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ズワイガニの種苗生産過程における第 2ゾエア期幼生の

移槽方法と移槽による生残への影響

山本岳男l,* .山田達哉1・藤本 宏2・浜崎活幸3

Technique for transferring second-stage snow crab Chionoecetes opilio 
zoeae between rearing tanks during mass seed production and its effect 

on larval survival 

Takeo Y品仏MOT01・ぺTatsuyaY品仏DA1,Hiroshi Fu11MoT02 and Katsuyuki H品 t1ASAKI3

Abstract: We developed a technique to transfer second-stage snow crab Chionoecetes opilio 

zoeae between rearing tanks during mass seed production using zoeal positive phototaxis. Zoeae 

swarmed efficiently to incident light in the rearing tank from a 300 W reflector lamp located 

25 cm above the water surface and a reflector made of expanded polystyrene board (30 cm× 

30 cm) placed in the rearing water of 25 cm depth, and they were successfully transferred to the 

other tank by siphoning. At a siphoning hose current velocity of 10 cm/ s, zoeae were not injured 

during transfer and their survival rates evaluated by culturing them in 1 l beakers for 7 days after 

treatment were not decreased compared with control (not transfer) and 5 cm/s current velocity 

treatment. Survival rates to the megalopae stage in trea加ientof transfer were about 2-fold higher 

than仕eatmentof no transfer in large scale tanks of 20 kl volume. 

Key words: Snow crab zoea; Mass seed production; Transferring technique; Reflected light 

種百生産過程において，飼育水中に餌として投入さ

れる動植物プランクトン，死亡した幼生や仔稚魚、，お

よび糞等により，水槽底には沈殿物が沈積する。甲殻

類の種苗生産では，幼生が沈降して水槽底に沈積し

た沈殿物に絡まり，その後大量死する現象が，ズワ

イガニ Chionoecetesopilio （小金ら 2007），タラバガニ

Paralithodes camtschaticus （芦立・佐藤 2009），ケガ

ニErimacrusisenbeckii （市）, ，ら 2007,2009, 2014）で

観察され，安定的な種苗生産を妨げてきた。幼生の沈

降を防ぐ手法として，ズワイガニで、は飼育水を機械

的に撹拝する装置の使用（小金ら 2007;Kogane et al. 

2015年10月21日受付； 2016年3月16日受理．

2007），タラバガニではメガロパ期における付着基質

の設置（芦立・佐藤 2009）が有効とされている。ケ

ガニでは，光環境の制御と撹非装置の使用で幼生を

浮遊させる手法の有効性が検討されている（市川ら

2007, 2009, 2014）。一方，クルマエピ Marsupenaeus

japonicusの種苗生産では，底に沈殿物を沈積させな

いという観点から技術開発が進められ，かつては撹＃

装置の使用（赤沢 1973），スキューパダイビングによ

る沈殿物の人力による撹＃（加治・今泉 2003）が行

われていたが，現在では主にエアブロックで生じる水

流によって沈殿物が撹排されている（平田ら 1987；加
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治－今泉 2003）。このような技術が開発されたことで

