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（１）タイラギ親貝の養成と良質卵の確保技術の開発 

５）熊本県地先における親貝の分布と親貝の育成 
 

           熊本県水産研究センター     
           黒木善之・山下博和・津方秀一・ 

内川純一*1・川崎信司*2・諸熊孝典*3 
             

１．目的  
 熊本県海域におけるタイラギ親貝の生息状況を把握する。 

また、親貝の生息を一定量確認した場合は、種苗生産用として利用可能な成長、成熟

を示しているかどうかについて確認する。 
 
２．方法 
熊本県海域におけるタイラギの分布状況調査 

① 親貝の分布状況調査 
 荒尾市地先、熊本市西区松尾町地先、熊本市南区川口町

地先及び上天草市大矢野町地先（図 1-5-1）において、大潮

の干潟干出時に、調査員の目視による生息状況調査を行っ

た。生息を確認したタイラギは殻長を測定した。 
②底質調査 
  親貝の分布状況調査時に、内径 40 ㎜のアクリルパイプを

用いて底泥を柱状採取した。採取試料は、表面から 0～5cm
層について分析を行った。分析項目は、酸揮発性硫化物量、

強熱減量とした。 
 
３．結果の概要 
①親貝の分布状況調査 
 平成 30 年 5 月 30 日に、上天草市大矢野町地先で 5 人の調査員により 1.5 時間の探

索時間内で、生息は確認できなかった（0.0 個/人/時間）。 
平成 30 年 10 月 9 日に、荒尾市地先で 4 人の調査員により 1.5 時間の探索時間内で、

合計 4 個体を確認した（0.8 個/人/時間）。 
平成 30 年 11 月 26 日に、熊本市南区川口町地先で 4 人の調査員により 1.0 時間の探

索で、合計 6 個体を確認した（1.5 個/人/時間）。 
平成 30 年 12 月 22 日に、熊本市西区松尾町地先で 4 人の調査員により 1.0 時間の探

索時間内で合計 1 個体を確認した（0.3 個/人/時間）。 
表 1-5-1 に平成 27 年度から平成 30 年度までの親貝分布状況調査結果の年推移を示

す。 
各地先とも調査年度による差があるものの、継続して調査を実施した荒尾市地先に

おいて減少傾向であることを確認できた。 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*1 現所属：熊本県農林水産部水産局水産振興課 
*2 現所属：熊本県県南広域本部農林水産部水産課 
*3 現所属：熊本県農林水産部水産局漁港漁場整備課 

図 1-5-1 平成30年度調査実施場所
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表 1-5-1 熊本県海域における親貝分布量の推移  
（単位：個/人/時間、括弧書内は個/m2） 

 荒尾市地先 荒尾市 
牛水地先 

熊本市西区 
松尾町地先 

熊本市南区 
川口町地先 

上天草市 
大矢野町地先 

平成 27 年度 1.7 - - 2.0 - 
平成 28 年度 2.2（0.0002） 11.0 - - - 
平成 29 年度 0.9 - 2.0 0.0 0.3 
平成 30 年度 0.8 - 0.3 1.5 0.0 

 
図 1-5-3 に、干潟で確認したタイラギの殻長組成を示す。各地先で確認した平均殻

長は、荒尾市地先で 19.4 cm、熊本市西区松尾町地先で 25.5 cm 及び熊本市南区川口町

地先で 20.9 cm であった。各地先でのタイラギ確認数が少なく、今年度の調査では殻

長 15 cm 以下の稚貝は確認されなかった。 

 

表 1-5-2 に平成 27 年度から平成 30 年度までの親貝分布状況調査時に確認されたタ

イラギの平均殻長の年推移を示す。当歳貝と思われる殻長 15 cm 未満の貝はほとんど

確認されなかった。 
表 1-5-2 熊本県海域における確認された親貝の平均殻長   （単位：cm） 
 荒尾市地先 荒尾市 

牛水地先 
熊本市西区 
松尾町地先 

熊本市南区 
川口町地先 

上天草市 
大矢野町地先 

平成 27 年度 14.7 - - 23.2  
平成 28 年度 17.7 19.4 - - - 
平成 29 年度 19.9 - 23.5 - 28.2 
平成 30 年度 19.4 - 25.5 20.9 - 

 
② 底質調査結果 
 干潟調査期間中の底質は、タイラギの生息に適するとされる基準値 3)である酸揮発性硫化

物量（AVS）0.1 mg/g 乾泥未満、強熱減量 5％未満を荒尾市地先、熊本市西区松尾町地先、

熊本市南区川口町地先がともに下回り、上天草市大矢野町地先以外の地先はタイラギの生

息に適した底質環境であった。（図 1-5-4） 

図 1-5-2 タイラギの殻長組成(左：荒尾市地先、中央：川口町地先、右：松尾町地先) 
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４. 今後の課題 
 熊本県海域のタイラギ資源は、近年厳しい状況が続いており、干潟域のタイラギは、

主に自家消費用として採捕されていたが、現在は徒手採捕もほとんど行われないほどに

減少している。今回の調査では、過去最も少ない結果となり、タイラギ資源ネットワー

クの母貝団地となるような生息海域を確認できなかった。今後は、関係機関と連携し、

各地先における聞き取り調査や生息状況調査を実施し、種苗生産に用いる親貝の確保及

び母貝場造成の一助とする。 
 
５．参考資料 
内川純一, 諸熊孝典, 栃原正久, 川崎信司（2015）平成 27 年度事業報告書.熊本県水産研

究センター.p.244 
内川純一, 諸熊孝典, 栃原正久, 川崎信司（2016）平成 28 年度事業報告書.熊本県水産研

究センター.p.206 
杉野浩二郎，吉田幹英，山本千裕（2010）タイラギの生息に適した底質条件の検討．福岡

水技セ研報, 20, 53-60. 
 
６．当該年度の成果の発表（主要な論文，取得した（申請中の）特許等を記述） 
 無し。 

図 1-5-4 各地先の底質分析値（塗りつぶし：生息に適した基準値内） 

川口 

松尾 

荒尾 

大矢野 
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（２）タイラギ人工種苗生産手法の開発 

１）安定的な種苗生産方法の開発 
 

                     水産研究・教育機構 西海区水産研究所 

橋本和正・栗原健夫・圦本達也・長副 聡・ 

松山幸彦・中川雅弘・藤浪祐一郎・中野昌次・ 

山田勝雅*1・島 康洋*2 

 

〃   瀬戸内海区水産研究所 

兼松正衛・伊藤 篤・岡 雅一・山野恵祐*3 

 

 

１．目的  

 水産研究・教育機構により平成 25～29 年度に開発・改良された種苗生産技術を基に、よ

り安定的にタイラギ種苗を量産するための要素を検討する。 
タイラギの種苗生産を行う上で最大の課題は、約 4 週間に及ぶ長い浮遊幼生期間に起こ

る減耗を如何に抑止するか、である。タイラギ幼生の減耗には幾つかのタイプがある。水面

にトラップされた幼生同士が凝集し遊泳できなくなり死亡する例のほか、水槽壁面や底面

で幼生の凝集が起きる例、幼生の活力が低下し水槽底面に沈降して死亡する例もしばしば

見られる。過年度までの検討により、幼生を傷つけない飼育水の攪拌方法や、シャワーによ

る水槽上部からの散水が、幼生の凝集や沈降に対して極めて有効であることは明らかとな

った。しかし、これらの飼育手法をもってしても、飼育事例によっては大きな減耗が起きる

ため、そうした現象の原因究明と対策がなお課題として残っている。 
そこで今年度は、瀬戸内海区水産研究所百島庁舎（以下、瀬戸水研とする）においては 500 

L 連結式水槽を、西海区水産研究所長崎庁舎（以下、西水研とする）では単独式の 500 L 水

槽および 2KL 楕円水槽を用い、幼生の減耗回避に効果のある飼育条件の探索（ローター回

転速度、および餌料系列）を行った。 
加えて今年度は、従来とは異なるコンセプトの水槽による試験も実施した。これはクライ

ゼル水槽と呼ばれるもので、イセエビの浮遊幼生飼育で実績のある水槽である。タイラギ幼

生は水面にトラップされることが減耗要因の一つであるが、クライゼル水槽は空気と接す

る面積が狭いため、タイラギ幼生飼育に適しているのではないか、と考えた。また、クライ

ゼル水槽は容量 80 L と比較的小型であることも、試験を試みた理由の１つである。タイラ

ギ種苗生産では、500 L より小さい規模での成功事例がほとんど無く、飼育試験において繰

り返し数を多く取れないことが条件検討上のネックとなっていた。もしこのような小型水

槽でタイラギ幼生を着底期まで飼育できれば、今後、飼育条件の探索がはるかに容易になる

と期待できる。 
 

２．方法 

① 連結式水槽による飼育試験（瀬戸水研） 
1) 水槽の概要 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*1 現所属：国立大学法人 熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 
*2 退職 
*3 現所属：水産研究・教育機構 増養殖研究所 
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水槽の模式図を図 2-1-1 に示す。500L の水槽 2 基（A、B とする）がホースでつながって

おり、タイコ型フィルターを通じて水槽 B から排出された海水はポンプで水槽 A に戻され

る。この仕組みにより、水槽 A 中のタイラギ幼生は 3 日程度でほぼ全て水槽 B へ移る。幼

生がいなくなった水槽 A を連結から切り離して洗浄した後、再び水槽 A に海水を入れて連

結し、今度はフィルターを水槽 A に付け替える。こうした操作により、これまでとは水の

流れが逆になり、3 日かけて水槽 B の幼生が水槽 A に移される。この作業を繰り返すこと

で、3 日おきに片側の水槽を洗浄することが出来る。各水槽の中央にローターによる攪拌装

置を、上部に間欠式シャワー装置をそれぞれ設置した。シャワーによる換水率は 4％とした。 
この百島庁舎での飼育試験では、加温した海水を入れたウォーターバス内に連結式水槽 3

組を設置し、水温 25℃以上を保つようにした。 
 
2) 幼生飼育１回次（ローター回転速度の比較試験） 
１回次では連結水槽 3 組を用い、海水を攪拌するローターの回転速度（毎分 34、60、90

回転）の比較試験を行った。 
課題（１）の採卵試験において瀬戸水研で平成 30 年 6 月 25 日に得られた受精卵を試験

に用いた。翌 6 月 26 日の午後、それぞれの組で片側の水槽へ収容密度 5 個/mL になるよう

に幼生を収容した。 
各水槽内にタイコ型の排水装置を取り付けた。飼育開始時のフィルターの目合いは 40 m

とした。水槽は 3～4 日おきに片側ずつ洗浄した。 
餌料は、市販の濃縮珪藻（キートセロス・カルシトランス）と、室内で培養したイソクリ

シス・タヒチ株（以下、イソクリシス）及びパブロバ・ルセリ（以下、パブロバ）を、朝と

夕の 2 回に分けて給餌した（図 2-1-2）。また、日齢５から市販の濃縮ナンノクロロプシス

も加えた。これはタイラギ幼生に対する餌料としてではなく、ビブリオ等バクテリアの増殖

を抑える効果（Sharifah and Eguchi 2011, Taniguchi et al. 2011）を期待したためである。 
各試験区で幼生密度、摂餌率（餌を摂取している幼生の割合）および幼生サイズを把握す

