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クルマエビ母エビ養成実用化試験 －平成 20 年度実用化規模での群飼育－  杉山昭博・當間佳人＊ ＊：嘱託職員  安定したクルマエビ養殖を実現するため、母エビを人工的に育成して良質な種苗の安定確保を目指す。  材料及材料及材料及材料及びびびび方法方法方法方法     平成 19 年に種苗生産し、屋外 280 トン水槽 2 面で飼育していた養成エビと民間養殖場から購入した雌雄親エビ（平均体重：約 30ｇ以上）を、雌は焼いたピンセットで片側眼柄焼灼して屋内産卵水槽（容量：80トン）に収容した。屋内水槽で交尾させるため、水槽底にはエビが潜れる程度に全面砂を敷き（水槽 No.4 は砂を敷かず、コンクリート底）、給水パイプは水面下に水没させて音と振動を減じ、排水枡内に立ち上がった排水パイプからの排水音と振動をできる限り減じるため、パイプ出口近くまで排水を貯めた。餌は屋外水槽では市販の配合飼料を投与した。屋内水槽では市販の育成用、成熟用配合飼料、冷凍剥きアサリ（ボイル）、冷凍カタクチイワシ、ムロアジ、スルメイカを、さらに甲殻類として冷凍桜エビやアカアミ、アルテミアふ化幼生を与えた。またゴカイ類は活、冷凍、または化学処理して投与した。化学処理方法は活ゴカイ 1kg に対して 20ppm 塩化ジデシルジメチルアンモニウム水溶液、または 100ppmニフルスチレン酸ナトリウム水溶液、または 40ppm 塩酸オキシテトラサイクリン水溶液各 1,000ml を加えて 1 昼夜浸漬した後投与した。  水槽 No.1 の 1 回目飼育は平成 20 年 3 月12 日から 7 月 30 日まで合計雌：491 尾、雄：158 尾を収容した（斃死状況で雌雄比を調整）。2 回目の飼育は 8 月 14 日から 12月 11 日まで合計雌：132 尾、雄：233 尾収容した。3 回目の飼育は 12 月 24 日から平成 21 年 2 月 5 日まで合計雌：144 尾、雄：83 尾収容した。  水槽 No.2 の 1 回目の飼育は平成 20 年 3月 4 日から 7 月 22 日まで合計雌：395 尾、雄：301 尾収容した。第 2 回目の飼育は 8月 14 日から 11 月 10 日まで合計雌：107 尾、雄：125 尾収容した。3 回目の飼育は 11 月18 日から平成 21 年 2 月 26 日まで合計雌：161 尾、雄：125 尾収容した。  水槽 No.3の 1回目の飼育は 3月 4日から7 月 4 日まで合計雌：485 尾、雄：252 尾収

容した。2 回目の飼育は 8 月 14 日から 11月 10 日まで合計雌：104 尾、雄：127 尾収容した。3 回目の飼育は 11 月 18 日から平成 21 年 2 月 26 日まで合計雌：159 尾、雄：125 尾収容した。  水槽 No.4 の飼育は 11 月 18 日から 12 月24 日まで合計雌：161 尾、雄：133 尾収容した。  採卵方法は夕方、水槽にサイホンホースとネットを設置して翌朝回収した。屋内水槽は 12 時間照明（午前 6：00～午後 6：00）で、水温は 19℃～25℃間に深層水、表層水とボイラー加温海水で調節した。  産卵数は容量法で産出し、卵質の指標として卵径、ふ化率（％）、および無給餌生残指数(SAI:survival activity index)を求めた。  SAI=Σ〔（Ｎ－hi） i〕／N （ただし N は幼生数、hi は i 日目の累積斃死数、Σは生残尾数が 0 になるまで継続） 卵径は約 100 粒／サンプル、ふ化率と SAIは数十個の卵／例、6 例／サンプルを設定して平均値を求めた。なお、SAI のための飼育温度は約 21℃である。斃死個体は毎朝飼育水槽から回収した。  結果及結果及結果及結果及びびびび考察考察考察考察     屋内水槽 No.1 の産卵状況は図 1 に示すとおりである。産卵数は最高 6,667（粒／雌 1 尾、5/4）で、5 月中旬頃から次第に減少した。卵径は 300μm 前後で推移したが、飼育群によって変動が大きい。  ふ化率と SAI は図 2 に示すように大きく変動した。ふ化率は 1 回目飼育開始当初から変動が大きく、5 月は 60～80％前後で推移したが、6 月に入ってから再び変動が大きくなった。2 回目、3 回目の飼育でも大きな変動が見られた。SAI は 1 回目の飼育当初は 20 前後であるが、次第に低下し、5 月、6月は大きく変動しながら20前後まで回復した。2 回目と 3 回目の飼育ではふ化率とほぼ同じように変動した。ふ化率、SAI ともに変動が大きくて、その間に与えた餌との関係を推測することが困難である。  屋内水槽No.2の産卵状況は図 3に示すとおりである。産卵数は最大で 4,388（粒／雌 1 尾、5/4）であるがその後減少し、6 月に入って増加傾向が見られる。卵径は 300－9－



沖縄深層水研報 9号（2011） μm 前後で推移した。ふ化率と SAI は図 4に示す。水槽 No.1 の場合と同様ふ化率、SAIとも大きく変動したが、SAI の変動は水槽No.1 ほどには大きくなかった。すなわち、1 回目の飼育では開始直後は 15～20 前後、4 月下旬に大きく低下し、その後増加して再び 20 前後まで回復した。ふ化率もほぼ同じように変動している。2 回目の飼育はふ化率、SAI ともに大きな変動が見られた。3回目の飼育ではふ化率は 50～70％前後、SAI は 15～20 前後で推移した。その間投与した餌との関係を推測することは水槽No.1 と同じく困難である。  水槽No.3の産卵状況は図 5に示すとおりである。1 回目飼育の最大産卵数は 6,503（粒／雌 1 尾、5/25）であるが、7 月 4 日の飼育終了時まで比較的多くの産卵が見られた。なお、2 回目飼育中の 11 月 10 日に11,857（粒／雌 1 尾）の産卵が見られたが、この時収容尾数は雌：7 尾、産卵数：83,000（粒／雌 1 尾）であった。卵径は飼育期間を通して 300μm 前後である。ふ化率と SAIは、図 6 に示すように 1 回目飼育のふ化率は 3 月下旬頃低下したが、その後回復して80％前後である。SAI は 4 月に低下するが、全体的には 15～20 で変動した。2 回目の飼

育ではふ化率、SAI ともに大きく変動した。3 回目の飼育ではふ化率 40～80％、SAI15～25 で推移した。  水槽 No.4 の産卵状況は図 7 に示すように、11 月～12 月の短期間である。産卵数はいずれも 1,000（粒/雌 1 尾）以下で、卵径は 300μm 前後、ふ化率と SAI は飼育 9、10日目にそれぞれ77と 54％、17と 21であり、その後は未受精卵を産出して、ふ化率は 0％である。   要約要約要約要約 1) クルマエビ母エビ養成技術の実用化を目指し、群飼育試験を行った。 2) 雌雄同居して水槽内で交尾させ、長期間の卵質変動を調べた。 3) 同じ親エビの長期間飼育においてふ化率や SAI に大きな変動が見られた。  今後今後今後今後のののの課題課題課題課題  同じ親から産出された卵のふ化率や SAIに大きな変動が見られ、この原因の一つとして餌が関係しているのではないかと推測している。今後餌の影響を詳しく調べる必要がある。                              －10－
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