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(57)【要約】
【課題】資源減少下で自然発生、或いは放流に依存して
いる種苗生産を、自然環境に左右されにくい陸上で人為
的に計画生産するため、効率的なアサリ等の潜砂性二枚
貝の種苗を生産する方法を提供する。
【解決手段】天然の、或いは人工孵化させたアサリ等の
潜砂性二枚貝の幼生又は着底稚貝を、海流等の海洋環境
に左右されない陸上において、飼育環境を整えた盛土等
をした簡易な飼育槽等に収容する。そこに定期的または
不定期的に植物プランクトンを投入する以外は複雑な管
理を要しない低費用及び粗放的な生産方法とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　海水、淡水或いは汽水を飼育水として張った飼育池又は飼育槽の中に、浄化作用を持つ
有用微生物と粉砕貝殻を混ぜた中粒砂を敷設し、飼育水中に定期的にまたは不定期的に餌
となる植物プランクトンを投入し、稚貝を収容して行うアサリ等の潜砂性二枚貝の陸上生
産方法。
【請求項２】
　前記飼育池又は飼育槽中の底砂として中粒砂を使用し、底質改良のため浄化作用を持つ
バチルス属、ラクトバチルス属等の有用微生物、及び細かく粉砕した貝殻を混ぜることを
特徴とする請求項１に記載のアサリ等の潜砂性二枚貝の陸上生産方法。
【請求項３】
　前記飼育池又は飼育槽内の中粒砂の厚さは３０ｃ±５ｃｍであることを特徴とする請求
項１に記載のアサリ等の潜砂性二枚貝の陸上生産方法。
【請求項４】
　前記飼育槽池又は飼育槽の水面から中粒砂の表面までの水深は５０ｃｍ～８０ｃｍの範
囲内であることを特徴とする請求項１に記載のアサリ等の潜砂性二枚貝の陸上生産方法。
【請求項５】
　前記飼育水の流速は５ｃｍ／ｓ～１５ｃｍ／ｓの範囲内であることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか１項に記載のアサリ等の潜砂性二枚貝の陸上生産方法。
【請求項６】
　陸上に盛上をして飼育池を形成し、ポンプで飼育水を常時供給することを特徴とするア
サリ等の潜砂性二枚貝の陸上生産方法。
【請求項７】
　前記飼育槽池又は飼育槽への注入水は排水口から遠い場所にバルブを設置し、雨量に合
わせて水量を調節し、飼育水中には定期的に培養した植物プランクトンを投入することで
池内の餌料を増殖させることを特徴とする請求項１に記載のアサリ等の潜砂性二枚貝の陸
上生産方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アサリ等の潜砂性二枚貝を陸上で生産する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　商品として流通するアサリ等の潜砂性二枚貝の多くは天然産であり、各地域により漁業
権設定、漁獲サイズ規制が存在するため漁業者以外が生産に参入することが難しく、資源
量の動向は自然発生に頼る部分がほとんどであった。
【０００３】
　産地においては、人工種苗を生産して２ｍｍ程度の稚貝を地蒔き方式で生息地に放流す
る例もあるが、小さすぎるため海流等の自然環境に定着率が左右され、その効果が漁獲量
の回復という形では現れていないところが多い。
【０００４】
　また、近年は資源量に対する過剰な漁獲や過去例を見ない捕食生物による甚大な被害が
増えるなど、稚貝の定着が難しく資源の再生産が促進されにくい状況にある。
【０００５】
　その他、自然環境下においては、場所によって貝毒や化学物質の汚染が発生するなど、
市場へ安全に安定的に供給することが困難な状況もあり得る。
【０００６】
　人工種苗においては、多くの研究機関で生産の取組がなされているものの、屋内の水槽
で飼育し、その餌料も人工培養されたものであり、生産経費と労力を多分に必要としてい
た。
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【０００７】
　近年は人工稚貝を様々な方法で、小規模若しくは実験的規模で養殖する取組が行われ始
めている。
【０００８】
　特許文献１では、砂を敷いた容器に稚貝を入れ、網で覆い海水中に吊るすことで貝を育
成する養殖方法が開示されている。
【０００９】
　この方法においては、天然の環境に餌料等を委ねることで給餌に係るコストが削減され
、容器を使用することで管理生産を行う利点がある。
【００１０】
