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マガキ成貝飼育海水へ浸漬した採苗器への

幼生付着率に及ぼす幼生サイズおよび餌条件の影響

平田 靖 1，2*田村義信長津和也2

(2008年 8月8日受付， 2009年 8月 28日受理)
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In丑uenceof larval size and feeding on the ratio of their settlement to spat collectors 

presoaked in seawater containing adult Pacific oysters Crassostrea gigas 

YASUSHI HIRATA，1，2* YOSHINOBU TAMURN AND KAZUYA NAGASAWA2 

lPisheriesαnd Marine Technology CenteηHiroshima Prefectural Technology Research Institute， 6-21-1 Hata-

mi， Ondo， Kure， Hiroshima 737-1207， 2Graduate School of BiosJうhereScience， Hiroshima Universiわ1，1-4-4 

Kagar;のama，Higashi-Hiroshima， Hiroshima 739-8528， Japan 

The presoaking of spat collectors in seawater containing adult Pacific oysters Crassostrea gigas is known to in-

duce their larval settlement In this study， we examined the effect of the size and feeding condition of larvae on the 

ratio of their sett1ement Although the presoaking of collectors increased their settlement ratios in larger larvae 

with a mean shell height of 344μm， the treatment of collectors did not increase the ratios in smaller larvae with a 

m巴anshell height of 295μm. There were no significant differences in the ratios of larval settlement among the lar-

vae fed with a cultured diatom at a variety of concentrations (O.O~ 10.0 X 104 cells/mL) during the 24-hour 

periods of the experiments. 

キーワード:採苗，付着，マガキ，幼生サイズ

かき類は 2005年の我が国貝類養殖総生産量42.5万

トン(殻付き)の約 50%の21.9万トンを占める代表的

な養殖対象貝類である。広島湾およびその周辺海域(以

下広島湾とする)で養殖されるマガキ Crassostreag:な仰

の生産量は全国生産量の 50%にあたる 11.2万トンに達

する。

広島湾では，天然のマガキ稚貝を養殖用種苗として採

苗し，筏式垂下養成が行われている。マガキ稚貝を付着

させる採苗器には，ホタテガイ Patinoρectenyessoensis 

の殻が広く利用されている。人工種苗をこれら垂下養成

法により養殖するための課題のひとつとして，マガキ幼

生を採苗器であるホタテガイの殻へ短時間に均等に十分

量付着させることが挙げられる。平田1)は，この課題を

解決するため，採苗器をマガキ成貝飼育海水に予め浸漬

して採苗に用いる方法(以下採苗器予浸法とする)を考

案した。本方法の効果は三倍体マガキの採苗2)において

すでに認められているが，この方法による幼生の付着促

進機構は明らかになっていない。採苗器予浸法において

幼生付着率に影響を及ぼす要因として，付着基質の浸漬

条件と幼生の生物学的条件が挙げられる。付着基質の浸

漬条件について，筆者らは前報3)で最高の幼生付着率を

得るためには，成貝が海水に排出するアンモニア態窒素

濃度と採苗器浸漬時聞の積値を予浸条件値として 20mg

/L・h程度が必要であること，また，採苗器浸漬処理中

の成貝への給餌の有無あるいは給餌量の違いは付着率に

影響を与えないことを明らかにした。一方，幼生の生物

学的条件についてはまだ十分に検討されていない。本研

究では，採苗器予浸法において付着率に影響を与えると

考えられる幼生の生物学的条件を明らかにするため，幼

生の媒精からの経過日数とサイズおよび付着実験中の幼

生に与える餌濃度の違いによる付着率の差異を調べた。

材料および方法

供試幼生実験材料として， 2007年 5月23日およ

* Tel: 81-823-51-2171. Fax: 81-823-52-2683. Email: y-hirata82839@pref.hiroshima.lg.jp 
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び7月5日に，広島県栽培漁業センターから，広島湾

