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佐玄水振セ研報 6 (15 -20) 2013 

炭酸ガス通気海水を用いたコベポーダ除去法の開発

野口浩介・野田進治

The Development of a Method for Removing Copepods 
by Sea Water aerated with Carbon Dioxide 

Kohsuke N OGUCHI and Shinji N ODA 

Our sea cucumber seed production way is to metamorphose swimming larvae of sea cucumber Aρostichoρω 

jOcρonica to juveniles on corrugated plates with adhesion diatoms， so that the juveniles can eat the diatoms. 

However， it was a problem that copepods Tigriopus jOcρonicus multiplied on the plates and made the adhesion 

diatoms deteriorate seriously. That required the development of a method for removing the copepods by using 

the sea water aerated with carbon dioxide. The results of experiments in vitro showed 30 minute-immersion in 

the aerated sea water of below pH5. 2 removed copepods from the plate with adhesion diatoms and killed the 

juveniles on it. Those in vivo showed the immersion in aerated sea water removed copepods and that copepods 

multiplied again in about 10 days after getting back the plates because of pouring sea water induding copepods 

Setting a 10 micrometer-cartridge type filter on the water filler was evidently able to delay the multiplication of 

copepods for about 25 days. 

キーワード:マナマコ種苗生産，炭酸ガス， コベポーダ，付着珪藻

佐賀県栽培漁業センター(現佐賀県玄海水産振興セ

ンター)では，マナマコの種苗生産技術開発において付

着珪藻を繁茂させた塩化ピニール製波板(以下，付着珪

藻板とする)を使用して浮遊幼生を稚ナマコへ変態さ

せ，さらに稚ナマコの初期餌料として，付着珪藻を利用

する生産方式(採苗方式)を開発し体長約10mmの稚ナ

マコを量産規模で飼育することができるようになっ

た1)。この飼育開発にあたり，カイアシ類(以下， コ〆て

ポーダとする)が大量に増殖し，マナマコの初期餌料で

ある付着珪藻の被食や凋落するといった問題が生じた。

このコベポーダについては，小林・石田2)は稚ナマコ

の減耗要因のーっとして食害生物と指摘し対策として

DEP乳剤を使用した駆除法を検討していた。そこで，

付着珪藻を繁殖，維持を行うため，異なる水温で、の処理

時間や濃度等， また稚ナマコに対する毒性についてより

詳細に検討し採苗方式での駆除法を確立した 1)。
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その後，各県でのマナマコ種苗生産において， これを

使用したコベポーダの駆除が行われたが，薬事法の改正

(平成18年度)により，ナマコ，ウニ， アワピ等の種苗

生産において，薬品の使用が一切禁止され，現状に対応

した新技術の開発が急務となっている。

中牟田3)は炭酸ガスを通気した海水(以下，炭酸ガ

ス通気海水とする)を用いて，コベポーダ(抱卵個体)

を除去する方法を開発した。そこで，本研究では炭酸ガ

ス通気海水が，コベポーダ(ノープリウス期幼生および

コペポダイト期幼生含む) 稚ナマコおよび付着珪藻の

活動に与える影響をより詳細に調査し，ナマコ種苗量産

規模での，炭酸ガス通気海水を使用したコペポーダ除去

効果の検討を行い，新たな知見を得たので，報告する。



材料および方法

1 .炭酸ガス通気海水の作製

炭酸ガス通気海水の作製で、は，海水中の炭酸ガス濃度

とpHには一定の関係があることが知られており，炭酸

ガス濃度が高いほど，海水中の pHは低下する。中牟

田3)はpH5.2以下の炭酸ガス通気海水にコベポーダを

浸漬することで，コベポーダ除去効果があると報告して

いる。そこで，まず pH5.2以下の炭酸ガス通気海水を

作製する条件(通気量，水温条件)について検討した。

なお， pH，水温などのデータはハンデイメーター

(556MPS，ワイエスアイ・ナノテック鮒)で測定した。

2.炭酸ガス通気海水によるコベポーダへの影響試

験

試験に用いたコベポーダは ナマコ種苗生産時に使用

する付着珪藻板1枚 (40x 32cm)から海水シャワーで離

脱させ，ナイロンプランクトンネット(目合い50μm)

