
  
  閉鎖循環式種苗生産におけるトラフグの成長,生残および飼

育水の浄化に及ぼす低塩分の影響

  誌名 水産増殖 = The aquiculture
ISSN 03714217
著者名 今井,正

荒井,大介
森田,哲男
小金,隆之
山本,義久
千田,直美
遠藤,雅人
竹内,俊郎

発行元 水産増殖談話会
巻/号 58巻3号
掲載ページ p. 373-380
発行年月 2010年9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.) 58 (3)， 373 -380 (2010) 

閉鎖循環式種苗生産におけるトラフグの成長，生残

および飼育水の浄化に及ぼす低塩分の影響

今井 正1・荒井大介2 森田哲男3 小金隆之3

山本義久1，3.千田直美遠藤雅人4.竹内俊郎4，串

Effect of Low Sa1inity on Growth and Survival ofTiger Puffer Ta何時tgurubripes， 

and the Puri:fication of Rearing Water in Closed Recirculating Seed Production 

Tadashi IMAI1， Daisuke A悶 2，Tetsuo Mo悶TA3，Takayuki KOG釧 E3，

Yoshihisa YAMAMOT01ペNaomiCHIDA¥ Masato END04 and Toshio TAKEUCHI4，* 

Abstract: We investigated the effect of salinity on the growth and survival of tiger puffer Tak~ル:gu

rubripes， and the purification of rearing water in c10sed recirculating seed production. Newly 

hatched larvae were put into the four rearing tanks with the c10sed recirculating system. We used 

the seawater (salinity 32 psu)， and the three diluted seawaters (24， 16 and 8 psu) as rearing water. 

Rearing water was not changed unti110 days after hatching， and it was circulated from 11 days after 

hatching. Survival rates of fish were obtained 14.8% at 32 psu， 20.3% at 24 psu and 24.9% at 16 psu， 

when rearing was continued to 40 days after hatching. Rearing at 8 psu was discontinued because 

of catch an amyloodiniosis in 36 days after hatching. Final mean totallength of tiger puffer reared 

at 16 psu and 24 psu were 27.3 mm and 27.6 mm， respectively. These were significantly larger 
than fish reared at 32 psu， which was 25.2 mm. In rearing water of all salinity conditions， ammonia 

concentrations were maintained low levels and nitrate concentrations increased gradually after 

recirculation beginning. This result confirmed the nitrification. Volume of foam separation waste 

water at 8 psu c1early had li仕lein comparison with others. Therefore， optimum salinity for seed 

production of tiger puffer， taking into account the purification of rearing water， is considered as 16 

psu， in the c10sed recirculating system which was used in this study. 

Key words: Takifugu rubrかes;Closed recirculating system; Salinity; Seed production 

トラフグ Takiえtgurubripesはフグ類の中では最も

価な魚撞であるため，重要な漁業対象種である O 現在，

本種は百本海・東シナi毎・瀬戸内海系群と伊勢・三河

湾系群に分けて資源評価がなされている O このうち，

前者の資源量は1，000トン未満と低い水準で、推移して

いるが，資源の底上げには人工語苗の放流による貢献

2010年4月26日受付;2010年6月10臼受理.

が大きいとされる(水産庁・(独)水産総合研究センター

2009)。また，人工種苦を用いたトラフグ養殖の生産

は，年間5，000トン前後と資源量を大きく上回って

いる(農林水産省 2008)。このように， トラフグ人工

種苗の需要は大きいことから 安定かっ効率の良い種

苗生産技術の確立は重要である。
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トラフグは幼稚魚、期を湾奥部の干潟や河口域等の塩

分が低いと考えられる水域で過ごすことが知られてい

るため(日高ら 1988; 町北.Intong 1991)，種高生産

の過程においても低塩分で飼育することは有効と考え

られる。実際に本語の仔稚魚、や幼魚、に対する低塩分飼

育の有効性は韓ら(1995) と神谷・辻ヶ堂(1995) に

よって報告され，稚魚、の低塩分耐性はLeeet a1. (2005) 