で養殖されているマガキの複数を親貝にして切開法によ

って得られた配偶子を人工授精させた媒精後7日の幼

生(平均殻高 92.5~94.0μm) を入手した。これらの幼

生は， 2.7~3.1 個体/mL の密度で 1 ，000 L水槽に収容

し，培養した珪藻 Chaetceroscalcitrans を密度1.0~6.0

X 104 cells/mL で与え，水温 25~260C で飼育し，媒精

後 23~25 日の幼生を付着実験に供した。幼生の飼育に

は砂ろ過後に公称孔径 1μmのポリプロピレン繊維糸巻

き式フィルター (TCW-1N-PPS，Advantec製)でろ過

した海水(以下ろ過海水とする)を用いた。

採苗器の予浸本研究では，幼生の採苗器として 1

cm角に削り取ったホタテガイの貝殻小片(重量 0.30:t 

0.07 g，厚さ1.37:t0.30 mm， n = 100，以下殻小片と呼

ぶ)を蒸留水中で 1時間煮沸した後，蒸留水で 3回洗

浄し， 120
0
Cで24時間乾燥の後，室温に冷却して用い

た。3)殻小片は，マガキ成貝を入れたろ過海水に浸漬

(予浸区)，あるいはマガキを入れないろ過海水に浸漬

(対照区)した後，直ちに付着実験に供した。殻小片の

浸漬処理は，プラスチック水槽に海水 10Lおよび予浸

区ではマガキ成貝を入れ，殻小片を入れたプラスチック

製かごを 2~3 日間吊り下げて行った。漫漬処理水槽

は，緩やかに通気レ匡温器に収容して 20
0

Cに調整し

た。予浸区の浸漬処理には，広島県呉市音戸町地先の筏

で 2~3 年垂下養成したマガキ成貝を用いた。これらの

成貝は，浸漬処理に用いる 1週間前 (2007年 5月29

日， 7月 12日)に採り上げ，殻表面の付着生物を除去

した後，使用するまでの間，実験室内の水槽で砂ろ過海

水をかけ流して無給餌で保持した。

幼生サイズの影響を検討する付着実験(実験 1)に用

いる殻小片の浸漬処理は，全重量 99~173 gの成貝 6

個体を用いて 48時間行った。幼生への給餌量が付着率

に及ぼす影響を検討する付着実験(実験2)に用いる殻

小片の浸漬処理は，全重量 109~150 gの成貝 5個体を

用いて 66.5時間行った。それぞれの浸漬処理終了後に

使用した全ての成貝の軟体部の湿重量および乾燥重量を

測定した (Table1)。殻小片の浸漬処理に用いる成貝の

成熟度は考慮しなかった。処理終了後直ちに開殻し軟体

部を観察した結果，使用した成貝の生殖巣は卵や精子の

放出後，あるいはわずかに配偶子が認められる状態であ

ったが，浸漬処理中に卵あるいは精子の放出は認められ

なかった。

マガキ成貝飼育海水による予漬処理によって，殻小片

に十分な幼生付着誘起効果が付与されたことを確認する

ため，マガキ成貝飼育海水中のアンモニア態窒素濃度と

殻小片の浸漬時間の積値である予浸条件値を求め， 20 

mg/L・h以上のであれば十分な予浸処理が行われたと判

断した。海水中のアンモニア態窒素濃度はインドフェ

Table 1 Adult oysters Cr.ωsostrea gigas used for the 
presoaking of spat collectors 

Whole 羽Tetmeat 
DWry E(gimg) h巴tat Experiment we(giE) ht WTft 

98.9 19.0 2.5 

113.7 12.2 2.0 

126.5 20.9 2.7 
Larval size 

24.8 3.9 152.5 

169.0 25.9 2.7 

173.4 3l.l 5.7 

108.9 24.4 4.2 

113.6 17.6 2.5 
Larval feed 117.4 24.9 4.6 
density 

123.5 19.4 1.9 

150.4 26.3 3.3 
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Fig. 1 Changes in ammoni在 Nconcentration in seawater 
of巴achaquarium during a period of presoaking spat 
collectors in seawater containing adult Crassostrea gi-
gas. The presoaking was carried out for 48 hours in 
succession. The presoaking for the second assay was 
started using the same adult oysters and exchanged 

seawater (arrow). 

