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飼育したイセエビ幼生に対するムラサキイガイ生殖巣の栄養価値

村上恵祐1，2，*.田村大輔2.淡銘雅彦3.竹内俊部2

Nutritional Value of Blue Mussell¥⑪tilus galloprovincialis Gonad for 
Cultured Larvae of J apanese Spiny 1ρbster Panulirus japonicus 

Keisuke Mu貼 KAMl
1
，2，* ， Daisuke T馴 U臥 2，Masahiko AWAJI3 

and Toshio TAI包UCHI
2

Abstract: The only food that can be used to rear Panulirus phyllosoma larvae up to the puerulus 
stage is the fresh gonad of the blue mussel Mytilus gallo戸rovincialis;however， there is no report 

that clarifies why the aforementioned mussel gonad is suitable for rearing phyllosoma. To verify its 

nutritional value for cu1tured phyllosoma larvae， we conducted rearing experiments of the larvae 

during the mid-and late-phyllosoma stages of the ]apanese spiny lobster Panulirus japonicus， fed 

with mussel gonads at different stages of sexual maturity. The growth rate of the larvae fed with 

mature ovaries was higher than those with immature gonads and mature testes. In addition， the 
intermolt period was shortened when the larvae were fed with mature ovaries. Furthermore， 

nutritional analyses of mussel gonads revealed that triglycerides in neutral lipids， and highly 

unsatur・atedn-3 fatty acids are important nutrients that accelerate the growth of P. japonicus larvae. 

Key words: Panulirus j，αponicus; Mytilus galloprovincialis; l.arval rearing; Nutritional value 

イセエピ Panulirusjaponicus は日本では近年1000~

1500 tが漁獲されており，水産上重要な魚種に位置付

けられている O イセエピの増養殖を白的としたフィロ

ソーマ幼生の飼育研究は，服部・大石 (1899) によ

る卵管理試験やふ化試験の報告以来， 100年以上の歴

史がある。 1958年には野中らがア jレテミアを餌料と

してふ化幼生の脱皮，成長に成功し(野中ら 1958)， 

1972年には井上が養成したアルテミアとともに数種類

の仔魚、や甲殻類の幼生，ヤムシ類を含むプランクトン

を餌3f31に用い，プエルルスに変態する前の最終期フイ

ロソーマまでの飼育に宝った(井上 1981)。その後，

1988年になって漸く三重県水産研究所 CYamakawaet 

a1. 1989) と北里大学(Kittakaand Kimur・a1989)が

ふ化幼生からプエルルスと稚エピまでの育成に成功

2010年8月27日受付;2010年10月18日受理.

した。この時に使用した餌科がアルテミアと活ムラ

サキイカ、、イ MytilusgaUoprovincialisの生殖巣であり

(Yamakawa et a1. 1989; Kittaka and Kimura 1989)，舌

ムラサキイガイ生殖巣(以下単にムラサキイガイ生

殖巣と記述する)の餌料への利用が稚エピまでの飼育

に大きく貢献した。j:J昨，本種幼生の錦育には，餌料

としてアルテミアとムラサキイガイの生殖巣を併用す

ることがスタンダードとなり 三重県水産研究所とと

もに(社)百本栽培漁業協会南伊豆事業場(現:(独)水

産総合研究センター南伊豆栽培漁業センター)がイセ

エピの量産化を呂指して幼生の飼育研究を進め， 1993 

年には144億体のプエルルスと53個体の稚エピを生産

(Sekine et a1. 2000) したことによりう数十尾単位の稚

エピを生産す、る技術レベルに至った。

1 (独)水産総合研究センター南伊豆栽培漁業センター (MinamiizuStation， National Center for Stock Enhancement， 

Fisheries Research Agency， Minamiizu， Shizuoka 415-0156， ]apan). 
2東京海洋大学 (TokyoUniversity of Marine Science and Technology， Minato， Tokyo 108-8477， ]apan). 
3 (独)水産総合研究センター養殖研究所 (NationalResearch Institute of Aquaculture， Fisheries Research Agency， lse， Mie 
516-0193， ]apan). 

*連絡先 (Cor・1・espondingauthor): Tel:か81)558-65-1185; Fax: (+81) 558-65-1188; E嗣mail:kmphy11@affrc.go.jp (K Murakami). 
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ムラサキイガイは1920年代に日本に侵入し，その

後主に本j"'lを中心として沿岸の浅海域に分布を広げた

地中海北部を原産地とする外来種である(金丸 1955; 