るため、内径 6 mm のアクリルパイプで柱状サンプリングを 3 回行った（採水量 22.6  mL 
× 3 回）。得られた試料にホルマリンを滴下後、実体顕微鏡下で幼生数を全数計数すると

ともに、摂餌の状況を確認した。この際、幼生の消化管にわずかでも着色が認められれば“

摂餌個体”と判定した。更に、これらのサンプルから 30～40 個体を無作為に抽出し、万能

投影機を用いて殻長と殻高を測定した。 
フルグロウン期に達した幼生が出現した後は、上記の水槽洗浄の際に、底に溜まった沈殿

物を目合い 250 m のフィルターで回収し、ルーペを用いて稚貝の有無を確認した。回収率

は（回収した稚貝の総数÷水槽収容幼生個体数×100）とした。 
 
3) 幼生飼育２回次（餌料系列の比較試験） 
 ２回次では、連結水槽 3 組（1 番、5 番、6 番水槽とした）を用い、いずれも同じロータ

ー回転速度（毎分 90 回転）とし、投与する餌料の組成を変えて試験を試みた。 
課題（１）の採卵試験において平成 30 年 7 月 10 日に得られた受精卵を試験に用いた。翌

7 月 11 日午前に各組の片側の水槽へ、収容密度が 2.5 個/mL となるように幼生を収容した。 
各飼育水槽の上部にシャワー装置を配置し、海水を供給した。換水率は飼育開始～日齢 9

が換水率 2.4%、日齢 10～13 は 4.0%、日齢 14～17 は 5.4%、日齢 18 以降は 10.8%とした。

水槽の洗浄は日齢 8 から開始し、以降、3～4 日おきに片側ずつ実施した。各水槽内に取り

付けたタイコ型の排水装置では、飼育開始時のフィルターの目合いは 40 m とし、その後

は幼生の成長に合わせ、徐々に目合いの大きなものに交換した。 
給餌内容については水槽間で異なる設定とした。すなわち、1 番水槽：濃縮珪藻＋パブロ

バ、5 番水槽：濃縮珪藻＋イソクリシス、6 番水槽：濃縮珪藻＋パブロバ＋イソクリシス、
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である（図 2-1-3、但し日齢 9 まで）。また、１回次同様、濃縮ナンノクロロプシスを各水

槽に加えた。日齢 10 以降はすべての試験区で、濃縮珪藻、イソクリシス、及び濃縮ナンノ

クロロプシスを給餌した。 
各試験区の幼生密度の算出法、サイズ測定法、および稚貝回収方法は１回次と同じであ

る。 
 
② 500L 単独水槽および 2KL 楕円水槽を用いた飼育試験（西水研） 
1) 幼生飼育１回次 
瀬戸水研で平成 30 年 6 月 25 日に得られた受精卵を宅配便で西水研へ輸送し、試験に用

いた。翌 6 月 26 日に 500 L 単独式水槽 2 基及び 2KL 楕円水槽１基に収容した。なお、使用

海水に含まれる微量金属除去のため、②および③の全ての試験で海水１L に対して 1 mg の

EDTA・2Na を添加し飼育を行った。 
 
2) 幼生飼育２回次 
 西水研において平成 30 年 7 月 17 日に得られた受精卵を試験に用いた。翌 7 月 18 日に

2KL トン楕円水槽へ幼生を収容し、飼育試験を開始した。 
 

③ クライゼル水槽による飼育試験（西水研） 
1) 水槽の概要 
 水槽の模式図および写真を図 2-1-4 に示す。この水槽は短く切った円筒を板で挟んだ構造

となっており、海水が空気と触れるのは上端の開口部のみである。材質はアクリルで、円筒

部の直径は 75 cm、奥行きは 18 cm、容積は約 80 L である。注水口から海水を水槽壁面に沿

って流し入れ、さらに通気もすることにより、水槽内に一定方向の流れを作り、水槽中央部

に配置したタイコ型フィルターから排水する。また、水面にトラップされた幼生を海水中に

戻すため、開口部上部にミスト噴射装置を取り付けた。 
 
2) 幼生飼育１回次 
長崎県総合水産試験場で平成 30 年 8 月 1 日に得られた受精卵を試験に用いた。翌 8 月 2

日、D 型に変態した幼生を西水研へ輸送し、クライゼル水槽２基（C1, C2）に収容するとと

もに、比較のため 500 L 単独式水槽２基（T1, T2）にも収容し、飼育試験を開始した。 
 

3) アサリ幼生を用いた飼育試験 
 上記 2) においてタイラギ幼生飼育の結果と比較するため、アサリ幼生を用いた飼育試験

を実施した。西水研において平成 30 年 11 月 8 日に得られたアサリ受精卵を、クライゼル

水槽２基（C1, C2）及び 500 L 単独式水槽２基（T1, T2）に収容し、飼育試験を開始した。 
 
 
３．結果の概要 

① 連結水槽による飼育試験（瀬戸水研） 
1) １回次（ローター回転速度の比較試験） 
 種苗生産結果の概要を表 2-1-1 に示した。 
各試験区の幼生密度の推移を図 2-1-5 に示した。いずれの試験区も開始時密度を 5 個/mL

とすべく幼生を収容したが、収容水槽での計数において、収容密度は 8.6～11.6 個/mL とな

り、実際には約 2 倍の密度となった。収容時の D 型幼生の平均殻長は 95.9 m で、飼育期

間中の水温は 25.3℃～27.3℃の間で推移した。 
収容直後から幼生の減耗が始まり、日齢 4 で密度は 2.5～2.7 個/mL に減少した。幼生の摂
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餌率の推移を図 2-1-6 に示した。日齢 2 まではすべての区で 100％であったが、日齢 4 から

摂餌率の低下が始まり、その後、急激に下がっていった。原因は不明であるが、何らかの水

質悪化が起きているものと推察された。 
日齢 6 以降、毎分 60 回転区および 90 回転区では密度の低下が続き、日齢 9 で全滅とな

った。また、毎分 34 回転区は、日齢 9 までは 1 個体/mL 以上だったが、日齢 10 に突然 0.1
個体/mL まで減少したため、ここで飼育を中止した。 

各区の幼生の成長を見ると（図 2-1-7）、日齢 4 で毎分 34 回転区が他の 2 区に比べて良い

成長を見せたものの、最終的には日齢 10 までにすべての試験区で全滅となった。そのため、

今回、3 段階で設定したローター回転速度のいずれが良いのかは、判断ができなかった。 
 

2) ２回次（餌料系列の比較試験） 
種苗生産結果の概要を表 2-1-2 に示した。 
各試験区の幼生密度の推移を図 2-1-8 に示した。いずれの試験区も開始時の密度を 2.5 個

/mL とすべく幼生を収容したが、１番及び６番水槽ではやや低めの数値となった。収容時の

D 型幼生の平均殻長は 89.9～93.5 m であった。7 月 7 日まで降り続いた大量降雨（いわゆ

る西日本豪雨）の影響で、取水海水の塩分が 20 psu まで下がったため、塩分が回復するま

での間、１回次よりも換水率を下げて飼育を行った。水槽内の飼育期間中の塩分は 28～30 
psu、飼育水温は 27.3℃～30.7℃で推移した。 

日齢 3 までに、すべての区で密度は 1 個/mL 程度まで減少した。5 番及び 6 番水槽はその

後順調に推移したが、1 番水槽では日齢 4 から幼生摂餌率の低下が見られ（図 2-1-9）、日

齢 8 から 9 にかけて水槽底にスポット状に幼生が沈殿し死亡する現象が起き、大きく減耗

した（図 2-1-8 の点線部は目視からの推定。連結式水槽の両サイドに幼生が入っていたため、

密度の正確な測定は出来ず）。１番水槽では、他の水槽への疾病蔓延の可能性が考えられた

ため、日齢 10 をもって試験を終了し廃棄した。 
5 番及び 6 番水槽では、日齢 3 以降の密度低下は極めて緩やかで、摂餌率の低下も見られ

ず、目立った死亡は観察されなかった。幼生の成長を見ると（図 2-1-10）、日齢 10 におけ

る平均殻長は 5 番水槽が 137 m、6 番水槽が 132 m で、過去の飼育例に比べ低い値であっ

た（H26 年 2 回次では約 160 m）。しかしその後、両水槽とも幼生は良好に成長し、特に

5 番水槽では著しい成長が見られ、日齢 20 で 376m に達した。これは、過去の最良事例で

ある H26 年 2 回次とほぼ同様の数値である。 
その後、5 番水槽では日齢 27 で、6 番水槽では日齢 24 で、最初の着底稚貝が確認された。

どちらの水槽も幼生サイズのばらつきが大きかったため、着底はその後も少しずつ進み、日

齢 65 まで稚貝の着底が続いた。最終的に、5 番水槽から 108,960 個（回収率 8.9%）、6 番

水槽から 80,320 個（回収率 7.4%）、計 189,280 個の稚貝が得られた。今回の成果で特筆す

べきは回収率の高さで、これまでの記録（H26 年 2 回次、5.5%）を大幅に更新した。 
なお、連結式水槽 3 組のうち 1 番水槽のみが途中で全滅した原因は不明である。1 番水槽

は濃縮珪藻とパブロバを与えた区で、イソクリシスは給餌していない。一方、5 番及び 6 番

水槽にはイソクリシスを与えていたが、このような餌料系列の差異と幼生死亡との関連性

は、今回の試験結果からは判断できなかった。今後は、餌料の適切な組成のほか、飼育の途

中で幼生が死亡する原因についても、引き続き精査していく必要がある。 
 
② 500 L 単独水槽および 2KL 楕円水槽を用いた飼育試験（西水研） 
1) １回次 
瀬戸水研から輸送された幼生約 1,300 万個体を 500 L 単独式水槽 3 基に収容し飼育開始し

たが、輸送バッグに空気が残っていたことに伴う幼生の凝集、死亡、水質悪化が起こり、最

初の 9 日間で 150 万個体まで減少した。水質悪化をリセットするべく干し上げ洗浄（平成
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29 年度成果）を行い、残った幼生を継続飼育したところ、日令 30 前後までは安定的に飼育

