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ズワイガニ種苗生産における飼育水の

　　撹搾と薬浴による生残率の向上
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　Improvement　of　larval　survival　rates　by　water　agit翫ion　and

me（lication　in　the　seed　production　of　snow　crab　Chio％060伽sρ餌歪o
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　　Behavioral　characteristics　of　snow　crab　Chめ％060θ孟6s　oψ1」ガo　Iarvae　such　as　phototaxis　and　geotaxis　in　reladon

to　their　depthregulation　were　examined　in亡he　laboratory．Further，e飾ects　ofagitation　and　bath　treatment　with　so－

dium　nifurstyrenate（NFS－Na）for　larval　rearing　water　on　survival　rates　of　larvae，rates　of　larvae　which　floated　in

the　rearing　water，and　mortality　rates　of　larvae　which　sunk　to　the　bottom　of　the　tank　were　investigated，The丘rst

stage　zoeas　floated　in　the　upper　layer　of　the　rearing　chamber　showing　positive　phototaxis　and　negative　geotaxis，

however，almost　a111arvae　of　the　later　stages　showed　no　reaction　to　a　light　stimulus　and　sunk　to　the　bottom　of　the

chamber．Larval　floating　rates　and　survival　rates　were　improved　by　agitation　an（i　bath　treatment　with　NFS－Nafor

rearing　water；especially，survival　rates　significan亡1y　increased　in　the亡anks　wi亡h　NFS－Na　bath亡reatment・

キーワード：飼育水の撮搾，種苗生産，走光性，走地性，ズワイガニ，ニフルスチレソ酸ナトリウム浴

　ズワイガニChZo卿60惚s碗伽は日本海における重要

な漁業資源であり，種苗放流による資源増殖を目指した

種苗生産技術開発研究が1970年代後半から石川県，福

井県・兵庫県の各水産試験場で実施された。1）また，

1984年から㈹日本栽培漁業協会においても小浜事業場

（現，㈱水産総合研究センター小浜栽培漁業センター）

を中心に技術開発研究が実施されてきた。2）しかし，大

型水槽を用いた種苗生産において，まとまった数量の稚

ガニを生産した事例はほとんどみられず，種苗量産がき

わめて困難な種類と位置づけられてきた。1）

　ズワイガニの種苗量産が困難な原因として，幼生の大

量死亡の発生が上げられている。1）すなわち，ふ化直後

の幼生は強い走光性を示し，水面近くを遊泳しているが，

2日目頃から水槽底に沈下するようになり，飼育日数の

経過にともなって水槽底に堆積した沈殿物に絡まって大

量に死亡するという。このゾエア幼生の大量死亡を防ぐ

には，第一に幼生の沈下が正常な生物現象であるか否か

を明らかにし，幼生の沈下を防ぐ手立てを講じる必要が

ある。

　カニ類幼生の鉛直分布には光や重力に対する走性が深

く関与していると考えられている。3『6）また，赤沢はク

ルマエビP6％α6郷ゴα釦吻鰯の種苗生産水槽の底面に残

餌等の有機物が堆積するのを防ぐ目的で，飼育水を蝿幹

する装置を開発し，7）同装置と通気との併用効果を報告

した。現在，同装置はガザミ類の種苗生産において利用

されている。8）そこで本研究では，大型水槽を用いたズ

ワイガニ種苗生産におけるゾェア幼生の大量死亡を防除

する技術を開発する一環として，ズワイガニ幼生の沈

＊TeL：81－3－5463－0538．Fax：81－3－5463－0542．Emai1：hamak＠kaiyodai．acjp
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下，換言すれば浮遊性に関わる行動特性（走光性，走地

