
  
  ズワイガニ幼生に適した餌料の大きさと摂餌量の検討

  誌名 水産増殖 = The aquiculture
ISSN 03714217
著者名 原田,和弘

山本,強
発行元 水産増殖談話会
巻/号 48巻2号
掲載ページ p. 209-213
発行年月 2000年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



日本におけるズワイガニ，Chinoecetes opilioの幼生飼

育試験は1960年代から始められ1），ワムシ，Brachionus

plicatilis（いわゆる L型ワムシ，以後ワムシと記す）や

孵化直後のアルテミア，Artemia salinaノープリウスな

どを餌料として用いることにより，生残率は低いもの

の，稚ガニまでの幼生飼育が可能となっている1）。しか

し，適切な餌料や飼育環境条件は未だ明らかにされて

おらず，種苗の量産には至っていない。これまで実施さ

れた種苗生産試験では，各幼生期を通じて，餌料にワ

ムシやアルテミアノープリウスが用いられており，それ

らと異なる大きさの餌を用いた飼育例や，各幼生期に

おける適切な餌料条件を検討した報告は少ない。

本研究では，ズワイガニ幼生飼育の餌料条件を解明

するため，各幼生期ごとに大きさの異なる餌料（ワム

シ，アルテミアノープリウスおよび養成アルテミア）を

与えて，それぞれの摂餌量を調査した結果，各幼生期

に適した餌料の大きさと摂餌量に関する知見を得たので

報告する。

共通飼育条件 日本海西部で沖合底曳網により1992

～1995年に漁獲され，兵庫県立水産試験場に搬入後，

冷却砂濾過海水（水温 5～ 6℃，塩分30～32 PSU）で

飼育した抱卵雌ガニ（平均甲幅80.6±4.75 mm）から，

1～ 3月に孵化幼生を得た。

今回の試験では，ゾエア 1，2期およびメガロパ期の

各幼生期ごとに，大きさの異なる餌料（ワムシ，アル

テミアノープリウスおよび養成アルテミア）を，それぞ

れ単独給餌した場合の摂餌量（ 1日あたり）を，各区 1

～20例調べた。

試験は，水温を10～11℃に設定した恒温室内で実施

し，白色蛍光灯（37 W）により約1,000 lx（12時間明－

12時間暗条件）の照明を施した。供試幼生は，各区規

定量の餌料を添加した100 mlガラスビーカーに収容し，

24時間止水，無通気状態で静置した。幼生収容から24

時間後に，飼育水にホルマリンを添加し，残餌を固定，
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Optimal Size and Quantity of Food for Culturing
Larval Snow Crab, Chinoecetes opilio

Kazuhiro HARADA＊1 and Tsuyoshi YAMAMOTO＊1

Abstract: The size and amount of food consumed by cultured larval snow crab, Chinoecetes opilio
(from the first stage zoeae to the megalopal stage), were investigated, by feeding with L-type rotifer
and various sized Artemia salina (Artemia nauplii from North America reared using compound feed
for Artemia). The first stage zoeae mainly fed on zooplankton smaller than the size of Artemia
nauplii (total length 0.54 mm).  The second stage zoeae mainly fed on  Artemia (up to a total length
of about 1 mm), and the quantity of food consumed was about 3 times as much as the first stage
zoeae. Megalopae fed on all sized Artemia in this test (up to total length 1.82 mm) and the quantity
of food consumed also increased. 

To use various sizes of Artemia and rotifer together from the zoea the second stage is expected to
improve the culture of larval snow crab.
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＊1 兵庫県立水産試験場（Hyogo Prefectural Fisheries Experimental Station, Minami-Futami, Akashi, Hyogo 674-0093,
Japan）．
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実数計数することにより，当初収容餌料数との差で摂

