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沖縄県の水産・海洋の未来づくり
本島最南端（糸満市）に新たな拠点を築く－

沖縄県水産海洋技術センター
所長

４月１日付けで水産海洋技術センター所長に着
任しました。紙面をお借りして恐縮ですがよろし
くお願い致します。
沖縄県水産海洋技術センターは、約 40 年間糸
満漁港に隣接しておりましたが、施設の老朽化や
周辺の都市化により生物飼育に不可欠な清浄海水
の取水が困難になったことなどから、平成 25 年
７月に沖縄本島の最南端である糸満市喜屋武に整
備した新施設へ移転致しました。来訪者からは不
便だとの声もありますが、優れた研究環境の下、
より一層の成果を期待するところです。また、同
年４月には、研究と普及の一体的推進を図るため
組織が統合され、石垣支所、調査船を含めて 50
名近い職員を抱える組織となりましたが、全体を
総括していく上で力不足を感じているところでも
あります。

沖縄県の水産業の現状と課題
沖縄県の水産業の現状ですが、生産量・生産額
の減少が続き近年では生産量３万トン、生産額
150 億円内外で推移しており、モズクを中心とす
る海面養殖業と海面漁業が半々となっておりま
す。海面養殖業はモズクの需要も安定し僅かなが
ら増加傾向にあり、マグロ・ソデイカなど沖合の
資源を対象とする漁業はほぼ横ばいですが、沿岸
漁業は、この 25 年で 1/5 にまで漁獲量が低下し
ているのが現状です。
従って、減少した沿岸域の水産資源の回復と沿
岸水産資源を育む沿岸域の環境保全について漁
業者と一体となって取り組むことが最大の課題と
なっています。外洋域の漁業としては、延縄や浮
き魚礁などによるマグロ漁業が中心となっていま
すが、近年、深海域でのメカジキ漁が注目される
ようになっています。しかし、漁獲に不安定な面
もあり流通面にも課題が多いためその対策に取り
組んで行く必要があります。海面養殖については、
生産拡大の余地が多く海藻類を中心に養殖技術開
発・向上を図る必要があります。さらに、600 万
人を超える観光客に対する加工品を含めた水産物
の供給体制も課題であり、そのためには鮮度保持
技術や加工品開発に取り組むことも限られた資源
を有効に活用していくうえで、重要な課題と考え
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ております。

沖縄の水産業の未来に向けての取り組み
以上、様々な課題に対応して、①沿岸資源の持
続的利用のための調査研究、②モズクの優良株の
探索、海ぶどう養殖技術の向上、新規海藻養殖技
術の開発、シャコガイ類の養殖技術の開発、ハタ
類の種苗生産・養殖技術の開発、③沿岸資源に対
するサンゴの重要性の解明と保全・回復のための
調査研究、④漁場形成要因など漁船漁業の効率化
のための試験研究、⑤水産物の有効利用と高付加
価値化のための試験研究を中心に取り組んでいる
ところであります。また、普及分野では、生産技
術の普及の他、後継者育成や流通販売対策にも注
力しているところです。いずれの取り組みにおい
ても、研究と普及で役割分担し連携していくこと
が重要であり、これまでもそうしてきましたが、
同一施設内で業務に当たることでこれまで以上に
情報交換・意見交換を行う機会が増え、より一層、
現場に密着した成果が上がると考えております。
その他の取り組みとして JICA 沖縄と連携した
大洋州及びカリブ島嶼国などからの研修生の受け
入れと現地への派遣による継続的な交流、技術指
導です。熱帯性海域に位置する本県の水産技術は
同じ海洋環境を有するこれら地域では極めて有効
な技術であることを確信しております。まだ緒に
就いたばかりで今後どう展開するか分かりません
が、単に国際貢献に留まらずお互いの利益に繋が
るような成果に期待しています。
最後になりましたが、交通の便は多少悪いです
が、来沖の際には、新しくなった水産海洋技術セ
ンターに足を運んで頂だければと思います。

水産海洋技術センター外観

北海道でマナマコの栽培漁業を推進するに当たって
～マナマコ放流種苗生産指針（2013年）の作成と普及～
道総研函館水産試験場

主査

（株）キノックス食用菌研究所（前東北大学大学院農学研究科）

１．はじめに

酒 井 勇 一
菅 野 愛 美

（msDNA）やミトコンドリア DNA（mtDNA）を

近年中国での需要増加に伴い、北海道産のマナ

利用して、人工種苗の放流効果と、北海道に生息

マコ単価が急騰しています（図 1）
。ウニ・アワ

しているマナマコの遺伝的な特性を調べ、種苗生

ビなど他の磯根資源の単価低迷を背景に、これら

産者向けに放流種苗生産に関わるガイドラインを

の種苗生産施設を中心として、マナマコの種苗生

作成しました。ここでは、この概要を紹介させて

産に取り組む機関も増えています。さらに最近

頂きます。

は、漁協荷さばき所の片隅を利用して、着底稚仔
（プランクトン生活を終えたばかりの体
長 0.4mm の種苗）の生産・放流も行わ
れるようになっています。これらが漁
獲資源に添加するのかどうかを把握す
ることが急務となっています。
また、北海道では、寒冷な襟裳岬以東
の太平洋沿岸域を除き、マナマコは広く
分布していますが、日本海南部では 200
～ 220μm の大きい卵を生み、浮遊期間
も 9 ～ 10 日と短いのに対し、日本海北
部や噴火湾では、卵径が 140 ～ 150μm
と小さく、浮遊期間は 14 ～ 16 日と長
くなり、地域による違いが認められて

図１

います。こうした地域差を考慮せずに

磯根資源の単価の推移（北海道）

放流を繰り返すと、地域の特性を損な
う危険があります。そこで、どういう
親を使って放流用の種苗を作るべきな
のかということも重要な問題です。
どうやって放流効果を確認するのか、
放流先には元々どのような集団がいて、
人工種苗放流によってどんな影響を受
けるのかを、人工種苗の大量放流が始ま
る前に考えておかなければなりません。
そ こ で 平 成 21 ～ 24 年 に 東 北 大 学
と 共 同 で、 マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト DNA

図２

放流区、放流域、漁場の幅とそれらを隔てる砂浜の幅
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２．放流効果の検討
放流種苗が放流地先で多く生き残れば、資源添
加に役立つ一方で、遺伝的な攪乱（在来個体と人
為的に移植・放流した種苗が交雑して、在来個体
群が長い年月をかけて育んできた遺伝的な特性を
希釈もしくは改変してしまうこと）を起こすリス
クも増えると考えられます。
そこで、北海道の噴火湾沿岸地先に放流区を
設けて、水産試験場で生産した平均体長 8 ㎜の人
工種苗 3.8 万個体を平成 19 年に放流して、この

図３

残留状況を調べました。放流後は、毎年 10 ～ 12

追跡調査場所と平成 19 年放流種苗の回収場所

月に潜水による追跡調査を行い、回収した個体の
8 つの msDNA ※１の遺伝子型を調べました。これ
をもとに親子鑑定※２ を行い、回収した個体が人
工種苗か在来個体かを判別しました。さらに、こ
の遺伝子型から、放流地先の遺伝的な多様性につ
いても検討しました。
まず砂浜域に造られた離岸堤周辺の、転石が敷
かれた一角に、放流区を設置しました。ここは隣
接する離岸堤や防波堤や漁場となる岩礁域とは、

図４

砂で 89m 以上隔てられており、放流した種苗が

人工種苗の成長

移動しにくいと考えられる場所です（図 2）。放
流区を含む転石帯は、離岸堤の礎石となる巨石
部（長径１m 以上の岩）を取り囲むように設置さ
れており、離岸堤を中心に幅 45m、長さ 140m の
岩礁地帯を形成しています（ここを放流域と称し
ます）。放流当初は放流区周辺を、3 年目からは、
隣接する離岸堤や防波堤の礎石、隣接する漁場の
末端に当たる天然の岩盤域にも調査ラインを設け
て枠取り調査を行いました。
人工種苗は 3 年目に、放流区を設置した離岸堤
周辺の隅々まで移動しており、4 年目には砂浜で
147m 隔てられた漁場からの漁獲物にも混じって
いました（図 3）。この事業後の継続調査（放流 5

図５

天然個体と放流種苗および放流区回収個体の平均アリル数
と平均ヘテロ接合体率の観察値（Ho）と期待値（He）

年目）でも、人工種苗は放流域と、ここに隣接す
る漁場からそれぞれ 1 個体見つかっており、マナ

なっていましたが（図 5 の網掛け部）、放流地先

マコには少なくとも 5 年以上の寿命があることも

で回収した個体の多様性には、放流後の調査で大

分かりました。この調査を通して、放流翌年には

きな変化は認められませんでした。放流翌年には

成熟可能サイズ（約 50 g）に、3 年目には漁獲サイ

一部の個体が成熟サイズの 50 g に達しているも

ズ（80 g）に達する個体も認められることが分かり

のの、放流地先での人工種苗の割合が低いため、

ました（図 4）。この放流域内にいるマナマコの

遺伝的多様性を損なう程の影響は与えていないよ

遺伝的な多様性の指標となる、平均アリル数
と平均ヘテロ接合体率

※４

※３

を図 5 に示しました。7

個体の雌と 13 個体の雄から生産した人工種苗の
平均アリル数は、天然個体に比べ明らかに少なく

4
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３．地域集団の把握
今回行った人工種苗の放流試験では、遺伝的多

様性への影響は認められませんでしたが、今後人

②

工種苗の放流が盛んになると、遺伝的多様性に影

親の入手先と種苗の放流先
今回比較した mtDNA や msDNA の解析からは、

響を及ぼす可能性は考えられます。そこで、人工

道内産マナマコの系群構造を明らかに出来ません

種苗放流に取り組む計画のある道内の 12 地点と、

でした。一方で、産業上重要なマナマコの疣足数

これに 3 地点加えた 15 地点で（図 6）、それぞれ

は、道産と道外産では異なっています。また、道

mtDNA の塩基配列分析（Co Ⅰ～ 16SrRNA 領域

内でも卵径やふ化した幼生の浮遊期間などは、地

の 866bp）と 8 つの msDNA の遺伝子型分析を行

域により異なっています。

※５

（遺伝的分化指数） を調べました。
い、
その FST 値

そこで、マナマコの地域的な特性を損なわない

この結果、道内の各集団間でこれらの塩基配列や

ように、放流予定地先から入手した親を用いて人

遺伝子型に統計的に有意な差は認められませんで

工種苗を生産するようにします。

した（図 7）
。
北海道産のマナマコの単価が、本州産のものに
比べて高価に扱われるのは、疣足が他の地域に比
べ大きく、数が多いことにあります 1）、2）。また、
マナマコの疣足の数には遺伝性があることも示唆
されています 1）、3）。
そこで、我が国太平洋沿岸各地と、ソウル（韓
国）およびチンタオ（中国）で入手したマナマコ
の mtDNA の塩基配列分析の結果を図 8 に示しま
した。北海道を含むアオ型のマナマコには、やは
り明確な差は認められませんでした。
国内で疣足の数に差が認められるにもかかわら
ず、mtDNA の塩基配列に明確な違いが認められ

図６

ていないことを考えると、今回調べた mtDNA や

mtDNA と msDNA 分析に用いた個体の採取場所
（斜字は mtDNA 分析未実施地先）

msDNA では明らかにできない遺伝的集団がある
ことは否定できません。
現時点では、遺伝的な攪乱を招くリスクを避け
るために、放流予定地先の親を用いた種苗生産を
行うことが重要だと考えます。

４．種苗生産指針
遺伝的攪乱のリスクを極力避けるために、マナ
マコの放流用種苗生産指針を作成し、ホームペー
ジに載せました。
www.fishexp.hro.or.jp/cont/saibai
①

用いるべき親の数
少ない親から生産する人工種苗では多様度の指

標となるアリルの数が少なくなっていました。放
流用の種苗を生産する場合は、天然集団の遺伝的
多様性を維持し、希少な遺伝子の喪失を防ぐこと
が重要です。そこで、FAO の勧告 4） に準じて、
実際に放卵・放精した個体の数で、それぞれ 50
個体以上を目安に出来るだけ多くの親から種苗を
生産するように心がけます。

図７

mtDNA と msDNA を用いた産地別集団間の FST 値

mtDNA と msDNA の Grobal FST 値はそれぞれ -0.0041、0.0021
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種苗を確保するための成熟制御技術の開発
乾燥ナマコ輸出のための計画的生産技術の開
発

平成 21 年度報告書

46-49．

３）小林俊将（2010） マナマコ等種苗安定量産
技術開発

１）種苗生産技術開発

年度岩手県水産技術センター年報

平成 20
8-13．

４）FAO/UNEP（1981）Conservation of the
Genetic resources of fish : Problems and
recommendations.

Report of the expert

consultation on the genetic resources of fish.
FAO Fish. Tech. Paper., No.217: 1-43.
図８

mtDNA シーケンス分析による各地域のマナマコの遺伝
的類縁関係（斜字は北海道 ）
（16SrRNSA 領域・CO1 領域 866kb の FST 値による UPGMA 樹）

６．用語の説明
※ 1：msDNA（マイクロサテライト DNA）
DNA を構成している塩基の短い配列の繰り

③

放流後のモニタリング

返し部分で、遺伝的に中立な遺伝子（一般に生

種苗放流による遺伝的なリスクを低減する上

残などに影響を及ぼさない）。非常に変異に富

で、放流種苗の動態を把握することは非常に重要

み、親から子へ引き継がれるため、親子鑑定な

です。外部標識の困難なマナマコの放流種苗を追

どの指標に用いられます。

跡する上で、msDNA マーカーを用いた親子鑑定

※ 2：親子鑑定

は、非常に有効な方法です。今後 DNA マーカー

両親由来の遺伝子を持たない個体を排除し

を利用した調査を予定する地域では、あらかじめ

て、親子を判別します。今回は PARFEX とい

放流前の在来個体、放流する種苗の親と放流種苗

うソフトを用いて判定しました。

の触手などをアルコールに固定しておくとよいで
しょう。こうした標本は半永久的に保存できるの
で、放流効果や放流の影響を調べるために役立ち
ます。

※ 3：平均アリル数
親から引き継ぐ異なる遺伝子型の数。この数
が多い程多様性に富んでいます。
※４：平均ヘテロ接合体率
親から引き継いだ遺伝子型が異なっている割

今回公表した指針は 2013 年版とあるように、

合。多様性が高い程、子に引き継がれる遺伝子

今後新たな知見が加われば改良・改訂することに

型が異なる場合が多いため、多様性の指標とさ

なります。しかし、現時点で遺伝的攪乱のリスク

れます。

を最小限に抑えるために、北海道では指針に沿っ

※５： FST 値（遺伝的分化指数）

た種苗生産を指導・推進するとともに、DNA マー

遺伝的多様性がある集団で均一なのか、分化

カーを利用した放流効果調査を行います。またこ

しているのかを示す指標です。それぞれの集団

うした遺伝マーカーを使った調査を通じて、種苗

間で比較したものがペアワイズ FST 値で、例え

放流の遺伝的多様性に与える影響を調べて、効果

ば 0.05 という数値は、検出されたすべての遺

的な資源管理方策を検討していく予定です。

伝的変異のうち、比較した 2 集団間で異なっ
ていたものが５％あることを示します。Grobal

５．参考文献

FST 値は、調べた集団全体の FST 値で、いずれ

１）大西孝尚、藁谷崇史、奥村誠一、小田卓司、

も０に近い程遺伝的に差がないことを示しま

木村一磨、古川末広、林崎健一、高橋明義、
山森邦夫（2010） 市場価値を左右するマナ
マコの疣足形質の遺伝性

平成 22 年度日本

水産学会春季大会講演要旨集

220．

２）松尾みどり、小坂善信（2010） 3-2 良質な
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モジャコ資源調査から見る、大分県海域の流れ藻付着魚類の多様性
～流れ藻につく稚魚たち～
大分県農林水産研究指導センター
研究員

水産研究部

安 部 洋 平

１．はじめに
大分県では昭和 36 年から米水津村漁業協同組
合がハマチ養殖を開始し、その後近隣漁協をはじ
めとして個人業者が次々とハマチ養殖事業を開始
しました。昭和 40 年代の後半からは真珠養殖の
不況とともに魚類養殖への転換が図られ、ハマチ
養殖は目ざましい発展を遂げました。これは大分
県が漁場立地条件に恵まれており、養殖用種苗が
自給できることに加え、県南のまき網漁業により、

写真１

流れ藻を探す様子

餌料供給が可能であることが理由です。現在では
餌料にカボスを混ぜて飼育することで身の色変わ
りを防ぎ、さっぱりとした風味が特徴の「かぼす
ブリ」を県産ブランド魚として PR しています。

２．モジャコ資源調査からわかること
このように「ブリ」と昔から今まで馴染みの深
い本県ですが、モジャコ漁が盛んなことから、モ
ジャコ業者からの流れ藻情報に関するニーズは
非常に大きいです。そこで当研究部では、昭和

写真２

流れ藻をすくい取る様子

36 年から継続してモジャコ資源調査を行ってい
ます。この調査では、調査船「豊洋」を用いて 3
月下旬から 4 月にかけて大分県海域の海水面に
漂流するホンダワラ属などの流れ藻を採取しま
す１）。具体的には写真 1 の様に、船の上から目視
で流れ藻を見つけます。流れ藻を見つけたら船を
流れ藻の横まで操舵して専用のネットですくい取
ります。写真 2 の中心に見えるのが流れ藻です。
採取した流れ藻はたらいに入れ、付着している魚
をふるい落とし回収します（写真 3）。回収した 1
つの流れ藻にこれほど多くの魚がついていました

写真３

流れ藻を回収する様子
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（写真 4)。この中から採取されたモジャコの尾数

表１

採取された流れ藻付着魚種リスト

や体長を測定します。

写真４

回収した流れ藻に付着していた稚魚

この調査結果を基に各県協議の上、モジャコ漁
の解禁日が決定されます。また収集したデータは
モジャコ情報として即日 FAX やホームページ上
で公開しています。
写真 4 を見ていただくとわかるのですが、流れ
藻にはモジャコ以外にも様々な種類の魚が付着し
ています。表 1 に 2004 年から 2014 年までのモ
ジャコ資源調査で同定された魚種を示します。稚
魚期に流れ藻につく魚種は 51 科 113 種あるとさ
れますが２）、本県海域で同定できた種類だけでも
全部で 35 種類もあり、流れ藻は非常に多種多様
な魚のすみかとなっていることがわかります。
このように多様な魚類のすみかとなっている流
れ藻ですが、1 つの流れ藻にどの魚種がどのくら
いの割合（尾数比）で付着しているかを図 1 に

