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On the Culture of the Squid，Sepioteuthis lessoniana in Miyazaki 

宮崎におけるアオリイカ解化稚仔の飼育育成について*1

松浦光宏・田口智也

On the Culture of the Squid，Sθpiotθuthis ~θ'ssoniana LESSON ， 

from Hatching to the Whole Life in Miyazaki 

要約

アオリイカの種苗生産技術は，生きた餌の確保に問題があり，未だ確立されていない。しかし，漁業者からは

増養殖を目的とした人工種苗供給の要望が強いことから，種苗生産試験に取り組んだ。試験は2由行い，いづれ

も，天然海域に生み付けられた卵のう塊を採集し，陸上水槽で、解化させた後，その肺化稚仔イカに生きた魚等を

餌として与え養成した。課題は， ~I斤化直後から，必要な餌として使用できる魚の検索およびその確保であったが，

有効な生きた魚の確保は難しく，餌不足のため，稚仔イカは多数死亡した。しかし，試験途中ではあるが，淡水

魚カダヤシを海水閉11致処理後に生き餌として投餌する方法を開発した結果，餌不足による減耗は止まり，生残率

は向上した。試験1回目は， 542個の卵から78日の養成期開を経て，平均外套背長ー58.O::t 6. 5mm，平均体重20.O::t 5. 

6gの稚イカを21尾，試験2回目は， 691個の卵から， 47日間の養成を経て，平均外套背長41.0こと4.0mm，平均体重7.

l土1.6gの稚イカを10尾生産した。解化後から試験終了時までの生残率は，それぞれ3.開と1.仰の低い数値であ

ったが，産卵期陪が長く， ~i斤化 R の調整が難しいアオリイカにとって，カダヤシは，鮮化直後から種苗生産終了

時まで種で一貫して使用できる有効な餌と推祭された。その後，生産した稚イカ29尾を死んだ;魚のみを餌と

して飼育，養成した。さらに，生き残った2尾を親イカとして， 2聞の産卵試験を行った。試験l四回は7個の卵が

途中まで発育したものの，解化直前までに全て死亡した。試験2回目の卵のうは，全て発育しなかった。親イカ

として使用した雄は， 2回目の産卵翌日の2006年6月271=1，雄は， 2006年7月21日に死亡した。このアオリイカは，

m浮化後374日生存した。

アオリイカ (Sepioteuthis lessoniana) は，宮崎県

下ではミズイカ，モイカ，マイカ j とも呼ばれ

る。日向灘i也先海域における平成161:1三の漁獲量1)を

見るとイカ類の漁獲量;は244tあり，その内アオリ

イカは63tあり，イカ類漁獲量の26%を占めている。

漁業種類別漁獲量で見ると，そのほとんどが小型お

よび大型定置網で漁獲され，漁獲量は58t，アオリ

イカ漁獲量の92%を占める。その他は，釣りにより

漁獲される。県内のイカ類の中では，一番高価で取

引きされ，沿岸漁業の重要な資源である。漁業現場

では，昔から各地でヤマモモ，ヤブニッケイなどの

天然木を使用したイカ柴産卵礁の設置も行われてい

る。最近では，積極的な増殖のために，放流用種苗

の供給という要望も強い。さらに，アオリイカは成

長が早いため，短期間養殖の可能性から，養殖用穣

苗供給の要望も強い。しかし，生きた館の安定確保

に問題があり，量産化には釜っていない。そのため，

それらを可能とするために，アオリイカの穣苗生産

技術開発試験を試みた。

材料と方法

1 人工穫苗生産試験

種苗生産試験に使用した卵は，天然海域でアマモ

等に産み付けられた卵のう塊を採集し用いた。 2005

年6月日臼(1囲釘;南郷町地先産)と7月13日 (2田

医;串間市地先産)の2回，産み付けられて開もな

いと思われる卵のう塊を採集し，海濠ごと，エアレ

ーションを行った蓋付ーきバケツに入れ，その日の内

に，宮崎県水産試験場まで輸送した(図1)。輸送後，

キ1 本研究の一部は平成 18年度目本水産学会大会で、発表。
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すぐにプラスチック製ザノレに移し，それを1，000L 

