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香水試研報

Bull. .Kagawa Pref. Fish. 
Exp. Stn 吋 No.2，1986

キジハタの親魚養成と卵質判定に関する問題点

演本俊策 ;績)11 浩治 摺野 秀

Several Problems on Cul tivating the Parent Fish of Red Spotted 

Grouper， Epiηephelus akααァα(TEMMINCK e t SCHLEGEL)， and 

Judging the Qualities of the Eggs Obtained from Them 

Syunsaku HAMAMOTO， Koji YOKOGAWA and Motohide TOCHINO 

The cultivation of red spotted grouper， Epineplelusαkααrα(TEMMINCK et 

SCHLEGEL)，as parents to take eggs and the juclgement of the qualities of eggs 

were studied. The condition factor of natural grouper did not fluctuate so 

much except in the winter and the spawning season， and varied in smaller 

fish， and tended to increase in larger fish. In order to obtain better results 

on the maturity and spawning， giving food and heating should 泌 madewen 

letting them winter. The gonad -somatic index of the female rose up to 12.3 

in from July to August， while it of the male was less than 10 around a year. 

Sexual changed fish to male increased from 25cm in standard lengtn in culti-

vated fish. The 50.3 millions eggs were obtained from 67 parents for 60 days 

in 1985.' The number of spawned eggs became the most in later July， after-

ward decreased in number gradually， and the egg diameter became smaller. 

The larger the egg diameter became， the higher the surfacing rate became， 
however there was no relationship between the egg diameter and the hatching 

rate. The oil globle diameter was proportion to the egg diameter. And the 

ratio of the oil globle volume in the whole egg was not relative to the sur輔

facing rate and the hatching rate. 

自主主産卵によるキジハタ Epinephel山 αkααrα

(TEMMINCK et SCHLEGEUの人工採卵は1965年

に始めて行われて以来Pすでにいくつかの試験研究

機関等において実施されZhww，近年では種苗の生産

技術開発上ぅ必姿不可欠の要素となっている。従来

は浮上卵の量的な確保を中心とした検討がなされて

きたが，ふ化仔魚の初期大量減耗との関連からヲ最

なっている。

香川燥では1984年からキジハタの親魚養成に着手

し，すでに 2ヶ年を終過した。本県の場合，冬期の

海水温が 2月中・下旬に 5~6"C まで低下するため，

12月から 4月までの間は陸上水槽での越冬飼育を余

儀なくされている。そこで毅魚の越冬飼育が以後の

成熟，産卵および卵質に及ぼす影響について検討を

近では特にその質についても注意が払われるように 加えると伺特にラ卵質の判定方法についても若干の
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考察を加えたので報告する。