ており、2005 年に限ってはメバルの 1 流れ藻あ

示しました。22 年間分のデータですが、ほとん

たりの付着尾数が 178 尾 / 個と圧倒的です。また、

どの年でブリ（モジャコ）が優占種となっていま

2011 年はモジャコ付着尾数が 75 尾 / 個と卓越し

す（平均 50%）
。次いでメバルが多く、1993 年、

た年も見られますが、モジャコは 1 流れ藻あたり

1994 年、1996 年、2000 年、2005 年、2008 年、

9 尾前後、メバルは 4 尾前後と、いずれの年にお

2012 年はブリを上回り優占種となっています（平

いても付着尾数に大きな変化は見られませんでし

均 34%）。また、2003 年以降はメジナの付着も少

た。

し目立ってきていますが、3・4 月の本県海域で

続いて、採捕されたモジャコの体長変化を見て

の流れ藻付着魚はブリ（モジャコ）とメバルを主

みると（図 3）、2012 年のみ 6.7cm と大型でしたが、

体として構成されていることがわかりました。

基本的にはおよそ 2 ～ 5cm の範囲で推移してお

では、この 2 魚種は年によって 1 流れ藻あたり
の付着状況はどう変化しているのでしょうか。1

8

り（平均 3.4cm）、体長についても年による大き
な変化は見られませんでした。

流れ藻あたりの付着尾数（採取尾数／採取した流

以上から、3・4 月の大分県海域におけるモジャ

れ藻個数）を見てみると（図２）
、モジャコはお

コ資源調査で明らかになったことは以下の 4 点で

よそ 9 尾 / 個、メバルはおよそ 4 尾 / 個で推移し

した。
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図１

①

流れ藻付着割合上位 5 種

流れ藻に付着した魚種は確認できただけで

流れが強く隠れる場所がない海水面では、流れ

35 種類ある。
②

③

流れ藻に付着する魚種のうち、ほとんどの年

藻が多くの稚魚にとって避難所の役割を果たして

でモジャコが優占種となっており、次いでメバ

います。そこに付着する生物は表 1 で示したとお

ルとなっている。

り多種にわたります。そこで、ここからはモジャ

1 流れ藻あたりのモジャコ付着尾数はおよそ

コ資源調査を通して見つけた魚のこどもたちを紹
介させていただきたいと思います１）。

9 尾である。
④

３．流れ藻につく稚魚たち

採捕されたモジャコの平均体長は 3.4cm であ

写真 5 は先ほど何度も名前の出てきたモジャコ
です。体長 1cm に満たないものから 20cm ほどま

る。

での稚魚期～幼魚期に流れ藻についています。そ
の名の通り、「藻（も）」につく「雑魚（ざこ）
」
というのがなまって「モジャコ」と呼ばれるよう
になったといわれています。
写真 6 をご覧ください。左がメジナの稚魚です。
磯釣りをされる方ならメジナはよく見かけるので
はないでしょうか。大分県では「クロ」と呼ばれ
ています。右はイシガキダイの稚魚です。斑点模
図２

１流れ藻あたりの付着尾数

様が特徴的です。
写真 7 は左がマアジです。この魚を知らない人
はいないでしょう。大分県では関アジが有名です。
右の魚はカンパチです。ホルマリンで処理してあ
るため色が落ちてしまいましたが、実際は金色が
かっていてしま模様をしており、モジャコと似た
姿をしています。
写真 8 はニジギンポです。小さいながらも鋭い
歯を持っているので触る際は要注意です。

図３

3 ～ 4 月における年別平均モジャコ体長

写真 9 をご覧ください。左がカエルアンコウと
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呼ばれる魚です。この写真からではわかりません
が、カエルアンコウは頭から「エスカ」と呼ばれ
る疑似餌を使って魚をおびき寄せ捕食するといっ
た、一風変わった特徴を持っています。右はアイ
ナメの仲間です。
写真 10 はイスズミです。夏場は磯臭く食べる
のには向きませんが、冬場は臭みが無く、おいし

写真６

左：メジナ

右：イシガキダイ

い魚です。
写真 11 はボラです。頭部が平たいという特徴
は稚魚期でも変わりません。成魚の卵巣を塩漬け
し乾燥させたカラスミは長崎県の名物として有名
です。
さて、番外編です。流れ藻につくのはなにも魚

写真７

だけとは限りません。そこで魚以外の生き物を紹

左：マアジ

右：カンパチ

介しようと思います。
写真 12 はエビとカニです。この写真では成長
してしっかりとエビ・カニの形をしていますが、
成長途中であるメガロパ幼生も流れ藻に多く付着
していることがあります。写真 13 は左がイカで、
右がナガレモヘラムシと呼ばれる甲殻類の一種で

写真８

す。ナガレモヘラムシはあまり聞き慣れないかと

ニジギンポ

思いますが、日本近海では約 40 種が報告されて
おり、世界各地の流れ藻などの漂流物から見つ
かっています３, ４）。これら甲殻類は、流れ藻につ
く稚魚たちの餌としての役割も担っています。こ
のように魚類だけに限らず、甲殻類や軟体動物も
流れ藻に付着しています。

写真９

左：カエルアンコウ 右：アイナメの仲間

写真10

写真５

イスズミ

モジャコ（ブリの稚魚）

写真11

10
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４．おわりに
紹介してきたように流れ藻は多種多様な魚の重
要な生育場となっています。また、サンマやトビ
ウオ、サヨリなどの産卵基質となるなど５, ６）、水
産上重要な役割を持っています。多種多様の生物
が入り混じる流れ藻の中には「喰う・喰われる」
といった食物連鎖ができあがっており、小さな生
態系が構築されています。
本来、モジャコ資源調査は県のモジャコ漁の発
展の一助として始まり、モジャコ情報の提供を
目的としています。一方で、この調査から生物の
多様性、大分の海の豊かさを垣間見ることができ
ました。水産業を知ってもらう上で、まず一番興
味を持ってもらえるのが「魚」です。種類によっ
て全く異なる形態・特徴を持つ海の生物は見てい
るだけでわくわくする人は多いはずです。このよ
うな海の魅力を多くの人たちに知ってもらい、興
味・関心を持っていただくことが、めぐりめぐっ
て海の未来を守っていくことに繋がるのではない
でしょうか。
船上から流れ藻を探す

豊かな海

No.34

2014.11

11

特

「共同研究」の推進と
集
沿岸資源研究の最前線
（１）トラフグ
（２）ハタ科魚類
（３）ヒラメ
（4）ホシガレイ

特集では、（独法）水産総合研究センターにお

取り組んでいる、資源生態の解明や、初期生残へ

ける沿岸資源研究に関して、資源変動特性の解明

のアミノ類の重要性の把握、放流技術の高度化研

や、遺伝的多様性に配慮した種苗生産技術の開

究、資源の合理的利用研究などについて、研究推

発、新たな餌料珪藻を用いた種苗生産技術開発、

進の内容をレポートいただきました。

人口種苗の放流海域への順化過程の解明、種判別

お忙しい中ご協力いただきました、（独法）水

や年齢査定方法の解明などについての研究の最

産総合研究センターの各水産研究所の皆様に心

前線から原稿をいただきました。

より感謝申し上げます。

また、「共同研究」として関係機関が協力して

12

（5）エゾアワビ
（6）ニシン
（7）アカアマダイ
（8）クエ

（「豊かな海」編集部）

丹後グジ初出荷（アカアマダイ）

クエの未成魚（生後約1年、全長20cm）

放流から２時間後に潜砂していたトラフグ
人工種苗（撮影 桑田博）

エゾアワビの浮遊幼生
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「共同研究」の推進と沿岸資源研究の最前線

特

（１）トラフグ

トラフグ人工種苗の沿岸域への順化について
（独）
水産総合研究センター
増養殖研究所
主任研究員

資源生産部

鈴木 重則

私たちは、人工種苗をスムーズに沿岸域へ順化

はじめに

させるための手法を検討するために、トラフグ人
工種苗について放流後約 2 カ月間の成長や食性な

海へ放たれた人工種苗が、飼育水槽とは全く異

どを追跡調査しました。

なる沿岸域において、生き延びる術をいかにすば

本調査は神奈川県水産技術センター、静岡県水

やく身につけるか、これが人工種苗の生き残りを

産技術研究所、三重県水産研究所および水産総合

大きく左右すると考えられます。沿岸域へ放流さ

研究センター増養殖研究所との共同研究として、

れた人工種苗の生き残りは、おそらく放流後の数

平成 23 〜 25 年度の 3 年間にわたり取り組んだ

日間、いや数時間のうちに決まっているのではな

ものです。ここでは、その一部を紹介します。

いかと、私は想像しています。ここで重要なのが、
生物が環境の変化に数日から数週間かけて適応し

調査方法

ていく、いわゆる「順化」です。放流された人工
種苗が自らの力で餌を探し、外敵から身を守り、

沿岸域に放流されたトラフグ人工種苗を約 2 カ

たくましく成長していく能力を、いかにすばやく

月間にわたり追跡調査しました（写真 1）。具体

獲得するか、これが栽培漁業成功のカギを握って

的には曳網を用いて放流したトラフグ人工種苗を

いるのではないでしょうか。

再び捕獲しました（写真 2）。そして、再捕した

人工種苗のスムーズな順化を可能とするため

放流魚について、体長を測定することにより、成

に、我々が出来ることはどのようなことでしょう

長が停滞する日数、成長率などを調査しました。

か。飼育の過程においては、人工種苗に生じる形

また、再捕魚の胃内容物を調べることにより、ど

態異常を軽減すること、お手本となる天然稚魚の

のくらいの割合の放流魚が天然の餌を食べている

ように、健全な人工種苗を育て上げることが重要

か、また、餌として利用可能な小動物の種類など

となります。海面の生け簀網等を利用して中間育

を調べました。加えて、潜水観察により放流直後

成を実施する場合には、潮流に乗って生け簀網の

の行動を調査しました。なお、放流魚には ALC

中へ入ってくる小動物を餌として認識する体験も

耳石標識を施し、天然稚魚および他の放流魚との

重要と考えられます。いよいよ沿岸域へ放流する

識別が可能なようにしました。

際には、放流サイズの稚魚が利用可能な小動物の
豊富な海域を選定すること、外敵の少ない海域を

成長

選定することなども、生き残りを高めるためには
重要となるでしょう。また、放流作業が安全に行

放流されたトラフグ種苗が、その海域に順化し

える場所を選定することも、活力が良好な状態で

ていることを判断する材料として「成長」は、と

種苗を海へ放つことができるため、速やかな順化

てもわかりやすい指標と言えます。そこで、再捕

につながるものと考えられます。

したトラフグ人工種苗について、放流後の体長の
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写真１

追跡調査を実施した砂浜海岸（斉田浜）

写真２

曳網によるトラフグ放流魚の再捕

変化を調べました。加えて、放流群と同じ生産由

長が 60㎜に達するのは放流 37 日後、70㎜に達す

来の人工種苗を継続して陸上水槽で飼育し、両者

るのは放流 49 日後と推定されました。

で成長を比較しました（継続飼育魚）
。なお、継

一方、継続飼育魚の体長は、飼育期間を通して

続飼育魚は、種苗同士の噛み合いを防ぐためカゴ

直線的に増加し、その日間成長率は 0.84㎜ / 日

網で個体別に飼育管理しました。

と推定されました。この計算式から体長が 60㎜

試験に供した種苗の放流時の平均体長は 42㎜
でした。調査の結果、放流から 1、3、6、10 日

に達するのは 21 日後、70㎜に達するのは 33 日後、
80㎜に達するのは 45 日後と推定されました。

後に再捕された放流魚の体長は 40㎜台のままで

試験開始から 17 日以降で両者の日間成長率に

体長の伸張はほとんど見られませんでした（図

差は見られませんでしたが、体長が 60㎜および

１）
。しかし、放流 17 日以降の調査で再捕された

70㎜に達するまでの日数には、16 日間もの差が

放流魚では体長の伸張が見られました。日間成長

生じていました。

率は 0.83㎜ / 日と推定され、この計算式から体

この半月にもおよぶ成長の停滞を、いかに短縮
して速やかに沿岸域へ順化させることができる
か、これが放流効果を向上させるためのカギと言
えそうです。放流効果を高めるための改善の余地
は、まだまだ大きそうです。

食性調査
飼育水槽内では、時間になると必ずあり付くこ
とのできた飼餌料が、自然界では、待てど暮ら
せど運ばれてくることはありません。人工種苗に
とって、これはとても大きな変化です。それでは
放流された人工種苗は、どれくらいの期間で天然
の獲物を捕らえることができるようになり、そし
図１

トラフグ人工種苗の体長の推移
▲継続飼育魚

●再捕魚

図中の直線は最小二乗法で求めた回帰直線
継続飼育魚 BL=0.848t + 41.77
（全てのデータを使って計算）
再捕魚
BL=0.828t + 29.43
（折れ線回帰分析で最も当てはまりが良かっ
た放流後 17 日目以降のデータで計算）
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含まれているかを調査しました。ちなみに、トラ
フグ人工種苗は放流場所までの長時間の活魚輸送
に備えて、放流の２日前から餌止めしているので、
放流当日には空胃となっています。
胃内容物の分析に供した再捕魚は、放流から 1、
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3、6、10、17、27、30、44、55 日後に再捕され
た各回 5 〜 10 尾程度としました。図 2 に空胃個
体率（空胃個体数 / 調査個体数）の経日変化を示
しました。調査の結果、放流翌日の空胃個体率は
60％で、残り 40% の再捕魚の胃内容物からは甲
殻類の消化物が確認されました。空胃個体率は経
過日数に伴い減少し、6 日後では 20％、10 日後
では全ての再捕魚の胃内容物に消化物が含まれて
いました。トラフグ人工種苗が小動物を餌料とし
て認識し捕らえる能力は高く、すぐに自然界に適
応してしまうようです。このことから、放流され
たトラフグ人工種苗が「飢餓」により減耗してし

図３

トラフグ放流魚の胃内容物に見られた生物の
種類別出現率
※合計は 100％を超える

まう可能性は低そうです。

行動観察
沿岸域へ放流されたトラフグ種苗は、どのよう
に行動しているのでしょうか。空腹に耐えかねて、
辺りをがむしゃらに泳ぎ回っているのでしょう
か。それとも、大きな生物におびえて、物陰にじっ
と隠れているのでしょうか。放流直後の種苗の行
動を潜水観察しました。その結果、放流当日の一
連の作業が完了した放流 2 時間後の観察で、海底
の砂の中に潜って身を隠している人工種苗を発見
しました（写真 3）。
図２

トラフグ放流再捕魚の空胃個体率の経日変化

次に、トラフグ人工種苗が放流後にどのような
ものを摂餌していたのかを調べました。供試した
再捕魚は、空胃個体率を調査した個体と同様です。
その結果、同定が可能であった生物は、小型の甲
殻類（ヨコエビ亜目、タナイス科、クマ目）、昆
虫類（アリ）および魚類でした。また、それぞれ
の種類を利用していた再捕魚の割合（胃内容物か
ら餌生物の出現した再捕魚数 / 総再捕魚数）は、
甲殻類が 37％、昆虫類が 22％、魚類が 8％でした。
動きのすばやい魚類よりも、もぞもぞと低層付近
で動きまわっている甲殻類や、水中へ落下して身
動きが取れない昆虫などを主に利用していること

写真３

放流から２時間後に潜砂していたトラフグ
人工種苗（撮影 桑田博）

（58日齢

全長49mm、体長42mm、体重3.2g）

がわかりました。食べ物に対して好き嫌いがなく、

このような状態であれば、やみくもに泳ぎ回

何でも利用してしまうところが、トラフグ稚魚の

り外敵に食べられてしまう危険は少なく、また、

たくましさではないでしょうか。

体に蓄えたエネルギーを無駄使いすることなく、
徐々に沿岸域の環境へ順化していくことができる
でしょう。
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この潜砂行動について、さらに水槽内での観察

れるまで再会できないと考えていました。しか

を同時に進めたところ、トラフグ稚魚が潜砂する

し、トラフグの場合には、大がかりな採集道具を

際には、砂を巻き上げるほど激しく尾鰭を動かし

使わなくても、放流直後の数カ月であれば、継続

て、頭の先から勢い良く砂の中へ潜る行動が何度

して沿岸域において追跡できることが判ったこと

も目撃されました（写真 4）
。トラフグの遊泳は、

は、我々にとっては大きな収穫でした。しかし一

ふだんは背鰭と尻鰭を左右に振ってゆっくりと泳

方で、放流翌日に再捕した人工種苗の胃内容物か

ぎます。しかし、何かに驚いた時、そして潜砂す

ら天然の餌生物を捕食した痕跡が確認されたにも

る時には、尾鰭を激しく動かして大きな推進力を

関わらず、半月もの長期間にわたり成長の停滞が

得ているようです。トラフグ人工種苗が自然界で

見られたことは、少し矛盾しているようにも思え

たくましく生き延びるためには、立派な尾鰭が不

ます。現在の採取方法では、ごく岸よりのエリア

可欠だ、ということです。

のみが調査の対象となっており、成長の良い種苗

トラフグ種苗量産の難点の１つとして、種苗同

から順に、調査エリアの沖合へ泳ぎ出してしまっ

士の噛み合いによる尾鰭の損傷があり、これを軽

ている可能性、もしくは、泳ぎの速い比較的大き

減することにトラフグ飼育担当者は、いつも頭を

な種苗は再捕することが難しいことも考えられま

悩ませています。今回の行動観察の結果から、や

す。偏ったサンプルを再捕・調査して、誤った解

はり尾鰭の立派な種苗を生産することは、放流効

釈をしている可能性も捨てきれません。今後は調

果の向上に直結する重要な要因であることがわか

査方法の改良を含めて、更に調査結果を充実させ

りました。沿岸域へのスムーズな順化を可能にし、

ていきたいと考えています。

効果的な栽培漁業を達成するためにも、トラフグ

今回紹介した共同研究「トラフグ人工種苗の放

飼育担当者は、尾鰭の立派な種苗を生産するため

流海域への順化過程の解明」は平成 25 年度で終

の技術開発に、積極的に取り組む必要がありそう

了しましたが、平成 26 年度より新たな共同研究
「トラフグ人工種苗の潜砂を主体とした放流後の

です。

生態に関する共同研究」をスタートさせました。
今後はトラフグ稚魚が潜砂可能な底質の条件を明

おわりに

らかすること、そしてトラフグ稚魚が潜砂行動を
本共同研究の結果、約 2 カ月間の長期にわた

起こす動機などについて調査研究を進め、沿岸域

り沿岸域へ放流した人工種苗を再捕して、成長や

へのスムーズな順化を可能とすることにより、放

食性を追跡調査できることがわかりました。今ま

流効果を向上させる放流手法について開発を進め

では、放流した人工種苗には、魚市場に水揚げさ

ていきたいと考えています。

写真 4 砂敷き水槽内でのトラフグ人工種苗の潜砂行動
左：尾鰭を激しく振って砂の中へ潜ろうとしている
右：砂の中でじっとしている
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（２）ハタ科魚類