梶原 1985;楽原 1993，2001)0ムラサキイガイの産卵

期は10~ 4月で(劉・梶原 1983)，生殖腺指数が最低

となるのは 8月下勾頃とされ(細見 1989)，ムラサキ

イカ、、イの生殖巣を餌料として用いる場合，この産卵期

後半の春期と生植腺指数が低い夏期jには量的な確保が

困難になり，このことが量産化技術の進展を抗げる大

きな要因となっている O これまでに，ムラサキイガイ

の代替餌科として，プランクトンや魚類の仔稚魚、，貝

類の肝臓や甲殻類の生殖巣，さらに牛やJJ本の肝臓など

40種類以上が検討されたが，ムラサキイガイ生殖巣に

勝る餌料は見出されていない(関根 1999;村上・橋

本 2003)0また，冷凍保存したムラサキイガイ生殖巣

は，フィロソーマの餌科として利用できないことも報

されている(竹内 2010)0一方，ムラサキイガイの

生殖巣がフイロソーマの成長になぜ有効なのかという

点にまで言及した報告はなし、。フイロソーマの成長に

有効なムラサキイガイの栄養成分が明らかになれば，

代替餌料の探索や人工飼料を開発する上で、有議な情ご視

になるものと考えられる O そこで本研究では，イセエ

ピ幼生に対するムラサキイガイ生殖巣の栄養価値を明

らかにする目的で，実験 1として成熟疫の異なる生殖

巣を，実験2として雌雄別の生殖巣をそれぞれ用いて

ムラサキイガイ生殖巣が主餌料となる中期あるいは後

期フイロソーマの飼育試験を実施した。

材料および方法

実験 1:成熟度の巽なるムラサキイガイ生殖巣を額

料とした飼青試験

餌料

アルテミアは北米産(太平洋貿易株式会社)のも

のを用い， 23
0

Cで48時間後にふ化していた幼生を間

収した。回収後は，水 j昆22~24t に維持した 100 1 

水槽に収容し，フェオダクティラム Phaeodactylum

fricornufum (給餌時二1 ，000~1，500細胞Imll日)を商科F

として培養した。ムラサキイガイは愛知県在間賀島

または岩手県宮古湾産で，入手後 3 週開~2 カ月間

静岡県西伊豆町の筏で垂下して蓄養(カゴ40x 40 x 

10 cm， 2 cmメッシュ，水深約 5m) したものから生

殖巣を取り出し，ロータリーカッター(ロータリーカッ

ター S型， OLFA)で細片して用いた。なお，縮片し

た生殖巣は給餌前にアンピシ 1)ン50mgllで一昼夜薬

浴処理した。

供試フィ口ソーマ

ふ化後123日目で，ふ化からの脱皮回数12回目(ふ

化幼生を 1齢として，以下， 13齢)まで予備錦育し

た中期フィロソーマを用いた。幼生は，松田 (2006)

に準じて養成した静岡県南伊豆産親エピから2004年7

月19日にふ化したものであり，ら lボウル型水槽(関

根 1995;Sekine et al. 2000) 1槽にふ化幼生を15個体

収容し， 5齢まで体長 2~4 mmのアルテミアを0.2

~0.5個体Iml の密度で給調し， 5齢以降3~5mm の

アルテミア (0.01~0.02個体1m!) とムラサキイガイ生

殖巣の細片 (0.5~ 2 mm魚， 2 ~ 6倒/幼生)を併用

給餌した。飼育水温は24~250C とし，注水量は0.2μ

m中空糸ろ過装置 (HFS-100BLDX，荏原実業株式会

社)と紫外線殺菌装置 (PO-10M，シーパスリミテッ

ド)により 101~102 CFU/mlまで減菌処理した海水を

能用して50~150 mll分に設定した。水槽交換は 1@1

11週間とし，フィロソーマの体表の汚れを坊止する

ため，水槽交換翌日にアンピシリン濃度20mgllで17

時間 (9: 00~2 : 00)の止水状態で薬浴した。飼育室

の光環境は，昼光色の40W蛍光灯により明期12時間

(5 ・ 00~17: 00)， Il音期12時間 (17:00~5: 00)となる

ようにタイマー制御した。

試験匿の設定と詞育

成熟した生殖巣を給餌する成熟区と生殖巣が未成

熟状態のものを給餌する未成熟区を設定した。給餌

する生殖巣の成熟度を判定するために，試験区ごとに

代表的な成熟度の生殖巣を片側のみ 1cm程度にメス

でカットしてブアン液で国定後， 70%アルコールで保

存したものをパラフイン包埋して， ミクロトーム(半

自動悶転式ミクロトーム RM2145，ライカ社)により 4

3μmの切片を作成し，ヘマトキシリン・ヱオシン染

色を施して，生殖巣観察用のプレパラートとした。

殖巣の成熟度は，組織像を検鏡して森(1989)に基づ

いて判定したところ，成熟区で給餌する生殖巣は那巣

では成長期，成熟期および放出期，精巣では成長期で

あり，未成熟区で給餌するのは卵巣，精巣ともに未分

化期および分化初期の生殖巣であった。

試験には13齢の中期フィロソーマ(ふ化後123日

目)を各豆 5僧体ずつ供した。銅育には 1lボウル型

水槽(直径20cm，高さ 9cm，直径18mmのオーノfー

フロー排水口付き，アクリル製)を使用し， 11同体ず

つ収容して流水飼育 (60~70 ml/分)した。 飼育は

2004年11月 18日に開始し，体長 4~7mm のアルテミ

アとムラサキイガイ生殖巣を併用給釦し， 14齢に脱皮

した後に各区の設定餌料に変更し， 16齢に達した時点

で試験を終了した。試験餌料のムラサキイガイ生殖巣

は成熟区では約 3mm角に制II片したものを，未成熟区
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では切り出した生殖巣が収縮することから約 5mm角

に細片したものを，個体ごとに13~15片ずつ毎日午前

中に給餌し，翌朝に残餌を除去した。試験期間中はア

ルテミアの給餌は行わなかった。その他の飼育方法と

飼育環境は前述の予備飼育と同様とした。

測定I真田

各試験症の設定餌料で飼育を開始した14齢から試

験終了の16j論までの脱皮間i拐を記録した。各脱皮齢

において，脱皮後 3~5 日日に，松田 (2006) に従

い各個体の体長 (BL)，頭長 (cL)，顕11I詰 (CW) を

万能投影機 (V-12A，Nikon)で時定した。また，測定

項目ごとに脱皮時の成長率(%)を脱皮成長量(mm)