ズワイガニ，タラバガニおよびクルマエピ幼生の生残

率は向上し，種苗量産の安定化へと繋がった。しか

し，ズワイガニの種苗生産では，撹枠装置を使用して

も一部の個体が沈降して沈殿物に絡まり死亡し，ゾエ

ア期の生残が安定しない事例を著者らは確認してい

る。一方，このように種苗生産が困難なズワイガニで

あっても，ピーカーに幼生を収容し，毎日新しい海水

と餌を入れたビーカーに移し替えた場合， 80～90%

程度の高い生残牽でメガロパまで飼育できることが報

告されている（Yamamotoet al. 2014, 2015a）。そのた

め，大型水槽を用いた種苗生産においても幼生を移槽

できれば，安定した生産につながる可能性がある。

幼生を移槽するためには，特定の場所に効率よく帽

集させることが必要である。ズワイガニのゾエアは，

正の走光性を有し若齢期ほど走光性が強いことが飼育

条件下で確認されている（小金ら 2007；小西ら 2011）。

また，昆虫を採集する際，夜間に白色の布に光を照射

して集める灯火採集法が広く知られている（馬場・平

嶋 2000）。ズワイガニの種首生産においても，排水部

のアンドン枠に取り付けた白色のプランクトンネット

に日光が当たり水中で明るく反射すると，ゾエア幼生

が蝿集する同様の現象が観察されていた。これらの知

見を利用すれば，幼生を効率的に蝿集させることがで

きると考えられる。

そこで本研究では，移槽によるズワイガニ幼生の生

残率向上を目的として，光による効率的な幼生の蝿集

方法および幼生の生残に及ぼす移槽の影響を調査し

た。

材料および方法

ふ化幼生の確保

2007年11月16日～ 2008年 1月9日に石川県能登半

島西岸域で漁獲された抱卵雌485個体を日本海区水産

研究所小浜庁舎に搬入し，既報（森田・野上 2003)

