
分野：水産業
低コストで省力的に二枚貝を生産する技術体系 

試験研究計画名：セミスマートな二枚貝養殖技術の開発と応用 
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開発のねらい： 
二枚貝は太陽光を浴びて増殖した大量の植物プランクトンを餌として利用するので、そ

の養殖では魚類やエビ類のように大量の餌を与える必要がなく、低コストで省力的に生産

できることが大きな特徴です。しかし、天然海域では餌となる植物プランクトンの量や水

温、塩分、酸素濃度が大きく変動するため、自然に任せた二枚貝生産は非常に不安定です。

また、新たな養殖対象種として期待の大きいトリガイでは、養殖容器を海中に吊るして育

成しますが、高水温や酸素濃度の低下に弱いので、常に最適な水深を探して、養殖容器の

垂下水深を調整しなければなりません。さらに、二枚貝の養殖に利用される稚貝のほとん

どが天然海域で採集されることから、養殖に使用する十分な数の稚貝を安定して確保する

ことが困難です。このため、近年、高級なカキとして養殖生産量が増加しているイワガキ

や、資源量が激減したために稚貝の放流や養殖が全国で行われているアサリについては、

稚貝の人工的生産への期待が特に大きく、大量の稚貝を低価格で生産する技術が必要とな

っています。 

そこで本課題では、トリガイの養殖場の水深別の水温や植物プランクトンの量（クロロ

フィル濃度）等の観測データをインターネット経由で配信することにより、養殖場の環境

変化を常時監視できる漁場環境自動監視装置を開発しました（写真１）（環境 IT技術の活

用）。また、イワガキとアサリの稚貝生産については、魚類や甲殻類の種苗生産に使用す

る大型水槽や遊休化したクルマエビ養殖池を利用した低コスト大量生産技術を開発しまし

た（写真２）（稚貝の低コスト生産技術の開発）。さらに、エビ養殖場においてクルマエ

ビとアサリを混養し、クルマエビの養殖によって池内に大量発生する植物プランクトンや

有機物をアサリの餌として有効利用することにより、大量のアサリを安価に生産できる新

たな養殖技術を開発しました（写真３）（複合養殖技術の開発）。 

各々の技術について実証を行った結果と経済性を以下で紹介します。 

写真１ 環境ＩＴ技術の活用 

（トリガイ養殖） 

写真２ 稚貝の低コスト

生産技術 

写真３ 複合養殖技術の開発 

（クルマエビとアサリ） 



 
 

技術体系の紹介：  
１． 環境 IT 技術の活用 

一般に、二枚貝は内湾域で養殖されています。

内湾は波静かで餌となる植物プランクトンが豊富

ですが、外海との海水の交換が少なく陸から流れ

込む河川水の影響を受けやすいので、水温や塩分、

酸素濃度の変化が大きく、時には二枚貝の成育に

悪い環境になることがあります。また、水温や塩

分、酸素濃度、植物プランクトンの密度は水深に

よって異なるので、トリガイのように養殖容器（か

ご）を垂下する養殖方法では、垂下する水深を適

宜調整しなければなりません（図１）。今までは、

この作業を漁業者の経験と勘で行っていましたが、

京都府久美浜湾では「漁場環境自動監視装置」を

導入したことによりデータに基づいた水深調整が

可能となり、養殖トリガイの生残率が大きく向上し、生産の安定化に貢献しました。 

（１）漁場環境自動監視装置とは 

漁場環境監視装置は、水質を測定するセンサー（多項目水質計）部分、ワイヤーロー

プを使ってセンサーを水面から海底近くまで昇降させる自動昇降装置（ウインチ）、お

よび太陽電池パネルとバッテリーで構成されています（図２）。ウインチを使ってセン

サーを一定間隔で昇降させ、水深ごとの水温、塩分、酸素濃度および植物プランクトン

の密度（クロロフィル濃度）を測定します。観測結果は、インターネットを経由してリ

アルタイムで漁業者の携帯端末（スマートホン）に送られる仕組みです。この情報に基

づいて、トリガイ養殖容器の垂下水深を適宜調整できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）トリガイ養殖に適した環境 