できたものの、成長は良くなかった。その後、チグリオパスの増殖と餌料由来の白濁（水カ

ビ）が発生し、幼生はさらに減少した。日齢 37 で残りの幼生 19,000 個体を全回収し、チグ

リオパスを比重分離法で除去し、再び 500 L 単独式水槽へ収容したところ、生残着底稚貝が

814 個体、死亡着底稚貝が 57 個体、合計 871 個体の着底が見られた。着底開始サイズは 500 
m 以上であった。 

 
この生産回次で起きた問題点は以下の通りである。 

・幼生を輸送するバッグ内に空気が残っていたことが幼生の減耗をもたらした。 
・飼育水へのチグリオパスの混入も、幼生飼育の妨げとなった。 
・餌料による飼育水の白濁も幼生飼育に悪い影響をもたらした。 

 
これら問題点への対処を行うなかで得られた成果は以下の通りである。 

・干し上げ洗浄を行うことにより、水質悪化をリセットでき、稚貝生産につながった。 
・成熟幼生を集め、比重分離法によりチグリオパスを除去しても、着底には影響が無い

ものと思われる。 
・チグリオパスが存在すると、幼生の着底が遅延するものと思われる。但し、直接接触

のためか、あるいは餌料競合によるのかは不明である。 
・遠隔地から宅配便で輸送された幼生でも、稚貝生産が可能であることを示した。 

 
2) ２回次 
 この回次では、約 5,100 万個の卵が得られたが、関係機関へ配布した後の残りは 1,900 万

個であった。また、親貝を陸上へ搬送した際の暴発で得られた卵であったことから、その状

態は良くないものと判断した。卵はすべて 2KL 楕円水槽へ収容した。飼育開始時の飼育密

度が 10 個体/mL と高いにも拘わらず、日令 10 での生残率は約 35％と高かった。ここまで

の成長は約 7 m/日程度であった。しかし、日齢 10 を過ぎてから、幼生が排出した糞が水

槽の底に貼り付き、これに正常な幼生がトラップされてしまう現象が頻発し、その後水カビ

の汚染による白濁と減耗も重なり、稚貝生産には至らなかった。 
 
この生産回次で起きた問題点は以下の通りである。 

・水槽底面への糞の付着が、その後の減耗を引き起こした。2KL 楕円水槽の際にこのよ

うな現象が起きやすいようである。 
・1 回次同様、餌料由来の白濁が発生した。 

 
この生産回次の結果から得られた成果は以下の通りである。 

・この回次でアンボ期まで飼育した幼生を福岡県へ輸送したところ、4,300 個体の着底

稚貝を得ることができた（平成 30 年度有明海漁業振興技術開発事業の成果による）。

一方、D 型幼生で 3 カ所へ輸送した場合には、着低稚貝はほとんど得られなかった。

このことから、幼生の輸送は D 型への変態前、もしくはアンボ期以降が望ましいと考

えられる。水槽底面への糞の付着が、その後の減耗を引き起こした。2KL 楕円水槽は

構造上攪拌効果が弱いため、このような現象が起きやすいようである。 
・この回次の幼生は暴発産卵で得られたものであったため、洗卵後直接、幼生飼育水槽

へ収容したが、随伴生物の増殖や病原性バクテリアの繁殖による大量死は発生しなか

った。孵化水槽への収容を省略する方が、その後の飼育成績はむしろ良くなる可能性

もあるものと思われる。 
 

− 52 −



 

- 53 - 
 

③ クライゼル水槽による飼育試験（西水研） 
1) １回次 
 長崎総合水産試験場から受領したのは D 型幼生 629 万個体であった。クライゼル水槽 2
基および 500L 単独式水槽 2 基での飼育密度の推移を図 2-1-11 に示した。クライゼル水槽で

は日齢 3 以降に幼生が急減し、日齢 5 で全滅した。幼生は水槽底部に凝集し死亡していた。

クライゼル水槽の材質はアクリルで、水とのなじみが悪く、内壁の表面に静電気が溜まって

いる様子であった。また、タイラギ幼生自体も、元々、物に吸着しやすい性質を持っている。

これらの要因から、クライゼル水槽においてタイラギ幼生が短期間で全滅に至ったものと

思われた。一方、幼生の成長を見ると（図 2-1-12）、日齢 3 までクライゼル水槽と 500L 水

槽との間に差は見られなかった。したがって、上述の凝集死を回避できれば、クライゼル水

槽においても安定的に幼生飼育できる可能性はあると思われた。 
 なお、このクライゼル水槽では、注水だけでは一定方向の水流を作ることが難しかったた

め、加えて通気も行ったところ水流を作ることができた。そのため気泡に幼生がトラップさ

れてしまうことが懸念されたが、水面へのミスト噴射が有効に働き、こうした死亡は発生し

なかった。 
 
2) アサリ幼生を用いた飼育試験 
 クライゼル水槽でタイラギ幼生飼育が不調に終わった要因を解明するため、アサリ幼生

を用いた試験を行った。飼育密度の推移を図 2-1-13、幼生の成長を図 2-1-14 に示した。C2
水槽において飼育密度と成長が若干悪かったのは、静電気の影響で水槽の内壁に幼生がト

ラップされ死亡する現象が発生したためである。しかし、このような静電気に起因する死亡

を除けば、クライゼル水槽と 500 L 水槽との間に差はほとんど認められなかった。 
 このアサリ幼生の試験では、水槽底面での凝集死は見られなかった。したがって、クライ

ゼル水槽でタイラギ幼生飼育が不調に終わったのは、アクリル素材表面の静電気の問題も

あるが、タイラギ幼生そのものの付着性に依る部分が大きいと判断された。 
 

【今年度結果のまとめ】 
・瀬戸水研での連結式水槽を用いた生産では、１回次で幼生が全滅したものの、２回次では

3 組のうち 2 組の水槽で大量生産に成功し、計 189,280 個の稚貝を得た。また、この 2 組の

水槽における稚貝回収率は 8.9%及び 7.4%で、従来の記録 5.5%を大幅に更新した。 
 
・幼生飼育に適した条件を探るため、ローターの回転速度や餌料系列の比較試験を行った

が、明瞭な結果は得られなかった。 
 
・西水研では単独型水槽による生産を試みた。途中、水質の悪化やチグリオパスの増殖など

に見舞われたものの、干し上げ洗浄とチグリオパス分離を施すことにより、計 871 個の稚貝

を得た。 
 
・新たな取り組みとしてクライゼル水槽による生産を試みたが、タイラギ幼生が水槽壁面に

貼り付いての死亡と、水槽底面での凝集による死亡が見られ、日齢 5 までに全滅した。アク

リル素材への静電気帯電も一因ではあったが、アサリ幼生による試験結果との比較から、タ

イラギ幼生そのものの付着性が大きな要因と考えられた。 

 

４. ５カ年の成果 

 この５年間の種苗生産結果を表 2-1-3 および表 2-1-4 にまとめた。この間に得られた主要

な成果は以下の通りである。 
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① 水中ポンプに代わる、新たな海水攪拌方法による生産 

 かつてタイラギ幼生の飼育では、水槽内に投入した水中ポンプを用いて海水を攪拌する

手法が一般的であった（大橋ら 2008）。しかしこの方法では、幼生がポンプの中に取り込

まれ、内部のプロペラに接触し、幼生が物理的に損傷を受ける。そこで瀬戸水研において、

水中ポンプの代わりに、ヘリコプター玩具のローターを用いる方法が平成 25 年度に考案さ

れた（瀬戸水研 未公表データ）。本事業では初年度からこの方法を採用し、幼生の減耗を

飛躍的に改善できることを証明した。従来法では着底稚貝 1,500 個が記録であったが、本手

法により 10 万個オーダーでの稚貝生産が可能となった（平成 26～30 年度成果）。 

 

②500L 連結式水槽による水質悪化の防止 

 タイラギ幼生は浮遊期間が極めて長いため、着底は受精後 4週間前後から始まり、その後

も着底は 1 ヶ月以上続くのが普通である。水槽の内壁や底面は飼育日数の経過とともに次

第に汚れるため、この長い期間を水槽替え無しで飼育することは非常に難しい。また、タイ

ラギ幼生はハンドリングに対して極めて脆弱なため、減耗を起こさずに水槽替えすること

も容易ではなかった。 

そこで、これらの問題点を解決する手段として、500 L 水槽 2基をホースで連結し運用す

るシステムを採用した。このシステムでは、直接触れることなくタイラギ幼生を反対側の水

槽へ移すことができ、かつ、数日おきに水槽を交互に洗浄できるため、稚貝生産の成功率向

上につながった（平成 28～30 年度成果）。 

 

③減耗時の幼生洗浄方法の開発 

 上記の連結式水槽をもってしても、チグリオパス等随伴生物の繁殖、あるいは、何らかの

原因で幼生の活性が落ちることにより、減耗を食い止められないケースがある。連結式水槽

では数日おきに水槽の内壁を洗浄できるが、飼育水はそのまま持ち越されるため、減耗を起

こしている要因の完全な除去は出来ていないものと思われる。そこで、このような事態に陥

った場合の対処法を考案した。 

その１つは、内径 25 mm のホースを用いて幼生を海水ごとサイフォンで排出し、それをプ

ランクトンネットで受け、これら幼生を海水から露出させることなく、ろ過海水を張った水

槽の中でおだやかに洗浄する方法である（平成 27 年度報告書）。もう１つは、幼生をプラ

ンクトンネットで集めて干出させ、オートクレーブ海水をスプレーすることで汚れた海水

を洗い流し、幼生を再び水槽へ戻す手法である（干し上げ洗浄法、平成 29 年度報告書）。

減耗が進行している水槽にこれらの方法を用いることで、平成 27 年度は 5,000 個、平成 29

年度は 936 個、30 年度は 871 個の稚貝生産に成功した。（平成 27, 29, 30 年度成果） 

 

④着底までの日数及び回収率の大幅な改善 

 大橋ら（2008）によるタイラギの種苗生産では、浮遊幼生が着底に至る日齢は 35～42 で

あった。しかし、本事業では平成 26 年度（500L 単独式水槽）に日齢 23、平成 30 年度（500 

L 連結式水槽）には日齢 24 での着底を確認しており、従来の日数を 10 日以上短縮した。ま

た、大橋ら（2008）における稚貝回収率は 0.04%以下であったが、本事業では平成 26 年度

（500 L 単独式水槽）に 5.5%、平成 30 年度（500 L 連結式水槽）に 8.9％を達成し、こちら

も従来記録を大幅に更新した。 

なお、この事業で得られたタイラギ幼生の日齢と殻長に関するデータは、天然タイラギ幼

生の生態解明においても重要な意味を持っている。タイラギ幼生には日齢を示す形質が見

当たらないため、天然幼生の日齢は殻長から推定する以外に方法が無いからである。また、

従来の知見よりかなり短い日数での着底が確認されたことは、天然海域でのタイラギ幼生
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の輸送シミュレーションにも大きな影響を及ぼすものである。 

