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有明海湾奥部におけるクマサルボウの種苗生産に関する研究-1

一一採卵と発生 -

川原逸朗・山口忠良!J.大限 斉・伊藤史郎

Studies on Seed Production of Scαρharca globosαursus， in the 

Innermost Area of Ariake Sound-1 
Collecting Eggs and Development 

Itsuro KAWAHARA， Tadanori YAMAGUCHI， 

Hi toshi Or-IKuMA， and Shiro 1 TO 

Our laboratory， located at the Innermost Area of the Ariake Sound， pumps sea ¥九'ater占 witha salinity 

of 26 -27 psu and which includes floating mud into its facilities. In order to investigate the possibility 

of Scα/うharcaglobosa ursus secd production using the sea water in the facility， we conducted spawning 

tests at regular intervals and observed embryonic development and growth to juveniles. Results from 

a total of 3 spawning experiments conducted between June and August indicated that in all 3 cases 

fertilized eggs were obtained only when spavvners were given a tcmperaturc shock by increasing 

temperature by 5 to TC. However， the ratio of normal development to D-shaped larvae differed 

between the 3 experimcnts conducted. VYe therefore found that thc clegree of egg maturation is very 

important in determining the suitable timing for spawning. V九Teattempted rearing D-shaped larvae to 

the juvenile stage. During the early part of the rearing period， a large number of larvae diecl and many 

individuals with shell length > 150μm sccreted a threacHike mucous tangled with other indivic1uals 

thereby sinking to the bottom of the rearing containers. Survivors metamorphosed to juvcniles within 

three weeks from fertilization. About 110，000 juvenilcs， with an average of 367μm in shell length， were 

found attached on the walls anc1 the bottom of the aquarium on the 3] st day post -fertilization. In 

conclusion， our facility can be suitable for S. globosa urSllS seed proc1uction 

策をi講じることが2j奇となっている。
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ま え が き 本Biの人工軒I'MI-::12r::については，すでに基!創刊Jな生産

試験の、':~li .;~-1 -3)がなされているが，まだ\安定した J.:i'君主1-::

有iリji'lij の準~~'J'i主将であるクマサルボウ Scatharca

globosa 1-IrSllSは， アカカぉイ S.brOl昭htonIIと|百lじフネカ守

イ不|に属する大型の二枚貝である。桁}リ1iWでは，l:í~分が

比較的出い;'1'合の;;j(涼10-20mの海域にI.t息しており，

有H月海湾奥郊の主要なi側主対象根となっている。

当i113では， まにi1!'ヮJ(rr是正u業及ぴ肩かけジョレン漁業に

より i.((tl1l:さ7.1-るカペかつて200トンiiijf&あったァj(1-拡げが

近年急激に減少し‘ 1995{1'.からはほとんど水掲げさ 札な

くなった。このため， 1998-"1'-以降，漁業者の自主rl~Jな収

リK;!Iみで全Tllgi'ti魚の間前がとられている。しかしながら，

現在でも漁業刊聞の!Cl処はたっておらず，資iJ片山l復のた

めには，人工担17i放流による資;1J;(j尽力n等の人為的なf首刑

a:技術のji'M止には王っていなし、。また， 主1センターのよ

うに1-i"J1 i1Iiii2t I}!l: iilíの特典的な;JifJ~x.8fU売によって司 Jtil分が

26-27psu科Jjtの j手i}~ を 含む ìJij: ;j，しかlfx.ノJ，できず、 大涯

のiiIJ*を'，;;';II，H1!}I.!で、き ない施設で砲iYiを生産するために

は，独自の/1.:注力;去を開発する必要がある。

そこで，木初|ゲピでは，約 lγ 月lIiJ静目立し， {手;}~を沈殿

させたiJif:7j，をJI-!l-、て定mJ(I~J に保Øl-J を ;試みるとともに，受

精から若!氏Hí只までの発生~kUを観察し， 当センターに

おける干J!I'i':i:':I:庄の可imtt:を検制した。
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図 1 クマサルボウ採集地点

材料および方法

使用海水 当センターは， 1211に示すように仏:釘HH、:tJi(

Jt日 }~i刈111]"の六戸J Jl l iuJ 口域に位置する 。 ì1ü *は， LIl センター

に隣必する十長崎に設問したポンプにより， 大山jのii:llJii:Ujll，)'，

に100m3コンクリートノ'l，fi，!'iに!!'jツ)'(し，約 lヶ)] II.¥Jj狩世 し

て汗泥を沈殿させた後， 50および 5μmのフィルターろ

過と紫外抑照射した1)11分26.1psuのちの(以下，処J~H海水

とする)をJI]し、た。

供試親貝 2001{1.8月10日に有II)ji1iJ:大l:.J:111]" iq，でi1ij:!.氏耕

転車業によリ採集され， 1行JiIjJの*泌が}lOmの覆砂i立!JX:出

場 (1叉11)へ杉村iしていた平均政長101.9mmのものをJI']