養殖場の水質調査や室内での飼育実験により、トリガイの成育に適した環境を調べた

結果、以下の基準に基づいて養殖容器の垂下水深を調整することが望ましいことがわか

りました。１）酸素濃度は 5mg/L以上、２）塩分は 28以上、３）水温については、夏

期は 28℃以下、冬期は 10℃以上、４）酸素濃度は 5mg/L以上、クロロフィル濃度は 3

μg/L以上（5μg/L以上あれば最適）。 

（３）漁場環境自動監視装置導入の効果 

養殖容器の垂下水深を 2mに固定した試験区（2m区）では、夏季の高水温により生残

率が 18.0%に低下しました（平成 26年度）。また、垂下水深 5m 区と 6m区では、低酸素

貧酸素化

低塩分化 下げる

上げる

最適水深餌多い

モニタリングデータをもとに
養殖コンテナの垂下水深を操作

大雨による淡水流入

海底の無酸素水の上昇

養殖コンテナ

図２ 漁場環境自動監視装置（中央：海上筏に設置された装置右：センサー昇降ウインチ） 

図１ トリガイの垂下養殖 



 
 

により平成 28年 1月に全滅しました（平成 27年度）。一方、漁場環境自動観測装置の

データに基づいて垂下水深を調整した試験区（操作区）の生残率は 50.6%（平成 26年度）

および 78.2%（平成 27年度 平成 28年 1月時点）であり、突発的に発生する環境悪化

を回避することにより高い生残率を維持できました。また、垂下水深の調整作業では、

養殖容器の垂下ロープに取り付けたフックの利用により、ロープを結索する従来の方法

の約 1/3の時間で作業できるようになりました。 

（４）技術導入の経済性と波及効果 

京都府久美浜湾に設置した漁場自動観測装置の値段は設置費用も含めて 700万円でし

た。機器の耐用年数を 10年とすると、減価償却費は 70万円／年になります。また、機

器のメンテナンス等に 140 万円を要すると考えられるので、毎年、210 万円の経費が掛

かることになります。 

機器導入前の久美浜湾のトリガイ養殖では、貝の生残率は約 20％、生産金額は約 900

万円／年でした。これに対して、機器を導入し養殖カゴの垂下水深を調整することで生

残率を 10％高めることができると生産金額が 450 万円増加するので、毎年の必要経費

（210 万円）を十分にまかなうことができます。また、1 台の装置でカバーできる養殖

場の面積は海域の地形等により異なりますが、久美浜湾では、養殖場（60,000㎡）全体

をカバーできます。 

本事業の調査結果を受けて、京都府では、舞鶴湾の二枚貝養殖場にも漁場環境自動監

視装置を導入し、京都府のブランド貝「丹後トリガイ」の生産拡大と安定供給をさらに

進めることになりました。（表１）。 

こんな経営におすすめ： 

・トリガイ養殖のように内湾域で養殖に取り組み、養殖場の環境データを必要とし、生

産の安定化や生産物の高品質化を目指している複数の養殖経営体で共同利用していた

だきたいシステムです。 

技術導入にあたっての留意点： 

・開発した漁場環境自動監視装置は、内湾で行われる他の二枚貝養殖における利用のほ

か、閉鎖性の高い内湾域における環境監視業務等での利用が期待されます。 

・環境が大きく変わらない海域であれば、装置 1台でかなりの範囲がカバー可能ですの

で、複数の経営体による本システムの共同購入や共同運営を行うことにより、1経営

体当たりの経費を軽減できます。 

・観測データの解析や取り扱いには、県の水産試験場等の専門機関のアドバイスが必要

です。 

２． 稚貝の低コスト大量生産技術 

魚類や甲殻類の養殖用水槽や遊休化した施設を有効活用し、アサリとイワガキ稚貝を低

コストで大量に生産する技術を紹介します。 

アサリについては、エビ養殖の遊休池を利用し、施肥により池の中に直物プランクトン

を大量に発生させ、20mmサイズの稚貝を大量に低コストで生産・収穫する技術を開発しま

した（写真４）。また、カキ用の養殖容器と網袋に殻長 5～10mmの稚貝を収容し、潮位の

干満を利用して池内の海水交換を行い、自然海水中の餌のみによる稚貝の育成に成功しま

した（写真５）。 

イワガキについては、魚類や甲殻類用の屋外大型水槽の利用により大量の付着稚貝を省

力的に生産する技術、および魚介類飼育の排水に含まれる大量の植物プランクトンと有機

 



 
 

物を稚貝の餌として利用するシステムを開発しました（写真６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） アサリ稚貝の低コスト大量生産 