 

５．今後の課題 

 ５年間の事業を通じて残された課題を以下に挙げる。 

 

①死亡原因の特定 

 この事業は当初、稚貝を果たして生産できるのか、というレベルからスタートしたが、ロ

ーターや連結式水槽の採用により 10 万個オーダーでの稚貝生産が可能となり、その意味で

は当初の想定以上の成果が得られたと言える。しかし、飼育途中での大量死亡は毎年起きて

おり、その原因特定には至らなかったことも事実である。 

 

②成長のばらつき 

 タイラギ幼生の飼育は長期に及ぶが、日齢の経過とともにサイズ組成が大きくばらつい

てくる。今年度の瀬戸水研での生産では、着底が日齢 24 から 65 まで確認されたが、これは

明らかに幼生サイズの大きなばらつきと関係している。飼育の手間を考えれば、幼生サイズ

のばらつきを少なくし、何らかの条件設定により変態を誘起し、短期間のうちに多数の稚貝

を得るのが理想である。 

幼生サイズが大きくばらつく原因はまったく不明であるが、遺伝的要因（毎回、複数の親

貝を用いている）は１つの可能性として考えられる。現状では、産卵誘発の成功率の問題か

ら、雌雄共に複数の親貝を生産に用いているため、幼生サイズと親貝の遺伝的要因との関係

を追求できていない。今後、個々の親貝から確実に配偶子を得られる技術が確立されれば、

遺伝的要因について検討が可能となる。 

 

② 効果的な変態誘起方法の開発 

 タイラギ幼生は殻長 600 m 前後で着底するが、そのサイズに達しても稚貝に変態しない

個体がしばしば見られる。それらはおそらく、変態を誘起するトリガーが引かれていない状

態であろうと推察される。 

現状では、連結式水槽を採用し、数日おきに清潔な底面環境を幼生に提供することで変態

を待つ以外に、有効な方法は無い。もし何らかの基質や化学物質によって効率的に変態を誘

起できれば、稚貝回収率は飛躍的に向上する。 

 

④幼生のステージに合わせた飼育条件の調整 

 タイラギ幼生はトロコフォアからＤ型期、アンボ期を経てフルグロウン期へと成長する

が、その間の浮遊性、凝集性などは一様では無く、ステージによって変化する。したがって、

幼生飼育での様々な条件設定（ローター回転速度、シャワーの頻度など）は、幼生のステー

ジごとに最適値が異なっていても何ら不思議ではない。そうした検証のためには、同一ロッ

トの幼生に対し多数の試験区を設ける必要があるため、この５年間では十分な検証には至

らなかった。 

 

⑤飼育システムの小型化 

 この５年間を通じて、500 L より小さい規模での大量生産は達成できなかった。最も安定

した成績を納めたのは 500 L 水槽の連結式であったが、これには広い面積が必要であり、一

度に運用できる数には限界がある。上記①～④の検討が進まなかった最大の理由は、飼育シ

ステムの小型化ができなかったためである。今年度試みたクライゼル水槽による飼育は、残

念ながら成功には至らなかったが、このような小規模での生産が可能となれば、上記の課題

の検討がより効率的に進められるはずである。 
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図 2-1-1  500L 連結式水槽の模式図 

図 2-1-2  瀬戸水研１回次・給餌量 
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図 2-1-3 瀬戸水研２回次・給餌量 

1 番水槽

５番水槽

６番水槽 
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図 2-1-4 クライゼル水槽 (a) 模式図,  (b) ミスト噴射装置,  (c) 水槽本体 

表 2-1-1 瀬戸水研１回次・種苗生産結果概要 

(a) 

(b) 

(c) 
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図 2-1-5 瀬戸水研１回次・幼生密度 

図 2-1-6 瀬戸水研１回次・幼生摂餌率 

図 2-1-7 瀬戸水研１回次・幼生の殻長 
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表 2-1-2 瀬戸水研２回次・種苗生産結果概要 

図 2-1-8 瀬戸水研２回次・幼生密度 

図 2-1-9 瀬戸水研２回次・幼生摂餌率 
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図 2-1-10 瀬戸水研２回次・幼生の殻長 

図 2-1-11 西水研・タイラギ幼生の飼育密度 
（クライゼル水槽と通常水槽の比較） 

図 2-1-12 西水研・タイラギ幼生の殻長 
（クライゼル水槽と通常水槽の比較） 
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図 2-1-13 西水研・アサリ幼生の飼育密度 
（クライゼル水槽と通常水槽の比較） 

図 2-1-14 西水研・アサリ幼生の殻長（クライゼル水槽と通常水槽の比較） 
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回次 水槽型式 採卵日
卵 or 初期

幼生数
（万）

稚貝
着底数
（個）

着底
までの
日数

最高
回収率
（%）

備考

H26-1
500L単独×1
2トン円形×1

6月27日 315 29 31 0.0037
随伴生物の発生と、水槽替えストレ
スにより減耗。稚貝はすべて500L水
槽から得られた。

H26-2 500L単独×4
2トン円形×1

7月29日 1,750 285,000 23 5.5 稚貝の98％は、500L水槽×4基で得
られた。

H27-1 2トン円形×1 5月29日 692 0 − 0
低水温のために減耗した可能性高
い。

H27-2
500L単独×6
2トン円形×1

6月14日 3,910 0 − 0
随伴生物繁殖のため減耗。低水温も
影響したものと推察。

H27-3
500L単独×6
2トン円形×1

6月22日 6,440 5,000 31 0.017
浮上死亡が多かった。随伴生物も出
現。

H27-4 500L単独×1 8月31日 530 12 41 0.00023 H26生産人工貝を親貝として使用し
た。

H28-1

200L単独×3
500L単独×1
500L連結×1
2トン楕円×1

6月29日 1,790 172,000 32 1.3

幼生沈みやすかった。200L及び500L
水槽は14日目で全滅。2トン楕円水
槽で飼育した幼生を21日目で500L水
槽（単独及び連結）に分与し、着底
稚貝を得た。

H28-2 2トン楕円×1 7月30日 3,600 89,000 27 0.5 沈降死が多かった。18日目に500L水
槽へ分槽し、着底稚貝を得た。

H29-1
500L単独×6
500L連結×1
2トン楕円×1

6月20日 1,720 936 41 0.0054
日齢11から減耗が始まり、15で急
減。以降、干し上げ洗浄を繰り返す
ことで着底稚貝を得た。

H29-2
500L単独×3
500L連結×1
2トン楕円×1

7月19日 1,750 0 − 0
日齢11で大きな減耗。日齢24で全
滅。水質悪化によると見られる。

H29-3 500L単独×1 7月29日 500 0 − 0 日齢8で突然全滅。原因不明。

H30-1
500L単独×2
2トン楕円×1 6月25日 1,300 871 40 0.0067

瀬⼾水研百島で採卵し、宅配便で⻑
崎へ輸送。輸送バッグ内に空気が
入っていたため、凝集死、奇形、水
質悪化などのトラブルに見舞われ
た。

H30-2 2トン楕円×1 7月17日 1,900 0 − 0

日齢10までは順調だったが、その
後、糞が水槽の底にはりつき、そこ
に幼生がトラップされ大きく減耗し
た。

H30-3
500L単独×2

80Lｸﾗｲｾﾞﾙ×2 8月1日 629 0 − 0
クライゼル水槽は日齢５で全滅。静
電気や内壁への付着による凝集死で
減耗した。

表 2-1-3 ５年間の種苗生産試験結果（西海区水産研究所長崎庁舎） 
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回次 水槽型式 採卵日
卵 or 初期

幼生数
（万）

稚貝
着底数
（個）

着底まで
の日数

最高
回収率
（%）

備考

H29-1
500L連結×3

1.5トン連結×1
6月30日 630 21,201 − 0.0054

H29-2
500L連結×3

1.5トン連結×1
7月12日 904 114,911 − 1.3

H30-1 500L連結×3 6月25日 1,501 0 − 0
日齢4から摂餌率低下が始まり、日
齢10で全滅。

H30-2 500L連結×3 7月10日 335 189,280 24 8.9

水槽3組のうち1組は、原因不明の水
質悪化により減耗し、日齢10で飼育
中⽌。他の2組は日齢10まで成⻑は
遅かったが、その後に急成⻑し、日
齢24から着底。回収率の記録を更
新。

表 2-1-4 ５年間の種苗生産試験結果（瀬戸内海区水産研究所百島庁舎） 
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（２）タイラギ人工種苗生産手法の開発 

２）大量生産に向けた飼育方法の改良 
 

                     うみの株式会社 
                                    （前 WDB 環境バイオ研究所） 

                  上野淳一・中村智治 
水産研究・教育機構 西海区水産研究所 

松山幸彦・圦本達也・橋本和正・栗原健夫・長副 聡 

 水産研究・教育機構 瀬戸内海区水産研究所 

兼松正衛・伊藤 篤・岡 雅一 

 
 
１．目的 
 水研機構により平成 25～29 年度に開発・改良された種苗生産技術を基に、より安定的

にタイラギ種苗を大量生産するための要素を検討する。遠隔地での飼育事例を増やして大

量生産へ資するために、使用する浮遊幼生は共同研究機関から移送されたものを用いて実

施する。このため、幼生輸送に適した器材の検討、梱包方法を検討するとともに、水槽収

容後の飼育結果に基づいて好適な手法を検討する。 
飼育技術の高度化に資するために、Ｄ型幼生以降の凝集死防止のための諸条件について

も改良する。さらに、得られた浮遊幼生を用いて、高い着底効率を示す素材や条件等につ

いて検討する。得られた着底稚貝は、短時間の中間育成ののち、共同研究機関へ輸送して

中間育成に用いる。 
 本年は、有明海産親貝から採卵し得た幼生を、瀬戸内海水産研究所百島庁舎、西海区水

産研究所長崎庁舎、長崎県総合水産試験場から輸送し、6 月下旬から 10 月にかけて合計 6
回の浮遊幼生飼育を行った。 
 
２．方法 
 有明海産親貝から採卵された幼生を用いたタイラギ浮遊幼生の飼育と着底稚貝生産を試

みた。 
① 浮遊幼生の移送と収容 

タイラギ種苗大量生産のためには、集約的な飼育事例を増やす必要がある。一方、

タイラギは資源の減少が著しく、近年は親貝の入手も困難であるため、採卵のために

は親貝の養成作業を採捕された近傍で実施し、室内で採卵された受精卵や浮遊幼生を

多回数、大量に遠隔地まで輸送する必要がある。しかしながら、タイラギの種苗生産

にあたって、浮遊幼生の飼育のみならず、受精卵や浮遊幼生の長時間・長距離輸送と

その後の飼育についてはほとんど前例がない。そこで、まず受精卵や幼生の輸送の可

否について検討した。 
 2018 年 6 月 12 日に、西海区水産研究所において、成熟度確認のための麻酔試験に

用いるために、2016 年度に生産された人工貝（２才貝）を十数個体ほど室内水槽へ持

ち込んだところ、昼前に水槽内で自然産卵が発生した。午後に受精卵を回収して洗卵

したところ、約 100 万個体の胚が得られたため、そのうち 25 万個体を 20 L 容のビニ

ール製正方体バック（サンエイ化学社製の工業用蒸留水を使用後に再活用）へ収容し、

培養された Isochrysis sp.（タヒチ株）を 14,000 cells/mL となるように添加し、さらに腐

敗防止のためのストレプトマイシンを 25 mg/L となるように溶解したのち（Walne 
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1958）、容器内の空気を全量追い出してから密封した。梱包作業の状況は、P27 の図 1-
1-6 に示された写真のとおりである。これを同日 17 時に宅配便へ引き渡した（常温輸

