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山口県と石川県沖で採集されたウチワエビ類のフィロソマ幼生
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はじめに
　フィロソマ幼生は，セミエビ（ウチワエビ）科
とイセエビ科エビ類の大型の浮遊幼生である
（4-B1A)'31，!NTP）．山口県から北海道沖にかけて
の日本海からは，両科の成体としてはウチワエビ
!"#$%&'$()(#*%&，オオバウチワエビ !+',-./01/,*#*%&G+
ヒメセミエビE4/)#9$*%&'$%)*9(3/9G+キタンヒメセミ
エビF#)/#9$*%&'5(*#,-.(9(-&%&とイセエビG#,%)(9%&'
H#I-,($%&の$属S種が知られている（%/2/3G+!NR"Y+
本間ほか+G+!NNPY+本尾+G+!NNRG+!NNNG+"OO$&G+?Y+林ほか+G+
"OO$Y+本間・青柳+G+"OO$Y+本尾・豊田+G+"OOSY+本間ほ
か+G+"OOR）．そして，幼生期についてはウチワエビ，
ヒメセミエビ，キタンヒメセミエビ，フタバヒメセ
ミエビE9/,#9$*%&'"($%&I(1#*%&，エクボヒメセミエ
ビJ1%#9$*%&'0#9*/,&((とG#,%)(9%&+0.9+のP属P種の
報告がある（和田ほか G+!NTSY+坂井 G+!NNTY+井上ほか
G+"OOOY+本尾 G+"OOSY+本尾・土井 G+"OONほか）．

　著者らは"OOT年から"O!!年にかけてのS～R月
の間に，日本海の山口県と石川県沖において相次い
で複数のフィロソマ幼生を採集したので，その概要
を報告する．なお，.3;<</0/=&の和名については
従来，フィロソーマ，フィロゾーマやフィロゾマが
見られるが，ここでは岩波生物学辞典第#版（山田
ほか G+!NT#）の「フィロソマ」に従った．

材料と方法
　フィロソマ幼生は，昼間に底曳き網の袖網，底刺
し網や沿岸の定置網にひっかかって揚がってきた．
幼生の属査定は既往の成体の分布記録から，上記P
属の範囲内で4-B1A)'31+（!NTP）+に従って以下の手
順で行った．
【!"#$%&属の査定】
①第#顎脚は 0-2/0-+-Z/./,を欠く
②'-.3&<1'+031-<,は"腎臓形
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③第S歩脚は 0-2/0-+-Z/./,を有する

　日本海からは上述のように，!"#$%&属ではウチワ
エビ !+'$()(#*%&とオオバウチワエビ !+',-./01/,*#*%&
の"種が知られており，このことから両種を主とし
て道津ほか（!NNP&G+?）の形態特徴に従って下記の
方法で識別した．
【ウチワエビ】
①+頭甲背面の左右に縦走する隆起線後部の鋸歯数と
形態は!O～!#本で鋭い
②+頭甲後縁中央部の陥入（凹み）が浅い
③+第S胸節が頭甲に覆われる
④+サイズが大きい（第T令期で頭甲長""～"S+==）
【オオバウチワエビ】
①+同鋸歯数・形態はR～T本で太くて基部が丸みを
帯びる

②+同後縁中央部が深く湾入
③+第S胸節が頭甲に覆われない
④+サイズが小さい（第T令期で頭甲長!$～!P+==）

　幼生の測定は，頭甲長（眼柄基部の頭甲中央前縁
－後縁間），頭甲幅（頭甲の最大幅）と体長（頭甲
中央前縁－尾節中央端間）について行った．その際
の測定は，液浸固定標本を自然な形に拡がるように
液中に置き，かつ腹部を伸ばした状態で，O9!==
まで読み取れるノギスで行った．