　また、特許文献２においては、様々な設定を施して陸上の装置内で二枚貝を養殖する方
法が開示されている。
【００１１】
　特許文献２に記載されている方法は、装置内に粒砂体を二枚貝の殻長の３倍～５倍の厚
さに敷き、水深を０．５ｃｍ～５ｃｍの範囲内とし、飼育水を１ｃｍ／ｓ～２５ｃｍ／ｓ
の範囲内の流速で注入し、栄養塩を添加しながら特定の付着性微細藻類を粒砂体表面に繁
茂させて、それを餌料とすることで養殖する方法である。
【００１２】
　この方法においては、陸上の容器内で付着性微細藻を繁殖させることで給餌の問題を解
決し、陸上管理下で養殖することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００８－１１３６４９号公報
【００１４】
【特許文献２】特開２００８－９２９０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明においては、使用する天然の稚貝が漁獲サイズ
の規制等により市場に流通することは稀であることから、別途に人工稚貝を調達する必要
があり、この方法が広く普及した場合、今後は稚貝の市場供給が課題となる。
【００１６】
　また、養殖する設備を大量に製作する必要があるほか、飼育期間中は海上での様々な維
持労力が必要となり、特に容器へ藻等の付着が起これば容器内の二枚貝の生存に欠かせな
い通水機能が喪失するため、定期的に設備を水中から引き上げて清掃する必要がある。し
かも、海上に設置するため、成果はその海域の環境に依るところが大きく、天候により作
業ができないことも予想される。
【００１７】
　また、特許文献２に記載の発明においては、特殊な装置を製作する必要があるほか、各
種設定の範囲内で管理しなければならず、効果を更に上げるためには人工灯の設置も必要
であるなど、大量生産を行うには維持管理コストが装置数に比例して増大することが予想
される。
【００１８】
　しかも、水深の関係上、海水或いは汽水を使用している場合、屋外に設置した装置内に
雨水が入り込み塩分濃度の急激な低下が起こる恐れと、気温変動に対応した飼育水温度の
管理のため、機器増設が必要になる場合もあり、直ちに対処しなければ収容生物の生存が
危ぶまれる。
【００１９】
　本発明は、アサリ等の潜砂性二枚貝を陸上で簡便に生産し、稚貝或いは成貝を市場に安
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定的に供給する方法を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法は、海水、淡水或いは汽水を飼育水として
張った飼育池又は飼育槽の中に、浄化作用を持つバチルス属、ラクトバチルス属等の有用
微生物と粉砕貝殻を混ぜた中粒砂を敷設し、飼育水中に定期的にまたは不定期的に餌とな
る植物プランクトンを投入し、稚貝を収容して行うアサリ等の潜砂性二枚貝の陸上生産方
法を特徴とする。
　即ち、人工孵化幼生から稚貝、或いは稚貝から成貝までを陸上で簡便且つ効率的に一貫
して生産することを特徴とする。
　バチルス属に属する有用微生物としては、バチルス・サブティリス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ
　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）、バチルス・ナットウ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｎａｔｔｏ）、バチル
ス・ブレビス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｂｒｅｖｉｓ）等が挙げられ、ラクトバチルス属では
、ラクトバチルス・アシドフィラス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｃｉｄｏｐｈｉｌ
ｕｓ）、ラクトバチルス・カゼイ（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃａｓｅｉ）ラクトバ
チルス・プランタラ（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｐｌａｎｔａｒｕｍ）等が挙げられ
る。
【００２１】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法においては、人工ふ化させる場合、成長の
