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（資料）

マナマコ種苗生産技術の現状と課題

江口勝久＊

(Material) The present status and issues on seedlings culture technology of 
the sea cucumber Apostichopus japonjcus 

Katsuhisa EGUCHI * 

当センターでは 1979年からマナマコの種苗生産技術

開発に着手し， 1990年代には，浮遊幼生の飼育水槽とは

別の水槽に，培養した付着珪藻板を収容し，そこで稚ナ

マコへ変態（採苗）させ，その後付着珪藻板上で飼育す

るという方式（採苗方式）を確立したト41。この方式に

より，採卵後4～5ヶ月間の飼育で体長 lOmm以上の稚ナ

マコが 10万個体単位で生産可能となり， 1996年にその

方式による生産方法を生産マニュアルとして刊行した51。

その後，種苗生産各工程の技術改良を続け，現在では

採卵後3～4ヶ月間の飼育で 体長 20mm程度の稚ナマ

コを 100万個体以上生産することが可能な技術レベlレ

に至っている 6,71。

我が国のマナマコ種苗生産は人工飼育成功後，半世紀以

上の歴史を持ち，当センター以外にも北海道呂），青森9)'

岩手10）等で，詳細な生産マニュアルが既に刊行されており，

基本的な生産技術は確立していると考えられる。しかしな

がら，類似の方法で生産される他の介類（ウニ，アワビ類）

と比較すると，生産年や回次毎の生産結果は不安定であり，

依然として親の養成から始まる各生産工程において，技術

改良の余地は多分に残されていると考えている。

そこで本報告は，マナマコ種苗生産技術の更なる向上

の一助とすることを目的に，刊行後 15年以上経過した

生産マニュアlレ51から変更した点を中心に，当センター

の近年の生産方法についてその現状を記載し，今後の課

題を整理した。なお3 本報告は「ナマコ漁業とその管理

一資源・生産・市場J（恒星社厚生閣）へ寄稿した内容を 3

当センターの生産施設や生産方法に焦点を絞って加筆，

修正を加えたものである。

マナマコの生産工程は，親養成，採卵，幼生飼育，付

着珪藻培養，採苗，稚ナマコ飼育の大きく 6つに分けら

＊現水産課
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れる。以下，各工程別に生産方法や残された課題につい

て述べる。

1 .親養成

1)産卵期（採卵時期）と産卵期の制御

当センター地先海域におけるマナマコの産卵期は3月～

5月で，その盛期は年や地域によって若干異なるが，アカ

ナマコ，アオナマコとも概ね3月下旬～4月下旬であるill。

したがって，両タイプともに 1回目の採卵を3月下旬に実

施している。アカナマコの方がアオナマコよりも産卵盛期

が若干遅く，昇温刺激による採卵では3月下旬には安定的

な採卵が難しいことから，以前はアオナマコを3月下旬，

アカナマコをアオナマコの幼生飼育終了後の4月中旬と

別々に実施していた。しかしながら，産卵誘発ホルモン「ク

ビフリンJ（株）産学連携機構九州） 12, 131の開発で3月下旬

より安定的な採卵が可能となったこと，幼生飼育工程でア

カナマコが不調となる場合が多く，できるだけ多くの回次

で幼生飼育を実施したいこと，両タイプで別々に実施する

と全体の幼生飼育期聞が長期化すること等があり，現在の

形をとるに至っている。

ウニ類14）と同様に，マナマコも水温が成熟要因のー

っとなっていることが予想され3 自然水温よりも l～

5℃程度加温して飼育することで，通常に比べ半月～

1ヶ月程度早く卵を得ることが可能である 15）。また，北

海道においては消化管再生時期を起点とした積算水温を

利用して，加温育成を行うことにより，早期に計画的な

採卵を可能としている 8）。

しかし3 水温の制御による早期の採卵については，現

在当センターでは検討していない。その理由は産卵数が

少ない等の安定性に欠けること 15），養成時，その後の生



産工程で、の加温コス トが増大すること，マナマコの産卵

時期は水温上昇期であるため 早期の飼育開始による成

長の促進，飼育期間の短縮はそれほど期待できないこと

の3点である。

2）親の調達

使用する親は天然海域から生産開始直前（採卵の l～

2ヶ月前）に潜水も しくは桁網で漁獲したものを使用する。

アカナマコ，アオナマコともに 300～800g程度（平均

500g程度）で，体表のスレ，内蔵吐出が無いものを選別

して購入する。購入数は，アカナマコが300個体，アオ

ナマコが200個体程度で，地域による産卵期や成熟状況

の違い等のリスクに備えるため，複数の産地から調達する。

毎年，生産開始直前に調達する理由は，成熟した親ナ

マコの調達が比較的容易であること，親ナマコの養成方

法に課題があり ，養成期間が長期化するに従い，成熟し

た個体の割合が減少する事例や，体表のびらん， 内蔵吐

出の発生が増加する場合があること 3 マナマコは高水温

時期に夏眠（餌をとらず自己消化で生命を維持）する性

質があり ，自然水温下で周年育成した場合，体サイズの

著しい縮小がみられることの3点である。

なお，これまでの飼育経験上 成熟している個体の割

合が低い事例はアオナマコで多く，体表のびらん， 内蔵

吐出はアカナマコで多い。

3）養成方法

調達した親の養成方法を項目別に述べる。

①飼育容器，飼育密度： 搬入した親は，収容密度 30～

50個体Imを目安と し，l～3m程度の角形水槽に産地

別，搬入時期別に収容する。

②飼育水：水温は自然水温とするが，自然水温が 13℃

を超える 4月上旬頃からは， 2回次， 3回次の採卵に備

え，一部の個体を 13℃の恒温飼育とする（成熟抑制の

ため）。換水率は lO回転・／日程度としている。また，採

卵予定時期の 1ヶ月程度前から，各水槽の排水をプラン

クンネッ ト （目合い 63μm）で受け，産卵状況を毎日

確認し，採卵時期の判断材料とする場合もある（図 1）。

③餌料 ：アカナマコ，アオナマコと もに冷凍ワカメの

細片を中心とした餌料で養成・飼育している。給餌量

は，体重の 5～ 10%，給餌頻度は週2回を基準とし，

摂餌状況を見ながら増減する。これに加え，補助的な

餌料として北大西洋海流域に繁茂する大型褐藻である

AscophJ必1umnodosumの粉末（商品名；アlレギンゴー
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図1 産卵確認用のネット