送）。 
 
② 浮遊幼生の飼育 
 浮遊幼生の飼育に関しては、すべて共同研究機関より宅配便で入手された受精卵や

幼生を用いて全 6 回実施した。共同研究機関より受け取った幼生の採卵日、移送条件、

受け取り幼生数については、以下の１）から６）のとおりである。 
 
１）百島 6 月 25 日採卵分飼育 
 採卵当日に 400 万個体/20 L/箱を 3 箱に分けて収容され、合計 1,200 万粒が宅配便で

送付された。翌 26 日 9:00 に幼生を受け取り、水槽へ収容して飼育を開始した。 
 
２）長崎総合水試 6 月 25 日採卵分※飼育 

採卵翌日に 21 万個体/20 L/箱を 7 箱に分けて収容され 合計 147 万個体が宅配便で

送付された。翌 6 月 27 日 14:00 に幼生を受け取り、水槽へ収容して飼育を開始した。 
 
３）西水研 7 月 2 日採卵分飼育 

採卵当日に 150 万粒/20 L/箱が 10 箱に分けて収容され、合計 1500 万粒が宅配便で送

付された。翌 7 月 3 日 14:00 に幼生を受け取り、水槽へ収容して飼育を開始した。 
 
４）百島 7 月 10 日採卵分飼育 

採卵の情報を受けて瀬戸内水研百島庁舎（尾道市）まで車で受け取りに出向き、午

後に幼生を受け取ったのち直ちに陸送し、同日 20:30 に研究所に到着した（受精後約

10 時間経過）。合計 1,600 万粒を水槽へ収容して飼育を開始した。 
 
５）西水研 7 月 17 日採卵分飼育 

採卵当日に浮上直後の幼生を約 400 万粒/20 L/箱として 3 箱に分けて収容され、合計

1,300 万粒が宅配便で送付された。翌 7 月 18 日 14:00 に幼生を受け取り、水槽へ収容

して飼育を開始した。 
 
６）長崎総合水試 8 月 1 日採卵分※飼育 

採卵翌日に 180 万個体/20 L/箱を 2 箱に分けて収容され 合計 360 万個体が宅配便で

送付された。翌 8 月 3 日 14:00 に幼生を受け取り、水槽へ収容して飼育を開始した。

同ロットは西水研でも日令 8 まで単独水槽で予備的に飼育されていた。ここで、ある

程度成長した幼生を移送した場合の飼育成績への影響を判断するために、日令 8 の時

点で 54μm による干し上げ洗浄にかけて裾切りされたのち、17.5 万個体/箱、4 箱計 70
万個が宅配便で輸送された。  
 

浮遊幼生の飼育は、水産研究・教育機構で開発された連結水槽方式を基本として実

施した。装置の概要については、2018 年 4 月 25 日に西海区水産研究所で開催された

タイラギ種苗生産にかかる技術講習会において配布された、「タイラギ人工種苗生産マ

ニュアル（暫定版） Ver.1.1」に基づいて、連結水槽を 2 基構築した。すなわち、500 L
ポリエチレン水槽 2 基を給水管で連結し、移動される側の水槽に装着されたメッシュスク

リーン（いわゆる太鼓フィルター）を通過した排水を小型水中ポンプで元水槽へ注入して

水のみを循環させることで、幼生を水槽間移動させた。この連結水槽（飼育容量としては
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1,000 L）を 2 基構築した。飼育海水は、取水海水を 1 ミクロンでろ過されたものを用

いた。シャワー間隔、換水率については、マニュアルに準じつつ、飼育状況を見なが

ら適宜調整した。 
 給餌は殻長が 120 μm に達するまでは Chaetoceros calcitrans を単独で、120 μm を超え

たら C. neogracilis と Pavlova sp.を混合しながら、細胞密度が 5 万 cells/mL を保持する

ように給餌した。水温は加温のみ行い、飼育中 25～26 ﾟ C となるように調整した。 
 
③ 着底貝の飼育 

着底稚貝がみられた場合は、それらを全量回収し、循環式育成装置による短期間の中間

育成を実施した。稚貝はダウンウェリング水槽（底面に目合 200 μm もしくは 300 μm の

プランクトンネットを張ったもの）に収容し、餌料を含む飼育水をポンプ循環で給餌した。

飼育水は 1 日 2 回朝夕に全換水を行い、収容容器は飼育水から上げた後、ジョウロでろ過

海水をかけて洗浄した。給餌はそれぞれの換水後にダウンウェリング水槽内に給餌した。 
 
３．結果の概要 
①浮遊幼生の移送と収容 
 到着した幼生の状態を図 2-2-1 に示す。受精翌日に梱包され輸送時間が 24 時間かかっ

たため、到着時にすべての幼生が D 型幼生へ変態していた。懸念されていた幼生同士の付

着や凝集は見られず、斃死も確認されなかった。また、Isochrysis sp.を予め入れてあった

ので、到着時には既に摂餌が確認された。移送によるショックが後々の飼育結果に影響す

る可能性もあるため、その後も予備飼育を実施したところ、日令 4、日令 13 と成長した。

このため、24 時間程度の長時間輸送であっても、飼育に重篤な支障はないと判断された。

この試験輸送結果に基づいて、以後の浮遊幼生飼育はすべて宅配便あるいは自社の車で輸

送し実施することとした。 

  
 
 
②浮遊幼生の飼育 
 浮遊幼生の飼育に関しては、以下のとおりであった。 
 
１）百島 6 月 25 日採卵分飼育 
・到着直後の状況：完全な D 型幼生になっているものと、未変態トロコフォアが混在

していた（図 2－2－2）。到着時の水温は 25 ﾟ C であった。 
・輸送袋の中の状態：底面に沈殿が点在していた。顕微鏡で確認すると、D 型幼生の

凝集塊であった。 
 
・収用時（6 月 26 日）の状況 

11 時：サンプリングして検鏡すると 1 個/mL ほどの D 型幼生しか確認できず、しか

もべラムが飛び出た状態のものが多く観察された。 

図 2-2-1  6 月 12 日西水研採卵分の予備的飼育 
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15 時：11 時と状況変わらないか、むしろ密度減少。 

20 時：照明で照らした際の密度が明らかに減少、底⾯をサンプリングすると、幼殻が

形成されはじめたものの、中身の飛び出た幼生や奇形幼生が多く、正常幼生は極僅か

であった。 
・翌朝（6 月 27 日）の状況 

D 型幼生数は推定 50 万個体であった（変態率 4.2%）。 

 
 
 
 飼育 5 日目で残りの正常幼生については摂餌活動が認められるものの、いびつな形

状の幼生が多かった（図 2－2－3）。飼育 5 日目で平均殻長は 110 μm まで達したが、こ

の日に大きく減耗して飼育を中止した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 飼育不良の原因としては、輸送に用いた容器内に空気が入っていたため、到着時に

エアトラップされて疲弊した幼生が多数観察されたことから、輸送ショックによる不

調が影響したと推察された。 
 
２）長崎総合水試 6 月 25 日採卵分飼育 
・到着直後の状況：ほとんどが正常な D 型幼生であった。到着時の水温は 25.4 ﾟ C。 
・輸送袋の中の状態：D 型幼生の塊を確認（図 2－2－4） 
・収用時（6 月 27 日）の幼生密度 

図 2-2-2  6 月 25 日百島採卵分の受け取り時の顕微鏡写真 
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図 2-2-3  6 月 25 日百島採卵分の飼育状況 
（左：日令 5 の顕微鏡写真、右：平均殻長の推移） 
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収容後の推定 D 型幼生数は 167.5 万個体と梱包時よりも高い推定値であった。この

ことから、輸送中の減耗等は生じていないと判断された。ただし、受け取り時の輸送

袋内の凝集と同じように、収容先の水槽の底部に凝集した幼生の塊が点在した状態で

の飼育となった。飼育密度は日々減少して行ったが、浮遊している幼生については成

長がみられ、多くはアンボ期に達したが、成長不良の小型幼生も多く混じり、日令 18
で突然全滅した（図 2－2－5）。 

 
 
 

 
 
 
 
３）西水研 7 月 2 日採卵分飼育 
・到着直後（7 月 3 日）の状況：固定液で沈むも、細胞質が突出したものが多い。 
・輸送袋の中の状態：沈殿などは見られず 
・収用時の幼生密度 
収容後すぐ（1 日令）では、固定液添加で沈降する D 型幼生数として推定 126.25 万

個体であった。 
・日令 2 で推定 400 万個体であり、変態率は 27％と算出された。 
・図 2－2－6 に示したように、飼育開始後から成長が著しく低調であり、8 日令で飼育

不可能となった。前 2 回の事例と異なり、受け入れ時の幼生の凝集等はなかったた

め、成長不調の原因は不明であった。本幼生は 1 個体のメスから採卵されたもので、

放卵時の未受精卵の関係は 58.1 μm と通常のメスから採卵された卵と特に大きな相

図 2-2-4  6 月 25 日長崎総合水試採卵分の受け取り時の状況 
（左：受け取り時の幼生凝集塊、右：収容先の水槽底部の幼生凝集塊） 

図 2-2-5  6 月 25 日長崎総合水試採卵分の飼育状況 
（左：日令 18 の全滅前幼生の顕微鏡写真、右：収容総数と平均殻長の推移図） 
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違はなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４）百島 7 月 10 日採卵分飼育 
・到着直後（7 月 10 日 20:30）の状況：トロコフォア幼生の状態で受け入れた。到着