の方法に従って水温3。Cで1～4ヶ月養成し，ふ化幼

生を得た。複数の親から得たふ化幼生を水温約 8°Cの

海水を満たした701容器に収容して容積法で計数後，

飼育に供した。

種苗生産の方法

種苗生産は， Koganeet al. (2007）の方法に従った。

飼育には，屋内に設置された20kl容量のコンクリー

ト水槽（3.5×3.5×1.8m）を使用し，水量は18klと

した。ゾエア幼生の沈降を防止する目的で撹枠装置

を用い，水槽底近くに設置した F貯製の翼（長さ

3m，高さ20cm）を0.5rpmで回転させた。飼育水に

は砂ろ過後，紫外線殺菌し，さらに孔径 1μmのカー

トリッジフィルターでろ過した海水を使用し， 1日

1回転の流水飼育とした。飼育水温は14°Cを維持し

た。通気は水槽の中央 1カ所からユニホース（長さ

80cm，直径2.6cm）を用いて行い，通気量は 6l/分に

調節した。幼生への細菌感染を軽減するため，ニフル

スチレン酸ナトリウム（水産用ニフルスチレン酸10%

散 回'1K，川崎三鷹製薬）を飼育水中の濃度が 2mg/l

（力価）となるように飼育開始O日目から 7日毎に添

加し，薬浴を実施した。

ゾエア幼生への餌料として， L型ワムシ Brachionus

plicatilis小浜株とソルトレイク産のアルテミア

Artemia sp.ノープリウス幼生を用いた。第 1ゾエア

期には栄養強化したワムシと， 28°Cで24時間かけてふ

化させた未強化のアルテミア，第2ゾエア期の出現以

降はともに栄養強化したワムシとアルテミアを与え

た。ワムシの栄養強化には市販の高度不飽和脂肪酸

(EPA28G, DHA70G，北海道ファインケミカル）を用

い， Yamamotoet al. (2014）の方法と同様に行った。

アルテミアの栄養強化は， 28°Cで24時間かけてふ化さ

せた個体に対して，水温22°Cで、市販の強化剤を用いて

行った。強化剤の使用量と強化時間は，パワッシュ

A （オリエンタル酵母工業）を80ml/kl，マリンオメ

ガ（クロレラ工業）を2.5l/klで混合し， 24時間とし

た。飼育期間中は，飼育水中のワムシの密度が10個体

/mlになるように，アルテミアの密度が未強化の場合

は0.51固体／ml，強化した場合は 1個体／mlになるよう

に午前中に1度給餌した。さらに，ナンノクロロプシ

スNannochloropsissp. （マリーンフレッシユ，マリー

ンバイオ）を50万 cells/mlになるように午前10時頃

に添加した。

移槽方法の検討

l 幼生の晴集方法の検討

幼生を蝿集させる手法の検討は， 2008年 1月22日

にふ化した幼生14.3万個体を種苗生産水槽に収容して

飼育し，水槽から適宜サンプリングした個体すべて

が第2ゾエア期に到達したことを確認してから 2日

目（最初の第2ゾエア期への脱皮が始まって 9日目）

の23日齢の昼間に行った。試験の開始直前に Kogane

et al. (2007）に従って13箇所の柱状サンプリングを

行ったところ，幼生の推定生残数は6.4万個体であっ

た。また飼育水中のプランクトンの密度は，ワムシが

7.51岡イ本／ml, アjレテミアカ宝1.21固イ本／ml, ナンノクロロ

プシスが45万 cells/mlであった。水槽周辺の光環境

は，天井の照明は点灯させず，建屋の窓から曇天の自
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然光が入る程度であった。幼生を蝿集させる場所とし

て，目視で幼生密度が最も高い場所を選んだ。幼生

の蝿集効果を調べる試験の光は，種苗生産水槽の水

面から25cm上に設置した投光器（IAMPHOLDER,

Nichiden）のレフランプ（300W; RF110V270WH, 

National）からの水中への鉛直下向きの直射光と，水

深25cmの水中に水平に設置した白色（マンセル表色

系 N9.5；カラーアトラス 2003）の発泡ポリスチレン

板（30cm四方，厚さ Smm；ウ ッドパネル，積水化成

品工業）からの上向きの反射光とし，これらの有無で

比較した。反射板として用いた発泡ポリスチレン板

Fig. 1. Reflector made of expanded polystyrene board 

(30cm×30cm×5 mm), polyvinyl chloride board, and 

eight weights (280 g each) for swarming second-stage 

snow crab Chionoecetes opilio zoeae. 
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は水中で、安定させるため，裏に厚さ Smmのポリ塩化

ピニル製のパンチング板をボルトとナットで四隅固

定するとともに，四隅の裏には280g沈子を 2個ずつ

取り付け（Fig.1），ナイロンローフ。でフk中に吊り下げ

た。蝿集効果の指標として 幼生の移動個体数（個体

数／分）を計数するために，反射板の上にカナライン

ホース（内径SOmm，口に40×SOmmのポリ塩化ピ

ニル製の異径ソケットを挿入）の口が水槽の中央を向

くように設置し，ホースの出口はフォークリフトに載

せた500l容量の円筒形ポリカーボネート水槽に設置

した（Fig.2）。ホース内の流速をlOcm／秒としてサ

イフォンによりゾエアを吸い込むとともに，ホースの

出口は，幼生が水槽壁に衝突しないように水中で、上向

きに固定した。 500l水槽からの排水はアンドンネッ

トを設置して，カナラインホースを用いてサイフォン

で行った。試験は最初に撹枠装置を動作させた状態

で全ての機材を設置した後， 1）「反射板がある場合は

2lビーカーで反射板上に乗っている幼生を全て緩や

かに流し落としてからサイフォンをかけながら 3分間

待つ，反射板が無い場合は機材の設置後サイフォンを

かけながら 3分間待つ」， 2）「1分間の幼生の移動個

体数を，ホースの吸い込み口を目視で観察し，ホース

に吸い込まれた幼生を数取機（H-102，アズワン）で計

数するJ，の1）と 2）をそれぞれ4回繰り返した。次

に撹＃装置を停止し，揖祥装置による水流が停止した

後，投光器と反射板を併用し， 3分間の聞を設けなが

ら， 1分間の幼生の移動個体数を 4回計数した。また，

各条件下で幼生の移動個体数を計測する直前に，デジ

__-g 

Fig. 2. Schematic diagram for transferring second-stage snow crab Chionoecetes opilio zoeae between 
rearing tanks. a, seawater irradiated with a UV-lamp and filtered through a 1 μm cartridge filter; b, flood-

light wi白 300W reflector lamp located 25 cm above the water surface; c, air hose; d, 40×50-mm polyvi-

nyl chloride reducer inserted into the transfer hose; e, reflector located 25 cm depth; f, agitator; g, 20 kl 

concrete tank; h, 50-mm caliber transfer hose; i, 50-mm caliber drainage hose; j, strainer; k, 5-kg weight; 1, 
500 l polycarbonate tank; m, forklift. White arrows show direction of water flow. 
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タル照度計（T-lM，ミノルタ）を用いて，投光器およ

