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海底湧水と水産資源
総合地球環境学研究所
副所長

沿岸生態系や水産資源を維持
「海底湧水」を見た人は少ないかもしれない。
なにしろ海中に潜ってダイビングをしないと普通
は見えない湧水である。しかし、潮が引いた時に
その「海底湧水」が姿を見せる場所は、国内の多
くの場所で見つかっている。熊本の不知火には海
の中に「井戸」があり、干潮時には歩いてその「淡
水」を汲みに行くことができる。また鳥海山麓の
山形県遊佐町の釜磯では、海水浴の後、海岸に湧
き出す海底湧水の真水を使って、子供たちは体を
洗ってから帰宅したという。このように、急峻な
地形と火山性の地質を有し、降水量が多い我が国
においては、地面の下を流れる地下水が水を通し
やすい地層を通ってそのまま海に直接湧き出す、
いわゆる「海底湧水」が数多く見つかっている。
この海底湧水が、陸から海に栄養塩を運び、沿
岸生態系や水産資源を維持していることをご存じ
だろうか。我が国には、この海底湧水と水産資源
がつながっているといわれている場所が数多くあ
る。鳥海山麓の岩牡蠣、大分県日出町の城下カレ
イ、岩手県大槌町のホタテやわかめ、福井県小浜
湾のカレイ、宮古のニシンや秋田のハタハタの産
卵場所などなど。
「森は海の恋人」は、森林の保
護が海の水産資源を守ることにつながるとこと示
す言葉であるが、陸上の森から海に運ばれる栄養
塩が、海の一次生産を支え、食物連鎖の結果とし
ての水産資源を維持しているとする考えである。
この栄養塩を陸から海へ運ぶ水は、実は河川水に
限ったものではないことが明らかになっている。
目には見えない地下水が、陸から海に栄養塩を運
び、
その地下水が海に直接湧き出す「海底湧水」が、
沿岸の生態系と水産資源を支えているのである。
この海底湧水は、栄養塩を運ぶだけではなく、
一定温度の環境の場を沿岸海域に与えていること
も重要な点である。河川水や海水の水温は季節的
に大きく変動するのに対し、地下水の温度は一年
を通してほぼ一定であり、この一定温度を持つ海
底湧水が、海の中の生き物にとって安定した環境
の場を作っているのである。海底湧水が、アマモ
などの生育を通して、海にすむ生き物に取って安
定で安全なものとしていることが指摘されてい
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る。実際に、海底湧水量と生物生産量との関係を
調べた例も報告されており、海底湧水の多い場所
の方が、生物生産量が大きいことも明らかになり
つつある。

湧水文化が広がっている
ではこの目に見えない海底湧水を調べるには、
どのような方法があるのだろうか。淡水成分を持
つ海底湧水を海水の下で探すことになるので、そ
の水質の違いを知らべることが多い。例えばラド
ンという自然由来の放射性同位体を測定すること
で、海底湧水の湧出場所がわかる。海水や河川水
のラドンは、放射壊変によりその濃度がとても低
いが、土粒子や岩石に接している地下水は、常に
ラドンの供給を受けているために、地下水のラド
ン濃度はとても高い。通常ラドン濃度が低いはず
の海水中でラドン濃度の高い場所が見つかれば、
それは海底湧水である地下水が湧出している場所
となるわけである。この沿岸域におけるラドン濃
度の測定は日本各地で行われ、海底湧水の流出場
所や海底湧水の湧出量の算定に用いられている。
また湾の閉鎖性や地形の急峻性などと海底湧水量
との関係も明らかになっている。
我が国では、陸上にも数多くの湧水があり、名
水百選として選定されたり、地元の方々の保全活
動が進められるなど、湧水文化が広がっている。
湧水の恵みは、飲料水や食文化としてだけではな
く、地域コミュニテーの求心力として、また震災
など緊急時の水資源として見直されている。一方、
海の中にある海底湧水は、目に見えないため見過
ごしがちだが、この海底湧水も、生態系や水産資
源の維持を通して日本の湧水文化につながる重要
な要素である。
水の循環とそれに伴う栄養や物質の循環は、陸
だけでその循環が閉じているわけではない。陸と
海が目に見えない地下と海底でつながっており、
陸上に住む我々が、その水と栄養塩の流れを変え
ることは、ひいては海の生態系や水産資源に影響
を与えることは明らかである。漁師や地元の方し
か知らない海底湧水も多い。全国の海底湧水マッ
プ化や海底湧水のネーミング等をとおして、湧水
文化としての海底湧水を見直していきたい。

アマモ場の保全：アマモ場の生態系機能は
小型無脊椎動物の多様性が支えている
国立研究開発法人 水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所
主任研究員

１．はじめに

堀

正和

め陸上の樹木より寿命が短く、すぐに分解されて

海の草原と呼ばれるアマモ場は、陸上の森林と

しまうため、これまでは流れ藻などにより深海に

同様に二酸化炭素を吸収・固定することで温暖化

運ばれない限り、炭素固定の役割は果たさないと

や海洋酸性化を抑制したり、栄養塩の吸収や浮遊

考えられていた。しかしながら近年の研究では、

物を沈殿させることで水質を改善したりする機能

アマモ場の堆積作用によって砂泥底内にアマモや

を有している。また、海のゆりかごとして、稚魚

他の有機炭素が蓄積し、炭素が長期間固定されて

や多くの海洋生物にとっての生育の場としての機

いることが明らかとなった。そのため現在では、

能もあり、沿岸生態系の重要な構成要素であるこ

同様に砂泥底に生息するマングローブと塩生湿地

とは周知の事実である。

植物とともに、アマモ場は海洋で最も炭素固定機

アマモ場を形成する海草類は、一般的な海の大

能が高い生態系であることが知られるようになっ

型植物である海藻類とは異なり、植物が海の藻

た（国連環境計画 2009）。IPCC の第 5 次評価報

類から陸上植物へと進化した後、さらに陸から海

告書が 2013 年に出版され、そのうち第 1 作業部

へ戻ってきた顕花植物の仲間である。特に、我

会報告書「気候変動 2013 －自然科学的根拠」では、

が国の冷温帯～温帯域に広域に分布するアマモ

産業革命以降 1750 年から 2011 年までの約 260

（Zostera 属）は、約一億年前に海へと戻ってきた

年間で人類が排出した二酸化炭素総量が 5550 億

ことが知られている
（Kato et al. 2003）
。
そのため、

トン、そのうち 1,600 億トンが森林などの陸上の

海に進出した後、海洋動物と共有した時間・歴史

生態系に取り込まれ、1,550 億トンが海洋の生態

が海藻よりも短いために、海藻を餌とする植食動

系に吸収されていると推定されている（水産総合

物の仲間であっても、アマモを直接消化できる種

研究センター 2014）。最近十年間の試算では、人

は少なく、利用できる種は一部の魚類やウミガメ

類が年間で排出する二酸化炭素 72 億トンのうち、

の仲間、海鳥など、海草と同様に陸域から海洋へ

陸域が 9 億トン吸収するのに対し、海洋は 16 億

進出した仲間か、または適応能力の高い脊椎動物

トン吸収しており、さらに全海洋面積の 0.2％に

の仲間に多いことが知られている。

も満たないアマモ場・マングローブ林・塩生湿地で

また、顕花植物であるアマモには根・茎・葉の

その 50% 以上を固定していると推定されている。

区別があり、主に岩礁に付着する海藻とは異なり、

このように地球環境に対して重要な機能を発揮

砂泥底に地下茎を伸ばし、根を張って生活する。

するアマモ場は、我が国に限らず、沿岸開発や

海藻や海草が生息可能な浅場の海底面積は砂泥底

環境変動によって世界中で著しく減少しており、

が占める割合が岩礁より大きいため、沿岸の緑化

早急な対策が必要とされている（Waycott et al.

にも大きく貢献している。前述した二酸化炭素を

2009）。そのため、アマモ場の造成や保全・再生

固定する機能も、この砂泥底に生息することと大

活動が世界各地で行われているが、上述のよう

きく関係している。一般に海洋植物は海草類を含

な本来の機能を発揮できる状態にまで、アマモ場
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の生態系機能が回復できた成功例は、世界各地の

性であり、これらの植食動物はアマモを直接摂食

例をみても 30% に満たないと言われている（van

しない代わりに生息場所構造として利用し、そ

Katwijk et al. 2015）。アマモを植えても持続的に

の餌としてアマモの葉上に付着する微細藻類やア

成育せずに消失してしまう例、アマモ場が復活し

マモ場に沈降する有機懸濁物などを利用する（図

ても変動が激しく安定した状態に戻らない例、あ

2）。そして、これらの小型無脊椎動物を餌として

るいはアマモ場は回復しても期待する魚類生産ま

利用する魚類や大型の甲殻類がアマモ場に蝟集す

でつながらない例など、アマモ場として健全性が

ることで食物連鎖が形成される。したがって付着

低い状態が多く報告されてきた。

藻類はアマモ場の動物群集にとって必要不可欠な
一次生産者であるが、その一方で藻類の過剰な増

２．国際共同研究による実証実験

殖はアマモの葉を覆い尽くしてしまい、アマモ自

多くのアマモ場保全活動において、アマモ場本
来の生態系機能が回復しない原因の一つとして、
我々の国際研究グループ（Zostera Experimental
Network、米国スミソニアン研究所 J. E. Duffy 教
授が設立）は、アマモ場に生息する小型無脊椎動
物の多様性（種組成の豊富さと現存量の多さの組
み合わせ）が減少していることに着目し、その減
少によってアマモ場の機能が低下しているという
仮説を立案した（図 1）。
アマモ場には多種多様な生物が生息している
が、アマモを直接食べる種が少ないことがアマ
モ場の生物群集構造の特徴となっている（図 1）。
アマモ場に生息する小型無脊椎動物の多くは植食

図１

4

図２

葉上の小型無脊椎動物の典型である植食性
巻貝．このほか、ヨコエビ・ワレカラなど
の端脚類やアミ類などが含まれる。

アマモ場の生物群集構造．小型無脊椎動物の多様性が高い健全なアマモ場生態系の姿（左）と、
小型無脊椎動物の多様性の減少によるアマモ場生態系の衰退イメージ（右）
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身の光合成を阻害してしまう。そのため、アマモ

モの生態系機能が対照区より増加し、逆に小型無

場の生態系機能が健全に発揮されるためには、小

脊椎動物の多様性が低い場合には対照区より減

型無脊椎動物が摂食して減少させるという絶妙な

少する、という結果が得られた（図 4）。つまり、

バランスが必要となる。そのバランスを小型無脊

人為的に富栄養化させて付着藻類の増加を促した

椎動物の多様性が担っているという考えである。

場合でも、小型無脊椎動物がたくさんいれば、そ

この仮説を実証するために、地球の北半球上に

の影響は緩和されることを示唆しており、国際研

広範囲に拡がるアマモの全分布域を網羅するよ

究で立案した仮説が瀬戸内海でも成立することが

うに 15 ヵ所の実験サイトを設置し（図 3）、各サ

証明されたことになる。

イトにおいてアマモ成長量を生態系機能の短期指
標とし、アマモ場内の栄養塩濃度、小型無脊椎動
物の多様性を人為的に操作した大規模な野外実験
を、すべての実験サイトで同時に実施した。

図４ 瀬戸内海における実験結果． 多様性を減少させた
実験区 （青色）、栄養塩濃度を上昇させた実験区 （黄
色枠） を組み合わせ、 総当たりで３つの操作区と１
つの対照区を作り、 各区には各１０の繰り返しプロッ
トを含む。

図３ 北半球のアマモの分布 （緑色） と本研究の同時野
外操作実験を行った実験サイト （黄色）

４．おわりに
アマモのように、ある特定の種が優占して他の
生物に生息環境を提供し、さらには周囲の物理環

３．研究成果の概要

境を改変させるほどの影響を及ぼす場合、その種

世界 15 地域での実験結果を集計して解析した

は基盤種と呼ばれる。沿岸海洋域の生態系はこの

ところ、ヨコエビや巻貝に代表される小型無脊椎

基盤種をベースにした生物群集が卓越することが

動物がアマモを被覆してしまう藻類を減少させる

特徴であり、海藻藻場やサンゴ礁、あるいはカキ

ことでアマモの成長を促すとともに、アマモが枯

礁などの二枚貝礁も類似した機能を有している。

れるのを防いでおり、その効果は小型無脊椎動物

機械に例えるなら、基盤種が生態系機能の能力の

群集の多様性が高いほど強くなる解析結果が得ら

高さを決める駆動系となり、そこに住む生物の多

れた（Duffy et al. 2015）。さらには、小型無脊椎

様性が機能の制御盤の役割をすることになる。ま

動物の現存量が多いほど、アマモの草体内に含ま

た、魚類等の高次消費者にとっては、小型無脊椎

れる窒素含有率が上昇すること、すなわち栄養塩

動物群集が機能を発揮する駆動系そのものであ

吸収の機能が向上することも明らかとなった。ま

り、制御盤でもあることになる。前述した瀬戸内

た、瀬戸内海単独の結果では、栄養塩操作と多様

海では、近年の栄養塩規制によって透明度が改善

性操作に相互作用が生じ、栄養塩を増加させた場

し、アマモ場が大きく回復しているが（堀・樽

合に小型無脊椎動物の多様性が高い場合にはアマ

谷 2015）、漁業生産に対する寄与はまだ見えてい
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ない。その主たる理由は、瀬戸内海の漁業生産の

２）国連環境計画（2009）Blue Carbon. The role

多くはアマモ場のような底生の一次生産というよ

of healthy oceans in binding carbon. United

り、表層の植物プランクトンの一次生産に由来す

Nations environment Programme, GRID-

る魚種が多いことにあるように思うが、小型無脊

Arendal, Norway, 78pp.

椎動物群集が回復していないことも一因として考
えられる。

３）水産総合研究センター（2014）海草・海藻
－意外と知られていない水中の植物．FRA

このように、基盤種だけでなく、生物多様性に

NEWS Vol. 41, 2014 年 12 月発行

も注意を払うことはこれまでも漠然と述べられて

４）Waycott, M.、ほか 13 名（2009）

きたが、直接的な証拠を示す事例は少なかった。

Accelerating loss of seagrasses across the

本研究は、1cm にも満たない小型無脊椎動物の多

globe threatens coastal ecosystems. PNAS

様性が、アマモを介して地球環境にも関与しうる

106, 12377-12381

ことを示した貴重な例だと考えている。健全な沿

５）van Katwijk, M.M.、ほか 24 名（2015）

岸生態系を保全していくこと、生態系サービスを

Global analysis of seagrass restoration: the

持続的に利用していくためには、生物多様性の役

importance of large-scale planting. Journal of

割を解明していくことが必須であると考えている。

Applied Ecology、印刷中
６）Duffy, J.E.、ほか 27 名（2015）

参考文献
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環境 DNA 技術とは？
汲んだ水で生態系が分かる
北海道大学大学院
教授

１．はじめに

農学研究院

荒木

仁志

クなどのグループも環境 DNA 解析技術開発にし

2008 年 8 月、 イ ギ リ ス の 王 立 協 会 が 出 版 す

のぎを削っている。日本は各グループリーダーの

る Biology Letters と い う ジ ャ ー ナ ル に、 一 本

平均年齢が 40 歳前後の若いチームだが、技術面

の 論 文 が 掲 載 さ れ た。「Species detection using

の進展、という点においては日本が一歩、いや半

environmental DNA from water samples」と題さ

歩、リードしている状況といえよう。

れたその論文は、フランス・CNRS に所属する

環境 DNA 解析には大きく分けて二種類の用法

Taberlet のグループが発表したもので、ジャー

が存在する。一つ目は、上記ウシガエルの例にあ

ナルルールに従い、わずか 3 ページ。その内容

るように、「この生物がそこにいるかどうか」を

も、フランスにおける外来種・ウシガエルの野外

問う種特異的なアプローチである。これは対象種

調査で、このカエルやオタマジャクシが生息する

が限定されているので、その種の DNA の在不在

池の水をわずか 15ml 採集し、DNA 解析してみた

を正確に検出する技術が求められる。具体的に

ところウシガエルの DNA が検出された、という

は、まず環境水を取ってきてろ過し、そこから

ごく単純な報告にすぎなかった（Ficetola et al.

DNA を抽出する。この工程は環境 DNA 解析で

2008）
。

はほぼ一貫している。その後の DNA 検出だが、

しかし、その後の DNA 解析技術の発展とも相

ウシガエルの例でいうと、ウシガエル DNA に特

まって、この論文のメインテーマ、
「水の中の生

異的な配列をいわゆる「第一世代 PCR」を用い

き物を捕獲しなくても、そこにいるかどうかは

て可視化していた。現在ではより検出感度の高い

DNA で分かってしまう」というコンセプトは飛

第二世代（定量 PCR）が一般的で、第三世代（デ

躍的に大きな意味を持つことになる。それまで微

ジタル PCR）の利用可能性も検討され始めてい

生物研究に限定的に使われてきた、野外の生物が

る。この技術をより実践的に応用した代表例とし

もつ DNA を丸ごと扱う、という技術が魚類を含

ては、日本で高原博士らが行った、70 もの池に

む水圏脊椎動物にも適用される可能性を示唆した

おけるブルーギルの移入調査が挙げられるだろう

からだ。

（Takahara et al. 2013）。外来種問題はいまや社
会問題となっているが、目視されるほど定着して

２．日本での取り組み

しまってからの駆除では手遅れの場合が多い。こ

この技術の可能性に世界でもいち早く気が付い

の実用例を見る限り、環境 DNA 技術の野外にお

たのが、神戸大の源利文博士、龍谷大の山中裕樹

ける検出感度は想像以上に高く、水圏外来種を移

博士らのグループだった。現在はこれに、龍谷大

入直後に検出し、早期対策を実現させる切り札と

の近藤倫生博士、兵庫県立大の土居秀幸博士、島

なるかもしれない。またオオサンショウウオやイ

根大の高原輝彦博士、京大の益田玲爾博士、東北

トウなど、捕獲が困難な希少種の保護・保全にお

大の池田実博士、佐藤行人博士、千葉中央博の宮

いても絶大な力を発揮することだろう。この解析

正樹博士や私の研究室、更に幾つかの関連研究室

には特殊な装置は必要ではない、というのもこの

を加えた形で日本の環境 DNA 研究中核グループ

技術の強みである。特にサンプリングの現場では、

を形成している。世界的にはアメリカ、デンマー

（コンタミ防止のための）手袋と DNA フリーの
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採水ボトルがあれば済む、という手軽さだ。その

のスタートだったため当初は暗中模索、といった

後ろ過、DNA 抽出に PCR と続く訳だが、いず

具合で大変苦労したが、上記日本の環境 DNA 研

れも一般的な水産学・分子実験室には通常装備さ

究グループはもちろん、国立研究開発法人 水産

れている機器での解析が可能となっている。野外

総合研究センター 北海道区水産研究所や地方独

水圏生物分布に関する生態学研究に、革命的変化

立行政法人 北海道立総合研究機構 さけます内水

が起こる条件は整っている、といってよい。

面水産試験場をはじめとする諸機関から多大なる

二つ目のアプローチは、
「どこに、どんな生物

協力を得てデータやサンプルを蓄積した。今では

がいるのか」を問うやり方である。次世代シー

何とか実験室も整え、十数名におよぶ研究室メン

ケンサーと呼ばれる DNA 解析装置を用い、抽出

バーの大半が多かれ少なかれ環境 DNA に関連し

した DNA からの情報をビッグデータとして解析

た研究を行っている。この技術開発に携わり、解

する手法が一般的だ。次世代シーケンサーはサ

析技術とノウハウを習得した学生らが研究室から

ンプル中にごく少量しか含まれていない DNA で

飛び立ち、日本、いや世界の生態学、保全学を切

も検出でき、またユニバーサルプライマー（多

り開いていく。これが本研究室を率いる教員とし

数の種を同時に検出出来る分子生物学ツール）を

ての、私の目下の目標である（写真１）。

使えば同じ水の中に存在するいろいろな種の検出

現時点では未発表の研究内容が多いため詳細は

をまとめて出来るため、各研究対象水域の生物相

割愛するが、うちの研究室では環境 DNA 技術を

を丸裸にできる。実際、宮博士らと共同開発した

駆使して主に北方域水圏に棲息する魚類の生態解

MiFish というユニバーサルプライマーを用いた

明に取り組んでいる。その調査区域は近くは札幌

場合、沖縄県の美ら海水族館で泳ぐ 180 種もの

市内の中小河川、遠くは北太平洋のアメリカ沿岸

魚種のうち、実に 93％以上の魚の存在を僅かな

に及ぶが、中でも特に注視しているのが日本系サ

量の水から言い当てることに成功している（Miya

ケの回遊ルートと、深層・深海域である。幸いに

et al. 2015）
。しかもこの実証実験では、水槽の

して本拠地・札幌では、秋から冬にかけて市内・

水源となる周辺沿岸域を泳いでいたであろう「水

近郊を流れる幾つもの河川にサケが遡上する（写

槽の中にはいない魚」の DNA まで検出されてい

真２）。彼らの遡上数はもちろん、春になって自

る。この技術がもつ水圏生物の研究における潜在

然産卵由来の仔魚がふ化し、浮上・降河・降海後

能力の高さは、改めて言うまでもない。

には外洋を回遊する、その実態を環境 DNA 技術
で捉えよう、というのが、うちの研究室で実施し

３．北大農学部・動物生態学研究室での取り
組み

8

ている日本系サケプロジェクトの一つの目標だ。
これは、最近見直され始めた野生サケの生物資源、

2013 年 4 月、私はアメリカ、スイスでの 12 年

遺伝資源としての価値にも深く関連しているの

にわたる海外研究生活に終止符を打ち、北大農学

で、学術研究目的に留まらず、是非一般的なモニ

部・動物生態学研究室の新任教授として帰国した。

タリング技術としてしっかり確立していきたいと

この研究室、前任者はダニの共生について研究し

考えている。更に、研究室メンバーは絶滅危惧種

ている研究者だが、元々は魚類や脊椎動物の研究

イトウや、知床のオショロコマ、魚病の原因とな

者を多数輩出した所だ（旧・応用動物学研究室）。

る細菌の野外検出などなど、果敢な挑戦を始めて

私の方は近年サケマス魚類を中心とする魚の生態

いる。その全てがうまくいくとは限らないが、若い

進化、保全遺伝学に取り組んでおり、脊椎動物を

メンバーと様々なアイデアを持ち寄り、挑戦を繰

研究対象とした、世界で戦える教育者・指導者を、

り返すことで、近い将来、現時点では思いもよら

と抜擢されたと考えている。とはいえ北大には函

ない画期的な環境 DNA 研究の展開が期待される。

館キャンパスに水産学部が存在し、日本の水産学

その一つと言えなくもないが、深層・深海域で

を根幹から支えている。私の所属は農学部。キャ

は、未知なる生物の DNA 発見を期したプロジェ

ンパスも札幌にある。そもそもの出身が理学部で、

クトを立ち上げている。無論、新種発見には個体

同じ魚類を対象とするなら水産学とは別のアプ

標本が必要となる。しかし、やみくもに新種を探

ローチで、と考えた私が最初に取り組んだのがこ

すのではなく、環境 DNA の二つ目の用法、「ど

の環境 DNA 技術の開発・実践だった。ゼロから

こに、どんな生物がいるのか」を問うやり方を使
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写真１ ２０１４年５月、 厚岸湾での学生実習風景 （環境 DNA 採集）

写真２ ２０１５年１月、 千歳川で自然産卵を終えたサケたち

えば、新種を最初から捕えなくとも、その近傍の

違いない。分類学者でもない私が新種発見を志す

水から未知生物の DNA を検出することは理論上

のはおかしな話だが、深層・深海域はもちろんの

可能だ。しかもその DNA には進化の歴史が刻ま

こと、我々の眼前に広がる海には、まだまだ多く

れており、塩基配列を特定することで属・科といっ

の謎が満ちている。環境 DNA 技術を駆使した、

た進化・系統上の「ご近所さん」を見つけること

未知生物の可能性まで含めた形での生物多様性の

が出来る。つまり、人類が未知生物を手にするそ

解明は、その謎を解くための一つの糸口になるか

の前に、どこに、どのような類の未知生物がいて、

もしれない（写真３）。

どこにはその生物はいないのか、といった情報が
入手できることになる。そうなれば、そのような
系群に特に関心のある研究者がそこへ行ってその

４．今後の課題
良いこと尽くめに見える環境 DNA 技術だが、

生物を直接探したり、既に採集されている個体標

その問題点も見え始めてきている。まず、当然な

本の中から「未知生物 DNA」の持ち主を見つけ

がら検出しているのは各種生物の DNA であり、

出し、新種記載することは格段に効率的になるに

その基になる生物の「状態」は教えてくれない。
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写真３ ２０１５年７月、 羅臼深層で見つかったコンニャクウオの仲間を手にする筆者

例えば、その DNA を供給した生物は成熟してい

究者や、国内外を問わずやみくもにこの技術の将

る個体なのか、未成熟なのか。そもそも、その生

来性を説く私に、いぶかしみつつも惜しみなく助

物は生きた個体なのか、死んでいるのか。場合に

けの手を差し伸べていただいた多くの協力者や研

よっては、他の生物に食べられて、未消化物とし

究室メンバーの協力に依るところが大きい。こ

て排出された破片由来かもしれない。あるいは港

の場を借りて、厚くお礼を申し上げたい。また、

で水揚げされた「漁獲」由来の DNA の可能性だっ

本研究の一部はキヤノン財団「理想の追求」お

てある。サクラマスとヤマメのように生活史多型

よび日本学術振興会・科研費「挑戦的萌芽

がある場合、同種である以上 DNA だけでは見分

26640136」「基盤研究 B No. 26292102」より研

けがつかない。また、ある種の DNA がある場所

究費の助成を受けて実施されている。重ねてお礼

で大量に検出されたとして、それはその場所にお

申し上げたい。

No.

けるその種の生物量とどのように関係しているの
か。もし環境 DNA 量が直接生物量と相関しない
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environmental DNA from fishes: detection of

発と実践の最前線に携わることが出来ているの

more than 230 subtropical marine species.

は、同じくこの技術の可能性に魅せられた共同研

Royal Society Open Science 2: 150088.
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マガキ浮遊幼生の効率的確保が可能に
～浮遊幼生の判別方法を開発～
国立研究開発法人 水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所
主幹研究員

採苗器（コレクター）の設置

浜口

昌巳

同じ日に産卵するわけではなく、その年の水温や

我が国のマガキの養殖は、一部人工種苗が使わ

餌である植物プランクトンの増殖状況などによっ

れることもありますが、大部分は海域で発生した

て産卵する時期は変化します。そのため、マガキ

浮遊幼生から稚貝を採取し、これを養成する形で

の天然採苗が盛んな宮城県石巻湾・松島湾や広島

行われています。この浮遊幼生から稚貝を採取す

湾では県、市、漁業協同組合や漁業者単独で、マ

ることをマガキの天然採苗と呼んでいます。さて、

ガキの産卵期には浮遊幼生の調査を行っており、

この天然採苗のカギは、稚貝を採取するためのホ

その結果によってコレクターを設置するタイミン

タテガイの貝殻でできた採苗器（コレクター）の

グを調べています。マガキは冬が旬なので、マガ

設置のタイミングにあります。マガキ稚貝だけを

キ養殖業は冬には水揚げや出荷、夏にはこの天然

採るためには着底直前のマガキ幼生が多い時に付

採苗という大事な作業があり、年中多忙です。天

着器を海中に設置することが重要で、採苗器を早

然採苗が失敗すると翌年、翌々年の水揚げ量に影

期に設置するとフジツボなどの他の付着生物が付

響しますので、とても大切な作業といえます。着

着してマガキ稚貝の付着を妨げてしまいます。ま

底直前のマガキ浮遊幼生は形態に特徴があり、通

た、マガキの産卵期は夏なので、他の付着生物の

常の顕微鏡でも判別できますので、松島湾の漁業

浮遊幼生の種類が多く、コレクターを長く設置し

者さん達は、定期的に船を出して湾内の数か所で

ているとマガキ以外の付着生物も沢山つきます。

プランクトンネットを使って浮遊幼生試料を採取

そのため、マガキの浮遊幼生の多い時期にコレク

するとともに、水温などの調査を行っています。

ターを投入し、短時間でマガキ稚貝を採集しなけ

採取した浮遊幼生試料は、直ちに持ち帰り、漁協

ればなりません。

等に設置している通常の生物顕微鏡を用いて形態

一方、マガキは夏が産卵期であり、浮遊幼生は

でマガキ浮遊幼生を同定・計数して湾内の海水

約 2 週間海水中を漂いながら成長して岩や貝殻な

中のマガキ浮遊幼生数の出現状況を調べ（図１）、

どに着定します。マガキは生き物ですので毎年、

コレクターを設置する時期を決めています。

図１ マガキ天然採苗のための採苗器 （コレクター）
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図２ 松島湾内のマガキ浮遊幼生調査と判別用の顕微鏡

マガキ天然採苗の安定化に向けて

２時間程度必要なので判別時間をより短くするこ

しかし、松島湾（図 3）では着底直前の幼生の

と、などの要望が寄せられました。また、天然採

出現時期が、震災後は不安定となっており、震災

苗を安定化するためには、より早い時期から着底

以前には大量に採取できていた養殖用の稚貝が不

稚貝の出現時期を予測する必要があります。その

足するという事態が生じていました。一方で、宮

ため、顕微鏡による形態観察では種判別が困難な

城産のマガキ種苗は、ほぼ全国に移出されていま

より小型の幼生の動向を知ることがこれまで以上

す。そのため、松島湾等宮城県の天然採苗の不調

に重要になると考えました。そこで、復興庁・農

は、宮城県のみならず北海道から九州まで全国各

林水産省農林水産技術会議事務局予算に基づく

地マガキ養殖にも影響を及ぼすため全国的にも大

「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」

きな問題となっていました。なかでも、東北大震

によってマガキ浮遊幼生の判別手法を開発しまし

災の被害を受けた三陸沿岸のマガキ養殖は松島湾

た。本手法は、モノクローナル抗体 ＊ 1 による抗

の天然種苗に依存していましたので、東北地方の

原抗体反応によって、マガキ幼生だけに色をつけ

沿岸域の復興・再生には松島湾のマガキの天然採

て判別する手法です（図４）。

苗の安定化が切望されていました。

図３ 松島湾のマガキ養殖

そこで、私達は宮城県のマガキ養殖業者さんた

12

図４ 今回開発した方法で発色させたマガキ浮遊幼生

モノクローナル抗体とは

ちと相談し、マガキ天然採苗を安定化させるため

モノクローナル抗体とは、判別したい種の浮遊

に何が必要か、を検討しました。その中で、天然

幼生から調製した抗原を用いて免疫したマウスか

採苗を行う際の浮遊幼生の判別において；1）現

ら抗体産生細胞を取り出し、増殖性のよいマウス

在は形態でマガキ浮遊幼生の判別を行っている

のがん細胞を細胞融合の技術によって融合したハ

が、浮遊幼生の発育段階によっては判別が難しい

イブリド－マと呼ばれる雑種細胞が生産する抗体

時期があるので、その時期の同定精度を上げるこ

です。ひとつの抗体産生細胞から作成されるため、

と、2）マガキ浮遊幼生の判定は青年部などで持

抗体が均一で反応が安定しており、また、ハイブ

ち回りでやることが多いので、判定に個人差が出

リド－マを培養することによって、無限に抗体を

ないようにすること、3）浮遊幼生の判別には約

供給できる方法です。
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図５ マウスモノクロ－ナル抗体作成の流れ

