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ブリふ化仔魚の活力判定の試み

虫明敬一 1)・藤本　宏 2)・新間脩子 3)

A Trial of Evaluation of Activity in Yellowtail, Seriola quinqueradiata Larvae

Keiichi MUSHIAKE, Hiroshi FUJIMOTO, and Hisako SHIMMA

　Starvation tests were conducted during 1987 to 1991 mainly at 20 ℃ in order to evaluate the 
activity of yellowtail larvae. Tolerance to starvation was expressed as survival activity index (SAI).
　The larvae showing higher SAI values in the starvation test also showed higher survival rates in 
the rearing test from 0 to 10 days after hatching. The larvae fl oating on the surface of the hatching 
tank when water turbulence was stopped, showed higher SAI than non-fl oating larvae. The larvae 
obtained from younger adult fi sh (3+) showed higher SAI than those from the older fi sh (5+, 6+) 
in the starvation test. There was a correlation between the SAI and hatching rate. These results 
suggest that the SAI value is considered to refl ect the activity of yellowtail larvae, and can be used as 
a practical indicator of the larval activity in the seed production. Based on the results of experiments 
on temperature eff ect, the following equation between SAI (y) and water temperature (x) was 
introduced within a range of temperatures from 18 to 24 ℃ : y = -1.13 x + 38.75 (r = -0.9935).
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　１．ブリふ化仔魚の活力判定のための一つの手法と
して，飢餓耐性試験を行い，無給餌生残指数（ＳＡＩ）
により仔魚の活力を数値化することを試みた。
　２．給餌飼育試験において，ＳＡＩが高い仔魚のロッ
トほど日齢 10 までの初期生残率が高かった。
　３．海水を静止させた条件下で浮上する仔魚と沈下
する仔魚に分けてＳＡＩを検討した結果，浮上仔魚の
ＳＡＩのほうが高かった。
　４．由来と年齢の異なる親魚を用いて，自然産卵と
人工受精の両方から得られた仔魚を用いて試験を行っ
た結果，仔魚のＳＡＩは親魚の由来あるいは採卵方法
とは無関係に若齢魚ほど高い値を示した。
　５．以上の結果から，ブリにおいてもＳＡＩがふ化
仔魚の活力を判定する指標として有効であると考えら
れた。
　６．水温 18 ～ 24℃の範囲において，試験水温（ｘ 1）
とＳＡＩ（ｙ 1）との間に，
　　ｙ 1＝－ 1.13 ｘ 1 ＋ 38.75

と，有意な直線回帰が認められ，水温 20℃のＳＡＩ（ｙ）
への補正は，
ｙ＝ｙ 1＋ 1.13（ｘ 1－ 20）
により可能となった。
　７．卵質判定項目とＳＡＩとの関連性を検討した結
果，ふ化率とＳＡＩとの間に相関が認められた。
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