によって浸透圧の観点から証明されている O しかし，

本種の種苗生産は一般的には汲み上げた海水を用いた

流水飼育で、行われており，低塩分飼育は塩分調整が困

難であることや淡水使用による経費を要することなど

から，実用化には至っていなしミ。この問題を解決する

方法としては，塩分等の飼育環境調節が容易な閉鎖循

環システムの利用が挙げられる O 荒井ら (2009)は，

閉鎖指環システムを用いて塩分25psuと32psuでト

ラフグの種苗生産を行い，成長，生残共に25psuで優

れていることを示し，実用化への可能性を見出した。

閉鎖楯環システムを用いる場合，餌脊水を再利用す

るための浄化装置の鵠きは重要である O 浄化装置は，

沈殿槽，スクリーンフィルター，泡沫分離装置等を用

いて懸濁物質を除去する物理漉過装置と， i慮材に付着

した硝化細菌によってアンモニアや車時酸を時化する

生物語、過装置に分けられる(菊池 2004)0このうち，

泡沫分離装置については，塩分 7psuでは安定泡沫が

得られずに機能しなかったとの報告がある(吉野ら

1999)。また，生物鴻過槽における海水由来の硝化細

菌の硝化能力は，塩分が下がるほど鈍るとされる(河

合ら 1965)。このようなことから，閉鎖循環システム

Heat exchange tube 

H巴at巴xchangetub巴

では飼育する魚類だけでなく，使用する均化装震の能

力についても低塩分の影響を知る必要がある。

本研究では，種苗生産過程における低塩分飼育の

有効性に関する知見をさらに蓄積することを目的とし

て，閉鎖循環システムを用いてトラフグの成長，生残

および、飼育水の浄化機能に及ぼす塩分の影響を調査し

たので報告する O

材料および方法

閉鎖循環システム

(独)水産総合研究センター屋島栽培漁業センターで

使用している閉鎖循環システムは，飼育水槽(外寸の

長さと幅が2.46m，高さ1.80m の角形 FRP製，水量

6.5 kZ)， 受水槽(外寸の長さ1.20m， 1幅0.90m，高さ

1.80mの角形 FRP製，水量0.9kZ)， 泡沫分離装置(特

許公開2009-136739，水量0.1kZ)， 生物漉過槽(外寸の

長さ2.62m， 11I高1.40m，高さ0.99m の角形 FRP製，

水量2.6kZ)， 水量調整槽(外寸の長さ2.48m， IIIliI1.66 m， 

高さ0.69m の角形 FRP製，水量2.1kl)，紫外線殺菌

装置(フロンライザ~ FDL-2，千代田工販(株)製)， 

400W自吸式ポンプ (40PSPZ-4033B，三相電機(株)

製) 2基，ルーツブロアー (BE50，(株)アンレット

製)で構成されている (Fig.1) 0システムの総水量は

12.2 klである。生物漉過槽の鴻材には山本ら (2005)

と山本・荒井 (2009) によって硝化能力の高いことが

確かめられたサンゴ(長さ 5~10 mm) と親水性セラ

ミックス (FB-3，フィルテック(株)製)を用いた。また，

Strainer Removal net of 
the remaining diets 

Fig. 1. A schematic diagram of the c10sed recirculating system in the Yashima Station， National 

Center for Stock Enhancement， Fisheries Research Agency. Arrows with solid lines show the 

direction of water flow， with broken lines show air flow. P， Pump; UV， Ultra violet sterilizer. 
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水温調節用に飼育水槽壁 4聞と生物i&!.過槽の底面には

