
C U R R E N T
[ カ レ ン ト ]

15
Vol.4 No.4

財 団 法 人黒 潮 生 物 研 究 財 団

C U R R E N T ,  V o l . 4 ,  N o . 4 ,  J a n . ,  2 0 0 4



3 CU R R E N T
Jan. 2004 Vol .4 No.4CU R R E N T

Jan. 2004 Vol .4 No.4

4

　当研究所ではサンゴの増殖技術を研究してい

ます。前ページの林の記事「クシハダミドリイシ

の飼育法について」などはその成果の一部で、

毎年夏に海でサンゴの卵を採集して、水槽で大

きなサンゴになるまで育てるにはどうすればいいか、

様々な工夫をしているところです。

　この研究で扱っているサンゴは、沖縄やグアム、

グレートバリアリーフなど、暖かくて浅い海を中

心に棲む「造礁サンゴ」と呼ばれるサンゴです。

造礁サンゴは体の中に褐虫藻と呼ばれる単細胞

の植物を無数に飼っていて、これが太陽の光を

浴びて光合成を行うためにとても成長が速いことは、

本誌Vol.4,No.1とNo.2の「サンゴ学入門」で紹介

しました。造礁サンゴはその成長の速さによって

「サンゴ礁」という地形まで造り出しますが、そ

こに棲む生き物たちが織りなす景観の美しさ、地

球温暖化に対抗する二酸化炭素吸収源としての

可能性、オニヒトデなどの食害生物や高水温な

どによって多くのサンゴ礁がダメージを受けてい

るという報道など、マスメディアに登場する機会

の多い、まさに「陽のあたる」サンゴ達です。

　ところで、サンゴの仲間には造礁サンゴと違っ

て共生藻を持たず、光を必要としないものもいま

す。これらのサンゴの多くは、造礁サンゴや海藻

など光を必要とする生き物にとって暗すぎる深い

海や岩陰など、光のあまり当たらないところに棲

んでいます。とりたててマスメディアに取り上げら

れるような話題もなく、あまり人に知られていない、

「陽のあたらない」サンゴ達です。でも、写真1

を見てください。こんなにきれいなサンゴ達が、

海の中にはひっそりと暮らしているのです。

　「陽のあたらないサンゴ」にはいくつかのグル

ープがあります。まず、ほとんどの造礁サンゴと

近縁な、イシサンゴの仲間。イボヤギやキサンゴ

など、石灰質の硬い骨格を持つサンゴで、赤や

オレンジ色のものと黒や暗緑色のものがあります。

次にソフトコーラルと呼ばれるウミトサカの仲間。

硬い骨格を持っていないので柔らかいのが特徴で、

イシサンゴと同じように褐虫藻を持っているものと

持っていないものがいます。褐虫藻を持たない

ウミトサカには、カリフラワー形や樹状で鮮やか

な色彩のものが多く見られます。ソフトコーラル

に近い仲間ですが、中心に軸のある枝で体がで

きているのがヤギの仲間。まるで鞭のような細長

い一本の枝だけでできているものから、細かい

網目でできたウチワのような形のものまで、様々

な形のものがあります。形はヤギによく似ている

けれども分類学的にはイシサンゴに近いツノサン

ゴの仲間も光を必要としないサンゴの仲間です。

　これらの「陽のあたらないサンゴ」達はどんな

暮らしをしているのでしょうか？私たち人間は陸上

の動物ですから、ずっと海の中にいて彼らの暮ら

しぶりを観察するわけにはいきません。そこで彼

らを海から採ってきて水槽で飼育し、観察をした

いと思います。ところが「陽のあたらないサンゴ」

達は意外に飼育の難しい生き物なのです。

　彼らはどんなところに棲んでいるのでしょうか。

餌は動物プランクトンだと言われています。比較

的強い流れのあるところに多く生息しています。

あまり明るくないところにいます。日本南部の太

平洋岸では水深10～30mより深い所でよく見られ

ます。水温は16～28℃くらいでしょう。外洋性の

岩礁地帯に棲んでいますから、水質は栄養塩が

少なく、かなりきれいなのだろうと思います。

　私が初めて「陽のあたらないサンゴ」を飼育

したのは、今から22年前、和歌山県の串本海中

公園センターという水族館の飼育係になった時で

した。水槽には常時目の前の海から汲み上げら

れた新鮮な海水が供給されていました。水温は、

冬は加温されて18℃より低くなりませんでしたが、

夏は30℃に近くなって、ちょっと高すぎました。

照明はお客さんの観覧のために点けてあります

がやや暗め。真夏の水温を除いて、当時の水族

館としてはとても良い飼育環境でした。

　この水槽に陽のあたらないサンゴ達を採集して

きて入れ、アルテミアのノープリウス幼生(ブライ

ンシュリンプ)やシオミズツボワムシなどの動物プ

ランクトン、魚やエビ、オキアミなどのミンチを餌

として与えて飼育を始めたのですが、ウミトサカ

類の早いものでは1週間程で、ヤギ類やキサンゴ

類などの比較的長持ちするものでも半年から1年

くらいでほとんどのサンゴが死んでしまいました。

それから退社するまでのおよそ18年間、担当の

飼育係としていろいろと工夫や改良をしましたが、

ようやく1年程度の飼育はできるようになったものの、

種によっては相変わらず1ヶ月も生きればいい方で、

思うような成果はあげられませんでした。

　そんな経緯がありましたので、研究所の設計

をする時に、何とか彼らの飼育ができるようにな

りたいと思い、特別の工夫を凝らした水槽を作っ

ておきました。それが写真2の水槽です。

　この水槽を使って昨年の4月から実際に彼らの

飼育を始めてもうすぐ1年になります。まだまだ改

良の余地があり

ますが、今まで

で一番うまく飼う

こ と が で き て い

ます。次回から、

その内容につい

てシリーズで書

いていきたいと

思います。

　2003年11月某日、愛媛県総

合科学博物館の山本氏からの

1本の電話に一瞬耳を疑いまし

た。なんと、瀬戸内海でタイ

マイが捕獲されたというのです。

　タイマイといえば、熱帯から

亜熱帯の暖かい海に生息し、

日本では沖縄島以南の南西諸

島のみで産卵するウミガメです。

稀に、太平洋岸や日本海岸で

捕獲されることもありますが、

これまでに瀬戸内海でタイマイ

が捕獲されたという記録はあ

りません。瀬戸内海のような

入組んだ水域にタイマイが入

り込んでしまうなんてことが本

当にあるのでしょうか？

　私は半信半疑のまま車を5

時間走らせ、愛媛県新居浜市

の漁港へ向かいました。やっ

と港に着いて私が目にしたのは、

べっ甲細工の原料にもなる斑

模様の美しい甲羅、ギザギザ

とした甲羅の縁、hawksbill tur-
tle(鷹のくちばし亀)という英名

の由来となった尖った口、そ

れは紛れも無くタイマイでした。

このタイマイは、直甲長39.5cm、

直甲幅31.1cm、体重5.85kgとま

だ子供で、10月13日に新居浜

市の約2km沖で行われていた

底引き網漁で捕まったそうです。

地元の漁師さんも、ウミガメ

が捕獲されること自体ほとんど

無いのに、中でもめずらしい

タイマイが捕れたことにとても

驚いておられました。

　この人騒がせなタイマイは、

その後の回遊経路を調べるため、

JPN30733とJPN30734と記され

た標識を装着して、高知県大

月町にある当研究所の地先で

放流しました。標識付きのタ

イマイを見つけた方はぜひご

連絡下さい。　（田中幸記）

岩瀬文人

「陽のあたらない」サンゴの飼育

瀬戸内海を泳ぐタイマイ！？ 

写真1.陽のあたらないサンゴたち

写真2.飼育水槽
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　本誌Vol.4, No.2, p.2でサンゴの受精卵を得るた

