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資料

異なる基質•密度で垂下中間育成したリシケタイラギ稚貝の

生残率と成長率

山本昌幸l,*. 伊藤 篤2. 山崎英樹2. 兼松正衛2

Survival and growth rate of pen shell Atrina lischkeana spats with various 

substrates and densities in suspended intermediate culture 

Masayuki YAMAMoTo1・*, Atsushi IT02, Hideki YAMAZAKI2 and MasaeiぬNEMATSU2

Abstract: To determine an effective intermediate culture for pen shell spats Atrina lischkeana, 

we examined the survival and growth rate on various substrates (anthracite, sand and artificial 

grass) and densities (2,000-8,000 individuals/ mりinsuspended intermediate culture. Two rear-

ing tests were conducted from 30 August to 22 September (initial shell length: 17.4 mm) and 

from 14 September to 3 November (6.3 mm) in 2016. In experiment 1 (mean water temperature: 

26.7℃)， survival rate, final mean shell length and growth rate varied from 95.0 to 100%, from 29.9 

to 47.2 mm and from 0.54 to 1.30 mm/ day, respectively. Growth rate was significantly lower in 

the artificial grass group than in other groups, and was significantly higher than in the low den-

sity group than in the high density group. In experiment 2 (24.3℃), survival rate, final mean shell 

length and growth rate varied from 1.3 to 92.5%, from 21.0 to 47.2 mm and from 0.29 to 0.82 mm/ 

day, respectively. The predation of spats by shore swimming crab Charybdis japonica was observed 

in the sand group; thus, the survival rate of the sand group was significantly lower than in other 

groups. Growth rate was significantly higher in the anthracite group than in other groups. 

Key words: Pen shell; Intermediate culture; Substrates; Anthracite 

大きな閉殻筋（貝柱）が主に食用とされるハボウキ

ガイ科のタイラギ類（タイラギAtrinapectinata, リ

シケタイラギA.lischkeana) は水深50mまでの海底

に埋在して生息し，殻長30cm以上に成長する。有明

海，瀬戸内海，伊勢湾，三河湾，東京湾で，主に潜水器

漁業によってタイラギ類が漁獲されてきたが， 1990年

以降，これらの生産地の漁獲量が大きく減少している。

タイラギ類は高級食材であることから，人工種苗を

利用した増養殖技術の開発が要望され， 1960年代か

2017年 3月10日受付； 2017年 6月29日受理．

ら種苗生産技術の開発が開始されたが（穐山• 前川

1963), 浮遊幼生の付着現象（大橋 2015)によって量

産技術開発が思うように進まず（濱本・大林 1984;山

賀 2001;川原ら 2004), 2006年に飼育装置• 技術の開

発によってようやく約1,500個の着底稚貝の生産に成

功した（大橋ら 2008)。さらに飼育装置やハンドリン

グ方法の改良を行い， 2013年以降は瀬戸内海区水産研

究所や西海区水産研究所において 2-190万個， 2014

年には民間生産機関で約2,000個（大橋 2015)の着底

1香川県水産試験場 (KagawaPrefectural Fisheries Experimental Station, Takamatsu, Kagawa 761-0111, Japan). 
2国立研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所海産無脊椎動物研究センター (ResearchCenter for 
Marine Invertebrates, National Research Institute of Fisheries and Environment of Inland Sea, Japan Fisheries Research 
and Education Agency, Onomichi, Hiroshima 722-0061, Japan). 
＊連絡先 (Correspondingauthor): E-mail, ky0554@pref.kagawa.lg.jp (M. Yamamoto). 
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稚貝が生産された。このように，近年，種苗生産によ