良い身太りした奇形で無い優良母貝を選択し、個別採卵を行って稚貝を生産することが好
ましい。
　上記により、より育成し易い選別種が得られる作用がある。
【００２２】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法においては、屋外の飼育池又は飼育槽（図
１参照）中の底砂として中粒砂を使用し、底質改良のため浄化作用を持つバチルス属、ラ
クトバチルス属等の有用微生物、及び細かく粉砕した貝殻を混ぜることにより、底質を自
然環境に近づけることができ、粉砕した貝殻の成分が貝の成長を促進させる作用がある。
【００２３】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法においては、屋外の飼育池又は飼育槽の底
砂は３０ｃｍ±５ｃｍの厚さとすることを特徴とする。これにより、貝を掘り起こす際に
、底の土と砂が混ざることを防ぐ作用がある。
【００２４】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法においては、屋外の飼育池又は飼育槽の水
深は５０ｃｍ～８０ｃｍの範囲とすることを特徴とする。これにより、水量を多く取るこ
とで屋外での雨水流入による塩分濃度低下に対する緩衝幅を広げることができる。
【００２５】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法においては、一定方向へ向かう水流を５ｃ
ｍ／ｓ～１５ｃｍ／ｓの範囲とすることを特徴とする。これにより、池内が攪拌されて微
細藻の繁殖を促進させる作用がある。
【００２６】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法においては、飼育水の注入口は排水口から
遠い場所に設置し、雨量に合わせて注入水量を調節し、飼育水中には定期的に培養した植
物プランクトンを投入することで池内の餌料を増殖させることを特徴とする。
　上記により、海水或いは汽水を使用している場合に、降雨による塩分濃度の低下を注入
水により調節できる作用があり、また屋外のため、人工光を使用せずに太陽光による光合
成にて、貝の餌となる植物プランクトンを自然増殖させることができることから、週に１
～２回の種藻の投入で安定的な餌料環境を維持する作用がある。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法によれば、自然界における一般的な場合と
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比較して同程度の優れた成長をし、陸上で生産するため収穫も容易であり生産量も予測が
立てやすくなる効果を奏する。
　また、一般的な屋内稚貝生産と比べて管理が粗放的であり、屋外であるため太陽光によ
り餌料となる植物プランクトンが池内で自然繁殖することから、屋内生産に比べて生産経
費も抑えられることがわかった。
【００２８】
　本発明は、閉鎖性環境にて生産が可能であることから、資源減少した地域の貝を用いて
採苗することで、血統保存しながら資源回復用の放流用途への利用が期待できる。
【００２９】
　また１０ｍｍ程度まで育てた稚貝は養殖種苗用途への利用も期待でき、養殖形態に合わ
せて貝のサイズを用意できる利点も備える。
【００３０】
　そのほか、成貝まで育成した場合、生産履歴についても母貝の地域系統から餌料内容ま
で完全な記録が可能であり、消費者が求める安全安心な食品として市場に提供できる利点
も備える。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に本発明を実施した形態に基づき説明する。
【００３２】
　本実施形態では、採苗工程から稚貝への変態過程までを屋内の水槽で飼育し、変態して
３５０μｍ以上まで育った稚貝、或いは天然稚貝を図１で示す屋外飼育池（Ａ）で育てる
ことを特徴とする。
　図１中の（Ａ）は屋外飼育池の平面図であり、（Ａ）中のａ－ａに沿う断面図が（Ｂ－
１）、ｂ－ｂに沿う断面図が（Ｂ－２）、ｃ－ｃに沿う断面図が（Ｂ－３）である。
【００３３】
　屋外の養殖池は、平坦な場所に図１中の８で示すコンクリートブロック等の壁を囲むこ
とで池を造り、６の飼育水注入バルブより飼育水を注入し、３のパドルフィールにより水
