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クライゼル水槽を用いたイセエビ幼生の飼育時の水流と光環境

松田浩一l,* • 阿部文彦2

Water current and light condition for culturing Japanese spiny lobster 

(Panulirus japonicus) phyllosoma larvae using plankton-kreisels 

Hirokazu MATSUDA1'* and Fumihiko細 E2

Abstract: For the improvement in culture technology for larvae of the Japanese spiny lobster 

Panulirus japonicus, effects of current speed and light condition on the grow出 andsurvival of 

early-stage and middle-stage phyllosoma larvae were examined when they were cultured using 

plankton-kreisels (31 l). When newly-hatched and 154-day-old phyllosoma larvae, respectively, 

were cultured in the tanks under three conditions of current speeds (3-5, 6-7 and 8-9 cm/s near 

the bottom of tank) for one month, the survival rate significantly increased as the current speed 

increased. There was a trend that the body length at the terminal of the experiments became 

larger as the current speed increased, although the differences were not significant. In other 

experiments, newly-hatched and 47-day-old phyllosoma larvae were cultured at two light intensities 

of 1.3 and 2.2μmol/mツsatthe middle of tank, they showed faster growth at 1.3μmol/m2/s than 

at 2.2μmol/m2/s. These results suggest that phyllosoma larvae of P. japonicus should be cultured 
under the conditions of faster current speed and reduced illumination, which can disperse larvae 

widely in a tank. 
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イセエピPanulirusjaponicusは，太平洋と東シナ海

に面した日本の中西部海域と韓国の南部海域，台湾の

北部海域に分布する大型のエビである（関口 1989)。

日本では主に刺網によって漁獲され，多くの水産資源

の漁獲量が減少している中，近年の年間水揚げ景は約

1200トン前後で安定している（農林水産省 2018)。イ

セエビは，ふ化から約 1年間フィロソーマと呼ばれ

る幼生期を動物プランクトンとして太平洋の沖合域

で過ごし (Yoshimuraet al. 1999; Sekiguchi and Inoue 

2002), その後に変態してプエルルス幼生となり沿岸

域に到達・着底するとされている（野中ら 1980;伊

藤ら 2005)。変態の約 2週間後には稚エビとなり，そ

2019年5月31日受付； 2019年10月18日受理．

の2-3年後に漁獲対象へと成長する (Yamakawaand 

Matsumiya 1997)。稚エピ期以降は水深50mまでの岩

礁域に生息し漁獲が比較的容易であるため，沿岸漁業

の重要な漁獲対象生物となっており，資源管理や増殖

に向けた研究が長年実施されてきた（野中 1982;山

川 1997;封木ら 1999)。中でも，ふ化幼生の飼育に

よって稚エビを人工的に生産し，放流用または養殖用

の種苗とするための研究の歴史は長く，ふ化したフィ

ロソーマ幼生を簡易な飼育籠に収容し沿岸に吊るして

自然に籠内に入るプランクトンを餌料として飼育する

試みが1899年に報告されている（服部・大石 1899)。

しかしながら，イセエビのフィロソーマ幼生の飼育
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は長い幼生期間を持つことや，疾病が多いこと，安

定して供給可能な餌料がないこと等によって困難で

(Matsuda and Takenouchi 2007), 現在でも人工飼育

による商業的規模での稚エビの量産には至っていな

い。また，フィロソーマ幼生期を持つイセエピ科のエ

ビは世界で43種確認されているものの（関口 2014),

稚エビの量産が実現している種はない。

イセエビ科のフイロソーマ幼生の飼育が困難である

ことの背景として，細くて長い胸脚を持つ等脆弱な体

であることとともに，沿岸から離れた沖合域の生息海

域と飼育水槽内との環境の違いがある。具体的には水

流や光条件，水質，生息密度，餌料の栄養面等の違い

が推測され (Matsudaand Takenouchi 2007), これら

を克服し幼生の良好な成長•生残を実現するために，

これまで多くの研究が実施されてきた。例えば，飼育

に用いる海水として浸透膜を用いた精密ろ過海水の導

入 (Sekineet al. 2000), 様々な餌料の種類と栄養条件

の検討（村上ら 2011;徳田ら 2013), 水温や日長の

好適化 (Matsudaand Yamakawa 1997 ; Matsuda et al. 