チタン製熱交換器が配寵されている O

飼育水の循環経路は次の通りである (Fig.1)。飼育

水は飼育水槽の中央に設置したストレーナー(直径

30 cm，魚、体に合わせて B合い 408μmか 761μmの

ポリエチレンネットを被せた)を抜けた後，底面の

排水口を通って受水槽にオーバーフローする。オー

ノTーフローした水は，受水槽の入口に設置した日合い

50μmのプランクトンネットによって銅料生物や配

合絹料が絵去される。ネットを抜けた水は，自吸式ポ

ンプによって泡沫分離装置に送られて，微細な有機懸

濁物が絵去された後，生物j慮過槽に入る O 生物j慮過糟

で硝化された水は，水量調整槽に入ってから，別のポ

ンプによって，注水量に合わせた水が紫外線殺菌装置

を通って飼育水槽に戻り，残りは再び生物j慮過槽に入

る。

供試魚

実験に使用した仔魚、の出来は，屋島栽培漁業センター

の!謹上水槽で、 6~12年養成されたトラフグ天然親魚，

雄 4 個体(体重2.09~4.22 kg)，雌 1個体 (4.86kg) 

であり， 2009年 4月24日に人工授精によって受精卵を

得た。受精卵は201容ハッチングジャー (MPC剛20)

に収容し，水温を1rcに調節した海水を掛け流しに

して卵管理を行い，ß~F化した仔魚を実験に用いた。受

精卵の管理期間中の水混は16.9~17.9
0

C，塩分は31.9

~ 32.7 psu， pH は 8.00~8.08，容存酸素量は8.19~

8.52 mgllであった。

異なる塩分でのトラフグ仔稚魚の銅育

実験には前述の関鎖循環システム 4基を用いた。

屋島湾から汲み上げて庄力議過装置と紫外線殺菌装

置(フロンライザ-FDL-6，千代田工販(株)製)を通

した塩分32.5~32.9 psuの海水を，設定した 8，16， 

24， 32 psuの 4種類の塩分となるように，曝気して脱

塩素した水道水で希釈して，各飼育水槽に入れたO 宣言j

育水槽!の水量は5.5klとした。 5月3日に僻化した仔

魚、(平均全長±標準偏差， 2.80:t 0.13 mm， n = 150) 

を容量法で各水槽に 6万個体(密度10.9個体IZ) 主な

るように収容した。この際，鮮化仔魚、の各塩分への馴

致は行わなかった。{子魚収容時の錦育水の水湿は17t

とし，以後20
0

Cに達するまで 1日にOSCずつ昇温さ

せた。実験期間中，水槽の四隅に設置した通気管((株)

ユニホース製)から弱通気した。照明には400Wの水

銀灯を用い， 6 ~19時の 13時間，水面照度約2，000 lx 

で照射した。錦育は40日間行い， 10日毎に30個体の全

長を万能投影機で拡大してノギスで測定した。終了時

には全個体を取り上げて，総重量を測定した。また，

30個体を一括した湿重量を 5回測定すると共に，この

150個体の全長をノギスで測定した。総重量と 1個体

当たりの王子均湿重量から生残個体数を算出し，これと

収容個体数から生残率を求めた。

飼育実験開始から 108開はトラフグを止水で飼育

し， 11日後から飼育水槽に毎分 41の循環水量で、循環

鴻過館育を開始した。 23日後からは循環水量を毎分

71，29任後からは毎分101，33日後からは毎分131，36日

後から実験終了までは毎分161に増加させた。循環水

量の変更は，後述の三態窒素濃度の測定後に行った。

底掃除は飼育開始14日後から遅 2， 3回行った。 唐捧

除と?~沫分離処理による排水分，蒸発による減水分は，

設定した塩分に調製した海水か脱塩素した水道水を補

充した。止水飼育期間中の淡水の注水は銅背水槽に直

接行い，循環錦育期時中は受水槽に入れたO

生物漉過槽の?Fき:材は，約 1年間海水で熟成された状

態であり，飼育実験開始前に，循環櫨過システムの水

を全て新しい海水で入れ替えた。その後，循環櫨過シ

ステムの海水は循環漉過錦育を開始する前日までに，

設定した各塩分になるまで，脱塩素した水道水を注水

して 1日に 4~ 6 psuずつ塩分を下げて調整した。ま

た，泡沫分離装置は，新しい海水で入れ替えたときに

安定泡沫層の位置を調整し，塩分を下げた擦の微調整

は行わなかった。

長耳料ーはシオミズツボワムシ Brachionusρlicatilissp. 

