
  
  初期餌料に栄養強化ワムシを用いたスケトウダラTheragra

chalcogramma仔魚の飼育

  誌名 水産増殖 = The aquiculture
ISSN 03714217
著者名 石田,良太郎

佐藤,敦一
上田,吉幸

発行元 水産増殖談話会
巻/号 62巻1号
掲載ページ p. 111-119
発行年月 2014年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



水産増殖 (AquacultureSci.) 62 (1)， 111 -119 (2014) 

資料

初期餌料に栄養強化ワムシを用いたスケトウダラ

Theragra chαlcogrammα仔魚の飼育

石田良太郎*.佐藤敦ー・上田吉幸

Rearing Trials on Larval Walleye Pollock Theragrlαchαlcogran仰naUsing 

Nutrient-enriched Rotifers as an Early Live Food 

Ryotaro ISHIDA*， Nobukazu SATOH and Yoshiyuki UEDA 

Abstract: To investigate the role of walleye pollock Ther，α:gra chαlcogrammαin the marine 

ecosystem， laboratory as well as field studies are effective. However， due to the difficulty in 

obtaining larval!juvenile walleye pollock， few laboratory studies on the ear1y life stages of this 

species have been successfully conducted. According to the rearing technique of Pacific cod 

Gadus macrocePhalus， we conducted three rearing experiments on larval walleye pollock using 

nutrient enriched rotifers Brachionus plicatilゐasan ear1y live food. Through the results of three 

experiments， relatively rapid dec1ines in the survival rates of larval walleye pollock were found until 
8 days after hatching (却)， 2-3weeks AH and 5 weeks AH. Based on the results of the analysis of 

the stomach contents of larvae and juveniles in experiment 3， the causes of the rapid dec1ine in the 
survival rates in this study are discussed. A1though the survival rates were relatively low， we could 

produce 13.0-19.4% of juveniles (27.7-27.9 mm in TL) in experiment 3. 

Key words: Walleye pollock; Larvae; Rearing experiment; Nutrient-enrichment 

スケトウダラ Theragrachalcogrammαは北太平洋海

域において卓越した資源量を誇る魚類であり，海洋生

態系における役割は極めて大きい (Springer1992)。

また，本種はアメリカやロシアを始めとした複数の

国々により漁獲対象資源として利用されており，我

が固においても北海道周辺海域を中心に21.6万トン

(2010年)の漁獲量を支える極めて重要な水産資源の

一つである(北海道 2011)。そのため，北海道周辺海

域では，スケトウダラ資源の持続的な利用や海洋生

態系の変動機構の解明を目的とした数多くのフィール

ド調査が長年に渡り展開されている(網走水産試験場

2012年11月2日受付;2013年11月22日受理.

2011 ;中央水産試験場 2011;釧路水産試験場 2011; 

栽培水産試験場 2011)。

一方，本種の生息域は季節や発育段階に応じて比較

的大きく変化(志田 2002) し，時には流氷下にも親

魚、や卵が分布する(石田ら 2006) ことから，フィー

ルド調査だけでは明らかにすることができない情報が

数多く存在する。そのため環境を容易に操作すること

が出来る飼育実験は，フィールド調査の限界を補うか

たちで本種を対象とした生態研究の発展に重要な役割

を果たしてきた(桜井 1993)。

これまでに本種を対象として行われた一連の飼育実

北海道立総合研究機構水産研究本部栽培水産試験場 (HokkaidoResearch Organization， Fisheries Research 
Department， Mariculture Fisheries Research Institute， Muroran， Hokkaido 051-0013， ]apan). 
*連絡先 (Correspondingauthor): E-mail.isida-ryoutarou@hro.or.jp (R. Ishida) . 
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験をみると，飼育実験用供試魚の入手方法は，フィー

ルドで採集した個体を生存させたまま持ち帰る方法

(フィールド採集法)と受精卵から得られた僻化仔魚、

を目的の体サイズまで飼育する方法に大別される。

フィールド採集法では，採集時に生じる物理的スト

レスで死亡させることなく生存させたまま持ち帰る

ことが可能なおよそ全長100mmを超える個体が主

に対象とされている(桜井 1993; Kooka et al. 2007a， 

2007b ; Kooka and Yamamura 2011)。一方，フィー

ルド採集法では得ることが困難な小型個体について

は，主に1980年代にフィールド研究者が中心となり，

騨化仔魚を目的の体サイズまで飼育して得ょうとす

る試みが盛んに行われた (Paul1983 ; Nishimura and 

Yamada 1984 ; Bailey and Stehr 1986， 1988 ; Yamashita 

and Bailey 1989 ; Michael and Bori 1992)。しかし，当

時の飼育技術では酔化仔魚、を稚魚、期 (Ha可u1980) ま

で成長させることが困難であったことから，飼育実

験は鮮化仔魚から全長12mmまでの仔魚が対象とさ

れてきた (Paul1983 ; Nishimura and Yamada 1984 ; 