水槽に収容し，流水下で管理した。僻化後は，稚イ子

イカを，海水ごとボーノレですくい，収容水槽へ移し

た。収容水槽は， 200Lアノレテミア水槽と， 1，000 L 

水槽の2種を使用し， 200Lアルテミア水槽へは，霞

接， 1，000 L水槽には，小型のプラスチック製ザノレ

を収容容器として，稚{子イカを入れた。いずれも流

水下で管:理した。稚仔イカの飼育および給餌方法は，

稚仔イカを飼育している200Lアルテミア水槽に，

館とする養成アルテミアを直接入れるものと，プラ

スチック製ザノレに稚仔イカを入れ，餌とする魚等を

入れる2通りとした。稚仔イカの餌は，淡水棲およ

び海水棲の魚種等を採集および購入し投餌した。主

な魚積については，餌としての評価検討を行った(表

1)0 試験途中から餌として使用したカダヤシ

CGambusia affineis)は，採集した後， 2分のl希釈

海水で1~2 日馴致して投館した。稚仔イカの収容容

器は，成長に合わせ，ザルから軟らかい木綿生地で

製作した細かい目合いの総状網に変更した。 水槽壁

面への衝突を防ぐため，箱状網と水糟庭面との聞に

1O~15cm程度の間隔を空けた。

図1 アオリイカ卵のう塊採祭場所と館育場所位置図

表1 アオリイカ稚イカに使用した生き餌

自来 魚種名等

Oアカとレ，。オイカワ oカダヤシ，

グッピー，ビメダカ，ベへレイ， その他数種の熱帯魚
淡水棲

汽水および海水綾 マダイ oムギイワシoマハゼ，コトヒキ，ポラ，ネンブツダイ

その他 餐成アルテミア，ミナミヌマエビ，スジヱど，その他数種のエピ

o.館としての有効性について辞儀した稜

2 人工種首から親イカへの養成試験

種苗生産したアオリイカの人工穣苗を用いて，

全養殖用の親イカとするため養成を行った。 2005年

9月26日から2006年7月21日まで，アオリイカ人工種

苗が死亡するまで，流水式の1，000~2， 000 L 水槽で、

飼育した。 2005年9月 26 臼 ~12月 15 1=1までは，試験 1

回目は2つ，試験2回巨は1つの容器lこ，それぞれ数

個体づっ収容し管理した。 2005年12月16日から，共

食いi坊止のためアオリイカをl個体づっ個別に管理

するとともに，水温低下により，餌を捕食しなくな

ったため，水槽にフ。ラボードヒーターを入れ， 2006 

年5月17日まで加湿した。水温は， 18~20oC前後に

なるよう取水量を調整し，温度管理した。餌は，死

んだ魚のみを使用し，アオリイカが魚1尾を丸ごと

捕食できるようになるまでは，それらを切り身にし

投餌した。 11=1の給餌回数は，アオリイカが餌を捕

食しなくなるまで， 1 1=1に 1~数回給餌した。 1 ヵ月

に1閉，全数の外套背長および体重を測定した。ま

た，死亡個体は，外套背長および体重を測定した。

3 養成した親イカを使用した種苗生産試験

親イカとして養成したアオリイカ人工穏苗を用

い， 2006年4月24日に，種苗生産試験1間関で生産し

た南郷町地先採集卵由来の雄と種苗生産試験2田目

串間市地先採集卵由来のJltit:を同じ1，000L 水槽に入

れ，ベアリングを試みた。餌は，生もしくは冷凍保

存後解凍したキビナゴ¥ウルメイワシ，マアジ，ヒ

イラギなどを毎臼給餌した。 1日の給餌回数は，ア

オリイカが餌を捕食しなくなるまで 1 日に 1~数回

給餌した。ベアリング1ヵ月後には，産卵基質を水

槽に設霞した。試験l回目は，直径12mmのナイロン

ロープで，直径40~50cm程度の輸を8つ程度作り，

それを結束バンドで束ねたものを2基作製した。そ

の内の1基には，産卵基質が影に入るように，ノト裂

のプラスチックフロート6儲を連結させたものを，

上部に取り付けた。試験2回目では，上記の2種類に

加え，ナイロンテープ多数を束ねたものを野菜カゴ

に結束したものも加えた3種類を使用した。著者の

経験上，海域での天然水を使用した産卵礁において，

海底から浮き上がったものに産卵を確認していない

ため，それらには，水槽底から浮き上がらないよう

に重りを付けた。産卵基質に生み付けられた卵のう

塊は，ハサミを使用して接合部で切り離し， 53IJの1，

000 L水槽内に設置したプラスチック製ザノレに収容

し，この状態で流水下で管理した。産卵試験l閤呂

は， 2006年5月28日から2006年7月24臼まで57日間，

産卵試験2回目は， 2006年6月25日から2006年9月4日

まで71日開管理した。それぞれの回でふ化した幼生

を毎日計数するとともに，陪:北までの管理期開終了

時の2006年7月24日(産卵試験l困問)， 9月4日(産

卵試験2回目)，卵のうを取り上げ，死卵の個数を計

数した。
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On the Culture of the SquidラSψioteuthislessonia問 inMiyazaki 