る稚貝供給体制ができつつあり，養殖によるタイラギ

類の安定供給が期待されている（鈴木• 松山 2012)。

リシケタイラギの小型貝は低水温に弱いことから，

着底稚貝を冬季までに 3-5cm以上に中間育成す

ることが養殖を成功させるために重要である（小谷

ら2009)。二枚貝の中間育成法には，陸上飼育や垂下

飼育などがある（大橋ら 2008; 崎山ら 2012; 山口県

2012a; 安信 2012)。リシケタイラギの初期稚貝は殻

が脆弱なため，主に陸上で飼育されているが（大橋

ら2008), 餌である微細藻類生産のコストおよび飼育

可能個体数などから，タイラギ類養殖を今後普及させ

ていくためには垂下中間育成技術の開発が必要であ

る（鈴木ら 2013)。しかしながら， リシケタイラギの

垂下飼育に関しては，アンスラサイトは密度がサンゴ

砂や珪砂より低く，稚貝の潜砂に有利であることから

基質として優れているといっだl胄報に留まり（小谷ら

2009; 鈴木ら 2013), 密度や中間育成開始サイズなど

の情報は十分に得られていない。そこで，本研究では，

効率の良い中間育成法を検討するため，異なる基質 ・

密度で稚貝が 3-5cm になるまで垂下飼育を行い，

生残率と成長を調べた。

材料および方法

試験1

各要因（基質 3X密度 3) について飼育容器を 2個

ずつ，計18個の飼育容器を用意した。試験は2016年 8

月30日-9月22日 (23日間）に香川県水産試験場（香

JI I水試）地先の屋島湾 (Fig.1)で行われた。試験に

は国立研究開発法人水産研究 ・ 教育機構 • 瀬戸内海水

産研究所海産無脊椎動物研究センター（海産無脊椎動

物研究センター）において2016年 6月23日に香川県産

West」apan

Fig. 1. Study site in Yashima Bay, Seto Inland Sea, Japan. 

親貝から採卵して，種苗生産されたリシケタイラギ稚

貝2,400個（平均土標準偏差，17.4土4.4mm) を用い

た。この採卵群のふ化率は52%, 日齢 1日目の平均殻

長は89.9μmであり，この群から約2,400個の稚貝が生

産された。稚貝の飼育容器にはアロン収穫カゴ小（直

径27X商さ23cm, 8 L; アロン化成）を用いた。飼育

容器にホヤ類やフジツボ類などが付着するのを防ぐた

め，シリコン系生物付着防止剤のセイフテイプロ（西

海養殖技研）によって防汚処理を施した。基質は，粒

径 1mmのアンスラサイト （トーケミ），粒径 3mm

以下の川砂，葉長約 5mmの人工芝（ワタナベ工業）

の3種と した。アンスラサイトと川砂は，鈴木ら(2013)