時の水温は 27.5 ﾟ C。 
・輸送袋の中の状態：泳ぎ回らない個体がオレンジの塊となっていた。 
・日令 2 で推定 D 型幼生数として 62.5 万個体となり、変態率は 3.9%と低率であった。 
・生残幼生は成長がみられたが、日令 14 以降に飼育数が減少し、19 日令で連結水槽に

よる飼育を中止して 30 L の単独水槽へと飼育規模を縮小した（図 2－2－7）。その後

8 月 1 日で浮遊幼生が確認できなくなったため飼育を中止した。 

 
 
 

6 月 25 日百島採卵分と長崎総合水試産卵群において、輸送直後に D 型幼生の凝集が

確認されたが、今回は輸送中のトロコフォア幼生の沈降と凝集が顕著であった。受

精直後の胚を梱包したため、輸送中に容器内で沈降・凝集して、胚同士が高密度に

図 2-2-7  7 月 10 日百島採卵分の飼育状況 
（左：日令 19 の顕微鏡写真、右：平均殻長の推移図） 
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図 2-2-6  7 月 2 日西水研採卵分の平均殻長の推移図） 
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接触したことでトロコフォア幼生の凝集ができてしまった可能性が示唆された。6 月

12 日に西水研で採卵された浮遊幼生の移送が最も状態が良かったことから判断して、

輸送はトロコフォア幼生になって遊泳・浮上を開始し、容器内で沈降しにくい状況

で封入し、さらにエアトラップされないように空気を完全に追い出し、D 型幼生へ

変態して凝集する前に希釈されて飼育水槽へ収容されることが、後の飼育成績を向

上させると推察された。 
 
５）西水研 7 月 17 日採卵分飼育 
・到着直後（7 月 18 日 18:00）の状況：D 型幼生へ変態しており、検鏡した時の状態

は良好と判断された。到着時の水温は 27.5 ﾟ C であった。 
・輸送袋の中の状態：大きな沈殿等は観察されなかった。 
・日令 2 における推定 D 型幼生数は 685 万個体であり、変態率は 53％と算出された。 
・日令 10 で収容時の 10％程度まで幼生数が減少し、その後も減少して日令 22 には 11

万個体まで減少した（図 2－2－8）。しかし、その後成長の改善と緩やかな減耗へと

移行し、日令 58 で平均殻長が 560 μm を超えた。日令 64 で幼殻が形成された着底直

後と思われる幼生をダウンウェリング水槽へ 250 個体ほど移動させたところ、日令

66 に着底稚貝が 200 個体得られた。得られた着底稚貝は数日間ダウンウェリング水

槽で飼育後、海水ごと容器へ収容し、宅配便で全数西水研へ移送した。 
本採卵分については、受け取り時の幼生の状態は良好だったが、初期に十分摂餌

しているにも拘わらず成長が緩やかであったことと、餌料を切り替えてしばらくし

た日令 22 以降に成長が良好となったことから、初期の成長低下と減耗については、

餌料の栄養価もしくは随伴微生物が影響した可能性も示唆された。 
 

 
 
 
６）長崎総合水試 8 月 1 日採卵分飼育 
・到着直後の状況：検鏡したところ、幼生の状態は良好であった。 
・輸送袋の中の状態：図 1-1-6 に示された輸送バックで空気を完全に追い出された状態

で封入されており、特に大きな沈殿等は認められなかった。 
・3 日令で推定 D 型幼生数は 153 万個体であった。 
・日令 8 で裾切りされて再び送付された幼生は 8 月 9 日 14 時に到着した。到着時の

水温は 28 ﾟ C であった。検鏡したところ幼生の状態は良好で、輸送袋の中で沈殿は

全く発生していなかった。 

図 2-2-8  7 月 17 日西水研採卵分の飼育状況 
（左：平均殻長の推移図、右：日令 64 で確認された着底稚貝） 
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 これまでの飼育における初期の成長不良の原因を Chaetoceros calcitrans の餌料価値不

足もしくは随伴微生物の影響であるとの仮説に基づき、この飼育群のみ、初日より   

C. neogracilis と Pavlova sp.を混合で給餌した。また、これまで一定速度で回転させて

いたプロペラの向きと回転速度については、日々の幼生の状態を見ながら細かく変更す

るようにした。日令 9 で新たに受け入れた幼生 70 万個体については、同ロットの採卵

分で、顕微鏡観察で到着時の状態が良好と判断されたことから、8 月 2 日に受け入れて

飼育中の水槽に追加・混合して飼育を行った。さらに、随伴微生物による飼育水の状態

改善と選別のために、日令 10 で干し上げ洗浄法によって矮小個体の裾切りを実施した。 
  図 2－2－9 に 8 月 1 日長崎総合水試採卵分の平均殻長の推移を示した。このロットの

幼生は日令 2 の時点で殻長が 80～85 μm とこれまで受け入れた幼生の中で最も小型で

あったが、ゆるやかに減耗しながらも成長した。日令 17 で 18 万個体と収容時の 5％ま

で減少したが、その後は安定し、日令 36 で保有数約 10 万個体、平均殻長 400 μm 前後

となった。この頃、水槽底面に糞の塊が点々と見られてきたので、底掃除を行なって糞

や死亡及び不調幼生を除去していたところ、日令 38 で水槽底部の沈降浮遊幼生に混じ

って着底稚貝を初めて確認した（図 2－2－10）。 
 

 
 
 

 

図 2-2-9  8 月１日長崎総合水試採卵分の平均殻長の推移 

図 2-2-10  8 月１日長崎総合水試採卵分から得られた着底稚貝 
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本飼育ロットからは、その後、着底稚貝を日令 45 で 300 個体、日令 48 で 3,000 個体、

日令 50 と 54 で 3,780 個体、日令 56、58 およびで 2,040 個体の取上げ、合計 9,120 個体

を得てすべての飼育を終了し、全 6 回の種苗生産のうち最も高い飼育成績となった。収容

幼生数（223 万個体）と着底稚貝数から、着底稚貝生産率は 0.004％程度であった。着底稚

貝の観察から、着底は殻長 560 μｍになってから観察された（図 2－2－11）。 
 

 
 
③ 着底貝の飼育 

当機関で着底稚貝を得たのは初めてであり、共同研究機関とも情報交換を行いながら取

り扱った経緯を参考までに記す。着底稚貝をそのまま水槽の中に入れておくと、着底直後

の稚貝が原生動物などによる死亡が発生することが推察されたため、中 1 日、ないしは 2
日で底面に着底している稚貝を取上げた。タイラギの着底稚貝は、アコヤガイやヒオウギ

ガイなど、同じく足糸で付着する種類に比べると、付着力が弱く簡単に外れるようだった

ので、第一段階では極弱いシャワーで汚れ、斃死貝等を洗い流し、次に強めのシャワーで

付着稚貝を外して取り上げた。その後、着底稚貝の観察例が増したことから、以下の状況

を確認した。 
・底面に付着するが、側面や太鼓フィルターには全く付着しない 
・少し勢いのある海水を掛けると容易に外れる。ジョウロのシャワーで外れるものもある。 
・粉砕牡蠣砂を少し入れると付着力が増すような感じを受けたが、詳細は不明。 
・着底したものがそのまま成長するとは限らない。一晩で斃死する個体もかなりみられる。 
・収容翌日ダウンウェリング容器を水面に上げて再び沈めた際、空気を噛んで水面に張り

付くものはほぼ斃死しているので、この方法である程度生残個体と死亡個体の選別が可

能である。 
・着底しても、環境の悪化（原虫や疾病？）によって斃死するものがかなりの割合で見ら

れた（図 2－2－12）。 
・フルグロウン幼生をはめ込み式のダウンウェリング容器に収容して着底を促進させる試

みを行ったところ、メッシュと塩ビ枠の間のわずかな隙間に幼生が入り込み、大多数が

圧死した。フルグロウン幼生の着底促進を期待するのであれば、用いるダウンウェリン

図 2-2-11  8 月１日長崎総合水試採卵分から得られた着底稚貝（水槽底部に付着） 
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グ容器は接着剤で密着させて隙間をなくすことが重要。 
 

 
 
 
４．５カ年の成果 
 本小課題は今年度のみの実施課題のために割愛。 
 
５．今後の課題 
 当機関における連結水槽方式によるタイラギ飼育は初めての試みであった。本装置を用

いても着底稚貝の生産は全 6 回のうち 2 回に留まり、多くは飼育開始 10 日間の間に大き

く減耗し、成長も低かった。このことから、アコヤガイやマガキと異なり、タイラギ浮遊

幼生の飼育はかなり不安定であるとの印象を受けた。まず基本として、受け入れ時に状態

の良い幼生を受け取ることにより、その後の飼育成績が安定することは明らかであった。

アコヤガイでは、受精後の洗卵タイミングが異なると、高い受精率でも、D 型幼生への変

態率が 2 倍以上異なることが経験的に認められることから、タイラギについても、ベスト

な洗卵タイミングについて十分な検討が必要である。また飼育中の減耗時に幼生が水槽の

底部に沈降・凝集することから、プロペラによる回転手法についても、よりよい条件を検

討すべきと感じた。 

また、輸送のために容器へ梱包するタイミングと梱包資材についても手法の統一化が

必要である。受け取り時の幼生の状態から、１）トロコフォア幼生の初期で梱包する、

２）空気は完全に抜く、３）容器内にシワが入らないようにする（トラップによる凝集防

止のため）、４）輸送中の天地返し、あたりが重要と判断された。こうした条件を揃えて

おけば、24 時間程度の輸送でも状態良く幼生を受け取ることが可能であり、遠隔地で採

卵された幼生を異なる機関へ長距離輸送して飼育事例を増やすことによって、着底稚貝の

生産確率を向上させることが期待される。 

給餌に用いる餌料については十分な検討を行うことができなかったが、8 月 1 日長崎総

合水試採卵分の生育が比較的良好であったため、初期に単独餌料を給餌するよりも、複数

の餌料生物を混合給餌する方が良いのではないかとの印象を持った。また、幼生そのもの

の取り扱いが難しく、飼育中の減耗が大きいために躊躇したが、飼育途中で成長が停滞し

た矮小個体を裾切りした方が、後の飼育成績が安定するように感じた。一方で、他の二枚

貝で通常行われる、ミュラーガーゼによる予備的な裾切りで大量減耗が発生したことか

ら、タイラギ浮遊幼生にダメージを与えない、簡便かつ効率的な裾切り手法については、

さらなる検討を期待する。 

図 2-2-12  8 月１日長崎総合水試採卵分から得られた着底稚貝（水槽底部に付着） 
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（３）タイラギ人工種苗からの成貝までの育成技術の開発 
 