めの手法についてお話しました。今回はその続

きにあたる、採集した卵の受精、受精卵の輸送、

プラヌラの飼育についてお話したいと思います。

卵の受精について

　まず、複数の採卵器で採集してきた卵塊をあ

らかじめ用意しておいたバケツに海水ごと移し混

合します。さらに複数のバケツを使って卵塊の入

った海水を2、3回移し替えてよく攪拌したのち、

30分位静置します。この時に、卵塊は卵と精子

に分離し、他の群体の卵や精子と混じり、受精し

ます。こうして得られた卵の受精率は90％以上です。

　次に受精卵の洗浄作業を行います。卵は浮力

があるのでしばらく静置しておくと水面に集まりま

す。これを口の広い容器やピペットを使ってなる

べく卵だけを集め、新鮮な海水をはった容器に

移し換えます。この作業を2～3回繰り返して行い

ます。これによって海水中に混入している余分な

精子や粘液、海水中のゴミや浮遊生物などを除

去します。この作業を十分に行わないと粘液に卵

が絡まったり、ゴミや死亡した浮遊生物、残った

精子の腐敗による水質悪化をまねき後の生残に

大きく影響します。

受精卵の輸送について

　現在は研究所の前の海で卵の採集が行えるよ

うになったのでその必要はなくなりましたが、卵

採集を始めた当初は、採集地と受精卵の収容施

設が離れていたので、最短で６時間、最長で24

時間かけて受精卵を輸送する必要がありました。

長時間の輸送に耐えられるように考案した梱包の

方法は次の通りです(図1）。

１．洗浄の終わった受精卵を容量2～3リットルの

ポリ袋に海水ごと入れ、空気を入れずに輪ゴム

で口を閉じる。輸送中の水質悪化を防ぐため、

収容する卵の密度は1リットルあたり1000粒程度に

おさえる。

２．袋の結び目に卵が詰まらないようにするため、

さらにもう1枚のポリ袋に逆さま（口を下にする）

に入れ袋を2重にする。なお、ポリ袋は卵が袋の

隅に溜まらないように底の角を斜めにカットしたも

のを使用。

３．なるべく現場の水温のままで輸送するため、

パックした袋を保温性のあるクーラーボックスに

隙間なく詰める。隙間ができたときは海水だけ

詰めた袋で埋める。

　このような梱包を行うことで24時間程の船舶、

自動車、飛行機などによる輸送が問題なく行えま

した。

受精卵からプラヌラの飼育について

　こうして得られた受精卵を水槽に収容して、着

生するまで止水で飼育します。私たちが飼育に

使用しているのは、直径33.5cm、深さ29.0cm、水

量約30リットルの専用に製作した円柱形の水槽で

す（図2）。この水槽に水温や比重を調整した海

水を満たし、受精卵を1水槽あたり約5000粒にな

るように収容します。この水槽を温度調整したウ

ォーターバスに浮かべて水温を一定に保ちます。

　クシハダミドリイシの受精卵は海水に浮く性質

があるので、ほうっておくと水槽の際に集まって

しまいます。この状態で放置すると卵に十分な酸

素が行き渡らなくなり死亡し、飼育水を腐敗させ

てしまいます。これを防ぐため飼育水を攪拌して

卵を分散させる必要があります。

　飼育水を攪拌するには、エアストーンなどを使

林　徹

クシハダミドリイシの飼育法について －卵の受精からプラヌラの飼育まで－ 

図1. 卵の梱包
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てしまいます。これを防ぐため飼育水を攪拌して