2012), 疾病の発生防止 (Jensenet al. 2011)等があ

る。飼育に用いる水槽も成績に大きく影響するため，

その形状や大きさがこれまで模索されてきた。幼生の

好適な飼育条件を明らかにする目的で実施された小

規模な実験では容量が100ml-2 l程度のガラス製ボウ

ル等が（税所 1962; Yamakawa et al. 1989 ; Matsuda 

and Yamakawa 1997), 量的な飼育を試みる場合に

は10l-100 l程度の半球状（井上 1981; Sekine et al. 

2000)や円形 (Kittakaet al. 2005 ; Ritar 2001) , 四角

柱状 (Illingworthet al. 1997) , 楕円形 (Matsudaand 

Takenouchi 2005)等の水槽が用いられている。フィ

ロソーマ幼生は遊泳力が弱く，通常の薄暗い飼育環境

下では負の走光性を示すことから（神保ら 2018), 水

流がない状況では水槽の底面に蛸集する。このため，

高密度で飼育した場合には個体間の接触によって胸脚

の欠損が多発する。従って，それを避けるためには幼

生を水槽内に分散させることが必要となる。前述のよ

うにフイロソーマ幼生は長い胸脚と扁平で大きな頭

部・胸部を持つ特異な体型をしており，体で水流を受

けやすいことから，幼生を水槽内に分散させるために

は飼育水槽の形状や注水方法の選択等の工夫が重要と

なる。井上 (1981) は， 30l程度の半球状の水槽を用

い，水槽底面に多く設けられた小穴から斜め上方に注

水して幼生を分散させることで最終期幼生までの飼育

を行い， Kittakaand Kimura (1989) は16lと100lの

円形水槽を用い，水槽中央の底面近くから水平方向に

注水して幼生を分散させ，稚エビの生産に成功してい

る。しかしながら，これらの水槽では飼育密度が高い

と水槽の一部に幼生の謂集が見られる場合が多く，こ

れは水槽内に水流が滞る箇所があることが要因になっ

ていると推察される。

クライゼル水槽は天然の水域で採集した脆弱な動物

プランクトンを船上で収容するために開発されたもの

で (Greve1968, 1975 ; Hamner 1990), 円筒を横向

きに配置した形状をしている。注水は，水槽上部から

側面に沿った方向に行うことで全体に上下方向の巡流

を形成させ，水槽内の生物を浮遊・分散させることが

できる。このことから，水族館等でクラゲ類の飼育

や展示に多く用いられるようになっている (Raskoff

et al. 2003)。水産分野においてもウナギ (Okumuraet 

al. 2009, 2014) やイセエビ類（堀田 2007;Goldstein 

and Nelson 2011) の幼生飼育に適用され，飼育作業

の効率化や比較的高い生残率が報告されている。また

村上 (2011) は，クライゼル水槽を発展させて円筒型

の水槽本体を回転させて上下方向の水流を発生させる

回転型飼育装置を開発し，イセエビの初期フイロソー

マ幼生を飼育したところ，高い生残率が得られたとし

ている。

クライゼル水槽では上下方向の巡流によってイセエ

ビ幼生を分散させることが可能である。一方弱い水流

では幼生を分散させる効果は小さく，強すぎる巡流は

幼生に対して胸脚の損傷や摂餌不良の原因になること

が想像できる。しかしながら，クライゼル水槽を用い

て飼育した際のフィロソーマ幼生の成長，生残に及ぼ

す水流の強さの影響は調査されたことがない。クライ

ゼル水槽と同じく上下方向の水流を生じさせる回転型

飼育装置において村上 (2011) は水槽の回転速度が初

期幼生の成長• 生残に及ぼす影響を調査しているが，

水槽の回転によって生じる水流の設定はごく弱い範囲

で行われているにすぎず，広範な水流での検討はなさ

れていない。また，クライゼル水槽での飼育の際に照

度が異なると水槽内の幼生の分布も変化することが観

察されるが，この水槽を用いて幼生飼育を行う際の有

効な光条件も明らかになっていない。本研究では，ク

ライゼル水槽を用いて飼育されたイセエビフイロソー

マ幼生の成長• 生残に及ぼす水流の強さの影響を調査

し，好適な条件を検討した。また，クライゼル水槽内

の照度の影響についても調査を行った。

材料および方法

水流の強さがイセエビ幼生の成長・生残に及ぼす影響

（実験 I)

用いたクライゼル水槽の容量は31l(円柱部の直径

50 cmx幅16cm) で，透明のアクリル樹脂を用いて

作製されている (Fig.1)。クライゼル水槽では，水

流を発生させるための注水を水槽上部から側面に沿
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う方向で行うことから，中心部に向かうに従って飼

