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ヤマトシジミの産卵好適塩分

丸　邦義1・山崎　真2・中井純子1

Favorable Salinity for Spawning by the Brackish Water Bivalve,
Corbicula japonica Prime

Kuniyoshi MARU
1, Makoto YAMAZAKI

2 and Junko NAKAI
1

Abstract: Corbicula japonica inhabits the estuary of the Ishikari River, Hokkaido. The average 
fishing amount of C. japonica in a year has remained at a low level of 5 tonnes. Therefore, seed 
bivalves from Lake Abashiri have been released into the estuary for many years. However, 
recruitment of C. japonica has been hardly observed. Previously, we reported that C. japonica 
spawns under the severe conditions of low temperature and especially low salinity (Maru et al. 
2005). To improve these conditions, construction of spawning beds dug for sea water to flow in 
and transplantation of mother bivalves to salty areas to induce spawning might be considered. 
Knowing the favorable salinity for spawning of this species is indispensable. Therefore, under 
laboratory conditions samples were exposed to salinities 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 and 21 
psu at room temperature 20.2－24.8℃ in tanks from July to August. Spawning took place at 2－12 
psu, and at 2, 3, 5 and 6 psu by replacement individuals. We conclude that spawning is possible at 
salinities 2－12 psu, and that 2－6 psu is most favorable.
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北海道石狩川の河口域ではヤマトシジミ Corbicula 

japonicaの分布がみられ，シジミ漁業が行われている。
しかし，天然発生がほとんどみられず，漁獲量は年平
均 5トン余りと少ない。このため，網走湖産のヤマト
シジミの種苗放流が行われ，二次発生による資源の添
加をめざしているが，シジミの産卵に必要不可欠とさ
れる塩分濃度が常時全域に分布していないため，シジ
ミ資源増大事業の大きな課題となっている（海藤・鈴
木 2000）。著者らは前報（丸ら 2005）で石狩川のヤマ
トシジミの産卵は低塩分の厳しい環境の下で行われて
おり，産卵好適塩分を究明する必要があることを報告
した。今後，好適環境への母貝の移殖や塩水導入によ
る漁場造成などの増殖対策を講じる上で産卵好適塩分
濃度を把握することが是非必要である。
ヤマトシジミの塩分耐性については，これまで多
くの報告（朝比奈 1941;  石田・石井 1971;  高橋・川崎 

1973a,b;  田中 1984a,b;  中村ら 1973）がある。しかし，

産卵と塩分との関係についてはBaba et al.（1999）の
報告以外に見当たらない。Baba et al.はヤマトシジミ
を塩分濃度0～4.5 psu，水温21.5～26.0℃の状況におき，
36時間後の各水温と各塩分濃度との関連でヤマトシジ
ミの産卵確率を明らかにした。著者らは0～21 psuの
広範囲の塩分設定の下で，1カ月間の長期にわたる飼
育を行い，各塩分濃度での産卵状況を観察した結果，
産卵に好適な塩分濃度を明らかにしたので，ここに報
告する。

材料および方法

供試貝は2001年 7月23日に北海道石狩川（水温
21.5℃，0.4 psu）で採取したヤマトシジミ（殻長23.54

～42.32 mm，平均33.76 mm）である。採取後 2日間室
内で現場の川水で馴致した（水温21.0℃）後，7月25日
に各塩分濃度の水槽へ供試貝20個体を収容し飼育し
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た。実験塩分濃度は 0，1，2，3，4，5，6，9，12，
15，18，19，20，21 psuの14シリーズとし，飼育容器
としてアクリル水槽（60 l容）を用いた。各水槽の塩
分濃度の作成は一晩おいた水道水に天然濾過海水を水
質チェッカー（堀場製作所U-10）で計測しながら添
加して所定の塩分濃度とし，飼育水量を35 lとした。
飼育期間は 7月25日から 8月25日までの 1カ月間で，
その間，産卵個体の確認と斃死個体を計数した。飼育
は，水槽を室温状態に置き，水槽中の水温は毎日水温
計で，塩分，pH，溶存酸素量は 1週間～10日間隔で，
各水槽について水質チェッカー（堀場製作所U-10）
で計測した。飼育期間中は水分が蒸発し，塩分が上
昇するため，水槽を上蓋で密閉し，所定の濃度に調整
した。飼育期間中の塩分濃度はほぼ設定通りで，設定
値からずれても最大で0.4 psuであった。各水槽とも
止水で無給餌とし，エアレーションを行い，砂は敷か
ず，糞掃除は特に行わなかった。各水槽の pHは7.19

～8.60（平均7.94），溶存酸素量は6.44～8.24 mg/l（平
均7.16 mg/l）で，天然では pH 7.0以下の生息は稀で（朝
比奈 1941），生存の最小レベルの溶存酸素量は1.5 mg/l

