本誌 No. 48（2019.7）18 ページ右列下から 9-10 行目の記載数値 3 カ所（下記赤字部分）に間違いが
ありましたので，以下のとおり訂正いたします。
【誤】
・照射光（波長）
・・・・青：450 nm 緑：520 nm 赤：630 nm 白 450 nm、590 nm（２ピー
ク）
【正】
・・・・青：450 nm 緑：518 nm 赤：630 nm 白：453 nm、558 nm（２ピー
・照射光（波長）
ク）
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『豊かな海』を守るために
水産庁九州漁業調整事務所長
平成 31 年 4 月下旬、佐賀県唐津湾を見下ろす

佐々木

拓

等の取締りを行っています。

高台にある妙見神社で、
「
『速鳥丸』殉職者慰霊

『外国漁船の操業問題』というと、最近マスコ

祭」が挙行されました。農林省（当時）漁業取締

ミに取り上げられることも多い日本海の大和堆な

船『速鳥丸（はやとりまる）』は、1927（昭和 2）

ど、少し遠い海域というイメージを持たれるかも

年 4 月 30 日に唐津港を出港、翌 5 月 1 日済州島

しれませんが、九州周辺では、例えば、長崎県の

の南西の海域において遭難し、乗組員 23 名のう

対馬と韓国の大都市釜山は約 50 キロしか離れて

ち 22 名が亡くなるという惨事となりました。今

おらず、韓国漁船は母港を出て 1 時間強で日本の

から 90 年以上も前の海難事故ですが、同船の根

排他的経済水域（EEZ）の縁（境界線）に到達

拠港であった唐津市の関係者は、現在も御遺族の

出来るという地理的位置にあります。現在、韓国

子孫の方々をはじめ、関係行政機関などの関係者

や中国との協定に基づく相互入漁が途絶えている

も招き、殉職された方々の慰霊祭を毎年行ってい

中ではありますが、近年急速に勢力を拡大してい

ます。

る中国漁船を含め、外国漁船は、我が国漁船を遙

昨年初めてこの慰霊祭に参加し、水産庁の前身

かに上回る隻数で、効率の高い漁法なども駆使し

組織の所属船の海難事故の事実を知り、改めて漁

ながら、
『隙あらば』我が国の「豊かな海（EEZ）
」

業や漁業取締りなどの海の関係の仕事が常に危険

へ侵入しようとする例が後を絶ちません。このた

と隣り合わせであることを思い起こし、海難事故

め、常にこれらを監視し、侵入を防ぐ必要があり

の防止に真剣に取り組むことの重要性を再認識し

ます。

ました。また、この海難事故で尊い命を奪われた

一方、この海域における我が国漁船の状況はと

我々の先輩の方々のご冥福をお祈りし、そして何

いえば、例えば、終戦後には約 950 隻（昭和 23 年）

より、長年にわたりこの慰霊祭を行って下さって

という勢力で我が国の代表的な漁業であった以西

いる唐津市の関係者の皆さんに心から感謝しなが

底びき網漁業が資源の悪化などにより、廃業や漁

ら、今回、このことを紹介しました。

船の再編整理を経て、現在 8 隻（4 カ統）なのは
顕著な例ですが、全体としても漁船の勢力は往時

この機会に、日本の『豊かな海』を守るための

には及びませんが、我が国 EEZ 内の資源を大切

漁業取締りをはじめ、東シナ海など九州海域の状

にしながら漁業を行い、地域を支える重要な存在

況に、少し触れさせて頂きたいと思います。

となっています。

大陸と日本列島の間に横たわる東シナ海、対馬

また、東シナ海はサバ類、マイワシ、マアジそ

海峡及び日本海は、我が国漁船の重要な漁場であ

してスルメイカなどの重要な水産資源の産卵場で

るとともに、韓国や中国などの漁船も活発に操業

もある、まさに『豊かな海』です。多数の中国漁

する国際的な漁場となっています。こうした漁場

船等がこの海域で、大出力の集魚灯を用いて操業

においては、日韓あるいは日中漁業協定などの国

する状況を間近で見ると、水産資源の再生産につ

際取りきめに基づいて操業秩序の維持が図られて

いても強い危機感を抱かずにはいられません。こ

いますが、残念ながら外国漁船による違法操業は

の海域においても早期に関係国が協調して水産資

あとを絶たず、むしろ年々悪質化、巧妙化してい

源の保存管理に取り組むことが強く望まれます。
今後とも、我が国の漁業者が、我が国の『豊か

るというのが実態です。

2

水産庁九州漁業調整事務所は、12 隻の漁業取

な海』で安心して漁業が出来るよう、我が国の漁

締船を擁し、我が国漁船が安全かつ将来にわたっ

業者や漁協、関係機関などとも連携しながら外国

て持続的に漁業を営むことが出来るよう外国漁船

漁船の取締りに取り組んでいきたいと思います。
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全国豊かな海づくり推進協会では、 水産研究 ・ 教育機構、 宮城県水産技術総合センター、 福
島県水産資源研究所、 北里大学、 神奈川県水産技術センター、 スタンレー電気株式会社、 神
奈川県栽培漁業協会と研究チームを組んで、 競争的資金である国立研究開発法人農業 ・ 食料
産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター 「革新的技術開発 ・ 緊急展開事
業」 （うち地域戦略プロジェクト） に 「地域重要魚種の増養殖に関する低コスト化に係わる生産
体系の確立」 の課題提案を行い、採択を受けて、平成 28 〜 30 年度の３ヵ年の研究を行いました。
本研究では、 ホシガレイとマコガレイの人工種苗生産における各工程 （親魚養成， 種苗生産，
中間育成） において、 閉鎖循環飼育、 省力省コスト飼育、 特定波長光照射飼育などの新技術を
活用し、 生産コストの大幅な削減を目指すとともに、 技術の有用性の実証規模での検証に取り組
みました。
一方、 本研究に参画している北里大学高橋明義教授は、 上記事業とは別に大分県農林水産
研究指導センターと共同で、「緑色 LED 光を利用したヒラメ養殖試験」 に取り組んでこられました。
そこで、 本号では、 特定波長光が異体類に及ぼす影響の部分にフォーカスした特集を行うこと
としました。 まず、 北里大学高橋教授に緑色 LED 光照射飼育の効果とその原理解明の現状を解
説していただきました。 次に上記事業によって明らかになったホシガレイの成長促進効果を東北
区水産研究所清水大輔主任研究員に、 マコガレイの成長促進効果を神奈川県水産技術センター
中村良成部長に、 それぞれ解説していただきました。 最後に大分県農林水産研究指導センター
都留久美子主任研究員に、緑色 LED 光を使ったヒラメ養殖試験の結果を報告していただきました。
水温や照度および飼餌料の栄養価によって成長が異なることは古くより知られており、 多数の
研究報告があります。 しかしながら、 飼育環境の光の波長が成長に 1.5 倍前後もの大きな影響
を与えることにはびっくりしました。 もっとも 「成長促進した」 というより、 「魚の生理 ・ 生態に合っ
た環境を整えてあげることで本来持っていた成長が現れた。」 と考えた方が良いように思います。
まだ世に知られていない面白い知見や技術が他にもあるかもしれません。

水産研究・教育機構東北区水産研究所宮古庁舎における
緑色 LED 光照射によるホシガレイ中間育成

豊かな海

No.48

2019.7

3

集

1 緑色光はいかにしてカレイ類の成長を促進するのか
北里大学 海洋生命科学部

教授

高橋明義・研究員 笠木

１．はじめに

聡・准教授 水澤寛太

殖業者の水槽での緑色光の効果を認めている。神
奈川県水産技術センターにおける試験では緑色光

高成長は魚類養殖でも放流種苗生産においても

によってマコガレイの成長が促進した。これらの

極めて重要な因子である。成長が速ければ飼育

一連の成果から、緑色光が、少なくとも異体類の

設備への魚体の収容から出荷までの期間が短くて

成長促進に有効とみなしてよい。しかし、緑色光

済み、水槽の回転が速い。魚類飼育の宿命として、

が成長を促進するしくみはほとんど解明できてい

生産者は生産量を増やしコストを下げるために生

ない。以下にこれまでの経過を整理し、妄想を交

簀や水槽にできるだけ多くの魚を収容したい。し

えつつ今後を展望する。

かし収容密度が高くなると成長は遅れる。種苗生
産場や養殖場という人為的飼育管理下では、魚は

２．なぜ緑色光なのか

自然界ではありえないほどの餌にありついている
であろう。適切な飼育密度で、適切な飼育水温下

白色光は可視光線に含まれる光の波長の総和で

で、適切な給餌を行えば、それなりに成長するは

あり、物体がすべての波長の光を反射すれば白の

ずであるが、魚類飼育では「それなり」を超えて

色がつくられる。光の三原色である青、緑、赤の

成長を速めて出荷したい。実際は限られた飼育水

光を混ぜても白の光ができる。一般に魚類の色覚

の容量の中で高密度に飼育され、時には摂餌が進

は優れている。後述のとおりマツカワにも当ては

まず成長も停滞する低水温にさらされることもあ

まるため、白背地に起因する成長促進効果がはた

る。さまざまな要因が成長に影響を及ぼす飼育環

して特定の有彩色光でも認められる現象であるの

境において、飼育対象魚の成長を促進するための

かといった興味がわいた。この発想にもとづいて、

さまざまな手法が考案されてきた。魚類栄養学の

青、緑および赤の LED 光照射下でマツカワの飼

面では餌の改良、内分泌学では成長ホルモンの投

育を行なった 2, 3）。

与、遺伝子工学では成長ホルモン遺伝子の導入、
分子育種では遺伝子編集によるミオスタチン遺伝

の環境光（自然光を含む屋内光）では、餌を与え

子の改変、などがある。これらは長年の学術活動

てもほとんど動かないことを、2010 年（平成 22

により得られた成果の賜物である。

年）に北里大学三陸キャンパスにおいて動画に

魚類の成長には波長、強度、日長などの光環境

記録した（図 1）。飼育は 10 月 12 日から翌年 1

も影響を及ぼす。成長促進に有効な光環境の条

月 13 日まで自然水温で行い、この間水温は 21℃

件は魚種によって異なる。たとえば日長の変化は

から 4℃程度に次第に低下した。撮影日の水温は

サケ科魚類稚魚の成長に影響するが、異体類の稚

10.3℃。低水温のためマツカワの摂餌行動が鈍く

魚に対する効果はあまりない。筆者らは今世紀に

なったのである。このようにほとんど動きが認め

入ってから、異体類の成長が光の波長成分の影響

られない低水温下においてすら、緑色光を照射す

を受けて促進されることを発見した。まずマツカ

るとマツカワの摂餌行動が活発になり、餌をよく

ワにおいて白背地での成長が黒背地よりも優れて

食べた。

いることを見出した 。さらに LED を光源とす

緑色光下での成長をできるだけ正確に評価する

る緑色光の照射によっても成長が促進されること

ために、北海道区水産研究所厚岸庁舎において安

を明らかにした。緑色光による成長促進はホシガ

藤忠博士と村上直人氏の協力を得て、一定光周期

レイとヒラメでも認めている。ヒラメについては

（明期 06:00-16:30）で LED 光照射を試みた（図

1）

大分県農林水産研究指導センター水産研究部が養

4

水温がおよそ 10℃以下の時、マツカワは通常
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2）1）。水温は平均 14.9℃、8.6℃、6.6℃に設定し、

特定波長光による異体類の成長促進効果

図１

特

北里大学三陸キャンパスに設置した（株）ケイ・エム アクト作製の水槽

当初は A のように４基の水槽をスタンレー電気（株）の白 LED（C）、青 LED（D）、赤 LED（E）、緑 LED（F）を付けた蓋を被せた。
本文に記載した実験では、白 LED は省き、代わりに環境光下での飼育を対照区とした（B、右上）。

環境光下で 4 週間飼育したところ摂餌量は水温
が低いほど少なく、6.6℃区が最低であった（図
3A）。摂餌量に対応して日間成長率（体重）も異
なっていた。8.6℃ではほとんど成長せず、6.6℃
区では体重に減少が認められた（図 3B）。この水
温では摂餌によってもたらされる同化作用が生命
維持のための異化作用を下回っていたために、飼
育期間中に体重が減少したのであろう。青色光で
図２

北海道区水産研究所厚岸庁舎の暗室に設置した
LED 水槽

図１の水槽を改良し、厚岸に移設した。LED の劣化を防止
するために、図 1 と比べて風通しを良くする工夫を施した。
右下の挿入写真は対照区（環境光区）の水槽。

も良く動き成長するが，低水温での動きやベテラ
ン飼育員の観察眼を総合して、成長にとって緑色
光が最も有効であると判断している。
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A

B

図３

有彩色光照射下でのマツカワの成長と摂餌

青 LED 光（ピーク波長 464 nm）
、緑 LED 光（同 518 nm）、赤 LED 光（同 635 nm）照射下で 4 週間飼育したマツカワの日間摂餌
量（A）と体重の日間成長率（B）。平均水温：6.6 ℃、8.6 ℃および 14.9 ℃。異なる英小文字間には有意差がある。文献 1 より作図。
n = 49-50。