lレド，アンデス貿易（的，以下アスコフィルム），中国産

のマコンブLaminaiiajapom切の粉末（商品名 ；ラミ

ナリアジャポニカ，アンデス貿易（附，以下マコンブ） ，

ナマコ用配合餌料（商品名；海参エナジー，日本農産工

業側），貝化石（商品名 ，フイツシュグリーン，（附グリー

ンカルチャー）を重量比2:2:1 :5で混合した配合

餌料の給餌を行う。給餌量は体重の5%，給餌頻度は週

l回を基準とし，摂餌状況を見ながら増減する。

現在の飼料は，アカナマコにおいて，ワカメ 2 アラメ，

海藻粉末リピック BW（（有）栄研商事）（現在製造中止），

無給餌の比較試験において，ワカメが成熟を促す養成飼

料として最も適するとの知見16）を基にしたものである。

しかしながら，先に述べたとおり，特にアオナマコにお

いては養成期間の長期化に従い，成熟状況が悪くなる場

合がある等，成熟に最適な養成餌料に関しては未解明な

点がある。そのために，毎年新規の親を産卵期直前に，

大量に調達して生産を行わなければならない状況にある。

安定的，かつ効率的な生産のためにはマナマコを成熟に

導く，より適した養成飼料の検討が必要と考えられる。

④その他： 給餌の前には サイフォンによる底掃除を行

う。また，観察を十分行い，体表のびらん，内臓吐出に

注意する。体表のびらんは，Vibηkコ属を中心とした細菌

が分離されることから，細菌性の疾病であると考えられ

ている 171。また，アカナマコでよく見られる内臓の吐出

についても，同様の理由から細菌性の疾病であると考え

られている 171。したがって，びらんや内臓吐出への対策

としては，予防の面から，搬入時の物理的ダメージに注

意すること，換水率を高く維持すること，発生後の対処

の面から，速やかに発症個体を取り除くこと ，水槽替え



をする ことが重要である。

2.採卵

採卵方法は，水槽内で、自然に産卵する卵をネッ ト等で

回収する方法（自然採卵法） 昇温した紫外線殺菌海水

による刺激で産卵を誘発する方法（昇温刺激法人産卵

誘発ホlレモン「ク ビフリン」（側産学連携機構九州）を

使用する方法（クビフリン法）の3つの方法がある。

1 ）自然採卵法： 養成水槽内で、 自然に産卵した卵 （受

精卵）をネットで受け，生産に使用する方法である。産

卵誘発や洗卵等の特別な作業が必要ないという長所があ

るが，計画的に採卵できない，シオダマ リミジンコの混

入を防げない等の短所がある。

2）昇温刺激法： 飼育水温よりも 5℃程度昇温した紫外

線殺菌海水中に親ナマコを収容し，産卵・放精を促す方

法である。個体別または集団で容器に収容し，昇温，紫

外線殺菌処理をした海水を掛け流しにして反応を待つ。

通常，刺激開始から l～2時間で反応が見られ，そこで

注水を止め，反応終了後，媒精，洗卵の作業に移る。

3）クビフリン法： クピフリンは近年発見されたマナマ

コの産卵誘発ホルモンで3 成熟した個体の体内に注入す

ることで，放卵・放精を促す。反応後の手順は昇温刺激

法と同様である。

当センターでは，以前は昇温刺激？去を中心とした採卵

を行っていたが，ク ピフ リンの開発後，採卵の確実性，

作業の効率化等を優先し，クビプリン法を採用している。

特にアカナマコの採卵では，これまでの昇温刺激での反

応率が悪い事例が多く 51，ク ピプ リンの使用により，採

卵効率はかなり向上している。

クピフ リンによる採卵方法は，山野18,19）， 吉田20)や

商品に添付される取り扱し、説明書を参照されたいが，そ

れらをふまえた当センターでの採卵方法を述べる。

①卵への糞の混入を避けるため採卵予定の 1週間前か

ら餌止めを行う。

②親ナマコ体表についたマナマコの害敵生物となるシオ

ダマリミジンコを除去するため，収容水槽から取り上

げ後，水道水に2分程度浸潰し，体表を素手でこすり ，

別水槽（海水中）に収容する。

③親ナマコの体重を計測後，海水中でメスを用いて体表

を1cm程度切開し3 生殖巣の一部を取り出す（図2）。

このとき，出来るだけ速やかに，静かに行い，内臓の

吐出に注意する。経験上，アカナマコの方が，内臓を

吐出しやすいため，特に注意が必要で、ある。

図2 切開による雌雄・成熟状況の確認

④生殖巣の色から雌雄を判別し（雄は白色，雌は樫色），

雄の場合は切開して生殖巣を切り出し3 ドライスパー

ム状態でビーカ一等に保存する（図 3,4）。なお，生

殖巣の太きが太く，真っ白でなく少しクリームがかっ

た色調のものが経験的に良い。Jltil'の場合は取り 出した

生殖巣の一部を切り出し，顕微鏡下で卵径を計測する。
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⑤卵径が 150μm程度あれば，成熟していると予想され

るため，規定量のクピフリンを体腔内に注入し，軽く

振って 201容角形スチロール水槽内に個別に収容する。

＠クピフリン注入後，概ね 1時間で産卵が始まる。産卵

が始まる直前に，切り出した精巣を滅菌海水中に入れ，

ハサミ等で細かく刻み，それを 50μmのネットで櫨

した精子混濁液を作製しておく。産卵が始まったら，

速やかに，その精子混濁液を 2.5×104個／ml程度

となるように加える（受精率はある程度の時間まで高

いままであるが，正常発生率は卵成熟の進行とともに，

下がるとされているため20,21)。この精子懸濁液の使

用期限は作成後 30分以内とし，産卵のタイミングに

合わせて，適宜新たに作製する。

⑦産卵は，反応開始後 1時間程度継続する。産卵が終わっ

たら，念のため，再び精子混濁液を 2.5×104個／ml

程度となるように加え，完全に受精させる。

③撹持，サンプリングし，顕微鏡下で受精率，産卵数の

計測，卵の形態を確認後，生産に使用する卵群に優先

順位をつけ（産卵量が多く 卵の形がきれいなものを

優先），洗卵作業に移る。

上記の方法は，山野18, 19）における手順のうち，生体

外でのクビフリン反応試験を省略している。これまでの

経験上，卵径が 150μm程度あれば，ほぼ 100%反応

するため，省力化しでも差し支えないと考えている。ま

た，一部取り出した卵巣の色や大きさ（太さ）のみでも

おおまかな成熟度は判別可能である。

媒精濃度については3 低すぎれば受精率の低下，高す

ぎれば形態異常の発生を招くため，これまでの知見22)

を参考に， 2回の精子混濁液を加えた5×104個／ml程

度となるように調整している。

成熟状況が良好な場合，個体あたりの産卵数は 300

～ 1 000万個程度であり，予定の産卵数に応じて，反応

させる個体数を調整する。ただし，遺伝的多様性に配慮

するためには，出来るだけ多くの親からの採卵（精）が

望ましい。なお，③の手順により，雌が卵巣を吐き出し

た場合でも，成熟した卵であればクビプリンを用いて体

外受精を行うことが技術的には可能である20）。

手JI頃③において生殖巣が確認されない未成熟の個体の

割合は年や採卵時期によって異なるが，アカナマコで

20～30%，アオナマコで 30～50%程度であり，先

に述べたとおり，アオナマコは半数近くの個体で生殖巣
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を確認できない年があり，予定の卵数確保に苦労する場

