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カマキリの種苗生産におけるシオミズツボワムシの

高度不飽和脂肪酸強化の効果について

岩谷芳自・渥美正廣・倉有里恵・佐々木博子

（2003年 2 月17日受理）

Effects of Enriched-rotifers as Feed on Four-spine Sculpin
Larvae, Cottus kazika, in Seeding Production

Hozi IWATANI,  Masahiro ATSUMI
＊1, Yurie KURA

＊2,
and Hiroko SASAKI

＊3

Abstract:  Two feeding experiments were conducted to examine the effects of enriched rotifers 
with Chlorella regularis or frozen Nannochloropsis oculata, and or DHA-enriched Euglena gracilis on 
four-spinesculpin larvae. There was no difference in the growth between all experiments. However 
the survival rate at 60th day after hatching in the group fed on rotifers enriched with C. regularis 
was lower (P＜0.05) than that fed on rotifers enriched with DHA-enriched E. gracilis containing a 
higher level of DHA, the survival rate fed on rotifers enriched with the frozen N. oculata was the 
same as that fed on rotifers enriched with DHA-enriched E. gracilis. As to the larvae fed on rotifers 
enriched with C. regularis, their developments of the skeleton were the latest, and the highest per-
centage occurrences of deformity in dorsal and anal proximal radial were detected. In conclusion, 
it became distinct that the rotifers enriched with DHA or EPA were effective in the seeding produc-
tion of four-spine sculpin.

　Key words: Four-spine sculpin; Seeding production; Rotifer; Deformity

カマキリ（Cottus kazika）は北海道を除く本州，四

国，九州で生息が確認されているが1)，その生息数が

減少しているために生態調査および人工種苗の放流が

行われ資源の回復が図られてきた2,3)。福井県では河川

および湖において生息が確認され4)，特に九頭竜川で

は，全長30cm 近くに成長するカマキリが生息し，中

流域はカマキリ生息地として国の天然記念物に指定さ

れている。

福井県ではカマキリを内水面で養殖するために，

1988年から種苗生産および養殖に関する技術開発が開

始され各種の基礎的研究が行われてきた5-9)。海産魚

類は n-3 高度不飽和脂肪酸（以後 n-3HUFA と略記）

を必須とするが，両側回遊魚であるアユ，Plecoglosus 

altiveris ではシオミズツボワムシ Brachionus plicatilis

（以後ワムシと略記）の n-3HUFA 強化が必ずしも必要

ではない10)。降河型回遊魚のカマキリでは n-3HUFA

要求レベルが明らかにされていないので，初期餌料で

あるワムシの栄養強化をどのように行うかが重要な検

討課題のひとつである。本研究では，カマキリ種苗生

産で使用するワムシの n-3HUFA 強化の効果について

検討したので報告する。

材料および方法

供試魚　人工種苗から養成した親魚（Min.～Max.；

1 才魚：TL 108～178 mm，2才魚：TL 123～211 mm）

および天然で捕獲した親魚（Min.～Max.；TL 193～

241 mm）から人工受精によって得られた受精卵を，

水温を10～12℃に調節した塩分約2.5%アレン処方人

工海水（以後人工海水と記す）で管理し，ふ化直前に

ポリエチレン製（opening 292μm）網籠に入れふ化

＊1 福井県内水面総合センター（Fukui Prefectural Inlands Water Center, Fukui 910-0816）．
＊2 福井県水産試験場（Fukui Prefectural Fisheries Experimental Station, Fukui 914-0843）．
＊3 秋田十條化成株式会社（Akita Jujokasei Company, Akita 010-1633）．
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させた。供試魚には正常な仔魚を使用するために，ふ

