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ヤマトシジミの種々の底質に対する行動特性

丸　邦義1・山崎　真2・中井純子1

Behavioral Characteristics of the Brackish Water Bivalve,
Corbicula japonica Prime to Various Bottom Sediments

Kuniyoshi MARU
1, Makoto YAMAZAKI

2 and Junko NAKAI
1

Abstract: The optimum bottom sediment for Corbicula japonica inhabitation has been reported 
mainly from the viewpoint of bivalve occurrence and bottom environmental conditions. We believe 
the response of this bivalve to different bottom sediment has not been studied. We observed 
the behavior of this bivalve in various sediments (very coarse to coarse sand, medium sand, 
fine to very fine sand, and silt-clay) in tanks for three months, and evaluated their behavioral 
characteristics. From their behavior of shell exposure, siphon projection, burying rate and upward 
movement, we conclude that optimum bottom sediments for C. japonica are fine to very fine sand 
and medium sand.
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ヤマトシジミ Corbicula japonicaは汽水域に生息す
る二枚貝で，内水面漁業の重要種である。底土に表
在または埋没して生息するヤマトシジミは生活の過程
で底質から環境の影響を強く受けている。これまでヤ
マトシジミ生息場の底質に関する研究はシジミの分布
密度との関連でマクロベントス群集（Fuji 1955;  李・
中尾 1985;  中村 1997），底質の粒度組成（多田・阿
部 1990），底質環境（朝比奈 1941;  富士・田村 1957;  

石田ら 1972;  小林 1986;  多田・阿部 1989;  Baba et al. 

1998）等について行われてきた。しかし，シジミ自体
が種々の底質に対してとる行動特性から生息に適した
底質を研究した報告はみられない。
著者らは種々の砂を入れた水槽でヤマトシジミの行
動を 3カ月の長期に亘って観察し，各種底質に対する
行動特性から生息に適した底質を明らかにしたので，
ここに報告する。

材料および方法

材料は2000年 7月10日，19日に北海道石狩川の水深

1 mで採集されたヤマトシジミ（殻長21.7～41.2 mm，
平均32.6 mm）で，実験開始まで 2日間室温で採取現
場の川水を入れた水槽中でエアレーションを行い飼育
した。
試験方法は，各水槽（アクリル製 600× 285×

360 mm）に下記の各種砂を厚さ70 mmに敷いた後，
飼育水36 lを静かに注ぎ，2日経過して飼育水が澄ん
でから供試貝20個体を収容した。飼育水は 1晩おいた
水道水に濾過海水を添加し，塩分は生息可能範囲の1.5

～22 psu（中村ら 1996）内の 6 psuとした。水槽中の
水温，塩分，pH，溶存酸素量は水質チェッカー（堀
場製作所U-10）で計測した。水温は室温状態におき，
塩分は飼育期間中は水分が蒸発し，塩分が上昇するた
め，1週間～10日間隔で測定し，設定値に調整した。
エアレーションは底質が舞い上がり，観察の妨げにな
らないように静かに行った。飼育期間中は無給餌とし
た。本種は，粗粒砂からシルトまで分布がみられるの
で（多田・阿部 1990），試験に用いた底質は，極粗砂
からシルトまでとし，天然で採取したものを充分洗浄
し，乾燥後，篩で選別したものを使用した。底質は，
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後述する静置試験，埋没試験とも次の 4組である。
• 水槽Ⅰ：極粗砂～粗砂（粒径500μm～ 2 mm），
•水槽Ⅱ：中砂（250～500μm），•水槽Ⅲ：極細砂～
細砂（63～250μm），•水槽Ⅳ：シルト（4～63μm）。
試験は，貝の行動状況を調べるために，貝を底質上
に置いた静置試験を行った。その他に，底質環境の変
化によって撹乱を受けた場合に正常な姿勢に戻ること
ができる底質か否かを把握するため，貝を底質中に埋
没させた埋没試験を行った。
静置試験では貝の位置が確認しやすいように水槽外
壁面の左右に目印のビニールテープを 4片ずつ貼り，
左右の各片を通る 1列に 5個体ずつ計20個体の供試貝
を左殻を下にして底質上に置いた。飼育期間は2000年
7月21日から10月20日までの 3カ月間で，貝の行動と
斃死を観察した。飼育期間中の水温は15.4～25.5℃，
平均22.3℃，変動幅±2.4℃で，貝の潜砂行動に影響
しなかった。また，各水槽の 1カ月ごとの pHは7.0

