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魚類種苗生産の初期餌料としてのプランクトンの重要性

藤 田 矢 良日

長崎県水産試験場 増養殖研究所

Importance of Zooplankton Mass Culture in Producing 

Marine Fish Seed for Fish Farming 

Shiro FUJITA 

The Aquaculture Research Institute, Nomozaki-cho, Na五；asakiPrげをcture

Abstract 

Although the initiation of the rearing study of the marine五shlarvae in Japan was found 

in the study of KAJIYAMA and T、~ISHIOKA (1930) concerning red sea bream and black sea bream, 

it is since 1954 that this type of study had been intestified. During past 25 years there have 

been attempts to rear several score of species of marine五shlarvae. At present, in the f'Xperi-

mental scale, it is possible to rear successfully the greater part of marine fish larvae so far as 

those eggs are arti五ciallyfertilized or spawned in ponds. 

The main marine fishes reared hitherto are as follows: herring, Plecoglossus altivelis, flying-

fishes, Hemiramρhus sajori, mullets, Neothunnus albacora, Auxis thazard, A. tapeinosoma, 

Scomberomorus n争lwnius,yellow tails, Oplegnathus fasciatus, Lateolabrax japonicus, Epinephelus 

alwara, Rhabdosargus sarba, Mylio macrocφhalus, Chrysophヮsmajor, blennies, gobies，五lefishes,

puffers, scorpionfishes, greenlings, sculpines, clingfishes, and flounders. 

In the early days of rearing study, we had only little knowledge of suitable larval food. 

Therefore, from 1954 to 1965, a number of various species of zooplankton, larvae of marine 

animals, cultured prtozoa and non-living food were tried at random. The main species are 

shown in Table 1. 

The necessary condition of the suitable food for larvae are: (1) edibility for larvae, (2) 

larvae grow normally and healthy as compared with natural one (3) easiness in obtaining the 

necessary amount. 

However, in 1965, UKAWA (1969) found that artificially mass cultured rotifers (Brachionus 

plicatilis) were very effective food for postlarval frys of red sea bream, especially when used 

in combination with copepods collected by net from the natural environment. After this experi-

ment, almost all larvae of marine species could be reared using this combined diet. 

At present, the sequential change of the best diet supply with respective developmental stage 

of marine fish larvae seems to be as follows: (1) Oyster or MJ’tilus larvae→（2) mass cultured 

rotifer→（3) zooplankton collected by tow net (mainly copepoda and cladocela), and/or cultured 

Tigriopus japonicus, or Artemia salina nauplii→（4) minced自由 meat. In several species with 

large sized larvae, they are able to be reared without oyster or l¥1ytilus larvae. 

Since the technique of mass culture of the rotifer has nearly been established, the next 

problem is how to culture artificially the copepoda or cladocela on a large scale. It seems that 

without the development of this technique mass production of marine五shseed is not feasible. 

はしがき

海産魚類のふ化仔魚を飼育しようとする試みは，ふるくは梶山・西岡 (1930）のマダイ，クロダイの研究があ

るが，本格的には第二次世界大戦後に始まるといっても過言ではない。

戦後，仔魚飼育研究が始められた動機には次の二つがある。一つは，魚類の初期生活史の研究上卵昨仔の成長

段階別棟木が天然からの採集では存易に得られないので，人工ふ化飼育によって確実な資料を得ょうとするもの

で，仙の一つは， 1955年頃から徐々に盛んになった海産魚知の養殖周柿苗を人工ふ化俣市によって計｜！町的に生産
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しようとするものである。