し、fこo

;#J~只の探集は， ギi lリJìiij における木征!の住卯j(IJ'Jlにあた

る 7F)から 8月にかけて令rn.3 IIII，すなわち， 2002il三7

月 3日， 7月18FI及び 8)-] 5 FI にiM寸t して行 った。 X~!只

(ム保集!ごiに 5イOl体を解剖し，表 1に示すl五分に従って

|勾HIHiJ.l.祭により成熟状況を、1"1);主した。侃朱した伐りのfl~1

体はb文相・放。I'Jを1JIJjj;l)するために20'Cの'Ili温室に殻置し

fこ水れlJilJ~ iこ収容し， f采!JI'Jまで.11'.*で、J邑気 して自司予fした。

飼育水は， )自主会話交換したoftTrは，Clzaeloι:eros gJ机 'ilis

を;1&下l:与 えた。

採卵保~I'J は，上述の採集日に大;)J必し， 7月 4日， 7月

18[1 および 8月23FIにそれそ、J.Ll5-17伯li本を)円いて

hった。これらの税只は，飼育水憎から25.2-27.0
0

Cの処

四海水を!!'i'7j(した2001および500IILj引 ポ リカーボネイ

ト*附(以下，200lおよび、500!7j(f>，IJ，iとする)に収容し，

手iiJA による ~ilh放を与 えた。 何 られた受料i~I;J は，微j邑気 し

表 ~I.:勉栄の IJX:;京区分

|ぎ うI ~lóJ[I'(巣の状 ;lc

fjX: ;'j¥ JtlJ 1.I:J11'(封ミは大きく 1U主し， If:JlIHにより符

坊にJil:jl!ifiの午IJ別が可能となり， ~tif は申立

色， t.ftは手LC.I色を5』ーする

政iI'JijijJtJJ とloM巣は)j'J(J)I'J， J/"j'i!il ニ1'I' l 、 ~{i)~.i込 *);'1す

るが，大きく任j主したLloJII'(栄がのよって

おり， 1去J1Il~で~tií 維の判別が芥易である

放，'I'，'i'JtJJ I-I.:M巣は欣卯， }jx1'i'jlこ1ll¥1込;f.)(!するが，

~I:W(栄の色訪，';J により， 1夫J1Il~での雌w の

'I"IJ月IJが可能である

J/:J. 山後!日 1.1':JII'(tl~ は ーどf しく jJd *'1i" し， 1去JIUiによる蛸f

t.fi'C):I'IJ)JIJができない

表 2 J采卯状i)c

jt~IJ{ド J-J 11 
w川fJE'l~~ J;j'i卵誘発 t~i~lri;k 

( flhl) 水ii，，'c("C) (x 103粒)

2002 {1'.7FJ 4 11 17 25 5 21. 000 

2002.iド7JJ 1811 15 27.0 47.355 

2002 {18 J J 23卜l 15 26.0 13可 206

た200l1](fiNi二Jlx.作し (250)J-320])'1立/*f'，IIt)，翌日まで

欣出 した。 その後，交ザJ卯の分裂状態を観察し，受精率

を求めた。 また，受精後 1日日には， j l:.市な DJJ;~幼'::1ての

';iiiJイヤ (j['，;;げEノ|三平)を求めた。

幼生飼育と発生の観察 叉引iから:f:i氏ffiXLまでの発生の

{必然は， 8月231'1にほ卯し， ~r níjll川i30分に受精させた

ものを飼育して行った。

ほ卯 l二!の ~~~~ Iごl， i'[.j'.， A泳している幼'-1:を200l/)'(梢{こ

5イlol/mlの宮山でJI又容し，飼育を開始した。飼育は，微;ili

気で幼'::1':を冊目'¥:し， JI'.*で行った。飼育開始 3FI同から

は， 1 -2 F!.i平に!=!合30μmのネ ッ トを111l、て飼育ノドの

50%を交換するとともに， 7 1:1口からは， 3 -4日1ljに

幼'::1 -: を I~ ! 合50μmのネットで全数回収し， :iiJrしいノド柑lへ

移して飼育成u立のJEl化を|幼いだ。日!日ム mJUiの{配布iI

Chαe!oceros carlcilnmηs ([1'1111れそJ米泊汁γ!可制iJf究JiJi製)

