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SUISANZOSHOKU　51（4），443－450（2003）

マツカワ種苗生産における仔魚の大量沈下減耗

萱場隆昭・杉本　卓・松田泰平

（2003年10月10日受理）

Mass Mortality Associated with Sudden Sinking
of Larval Barfin Flounder, Verasper moseri

Takaaki KAYABA
＊1, Takashi SUGIMOTO

＊1, and Taihei MATSUDA
＊1

Abstract: The present study was conducted to investigate the cause of mass mortality associated 
with sudden sinking of flexion larvae in barfin flounder, Verasper moseri. Observations on 
swimming behavior of larvae showed that most of the larvae suddenly sank from the upper layer 
to the bottom of the tank at 25 days of age, and that mass mortality occurred just after sinking.  
Coinciding with the sinking of larvae was an obvious increase in body density, especially in larvae 
from 24 to 28 days after hatching (dah).  In order to investigate the effects of turbulence on sudden 
sinking and mortality, 10 day-old larvae were reared at various aeration levels, i.e., no aeration, 
gentle aeration and strong aeration.  Larvae in both the no and gentle aeration groups sank 
suddenly at 24-25 dah and high mortality occurred.  On the contrary, in the strong aeration groups, 
almost all larvae swam in the upper or middle layer throughout the experimental period.  The 
survival rates at 36 dah were 74.3-89.0%, clearly superior to those in other experimental groups.  
These results suggest that sudden sinking of flexion larvae in this species is caused by a rapid 
increase in body density during a period of rapid ontogenetic change.  It is likely that manipulating 
aeration to establish an vertical mixing is very successful for preventing flexion larvae from 
sinking, and hence, to avoid mass mortality.
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＊1 北海道立栽培漁業総合センター（Hokkaido Institute of Mariculture, 539-112, Shikabe, Hokkaido 041-1404, Japan）．

マツカワ，Verasper moseri は，茨城県以北の太平洋

およびオホーツク海域に生息する冷水性の大型カレイ

である。低水温でも成長が早く，また，商業的価値が

優れていることから，北日本における重要な栽培漁業

対象種として注目度が高い1,2)。近年，北海道では，マ

ツカワの資源増大を目指して人工種苗の大量放流事業

を計画しており，種苗生産技術を早急に確立すること

が望まれている。

マツカワの種苗生産研究は，1982年に社団法人日本

栽培漁業協会で開始され，現在では北海道および岩手

県でも取り組まれている。本種は，仔魚が変態・着底

するまでの浮遊生活期間に減耗が生じやすい3-5)。これ

まで北海道立栽培漁業総合センター（以下，道立栽培

センター）で行った種苗生産では，仔魚が全長約7.5 mm

となった時点（上屈前仔魚期）および全長約8.5 mm

になった時点（上屈仔魚期）に著しい大量へい死が認

められ，生産終了時の生残率は1.0～40.5%と年変動が

大きい。また，初期減耗が著しい場合には，種苗の供

給不能となる。従って，今後，より安定した種苗生産

を実現するには，初期減耗の防除が不可欠である。そ

のためには，まず，それぞれの発育段階で発生してい

る減耗の原因を正確に把握し，適正な飼育条件を整え

る必要がある。

以前，筆者らは，上屈前仔魚期に生じる減耗には，

ワムシ摂餌開始から初期における摂餌不良に原因があ

ることを明らかにした6)。また，飼育海水へのナンノ

クロロプシス添加濃度を高めると，仔魚の初期摂餌が

活発化し，摂餌不良によるへい死を低減できることが

わかった。これに対し，上屈仔魚となった段階で生じ

る減耗に関して，その発生機構はいまだ明らかになっ

ていない。へい死がおこる前に仔魚が底層へ一斉に沈

下するという特異的な行動変化も観察されているが，
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この沈下現象が発生する原因，また，へい死との関連