で採取した。採取したコペポーダは成長段階に応じて

ノープリウス期(以下，幼生とする)コペポダイト期か

らアダルト期(以下，成体とする)，卵嚢に区分した。

pH5.0， pH5.2， pH5.5， pH6.0の炭酸ガス通気海水

は100L水槽で、作製し，幼生，成体を各々50個体ずつ収

容した容器(径20mmのガラス管で，底部に50μmのナイ

ロンネットを張ったもの)を浸漬し，コベポーダに対す

る影響を観察した。浸漬時聞は 5分， 10分， 30分， 1時

間， 2時間， 24時間(場合により48時間)とし，所定時

間経過後，コペポーダを通常海水中に戻し， 1時間およ

び24時間後に生死を判定した。なお，生死の判定は小

林・石田2)の方法に準じ，光学顕微鏡下(倍率100傍)

で触覚の運動の有無により行った。試験は 3例ずつ行

い，試験中の水温は18~210C であった。

3.炭酸ガス通気海水による稚ナマコへの影響試験

前述したコベポーダへの影響試験と同濃度の炭酸ガス

通気海水を100L水槽に作製し 試験に用いた。稚ナマ

コは当センターで種苗生産している変態着底直後の体長

0.4聞から10.0mmの個体を供試した。なお，稚ナマコ体

長は自然に体を伸ばすまで一定時開放置した後，万能投

影機 NiconV-12BSにより計測した。試験区は体長
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O.4mm以上1.0mm未満， 1.0mm以上3.0mm未満， 3.0mm以上

5.0mm未満， 5.0脚以上1O.0mm未満の 4段階とし，それぞ、

れ10個体ずつ収容した容器(径500mmのプラスチック容

器 (300ml)で底部に100μmのナイロンネットを張った

もの)を各濃度の炭酸ガス通気海水にそれぞれ浸漬し

た。浸漬時間は30分， 1時間， 2時間， 4時間， 24時間

とし，所定時間経過後，稚ナマコを通常海水中に戻し

た。生死判定は 1時間および24時間後に光学顕微鏡下

(倍率40倍)で、行った。なお，生死判定時(1時間後)

に管足を伸ばしている稚ナマコをダメージなし個体，管

足が縮んだままの稚ナマコをダメージあり個体とした。

試験は 3例ず、つ行った。試験中の水温は18~210C であっ

た。

4.炭酸ガス通気海水による付着珪藻への影響試験

当センター水槽の付着珪藻板に繁茂している数種の付

着珪藻を採取して，直径8cmの平板シャーレ上(底面積

約50cnl) (以下平板シャーレとする)で培養した後，そ

の中から Navicula属の付着珪藻を分離培養し，供試し

た。培養時の栄養塩は藻類培養液 KW21(側第一製網

社製)とメタケイ酸ナトリウム (0.045g IL)を用い

た。

試験は pH5.0の炭酸ガス通気海水に24時間浸漬する

実験区と浸漬しない対照区を設置した。所定時間経過

後，両区とも通常海水に戻し，その後の付着珪藻の増殖

を比較した。増殖比較方法は，毎日 5日間0.5mm四方

(0. 25mnl)の付着珪藻数をランダムに10箇所，光学顕微

鏡下(倍率 x100)で計数した。試験は温度20
0
C照度

1，000Lxの条件下で3例ずつ行った。

5.量産化規模で、の炭酸ガス通気海水を用いたコベ

ポーダ除去試験

試験は稚ナマコを収容する前の付着珪藻培養中(以

下，付着珪藻培養水槽とする)および稚ナマコを飼育し

ている水槽(以下，稚ナマコ飼育水槽とする)で、行っ

た。

付着珪藻培養水槽におけるコベポーダの除去試験では

FRP角形7kL水槽に pH5.2の炭酸ガス通気海水を作

製し，付着珪藻板フォルダー100セットを収容し，試験

を行った。なお，当センターでは，付着珪藻板l枚 (40
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(以下

フォルダーとする)を使用している。試験区は30分，

2時間浸漬の 3区設定し各々 4回ず、つ行った。

なお，浸漬後は，どの試験区も同様にろ過海水シャワー

(50LI分)で洗浄する作業工程を経た。試験開始および

終了時にフォルダー 1セットを真水で洗浄し

ダを50μmのナイロンネットで回収した後，計数し，

1 

コベポー

を10枚 lセットの付着珪藻板フォルダーx 32cm) 