本報に先だち，採卵技術および種苗生産技術全般

にわたり，数守の御指導を賜った紛日本栽培漁業協

会玉野事業場の関係各位，並びに親魚の越冬飼育に

御協力頂いた(掲屋島水族館の飼育損当者に深く感謝

する。

材料と方法

供試魚:呑}II県高松市中央卸売市場に入荷したキ

ジハタ(県内で漁獲されたものと徳島，愛媛県から

の委託販売分が混入する。)を， 1983年 8月19日

から11月四日の間に 100尾(以下A群とするo ) ， 

ンクリートブロック各30枚でシェ jレタ}を設け，水

槽の3はベニヤ板でしゃ光した。販問中の餌料とし

て，生きた小型イシガニ類を十分量投与し，また採

卵はオーバーフロー式で行った。 7月下勾頃から親

魚に白点病が発生し，薬浴処理を施したにもかかわ

らず，衰弱・へい死個体が続出したため 8月 6B 

で採卵を中止した。 1985年は 7月 6日に67尾を，

鉄骨半透明パンボライト椅・屋内50k l円形コンクリ

ート製水槽 (71く深 3m) 1萄へ収容し， 3 ~5 回転

/臼で流水飼育を行った。シェルターにはコンクリ

ートブロック30枚，塩化ヒいニール製パイプ(直径10

cm，長さ 1m) 10本を投入した。産卵は収容当日の

1984年 5月26日から 6月22日の聞に 183尾(以下 7月 6Bから 9月4日まで毎日行われ，卵はオーパ

B群とする。〉購入した。また 1984年 7月21日， ーフロー式にゴース製袋縞 (O80cm)3街で採取し

9月 3日に試験操業によって 8罷(以下C群とする。) た。この簡綴魚には，冷凍イカナゴを解凍後，毎朝

を漁獲した。この内A， C群は計測用魚体として解 l閤飽食最を投与した。

剖し B群は採卵用親魚として養成した。

毅魚養成と越冬飼育:購入した B群を順次当場地

先の小割生11へ収容して，市販の冷凍イカナゴを解

凍後投与し，短期間の幼|致飼育を行った後，陸上水

槽において自然産卵に供した。採卵終了後は小説生

資へもどし，スズキ，クロソイとの混養で，主とし

て解凍したイカナゴを投与して飼育した。 1984年

12月25臼には生残していた68尾を 2群に分け3 内部

尾 (B-1群とする。〉は，底に砂を敷き， コンク

リートブロックでシェルターを設置した 7k lコンク

リート製水槽〈水深 1m) 1萄へ収容した。加温に

は 1kwパ才、ルヒーター l枚を用い，微流水で 1985

年 4f:l8日まで餌脊ぞ継続したが，この関投餌はい

っさい行わなかった。また残り28尾 (B-2群とす

る。〉は糊箆島水族館の1.5 k lコンクリート製水槽

(水深 1m)へ収容し，約13
0

Cの加温水の流水によ

って，同 4月15日まで飼育を行った。この間数臼お

きに少量づっアジ，サパの切り身を投餌した。越冬

後は前年間綴他魚種との混愛で，市販のイカナコ守を

主に，随時オオナゴ，オキアミを混ぜてほぼ毎日投

銭しながら 7月まで養成し，前年間様採卵に供した。

人工採卵 1984年 7月 3日に 163尾を，半透明

上屋根付き 7klコンクリート製水槽(水深1m)2面へ

収容し，流水館育を行った。親魚の安定のため， コ

計測:A， C群は入手後夜ちに全長，体長，体重

および数ケ所の部位，並びに各鰭の条数を音t測した

後解剖し，主主磁線を取出して重量の測定と，顕微鏡

による性のやj別を行った。 B群は入手時に全長，体

長，体主主のみを計測したが， 1984年 7月 3日 8

月 5，"，;-， 9Bに袋弱又はへい死した57尾はA，C群と

同様に計測・判別そ行った。また越冬後生残した68

尾〔うち 1隠は途中へい死)については 4月から

7月まで毎月 1回，体長，体重を計測し，さらに 7

月 6Bに採卵槽へ収容する際には，生殖孔の形態，

腹部の膨出状態と精液の分泌の有無を調べて性のやj

別を行った。採卵ネットは毎朝取り揚げ，採取卵は

浮上卵と沈下卵に分けて抜き取り計数を行った。特

に1985年は毎日，浮上卵20偲を無作為に抽出し，卵

径および池球径を顕微鏡下で測定した。同時に約100

個を 3l容ガラスピーカーに収容して25
0

Cの恒温装

霞内で飼育し，翌日午前中にふ化率を算定した。

結果と考察

1 肥満度からみた天然魚と養成親魚の相違と照題

点

天然魚の肥満度:購入時における A，B若手全備体

の肥満度について，月別の変動を図 1に示した。 12

月 ~4 月および産卵盛期の 7 月は別として，他の月
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キジハタの体長と体重の関係

Fig.3.Relationship between standard length 

and body weight of red spotted grouper. 
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図 1 キジハタ天然魚の肥満度の季節変動

Fig.1.Seasonal fluctuation of condition 

factor of red spotted grouper. 
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して体高，~柄高が大きく，腹部も膨出する偲体が

多くなっており (Plate1.1)，会長のイ$びが停止

した後もまだ体重の増加は進むようである。なおこ

の点については，年令と成長に言語する検討を加えた

上で，より明確にさせる必婆があろう。

養成親魚の把満度:親魚として養成した 8群につ

いて，越冬直後から産卵期までの肥満度変化を表 l

に示した。 B 1， B-2群には越冬直後の肥満度

は差が認められなかったが，その後 B-2群の方が

B-1群よりも高い値を示し，越冬方法の差がその

後の肥満度の表という形で明瞭に表われている。こ

の場合の肥満度の増加婆因は，外観からみて主とし

て生殖線の発達によるものと判断されるが，特にB

-1群は見劣りしたことから，無投餌，低水温での

越冬は以後の成熟，産卵に少なからず影響を及ぼす

ものと言える。なお，採卵槽へ収容した 7月6日の

毘満度は，図 4へ示すとおりヲ雄は体長の大小に関

20 

Standard length 

キジハタの体長と肥満度との関係

Fig.2.Relationship between standard length 

and condition factor of red spotted 

40(m) 35 30 15 

鴎 2

15 

grouper. 

