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小笠原諸島父島におけるイシガキダイの種苗生産

川辺勝俊1, ＊・木村ジョンソン2

Seedling Production of Spotted Parrot fish Oplegnathus punctatus
in Chichi-jima, Ogasawara Islands, Southern Japan

Katsutoshi KAWABE
1, ＊ and Johnson KIMURA

2

Abstract: Spotted parrot fish Oplegnathus punctatus were reared from hatching to 40 days to 
examine the technical feasibility of mass seedling production of this species in Chichi-jima, one of 
the Ogasawara Islands. Normally developing eggs collected from the spawning tank were stocked 
into three transparent 1 m3 round tanks at a density of about 30,000 eggs/m3. Hatched larvae 
were fed on rotifers, Artemia nauplii, formula feeds and frozen copepoda in progression with their 
growth. Water temperature during rearing ranged from 21.1 to 25.9℃. Newly hatched larvae mea-
sured 3.50 mm in TL, and grew to 5.28 mm on day 10, 8.17 mm on day 20, 14.07 mm on day 30 and 
20.83 mm on day 40. Swimbladder inflation of the larvae started from day 4 and most of the larvae 
completed the swimbladder inflation by day 5. Yolk and oil globule were mostly absorbed by the 
time when the larvae attained 3.80 mm in TL on day 3 and they began to eat rotifers. The larvae 
were observed to eat Artemia nauplii from 4.60 mm, formula feeds from 11.23 mm and frozen 
copepoda from 15.00 mm in TL. Swimming behaviour changed gradually from passive transporta-
tion with the water movement to limited forward movement at about 8－9 mm in TL to an active, 
multidirectional swimming at about 12 mm in TL. The number of juveniles harvested on day 40 was 
37,326. Survival rates in the three tanks ranged 22.6－56.6% (mean 41.5%). These juveniles were 
healthy and had low incidence of deformations (4.3%). 
　Therefore, by using this technique, mass seedling production of the species became possible 
every year in Chichi-jima.
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イシガキダイOplegnathus punctatusは美味で高価な
ことから養殖対象種の中では需要が高いが，天然種苗
は大量に確保することが困難であるため，人工種苗の
生産供給が望まれている（山口 2000）。
本種の種苗生産はこれまで西日本方面で行われて
おり，1990年には日本栽培漁業協会上浦事業場で58万
尾，長崎県漁業公社では10万尾の稚魚の生産に成功し
ている（山口 2000）。その後，2000年には鹿児島県栽
培漁業センター（高野瀬 2002）でも10万尾の稚魚の
生産に成功している。
一方，本種は亜熱帯域の沖縄や小笠原諸島まで広く

分布しているが（真木 1997; 木村 2000; 加藤 2005），
これらの地域での種苗生産に関する事例はこれまで知
られていない。小笠原諸島では，本種は遊漁の対象種
として注目されているが（木村 2000），栽培漁業対象
種や養殖対象種としても期待されている。
そこで著者らは，天然由来の親魚から自然産卵に
よって得られた受精卵を用いて種苗生産を試みたとこ
ろ，平均全長20 mmの稚魚37,000余尾を生産し，水量
1 m3当たりの生産尾数が12,442尾で，生残率は40％を
上回る結果を得たので報告する。
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材料および方法

飼育水槽
東京都小笠原水産センターの屋内飼育棟にて，1 m3

円型透明ポリカーボネイトタンク（M-1000，ダイラ
イト）を延べ 3水槽用いた。各水槽は飼育開始前にい
ずれも50 ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で24時間
消毒した。

供試卵
採卵に用いた親魚は，2002年 1月から2002年 4月

にかけて小笠原諸島父島周辺の岩礁域で釣獲した 9

尾（尾叉長43.4～59.1 cm，体重1.9～5.0 kg）で，釣
獲後，東京都小笠原水産センターの屋内70 m3円型
水槽に収容して，換水量約 4回転/日の割合で海水を
注入しながら飼育した。親魚への給餌は，週 3回オ
キアミ類，イカ類，マアジ Trachurus japonicusを飽
食量与えた。なお，これらの餌料にはハマチエード
S「タケダ」－A（武田薬品工業）とユベラフード100