時間，

時間(分)

異なる炭酸ガス通気量における海水の pH低下の推移

水温19.2t，水槽容量100L
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去率を算出した。

次に稚ナマコ飼育水槽の試験では，稚ナマコを飼育し

ているコンクリート角形15kL水槽を止水にし，炭酸ガ

スを pH5.47になるまで通気した。その後，注水と通気

を開始した。炭酸ガス通気前と通気後の付着珪藻板上の

稚ナマコ，コペポーダの状況を観察した。なお，試験時

の水温は17.4tであった。 14 

8 -+…ー…山叩閉山山山山………………………………

6 

6.量産化規模でのカートリッジ式フィルターを用

いたコベポーダ除去試験

試験に供した付着珪藻板は， pH5.2の炭酸ガス通気海

コベポーダを除去したものを使用し
2 

水に30分浸浸し，

た。稚ナマコ飼育試験時には 注水口にカートリッジ式
。

18 20 

水温 ('C)

海水pH5.0に達するまでの水温と炭酸ガス通気時間との関

係

通気量1011分，水槽容量100L

25 24 22 15 14 

のフィルター (10μm)を取り付けた試験区と取り付け

ていない対照区を設定し 付着珪藻板上のコベポーダ数
図2

2.炭酸ガス通気海水によるコベポーダへの影響試

験

炭酸ガス通気海水がシオダマリミジンコのノープリウ

がフォルダー lセット当たり 1，000個体以上になるまで

の日数を調べた。なお，稚ナマコ飼育では採苗から 3日

目まで止水飼育を行い，その後は飼育経過に伴い流水量

を増加し，最小で0.3回転/日 最大で8回転/日で飼育

し，対照区は 6水槽，試験区は7水槽で、行った。

アダルト期に与える影響を

コベポ表lに示した。その結果，

ダイト期幼生，アダルト期ともに， pH5.0では30分，

pH5.2では 1時間浸漬で100%艶死することが判明した。

ス期およびコベポダイト期，

ノープリウス期幼生，果結

48時間浸漬しでも40%以上

3.炭酸ガス通気海水による稚ナマコへの影響試験

炭酸ガス通気海水が，稚ナマコへ与える影響試験の結

果について表2に示した。 pH5.2以下の海水に，

しかしながら， pH6.0では，

が生残する結果となった。

1 .炭酸ガス通気海水の作製

pH5.2以下の炭酸ガス通気海水を作製する条件は，水

温19.2'C下では， 100Lの海水がpH5.0(炭酸ガス濃度

約300ppm)まで低下する時間は，通気量 5L1分では約

17分， lOLI分では約10分， 20Ll分では約 6分であった

(図 1)。また，通気量をlOLI分とした条件下で水温別

にpH5.0に低下する時間を調べたところ， 1時間

浸漬では稚ナマコの舞死はなかったが，

難死個体がみえ始め， 4時間浸漬では鮭死個体が増加

し，全滅する試験区もみられた。また，舞死はないもの

2時間浸漬では
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図2に示す

ように水温が高いほど長い時間を要した。



の，通常海水に戻した 1時間後でも稚ナマコの管足が縮

まったままの個体が観察された。

4 炭酸力、ス通気海水による付着珪藻への影響試験

炭酸ガス通気海水が付着珪藻に与える影響試験の結果

について図3に示した。付着珪藻の細胞数は試験開始時

に1X 104 cellsl cmであったが 3日目には対照区で 8X 

104 cellsl cmになったのに対して， pH5.0， 24h浸潰した

試験区では12X 104cells/cmとなり，有意に増殖効果がみ

られた (t<0.05)。

~ 1，400 
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× 
工1，000
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← ミ 600

議 400

事 200
1三 。

2 3 

回数

吋』一対照区

ベ〉実験区
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図3 炭酸ガス通気海水による付着珪藻 (Navicula属)の増殖

