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Abstract 
Growth increments in the beaks of paralarvae from five ommastrephid squids (Illex argentinus, 
Todarodes pacificus, Dosidicus gigas, Ommastrephes bartramii and Sthenoteuthis oualaniensis) 
were examined to determine if the increments form daily. Paralarvae were obtained through both 
artificial fertilization and field collections, and increments in the lateral wall of the upper beak 
were examined under a light microscope. In artificially reared paralarvae, increments formed 
daily in all individuals except for several S. oualaniensis, and increments began to form on the 
first day (O. bartramii and D. gigas) or second day (I. argentinus and T. pacificus) after hatching. 
In field-caught paralarvae, the numbers of beak increments and statolith increments (which have 
been shown to form daily in several ommastrephids) were significantly correlated through about 
the first 50 days after hatching in I. argentinus and through the first 15 days after hatching in O. 
bartramii. Beak-increment analysis will be a useful technique for ageing specimens whose 
statoliths have dissolved during preservation in formalin or isopropanol solution. 
 

緒言 

 アカイカ科稚仔の初期成長や初期死亡を考える上で日齢査定は必須である。しかし、アカイカ稚仔

の輪紋は発生初期に偽日輪 sub-daily ringが多く発生するため真の日輪を判別する必要がある。しか
し、paralarvae期の野生稚仔の飼育は極めて難しいため、飼育法による日齢検証は人工ふ化稚仔が卵
黄を保持する約 1週間に限られていた（Sakai et al. 2004）。最近、アルゼンティンマツイカ（Illex 
argentinus、以下マツイカ）の paralarva 期稚仔（以下、paralarva）において、上顎口蓋板から冠
部にかけて見られる輪紋（上顎板輪紋）が日輪である可能性が示唆された（Sakai et al. 1999、酒井
ら 2002）。この手法は他のアカイカ科稚仔にも応用できると考えられる。現在までのところ人工授精
によってマツイカ以外のアカイカ科のふ化稚仔では、以下の 4種、スルメイカ Todarodes pacificus、
アメリカオオアカイカDosidicus gigas（以下、アメアカ）、アカイカOmmastrephes bartramii、ト
ビイカ Sthenoteuthis oualaniensisに限られている。本研究では、マツイカを含めたこれらアカイカ
科 5種について、上顎板輪紋が日輪であることを証明し、合わせて paralarva期の平衡石の日齢検証



 

 

を行うことを目的とした。本稿ではこれまでの断片的な諸結果のバーションアップと若干の統計的分

析手法の見直しを含め、上顎板輪紋で日齢査定をする上での問題点なども報告する。 
 

材料と方法 

 分析に供した人工ふ化稚仔および野生稚仔の採取年および採集場所は表 1の通りである。得られた
ふ化稚仔および野生稚仔は、原則として 90-100%アルコール保存もしくは冷凍保存の前に外套長を測
定した。稚仔査定のための形質が失われた標本については、DNAによる種判別（Wakabayashi et al., 
2006）により査定を行った。 
 
表 1．アカイカ科 5種の人工授精ふ化稚仔と野生稚仔の採取年および採集海域 

種名 人工授精（実施海域） 野生（採集海域） 
マツイカ Illex argentinus 1997, 1998, 1999（南西大西洋） 1993、1998、1999（南西大西洋） 
スルメイカ Todarodes pacificus 1996（北海道） 2002（日本海） 
アメアカDosidicus gigas 1997（ペルー沖） 

1999（コスタリカ沖） 
 

アカイカOmmastrephes bartramii 1998（中部太平洋ハワイ沖） 
2005（小笠原海域） 

2001（中部太平洋ハワイ沖） 
 

トビイカ Sthenoteuthis oualaniensis 1992（中部太平洋ハワイ沖） 2001（中部太平洋ハワイ沖） 
 
 各標本個体から平衡石を採取し、Sakai et al. (2004)の方法でスライドグラスにマウントした。平
衡石の輪紋観察および計数は光学顕微鏡（対物 40 倍）に連動した Zeiss システム（KS-200）の PC
モニター上で行った。なお、平衡石のふ化輪は人工ふ化実験で確認されたマツイカ以外のアカイカ科

イカ稚仔の場合は不明瞭であるので、マツイカ人工ふ化稚仔で観察された最大平衡石半径 MSR=20
μm（Sakai et al. 2004）をふ化輪の基準とした。上顎板輪紋の観察と計数に先立ち、採取した口球
の筋肉部を溶解させて上下顎板を取り出す作業を行った。まず、約 10mlの蒸留水を満たした直径 2-
3cmの小型ガラスシャーレに口球を沈め、次亜塩素酸ナトリウム（NaClO）を主成分とした市販の液
体漂白剤をスポイトで約 3mlを滴下する。溶解させる際には、約 10-15分程度で顎板周辺の筋肉組織
が溶解する程度の濃度が望ましい。濃度が高すぎると急激に口球の溶解が進み、顎板そのものを溶か