これまでに、二枚貝の浮遊幼生をモノクローナ

光色素ではなく、酵素で標識して不溶性の色素生

ル抗体を用いて検出する技術は複数特許化され、

成物として目で見える色を付けます。この方法は

実用化されています。潮干狩り等でなじみの深い

蛍光顕微鏡を使った方法より、若干操作が煩雑に

アサリの浮遊幼生の同定技術（特許第 2913026 号）

なりますが、判別装置が大幅に安価・軽量化でき

はその一例です。

ますので、調査船内や現地での簡易同定が可能と

マガキについても、幼生検出方法の特許があり

なります。

ますが、複数の抗体を使用する必要があり、反応
に手間や時間がかかり、加えて、特定の発育段階
のマガキにしか適用できないなど、使用用途が限

マガキ以外での開発も
現在、開発した手法については技術研修会（図
６）を行い、広く漁業者の方々に使っていただく

られていました。
今回開発した技術は、様々な発育段階にあるマ

ための説明を行っています。今年度はこれまでに

ガキ浮遊幼生を１つの抗体で判別できるため。従

松島湾、岩手県などで研修会を実施しました。ま

来法より簡便かつ迅速に同定することができま

た、東北以外の地域でも本法のニーズがあり、個

す。松島湾の漁業協同組合では、ノリ養殖業のた

別に技術指導を行っています。これまで、私たち

めに蛍光顕微鏡を保有していますが、これを使用

はこのモノクロ－ナル抗体に加え、リアルタイム

すれば約 30 分間でマガキ浮遊幼生を判別できま

PCR や LAMP 法などの遺伝子を使った浮遊幼生

す。これによって、採苗時期が不安定な状況の中

の判別技術を開発しており、マガキ以外にも、ア

でも、採苗器設置の最適なタイミングを的確に捉

サリ、ハマグリ、サルボウ、イワガキ、タイラギ、

えたより効率的な天然採苗が可能となり、マガキ

アコヤガイ、アワビ類、マナマコなどの浮遊幼生

養殖業の安定化に貢献できるものと考えられま

判別技術を開発しています。これらのいくつかは

す。

すでに都道府県の水産試験場などの調査で使用さ

また、今回の方法では高価な蛍光顕微鏡ではな

れていますが、漁協や漁業者さんでも必要でした

く、比較的安価な実体顕微鏡でも観察することが

らいつでも技術提供を行いますので、瀬戸内海区

出来ます。その場合は、モノクローナル抗体を蛍

水産研究所までお問い合わせください。

図６ 今回開発したマガキ浮遊幼生判別手法の技術研修会
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広田湾漁協のエゾイシカゲ貝養殖
～全国初の事業化の成功に寄せて～
岩手県沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター
上席水産業普及指導員

１．エゾイシカゲ貝とは

佐藤

弘康

２．県内では馴染みの薄いエゾイシカゲ貝

エゾイシカゲ貝を分類学的に述べると、ハマグ

全国で初めてエゾイシカゲ貝養殖が事業化され

リ目ザルガイ科に属する二枚貝ということになり

たものの、県内ではあまり馴染みがなく、本種は

ます。

県民一般によく知られた二枚貝という訳ではあり

学名はClinocardium californiense、英名はCalifornian
cockle、漢字は蝦夷石蔭貝と表記されます。

ません。それと言うのも、養殖が成功する以前は
本種を対象とした漁業が県内に存在せず、そのた
め市場で見かけることもほとんどなかったためで
す（平成 14 年以前は県内水揚統計にも種名がで
てきません）。
このように、県内では決してメジャーと言えな
い本種ですが、本県南部に位置する陸前高田市の
広田湾漁業協同組合（当時の気仙町漁業協同組合）
で本種の養殖事業化に全国でいち早く成功したこ
と、その出荷量が増えてきたことや関係者による
宣伝が功を奏してきたことで、その知名度は徐々
に高まってきています。

写真１ エゾイシカゲ貝
殻長約 6.5cm、 重量約 60 ｇ

本種の主な分布域は茨城県以北の太平洋岸から
北アメリカ西海岸で、水深 10 ～ 100 ｍの砂泥底
に生息すると言われており、そのためかどうかは
わかりませんが、学名や英名の中にはカリフォル
ニアという地名が含まれています。
一方、
国内の流通段階では一般的に「石垣貝（い

写真２ 岩手県陸前高田市の国指定名勝 「高田松原」
（東日本大震災前の撮影）

しがきがい）
」と呼ばれ、「すしネタ」やトリ貝の
代用品などとして扱われ、一部は海外からも輸入

３．実は身近に沢山いたエゾイシカゲ貝

されているようです。

一般には馴染みの薄いエゾイシカゲ貝ですが、県
内の一部水産関係者の間（主にホタテ貝養殖業者）
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では、実は昔からよく見聞されている名前である
ことがわかりました。

その一方で、トリ貝タライ養殖試験の過程でエ
ゾイシカゲ貝の幼生が勝手にタライ容器の中へ

それは春季に本県沿岸でホタテ貝幼生調査のた

入ってきて、立派に成長していることを偶然発見

め、海中を浮遊する幼生を採集して顕微鏡下で観

しました。この発見が、その後のエゾイシカゲ貝

察すると、ホタテ貝幼生に混じって本種の幼生が

養殖事業化への大きな切っ掛けとなっています。

頻繁に出現しているのです。しかも、ホタテ貝幼

このことから、「トリ貝タライ養殖が行われて

生よりも大量に出現することも珍しくありません。

いなければ、その後のエゾイシカゲ貝養殖は存在

ちなみに、本県で春季に大量出現する代表的な

しなかった」と言っても過言ではないでしょう。

二枚貝幼生はホタテ貝、ムラサキイ貝、エゾイ
シカゲ貝、キヌマトイ貝の４種類です（写真３）。
私たちはエゾイシカゲ貝幼生の存在を認識してい
たものの、目的であるホタテ貝幼生ばかりに目が
いってしまい、その幼生を使って養殖するなどと
いう発想は誰も持っていませんでした。
養殖用種苗には「天然種苗」と「人工種苗」が
あり、さらにそれらは自分自身で採る「自家種苗」
と他人から購入する「購入種苗」に分けられます。
本県では天然のエゾイシカゲ貝幼生が大量に出現

写真４ 出荷サイズのエゾイシカゲ貝

するため、最もコストを要しない「天然・自家種
苗」が可能で、エゾイシカゲ貝養殖の話しを初め
て聞いた時には、目の付け所の良さに大変感心し
たものでした。

５．エゾイシカゲ貝養殖のはじまり
ここで一人の人物を紹介します。その人の名は
小泉豊太郎氏です。この人こそ、本県（全国）で
最初にエゾイシカゲ貝養殖を事業化させた「エゾ
イシカゲ貝養殖の生みの親」と言ってもいい人で
す。現在は広田湾漁協の副組合長も務められてい
ます。
私が普及指導員として小泉氏に初めてお会いし
たのは平成 13 年頃のことで、当時、エゾイシカ
ゲ貝養殖を行っていたのは小泉氏一人だけでした。
もちろん、小泉氏もトリ貝タライ養殖に取り組
んでつまずいた一人で、あとには購入したタライ
容器が大量に残されていました。

写真３ 顕微鏡下の二枚貝幼生
赤い矢印がエゾイシカゲ貝

小泉氏はこのタライ容器を無駄にしないよう、
タライ容器の有効活用を模索していく中で、エゾ
イシカゲ貝に辿り着き、平成８年頃から一人で養

４．トリ貝タライ養殖の挫折
さて、エゾイシカゲ貝養殖の話に入る前に、避
けて通れないのがトリ貝タライ養殖です。本県で

殖を開始し、試行錯誤を重ね、採苗から出荷まで
の技術をほぼ独力で確立しました。
私が小泉氏にお会いしたのはそんな頃でした。

は平成４年頃からエゾイシカゲ貝タライ養殖に先

その当時、小泉氏が直面していた問題は、「エゾ

立ち、全国的にメジャーで高級な二枚貝であるト

イシカゲ貝養殖の着業者を増やしたい」「タライ

リ貝タライ養殖が県内各地で試験的に始まりまし

容器の製造が中止になったので今後入手できな

た。

い」というもので、それを聞いた私は、漁業者に

しかし、夏場の高水温等が影響し、養殖期間内

着業を呼びかけたり、トリ貝養殖をやめた人が放

に多くが死んでしまい、残念ながら県内でのトリ

置しているタライ容器を探し出して小泉氏へ情報

貝タライ養殖は定着に至りませんでした。

提供したりしたことを記憶しています。
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６．エゾイシカゲ貝養殖の今
平成８年に小泉氏が一人で開始したエゾイシカ
ゲ貝養殖ですが、着業者はその後徐々に増えてい
ます。東日本大震災の影響で増減もありましたが、
現在では兼業を含めて 10 人が着業しています。
そして、平成 23 年 12 月には気仙地区エゾイ
シカゲ養殖部会が組織され、着業者を増やすとい
う初期の問題は徐々に解消されつつあります。
さらに、広田湾漁協におけるエゾイシカゲ貝養
殖の事業化成功は、同地区内だけに留まらず地区

東日本大震災の被災で出荷が一時的に停滞しま
したが、平成 26 年度からは本格的な出荷が再開
されました。
しかも、単に出荷を再開できたばかりではなく、
過去最高の出荷量というおまけつきでした（平成
26 年度は約 46ｔを出荷）。
また、同じ平成 26 年度には広田湾のエゾイ
シカゲ貝が岩手県ＪＦグループの夏のプライド
フィッシュに選定される栄誉にあずかっています
（写真６）。

外へも波及しており、今では近隣の大船渡市や釜
石市などの県内各地で養殖が試みられています。
そして、もう１つの問題であったタライ容器も、
小泉氏の奔走により製造業者が現れたため、着
業者がさらに増えても、規模をさらに拡大しても、
今では十分な数の供給が可能となり、心配はなく
なっています。

写真６ プライドフィッシュに選定されたエゾイシカゲ貝
（プライドフィッシュ公式サイトより）

７．エゾイシカゲ貝の養殖方法
潜砂性二枚貝であるエゾイシカゲ貝は、砂の
写真５ 気仙地区エゾイシカゲ貝養殖部会メンバー
中央の人物が小泉豊太郎氏

入った発泡スチロール製のタライ容器を延縄施設
に垂下して養殖します。垂下ロープ１本につき２
つ、若しくは３つのタライ容器を連結します（図

小泉氏がまだ１人だった頃の年間出荷量は

２）（写真７）。

500kg から１ｔ程度でしたが、着業者の増加と１
人あたりの規模拡大に伴い出荷量は平成 20 年度
を境に、急激に増加しました（図１）。

図２ エゾイシカゲ貝養殖施設

図１ 広田湾漁協のエゾイシカゲ貝出荷量の推移
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写真７ 発泡スチロール製タライ容器

写真１０ 出荷サイズのエゾイシカゲ貝

養殖サイクルは図３のとおりです。タライ容器
内の砂が次第に汚れてくるため、大凡半年（春季
と秋季）ごとに砂を入れ替え、その際に貝の成長
に合わせて収容密度を調整します（最終的には１
タライ当り 50 個まで減らします）。採苗から出荷
までには、２年半ほどかかります（写真８～写真
11）
。

写真１１ 殻長 5.5cm 以上を出荷
図３ エゾイシカゲ貝の養殖サイクル

８．エゾイシカゲ貝はタウリンが豊富
本県水産技術センターのエゾイシカゲ貝エキス
アミノ酸分析結果によると、血圧降下やコレステ
ロールの抑制などに効果があると言われているタ
ウリンが、軟体部に 100g あたり 4,477mg も含ま
れていることがわかりました。この数値はシジミ
やアサリなどを大きく上回っており、タウリンが
豊富に含まれている二枚貝であることがわかって
います（図４）。

写真８ １年目秋 ・ １次分散

図４ エゾイシカゲ貝軟体部のエキスアミノ酸成分
（岩手県水産技術センター調べ）
写真９ 1 次分散時の稚貝 ( 殻長約 1cm)
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９．エゾイシカゲ貝の流通
エゾイシカゲ貝の出荷は周年行われている訳で
はなく、主に６～９月にかけて行われます。出荷
先は東京都中央卸売市場（以下、築地市場）など
の首都圏が中心となっています。平成 22 年度の
データによると、築地市場でのイシカゲ貝産地別
取扱実績は２位の大阪府を大きく引き離して、岩
手県が全国１位となっており、そのマーケット
シェア（市場占有率）は８割を超えています（表１）。
写真１２ エゾイシカゲ貝の刺身

ちなみに、最新の平成 27 年度出荷量は前年度
より少なくなりましたが、７月から９月にかけて
約 32 トンを出荷しました（出荷量の減少は、２
年前の採苗不振によるもの）。

（5）全国的に知名度が低い貝である（出荷量を
増やしていくためにはさらなる宣伝が必要であ
る）。

表１ 平成２２年度東京都中央卸売市場の産地別
イシカゲ貝取扱量

（6）出荷先が首都圏に偏っている（本県の特産に
するためには、もっと県民の知名度も高めてい
く必要がある）。

11．天然貝の利活用の可能性
前述したとおり本県にはエゾイシカゲ貝の天然
資源を対象とした漁業はありません。
しかし、本種の幼生が春先、大量に本県沿岸に
出現するということは、その親貝もどこかに沢山
いるはずだと考えるのが自然だと思います。
では、本県沿岸にはどこにどれだけの資源が存
在するのでしょうか。それは漁業として成立する
くらいの資源なのでしょうか。残念ながらその辺
エゾイシカゲ貝はビニール袋の中に冷却海水と
本種５kg を入れ、それをさらに発泡スチロール

のことは全くわかっていませんが、漁業の可能性
も決して少なくないと考えています。

容器に入れた状態で築地市場へ送られます。
生産地を昼ごろ出発して、保冷車で築地市場等

12．最後に
エゾイシカゲ貝は未知な部分も多く、それゆえ

へ運ばれます。

興味の尽きない、魅力的な貝であるとも言えます。

10．今後の課題

流通量はまだまだ少ない本種ですが、お近くで岩

エゾイシカゲ貝に関する今後の課題を次にまと
めてみました。

りましたら、ご賞味いただければうれしい限りで

（1）種苗の採集が不安定である（自然任せの天然
採苗であるため、種苗発生数の年変動がある）。
（2）県内各地で養殖が事業化された場合、品質面
や単価面での先行きが不透明である。
（3）着業するにはある程度の資金が必要である（高
価な養殖資材が大量に必要になる）。
（4）料理の用途が寿司又は刺身と限定的である（料
理のバリエーションを拡げる提案が必要であ
る）
。
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漁協・漁業者と連携した水産教育の実践
～シラヒゲウニ種苗生産から放流を通した取組み～
沖縄県立沖縄水産高等学校
教諭

１．本校の概要
沖縄本島南部、
「海人（うみんちゅ）のまち」

中村信行

佐藤佳菜子

２．実習内容の紹介
私たち海洋生物系列は、ハマフエフキ、ヤイト

糸満市に位置する本校は、明治 37 年に水産補習

ハタ、シラヒゲウニの種苗生産に取り組んでいま

学校として創立以来県内水産教育を担い、今年で

す。魚類は５月上旬、沖縄県栽培漁業センターか

創立 111 年を迎える伝統校です。

ら受精卵を譲り受け、畜養を開始します。魚類生

本科は海洋技術科（定員 40 名）と総合学科（定

産に関しては、数年前からふ化仔魚の発育が不安

員 200 名）の２学科、計６クラス編成です。海

定な現状があり、種苗の安定生産が大きな課題と

洋技術科には船長コース、機関長コース、コース

なっています。水質、照度、給餌量など様々な要

トマリンコースを設置しています。総合学科内に

因が考えられますが、沖縄県栽培漁業センターな

も水産・海洋系の専門教育を行う系列として、海

どの研究機関と連携しながら一つ一つ解析を進め

洋生物、食品科学、情報・通信、マリンスポーツ

技術の向上に努めているところです。

を設置しています。また本県唯一の専攻科（漁業

また、沖縄県で食用とされるシラヒゲウニの漁

科、機関科、無線通信科）では即戦力となる人材

獲量は近年激減していることから、種苗放流によ

の育成を行っています。

る資源増殖が期待されています。生徒は、実習の

部活動も大変盛んで、夏の甲子園で２年連続準

中でシラヒゲウニの採卵、採精を行い、人工授精

優勝を成し遂げた野球部の活躍により本校をご存

から種苗生産を開始します。飼育水の管理の他、

知の方も多いと思います。また県高校総体７連覇

プランクトン幼生期においては、餌料生物である

のバドミントン部、県大会優勝の常連であるボク

キートセロス（珪藻）の培養など栽培漁業の基礎

シング部やカヌー部は全国大会での上位入賞の実

を学んでいます。

績が数多くあります。

昨年は、天然種苗を用いて約 2,500 個の種苗を
生産することができ、去る 7 月 16 日に西原・与

写真１ 魚類水槽管理実習

写真２ H26 生産のシラヒゲウニ
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術の習得は勿論のこと、実際の現場におけるキャ
リア教育を狙いとしています。学校内の敷地、設
備の中だけで種苗生産や養殖を実践する試練は大
きく、技術の確立も未だ及ばない部分があります
が、このように地域力を取り込むことで、教育の
可能性は広がると考えます。多様なフィールド学
習の中で将来像を確立し、仕事に対する責任感を
養い、増養殖の分野において堂々と社会貢献する
写真３ シラヒゲウニ放流の様子

人材を送り出していきたいと考えています。

写真４ シラヒゲウニ人工授精 （口器切除の様子）

那原漁協の協力のもと、約 2,000 個の種苗を放流

写真５ シラヒゲウニ放流の様子

しました。放流水域は水深 2 メートルほどの海藻
が繁茂する岩場で、実際に生徒が潜り種苗を放流
しました。また、去る 10 月 7 日には生産した種
苗を親に用いて新たな種苗生産をスタートさせま
した。今年度は人工種苗による「完全養殖」を目
指し取組んでいます。

３．取組みと課題について
沖縄県の漁業就業者が減少するなか、
「つくり
育てる漁業」を担う人材育成においてはますます
必要性を感じており、本校で栽培漁業を学び種苗
生産に取組む意義は大きいものと考えます。

写真６ 海ぶどうフィールド実習

まず、漁業の実態を知り、体験する機会が必要
との思いから、地域の漁協や漁業者とつながりを
深める機会を創出しました。その一つに、西原・
与那原漁協と連携したシラヒゲウニの放流によ
り、学校内で学んでいる内容と実績を他機関と共
有し、その活動と技術が地域の水産業とつながる
認識を持てたことで、生徒自身がより漁業を身近
に捉える機会となりました。さらに達成感を得ら
れ、学習意欲と態度に変化が見られるようになり
ました。
また、学校近くに所在する養殖業者さんの協力
をいただき、海ぶどう養殖を実践しています。技
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写真７ 海ぶどうフィールド実習

特
集

希少なホシガレイと
高級食材マコガレイ資源への挑戦

ホシガレイは、背鰭や尻鰭、尾鰭、無眼側に点在する黒い斑紋が美しく、
『星鰈』の名の由来とされ、
カレイ類の中では最も単価が高く、まさに希少な資源である。他方、マコガレイは江戸の昔から独特の
上品な旨さで食通をうならせる高級食材として知られているが、近年は資源の低迷状況が続いている。
特集は、ホシガレイとマコガレイの生態と漁業を追い、資源増大に向けた取り組みを報告する。また、
コラムでは、各地のトピックスを紹介する。（編集部）

ホシガレイ種苗の放流（福島県）
“城下かれい”（マコガレイ）（大分県）

マコガレイ種苗の放流（大阪湾）

福島県で水揚げされたホシガレイ天然魚

ホシガレイ種苗の放流（長崎県）

万葉かれいのＰＲチラシ（富山県）
（※写真はいずれも本文より）
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１

ホシガレイの生態と漁業‐産卵、稚魚から成魚まで
ー マコガレイ稚魚の放流とアマモ場造成 ー

福島大学

環境放射能研究所

准教授

和田 敏裕

近年、ホシガレイの資源水準は

１．はじめに

幻の魚

とい

われるほど低下しており、東北太平洋、瀬戸内海、
九州西部を中心に地域個体群が断片的に分布する

ホシガレイ Verasper variegatus は全長 65cm、体

のみである（図 2）。本邦全体の漁獲量は 20 トン

重 4 キロ以上に成長するカレイ科マツカワ属の一

未満と推定される。本稿では、希少なホシガレイ

種である。背鰭、尻鰭や尾鰭さらには無眼側に点

の生態と漁業に関する情報を整理し、本種の特徴

在する黒い斑紋が特徴の美しいカレイであり、こ

を明らかにする。さらに、本種が栽培漁業対象種

れらは

として優れている点を上げ、今後の展望を述べる。

星鰈

の名の由来とされている（図１）。

ホシガレイは、その淡白で上品な味わいから白
身魚の最高級として知られており、旬の夏場には

２．天然魚の生態

1kg 当たり 1 万円以上の値が付く高級魚である。
私が調査を行っていた福島県の市場でも、夏場の

（１）過去の知見と産卵場〜成育場加入までの特徴

活魚は浜値で 1 万 5 千円を超えることがあり、仲

ホシガレイの仔稚魚の採集が初めて報告された

買人の掛け声とともに単価がぐんぐんと上がる当

のは、1933 年にさかのぼる。魚類初期生活史研

時のセリは熱気を帯びていたものである。カレイ

究の祖として著名な内田恵太郎博士は、当時、朝

類の中では最も単価が高く、資源増大を目指した

鮮半島南東部で採集調査を行い、ふ化して間もな

種苗放流が行われてきたことから、漁業者に大切

い仔魚（全長 5.6㎜）から変態を経て稚魚（27.2

に扱われてきた。

㎜）に至るまでの試料を得て、形態的な変化を記
載した。描画装置もない当時のスケッチは極めて
精緻であり、仔稚魚の形態や出現、行動に関する
描写・考察も非常に的確である。ホシガレイを博
士論文のテーマとしていた学生時代の私は、内田
博士の論文を現代文に訳して多くの示唆を得たも
のである。一方、日本周辺では、卵や変態期仔
魚、成魚の出現に関する情報が断片的にあるのみ
で 11-13）、ホシガレイの初期生態は謎に包まれてい
た。1990 年代後半以降の本種の栽培漁業への機
運の高まりと共に、九州西部や東北海域において
集中的な調査が行われ、種苗生産技術の開発と共
に仔稚魚〜成魚の生態特性が徐々に明らかにされ
てきた。以下に概要を紹介する。
ホシガレイの主産卵場は、九州西部では橘湾の

図１ 福島県で水揚げされたホシガレイ天然魚
（全長 31.8cm）
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水深 40 m、東北海域では水深 100 〜 150 m 前後
であり、マコガレイやイシガレイ等、他の沿岸性

希少なホシガレイと高級食材マコガレイ資源への挑戦

特

図２ ホシガレイ天然魚の分布域

異体類に比べ産卵場の水深が深いことが特徴であ

生活を送るためには、沖合の産卵場からごく浅所

る（図 3）
。産卵期は両海域ともに 1 月が中心で

の成育場まで、卵や仔魚の浮遊期間を経て無事に

ある。一方、変態期仔魚（左眼が移動途中の仔

たどり着かなくてはならないことが明らかとなっ

魚）や着底稚魚は長崎県島原半島東部や福島県松

た。長距離の輸送を可能とするには、適切な海流

川浦などごく浅所の干潟域や砂浜域で採捕されて

等による輸送だけでなく、正常な発育を可能とす

おり、卵や仔魚の輸送距離は 30 〜 50km にも及

る好適な餌料環境との遭遇も重要であろう。ホシ

ぶと推定される。卵期は 5 〜 7 日前後、仔魚の浮

ガレイが沖合で卵から孵化した後、子供のカレイ

遊期間は 40 日前後と報告されており、同じく干

として浅所で生活を始めるためには、多くの幸運

潟域を成育場とするヌマガレイやイシガレイ、マ

が重ならなくてはならないのである。

コガレイと比べても仔魚の浮遊期間が長い。卵径

以上のように、ホシガレイの成育場加入までの

は 1.6㎜、着底サイズは全長 18㎜前後であり、前

要求の高さが、本種の資源量が少ない要因として

3 種に比べて大きい。浅所に着底する稚魚の低塩

挙げられる。また、このような初期生活における

分適応能は、沿岸泥底域に着底するマコガレイよ

特性に加え、近年の沿岸域の改変に伴う成育場の

り高く、河川〜河口域に生息するヌマガレイやイ

減少が、以前から少ないホシガレイ資源へさらに

シガレイに次ぐレベルである。なお、筆者らが、

ダメージを与えている可能性も推察される。かつ

島原半島南東部の干潟域で調査を行ったところ、

て広大な干潟域が存在した時代には、東京湾や大

ホシガレイ着底仔稚魚は、大潮干潮時の汀線付近

阪湾にもホシガレイは生息していたのである。現

に集中的に分布し、同時期（3 〜 4 月）に出現す

在も少数ながら、伊勢湾や浜名湖、瀬戸内海西部

るヒラメ仔稚魚に比べてより浅所に出現した（図

など、汽水性の干潟域が存在する地域でホシガレ

4）
。また、全体が黒い変態期仔魚は着底期に急激

イが漁獲されている。将来的なホシガレイ資源の

に体色を変化させてホシガレイに特徴的な斑紋を

維持を目指すためには、沿岸環境の保全や再生が

形成し、潜砂行動など底生生活を開始することが

不可欠なのかもしれない。

明らかとなった（図 4）
。さらに、5 か年（2003

なお、ホシガレイの地域個体群には遺伝的差異

〜 2007 年）の調査により、これら仔稚魚の出現

が認められ、東北海域（岩手県、宮城県、福島県）

量の年変動が大きいことが示された。以上のよう

が一つの個体群で形成されることや、九州西部個

に、ホシガレイが卵から生まれ、稚魚として底生

体群の遺伝的特異性が高いことが明らかにされて
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図３ 福島県における 「刺網」 （左） および 「底びき網」 （右） 標本船の漁獲位置図 （５分升目毎の
単位努力量当たりの漁獲量 （CPUE））、 ならびに主産卵場と稚魚が採捕された成育場 （右）

図４ 有明海島原半島南東部の成育場 （大潮干潮時） と採集されたホシガレイ仔稚魚

いる。ホシガレイ研究者の一人として、将来的に

シガレイの特徴である。稚魚の成長は日本に生息

も各地のホシガレイ資源が維持されることを願う

するカレイ科魚種の中で最も早く、1 年で 20 ㎝

ばかりである。

以上に成長する個体もみられる。20 ㎝前後に成
長した稚魚は、冬季〜春季に浅所から沿岸域に移

（２）稚魚期〜成魚の特徴

24

動する。筆者らが松川浦でバイオテレメトリー手

成育場に着底した稚魚は、環境中に豊富に存在

法により成育場の移出過程を調べたところ、稚魚

する表在性の甲殻類を主に摂餌し、著しい成長を

は日暮れ直後の夜間を中心に徐々に移動し、数日

遂げる。島原半島沿岸域の例では、全長 8 ㎝未満

〜数週間かけて松川浦から外海に移動することが

の稚魚は表在性のヨコエビ類やアミ類、15 ㎝未

明らかにされた。沿岸域に移動した後の稚魚〜成

満では等脚類やヤドカリ類、15 ㎝以上ではエビ・

魚の成長も速く、仙台湾のメスの例では、魚食性

カニ類を主な餌とする。ホシガレイはグルメなの

のヒラメほどではないものの、イシガレイやマコ

である。口器の形態は上顎・下顎ともに左右相称

ガレイ等、他のカレイ科 8 種よりも成長が速いこ

に近く、表在性の餌を食べるのに適している。餌

とが報告されている。最大全長は、多くのカレイ

生物を視覚的に認識した後、海底を這ってゆっく

科魚種同様にメスの方が大きい。オスは主に 2 歳

りと近づき、瞬時に口器を伸ばして食べるのがホ

（約 28 ㎝以上）、メスは 3 歳（約 40 ㎝以上）で初
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回成熟を迎える。総産卵数は、全長 40 ㎝で 31 万

の割合が各 51%、53% と最も高い。これは、ホ

粒、50 ㎝で 76 万粒前後と推定されており、排卵

シガレイに対する漁獲圧が高いことを意味する。

を約 3 日間隔で複数回繰り返す分割産卵型である

ホシガレイは 40 ㎝以上で単価が高くなること、

ことが知られている。天然海域での産卵様式の解

およびメスの成熟開始年齢が 3 歳であることを考

のよ

慮すると、震災前の漁獲状況は、経済面や資源維

明は今後の課題であるが、ヒラメの報告

21）

うに、数日間隔で産卵上昇を行い、分離浮性卵を
複数回にわたり産出することが推定される。体重

特

持の面で改善の余地があると思われる。
近年、ヒラメやホシガレイの種苗放流を通じて、

に対する生殖腺重量の割合は最大で 25% を超え

漁業者の間に資源管理に対する意識が根付き、宮

ることもあり、冬季のメスはその栄養の多くを卵

城県では 1996 年以降、福島県では 2011 年以降、

の形成に分配していることが窺える。産卵後は、

30 ㎝未満のホシガレイの再放流が実施されてい

雌雄ともに餌の豊富な沿岸域へ移動して成長し、

る。今度とも、このような資源管理への取り組み

栄養を蓄える（索餌回遊：九州西部では橘湾から

を通じて、ホシガレイ資源の維持や漁獲生産高の

有明海、東北海域では沖合域から沿岸域への移

向上につなげる必要がある。

動）。秋季〜冬季に再び産卵場へ移動し、産卵を
行う（産卵回遊）。以後、同様に、季節的な索餌
回遊と産卵回遊を繰り返すのがホシガレイの生活

４．震災後のホシガレイ栽培漁業の
復興に向けて

史の特徴である。
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災およ

３．東北海域（福島県、宮城県）に
おけるホシガレイの漁業

びそれに伴う巨大津波により、東北海域各県の種
苗生産施設は壊滅的な被害を受け、ホシガレイの
栽培漁業も休止に追い込まれた。しかし、漁業者

ホシガレイは季節的な移動を行うため、本種

からホシガレイに期待する声は大きく、岩手県（東

の種苗放流を行っている東北海域では様々な漁

北水研宮古庁舎）・福島県・宮城県ともに 2014

業種類により採捕される。2001 〜 2010 年にお

年度以降、ホシガレイの種苗放流が再開された。

ける福島県の漁業種別平均漁獲量の割合は、刺

福島県では、原発事故に伴う魚介類の放射能汚染

網 48.5%、沖合底びき網 41.1%、小型機船底びき

により本格操業に至っていないことや、本種が国

網 9.9%、その他 0.4% である。宮城県では、刺網

の出荷制限魚種の対象となっていることなど課題

54.1%、小型機船底びき網 26.7%、沖合底びき網

もみられる。一方、単価が高く、地域の漁業者に

15.6%、定置網 3.6% である。両県ともに刺網と

大切にされ、成長の速いホシガレイが東北海域に

底びき網による漁獲割合が高く（図 3）
、それぞ

おける栽培漁業の優等生であることに変わりはな

れ夏季および冬季に漁獲のピークがみられる。こ

い。また、幸いにも、震災後に松島湾や気仙沼湾、

れは、ホシガレイの生活史と密接に関連しており、

松川浦周辺で複数の仔稚魚が採捕され、宮城県に

夏季の索餌回遊に伴う沿岸域での漁獲と冬季の産

おける漁獲量も増加するなど、栽培漁業の再開や

卵回遊に伴う沖合域での漁獲に対応している。東

資源管理を通じた本種資源量の増大に対して明る

北海域におけるホシガレイ放流種苗の混入率は非

い兆しも見られる。今後も震災復興の目玉として

常に高いことが明らかにされているが（2002 〜

東北各県一丸となってホシガレイの栽培漁業の復

2010 年の宮城県・福島県の平均混入率：51%）、

興・発展を目指してもらいたいと願っている。

種苗放流の効果が地域漁業全体に及ぶことがホシ
ガレイ栽培漁業の大きな特徴である。
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福島県におけるホシガレイ栽培事業へ向けた取り組み
福島県水産試験場
研究員
１．はじめに