性については十分な検討がなされていない。そこで，

本研究では，上屈仔魚期に発生する仔魚の大量沈下お

よび減耗の原因を解明することを目的とした。浮遊生

活期間における仔魚の発育，摂餌および行動特性につ

いて詳細に調べ，へい死との関連性を解析した。さら

に，その知見に基づき，マツカワ仔魚の初期減耗を抑

制できる飼育条件について考察したので報告する。

材料および方法

供試魚　道立栽培センターで養成した 3 ～ 5 歳のマ

ツカワ親魚雌雄から自然産卵誘導および人工授精法に

よって受精卵を得た。受精卵を水温 8℃，流水（地先

汲み上げろ過海水使用）および強通気条件下でふ化ま

で管理し，得られた仔魚を以下の実験に使用した。

種苗生産過程における仔魚のへい死状況　仔魚の

減耗状況を正確に把握するため，1998～2000年の種

苗生産（計 8 ロット分）において，飼育期間中の死亡

数の日変化および死亡した個体の形態観察を行った。

各年 4 月，3.5 t 長円型水槽に 5 日齢の仔魚を 8 ～10万

尾収容した。飼育海水には調温したろ過海水を使用し

た。仔魚収容後，飼育水温を 9℃から0.5℃/day の割

合で徐々に上昇させ，16日齢以降は13～14℃の範囲に

なるように調温した。換水率は50%/day（5 日齢時）

～800%/day（70日齢時）とし，仔稚魚の成長にあわ

せて流量を増加させた。また，水槽内にセラミック

製エアストーンを 2 個ずつ設置し，0.6～0.8 l/min の

流量で通気を行った。10日齢から給餌を開始し，仔魚

の成長に併せてシオミズツボワムシ（給餌期間10～35

日齢），アルテミア（22～65日齢），配合飼料（45日齢

～）へと餌料を変化させた。ワムシおよびアルテミア

の給餌密度は，それぞれ 8 ～15個体/ml および 1 ～ 5

個体/ml とし，いずれも餌料の添加後は 6 時間通水を

停止した。また，ワムシを給餌する期間は，飼育水に

ナンノクロロプシスを 8 ×105cells/ml の濃度になるよ

うに添加した。なお，ワムシおよびアルテミアは，そ

れぞれ給餌前にアクアラン（BASF ジャパン）および

DHAce（オリエンタル酵母）・メガビット（フジタ製薬）

で栄養強化を施したものである。いずれの飼育水槽に

おいても 1 日 1 回サイフォンによって残餌および死亡

魚を除去した。また，遊泳生活を行う10～40日齢まで

の期間，サイフォンで吸い出された死亡魚を計数し，

日間死亡数の変化を調べた。大量へい死が生じた場合

においては，その時点での死亡個体の全長および摂餌

の有無を調べた。

仔魚の大量沈下および減耗の発生要因　上屈仔魚期

に発生する仔魚の沈下および大量へい死の原因を探る

ため，遊泳行動，発育過程，摂餌および体密度の変化に

ついて詳細に調べた。1999年 4 月に自然産卵によって

得た受精卵 1 ロット分を0.5 t 透明水槽内でふ化まで管

理した。ふ化後10日目に仔魚 2 万尾を実験水槽（1 t 透

明水槽）へ収容した。水温や給餌方法などの飼育条件

は前述と同様とし，着底し始める40日齢まで飼育した。

飼育期間中，仔魚の遊泳行動を継続的に観察し，成

長に伴う行動パターンの変化を調べた。行動観察は水

槽側面から目視によって行い，仔魚の分布深度や遊泳

体勢などを主な観察ポイントとした。

また，実験開始から 2 日間隔で仔魚を50尾ずつ無

作為に採集した。それらを MS222 で麻酔した後，実

体顕微鏡下で全長測定および形態観察を行った。有

瀧ら7)によって報告された「マツカワ仔稚魚の発育ス

テージ」に基づいて，その外部形態的特徴から採集し

た仔魚を発育段階別に区分した。すなわち，開口して

ワムシ摂餌を開始する上屈前仔魚をステージ C，尾鰭

の原基が出現するが，未だ直線状の脊索をもつ上屈前

仔魚をステージ D，脊索末端が上方へ屈曲し，尾鰭条

が形成される上屈仔魚をステージ E，さらに脊索末端

の上屈が完了し，眼球移動の直前である上屈後仔魚を

ステージ F とした。各ステージの出現率を求め，浮遊

生活期間における仔魚の発育過程を調べた。

摂餌状況を把握するため，給餌 8 時間後に仔魚を採

集し，10%ホルマリン海水で固定した。それらを実体

顕微鏡下で開腹して，消化管内におけるワムシおよび

アルテミアの個体数を求めた。さらに，採集した全仔

魚のうち摂餌が認められた仔魚の割合（群摂餌個体率）

を算出した。

実験期間における仔魚の体密度の日変化を調べ

た。体密度の測定は，Kitajima et al.8)による手法に

基 づ い て 実 施 し た。1.020 g/cm3～1.071 g/cm3 ま で

0.001 g/cm3間隔で段階的に密度を調整した人工海水

系列を作成した。作成した人工海水を高さ20 cm 容積

250 ml の蓋付ガラス瓶で保管し，水温を15℃に保った。

10日齢から 2 日毎に仔魚を15尾ずつ無作為に抽出し，

MS222 によって麻酔した。全長を測定した後，それ

らをピンセットで種々の密度の人工海水中に移し，仔

魚が中間層で静止した人工海水の密度をその仔魚の体

密度と判断した。また，摂餌の有無によって体密度が

異なることが予想されたため，体密度の測定は，餌料

を十分摂食し飽食となった状態と，測定の前日に別水

槽に移し24時間絶食させ空胃になった状態の 2 通りで

実施した。さらに，測定時刻によっても体密度が変化

することが予測されたため，予備実験として，8 : 00，

16 : 00および20 : 00と時刻を変えて測定した。しかし，

測定時刻を変えても体密度に有意な変化はみられな

かったことから，いずれの場合も体密度測定は16 : 00

に実施した。成長に伴う体密度の変化を明確にする
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ため，無摂餌状態において，測定日間の平均体密度