ノール改良法的により定量した。

幼生サイズの影響を検討する実験 1に用いる殻小片

の予浸開始時， 25時間後および 48時間後の処理海水中

のアンモニア態窒素濃度 (Fig.1) から求めた殻小片の

予浸条件値は，成貝を含まない対照区ではいずれも 2.7

mg/L・h，予浸区ではそれぞれ 39.8，36.6 mg/L.hであ

った。また，幼生への給餌量の影響を検討する実験2

に用いる殻小片の予浸開始時， 38.5時間後および 65.5

時間後の処理海水中のアンモニア態窒素濃度 (Fig.2)

から求めた予浸条件値は，対照区が 3.9mg/L・h，予浸

区は 32.8mg/L・hであった。予浸区の予浸条件値はい

¥ 
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Fig. 2 Changes in ammonia-N concentration in seawater 
of each aquarium during a period of presoaking spat 
collectors in seawater containing adu1t Crassostrea gi-
gas. 

ずれも 20mg/L・h以上であったことから，予浸区の殻

小片は，十分な幼生付着誘起効果が付与されたと判断し

fこ。

幼生付着実験付着実験には 6穴のマルチウェルプ

レート (No.351146， Fa1con社製)を用い，この 6穴

を同一条件の実験に供した。まず 1ウェルにつき，培

養した珪藻C.calcitransを含むろ過海水 10mLと付着

期幼生 19~30 個体(平均 25.1 個体/ウェル)をピペッ

トで入れた。このウェルに，浸漬処理した殻小片 1枚

を入れ， 25
0

Cで24時間静置した。 24時間後に実体顕

微鏡を用いて殻小片に付着した個体，ウェルの内面に付

着した個体，付着していない個体および死亡した個体を

1ウェル毎に計数した。殻小片の付着数はウェルの中の

海水中で数回振とうした後，付着している個体数をウェ

ル内面の付着数はパスツールピペットで海水を軽く吹き

つけた後に付着している個体数をそれぞれ集計した。殻

の内部が空洞もしくは明らかに生体の構造が崩れた個体

を死亡個体と判断した。殻小片の予漫に対する幼生の反

応とするため，付着率は，ウェル毎の収容幼生数に対す

る殻小片へ付着した個体数の割合(百分率)とした。一

方，ウェル毎の収容幼生数に対する付着個体の総数(殻

小片への付着数とウェル内面への付着数の合計)の割合

(百分率)を総付着率とした。

実験 1 幼生のサイズと付着率 同日に媒精し， 1つ

の水槽で飼育中の幼生を，媒精後23日および 25日に

サイズ別に分けて付着率を比較した。まず， 2007年 7

月21日に媒精後23日自の幼生約 15万個体を目聞き

224， 180および 106μmのメッシュでJI買に，、大型，中

型，小型のサイズ別の 3グループに選別して， 1-L (平

均殻高土標準偏差=349:t16μm)，1-M(306:t20μm)， 

l-S (228:t 28μm) とした。この中から， 1-Lおよび 1

-Mそれぞれ約 1，000個体を付着実験 1-1に供した。次

に，付着間近と考えられる大型個体 (l-L)を除いた，

1-Mおよび l-S計約 10万個体をまとめて 500L水槽

に収容して餌を与えてさらに 2日間飼育した。 2007年

7月23日に媒精後25日目の幼生を再び目聞き 224お

よび 180μmのメッシュでサイズ別に大型，中型の 2グ

ループに選別して 2-L(338:t 19μm)， 2-M (284:t 17 

μm) とした。この 2-Lおよび2-Mそれぞれ約 1，000

個体を付着実験 1-2に供した。各付着実験では，マガ

キ成貝を含む海水(予浸区)あるいは含まない海水(対

照区)に，あらかじめ 48時間浸潰した殻小片に対する

付着率を求めた。ウェルに入れる海水中のC.calcitrans 

濃度は 5.0X 104 cells/mLとした。

実験2 幼生への給餌量が付着率に及ぼす影響 2007 

年 6月8日に媒精後23日目の幼生のうち， 目聞き 224

μmのメッシュで捕捉された平均殻高±標準偏差 331:t 

13μmの幼生を付着実験2に供した。付着実験におい

てウェルに入れるろ過海水中のC.calcitra附濃度を 0.0，

0.5， 1.0， 5.0， 10.0 X 104 cells/mLの5段階に設定し，そ