３．緑色光下での異体類の特徴的な行動

を抑制する低水温の力に勝ったと考えることがで
きる。

マツカワを用いた実験で得られた興味深い現象

緑色光により行動が活発になる現象は他の異体

は，成長が極端に遅滞する水温でも、緑 LED 光

類でも同様である。大分県では出荷サイズに近い

の照射によってマツカワの摂餌量が増加し（図

サイズのヒラメがまるで回遊魚のように泳ぎ回る

3A）
、日間成長率も環境光区に比べて高いことで

ことを確認した。その様子は壮観でさえある。神

ある（図 3B）。特に、6.6℃区では環境光下での

奈川県水産技術センターにマコガレイを取材した

成長率はマイナスであったが、マイナスの値が減

毎日新聞の記者は、緑色光を照射した稚魚が元気

少してゼロに近づいたのではなく、ゼロを超えて

に動く様子を動画ニュースでレポートした。緑が

プラスに転じていた。低水温で静止しているマツ

なにかのスイッチをオンにしたのであろう。その

カワを緑色光が駆り立てて摂餌行動を活発にし、

スイッチはどのような生物現象につながるのであ

同化作用が異化作用を上回ったことが示唆される。

ろうか。

いわば摂餌行動を活発にする緑色光の力が、それ

6
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４．色覚の分子

特

（SWS2A および SWS2B）が認められた。マツ
カワと同じく棘鰭上目魚であるメダカやシクリッ

魚類の視覚は他の脊椎動物と同様に眼球の内側

ドとの比較の結果、すべてのオプシン遺伝子につ

にはり巡らされている網膜で光が受容されること

いて相同な遺伝子が共有されていることから、こ

から始まる 。網膜には視細胞が存在し、視細胞

れらのサブタイプ化は棘鰭上目の祖先における遺

に含まれて光受容を担う分子が視物質である。視

伝子重複に由来すると考えられる。

4）

物質はビタミン A の誘導体であるレチナールと

ただしマツカワ RH2-A は遺伝子としての形は

オプシンとよばれるタンパク質から構成される。

あるものの、機能できない偽遺伝子として存在し

これらが吸光団として物理的な刺激である光を吸

いることがわかった 8）。発現が確認された以上の

収する。視細胞には錐体細胞と桿体細胞がある。

7 種のオプシンについて分子生物学的手法を駆使

錐体細胞は明るい環境ではたらいて光の色を識別

して最大吸収波長（λmax）の測定を行った。多くの

する。桿体細胞は薄明視を担う。すなわち色を感

オプシンは棘鰭上目魚種として妥当な値のλmax を

じることができない暗さの環境ではたらく。

示したが、SWS2A は 482 nm と、一般的な棘鰭上

錐体細胞には複数の種類があるが、ある 1 種の

目魚の SWS2A（λmax: 430-460 nm 程度）に比べ

錐体には基本的に 1 種類のオプシンタンパクが発

て長い波長に対する感受性を示した（図４）。こ

現するため、オプシンの種類が錐体の種類に対応

の波長は青よりも緑に近いが緑よりやや短波長の

する。何種類のオプシンを持ち合わせているかは

青緑に対応する。よって、このマツカワ SWS2A

生物種によって大きく異なる。ヒトには青型、緑

の特徴を

グリーンシフト

とよぶ。

型、赤型の 3 種類が存在する。霊長類以外の哺乳

以上の偽遺伝子化とグリーンシフトにもとづく

類では青型と赤型の 2 種類がある。鳥類では菫型

マツカワの色覚の進化に関するシナリオの一つを

もしくは紫外線型が加わり 4 種類である。このよ

以下のように考えることができる。まず、RH2-A

うなオプシンの多様性は、それぞれの生物が進化

の偽遺伝子化により緑色光感受性のオプシンが減

の過程でそれぞれの生息環境に適応した結果だと

少した。次にこれを補うように SWS2A のグリー

考えられている 。分子進化学の研究成果により、

ンシフトにより緑色光付近の波長を受容するオプ

脊椎動物の共通祖先種には少なくとも 4 種類の錐

シンが生じた 9）。つまり、見掛け上は緑色光を中

体オプシンが存在したと考えられている。それら

心とする波長に対する感受性を維持している。

5）

は紫外線型（SWS1）、青型（SWS2）、緑型（RH2）
および赤型（LWS）である。桿体オプシン（薄
明視型）については 1 種類（RH1）とされる 6）。
脊椎動物の中でも特に硬骨魚類の色覚は種間の

490 nm
RH2-C
緑

100

異なることを反映している。光が豊富な淡水の水
面近くに生息するメダカには 8 種類の錐体オプシ
ンがある一方で、深海の暗闇に棲む深海魚には錐
体オプシンがない 7）。われわれはマツカワにおい

標準化吸光度

差が大きい。これは魚種により生息環境が大きく

マツカワには SWS1、SWS2、RH2、LWS お
よび RH1 のオプシンが存在する 4, 8）。すなわち紫
外線型、青型、緑型、赤型および薄明視型の 5 種
のオプシンがすべて備わっている。これらのうち
RH2 には 3 つのサブタイプ（RH2-A、RH2-B お
よび RH2-C）が、SWS2 には 2 つのサブタイプ

506 nm
RH2-B
緑

482 nm
SWS2A
緑

50
367 nm
SWS1
紫外線

て以下のような研究結果を得た。

５．異体類のオプシン

494 nm
RH1
ロドプシン

0

300

図４

416 nm
SWS2B
青

400

552 nm
LWS
赤

波長 (nm)

600

500

マツカワの錐体オプシンと桿体オプシン
（ロドプシン）の吸収曲線（模式図）

それぞれの色に対応する数字は吸収極大波長。マツカワ青 A
の吸収極大波長は青緑付近であるが、アミノ酸配列では青
オプシンのグループに入る。破線で示す RH1 はロドプシン。
吸収極大波長の測定は視物質再構成実験による。
文献 8 を改変。
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６．色覚と生態

の mRNA は減少した。これらの減少は、RH2-C
を除いてそれぞれが受容する波長の光の減衰と

マツカワは北海道から東北にかけて太平洋沿

対応することから、不要なオプシンの発現が抑

岸に生息する。水深 200 m 以浅の砂泥に生息して

制されるものと推測される。RH2-C の発現は減

おり、産卵期には岸に移動して浅海域で産卵する。

少 し て は い る が、 そ の mRNA 量 は、RH2-B と

稚魚期は水面近くに生息し、菫や青などの短波長

SWS2A の 1％程度であることから、減少しても

から赤の長波長まで広い範囲の可視光線のスペク

緑色光の感知には大きな影響はないのであろう。

トルからなる光環境に包まれている。やがて成長

RH1 の発現は顕著に増加した。これは深度の増

にともなって深場に移動する。深度が増すにつれ

加にともなって光そのものの量が減少して暗くな

て、菫や青の光はレイリー散乱により、また赤の

ることに対応すると考えられる。

波長は吸収により少なくなる。光がかろうじて届

７．光環境と魚類の食欲および成長

く水深は約 200 m であり、それより深い光が届か
ない海域は深海である。深くなるにつれて光の量
は減衰するが、弱い光の中で相対的に緑や青緑の

冒頭に述べたように白背地で飼育するとマツカ

。マツカワが緑や青緑を感知

ワの成長が速くなる 11, 12）。この現象は光環境、特

するオプシンを 3 種類有しているのは、緑や青緑

に背地色の差異によって産生量が変動するホルモ

のみが届く深い深度で生息するために、進化の過

ンの関与を想起させる。魚類は体色を背地色にあ

程で適応した結果かもしれない。

わせて変化させることができる。マツカワは、黒

波長が多くなる

10）

飼育下のマツカワを用いて眼球におけるオプシ

背地では水槽の色と見分けがつかないほど黒くな

ンの発現と成長の関係を調べたところ興味深い結

る。白背地では、さすがに真っ白になることはな

果が得られた（図 5） 。受精後 3 か月、15 か月、

いが、明るくなる 13, 14）。体色変化に係わる代表

27 か月齢の個体では、緑型の RH2-B と SWS2A

的なホルモンは脳の視床下部で産生されるメラニ

の発現には成長にともなう変動が認められなかっ

ン凝集ホルモン（MCH）と下垂体中葉で産生さ

た。成長が進むと天然海域では生息水深が次第に

れる黒色素胞刺激ホルモン（MSH）である。こ

深くなるが、これらが生息域の環境に存在する緑

れらのホルモンは哺乳類では食欲調節に関与する。

色光の感知に、一貫して主たる役割を果たしてい

すなわち MCH は食欲を亢進し、MSH は抑制する。

るのであろう。一方、紫外線型（SWS1）、青型

魚類での MCH と MSH の食欲に関する研究は

8）

キンギョで行われている 15）。たとえば MCH をキ

オプシン遺伝子発現量
(104 copies/ng total RNA)

（SWS2B）
、緑型（RH2-C）および赤型（LWS）

100

SWS1

0.1

SWS2B

10

SWS2A

0.1

RH2-C

10

RH2-B

10

LWS

100

80

0.08

8

0.08

8

8

80

60

0.06

6

0.06

6

6

60

40

0.04

4

0.04

4

4

40

20

0.02

2

0.02

2

2

20

0

3 15 27

0

3 15 27

0

3 15 27

0

3 15 27

0

3 15 27

0

3 15 27

0

RH1

3 15 27

月齢
図５

成長にともなうマツカワオプシン遺伝子の発現の推移

縦軸は発現量に応じて異なる。SWS2A 遺伝子の発現量は、27 か月齢では 3 か月例と 15 カ月例の 2 倍であるが、統計的な有意
差はない。緑オプシンにおいて、SWS2A と RH2-B の発現量は同程度であるが、これらに比べて RH2C-C の発現量は著しく低く、
27 か月齢では 1/500 程度である。文献 8 を改変。誤差線は省略した。n = 6。
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ンギョ脳室内に投与すると摂餌量が減少し、逆に

特

10

MCH 抗体の投与により摂餌量が増加することか
ら、MCH は食欲を抑制するとされる。これらの

8

結果は哺乳類での知見とは逆である。筆者らの未
発表知見によれば、数週間の白背地飼育によりキ
餌量と成長に差は認められない。よって、少なく
ともキンギョでは MCH が食欲を亢進するとはい
えない。マツカワにおいては、白背地飼育により

体重 (g)

ンギョ脳内での MCH 遺伝子発現は高まるが、摂

MCH 産生量が上昇し成長も促進されることを複

6

4

数の実験により確認している。これらの状況証拠
2

からマツカワでは MCH は食欲を亢進すると考え
ている。
魚類をひとまとめにして MCH の食欲に関する

0

機能を一般化することは難しい。魚類における種
の多様性がホルモン作用の多様性にも表れている
のであろう。

図７

８．ホシガレイの成長と内分泌に対する
緑色光の効果への水温の影響

0

20
40
飼育日数 (日)

60

有彩色光照射下でのホシガレイメの体重の推移

黄四角：環境光、白三角：白 LED 光、青四角：青 LED 光、
青緑三角：青緑 LED 光、緑丸：緑 LED 光、赤丸：赤 LED 光。
文献 16 を改変。誤差線は省略した。n = 40。

ホシガレイについては白と青緑の LED を加

光区と同様であった。ヒラメでもホシガレイと同

えて同様の飼育実験を行った（図 6）
。その結果、

様な結果を得た。このようにして緑色光の成長促

やはり緑色光が最大の成長促進効果を示し、青

進効果がマツカワ、ホシガレイ、ヒラメで明らか

（図 7）。白の

になった。神奈川県水産技術センターでもマコガ

LED 光は短波長域から長波長域まで広い範囲の

レイの成長について、青、緑および赤 LED の中

光を照射するが、白色光区での成長は対照の環境

から緑色光が有効であることを見出している。

緑色光、青色光の順に続いた

16-19）

緑色光は内分泌系を介して成長促進に関与する
白: 447 nm

と考えている。その検証を現在、ホシガレイを用

青: 464 nm
青緑: 497nm

いて行っている。研究対象のホルモンは、視床下

相対分光放射照度 (%)

100

部では食欲調節に係わる一連の神経ペプチドであ

緑: 518 nm

80

白: 550 nm

60

り、下垂体では成長ホルモンファミリーなどであ

赤: 635 nm

る。緑色光照射下での成長とあわせて、これらホ
ルモン遺伝子の発現を調べた。
まず、緑色光の効果に対する水温の影響を明

40

らかにするために、平均水温 12℃、15℃、18℃

20

および 21℃で飼育したホシガレイに緑色光を照

0
400

射した 16）。背地色は黒とした。飼育開始時の全
450

500

550

600

650

700

750

800

波長 (nm)

図６

スタンレー電気（株）製 LED から照射される
有彩色光のスペクトル

ピーク波長は左から白（447 nm、550 nm）
、青（464 nm）、青
緑（497 nm）、 緑（518 nm）、 赤（635 nm）。 デ ー タ は ス タ ン
レー電気（株）からの提供。図１と２の白、青、緑、赤の各
種 LED 光の波長も同様である。

長と体重はそれぞれ約 22 cm と約 144 g であった。
30 日間もしくは 31 日間の緑色光照射飼育の結
果、いずれの水温でも体重には対照区に比べて約
20％の有意な増加が認められた。全長も伸長して
おり、有意差は 21℃区に認められた。これらの
結果から、ホシガレイの成長促進に対して、緑色
光は広い水温の範囲で有効であることがわかった。
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調べたホルモン遺伝子の中で、4 段階のすべて

ていたが、有意差は認められなかった。一方で、

の水温で発現量が増加したのは MCH 遺伝子のみ

弱光区において全長の日間成長率（% cm・day − 1）

であった。正確にいうと，2 種類存在する MCH

に有意な増加が認められた（対照区：0.07、弱光

遺伝子の一方の MCH1 型遺伝子であった （表

区：0.16、中光区：0.12、強光区：0.11）。しかし、

１）
。MCH は前述のように視床下部でつくられ

光強度依存的な増加は認められなかった。この飼

る。下垂体でつくられるホルモンの遺伝子につい

育実験に使用した白背地水槽では、黒背地水槽と

ては、成長ホルモン遺伝子をはじめとしてどのホ

は異なり底部から残餌を回収できるので、毎日の

ルモンにも緑色光による発現の変動は認められな

摂餌量を算定した。その結果、弱光区（22.4 g・

かった。白背地でのマツカワの成長と同じように、

day-1）、中光区（20.4 g・day-1）、強光区（20.1 g・

緑色光照射下のホシガレイにおいても MCH が摂

day-1）のすべてにおいて、対照区（14.6 g・day-1）

食促進に関与すると考えられる。黒背地では低下

に比べて摂餌量の増加が認められた。ここでも光

する MCH1 遺伝子の発現量を緑色光が高めたこ

強度依存性は認められなかった。マツカワでも環

とは間違いないであろう。

境光に緑色光を追加した飼育実験では、同様に光

16）

強度依存的な成長は認めていない。しかし、暗室

９．成長と内分泌に対する緑色光の
強度の影響

での緑色光照射では成長に光強度依存性を認めて
いる。周囲の光環境の差異が、緑色光の成長促進
効果に微妙な影響を与えるのであろう。

ホシガレイの成長に対しては、緑色光への光

白背地の水槽を用いたこの実験においても、脳

強度依存性も調べた（学術誌未発表）
。環境光

では MCH1 型遺伝子の発現量が増加した（表 2）
。

に加えた 3 段階（弱光区、中光区、強光区；5、

この増加は光強度依存的であった。一方、下垂体

・s ） の 光 量 子 束 密 度 で そ
れぞれホシガレイを 28 日間飼育した。背地色は

においてはソマトラクチン（SL）遺伝子の発現

白とした。その結果、平均全長（対照区：25.7

ホルモンである。黒背地では緑色光に起因する当

10、15μmol・m

−2

−1

量に減少が認められた。SL は体色を暗化させる

cm、弱光区：26.7 cm、中光区：26.3 cm、強光区：

該遺伝子の発現に変動が認められなかったことは、

26.5 cm）と平均体重（対照区：224 g、弱光区：

黒背地で最大値に達していたその発現を低下させ

259 g、中光区：243 g、強光区：244 g）は増加し

るほどには、緑色光に起因する発現抑制作用が強

表１

ホシガレイの脳および下垂体ホルモン遺伝子の発現に対する緑色光の効果（水温別、黒水槽）

器官

ホルモン遺伝子
メラニン凝集ホルモン -1

飼育水温 （℃）
12

15

18

21

増加

増加

増加

増加

メラニン凝集ホルモン -2

－

－

ニューロペプチド Y

－

増加

脳

オレキシン
下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ポリペプチド

増加
増加

－

－

－

－

増加

－

増加

増加

プロオピオメラノコルチン -C

－

－

－

－

アグチ関連タンパク質１

－

－

－

－

アグチ関連タンパク質２

－

－

－

－

成長ホルモン

－

－

－

－

下垂体

ソマトラクチン

－

－

－

－

プロラクチン

－

－

－

－

プロオピオメラノコルチン -A

－

－

－

－

プロオピオメラノコルチン -B

－

－

－

－

プロオピオメラノコルチン -C

－

－

－

－

対照区 （環境光区） に対する増減を表す。 － ： 変動なし。 文献 15 を改変。
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－
－
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表２