complexの S型(玉野株)(以下，ワムシとする)と

アルテミア Artemiasp.幼生(以下，アルテミアとす

る)を用い，記合飼料はオリエンタル酵母工業(株)の

トラフグ種苗用 2~4 号を用いた。ワムシはスーパ一

生クロレラ V12(クロレラ工業(株)製)を用いて24時

間栄養強化し，鰐育を開始した 2日後から25日後まで

の期間，飼育水中のワムシが20姻体Imlの宮度で維持

されるように毎日 1回か 2回給鮪した。なお，ワムシ

は28日後まで餌育水中に認められた。飼育水中のワム

シの飢餓i防止と栄養強化のため，スーパ一生クロレラ

V12 を毎日 9 時と 15時にそれぞれ100~200 ml 添加し

た。銅青開始29日後から39日後までは， トラフグ稚魚

の檎み合い防止を目的として，生クロレラ V12(クロ

レラ工業(株)製)を毎日 9 時と 15時にそれぞれ300~

400 ml 添加して水中照度を下げた。アルテミアはパ

ワッシュ A(オリエンタル酵母工業(株)製)で16~22

時間栄養強化し，飼育開始訪日後から39日後まで 1日

2 田 9 時と 15時に成長に合わせて210万~720万個体

を給餌した。配合飼料は飼育開始268後から39日後ま

で給餌した。 26日後では摂餌の有無を確認するために

7 ~12 gを手撒きで行い， 27日後からは自動給餌機

(YDF-220BO，ヤマハ発動機(株)製)を用い， 6 ~18 

時の間に朝夕を中心に計24回給銅した。 1日の給餌量
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は， 27~29 日後では24~66 gとし， 30日後以降では