魚市場調査からみた五島列島福江島での
ハタ科魚類の漁獲動向
（独）
水産総合研究センター
西海区水産研究所
主任研究員

資源生産部

中川 雅弘

多くの島が点在します（図１）。福江島の南西部

１．はじめに

の玉之浦や東部の岐宿及び福江地区の沿岸はリア
ス式海岸の複雑な海岸線を呈しています。調査し

日本近海には 29 属 112 種のハタ科魚類が生息

た福江魚市場は、長崎県五島列島の福江島の東側

しています。その中でもマハタ属やスジアラ属に

に位置しています。五島列島の東側には五島灘、

分類される一部の魚種は、市場価値が高く重要な

西側には東シナ海が広がり、対馬暖流の影響を強

沿岸資源として利用されています。このため、資

く受ける海域です。海水温は概ね 14 ～ 28℃で変

源増殖を目的とした人工種苗の放流及び養殖の対

動し、最低水温は 2 月に、最高水温は 8 ～ 9 月

象種として注目され、これまでにアカハタ、キジ

に観測されます。

ハタ、マハタ、クエ、チャイロマルハタ、マダラ

福江島内には 2 つの漁業協同組合があり、合計

ハタ及びスジアラでは成魚及び仔稚魚の生理・生

12 支所に水揚げされた魚介類が福江魚市場へ集

態や飼育技術に関する研究が行われてきました。

荷されます。集荷された魚介類は活魚と鮮魚の 2

しかし、これらは重要な沿岸資源として利用され

通りに類別され、活魚は 1kg あたりの単価で、鮮

ていますが、漁獲統計には ｢その他の魚類｣ とし

魚は箱単位でそれぞれ競りによって取引されてい

て一括して集計されているため、最も基本となる

ます。

漁獲量や漁法などの情報がありません。
従って、漁獲統計からハタ科魚類の資
源を科学的に評価することが困難な状
況下にあります。そこで、西海区水産
研究所資源生産部では、重要な沿岸資
源であるハタ科魚類の資源研究に必要
な漁獲情報を得るため、当所五島庁舎
近くの魚市場に水揚げされたハタ科魚
類を種ごとの水揚げ尾数および漁法、
ならびに個体ごとの全長、体重を調べ
ました。

２．魚市場調査の概要
五島列島は北側から中通島、若松島、
奈留島、久賀島及び福江島で構成され
ていますが、これら以外にも周囲には

図１

魚市場の位置
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市場調査は職員あるいは専属調査員が、2007
年 6 月から 2013 年 12 月における年間約 330 日
のすべての市場開設日に水揚げされたハタ科魚類

４．ハタ科魚類の種別の水揚げ
総尾数、総重量の年変動

のうち、マハタ属およびスジアラ属に分類される
種の全数を対象として調査しました。

福江魚市場では、アオハタ、スジアラ、アカハタ、
オオモンハタ、キジハタ、マハタ、クエの他、オ
オスジハタ、ホウキハタ、イヤゴハタ、コモンハ

３．デ－タ

タ、チャイロマルハタ、ホウセキハタ、ヤイトハタ、
解析には、期間中に得られた全数調査データを

スミツキハタ、カケハシハタ及びユカタハタの合

使用しました。市場調査では全ての個体について

計 17 種が確認できました。このうち、年間 100

全長と体重の 2 つの項目を同時に測定することが

尾以上水揚げされた各魚種の年ごとの水揚げ総尾

できない場合があります。この 2 つの項目が得ら

数と水揚げ総重量を集計しました（図 2 ）。図中

れた個体から、魚種ごとに月別の全長と体重の関

の太線で示した水揚げ総尾数については、調査を

係式をつくり、全長から体重を推定できるように

開始した 2008 年から 2010 ～ 2011 年にかけて減

してデータを補い、これを積算した値を水揚げ総

少したが、その後増加傾向に転じたアオハタ（図

重量としました。水揚げ尾数は把握していますの

2 A）とキジハタ（図 2 E）、2008 年からほぼ右肩

で、これを積算した値を水揚げ総尾数としました。

上がりに増加傾向を示したスジアラ（図 2 B）、ア

図２

ハタ科魚類の種別の水揚げ総尾数、総重量の年変動（同一の縦軸で表示）

Ａ：アオハタ、Ｂ：スジアラ、Ｃ：アカハタ、Ｄ：オオモンハタ、Ｅ：キジハタ、Ｆ：マハタ、Ｇ：クエ
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カハタ（図 2 C）及びオオモンハタ（図 2 D）、ほ

り・延縄、刺網、定置網、潜水による突き、カゴ

ぼ一定であったクエ（図 2 G）
、2008 年から 2010

網、タコ壺など多様な漁法で漁獲されていること

年にかけて増加したが、その後減少傾向に転じ

がわかりました。魚種ごとに見ると多少の増減は

たマハタ（図 2 F）、のパターンが見てとれます。

ありますが、漁法別の割合が毎年ほぼ同じである

2008 年からほぼ右肩上がりに増加傾向を示した

ことがわかりました。釣り・延縄の占める割合が

アカハタ
（図 2 C）の水揚げ総尾数は著しく増加し、

概ね 80％以上であるアオハタ（図 3 A）及びマハ

6 年間で 10.5 倍となりました。また、スジアラ（図

タ（図 3 F）は、水揚げされた多くの個体で胃袋

2 B）は 3.3 倍、オオモンハタ（図 2 D）は 2.5 倍

が反転して口から飛び出ています。また、これら

となりそれぞれ増加しています。これら 3 種は、

のやや小型サイズの個体は、水深 60 メートル前

ハタ科魚類の中では比較的南方に生息することが

後で行われているタコ壺で漁獲されることがあ

知られています。近年、日本東方海域（親潮域・

り、比較的深い場所に生息していると考えられま

混合域）を除いた日本南方の黒潮域、日本海、東

す。アカハタ（図 3 C）とオオモンハタ（図 3 D）

シナ海では過去最大の海面水温の上昇率が報告さ

の漁法は類似しており、釣り・延縄に加えて定置

れています。このような中、前述した比較的南方

網の割合も多いので、これらの種はアオハタ（図

に生息する 3 種のハタ科魚類の生息域がこれらの

3 A）やマハタ（図 3 F）に比べるとやや浅い場

影響によってやや北方に拡大し、その結果これま

所に生息していると考えられます。キジハタ（図

であまり水揚げされなかった五島列島周辺海域に

3 E）は釣り・延縄に加えて刺網の割合が多いの

おいて、これらの種の水揚げ状態に変化が生じて

が特徴的です。アカハタ（図 3 C）、オオモンハタ（図

いることが考えられます。福江魚市場の職員や漁

3 D）及びキジハタ（図 3 E）の 3 種は釣り・延縄

業者からの聞き取り調査によると、これら 3 種の

や刺網において混在して水揚げされることがあり

うちスジアラやアカハタは過去から水揚げされて

ますので、概ね同じような場所に生息していると

いましたが、オオモンハタについてはほとんど水

考えられます。クエ（図 3 G）は先に述べた 5 種

揚げされていなかったようです。

に比べると多様な漁法で漁獲されていますので、

図 2 の水揚げ総重量と水揚げ総尾数を比較する

浅場から深所に幅広く生息していると考えられま

と、水揚げされた魚体の大きさの変化を知ること

す。スジアラ（図 3 B）は潜水による突きによる

ができます。両者の増減傾向が同調しているマハ

漁獲が他種に比べると最も多いのが特徴で、人が

タの場合は、魚体の平均サイズが年によって大き

潜水できるぐらいの比較的浅い場所に生息してい

な変化を示していないと考えられますが、アオハ

ることが考えられます。このように、ハタ科魚類

タ、アカハタでは尾数の値が重量の値を大幅に上

は多様な漁法で漁獲され、高値で取引されること

回っていることから、近年水揚げされた個体の平

から、漁家経営への貢献度が非常に高い魚種であ

均サイズが小さくなっている可能性が考えられま

るといえます。

す。キジハタ、クエについても、両者が逆転、あ
るいは近づいている状況なので、わずかながら小

６．今後のハタ科魚類の研究

型化になっている可能性があります。一方、スジ
アラとオオモンハタについては、重量が尾数を上

2012 年度の全国の種苗放流実績の報告書を見

回りつつあるので、水揚げされた魚体の平均値が

ると、ハタ科魚類ではキジハタ、クエ及びスジア

大きくなっている可能性が考えられます。今後、

ラの 3 種で種苗放流が行われています。キジハタ

尾数や魚体サイズの変化を詳細に検討し、重要な

は、大阪、兵庫、鳥取、広島、山口、香川及び愛

沿岸資源であるハタ科魚類の資源的な解析に着手

媛で 208 カ所に 603 千尾の種苗が放流されまし

することが、これら資源を持続的に利用するため

た。クエは福井、静岡、和歌山、愛媛、佐賀、長

に重要になると考えます。

崎及び宮崎で 114 カ所に 209 千尾の種苗が、ス
ジアラは、鹿児島で 2 カ所に 17 千尾の種苗がそ

５．ハタ科魚類の種別の漁法の推移

れぞれ放流されました。10 年前の 2002 年度の数
値と比べてみると、これらの魚種で種苗放流が行

福江魚市場に水揚げされたハタ科魚類は、釣

われていますが、キジハタは 15 カ所に 30 千尾、
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図３

ハタ科魚類における種別の漁法の推移

Ａ：アオハタ、Ｂ：スジアラ、Ｃ：アカハタ、Ｄ：オオモンハタ、Ｅ：キジハタ、Ｆ：マハタ、Ｇ：クエ

クエは 3 カ所に 3 千尾、スジアラは 12 カ所に 6

調査結果、仔稚魚や成魚の生理・生態学的な解析

千尾放流されています。キジハタ及びクエでは、

結果を組み合わせて総合的な管理手法を確立する

放流箇所数と放流尾数が大幅に増加しています。

ことが、ハタ科魚類の資源を持続的及び効果的に

これらの魚種に対する漁業者からの期待度と要望

利用する上で重要な方向性であると考えます。

の増加と、種苗生産機関の担当者の地道な研究成
果が、放流尾数の増加につながったといえます。
しかし、放流種苗を厳しい天然海域に確実に加入
させるためには、資源の動向を調べ、その状態に
応じて放流尾数を検討するとともに、放流効果調
査の結果から放流技術の高度化を図り、確実な資
源増殖技術を開発することが必要になります。
しかしながら、資源増殖技術の開発を進める上
では、より詳しい生物学的知見も欠かせません。
ハタ科魚類の仔稚魚は、特定の時期に背鰭と腹鰭
の一部の棘が伸張し、海流を利用して分布域を広
げているという説もあります。市場調査で得られ
る漁獲情報に加え、水温や海流などの物理学的な

20
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（３）ヒラメ

ヒラメの資源変動特性と種苗放流
－種苗放流と漁獲管理による資源増殖に向けて－
（独）
水産総合研究センター
東北区水産研究所
グループ長

沿岸漁業資源研究センター

栗田 豊

日本海側）、④太平洋北部系群（青森県太平洋側

１．はじめに

～茨城県）、⑤北海道系群、⑥太平洋中部系群（千
葉県～三重県）、⑦太平洋南部系群（和歌山県～

平成 22 年に策定された第 6 次栽培漁業基本方

鹿児島県太平洋側）の 7 系群に分けられています。

針では、従来の「一代回収型栽培漁業」に加え

このうち①～④の 4 系群が毎年の資源評価対象系

て、親魚を取り残して再生産を確保する「資源造

群となっており、⑤～⑦の 3 系群が動向調査対象

成型栽培漁業」を推進すること、漁獲管理と漁場

系群で 5 年ごとに資源評価を行うことになってい

整備を種苗放流と一体的に実施するよう努めるこ

ます。

とが謳われています。一方、これまでの研究によ

各系群の資源尾数（図 1）と 1 歳資源尾数（図 2、

り、稚魚の餌料環境や天然資源の変動特性が海域

漁獲開始前、または開始後間もない資源尾数）の

によって異なることが明らかになってきていま

長期変動をみると、系群によって特徴が異なるこ

す。したがって、これらの施策も海域の特性に対

とが判ります。まず太平洋北部系群は資源尾数の

応したものにするのが望ましいと考えられます。

変動が非常に大きくなっています（図 1）。この

本章では、まず、資源変動特性および放流稚魚が

原因は、新たに漁獲対象資源に加わった 1 歳魚の

経験する環境が海域によって異なることを紹介し

資源尾数の変動が大きいためです（図 2）。この

ます。次に、種苗放流と漁獲管理による資源増殖

系群では 1 歳未満では漁獲対象とならないことか

の考え方を紹介します。

ら、観察された変動は漁業の影響ではなく、太平
洋北部系群のヒラメ資源自体が持っている性質で

２．資源変動特性

あると考えられます。この系群は、長期的変動の
最低値が低い（例えば 1990 ～ 1993 年、2003 ～

各海域の特徴

2004 年）のも特徴です。つまり、非常に低い水

水産総合研究センターは、水産庁の委託事業と

準から非常に高い水準まで資源尾数の変動が起こ

して、52 種 84 系群の資源評価を実施しています

りうる系群であると言えます。これに対して、他

（水産庁、水産総合研究センター 2014）
。系群と

の系群の資源尾数は比較的安定的に推移していま

は独立性の高い地域集団のことで、資源を管理す

す。その中で長期的に緩やかに減少している系群

る単位です。系群間で一定程度の魚の行き来はあ

（瀬戸内海系群）、小幅な増減は認められるものの

ると考えられ、必ずしも遺伝的に異なる集団では

比較的安定している系群（日本海西部・東シナ海

ありません。ヒラメは、①瀬戸内海系群、②日本

系群、日本海北・中部系群）などが認められます。

海西部・東シナ海系群（鹿児島県東シナ海側～鳥

これらの違いは、産卵から着底までの浮遊期にお

取県）
、③日本海北・中部系群（兵庫県～青森県

ける生き残り過程の違いや、着底後の餌環境の違

図１

厚岸湖と厚岸湾
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図１

ヒラメ各系群の資源尾数の推移

図２

ヒラメ各系群の 1 歳資源尾数の推移

太平洋中部および太平洋南部系群については水産庁、
水産総合研究センター（2015）、その他４系群につい
ては同（2014）の数値を用いて作図した。

太平洋中部および太平洋南部系群については水産庁、
水産総合研究センター（2015）、その他４系群につい
ては同（2014）の数値を用いて作図した。

いが原因であると考えられています。これらの海

天然稚魚が多い年ほど放流魚の生き残りが良いと

域による違いが種苗放流とどの様に関係するか、

いう結果となりました。

天然稚魚と放流稚魚の生態的な関係から考えてみ
たいと思います。

宮城県仙台湾～茨城県沿岸ではアミ類の現存量
が非常に豊富で、天然稚魚が多く生息していても
現状規模の種苗放流により餌の量は減りすぎない

天然稚魚と放流稚魚の生態的な関係
放流稚魚が天然稚魚に及ぼす影響として懸念さ

たがって、福島県で天然稚魚尾数と放流魚の生き

れているのが、放流稚魚が増えた分だけ天然稚魚

残りに関係が認められなかったのは、餌が豊富に

が減る「置き換わり」の問題です。放流稚魚も天

あったため天然稚魚と放流稚魚で餌をめぐる競争

然稚魚も、稚魚期には共通の餌（主にアミ類）を

が生じていなかったためと解釈できます。

摂ります。餌の量が十分ではなく、一定の限度が

他の海域でも、長期的なデータ解析と環境情報

ある条件下では、放流稚魚の摂餌→アミ類の量の

をあわせることで、海域の特徴が見えてくるか

減少→天然稚魚の摂餌量の減少→天然稚魚の成長

もしれません。また、野外調査により餌の量や天

悪化→天然稚魚の死亡率増大という流れが懸念さ

然、放流ヒラメ稚魚の成長を調べた研究例として、

れます。つまり、置き換わりとは、天然魚と放流

Tanaka et al.（2005）が若狭湾で行った研究が挙

魚が餌を奪い合うため、天然魚の成長が悪化し、

げられます。この研究では、種苗を大量に放流し

死亡率が増加する現象と言えます。一方餌の量が

た直後に海域のアミ類の密度が減少し、天然稚魚

十分に多ければ、置き換わりは起きないと考えら

の空胃率が一時的に増加しましたが、天然稚魚の

れます。したがって、置き換わりが起きるかどう

成長の悪化は認められませんでした。このことは、

かは、餌の量と天然稚魚の尾数の影響を受けると

置き換わりが起こらなかったことを示唆していま

予想されます（山下ほか 2006）。

す。

しかし、筆者が文献から調べた岩手県（後藤

今後、上記の様な長期的データの蓄積と解析、

2006）
、 福 島 県（Tomiyama et al. 2008） で は、

野外調査による天然稚魚と放流稚魚の生態的な関

天然稚魚尾数の指標（1 歳資源尾数）と放流魚の

係に関する知見の蓄積により、海域ごとの特徴が

生き残りの指標（放流魚の 1 歳までの生残率、ま

さらに明らかになっていくことが期待されます。

たは回収率）には関係が認められませんでした
（図 3）
。また、鹿児島県（厚地、増田 2004）では、

22

ことが判っています（Tomiyama et al. 2008）。し

豊かな海

No.34

2014.11

「共同研究」の推進と沿岸資源研究の最前線

特

を、縦軸に放流尾数を取っており、その組み合わ
せによって 5 年後の資源量または漁獲量の予測
値がどの様に変化するかを示しています。この図
により、現状の漁獲係数と放流尾数の組み合わせ
に対して、漁獲係数および放流尾数を変化させた
場合の資源量または漁獲量の変化量が視覚的に理
解できます。なお、計算方法の詳細は亘（2014）
に詳述されています。
瀬戸内海系群の例（図 4）では、資源量に関し
ては、漁獲係数を 0.8 から 0.6 に下げる効果と、
放流尾数を 300 万尾から 600 万尾に増やす効果
が同等である（ともに約 2,000 トンに増加）こと
が判ります。また、漁獲量に関しては、漁獲係数
を 0.8 から 0.5 に下げる効果と放流尾数を 300 万
尾から 500 万尾に増やす効果が同等である（と

図３

岩手県、福島県、鹿児島県における天然魚 1 歳
資源尾数と放流魚の生残の関係

天然稚魚密度の指標として 1 歳資源尾数を用いた。放
流魚の生残率の指標として、岩手県と鹿児島県では（放
流魚 1 歳資源尾数）/（放流尾数）を、福島県では（再
捕尾数）/（放流尾数）を用いた。岩手県、福島県、
鹿児島県の数値は、それぞれ後藤 (2006)、Tomiyama
et al. (2008)、厚地、増田 (2004) から引用した。

３．種苗放流と漁業管理による資源
増殖・漁獲量増大効果の比較
近年、種苗放流数と漁獲量（漁獲係数）の操作
が将来の資源量（重量）および漁獲量に及ぼす影
響を同時に評価する手法として、資源量および漁
獲量の等量線図が資源評価報告書に掲載されるよ
うになりました（図 4）
。この図は横軸に漁獲係
数（漁獲による資源尾数の減少速度を表す係数）

図４

漁獲係数と放流尾数の操作と 5 年後の資源量
および漁獲量の関係

ヒラメ瀬戸内海系群の資源評価報告書（水産庁・水産
総合研究センター (2014)）から転載。○は現状の値を
表す。亘氏（中央水産研究所）のご厚意によりカラー
原図を使用。
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もに約 600 トンに増加）ことが判ります。漁獲
係数を減らしたときの効果と、放流尾数を増やし
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真吾（2014）等量線図による種苗放流が資
源に与える影響評価と表計算ソフトを用いた計
算方法．水産技術，6, 129 – 137.