5.量産化規模で、の炭酸ガス通気海水を用いたコベ

ポーダ除去試験

量産化規模である FRP角形 7kL水槽で、の炭酸ガス

通気海水によるコペポーダ除去試験結果を表3に示し

た。 30分， 1時間， 2時間浸漬のいずれの試験区におい

ても，コベポーダ数は約200，000個体/フォルダーから約

200個体/フォルダーまで減少し除去率は99.9%以上と

なった。なお， 2時間浸漬区では，除去率が100%と

なった区もみられた。

次に実際に稚ナマコを飼育しているコンクリート角形

15kL水槽に炭酸ガスを pH5.47になるまで通気したと

ころ，付着珪藻板上のコベポーダの除去率は約90%で

あった。しかし，通常飼育に戻した10日後には再び付着

珪藻板上にコベポーダの増殖が確認された。稚ナマコに

関しては付着珪藻板上から落下している個体も観察され

たが， 3日後には付着珪藻板上に付着しているのが確認

された。
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6.量産化規模での力一卜リッジ式フィルターを用

いたコベポーダ除去試験

付着珪藻板上のコベポーダ数がフォルダー lセット当

たり 1，000個体以上になる日数について調査した結果を

表4に示した。注水口にカートリッジ式のフィルターを

取り付けていない対照区では， 7~12 日目(平均10 日

目， 6 例)であったのに対し，試験区では15~27日(平

均25日目， 7例)と発生が遅くなったことを確認した。

考察

本研究で pH5.2以下の炭酸ガス通気海水に浸漬する

ことで，コベポーダではおよそ30分で100%舞死するこ

とが判明したが，炭酸ガスの効果については，海洋生物

に及ぼす影響など多くの研究が報告されている。杉本・

田中4)はアワビ稚員への麻酔効果の検討とともに，炭

酸ガスによる麻酔は pHが低下することによるものでな

いと報告している。渡辺ら 5)は中深層プランクトンに

対する二酸化炭素の急J性影響実験を行い，二酸化炭素濃

度の上昇とコペポーダ類の生存数には負の相関関係がみ

られたが， pHの低下によるものではないと報告してい

る。これらのことから，本研究の炭酸ガス通気海水によ

るコベポーダ除去効果は pHの低下によるものではない

ことが示唆される。

また，白山・ソントン6)は，空気に200ppmのCO2を

添加して，マナマコと同じ腕皮動物のパフンウニ

(Hemicentrosusρulcherrimus) ，ナガウニ (Echinometra

mathaei)および軟体動物のマガキガイ (Strombus

luhuanus)を6ヶ月間飼育した結果，成長が阻害され

たと報告し，喜田7)は，炭酸カルシウムの殻及び骨格

をもっ生物(マナマコを含む)が炭酸ガスに暴露された

場合，殻及び骨格が形成しにくくなると報告している。

本研究においても，稚ナマコを濃度が高い炭酸ガス通気

海水に浸浸することにより大きな影響を受ける結果とな

り，稚ナマコを飼育している水槽では，炭酸ガスを使用

しない方が好ましいことが判明した。

本研究では採苗前の稚ナマコが水槽内に存在しない状

況下で付着珪藻板上にコペポーダが大量に発生した場

合，炭酸ガス通気海水を利用することで、量産規模の水槽

においても，除去率99.9%以上となり，この付着珪藻板



を採苗に用いれば，コベポーダが存在しない状態で稚ナ

マコ飼育が可能と考えられた。

しかし付着珪藻板上のコベポーダを除去し，稚ナマ

コを収容し飼育を開始後10日目頃には，再ぴコベポーダ

が大量発生し，稚ナマコの大量減耗を生じていた。これ

まで筆者は，稚ナマコ飼育時に発生するコベポーダは，

元々付着珪藻板に増殖しているものと考えていたが，炭

酸ガス通気海水による駆除を行っても， 10日ほどで増殖

してくることから，他の要因が疑われた。そこで，注水

している海水を調査したところ，約3.1Lに 1個体の割

合でコベポーダ(幼生含む)が侵入していた。稚ナマコ

飼育水槽(l5kL) の注水量は最大8回転/日であるこ

とから，多いときは 1日当たり 38，000個体のコベポーダ

が侵入していることが判明した。そこで，今回の除去試

験で採苗後の稚ナマコ飼育水槽の注水口にカートリッジ

式のフィルターを設置したところ，物理的にコベポーダ

を除去でき，コペポーダの発生を約25日固まで遅延する

ことが可能であった。

コベポーダの稚ナマコへの影響については，筆者ら 8)