してしまうので注意が必要である。周辺筋肉が溶解した口球は合体している上下顎板と中に収まる歯

舌のみとなる。ふ化稚仔の場合は、下顎先端の小歯突起 denticulation（Boletzky 1971）にわずかに
オレンジ色の色素が沈着するのみで全体は透明で非常に小さいため、小型のシャーレ内でも見失うこ

とが多いので注意が必要である。上顎板、下顎版、歯舌を分離した後、上顎板輪紋の観察にはコント

ラストを高めるためのメチレンブルー染色を行い、上記の光学顕微鏡システム下（対物 10 倍）で行
った。平衡石ならびに上顎板輪紋ともに画像をパソコンに保存した。 
 日齢が既知の人工ふ化稚仔の場合には、真の日齢と平衡石輪紋数または上顎輪紋数との比較を行い、

真の日齢がわからない野生稚仔の場合、平衡石輪紋数と上顎板輪紋数との比較を行った。ただし、観

察値である平衡石輪紋数（xi）と上顎板輪紋数（yi）のそれぞれには誤差が含まれる。このため、両者

の一次回帰式、ax+by+c=0、を一般の最小二乗法で求めることはできない。そこで、線形関係式の推
定には、観測点（xi, yi）から直線までの距離の平方和 D2を最小化するパラメタの最尤推定をする方

法を用いた（詳しくは丹後 2000を参照）。D2を最小化させるパラメタ a、b、cの推定はExcelソル
バーで行った。 
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結果と考察 

 人工ふ化飼育稚仔の上顎板は、ふ化直後の稚仔では上顎口蓋板および冠部の形成が不十分で（図

1-左上）、上顎板輪紋は見られない。ふ化後 1-2日後からは明瞭な輪紋が観察され、平衡石の輪紋間
でよく見られるいわゆる偽日輪 sub-daily ringのような構造は見られず（図 1）、輪紋計数は比較的
容易である。 

 

 
 

  

  
  図 1．人工授精ふ化飼育稚仔の上顎板輪紋 

 
人工授精によってふ化した稚仔を無給餌で飼育した場合、最大で約 2週間の寿命がある。この間の
日齢と上顎輪紋数との関係をアカイカ科 5種について図 2にそれぞれ示した。 



 

 

a) マツイカ（13-22oC） b）スルメイカ 

c）アカイカ d）アメリカオオアカイカ 

e）トビイカ 

 

 
図 2．人工ふ化稚仔 5種における日齢と上顎輪紋数との関係 

 
 データの少ないトビイカを除くと、4種（マツイカ、スルメイカ、アカイカ、アメリカオオ

アカイカ）の日齢と上顎輪紋数との間の回帰直線の傾きはいずれも 1に近く、上顎輪紋は日輪で
あることが示された。また、切片の値がいずれも負の値をとり、-0.922（アメリカオオアカイカ）
から-2.258（スルメイカ）であった。これは、上顎板輪紋の形成がふ化と同時でないことを示し
ている。マツイカの場合、平衡石はふ化前の稚仔ですでに形成されているが（Sakai et al. 1997）、



 

 

上下顎板の形成はふ化時でまだ不十分であった。これより、上顎板輪紋の形成はふ化後 1-2日後
に初めて形成されると考えられた。 
一方、人工ふ化稚仔の平衡石の場合は、マツイカ（Sakai et al. 2004）やスルメイカ（古川 2005）

で報告されているように明瞭な輪紋を識別することが難しい。したがって、人工ふ化稚仔の平衡

石における日齢検証には至らなかった。 
野生稚仔の平衡石輪紋数と上顎板輪紋数との関係を、上述した人工ふ化稚仔で観察した日齢と

上顎輪紋数との関係と比較した（図 3）。 
 

a）マツイカ b）スルメイカ 

c）トビイカ d）アカイカ 
図 3．アカイカ科 4種における人工ふ化稚仔の日齢—上顎板輪紋数の関係と野生稚仔にお
ける平衡石輪紋数—上顎板輪紋数の関係との比較 

 
マツイカの野生稚仔の場合、平衡石輪紋数が 50本（外套長約 7mm）までの標本では、上顎輪

紋数との線形関係式の傾き（0.985）は 1にほぼ等しく、人工ふ化稚仔の日齢と上顎輪紋数におけ
る回帰式の傾き（0.955）とも一致し（図 3-a）、平衡石輪紋は日齢であることが示された。 
スルメイカでは、平衡石輪紋数が 25日（外套長約 4mm）までの野生稚仔標本では、上顎輪紋

数との線形関係式の傾き（0.935）は 1にほぼ等しく、人工ふ化稚仔の日齢と上顎輪紋数における
回帰式の傾き（0.920）とも一致し（図 3-b）、平衡石輪紋は日齢であることが示された。しかし、
両者の y軸切片には約 1.8日に相当する差が見られた（野生稚仔の平衡石輪紋数と上顎輪紋数と
の線形関係では-0.499、人工ふ化飼育稚仔では-2.256）。両者の直線関係において切片が異なる場
合は、回帰式もしくは線形関係式が x軸方向もしくは y軸方向のどちらかにに平行移動すること
によるずれが原因である。それぞれの直線関係式で考えると、この原因には次の 2つの可能性が