卵を分散させる必要があります。

　飼育水を攪拌するには、エアストーンなどを使

いエアレーションをすると簡単ですが、この方法

では受精卵が気泡の表面張力で絡まりとられ気

泡が水面で弾けた際に水槽の壁に張り付き死ん

でしまうことがあるのでお勧めできません。ここで

は水槽の水面に2ヶ所から斜め方向に空気を吹き

付けて、弱い渦流を生じさせ飼育水を攪拌して

います。この方法だと卵にはほとんど物理的な衝

撃を与えず、水をゆっくりと動かすことができます。

ここでひとつ注意しなければならないのは塩分

濃度の上昇です。常に空気を吹き付けるため水

が気化しやすいので、必要に応じて蒸発した分

の淡水を滴下し、塩分濃度を一定に保つ必要が

あります。

　もし、飼育中に水質が悪化し、海水が濁ったり、

水面に油膜が浮いたりした場合は、新鮮な海水

を満たした別の水槽にピペットを使って受精卵を

移すことで換水を行います。しかし、水槽に収容

する前に受精卵をしっかりと洗浄しておけば、ほ

とんどの場合、換水は不要になります。

　25℃前後の水温で飼育した場合、受精から24

時間ほどでプラヌラになります。プラヌラになった

直後は、繊毛運動でゆっくりと回転しているだけ

ですが、時間が経つにつれて徐々に動きが活発

になり、着生できる基質があれば周りに集まり張

り付こうとするようになります。そこで、着生基質

となる着生板を水槽の中に入れます。

　我々が着生板にとして使っているのは製品名

がフレキシブルボードという新建材で、石綿が35

％、セメントが65％含まれています。この素材は、

以前東海大学の横地氏に教えていただいたもの

です。これを用途に適したサイズ（ここでは10cm

×10cm）にカットし、アク抜きをしてから使います。

　アク抜きは水槽や海に漬けておくことで行いま

すが、初めて使用する板は最低でも半年はアク

抜きしないと全くプラヌラが着生しない場合があ

ります。なお、海に沈めた場合、着生板には多く

の生物が付着しますが、この中には成長の速い

被覆性の生物やサンゴ幼体を食害する生物など

も含まれています。そこで使用する前に、板の表

面をワイヤーブラシやヘラで擦り取り、さらに、淡

水に2，3分漬けて付着生物を除去しておきます。

　着生板の水槽内への設置は図3のような方法

で行っています。このように水面からぶら下げる

ようにして設置することで、水槽内の少ないスペ

ースを有効に使うことができ、海水中を浮遊して

いるゴミやシルトが着生板の表面に積もりにくくな

ります。また、板の間の水通しも良いので、プラ

ヌラが全ての板にまんべんなく張り付きます。着

生板に張り付いたプラヌラは、触手を伸ばし骨格

形成をはじめ、1週間ほどで稚サンゴになります。

　以上、お話したそれぞれの手法は始めから確

立されていたものではなく、私たちが試行錯誤を

繰り返して作り出したものです。今後も改良を加

えていきますので、機会があればまた報告した

いと思います。

林　徹

クシハダミドリイシの飼育法について －卵の受精からプラヌラの飼育まで－ 

図2. 飼育装置

図1. 卵の梱包

図3. 付着板の設置
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　当研究所ではサンゴの増殖技術を研究してい