化仔魚の中で前進運動するもののみを直径10 mm のア

クリル管を用いて飼育水ごと吸引し，試験水槽に所定

数を収容した。

試験区　飼育には，0.5 m3 FRP 製円形水槽（有効水

量；0.4 m3）を 8 面使用した。注水は外側の 1 箇所か

ら行い，排水は中央の底から行った。1999年の試験

は淡水産クロレラ，Chlorella regularis（日本クロレラ

（株）；商品名，クロレラ濃縮液）給餌ワムシ（以下

クロレラワムシと記す）を与えた水槽を C-1，C-2，

C-3，C-4，ドコサヘキサエン酸（以後 DHA と記す）

強化ユーグレナ，DHA-enriched Euglena gracilis（伊

藤忠テクノケミカル；商品名, ドコサユーグレナ以後

ユーグレナと記す）を給餌したワムシ（以下ユーグレ

ナワムシと記す）を与えたものを D-1，D-2，D-3，

D-4とした。また，2000年は冷凍ナンノクロロプシス，

Nannochloropsis oculata（メルシャン；商品名, マリン

クロレラ）給餌ワムシ（以下ナンノワムシと記す）を

与えたものをN-1，N-2，N-3，N-4，ユーグレナワム

シを与えたものを E-1，E-2，E-3，E-4 とした。

収容数　試験に用いたカマキリふ化仔魚は，採卵日，

日毎の採卵数が異なったために，飼育水槽への収容数

は一定にできなかった。したがって C-1，C-2，C-3 お

よび C-4 に収容したふ化仔魚数は，それぞれ6,120尾，

4,130 尾，6,000 尾 お よ び 7,450 尾，D-1，D-2，D-3，

D-4 は 18,990 尾，5,130 尾，13,920 尾，8,110 尾，N-1，

N-2，N-3，N-4は7,700尾，7,730尾，7,670尾，7,600尾，

E-1，E-2，E-3，E-4は7,670尾，7,680尾，7,710尾，7,750

尾となった。

飼育水　飼育水には，ミリポアフィルター（キュノ

社製，10μm）を用いて濾過した塩分2.5%の人工海水

を用いた。試験中は，飼育海水を円柱状砂濾過槽（濾

過砂粒径約 2 mm，直径；430 mm, 高さ；1,000 mm）

を用いて循環濾過した。循環量は 1 ～3.6 l/min.の範

囲で成長に伴い増量した。飼育水温は，1999年には約

10℃，2000年には約12℃に維持された。

給餌　1 日 1 水槽当たりのワムシの給餌量は，ふ化

後 0 ～ 5 日には500万個体，6 ～10日には1,000万個体，

11～25日には1,200万個体，26～40日には1,400万個体，

41～45日には1,600万個体とした。なお，この給餌量

は飽食量を超え，翌朝に残餌がある量である。また，

1日，1 水槽当たりの配合飼料（理研ビタミン（株）製；

仔稚魚用，MF-2，3号）給餌量はふ化後21～30日には

1 g，31～35日には 2 g，36～45日には 5 g，46～55日

には 6 g，56～60日には 8 g，61～80日には12 g，81～

100日には16 g とした。

ワムシ強化方法  ワムシは，すべてクロレラで培養

したものを上記のそれぞれの材料で 2 次培養または強

化して実験に用いた。強化時間は，クロレラ，ナンノ

およびユーグレナの市販メーカーが提唱する強化時間

を参考にして下記のように行った。クロレラによる 2

次培養は，給餌する 1 および 5 時間前にワムシ1,000

万個体当たりクロレラ30 ml を添加して行った。ユー

グレナでは，給餌する 4 および 8 時間前にワムシ1,000

万個体当たりユーグレナ 2 g を解凍して添加し DHA

を強化した。ナンノでは，給餌する19および24時間前

にワムシ1,000万個体当たりナンノ60 ml を解凍後添加

しエイコサペンタエン酸（以下 EPA と記す）を強化

した。

ワムシの分析　分析に供するワムシ試料は，塩分

2%の人工海水および蒸留水で洗浄後，－25℃で冷凍

保存し，分析直前に真空凍結乾燥を行った。その試料

を用いて脂質含量（クロロホルム：メタノール = 2:1

抽出法），粗灰分含量（灰化法；600℃× 2 時間），粗

蛋白含量（ケルダール法）を求めた11)。脂肪酸組成の

分析では，抽出した脂質をクロロホルム溶解後10%塩

酸メタノールで100℃× 3 時間でメチル化し，n-ヘキ

サンで抽出して分析試料とした。脂肪酸組成は，ガ

スクロマトグラフィ（Type GC-353 ，ジーエルサイ

エンス（株））を用いて分析した。カラムは TC70（GC 

Siencee 社製，0.25 mm×30 m）を用い，カラム温度

は毎分 2℃ずつ150から220℃に変化させ，Injection 温