育水交換の低下が推察される。そこで，ポ リ塩化ビ

ニル (PVC)製パイプ （内径13mm)の先端を水槽中

心部に配置し，新水の注水をここから行った。なお，

注水は0.7//min (1.4回転/h)の流量で行い，パイプ

の先端には蛇口に装着するフィルター（ク リペッ ト

F CFB-400, クリタック株式会社，東京）を装着し，

注水による流れを緩やかにして水槽内の縦方向の巡流

を乱さないようにした。飼育に用いた海水は， 三重県

水産研究所がある英虞湾湾口部の水深約10mから取

水し，中空糸フィルターによって精密ろ過した後に紫

外線で殺菌したものを用いた。排水は，水槽側面に装

着された PVC製パイプ（内径10cm)から行い，幼

生の流出防止のために排水パイ プの水槽側に幼生が流

出し ない大きさのメッシュ（幼生の大きさに応じて

0.5mmから2mmのものを使用）を装着した。

設定した水流の強さは 3条件（強 ・中 ・弱）で，実

験にはそれぞれクライゼル水槽 2水槽を用いた。水流

の強さは，水槽の上部に設置した 3か所の注水口（直

径約 4mm)からの注水量を変えて調整した (Fig.1)。

注水量は，水 流 強 ・中・ 弱 そ れ ぞ れ1.2//min, 

0.9 //min, 0.6 //minとした。この注水は，排水のた

めの配管から分岐させた経路から採水して行い，異な

る水流条件でも飼育水の換水率は一定にした (Fig.1)。

各水流条件における水槽下部（水槽最下部から 1cm

上）のおおよその流速を，水槽内に漂うアルテミア脱

皮殻等の浮遊物が水槽下部を通過する時の 5秒間の移

動距離から求めたところ，水流強 8-9cm/s, 水流中

6-7 cm/s, 水流弱 3-5cm/sであった。

実験は，ふ化直後の幼生（体長1.5士 0.1mm, n = 

30: 以下，ふ化幼生）を用いるものと， 日令154の幼

生（体長 13.9土 0.2mm, n = 30 : 以下， 154日令幼生）

を用いるものの 2回実施した。幼生の体長は，体の正

中線の頭部前縁から腹部後縁までの長さとした。各水

槽に収容した幼生数は，ふ化幼生で400個体， 154日令

幼生で50個体とした。実験期間は 1か月間とし，終了

時に水槽毎に生残数の計数と体長の測定を行った。ふ

化幼生を用いた実験の終了時には，多くの幼生が 4回

脱皮して 5令幼生となっていたが， 一部に 4令幼生も

残っていたため，体長測定は 5令幼生だけを対象と

し，各水槽から任意に20個体を抽出して行った。154

日令幼生では無作為に抽出した30個体を用いて行っ

た。実験終了時の休長測定の際には，蜻集や水流の強

さが幼生へ与える影響を検討するために各幼生の胸

脚の欠損数も合わせて計数した。またイセエビ幼生

の行動として縦方向の回転運動が観察され (Kittaka

1994), 幼生の状態が良好な場合にはこの回転運動を

多 く行う傾向がある （松田，未発表）。従って，ふ化

幼生を用いた実験の開始後28日目と29日目において，

実験に用いた 6水槽（水流の強さ 3条件 X 2水槽）そ

れぞれで任意に選んだ10個体を水槽側面から観察 し，

10秒間の回転数を計数した。

実験期 間中の餌料として，ふ化幼生に対して

は珪藻のフェオダクチラム Phaeodactylumsp. を

餌料として 4-8日養成した体長 1-2mmのアル

テミア Artemiasp. を単独で用いた （給餌密度は

0.4鳴 .5ind/ml)。154日令幼生に対してはテ トラセ ル

ミス Tetraselmissp. とフェオダクチラムを餌料として

20-30日程度養成した体長 5-6mmのアルテミア（給

