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タマミジンコ給餌におけるティラピア仔稚魚の
最適給餌率の把握および成長の推定

遠藤雅人1・斎藤真由1・竹内俊郎1

Determination of Optimal Feeding Level and Estimation
of Growth in Larval and Juvenile Tilapia,

Oreochromis niloticus Fed on Moina macrocopa

Masato ENDO
1, Mayu SAITOU

1 and Toshio TAKEUCHI
1

Abstract: Three feeding experiments were conducted to determine the optimum feeding level 
(OFL) and estimate the growth for larval and juvenile tilapia Oreochromis niloticus fed on Moina 
macrocopa at 28℃. In Experiment 1, live M. macrocopa were fed to O. niloticus, which had 
been separated into five different body weights (21.2－397.5 mg) under satiation 3 times per 
day. Satiation feeding level (SFL) of O. niloticus can be described by the equation: SFL (% fish 
body weight/day) =－0.565× ln (Body weight in mg) + 11.8. In Experiment 2, feeding trials with 
O. niloticus separated into three different body weights: 32.3, 72.6 and 189.7 mg were conducted 
under different feeding levels (33.3, 66.7 and 100% of the SFL). Feed efficiency of O. niloticus was 
the highest in the upper feeding levels for each body weight class. The results indicated that the 
OFL is closely analogous to the SFL under the tested conditions. In Experiment 3, a continuous 
feeding trial with O. niloticus fry (9.7 mg body weight) at the SFL was performed in order to 
evaluate whether the body weight was suitable for the growth equation estimated from the results 
of experiment 1 for 4 weeks. A match was obtained between the estimated value and experimental 
result (χ2-test, P＞ 0.05). 
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循環濾過式養殖システムでは飼育水を再循環させる
ことで水質を維持し，窒素やリン等の水質汚濁物質を
飼育系外へ直接排出しないことから，環境への負荷低
減が可能である。また，自然環境からの影響を受けな
いため，飼育環境を制御できるという利点を持つ（菊
地 1998）。しかしながら，給餌により負荷され，生産
される魚介類から排泄された物質は分解・酸化され，
システム内に蓄積される。現在，飼育水中に蓄積され
る窒素は脱窒処理等で除去が可能であるが，その他の
飼育水中塩類の除去は困難である。
そこで我々は循環濾過式養殖システム内に蓄積さ
れた物質を，水棲動植物の食物連鎖を利用して再び魚
類へ変換する閉鎖生態系循環式養殖システム（Closed 

ecological recirculating aquaculture system, CERAS）
の開発に関する研究を行ってきた（竹内ら 1998; 遠
藤ら 1999, 2000, 2002; Endo et al. 2002; Ohmori et al. 

2002）。CERASの食物連鎖の系としては微細藻類－動
物プランクトン－魚類が提案されており，これまで
に微細藻類による動物プランクトンのバイオマス変
換効率（遠藤ら 2002）や物質収支（Endo et al. 2002）
の把握，さらに循環式動物プランクトン飼育装置の開
発（Ohmori et al. 2002）において，モデル生物として
タマミジンコMoina macrocopaを供試し，飼育実験
を行ってきた。我々はこのタマミジンコをティラピア
Oreochromis niloticus仔稚魚の初期餌料として用いる
ことで CERAS内で食物連鎖の構築を図り，物質循環
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効率を把握したいと考えている。
一般に魚類の特性として餌料効率が最大となる最適
給餌率が存在し，その給餌率から離れるほど餌料効率
が低下していく傾向を示すことが報告されている（王
ら 1987; Kestemont 1995）。このことから，タマミジ
ンコ－ティラピア仔稚魚間におけるバイオマス変換効
率の最適化という面において，餌料効率が最大となる
給餌率を把握することは重要であると考えられる。
本研究では餌料効率が最大となる給餌率を明らかに
するため，比較的簡便な流水式によるタマミジンコを
用いたティラピア仔稚魚の飼育実験を行った。また，
算出した関係式から成長式を導き，実際に開口直後か
らの連続飼育を行い，その適合性についても検討を加
えた。