性）を調べるとともに，赤沢が報告した装置7）と同型の

撹拝装置を500L水槽で使用し，生残率に及ぽす効果

を調べた。

　さらに，ズワイガニ幼生の生残率を向上させるには，

幼生が死亡に至るメカニズムを明らかにすることも重要

な課題である。海産魚介類の種苗生産ではしばしば細菌

性疾病が発生し，生残率低下の大きな原因となってお

り，ワムシ等の餌料が感染源として疑われている。9）そ

のため，種苗生産の現場では細菌性疾病を防ぐ目的で，

抗菌剤による餌料生物の薬浴や幼生飼育水の薬浴が実施

されてきた。10－16）そこで本研究では，ズワイガニ幼生が

死亡に至るメカニズムを把握する前段として，種苗生産

の現場で細菌感染症対策として利用されてきたニフルス

チレン酸ナトリウム10－14）による飼育水の薬浴効果を併

せて試験した。

材料と方法

　ふ化幼生の確保　石川県能登半島西岸域と福井県越前

町沖で漁獲された抱卵雌を小浜栽培漁業センターに搬入

し，既報17）の方法に従って水温3～5℃で2～23カ月間

養成し，ふ化幼生を得た。ふ化幼生は10～70L容器に

収容し，容積法で計数後に飼育試験に供した。

　走性　日齢0，7～9，15～17の第1齢ゾエアと同19～

21，31～33の第2齢ゾエアおよび同38～40のメガロパ

を用い，光と重力に対する走性，すなわち走光性と走地

性を調べた。試験に用いた幼生は2002年に20kL水槽

で飼育したものであり，第2齢ゾエアおよびメガロパ

出現時の生残率はそれぞれ30％と10％前後であっ

た。この飼育は本研究で明らかになった飼育条件（飼育

水の麗搾と薬浴）を適用して実施したものであり，第2

齢ゾエア出現時に全滅状態になっていた従来の種苗生産

事例に比較してきわめて高い生残率を示した（小金ら，

未発表）。なお，ふ化幼生を3日間にわたり収容したこ

とから，幼生の日齢に3日の幅が生じた。

　1。走光性　調査には長さ100cm，幅！0cm，深さ

10cmの塩ビ製角型容器を水平に置いて使用した。容器

の底面と長側面内側には5cm間隔で目盛りを書き込

み，短側面片側と上面の材質は透明アクリル板とした。

光源として顕微鏡用ファイバーハロゲン照明装置

（FIBER　OPTIC　LIGHT　SOURCE，ニコン）を利用し，

透明な短側面側から光を水平に照射した。照度は短側面

アクリル板の内側で5001xになるように調整した。幼生

は試験実施前の1時間，照度5001x，水温14℃下に静

置した。試験は暗室で行い，容器に水温14℃に調整し

た5Lの海水を満たし，各日齢の幼生5尾を広ロピペッ

トで容器上面のアクリル板中央に開けた穴から静かに収

容し，5分後に各幼生の位置を記録した。その際，光源

に最も近い5cm間隔の区画を1，収容した中央の区画

を10，光源から最も遠い区画を20として，幼生が位置

していた区画を順位変数で表した。1回の試験でこの操

作を3回繰り返し，合計15尾の幼生を用いた。海水は

1回の試行ごとに新しいものと交換した。また，暗黒下

で同様の操作を行い，5分後に赤外線ライトを用いて幼

生の位置を特定した。明条件下で実施した試験区と暗黒

下で実施した対照区の幼生の位置をMam－Whitneyの

U検定で比較し，幼生が光源に近づく場合正の走光

性，遠ざかる場合負の走光性があるものと判断した。

　2．走地性　調査には，走光性の調査に使用した容器

と同じ構造のものを用い，長さを50cmとした。一方

の短側面と上面を透明アクリル板とし，塩ビ板とした短

側面側を下にして縦に置いた。容器上面に開けた穴から

幼生を静かに収容後，暗黒状態で5分間静置し，幼生

の位置を記録した。その際，幼生を導入した最上部の5

cm間隔の区画を1，容器底面の区画を10として，幼生

が位置していた区画を順位変数で表した。また，同様の

操作を容器の上面から5001xの光を照射した状態で実

施した。その他の条件はすべて走光性の試験に準じた。

幼生が縦型容器の上に位置する場合負の走地性，下に位

置する場合正の走地性があるものと判断した。

　飼育水の撹拝と薬浴の効果2001年2月から2002

年1月までの期間に，500L円形透明ポリカーボネート

水槽を用い，飼育試験を実施した。飼育は原則としてメ

ガロパ期まで行った。

　1．飼育方法　飼育水には紫外線殺菌海水を使用し，

1日1回転の流水飼育とした。飼育水温は小金ら18）に従