山下

洋、栗田

豊、山田秀秋、高橋一生（2006）

三陸大野湾におけるヒラメ稚魚の最適放流量の
推定．水産総合研究センター研究報告，別冊 5
資源評価報告書（水産庁・水産総合研究センター (2014)）
の数値から計算した。再生産成功率は 2006 ～ 2010 年の値
の平均値（範囲）を示す。添加効率は（放流魚の漁獲加入
時の尾数）/（放流尾数）、再生産成功率は（天然魚の漁獲
加入時の資源尾数）/（親魚重量 (kg)）である。系群によっ
て漁獲加入齢が異なるので、系群間の比較には注意が必
要。
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（４）ホシガレイ

遺伝的多様性に配慮した種苗生産技術の開発
（独）
水産総合研究センター

同

同

中央水産研究所

東北区水産研究所

東北区水産研究所

水産遺伝子解析センター

沿岸漁業資源研究センター

沿岸漁業資源研究センター

主任研究員

關野 正志

研究員

清水 大輔

養殖生産グループ長

黒川 忠英

１．はじめに
ホ シ ガ レ イ（Verasper variegatus）（ 図 1） は、
太平洋西部の沿岸域に分布する大型カレイの一種
です。日本における現在の主要分布域は、東北地
方太平洋岸、伊勢湾、瀬戸内海および有明海に隣
接する長崎県橘湾周辺で（図 2）
、分断的に分布
しています。どの地域でも資源量は非常に低位で
推移しており、その稀少性と市場価値の高さから、
栽培漁業対象種として注目されるようになりまし
た。1990 年代から本種の人工種苗生産が始まり
ましたが、良質な受精卵の安定的な確保が困難で
あること、飼育初期の生残率が低く、生産された
稚魚に形態異常が非常に多いことなどから、種苗
の大量生産は困難でした。そのため本種の種苗生
産・放流は、東北や有明海等の限られた地域で、
試験研究機関によって小規模に行われているのが
現状です。
このようにホシガレイ栽培漁業の歴史は浅く、
規模も小さいのですが、今後放流が事業レベルで

図１

天然ホシガレイ （上） と人工採卵風景 （下）

行われ、大量の人工種苗が放流されるようになる
と、新たな懸念が生じます。それは人工種苗が放

一方栽培漁業では、コスト・スペース・労力の

流先の遺伝的多様性に与える影響です。遺伝的多

制約から、少数の親魚から大量の種苗を作って

様性は、変化していく生息環境への適応力の源に

放流することが多いため、放流された人工種苗は

なるものですので、資源の永続性のためには高い

血縁個体（兄妹）だらけになり、一般的に遺伝的

遺伝的多様性が必要です。また遺伝的多様性は、

多様性は低下します。特にホシガレイでは良質な

新たな種へ進化していくための原動力になりま

親魚を確保することが困難であるため、少ない親

す。このようなことから、栽培漁業においては、

魚から得た受精卵で種苗生産が行われていますの

放流先の天然資源の遺伝的多様性・特徴に与える

で、人工種苗の遺伝的多様性はかなり低下してい

影響を、できるだけ小さくしなければいけません。

るのではないかと予想されます。
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このような背景から、ホシガレイの人工種苗の

な遺伝的違いがあることが分かりました（図 3）
。

遺伝的多様性をできるだけ高く保つことのできる

ミトコンドリア DNA では、地理的には近い瀬戸

種苗生産技術を確立し、天然集団の遺伝的多様性

内海と橘湾のホシガレイは、ハプロタイプ（ミト

に与える影響を最小限にすることが望まれます。

コンドリア DNA の種類）をほとんど共有してい

そのためにはまず、１）天然資源の遺伝的多様性

ませんでした（図 4）。これは、この２地域間で

や地域間の遺伝的違いを調べることと、２）実際

ほとんど個体の移出入が無いことを示唆します。

に放流されている人工種苗の遺伝的多様性が、天

日本産ホシガレイについてまとめると、１）東

然魚と比べてどれくらい低いのかを把握すること

北地方のホシガレイは、一つの大きな個体群を形

が先決です。そこで私たちは、ホシガレイについ

成している、２）主要分布域それぞれで異なる遺

て、これらの課題に取り組みました。

伝的特徴を持っている（FST より）、そして３）橘
湾のホシガレイは、他地域とは特に大きな遺伝的

２．天然ホシガレイの地域間の
遺伝的違い

隔たりがある、と言えます。これらのことから、
ホシガレイの遺伝的管理は主要分布域それぞれに
ついて行う必要があること、つまり、地域間の移

現在まとまった数のホシガレイが採集可能な地
域（図 2）から採集された天然ホシガレイ集団に

植・放流等は極力避け、人工種苗生産・放流は、
地先の個体を使って行うべきであると言えます。

ついて、核 DNA 上のマイクロサテライト DNA
マーカー（29 マーカー）とミトコンドリア DNA
塩基配列（coxI, cytb および nad2 遺伝子）を用い

３．実際に放流された人工種苗の
遺伝的多様性

て、地域間の遺伝的違いを調べました。マイクロ
サテライト DNA マーカーを使って集団間の遺伝

次に、天然集団と比較して、実際に放流された

的違いの指標となる FST を計算したところ、東北

人工種苗ではどれくらい遺伝的多様性が低くなっ

内サンプル間（三陸、仙台湾、福島）を除くすべ

ているかを調べました。紙面スペースの都合上、

てのサンプル組み合わせで、有意な遺伝的違いが

ここでは結果のごく一部だけ紹介します。私たち

認められました。原因はまだはっきりしませんが、

が調べた人工種苗は、東北地方の 3 つの試験研究

特に橘湾のホシガレイは特殊で、他地域とは大き

機関（A、B、C とします）で作られ、DNA 解析

図２

日本産ホシガレイの主要分布域 （赤点線） とサンプリング地点 （黒丸）

同地点で異なる年に採集されたサンプルは， 数字を付して区別してある （例えば三陸 1 と三陸 2）
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DNA 情報に基づく各個体のグループ分け

マイクロサテライト DNA マーカーによる。 すべての個体をプールして， DNA 情報だけで個体をグループ分けした。
橘湾のほとんどの個体はグループ B に分けられたが， 他地域の個体はグループ A にまとめられた。

図４

各地域のミトコンドリア DNA ハプロタイプ頻度

各ハプロタイプを色分けしてある。 東北地方のサンプルは一つにまとめてある。 どの地域でもごく低頻度の
ハプロタイプ （<5%） はまとめて “その他” とした （グレー）。

用に一部の種苗をサンプリングした後、放流され

関 C の人工種苗は、使われた親数が最多だった

たものです。

にも関わらず、継代人工種苗だけが親魚として使

機関 A で種苗生産に使われた 27 尾の親魚のう

われたため、多様性の低下が著しいことが分かり

ち、23 尾は天然で発生した個体、4 尾は放流魚

ます。逆に機関 A は、親数が最少だったにも関

の再捕個体でした（つまり 85% は天然魚）。機

わらず（機関 B と C の 3 割程度）、ほとんどの親

関 B では、天然魚 17 尾、再捕魚 10 尾、継代人

魚が天然魚であったため、今回調べた人工種苗の

工種苗 26 尾、計 53 尾が使われました（天然魚

中では一番高い多様性を維持していました。

32%）
。一方機関 C では使われた 54 尾はすべて
継代人工種苗でした（天然魚 0%）。

４．今後の課題

これらの人工種苗について、各マーカーの異な
るアリル数（タイプ数）を求め、前記の東北地方

多くの天然魚を使えば、遺伝的多様性の低下を

の天然集団のアリル数と比較したものが図 5 です

軽減できることは容易に予想できますし、実際

（ここでは 4 マーカー分だけ示します）
。アリル数

に私たちの人工種苗解析の結果もそれを支持しま

を指標とした人工種苗の遺伝的多様性は、天然集

す。しかしホシガレイのような稀少種の場合、常

団と比較して低いことは明らかです。とりわけ機

に多くの天然魚だけを親として使うことは現実的
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図５

天然魚と比較した人工種苗のマイクロサテライト DNA マーカー多様度

アリルリッチネス （サンプルサイズの違いを補正したアリル数） を指標にした。 天然集団を 1.0 として， 相対
値をグラフにしたもの。 各グラフの上にマーカー名を記してある。

ではなく、また交配に使うことのできる親数に制
限が出てきます。そうすると、多かれ少なかれ人

また、少ない親魚から種苗生産をせざるを得な

工種苗の遺伝的多様性が低下することは避けられ

い場合、各種苗生産施設間で精子を交換して交

ません。私たちのこれからの課題は、できるだけ

配組合せを増やす事も選択肢の一つです。ホシガ

種苗生産現場の負担の少ない方法で、その低下を

レイや近縁種のマツカワの精子凍結保存について

いかに最小限にとどめるか、ということを考える

は、ペレット法により 1 年以上の保存が可能であ

ことだと思います。

ることが示されていますが、凍結精子の輸送には

一番簡単な方法は、上記の種苗生産機関 B の

液体窒素が必要であるなど、個々の種苗生産施設

ように、天然魚と人工種苗をミックスして親魚と

で行うのは困難です。もし冷蔵により 1 週間程度

使うことですが、その場合、天然魚と人工種苗の

の保存が可能であれば、クール宅配便などによる

混合比はどれくらいが良いのか？ということを提

輸送が可能になり、汎用性が高いと考えられます。

示する必要があります。また人工種苗を親魚とし

ただし人工精漿で希釈すると、翌日には大幅に精

て使う場合には、できるだけ血のつながりの弱い

子の運動活性が低下してしまうなど、人工精漿の

個体（遠縁の個体）を DNA マーカーを使って推

改良が課題となっています。

定し、それらの間で交配を行うという方法も考え
られます。

今後、精子の凍結保存や冷蔵保存技術と、オス
親の DNA 情報を組み合わせることにより、親魚

こうしたことを実際の交配試験で検証すること

の飼育スペースの削減や遺伝的距離の遠いメス

が最良ですが、そうすると大規模な実験系を立ち

親との計画交配ができるようになるかもしれませ

上げなければならないため、より簡単・簡便なコ

ん。

ンピュータシミュレーションで検証したいと考え
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（５）エゾアワビ

エゾアワビ好適餌料珪藻を用いた
種苗生産技術の開発
（独）
水産総合研究センター
東北区水産研究所
任期付研究員

沿岸漁業資源研究センター

松本 有記雄

はじめに
エゾアワビの種苗生産は 1960 年代から技術開
発がはじまり、1970 年代後半からは各地で種苗
生産と種苗放流が行われてきました。エゾアワビ
の種苗生産では大量生産可能な技術がほぼ確立さ
れておりますが、産まれて間もない段階での生残
や成長が不安定になることがあり、幼生の採苗技
術と採苗した初期稚貝の飼育技術には改善の余地
が残されています。本稿では、これまでのエゾア

図１

エゾアワビの浮遊幼生

図２

エゾアワビの初期稚貝

ワビ種苗生産における採苗、および稚貝の飼育方
法を俯瞰するとともに、現在我々が開発に取り組
んでいる好適餌料珪藻を用いた種苗生産技術の概
要を紹介します。

幼生の着底・変態と採苗技術
エゾアワビは、卵が孵化してから約３日間（飼
育水温 20℃）は浮遊幼生（図１）として水中を
浮遊しており、その後、基質に着底して初期稚貝
（図２）に変態します。種苗生産現場では、幼生
が着底・変態が可能な状態になってから、採苗水
槽に幼生を移送して、採苗板と呼ばれる微細藻類
が繁茂したプラスチック板（図３）の上に幼生を
着底させます。天然環境下では、浮遊幼生は紅藻
類の 1 種である無節サンゴモに選択的に着底して
変態することが分かっていますが、無節サンゴモ
を種苗生産現場で計画培養することは技術的に難
しく、比較的培養が容易な珪藻や緑藻を使う採苗

図３

採苗板

が行われています。例えば、Cocconeis 属などの

態率を示します１）。またアワビモという和名を持

付着珪藻に対しては、幼生は比較的高い着底・変

つ緑藻ウルベラ（Ulvella lens）も幼生の着底や変
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態を誘引することが分かっています２）。オースト

として摂取できるのです。Cocconeis 属は付着力

ラリアの種苗生産現場ではアワビの種類は異なり

が強い珪藻の代表的な種で、舐め板上にはこの珪

ますが、ウルベラを用いた採苗が行われています。

藻が多く付着しているため、800μm 以上の稚貝

エゾアワビでは、安定した生産を行うために、

にとっては好適な餌料環境が整っています。一方

“舐め板”と呼ばれる板を採苗版として用いる生

で、付着力が弱く簡単に剥がされる珪藻は（例え

産現場が多く見られます。舐め板とは、微細藻類

ば、Navicula 属の珪藻）、殻が壊れずにそのまま

を自然繁茂させた採苗板に殻長 1 ～ 3 ㎝のアワビ

丸のみされるので、消化されないまま排泄されて

稚貝を付着させて摂餌活動させたものです。稚貝

しまいます６）。このように、稚貝にとっての好適

が摂餌したあとの板には、Cocconeis 属の珪藻や

な餌料は成長段階によって異なるだけでなく、珪

ウルベラなど稚貝が食いにくい強く固着した微細

藻の種によっても左右されます。しかし、多くの

藻類と、稚貝が這った後の粘液（匍匐粘液）が残

種苗生産現場では、好適な餌料を単種培養して稚

ります。匍匐粘液は幼生の着底を誘起することが

貝に給餌する技術はなく、自然繁茂した珪藻を稚

知られており、食い残された Cocconeis 属の珪藻

貝に与えているのが現状です。そのため、好適な

やウルベラと匍匐粘液が相互に作用して幼生を効

餌料珪藻が板上に繁茂しないために、あるいは不

３）

率よく着底・変態させることができるのです 。

適な餌料が繁茂してしまうために稚貝の生残・成

しかし、舐め板を作製するには採苗板に稚貝を付

長が不安定になることがあります。

着させ、採苗前には稚貝を取り外す労力が必要に
なります。また、舐め板を作製するための稚貝も
確保する必要があることから、エゾアワビ以外の

好適餌料珪藻を用いた種苗生産技術
の開発

アワビ類の種苗生産現場ではほとんど用いられて
上述のように、付着力が弱い珪藻は殻が壊れな

いません。

いため細胞内容物を利用することができず餌料
価値が低くなりますが、例外的に殻が脆い珪藻も

稚貝の摂餌生態と給餌技術

存在しており、そのような珪藻であれば稚貝の
浮遊幼生は餌を食わずに卵黄を主な栄養源と

成長段階に関わらず好適な餌料となることが期

し、基質に着底して初期稚貝に変態してから摂餌

待できます。その候補の１つとなっているのが、

を開始します。変態直後の初期稚貝の殻長は約

Cylindrotheca closterium（以下、針型珪藻：図４）

280μm で、約 400μm までは変態後に残された

という珪藻です。本種は 800μm 以下の稚貝に

卵黄も栄養源として利用しています。しかし、そ

とっても摂餌しやすく、また、殻が脆いので摂餌

れ以降は外部栄養に依存して成長するため、摂餌

の際に細胞殻が簡単に破壊されるため高い消化効

４）

をしなければ良好に成長できなくなります 。殻

率を示します。室内規模の実験では針型珪藻を与

長 400μm 前後の稚貝は、微細藻類が細胞外に分

えた稚貝の成長率が非常に高くなることが分かり

泌する粘液を摂餌します。このころの稚貝の歯舌

ました。さらに、本種は付着珪藻でありながら、

は丸まっているので、強く付着する珪藻は食べる

浮遊珪藻のようにエアレーションで攪拌すること

ことができませんが、この歯舌の構造は微細藻類

で高密度の珪藻懸濁液を作成することができるた

の粘液をすくい取って摂餌するのに適しているの
です。殻長 800μm を超えると粘液物質だけでは
良好に成長することができなくなり、珪藻の細胞
内容物を摂餌する必要が生じてきます。稚貝の歯
舌は殻長 800μm 前後から丸まったものから直立
して尖ったものへと変化するため、その歯舌で珪
藻を基質から削り取るようにしながら摂餌するこ
とがでるようになります５）。強く付着した珪藻を
削り取るように摂餌する際、ガラス質でできた珪
藻の細胞殻が壊され、珪藻の殻内の細胞質を栄養
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Cylindrotheca closterium（針型珪藻）
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め（図５）
、大量培養にも適していることが分かっ