水産研究・教育機構 西海区水産研究所 

長副 聡・松山幸彦・中野昌次・ 

栗原健夫・圦本達也・橋本和正・ 

山田勝雅*1・藤浪祐一郎・中川雅弘 

       

１．目的  

タイラギ資源回復のために、天然採苗あるいは天然発生稚貝を利用した人為的放流や移

植等による資源造成策が試みられている。しかし、貴重な天然稚貝の採取に依存した移植

手法では資源の再生産に与える影響が大きく、また壊滅的な資源状況下では天然稚貝の入

手そのものが困難となっており、根本的な隘路に陥っている。本研究では資源減少が著し

く、天然採苗も難しいなど、技術的課題の多いタイラギの人工種苗生産技術の研究開発に

取り組むとともに、母貝集団を創成するための稚貝育成技術を開発することで二枚貝資源

を回復させる手法を確立することを目的とする。 

これまで、種苗生産で得られた着底稚貝は沖出しサイズになるまで陸上水槽に収容し、

人工的に培養した植物プランクトン（主に、Isochrysis sp. タヒチ株 ）を給餌して中間育成

を行っている。しかしながら、過年度までの検討の結果、短期かつ効率的に大量の稚貝を

育成する手法として、以下に挙げる課題が残されている。（i）植物プランクトンを培養・

給餌する作業が煩雑でコスト圧迫要因となること、（ii）施設規模により餌料培養量が制限

されること、（iii）給餌した餌を効率的に利用するための飼育水の循環が、水質悪化やコケ

ムシ類等の夾雑生物を繁殖させる原因となり、タイラギ稚貝の成長の低下や大量斃死を引

き起こすことなどである。一方、沖出し後の垂下飼育事例を検証すると、タイラギ種苗の

高い成長率が確認できる（松山 他, 2015; 松山 他, 2016; 松山 他, 2017）。さらに、垂

下する海域環境のクロロフィル濃度によって成長率が異なっていることを考えると、沖出

し後にタイラギ種苗が高い成長率を示す理由の一つとして、天然の餌環境が関与している

ことが示唆される。このようなことから、種苗生産で得られた着底稚貝をすぐに沖出しす

ることも考えられるが、以下の 2 点から殻長が 4～6 mm のサイズになるまでは陸上水槽に

よる中間育成をしたほうが良いとの結論を得ている（松山 他, 2015）。（iv）殻長サイズ

が小さいために収容容器の隙間から抜け出し、保有数の損失が大きいこと、（v）稚貝のサ

イズが小さいうちは物理的影響に弱く、海流や波浪による揺れやしゃくりで斃死が起こり

やすいことが挙げられる。つまり、陸上水槽飼育における（i）～（iii）の問題は天然海域

での飼育で解決でき、逆に天然海域での（iv）および（v）の問題は陸上水槽飼育で解決で

きる。以上のことから、タイラギ着底稚貝を収容した陸上水槽に天然海水をかけ流して飼

育することで、双方の長所を利用した新たな効率的手法が確立できる可能性がある。本年

度の課題では、そのような新規飼育手法と従来通りの飼育手法で得られるタイラギ稚貝の

生残率や成長率を比較し、種苗生産で得られる殻長 1～2 mm のタイラギ稚貝を、沖出し可

能なサイズまで育成するための効率的な中間育成手法を検討する。 

また、最終年度であるため、過年度まで取り組まれてきた筏等施設への垂下育成、干潟

での育成結果などのデータを解析し、簡便かつ大量の稚貝を好適サイズまで育成するため

の環境条件や手法について比較検討して取りまとめる。さらに、沖出し後の生育条件を把

握するため、育成海域における水質（水温、塩分、クロロフィル）を連続的に観測し、成

長・生残状況についても取りまとめる。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*1 現所属：熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 
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２．方法 

・天然海水かけ流し中間育成手法の検討 

 

飼育条件および試験区について 

中間育成の給餌作業の省力化を目的として、天然海水かけ流し飼育を行い、従来の中間

育成手法（陸上水槽における半循環飼育）によるタイラギ種苗の生残率および成長率の比

較を行った。試験に用いた種苗は、2018 年 7 月 10 日に有明海産の親タイラギ（オス 12 個

体、メス 23 個体）から採卵された。実験開始時のタイラギ種苗の平均殻長は 2.46 ± 0.47 mm
（n=100）であった。タイラギの飼育は、図 3-1 に示すような容器に収容して行った。底面

に目合 150 μm のナイロンメッシュを張り付けた塩化ビニル製のパイプ（内径 7.5cm、高さ 

5.0cm）に厚さ 1 cm になるようにアンスラサイトを敷き、100 個体のタイラギ稚貝を収容し

た（収容ウェル）。収容ウェルは、それよりも大きい塩化ビニル製パイプ（内径 30cm、高

さ 25cm）の底面に目合 150 μm のナイロンメッシュを張り付けた容器（外側ダウンウェル）

に収容した。収容ウェルは、外側ダウンウェル内に 3 セット配置した（図 3-1）。注水は、

外側ダウンウェルの中心に注がれるようにし、収容ウェルに直撃しないように注意した。

また、水面が外側ダウンウェルの底面から 10 cm の高さになるように設置し、収容ウェルを

完全に水没させた。注水量は、外側ダウンウェルの水量に対して、10 回転/h となるように

調整した。 

飼育実験に用いた飼育水は試験区（従来飼育および試験飼育）によって異なり、以下に詳

細を記す。 

 

 

 

図 3-1. タイラギ着底稚貝を用いた中間育成試験の飼育条件 
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① 従来飼育（半循環飼育） 

従来飼育の概略図を図 3-2 に示す。餌料濃度を調節する貯水槽とダウンウェルを収容す

る水槽の 2 つを用意した。貯水槽中の海水には新鮮ろ過海水（Advantec 社製、孔径 1 μm）

の注水と餌料（市販の濃縮珪藻：二枚貝養殖研究所社製、Chaetoceros neogracile）の添加を

行った。貯水槽で調整された飼育海水は、水中ポンプで揚水され、タイラギ稚貝が収容さ

れたダウンウェリングに注水された。その後、ダウンウェリング収容水槽の飼育水は貯水

槽に戻り、一部は排水され、一部は循環水として再利用された。新鮮ろ過海水は、貯水槽

の水量に対して 0.38 回転/h で注水された。また、餌料の添加は定量ポンプを用いて行い、

クロロフィル濃度が 5～10 µg/L を維持するように調整した。定量ポンプで添加する餌料は、

クーラーボックスで保温しながら用いた。クーラーボックスの中には、5℃の冷却濾過海水

に濃縮珪藻を希釈した海水を貯水した。なお、クーラーボックスの餌量調整海水は、9:00
と 16:00 に新鮮な海水で調整しなおした。 

 

 

 
図 3-2. 従来飼育（半循環飼育水槽）の概略図 

 

 

 

 

② 試験飼育（天然海水かけ流し飼育） 

試験飼育の概略図を図 3-3 に示す。今回の実験における天然海水かけ流し飼育は、過年

度までの調査で海水中のクロロフィル濃度が高いことが把握されている長崎県形上湾沿岸

に位置する長浦（北緯 32˚ 55’ 30”、東経 129˚ 47’ 18”）で行った。飼育水は、水深 2 m の天

然海水を水中ポンプで陸上に設置した水槽に揚水した。なお、天然海水は陸上水槽に注水

する際、目合 150 μm のナイロンメッシュでろ過した。また、陸上水槽の飼育水はエアレー

ションにより十分に撹拌し、小型の水中ポンプを用いてタイラギ稚貝の収容されたダウン
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ウェルに注水した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3. 試験飼育（天然海水かけ流し飼育）の概略図 

 

 

環境測定およびタイラギ生残・成長の測定方法について 

中間育成試験は、2018 年 8 月 23 日から 9 月 3 日までの 11 日間行った。本試験における

環境測定項目は、水温、塩分、溶存酸素（DO）濃度およびクロロフィル濃度とした。従来

飼育において、水温およびクロロフィル濃度の測定は原則として毎日 9:00、13:00 および

16:00 に行い、塩分および DO 濃度の測定は原則として毎日 9：00 および 16：00 に行った。

試験飼育において、クロロフィル濃度はデータロガーを用いて飼育期間中 3 時間ごとに測

定し、水温、塩分および DO 濃度は原則として毎日 10:00～15:00 の間で 1 回行った。 

タイラギの生残率は、試験開始時の個体数 300 個体と 2018 年 9 月 3 日の取り上げ時点での

個体数から算出した。なお、個体数は 3 セットのタイラギ稚貝の収容容器の個体をプール

して、全数計数した。 

タイラギの成長率は平均殻長から算出した。実験開始時の殻長は、供試個体と同一ロッ

トの 100 個体を測定した平均値（Ｉ：mm）を使用した。また、2018 年 9 月 3 日の取り上げ

時に生存した全ての個体の殻長を測定し、その平均殻長（Ｆ：mm）と飼育日数（t：day）
から各試験区の成長率（Ｇ：mm/day/indiv.）を以下の数式（1）から算出した。 

 

G = (F – I ) / t  （1） 
 

 

 

３．結果の概要 

・天然海水かけ流し中間育成手法の検討 

 

中間育成試験期間中（2018 年 8 月 23 日～9 月 3 日）の飼育環境について述べる。表 3-1
に、水温、塩分および溶存酸素（DO）濃度について、期間中の平均値をまとめた。これら

の項目については、半循環飼育（従来飼育）と天然海水かけ流し飼育（試験飼育）との間

で、顕著な差は認められず、ほぼ同じ環境条件であった。 
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表 3-1. 中間育成試験期間中（2018 年 8 月 23 日～9 月 3 日）における 

各試験区の水質環境項目の平均値 

 
 

 

 

また、図 3-4 に飼育水中のクロロフィル濃度の変動について示す。半循環飼育において

は、9：00 から 16：00 までの測定では高い濃度を示すが、翌日の 9：00 の測定までに濃度

が低下する。これは、16：00 から翌日の 9：00 までにクーラーボックスの中の餌料調整海

水が使い果たされるために低下する。そのため、翌日の 9：00 に餌料調整海水が再セット

されるとクロロフィル濃度が再び高くなる。試験期間中、このようなパターンが繰り返さ

れた。天然海水かけ流し飼育においても、午前中に比較的クロロフィル濃度が高くなり、

その後減少傾向になるという日周性が確認された。給餌などの人為的操作は行っていない

ため、植物プランクトンの日周鉛直移動等の理由が考えられる。また、天然海水かけ流し

飼育水槽内の植物プランクトン組成について、最終日に顕微鏡観察を行った。基本的には、

Chaetoceros 属を中心とした珪藻類が主体であった（表 3-2）。ただし、二枚貝の餌となり

得るサイズの光学顕微鏡で同定ができない微細藻類も多く観察された。試験期間中のクロ

ロフィル濃度の平均値を算出すると、半循環飼育で 7.14 µg/L および天然海水かけ流し飼育

で 3.70 µg/L となり、半循環飼育のクロロフィル濃度のほうが 2 倍ほど高い値となった（図

3-4）。 

 