以上（中村ら 1997）とあり，pH，溶存酸素量では生
息可能な状態にあった。放精卵が認められた水槽で
は，精子と卵で水質が悪化し，飼育に影響すると考え
られたので，試験を一時中断して供試貝のすべてを除
去し，水槽を新しくし，飼育貝と同じ日，同じ場所で
採集し，現場の川水で飼育していた予備の貝同数をシ
リーズと同じ水温，塩分にした飼育水へ入れ試験を継
続した。8月 1日以降，一度産卵が確認された水槽は，
予備の供試貝がなくなったため，その後の飼育を中止
した。産卵が行われた水槽では精子と卵の放出で水槽

内が濁り，産卵の確認が容易であったが，産卵個体の
確認のため，産卵開始後 1時間以内に水槽から供試貝
を除去し，開殻して卵巣熟度を塗末標本により前報（丸
ら 2005）に従って区分した。

結　　果

各塩分濃度による産卵と斃死個体数
各塩分濃度による産卵と斃死個体数を Table 1に示
した。7月25日に 3 psuと 5 psuの水槽で雄による精子
の放出の後，雌による卵の放出が確認された。翌 7月
26日に 2 psuと 6 psuの水槽で産卵が確認された後，
7月27日には入れ換えた供試貝の 3 psuで再び産卵が
確認され，9 psuでも産卵が行われた。さらに 7月28

日には12 psuで産卵がみられ，入れ換えた 2 psuで再
度産卵がみられた。その後，8月17日に入れ換えた
5 psuと 6 psuの水槽で再度産卵が確認され，最後に 8

月25日に 4 psuの水槽で産卵が確認された。産卵がみ
られた水槽では，1個体の雄による間断ない放精の開
始によって，他の雄，雌が誘発されて放精卵が行われ
た。最終的に産卵がみられたのは 2，3，4，5，6，9，
12 psuの水槽で，再度産卵がみられたのは 2，3，5，
6 psuである。水槽での産卵は 7月25日から 8月25日
の 1カ月間に行われ，この間の水温は20.2～24.8℃で，
産卵は水温23.2～24.8℃（平均23.8℃）で行われ，い
ずれも水温が高めの時に行われた（Fig. 1）。
斃死個体は，8月25日までの 1カ月間，0，1，18，

19，20 psuではみられなかったが，15 psuで 1個体，
21 psuで 2個体の斃死がみられた。他の塩分濃度では
産卵後貝を新しくしたり，再度産卵した水槽では実験

Table 1. Spawning salinity and number of dead individuals

Salinity
(PSU)

Date

7/25 7/26 7/27 7/28 8/1 8/5 8/13 8/16 8/17 8/25

0
1

2
3

　
○

○
 　

　
◎

◎
 　

4
5

　
○

　
1

1
　

 
◎

○
 

6
9

○
 　

 
○

1
　　

◎
　

12
15

○
　

 　
1

18
19

20
21

　
1

　
1

  ○: spawned,  ◎: spawned by replacement individuals, the numbers are the number of dead individuals.
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を中止したので正確な斃死個体は明らかでないが，斃
死個体は全般に少なかった。

卵巣熟度
天然個体と水槽で産卵がみられた個体の卵巣熟度を

Table 2に示した。7月23日に石狩川で採取した供試
貝の熟度は，一部産卵前期の個体がみられているが，
大部分は成熟後期にあった。水槽飼育の個体では 1水
槽20個体中，産卵確認後，産卵前期から産卵終了期ま
での産卵個体数は 1～ 9個体で雌個体に占める産卵個
体の割合は11.1～90.0％（平均45.2％）で雌個体の半
数近くが産卵していた。産卵状況は時期が経過するに
つれて，産卵後期や産卵終了期の個体がみられた。し
かし，成熟後期の個体が終始みられていることから，
雌個体のすべてが産卵するわけではないことを示して
いる。産卵した水槽の供試貝の雌雄比は72 : 83＝1 : 1.2

で，ほぼ同率であった。

考　　察

室内実験によれば，ヤマトシジミの鰓の繊毛運動
は9.1～15.1 psuで最も活発であった（朝比奈 1941）。
また，田中（1984b）の実験では，鰓の繊毛運動は3.4

～10.3 psuで最大値を示し，0.3 psuで著しく活力を減
じ，純水中では鰓組織の破壊がみられ，濾水率は3.6

～10.7 psuで最高値を示した。この実験から，田中は
生息に適した塩分濃度は3.5～10.5 psuで，0.3 psu以
下および21 psu以上は不適であるとした。Fuji（1957）
は濾水率と閉殻運動とからCl 1.1～1.2％（19.9～
21.7 psu）では生理的に障害を受けたと報告している。

