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飼育下におけるナルトビエイの摂餌行動と摂餌痕形成

伊藤龍星＊・福田祐一＊

Observations on the Feeding Behavior and Feeding Tracks of Captive
Longheaded Eagle Rays Aetobatus flagellum

Ryusei ITO and Yuichi FUKUDA

Two (2.5 kg male and 1.3 kg female) longheaded eagle rays Aetobatus flagellum were reared in a 50㎘ 
outdoor tank from July 19 to October 6 in 2006. Their swimming and feeding behavior were observed, and 
feeding tracks were studied. The rays were observed swimming actively and they were fed every day on 
Ruditapes philippinarum (2kg/day). During feeding, the rays searched for R. philippinarum by inserting 
their snouts into the sand and crushing the shells with their jaws, ingesting only the soft tissue of the bi-
valves. The tracks on the sand that were made from their feeding were elliptical in shape. The minor axis of 
the feeding track was a little wider than the interorbital width, and the major axis was in the direction of the 
forward movement of the fish, and a little wider than the minor axis. From the maximum size of this spe-
cies on landing, the minor axis of one track was estimated to be less than 30 cm.
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　ナルトビエイ Aetobatus flagellum は，西部太平洋，イ
ンド洋，紅海などの温帯から熱帯の沿岸域に生息するト
ビエイ科の板鰓類である 1） 。本種は貝類を専食し，特
に二枚貝を好んで捕食するため 2） ，西日本の沿岸域で
は，アサリ Ruditapes philippinarum 3,4），タイラギ Atrina 

pectinata 5），トリガイ Fulvia mutica 6），バカガイ Mactra 

chinensis 7,8）等が食害されており，2006年には大分県中
津市沿岸のバカガイがほぼ全滅するといった産業的被
害 8）も発生している。このため，有明海 5）では 2001年
度から，周防灘南部 9）では 2004年度から駆除事業が行
われている。
　有明海での調査では，本種は冬季の 12～ 2月には捕
獲されず，15℃を超える 3月下旬～ 4月に出現し，夏季
に最も多くなることから，季節的な移動を行うこと
や 10），アサリ，サルボウ Scapharca subcrenata，カキ
Crassostrea spp.，タイラギなどの二枚貝を嗜好し摂餌量

は多く一度に 200～ 300個の二枚貝を摂餌していたこ
と，さらに，高密度で貝類が生育している場所は格好の
餌場となっている可能性が報告されている 2）。また，周
防灘では，11月以降の当該海域からの移動の可能性
や 11），アサリやトリガイ，バカガイなどの二枚貝に加
え，巻貝や頭足綱の捕食の事実，貝類の資源量に比較し
てナルトビエイの数量が極端に多い場合の貝類資源全滅
の可能性が指摘されている 12）。さらに，海底に潜砂し
ている貝類を摂餌することから，貝殻片の散乱を伴う海
底の穴が本種による摂餌痕と考えられ，各地の被害の証
拠とされている 2,5,7,8）。　
　しかし，本種を実際に飼育して摂餌行動を観察した例
や，摂餌の際にできると考えられる摂餌痕ついての報告
は見あたらない。著者らは，陸上の屋外水槽でナルトビ
エイ 2尾を 2006年 7月から 10月上旬まで飼育して，本
種の遊泳，摂餌行動を観察し，摂餌痕の形成過程につい
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て観察することができたので報告する。 

材料と方法

供試魚　2006年 7月 19日に，周防灘南部海域の大分県
宇佐市長洲沿岸（北緯 33度 36分，東経 131度 22分）
において流し刺網で捕獲されたナルトビエイのうち，捕
獲による体表の傷が少なく活力のある小型の 2尾を選
び，その日のうちに観察水槽へ移送した。供試魚の性
別，体盤幅，両眼間隔，体盤幅に占める両眼隔域の割合
および体重を表 1に示した。

飼育水槽と環境測定　供試魚の飼育には，上屋つきの屋
外 50㎘コンクリート水槽（縦×横×深さ＝ 11.5ｍ× 3.5

ｍ× 1.3ｍ）を用いた。水深は 80cm，砂ろ過海水を 7

ℓ/min注水し．エアストーンによる通気を 2か所で行
った。また，餌場として水槽底面の一部（2.5m×
2.5m）に厚さ約 7cmの砂（乾燥珪砂 5号）を敷いた。
飼育は 10月 6日まで行い，毎日 14時に表面水温（棒状
温度計）と比重（赤沼式比重計，特 A）を測定した。比
重はσ 15に換算した。餌の貝殻片，糞などを取り除く
ため，2週間に 1回，水槽の掃除を実施した。