の研究から稚貝が潜砂しやすい甚質であると考えら

れ，潜砂後についてはアンスラサイトより川砂の密度

が高いことから基質の安定が期待される。人工芝につ

いては，他の両基質より飼育容器が軽量化でき，作業

効率の向上が期待される。稚貝の食害防止のための収

穫ネット袋 (35x 60 cm; 森下）にアンスラサイトと

砂をそれぞれ約 6Lと4Lを入れた後，飼育容器に入

れた。砂基質については，粒径の小さな砂が収穫ネッ

卜袋から流出するのを避けるため，底の形に合わせた

約0.8mm目合のポリエチレンネットを飼育容器の底

に置いた。人工芝については，収穫ネット袋に人工芝

を入れ，長さ10cmの直径20cmの塩ビパイプで人工

芝が飼育容器内でずれたりしないようにした後，飼育

容器に入れた。

試験開始日に厚手ビニール袋 (33x 24 x 65 cm) を

二重にして飽和酸素海水と稚貝を入れて，海産無脊椎

動物研究センターから香川水試まで約 4時間かけて

自動車で輸送した。密度についてはアサリ垂下養殖

（長谷川ら2015)の開始密度（約2,200個/m2:底面積

0.137面に殻長17-35mmのアサリ約300個収容）を

参考に，甚準密度を2,000個Im叱した。飼育容器 1

個あたり 60個（密度： 2,000個Imり， 120個 (4,000個

Imり， 220個 (7,333個Imりの稚貝を，基質上に置き，

収穫ネット袋の口を閉めた後，香川水試地先の小割筏

（水深約 4m)の水深約1.5mに飼育容器を垂下した。

試験2

飼育容器や基質などの飼育資材，飼育容器数は試験

1と同じとし， 試験は2016年 9月14日-11月3日(50

日間）に香川水試地先で行われた。試験には海産無脊

椎動物研究センターにおいて2016年 7月27日に香川県

産親貝から採卵して，種苗生産された リシケタイラギ

稚貝2,520個 （平均土標準偏差， 6.3土0.7mm)を用いた。

この採卵群のふ化率は70%,日齢 1日目の平均殻長は

92.8μmであり，この群から約64万個の稚貝が生産さ

れた。
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試験開始前日の午後に飽和酸素海水と稚貝を厚手ビ

ニール袋に入れて，海産無脊椎動物研究センターから

香川水試まで宅配便（常温）を利用して輸送した。輸

送時間は約20時間であった。飼育容器 1個あたり 60個

（密度：2,000個Imり， 120個 (4,000個Imり， 240個 (8,000

個Imりの稚貝を収容し，香川水試地先の小割筏の水

深約1.5mに飼育容器を垂下した。

海水温測定およびデータ解析

水深1.5mの海水温は平日の午前 8時30分頃に溶存

酸素計の水温測定機能 (YSIProODO, ワイエスアイ・

ナノテック）を用いて測定した。週末，祝祭日の未測

定の水温は，前後のデータを使用し線形補間によって

推定した。試験終了後に飼育容器ごとに生残個体数を

計数し，無作為に抽出した20個体を上限に殻長を測定

した。生残率（％）と成長率 (mm/day)における基質

と密度の効果を調べるため，二元配置分散分析および

Tukey-Kramer検定による多重比較を行った。なお，

生残率については逆正弦変換（山田・北田 1997) し

た後に統計処理を実施した。

結果

試験 1

海水温は25.9~27.7℃の範囲で，平均海水温は

26.7℃であった。飼育容器表面には薄く 付着藻類が観

察される程度で， 目詰まりはなかった。アンスラサイ

ト区と砂区では稚貝は基質に埋在していた。人工芝区

において，稚貝の多くが足糸を利用して直立し，また，

ホヤ類やフジツボ類の殻への付着は認められなかっ

た (Fig.2)。人工芝区においては稚貝の足糸が基質に

密着しているため，足糸をハサミで切断しなければ，

Fig. 2. Photograph of pen shell spats (approximately 
30 mm in shell length) on artificial grass with middle den-

sity just after the experiment 1. Scale bar = 3 cm. 