～8.2（平均7.5），溶存酸素量は 5.6～8.8 mg/l（平均
6.4 mg/l）で，天然では pH 7.0以下での生息は稀で（朝
比奈 1941），生存の最小レベルの溶存酸素量は1.5 mg/l

以上（中村ら 1997）とあり，pH，溶存酸素量では生
息可能な状態にあった。
埋没試験では静置試験と同様な方法で貝の埋没位置
を確認し，1列に 5個体ずつ計20個貝を前縁部を下に
し，殻長軸が水槽底面に対して垂直になるように沈め，
2000年 7月12～14日まで 3日間飼育し，貝の這い上が
り状況と斃死を観察した。また，貝の這い上りが殻長
により異なるのかを調べるため，殻を露出した個体の
平均殻長と潜砂個体の平均殻長の差を水槽ごとに t検
定を行い，P＜0.05を有意差とした。
本種は水底表面に生息がみられ，貝殻はほとんど
埋没しているが，黄白色の水管を出しており（朝比奈 

1941），潜入時には水管を上にして反対側の伸ばした
足の先を丸めてアンカーにし，体を下方に引っ張り，
この動作を繰り返しながら深く潜入する（中尾・園田 

1996）。また，水温の高い夏季には表層近くにいて，
水温の低下する冬季には深く潜砂する季節的垂直移動
を行う（Goshima et al. 1999;  中村 2000）。このような
本種の生活様式から，貝の行動観察は，静置試験，埋
没試験とも各水槽について次の 4区分によった。
①殻を半分以上出す：底質上にいて，殻を 1 / 2以
上露出している個体。②殻を少し出す：殻が底質中に
埋まり，殻を 1 / 2以下露出している個体。③水管を
出す：殻が底質に埋没し，底質表面に水管が観察され
る。④潜砂：貝が潜砂して表面から完全に見えない。
なお，潜砂個体数は，供試個体数から斃死個体数と
①～③に該当する個体数を減じた数値であり，潜砂率
は潜砂個体数×100／生残個体数から求めた。

結　　果

静置試験
貝を底質表面に置いた後の24時間までの行動を Fig. 

1に示した。各水槽とも試験開始 1時間後には潜砂す
る個体がみられ，時間経過とともに潜砂個体が増加し
たが，潜砂個体が多かったのは水槽Ⅳ（シルト）で 1

時間後には35％が潜砂し，24時間後には50％に達した。
次いで潜砂個体が多かったのは水槽Ⅲ（細砂～極細砂）
で，24時間後には55％に達し，水槽Ⅱ（中砂），水槽
Ⅰ（極粗砂～粗砂）がこれに次いでおり，粒径が小さ
い程，潜砂個体が多くなった。一方，殻を半分以上出
している個体の比率が多かったのは水槽Ⅰ，水槽Ⅱ，
水槽Ⅲ，水槽Ⅳの順で，粒径が大きい程，殻を露出し
ている個体が多かった。

24時間以降の毎日の貝の行動を旬別にFig. 2に示し
た。静置後24時間以内と比較して各水槽とも潜砂個体
が全般に多くなり，潜砂した個体は水槽Ⅰ，水槽Ⅳに
みられるように，試験期間を通してその比率がほと
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Fig. 1. Behavior of the bivalve placed on different sedi-
ments within 24 hours.
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んど変わらなかった。一方，水槽Ⅱ，水槽Ⅲでは水管
を出した個体が若干みられたが，殻を少し出した個体
と潜砂した個体が垂直的に移動を繰り返しているため
か，各々に出現比率の変動がみられた。
この変動を明確に捉えるため，潜砂率で表し，Fig. 

3に示した。各水槽の中で潜砂率が高かったのは水槽
Ⅳで，常時90％以上を示し，一度潜砂したら這い上が
ることはほとんどなかった。次に潜砂率が高かったの
は水槽Ⅰで，50％以上を示し，時期が経過するにつれ
てしだいに高くなった。水槽Ⅱ，水槽Ⅲでは，9月上

旬まではほぼ50％以上を示していたが，以後変動しな
がら次第に低くなった。潜砂率の変動の大きさをみる
ため，変動係数（標準偏差／平均値）を用いて比較し
てみると（Table 1），潜砂率の変動が大きかったのは
水槽Ⅲで（変動係数 0.29），次いで水槽Ⅱ（変動係数 

0.25），水槽Ⅰ（変動係数 0.17）の順で，水槽Ⅳ（変
動係数 0.09）が最も小さかった。変動が大きいことは
貝の垂直移動がしやすい底質であることを示している。
飼育期間中の斃死個体数を併せて Fig. 3に示した。
なお，斃死個体は水槽Ⅰでは実験開始後10日以内の 7