x 100/脱皮前の大きさ (mm)として算出した。なお，

各部位の測定はフイロソーマの背側を下にして絢脚を

左右に広げた状態で，アクリル製スプーンで海水とと

もに掬い取ってシャーレに移し， シャーレ内の}毎オくを

フイロソーマが底面に張り付く程度(フィロソーマの

体の厚みと伺程度の水位)まで除去し，その動きを止

めて行った。

ムラサキイガイの栄華分析

成熟区では2004年12 月 8 日 ~18EI ，未成熟区では11

月 16 日 ~12月 4 日の聞に30~40 gを自安に採集し，

分析までの期間 80
0

Cのディープフリーザーで保存

した。栄養分析は成熟区では目指および検鏡により雌

雄を判別できたため雌と雄に分けて(雌20個体，雄19

1Wl1休)，未成熟区では雌雄判別が不可能であったため

まとめて分析を行った (114伺体)。採集したムラサキ

イガイの殻長は，成熟区では71.4土 5.7mm (雌73.5土

4.5 mm， t.lt69.2土6.1mm)，未成熟[Rが67.6:t6.1 mm 

であり，生殖JJ泉指数(以下， Gonad Index(GI) =生殖

腺重量(g)/軟体部重量(g))は，成熟Eでは0.60:t 

0.19 (雌， 0.57士0.16; t.lt， 0.62土 0.21)，未成熟思では

0.16:t 0.05で，成熟庄の方が未成熟区に比べて有志;に

高い組であった。分析項目は粗脂肪(中性脂質およ

び極性脂賀)，糖質(グリコーゲン)，灰分，水分の

一般組成，脂肪酸組成，遊離アミノ酸組成とした。

生嫡巣サンプルは，冷凍状態のまま遠心粉砕器です

りつぶした後，各分析に用いた。粗脂肪は Folchらの

方法 (Folchand Stanley 1975) を用い，中性問質と極

性脂質の比は SEP-PAKシリカゲルカートリッジでお11

出した粗脂肪を中性および極性脂質に分闘し定最し

た。糖質は除タンパク後， Smorgy-Nelson 法 (Nelson

1944; Smorgy 1945) により定量した。灰分は灰化法

により，また水分は常圧加熱乾操j去により分析を行っ

た (Takeuchi1998) 0 脂肪酸組成は，分画した中性お

よび極性脂質を509もKOHとエタノールでケン化した

後， 7%三フッ化ホウ素"メタノール溶液でメチル化し

たものを n-ヘキサンに溶解してガスクロマトグラフ

(GC-14B，株式会社島津製作所)により求めた。遊離

アミノ酸は，凍結試料に 2%スルホサリチル酸を添加

後ホモジナイザーで均一化し， 3，000叩m (1，230 xg) 

で15分間の遠心分離後 2%スルホサリチル酸を加えて

上澄み液を50mlに定容した試料を，全自動アミノ酸

分析機(JLC-500/v，JEOL)により分析した。なお，

成熟区では実際に給類したムラサキイガイ生殖巣のI1tit

雄の重量比率が11: 9であったため，雌雄の各種分析

結果を重量比率で換算して算出した。

実験 2:成熟した卵巣と精巣および未成熟のムラサキ

イガイ生殖巣を餌料とした飼苔試験

供試フィ口ソーマ

2004年 7月7EIにふ化した幼生(親エピは1997年に

静開県南伊豆産の天然nt¥tエどからふ化し，人工生産し

た 7歳エピ)を15個体ずつ 51ボウル水槽 3槽に収容

し，前述した方法でふ化説245日自の20齢まで予備飼

育した。

試験車の設定と飼膏

試験区として，成熟した卵巣を給銅する成熟卵巣

区，成熟した精巣を給餌する成91，¥*古巣区，1i矧川文字書後

に生殖巣が薄くなったものまたは未成熟の生殖巣を給

餌する未成熟区の 3区を設定した。各試験区に給餌す

る生殖巣の成熟度は，前述のf戸j育試験と同様に紐識{象

を観察して判定したところ，成熟卵巣区は成熟期およ

び放出期の卵巣，成熟精巣立は成熟期および放出期の

精巣，未成熟医は放出後期，退行期，未分化~fl ， 分化

初期の卵巣および精巣であった。

20齢の後期フィロソーマ幼生(ふ化後245日目)を

各区 51図体ずつ使用し，姻別に流水錦育した。飼育は

2005年 3 月 9 日に開始し，体長 4~7mm のアルテミ

アとムラサキイガイ生殖巣を併用給餌し， 21齢に達し

た後に各区の設定餌5/HI-~こ変更し，生残↑間体が誰エピ 2

ii告に達した時点で試験を終了した。給餌するムラサキ

イガイ生殖巣は成熟卵巣区と成熟精巣区では約 5mm

角に細片したものを，未成熟区では切り出した生殖

巣が収縮することから約 7mm角に細片したものを，

個体ごとに13~15片ずつ毎日午前中に給銅し，翌朝

に残餌を路去した。餌*，1として使用する生殖巣は給銅

前に目視または検鏡により成熟した卵巣，精巣および

未成熟を確認した。また，各試験区用の銅孝Hま，フィ

ロソーマと稚エピ 1歯令の期間に手合餌し，摂餌しないス

テージであるプエルルスの期間は給餌しなかった。ま

た，試験期間中はアルテミアの給餌は行わなかった。
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銅育方法，飼育環境，測定方法および測定項目につい