ます。前ページの林の記事「クシハダミドリイシ

の飼育法について」などはその成果の一部で、

毎年夏に海でサンゴの卵を採集して、水槽で大

きなサンゴになるまで育てるにはどうすればいいか、

様々な工夫をしているところです。

　この研究で扱っているサンゴは、沖縄やグアム、

グレートバリアリーフなど、暖かくて浅い海を中

心に棲む「造礁サンゴ」と呼ばれるサンゴです。

造礁サンゴは体の中に褐虫藻と呼ばれる単細胞

の植物を無数に飼っていて、これが太陽の光を

浴びて光合成を行うためにとても成長が速いことは、

本誌Vol.4,No.1とNo.2の「サンゴ学入門」で紹介

しました。造礁サンゴはその成長の速さによって

「サンゴ礁」という地形まで造り出しますが、そ

こに棲む生き物たちが織りなす景観の美しさ、地

球温暖化に対抗する二酸化炭素吸収源としての

可能性、オニヒトデなどの食害生物や高水温な

どによって多くのサンゴ礁がダメージを受けてい

るという報道など、マスメディアに登場する機会

の多い、まさに「陽のあたる」サンゴ達です。

　ところで、サンゴの仲間には造礁サンゴと違っ

て共生藻を持たず、光を必要としないものもいま

す。これらのサンゴの多くは、造礁サンゴや海藻

など光を必要とする生き物にとって暗すぎる深い

海や岩陰など、光のあまり当たらないところに棲

んでいます。とりたててマスメディアに取り上げら

れるような話題もなく、あまり人に知られていない、

「陽のあたらない」サンゴ達です。でも、写真1

を見てください。こんなにきれいなサンゴ達が、

海の中にはひっそりと暮らしているのです。

　「陽のあたらないサンゴ」にはいくつかのグル

ープがあります。まず、ほとんどの造礁サンゴと

近縁な、イシサンゴの仲間。イボヤギやキサンゴ

など、石灰質の硬い骨格を持つサンゴで、赤や

オレンジ色のものと黒や暗緑色のものがあります。

次にソフトコーラルと呼ばれるウミトサカの仲間。

硬い骨格を持っていないので柔らかいのが特徴で、

イシサンゴと同じように褐虫藻を持っているものと

持っていないものがいます。褐虫藻を持たない

ウミトサカには、カリフラワー形や樹状で鮮やか

な色彩のものが多く見られます。ソフトコーラル

に近い仲間ですが、中心に軸のある枝で体がで

きているのがヤギの仲間。まるで鞭のような細長

い一本の枝だけでできているものから、細かい

網目でできたウチワのような形のものまで、様々

な形のものがあります。形はヤギによく似ている

けれども分類学的にはイシサンゴに近いツノサン

ゴの仲間も光を必要としないサンゴの仲間です。

　これらの「陽のあたらないサンゴ」達はどんな

暮らしをしているのでしょうか？私たち人間は陸上

の動物ですから、ずっと海の中にいて彼らの暮ら

しぶりを観察するわけにはいきません。そこで彼

らを海から採ってきて水槽で飼育し、観察をした

いと思います。ところが「陽のあたらないサンゴ」

達は意外に飼育の難しい生き物なのです。

　彼らはどんなところに棲んでいるのでしょうか。

餌は動物プランクトンだと言われています。比較

的強い流れのあるところに多く生息しています。

あまり明るくないところにいます。日本南部の太

平洋岸では水深10～30mより深い所でよく見られ

ます。水温は16～28℃くらいでしょう。外洋性の

岩礁地帯に棲んでいますから、水質は栄養塩が

少なく、かなりきれいなのだろうと思います。

岩瀬文人

「陽のあたらない」サンゴの飼育

写真1.陽のあたらないサンゴたち
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暮らしをしているのでしょうか？私たち人間は陸上