特

ホシガレイの脳および下垂体ホルモン遺伝子の発現に対する緑色光の効果（光強度依存性、白水槽）

器
官

脳

下
垂
体

光量子束密度（μmol•m‒2•s‒1）
5
10
15
－
－
増加
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
減少
－
－
－
－
－
－
－
減少
減少
減少
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

ホルモン遺伝子
メラニン凝集ホルモン-1
メラニン凝集ホルモン-2
ニューロペプチドY
オレキシン
下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ポリペプチド
プロオピオメラノコルチン-C
アグチ関連タンパク質１
アグチ関連タンパク質２
成長ホルモン
ソマトラクチン
プロラクチン
プロオピオメラノコルチン-A
プロオピオメラノコルチン-B
プロオピオメラノコルチン-C
糖タンパク質ホルモンα鎖
濾胞刺激ホルモンβ鎖
黄体形成ホルモンβ鎖
甲状腺刺激ホルモンβ鎖

対照区（環境光区）に対する増減を表す。 －：変動なし。学術誌未発表データ。

くはなかったと、取り敢えず考えることができる。

は脂質分解作用を有するホルモンでもある。この

逆に白背地では SL の必要性が低いために緑色光

ホルモン遺伝子発現量が低下することにより脂質

に依存して発現が変動しやすく、光強度依存的に

が分解されにくくなったために体内に蓄えられ、

SL 遺伝子の発現が低下したのかもしれない。SL

成長促進に結びつくことが想定される（図 8）
。

10．緑色光と内分泌の関係
のまとめ

緑色光
眼

視床下部 ＭＣＨ

脳内
食欲亢進

緑色光により MCH1 型遺伝子の発
現が高まることから、視床下部ホル

下垂体

モンの中では MCH が緑色光誘導性の

ソマトラクチン

成長促進に係わる有力なホルモンで
ある可能性が高い。緑色光の刺激に
より MCH の産生量が増え、食欲が亢

末梢細胞

摂餌量増加

進して摂餌量が増加すると考えられ

脂質分解作用低下

脂質蓄積

る。体内に吸収された物質が同化作
用によって効率よく使われることが

成長
図８

ホシガレイの実験から推測される緑色光と成長の関係

緑色光照射により遺伝子発現が変動したメラニン凝集ホルモン（MCH）と
ソマトラクチンの生物学的作用にもとづいて推定した。現時点の実験結果
にもとづくものであり、今後の研究の進展により順次改訂することになる。
MCH の食欲亢進作用は、カレイ類では状況証拠にもとづくものであり、ま
だ証明されていない。MCH とソマトラクチンの関係については本文を参照
されたい。

成長には必要である。SL の作用の低
下によって脂質分解作用が弱まるこ
とが、摂餌量の増加と相まって、成
長につながるものと推測される。こ
こで解釈に苦しむ現象は、光強度依
存性が MCH1 型遺伝子と SL 遺伝子
はあるが、成長と摂餌量には認めら
れないことである。このことは MCH
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と SL のみではなく、他の多くの因子が緑色光に

温は周囲の水温とほとんど同じである。そのため、

よる成長促進に関与していることを示す。

低水温では活動が低下し動かない。そのような言
わば極限状況下で、緑色光を浴びるとなぜ低水温

11．今後の課題と展望

に打ち勝って元気に遊泳するのであろうか。
JAMSTECによれば尻屋﨑と襟裳岬の中間点で

（１）緑色光と MCH ニューロンネットワーク

の水深 100 m の水温は 8 から10℃の間である
（http://

緑色光による成長促進は、緑色光照射により視

www.jamstec.go.jp/aplinfo/kowatch/?p=4368）。こ

床下部の食欲に関するニューロンの発火がもたら

の地点でこの水深に生息するマツカワが静止して

すと考えている。MCH ニューロンはその中心に

いるか遊泳しているか知る余地はない。しかし、

位置づけられる。MCH 遺伝子の発現は緑色光に

水面を見上げると緑や青緑の光が豊富に存在する

よく応答することから、MCH ニューロンには他

はずである。想像をたくましくするならば、マツ

のニューロンとネットワークを形成するなかで、

カワは LED からの緑色光を棲息水深の光環境と

緑色光の刺激を仲介する

みなして元気に遊泳するのかもしれない。ちなみ

ハブ

の役割があると

睨んでいる。よって課題の一つは、MCH ニュー

に、この

勘違い説

はある高校生から拝借した。

ロンが投射する、その先にある脳内のニューロン

勘違いだとしても、これはなぜ動くのかとの問

を解明して緑色光により発火する回路を解明する

いに対する答えにはならない。低水温に打ち勝っ

ことである。

てまで筋肉を動かす仕組みが作用しているはずで

MCH ニューロンは下垂体の神経中葉にも投射

ある。おそらくそれは脳を中心とする運動に係わ

している。神経葉と中葉は別々の組織であるが、

る神経系が緑色光によって刺激を受けた結果なの

硬骨魚類では神経葉が中葉に入り込んでいるため、

であろう。

神経中葉とよばれる。中葉には腺細胞の MSH 産
生 細 胞 と SL 産 生 細 胞 が あ る。MCH 遺 伝 子 と
SL 遺伝子の発現は、白背地では緑色光に対して

（３）有彩色光照射の魚類養殖への展開
有彩色光のうち緑色光がホシガレイ放流種苗の

光強度依存的に、それぞれ増加もしくは減少する。

中間育成に使われており、ヒラメでは陸上養殖

MCH と SL は体色調節において相反する作用を

に応用されつつある。現在のところ、緑色光照射

持っている可能性が高い。MCH は明化を、逆に

により成長を促進できる魚種は異体類のみである。

SL は暗化を導くと思われる。一般に下垂体の腺

筆者らの知見によれば、ニジマスの成長に有彩色

細胞は視床下部のニューロンに支配されている。

光は効かない。しかし、多数存在する養殖対象魚

従って、視床下部の MCH が下垂体の SL の分泌

の中から、有彩色光の影響を受ける魚種を見つけ

を調節するホルモンであると想定できる。SL は

出す試験を実施する価値はある。ホシガレイとヒ

脂質分解作用を有するホルモンでもある。MCH

ラメでは青、青緑、青、赤の LED 光の効果を試

と SL を組織学的に関連づけることにより、食欲

した。青と青緑および青緑と青のピーク波長の間

亢進と脂質分解抑制がつながって成長に結びつく

隔はそれぞれ 33 nm と 21 nm であるが、緑と赤で

ことを期待している。

は 117 nm と広い（図 6）。この間の波長の黄や橙
の光を試すことにより、成長に有効な有彩色光を

（２）緑色光が駆動する摂餌行動と遊泳
緑色光照射によりマツカワなどの遊泳行動が活

成長はさまざまな生物現象のうちのひとつであ

発になる。これは現在のところ実感としての認識

り、異体類ではそれが緑色光の効果として顕著に

に止まっているので、緑 LED の点灯の有無にお

表れたのである。翻って、有彩色光の影響を受け

ける行動を動画に記録して定量的に解析すること

る現象は成長以外にも存在しうる。最近鹿児島大

が急務である。緑色光により遊泳行動が活発にな

学のチームが発見した緑色光照射によるメダカの

る。そのメカニズムの解明は相手に取って不足な

性転換はその実例であり 20）、有彩色光照射の今

い大きな課題である。マツカワにおいては、ほと

後の展開を期待させるものである。

んど動かない低水温でも緑色光を当てると動き出
すことを認めている。外温動物である異体類の体

12

探りあてる可能性が高くなる。
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2 緑色LED光照射によるホシガレイの成長促進
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 東北区水産研究所
沿岸漁業資源研究センター 資源増養殖グループ
主任研究員

１．はじめに

清水

大輔

た。そのため、LED 光源の特性を生かして、水
産における新たな光利用技術を構築するために、

ホシガレイ Verasper variegatus は、太平洋西

2009 〜 2011 年の 3 年間にわたり、農林水産省農

部の沿岸域に分布する大型のカレイ類です。本邦

林水産技術会議事務局委託プロジェクト研究「有

においては幻の魚といわれるほど資源量が低位で

用水産生物の光応答メカニズムの解明及び高度利

推移しており、三陸、瀬戸内海西部、九州西部な

用技術の開発」が実施され、著者も研究開発担当

どに断片的に分布しているに過ぎません。そのた

として参画しました。本プロジェクトは、様々な

め、稀少性と市場価値の高さから、栽培漁業の対

魚種の様々な発育ステージに対して、様々な光強

象種として注目されるようになり、1990年代から

度・波長の光を照射して、網羅的に応答を調査す

本種の飼育技術の開発が各地で進められてきまし

るのがコンセプトでした。異体類は、飼育技術が

た。近年では長期にわたる技術開発の結果、問題

確立している類内の複数種（ホシガレイ、ヒラメ、

となっていた種苗生産初期の減耗や形態異常の防

ババガレイ）が異なる生息水深をもっており、ま

除が可能となり、高い生残率で安定的な量産が可

たそれぞれの発育段階でも生息水深が異なること

能になりました 。さらに親魚養成−種苗生産−

から、本研究の対象に選ばれました。

1）

中間育成の各工程に新技術（閉鎖循環飼育、ほっ

飼育実験は暗室内に設置した 1L 透明ビーカー

とけ飼育、緑色 LED 光照射飼育）を導入するこ

内で行い、3 魚種の発育ステージ（開口期、変態期、

とで、飼育コストの大幅削減が可能になりました

稚魚期）ごとに様々な光条件で飼育し、摂餌状況、

2）

。本報告では、ホシガレイの飼育技術が大幅に

成長・生残を調査しました。まず好適な光強度条

向上するに至った様々な技術のうち、緑色 LED

件は、浅海に棲む魚種ほど明るい必要があり（ホ

光照射飼育について紹介します。

シガレイ＞ヒラメ＞ババガレイ）、さらに発育に
伴い暗い条件下での飼育が可能となりました（開
口期＞変態期＞稚魚期）3）。このことから魚種毎、
発育ステージ毎に好適な明るさがあり、それらは
生息水深と密接に関わっていると考えられました。
また、生息水深と好適光条件の検討を行う上で、
光強度以外で重要なものとして色彩の変化があり
ます。太陽光は波長の異なるスペクトルから成り
立っており、海水はこれらのスペクトルを選択的

写真１

ホシガレイ

に吸収します。水深が増すごとに長波長側から赤、
オレンジ、黄、緑、青緑の順に吸収され、青が最
後まで残ります。そのため、水深 150 m の中深層

２．緑色 LED 光との出会い

域で生活するババガレイは暗くて青い光条件で生
活している訳です。そこで光強度条件の検討と同

14

近年、発光ダイオード（LED）の普及と価格

様に、好適な波長の検討を行いました。試験には

低下が進み、これまで以上に必要な波長帯や必要

LED 光源を用い、青：454 nm、青緑：497 nm、緑：

な強さの光を容易に利用できるようになりまし

518 nm、赤：635 nm、および白とし、光強度につ
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特定波長光による異体類の成長促進効果

いてはホシガレイとヒラメは 12.6μmol・m-2・s-1、

ピードを維持し、変態異常を防除しています。し

ババガレイは 0.2μmol・m ・s としました。試
験の結果、いずれの発育ステージにおいてもホシ

かし、ホシガレイ仔稚魚は天然海で 10℃程度の

ガレイ・ヒラメでは緑と青緑で、ババガレイでは

し難く、飼育水温の昇温以外で成長を促進させる

短波長寄りの青で摂餌状況が良好で、それに伴

方法を探していました。そこで、種苗生産に緑色

い成長および生残が高くなりました 。上記の 3

LED 光照射飼育を導入して成長を促進させ、降

魚種の成魚を用いた EIRG（electro-intraretinal-

温しても適正な成長スピードを維持して変態異常

retinogram、網膜電位）によるスペクトル感度特

を防除し、さらに生残率の向上ができないか試験

性を分析したところ、相対感度ピーク波長はホシ

を行いました。

-2

-1

水温に生息しているため、飼育水温が高いと飼育

3）

ガレイで 521 nm、ヒラメ 511 nm となり、最も深

種苗生産試験は 6kL 水槽（実水量 3.5kL）4 面

いところに棲息するババガレイは短波長寄りの

を用い、飼育水温（14℃、16℃）と光条件（緑色、

485 nm にピークが現れました。このように、飼

白色）を組み合わせた種苗生産試験（表 1）を行

育試験と EIRG 分析の結果はよく合致しており、

いました。試験の結果、生残率については、同光

好適な明るさと同様に魚種毎に好適な波長があり、

源で比較したところ、緑色 LED では 14℃区で

それは生息水深と密接に関わっていることが示唆

35.4％、16℃区で 27.5％、白色 LED では 14℃区

されました 4）。

で 63.2％、16℃区で 45.5％となり、水温が低い

本プロジェクトの成果より、ホシガレイにおけ

ほど生残率が良く、予想通りの結果となりました。

る発育ステージごとに必要な光強度、緑色 LED

成長については、変態直前の 35 日齢の全長を同

光で成長促進できる可能性が示され、これらをホ

水温区で比較したところ、白色 LED と比べて緑

シガレイの飼育に応用していくことになりました。
20

３．種苗生産に導入して失敗

a

b

c

a

緑-14℃

白-14℃

緑-16℃

白-16℃

19
18
17

も成長促進効果が認められたので、まず種苗生産

16

全長（mm）

緑色 LED 光照射飼育は仔魚期のホシガレイに
への導入を検討しました。ホシガレイなど異体
類の種苗生産において、成長は速いほど良いとい
う訳ではありません。異体類の種苗生産で問題と
なっている白化や両面有色といった変態に伴う

