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群馬県水産試験場研究報告 第 2号(1996)
キーワード:ホ γモロコ・親;魚・魚病

ホンモロコ大量種苗生産研究-N
(親魚の大量養成)

新井肇・佐藤敦彦・手島千里

ホンモロコ Gnatho知g仰 caerulescens養殖を養鯉業者に普及させる方法の 1っとして、ホンモロコの親魚、

とコイ Cytrinuscartioとの混合養殖が考えられる。しかし、採卵後 1年で採卵可能な大型のホンモロコを

大量に確保する目的で、今回大型親魚の大量養成を試みたので報告するO

I 材料および方法

1 供試卵

1994年 5月に採卵し、群馬県水産試験場(以下

「群馬水試j という。)で 1年間飼育した親魚

(22，000尾)から1995年 5月9日から 6月2日に群

馬水試産卵池 (17.8x 12.4X水深0.8m、面積220m")

で得られた卵を使用した。卵は発限までコンクリー

ト池 (2.8X2.8X水深1.0m) に収容し、発眼後、

卵の付着した人工魚、巣を養成池に直接収容した。

2 義成池

コンクリート壁で粘土底の屋外大型試験地 (36.4

X27.3X水深0.8m、面積994m2、以下「大型池」と

いう)、コンクリート壁で粘土底の屋外小型試験池

(18.3 x 12.6 x水深0.8m、面積231m2、以下「小型

池」という)の 2面を養成池に使用した。

3 飼育方法

雨池は卵の付着した人工魚巣を収容する前に生物

偶料の培養を図るため、 4月24日に施肥を行った。

施肥の最は大型池がJ話れ11粕201.2g /m2、石灰201.6

g/m2、小型池は替油粕346.3g/m2、石灰173.2g / 

ばであったO 大型池は生物餌料が減少した 6月28日

からコイ稚魚、用粉末飼料を池全面に 1日数回散布し、

稚魚、が肉眼で確認された 8月9日から水温が低下し

撰餌をしなくなるまで、コイ稚魚、用クランプ。ル銅料

を自動給餌機で給餌した。小型池は生物餌科が減少

した 5月31日からコイ稚魚用粉末銅料を池全面に 1

日数回散布し、稚魚、が肉眼で確認された 7月27日か

ら水温が低下し摂餌をしなくなるまで、コイ稚魚、用

クランブル飼料を自動給餌機で給餌した。給餌量は

ホンモロコの給餌率仰と毎日の摂餌状況の観察から

調整した。なお、取り上げは大型池小型池ともに

1996年4月26日に行った。サンプリングはふ化後4

週開ごとに行い、体長や体重を測定した。

II 結果および考察

大型池は 5月31日から 6月2日までの採卵で得ら

れた発眼卵 (242，500粒)を 6月6日に養成油に直

に収容した。発眼率およびふ化率とも95.5%であっ

た。小型地は 5月 9、10臼の採卵で得られた発眼卵

(70，000粒)を 5月128に養成池に直に収容した。

発眼率は94.7%、ふ化率は93.6%であった。

雨池の飼育成績は表 1に示した。大型地の発l虫卵

の収容予定日は小型池と同じ 5月12日頃であったが、

収容予定の発眼卵数が得られなかったので、約 1ヶ

月後の 6月6日に発恨卵を収容することになった。

このため、 5月31日に醤油粕を40.0kg(40.3 g /ぱ)

追肥して生物餌量の繁殖の持続を試みた。しかし、

ふ化を開始した 6月8日ごろには生物餌量は減少傾

向で追肥の効果はほとんど認められず、クランフ守ル

飼料の給餌を開始した 8月上旬にはあまり稚魚を確

認できなかったO 小型池はふ化を開始した 5月17El 

には初期の生物館量が繁殖し、クラ γフソレ飼料の給

餌を開始した 7月下旬には多数の稚魚が確認された。

ホンモロコのふ化仔魚はふ化後5日目までに初期の

生物館料を摂餌できないと生残率や成長が悪くなる

のことから、初期の生物餌量の繁殖ピーク時にふ化

するように発限卵を収容することが重要である O し

たがって、大型池の生残率の低かった原因としてふ

化仔魚が初期の生物餌量を十分に撰餌できなかった

ことが考えられた。今後は生物餌量の繁殖を持続さ

せる効果的な追肥方法などを検討しなければならな

し、O
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表 1 飼育成績

大 型 池 型 池

放 養 卵数 (粒)

取上尾 数 (尾)

取上平均体重 (g)

取 上 (kg) 

給餌量 (kg) 

館料効率 (%) 

生残率 (%) 

生産 量(g /ぱ)

時池ともにふ化後からの体重の推移は順調であっ

た(図工)。しかし、大型池は 9Jj28日に池の壁に

力なく遊泳する稚魚、が確認されたので、鱈を検鏡し

た結果、寄生虫は確認されなかったが、うっ血と粘

液の過剰な分泌、鰐弁のこん棒状化が確認された。

また、細菌検査で原国商は特定できなかった。そこ

で、水量 1tあたり 3種混合薬剤0.3gによる薬浴3)

4)を9月初日、 10月 3Bに行った。この結果、魚、病

と思われる症状による死亡はほとんど見られず、大

型地の生残率に影響はなかったと考えられた。小型

池は10月10臼頃から数尾の死亡魚が見られ、 10月21

日に注水口に力なく遊泳する稚魚が確認され、鯨を

検鏡した結果大型地と開じ症状で、細菌検査で原因

菌が特定できなかったので、水量 1tあたり 3種混

合薬剤0.3gによる薬浴を10月21、23日に行った。

しかし、その後も注水口に集まる稚魚が増加し、死

亡が12月上旬まで続いた。このため、小型池の生残

体
重

2.5 

2 1-

(g) 1. 5い

0.5 

8 

経過週数(週)

国 1 体重の推移

20 

242，500 70，000 

39，100 24，100 

2.7 1.9 

105.8 45.8 

176.2 179.0 

60.0 25.6 

16.1 34.4 

106.4 198.3 

率が低かった原国は魚病と思われる症状によるもの

であると考えられたO

両地ともに跨じ症状で、 3種混合薬剤による薬浴

を行い、大型池はほとんど被害がなかったが、小型

地は長期にわたり死亡が続いた。このため、今回の

治療方法は大型池のように死亡魚が確認される前に

病魚を早期発見し治療することで効果が得られたと

推察され、今後は魚病の進行状況にあわせた早期治

療方法を検討する必要があろう。今回は稚魚、の摂餌

状況にあわせて給簡量の調整を行い、水温の急、激な

低下や、潟水の流入もなかったことから、魚病発生の

要因は不明であった。また、大型地の取り上げ平均

体重は2.7gで採卵可能なサイズであったが大量に

生産することができなかった。このため、親魚、を大

量生産するためには秋期に発生する魚病の発生要因

を解明し、予防することが必要であろう O
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