れぞれ 0.0，0.5， 1.0，5.0， 10.0区とした。各餌料濃度で，

マガキ成貝を含む海水(予浸区)あるいは含まない海水

(対照区)で 66.5時間処理した殻小片への付着率を求め

た。

統計解析統計解析には R (R Foundation for Statis同

tical Computing: http://www.r-project.org)を用い， ρ<

0.05の場合を有意とみなした。幼生の平均殻高の比較

には t検定を用いた。幼生の付着率は，リンク関数をロ

ジット，誤差分布を二項分布とする一般化線形モデルを

用いて解析した。実験 1では，媒精後日数，成貝の有

無，幼生サイズおよびこれらの交互作用の効果が付着率

に与える影響を ANOVAおよび TukeyHSD法による

多重比較によって解析した。実験2では，成貝の有

無，餌料濃度および両者の交互作用の効果が付着率に与

える影響を実験 1と同様に解析した。

結果

幼生のサイズと付着率媒精後23日目と 25日目

に，それぞれ目開き 224および 180μmのメッシュで選

別し，付着実験に供した大型幼生および中型幼生の平均

殻高は，媒精後23日はそれぞれ 349:t16μm (l-L)， 

306土20μm(1-M) ，媒精後25日はそれぞれ 338:t19 

μm (2-L) ， 284:t 17μm (2-M)であった。選別の結果，

大型幼生と中型幼生の平均殻高は大きく異なった。媒精

後23日と媒精後25日の大型幼生および中型幼生の平

均殻高をそれぞれ比較したところ，大型幼生，中型幼生

ともに媒精後23日の平均殻高が有意に大きかった。
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Fig. 3 Mean settlement ratios (+ S.D.，叩=6) of Crassostrea gigas lar寸前 of different sizes. Two assays (shown as 1-1 and 1-2) 
were conducted: the second assay was done 48 hours after the五rstassay. Large-and medium-sized larvae used for the first as-
say (l-L and 1-M) were 349:t 16 and 306:t 20μm in mean shel1 height (MSH) ， and those larvae for the second assay (2-L and 
2-M) were 338土19and284土17μmin MSH. Spat col1ectors were presoak巴din seawater with or without adult oysters (shown 
in Fig. 1). Values with the same letters are not significant1y diffi巴rent(Tukey HSD multiple comparison test:ρ二三0.05).Data 
were not transformed， but were analyzed using generalized linear models (binomial error， logit link). 
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Fig. 4 Mean settlement ratios (+ S.D.， n = 6) of Crassostrea gigas larvae that were fed cultured algae Chaetoceros calcitra叩sof 
different densities. Spat collectors were presoaked in seawater with or without adult oysters (shown in Fig. 2). Values with the 
same letters are not signi五cant1ydifferent (Tukey HSD multiple comparison test:ρ二三0.05).Data were not transformed， but 
were analyzed using generalized linear models (binomial error， logit link). 

