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サイズの異なる 2 タイプのワムシがスジアラ仔魚の

初期摂餌と初期生残に及ぼす影響

與世田兼三・浅見公雄・福本麻衣子・高井良　幸

黒川優子・川合真一郎

（2003年 1 月17日受理）

Effects of Two Types of Rotifer on First-feeding Success
and Early Survival in Coral Trout

Plectropomus leopardus Larvae

Kenzo YOSEDA
＊1, Kimio ASAMI

＊1, Maiko FUKUMOTO
＊2, Sachi TAKAIRA

＊2,
Yuko KUROKAWA

＊2, and Shinichiro KAWAI
＊2

Abstract:  Effects of two types of rotifer Brachionus rotundiformis, common S-type (Lorica length 
mean 169μm) and small S-type of Thai strains (Thai-type, mean LL 145μm), on first-feeding suc-
cess and post-first-feeding survival in a mass seed production scale of coral trout, Plectropomus 
leopardus larvae were investigated. Two 60 kl concrete tanks were used for the experiment: one 
contained S-type and the other Thai-type rotifer of which densities were maintained at 15 ind./ml. 
The experiment was repeated twice. In the 2nd trial, one additional tank was prepared as a negative 
control fed Thai-type rotifer under 24 hrs darkness. The larvae started feeding since 3 days after 
hatching (DAH) and the experiment was finished 5 DAH. The larvae were sampled every 2 hrs to 
examine feeding incidence and the gut contents between 5 am and 11 pm on 3-4 DAH. In both 1st 
and 2nd trials of the time attained more than 50% average feeding incidence of the larvae was two 
hours faster in Thai-type rotifer feeding tanks than in S-type rotifer tanks on the first feeding day (3 
DAH). The average rotifer number eaten by a larva was significantly higher in the former tank than 
the latter on 3 DAH. On the contrary, negative control tank showed the lowest feeding incidence 
and lowest number of rotifer in the gut. Survival rate on 5 DAH was higher in Thai-type rotifer tank 
than in S-type one in both trials. These results suggested that Thai-type rotifer is recommended 
from the viewpoint of first feeding success and the following survival. Tryptic activity was clearly 
noticed just after the first feeding of larvae fed Thai-type and S-type rotifer. 
　
　Key words: Plectropomus leopardus; First-feeding; Early survival; Rotifer

スジアラ Plectropomus leopardus は，本邦南西諸島

から西部オーストラリア，およびインド洋に分布す

るハタ科スジアラ属の魚類である1-3)。沖縄県ではス

ジアラ属の魚類としては，本種の他にコクハンアラ

P.  melanoleucus とオオアオノメアラ P. truncatus が生

息しているが，漁獲量の95%以上をスジアラが占めて

いる4)。本種は，サンゴ礁域で主に一本釣りや夜間の

矛突き漁などによって漁獲され，市場ではハタ類の中

で最も高値で取り引きされている重要な沿岸漁業資源

の一つである。日本栽培漁業協会八重山事業場（以下，

八重山事業場）では地先定着型の栽培漁業対象種とし

て， 1985年から本種の種苗生産技術開発に取り組み，

近年は着底サイズの全長25 mm で約10万尾程度の種苗

生産が可能となっている。しかし，本種は他のマハタ

属魚類のハタ類と同様に初期減耗が極めて大きく5-12)，

卵内発生と仔稚魚の形態変化13)およびワムシの摂餌選

＊1 （社）日本栽培漁業協会八重山事業場（Yaeyama Station, Japan Sea-Farming Association, Ishigaki, Okinawa 907-0451, 
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＊2 神戸女学院大学人間科学部（Kobe College, Faculty of Human Science, Nishinomiya, Hyogo 662-8508, Japan）．
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択性14)について報告があるものの，ハタ類特有の減耗

要因については明らかにされていない。Kohno et al.15)