結果

1 人工種芭生産試験

帯化までの管理

試験1回目は，卵のう塊を収容した2005年6月14日

から21日目の7月5日に鮮化が始まった。試験l回目

は，僻化初日 iこ2個体 4日目に2個体 5日目に1個

体術:化し，その後2日間は解化せず， 81=1罰に75個体，

9日目に138個体， 10日目に324俗体解化した。期間

は10日間であった。鮮化の最大値は， 10日目にあた

る最終日に324個体，解化総数に点める割合は， 60 

%であった。卵のう塊に入っていた553個の卵から5

42尾の稚仔イカが静化した。僻化率は， 98.0%であ

った。試験2回目は，卵のう塊を収容した2005年7月

13日から28日目の8月10日に解化が始まった。試験2

間目は，初日に16個体解化した後， 2日悶に488個体，

3日目に150個体， 41=1闘に33個体， 5日目 lこ4個体解

化した。期開は5日間で、あった。解化数は， 2日目に

最大値があり， 488個体，鮮化総数に占める割合は，

71%であった。卵のう塊の708個の卵から691尾の稚

仔イカがふ化し， ~~化率は， 97.6%であった(表2，

3)。

表2 アオリイカ種苗生産の結果概要

試験
務のう塊
収容日

瞬化まで
審理化 収容 審理化率

に整lt~ 害時化数 生残数
開始日 日数‘ 卵数 (%) 

1回目 2005年6月14日 2005年7月5日 21 553 542 21 98.0 

2田昌 2005年7月13日 2005年8)j10臼 28 708 691 10 97.6 

表3 アオリイカの際化日ごとの際化数種窓生産の結果概要

題があるとも考えられたため，試験2回目は，始め

から魚主体の給餌を行ったが，試験l屈固と同様に，

試験2回目も鮮化後3日白までにはほとんどが死亡し

た。

解化潤もない稚仔イカでの餌の検討

アオリイカの養成の一番の課題は，多量の生きた

餌を確保することと想定されたため，試験l回目は，

比較的容易と思われたマダイの種苗生産を行い，マ

ダイイ子魚を生きた餌として確保した。しかし，アオ

リイカの卵のう塊採集の時期が遅れ，アオリイカが

僻化した2005年7月5日には，マダイは全長20mmにな

った。このマダイ仔魚は，解化稚{子イカに対してサ

イズが大き過ぎ，餌としては使用できなかった。そ

の後，引き続き餌としてマダイ仔魚を養成したが，

常lこ稚仔イカよりも大きく，特に小型の個体を除き，

試験期間中，餌として使用できなかった。

試験1，2回目の府:化問もない稚{子イカの水槽中に

ムギイワシ(黒色色素が完全には発現していない段

階)，オイカワ，ベヘレイ(水産試験場小林分場産

の解化後3日以内のもの)，グッピー(飼育中の殺が

産んだ仔魚)，アカヒレ，ヒメダカ，マハゼ，その

他数種の小型の淡水棲熱帯魚、などをど投与したが，ム

ギイワシ，ベへレイ，グッピー，オイカワ，その他

数種の小型の淡水稜熱帯魚は，全長 10~13mmの大き

さであり，解化後間のない稚仔イカの餌として使用

可能であった。購入したアカヒレ，ヒメダカは，そ

れよりも大きく全長14mm以上あり，解化直後の稚イ子

イカの餌としては不適であった。しかし，ムギイワ

シ(黒色色素が完全には発現していない段階)は，

確保が難しいこと，オイカワは，水槽中ですぐ死亡

すること，ベヘレイは，それ以降の確保ができなか

ったこと，グッピーは，コストと施設面の問題から
際化数

合計 用意できた仔魚が少なかった。

拙 若干一 群化問もない稚仔イカは，遊泳し生きた魚を捕捉

際化初日からのB数
試験

初 B 2日目 3回目 4日呂 5白目 6日呂 7白羽 8日目 9臼自 10回目

1回目

2閲!3 16 488 150 33 

。 75 138 。

瞬化からの管理

試験l四百および試験2回目とも，解化開もない稚

仔イカの外套背長は， 5~7mm の範囲であった。試

験l回目の僻北初日および4，5日目の瞬化稚{子イカ

は，卵黄のうが付着した状態で解化し，すぐにこれ

を切り離した。

200Lアルテミア水槽に入れたものは，僻化後3日

間までにほとんど死亡した。この生残した僅かな稚

仔イカは， 1，000 L水槽中のザノレに移した。この時

に見られた稚仔イカの死亡は，養成アノレテミアに問

し，食べ，頭部のみを捨てた。オイカワやアカヒレ

など，収容容器に投与したが，すぐに死亡する魚は，

そのほとんどが，容器底に沈み，稚{子イカは，捕捉

しなかった。

2~3週間，ナンノクロロプシスのみで養成したア

ルテミアに対し，解化稚仔イカは，全長6mm以上あ

れば興味を示し捕捉したが，それ未満の小さな個体

ハUつL
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には興味を示さなかった。稚仔イカは，全長10mm以