餌密度は0.03-0.05ind/ml) とムラサキイガイ Mytilus

galloprovincialisの生殖腺を 1mm四方程度の大きさ

に細かく裁断したものを併用した。飼育水温は25℃と

し， 日長は蛍光灯の点灯・消灯をタイマーで制御して

12L: 12Dに設定した。明期における水槽の直上の照

度は約 5μmol/mツsであ った。飼育水槽は 1週間に

←し） ⇒ I. ✓ b 
む

~ 
.___a 

-—• 

Fig. 1. Culture systems with the plankton-kreisel. The 

tank is constructed of clear acrylic resin with a working 

volume of 31 l: the diameter (a) = 50 cm, the width (b) 

= 16 cm. Filtered seawater enters the tank at the center 

through a polyvinyl chloride pipe, to which a faucet cup 

was fitted at the inlet. Water current was generated by 

injecting recirculating seawater through narrow three 

pipes (diameter = 4 mm) from just beneath the surface 

with a magnetic drive pump (P). The flow rates of the 

fresh seawater and the recirculating seawater were con-

廿olledusing valves (V) and flow-meters (M). A nylon 

screen was set at the entrance of drain pipe to prevent 

larvae from escaping. 



380 松田・阿部

(a) 

Fig. 2. Photos of experimental settings to examine effects of light conditions on the growth and survival of Panulirus 

japonicus phyllosorna larvae: (a) black boards are attached on the front and the rear sides of clear tank and (b) black boards 
are not attached to keep the both sides transparent. 

2回交換し，その際に飼育水にフロルフェニコールを

1 ppmとなるように添加し，ー昼夜新水の注水を停

止することで幼生の薬浴を行い，疾病を予防した。

光条件がイセエビ幼生の成長 ・生残に及ぼす影響（実

験II)

実験には，実験 Iで用いた水槽と同じものを用い

た。実験区は 2区であり，透明のアクリル樹脂を用

いて作られているクライゼル水槽の前後面を PVC黒

色ボードで遮光する実験区と，遮光しない実験区を

設定した (Fig.2)。遮光した実験区の水槽内 中央部

の明るさは1.3μmol/mツs, 遮光しない水槽の明るさ

は2.2μmol/mツsであった。2つの実験区にそれぞれ

3水槽を用いた。実験は，ふ化直後の幼生（体長1.5

士 0.0mm, n = 30 : 以下，ふ化幼生）を 用いるもの

と， 日令47の幼生（平均体長 5.3士0.3mm, n = 30 : 

