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香水試事f報
BulI. Kagawa Pref. Fish. 

Exp. Stn“No.2，1986 

カサゴ仔稚魚、の成長、生残率を向上させる

ための飼育方法の検討

横)11 浩治

Studies on Breeding Method of the Larvae and Juveniles 

of Marbled Rockfish， Sebαstiscus mαrmorαtUS(CUVIER) ， 

in order to Elevate their Growth and Survival 

Koj i YOKOGAWA 

Several experiments about breeding the larvae of marbled rockfish， Sebα-

S t~scus mar mo ra印 sCCUVIER)， were carried out. The experimental larvae 

were obtained from natural parents by natural spawning. Fi ve 500 1 round 

tanks made by polycarbonate were used for breeding. First， three different 

salinity sections(75%， 90%， and 100% sea water)were set. Secondly， two differ-

ent breeding foodsections (Rotifer cultured with chlorella and cultured wi th 

chlorella and oil-yeast) were set. Later experimental larvae were all breeded 

in 100% sea water. In both of experiments， the larvae were all breeded wi th 

rotifer and natural Copepoda. On the salinity experiment， after breeding for 

34days，the survivalrate was21.6% at75% sea water section， 14.1% at 90% 

sea water， and 14.3% at 100% sea water. FinaHy， the highest survival rate was 

obtained at 75% sea water section. And each growth at these three sections was 

almost same level. Next， on the food experiment， both section was breeded for 

20 days. At chlorella rotifer section， the survival rate was 18.0%， and the final 

size of the larvae was 6.8mm. While， at chlorella and oil-yeast rotifer section， 

the survival rate was 19.1% and the size was 7.4mm. Namely， the sur‘Vl val 

rates were not so different at both section， and the growth of oil-yeast ro叩

tifer section was better than it of chlorella rotifer section. And the larvae 

which were obtained in this way were conti nued to bree d in the sea. 

カサゴ SebαStLSCUS mαrm orat山 (CUVIER)は サゴ仔魚の飼育密度，照度，境分濃度，館料等に潟

水産上重要な魚穫として，本県でもその種前生産技 する基礎的な実験そ行ない，ある程度の知見が得ら

術の確立が期待されている。そこでその稜商生産の れた。そこで本年は塩分濃度および餌料について，

可能性を検討するため，前年(高木・横mu
) はカ さらに知見を深めるために前年に引き続いて館育実
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いために底掃除は行なわなかった。