材料および方法

供試生物 

実験には餌料としてタマミジンコM. macrocopaを
用い，東京海洋大学海洋科学部海洋生物資源学科水族
養殖学研究室で冷蔵保存（4℃）されている耐久卵よ
り孵化させ，培養したものを用いた。また，魚類とし
て同研究室で飼育されている養成親魚から人工採苗に
よって得られたティラピア O. niloticus仔稚魚を用い
た。

餌料生物の培養法 
タマミジンコの培養には培養槽として150 lタンク
を用い，濃縮生クロレラ Chlorella vulgaris（生クロレ
ラ V-12，クロレラ工業（株））を，1日 1回，給餌密
度が 1×106cell/mlとなるように給餌した。光周期は
12L：12Dとした。水温は25.0±0.5℃とし，飼育水は
活性炭により脱塩素した水道水を使用し，2日毎に全
水量の2/3の換水を行った。通気はタマミジンコの遊
泳および産仔を妨げないよう250 ml/minで行った。
タマミジンコの回収はナイロンメッシュ（網目約

150μm）で行い，培養水を十分に除去し，湿重量を
測定した後，各実験の餌料として用いた。なお，開口
直後から魚体重100 mgまでの魚への給餌はタマミジ
ンコ親虫をナイロンメッシュ（網目約500μm）で分離・
除去した後，仔虫のみを与えた（遠藤・竹内  2004）。

飼育実験 
タマミジンコを餌料として用い，ティラピア仔稚魚
の飼育実験を行った。飼育実験は実験 1：飽食率の調
査，実験 2：最適給餌率の把握および実験 3：成長推
定式の適合性評価の 3実験とした。実験には開口直後
の仔魚から孵化後約1.5カ月までの稚魚を実験内容に

応じて供試した。なお，ティラピア仔稚魚は開口直後
の仔魚を除き，実験開始前日まで，タマミジンコを飽
食給餌したものを用いた。

実験 1：飽食率の調査 
試験区はティラピアの初期平均体重で示す試験区

1：21.2±0.6 mg; 2：108.7±6.9 mg; 3：220.7±0.9 mg; 

4：307.3±9.7 mg および 5：397.5±1.7 mg の 5 試験
区とした（Table 1）。飼育実験は 9 l水槽（30×17×
22 cm）で行い，試験区 1および 2は各水槽50尾，試
験区 3，4および 5は各水槽25尾を収容し，各試験区
2水槽で実験を行った。飼育水は活性炭により脱塩素
した水道水を使用し，水温はティラピアの成長におけ
る最適水温である28.0±0.5℃に調整した（矢田 1983; 

Likongwe et al. 1996）。溶存酸素量 4 mg/l以上を維持
するため，300 ml/minの割合で通気を行った。試験
期間は 3日間とし，光周期12 L：12 Dで飼育を行っ
た。飽食量は明期開始より 3時間おきに30分間で摂餌
可能な限界量を 1日 3回給餌し，その合計量と定義し
た。魚体重と飽食量から 1日の飽食率を算出した（矢
田 1982）。また，タマミジンコの乾燥重量は，測定に
より求めた水分含量91.5±0.1%に基づき，給餌量（湿
重量）より算出した。飽食率の算出には以下の式を用
いた。

SFL = FA/[(BWi +BWf )/2]/t×100 （1）
　　SFL ：飽食率（%/day）
　　FA ：タマミジンコ総給餌量（mg 乾燥重量）
　　BWi ：実験開始時の魚体重（mg 湿重量）
　　BWf ：実験終了時の魚体重（mg 湿重量）
　　t：飼育期間（day）