ては，アンピシリンによる薬浴濃度を40mg/lとした

地は，すべて前述の実験 1と開様としたが，プエルル

スと稚エピについては測定項目のうち CWは測定し

なかった。なお，プエルjレスと稚エピは脱皮殻を用い

て測定した。

ムラサキイガイの栄養分析

栄養分析用のムラサキイガイ生殖巣の採集は，試

験開始から稚エピ 2齢に達するまでの期間が成熟卵巣

/R，成熟精巣区，未成熟誌の最も遅い備体でそれぞれ

76B間， 137日間， 108日間であったことから，成熟卵

巣区と未成熟区は試験期間中に 3田，成熟精巣区は 4

回に分けて実施した。 l回の生殖巣の採集量は，成熟

卵巣区と成熟精巣区では50g以上，生殖巣が薄いた

め多くの個体数が必要な未成熟度では30g以上を目

安とした。採集したムラサキイガイの殻長は，成熟卵

巣区が82.8土9.8mm，成熟精巣区が82.6:!:9.1 mm，未

成熟区が79.9土9.2mmであった。 GI値は，成熟卵巣

i玄が0.35:!:0.14，成熟精巣症が0.47:!:0.17，未成熟区が

0.11:!: 0.04であり，成熟精巣区>成熟卵巣包>未成熟

区でそれぞれ有意差が見られた。栄養分析用餌料の分

析までの保存方法，栄養分析方法，分析項目は前述の

実験 1と悶様とした。

統言十解析

2群の差は ιtestで，多群における区間差は Tukey-

Kramer's testで有意水準を 5%に設定して検定した。

なお，実験 1の栄養分析には繰り返しがなかったた

め，統計的検定を実施しなかった。

結果

実験成熟度の異なるムラサキイガイ生殖巣を餌

料とした飼育試験

生残と成長

成熟区および未成熟区とも死亡した個体はなかっ

た。 14齢と 15齢の脱皮間隔，および13~16齢の BL，

CL， CW， CW  /CLをTable1に示した。 14齢の脱皮

部隔は試験区間で、有意差が無かったが， 15齢は成熟区

が13.0土1.2日，未成熟区が16.8土2.2日となり，前者で

有意に短かった。いずれの体サイズの測定項目でも豆

聞に有意差はなかったが，脱皮;拾が進行するに従い，

未成熟区より成熟区の方が体サイズが大きくなり，

その差が徐々に広がる傾向を示した (ιtest;14， 15， 16 

歯告:BL， P=0.772， 0.527， 0.357; CL， P=0.793， 0.550， 0.381; 

CW， P= 0.700， 0.474， 0.333; CW  / CL， P= 0.4 7 4， 0.283， 

0.203) 0 14から 15齢および15から 16齢への脱皮時の

BL， CLおよび CWの成長率(%)は，いずれも成熟

区の方が未成熟区と比較して有意に高い値を示した

(Fig.1)。

ムラサキイガイの栄華分析

グリコーゲン， t:fl脂肪，脂質の分析結果を Table2 

に，脂肪酸とアミノ酸の分析結果を Table3に示した。

グリコーゲンは成熟豆よりも未成熟区の方が1.8錯多

く含有していたが，粗脂肪含量は成熟区の方が未成

熟区よりも1.3倍多かった。組脂肪の中でも中性脂質

は成熟区の方が未成熟区より1.6倍多く含まれ，極性

脂質は成熟区と未成熟区で大差ない含量であった。Jfl

性脂質中のトリグリセライド含量は成熟区が未成熟医

Table 1. Growth of phylIosoma larvae of ]apanese spiny Iobster fed with mature gonad (MG) and immature gonad (IG) of 
blue mussels (Experiment 1ち

Intermolt period Body length (BL) 
Cephalic shield Cephalic shield 

CW/CL 
Instar Food length (CL) width (CW) 

(mm) (mm) (mm) (%) 

13 MG 1-13~ 1O.2:!: 0.6 7.7土0.4 4.0:!: 0.4 51.9:!: 1.9 

IG 2-16$ 10.2:!: 1.1 7.7:!: 0.9 3.9 0.6 51.0土2.0

14 MG 15.0:!: 1.6 11.0:!: 0.7 8.2:!: 0.5 4.3 :!: 0.4 52.5:!: 1.2 

IG 15.8:!: 1.1 10.8:!: 1.3 8.1:!: 0.9 4.2:!: 0.7 51.3 :!: 3.2 

15 MG 13.0:!: 1.2 11.7:!: 0.6 8.8土0.5 4.6:!: 0.4 52.1 :!: 1.5 

IG 16.8:!: 2.2* 11.3 :!: 1.4 8.5:!: 1.1 4.3:!: 0.7 50.7土2.3

16 MG 12.6:!: 0.8 9.4 0.6 5.0:!: 0.5 52.7 :!: 1.6 

IG 11.8土1.6 8.9:!: 1.2 4.5:!: 0.8 51.0 :!: 2.2 

#Five phyllosoma larvae of instars 14-16 were individually reared in 1-1 containers and fed with the respective gonacls. 
SIntermolt periocls for instar 13 inclicate the tim巴 (clays)requirecl for the phyllosoma larvae to clevelop企ominstar 13 to instar 14. 
* Significant clifferences (ιtest; P < 0.05) between the larva巴atth巴sameinstars fecl with MG ancl IG. 
Data~ mean土standardcleviation. 
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実験 2:成熟した卵巣と精巣および未成熟のムラサ

キイガイ生殖巣を餌料とした調官試験

生残と成長

供試した 5個体のうち，鯨の原基が出現し， 1聞

の脱皮でプエルルスへ変態する最終齢フイロソーマ

(Final phyllosoma， FP)，プエルルス (Puerulus，P) 