Bailey and Stehr 1986， 1988 ; Yamashita and Bailey 

1989)。そのため，フィールドから採集することも，

受精卵から飼育して得ることも出来なかった全長12~

100mmの個体を対象とした飼育実験は，これまでに

数例 (Baileyand Stehr 1986 ; Michael and Bori 1992 ; 

Dougherty 2008)が行われたにすぎない。

1980年代を中心に明らかにされたスケトウダラ仔魚、

を飼育する際の問題点のーっとして，仔魚、期の成長に

必要な栄養を餌料生物を通して十分に供給出来ないこ

とが挙げられる。 Michaeland Bori (1992)は，スケト

ウダラ仔魚にワムシ Brachionusplicatilis sp. complex 

およびフィールドで採集されたプランクトン Acartia

spp.を与えて飼育したところ，解化後42日目に40%の

個体が生存していたのに対して，ワムシおよびアル

テミアを与えた場合には全ての個体が死亡したことを

報告している。また，餌料として用いたワムシ，アル

テミアおよびフィールドで採集されたプランクトンの

脂肪酸組成をそれぞれ分析したところ，フィールド採

集されたプランクトンには n-3HUFAがワムシやアル

テミアよりも多く含まれていることを明らかにしてい

る。このことは，僻化後 1ヶ月程度の期間に与えた餌

料中の栄養成分，特に n-3HUFAの不足が仔魚、期の生

残に影響を与えることを強く示唆している (Michael

and Bori 1992)。

スケトウダラ仔魚、を飼育する際の二つ目の問題点し

て，仔魚、にワムシを摂餌させることの困難性が指摘さ

れている(前林・清野 1979)。フィールドにおけるス

ケトウダラ仔魚の分布水温は，太平洋系群では 4
0

C付

近(中谷・前田 1987)，日本海系群では 4~70C (板

谷ら 2009)，アラスカ湾のシェリコフ海峡では6.0~

6SC (Kendall et al. 1987) とされており，仔魚期の

スケトウダラは10
0

Cを上回るような高水温域には生息

していない。一方，通常，ワムシは14~300C (日野ら

2000)の水温環境下で培養されるため， 6 ~ 8
0
Cといっ

た低水温の飼育水槽内で、は正常な遊泳行動をとること

が出来ずに底層に沈んでしまい，主に表層付近に分布

するスケトウダラ仔魚、がワムシを摂餌しにくい状況が

生じる(前林・清野 1979)。

1990年代に入ると，我が固におけるワムシを初

期餌料に用いた種苗生産技術が飛躍的に向上した

こと(荻原 2008) を受けて，スケトウダラと近縁

種であり本種と同様な水温環境を好むマダラ Gadus

mac仰 cePhalusの種百生産技術確立に向けた研究が行

われるようになった。これにより，栄養強化が十分

に施されていないワムシを与えるとドコサヘキサエ

ン酸に代表される必須脂肪酸の欠乏に起因した成長不

良や著しい生残率の低下が生じる(竹内ら 1994;鄭ら

1995)が，サメ卵の乾燥粉末で栄養強化されたワムシ

を仔魚に与えることで，仔魚、期の生残率が大きく改善

されること(鄭ら 1995)が明らかにされ，ワムシを

初期餌料に用いる際の栄養学的な問題が解消された。

さらにマダラ仔稚魚、の生息するような低水温環境にお

いても遊泳や繁殖が可能なワムシ(低水温ワムシ)が

作出(友田ら 2011) され，マダラのように低水温を

好む魚類に対しても効率よくワムシを摂餌させること

が可能となった。その後，これら研究成果を基礎とし

ながらマダラの種苗生産技術はさらに発展を遂げ，飼

育水槽内で、低水温ワムシの培養・栄養強化と仔魚、の飼

育を同時に行う，止水式の種首生産方法が開発された。

これにより，仔稚魚期に高い生残率が安定して得られ

るようになっただけではなく，コストパフォーマンス

の高い種苗生産技術が確立された(友田ら 2011)。

近年，マダラと同様の問題点を抱えていたスケトウ

ダラについて，初期餌料としての低水温ワムシの有効

性(中川 2012)，ワムシの栄養強化法の検討(佐藤・

石田 2013)，さらに低水温により遊泳が困難となった

ワムシを，飼育水槽内の水流を工夫することによりス

ケトウダラ仔魚に摂餌させる研究(桜井 2011) など

が行われるようになり，スケトウダラ1昨化仔魚、を稚魚、

期まで成長させる技術の確立に向けた研究成果は，現

在確実に蓄積されつつある。

本研究では，これまでに指摘されてきた問題点の

一つである初期餌料の栄養学的問題点の解決を目的と

し，マダラの種苗生産現場で有効な方法(鄭ら 1995;

友田ら 2011)，すなわちサメ卵を主原料とする市販の

栄養強化剤で二次培養したワムシ，次いでアルテミア

を餌料に用いてスケトウダラ鮮化仔魚を飼育し，稚魚
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期まで育成できるかを 3つの飼育実験により検討し

た。実験 1では仔魚期 (3~33 日齢)，実験2では主

に稚魚、期(鮮化後69~101 日齢)に注目し生残率の変

化を観察した。実験3では，仔魚期~稚魚、期の生残率

および胃内容物の変化を観察したので，その結果を報

告する。

材料および方法

実験 1

受精卵の入手 2011年秋季に噴火湾湾口部で釣り

により採集され，市立室蘭水族館で飼育されていた

尾叉長45cm前後の個体群を親魚として用いた。これ

らの個体群が自然産卵した際に得られたステージ E

~皿(遊佐 1954)の受精卵を， 2011年12月9日に栽培

水産試験場に持ち込み， 200 1透明パンライト水槽に

収容した。収容後の受精卵を，漉過海水の注水量は

0.7 mllmin ， 通気量は3.1 l/min，水温は6.0~8.00C に調

整して鮮化管理した。

供試魚の飼育方法得られた受精卵から2011年12

月 16~18日に僻化した仔魚を供試魚として用いた。な

お，実験に用いた仔魚、の鮮化日が3日間にわたったた

め，今後，本研究で示す仔魚、の日齢については， 2011 

年12月17日を O日齢として示す。試験には5001透明

パンランイト水槽を用いて 3日齢の1500個体の仔魚

を， i慮過海水の注水量は1.4~2.0 llmin，通気量は0.2

~O.4l/min に調整して33 日間飼育した。飼育期間中

の水温は5.6~7.80C (平均水温 6.7:t 0.6
0
C )とし，水

温の調整は，栽培水産試験場飼育施設で、常時作り出さ

れている 8
0

Cの櫨過海水および無調温の靖過海水を混

合することにより行った。

鮮化後 4~33日齢の生物餌料として20
0

C で一次培養

し，二次培養で栄養強化を施したワムシを用いた。二

次培養には301または1001パンライト水槽を用い，

培養時の水温は20
0
C，ワムシ密度は500個体Iml，培養

時間は16~24時間とした。栄養強化剤にはサメ卵粉末

を主原料とするプラスアクアラン (BASF]apan杜)