栽培漁業部

守岡 良晃

あり、海水と淡水が混じり合う汽水域です。

ホシガレイは平均単価が 2,500 円〜 3,000 円/kg

2015 年の放流は 2 回に分けて行い、5 月 26 日に

ではあるものの、高品質のものについては 10,000

松川浦に注ぐ宇多川河口域にアリザリン・コンプレ

円/kg 以上の高値がつく高級魚であり、沿岸漁業の

クソン (ALC) による耳石標識を行った全長 60㎜の

対象種として重要な魚種の一つです。そのため本

個体を 15,000 尾放流しました（写真 1）。さらに同

県ではヒラメに次ぐ新たな栽培漁業対象種として

年 6 月 23 日には ALC 標識に加えパンチング標識

1993 年から人工種苗の試験放流を行い、種苗生産・

を行った全長 80㎜の個体を、宇多川河口および松

放流技術の開発に取り組んできました。東日本大震

川浦内の 7 号水路に 1,500 尾ずつ、計 3,000 尾を放

災によって種苗研究施設が被災したため、2011 年

流し、合計 18,000 尾を放流しました。震災前は澪

から試験放流は中断していましたが、2014 年から

筋である 7 号水路付近に主に放流していましたが、

仮設の飼育施設で種苗生産研究を行い、試験放流を

震災後からは、宇多川河口域にも放流を行っていま

再開しました。

す。塩分が変動する河口域は餌が豊富で、捕食者が
少ないと考えられ、今後は宇多川河口域での放流効

２．これまでの取り組みと成果

果を検証していきたいと考えています。

ホシガレイ天然魚の漁獲量は 1987 年に 5.3 トン
と最大となりましたが、その後減少し、1993 年に
は 1.0 トンまで減少しました。漁獲量が落ち込む中、

３．今後の課題
本県では原発事故の影響により、漁業者は操業を

本県は 1993 年から試験放流を始め、その結果、放

自粛しました。試験操業が 2012 年 6 月より実施さ

流魚を含めた漁獲量は 3 トン前後で安定し、2000

れ、魚種や海域は徐々に拡大されていますが、ホシ

年代に天然魚の漁獲量が大きく落ち込んだ際には、

ガレイは 2011年 6 月 22 日より国の出荷制限の指示

放流魚の混入率は 90％を超えました。その後は、

が出ており、試験操業の対象種にはなっていません。

天然魚の漁獲量が増加したことから、混入率は 50

そのため、出荷規制の指示の解除、さらには試験操

〜 70％で推移しました。このように、試験放流は

業対象種への追加が当面の課題となっています。

漁獲量を安定させ、資源の持続的な利用に大きな役
割を果たしています（図 1）。

また、これまでの研究により、ホシガレイの放流
効果が表れ、その有効性が明らかにされつつありま

本県では 1993 年から県内の港内や河口等、様々

す。しかしながら、事業化に向けては、安定した大

な場所で放流を行い、放流場所としての適性を検証

量生産技術の開発等の課題が残されています。平成

してきました。その中で高い回収率を記録したのが

29 年度には新しい種苗研究施設が開所予定である

松川浦であり、県内では最も多くの天然稚魚の採捕

ことから、今後もホシガレイ放流の事業化に向けて、

が確認されていることから、震災後は松川浦にて放

安定した大量生産とさらなる放流効果の向上を目指

流を行っています。松川浦は福島県相馬市に位置し、

し、試験研究に取り組み、本県の水産業復興の力に

周囲長 23㎞、面積 5.9㎢、最大水深 5.5m の潟湖で

なることが出来ればと考えています。

図１ 福島県におけるホシガレイの漁獲量と放流魚の混入率

写真１ 宇多川河口におけるホシガレイ種苗放流の様子
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２

ホシガレイの資源増大に向けた技術開発の現状
国立研究開発法人 水産総合研究センター 東北区水産研究所
沿岸漁業資源研究センター 資源増殖グループ
主任研究員

清水

大輔

（天然養成親魚）とし、採卵を行うこと目指して

１．はじめに

研究開発を始めました。当初はヒラメと同様の自
然産卵（水槽内での自発的な産卵）による採卵方

ホシガレイ Verasper variegatus は、太平洋西部

法を検討しましたが、産卵は認められるもののほ

の沿岸域に分布する大型のカレイです。日本にお

とんど受精卵は得られませんでした。天然魚が少

けるホシガレイの資源量は幻の魚といわれるほど

なく成熟や産卵様式などの情報が少ないため自然

低位で推移しており、三陸、瀬戸内海西部、九

産卵は難しく、ホシガレイに適した採卵技術の開

州西部などに断片的に分布しているに過ぎませ

発が必要であることがわかりました。

ん。一方で、その稀少性と市場価値の高さから、

自然産卵が困難なことに加え、近年懸念されて

栽培漁業の対象種として注目されるようになり、

いる人工種苗が放流先の遺伝的多様性に与える

1990 年代から本種の資源増大を目的とした栽培

影響を考慮した計画的な親魚交配を行うため、人

漁業への取り組みが各地で進められてきました。

工授精による採卵の検討も進めてきました（写真

これまでホシガレイでは生物特性に関する知

1）。当初、受精率は20％前後と低く、種苗量産

見、特に栽培漁業対象種として取り扱うために必

に対応できるような技術ではありませんでした。

要な成熟、産卵、稚仔魚期の生態などに関する情

そこでホシガレイの産卵特性の究明を行いまし

報が極めて乏しく、技術開発はなかなか進展しま

た。産卵期に卵巣卵径の推移を調査した結果、卵

せんでした。しかし近年の精力的な調査で本種の

巣卵の卵黄形成（成熟）が同期的に進み、最終成

生態的な情報が明らかになりつつあり（和田、本

熟の手前で一旦発達は休止すること、産卵期にな

誌）
、それらの知見を基に研究開発に取り組んだ

ると卵巣卵の一部が周期的（宮古では約 3 日周期）

結果、現在では量産規模の採卵、種苗生産が可能

に最終成熟し排卵に至ることが明らかとなりまし

となり、資源添加に関しても放流の適条件が明ら

た（図 1）。また、飼育下では周期的排卵は行わ

かになりつつあります。本稿では、水産総合研究

れるものの順調に産卵されず、卵巣腔内で卵が過

センター東北区水産研究所宮古庁舎（以下、東北

熟（未受精卵が受精能力の高い時期を過ぎてしま

水研）でこれまで実施してきたホシガレイの資源

うこと）となり受精率を下げていることがわかり

増大に向けた研究開発を紹介します。

２．親魚養成・採卵
良質な受精卵を安定して大量に確保すること
は、栽培漁業の根幹を支える極めて重要な技術で
す。天然資源が著しく減少しているホシガレイで
は、産卵期の 1 〜 2 月に成熟した天然魚（天然親
魚）を得ることのできる地域は極めてわずかであ
り、東北水研では未成熟の天然魚を養成して親魚
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ました。この知見を得て事前に過熟卵を除去した

これまでの研究開発により、どのような由来の

上で排卵周期に合わせて採卵、人工授精を行うこ

親魚からも人工授精により採卵できるようにな

とで、受精率は従来の 20％前後から 40 〜 80％

りましたので、様々な由来の親魚からの採卵結果

に向上し、量産規模の採卵が可能となりました 。

を比較してみました。すると人工種苗由来であっ

天然養成親魚からの採卵技術は確立できまし

ても放流され天然海で成魚まで育った放流再捕魚

たが、依然としてホシガレイ天然魚の入手は困

は、ホルモン投与なしで排卵し、天然養成親魚に

難な状況であり、人工生産種苗から養成した親

は劣るものの人工養成親魚より採卵成績が良い結

魚（人工養成親魚）を使用する必要性がありま

果でした。また、人工養成親魚では 5 歳魚より

す。しかし人工養成親魚は産卵期になっても排卵

4 歳魚で成績が良く、さらに天然養成親魚でも陸

しない個体が多く、受精卵の安定確保が困難でし

上水槽での養成年数が長いほど排卵しにくく、採

た。そこで産卵期の人工養成親魚における卵巣卵

卵成績も悪いという結果でした（図 2）３）。この

径の推移を把握した結果、天然養成親魚と同様に

ことから親魚養成の方法自体に問題があると考え

卵黄形成は問題なく進むが、産卵期になっても最

られます。東北水研では 10〜30kℓ水槽内で自然

終成熟に至らず、卵巣卵が退行してしまうことが

の光周期および自然水温（冬季には水温が 9℃以

わかりました（図 1）
。そこで最終成熟を促すた

下にならないように加温）で養成を行っていま

め LHRH-a（黄体形成ホルモン放出ホルモンのア

す。技術開発を行っている機関のうち最も北に位

ナログ型）コレステロールペレット投与による催

置する宮古でも、夏場（8 〜 9 月）の飼育水温は

熟・採卵方法を検討しました。その結果、ホルモ

20℃を超え、水温上昇による摂餌量の低下も観

ンの最適投与時期（卵巣卵径 0.95㎜に達した時期）

察されます。卵黄形成が始まる 9 月以降の高水温

や投与量
（体重 1kg あたり20μg）が明らかとなり、

は産卵状況や卵質への悪影響を与える可能性があ

量産規模の採卵が可能になりました 。卵巣卵径

ることから、親魚の越夏、高水温対策が重要と考

によるホルモン投与適期の指標は、飼育水温が異

えられます。また、天然養成親魚は産卵期になる

なり成熟時期の異なる海域でも汎用性が高く、ま

と自然に排卵するのに対し、人工養成親魚はホル

た産卵期になっても最終成熟に至らない天然養成

モン投与しないと排卵しない上、採卵成績も天然

親魚にも適用することができます。

養成親魚に比べて劣りました。また、放流再捕魚

１）

２）

特

図１ ホシガレイにおける卵黄形成および最終成熟の模式図
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図２ 由来の異なる親魚の排卵個体率 （A） と平均受精率 （B ～ D）

は天然海で稚魚から成魚まで育ったにもかかわら

除については、卵質改善に勤めることに加え、死

ず天然養成親魚より採卵成績が劣りました。これ

亡魚を詳細に調べ、減耗原因を調査しました。ホ

は人工種苗の質に問題があると考えられます。後

シガレイは 7 日齢前後で開口しますが、開口〜

で説明しますが、ホシガレイの種苗生産では形態

20 日齢までの死亡個体は生残魚に比べて明らか

異常魚が多く、人工種苗から親魚養成するため、

に成長が劣っており、十分に摂餌できていない個

また放流した人工種苗が天然海でちゃんと再生産

体がほとんどでした。このことから初期減耗の大

するためにも、種苗生産における形態異常防除に

きな要因の一つに摂餌不良による死亡が考えられ

関する技術開発をさらに進めていく必要がありま

ました。そこで飼育水中のワムシ密度を 10 個体

す。

/ml に維持する高密度給餌（通常ヒラメでは 3 〜
5 個体 /ml）を行うこと、照明により 500lux 以上

３．種苗生産

の照度を確保すること（ヒラメでは 100lux 以下）
、
さらに 24 時間連続照明により摂餌可能時間の増

親魚養成・採卵と並行して、種苗生産の技術開
発も進めてきました。当初、先行種であるヒラメ

減耗を抑えることができるようになりました。

の飼育手法に準じた餌料系列（L 型ワムシ→アル

細菌性疾病については、毎日給餌するワムシや

テミア→配合飼料）、飼育手法で種苗生産を行っ

水槽に日々注水している濾過海水などが感染源と

ていましたが、開口〜 20 日齢までの初期減耗が

考えられるため、外部から飼育水槽への持込をで

非常に大きく、その後の飼育では細菌性疾病が発

きる限り防止することを目的に、「ほっとけ飼育」

症することが多いため、取り上げ
（全長 30㎜）ま

を導入しました。飼育は止水で行い、ワムシ接種

での生残率は 0 〜 20％と低迷していました。さ

は開口時の 1 回のみ行ない、淡水クロレラを連続

らに生産した種

給餌することでワムシ密度を維持します。また、

苗は、白化や両

底掃除は実施せず、貝化石を毎日散布することで

面有色（写真 2）

残餌や死亡魚のまきあげを防止しています。ワム

といった形態異

シからアルテミアに餌を切り替える 20 日齢で新

常が非常に多

しい綺麗な水槽に移槽して流水飼育に切り替え、

く、放流種苗と

変態・着底直前の 30 日齢で再度移槽、配合飼料

して健全な稚魚

の給餌開始と同時に毎日の底掃除も開始します。

を大量に得るこ

このような飼育方法に切り替えることで、生残

とは困難な状況

率 60 〜 80％の安定生産ができるようになりまし

でした。そこで

た。

それぞれの問題

ホシガレイに限らず異体類の種苗生産現場で

点について検討

は、体色や眼位の異常等、形態異常の防除が大き

を進めてきまし

な課題となっています。東北水研では、白化や両

た。
初期減耗の防

30

加させることで、開口直後の摂餌不良による初期
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達スケジュールに即した飼育が重要であることを

必要でした。そこで、ホシガレイの新たな外部標

明らかにしてきました。変態異常の発現は、変態

識としてパンチング（穴あけ）標識を開発しまし

までの成長スピードと密接な関係があり、ホシガ

た（写真 3）７）。この標識は魚体に穴をあけるこ

レイでは成長が遅いと白化個体が増加し、速すぎ

とで人為的に再生鱗を発現させます。有眼側が大

ると両面有色が増加します 。そのため、これま

型の鱗に覆われているホシガレイは、傷が治癒し

では飼育水温を 18℃に加温することで、天然魚

たときに生じる再生鱗が周囲の鱗より小さいので

と同等の成長スピード（60 日で 30㎜）を維持し、

容易に識別できます。パンチング標識は市場調査

変態異常を防除してきました。しかし天然では

法での定量調査に耐える持続性と視認性があり、

10℃程度の水温に住むホシガレイ仔稚魚にとっ

また標識の装着部位（背鰭側、臀鰭側など）を任

て 18℃は生息できる限界水温に近く、高い生残

意に変えることで、複数群を識別することができ

率は得られませんでした。そこで生残率の向上を

ます。そのためパンチング標識を市場調査に取り

目的に、適正な成長スピードが維持（変態異常防

入れることにより、シンプルで効率的な放流効果

除）したうえで水温を降温させ、ホシガレイ仔魚

調査が可能となりました。

５）

期の良好な摂餌、成長・生残を得るために必要な

この放流調査手法が確立されたことで、毎年の

光強度や光周期を調査しました 。その結果、照

標識放流試験によって、放流後の移動範囲が狭く、

明による 500lux 以上の照度確保と 24 時間連続照

成長が速いことなどの知見が得られました。さら

明により、開口直後の初期減耗防除に加えて、成

に、本邦で唯一安定的に仔稚魚の採集が可能であ

長・発育の促進効果が認められ、水温を 16℃に

る長崎県有明海島原半島沿岸域において天然魚の

降温しても適正な成長スピードが維持され、高い

生態調査が行われ、ホシガレイの着底場所は閉鎖

生残率・正常率が得られるようになりました。し

的で河川水の影響を受ける干潟域に限定されるこ

かし、24 時間連続照明を長期間（開口から 15 日

と８）、着底した稚魚は 1 年以上沿岸域に留まり、

以上、D-E ステージ）行うと白化個体が増加す

甲殻類を摂食して翌年には 30cm 前後に達するこ

ることと、照明飼育による摂餌状況の改善効果は

となど９）、初期生態の多くが明らかとなってきま

飼育初期に限定されることから、照明飼育の期間

した。このような生態情報から宮古湾における放

は開口から 1 週間程度が適していると考えられま

流適条件を検討し、放流適地は湾奥部の砂泥域、

す。現在では、上記の摂餌状況改善と飼育初期の

放流適期は餌生物が豊富に存在する 7 月上旬と推

６）

特

昇温スピードを速めること（6 日齢までに 10℃
→ 16℃へ昇温）により初期成長を早め、正常率
は 80 〜 99％までに改善されています。

４．資源添加
東北水研では、基本的な種苗生産技術が確立さ
れた 2000 年より、岩手県宮古湾をモデル海域と
して、ホシガレイの種苗放流試験を開始しまし
た。宮古湾は三陸沿岸北部に位置する湾口部の幅
4 km、奥行き 10km の典型的なリアス式の内湾で、
河川が流入する湾奥部には、ホシガレイの成育場
となるアマモ場や干潟が広がっています。
放流効果調査（回収率の推定）を行うにあたり、
当初放流魚には内部標識である ALC 耳石標識を
装着していました。しかし ALC 耳石標識は標識
確認に耳石の観察が必要で、標本の購入が必須で
あるため、希少で高価なホシガレイの調査を円滑
かつ低予算で進めるためには、有効な外部標識が

写真３ パンチング標識を装着したホシガレイ稚魚 （A） と
発現した再生鱗 （標識 2 年後）， ― ： 1cm
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定しました。推定された至適条件で放流を行った

LHRH analog. Fisheries Science, 78, 1245-

ところ、天然魚に匹敵する成長を示すとともに、

1252.

15％を越える高い回収率が得られました

。

10）

ホシガレイの初期生態は非常に特殊で、初期の
育成場は閉鎖的で河川水の影響を受ける干潟域

３）清水大輔・藤浪祐一郎（2010）人工授精に
より採卵したホシガレイの卵質について．栽
培漁業センター技報，12，1-6．

に限定されます。そのためヒラメ等の多くの魚種

４）Aritaki M., and Tagawa M., (2012)

以上に放流場所の検討が重要です。現在、東北水

Pseudoalbinism and ambicoloration

研では宮古湾をフィールドとして、ホシガレイの

in hatchery-reared pleuronectids as

放流を行う場の環境収容力について環境要因の変

malformations of asymmetrical formation.

動と成育場の生産力、放流魚と天然魚および他の

Fisheries Science, 78, 327‒335.

生物との競合という観点から解明することを目的

５）有瀧真人・太田健吾・堀田又治・田川正朋・

として調査研究を進めており、責任ある放流事業

田中

を実施するために重要な環境収容力と、それに見

仔魚の発育と変態に関連した形態異常の出現

合った放流量に関する知見が得られつつありま

に及ぼす影響．日本水産学会誌，70，8-15．

す。また、東北水研宮古庁舎では淡水を豊富に使

６）Shimizu D., and Fujinami Y., (2014) Eﬀects

用でき、様々な沿岸環境を再現できる実験施設が

of artiﬁcial lighting intensity and wavelength

整備されており、ホシガレイの生理生態的な側面

on the growth and survival of juvenile

からの育成場形成要因解明に向けた飼育実験も進

ﬂatﬁsh. Proceedings of the 40th U.S.-Japan

めています。

Aquaculture Panel Symposium, 79-84.

克（2004）異なる水温がホシガレイ

７）清水大輔・藤浪祐一郎・青野 英明（2013）

５．最後に

ホシガレイの小型再生鱗を指標とするパン
チング標識の有効性．日本水産学会誌，79，

ここまで紹介してきたとおり、親魚養成・種苗
生産に関しての基本的な技術は確立されました。

394-399．
８）Wada T., Mitsunaga N., Suzuki H.,

さらに資源添加では効率的な放流効果判定法が確

Yamashita Y., Tanaka M., (2012) Occurrence

立され、これまでの放流試験や生態情報を基に放

and distribution of settling and newly settled

流の適条件も明らかになりつつあります。ホシガ

spotted halibut Verasper variegatus and

レイは適条件で放流すれば効果も高いため、栽培

Japanese flounder Paralichthys olivaceus in

漁業対象種としてのポテンシャルは非常に高く、

shallow nursery grounds around Shimabara

魚価が高いことから経済的な効果も期待できま

Peninsula, western Japan. Fisheries Science,

す。ホシガレイ産地の一つである三陸沿岸では、

78, 819‒831.

2011年 3 月11日に発生した東日本大震災の津波に

９）Wada T., Mitsunaga N., Suzuki H., Yamashita

より大きな被害を受けました。被災地の漁業者に

Y., Tanaka M., (2006) Growth and habitat

とってもホシガレイが希望の ホシ になれるよ

of spotted halibut Verasper variegatus in the

う、今後も増殖研究を進めていきたいと思います。

shallow coastal nursery area, Shimabara
Peninsula in Ariake Bay, Japan. Fisheries
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長崎県の島原の漁業者が
希少なホシガレイ資源の資源回復に挑む
島原漁業協同組合陸上養殖場
「幻のカレイ」と言われて
島原は、雲仙普賢岳のすそ野に位置する城下町で

場長

高木 将愛

のもと、平成 21 年度から毎年、ホシガレイの中間
育成技術の開発に取り組んでいます。

す。街の至る所には名水百選にも選ばれた湧水が湧
き、鯉の泳ぐ街としても広く知られています。島原

７年目を迎えてさらに

は有明海に面しています。有明海は、干満の差が

今年で７年目になりますが、これまでに技術開発

10 メートル以上もあり、潮の流れも速く、その有

内容として、生残と成長の向上を目指した密度別飼

明海で育ったホシガレイは身が厚く、非常に美味で

育試験や餌の比較試験、黒化抑制対策として砂を敷

あるため、市場で高い評価を受けています。

いた水槽での飼育などに取り組んできました。技術

ホシガレイは、刺網や小型底びき網で主に 4 〜 5

開発の過程ではウイルス性神経壊死症 (VNN) や滑

月にかけて漁獲され、一部漁師の間では桜ガレイと

走細菌症による大量へい死などありましたが、徹底

呼ばれています。漁師達が、
「30 年くらい前は 3 キ

した防疫体制、日々の観察、適正密度による飼育に

ロ超える大型のホシガレイが 1 日で 100 匹以上とれ

より疾病の予防を行うとともに、定期的なサイズ選

よったばってん。今頃は捕れんばい。
」と口をそろ

別や適正給餌を行うことで、昨年度は（大型種苗

えて言うように、近年漁獲量が減少し、3 キロを超

50 千尾）を生産できるまでになりました。しかし

える大型個体も姿を消しました。平成 20 年の当漁

長期飼育によって生じる無眼側の全面黒化は、大き

協での漁獲量はわずか 48 キロで、水揚げ統計を取

な課題として残されたままです。

り始めた平成 10 年以降で過去最低を記録し、ホシ

今後、黒化抑制対策に加え、水研センターと北里

ガレイは「幻のカレイ」と言われるようになりまし

大学のグループが開発したホシガレイの緑 LED を

た。そのため、ホシガレイは、種苗放流により資源

使った成長促進効果を確認した飼育など、新たな方

回復を求める漁業者の声が最も大きな魚種の一つと

法も取り入れ、ホシガレイ大型種苗の安定した生産

なっています。

並びに生産の増大を目指した技術開発に努めます。

このような中、長崎県では平成 21 年度から、国

長崎県総合水産試験場によると、5 月に 5 ㎝で放

の有明海漁業振興技術開発事業の中で、ホシガレイ

流するより、12 月に 15cm で放流した方が回収率で

を有明海の特産魚と位置づけ、早期に資源の回復を

20 倍以上にもなるそうです。また、漁業者からは、

図るため、捕食魚が少なくなる低水温期に大型種苗

ホシガレイの放流魚が増えたとよく言われるように

を安定的に放流できるように、中間育成技術開発が

なりました。これからも関係機関と連携しながら、

計画されました。当漁協が、ホシガレイの飼育に適

「幻のカレイ」となったホシガレイの漁獲、資源回

した陸上水槽を所有していたこともあり、長崎県か

復に向けて、技術開発に取り組んでいきたいと思い

ら委託を受け、長崎県総合水産試験場の指導と協力

ます。
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３

東京湾のマコガレイの生態と漁業
ー 資源回復への取り組み ー

千葉県水産総合研究センター 資源研究室
主席研究員

石井

光廣

月）には内湾北部に広く分布し、初夏（ 6 月）に
は内湾南部に分布が移ります。夏季（ 8 月）には

１．はじめに

さらに分布が南下し、年末（12 月）には再び北

マコガレイは、底びき網や刺網漁業の重要魚種

上して湾奥に集中して分布します（図 2、石井，

の 1 つです。東京湾には、千葉県側に底びき網漁

1992）。夏季の分布の南下については水温の影響

船が約 300 隻、刺網漁船が数 10 隻あり、マコガ

も考えられますが、東京湾に春季から秋季に発生

レイも漁獲の対象となっています。

する貧酸素水塊の影響を大きく受けています（図

東京湾では 1970 年代以降、イシガレイに替わ
りマコガレイがかれい類の漁獲の主体となり（清

3）。また湾奥へ北上する年末は産卵期にあたりま
す。

水，1984）
、1990 年前後には 1,000 ト ンを超える

つまり、東京湾では貧酸素水塊の発生や主な産

漁獲がありましたが、近年では 200 t 前後で低迷

卵場が湾奥にあることから、毎年南北移動を繰り

しています。千葉県では 1991 年からマコガレイ

返しています。

の種苗放流を行い（図 1）
、漁業者は漁獲圧力を
減らすための休漁日の設定や稚魚の保護など資源
の増産、管理に努めています。

図１ 東京湾におけるかれい類漁獲量 （千葉農林水産統
計年報） と放流尾数の経年変化

２．マコガレイ未成魚・成魚の季節移動
東京湾におけるマコガレイの分布（未成魚〜
成魚）の季節変化を把握するために、底びき網
標本漁船の操業日誌を解析したところ、冬季（ 2

34
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図２ マコガレイ漁場分布の季節変化
底びき網標本漁船の操業日誌を集計し，月ごとの漁獲密度（単位；㎏ / 網）
を示しています。 図はマコガレイ漁獲量の多かった 1989 年の例．
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図３ 東京湾に発生する貧酸素水塊
資料は， 千葉水総研セほかが発行する 「貧酸素水塊速報（2015年8 月 7 日，
http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbcbsuishi/cbtk/04tk-hinsanso/hinsanso.pdf）」

３．マコガレイの産卵期と産卵場
東京湾のマコガレイの産卵期は冬季と報告さ
れ て い ま す（ 図 4、 中 込，1980、 杉 浦・ 本 田，
1986、石井，1992、Kume et al, 2006 など）。
親魚の漁獲情報や種苗生産の採卵情報などを詳
しく整理すると、産卵場は湾奥、神奈川県側の柴
〜走水付近の沿岸、内房海域にあり、産卵期は湾
奥が 12 月後半、神奈川県側が 1 月、内房海域が
1 〜 2 月となっていました（図 5）
。特に湾奥に産
卵親魚が多く集まることから、湾奥が東京湾産マ
コガレイの主産卵場になっていると考えられます。

４．マコガレイ稚魚の分布

図４ 東京内湾におけるマコガレイ（雌）の
生殖腺熟度指数の季節変化
生殖腺熟度指数＝卵巣の重量（g）×全長（㎝）-3×106）で算出した． 図は
2012 年 5 月～ 2013年 5 月を示す．

網漁業者の内湾底びき網研究会連合会が共同で 3
〜 12 月に稚魚の分布調査を続けています（永山、

着底後の稚魚については、2000 年から当セン

2005）。稚魚は 3 〜 4 月に千葉県側の沿岸に出現

ターと国立研究開発法人国立環境研究所、底びき

し、徐々に沖合に移動します（図 6）。東京湾で
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センターが共同で、湾奥の産卵場調査を実施した
ところ、天然卵の採集に成功しました。
マ コ ガ レ イ 卵 は 沈 性 粘 着 卵 で あ り（ 山 本，
1939）、通常は礫や粗砂の海底がマコガレイの産
卵場となっています。実際に卵が見つかった湾奥
の海域は泥質でふ泥の多い海底であり、ふ化率に
その影響を大きく受けることが推察されました。
一方、東京湾内湾にはマコガレイの産卵場に適
した底質がある湾南部の盤洲周辺や富津岬周辺に
は親魚の集合が見られず、産卵場として利用され
ていません。
そこで、実際の産卵場と仮想産卵場（盤洲周辺、
図５ マコガレイの推定産卵場

富津岬周辺）で、ふ化仔魚が流れによってどのよ

網掛けは親魚が漁獲される海域， 赤丸は実際にマコガレイの卵を採集さ
れた地点を示す．

うに輸送されるのか、流動モデルによる粒子追跡
計算を行ったところ、盤洲や富津岬周辺の粒子は
数日後に湾外に流出するのに対して、湾奥発の粒
子は湾内に滞留すると推定されました（図 7、石
井ほか，2012）。
現在、実際のふ化仔魚の採集調査を行い、検証
をしています（石井ほか，2015b）。

図６ マコガレイの稚魚分布密度の月変化
千葉水総研セ， 内湾底びき網研究会連合会および（独）国立環境研究所
が共同で実施したマコガレイ稚魚調査結果で， 100㎡あたりの稚魚の分布
密度を示します． ×は採捕なし． ■は底生生物の採捕なし．

図７ マコガレイ浮遊仔魚の移動推定結果
湾奥で発見されたマコガレイの産卵場のほかに， 底質環境の良好な盤洲
干潟沖， 富津岬北側を仮想の産卵場として， 流動モデルにより， 粒子を
マコガレイの浮遊仔魚に見立てて， ふ化後の移動 ・ 分散を推定しました．

は春〜秋に大規模な貧酸素水塊が発生し、稚魚の
分布域と重なるため、酸欠による死亡などの影響
が懸念されます（図 3）。

５．マコガレイの産卵場

６．生活史全体を見渡して解決策を
探し出す
これらの情報が集まりつつあり、平成 25 年度
から、千葉県では「東京湾産マコガレイの生活

36

マコガレイの産卵場を把握するために、2012

史を考慮した資源制限要因の抽出と増産手法の開

年に水産庁の「水産生物の生活史に対応した広域

発」の研究課題を立ちあげ、農林水産技術会議の

的に連携する漁場環境形成手法検討委員会」と当

プロジェクト研究「生態系ネットワーク修復によ
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図８ マコガレイの生活史

る持続的な沿岸漁業生産技術の開発委託事業」に
も参加して、水研、各府県水試、大学と共同で、
マコガレイの増産についての研究を始めていま
す。マコガレイの生活史全体を見渡して、ボト
ルネックを特定し、人の手で何とかできる増産手
法を見つける計画です（図 8）
。これらについて、
遺伝子解析、バイオテレメトリー、GIS、資源解
析などの技術を使って解析が行われますので、今
後有効な増産手法を提案したいと考えています。

７．湾奥産卵場の底質環境
産卵場の底質環境がふ化に与える影響について
は、卵が底質に固定されないことにより、流出、

図９ マコガレイ産卵場の底泥の直上の酸素を
測定する装置

ふ泥の付着、埋没によるふ化率の低下が考えられ
るほか、有機物分解による酸素濃度の低下の可能
性も心配されます。
通常、冬期には貧酸素水塊は発生しませんが、
有機物の多い海底でマコガレイの卵が分布する海
底直上の 1 ㎜の範囲の酸素環境はこれまで検討さ
れていませんでした。
そこで、水産庁の「赤潮・貧酸素水塊対策推進
事業（東京湾における貧酸素水塊の影響解明）」
委託事業で、室内実験を行った結果（図 9）、海
底上 1㎝以上では酸素濃度の低下は見られません
が、1㎝未満の狭い範囲では酸素濃度が著しく低
下することが確認されました（図 10、石井ほか，
2015 a）
。

図 10 底泥直上の DO 鉛直分布 （1 日後）
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実際には屋外では流れや波浪があるために同じ

