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寄生密度，着底稚貝
（20個）に採取した。

はじめに

精子球放出及び受精・幼生放出

イシガイ科の淡水産二枚貝であるマツカサガイInversid-

マツカサガイの幼生等を人為的に放出させる手法と

ens japanensis は ， 日本 の 固有種 で ， 沖縄 を 除 く 全国

して，温度干出刺激の有効性を検討するための試験を

1）

に分布し ，タナゴ類の産卵母貝として利用されてい
るが

2,3）

， 圃場整備 や 河川改修 に 伴 う 生息環境 の 悪化
4）

2003年７月14日に実施した。
供試貝には2003年１月に採取し，試験開始までコン

により激減している 。また，千葉県の一部の河川で

クリート池において飼育したマツカサガイを使用した。

は，ミヤコタナゴの生息が確認されているが，環境の

試験は，曝気した水道水（以下，曝気水という）を300

悪化に伴い生息数の減少が見られることから系統保存

mL 入 れた 500 mL ポリプロピレンビ ー カ ー（以下 ，

が行われている。

500mLポリビーカーという）に，水温20℃で馴致した

ミヤコタナゴの繁殖には，イシガイ科二枚貝のうち
4）

マツカサガイ60個体を１個ずつ収容して行った。ビー

マツカサガイが重要であることが知られており ，ミ

カー収容後は通気，換水を行わなかった。飼育水はウ

ヤコタナゴの保存を進めるうえでは，本種の人工増殖

ォーターバスで15℃から25℃に約60分かけて昇温させ，

手法を確立する必要がある。タナゴ類の人工増殖手法

25℃で30分間維持した後，容器内の飼育水を排水し干

5）

はある程度確立されており ，マツカサガイについて
3,6）

7）

出させた。その干出時間によりA区：干出なし，B区

，繁殖用水槽における増殖 が知

：10 分間干出 ，C 区：30分間干出 の3区 を 設定 し ， 各

られている。しかし，マツカサガイの増殖方法は寄主

区20個体について試験を行った。干出後は，15℃に調

魚類を放養する自然繁殖によるものであるため，受精，

整した曝気水を注入し，25℃までの昇温，干出を最大

着底などを管理する人工増殖技術は確立されていない。

５回繰り返した。

は庭池，人工水路

本研究では，マツカサガイの精子球及びグロキディ

温度干出刺激を行った後，水温20℃で10日間管理し

ウム幼生の放出条件，メダカへの幼生寄生密度と稚貝

幼生等放出状況の確認を行い，供試貝数に対する幼生

の着底数，着底稚貝の生残について検討した。

を放出した個体数の比率を求めた。放出された幼生は，

材料及び方法
供試貝

その寄生能力を調べるため，幼生の密度を1.0個/mL
＋

に調整した水槽にウグイ（１ 歳魚，平均体長57㎜）
を 収容 し 寄生 させた 。 なお ， 卵膜 に 被嚢 された 幼生

試験に使用したマツカサガイは，千葉県木更津市内

（以下，未熟幼生と記す）が放出された時は，ふ化ま

の農業用溜池及び水路において，2003年１月（60個体）
，

で20℃の曝気水（通気有り）で管理し，同様の方法で

2005年７月22日（35個体），同9月1日（22個体），４日

ウグイに寄生させ，寄生能力を確認した。
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次に，マツカサガイの精子球放出及び受精・幼生放
出の経過を明らかにするため，2005年８月３日に温度