び反射板の有無で，水深25cmまでの直射光と反射光

の照度を水深 0,6, 13, 19および25cmで3回ずつ

測定した。なお，水深25cmの反射光の照度は，反射

板があるため測定できなかった。

2. 移槽時の流速の影響

種苗生産水槽への海水の注水量を調整し，移槽時の

ホース内の流速を変化させて幼生への影響を調べた。

試験には，蝿集方法の検討を行った同じ水槽，同じ日

齢の幼生を用いた。試験区として，幼生を飼育水槽か

ら直接 1l容量のプラスチックビーカーで採集した対

照区，ホース内の流速が 5cm／秒およびlOcm／秒の3

区を設けた。幼生は流速毎に異なる500l容量の円筒

形ポリカーボネート製の水槽に移槽し，各水槽からそ

れぞれ60個体の幼生を採集した。採集した幼生のうち

各30個体はカルパミン酸エチル0.4M 水溶液で麻酔し

た後，広口のガラスピペットを用いてガラスシャーレ

に移し，実体顕微鏡下で頭胸甲の親および第2触角の

先端が折れている幼生の個体数を計数した。残る30個

体は10個体ずつ 1l容量のプラスチックビーカーに広

口のガラスピペットを用いて収容し， 7日間の生残率

を調査した。ビーカー内の水温は，ウォーターパス方

式で14°Cに調温し，幼生にはワムシとアルテミアを飼

育水槽と同密度で与えた。幼生は，毎日新しい海水と

餌を入れたビーカーに，広口のガラスピペットを用い

て移し，その際に生残数を計数した。

移槽の効果の検討

移槽の有無が幼生の生残に及ぼす影響を，種苗生産

水槽3基（Trial1～3）で飼育している幼生を用いて

調査した。 Trial1と2ではふ化日が異なる幼生に対

して移槽のなし（Trial1）とあり（Trial2）で影響を

比較し，さらに Trial3では水槽 1基で飼育している

幼生の半数を移槽し，移槽の有無の影響を比較した。

それぞれのふ化幼生の収容日と収容個体数は， 2008年

1月25日に18.0万個体（Trial1），同年3月12日に16.9

万個体（Trial2），同年3月16日に16.0万個体（Trial3) 