は主に口器の発達や内部栄養吸収の観点からハタ類は

他の魚類に比べて初期減耗が大きいと論じている。ま

た，チャイロマルハタ Epinephelus coioides16)では摂餌

開始時の餌料種類と餌料サイズがその後の生残と成長

に影響を及ぼしていると報告している。本種ではこれ

までに L 型ワムシ上浦株 Brachionus plicatilis，S 型ワ

ムシ Brachionus rotundiformis および S 型ワムシタイ

株を初期餌料として仔魚の摂餌選択性が調べられてい

るが14)，初期の餌料生物がその後の摂餌生態と初期生

残に与える影響については明らかにされていない。こ

のため，2000年に八重山事業場では本種の減耗要因を

解明するため日齢 0 から日齢 5 までに焦点を絞り，量

産規模でサイズの異なる 2 タイプのワムシがスジアラ

仔魚の摂餌生態，初期生残およびトリプシン活性に与

える影響を調べた。

材料および方法

親魚と卵の回収　産卵に供した親魚は，八重山事業

場で養成した天然魚（全長49.0～72.5 cm，体重2.0～

8.1 kg）である。親魚は，八重山事業場の200 kl 陸上

水槽 2 面にそれぞれ31尾を収容した。雌雄の内訳は雄

4 ～ 5 尾と雌26～27尾であった。これらの親魚から自

然産卵によって得られた受精卵を産卵した日の翌朝に

回収した。1 回目は372万粒の受精卵を採卵し，100 l

の卵管理水槽（アルテミア用ふ化水槽）2 面を用いて

1.9万粒/l の密度で，2 回目は450万粒を採卵し，1 回

目と同様に2.3万粒/l の密度で卵管理を行った。回収

した受精卵は，紫外線処理海水で洗卵後，卵管理水槽

に一時的に収容した。収容後は，容積法により浮上卵

と沈下卵を計数し，計数後は，約 5 分程度静置し，水

槽の底面部に沈下した沈下卵を底面部に接続されたバ

ルブを開いて取り除いた。卵管理水槽には，中央に 1

個のエアストーンを垂下して通気を施し，クップラー

氏胞形成まで流水（2.5～5.0 l/分）で 4 ～ 6 時間の卵

管理後，陸上の60 kl 八角型コンクリート水槽へ等分

に分けて収容した。

試験区の設定と仔魚の飼育方法　八重山事業場で培

養した S 型ワムシ（Brachionus rotundiformis；以下，

S ワムシ）とそれよりも背甲長の小さい S 型ワムシタ

イ株（以下，タイワムシ）の 2 タイプのワムシをスジ

アラ仔魚の初期餌料として試験に供した。本試験は，

60 kl 八角型コンクリート水槽を使用し，上述したワ

ムシを用いてタイワムシ給餌区と S ワムシ給餌区を設

け，2 回の試験で合計 5 事例の飼育を行った（Table 1）。

2 回目の試験では，両試験区の他に，水槽上面を完全

に覆って24時間の暗条件としたタイワムシ給餌区に対

するネガティブコントロール区を設定した。この試験

区のねらいはタイワムシを給餌するものの，24時間の

暗条件下で仔魚が摂餌可能かどうかとその後の生残を

調べるために設けたものである。なお，八重山事業場

における試験期間中の自然の日周リズムは 6 時から19

時までの13時間が明，また，19時から 6 時までの11時

間が暗となっている。

本試験では，原則として卵収容から試験終了まで

水温は自然条件，ワムシの飼育水中の密度は15個体/ 
ml，換水方法は終日30%/日の流水方式，また，ナンノ

クロロプシス Nannochloropsis sp. の添加は飼育水中の

密度50万 cells/ml を基準として行った。ワムシの給

餌は全ての飼育事例で仔魚が開口し摂餌を始める前日

の日齢 2 の16時に行い，日齢 3 ～ 5 は10時と15時の 1

日 2 回飼育水中のワムシ密度を計数後に基準量の不足

分を追加した。タイワムシと S ワムシはいずれもスー

パー生クロレラ（1.5 l/ワムシ10億個体）で 6 ～22時

間の栄養強化後に給餌した。

生残尾数は，試験終了まで毎日夜間にφ40 mm の塩

化ビニール製パイプを用いて水槽内の 6 ポイントから

約20 l を採水し，容積法により算出した。

試料の採取と測定方法　 本 種 は 日 齢 3 の 4 時 に

100%の割合で開口したことから，試料の採取を同日

の 5 時から開始した。摂餌開始日となる日齢 3 の 5

時から翌日の17時まで，24～ 5 時の時間帯を除いて

2 時間間隔で飼育水中の水温，水面上30 cm（IM-5, 

Topcon）と水面下100 cm における水中照度（ALM-1, 

Alec），さらに，溶存酸素量（55/12FT, YSI）を測定した。

また，水槽内の 4 ポイントから 2 l ビーカーを用いて

約18 l を採水し，実験室に持ち帰ってからワムシ密度

Table 1. Experimental conditions of mass rearing trials for first feeding larvae of coral trout