　今回得られた幼生の標本は，!O[ホルマリン液
で固定した後，RS[エタノール溶液に移した液浸
状態で，石川県立自然史資料館に保存される．

結果と考察
【採集個体数】　得られた幼生は計!!個体で，それ
らの採集海域を図!に，そして幼生の計測値と採集
データを表!に示した．"種の数は，ウチワエビで
は山口県沖から$個体と石川県沖から#個体の計R
個体，そしてオオバウチワエビでは石川県沖のみか
らの$個体であった．
【サイズ・令期】　ウチワエビでは，!個体（表!の
標本⑤）を除いて，頭甲長（以下Q\）は""9$～
"$9T==，頭甲幅（以下QI）"T9#～ #P9O==，そ
して体長（以下L\）は#P9!～ S!9O==の範囲に
あった．一方，オオバウチワエビではQ\!$9"～
!P9O==，QI""9" ～ "P9R==とL\"S9R ～ "N9P==
であった．これらの値は，いずれも道津ほか
（!NPP?）の最終（第T）期幼生に相当する．すべて
においてウチワエビの方がオオバウチワエビよりも
大きく，このことは道津ほか（!NPP&G+?）の記載内
容と同様であった．
　なお，標本⑤のウチワエビはQ\"!9P==，
QI"N9R==，L\#P9!==と小さく，このサイズ
は高橋・税所（!NRT）の第R期（Q\"!～ "#==，
L\#O～#$==）にほぼ相当する．このことから，

図１　フィロソマ幼生の採集位置．
　地図上の番号は，表１の個体①～⑪が採集された地点を指す．
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標本⑤は最終期の!令前即ち第R期幼生であると判
断される．従来，日本海から報告のあったウチワエ
ビのフィロソマ幼生期はすべて最終期（第T期）で
あったことから（坂井 G+!NNTY+本尾 G+"OOSY+本尾・土
井 G+"OON），今回の報告はその!令期前の第R期とし
ての初記録となる．一方，オオバウチワエビでは上
述のようにすべて最終期（第T期）幼生であった．
なお，オオバウチワエビのフィロソマ幼生の報告は
日本海からはこれら$個体が初めてのものとなる．
上記した幼生"種の写真を図"に示した．
【採集時期】　今回採集された時期は，ウチワエビ
ではS月P日～P月!R日，オオバウチワエビではP
月（日にち不明）～R月S日のいわゆる春～初夏の
頃であった．過去に同じく日本海で幼生が採集され
た時期を見ると（ウチワエビのみ），それらは丹後
半島沖でのS月"N日とP月!P日（本尾 G+"OOS），能
登半島沖からのS月上旬とP月N日（坂井 G+!NNT），
山口県六連島沖のS月S日および石川県安宅沖のP
月!R日（本尾・土井 G+"OON）であり，いずれもS
月上旬からP月中旬の期間に採集されている．こ
れらのことから，今回の記録を含めると，日本海
の山陰～北陸海域におけるウチワエビ類"種の最
終期幼生の出現時期はS月上旬からR月上旬の期間
に集中していることが読み取れる．なお，6/3*0/*+
（!NR!）+は!NPO年のS月"P日～ P月"#日間に南シ
ナ海での調査で，オオバウチワエビと思われる頭甲

長!!9S==，頭甲幅!T==の幼生１個体を報告して
おり，この採集時期も今回の季節と重なる．なぜこ
の時期に限って採集されるのかは，両種の繁殖生態
の観点からも興味ある課題と言える．今後，より多
くの幼生個体を得た上で，両種幼生の生態を，混獲
漁具の使用実態や対馬暖流の動態も含めて明らかに
していきたい．
【幼生の起源】　道津ほか（!NPP&G+?）は九州西北岸
に位置して玄界灘に面する福岡県津屋崎沿岸で，S
～R月にウチワエビおよびオオバウチワエビの最終
期幼生を採集し，それらの起源は両エビ成体を多産
する東シナ海としている．この場合の幼生採集時期
も本報告標本のS～R月と基本的に一致する．
　上記に関連して，今回得られた幼生は東シナ海近
傍に生息する親エビ由来のものなのか，あるいは山
口・石川県沖の“地元産”成体からのものであるの
かについて，両種の生態面から関心が持たれるとこ
ろである．
　幼生期間に関し，高橋・税所（!NRT）は飼育さ
れたウチワエビの場合，!O月!O日にふ化した幼生
は!"月P日（ST日後）に第R期幼生，そして!"月
"$日（RN日後）に第T期幼生に，またオオバウチ
ワエビでは!!月P日にふ化してN"日後に第R期幼
生に変態したことを報告している．
　ここで，東シナ海甑島列島西方の海域（#!+°$S+′
KG+!"N+°OO+′M）をフィロソマ幼生の“親元”とし，