の動物ですから、ずっと海の中にいて彼らの暮ら

しぶりを観察するわけにはいきません。そこで彼

らを海から採ってきて水槽で飼育し、観察をした

いと思います。ところが「陽のあたらないサンゴ」

達は意外に飼育の難しい生き物なのです。

　彼らはどんなところに棲んでいるのでしょうか。

餌は動物プランクトンだと言われています。比較

的強い流れのあるところに多く生息しています。

あまり明るくないところにいます。日本南部の太

平洋岸では水深10～30mより深い所でよく見られ

ます。水温は16～28℃くらいでしょう。外洋性の

岩礁地帯に棲んでいますから、水質は栄養塩が

少なく、かなりきれいなのだろうと思います。

　私が初めて「陽のあたらないサンゴ」を飼育

したのは、今から22年前、和歌山県の串本海中

公園センターという水族館の飼育係になった時で

した。水槽には常時目の前の海から汲み上げら

れた新鮮な海水が供給されていました。水温は、

冬は加温されて18℃より低くなりませんでしたが、

夏は30℃に近くなって、ちょっと高すぎました。

照明はお客さんの観覧のために点けてあります

がやや暗め。真夏の水温を除いて、当時の水族

館としてはとても良い飼育環境でした。

　この水槽に陽のあたらないサンゴ達を採集して

きて入れ、アルテミアのノープリウス幼生(ブライ

ンシュリンプ)やシオミズツボワムシなどの動物プ

ランクトン、魚やエビ、オキアミなどのミンチを餌

として与えて飼育を始めたのですが、ウミトサカ

類の早いものでは1週間程で、ヤギ類やキサンゴ

類などの比較的長持ちするものでも半年から1年

くらいでほとんどのサンゴが死んでしまいました。

それから退社するまでのおよそ18年間、担当の

飼育係としていろいろと工夫や改良をしましたが、

ようやく1年程度の飼育はできるようになったものの、

種によっては相変わらず1ヶ月も生きればいい方で、

思うような成果はあげられませんでした。

　そんな経緯がありましたので、研究所の設計

をする時に、何とか彼らの飼育ができるようにな

りたいと思い、特別の工夫を凝らした水槽を作っ

ておきました。それが写真2の水槽です。

　この水槽を使って昨年の4月から実際に彼らの

飼育を始めてもうすぐ1年になります。まだまだ改

良の余地があり

ますが、今まで

で一番うまく飼う

こ と が で き て い

ます。次回から、

その内容につい

てシリーズで書

いていきたいと

思います。

　2003年11月某日、愛媛県総

合科学博物館の山本氏からの

1本の電話に一瞬耳を疑いまし

た。なんと、瀬戸内海でタイ

マイが捕獲されたというのです。

　タイマイといえば、熱帯から

亜熱帯の暖かい海に生息し、

日本では沖縄島以南の南西諸

島のみで産卵するウミガメです。

稀に、太平洋岸や日本海岸で

捕獲されることもありますが、

これまでに瀬戸内海でタイマイ

が捕獲されたという記録はあ

りません。瀬戸内海のような

入組んだ水域にタイマイが入

り込んでしまうなんてことが本

当にあるのでしょうか？

　私は半信半疑のまま車を5

時間走らせ、愛媛県新居浜市

の漁港へ向かいました。やっ

と港に着いて私が目にしたのは、

べっ甲細工の原料にもなる斑

模様の美しい甲羅、ギザギザ

とした甲羅の縁、hawksbill tur-
tle(鷹のくちばし亀)という英名

の由来となった尖った口、そ

れは紛れも無くタイマイでした。

このタイマイは、直甲長39.5cm、

直甲幅31.1cm、体重5.85kgとま

だ子供で、10月13日に新居浜

市の約2km沖で行われていた

底引き網漁で捕まったそうです。

地元の漁師さんも、ウミガメ

が捕獲されること自体ほとんど

無いのに、中でもめずらしい

タイマイが捕れたことにとても

驚いておられました。

　この人騒がせなタイマイは、

その後の回遊経路を調べるため、

JPN30733とJPN30734と記され