 

 

考えられる。 
1） 人工ふ化稚仔の直線関係：上顎板輪紋の日齢を規定するのはふ化日である。飼育条件下で

ふ化した発育ステージが野生稚仔での真のふ化ステージと一致しているだろうか？ 人

工授精飼育稚仔の場合に飼育の影響でふ化が早まる可能性があるため、自然環境に比べて

切片の値は低くなり、回帰直線が x軸方向（右）にシフトしたと考えられる。 
2） 野生稚仔の直線関係：ふ化時の最大平衡石半径MSR値設定の誤りによる可能性がある。

平衡石のふ化マークが不明瞭であるため、一概に平衡石輪紋からふ化日を決めることがで

きない。スルメイカ稚仔の場合、マツイカで観察されたふ化輪の基準（MSRt=0 = 20μm）
を用いたが、それよりも内側に 2-3本の輪紋が観察されている。スルメイカのふ化時のM
SRt=0は 20μmより小さいようであり（古川 2005）、仮にMSRt=0 =10とすると全体の
日齢は約 2日間加算され、線形関係は右にシフトすることになる。 

 
 トビイカの野生稚仔で観察された平衡石輪紋数と上顎板輪紋数との線形関係の傾き（0.965）は
平衡石輪紋数が約 20日まではほぼ 1に等しかった（図 3-c）。人工授精ふ化稚仔でのデータが不
十分であるため、上顎板輪紋の日齢検証はできなかったが、これまでのマツイカやスルメイカで

の場合と同様に、上顎板輪紋、平衡石輪紋ともに 1日 1本形成されると推測される。ただし、野
生稚仔の線形関係式の切片が+0.848となり、上顎板輪紋形成が平衡石輪紋形成より早いことにな
る。これは、ふ化後 4日目の人工ふ化稚仔の場合、上顎輪紋数が 2ないし 3本であるため考えに
くい結果である。おそらく、スルメイカでの切片のずれの原因（2）の場合のように、平衡石のふ
化輪をMSRt=0=20μmとした基準に問題があったと考えられる。トビイカのふ化時での平衡石は
スルメイカ同様MSRt=0 =10μm程度と考えた方がよいだろう。 
 アカイカの野生稚仔での平衡石輪紋数と上顎板輪紋数との関係は、平衡石による輪紋数（日齢）

が進むにつれて上顎板輪紋数（日齢）が頭打ちになる現象が見られた（図 3-d）。この線形関係へ
の当てはめを平衡石輪紋数が少ないグループ（輪紋数 12まで）から、徐々に輪紋数範囲を大きい
方へ拡大して（輪紋数 14まで、16まで、20まで、24まで、38まで）、それぞれの範囲におい
てパラメタ推定で得られる傾きの変化を見た（図 4）。 

図 4．野生稚仔での平衡石輪紋数と上顎板輪紋数と
の線形関係において、用いる平衡石輪紋数（x軸）
のデータ範囲を小さい値から大きな値へ変化させた

場合に得られる直線の傾き（y軸）との関係。 



 

 

平衡石の輪紋数を日齢と考えると約 15日までの稚仔であれば、平衡石輪紋数と上顎板輪紋数との
線形関係の傾きが 1に近い関係（誤差 10%）を保つことが示された。すなわち、アカイカ稚仔を
上顎輪紋数によって日齢査定する場合には、ふ化後約 15日以降の稚仔では過小推定されることが
示唆された。この原因は、成長の著しいアカイカでは、上顎の発達とともに上顎板上に刻まれた

より若い輪紋が消失してゆくのではないかと思われる。 
 以上のアカイカ科 5 種における人工ふ化飼育稚仔および野生稚仔との比較観察によって、上顎
板輪紋はある程度のサイズ（または日数）までは日齢形質であることが示された。また、同時に

平衡石輪紋も日齢であることが示された。他の頭足類（タコ Octopus vulgarisの paralarvae）で
も、飼育実験によって日齢 25 日までの上顎板輪紋が日齢であることが検証されている
（Hernandez-Lopez and Castro-Hernandez 2001）。しかし、タコの場合は平衡石が年齢形質と
して使用できないため、本報告のアカイカ稚仔で観察されたように、大きなサイズの個体に対し

て上顎板輪紋での日齢査定が可能かどうかの検討は不十分であろう。 
 上述したように、アカイカ科稚仔の日齢査定に上顎板輪紋を用いる本方法はイカの種類とサイ

ズによってその限界があることがわかった。しかし、その一方で、標本の保存方法によらず日齢

を査定することができるという利点もある。平衡石は中性ホルマリンやイソプロパノールで溶解

してしまうが、顎板はキチン質でできているためホルマリンで数年間保存した稚仔標本の場合で

も日齢査定が可能である。スルメイカの場合には、調べたサイズの範囲（ML 4mm、日齢約 25
日）では、実用的な方法であるといえよう。  
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