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リシケタイラギの殻体運動と潜砂行動およびはい出し行動との関係

鈴木健吾作・訊本達塩2・輿石裕一3

Valve Movement of the Pen Shell Atrinαlischkeana 

in Relation to Burrowing and Creep-Out Behavior 

Kengo SUZUI01*， Tatsuya YURIMOT02 and Yuichi KOSHIISIU3 

Abstract 
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In order to investigate the behavior of the pen shell Atrinαlisclzkeana under aerobic and hypoxic con 

ditions. the valve movement of these pen shells was recorded using the strain gauge method. Thεexperi-

ments wer巴 carriedout from D巴cember・17to 26. 2002. Two patterns of valve movement were recorded 

under aerobic conditions: multi伺close-openaction and single close-open action. The multi-close-open action 

is character匂edby a series of close-open actions. which are repeated at interval of less than 30 seconds. 

This action was observed during the burrowing behavior of the pen shell. The single close-opεn action is 

characterized by a close-open呂ctionthat occurs at intervals greater than 4 minutes: this action occurs 

during vomiting behavior. The single close-open action occurred more frequently under hypoxic condi-

tions than under aerobic conditions. and a high frequency of this action was associated with creep但out

behavior. These results indicate that the characteristics of valvεmovement may be a good indicator of 

pen shell physiology under aerobic and hypoxic conditions. 

1 .緒 Eヨ
については断片的なま11見しか得られておらず，これらの

要閣が減耗にどの程度関与しているかはト分WJらかにな

有JIJli1ijにはリシケタイラギAtrinalischkeanaおよびタ っていない。絞近の調資では，タイラギ潜水器ìJ{tjJ，~にお

イラギA.pectinataのタイラギ潟 2滋が分布しており1)， いて者底したリシケタイラギが泰から夏にかけて大きく

おもにその1m殻筋が食丹!として利用されている。有明海 減耗することが報告されており，このときリシケタイラ

の二枚貝漁業においてこれらのタイラギmは愛裂な佼波 ギの殺が海底から突きだした状態で死亡する“立ち枯れ

を占めており 2)，これまでに例経を対象とした科目iYiaに!刻 銘死"と呼ばれる状況が見られる 10)-12)。シズクガイや

する調査研究が行われている3)-7)。しかし，近年では有 アサリでは， }~'I;際水の jt酸素化にwい似体が海底表面に

J¥I]ilu:のタイラギ類漁獲廷は大きく減少している。タイラ はい出してくることが報告されている 13).1-1)。秋本ら 15)

ギ類が減耗する姿1:51として成)汚水のtt酸素化8)，ナルト は有明海援のリシケタイラギをJlJいた実験を行い， Jf酸

ビエイやイシガニなどの揃会ままによるit祭8).9)，などの 業環境が大致死の斑接姿IZ;Jとは考えにくいとした。しか

影響について検討されているが， i(立場におけるかえよE状況 し， 111元ら 16) は交際家151境下でリシケタイラギが殺体
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の間協を伴いながらはい出す様子が鋭察されたことを報