は，幼生とメダカとの接触頻度を高めるため，微通気
を行った。

干出刺激による試験を実施した。供試貝には2005年７

水槽収容後，約１日経過した時点でメダカを実体顕

月22日に採取したマツカサガイ35個体のうち22個体を

微鏡下で観察し，寄生部位（背鰭，胸鰭，腹鰭，尻鰭，

使用した。試験は，25℃の同一水槽内で管理していた

尾鰭，鰓，口内，その他）別の寄生数を計数した。

マツカサガイを 500mLポリビーカーに１個体ずつ収

また，この幼生が寄生したメダカを使用して，寄生

容し，ウォーターバスによる水温管理を行い，温度刺

後の経過日数別の脱落幼生数及び着底稚貝数を明らか

激を実施した。ビーカー収容後は通気，換水を行わな

にするための試験を実施した。試験は500mLポリビー

かった。水温管理は，供試貝収容後15分間水温25℃を

カーに幼生を寄生させたメダカを１尾ずつ収容し，１

保持した 後，30℃まで約60分かけて昇温させ ，その

〜２日毎に脱落幼生数及び着底稚貝数を計数した。脱

まま10分間保持した。その後，容器内の飼育水を排水

落幼生及び着底稚貝は，飼育水をプランクトンネット

し30分間干出させた。干出終了後，水温15℃に調整し

（30μm）で濾して実体顕微鏡下で確認し，全ての幼

た曝気水を 注入し15分間保持した後，約100分間で30

生が魚体から脱落及び着底するまで行った。着底した

℃まで昇温させ，その後10分間保持した。昇温開始後，

稚貝を正常に生残した個体とし，開始時の寄生数に対

ビーカー内の飼育水を観察し，放出物の見られたとき

する比率を着底稚貝率として求めた。

は実体顕微鏡下で精子球の有無を確認した。

なお，寄生数，脱落幼生数及び着底稚貝数の計数は，

精子球の放出確認後，受精・幼生放出を行わせるた

収容したメダカのうち任意の16尾について行った。ま

め，精子球放出個体と未放出個体を同数ずつ２水槽に

た，各試験とも水温を25℃に保ち，メダカには２，３

収容し，水温27℃で翌日まで管理（無換水，通気有）

日ごとに少量の給餌を行った。

した。８月４日10時の時点で，水槽内に受精卵が少量

着底後稚貝の生残

確認されたため，供試貝を個別に収容し，各個体の受

着底後の稚貝の飼育方法を明らかにするため，飼育

精卵・幼生の放出状況を確認した。その後，水温25〜

水（餌料）の違いによる生残試験を実施した。供試貝

27℃で飼育管理を行い２回目の温度干出刺激を８月８

には，2005年９月２日に放出された幼生が９月10日〜

日に，３回目を８月12日に同様な手法で実施し，精子

14日に着底して得られた稚貝を使用した。試験は，９

球，受精卵，幼生の放出状況を確認した。

月17日に供試貝を，500mLポリビーカーに１〜５個体

さらに，2005年９月１日に採取したマツカサガイに

ずつ収容して開始し，試験区は曝気水にグルコースを

ついても個別に収容した後，９月２日に同様な刺激を

溶かし５ppmに調整した飼育水（以下，グルコース区

行い，精子球，幼生等の放出状況を確認した。

という）及びマツカサガイの生息していた溜池の水を

また，マツカサガイの幼生放出量を明らかにするた

プランクトンネット（30μm）で濾した飼育水（以下，

め，９月４日に採取したマツカサガイについては，個

溜池水区という）を使用した2区とした。供試貝数は，

体別の幼生放出量の計数を行った。供試貝20個体は，

グルコース区が13個体 ，溜池水区が7個体とした。稚

採取日に個別に400mLポリカップに収容し，９月５日

貝の飼育中は，水温を25℃に保ちながら常に通気し，

に温度干出刺激を行い，その後水温25℃で管理し12日

週に２回換水を行った。試験開始後，５〜８日間隔で

間幼生放出状況を観察した。計数はカップ内の貝を取

へい死個体を取り除き生残個体数を求めた。なお，着

り除き良く 撹拌した 後，１mL中の幼生及び 受精卵数

底から試験の開始までは，溜池水のろ過水で飼育を行っ

を実体顕微鏡下で行った。これを供試貝１個につき４

た。

〜６回行い，幼生及び受精卵の合計の平均を幼生放出

また，無給餌による生残状況を確認するため，８月

量とした。また，供試貝は，殻長，殻高，殻幅，個体

31日に得られた稚貝３個体を用いて曝気水による飼育