前者が始められたのは 1954年で，初期にはトビウオ類，フグ類，ソイ類，ニシンなどの飼育が試みられた。

後者が始められたのは 1958年で， 1959に笠原・平野・大島 (1960〕はクロダイの飼育に成功し， 1962年にマダ

イ（山下， 1968), 1968年にはプリ（藤田， 1969）の飼育も可能になった。この聞に多数の研究が進められ，現

在では，ニシン，アユ， トビウオ知，ボラ類，キハダ，ソーダカツオ類，サワラ，プリ類，イシダイ，スズキ，

キジハタ，ヘダイ， クロダイ，マダイ，ギンポ類，ハゼ類，カワハギ類，フグ類，メパノレ・カサゴ類，アイナメ

類，カジカ類，ウパウオ類， ヒラメ類，カレイ類などの飼育が可能であり，このうち，種苗生産の実用段階に近

いものには，クロダイ，マダイ，アユ，メナダ，マコガレイ，カサゴ， トラフグなどがある。

人工採苗における飼育成績は，採卵，飼育管理，餌料の三点が綜合されて結果が現われるもので，三者を切り

はなして考えることは適当ではないが，ここでは，この中で最も重要であり，かつ，問題が多い餌料について過

去25年間の変遷を考察し，種苗生産における動物プランクトンの重要性と，当面の問題として，とくに槙脚類，

枝角類の大量増殖の方法の確立が急を要することについて述べる。海産魚類ふ化稚仔の飼育餌料については，既

に平野 (19G3），平野・大島 (1963),SCHELBOURNE (1964），山下 (1968）などの報告がある。

餌料生物の選択と種苗生産研究の時代区分

1954年以後25年聞に海産魚類数十種類の飼育が試みられたが，との聞に使用された餌料，魚種，飼育成績な

どから種苗生産研究の時代区分を行なうと次の三期に分けられる。

第 1期 (1954-1948年，主餌料，アルテミア ノウプリウス）

この時期には，餌料生物に関する知識に乏しく，当時アメリカから輸入が始められたアノレテミアのノウプリウ

スを主餌料として，ふ化仔魚が大きく飼育が容易なニシン（倉田， 1959), トビウオ類（上野・中原， 1955），フ

グ類（庄晶， 1957：藤田， 1962），ソイ類〈藤田， 1957,1958）など主として沈性卵又は卵胎生魚の飼育が行なわ

れた。アノレテミア以外の餌料は殆んど入手できなかったので，初期餌料不足のため仔魚後期末までに艶死するも

のがきわめて多く，ごく少数の個体が稚魚に変態するにすぎなかった。

第2期 (1958-1965年，ワムシ以前，各種餌料選択期〉

1958年にマダイ， 1959年にクロダイ， 1961年にブリなどの浮瀞性卵を生む魚の飼育が開始されたが，これら

の魚のふ化仔魚は小さく，第 1期餌料としてはアノレテミアのノウプリウスは大きさの点で不適当であった。しか

し，まだ，シオミズツボワムシの普通海水への馴致が完成されておらず，餌料は Tableiに示したように多種多

様なものが供試されたが，主として二枚貝幼生，ウニ郵'j)~lj生，フジツボ類幼生，海藻付着の槙脚類ほか，ネット

採集の天然プランクトン，アルテミアが多用された。飼育成績は，クロダ、イを除いては魚肉に餌付きするものは

数十ないし数百尾にすぎなかった。

第3期 (1965－現在，主餌料，ワムシと天然採集のプランクトン及びアルテミア〉

1965年に瀬戸内海栽培漁業協会 (1969）の伯方島事業所でシオミズツボワムシ Brachionusplicatilis （三重大

学，伊藤が海水馴致したもの〉を増殖させてマダイに投与し，数万尾の飼育に始めて成功した。以後，人工増殖

のシオミズツボワムシと天然採集のプランクトンの併用による飼育方法が方式化した。この方法で各種魚類の飼

育が可能になり，徐々に生産尾数も増加し，現在では多くの魚種で数千ないし数十万尾の租苗生産が可能になっ

ている。

海産組~）J生の悶育において，成長に伴なう餌料要求の変化によって飼育段階の区分を行なうと，二枚貝幼生ま

たはワムシで飼育できる時期を餌料第 1期，小型甲殻類を必要とする時期を餌料第2期，魚介肉ミンチで飼育で

きる時期を餌料第3期とすることができる。ワムシの導入によって餌料第 1期の飼育が確実になったので，餌料

第2期に普通に用いられている小型甲殻矧の種類による餌料価値の判定実験が可能になった。マダイによる実験

では，ネットプランクトン（蹴！山知＋枝戸j矧〉，淡水のモイナ，人工増員自のチグリオプ久 （Tなriopusjaponicus) 