頭甲長 頭甲幅 体長 甲側縁歯数
（左 ]右） 採集年月日 採集海域（採集・提供者）

ウチワエビ
① "$9S+ #"9!+ $O9$+ !O]!O "OOT+%&;+!N 山口県下関市六連島沖（＊１）
② "$9T+ #S9$+ $"9P+ !!]!O "OON+%&;+P 石川県加賀市沖（大井茂）
③ "#9$+ #P9O+ $O9R+ !O]!! "OON+%&;+"N 　〃　金沢市沖（立川義久）
④ ""9T+ #$9O+ #N9$+ !O]!! "OON+6)*-+!R 　〃　加賀市沖（油野光夫）
⑤ "!9P+ "N9R+ #P9!+ !!]!" "O!O+%&;+! 山口県長門市仙崎湾（南野正博）
⑥ "S9!+ #S9$+ S!9O+ !"]!! "O!O+%&;+P 　〃　深川湾（南野正博）
⑦ ""9$+ "T9#+ #R9N+ N]!! "O!!+%&;+"O 　〃　下関市伊崎人工島沖（広井信幸）

オオバウチワエビ
⑧ !P9O+ "#9#+ "N9P+ R]P "OON+6)*-+"S 石川県小松市沖（浜本修身）
⑨ !$9"+ "P9R+ "S9R+ T]P 〃 　〃　　　　　（　〃　）
⑩ !S9N+ "#9P+ "N9$+ R]7 "O!O+6)*-+7 　〃　金沢市沖（立川義久）
⑪ !$9R+ ""9"+ "P9"+ T]7 "O!O+6)<;+S 　〃　能登半島沖（但州丸）（＊２）

＊１　山口県漁業協同組合六連島支店提供．
＊２　採集海域：#R°ST′#"7#″K，!#P°S#′#P7RP″M9

表1　フィロソマ幼生の測定値（単位：mm）
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図２　採集されたフィロソマ幼生．
　+J，ウチワエビ（標本①の背面）；L，ウチワエビ（標本①の腹面）；Q，オオバウチワエビ（標本⑧の背面）；H，オ
オバウチワエビ（標本⑧の腹面）；M，オオバウチワエビ（標本⑨の背面）；U，オオバウチワエビ（標本⑨の腹面）．
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図２　採集されたフィロソマ幼生（続）．
　+̂ ，ウチワエビ（標本⑥の背面）；E，ウチワエビ（標本⑥の腹面）；8，ウチワエビ（標本⑦の背面）；6，ウチワエビ
（標本⑦の腹面）．

そこで生まれた幼生が五島灘西方（##+°OO+′KG+!"T+°
OO+′M）から対馬海峡東水道，山口県萩沖（#$+°#O+′
Ｎ，!#!+°#O+′M）を経由し，さらに石川県能登半島
（#R+°#O+′K，!#R+°OO+′M）まで輸送されたと仮定して
みる．
　上に述べた経緯から，甑島列島西方から山口県萩
までの距離が約S#OB=，萩から石川県能登半島ま
での距離が約POOB=と計算されるので，既往の文
献（石川ほか G+"OOR）を参考に対馬海流沿岸分枝の
流速を!O～"O'=]0（T9P$～!R9"T],&;）とすると，
上述の仮定のもとで，甑島列島西方でふ化した幼生
は，萩沖に#O9R～P!9#日（約!～"カ月），能登半
島にはPS9$～!#O9T日（約"～$カ月）で輸送され
ることになる．

