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アカハタ仔魚の初期餌料としてのいわゆるＳ型ワムシの有効性

川辺勝俊
（1999 年６月 12 日受理）

Evaluation of Common S-type Rotifer as an Initial Food for the 
Larvae of Blacktip Grouper, Epinephelus fasciatus

Katsutoshi KAWABE

The use of common S-type rotifer (excepting Thai strain, the smaller type), Brachionus rotundiformis, as 
an initial food for blacktip grouper larvae was investigated at 26 and 22 ℃ . Egg diameter, total length 
and upper jaw length of larvae hatched and reared at 26 ℃ were smaller than those at 22 ℃ (p < 0.01), 
indicating 22 ℃ give better growth performance.
Survival rate of larvae for the entire experiment period was 31.6 % at 26 ℃ and 42.0 % at 22 ℃ . Feeding 
incidence was 100 % throughout the experimental period and the number of rotifers found in the larvae's 
digestive canal gradually increased with the growth of larvae. The mouth of larvae opened at the second 
day from hatching at 26 ℃ and at the third day at 22 ℃ . The lorica length of the rotifer ranged from 70 
to 230 μ m (average 180 μ m), and they were fed immediately after mouth opening of the fi sh. At both 
temperatures, smaller individuals of the rotifer were eaten selectively for three days after mouth opening.
Thus for feeding larvae of blacktip grouper, rotifers of high density and small size are recommended.
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１）水温 26℃および 22℃で産卵したアカハタ卵を引き続
き同水温下でふ化飼育し，仔魚の初期餌料としてのＳ型
ワムシの有効性について検討した。
２）26℃では，平均卵径は 783 μｍで，開口時の仔魚の
平均全長は 2.77mmであった。一方，22℃では平均卵径
は 820 μｍ，開口時の平均全長は 2.92mmであり，両者
には有意差が認められた。
３）開口と同時に平均背甲長 180 μｍのＳ型ワムシを給
餌した結果，26℃では日齢２で平均 150 μｍ，日齢３で
同 153 μｍ，日齢４で同 169 μｍ，日齢５で同 177 μｍ
のＳ型ワムシを摂餌していた。一方，22℃では日齢３で
平均 166 μｍ，日齢４で同 175 μｍ，日齢５で同 171 μｍ，
日齢６で同 175 μｍのＳ型ワムシを摂餌したおり，いず
れも開口後３日間は小型ワムシの選択的な摂餌が認めら
れた。
４）仔魚の生残率は，摂餌開始時までで 26℃区，59.2％，
22℃区，76.0％であった。実験終了時には，26℃区が
31.6％，22℃区は 42.0％となった。
５）群摂餌率は 26℃，22℃とも飼育期間中を通じて
100％であった。一方，仔魚１個体当たりの平均ワムシ摂
餌数は，26℃では日齢２，2.48 個体，日齢３，3.10 個体，
日齢４，3.12 個体，日齢５，3.16 個体であり，22℃では
日齢３，2.18 個体，日齢４，3.96 個体，日齢５，3.90 個体，
日齢６，5.10 個体であった。
６）上述の結果から，開口後３日間は高密度でＳ型ワム
シを給餌するか，あるいは選別した小型個体を給餌する
ことにより，Ｓ型ワムシはアカハタ仔魚の初期餌料とし
て有効であると考えられた。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