を用い，添加量は二次培養水槽の水量1001に対して

20 gとした。栄養強化剤は，添加前に100ml程度の

水道水とともにミキサーを用いて撹枠し乳化させてか

ら添加した。

ワムシの給餌個体数は飼育期間を通して 1日当た

り1200万個体とし，これらをサイフォンによる滴下給

餌により毎日 5時間 (10:30~15: 30)かけて連続的

に給餌した。飼育期間中には，栽培水産試験場で、継代

培養されているナンノクロロプシス Nannochloropsis

oculataを，毎日10:00に水槽内の密度が20万細胞Iml

前後になるように添加した。

試料の採取と測定方法 実験開始時には試験水槽に

収容した仔魚、とは別に70個体， 10日齢時に標本として

取り上げた81個体および33日齢時に取り上げた全生残

個体のうち無作為に抽出した100個体について，万能

投影機の投影画面上でデジタルノギス (ABSデジマ

チックキャリパ，株式会社ミットヨ社)を用いて生鮮

状態の全長を測定した。なお，測定は MS-222を用い

て麻酔処理後に行った。栽培水産試験場で、の受精卵お

よび、仔稚魚、の飼育水温については，毎日10:00にデジ

タル水温計 (SK-1250MC IIIα，株式会社佐藤計量器

製作所社)を用いて計測した。

死亡個体数および生残個体数の算出方法 死亡個体

数については，底層に沈んだ、死亡個体を 2~3 日に一

度の頻度でサイフォンにより回収し，これらを計数し

て求めた。各日齢の生残個体数は，収容個体数 (1500

尾)から各日齢までの累積死亡個体数および累積標本

個体数を減じることにより算出した。得られた各日齢

の生残個体数を収容個体数で除すことにより，各日齢

時の生残率(%)を求めた。

実験2

本実験では，実験 1と同じ群の僻化仔魚、を2011年

12月19日に2001透明パンライト水槽に600尾収容し，

101日間飼育した。飼育期間中の水温は，収容した 3

日齢には6.2
0
C，4 ~31 日齢には 6~90C 台， 32日齢以

降は 9~l10C 台で管理した。

4~29日齢の餌料には栄養強化したワムシを用い

た。 1 日あたりの給餌量は40万~280万個体とし，こ

れらを毎日 2回に分けて給餌した。その後の餌料には，

仔稚魚、の成長に応じて栄養強化したアルテミア (24~

100 日齢)および市販の冷凍オキアミ (89~101 日齢)

を用いた (Table1)。アjレテミアの栄養強化剤にはスー

パーカフ。セルA-1パウダー(クロレラ工業株式会社)

を用い，これを10g/100 1となるように栄養強化水槽

に添加した。栄養強化水槽のアルテミア密度は70~

110個イ本Iml， 強化時間は16~24時間とした。

69日齢および83日齢の生残個体数については，飼育

水槽上面から目視により計数して求めた。実験終了時

(101日齢)には全個体を取り上げ，生残個体数の計数

および全長の計測を行った。

Table 1. Feeding amount of rotifers (x 105 ind./ day)， 
Artemia nauplii (x 100 ind./ day) and frozen EuPhausiαsp. 
during the rearing experiment (experiment 2) of wal1eye 
pol1ock Theragra chalcogramma 