160 gから267gまで徐々に増加させた。

錦育水の水質と泡沫分離水量の測定

鰐育水の水温と塩分は塩分計 (Model30，ワイエ

スアイ・ナノテック(株)製)で， pHとj容存酸素量は

多項目水質メーター (HQ40d，HACH製)を用いて，

毎日 7時30分から 9時の間と 16時から17時30分の聞の

2回測定した。また，飼育水を毎日 11時30分から13時

の間にt*7J(し，プレフィルターと 1μmのフィルター

(MILLIPORE製)を通して懸濁物を除去した後，三

態窒素濃度を測定した。アンモニア態窒素はサリチル

酸法，亜硝酸態窒素はジアゾ化法，硝酸態窒素はカド

ミウム還元法を用い，いずれも吸光光度計 (DR5000，

HACH製)で測定した。

泡沫分離処理による排水の水量は，循環鴻過飼育を

開始した翌日から毎日 10時に，容器に貯まった水をメ

スシリンダーで10ml単位で測定した。

異なる塩分での餌料生物の飼膏

実験容器としては， 12穴マイクロプレート

(CORNING製)を用い各穴に飼育水 4mlを入れた。

飼育水には上述と同様に希釈して作成した塩分 8，

16， 24， 32 psuの海水を用いた。餌料生物は前述の飼

育実d験に用いたワムシとアルテミアを用いた。プレー

トは塩分ごと，餌料生物ごとに 1枚，計8枚用いた。

プレートの各 1穴に餌料生物を 5個体ずつ，計60個体

を実体顕微鏡下で、パスツールピペットを用いて収容し

た後， 20
0Cに調節したインキュベーター内に静置した。

24時間後に遊泳している個体数を計数し，生残率を求

めた。なお，ワムシの実験に際しては，携卵していな

い個体を用い，凱餓防止のために錦育水にスーパ一生

クロレラ V12を0.1ml/lのj農度で添加した。

統計処理

トラフグの全長の比較は，パートレット検定で分散

が一様で、あった場合にはチューキー・クレーマー検定

で，一様で、なかった場合にはスチール・ドゥアス検定

で、行った。実験終了時のトラフグの体重の比較には，

チューキー検定を用いた。

果

錦菅水の水質

設定した塩分 8，16， 24， 32 psu区における飼育期

間中の塩分の範聞は，それぞれ8.0~8.5 psu， 16.0~ 

16.6 psu， 23.9~24.3 psu，および31.8~32.6 psuであ

り，設定した塩分との惹は0.6psu以下であった (Table

1) 。水温の平均値は21.5~21.90C で 4 つの水槽問で

大きな違いは見られなかった。範囲は17.0~24.90C で

あり，飼育開始19日後以降では， 23
0Cを超えることが

多かった。 pHと溶存酸素最の王子均値はそれぞれ7.57

~7.68 と 7.12~7.29 mg/lであり，水槽聞で大きな違い

は見られなかった。

アンモニア態窒素濃度は，止水飼育期間中， 8 psu 

区では1.8mg/l， 16 psu区と24psu臣では2.2mg/l， 

32 psu区では2.6mg/lまで徐々に高くなった (Fig.

2A)。循環櫨過飼育を開始すると，全ての塩分医で濃

度は減少に転じ，循環櫨過飼育開始4日後(銅育開始

15日後)以降は0.5mg/l以下で推移した。

亜硝酸態窒素濃度は，飼育開始19日後(循環漉過飼

育開始後 8日)までは全ての塩分区で0.03mg/l未満

であった (Fig.2B) 0その後， 32 psu区では0.06mg/l，

24psu区では0.08mg/l未満で推移したが， 8psu区で

は0.15mg/l， 16 psu区では0.24mg/lに達した場合が

あった。

硝酸態窒素濃度も止水飼育期間中はわず、かな上昇の

みで，高い場合でも0.8mg/lであった (Fig.2CL循

T'able 1. Water quality parameters of rearing water during the rearing period 

Water quality parameters of rearing water 

Designed Water Dissolved 

salinity Measured Salinity temperature oxygen 
(psu) number (psu) * CC )* pH* (mg/l) * 

8 72 8.2土0.1 21.5 1.8 7.68土0.17 7.29:t0.59 
(8.0胡8.5) (17.3同24.2) (7.35-8.02) (6.00-8.73) 

16 80 16.2土0.1 21.9土2.1 7.63:t 0.15 7.25:t0.59 
(16.0-16.6) (17.0伊24.9) (7.33-8.04) (6.05同8.77)

24 80 24.1:t 0.1 21.8:t 2.0 7.57:t 0.16 7.12土0.55
(23.9-24.3) (17.1-24.7) (7.34-8.07) (5.89制8.71)

32 80 32.1土0.2 21.8:t 2.0 7.62ごと0.17 7.25:t 0.53 
(31.8-32.6) (17.3-24.5) (7.35-8.08) (6.41-8.74) 

*Values are mean :t standard deviation and range in parentheses 
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Fig. 3. Changes in mean totallength of tiger puffer reared 

with different four salinities for 40 days after hatching. 

Columns and bars represent mean and standard deviation， 

respectively. Those superscripted letters show a significant 

difference among them at Pく 0.05within the same days. 

口， 8psu;図， 16 psu;毘， 24psu;図， 32 psu. *， rearing 

of tiger puffer at 8 psu was discontinued because of catch 

an amyloodiniosis in 36 days after hatching. 
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(660~4，360) ml， 32 psu区では1，540(720~4，310) ml 

であった。塩分が低いほど，泡沫分離水量は減少し，

特に 8psu区では顕著に少なかった。
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O 

O 

異なる塩分で館育したトラフグ仔稚魚の全長と生残率

異なる塩分で飼育したトラフグの10日後の平均全

長土標準偏差は， 8 psu区と 16psu区ではそれぞれ

4.30土0.42mmと4.30土0.50mm， 24 psu区では4.22土

0.42 mm， 32 psu医では4.12:t0.31 mmであった (Fig.