流を４で示す方向へ起こし、９の整流板で一定方向への水流を整え、余剰飼育水を５の排
水口より排水する。
【００３４】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産技術を実施するにあたり、採卵ふ化した幼生が
着底して稚貝に変態するまでは、生残率を高めるために屋内で飼育することが好ましい。
【００３５】
　採苗に供する母貝には奇形でないものを選び、受精に用いる精子は放精量の多かったも
のを使用することが望ましい。
【００３６】
　ふ化して得られた幼生を屋内の水槽で飼育し、底砂に基着できるようになる稚貝に変態
した個体を３５０μｍのメッシュで濾し集め、屋外飼育池又は飼育槽底面に均一になるよ
うに設置することが望ましい。
【００３７】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法を実施するにあたり、特殊な機具を作成す
る必要は無く、一般的な水槽、濾過器具と採卵道具類、また屋外飼育池又は飼育槽におい
ては特に定まった形状を問わず、水深が５０ｃｍ以上取れる排水機能が付いた、底質に浄
化作用を持つ有用微生物と粉砕貝殻を混ぜた中粒砂を用いた池であることが好ましい。
【００３８】
　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法は、稚貝を屋外飼育池又は飼育槽で飼育す
る際に、飼育水中への餌料となる植物プランクトンの投入、繁茂した海草類の除去作業、
海水を使用する場合に雨水による塩分濃度低下を防ぐため海水流入量を増やすことの日常
管理のみで非常に容易である。
【００３９】
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　本発明のアサリ等の潜砂性二枚貝の生産方法を実施する適地は、使用する海水、淡水或
いは汽水が潤沢に使用できる環境が好ましい。
【００４０】
　本発明の生産方法は、潜砂性二枚貝に適用されるが、海水域に生息する種においては河
口付近に生息するような、ある程度低塩分状態に耐性のある潜砂性二枚貝類が好ましい。
また、淡水或いは汽水域に生息する種においては河川及び湖沼に生息する潜砂性二枚貝類
全てに適用される。
【００４１】
　海水域に生息する種としては、アサリ、ハマグリ、アカガイ、トリガイ、バカガイが挙
げられ、淡水或いは汽水域に生息する種としてはマシジミ、セタシジミ、ヤマトシジミが
挙げられる。
【００４２】
　屋外の飼育池又は飼育槽においては、貝類に食害を及ぼさず海草類を餌とする魚類、例
えば漁業用の生餌となるサバヒー等も併せて複合養殖することも可能である。
【実施例】
【００４３】
　以下に本発明の実施例をアサリ貝の場合について具体的に説明する。
【００４４】
　鹿児島県南九州市頴娃町別府にある南九州市が所有するえい二枚貝栽培センターにおい
て一貫生産されたアサリ母貝を用い、成長の早かった個体を選び、その中から奇形でない
個体を使用し採卵を行い、育成して得られた稚貝を図１に示す屋外飼育池で養殖し定期的
に観察した。なお、採卵は平成２０年４月２８日であった。その結果（図２）、採卵から
６カ月でアサリ貝の殻長は平均１０ｍｍ、１年で平均２２ｍｍとなり、養殖用稚貝として
指標となる１０ｍｍの段階でその生産密度は９００個体／ｍ２であった。なお、飼育期間
中に大量の斃死は発生しなかった。
【産業上の利用可能性】
　以上に説明したとおり，本発明は海水，汽水及び淡水域に生息する二枚貝の陸上生産に
利用可能である。
【００４５】
　以上に説明した請求項
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】アサリ等の潜砂性二枚貝を生産する屋外飼育池の模式図である。
【図２】本発明で生産したアサリ稚貝の殻長と密度測定結果と、自然界での一般的な生育
密度との関係図である。
【符号の説明】
【００４７】
　　１　中粒砂に浄化作用を持つ有用微生物等と粉砕貝殻を混ぜた底質
　　２　飼育水
　　３　バドルフィール
　　４　水流の方向
　　５　排水口
　　６　飼育水注入バルブ
　　７　屋外飼育池の水面
　　８　屋外飼育池の壁
　　９　整流板
　　１０　設置した二枚貝
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【図１】 【図２】
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