で，移槽を開始した23日齢での生残数は， Trial1で

2.1万個体， Trial2で2.4万個体， Trial3で4.3万個体で

あった。幼生の移槽は，蝿集効果の検討と同様に，投

光器，反射板，および内径50mmのカナラインホー

スを使用してサイフォンにより行い，移槽先の水槽は

種苗生産水槽と同形の20kl容量のコンクリート水槽

とした。また移槽を開始する時の移槽先の水面は，移

槽元の水槽より lOcm程度低くするとともに，移槽に

用いたホースの出口は，幼生が水槽壁に衝突しないよ

うに水中で、上向きに固定した。移槽に要した時間は，

全数を移槽する Trial2では16時間以内（16時に開始

して翌日 8時には全数の移槽を完了），半数を移槽す

るTrial3では，目視で半数弱が移槽されたと判断し

てから，移槽元および移槽先の水槽で13箇所の柱状サ

ンプリングを15～30分ごとに行って移槽された幼生

の個体数を計数したところ，約3時間（14時～ 17時）

であった。移槽の生残への影響は，ゾエアが全てメガ

ロパに脱皮した段階で全数を取り上げて13lバケツを

用いて容量法で計数し， 23日目から取り上げまでの生

残率で比較した。また半数移槽した Trial3では，先

に移槽された幼生と移槽されずに残った幼生の健苗性

を比較するため，移槽翌日（飼育開始24日日）に幼生

を各水槽から30個体採集し， 1lビーカー 3個に10個

体ずつ収容して，メガロパに脱皮するまでの生残率お

よび所要日数を調査した。ビーカー内の幼生の飼育

は，前述の方法と同様に行った。

データ解析

全ての解析には，統計解析ソフトウェア R3.1.3 (R 

Core Team 2015）の glm関数を用いて，一般化線形

モデル（generalizedlinear model; GLM) (McCullagh 

and Nelder 1989; Everitt and Hothorn 2009）により

行った。さらに説明変数の効果を carパッケージの

An ova関数（typeII）を用いて，割合データの解析は

GLMの誤差分布が二項分布のど test，その他の解析

はGLMの誤差分布が正規分布の Ftestにより解析し

た（今泉 2010;Fox and Weisberg 2011）。全ての検定

の有意水準は5%に設定した。

幼生の蛸集効果では，投光と反射板の有無が幼生の

移動量（個体数／分）に及ぼす影響を明らかにするた

め，投光と反射板の有無およびそれらの交互作用を

質的説明変数，幼生の移動量（各区とも測定数は 4

回）を応答変数として解析した。なお，撹祥装置を停

止した場合の移動量は O個体／分であったため（結果

参照），撹祥装置の影響は解析から除いた。移槽時の

ホース内の流速の影響調査では，試験区を質的説明変

数，観察個体数に対する聴を損傷した個体の割合（各

区とも測定数は 1回）およびピーカーに収容した個体

数に対する 7日間飼育した後の生残個体数の割合（各

区ともビーカー数は 3個）を応答変数として解析し

た。水槽1基から半数の幼生を移槽したロットで調査

した健百性では，移槽の有無を質的説明変数，ビー

カーに収容した個体数に対するメガロパに脱皮した個

体数の割合，およびビーカーに第2期ゾエア幼生を収

容した日（移槽の翌日）からメガロパに脱皮するまで

の日数（各区ともビーカー数は 3個）を応答変数とし

て解析した。
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も幼生が沈降して移動しなかった。投光と反射板有無

の条件下における飼育水中の照度は，直射光は投光す

ると約13,700～61,200Ix （反射板直上の水深25cm～

水面），投光しないと約3,100～4,700Ix （同上）で，

反射光は投光と反射板を併用すると約4,400～7,500Ix 

(7j（面～水深19cm），反射板のみで約1,000～1,600Ix 

（向上）で，反射板を用いないと投光の有無にかかわら

ず水面から水深25cmまで3001.x以下であった （Fig.4）。

ズワイガニ第2ゾエア期幼生の移槽方法

果

幼生の損傷と生残に及ぼす移槽の影響

赫の損傷率は，対照区では3.3%であり，移槽時に

幼生が通過するホース内の流速が 5cm／秒で、は6.7%

で， lOcm／秒で、は損傷個体が観察されなかった（Table

2）。損傷箇所はいずれも背臓であった。さらに，移槽

した幼生のビーカー内での 7日後の平均生残率は， 各

区ともに90%以上であった（Table2）。 このように

ホース内の流速は， lOcm／秒以下であれば，幼生の

損傷および生残に対して影響しなかった （臓の損傷，

x2 = 2.842, df = 2, P ＝仏242；生残， χ2 = 0.861, df = 2, 

P= 0.650）。
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幼生の娼集状況

移槽時のホース内の幼生の移動量（個体／分）は，

撹＃装置を稼働させて投光しない場合，反射板が無い

と19.3個体／分であったが，反射板があると58.3個体／

分に増加した （Fig.3）。投光した場合では，反射板が

無いと幼生の移動量は16.5個体／分であったが，反射

板があると166.0個体／分で最大となり，投光と反射板

の併用は幼生の移動量に有意に影響した（Table1）。

撹枠装置を停止した場合は 投光と反射板を併用して
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Fig. 3. Number of second-stage snow crab Chionoecetes 
opilio zoeae (individuals/min) transferred in the siphon 

ing hose with/without a reflector.，日oodlight,and agitator. 