餌量を推定した。なお，本試験で餌料減少数は幼生に

摂餌された個数とみなした。幼生 1尾が 1日あたりに

摂餌した量は，摂餌餌料数（当初収容餌料数－残餌

数）／1ビーカーに収容した幼生数，として算出した。

胴体の半分が摂餌されたような餌料も，摂餌数として

計数した。なお，試験中にへい死した幼生は，収容幼

生数から除外して，1個体あたりの摂餌量を算出した。

試験に供するまでの各幼生は，孵化直後のゾエア 1期

（孵化後 0日）を除き，ゾエア 1期はワムシとアルテミ

アノープリウスの併用給餌で飼育し，ゾエア 2期以降

は，ワムシとアルテミアノープリウスおよび養成アルテ

ミアの併用給餌により育成した。また，孵化後 0日の

ゾエア 1期は孵化水槽（水温 5～ 6℃）から，その他

の幼生は飼育されていた水温（10～11℃）から直接，

試験容器に収容した。

ズワイガニ幼生のワムシ摂餌試験 餌料としてワムシ

を用いた試験では，孵化後 0，6，12，16日のゾエア 1期

および孵化後26，32日のゾエア 2期について摂餌量を

調べた。ワムシはビーカーあたり200個体を実数計数し，

ゾエア 1期の幼生は15尾，ゾエア 2期では12尾を収容

した。なお，餌料に用いたワムシ（平均背甲長0.296±

0.025 mm，水温17～18℃で大量培養）は，ナノクロロ

プシス，Nannochloropsis sp.を餌として，供試前約24時

間水温12℃で温度馴致させたものを用いた。

ズワイガニ幼生のアルテミア摂餌試験 餌料にアルテ

ミア（アルテミアノープリウスおよび大きさの異なる養

成アルテミア）を用いた試験では，孵化後 0，10および

15日前後のゾエア 1期，孵化後22～30日のゾエア 2期

および孵化後52～59日のメガロパ期について，それぞれ

の餌料を単独給餌した場合の摂餌量を調べた。各餌料

は，アルテミアノープリウスならびにアルテミアノープ

リウスを水温25℃で24時間養成したアルテミア（全長

約0.85 mm）で200個体，48時間以上養成したアルテミ

ア（全長約1.11 mm以上）については150個体を実数計

数して収容した。各幼生は，ビーカーあたりゾエア 1期

は15尾，ゾエア 2期10尾，メガロパ期では 4尾を収容

した。なお，アルテミアノープリウスは，水温28℃，

約22時間で孵化した直後のものを用い，養成アルテミ

アは，孵化直後のアルテミアノープリウスを，水温約

25℃で市販のアルテミア用配合飼料NO.4（ニッチク薬

品工業株式会社製）を給餌して，一定時間養成の後使

用した。試験に用いたアルテミアの大きさを Table 1に

示した。

結　　果

各幼生 1尾が 1日あたりに摂餌したワムシとアルテ

ミアの個体数を，Tables 2，3に示した。

ズワイガニ幼生のワムシ摂餌試験 ワムシの当初収容

数と各区の24時間後の残餌数を t検定（ p＜0.01）によ

り比較した結果，ワムシでは孵化後16日のゾエア 1期お

よび孵化後32日のゾエア 2期を除いた各区（孵化後 0，

6，12，26日）で有意差が生じた。ワムシは，孵化後 0

日の幼生で最も多く摂餌され（ 1日 1尾あたり3.6±1.5

個），摂餌量はゾエア 2期変態直前（孵化後16日）まで
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　＊1 Mean±SD.

Table 1.  Artemia size reared by the compound feed (Artemia nauplii immediately after hatching were reared at 25℃)

Rearing period (h)

Total length of Artemia (mm)

0

0.54±0.06＊1

24

0.85±0.05

48

1.11±0.09

72

1.43±0.16

96

1.82±0.21

Table 3.  The number of Artemia consumed by the snow crab larvae

　＊1 Z1, 1st zoea; Z2, 2nd zoea; MG, megalopa.
　＊2 Mean±SD (n).

0    (Z1) 
9-10 (Z1)

15-16 (Z1)
22-30 (Z2)
52-59 (MG)

 Food intake (Artemia/ind.･day)＊2 when the following size of Artemia was supplied:

Rearing period(day)＊1 0.54±0.06

3.00±0.71(20)
4.48±0.83(4)
1.89±0.60(3)
9.77±2.33(10)

10.81±2.12(8)

0.85±0.05

0.15±0.18(4)
1.13±0.64(4)
0.09±0.15(3)
5.56±2.16(10)
7.75±2.47(2)

1.11±0.09

0.25±0.19(4)
0.72±0.40(4)
0.16±0.17(3)
4.38±2.40(10)
7.25±0.35(2)

1.82±0.21

0.03±0.05(2)
0.12±0.10(4)
0.08±0.07(3)
0.88±0.55(6)
4.63±0.53(2)

1.43±0.16

0.12±0.10(4)
0.31±0.14(4)
0.33±0.27(3)
1.88±0.77(8)

5.30

Table 2. The number of L-type rotifer (Lorica length=0.296
±0.025 mm) consumed by the snow crab zoeae

0  (Z1) 3.63±1.49(10)
6  (Z1) 2.20±0.77(3)

12  (Z1) 1.63±0.67(4)
16  (Z1) 1.32±0.65(4)
26  (Z2) 2.65±0.54(4)
32  (Z2) 1.79±0.60(4)

Rearing period (day)＊1  　Food intake (rotifer/ind.･day)＊2　

＊1 Z1, 1st zoea; Z2, 2nd zoea.
＊2 Mean±SD (n).



