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SUISANZOSHOKU 48（3），467－473（2000）

小笠原諸島父島におけるアカハタ養成魚からの周年採卵

川辺勝俊・加藤憲司・木村ジョンソン

（2000年 5月17日受理）

Year Round Spawning of Reared Blacktip grouper, 
Epinephelus fasciatus, in Chichi-jima, 
Ogasawara Islands, Southern Japan

Katsutoshi KAWABE
＊1, Kenji KATO

＊2, and Johnson KIMURA
＊1

Abstract: In the periods from 1986 to 1998, spawning of broodstock of blacktip grouper, Epinephelus
fasciatus, obtained from coastal waters around Chichi-jima, one of the Ogasawara Islands, was
observed under the rearing condition. No artificial treatments such as hormonal injection, water
temperature shock, or photoperiod shock was performed to induce maturation. Although year
round spawning was observed, about 90% of the eggs were obtained from April to November, when
water temperature varied between 19.5 and 29.7℃ . The average diameter of the buoyant eggs
ranged from 717 to 847μm and significantly showed a negative correlation with spawning water
temperature. The number of spawning eggs peaked a few days after full moon.

Key words: Epinephelus fasciatus; Natural spawning; Egg taking; Year round spawning

＊1 東京都小笠原水産センター（Tokyo Metropolitan Ogasawara Fisheries Center, Kiyose, Chichijima, Ogasawara, Tokyo
100-2101,  Japan）．

＊2 東京都水産試験場（Tokyo Metropolitan Fisheries Experiment Station, 1-13-17 Kaigan,  Minato, Tokyo 105-0022, Japan）．
＊3 川辺勝俊（未発表）．
＊4 岡村雄吾（1990）：種苗生産技術開発試験（アカハタ）．高知県水産試験場事業報告書，昭和63年度，pp. 1-6．
＊5 岡村雄吾（1991）：種苗生産技術開発試験（アカハタ）．高知県水産試験場事業報告書，平成元年度，pp. 1-8．
＊6 岡村雄吾（1992）：種苗生産技術開発試験（アカハタ）．高知県水産試験場事業報告書，平成 2年度，pp. 1-8．
＊7 岡村雄吾（1993）：種苗生産技術開発試験（アカハタ）．高知県水産試験場事業報告書，平成 3年度，pp. 429-434．
＊8 岡村雄吾（1994）：種苗生産技術開発試験（アカハタ）．高知県水産試験場事業報告書，平成 4年度，pp. 325-329．