大型水槽を利用した稚貝の生産：既設の大型水槽（魚類、甲殻類飼育・餌料培養水槽 

100〜200kl）を利用してアサリ浮遊幼生を飼育し、殻長 2mmサイズの稚貝を大量に生産

する技術です。この飼育方法では、粗放的に大量培養した植物プランクトンを餌に利用

するので、必要な経費と作業量はわずかです。この方法により、1,000万個以上の殻長

2㎜稚貝を 0.014円／個（従来法では 0.12円／個）で生産できました。 

素掘り池（遊休化したエビ養殖池）を利用した稚貝の生産①：遊休化した素掘り池（〇

〇立米）に農業用肥料（発酵鶏糞）を 600～1,200kg（海水トンあたり 27～53g）／週の

頻度で添加することにより植物プランクトンを大量発生させ、これを餌として殻長 2mm

サイズの稚貝を 20mmサイズに育てる技術です。1.5haの池で 20mmサイズのアサリ稚貝

を 2,000万個、250 円／kg の経費で生産できました。生産したアサリを収穫するため、

噴流式鋤簾（じょれん）を利用した収穫装置（写真７）を開発しました。本装置は噴流

の反力を利用しながら自動曳走し、最大 500㎏／hrs.で収穫できました。 

 

 

 

 

素掘り池（遊休化したエビ養殖池）を利用した稚貝の生産②：池に施肥せずに、潮位の

干満差の利用により池の海水を交換し、海水のみでアサリ稚貝を簡易に生産する技術で

す。10月に殻長 5〜10mmサイズの稚貝が、翌年 1月には平均殻長 15～20mmに成長し、3

か月間の短期間の飼育ですが、冬季でも稚貝が成長することがわかりました。さらに飼

育期間を延長すれば、より大型の稚貝を生産できると考えられます。施肥飼育に比べて

生産量は少ないですが、カキ用の養殖容器や網袋を用いたことにより収穫作業は容易に

なりました。 

（２） ※イワガキ稚貝の低コスト大量生産 

大型水槽を利用した稚貝の生産：屋外の大型水槽を利用して大量のイワガキ付着期幼生

を生産する方法です。別途培養したイワガキの餌となる植物プランクトンを稚貝飼育水

槽に添加し、水槽の中で植物プランクトンを自然増殖させます。この飼育方法では、餌

写真 7 アサリ収穫装置（噴流式ジョレン）の導入 

写真４ 遊休池を利用したアサリ

稚貝の生産 

写真５ 養殖カゴ・袋を利用

したアサリ稚貝の生産 

写真６ 魚介類飼育排水を利

用したイワガキの飼育装置 



 
 

料は珪藻（イソクリシス・タヒチおよびキートセラス・グラシリス）が有効であり，換

水（水槽換え）は 5～7日間隔，飼育密度は 1～2個/mlの範囲が適当です。1回の生産

で数千万～１億個の付着直前のイワガキ幼生を飼育できます。 

魚介類の飼育排水を利用した稚貝の生産：魚介類の飼育排水に含まれる大量の有機物や，

飼育水槽尾中に自然発生した植物プランクトンをイワガキ稚貝の餌に利用する生産シ

ステムです（図３）。今まで利用されることなく排出されていた有機物と植物プランク

トンを利用することにより、稚貝の生残率向上と低コスト大量生産が可能となりました。

また，水槽に発生する付着物や海藻を魚類に捕食（掃除）させる方法（図４）を開発し，

これまで 3～4日の頻度で行っていた水槽掃除（約 3時間／回）が不要となり、大幅な

省力化が図られました。※この技術によりイワガキ稚貝 80万個を 2.4円／個（従来 10.6

円／個）の低価格で生産することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）技術導入の経済性 

アサリ稚貝の生産では、2mm稚貝を屋外大型水槽で大量生産し、これを内陸型養殖

池で 20～25mmまで施肥育成することで、天然稚貝（400〜500円／kg）の価格よりも

安い経費（250円／kg）で生産することができました。現在 1.5haの海水池で 16トン

前後の稚貝を試験生産していますが、池に収容する 2mm稚貝の数量を増やすことで少

なくとも 30トン前後の稚貝生産が見込めるので、生産コストは低くなります。今後、

図４ 貯水槽の海藻繁茂防止に藻食性魚類を利用 

図３ 魚介類の飼育排水を有効利用したイワガキ稚貝の大量生産方法 

エビ飼育水槽

エビ飼育水槽

エビ飼育水槽

エビ汁貯水槽



 
 

