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短報

人工採苗アカハタ幼魚における

鼻孔隔皮切断による外部標識の有効性

川辺勝俊1，*・鈴木重則2

Effectiveness of Inter-Nostril Epidermis 

Clipping for Marking Hatchery-Reared 

Young Blacktip Grouper 

Epi悦ePhelusfiαSClα:tus

Katsutoshi KAWABE1， * and Shigenori Suzmu2 

Abstract:τne effectiveness of clipping the inter-nostril 

epidermis with a dissection scissor for marking young 

blacktip grouper EPinePhelus Jasciatus (about 110 mm  

in totallength) was examined. Marked fish were reared 

for one year for observation. The clipped marks did 

not regenerate and the marked fish were readi1y distin-

guished from unmarked individuals unti1 the end of the 

experiment. No significant differences were observed 

in survival and growth between marked and unmarked 

fish. This marking method for young blacktip grouper 

is cheap， easi1y done， and suitable for long term mark-

ing， and could be useful for mark-recapture surveys. 

Key words: EPinePhelus Jasciatus; Clipping; Inter-

nostri1 epidermis; Mark-recapture 

アカハタ Epinephe[usjasciatusは美味で玉市場性が高く，小

笠原諸島では主要な漁業対象種であるが，近年の資源量は

減少傾向にある(東京都水産試験場 1984;加藤 2005)。その

ため，資源回復を目的として，小笠原村では毎年父島と母

島の沿岸域に本種の種苗放流を実施している。放流効果の

判定には，外部標識等を装着した種苗を放流して，再捕報

告もしくは市場調査により放流魚の再捕数や混入率を明ら

かにしていく方法が広く用いられている(大河内 2006)。

そのため，今後アカハタの放流効果を検討していくために

は，放流時の識別形質が長期にわたって保持される標識を

開発することが必要で、ある。アカハタの標識に関しては，

種苗生産された稚魚、に鼻孔隔皮欠損の存在が確認されてい
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るため，現在，生産ロット毎に鼻孔隔皮欠損率の把握や，

個体の成長にともなう鼻孔隔皮欠損の再生状況を観察して，

標識としての有効性を検討している(JlI辺未発表)。人工

ふ化養成魚では前鼻孔と後鼻孔の聞の隔皮が欠如または短

縮し，両鼻孔が連続する形態異常は古くから知られており

(後藤 1986)，これまでに多くの魚種で認められている(後

藤 1986;山崎 1996;松岡 2000，2002a， 2004a， 2004b， 2008a， 

2008b， 2009;長崎県 2000;宮木ら 2009;江口 2012)。マダイ

Pagrus major人工種首では鼻孔隔皮欠損がしばしば高率で、

起こり，成長しでもほとんど再生しないことから天然魚と

の識別指標として有効であり(傍島ら 1986;山崎 1998)，こ

れを指標とした放流魚、の混入率調査がすでに実施されてい

る(高場ら 1995;山崎 1998;山田 1999;lmai 2005;阿久津

2009)。また， トラフグ Tak抑gurubri戸esでも，種苗放流に

際して天然魚との識別指標として本標識が用いられている

(阿知波 2003)。鼻孔隔皮欠損は本種にとっても有効な外部

標識と推察されるが，今後，本種の種苗生産技術の進展に

伴って鼻孔隔皮欠損症が解消された際には，人為的に鼻孔

隔皮を切断することによって，外部標識として活用するこ

とも考えられる。しかしながら これまで、人工種苗の鼻孔

隔皮欠損に関する報告は多くあるものの(後藤 1986; 山崎

1996;松岡 2000，2002a， 2004a， 2004b， 2008a， 2008b， 2009; 