研究を進めていくうちに、針型珪藻を用いた飼

てきました。現在、我々はこの針型珪藻を計画的

育技術を完成させるには、針型珪藻を採苗板に効

に培養して稚貝に与えるための技術開発を行って

率よく板に付着させる技術が不可欠であることも

います。

分かってきました。針型珪藻を用いて稚貝を飼育

針型珪藻を用いた飼育技術の開発におけるボト

したところ、稚貝の成長率が良くなる一方で、稚

ルネックの１つは、針型珪藻が浮遊幼生の着底・

貝に摂餌されやすいためか板上の針型珪藻がすぐ

変態をほとんど誘引しないことです１）。針型珪藻

に消失してしまうことがあります。我々は、針型

を付着させた板を稚貝に這わせて、舐め板の機能

珪藻を短時間かつ高密度に板に付着させる技術の

を付与することで、幼生を針型珪藻が付着した板

開発にも取り組みはじめました。

に着底させることはできますが、前述したように

特

エゾアワビの主要な産地である三陸沿岸では、

舐め板の作成には大きな労力が必要になります。

2011 年の東日本大震災による津波で、ほとんど

そこで、稚貝に対して比較的高い着底・変態誘引

の種苗生産施設が被災し、2014 年からようやく

能力を持つウルベラ板に針型珪藻を付着させ（図

多くの生産現場が種苗生産を再開したところで

６）
、それを用いて飼育する技術の開発に取り組

す。これに合わせて、生産現場では針型珪藻を用

み始めました。すなわち、針型珪藻の弱点である

いた種苗生産技術を積極的に導入する動きがあり

低い着底・変態誘引効果をウルベラの着底・変態

ます。今後は、これまで以上に種苗生産施設との

誘引能で補い、ウルベラの低い餌料価値を針型珪

連携を深めながら、本飼育技術の現場導入に向け

藻で補うという手法です。この手法であれば、従

た研究を展開していく予定です。なお、本研究は

来法に追加する作業が少ないため、種苗生産現場

農林水産省「食糧生産地域再生のための先端技術

にスムーズに導入できる利点があります。また、

展開事業：アワビの緊急増殖技術開発研究」の一

舐め板作製の際にかかるコストを削減することも

環として実施されています。

できます。
参考文献
１）河村知彦・菊池省吾（1992）エゾアワビ幼

図５

500L パンライトで培養した針型珪藻

図６

ウルベラと針型珪藻

生の着底と変態に及ぼす付着珪藻の影響．水
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（６）ニシン

湖沼性ニシンにおける資源生態の解明
（独）
水産総合研究センター
東北区水産研究所
研究員

沿岸漁業資源研究センター

白藤 徳夫

ります。

湖沼性ニシンの栽培漁業

厚岸湖と隣接する厚岸湾（図１）を生活史初期
に利用する湖沼性ニシン（厚岸ニシン

北海道区水産研究所（北水研）では 1982 年（当

写真１）

は、春になると産卵のために湾や湖の沿岸に来遊

時は（社）日本栽培漁業協会厚岸事業場）から資

するため、定置網漁や刺し網漁で漁獲されます。

源量が極めて減少したニシン資源を栽培漁業に

1960 年代には年によっては 1 万 5 千トンをピー

よって回復させるための技術開発に取り組んでき

クに数千トンもの水揚がありましたが、1970 年

ました。ニシンには、かつて北海道の日本海側を

を境に漁獲量は激減し、数トン以下まで減少しま

中心に 100 万トン近い水揚げがあったニシン（北

した。このような中、1987 年から厚岸周辺海域

海道サハリン系ニシン）のように高塩分域で産卵

で種苗放流が始まりました。種苗生産技術の向

し、広い回遊範囲を持つ海洋性ニシンや道東に位

上とともに放流尾数は増加し、多いときには 100

置する厚岸湖や風蓮湖などの汽水域をもつ湖沼で

万尾を超える種苗が放流されました。放流尾数の

産卵し、回遊範囲が狭い湖沼性ニシンがいます。

増加に伴い漁獲量も徐々に増え、2008 年には 400

北水研では湖沼性ニシンを研究対象として、人工

トンを超えるまで増加しました（図 2）。種苗放

授精、卵管理、仔稚魚育成技術の開発に取り組み、

流が始まってからは、厚岸周辺で漁獲され厚岸市

ニシン種苗の大量生産に初めて成功し、現在では

場に水揚げされたニシンのうち平均して約 2 割が

健全な種苗を安定して生産できる技術レベルにあ

放流魚であったことから推測すると、近年の漁獲
量増加の一因は、放流魚が厚岸ニ
シン資源の底支え的役割を果たし
た成果と考えています。

生態研究の重要性
今あるニシン資源を維持・増大
させるためには、栽培漁業だけで
はなく、漁業管理や「場」の管理
が重要です。次世代の魚を確保す
るためには、漁業管理によって産
卵親魚を獲り残すとともに、場の
管理によってその親魚が卵を産む
場所や幼稚仔が成育する場所の保
図１
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シン資源の適正管理を目的に厚岸町、昆布森町、
浜中町の各漁業協同組合と 3 町によって構成され
る厚岸湾ニシン資源育成協議会と北海道立総合研
究機構釧路水産試験場とともに 2011 年に共同研
究「湖沼性ニシンにおける資源生態の解明」を立
ち上げ生態研究をスタートさせました。

産卵場・幼稚仔成育場の特定
写真１

厚岸ニシン

産卵場や仔魚（全長 3.5cm 未満）、稚魚（3.5cm
～ 1 歳になるまで）、幼魚（１歳）の成育場がわ
かれば、場の管理にとって重要な情報となるだけ
でなく、栽培漁業において放流適期・適所の選定
が可能となるため、これまで以上の放流効果が期
待できます。そこで、厚岸湾ニシン資源育成協議
会とともに産卵場および幼稚仔の成育場を調べま
した。
厚岸ニシンの産卵場を特定するため、産卵期で
ある 4 ～ 5 月に調査を行ったところ、湾や湖のア
マモ、ウガノモク、カワツルモなどの海藻・草類
に付着したニシン卵が採集され、本種が湾と湖の

図２

厚岸周辺海域におけるニシンの漁獲量と種苗放流数
（１９７５～２０１２年）

藻場を産卵場として利用していることがわかりま
した。
仔稚魚の成育場を特定するために、4 ～ 8 月に

必要です。しかし、禁漁や漁具規制等を行う漁業

湾沿岸と湖内全域で行った仔稚魚分布調査では、

管理では、漁業者の皆さんに経済面や作業面で負

仔稚魚が採集されたのは湖内のみでした。特に 4

担をかけることがあります。また、場の管理では、

～ 6 月に厚岸湖東部の湖奥域で仔魚が高密度で分

闇雲に一定区域を保護区に設定したり、多額の費

布していることが判明し、仔魚期の成育場が限定

用をかけて投石等による藻場造成を行っても、そ

されていることがわかりました。

こをニシンが利用しなければ効果は上がりませ

ニシンは稚魚期も厚岸湖を利用しており、6 月

ん。最小限の負担で実効力のある資源管理を行う

中旬～ 8 月上旬に稚魚が湖内全域で採集されま

ためには、ニシンの生態をしっかり理解すること

したが、湖内水温が 20℃以上になった 8 月中旬

が重要となります。生態的特性や生活史がわかれ

以降は採集されませんでした。一方、厚岸周辺

ば、最適な禁漁時期、漁獲規制サイズ、保全場所

海域で行った漁獲物調査では、例年 10 月中旬～

などが自然と見えて来るはずです。資源管理に必

11 月中旬に湾で行われるシシャモ桁曳き網漁で

要なことは、まず“ニシンを知ること”です。

15cm 前後の稚魚、翌年 5 月に湾や湖の定置網漁
で 18cm 前後の 1 歳魚が混獲されていることが確

共同研究

認されました。
以上の結果から、厚岸周辺海域では本種は厚岸

北水研では社団法人日本栽培漁業協会以来約

湾、厚岸湖で産卵するが、仔魚期は湖奥域を成育

30 年にわたってニシンの栽培漁業に関する研究

場とし、稚魚の発達に伴って生息範囲を湖内全域

を行ってきましたが、これまでは主に種苗生産技

へと拡大することがわかってきました。その後、

術に関する研究であり、放流魚も含めて天然ニシ

湖内水温が 20℃を上回る頃には水温の低い湖外

ンの生態に関する研究はほとんど行われていませ

の厚岸湾へ移動し、翌年の春までは湾周辺に生息

んでした。そこで、厚岸ニシンを対象に、厚岸ニ

していると考えられました。このようにニシンは
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成長に伴い利用する場所を変えていることが明ら

された各放流群の割合は、稚魚期では厚岸群、昆

かになってきました。

布森群、浜中群がそれぞれ 83.7、9.8、6.5% でし
たが、幼魚期では 46.7、30.0、23.3% となり、各

人工種苗を用いた生態調査

放流群の割合が変化しました。幼魚期の各放流群
の割合は、各放流場所における放流尾数の割合と

共同研究では、人工種苗を使っての生態調査も

類似することから、放流後の種苗は放流場所に滞

行いました。この調査では、厚岸ニシンの回遊特

留せずに移動・分散し、放流翌年の春にはほぼ均

性や産卵回帰特性の実態解明を目的に、放流後の

一に混ざって群れ行動をしている可能性が考えら

種苗を追跡し、どこで放流した種苗がいつ、どこ

れました。また、釧路水産試験場の協力で厚岸か

で再捕されるかを調べました。調査に用いた種苗

ら約 40km 離れた釧路周辺で秋に混獲されたニシ

は、厚岸湾ニシン資源育成協議会とともに採卵・

ン稚魚を調べたところ、厚岸周辺で放流された種

人工授精を行った後、北水研厚岸庁舎の室内水槽

苗は見つかりませんでした。このことから、放流

でふ化・飼育したものを厚岸、昆布森、浜中町の

後の種苗は移動・分散するものの、その範囲は比

漁協が各地先で中間育成しました（写真 2、図 3）。

較的狭いこともわかりました。今後、調査範囲を

8 月上旬に厚岸、浜中、昆布森からそれぞれ約

さらに広げて厚岸ニシンの回遊範囲を絞り込むと

30、25、15 万尾の種苗が放流され、その後、天

ともに、各放流場所付近で漁獲された産卵親魚の

然魚に混じって秋（稚魚期）と翌年の春（幼魚期）

中にどの放流群の割合が高いのかを調べ、産卵回

に厚岸湾において再捕されました。厚岸湾で再捕

帰特性の実態を明らかにしたいと考えています。

おわりに
共同研究機関の協力を得て、これまで不明で
あった厚岸ニシンの生態が少しずつ解明されてき
ました。しかし、まだまだ不明なことが多く、生
態に応じた資源管理を実施するには十分とは言え
ません。北水研では今後も共同研究を通して生態
解明に向けた取り組みを継続していく予定です。
一方、生態研究の結果を待ってから資源管理を
実施したのでは手遅れになりかねません。生態
研究と並行して今できる資源管理はできるだけ早
写真２

中間育成の様子

く取り組むことも必要で
す。厚岸ニシンでは、刺
し網漁業者の方々が自主
的に網の目合いを従来よ
りも大きくし、初回産卵
魚である 2 歳魚を保護
する活動を始めました。
我々試験研究機関と現場
漁業者の方々が一つに
なって資源管理に取り組
むことが資源増大への最
善の近道であると確信し
ています。

図３
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（７）アカアマダイ

アカアマダイ放流技術の高度化
（独）
水産総合研究センター
日本海区水産研究所
主任研究員

１．はじめに
アカアマダイは、延縄、一本釣、底曳網、漕ぎ

資源生産部

竹内 宏行

２．京都府での取り組み
（1）馴致放流試験

刺網等で漁獲され、関西地方では特に珍重され高

馴致放流は、種苗を放流する前に港湾内などに

級魚として取り扱われている魚種です。本種は比

設置した囲いのなかで一定期間飼育し（馴致飼

較的魚価が高く、また、移動範囲が狭いと考えら

育）、天然海域の環境に慣らしてから放流するこ

れていることから、地域に密着した栽培漁業の対

とで、放流後の生き残りを向上させる試みです。

象種として様々な地域から種苗生産や放流技術の

漁港内の水深 4 ｍの海域に設置した囲い網（8

開発が望まれています。
水産総合研究センター日本海区水産研究所宮津

× 8 ×深さ 4 ｍ、底網なし）に全長約 6cm の種
苗を収容し、9 日間馴致飼育しました（写真 1）。

庁舎では開所以来、アカアマダイの採卵、種苗生

馴致期間中は配合飼料を給餌しました。馴致飼育

産技術の開発に取り組み、平成 10 年から種苗放

中に 4 回の潜水調査を行い（写真 2）、巣穴形成

流試験を続けています。アカアマダイの稚魚は成

行動の観察、稚魚の採集を行いました。馴致飼育

魚の棲む深い海域に生息しているらしいことがわ

の翌日には巣穴の形成を確認できました（写真

かっているため、種苗放流試験は水深 50 ｍ以深

3）。また、巣穴内の稚魚を採集して消化管内容物

の海域を中心に行ってきました。しかし水深の深

を検査した結果、多毛類、ヨコエビ類等の天然餌

い海域に直接種苗を放流しても、その後の有効な

料生物を摂餌していることが確認できました（摂

追跡調査方法はありません。そのため、放流した

餌個体率 60%）。馴致飼育中 4 回の稚魚の消化管

稚魚の動向を把握するのがきわめて困難であり、
市場に再捕魚として揚がってくるまでの間どう
なっているのかまったくわかりませんでした。
そこで、放流初期の種苗の行動や食害状況など
を解明し、より効率的な種苗放流方法を開発する
ために、放流後の追跡調査が比較的容易な浅い海
域での放流試験を行いました。また、平成 23 年
度からの 3 年間、京都府漁業協同組合、島根県出
雲市と共同で、京都府の若狭湾西部海域、島根県
出雲市沖で放流試験を行うとともに、中間育成技
術の向上、馴致放流手法の開発、種苗の放流追跡
調査と放流効果を把握するための市場調査体制づ
くりに取り組みました。

写真１

漁港内に設置した囲い網
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内容物検査を行い、給餌した配合飼料のほかに、

の底質は砂泥であり、アカアマダイが本来生息し

ヨコエビ、小エビ、多毛類等を摂餌していること

ている場所と類似しています。調査は放流後 4 日

が確認されました（摂餌個体率 60 ～ 100%）。

から 1 年後までの間に 12 回行い、合計 307 尾の

馴致飼育終了時に囲い網を撤去し、種苗を放流

稚魚を再捕できました（写真 4）。放流後 1 カ月

しました。放流 14 日目の潜水調査では、漁港内

で 59 尾、165 日後に 4 尾再捕されました。また、

で放流魚は確認されなかったことから、港外に移

調査以外にも漁業者からの再捕報告で、放流 1 年

動したと考えられました。放流後、港内では水温

後に放流点付近で再捕されるなど、放流海域に長

低下等による環境変化は認められず、また、餌料

期間滞留していることが確認されました。また、

生物も多く存在したため、港外への移動要因は不

この前年に放流した群が約 2 年後に水深 70 ｍの

明でした。

海域で再捕され、本来の生息域まで移動している

放流の翌日から刺網による捕食魚調査を 5 回行

ことが確認されました。

いました。魚食性魚類（カサゴ、メバル類）を採

再捕調査で漁獲された魚食性魚類の消化管内容

集し、消化管内容物を検査した結果、カサゴによ

物を調査したところ、コチ類、エソ類などが放流

るアカアマダイの捕食が確認されました。

種苗を捕食していることが確認されました。また、
調査で再捕された稚魚の消化管からは多毛類、カ
イアシ類、ヨコエビ等が確認され、空胃率は放流
後 4 日目 81%、16 日目 30%、29 日目 15% と徐々
に減少したことから、放流後、徐々に天然海域の
環境に適応していく様子が伺えました。

写真２

潜水調査の様子

写真４

餌料曳き網調査で採集された放流魚

（3）市場調査
日本海区水産研究所では、京都府漁協と共同で
市場調査によるアカアマダイの再捕調査を行っ
ています。このうち、アカアマダイが多く水揚げ
される伊根市場では当研究所の職員が調査を担当
写真３

巣穴に潜む放流魚

し、週 1 回程度の調査を行いました。養老支所で
は、漁協職員が水揚げされたアカアマダイの仕分

（2）餌料曳き網による放流後調査

36

け作業を行う際、標識の有無を確認する作業を実

放流したアカアマダイ種苗の滞留状況、外敵生

施しました。また、府内の主要 3 市場の水揚げ仕

物による食害を調査するために、宮津湾内の水

切り書から年齢別漁獲尾数を算出し、放流したア

深 20 ｍの海域に全長約 6cm の種苗を放流し、餌

カアマダイの回収率の推定ができるようになりま

料曳き網による再捕調査を行いました。放流場所

した。
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馴致飼育 7 日後の観察では、人がカゴに近寄ると

３．出雲市での取り組み

はじめは稚魚の姿は見られなかったものの、しば
らくして 5 尾の稚魚が目視でき、巣穴等に潜んで

（1）中間育成

いる稚魚が姿を現したものと思われました。海底

出雲市では、12 月に宮津から輸送し、放流す

の様子を見ると、カゴの設置時には見られなかっ

るまで約 4 カ月の中間育成を行いました。これま

た大きな穴や、海底を貫通していると思われる穴

での中間育成では、給餌過剰や、飼育環境の急変

が形成され、その内部には稚魚を確認することが

に由来すると推察される大量死亡が放流直前に発

できました。

生していました。そこで、飼育環境へ注意を払い

馴致飼育の環境（海底カゴ）は、それまで飼育

ながら、放流サイズに達した時点で、給餌量を減

されていた環境（陸上水槽）とはまったく異なり

らす飼育を行ったところ、大量死亡の発生がなく

ますが、アカアマダイ種苗は海底のカゴ内に収容

なり、高い生残率で放流種苗を生産することがで

されるとすぐに海底の環境に順応し、巣穴に潜む

きるようになりました。今後も同様の方法で、疾

行動が発現しました。アカアマダイ種苗は放流さ

病の発生や極端な水質の変化がない限りは、高い

れた場所が生息に適した環境（砂地、砂泥地）で

生残率で放流種苗を生産できると考えています。

あれば、速やかに環境に順応する能力があり、こ

しかし、原因不明の死亡が続き、生残率が大幅に

のような性質は食害の軽減にきわめて重要である

低下した飼育事例がありました。この時は何らか

と言えます。

の感染症の可能性もあると思われたため、生存し

これらの試験結果から、馴致放流は放流種苗の

ている稚魚を別の水槽に移送した結果、数日後に

生残率の向上に有効な手段であると判断され、放

は元気に泳ぎ回る状態に回復しました。死亡の原

流効果の向上に期待が持たれています。

因は不明ですが、稚魚を他の水槽に移送する等の

収容直後の様子は落ち着いた様子であり、すぐ

環境改善により、大量死亡を防除できることがわ

に海底環境に馴染んだ様子が窺えました。8 日間

かりました。

の観察で大半の稚魚が穴に潜り、カゴの外へと抜
け出したことが推測できました。自ら掘った穴で

（2）馴致放流

なくても、既存の穴を共用することや、アマダイ

出雲市では、水深 4 ｍの砂泥質の漁港内で 2 基
の鉄製カゴを用いた馴致放流試験を実施しました

にとって穴等の窪地は身を寄せやすい環境である
こともわかりました。

（写真 5）。馴致飼育 7 日目にカゴ内のアカアマダ

以上のように、アカアマダイは水槽とはまった

イの状況を確認した後カゴを取り除き、そのまま

く異なる環境である海底においても数日のうちに

港内へ放流しました。収容直後は大半の個体が底

適応できることが窺え、海面放流よりも安全性が

地へと移動し、海底のくぼ地や既存の穴（ハゼ等

確保されている馴致放流は、稚魚が環境に適応し

の巣穴？）で寝そべるような姿が確認されました。

ながら外海へと放流できるという点で、ひとつの
有効な手段と言え、放流後の生存率の向上へとつ
ながると考えられました。課題としては、餌の確
保と生息域（水深 80m 程度）まで無事移動でき
るかどうかという点が挙げられます。
（3）市場調査
アカアマダイの放流効果を把握するために、共
同出荷を実施している小伊津漁港において、漁獲
されたアカアマダイを出雲市と島根県水産技術セ
ンターの職員で調査しました（写真 6）。調査で
は全長の測定と、これまで市と県で放流したアカ
アマダイに装着した標識（ヒレカット、アンカー

写真５

カゴに収容された稚魚の様子

タグ、イラストマーなど）の有無の確認を行いま
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した。調査は集出荷作業中に行うため、作業への