　ところで，高橋・税所（!NRT）はウチワエビ（T
期）では!O月!O日にふ化し，S$日目に第T期フィ
ロソマ（$O～$"==），そしてST～RP日目に匍匐
幼生に変態したことを，そして同じくオオバウチワ
エビでは!!月P日にふ化し，P#日後に匍匐幼生に
変態したことを述べている．
　対馬暖流は，ほぼ真っ直ぐに流れるだけでなく，
時には大きく蛇行しながら北上していくことから
（長沼 G+!NTSY+_&2/3+/*'#)9G+!NNP），上記計算よりも
実際上の到達日数が余計にかかることとは否めない
が，最終期幼生は概略，"カ月から#カ月の期間内
で山口・石川両県海域に到達が可能であると思われ
る．石川ほか（"OOR）によると対馬暖流沿岸分枝
流の流速は$～T月に大きくなる．このことから，
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海流による生物の長距離分散（西村 G+!NR#）を考慮
した場合，フィロソマ幼生はあたかもこの対馬海流
沿岸分枝流の流速強化期を利用して，速やかにより
遠方へその分布域を拡げているようにも思えてく
る．
　関連して，山田（!NTP）は東シナ海にウチワエ
ビ類"種が多産し，抱卵雌はウチワエビでは!O月
～翌年R月（盛期#～S月），オオバウチワエビでは
"～P月に漁獲されるとしている．
　このような状況を踏まえると，日本海の山陰～北
陸で採集される最終期フィロソマ幼生は，本尾・土
井（"OON）も考察しているように，それらのすべ
てでは無いにしても，遠くは東シナ海，近くは九州
西・南西海域で生まれた個体であることも想定され
る．このことを確かめるには近年，簡便かつ確実な
ことで重宝されているミトコンドリア (HKJの解析
（西海区水産研究所資源増殖部 G+!NNT；431(&1+/*'#)9G+
"OOP）による親子関係の判別が極めて有効であろ
う．
　今後もフィロソマ幼生の採集調査を継続して，同
幼生の起源（親元）を確かめ，その結果が当該海域
のウチワエビ類の資源管理手法に活かされることが
望まれる．それには，再生産の実態を明らかにする
意味からも，今回の山口・石川県両県をはじめとす
る日本海沿岸海域で，成体のウチワエビやオオバウ
チワエビ，とりわけそれらの抱卵雌個体の採集に努
めることも大切である．
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（!NPP?）．ウチワエビとオオバウチワエビの最
終期フィロゾーマからほふく幼生への変態．長
崎大学水産学部研究報告+"!X+!NS7""!9

林健一・野口さより・堀成夫（"OO$）9日本海西南
部のイセエビ（G#,%)(9%&'H#I-,($%&）について．
Q&*'-(+!#X+"N7##9

本間義治・青柳彰（"OO$）．出雲崎海岸（新潟県）
で獲れたイセエビの記録．柏崎市立博物館館報+
!TX+PS7RO9

本間義治・平井美奈・箕輪一博・本尾洋（"OOR）．
新潟～佐渡沿岸におけるオトヒメエビとヒメセ
ミエビ．のと海洋ふれあいセンター研究報告+
!#X+!S7"O9

本間義治・中村幸弘・箕輪一博（!NNP）．新潟県柏
崎沖から得られたオオバウチワエビの記録．柏
崎市立博物館館報+!OX+RN7T$9

井上誠章・関口秀夫・長澤亨（"OOO）．対馬暖流域
におけるフィロゾーマ幼生の分布と同定．水産
海洋研究+P$（#）X+!"N7!#R9

石川浩平・磯田豊・相木智一（"OOR）．沿岸水位か
らみた対馬暖流沿岸分枝流の季節変化．海の研
究+!P（#）X+""#7"#P9

6/3*0/*G+%9I9+（!NR!）9+F*+.&<1*)(1,+&*,+0';<<&(1,+
</?02-(+ <&(>&-+&*,+23-1(+,1021?)21/*+1*+23-+4/)23+
Q31*&+4-&+（H-&./,&G+D&<1*)(1,-&）9+Q()02&7
'-&*&+"!（#）X+"$R7"T"9

_&2/3G+F9G+%/(1*&A&G+_9G+%1;&`1G+_9+a+:-031=&G+_9+
（!NNP）9+L(&*'31*A+&*,+`/1*1*A+/5+23-+:0)031=&+
Q)((-*2+ &(/)*,+ 23-+FB1+ 80<&*,09+ 6/)(*&<+ /5+
F'-*/A(&.3;+S"X+R$R7RP!9