の差を検定するとともに（Tukey 多重比較：有意水準

5%）， 48時間毎の体密度の増加率を求めた。

通気量別飼育実験　通気によって水槽内に発生する

流れが，仔魚の初期生残に及ぼす影響を調べるため，

1999～2001年，通気量別の飼育実験を行った。いずれ

の年の実験においても，0.5 t 水槽 3 基にふ化仔魚を 1

万尾ずつ収容し，通気条件が異なる 3 つの実験区を設

けた。各実験区ともに，17日齢まで通気量0.4 ml/min/l

で飼育したが，18日齢以後，それぞれ無通気，微通

気および強通気条件となるように通気量を変化させ

た（1999年：0.00，0.40および3.28 ml/min/l，2000年：

0.00，0.75および2.60 ml/min/l，2001年：0.00，0.20お

よび1.60 ml/min/l）。飼育水槽内への通気はセラミッ

ク製エアストーンを通して行い，実験終了（36日齢）

までそれぞれの通気条件のまま飼育した。飼育水温

は，仔魚収容時の 9℃から徐々に上昇させ，16日齢以

降は13～14℃の範囲になるように調温した。換水率は

100%/day（10日齢時）～350%/day（36日齢時）とし，

仔魚の成長にあわせて流量を増加させた。給餌方法

および生物餌料の栄養強化条件は前述と同様とした。

実験期間中，飼育水上層および底層における溶存酸

素濃度（DO）および pH を測定した。また，仔魚の

遊泳行動および死亡状況を観察するとともに，実験終

了時の生残率を比較した。併せて，通気量（Xi）と仔

魚の生残確率（Yi）との関係を調べるため，最尤法に

よって生残確率曲線を求め，生残確率が最大値の95%

となる推定通気量およびその95%信頼区間を調べた

（Bootstrap 法）。

結　　果

種苗生産過程における仔魚のへい死状況　Fig. 1 に

1998～2000年の種苗生産における死亡数の日変化を示

した。飼育ロットによってややずれはみられるが，各

生産年度に共通して，日間死亡数は18～20日齢時にか

けて増加し，その後，一時減少するものの，25～28日

齢時の成長段階において再び著しい増加を示した。中

でも，1999年および2000年においては，後者の時期に

死亡が集中的に発生した。いずれの年度およびロット

も，仔魚が29日齢をこえると，へい死はほとんど発生

しなくなった。1999年のロット 1 において，へい死の

発生状況を詳しく調べた。その結果，最初にへい死が

増加した18～20日齢時，仔魚の平均全長は7.4±0.3 mm

（19日齢時測定）であり，また，この時期の死亡個体

はほぼ全てが空胃であった（Table 1）。一方，2 度目

のへい死が観察された25～28日齢時，仔魚の平均全長

は8.8±0.7 mm（27日齢時測定）であり，先とは異なっ

て，死亡個体の消化管内には餌料生物が多量に認めら

れた。さらに，へい死が増加する前日，仔魚が底層へ

と一斉に沈降する現象も観察された。

仔魚の大量沈下および減耗の発生要因　成長に伴

う遊泳行動の変化を観察した。その結果，観察を始

めた10日齢から24日齢までの間，ほぼすべての仔魚

は体の長軸を水平に保ち，飼育水上層部を遊泳してい

た（Fig. 2）。しかし，25日齢になると，ほとんどの仔

魚が一斉に沈降し始め，中層，または底層部へと位置

した。また，沈降した仔魚を詳細に観察したところ，

上層へ向けた突発的な浮上行動を頻繁に繰り返してい

た。一部の仔魚はこの深度に定位することができたが，

しかし，約半数以上の仔魚は徐々に水槽底面まで沈下

した。これらは水槽底面においても浮上・沈降行動を

連続的に繰り返したが，その後，へい死に至った。ま

た，沈下を免れた仔魚は通気によって発生した気泡部

の周囲（上向きの流れが生じている場所）に集中して

おり，40日齢になると変態の進行に伴って着底行動を

開始した。

Fig. 3 に10～36日齢における仔魚の全長および発育

ステージの変化を示した。実験開始時，仔魚はステー

ジ C（全長7.1±0.3 mm）であったが，徐々に形態形

成が進み，14～24日齢時にステージD（全長7.0±0.2 mm

～7.7±0.4 mm），25～32日齢時にステージ E（全長8.1

Fig. 1. Changes in the number of larvae that died during 
early larval rearing in 1998, 1999 and 2000.

Table 1 . Mean total length and feeding incidence of larval 
barfin flounder died on 19 days after hatching and 
27 days after hatching in 1999

Age
(days old)

Total length
(mm±SD＊)

Feeding incidence＊＊

(%)

19
27

7.4±0.3
8.8±0.5

4.3 (n = 208)
84.3 (n = 115)

  ＊　 Standard deviation.
  ＊＊ Number of larvae with food in gut/ total larvae×100.
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±0.4 mm～9.2±0.3 mm）となり，さらに実験終了時

はステージ F（全長9.4±0.4 mm）となった。また，仔

魚の急激な沈降およびへい死が発生する25～28日齢の

期間，形態はステージ D からステージ E へと変化し

たばかりであった。この期間，全長に顕著な増加はみ

られなかったが，頭部や口部が著しく発達し，また，

体高も増加する傾向がみられた。

Fig. 4 に仔魚のワムシおよびアルテミア摂食状況を

示した。摂餌は12日齢から始まり，群摂餌個体率は14

日齢以後，急速に上昇して，18日齢時に90%をこえた。

給餌 8 時間後における消化管内ワムシ数は，成長にと

もなって増加し20日齢時にピークとなったが，その

後，アルテミアの摂食が高まるにつれて値が徐々に低

下した。消化管内アルテミア数は，給餌を開始した22

日齢からほぼ直線的に増加し，36日齢時には一個体当

り99.4±24.9個体のアルテミアを摂食していた。また，

仔魚の沈降およびへい死が著しい25～28日齢時におい

ては，主な餌料がワムシからアルテミアへと移行して

おり，その摂食量は日齢とともに増加した。

Fig. 2. Changes in depth distribution and swimming behavior of larval barfin flounder during the 
early larval rearing performed in 1999.