基質から稚貝を離すことが困難であり，アンスラサイ

ト区や砂区に比べて測定に時間を要した。リシケタイ

ラギ稚貝の生残率は95.0-100%となった (Table1)。

生残率における基質と密度の効果は認められなかった

(Table 2)。中間育成終了後の リシケタイラギの平均

殻長は29.8-47.2 mmとなった (Table1)。成長率は

0.54 -1.30 mm/ dayで，平均成長率は0.81mm/ day 

であった。成長率における基質と密度の効果が認めら

れ，交互作用は認められなかった (Table3, Fig. 3)。

基質と密度についてそれぞれ多重比較すると，人工芝

区の成長率がアンスラサイト区と砂区よりも有意に低

く (P < 0.01), 低密度区の成長率が高密度区よりも有

意に高くなった (P< 0.05)。

試験 2

海水温は最終日の11月3日に19.3℃となったが， こ

の日を除くと 20.1~26.9℃の範囲で推移した。試験期

間中の平均海水温は24.3℃であった。飼育容器への付

着物は少なく， 目詰まりはなかった。リシケタイラギ

の生残率は1.3~92.5% となり，試験区でばらつきが

あった (Table1)。砂区の 3つの飼育容器からは甲幅

15~36mm のイシガニ Charybdis japonica (合計 4

個休）と砕かれた多くのリシケタイラギの貝殻，そし

て，収穫ネット袋には数 cm程度の穴が観察され，こ

れらの飼育容器の生残率は低い値であった。生残率と

密度および交互作用には有意な関係は認められなかっ

たが，生残率における基質の効果は認められた (Table

4, Fig. 4)。砂区の生残率は，アンスラサ イト区 (P

< 0.01)と人工芝区 (P< 0.05)よりも有意に低かっ

た。中間育成終了後のリシケタイラギの平均殻長は

21.0~47.2 mmとなった (Table1 ) 。成長率は0.29 ~

0.82mm/dayで，平均成長率は0.58mm/dayであっ

た。成長率と密度および交互作用には有意な関係は認

められなかったが，成長率における基質の効果は認め

られた (Table5, Fig. 5)。アンスラサイト区の成長率

は砂区と人工芝区よりも有意に高かった (P< 0.01)。

イシガニが飼育容器から観察されなかった低密度区

のみについて，基質の影響をみるため，一元配置分散

分析を生残率と成長率で行ったところ，両者について

有意差が認められた (P< 0.05)。生残率と成長率につ

いて Tukey-Kramer検定による多重比較を行ったとこ

ろ，砂区の生残率は人工芝区 (P< 0.05)よりも有意

に低く (P < 0.05), アンスラサイト区の成長率は砂区

と人工芝区よりも有意に高かった (P< 0.05)。この結

果は，生残率における砂区とアンスラサイト区の有意

差が認められなかったことが異なるものの，前述の基

質と密度の効果を解析した結果とほぽ同じとなった。
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Table 1. Survival rate and growth of pen shell spats in experiment 1 (30 August-22 September in 2016) and 2 (14 
September-3 November in 2016) 

Substrate 
Number of Density Survival rate Final shell length (mm) Growth rate 

Note 
individuals (inds./mり （％） Mean SD (mm/day) 

Experiment 1 (Initial shell length: 17.4士4.4)

Anthracite 
60 

2,000 96.7 47.2 8.9 1.30 

(Low) 100 38.5 7.0 0.92 

120 
4,000 95.8 42.6 6.2 1.09 

(Middle) 95.8 36.7 8.2 0.84 

220 
7,333 99.1 40.2 7.6 0.99 

(High) 98.6 39.1 8.3 0.94 

Sand 
60 

2,000 98.3 42.1 6.8 1.07 

(Low) 96.7 43.8 5.4 1.15 

120 
4,000 95.0 36.6 5.5 0.83 

(Middle) 98.3 37.2 9.2 0.86 

220 
7,333 95.5 31.5 4.8 0.61 

(High) 98.6 30.5 4.6 0.57 

Artificial 
60 

2,000 96.7 29.9 4.7 0.54 
grass (Low) 98.3 30.6 6.0 0.57 

120 
4,000 95.8 30.4 6.2 0.57 

(Middle) 96.7 29.9 5.4 0.54 

7,333 98.6 29.8 5.2 0.54 
220 

(High) 99.1 30.5 7.0 0.57 

Experiment 2 CTnitial shell length: 6.3士0.7)

Anthracite 
60 

2,000 75.0 44.6 7.1 0.77 

(Low) 51.7 47.2 8.2 0.82 

120 
4,000 92.5 44.3 7.6 0.76 

(Middle) 65.0 43.8 8.2 0.75 

240 
8,000 83.3 44.1 7.7 0.76 

(High) 67.5 42.0 8.1 0.71 

Sand 2,000 33.3 37.2 6.6 0.62 
60 

(Low) 46.7 39.5 7.2 0.66 

120 
4,000 46.7 37.9 7.2 0.63 Predation by crab 

(Middle) 91.7 32.7 10.0 0.53 

240 
8,000 28.8 37.0 6.4 0.61 Predation by crab 

(High) 1.3 21.0 6.2 0.29 Predation by crab 

Artificial 
60 

2,000 86.7 28.4 4.2 0.44 
grass (Low) 86.7 29.8 5.0 0.47 

120 
4,000 85.0 27.7 4.0 0.43 

(Middle) 87.5 28.5 2.9 0.44 

8,000 92.1 27.1 2.8 0.42 
240 

(High) 80.0 24.3 4.1 0.36 

Table 2. Two-way analysis of variance for survival rate of Table 3. Two-way analysis of variance for daily growth 
pen shell spats in experiment 1 rate of pen shell spatsin experiment 1 