なお，飼育法は流水式とし，餌料生物の流出を防ぐ
ため，注水は暗期にのみ25 ml/minの割合行い，明期
は止水とした。

実験 2：最適給餌率の把握 
まず，予備飼育として孵化後 7日目の開口直後

（Morrison et al. 2001）のティラピア仔魚を供試し，
実験 1と同様の給餌法で 7日間の飼育を行い，飼育開
始時および終了時に魚体重を算出し，飽食給餌時の成
長率を算出した。
次に実験 1で得られた飽食率を考慮し，それを最大
給餌率として飽食率の33.3%，66.7%および100%と給餌
率区を設定し，それぞれティラピアの体重別に32.1±
1.2 mg，72.6±0.2 mgおよび189.7±9.1 mgの試験区を
設け，合計 9試験区で飼育実験を行った。各試験区の
収容尾数は体重別にそれぞれ50，25および20尾とした。
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実験は魚体重の順で行い，それぞれ，直前の実験で得
られた飽食摂餌区の成長率を基に毎日給餌量を増加さ
せた。なお，32.1 mg区は予備飼育時の成長率を基に
給餌量を算出した。給餌はそれぞれの給餌率に相当す
る量を 1日 3回に分けて行い，試験期間は 7日間とし
た。その他の飼育条件は実験 1と同様とした。飼育終
了後，各試験区の餌料効率を以下の式で算出した。

FE = (BWf －BWi)/FA×100 （2）
　　FE ：餌料効率（%）
　　BWf ：実験終了時の魚体重（mg 湿重量）
　　BWi ：実験開始時の魚体重（mg 湿重量）
　　FA ：タマミジンコ総給餌量（mg 乾燥重量）

また，得られた給餌率と餌料効率との関係を 2次多
項式近似し，その頂点座標から餌料効率が最大となる
給餌率の値を求めた。

実験 3：成長推定式の適合性評価 
実験 2の結果から，タマミジンコ給餌時のティラピ
ア稚魚における28℃下での最適給餌率は実験 1で調査
した飽食率とほぼ一致することが明らかとなったた
め，実験 1の結果から以下の式を用いてティラピアの
体重別成長率を導いた。

SGR = [ln(BWf )－ln(BWi)]/t×100 （3）
　　SGR ：成長率（%/day）
　　BWf ：実験終了時の魚体重（mg 湿重量）
　　BWi ：実験開始時の魚体重（mg 湿重量）
　　t：飼育期間（day）

なお，成長率の算出は実験前後の体重測定時間を考
慮し，飼育期間を3.25日として行った。
式 3から得られた魚体重と成長率の関係を累乗近
似し（式4），得られた成長率係数および成長率指数
を Double-logarithmic specific growth rate (DSGR) 成
長モデル（式 5）に代入して水温28℃の飽食給餌条
件下におけるティラピア仔稚魚の成長推定式を得た
（Parker and Larkin 1959; Jobling 1983; Ernst 2000）。用
いた式を以下に示す。

SGR = SGRc×BW -SGRe

（飽食給餌時の体重別成長率）　（4）

BWt =[BW0
SGRe+(SGRc×SGRe×t/100)](1.0/SGRe)        

（DSGR成長モデル）　（5）
SGR ：成長率（%/day）
SGRc ：成長率係数

BW ：魚体重（mg 湿重量）
SGRe ：成長率指数
BWt ：t日後の魚体重（mg 湿重量）
BW0 ：実験開始時の魚体重（mg 湿重量）
t：飼育期間（day）

関係式 4および 5から成長の推定式を導いた後，実
験 1で得た体重別飽食率から給餌量を算出して実際に
開口直後からのティラピア仔稚魚の連続飼育を行い，
推定式との適合性評価を行った。
飼育実験は孵化後 7日目の開口直後のティラピア仔
魚（9.7±0.6 mg）を供試し，2個の30 l水槽（45×29

×30 cm）を用いて行った。試験期間は 4週間とし，
各水槽120尾を収容し，実験開始から 1週間後に70尾，
2週間後に40尾，3週間後に20尾となるように飼育尾
数を調整し，その際に回収した供試魚の体重を測定し
て給餌量の補正を行った。通気は600 ml/minの割合
で行い，注水は42 ml/minの割合で暗期に行った。そ
の他の飼育条件は実験 1および 2と同様とした。給餌
は数式 4および 5より導かれた成長推定式に基づき，
1日毎の体重を推定した後，飽食率に相当する量を実
験 1より得られた魚体重と飽食率との関係式 6から算
出し，1日 3回に分けて給餌した。