Fig. 3. Changes in mean total length (upper figure) and 
composition of developmental stages (bottom figure) 
of larval barfin flounder during the early rearing per-
formed in 1999. Upper figure: vertical bar indicates 
SD. Bottom figure: developmental stage according 
to Aritaki et al.7) Arrow indicates the age when mass 
mortality associated with sudden sinking usually 
occurs during seed production.

Fig. 4. Changes in feeding incidence and the number 
of rotifer or artemia in the digestive tracts of larval 
barfin flounder during the early rearing performed 
in 1999. Vertical bar indicates SD. Arrow indicates 
the age when mass mortality associated with sudden 
sinking usually occurs during seed production.
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Fig. 5 に成長に伴う体密度の変化および増加率を示

した。無摂餌状態で測定した場合，体密度は16～18日

齢にかけて一時顕著な増加を示したが，その後，24日

齢までは安定した値となった。しかし，24日齢から体

密度は急激に増加し，30日齢でピークとなり，それ以

後は再び安定値を示した。また，餌料を摂食して飽食

となった時点で測定したところ，体密度は無摂餌状態

に比べて0.0004～0.0071 g/cm3上回った値となり，消

化管内に餌料が充満することによって仔魚全体の密度

が高まった。さらに，無摂餌状態において，48時間に

おける体密度の増加率を調べたところ， 24～26日齢の

成長段階において増加率が0.54%と最大値となった。

仔魚が一斉に沈降し始める成長段階は25日齢以降であ

り，体密度が急増する日齢と一致していた。

通気量別飼育実験　Fig. 6 に1999～2001年に実施し

た通気量別飼育実験での死亡数の日変化を，また，

Table 2 に飼育水の平均 DO および pH，さらに36日齢

時における生残率を示した。実験区間および水深別間

のいずれを比較しても，平均 DO および pH に明確な

差は認められず，また，実験期間を通して DO および

pH が急変することはなかった。いずれの年において

も，18日齢以後，通気を停止した実験区では，仔魚の

急激な沈降が発生し，24～26日齢の間にほぼ全ての仔

魚が死亡した。また，通気量0.20～0.75 ml/min/l とし

た微通気区においても，24～28日齢時にかけて著しい

仔魚の沈降およびへい死が観察され，実験終了時の生

残率は27.4～52.7%であった。これに対し，通気量を

1.60～3.28 ml/min/l と通常より強めた強通気区では，

水槽内に生じた強い攪拌によって仔魚は沈下せずに遊

泳した状態を保ち，また，生残率も74.3～89.0%と他の

Fig. 5. Changes in body density (upper figure) and 
rate of body density increase at 2 day inter vals 
(bottom figure) of the larval barfin flounder during 
the early rearing performed in 1999. Upper figure: 
Gray squares and black squares indicate the body 
density of larvae with and without food in digestive 
tracts, respectively.  Thick line shows the density 
of sea water.  Vertical bar indicates SD.  An asterisk 
indicates a significant difference compared with the 
adjacent data point (Tukey’s multiple test; P＜0.05). 
Arrow indicates the age when mass mortality associ-
ated with sudden sinking usually occurs during seed 
production.

Fig. 6. Effect of various aeration levels on mortality asso-
ciated with sudden sinking in larval barfin flounder.

Fig. 7. Relation between probability of sur vival and 
aeration analyzed by exponential regression with 
maximum-likelihood method. The vertical chain line 
indicates the value at probability 95%, and dotted 
lines indicate the 95% confidence intervals. Squares, 
triangles and circles indicate the data in 1999, in 2000 
and in 2001, respectively.
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実験区に比べて極めて高かった。通気量（Xi）と仔魚の

生残確率（Yi）との関係は，Yi = 0.862(1- exp(-Xi/0.782))