Source of variation df MS F p Source of variation df MS F p 

Substrate 2 5.10 0.47 0.64 Substrate 2 0.3232 26.35 < 0.001 

Density 2 25.61 2.34 0.15 Density 2 0.0746 6.08 0.02 

Interaction 4 6.59 0.61 0.67 Interaction 4 0.0368 3.00 0.08 

Error ， 10.90 Error ， 0.0123 

考 察

生残率は試験 1の方が試験2よりも高い値で安定し

ていた。両試験区間の違いは，種苗の輸送方法，水温

や餌料濃度の環境と中間育成開始殻長が考えられる。

輸送方法が生残率に与える影響については，今回の試

験では両試験区で輸送時の水温や稚貝の殻長が異なる

ため，輸送方法による生残率の定量的な評価はできな

かったが，タイラギ養殖を広域に展開するために重要
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Fig. 3. Effects of substrate and density on daily growth 

rate of pen shell spats in experiment 1 (initial shell length 

17.4土4.4mm; rearing period 23 days). Different super-

script letters and asterisks indicate standard significant 

differences among substrate groups and among density 

groups (P < 0.05), respectively. Bars indicate standard 

deviation. 

● Anthracite 
100 

8
0
6
0
4
0
 

蕊
）a
i
e
J
 1e >-
＞
」

n
s 20 

口Sand

D Artificial grass 

□ Artificial grass 

゜ High Middle Low 

Fig. 4. Effects of substrate and density on survival rate 

in experiment 2 (initial shell length 6.3士0.7mm; rearing 

period 50 days). Different superscript letters and bars indi-

cate significant difference among substrate groups (P < 

0.05) and standard deviation, respectively. 

Table 4. Two-way analysis of variance for survival rate of 
pen shell spats in experiment 2 

Source of variation 
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Fig. 5. Effects of substrate and density on daily growth 

rate in experiment 2 (initial shell length 6.3士0.7mm; rear-

ing period 50 days). Different superscript letters and bars 

indicate significant difference among substrate groups (P 

< 0.01) and standard deviation, respectively. 

Table 5. Two-way analysis of variance for daily growth 
rate of pen shell spats in experiment 2 

s ource of vanat10n df MS F
 

p
 Substrate 

Density 

Interaction 

Error 

2

2

4

9

 

0.1698 

0.0165 

0.0029 

0.0069 

24.69 

2.40 

0.42 

< 0.001 

0.15 

0.79 

df MS F
 

p
 Substrate 

Density 

Interaction 

Error 

2

2

4

9
 

1369.09 

307.81 

252.69 

137.81 

9.93 

2.23 

1.83 

0.01 

0.16 

0.21 

な情報であり，今後，知見を蓄積する必要がある。水

温については，中間育成期間中の水温が試験 2の最終

日を除いて リシケタイラギ稚貝が良好に成長する20℃

以上であり ，稚貝にとって良い水温帯であった。餌料

濃度についてはデータがないので議論が難しいが，防

汚処理によって飼育容器に 目詰まりがなかったこと

や両試験の平均成長率は高成長の指標となる0.5mm/

dayよりも高かったことから，餌料は十分あったもの

と推察される。これらのことから水温や餌料環境が生

残率に大きな影響を与えていたとは考えにくい。中間

育成開始サイズについては，殻長が大きいほど，環境

変動への耐性が向上すると考えられ，また，中間育成

期間が短 くなることから，生残率が高 くなると考え

られる。試験2では中間育成期間が長くなったことか

ら，砂区では基質として砂を好むイシガニ (Gustand 

Inglis 2006)が収穫ネット袋を破って飼育容器の中に

侵入して，捕食による稚貝の減耗が起きたものと考え

られる。中間育成開始サイズを大きくするためには，

初期稚貝の陸上飼育を長くする必要があるが，陸上飼

育の長期化は餌料培養などのコス トがかかるうえ，生

理障害による減耗が起こる可能性が高くなる（大橋

2015)。中間育成の開始サイ ズを小さくすると，生残

率は低下する可能性が高いものの，タイラギ類養殖を

普及するにはコストの削減も重要であるため，中間育

成の開始サイズと生残率の関係について，さらに知見

を蓄積し， コス トパフォ ーマンスの高い中間育成開始

サイズを検討する必要がある。

垂下中間育成の基質について議論する。生残率から

みると，試験 1では基質の差は認められなかったも

のの，試験 2のイシガニが飼育容器から観察されな

かった低密度区において砂の生残率が低かったことか

ら，砂は他の2種の基質より好ましくないと考えられ

る。砂基質ではイシガニ捕食による大量減耗が観察さ

れた。これを防ぐためには，ミルクイの中間育成で行

われているような毎月 1回程度の定期的な捕食者除去

（山口県， 2012b)が有効であろう 。成長率からみると，

人工芝区の成長率が低かったことから，人工芝は好ま
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しくないと考えられる。また，人工芝については，基