結　　果

実験 1：飽食率の調査
Table 1に実験開始および終了時の魚体重，総給餌
量，飼育期間中の増重率をまとめて示す。本実験は
体重別に 5試験区を設けて飼育を行ったが，体重増
加に伴い，総給餌量も増加した。また，増重率は 3日
間で43.9～55.6%であったが，体重増加に伴い，減少
した。Fig. 1に実験 1の結果より算出した魚体重と飽
食率の関係を示す。飽食率は試験区 1（初期平均体
重：21.2 mg）の仔魚で9.87±0.34%となり，魚体重の
増加に伴い徐々に減少し，試験区 5（初期平均体重：
397.5 mg）の稚魚では8.15±0.21%であった。この魚体
重と飽食率から次の関係式を得た。

SFL = －0.565×ln(BW )+11.8 (R2 = 0.985) （6）
　　SFL ：飽食率（%）
　　BW ：魚体重（mg）

実験 2：最適給餌率の把握 
実験 2における給餌率と餌料効率の関係を Fig. 2に
示す。この値は実際の実験開始，終了時の体重および
給餌量により算出した値を示している。餌料効率は体
重別で大きなばらつきが見られたが，どの魚体重にお
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いても給餌率が高くなるに伴い，高い値を示し，飽食
摂餌区で最大値を示した。また，2次多項式近似によ
り算出した餌料効率が最大となる給餌率は32.1 mg区
で9.98%，72.6 mg区で9.33%および189.7 mg区で7.88%

であった。一方，式 6より算出した各体重における飽
食率給餌時の餌料効率をそれぞれの最大餌料効率と比
較すると体重順に99.9%，100%および97.7%であった。
このことから，本給餌条件下におけるタマミジンコ給
餌時のティラピア稚魚の最大餌料効率と飽食率給餌時
の餌料効率とがほぼ一致したと考え，飽食率を最適給
餌率とした。

成長推定式の算出 
実験 2の結果より，タマミジンコ給餌におけるティ
ラピア稚魚の最適給餌率を飽食率とし，最適給餌時に
おける魚体重と成長率との関係を実験 1の結果から算
出した。結果を Fig. 3に示す。成長率は13.6～11.2%で
推移し，体重増加に伴い，減少する傾向を示した。これ
らの値を式 4に当てはめた結果，次の数式が得られた。

Fig. 3.  Relationship between the body weight of  larval 
and juvenile O. niloticus and specific growth rate under the 
satiation feeding in Expt. 1. Each value represents mean±
SD of two replicate tanks. 

Fig. 2.  Relationship  between  feeding  level  and  feed
efficiency  on  the  different  body  weights  of  juvenile 
O. niloticus in Expt. 2. Each value represents mean±SD of 
two replicate tanks. Each solid plot indicates the satiation 
feeding level. The values of feeding levels corresponding 
to maximal feed efficiency are indicated in bold.

Fig. 1.  Relationship between the body weight of larval 
and juvenile O. niloticus and the satiation feeding level in 
Expt. 1. Each value represents mean±SD of two replicate 
tanks. 

Table 1. Initial and final body weight of O. niloticus, total amount of feed, and body weight gain during a 3-day feeding 
experiment under the satiation feeding in Expt. 1

Treatment
number

Av. body weight (mg) Total amount of feed
(dry weight (mg))

Body weight gain
(%)Initial Final

1
2
3
4
5

21.2±0.6
108.7±6.9
220.7±0.9
307.3±9.7
397.5±1.7

33.0±1.2
163.4±7.6
323.9±8.7
449.7±19.2
572.2±19.5

7.3±0.1
33.9±1.2
66.7±0.5
90.7±2.9

112.3±4.7

55.6±5.7
50.3±7.0
46.8±3.3
46.5±10.9
43.9±4.3

　Mean±SD of two replicate tanks.
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SGR = 16.9 BW－0.0636 (R2 = 0.970) （7）
　　SGR ：成長率（%/day）
　　BW ：魚体重（mg 湿重量）