付着率は，媒精後23日の幼生を用いた付着実験 1-1

および 25日の幼生を用いた付着実験 1-2ともに，大型

幼生 (1-L，2-L) と成貝飼育海水によって予浸した殻

小片の組合せが高く，それぞれ 60，53%であったが，

それ以外の組合せは 10%以下であった (Fig.3)。

ANOVAの結果，幼生のサイズ，殻小片予浸時の成貝

の有無およびこれらの交互作用が付着率に対して有意な

効果を示したが，媒精後23日と 25日の違いは有意で

はなかった。各実験区の殻小片に対する付着率は，

Tukey HSD法による多重比較の結果，大型幼生と成貝

飼育海水によって予浸した殻小片の組合せ 2区とそれ

以外の 6区の 2群に分けられた (Fig.3)。これらの結

果は，大型幼生だけが成貝飼育海水によって予浸した殻

小片に付着することを示した。



1040 平田，田村，長津

ウェル内面への付着は大型幼生だけに認められ，ウェ

ル内面への付着数は媒精後23日では予浸区，対照区の

殻小片付着数のそれぞれ 43，57%，媒精後 25日では予

浸区の殻小片付着数の 6%であった。殻小片およびウ

ェル内面に付着した個体数を合計した総付着率で ANO

VAを行った結果，幼生のサイズ，殻小片予浸時の成貝

の有無およびこれらの交互作用に加えて，媒精後日数の

違いおよび媒精後日数と幼生サイズの交互作用も付着率

に対して有意な効果を示し，大型幼生の総付着率は媒精

後 25日より 23日のほうが有意に高かった。

幼生への給餌量が付着率に及ぼす影響 殻小片への付

着率は，成貝を含まない海水で予浸した対照区が 1%

未満であったのに対して，成貝飼育海水による予浸区は

29~49% で有意に高かった (Fig. 4) 0 ANOV Aの結

果，予浸時の成貝の有無は付着率に対して有意な効果を

示したが，餌料濃度の違いは有意な効果を示さなかった。

Tukey HSD法による多重比較の結果，成貝飼育海水に

よる予浸区のうち， 1.0 X 104 cells/mL区の平均付着率

29%に対して 10.0X 104 cells/mL区は 49%で有意の差

が認められたが，無給餌区と 0.5~10.0 X 104 cells/mL 

区の付着率には有意の差が認められなかった (Fig.4)。

なお，ウェル内面への付着数は，成貝飼育海水による予

浸区において殻小片への付着数の約 11%とわずかであ

った。殻小片およびウェル内面へ付着した個体数を合計

した総付着率で ANOVAを行った結果は，殻小片への

付着率で行った ANOVAの結果と同じく，予浸時の成

貝の有無は付着率に対して有意な効果を示したが，餌料

濃度の違いは有意な効果を示さなかった。

考察

マガキ幼生の付着において，採苗器を予めマガキ成貝

飼育海水に浸潰して付着率を高める採苗器予浸法の効果

がすでに明らかになっている。1)本研究では，この採苗

器予浸法において付着率に影響を及ぼす要因として挙げ

られる採苗器の浸漬条件と幼生の生物学的条件のうち，

後者の幼生のサイズおよび摂餌条件について検討した。

その結果，採酋器予浸法の付着率上昇効果は，付着機能

を有すると考えられる大型幼生にのみ認められること，

また，今回の条件下では，付着実験期間中の幼生へ与え

る珪藻の細胞密度によって，幼生の付着率に有意の差は

認められず，採苗器予浸法の付着率上昇効果は餌濃度の

影響を受けないことがわかった。

幼生サイズのうち，まず，目聞き 224μmおよび 180

μmのメッシュで選別した大型幼生および中型幼生と付