アカハタ，Epinephelus fasciatusは小笠原諸島海域に

生息するハタ類の中では主要な漁業対象種で，市場性

が高く，高価格で取引きされている。近年，本種は資

源量の減少が懸念されているため，著者らは栽培漁業

の対象種として種苗生産技術の開発を行っており，す

でに1998年と1999年の 2カ年には全国で初めて万単位

での稚魚の生産に成功している＊3。

今後，本種の種苗生産技術を確立していくためには，

まず採卵技術に関する知見を集積することが必要であ

る。村井ら1)は父島周辺海域に生息する本種天然魚の産

卵期は4～6月で，釣獲した親魚を養成した結果，4～

8月にかけて採卵ができたと報告している。また，和歌

山県水産増殖試験場2-6)や高知県水産試験場＊4-8では，い

ずれも採卵できたのは 5～11月の間の 2～ 6カ月であっ

たと報告している。一方，著者らは小笠原諸島父島で

1986年から1998年にかけて本種の採卵を行った結果，

ほぼ周年にわたって自然産卵し，大量の受精卵を採卵

することができた。産卵の長期化は種苗生産を行う機

会が増加するので有利な現象であるばかりでなく，生物

学的見地からも興味深い。そこで，本報ではこの間の

本種の採卵結果について報告する。

材料および方法

親魚の飼育 採卵に用いた親魚は，1985年から1996

年にかけて父島周辺海域の水深約20 m以浅で釣獲した

もので，釣獲後，父島二見湾内の網生簀（4×4× 4 m）

で蓄養した。そして，採卵試験を行う際には網生簀か

らコンクリート製陸上水槽 4基（13 m3円型，15 m3円型，

25 m3角型，80 m3円型）のいずれかの水槽に収容して，

換水量 4～10回転/日の割合で海水を注水しながら飼育

した。したがって，本研究では親魚を陸上水槽に収容

している間を採卵試験の実施期間とした。



親魚への給餌は，日間給餌率が約 2%となるよう週3

～7回行った。餌料として，卵質改善効果が報告されて

いるイカ（種不明）とオキアミ（種不明）を使用した7)。

これらの餌料にはハマチエードSタケダA（武田薬品工

業（株）），ユベラフード100（エーザイ（株））を各々0.3%，

マッカラム塩（コーキン化学（株））を1%外割で添加し

た。飼育期間中は親魚の飼育水温を毎日午前 9～10時

に測定した。採卵試験を実施した1986，1987，1990，

1994～1998年の各年には，その年に使用した親魚尾数

の計数を行うとともに，ほぼ全個体について全長，体

重を測定した。そのうち，1986，1987，1990，1997，

1998年の各年には総排泄口の形状や腹部の圧迫による

放卵，放精の有無，あるいは開腹によって雌雄の判別

を行い，雌雄別に親魚の全長，体重を記録した。なお，

1986，1987年に使用した親魚は1985年 5月から1986年 3

月にかけて釣獲したものである。一方，1990，1994，

1995年に使用した親魚は1988年 4月から1994年11月，

1996～1998年に使用した親魚は1995年 7月～1996年 4

月にかけて釣獲したものである。

採卵 採卵試験は1986，1987，1990，1994～1998年

の 8年間にわたって行ったが，実際に陸上水槽に収容し

て試験を実施した日数は年間で237～344日間であった。

また，本研究では産卵はすべて自然産卵であり，採卵

に際して親魚へのホルモン剤投与や日長，水温制御と

いった人為的な成熟促進処理は一切施していない。産

出卵の収集は，25 m3水槽と80 m3水槽では水槽の表層排

水口に493μmメッシュネットを設置し，オーバーフロ

ーした表層水中の卵を集める方法で行い，13 m3水槽と

15 m3水槽では，フレキシブルホース（直径50 mm）を

使用してサイフォンにより表層の飼育水を493μmメッ

シュネットを設置した500 lポリカーボネイト水槽に導

く方法で行った。卵の採集時刻は発生段階が胚体出現

後となる産卵翌日の午後に行い，毎回総採卵数，浮上

卵数，沈下卵数，卵径，ふ化率を記録した。これらの

算出は以下の方法で行った。まず，493μmメッシュネ

ットに集めた卵を100 lポリカーボネイト製アルテミア

ふ化水槽あるいは30 lポリカーボネイト製水槽で浮上卵

と沈下卵とに分離した後，沈下卵を別の30～100 lポリ

カーボネイト製水槽に移した。そして，浮上卵，沈下

卵それぞれの水槽中の水量を30～100 lに調節した後，

撹拌して卵を均一に分布させた後，駒込ピペットで一

定量の海水を採取し，それに含まれる卵数をすべて計数

することにより，水槽中の全卵数を算出した。卵径は

浮上卵20～30粒を万能投影機により50倍に拡大してデ

ジタルノギス（デジマチック・キャリパーCD-10C，ミ

ツトヨ（株））で0.01 mm単位まで計測した。ふ化率は集

卵時に濾過海水を満たした 2 lガラスビーカーに浮上卵

約100粒を計数して入れ，無通気，止水状態で静置し，

ふ化終了後の死卵数を計数して，これからふ化率を算

出した。

採卵結果の解析に当たっては，年別，月別，産卵水

温別の産卵日数，採卵数，浮上卵率，ふ化率，卵径と

の関係，さらに，月齢と産卵率，採卵数の関係につい

ても検討した。なお，月別の平均産卵日数，月齢別の

産卵率は次式により算出した。

m月の平均産卵日数= a / b×c

a：1986～1998年のm月に産卵した総日数

b：1986～1988年のm月に親魚を陸上水槽に収容した
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Table 1. Blacktip grouper broodstock fish used for egg collection from 1986 to 1998