大規模な池でアサリ稚貝の生産を行い、農業分野を参考にして施肥や収穫作業の機械

化を進めることで、さらに生産コストを下げることが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 魚介類の飼育排水を利用したイワガキ

稚貝の生産では、甲殻類や魚類の飼育排

水を餌に利用して陸上水槽で養殖用稚貝

を生産するシステムを開発しました。こ

れにより、従来の海面飼育では死亡率が

40％と高かったのですが、これを 2%程度

に大幅に低下させることに成功しました。

死亡する個体が少なくなったことで、1個

当たりの生産コストを下げることができ

ます。また、陸上水槽でイワガキを飼育

するためには大量の餌が必要なのですが、

本技術では、今まで廃棄されていた飼育

排水を使用するので餌料経費はわずかで

す。イワガキの餌（飼育排水）をストックする水槽に繁茂する海藻や付着生物の除去に

は多大な労力を必要としますが、本技術では、藻食性魚類を混養することで大型藻類の

繁茂を 7か月間抑制することができました。これにより、藻類や付着生物の除去作業が

不要となりました。これらの技術を活用することで、イワガキの生産コストは従来法の

10.6円／個から 2.4円／個に大幅に低下しました。 

 
こんな経営におすすめ： 

・魚介類生産の端境期に、生産水槽の有効利用を考えている栽培漁業センターや民間の

種苗生産機関、漁協等に利用していただきたい技術です。 

・従来の生産方法よりも二枚貝の生産経費の削減し、二枚貝稚貝の販売拡大を検討して

いる機関に利用していただきたい技術です。 

表2　従来法と開発法のアサリ稚貝生産単価比較

従来法 開発法 従来法 開発法

人件費※1 122 52 人件費※1 2,082 2,053
母貝購入費 11 22 2mm稚貝購入費 840 231
電気代 65 28 電気代 424 700
肥料代 101 54 肥料代 1,059 203
その他 231 14 減価償却費・消耗品費 495 813

530 170 4,900 4,000

4,300 12,200 15,700 16,000

0.12 0.014 312 250

従来法：0.5ｈａ池での生産例(H25)従来法：屋内１トン水槽での生産経費

単価（円/個）

20mm稚貝生産

生産経費(千円）

合　　　計

稚貝生産数（kg）

単価（円/kg）

生産経費(千円）

2mm稚貝生産

合　　　計

稚貝生産数（千個）

約1／9に激減 約20 %カット※1：事務職員、管理職員の賃金を含まない。
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図５ イワガキ稚貝の生産コスト 

   従来法：付着した稚貝を海上で飼育 

   新技術：飼育排水を利用して陸上水槽で飼育 



 
 