の肥満度はあまり変動がなく， 29前後の値であった。

また B群について体長別に肥満度をみると，会平均

は29.6であったが国 2のように小型個体は特に変興

が大きくうかっ大型個体ほど肥満度が高い傾向が認

められた。ここで，同群の体長と体重の関係をみる

と，図 3に示すようになるが，体長約27cm以上の個

体はこの関係式より上方にプロットされるものが多

く，より体重が増加する傾向がうかがわれ，前述の

ことを裏付けていることがわかる。大:lliI魚は全体と
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表 1 キジハタ養成親魚の越冬後における肥満度変化

Table 1.Fluctuation of condition factor of red spotted gruper after the winter of 1985. 

B-2 (N=29) 

14.1 

12.7 

13.2土0.3

B-1 (N=39) 

Max. 14.5 

Water temperature Min. 7.1 

i n the winter (OC) Mean土SD 10.4::t 1.6 

1985 

Condition factor Apr. 6，15 30.5土3.5

of f i sh aft巴rthe May 15 

winter (Mean::tSD) ]un.14 

]ul.6 

30.5 ::t 3.7 

30.1 :l二 3.4 30.6 ::t 1. 8 

30.7士3.3 31. 6土2.6

32.0土3.4

rφ ・

(Ju¥yG.1985) 

図4 キジハタの性別にみた体長と肥満度との関係

Fig.4.Relationship between standard length 

and distinct condition factor from sex 

of red spotted grouper. 

係、なくほぼ一定の値であったが維は小型偲体ほど

高い傾向が認められた。産卵期間中においても維

は小型魚ほど腹部が著しく張り出しており，産卵群

として十分に関与していることがうかがわれた伊ト

ate 1.2)。

産卵期におけるキジハタの肥満度は， 日裁協玉野

事業場で全長 21~ 41αn(体長換算17~33cm )では性

別，大きさに関係なくほぼ一定とされ?今回とは異

った結果が得られている。その主な原菌は餌料の種

類にあると考えられる。当場の場合?越冬後の餌料

としてイカナコ、を中心に投与したが，玉野〔前出)

では魚肉，配合意耳料に加えてビタミン巳郊1]，抗肝予告j

等が使用されている了キジハタの親魚養成用の餌料

についてはまだ検討の段階にあるがう天然魚の食性

については若干の報告に示されるようにアフタハベ

ニッケガニ Thalαmttα s~ma ， サラサエビ品ynchoci-

netes urttαt，アキアミ Acetes)apOT山 :US，等甲殻

類を特に好むようで(瀦本:未発表)，魚肉のみな

らずラ甲殻類の適切な利用方法も検討してみる価値

があろう。また天然魚の越冬生態が不明であるが，

養成級魚では水視がlOOC以下になるとシェルターの

間に入ってほとんど動かずう摂宣耳もみられなくなる

(Plate 1.3)。餌料種のみならず越冬中の銅育環

境作りについても，まだ検討の余地があろう。

2. 成熟度および性組成からみた天然魚と養成親魚

の相違と問題点

天然魚と護成親魚の G S I (生殖線指数〉変

化:生殖線主任観察したA群 100尾， ち群57尾および

C若手 8尾のうち，性別不明の偲体を除いた計160尾

について，雌雄前のGS 1ると観察目見1]に図 5へ示し

た。キジハタの産卵盛期である 7月上旬から 8月上

旬にかけての雌の最高値は，天然魚が12.3，養成絞

魚が10.3でいずれも体重約 200gの小型魚で、あった0

8群の個体が大部分健康魚ではなかったことを加味

しでも，雌の場合，養成親魚が天然魚に比べて特に

G S 1が低いという傾向は認められなかった。また

雄lま同時期に最高でも1.0しかなく，年開を通じて
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キジハタの体長別性組成

Fig.6.Sexual composition of red spotted 

grouper divided with standard length. 