下のエビ類を捕捉可能であったが，淡水棲は，水槽

中ですぐに死亡し，稚仔イカは，その死亡したエビ

類を捕捉しなかった。海水棲のエビ類は，淡水棲よ

りも大きな個体しか採集できなかったことと，エビ

類の退避行動が，後方への瞬間的な動きであったた

め，ザル外に飛び出すものも多かった。そのため，

稚仔イカがある程度の大きさになれば，有効と思わ

れたが，解化後聞もない稚仔イカの餌としては不適

であった。

死んだ魚の切り身など(以後，死に餌と呼ぶ)も

試したが，そのまま飼育容器に投与する方法では，

稚仔イカは死に餌を捕捉せず，餌は容器底に沈んだ。

針先に切り身を付け，あたかも生きた魚が泳いでい

るよう投餌すると，一部の稚仔イカは興味を示し捕

捉するようになったが，時間および手間がかかった。

そのため，死に餌の使用は中止した。

毎日，それらを試しつつ，採集可能な生きた魚等

を投餌しながら飼育を続けた。解化稚仔イカの成長

と共に使用できる魚のサイズが大きくなったが， 'fit 

f子イカが捕食可能なサイズの生きた魚を毎 ~Il確保す

るのは困難であり，試験期間中，常時餌不足の状態、

が続いた。特に，試験2問団のふ化直後の2005年8月

10日以降は，試験11ill目の稚仔イカの養成と重なっ

たため，磁保できた数少ない生き餌は，試験1回目

の稚イカに優先的に用いた。そのため，試験2回目

の稚仔イカの附化後数 R聞の減耗は，試験1回目よ

りも大きかった。そこで，試験場近隣の河川で，多

最に安定的かっ容易に採集できるカダヤシを揮にす

ることを試みた結果，共食いによる死亡個体が無く

なった。カダヤシ給餌前後の生残率を比較すると，

試験l回目の20日間の生残率では， 50協から88弘，試

験2回gの10日開の生残率は， 63おから91弘になった

(函2，3)。
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図2 試験1回目のアオリイカの生残数，死亡数. 7Fl19B 
からの累積死亡数 (2005年7月19日-2005年2月21臼)
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8月 19 臼 9~2 日 9月 16 日

|+生残数十死亡数十累積死亡数|

図3 ~式験2@] E3のアオ 1)イカの生残数，死亡数. 8月19日
からの累積死亡数 (2005年8月19日-2005年9Fl26B)

試験1囲目は，解化した542個体の稚仔イカを78日間

養成し， 21尾(平均外套背長58.0土6.5mm，平均

体重20.0土5.6g)，試験2回目は， 691個体を47日間

餌育し， 10尾(王手劫外套背長41.0ごと4.0mm，平均

体重7.1::t: 1. 6g) のアオリイカを生産した。ふ化後

から試験終了時までの生残率は， 3.9犯と1.4%であっ

た(表的。

表4 穣首生産試験でのアオリイカの生残数，生残塁手，大きさ

務化照始日 養成 生残E事外套手署長(mm) 体重(g)
試験 務化数生残数

試験終了日 日数 (%) 議大~音量小 最大~霊童小

1自白 2005年7月5日 542 21 
58.0土6.5 20.0"'5.6 

78 3.9 
2005年9月21日 67-47 30-12 

2回医 2005年8月10日 41.0土4.0 7.1土1.6
47 691 10 1.4 

2005年9月初日 52-38 11-5 

試験期間中の水温は， 21. 20C~26. 40Cの範囲で徐々

に昇温しながら推移した。

2 人工種苗から親イカへの養成試験

2005年9月26日の試験開始時から，餌に付かない

倒体が他の個体を捕食する状態が続き，試験開始時

の29個体(試験1回目 19個体，試験2囲釘 10M!体)が，

1ヵ月後の2005年10月25切には， 10個体に減少し 2

005年12月16j=iには 8個体，飼育日数186日の2006

年3月17日には 5個体になり，外套背長136.2mm.

体重162.3g，試験1回殴が雑2個体，雄1個体の3個体，

試験2回羽が出口個体で、あった(表5)。

表5 種苗生産試験でのアオリイ力の生残数，生残率，大きさ

試験隠始日 飼育開始詩測定時生残 〔23鰐P552定) 副鍛
の個体の個体率 一一一一一一一一一

測定日 日数 数 数 (出)外套背長和問)体重 (g) 試験 ♂ ♀ 
章受大~蚤小 最大~最小

20日5年9sj26日 136.2土1.0 162.3土17.8 悶臣
172 29 17.2 

2006年3月17日 137-135 187-143 回巨

その翌月の2006年4月24日には，試験l回目は雌1，

2
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者uの2個体，試験2回目が雌1個体の合計3個体にな

り，試験l回目の雄(外套背一長142mm，体重197g) 

と試験2回医の雑(外套背長152mm，体重210g ) 