餌料には海産クロレラとパン酵母で併用培養した

S型シオミズツボワムシ(以下ワムシと言う〉を主

として用い，全期間を通じて毎日投館した。また飼

予H7日聞からは Acαrt ~αsp. を主とする天然コペ

ポーダ類(以下コペポーダと言う〕を 1~2 日おき

に投鎖した。投餌震はワムシが 3~10偲体/ml ，

ペポーダが60~240個体/l の範囲内であった。

実験期間中は毎日午前 9特に各機の水温および比

重を測定し，塩分濃度に換算した。また期間中 4回，

柱状サンプリング法により仔魚を採集し，そのうち

約20尾の全長をミクロメーターにより測定した。さ

らに底掃除の際には得られたへい死魚の全数を計数

し，また実験終了時には，各機に生残した仔魚の全

数を苦十数した。

験を行なった。

朱論に入るに先立ち，無償で毅魚の提供をしてい

ただいた引出漁業協同組合職員の方守にお礼を申し

上げる。

コ

睦上飼育

香川県大川郡引回町安戸池で， 1984年 4月初日

に箆網により得られた 2尾の天然魚そ親魚として用

いた。親魚は陸上水槽にi収容して自然産仔を持ち，

得られた仔魚を用いて以下の各実験を行なった。

考察

各区の域分濃度の推移状況そ図 uこ示す。

と果結

前年はよ海水 呈海7.k，およひや全海水の 3区の飼2 ，，.，./J" 4 

育成績を比較した結果，成長，生残率ともさ海水

(附)跡最もよく，次いで会海水 (100%)比 t
海水 (50%)区のI1震になった。そこで本年はカサゴ

仔魚の初期飼育における，より適まな塩分濃度を求

めるため， 75%，90%，100 %の 3区を設定して仔

魚の成長，生残状況の比較を行なった。

餌育水の塩分濃度に関する実験

1984年 5月 3日に全長206mm，産仔前体重220

gの親魚が産仔した仔魚44，100尾(平均全長4.48

mm)の全数を供試魚として用いた。実験区は上記の

ように75%海水， 90%海水，および100%海水の 3

区を設定した。 75%および 90%海水区は予めチオ

硫酸ナトリウムで中和した淡水を用いて海水を希釈

し，各塩分濃度になるように調整した。

各区とも 500l容円形ポリカーボネイト製水槽 1

槽を使用し，産仔魚そ 3等分してそれぞれ 14，700

尾を収容し，銅育を開始した。実験期間は産仔臼の

5月 38から 6刃68までの348間とし，会期間そ

通じて遮光した室内で鰐育そ行なった。銅脊7)('ま止

7)( とし 1~2 日おきに各塩分濃度の海水を用いて

40~60 %の換7.kを行ない，また飼育開始時より各機

1侶のヱアストーンを用いてゆるやかな通気を行な

った。各槽の飼育水には水質の安定を図る意味で海

産クロレラを約20万cells/mlの濃度を維持するよ

うに適宜添加した。また期間中 1日おきに底掃除を

行なったが，飼育 58E1までは仔魚に衝撃を与えな
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Fig.1. Transition of breeding salinity. 

塩分濃度の推移
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方 法と材料

1984年の7)(試地先海水の塩分濃度は， 100 %海

水で31.1~34.5%o と前年の3 1.0~32.1 %0より高めに

推移した。

次に実験終了時の飼育結果を表 1に，その間の各

区における仔魚の成長状況を図 2に示す。成長は75

%海水区が最もよく，次いで90%， 100 %潟水区の
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表 1 飼育水の塩分濃度実験結果

Table 1. Result of the experiment on breeding sal ini ty. 

(From 3 rd， May to 6th， June in 1984) 

E)中erimental Number of Fish Survival Average Total Length(mrr1) Range of Range of Water 

Section Beginning End RateC%) Beginning End Salini tyC見。) Tempera ture('C) 

75%sea water 14，700 3，020 20.54 8.25 

90%sea water 14，700 1.931 13.14 

100%sea water 14，700 2，001 13.61 

4.48 22.4 - 27.3 1 4.3 - 2 1.2 

4.4 8 8.09 27.6 - 31.6 14.2 - 21.6 

4.4 8 3 1.1 - 3 4.5 1 3.9 - 2 1.7 8.13 
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関2 塩分濃度実験における仔魚の成長

Fig.2. Growth of larvae in the exp巴riment

on breeding salinity. 

I1良になったが，いずれも最終的には 8mm台の成長

に留まり，大差はなかったようである。

成長状況をみると， 100%海水区だけが 8日包ま

での初期成長が著しく停滞したが，その後は他の 2

区と同程度まで回復しているのが注目される。前年

の実験ではこのような現象はみられておらず，その

原因については不明である。

生残率では75%海水区が20.5%と最もよく， 90 % 

および100%海水区はいずれも13%台でほとんど差
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関3 塩分濃度実験におけるへい死魚数の変動

Fig.3. Fluctuation of the number of dead 

fish in the experiment on breeding 

salini ty. 