14
13
12

形態異常（変態異常）は、変態開始（F ステージ、

11

35 日齢前後）までの成長スピードと密接な関係

10

があります。ホシガレイでは成長が遅いと白化個

9

体が増加し、速すぎると両面有色が増加します 5）。
正常な稚魚を得るには、天然の海に生息する仔稚

図１

魚と同等の成長スピードを維持して飼育する必要

変態直前の 35 日齢の全長

（箱ひげ図、最小値、第 1 四分位点、中央値、
第 3 四分位点、最大値）
異なるアルファベットの群間で有意差あり

があります。そのためホシガレイ種苗生産では飼
育水温を 16℃に加温して天然魚と同等の成長ス
表１

15

飼育水温と光条件を組み合わせた種苗生産試験の概要
予想される結果

収容

光源

試験区
水温

成長

生残

変態異常

尾数

日齢

取上げ

緑色LED

14℃

ちょうど良い

良い

正常多い

35,000

60

12,378

35.4

白色LED

14℃

遅すぎる

良い

白化多い

35,000

60

22,106

63.2

尾数 生残率（％）

緑色LED

16℃

速すぎる

悪い

両面有色多い

35,000

60

9,609

27.5

白色LED

16℃

ちょうど良い

悪い

正常多い

35,000

60

15,942

45.5

豊かな海

No.48

2019.7

15

集

色 LED で有意に成長

100

が 良 く、 緑 色 光 照 射

90

による成長促進効果
が認められました（図
常の飼育方法）では
適正な成長スピード
が得られ、96.7％の正
常魚が得られました。
緑色 -14℃区では、白
色 -16℃区と同等の成
長スピードが得られ
た た め、 高 い 正 常 率

70
出現率（％）

1）
。白色 -16℃区（通

両面有色

80

60
50

白化

40
30
20
10

正常

0
緑-14℃

が期待したのですが、

白-14℃

図２

正 常 率 は 48.7 ％ に 留

緑-16℃

白-16℃

各試験区の変態異常出現状況

まり、白化（39.6％）や両面有色（11.7％）が大

索するため、全長約 50㎜のホシガレイ稚魚を用

幅に増加しました（図 2）
。この理由として、緑

い、様々な波長条件（青：454 nm、青緑 :497 nm、

色 LED 区では成長のバラツキが非常に大きく（図

緑 :518 nm、赤 :635 nm、白）および自然光の対象

1）
、そのため成長が速すぎる個体が両面有色、遅

区での飼育実験を行いました。この時 LED の点

い個体が白化となり、正常率が低下した可能性が

灯は毎日午前 7 時から午後 5 時までの 10 時間と

考えられました。この結果より、変態前の飼育で

し、水面上の光量子束密度は 10μmol･m-2・s-1 と

緑色 LED 光照射は行わない方がよく、種苗生産

しました。60 日間の飼育試験の結果、いずれの

に導入する場合は、変態完了以降の使用に限られ

試験区も斃死はありませんでした。成長について

ると考えています。

は、飼育開始 20 日目ではまだ差は認められませ
んが、40 日目には全長で緑区、青緑区、および

４．中間育成に導入してコスト削減

青区、体重で緑、緑区と青緑区が対照区に対して
有意に増加していました。飼育最終日（60 日目）

ホシガレイの中間育成は、4 月上旬に全長約
3 cm で取り上げた種苗を、放流適期の 7 月まで

し、体重では対照区の1.3倍となりました（図 3）

に放流適サイズの全長 8 cm 以上に育てます。こ

6）

れまで、適正な給餌量の検討や飼育管理の効率化

色 LED 光を照射することで成長促進することが

を進めており、これ以上の餌料経費や人件費の削

できました。

。このようにホシガレイの稚魚期以降でも、緑

減は難しく、コスト削を行うには、より効率よく

そこで、緑色 LED 光照射による中間育成試験

成長させて放流適サイズまでの飼育期間を短縮す

を実証規模で実施しました。試験には 50 kL 水

るしかありません。また、成長促進ができれば同

槽（実水量 20kL）2 面を用い、試験区として緑

じ飼育期間でも、より放流効果の高い大きなサイ

色 LED 光照射区と自然光区（従来法）を設けて、

ズで放流できます。そこで、2016 〜 2018 年に農

各試験区に全長 35㎜の種苗 3 万尾を収容して 90

業 ･ 食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技

日間の飼育を行いました。従来、ホシガレイの中

術研究支援センター委託事業「革新的技術開発・

間育成では成長を停滞させないため自然水温が

緊急展開事業（うち地域戦略プロジェクト）」の「地

10℃に達するまで飼育水温をボイラーで加温し

域重要魚種の増養殖に関する低コスト化に係わる

ています。そのため従来法の自然光区では加温を

生産体系の確立」において、ホシガレイの中間育

行い、試験期間中の水温は 10.0 〜 16.5℃となり

成に緑色 LED 光照射飼育を導入し、成長促進と

ました。緑色 LED 光照射区では加温を行わず自

コスト削減効果を検証しました。

然水温で飼育を行ったため、水温は 7.4 〜 16.5℃

まず、稚魚期以降の成長促進に有効な波長を探

16

にも同様の結果が認められ、緑区が最大の値を示
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となりました。90 日間の飼育試験の結果、生残

特定波長光による異体類の成長促進効果

率 は 両 試 験 と も 95 ％ 以

10

で し た。 全 長 お よ び 体
重は、緑色 LED 光照射
区 で 91 ㎜、9.9 g、 屋 内
光 区 で 81 ㎜、6.9 g と な

平均全長（㎝）

上となり差はありません

り、有意差が認められま

6
4
2
0

80㎜に達する日数は、従

12

来の自然光区で 90 日間、

10

日 間 と な り ま し た（ 図
4）
。飼育コストを計算し
てみると、緑色 LED 光
照射飼育を導入すること
で、ボイラーで加温する
ための重油代を全て削減
でき、さらに飼育期間は

平均体重（g）

した。放流サイズである

緑色 LED 光照射区で 70

** ** **

** ** **

8

特

8

イニシャル
青緑
赤
自然

青
緑
白

6

*
*

** **

**

**

*

4
2
0

0日目

20日目
図３

40日目

様々な波長で飼育したホシガレイの成長
＊ P ＜ 0.05 ＊＊ P ＜ 0.01

90 日間から 70 日間とな
り人件費および餌料費も削減できたため、従来の

12

自然光下での中間育成と比べて約 20％コストを

瞭な成長促進効果が確認され、実際の中間育成に
導入されて成果が上がってきています。さらに
本技術を利用したホシガレイ養殖についても検討

平均全長（㎝）

ホシガレイに緑色 LED 光を照射することで明

理解や緑色 LED 光照射をして飼育した魚の「質」

緑LED光

8
6

**

2
0

**

**

**

**

**

**

*

4

自然光区

両試験区自然水温

８℃→10℃に加温

10.1～16.5℃

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

飼育日数

が進められています。更なる展開に進むためには、
緑色 LED 光照射が成長を促進する「仕組み」の

自然光

10

削減することができました。

５．最後に

60日目

図４

緑色 LED 光照射の有無によるホシガレイの成長の違い
＊ P ＜ 0.05 ＊＊ P ＜ 0.01

への影響把握が重要であり、北里大学高橋教授の
グループと共同で研究を進めています。今後の調
査研究にご期待ください。
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3 マコガレイの成長を促進する特定波長光
中村良成・技師 鈴木将平
農政部 水産課 技師 古川 大

神奈川県水産技術センター 栽培推進部長
神奈川県

研究の背景

環境農政局

減に結び付ける研究を進めていることを知りまし
た。ちょうど翌年から競争的資金を獲得してこの

マコガレイ（Pleuronectes yokohamae）はシャコ

研究をさらに深めていく計画となっているとのお

やマアナゴとともに東京湾を代表する魚で、その

話を伺い、本県でも「渡りに船」とばかりにマコ

煮つけは「子持ちガレイ」として晩秋〜冬のお惣

ガレイを対象としてプロジェクトに共同研究者と

菜の定番ですが、生殖腺が発達する前の夏の脂の

して参画させていただきました。

乗り切った白身も絶品です。日本版ミシュラン三

試験研究の推移

ツ星でおなじみの有名鮨店の職人が「最もおいし
い白身魚は夏のマコガレイ」というほどです。
かつて、マコガレイは神奈川県の主要な漁業基

１

予備試験で好感触
まずは平成 28 年 3 月に予備的な試験として、

地である横浜市漁協柴支所だけでも年間約 500ｔ
が水揚げされていました。しかし今では 50ｔ弱に

平均全長 27.6㎜、日齢 75 のマコガレイ種苗を

まで激減し、漁業者からは種苗放流によるマコガ

200 尾ずつ 1ｔパンライト水槽に収容し、緑色

レイ資源の復活を望む声が年々強くなっています。

LED 照射下（試験区）と通常の蛍光灯照射下（対

そこで、（公財）神奈川県栽培漁業協会は同種

照区）で飼育して成長を比較しました。そうする

の種苗生産と放流を行うようになりました。し

と、飼育開始 27 日目で試験区は対照区に比べて

かし、マコガレイは成長が遅いという特徴があり、

平均体長で 16％、平均体重で 44％上回り、緑色

ヒラメに比べて同じ大きさになるまでに 2 〜 3 倍

光に促成効果があるとの感触を得ました。

の日数を要します。年末年始の頃に採卵して種苗
生産を開始しますが、放流サイズとしている全長
４㎝に達するまで、通常は 3 カ月以上かかります。
しかし、4 月にはクロダイやマダイの種苗生産の
準備が始まるため、それまでに生産施設を明け渡

３回の飼育試験
予備試験の結果を受けて、平成 29 年２月以降

３回の飼育試験を実施しました。
各回の基本的な飼育条件は以下の通りです（写

さなければならず、まだ放流サイズに達していな

真 1 〜 2）。

いマコガレイ種苗を 3 月末に放流しなければなり

・使用水槽 ････ 角型 FRP 水槽（底面積 1.4㎡）

ません。どうすれば 3 月末までに全長４㎝近くに

・ 使 用 照 明 器 具 ････ 共 同 研 究 者 で あ る ス タ ン

育てることができるか？これが種苗生産の大きな

レー電気（株）製の LED ユニット
・照射光（波長）････ 青：450nm

課題です。
成長の遅さはコストの上昇にも直結します。種

630nm

緑：520nm

赤：

白：450nm、590nm（２ピーク）

苗単価の全国平均で比べると、ヒラメは全長 8

・照明条件 ････14Ｌ :10Ｄ

㎝で 80 円なのに対し、マコガレイは全長４㎝で

・光量子密度 ････7μ mol/㎡/ｓ（照明器具は水
面上約１ｍに設置）

130 円と高価です。
このような課題を抱える中で、平成 27 年の秋、

18

２

・対照区 ････ 蛍光灯照明

当センターと包括連携協定を結んでいる北里大学

・給餌方法 ････ 発育段階に応じて 1 日あたり体

の高橋明義教授がマツカワ種苗に特定の波長光を

重の 5 〜 10％の餌を各試験区に同量、数回に

照射することで成長を促進させ、生産コストの低

分けて給餌
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特定波長光による異体類の成長促進効果

写真１

写真２

マコガレイ飼育試験現場

特

遮光幕設置後

試験実施時には水槽間は遮光幕で隔離。対照区は別場
所に設置。

（１）着底直後（日齢 39）の稚魚には逆効果
まず、平成 29 年２月に、平均全長 11.8㎜（日
齢 39）の配合飼料に餌付いていない着底直後の
稚魚を１槽 1,000 尾ずつ収容して、青 ･ 緑 ･ 赤の
３種の LED 光照射下で飼育試験を実施しました。

１）。また、平均全長の推移も３区とも対照区を
下回り（図１）、当初予想した結果とは正反対と
なりました。
（２）着底稚魚（日齢80）は緑と青で成長促進
そこで、予備実験のように完全に着底生活に移

稚魚が着底した直後から LED 光を照射すればそ

行した稚魚であれば促成効果が得られるのではな

れだけ促成効果も大きいだろうと考えたのです

いかと考え、同年３月に同じロット由来である平

が、そのような効果はみられず、むしろ斃死魚が

均全長 21.9㎜（日齢 80）の稚魚を１槽 200 尾ず

続出したため、開始から 34 日で試験を打ち切り

つ収容して、青 ･ 緑 ･ 赤の３種の LED 光照射下

ました。生残率は対照区の 72.6％に対して、青

で飼育試験を行いました。その結果、各試験区と

色区で 4.2％、緑色区で 46.0％、赤色区で 36.1％と、

も斃死はほとんど見られず、41 日目の平均全長

LED 照射区は軒並み生残率が低くなりました（表

および平均体重は青→緑→赤の順となり、青色区
および緑色区では対照区に比べて全長で 1.1 〜 1.2

表１

試験の開始から終了時までの生残率

倍、体重で 1.5 〜 1.7 倍となる促成効果がみられ

終了時

ました（図２）。一方で赤色区は全長、体重とも

開始時
試験区

対照区
緑色LED光
（1）試験
照射区
（開始時日齢39） 青色LED光
照射区
赤色LED光
照射区
対照区
緑色LED光
（2）試験
照射区
（開始時日齢80） 青色LED光
照射区
赤色LED光
照射区
対照区
緑色LED光
照射区
（3）試験
青色LED光
（開始時日齢85）
照射区
赤色LED光
照射区
白色LED光
照射区

飼育稚魚数 飼育稚魚数 生残率
（尾）
（尾）
（%）

対照区を下回りました。
（３）着底稚魚（日齢 85）による緑と青の効果の

1000

726

72.6

1000

460

46.0

青色区で緑色区よりも高い促成効果が見られた

1000

42

4.2

結果の再確認を主眼として、平成 30 年３月には

1000

361

36.1

平均体長 20.2㎜（日齢 85）の稚魚を１槽に 200

200

199

99.5

尾ずつ収容して青 ･ 緑 ･ 赤 ･ 白の４色の LED 光

200

198

99.0

で飼育試験を行いました。その結果、50 日目の

200

196

98.0

平均体長および平均体重は図３に示すように緑→

200

199

99.5

青→赤→白の順となり、青色区および緑色区では

200

200

100.0

200

199

99.5

200

197

98.5

200

200

100.0

日目以降は成長が鈍化し、平均体長および平均体

200

200

100.0

重とも対照区とほぼ同等の値となりました。白は

再確認

対照区に比べて全長で 1.1 倍、体重で 1.2 〜 1.3
倍となる促成効果がみられ、今回は緑色区が青色
区をやや上回りました。一方、赤色区は 20 日目
までは対照区を上回る成長を示しましたが、30
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図１

試験（１）（日齢 39 の着底直後の稚魚が供試魚）における全長の推移

箱ひげ図は、上から最大値、第 3 四分位点、中央値、第 1 四分位点、最小値を示す（以下同じ）。

図２−１

試験（２）（日齢 80 の着底稚魚が供試魚）における全長の推移

※ t 検定

＊：有意差あり（P <0.05）、＊＊：有意差あり（P <0.01）

平均体長、平均体重とも対照区をやや下回る成長

直線を求め、本県が放流サイズの目安としている

となりました。

全長 40㎜に達するまでの所要日数を算出し、生
産コスト（人件費・アルテミア代・配合飼料代・

３

20

コスト削減効果の試算

電気代）の削減効果を試算しました。その結果、

（２）
、（３）の試験結果を基に、青色区、緑色

（２）の場合は、試験開始から全長 40㎜に達する

区および対照区の全長または体長の推移から近似

までに必要な日数が対照区では 43 日と試算され

豊かな海
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特定波長光による異体類の成長促進効果

図２−２

試験（２）（日齢 80 の着底稚魚が供試魚）における体重の推移

図３−１

試験（３）（日齢 85 の着底稚魚が供試魚）における全長の推移
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図３−２