Total  length＊1 (cm) Body  weight＊1 (g) 
Year No. of fish

Female Male Female Male
1986

1987

1990

1994

1995

1996

1997

1998

108－109

108－192

60－142

169－230

198－230

135－163

106－135

103－106

26.1±3.0
(20.5－34.2)
30.2±3.0

(20.0－35.6)
29.7±3.3

(22.7－35.8)
32.3±5.7＊3  

(20.3－42.3)
32.7±5.3＊3  

(22.5－42.4)
29.0±3.4＊3  

(21.2－37.5)
30.0±2.9

(24.3－35.6)
31.6±2.8

(24.3－37.5)

31.9±3.8
(20.3－39.1)
34.5±2.2

(28.7－38.6)
33.0±3.5

(25.5－38.1)

32.2±2.8
(25.5－39.0)
33.8±2.4

(27.7－38.5)

245±105
(117－609)
491±152

(150－875)
468±166

(170－794)
684±393

(110－1,710)
684±377

(188－1,880)
378±153
(90－824)

526±178
(211－856)
587±187

(219－1,096)

491±177
(112－1,010)
728±144

(415－980)
679±217

(246－1,048)

605±180
(280－1,000)
741±172

(359－1,086)

13.8±1.5
(10.1－17.8)
17.8±1.5

17.5±1.7
(13.8－21.3)
18.0±2.0

(13.2－22.6)
17.8±1.4

(15.8－24.7)
14.8±1.8

(11.1－18.8)
18.0±2.1

(14.0－22.9)
18.5±1.8

(13.6－23.5)
 

Condition factor＊1,＊2

＊1 Mean±SD, (Minimum-maximum).
＊2 Condition factor＝(body weight)/(total length)3×103.
＊3 Broodstock sex in 1994-1996 is unknown.