い適正範囲（12～14℃）になるように調節した。通気

は水槽の中央1カ所から小型のエアーストーンを用い

て行い，220～550mL／分に調節した。ゾエア期の餌料

として，低温に馴致したL型ワムシB名鷹hづo％％sヵ1吻躍

傭小浜株（培養水温15～16℃）と北米産のアルテミア

・4吻雁αsp。を用いた。ワムシは給餌前に2000万セル／

mLのナン／ノクロロプシス撫％％06hJoz砂sZssp．を用い，

水温15～16℃で24～48時間栄養強化した。アルテミ

アは栄養強化した場合と未強化の場合があり，栄養強化

は市販の強化剤（DHAce，オリエンタル酵母；マリン

オメガ，クロレラ工業）を用い，水温22～23℃で15～

20時間実施した。第1齢ゾエア期にはワムシと未強化

のアルテミアを飼育水中の密度がそれぞれ5個体／mL

と0．5個体／mLになるように，第2齢ゾエアの出現率

が50％を超えた日以降には栄養強化したアルテミアを

1個体／mLになるように午前中に1度給餌した。ま

た，ナンノクロロプシスを50万セル／mLになるように

午前10時頃に添加した。

　2．試験区の設定　試験は3回実施した。ここでは，

同じロットのふ化幼生を用いた飼育を同一試験としてま



228 小金，浜崎，團

←

繋

Fig．1　Schematic　diagram（left，1ateral　view）and　photo－

　graph（right）of　a　tank　with　an　agitator　machine　for

　rearing　snow　crab　Ch歪oπ086罐s　oρ薦01arvae，Abbrevia－

　tions　are　as　follows：M，motor　with　reduction　gear；S，

　shaft；T，tank　of500L（117cm　upper　major　axis　and

　77cmheight）；W，wing（7cmheightand92cmlong）．

とめた。試験1では水槽2面を使用し，飼育水を撹拝

する区（撹搾区）（水槽No．1，以下同様）と撹絆しな

い区（非撹搾区）（No．2）を設けた。飼育水の撹拝には

撹搾装置を用い，無段変速機付きモーターによって水槽

の底から数cm上に設置したアルミ製の翼（7×92cm）

を1回転／分で回転させた（Fig．1）。試験2では水槽2

面を使用し，撹搾区（No．3）と非撹拝区（No．4）を設

け，両区とも飼育7，14，21，28，38日目（飼育開始日を

0日とする）にニフルスチレン酸ナトリウム（エルバー

ジュ，上野製薬）を飼育水中の濃度が2mg／L（力価）

になるように添加し，薬浴を実施した。試験3では水

槽4面を使用し，全水槽で麗絆装置を使用するととも

に，薬浴する区（以下，薬浴区）（No．5，6）と薬浴し

ない区（非薬浴区）（No．7，8）を設けた。試験3の薬

浴は，飼育7，／4，21，28日目に実施した。

　3．観察・測定項目　飼育期間中には1日に1度，飼

育水中に浮遊している幼生と水槽底に沈下している幼生

を採取し，生残率，幼生の齢期，浮遊率および沈下幼生

の死亡率を調べた。浮遊幼生数の推定は容積法で行い，

内径20mmの塩ビパイプで6カ所から柱状サンプリン

グを行い，浮遊幼生を採取した。沈下幼生数の推定は面

積法で実施した。すなわち，幼生は水槽底にパヅチ状に

沈下していたので，まず野帳の水槽底面図に沈下してい

る幼生のパッチを目測で描いた。そして，一部のパッチ

から面積比でおよそ10％の幼生をサイフォソで採取し

た。次いで，採取した幼生を計数し，総沈下数を算出し

た。なお，試験3では水槽底面に記した一辺5cmの格

子を目印として同様の操作を実施した。生残率は，（浮

遊幼生数＋沈下幼生数）／（収容幼生数）×100として推定

し，浮遊率は，（浮遊幼生数）／（生残幼生数）×100で求

めた。また，第2齢ゾェアとメガロパの出現状況を，

柱状サンプリングと水槽底からのサソプリングで得られ

た全幼生数に対する各齢期幼生数の割合として，出現率

（％）で表した。飼育試験終了時には幼生を取り揚げ，

齢期を確認しながら全数計数した。

　4．生残率，浮遊率および沈下幼生の死亡率の比較

飼育期間中に毎日推定した生残率，浮遊率および沈下幼

生の死亡率を用い，ふ化から第2齢ゾエア出現までと

第2齢ゾエアから試験終了（メガロパ）までの期間に