がなかった。ここで，底掃除の際に得られたへい死

魚数の変動状況を関 3に示す。初期大量減耗の状況

は把握できていないが，飼育 7[3自には初期大量減

耗が一応~文京し，その後 9 B ~13日目にかけて各実

験区で最大のへい死ピークがみられる。また飼育後

期の21 臼 ~27日目にかけても比較的小さなピークが

認められるようである。

初めのへい死ピークはまず90%海水区で現れ，次

に100%海水区，最後が75見海水区というようにピ

に
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ークが明瞭にずれて現れている。 100%海水震では

3区の中でピークが最も大きかったが，その後のへ

い死は順調に減少していったようであった。 90%海

水区ではピークは小さかったが，へい死が長期間継

続し，また後期のへい死ピークが大きかったため，

最終的な生残塁容は低くなったようである。また75% 

海水区ではピークが最も遅れて現れ，その後のへい

死魚数は 3区の中では最も多かったようである。し

かし最終的な生残率が最も高かったことを考え合わ

せると，初期の大量減耗が比較的少なかったことが

推測できる。

ところで日高・長浜 2)は50%， 75 %， 100 %の 3

区を設定して飼育実験を行なったところ， 50 %海水

区はほとんど成長せず，他の 2区の成長はほとんど

向じであったとし，森実・他 3)では50%と 100%海

水での比較実験の結果，双方の成長はほとんど向じ

であったと述べている。今回の実験結果でも各塩分

濃度区での成長にほとんど相異はみられず，これら

の知見を総合して考えると， 50 %海水以上の塩分濃

度であれば，カサゴ仔魚の成長にほとんど影響会お

よぼさないということが言えよう。

一方生残率に関しては高木・横)11，1)日高・長浜2)

および今閤の実験に共通して75%潟水が最も高いと

いう結果が得られている。つまり75%海水区で飼脊

することは，カサゴの成長を助長することはないも

のの，初期の生残率を高めるためには役立つものと

考えられる。

2 餌料に関する実験

前年はワムシの次段階の大型館料として，アJレテ

ミアとコペポーダの比較実験を行ない，アルテミア

に栄養的欠陥があることがカサゴについても再確認

された。そこで本年はその前段階のワムシについて

の検討を行なった。

材料と方法

1984年 5月 8Bに全長224mm，産仔前体重223

gの親魚が産仔した仔魚そ実験に用いた。総産仔数

は67，800尾であり 3 そのうち尽力のよい 18，600

尾(平均全長4.34mm)を供試魚とした。飼育には

500 l容円形ポりカーボネイト製水機 2槽を用い，

それぞれ 9，300尾の仔魚を収容して 100%海水中で

飼育を行なった。

館料には主としてワムシを用いたが，通常は海産

クロレラとパン酵母の併用で培養されていたもので

ある。そして投餌前に約 3時間，約 2，000万cells

/mlの濃度のクロレラに浸演して 2次培養したもの

(以下クロレラワムシと言う)，および約 8.3g/l

の濃度の協和発鰐K.K.製油脂酵母に浸潰して 2次培

養したもの(以下池脂酵母ワムシと言う〉の 2種類

を設定した。 2稽のうち一方にクロレラワムシを，

もう一方には油脂酵母ワムシを投観して銅脊を行な

った。また飼育14B白からは各槽ともワムシに加え

てコペポーダも投館した。投室耳量はワムシが 3~12 

個体/ml，コペポーダが60~100俗体/l の範囲内

であった。

実霊会期間は産仔日の 5月8臼から 5月28臼までの

20B聞とし，塩分濃度実験と同じく.遮光した室内で

飼育を行なった。飼育水は止水とし，飼育 3臼白よ

り 1~2 日おきに底掃除を行なった。また飼育開始

時より各稽 1個のエアストーンにより，ゆるやかな

滋気を:行なった。さらに水質の安定を図る意味で，

海産クロレラを館育水に約20万 cells/mlの濃度に

なるように適宣添加した。

実験期間中 3田，柱状サンプリング法により仔魚

を採集し，そのうち約20箆の全長をミクロメーター

により測定した。また底掃除の際には得られたへい

死魚の全数を計数し，実験終了時には各槽に生残し

た仔魚の全数を計数した。

結果と考察

実験終了時の銅宵結果を表 2に，その関の成長状

況を国 4に示す。生残率ではクロレラワムシ区が

18.0 %， 泊目旨語字母ワムシ区が19.1%となり， 大差は

なかった。期間中のへい死魚数の変動状況を図 5に

示す。初期大量減耗の状況は把握できていないが，

11 日 ~13日目にかけてのへい死ピークおよび19臼~

20日自にかけてのピークが両底で認められる。

初めのピークはクロレラワムシ医で非常に顕著で

あり，油脂酵母ワムシ区ではかなりゆるやかなピー
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表 2 鈍料実験結果

Table2. Result of the experiment on breεding food. 