試験（３）（日齢 85 の着底稚魚が供試魚）における体重の推移

たのに対して、緑色区では 37 日、青色区では 32

ら緑色光を照射すればそれだけ成長が促進される

日と試算されたことから、緑色区で 14.0％、青

のでは？と考えていたので、変態直後の稚魚の成

色区で 25.6％の生産コストの削減が達成できる

長が LED 光照射下では優れないという一年目の

と考えられました。同様に（３）の場合には、必

結果は意外でした。マコガレイは異体類に特有の

要日数が対照区の 69 日に対して緑色区では 56

変態を行い、この間、左眼（ヒラメなら右眼）の

日、青色区では 59 日と試算されたことから、緑

移動という劇的な変化を経て浮遊生活から着底生

色区で 18.9％、青色区で 16.0％のコスト削減が

活に移行します。さらに、マコガレイの場合、変

達成できると考えられました。

態終了後も時には浮遊生活を行う場合があるなど、
不安定な移行期が約１ケ月間存在します。この間、

波長光の違いによる行動の差

内分泌系や視神経などの体制の変化も激しい時期
であることから、LED 光照射がストレスとなっ

赤色区および対照区の稚魚は光照射中、終始水

てそれらの変化が阻害されたことで成長が優れな

槽底でじっとしており、摂餌行動も不活発で、底

かったことが考えられます。なお、その後の追試

にたまった配合飼料はなかなか減りませんでし

験の結果から、配合飼料への餌付けが完了する頃

た。とりわけ、赤色区の稚魚にはほとんど動きが

が照射開始期の目安となりそうなことがわかって

ありませんでした。一方、緑色区および青色区で

きました（その結果については現在、取りまとめ

は LED 光照射中、稚魚は常に活発に泳ぎ回る様

中です）。

子が観察されました。摂餌行動も顕著で、配合飼
料を撒くとヒラメのように飼料に群がる光景も認

全体の成長を底上げ？

められ、このような違いが成長促進の一因となっ
たものと考えられました。

コスト削減効果の試算において、平均 40㎜に
達するまでの日数は、
（２）では 32 〜 43 日、
（３）

いつから照射するのが良いのか？
･････ 適正期の見極めが必要

では 56 〜 69 日となり、両者の間に 1.5 倍以上の
差が出ました。これは、（２）の稚魚は試験開始
時に大型の着底個体を選択的に揃えたいわば ｢ト

当初、予備試験の結果をふまえて、早い時期か

22
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ビ｣ の集まりであったのに対し、（３）の稚魚は

特定波長光による異体類の成長促進効果

特に選別はせず、平均体長がほぼ 20㎜になった

本県の観察結果と比較すると、赤色 LED 光照

と判断した段階で水槽から無作為に供試魚を集め

射下では「活力が低下する」という同様の結果と

たという違いがあったことから、試験開始時の種

なりましたが、緑色および青色の LED 光照射下

苗の状態の差がその原因と考えられます。

では「種苗が落ち着く」となり、
「活発に泳ぎ回る」

しかし、促成効果でみると両試験とも青色区、

特

という本県の結果とは異なる行動様式が発現して

緑色区と対照区との差は全長（体長）で 1.1 〜 1.2

いるとも考えられ、実に興味深い報告です。

倍とほぼ等しい結果となりました。試験終了時の

※）植木誠（2018）；緑色ＬＥＤ光を利用したマコガレイ

各試験区の全長（体長）における標準偏差 / 平均

種苗の尾鰭欠損防除に向けた取り組み

値の値を見ると、
（２）では青色区 13.7％、緑色

太平洋中区栽培漁業検討会資料

平成 30 年度

区 16.4％、対照区 16.3％、
（３）では青色区 9.9％、
緑色区 12.0％、対照区 13.0％となり、青色区や

放流前なら赤色照射？

緑色区ではばらつきが小さくなる傾向にありまし
た。すなわち、青色や緑色光の照射による促成効

かつて、放流種苗の健苗性が盛んに論議された

果は、もともと成長のよい個体をさらに促成させ

時代がありました。ヒラメやマダイの場合、ふら

るように特定魚に集中的に発現するのでなく、供

ふら泳ぎまわる種苗は下から狙う捕食者の格好の

試魚全体に発現すると考えられました。

標的になってしまうため、放流直後は海底にじっ

今回の試験はあくまでも促成効果を確認するた

としてあまり動かない種苗が好ましいとされ、放

めであり、密度効果等のノイズを排除するため、

流の前に落ち着いた種苗となるようにどれだけ教

飼育密度は 1㎡あたり約 150 個体として、実際の

育することができるか？ということが真剣に議論

生産現場での飼育密度よりも低くしました。生産

されていました。このことを考えると、赤色光照

現場では 1㎡あたり約 1,000 個体以上とするのが

射による活性の低下もあながち効果がないとは言

普通です。今後、現場レベルの密度で飼育試験を

い切れません。放流効果向上のためには、放流直

実施した場合の促成効果の検証が必要不可欠です。

前の一定期間は赤色 LED を照射して種苗を落ち

今回の結果を見る限りでは、いわゆる「トビ」の

つかせることが有効である、などという仮説も今

成長がさらに促進されるのでなく、全体的に底上

後検証する価値がありそうです。

げされるのでは？と考えられ、その検証が待たれ
ます。
さらに、選別後に成長の遅い群に選択的に緑色

広がる可能性・・・・新たなツールと
しての期待

光や青色光を照射することで種苗全体のサイズを
揃える手法にも有効と考えられます。

今回はマコガレイ稚魚における全長 40㎜まで
の促成効果に主眼を絞った試験でしたが、放流サ

泳ぎ回るの？落ち着くの？（尽きない
興味）

イズの更なる大型化を目指して、より長期間照射
した場合はどうなのか？初期の浮遊期に照射した
場合はどうなのか？同じ異体類でもヒラメの場合

同じ時期に行われた千葉県水産総合研究セン
ター種苗生産研究所富津生産開発室における複

との違いはどうなのか？また、異体類以外の魚で
はどうなのか？など、その興味は尽きません。

数色の LED 光照射によるマコガレイ飼育試験で

様々な魚種、様々な成長段階、様々な目的にお

は、LED 光を照射することで尾鰭欠損個体の出

いて、データの集積が望まれます。特定波長光照

現が抑制され、稚魚の成長にも有利に働く可能性

射による飼育は今後の栽培漁業の推進に向けた有

があるとの報告がありました。緑色および青色の

効なツールとなるものと考えられます。

LED 光照射下ではストレスが軽減されて種苗が
落ち着き、攻撃性が抑制されたことが原因で、赤
色 LED 光照射下では活力低下による個体間の接
触頻度の減少が見られたことが原因と考えられる
とのことでした※）。
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4 緑色ＬＥＤを用いたヒラメ養殖試験
大分県農林水産研究指導センター 水産研究部

主任研究員

都留

久美子

１．はじめに
大分県におけるヒラメ養殖は 1980 年頃県南の
佐伯市蒲江地区で始まり、1999 年から 2012 年の
13 年間は、愛媛県、鹿児島県を抜いて単独 1 位
の黄金時代を築いていました（図 1）
。ところが、
韓国産養殖ヒラメの輸入増などによる国内需要の

図２

減少で、年間 2,000 トン近かった生産量が 2012

試験実施場所（大分県津久見市）

年以降は 1,000 トンを下回り、現在は 600 トン前

設置した試験区は、スタンレー電気株式会社製

後で推移しています。県では、輸出を視野に入れ

の緑色 LED を用いて光照射する区（スタンレー

た生産量の増加を目指して、生産の効率化を模索

区）、市販の緑色 LED 集魚灯を用いて光照射す

していたところ、マツカワなどの異体類に対する

る区（市販区）、通常のヒラメ養殖場と同様の自

緑色 LED 光の成長促進効果に関する高橋教授（北

然光を採光する区（対照区）の 3 区としました（図

里大学）らの報告に着目し、この技術が大分県の

3）。スタンレー区及び市販区の灯具は、それぞ

ヒラメ養殖に適応可能かを判断するため、実証試

れ 3 個ずつ設置し、照射時間は 6 : 00〜18 : 00 の

験を行いました。

12 時間としました。使用した水槽は 4.5 × 4.5 ×
1.0m のコンクリート製角形水槽で、水深は 0.3m、

２．試験の内容

換水率は約 24 回転 / 日でした。これらの水槽に、
水産研究部で生産したヒラメ当歳魚（平均全長±
SD：134.3㎜± 9.02、平均体重± SD：20.6ｇ±

る大分県津久見市のヒラメ養殖場（図 2）を試験

3.61）を 600 尾ずつ収容し、2017 年 9 月 6 日に

地に設定し、養殖場に飼育管理を委託して、大分

試験を開始しました。市販のヒラメ用 EP（株式

県農林水産研究指導センター水産研究部（以下、

会社ヒガシマル製黒潮フロート）を 1 〜 2 回 / 日、

水産研究部）がサンプリングすることにより成長

飽食給餌し、毎日の給餌量や斃死尾数等を記録し

を追跡しました。

ました。

各県の生産量（トン）
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鹿児島
※2002 年大分県非公開
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実証試験に適した小規模の同型水槽を複数有す
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図３

特

各試験区の様子（左：スタンレー区、中：市販区、右：対照区）

３．試験の結果

ですが、水温が 15℃を下回る 1 月から 4 月中旬
にかけての平均日間給餌量が、対照区、市販区で

供試魚について毎月 1 度、各区 20 尾程度のサ

はそれぞれ 1.32ｇ/ 日、1.72ｇ/ 日であったのに

ンプリングを行い、体重、全長、体長、体高、体

対し、スタンレー区では 2.25ｇ/ 日と、非常に多

幅を測定し、6 か月後からはこれらに加え内臓重

くの餌を食べていることがうかがえました。委託

量、生殖腺重量、肝臓重量を測定しました。

先の方も、「冬場はＥＰが消化されにくく、一度

図 4 は体重の推移を示したものです。試験開

飽食すると次の日は食いが落ちるが、スタンレー

始 3 か月後の 12 月には、対照区とスタンレー区、

区は次の日でもよく食べて驚いた」と感想を述べ

対照区と市販区の間で有意に差がありましたが、

られていました。一方、試験期間中の餌料効率を

試験開始 5 か月後の 2018 年 2 月にはスタンレー
区と市販区の間にも成長の差が見られ始め、その
差は次第に開いていきました。試験開始 12 か月
後の 2018 年 9 月に試験を終了し、最終測定を行っ
たところ、スタンレー区、市販区、対照区の順で
成長が良いという結果が得られました（図 5）。
また、
各区の日間給餌量と水温（図 6）を見ると、
試験開始直後から、スタンレー区の給餌量が他区
と比較して押しなべて多かったことがわかります。
12 月にはすでに体重でスタンレー区、市販区と
対照区の間に有意な差があったことは考慮すべき

図４

図５

試験終了時の供試魚

（左：スタンレー区、右：対照区、上：市販区）

体重の推移
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図６

日間給餌量と水温

算出したところ、対照区、市販区、スタンレー区

なに泳ぐのか？」と現場から疑問が投げかけられ

はそれぞれ 90.9％、88.3％、95.9％であり、スタ

ました。この行動について高橋教授にお尋ねし

ンレー区が最も高かったことから、この緑色光が

たところ、緑色光の刺激により分泌されるメラニ

食欲亢進作用をもたらすだけでなく、同化作用を

ン凝集ホルモンが、食欲亢進作用をもたらす可能

刺激している可能性が示されました。

性があることから、食欲を満たすために餌を探す、
いわゆる「索餌行動」ではないかというご回答を

４．泳ぐヒラメ

いただきました。

５．肉質

この試験を開始するにあたり、ホシガレイの種
苗生産等で実績を上げている国立研究開発法人水
産研究・教育機構東北区水産研究所を訪れ、担当

また、一部の方々から、成長が速いと肉質が水っ

の清水主任研究員に実際の LED 照明の設置法や

ぽくなるのではないかという懸念をいただいてい

給餌法などを見せていただきました。その際、非

たため、養成魚筋肉の肉質に関する検討も行いま

常に印象的だったのが、緑色光を照射するとホシ

した。一般成分分析の結果が表 1、物性測定装置

ガレイは活発な遊泳行動を開始するという現象で

による破断強度の結果が図 7 ですが、当初の懸念

した。当県で実証したのは、ヒラメの養殖工程に

は払拭され、対照区と遜色ない肉質であることが

おける緑色光の活用ですが、この試験に使用した

わかりました。刺身にして 15 名の水産研究部職

20ｇ程度のヒラメ稚魚も、対照区が水槽中央や

員による官能試験も行いました（図 8）が、物性

壁際で身を寄せ合って静止しているのに対し、ス

測定装置の結果とは異なり、スタンレー区は歯ご

タンレー区や市販区のヒラメは、東北区水研のホ

たえは若干劣る（有意差なし）ものの、透明感な

シガレイと同様、照明点灯とともに遊泳を開始し、

ど外観は最もよい（p<0.01）という結果になりま

活発に泳ぎ回る行動が観察されました。給餌が終

した。これは、官能試験に使用したサンプルが体

わるとしばらくは着底し静止しますが、1 時間程

重等測定用のものを流用しており、いずれも即殺

度でまた遊泳を開始する魚の行動に、
「なぜこん

等の適切な処理がされておらず、硬直具合も区に

表１

26
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一般成分分析の結果（平均値±ＳＤ）

（％）

水分

粗たんぱく質

粗脂肪

粗灰分

スタンレー区

75.3±1.3

22.6±1.5

1.2±0.0

1.5±0.0

市販区

74.8±1.0

22.2±1.2

1.1±0.0

1.5±0.0

対照区

75.4±0.4

23.5±1.3

1.0±0.1

1.4±0.0
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特定波長光による異体類の成長促進効果

**
*

特

却費や電気代を含めても 181 円/㎏（約 13％）の
コスト削減効果が見込まれました（図 9）。2013

破断強度 （g）

年の漁業センサスによると大分県のヒラメ養殖経
営体数は 33、近年の生産量は 600ｔ前後である
ことから、今回の試算をそのまま当てはめると、
1 経営体あたり年間平均 329 万円が削減できると
試算されます。
Steel-Dwass