以下， 47日令幼生）を用いるものの2回実施した。幼

生の飼育個体数は，ふ化幼生で75個体，47日令幼生で

55個体とした。実験期間は 1か月間とし，終了時には

水槽毎に生残数の計数と体長の測定を行った。実験終

了時の休長測定は，実験 Iと同様にふ化幼生を用いた

実験では 5令幼生のみを対象として各水槽か ら30個

休， 47日令幼生では無作為に抽出した30個体を対象と

した。餌料には，ふ化幼生に対してはフ ェオダクチラ

ムを餌料として 4-8日養成した体長 1-2mmのアル

テミアを単独で用い（給餌密度は0.4-0.5ind/ml), 47 

日令幼生に対してはフ ェオダクチラムを餌料として

8-10日養成した体長 2-3mmのアルテミア（給餌密

度は0.2-0.3ind/ml) と，ムラサキイガイの生殖腺を

1mm四方程度の大きさに細かく裁断したものを併用

した。水槽中央部への新水の注水量は0.7l/min (1.4 

回転/h)とし，水槽内に巡流を発生させるための水

槽上部からの注水量は0.9l/minとした。飼育水温，

日長，水槽交換の頻度は実験 Iと同じとしたが， この

実験では疾病発生予防のための薬浴は行わなかった。

統計処理

実験終了時の休長と生残率，胸脚の欠損数に関し

て，それぞれ 2元配置分散分析によ って結果の検定を

行った。実験 Iの要素は，水流の強さと使用した幼生

の成長段階（ふ化幼生と 154日令幼生），実験IIの要素

は，光条件と使用した幼生の成長段階（ふ化幼生と47

日令幼生）とした。検定結果において，幼生の成長段

階が異なると実験終了時の体長は当然異なることか

ら，体長に関しては検定結果の表示に留めた。実験 I

では水流の強さを 3段階に設定したことから，水流の

強さの影響が 2元配置分散分析で有意となった場合に

はTukey-Kramer検定を用いて設定した条件間の有意

差の有無を判定した。なお，生残率の検定に当たって

は，事前に生残率のデータを逆正弦変換して検定に供

した。ふ化幼生を対象として水流の強さを違えた実験

で観察した幼生の回転数のデータは水流条件ごとにと

りまとめ，分散分析によって有意差の有無を検討し

た。各検定結果における有意水準は 5%とした。

士
口斎 果

流速がイセエビ幼生の成長・生残に及ぼす影響（実験

I) 

ふ化幼生を用いた実験， 154日令幼生を用いた実験

ともに実験終了時の生残率は高かった (Fig.3)。各水

流条件での水槽内の幼生の分布に関しては，水流強で

は循環水の注水部直下から水槽最下部までの水流が最

も強い範囲以外の水槽内を水流に流されながら広く分

散していた。水流中では水槽最下部から水流の方向に

45-90゚程度上がった箇所に多くの幼生が浮遊しながら
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Fig. 3. Body lengths (A) and survival rates (B) at the 

end of the two experiments for newly-hatched and 

154-day-old larvae, respectively, cultured under three 

strength levels (weak, middle and strong) of current in 

31-l plankton-kreisels for one month. The three strength 

levels (weak, middle and strong) of current were the 

equivalent of the current speeds of 3-5, 6-7 and 8-9 cm/s, 

respectively, near the bottom of tank. Data are presented 

as mean士 SD.There was a significant difference between 

black and grey lines with two asterisks in (A), respec-

tively connecting values廿omsame-aged larvae cultured 

under three strength levels of current (P < 0.01, Two-way 

AN OVA). Dashed lines with two asterisks in (B) indicate 

that a significant difference was found among values 

from three strength levels of current (P < 0.01, Two-

way ANOVA); there was a significant difference between 

values with different superscript letters (a and b) (P < 0.01, 

Tukey-K.t・amer post-hoc test). 

