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ハマグリの粗放的量産 

基礎技術の開発 

 

宇都康行・高草木将人・庄司泰雅 

・牧野 直 

 

目 的 

 

 低コストでの量産を目指した粗放的なハマグリ種

苗生産・中間育成の基礎技術を開発する。 

 

方 法 

 

１． 人工産卵誘発～卵管理 

【親貝】 

平成 23年 7月に，県内（東京湾）産，三重県産，台

湾産の親貝を購入して人工産卵誘発に供した。なお，

親貝は，数個程度を解剖して生殖腺の発達状況を確

認し，採卵可能と思われるものを使用した。 

【人工産卵誘発】 

 購入した親貝に対しては，原則としてその翌日に

人工産卵誘発を行った。 

 産卵誘発にあたっては，まずトリカルネットで作

製したカゴに5～10kgの親貝を収容し，これを 500L

容のアルテミアふ化槽を改良した容器内（水量 120L

程度，以下「産卵誘発容器」）に設置した。その後，

投げ込み式チタンヒーターを用いて，産卵誘発容器

内の海水温を上昇させる温度刺激法により，人工産

卵誘発を行った。温度刺激法は緩慢法（緩やかに水

温を上昇させる温度刺激法）を用いたが，産卵が誘

発されない場合には緩慢法を2回繰り返した（表1）。 

 1 回の産卵誘発で十分な卵が得られなかった場合

には，2～3日後に再度，同一群の親貝を用いて上記

の方法により産卵誘発を行った。 

【卵の回収～卵管理】 

 産卵誘発によって卵が得られた場合には，あらか

じめろ過海水を注水しておいた別の産卵誘発容器

に，親貝をカゴごと移し替えて産卵を継続させると

ともに，産卵誘発容器下部から産卵後の海水を流し

出し，アクリル管（内径 32cm×高さ 20cm）に目合

い 30μmのナイロンメッシュを張った篩で濾して卵

のみを回収した。卵の回収後は，篩内にろ過海水を

緩やかに注水し，余分な精子等を除去するための「洗

卵」を行った。 

 洗卵を終えた卵は，200Lのポリカーボネート水槽

に収容し，容積法により計数した後，１kLポリエチ

レン水槽に3,000万粒を上限として収容して，遮光

・止水・無通気でふ化させた。 

 翌日水槽内の死卵等を底面から吸い出し，ふ化し

た幼生が D 状幼生に変態したのを確認後、63μm の

ナイロンメッシュを張った篩でD状幼生のみを回収

し，飼育水槽（後述）に収容した。 

 

２．浮遊幼生の飼育 

【飼育水槽】 

 幼生飼育には，屋内に設置された 25kL 容の FRP

円形水槽（水量 25kL，以下「R水槽」）を使用し，

稚貝が着底するまで飼育した。 

 水槽内の12箇所にエアストーンを設置し，ごく弱

い通気を行った。 

 飼育水は0.5回転/日程度の流水とし，次亜塩素酸

ナトリウムで処理した約 80％海水（塩分 26～28psu）

を注水した。排水は，塩ビ管とナイロンネットで作

製したストレーナーの内部に設置したサクションホ

ースを通じて行った。 

 また，R水槽の上部は遮光率 95％の遮光幕で覆い,

水質を安定させるために水質改良安定材「アポロン

D-2」（東洋電化工業株式会社）を 10kg，通気のあ

たる位置に垂下した。 

【餌料および給餌】 

 餌料は，市販の濃縮珪藻「ヤンマー生物餌料 キー

トセロス」（ヤンマー株式会社）を使用した。 

飼育水中の餌料密度の基準は1.2万細胞/mLとし，

これに相当する量の餌料を，朝・夕の 1日 2回に分

けて与えた。 

【測定項目】 

 親貝の購入後，殻長および肥満度を測定した。 

 幼生飼育期間中は，毎日，幼生の殻長，生残率を

測定するとともに，飼育水の水温，塩分，溶存酸素
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量，pHを測定した。 

 