および誰エピ (Firststage juvenile， ]1)に達した個体

数は，成熟卵巣区がJII&に5尾， 4尾， 3尾，成熟精巣

区が4尾， 3尾， 2尾，未成熟区が4尾， 3尾， 3尾であっ

た。 20，21齢， FPに達する 1つ前の齢(B1)， FP， P， 

および]1に到達したふ化後日数とそれぞれの脱皮関

隅， BL， CL， CW， CW  /CLをTable4に示した。成

熟卵巣区において FP，P，]1に到達したふ化後日数は，

成熟精巣医と未成熟区に比べて有意に短かった。脱皮

間隔については， 21齢で成熟卵巣区 (13.6:t1.7B)が

成熟精巣ほ(16.4土1.7日)より有意に短かった他はい

ずれの脱皮齢およびステージでも広間の多重比較では

は見られなかった。また， FPに達した脱皮齢

では成熟卵巣区 (22.6土1.1齢)が成熟精巣毘 (24.8:t 

1.3齢)より有意に小さい値であり，未成熟区 (24.5土

0.6齢)と比較しでもより早い脱皮齢で FPに達する傾

向 (ANOVA;P=0.021)が見られた (Fig.2) 0 

体サイズ測定項目ではいずれも区間の有意差はな

かったが，B1から FPにおける脱皮当たりの成長率

は，成熟卵巣区が他の 2[玄に比べて高い{頃向を示し

(ANOVA; BL， P=0.053; CL， P=0.034; CW， P=0.198)， 

FPから Pへの変態前後での成長率では，成熟卵巣[R

が他の 2[Rに比べて体サイズの減少が少ない{頃向を示

した (ANOVA;BL， P=0.058; CL， P=0.307; Fig. 3)。一方，

Pから]1への成長率には区間で大差はなかった。

ムラサキイガイによるイセエピ幼生の飼育
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ムラサキイガイの栄養分析

グリコーゲン，程脂肪および脂質組成の分析結果

をTable5に，日旨肪酸およびアミノ酸組成の分析結果

をTable6に示した。グリコーゲン合最は思聞で有意

差はなかったが，粗脂肪含量では成熟卵巣註が地の 2

区より有意に高い値を示した。粗脂肪のうち中性脂質

含量は，成熟卵巣区が他の 2つの餌料と比較して有意

に高い2.0~2.6倍の含量で，極性脂質は成熟卵巣区と

成熟精巣誌が未成熟区に比べて有意に多い含量であっ

た。また，中性脂質のうちト 1)グリセライドは成熟卵

巣区が他の 2 つの餌料の5.7~5.8倍も多かった。脂肪

酸組成のうち n-3HUFA含量は，成熟卵巣涯と成熟精

巣区が未成熟区より有意に高い値であった。 n-3託UFA

のうち， EPA含量は成熟卵巣毘>成熟精巣区>未成

熟区の関係が見られたが， DHA含量は餌料開で差が

無かった。遊離アミノ酸中の必須アミノ酸含量(EAA)

Fig. 1. Growth rates of phyllosoma larvae of ]apanese 

spiny lobster fed with mature and immature gonads of 

blue mussels in Experiment 1. A， body length; B， cephalic 

shield length; C， cephalic shield width.随， mature gonad; 

immature gonad. Growth rate = (increase in the body 

size during ecdysis)j(body size before ecdysis) X 100. Each 

value and vertical bar indicate the mean and standard devia句

tion， respectively (n認 5).* Significant differences between 
the larvae at the same instars fed with mature and imma-

ture blue mussel gonads (t-test; P < 0.05). 

Instar 

より 2.5倍多かった。脂肪酸組成では， n-3高度不飽和

脂肪酸 (n-3HUFA) の含量は成熟区が未成熟思より

1.6倍多く，この内 EPAは成熟区が未成熟毘の1.7倍，

DHA は成熟医が未成熟区の1.4倍多かった。遊離アミ

ノ酸合最では，必須アミノ酸 (EAA)，非必須アミノ

酸 (OAA) ともに成熟区と未成熟度で、大差なかった。
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Table 2. Proximate compositions of mature and immature gonads of blue mussels in Experiment 1ネ

Glycogen Crude lipid Neutrallipid Polar lipid Triglycerides 

Food (g/100 g dry (g/100 g dry (g/100 g dry (g/100 g dry (g/100 g dry 

matter) matter) ma社er) matter) matter) 

Mature 
川市ole 2.69 14.85 7.39 7.46 5.10 

gonad 
Ovary 2.81 18.28 10.85 7.44 8.83 

Testis 2.55 10.66 3.17 7.49 0.54 
舟叫 ー 問 視明白山ー---柑叫

Immature 
4.85 11.27 4.75 6.52 2.02 

gonad 

could not be detennined for blue mussels with immatur・egonacls. 
11 = 1 for巴achanalysis. 

Table 3. Contents of certain fatty acids and amino acids in mature and immature gonads of blue mussels in Experiment 1 * 

EPA EAA OAA 
Food (g/100 g dry 

matter) 

DHA 
(g/100 g dry 

matter) 

n-3HUFA 

(g/100 g dry 
ma伐er)

(mg/100 g dry 

matter) 

(mg/100 g dry 
ma役er)

Mature 
gonad 

Immature 

gonad 

羽市ole

Ovary 

Testis 

2.09 

2.50 

1.59 

1.22 

1.86 

2.00 

1.69 

1.29 

* Sex could not be determined for blue mussels with immature gonads. 
11 = 1 for each analysis. 