合がある。

洗卵作業は，多精受精による発生異常や奇形を防止す

る目的で行う工程で，卵の比重を利用して，海水中での

沈降と上澄み液を捨てて希釈する作業を繰り返す「沈殿

法（希釈法とも呼ぶ） J，卵径より細かい目合いのネット

を用いて海水を掛け流して洗浄する「メッシュ法」の2

つがある。また，受精卵を 1ぱ程度の容量の大きい幼生

飼育水槽に収容し瞬化させることで，自然に精子濃度を

低くし，特別な洗卵を実施しない方法もある。これらの

うち当センターでは沈殿法を採用している。理由は，マ

ナマコの卵は物理的な衝撃に弱く，極力これを避けたい

こと，幼生飼育水槽に収容する前にふ化幼生に優先順位

をつけるため，ふ化にふ化用の小規模な別水槽を用いた

いことの2点である。ただし，マナマコの卵は，同様の

沈殿法で洗卵を行うワニ類よりも比重が小さく，沈降ま

でに時間を要するという問題もある。

沈殿に用いる水槽は採卵時と同様の 201容角形スチ

ロール水槽で，各水槽 200万粒を上限に受精卵を収容

し， 1時間～2時聞かけて沈降させ，大部分が沈降した

後に上澄みを捨てる。沈降に要する時間は回次や卵群に

より異なるが，経験上，沈降の速度と卵の質に相聞はな

いと判断している。この作業を延べ3回行い，ふ化用の

1001容パンライト水槽に収容する。受精卵を水槽あた

り200万粒程度収容し，均一に撹枠後，翌日までふ化（浮

上）を待つ。このときの水温は3 幼生飼育水温の 18℃

程度に合わせるが，その水温であれば，概ね受精後 18

時間でふ化が始まる。

3.浮遊幼生飼育

マナマコはふ化後，嚢目壬期，アウリクラリア前・後期，

ドリオラリア期，ぺンタクチュラ期を経て稚ナマコに変

態する。水温や餌料条件で異なるが，その期間は，当セ

ンターの方法でふ化後 14日程度である。

採卵の翌日，ふ化水槽でふ化（浮上）した幼生は，浮

上の状況（おおまかな瞬化率），ふ化幼生の形態，動き

で優先順位をつける。ふ化幼生は，きれいな楕円形をし

ている群（図5）を優先し，形がいびつなものが多い群（図

6）は使用しない。また，動きについてはゆっくりと自

転しながら，直線的な動きをしているものが経験上良い。

奇形個体は洗卵等の作業における物理的な衝撃，卵質（精
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図6 畿日壬期浮遊幼生（形態異常がみられる群）

子の質） ＇媒精時間の遅滞，不卜分な洗卵（媒精濃度が

濃い）等により発生すると考えられる。優先順位をつけ

た後，サイフォンで上澄みだけをゆっくりと回収し，計

数後，幼生飼育水槽に収容する。その後の飼育方法の詳

細は各項目別に述べる。

1 ）飼育容器： 10001容ポ リカーボネイト水槽を用し、

る（図 7）。当センターの施設規模では，最大 20水槽

での幼生飼育が可能である。

2）飼育密度： 1～1.2個体 ／ml(100～120万個体

／水槽）としている。これまでの飼育結果では，これ以

上の密度で飼育した場合，生残率や成長（変態） 等の

飼育成績が不安定となる。

3）通気： 水槽中央底面にゆ50mmのエアスト ーンを 1

個設置し通気を行う。通気量は 0.5～ 1.51/分程度と し，

幼生の発育に応じて徐々に増加する。

4）水温： マナマコの幼生飼育が可能な水温範囲は 15

～ 22℃程度であるが23) その範囲内でも飼育水温が低
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図7 幼生飼育施設

すぎると飼育期間の長期化 それに伴う飼育成績の不安

定化，餌料供給量の増加があり ，高すぎれば，成長は早

まるが，飼育成績の不安定化，加温コストの増加といっ

た問題が生じる。これら知見をもとに当センターでは

18℃に設定している。

5）換水： 収容後4日目より毎日半分量を一度に交換す

る定期的な換水を 200目（目合い229μ m）の換水ネッ

トを用いて行う。

6）底掃除，設備洗浄： 2日に l回程度3 水槽底面をサ

イフォンによって，全体の 1～2%程度排水する。残餌，

死骸，糞等の有機物除去だけでなく ，底面の状態（艶死，

奇形個体の割合や有機物の量等） から，飼育状況を推測

する目的もある。飼育状況が良好な場合は，期間を通じ

て底面は清浄で、ある場合が多い。底掃除によって排出さ

れた幼生は基本的に廃棄するが，採苗直前期にドリオラ

リア期幼生の生存個体が多数みられる場合は，採苗に供

する場合もある。

飼育に使用するエアス トーン，換水ネッ トは2-3日

にl度程度水道水で洗浄する。

7)餌料： 自家培養したキートセロス・ネオグラシーレ

Chaetoceros刀θog，ョci/e（最近までキートセロス・グ

ラシリス C.gracilisと称されていたもの。以下，ネオ

グラシーレ）の単独給餌としている。これは，単独で用

いる場合，マナマコ幼生の餌料と してはネオグラシーレ

とキートセロス・カlレシトランスが適し，パブロパ.｝レ

テリ ，イソクリシス・ガノレパナ，ナンノクロロプシス（可

消化処理済みのもの）は適さないという知見24）に基づ

いている。給餌量は 0.5～3万細胞／mlで，発育段階や

摂餌状況に応じて増減する。増減の基準は状況によるが，



残餌が 0.5万細胞／ml未満であれば増加， 0.5～ lO万

細胞／mlで維持，それ以上の場合は減少させることとし

ている。給餌は3 幼生収容の翌日から行い3 その後毎日，

残餌の計数，換水後に行う。給餌する餌料の細胞数はトー

マ血球計算盤，残餌の計数はフックスローゼンターlレ血

球計数盤を用いて行う。

以上の方法で，通常の飼育事例では，生残率が60～

70%程度，稚ナマコ変態直前のドリオラリア期以降の

幼生の割合が 50%程度である。しかし，アオナマコは

比較的良好である場合多いが，アカナマコでは成長，変

態の停滞，胃の萎縮（図8），生残率の低下等の飼育不

良がしばしばみられる。マナマコ種苗生産工程のうち，

当センターで最も苦労する ことが多い工程はアカナマコ

の浮遊幼生飼育である。

幼生飼育不調の原因については回次によって異なるこ

とも予想され，現時点で特定できていないが，餌料の

質や飼育水中の細菌による場合が多いと考えている。そ

の理由としては，培養期聞が長い，古い餌料を与えるこ

とで，胃の萎縮が起こるという知見があること 81，当セ

ンターでは，元種からのパッチ式培養を徹底し，培養期

間の短い餌料を給餌するように改善したことで，それ以

前よりも飼育成績は改善していること，餌料以外の条件

は同じで，自家培養餌料と購入した餌料での比較試験を

行った結果，購入した飼料を給餌した試験区のみで，胃

の萎縮がみられたこと 7) エアストーン等の飼育器具の

洗浄を行うことで，胃の萎縮症状が起こりにくいとの

知見があること（ 中国において胃の萎縮と類似の症例

(Stomach ulceration symptom）があり ，それは細菌

類と関係していて，不適切な給餌や高密度飼育によって

図8 胃の萎縮症状がみられるアカナマコ浮遊幼生
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引き起こされると考えられていること251の4点が挙げ