などは大差はないが（伏見・橋本， 1969），アノレテミアについては原因不詳の雛死現象が生ずることが明らかにさ

れている（伏見， 1968：宇都宮・立石・山本， 1967：宇都宮・立石・高見， 1968）。
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供試された餌料の種類と有効種

1954年以来，海産魚の稚仔魚用餌料として投与が試みられたもののうち主要なものをとりまとめて Table1に

示した。

稚仔魚用の餌料としての必要条件は，（1）仔魚が食うこと，（2）順調に消化吸収され，仔魚、が健全な成長をと

げること，（3）餌料の必要量が何時でも確実容易に入手できることである。

Table 1 K示した餌料について，現在有効餌料として一般的に利用されているものは，マガキまたはムラサキ

イガイ幼生，シオミズツボワムシ，天然プランクトン（主として，槙脚類，枝角類〉，人工増殖したチグリオプス，

アノレテミア，魚介肉ミンチである。

Table 1. Foods for marine五shlarvae reared during past 25 years 

Kind of food 

0.r：γrrhis sp. 
Stylonchia sp. 

Brachionus plicatilis 

Arenicola brasiliensis larva 

Mytilus edulis larva 

Saxostrea echinata larva 

Crassostrea gigas larva 

Mactra venerぴormislarva 

Artemia salina nauplius 

Moina macrocopa 

Daphnia pulex 

Evadne sp. and I'odon sp. 

Calanus spp. 

Paracalanus spp. 

Acartia clausi 

Oitlwna nana and 0. similis 

Tigriopus japonicus 

~Mixed copepoda (net plankton) 

Lepas anatifera nauplius 

Balanus spp. nauplius 

Neomysis jゅonica

Penaeus japonicus larva 

Portunus pelagicus zoea 

Charybdis japonica zoea 

Pseudocentrotus depressus larva 

1-/emicentrotus pulcherrimus larva 

Anthocidaris crassispina larva 

Minced fish meet 

Species of fish 

Mylio macrocephalus 

!1{ylio macroceρhalus 
All the fishes reared 

Clzrysophrys major 

C. major, Eopsetta grigor;'wwi, Limanda yoko!zamae 

Siganus fuscescens 

Oplegnathus fasciatus, 1'.1. macrocφhalus, C. major, Seriola 
quinqueradiata, Stephanolepis cirrh約r，λia1・odonmodestus, 
gobies, blennies 

Fugu rubn》es

All the fish species reared 

S. quinqueradiata, C. major 

S. quinqueradiata, C. major 

C. major 

C. major 

C. major 

C. major, S. quinqueradiata, 0. fasciatus 

C. m句＇or,S. quinqueradiata, 0. fのciatus

C. major, S. quinqueradiata, 0. fasciatus 

Many species reared 

S. quinqueradiata 
λ1. macroceplzalus, puffers, S. cirrhifer 
1'.1. macrocφhalus 

S. quinqueradi'ata, C. major 

C. major 

C. maior 

Lateolabrax japonius 

L. yokohamae, S. quinqueradiata 

S. quinqueradi仰， 0.fasciatus, S. cirrh俳r

All the fish species reared 

メニウーの成立

Table 1に示したように多数の餌料が供試されたが，上述の条件に合致しないものは淘汰され，現主では魚種

ごとに成長段階別の有効餌料の系列がほぼきまっているので，魚の分類上の位置，卵の性質，ふ化仔俗、の大きさ

などを考慮して，主要魚類数種の稚仔魚用メニウーを示すと Table2のとおりである。

Table 2に示したマガキ幼生はメナダ，ブリ， トラフク。については不要であるが，マダイなどふ化H旬、が小さ

い魚種では投与した方が歩留りが高い。ワムシはいずれの魚種にも不可欠である。

天然プランクトン（人工増殖したチグリオプスも便宜的にふくめて〉はすべての魚種に有効であるが，現在で
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は殆んと天然採集に依存しているので，必要量をまかなうことが不可能であり，これをアノレテ三アで補なわざる

