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食害種によるアサリの減耗

瀬)11 藍治*

Influence of Predators on Short Neck Clam Stock 

Naoharu SEGA W A 

，. はじめに

アサリ漁場には様々な生物が生怠している。食答種や

競合種の存在も知られており，アサリ増殖の障害になっ

ている。漁場の生産性を向上させるには，減耗婆IZSIを排

除することが大切である。様々な要因のうち漁業者が対

処できる要因は限定されており，食客種の駆徐や競合種

の除去が対象になる。

昭和63年以降，漁場に出現する生物のうち食害種に視

点をあて，アサリの減耗の実態を観察してきた。また，

食警による経済的な損失を捻計するために 2，3種の食

寄生物を飼育し，アサリに対する増!発係数などを求めて

みたので併せて報告する。

2. アサリの漁場調査

昭和63年以降，表-1に示したとおり，伊勢湾側の常

潟市小鈴谷干潟と三湾湾側の美浜町から一色町にかけて

の非平出減のアサリ漁場を調査して e!ft:こ。一連の調査で

アサリ資源を極端に減少させた食害穫はキセワタガイ，

ヒトデ，ツメタガイの 3穏類であった。キセワタガイは

各年度にわたって採集された。ヒトデは平成 2年に美浜

町矢梨沖で，ツメタガイは平成7年に小鈴谷干潟で多数

の個体が出現した。

(1) キセワタガイ

昭和63年の小鈴谷干潟において当該穫が原因とみられ

るアサリ稚貝の減耗が観察された。図-1に示したとお

り，繍500mの干潟に岸から沖に 4定点を設定し粋取り

による生物識変を実施し，その結果を表一2に示した。

調査の時間帯が干潮時で，多司言類を調査対象から除外し

たことから採集僧体の上位7種は二枚貝と巻き只で占め

られていた。岸の定点ではアラムシロガイを除くとすべ
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表-1 年度別の調査漁場と対象種

漁場/年度 S63 日 1 H4 H5 日 6 H7 

小鈴谷
キセ ツメタ
ワタ ガイ

美浜町
ヒト キセ キセ ヒト
ア ワタ ワタ T 

一色町
キセ ヒト
ワタ ア

キセワタ:キセワタガイ

てが二枚只で，アサリ，シオフキが400個体1m2前後で

上伎を占めていた。沖側 3定点では，食主客穏のキセワタ

ガイが 2-5倒体1m2生怠、しており，アサリは24-67個

体1m2• シオフキは 7 -18個体1m2で，岸よりの定点、よ

りも少なかった。

アサリ稚兵などの経時的な出現状況を関-2に示した。

1 mm自の篠を通過する初期稚貝は 4定点、すべてでみら

れたが 1mm目に残留する小型稚兵は岸よりの定点で

多数みられているのに対し，'1中側 3定点では少数に止ま

っていた。 9月 9B の小型稚貝は岸よりで700個体1m2 •

沖側 3定点で12-56個体1m2であった。この小型稚貝と

調査開始時の 6月30日から 8月 1Bまでに得られた初期

稚貝の最大銀体数の比率を求めてみると，岸の定点では

30%，沖側3定点では0.4-3.5%で大きな違いが認めら

れた。キセワタガイの出現状況は岸では 8}j1日に出現

しただけであったが，沖の 3定点では 7月14日から 9月

26臼まで長期間滞留していた。このキセワタガイの生息

状況の違いがアサリ稚貝の発生に影響を及ぼしたことに

なる。定点を設定した潮j留まりの温度条件が築なってお

り，浅い岸よりの定点では高温化が顕著であり，キセワ

タガイの死亡が確認された。 i中の定点では水温躍j習が形

成され底層水の高温化を紡さ¥生存を可能にした。

王子成4年と 5年の調査については呂-1に示した定点

で実施した。各定点はニ子出しないアサリ漁場に設定され

ている。調査期間は各年6月から10月ないし11月までと

し，稚貝は採泥により，キセワタガイは 2mm eIのもじ
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表-2 1]、鈴谷干潟における底楼生物の出現状況