３．着底稚貝の飼育 

着底稚貝飼育には，屋外に設置された 50kL 容の

角型コンクリート水槽（5×10×1m，水量 30kL，以

下「飼育水槽」）を使用した。 

 また，日射により水槽内での植物プランクトンや

大型藻類の繁殖を防ぐため，飼育水槽の上部を遮光

率 95％の遮光幕で覆い，幼生飼育と同様に水質改良

安定材「アポロン D-2」を 15kg垂下した。 

 通気は，20cm 間隔に小孔をあけた内径 20 ㎜の塩

ビ管を飼育水槽底部の長辺側 1辺に沿って設置し，

エアーカーテン方式で行った。 

 飼育初期は，塩ビ管とナイロンネットで作製した

ストレーナーの内部に設置したサクションホースに

より排水を行い,以降はストレーナーを外し，塩ビ管

の上部から排水した。換水率は1.0～2.0回転/日と

した。 

 【餌料および給餌】 

餌料は，市販の濃縮珪藻「ヤンマー生物餌料 キート

セロス」（ヤンマー株式会社）を使用した。 

飼育水中の餌料密度の基準は1.2万細胞/mLとし，

これに相当する量の餌料を，朝・夕の 1日 2回に分

けて与えた。 

 なお，冬期の水温低下に伴い，12月 3日（ふ化後

127日）で給餌を打ち切った。 

【着底基質】 

 稚貝の着底基質として，貝化石「スーパーグリー

ン」（グリーン･カルチャア）を飼育水槽上部から

40kg 散布した。散布を行う際には，なるべく水槽底

面全体に均等になるように注意し，水槽にうっすら

積もるようにした。 

【測定項目】 

 毎日，飼育水の水温，塩分，容存酸素量，pHを測

定した。 

 

 

 

 

 

結果と考察 

 

 １．人工産卵誘発～卵管理 

 親貝の購入および産卵誘発結果について表 1に示

した。 

 親貝は 4 回購入し，6 回の産卵誘発を行った。産

卵が見られたのは 7月 8日，7月 19日，7月 28日の

3 回であった。このうち 2,000 万粒以上の卵を得ら

れた 7月 28日採卵分の 1回について，飼育試験を行

った。本年度も前年度同様，人工産卵誘発方法とし

て緩慢法を採用した。十分に成熟した親貝であれば，

本法により採卵が可能であることが再確認された。

このことから，安定的に大量の受精卵を得るために

は，いかに成熟親貝を入手するかが重要である。 

 7月 28日採卵の受精卵2,900万粒から，1,280万

個の D状幼生を得た。ふ化率は 44.1％と，屋外水槽

で受精卵管理を行っていた平成 21年度の結果（51.8

％）を下回ったが，屋内で受精卵管理を行った平成

22年度の結果（26.8％）を上回った（表 2）。ふ化

率の優劣は，年度によっても，また生産回次によっ

てもバラつきが大きく，屋内水槽と屋外水槽での受

精卵管理の違いによる明確な差は認められなかっ

た。卵管理期間中の水温は，年度および生産回次に

よって23.4～26.1℃と約 3℃の差があったが，ふ化

率との間に関連性は見出せなかった。以上のことか

ら，ふ化率の優劣は，外部環境の影響よりも，得ら

れた卵の質に大きく影響される可能性が考えられ

る。受精卵収容密度は年度および回次ごとに異なっ

ていたため，適正な収容密度は明確になっていない。 

今後は良質卵の入手に努めるとともに，適正な受

精卵収容密度および管理方法についても検討するべ

きである。 
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No. 購入日 産地
購入重量

(kg)
平均殻長

(㎜) 肥満度*1 実施日 方法*2
採卵供試
親貝重量

(kg)

採卵量
(A)

(万粒)

D状幼生数
(B)

(万個）

正常ふ化率
(B/A)

(%)
備考

1 7/7 台湾 5.2 44.5 14.43 7/8 A2 5.2 1,700 － － 卵収容せず廃棄

2 7/12 久津間 15.0 46.5 16.80 7/13 A2 12.0 － － －

7/19 A 14.2 1,520 100 6.6

7/20 A 11.0 － － －

7/26 A2 11.8 － － －

7/28 A 11.5 2,900 1,280 44.1 飼育試験1面

*2 A：緩慢法(緩やかに水温を上昇させる温度刺激法)，A2：Aを2回繰り返す方法

親貝 産卵誘発

*1 肥満度＝ ×100

中里 15.0 48.9 18.72

殻長(cm)×殻高(cm)×殻幅(cm)
軟体部重量(g)

3 7/16 三重県 14.2 48.6 14.78

4 7/25

 
 