着率の関係について検討する。目聞き 224μmのメッシ

ュで選別した平均殻高 344μm(l-L， 349:t 16μm; 2-L， 

338:t 19μmを合わせた平均)の大型幼生は，成貝飼育

海水で予浸した採苗器への付着率は対照区より有意に高

かったが，平均殻高 295μm(l-M， 306:t20μm; 2-M， 

284:t 17μmを合わせた平均)の中型幼生は対照区と有

意の差がなかった (Fig.3)。結果は示さなかったが小

型幼生の付着率は全て 0.0%であった。採百器予浸法に

よる付着率の上昇効果は大型幼生だけに認められること

がわかった。

Coon et al. 5)は，マガキ幼生の殻長約 250~310μm に

かけて L-DOPA(L-3，4-dihydroxyphenylalanine)に反

応して付着行動を起こす個体が出現し，次にアドレナリ

ンに反応して変態する個体が増加すること，さらに，殻

長 310μmに達すると成長が停滞することを報告してい

る。この論文で付着機能を獲得するとされる殻長約 250

~310μm は殻高に換算すると約 315~340μm であり

(平田未発表)，本研究の幼生サイズと照合するとほぼ大

型幼生に相当する。つまり，大型幼生に達すると付着機

能を有する個体の割合が増加し，殻高約 340μm~こ達す

ると成長が停滞することを示している。本研究の付着実

験 1-1において予漫区および対照区の殻小片に対して

付着率の低かった媒精後23日の中型幼生 (l-M)およ

び全く付着しなかった小型幼生 (l-S)を2日間飼育し

て得られた大型 (2-L)および中型幼生 (2-M)を用い

た付着実験 1-2の結果，大型幼生 (2-L)だけが予浸区

の殻小片に高い付着率を示した (Fig.3)。このことは，

幼生が中型から大型へと成長することで付着機能を獲得

すること，さらにこれらの付着機能を有する幼生が採苗

器予浸法による付着率上昇効果を示すと考えられる。

次に，幼生サイズのうち，採苗器予浸法が効果を示す

大型幼生におけるサイズの違いが付着率に与える影響に

ついて検討する。媒精後23日の大型幼生(1-L)の平

均殻高は 349:t16μmで，媒精後25日の大型幼生 (2-

L)の平均殻高 338:t19μmより有意に大きかった。こ

のときの殻小片への付着率は，媒精後 23日の大型幼生

(l-L) と媒精後25日の大型幼生 (2-L) との間で有意

の差は認められなかったが，ウェル内面に付着する個体

数を含めた総付着率でみると，媒精後 23日の大型幼生

(l-L)が媒精後 25日の大型幼生 (2-L) より有意に高

かった。

媒精後23日目に大型幼生 (l-L)を選別して幼生飼

育水槽からすべて除去し，残りの幼生を 2日間飼育し

て再び選別して大型幼生 (2-L)を得る操作を行った。

このため，媒精後23日の大型幼生(1-L)は同ーの飼

育水槽の中でも成長が早く，すでに成長の停滞5)期に達

したサイズの大きい個体を多く含む群である一方，媒精

後 25日の大型幼生 (2-L)は，成長が遅く大型幼生に

達して 2日以内の群であったと推定される。このた

め，同じ目開き 224μmのメッシュで選別したにもかか

わらず平均殻高に有意の差が生じたと考えられた。

本研究において媒精後 23日の大型幼生(1-L)の総
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付着率が媒精後25日の大型幼生 (2-L) より高い値を