（エーザイ）を各々規定量である餌料重量の0.3％ずつ
外割で添加した。採卵は，親魚水槽の表層排水口に
目合い493μmのメッシュネット（100 cm×100 cm×
50 cm）を設置し，オーバーフローした表層水中の卵
を集める方法で行った。種苗生産は，2003年 4月21日
の夜に産卵された卵を使用した。卵の採集は，発生
段階が原口閉鎖後の翌日16時頃に行い，浮上卵と沈下
卵に分離した後，浮上卵 3万粒ずつを直接飼育水槽に
収容して飼育を開始した。翌日にはほぼすべての卵が
ふ化したが，死卵はほとんど見られず，ふ化率はほぼ
100％であった。そのため，いずれの水槽もふ化仔魚
数は約 3万尾ずつと推定した。なお，採卵に際して親
魚へのホルモン剤投与や日長，水温制御といった人為
的な成熟促進処理は一切施さなかった。

飼育水温
水温制御は，コンクリート製10 m3角型恒温水槽内

に上述の飼育水槽 3基を収容したウオーターバス方
式として，恒温水槽内に設置したチタン製熱交換機
によって行った。産卵時の親魚水槽の水温は22.2℃で
あったが，翌日の採卵時には22.1℃であった。卵収容
時の仔魚飼育水槽の水温も22.1℃で，親魚水槽と同じ
であった。卵収容後の水温は，日に0.6～1℃の割合で
日齢 4までに25℃へと昇温し，その後，日齢28までは
約25℃を維持した。日齢29以降は稚魚の取り揚げに備
えて，自然水温とした（Fig. 1）。

餌料の種類と給餌期間
各餌料の総給餌量は Table 1，給餌期間は Fig. 1，
毎日の給餌量は Fig. 2に示した。給餌開始日の日齢 3

から日齢34までは，淡水濃縮クロレラ（生クロレラ
V12，クロレラ工業）と海洋酵母（イーストM，三
共）で培養後栄養強化を施したいわゆる S型ワムシ
Brachionus rotundiformisを 1日 2回 8時と14時に給餌
した。給餌直前には飼育水槽内のワムシ密度を計数
し，8時の給餌では飼育水槽内のワムシ密度が15個体
/ml，14時の給餌では20個体/mlとなるように不足分
を給餌したが，栄養状態の良いワムシを少しでも多
く給餌するため，ワムシ密度が規定量を越えた場合
でも，毎回500万個体（＝ 5個体/ml）は給餌すること
とした。仔魚の平均全長が5.7 mmとなった日齢13か
らはソルトレイク産アルテミア Artemia sp.幼生（以
後，アルテミアと略記）を 1日 2回，10時と15時に給
餌し，日齢30からは 1日 4回，8時，11時，14時，17

時に給餌した。給餌量は仔稚魚の摂餌状態をみながら
次の給餌までアルテミアが残らない量とした。平均全
長11.2 mmとなった日齢24からは配合飼料（モジャコ
GFNo. 1，日本配合飼料）を給餌した。日齢24から日
齢30までは配合飼料を稚魚に餌付けるために，約 1時
間毎に少量ずつ給餌したが，配合飼料に完全に餌付い
て活発に摂餌するようになった日齢31からは 1日 6回
とし，毎回飽食量与えた。平均全長15.3 mmとなった
日齢32からは北極圏塩湖産天然冷凍コペポーダ（Deep 

frozen cyclop-eeze，Argent chemical laboratories）を
1日 4回給餌した。ワムシとアルテミアの栄養強化は
いずれもドコサユーグレナドライ（秋田十条化成）
を使用した。ワムシは 1億個体に対して 4 gの割合，
アルテミアは 1千万個体に対して 4 gの割合でドコ
サユーグレナドライを給餌し，3～ 9時間かけて同餌
料を体内に取り込ませた。ワムシ給餌期間中は，飼
育水槽には約1,500万細胞/mlのナンノクロロプシス
Nannochloropsis oculata海水を 1日 3回 7時，12時，
17時に40 lずつサイフォンで約 1～ 2時間かけて飼育
水槽へ添加した。アルテミアと冷凍コペポーダの給餌
に際しては，排水による流出を防ぐため，海水ととも
にサイフォンで少量ずつ給餌するようにした。