また，上記の数式 7のパラメータを式 5に代入し，
本実験条件下で以下の成長推定式を得た。

BWt = (BW0
0.0636 + 0.0107×t)15.7 （8）

　　BWt ：t日後の魚体重（mg 湿重量）
　　BW0 ：実験開始時の魚体重（mg 湿重量）
　　t：飼育期間（day）

数式 6および 8から，実験 3の開口直後からの連続
飼育時におけるティラピアの成長推定および給餌量設
定を行った。

実験3：成長推定式の適合性評価 
Fig. 4に飼育日数と魚体重の関係を数式 8と合わ
せて示す。さらに 1週間毎に測定した魚体重より算
出した成長率および数式 8より推定した成長率の値
を Fig. 5に示す。孵化後 7日目からの 4週間の飼育
実験でティラピアは魚体重にばらつきはあるが，
9.7±0.6 mgから360.9±132.6 mgへ順調に成長した
（Fig. 4）。また，開口直後の仔魚においても活発な摂
餌行動が観察され，給餌した全てのタマミジンコを摂
餌した。供試魚は飼育 3週目に 2水槽のうち，1水槽
で 2尾，4週目に各水槽でそれぞれ 2尾へい死し，生
残率は96.9±0.9%であった。成長率は飼育 3週目で低
くなり，4週目で高くなったが，飼育期間を通して安

定していた（Fig. 5）。
数式 8の成長推定式と今回の飼育実験の魚体重実測
値との適合性を評価するため，χ2検定を行った。水
槽ごとの平均体重の値を基に理論値との検定を行っ
たところ，成長推定式は適合すると判断された（P＞
0.05）。また，同様に 1週間毎の成長率においても同
様の検定を行い，理論値と適合した（P＞0.05）。

考　　察

本研究ではティラピア仔稚魚の最適給餌量の把握
と最適給餌時の成長を推定した。実験 1では飽食率の
把握を目的に魚体重21.2～397.5 mgの仔稚魚を供試し
て実験を行い，魚体重別飽食率を算出した。この飽食
率を魚体重（湿重量）/給餌量（乾燥重量）で表わすと
11.2～13.6%となるが，魚体重（湿重量）/給餌量（湿
重量）で換算すると，ミジンコの水分は91.5%であっ
たため，131～160%となる。これをコイ仔魚における
孵化後 1カ月後までタマミジンコを与える際の適正
給餌率110～130%（王ら 1987）と比較すると若干高い
値であった。また，実験 2では異なる給餌率条件下で
32.1，72.6および189.7 mgの稚魚を飼育し，餌料効率
が最大となる給餌率を飽食率と判断した。本種におい
ては平均体重135 gのティラピアに配合飼料を 1日 3

回の飽食給餌した場合に最も餌料効率が高くなったと
報告されており（矢田 1982），魚体重や餌の種類が異
なるがこれと本結果は同様であった。また，体重別で
比較すると餌料効率に大きな差異がみられたが，これ
は餌料効率の算出の際，魚体重に湿重量を用いたこと

Fig. 4.  Growth of O. niloticus in Expt. 3 compared with 
a growth equation at 28℃ calculated from the results of 
Expt. 1. Each value represents mean±SD Numbers indi-
cate sample size.