重量の測定を行った。

を行った。

幼生寄生及び稚貝の着底
飼育水中のグロキディウム幼生密度の違いによる宿
主への寄生数及び寄生部位を明らかにするため，メダ

結

果

精子球放出及び受精・幼生放出

カを使用した試験を実施した。試験は2005年９月２，

2003年７月14日に行った温度干出刺激後に，グロキ

５日に温度刺激を行い得られた幼生を使用し，飼育水

ディウム幼生及び未熟幼生を放出したマツカサガイの

中の密度を1個/mL及び105個/mLに調整した30㎝水槽

比率を図１に示す。幼生の放出は，刺激後１日が多かっ

に，それぞれメダカ約40尾を収容して行った。試験中

たが，３日間放出する個体もみられた。幼生及び未熟
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幼生を併せた放出率は，A区が5％，B区が40％，C区
が45％であった。干出時間の違いでは10分間と30分間
では，大きな差はみられなかったが，干出時間が無い
場合は，放出率が低くなる傾向が見られた。また，卵
膜被嚢幼生（未熟幼生）が放出された場合の全放出数
（正常幼生＋未熟幼生）に対する未熟幼生の比率は，
B区が45.0％， C区が74.3％であった。幼生のウグイ
への寄生は，平均でA区が4.8個/尾，B区が4.7個/尾，
C区が4.4個/尾で干出時間による違いは認められなかっ
た。一方，未熟幼生は，放出の翌日から３日以内にほ
ぼ全ての個体が卵膜からふ化し，その寄生数は１尾あ
たり平均2.3個で，正常に放出された幼生に比べて少
なかった。
2005 年 ８ 月 ３ 日（ １ 回目），８ 日（ ２ 回目），12 日
（３回目）に行った温度干出刺激の試験経過と精子球
の放出状況を表１に示す。１回目の温度刺激により，
11個体から精子球が放出され，２回目の刺激では３個
図１
表１

温度干出刺激の試験経過と精子球の放出状況

干出時間の違いによる幼生放出率及び未熟幼生
の比率

宮部・高橋・井上

56

体が精子球を放出したが，３回目には放出物は見られ

の幼生密度が１ 個／mLの場合15.0個，105個／mLの

なかった。また，１回目の刺激後，供試貝を精子球放

場合は71.6個で約4.8倍であった。

出個体と未放出個体を同数ずつ２水槽に収容したとこ

寄生部位別にみると，幼生密度が１個／mLの場合，

ろ，翌日に５個体から受精卵の放出が見られた。しか

部位別の寄生数は0.8〜3.6個で胸鰭（部位別寄生率24.2

し，８月12日までの間にグロキディウム幼生の放出は

％），尻鰭（同21.7％）に多く，以下，腹鰭（同15.8

見られなかった。

％），尾鰭（同15.8％），鰓（同9.2％），背鰭（同8.3

また，９月１日に採取したマツカサガイについては，

％），口（同5.0％）の順であった。同様に105個／mL

採取後に行った最初の温度刺激における昇温後の高温

の場合では，部位別の寄生数は1.0〜24.5個で，胸鰭

維持の時に幼生の放出が確認された。

（ 34.2 ％）， 尾鰭（同 33.7 ％） に 多 く ， 以下 ， 背鰭

９月４日に採取したマツカサガイを用いた幼生放出

（同10.3％），尻鰭（同9.4％），腹鰭（同7.0％），口

量について，表2に供試貝の測定結果，幼生確認日及

（同3.8％），鰓（同1.4％）の順であった。幼生密度

び放出した幼生の計数結果を示す。供試貝の大きさは，

が高くなると背鰭，胸鰭，尾鰭への寄生数が約6〜10

殻長が35.0〜71.1㎜，個体重が5.4〜54ｇで，温度刺

倍と大きく増加したが，口，胸鰭，尻鰭では約２〜４

激後０〜12日の間に11個体で放出物が確認され，いず

倍，鰓では0.7倍であった。

れもグロキディウム幼生及び卵膜を被嚢した幼生であっ
た。親貝１個当たりの幼生放出量は1,800〜121,489個
体であった。マツカサガイの殻長と幼生の放出量に明
瞭な相関は見られなかったが，殻長50㎜以上でおおむ
ね50千個体以上の放出が見られ，放出量が多くなる傾
向が見られた（図２）。
幼生寄生及び稚貝の着底
マツカサガイのグロキディウム幼生をメダカへ寄生
させた時の，幼生密度別の寄生部位別寄生数を表３に
示す。メダカ1尾への寄生数合計（平均）は飼育水中