および当センターで防護したc.gJ前 ilis，Pavlova luth苧

θnの 3研tJitiをJlJ¥..、た。投開は，受精後 1日目から5，000

cells/mlの密!主で Ilrl~fì し，幼つーの成長，飼育宮lι 伐餌

13ーにより 25，000cells/mlまで料 11.'j地加させた。
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)/.{Il'.している個体がみられた。

2 .幼生間育と発生の観察

ノKil.Uム t1jiJ台J91Ii¥J1j'24.6-28. 4'CでllU'tした。

おiJ脊を I JN~fì した務 日 ， 多数の幼'1::が*附j氏に沈下して

いた。;:'¥':-1、・幼そ1:は，貝殻の発j主が不完全な奇形であった。

また手J ・ 遊泳している:íJ)~ I ~ の'1 1 にら奇形íI占|体が 日 正l

ち， こhらは飼育 3FIまでにi允ドした。;t1"した:iJ)'I-:/j:， 

すべて凹似し，I従来した。このため.生伐率は，前lY;f31:1

1: 1 までに32 . 6% と急激にf~~-ドした。そのiえ

までは姥死もなく，順調なJI7伐，成長を示した。しか

し 10ll日から般長150μ111をJ控える幼生が1伯尚糸状のも

のを分泌しお 7.]いに絡み合って沈|ごする弘!象がみられ

始めた。このため，浮遊幼件数の計数が不可能となリ ，

その後の生成数を把躍することができなかった。なお，

うな呪象で沈下した bのがW~yEする こ とはなか勺

図 4
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保卵状uを表2に示した。L、ず tlの1*~FJ FI t 5 -7'C 

の昇ìI.t~!lJi肢を与えるとJltfF.MÊ と L に反応しがJ1， 3207it{L 

-4. 735)J~誌の受精卵を計ることができた。 lliIJ J;~から反

応までの11キIl¥Jは，側i本差があ 1)，lP.j;j¥) 1); 1/に一定の傾向は

みられなかった。しかしどの採卵口もt.(f;がまずb文相し，

その後30分はど遅れて雌が欣卵する削li'Jが認められた。

-I:t卵 Hごとの受桁工事および:iE出発生当iを1'612に，成熟

状況をl司3に示した。受精率は，いずれの探卵日のもの

もほぼ100%であったが，正常先生率 fふ

96.0%， 7月18口が80.7%，8丹23白が34.4%と設がみ

られた。 ~I':刷巣は，係先日の 7 月 3 FIで{ふまだ放梢.

}jX1.isがみられない成熟則であったが司7 f-J 18円では20%

が成熟J() J ， 60%が放~I '.i j íj則 ， 20%が政，'I'， Ij~ )YIに|ヌ分され，

~:f~(巣がややi!主結している俗|体がみら tLtこ。 8 fJ 5 EIで

は60%か政，'/いl'拘1，40%が欣11'，f表JYlに区分され，完全に

4 -9 R r=1 

8月5日

国 3 ~I::州巣の成熟状況

. '成熟JtJI:図 ，欣1.I'，nij!tll:臼 ，}j幻1'，'1')日J:口 .以，'1'，fゑJIJI.

1 .採卵

果

7月18日

結

7月3日

O 

こσ〉

た。問宵:31ß 日は，手住民となっていない成長遅れの幼~I:::

む生存していたが， 多数のYfIJま干iiiEl を fi'ffi~:.{ Lたため昔日l育

を終寸した。取り上げた-打j必干Ii;日{手，約llTifl占|体c'ド均

fi立 1~367μ 111) であ っ た。

受精卵カ、ら者一 I.l.'ç;t!í~貝までのJI列車変化を 1:;(1版に， D型幼

生からおーl底ffí~只までの殻長め1(í:移を |苅 4 に示した。

受払Wsの人ーきさは，3Ii..t:句67μ111てあ った(図JtJi-A)。

受精卵は，カキやイガイとlロl様司物i:1主をJIヲ成し.~m昧

は大小の不等書IJで¥ 4制IJ包WJには 3つの小言11球と 1つの

人:WIJ味に分裂した(岡j坂 B.C)。水;，¥1¥.26'Cの糸fr卜で

は，約 61時間後に畿日1VIとなり繊毛で遊泳を附始し， 21 

I f，'i;間後には貝殻が全体を誼ったD型~)I.l: (同l限ーD)

なっているのを{確認した。

r 

7月4円カま
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図 5 -i~口氏干fí tl のJ)il 'iiIJ. 1リ11 成