の着底海域の底質や餌の環境、稚魚の成長期にお

ような現象が起こるかどうかわかりませんが、冬

ける貧酸素水塊の拡大、未成魚〜成魚期における

期の水温 10℃の環境下でも、湾奥の有機物の多

貧酸素水塊の発生による生息環境の縮小や餌生物

い底質では酸素消費が盛んであり、今後検証を進

の死滅など、資源増産の制限要因が数多く存在す

めていきます。

るものと考えられます（図 11）。
これまでの種苗放流や漁業者の保護・管理活動

８．資源回復ための提案

のほかに、産卵場の底質改善が可能性の 1 つとし
て整理されてきました。今後もその他の解決策を

東京湾のマコガレイの生活環境には、産卵場の
不適な底質、ふ化後 1 か月の浮遊期の流れと稚魚

提案し、マコガレイ資源の回復につながればいい
と考えています。

図11 成長段階ごとの環境の問題点
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豊かな大阪湾をつくる会がマコガレイ稚魚を放流しました
ー 水産多面的機能発揮対策事業を活用し ー
豊かな大阪湾をつくる会代表
活動組織の立ち上げ

砂もの

萱間

修

と呼ばれるこれ

平成 25 年度からスタートした水産多面的機能発

らの魚は、今ではほとんど

揮対策は、平成 13 年に施行された水産基本法に基

釣れないのですが、昔の泉

づき、水産業・漁村の多面的機能（様々な役割＝国

南の漁港では無数に釣れま

民の生命財産の保全、地球環境保全、漁村文化の継

した。中でもカレイは、イ

承）を発揮させるために作られた施策です。平成

シガレイとマコガレイがあ

26 年秋の行政改革推進会議により、成果の検証の

り、どちらも大型が狙えま

必要性、有効性が認められないメニューの廃止等、

した。特にマコガレイは肉

見直しがありましたが、事業を行う背景については

厚でお刺身にしてもおいし

変わったわけではなく、
「水産業の再生、漁村の活
性化を図ることが必要」とされています。
私は釣り文化協会の事務局長をさせてもらってお
り、今回の事業には市民 NPO として参加し、阪南
市の３漁協他と組んで「豊かな大阪湾をつくる会」

い魚なので、釣り人には一
平成２７年６月１８日、阪南
市地先にマコガレイ稚魚８
㎝サイズ１万匹を放流。

番人気の魚種だったように
思います。

復活して欲しい魚

を立ち上げて活動をしています。いきさつをお話し

近年の大阪湾は埋立て地の護岸で囲まれたせい

すると長くなりますが、大阪湾では、大阪湾環境再

か、チヌやスズキばかりが増えてしまいましたが、

生を目指して活動する市民団体の横のつながりがあ

昔の大阪湾の多様な生態系を知っている方々から

り（大阪湾見守りネット等）、藻場保全活動や生物

は、ガッチョやキス、キジハタとともに、復活して

調査、海岸清掃、稚魚放流等、それぞれの市民団体

ほしい魚の筆頭に上げられます。

で取り組んできた実積がありました。また、
「漁村

そんなことで種苗放流の魚種として選定しました

文化の継承」という言葉に込められた社会学的な意

が、漁業者にとっては、
「長年取り組んできたが成

味合いについては、釣り文化の継承を掲げて活動す

果が上がらない」魚種でもありました。

る私どもの団体には、共感するところがあります。

大阪府栽培漁業センターの記録を見ると、1981年

さて、本題マコガレイです。

からカレイ類の稚魚放流が行われていますが、生産

水産多面的機能発揮事業では、生態系を維持する

量が1992年をピークに（年間約750トン）、1995年

ための藻類・魚介類の放流に「広く国民に利用され

に半減し、現在は 3 分の１になっています。この減

る」という条件がつきました。マコガレイは漁業的

少傾向は東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、九州でも見ら

価値も高く、高値で取引されます。また、かつて（20

れるため、1994年以降の温暖化傾向や水域環境の

〜 40 年前）の大阪湾では釣り人にたいへん人気の

変化が影響していると思われます。もう一つ減少の

魚種でした。ガッチョ（ネズミコチ）も同じですが、

原因として、大阪湾では流入するチッ素、リンが減

平成２６年６月２２日、 阪南市地先にマコガレイ
稚魚８㎝サイズ１万匹を放流。

放流には市民参加も募ります。 作業を体験して
もらうとともに、 魚の生態と資源管理についての
学習会も行ないます。
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少してカレイの餌となるヨツバネスピオ（ゴカイの仲

になった」と箱の浦海岸での釣果写真を見せてくれ

間）がものすごく減ったということも言われています。

ました。

大阪府の稚魚放流もそのようなことで一時期中断
したこともありましたが、資源の底支えのために放

大阪湾の未来を見据えて

流を再開しました。また 1993 年から大阪府の刺し

水がキレイになって、ある種の魚が減少する海域

網漁業者は産卵親魚の保護を目的として 12 月末〜

もあれば、そのことにより藻場が育ち、稚魚が育つ

1 月中旬まで自主禁漁を行なっています。

海域も出てくるようです。今回の水産多面的機能発

このようなデータは釣り人や一般市民は知りませ

揮事業で活動している阪南市の海岸はまさに後者の

んが、あれほど釣れていた岸和田一文字や泉佐野埋

場所で、半自然海岸ですが、大阪府で唯一といえる

立地でカレイがこつ然と姿を消して約 20 年以上に

砂浜の海岸線が約 5km 続きます。この砂浜の前が

なるわけです。放流効果が上がらない魚種…という

稚魚たちの育成場となる浅い海です。その海域が

ことに一抹の不安を感じたことは確かですが、マコ

残っていてくれていたこと、またこの地域の漁業者

ガレイやガッチョの復活がもし実現すれば、その時

が森を作る活動等も含めて大阪湾の自然環境保全に

は大阪湾全体の自然環境が復活したことにつながる

積極的に取り組んでいることが大きな希望です。

のではないかと考えました。大阪湾の水質調査や生

水産技術センターの鍋島靖信さんによれば、大阪

き物調査をやってきた経験から、尾崎の海岸が 20

湾の中〜南部で育つマコガレイはエサとしている生

年前に比べて砂浜がかなり拡大したことや、アマモ

物がヨツバネスピオ一辺倒ではなく、多様なゴカイ

場が復活したりと、生物の強さを見てきましたから、

類やキセワタガイなどの貝類、クモヒトデ類、ヨコ

なんとなくそんな気がしていたのです。

エビやエビなどの小型甲殻類を食べ、南部に行くほ

自然環境というのは面白いもので、すべてがすべ

ど多様なエサ生物を利用しているそうです。海を耕

て消えてしまうわけではなく、どこかでひっそりと

してエサ生物を作ることもマコガレイの復活につな

ニッチが合っているものがいるようです。漁業者が

がるのかもしれません。

「堺の出島に小さいマコガレイはたくさんいるが、

マコガレイ放流は、大阪湾の未来を見据えた事業

夏になると姿を消す」と証言していますし、阪南市

として、可能性が見られる海域で、できる限り長く

在住の釣り人は「数は少ないが最近また釣れるよう

続けていくことが望まれます。

箱の浦海岸での最近の釣果。 昔は大阪湾全域で
釣れたものでした。 （写真提供 ： 高渕諒氏）

マコガレイの種苗生産は夏場の高水温期を乗り越えるの
が課題で、 その前に放流のスケジュールを組んでいる。

２０１２年１１月２９日、 カレイ良型４匹。

マコガレイの漁獲量
２０１４年箱作でカレイ３０㎝
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出典：（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所水産技術センター

希少なホシガレイと高級食材マコガレイ資源への挑戦

特

４

海中緑化でマコガレイを増やす
ー マコガレイ稚魚の放流とアマモ場造成 ー

日出町農林水産課

上城

参与

義信

１．城下かれいについて
１）城下かれいとは
標準和名はマコガレイである。カレイ科に属し、
日本沿岸に分布する。瀬戸内海・九州沿岸では、
他にイシガレイ、メイタガレイ、ヤナギムシガレ
イ等が生息する。カレイ類は元来北方系の種類で
あり、北海道南部 ˜ 東北地方の漁獲量が多い。
平成 20 年大分県農林統計協会編「大分県漁

日出町で漁獲されるマコガレイは、他地区に比

業の動き」によると我が国のカレイ類漁獲量は、

べて、丸味があり、肉厚であることから周年高値

56,000㌧で、そのうち大分県は 371㌧と少なく、

で取引される。

1.0% にも満たない。
さらにマコガレイの漁獲量は 14 〜 15㌧であり、
そのうち日出町の漁獲量は、近年 3 〜 4㌧とさら
に少ない。

これは、生育する海域の中心部に海底湧水が噴
出していて、その栄養豊富な地下水が多くの生き
物や海藻類を育んできたからに他ならない。
なかでもマコガレイは海底湧水の恩恵を受け、

まさに絶滅危惧種と言っても過言ではない。マ

他とは異なる独特の上品な旨さが愛好家の心をと

コガレイの形態的な特徴を写真および模写図で示

らえ、江戸の昔から今日まで人気は衰えることが

した。

ない。
２）城下かれいの歴史
慶長 6 年（1601 年）、初代日出藩主木下右衛門
太夫延俊が日出城を築城した。
その城壁の真下に淡水が湧き出し、カレイ類と
くにマコガレイが集まるようになったのが始まり
とされる。
1700 年代（江戸時代）、日出藩の学者帆足萬里
（1777 〜 1852 年）の著書「西崦雑誌」に王余魚

口が小さく、後端は瞳孔に達しないこと。頭長
は上顎長の 4.0 〜 4.7 倍である。

の名前で初登場している。
文化 4 年（1806 年）、同じ日出藩の学者脇蘭室

その他形態的な特徴として①吻端が鈍いこと②両

著「菡海漁談」にも王余魚の名前で登場している。

眼間に鱗があること③胸鰭上方側線湾曲部が低い

さらに当時の家老日誌によると、幕府将軍への献

こと④生時、無眼側の尾柄部縁辺が純白であるこ

上品にもなっている。4 年に一度、閏年の 5 月 5 日、

とがあげられる。

端午の節句に、船と早馬で運んだとある。
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町地先に藻場保護水面が設定された（国庫補助事
業）。
日出町保護水面は、アマモとガラモで構成され
る藻場で、魚類の生息場として重視され、その維
持活用のため魚礁の沈設やマコガレイ等の稚魚放
流が行われた。
昭和 40 年代後半から 50 年代は、春は、メバル、
サヨリ。初夏は、カレイ類。夏にはマダイ、チダ
イそして秋にはマアジ、イカ類、イボダイなど四
大正 9 年（1920 年）
、現在俳句の開祖高浜虚子
が句会に招かれて「海中に

真清水湧きて

季折々の魚群で賑わっていた。

魚育

つ」と詠み、一躍脚光を浴びた。
昭和 11 〜 12 年（1936 〜 1937 年）我が国料
理本の原点とされる木下謙次郎著「美味求真」全
三巻が中央公論社から出版され、その第二巻地方
料理編に「城下鰈」が初めて登場し、天下の美味
として紹介された。
戦後は、多くの文人、作家そして官財界人が現
地を訪れ、さらには当時流行した味の紀行本にも
紹介された。
昭和 40 年代、全国版の新聞、雑誌に度々紹介

この保護水面は、昭和 62 年（1987 年）まで、

され、テレビ等の電波にも乗って全国津々浦々に

存続し、マコガレイ稚魚が毎年放流されたが平成

「城下かれい」の名声が広まり、現在でも衰える

8 年（1996 年）に解除され、現在は別の場所に

ことなく、多くの出版物やテレビ等のマスコミに

設定されている。

取り上げられている。
昭和 61 年に始まった「城下かれい祭り」は、
それまで日出町漁協が主催するかれい放魚祭を引

（２）日出地区広域型増殖場の造成
平 成 4 年（1992 年 ） 〜 平 成 11 年（1999 年 ）

き継ぎ、平成 27 年には第 30 回目を迎えた。目

国庫補助（沿岸漁場整備事業）を受け、総事業

玉の「城下かれいミニ懐石料理」は全国愛好家の

費 13 億 5 千万円で、92,000㎡の海域に、保護礁、

楽しみの的となっている。

育成礁、滞留礁等の魚礁群が配置された。附帯事
業として、稚魚中間育成施設（4,900㎡）を建設し、
平成 12 年から稼働している。

マコガレイの増殖漁場と育成施設

３）城下かれいを守る
（１）保護水面の設定

施設内には、稚魚飼育水槽（50㌧槽 8 基）の

沿岸性重要生物の生息場となる藻場を保護する
ために昭和 45 年（1970 年）に大分県速見郡日出
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ほか取水ポンプ（2 台）は沖だし 27 ｍ地点から
取水している。他に貯水タンク（砂濾過装置付き）
、

希少なホシガレイと高級食材マコガレイ資源への挑戦

給水ポンプ、ブロアポンプ等が完備されている。

特

テレビ、雑誌にたびたび掲載され、その名声が全
国津々浦々に届き、多くの文人・知名士が日出町

（３）稚魚の放流

を訪れた。

稚魚の放流は、昭和 43 年（1968 年）に始まり、
すでに半世紀近い。当初は、県浅海漁業試験場が
種苗生産した稚魚を、前述の保護水面に放流した。

当時のカレイ類漁獲量は多く、昭和 50 〜 60
年代は毎年 100㌧を超え、全盛時代を謳歌した。
年号が平成に変わって、別府湾を取り巻く環境

平成元年（1989 年）以降は、放流技術開発事業

は、高度経済成長の波に乗って、干潟や浅場の埋

（国庫補助）により、稚魚の放流を継続し、12 年

め立て、護岸工事、海砂の採取などによって激変

からは広域パイロット事業により、県漁業公社で

した。

生産した稚魚（平均全長３cm）を購入し、中間

当然、カレイ類の漁獲量は大幅に減り、平成 3

育成施設で、平均５cm まで育てて、湾内へ放流

年をピークに、以後減少傾向に歯止めが利かず、

している。

右肩下がりが続いている。

しかしながら、放流による漁獲量・資源量への
効果が見られないことから、日出町では平成 25
年（2013 年）から放流稚魚の大型化に取り組み、
月齢 12 ヶ月で、平均全長 10cm 超、体重 30 g 超

現在は、20㌧を下まわり、マコガレイに至って
は僅か 3 〜 4㌧で命脈を保っている。
加えて、この先、温暖化が進めば、寒流系のカ
レイ類は絶滅の道を辿るしかない。

の飼育・放流に目途をたて、平成 27 年度（2015 年）
には、月齢 15 ヶ月で、平均全長 15.2cm、平均体
重 58.2 g に達した稚魚を、人工造成したアマモ群
落や養殖池に放流した。
表 1 に大型種苗の放流実績を示した。
表１ 大型種苗の放流実績
年度

放流尾数
(尾)

平均全長
cm

平均体重
(g)

放流場所

25

1,500

9.5

13.8

ｱﾏﾓ場

25

150

11.6

35.6

ｱﾏも場

26

66

15.3

53.5

保護水面

26

4,100

11.2

27.0

ｱﾏﾓ場

イ

26

3,100

11.2

27.0

ｱﾏﾓ場

別府湾は、1970 年代から大掛かりな干潟埋め

26

3150

11.6

27.7

ｱﾏﾓ場

立てと企業の進出があり、大阪湾や播磨灘と並ん

27

130

12.9

36.5

ｱﾏﾓ場

で瀬戸内海三大汚染海域となり、赤潮などが頻繁

27

1,500

15.2

58.2

養殖池

に発生し、魚介類の生息に大きな打撃を与えた。

（５）生息環境
藻場の衰退

埋め立てが行われた 10m 以浅の海域は、水中
（４）漁獲量
大正 8 年（1919 年）の大分県漁村調査報告に
よると、別府湾内におけるカレイ類は 10㌧（換

で生活する生き物にとって大切な産卵・保育の場
であった。
まさにマコガレイにとっても致命的な環境変化

算値）とある。当時の魚種別では８番目に多い。

となった。別府湾におけるアマモ場と藻場面積の

昭和 10 年（1935 年）
、大分県立日出高等女学校

変化を表２に示した。

編「日出中心郷土文化研究」で、カレイ・ヒラメ
漁獲量が 10.2㌧と記載されている。
戦後の混乱期を乗り切った日本は、30 年代高
度経済成長に湧き、食生活は豊かになった。
さらに 40 年代は空前のグルメブームとなって
全国各地の特産品が脚光を浴びた。
こうしたなかで「城下かれい」は全国版の新聞、

表２ 別府湾の藻場面積の変化 単位 ： ｈａ
年 / 藻場種類

ガラモ場

アマモ場

1980

453

61

1994

227

15

減少率 (%)

49.9

75.4

参考資料 ： 環境庁 ； 海域生物環境調査報告書
第 2 巻 藻場 1994
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このように、1980 年に比べて、1994 年は藻場
面積が 49.9%、アマモ場は 75.4% と極めて高い減
少率である。
ロ

海水温の変化

別府湾日出沖の海底水温を大分県農林水産研究
センター水産研究部（旧水産試験場）が毎月実
施している浅海定線調査データから最近 5 ヶ年
（2009 〜 2013 年）の水温変動を示した。

２．アマモ場造成
１）アマモとは
ヒルムシロ科に属し、海産顕花植物の一つで海
中に生える沈水性の多年草。初夏に開花する花は、
小さくて緑色の長い線形をしたへら状の総包の鞘
内にあり、雌花雄花が交互に二列に並んでいる。
これをみると、底層における年間最低水温は、
2 〜 3 月に見られるが、10℃を下回ることはない。
マコガレイの産卵適水温は 5 〜 8℃であり、正常
な卵発生が危惧される環境下にある。このまま温
暖化が進行すれば、放流魚による再生産は厳しい
状況となろう。
日本の魚には、寒帯性と熱帯性で産卵期が異な
る。マダイ、ハモ、カワハギ、エソ、イサキ、キ
スなどの南方系は夏に産卵する。
一方、カレイなどの北方系は冬に産卵する。そ
日本名アマモは、甘藻の意で根茎に甘味があ

して多くの魚は、産卵期になると沖合から沿岸へ、
外界から内海へ、深い所から浅い所へ集まる。種

る。そのアマモの効用として以下のようなことが

類によっては川の上流まで上る（ヒラメ、スズキ）。

ある。

卵から稚魚になるまでの時間も種類によって異

ア

光合成作用により海中に酸素を供給する

なる。一般に水温の低い季節に生まれて沈む魚は

イ

根（地下茎）は、泥中の余分な窒素や燐を吸
収して底質の浄化に貢献する。

時間が掛る。逆に温度の高い時に生まれる小型の
浮性卵は孵化時間が短い。

ウ

葉体には、多くの小動物が付着しており、幼
魚の餌場となる。

産卵に適する水温は種類によって決まってい
る。その適温の範囲外に出れば、高くなっても、

エ

繁茂したアマモ場は、幼魚の隠れ場所となる。

低くなっても途中で死んだり、奇形が多くなる。

オ

イカ類の産卵床としても貢献する。

例えば、マコガレイは 5 〜 10℃、マダイは 15 〜

カ

枯死した葉体は、ナマコの好適な餌となる。

23℃、サケは 10℃以下そしてコイは 18℃が産卵
の適水温と決まっている。
こうして日本の魚は、水温などの自然環境や地
形（岩礁〜干潟）に合わせて種族の維持をしてき
た。しかし戦後の経済発展は、魚族が住む環境を、
開発という名のもとに破壊し続けている。
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２）アマモの増殖
（１）母草（花枝）の採取と種子確保
日出町に自生するアマモの開花は、3 〜 4 月が
主体で、4 月下旬から結実が始まる。
種子の成熟は、5 月から始まり、7 月の中・下

希少なホシガレイと高級食材マコガレイ資源への挑戦

旬に終わる。この間に多くの種が成熟して、子房
壁から海中に放出される。

生長の経過は、10 月に播種を行うと、12 月初
旬から発芽が始まる。まず幼芽鞘が伸び、中旬に

そのためアマモ種子を採取するには、野外で授

は、子葉が 2 枚出て、水温は、10℃を下回るよ

精済みの花枝を採取し、陸上の水槽に移しても、

うになる。そして下旬には、ヒゲ根が伸びてくる。

花粉が散布して受精が行われる。

1 月は、年間最低水温となるが、葉体は急生長

そのため野外で結実している花枝を移植すれ

をする。2 月上旬には、平均葉長（草丈）が 50

ば、室内水槽で容易に成熟した種子が確保できる。

〜 60㎜に伸びるが、葉体に珪藻類が発生し、ア

水槽の中では、雄花、雌花による授精が行われて、

マモの生長が抑制される。

種が形成される。

特

そのため屋外槽などへ移動すると、光合成が盛

種の色は、緑から黄色となり、さらに黒く成熟

んとなって、再び生長する。

して、子房壁が裂けて種が外に飛び出して、水槽
の底に沈下する。
沈下した種は、枯死した葉っぱの切れはしとと
もに掬い取り、ピンセット等で一粒ずつ拾い上げ
る。
得られた種子は、飽和食塩水処理を行って、保
存瓶に収容して、０℃に設定した恒温器で播種を
（３）移植と定植

行うまで保存する。

屋内の水槽で発芽・育成したアマモ苗は、施設
外の排水池や沖の広域増殖場などへ移植した。年
度ごとの移植と定植の状況は以下の通りである。
表３ アマモ苗移植の経過

（２）播種と育苗

年度

移植地

本

数

手

法

20

屋外沈殿槽等

326 束

5 本束をｶﾞｰｾﾞに
包んだｷｯﾄﾞ

21

沈殿槽

105 束

同上

22

沈殿槽

700 鉢

竹筒

23

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ

苗
2,315 鉢

24

沖

60 鉢

同上

25

沖

660 鉢

同上

園芸用ﾋﾞﾆｰﾙﾎﾟｯﾄ

平成 20 年度は、アマモ苗 5 本束を、小石と砂

播種には FRP 製市販容器（通称マイロッカー）

を入れたガーゼに包み、紙紐で括ったアマモキッ

を使用。大きさは、30cm × 50cm × 13cm で、培

ドを作り、施設外の排水沈殿槽へ 272 束、近く

養土の構成は、下層から以下のようにしている。

の増殖場海域へ 54 束合計 326 束を移植した。

①

ホタテ殻片

3.0kg

21 年度も同様に、キッチンペーパーでキッド

②

粗砂

3.0kg

を 作 り、105 束 を 沈 殿 槽 移 植 し た。22 年 度 は、

③

腐葉土（市販）

1.0kg

竹筒に繁茂したもの 700 鉢を沈殿槽などへ移植

④

細砂

3.0kg

した。そして 23 年度以降は、園芸用ビニールポッ

⑤

アマモ種子

100 粒

トで育成した株を、野外に設置したビオトープ水

⑥

覆砂

3.0kg 〜 5.0kg

槽や沖の漁場に潜水作業で定植した。

播種（10 月）から発芽（12 月）そして育苗期
の水温は、15℃から 10℃まで下降し、最低 8℃
から上昇し、葉体は徐々に生長する。

苗を移植した屋外沈殿槽の規模は、3.2m × 8.5m
× 2.0m で、容量は、およそ 50㌧である。
施設内には、同規模の屋外水槽が 2 槽あり、両
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水槽には、周年アマモが繁茂しており、25 年度
以降は、母草の供給源となっている。
さらには屋外ビオトープ槽でも、周年アマモが
繁茂しており、マコガレイの育成池として活用さ
れている。

下茎）を発達させるまで種子を海底の敷地内に留
めておくための手段で、東洋建設（株）とモリエコ
ロギー（株）が共同開発した技術である。
天然ヤシ繊維をマット状に整形して、アマモ種
子を蒔き付けた生分解性の不織布を上下に覆っ

３）アマモによる海中緑化
（１）アマモ場の造成

て、海底に拡げて、Ｕ字型鉄筋で固定する方法で
ある。

アマモシートの構造を下図に示した。

海草のアマモ場には、多くの水中生物が生息し、
その葉体にはワレカラなど多くのヨコエビ類が付
着し、育ち盛りのマコガレイ稚魚には大切な食料
供給基地であり、外敵から身を守る隠れ場でもあ
る。
そのアマモ場、別府湾には 1980 年代は、61㌶
にわたり群生したが、1990 年代には 15㌶に激減
した。そして 2000 年代になってほぼ壊滅状態で
あることが 2007 年の調査で分かった。
別府湾のマコガレイ稚魚は、5 〜 10cm の間、
アマモ等の海藻群落で過ごす。
日出沖のマコガレイ漁獲量は、1970 年代頃に
は 10㌧程だったが、現在は 3㌧弱に減っている。
稚魚の放流は、ほぼ半世紀にわたるが、アマモ
が消滅した今はあまり大きな効果が上がっていな

アマモ播種シート法は、種子が発芽・生長して

い。アマモ場の消失は、マコガレイに限らず、コ

根（地下茎）を発達させるまで海底のマット内に

ウイカ類やボラ、スズキ等の稚魚さらには特産ナ

留めておくための手段である。

マコの住家まで奪ってしまった。

天然ヤシ繊維をマット状に整形して、種をまき

このため日出町では、平成 19 年からアマモを

付けた生分解性の不織布を上下に覆って海底に拡

復活させるための増殖手法や沖合いでの造成事業

げ、Ｕ字型鉄筋で固定する方法である。海中での

を行っている。

設置は、専門のダイバーによる潜水作業によった。

アマモ場造成の選定条件として、①埋め立て
海砂の採取がないこと
考光が十分あること

年度ごとの造成面積と播種状況を表４に示した

②水深が 3 〜 5㍍で太陽

③底質の変化がないことを

検討して町内の３か所を選定した。

（３）海中緑化の今
糸ヶ浜海岸沖合い（ア点）、城下海岸太田沖（マ

下にアマモ場造成海域図を示した。

点）及び豊岡沖合い（モ点）の 3 点について 23

各地点における造成は、アマモ播種シート方式

年度以降、造成地のアマモ植生調査調査を実施し

を用いた。これはアマモ種子が発芽・生長し、根（地

46

（２）アマモ場造成の経過
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表４ 造成面積と播種数
年度

造成面積
（�）

播子数
（粒）

密 度
（�当り）

22

60

50,800

847

23

60

36,000

600

24

60

18,000

300

25

60

20,697

340

26

60

12,716

212

計

300

138,213

460

調査は、専門ダイバーによるカデラート坪刈り
による繁殖密度調査と写真撮影を行った。
調査時期は、5 〜 6 月の繁茂期と、9 〜 10 月
の衰退期に、年 2 回実施した。
表 5 に、24 年度〜 25 年度のアマモ場造成地に
おける状況を示した。
表５ アマモ造成場における繁茂状況
造成地

被 度
（％）

葉
長
（cm）

糸ヶ浜

30

35 ～ 100

２４年度分は被度
２０％。 ２５年度分は
４０％

城下

40

10 ～ 15

２４年度７０％濃密繁
茂。 ２５年度衰退期
１０％

豊岡

60

40 ～ 65

濃密繁茂

繁茂状況

糸ヶ浜（ア点）の地形は、海水浴場の沖に位置
し、地盤は柔らかい砂地で、満潮時の水深は最大
5㍍、緩やかな傾斜。平均被度は、30% とやや根
付が悪い。
城下太田沖（マ点）は、岩礁〜転石から砂泥底
となっていて、急深地形。砂泥底で濃密繁茂がみ
られる。

３．おわりに

豊岡（モ点）は、距岸 100㍍、長さ 2 〜 3㌔の
浅場地形で、水深は満潮時最大 3㍍程で、天然ヒ

大分県別府湾奥日出町沖に生息するマコガレイ

ジキのほかアカモク等の海藻類が繁茂しており、

は「城下かれい」と呼ばれ、国内有数のブランド

アマモ造成地でも、平均被度 60% となっている。

魚として、その名声は極めて高い。

以上述べたように、造成地における平均的な被度

そのため日出町ではマコガレイの資源を守り、

は、50% 程度となっているが、今後、地下茎の増

安定した漁獲量を維持するために、昭和 40 年代

殖や種子の分散により、造成地を基点にして、ア

始めから保護水面等を設定し、いち早く稚魚の放

マモ場の拡大が期待される。

流を行ってきた。

以下、各造成地の繁茂状況を示す。

しかしながら、その漁獲量は、平成以降長期凋
落現象が続き、近年は、僅かに 2 〜 3㌧の範囲で
低迷している。これは最盛期の僅か 20% に過ぎ
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ない。

最後に、マコガレイの飼育研究の機会を与えて

このことは、地元料理店の需要はおろか、市民
の食卓にもほど遠い存在となってしまった。
さらに多くの愛好家からは城下かれい料理の存
続を危ぶむ声も聞かれる。
このため日出町では、昭和 45 年（1970 年）に

いただき、常に暖かい励ましと激励を頂いた日
出町町長工藤義見氏。事業の推進に便宜を頂いた
農林水産課長岡野修二氏並びに飼育作業を共にし
た日出町役場農林水産課職員の皆さん、そして折
りに触れ適切なアドバイスを賜った平川千修＊１、

保護水面を設定し（国庫補助）
、育成魚礁の沈設

安楽康広＊２、平澤敬一＊３ 各氏に篤くお礼を申し

や稚魚の放流を行ってきた。

上げる。
さらに、アマモの育成に関し、ご指導くださっ

また平成 4 年（1992 年）〜平成 11 年（1999 年）
には沿岸漁場整備事業（国庫補助）により、地先

た伊藤龍星博士＊４に深甚の敬意を表します。

海面 92,000㎡に、マコガレイの保護。育成・滞
留魚礁群を配置し、その附帯事業として、稚魚中
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新湊 「万葉かれい」
〜越中 射水で新たなブランド魚を〜
新湊漁業協同組合

１

はじめに

沿岸漁業研究会

も落ち着くことがわかりました。痩せることはな

マコガレイ Pleuronectes yokohamae は最大で全長

く、非常に美味しい状態で市場に出せる確信が持て

50㎝に達するカレイ科魚類で、日本では北海道以南

ました。そのほか「万葉かれい」の条件として、大

の各地に生息しています。比較的浅い砂底や泥底に

きさを 400ｇ以上のものとする、漁期はゴールデン

生息し、全国的には底びき網や刺網などで漁獲され

ウィーク前後から 10、11 月までとするなど、各種

ています。

条件を設定しました。

富山県西部に位置する射水市新湊地区でも、以前

次に、様々なＰＲを行いました。地元料理店等に

から刺網でマコガレイが漁獲されており、その味の

ご協力いただき、試食会を開催したり、射水市内の

良さは折り紙つきです。ところが、市場では他のカ

全小学校に商品タグの配付を行いました。射水市が

レイ類とほとんど同じように扱われており、高値で

発行する配付物への広告掲載も積極的に行い、
「万

取引されることはありませんでした。

葉かれい」の知名度向上に奔走しました。

そこで、新湊漁業協同組合に所属する若手の漁業

以上の結果、以前は高くても 600 〜 700 円/kg 程

者で設立した「沿岸漁業研究会」が、セリ人や仲買

度であった浜値が、今では 3,000 円/kg の高値で取

人などの協力を得て、マコガレイに付加価値をつけ

り引きされるようになりました。努力の甲斐あって

て、ブランド化を進めようと取り組んできました。

地元仲買人や料理店からは、非常に好評で、特に刺

今回はその取り組みについて紹介します。

身で高い評価を得ています。

２

３

ブランド化の取組み
魚価の低迷に悩んでいたこの地域で、何かブラン

今後について
この「万葉かれい」は、一般に幅広く供給させる

ド化できるものがないか探したところ、まださほど

のではなく、 ハレ

の日の魚として認知させたい

ブランド化事例の多くないマコガレイに目をつけま

という思いがあります。ちょっとした自分へのご褒

した。マコガレイは全国的には比較的浅い場所に多

美や親戚一同で集まって何か美味しいものをという

いのですが、ここ射水市新湊沖では、急峻な海底谷

ときに、食べていただきたい魚です。まだ取り組み

の入り口付近の水深 100 ｍ付近で漁獲されます。射

が始まって間もない状況ですが、今後 10 年 20 年先

水市の沿岸は万葉集で詠まれた由緒ある場所であ

も末永くこの地に根付くブランド魚として残してい

り、当時の人々もこの魚を食べていたかもしれない

きたいと思っています。

との思いを馳せながら、名称を「万葉かれい」とし
て、取り組みをスタートしました。
当初は、マコガレイそのものについて徹底的に勉
強し、その後、どうやったら美味しく提供できる
か、試行錯誤しました。その結果、一晩から数日水
槽で寝かせ、泥をはかせることで、臭みがとれ、身