度を250℃とし，キャリアーガスには窒素を用いた。

検出器は FID を用い，デイテクター温度は250℃とし

た。なお分析した検体数は1999年が 4，2000年が 3 試

料であった。

測定項目　成長比較のために，1999年はふ化後 0 ，

40，60，80および100日に，2000年はふ化後 0 ，20，

40，60，80および100日に各水槽から無作為に20尾ず

つ採取し，全長の平均値を求めた。さらに，各給餌区

毎に平均および標準誤差を求めた。生残率は両年とも

ふ化後40，60，80および100日に水槽毎に全数取り上

げを行い，初期収容尾数からの百分率で示した。さら

に，各給餌区毎に平均および標準誤差を求めた。なお，

ふ化後60日に取り上げた C-1 および C-2 水槽は，他の

試験区よりも生残率が低かったため，同一水槽に収容

した。

骨形成および異常　骨の発達過程および異常を観察

するために，各試験区の 2 水槽から，ふ化後20，40お

よび60日に10%ホルマリンで10尾ずつ固定したものを

用いた。標本には，アルシャンブルー 8GX およびア

リザリンレッド S による軟骨・硬骨の二重染色を施し

実体顕微鏡で観察した12)。

統計処理　1999年は給餌したワムシの一般成分およ

び脂肪酸組成測定値の平均値並びにクロレラワムシ給

餌区 4 水槽とユーグレナワムシ給餌区 4 水槽における
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成長および生残率の平均値の差，2000年は給餌したワ

ムシの一般成分および脂肪酸組成測定値の平均値並び

にユーグレナワムシ給餌区 4 水槽とナンノワムシ給餌

区 4 水槽における成長および生残率の平均値の差の有

意差検定を t 検定（P＜0.05）で行った。また，骨形成

および異常に関する有意差検定も同法により行った。  

結　　果

ワムシの成分分析　1999年に給餌したクロレラワ

ムシとユーグレナワムシ，および2000年に給餌したナ

ンノワムシおよびユーグレナワムシの分析値を Table 

1 に示した。1999年に給餌したクロレラワムシとユー

グレナワムシを比較すると，粗蛋白は59.4%および

61.3%でユーグレナワムシが，脂質含量は17.4%およ

び15.2%でクロレラワムシが有意に高く，脂肪酸組成

では，18:3n-3（リノレン酸）は4.6%および0.7%でク

ロレラワムシが，20:4n-3 は0.9%および1.2%, 20:4n-6

（アラキドン酸）は0.5%および0.9%，20:5n-3（EPA）

は0.7%および1.5%で，ユーグレナワムシが有意に高

く，22:5および22:6n-3（DHA）はユーグレナワムシ

にしか認められなかった。

2000年に給餌したナンノワムシおよびユーグレナワ

ムシを比較すると，粗蛋白は67.7%および63.4%で，

脂質含量は11.5%および9.8%でそれぞれナンノワムシ

が有意に高く，脂肪酸組成では，リノレン酸が0.8%

および2.4%で後者が有意に高く，DHA は後者にしか

認められなかった。

成長　全長で示した成長過程を Fig. 1-a および 2-a

に示した。1999年のクロレラワムシ給餌区（C-1～4）

では，ふ化後 0 日に7.5 mm，40日に11.1 mm，60日に

は14.3 mm であった。ふ化後80日以降は，C-1 および

C-2 をふ化後60日に同一水槽に収容したために C-3 お

よび C-4 水槽の平均値で示すと，80日は17.8 mm, 100

日は20.0 mm であった。同じく1999年のユーグレナワ

ムシ給餌区（D-1～4）では，ふ化後 0 日で7.4 mm，40

日で11.9 mm，60日では14.7 mm，80日では17.0 mm，

100日では19.6 mm であった。また，クロレラワムシ

給餌区とユーグレナ給餌区に成長差は認められなかっ

た（P＞0.05）。

2000年のナンノワムシ給餌区では，ふ化後 0 日に

7.2 mm，20日に9.2 mm，40日に12.9 mm，60日に15.9 mm，

80日に18.7 mm，100日には20.5 mm であった。同年の

ユーグレナワムシ給餌区では，ふ化後 0 日に7.4 mm, 

Fig. 1. Effects of rotifers enriched with C. regularis (○) 
or DHA-enriched E. gracilis ( ● ) on growth (Total 
length, graph a) and survival rates (b) in four-spine 
sculpin larvae. 