示したのは，媒精後23日の大型幼生 (1-L) のが付着

誘起効果を持つ殻小片に加えて殻小片以外の場所に付着

したことによる。付着誘起効果を付与した基質以外へ付

着することは，幼生の付着基質選択性が低下したことを

示していると考えられる。マガキ幼生の付着基質選択性

について， Coon et al.5)は幼生の日齢の増加にともな

い，本来は付着行動のみ誘起する L-DOPAの刺激によ

って付着する個体が増加することから，幼生の加齢にと

もなう刺激に対する闘値の低下が基質選択性の低下や見

かけ上の自発的変態の原因であると考察している。本研

究において，成貝飼育海水による予漫によって付着誘起

効果を持つ殻小片への幼生の接近あるいは接触が L-

DOPAと同様の刺激になり付着行動および付着が起こ

るとすれば，媒精後23日の大型幼生 (1-L) は，刺激

に対する闘値の低下した加齢した幼生を含んでいたと考

えられる。媒精後 23日の大型幼生 (1-L) と媒精後 25

日の大型幼生 (2-L)の平均殻高に差が生じた原因につ

いてすでにのべたとおり，媒精後 23日の大型幼生 (1-

L)はすでに成長の停滞5)期に達した個体を多く含んで

いたと考えられ，これら成長の早い個体の基質選択性の

低下が総付着率の上昇をもたらした可能性が高い。

マガキ人工採百において採苗器予浸法による最大の付

着率を得るための，幼生サイズの条件として，第一に付

着機能を有するサイズに達していることがあげられる。

本研究では目聞き 224μmのメッシュで捕捉されるサイ

ズの幼生は，付着機能を有していると考えられ，採苗器

予浸法の効果が顕著に現れる。第二に付着機能を有する

幼生を速やかに選別し採苗に供する必要がある。付着機

能獲得後の日数を経ることで幼生のサイズが大型化する

一方，基質選択性が低下する傾向が認められたことか

ら，意図した基質に付着させるという目的においては採

面器予浸法の効果は低下していくと考えられる。

幼生への給餌条件の検討の結果，本研究において，c.

calcitrans 濃度が 0.0~10.0 x 104cells/mL，期聞が 24

時間という実験条件下では，幼生への給餌の有無あるい

は餌濃度の違いは付着率へ影響を与えなかった (Fig.

4)。しかしながら，ヨーロッパヒラガキおよびマガキ

において採苗前あるいは採苗中の給餌の中止が付着率の

低下を招く 6)ことが報告されていることから，浮遊幼生

から付着稚貝へスムーズな変態を促すためには，採苗中

の給餌は必要だと考えるのが妥当であろう。

成貝飼育海水による採苗器予浸法において付着率に影

響を及ぼすと考えられる要因を，付着基質の予浸条件に

関する要因と付着に供する幼生に関する要因の 2つの

要因に大別し，前報3)で，筆者らは前者の要因について

検討し，今回の研究では，後者の幼生に関する要因につ

いて検討した。これらの検討の結果，本法を応用する際

に必要となる採苗器の予浸条件，使用する幼生の条件お

よび給餌条件をほぼ明らかにすることができた。これら

の諸条件を明らかにしたことで，本法の有効性はさらに

高まり，マガキ種苗生産の効率化に大きく貢献すると考

える。
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m-2y-lであった。 日水誌， 75(6)，1027-1035 (2009) 

マガキ成貝飼育海水へ浸漬した採苗器への幼生付着率に及ぼす

幼生サイズおよび餌条件の影響

平田 靖(広島総研水海技セ，広大院生物圏科)， 

田村義信(広島総研水海技セ)， 

長津和也(広大院生物圏科)

採苗器をマガキ成貝飼育海水で予め浸漬処理すると，マガキ

幼生の付着率が高まることが知られている。本研究では，幼生

のサイズあるいは餌条件が付着率に及ぼす影響を調べた。採苗

器の浸漬処理の結果，平均殻高 295μmの幼生では付着率に有

意な増加は認められなかったが，平均殻高 344μmの幼生では

有意に増加した。また， 24時間の付着実験中の幼生に与える

珪藻の細胞密度が O~10 X 104 cells/mLの範囲では，密度の違

いによる付着率の有意差は認められなかった。

日水誌， 75 (6)， 1036-1041 (2009) 

日本海南西海域における中層トロールと面積密度j去を用いたマ

アジ当歳魚の現存量推定手法の開発

志村健(鳥取水試)，大下誠二(西水研)， 

寺門弘悦(島根水技セ)，回 永軍(日水研)

マアジは日本周辺の沿岸域に広く分布する産業重要種であ

る。マアジ対馬暖流系群の資源量は VPA法で推定されている

が，この手法では当歳魚の資源量が推定されるのは加入から数

年後であるため，当歳魚の資源評価の精度が低いという欠点が

ある。そこで，漁期前に中層トロールで当歳魚を採集して，面

積密度法によって現存量指標値を推定する方法を開発した。マ

アジの分布は水塊配置によって東西や南北方向に偏った。面積

密度法によって水温分布を考慮し 4海域に区分することで，

正確な現存量指標値を推定することができた。

日水誌， 75 (6)， 1042-1050 (2009) 