Expt. Trials. Strain of rotifer Rotifer density Water exchange Light condition Duration of experiment
no. no. (ind./ml) (%/day) (day)

 Ⅰ 1 Thai-type 15 30 ambient Jul. 5 ～Jul. 9  2000 (5)
2 S-type 15 30 ambient Jul. 5 ～Jul. 9  2000 (5)

 Ⅱ 3 Thai-type 15 30 ambient Aug. 8 ～Aug.12  2000 (5)
4 S-type 15 30 ambient Aug. 8 ～Aug.12  2000 (5)
5 Thai-type (negative control) 15 30 L:D = 0:24 Aug. 8 ～Aug.12  2000 (5)
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を計数後，仔魚のみを 1 l ビーカーに濃縮して選別し

た。1 l ビーカーに濃縮した仔魚の中に，柄付き針を

用 い て Ethyl meta-aminobenzoate，methanesulfonic 

acid salt，98%（Acros，関東化学）の薬品をほんの少

しすくい取って，仔魚の状態を見ながら適宜添加して

麻酔処理を施した。麻酔処理後に屈曲していない20尾

の仔魚をスライドガラスに移して，実体顕微鏡下で全

長と体長を測定した。測定した仔魚は消化管中のワム

シを計数するため，スライドガラスで押しつぶした後，

生物顕微鏡下でワムシの咀嚼器のみを計数した。また，

上述した試料の他に，両試験区の飼育水中におけるワ

ムシの体長組成の変動を調べるために， 5%海水ホル

マリン溶液で200個体以上のワムシを固定し，後日背

甲長を生物顕微鏡で測定した。

本研究における平均摂餌率は，仔魚の消化管中にワ

ムシが出現した個体数を測定尾数で割った値，また，平

均摂餌数は測定した仔魚 1 尾当たりの消化管中におけ

るワムシ個体数の総数を測定尾数で割った値と定義し

た。さらに，最大平均摂餌数は5～21時の時間帯で仔魚

1 尾当たりの平均摂餌数が最も高かった値と定義した。

トリプシン活性の分析　2 回目の試験では，両試験

区とネガティブコントロール区における仔魚の消化

酵素活性を調べるために，各サンプリング時に仔魚10

尾を 1 尾ずつエッペンドルフチューブに入れて－80℃

の冷凍庫に保存し，後日分析に供した。トリプシン活

性は仔魚 1 個体ずつの活性測定が可能な Ueberschär

の測定方法に従い17)，トリプシンの基質としては

Nα-benzoyl-L-arginin-methyl-coumarinylamide を 用 い

た。活性は各サンプリング時の10個体それぞれに

つ い て 測 定 し， 全 活 性（Total activity: unit/min./

individual）で示した。

統計処理　両試験区間における仔魚 1 尾当たりの摂

餌数とワムシ背甲長の差は，分散に差がないことを確

認後，Student の t 検定で検定を行った。有意水準は

P＜0.05とし，有意差が認められた値についてのみは

P＜0.01で再度調べた。

結　　果

飼育環境　試験期間中の溶存酸素（DO）はネガティ

ブ コ ン ト ロ ー ル 区 の 飼 育 事 例 が8.13～8.67 mg/l で

最も高く，残りの 4 飼育事例では5.67～8.67 mg/l の範

囲で推移した。飼育水温は28.0～29.2℃，水面上30 cm

の照度は0～82,600 lx で推移した。また，水面下100 cm

の照度は，0～20,000 lx の範囲で推移した（Fig. 1 ）。

ネガティブコントロール区では寒冷紗と水槽壁面の

間隙から入射する光の影響で 1 回のみ50 lx の水中照

度が測定されたが，それ以外では終日 0 ～31 lx と低