られる。

したがって，特にアカナマコの幼生管理においては，

良質な餌料3 すなわち，対数増殖期（増殖速度が早い時

期）のもので，培養期聞が短く ，細菌・原生動物等の混

入が少ないものを給餌すること および細菌類の影響を

少なくするため，飼育準備段階における飼育設備の殺菌，

消毒の徹底，飼育期間中の器具（エアストーン，換水ネッ

ト等）の洗浄の徹底を心がけている。

また，この他の対策として，緑藻類ドナリエラDuna励

te1出版taの併用給餌（中国でアオナマコの生産によく使わ

れる餌料）や光合成細菌等によるバイオコントローJレを試

行したが，これまでに明確な改善効果はみられていなし向。

良質な餌料の供給と飼育設備を清潔に保つことを基本

としつつ，今後は，微細藻類の栄養成分の違いに着目し，

ネオグラシーレと他の微細藻類の混合給餌について検討

する必要があると考えている。

4.付着珪藻培養

付着珪藻は，浮遊幼生から稚ナマコへの変態促進，およ

びその後の餌料としての役割がある。付着板として塩化ピ

ニルもしくはポリカーボネイト製の 32×40cmの波板を

10枚 l組でホルダーに固定して使用している （図9）。

これまでの知見26）により ，単一珪藻よりもマナマコ

の採苗に適すると思われる，自然に憎殖する天然の付

着珪藻を屋外水1習で 1ヶ月半～2ヶ月程度かけて培養す

る。付着板を水槽に設置し 種となる付着珪藻が繁茂し

た種板を全体の 3%程度差し込み，農業用の肥料を投入

後，止水状態で培養する。水槽上面には光量調節のため

図9 付着珪藻板



の遮光幕を設置し，水面直上で 1000～ 1 OOOO!x程度

となるように付着珪藻の繁茂状態を見ながら遮光幕で調

節する。培養期間中は l～2週間に l回程度の換水，海

水シャワーによる洗浄， 施肥，波板の上下反転を行い，

小型で付着力の強い珪藻を均一に繁茂させる。種組成

は小型 （20μm以下） の八段vicula類，八心tzschia類，

Amphora類などが主体である。

マナマコの採苗においては，付着珪藻の密度が高い方

が着底は速やかに進み，その密度はその後の成長にも影

響する26）。 このため，出来るだけ細胞密度の高い (100

万細胞／col以上）付着珪藻板を準備するよう心がけてい

る。しかし，50～ 160万細胞／胡程度の範囲で、は，数

日経過後の付着率にはほとんど差はなく 26）’また，マナ

マコはウニ，アワビ類と比較して摂餌圧が低いため，付

着させた後でも付着珪藻を繁茂させることは可能であ

る。したがって，細胞密度の低い付着板を採苗に使用し

でも，その後の維持管理を適切に行えば， 生産上の支障

は比較的少ないと考えている。

5.採苗

採苗とは，浮遊幼生を付着珪藻板等の付着基質上で稚

ナマコへ変態させる工程のことである。当センターでは

幼生飼育を終了し，採苗に移るタイミングとして，浮遊

幼生の変態が進み，ドリオラリア期以降の幼生が50%

以上となった時点を基準としている。この基準はアワリ

クラリア後期幼生の割合が高まったステージよりも，ド

リオラリア期幼生の割合が高まったステージの方が，効

率よく稚ナマコへの変態が進むという知見27）を基にし

ている。

この基準に従えば，当センターでの幼生飼育方法では，

通常，飼育開始後 14日前後での採苗となる。逆に言え

ば，飼育日数が 14日経過後，ドリオラリア期幼生の割

合が基準より著しく低し、場合（20%以下）は，成育不良

で，その後飼育を継続しでも改善しなし、 （変態が進まなし、）

ことが多い。以下，項目別に採苗の工程について紹介する。

1 ）採苗水槽：採苗には3 加温が可能なポリカーボネイ

ト製の屋根がある屋外の長さ 7.2×幅 1.8×深さ 0.5m

の7ぱの FRP製水槽（図 10）もしくは，屋内の，長さ 9.0

×幅 lO×深さ l.5mの 15m'角形コンクリ ート水槽を

使用する。自然水温が 18℃以上となり，加温が必要な

い場合は， 屋外の 15m'角形コンクリ ート水槽を使用す
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図10 採苗に使用する FRP水槽

る。水槽内に 200目のポリエチレン製のネ ット（目合

い 122μ m）を設置し，幼生の逸散を防ぐ。以前は 100 

目（目合い 229μ m）を使用していたが3 現在は幼生が

逸散するため一部を 200目に変更している。

2）付着基質：付着基質として前述の付着珪藻板を用い，

出来るだけ細胞密度の高いもの (100万細胞／c品以上）

を使用するようにしている。また，付着基質からのシオ

ダマリミジンコ侵入を防除するため，炭酸ガス28）もし

くは 0.2%KCL溶液8）で事前に処理し，採l'Ef水槽に設

置する。

付着板の設置の向きについては，垂直置きと水平置き

で、付着数は変わらず，水平置きは上下で付着数がぱらつ

くとの知見26）を参考に，垂直置きとしている。ただし，

それは幼生の変態状況や水槽の形状，エアレーションの

状況等に左右されると考えられ機関によっては水平置

きの方が多くの付着数を確保出来るとし，水平置きを採

用している例もある9、10）。 付着板を設置した後の水位は 3

幼生と付着基質の接触機会を増加させるため，付着板直

上となるように調整している。

3）間育水： シオダマリミジンコの侵入を防ぐため3

50μm以下の目合いのカートリッジフィ Jレターと目合

い45μmのプランク トンネットでろ過した海水を使用

する（図 l1）。また，使用可能な水槽で、は紫外線殺菌海

水を使用する。

採苗時の水温に関しては，12℃～ 20℃の範囲では水

温が高いほど採苗率が高まるカ；27），加温コストとその効

果の兼ね合いから，18℃に設定している。また，幼生

収容後 1週間程度は基本的に止水とし 3 その後定期換水

で， 0.5～ 1.0回転／日程度の換水を行う。



図11 カートリッジフィ lレターとネットによる

シオダマリミジンコ侵入防除

4）通気： 当センターは塩ピ管を用いた通気管で通気を

行っているが，幼生と付着基質の遭遇率を高めるため，

水槽全体が均一に撹持されるように通気する（図 10）。

5）照度： 5郎、光，紫外線は稚ナマコの減耗要因となる

29, 30)。ただし，稚ナマコに影響を与える光の強度（照度）

に対する認識は研究例で異なる場合がある 8 10, 31）。 こ

の要因は，水槽の形状，付着基質の種類・形状，ネオグ

ラシーレ給餌の有無等の飼育方法の違いや，暴露条件の

違い，照度の測定方法の違い等によるのかもしれない。

し、ずれにせよ，当センターの採苗方法では採苗時に直射

日光に暴露すると，稚ナマコが減耗することを確認して

おり，水面直上の照度が 3000lx以下となるように遮光

幕を用いて調節する。採苗直後の稚ナマコの付着珪藻摂

餌圧は低く ，またその期間も短いため，低照度による付

着珪藻に対する悪影響よりも 紫外線による減耗リスク

を優先し，暗めに維持している。屋内採苗の場合は，最

大でも l,OOOlx程度であるので，照度調整の必要はない。

6）給餌： 採苗率の上昇，着底後の稚ナマコ餌料とし

て，飼育水中に2～5万細胞／mlとなるように，ネオグ

ラシーレを給餌する。給餌は幼生収容後，15日目前後

まで継続する。その理由や効果については後述する。

ア）計数： 稚ナマコの計数作業を，目視による確認が出

来る 10日目を目安に行う。抽出率 1%で無作為に選ん

だ付着板上の付着数を計測し，全体に引き延ばして推定

値を算出する。

以上の方法で， ドリ オラ リア期以降の幼生の割合が

50%程度である平均的な幼生群を採首に用いた場合

は，収容全幼生数から算出 した採苗率（付着率）は概ね
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30%前後，収容幼生中の ドリ オラ リア期以降の個体割