の指数分布関数に回帰し，また，生残確率が最大値の

95%となる推定通気量は2.341 ml/min/l（95%信頼区

間2.15-2.55）であった（Fig. 7）。

考　　察

1998～2000年の種苗生産において死亡数の日変化を

調べた結果，いずれの年度も18～20日齢時および25～

28日齢時に明瞭なピークを示し，仔魚飼育過程の中で

2 度大きな減耗が発生することが認められた。以前，

著者らは，上屈前仔魚期に発生する減耗要因について

解析し，これには摂餌開始時における摂餌不良が主な

原因であり，内部栄養（卵黄吸収）から外部栄養（摂餌）

への栄養転換が円滑に進まない場合に顕著に発生する

ことを示した6)。18～20日齢時，仔魚の発育段階はス

テージ D（上屈前仔魚）であり，また，この時，死亡

した個体は全て空胃であった。従って，最初に認めら

れた減耗は，摂餌不良によって生じたものと思われる。

一方，26～28日齢時の死亡個体を観察した結果，いず

れもワムシおよびアルテミアを十分摂食しており，飼

育期間を通して摂餌状況に問題は認められなかった。

さらに，先の減耗とは異なり，へい死が観察される前

日から仔魚が一斉に底層に沈降するといった特徴的な

行動変化も観察された。これらのことから，26～28日

齢時に発生した減耗は，摂餌不良に起因しているので

はなく，その直前に発生する急激な沈下現象と何らか

の関連があるものと推察される。

そこで，急激な沈下現象がなぜ生じるかを解明する

ため，体密度を測定し，発育過程の中で沈みやすさが

どの様に変化しているかを調べた。その結果，空胃状

態で測定したところ，体密度は成長に伴って徐々に増

加したが，中でも沈降が著しく発生する25～28日齢ま

での期間，特に急激な上昇を示した。このことは，こ

の時期，仔魚の体は環境水に比べて比重が格段と高く

なり，より沈降しやすい状態に変化したことを明確に

示している。外部形態を継時的に観察したところ，体

密度が急増する25～28日齢時は，ステージ D からス

テージ E へと変化したばかりであった。本種の場合，

ステージ E では脊索の上屈に併せて，尾鰭をはじめ

とする各鰭の鰭条が形成されるため，前ステージより

遊泳に適した体構造となる7)。一方，同時に，頭部や

口部が顕著に発達し，体高も急速に増大化することも

知られている。そのため，この時期，筋肉や骨組織等

の形成が前ステージに比べてより活発化していると考

えられ，その結果として，体密度が急速に増加したも

のと推測される。

さらに，仔魚が摂食し飽食状態となると，消化管内

に餌料が充満した影響によって，体密度は無摂餌状態

の測定値を大きく上回った。実験期間における消化管

内餌料数を調べた結果，25～28日齢時は，ワムシ摂餌

からアルテミア摂餌へと移行し，また，アルテミアの

摂食量が加速的に増加している時期に相当した。L 型

ワムシ一個体の湿重量は，株や培養環境によって幅

があるものの2.3-5.1μgと報告されている9)。これに対

し，アルテミア（北米ユタ州産）一個体当たりの湿重

量はふ化幼生の段階でも約14μg10)とワムシの値に比

べて極めて大きい。従って，アルテミア摂餌量が高ま

るこの時期は，摂食した餌料分の密度増加も著しく，

仔魚は飽食時にさらに沈みやすい状態になると考えら

れる。

多くの海産魚類において，卵および仔魚の浮沈には，

環境水との密度バランスが大きく影響する11,12)。本種

と同様に，マダイ仔魚でも，ふ化から約10 mm になる

までの初期発育過程において体密度が急に増加すると

報告されている8)。一方，マダイ仔魚の場合，同時に

鰾の形成も始まるため13)，体密度が増加しても鰾の膨

張・収縮によって浮力を調節し，少ないエネルギー消

費で鉛直移動や定位が可能である8)。これとは反対に，

マツカワを含むほぼ全ての異体類では，その発育過程

Table 2. Survival of larval barfin flounder reared at various aeration levels

Year Exp. Tank Aeration level 
(ml/min/l)