かった。

ワムシの背甲長組成の変化　1 回目の試験の日齢 3

の 5 ～23時に測定したタイワムシ給餌区と S ワムシ給

餌区における飼育水中のワムシ背甲長組成の経時変

化を Fig. 2 に示した。タイワムシ給餌区のワムシ平均

背甲長は150.7±24.7μm（n=50，平均±標準偏差）で

あった。タイワムシ給餌区のワムシ平均背甲長は 5 時

と 7 時にはモードの中心が120～140μm にあったが，

それ以外の時間帯では160～180μm に中心があり，各

時間帯で80～100μm サイズの小型ワムシが存在した。

一方，S ワムシ給餌区のワムシ平均背甲長は174.8±

19.8μm（n=50）となり，調査した全ての時間帯でタ

イワムシよりも有意に大きかった（P＜0.01）。また，

100μm 以下のワムシは 7 時と11時にわずかに認めら

れたのみでその他の時間帯では観察されなかった。

2 回目の試験においても日齢 3 の 5 ～23時に測定し

たタイワムシ給餌区と S ワムシ給餌区の飼育水中にお

けるワムシの背甲長組成の経時変化は 1 回目とほぼ同

様であった。タイワムシ給餌区のワムシ平均背甲長は

138.4±15.1μm（n=50），S ワムシ給餌区では162.3±

22.6μm（n=50）となり，調査したすべての時間帯で

前者の試験区のワムシ平均背甲長が後者のものよりも

有意に小さかった（P＜0.01）。

スジアラ仔魚のワムシ摂餌率の日内変動　 1 回目の

試験では両区ともに初期摂餌は，日齢 3 の 7 時に 5%

の割合で観察された。50%以上の平均摂餌率はタイワ

ムシ給餌区では 9 時に観察され，その際の仔魚の全長

は2.46±0.10 mm（n=20，平均値±標準偏差）であっ

た。また，S ワムシ給餌区では 2 時間遅れて11時に

50%以上の平均摂餌率が観察され，仔魚の全長は2.44

±0.09 mm（n=20）であった。両区ともに平均摂餌率

は13～21時までは60～95%と高く推移したものの23時

Fig. 1. Light intensities at less than 100 cm from the 
water surface in the first and the second experimental 
trials conducted on 3-4 days after hatching.
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Fig. 2. Comparison of size distribution between Thai and S-type rotifer of lorica length (LL) used in 
the first experimental trial on 3 days after hatching.

Thai-type S-type
5:00
n=50

5:00
n=50

7:00
n=50

7:00
n=50

9:00
n=50

9:00
n=50

11:00
n=50

11:00
n=50

13:00
n=50

13:00
n=50

15:00
n=50

15:00
n=50

17:00
n=50

17:00
n=50

19:00
n=50

19:00
n=50

21:00
n=50

21:00
n=50

23:00
n=50

23:00
n=50

40
30
20
10
0

40
30
20
10
0

40
30
20
10
0

40
30
20
10
0

40
30
20
10
0

40
30
20
10
0

40
30
20
10
0

40
30
20
10
0

40
30
20
10
0

40
30
20
10
0

N
o.

 o
f i

nd
iv

id
ua

ls

80 120 160 200 240 80 120 160 200 240
Lorica length (LL; μm)