総日数

c：m月の日数（但し，2月は28とした）

m：1～12

月齢 n日での産卵率= d /（d＋e）×100

d：1986～1998年の月齢 n日で産卵した総日数

e：1986～1998年の月齢 n日で産卵しなかった総日数

n：0～29（小数点以下の数字は四捨五入した）

結　　果

親魚 採卵試験を実施した年に使用した親魚の尾数

と全長，体重，肥満度をTable 1に示した。親魚数はど

の年もほぼ100尾以上を陸上水槽に収容したが，1994，

1995年が200尾前後と多かった。また，親魚の大きさは

どの年もほぼ全長30 cm前後であった。雌雄別に全長，

体重を測定した年では，各々の平均値はいずれも雄の

方が雌より有意に大きかった（ t検定，p＜0.05）。肥満

度は，釣獲後 1年未満の親魚のみを使用した1986年と

1996年は13.8～14.8であったが，他の年に使用した親魚

では17.5～18.5であった。

水温 1986～1998年における月別の平均水温は 8，9

月がそれぞれ27.4，27.6℃で最も高く，2，3月がそれぞ

れ20.2，20.6℃で最も低かった（Fig. 1）。

産卵 年間の産卵期間は長期にわたっている場合が

多く，4～11月までは1987年 8月と1990年10月，そして

1995年11月を除いたすべての年で産卵が認められた。

しかしながら，1～ 3月と12月の各月は産卵が認められ

なかった年が約半数を占めた（Table 2）。月別の平均産

卵日数は1.8～9.2日であったが，特に 4～11月までの期

間はほぼ毎年産卵がみられたため平均産卵日数は7.1～

9.2日で圧倒的に多かった。一方，1～3月と12月は産卵

した年としない年があったため平均産卵日数は少なく，

1.8～3.6日であった（Fig. 2）。産卵が行われた水温は

19.5～29.7℃であった。22.0～28.9℃での産卵が全産卵

日数の約90%を占めたが，24.0～27.9℃での産卵が最も

多かった（Fig. 3）。

採卵数 産卵日数同様，採卵期間や親魚数が年によ

って異なるので一概に比較できないが，年別では1998年

が140×106粒で最も多く採卵でき，1986年が25×106粒

で最も少なかった。年平均では約57×106万粒を採卵す

ることができた。月別の総採卵数では，4～11月は毎月

40×106粒以上であったが，他の月はいずれも10×106粒

に満たなかった（Fig. 2）。また，日間採卵数は 1×103

～13×106粒の範囲であったが，変動が大きいため日間

平均採卵数は885×103粒，標準偏差は1,469×103粒とな

った。
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Table 2.  Monthly spawning of blacktip grouper from 1986 to 1998

Month
Year

1986
1987
1990
1994
1995
1996
1997
1998

DecJan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

－ 
○ 
× 
－ 
× 
－ 
× 
○ 
 
 
 

－ 
○ 
○ 
－ 
× 
－ 
× 
× 
 
 
 

－ 
× 
○ 
－ 
× 
－ 
○ 
○ 
 
 
 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

○ 
○ 
× 
○ 
○ 
○ 
○ 
－ 
 
 
 

○ 
○ 
○ 
○ 
× 
○ 
－ 
－ 
 
 
 

○

－

○

×

×

○

－

－

○ 
× 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

－ 
○ 
○ 
○ 
－ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

○ 
○ 
○ 
○ 
－ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

○; Spawning, ×; No Spawning, －; No data.

Fig. 1. Monthly changes of the water temperature for
breeding of blacktip grouper broodstock from 1986 to
1998. Data represent mean±standard deviation.

Fig. 2. Monthly changes of the mean number of spawning
days and the total number of collected eggs from 1986
to 1998.



浮上卵率 浮上卵率は試験期間中を通じて変動が大

きく，0～98%の範囲であり，48.7±26.5%（平均±標準

偏差）であった。年別や月別，水温と平均浮上卵率の

間には相関性は認められなかった（一元配置分散分析，

p＞0.05）。

ふ化率 平均で90%以上の高いふ化率がみられたのは

5～12月の期間であった。逆に，1～2月は90%以上のふ

化率がごく稀に認められたものの，ふ化まで至らない場

合が多く，平均ふ化率は20%以下と低率であった（Fig.