4.14 

4.71 

3.43 

2.64 

430.51 

317.42 

568.74 

462.23 

6014.91 

5618.47 

6499.44 

6193.06 

Table 4.Growth ofjapanese spiny lobster Eluring the larval an2d りjuvenile stages fed with mature ovary (MO)， mature testis 
(MT) and immature gonads (IG) of blue mussels (Exper初日nt

Number Days after・ Intermolt B l 
Cephalic cephalic 

Instar and 
Foocl oflarvae hatching periocl 

ody 

(Bυ 

ength 
shield length shield width CW/CL 

stage 
survivecl 

(CL) (CW) 

(c1ays) (c1ays) (mm) (mm) (mm) (%) 

MO 5 245.0 2-14* 22.1 ::t 2.5" 15.4 ::t 1.3" 8.9::t 0.9" 57.5::t 1.7" 

20 MT 5 245.0 ふ14* 20.8::t 2.0" 14.6土1.0" 8.3 ::t 0.7" 56.5土1.3"

IG 5 245.0 3-18< 19.8::t 0.9" 14.1土0.6" 7.9 ::t 0.4" 55.8土0.8"

MO 5 252.0ニt4.9" 13.6::t 1.7" 25.2土3.8" 16.7::t 1.6a 9.7土1.0" 58.0::t 1.6" 

21 MT 5 254.6土3.2" 16.4 ::t 1.7b 22.6土2.4" 15.6::t 1.1a 8.9::t 0.9" 57.2::t 1.5そ

IG 5 255.6土6.7" 15.0 ::t 1.0" 21.7土1.3" 15.1 ::t 0.6" 8.5::t 0.5" 56.2::t 1.0" 

MO 5 265.5::t 10.6" 12.0土1.8" 26.6::t 1.5" 17.5::t 0.7" 10.4土0.6" 59.1土1.6"

B1 MT 4 298.0::t 22.5b 13.0土1.4" 29.2土2.2" 18.5::t 0.8" 10.9会 0.6a 58.7土0.7"

IG 4 294.5土7.0" 14.5土2.5" 27.5土1.4" 17.9::t 0.2" 10.3こt0.2" 57.5 ::t 0.7" 

MO 5 271.8::t 15.1" 15.8士1.5" 31.9 ::t 1.2" 19.4ニtO 11.4 ::t 0.5" 58.8::t 1.3" 

FP MT 4 311.0::t 23.1b 17.0土2.0" 32.6土0.9" 19.9土0.6" 11.7::t0.4" 58.8ニt1.0" 
IG 4 309.0::t 7.5b 16.0土1.0" 31.2 ::t 0.9" 19.2土0.5" 11.1 ::t 0.2" 57.7 ごと 0.5" 

MO 4 285.5太 16.8" 14.3::t 1.5" 20.5土0.9" 7.7::t0.7" 

P MT 3 338.7土12.5b 15.0::t 1.4" 20.3会 0.7" 7.5::t 0.2" 

IG 3 322.0土5.3b 13.7::t 1.2" 19.7 ごと 0.5" 7.4 ::t 0.1" 

MO 3 294.3::t 15.2" 12.0土1.4" 21.3 ::t 0.8" 7.6::t 0.4" 

11 MT 2 356.5土14.8b 13.0土2.8" 21.9土0.8" 7.5::t 0.2" 

IG 3 335.7士4.6b 13.7::t 1.5" 20.9ゴ-0.8" 7.3::t 0.2" 

of the five phyllosoma larvae合ominstar 21 phyllosoma to the first田stagejuvenile was indiviclually reared in 1-1 containers ancl fed 
with the respective gonads. No food was supplied during the puerulus stage since this is a no紅白feedingstage. 
ネ

Intermo1tperiods in instar 20 show the time (days) required for the five phyllosoma larvae to develop from instar 20 to the instar 21. 
Data = mean ::t standard deviation (11 = 2-5). 
B1， instar before molting to the final-stage phyllosoma; Fp， final-stage phyllosoma; p， puerulus;]1， first-stage juvenile. 
Significant differences between the results obtainecl from the larvae at the same instars and stages fed with respective mature ovaries， 

mature testes， ancl immature gonads of blue mussel are indicated by 【lifferentsuperscripts (ANOVA & Tul王ey-Kramertest; Pく 0.05).



ムラサキイガイによるイセエピ幼生の錆背 15 

28.0 

26.0 

司

ti 24.0 
C 

22.0 

20.0 
Mature ovary Mature testis Immature gonad 

Fig. 2. Number of instars required to reach the final-stage 

phyllosoma in the case of ]apanese spiny lobster fed with 

mature ovary and testis and immature gonads of blue mus-

sels in Experiment 2. Each value and vertical bar indicate 

the mean and standard deviation， respectively (n; 4-5). 

Significant differences between the resu1ts obtained from 

the Jarvae at the same instars and stages fed with matur・e

ovaries， mature testes， and immature gonads of blue 

mussel were used are indicated by different superscripts 

(A1ぜOVA& Tukey-Kramer test; Pく 0.05).

と非必須アミノ酸 (OAA)含量はいずれも銅料開で大

差はなかった。

考察

これまでにイセエピフィロソーマ吊の餌科として，

ムラサキイガイ生殖巣の他にアサリ，スルメイカ，サ

クラエピ，シラス，アナゴのレプトケフアルス，カキ

やヒオウギガイの貝柱，ホッコクアカエピ等が短期間

の館脊試験や摂餌試験に使用され，餌料価値が検討さ

れたが，ムラサキイガイ生殖巣に勝る餌料は見いださ

れなかった(日本栽培漁業協会 2002，2003)0中でも

サクラエピについては，アルテミアと併用する条件で

ふ化技258B齢までの長期間の錦背試験でムラサキイ

ガイ生殖巣と比較されたが サクラエピの方が成長は

避し最終的にプエルルスには達しなかった(橋本・

村上 2003;Murakami et al. 2007) 0したがって，現在

でもイセエピ幼生のふ化から稚エピまで育成可能な鮪

料は，アルテミアとムラサキイガイ生殖巣を併用する

餌料系列が唯一の条件である。

イセエピフイロソーマの餌料としてムラサキイガ

イ生殖巣を初めて利吊したのは，人工飼育による椎

エピ生産の初記録の際である (Yamakawaet al. 1989; 