Vertical bars indicate standard deviations of four replicates 

per treatment. 
。

Table 1. Analysis of deγiance table by an F test (type II) 
to evaluate the effects of incident light and a reflector on 
the number of se氾ond-stagesnow crab Chionoecetes opilio 
zoeae (individuals/min) transferred successfully 

Explanatory variable SS df F 

Light 

Reflector 

Light×Reflector 

Residuals 

10 15 

Water depth (cm) 

－ーIncidentlight (floodlight+) 
－「ーIncidentlight (floodlight→ 
一-0---Reflected light (floodlight+, reflector+) 

一「合一Reflectedlight (floodlight へ 陪fleeter+)
ー者トーReflectedlight (floodlight+, reflectorー）

＋ 一Reflectedlight (floodlightー， 陀fleeter-)

20 5 。

Fig. 4. Changes in illuminance of the incident and 

reflected light wi出 respectto water depth with/without a 

floodlight and a reflector. Vertical bars indicate standard 

deviations of three replicates for each condition. 

P（＞丹

0.006 

0.000 

0.004 

0.172 

3.069 

0.190 

1 

1 

1 

16 

784 

13970 

864 

72828 

Table 2. Injury rate immediately after treatment and survival 7 days after transfer of second-stage snow crab Chionoecetes 
opilio zoeae through a siphoning hose at different current velocities 

Survival rate (%) 
Mean ± SD (n = 3) 

90.0 ± 10.0 

Injured body part Injury rate of spine (%, n = 30) Current velocity treatment 

90.0 ± 10.0 

93.3 ± 5.8 

Dorsal spine 

Dorsal spine 

3.3 

6.7 。
Control 

5 (cm/s) 

10 (cm/s) 

SD: standard deviation. 
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Table 3. Survival rates of larval snow crab Chionoecetes opilio from the second zoeal to the megalopal stage reared in 20 kl 
tanks under different conditions 

Trial Tank Transfer*1 DAH*2 
No. oflarvae *3 Survival rate 

no. no. 
Date ofrearing (days) 

Stock (Zl) 23 DAH (Z2) Harvest 仰） (%)*4 

1 1 Jan.25一Mar.3, 2008 (38) 180,000 21,000 4,200 20.0 

2*5 2→3 + (all) 23-24 Mar. 12-Apr. 18, 2008 (37) 169,000 24,000 10,300 42.9 

3*6 4 一（original) 23 Mar. 16--Apr. 23, 2008 (38) 160,000 23,000 7,000 30.4 

4→5 + (half) Mar. 16--Apr. 22, 2008 (37) 20,000 14,200 71.0 

* 1 Larvae were transferred to another tank ( +) or not （ー）．
キ2Days after hatchingの1AH)when larvae were transferred to another tank. 
*3 Zl, first zoeal s句.ge;Z2, second zoeal stage; M, megalopal stage. 
叫 Survivalrate from 23 DAH to megalopal s句ge.
*5 All larvae were transferred from tank no. 2 to 3. 
* 6 Nearly half of the larvae were甘ansferredfrom tank no. 4 to 5. 

I冶hie4. Larval survival rates and number of days仕om
onset of transfer (24 days after hatching) to megalopal 
stage of the snow crab Chionoecetes opilio had transfer 
experience or not 

Transfer*1 Survival rate (%) 

Mean ± SD (n = 3) 

＋ 

83.3 ± 5.8 

93.3土 11.5

Days*2 

Mean ± SD (n = 3) Range 

9.6 ± 0.8 (8-13) 

10.0 ± 0.6 (9-14) 

*1 Larvae were collected from the initial rearing tank ←） and 
transferred (+) to a newly prepared tank in凶alno. 3 (see Table 3). 
叫 Onereplicate is the mean value of all surviving zoeae per 
beaker. 