“一様に低い値そ示している O

キジハタ天然~~の G S 1の変動については知見が

なくう比較はできなかったが，養成窺魚の産卵jJ}J問

中における動向:土日栽協伯;方島事業J誌の観察結果8)

とよく一致した。人工採卵の場合，雌については問

題ないようであるが，雄については成熟の程度が群

内での性組成と共に直接，産卵回数，受精不等に影

ると患われうそのことが卵質の不安定さの一因

ではないかと考えられる。

性比と養成中の性転換 :Aヲ B1詳について体長男IJ

の性組成そ r~ 6に示した。天然魚のAi立は，体長21

cm以下の個体はすべて雌で，全体でも雄は 8尾の

みであった。また体長22.0~32.5 cm ，体重 304~

885 gの5尾は両校個体と判定されたが，これらを

雄として取り扱ったj易会でも雌:雄=86:13 (不明

1偲体)で圧倒的に雌が多かった。観察尾数は少な

いが，養成親魚である B群の性比はき養成慌始年に

は縦:雄二二39: 13 (汚IJに不明 4尾)であったものが，

翌年には35: 20 (別に不明12箆)となり，体長約25

~16 
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た。また卵径は採卵開始後 1週間呂で最大となり，

0.808 :t 0.018 mm  (平均値土標準偏差:最大卵は

0.848 mm，ふ化率69.0% )であったが， 8月上旬

に水君主が26"Cを越える治ーから，急激に小型化してい
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cm (体重約 500g)を境に大型の雄が増加したよ

うであった。この場合，雄の体長(平均土標準偏差)

{ま27.5こと 3.0cm，雌は悶23.7土1.6cmであった。

キジハタ親魚の養成中における雌から雄への性転

換はすでに確認されており，玉野(前出)では全長

3ト 32cm，体重 450~500 gを境に大型魚ほど雄が

増えるとし只今回とよく似た結果が得られている。

しかし大型魚が必ずしも雄であるとは蓄えないよ

うであり，養成親魚の性決定要因はすでに指摘され

ているようにの，単に大きさだけではなく，飼育潔境，

群内の体長組成等多くの要因が関与するものと思わ

れる。いずれにしても雌から雄への性転換はある程

度の比率で確実に行われるために，最近ではホ jレモ

ン処理による大型縦魚の作出も検討されている630本

県の場合はう天然では小型の継が多く，入手も比較

的容易であるため吹現状では毎年小型魚を追加養成

することで特に問題とはなっていない。

Si'P <rnontb) 

l¥lK5 

図7 キジハタの採卵経過

Fig.7.Transition of the condition of ta-

king eggs from red spotted grouper. 

Auv， Jul 

今聞の採卵量は玉野(前出〕の親魚 254尾 (1雄47

尾〕で 6，900万粒ベ愛媛水試の向80尾(雌魚約50ffi)

で 6，278万粒むと比較して大去をない結果であった。

水槽内でのキジハタの産卵行動をみると， 自然産

卵を問題なく行わせるためには，産卵槽の容議，水

深， しゃ光の有無等の要因が重要な部分を占めてい

ることが推察されたがう今回の採卵方法は問題が少

なかったものと思われる。なお産卵期間中，雄は各

シェ Jレタ一周辺に 1尾づっテりトワーを作り，あま

り行動せず鋳もほとんど食べないが(P la te 1 .4 )， 

シェルターの設置偶数や設置罰稿についても十分な

配慮が必要と思われる。

卵径と浮上率・ふ化率との関係、:今回得られた平

均卵径とそれらの浮上塁手，ふ化率との関係を悶 8に

示した。平均卵径と浮上率との閣には有意(危倹率

5%以下〕な相関関係が認められ，卵径が大裂の群

ほど，浮上率が高くなることがわかった。

1984年の採卵経過はすでに報告した。その概要

を述べると 7月17日から 8月 38の間に延べ 8自，

計 263.9万粒を採卵し，平均浮上率は14.3%，浮上

卵の平均ふ化率は47.0%といずれも低く，また卵径

0.720~0.780mm ， j偽球径は0.140~ 0.166 mmであ

った。産卵樽への収容密度が高すぎて雄が十分なテ

リトリーを形成できなかったことゃう銅脊思11致期間

が短かったこと，さらに疾病が発生したことなどが

良好な結果を得られなかった原田と思われた。以下

は1985年の結果から検討を加えたものである。

日々の産卵状況:採卵経過を図 7に示した。産卵

槽へ収容した 7.fl6臼の夕方から産卵行動が開始さ

れたことからみてうすでに小割生笠内で産卵を開始

していたものと思われる。水温は21.4"Cでその後毎

日，昼すぎから夕方にかけて産卵し 9月 38，水

損 28.0"Cまで継続したが 9月 5， 6 8には連続し

て卵が採取されなかったため採卵を終了した。延べ

60日間で合計 5，031.6万事立を得，平均浮上率は24.5

%，浮上卵の平均ふ化率は 89.2%であった。卵量は

当初は水湿の上昇に伴って増加していたが，7J<.誼24

~26"C までの 7 月下旬そピークとしてその後漸減し

人工採卵と卵質判定に関する問題点3. 
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には行えないものと考えられる。