4）。水温別では，22℃以上では90%以上の場合がほと

んどであったが，22℃未満のふ化率は0～99%の範囲で

変動が大きかった。また，年によるふ化率の違いは認め

られなかった（一元配置分散分析，p＞0.05）。

卵径 浮上卵の平均卵径は717～847μmであった。月

別では，比較的水温が高い 6～11月の卵径が小さく800

μm以下であったが，他の月では800μm以上であった

（Fig. 5）。また，卵径と産卵水温との間には負の相関性

が認められた（ p＜0.01）。

Y=－5.78X＋937.57（ r = 0.60）

Y：卵径（μm），X：産卵水温（℃）

また，年による卵径の違いは認められなかった（一元

配置分散分析，p＞0.05）。

月齢 産卵率では月齢17～19日が最も高く，月齢10

日頃から月齢17～19日まで急激に上昇してピークを迎

えた後，月齢 5～10日付近にかけて徐々に下降した。一

方，採卵数は月齢18～19日が最も多く，月齢10日頃か

ら月齢18～19日まで急激に上昇してピークを迎えた後，

月齢22日にかけて急激に下降した（Fig. 6）。

考　　察

親魚 本研究で用いた親魚は，すべて天然魚を養成

したものであった。したがって，親魚の年齢は不明だ

が，親魚の大きさはどの年も平均で全長30 cm前後であ

り，雌雄別に大きさを測定した年はいずれも雄の方が雌

よりも平均値は大きかった。父島沿岸域における本種

天然魚の平均全長でも雌が27 cm，雄が32 cmで，雄の

方が有意に大きいことが明らかとなっている＊3。一般に

マハタ属魚類は雌性先熟を示すことが知られている

が8-11)，本種も同様の可能性が示唆された。しかしなが

ら，今回のように天然魚を養成した場合は，雌雄とも

に全長と体重の平均値が天然魚よりも大きくなった。

キジハタ，E. akaaraでも，性転換は魚体の大きさや年

齢以外の様々な環境条件や栄養状態の影響を受けてい
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Fig. 3. Frequency of the spawning by water temperature
from 1986 to 1998.

Fig. 4. Monthly changes of the hatching rate from 1986 to
1998. Data represent mean (dots)±standard devia-
tion (vertical bars).

Fig. 6. Changes of the spawning rate and the total number
of collected eggs in relation with the age of the moon
from 1986 to 1998.

Fig. 5. Monthly changes of egg diameter from 1986 to
1998. Data represent mean (dots)±standard devia-
tion (vertical bars).