でベアリングを実施した。間じ水槽に一緒にしたこ

ろは，お互いに警戒し威嚇しているようであった。

特に餌を水槽に投与した場合に，雄が堆を威嚇し，

雌が餌を捕捉する邪魔をするため，雌が餌を獲れな

いことが多々あった。このベアリングしたアオリイ

カは，雌よりも雄が長く生存した。雌(種苗生産試

験2回目;串間市地先由来)は 2回目の産卵を行っ

た後の2006年6月27i:lに死亡した。死亡時の大きさ

は，外套背一長今154mm，体重224gであった。 2005年

8月14日に僻化したとすると 317日の生存で、あった。

一方，t!l: (種苗生産1回目;南郷町地先期来)は， 2 

006年7月21日に死亡した。死亡時の外套背長は， 15 

4.5mm，体重249.0gであり， 2005年7月12日に解化

したとすると 374日間生存し，今回の試験で生産し

た人工種苗中最も長く生存した似体となった。 2006

年4月24i:l段階で，生存していた 3尾1:1"ベアリング

できなかったi個体(試験1回目;南郷町地先出来)

の維は， 2006年6月2日に死亡した。腹内には多数の

卵が確認された。

水温は， 2005年9月 26 日 ~12月 1 5j=1 までは，徐々

に下降し， 26.1~14.50Cの範囲であったが，水hE! が

18
0
C以下になるとお!i食が鈍り， 15

0
C以下では，まっ

たく餌を捕食しなくなった。そのため， 2005年12月

161ヨから 18
0
C以上になるよう加温した結果，再び餌

を捕食するようになった。加温中の水視は， 22.6
0
C 

が上値で、あった。 2006年5月17日に加視を終了し，

その後は， 19. 7. ~22. 60
Cの範囲で徐々に水視は上

昇した。

養成期間中の成長は， 2005年9月試験開始時に，

試験l回目が， 58.0mm， 2屈自が41.Ommであった

外窓背長が， 8ヶ月後の2006年5月にそれぞれ154

mm， 152mmとほとんど変わらなくなった。体重で

も， 20005年9月に試験 l回自が20.0g，2回目が7.1g

と差があったものが， 8ヵ月後の2006年5月にそれぞ

れ， 252g， 258gとほとんど変わらなくなった。こ

の期間中の成長は，過去の他の試験や天然のもとの

比較して全体的に悪く，特に水温が低下した11月か

ら12fJ15臼にかけては，加温していないため，成長

が鈍った(図4，5)。
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図5 穣商生産毎のアオリイカ月毎の体柔 (g)

(2005年9月-2006年5月)

3 養成した穀イカを使用した種苗生産試験

2006年5月2613に雌の口球外様部に精炎を確認し，

その2日後の5月28日朝l，産卵基質に産み付けてあっ

た卵のう塊を確認した(試験11E:1隠)。卵のうが付い

ていたのは，影ができる基質のみで，さらに水糟側

面側の比較的狭い部分にまとまって付いていた。卵

のうの大きさは小型で長ーさ 3~4cm であった。その1

ヵ月後， 2006年6月25と26日の2日間産卵が確認され

た(試験2関白)。前田と同様影ができる基質のみに

産卵していた。試験2回目は，試験1回目と違い，完

全に産卵基質に生み付けていないものも多くあり，

修様物質に包まれていないものもあった。それらの

一部は，水槽から流出した。 I回目の産卵は，月齢O.

9， 1日暦4月29日 2回目の産卵は，月齢28.9とO.5の

|日暦5月31日および6fJ1日，いづれも新月の大潮で

あった(表6，7)。

表6 養成アオリイカの卵のう房数(試験1@]目)

産卵年月日
数
一
驚

房
一
末

、っ一に
の
一
質

卵
一
基一着

一
斗
叶
4

2
1
 

一-匂一寅一基
鈴月

f+l-
守

f

一言闘『

0
0

2006年5月初日 0.9 28 59 
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表7 養成アオ 1)イカの卵のう房数(試験2包自)

産卵年月日
卵のう房数

月齢 基震に付着基質1::未着 言十

2006年6月25B 28.9 12 2 14 
2006年6月初日 0.5 13 4 17 

言十 25 6 31 

試験l回目に産み付けられた房数は， 87房あり，

その一部は流出したものもあり，取り上げ測定時に

は74房あった。勝様物震に包まれていない卵は18個

あり，外観から確認できた死卵数は130個あった。 1

つの房に死卵1~6偶あることが確認され，その中で

は，死卵が2，3~悶あることが多く，それぞれ18房づ

つあった。発育不良のため，死卵数が外観からは'1'IJ

態rrできない麗が一番多く 24房あった。卵の重さは，

!I多様物質に包まれていない死卵の平均重量が0.12

g， l謬様物質に包まれた卵のう 1房の平均重量が1.1 

2~ 1. 94gであった(表8)0

表8 養成ア:t1)イカ卵のうの死卵状況(試験 1回目)

