama, N. Ekawa and K 
Kusuyama (2010) Research on the benthic animals in the 
tidal flat. Ann. Rep. Wakayama Pref Res. Cent. Envi. Publ. 

Heal., 56, 49-53 (in Japanese).] 
瀬川直治・菅沼光則 (1996)漁場および飼育にみる捕食者キセ

ワタガイと被食者アサリの関係について．愛知県水産試験

場研究報告， 3,7-15. [Segawa, N. and M. Suganuma (1996) 

Density reduction of juvenile short-necked clam population, 
Ruditapes philiPPinarum, in relation to predation of kisewata, 
Philine argentata in fishing grounds around Ise and Mikawa 
Bays. Bull. Aichi Fish. Res. Ins., 3, 7-15 (in Japanese).] 

瀬川直治 (1997) 食害種によるアサリの減耗水産工学， 33,
225-229. [Segawa, N. (1997) Influence of predators on short 

neck clam stock. Fish. Eng., 33, 225-229 (in Japanese).) 
重田利拓・痺 浩則 (2012)魚類によるアサリ食害ー野外標本

に基づく食害魚主リストー．水産技術， 5,1-19. [Sigeta, T. 

and Usuki, H. (2012) Predation on the short-neck clam 
Ruditapes phiiliPPinarum by intertidal fishes: a list of fish 
predators. f. Fish. Tech., 5, 1-19 (in Japanese with English 
abstract)). 

Sun, Z., Q. Gao, S. Dong, K. S. S. Paul and F. Wang (2013) 



生活史初期のアサリの潜在的捕食者 279 

Seasonal changes in food uptake by the sea cucumber 
Apostichopus japonicus in a farm pond: evidence from C and 
N stable isotopes.! Oce. Univ. China, 12, 160-168. 

高橋宏司・澤田英樹・益田玲爾 (2016a) 日本海の舞鶴湾におけ

るアサリ資源の再生産および減耗要因の検討． 日水誌，

82, 699-705. [Takahashi, K, H. Sawada and R. Masuda 
(2016a) Reproduction and depletion of the Manila clam in 
Maizuru Bay, Sea of Japan. Nippon Suisan Gakkaishi, 82, 
699-705 (in Japanese with English abstract).] 

高橋宏司・澤田英樹・益田玲爾 (2016b) イシガニによるアサ

リ捕食のメカニズムとその対策日水誌， 82,706-711. 
[Takahashi, K, H. Sawada and R Masuda (2016b) Predation 
mechanism of Japanese rock crab Charybdis japonica on 
Manila clam Ruditapes philippinarum with possible 
countermeasures. Nippon Suisan Gakkaishi, 82, 706-711 (in 
Japanese with English abstract).] 

烏羽光晴 (1992) アサリ幼生の成長速度と水温の関係．千葉県

水産試験場研究報告， 50, 17-20. [Toba, M. (1992) 
Relationship between temperature and larval growth rate in 
Manila clam Ruditapes philipinarum. Bull. Chiba Pref. Fish. 
Exp. Sta., 50, 17-20 (in Japanese with English abstract).] 

Troost, K, P. Kamermans and W. J. Wolff (2008) Larviphagy in 
native bivalves and an introduced oyster. ]. Sea Res., 60, 
157-163. 

Troost, K, E. Gelderman, P. Kamermans, A. C. Smaal and W. J. 
Wolff (2009) Effects of an increasing filter feeder stock on 
larval abundance in the Oosterschelde estuary (SW 
Netherlands).]. Sea Res., 61, 153-164. 

辻 秀ニ・宗清正廣• 井匡志・道家章生 (1996)舞鶴湾のアサ

リ稚貝の沈着，成長，減耗水産増殖， 44,25-30. [Tsuji, S., 
M. Munekiyo, M. Itani and A. Douke (1996) Settlement, 
growth and disappearance of spats of Manila clam, Ruditapes 
philippinarum in Maizuru Bay. Acuacult. Sci., 44, 25-30 (in 
Japanese with English abstract).] 

上 真ー・上田有香 (2004)瀬戸内海におけるクラゲ類の出現

動向と漁業被害の実態水産海洋研究， 68,9-19. [Ue, S. 
and Y. Ueda (2004) Recent increase of jellyfish populations 
and their nuisance to fisheries in the Inland sea of Japan. 
Bull. Jpn. Soc. Fish. Oceanogr., 68, 9-19 (in Japanese with 
English abstract).] 

van der Veer, H. W., R. J. Feller, A Weber and J. I. J. Witte (1998) 
Importance of predation by crustaceans upon bivalve spat in 
the intertidal zone of the Dutch Wadden Sea as revealed by 
immunological assays of gut contents.]. Exp. Mar. Biol. Ecol., 
231, 139-157. 

山元憲ー・半田岳志 (2011)マガキの鰐換水に及ぽす水温の影響．

水産大学校研究報告， 60,63-66. [Yamamoto, K. and T. 
Randa (2011) Effect of water temperature on ventilation in 
the Pacific oyster Crassostrea gigas.]. Nat. Fish. Univ., 60, 
63-66 (in Japanese with English abstract).] 

山名裕介・五嶋聖治• 浜野龍夫・遊佐貴志・古川佳道・吉田奈

未 (2011)北海道および本州産マナマコの体サイズ推定の

ための回帰式日水誌 77,989-998. [Yamana, Y., S. 
Goshima, T. Hamano, T. Yusa, Y. Furukawa and N. Yoshida 
(2011) Formulae to estimate standard body length for 
regional forms of the sea cucumber Apostichopus japonicus in 
Japan. Nippon Suisan Gakkaishi, 77, 989-998 (in Japanese 
with English abstract).] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