照明
飼育水槽の水面から約30 cmの高さの場所に37 W

白色蛍光灯 2本，水面から約 2 mの高さの場所に同様
の蛍光灯を 2本設置した。さらに，水面から約 3 mの
飼育棟内天井全体にも同様の蛍光灯を計24本設置し
た。なお，飼育棟の窓は自然光が入らないように終日
閉めたが，窓の隙間と 9時から17時まで開放した出入
り口用のドア 3箇所からは，それぞれ自然光が棟内に
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入ってきた。しかしながら，いずれも飼育水槽への自
然光の直射はなかった。飼育水槽への電照時間は 8時
から21時までとした。朝の点灯に際しては，天井の蛍
光灯，水面から高さ 2 mに設置した蛍光灯，水面から
高さ30 cmに設置した蛍光灯の順に約30分ずつ時間を
ずらして行った。夜の消灯は，逆の順序で水槽に近い
場所の蛍光灯から同じく10分ずつ時間をずらして行っ
た。すべての蛍光灯を点灯した時の水面照度は，場所
により異なったが，約1,000～3,500 lxの間であった。
ただし，卵収容後から給餌開始前の日齢 2までは天井
の蛍光灯のみ 8時から17時まで点灯した。この時の水
面照度は200～500 lx程度であった。

換水率
飼育水槽には砂濾過後，紫外線殺菌装置（UV850，

荏原インフィルコ）で処理した海水を使用した。換
水は卵収容直後から開始し，給餌開始前の日齢 2まで
は換水率を430％とした。給餌開始の日齢 3以降250％
に下げたが，その後，日齢14から290％，日齢24から
480％，日齢31からは500％として，仔稚魚の成長と
ともに換水率を高めた（Fig. 1）。一方，排水は外径
30 mmの塩化ビニル製パイプで作製したサイフォン
で行い，排水口にはメッシュネット（φ20 cm×高
さ50 cm）を被せて仔稚魚の流出を防いだ。メッシュ
ネットの目合いは，卵収容直後は297μmであった
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Fig. 1. Total length, water temperature, exchange rate of water, aeration intensity, timing of swimbladder inflation and 
feeding schedule during the seedling production of spotted parrot fish.
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が，アルテミア給餌開始の日齢13からは493μm，配
合飼料給餌開始の日齢24からは784μm，冷凍コペポー
ダ給餌開始の日齢32以降取り揚げまでは1,000μmと
した。なお，メッシュネットは目詰まりを防ぐために
毎日水道水で高圧洗浄した。

通気
角型エアストーン（KA-20R，三井研削砥石）を
水槽中央の底面に 1本設置した。通気量は，卵収容
からふ化完了までは300 ml/分に設定し，ふ化後は
150 ml/分まで減らした。さらに，給餌開始の日齢 3

からは100 ml/分まで減らした。仔魚の鰾形成が完了
した日齢7からは200 ml/分，日齢25からは500 ml/分，
日齢32からは600 ml/分に増やした（Fig. 1）。なお，
通気量の測定は岩谷（1999）にしたがって水中置換法
で行った。

飼育管理
日齢 0から日齢30までは，40 cm×55 cmの更紙を
静かに水面に置き，更紙が油膜を含んだ海水を吸収し
始めた頃に端の一方から静かに持ち上げることによっ
て，油膜を更紙に吸着させた。更紙は仔魚が開口して
から開鰾が完了するまでの間は 1水槽当たり 1日60枚
程度使用したが，その後は30枚程度使用した。日齢31

以降は，250μmのメッシュネットを使って，1水槽
当たり 1日 6回程度水面の油膜を除去した。水槽底面
の掃除は，日齢12に初めて行い，日齢21までは 3～ 4

日毎に，日齢22以後は取り揚げまで毎日行った。

魚体検査と測定
卵収容から日齢16までは毎日，以後は 1～ 2日おき
に取り揚げまで，16時頃に毎回10～20尾程度の仔稚魚
を無作為に採集して，実体顕微鏡に取り付けた接眼マ
イクロメーターで全長を測定するとともに，開鰾状況
を調査した。また，解剖して摂餌状況や病気の有無な
どを観察した。

取り揚げ
日齢40に各水槽毎に生残している稚魚を全数取り揚
げて計数を行い，単位水槽容量当たりの生産尾数と生
残率を算出した。また，任意の23尾について全長を測
定した。また，全長測定後の稚魚は実体顕微鏡で主に
鰓蓋や口部について奇形の有無を調べた。

活力試験
Takeuchi et al. （1996）にしたがって，取揚げ時に

無作為に稚魚20尾を245μmのメッシュネット網で掬
い取り，そのまま60秒間空中に露出させた後，通気を
施した13 lバケツ（海水11 l容）に移して24時間後の
生残率を求め，活力の指標とした。