取り上げた翻

謬犠物質に忽まれた卵
鰐様鞠質

に垣内死掬が滋 際のう1房中の確認可能な死卵数
ていなー

開 守3fJ死卵数死卵数死卵数死関数死卵数死際数 計
1 倒体 2個体 3~重体 4個体 51富体 6個体 副

房数 24 12 18 18 74 

確認可能な 18 12 36 54 6 
卵の個数

130 

平均蚤蜜 0.12 1.12 1.94 1.76 1.68 1.94 1.46 
以ζ夏L
*g/卵

2回gの取り上げ持の外観から卵数が雄認できる

ものは無く，房数は31個で、あった。

試験1@]目の卵のうは 7個の卵に発育が認められた

が，すべて途中で萎み，府:化しなかった。その内の

2個については，卵のうの中に動きまわるものを確

認したがつは卵のうの中に細かい黒色墨状物質

を出し， 3日後に萎み，他のlつは，その翠日にιIJが

動かなくなり日後に取り上げると，これも萎ん

でいた。いづれも，卵のうには1つの小さな穴が聞

いており，中には，溶解しかけた稚仔イカが確認さ

れた。

考察

解化について

卵のう塊は，天然海域から産み付けられていたも

のを採集してきたため産卵日は不明であり，解化ま

でに要した日数はわからないが，初めて鮮化した!ヨ

から最後の瞬化日まででみてみると，試験l回目は，

qU 
2
 

始めの5日間lこ5個体術:化したが，これは，瞬化卵黄

のうが付いてまま癖化した個体が多く，物理的な刺

激により早期に僻化したと思われる。また，解化の

ピークを見ると，癖化9日目に138個体， 10日目に32

4個体の計462個体，解化総数542個体の85%を占め

た。試験2回目の解化のピークは，解化2日目に488

個体 3日目に150個体の計638偲体，鮮化総数691個

体の92%を占めた。水温は，試験l田白が21oC~22 

oc，試験2回目が22~250Cの範圏で差があったが，

僻化に関しては，いづれも2日聞に集中したといえ

る。

稚仔イカの収容容器

収容容器については， 200 Lアルテミア水槽につ

いて，餌を変え2聞の試験を行い，ザノレと比較した

が，いずれも深さがあり餌が遊泳可能な容積が大き

いアルテミア水槽で、2回とも全滅し，深さが浅く餌

の遊泳可能容積の小さなザノレが生残したことから，

餌の違いではなく，稚仔イカが餌を捕食できなかっ

た結果と推察される。この収?kf$器の選択は，生き

た餌の確保とともに，解化照もない遊泳力の~~し、稚

仔イカが，生きた魚を容易に捕捉するために重要と

息われる。その後，稚仔イカは遊泳カが増すため，

外部からの何らかの刺激により，突然容器外に飛び

出すものや，容器側面に激突する個体も多数出，ザ

ルは容器として使用できなくなった。そこで， FRP 

製水槽内に，軟らかい木綿素材で作製した箱網を入

れ，水槽側面から離すことで，稚仔イカが箱網の側

面に衝突しても，絹地が衝撃を吸収するため， }lf司の

先端部の損傷を起こすことを防ぐことができた。稚

仔イカの収容容器については，穏苗生産規模が大き

い場合でも，これらの考え方を応用した容器の選択

が生残率向上に有効と思われる。

開手化稚仔イカの減耗のパターン

アオリイカの種益生産1回目において，確認され

た減耗を， 4つのパターンに分けた(図的。 lつ尽の

パターンは，解化翌日から数日間の大量の減耗(パ

ターン①)であり 2日間で終了した。この減耗の

特徴は，解化翌日の段階では生存しているが，やが

て飼育容器底に者底し，前日には褐色であった体色

が白色となり，そのまま死亡した。これは，衰弱死

と思われる。 2つ目は，その次に僻化後 1週間程度

まで続いた減耗(パターン②)である。この時の死

亡{附本には，外部の損傷はないことが特徴である。

これは生きた餌の絶対量が少なかったため，パター

ン①は乗り越えたが，その後の捕食ができず，衰弱
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死したと思われる。 3つ目は，その後の毎日の僅か