受精後 1FI 日 に 90μ111前後て、あった DWJi)) ~1 ゴム 2 1:1 

日には95μ111日行委:となリ， mWTを Im~めした。 5 FI日には司よ

j勾105μ111，10n日にはSI三J勾140μ111を1也え， 作(線的だった

先生Jl'H'iliカサしみをおひ、てきた([:!?IJ仮 E， F， G)。この非民

T!e(古liの膨らみは次第に顕著となリ，成長とともに尖山し

た形態となった。 この句羽、ら，次第に成長差が大きく 介

リ， 18 FI日には平均位長が200μ111，最大295μ111，最小135

μ111となった(図版-H， 1， J， K)o211二1I~I t].'(から水情

底に者JiHfi:貝がみられ始め， 311:1日に1ィf'Hが水村1iJ.氏やfHlJ

1mに多数付着 しているのを眼目立し，飼育を終 fした。1収

上げた桁!氏1%貝 は， 三|えgl，~立長 367μ111で， ;ÍJ) ~I-:II;'j'の!日it止か

ら半透明の~iMI:伎が延び\J止の付け恨から j{糸を lリ 11 して

水同氏に付主iしていた(['211:反 L，M)。また， 付者 した

ffiXlを外すと繊毛のはえたi止を活発に重rJ)かし，ノJ，や如氏を

移動する椛守か‘1伐採された([:RI版 N)。 この11;干の者!忠利I:

貝の!JtU校長の品IU}，，:は|苅 5に示 したとおりである。 iWj定し

た!万(波長は， 平11;)289之13.7μ111，故大325μ111，最小270

μ111で、あリ，付着 して利:只 となる幼生の大きさに個体差

がみられた。

考 察

本栴の保卯については，判 i昆~i1M}x (6 oc上昇)による

ブi法 1) ニF-，'J'，(2 11手[1mと昇一jilt京lJii}x(約 8
0

C土宇昇ー) の後

NH.，OHを添加する方法2)ベコ紫外線.IHi射i41)*と昇JILl刺激

(5 -6
0

CL昇)を組合わせた力法3)が平li背 され， .iE'rl;i;な

受精卵lが科 られている。木幸[iにおいても，いずれの採卵

1:1 も5-7
0

Cの昇温刺激のみで受精OI'Jが得られた。この

ことから， ぅf.-::twは，人為的な子法による保卯が比較的容

易な右nと考えられる。

一方，得 られた受精卵の:11>，'活発生率は 8月23日に採

卯したものは奇形の存IJ合がI¥'.'jく， 34，4%と低かったが，

7月 4，18日に採卯した卯では96，0，80，7%とrwjt"、結果

となった。 8月のjF.-;活発生率が低かったのは，生地巣の

成熟状態の観察により，使用したrJi貝が産卵の終則で

あったと考えられたことから，卯質がよくなかったこと

が要凶の 1っと推察される。バカガイでは嚢!匝則からD

型幼~I:. までの発達段階において奇形がとI ~ずる安弘!とし

て， 7J<?_Mtや塩分等の環境(l~J条件の他に もともと卯が付

つ~I北l的条件，いわゆる卯質が強く影型tすることが長|いう

れている 5)。採卵が容易な本石f¥においても， 安定した採卯

を行 うためには，そのil~の~tJ[Ó巣の成熟状況を定Jt)JIÍ~J に

奇心べ，採卵 Hを決定することが主主:になると忠われる。

処J1Jl.iiij7J，をJI:Jいて粁J.l.'，>Jff貝までの発生状況を観察した

結果，飼育初期jに奇形等のイ[;¥1体がみられ， .1 1:. 'jtF;な形態の

幼~I::の '1flJ合が急激に低下したが，その後のλlê伐は良好で、

あった。また，幼1..1:の1U長のIjX:長や付手j'して干Ii:貝となる

大 きさにイ|占|体主:がみられたものの，成長の早いものは約

3週lIiJで者)氏fff'貝となり， 311:1日には平EJ'N立j乏367μ111の

利子し約117Jf[占|を確認できた。これらの1.1':1.¥率や日記長，

は，山見・ Jj:J.2)の':':[l千九よりも 劣るものであるが， 今[ITI，

飼育にJIJ，、た卯がi:(OI-]k:明日!のff，'ili本から何一られたものであ

ることから，この!ボ|さ|かザI'Ji~tによる可能tl= も 考 えらtLる。

このため， 今後は産卯1恒例のOl-Jを!日し、た飼育技術の検討

を行う必~~がある 。

メト|叫の幼主t飼育JtJJ[~iJ '1' ，殻長150μ111を越える幼~Iêが粘

i白糸状のものを分I必し，お17:いに絡み合って沈下する引

象がみられた。このような呪象は， 市i見・ 井上2)も世長

200-260μ111の大 きさになった幼11:で"!i'((i認している。イ

ガイ不|の粧知をはじめ，多くの二枚目の幼I..leや初則干fi且

は， 半粘，1占!hij泌f従託糸をうjj必して;海f句ij:7水ド'1ド!を干移多正動hすることカがf汚吻9長知知;1川11らjれ1て

いる G-同-8九」 クマサルボウの幼f生l七:で 1観必当察三さ jれTtたこゴ1半、1札ωI~

らの貝11悲知、Z浜{良lと同様に本研訴:かが‘オ木t米持つ4性|佐:.11態呂として， 移動のた

めに分泌された可能性が考えられる。今日の飼育では，

絡み合って沈下 した幼1..1:を何日撹件したためか，WeYEす

る伯l体はみられなかったが，この作業はJ[e};f;に傾斜f;であ

り， J7十泣;飼育を行う場合， 大 きな11:]題点と思われる。

以上のように，l::iX分が26.1psuとクマサルボウが生息

しているi'!IJJ点(30-31psu)よりも低く，かっ;手泥を除去ー

するために約 1 ヶ月[IlJ民外のコンクリート7]<相に tYíf-~:立 し

た淘*をJI.J，、ても， t~Øllが甘J古Eであり， 者()氏祁lミ までiI

'[~;f; に発~I':がjlliむことがl切らかとなった。木研究の結呆は，

当センターにおけるクマサルボウ程前生産の可能性を示

唆するものと考えられる。 ーブ]，幼+:飼育':11にみら札た

沈下現象や成長差が大きい[1:]題点も提起された。今後は，



これらの点について十分考慮した飼育方法を検討すると

ともに，海水の効率的な使用量や浮遊幼生の有効な餌料，

適正な飼育密度等を把握して有明海における安定したク

マサルボウの量産技術を確立していきたい。
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図版 ク7 サルボウの発生

A，受精卵 (67μm);B，極葉形成;C， 4細胞期;D，受精後 l日目 (90μm，D型幼生); 

E， 2日目 (95μm); F， 5日目(105μm); G， 7日目(135μm); H， 10日目 (154μm); 

I， 12日目 (168μm);]， 18日目 (206μm); K， 23日目 (263μm); L， 31日目 (360μm，

着底稚貝); M， 37日目 (450μm);N，繊毛のはえた足で移動する稚貝;

a，第一極葉;b，新生殻:c，原殻(幼殻); d，足糸;巴，足.スケール=100μm.



有明海湾奥部に必けるクマサルポウの雄衛生鹿に関する納

究ー 1 -一録卵 と発生

川島l進問 111[J!，t.川大開。 7苛 11'聡史則;

当七/タ では 白川i~ ，;')j 奥川のt(.~史的る i持胤J;j J立によ勺

て J;，:. ).1"1'j"l(， -nj四!fj'， I主の河記を fJむ海ホしかJlvドで品会

ぃ.ょのよ 1なえた円!ーでクマサ川レポヴの掛1o't!1仰の可能性を

校J寸るために的 i 今月間的出しげ山をほIi~~させた市水を

Jlh、r;i，:l!IJiJ'.Jな托'uと萱Mか均利仏、利 Hまでの発引状ィ日をu

nしたJ記卯!.t7 H かり~ rJ i カ けて :~ ;i 十 九回n....た.このfJI

ML いずれの鉱Jmflもs-7'Cのう11ii引みの中叫〈で号制卵プ'，'

fl}刊した。しか し 悦州日午州により DI1'!幼'1へjl'，:Y;に向引する

叫イ千!:::戎がムら札f.:.. ;: tLtj. :l 分~ ~!の II\ ~:~~~N と 凶 l則 jf，か

ら仰の~n則'.) *-f1が 1~)()}吹 lôl と ~'.hH. i宋111)qH~~(..:ij. ~! 

両院 恥均成;:~t"， m. を:JE貯 して係卯日を決司じ F るニ とが布目安と1::'

えhれた，-' "h お民~II Hまでの嗣子1を訳んた払米倒i'!初'"1

のQ.;~j な減托ヘ' 1;~Hd 50μl刊を品える可lから幼:l がU， i命花、状的

むのをうhtL前九台ってit"rする川:.がみ句れたが成長の

早いむので t;:~トn 週間でれはlJi-n 二生り :HH 1Iには本問側

ifliや~(耐"平時品目<:';67μ l刊の枠貝が;:(J 11-11仰 H糾してt、る

のを官官品ZできたofU円ことか勺当セ J ターにおけるタマサ

ルポウの研Wr生斤叫可能"が示唆さilた.
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