た標識を装着して、高知県大

月町にある当研究所の地先で

放流しました。標識付きのタ

イマイを見つけた方はぜひご

連絡下さい。　（田中幸記）

岩瀬文人

「陽のあたらない」サンゴの飼育

瀬戸内海を泳ぐタイマイ！？ 

写真1.陽のあたらないサンゴたち

写真2.飼育水槽
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　本誌Vol.4, No.2, p.2でサンゴの受精卵を得るた

めの手法についてお話しました。今回はその続

きにあたる、採集した卵の受精、受精卵の輸送、

プラヌラの飼育についてお話したいと思います。

卵の受精について

　まず、複数の採卵器で採集してきた卵塊をあ

らかじめ用意しておいたバケツに海水ごと移し混

合します。さらに複数のバケツを使って卵塊の入

った海水を2、3回移し替えてよく攪拌したのち、

30分位静置します。この時に、卵塊は卵と精子

に分離し、他の群体の卵や精子と混じり、受精し

ます。こうして得られた卵の受精率は90％以上です。

　次に受精卵の洗浄作業を行います。卵は浮力

があるのでしばらく静置しておくと水面に集まりま

す。これを口の広い容器やピペットを使ってなる

べく卵だけを集め、新鮮な海水をはった容器に

移し換えます。この作業を2～3回繰り返して行い

ます。これによって海水中に混入している余分な

精子や粘液、海水中のゴミや浮遊生物などを除

去します。この作業を十分に行わないと粘液に卵

が絡まったり、ゴミや死亡した浮遊生物、残った

精子の腐敗による水質悪化をまねき後の生残に

大きく影響します。

受精卵の輸送について

　現在は研究所の前の海で卵の採集が行えるよ

うになったのでその必要はなくなりましたが、卵

採集を始めた当初は、採集地と受精卵の収容施

設が離れていたので、最短で６時間、最長で24

時間かけて受精卵を輸送する必要がありました。

長時間の輸送に耐えられるように考案した梱包の

方法は次の通りです(図1）。

１．洗浄の終わった受精卵を容量2～3リットルの

ポリ袋に海水ごと入れ、空気を入れずに輪ゴム

で口を閉じる。輸送中の水質悪化を防ぐため、

収容する卵の密度は1リットルあたり1000粒程度に

おさえる。

２．袋の結び目に卵が詰まらないようにするため、

さらにもう1枚のポリ袋に逆さま（口を下にする）

に入れ袋を2重にする。なお、ポリ袋は卵が袋の

隅に溜まらないように底の角を斜めにカットしたも

のを使用。

３．なるべく現場の水温のままで輸送するため、

パックした袋を保温性のあるクーラーボックスに

隙間なく詰める。隙間ができたときは海水だけ

詰めた袋で埋める。

　このような梱包を行うことで24時間程の船舶、

自動車、飛行機などによる輸送が問題なく行えま

した。

受精卵からプラヌラの飼育について

　こうして得られた受精卵を水槽に収容して、着

生するまで止水で飼育します。私たちが飼育に

使用しているのは、直径33.5cm、深さ29.0cm、水

量約30リットルの専用に製作した円柱形の水槽で

す（図2）。この水槽に水温や比重を調整した海

水を満たし、受精卵を1水槽あたり約5000粒にな

るように収容します。この水槽を温度調整したウ

ォーターバスに浮かべて水温を一定に保ちます。

　クシハダミドリイシの受精卵は海水に浮く性質

があるので、ほうっておくと水槽の際に集まって

しまいます。この状態で放置すると卵に十分な酸

素が行き渡らなくなり死亡し、飼育水を腐敗させ

てしまいます。これを防ぐため飼育水を攪拌して

卵を分散させる必要があります。

　飼育水を攪拌するには、エアストーンなどを使

林　徹

クシハダミドリイシの飼育法について －卵の受精からプラヌラの飼育まで－ 

図1. 卵の梱包
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