月23，25，29，31日に各 1個体と斃死時期が不明な 1

個体の計 5個体，水槽Ⅱでは 8月14日に 1個体，水槽
Ⅲでは 7月29日に 1個体がみられたが，斃死原因は明
らかでなかった。水槽Ⅳでは斃死個体は全くみられな
かった。

Table 1. Burying rate (＊BR) and coefficient of variation in each tank

Items
Tank

I II III IV

No. of sample
Range of BR
Mean of BR (x̄)
Standard deviation (δ)
Coefficient of variation (x̄/δ)

72
40.0－93.3

72.81
12.62
0.17

72
45.0－85.0

62.05
15.41
0.25

72
21.1－89.5

60.08
17.48
0.29

72
50.0－100.0

92.71
8.60
0.09

 ＊BR: burying rate = burying individual×100/rearing individual; I : very coarse to coarse sand; II : medium sand; III : fine to very fine 
sand; IV: silt-clay.

�����������������������������

�
��
��
��
��

���

���������������

�
��
��
��
��

���

���������������������������

�
��
��
��
��

���

�������������

�
��
��
��
��

���

��
��

��
��

��
��

�

���� ������ ��������� �������

�������������������� �������������������
��������������������� ���������������������
���������������� ��������

Fig. 2. Behavior of the bivalve placed on different sedi-
ments from July to October. 
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Fig. 3. Change in burying rate and individual number of 
dead bivalve from July to October. 
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以上の試験結果を整理すると，24時間までは殻を露
出している個体は砂の粒径が大きいほど多く，逆に潜
砂個体は粒径が小さいほど多かった。24時間以降は水
槽Ⅰと水槽Ⅳの潜砂個体は，ほとんどそのままの状態
を保ち，水槽Ⅱ，水槽Ⅲでは垂直移動の傾向が認めら
れた。潜砂率の変動が大きかったのは水槽Ⅱと水槽Ⅲ

で両者の値は類似し，逆に小さかったのは水槽Ⅰと水
槽Ⅳであった。

埋没試験 
シジミ埋没後の行動形態を Fig. 4に示した。水槽Ⅲ
では実験開始後 2時間半で早くも水管を出している個
体が50％近く出現し，次いで水槽Ⅱで25％，水槽Ⅰで
10％出現した。20時間後には殻を半分以下出す個体が
現れ，その出現率は水槽Ⅰで高く40％を占め，次いで
水槽Ⅱで25％，水槽Ⅲで15％であった。殻を半分以上
出した個体の比率が高いのは水槽Ⅰで，28時間後には
20％となり，次いで水槽Ⅱの48時間後の15％で，少な
いのは水槽Ⅲで48時間後に 5％であった。砂に完全に
潜っている個体が多かったのは水槽Ⅳで，シルトの表
面まで這い上がった個体はなかった。水槽Ⅳでは時間
経過にともなって40～60％の個体がシルトの表面に呼
吸用の穴を形成しているのが観察されたが，水管を出
した個体はみられなかった。試験終了後の剖検では，
シルト表面に穴を形成している 8個体は水槽底から 5

～15 mmに位置し，鰓にはシルトが付着していなかっ
た。しかし，穴を形成していない残りの12個体はいず
れも水槽底に置かれたままで，すべての個体の鰓にシ
ルトが付着し，このうち 5個体の鰓には大量のシルト
が付着し，この時点では生存していたが，以後は斃死
する可能性が示唆された。
実験終了時（48時間後）に供試貝を取り上げ，貝の
行動形態別に殻長の測定結果を Table 2に示した。な
お，ここでは貝の行動形態を単純化するため，貝殻を
埋没させ水管を出した個体を潜砂個体の中に含めた。
これより水槽Ⅰ，水槽Ⅱ，水槽Ⅲにおいて殻を露出し
ている個体（前述区分の①＋②）の平均殻長と潜砂個
体の平均殻長に有意差が認められ，殻長の大きい個体
は小さい個体に比べて這い上がる傾向がみられた。な
お，埋没試験ではすべての水槽に斃死個体がみられな

Table 2. Behavior of the bivalve buried in different sediments and its shell length

Behavior Items
Tank

I II III IV

More than half of the shell protruded
No. measured
Range of ＊SL
Mean of SL

3
32.9－40.1

35.4

3
35.0－40.3

38.4

1
33.1
33.1

0
̶
̶

Less than half of the shell protruded
No. measured
Range of SL
Mean of SL

11
32.5－37.9

34.4

11
30.9－39.1

34.4

7
28.5－34.0

32.8

0
̶
̶

Buried
No. measured
Range of SL
Mean of SL

6
28.1－35.6

33.1

6
29.1－35.2

33.0

12
27.6－36.0

31.8

20
27.6－39.5

32.8
 ＊SL: shell length (mm).
 　I : very coarse to coarse sand; II : medium sand; III : fine to very fine sand; Ⅳ: silt-clay.