Food Days after hatching Feeding amount 

Rotifers 4 -29 4 -28 

Artemia nauplii 

Frozen Euphausiα 

24-100 

89-101 
1-3 

to satiation 



体収容し，これら 2基の水槽を同じ条件で管理しなが

ら70日間飼育した。飼育期間中のj慮過海水の注水量は

0.2~ 1.8 l/min，通気量は0.2~0.3 l/min とした。飼育

期間中の水温は，実験開始時には6.2
0

Cであったが，

その後， 1日当たり0.1
0
C程度のベースで上昇させ， 40 

日令以降は10~l10C に調整した (Fig.1) 。

ワムシの給餌回数は， 2~27 日齢までは 10: 00， 

13: 00および15:00の3回， 28~37 日齢は10: 00およ

び15:00の2固とした。給餌個体数は給餌開始時に

は1日当たり 300万個体とし，仔魚、の摂餌状況や成長

に応じて 1125万個体 (17~27 日齢)まで増加させた

(Fig.2)。アルテミアの給餌開始2日後 (28日齢)か

ら37日齢までのワムシ給餌個体数は750万個体とした

(Fig.2)。アルテミアの給餌は， 26日齢から実験終了

時まで、行った。 1日当たりの給餌個体数は， 27~51 日

齢に20~30万個体， 52~60日齢には75~100万個体と

増加させ， 61日齢以降は200万個体とした (Fig.2)。ワ

ムシの給餌期間中には，市販のナンノクロロプシス

(ヤンマリン K1，クロレラ工業株式会社)を，毎日

10: 00および15:00にそれぞれ40ml添加した。

ワムシの二次培養方法およびアルテミアの栄養強化

方法については，実験 1および実験2に準じた。飼育

期間中の水温調整，水温計測および生残率算出の方法

については実験1に準じた。

試料の採取と測定方法 実験開始時には試験水槽

に収容した仔魚、とは別に30個体， 2， 3， 4， 6， 1~ 

14， 21， 28， 35， 49および70日齢時には，水槽Aお

よび B から，それぞれ16~37個体を標本として取り

上げた。標本の取り上げ時間は11:00 (10・00の給餌

1時間後)とした。得られた標本は実験1の方法に準

じて全長を計測後，個体毎にホルマリン固定し保存し

た。

死亡個体数については，底層に沈んだ、死亡個体を毎

日サイフォンで回収し，それらを計数して求めた。各

日齢における生残個体数および生残率(%)の算出方法

は実験 1に準じた。

摂餌されたワムシおよびアルテミアの個体数の計数

ホルマリン固定された水槽Bの標本のうち， 3， 4， 6， 

10， 14， 21， 28， 35および49日齢に取り上げた個体に

ついて，実態顕微鏡を使って胃を摘出し，胃内容物中

のワムシおよびアルテミアを，それぞれ計数した。

石田・佐藤・上田

ワムシの栄養強化，ナンノクロロプシスの添加，飼

育期間中の水温調整，水温計測および生残率の算出方

法については実験1に準じた。
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実験3

受精卵の入手 2012年 1~3月に噴火湾湾口部で釣

りにより採集され，北海道大学臼尻実験所で飼育され

ていた尾叉長40~55cm のスケトウダラ個体群を，受

精卵を得るための親魚に用いた。これらが自然産卵し

た際に得られたステージ II~ 1II (遊佐 1954)の受精

卵 (5.2万粒)を， 2012年3月23日に栽培水産試験場

に持ち込み， 500 l 透明パンライト水槽を用いて3.3~

7.2
0
C (平均水温5.4:t1.5

0
C )の水温で、管理した。

供試魚の飼育方法得られた受精卵から2012年4月

2日に解化した O日齢の仔魚を， 2基の500l透明パン

ランイト水槽(水槽AおよびB) にそれぞれ5000個

Fig. 1. Change in water temperature during the rearing 
experiment (experiment 3) of walleye pollock Theragra 
chalcogrammα. Broken line， Tank A; Solid line， Tank B. 
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実験 1

試験開始時 (3日齢)， 10日齢および試験終了時 (33

日齢)の平均全長は，それぞれ4.6:t0.3 mm， 6.7:t 

O.4mmおよび9.4土0.5mmであった (Fig.3)。生残

結
60 

Fig. 2. Feeding amount of rotifers (x 105 ind./day) 
and Artemia nauplii (x 105 ind./day) during the rearing 
experiment (experiment 3) of walleye pollock Theragra 
chalcogramma. Broken line， Rotifers; Solid line， Artemia 

nauplii. 
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日齢以降に再び大きな減耗がみられ22日齢および33日

齢の生残率は，それぞれ40.6%および38.4%であった。

なお，収容個体数から累積死亡個体数および累積標本

個体数を減じる方法で求めた実験終了時 (33日齢)の

生残個体数は577尾，取り上げ時に生存していた個体

を計数して求めた生残個体数は551尾であり，その差

は26個体と僅かで、あった。両者に大差はみられなかっ

たことから，本研究では前者の生残個体数を用いて33

日齢の生残率を推定した。

強化ワムシを用いたスケトウダラ仔魚の飼育

率 (Fig.4)をみると，試験開始直後から急激な減耗が

観察され， 10 日齢には約30%の個体が死亡した。 11~

15日齢の生残率は比較的安定して推移していたが， 16 
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実験2

101 日齢時に生存していた個体の全長は38.9~

57.4 mm，平均全長は48.5:t 6.0 mmであった (Fig.3)。

生残率は， 69日齢で8.89も， 83日齢では6.3%，101日齢

では1.3%となった (Fig.4)。
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Fig. 3. Mean totallength of the artificially produced wall-
eye pollock Theragra chαlcogramma for experiment 1 (0) 

and 2 (・).Vertical bars indicate standard deviations. 
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Fig. 6. Changes in the number of dead fish (ind./day) 
during the rearing experiment (experiment 3) of walleye 

pollock Theragra chalcogramma. Broken line， Tank A; 

Solid line， Tank B. 
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Fig. 4. Trajectory of the survival rates of walleye pollock 
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Fig. 7. Trajectory of the survival rates of walleye pollock 
Theragra chalcogramma for experiment 3. Broken line， 

Tank A; Solid line， Tank B. 
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実験 3