給餌方法　餌は殻付き活アサリ（平均殻長±標準偏差＝
28.6± 3.1mm）とし，供試魚を収容した日から給餌し
た。1日 1回，14時に餌場の砂上に散布した。給餌量は
摂餌状況を見ながら徐々に増加させ，飼育開始 1週間以
降は，2.0kg/日（飼育開始時合計体重の 52.6％，アサリ
軟体部重量換算では合計体重の 10.5％に相当，換算は殻
付き重量の 20％ 13）で算出）とした。給餌量に占める摂
餌量の割合（％）と，摂餌率（％，合計体重に占める摂
餌量の割合）を，殻付きアサリとアサリ軟体部について
求めた。また，8～ 9月には，週に 1回，餌のアサリ給
餌と同時に殻付きの活バカガイ，活ハマグリ，活シオフ
キを数個ずつ与えた。

遊泳，摂餌行動の観察　毎日 9時と給餌時刻の 14時に，
各 15分程度の目視による観察を行った。また，週に一
度，夜間（22～ 23時）と早朝（5～ 6時）にも観察を
行った。
　2006年 10月 2日には砂中に生息する貝類の摂餌方法
についての観察を行った。すなわち，観察の前日にアサ
リを餌場の砂上に散布後，寒冷紗で覆いをしてアサリを
十分に潜砂させ，24時間後に覆いをはずし，そこから
約 3m離れた水中にシュノーケル潜水で待機して，砂中
のアサリに対する供試魚の摂餌方法を目視観察した。ま
た，摂餌時に形成された楕円形の摂餌痕のうち，任意の
10穴について，物差しを用いて長径と短径，深さを測
定した＊。

結　　果

　飼育期間中の水温と比重，摂餌状況を図 1に示した。
8月の水温 30℃を超える環境下や飼育開始時の低比重
1.016～ 1.018（σ 15）（塩分 21.96～ 24.58psu 14））にお
いても 2尾は活発に遊泳し，夜間や早朝においても同様
であった。
　飼育開始 1週間後から観察終了時まで，供試魚は投餌
したアサリ 2.0kg/日のすべてを，ほぼ 1時間以内に完
食した。飼育開始翌日以降の投餌量に占める摂餌量の割
合は 100％で，飼育開始 1週間以降，摂餌率は殻付きア
サリで 52.6％，アサリ軟体部では 10.5％であった。8～
9月に投与したバカガイ，ハマグリ，シオフキもすべて
完食された。
　摂餌行動の観察結果を写真 1に示した。供試魚は餌場
に到達すると，砂表面に吻部を接触させて探索行動をし
た後（写真 1の A），吻部から眼付近までを激しく砂中
に突入させ（写真 1の B），砂を掘りながら潜砂した貝
を顎板でくわえた。砂を掘る際には，胸鰭と尾鰭を激し
く動かすと同時に両腹鰭を直角に下に向けて前傾姿勢を
保つようにし，掘った砂を口と噴水口から排出した。供
試魚は，その場を離れ前方に遊泳しながら板状の歯で殻

＊ 狭い範囲に連続して摂餌痕が形成された場合，それぞれが重なって区別が困難になる場合がある。そこで，本研究では，形
成が明瞭な単独の摂餌痕を測定した。

表 1．飼育開始時のナルトビエイの性別，体盤幅，両眼間隔，体盤幅に占める両眼間隔の割合，
および体重
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をかみ砕いた（写真 1の C）。水中では，供試魚が殻を
噛み砕く「パチン，バリバリ」という音が聞こえること
もあり，供試魚は割れた貝殻片を口または噴水口から排
出した。餌場の貝の密度が高い場合には，同時に複数個
を摂餌して，まとめてかみ砕くこともあった。食べ終わ
ると，供試魚は再び餌場に戻り探索，摂餌を行い，これ
を何度も繰り返した。摂餌により，餌場には楕円形の摂
餌痕（平均長径±標準偏差＝ 104.8± 19.0mm，平均短
径±標準偏差＝ 85.5± 10.9mm，平均の深さ±標準偏差
＝ 22.0± 3.6mm）が形成された。（写真 1の D）。破砕
された貝殻片は，投与したアサリ，バカガイ，ハマグ
リ，シオフキのすべてにおいて，ちょうつがい部分がつ
ながったままのものが多かった（写真 1の E）。水槽底
面からは，下顎歯の一部や（写真 1の F），薄茶色でヒ
ダが付いたような紐状の糞が確認された（写真 1の G）。

考　　察

　今回，飼育したナルトビエイは，搬送や飼育施設等を
考慮して，小型の若齢魚を供試したが，Yamaguchi et 

al. 10）による年齢査定から，雄は 2歳，雌は 1歳と推定
され，当該海域で捕獲される本種の平均的サイズ（体盤
長 70～ 80cm，体重約 8kg前後）11）と比較すると，か