ると報告されているが12)，今回のアカハタの場合は，父

島沿岸域の天然魚の肥満度（13.6±1.4，平均値±標準

偏差，n=917＊3）と比較して養成親魚の肥満度が高かっ

たことから，親魚の栄養状態が良好であったことや，親

魚の飼育密度が高いことに起因すると考えられた。

産卵 本種の産卵時期は年によって異なったが，4～

11月の期間はほぼ毎年産卵がみられた。しかしながら，

1～3月と12月は産卵しない年もあり，産卵日数も4～

11月が月平均 7日以上であったのに対し，1～ 3月と12

月は3.6日以下であった。したがって，本種養成魚はほ

ぼ周年産卵するものの，産卵盛期は4～11月にあると考

えられた。一方，村井ら1)は釣獲後半年間養成した親魚

では4～8月まで産卵がみられたとしている。今回は釣

獲後1カ月から1年間養成した親魚群では季節による産

卵数の多少はあるものの，ほぼ周年産卵が認められたこ

とから，天然魚を釣獲後，ほぼ1年程度飼育すれば周年

受精卵を得ることが可能であると考えられた。

本種天然魚の産卵期については，小笠原諸島父島で

は4～6月1)，三重県浜島が4～7月13)，山口県仙崎が4

～5月13)，南半球のニューカレドニアでは9～2月と報

告されており11)，ニューカレドニアを除いては天然魚の

産卵期間は比較的短いと考えられた。一方，飼育下に

おいては，和歌山県水産増殖試験場2-6)では 6～10月，

高知県水産試験場＊4-8でも 6～11月と報告しており，他

所でも養成魚の産卵期は天然魚より多少長くなる傾向

が認められた。しかしながら，今回のようなほぼ周年に

わたる産卵は報告されていない。アカハタ以外でも，ハ

マフエフキ，Lethrinus nebulosus14)やシモフリアイゴ，

Siganus canaliculatus15)，スジアラ，Plectropomus leop-

ardus16)，ヒレナガカンパチ，Seriola rivoliana17)等，亜

熱帯地域に生息する魚種では天然魚と比べて養成魚の

産卵期が長いことが知られている。特にハマフエフキで

は今回のアカハタ同様，周年にわたる産卵が認められて

いる。魚類の産卵周期に影響をおよぼす要因としては，

特に水温や日長等が重要視されており18)，例えば，キン

ギョ，Carassius auratusでは，水温を制御することに

よって周年産卵することが報告されている19)。一方，会

田ら20)は成熟の開始やその進行には魚自身の栄養状態な

どの内的要因の関与が大きいと述べている。今回のアカ

ハタで産卵が長期化した原因としては，養成親魚の肥

満度が高かったことから，親魚の栄養状態が良好であ

ったことが考えられた。照屋ら16)もスジアラ飼育魚の産

卵期間が長い理由として肥満度の違いをあげており，天

然魚に比べて飼育魚では，成熟，産卵に十分な栄養状

態が保持されているため長く産卵を続けたと報告してい

る。

一方，アカハタの養成親魚を用いた場合でも，本土

海域での産卵期は 3～ 4カ月と小笠原に比べて大幅に短

くなっている。一方，南緯20 の゚ニューカレドニアにお

ける本種天然魚の産卵期は6カ月と長期にわたることを

考え併せると11)，今回の小笠原における長期産卵現象

には，親魚の栄養条件と亜熱帯水域の高水温環境の両

方が関与している可能性が高いと考えられた。

産卵水温は22.0～28.9℃の間で全体のほぼ90%の産卵

がみられたので，この水温帯が産卵適温と考えてよいで

あろう。和歌山県水産増殖試験場2-6)では本種の産卵適

温は23～25℃で，26～27℃以上では産卵しないと報告

しているが，小笠原の方が産卵水温の範囲が広かった。

採卵数 本研究では約100～200尾の親魚を用いて年

間25×106～140×106粒の受精卵を採卵することができ

た。和歌山水産増殖試験場2-6)と高知県水産試験場＊4-8は

これまで多い年でもそれぞれ12×106粒と44×106粒と報

告しているが，著者らの採卵結果と比較すると，産卵

期が長期にわたっていることと親魚数が多いため，採卵

数も多くなったと考えられた。また，日間採卵数も平

均で890×103粒であったことから，50～100 m3規模の水

槽で事業的な種苗生産を行う量としても十分である。

一方，自然産卵による採卵数の変化は，単に親魚の数

によるだけでなく，水槽の大きさや密度，性比，年齢

の影響を受けることがスジアラやキジハタで知られてい

る16,21)。今後は，本種においてもこれらの事項について

詳しく検討していく必要がある。

浮上卵率 浮上卵率は0～98%の間で推移し，平均で

は約50%程度であったが，他機関2-6,＊4-8での結果と比べ

てもほぼ同じか，高い値であった。今後，浮上卵率の

向上を図るために，環境条件や栄養面からの検討を行

う必要がある。

ふ化率 5～12月，あるいは水温22℃以上でのふ化率

が平均90%以上であったので，種苗生産にはこの時期の

卵を使用するべきであろう。逆に，1～2月はふ化まで

至らない場合が多いので，種苗生産を行う時期として

は適していないと考えられた。

卵径 本種の平均卵径は717～847μmの範囲であっ

た。他のハタ類では，ヤイトハタ，E. salmonoidesが

880～960μm22)，マダラハタ，E. microdonが830～960

μm＊9，スジアラ16)が730～960μm，キジハタが770～

830μm23)，ノミノクチ，E. farioが840～880μm＊10，ク

エ，E. bruneusが840～960μm24)といった報告例がある
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＊9  照屋和久・升間主計・本藤　靖・二階堂英城（1992）：成体の確保と採卵，マダラハタ．日本栽培漁業協会事業年報，
平成 2年度，pp. 53-56．