 ○, n=4 groups in 40, 60 days after hatching and n=2 groups 
in 80, 100 days  after hatching. ● , n=4 groups. Values are 
means ±S.E.M.. ＊, significant difference (P＜0.05).

Table 1.  Proximate composition and fatty acid composition of rotifers, B. plicatilis, secondary cultured with DHA-enriched 
E. gracilis, C. regularis or N. oculata

Proximate composition (% in dry matter)
(means±SEM)
Crude ash 9.2±0.36 10.8±0.25 8.8±0.74 11.0±0.88
Crude protein 59.4±0.29 ＊61.3±0.41　 ＊67.7±0.76　 63.4±0.78
Lipid ＊17.4±0.17　 15.2±0.50 ＊11.5±0.17　 9.8±0.44

Fatty acid  (means±SEM) (area %)
　18 : 3n-3 (LNA) ＊4.6±0.14　 0.7±0.7 0.8±0.43 ＊2.4±0.2　
　20 : 4n-3 0.9±0.06 ＊1.2±0.06　 1.2±0.60 1.4±0.03
　20 : 4n-6 (AA) 0.5±0.06 ＊0.9±0.07　 1.7±0.87 2.4±0.12
　20 : 5n-3 (EPA) 0.7±0.27 ＊1.5±0.14　 10.3±3.85 1.9±0.32
　22 : 5 － 0.8±0.14 1.8±0.89 2.5±0.64
　22 : 6n-3 (DHA) － 6.6±0.70 － 12.1±3.15
※Experimented year.  ＊Significant difference (P＜0.05).
LNA: Linolenic acid,  AA: Arachidonic acid,  EPA: Eicosapentaenoic acid,  DHA: Docosahexaenoic acid.
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20日に9.0 mm，40日に12.6 mm，60日に15.4 mm，80日

に18.2 mm，100日には20.0 mm であった。また，ナン

ノワムシ給餌区とユーグレナ給餌区に成長差は認めら

れなかった（P＞0.05）。

生残率　1999年の生残率は，Fig. 1-b に示したよう

にふ化後40日ですでにクロレラワムシ給餌区と，ユー

グレナワムシ給餌区で差が認められ，ふ化後60日には，

それぞれ11.3%および28.5%で，ユーグレナワムシ給

餌区が有意に高くなった。その後100日後には，それ

ぞれ6.1%および20.5%となった。

2000年の生残率は Fig. 2-b に示したように，ふ化後

40日のナンノワムシ給餌区およびユーグレナワムシ

給餌区では，それぞれ40.2%および32.7%であった。

60日では35.1%および26.3%，80日では24.3%および

21.4%，100日では19.0%および17.2%で，両者に有意

差は認められなかった。

骨形成　ふ化後20日には，担鰭骨（DAPR），背鰭

軟条（DSR）および尻鰭軟条（ASR）の形成が各試験

区とも認められなかったが，神経棘（NP），血管棘（HS）

および下尾骨（CS）の形成が各試験区で確認された

（Fig. 3）。またそれらの骨形成割合に違いは認められ

なかった。ふ化後40日には，神経棘，血管棘および下

尾骨の形成が完了し，担鰭骨，背鰭軟条，尻鰭軟条の

形成が各試験区で始まっていた（Fig. 4）。背鰭および

尻鰭軟条形成割合は，すべての試験区の間で差が認め

られなかったが（P＞0.05），担鰭骨形成割合はクロレ

ラワムシ給餌区が同年のユーグレナワムシ給餌区より

低かった（P＜0.05）。

ふ化後60日には担鰭骨形成が全ての供試魚で完了

し，背鰭軟条，尻鰭軟条形成はほとんどの供試魚で観

察された。しかし，担鰭骨の硬骨化は，クロレラワム

シ給餌区およびナンノワムシ給餌区で認められなかっ

た（Fig. 3-5）。

骨異常　各試験区でふ化後20または40日に尾部棒状

骨に異常な組織が観察され，そのために尾部棒状骨が

正常に形成されない個体が認められた（Fig. 6）。また

神経棘および血管棘には，棘と棘の癒合，棘が短い異

常が試験区に関係なく観察された（Fig. 7）。

一方，Fig. 8に示したように，ユーグレナおよびク

ロレラワムシを与えたふ化後60日の種苗において，

後者の担鰭骨形成方向が異常な個体が有意に多かった

（P＜0.05）。

Fig. 2. Effects of rotifers enriched with DHA-enriched 
E. gracilis (○) or N. oculata (●) on growth (Total 
length, graph a)  and survival rates (b) in four-spine 
sculpin larvae.