告している。また，君1;河掛ら17) は，室内実験で低酸素

海水に反復暴露したリシケタイラギが底質上に銘出した

後にへい死することを報告している。これらの報告から，

リシケタイラギの“立ち枯れ箆死"を調べる上で行動観

察がA'lさであると考えられる。

これまで，二枚.&の行動生態に関する研究としてアサ

リ，ムラサキイガイ，ホタテガイなどを対象として殺f本

の運動を測定することで行動の周期性や主主酸素等の潔境

変化に対する反応、行動が調べられている 18)-22)。さらに，

これらの貝類の反応、行動を水質環境指擦として利用する

ことも検討されており 23).24)，リシケタイラギが鈴子Eに

至る状況を把握するために殺体逮動の観察が有効な手段

になると考えられる。

本研究で1まi容草子援策i幾度の異なる節子守条件下のリシケ

タイラギをどデオカメラによりぬ影し，向Jf寺に殻f本の関

IJfJ運動をストレインゲージ法18)により記録してその特

徴を把握することにより，リシケタイラギの殻体迷動と

i替砂行動等とのIlkJ速を調べたので報公する。

2. 材料と方法

リシケタイラギは， 2002年10月8E!に福岡県柳川i/iirl1

端地先の千潟;域で採集し，実験に使用するまで庭内飼育

水槽に砂滅過海水を掛け流しにした状態で飼育した。実

験には 6個体(殻長118-189mm，王子均157mm) を使}脅

した。

実験は2002{jo12月17日から2002ijol2月28日の問に，以

下に示す実験 1-国の 3つの条件で'11'った。

実験開始から70時間は，人為的な操作を加えずに観察

を行った(実験1)。実験開始後89時1mから180時間のi珂

は実験個体の周囲にある砂の一部を取り除いたり，実験

2 

6 

7 

Fig.1 Schematic diagram of the recording apparatus 
註sed.

1. Pen shell (s). 2. Strain gauge sensor (s). 3. Scale 
board. 4. Strain gauge amplifier. 5. A-D converter. 6. 
Computer. 7. Time-lapse video recorder. 8. Video cam-
era. 9. Air cock 

個体に上から砂を振りかける操作を行い，実験個体の行

動を観雲寺した(実験立)。ここまでは砂泌過海水をゆる

やかに掛け流した状態とし，エアレ}ションを行った。

実験開始後180時間から240時i潟の間は実験水機の海水を

ささ素ガスでi爆気することにより溶存酸素濃度を0.5mg/r

程度まで低下させた状態で'fOi!祭を行った(笑験取)。窒

素ガスによる爆気の隠は実験水機の海水は交換しなかっ

た。実験中の水損は16-18
0

Cの範囲にあり，実験中は無

給餌とした。

実験装訟の概略閣をFig.lに示す。実験は60L水機

(W : L : H 30 x 60 x 36cm) を用い，この中に砂を入れ

たi15さ20cmの小型水f裂を 2儲入れて，各キに 31溺体ず

つ計 6個体を収容した。砂は中砂 Ovldφ=1.3) をmい，

砂の深さは実験個体の殻長と間程度とした。収容時の実

験{間体の姿苦手は， r呼水孔を上にした状態で，殻~の113

程度までを砂に埋めた状態とした。実験倒体の背後に

1cmfIfJ隔で線を引いた背景板を入れ，災験悩{本の鉛illi.;移

動を計測するための指標とした。実験を行った 6偶体の

うち 1倒体の行動をビデオカメラ (Sony社製 DCR-

TRV310)で減彩し，タイムラブスビデオ (Panasonic

社製AG-6740)で録画した。実験個体の鉛直移動は，記

録されたどデオi図像における実験個体の殺体上織の位置

を1分間F>I告で読みとり，背景板に記された線と対応させ

ることによって測定した。~容干子酸素濃}支はDOメーター

(堀場カスタニーACTD-25)および、Winkler法25)によ

りil!IJ定した。

殻体の間関運動の測定はストレインゲージ法18)で行

った。測定用に作成したセンサーをFig.2に示すO セン

サーは原さO.5mmの硬質塩化ビニール樹脂の簿板2枚を

バネ材に使用し，一方にリード線付きのストレインゲー

ジ(東京illiJr.芸研究所 FLAふ11-1Llをエポキシ系接*訪日

を}ねいて接殺して作製した。センサーからの出力は，ゲ

A 

Unit:行1m

小

lili--lili--v

。寸。ト
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Vinyl chloride plates 

4←告P

10 

Side view FrontaJ view 

Fig.2 Shell movement sensor fabricated from vinyl 
chloride plates. 
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ここで，LlV :出力電圧変化迷!支， tl， t2 : iJ!lJ定時