技術導入にあたっての留意点： 

・遊休池を利用したアサリ稚貝（20mm）の生産では、池内の海藻の繁茂やアサリの食害

生物の侵入を防止するために、稚貝収容前に池内の清掃、生物除去を徹底して行うこ

とが重要です。 

・遊休池を利用したアサリ生産用に、アサリ稚貝の収穫装置を開発しました。収穫作業

をより効率的に行うためには、装置の使用方法の簡便化等の改良をさらに進める必要

があります。 

・大型水槽を利用した稚貝の生産技術については、アサリやイワガキだけでなく、他の

魚介類での利用も期待できます。 

３．クルマエビとアサリの複合養殖技術 

広いエビ養殖池を使ってクルマエビとアサリを一緒に育てると、アサリの成長が早まり、

養殖開始約 6カ月後には商品として出荷できることが明らかになりました。これは、クル

マエビの残餌や排泄物が栄養となり、アサリの餌となる水中の植物プランクトンが大量に

増殖し、長期間、高い密度で維持されたためと考えられます。この方法は、天然海域での

養殖と異なりアサリの成育が海況に左右されず、アサリへの給餌は不要で、生産経費はア

サリの収穫にかかる人件費のみであり、低コストで省力的なアサリの養殖方法です。 

（１） クルマエビの養殖池 

クルマエビの養殖池は沿岸に作られた素掘り池で、西日本や沖縄地方に数多く見られ

ます。池の中の海水交換は、地先海面の干満差を利用して注排水を行う方法と、大型ポ

ンプを使う方法があります。池の底は砂泥で、時々、外海からアサリの幼生が入り、池

の中で大量発生することがあるので、クルマエビの養殖池はアサリの成育に適している

と考えられます。 

（２）クルマエビ養殖池でのアサリの養殖方法 

養殖池全体でアサリを養殖すると収穫作業が負担になるので、養殖する区画を 4,000

㎡に限定し、5月末に殻長 2mmのアサリ稚貝を約 2,000個/㎡で収容しました。その後、

アサリが 10mm程度に成長した 7月初旬にクルマエビの稚エビ（体長約 12mm）を 19.4

尾/㎡で収容しました。クルマエビがアサリ稚貝を食べる心配があったことから、クル

マエビに食べられないアサリの大きさを調べたところ、クルマエビの体長の 10％以上の

大きさであれば食べられることはなく、問題ないことを確認しました（図６）。クルマ

エビ養殖池でのアサリ養殖では、アサリ稚貝を収容した後、アサリを育てるための作業

はありません。ただし、生産事例が少ないことから、計画的な養殖生産を行うためには

定期的に成長や生残状況を調べて確認する必要があります。 

 

図６ 複合養殖したアサリの成長（●） 

図７ クルマエビ養殖池で生産し

たアサリの販売（凍結アサリ） 



 
 

（３）技術導入の経済性 

大分県姫島で行った養殖試験では、5月に平均殻長 2mmの稚貝を養殖池に収容すると、

10月には殻長 30mm以上のアサリが現れました。その後もアサリは順調に成長し、平成

27年度の試験では、池内に生息するアサリの量は約 11トン、260万個と推定されまし

た。11月に 3,750kgのアサリを収穫し、その中から大型個体を選別し出荷販売できまし

た。稚貝を池に収容した後、収穫するまでアサリへの給餌や飼育作業は行わないので生

産経費はほぼ 0円です。また、生産したアサリの収穫は、現在はクルマエビの飼育作業

の合間に手作業で行っていますが、収穫装置を開発し利用することで大幅な省力化が可

能になると考えられます。 

販売に当たっては、500円／kgで活きたままでの出荷以外に、身入りの良い時期にア

サリを真空凍結し「凍結アサリ」（図７）として 1,000円/kgで販売することにより、

更なる収益の増加が図られました。凍結にはクルマエビの凍結装置を活用すれば新たに

機器を購入する必要はないので、販売に係るコストは殆どかからないものと考えられま

す。 

こんな経営におすすめ： 

・クルマエビ養殖場を保有し、生産経費と労力をかけずにクルマエビ以外の魚介類生産

を検討している企業に利用していただきたい技術です。 

・生産したアサリなどの二枚貝の収穫出荷だけでなく、養殖場を潮干狩り場やバーベキ

ュー施設を設けた複合的な経営を検討している企業に利用していただきたい技術です。 

・地元貢献として、地域や漁協等が実施するアサリの漁獲量を増やすための取り組みと

して、アサリ稚貝の供給を検討している機関に利用していただきたい技術です。 

技術導入にあたっての留意点： 

・西日本で行われているクルマエビ養殖では、クルマエビの収穫作業が 12月に終了し

ます。その後、整備のために池内の海水を排水するので、12月までにアサリを商品と

して出荷できる大きさに育てなければなりません。そのためには、それぞれの養殖場

において、池に収容する最適な稚貝の大きさと収容時期、成長速度等を把握しておく

必要があります。 

・アサリの収穫を容易にする機器は未開発です。既存のアサリ漁獲方法（じょれん掘）

の利用や、農業用の収穫装置を改良した新たな機器の開発が必要です。 

・収穫したアサリのすべてが商品に適した大きさではなく、小さいものも含まれていま

す。これらの小型個体を地先海域での放流や養殖稚貝として販売し、有効活用するこ

とをお勧めします。 

・アサリの養殖では、養殖用の稚貝を大量に安定して確保しなければなりません。天然

で稚貝を大量に採集することは困難なので、それぞれの機関で稚貝を生産するか、複

数の機関が共同で稚貝を生産、供給する体制の構築が必要です。 

研究担当機関名：国立研究開発法人水産研究・教育機構、京都府農林水産技術センター、

兵庫県立農林水産技術総合センター、島根県、山口県、大分県農林水産研究指導センター、

熊本県水産研究センター、佐世保市、長崎市、国立大学法人長崎大学、国立大学法人東北

大学、株式会社東京久栄 
お問い合わせは：国立研究開発法人水産研究教育機構日本海区水産研究所 

電話 0772-25-1306 E-mail sakiyama＠affrc.go.jp 

執筆分担（国立研究開発法人水産研究・教育機構 﨑山 一孝） 