た。これからも継続的に調査を続けることにより、

影響や漁獲物の鮮度などを考慮し、調査方法や調

再捕実績をあげるとともに、漁業者等の意識を更

査項目を改善しました。

に高めていきたいと考えています。

平成 24 年に入り、放流したアカアマダイが立
て続けに 5 尾再捕されました（写真 7）。いずれ

４．今後の展望

も放流標識である腹鰭カットの形跡があり、ある
程度再生しているものの、明らかに反対の腹鰭と

3 年間の試験の結果、中間育成では未だに原因

長さが異なっていました。この再捕事例を受け、

不明の死亡が起きていますが、大量死亡を防ぐ対

市場調査を強化することとなり、調査は基本的に

処方法が出来つつあり、一定の成果が得られまし

月 1 回のペースで行い、7 月～ 9 月は調査頻度を

た。放流試験では、追跡可能な浅い海域に放流

多くしました。平成 24 年度の市場調査において

することにより、放流初期の種苗の行動を一定の

発見した再捕魚は、200g に満たない小さな幼魚（2

期間把握できることがわかりました。また、放流

歳魚）で、放流地点から東へ 1km の範囲内で漁

前の馴致飼育は、天然餌料の摂餌や巣穴形成など

獲されたことが判明しました。また、平成 25 年

の逃避行動の獲得に有効であることがわかりまし

度からは市場調査以外にも夏期に操業される漕ぎ

た。市場での漁獲物調査、再捕魚の調査、水揚げ

刺網漁の漁獲物調査を実施して、再捕情報の収集

の仕切り書などから漁獲尾数を調査する体制を構

に力を入れています。このように継続的に市場調

築し、放流魚の回収率を推定することが可能にな

査を行うことにより、漁業者や市場の職員の意識

りました。また、今回の取り組みを通じて、種苗

が高まっていることを肌で感じることができまし

への標識装着、放流および放流後の生態調査に至
るまでの作業を漁業者を含めた共同研究機関と共
同で実施することができました。
今後の取り組み課題としては、浅場で馴致放流
した種苗が本来の生息場所（漁場）に到達するま
での移動経路を明らかにし、より高い放流効果を
得るための放流場所や放流方法について検討する
必要があります。また、漁獲実態調査と市場調査
体制をさらに強化し、回収率や放流魚の漁獲量調
査を進め、経済効果の算定と放流効果の検証に取
り組みたいと考えています。

写真６

写真７
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市場調査の様子

再捕された放流魚の腹鰭カット標識
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（８）クエ

クエの資源解析への挑戦
（独）
水産総合研究センター
西海区水産研究所
主任研究員

１

資源生産部

中川 雅弘

はじめに

水産庁と（独）水産総合研究センターがとりま
とめている ｢我が国周辺水域の漁業資源評価｣ と
いう冊子をご覧になったことはあるでしょうか。
この冊子では、日本周辺海域に生息する 52 種（類
を含む）
、84 系群の魚介類の資源評価結果が毎年
報告されています。この資源評価を行うためには、
資源の状態を解析する必要があり、その基本情報
の一つとして、漁獲量の値が必要となります。し
かし、漁業・養殖業生産統計年報（農林水産省）

写真１

クエの未成魚（生後約 1 年、全長 20cm）

に単独の種として漁獲量が記載されているのは
33 種のみです。残りの種については、関係機関

２

クエの種苗放流

が保有するデータや、乗船調査から得られたデー
タを用いて資源解析が行われています。一方、現

クエの放流尾数と放流箇所数の推移を図 1 に示

在の栽培漁業対象種は、魚類で 32 種、甲殻類で

しました。本種については，1996 年から ｢栽培

7 種、貝類で 19 種、その他 6 種で合計 64 種です。

漁業種苗生産、入手・放流実績（水産庁他）
｣ に

この 64 種のうち、前述した資源評価の冊子に掲

放流尾数と放流箇所数が記載され始めたので、栽

載されているのは、魚類 9 種のみです。これ以外

培対象種としては後発組になります。1996 年か

の種については、各機関で独自に解析が行われて

ら 2003 年までの間は、放流尾数が大きく変動し、

います。このような中、西海区水産研究所資源生

種苗生産が困難だったことがうかがえます。しか

産部では、九州西岸域の重要な水産資源であるハ

し 2004 年以降、放流尾数は右肩上がりに増加し、

タ科魚類のクエに着目し（写真 1）
、資源解析を

2012 年は 209 千尾のクエの人工種苗が 114 箇所

試みています。クエについては本誌の 22 号と 23

に放流されました。クエに対する漁業者からの期

号で紹介したように、非常に市場価値が高い魚で

待度と要望の増加と、種苗生産機関の担当者の地

すが、近年では主要市場の水揚げ量が減少する傾

道な研究成果が、大幅な放流尾数の増加につな

向にあります。この水揚げ量の減少要因が、漁獲

がったといえます。しかし、種苗放流をするから

努力量の低下なのか、それとも資源量の減少によ

には、当然その効果の検証が求められます。何の

る漁獲量低下なのかを知ることが、本種資源を持

ために種苗を放流するのかを科学的に評価し、種

続的かつ合理的に利用する上での判断材料の一つ

苗放流の位置づけを明確にすることが重要です。

になります。

そのためにも、現状のクエ資源の動向の把握、あ
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図１

全国のクエ種苗の放流尾数と箇所数の推移

るいは資源量の予測結果を基に種苗放流数を決定

得るために、漁獲物の一部について体長・体重の

していくことが今後重要となります。

測定や年齢査定を行い、それを引き延ばして漁獲
物全体の年齢構成を推定する必要があります。

３

資源解析に必要なデータセット

④年齢と成熟率の関係：種苗生産機関では、初
回成熟や親魚として使える年齢（100％の個体が

基本的に資源動向の把握、予測には、①系群情

資源解析をする上では、年齢と成熟率の関係を調

推定した年齢別漁獲尾数、④年齢と成熟率の関係、

べて資源量の中の親魚量を推定することが重要に

⑤自然死亡係数のデータセットが揃えば可能とな

なります。親魚量がわかれば、加入尾数との関係

ります。図 2 に一般的な資源解析のフロー図を掲

から再生産成功率を推定することが可能になりま

載したので参考にして下さい。

す。また、再生産成功率がわかれば、将来の資源

①系群：遺伝解析や標識放流の結果から、資源

量の予測の重要なデータとなります。

解析を行うデータセットを収集する範囲を推定す

⑤自然死亡係数：この値はどうやって調べる

ることが必要です。資源解析だけでなく、放流効

の？と思う方が大勢いると思います。自然死亡係

果を調べる上でも、系群（対象となる海域）を知

数を求める方法の一つに、田内・田中の方法があ

ることが重要となります。

ります。｢自然死亡係数は寿命の逆数に比例する

②漁獲量：対象となる海域における対象種の漁

はず｣ という田内のアイデアから、田中（1960）

獲量です。漁業・養殖業生産統計年報に記載され

は 5 種類の魚のデータを用いて下記の比例式を求

ている種の場合にはその値を利用することが可能

めています。

ですが、ほとんどの栽培対象種は単独で集計され
ていないので、市場や漁協などで独自で漁獲量の
データを収集する必要があります。

40

成熟する年齢）を把握している場合が多いですが、

報、②漁獲量、③年齢と体長（体重）の関係から

Ｍ（自然死亡係数）＝ 2.5 ／寿命
寿命がわかれば自然死亡係数を推定できるとい
う、驚くような式です。なお、赤嶺（2001）は

③年齢と体長（体重）の関係から推定した年齢

この関係を統計学的に検討したところ、｢2.5｣ と

別漁獲尾数：対象海域における漁獲量がわかった

似た数値になることから、統計学的にも説得力が

場合でも、漁獲物の年齢構成を知る必要がありま

あることを示しています。｢我が国周辺水域の漁

す。資源解析をする上で一番の鍵となるのは年齢

業資源評価｣ で使用されている自然死亡係数は、

別漁獲尾数を知ることです。従って、この情報を

この式を直接利用している種や、この方法で計算
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資源解析を行うための一般的なフロー

された値に近似するものを使用している種がほと

を推定しました。また、長崎県内の主要市場では、

んどです。寿命がわからないと自然死亡係数を推

クエの魚体重をほぼ 1 尾ずつ測定している市場が

定できない式ですが、これまでの飼育データや耳

あります。このデータを、全長と体重の関係式を

石や鱗を用いた年齢査定結果を利用するのも一つ

用いて体重の値を全長に変換するとともに、推定

の方法です。

した成長式を用いて年齢別に分解し、年齢別漁獲
尾数を推定しています。

４

クエのデ－タセットの現状

④：西海区水産研究所と長崎大学との共同研究
によって、年齢が特定されている人工魚を用いて、

それでは、これらをクエにあてはめてみましょ
う。

組織及び内分泌学的解析から年齢と成熟の関係を
明らかにすることができました。

①：本種の水揚げ量は、我が国では長崎県周辺

⑤：関係機関の協力の下、市場に水揚げされた

海域が最も多いことがこれまでの調査でわかって

最大級の魚体サイズのクエの耳石から輪紋数を読

いますで、長崎県の福江及び対馬、熊本県、佐賀

みとった年齢査定結果と、田中（1960）の方法

県、山口県、静岡県の各地先で採捕された天然ク

を用いて自然死亡係数を暫定的に算出しました。

エ 186 尾について、現在遺伝解析をして遺伝的

このように、データとしては暫定的なものがあ

多様性と遺伝的差違を調べています。また、過去

りますが、資源解析に必要なパラメーターは揃い

に放流した標識放流魚を整理すると予想以上にお

つつあります。今後これらのデータを精査して、

おきな移動をすることがわかってきました。遺伝

本種の資源解析を実施する予定です。

解析結果と標識魚の移動結果から系群を推定しよ
うとしています。

５
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 シリーズ 

放流稚魚がスクスク育つ環境づくり

＜第６回＞

藻場調査や磯焼け対策の現場から思うこと
（株）ベントス
取締役専務

南 里 海 児

外のほぼ全域で確認され、クロメは福岡市付近を

はじめに

境とし、その西側で繁茂する。また、ツルアラメ

この「放流稚魚がスクスク育つ環境づくり」シ

は、離島の小呂島と宗像市より東側に出現し、北

リーズでは、九州近辺の藻場が良く紹介されてい

九州市から下関市付近までの響灘で良く繁茂する

るが、筆者も九州、特に福岡県をメインのフィー

（図 1）。

ルドとして活動しているため、今回もまた九州

ガラモ場を構成するホンダワラ類はノコギリモ

の藻場についての紹介となることをご了承くださ

ク、ヤツマタモク、マメタワラなど、20 種程の

い。

多種が出現する（表 1）。さらに、近年では南方
系種といわれるキレバモク、ツクシモク、シマウ
ラモクも出現するようになった。対馬海流によっ

１．福岡県の藻場

て運ばれてきた流れ藻から幼杯（タネ：生殖細胞）

福岡県は九州の北側に位置し、海岸線は玄界灘、

が落ちて育ったものと推測され、福岡市沖の玄界

響灘、豊前海（周防灘）
、有明海と 4 つの海に面

島や小呂島、宗像市沖の大島、北九州市沖の白島

する。

など離島での出現が多く、いずれも島の南西側で

発達した藻場が存在するのは玄界灘から響灘に
かけての水域であり、北は神宿る島として有名で

観察されている。同じ場所で継続して観察される
場合が多く、すでに定着したものと推察される。

「海の正倉院」とも呼ばれる沖ノ島、西は唐津湾
の湾口部、東は関門海峡で囲まれる。
一方、豊前海と有明海は遠浅の海岸で、潮の干
満の差が大きいため、広大な干潟が発達しており、
八代海（熊本県）とともに日本三大干潟のひとつ
に数えられる。大規模な藻場はみられないが、干
潟特有の希少な生物が多数生息する水域であり、
ノリ養殖やカキ養殖などの漁業も盛んにおこなわ
れている。
玄界灘から響灘にかけての水域では、出現する
大型海藻（カジメ類やホンダワラ類）は比較的多
い。
アラメ場を構成するカジメ類はクロメ、ツルア
ラメ、アラメが出現する。アラメは福岡市周辺以
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図１

福岡県におけるカジメ類の分布

表１

福岡県における大型海藻の出現状況

焼けは所々で観察されており、徐々に危機感を募
らせているところである。また、磯焼けの様相を
呈する水域では、その前兆として藻場の構成種が
数種に偏る状況、いわゆる構成種の単純化が起き
ているように感じる。そのような水域は県内や周
辺海域の随所でみられ、藻場の弱体化も懸念され
る。藻場の規模ばかりではなく、その構成種にも
留意したい。
なお、このシリーズの第 4 回で村瀬先生が紹介
されているように、2013 年には山口県の日本海
沿岸で、高水温と植食性魚類の食害によりカジメ
類が激減する現象が発生している。同時期の福岡
県ではツルアラメとアラメへの被害が顕著であっ
たが、クロメとホンダワラ類では目立った影響は
みられなかった。ツルアラメとアラメが優占する
宗像市から下関市近辺の響灘では、9 月頃から葉
状部が脱落する現象が起きはじめ、11 月になる

今のところ確認される種は雌雄同株の種であり、

と付着器と茎部のみ、または付着器のみ（図 3）
（図

少数の株からでも増加しやすかったのではないか

4）となった株がほとんどを占めるようになった。

と想像している。
さらに、海草のアマモが玄界灘、響灘、豊前海
の砂質底や砂泥底でアマモ場を形成しており、子
供たちの体験学習の場などにも利用されている。
福岡県は福岡市と北九州市の 2 つの政令指定都
市を抱え、人口密度が 1,000 人 /km² を超えるよ
うな県であるが、豊かな自然と共存し、藻場も良
好な状態で維持されているところが多い（図 2）。

図３

図２

茎部の根元から脱落し付着器のみとなった
アラメ

豊かな藻場の景観

２．藻場の衰退や磯焼けの状況
福岡県では幸いなことに大規模な磯焼けが確認
される場所は少ない。しかし、小規模な範囲の磯

図４

付着器のみとなったツルアラメ
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３．海藻の食害種
福岡県の所々でみられる小規模な磯焼け域では
ウニ類が高密度に生息していることが多く、時期
によってはアイゴの稚魚や幼魚の大群も観察され
る。他県と同様に、ウニ類と植食性魚類による海
藻の食害が問題視されている状況である。
種としては、出現状況からウニ類ではガンガゼ
類（ガンガゼとアオスジガンガゼ）とムラサキウ
図５

脱落し寄り藻となったカジメ類

ニ、魚類ではアイゴが主要な食害種であると考え
られており、それら以外にも長崎県の壱岐島に近
い小呂島では、長崎県と同様にノトイスズミによ
る食害が問題になっている。

４．磯焼け対策の手法と現状
１）食害種の除去
（１）ウニ類
北部九州で磯焼けが危惧される水域では、大抵
の場所においてウニ類の生息密度が高い（図 7）
。
そのような場所ではウニ類を除去することで、
図６

打ち上げられたカジメ類

直接的に摂食圧を下げることが最優先であり、潜
水してウニ鉤やハンマーを用いて潰す方法や陸上

また、海底では脱落した葉状部が溜まっている

に回収して処分する方法が一般的である。

様子が観察され（図 5）
、沿岸では時化の後に多
くの場所でカジメ類の打ちあがりもみられた（図
6）
。
しかし、その翌年の 2014 年 5 月の調査時には、
残されたツルアラメの付着器から匍匐枝が伸び、
そこから新芽が芽吹く様子が確認された。また、
比較的多くのカジメ類幼体（幼体で種の判別不
能）の着生も観察されており、脱落しながらも秋
季には遊走子の放出が行われていたことが示唆さ
れた。その年の 10 月の調査では、ツルアラメの
密生域やアラメの点生域が出現し、一昨年までの
藻場の様相とはいかないまでも、回復傾向を示し

図７

高密度に生息するムラサキウニ

また、効率良く除去を行うためには、除去範囲

ていた。
もともとしっかりとした藻場が形成されていた

を明確にし、その範囲で徹底的に除去する必要が

場合、高水温や食害などの悪影響が数年にわたっ

ある。その際、ウニフェンスや除去範囲を示すた

て続かない限り、比較的容易に回復に向かうよう

めの目印ブイを設置しておくと、作業者が範囲を

に感じた事例であった。

把握しやすく、なおかつ除去の成果も確認しやす
くなるため、それらのいずれかを設置することを
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推奨している。ウニフェンスは本来ウニ類の侵入
を妨げる目的で開発されたものであり、実際にウ
ニ類の侵入を遅らせる効果がみられるが、現場の
使用状況としては、範囲の明確化といった役割が
大きいように感じる（図 8）。
なお、欲張って除去範囲を広範囲に設定すると
目が届かずに効果はなかなか現れないので、ウニ
類の生息密度を確実に低い状態で保てるような範
囲に設定することが肝要である。
図９

アイゴの群れ

植食性魚類に対してはなかなか成果が現れない
ため、成果が現れやすいウニ類除去についつい目
が向きがちである。しかし、ウニ類を除去して藻
場が形成されても、夏から秋にかけて植食性魚類
の摂食活動が活発になるので、その時期には藻場
が消失することになる。結果としてこのシリーズ
の第 2 回で吉村さんが紹介されているような藻場
図８

ウニフェンスで仕切られたウニ類除去区
（奥側）

の春藻場は形成されるが、四季藻場はみられない
という状況で足踏みしている地先は多い。
有効な対策が出てくることを切に望んでいる。

（２）植食性魚類
現時点では、いずれの県においても、植食性魚

２）海藻のタネ（生殖細胞）の供給

類に関しての決定的な除去方法が確立できていな

食害種の除去を行った場所の近くに海藻のタネ

い状況にある。福岡県でもアイゴの除去方法につ

の供給源がないと判断された場合には、その水域

いて試行錯誤しているものの、今のところ良い手

に適した種を選定し、海藻のタネを積極的に供給

法が見いだせていない。漁業者の話によると、単

する必要がある。定量化しにくく、公共事業など

発では定置網、刺網、ごち網などで大量に漁獲さ

では扱いにくいが、漁業者が行う活動では母藻と

れることがあるとのことであるが、あまり流通に

なる海藻を設置し、タネを放出させる手法が良く

のる魚ではないため魚価が低く、毒のある鰭を立

用いられている。手軽で効率も良いが、母藻の成

てることで他の魚が傷むことや扱いが難しいこと

熟状況の見極めや、母藻の採取先に影響を与えな

などから好んで漁獲されていない。それゆえ、い

い採取の方法など、専門的な知識が必要になるこ

ざ狙うという事になってもなかなか困難なようで

とも多いため、まずは県の水産試験場や普及員の

ある（図 9）
。

方などの指導のもとに行うことをお勧めする。

ごち網では、初夏に成熟したアイゴが大量に入

また、漁業者は過去の漁場を意識してカジメ類

ることがあるそうで、網を回収した際には、アイ

を増やすことを希望しがちであるが、磯焼け域に

ゴの精子によって海面が白く濁るという。成熟親

いきなりカジメ類のタネをまいても、そこにアラ

魚の大量捕獲は資源量の減少に有効な技術である

メ場が形成される可能性は極めて低いと考える。

と考え、操業に同行したり、操業記録を付けても

藻場を回復させるためには、藻場が衰退していっ

らったりしたが、残念ながら大量に漁獲されるこ

た過程を順に逆戻りしながら行う必要があると思

とはなく、頻繁に起きるような事例ではないよう

う。

であった。

長崎県を例にすると、まずカジメ類から消失し、
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次にヤナギモクやホンダワラなど、最後にノコギ