をえない。しかし，アルテミアを連続投与すると多くの魚種で仔魚の鈍死が起り，かつ，この現象には魚種によ

る差異があることがわかっている。メナダはワムシの次に与える餌（餌料第2期の餌〉として，アルテミアだけ

で飼育できる。 トラフグもアノレテミアにかなり強い。イシダイ，マダイ，プリの順にアノレテミアの辿続投与に弱

く，マダイ，プリでは 4～10日間のアルテミアだけの辿杭投与で大量雛死が起る。これを防ぐためにはアノレテミ

アと天然プランクトンの混合投与（伏見， 1972）か，またはアノレテミアを 3～4日に 1日程度の投与にとどめる

必要がある。天然プランクトンの連続投与においてはこのような現象はない。

Table 2. Several samples of the sequential change of diet for marine fish larvae. Biginning 

and五naldays in each diet are indicated by number of days after hatching 

Species of fish 
Kind of food f 一一ー

し，〆，. major S. quinqueraピiiat a L. haematochaela 

Cyster larva 3-12 days 

Rotiiera 6-22 days 5-25 days 5~20 days 

NCt 寸pi~－；~：・~；us) 13 35 days 10-35 days 

Artemia nauplius 13-35 days 10-35 days 12-30 days 

Minced fish meat 27- days 28- days 25- days 

F.γubripes 

c
d
c
o
 

y

y

 

a

a

 

，d

，d
 

n
u
n
U
 

2

3

 

一一

円

J

ワ白’’A
 

12-30 days 

25- days 

槙脚類，枝角類の人工増植技術確立の必要性

1954年以来，多数の餌料が供試されたが，餌料価値の乏しいものは徐々に淘汰されて，現在では，二枚民幼生

→シオミズツボワムシ→天然プランクトン（一部アルテミア，人工増殖のチグリオプスで代用）→魚介肉ミンチ

の餌料系列で殆んどすべての海産魚稚仔の飼育ができることがわかった。

この餌料系列においてシオミズツボワムシはすでに大量増殖が可能であるが，天然プランク卜ンのうち有効種

の主体をなしている模脚類，枝角類については， Tigriopus japonicusがやや大量に飼育できるだけで，その他

についてはまだ大量増殖の方法がわかっていない。将来は魚類の初期餌料も人工配合餌料にかわるべきであろう

が，これの完成にはまだ時日を要するので，すでに有効性が確認されている焼脚類，枝角類の大量増殖方法の開

拓が，和 11-~量産技術の発展に最も重要であり，かつ急を要する問題と考えられる。

むすび

戦後本邦における海産魚類ふ化幼生の飼育研究は 1954年に始ったが， 1965年頃までは初期餌料の探索に追わ

れていた。ところが， 1965年，瀬戸内海栽培漁業協会，伯方島事業所でマダイの飼育において大量に増殖したシ

オミズツボワムシとネット採集のプランクトンの併用による飼育方法が試みられ，数万尾の種苗生産に成功し画

期的な進歩がとげられた。その後，魚種による若干の差異はあるが二枚貝幼生→シオミズツボムシ→天然プラン

ク卜ン（人工増殖チグリオプス，アノレテミアも併用〉→魚介肉ミンチという餌料系列で大多数の海産魚幼生の飼

育が可能凡なった。上述の餌料において，ワムシについては既に大量増殖が可能なので，天然プランクトンの有

効種の主体をなす焼脚類，枝角類の大量増殖方法の解明が種苗量産技術の推進のための急務と考えられる。
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