２．浮遊幼生の飼育 

 浮遊幼生飼育結果について表2に示した。屋内飼

育を実施した平成 22年度および23年度の，浮遊幼

生から着底までの生残率は，それぞれ33.9％（平成

22 年度），36.6％（平成 23 年度）と，屋外飼育を

実施した平成 21年度（0.4％）に比べ改善がみられ

た。屋外より飼育管理が容易な屋内水槽で飼育する

ことで，浮遊幼生期間中の歩留まりの向上が期待で

きる。 

 平成 23・22年度はふ化後8日目に着底が確認され

た。これは，平成 21年度のふ化後13日目より 5日

早い結果であった。ハマグリ浮遊幼生の着底促進に

は，希釈海水の使用が有効であるとされていること

から，平成23・22年度は飼育海水に水道水を加え約

80％の希釈海水（塩分 26～28psu）を使用した。そ

れにより100％海水で飼育していた平成21年度に比

べ着底が早まった可能性がある。また，飼育水温が

平成 21年度より高く推移したことも，着底が早かっ

た理由であると考えられる。 

図 1は浮遊幼生から着底までの平均殻長の推移で

ある。屋内飼育した平成 23・22年度の成長は，屋外

飼育した平成21年度のそれを上回った。このことか

ら屋内で飼育した方が，効率良く着底サイズまで成

長させることが出来ると考えられる。また，水槽の

形状も，屋外の角型より屋内の円形の方が水回りが

良く無駄なく給餌できるため，浮遊幼生飼育に適し

ていると思われる。 

平成 22 年度は，着底稚貝を確認したふ化後 8 日

目に全数を取り揚げ，屋外水槽へ移したところ，そ

の後の生残が良くなかった。生残が悪かった原因と

して，屋外水槽へ移すのが早すぎた可能性が考えら

れたため，本年度は屋外水槽へ移すタイミングを，

浮遊幼生が確認されなくなり着底が完了した時点に

改めた。本年度もふ化後8日目に着底稚貝の出現を

確認したが，その時点ではまだ浮遊幼生もみられた

ため，取り揚げは行わなかった。浮遊幼生がみられ

なくなり，完全に着底したと考えられたふ化後 11

日目に全数を取り揚げ，屋外水槽へ移した。

 

収容卵数 D状幼生数 正常ふ化率 飼育水温 稚貝数 生残率
(A) (B) (B/A) (℃) (D) (D/B)

(万粒) (万個体) (%) [ ]内は平均値 (万個体) (％)

7月7日 6,487.5 820.8 12.7 ― ―
22.9～23.9

[23.5]
― ―

ふ化後6日目までにほぼ全滅
飼育中止

7月24日 3,570.0 106.5 3.0 ― ―
25.8～27.7

[26.4]
― ―

ふ化後5日目までにほぼ全滅
飼育中止

8月4日 12,160.0 185.7 1.5 ― ―
25.6～26.6

[26.1]
― ―

ふ化後11日目までにほぼ全滅
飼育中止

8月28日 7,030.0 3,638.3 51.8
9月8日
(13日目)

9月11日
(16日目)

22.2～26.3
[23.4]

14.0 0.4 ふ化後16日目に飼育中止

22 8月20日 11,156.7 2,986.6 26.8
8月29日
(8日目)

8月29日
(8日目)

25.9～28.0
[27.5]

1,013.3 33.9 回収後，屋外水槽へ

23 7月28日 2,900.0 1,280.0 44.1
8月6日
(8日目)

8月9日
(11日目)

24.8～26.0
[25.3]

468.0 36.6 回収後，屋外水槽へ

飼育開始時 飼育終了時

備考
着底日

(ふ化後日数)
測定日

(ふ化後日数)
年度

21

産卵日

 

表 2 平成 21～23年度におけるふ化率および浮遊幼生飼育結果 

表 1 親貝入手および採卵等の経過 



種苗生産研究所・富津生産開発室，平成 23 年度（2012） 

 28

100

120

140

160

180

200

0 2 4 6 8 10 12 14

ふ化後日数

平
均
殻
長

(

μ
m

)

H21年度

H22年度

H23年度

 

 