3)0 8 psu症と16psu区の全長は， 32 psu区と比較し

て有意に大きかったが (Pく 0.05)，24 psu区の全長は

他の3つの塩分区とは差が見られなかった。

20日後の全長は， 16 psu IRが7.68:t1.01 mmと最も

大きく，次いで、 8psu匿の6.82土0.97mmであった。

24 psu区と 32psu区ではそれぞれ6.12土0.41mmと

5.99:t 0.71 mmであった。 16psu匿の全長は他の 3つ

の塩分区と有意な差が見られ (Pく 0.05)，8 psu区のそ

れは24psu区と32psu区よりも大きかった (Pく 0.05)。

30日後では， 8 psu区の全長が16.93士1.52mmと

Daysaft巴rhatching 

Fig. 2. Changes in concentration of NH3-Nω， N02二N

(B)， N03--N (C) in the rearing water during the rearing 

period. 0， 8 psu;ム， 16psu; 0， 24 psu; x， 32 psu. Arrows 

show the rearing water circulation beginning. 

Table 2. Volume of foam separation waste water during 

the c10sed recirculating rearing period 

Volume of foam separation 
waste water (ml/day) 

Range 

20-190 
280-4，370 
660-4，360 
720-4，310 

環j慮過を開始すると，全ての塩分区で濃度は徐々に

したが， 8 psu区と16psu区では32psu区よりも

数値が低い傾向が見られた。 8psu区では36日間の飼

育で17.1mg/l， 他の塩分区では40日間の飼育で28.1~

31.9 mg/lに達した。

泡沫分離水量

循環漉過飼育期間中に泡沫分離装置によって排水さ

れた 1日あたりの水量の中央値(範囲)は， 8 psu区

では100(20~ 190) mlであった (Table2)。同様に，

16 psu区では800 (280~4，370) ml， 24 psu匿では960
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Table 3. Body weights and survival rates of tiger puffer 

reared in different three salinities for 40 days 
一一一一一一一一一一一一一一一
Designed Total body Mean body Survival 
salinity weight weight rate 
(psu) (g) (g)* (%) 

16 7，040 0.471 :!:: 0.016ab 24.9 
24 6，370 0.524土0.034a 20.3 
32 3，930 0.444土0.057b 14.8 

ネValuesare mean士 standarddeviation， and those having differ-
ent superscript letlers are significant differεnce at P < 0.05. 

最も大きかった。 16psu IRと24psu区ではそれぞれ

14.69土1.27mmと14.83:!::1.54 mmで差はなかったが，

8 psu区よりも小さかった (pく 0.05)0 32 psu区の全

長は12.29土1.53mmと他の 3つの塩分区よりも小さ

かった (pく 0.05)0 

実験終了時の40日後には， 16 psu区と24psu IRの全

長はそれぞれ27.34:!:: 2.08 mmと27.56土3.65mmと差は

見られなかったが， 32 psu区のそれは25.16:!::4.33 mm 

と小さかった (pく 0.05)0 8 psu区では錦育開始36日

後にトラフグの摂餌活動が不活発となり，アミルウー

ジニウム Amyloodiniumocellαtumの寄生が観察され

たため，飼育を中止した。

実験終了時に取り上げたトラフグの総重量は， 16psu

区では7，040g， 24 psu区では6，370g， 32 psu区では

3，930 gであった (Table3) 0 11固体当たりの平均体重

土標準偏差は， 16 psu 誌では0.471土0.016g， 24 psu 

Eでは0.524:!::0.034 g， 32 psu区では0.444:!::0.057 gで

あり， 24 psu [玄と32psu区の開で有意な差が認めら

れた (pく 0.05)。これらの数値から算出した生残率は，

32 psu区では14.8%であったが， 24 psu区では20.3%，

16 psu医では24.9%であり，生残率は塩分が低いほど

高かった。

異なる塩分で飼育した餌料生物の生残率

異なる塩分で24時間街宥したワムシの生残率は，

16psu区が93.3%と最も高く， 24 psu区の83.3%，8 psu 

区の73.3%と続き， 32 psu区は66.7%と低かった (Table

4) 。アルテミアでは，全ての塩分区で生残率は93.3~

98.3%と高く，低塩分でも生残率の低下は見られなかっ

た。

考 察

トラフグを異なる塩分で飼育した研究は， Ø~f化仔

魚、から未成魚、までの範閤で行われている(韓ら1995;