合から算出した採苗率は 50%前後である。しかしなが

ら，年や回次，水槽によって値はばらつく ことが多い。

その一番の要因は採苗に供した幼生の状態（質）である

と考えられ，近年，幼生飼育の不調がよく見られるアカ

ナマコの場合は，平均の採苗率で5%程度と，かなり低

し、年もある。

検証の余地が残されているとされているが，伊藤26)

によれば3 ワニ類で変態促進効果のある ヒジキ32）やカ

リウムイオン K+33lのように，生産現場で使用可能なマ

ナマコの変態を促進するもの（物質）は，これまで確認

されていない（実験室レベルではマナマコの変態を促進

する物質として， ドーパミンが知られている34））。した

がって，現状では採苗率を高め，効率的な生産を行うた

めの最善策は，良好な状態の幼生を供給する ことである。

幼生の飼育状況と上記の基準となる採苗率を併せ，予

定とする付着数となるように収容幼生数を決定する。予

定とする付着数は当センターの場合， 付着板 1枚あたり

300個体としている。これよりも多ければ，その後の飼

育における成長停滞や後述する大量減耗がみられる場合

がある等飼育成績が不安定になり， これよりも少なけれ

ば，採苗用に準備する水槽の増大，加温コストの増大等，

非効率的な採苗となる。

付着数が著しく多い場合（500個／枚以上），採首か

ら10～20日目に大量に減耗する事例がみられること

がある 5）。 直近では，201l年のアオナマコ生産で，採

苗後 15日前後に，一晩に約 100万個体が大量減耗する

減少がみられた6）。 減耗した水槽内に別の水槽から稚ナ

マコを収容すると，同様に一晩で減耗したこと等から，

細菌性の疾病ではないかと推測した。また，最近， 北

海道ではスクーチカ（大きさ l0 -50μ mの繊毛虫で

Miamiens1注avidus）とし、う繊毛虫による減耗が確認さ

れている（北海道酒井氏私信）。酒井氏によれば3 この

スクーチカによる減耗は体長 l.5mm未満ーの飼育初期にみ

られ，シオダマリミジンコ等で体表が損傷した場合は体

長 lOmmでトも発症する場合があるとのことである。初期

の大量減耗要因については特定が困難だが， これら知見

をも とに，対策として，付着数を著しく多く しないよう

に努め（500個体／枚以下） ，多く 付着した場合は，早

期の分槽により付着密度を下げるよう努めている。ま

た，直接の減耗要因ともなるシオダマリミジンコ対策を



スクーチカによる減耗防除の点からも実施している。

6.稚ナマコ飼育（採苗後 10日目の計数後～）

目視確認が可能となる採苗後 10日目前後で付着数を

計数後，稚ナマコ飼育の工程に移る。以下，各項目につ

いて述べる。

1 ）飼育密度：採苗を屋内の加温水槽で行っている場合

ネオグラシーレの給餌を終了する採苗後 15日目前後で

屋外の飼育水槽へ移動する。屋内では照度が低く （最大

で 1OOOLx程度），付着珪藻密度の維持が困難であるた

めである。移動に合わせ，水槽に設置するネットの目合

いを 200目から 100日（日合い 229μm）に交換し，

併せて飼育密度の調整を行う。生残率や成長等の飼育成

績と水槽数の増加によるコスト・作業量増加を併せて考

えると，飼育密度は付着板あたり 100～ 150個体程度

(10～ 15万個体／水槽）が望ましい。したがって，採

苗時の付着数により 1水槽を2～3水槽に分槽し，飼育

密度を 100～ 150個体／枚程度に調整する。このとき，

稚ナマコが付着している付着板と，新たな付着板（付着

珪藻のみ）を 1～2枚おきに交互に入れ替え，稚ナマコ

の分散を促す。概ね2～3週間後には，均一に分散する。

また，前述の FRP水槽や屋外で採首した場合でも，同

様の密度調整を同様の時期に行う。なお，この，付着板

の移動や密度調整は，紫外線による減耗を防ぐため，曇

りの日に行い，出来るだけ迅速な作業を心がけている。

2）悶育水槽：採苗水槽と同型の屋外コンクリート水槽

を使用する。当センターのコンクリート水槽は二重底で，

水槽の上半分に飼育用のネット (100目）を設置し，そ

の中で飼育を行う方式である（実効水量は約7ぱ）。水

深の浅い FRP水槽で，直に付着基質を設置して行う方

法と比べると，底に堆積した稚ナマコの糞や残餌等の有

機物の腐敗が起きにくく，底掃除が不要になる，流水条

件下でも配合餌料が流出しにくいという長所がある。

3）閤育水：採苗期間中，加温していた場合は， 1日に

1～2℃の帽で，自然水温に近づける。シオダマリミジ

ンコ対策として，注水は採苗後 40日程度，遮光幕を撤

去するまで，前述のカートリッジフィルター，プランク

トンネットでろ過し，可能な場合は紫外綜殺菌海水を使

用する。採苗後 1週間程度は止水3 その後飼育日数の経

過とともに 0.5～8回転／日程度に増加する。注水から

のシオダマリミジンコ侵入リスクを出来るだけ低減する

89 

ため，換水率は出来るだけ低く維持するが，遮光幕撤去

後は，日射による水温上昇を防ぐため，換水率を増加さ

せる必要がある。また，その際は注水側と排水側で、の水

温差を防ぐため，水槽の長辺と同程度の長さの注水パイ

プを用いた注水を行う。なお，後述するネオグラシーレ，

海藻粉末主体の配合餌料（以下，配合餌料）の給餌を行

う場合は給餌後止水とし，夕方に通水する定期換水で、流

出を防ぐ場合もある。

4）通気：採首時と同様に水槽全体の飼育水が均一に撹

持されるように通気する。

5）遮光：照度別の稚ナマコ飼育試験結果では，稚ナマ

コに悪影響が無い範囲では，高照度下で成長が良い傾向

にある36）。実際の生産では 50%と70%の遮光率の遮光

幕を用いて，採苗～ 20日（平均体長で約3mmまで）の期

聞を照度3000lx以下（70%を1枚），その後40日程度（平

均体長で約5阻まで）まで 20,000!x以下（50%をl枚），

それ以降は遮光幕を撤去する（晴天時には 80,000!x以

上になる）ようにしている。ただし，これらは目安であり，

飼育状況や付着珪藻の状態によって異なる。遮光率の変

更を行う場合は，事前に部分的に行い，問題が無いこと

を確認してから全体で行う。また，晴れの昼間に遮光幕

を撤去するなど，急激に照度を変化させた場合，稚ナマ

コが光から逃避する時聞がなく，その場で萎縮し，難死

する場合がある。したがって，遮光率を変更する際は，

曇りや雨の日か，夕方に行うようにしている。

6）施肥：付着珪藻の繁茂を促すため，イオンカルチャー

ノトJノク（側不動テトラ製） ゲルカルチャー（第一製網（槻

製）を水槽内に設置し，栄養塩を添加する。使用量は水

槽あたりそれぞれ2kgとし，タマネギ袋に小分けして設

置する。

7）付着板の反転： 5), 6）に加え， l回／週程度（遮

光幕撤去後は2回／週程度），付着板の上下を入れ替え

る反転作業を行うことで，付着珪藻の維持に努める。特

に遮光幕撤去後は，稚ナマコの減耗要因となり 10），取り