表２

マツカサガイの大きさと幼生放出量

図２

マツカサガイの殻長と幼生放出量の関係

表３ 飼育水中のマツカサガイ幼生密度と寄生部
位別寄生率

マツカサガイInversidens japanensisの人工増殖に関する基礎研究
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寄生後の経過日数別幼生脱落数及び着底稚貝数を表

試験開始時のメダカ１尾への寄生数に対する着底稚

４，図３に示す。寄生数の多かった群（平均寄生数71.6

貝数及び着底稚貝率の関係を図４に示す。着底稚貝数

個）と，少なかった群（同15.0個）のいずれでも，寄

は，寄生数が10〜70個の場合０〜６個であったが，80

生後1日目の脱落率が約50％と高く，寄生後７〜９日

〜120個では２〜19個と高くなる傾向を示した。しか

目に稚貝の着底が観察された。

し，着底稚貝率では，寄生数の多少にかかわらず，０

表４

図３

幼生寄生後の経過日数別幼生脱落数及び着底稚貝数

寄生後経過日数と幼生脱落率及び稚貝着底率

図４

メダカへの寄生数と着底稚貝数・率の関係

宮部・高橋・井上
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〜38％を示し差は見られなかった。
なお，試験開始時の寄生数に対する試験終了時まで

た場合，その状態により，精子球を放出する場合とグ
ロキディウム幼生を放出する場合があることが確認さ

の脱落数と着底稚貝数の合計はいずれの区においても

れた。このため，マツカサガイの人工増殖を行う場合，

約50％で，約半数が不明であった。

母貝の採取時期を妊卵期以前とし，採取後個体別の管

着底後稚貝の生残

理を行ったうえで，精子球放出から受精・幼生放出に

着底後の稚貝の生残状況を図５に示す。グルコース

至る作業を行う必要がある。
10）

区及び溜池水区とも着底後33日目まで生残が確認され

マツカサガイの精子球については，石橋ら が20℃

た。生残率の推移では，着底後19日目までは両区とも

24時間と４℃２時間の低温による温度刺激で放出させ

50％以上を示したが，20日以降で溜池水区のほうが良

ており，今回の温度干出刺激でも精子球が得られたこ

い傾向がみられた。

とから，親貝の状態が良ければ，比較的容易に得られ

また，曝気水のみによる飼育では，３個体とも３日
以内にすべてへい死した。

るものと考えられる。しかし，今回の試験では，精子
球放出後雌雄を同一水槽に収容し受精卵は確認された
が，グロキディウム幼生を得るには至らなかった。
一方，河川採取後の親貝を個体別に管理したところ，
刺激後幼生放出まで最大で12日間を要したことから，
妊卵期間は水温25℃で少なくとも12日以上であると考
えられた。今後，受精からふ化までの発生過程やふ化
から幼生放出までの期間などについて明らかにしてい
くことが必要である。
また，妊卵期に幼生を鰓内に保育している状態の母
貝を採取できる場合には，温度干出刺激により容易に
幼生を放出させられることが明らかになった。今回使
用したマツカサガイは殻長35〜71㎜で，幼生の放出量
1）

は２〜121千個体であり，十分な放出量が得られた 。
特に殻長50㎜を越える個体では，５〜12万個体の幼生
が得られたことから，人工増殖を行うに当たっては，
この大きさの親貝を確保することが好ましいと考えら
図５