( From 8th to 28th， May in 1984 ) 

Experimental Numbεr of Fish Survival Averag色 1ot呂ILength (mm) Rang丑 ofWatεT 

Section Beginning End RateC紛 Begirming End Temperatur邑('C)

Chloτella 

Rot i fer 
9，300 1.678 18.04 4.34 

Oil 山 Yeast

Rotif巴T
9，300 1.778 19.12 4.34 7.4 2 16.5 - 19.6 
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s14 自耳料実験における仔魚の成長

Fig.4. Growth of larvae in the experiment 

on breeding food. 

クとなっている O また後のピークでは両区ともかな

り多数の仔魚がへい死している。最終的な生残率は

両区ともほとんど同じになったが，油脂際母ワムシ

区のへい死数がクロレラワムシ区に比べてかなり少

なめに推移したことを考えると，油脂酵母ワムシに

はへい死を抑制する効果が若干認められるようであ

っfこ。

成長については，実験終了時の平均全長がクロレ

ラワムシ区で 6.83mm，油脂酵母ワムシ区で7.42mm

となり，油脂酵母ワムシ区の方が成長が上回った結果

6.83 16.5 - 19.7 
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図5 館料実験におけるへい死魚数の変動

Fig.5. Fluctuation of the number of dεad 

fish in the experiment on breeding 

food. 

となった。ここで図 4の両区の成長状況去最小二粂

法により次式のように指数回帰させ，
B.d .e=A・e~ -~ ( .e : d日目の会長 d 鵠奇臼数)

得られたノマラメーターのA， Bおよび相関係数日

さらに日開成長良・成長率与を塩分濃度実験の結果と

ともに表 3に示す。

塩分濃度実験では，成長式，成長最・率ともほと

んど差がみられず，前述のように塩分濃度が成長に

ほとんど影響しないことが数値的にも再確認された。

一方館料実験では，油脂酵母ワムシ区の Bの値およ

j二J
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表 3 各実験区における指数回帰分折および成長率等算出結果

Table 3. Result of computation of the exponential regression analysis and growth rat巴.

Exper imen ta 1 

Section 

Parameter* Correlation Coefficient* Daily Growth料， Dai ly Grownth料己主

A BCxlOろ

75% sea water 4.4 4 7 1.813 

90% sea water 4.446 1.746 

100% sea water 4.236 1.886 

Chlorella 

Rotifer 

Oil叩 Yeast

Rotifer 

4.372 2.261 

4.350 2.679 

T QuantityCrnm/day) RateC%/day) 

0.999 0.111 1.813 

0.999 0.106 1.754 

0.972 0.107 1.770 

0.999 0.125 2.293 

0.999 0.154 2.718 

*From the formulae of 21A-e B-d 

**C.e2 -.e1 )/d 

.e : Total Length at d days Cmm) 

料*{(含)ま-1)xI∞

び日開成長量・率ともクロレラワムシ区の値を上田

り，明らかに油脂酵母ワムシ医の成長がよかったこ

とが数値的にも示された。餌料実験では期間を20日

間としたが》塩分濃度実験と閉じ34日間の飼育を行

なったものと仮定し，上式を用いて推定全長を試算

するとクロレラワムシ区で9.43mm，油脂酵母ワムシ

区では 10.82mmとなり，成長差はさらに広がったも

のと推察される。

以上のように，油脂酵母により二次培養したワム

シはカサゴ仔魚の成長を助長し，また生残の面にお

いてもへい死を若干抑制する効果があることが示唆

された。

1 海上飼育

仔魚の海中における成長，生残の状況を知るため

に，陸上飼育実験で得られた仔魚を引き続き海上小

割絹生餐で飼育した。

材料と方法

塩分濃度実験および餌料実験において最終的に生

ム:Total Length at beginningC田 n)