おいて，Mann－WhitneyのU検定で試験区問の有意差

を検定した。

結　　　果

　走性

　1．走光性　暗条件におかれた幼生は，収容された容

器の区画からほとんど移動しなかった（Table1）。一

方，明条件におかれた幼生の走光性は日齢で異なった。

すなわち，第1齢ゾエアは光源側の区画へ移動し，明

瞭な正の走光性を示した（ヵ〈0．001）。特に日齢7～9

までの幼生に強い正の走光性が認められた。第2齢ゾ

エアになると光に対する反応は認められないか（日齢

19～21）（ヵ＞0．05），わずかに正の走性を示した（日齢

31～33）（ρ＜0．05）。また，メガロパ幼生でも光に対す

る反応は認められなかった（ヵ＞0．05）。

　2．走地性　暗条件におかれたふ化当日の第1齢ゾェ

アは，縦型容器上部の区画に分布しており，強い負の走

地性を示した（Table1）。その後，幼生の浮遊性は次第

に失われ，第2齢ゾエア以降は正の走地性を示し，容

器の底に沈下する個体が多かった。容器の上から光を照

射した明条件下においては，ふ化当日の幼生で暗条件と

統計的に有意な差があったが（ヵ＜0．05），総じて暗条

件と同じ傾向を示し，幼生の浮遊性は発育にともない失

われた。

　飼育水の撹絆と薬浴の効果　試験1～3における生残

率，第2齢ゾエアとメガロパの出現率，浮遊率および

沈下幼生の死亡率の推移をそれぞれFig．2～4に示した。

　試験1では，生残率の推定値は飼育初期に100％を

大きく超えることもあったが，飼育8日目頃から撹搾

区（No．1），非携絆区（No．2）とも直線的に減少し，

非撹搾区では18日目に第2齢ゾエアが出現することな

く全滅した（Fig．2）。一方，携拝区の生残率は18日目

までは非撹絆区と有意な差はなかったが（ヵ＞0．05），

第2齢ゾエア以降もわずかながら生残し，飼育30日目

に237尾の第2齢ゾエアを取り揚げて試験を終了した

（Table2）。幼生の浮遊率は非携拝区では6日目から大

きく低下した（Fig．2）。また，麗絆区の浮遊率も9日

目から低下したが，その値は非撹絆区よりも有意に高い

値を示した（ヵ＜0．05）。沈下幼生の死亡率は飼育日数

の経過にともない上昇する傾向を示したが（Fig．2），

18日目までの値を比較すると，両区で差は認められな

かった（カ＞0．05）。
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Table1　0ntogeny　of　phototaxis　an（1geotaxis　of　larval　snow　crab　Ch歪o％066吻sρ餌歪o　under　light　and　dark　conditions

Section　no．（mean±SD）as　Iarval　positions　in　the　test　chamber

Larval　stage＊1　　Days　after　hatching Phototaxis＊2 Geotaxis＊3

Light　condition　　Dark　condition　　P＊4　　Light　condition　　Dark　condition　　P＊4

Zl

Zl

Zl

Z2

Z2

M

　0

7－9

15－17

19－21

31－33

38－40

1．2±0．6

1．4±0．9

5。4±3．6

8．9±4．5

7．1±5．0

10．7±2．9

10。2±0．9

11．1±2．6

10．5±2．2

10．7±1．7

10．5±1．3

10．5±0。9

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊

2．7±0．6

3．9±3．1

8．1±3．6

10．0±0．0

10．0±0．0

10．0±0．0

2，2±0，6

4．8±3．5

9．5±2．1

10．0±0．0

9．9±0．5

9．5±1．8

＊

＊1Z1，且rst　zoeal　stage；Z2，second　zoeal　stagel　M，megalopal　stage．

＊2Light－adapted　larvae　were　put　in　the　center　of　a　horizontal　rectangular　chamber（100cm　long，10cm　wide　and10cm　deep）with　marks　at5cm　inter－