謂集 していた。水流弱では，水槽最下部から水流の方

向に若干上がった箇所に多くの幼生が蜻集していた

(Fig. 4)。

実験終了時の生残率は，ふ化幼生，154日令幼生と

もに水流が強いほど高い傾向があり，水流強と水流弱

の間で有意差が見 られたが (P< 0.01, Fig. 3), 成長

段階間では有意差は見ら れなかった。一方， 有意差

は認められないものの体長や胸脚の欠損数に関して

も，水流が強いほど体長が大きく ，胸脚の欠損数が少

ない傾向が見 られた (Fig.3, 5)。加えて，胸脚の欠

損数は154日令幼生の方がふ化幼生より多かった (P< 

Fig. 4. Plyllosoma larval distribution in a plankton如 eisel

under three strength levels (weak, middle and strong) 

of current. The three strength levels (weak, middle and 

strong) of current were the equivalent of the current 

speeds of 3-5, 6-7 and 8-9 cm/s, respectively, near the 

bottom of tank. The circle with dots represents the larval 

distribution under weak current, the circle with solid lines 

represents the larval distribution under middle current 

and the grey circle represents the larval distribution under 

strong current. 

5

4

3

2

1

0

 

1
s
o
1
 s
p
o
d
o
1
a
.
1
a
d
 J
O
 .
1
a
q
m
n
N
 Strong 

Strength of water current 

Fig. 5. Number of pereiopods lost per individual at 

the end of the two experiments for newly-hatched and 

154-day-old larvae, respectively, cultured under three 

s廿engthlevels (weak, middle and strong) of current in 

31-l plankton-lcreisels for one month. The three strength 

levels (weak, middle and strong) of current were the 

equivalent of the current speeds of 3-5, 6-7 and 8-9 cm/s, 

respectively, near the bottom of tank. Data are pre-

sented as mean土 SD.There was a significant difference 

between black and grey lines with two asterisks, respec-

tively connecting values廿omsame-aged larvae cultured 

under three strength levels of current (P < 0.01, Two-way 

ANOVA). 
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0.01)。なお，幼生の体長，生残率，胸脚の欠損数と

もに，水流の強さと成長段階の間には交互作用は見ら

れなかった。

ふ化幼生を用いて観察した幼生の回転数に関して

は，水流条件の違いによる差は認められなかったが

(P> 0.05), 水流強で多い傾向が見られた (Fig.6)。

光条件がイセエビ幼生の成長・生残に及ぼす影響（実

験II)

クライゼル水槽の前後を黒色ボードで遮光しない場

合，実験 Iの同じ水流条件と同様にふ化幼生， 47日令

幼生ともに水槽底面から45-90゚ 程度上がった場所に多

くの幼生が蜻集していたのに対して，黒色ボードを用

いて遮光した条件では幼生は水槽内により広く分散

している様子が観察された。ふ化幼生を用いた実験，

47日令幼生を用いた実験ともに実験期間中にへい死

はほとんど見られず，実験終了時の生残率は94-99%

と高かった (Fig.7)。このため生残率に関しては，

光条件，成長段階ともに有意差は認められなかった

(Fig. 7)。一方，体長に関しては光条件で有意差が見

られ (P< 0.01), 黒色ボードで遮光した条件の方が体

長は大きかった (Fig.7)。なお，光条件と成長段階の

間で交互作用は認められなかった。
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Fig. 6. Rotation :frequencies by larvae cultured under 

three strength levels (weak, middle and strong) of current 

in 31-l plankton-kreisels. The three strength levels (weak, 

middle and strong) of current were the equivalent of the 

current speeds of 3-5, 6-7 and 8-9 cm/s, respectively, 

near the bottom of tank. Data are presented as mean士

SD. There were not significant differences among values 

from three strength levels of current (P > 0.05, ANO VA). 

クライゼル水槽を用いてイセエビのフィロソーマ幼

生を飼育する際の好適な水流の強さに関しては，今回

試験した条件のうち最大水流においてフイロソーマ幼

生が水槽内に最も広く分散するとともに，高生残・高

成長でかつ，胸脚の欠損も改善される傾向が見られ

た。さらに，幼生自らが行う回転運動は，水流が強い

ほど多くなっていることが観察された。以上のことか

ら，クライゼル水槽を用いてイセエビフィロソーマ幼

生を飼育する場合，今回の設定では水流強の強さ（水

槽底面近くの流速は 8-9cm/s)が適当と考えられる。

イセエビのフイロソーマ幼生を飼育する際の飼育水槽

内の水流の強さに関して，半球状水槽を用いた井上

(1981) は水槽表面の流速が 2-4cm/s, 円形水槽を用

いた Kittaka(2000) は水槽底面近くで 5cm/sが適当
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Fig. 7. Body lengths (A) and survival rates (B) at the end 
of the two experiments for newly-hatched and 47-day-old 