ほうが効果的であると感じている。雌雄異株の種

リモクやヨレモクが出現しなくなる。この時点で

が多いため、ある程度密集させることで受精率が

周年確認される四季藻場は消失するが、おそらく、

高くなると考えるがどうだろうか。設置する位置

まだ春先にはワカメやアカモク、さらにキレバモ

に予めブイを設標しておき、そこを中心に母藻を

クやツクシモクなどの南方系種で構成される春藻

投入すると設置しやすい（図 10）。

場が形成される。そして、本当の最後には春藻場

母藻の設置から数カ月後、設置個所の周辺で幼
体が確認された時は本当にうれしいものである

さえ出現しなくなる。
まずは春藻場を回復させ、次に四季藻場のホン

（図 11）。

ダワラ類を生やし、最後にカジメ類を混生させる
という、全体的に底上げしながら回復させていく
方法が健全な順序なのではないかと思う。

３）今後の磯焼け対策
これらの磯焼け対策の活動は、水産多面的機能

カジメ類やホンダワラ類は、付着器から切り離

発揮対策など補助事業の一環で漁業者によって行

されても条件さえ良ければ長期間生存し続けるた

われているものが多い。事業が終わった後も藻場

め、採集してきた母藻は生育していた状況を再現

の回復と保全に取り組んでいくためには、狭い範

するような形で海底に設置すると良い（オープン

囲で構わないので、早期に確実に藻場を作り出す

スポアバッグ方式など）
。また、まだ経験則の域

ことが最重要である。自分たちが行った活動の成

を出ないが、ホンダワラ類の母藻設置の際は、ウ

果を実感し、自信を持つことで、自分たちで藻場

ニ類を除去した範囲にまんべんなく設置するより

を回復させ維持させていくという意欲につながる

も、数カ所、または 1 カ所に密集させて設置する

ものと期待している。
また、食害種については除去することに重きを
置いてきたが、それらの利用方法を開発し、価値
を上げるという切り口もある。上手く需要を高め
ることができれば、漁獲量も増加し、資源量を管
理しやすくなるものと思われる。様々な視点から
取り組み、打開策を見いだしたい。

おわりに
人が手を加えなければ藻場が回復しないぐらい
に環境が変わってきていることを実感しつつも、
図10

母藻の設置状況

手を加えたことで多少なりとも回復することにま
だ安心を覚える。温暖化がどのように影響してく
るか見通しも立たないが、豊かな藻場の存続は、
豊かな漁場の存続へとつながると信じて、藻場を
観察していきたい。

図11
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新たに着生したホンダワラ類の幼体
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【海域栽培漁業推進協議会】報告

海域栽培漁業推進協議会の平成26年度通常総会を開催
全国６海域の海域栽培漁業推進協議会は７月１

特に、瀬戸内海海域協議会および九州海域協議

日の太平洋北海域栽培漁業推進協議会を皮切りに

会では、水産庁が開催した資源管理のあり方検討

それぞれで平成 26 年度通常総会を開催しました。

会で栽培漁業対象種であるトラフグが検討対象と

水産庁栽培養殖課内海課長補佐をはじめ、各漁

されたことを受け、事務局より、①トラフグ資源

業調整事務所の担当官、また独立行政法人水産総

の一日も早い回復が図られるよう協議会会員が連

合研究センター本部および各研究所からのご臨席

携をより強めて取り組んで行くこと、②他海域と

をいただきました。

の連携を図っていくこと、を 26 年度活動方針の

総会は会長の開会挨拶で始まり、続いて水産庁

補強として提案しました。

栽培養殖課内海課長補佐の来賓挨拶の後に、事務
局より出席会員数が過半数を越えており総会が成
立する旨を報告した。事務局の推薦により議長の
選出を行い、議長の進行のもと主に以下の３つ議
案について報告・提案を行い、各総会において滞
りなく承認されました。
第 1 号議案

平 成 25 年度事業報告書、貸借
対照表、正味財産増減計算書及
び収支計算書等に関する件

第 2 号議案

平 成 26 年度事業計画書、収支
計算書に関する件

第 3 号議案

平成 26 年度会費に関する件

九州海域栽培漁業推進協議会総会（26. 7. 29）

平成２６年度海域栽培漁業推進協議会通常総会の開催状況と役員名簿
協議会役員 （総会開催時点）

海域

開催日

場所

太平洋北

7月1日
（火）

岩手県公会堂
（岩手県盛岡市）

太平洋南

7月10日
（木）

ABC会議室
神奈川県漁業協同組合連合会
（愛知県名古屋市）
代表理事会長 高橋征人

日本海北部

7月16日
（水）

エッサム神田ホール
（東京都千代田区）

日本海中西部

7月23日
（水）

瀬戸内海

九州

会長

副会長

監事

岩手県漁業協同組合連合会
代表理事会長 大井誠治

（公社）北海道栽培漁業振興公社
代表理事副会長 渡辺鋼樹

青森県水産振興課
課長代理 野呂恭成

宮城県水産基盤整備課
技術補佐 伊藤 貴

（公財）三重県水産振興事業団
専務理事 林 文三

千葉県漁業資源課
副課長 篠原克二郎

愛知県水産課
課長補佐 岡本俊治

富山県漁業協同組合連合会
代表理事組合長 魚崎忠雄

（公社）新潟県水産振興協会
専務理事 土屋貞男

青森県水産振興課
課長代理 野呂恭成

秋田県水産漁港課
課長 大竹 敦

ラッセホール
（兵庫県神戸市）

福井県漁業協同組合連合会
代表理事組合長 高
治

（公社）島根県水産振興協会
代表理事 松田和久

石川県水産課
課参事 吉田俊憲

京都府水産課
副課長 井谷匡志

8月5日
（火）

ラッセホール
（兵庫県神戸市）

大分県漁業協同組合代
表理事組合長 山本 勇

（公財）大阪府漁業振興基金
代表理事 松林 昇

兵庫県水産課
職員 瓢 雄介

香川県水産課
課長補佐 川西 敦

7月29日
（火）

福岡県漁連
（福岡県福岡市）

長崎県漁業協同組合連合会
代表理事会長 川端 勲

山口県漁業協同組合
代表理事組合長 森友 信

福岡県水産振興課
課長技術補佐 上妻智行

佐賀県水産課
副課長 山浦啓治
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海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議
（幹事長・副幹事長会議）を開催
平成 26 年 9 月 3 日（水）に全国６海域栽培漁

２．「資源管理高度化推進事業」及び「トラフグ

業推進協議会から 10 名の出席により海域栽培漁

資源管理の今後の進め方」について（管理課）

業推進協議会全国連絡会議を開催し、水産庁栽培

資源管理高度化推進事業（組換新規）では、現

養殖課・管理課を交え以下の議題について意見交

在の資源管理の骨格をなす「資源管理指針 ･ 資源

換を行った。

管理計画」体制の効果 ･ 検証に着手することとし

（1）平成 27 年度水産予算概算要求について
（2）広域プラン作成に向けた今後の取り組みにつ

た。
トラフグ（日本海・東シナ海 ･ 瀬戸内海系群）

いて

については、水産庁が３月から 7 月まで設置した

水産庁栽培養殖課からは内海課長補佐、手塚企

有識者による「資源管理のあり方検討会」の取り

画係長、管理課からは黒萩資源管理推進室長、城

まとめを受け、今秋には「トラフグ資源管理全国

崎課長補佐、田口資源管理計画官の出席のもと、

検討会議（仮称）」を立ち上げ、資源管理の統一

平成 27 年度水産予算概算要求の内容について説

指針の策定をすすめる予定である。具体的な取組

明をいただいた。海づくり協会からは「広域プラ

は作業部会を設置して課題毎に議論していく。部

ン
（素案）
」についての資料説明とプラン作成に向

会のテーマとしては未成魚漁獲抑制、産卵親魚保

けた今後のスケジュールについて説明を行った。

護、効果的な種苗放流等などが想定されるが、種

水産庁の説明内容のうち、
「広域種資源造成型

苗放流については広域プランに委ねるのが適当と

栽培漁業推進事業」および「資源管理高度化推進
事業」並びに「トラフグ資源管理の今後の進め方」
の概要は下記のとおり。

考える。
トラフグは重要な栽培漁業対象種であり、資源
管理、栽培漁業、研究機関が連携して三位一体で
取り組んでいく。現在の資源管理指針 ･ 資源管理

１．
「広域種資源造成型栽培漁業推進事業」につ

計画体制において各県の取組はタテ割りとなって

いて（栽培養殖課）

おり、複数県の水域にまたがる広域資源について

補助事業では、海域協議会が策定する“広域プ

は各県調整が難しい状況にある。典型的な広域資

ラン”に添って適地放流の効果実証を行うかたち

源であるトラフグについての議論は、他の広域資

にし、それを支援するというスキームにしている。

源の資源管理のモデルケースになるとともに、各

これに加えて早急に資源回復が必要な瀬戸内海・

県の取組を横ぐしする仕組みの必要性に議論が繋

九州トラフグについて、資源管理と連携した集中

がる可能性があるなど、非常に重要な機会となる

的な種苗放流の効果実証に取り組む。資源管理が

ので、関係府県の協力が重要となる。

必要な魚種として瀬戸内海サワラも念頭に置いて
いる。
また、モニタリング経費を計上していることも、
今回の事業のポイントとなっている。
委託事業では、これまでの事業で DNA による
親子鑑定技術が一定の水準に達しているので、こ
れを活用して、ヒラメとトラフグの遺伝的多様性
や再生産寄与を評価する。
予算 113 百万円の内訳は補助事業が 103 百万円、
委託事業が 10 百万円である。
会場の様子
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【シリーズ】

第１３回目は三重大学大学院の松井隆宏准教授をインタビュアーに、鬼崎漁協で組合長
と組合員の熱い思いをもとに約２０年前から続けられている、ヨシエビの種苗生産・放流
の取り組みについて取材しました。
インタビュアー：松井隆宏 三重大学大学院 生物資源学研究科 准教授
出席者：
○鬼崎漁協：代表理事組合長 竹内政蔵氏、参事 水野裕之氏、販売課長
○愛知県農林水産部水産課：主査 原田誠氏
○知多農林水産事務所水産課：主査 松村貴晴氏
○（公財）愛知県水産業振興基金栽培漁業部：主査 水藤勝喜氏

平野正樹氏

歴史と人に支えられ、地域に根付く

第13回

ヨシエビの種苗生産と放流
−愛知県

鬼崎漁協の取り組み
三重大学大学院生物資源学研究科
准教授

１．愛知のエビ文化

松井隆宏

1980 年代に広まったものであり、また、その発
祥は三重県の津市であることを、三重県を代表し
てはっきりといっておかねばなるまい。

愛知県の名物というと、何が思い浮かぶだろう

しかし、火のないところに煙は立たぬといった

か。みそかつ、みそ煮込みうどん、きしめん、手

ところか、こうしたエビ料理が名物となるには、

羽先、ひつまぶし、などの多くの名物があるが、

それなりの素地はあったようである。すなわち、

まっさきに「エビフライ」が思い浮かぶ人も少な

「エビセン」の存在である。1666 年（寛文 6 年）

くないのではないだろうか。
この名物「エビフライ」と愛知県の繋がりは、

に尾張藩の下屋敷が尾張国知多郡横須賀村に横須
賀御殿を造営の際の、献上品にエビセンが含まれ

実はあまり深くなく、1980 年代に有名タレント

ていたそうで、こうした流れをくむ業者が現在ま

が口にした「エビフリャー」がひとり歩きし、飲

で「エビセン王国」を形成している 2）。

食業界がそれを利用して名物に成長させたという
のが定説のようである 。
1）

ところで、愛知県の「県の魚」は何であるかご
存じだろうか。実は、クルマエビである。クルマ

その他にも、エビの天ぷらをのせたおにぎり「天

エビが魚であるかどうかはさておき、1990 年に、

むす」も愛知の名物として知られるが、こちらも

生産量が多く、県民に親しまれ、知名度も高い、
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などの理由から、県の魚に認定されている 3）。
このように、愛知とエビの関係は、確かな長い

に福岡県と京都府の水産試験場で実施された種苗
生産試験が始まりのようである 5）。

歴史を持ちつつ、ここ 30 年の間に、いっそう発
展を遂げてきたといえよう。

２．エビ養殖の歴史
今回の舞台である鬼崎地区（図１）のエビ養殖
の歴史は、実は日本のエビ養殖の歴史でもある。
明治 22 年（1889 年）に、愛知県知多郡鬼ヶ崎の
漁民が豊漁の際に海岸の砂を掘り、一時的にクル
マエビを蓄養したのがその始まりであるといわれ

インタビューされる竹内組合長と漁協等の皆さん

る 4）。
明治 30 年（1897 年）には、愛知県知多郡横須
賀町の漁民が蓄養池を設けてクルマエビ蓄養事業
を始め、その後、山口県や熊本県においても、同
様の取り組みがなされている 4）。クルマエビの採
卵・種苗生産は、昭和 9 年（1934 年）に藤永元
作が熊本県において実験的に産卵させ、孵化した
幼生の飼育に成功したことから始まる 5）。
ヨシエビの種苗生産は、昭和 40 年（1965 年）
豊浜魚市場に水揚げされたヨシエビとクルマエビ

３．鬼崎におけるヨシエビ放流の
取り組み
鬼崎に話を戻そう。鬼崎漁協でのヨシエビの放
流は、平成 6 年（1994 年）に県外から購入した
種苗を利用した中間育成から始まり、平成 8 年
（1996 年）には、種苗生産にも成功した。1960
年代から続く、県内でのクルマエビの種苗生産の
技術を参考にしながら、愛知県栽培漁業センター
の協力を受けつつ、県農林水産事務所や県水産試
験場の全面的な協力・指導のもとで、独自に種苗
生産・放流をおこなっている。
こうした取り組みは、漁業者からの働きかけか
ら始まった。伊勢湾内で操業する底曳き網の重要
な対象種であり、「ヨシエビはクルマエビに比べ、
内湾性が強く、浅海の泥場を好むと言われ」6）、
クルマエビと異なり、成長とともに伊勢湾南部へ
移動することがない（すなわち、「伊勢湾海域の
ヨシエビの生活史は湾中央部以北で完了する」6））
ことから、ヨシエビの放流が漁業者の間で強く望
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まれてきた。ヨシエビの種苗生産・放流は、平成
8 年に 136 万尾から始まり、その後増減を繰り返
しながら、今年度は天候・水温等に恵まれ、生産
開始以来最高の 587 万 6 千尾を記録した（図２）。
また、平成 13 年（2001 年）からは、豊浜漁協
にも種苗の一部を輸送し、中間育成をおこなって
いる。

４．ヨシエビ放流の実施体制
質問する松井先生（写真奥）

ヨシエビの種苗生産・放流は、
「鬼崎放流委員会」
が主体となって実施される。委員会は、鬼崎漁協

それをもとに、餌の量、水の交換量、豊浜漁協へ

組合長以下、放流担当役員（漁業者）
、漁協青年

の分槽のタイミングなどについて決定している。

部役員、および漁協職員（参事・担当職員）から

給餌は毎日おこなう必要があるうえに、最も暑
い 8 月の労働となり、苦労は少なくない。放流

構成される。
具体的な作業としては、まず、飼育用のドーム

をはじめとする重労働のときには、構成員総出で

の洗浄・消毒をおこない、海水を汲む。その後、

作業に参加する。構成員のうち漁協青年部のメン

7 月末から 8 月の頭頃に、漁業者から通常の漁で

バーの多くは、この地域で主流であるノリ養殖に

水揚げされた親エビを購入し、プールに放つ。産

従事し、ヨシエビにはかかわっている者が少ない

卵が確認されたら親エビを取り除き、およそ一カ

にもかかわらず手伝ってくれるのである。このよ

月程度の間、餌を与えたり、水を交換したりしな

うに、多くの関係者のもとで、ヨシエビ放流がお

がら飼育し、9 月の頭から中頃に放流をおこなう。

こなわれているのである。

その間に、県の普及員が尾数の計測をおこない、

700

放流尾数（万尾）

600
500
400
300
台風等に
より未計数

200
100
0

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
図２

鬼崎漁協におけるヨシエビ種苗放流尾数の推移
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種苗放流

水槽掃除の様子

５．まとめと今後の課題
以上のように、ヨシエビ放流はそのはじまりか
ら今日に至るまで、多くの人々や関係機関に支え
られて成り立っているのである。特に、ヨシエビ
漁業とは直接かかわりのない漁業者も手伝ってい
ることは、非常に特徴的であろう。
作業の様子

ノリ養殖が中心の地域において、比較的忙しく
ない時期に作業のピークを迎えるという、時期的
に恵まれた環境ではあるものの、夏場の最も暑い
時期に、毎日作業をおこなわなくてはならない。
こうしたことに主体的に取り組むのは、組合長
を始めとする漁業者・漁協職員の熱意によるとこ
ろが大きい。地域に根付いた協力の精神やクルマ
エビ養殖の発祥の地としての歴史が、背景にある
のかもしれない。
ヨシエビ放流の意義を考えるうえでは、クルマ
エビは陸奥湾や松島湾にも分布するのに対し、ヨ
シエビは東京湾以西にしか分布せず 7）、伊勢湾が

親エビの選別

北限に近い生息域であることも重要である。すな
わち、環境の変化に伴い、資源量が大きく変動す
る可能性があり、栽培漁業の役割が期待されるか
らである（資源変動について明確に示すデータは
ないが、漁獲量は 1 トン前後の年から、40 トン
を上回る年まで変動の幅が非常に大きい 8））。
最後に、今後の課題として、著者の感じたこと
を述べておく。それは、流通・販売に関する面で
ある。
今回話を伺った関係者の皆さんも、水揚げ後の
ヨシエビがどのように流通・販売されるか、ま

放流種苗
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た、どのようなところでどのように消費されるの

かを十分つかみきれていなかった。地域が一体と

られるといわれている。歴史や人々の繋がりなど

なって、ヨシエビ放流を支えていることを考える

は、こうした可能性を十分にもっているのではな

と、その流通・販売に関しても、地域としての一

いだろうか。地域の人々の協力のもとで、今後も

歩進んだ取り組みがあってもよいのではないだろ

持続的なヨシエビ放流、ヨシエビ漁業を続けてい

うか。

くとともに、流通・販売も含めた、より大きな繋

近年、マーケティングには、ストーリーが求め

がり・発展を期待したい。

取材を終えヨシエビ種苗生産水槽の前で
左から漁協平野販売課長、知多事務所松村主査、漁協水野参事、漁協竹内組合長、松井先生、
愛知県水産振興基金水藤主査、三重大学 4 年生渡辺さん、愛知県水産課原田主査
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告