 

 

 

図 3-4. 各試験区における飼育水中のクロロフィル濃度の変動 
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表 3-2. 飼育最終日における天然海水かけ流し飼育水槽中の植物プランクトン組成 

 

種名 細胞密度（cells/mL） 

珪藻 Chaetoceros spp. 180 
 Leptocylindrus danicus 2.7 
 Nitzschia sp. 20 
 Pseudo-nitzschia spp. 30 
 Rhizosolenia indica 13 
 Rhizosolenia setigela 2 
 Rhizosolenia sp. 0.7 
 Skeletonema spp. 30 
 Thalassionema spp. 17 
   
鞭毛藻 Akashiwo sanguinea 1 
 Dinophysis acuminate 0.7 
 Oltmannsiellopsis viridis 2.7 
 Scrippsiella trochoidea 4 
   
その他 数 μm 同定不可 2650 
 

 

 

 

各試験区における取り上げ時の状況について、図 3-5 に示す。天然海水かけ流し飼育で

成長が早いことが、目視でも判別できた。生残率および成長率について、表 3-3 および表

3-4 に示す。半循環飼育については、生残率 64 %、成長率が 0.18 mm/day であり、これまで

西海区水産実験所で実施された中間育成の結果と同様の結果であった（松山 他, 2016; 松
山 他, 2017; 栗原 他, 2018）。一方、天然海水かけ流し飼育については、生残率 89.3 %、成

長率（G）0.71 mm/day であり、半循環飼育の結果と比較して極めて高いことが明らかとな

った。前述したとおり、飼育水中のクロロフィル濃度からすると半循環飼育のほうが高い

ため、高成長が得られると考えられる。しかしながら、本実験結果は、植物プランクトン

量の少ない天然海水かけ流し飼育のほうが高い成長を示した。このことは、タイラギ稚貝

の成長には、植物プランクトンの量だけでなく、植物プランクトンの種類や植物プランク

トン以外の有機懸濁粒子なども重要である可能性を示唆している。天然海水に含まれるど

のような成分がタイラギの成長に寄与しているか、今回の実験からは不明である。しかし

ながら、仮にタイラギの成長を促進する餌量が特定できたとしても、それらを培養もしく

は調整し、飼育水槽に給餌する作業は現状の飼育手法よりも更に労力とコストを要するこ

とが容易に想像できる。つまり、天然海水を活用する飼育は、作業の省力・省コスト化を
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可能にしながらタイラギ稚貝の高い成長率を維持できる有効な手法であることが検証でき

た。 

 

 

図 3-5. 取り上げ時における各試験区の稚貝の状況 

 

 

 

表 3-3. 各試験区における取り上げ時の個体数 

 

 

 

 

表 3-4. 実験開始時と各試験区の取り上げ時の平均殻長および成長率 
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４． ５か年のまとめ 

 各年度の成果を以下に列挙する。 

 

・平成 26 年度 
(1) 着底稚貝から 40 mm までの中間育成における基質の種類（基質なし、アンスラサイト、

サンゴ礫、ケアシェル、砂、クリアウォーター）について検討した結果、アンスラサ

イトを基質として用いた中間育成の生残率が高かった。 
(2) 稚貝の輸送方法についての検討を行った。その結果、タイラギの両側を海水で湿らせ

たウレタンで挟み込む方法が、機材の簡便性から良いことが分かった。ただし、輸送

中にタイラギの足糸がウレタンに絡みつくため、ウレタンと稚貝の間に目合 1 mm の

ナイロンネットを介在させる必要があった。 
(3) 沖出しの際、アンスラサイトを基質として用いることで、タイラギ種苗への物理的な

影響を軽減できることが確認された。 
(4) 4～6 mm の稚貝から沖出しが可能であることを確認した。 
(5) 沖出し後の育成環境について、波浪の強い海域は生残率が低くなること、冬季の水温

が 9～12℃となる海域では成長が停滞することが把握できた。 
 
 
・平成 27 年度 
(1) 沖出し飼育によりタイラギ種苗の高い成長率が得られるため、できるだけ早い沖出し

が望ましい。 
(2) 平成 26 年度に引き続き、冬季水温が 8.8～10.5℃となる海域に沖出しされた種苗の成

長が停滞することが観察された。このことから、10℃以下の水温はタイラギの成長を

停滞させると考えられた。 
(3) 沖出し飼育において、タイラギ種苗の成長が異なる海域の環境要因を比較したところ、

海水中のクロロフィル濃度に違いが認められた。クロロフィル濃度に関して、タイラ

ギ種苗の成長が良い海域が 1.6～5.7 µg/L であったのに対し、成長が悪い海域は 0.7～
2.5 µg/L の間で変動した。 

 
 
・平成 28 年度 
(1) 沖出し飼育における容器への収容密度を検討した結果、1 カゴ（オレンジ小カゴ）あ

たり 50 個体以内（1,316 個 /m2）が適していると考えられた。1 カゴあたり 100 個体

を収容しても生残率、殻長、殻高に顕著な差は出ないが、殻の形態が細長くなる傾向

が確認された。収容密度が高くなると殻の形態に影響を及ぼすと考えられる。ただし、

これらの結果は餌料環境の優れた海域での結果であるため、海域ごとで適した収容密

度を確認する必要がある。 
(2) 天然海域での垂下飼育の際に、タイラギ収容容器にシリコンを塗布したところ、生物

等の付着を抑制できた。シリコン塗布によるタイラギへの悪影響はなかった。 
(3) 天然海域でのクロロフィル濃度とタイラギ種苗の成長との関係を調べたところ、垂下

期間中の平均クロロフィル濃度が 4.2 µg/L の海域におけるタイラギの日間成長率は

0.57 mm/day であり、同様に 2.0 µg/L において 0.36 mm/day であった。 
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・平成 29 年度 
(1) 中間育成中に観察されたタイラギ稚貝に付着する生物の一つとしてコケムシが観察さ

れ、中間育成中のタイラギの生残・成長に悪影響を与えることを確認した。この悪影

響を及ぼす機序は、餌の競合およびタイラギに絡みつくことによる物理的なタイラギ

の行動抑制であると考えられる。コケムシの影響を軽減させるためには、タイラギ稚

貝の基質としてアンスラサイトを敷くことが有効であると考えられた。なお、コケム

シの駆除あるいは影響緩和のために、タイラギ稚貝を淡水浴することは、タイラギ自

体が衰弱するため、避けるべき手法であることも明らかとなった。 
(2) 捕食・散逸等の対策を施すことにより、干潟を中間育成の場として利用できる可能性

が示唆された。ただし、目的とするサイズに到達した稚貝の回収方法など、中間育成

方法として解決しなければならない課題が多く残されている。 
 
 
・平成 30 年度 
(1) 中間育成の省力・省コスト化を目指した手法として、陸上に設置した水槽に天然海水

を引き込む飼育手法の有効性を確認した。 
 
 
・５か年の成果 
 着底後のタイラギの成長にとって、天然海水での飼育が望ましいことが明らかとなっ

た。そのため、できるだけ早い段階で沖出しすることが理想であるが、収容容器での種苗

の保持などの理由から、現段階で 4～6 mm が沖出し可能なサイズであると判断している。

そこで、沖出しサイズまでの中間育成に関して、省力的な飼育手法を検討したところ、陸

上に設置した水槽に天然海水を引き込む手法の有効性を確認できた。これにより、着底か

ら 5 日ほどの飼育期間で沖出し可能サイズに到達することが分かった。ただし、この手法

の利用は、タイラギの育成に適した海水を採水できる場所に限られているため、天然の飼

育海水が入手できない場所でも飼育可能な手法を今後検討する必要があると考えられる。

着底後のタイラギの飼育には、タイラギの生残・成長を阻害する夾雑生物（コケムシなど）

の影響を軽減するため、タイラギ種苗の基質として、アンスラサイトの有効性も確認した。 
 沖出し後の育成環境としては水温 10℃以下では成長が停滞すること、高い成長率を得

るにはクロロフィル濃度が高い海域が良いこと（クロロフィル濃度 4.2 µg/L で日間成長率

0.57 mm/day）を把握できた。また、タイラギ種苗の収容容器にはシリコンを塗布するこ

とで容器の洗浄作業を軽減できる。収容密度に関しては、海域の餌料環境によるが、餌量

が豊富な海域であれば、60～70 mm の種苗サイズまでは 1 カゴ（オレンジ小カゴ）あたり

50 個体（1,316 個 /m2）の収容が理想である。 
 
 
５. 今後の課題 
 本課題において、天然海水をかけ流すことで、沖出しまでの中間育成作業を省力化でき

ることを明らかにした。また、タイラギ種苗の沖出しは、4～6 mm サイズから可能である

ことが分かっている。天然海水かけ流し飼育によって、11 日間で殻長が 10 mm サイズまで

成長することが明らかとなった。つまり、5 日間程度の中間育成期間で沖出しが可能となる

と考えられる。しかしながら、今回の実験では、当初、これまでのダウンウェルの方式を

採用したが、天然海水中には浮遊懸濁物が非常に豊富に含まれるため、タイラギ稚貝の上

に懸濁物が堆積する状況が確認された。途中で、ダウンウェルを水没させることによって、
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懸濁物の堆積を回避することができた。しかし、そのような方法が最善の方法であるかは

検討しておらず、タイラギ種苗の収容方法、飼育水の注水方法、水槽内での水流の作り方

などの詳細事項と併せて検討する必要があると思われる。さらに、本飼育手法による生産

量（飼育可能個体数）は全く検討していない。今後、計画的な中間育成を行うには、飼育

水中に含まれる餌量と飼育可能な個体数に関する情報を把握する必要があろう。 
 今回の実験は、タイラギ稚貝の成長に好適な条件が整った天然海水が採水できる場所が

選定できたため実施できた。しかしながら、地域によってはタイラギの飼育に適当な海水

を採水できない可能性も考えられる（例えば、低塩分海水しか採水できない場所、餌の少

ない場所など）。そのため、天然海水の餌料環境に近い飼育水を粗放的かつ大量に培養で

いる技術が可能となれば、本課題で行ったかけ流し飼育がより汎用的な技術になると考え

られる。アサリなどの他の二枚貝では、餌量を含む飼育海水としてエビ養殖池のブラウン

ウォーターを利用する方法やエビ養殖との複合養殖などが検討されている。このような技

術が確立されれば、タイラギにも応用できる可能性があると考えられる。 
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