平均全長の推移 平均全長は，実験開始時には4.9

:t 0.15 mmであったが，10 日齢で6.0~ 6.2 mm， 35日

齢では9.5~9.8mm，実験を終了した70 日齢には27 . 7

~27.9mm に達した (Fig.5) 。 飼育実験期間中 を通し

て，水槽 AおよびBの平均全長に有意差は見られな

かった(一元配置分散分析)。

死亡個体数および生残率の推移 水槽AおよびB

における飼育期間中の死亡個体数の推移を Fig.6に示

す。水槽AおよびBの死亡個体数の変動傾向は良く

似ており ，死亡個体数には比較的明瞭な 3回のピー

クが見られた。最初の死亡個体数の増加は，収容日の

翌日から始まり，水槽 Aでは 5日齢の128個体/日，

水槽 Bでは 7日齢の57個体/日を最大値とし，9日齢

になると32個体以下に減少した。2回目の死亡個体数

の増加は11日齢に始ま った。死亡個体数は水槽Aで

は15日i輸の226個体/日 水槽 Bでは13日齢の208個体

/日を最大値とし， 20日齢には水槽 Aで73個体/日，

水槽 Bでは33個体/日に減少した。3回目の死亡個体

数の増加は，両水槽で、アルテミア給餌開始日翌日の27

日齢に観察され， 27~34 日齢の死亡個体数は100個体

/日を超えたが，40日齢になると 50個体/日以下に減

少した。

生残率 (Fig. 7 ) は，死亡個体数が多かった 3 ~ 8

日齢， 11~20 日齢および27~40 日齢で比較的急速に低

下 し，8， 20および40日齢の生残率は，それぞれ88.7

~94 .2% ， 56.9~ 64.3%および13 .0~ 19.4%であった。

実験終了時の生残率は，水槽 Aで9.8%，水槽 Bでは

16.4%であった。なお，収容尾数から累積死亡個体数

および累積標本個体数を減じる方法で求めた実験終了

時 (70日齢)の水槽AおよびBの生残個体数は，そ

れぞれ512および839個体，取り上げ時に生存していた

個体を計数して求めた生残個体数はそれぞれ422およ

び743個体であった。両者に90個体程度の差は見られ

たが，実験 1に準じて前者の生残個体数を用いて70日

齢の生残率を推定した。

胃内容物の観察結果 ワムシを給餌した期間の，

ムシ摂餌数を Fig.8に示した。3および4日齢のワム

シ摂餌数は，すべての個体がO個体，すなわち空胃で

あった。空胃個体の割合は6日齢で50%，14日齢では

10.5%と減少 し， 21日齢になると空胃個体は見られな

くなった。ワムシに加えてアルテミアを給自Jfしていた

28および35日齢のワムシ摂餌数をみると，空胃個体の

割合は28日齢で32.49も， 35日齢では67.9%と再び増加

傾向を示した。

ワムシ摂餌数は， 21日齢までは日齢が進むにつれて

増加し， 21日齢になると，ワムシ摂餌数が21個体以上

であった個体の割合は75.0%に達した。その後のワム
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Fig. 8. Changes in the number of rotifers ingested 

(ind./ind.) during the rearing experiment (experiment 3) 
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Fig. 9. Changes in the number of Artemiαnauplii 

ingested (ind./ind.) during the rearing experiment (exper-

iment 3) of walleye pollock Theragra chalcogramma. .， 0; 

口， 1-10;図， 11-20;口21-

シ摂餌数は減少傾向を示し， 35日齢になるとワムシ摂

餌数が21個体以上であった個体は見られなくなった。

アルテミア給餌期間中のアルテミア摂餌数を Fig.9

に示した。アルテミアを摂餌していない個体は， 28日

齢で23.8%見られたが，その後は見られなくなった。

アルテミア摂餌数は日齢が進むにつれて増加し，49日

齢には61.1%の個体が21個体以上のアルテミアを摂餌

していた。

イ子魚期における平均全長の推移

1980年代を中心に行われたスケ トウダラ僻化仔魚、

の飼育に関する研究結果では，飼育個体の成長速度は

天然仔魚よりも小さいことが指摘されている (Bailey

and Stehr 1986)。実験 1における平均全長は，収容日

(3日齢)には4.6:t0.3mmであったが， 10日齢には6.7

28 35 
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察考
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:!:0.4mm，33日齢になると9.4:!:0.8mmに達していた。