上げ選別作業に多大な労力が必要ともなるシリオミドロ

類が繁茂しやすい状態（図 12）となるため，頻繁に行

う必要がある。これら緑藻類の繁茂が確認された場合は

遮光幕を設置するが，設置を早い段階で行わなければ，

消失にかなりの期聞を要し，その聞の付着珪藻の維持が

困難となる。

8）給餌：稚ナマコ飼育時の主な餌料は付着珪藻である



図 12 シリオミドロ類が繁茂した付着板

が，採苗～ 15日目を目安にネオグラシーレ（2～5万

細胞／ml）を，それ以降は海藻粉末を主体とした配合餌

料の併用給餌を行う。

ネオグラシーレの給餌については北海道での知見8）を

参考にし，近年給餌するようになった。当センターでの

アカナマコにおける試験結果でも採苗後 15日固まで付

着珪藻のみで飼育する場合と 付着珪藻とネオグラシー

レ （2万細胞 ／ml) を併用給餌する場合の成長比較て＼

後者が前者の約 1.3倍となり，その後， 30日固まで飼

育する場合は，ネオグラシーレよりも海藻粉末主体の配

合餌料や市販の付着珪藻粉末（商品名，ダイアパウダー，

マリンテック（附） を給餌した方が成長がよいとの知見を

得ている371。

以上から，ネオグラシ←レは着底初期において餌料価

値が高く ，海藻粉末等に比べ飼育水の水質悪化も少ない

が，一方で、3 成長に従い餌料価値が相対的に低下し，培

養の手間やコストもかかる餌料である。したがって，給

餌期聞を，効果の高い採苗から 15日程度（体長約2mm)

までと し，その後は後述する配合餌料を給餌している。

配合餌料は海藻粉末と貝化石の同重量混合物で，当セ

ンターにおける給餌量と頻度は表2のとおりである。

表1 配合餌料の給餌基準表

後
日
一日

描
航
一寸

拒
日
一日

絵餌量（g）給餌量（mg) 給鰐

／水槽 Ii国体数・ e 頻度

10Cg 1 
配合餌料の種類とゴ毘合割合・

30～60目 LJ:AN :FG =1 :1 :2 1.5 週2-3田
60日～

• LJ ，マコンブ粉末、 A N アスコフイJレム粉末、 F G I貝化石

．車水槽あたりの個体数を10万個体とuニ場合

150g 
200g 

給餌にあたっては，ミキサーで海水に懸濁後，水槽全

体に散布する。遮光幕を設置していて水温の上昇が少な

い，採苗から 40日前後までは，散布後に2～5時間程

度止水とし餌料の流出を防ぐ。以前は沈降を促すため，

止水時間中は無通気としていたが，効果が認められな

かったため，通気は行っている。圏内で稚ナマコ用餌料

として市販されているものは複数あるが，当センターで

は使用量が多く（ 1シーズンの生産で，海藻粉末を 50

～ 1 OOkg程度使用する）， コスト面から導入は難しいと

考えている。

海藻粉末の種類、は，親ナマコの餌料としても使用する

マコンブ粉末とアスコフィルム粉末と暫定的に決めてい

る。その理由を以下に述べる。

これまでに実績のあるリピック I,8. 9, 10. 38）が製造中止

となり，筆者が緊急的に代替となるようなものを探索した

結果，ほぽ同じ成分内容であるアスコフィルム粉末が稚ナ

マコ飼料として使用可能で、あった39）。 その後，検討する

餌料種類数を増やしたと ころ 量産規模では差はみられな

かったが， 小規模の比較試験で、の成長はマコンブ粉末が最

も良く，次いでアスコフィルム粉末が良かった37）。 したがっ

て，現状で，安価に入手可能な海藻粉末の中ではマコンブ

粉末がマナマコの餌料として最も適すると考えている。こ

れに栄養バランスを考慮し 実証試験でほとんど差がみら

れなかったアスコフィルムも併用する方法を暫定的に採用

している。

また，砂粒等の無機物で給餌効果が高まるという知

見40 42）をもとに，これら海藻粉末に貝化石を混合給餌

している。

マナマコの餌料や栄養要求に関しては，近年盛んに研

究が行われている。例えば，Sunet al.431,し1uet al.41i 

小林ら441,Seo and Lee45J Gao et al. 45l, Shi et al. 47¥ 

鵜沼ら48）などのマナマコ餌料に適した餌料成分の種類

や栄養成分（主にタンパク質と脂質含量）や，さらに混

合する砂泥の影響に関する研究例， Okorieet al.49・ 50l, 

Gao et al. 511などの餌料に添加する ビタミン類（ビタミ

ンCとE）の影響に関する研究例， Hasegawaet al. 52J 

による餌料の微生物分解による影響に関する研究例，

Zhang et al.53J, Zhao et al.54J, Wang et al.551などの

免疫賦活剤に関する研究例，Xiaet al. 55lなどの餌料の

形状に関する研究例， Jianget al. 57iのアカナマコとア

オアナマコの栄養要求の差違に関する研究例等を参考に

しながら，今後，マコンブ粉末を主体と しつつ，他の海
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藻粉末や栄養成分を混合し 稚ナマコの栄養要求や摂餌

生態に即し，かつコストや給餌の容易さ等を加味した，

好適な配合餌料を検討していく必要がある。

配合餌料の給餌の効果については，その他の飼育方法

が若干異なるため，一概に比較することは難しいが，配

合餌料を給餌せず，付着珪藻のみで飼育していた過去の

事例と比較すると，配合餌料給餌期間中の成長や生残は

大幅に向上している39＼ それに伴い，生産数量の増加，

生産期間の短縮化が可能となっている。

給餌にかかるコストについては， i海藻粉末が 300円／

kg程度，貝化石が 350円／kg程度であり ，種苗生産全

体にかかるコストに比較して低い。また，後述するよう

に二重底の水槽で飼育する場合は底掃除も必要ないこ と

から，配合餌料の給餌による大きなデメリットはないと

考えている。

9）底掃除 ：二重底の角形コンクリート水槽で、飼育して

いる場合は，基本的に l回目の取り上げを行う採苗後

60～70日程度まで必要ない。二重底でない FRP水槽

で，付着板を水槽に直に設置して飼育する場合は，堆積

した有機物が腐敗し，硫化水素を発生するため， 2週間

にI～2回程度の底掃除が必要である。

10）取り上げ選別 ：平均体長が 15mm前後となる採苗後

60～70日て1 1回目の取り上げ作業を行う。取り上

げは，基本的に刷毛による手作業で行うが（図 13），水

槽内（ネット内）に残った個体は，底掃除と同じ要領で

サイフォンを用いて回収する（図 14）。

取り上げ後，目合い3mm（対角線 4.2mm）のステンレ

ス金網製の飾い（図 15）でサイズ選別を行い，大サイ

ズ（図 16）と小サイズ（図 17）に分ける。平均体長が

図13 刷毛による剥離作業
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図14 サイフォンによる水槽内に残った個体の回収