破断強度の結果
コスト （円 /kg）

図７

＊＊：P＜0.01、＊：P＜0.05

図９

コストの比較

７．今後の展開
図８

官能試験の結果

これらの結果を県下最大のヒラメ生産地である
佐伯市蒲江地区のヒラメ養殖組合に紹介したとこ

よって異なったことなどから、官能試験に供する

ろ、組合員は高い関心を示し、2019 年度は通常

にはサンプル処理が不十分であったことが反省点

の生産規模の水槽で実証試験を行うことになりま

として残されました。

した。今後はさらなるコスト削減のため、必要最
小限の灯具数を決定するとともに、緑色光照射が

６．コストについて

養成魚の健康度（免疫機能等）に与える影響の有
無についても調べていきたいと考えています。

新たな技術を養殖現場に普及するためにはコス
トの試算が必須です。大分県では緑色 LED をヒ
ラメ養殖水槽に設置し、成長促進によるコスト
削減、生産性の向上を目指して今回の実証試験を
行っており、たとえ成長が速くても灯具の購入・
設置等の初期投資や電気代・餌代等を含めコスト
が削減されなければ現場による導入は躊躇されま
す。今回の試験では諸事情により LED 区のみが
出荷サイズに達した時点（対照区と市販区が出荷
サイズに未到達）で試験を終了したため、376 日
間の飼育期間中のコスト比較にとどまりました
が、試験開始から最終日までの生産コストは対照
区、市販区、スタンレー区でそれぞれ 1,435 円/㎏、
1,402 円/㎏、1,254 円/㎏であり、灯具の減価償
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【シリーズ】

リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」

第13回

アサリの今後
ー アサリ資源は回復が困難と考えたとき、新しい地平が開ける ー
東京海洋大学産学・地域連携推進機構
客員教授

１．はじめに

鳥羽

光晴

そのような切迫感が本稿の背景にあります。

4 年前、本連載の第 1 回としてアサリ資源の減

２．アサリ減少の再点検

少とその回復に対する考え方を示しました 1）。12
回目である今回に再び臆面もなく登載することに

どうして新たな視点を設定しなければならない

なりましたが、今回は前回をちゃぶ台返しするよ

のか。まずはこの点からお話しします。1960 年

うな話をします。新たな視点とするのはいわば
「ア

代以降のアサリ漁獲量の変化は 4 つの時期に分け

サリ資源は回復できない」ということです。そ

ることができます（図 1）。わかりやすく 5 年単

の上で今後の方向を考えることが本稿の主題です。

位で切ってみると、第Ⅰ期は 1985 年までの高位

たった 4 年で言うことが大きく変わってしまうこ

水準期で 10 万トン以上の漁獲が続いていました。

とで著者のいいかげんさが露呈したとも言えます

第Ⅱ期は 1995 年までの 10 年間で、約 4 万トン

が、正直なところなのでご批判を覚悟の上でお話

まで急減した第一次減少期ともいうべき時期です。

しします。

第Ⅲ期は 2010 年までの 15 年間でほぼ 3 〜 4 万

4 年前に比べて現在のアサリの減少はさらに著

トンを保っていた低位安定期。そして 2010 年か

しく、かつてのアサリ漁業は事実上消滅してし

ら現在まで続く時期が第二次減少期にあたる第Ⅳ

まった海域が少なくありません。まさにアサリ研

期で、直近の漁獲量は 1 万トンを大きく割り込ん

究者、技術者はその存在意義を失いつつあります。

でいます。

アサリ漁獲量（千トン）

Ⅰ期
Ⅱ期

東京湾

三河湾

伊勢湾

有明海

周防灘

その他

Ⅲ期

図１

Ⅳ期

我が国のアサリ漁獲量の変化

減少の経過から第Ⅰ期〜第Ⅳ期の 4 期に区部することができる。詳細は本文。
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このうち、第Ⅱ期については前報 1） でも触れ

ければなりません。さらに、その要因が一つでは

たように様々な減少原因が取り上げられました。

なく、複数の要因が重複して働いているとすれば、

しかし、多くの研究努力にもかかわらず原因は特

対策にかかるコストはさらに大きくならざるを得

定されておらず、いくつかの有力と思える要因が

ません。

列挙された段階で原因究明はほぼ停止しました 。
2）

第Ⅱ期の減少原因の究明が行われたのは主として

４．これまでの認識

第Ⅲ期においてであり、実はこの時には漁獲量は
低位ではあるものの安定していたのです。そして

これまでの認識の問題点が 2 つ考えられます。

第Ⅱ期の減少原因究明が下火になった 2010 年代

1 つは対策にかかるコストの評価が必ずしも十分

になって第Ⅳ期の急減が始まりました。第Ⅳ期の

ではなかったこと、2 つ目は対策をいつまで続け

減少は現在も続いており、あたかも際限なく 0 に

ればいいのかが曖昧だったことです。
資源の自律的な再生産に依存していたとき、採

近づいていくような低下を見せています。
第Ⅱ期と第Ⅳ期はともに減少期であり、指摘さ

算性の認識が希薄になっていた感は否めません。

れている減少原因には冬季の波浪減耗や貧栄養な

当然ながら、自然発生した資源にはコスト、つま

ど両期に共通する要因もあります。しかし注目す

り資源を発生させるためのコストや、成貝まで育

べきは両期で異なる要因であり、第Ⅱ期では埋め

成するためのコストを考えることはあまりありま

立て、乱獲に加えて、貧酸素などの環境悪化が取

せん。成長した成貝を漁獲し、販売するためのコ

り上げられましたが 、第Ⅳ期では新たな食害 、

ストだけを考えればいいからです。かつてのよう

病害 、高温化

に資源が豊富に再生産していた時にはこのような

2）

4）

5, 6）

3）

などが指摘されています。つ

まり、近年の第Ⅳ期では以前と異なったことが起
きているということです。

考え方で十分に経営を維持できていました。
その後、稚貝発生が減少し、成貝資源が減少し

一方、両期を含めて全期に共通する特徴は減少

たことによってさまざまな対策が取られるように

が一方的であり、回復したことは一度もないとい

なりました。稚貝の移殖放流、漁場環境の改善・

うことです。ある要因がアサリの減少をもたらし

維持管理などです。このとき、他地区からの移殖

たとき、もしその要因がなくなったとしたらアサ

放流では稚貝の代金を支払わなくてはならないた

リは回復してくるはずです。裏返して見れば、ア

め、漁獲金額と対比させたコスト計算がされまし

サリが減少し続けているということは、減少をも

た。しかし、一方の漁場環境の改善・維持管理の

たらす要因が働き続けているということになりま

ためのコストがきちんと計算された例は多くない

す。第Ⅳ期の減少は第Ⅱ期の減少要因に新たな要

のではないでしょうか。これには、例えば覆砂、

因が加わった結果と仮定することもできます。

削澪、築堤などの土木工事を伴う対策は公的資金
が投入されることが多かったからかもしれません。

３．資源回復への対策

また、現場関係者は毎年の資源変動の大きさを
知っており、トライアンドエラーは付きものだと

資源を回復させるための対策は、いずれも悪

思っていたこともあるでしょう。自然発生した資

化圧力を軽減あるいは除去しようとするもので

源のコストを考えないという意識が、稚貝の発生

す。このとき、悪化要因を除去した後、再び同じ

促進や保護といった方策のコスト評価をもあいま

要因が再発することがなければ対策はひとまず終

いにさせてきたきらいがあるかもしれません。言

了し、漁獲量が回復することが期待できます。し

うまでもありませんが、稚貝発生を促進するため

かし、もし悪化要因が働き続けているなら、対策

に覆砂をしたとき、最終的に覆砂コストに見合っ

を続けていかなくてはなりません。継続して働く

た漁獲金額の増加があったかどうかの評価が必要

要因に対しては、いわば終わりの見えない戦いを

です。

続けていかなくてはならないのです。悪化要因が

もう一つは、土木工事などによって漁場環境を

常在する状態が「普通の状態」となってしまった

改変したとき、その効果が長期間にわたって継続

現在では、悪化要因がない状態つまり「普通では

すると考えるなら（そのようなことはほとんどあ

ない状態」にするには何らかの手段を講じ続けな

りませんが）、漁場改善事業を繰り返し実施する
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という意識はあまりありません。これまでの多く

ら、これまでとは全く異なった大きさの食害圧を

の例で、同じ場所で同じ漁場改善策を継続的に実

今後も継続して与えることがあるかもしれないか

施した例はほとんどないでしょう。事業実施後は

らです。環境変動はナルトビエイのように新規の

漁協が主体となって漁業者ができる範囲で軽微な

食害生物の来遊をもたらすことがありますが、既

維持管理をしていくというのがせいぜいではない

存の食害生物を変化させてしまう可能性も十分に

でしょうか。ある悪化条件を緩和あるいは取り除

あるでしょう。

けば、持続期間はわからないけれど、とりあえず

また同じく、稚貝発生はあるが成貝になるまで

の間は改善効果が継続すると曖昧に見ていたので

に消失してしまうこと、そういった稚貝を被覆網

はないでしょうか（もちろん書類上は耐用年数や

などで保護すれば成貝まで育成できることが多く

減価償却期間などは計算していたでしょうが）。

の海域で挙げられています 11）。この原因はまだ

こういった認識の背景には、
「天然資源にはい

特定されていませんが、アサリの生活環の中で底

いときもあれば悪いときもある」、「そのうち回

生期に何らかの障害があることを示しています。

復するんじゃないか」といった漠然とした期待が

底生期に働く減少要因でかつ被覆網などで緩和で

あったことでしょう。しかし、そのような過去の

きるものは、食害、波浪による洗掘などがまず思

延長線上に立つ考え方はすでに通用しなくなって

い当たります。これらについても環境変動と関連

いるように思えます。

があると想定することに必ずしも無理があるとは
言えないでしょう。

５．新しい認識

もし資源減少の原因が大規模な環境変動である
とするなら、その変動が改善されるまで、これか

一足飛びに結論を言うようで危険極まりない話

らも悪化要因が継続して働き続けることになりま

なのですが、今後を考えるための一つの見方（あ

す。言い換えれば資源の自律的な回復（過去への

るいは仮定）として私なりの現状認識を示します。

回帰）はそれまで期待できないということになり

現在のアサリ漁獲量（資源量）の減少には温暖化

ます。今後を考えるためにはこの認識が大前提で

を象徴語とする大規模な地球環境変動の影響が大

あり、この認識に基づく新しい方策が必要になり

きく働いていると考えています。言うまでもなく、

ます。この認識によってこそ新しい展望が見えて

温暖化では水温や気温が高くなるだけでなく、気

くるとも言えます。これまでの延長線上で資源回

候パターンの変化、気象の極端化、海面変動など

復を求めて右顧左眄するのはもどかしく、今後の、

が加わって様々に自然環境が変化します。アサリ

いや現在の漁業現場を活性化するには早期に思い

にとっては、夏季の高温化、冬季の温暖化、波浪

切った判断が必要と感じます。

の激化、食害生物の変化、餌料プランクトンの変
化などがあり、これに直接人為的な海域栄養塩の

６．今後の展開

低下、新規病害生物の移入などが加わるでしょう。
ここでは紙面の都合上詳細を紹介することは控え

キーワードは「採算性」です。何をいまさらと

ますが、温暖化は二枚貝食害種の増加など直接的

いう人が多いでしょう。しかし、上に述べてき

な死亡要因を悪化させることがすでに明らかに

たように、資源の自律的な回復が期待できないと

。さらには、産卵量の減少、加

考えたとき、正確なコスト計算が不可欠になりま

入稚貝の減少、成長速度の低下などそれぞれの二

す。なぜなら、そこではこれまでのように自然発

枚貝固有の個体群動態にも様々な形で悪影響を与

生した天然資源を「漁獲」するのではなく、人為

なっています

7, 8）

えていることは一般的な事実となっています

的に作った漁獲対象群を「収獲」することが事業

例えば、アサリでは最近クロダイやカモ類など

の基本になるためです。このように言うと、漁業

。これ

から養殖業へ移行することを主張しているかのよ

を「そのようは食害なら今までもあったではない

うに思われるかもしれません。もちろん養殖はこ

か」と簡単に片づけてしまうのは危険に感じます。

れからの内湾貝類産業にとって重要な事業パター

もし、環境変動によって食害生物の増加や来遊時

ンになると思われ、鋭意追求していくべき領域で

期の長期化、あるいは食性の変化が起きているな

す。しかし現時点では、すべてを人為管理下に置

の食害生物の影響が指摘されています

30
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いた完全養殖だけが最終形ではありません。海域

下にあるアサリを取り扱うのです。

の一次生産（餌料プランクトン）に依存する二枚
貝生産では、海域の生産力を利用した保護育成が
中心になるでしょう。
近年の東京湾での一例を紹介しましょう。東京
湾ではアサリ稚貝〜成貝が冬季の波浪によって洗
掘死亡することが強調されています 12）。これま
（図 2）
で波浪による洗掘抑制のために被覆網 13）
や建て網（図 3）などによる保護を試験してきま
したが十分な保護効果が得られませんでした 14）。
ところが近年、秋季にアサリを港湾岸壁上の陸上
水槽に移してごく弱く自然海水を流水にしたとこ
ろ、春までに 8 割前後のアサリが生き残るという
結果が得られました（千葉県漁連未発表）（図 4）。

図２

これまでの干潟域での洗掘保護では海水の流通

東京湾盤洲干潟におけるアサリの冬季波浪減耗
抑制のための被覆網による保護育成実験風景。

を確保するためにハードな構造物は想定せず、網
や杭などの組み合わせによって流出限界以下まで
底面流速を抑制する手法を考えてきました。し
かし、その手法では一冬にたとえ数時間でも流出
限界を超える流速が発生したときにはアサリは失
われてしまいます。また流出限界以下であって
も、繰り返し強い流速にさらされるとアサリは疲
弊して潜砂が不十分になり、結果的に洗堀されて
しまうと思われます。つまり、今回の情報によっ
て冬季の洗掘防止には完全に波浪を遮蔽する構造
物（今回は陸上水槽）が必要ということが明らか
になりました。
以下は現在試験中ですが、冬季に陸上水槽ある
いは干潟上に設置した構造物などにアサリを移し

図３

て保護できた場合、洗掘死亡の恐れがなくなる春

東京湾三番瀬におけるアサリの冬季波浪減耗
抑制のための建て網による保護育成実験風景。

以降にアサリを一般漁場などに移して育成し、次
の冬までに漁獲することになるでしょう。このと
き大切なのは、施設中で保護したアサリは春に
なって「放流」するのではなく、漁場に移したと
しても管理下に置いて最終的な漁獲（収穫）まで
きちんと見届けることです。漁獲金額を把握する
ことによって、保護にかかったコストと対比して
その手法が採算に合うかどうか評価することがで
きます。もし結果がプラスなら拡大適用していく
可能性が生まれるし、マイナスであってもどの程
度の手法改善を行えば実用化できそうなのか見通
しが得られます。
「放流」してしまっては保護し
た群の水揚げ評価ができなくなってしまいます。
つまりそこでは、不特定不明量といってもいい資
源を取扱うのではなく、特定群確定量の人為管理