　vals．Each　section　was　numbered　from1（nearest　to　light　source）to20（far　from　light　source）and　larvae　were　put　in　section　no，10，Larval　positions

　were　expressed　as　mean±SD（n＝15）of　the　section　no，where　larvae　were　observed　after　five　minutes　under　light　and　dark　conditions，Light（5001x）

　was　tumed　on　from　the　end　of　the　chamber，

＊3Light－adapted　larvae　were　placed　into　the　top　ofa　vertical　rectangular　chamber（45cm　long，10cm　wide　an（i10cm　deep）with　marks　at5cm　intervals。

　Each　section　was　numbered　from1（top　of　the　chamber）to10（bottom　of　the　chamber）an（l　larvae　were　put　in　section　no、1，Larval　positions　were　ex・

　pressed　as　mean±SD（％＝15）of　the　section　no，where　larvae　were　observed　after　five　minutes　under　light　and　dark　conditions，Light（500b【）was

　tume（i　on　from　the　top　of　the　chamber．

＊4Significant　dif艶rence　was　found　between　larval　positions　un（1er　light　and　dark　condition、＊＊＊，＜0，0011＊，く0，05，

Table2　Survival　rates　of　larval　snow　crab　Chlo箆060吻s　oφiJlo　from　first　zoeal　to　megalopal　stage　reared　under　difヨerent　conditions

Rearing　con（1ition

　　　　　　　TankExpt・　Tank　　voL
no’　　　no’　　（kL）　　Agitator＊1　　NFS－Na＊2

No．of　larvae＊3

Date　of　rearing（days） Stock　　Harvest
Survival　rate
　　（％）

ZI　　Z2　　M

1　　　1　　　0．5

　　　　2　　　0．5

十 Feb．20－Mar．22，2001（30）

Feb．20－Mar．10，2001（18）

9500　237

9500　　0

0
0

2．5

0。0

2　　　3　　　0．5

　　　　4　　　0．5

十 十

十

Feb．27－Apr．22，2001（39）

Feb．27－Apr．22，2001（39）

11000　　　20　　2458

11000　　232　　　1045

22．5

11．6

3　　　5　　　0．5

　　　　6　　　0．5

　　　　7　　　0．5

　　　　8　　　0．5

十

十

十

十

十

十

Dec．4，2001－Jan，18，2002（45）

Dec．4，2001－Jan．18，2002（45）

Dec．4，2001－Jan．3，2002（30）

Dec．4，2001－Jan．3，2002（30）

10950　　　39　　　　547

10950　　250　　　　195

10950　　　55　　　　　0

10950　　151　　　　　0

5．4

4．1

0．5

1。4

＊1Larval　rearing　water　was　agitated（＋）or　not（一）using　agitator．

＊2Bath　treatment　of　larval　rearing　water　with　sodium　nifurstyrenate　at　a　concentration　of2mg／L　was　done（＋）or　not　done（一）once　a　week・