Mean DO (mg/l)＊ Mean pH＊
Survival rate＊＊

(%)Upper Bottom Upper Bottom 

1999
　
　

Strong aeration
Gentle aeration
No aeration

3.28 
0.40 
0.00 

8.7±0.2
8.8±0.3
9.1±0.3

8.7±0.2
8.7±0.2
9.0±0.2

8.0±0.1
8.1±0.1
8.0±0.1

8.1±0.1
8.0±0.2
8.0±0.2

89.0 
27.4 
0.2 

2000
　
　

Strong aeration
Gentle aeration
No aeration

2.60 
0.75 
0.00 

9.4±0.5
9.6±0.6
9.3±0.5

9.5±0.6
9.3±0.4
9.4±0.7

8.1±0.1
8.2±0.1
8.2±0.1

8.1±0.1
8.1±0.1
8.1±0.2

79.0 
52.7 
0.0 

2001
　
　

Strong aeration
Gentle aeration
No aeration

1.60 
0.20 
0.00 

8.2±0.4
8.1±0.5
7.9±0.6

8.2±0.2
8.4±0.6
8.1±0.5

－
－
－

－
－
－

74.3 
29.5 
0.5 

   ＊　 Mean ± standard deviation.
   ＊＊ Survival rate was calculated in 36 dah. 
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を通して鰾が形成されない。そのため，ヒラメ仔魚