移槽の生残向上効果

移槽の有無による第2ゾエア期（23日齢）からメ

ガロパへの生残率は，ふ化日が異なる Trial1 （移槽

なし）と 2（移槽あり）の幼生に対しては，移槽しな

い場合で20.0%であったが，移槽した場合で42.9%と

なり2.1倍向上した（Table3）。同様に，水槽 1基で半

数を移送した場合（Trial3），生残率は移送しない場

合は30.4%であったが，移槽した場合は71.0%となり

2.3倍向上した。半数を移槽した Trial3において，移

槽した個体と移槽しなかった個体を採集して 1lビー

カーで飼育した結果，メガロパまでの生残率は83.3%

（移槽なし）と93.3%（移槽あり），発育日数は9.6日

（移槽なし）と10.0日（移槽あり）となり（Table4), 

ともに移槽の有無で有意差は認められなかった（生残

率， χ2= 1.498, df = 1, p ＝仏221；発育日数， F=0.274, 

df = 1, 4, P= 0.629）。

考察

ズワイガがニの種苗生産では，ゾエア幼生の一部個体

が沈降して水槽底の沈殿物に絡まり死亡し，ゾエア

期の生残が安定しないことが問題となっていた（小

金ら 2007）。一方，このように種苗生産が困難なズワ

イガニであっても，幼生をビーカーに収容し，毎日

新しい海水と餌を入れたビーカーに移し替えた場合，

比較的高い生残率で飼育できることが報告されてき

た（Yamamotoet al. 2014, 2015a）。そこで本研究では，

大型水槽において効率的にズワイガニ幼生を移槽する

技術についてf食言すした。
ズワイガニの第2ゾエア期幼生は弱い正の走光性を

有することが報告され（小金ら 2007；小西ら 2011)'

種苗生産ではアンドン枠に取り付けた白色のプランク

トンネットの反射光に幼生が蛸集することが観察され

ていた。本研究では，ズワイガニ幼生の移槽を効率的

に行うために，これらを利用した帽集方法を検討し

た。その結果，既存の幼生浮上技術の撹枠装置に加え

て，飼育水への投光と水中に設置した反射板の併用

で，第2ゾエア期幼生は効率良く蝿集されることを示

した。これまで，数種の魚類の種首生産過程では灯火

によって仔稚魚、を集め，サイフォンによる移槽，分槽

が実施されてきた（慶徳ら 1981；高橋 1990；藤本・町

田 1993）。しかしいずれも投光のみを使用し，反射板

を用いない手法であった。従って，魚介類の種苗生産

過程において，対象生物を直射光と反射光を併用して

移槽する方法は，本研究が初めての事例になるものと

思われる。昆虫の灯火採集において，効率的な採集の

ために反射光を生じる白幕（スクリーン）を張ること

が一般的であり，その目的として，光を遠くまで届か

せること，飛来した昆虫に留まる場所を与えてやるこ

と，人聞が昆虫を採集しやすくすることの三点が挙げ

られている（馬場・平嶋 2000）。本研究においても，

幼生の蛸集効果は，投光だけの場合よりも投光と反射

板を併用したほうが大きかった。ズワイガニの第2ゾ

エア期幼生は走光性を有するが，弱いことが知られて

いる（小金ら 2007；小西ら 2011）。本研究においても

反射板が無い場合は投光の有無で幼生の移動量が変化
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しなかったため，第2ゾエア期幼生の正の走光性は，