図４

東京湾盤洲干潟地先漁港の岸壁での陸上水槽に
よるアサリ越冬実験風景。水槽には港内の海水
を弱く流水にしている。
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７．技術ライブラリ

８．今後に向けて

これまで様々なアサリの保護育成技術が開発さ

これまで栽培漁業というと人為的に生産した種

、洗

苗の放流が事業の基本にあるような見方が中心で

17）

、網袋による天

した。「作り、育てる」と言いつつ、種苗を作っ

、囲い網や杭打ち

て放流することが中心で、放流した後に「育てる」

れてきました。被覆網による食害の防止
、稚貝の集積保護

掘の抑制

16）

然採苗

、稚貝の保護育成

18）

15）

19）

による食害の防止 20）、砕石などの覆砂による稚
と保護育成

ことは事実上困難であった場合が少なくありませ

、さらには築堤池

んでした。アサリを代表とする内湾貝類は干潟な

など。これらの

どの浅海域が生産場であり、
「育てる」ことに関

うちのいくつかの手法は天然資源の回復を標榜し

しても人的な関与がしやすい対象種です。育てる

つつ開発されたものが少なくありませんが、それ

ことを重視し、最終的な採算性を指標として経済

らはほぼすべて上に述べた特定群確定量の保護育

事業としての評価をしつつ改善していくことが、

成にそのまま応用することができます。

今後の内湾貝類生産業の基本的な考え方になるよ

貝発生の促進

21）

22）

を使った人工種苗の中間育成

23）

養殖に目を向けると、既存の二枚貝養殖手法は

うに思われます。それを栽培漁業と呼ぶか養殖業

マガキやホタテガイなどで行われている垂下養

と呼ぶか、あるいは別の呼び方をするかは重要な

殖が主体であり、水深が深い入り江など波浪が遮

ことではありません。過去のような資源の自律的

蔽されて筏などが設置しやすい場所で行われてい

な回復が見込めないと言っても、まだ相当量の稚

ます。これに対し、全国のアサリの主要生産域は

貝発生が見込める海域が多くあります。また大規

広大な干潟を主漁場としていることが多く、干潟

模な環境変動に見舞われているといっても、大き

内はもちろんその沖合でも水深が浅く開放的な海

な生産力を持った海が失われたわけではありませ

面になっています。こういった海域では既存の垂

ん。その生産力を最大限に利用して、豊かな水産

下養殖手法をそのまま導入することはできません。

生物を生産し、漁業現場を新たなフェーズに移し

しかし、高波浪域で適用できるアサリの網袋によ

ていくことに知恵を絞るべきでしょう。

る天然採苗法

24）

や延縄式垂下養殖法

25）

が開発さ

れています。またアサリ以外に目を向ければ、干
潟などの潮間帯で適用できるマガキの天然採苗法
が開発されています

。ヨーロッパのカキ養殖

26）

は元来干潟に設置した棚に網袋を置いて行われて
おり 27）、干潟浅海域でのかご（バスケット）を
用いた養殖法はすでに一般的になっています 28）。
アサリ生産海域で導入できる二枚貝養殖技術は少
なくありません。
現時点ではアサリ育成技術のライブラリはすで
に厚く 13, 29-31）、これらの手法を組み合わせること
によって、天然種苗であれ人工種苗であれ、種苗
確保、中間育成、成貝育成を展開できるようになっ
ています。実施場所の条件や運営主体の事情など
に合わせ、保護の手厚さや自然への依存度を考慮
しつつ、これらの中から手法を選択して適用する
ことがまずは基本になるでしょう。前報で資源回
復のためには技術ツールのライブラリ化が必要と
言いましたが、それらのツールはそのまま保護育
成に使えるのです。
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【シリーズ】元気いっぱい！

水産高校生の活動

本誌 「豊かな海」 では、 全国の水産高校の活動紹介を２０１０年２２号から２０１３年３０号にか
けて 「水産高校がみつめる海の未来」 と題して９回の連載を行いました。 今回は、 日々生徒に
増養殖の指導をされている先生方にお願いして、 各地の高校で行われている地域に密着した活
動を報告していただくことにしました。
第１回目は、 アユに着目して生徒達と川と海の棲息調査を行い、 人工種苗放流も交えた活動
されている兵庫県立香住高等学校の森澄先生にご紹介いただきます。

第１回

海と川を行き来するアユの不思議な一生
—魚たち跳ね踊る美しい川を守るための活動—
兵庫県立香住高等学校
海洋科学科

１

はじめに

森澄

実

かし、私たちが生きていく生活のために必須の要
素であり、食料を確保するための田畑に水は欠く

アユは日本の内水面漁業で最も重要な魚であ

ことができない。そこで、人々は古来より僅かな

り、釣りの対象にも食用としても古くから親しま

水を活用するために川を堰き止め、水量を調節す

れている。しかし、近年、当高校の地元である兵

るようになった。はじめは、木や石で作った壊れ

庫県の日本海側に注ぐ矢田川のアユが減少してお

やすい構造の小さな堰であったが、近年は大きな

り、釣り人も地元の人達にも心配な状況となって

河川を堰き止める大規模な、堅牢かつ恒久的な井

いる。全国各地でも状況は同様である。今回は、

堰が多数できている。この井堰の出現によって、

海や川でのアユの生活を生徒とともに追うことで

必要な時にいつでも水を利用することが可能にな

新しい発見をすることや、環境の保護に繋がる活

り、多くの人々が恩恵を得ることになった。しか

動を目指した。あわせて、充分に解明されていな

し、かつての川にあった瀬や淵やとろの面影はな

い川や海でのアユの生活を探求し、不思議な一生

くなっている。自然のままの川が魚たちには必要

の謎を解明することをねらった。また、体の弱い

である。大きな堰には魚道が設置されているもの

仔稚魚が生き残るために何が大事なのかを考える

の、川に住むさまざまな魚介類が行き来するには

調査研究を行っているので、ご紹介する。

十分なものではない。その結果、産卵や成長のた
めに海と川を行き来する魚は、その存在自体が困

２

研究の背景

難になってきた。さらに、生命すら危ぶまれ絶滅
の危機に瀕している種もある。これらの問題を解

川と海は水で繋がっている。そして、人間には
水が必要である。地球の表面は 70% が海で水は
豊富にあるように思えるが、人々が利用しやすい
川や湖の水は僅か全体の 0.01％に過ぎない。し
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決する糸口になればと考え、本校は河川の井堰調
査を手始めに、さまざまな調査を開始した。

元気いっぱい！

３

水産高校生の活動

アユを求めて−その１

〜川の井堰上下の魚類相調査〜
（１）目的
矢田川は比較的流れが速く、時として水が濁る
場合がある。さらに川底は大小様々な大きさの石
が不連続に並んだ環境を持っている。かつてアユ
釣り場の名所と言われていたが、数々の河川建造
物のため大きく変化している。その矢田川をかつ
ての姿に戻すため、自然豊かな生態系を守るため
地域の方々と協力して活動をはじめた。今回、魚
類相を調べることにより、井堰に関連する魚道が
魚類に与える影響を把握できるだけではなく、生
態系の変化を捉える有益な情報を得ることが期待
できる。本調査では矢田川の井堰 4 カ所に生息す
る魚類相を潜水目視調査によって把握し、矢田川
再生の過程を特にアユの棲息を中心に明らかにす
ることを目的とした。
（２）調査の水域と方法
調査は、矢田川の河口から上流にかけて設置し
てある亀居、加鹿野、椎ヶ淵、中野の 4 カ所の井
堰において行った（図 1）。
調査では、各井堰の上流側と下流側に調査ポイ
ントを設定し（図 2）
、両者を比較して定量的な
調査とするため、潜水目視によるコドラート法（区

図１ 矢田川におけるアユの河川調査の定点

画法）で魚介類調査を行った。また、目視判定に
よる種同定のミスを防ぐために、手網によって採
集し補足した。
設定した各定点に正方形の枠を設置し、その内
側を潜水目視判定により調査した（写真 1）
。正
方形の枠は、水中でも目視しやすい赤くて重いレ
ンガ（2.5kg）を四隅に置き、ロープで 2 m × 2 m
の枠を設置し、悪条件に耐えられるようにした（図
3）
。
（３）結果
今回の調査全体でアユ、アカザ、アユカケ、ウ

図２ 調査ポイントの配置概略図

グイ、オイカワ、カジカ、カワムツ、モクズガニ、
ヨシノボリ、ナマズの 10 種が確認できた。その
うちコドラート法ではアユ、オイカワ、カジカ、
カワムツ、ヨシノボリの 5 種であった（写真 2）。
ヨシノボリは一般的にどこの河川でも、しばしば
確認される種で、短い時間の調査でも体色や斑紋
が違うものが多数確認された。特徴として黒色の
ものが多かったが、白や橙の縞模様、小斑が点在
するものもあった。絶滅危惧種のアユカケやアカ

図３ コドラート設置概略図
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種、総数ともに若干の差が見られた。
椎ヶ淵井堰では、下流側の 2 回の合計でアブラ
ハヤ 429 尾、オイカワ 400 尾、カワムツ 446 尾、
ヨシノボリ 32 尾、ギギ１尾を確認した。上流側
ではオイカワ 6 尾がいたのみであり、亀居井堰同
亀居井堰
下流

上流

写真１ 水中での観察の様子

ザも発見した（写真 3）。
各井堰の上流側と下流側の調査結果は次のよう
になった。
最下流に位置する亀居井堰では、下流側の２回
の合計でオイカワ 26 尾、カジカ 26 尾、アユ 42 尾、
ウグイ 8 尾を確認した。しかし、上流側では、魚
影は全くみられなかった。この結果より、井堰が
魚類の往来に支障を及ぼしていると推測された。

加鹿野井堰
上流

下流
他にカジカ1尾
ウキゴリ1尾

加鹿野井堰では、下流側の 2 回の合計でカワム
ツ 47 尾、カジカ 2 尾、ヨシノボリ 3 尾、ウキゴ
他にオイカワ1尾

リ 1 尾を確認した。上流側では、カワムツ 251 尾、
ヨシノボリ 32 尾、ウグイ 2 尾、アユ 2 尾、オイ
カワ 1 尾であった。ここは、上流側と下流側の魚

椎ヶ淵井堰
下流

上流

他にギギ1尾

写真２ カジカ Cottus pollux

中野井堰
下流

上流

他にカジカ1尾

写真３ アユカケ Cottus kazika
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図４ 矢田川の４井堰の上下の魚介類発見数
図4 矢田川の4井堰の上下の魚介類発見数
■左岸、■中央、■右岸。縦軸は発見尾数。各井堰図中央
■左岸、 ■中央、 ■右岸。 縦軸は発見尾数。 各井堰図中央
部の○、×、△は、井堰の上流側と下流側の魚種、総尾数
部の○、 ×、 △は、 井堰の上流側と下流側の魚種、 総尾数
の差による井堰が生物に及ぼす良否の３段階評価を示す。
の差による井堰が生物に及ぼす良否の３段階評価を示す。

元気いっぱい！

水産高校生の活動

様に井堰が魚種の移動を大幅に制約していると推

種多様な魚類が確認され、とても豊かな海である。

測された。

この海が豊かである理由は、すぐそばにある森林

中野井堰では、下流側の 2 回の合計でヨシノボ

から流れてくる栄養分のため海水の栄養価が高い

リ 23 尾、スミウキゴリ 4 尾、カジカ１ 尾を確認

ことや沿岸部に形成されているアマモ場の存在が

した。上流側では、ヨシノボリ 18 尾、オイカワ

考えられる。特にアマモ場は多くの魚の稚魚が住

16 尾、カワムツ 18 尾を確認した。ここでは魚種、

みかにしており、稚魚が育成する場として重要な

総数ともに井堰の上下であまり差は見られなかった。

場所だと思われる。そして、アユも仔稚魚期は海

（４）まとめ
目視観測によるコドラート法では詳細な魚種確
認は困難であり、大まかな観測結果になった。流
れが速い地点では遊泳力のある魚類かヨシノボリ
類のように川底に定着することができる吸盤状の

を生息場所にしていることが報告されていること
から、高校生の可能な範囲で調査方法の検討を始
めた。
（２）調査海域と方法
調査海域は日本海西部に位置する兵庫県美方郡

鰭を持つ魚類が生息していた。目視観察の特性上、

香美町下浜の香住湾内三田浜海岸から矢田川河口

泳いでいる魚類を観測するより、止まっている魚

周辺とした（図 5）。三田浜海岸は風光明媚な景

類の方が容易に個体数を数えることができ、魚種

色で背後には豊かな森林が控え、ゆるやかに流れ

によって観測の難易度に差があった。しかしなが

る小川がある。砂質は良好で、細砂から中砂に分

ら、魚類を捕獲して減少させることなく、総尾数

類され、海底には魚の住みかとして絶好のアマモ

を確認できる利点がある。

などの海草が繁茂している。砂浜海岸は単調な環

また、今回の調査で環境省レッドリストで絶滅

境の連続で干潟や岩礁域に比べ生物多様性が乏し

危惧・類（UV）に指定されているアカザが確認

いように思われるが、近年、砂浜海岸には多様な

できた。このことからも矢田川は、現在多くの河

動植物が生息していることが明らかになりつつあ

川で姿を消しつつある種も生息することができる

る。特に砕波帯から汀線付近までの比較的浅い砂

清流とわかった。

地の海中には多くの生物が生息し、稚仔魚の保育

特に地域の重要種であり今回の調査でも着目し

場としての砂浜海岸の重要性も指摘されている。

たアユは最下流の亀居井堰の下流では計 42 尾が
確認されたが、同井堰上流には皆無であり、より
上流で調査を行った 3 井堰 6 カ所のうちわずか
に加鹿野井堰下流で 2 尾を確認できたのみであっ
た。これは、遡上困難な井堰が１カ所でもあると、
その上流すべてにおいてアユが棲息できないこと
を示唆しており、注目される。
そして、井堰に設置されている魚道の物理環境
はそれぞれ、魚道に入る流水量が多い。このため
泡立ちも激しく、流れも乱れている。さらに流速

図５ 地引き網曳網調査地点

も速く、水面落差は 30cm 以上あり、4 箇所の調

今回使用した地曳網は兵庫県立人と自然の博物

査でも、井堰の上流側と下流側ではあきらかに下

館よりお借りし、同博物館との共同研究として実

流側の方に多数の魚類が見られた。よって、すべ

施した（写真 4、5）。測定や計測の実技指導も実

ての魚道が正常に機能しているとは言い難い状況

地で受けた。稚魚サイズでも採捕できる 1.5 × 1.5

であった。一刻も早く改修の必要性がある。

㎜網目の特別な網を使用した。
設置は調査地の岸から 50 〜 80 m 程の沖合に高

４

アユを求めて−その２

〜簡易な方法による海での地引網調査〜
（１）背景と目的
香住高校周辺にある美しい香美町香住湾は、多

校生が網を担ぎ泳いで移動し、３つの網を結合し
た後、汀線と平行になるように広げながら海中で
網を広げた。その後、2 名が海面を泳いで両端に
取り付けたロープを岸まで運び、その他の高校生
がロープを受け取ってゆっくりと網を曳いた（約
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（３）調査結果