な減耗(パターン③)である。死亡した個体を見る

と，パターン①，②の死亡個体と異なり，必ず外部

に損傷があり，一部は被食されていた。観察の結果

から，容器底に溶ち動かない魚を食べる個体は，非

常に希であることから，生きた魚の絶対量の不足か

ら，魚を捕捉した個体にJlIJの個体が取り付き，複数

の稚仔イカで餌の取り合いになった結果，共食いに

繋がって減耗したと推察される。この現象は頻繁に

見られ，稚イ子イカ5個体で1尾の魚を奪い合うことも

あった。 4つ呂は，その後， f也の稚仔イカを狙って

攻撃する共食い(パターン④)が確認された。これ

は長く継続し，カダヤシの投餌まで続いた。これら

僻化稚仔イカの減耗は，基本的に餌不足に起因する

と思われるが，生残率向上のためには，初期の減耗

パターン①をいかに抑えるかが，一つの鍵と思われ

る。
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図6 穫酋生産1回目のアオリイカの減耗パ?zーン

種苗としての大きさの検討

試験1回目は，外套背長58.0mm，2回目は4l.Omm 

まで，種苗として養成したが，それらの飼育結果か

ら，種笛供給に供与できるサイズか検討してみると，

金丸2)らが述べているようにアオリイカ腕部の小型

だ、った鰭部が，徐々に伸張発達し，外套背長20mm

前後に，明らかに遊泳方法が変わるのが確認された。

さらに鰭部は伸張発達し，外套背長40mm前後でほ

ぼ成体に近い形に発達することが確認され，それに

伴い，成体とほとんど変わらない遊泳を行う様にな

った。このことから，外套背長40mmを種苗サイズ

と判断して良いと考える。

餌として使用した魚等の評価

観察結果から， ~i際化後間もない稚仔イカは，表層

から中層を遊泳する魚を好んで狙い捕捉していた。

すなわち，稚イ子イカの収容容器に投餌しでも，死ん

だ魚やハゼなどは，容器の底部に沈むため，稚仔イ

A
斗

qf-

カはほとんど興味を示さず，捕捉しなかった。徐々

に成長し遊泳カが大きくなった稚仔イカは，底に沈

んだものにも興味を示し，捕捉するようになった。

しかし，捕捉時に死んでいる魚では，稚仔イカが捨

てることも多いが，生きている魚では，その現象は

ほとんど起こらず捕食した。その場合，稚仔イカの

状態を見ると，体色が大きく異なった。前者のよう

に死んだ魚を捕捉した場合は，あまり体色はかわら

ず，後者の場合，黒っぽい体色に変化し必死に捕捉

しているように見えた。解化問もない稚仔イカには，

多穏の生きた魚を使用したが，全長13mm以上の大き

さになると捕食に失敗する頻度も高くなり，逆に襲

われる場合もあった。タト套背長5~7mmの解化問もな

い稚仔イカが捕捉可能な魚は，使用した魚種による

違いよりも，捕捉可能な大きさにあったと思われる。

種苗生産における最重要課題は，解化後間もない稚

仔イカの餌としての，全長1O~13mmの魚の大量確保

と思われる。

その後も稚仔イカの養成に継続して使用した5魚

種について，餌としての有効性を検討してみると，

オイカワは，河川での採集は容易であり，採捕可能

な大きさには幅があるが，海水で死亡し，容器底に

沈んだものは，稚仔イカが捕捉しないため，何度も

投餌する必要がある。マハゼ、は，投餌後すぐに収容

容器底に沈み動かないことから，解化後間もない稚

仔イカが捕捉しない。さらに，採集場所が干潟のた

め，採集時間が子潮時前後に限定される O アカヒレ

は，オイカワと問様に海水で、すぐ死亡することと，

購入コストがかかることなどが課題である。餌とし

て，最も多用したムギイワシは，採捕サイズにもi揺

があり，生きた餌として一番有効で、あると思われる

が，海岸での一回の採集により飼育期間中の餌を確

保することは，不可能であり，さらに網ズレに弱く，

採集し輸送途中に死亡する個体が多いことが問題で

あった。一方，試験途中から検討したカダヤシは，

それらの問題がなく，水産試験場から近い河川で，

一度に多量かつ容易に採集可能であった。さらに，

網ズレにも非常に強く，海水馴致を 1~2 日すること

で，海水での生存も可能であった(表9)。このこと

は，常時生きたままのカダヤシをアオリイカ水槽内

に遊泳させることを可能とし，アオリイカ稚仔イカ

の餌不足が解決されたことから，共食いによる減耗

が無くなった。

さらに，このカダヤシは，メダカと違い仔魚を産

み，解化問もない仔魚も，配合餌料からの飼育が可



育を確認したが，死卵が多く 2個体に卵中に稚仔

イカを確認したものの， 2006年7月21日， 7月25日の

鮮化直前に死亡が確認され，アオリイカの完全養殖

は成し得なかった。その原因として2つが考えられ

るO まず，親イカとしてのベアリングが1組しか出

来なかったため得られた卵のうが少ないうえ，その

卵のう自体も小型で、死卵が多く，卵の発育が確認さ

れた7個の卵も解化前にすべて死亡した。さらに，

産卵試験2回目においては，乳白色の!謬様物質に包

まれていない卵が多く，発育もしなかった。これら

の試験の死卵がすべて受精していたとすると，死亡

の原因として，親イカを死んだ魚、のみで継続飼育し

た影響で，体重は258gと小型で、あったため，親イ

カとしての成熟に問題があったものと考えられる O

そして，最終的に産み付けられた卵のうが天然のも

のよりも小型であり，それらの影響から発育しなか