＊3Z1，且rst　zoeal　stage；Z2，second　zoeal　stage；M，megalopal　stage．

　薬浴を実施した試験2では，撹絆区（No．3），非撹搾

区（No、4）ともメガロパまで生残した（Fig．3）。生残

率の推定値は，第2齢ゾエアの出現率が100％に達す

るまでの飼育1～23日目，および第2齢ゾエアの出現

率が100％に達してから飼育終了（メガロパ）までの

24～39日目とも，撹搾区の値が非撹搾区より有意に高

い値を示し（カ＜0．01），試験終了時の生残率は前者が

22・5％，後者が11．6％であった（Table2）。浮遊率は

試験1と同様に常に撹搾区の方が高く（カ〈0．001），第

2齢ゾエア以降の非撹拝区では大部分の幼生が水槽底に

沈下した（Fig．3）。沈下幼生中の死亡率は試験1より

低く推移し，両区で大差ない値を示したが（カ＞0．05），

メガロパ変態時に増加する傾向がみられた（Fig，3）。

　飼育水を撹搾した試験3では，薬浴区（No・5，6）の

生残率の推定値は，非薬浴区（No，7，8）に比較して高

く推移した（ヵくo．oo1）（Fig，4）。非薬浴区では30日

目にそれぞれ55尾と151尾の第2齢ゾエアを取り揚げ

て試験を終了したが，薬浴区ではメガロパまでの飼育が

可能であった（Table2）。浮遊率は第2齢ゾエアが出現

する飼育17日目から低下したが，両区で有意な差は認

められなかった（ρ＞o．05）（Fig．4）。一方，沈下幼生

中の死亡率は，第2齢ゾエアヘの脱皮期に大きく増加

し，非薬浴区で有意に高い値を示した（ρ＜0．001）
（Fig．4）Q
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考　　察

　幼生の沈下現象　飼育水を機械的に撹絆しなかった水

槽では，幼生の浮遊率は飼育当初は高かったが，次第に

低下し，第2齢ゾエア以降には大部分の幼生が水槽底

に沈下する現象がみられた。今回，ズワイガニ幼生の光

と重力に対する走性を調べたところ，第1齢ゾエアは

明瞭な正の走光性を示したが，第2齢ゾエア以降の幼

生は光に対してほとんど反応しなかった。また，ふ化当

日の第1齢ゾエアは，明暗条件にかかわらず強い負の

走地性を示し，水面付近で遊泳した。その後，幼生の浮

遊性は次第に失われ，第2齢ゾエア以後には正の走地

性を示して試験容器の底に沈下する個体が多かった。本

研究に用いた幼生は20kL水槽で飼育したものであ

り，その生残率は従来の大型水槽を用いた飼育事例に比

較してきわめて高い値であったことから，幼生の健全度

に問題はなかったものと考えられ，幼生の浮遊性が発育

にともない失われたのは正常な現象と判断される。この

ように幼生が発育にともない光と重力に対する走性を変

化させる現象は，数種カニ類でも知られている。鍋6〉以

上のように，本研究によってズワイガニ幼生の浮遊性は

ふ化当日には強いものの，次第に失われていくことが明

らかとなった。したがって，飼育したズワイガニ幼生が

水槽底へ沈下する現象は正常な生物現象であるといえ
る。

　今回の飼育試験には透明な500L水槽を用いたこと

から，飼育水中に水槽の底面を除くあらゆる方向から光

が射し込んでいた。今回，負の走地性を示した第1齢

ゾエア初期に水槽底への沈下現象がみられる場合があっ

たが，これはこの時期に強い正の走光性を示す幼生が自

ら好む明るさの方へ移動した結果とも考えられる。カニ

類ゾエア幼生の走光性は光量や波長によって異なること

が知られている。4）ズワイガニ幼生の沈下現象のメカニ

ズムをさらに詳細に把握するには，今後光量や波長が走

光性に及ぼす影響を把握するとともに，飼育水中の光環

境（光量，波長）を精査する必要がある。

　天然海域においては，ズワイガニは水深250m前後

の海底でプリゾエアとしてふ化し，プリゾエアは1時
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Fig．4　　Changes　of　survival　rates，percentage　of　secon（1