＊10 辻ヶ堂　諦・林　文蔵（1982）：ノミノクチの産卵生態と卵発生および仔魚について．三重県尾鷲水産試験場事業報告，
昭和55年度，pp. 29-34．



が，本種の卵径はハタ類中でも比較的小型であった。

また，卵径と産卵水温の間に負の相関性があることは

スジアラ16)，ヒレナガカンパチ17)，シロギス，Sillago

japonica25,26)，カタクチイワシ，Engraulis japonica27)で

知られており，こうした現象は海産硬骨魚類に一般的

なものと考えられるが，今回も同様の傾向がみられた。

また，アカハタは他のハタ類同様，摂餌開始時の口径

や全長が小さいため，通常のいわゆる S型ワムシ，

Brachionus rotundiformisでは大きすぎて摂餌が難しい

といわれている28)。一般に，ハタ類では卵径が大きけれ

ば摂餌開始時の仔魚の全長や口径も大きいと考えられ，

その結果，利用できる餌料のサイズの範囲が広がると推

定される。さらに大西洋ニシン，Clupea harengus29)や

大西洋マダラ，Gadus morhua30)，カタクチイワシ31)で

は大型卵に由来する大型仔魚の生残能力が高いことが

報告されている。本種の産卵期は20～30℃と広範囲に

わたっているが，種苗生産にあたっては，卵径の大きい

低水温期に産卵した卵を使用する方が摂餌に関連した

初期生残率の向上に有利であると考えられた。

月齢 本種の産卵周期は月齢と密接に関連しており，

満月後3～5日の産卵率が高く，採卵数も多かった。し

たがって，産卵日が推定できるので，種苗生産現場で

はあらかじめ計画が立てやすい。一方，高知県水産試

験場＊5,6ではアカハタの産卵は新月の前後と報告してお

り，月齢と産卵に関連があるという点では一致したもの

の，そのピークが各々新月と満月にあるという点で異な

っている。こうした月齢リズムによる産卵習性は，ゴマ

アイゴ，Siganus guttatus15)，シモフリアイゴ15)，アミ

アイゴ，S. spinus15)，ヒメアイゴ，S. virgatus15)，マダ

ラハタ32)やE. merra33)，スジアラ＊11等，亜熱帯域の魚

類で報告されている。

今回のアカハタのほぼ周年にわたる産卵現象が，マダ

イ，Pagrus major34)で観察されたような同一個体の多回

産卵によるものか，それとも別個体の産卵によるかは今

後の研究に待たねばならないが，亜熱帯に位置する小笠

原諸島父島ではほぼ周年にわたって産卵が認められ，特

に5～11月は量的にも安定した採卵が可能なので，種苗

生産はこの時期が適していると考えられたが，特に産卵

日数が多く，卵径が比較的大きい5～6月は最適である

と考えられた。さらに種苗生産効率化のためには，親

魚飼育水温を制御することにより卵径の大きい卵を計画

的に大量採卵できることも可能であると考えられるの

で，今後検討していきたい。

要　　約

1 ）小笠原父島沿岸域で釣獲したアカハタ養成魚を用

いて，1988～1998年にかけて採卵した結果を報告した。

2 ）採卵に使用した親魚は60～230尾であり，平均全

長は30 cm前後であった。また，雄の方が雌より有意に

大きかった。

3 ）月別の平均産卵日数は，4～11月が7.1～9.2日で

圧倒的に多く，1～ 3月と12月は1.8～3.6日であった。

産卵が行われた水温帯は19.5～29.7℃であったが，22～

28.9℃での産卵が全体の87%を占めた。

4 ）年別の採卵数は25×106～140×106粒であった。

月別の平均採卵数では，4～11月の期間はいずれも40×

106粒以上であったが，他の月は10×106万粒以下であっ

た。また，日間採卵数は 1×103～13×106粒で，平均

885×103粒であった。

5 ）浮上卵率は 0～98%（平均48.7%）であった。

6 ）平均で90%以上の高いふ化率がみられたのは5～

12月（水温21.5～29.7℃）であった。逆に，1～ 2月

（水温19.5～22.4℃）はふ化まで至らない場合が多かっ

た。

7 ）浮上卵の平均卵径は717～847μmであった。月別

では比較的水温が高い 6～11月の卵径が小さく800μm

以下であったが，他の月では800μm以上であった。ま

た，卵径と産卵水温との間には負の相関性が認められ

た。

8 ）月齢別の産卵率，採卵数は月齢10日頃から月齢

17～19日まで上昇してピークを迎えた後は下降した。

9 ）以上の結果から，本種の種苗生産適期は5～11月

と考えられたが，特に産卵回数や採卵数が多く，卵径

が比較的大きい5～6月が最適であると考えられた。
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