結　　果

取り揚げ
3水槽合計で平均全長20.83 mmの稚魚を37,326尾
生産した。単位水槽容量当たりの生産尾数は6,786～
16,965尾/m3で，平均12,442尾/m3であった。生残率
は22.6～56.6％で，平均41.5％であった。また，奇形
率は4.3％で，奇形魚はすべて鰓蓋の一部欠損であっ
た。

活力試験
取り揚げ時に60秒間空中露出した稚魚の24時間後に
おける生残率は100％であった。

Table 1.  Total amount of food given during the seedling 
production of spotted parrot fish

Foods Total amount

S-type rotifer (×106)
Artemia nauplii (×106)
Formula feed
Frozen copepoda (kg)

2,926
444

No data
8.16
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Fig. 2.  Daily  changes  of  feeding  amount  of  rotifer, 
Artemia nauplii and frozen copepoda during the seedling 
production of spotted parrot fish.
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成長
ふ化直後における仔魚の平均全長は3.50 mmで，

摂餌開始時の日齢 3では3.87 mmであった。日齢 5，
10，15，20，25，30，35，40における全長はそれぞ
れ4.60 mm，5.28 mm，6.11 mm，8.17 mm，11.23 mm，
14.07 mm，18.71 mm，20.83 mmであった（Fig. 1）。

開鰾
開鰾個体は給餌開始翌日の日齢 4から確認できた

（Fig. 1）。開鰾率は，日齢 4の 8時の時点では0％で
あったが，16時には69.2％であった。日齢 5の16時の
時点で開鰾率は100％に達した。

摂餌と行動
給餌開始の日齢 3から取り揚げ前日の日齢39までの
間，検査したすべての仔稚魚で摂餌状態は良好であっ
た。イシガキダイのふ化仔魚から稚魚に至る成長にと
もなう消化管内の剖検結果と水槽内での行動は以下の
ようであった。
日齢 0～ 2（全長3.50～3.80 mm）：本期は，ふ化か

ら仔魚が卵黄吸収後，開口してワムシを摂餌する直前
までとした。ふ化仔魚は卵黄を吸収しながら通気によ
る水流で水槽中をほぼ均一に分布しながら浮遊してお
り，遊泳行動は全く認められなかった。
日齢 3～ 5（全長3.87～4.60 mm）：本期は，仔魚が
摂餌を開始した直後から開鰾が完了するまでとした。
通気が弱いため，電照中には，ほとんどの仔魚は水槽
の表面に蝟集している場合が多かったが，油膜除去の
ために更紙を近づけると仔魚は瞬間的に水面下方への
逃避行動が認められ，仔魚が更紙に吸着されるような
ことはなかった。また，キジハタ Epinephelus akaara

でみられるような浮上斃死現象（Kaji et al. 1995）は飼
育期間中を通して一切認められなかった。また，日齢
3から毎日サンプリングした仔魚を観察した結果，外
観からはワムシを良く摂餌しているのが認められた。
日齢 6～12（全長4.81～5.63 mm）：本期は，すべて

の仔魚の開鰾が認められた直後からアルテミアの給餌
開始直前までとした。通気をやや強くしたため，仔魚
は水槽の上層付近を水流とともにゆっくりと浮遊する
ようになったが，それでも水流の弱い場所では水槽の
表面や上層付近で定位していた。本期ではまだ遊泳行
動はほとんどみられなかった。一方，仔魚は水槽の中
層から下層にかけては分布していなかった。
日齢13～23（全長5.66～10.13 mm）：本期は，アル
テミアの給餌開始直後から配合飼料給餌開始直前ま
でとした。アルテミアの給餌を開始した日齢13とその
翌日の日齢14に摂餌状況を検査した結果，全長4.60～
6.15 mmの仔魚21尾のうちアルテミアの摂餌がみられ