刻，V;" V1， : 1時主']tl，らにおける出力電圧，である。高

周波ノイズを平均化するために t1とんの間総は0.4秒と

したが，主主貫主主交環境下で、開設巡lJi)Jの速度が低下した場合

は 1 秒とした。ノイズと関投運動の信号を区別する閥1~î

は殻体運動が見られないi玄関におけるLlVの標準偏差の

Hg:とした。

ージアンプ(東京il!U器研究所 TAK-Ol)で地l隠した後，

0，1秒間縞でAD変換してコンピューターに記録した。セ

ンサーの出力と左右の良殺の間隔との関係を確認するた

め，実験後にセンサーを装着した倒体のPf1殻筋を切断し

殺体の開き具合を 3段階から 6段階に変化させてキャリ

プレーションを行った。なお，予想ii約にセンサーの拘束

力について模lli!を沼いて検討した結果，センサーの拘束

力は殻体を!良質中で押し開くことに必要ーなカの約 5%と

推定されたので，センサーの拘束力が殻体運動に与える

影響は軽微で、あると見なした。ストレ千ンゲージによる

ìllU定1[[[は涜t皮変化の);:~響を受けてドリフトすることが考

えられるため，殺体述動の検出では出力電圧の絶対依で

はなく変化速度を指襟とした。リシケタイラギの殺体巡

動は，殺体を閉じるfF，!fに速度が速く，殺体を聞くときは

やや緩やかな傾向にあった。そこで，殻体を閉じる運動

(以下，間絞運動とする)を出力~I1EEの変化から検出す

るため次式によって/Jl力'II1EEの変化速度をま1:IHした。

Elapsed time (hr) 

Changes in the frequency of close-open action 

under aerobic conditions. 

(A) multi-close-open action， (B) single close-open 
action. Values are the average and standard devia-
tion of 6 individuals 

Fig.5 

果3. 

録された。これらの二つの殺体運動パターンについて捻

理するため，ひとつの関絞巡動が起きてから次の間殻巡

重bが起きるまでのIlJlI認を調べた。実験Iおよび実験Eの

時に符られた 6俄体の合言1-1101恒iの関殻運動について，

生起問|械の頗度分布をFig.4に示す。!羽殻迷動生起 ff[j lq~

の煩度分布は 5秒から30秒の問と240秒以上の部分にi珂

僚に区分された。そこで， 30秒以下のl1[j踊で迷統した問

殺迷lIUJが行われた場合を述続殺体運動，ぞれ以上の間隔

で閉殻巡動が行われた場合を単独殺体運動として区分し

た。各個体の 11時間]あたりのIY1殻述動の間数を連続殺体

逮動，単独殺体JllilJil1の7JiJに袋詰1-し，それぞれの殺体i遊説!

の生起頻度とした。

実験 Iにおける殻体迷動の生起頻度のI時間変化を

Fig.5， 実草験主宜における殻イ体本迷動の生起頻皮のH時守れi防問詰羽H変変化

をFi泡g

した直f後炎にF尚追い綴!皮交で行われており，殻f本の!諮りの砂を

取り徐く操作を行った後にも迷絞殺体述動の1活力11が見ら

1)透常環境下での行動

殺体運動は，出力活庄のIIJj僚なスパイクとして記録さ

れた。記録例をFig.3に示すO 殺体運動は， 13秒程度の

間隔で 2悶から 51団連続して行われるパターンと，数分

から数時間の rnll\';~ を逝いて単独で、行われるパターンが記

A 

的u----一一

A 

A 

1w-

A 

5 min 

The measurement of she11 opening， recorded 

under・aerobicconditions on December 18. 

(}¥) multi司close-openaction. (B) single close-open 
action. Each line represents an individual. 