 Values are means ±S.E.M. (n=4 in each groups).
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Fig. 3. Comparison of skeletal formation in four-spine sculpin larvae fed on different rotifers enriched with 
C. regularis, DHA-enriched E. gracilis or N. oculata at 20 days after hatching.

 Values are means ±S.E.M. from 2 groups (n=10 in each groups). DAPR: dorsal and anal proximal radial. NP: neural 
spine. HS: hemal spine. CS: caudal skeleton. DSR: dorsal soft-ray. ASR: anal soft-ray. 
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Fig. 4. Comparison of skeletal formation in four-spine sculpin larvae fed on different rotifers enriched with 
C. regularis, DHA-enriched E. gracilis or N. oculata at 40 days after hatching.

 Values are means ±S.E.M. from 2 groups (n=10 in each groups). DAPR: dorsal and anal proximal radial. NP: neural 
spine. HS: hemal spine. CS: caudal skeleton. DSR: dorsal soft-ray. ASR: anal soft-ray. 

Fig. 5. Comparison of skeletal formation in four-spine sculpin larvae fed on different rotifers enriched with
C. regularis, DHA-enriched E. gracilis or N. oculata at 60 days after hatching. 

 Values are means ±S.E.M. from 2 groups (n=10 in each groups). DAPR: dorsal and anal proximal radial. NP: neural 
spine. HS: hemal spine. CS: caudal skeleton. DSR: dorsal soft-ray. ASR: anal soft-ray.
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考　　察

成長　1999年のクロレラワムシ給餌区およびユーグ

レナワムシ給餌区の成長は，ふ化後40，60日で差がな

く（P＞0.05），その後80，100日においても差がなかっ

た。また2000年のナンノワムシ給餌区およびユーグレ

ナワムシ給餌区の成長は，ふ化後20日，40日，60日，

80日および100日においても統計的に有意差がなかっ

た（P＞0.05）。従ってクロレラ，ナンノおよびユーグ

レナワムシを与えても種苗生産中の成長には影響ない

と考えられた。また，試験では給餌モデルに順い 1 水

槽当たりの給餌量を同じにしたために，収容密度が異

なるとその影響が考えられた。しかし，収容密度が著

しく異なった1999年の試験群内および試験群間におけ

る成長差が認められなかった。このことに加えて，ワ

ムシ給餌期間の換水（2.8－7.2回転/日）によって，

給餌したワムシは夜間に流出し，翌朝には殆ど残餌ワ

ムシが残っていなかった。以上のことから，今回の飼

育方法では，収容密度の違いによる成長への影響はな

かったと考えられた。

生残率　種苗生産が実施されている多くの海産魚で

はエイコサペンタエン酸（EPA），ドコサヘキサエン

酸（DHA）など n-3HUFA を強化したワムシが給餌さ

れているが，カマキリと生活史が類似する両側回遊魚

であるアユの種苗生産では，n-3HUFA を強化したワ

ムシを給餌する必要がなく，淡水産クロレラによって

培養したワムシで生産が実施されている13,14)。今回の

試験で，1999年および2000年の両年で実施したユーグ

レナワムシ給餌区を基準にして生残率を比較すると，

ふ化後60日にクロレラワムシ給餌区は低かったが（P

＜0.05），ナンノワムシ給餌区とは差がなかった（P

＞0.05）。海産魚の種苗生産では n-3HUFA を強化しな

いワムシを与えた場合に，飼育初期の大量減耗によ

る生残率の低下が観察されている15)。カマキリでは，

n-3HUFA が強化されていないクロレラワムシを給餌

した場合に生残率の低下が観察されたことから，通常

の海産魚と同様 EPA や DHA を要求するものと考えら

れた。

また，全長 4 mm のマダイにおいてオレイン酸お

よび EPA 強化ワムシを与えた場合は生残率の低下お

よび体表の水腫が観察され，干出による活力試験では

DHA 強化ワムシを与えた方が生残率が高いという16)。

今回の試験では干出による活力試験は行っていない

が，2000年に行った EPA が強化されたナンノワムシ

または DHA が強化されたユーグレナワムシを与えた

Fig. 6. Deformity of urostyle in four-spine sculpin larva, 
at 40 days after hatching, fed on rotifers enriched 
with DHA-enriched E. gracilis.