�����������������������������

�
��
��
��
��
���

���������������

�
��
��
��
��
���

���������������������������

�
��
��
��
��
���

�������������

�
��
��
��
��
���

��
��
��
��
��
��
�

�������������������� �������������������
��������������������� ���������������������
���������������� ��������

� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

������������������

Fig. 4. Behavior of the bivalve buried in different sedi-
ments. 
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かった。
以上の結果から，殻を露出した個体が多いのは，水
槽Ⅰ，水槽Ⅱ，水槽Ⅲの順で，水槽Ⅳではシルト表面
まで這い上がった個体はみられなかった。水管を出し
ている個体を含め潜砂個体が多かったのは，水槽Ⅳ，
水槽Ⅲ，水槽Ⅱ，水槽Ⅰの順で，水槽Ⅳでは水管を出
している個体がみられなかった。

考　　察

潜砂行動
二枚貝の潜砂行動については，日向野・安永（1968）
がチョウセンハマグリとコタマガイについて詳しく
述べ，①底質を詮索する行動，②底質への潜入行動，
③底質への定位行動の 3つの主行動から成り立つこと
を報告している。ヤマトシジミの潜砂行動を観察する
と，底質上に置いたシジミはしばらくすると殻を少し
開け，短い水管を出す。次に足を出し，底質表面を探
るようにして足の周辺に底質の粒を付け，底質の感触
を確かめる。その後，入水管へ水を充分に吸い込み，
殻を一気に閉じて出水管より水を勢いよく噴射すると
ともに，出している足を支点にして，後縁部が上に前
縁部を下になるようにして入水・噴射を繰り返し貝殻
を徐々に直立させる。その後，殻の開閉運動により底
質をかき分ける。そして，突き立てた前縁部の下方へ
足を最大限に伸ばし底質中で固定した後，足の筋肉を
収縮させて足の先端方向へ貝を移動させ，前縁部を底
質に突き刺すような状態でしだいに潜砂する。貝殻が
表面から完全にみえなくなると水管を砂の表面に出し
てひとまず潜砂行動を終了する。その後，状況により，
なお深く潜砂したり，表面へ這い上がり，貝殻を露出
したりする。このようにヤマトシジミの潜砂行動にお
いても先の 3つの主行動がみられた。

静置試験
静置試験では，殻を半分以上出した個体の多かった
のは水槽Ⅰ（極粗砂～粗砂）で，逆に少なかったのは
水槽Ⅳ（シルト）で，底質の粒径が大きいほど，殻を
露出している個体が多かった。このことは，粒径が大
きい程，潜砂しにくいことを示している。高橋ら（1986）
はアサリの潜砂速度は，粒径が大きくなるほど遅く，
底土の硬さ（間隙率）が増加すると，速やかな潜砂が
困難となり，小型貝ほど速やかに潜砂したので，潜砂
を制限する要因は粒度組成，間隙率，殻長であると述
べている。また，ウバガイとアサリ（城戸ら 1996）
では底砂の細粒化とともに潜砂速度が増大した。潜砂
速度が有意に大きかったのはウバガイ 0齢個体では細
砂，極細砂で，バカガイ 1齢個体では極細砂～中砂で，

それぞれの底質が潜入するのに適していると推察して
いる（桜井ら 1996）。今回の試験では粒径が大きいほ
ど，潜砂しにくい点でこれらの報告と一致している。
潜砂速度は水温によっても影響され，チョウセンハマ
グリとコタマガイ（日向野・安永 1968），アサリ（桜
井ら 1996）では水温上昇に伴って潜砂速度が増加し
ている。また，ヤマトシジミでは季節的垂直移動の至
近要因は水温であるという（Goshima et al. 1999）。