Kittaka and Kimur・a1989)。イセエピ類他種のフイロ

ソーマにムラサキイガイ生殖巣が使用された最初の

録は， 1972年に Panulirusinterruttusの初期フィ

ロソーマ (StageI~V) でアルテミア，イトミミズ

類 (Tubi伽)，ウニ類の卵 (Lytechinuseggs) ，クシク

ラゲ類(ctenophores)，ヤムシ類(chaetognaths)， 
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Fig. 3. Growth rates of Jarval and juveniJe stages of 

]apanese spiny lobster fed with mature ovary， mature 

testis and immature gonads of blue mussels in Experiment 

2. See Table 4 for the detai1s of the instars and stages. A， 

body length; B， cephalic shield Jength; C， cephalic shield 

width.圏， matu陀 ovary;~， mature testis;口i立lma-

ture gonad. Growth rate ; (increase in body size during 

ecdysis) / (body size before ecdysis) x 100. Each value 

and vertical bar indicate the mean and standard deviation， 

respectively (n; 2ω5). Significant differences between 

the resu1ts obtained from the Jarvae at the same instars 

and stages fed with mature ovaries， mature testes， and 

immature gonads of blue musseJ are indicated by different 

superscripts (ANOVA & Tukey-Kramer test; P < 0.05). 

魚類のf子魚とともにムラサキイガイ生殖巣恨のtilus

gonad) を用いた飼育試験が報告されている (Dexter

1972)。また，日本では1986年にウチワエピ Ibacus

ciliatω のフイロソーマでアルテミアとムラサキイ

ガイ生殖巣の併用による飼育試験が実施されてい

る(松田ら 1987)0 Jasus lalandii (Kittaka 1988)， ]. 
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Table 5. Glycogen and lipid contents in mature ovary， matm司etestis and immature gonads of blue mussels used in 
Experiment 2 * 

Glycogen Crude lipid 
Food (g/100 g dry (g/100 g dry 

ma仕er・) ma仕er)

Mature ovary 17.5 :t 2.5a 16.1 :t 0.8a 

Mature testis 17.6:t 2.8a 10.3:t 1.3b 

Immatm・egonad 20.6:t 8.3a 10.1 :t O.4b 

不 SexcOlllcl not be cleterminecl for bllle mllssels with immatllre gonacls. 
Each vallle inclicates the mean土 stanclarclcleviation (11 = 3叫 4).

Neutrallipid Polarlipid Triglycerides 

(g/100 g dry (g/100 g dry (g/100 g dry 
matter) matter) matter) 

9.2:t 1.2a 6.9:t 0.3a 7.3:t 1.4a 

3.5:t 1.5b 6.8土 0.3a 1.3:t 1.6b 

4.5土 0.3b 5.6土 0.3b 1.3:t 1.0b 

Significant clifferences between matllre ovaries， matllre testes. ancl immatllre gonacls of bllle mllssel are inclicatecl by clifferent 
sllperscripts (釧OVA& TlIkey-Kramer test; Pく 0.05)

Table 6. Contents of certain fatty acids and amino acids in mature ovary， mature testis and immature gonads of blue 
mussels in Experiment 2 * 

EPA DHA 
Food (g/100 g dry (g/100 g dry 

ma杭er) ma社er)

Mature ovary 2.6 O.la 1.2 :t 0.3a 

Mature testis 1.9土 0.2b 1.2 :t 0.3a 

Immature gonad 1.3 :t 0.1 c 0.9 :t 0.2a 

ネ SexcOllld not be clet巴rmineclfor bllle mllssels with immatllre gonac1s. 
Each vallle inc1icates the mean土 stanclarclc1eviation (11 = シ4)

n-3HUFA EAA OAA 

(g/100 g dry (mg/100 g dry (mg/100 g dry 
matter) ma仕er) ma仕巴1・)

3.9:t O.4a 786.2 :t 125.2a 5071.5:t 839.7" 

3.2 :t0.5a 973.7:t 108.9a 6475.1 :t 1045.9" 

2.4 :t 0.1 b 1068.2土 385.7a 6186.3:t 731.6" 

Significant differences between matllre ovaries， matllre testes. anc1 immatllre gonac1s of blue mllssel are inc1icatecl by c1ifferent 
sllperscripts (釧OVA& TlIkey-Kramer test; Pく 0.05)

novaehollandiaeとJedwardsiiのhybrid(路ttakaet al. 

1988). Palinurus elePhαs (Kittaka and Ikegami 1988) 

およびJedwardsii (Booth 1995， Ritar et al. 2006) の

フイロソーマの銅育例でも アルテミアとともにムラ

サキイガイ生賠巣を餌料として利用することにより，

プエルルスまたは稚エピまでの人工飼育を成功に導い

ている O これらの報告では生残率が非常に低く不安定

であるため，ムラサキイガイ生殖巣がなぜブイロソー

マの飼育に有効であったのかは検討されていない。

南伊豆栽培漁業センターでは，近年錦背水の減一菌

処理技術や光環境の市IJ御などの飼育環境維持技術を改

善することにより， 500尾以上の枇エピを生産できる

まで錦育技術が向上してきた(村上 2010)。そこで本

研究で、は，成熟度の異なる，あるいは雌雄日iJのムラ

サキイガイ生殖巣を用い，イセエピの中期フイロソー

マ(ふ化後123日)と後期フィロソーマ(伺245日)