ワムシがスジアラ仔魚の生残に及ぼす影響 105

からは急激に低下した（Fig. 3）。日齢 4 の 7 時以降は

前日と同様な摂餌傾向を示した。

2 回目の試験における初期摂餌はタイワムシ給餌区

と S ワムシ給餌区のいずれも 9 時に観察され，前者で

は 5%，後者では15%であった。50%以上の平均摂餌

率はタイワムシ給餌区で11時に観察され，その際の仔

魚の全長は2.42±0.11 mm（n = 20）であった。また，

S ワムシ給餌区では 2 時間遅れて13時に観察され，仔

魚の全長は2.31±0.11 mm（n=20）であった。両区の

平均摂餌率は 1 回目と同様に21時以降からは急激に低

下した。日齢 4 の 7 時以降は前日と同様な摂餌傾向を

示した（Fig. 3）。一方，タイワムシのネガティブコン

トロール区では11時に初期摂餌が 5%の割合で観察さ

れたものの，摂餌率は上昇せずに 0 ～15%と低めに推

移した。

仔魚 1 尾当たりのワムシ平均摂餌数の比較　両試験

区間における仔魚 1 尾当たりの平均摂餌数の違いを調

べるために，ワムシの摂餌率が50%を超えた時間帯に

ついて有意差の検定を行った。その結果，1 回目の試

験の日齢 3 では15時（P＜0.01），17時（P＜0.05）お

よび19時（P＜0.05）の時間帯でタイワムシ給餌区の

仔魚が S ワムシ給餌区よりも有意にワムシを数多く摂

餌していた。しかし，日齢 4 になるとワムシの摂餌数

の有意差は各時間帯で認められなかった（Fig. 4）。

2 回目の試験では日齢 3 の11時の時間帯でタイワム

シ給餌区の仔魚が S ワムシ給餌区よりも有意に数多く

摂餌していた（P ＜0.01）。一方，タイワムシのネガティ

ブコントロール区では，平均摂餌数は0.25個体/尾以

下と他の 2 区よりも明らかに劣った。

成長と生残　 1 回目の試験終了時（日齢 5 ）にお

ける平均全長はタイワムシ給餌区で2.59 mm，また，

S ワムシ給餌区では2.63 mm となり，両試験区間で

は差が認められなかった。2 回目の試験では前者が

Fig. 3. Differences in feeding incidence of coral trout 
larvae maintained in 3 different feeding conditions: 
Thai-type rotifer, S-type rotifer, and negative control 
tanks on 3-4 days after hatching.

Fig. 4. Differences in average rotifer number in the gut 
of coral trout larvae maintained in 3 different feed-
ing conditions: Thai-type rotifer, S-type rotifer and 
negative control tanks on 3-4 days after hatching.
＊, Significant difference at P＜0.05 and ＊＊, significant 
difference at P＜0.01, respectively. 
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2.50 mm，後者が2.52 mm となり 1 回目と同様に大き