埋没試験
埋没試験では，殻を半分以上出した個体の多かった
のは水槽Ⅰ（極粗砂～粗砂）で，逆に殻を露出しなかっ
たのは水槽Ⅳ（シルト）で，粒径が大きいほど，這い
上がりやすいことを示している。この現象は先の静置
試験の粒径が大きいほど潜砂しにくいことと一見矛盾
するように思えるが，粒子の細かい底質，特にシルト
では潜砂する時は足をかき分けるだけで，貝の重力で
沈むので一層潜砂が容易である。逆に，這い上がる時
には底質が柔らかいため貝を固定しづらく，貝自体の
重力も加わり潜砂の時に比べ容易ではない。この時，
粒子が粗いと，足場を固めやすいため，這い上がりに
は都合がよいのではないかと推察される。また，殻長
が大きい個体ほど這い上がる傾向が強かったが，大き
い個体ほど体を上方へ押す足の筋力が強いためと思わ
れる。埋没後の這い上がり速度はウバガイとアサリ（城
戸ら 1996）では底質の粗粒化とともに増大する傾向
があり，粒径が大きいほど這い上がりやすい点で，今
回の結果と同様な傾向がみられた。シルトへ埋没させ
たシジミは這い上がれず，水管が短くて底質表面まで
届かないため，出水管より水を噴射し，シルト中に呼
吸用の穴を形成し，この穴より時折噴火のようにシル
ト粒子を噴出していた。シルトの穴を形成しなかった
個体は，呼吸の際にシルトを吸入し，これが鰓に付着
し，斃死する可能性が示唆された。ヤマトシジミは潜
入底質が砂であれば，水管が底土表面に届かなくても
間隙水を利用して水管へ水を供給できるが，泥の場合
は水管へ水が行かないという（中村 2000）。

垂直移動
潜砂率の変動係数は水槽Ⅱ（中砂），水槽Ⅲ（細砂
～極細砂）で高かったが，このことは粒径が極粗砂～
粗砂とシルトの両極端の中間の特性，すなわち潜砂し
やすく，這い上がりが容易であるという二つの側面を
もっているがゆえに，潜砂率の変動係数が高く，底質
中の垂直移動が容易であったと思われる。このような
底質は環境の変化，例えば，コイ，ライギョなどの捕
食魚による食害，豪雨時の流出土石や流木などの物理
的損傷，急流による流出，浮泥の懸濁と堆積，冬季結
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氷などに対し，臨機応変の行動が敏速に取りやすく，
生存には好都合である。島根県差海川のヤマトシジミ
は，満潮時に高塩分の外海水が流入する時は素早く砂
泥中に潜入し，満潮が過ぎて低塩分になると再び表面
に出る（中尾・園田 1996）。また，Goshima et al.（1999）
は冬季にヤマトシジミが底質中に深く潜入する理由と
して，波浪の撹乱により不適な場所への移送や凍結，
鳥類による捕食の軽減をあげている。以上あげた生息
に不適な状況を回避するには，中砂，極細砂～細砂が
ヤマトシジミの底質として適していると考えられる。
今回の試験は，底質の粒径の違いに限定して貝の行動
観察を行ったものであるが，天然での底質は粒径単独
ではなく，粒径に対応して有機物を含有している。し
たがって，実際に生息適地の選定に当たっては，有機
物の含有も考慮すべきであろう。

要　　約

2000年 7～10月に北海道石狩川産ヤマトシジミ（殻
長21.7～41.4 mm，平均32.3 mm）を極粗砂～粗砂，中砂，
細砂～極細砂，シルトの各 4組の水槽の底質上に静置
した試験とシジミを各水槽の底へ埋没した試験を実施
し，その後の行動を観察した。その結果，静置試験で
は，24時間までは殻を露出している個体は粒径が大き
いほど多く，逆に潜砂個体は粒径が小さいほど多かっ
た。24時間以降は極粗砂～粗砂水槽とシルト水槽の潜
砂個体は，ほとんどそのままの状態を保ち，中砂水槽，
細砂～極細砂水槽では垂直移動の傾向が認められた。
潜砂率（潜砂個体数×100／生残個体数）の変動係数
が高かったのは，中砂水槽と細砂～極細砂水槽で，こ
れらの水槽では垂直移動が容易であった。埋没試験で
は，粒径が大きいほど，底質表面まで這い上がった個
体が多く，殻長が大きいほど，這い上がりの傾向が強
かった。逆に粒径が小さいほど，潜砂個体が多かった。
斃死寸前の個体はシルト水槽でみられ，その個体の鰓
にシルトが付着していた。 以上のことから，中砂と細
砂～極細砂がヤマトシジミの生息に適していると考え
られ，シルト質は這い上がりに不適であり，斃死の原
因ともなりうることが示唆された。
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