Vol. 33 No.3 

順位 S T-1 S T-2 S T-3 S T-4 

1 ア サ リ 475.3 ホトトギス 67.5 ア サ リ 34.3 ノf カガイ 47.7 

2 シオフキ 399.3 ア 手サ リ 66. 7 シオフキ 11. 3 ア サ リ 24.0 

3 アラムシロ 12. 7 アラムシロ 13. 7 ノミカガイ 7.3 シオフキ 18.3 

4 ユウシオガイ 10.7 シオアキ 7.3 アラムシロ 4. 7 アラムシロ 7.3 

5 ホトトギ ス 4.0 キセワタガイ 5.3 キセワタガイ 4.3 イボキサゴ 5.3 

6 ノt カガイ 3.3 ノf カガイ 1.0 イボキサゴ 2.0 キセワタガイ 2.0 

7 カガミガイ 3.3 イボキサゴ 1.0 ユウシオガイ 1.7 サルボウガイ 1.3 

T1 
母M1

¥11 

し/.~
知 i、

多 τ3

湾 w
じフ

翻:昭和63年定点，⑧:平成4年定点 A:平成5年定点

関-1 キセワタガイ競査定点、

網を装着した小型桁網により採集した。アサリ稚兵とキ

セワタガイの関係を図-3に示した。その結果，アサリ

漁場はキセワタガイの生息状況から概ね 3タイプに分類

できた。

① キセワタガイ不在漁場

キセワタガイは生息せず，初期稚貝が上ヒ絞的綴識に小

型稚貝に移行するアサリ漁場である。平成 4年に調査し

た矢作)11河口漁場 (T1)が該当する。河口域は湾JII水

の流入により境分変化が大きく狭塩性の生物の主主怠を不

能にする。この定点では，イソガニ類やハゼ類などの捕

食者が生息していたが，アサりを含む二枚貝が多く生息

していた。移殖用種苗を生産する漁場である。

② キセワタガイ変動型漁場

キセワタガイが消滅したり，侵入したりする漁場であ

る。アサリはキセワタガイのI首長により増減する。河口

に近接し，ViJ川の出水により塩分が変化する漁場である。

王子成4年の美浜町布土沖 (M1)ヰ一色町味沢沖 (T4) 

ではキセワタガイの侵入によりアサリ稚貝が急減し，王子

成 5 年の美浜町特定、沖 (.~D) では 7 月上旬の降雨によ

りキセワタガイが消滅し，その後アサリ稚貝が増加した。

S 63. 6~63.12 の潤12田誠衰の平均値、単位:個体数/m2

川
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図:ST-l ，⑬ST-2~ 4の平均・革主主君

留一2 漁場におけるキセワタガイとアサリ稚良の関係

アサリの援凶を支配する漁場である。

③ キセワタガイ常在君主漁場

キセワタガイが領常的に生息し，初期稚只は認められ

るが小型稚災へ移行する前にアサリが消滅する漁場であ

る。河口から離れたこ子出しない漁場が該当する。このよ

うな漁場は塩分環境が安定している (T2， 3， M3， 

4 )。一般に，キセワタガイの生息、密度が高く，鱗不足

のためか小型サイズの個体が多い。主として，種商放流

に依存する漁場である。

(2) ヒトデ

平成2年に美浜町矢梨地先で発生したヒトデを小型桁
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調査時期:平成6年 7月

採集漁具:小型桁鰐， 2mmEl
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図-4 ヒトデの分布状況