３．着底稚貝の飼育 

 着底稚貝を屋外水槽へ移槽してから2週間以上が

経過したふ化後 27 日目に，水槽底面で枠取り調査

（79cm2）を行った。その結果，推定生残稚貝数は

60万個体と見積もられ，屋外における稚貝飼育開始

時からの生残率は 12.8%であった（表 3）。平成 22

年度の同時期（ふ化後23日目）の生残率（0.2％）

を上回る歩留まりであったことから，このまま飼育

を継続した。両年度の移槽後の歩留まりを比較する

と，屋外水槽へ移す時期は，着底が完了してからが

適しているように思われる。しかし，いずれの年度

においても，屋外水槽飼育開始から2週間以内に大

きな減耗が起きている。その原因は明らかに出来な

かったが，原因の一つに，屋内水槽からの取り揚げ

作業の際に，着底後間もない稚貝を物理的衝撃で傷

つけてしまった可能性が考えられる。今後の大量生

産へ向けて，この時期の減耗要因の解明と，その対

策は大きな課題であることから，取り揚げ方法も含

めた検討を行う必要がある。 

 水温が継続して 20℃を下回るようになった，12

月3日（ふ化後127日目）以降は無給餌とし，また

同日から，水温の低下を緩和させるため，換水率を

1.0→2.0 回転/日に上昇させた。その後飼育水温は

低下し，1月5日（ふ化後160日目）以降は10℃を

下回った（図2）。1月30日（ふ化後185日目）に

7.8℃と最低水温を記録したのを境に，その後は徐々

に上昇に転じ，3月 3日（ふ化後 218 日目）以降は

10℃を上回った。 

2 週間ごとの枠取り調査から，徐々に生残個体数

の減少が確認され，12 月 16日（ふ化後 140 日目）

の調査では推定生残個体数は15.4万個に減少した。

この時の調査枠内からは死殻が多く確認されたこと

から，無給餌飼育下での減耗が考えられた。平均殻

長は11月28日（ふ化後122日目）までは成長が認

められたが，水温が低下し無給餌としたふ化後 140

日目の調査では成長の遅滞がみられた（図2）。 

 3月27日（ふ化後242日目）に全数取り揚げを行

い，貝化石ごと目合1㎜の篩にかけ残ったハマグリ

を選り分けて回収，計数した。取り揚げ個体数は

0.45 万個体，平均殻長は 1.71 ㎜であった。ふ化後

140日目の推定個体数15.4万個から大きく減少した

のは，冬期の低水温で多くの稚貝が死亡したためで

あると考えられる。特に小型貝の死殻が多くみられ

たことから，小型貝ほど低水温の影響を受け易いと

思われる。また取り揚げの際，目合1㎜より細かい

篩では，貝化石や懸濁物とハマグリを選り分けるの

が困難であったため，1 ㎜の篩に残らない貝は回収

できなかった。本年度の結果から，初めて冬を越せ

ることが明らかになったが，屋外で稚貝飼育するに

は，冬期の水温低下を防ぐ対策が必要で、また冬期

までに低水温に耐えられる程度の殻長まで，いかに

成長させておくことが重要であると考えられる。 

 

図 1 平成21～23年度における浮遊幼生の平均殻長 
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稚貝数 平均 飼育水温 稚貝数 平均 生残率
(A) 殻長 (℃) (B) 殻長 (B/A)

(万個体) (㎜) [ ]内は平均値 (万個体) (㎜) (%)

22
8月29日
(8日目)

1013.3 0.190
9月13日
(23日目)

24.6～28.8
[27.1]

1.70 NO DATA 0.2
9月17日(ふ化後27日目)に
飼育中止

8月25日
(27日目)

60.00 0.45 12.8 飼育継続

3月27日
(242日目)

0.45 1.71 0.1
全数取り揚げ
φ1.0㎜の篩に残った稚貝を計数

測定日
(ふ化後日数)

飼育終了時

備考

7.8～28.1
[16.5]

0.195

飼育開始時

年度

23
8月9日

(11日目)
468.0

日付
(ふ化後日数)
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要 約 

 

1）県内外から親貝を 4 回購入し，6 回の採卵誘発

を行った。このうち 2,900 万粒の受精卵から

1,280 万個体の D 状幼生が得られた 1 回につい

て,飼育試験を行った。 

2）採卵の手法として，緩やかに水温を上昇させる

温度刺激法「緩慢法」の有効性を再確認した。 

3）屋内の浮遊幼生飼育で，飼育水に 80％希釈海

水を用いたところ，ふ化後 8 日目に着底が始ま

り，ふ化後 11 日目に完了した。着底が完了した

着底稚貝 468 万個体を回収し，屋外水槽で着底

稚貝飼育を行った。 

4）前年度同様，屋外水槽飼育開始から 2 週間以内

に大きな減耗がみられたが，ふ化後 27 日目に

60 万個体が生残し（生残率 12.8％），前年度の

生残（0.2％）を上回っていたため，飼育を継続

した。 

5）冬期の無給餌，低水温環境下では成長の遅滞が

みられ，特に小型貝の減耗が多かった。 

6)ふ化後 242 日目に全数を取り揚げた結果，平均

殻長 1.71 ㎜，0.45 万個のハマグリを得た。初

めて越冬飼育が可能であることを確認した。 

7)屋外水槽飼育における減耗要因の解明とその対

策，および冬期の水温低下防止対策が課題であ

る。 
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表 3 平成 22・23 年度における稚貝飼育結果 

図 2 平成 23 年度における平均殻長と水温 