　zoeal　and　megalopal　stages（upPer　graph）ンfloating

　rates　of　larvae（middle　graph），and　mortality　rates　of

　sinking　larvae（iuring　the　rearing　experiment　no．30f

　larval　snow　crab　Chぢoπ066漉30が」10．T5to　T8show

　tank　no。（see　Table2）．

間以内に第1齢ゾエアヘ変態すると考えられてい

る。19・20）本研究の結果から推して，第1齢ゾエアに変態

した幼生は強い正の走光性と負の走地性によって海面付

近へ浮上し，その後の分布水深は発育にともない深くな

るものと考えられる。実際に，Koneta1．は若狭湾（水

深125～580m）においてズワイガニ属幼生の鉛直分布

を調査した結果，幼生の採集量は第1齢ゾエアでは50

m以浅，第2齢ゾェアでは50～100m層，メガロパで
は100～150m層で多かったことを報告している。20）

　飼育水の撹絆と薬浴の効果　試験1～3の撹絆区にお

いても，飼育！0～15日目頃から一部の幼生が沈下した

が，浮遊率は非麗搾区より常に高い値を示した。また，

試験1の非擁拝区の幼生は第2齢ゾエアヘ脱皮するこ

となく全滅したが，撹絆区では第2齢ゾエアヘ脱皮し

た。さらに，試験2でも撹拝区の生残率が非撹絆区よ

り2倍程度高い値を示した。次に，ほぼ同時期に実施

した試験1と2を比較すると，ニフルスチレン酸ナト

リウムによる薬浴を定期的に行った試験2では，メガ

ロパまでの脱皮がみられ，その生残率も11，6％および

22．5％と高かった。また，試験3の非薬浴区では沈下

幼生の死亡率は高く，第2齢ゾエアでほぼ全滅に至っ

たが，薬浴区ではメガロパまでの飼育が可能であった。

以上のことから，ズワイガニ幼生の浮遊率と生残率は，

飼育水の撹搾とニフルスチレン酸ナトリウム浴によって

向上するものと考えられ，特に薬浴による生残率の向上

効果が大きいものと判断される。

　ニフルスチレン酸ナトリウム浴はワムシやアルテミア

のビブリオ属細菌数を減少させ，11－14）アユpZ660glOS3％S

観漉傭の種苗生産では，生物餌料への同剤による薬浴

を励行することで大量死亡の発生がほぼ半減することが

経験的に知られている。10）また，ガザミPOπ観％S擁％一

θ6z6％Z碗％s21）やハナサキガニP醐σ疏ho46sわ劣⑳ゆ6s15・16）の

種苗生産ではビブリオ属細菌に起因する幼生の大量死亡

が報告されており，後者では塩酸オキシテトラサイクリ

ン浴による生残率の向上効果が認められている。さら

に，アミメノコギリガザミS砂磁S67鰯αの種苗生産で

は，滑走細菌に起因する幼生の大量死亡が知られている

が，ニフルスチレン酸ナトリウム浴によって防除可能で

ある（浜崎ら，未発表）。今回，ズワイガニ種苗生産に

おいてニフルスチレン酸ナトリウム浴による生残率の向

上効果が認められたことから，同剤に感受性のある細菌

が幼生の死亡に関与している可能性を指摘できる。本研

究では，水槽底の沈殿物量を調査しなかったが，非撹搾

区ではパッチ状に沈下した幼生と沈殿物の堆積場所が一

致していた。したがって，非擁絆区の幼生はそのような

沈殿物に接触し，細菌の影響をより受けやすい状態にあ

り，生残率が低くなったと考えることもできる。今後，

細菌学的な調査を実施し，幼生の死亡原因を明らかにす

る必要がある。

　本研究によって，ズワイガニ種苗生産における飼育水

の撹拝と薬浴によって，500L水槽で最高2458尾のメ

ガロパを取り揚げることができた。ただし，同じ条件で

飼育した試験2（No．3）と試験3（No．5，6）を比較す

ると，前者の生残率が4～5倍程度高い値を示しており

（Table2），変動が大きい。その原因を明らかにするよ

うな飼育試験に取り組むとともに，幼生の浮遊性は通気

量，撹搾翼の回転数および飼育水槽の形状等によって異

なるものと考えられることから，本飼育システムを大型

水槽へ拡大し，生残率の向上および安定化を目指した種

苗量産手法について検討する必要がある。さらに，細菌

学的観点から薬浴効果の機序を明らかにし，薬剤によら

ない種苗量産手法を開発する必要がある。
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