た仔魚は全長4.60～6.15 mm（平均5.66 mm）の16尾で
あった。一方，アルテミアの摂餌がみられなかった仔
魚は全長5.00～5.50 mm（平均5.23 mm）の 5尾であっ
た。全長 8～ 9 mm以降になると，仔魚は盛んに尾部
を震わせながら水流に向かって遊泳するようになり，
分布域は水槽の上層から中層まで広がったが，下層に
は分布していなかった。
日齢24～40（全長10.68～20.83 mm）：本期は，配合
飼料の給餌開始直後から取り揚げまでとした。配合飼
料は給餌開始から 2日目に摂餌が認められた。8日目
頃からはほとんどの稚魚が給餌時には水面に集まって
活発に摂餌する様子がみられた。冷凍コペポーダは給
餌開始直後から活発な摂餌が認められた。一方，本期
ではワムシの摂餌はほとんどみられなかった。この時
期の稚魚は急な加速や方向転換などの複雑な遊泳行動
が観察された。また，日齢28から共食いが始まり，取
り揚げまで断続的にみられたが，頻度は少なく時折み
られる程度であった。本種の共食い行動は，大型個体
が小型個体の体側面を口でつつくだけで，口に咬えた
り，飲み込むようなことはなかった。また，共食いに
よる斃死は極小個体に限られていた。飼育密度が高い
ためか，稚魚は上層から下層まで均一に分布していた
が，大型個体ほど上層に多く，下層には小型個体が多
かった。

疾病
仔稚魚は，ふ化から取り揚げまでの間，細菌性，寄
生虫性およびウイルス性いずれの疾病もみられなかっ
た。

考　　察

取り揚げ
イシガキダイの種苗生産における生残率や単位水

槽容量当たりの生産尾数などの詳細な報告例は，鹿
児島県栽培漁業センター（高野瀬 2002）以外には見
当たらない。また，飼育条件などが大きく異なって
いるため，今回の結果と比較することは困難であると
思われた。そこで，著者らがこれまで小笠原諸島父島
で今回と同じ 1 m3水槽で行った他魚種での種苗生産
例と比較して，本種種苗生産の難易度を比較した。
取り揚げ時の平均単位水槽容量当たりの生産尾数で
は，多かった順に，イシガキダイが12,442尾/m3（本
報告），マダイ Pagrus majorが9,757尾/m3（東京都水
産試験場 1995b），シマアジ Pseudocarnx dentexが3,181

尾/m3（東京都水産試験場 2000a），カンパチ Seriola 

dumeriliが2,639尾/m3（東京都水産試験場 1995a），ア
カハタ E. fasciatusが2,000尾/m3（東京都水産試験場 
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2000b），ヒレナガカンパチ S. rivolianaが1,158尾/m3

（東京都水産試験場 2004）であった。一方，平均生残
率では，高かった順にマダイが48.8％（東京都水産試
験場 1995b），イシガキダイが41.5％（本報告），シマ
アジが31.8％（東京都水産試験場 2000a），カンパチが
13.2％（東京都水産試験場 1995a），ヒレナガカンパチ
が2.3％（東京都水産試験場 2004），アカハタが2.0％
（東京都水産試験場 2000b）であった。このように，
本種の種苗生産レベルは，単位生産尾数と生残率のど
ちらで比較してもマダイとほぼ同じで，比較的難易度
は低いと考えられた。また，今回，単位水槽容量当た
りの生産尾数が 1万尾以上と高密度であったが，奇形
率は低く，その後の成長も良好で，1年で平均650 g

以上に達したため（川辺・木村 未発表），仔稚魚期飼
育が高密度であってもその後の成長に弊害がないこと
が示唆された。今回はふ化からの生残率の推移は厳密
に確認しなかったため，大きな減耗を生じた時期を正
確に把握することはできなかった。しかし，目視観察
した限りでは，ふ化から取り揚げまでの間に，急激な
減耗は起こらず，徐々に斃死していったものと考えら
れた。

活力試験
30～60秒間空中露出させた稚魚の24時間後の生
残率は，稚魚の活力を判定する指標としてシマアジ
（Takeuchi et al. 1996），マダイ（Furuita et al. 1996），
ブリ S. quinqueradiata（竹内ら 1998）などで用いら
れているが，これらの魚種では栄養要求を満たした餌
飼料で飼育された場合はいずれも100％かそれに近い
値であった。今回行った活力試験では生残率が100％
であったことから，給餌した各餌飼料が本種の栄養要
求を満たしていたものと推測された。したがって，今
回の飼育方法で種苗生産を行えば，イシガキダイでは
取り揚げなどのストレスに十分耐えられる健康な稚魚
を生産できると考えられた。

成長
鹿児島県栽培漁業センター（高野瀬ら 2002）の事
例では，日齢10で全長5.39 mm，日齢20で7.66 mm，日
齢31で11.95 mm，日齢38では16.30 mmであり，今回
の結果の方がやや成長が早かったが，これは日齢30ま
での飼育水温が今回の方が 2℃程度高かったためと考
えられた。