なり小型の個体であった。
　供試魚は 30℃を超える高水温や，飼育開始～ 20日間
続いた低比重でも活発に遊泳し，摂餌状況も良好であっ
た（図 1）。本種はインド洋等の熱帯にも生息している
ことや 1），山口県では河口域に生息するシジミ類が食害
を受けた事例もあることから 15），かなりの高水温や低
塩分にも適応できると考えられる。
　ナルトビエイは，砂中のアサリを探索するために眼の
付近まで吻部を砂中に突入させ，そのまま前進すること
もあった。このため，摂餌痕の短径は両眼間隔よりやや
大きく，長径はそれよりも進行方向に長い楕円形になる
場合が多かった。供試魚の両眼間隔は，体盤長の 15％
程度であったが（表 1），この値を最大捕獲個体とされ
る体盤幅 150cmのナルトビエイ 2）に当てはめると，両
眼間隔は大きくても 30cmに満たないと推察される。西
日本各地の干潟域では，干潮時に直径 50cm～ 1mを超
えるような円形のすり鉢状の穴がしばしば見かけられる
が（著者未発表），大型のナルトビエイが，索餌や摂餌
のために海底を連続して激しく掘ったとしても，穴が
1m前後でしかもほぼ円形になるとは考えにくく，この
ような大型の穴を本種の摂餌痕とするには疑問がある。
例えばアカエイの摂餌痕 16）や人間が貝や釣り餌を採捕
した痕跡の可能性もあり，本種の摂餌痕かどうかの判断

図 1．飼育水槽の水温と比重，ナルトビエイの摂餌状況
 A：水温（14時測定），B：比重（14時測定），C：殻付きアサリ給餌量に占める摂餌量の割合（％）と摂餌率（％，ナ

ルトビエイの体重に占める殻付きアサリ摂餌量とアサリ軟体部摂餌量の割合）　
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は慎重に行う必要がある。
　被食された貝殻片が，種類にかかわらず，ちょうつが
いでつながっていたことは，本種が上下の板状の顎歯で
貝を横に保持して噛むため，両殻のふくらみの高い部分
が潰されやすく，ちょうつがいを含む殻頂付近は砕かれ
ずに残るためと考えられる。また，本種の歯は，横一列
の歯がすべて癒合して一枚の板状となっているが 2），各
癒合部には浅い溝があることから，摂餌時の強い負荷等
により，先端部分から順次離脱していくことが考えられ
る。このような貝殻片や顎歯の一部は，食害被害を受け
た現地の海底からも確認されているが 7,8），当該海域で
本種と同様の顎歯を持つ魚類としては，同じトビエイ科

のトビエイ Myliobatis tobijeiがあげられる。しかし，同
海域で駆除されているトビエイ科魚類のほぼすべてがナ
ルトビエイであることから（著者未発表），被害現場に
残された貝殻片や顎歯の一部は，ナルトビエイによる食
害被害の根拠として用いることができよう。
　これまで，食害が疑われる貝類の被害事例において，
ナルトビエイを原因種とすることに疑問の声もあった
が，今回の飼育観察で，本種が海底の貝類を探索し，吻
部で砂を掘り起こしながら摂餌を行う姿を実際に確認す
ることができた。また，摂餌痕に関する知見や，被害現
場において本種を原因種とみなしうる根拠を得ることが
できた。

写真 1．ナルトビエイの摂餌行動と摂餌痕，貝殻片，下顎歯，糞
　　　　A:砂中のアサリを探す， Ｂ：吻部を砂中に入れアサリをくわえる， Ｃ：その場を離れ，遊泳しながらアサリを噛み割

る（矢印は割れたアサリ）， Ｄ：摂餌痕（矢印）， Ｅ：割れた貝殻片（aバカガイ，bアサリ，Cハマグリ，矢印はちょ
うつがいを示す）， Ｆ：水槽底面に落ちていた下顎歯の一部， Ｇ：ナルトビエイの糞
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　貝類資源保護のため，当該海域では本種の駆除が行わ
れているが，今後は周防灘海域での貝類資源を維持する
上での本種の資源量や適正な生息密度の把握，移動生態
を明らかにすることが必要である。
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飼育下におけるナルトビエイの摂餌行動と摂餌痕
形成
伊藤龍星・福田祐一　
　屋外 50トン水槽でナルトビエイ 2尾（体重 2.5kg雄，
1.3kg雌）を 2006年 7月 19日から 10月 6日まで飼育
し，遊泳，摂餌行動と摂餌痕形成を観察した。飼育期間
中，2尾は活発に遊泳し，餌の殻付きアサリ（2kg/日）
を摂餌した。供試魚は，吻部を砂中に突っ込んでアサリ
を探し，顎歯で殻を噛み砕いて軟体部を摂餌した。摂餌
痕は楕円形で，短径は両眼間隔よりやや大きく，長径は
短径より進行方向に長かった。本種の最大漁獲サイズか
ら考えて，摂餌痕の短径は 30cm を超えないと考えられ
る。

水産技術， 2（2），73-77，2010
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