卵径とi白球径との関係:平均卵径と平均油球径と

の関係を図 9に示したがうこれらは直線呂帰し，高

い相関関係が認められた。全平均は卵径 0.758mm， 

イヒ率については有意な相関がみられず，小型卵が必

ずしもふ化率が低いということは言えなかった。卵

径は産卵初期には大型であったため，結局初期の卵

が浮上率が良かったということになるが，実際には

当初の10日間の浮上本は 2.4 ~45.4%までとなって

おりうかなり変動している。しかしその後は安定しヲ

主主卵末期の 6日間は1.6 ~14.2%まで低下した。

本
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キジハタの平均卵径と平均油球径との関係

Fig.9.Ralationship between mean egg dia-

meter and mean oil globlεdiameter 
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図10 白球容積指数と浮上率，ふ化率との関係

Fig.10.Relationship between oil globle 

volume index and sarfacing rate ， 

and between oil globle volume index 

and hatchingてate.
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キジハタ卵の浮上率についてはう玉野(前出)で

30.4% (卵径 0.68~0.80mm)ペ愛媛水試で 18.1% 

(卵径O.73~O.80mm戸，徳島水試で 22.1 ， 26.6 % 

〔卵径O.73~ O. 76mm)4lと，いずれも全体的に低率で

あり，良質卵の入手が国難な状況が明らかとなって

いるがフ当場でも悶様な結果であった。なお，浮上

卵のふ化2容が当場の場合かなり高かったことは，良

質卵の分離が比較的良好であったことゃうふ化率の

を恒温装置内で湾卵した群について行ったこと

が関係していると思われるため，他との比較は単純

0，) gr()blf volume ，川内

Q
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油球筏 O.156mmで，この値会一応標準値と考えればう