藻場の現状と将来、保全について
石川県水産総合センター
普及指導課長

企画普及部

池森貴彦

開催日時：平成 26 年 6 月 5 日午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
開催場所：石川県鳳珠郡能登町宇出津新港３－７

石川県水産総合センター

2 階会議室

研修対象者：石川県関係漁業者、関係漁業者団体、ダイビングショップ、県立高校、
石川県内水産主務課、石川県水産総合センター
講

師：（株）海藻研究所

新井所長

出席者数：40 名

１

はじめに

1994 年 3 月に環境庁から報告された、第 4 回
自然環境保全基礎調査の海域生物環境調査報告書
によると、石川県の沿岸には約 15,000ha の藻場
があるとされています。近年、本県の一部海域で
藻場の分布域調査が行われ、藻場分布域の減少が
報告されました。しかし、深刻な磯焼けにはなっ
ておらず、沿岸漁業者等関係者の藻場に対する関
心は必ずしも高いとはいえない状況です。そこ
で、全国各地で潜水調査を行っている海藻研究者
研修会の様子

から、各地の藻場の実態と取組について学び、藻
場への関心と保全意識を高めるために本研修会を
開催しました。

サガラメとカジメの藻場。伊豆半島東岸のアラ
メとカジメの藻場。千葉県東岸北中部のアラメ

２

研修会の概要

とカジメの藻場。日本海沿岸北中部のホンダワ

6 月 5 日（木）に「藻場の現状と将来、保全に
ついて」と題して、
（株）海藻研究所の新井所長
からご講演していただきました。

ラ類の藻場。北海道道東沿岸のコンブ類の藻場
がある。
◦他の場所では深刻な磯焼けになっている。10
年ほど前までは黒潮の接岸による高水温や栄

54

◦現在全国で安定した藻場が残っている場所は、

養塩不足で藻場が衰退すると信じられていた。

北九州沿岸のツルアラメの優占する藻場。豊後

しかし、生理的な要因ではなく、生物的要因で

水道沿岸のクロメの藻場。徳島県由岐町沿岸の

海藻の葉状部が消失したと考えるのが妥当。実
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際によく見ると葉に魚の食み跡が残されてい
る。
◦ 藻食魚のアイゴの仲間は熱帯域に分布の中心
があり、冬季水温が高いと彼らにとっての北限
の、藻場のある海域で異常繁殖することがあ
る。宮崎県北中部のクロメの藻場は、アイゴの
食害により 1976 年の 314ha から 1992 年には
0.1ha にまで減少した。食害について、衰退過
程の潜水調査と食害防止カゴ内外へのクロメ
の移植試験により確認した。アイゴの増加には
冬季水温の上昇が背景としてある。

アイゴを使った料理の例

◦ 鹿児島県阿久根市では、通常食用として利用さ
れないガンガゼが増加して磯焼けが持続して

遊物となる。この巨視的有機浮遊物の増加が、

いた。そこで漁業者グループにより計画的にガ

海洋生物の減少に大きな影響を及ぼしている。

ンガゼを駆除したところ、藻場が再生しガンガ

いわゆる浮泥と呼ばれるものである。

ゼの身入りが良くなり出荷できるようになっ

◦浮泥は海藻の生殖細胞の着底を阻害する。魚の

た。計画的なガンガゼの漁獲により海藻群落が

餌になる葉上生物の生育場所を減少させる。ア

維持されている。ガンガゼの生ウニが市場で流

ワビやサザエなどの着底も阻害する。砂地では

通しているのは阿久根と牛深しかない。

アサリやハマグリの幼生の着底を阻害する。

◦アイゴを利用している府県は沖縄県、鹿児島県、

◦泥が海に流れ込むのを防止するには、健全な広

長崎県、福岡県、香川県、徳島県、兵庫県、京

葉樹林があり雨水が浸透しやすい環境を保つ

都府、和歌山県であり、沖縄県や徳島県、和歌

必要がある。川や側溝の 3 面張りコンクリー

山県では高い価格で取引されている。「すくが

トの悪影響も大きい。

らす」など小型魚を珍重する沖縄県では浜値で
1 キロあたり 4 千円弱の値段が付くこともある。
◦生物的要因以外の藻場の衰退現象を磯荒れとい

３

質疑応答

Ｑ

食害による磯焼けではなく、石川県では透明

う。たとえば荒廃した里山から海へと泥が流入

度の低下によって沖合の藻場が衰退してい

し、海水と接触することによって有機物がコロ

ると考えるがどうか？

イド状になる。コロイド状物質でバクテリアが

Ａ

増殖することで粘性が高くなり、巨視的有機浮

そうだと思う。石川県の志賀町福浦でも海
藻に浮泥が積もっているのを観察している。
側溝により雨水が地面に浸み込まなくなっ
たのが大きな問題だと思う。また、黄砂を
含めた大陸由来のシルトを含む水が透明度
を低下させていると考える。能登ではアイ
ゴより浮泥の影響が大きいだろう。

Ｑ

行政が岩場に毎年砂を入れている。藻場に影
響があるのではないか？

Ａ

行政が毎年砂を入れるなら、逆にそれを利用
して水中で岩を砂で埋めて、イシモズクの
胞子が飛ぶ 1 月頃にその砂をどけると、イ
シモズクを効果的に着生させることができ

新井所長のご講演

る。
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Ｑ

海底湧水を作るためにため池を造ることが有

Ｑ

効だとのお話だったが、林業や農業との連
携が必要ということか？
Ａ

アマモ場を含めた藻場をきれいにする方法
は？

Ａ

中国の排出を止めるのは無理。こちらででき

雨水は木の根元をじわじわと流れて浸み込

るのは、側溝を浸み込みやすい構造にする

む。里に降った雨水を表層水で流すのはもっ

ことではないか。

たいない。側溝と側溝のつなぎ目を少し開
けて設置すると雨水を浸み込ませることが

Ｑ
Ａ

56

４

謝辞

できる。草を刈ったらゴミとして出すので

（株）海藻研究所の新井所長には大変お忙しい

はなく、山に設置すると液肥となり畑が豊

中、藻場に関する全国的な現状と取組みについて

かになる。漂着した海藻も肥料とすること

講演していただきました。心からお礼申し上げま

で里山里海の物質循環となる。

す。受講した漁業関係者や高校教師、ダイビング

農林漁業で、里山と里海との連携が進んでい

ショップ、行政関係者にとって大変有意義な研修

るところを教えてほしい。

会となりました。藻場の保全の重要性について再

世界農業遺産に認定された大分県国東半島の

認識されたものと考えます。

杵築市では、3 年前から海藻肥料と海底湧水

そして、主催者の公益社団法人全国豊かな海づ

を活用した一次産業の再生に取り組んでい

くり推進協会には、本県からの研修の要望を採択

る。

していただき、ありがとうございました。
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島根県石見海域の小型底曳網漁場における
ヒラメ資源量の計算と最大持続生産量の推定
（公社）全国豊かな海づくり推進協会
豊かな海づくり専門員

１．はじめに
平成 12（2000）年に第 4 次栽培漁業基本方針
が策定されて以来、栽培漁業は 2 つの方向に向
かっている。１つは放流した種苗が成長した後に、

安達二朗

２．島根県和江漁港における小型底曳網
漁業の概要と資源量の計算に用いたヒ
ラメ漁獲物年齢組成
島根県石見海域においては、15 トン型小型底

それを直接回収する一代回収を期待するもの、2

曳網漁船 45 隻が操業し、年々、約 40 ～ 50 トン

つは種苗を放流することにより天然資源への加入

のヒラメを漁獲している。また、漁獲されたヒラ

量を増やし、適切な資源管理により親魚を増加さ

メはすべて活魚として出荷されている。筆者は

せ、それにより天然資源の持つ再生産力の補強を

小型底曳網漁船 23 隻が母港としている島根県大

期待するものである。方法論的には、前者は魚類

田市和江漁港において、2009 年 4 月～ 2010 年 3

の増殖研究、後者は魚類の資源研究の範疇になる。

月までの 1 年間、月に 2 回の割合でヒラメの市場

一代回収を期待する栽培漁業では、回収量をあ

調査をした。その結果として表 1 に示した漁獲物

げるために強い漁獲の力が必要になるので、乱獲

年齢組成（安達、2014 b）を得た。

に陥りやすい欠点がある。一方、再生産を期待す

資源量の計算は、ヒラメ資源が定常状態にある

る栽培漁業では、若齢魚の保護が重要になってく

ことを前提とした安達（2014 a) によった。最大持

るので、適切な漁獲管理が必要になる。現在、一

続生産量は、計算されたヒラメ資源量に基づいて、

代回収と再生産補強が両立しているのはホタテガ

漁獲係数 F を 0.0 から 0.1 刻みで、1.03 まで変化

イだけであると考えられるが、多くの栽培漁業対

させることによって計算される漁獲重量の最大値

象種では一代回収型か再生産補強型のどちらかで

とした。

あろう。

表 1 の和江漁港におけるヒラメ漁獲物年齢組成

この報告は、上述の適切な漁獲管理を必要とす

をみると、完全加入年齢が 3 歳、対数回帰法によ

る再生産補強型の栽培漁業について、島根県石見

り計算される全死亡係数 Z は 0.842、生残率 S は

海域に分布・生息するヒラメを例として検討した

0.431 で、2 歳 の 加 入 率 Q は、 土 井（1975 a） の

ものである。検討に用いたデータは小型底曳網漁

方法より 0.358 が得られる。また、漁業がないと

業の漁期間中に市場調査により得たもので、魚類

きの生残率 S0 は、M = 0.2（安達、2007）より 0.819、

の資源研究の基盤となるものである。なお、この

漁獲係数 F は、0.842 － 0.2 ＝ 0.642 となる。漁

報告のヒラメ資源量の計算方法に関しては、「日

獲量を計算するために必要な漁獲率 E は、E ＝（1

本海西部海域（浜田沖～対馬東海域）の沖合底曳

－ S）F/Z より 0.434 となる。このようなパラメー

網漁場におけるヒラメ資源量の計算と再生産関係

タ類が得られたので、小型底曳網漁場におけるヒ

の推定（安達、2014 a）」の続報となる。

ラメ資源量を計算することができる。
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表１

島根県和江漁港におけるヒラメ漁獲物年齢組成（2009 年 4 月～ 2010 年 3 月）

３．小型底曳網漁場におけるヒラメ資源
量と漁獲量の計算方法

いて各年齢の資源尾数を示した。1 歳～ 2 歳まで

資源が定常状態にある時、表 1 の横断的年齢組

で、{0.358 × 0.431 ＋（1 － 0.358）0.819} ＝ 0.6800

成においても、生残の方程式
Nt ＝ N 0 e

－ Zt

dN/dt ＝－ ZN →

が 成 り 立 つ（N 0 は 初 期 資 源 尾 数、

。生残率 S（一定）は単位
N t はｔ歳の資源尾数）
時間を 1 年として

S ＝ N 1 /N 0 ＝

したがって、N t+1 ＝ N t・S

－Z

で あ る。

ここで Q ＝ 0.358、S ＝ 0.431、S 0 ＝ 0.819 なの
となり、2 歳の資源尾数は、N 2 ＝ N 1 × 0.6800
となる。3 歳からは資源が完全加入しているので、
3 ～ 9 歳までは生残率 S（＝ 0.431）を順次掛け
ていくことで、各年齢の資源尾数を N 1 を用いて

となり、各年齢の資

表現することができる。例えば、3 歳の資源尾数

源尾数に生残率 S を掛けることにより、次年齢

N 3 は、N 1 × 0.6800 × 0.431 ＝ N 1 × 0.2931、4

の資源尾数が得られ、それらを合計することによ

歳の資源尾数 N 4 は、N 1 × 0.231 × 0.4312 ＝ N 1

り資源尾数が計算される。

× 0.1263、以下、9 歳までの資源尾数が計算され

このような考え方から表 2 の 1 列目に N 1 を用
表２

58

の生残率 S 2´ は {QS+（1 － Q）S 0} と表現できる。
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る。その結果を表 2・2 列目に示した。
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表 2・2 列目の計は N ＝ N 1 × 2.2027 であるが、

目となる。その合計は 39,566 尾で、漁期間の漁

これが漁期間の資源尾数 N を 1 歳の資源尾数 N 1

獲尾数である。また、各年齢の漁獲尾数に表 2・

を用いて表現したものである。したがって、1 歳

5 列目の年齢別体重を掛けると、年齢別漁獲重量

の資源尾数 N 1 を求めることにより資源尾数 N が

が得られ、その合計である 52,113㎏が漁期間の

計算される。また、ヒラメ親魚は 3 歳以上である

漁獲量になる。すなわち、島根県石見海域を漁場

が、親魚尾数 A は A ＝ N 1 × 0.5227 と表現され

にしている 45 隻の小型底曳網漁船は 52 トンあ

るので、親魚尾数 A を求めることにより N 1 を計

まりのヒラメを漁獲したことになる。

算することができる。

また、放流魚の漁獲尾数は表 2・4 列目の（

N 1 を求めるための計算は次のとおりである。

）

内に示した。これは年齢別漁獲尾数に表 1 の放流

安達（2013）は島根県石見海域におけるヒラメ

魚の占める割合を掛けて求めたものである。表 2・

の再生産式を、

3 列目の放流魚資源尾数は漁獲率が天然魚と同じ

N 1 ＝ 3.8771851・A・exp（－ 1.135796515・10

・

－5

A）と表しているので、両辺を A で割り、
N 1/A ＝ 3.8771851・exp（－ 1.135796515・10

であるという仮定のもとで、放流魚の漁獲尾数を
漁獲率 E で割ることにより求めてある。ただし、

・

－5

2 歳は、加入率 Q ×漁獲率 E の値で割ってある。

A）
と変形し、
A ＝ N 1 × 0.5227 → N 1/A ＝ 1.91314

また、放流魚 1 歳の資源尾数は、得られた 2 歳の

を上式に代入すると、A ＝ 62,196（尾）が得

資源尾数を 1 歳から 2 歳までの生残率 0.6800 で

られる。また、この A=62,196 を再生産式に代入

割って求めた。放流魚の漁期間の資源尾数は 6,831

すると、N 1 ＝ 118,990 となる。

尾、漁獲尾数は 1,104 尾と計算される。放流魚

1 歳の資源尾数 N 1 が求められたので、表 2・2
列目の各年齢における生残率を掛けると、表 2・

の漁獲重量は天然魚で求めた同じ方法で計算し、
1,371㎏と計算された。

3 列目に示した年齢別資源尾数が得られる。それ
らを合計すると資源尾数は N は 262,100 尾とな
る。ちなみに、先述の N 1 × 2.2027 からは、N ＝
118,990 × 2.2027 ＝ 262,099.2 と計算される。
漁獲尾数を求める計算は以下のとおりである。

４．小型底曳網漁業における最大持続漁
獲尾数と最大持続漁獲重量の推定
表 3 に漁獲係数 F を 0.1 刻みで、0.0 ～ 1.03 ま

漁獲尾数は各年齢の資源尾数に漁獲率 E を掛け

で変化させた場合の（方法は表 2 と同様に 1 歳の

て得られるが、2 歳は完全加入していないので、

資源尾数 N 1 から計算）資源尾数、漁獲尾数、漁

さらに加入率 Q を掛けることになる。2 歳の漁獲

獲重量（㎏）、親魚尾数 A を示した。漁獲係数 F

尾数は 118,990 × 0.434 × 0.358 ＝ 12,572 尾、3

の最大値を 1.03 としたのは、親魚尾数 A を 0 尾

歳の漁獲尾数は 118,990 × 0.434 ＝ 15,136 尾と

に近づけるためである。

なる。以下 9 歳まで順次計算すると、表 2・4 列
表３

表 3 をみると、漁獲係数 F が大きくなるにし

漁獲係数（Ｆ）を変化させた場合の資源量と漁獲量の計算
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60

表３

続き

表３

続き

表３

続き

たがって資源尾数 N と親魚尾数 A が少なくなっ

入尾数）、漁獲尾数、漁獲重量は、漁獲係数 F が

ていくことが分かる。漁獲係数 F が 0 の時、す

大きくなるにつれて増加していくが、漁獲係数 F

なわち、当然のことながら処女資源の時に両者は

の値がある大きさに達してからは逆に減少してい

最大である。それに対して 1 歳の資源尾数 N（
1 加

く。
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このような関係を漁獲尾数と漁獲
重量について図示したのが図 1 の持
続漁獲尾数曲線と図 2 の持続漁獲重
量曲線である。図 1 において漁獲
尾数が最多となるのは、漁獲係数 F
が 0.5 近くで約 42,000 尾となって
いる。これを最適漁獲尾数（ABC
＝生物学的許容漁獲量）とすると、
現状の漁獲係数 F が 0.642、漁獲尾
数が 39,566 尾なので、漁獲圧が高
すぎると判断される。
一方、図 2 の持続漁獲重量曲線
をみると、漁獲重量が最大（MSY）

図１

持続漁獲尾数曲線

となるのは、漁獲係数 F が 0.35 く
らいで、約 71,000㎏である。現状
の漁獲係数 F が 0.642、漁獲重量が
52,113㎏なので、現在の漁獲圧は極
めて高い。また、最大持続漁獲重量
（MSY） の 漁 獲 係 数 F が 0.35、 最
大持続漁獲尾数（ABC）の漁獲係
数 F が 0.5 とかなり異なるのは、漁
獲重量の場合、漁獲係数 F が小さ
いと生残率 S が高くなり、体重の
重い高年齢のヒラメが多く残るた
め、漁獲重量が多くなることである。
資源生物学的に資源量の最適水準を
みるためには、最大持続漁獲尾数を
適用するべきであろう。

図２

持続漁獲量曲線

次に、表 3 から親魚尾数 A に対
する持続漁獲尾数の関係を示したの
が図 3 である。図 3 において、処女
資源（漁獲係数 F=0、親魚尾数＝約
200,000 尾）においては漁獲が加わ
らないので、持続漁獲尾数は 0 であ
る。これに漁獲が加えられると、復
元力が働いて資源の増加率は高くな
る。漁獲をするということは、資源
が間引かれることなので資源量（親
魚量）は減少する。また、資源の増
加量＝資源量×増加率なので、資源
減少の初期段階では、資源量の減少
よりも増加率の向上の方が増加量に
きくので、持続漁獲尾数はしだに増
加していく。
しかし、その増加の仕方は次第

図３

親魚尾数に対する持続漁獲尾数
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に鈍くなり、ある資源量のところで持続漁獲尾
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