Fig. 5.  Specific growth rate of O. niloticus in Expt. 3 com-
pared with a equation calculated from the results of Expt. 
1: See Fig. 3. Error bars represent mean±SD of two repli-
cate tanks.
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によるものであり，仔稚魚期における魚体中水分含量
の変動がその一要因であると推察される。
実験 3では成長推定式と連続飼育時の魚体重との適
合性を調査した結果，供試魚の個体間のばらつきはあ
るが，魚体重平均値はDSGR成長モデルを適用した
成長推定式と良く一致し，1週間毎の体重補正で実際
の飼育に適用できるものと推察された。本研究の結果
からタマミジンコ給餌時のティラピア仔稚魚における
体重別の最適給餌率と成長率を把握することで魚体重
に関する成長式が確立でき，さらに，これらを実際の
飼育に適用可能であることが示唆された。
仔稚魚期における魚体重測定は孵化仔魚に近いほ
ど，困難であり，魚体に大きなストレスを与えるこ
ととなる。これらの観点から，連続した最適給餌率
の算出に本推定式を応用すれば魚体重の測定頻度を軽
減することが可能である。また，ティラピアの仔稚魚
期における成長率は本研究では約12%であったが，成
魚期の約1.4%（遠藤ら 1999）と比較するとその約 9倍
と非常に高いことから，給餌量を詳細に設定すること
で円滑に，かつ，高効率で飼育が可能になると考えら
れる。一般に生物餌料を用いた魚類仔稚魚の飼育を行
う際は，その摂餌性（Fermin and Bolivar 1994）や栄
養（Watanabe et al. 1983）の観点から生きた新鮮な状
態で給餌することが望ましく，同様に本推定式を応用
することで生物餌料の生産自体もその要求量に合わせ
て調整できるものと考えられる。クロレラを用いたタ
マミジンコの生産ではそのクロレラ給餌量を調節する
ことでタマミジンコ生産量を制御可能であることから
（遠藤ら 2000），クロレラ－タマミジンコ－ティラピア
仔稚魚の餌料生産から種苗生産までの包括的な生産計
画の設定が可能となる。さらに1日毎の最適給餌量を
算出することが可能となることから，過剰な給餌によ
る飼育環境の悪化や給餌量の不足による仔稚魚のへい
死を予防することができると考えられる。現在，海産
魚類の種苗生産ではワムシやアルテミア等の生物餌料
を開口直後から使用しているが（Takeuchi 2001），こ
の生産過程で本方式を応用することも可能であろう。
また，我々はクロレラ－タマミジンコ間のバイオマ
ス変換効率および窒素，ミネラルの蓄積率について把
握しており（Endo et al. 2002），タマミジンコ－ティ
ラピア仔稚魚間についても同様にこれらを検討し，ク
ロレラ－タマミジンコ－ティラピア仔稚魚の食物連鎖
による物質移動率について算出したいと考えている。
本結果から，流水飼育法により，タマミジンコ単
用給餌条件下で開口直後のティラピア仔魚からの飼育
が可能であり，十分に成長することもわかった。今後
は本研究で得られた最適給餌率および成長推定式を基
に，タマミジンコによるティラピア仔稚魚の循環濾過

式水槽による飼育を試み，目的であるタマミジンコ－
ティラピア仔稚魚間のバイオマス変換効率を元素レベ
ルで調査する予定である。

要　　約

タマミジンコ給餌におけるティラピア仔稚魚の最
適給餌率の把握と同条件下における飼育時の成長式
の確立を目的として水温28℃で飼育実験を行った。
実験 1では 1日 3回給餌時の飽食量と魚体重（21.2～
397.5 mg）との関係を調べた。実験 2では最適給餌率
を把握するため，魚体重32.3，72.6および189.7 mgの
ティラピア稚魚を供試し，異なる給餌率（飽食率の
33.3%，66.6%および100%）で飼育実験を行い，餌料効
率を調査した。餌料効率は全ての魚体重で給餌率が高
くなるに伴い，向上し，飽食摂餌時にほぼ最大となる
ことがわかった。このことから，本飼育条件下では飽
食率が最適給餌率であると結論付けられた。実験 1の
飽食摂餌時の魚体重別成長率から成長式を算出し，そ
の適合性を調べるため，開口直後の仔魚を用いて 4週
間の連続飼育を行った。その結果，実測値と理論値は
良く一致した（χ2-test，P＞0.05）。
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