回帰直線上の分散は正常卵を示すが，直線から上下

へ離れるほど異常ネが高くなると判断してよ L、。な

お，ふ化率90%以上を示した38B分の卵の全平均は

卵径 0.759m札泌総径 0.156mmでほとんど差は

j忍めらjもなかっ fこ。

ここで， Yl3，:&積に占める泊球容績の比率を治球容

積指数 (Oilgloble Volume lndex，以下OVI

とする〕としてその値と浮上率，ふ化率との相関関

係とをみると，間10に示すようにOVIの高い卵訴ほ

ど全体として浮上三容は低いという逆相関が認められ

たが統計的に有怠ではなくヲまたふ化率についても

同様であった。

海産魚類浮遊性卵のj由球成分については知見がな

いがヲ一般には油球そ真ょにして浮上することから

みてう卵黄成分よりは比重が軽いことが明らかであ

る。しかし図10の結果から?郊の浮上が上手にOVI

のみの問題ではないことが想像される。

卵筏に占める油球径の比率は，種によって一定の

値があると考えるのが妥当であるがうキジハタの場

合今聞の全平均から 8.68という値が求められる。以

上のような検討は事例がないので他との比較は行え

ないがラlE常卵と異常ssの一つの判別手法として今

後知見を滋み重ねていく価値はあろう。

卵質の判定:卵の良否の'f-lJ定についてはまず卵の

形態を顕微境下で十分観察することが必裂である O

この場合の注意点は卵膜のしわの有無、卵黄の透明

度?肢体形成期における卵膜と卵黄の分路程度合ヲ尾

部の異常形成等があげられる。また油球についてもう

正常部位である卵黄後端からず、れた詳もしばしば認

められることから，特に往;訟を要する。lE常発生し

なかった卵でもふ化は行われる場合が多いためラふ

化本の算定のみでは卵質の良否の判定はト分に行え

なL、。またうふ化率と卵黄吸収完了までの生残率と

は直接の関係、は少なく，異常仔魚の出現袋容を調べる

必要がある。よってj正確に卵質の良谷そ見極めるた

めにはより長期間?少なくともふ化後 3B問は経過

の観察が必嬰であろう。なお，形態は正常であって

も活力不良の仔魚もよくみうけられる O 卵黄および

治球がエネルギ-1原として消費される以上ーその質

が以後の生残に大きな影響を及ぼすことは明白であ

るO 卵笠;;t， RPち親魚由来のものにほかならず，養

成期間中の餌料種の選定が最も重要ーであることが指

摘されよう。

良質卵の入手が国難である本種の場合，卵震の判

定は以後の種留生産業務に関して主主主主な部分を占め

るためラより正確な卵質判定手法の滋立を図ると問

時にう適切な養成額料磁の探求をさらに続ける必要

があろう。

要約

1983年から 1984年にかけてキジハタ成魚そ合

計291尾入手し，魚体の各部位や生殖!腺を計十泌・観

察した後， -iおそ採卵用級魚として養成し，天然魚

との比較そ行った。同時に， 自然産卵によって得ら

れた受精卵のう卵質判定に関する鵠題点についても

検討を加えた。

1. 天然魚の肥満!支は冬期と 7月以外は平時約29で

大きな変動はみられなかったがう 5~6 月の入手

側体でみると小型魚ほど変異が大きく，また大裂

魚ほど全体として高い{TD:を示した。

2. 越冬後における養成親魚の肥満度の変化からう

越冬中に加読および投銭をする方が， しない場合

よりも以後の成熟・産卵に好結果そもたらすもの

と予想された。

3. 親 j，~l，の養成餌料についてはヲ魚肉のみならず EP

殻類の適切な利用方法を検討すると向時にう飼育

方法，主として越冬中の飼湾潔境も改善する必嬰

があろう。

4. G S 1は天然*¥，養成親魚ともに離は 7)ヨと旬

から 8月上旬にかけてラそれぞれ12.3ラ 10.3と高

い値与を示す個体がありうその支をはほとんど認めら

れなかったがう雄は年j習を通じて{尽くういずれも

l.0以下でおった。

5. 天然、魚の性比は雄が 8%，両性が 5%で残りの

87%が雌でありう特に体長21cm以下はすべて雌

であった。

6. 養成親魚では雌:放の上ヒヰヨば 1年目カ¥39:13ヲ

2年目にはお:20となり?体長約 25cm(体重約

500 g) を墳に性転換する偲体が増加するようで

nv 
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あった。

7. 1985年は67尾の養成親魚により 7月 6Bか

ら9月 3Bまでの延べ60B簡で合計 5，031.6万粒

そ採卵し，平均浮上率は24.5%，浮上卵の平均ふ

化率は 89.2%であった。

8. 産卵最は7l<祖24~260C の 7 月下旬が最も多く，

それ以後は漸減し，卵径も次第に小型化していっ

fニ。

9. 採取した卵は，卵径が大きい群ほど浮上率は高

かったが，平均卵径とふ化率との問には相関関係

は認められなかった。また，卵径とi油球径との聞

には高い相関関係が認められ，期関中の金平均値

はそれぞれ 0.758mm， 0.156町m であった。

10. 卵容積に占める油球容積の比率をOVI C油球

容積指数〕として，浮上率，ふ化率との関係をみ

たが，いずれも相関関係は認められなかった。今

後正常卵のわJ別手法のーっとして，他の方法も含

めて検討が必婆と考えられた。
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Plate I 

1. キジハタの大型魚。全長47.2cm，体長38.8cm，

体重 2，335gの雄。腹部はほう出するが空間，精

巣は 12.0g 0 C ]une 15， 1984 ) 

2. 採卵槽内のII堆魚，小型魚ほど腹部がほう出する。

CAug.3， 1985 ) 

1. Large male fish of red spotted group日f.

T.L=47.2cm， S.L =38.8cm. and B. W=2，335g. 

2. Female fish of red spotted grouper in 

the spawning tank. 

3. 越冬中の綴魚。 10"C以下ではシェルターの中へ

入り込み動かな L、。 CFeb. 26， 1985 ) 

4. ディスプレイLtの雄魚。 C左〉コンクリートブ

ロック製のシェルタ一周辺で行動する。 CAug.3，

1985 ) 

3. Cultivated fish of red spotted grouper 

in the winter. 

4. Spawning behavior in the male fish of 

red spotted grouper. 
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