が体長 3mm以上に成長した稚ナマコはコベポーダによる

影響がなくなること，また，コペポーダの密度を低く保

つことで艶死軽減に繋がることを報告しており，今後

は，ナマコ種苗生産をより安定的に生産するために，コ

ペポーダ発生をより遅延させるためのフィルターの改良

や，その他の侵入経路の探索，また稚ナマコの成長を促

す配合餌料の開発や循環ポンプによるコベポーダの捕獲

方法9)等を組み合わせることで，コペポーダによる減

耗を防除する方法を検討していきたい。

また，今回はナマコでの実験を行ったが，同様に付着

珪藻を用いて飼育しているウニアワビへの活用も可能で、

あると考えられる。
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表1 炭酸ガスによるコペポーダへの影響

成体 幼生 成体 幼生 成体 幼生 成体 幼生 成体 幼生 成体 幼生 成体 幼生

浸i貴時間 5分 lC分 30分 1時間 2時間 24時間 48時間

pH5.0 。 X 。。。。。。。。。。
pH5.2 iご〉 × L::， × 。。。。。。。。
pH5.5 × × × × × × × X × × 。 i込

pH6.0 X × X × × × × × × × × × ム ム

成体;コペポダイト期幼生~成体，幼生;ノープリウス期幼生 。;死亡率100%，0; 死亡率91~99%. ム;死亡率50~90% ， x 死
亡率50%未満，一，無試験.成体50匹幼生50匹ずつ供試し， 3例ずつ試験した平均値を用いて算出した。
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表2 炭酸ガスによる稚ナマコへの影響

サイズ
0.4-) )-3 3-5 5-)0 0，4-) )-3 3-5 5-)0 0.4-) )-3 3-5 5-)0 0.4-) )-3 3-5 (mm) 

浸潰時間 30分 1時間 2時間 4時間

pH5.0 。 。 。 。 。 。 。 。 悶 悶 悶 悶 i込 圏 ム

pH5.2 。 。 。 。 。 。 。 。 • 悶 悶 関 × 園 圏
pH5.5 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

pH6.0 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

。;生残率100%.0;生残率90-99%..;生残率50-89% ム，生残率50%未満 x;生残率0%

口 ，生存しているが 半数以上の稚ナマコが管足を動かさない状態 (ダメ ージあり)を示す。

※稚ナマコは5匹ずつ供試し. 317Uずつ試験した平均値を用いて算出した。

炭酸ガス通気海水の
浸漬時間(時間)

0.5 

l.0 

2，0 

叫.値は全て4例の平均値を示す。

表3 炭酸ガス通気海水によるコペポーダ除去効果

付着珪藻板 lセット当たりの
コペポーダ数 (個体数)* 1 

233.000 

189.∞0 

212.000 

浸演後のコベポーダ数
(個体数)本1

321 

176 

13 

表4 カートリッジ式フィルターによるコペポーダの発生の遅延効果

対照区 | 試験区

コペポーダ発生日時(日目)* 1 

平均日数 (日 目)

水槽数

* 1・採苗した日を O日目とした。

20 

7-12 

10 

6 

15-27 

25 

7 

5-)0 0.4-) )-3 3-5 

24時間

ム × × X 

E雪 X ロ × 

。 。 。 • 
。 。 。 。

コペポーダ除去率 (%)* 1 

99.86 

99.91 

99.99 

5-10 

× 

× 

• 
。



ケンサキイカ醇化稚仔の65日令までの人工飼育

江口勝久

ケンサキイカの生態解明を目的とした試験・研究の

一環として，本種の僻化稚仔の人工飼育を試みた。こ

れまで本種の長期間飼育例は無かったが，最長で65日
間の飼育に成功した。餌料として，天然海域から採集

した動物プランクトン(カイアシ類主体)を給餌した

ことが，飼育に成功した主要因と推察された。しか

し比較的長期間の飼育例がある近縁5種と比較する

と，飼育日数は短く，生残率は低い結果であった。こ

れはケンサキイカの酔化サイズが小さいことに起因す

る可能性が高く，近縁種の中でも騨化サイズの小さい

本種は，比較的飼育が困難な種であると推祭された。

佐玄水産セ研報6 (1 -4) 2013 

稚ナマコの成長，生残に及ぼす海藻粉末の併用給餌効

果

江口勝久

稚ナマコ(アオナマコ)の飼育効率向上を目的と

し，従来の付着珪藻に加え，海藻粉末を主体とした配

合餌料の併用給餌を行う効果について検証した。ま

ず，餌料価値の高い海藻粉末の検討を小規模の餌料試

J験で行ったところ，Ascoρhyllum nodosum (商品名:

アルギンゴールド)が適していることが明らかとなっ

た。次にその海藻粉末を用いた量産規模での飼育試験

を行ったところ，従来の付着珪藻のみの飼育に比べ，

成長は約1.3倍，生残率は約1.5倍の向上が認められ

た。さらに，配合餌料の併用給餌を行った2011，2012 

年の生産結果と過去の付着珪藻のみでの飼育結果を比

較したところ，配合餌料の併用給餌を行った方が効率

的な稚ナマコ生産が可能であるという結果が得られ

た。 佐玄水産セ研報6 (9 -13) 2013 

カサゴ種苗生産における共食い防除方法の検討

江口勝久

カサゴの種苗生産における共食い防除に効果的な飼

育方法を検討するため，飼育密度，全長差，藻類添

加，シェルター，通気の 5項目について飼育試験を

行った。 5項目のうち，全長差に関してはコントロー

ル区と統計的有意差が認められ，全長差が少ないほど

共食いが起こりにくいことが明らかとなった。統計的

な有意差は確認できなかったが，飼育密度と藻類添加

も共食い発生に影響する可能性が示唆された。現状で

は，カサゴの共食い防除に最も効果的な方法は，全長

差をできるだけ出さない飼育方法の実践であると考え

られた。

佐玄水産セ研報6 (21-23) 2013 

産卵実験によるケンサキイカの産卵基質粒径選択性

江口勝久・金丸彦一郎

ケンサキイカ産卵場の環境要因を明らかにするた

め，産卵基質である底質粒径に対する選択性を産卵実

験により検証した。試験に用いた 5段階の粒径(小

磯，細磯，粗粒砂，中粒砂，細粒砂)の中では，最も

細かい細砂粒を選択する傾向がみられた。これまで本

種は砂質に産卵する傾向があることが知られていた

が，本試験の結果より砂質の中でもより細かい粒径の

底質を選択する可能性が高いことが明らかとなった。

佐玄水産セ研報6 (5 -7) 2013 

炭酸ガス通気海水を用いたコベポーダ除去法の開発

野口浩介・野田進治

マナマコ種苗生産では，付着珪藻を繁茂させた付着

珪藻板に採苗する生産方式飼育を行っているが，この

付着珪藻板上にコペポーダが大量に増殖する問題があ

るため，炭酸ガス通気海水を用いた除去法の開発を

行った。まず，コベポーダ稚ナマコの活動に与える

影響を検討し，次に量産規模でのコベポーダ除去法の

検討を行った。 pH5.2以下の炭酸ガス通気海水に30分

間浸漬することで，コベポーダを除去できたが， 2時

間浸漬すると稚ナマコも舞死することが判明した。ま

た，量産規模でもコベポーダを除去することができた

が，除去後約10日間で再びコベポーダが増殖し注水

海水から侵入することが判明した。そこで，注水口に

10μmフィルターを取り付けることで，コベポーダの

増殖を約25日間遅延することができた。

佐玄水産セ研報6(15 -20) 2013 

アカウニ種苗生産時に発生する椋抜け症防除に関する

研究

岡山英史・藤崎博・青戸泉

アカウニ種苗生産時に発生する腕抜け症の防除方法

を検討した。まず，塩分濃度の異なる飼育海水で感染

試験を行った結果， 60%海水で飼育区が，生残率が高

い傾向がみられたが，アカウニも低塩分に弱く，成長

が著しく滞ることが明らかになった。次に，感染部位

であるウニ殻皮が厚く固ければ感染を防除できるので

はないかと考え，給餌する餌料によって，殻皮の強度

が異なり，感染防除できるか否か試験を行った。その

結果，ウニ配合餌料給餌区が最も感染防除できた。各

水温別に飼育したアカウニを用いて，腕抜け症感染試

験を行ったところ， 18
0

Cではアカウニの生残率が

100%であったのに対して， 12
0

C， 9tでは生残率

10%程度となり，有意な差がみられた。

佐玄水産セ研報6 (25 -30) 2013 
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