図 15 サイズ選別用のステンレス金網（目合い3mm)

図16 愉し、あがり個体

ノ 明p

図17 自料、おち個体（メン卜ーjレ麻酔時）



15mm程度の場合で、は，大サイズの平均体長は 20凹程度，

小サイズの平均体長は 1Omm程度で，その個体数割合は

1 . 1程度である。

個体数の計数は重量法による（図 18）。すなわち，大

と小それぞれで，全体の 5～ 10%程度（水槽あたり

5000～ l 0,000個体）の個体数の重量を計測し，それ

をもとにした個体あたりの重量で個体数を推定する。大

サイズは付着板を入れた出荷用のイケス（30目）に収

容し （図 19），各漁協，漁業者に配布する。小サイズは，

後述する再付着飼育に供する。

取り上げ，選別の際は出来るだけ丁寧な作業を心がけ 3

びらんの発生要因となる体表のスレや内蔵吐出に注意す

る。出荷最盛期である夏場の高水温時期はそれらが発生

しやすいため，特に在意が必要である。

生残率は，採苗後 20日以内に大量減耗が無ければ，

採苗～ 1回目の取り上げを行う 60～70日までで 80%

以上である。年によってバラツキはあるが，アカナマコ

図18 重量の計測

図19 出荷用イケスへの収容状況

とアオナマコで差はほとんどみられない。

成長は採苗後 20日で約3mm,30日で約5mm,60日

で約 15mm（図 20，図 21）となり，これもアカナマコ

とアオナマコで差はほとんどみられない。
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図20 稚ナマコの成長 （2012,2013年生産の平均値）

20 80 

図21 採苗後約 60日の付着状況

（上アカナマコ，下アオナマコ）

過去の飼育マニュアJレ5）に記載の 1994年の通常飼育

時と成長を比較すると，採苗後 30日時点で約2倍，60

日時点で約3倍の成長が期待できるようになった。これ
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は，飼育方法の各項目の改良のうち，付着珪藻に加えて，

ネオグラシーレ，海藻粉末主体の配合餌料の給餌を開始

したことが主要因と考えている。

11)再付着飼育： l回目の取り上げ時の小サイズは，

新たに準備した付着珪藻板に再付着させ，同じ飼育方法

で飼育する。付着板に再度付着させる際には，通気を止

め，付着を確認した後（30分後程度）に通気する。

収容密度は，付着板 l枚あたり 100～ 200個体程度

とし，通常の場合，体長 1Omm程度で、の再付着から 15

～30日程度の飼育で平均体長が 15mm程度に成長する。

その段階で再び取り上げ選別作業を行う。この期間中

の生残率は，概ね 80%以上である。

7.シオダマリミ ジンコ対策

シオダマリミジンコ ηgiopusjaponicusとは伺旬性

の小型の甲殻類（カイアシ類）で，天然の海域では潮間

帯などに生息する（図 22）。このシオダマリミジンコは，

稚ナマコの飼育水槽内に侵入し，増殖することで減耗を

引き起こすマナマコの害敵生物である。当センターの試

験結果では，この減耗は食害ではなく物理的な損傷に

よって引き起こされる58）。 稚ナマコと同居させると，稚

ナマコの体表に付着し，激しく動き回り ，時間の経過と

共に稚ナマコが艶死する（図 23）。また，シオダマリミ

ジンコによる体表の物理的損傷が原因で，スクーチカの

寄生による減耗（酒井氏私信）や，体表のびらんによる

艶死が発生する場合，稚ナマコが萎縮し成長が停滞する

場合がある。さらに，これらの稚ナマコへの直接的な影

響だけでなく ，飼料である付着珪藻を食害するため，餌

料競合という間接的な影響もある。薬事法の改正以降，

駆除に有効な薬品 l,29）が使用不可となった現在，シオ

ダマリミジンコによる減耗や成長の停滞は，全国のマナ

マコの種苗生産機関の共通で、深刻な問題となっている。

これまでのシオダマリミジンコに関する知見の中で，

稚ナマコ減耗防除の観点から重要と思われるものは以下

の4点である。

①成体の体長は約 1mmで，卵の大きさは 50μm程度で

ある。ふ化後脱皮を繰り返しながら成体となり ，その

期聞は，水温の低下とともに長くなる59,60）。 成体は

2日に l回，50個程度の卵を産む59）。

16～20℃では，卵は2日程度でふ化に至る 8）。

②生息密度が高くなると，稚ナマコの減耗要因となる。

93 

・圃・・・・圃・・圃ー－

図22 シオダマリミジンコ Tigriopusjaρα7/CUSの抱卵個体
スケール・パーは500μm

図23 シオダマリミジンコによる物理的損傷により築死し
たと思われる格ナマコ

1 0個体 ／21.2cnl以上61), 2個体 ／c泊以上58）で減耗が

始まるとの知見がある。

③稚ナマコの体長が小さいほど影響（減耗）を受けやすく，

特に影響を受けやすいサイズは 3mm以下で、ある58,60）。

ただし，それ以上のサイズでもシオダマリミジンコの

密度によっては減粍が起きる61）。

④付着板に付着珪藻が繁茂している聞は，付着珪藻を摂

餌し，無くなると稚ナマコの体表に付着し，減耗を引

き起こす58,60）。

以上の知見をもとに，シオダマリミジンコ対策につい

て，飼育水槽内へのシオダマリミジンコの侵入を防ぐ方

法（侵入防除），飼育水槽内に侵入した後に，シオダマ

リミジンコの増殖を防ぐ方法（増殖抑制），シオダマリ

ミジンコが増殖した後で減耗を低減する方法（減耗低減）

の3つの観点から対策を紹介する。



1)侵入防除

①注水からの侵入防除：シオダマリミジンコは，天然海

域に存在する普通種であり，そのサイズも小さいことか

ら，砂ろ過処理後の海水中にも存在している。よって，

注水からの侵入を防ぐためには，卵のサイズ（50μm)