さの違いは認められなかった（Table 2）。一方，試験

終了時の生残を比較したところ，1 回目ではタイワム

シ給餌区で31.7%，S ワムシ給餌区では5.9%，また，2

回目では前者が13.3%，後者が6.2%となり，いずれの

試験でもタイワムシ給餌区の生残が S ワムシ給餌区よ

りも高かった。一方，ネガティブコントロール区では

日齢 5 に全滅した（Table 2）。

トリプシン活性値の日内変動　 2 回目の試験におけ

るタイワムシ給餌区，S ワムシ給餌区およびネガティ

ブコントロール区のトリプシン活性値の日内変動を

Fig. 5 に示した。いずれの試験区においても日齢 3 の

5 ～11時に活性値の上昇が観察された。タイワムシ給

餌区では同日の23時に活性値が最も低く，それ以降は

13時をピークとして緩やかに上昇後は再び漸減した。

S ワムシ給餌区では同日の21時に活性値が最も低く，

翌日の 9 時から緩やかに上昇して15時にピークに達し

た後は再び漸減した。一方，ネガティブコントロール

区では同日の11時に活性値が最も低くなった後は増減

を繰り返した。

タイワムシ給餌区，S ワムシ給餌区およびネガティ

ブコントロール区の 3 試験区における平均のトリプ

シン活性値と仔魚 1 尾当たりの平均摂餌数との関係

を調べた。これらの試験区の相関係数はそれぞれ

r2=0.006，r2=0.076および r2=0.016となり，いずれの試

験区でも両者の間では相関は認められなかった。

考　　察

スジアラ仔魚の初期摂餌は 1 回目の試験では日齢 3

の 7 時，2 回目の試験では 9 時に両試験区で同時に観

察された。しかし，仔魚のワムシ摂餌率が50%に到達

する時間帯は試験区間で異なり，タイワムシ給餌区

がいずれの試験でも 2 時間早かった（Fig. 3）。また，

日齢 3 における仔魚 1 尾当たりの平均摂餌数を両試験

区間で比較したところ，1 回目の試験ではタイワムシ

給餌区の仔魚が13，15および17時の時間帯で，2 回目

の試験では11時の時間帯で S ワムシ給餌区の仔魚より

も有意に多く摂餌していた（Fig. 4）。一方，日齢 4 で

はいずれの試験でもその平均摂餌数に有意な差は両試

験区間で認められなかった。日齢 3 で平均摂餌率と平

均摂餌数に両試験区間で違いが見られたのは，給餌し

た 2 タイプのワムシサイズに起因するものと推察され

る。すなわち，タイワムシ給餌区では日齢 3 の 5 ～23

時の各時間帯で100μm 以下のワムシが存在したのに

対し，S ワムシ給餌区では同サイズのワムシは 7 時と

11時にわずかに認められただけであり（Fig. 2），また，

各時間帯でタイワムシ給餌区よりも有意に大きかった

（P＜0.01）。このワムシサイズの違いが日齢 3 におけ

る平均摂餌率と平均摂餌数に影響を与えていることは

Fig. 5. Changes in total tryptic activities of coral trout 
larvae fed rotifers of Thai-type, S-type, and negative 
control. Open circles and vertical bars represent the 
mean and standard deviations, respectively.

Table 2. Results of  mass rearing trials for first feeding larvae of coral trout

Expt. Trials. Strains of rotifer Survival rate
no. no. Initial Final (%) Initial Final

 Ⅰ 1 Thai-type 142.4 45.2 31.7 2.35±0.10 2.59±0.15
2 S-type 146.7 8.7 5.9 2.35±0.10 2.63±0.22

 Ⅱ 3 Thai-type 125.3 16.7 13.3 2.28±0.09 2.50±0.26
4 S-type 121.8 7.5 6.2 2.28±0.09 2.52±0.16
5 Thai-type (negative control) 127.5 0 0.0 2.28±0.09 －

No.of larvae (×104) Total length (mm)
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充分に考えられる。升間・竹内14)は 3 タイプのワムシ