質からの稚貝の取り外しにも時間を要することもマイ

ナスの評価となる。一方，アンスラサイトについては，

生残率，成長率ともに高い値であった。これまでのリ

シケタイラギの垂下飼育においても，アンスラサイ ト

が基質として高く評価されている（小谷ら 2009;鈴木

ら2013)。よって， 3種の基質の中ではアンスラサイ

トが垂下中間育成の基質として最も優れていると判断

した。

試験 1では低密度区の成長率が高かったが，試験 2

では成長への密度効果について有意差が認められな

かった。試験 1では生残率がすべての区で安定して高

く，飼育密度が試験期間中ほぽ一定であったが，試験

2では飼育容器ごと の生残率のばらつきが大きく ，密

度が安定していなかったことが，成長率に有意差が認

められなかった主因であろう 。密度と成長率の関係を

明らかにする試験においては生残率のばらつきをでき

るだけ小さくする試験設定が必要となる。

貝類の中間育成では，一般的に密度が高くなると

餌不足によって低成長になる（西広ら 1983; 崎山ら

2012)。今回の両試験では高密度によ って成長率が低

くなることはなく，餌不足は起こっていないと考えら

れる。また，高密度によって生残率が低くなることも

認められなかった。高密度の方が飼育容器は少なくて

よいため，コストおよび作業量は小さ くなる。よって，

今回の試験と同様な条件下では中間育成終了時の平均

殻長が25-45mmであれば， 8,000個/m2の密度で中

間育成しても問題ないだろう 。ただし，水温や餌料環

境中間育成終了時の目標殻長などによって，適正な

密度は異なることが予想される。例えば，今回の試験

の約 2倍の平均殻長約60mmまで中間育成するので

Fig. 6. Photograph of pen shell spats (approximately 

60 mm in shell length) in anthracite with middle density 46 

days (total rearing period 69 days) after the end of experi-

ment 1. Scale bar = 3 cm. 

あれば (Fig.6), タイラギの最終的な飼育重量は今回

の約 8倍となり，成長に必要な餌料も多くなることか

ら成長に負の影響がでてくるかもしれない。

タイラギ類の垂下中間育成に関する知見は少ない。

海域に応じた垂下中間育成法を効率的かつ的確に見い

だすため，今後，開始サイズ，水温，餌料濃度（クロ

ロフ ィルa量），飼育密度などが生残や成長率にどのよ

うに関わっているか調べることが必要である。また，

成長率を良くするための飼育容器の目合を大きくし

て，飼育容器内外の海水交換率を向上させるなどの，

資材の改良も課題である。

要約

効率的なタイラギ中間育成法を検討するため， 3種

類の基質（アンスラサイ ト，砂，人工芝）と密度 (2,000

-8,000個Imりでの垂下飼育を 2回実施し， 生残率

と成長率を調べた。瀬戸内海屋島湾（水深1.5m)で

試験は2016年 8月30日-9月22日（試験 1:開始殻長，

17.4 mm) と9月14日- 11月3日 （試験 2:6.3 mm) 

に実施された。試験 1(平均水温： 26.7℃）では，生

残率は95.0-100%, 平均殻長は29.9-47.2 mm, 成

長率は0.54- 1.30 mm/ dayとな った。 人工芝区の成

長率が他の基質より低く，低密度区の成長率が高かっ

た。試験 2(24.3℃）では，生残率は1.3-92.5%, 平

均殻長は21.0-47.2 mm, 成長率は0.29-0.82 mm/ 

dayとなった。イシガニの捕食によって砂区の生残率

が低かった。基質ではアンスラサイト区の成長率が他

の基質より高かった。
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