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１．はじめに

　棘皮動物門ナマコ綱楯手目に属するマナマコ
Apostichopus japonicusは、北海道から九州まで日本列
島沿岸域に幅広く分布する水産有用種である。江戸時
代の元禄期から安政期にかけて干しナマコ（イリコ）
が年間30トン程度長崎から清国へ輸出されていた記録
や、日本最古の歴史書である「古事記」にもナマコは
登場する1）。現在でもナマコは我が国における重要な
水産資源であり、特に北海道沿岸域で漁獲されるマナ
マコはその形態的な特徴から最上級品として取引され
る2）。近年、急激な経済成長を遂げた中国や香港市場
におけるナマコの価格急騰を背景に、北海道産マナマ
コの中華圏向けの輸出額、輸出量ともに増大している
3）。かつて1キロ当たり500円前後で推移していた魚価
は平成15年頃から急激に高まり、ピーク時は1キロ当
たり約5000円と約10倍にまで増加し、地域漁業を活性
化させる魚種として期待が高まっている。一方で、密
漁の横行や資源の枯渇が懸念されている4）。マナマコ
の資源回復には人工種苗放流が有効とされ5）、北海道
では2018年には約700万尾の種苗を放流している（図

－1）。人工種苗放流の取り組みが精力的に進められ

ている一方で、北海道沿岸域におけるマナマコの分布
特性が本州と大きく異なる事6）や種苗放流適地や効果
的な放流手法に関する知見は不足している事から、種
苗放流による効果は未だに限定的である。波浪など物
理的な悪影響7），8），9）や稚ナマコ分布特性6）から寒冷域
における放流場の最上位の条件として高い静穏性が挙
げられている10）。種苗放流及び育成場として漁港港
湾内の静穏域等が注目されているが、そのような環境
下におけるナマコの生態に関する研究や生息環境創出
手法の検討事例は少なく、不明な点が多い。
　水産土木チームでは、積雪寒冷域におけるマナマコ
種苗放流適地として静穏性の高い漁港港湾の有効活用
に関する研究を行っており、本資料では、漁港内泊地
における種苗放流調査の一環として実施している生息
環境調査の内、放流種苗の生残に悪影響を及ぼす可能
性の有る潜在的な捕食生物の出現状況について整理、
考察を行い、技術資料として提供する。

２．材料と方法

２．１　調査地点と種苗放流試験礁について

　本調査は北海道渡島半島南西部に位置する漁港で実
施した（図－2）。調査期間は2017年3月から2018年12
月の期間で3ヶ月に一度の頻度で計7回（2018年3月の
み未実施）とした。図－3は本調査でマナマコ種苗放
流・育成場として設置した試験礁の全体像で、中央の

図－1　マナマコ種苗放流数3）

（*放流サイズ5mm以上）

図－2　調査地点

技術資料
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表－1　試験礁内に出現したカニ・ヤドカリ類の種類

図－3　試験礁の全体図

（大橋ら11）を一部改変）

写真－1　採取したカニ・ヤドカリ類

写真－2　モガニ属（Pugettia sp.）の胃（左）

及び胃内容物（右）

小型貝殻ブロック（貝藻くん：NETIS登録No.CGK-
150001-A，海洋建設株式会社）を囲むように異なる5
種類の基質ユニット（ホタテ0，ホタテ15，ホタテ30，
透水マット及び石）で構成されており、詳細な構造や
材質については、大橋ら11）を参照されたい。

２．２　サンプリングについて

　試験礁を調査毎に陸揚げし、試験礁を構成する各基
質ユニット内のカニ・ヤドカリ類を清浄な海水で満た
したコンテナ内から目視にて採取した（写真－1）。
サンプルは70％エタノールにて速やかに固定後、実験
室に持ち帰り同定及び計数、計測を行った。また、一
部のサンプルについては、胃内容物を採取し、顕微鏡
観察によるマナマコの骨片探索を行った（写真－2）。