また実験 3 でも，平均体長は10日齢で5.8~5.9mm，

35 日齢では9.2~9.5mm に達しており実験 1 と大差は

認められなかった。 Nishimuraet a1. (2007)は，噴火

湾周辺海域で僻化したと考えられる2000~2002年級群

稚魚の耳石日輪解析を行い 仔稚魚期の体成長履歴を

成長式として示した。得られた成長式から推定された

3日齢， 10日齢および33日齢時の平均全長は，それぞ

れ4.2mm， 5.6 mmおよび9.1mmとなる。実験 1と

Nishimura et a1. (2007) の 3~33日齢の 1 日当たりの

成長速度 (mm/day) を比較すると， Nishimura and 

Yamada (1984)の結果では0.16mm/dayであったの

に対して実験 1では0.16mm/dayと両者に差は見られ

なかった。したがって，本研究における飼育方法で

は天然仔魚に匹敵する成長速度が得られていたと考え

る。

ワムシ給餌期における仔稚魚期の生残率の変化

実験 1 では，最初の急速な生残率の低下が 3~10 日

齢に見られ，この期間に約30%の個体が死亡した。実

験 3 でも水槽Aおよび B において，それぞれ 2~8 日

齢にまとまった減耗が観察された。スケトウダラ僻化

仔魚、を実験1とほぼ同じ水温 (6
0

C)で無給餌飼育す

ると， 15日齢までは卵黄の栄養成分に頼りながら90%

以上の個体が生存しているが， 16~18日齢にほぼすべ

ての個体が死亡することが報告(前林.1青野 1979)