長崎県 2000;宮木ら 2009;江口 2012)，鼻孔隔皮を切断して

標識として活用することを検討した報告はない。そこで，

本研究では正常に鼻孔隔皮が形成されているアカハタ人工

種苗について，鼻孔隔皮を人為的に切断した場合の標識と

しての有効性を検討した。

供試魚は， 2010年 7~9月にかけて種苗生産されたもので，

飼育方法は東京都島しょ農林水産総合七ンター (2012)の

通りである。その後，配合飼料(シマアジディスク No.O~

2，日本配合飼料)を給餌して養成した当歳魚のうち，左右

両側とも鼻孔隔皮が正常に形成されている100尾を実験に供

した。実験は，右側の鼻孔隔皮を解剖パサミ (HSB014-11，

Hammacher)で切断する鼻孔隔皮切断区と，切除しない対

照区の 2区を設け，供試尾数は50尾ずっとした。実験魚、の

飼育は父島二見漁港内に設置した網生賛 (2x 2 x 2 m) 1張

に試験区と対照区を混養させて行い，両区を識別するため

に，鼻孔隔皮切断区は右側の腹鰭，対照区は左側の腹鰭を

同じく解剖パサミで切除した。実際の手順は，実験開始日

の2011年 1月20日 (176日齢)に，まず供試魚を20ppmの

FA100(田辺製薬)i毎水溶液に浸漬して麻酔を施した。そして，

麻酔を施した供試魚の全長と体重を測定後，試験区は頭部

を左手親指と人差指で掴んで右側の鼻孔隔皮を切断すると

ともに (Fig.1A-C) ，右側腹鰭を基部から切除した。対照区

1東京都小笠原水産センター (TokyoMetropolitan Ogasawara Fisheries Research Center， Azakiyose， Chichi四jima，Ogasawara， To防0

100-2101， ]apan). 
2 (独)水産総合研究センター増養殖研究所南伊豆庁舎 (Minami-izuLaboratory， National Research Institute of Aquaculture， Fisheries 
Research Agency， 183-2 Minami-izu， Shizuoka 415-0156， ]apan). 
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は供試魚の左側腹鰭を基部から切除した。実験開始時にお

ける鼻孔隔皮切断区の全長と体重の平均±標準偏差は11.1:!: 

0.8cmと21.8:!:4.6g，対照区は10.9:!:0.8cmと21.2:!:4.8 gで，

両区の聞にはいずれも有意差は認められなかった (Student

の t検定，P<0.01)。実験期間中の供試魚には，配合飼料 (シ

マアジディスク No.2-4，日本配合飼料)を給餌し，成長

に応じて粒径を適宜変更した。給餌は毎日 1回行い，各回

飽食量とした。約 1年後の2012年 1月17日 (538日齢)に全

数を取り上げて，試験区と対照区それぞれの生残尾数を計

数した後，すべての生残魚について全長・体重を測定する

とともに， 鼻孔隔皮の確認を肉眼で行った。両区の成長の

差については Studentの t検定 生残率の差についてはx2

検定で有意差を調べ，有意水準は 59もとした。なお，供試魚、

の切除した腹鰭は再生する可能性があるため， 2011年 7月

12日に両区の生残魚すべてについて切除した腹鰭痕を観察

し，腹鰭が再生している場合は再び解剖パサミで基部から

切除した。また，天然魚、における鼻孔隔皮欠損の出現状況

を調べるため， 1999-2010年にかけて小笠原諸島父島沿岸

域で漁獲され，採卵用の親魚、として当所で飼育していた551

尾 (全長21.7-37.7cm)の鼻孔を観察した。

約 1年間養成後の生残数は，鼻孔隔皮切断区が44尾(生

残率889も)，対照区が43尾(同86%)で両区の生残率に有意

差は認められなかった。両区の成長は，鼻孔隔皮切断区が

全長20.9:!:2.8 cm，体重173.6士 63.4g，対照区が全長21.0:!: 