では，一日の中で活動が不活発となる時間帯に重力に

よって沈降することが観察されている14)。従って，異

体類の仔魚にとって体密度の変化は鉛直分布に直接影

響すると考えられる。このことから，マツカワ仔魚に

おける急激な沈下現象は，初期発育が進む中で体密度

が急増することにより引き起こされている可能性が高

い。すなわち，体密度が緩やかに増加する24日齢まで

の期間，仔魚は遊泳や通気による飼育水の攪拌効果に

よって上層に定位できる。しかし，25～28日齢時にな

ると，体密度が遊泳能力をこえるほどに急増するため，

均衡がくずれて一斉に沈降すると推測される。

上屈仔魚期の減耗には，その直前に発生する仔魚の

沈降現象が関連すると推測された。そこで，通気量操

作によって飼育水槽内の攪拌の強さを変化させ，沈降

の抑制を試みた。その結果，18日齢以降，通気を停止

した実験区および微弱な通気条件下で飼育した実験区

では，いずれも著しい沈下が発生し，36日齢時におけ

る生残率はそれぞれ0.0～0.5%および27.4～52.7%と低

かった。これに対し，通気量を通常よりも強めて飼育

した実験区では，体密度が急増する時期になっても仔

魚は沈降せずに遊泳し続けた。さらに生残率も74.3～

89.0%と他区を大きく上回った。以上の結果，25日齢

以降，突発的に発生するマツカワ仔魚の沈下を抑制す

るには，体密度の増加に併せて通気を強めて飼育する

ことが極めて有効であり，また，沈下を防ぐことによっ

て，その後発生する大量へい死を防除できると考えら

れる。通気操作によって仔魚期の減耗を低減できたと

いう実験例はブリ仔魚飼育でも報告されており，ブリ

の場合，通気法を工夫し水平および鉛直方向に流れを

つくることの重要性が示唆されている15)。本実験にお

いて，流れの動態は目視で観察したのみであり，通気

量が異なった場合，流向や流速がどのように変化する

かは解析できなかった。一方，塩谷ら16)は，マハタ仔

魚の飼育水槽内における流動状況を定量的に解析し，

円型 1 t 水槽にエアストーン 1 個で通気した場合（本実

験とほぼ同じ設定），通気源（エアストーン）から垂直

上向きに強い流れが発生すること，また，その流速は

通気量の増加に伴って対数関数的に高まることを報告

している。このことから，本実験の強通気区では，強

い攪拌が恒常的に発生したため，鉛直分布の重心が上

層部へ集中し大量沈下の発生を抑えたと推察される。

一方，攪拌が弱く，仔魚が底層に沈降してしまった

場合，どんな要因が引き金となってへい死に至るのか

は明らかにできなかった。沈降し始めてから死亡する

までの行動を観察したところ，仔魚は浮上するために

表層へ向けて突発的に泳ぐが，再び静かに沈降すると

いった行動を連続的に繰り返していた。これと類似し

た行動は，カタクチイワシ仔魚でも報告され，深度調

節に重要な役割をもつと考えられている17)。しかし，

鰾を持たないマツカワ仔魚において，浮上遊泳を繰り

返すだけでは十分な浮力が得られず，かえってエネル

ギーを消耗し衰弱したことも死亡要因の一つとして考

えられる。そのため，通気を強化し上昇流を発生させ

る方法は，遊泳力が十分に発達するまでの期間，仔魚

の浮上遊泳を擁護し，エネルギー損失を低減するとい

う面において有効性が高いと思われる。また，魚類仔

魚において，遊泳や環境水の動きは呼吸を容易にする

という面でも重要と考えられている18-20)。今回，いず

れの実験区間でも DO 測定値に明確な差はなく，また，

実験期間を通して DO の急変や局所的な低酸素環境は

認められなかった。しかし，本来，浮遊する仔魚が水