図 富山県射水市の位置図

写真 万葉かれいのＰＲチラシ
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【特別寄稿】

「きれいな海」から「豊かな海」へ
広島大学大学院生物圏科学研究科
教授

山本 民次

山本民次教授らが今春発表した著書「海と湖の貧栄養化問題—水
清ければ魚棲まず」（地人書館）に注目が集まっています。
水の「きれいさ」だけではなく、生態系の「豊かさ」を取り戻す
ための対策に方向転換すべき時に来ていると提起しています。
「豊かな海」とは何か？、本稿が関係者の議論の契機となること
を期待しています。
（編集部）

１

生物生産性と生物多様性

2009 年頃、どこかのシンポジウムで講演をし
た際、
「きれいな海」と「豊かな海」を両立させ
るのはきわめて難しいということを話した記憶が
ある。なぜなら、
「きれいな海」＝高い透明度＝
貧栄養、ということであり、栄養分が少ない海で
は生物は育たないので、
「豊かな海」はあり得な
いという構図である。
同様に、
「里海：人手が加わることで、生産性
と生物多様性が高くなった海」という概念（柳、
1998）にも少なからぬ疑問を感じていた。果た
して、
「高い生産性」と「高い生物多様性」は両
立するのであろうか？環境省も 2010 年の愛知県
で開かれた生物多様性 COP10 で柳と同様のこと
を言っている。つまり、
「生物多様性の危機」と
して「里地里山など人間の働きかけの減少による
影響」を挙げ、具体的には耕作放棄地や手入れ不
足の雑木林など、があるとしている。
畑や田んぼを耕作するのは、人間にとって有用
な作物を育てるためであり、雑草や害虫を駆除す
るので、生物多様性を低下させる行為である。し
たがって、耕作放棄地のほうが生物多様性は高い
のではないだろうか？雑木林は手入れすることで
生物多様性が上がることはありそうであるが、田
畑と同じレベルまで生産性を上げようとすれば生
物多様性は低下する。
混乱がどこにあるかというと、私は次のように
考えている。我々の農耕の歴史においては、生産
性を上げるために生物多様性を犠牲にしてきたわ
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けであり、生物多様性を意識して（上げるために）
人手を加える（手入れをする）という行為をした
ことは無い。生態系の安定性という意味で、生
態学の分野において生物多様性の重要性が議論さ
れるのは良いとしても、その実践の場として、一
般の人々が「生物多様性を意識した田畑や雑木林
の手入れ」という行為を、作物が採れるわけでも
ないのに行うというのは今後とも無いのではない
か。そう考えると、生産性を上げることによって、
同時に生物多様性も上がる仕組みが必要である。
人の生活圏である陸でさえそのような状況であ
るのに、海についてはさらに感心が低い。海に一
番関わっている漁業者は現在 20 万人程度であり、
年々漁業者人口が減少していく中で、「里海」と
しての管理ができるのかどうか、一般市民の参加
無くしてはとても無理な話である。
「きれいな海」＝「高い生産性」ではなく、「き
れいな海」＝「高い生物多様性」とも限らない。「豊
かな海」の定義も明確ではないが、少なくとも魚
が獲れない海は豊かな海とは言えないであろう。
「豊かな海」が「高い生産性」に加えて「高い生
物多様性」を備えている「里海」の理念と同義と
いうことであれば、容易ではないが、努力によっ
て（人手を加えることによって）これらの両立を
図りましょう、ということになる。

２

貧栄養化について

2-1. 貧栄養化に対する批判
瀬戸内法（1973 年の瀬戸内海環境保全臨時措
置法およびその後継法である 1978 年の特別措置

法）に基づき、化学的酸素要求量（COD）で表
される有機物、窒素（N）およびリン（P）の流
入負荷量が約 40 年間にわたって削減されてきた。
これにより、高度経済成長時代には「瀕死の海」
と言われた瀬戸内海の水質はかなり良くなった。
しかしその一方で、海水中の栄養塩濃度の低下
は明らかで、ノリの色落ちだけでなく、漁獲量全
体にも甚大な影響を与えている。ノリは藻類なの
で、栄養塩が足りなければ育たないことは誰にで
も理解できても、魚の生産まで影響しているかど
うかを疑う人は結構いる。しかし、農学あるいは
生態学的な見地に立てば、栄養分が足りなければ
（正確には負荷量が少なければ）、ピラミッド構造
で表される生態系の上位の生物も多くは育つこと
ができないのは当然である。これは陸も海も同じ
である。
筆者が瀬戸内海の貧栄養化について指摘したの
は 2003 年である（Yamamoto, 2003）。当時は「富
栄養化」時代から抜け出して 10 年余りであり、
学会も含めて全くといって良いほどこのことにつ
いて認識がなかった。実際、国内の学会で私が「貧
栄養化」について発表した際には、以下のような
２つの極めて痛烈な批判を浴びた。
その１つは「瀬戸内海はいまだに富栄養あるい
はむしろ過栄養であって、漁獲量の減少は海の
汚濁が原因だ。ハワイの水と比較したら一目瞭然
だ。
」というものである。そもそも過栄養という
データは当時も存在せず、「瀬戸内海はまだ汚い」
という海を見ない一部の研究者による強い思い込

図１ 大阪湾および播磨灘の透明度の推移
国土交通省瀬戸内海総合水質調査ホームページ（http://www.
pa.cgr.mlit.go.jp/chiki/suishitu/）より引用．

では考えられない。
さらに、埋立等によって半減したとはいえ、瀬
戸内海の面積 23,000㎢のわずか 1% 程度しかない
干潟が、本当に漁業生産の低下の主要な原因なの
だろうか？干潟と漁業生産の関係について、定量
的なエビデンスが求められる。
私は干潟が重要でないなどと言っているのでは
ない。干潟は魚類の餌となる小動物やアサリなど
二枚貝の生息場として重要であり、生物多様性は
高い。また、それらの生物によるろ過摂食作用に
よる懸濁物の除去や、バクテリアによる有機物の
分解、脱窒による浄化作用など、極めて重要な役
割を果たしている。漁獲量の低下の主要な原因が
干潟面積の減少にあるというのであれば、それら
の作用が、瀬戸内海全体の生産性にどれだけ寄与
しているかを定量的に示すデータが必要である。

みは、科学的な議論の俎上には登り得なかった。
そのような誤った思い込みが、一部の書籍に活字
となっており、一般の人々が見るだけに問題が大
きい。しかし、これは今となっては認識不足とし
か言いようがなく、透明度は驚くほど上昇してき

個々の干潟研究はあるものの、少なくとも瀬戸内
海全体について、そのような主旨でまとめられた
報告は筆者が知る限り無い。

ているのである（図１）。
もう１つの批判は、
「漁獲量の減少は埋め立て
による干潟の喪失が一番影響しているのであっ
て、貧栄養化などあり得ない」というものである。
干潟の埋立によって直接的な影響を受けるのはア
サリである。しかしながら、高度経済成長時代に
埋め立てられたのは大阪湾や播磨灘などであっ
て、広い干潟面積を有し、アサリの主要産地であっ
た周防灘での埋め立ては少ない。また、埋め立て
が盛んに行われた年代とアサリを含めて漁獲量が
減少し始めた時期は 10 年以上もズレている。2
年程度で商品サイズになるアサリに対して埋立の
影響が 10 年以上も遅れて出るということは普通

早くから流入負荷の削減が行われ、貧栄養化の
問題が指摘されていた欧州と比べると（例えば、
Stockner et al., 2000）、国内での認識は 10 年遅
れた。当然、貧栄養化に対する施策も 10 年遅れた。
認識が遅れた原因として、上述のように学会での
認識が遅れたことが大きいが、個人的には、新し
い学説が認められるのに 10 年かかるということ
を身をもって体験した。
学会の反応に比べれば、行政の対応は意外と早
かった。2005 年から始まった第 6 次水質総量削
減では、「大阪湾以外の瀬戸内海域に対する負荷
削減の強化は見送る」という内容にそれは現れて
いる。水質総量削減は 5 年ごとに見直されるので、

2-2.

貧栄養化のプロセスの理解
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第 8 次くらいからは「負荷削減は緩和する」くら

生態系が複雑系であり、常に動的に変化するこ

いのことになることを期待したが、どうもそうは

とを研究者でも理解できていない人は多い。瀬戸

ならないようである。
「貧栄養化問題」の詳細に
ついては、最近、本にまとめたので成書（山本・

内海の食段階を先の図２の通り 4 段階と想定する
と、富栄養化が進行した 1970 年代頃は、各食段

花里、2015）を参照戴くとして、水産業に関係

階のバイオマスが増えたり減ったりしながら、定

する部分について、2 点だけ述べておきたい。

常状態（振動が小さくなり最終的に一定になる状

その 1 つ目として、そもそも「貧栄養化」の問

態）では、植物プランクトンと魚が増える（図３a）
。

題は栄養塩濃度が低いということよりも、生態系

一方、貧栄養化が進行する近年の状況では、富栄

が動的に変化して魚が獲れない状態（フェイズ）
になるということが問題である。このことを理解

養化と逆、つまり植物プランクトンと魚が減ると
いう状態となる（図３b）。このことは食物連鎖を

するのはそれほど簡単ではない。生態系の構造を

表現する古典的モデルであるロトカ・ボルテラモ

よくピラミッド型に描く（図２）
。この図が示す
のは各栄養段階（あるいは食段階とも）の生物の
現存量（バイオマス）が下位のものほど多く、上
位のものほど少ないということである。しかし、
それはあくまでもイメージかつ平均像である。
実際には、栄養塩の負荷に対して生態系は時間
の遅れ（タイムラグ）をともなってダイナミック
に応答する。負荷された栄養塩を取り込んで植物
プランクトンに代表される藻類（植物プランクト
ン）が増える→増えた植物プランクトンを動物プ
ランクトン（植食動物）が食べる→増えた植食動
物を肉食動物（魚）が食べる、というプロセスが
タイムラグをともなって起こるのである。この食
う－食われるという関係が「食物連鎖」と呼ばれ
ることは多くの人は知っているが、その関係は非
線形で（直線関係ではないということ）
、餌がゼ
ロになるまで食べ尽くすことは無いし、餌があれ
ばあるだけ食べるということも無い。こういった

デルを紙と鉛筆で定常状態について解いても得ら
れるし（山本、2005; 山本・川口、2011）、当然、
数値モデルで計算しても同じ解が得られる。つま
り、富栄養化の過程では赤潮が頻発したが魚も獲
れ、貧栄養化の過程では赤潮が無くなったが魚も
獲れなくなった、ということが解析的に得られる。
このことは、実際に瀬戸内海で起こっている事象
を良く説明している。
２つ目として、上述したように、海が貧栄養化
すると、植物プランクトンバイオマスが減るが、
図３に示したように、これを食べる動物プランク
トンなどの植食動物のバイオマスは変わり無い。
ここで、アサリ、カキ、フジツボなども動物プラ
ンクトンと同様、ろ過摂食をして植物プランクト

関係を数値モデルで再現すれば、各食段階のバイ
オマスは動的に変化するので、ある時間断面を
取ってみれば、ピラミッドは決して三角形ではな
い。

52

図２ 生態系のピラミッド

図３ (a) 富栄養化および (b) 貧栄養化における
定常状態での生態系の構造

ピラミッドは生態系内の各栄養段階の現存量を相対的に表し
たものであるが，必ずしもこのようなピラミッド構造が常に
維持されているわけではなく，各栄養段階とも動的に時間変
動している．

負荷が大きい場合，(a) のように植物プランクトンと魚のバイオ
マスが増える．一方，負荷が小さい場合，(b) のように植物プラ
ンクトンと魚のバイオマスが減る．海水中の栄養塩量と動物プラ
ンクトン量は変化しない．
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ンを取り込む植食動物である。貧栄養化すると相

方の論点整理」（2011）において、瀬戸内海の価

対的に餌となる植物プランクトンが足りなくなる

値として、次の 3 つが挙げられた。海上航路とし

から、同じ食段階の生物同士、餌の取り合いをす
ることになる。アサリに対しては漁獲圧がかかっ

ての「道」、漁業生産の場としての「畑」、景観・
観光の場としての「庭」、である。瀬戸大橋やし

ているので、漁獲対象ではない生物が相対的に増

まなみ海道により本州と四国がつながり、瀬戸内

えることになる。アサリの場合はまた、ナルトビ

海の「道」（航路）としての価値は大きく低下し

エイなどの食害が大きいことは明らかである。ナ

たと言わざるを得ないが、それら巨大な橋の壮大

ルトビエイも餌が足りないのである。カキは養殖

な景観は、「庭」としての価値を高めている。

なので、ある程度バイオマスを維持できているが、
クロダイやフグなどによる食害が大きい。ナルト

では、瀬戸内海を「畑」として使うというのは
どういうことであろうか？今年（2015 年）2 月、

ビエイもクロダイも餌が足りないのである。

瀬戸内海環境保全基本計画が大幅に見直された。

富栄養化状態においては、十分な栄養塩負荷に
より十分な植物プランクトンが増殖し、さらに上
位の生物へも食物連鎖を通して物質が移行する。
つまり、
「ボトムアップフォース」が支配する豊
かな生態系が形成される（図４右）。

この中に、先の論点整理での議論である「畑」＝
高い生物生産性としての利用が謳われた。さらに、
この基本計画の改定内容を追随する形で、その本
体である瀬戸内海環境保全特別措置法も改正さ
れ、10 月 2 日に公布・施行された。これまでの
ような流入負荷の削減のみの施策による水質保全
ではなく、環境の再生・創出など、人手を加える
ことによって管理すべきという方向へ大きく転換
された。「人手を加える」ことの中身として、干
潟や藻場の造成だけでなく、底質の耕耘や改善は
当然含まれるとして、さらには施肥などもあって
良いと筆者は考えている。
筆者らはすでに、干潟を耕して施肥を行うこと
で、アサリの餌となる付着微細藻を増殖させ、ア
サリの生残・成長を促進する実験を始めている。
図５に示す通り、アサリ干潟に肥料を散布したと
ころ、アサリの生残率が最大で 9 倍になり、立派
なアサリが成長した。陸上農業で施肥は当たり前

図４ ボトムアップフォースとトップダウンフォースの概念図

一方、貧栄養化の状態では、生態系全体が餌不
足の状態に陥り、食段階上位の生物の捕食圧によ
る「トップダウンフォース」による支配を受ける
ことになる（図４左）
。わずかな栄養塩負荷で増
殖した植物プランクトンは、速やかにろ過摂食者
に食べられ、それらの動物も速やかに捕食される。
東北地方の「磯焼け」も同じである。栄養塩濃
度が低い中でほそぼそと成長したコンプはウニの
旺盛な食欲によって食べ尽くされてしまい、磯は
砂漠と化す。このような状態では、転送効率（食
う－食われるの関係で上位の生物に物質が運ばれ
る率）は高いが、トータルの生産量が高いはずは
ない。熱帯の海も同じで、さまざまなカラフルな
魚がいる。透明度が高く、生物多様性も高いが、
生産性は低い。この状態を「豊かな海」とは呼べ
ないと思う。

３

瀬戸内海を「畑」として使う

環境省による「今後の瀬戸内海の水環境のあり

であるが、海での施肥の試みは極めて少ない。と
いうか、これまでの富栄養化時代の印象が脳裏に
強く残っているため、海域での施肥は赤潮を誘発
するおそれがあると行政は考えているようで、筆

図５ 干潟での局所的施肥実験によるアサリの生残 ・ 成
長結果． 底質改善材 （施肥材） を鋤込んで 3 ヶ月
後の結果 （2013 年 7 月～ 9 月）
尾道えび干潟，左：対照区，右：施肥区，いずれも 3 回採取．数
値は 3 回の平均値．写真：清田忠志氏（日の丸産業㈱）提供．
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者が話を持ちかけた自治体の担当者は全員口をそ

こには、「瀬戸内海の環境の保全に関する施策は、

ろえて反対であった。海域施肥はタブー状態なの

瀬戸内海の湾、灘その他の海域によってこれを取

である。しかし、筆者に言わせれば「海の生物は
放っておけば増える」という幻想は捨てるべきで

り巻く環境の状況等が異なることに鑑み、瀬戸内
海の湾、灘その他の海域ごとの実情に応じて行わ

ある。

れなければならない。」となっている。つまり、

水産物の自給率は現在約 60% であり、これは

これまでのような一律の負荷削減ではなく、湾・

農林水産物全体の自給率が 40% 程度であること

灘ごとに個別の取り組みをすることになったわけ

と比べればまだマシであるが、環太平洋パート

である。A 湾は生物生産性の高い海を目指すが、

ナーシップ協定（TPP）の批准・発効に向け、
我が国水産業の行く末について真剣な取り組みが

B 灘は生物多様性の高い海を目指す、ということ
で良い。そうなると、瀬戸内海はもはや「我が国

必要である。アサリなども約 6 割が輸入であり、

最大の１つの閉鎖性海域」ではなく、さまざまな

輸入元は韓国・中国などで、一部北朝鮮産のもの
も中国経由で入ってきているようである。安全・
安心な水産物を食べたければ、瀬戸内海を耕作地
として捉えるのは至極当然なことであろう。

環境状態がモザイク状に配置された海となる。
あるいは１つの湾または灘の中に、多様性を高
める工夫（藻場や干潟の造成など）と生産性を高
める工夫（畑としての利用）をちりばめることも
できよう。すでに各府県計画の作成段階にあり、
2016 年 3 月までには各府県とも方向性を決める
ことになろう。自分たちの目の前の海は自分たち
の責任で決めるという、良い意味で地方分権であ
るが、これまでは国が決めた一律の施策に対して
受け身で良かった自治体としては、大きな課題と
なっている。これには当然、税源も移譲されるも
のと思われる。「高い生物多様性」と「高い生産性」
の同所的両立は難しいとしても、モザイク的配置
であれば可能である。そういう意味で、筆者とし
ては、「きれいな海」というただ一点を目指した
施策から生産性と生物相の「豊かな海」へ軸足を
移したことに大いに期待している。

４ 「きれいな海」から「豊かな海」へ
瀬戸内海は「きれいな海」になって、生物多様
性は増加したのだろうか？今まで姿を消していた
魚介類－例えばハマグリ－が増えているというこ
とは各所で見られる。富栄養化していた時代はア
サリがザクザク獲れていたことからすると、生物
相は変化しつつあることは明らかである。清澄な
水を好む生物種が増えてきているのは確かなよう
であるが、栄養分の多い環境を好む生物種は減っ
ている。海がきれいになったことで生物多様性が
高くなったかどうかはよく分からない。
ところで、10 月 2 日に公布・施行された改正
瀬戸内海環境保全特別措置法において、その基本
理念として第二条の二に「豊かな海」ということ
が謳われている。ここでは「人の活動が自然に対
し適切に作用することを通じて、美しい景観が形
成されていること、生物の多様性及び生産性が確
保されていること等その有する多面的価値及び機
能が最大限に発揮された豊かな海」となっており、
分かりにくいが、どうやら最後の「豊かな海」に
かかる前の修飾部分全体が「豊かな海」の定義の
ように読める。そうであるならば、１．で述べた「里
海」の理念が強く反映されたものと解釈できる。
つまり、人手を加えることで、生産性と生物多様
性の両方を高めるということを目指しているよう
に読める。
もし、
「きれいな海」＝「高い多様性」という
ことならば、きれいにすればするほど生産性は
下がるので、高い多様性と高い生産性の両方を望
むことには無理がある。ではどうしたら良いか？
そのヒントは改正法の第二条の二の３にある。そ
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【シリーズ】
第２回

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」

伊勢湾におけるアサリの資源回復
ー再生産関係の修復が必要ー
三重県水産研究所

鈴鹿水産研究室

主任研究員

羽生 和弘

明和町・伊勢市の沿岸、湾北西部の鈴鹿市・桑名

１．はじめに

市の沿岸、湾東部の常滑市・美浜町の沿岸が主要
漁場となっています（図 1）。

前報１） の鳥羽さんより、資源回復を目指すに

伊勢湾の三重県側におけるアサリの漁獲量は

は「資源減少の原因究明が必要」とのご指摘があ

1980 年代までは年間 1 万トン前後で推移してい

りました。伊勢湾でも資源量の減少が大きな問題

ましたが、1990 年代に激減しました（図 2）
。こ

となっているため、本報では、まず、伊勢湾にお

の減少要因については水野ら４，５） と羽生６） が整

けるアサリの資源動態と減少要因について考察

理しています。これによると、主たる減少要因は、

し、次に、それを踏まえた資源回復策について述

1980 年代にノリ養殖が衰退して採貝漁業へ転業

べたいと思います。

した漁業者が増え、アサリに対する漁獲圧が増加
したことによる乱獲、新規漁場開拓による潮下帯

２．伊勢湾の特徴とアサリ漁獲量の変遷

漁場での乱獲、貧酸素水塊の長期化・大規模化に
よる潮下帯漁場の消失が指摘されています４，５）。

伊勢湾は本州中部の太平洋側に位置する、面積

東京湾で指摘されているような埋め立てによる漁

1738㎢、平均水深 19.5ｍの閉鎖性の内湾です２）。

場消失については、伊勢湾では埋め立ての大部分

湾北部には全国有数の大河川である木曽三川、名

が 1955 ～ 1975 年の間に行われたのに対し、漁

古屋市・四日市市などを中心とする大工業地帯を

獲量の激減が 1990 年代に始まったことから、減

有しています（図 1）。伊勢湾の表層水温は約 7

少要因ではないと考えられてきました４，５）。しか

～ 29℃、表層塩分は約 10 ～ 33 の範囲で変動し、

し、近年、湾南部の稚貝発生量は 1960 年代から（図

海況は河川水、気象、黒潮の影響を受けやすい特

3）、漁獲対象サイズの資源量は 1970 年代から減

徴があります 。アサリ漁場は主に水深 5m 以浅

少し続けていることが指摘され（図 4）、これら

の浅場・干潟に形成されており、湾南部の松阪市・

の減少が始まった年代は埋め立てが進行した年代

３）

とほぼ一致しているため、現在では、埋め立てに
よる漁場消失とそれによる幼生ネットワークの縮
小も減少要因の一つと考えられています６）。この
ように、伊勢湾における 1990 年代の漁獲量の激
減期を含む長期的な資源量の減少・低迷は、乱獲、
貧酸素水塊、埋め立てなどにより母貝資源量が減
少し、その結果、稚貝発生量、漁獲対象サイズの
資源量が減少した“再生産関係の崩壊によるもの”
と考えられます。
伊勢湾ではこの崩壊した再生産関係をどのよう
に修復していくかが最も重要と考えられます。以
下ではその理由について、前述した減少要因以外
図１ 本報に登場する市町の位置
（国土地理院地図を基に作成）

の要因のうち、一般的に指摘されることが多いも
のと併せて考察します。
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変化を表しており、縦軸の極細砂シルトクレイ含
有率が高いほど底質が悪化していることを表しま
す。このデータによると、保護水面における底
質は 1980 年代に悪化し、1990 年代は 1970 年代
と同レベルまで改善していました。しかし、図 4
に示したように、1990 年代のアサリの資源水準
（中央値を上回った年数）は底質が悪化していた
図２ 伊勢湾三重県側におけるアサリの漁獲量

1980 年代のそれより低く、底質と資源水準には

（農林水産省漁業 ・ 養殖生産統計年報、 東海農政局
漁業生産統計調査を基に作成）

明瞭な対応関係が認められませんでした６）。この
データは、底質悪化の影響を否定するものではあ
りませんが、底質悪化よりも影響の大きい他の減
少要因が存在することを示唆しています。

図３ 伊勢湾南部の保護水面における稚貝発生量６）
図５ 伊勢湾南部の保護水面の底質における
極細砂シルトクレイ含有率６）

②

豪雨・河川出水
次によく見聞きする減少要因は、温暖化に伴う

ゲリラ豪雨、大規模な河川出水の影響です。記憶
に新しいところでは、2013 年 9 月の台風 18 号、
2014 年 8 月の台風 11 号による豪雨・河川出水に
図４ 伊勢湾南部の保護水面における漁獲対象サイズ
の資源量６）

より、稚貝の大量死亡・消失が発生しました。し
かし、豪雨・河川出水は今に始まったことではな
く、1960 ～ 1990 年代にも大規模なものが頻発し

①

底質悪化

ていました６）。

漁業者の皆さんや行政関係者との意見交換で良

図 6 は 1957 ～ 2001 年の湾南部の保護水面に

く耳にする減少要因は、漁場の底質悪化です。確

おける稚貝発生量（殻長 2 ～ 7 ㎜）と降水量が加

かに漁場の底質を調査した私たちの研究グループ

入成功率に及ぼす影響を表したものです。横軸は

（水産庁水産整備調査委託事業「アサリ資源回復

稚貝発生量を、縦軸は稚貝発生後 3 か月以内の月

モデルの開発と実証」の関係機関）も、かつて漁

降水量の最大値を表しており、図中の丸の位置は

場であったところに厚いヘドロが堆積したことに

各年級群（コホート）での稚貝発生量と降水量を

より、アサリが生息できなくなっている状況を広
範囲で確認しています。しかし、その一方で、底
質が悪化していないにもかかわらず資源量が回復
しない漁場や、数年に 1 回アサリの大量発生が認
められる漁場が相当広い面積で存在することも確
認しており、こういった漁場での資源量の減少・
変動は、漁場の底質悪化だけでは説明が難しいと
思われます。ここで１つ興味深いデータを示した
いと思います。
図 5 は湾南部の保護水面における底質の経年
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図６ 稚貝発生量と降水量が加入成功率に及ぼす影響６）

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

表しています。白丸はそのコホートが加入に成功

発生のタイミングが偶然一致したことによる疑似

したこと、黒丸は加入に失敗したことを表してい

相関の可能性が高いと考えられます。この事実は、

ます。ここでの加入とはコホートの殻長が 20 ㎜

仮にこういったかく乱により底質改善が進み、ア

より大きい漁獲対象サイズに達することであり、

サリの生残率が飛躍的に向上するとしても、その

加入成功とはそのコホートの漁獲対象サイズの資

効果が発揮されるには、稚貝・浮遊幼生の大量発

源量が 1957 年から 2001 年までの資源量中央値

生という前提が不可欠ということを示唆していま

を上回ることと定義しています。少し難しい図

す。

ですが、稚貝発生量が多ければ降水量が多くても
加入に成功するコホートが多く、逆に少なければ

①～③の他にも資源動態に影響を及ぼす要因は

加入に失敗するコホートが多いことが読み取れま

諸説ありますが、紙面の都合もありますので、こ

す。図中の実線は、このような傾向から推定した

こからは、本題の再生産関係の修復について述べ

“稚貝発生量と降水量で決まる加入成功率”を表

たいと思います。

しています。このデータを見る限り、豪雨・河川
出水が資源量の減少要因となっていることは間違

３．アサリの再生産関係

いありませんが、稚貝発生量が多ければ豪雨・河
川出水という短期的な環境変化にさらされてもコ

ここまで見てきたように、伊勢湾において再生

ホートが壊滅的被害を受けることは少ない（生き

産関係を修復するには、資源量の主な減少要因で

残る稚貝も大量に存在する）ということも言えそ

ある貧酸素水塊や豪雨・河川出水の影響を受けに

うです。また、図 3 に示したように、伊勢湾にお

くい海域において、母貝資源の保護、母貝場の再

ける稚貝発生量は 1960 年代から減少し続けてい

生・造成に取り組むことが重要と考えられます。

ると考えられ、稚貝発生量が大幅に減少した近年

また、現在のアサリ資源がどこの母貝資源に維持

では、豪雨・河川出水の影響を受けやすくなって

されているのかを明らかにすることができれば、

いることが推測されます 。したがって、短期的

保護の対象範囲が定まりますし、母貝場の再生・

な環境変化に耐えうる水準まで稚貝発生量を増や

造成の成立条件の精査も期待できます。伊勢湾に

すこと、それが伊勢湾のアサリの資源回復に必要

おけるアサリの幼生ネットワークはすでにシミュ

な対策と言えるでしょう。

レーションによってある程度推定されており、そ

６）

れによれば、主たる母貝場は各漁場（自己回帰）
③

津波・台風による底質改善

と湾北部周辺であることが示唆されています４, ５）。

最後に、これは減少要因ではないのですが、津

しかし、シミュレーションでは仮説を提示するこ

波・台風による底質改善について考察しておきた

とはできても、実際にそこが母貝場となっている

いと思います。伊勢湾では 1960 年 5 月にチリ津

かどうかの確証までは得られません。ここでは、

波が、2011 年 3 月に東日本大震災の津波が到達

前述の私たちの研究グループが資源量調査で発見

しました。これらの津波がアサリ資源にどのよう

した湾北西部の母貝場と湾南部の稚貝場との関係

な影響を及ぼしたのかは詳しく調べられていませ

について紹介したいと思います９）。

んが、
「ヘドロが堆積した漁場では、津波による

私たちの研究グループは 2012 年から 2014 年

底質かく乱により底質改善が進み、アサリが大量

にかけて、毎年 5 月と 11 月に伊勢湾沿岸のほぼ

発生した」とのお話を漁業者さんから聞いたこと

全域で資源量調査を実施してきました。そして

があります。同様に「1959 年 9 月の伊勢湾台風

様々なデータと突き合せた結果、湾北西部の鈴鹿

により底質改善が進み、アサリが大量発生した」

沖に数年に 1 回、大規模な母貝場が出現し、その

とのお話も聞いたことがあります。こういった大

翌年、湾南部で稚貝が大量発生するということを

規模かく乱と大量発生のタイミングが一致してい

突き止めました。この大量発生のメカニズムは、

ることは興味深い現象ですが、当時の調査データ

まず、秋季に鈴鹿沖で貧酸素水塊が発生しなけれ

７, ８）

ばそこに母貝場が形成され、その後、貧酸素水塊

実は肉眼では確認の難しい殻長数ミリ未満の稚貝

が発生するまでの間（通常は翌年夏季までの期間）

や浮遊幼生（殻長 0.3 ㎜前後）の大量発生が認め

に、この母貝場から産み出された大量の卵・精

られていました。したがって、少なくともここで

子が浮遊幼生となって伊勢湾の海流に乗って南下

述べた 3 つの事例については、底質かく乱と大量

し、湾南部に大量着底するというものでした。

を見てみると、大規模かく乱が発生する前に、
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私たちが 2013 年 11 月にとらえた鈴鹿沖の母