ったと推察するのが妥当ではないだろうか。次に，

解化直前に死亡し折、化しなかった試験1回目の卵に

関して， glJには小さな穴が一つ聞いていたが，卵の

う収容容器底には，常時フナムシが張り付いていた

ことから，フナムシの捕食行動の影響が死亡の原因

として疑われた。そこで試験2回目の卵のう収森容

器には蓋をかけ，フナムシの侵入を防ぎ検証を試み

たが，卵のう自体の発育がなく，員1字化直前の死亡と

フナムシとの因果関係は明らかにできなかった。

今回，アオリイカを人工穏苗から，陸上水憾で親

イカまで，養成試験を行い，最長記録である解化後

374日の生存を確認した。しかし，本試験全般をと

おして，アオリイカは，餌となる魚の生きた状態と

死んだ状態では者好性が大きく異なり，常に死に

餌を使用することは，共食いを引き起こす原因とな

り，成長および以後の産卵への影響も懸念され，完

全養殖を成し得るためには，良好な卵を確保するた

めの臼々の生きた魚を豊富に確保することが，

松浦光宏・関口智也

能であることから，カダヤシの生物館料生産も不要

である。また産仔時期(春~秋)は長く，特に，春

から夏の期間はヵ月間隔で妊娠と出産を繰り返

し尾あたりの産仔量も100尾である。さらに，春

に生まれた仔魚も秋には産仔することなどから，常

に増嫡している状態であるが，成魚の大きさは小さ

く，最大値でも全長30mm程度であることから，常時

7~30mmの小型の魚が混在しており，この大きさは，

成長段階に応じたアオリイカ稚仔イカの餌として最

適である。

アオリイカ稜笥生産において主に使用した生き鈍の評鑓
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餌として盟問した場合的評極点*

表9

コスト

。一
O

一O
一O
一×

。一。一@一×一ム

最榛名

カダヤシ 採集 人件費 。@ @ 。
ムギイワシ 採集 人件費 x x x @ 

オイカワ 採集 人件費 ム o x x 

マハゼ 採集 人件費 ム o @ 。
アカヒレ 議入 務入賞 O ム o x 

*l主観的に4段階に評価。特に容効.0有効 A祭効よりiま有効。×無効

課題

卵のう塊の採集やべへレイイ子魚、の提供をして下さ

った関係職員の皆様，ならびに毎日の生きたf!，1..の確

保に協力して頂いた，魚病相談員の栗田美子男氏に深

く感謝し、たします。

文

辞

献

諾

として残された。

RJv 

n
/」

アオリイカの種苗生産試験は，アオリイカの生き

た魚、への噌好性の強さから，餌として使用可能な魚

種の選択，解化日を見越した餌の確保，その後のア

オリイカの成長差に対応できるサイズにi闘がある餌

を多量に常時機保することが課題であり，今までの

研究でも，それを満たす生きた魚が存在せず，天然

海域からの採集に頼らざるを得ない結果であった。

今回，カダヤシの海水馴致給餌方法の開発に関して，

僻化関もない宇佐仔イカから取り上げH寺まで，一貫し

てカダヤシのみを使用してはいないが，これまで述

べたとおりカダヤシは，大量培養が容易と考えられ，

単一種のみで一貫して使用可能な生きた魚と評価さ

れることから，このカダヤシを生きた餌として使用

することで，アオリイカの産卵期間中に，いつでも，

何度でも，アオリイカの種苗生産は可能になるもの

と考えられる(ただし， 2006年以降，カダヤシの飼

育に関しては特定外来生物による生態系等に係

る被害の防止に関する法律j による手続きが必要

となった。)。

完全養殖への試み

今回， 2005年7月および8月に鮮化した稚仔イカを

陸上水槽で、養成して， 9~10ヵ月後の2006年5月およ

び6月のいづれも大瀬の新月に，体重258gの親イカ

が産卵することを確認した。その後一部の卵で，発
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写真1 人工種首生産試験1回目の瞬化直後のアオ 1)イカと

卵のう塊

写真2 餌の奪い合いをするアオリイカの稚仔イカ

写真3 外套背長58mmに成長したアオリ イカの稚仔イカ

写真4 カダヤシの親魚とふ化仔魚

写真5 個別管理し養成中のアオリ イカ続イ カ

写真6 ベアリングした親イカと産卵基質

写真7 産卵基質に産み付けられたアオリ イカの卵のう塊

(1回目)

写真8 アオリイカ卵のう中の瞬化を待つ卵と死卵

(1回目)
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写真9 中に黒色墨状物質が認められた卵のう (1回目)
写真13 瞬化直前に死亡したアオリイカの鉱大写
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写真10 養成アオリイカの産卵1回目における

卵のう(取り上げ時)

写真14 2国産卵した後2006年6月27日に死亡した

養成アオリイカの雌

岨堅幹J 叫!
写真15 2回産卵した後2006年6月27日に死亡した

養成アオリイカの雌の聞いた胴部
写真11 養成アオリイカの産卵2回目における

卵のう(取り上げ時)

写真12 現時化直前に死亡したアオリイカと卵のう

写真16 2006年7月21日に死亡した養成アオリイカ

の雄 (374日間生存)
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