larvae, cultured for one month under two light conditions 

of whether or not black boards were attached on the front 

and the rear sides of clear 31-l plankton-kreisels. Data are 

presented as mean土 SD.Dashed lines with two aster-

isks in (A) indicate that a signi:ficant difference was found 

between values from two light conditions (black board and 
transparent) (P < 0.01, Two-way ANO VA). There was a sig-

ni:ficant difference between black and grey lines with two 

asterisks, respectively connecting values from same-aged 

larvae cultured under different light conditions (P < 0.01, 
Two-way ANOVA). 
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とし，また回転型飼育装置で初期幼生を飼育した村上

(2011) は，好適な流速を0.2-0.4cm/sと報告した。

今回の実験で最も良好な成績が得られた水流の強さは

これまでの報告よりかなり強いものであった。脆弱な

体構造を持つフィロソーマ幼生は，強い水流の中では

体の損傷を招く可能性や遊泳によるエネルギー消耗ヘ

の危惧もあることから，幼生ができるだけ自由に泳

げる弱い水流での飼育が試みられていたが (Matsuda

and Takenouchi 2005), 今回の結果は新しい重要な知

見となる。この結果は，縦方向の一定の巡流によって

飼育生物を浮遊させ，分散させることができるという

クライゼル水槽の特性によるところが大きいと推察さ

れる。一方，幼生を分散させること以外にも水流が強

い条件で見られた有利な点として，餌料として与えた

ムラサキイガイ生殖腺の水槽内の分布が考えられる。

弱い水流では生殖腺の多くが水槽底面に残っていたの

に対して，強い水流では舞い上がって水槽内を漂って

いるものが多くあり，幼生による摂餌機会の増加が推

察される。ただし，今回設定した水流以上の強さでは

幼生の成長・生残に対する影響は明らかでなく，今後

検討する必要がある。また，本研究では脱皮の失敗

によるへい死が増えるとされている体長18mm以上

(Matsuda and Takenouchi 2006)の後期幼生を対象と

した実験を行っていない。フイロソーマ幼生では成長

に伴う体型の変化から，成長に従って遊泳力が小さく

なり，水流を体で受けて浮力を得るようになると推

測されている (Hamasakiet al. 2012)。従って，体長

18mm以上の後期幼生では好適な流速が変化する可

能性があり，今後の課題である。

光条件の影響に関して，結果で示したようにクライ

ゼル水槽の前後面に黒色ボードを設置し光を遮光した

方が，前後面を透明に維持した条件よりも幼生の体長

は大きくなった。これは，水流の実験と同様に水槽の

前後面を遮光することによって幼生が水槽内により分

散し，良好な環境となった結果であると考えられる。

天然におけるイセエビフイロソーマ幼生の分布密度に

関して，近縁種の西オーストラリアイセエピP.cygnus 

のフィロソーマ幼生の分布密度は，初期幼生で海水

1000m3当たり数個体ー300個体，後期幼生で数個体―10

個体とされており (Rimmerand Phillips 1979) , イセ

エピ類のフイロソーマ幼生は天然では相当に低い密度

で生息していることが伺われる。従って，水槽中でも

できるだけ幼生を分散させることが重要となる。ま

た，イセエビのフイロソーマ幼生では後期幼生にな

ると共食いも頻繁に起こり (Matsudaand Takenouchi 

2005), 共食いを防止する上でも，幼生を分散させて

飼育することが必要である。

今回の実験では，水槽の前後面を黒く覆い，照度を

低下させた。しかし，飼育を行う部屋全体の照度を低

下させることでも同様の効果が得られる可能性が考

えられ，作業性を考慮していずれかを選択すること

が適当であろう。ただし，飼育時における明期の照

度の設定に関しては注意が必要である。フイロソー

マ幼生は概日リズムをもって行動しており， 1日の明

期の始まりに合わせて脱皮を行っている (Matsudaet 

al. 2003)。また 1日の明期の時間が14時間 (14L:10D)