ように、伊勢湾において同様の資源量調査を継続

貝資源は、2013 年 5 ～ 11 月の間に着底したもの

しても新たな再生産関係を検出する確率はそれほ

と考えられ、この母貝場の水深は 5 ～ 10 m の潮

ど高くないと私は考えています。その理由の１つ

下帯を中心とし、植物プランクトン量の多い湾北

は、資源量推定値の精度がそれほど高くないため

西部ということもあってか、着底後産卵可能なサ

です。ここでは、そのことを表す試算結果を示し

イズ（殻長 14 ㎜以上：羽生（未発表資料）
）まで

たいと思います。なお、内容が少し専門的となり

急速に成長し、2013 年 11 月の母貝資源量は 1,000

ますが、ご容赦ください。

トンに達していました。そして、その約半年後と

私たちの研究グループの資源量調査では、伊勢

なる 2014 年 5 月、湾南部の一部の漁場で例年の

湾の 11 漁場において漁場当たり 40 ～ 200 点（1

11 倍もの稚貝発生量を確認しました。この大量

点 /5ha）の調査点を設定し、1 点当たり 2 回採

発生した稚貝は残念ながら同年 8 月の台風により

泥してきました。そして、この調査における資源

壊滅しましたが、こういった一連の調査結果より、

量推定値の観測誤差（ここでは標準誤差を平均値

湾南部のアサリ漁業は“数年に 1 回しか出現しな

で割った値のことと定義しています）は 20 ～ 80

い脆弱な再生産関係”に支えられている可能性が

% と推定されました。観測誤差は値が小さいほど

高く 、湾南部の稚貝発生量を増加させるには、

資源量推定値の精度が高いことを表します。一般

鈴鹿沖周辺を中心とする湾北西部において、母貝

に調査点数を増やすほど観測誤差は小さくなる傾

資源の保護、母貝場の再生・造成に取り組むこと

向がありますが、例えば調査点数を 4 倍にしても

が効果的であると考えられます。

観測誤差は 2 分の 1 程度にしかならないという性

９）

ところで、2013 年 11 月に 1000 トンと推定さ

質があります。アサリの分布調査のご経験のある

れた鈴鹿沖の母貝資源量は 2014 年 5 月にはさら

方であれば現状の 40 ～ 200 点× 11 漁場という

に成長して 3000 トンにまで増加していました。

調査点数がいかに大規模なものであるかは容易に

しかし、同年 8 月下旬ごろ貧酸素水塊が鈴鹿沖に

想像がつくと思います。実際、この調査には関係

発生したため、残念ながらこの母貝資源は全滅し

機関が総動員で取り組みましたが、計画通り実施

ました。伊勢湾のアサリは産卵盛期が春季と秋季

することは困難を極めました。この経験を踏まえ

の年 2 回と言われていますが、周年産卵している

ると、仮に調査点数を現状より増やした計画を立

こともわかっています

てたとしても、天候不良による調査の中止・延期、

。鈴鹿沖の母貝が全滅

10-12）

するまでの期間に産卵したもののうち、少なくと

人員・作業船の確保、調査員の体力、そして採集

も 2013 年秋季からそれに続く冬季までの産卵群

試料の選別・測定・解析にかかる時間も考慮する

は湾南部で大量着底したと考えられますが、その

と、相当多額の予算を用意しない限り、実施・継

後から 2014 年夏季までの産卵群がどこでどの程

続が不可能なものとなる可能性が高いと考えられ

度着底したのかはよくわかっていません（幼生の

ます。したがって、伊勢湾のアサリの資源量調査

浮遊期間と冬季の成長鈍化を考えると、2014 年

における観測誤差は 20 ～ 80% 程度に抑えるのが

秋季から 2015 年春季までに出現した稚貝が該当

限界と言ってよいと思います。なお、層別サンプ

するかもしれません）
。また、そもそも 2013 年

リング 13） を用いれば少ない労力で精度が向上す

11 月に発見された鈴鹿沖の母貝が一体どこから

ることが知られていますが、20 ～ 80% という値

やって来たものなのか、それさえもわかっていま

はそういった対策を取った上での値です。

せん。このように依然として伊勢湾のアサリの再

さて、ここで、ある母貝資源量 X が 100 のと

生産関係には不明な点が多く、全貌解明には、ま

き、その子である稚貝発生量 Y も必ず 100 とな

だ時間がかかりそうです。

る仮想の再生産関係を仮定します。つまり、X と
Y の相関係数（1 に近いほど、X が増えれば Y も

４．資源量調査の限界

増えることを表す）が１となる強固な再生産関
係です。このような再生産関係を観測誤差 20 ～

58

私たちの研究グループはアサリの生息条件の把

100％の資源量調査によって検出できる確率をシ

握を目的として資源量調査を実施してきました。

ミュレーションにより試算してみました。再生産

そして結果的に幸運にも 3 か年という短い調査

関係を正しく検出できる確率（検出力）を表した

期間で鈴鹿沖と湾南部の再生産関係をとらえるこ

ものが図 7 左図、各条件の資源量調査で推定され

とができました。しかし、
「幸運にも」と書いた

る再生産関係（相関係数）を表したものが図 7 右
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がないこと、あるいは弱いこと”
を表しているとはとても言えない
でしょう。

５．再生産関係の修復に向けて
伊勢湾のアサリ資源について
は、冒頭で述べたように沿岸のほ
図７ 調査年数と観測誤差が検出力と相関係数に及ぼす影響
（図３と４における１９９０年以降の変動傾向より、 母貝資源量 X が変動係数
５０％の対数正規分布に従って年変動すると仮定）

ぼ全域にアサリ漁場が形成されま
すし、漁場とはなっていない海域
にもアサリが生息しているため、
資源量調査もそれに合わせて広域

図です。なお、詳しい計算方法は紙面の都合で省

展開する必要があります。しかし、前述したよう

略しました。

に広域で大規模な資源量調査を実施したとして

図 7 左図より、観測誤差が 20% 以上の調査で

も、その推定値には大きな観測誤差が伴います。

は、例え相関係数が 1 という強固な再生産関係が

稚貝発生量や母貝資源量を推定するには資源量調

あるとしても、わずか 3 か年の調査ではそれを検

査を実施するしかありませんが、本報で試算した

出できる確率、すなわち検出力が 30% 未満とか

ように、これらの推定値を用いて再生産関係の解

なり小さいことがわかります。検出力を高くする

明に迫ることは容易ではなく、結局、幼生ネット

には調査年数を増やすか、観測誤差を小さくする

ワークのシミュレーションなど、他の調査・研究

ため調査点数を増やす努力が必要となりますが、

の力も借りる必要がありそうです。こういった資

前述したように調査点数をさらに増やすのは現実

源量調査の限界、広域（少なくとも鈴鹿沖～湾南

的ではありません。一方、調査年数については、

部）にわたる再生産関係、そして資源崩壊してし

現状の観測誤差であっても調査を継続すれば検出

まった現状を踏まえると、伊勢湾におけるアサリ

力を徐々に高めることができそうです。ただし、

の資源回復策は、現時点では、全ての漁場間で有

観測誤差が 20% 以下でなければ、かなりの長期

意な再生産関係があるとの前提に立って進めるべ

戦となりそうです。また、図 7 右図に示したよう

きでしょう。具体的には、まずは、湾全体の母貝

に、観測誤差 20%、100% の調査における相関係

資源量・産卵量を推定してそのうちの一定量（少

数はそれぞれ約 0.8、0.2 と推定され、観測誤差

なくとも現状より多い量）を確実に保護すること、

の増加に伴い相関係数が小さくなる傾向が認めら

そういった取り組みをサポートするため、長期的

れました。これはもともと、観測誤差のあるデー

に実施可能な資源量調査・評価・管理体制を構築

タでは相関係数が真の値より過小推定される傾向

していくこと、また、産卵量を増やすために母貝

があるため（
“相関の希薄化”という現象）であ

場の再生・造成に力を入れていくことが重要と考

り、真の再生産関係が弱いことを表すわけではあ

えられます。なお、資源管理において“保護する

りません。この試算例はあくまでも仮想の再生産

一定量”をどのように決定するのかは難しい課題

関係に関するものですが、このように観測誤差の

ではありますが、例えば、資源回復するまで、保

大きい調査に基づく相関係数の解釈については注

護する量を湾全体で年々増やしていくことが現実

意が必要と言えます。また、実際には環境条件の

的な対策の一つと考えられます。

変動（過程誤差）により真の相関係数は１より小
さいものとなるでしょうし、もし真の再生産関係

６．おわりに

がベバートンホルト型やリカー型のような複雑な
関係 14） の場合にはそもそも相関係数を用いた単

ここ数年、伊勢湾では、稚貝移植による資源増

純な解析自体が不適切である可能性があります。

大が脚光を浴びています９）。これは第一に、伊勢

こういった複雑な再生産関係に大きな観測誤差の

湾のお隣、三河湾において、稚貝移植による資源

影響も加わるわけですから、資源量調査のデータ

回復が成功したためです 15）。第二の理由としては、

を用いた再生産関係の解析において有意な相関が

前述の研究グループによる大規模な資源量調査や

検出されなかったといって、それが“再生産関係

移植実験などにより、伊勢湾におけるアサリの生
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息条件が明らかとなり、伊勢湾においても移植適
地の選定や漁場造成の技術開発が進みつつあるた
めです

。そして第三の理由としては、稚貝移

16）

植には当然、移植するための稚貝が必要となりま
すが、伊勢湾の三重県側においても、毎年、稚貝

17, 1-21.
６）羽生和弘（2015）伊勢湾南部の保護水面に
おけるアサリ資源量の長期変動，三重県水産
研究所研究報告，24, 19-36.
７）中西捨吉（1960）保護水面調査，昭和 34 年

の大量発生が確認される海域があり、その発生量

度三重県水産試験場伊勢湾分場事業報告，

は数百トン以上もの規模と推定され、これらは毎

83-87.

年、移植しなければ台風などの影響により死滅し

８）水野知巳・程川和宏・日向野純也・井上誠章・

てしまうことが明らかとなったためです 。ただ

竹内泰介（2011）伊勢湾漁場環境浄化型推

し、稚貝発生量は年変動が大きく、前述したよう

進事業アサリ資源管理型漁業推進事業，平成

に、これは母貝資源量の年変動の影響を強く受け

22 年度三重県水産研究所事業報告，80-81.

９）

ていると考えられます。稚貝移植を継続的に実施

９）羽生和弘（2014）伊勢湾三重県側のアサリ

するには、毎年、一定量以上の安定した稚貝が

資源の現状と課題，水産海洋地域研究集会第

発生することが必要です。昨年 11 月の水産海洋

10 回伊勢・三河湾の環境と漁業を考える 伊

地域研究集会において、これに関連した大変重要

勢湾全域のアサリ資源の復活をめざして講演

な報告

要旨集，6-10.

15）

がありました。それは、三河湾におけ

る稚貝移植による資源回復の効果は、移植稚貝が

10）萩田健二・石川貴朗（1985）伊勢湾におけ

成長したものを漁獲するという直接的なものだけ

るアサリの産卵期について，水産増殖，32

でなく、移植後の徹底した資源管理による再生産
関係の安定により稚貝発生量が増加したという二

（4），213-215.
11）Miyawaki, D. and Sekiguchi, H. （1999）

次的な効果によるものも相当大きいとの報告でし

Interannual variation of bivalve populations

た。本報で考察したように、伊勢湾でも母貝資源

on temperate tidal flats, Fisheries Science,

の保護・増大は重要な課題と言えますので、移植

65（6），819-829.

した稚貝を今後どのように管理していくのか、関

12）松本才絵・淡路雅彦・日向野純也・長谷川夏

係者が早い段階で方向性を定めておく必要がある

樹・山本敏博・柴田玲奈・秦

と考えられます。

泉・宮脇 大・平井

玲・程川和宏・羽生和弘・

生嶋 登・内川純一・張

成年（2014）日本
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【シリーズ】
第２回

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」

宮城県におけるエゾアワビ生産の現状と今後のロードマップ

ーいつまでも続く「磯の鮑の片思い」、その思いを次世代へバトンタッチー
佐々木 良（元宮城県漁業協同組合）

前報（佐々木 2012）では「被災地からのレポー

１．宮城県における震災後のアワビ漁獲状況

ト」として震災時のアワビ稚貝の発生状況など報
告し、さらにその後も潜水調査を続けてきたが「ま

アワビ通信第 1 回（小島 2015）に続き、ここ

だまだ本来の資源水準には回復していない」と

ではエゾアワビ（以下、適宜アワビと呼ぶ）の動

いうのが率直な感想である。その後の観察では海

向について現地レポートする。先ずは宮城県漁協

藻のアラメや同じ磯根資源であるキタムラサキウ

統計資料から震災前後（平成 19 ～ 26 年）のア

ニ、マナマコ、マボヤなどの天然発生が増大した

ワビ漁獲量を図 1 に示す。震災前 4 年間のアワビ

事例もあったが、残念ながらアワビについては確

漁獲量の平均値 177 トンを 100 とすると、震災

認されていない。

後は平成 23 年 24%、同 24 年 54%、同 25 年 83%
と経年的に回復してきたものの昨季 26 年は 65％

２．三陸沿岸におけるアワビ漁獲量の推移

とやや減少しており、今季 27 年の動向が注目さ
れる。

昭和 40 年から平成 26 年まで 50 年間の三陸沿
岸すなわち宮城県と岩手県のアワビ漁獲量を見る
と、 最 高 2,209 ト ン（ 昭 和 44 年 ）、 最 低 256 ト
ン（平成元年）と約 9 倍の変動があり、その平均
値は 915 トンとなる（図 2）。
両県の漁獲量の増減にはｙ＝ 0.56 ｘ（宮城：ｙ、
岩手：X）のきわめて高い相関（R2 ＝ 0.84）が
認められることから、資源変動にかかわる要因は
両県にまたがるような規模と想定される。
一般的にアワビ資源の変動は親潮接岸など水温

水温 （℃）

震災前後における宮城県アワビ漁獲量の推移

漁獲量 （トン）

図１

図２ 宮城、 岩手両県のアワビ漁獲量の合計値と江島の２～４月平均水温値の推移
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環境との関係で論じられることが多いので、宮城
県江島における春季平均水温値も示した。確かに、
昭和 60 年前後の記録的低水温とその後の漁獲量
減少には関係があるように見えるが、平成期に入
り海況が好転し周期的な上下振動に転じてもアワ
ビ漁獲量は長期低迷しており、浜ではせめて平均
値の 900 トン前後に戻ってほしいと願うが、大
震災の影響もあり今のところそのような気配はな
い。
さて、減少要因に関する議論は他にゆずるとし

図３ 湾を単位としたアワビ漁場の立地とその活用

て、ここでは昭和 40 年代の漁獲量水準が 2,000
トンを超えていたという実績、すなわち近年の減
少だけでなく過去の最高水準に着目し、かっての
漁獲量が示す三陸アワビ漁場の潜在的キャパシ
ティあるいはポテンシャルを引き出す方策として
どのような取り組みが妥当か、種苗放流や資源管
理の面から考えてみたい。

３．アワビ漁場の立地とその活用方策
写真１ 透明度の低い内湾漁場 （N 型アワビ礁）

三陸沿岸におけるアワビ資源の変動要因には母
貝量や産卵時期・回数など産卵着底の過程とその
後の親潮接岸など初期減耗の過程があり、その差
し引きとなる加入量がその後の漁獲量を決めてい
る。そのような次元の異なる大規模な変動要因に
対し、これまでさまざまな立地の中で種苗放流、
投石など人為的関与（投資）を行ってきたが、こ
こであらためて対象となる漁場の立地について整
理してみる。アワビ優良漁場とは稚貝が毎年安定
して発生し、その後の成長が速い場と言い換える
ことが出来る。そのような場の立地は外海に面し

写真２ 透明度の高い外海漁場のアワビ母貝

た岩礁転石帯にあり波当たりが大きいことから浮
泥の堆積もなく稚仔の着底場と餌料藻類の生育場

４．内湾性漁場における増殖（種苗放流）

が連続していると考えられる。
宮城県のアワビ漁場を上述した A、Ｂ領域で見

それらの位置づけを直感的に整理すると図 3 の
とおり A と B に類型化される（写真 1、2）。
Ａの領域は湾内浅所で餌料海藻が豊富で再生産

大別され、さらに各湾においても外海～湾内へ

の低い内湾性漁場である。ここでは稚仔発生が少

と相対的に立地は区分される。松島湾周縁域では

ないので一代再捕型で経済効果を追求する YPR

以前から種苗放流事業に熱心に取り組んで来てお

型管理（加入当たり漁獲量モデル）が適用され、

り、震災後の漁場調査においても放流貝が全体の

これまで続けられてきた放流事業は一代回収を前

1/3 ～ 1/2 を占めているが、天然稚仔の発生量自

提に一定の放流効果を上げる段階に達している。

体が極めて少ないので震災に伴う放流事業の縮小

B の領域は外海に面した浅所であり、本来アワ

により今後の漁模様が憂慮されている。ここでは

ビが多数分布し天然稚仔の発生が期待されること

内湾性漁場における種苗放流事例として 2 地区を

から母貝保護をはかり、産卵後に残存した大型貝

紹介する。

を回収する SPR 型管理（加入当たり産卵資源量

①

モデル）の考え方が基本となる。
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宮戸島の取り組み
先ず、水温条件であるが松島湾周縁域と牡鹿半

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

島以北外海では大きく異なり、年平均水温（範囲）

行った。七ヶ浜町水産振興センターにおいて殻長

は前者は 14.7℃（4 ～ 26℃）、後者は 13.7℃（7

10㎜程の稚貝を平成 26 年 12 月から越冬飼育し、

～ 21℃）である。

翌年 7 月に 3 ヶ所の磯根部会で約 1 万個体を 9

当地では震災前の平成 19 年 11 月に平均殻長

月まで海面育成した。放流時殻長は 20㎜とやや

32㎜で放流し、以後の追跡調査時の平均殻長は同

小型であったので放流直後の食害防止のため事前

21 年 2 月に 74㎜、同 22 年 2 月に 94㎜、震災後

にノリ糸状体用カキ殻原盤に付着させ、アワビ稚

の同 23 年 10 月には 107㎜（最大 130㎜、最小 90㎜）

貝がスムーズに海底移行出来るよう潜水しカキ殻

となった。今回の事例は震災前後に亘ったため回

連を海底のすき間に置くようにした（写真 4、5）
。

収率は明らかにし得なかったが、成長については

これらは 2 ～ 3 年後には漁獲サイズに達すると期

殻長 30㎜で放流すると 2 年で 90㎜に達すること

待され、その結果を見ながら今後も研究会活動の

が分かった（図 4、写真 3）。この事例は秋季放流

一環として継続していく予定にある。

であったが、餌料藻類が多く害敵の活動が鈍い春
季放流であれば成長・生残に有利となり、さらに
効率的な事業展開になると考えられる。回収率を
高めるには自然死亡率の低下が必要であり、その
意味で成長の優劣は重要である。気仙沼湾奥でも
回収率 30％と推定された事例があり、餌料藻類
が多く成長の早い内湾性漁場は回収率の向上に有
利と考えられる（佐々木 2005）。
写真４ 貝殻連で中間育成されたアワビ稚貝

図４ 内湾漁場における放流アワビの成長事例

写真５ 岩盤転石のすき間に置かれた貝殻連

５．外海性漁場における増殖（母貝保護）
種苗生産技術の発展により大量の種苗放流が可
能な段階に到達したものの従来の一代再捕型放流
では施設の運営費増、放流効果など今後の事業安
定化に多くの問題が予想される。長期的にはアワ
写真３ 放流アワビ貝殻 （矢印 ： 産卵期の年輪）

②

七ヶ浜の取り組み

ビが種として本来持つ再生産能力を活用した資源
管理が必要という総論に異を唱える人は少ない。
と同時に、母貝保護などの資源管理で本当にアワ

震災後は水産庁、宮城県などの支援で「被災海

ビが増えるのか？という素朴な疑問に答えられる

域における種苗放流支援事業」を活用し、他地域

人もまた少ないであろう。これら資源管理を進め

からアワビ種苗を導入、放流してきた。また、七ヶ

る上で所得配分など浜の合意を得るには何の知見

浜町支所では宮城県水産技術総合センターの種苗

が足りないか？アワビ再生産過程を調査研究する

生産で生じた低成長の規格外アワビ稚貝を有効活

意義から考えてみる。

用するため、青年研究会による中間育成・放流を

暖海系のクロアワビでは、子世代が親世代に依
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存するので産卵量管理が特に重要で、親資源が十

その後の着底稚仔の分布位置の整合関係となる。

分な規模でないことが資源減少の基本的な問題で

さらに、それら稚仔発生の場が将来のアワビ稚幼

あると考えられている（小島 2015）。この結論に

貝、親貝分布の場すなわち漁場形成につながって

たどり着くまでには少なくとも 10 年、20 年にわ

いくわけである。そのため、各地先の海底におい

たる世代間のデータ収集が求められ、膨大かつ地

て多数の無節サンゴモ玉石を潜水採集し、玉石表

道な研究の連続であったことが想像される。これ

面に付着している殻長 0.3 ～ 0.5㎜大のアワビ稚

ら再生産モデルの時空間的な解析には時間すなわ

仔を顕微鏡で計数する作業が求められる。

ち長年月のデータが必要であると同時に空間すな

例 え ば、 岸 か ら 沖 方 向 に 等 間 隔 で ア ワ ビ、

わち場のデータも必要であろう。
先ず、寒海系のエゾアワビとしては比較的短期
間で解明される場のデータから着手していくのが
当面の道筋と考えられる。ここでいう再生産モデ
ルの場のデータとは、一定の場において母貝の有
無と浮遊幼生の出現や着底稚仔の発生を野外調査
していくことで得られる。タスマニアのアワビ漁
場では実験的に母貝を除去し、その後の稚仔発生
状況から浮遊幼生の分布範囲がきわめて限定的で
あるとして母貝の重要性を場のデータから導いて
いる（Prince 1987) 。事の真偽はさておきアワビ
の再生産過程を調査する意義としては先駆的で分
かりやすい。

図５ 浮遊幼生の分布事例 （矢印先端は沖１km）

アワビがいつ産卵しているのか？、実は長い間
の謎であった。たまたまアワビと同じ岩礁性の二
枚貝ムラサキインコガイの幼生調査でアワビ幼生
や近縁巻貝のバテイラ、クボガイ（以下、Tegula
spp. と呼ぶ）が揃ってシケ直後に出現することか
ら、台風など大波に同調し産卵することが明らか
となった。幸い三陸沿岸では暖海性アワビ 3 種と
異なりエゾアワビ単一の分布なので幼生や稚仔の
種査定は容易である。しかし、これら幼生の浮遊
期間は数日間と短く調査準備などでモタモタして

図６ アワビ着底稚仔の減耗事例

いると姿を消してしまい、いつ幼生が出現したの
か往々にタイミングを失することになる。
アワビや近縁種 Tegula spp. 浮遊幼生の出現密
度や分散範囲などは母貝保護を考える上で重要な
情報が多く含まれる（図 5）
。昨今は海外の論文
にも PC で母貝保護区のシミュレーション結果な
ど多く見かけるが , 浮遊幼生の分散集積よりも必
要なのは着底後の初期減耗を経た生残り発生量で
あり、その方面の知見は不十分である。
また、浮遊幼生の着底後の減耗は指数曲線的で
あり、着底稚仔の分布調査も幼生調査同様四の五
の言っていると悪天候なども重なりサンプルが十
分得られず年一回の貴重なタイミングを失するこ
とになる（図 6）。
さて、浮遊幼生が着底するのは具体的にどのよ
うな場所か？次の関心事は浮遊幼生の分布位置と

64

豊かな海

No.37

2015.11

図７ アワビなど浮遊幼生、 着底稚仔の分布事例

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

Tegula spp. 浮遊幼生の分布状況をみると岸側浅

か、事業か、思想か」と問いかけ、何人にも遺し

所で少なく、離岸 200 m 付近（水深 7 m）で最大

得る最大遺物、それは日常の真面目なる取り組み

となり一定位置に集中する傾向が認められた。ま

にあると説いた。水産伝習所で内村と机を並べた

た、海底の無節サンゴモ玉石におけるアワビ着底

岸上鎌吉は明治 27、28 年の調査として三陸吉浜

稚仔の分布をみると同様に距岸 200 m で最大とな

のアワビ小型化、生物学的最小形、磯焼けの被害、

り、これら着底稚仔の分布位置は浮遊幼生のそ

人工授精、暴風時の産卵、あはび試験場、禁漁区

れに整合すると考えられた（図 7）
。したがって、

などに言及している（岸上 1894，1895）。その報

着底稚仔の分布位置は浮遊幼生の受動的な輸送過

告書には安房の布良で潜水した彼の大変興味深い

程の中で決められるのであろう。

挿し絵が描かれ、あたかも「技術は進歩したが、

ここでは母貝保護の効果云々というよりそれ以

人の心は貧しくなった・・・」との独り言が聞こ

前の方法論に終始したが、まだまだこの分野での

えてくるようだ。多くの先人がアワビにかけてき

調査事例の積み重ねが足りないということがお分

た熱い思いをあらためて次世代へリレーする由縁

かりいただけたと思われる。

である。

６．次世代へのロードマップ
母貝を考慮しない資源管理はいつか必ず迷路に
入り込む。これまでのアワビ資源管理は漁獲優先
のため、ややもすると「母貝不在の場」での調査
研究にならざるを得なかった。一般に産卵母貝量
と浮遊幼生量は相関関係にあり、これまで見てき
た浮遊幼生の㎥当り平均密度を見るとアワビでは
数個体であり、Tegula spp. の数十個体と比べ慢

図８ 岸上 （1894） の水産調査報告挿し画

性的に母貝の少ない状況が続いている。
もちろん、着底後の初期減耗により浮遊幼生量
と稚仔発生量の相関性は失われるかも知れない。
しかし、元々の産卵母貝がなければ発生量が確実
に減少することもまた事実であり、一定量の母貝
確保は種の再生産能力を活用する持続的管理方策
の根幹である。
特にエゾアワビの場合、母貝量と稚仔発生量な
ど場の再生産関係を実証・推進する上で重要な根
拠となる産卵～幼生出現～稚仔着底など野外調査
手法がある程度確立しており、世界的にも有利な
条件にあると考えられる。
千里の道も一里から、先ずは実証試験として立
地に恵まれた母貝保護区を設定し、所定の産卵回
数を経た母貝群は順次漁獲するなど長続きする多
様な方式を検討し、その効果判定の根拠となる浮

写真６ 豊かな三陸アワビ漁場の復興を目指し
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【シリーズ】

第１６回は長崎大学亀田和彦教授をインタビュアーとして、長崎県は大村湾関係漁業者
が広域的に取り組んでいるマナマコの資源回復について取材しました。
インタビュアー：長崎大学水産学部

教授

出席者等：
西彼町漁協
代表理事組合長 川添 繁さん
（大村湾栽培漁業推進協議会 会長）
漁業者 入江陽一さん、岸川博昭さん
事務局員 馬場忠士さん
大村湾漁協 代表理事組合長 松田孝成さん
長崎県漁連 指導課長 河田耕介さん

亀田和彦
長崎県水産部資源管理課
課長補佐 松村靖治さん
主任技師 鎌田正幸さん
主事
小柳太貴さん
長崎県県北水産業普及指導センター
係長 北原 茂さん
長崎県総合水産試験場
主任研究員 村瀬慎司さん
長崎大学水産学部 研究生 杉本香里さん

長崎県大村湾における

第16回

ナマコ種苗放流とナマコ漁
長崎大学水産学部
教授

宝の海、大村湾

亀田和彦

る。以前はアカとアオが主に流通に乗っていた（桁
網ではクロは価格が安いため漁獲されても投棄さ
れていた）が、アカの漁獲量減（資源量が減った

長崎県の大村湾で漁獲されるナマコは、その食

のが原因だと現地では言われている）とクロの商

味の良さで古くから名物だと言われてきた。大村

品化技術の開発に伴って、最近ではクロの漁獲量

湾では９漁協地区（漁協数としてはもともと 10

とその割合が増えている。ただし、後述するよう

漁協あったが、最近の漁協合併により 9 漁協地区

に大村湾ではナマコ漁獲量は伸びているわけでは

の漁業者が大村湾のナマコ漁にかかわっている）

ない。

でとくに冬季の主要種としてナマコが位置づけら
れている。大村湾で獲れるナマコは、現地の漁業

66

＊

＊

平成 27 年 9 月に西彼町漁協（長崎県西海市）

者はアカナマコ（通称、アカ）、アオナマコ（ア

と長崎県栽培漁業センター（同県佐世保市）を訪

オ）
、クロナマコ（クロ）と呼んでいる。また現

問し、長崎県大村湾でのナマコ漁業の管理と種苗

地のナマコ漁は、ナマコ桁網と竿捕りに大別され

利用の状況をお聞きした。ここでは、なるべくお
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話をいただいたままの形で紹介したい。

漁獲量も少なくなってしまった。また、夏場には

本論に入る前に強調したい。大村湾産の美味し

高水温になるし貧酸素水塊が発生するといった問

い水産物はたくさんあるが、漁の現場からのおす

題がある。だから、こうした環境条件に応じた漁

すめは、ナマコ、モズク、冬季のアラカブ（カサ

業の仕組み作りが欠かせない。

ゴ）である。

ナマコの漁獲量はとにかく減った。ナマコの資
源管理のために自主規制の約束事を守るように組
合員には徹底してはいるが現実はまだ不十分で、
ナマコの夏眠期の高水温や赤潮がナマコ漁業に大
きく影響していると見ている。ナマコ漁業の自主
規制はナマコの生態系を考慮したものでもあるか
ら環境問題に漁協が取り組むべきだと考えてい
る。

図１ 大村湾におけるナマコ漁場、 漁協所在地、
天然採苗場所

インタビューする亀田教授

１．大村湾のナマコ漁業の変化と現況
松田組合長（大村湾漁協） 大村湾の総漁獲量は
今から 30 ～ 40 年前には 10,000 トン程だったが
今では 3,000 ～ 4,000 トンに減った。このうち、
カタクチイワシが 1,500 ～ 2,000 トンである。閉
鎖水域の大村湾では赤潮や青潮などの環境悪化と
過剰な漁獲圧が解消できないことが漁獲量の減少
につながっている。特に、底曳網、定置網、カゴ
漁の漁獲圧が大きすぎると思うし、資源との共存
に必要という考えを持って漁業に取り組む姿勢が
漁業者には強く求められている。だからこそ資源

川添西彼町漁協組合長（手前）と松田大村湾漁協
組合長（奥）

管理はさらに強化・普及される必要があり、これ
を牽引する立場にあるのが漁協だと考えている。

鎌田氏（長崎県） 長崎県は大村湾におけるナマ

川添組合長（西彼町漁協） 松田組合長と同じ感

コ漁獲量の推計には、ナマコを獲っている漁業

想である。とにかく多くの問題が「獲りすぎ」に

者がいる各漁協（9 漁協）での聞き取りと標本船

端を発していると思う。大村湾では、春に湾外か

100 隻の漁獲データを使っている。

ら魚が産卵のために入って来て産卵して湾外に出
て行ったが、最近は産卵に入ってくる魚も減り、

最近と 10 年前のナマコの漁模様を比べると、
代表 5 漁協の取り扱い分だと平成 16 ～ 17 年では
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約 170 トン（総額 1 億円。平均単価 588 円 /kg）、