生息場所別では，藻琴湖でのヤマトシジミの分布は水
温20℃では淡水域から18 psuの水域までにみられ（朝
比奈 1941），木曽川河口域漁場の成貝は，水温27～
29℃の実験では20.2 psu以上は生活に不適であるとし
ている（田中 1984b）。また，宍道湖での生息可能な
塩分範囲は高温期，低温期に関係なく1.5～22 psuで
あるという（中村ら 1973）。
以上の報告を総合すると，生息可能な塩分範囲は 2

～20 psuで，今回産卵がみられた 2～12 psuの塩分濃
度は生息可能な塩分濃度の範囲内に収まっているもの
の，最適な塩分濃度の 2～ 6 psuは，かなり低い塩分
濃度の範囲に位置している。田中（1984a）は本種の
再生産に安全な塩分下限値を3.5 psuとしている。今
回，産卵時の水温は，いずれも高めの23.2℃～24.8℃
であり，産卵条件として塩分の他に高めの水温が必要
であると考えられる。馬場（1997）はヤマトシジミの
産卵には最低でも水温22.5℃，塩分 2.3 psu以上が必
要であると述べており，塩分濃度の下限値では馬場の
報告とほぼ一致している。
斃死個体は 8月25日までは各塩分濃度とも 2個体以
下で少なかった。産卵個体がみられなかった 0，1，
15～21 psuの水槽では 8月26日以降10月13日まで飼育
を継続した。その結果，その間の斃死は 0 psuで18個
体，1 psuで 9個体で，15～21 psuでは全く斃死個体
がみられなかった。したがって，0 psuと 1 psuは生
息に不適であるとともに，産卵にも不適であると思わ
れた。
二枚貝の産卵は，水温や塩分の変化，光，衝撃や
圧力変化或いはある種の化学物質などによる外部刺激
と，貝自身の内分泌活動との相互関係によって誘起さ

Fig. 1. Changes in water temperature during rearing of C. japonica．Arrows show spawning date and water temperature.
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れるものと考えられている（Sastry 1979）。好適塩分
濃度に反応し，産卵行動を起こさせるためには，供試
貝が充分に成熟していることが必要である。供試貝は
雌の80％が成熟後期で産卵直前にあり，20％が産卵前
期で産卵に入っており（Table 2），産卵態勢が整って
いた。次に，産卵には最低でも水温22.5℃が必要とあ
り（馬場 1997），実験水温は22.5℃を超える日が多く
（Fig. 1），産卵可能な水温条件であった。水槽中で産
卵した個体は，実験開始前の供試貝では雌個体の20％
が既に産卵しているので，先の産卵個体の平均45.2％
から20％を引くと，1カ月間で雌個体の25％しか産卵
していなかったことになる。この低い数値は卵巣の
成熟状態が個体によって異なるためと考えられ，産卵
可能な個体を把握するためには，長期間の飼育が必要
となる。しかし，長期間の飼育は天然の生息環境と異
なるため，産卵行動に影響すると思われるので，短期
間の飼育が望ましい。短期間の飼育では個体による成
熟の違いに対応するため，供試個体数を多くすること
と早期に産卵させることが必要である。馬場（2000）
は 1水槽に供試貝20個体を入れた80ケースについて，
配偶子懸濁液を添加した群とそうでない群に分け，36

時間後の産卵の有無を観察した。その結果，配偶子懸
濁液添加群では産卵確率が無添加群よりも高かった。
また，佐々木（1981）は温度刺激によるヤマトシジミ
の産卵誘発を試み，誘発水温は25℃前後がよかった。
著者らは成熟したヤマトシジミをビニール袋に入れ，
5℃の冷蔵庫に 1晩収容し，翌日水温25℃，塩分 5 psu

の水槽へ入れ，1時間以内に放精卵が開始されること
を確認しており（未発表），干出・温度刺激によって
短時間内の産卵誘発が可能と考えられる。

要　　約

石狩川で採集したヤマトシジミを2001年 7月25日か
ら 8月25日まで，0，1，2，3，4，5，6，9，12，15，
18，19，20，21 psuの各塩分濃度で飼育した結果，産
卵がみられたのは 2 psuから12 psuの水槽で，再度産
卵がみられたのは 2，3，5，6 psuである。したがって，
産卵に好適な塩分濃度は 2～12 psuで，最適濃度は 2

～ 6 psuである。
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Date Sample
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2
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7
1
2
4

3
4
4
4
1
8
3
1

　
　
1
　
　
1
5
1

 
　
 
　
　
　
　
1

ⅠA: pre-maturity, ⅠB: post-maturity, ⅡA: early spawning, ⅡB: late spawning, Ⅲ: spent.
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