Fig.3 
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をとる場合には，殺体をl混じたときに殻体廊辺の成質が

動援する様子が観察され，リシケタイラギが{昔、に潜って

いく場合には殺体の1mから外玉三JJ空内の海水を噴射してい

ることが確認された。笑験f同体に砂をかけたときにみら

れた単独殺体巡動と個体の鉛直移動の測定例をFig.8tこ

示す。このとき，尖験個体が振りかけられた砂を上方に

吹き出す行動(以下，吐き出し行動とする)がi()'!祭され

たが，実験11ni1本のゆj絞な鉛i立移動はみられず，殻体周辺

の底'[lJの動揺も長Q察されなかった。

2) 貧酸素環境下での行動

実験阪において~窓長索隊曝L気により i浴容存語駿差索品淡芝}皮支支宇を低 Fご

させた場合のi殺t没!J:{体本巡動のi測f!則{司4定例をF日ig

2潔L疑:境1下rでで、1単i詳i独殺{体本i巡逗動が数分!問泊矧j焔溺でで、t繰寄殺Aりi返gし?行行7子宇われる7様係

子が記録されたO このときの殻体運動と似体の鉛夜移動

の観察例をFig.lOに示す。災!射I自体が上方へ大きく移動

するのは，単独殺体運動の直後であり，リシケタイラギ

が単独殺体運動を行いながら1沙からはい出す行動(J2J.下，

はい出し行動とする)が記録された。このとき，殻体周

辺の底質はi会{昔、11寺ほど大きく動揺しておらず，底質rj:Jへ
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れた。一方，単独殺体巡動の頻度は 11時間あたり 5同未

満の¥f;ii闘で推移しており，時間的に大きな変化は見られ

なかったが， 5た験個体にf昔、をかけたときに若干増加した。

実験倒体の殺体の周りの砂を取り除いた後にみられた

迷絞殻体巡回jとそのときの実験個体の鉛直移動のil!lJ定例

をFig.7に示す。迷続殻体運動が行われたときには実験

f固体が下方に移動しており，殺体運動に伴って実験{間体

が砂に潜行していることが記録された。また，この行動
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(A) multi-close-open action. (B) single close-open 
action. Values are the average and standard devia-
tion o[ 6 individuals. (CJ dissolved oxygen concen-
tration and water temperature 

の潟水のI~t与j は確認で、きなかった。

尖験準において， iH存俊英さ淡!交を低一J;させる前後の述

絞殺体j主動の生起!支数の11寺Ii日変化を Fig.ll(A) に，単

独殻1*j主動の生起頻度の1Ii)'ll!j変化を Fig.ll(B)に，実

験水槽内のi存干子酸索iJ;~皮および水?l訟の変化を Fig.ll (C) 

に示した。溶存酸素を低下させる}誌には，述絞殺体i笠抵/j

がえられていたが， 1容存酸素濃度を低 Fさせた後 21時間

程度で述絞殺体巡動は全く見られなくなり，代わって単

独殻イ本巡動が一11;)'!Jgにf(91JlJした。 IjI，)'1{殺イ本illi軍bが 111寺IIlJ

あたり 51閃以上級ij[lJされていた11寺には，実験似体のはい

IHし行動が鋭祭された。その後，ヰ1.)'11殺体運動のiYIU支は

低 iごし，袋詰ミi燦気IifJ始後45l1ifl~iJ経過した !h)'}誌で「はほとん

ど見られなくなった。

4.考察

リシケタイラギの殺体込山jと行動を附11与に鋭祭した卒者

!l~，リシケタイラギが成'l'J rl"で鉛直移動を行う l奈には特

徴的な殻体のIlfJIl!J迷到jを伴うことが明らかとなったcす

なわち， lち砂行動の際には30秒以下の問焔で 2~ 51ill述

統する殺体の1)fjliJJを行い，はい日iし行動の際には殺体の

I!~JI!JJ を数分~数ト分間隔で 1 1昼lずつ行った。このl待，リ

シケタイラギは殻体を防JI羽する事により，殺イ*のJilfJりの

底ZQを;)111しのけたり，外玉三腔にためたiiij.水を下方に向け

て I~{~すすることによってi傍行するための線開を作り出し

ていると考えられる。一般に二枚兵が成'l'Jrl'に潜行する

l授には殻体運動を伴うとされ，これにより外袋縫内のilij.