入江氏（ナマコ漁業者。西彼町漁協所属） 地元

量的な漁獲組成ではクロが過半だった。これが、

では、アカは値段が高いものとして見られている

平成 25 年漁期では約 41 トン（総額 3,500 ～ 4,000

が、最近ではこの値段が安くなっていると感じて

万円。平均 kg 単価 854 ～ 976 円）で量的な漁獲

いる。

組成はアオとクロが半々という状況に変わる。
松田組合長

以前のナマコの漁獲はアカとアオが

主だったが、今ではクロが多くなった。クロの
漁獲が増えたいきさつには諸説があるが、よく言

２．大村湾でナマコ栽培漁業に
取り組むようになった経緯、
その組織、経験

われていることは、昭和 50 年代に県外からナマ
コの放流用種苗を持ち込んだ時にクロの種苗が混

現在、ナマコの栽培漁業に取り組んでいる団体

じっていたために湾内に生息するクロが増えたと

は大村湾栽培漁業推進協議会である。この協議

いう説である。

会は昭和 56 年 8 月に始まり、平成 27 年 7 月時

ナマコの漁獲組成でクロが 6 割・アオが 4 割と

点の会員数は 18 である。協議会の会員は大村湾

いう時があった。その頃は商品価値がなくて漁獲

岸の 5 市４町と９漁協である。協議会の直近の

したら投棄するしかなかったクロを湾内から駆除

決算報告書によれば、約 1,200 万円の収入をもと

しようという事業もあった。当時はアカもアオも

に、長崎県内の４栽培機関の協力を得てアオナマ

kg 単価 3,000 ～ 4,000 円で売れていたのだが、ク

コ・ヒラメ・カサゴなどの種苗を大村湾に放流し

ロは大幅に値を下げていたことから、加工原料と

ている。協議会が平成 27 年度に予定している放

して売り抜くこととなった。

流尾数は、アオナマコ 65,000・ヒラメ（標識付

岸川氏（ナマコ漁業者。西彼町漁協所属） アカ

き）23,000・ヒラメ（標識なし）32,300・カサゴ

とアオは、漁獲される場所がちがう。大村湾では、

58,200・クマエビ（中間育成もの）150,000 であ

竿どりがまず早く始まり、竿どりではアカを獲っ

る。

ている。続いて、桁こぎ漁が始まるが、桁こぎ漁

松田組合長

ではアオを獲っている。今ではアカとアオには価

設立当時は、大村湾に 450隻ほどの底曳網漁船が

格差がなくなった。漁獲量では、アオが増えてい

エビ獲りや赤貝獲りをしていたので、エビが重要

る印象を持っている。

栽培種だとしてエビの中間育成が始まった。

昭和 56 年の栽培漁業推進協議会の

当地での栽培漁業種は、以前も今も一貫したも
のではない。むしろ、その時々で変わる重要種を
栽培漁業の対象にしてきたが、平成 17 年 8 月に
「長崎県大村湾ナマコ資源回復計画」が策定され
たことがナマコの栽培漁業に取り組むきっかけと
なった。平成 16 ～ 17 年には大村湾では沿岸 10
漁協地区（現在の 9 漁協地区と同じ）でナマコを
獲っていたが、10 万個体を放流した。
長崎県の資源回復計画が終わった後も 9 漁協が
ナマコ漁業に自主規制を設定してこれを続けてい
る。自主規制では、最大 2 カ月半をナマコ漁の操
ナマコ漁を語る岸川氏

業期間と設定している。操業期間を 2 カ月半にま

河田氏（長崎県漁連） 長崎ではアオの値段が高

理解を得られているものと思う。自主規制の範囲

いが、他県ではアカの方がアオよりも値段が高い。

（漁場利用の時期と操業期間）については、自主

川添組合長

アカには出荷後に日持ちするという

規制の内容と大枠を定めて、その範囲内で地区に

評判がある。少なくなったとは言ってもアカの漁

よって選択肢があるということに意味があると考

獲が増えている感触がある。アカは瀬で竿獲りす

えている。

る。桁こぎで獲るのは主にアオナマコである。
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で短縮してきたことについては、大方の漁業者の
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３．ナマコ資源回復に対する漁業者
の理解、現場の苦労、種苗放流
（人工・天然）の効果の評価と
効果を高めるための工夫

期待できるアカの漁獲がほぼ見込めなくなったこ
と、同じく高額が期待できるアオから低評価のク
ロに漁獲組成が入れ替わったこと、漁獲量は平成
13 年に底を打ち、以後拡大する期待はあるもの
の推定資源量を勘案すると、先行きが暗いことな
どであったと言える。こうした状況が、ナマコ資

ナマコ資源回復計画に至るまでを振り返ろう。

源回復計画が始まる背景である。同計画が始まる

長崎県資料によれば、昭和 45 年が大村湾におけ

平成 17 年では、ナマコ漁業に携わる操業隻数は、

るナマコ漁獲量のピーク（728 トン）だった。以

大村湾岸 10 漁協（現 9 漁協）地区にナマコ桁網

後、これが減少を続け昭和 56 年に 172 トンまで

漁業が 843 隻、鉾突き漁業（竿どり）が 213 隻、

落ち込む。翌年から平成 4 年は 300 ～ 400 トン

素潜り漁業が 5 統だった。ナマコ専業の漁業者は

程度で推移するものの、再び減少が始まり、平成

いないが、大村湾で操業するきわめて多くの漁業

14 ～ 15 年には 200 トンとなる。さらに、同資料

者がナマコ漁を軸にした組み合わせ型漁家経営を

によると県総合水産試験場の資源評価によると、

しているというパターンは、昔も今も変わらない。

平成 16 年度の大村湾におけるアカとアオの推定

なお、大村湾のナマコ漁については、長崎県によ

資源量（漁獲量ではない）は 150 トンと推定され、

る推計資源量を勘案すればその漁業も資源量も安

先行きの不安が決定的なものとなった。さらに県

心できる段階には至っていないと考える方が良い

がアカ・アオ・クロの漁獲組成の変化をサンプル

だろう。そのために図 3 を示す。大村湾で資源回

調査により調べたことで、平成 5 年以降、市場価

復計画が始まったころは一見、ナマコ漁獲量がも

値の低いクロの割合が拡大（平成 5 年に 3％→同

とに戻るような気配だったが、その後の標本船調

14 ～ 15 年には 60％）しこれに応じてナマコの平

査などによる推計を照らし合わせると、事態が好

均価格も同期間に急落したことが分かった。

転していないと言える。漁獲量統計の項目整理に

すなわち、平成 5 ～ 15 年の変化とは、高額が

よって、漁獲量動向を具体的に把握できない事態

図２ 「ナマコ資源回復計画」 の内容を知らせるチラシ
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図３ 大村湾におけるナマコ漁獲量の変化とその現状

を招いていることも懸念材料として挙げておきた

マンスで評価しようとしていると、見受ける。こ

い。

の場合、考え方はナマコ種苗の放流でナマコ漁獲

岸川氏

ナマコの竿どりは、早めに始める方が良

量がどれだけ伸びたかにあって、単純化して表現

いなど個別事情を言い出したらきりがない面はあ

するなら、種苗を放流したのだから漁獲量は増え

るにはあるが、漁業者の間で、また、個人として

て当然だという前提があるのだと思う。

も自主規制で続いている操業期間の設定について

しかし、そうではなくて他の水産資源を含めて

の不満はない。

漁獲量が減少しているところに種苗放流をして

川添組合長 “ナマコの投石事業”（海中に投石域

いることで、ナマコ漁獲量の減少スピードが遅く

を設けてナマコの生息環境を保全する事業）を続

なったとか減るのが止りそうだという切り口から

けて欲しい。ナマコは磯根資源であることから、

事業を評価するべきではないか。放流した資源に

これまでは水深が深い海域で続けていた投石事業

ついて、漁獲量が下げ止まることに意味があると

を、浅海域を対象にして実施してほしい。

いう観点が評価の軸に欠けていると思う。

松村氏（長崎県資源管理課） 平成 17 年度から長
崎県栽培漁業センターで育てたナマコ種苗が放流
されている。大村湾ではナマコの生態は詳しく把
握されていないことが多く、例えば年齢組成も詳

４．栽培漁業推進協議会のメンバー
である漁協と組合員のナマコ資
源回復のため役割分担

しくは分かっていない。放流ナマコと天然ナマコ

70

の見分けがつきにくいこともあって、ナマコの放

ナマコを含めた種苗放流の費用は協議会が負担

流種苗の回収率も把握がとても難しい。現在、10

しており、その協議会の収入源を見ると、メンバー

㎜の個体が放流されているが、栽培漁業の費用対

の 9 漁協の受益者負担分、長崎県補助金、（財）

効果を検討する上で、放流サイズを大型化する方

沿岸漁業振興基金に三分できる。

がよいのかという点で議論があり、県総合水産試

大村湾で地先漁業の管理が浦々で続いてきたこ

験場では DNA 解析を用いて適正な放流サイズを

とについては、隣の集落だけでなく対岸の集落

検討しようとしている。

で行われている漁業を有形無形に意識して地先資

松田組合長

源との共生が続いてきたことを評価するべきであ
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る。したがって、閉鎖性内湾の水棲資源との共生

れている護岸のすぐ前にあたる浜にかつてカキ殻

には、
自分の集落（転じて他漁協地区。以下、同じ）

を捨てていた地区があり、そのカキ殻にナマコが

でどんな工夫をしているか、他の集落ではどんな

たくさん付いていた。その地区では、その光景を

海面利用をしているか、それが、お互いの集落の

見て“ナマコが湧いている”と語り合っていたそ

漁業にどんな影響を与えているか（迷惑になりそ

うだが、こうした体験則を天然採苗に活用してき

うなこと、自集落にも取り入れたい海面利用のや

たと理解してもらうとわかりやすいと思う。

り方、協力する必要があるならそれは何でどんな

松田組合長

方法か、など）に自然と耳を傾ける習慣が現地に

で天然採苗をしていた。天然採苗には人手や手間

は根付いているものと考える。このことが、ナマ

がかかるのだが、この人手や手間がかかること、

コ資源回復に関する各種の協力関係を作れる素地

すなわち、漁業者が自ら考え意見交換し行動する

だろう。

という点において『手弁当でやることに意味があ

以前は、大村湾漁協地区内の５地区

天然採苗生産の経験を改めて評価し漁村内部に

る』と考えている。大村湾漁協としては、組合員

取り入れることについては、天然種苗と人工採苗

の漁業資材などの経費負担には漁協が購買事業を

の手法開発に触れた報告「ナマコ資源の回復を目

介して支援し、さらに、『手弁当で種苗生産を実

指して」が、全国大会で水産庁長官賞を受賞して

践する』天然採苗活動を後押ししたいと考えてい

いる。以後、ナマコの資源管理に関する報告は全

る。すなわち、組合員によるナマコ漁の実態から

国大会で約 10 編、下北半島の川内町漁協、北海

見る限り、親ナマコが 2 ～ 3 月に獲れている。天

道の砂原漁協、秋田県漁協北部総括支所（八峰町）

然採苗を漁協地区内に定着させたいので、大村湾

などの取り組みが報告されている。

漁協が採卵用の親ナマコを買い取ろうと考えてい

川添組合長

る。

漁協地区内でナマコの天然種苗生産

をしていた経験がある。その頃は各地の漁協から
見学を受け入れていた。
（筆者補：漁業者による
自主的な種苗生産という自律的な資源管理策を講
じていたということもあって）この天然種苗生産
の経験を活用する工夫が欲しいところだと感じて
いる。天然種苗生産については、これに地元漁業
者が参画すること自体に意味合いがある。
西彼町青壮年部が当時、天然種苗生産をしてい
たこともあって、この経験を平成 7 年に全国青年・
女性漁業者交流大会で磯田眞一郎氏が全国大会で
発表した。

生産中のナマコ種苗

種苗生産技術は先行する他所から取り入れてい
るのか、あるいは近隣の地区との自主的な情報交
流があるのかという点から言うと、天然採苗は漁
業者自らが勉強して取り込んでいるという方が妥
当である。

５．ナマコ資源の増大や価格対策に
関して注力したいこと、および、
新たに取り組みたいこと

天然採苗にはカキ殻を使う。もともと真珠養殖

大村湾内のナマコ資源量については、現地の話

漁家が海に捨てていたカキ殻に稚ナマコがたくさ

によればまだまだ増えたとは言えない状況にあ

ん着いていたのを見つけて応用できないか、と声

る。ところが現地のナマコ漁は、湾岸の漁業者に

を上げた漁業者がいたことがきっかけである。海

とっては複数の漁業種類を組み合わせる場合の軸

の中で自然発生的に起きた現象を見て、種苗生産

であることは変わらない。これまで、浦々で取り

活動に応用し、試行錯誤を続けながら天然採苗の

組んできたナマコの天然種苗生産は「経験を活か

技術を磨いてきたと考えてほしい。

して自発的に資源回復を図ろうとする」点で関係

馬場氏

旧琴海町内（現、長崎市琴海町内）で護

漁業者の高い資源共生意識を感じさせるものであ

岸工事が始まるまでの古い話だが、現在、設置さ

る。また、ナマコの人工種苗生産にあっては、科
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学的知見を活用した取り組みであり、自治体と受

のヤマ』を地元が盛り上がる機会にすれば、ナマ

益者の両方が栽培漁業を支えナマコ資源を回復さ

コの価格形成にも『３つのヤマ』を作れると考え

せようとしている。

る。ナマコの漁期に連動した需要側の盛り上がり

大村湾岸の漁業者にとってナマコが重要な資源

を観光などと連携して生み出せば、ナマコの価格

であることは共通しているが、いくつかの地区で

を上げるチャンスはあると思う。

天然採苗に取り組んできたノウハウが蓄積されて

両組合長 漁協があらゆることに支援することが

おり、漁業者自らの負担（知恵の出し合い、経費

できるわけではない。しかし、大村湾漁協では、

の出し合い、必要作業の提供、合意）でこれを進

前述の『手弁当による天然種苗生産を復活させた

める条件はそろっている。

いので、大村湾漁協の指導事業として手弁当方式

馬場氏

ナマコ漁期と価格形成の関係を考えるこ

を後押ししたい』と考えているし、漁協活動に活

とがある。地元のナマコの操業時期には、口開け

用できる施策を積極的に受け入れたいと考えてい

（操業開始日）
、正月（需要最盛期）
、口閉め（操

る。漁協の組織強化が、地域漁業に関するあらゆ

業終了日）の『３つのヤマ』がある。この『３つ

る基盤だと、常々、考えている。

西彼町漁協屋上で大村湾をバックに
（前列右から）
松田組合長、
川添組合長
（後列右から）県普及指導センター北原さん、
西彼町漁協漁業者の岸川さん、
長崎県水試の村瀬さん、
西彼町漁協漁業者の入江さん、事務局員の馬場さん、
長崎大学の亀田先生、
杉本さん、
長崎県漁連の河田さん、長崎県資源管理課の松村さん、
小柳さん、
鎌田さん
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【海域栽培漁業推進協議会①】

海域栽培漁業推進協議会平成2 7年度通常総会開く
全国６海域の海域栽培漁業推進協議会（以下、
海域協議会）は、７月９日の太平洋北海域協議会
を皮切りに、それぞれ平成 27 年度通常総会を開
催しました。

◦第 3 号議案

平成 27 年度会費に関する件

◦第 4 号議案

役員の選任に関する件

第１号議案では平成 27 年３月に各海域協議会
が魚種別に策定した「海域栽培漁業広域プラン」

水産庁栽培養殖課長（日本海北海域にご臨席）

について事務局から説明し、追認をいただきまし

をはじめ、同課、管理課及び各漁業調整事務所の

た。今年度からはこの「海域栽培漁業広域プラン」

担当官のご臨席を賜り、また国立研究開発法人水

の内容にそって関係道府県が連携・協力した栽培

産総合研究センター本部、各海区水産研究所から

漁業を推進していくことになります。また、設立

も臨席いただきました。

から４年が経過した本年度は役員の改選期にあた

通常総会では以下の議案を会員に諮り、各海域
全ての議案について滞りなく承認されました。
◦第 1 号議案

◦第 2 号議案

り、第４号議案でお諮りした下表の方々が新任・
再任されました。

平成 26 年度事業報告書、貸借対

九州および瀬戸内海海域協議会では、資源管理

照表、正味財産増減計算書及び

で話題となっているトラフグについて、下関市立

収支計算書等に関する件

大学濱田英嗣教授から「天然トラフグ資源管理を

平成 27 年度事業計画書、収支計

考える」を表題に記念講演をいただきました。

算書に関する件

総会の様子 （太平洋南）

濱田教授 （九州・瀬戸内海）

保科栽培養殖課長
（日本海北部）

平成２７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
通常総会開催日程

協議会役員

海域

開催日

場所

会長

副会長

太平洋北

7月9日
（木）

岩手県水産会館
（岩手県盛岡市）

岩手県漁業協同組合
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 綱樹

青森県水産振興課
主査 田村 直明

監事
宮城県水産基盤整備課
主任主査 中家 浩

太平洋南

7月14日
（火）

名古屋ダイヤビル
（愛知県名古屋市）

神奈川県漁業協同組合
代表理事会長 高橋 征人

（公財） 三重県水産振興事業団
理事長 林 文三

千葉県漁業資源課
主査 谷亀 達

愛知県水産課
主査 原田 誠

日本海北部

7月28日
（火）

小伝馬町松村ビル
（東京都中央区）

富山県漁業協同組合連合会
代表理事会長 森本 太郎

（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
主査 田村 直明

秋田県水産漁港課
技師 高橋 佳奈

日本海中西部

7月22日
（水）

ラッセホール
（兵庫県神戸市）

福井県漁業協同組合連合会
代表理事会長 高橋 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
課長補佐 木本 昭紀

京都府水産課
主任 山本 圭吾

瀬戸内海

8月18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 福本 三郎

兵庫県水産課
職員 瓢 雄介

愛媛県水産課
係長 竹中 彰一

九州

8月5日
（水）

福岡県水産会館
（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
主任技師 中岡 歩

佐賀県水産課
副主査 西山 嘉乃
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【海域栽培漁業推進協議会②】

広域種資源造成型栽培漁業推進事業
「広域種資源造成型栽培漁業推進検討会」を開催
今年度より水産庁補助事業「広域種資源造成型

成事業は海域協議会毎に策定された「栽培業広域

栽培漁業推進事業」
（以下、本事業）が新たにス

プラン」に基づいた種苗放流等の事業を実施する

タートし、
（公社）全国豊かな海づくり推進協会（以

ものです。

下、海づくり協会）が平成 27 年度の事業実施主
体として交付決定を受けています。
本事業は、各海域栽培漁業推進協議会（以下、

広域種の資源造成検討会がスタート
本事業がスタートして初めてとなる検討会を全

海域協議会）が効率的・効果的な栽培漁業を推進

国６海域の海域協議会の枠組みにおいて開催いた

するために広域種（トラフグ・サワラ・ヒラメ・

しました。開催日、場所等は下表の通りです。検

マツカワ）毎に策定した「広域プラン」に基づき、

討会では、海づくり協会より本事業の趣旨説明を

効率的な資源造成型栽培漁業の実現を図ることを

行った後に、各道府県より平成 27 年度の事業計

目的としており、資源造成推進事業および資源造

画と進捗状況の報告をいただきました。この他事

成事業の２つの事業から成っています。資源造成

業実施に係る意見交換を行いました。

推進事業では、海域協議会毎に放流適地、放流量、

なお、国立研究開発法人水産総合研究センター

種苗生産体制、放流効果把握のためのモニタリン

の研究者の方々にアドバイザーとなっていただ

グ体制等について検討を行う広域種資源造成型栽

き、事業実施にあたる指導・助言をいただいてお

培漁業推進検討会（以下、検討会）の開催や種苗

ります。

放流の効果等の調査を実施するものです。資源造

検討会の対象魚種、 開催日、 場所およびアドバイザー
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海域

魚種

開催日

場所

太平洋北

マツカワ
ヒラメ

7月9日
（木）

岩手県水産会館
（岩手県盛岡市）

太平洋南

トラフグ
ヒラメ

7月14日
（火）

名古屋ダイヤビル
（愛知県名古屋市）

日本海北部

ヒラメ

7月28日
（火）

小伝馬町松村ビル
（東京都中央区）

日本海区水産研究所

上原

伸二

グループ長（ヒラメ）

日本海中西部

ヒラメ

7月22日
（水）

ラッセホール
（兵庫県神戸市）

日本海区水産研究所

上原

伸二

グループ長（ヒラメ）

瀬戸内海

サワラ
トラフグ

8月18日
（火）

ラッセホール
（兵庫県神戸市）

瀬戸内海区水産研究所
瀬戸内海区水産研究所

石田
片町

実
太輔

主幹研究員（サワラ）
研究員（トラフグ）

九州

トラフグ

8月5日
（水）

福岡県水産会館
（福岡県福岡市）

瀬戸内海区水産研究所

片町

太輔

研究員（トラフグ）
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アドバイザー
北海道区水産研究所
東北区水産研究所
増養殖研究所
中央水産研究所

※（

鵜沼
栗田

鈴木
木下

）内は対象魚種

辰哉
豊

重則
貴裕

グループ長（マツカワ）
グループ長（ヒラメ）

主任研究員（トラフグ）
主幹研究員（ヒラメ）

【豊かな海づくり推進協会コーナー①】

「小さなさかなは海へ戻そう」キャンペーン
ポスター最優秀作を発表！
トラフグ部門は、 熊本県天草市の久保百合香さん （小５）
稚魚 ・ 稚貝部門は、 札幌市の会社員 CU さん
全国豊かな海づくり協会が公募した「小さなさ
かなは海へ戻そう」キャンペーンのポスターイ
メージの最優秀賞（ 2 点）、優秀賞（ 2 点）、佳作（ 6
点）が決定し、最優秀作 2 点がプロのデザイナー
の手による「ポスター」となり発表された。
応募総数は 50 作品。応募者の年令は 6 歳から
50 歳代までと、幅広い層からの応募が寄せられ
た。最優秀作のポスターデザインで、
「クリアファ
イル」も作成。10 月 29 日に下関で開催された「ト
ラフグ資源管理検討会議」の参加者に、同クリア

ファイルを配付し、小型魚の再放流の取り組みを
アピールした。
ポスターの発表には水産庁増殖推進部の長谷成
人部長が立ち会った。長谷部長は「多くの人に海
やさかな、資源保護に関心を持ってもらうことは
大変よいことだ」と語った。
なお、最優秀賞には副賞として図書券 3 万円、
優秀賞には同 2 万円、佳作には同 5 千円が贈られ
た。
キャンペーンにご協力いただきました関係の皆
様に感謝申し上げます！

ポスターを手にする長谷部長

クリアファイル （両面）

ポスター２点

豊かな海

No.37

2015.11

75

【豊かな海づくり推進協会コーナー②】

トラフグ関係者資源管理協議会開催報告
（九州海域）
平成27年 8 月 6 日・
（瀬戸内海海域）
平成27年 8 月19日に開催
トラフグ資源の回復に向けて、昨年の 11 月に
下関市で開催された「第１回トラフグ資源管理検
討会議」を受けて、未成魚漁獲抑制や､ 産卵場 ･
育成場保全、成魚保護についての作業部会が設置
され、具体的な対策検討が進められている。
こうした中、平成27年 8 月に、
「トラフグ関係
者資源管理協議会」が福岡市（九州海域）と神戸市
（瀬戸内海海域）で開催された。これは、水産庁
の資源管理指針等高度化推進事業の一環として全
国豊かな海づくり協会が本会議開催を担ったもの
で、種苗放流作業部会として位置付けられている。
今回の「トラフグ関係者資源管理協議会」は、
九州と日本海中西部及び瀬戸内海の海域栽培漁業
推進協議会が連携を図りながら、トラフグの資源
管理と種苗放流を一体的かつ効果的に実施するた
め、関係県がより連携を深め、それぞれの「資源
管理指針」と「資源管理計画」をより高度なもの
に改善していくこと等を狙いに、漁連・漁協、行
政 ･ 研究機関、学識経験者等の幅広い関係者の参
集の下で、漁業現場でどのように具現化するか等
について協議した。
１．開催日時等
① 九州海域
・開催日時 平成27年８月６日（木）14:30～17:00
・開催場所 福岡県水産会館
・参集範囲 九州海域栽培漁業推進協議会、水研
センター、水産庁、九州・瀬戸内海
漁業調整事務所
・参加者数 42 名
② 瀬戸内海海域
・開催日時 平成27年８月19日（水）14:30～17:00
・開催場所 神戸市ラッセホール
・参集範囲 瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会、
水研センター、水産庁、九州・瀬戸
内海漁業調整事務所
・参加者数 49 名

九州海域会場
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２．開催概要
（１）水産庁報告
「トラフグ（日本海、東シナ海、瀬戸内海系群）
の資源状況と管理の方向性について」
水産庁管理課 竹越攻征課長補佐
これまでのトラフグ資源管理の検討状況に加
え、本年７月から９月に行った浜周りの状況を説
明。トラフグの分布・生態・成長・漁獲について、
トラフグの資源状況等について、及び資源管理の
方向性の説明のもと、今後の取り組みに向けて提
起した。
（２）水研センター報告
「トラフグ着底稚魚調査結果、放流調査への協
力等について」
国立研究開発法人水産総合研究センター瀬
戸内海区水産研究所 平井慈恵主任研究員
トラフグの初期生態の解明等のため岡山県児島
湾と山口県において実施した調査研究結果の概要
報告と、天然トラフグ未成魚の標識再放流調査に
かかる協力要請を行った。
（３）講演と意見交換
テーマ「ブランド論から見た天然トラフグの評
価と課題」
講師：下関市立大学経済学部 濱田英嗣教授
講演後、参加者とトラフグの流通や消費の課題
について活発な意見交換が行われた。
（４）海づくり協会からの報告
① 山口県埴生（はぶ）沖における産卵場を守る
取り組みについて報告。
② トラフグ天然未成魚の買上の状況報告
岡山県笠岡市大島美の浜漁協及び、倉敷市黒崎
連島漁協で小型定置網に入網した、トラフグ未成
魚（10㎝程度）を買上げ、水研センター・瀬戸内
海区水産研究所伯方島庁舎に輸送。その後、水研
センターで 15㎝程度まで飼育し標識再放流調査
を行う計画などを報告した。

瀬戸内海海域会場

【豊かな海づくり推進協会コーナー③】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告

イワガキの種苗生産から養殖・流通まで
鹿児島県大隅地域振興局林務水産課
技術主査

堀江 昌弘

開催日時：平成 27 年 7 月 2 日（木）15:00 ～ 17:10
開催場所：鹿児島地域振興局５階大会議室（鹿児島市小川町 3-56）
研修対象者：漁業者、漁協、市町村、県
講

師：株式会社水土舎

最高顧問

乾

鹿児島県水産技術開発センター

政秀
主任研究員

真鍋美幸

出席者数：66 名

１

はじめに
近年、鹿児島県下各地において新たな養殖対象
種としてイワガキが注目を集めており、各地で試
験養殖の試みが行われている。しかし、鹿児島県
におけるカキ類養殖の歴史は浅く、今後イワガキ
養殖を発展させていくためには多くの知見・経験
の蓄積が必要と考えられる。そこで今回、イワガ
キの種苗生産からその出荷・流通に至るまで、関
係者の理解を深めるために本研修会を開催するこ
ととした。
２

研修会の概要
本研修会は、平成 27 年 7 月 2 日（木）に鹿児
島市の鹿児島地域振興局大会議室にて開催され
た。当日は鹿児島湾に隣接する市町村・漁協で構
成される鹿児島湾水産業改良協議会の総会等と併
せて実施し、県下各地より 66 名の出席があった。
研修会ではまず、鹿児島県水産技術開発センター
の真鍋主任研究員より「イワガキの種苗生産と養
殖」と題し、イワガキ養殖を巡る県下の動きを講
演した後に、
（株）水土舎の乾最高顧問に「イワ

研修会場の様子

ガキのマーケットとマガキ流通の特徴」と題しご
講演いただいた。また最後に、講演内容を踏まえ
た総合討論及び質疑応答が行われ、活発な意見交
換が行われた。
３ 講演
（１）「イワガキの種苗生産と養殖」
鹿児島県水産技術開発センター
主任研究員 真鍋美幸
○カキ類養殖の現状
・全国のカキ類養殖は平成 24 年生産量ベースで
161,116 トン（養殖対象種の第３位）、金額ベー
スで 30,438 百万円（養殖対象種の第４位）で
裾野の広い養殖対象種である。
・イワガキ養殖の歴史は浅く、生態的にも高水
温に強いため、鹿児島においても養殖に新規
参入出来る可能性がある。
・カキ養殖には、海水の浄化作用、無給餌で養
殖可能、漁業経営の多角化、６次産業化によ
る漁業者所得の向上などのメリットが見込ま
れる。
○鹿児島県におけるイワガキ試験養殖の取り組み
・平成 26 年度は 15 箇所においてイワガキの試
験養殖を実施。
・試験養殖での問題点①
ヒラムシの寄生：各地でヒラムシの寄生が報
告されている。特に鹿児島湾内は生残率が低
い傾向にあり、原因としては外洋側より内湾
のほうがヒラムシの寄生が多いことによると
考えられる。ヒラムシの駆除方法としては淡
水処理、濃塩水処理が有効。
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真鍋主任研究員による講演風景

・試験養殖での問題点②
曲がりの発生：育成中に極端に曲がるイワガ
キがある。曲がったイワガキは実入りが悪い。
今後選抜育種の実施や養殖手法の改良により
改善する必要がある。
・試験養殖での問題点③
かご掃除の手間：かごに付着した生物の除去
に労力がかかる。県の水技センターにて作業
効率のよいカゴを検討中。
・試験養殖での問題点④
イワガキへのフジツボの付着：フジツボが多
く付着する時期はわざと汚れたままにしてお
くことで労力を軽減する。出荷時のフジツボ
落としは電動貝掃除機などの導入を検討する
必要がある。
○今後の養殖試験計画
・東町をモデル地区に選定して経営面の検討を
行う。
・各地の試験養殖結果を分析し、養殖適地の把
握を行う。
・関係者間の情報交換会などを開催し、養殖技
術や品質の向上を図る。
（２）
「イワガキのマーケットとマガキ流通の特徴」
株式会社水土舎 最高顧問 乾 政秀
１．イワガキのマーケット
（１）築地市場の分析
・イワガキはもともと日本海沿岸のローカルな
食べ物だった（500g ～ 1kg/ 個）。
・夏に食べるカキとして知られていたが、1990
年代に入って首都圏で食べられるようになる。
・市場年報にはイワガキの統計分類はなく、イワ
ガキの入荷量は夏ガキ入荷量（夏期（５～８月）
のカキ類入荷量）から推測しなければならな
い。
・2000 年代に入って夏ガキの利用が首都圏に定
着し、700 トン程度で推移している。
・夏ガキの供給地は、当初太平洋岸が担い、次
いで日本海岸にシフトした。これは天然資源
が乱獲状態となり、資源の減少が起きたため
である。現在は、九州、四国からの入荷量が
伸びている。また、震災後、宮城、岩手の伸
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びが目立っているが、これらの産地はイワガ
キではなくマガキの殻付カキを夏期に出荷し
ていると推測される。
・イワガキの単価は近年上昇傾向にあり、築地
市場の最近の平均卸売価格は 700 円／㎏前後
で推移。イワガキの平均重量を 200 ｇとすると、
１個 140 円になる。マガキ養殖に較べて断然
有利。
（２）イワガキの需給状況
○需要
・イワガキは首都圏のマーケットに完全に定着
している。
・飲食店需要に限られるため現状ではほぼ飽和気
味。ただし、オイスターバーの浸透状況によっ
てはさらに増える可能性あり。
・国内の総需要は約 3,000 トン、個数にして 1,500
万個、卸売の市場規模は約 20 億円。
○供給
・天然ものに大きく依存しており、養殖物の割
合は１割弱にすぎない。
・天然資源は乱獲傾向。日本海を除きイワガキ
はもともと未利用資源であったが、ある日突
然売れるようになり、資源管理の意識がなく
持続的利用への関心薄い。
・とり尽くした産地が消え、新しい産地が加わっ
てくる構図であるが、全体として天然物の先
細りは明らか。
・養殖は今のところ島根県が先行。これを京都、
岩手、宮城が追う展開。
（３）鹿児島県の可能性
・現在のイワガキの需給関係からみて、新規参
入の意義は大きい。
・ただ、天然ものが不足してくると、既存のカキ
養殖産地がイワガキに転換する可能性が高く、
カキ養殖のノウハウを有するマガキ産地は有
利。
・問題は種苗の量産ができるかどうか。
・最初にイワガキの商業生産を始めた隠岐・西
ノ島の漁業者は個人で種苗を生産、しかも 20
年にわたって生産しているので、
「情熱と技術」
があれば可能。