は，飼育経過日数に伴って減少する傾向にあった。ま

た，孵化後26日のゾエア 2期では2.7±0.5個，孵化後32

日で1.8±0.6個が摂餌されたが，ゾエア 1期に比べ顕著

な増加は認められなかった。

ズワイガニ幼生のアルテミア摂餌試験 アルテミアの

当初収容数と各区の24時間後の残餌数を t検定（ p＜

0.01）により比較した結果，有意差が生じたのはゾエア

1期中は，アルテミアノープリウス給餌区のみだったが，

ゾエア 2期およびメガロパ期では，アルテミアノープリ

ウスから全長約1.82 mmの養成アルテミアまで，試験に

用いたすべての大きさで有意差が生じた。なお，孵化後

15～16日目のゾエア 1期では，アルテミアノープリウス

給餌区でも有意差が生じなかった。

ゾエア 1期における 1日 1尾あたりのアルテミアノー

プリウス摂餌量は，孵化後 0日で3.0±0.7個，孵化後 9

～10日目で4.5±0.8個，孵化後15～16日目では1.9±0.6

個であった。また，養成したアルテミア（全長約0.85 mm

以上）は，ゾエア 1期中ほとんど摂餌されなかった。

ゾエア 2期（孵化後22～30日）において 1日 1尾が摂

餌したアルテミアノープリウスは，9.8±2.3個であり，

残餌数から全長約1.82 mmの養成アルテミアまで摂餌可

能になったと判断された。同様に，メガロパ期（孵化

後52～59日）のアルテミアノープリウス摂餌量は，

10.8±2.1個で，試験に用いた全長約1.82 mmまでの養成

アルテミアが摂餌され，その摂餌量はゾエア 2期に比べ

て増大した。

考　　察

ズワイガニの幼生は10℃程度の低水温で飼育するた

め，通常20℃以上の高水温で培養されている S型ワムシ，

Brachionus roundiformisは，幼生飼育水槽内で活力を

失うと考えられ，比較的低水温で培養できる L型ワム

シが餌料に使用されている。その他，アルテミアノープ

リウスやアミ類の細片などが餌料として用いられ，幼生

飼育試験が実施されてきた。

今回の試験結果から，ズワイガニの幼生は，孵化後

間もないゾエア 1期から，動物性餌料を摂餌すること

が判明した。ガザミ，Portunus trituberculatus2），タイ

ワンガザミ， Portunus pelagicus3）やアサヒガニ，

Ranina ranina4,5）など他のカニ類幼生でも，孵化直後か

ら動物性餌料を摂餌することが知られており，孵化当

日における摂餌の重要性も指摘されている。また，孵

化直後からズワイガニのゾエア 1期が摂餌可能な餌料の

大きさは，アルテミアノープリウス（全長約0.54 mm）

以下と考えられ，全長約0.85 mmより大きな餌料は，ゾ

エア 1期中ほとんど摂餌が認められなかった。したがっ

て，安定的に入手が容易な生物餌料で，ズワイガニの

ゾエア 1期に使用できる餌は，ワムシとアルテミアノー

プリウスということが明確となった。現在，ゾエア 1期

の餌料条件は，ワムシまたはアルテミアノープリウスを

給餌して研究されており，今回の結果から考えてもゾエ

ア 1期は，これらの餌料を中心に試験を進めるのが妥当

と思われた。また，ゾエア 2期変態前（通常10℃程度で

飼育した場合，20日前後でゾエア 2期に変態する）の孵

化後15日頃には，摂餌量の減少が見られた。この摂餌

傾向は，皆川ら＊2の試験結果と一致した。さらに，変

態前のゾエア 1期は，前述のようにワムシおよびアルテ

ミアノープリウス摂餌試験とも，t検定の結果，当初収

容数と残餌数の間に有意差が生じていないことから，ほ

とんど摂餌しないものと考えられた。

ゾエア 2期（孵化後22～30日）が 1日 1尾あたり摂

餌するアルテミアノープリウスは，ゾエア 1期（孵化後

0および10日頃の摂餌量）に比べて約3.0倍であり，過去

に行われた試験結果6），＊2-4と近似した。ゾエア 2期には，

全長約1.82 mm程度の餌料まで摂餌可能になると思われ

るが，摂餌量から判断すると，おもな摂餌対象は全長

1 mm前後までと考えられた。また，孵化後32日目のゾ

エア 2期では，ワムシの摂餌がほとんど見られないこと

から，ワムシの給餌はゾエア 2期前半で終了できる可能

性が示唆された。メガロパ期にはゾエア 2期よりもさら

に大型の餌料が摂餌可能となり，摂餌量の増加も観察

された。また，メガロパ期のアルテミアノープリウス摂