 Arrows indicate undeveloped urostyle influenced by the 
unknown tissue.

Fig. 7. Deformity of neural spine in four-spine scul-
pin larva, at 50 days after hatching, fed on rotifers 
enriched with C. regularis.

 Arrows indicate undeveloped neural spine.

Fig. 8. Deformity of dorsal proximal radial in four-spine 
sculpin larva, at 50 days after hatching, fed on rotifers 
enriched with C. regularis.

 Arrows indicate abnormality of formative direction in dorsal 
proximal radial.
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比較試験では成長および生残率に差がなかったことか

ら，カマキリ仔魚の成長や生残率には，通常の海産魚

と同様 EPA または DHA の間に効果の差がないと考え

られる。

また，収容密度と生残率に関しては2001年に対照

の収容密度を約7000尾とし，その約2.3倍である16,892

尾，16,000尾収容した飼育試験を行った。試験方法は

ユーグレナワムシを用い同一給餌モデルで実施した。

その結果，成長および生残率とも対照と差がないこと

をみている17)。したがって，クロレラワムシ給餌区の

生残率がユーグレナワムシ給餌区より低くなったのは

収容密度が異なったことによる原因ではないと考えら

れた。

骨形成および異常　骨形成異常に関しては，マダイ，

スズキの種苗生産において n-3HUFA 欠乏で仔魚の活

力が低下した場合や過剰な通気で強い水流が生じた場

合に，仔魚の空気呑みができないことが原因で鰾が開

鰾せず，その結果として脊椎屈曲が発生することが分

かっている15)。また淡水魚では唯一ソウギョでリノー

ル酸欠乏による脊椎湾曲が報告されている18)。しかし，

それ以外の骨形成については，餌料との関係が検討さ

れた例はない。本研究では，担鰭骨形成異常がクロレ

ラワムシ給餌区で高率に観察された。また，ふ化後40

日の担鰭骨形成は，クロレラワムシ給餌区では，ユー

グレナワムシ給餌区より遅れることが観察されたが，

ナンノワムシ給餌区とユーグレナワムシ給餌区では差

が認められなかった。また，ふ化後60日のクロレラワ

ムシ給餌区では，担鰭骨の形成異常が観察されたこと

から，カマキリでは EPA および DHA 等の n-3HUFA

が担鰭骨形成に関与していることが推察された。

さらに，ふ化後60日のクロレラワムシ給餌区ではナ

ンノワムシ給餌区と同様に，担鰭骨の硬骨化が認めら

れなかったが，原因については今後検討したい。

以上の結果から，使用したワムシ餌料の中では，カ

マキリ仔稚魚の骨形成に関してユーグレナが最も優れ

た効果を示し，クロレラは特に劣っていた。
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要　　約

カマキリの種苗生産時に与えるワムシの栄養強化の

効果について検討した。ワムシへの栄養強化は淡水産

クロレラ，冷凍ナンノクロロプシスおよび DHA 強化

ユーグレナを用いた。これらの強化ワムシを与えた飼

育試験の結果，成長には差がなかったが，生残率は淡

水産クロレラワムシ給餌区が DHA 強化ユーグレナワ

ムシ給餌区よりふ化後60日に低くなった（P＜0.05）が，

EPA 含量の高い冷凍ナンノクロロプシスおよび DHA

強化ユーグレナワムシ給餌区は成長および生残率に差

がなかった（P＞0.05）。また淡水産クロレラワムシ給

餌区は担鰭骨形成が遅延し，形成異常が多かった。

以上の結果，カマキリ種苗生産では DHAまたは

EPAが強化されたワムシを与える効果が明らかになっ

た。
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