の長日条件の方が， 12時間 (12L:12D) や10時間

(10L:14D)の条件よりプエルルス幼生への変態が起

こる日令は早く，変態する時のフィロソーマ幼生の体

長も小さいとされている (Matsudaet al. 2012)。この

ためフィロソーマ幼生が持つ概日リズムを壊さないよ

うに安定した光条件で幼生を飼育することが重要であ

るとされていることから (Matsudaet al. 2003), 明期

に低すぎる照度での飼育は避けるべきであり，今回の

設定であった1.3μmol/mツs程度を確保することが必

要であろう。また，今回の実験において水槽の前後面

を遮光した状態で幼生の体長が大きくなった要因とし

て，餌料として与えたアルテミアの分布とフィロソー

マ幼生の分布が透明の水槽より一致しており，摂餌の

機会が増したことも挙げられる。従って，幼生の分布

だけでなく，餌料の分布に関しても考慮して光条件を

決めることが求められる。

今回，クライゼル水槽を用いて飼育する際の水流の

強さと光環境の好適な条件が明らかになり，この結果

を用いてイセエビフィロソーマ幼生をふ化から変態ま

で飼育すると幼生の飼育期間の短縮と生残率の向上が

期待できる。実際，水流の強さを強レベル，水槽の前

後面への黒色ボードの設置を維持した状態で80lクラ

イゼル水槽（円柱部の直径75cmx幅18cm) を用い

てフイロソーマ幼生を変態まで飼育したところ，ふ化

から 8か月程度でプエルルス幼生への変態が起こり，

透明のクライゼル水槽を用いた場合より 1か月程度早

かった。クライゼル水槽でのイセエビ類のフィロソー

マ幼生の飼育は， Goldsteinand Nelson (2011)が指

摘しているように，これまでに使用された円形水槽や

半球状水槽より幼生を浮遊させることによって自然に

近い環境を提供し，また謂集による幼生間の接触を軽

減することから，クライゼル水槽はフィロソーマ幼生

を飼育する際の水槽として有効と判断できる。今後，

クライゼル水槽を用いて飼育する際の飼育条件の更な

る検討，例えば，幼生の飼育密度や餌料の給餌密度，

餌料のサイズ等の好適化，水質や飼育水中の細菌数の

コントロール技術等の進展等によって，これまでより

も安定した飼育が可能になることが期待できる。
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要約

イセエビのフィロソーマ幼生の飼育技術の向上を

目的として，クライゼル水槽（容量31l) を用いて初

期幼生と中期幼生を飼育した時の成長と生残に及ほ

す水流の強さと光条件の影響について検討した。 3

条件の水流の強さ（水槽下部の流速が 3-5, 6-7, 

8-9 cm/s) でふ化幼生と154日令幼生を 1か月間飼育

したところ，水流が強いほど生残率が高くなった。成

長には水流の 3条件間で有意差は見られなかったもの

の，実験終了時の体長は水流が強いほど大きい傾向が

見られた。また，ふ化幼生と47日令幼生を照度が異な

る2条件（水槽中央部の照度が1.3, 2.2μmol/mツs)

で 1か月間飼育したところ，低照度で飼育した方が幼

生の体長は有意に大きかった。以上のことから，クラ

イゼル水槽でイセエピ幼生を飼育する場合には，流速

を8-9cm/s, 照度を1.3μmol/mツsに設定すること

が有効であることと判断された。これらの条件で飼育

成績が良かった要因として，幼生が水槽内で広く分散

していたことが考えられた。
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