３．結果

３．１　出現したカニ及びヤドカリ類

　試験礁内に出現したカニ・ヤドカリ類の種類を表－

1に、図－4に調査期間中の個体数変化及び種組成を示
す。カニ・ヤドカリ類は全10種（ヤドカリ類3種・カ
ニ類7種）が出現した。全期間を通して、ヤドカリ類
ではケブカヒメヨコバサミ（Paguristes ortmanni）、
カニ類では、モガニ属（Pugettia  sp.）が特に優占し
た。試験礁内の個体数は2017年3月に最少（19個体）
であったが、夏場（8月）に向けて増加（110個体）、
2017年11月に8月の約半数に減少したが、2018年には

再び増加傾向を示し、2018年12月に最大の138個体の
出現が確認された。また、基質毎では、ホタテ基質中
で多く出現したが、ホタテ基質の空隙の違いによる個
体数に有意差は認められなかった。また、出現したカ
ニ・ヤドカリ類の空隙が異なる区での体サイズ（湿重
量）にも差が認められなかった。なお、小型貝殻ブロ
ック及び透水マットについては生息空間（面積、構造
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100µm

等）が大幅に異なり比較が困難なため除外した。
　写真－3にモガニ属のカニ（Pugettia  sp.）とヤドカ
リ科に属するケブカヒメヨコバサミの胃内容物中のマ
ナマコの骨片を示す。当該2種は本調査期間中に時期
を問わず最優占した種類であり、Pugettia  sp. は2017
年8月に最大（41個体）、ケブカヒメヨコバサミにつ
いては2018年の12月に最も多く出現した（66個体）。

４．考察

　ナマコを含む海洋性の無脊椎動物の個体群動態は捕
食による影響を大きく受ける事が知られている12）。

写真－3　優占したカニ・ヤドカリ類及び胃内容物中の骨片

（A:大型のモガニ属の成熟個体（♂）

B:ケブカヒメヨコバサミ，C及びD:マナマコ骨片）

図－4　カニ・ヤドカリ類の個体数と種組成の変化

特に種苗放流による資源増大を図ろうとする場合、放
流場となる環境中の捕食生物による影響を考慮する事
が重要と考えられる。しかし、ナマコ類に関しては、
ナマコ類全般が保有するサポニン系の毒を含め捕食回
避に関する様々な報告がなされており13）、マナマコ
についても、一般的に食害生物は少ないのではないか
と考えられている14）。一方で、南方系の食用ナマコ
であるハネジナマコ（Holothuria scabra）の種苗を食
害対策無しで放流した場合、1時間後には放流種苗の
60％以上がモンガラカワハギ科やベラ科などの魚類の
捕食により減少したという報告15）や、多くはないが
カニ類やヒトデなどによるマナマコの食害についても
一部報告はある16）。本調査において、礁内に出現し
た最優占種であるモガニ属のカニやヤドカリ類のケブ
カヒメヨコバサミの胃内容物からマナマコの骨片が検
出された事、出現したカニ・ヤドカリ類と礁内のマナ
マコ幼稚仔の個体数が有意な負の相関（p<0.05）を示
した事から、北海道沿岸に分布するカニ・ヤドカリ類
がマナマコ幼稚仔の生残に悪影響を及ぼしている可能
性が示唆された。北海道では、マナマコ資源増大を目
指した人工種苗生産と連携したマナマコ種苗放流に精
力的に取り組んでおり3）、放流効果の高い手法や適地
選定などは喫緊の課題である事から、今後、北海道沿
岸域に生息するマナマコ幼稚仔の生残に悪影響を及ぼ
す生物の特定や知見の集積は肝要であると言えるだろ
う。

５．おわりに

　本技術資料では、道南の漁港内静穏域に設置してい
る種苗放流育成場におけるカニ・ヤドカリ類の出現と
胃内容物の観察から、これら生物のマナマコ幼稚仔に
対する潜在的な捕食者としての可能性について整理、
考察を行った。本調査結果から、モガニ属のカニやケ
ブカヒメヨコバサミなどの生物が天然環境下でマナマ
コ幼稚仔の潜在的な捕食者である可能性が示された。
今後、これら生物によるマナマコ幼稚仔に対する定量
的な影響の評価等を進める事で、より効果的な放流手
法や適地選定などの構築に繋がると考えている。
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