されており，実験1および実験3において10日齢以前

に見られた死亡の原因はワムシの摂餌の失敗によるも

のではないと推察される。これまでに僻化後10日齢ま

での期間にまとまった死亡が観察された報告はなく，

この期間に生じた減耗の要因は特定することは出来な

かったが，生残率の低下が収容直後から生じているこ

とから判断すると，収容する際のハンドリング等の影

響，あるいは正常な僻化を遂げられなかった個体の死

亡ではないかと思われる。

実験1では， 2 回目の急速な生残率の低下が15~22

日齢に見られた。実験3でも，実験 1とほぼ同じ時期

(11 ~17日齢)にまとまった減耗が観察され，この期

間に約20%の生残率低下が見られた。実験3における

ワムシの摂餌個体数の観察結果をみると，死亡個体数

の増加が始まった10日齢で23.5%，多数の死亡が観察

された14日齢では10.5%の個体が空胃であった。しか

し，死亡個体数が減少した21日齢になると空胃の個体

は見られなくなった。また，実験1および実験3にお

ける 2回目の急激な生残率低下が生じた日齢は無給餌

飼育で死亡する日齢(前林・清野 1979) とほぼ一致

することから，解化後 2~3 週間(実験 1 で15~22 日

齢，実験 3 では11~17日齢)に起こった急激な生残率

の低下はワムシの摂餌に失敗した個体の死亡によるも

のと推察される。

近年のスケトウダラ仔魚、の飼育を目的とした研究結

果をみると， 8
0

Cという低水温環境下においても遊泳・

繁殖が可能な低水温ワムシを二次培養で栄養強化を施

してスケトウダラ仔魚に与えることにより，解化から

平均全長10mmまでの生残率がおよそ80%を示した

ことが報告されている(中JII2012)。実験3では平均

全長がおよそ10mm に達した36日齢の生残率は14.8~

20.5%であり，中川 (2012)の結果を大きく下回った。

このことは，ワムシ給餌期に高い生残率を得るために

は，ワムシの栄養学的な改善だけでは不十分で、あり，

飼育水槽内で活発に遊泳するといったワムシの質的な

側面にも注目する必要があることを示唆している。本

研究ではワムシの摂餌失敗に起因すると考えられる急

激な生残率の低下が鮮化後 2~3 週間に見られたが，

上記のような低水温ワムシを用いることにより，この

時期の生残率が改善され稚魚期までの生残率向上に結

びっくものと推察される。

アルテミア給餌期における仔稚魚期の生残率の変化

実験 1および実験2では飼育水槽サイズ，給餌方

法，水温等の飼育条件が異なるため，両者の生残率の

変動を完全に一連のものとしてみることはできないも

のの実験1の癖化後33日齢と実験2の69日齢の生残率

には， 30%程度の差がみられた。実験3でも， 27~40 

日齢には相当数の減耗が起こり，比較的急速な生残率

の低下が観察された。これらのことは，アルテミアを

主に給餌した昨化後5週目においても無視することの

出来ない割合の死亡が生じることを示唆している。胃

内容物の観察結果をみると，アルテミア給餌開始 2日

目の28日齢でアルテミアを摂餌していた個体の割合は

76%と高く， 35日齢になると，すべての個体がアルテ

ミアを摂餌しており，摂餌数も28日齢と比較して大

きく増加した。この期間には，アルテミアに加えてワ

ムシも給餌されており，餌料生物をアルテミアに移行

出来ない個体はワムシを摂餌できる状況にあった。し

かし35日齢のワムシの摂餌状況を見ると，ワムシを摂

餌していた個体の割合は18%にまで低下しており，ワ

ムシを摂餌していた個体のワムシ摂餌数も減少してい

た。これらのことから，実験3におけるワムシからア