稚貝の着底後日数と生残率

れる。
この場合，温度刺激の段階でも幼生の放出が行われ

考

るが，干出刺激を与えることで放出率が高まるものと

察

考えられた。しかし，干出時間を長くすると卵膜を被

精子球放出及び受精・幼生放出

嚢した状態の未熟幼生の比率が高まる傾向が見られた。

マツカサガイの妊卵期は５〜８月で７月が盛期であ
1）

このような現象は，マツカサガイと同じイシガイ科の
11）

るが ， この 期間 に 温度干出刺激 を 行 うことは ,人為

イケチョウガイで知られており ，マツカサガイの妊

的な精子球及びグロキディウム幼生の放出手法として

卵個体は外部刺激に感受性が高く，これによって未成

有効であると考えられた。この手法による産卵誘発は，

熟な幼生を放出したものと考えられる。この未熟幼生

二枚貝（ アサリ 等） で 一般的 に 実績 のある 手法 であ

の寄生能力は，正常に放出した幼生よりも低かったこ

8）

り ，この刺激により放出された卵，精子は水中で受

とから，幼生放出の目的に応じて干出刺激の時間を設

精し発生が進む。しかし，マツカサガイなどのイシガ

定する必要があるとともに，母貝の妊卵状態を十分検

イ類の場合，雄が放出した精子球を雌が入水管から取

討する必要があると考えられる。

り入れ，鰓に送り込んだ卵と受精し，これが鰓内でふ

幼生寄生及び稚貝の着底

9）

化しグロキディウム幼生となる 。今回の試験では，

マツカサガイの幼生の宿主として適合性が高いのは，
1,2）

温度干出刺激を行った2005年の８月３日の試験におい

ヨシノボリ 類 とされている

ては，精子球の放出が見られたが，2003年７月14日，

殖を行うに当たっては，容易に管理できるメダカを使

2005年９月２，５日の場合はグロキディウム幼生が放

用できることが望ましい。このため，幼生の宿主にメ

出されており，自然水域から母貝を採取し刺激を与え

ダカを用いた場合の寄生密度，稚貝の着底について検

。しかし ， 人工的 な 増

マツカサガイInversidens japanensisの人工増殖に関する基礎研究

討する。
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３）河川採取後の幼生放出経過から，妊卵期間は水温

試験では寄生後１〜３日目の脱落率が高く，宿主と

25℃で少なくとも12日以上であると考えられた。

しての適合性が高いとはいえないが，寄生数を増やす

４）マツカサガイの殻長35〜71㎜の場合，幼生放出量

ことでメダカ1尾当たり２〜19個（平均5.6個）の着底

は2〜121千個体であり，人工増殖を行う場合，殻

稚貝を得ることができた。また，幼生収容密度を１個

長50㎜以上の親貝が好ましいと考えられた。

体/mL から105個体/mL に増 やすことで，寄生数 は15

５）温度干出刺激では，干出時間を長くすると未熟幼

個体/尾から72個体/尾と約4.8倍にすることが可能 で

生の放出率が高まり，正常な幼生よりも寄生率が

あった。

低かった。

人工的に幼生を寄生させる際の問題点として，過剰

６）メダカを宿主とする場合，飼育水の幼生密度を105

に寄生させると，被嚢せずに脱落したり，魚類をへい

個体/mLと高くすることにより，寄生密度は平均

死に至らしめたりすることがあるという指摘がなされ

72個体/尾になり，2〜19個/尾の着底稚貝が得ら

12）

ている 。今回，メダカを用いた場合では寄生幼生数

れることが明らかになった。

の増加に伴う鰓への過剰寄生はなく，試験中にメダカ

７）マツカサガイが生息している溜池の水及びグルコー

が斃死するようなことはなかった。さらに，寄生から

ス添加した飼育水において，着底後33日目までの

着底までの日数は７〜９日で，近藤によるヒメダカの

生残が確認され，稚貝の飼育の可能性が示唆され

1）

例 とほぼ同様であり，寄生数増による影響は無いも
のと考えられた。
これらのことから，マツカサガイの人工増殖にメダ

た。
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