神谷・辻ヶ堂1995;Lee et al. 2005; Kikuchi et al. 2007; 

荒井ら2009)0 全長30mm付近までに眠ると，鮮化

仔魚、と8.6mmの稚魚、を10日間，止水飼育した場合，

成長は18psu 以上の 3試験程よりも 10psuで優れた

Table 4. Survival rates of food organisms reared in differ-

ent four salinities for 24 hours 

Designed salinity Survival rate of food items (%) 

(psu) Rotifer Artemia 

8 73.3 93.3 
16 93.3 98.3 
24 83.3 96.7 
32 66.7 95.0 

こと(神谷・辻ヶ堂1995)，10.5 mmの稚魚、を 19日

間，循環飼育した場合での成長と生残は， 12.8 psuと

19.2 psuよりも25.6psuと32.0psuで優れ， 37.0mmの

幼魚、を 26 世間飼育した場合には1O~35 psuの範囲で

はlOpsuで、良かったこと(韓ら1995)が報告されてい

るO 閉鎖循環システムを用いて鮮化仔魚、から35日開飼

育した荒井ら (2009) は， 32 psuよりも25psuで成長

と生残が良いことを報告している。このように，飼育

方法や期間が異なるが，海水よりも低い塩分でトラフ

グの成長や生残が良いという傾向が見られる O 閉鎖循

環システムを用いて鮮化仔魚、から40日間銅育した本研

究では，成長は32psuよりも 16psuと24psuが良く，

生残率は16psuで最も高い結果が得られ，これまでの

知見と同様に海水よりも低い塩分の飼育水で好成績で

あることカqí{íi.~:gされた。

館料として用いられているワムシの増殖に適した塩

分は，一般に 4~16 psuと海水よりも低いことが知ら

れている (8野ら 2000)0今回の実験でも，ワムシの

24時間後の生残率は32psuよりも低い塩分で、高かっ

た。地方，アルテミアは高塩分耐性が強い反田(萩原

2008) ，淡水では数時間で死亡することが知られてい

るが(今井ら 2004)，本研究では24時間後のアルテミ

アの生残率は， 8 psuの低塩分でも32psuと同様の生

残率であることが示された。これらのことから，ワム

シもアルテミアも低塩分飼育での使用に支障がないと

考えられた。

飼育水を再利用する閉鎖循環システムでは均化機

能は生命親である O 海水由来の硝化細菌は域分が低

くなるほど鵡化能力が劣るとの報告がある(河合ら

1965)。今回の飼育に用いた 4種類の塩分では，アン

モニア態窒素は低濃度に保たれ，踏酸態窒素は徐々に

蓄積したことから，硝化作用が確認できた。低塩分で

は車硝酸態窒素の蓄積が見られ， 0.24 mg/lに達した

場合があったが，この数値は，他魚種で報告されてい

るLC50よりも低いので(糸井 2008)， トラフグ稚魚、

への影響はなかったと思われる。低塩分でも飼育に問

題なく硝化作用が見られることは吉野ら(1999) もベ

ヘレイ Odontesthesbonariensisの飼育実験で報告して

いる O 本研究で使用した生物櫨過槽の硝化能は測定し
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なかったが，硝化作用を詳細に把謹するためにも，今