.e2: Total Length at end Cmm) 
d : Breeding Days 

残した仔魚を，800l容円形 FRP水樽を用いて引

き続き陸上飼育し， 6月11日に海上生餐に収容し，

7月20日までの39臼間飼育を行なった。飼育開始時

の霞数は 6，083尾，平均全長は9.52mmであった。飼

育には 3X 3 X2.5mの大きさの小割縮生笠 1商を使

用し，網のg合いはキャンパス， 200筏， 160径の

ものを成長に応じて順次用いた。また飼育30臼包頃

から共食いによる尾部の損傷した個体がみられ始め

たため，逃避場所を作る:意味で小割内に長さ約 2m

のナイロン製産卵床を10本垂下した。

餌料には冷凍オキアミを主として用い，飼育15目

白までは 1囲あたり約 250gをジュース状に処理し

て l 臼に 4~5 回与えた。その後は30 日目までオキ

アミのミンチ肉を与え，以後はオキアミにイカナゴ

のミンチ肉を混合して与えた。また銅育開始日より

22臼自まで100 ~ 1，000万個体のコペポーダを，サ

イフォンにより小書IJ中央からゆるやかに滴下して与

えた。

網の交換はおよそら日に 1回行なった。またj羽田

中3回，生笠中の仔稚魚を全数計数し，同時に約20

尾を無作為に抽出して全長安測定した。計数の際に
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は500l容ポリカーボネイト 71<摺に仔稚魚を収容し，

細関性疾病を予防するためニフ jレスチレン酸ナトリ

ウムによる薬浴そ，また寄生虫駆徐のためのトリク

ロノレフォンによる薬浴をあわせて行なった。なお期

題中の小害IJ生賢周辺の海水温は19.6~ 24.5 ocの範間

内であった。

結果 と 考 察

飼育結果を表 4に，その簡の成長と生残状況を歯

6に示す。終了時の平均全長は36.0mmであった O成
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国6 海上飼育中の成長と生残

Fig.6. Growth and survival in a period of 

breeding in th巴 sea.

20 r 
3 
2 

長状況を数式化すると，べき乗回婦が最も相関が高

く，次式のようになった。

C = 9. 424・d0お 5 U : d B自の全長 d 飼

育臼数〉

日間成長率では 3.30%/dayと前年の1.25~2.02 

%/dayをかなり上回った結果となった。前年は全

長1l.2~2 1.4 mmで海上飼育ぞ開始し， 25~30mm 

までは順調に成長したが，その後は成長がやや停滞

する傾向がみられた。本年も同様の傾向が認められ，

飼育日数が増すに従って成長が鈍くなっている。

森実・他引はさまざまなサイズでカサコ。仔魚の海

上飼育を開始し，全長10mm以下で開始した場合に

2. 5 ~ 4. 8 %/ dayという高い白開成長率を得， 15 

mm以下で開始した場合はいずれも 2%/day以下

であった。このことからもカサゴ仔魚は全長25mm

までの成長速度が速いことが推察される。つまり今

屈の成長率が高かった理由は，会長9.52mmという

小型で飼育を開始したため，初期の成長がかなりよ

かったことによると考えられる。

次に生残率については，終了時には52.5%となり，

前年の22.9~84.0% に比較すると平均的な値であっ

た。今回は銅育開始サイズが小さかったため，初期

の大量減耗が心配されたが，予想外にへい死は発生

せず，全期閣を通じて比較的順調に推移した。前年

は全長11.2mmで飼宵開始した群だけが初期に大量

へい死を起こし 8日目までの生残率がわずかに30

表4 海上館育結果

Table 4. Result of breeding in the sea. 

Average Total Length (Jnm)Nrnnber of Fish Survival Dai ly Growth* Dai ly Growthキ*

End Beginning End Rate(96) Quantity(mm/day) Rate(%/day) Beginning 

9.52 35.99 6，083 3，1 9 5 52.52 0.646 3.297 

* (Cz -C1 )/  d 
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%となり，飼育開始サイズに問題があったのではな

いかと思われた。

しかし今回の結果をみる限りでは，会長10mm程度

からでも海上飼育は十分に可能であると患われ，前

年の結果は銅育開始サイズよりも，むしろ今回の約

3.6倍であった銅育密度に期題があったのではない

かと考えられる。
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