%/2/3G+E9+（!NR"）9+J+ 5&)*&<+ <102+/5+ 23-+=&'()(&*+
H-'&./,&+5(/=+K&*&/+L&;G+8031B&C&+D(-5-'2)(-G+
=1,,<-+6&.&*9+L)<<-21*+/5+8031B&C&+D(-5-'2)(&<+
%&(1*-+Q)<2)(-+42&21/*+"X+"N7T$9

本尾洋（!NNR）．若狭湾で採集されたウチワエビ２
種 9+Q&*'-(+PX+!7"9

本尾洋（!NNN）．石川県沖で採集されたオオバウチ
ワエビ．Q&*'-(+TX+##7#$9

本尾洋（"OO$&）．京都府沿岸で獲れたイセエビの
記録．Q&*'-(+!#X+"S7"T9

本尾洋（"OO$?）．京都府沿岸で新たに獲れたイセ
エビの記録．のと海洋ふれあいセンター研究報
告+!OX+#S7#T9

本尾洋（"OOS）．丹後半島沖で採集されたウチワエ
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山口県と石川県沖で採集されたウチワエビ類のフィロソマ幼生

ビのフィロゾーマ幼生．のと海洋ふれあいセン
ター研究報告+!!X+S!7S$9

本尾洋・土井啓行（"OON）．山口県と石川県沖で採
集されたウチワエビの最終期幼生．富山市科学
博物館研究報告+#"X+!OR7!!"9

本尾洋・豊田幸詞（"OOS）．京都府沿岸のエビ類．
のと海洋ふれあいセンター研究報告+!!X+#!7$"9

長沼光亮（!NTS）．日本海における漁況と海況．海
と空+PO（"）X+$R7P!．

西村三郎（!NR#）．海流と生物の長距離分散．海洋
の科学+SX+P!7PT．

坂井恵一（!NNT）．能登半島沖で採集されたウチワ
エビ !"#$%&'$()(#*%&+（4';<<&(1,&-G+H-'&./,&）+の
成体とフィロゾーマ幼生について．のと海洋ふ
れあいセンター研究報告+$X+S7!!9

西海区水産研究所資源増殖部（!NNT）．HKJによ
るイセエビ幼生の種判別．養殖+#S（!O）X+TT7
NO9

4-B1A)'31G+E9+（!NTP）9+ 8,-*2151'&21/*+/5+ <&2-702&A-+
.3;<</0/=&+<&(>&-+/5+23-+0';<<&(1,+&*,+.&<1*)(1,+
</?02-(0+ 1*+ 23-+6&.&*-0-+C&2-(09+L)<<-21*+/5+ 23-+
6&.&*-0-+4/'1-2;+/5+4'1-*21 '+U103-(1-0+S"（T）X+

!"TN7!"N$9
431(&1G+49%9G+@/031=)(&G+:9G+_/*1031G+_9+a+_/?&;&031G+

:9+（"OOP）9+8,-*21 '&21/*+/5+.3;<</0/=&+<&(>&-X+
&+=/<-')<&(+&..(/&'3+ 5/(+ 6&.&*-0-+G#,%)(9%&+
</?02-(0+（Q()02&'-&X+H-&./,&X+D&<1*)(1,&-）+)01*A+
=12/'3/*,(1&<+ (HKJ+(-A1/*9+4.-'1-0+H1>-(012;+
!!X+#OR7#"S9

橋実・税所俊郎（!NRT）．ウチワエビ幼生とオオバ
ウチワエビ幼生の完全飼育について．鹿児島大
学水産学部紀要+"R（!）X+#OS7#S#9

和田洋蔵・桑原昭彦・宗清正廣・傍島直樹+（!NTS）．
若狭湾西部海域におけるキタンヒメセミエビ幼
生の分布とフィロゾマ期数について．京都府立
海洋センター研究報告+NX+S!7RS9

山田梅芳（!NTP）．ウチワエビ・オオバウチワエビ．
山田梅芳・田川勝・岸田周三・本城康至（編），
東シナ海・黄海のさかな，..9+$T"7$TS，水産
庁西海区水産研究所，長崎県．

山田常雄・前川文夫・江上不二夫・八杉竜一・小関
治男・古谷雅樹・日高敏隆（編）（!NT#）．生
物学辞典第#版 G+.9+!!OOG+岩波書店 G+東京．
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