O. 5~ 1 m2から底楼生物を採集した。

ツメタガ、イは10Jlから12月にかけて沖の定点に 6~10 

キセワタガイ(個体/m'l 個体1m2分布しており ，10月に600個体1m2生息してい

.:キセワタガイ不{撒宅悲惨:キセワタガイ変動漁場，悶:キセワタガイ常在漁場 たアサリは12月には消滅し， ツメタガイの密度も低下し

図-3 キセワタガイとアサリ稔良の関係 ていた。この間，多数の穿孔されたアサリの死殻が採集

網，スターモップを用い追跡調査した。ヒトデの生息域

は時期的に変化しており， 10月 15 日には水深 2~6m臆

(LLWL) に分布していた。 11月 27 日には 0~3m腐のア

サリ漁場に移動しており，以降この水深帯に滞留してい

た。 3月末になると o~ 7 mJ穫に分布するようになり生

息域が拡大していた。アサリ漁場で採集したヒトデは 1

~2 個体1m2 に透しており，アサリやサルボウガイなど

を捕食していた。当該漁場では秋に種吉ぎが放流されてお

り，天然発生群に加えて45僚体1m2の種葱が放流された

が翌平成3年 3月の資源誠査では 5個体1m2に減少して

B り春からの操業は行われなかった。ヒトデの腕長は10

月15日に20mm(2 g)，受年 3月には67mm(52 g) に

達していた。産卵期は生瀬勝、熟度指数が 1月から 2Jlは

じめに綾大になり以降減少し始めるため 2月半ばから

と判断された。

また，知多湾周辺のアサリ漁場では冬期にヒトデによ

る被害が発生しているため，平成 6年 7月に 2mm EIの

小型桁網を用いヒトデの分布調査を行った。調査は水深

5 m (LLWL)より浅い海域に限定した。この時期のヒト

デは図-4のとおり 5m層に多く分布しており Omに

は分布せず 2m腐も少数のとトデが採集3れただけで

あった。 5m腐のなかでも一色沖のプイでは46個体1m2

が採集されており高密度に分布していることが明らかに

なった。この定点の底質は貝殻混じりの砂質であり，ヒ

トデの多くは貝殻に付着していた。

(3) ツメタガイ

平成 7年，常滑市小鈴谷干潟で発生したツメタガイを

追跡調査した。昭和63年と肉じ定線に 4定点、を設定し，

10月から 3月まで大瀬ごとに月 2聞の割合で誠査した。

誠査用具は市販のジョレンに1.5mm慢の金網を張り，

された。その後，ツメタガ、イは隣接する岸よりの定点に

移動し 2月には20個体1m2が採集された。この定点で

も10月に600個体Im2j三怠していたアサリが 3月に消滅

し，多数の穿子し死殻が見いだされた。これら 2定点は干

潟の沖側 Om線 (LLWL)から150mの範囲にあり本来な

ら成長が良好な漁場である，アサリの消滅によりその恩

恵を受けることができなかった。これより岸側の350m

の範聞ではツメタガイは 0~2個体1m2 の出現に止まり，

アサリの穿孔死殻も少なく，ツメタガイによる被害は軽

度であった。

ツメタガイの殻径は10刃上旬から 3月下旬の間に 8

mmから20mmに増加していた。期間中の前半， 10月か

ら12月まではよく成長したが 1月から 3月までは停滞

気味であった。

3. 鋼管試験

アサ 1)漁場において食霊祭種の被害を縫計するためにキ

セワタガイ， ヒトデ，ツメタガイの 3種について飼育試

験を実施した。増肉係数は殻イすきのアサリ捕食量に対す

る捕食穫の増主義蚤の比率から求めた。飼育装置として20

~40lの水槽を用い，水槽底に砂を敷ざ，毎分300~1800

mlの海水を法入した。

3種の増肉係数を表-3に示した。キセワタガイでは，

米産卵個体で5.3，産卵偲体で22.6を示し，産卵個体は

来gifJim個体の 4倍のアサリを捕食していた。特に多量の

卵塊を産出した個体の増i勾係数は30に達した。ヒトデと

ツメvタガイは当歳の個体で飯背中に産卵しなかった。ヒ

トデの増肉係数は8.5，ツメタガイのそれは9.8であった。

なお，これら食答種はアサ 1)の単一鰐料で飼育でき，途

中で死亡する個体はみられなかった。

その他一連の試験で得られた知見を以下にまとめてみ
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表3 食客獲の飼育結果(平均)