開鰾
開鰾の有無は，その後の正常な発育を左右する重
要な指標であり，マダイやクロダイ Acanthopagrus 

schlegeli，スズキ Lateolabrax japonicusでは未開鰾のま

ま成長すると脊椎骨湾曲の原因となることが報告され
ている（北島ら 1977; 北島 1979; 林田ら 1984）。一方，
水面に油膜が形成されると開鰾が阻害されることが
知られており（塩澤ら 2003），そのために，今回はす
べての仔魚が開鰾するまで頻繁に表面の油膜除去を実
施した。大型水槽で行う場合は水面に空気を吹きつけ
ることによって油膜を濃縮させて除去する方法（Lim 

1993; 塩澤ら 2003）が一般的であるが，今回のよう
に更紙を用いて除去してもイシガキダイの開鰾率を
100％とすることができた。著者らは今回のイシガキ
ダイに限らず，マダイ，シマアジ，カンパチ，ヒレナ
ガカンパチのいずれにおいても同じ方法により100％
の開鰾率を得ている（川辺・木村 未発表）。開鰾時期
前後のイシガキダイは水面に蝟集していたが，水面に
更紙を載せると瞬時に水面下へ逃避する行動がみられ
たので，直接更紙が仔魚に接触する可能性はきわめて
低く，この油膜除去法が仔魚に悪影響をおよぼす可能
性はないと考えられた。開鰾時期は鹿児島県栽培漁業
センター（高野瀬ら 2002）とほぼ同時期の開口翌日
からであった。

摂餌と行動
本種の開口時の全長は3.87 mmであり，剖検からい
わゆる S型ワムシが十分摂餌できることが確認され
たことから，S型ワムシが本種の初期餌料として適
していることが判明した。アルテミアについては，
摂餌可能な仔魚の大きさを明らかにするため，平均
全長5.66 mmから給餌を開始し，その結果，全長4.60

～6.15 mmの仔魚では摂餌が可能であることが判明し
た。鹿児島県栽培漁業センターでは仔魚の全長が約
8 mm頃からアルテミアを給餌していると報告してい
るが（高野瀬ら 2002），本餌料の適切な給餌開始時期
については今後さらなる検討を要する。一般的に，仔
魚にはアルテミアの次に配合飼料に餌付かせることが
必要であるが，今回は平均全長10.68 mmとなった日
齢24から配合飼料の給餌を開始し，その翌日には餌付
かせることができた。したがって，配合飼料への餌付
けが困難なブリ属（塩澤ら 2003）とは異なり，本種
は配合飼料への餌付きが比較的早いと考えられた。
魚類の種苗生産において，最近ではアルテミア耐久
卵の不漁と高値の影響から，その代替品として，EPA

やDHA，アスタキサンチンなどが豊富に含まれてい
る冷凍コペポーダの利用が広まっており，現在では餌
料系列の中で確固たる地位を占める傾向にある（浅田 

2001）。今回は平均全長が15.33 mmとなった日齢32か
ら冷凍コペポーダを給餌したが，その直後から摂餌が
確認され，その後も活発な摂餌がみられたため，全長
15 mm以降のイシガキダイでは，冷凍コペポーダはア
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ルテミアの代替品として十分使えることが判明した。
しかしながら，本餌料は一度に大量に給餌すると底へ
沈下してしまうため，サイフォンなどにより少しずつ
給餌する必要があった。ところで，塩澤ら（2003）は
カンパチ仔魚に対してアルテミアの給餌を行わずに，
平均全長 8 mmよりシオミズツボワムシB. plicatilisと
配合飼料の併用給餌を行うことでワムシから配合飼料
へのスムーズな移行に成功している。本種は配合飼料
への餌付けが容易であるので，今後，いわゆる S型ワ
ムシの次にシオミズツボワムシを導入することによっ
てアルテミアを使用せずに配合飼料や冷凍コペポーダ
に移行できる可能性も示唆された。
本種は日齢28から共食い行動が時折みられたが，頻
繁には行われていないことや，被攻撃対象が極小個体
のみであった。一方，ヒラマサ S. lalandiのように大
型魚が小型魚を口に咬えたまま両者が斃死する共倒れ
現象（蛭子・立原 1993）や，カンパチのような大き
な減耗（塩澤ら 2003）はみられなかった。したがっ
て，イシガキダイのこの習性は成長不良魚を淘汰する
ための有効な手段として利用できるため，あえて共食
い防除を考える必要はないと考えられた。共食いによ
る減耗が小さいことは，本種が今回のような高密度生
産が可能となった一つの要因と考えられた。