以下のフィルターで再度ろ過する必要がある61)。

注水量が少ない採卵や幼生飼育等の場合は，カートリツ

ジ式のフィルターを使用し，最終的な目合いを lμmと

している。注水量が多い稚ナマコ飼育の場合は，カート

リッジフィルターの目合いを 25μm程度とし，プラン

クトンネット（目合い 45μm）と併用して使用する（図

11）。注水量が多い場合は l～2週間に 1度程度のフィ

ルターの交換，毎日のネット洗浄が必要となる。ただし，

使用するカートリッジフィルターは簡易式のものである

ため，目合い lμmのフィ lレターを設置していても完全

には排除出来ないということを認識しておく必要がある。

②人からの侵入防除：マナマコの飼育作業を行う場合は，

作業従事者の全身（特に手）と使用する飼育器具を水道

水でよく洗ってから作業する。

③親ナマコからの侵入防除：採卵の節で述べたが，採卵

に用いる親ナマコの体表や体内に存在するシオダマリミ

ジンコを除去する必要がある。具体的には，北海道で行

われている方法を参考に， 2分程度淡水浴を実施し，体

表をこすって脱落させる 8,61）。これにより 1個体の親

から数十～数百個体のシオダマリミジンコが回収される

が，体腔に侵入している個体の排除は難しい。

④付着墨質からの侵入防除：採首に使用する付着珪藻板

には，特別な管理をしていなければ，必ずシオダマリミ

ジンコが存在するため，採苗の直前に可能な限り排除し

ておく必要がある。方法としては，炭酸ガス通気海水悶，

0.2%KCL溶液61），淡水（水道水での洗浄） 8, 9, 61），低塩

分海水62），濃塩水（食塩水） 63）等に付着板を浸潰し，シ

オダマリミジンコを脱落させる方法が用いられている。

各溶液で漫漬時間は異なるが，作業の流れは同様である。

⑤紫外線殺菌海水の使用：注水に紫外線を照射すること

で，飼育水槽内でのシオダマリミジンコの増殖が遅れる

という知見9）がある。当センターでは，クロアワどやア

カウニの飼育に紫外線殺菌処理海水を使用するが，砂ろ

過のみの海水を使用する水槽に比べ，シオダマリミジン

コの増殖が遅いという同様の感覚を筆者も持っている。

紫外線照射により，シオダマリミジンコの活力や繁殖力
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を低下させることが出来るのでは無いかと考え，現在，

その効果について検証を行っている。

以上の侵入防除をもれなく行うことにより，当セン

ターでは採苗から少なくとも 1ヶ月程度は，シオダマリ

ミジンコの大増殖を抑えることが可能となっている。

2）増殖抑告。

3つの方法のうち，この増殖抑制は，稚ナマコとシオ

ダマリミジンコが飼育水槽内に同所的に存在する状態で

行うため，稚ナマコへの影響を考慮する必要があり，技

術的に最も難しく，手間もかかる方法である。

①飼育水槽内で、の物理的除去：飼育水を水槽内で循環さ

せ， 50μm以下のネットでろ過することで，物理的に

除去する方法である。北海道では，水中ポンプで循環さ

せる方法や，より簡便にエアリフトを用いて循環させる

方法を開発し，薬浴による除去と同程度の飼育結果を得

ている 8,61. 64）。この方法が増殖抑制の方法の中で，現

時点では最も効果的かつ比較的省労力と考えられる。

②水槽替え：稚ナマコが取り上げ作業に耐えられる大き

さであれば，水槽替えによるシオダマリミジンコの密度

低下は効果的である。北海道では，濃塩水（食塩水）を

用いて取り上げ作業を行い，その後にメッシュを用いて

稚ナマコとシオダマリミジンコを分離する方法が開発さ

れている63）。しかし，取り上げ，分離・選別作業は作業

量が多く，また採苗前の付着板の処理とは異なり，稚ナ

マコに対するダメージも考慮して実施する必要がある。

③捕食生物による除去：シオダマリミジンコを含むカイ

アシ類は天然海域において他の生物の（初期）餌料であり，

稚ナマコ飼育水槽内に捕食生物を導入し，シオダマリミ

ジンコを捕食させるという方法である。捕食生物を収容

するだけで済み，手聞がかからないという長所がある。

これまでに捕食生物としてアゴハゼを用いた例が知ら

れている 9）。少なくとも体長2mm以上のマナマコはアゴ

ハゼによる食害は受けず 一定の駆除効果は認められて

いるようである。筆者は同様の考えで，アゴハゼよりも

入手が容易（大量に安価に購入可能）と考えられるミナ

ミメダカ OrJノzjaslatjpes （従来のメダカの南日本集団3

以下メダカ）を海水馴致したもので駆除効果を検証した。

その結果，体長2mm以下のマナマコはメダカによる減耗

を受けること，それ以上のサイズの個体では減耗は無い

が，メダカにつつかれることにより大半の個体が付着板

から脱落する例があること等を確認している。しかし，



シオダマリミジンコの駆除効果は高いことを確認してお

り3 今後，稚ナマコに影響を与えない適正なメダカのサ

イズや収容密度等を解明し，実用化に向けて検討を進め

てし、く予定である。

3）減耗低減

①付着珪藻密度の維持：シオダマリミジンコは付着珪藻

の存在下では付着珪藻を主に摂餌するため稚ナマコの減

耗は抑制されることに着目し，付着珪藻の密度を高く維

持することで減耗を防ぐ（低減する）方法である。具体

的方法としては稚ナマコ飼育で述べた遮光の調整，施肥，

反転作業である。遮光幕を撤去し，付着珪藻の繁茂を促

した場合，シオダマリミジンコが増殖しでも，ある程度

の付着珪藻密度を維持できる。したがって，後述するよ

うに，遮光幕を撤去可能な（紫外線による減耗が起こら

ない）体長まで速やかに稚ナマコを成長させることが併

せて重要で、ある。

②メッシユによる飼育：付着基質として付着珪藻板でな

く，メッシュを使用することで，シオダマリミジンコの

影響を低減できるという知見がある 8）。付着板に比べ，

水槽あたりの飼育可能個体数は減少するが，稚ナマコが

メッシュ内部に入り込むことで，シオダマリミジンコか

ら避難し，減耗を抑制できると考えられている。

③稚ナマコの成長促進：シオダマリミジンコの減耗を受

け易いサイズは，体長3mm以下で、あり，そのサイズまで

速やかに成長させることが対策となる。当センターでは，

この対策に，前述の侵入防除を併せて行うことが，シオ

ダマリミジンコによる減耗に対する最も効果的かつ労力

のかからない方法と考えている。

成長が良好である場合，シオダマリミジンコの増殖が

みられる採苗後 30日前後には，減耗が抑制される体長

である 4～5mmまで成長させることが可能で、ある。

8.おわりに

現在当センターで実施しているマナマコ種苗生産の現

状と課題を紹介した。1996年に刊行した種苗生産マニュ

アlレと基本的な技術は変わっていないが，例えばクピプ

リンの登場による採卵の安定化・効率化，付着珪藻以外

の餌料を併用することによる稚ナマコの成長・生残の改

善等，技術的に進歩している点がみられる。これらの結

果，当時に比べ生産数量の増加，生産期間の短縮化が可

能となった。一方で，親ナマコ養成方法に不明な点があ
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ること（特にアオナマコ），幼生飼育の不調（特にアカ

ナマコ），稚ナマコ飼育初期の大量減耗等，解決されて

いない課題も多い。また，薬事法改正により薬剤駆除が

できなくなったシオダマリミジンコによる減耗という新

たな課題もあり 3 マナマコ種苗生産技術は未だ技術発展

の途上である。

近年，特に 2000年代頃から，中国への輸出用として

の需要の増加，単価の上昇を受け，我が国全体で，ナマ

コ類の漁獲量が急増している65,66）。それに伴い全国的に

種苗生産に取り組む機関が増加し，種苗生産数量も増加

傾向にある67）。県内においても放流種苗の要望数は近年

増加傾向にあり，ナマコ漁業関係者の種苗放流，栽培漁

業に対する期待は大きいと考えられる。本報告で取り上

げた課題を解決し，生産の安定化・効率化を図ることで

マナマコ種苗生産技術の更なる発展を目指していきたい。
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