稜 類 収容主義盤 取上重量 増 重 主Z主主主 車お 餅 まま 増肉係数

キセワタガイ(未産卵) 868mg 3，229mg 2，361mg 12，496mg 5.3 

I! (産卵) 2，407mg 2，926mg 519mg 11，754mg 22.6 

ヒ ト デ(未産卵) 20g 238g 218 g 1，847 g 8.5 

ツメタガイ(未産卵) 848mg 3，250mg 2，402mg 23，487mg 9.8 

7こ。

(1) キセワタガイ

① 二行為に生息する二枚貝のうち，アサリとシオフキ

は逃避行動が緩慢で，攻聖撲を受けやすかった。バカガイ

はキセワタガイの援近により逃避行動をおこし，他物に

付着したホトトギスは捕食の対象にならなかった。

② 捕食されたアサリは阻しゃく歯により毅を細片に

され排波されていた。

③ 比重耐性試験では1.010以下では死亡し，正常な

摂餌活動には1.015以上が必要であった。

③ 殻長数 mmから10数 mmのアサリを混在させた

場合，キセワタガイは小型サイズから先に捕食した。

⑤ 捕食可能なアサリの殻長はキセワタガイの体長の

1/3であった。体長45mmの最大級のキセワタガイは殻

長 15mmのアサりを捕食していた。

⑤ 潜砂、深度認査では 5cmの深さに潜っていた偲体

もみられたが全体の80%は0-2cmの範囲に集中して

いTこ。

(2) ヒトデ。日間摂主耳E容は冬期の最低水温期に高まり，水温10

00で10%であった。

② 摂鰐可能水温は概ね2000以下であった。

③ ヒトデが砂を掘り起こす能力は腕長の80%に達し

た。腕長 7cmのヒトデは 6cmの深さに潜っていたアサ

リを捕食していた。

(3) ツメタガイ

① 大小のアサリを混在させて鰐育すると，ツメタガ

イの殻筏よりやや大きい殻長のアサリが摘食されており，

これ以下のサイズのアサリが捕食の対象になっていた。

② 当裁のツメタガイを飼育した場合， B潤摂餌率は

10月から12月の間は12-25%を示したが 1刃から 3月

には 2-6%に低下していた。

③ ツメタガイの潜砂能力は高く当歳の個体で観察し

たところ， 20cmの砂厚でも水槽底に多数の鑓体が潜砂

してし、た。

④ ツメタガイは，アサリが滞在なときには潜砂して

むり，砂の表面にでることはなか〉たが，不足気味にな

ると表面を伺勾するようになった。

給餅最:殻付きアサリ捕食議

4. まとめ

今回，報告した食害穣3種のアサリに対する攻撃位畿

はそれぞれ異なっていた。ヒトデはよ方から，ツメタガ

イは下方から，キセワタガイは側面からであった。アサ

リのように逃避行動が緩慢な種類では食議種による捕食

の対象になりやすく，食答種の存在がアサリ資源、に減耗

的影響を及ぼしていることが判明した。稚貝の捕食者で

あるキセワタガイの捕食能力を増肉係数から試算してみ

た。キセワタガイ 1g土器震には殻長 1mm (0. 25mg) の

アサリを 2万個体必要とする。殻長 2mmでは2，500鐙

体になる。また，産卵個体のうち増肉係数30のキセワタ

ガイでは 1mmサイズの稚貝を12万俗体捕食し， 10万個

体分は再生産に使われたことになるo 王子成4年のアサリ

漁場読ままでは河口を除く 7定点から平均4.6g/m2のキセ

ワタガイが採集されており，これらの定点ではアサリ稚

只の生き残りが不良であったことが理解できる。

また，昭和38年から42年にかけて愛知県下のアサリ漁

場における稚爽の発生状況調査が行われている。河口漁

場では稚只の生き残りが良好であり，河口から離れた前

浜型干潟がこれに続き，河口から離れた平出域が少ない

水深のある漁場では不良と評価されている。この結果と

今回のキセワタガイの生怠、状況から分類した漁場特性は

よく一致しているo

ヒトデ，ツメタガイの増肉係数は 8-9であったから，

操業持に混獲される100g前後の個体はアサ 1)換算で800

-900gを捕食したことになる。干草生産を考慮するとこ

の値は更に増大する。愛知県下のアサリの漁獲設を 2万

トン，面穣:a:4000haとした場合，生産宣まは500g/ぽに

なりヒトデやツメタガイの存在はアサリ資淑に及ぼす影

響が大きいものと王寺えられる。

多獲性二枚flは時々大量に発生する。この状況を漁業

者などから聞き取りその条件を整理してみると，①氏¥7](

後の塩分低下，②食酸素水塊の襲来，③土木工事などに

起悶する新たな砂閣の形成の 3点をあげることができる。

このような状況は一時的に生物棺を単純化し，被食一捕

食の関係が中断されて大量発生につながると考えられる。

逆に，環境が安定していて穫の多様性が確保されている

場合には，種間競争により稜ごとの生患、空密度は低下する。

食饗による減耗を軽減する努力はアサリ漁場ではほと



んど行われていない。その理由のひとつとして，駆除技

術が確立していないか，普及していないことがあげられ

るo 表在性のヒトデについては，ホタテガイ漁場ですで

に実践されており駆除技術が確立しているがアサリ漁場

では普及していない。潜砂性のツメタガイやキセワタガ

イについては未開発の状態である。現在のところ，大型

のツメタガイは操業時の混獲物として陵揚げされている

がキセワタガイや小型のツメタガイは漁網を通過するた

め駆除できないのが現状である。このため，アサリ漁場

における食客種への対応技術の関発が必要である。二つ

gの遼lIlとして，漁業者の意識転換が必要である。漁業

では，漁獲行為が収入を保証してくれるため，その行為

に最大の努力が払われている。将来の利益を見込んだ努

力はほとんど行われていない。アサリ漁場の生産性を高

めるにはやはり管理して漁獲する栽培的な手法を導入し

ていく必要がある。拳いにも，アサリは沿岸性及つ定着
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性であるため観察しやすい条件を備えている。
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