の動きが弱い水槽底面に沈下した場合，通常に比べて

ガス交換の効率は著しく劣ると想像される。飼育環境

水の流動性と呼吸能（ガス交換能）との関連性につい

ては，今後，詳細に検討する必要があろう。

本実験結果とは反対に，ハタ類16,20-22)やカンパチ23)

等，比較的仔魚サイズが小さい種においては，通気が

強い環境下で飼育すると，気泡接触による物理的障害

や摂餌不良が起こるため，かえって生残率が低下する

と報告されている。また，本種においても，卵黄嚢仔

魚や上屈前仔魚の場合（13～20日齢），0.4 ml/min/l

程度とやや穏やかな通気条件下の方が，摂餌個体率お

よび単位時間あたりの摂食数が高く，発育に適してい

る（萱場，未発表）。従って，仔魚の発育に適する流

れ環境は，魚種によって，または，同種でも発育レベ

ルによって大きく異なることが示唆される。そのため，

仔魚飼育期の通気量や通気方法を検討する際において

は，対照種の発育段階，遊泳行動，摂餌行動等につい

て十分な観察が必要と思われる。

以上の結果，マツカワ仔魚飼育において，上屈仔魚

期に発生する大量沈下現象は，上屈前仔魚から上屈仔

魚へと形態が変化する過程において体密度が急激に増

加し，比重が増して沈みやすくなることに起因すると

考えられた。また，体密度の増加にあわせて，通気を

強めて水槽内に鉛直混合を起こし，物理的作用によっ

て沈降を抑制すると，その後発生する大量減耗を防

除できることが示された。これらの知見に基づき，今

後，仔魚飼育過程における通気方法を改良することに

より，初期減耗を低減し，より安定的な種苗生産が可

能となると思われる。また，効率良く，且つ，低コス

トで種苗生産を行うには，大型水槽を用いた集約的な

飼育管理が不可欠である。そのため，水槽形状および

容積が異なる場合における水槽内の流動環境について

も解析する必要があろう。さらに，本結果は，マツカ

ワでは，仔魚期という短い発育過程の中で体密度など
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の生理特性が大きく変化しており，それによって飼育

環境因子に対する耐性および要求性が大きく変遷して

いることを明確に示している。従って，今後，仔稚魚

育成技術開発を進める上で，仔魚の生き残りという指

標のみならず，形態形成の速度，摂餌の可否，行動な

どについて詳細に把握し，設定した飼育環境との適合

度を確認することが重要と思われる。

要　　約

マツカワ仔魚飼育において，上屈仔魚期に発生す

る大量沈下およびへい死要因について解析した。仔魚

が沈下し死亡するまでの遊泳行動を観察した結果，上

層を遊泳していた仔魚は，25日齢以降，一斉に沈降し

始め，その直後に死亡した。成長に伴う体密度の変化

を調べたところ， 24～28日齢時にかけて体密度が特に

急増することが分かった。また，通気量別飼育実験の

結果，18日齢以後，無通気及び微通気とした実験区で

は，いずれも大量沈下が発生し，生残率はそれぞれ 0

～0.5%及び27.4～52.7%と低かった。これに対し，強

通気区では，水槽内に強い攪拌が生じたことによって

仔魚は沈下せず，また，生残率も74.3～89.0%と高かっ

た。以上の結果，マツカワ仔魚における急激な沈下現

象は，体密度の急増に起因すると示唆された。さらに，

体密度の増加に併せて通気を強めて飼育し，物理的に

沈下を抑制することにより，大量減耗を防除できるこ

とが明らかになった。
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