を用いて開口当日のワムシサイズに対する Ivlev の摂

餌選択指数を求めており，タイワムシ給餌区でその値

が最も高かったと報告しており，本研究の結果と良く

一致した。逆に，日齢 4 になるといずれの試験でもそ

の摂餌数に両試験区間で有意差が認められなかったの

は，ワムシタイプの違いに関係なくスジアラ仔魚が平

均背甲長162μm 程度の S ワムシでも摂餌できる能力

を備えるようになったものと推察できる。

スジアラ仔魚の日齢 3 ～ 4 における摂餌の日内変動

は，1 回目と 2 回目の試験で両試験区ともにいずれも

同じような傾向を示した。すなわち，日齢 3 の 7 ～ 9

時に初期摂餌が認められ，その後仔魚 1 尾当たりの摂

餌数は緩やかに上昇し， 15～17時にピークに達した。

17～21時にかけては急速に摂餌が低下し， 23～ 7 時の

間は摂餌が認められなかった。翌日の 7 時以降からは

再び摂餌を開始し，それ以降については前日とほぼ同

様な摂餌状況を示し，光に同調して朝方から摂餌を始

めて夕方に 1 回のピークを示すような日内変動が認め

られた（Fig. 1 , 3）。このような初期の摂餌生態はク

ロマグロ Thunnus thynnus18)でも報告されており，摂

餌行動が視覚情報に大きく左右される魚種として考察

されている。これに対して，Atlantic cod larvae Gadus 

morhua19)では，24時間の明条件を施すことによって

餌料生物との遭遇回数が増すことにより，日齢 0 ～28

までは成長，生残および胃の充満度の面から良好で

あったとの報告がなされており，とりわけ，初期の摂

餌生態は種間によって異なると論じられている。

今回本種で初めて測定したトリプシン活性値はいず

れの試験区においても日齢 3 の 9 ～11時において活性

のピークが認められ，消化管内容物がピークに達する

17時にはネガティブコントロールを除いて漸減傾向に

あった。この理由として，摂餌開始直後の仔魚では摂

取した餌を完全に消化できるほどの酵素の合成・分泌

が進行してなかったと推察される。しかし，日齢 4 の

7 時以降はいずれの試験区でも活性の緩やかな上昇が

認められたことから摂取したワムシを消化するには充

分量の酵素が分泌されているものと考えられる。一方，

24時間の暗条件で摂餌数が少なかったネガティブコン

トロール区においては活性値のピークは日齢 3 の 9 時

に一回認められたのみで，それ以降は増減を繰り返し，

他の 2 試験区とは傾向が異なった。このことは仔魚に

おける摂餌が消化酵素の合成や分泌の引き金として働

いている可能性があり，今後の調査結果を待ちたい。

試験終了時の生残を試験区間で比較してみたとこ

ろ，日齢 3 に有意に多くのワムシを摂餌していたタイ

ワムシ給餌区の日齢 5 の生残が S ワムシ給餌区よりも

高く推移しており，開口当日の摂餌が日齢 5 の生残に

影響を及ぼしている可能性が認められた。このため，

この傾向を再確認するために2000年に実施した本試

験以外の種苗生産の飼育事例も含めて日齢 3 における

仔魚の最大平均摂餌数と日齢 5 の生残との関係を調べ

た。本試験以外の飼育事例では全てタイワムシを給

餌しているが，水温とワムシ密度の条件は本試験と異

なっている。その結果を Fig. 6 に示したが，両者の間

には高い相関が認められ（r2=0.71），開口当日（日齢 3 ）

における摂餌数が日齢 5 の生残に大きく影響を及ぼし

ている可能性があり，今後本種の種苗生産技術開発を

進めてゆく上での重要なポイントになる。実際，2 回

目の試験のネガティブコントロール区においては仔魚

が50 lx 以下の暗条件下ではほとんど摂餌できずに日

齢 5 で全滅していることから見ても，開口当日から翌

日にかけての摂餌の有無と多寡がその後の生残に大き

く影響を及ぼしていると推察できる。

ハタ類の摂餌生態については，これまでにキジハタ

E. akaara20)，チャイロマルハタ E. coioides16)，アカハタ

E. fasciatus21)およびスジアラ P. leopardus14)などで報告

されている。これ等の研究の中で，開口時の全長が2.39

±0.13 mm と小さいキジハタでは，タイワムシの給餌

期間は開口後 2 日間で充分と報告されている19)。一方，

開口時の全長が2.77～2.92 mm のアカハタでは開口時

から S ワムシ給餌の有効性が報告されており21)，開口

時の全長と消化管内でのワムシ背甲長の大きさから給

餌するワムシのタイプが選択されている。

本種は水温28℃では日齢 3 に開口し，その日の23

時に卵黄と油球を完全に吸収することが知られてい

る22)。このような内部栄養を開口当日に速やかに吸収

するような魚種にとっては，上述したように開口当日

の摂餌率や摂餌数などがその後の生残に大きく影響を

与えていると考えられる。とりわけ，初期摂餌の際に

Fig. 6. Relationship between maximal number of rotifer 
eaten by a larva on 3 days after hatching and survival 
rate on 5 days after hatching in coral trout larvae.
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はより小型の餌料を選択的に摂餌するような仔魚では

タイワムシを少なくとも日齢 4 まで給餌することが初

期生残に対して有効であると考えられる。

今後は内部栄養から外部栄養に至るまでの初期発育

と摂餌生態，最適な飼育条件および PNR（point of no 

return）と生残の関連などを調べ，初期減耗要因を解

明する必要がある。

要　　約

S ワムシ（平均背甲長169μm）とタイワムシ（145μm）

がスジアラ仔魚の初期摂餌と初期生残に及ぼす影響

について検討した。2 回の試験で合計 5 事例の飼育を

60 kl コンクリート水槽で行った。開口前の日齢 2 ～ 5

まで各試験水槽へ 2 タイプのワムシを15個体/ml の基

準で与えた。2 回目試験ではタイワムシ給餌区のネガ

ティブコントロール区を設け，24時間の暗条件とした。

日齢 3 ～ 4 の摂餌率と胃内容物を調べるために，5 ～

23時まで 2 時間間隔で試験水槽から試料を採取した。

両試験でいずれもタイワムシ給餌区が S ワムシ給餌区

よりも50%摂餌率に達する時間が日齢 3 では 2 時間早

かった。同日の仔魚 1 尾当たりの平均摂餌数は前者が

後者よりも有意に高く，一方，ネガティブコントロー

ル区では摂餌率と摂餌数が最も劣った。摂餌開始期に

は 3 試験区でトリプシン活性が明らかに認められた。

スジアラ仔魚の初期摂餌率と初期生残率の向上には日

齢 3 ～ 4 にタイワムシを給餌することが有効である。
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