後は様々な域分で熟成させた生物鴻過槽の硝化能を比

較すると共に，その細菌叢についても調査する必要が

ある O

生物j恵、過槽とは異なり， ??l i末分離装置は塩分 8psu 

ではほとんど機能しなかった。低塩分で安定??l?末が得

られず泡沫分離装置が十分に機能しなかったことは，

吉野ら (1999) も報告している O この原因として，

野らはスラッジコレクターやドラムフィルターを用い

た前処理の段階で残銅や糞の除去に成功したためとし

ている O しかし，間一条件で気泡を発生させた場合，

塩類含量の少ない淡水は海水よりも気泡径が大きく，

気泡の合ーが起こりやすいとされている(上LlJ・宮本

2006)。このことから，本研究においても堪類含量が

最も少ない 8psuでは同様の現象が生じて懸濁物の吸

着作用が低下し， l包沫分離装置が十分に機能しなかっ

たと考えられた。

今@，塩分 8psuで飼育した水槽で、は植物性鞭毛虫

類アミルウージニウムの寄生によるアミルウージニ

ウム症が発生した。屋島栽培漁業センターでは過去

にサワラ ScombermorusniPhoniusでの寄生事例があ

る(藤本ら 2008) 。本症は水温23~270C で感染しやす

く，塩分に関しては2.8~50 psuと相当広い範閤で感

染が可能とされる(小川 2004)。魚類への寄生期であ

る仔虫の長さは8.0~13.5μm である(小J112004) 。今

回の飼育では，海水の補充は受水槽に行ったため，泡

沫分離装置，生物?lIl過槽を経て飼育水槽に入る。泡沫

分離装置は懸濁物やキ!日直の除去に有効とされ(丸山ら

1996) ，アミルウージニウムの仔虫は， ト分にi徐去可

能な大きさである O しかし，前述したように， 8 psu 

では泡沫分離装置はト分に機能しなかったから，この

ことが原因でアミルウージニウム症に感染したと考え

られた。また，錦脊30日後の全長は 8psuで最も大き

かったことから， 8 psuでの飼育については，人工海

水や低塩分の影響を受けないi争化装置を使用するなど

して，疾病が発生しない条件で再検討する必要がある O

以上のように，硝化作用と泡沫分離装置の働きに

対する影響も考慮に入れると，本研究で使用した閉鎖

楯環システムにおいて， トラフグの成長と生残に適し

た塩分は 16psuと考えられた。低塩分飼育によって

仔稚魚、の艶死を軽減したり，成長を良くしたりする

の有効性は，カサゴSebastiscusmarmoratus (森実ら

1983) ，オニオコゼlnimicusjaponicas (御堂岡・飯田

2006) ， ミナミクロダイ Acanthopagurussivicolus (多

和田・藤本 1977)，ホシガレイ防raspervariegatus (佐

久間ら 2003) などでも報告されている。今後，海産

魚類の種苗生産現場で閉鎖循環システムを使用する

ことにより，流水錦育で、は手間や経費の面で、普及しな

かった低塩分飼育の利用が促進され，生産期間の短縮

や経費削減につながる効率の良い種高生産が可能にな

ることが期待される。

要約

閉鎖循環式種高生産におけるトラフグの成長，生

残および飼育水の浄化機能に及ぼす塩分の影響を調

べた。閉鎖循環システム 4基に鮮化仔魚、を収容して止

水で、飼育を開始し， 11日後から40日後までは循環櫨過

飼育を行った。飼育水には海水(域分32psu) とこれ

を淡水で24，16， 8 psuに希釈した海水を用いた。飼

育水の浄化機能は，三態窒素濃度とji芸濁物除去の自安

としての泡沫分離水量を測定した。飼育終了時のトラ

フグの平均全長と生残率は32psuでは25.2mm， 14.8% 

であったが， 24 psuでは27.6mm， 20.3%， 16 psuでは

27.3 mm， 24.9%であり，成長と生残共に塩分が低いと

優れた。 8psuでは疾病が発生したため，飼育を中止

した。循環漉過開始後，全ての塩分でアンモニア態窒

素は低濃度に保たれ，硝酸態窒素は徐々に蓄積し，硝

化作用が確認された。 泡沫分離水量は 8psuでは他と

比較して少なかった。閉鎖循環システムでトラフグ種

苗生産に適した塩分は，飼育水の浄化機能も考慮する

と， 16 psuと考えられた。
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