餌量は，ゾエア 2期に比べ，顕著な増加が見られない

ことから，メガロパ期になるとアルテミアノープリウス

でも，餌料の対象としては少し小さくなると考えられ

た。このように，ゾエア 2期およびメガロパ期と幼生齢

期が進むにつれて，サイズの大きな養成アルテミアまで

摂餌可能になることが判明したことから，これまでゾエ

ア 2期以降も使用していたワムシおよびアルテミアノー

プリウスに加え，適切な大きさの養成アルテミアを給餌

することによって，幼生の生残および飼育技術の向上が

期待できる。また，栄養強化飼料等を取り込ませた養

成アルテミアを，幼生に給餌することにより，栄養面の

改善効果も期待できる。
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また，ハナサキガニ，Paralithodes brevipes7），＊5やタ

ラバガニ，Paralithodes camtschaticus＊5およびケガニ，

Erimacrus isenbeckii＊5幼生の飼育餌料として，有効性

が認められているタラシオシラ，Thalassiosira sp.など

の微細藻類は，これまでのところズワイガニ幼生餌料と

しての直接的な効果は明らかにされていない＊6-8。ガザ

ミの種苗生産では，珪藻やナノクロロプシスなどが「水

作り」8）の目的で，飼育水に添加される場合が多いが，

これら微細藻類の幼生に対する直接的な餌料価値は

明らかでなかった。しかし，近年は珪藻，Chaetoceros

calcitrans9）やユーグレナ，Euglena graciris10）など，幼

生に対する直接的な餌料効果が指摘されている報告も

ある。したがって，ズワイガニ幼生飼育餌料としての微

細藻類の有効性については，今後検討する必要がある

と思われる。

ガザミやノコギリガザミ，Scylla serrata など比較的高

水温で幼生を飼育するカニ類では，おもな餌料としてい

わゆるＳ型ワムシ，アルテミアノープリウス，養成アル

テミア，アミ類やアサリ，Ruditapes philippinarum な

どの魚介肉細片および配合飼料が用いられている8，11）。

それら餌料は，初期幼生を除いて，栄養的な問題から

単独給餌されることは少なく，いずれかの組み合わせで

併用給餌されている。また，ガザミではゾエア 1期への

アルテミアノープリウス単独給餌は不適とされ12，13），ワ

ムシ単独給餌は，ゾエア 2期以降の成長が遅延し，ゾ

エア 3～ 4期で発育が止まるとされている2）。同様に，

タカアシガニの幼生飼育14）でも，ワムシの単独給餌で

はメガロパまで至らないなど，餌料の大きさや栄養的な

面から，カニ類の幼生飼育における各種生物餌料の単

独給餌には，問題点が多く見られる。また，ガザミ幼

生に関する餌料試験15，16）では，n- 3高度不飽和脂肪酸

（n-3 HUFA）で栄養強化したワムシやアルテミアの給餌

により，幼生の生残や発育に対する効果が表れることか

ら，ガザミ幼生も必須脂肪酸として n-3 HUFAを要求

することが確認されている。

したがって，ズワイガニの幼生飼育試験も，他のカニ

類幼生の餌料試験結果および今回の結果を踏まえ，ワ

ムシとアルテミアノープリウスおよび養成アルテミアを

幼生期に応じて併用し，餌料条件の解明を進めるのが

妥当と考えられる。また，今後は幼生の栄養要求や適

切な餌料密度ならびに，微細藻類など他の餌料の添加

効果についても検討する必要があろう。

シオミズツボワムシ（ L型）と配合飼料で養成した

大きさの異なるアルテミアを用いて，ズワイガニのゾエ

ア 1期からメガロパ期の適切な餌料の大きさと摂餌量を

調べた。ゾエア 1期は，孵化直後のアルテミアノープリ

ウス（全長約0.54 mm）より小さな餌料をおもに摂餌し，

全長約0.85 mmより大きなサイズの餌料はほとんど摂餌

されなかった。ゾエア 2期には，全長約 1 mm前後の餌

料までが摂餌され，摂餌量はゾエア 1期の約 3倍であ

った。メガロパ期には，全長約1.82 mm程度のアルテミ

アまで摂餌するようになり，摂餌量も増大した。ズワイ

ガニの幼生飼育では，ゾエア 2期以降にワムシ，アル

テミアノープリウスに加え，養成アルテミアを併用する

ことにより，飼育水準の向上が期待できる。
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