水を噴射して殺体の煽りの主主伎を地めることが斧足の働

きを補助すると考えられている26)。殺体の大きさによじ絞

して小さな斧Ji!.しか持たないリシケタイラギが成'el'l'で
移動する場合には，殺体のI!号待iとそれに伴う外ll?腔から

の海水のI投与Iが他の二枚貝と比絞してより重要であると

考えられる。

一方， WJlfJifな鉛直移動を伴わないヰ't.)，1H投イ本i運動も観測

され，これは砂や偽奨などをi吐き出す，あるいは:ljg:fxl物
を払いのけるための行動と考えられた。これらの殺体巡

ID)Jは頻度が{尽く，実験水槽中では数11寺IliJからト数11寺!iiJに

一度税皮の頻度で行われた。はい出し行動H寺の殻体i遅刻J

と吐き出し行動11寺の殺体巡動はともに単独殺体巡動であ

るが，その生起頻度によって区別できる可能性が示唆さ

れた。しかし，生，皆、環境が契なれば吐き出し行動の綴皮

が変化することも考えられる。このため， )~l 1*illi動から

正確なタイラギの行動情報を得るためには殺体の間PJJ迷

皮なとやの'IW報も考滋して解析する必要があると考えられ，

今後の課題である。

二枚只の行動から水質環境の詳似を行う試みはいくつ

か先行研究がある22)-2.0が， J~酸素12i境に対する二枚J=!

の反応、は干iTfによって呉なる O ホタテガイやアコヤガイで

はIJfJll!J述動の地加が報告されている Z:1l.24)が， Coot 

Clamでは逆に山間運動が減少し211，ムラサキイガイで

は殺体を閉じる1I~J' fi[jが明加している 22)。リシケタイラギ

の場合，食器主主主ー環境で、はi仔砂行動を示す迷絞殺体運動が

全く見られなくなり，代わりに単独殺体;運動がt活力11した。

この変化は明瞭で、あり，リシケタイラギの殺体迷動が13:

酸系・化の指僚として有効であることを示している。また，

実験水槽内で食費支素環境を作り 11'.したときに， itlj可Jtrらli)

の報告と liiJtlHニリシケタイラギが砂の11功、らはい出して

くる行動が観祭された。この結来から，有明海における

リシケタイラギのrLち枯れ姥死はf同体の死後に殻体のJ;'il

りの成'ttがi有W1Eなどにより洗い流されて起きるのではな

く，備{与がfiS民主的に底資からはい出した後に死亡したも

のと抗日却される。今回の試験における水滋16~I8t ，容

干子際主l-~ìJ;;t JjtO.5mg/Cという条件 l主権皮の食般家状態と考

えられる。しかし，夏季の手I明日正では場所により lmg/E

をド断る食酸素水塊が観測されており 27)，水1M.も向い。

このため.有明海の実iiiJ:域においても部分的に強度の13:

酸素水;塊が発生した場合，リシケタイラギが1良質からは

い出す行動を示すのではないかと考えられる。

オミTrJf究により， リシケタイラギ、の殻イ本巡動は倒体行動

と'密接な関係にあり，殺体illi[ljJを測定することにより 1)

シケタイラキ、のif!t砂行動を把振出~とることがl]fJ らかとな

った。また，殻体逆立場により食酸素化などの環境変化に

対するリシケタイラギの反応行動を把践できる可能性が

示された。したカfって，な立場においてリシケタイラギの

殻体運動を述統的に鋭iJ!IJし，環境条件と対比することが

出来れば，有lifJi毎におけるタイラギ立ち杭れ姥死の原仏l

究明に向けて有mなもi~j?r=員が符られるものと考えられる O
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