疾病
今回の種苗生産では，疾病は発症しなかった。これ
までに，本種の種苗生産中にエピテリオシスチス類症
やウイルス性神経壊死症（VNN）の発症により生産
が不調になることが知られている（中村ら 1988; 高野
瀬 2003）。当所でも1993年まではマダイ，シマアジ，
カンパチ，ヒレナガカンパチの種苗生産中にエピテ
リオシスチス類症が多発していたが，その後，日本栽
培漁業協会八重山事業場で開発された紫外線殺菌海水
による防除方法（照屋 1995）を取り入れてからは，
本症の発症はみられなくなった（東京都水産試験場 

1995c）。また，VNNについては，当地ではこれまで
発症がみられていない。
本種の種苗生産は，今回の方法を再現することに

よって，当所では同年に行った 2回目の種苗生産や翌
2004年と翌々年の2005年にも Table 2に示したような
今回とほぼ同様の結果が得られた（東京都水産試験場 

2005; 東京都島しょ農林水産総合センター 2006, 印刷
中）。したがって，本報の種苗生産方法を用いること
によって，小笠原では稚魚の安定的な大量生産が可能
であることが判明した。また，本種稚魚はマダイイリ
ドウイルスワクチンが認可されていないことから（農
林水産省消費安全局衛生管理課 2004），本土のイリド
ウイルス蔓延地域への種苗出荷は現在のところ不可能
であるが，小笠原周辺海域への放流用としては2003年
から，また当地での養殖用種苗としては2004年から実
用に供されている。

要　　約

2003年 4月から 6月にかけて小笠原諸島父島でイシ
ガキダイの種苗生産を行った。受精卵は 1 m3ポリカー
ボネイト水槽 3基に 3万粒ずつ収容して飼育を開始し
た。仔魚には，S型ワムシ，アルテミア，配合飼料，
冷凍コペポーダを成長に応じて給餌した。飼育水温
は21.1～25.9℃であった。取り揚げは全長約20 mmに
達した日齢40に行い，3水槽で合計37,326尾を生産し
た。取り揚げた稚魚の活力は良好であった。単位水槽
容積当たりの生産尾数は12,442尾/m3で，平均生残率
は41.5％であった。稚魚の奇形率は4.3％であった。
仔稚魚の全長は，ふ化直後の3.50 mmから，日齢10

の5.28 mm，日齢20の8.17 mm，日齢30の14.07 mm，日
齢40の20.83 mmと成長した。開鰾は日齢 4から始ま
り，ほとんどの仔魚は日齢 5までに開鰾した。仔魚は
全長3.80 mmに達した日齢 3からS型ワムシの摂餌が
認められ，4.6 mmからはアルテミア，11.23 mmから
は配合飼料，15.00 mmからは冷凍コペポーダの摂餌
が確認された。また，仔魚は全長 8～ 9 mm以降は活
発な遊泳行動がみられ，全長12 mm以降では，急な加
速や方向転換などの複雑な遊泳行動がみられた。共食
いは日齢28以降でわずかにみられた。
今回の種苗生産方法を再現することによって，当地

Table 2. Seedling production of spotted parrot fish in 1 m3 transparent round tank from 2003 to 2005

Spawning
date

No. of
tanks

No. of
larvae

Duration
(day)

No. of 
juvenile

produced

Mean total
length at

 harvest (mm)

Survival
rate (%)

No. of 
juvenile/m3 Source

Apr. 21, 2003
Apr. 30, 2003
Apr. 7, 2004

　
Mar. 24, 2005

3
3
3
　
3

90,000
60,000
60,000
　

60,000

43
42
54
　
67

37,326
21,621
20,769
　

23,635

20.8
21.0
40.0
　

40.0

41.5
36.0
34.6
　

39.4

12,422
7,207
6,923
　

7,878

Present study
Tokyo Metro. Fish. Exp. Stn. (2005) 
Tokyo Metro. Isls. Area Res. Ctr.

Agri. Forest. Fish. (2006)
Tokyo Metro. Isls. Area Res. Ctr.

Agri. Forest. Fish. (Printing)
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では毎年安定的な種苗生産が可能となった。
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