既報の通り，極めて弱いと推測される。さらに，撹枠

装置を使用しない場合は，投光器と反射板を併用して

も第2ゾエア期幼生は蛸集せず，このことは本種の幼

生が沈みやすく，揖祥装置が無い場合に幼生の浮上個

体の割合が低下すること（Koganeet al. 2007，小金ら

2007）を反映していると考えられる。以上のことか

ら，投光器，反射板，および撹非装置を併用すると，

第2ゾエア期幼生は，撹＃装置により強制的に浮上さ

せられた後，反射板で光が増幅されたことで走光性が

促進されて効率的に蝿集し，さらに反射板により沈み

やすい体が下から受け止められたことにより，効率的

に移槽されたと考えられる。従って，効率的に幼生を

帽集させるためには，投光器，反射板，撹持装置が必

要と考えられる。

第2ゾエア期幼生に及ぼす移槽の影響を調べるため

に，移槽なしのビーカーによる直接採集，ホース内流

速が 5cm／秒とlOcm／秒で、のサイフォンによる移槽の

3条件で，幼生の赫の損傷および移槽後7日間のビー

カー内での生残率を比較したが，違いはなかった。こ

れまでの20kl容量の水槽を用いたズワイガニの種苗

生産において，日齢22の第 2ゾエア期幼生の背聴が

正常な個体の割合は約80%であったことが知られてい

る（小浜栽培漁業センター 2004）。本研究で移槽した

幼生のうち最大6.7%の個体で背臓の損傷が観察され

たが，これは通常発生しうる値と推測された。従っ

て移槽時にホース内を幼生が通過する際の流速は，

lOcm／秒で、あれば問題ないと考えられる。なお，移

槽する際の留意点として，脱皮直後のカニ類幼生の表

皮には間隙が多く存在し，スポンジ状である（Anger

2001; Guerao et al. 2010; Yamamoto et al. 2015b）。従っ

て，この時期の幼生は物理的な刺激に弱い可能性があ

り，移槽は避けた方が良いと考えられる。

今回，種苗生産水槽において移槽した幼生のメガロ

パまでの生残率は，移槽しない場合と比較して，異

なるロットで比較した Trial1とTrial2で2.1倍に向上

し，同一のロットで比較した Trial3では2.3倍に向上

した。なお， Trial3において，移槽した個体と移槽

しなかった個体を llビーカーで飼育するとメガロパ

までの生残率および発育日数に差は認められなかった

ため，両者の健苗性には差が無かったと考えられる。

これまでズワイガニの種苗生産過程において，ゾエア

幼生が沈降して水槽底に沈積した沈殿物に絡まり，そ

の後大量死する現象の対策として，撹祥装置が使用さ

れてきた（小金ら 2007;Kogane et al. 2007）。本研究

で観察された生残向上効果は，従来の撹枠装置の使用に

加えて，幼生の移槽を行うことで幼生の沈殿物への絡ま

りがさらに軽減されたことで得られたと考えられる。

以上のことから，ズワイガニ幼生を投光と反射板を

利用して効率的に蝿集させ，移槽することにより，幼

生の生残率の向上につながることが明らかとなった。

さらに幼生を効率良く蝿集させるためには，光を遠く

まで届かせるための反射板の設置水深や，本種幼生が

指向性を示す青色光（小西ら 2011）を利用すること

の検討が必要で、あり，効率的な移槽のためにはさらに

速い流速の影響についても調査する必要がある。

要約

ズワイガニの種苗生産過程において，第 2ゾエア

期幼生の正の走光性を利用した，飼育水槽聞の移槽

技術を開発した。ゾエアは，飼育水面上25cmに設

置した300Wレフランプからの直射光と飼育水槽中

の水深25cmに設置した発泡ポリスチレン製の反射

板（30cm×30cm）により効率的に蝿集し，別の水

槽へサイフォンで送られた。移槽時のホース内の流速

をlOcm／秒としても，移槽しない対照区および 5cm/

秒と比較して，幼生は移槽による損傷を受けず，移槽

後7日間の 1lビーカー内での生残率は低下しなかっ

た。 20kl容量の大型水槽を用いてゾエアを移槽する

と，移槽からメガロパまでの生残率は，移槽した水槽

で移槽しなかった水槽より約2倍に増大した。
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