ルテミアの餌料生物の移行は比較的速やかに行われた

ものと考えられ，この期間に見られた減耗は餌料生物

の移行に失敗したためではないと推察される。

スケトウダラ仔魚にアルテミアを給餌する際の問

題点として，栄養成分，特に n-3HUFAが不足する

場合があることが指摘されており (Michaeland Bori 

1992) ，実験3で用いたアルテミアがスケトウダラ仔



118 石田・佐藤・上田

魚、の栄養要求量を十分に満たしていなかった可能性を

否定はできず，本種仔稚魚期の栄養要求に関しては，

今後優先的に検討が必要な研究課題である。しかし，

実験3ではアルテミアの給餌開始日翌日から明瞭な死

亡数の増加が見られたが，餌料生物の栄養成分の不足

により，僅か 1日で死亡個体数の増加が引き起こされ

るとは考えにくく，この期間の死亡の原因はアルテミ

アの栄養学的な問題だけに起因するものではないと考

えられる。解化後5週日の減耗には不明な点が多く残

されており，今後はアルテミアの栄養学的検討はもち

ろんのこと，アルテミアの給餌開始時期やアルテミア

に代わる餌料，例えばマダラで好成績を収めている冷

凍コベポーダ(友田ら 2011) の有効性等の検討が必

要であろう。

実験2および実験3の実験終了時の平均全長は，そ

れぞれ48.5:t 6.0 mm および27.7~27.9 mmに達してお

り，すべての個体が体長22mmを超える稚魚、期 (Haryu

1980) に移行していた。これまでにスケトウダラ鮮

化仔魚を飼育し， 5個体以上を稚魚期まで成長させ

ることが出来た研究例は僅か 4例 (Baileyand Stehr 

1986 ; Michael and Bori 1992 ; Dougherty 2008;中)11 

2012)が報告されているに過ぎない。本研究の結果は，

稚魚期までの生残率は低いもののスケトウダラ鮮化仔

魚を稚魚、期まで成長させることが出来た数少ない成功

例の一つである。

スケトウダラを始めとした冷水性の魚類の初期餌料

として， 10
0

Cを下回る低水温で、も活発に遊泳が可能な

低水温ワムシの有効性は明らかである(友田ら 2011;

中川 2012)。一方，このような低水温ワムシの培養技

術は，国内の研究機関に広く普及し容易に活用できる

段階には至っていない。いくつかの改善の必要な問題

点は残されているものの，本研究で行った飼育結果は，

フィールド仔稚魚、の生態を明らかにすることを目的と

した飼育実験用の供試魚を，比較的簡易な方法で作り

出せる可能性があることを示唆している。

要 約

スケトウダラを対象とした海洋生態系研究には，

フィールド調査に加えて飼育実験が重要な役割を果た

してきた。しかし供試魚の入手が困難であったことか

ら仔魚期~稚魚、期を対象とした飼育実験は，これまで

にほとんど行われたことがない。本研究では，飼育実

験用の供試魚を得ることを目的に，マダラの種苗生産

で用いられている栄養強化ワムシを初期餌料に用い，

本種鮮化仔魚の飼育を試みた。 3つの飼育実験を通し

て，比較的急速な生残率の低下が， 3 ~ 8日齢(実験

1 および 3) および 2~3 週日(実験 1 および 3) お

よぴ5週日(実験3)に起こることが明らかとなった。

実験3で、行った胃内容物観察の結果を基に，これら急

速な生残率の低下が起こった原因について議論した。

実験 3 では9.8%~16.4% (平均全長27.7~27.9 mm) 

の個体を稚魚まで育成することが出来た。
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