2.4 cm，体重176.8:!:59.7 gで，いずれも両区の聞には有意

差は認められなかった。鼻孔隔皮切断区の切断した鼻孔隔

皮部分を観察した結果， 生残魚44尾すべてで鼻孔隔皮の再

生は認められず， 背側と腹側それぞれの鼻孔隔皮の皮弁は

分断されたままであった (Fig.1D)。一方， 鼻孔隔皮切断区

の左側の鼻孔隔皮と対照区の両側の鼻孔隔皮は，すべての

個体で存在していた。

以上の結果から，全長10cm前後の本種の鼻孔隔皮を切断

しでも，その後の成長や生残に影響をおよ ぼすことなく，

鼻孔隔皮は再生 しないことがわかった。 そして，鼻孔隔皮

切断部分は肉眼で容易に確認することが可能で、あった。

鰭切除によ る外部標識は，標識作業時の手法の精度がそ

の後の識別率に影響がおよぶ可能性が指摘されているが(大

河内 2006)，本法は供試魚の前鼻孔と後鼻孔に解剖パサ ミの

先端を差 し込んで隔皮を切断する簡易な方法なので，作業

者間での標識の精度にはほとんど差は生 じないと思われる。

これまでに，アンカ ータグ等の装着タ イプの外部標識では，

標識の脱落や成長にともなって標識が体内に埋没する可能

性が指摘されており，鰭抜去や鰭切除等の外部標識では一

部が再生してしまうことが知られている(大河内 2006;手

塚ら 2008)。一方， 内部標識のアリザリンコ ンプレクソンは，

試薬が高価で、ある こと や 標識の確認には標本魚を購入し

て高価な蛍光顕微鏡で検鏡する必要がある(太田ら2010)。

これらの方法と比較して，今回の方法はタグや試薬，機材，

サンプル魚を購入する必要がないため， 他の方法より 安価

な標識装着が可能でLある。さらに，人工種苗の放流効果調

査で用いる識別形質は， 天然魚には認められず，放流時の

識別形質が長期にわたり保持されるこ とが重要な条件とな

Fig. 1. Process of clipping the inter-nostri1 epidermis of hatchery-
reared young blacktip grouper. A， the inter-nostril epidermis 
before clipping; B， the tips of dissection scissor are inserted into 
the anterior and posterior nostril holes; C， the inter-nostri1 epider-
mis after clipping; D， clipped inter-nostri1 epidermis after one year. 
AN， anterior nostri1; DS， dissection scissor; INE， inter-nostri1 epi-
dermis; PN， posterior nostril. Bars indicate 1 mm 
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る。大河内 (2006) も，市場調査には定量推定に耐える持

続性と最低限の視認性を備えた標識が必要で、あるとしてい

る。これらの点に関しても，本研究では天然魚では鼻孔隔

皮欠損が存在しないことを確認しており，鼻孔隔皮欠損標

識の持続性についても， 538日齢までの時点で，背側および

腹側それぞ、れの鼻孔隔皮の皮弁は分断されたままであり，

今後，鼻孔隔皮が再形成されることはないと判断された。

また，本標識の視認性も肉眼で十分可能であった。したがっ

て，本種の鼻孔隔皮切断標識はこれらの諸条件も備えてお

り，標識部位が微小なことから商品価値も損ねないため，

長期にわたって追跡するのにも適していると考えられた。

以上のことから，本種の鼻孔隔皮切断標識は，外部標識と

して十分に実用化できることが判明した。そして，鼻孔隔

皮切断部位を左側，右側，両側と分けることで最大 3群の

識別が可能で、ある。

現在，本種の種苗生産では鼻孔隔皮欠損は解消されてい

ないため，直ちに本標識を実用化することは困難であるが，

今後の飼育技術の改善によって鼻孔隔皮欠損が解消された

際には，本研究により試みた鼻孔隔皮切除は優れた外部標

識になると結論された。あるいは，鼻孔隔皮欠損魚(左側，

右倶IJ，両側)に，鼻孔を切除した鼻孔隔皮無欠損魚を加え

れば，帝IJ約はあるものの，現状でも最大3群に分けて放流

実験を行うことは可能と考えられた。

今回，アカハタ天然魚には鼻孔隔皮欠損個体が存在しない

ことを確認したが，天然魚でも稀にシマフグ T.xanthopterus 

(愛知県水産試験場 2000)やコモンフグ T.poecilonotus (松岡

2002b)で鼻孔隔皮欠損個体が確認されており，今後，他魚

種で本標識を使用するに当たっては，天然魚での鼻孔隔皮

欠損個体の有無を事前に確認しておく必要がある。
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