の成長に対する給餌効果を検証した。中期フイロソー

マを舘用した実験 Iでは，成長期，成熟期，放出期

の卵巣と成長期の精巣を給餌する成熟区とうた分化期，

分化初期の生殖巣を給銅する未成熟包で成長特性を比

較し，試験開始から 2回呂の脱皮間隔は成熟区が有意

に短く，脱皮成長率においても成熟医の方が有意に高

い成長を示すことを明らかにした。また，後期フィロ

ソーマから稚エピまでの実験2では，成熟期，放出期

の卵巣(成熟卵巣区)および精巣(成熟精巣i玄)と，

放出後期，退行期，未分化期，分化初期の生殖巣(未

成熟i玄)をそれぞれ給餌する 3試験区で成長特性をよヒ

較したところ， FPに達した税皮齢は成熟卵巣区が最

も王手く， FP， Pおよび]1に達したふ化後日数は，未

成熟の生殖巣や成熟した精巣よりも成熟した卵巣を餌

料とする方が40~60日も短縮されることが分かった。

抗atsudaand Takenouchi (2006)はイセエピフイロソー

マを止水錦育(毎日全換水)によって推エピまで儒

3iJ飼育し，アルテミアとムラサキイガイ生殖巣の{井用

給餌による鋼体別の成長特性について報告している O

本研究で得られた結果と比較すると，中期フィロソー

マにおける成熟区の脱皮問調や脱皮齢に対する体長の

関係については遜色ないかやや優れた結果であり，後

期フィロソーマにおける成熟那巣区の体長や成長量は

拡atsudaand Takenouchi (2006) の結果の中でも最高

レベルに位置する成長特性を示した。本研究の個別餌

育では，成長に対してより効果の高いムラサキイガイ

生殖巣を単独給調したことが高成長率を得た主な要問

と考えられる O

ムラサキイガイ生殖巣の栄養分析結果から，成長

が劣っていた未熟な生殖巣で含量が高い傾向が見られ

たのはグリコーゲンであり，いずれの餌料でも大差な

かったのがアミノ酸であった。成熟した精巣や未熟な

生殖巣は，成熟した卵巣より脂質ヤ指訪酸の含量が少

なく，フィロソーマの成長は劣っていたものの，プエ

ルルスや稚エピに達するまで生残した個体が確認され

たことから，フイロソーマの最低の栄養要求は満たし
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ていたものと考えられた。…方，成長が優れていた成

熟した卵巣中には，成熟した精巣や未熟な生殖巣によと

べて中性脂震特に i、1)グリセリドや n-3HUFA，EPA 

の含量が有意に高いことが分かった。他の甲殻類幼生，

例えばクルマエピ(Jonse et al. 1979 ;手島 1984;金

津 1996)やガザミ類 (Hamasakiet al. 2002; Supra戸ldi

et al. 2004) においても n-3HUFA(DHA， EPAなどの

必須脂肪酸)が成長や変態に有効とされている。また，

他のイセエピ類である P.cygnusの天然海域における

最終期フィロソーマでは，一定以上の脂質を蓄積する

重要性が指摘されており，これに続く無摂餌期間であ

るプエルルス嬬には祇エピに達するまでの問徐々に脂

質が消費されることも示唆されている (PhilIipset al. 

2006)0本研究では，ムラサキイガイの成熟した精巣

や未成熟な生殖巣は，成長が劣るもののプヱルルスや

稚エピに速するための最低限の栄養源は満たしていた

ものと推察されるが，イセエピフィロソーマの成長に

対する餌科価値としては 成熟した卵巣が最も成長に

有効で，優れているものと考えられる O

本研究により，ムラサキイガイ~三瀬巣中の中性脂

質や時間J酸がイセエピフイロソーマの成長に対して有

効かつ重要であることが示陵された。近年著者らが実

施したムラサキイガイ生殖巣の保存方法の検討におい

ては，冷凍保存した生殖巣を解凍して餌1~1として能用

するとアミノ酸の流失が著しく，アミノ酸の欠乏によ

る成長への悪影響も示11変されている(竹内 2010)0 ま

た，フイロソーマは飼育水中に存在するアミノ酸を体

内に取り込むことにより成長を促進することも明らか

になりつつある (Soylemezet al. 2010)。さらに，ム

ラサキイガイとイガイ Mytiluscoruscusの生殖巣を餌

料ーとした飼育試験においては，栄養組成がムラサキイ

ガイとほぼ同等であるにもかかわらず，イガイ生娘巣

の餌料鏑{産が著しく劣ることから，ムラサキイガイ生

殖巣の物性がフイロソーマの口器の構造も含めた摂餌

生態(大島 1936) にマッチしていると推論した(竹

内 2010)。今後イセエピ稚エピの量産技術の確立を目

指すためには，フイロソーマの成長に有効な栄養成分

を含むとともに，その物性にも配慮した人工飼料の開

発を進めること(竹内 2010)が重要である O

要約

イセエピフイロソーマ幼生に対するムラサキイガイ

生殖巣の栄養髄{践を検証するため，成熟度の異なる，

あるいは雌雄日リの生殖巣を中期および後期フィロソー

マに給餌する鰐育試験を実施し成長比較を行った。そ

の結果，未熟な生殖巣や成熟した精巣よりも成熟した

卵巣の方が成長が優れ，脱皮間隔も短縮される関向が

みられた。給餌したムラサキイガイの栄養分析結果か

ら，中性脂質や n-3高度不飽和脂訪般の含量が豊富な

ことが，餌料価値を高めた要閣であることが明らかに

なった。
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と竹内泰介研究員に感謝の意を表する。本稿を取り
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る。また，本研究を実施する機会を与えていただいた

独立行政法人水産総合研究センター南伊豆栽培漁業セ
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