マクサ栄養体の付着に適した基質

土屋実穂(海洋大)， 

滝尾健二，安藤和人， 111辺勝俊，駒津一朗

(都島しょ総セ)，荒川久幸(海洋大)

三宅島の荒廃したテングサ群落の再生を目的として，マクサ

栄養体の付着に適した基質を検討した。 (1)モルタル，フェン

ス，ボルト，混紡化学繊維で表面を覆ったボルトを海中に設置

したところ，混紡化学繊維で覆ったボルトは，多くのマクサ栄

養体を短期間で付着させ，設置一年後でもマクサが優占して着

生していた。 (2)マクサ栄養体の付着密度は，混紡化学繊維の基

質で最も高かった。流水中における栄養体の残存率は，混紡化

学繊維の基質で最も高かった。 (3)混紡化学繊維へのマクサの付

着は，化学繊維紐から突出する単繊維によって生起している。

日水誌， 75 (6)， 1051-1060 (2009) 

褐藻工ゾノネジモクのジガラク卜シルジアシルグリセロール分

子種

本田真己，鹿島晃洋，高橋是太郎，

板橋豊(北大院水)

エゾノネジモクに存在するジガラクトシlレジアシルグリセ

ロール (DGDG)の分子種を明らかにするために， DGDGか

らジアシルグリセロールを調製し，これをジニトロフェニルウ

レタン誘導体に変換して HPLCとMSで分析した。キラル

HPLCでは sn-1，2ージアシル型であることが明らかになり，逆

相 HPLCでは 16種の分子種が明瞭に分離された。逆相 HPLC

/MSで得られた [RCOOJ イオンを用いて各分子種が同定さ

れた。主要分子種は 20:5n-3/1S:4n-3と20:5n-3/1S:3n-3で

あった。 日水誌， 75(6)，1061-1069 (2009) 

120Cまたは 15
0

Cで飼育したマガレイの形態異常に及ぼす餌料

中ドコサヘキサ工ン酸とエイコサペンタ工ン酸の影響(短報)

佐藤敦一(道栽水試，海洋大)， 

高谷義幸(道栽水試)，竹内俊郎(海洋大)

マガレイ仔魚を 12
0

Cまたは 15
0

Cで飼育し，形態異常に及

ぼす餌料中のドコサヘキサエン酸 (DHA) とエイコサペンタ

エン酸 (EPA)の影響を調べた。実験は， D~E ステージの仔

魚に EPAまたは DHAエチルエステlレで強化したアルテミア

を給餌した後，変態完了まで市販強化剤で強化したアルテミア

を全実験区に給餌した。その結果， 12
0

Cでは 15
0

Cと同様に，

DHAの形態異常防除効果が EPA'，よりも高かった。また，マ

ガレイの形態異常防除では， 12
0

Cよりも 15
0

Cで飼育し，なお

かつ DHA要求性に適った給餌を行うことが効率的であると考

えられた。 日水誌， 75 (6)， 1070-1072 (2009) 

シロクラベラ Choerodonshoenleinii人工種苗の基質選択性

(短報)

名波敦，浅見公雄，千村昌之(水研セ西海水研)

シロクラベラ人工種苗の基質選択性を室内実験によって調べ

た。リュウキュウアマモの基盤(海草基盤)と枝状ミドリイシ

類の基盤(サンゴ基盤)を設置し，人工種苗を 3つのサイズ

クラスに分けた(10mm:S;TL<20 mm， 20 mm三TL<30mm，

30 mm:S;TL<40 mm)。供試魚のサイズクラスの増加に伴い，

海草基盤への寄り付きの度合は減少し，サンゴ基盤への寄り付

きの度合は増加した。これらの寄り付きの度合はサイズクラス

間で有意な差があった。以上の結果，本種の基質選択性はサイ

ズによって変化すると考えられた。

日水誌， 75 (6)， 1073-1075 (2009) 
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