２．マガキ流通の特徴
（１）わが国のカキ養殖産地
・カキ養殖の対象種は圧倒的にマガキが多い。ご
く一部でイワガキを養殖。
・海に面した都道府県のうち、カキ養殖をして
いないのは 12 都府県。鹿児島県もその一つ。
・最大の産地は広島で全体の６割のシェア。これ
に宮城、岡山、兵庫と続く。宮城県は震災前
の３割の状態だが、２位を奪還。近年、兵庫
が伸びる。九州各地でも小規模養殖が拡大中。
（２）カキの商品形態
・むき身（生鮮品、冷凍品、加工品）や殻つき
があり、それぞれの商品形態に対応した量販
店等の取扱先がある。
（３）カキの流通形態
・パッカー主導型流通（大産地）
・漁協共販流通（大産地）
・ローカル消費（零細産地）
（４）産地別の流通の特徴
・むき身は労働力の確保がポイント。大型産地
は外国人労働力に依存。
・大産地はむき身加工し、量販店と加工業者に
販売。零細産地は地産地消で、直販のシェア
が高く、６次産業化を実現。
（５）福岡県糸島漁協（新興産地）の取り組み事例
・2001 年に６漁協が合併した合併漁協。
・1993 年からカキ養殖を始めた新興産地だが、
急成長。
・その成功の秘密は、生産者（漁業者）が直接
港のカキ小屋で食べさせる６次産業化にある。
・2011 年時点で 26 経営体（吾智網を兼業）、生
産額は約 2.6 億円で１経営体平均は 1,000 万円。
（６）鹿児島県でのカキ養殖の勧め
・多面的機能の発揮
・６次産業化の実現による漁家所得の向上
４ 総合討論及び質疑応答
Ｑ：天然のイワガキは、滅菌海水処理して市場に
出しているのか？
Ａ：特に、処理していないのではないか。天然海
域では、ノロウイルスが少ないのでそのまま
出している。
Ｑ：マガキでは、カキ小屋がはやっているとの話
だったが、イワガキではどうか。
Ａ：イワガキは、カキ小屋には向かない。マガキは、
安く大量に出荷するので、カキ小屋に向いて
いる。イワガキは、付加価値を付けて、高く
売るもの。利用の仕方を、よく考えるべき。
Ｑ：マガキは、延岡で養殖されていると聞いてい
る。鹿児島は、マガキは（水温的に）無理と
言われ、イワガキでカキ小屋ができないかと
思っていたが、難しいのか。
Ａ：イワガキは大きく育てて付加価値を付けて販

総合討論風

参加者からの質問

売するのに向いている。焼くより生の方が高
く売れる。焼いて食べるカキ小屋での提供は
単価的にもったいない。マガキの鹿児島での
養殖の可否については知見を持っていない。
イワガキの出荷は地産地消・都市部へのマー
ケットを考えていったらどうか。生だと高く
売れるが、焼くと安いし、数が必要。どれだ
け生産できるか、よく考える必要がある。
Ａ：島根県・隠岐の海士町では、個人で種苗を
100 万個作っている。これにより、１億円の
産業になっている。海士町のイワガキは、む
き身で 20 ～ 30 ｇである。生の方が、高く
売れる。種苗代金 15 円として、いくらで売
れるか、考えて見て欲しい。もともと、シン
グルシードは見栄えを良くするためのもの。
高くするなら、手間をかける。商品を見越し
ての管理をする。ちゃんと管理をすれば、歩
留まりもよくなるはず。
Ｑ：１年ものと２年成長したときの味はどうか。
Ａ：夏に成熟すると、その後すぐは味が落ちる可
能性あり。１年ものでも２年ものでも味は同
じ。
５

おわりに
本研修会は、今までカキ類に馴染みの薄かった
本県水産関係者にとって、他県事例等によりカキ
類の養殖、流通について知見を深める有意義な機
会になったと思います。
最後に、大変お忙しい中、講師としてお越し頂
いた株式会社水土舎の乾最高顧問に厚く御礼申し
上げますと同時に、本研修会の趣旨にご賛同いた
だきご支援いただきました、公益社団法人全国豊
かな海づくり推進協会に厚く御礼申し上げます。
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豊かな海づくりに関する現地研修会報告

魚の活〆による漁獲物の品質向上について
京都府農林水産技術センター
海洋センター業務・普及指導部
主幹

梅本 和宏

開催日時：平成 27 年 8 月 21 日（金）13:30 ～ 16:15
開催場所：京都府宮津市字鶴賀
講

京都府漁協宮津支所

1階

荷捌き所

師：（株）ウエカツ水産代表取締役、東京海洋大学客員教授

上田勝彦

出席者数：約 120 名（漁業者、漁協職員、仲買人組合、海の民学舎研修生、関係機関職員、
市町及び府職員等）

１

はじめに
魚価の低迷が続く中、活〆技術を活用して、漁
獲物の品質及び価格向上を図る取組が全国で実践
されるようになってきています。京都府では、通
常の出荷作業と比較して手間がかかることや、市
場での評価を確立し魚価へ反映されるまでに一定
の期間を要する等の理由から、現在、活〆出荷は
本格的には実践されていません。そこで、府内漁
業者等の活〆技術に対する理解を深め、同技術の
普及を図るために、本研修会を開催しました。

80

者代表及び海の民学舎研修生が、講師の指導を受
けながら活〆実習を行いました。

２ 研修会の概要
「魚の活〆による漁獲物の品質向上について」
と題して、「魚の伝道師」として全国で活躍され
ている上田講師から、ご講演していただきました。
また、マダイ、ヒラメ、カンパチを対象魚とし
て、講師による活〆実演が行われ、その後、漁業

３ 講 演
①はじめに
・魚の締め方には、野締めと活〆がある。それ
ぞれ誤解も多く、野締めでは、氷の使い方等
で誤解がある。活〆の場合は、その順序とや
り方が大変重要で、魚の体と仕組みが合った
方法でなければ、その効果は出てこない。
・また、活〆をすれば、ちゃんと値段が上がる
のかと言われるが、価値のわかるお客さんが
いてこそ、値段は上がってくるもの。
・生産者サイドでは、その価値を、どういう人
に対して発信するのか、重要な時代になって
きた。いい物でありさえすれば、また獲ってき
さえすれば値段は上がるという時代ではない。

上田講師の講演風景

研修会の様子
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②魚の活〆の仕組み等
・私の活〆方法の原点は、マダイで有名な瀬戸内
海の明石浦である。明石浦の技術は大変高度
で、漁協職員が技術を熟練し、技術を統一して、
漁協から外部へ魚を出す時には、間違いのな
いものを出す体制を組んで実施している。私
の活〆技術は、これにマグロ船の技術も取り
入れたものである。
・活〆では、「即殺」、「放血」、「神経抜き」を行
うが、
これらが完璧でも「活け越し」や「予冷・
保冷」が適切に行われなければ魚はベストな
状態にはならない。
・
「活け越し」は魚体を休ませ、筋肉中のエネル
ギー物質（旨味の原料）を元に戻すもの。「即
殺」では脳を壊して動きを止め、
「放血」時に
は尾は切らないとともに、氷水は使用しない。
「神経抜き」では、背骨の中の神経から出続け
る分泌物質を止める。「予冷・保冷」では、冷
やし過ぎと魚体に氷が直接触れないよう注意
する。
・魚の旨味には、２つのピークがあり、第１は
筋肉中のエネルギー物質が分解して生じる甘
みを主体としたもの、第２は死後硬直後に細
胞が自己消化して生まれる旨味である。第１
と第２の旨味の関係は連動しており、第１の
旨味が多ければ、第２も多い。
・これからは、お客さんの立場に立って魚を取
り扱う漁師が必要になってくる。活〆技術の
効果をまとめると、いろんな工夫をしながら、
魚の死後硬直までの時間を長くすることに
よって、旨味を増やし、その保存期間も長く
する技術である。
③今後に向けて
・活〆技術を活用しても値段が上がる場合や上
がらない場合がある。何より漁業者が今より
良くしたい、またおいしい魚を提供していき
たいという思いがあるのであれば、漁業者自
らで頑張る必要がある。
・取組実施に際し、環境が整っていない、人材が
いない、流通経路がないといった意見もある
が、こうしたことに得意な方々がいるし、そ
のような人達とつながっていく、その窓口を
行政や漁協、仲買人がやってくれる。
・要するに、いい魚をお客さんへ届けるために、
一緒になって頑張ってくれる人、価値を共有
できる人を、どれだけ集められるか、またつ
ながることができるか、それが漁師をやって
いく上で一番大切なことと思う。

・スーパーの立ち売りでは、お客さんに、どう
伝えればちゃんと買ってくれるのかが見えて
くる。どんなに良い物でも、相手にとってよ
く分からなければ売れない。お客さんに買っ
て食べてもらえない物は、獲る、作る意味が
なくなる。
・漁業者が漁獲してちゃんと活〆したものは芸術
品である。漁業者は自らの作品に自信を持ち、
実際に食べてみて、その味を伝えたいと思っ
ていると必ず理解してくれる人が増えてくる。
・大量の漁獲物がある中で、いちいちやってい
られないと言った意見もあるが、一部を活か
して持ち帰り、最高の処理をして出荷すると、
あそこの定置は、こんなものを出し始めたと
いうことが伝わるようになる。
・当事者である漁業者が頑張れば、周囲は動か
ざるを得ない。漁業者が頑張るかどうかが鍵
で、ちゃんとやれば時期の遅い早いはあるが、
魚の値段は上がる。
４

実演、実習
今回、
「即殺」、
「放血」、
「神経抜き」、
「予冷・保冷」
の内容と留意点等について、詳しく説明がありま
した。
（主な質疑応答）
Ｑ；魚は活け越しした方が良いと思うが、魚種に
よっては対応できないものもある。近年、京
都府で漁獲が増えているサワラの曳縄では、
釣り上げた魚をイケスに収容しても直ぐに死
ぬため、活け越しを省略し、即殺、放血の措
置をすることで良いか。
Ａ；船にマットを敷いておいて、釣り上げたら濡
れタオルを魚にかぶせ、バタバタさせないよ
う最善の策をとり、活〆処理を行うこと。サ
ワラは身割れするため、背を上にして立てる
ように持つ。どんな魚でも活〆をすれば良い
ということではない。活〆は信頼が第一であ
り、船上では欲張らずに本数を決めて取り組
むのが良い。
Ｑ；これから定置網では、大型のシイラが漁獲さ
れるが、船上及び漁船イケス内で暴れる。ど
のような処理をするのが良いか。
Ａ；全て活〆するのではなく、いい物だけするの
が良い。濡れタオルを頭にかぶせれば魚は落
ち着くので、その時に活〆する。シイラの神
経締めはすごく美味しい。
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上田講師による活〆実演（ヒラメ）

漁業者への活〆指導（マダイ）

漁業者への活〆指導（ヒラメ）

海の民学舎研修生への活〆指導（カンパチ）

Ｑ；活〆した魚を冷蔵庫で保管、提供していく場
合の留意点を教えてほしい。
Ａ；保管温度は５℃以下にしない。死後硬直後は
十分に冷やしても良い。
死後硬直前の魚に包丁は入れない。硬直前に
包丁を入れると身が縮む。

Ａ；上手に温度管理して寝かしたものを熟成魚と
いうが、魚は包丁を入れない限り、体の内部
は無菌状態であるため熟成が可能となる。熟
成は、魚の種類や大きさも関係する。活〆の
判定は、魚の身を５㎜程度にそぎ切りし、身
の下側が透け、透明感が出ていれば良い。旨
みに関しては、切った断面に艶が出ていれば
良い。

Ｑ；最近では、熟成魚の話しもあるが、温度管理
が十分であれば１週間程度でも大丈夫なのか。

参加者からの質問

講師との質疑

謝辞
講師をお引き受けいただいたいた（株）ウエカツ
水産代表取締役、東京海洋大学客員教授 上田勝
彦様には、大変お忙しい中、魚の活〆に係る講義
と実演、実習指導をお世話になりました。心から
お礼申し上げます。
今回、受講した漁業者や漁協職員、仲買人組合、

関係機関の職員等にとって、大変有意義な研修会
となり、今後、府内での活〆技術の実践等に役立
つものと考えます。
最後に、主催者の公益社団法人全国豊かな海づ
くり推進協会には、本府からの研修の要望を採択
していただき、厚くお礼申し上げます。

５
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【寄

稿】＜第８回・最終回＞

島根県におけるマダイおよびヒラメ
栽培漁業の種苗放流効果の比較
（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
これまでマダイ・ヒラメの放流効果は、一代再
捕型栽培漁業である種苗生産→放流→放流魚の回
収という一連の技術体系の中、その回収量の多寡
により評価されている。一方、マダイ・ヒラメの
栽培漁業を資源管理の一手段であるという考え方
もある。すなわち、種苗放流により減少した資源
が回復し、その資源が維持され、さらに増大した
状態になった時、言い換えれば、種苗放流により
資源が適切に保存・管理されている状態になった
ことを放流効果として評価する考え方である（安
。
達、2011 a）
マダイ・ヒラメ資源の保存・管理に必要な条件
は、資源の絶対数を推定すること、資源の変動要
因を明らかにすることである。前者は、最大持続
生産量を与える状態を資源の適正水準とするため
には、資源の絶対量を知らなければならない。後
者については、アジ・サバ・イワシ類のような浮
魚だけでなく、底魚であるヒラメ資源も再生産環
境により変動している（安達、2009）場合があ
るので、その時、加入量を増やすためには人為的
にヒラメ種苗を放流することしか考えられない。
この報告は資源の絶対数を考慮したマダイとヒラ
メの種苗放流の効果を比較、検討したものである。

２．島根県におけるマダイ・ヒラメ放流
効果調査
島根県では 1995 年度から、マダイ・ヒラメの
栽培漁業の全県展開を目標とし、島根県水産振
興協会を事業主体として「栽培漁業事業化総合
推進事業」が開始され、2003 年度まで継続して
調査が行われた（島根県・島根県水産振興協会、
2005）
。マダイ・ヒラメの種苗放流は、資源の増
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大を目指すものであるが、放流にはそれなりの経
費が掛かるため、放流効果の経済的な算定は必要
不可欠であった。このため、島根県の隠岐、出雲、
石見の 3 海域において市場調査を実施し、その結
果から各年のマダイ・ヒラメ放流魚の回収重量と
回収金額が推定されている。これは先述の放流魚
の一代回収を放流効果と考えていることになる。
放流海域における市場調査は、海域ごとの資源
特性を明らかにすることができるし、市場調査な
しに放流効果の推定と評価はできない。「栽培漁
業事業化総合推進事業」の市場調査結果からは、
マダイでは各年の全体（天然魚＋放流魚）と放流
魚の漁獲物年齢組成が得られている。ただ、ヒラ
メについては、当時は Age-length Key がなかっ
たため、各年の全体（天然魚＋放流魚）と放流魚
の全長組成だけしか示されていない。また、両者
とも資源の絶対数を推定する計算は行われていな
い。
近年の栽培漁業は、資源造成型栽培漁業による
資源の回復・維持が重視され、特にヒラメ放流魚
の再生産を目的とした栽培漁業については、適切
な漁獲管理の必要性、言い換えれば種苗放流と漁
獲管理の連携が必要である（安達、2014 a）。その
意味からの放流効果は、マダイ・ヒラメの種苗放
流により資源がどれほど造成されたのか、また、
マダイ・ヒラメ放流魚による再生産量はどのよう
になっているのか、という水産資源学的な表現で
示されなければならないであろう。

３．マダイとヒラメの直接的な放流効果
の比較
表 1 に島根県におけるマダイとヒラメの資源の
絶対尾数を示した。これらの資料は安達（2003）
、
安 達（2007）、 安 達（2014 a）、 安 達（2014 b） か
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ら引用したものである。
マ ダ イ の 年 齢 別 資 源 尾 数 は、1994 年 4 月 ～
1995 年 3 月までの島根県隠岐浦郷漁港での市場
調査結果から得られた横断的な漁獲物年齢組成を
基に計算されたものである。全体の漁獲尾数に放
流魚の占める割合は 0.298（安達、2003）で、こ
れは島根県・島根県水産振興協会（1998）が報
告した 1995 年 4 月～ 1996 年 3 月までの 0.287、
1996 年 4 月～ 1997 年 3 月までの 0.302 とほぼ同
じ割合である。表 1 のマダイ資源尾数に対する放
流魚の占める割合は 0.250 である。すなわち、こ
表１

84

の海域の全体のマダイ資源の 4 分の 1 は放流魚で
占められていることで、これを直接的な放流効果
とする。
島根県隠岐西ノ島町沿岸海域でのマダイ種苗の
放流は 1976 年に 41,000 尾が放流されたのが始ま
りで、放流が本格的になったのは 1981 年以降で
ある。例えば 1981 年には約 100 万尾の種苗が放
流され、それ以降、毎年、約 63 万～ 111 万尾が
放流されている（安達、2011 b）。
ヒラメ １ の島根県石見海域の年齢別資源尾数
は、マダイと同期間の市場調査から得られた横断

島根県における単年のデータから計算したマダイ・ヒラメの年齢別資源尾数と資源特性値
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的な漁獲物年齢組成から計算したものである。対
象とした漁業は小型底曳網、刺網、定置網、一本
釣である。それらの漁業で漁獲されるヒラメの約
70% は小型底曳網漁業によっている。全体のヒラ
メ資源に占める放流魚の割合は 0.044 である。
また、同じく島根県石見海域におけるヒラメ２
は、2009 年 4 月～ 2010 年 3 月の大田市多伎漁
港での市場調査結果から得られた漁獲物年齢組成
から計算したものであるが、この場合は小型底曳
網漁業の漁獲物だけの年齢組成である。したがっ
て、資源計算には沿岸域の漁獲物は含まれていな
い。全体の資源に占める放流魚の割合は 0.026 で
ある。
ヒラメ３は、浜田漁港を基地とする沖合底曳網
漁業によって漁獲されたヒラメの横断的な漁獲物
年齢組成から計算した年齢別資源尾数である。市
場調査期間は 2009 年 4 月～ 2010 年 3 月で、漁
場は浜田沖～対馬東の海域である。全体の資源に
占める放流魚の割合は 0.023 である。
島根県石見海域におけるヒラメ種苗の放流は、
1982 年に初めて 123,000 尾が放流された。それ
以後、1994 年までは 10 万尾以下の放流尾数で
あった。したがって、表 1 のヒラメ１の年齢別資
源尾数は、放流魚の資源造成への貢献度は、資源
に対する割合が 0.044 と極めて低くなっている。
その後、1995 年に 176,000 尾が放流されたのを
皮切りに、それ以降 30 万尾以上の放流が行われ、
2005 年には最多の 550,000 尾が放流された（安達、
。しかしながら、ヒラメ種苗の放流尾数は
2011 c）
マダイの半数以下であり、その傾向は現在も続い
ている。
表 1 に示したマダイとヒラメの資源特性値類を
みると、マダイの全死亡係数 Z が 0.370、ヒラメ
のそれは 0.742 ～ 0.863 とマダイの 2 倍以上の値
となっている。自然死亡係数 M はマダイもヒラ
メも 0.2 と仮定したので、マダイの生残率 S がヒ
ラメのそれよりも高くなり、漁獲率 E は低くなる。
この現象はマダイの漁法の主体が定置網と一本釣
であるのに対して、ヒラメの場合は底曳網が主漁
法であるため、漁獲能力の違いからヒラメの漁獲
率 E が高くなり、生残率 S が低くなるのだろう。
資源尾数をみると、1994 年のマダイが 236,495
尾、同年の沿岸漁場と小型底曳網漁場のヒラメ１
が 228,849 尾、2009 年の小型底曳網漁場でのヒ
ラメ２ が 262,100 尾、同年の沖合底曳網漁場のヒ
ラメ３ は 128,908 尾となっている。マダイ、ヒラ
メとも、その資源量は年々変動しているのであ
ろうが、ヒラメの分布は沖合底曳網漁場よりも

沿岸漁場と小型底曳網漁場の方が多いと考えら
れる。その原因は沖合底曳網漁場の水深は、主と
して 80 ｍ以深のため、その水深では数量の多い
若齢ヒラメの生息が少ないためである。そのこと
は沿岸漁場を含むヒラメ１の漁獲物年齢組成にお
ける完全加入年齢は 2 歳（安達、2007）、小型底
曳網漁場のヒラメ２のそれは 3 歳（安達、2014a）
で、沖合底曳網漁場のヒラメ３ では 4 歳（安達、
2014 b）であることが示している。
放流マダイの全体の資源尾数に占める割合（直
接的放流効果）は 0.250 であるのに対して、放流
ヒラメの全体の資源尾数に占める割合は、0.044、
0.026、0.023 とマダイに比べて極めて低くなって
いる。このマダイとヒラメの直接的放流効果の違
いが現われる原因については、2 つのことが考え
られる。１つは先述のとおりマダイとヒラメの種
苗放流尾数に大きな差があること、2 つは、放流
魚の添加効率（放流されてから 1 歳で加入するま
での生残率）がマダイは高くヒラメは低いことで
あろう。
また、マダイの場合、放流種苗は海中という 3
次元空間を利用して生き残っていくが、ヒラメ種
苗は主に海底という 2 次元空間で生活するため、
餌を摂ることや外敵からの逃避などではマダイ種
苗よりも不利である。このためにヒラメ種苗の放
流から加入までの生残率がマダイよりもかなり低
くなるのだろう。このようなヒラメの生残特性か
ら、種苗放流によるヒラメ資源造成の直接的な放
流効果は、マダイに比べてかなり劣ることになる。

４．島根県におけるマダイとヒラメの
再生産式
マダイ・ヒラメ種苗放流による再生産効果（世
代間効果）を検討するためには、マダイとヒラメ
の再生産式が必要である。そのために、ここでは
リッカーの再生産式を検討した。リッカーの再生
産式は、死亡係数が親魚尾数と直線関係にあると
いう仮定を前提としている。
その再生産式は、Ｎ 1 ＝ａ・Ａ・ｅ－ｂＡ
・・・(1) で示される。Ａは親魚数、Ｎ 1 はそ
の産卵に由来する 1 歳の加入尾数、ａと b は定数
である。ｂＡは死亡係数で親魚尾数Ａに比例する。
e － bA は生残率である。この再生産式では、親魚
尾数Ａの値が小さい時には、加入尾数Ｎ 1 は親魚
尾数Ａの増加とともに増加するが、新魚尾数Ａ
が増加してくると、今度は生残率 e － bA の減少の
影響が大きくなってＮ 1 が減少し始める。この最
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大のＮ 1 が個体数の到達する限界値である。した
がって、Ａの大きさを漁獲によって調整すること
により最大持続生産尾数を算出することができ
る。
・島根県隠岐西ノ島町沿岸海域のマダイの
再生産式
この海域におけるマダイの再生産式は推定され
てないので、安達（2014 b）が示したヒラメ資源
が定常状態にある時の再生産式の推定方法をマダ
イに適用して求めた。以下に方法の概要と計算結
果を示す。まず、
（1）式の両辺をＡで割ると次の
(2) 式が得られる。
Ｎ 1 /Ａ＝ａ・ｅ－ｂＡ・・・（2）
対数をとると、
表２
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ln( Ｎ 1 /Ａ ) ＝ ln ａ－ｂＡ・・・(3)
（2) 式の左辺は、再生産率Ｋ（＝Ｎ 1 /Ａ：親魚
1 尾から何尾が生き残って加入するか）で、定数
ａはｂ＝ 0、Ａ＝ 1 の時の値である。したがって、
その時のａは、ａ＝Ｎ 1 ＝Ｋとなる。(3} 式より
ｂ＝（lna ＋ lnA － lnN1）/A・・・（4）が得られ
るので、定数 b も求めることができる。また、再
生産率Ｋは Ｋ＝（1 －Ｓ）/ Ｓ 2（安達、2008）
で計算できる。
表 1 に 生 残 率 Ｓ ＝ 0.691、 加 入 尾 数 Ｎ 1 ＝
63,554、 表 2 に 親 魚（3 歳 以 上 ） 尾 数 Ａ ＝
122,067 が示されているので、まず、再生産率Ｋ
＝（1 － 0.691）/0.6912 ＝ 0.647146169 を計算す
る。すなわち、ａ＝Ｋなので、ａ＝ 0.647146169
となる。

マダイ・ヒラメの天然魚と放流魚の親魚尾数（1994 年 4 月～ 1995 年 3 月）
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また、
（4）式にａ、Ｎ 1 、Ａを代入すると、ｂ
＝ (ln0.6471461 ＋ ln122,067 － ln63,554)/122,067
＝ 1.781783・10 － 6 と計算され、
Ｎ 1 ＝ 0.647146169・Ａ・exp（－ 1.781783・
10 － 6・Ａ）・・・（5）
という再生産式が得られる。
・島根県石見海域と沖合底曳網漁場（浜田沖～対
馬東海域）のヒラメの再生産式
島根県石見海域のヒラメの再生産式は、安達
（2013）が報告した次式がある。
Ｎ 1 ＝ 3.8771851・Ａ・exp（－ 1.135796515・
・・・（6）
10 － 5・Ａ）
表３

また、沖合底曳網漁場（浜田沖～対馬東海域）
におけるヒラメの再生産式は、次のような安達
（2014 ｂ）が推定した式がある。
Ｎ 1 ＝ 3.245659351・Ａ・exp（－ 2.6006617・
10 － 5・Ａ）・・・（7）

５．マダイとヒラメの間接的な放流効果
の比較
表 2 に 1994 年 4 月～ 1995 年 3 月のマダイと
ヒラメの天然魚と放流魚の親魚尾数を示した。す
なわち、マダイとヒラメの種苗放流効果を比較す
るためには、放流環境を考慮すると同一年の資料

マダイ放流魚により再生産された天然魚の年齢別資源尾数
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を用いることが適切であろう。マダイ天然魚の
親魚尾数は 94,982 尾、ヒラメのそれは 57,198 尾
である。それに対して放流魚の場合はマダイが
27,085 尾、放流魚が 3,090 尾とその差が極めて
大きい。その原因は表 2 に示したマダイとヒラメ
の年当たりの生残率Ｓの差が現われていること、
マダイとヒラメの直接的な放流効果（放流魚の全
体の資源に占める割合）の差が大きいことにある。
次に、表 3 の右端にマダイ放流魚により再生
産された天然魚としての年齢別資源尾数を示し
た。その計算方法は、
（5 式）のマダイの再生産
式にマダイ放流魚の親魚尾数 A ＝ 27,085 尾（表
2）を代入すると、再生産された 1 歳の加入尾数
N1 ＝ 16,703 尾を得る。各年齢の年級は、1 歳は
1993 年級、以下、2 歳は 19992 年級、寿命の 15
歳は 1979 年級であることから、資源が定常状態
にあると仮定すると、1 歳の加入尾数に年当たり
の生残率 S を掛けていくことで各年級の資源尾
数が計算される。
例えば、1 歳（1993 年級）の 16,703 尾に天然
魚の生残率 0.707（表 2）を掛けると 11,809 尾、
さらに 0.707 を掛けると 8,349 尾、以下、順次、
生残率 0.707 を掛けていくことにより、放流魚の
表４
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再生産による 15 歳までの資源尾数が計算できる。
それらを合計したものが放流魚の再生産により造
成された天然魚の資源尾数である。その結果は
56,692 尾となり、天然魚の資源尾数が 177,388
尾なので、割合は 56,692/177,388 ＝ 0.320 とな
る。この割合がマダイの種苗放流による間接的な
効果である。すなわち、マダイ天然魚のうち 0.320
が放流魚の再生産によるもので、全体の資源量で
は（59,107+56,692）/236,495 ＝ 0.490 となり、
マダイ資源量の約半数が放流魚の貢献によるもの
となる。この 0.490 という割合はかなり高いが、
他の方法で推定した同年の割合は 0.604（安達、
2011 ｂ）と高く、その共通した高い割合からマダ
イ放流魚の資源増大に対する貢献が極めて大きい
ことを示している。
ヒラメについても同様の計算をすると、表 4
に示したとおり、放流魚の再生産による資源尾
数が 22,533 尾、再生産式から計算される 1 歳の
加 入 尾 数 が 11,567 尾 で あ る。 こ の 値 に 表 2 に
示したヒラメ天然魚の生残率 0.487 を掛け、各
年齢の資源尾数を合計すると 22,533 尾となる。
天然魚資源尾数が 218,831 なので、その割合は
22,533/218,831 ＝ 0.103 で あ る。 す な わ ち、 ヒ

ヒラメ放流魚により再生産された天然魚の年齢別資源尾数（ヒラメ１）
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ラメ天然魚のうち 0.103 がヒラメ放流魚の再生産
により資源が造成されていることになる。全体で
は（10,018+22,533）/228,849 ＝ 0.142 と な る。
1994 年 4 月～ 1995 年 3 月にかけてのヒラメ資
源の約 14％は、放流魚の貢献に依っていること
になる。

とではなかろうか。そして、マダイ、ヒラメの水
揚げされる現場に出向いて、それらを直接、自分
の眼で見ることにより不正確な現象を知り、手探
りであっても得られた情報を適宜判断し、解析し
ていくことであろう。
（完）
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この報告は、島根県におけるマダイとヒラメの
放流効果について、マダイの方がヒラメよりも種
苗放流による効果がはるかに大きいことを示した
ものである。その放流効果とは、天然魚の資源量
に放流魚がどの程度添加したのかで評価される直
接的効果とともに、親魚となった放流魚が再生産
することにより天然資源を増大させる間接的効果
で、その 2 つの効果を併せたものである。
現在、マダイ・ヒラメの放流効果は、全国的に
は漁獲物中の放流魚の占める割合である混入率
で評価されている。ただ、ここで示したような放
流効果を考慮した報告は、これまでに亘（2012）
の「平成 23 年度ヒラメ瀬戸内海系群の資源評価」
に述べられた「瀬戸内海におけるヒラメの加入の
うち 2 ～ 3 割は種苗放流に由来しており、天然の
加入群を下支えする一定の効果があると考えられ
る」がある。ただし、ここで報告した放流魚が親
魚となり、その再生産による効果を期待するとい
う考え方については全く触れられていない。また、
この報告で述べたとおり、マダイの種苗放流は直
接的、間接的に大きな効果が現われているが、ヒ
ラメの種苗放流の場合は、直接的効果が小さいた
め、間接的な再生産効果を期待するという考え方
。
に立つべきであろう（安達、2015 a, 2015 b）
ただ、筆者はどちらの魚種についても間接的効
果という目に見えないものを水産資源力学的に追
求することについて、その結果を疑い出せばきり
がないという悩みを持っている。すなわち、島根
県におけるヒラメ、マダイの海域分布が捉えにく
い、資源量算出の基である漁獲量の精度が良くな
い、自然死亡が不明であること、移動・回遊など
の生態特性が分からないなど、偶然に左右される
不確定性要素を抱えているからである。
しかし、そうではあっても水産資源力学的な計
算をしなければ、世代間効果である間接的効果を
含む今後の栽培漁業の成果については、何も見え
てこないことも事実である。それを解決するため
の方法は、資源研究者が増殖研究者と共に、栽培
漁業の放流効果の調査研究に積極的に参加するこ
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