50cm ／秒）
。
通常、地曳網は動力のある船外機を使用して、

21 種 1,033 個体の魚類を中心とした海産無脊

網を沖合に設置する。しかし、今回は大きな特徴

椎動物を採集した。

として、高校生が主体となって活動するために、

第１回調査

軽量化した網をさらに３分割し、沖合約 100m に

日時

運び合体させる。網の連結には装着したファス

14 時 00 分

ナーを使用することで、簡単に合体が可能になる

場所

（写真 6）
。実施は海中の網を適度に広げた後、右

平 成 30 年 5 月 18 日（ 土 ）11 時 00 分 〜
三田浜海水浴場

参加人数

生徒 6 名

教員 2 名

合計 8 名

側３人左側３人程度で網にくくりつけたロープを

漁獲量

砂浜からゆっくり引き寄せる。途中、下部の錘と

フグ 2、ヨウジウオ 3、キリンアナハゼ 15、アサ

上部の浮子のバランスをとり、魚類が逃げないよ

ヒアナハゼ 16、アナハゼ 1、ダイナンギンポ 5、

うに注意をはらった。

ギンポ 3、ヒラメ 2、アジ 12、キュウセン 1、オ

調査は、平成 30 年 5 月 18、25 日、9 月 14 日、
10 月 26 日の計 4 回実施した。

尾数

メバル 371、クジメ 8、スズキ 3、

ハグロベラ 1、アイナメ 2、ササウシノシタ 19、
ドロメ 495、クロウシノシタ 1、ムツ 6
総重量

4.1kg

第２回調査
日時

平 成 30 年 5 月 25 日（ 金 ） 9 時 00 分 〜

11 時 00 分
場所

矢田川河口周辺（海側）

参加人数
漁獲量

生徒 6 名
尾数

教員 2 名

合計 8 名

0

総重量

0kg

第３回調査
写真４ 組み立て前の調査用地引網

日時

平 成 30 年 9 月 14 日（ 金 ）13 時 25 分 〜

15 時 30 分
場所

矢田川河口周辺（川側）

参加人数
漁獲量

生徒６名
尾数
総重量

教員 2 名

合計 8 名

0
0kg

第４回調査
日時

平 成 30 年 10 月 26 日（ 金 ） 13 時 25 分

〜 15 時 30 分
場所
写真５ 調査用地引網の展開状況

三田浜海水浴場

参加人数
漁獲量

生徒 6 名

教員 2 名

合計 8 名

尾数 アジ 20、メバル 47
総重量

0.5kg

（４）まとめ
調査より、多種多様な魚種が確認され、稚魚数
も良好である。よって比較的浅い砂地の海中には
多くの生物が生息し、稚仔魚の保育場として価値
は重要であることがわかった。この美しい自然を
失わないために、地域の自然環境や生きものを調
べて、その実態や魅力について次世代を担う子ど
写真６ 調査用地引網のシュノーケリングによる
組み立て状況
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もたちや地域住民の方々に広く伝えていくことが
求められている。健全な砂浜生態系を表す生物指

元気いっぱい！

標の一つとなり得ることが考えられ、今後も引き
続き香住湾内三田浜海岸の生物をモニタリングし
ていくことが必要であろう。

６

水産高校生の活動

最後に

川から海へとアユを求めて調査を行ってきた

砂浜海岸に出現するアユ稚魚を採集するために

が、詳細な生息環境を描き出すには更に調査を重

は、冬期から早春にかけて調査を行う必要がある

ねる必要がある。特に海での生活は未知のままで

が、厳冬期の大荒れの日本海では生徒の安全確保

ある。調査方法等に改善の余地が見られ、今後は

の観点から調査の実施が困難である。アユの確認

入念な準備が必要である。

のためには、わずかな凪の日に安全な場所を選定

調査の結果から矢田川と日本海（香住沿岸域）

して調査を行う必要がある。今後も安全に実施可

は、水生生物の調査から、良好な状況であること

能な調査方法を検討したい。

がわかった。水質の良さが、美しい海や川の条件
であり、このことが矢田川でのアユの繁殖にも繋

５

アユを求めて−その３

〜育成したアユの放流〜

がり、日本海の海洋資源の豊かさをもたらす要因
にもなっている。
アクアコースの生徒は、普段学校でダイビング

香住高校では魚類の放流による環境意識の啓発

と水生生物の学習をしている。この特技を生かし

運動を毎年行っている。アユに関しては今回で

て、水中に潜り、目視にて魚類を観察し、魚種を

13 回目になる。今年度も種苗生産したアユの放

見分けることが出来る。今回採用している測定方

流を通し、地域の住民に地域の海や川の環境につ

法はコドラート法で、生徒が潜水し定点で２ｍ四

いて生物学的な視点から環境に対する意識を啓発

方枠内の魚類を目視観察した。定点は井堰の上流

した。本校で放流するアユは生徒が矢田川から親

側と下流側を設定し、魚道の良否の指標にしてい

魚を捕獲し、人工授精させ、お正月も土日も含め

る。目視観察の調査方法を採用しているため、川

て毎日世話をして成長させたものである。5 月 16

に網を入れていない。そのため、不必要に生物を

日、天候は良好ななかで、矢田川漁協組合と連携

減らす事はない。

して実施した。当日は地元の香住小学校 3 年生、

私たちは、これらの活動を通し、美しい矢田川

青葉保育園年長組、地域住民の方々計約 130 人と

の周辺に住む住民として、さまざまな方法で活動

にぎやかに行った（写真 7）。体長 7 〜 10cm ア

し、魚類相に大きな変動が見られないか監視する

ユの稚魚約 2 万尾をバケツで運び、そっと川に放

役割と責任がある。また絶滅危惧種も多数存在す

した。今後、香住高校アクアコースの生徒による

る貴重な海と川を守る必要がある。今後も活動を

アユについての出前授業の実施を予定している。

継続していきたい。
最後に、生徒が撮影した耳石輪紋の写真を掲載
した（写真 8）。所々に刻まれた濃淡の溝が、不
思議なアユの一生を物語っている。これらの謎の
解明に向けて調査を継続するために、多方面から
のご支援やご指導をお願いしたい。

写真７ アユ放流の様子

写真８ アユの耳石
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【寄

稿】

クエの放流効果の評価も含む
資源解析の導入
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所 資源生産部
藻類・沿岸資源管理グループ
グループ長

１

中川 雅弘

はじめに

クエ Epinephelus bruneus は、日本では本州中
部以南から東シナ海まで分布し、沿岸域の岩礁に
生息する重要な漁獲対象種の一つです。大きいも
のでは体長 1 メートル、体重は 30 キロ以上にも
なります。クエは九州では「あら」
、和歌山県で
は「くえます」などと呼ばれ、白身で美味であり、
特にクエ（あら）鍋に代表されるように冬場の味
覚としての需要が非常に高い魚です（写真 1）。
長崎県、佐賀県、福岡県及び和歌山県などでは、

魚市場に水揚げされたクエ

クエは重要かつ貴重な水産資源であり、観光の目

る栽培漁業の推進を望む声が高まっています 1）。

玉商材としても重宝されています 1）。また、1kg

このようなことから、日本国内におけるクエ種

あたりのクエの平均単価（範囲）は 5,972（3,674

苗の放流は、1993 年から開始されました。2004

〜 11,709）円、水揚げされた 1 尾あたりの平均体

年までは放流尾数が少なく、本種の種苗生産が

重は 5.6kg であるため 、単純計算にはなります

技術的に困難であったことがうかがえます。しか

が、魚市場では 1 尾あたり約 33,000 円で取引さ

し、それ以降になると放流尾数は右肩上がりに増

れている高級魚です。このため、漁業関係者の間

加し、2016 年には 274 千尾のクエの人工種苗が

では、この貴重なクエ資源を持続的に利用するた

西日本を中心に 170 箇所へ放流されました（図 1）
。

めの本種の資源管理、またそのツールの一つであ

本種に対する漁業者からの期待の高まりと、種苗

1）

図１

40
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生産機関の担当者の地道な努力による成果が、放

を抜去している様子、写真 3 はこの標識を付けて

流尾数の大幅な増加につながったと考えます。

放流した 2 年後に魚市場へ水揚げされた全長 40

しかし、種苗放流をするからには、当然その効

センチのクエです。

果の検証が求められます。長崎県五島列島の福江
島に位置する水産総合研究センター五島栽培漁業
センター（現：水産研究・教育機構西海区水産研
究所五島庁舎）では、クエの種苗放流の効果調査
を実施し、一定の効果が確認されました。一方で、
放流効果調査と並行して、クエ資源の持続的な利
用に関する研究も求められています 1）。現状のク
エの資源量を推定して将来の資源量を予測する、
つまりクエ資源が今後増加するのか、あるいは減
少するのかなどを予測しながら、クエの資源量維

写真２

腹鰭を抜去している様子

持・増大に向けての対応策を準備・構築すること
が重要になると考えます。しかし、資源解析にお
いて長年の実績がある魚種に比べると、クエで
は解析に必要なデータがかなり不足しています。
データ収集を一つの機関で実施するには非常に多
くの時間を要しますし、クエは高価な魚なので、
生物情報を得るためのサンプルとして購入するだ
けでも多額の経費がかかります。このようなこと
から、クエの資源解析が求められながらも、実際
に着手するには困難な状況が続いていました。こ
のような中、西海ブロック水産業関係研究開発推
進会議において関係機関からの強い要望に基づい
て、平成 27 年にクエなどを対象とした「ハタ類
資源解析研究会」が設立され、資源解析に向けて
関係機関が連携してゆくこととなりました。
今回は放流効果調査で得られた結果の一部とハ

写真３

魚市場に水揚げされた放流魚
（片方の腹鰭がない）

タ類資源解析研究会の活動内容等について紹介し
クエの放流効果を調べるため、福江島の主要市

ます。

場である福江魚市場において、2008 年 1 月から

2

クエの種苗放流効果調査

2013 年 12 月までの 6 年間、水揚げされたすべ
てのクエを対象に調査しました。調査内容は、漁

当時、五島栽培漁業センターではクエの種苗生

法、漁獲水域、標識の有無、全長及び体重の測定

産に取り組んでおり、1997 〜 2008 年の 10 年間

などです。その結果によると、福江魚市場には年

に約 10 万尾（平均全長 13 センチ）の種苗が福

間 804 〜 1,126 尾、合計 5,747 尾のクエが水揚げ

江島周辺海域に放流されました。放流後には、魚

されました。そのうち、標識を施したクエは年間

市場に天然魚と放流魚が混ざった状態で水揚げさ

28 〜 58 尾、合計 269 尾が水揚げされていました。

れますので、これらを区別するためにはあらかじ

クエの水揚げ総尾数に対する放流魚の割合で示さ

め放流魚に目印（標識）を付けておくことが必要

れる混入率は 3.9 〜 5.6％の間で推移し、調査期

です。この放流試験には、魚体の腹側にある 2 つ

間全体での混入率は 4.7％でした（表 1）。一方で、

の腹鰭（はらびれ）の片方を引き抜く、いわゆる

長崎県内におけるクエの漁獲水域（12 水域）と

腹鰭抜去（ばっきょ）標識等を用いました。写真

出荷市場（12 市場）の関係を調べた結果、五島

2 はステンレス製の大型の毛抜きを使用して腹鰭

周辺海域で漁獲されたクエは福江魚市場の他に、
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表１

天然魚

全体
年
2008
2009
2010
2011
2012
2013
合計

数
957
804
820
993
1,047
1,126
5,747

福江魚市場におけるクエ放流魚の混入率

水揚重量
(kg)
4,232
3,614
3,695
4,036
3,963
3,613
23,152

数
904
759
779
965
989
1,082
5,478

水揚重量
(kg)
4,053
3,449
3,515
3,931
3,799
3,480
22,227

全長
（ｃｍ）
63.1
62.8
59.9
57.1
56.0
53.1

放流魚
体重
（kｇ）
4.48
4.54
4.51
4.07
3.84
3.22

数
53
45
41
28
58
44
269

水揚重量
(kg)
179
165
180
105
164
133
925

全長
（ｃｍ）
56.8
56.6
58.2
57.5
50.6
52.4

体重
（kｇ）
3.37
3.66
4.38
3.74
2.83
3.02

混入率
（％）
5.5
5.6
5.0
2.8
5.5
3.9
4.7

長崎市内の主要市場にも出荷されていることが報

らも海水温の上昇が影響していると考えられてい

告されています 。また、この主要市場に水揚げ

ます 4、5）。この増加傾向にある貴重な漁業資源を

されるクエは、主に五島周辺海域で漁獲されてい

今後も持続的に利用していくための戦略を各地域

ることも報告されています 。この主要市場には

で共有して持つことが、今後の地域漁業の発展に

毎年約 50 トンのクエが水揚げされるので、先ほ

は必要になると考えます。

2）

2）

ど示した放流魚の混入率（4.7％）がこの主要市
場も同じであると仮定すると、この市場には毎年

引用文献

2.4 トンの放流魚が水揚げされていたことになり

１）中川雅弘（2010）クエ資源の維持・増大にむけ
てのアプローチ①（クエの社会的ニーズと漁業実
態）、豊かな海、22、2-3.
２）中川雅弘・乾 政秀・堀田卓朗・吉田一範・服部
圭太（2011）長崎県におけるクエの漁業．栽培漁
業センター技報、13、51-57．
３）中川雅弘（2018）ハタ類の資源を守るために〜複
数機関との連携による資源解析への挑戦．西海せ
いかい、23、4.
４）中川雅弘（2014）魚市場調査からみた五島列島福
江島でのハタ科魚類の漁獲動向．豊かな海、34、
17-20.
５）河野光久（2017）山口県日本海沿岸域におけるマ
ハタ属魚類の漁獲動向．山口県水産研究センター
研究報告、14、23-26．

ます。また、この水揚げ重量に平均単価（5,972
円/kg）を掛けると、1 年間に水揚げされる放流
魚の金額は 14,332 千円と推定されました。

3

クエの資源解析導入に向けた取組

ハタ類資源解析研究会は、平成 27 年度以降、
毎年 1 回の頻度で西海区水産研究所を事務局とし
て開催されています 3）。平成 30 年度には、北は
富山県から、南は鹿児島県までの 15 機関 25 名
がほぼ地理的に中間地点である山口県に集結し
て、資源解析の進捗状況などが報告されました。
本研究会ではクエなどのハタ類を対象として、資
源解析に必要な年齢と体長（体重）
、年齢と成熟
率、体長と体重などの関係を得るためのデータな
どを収集しています。また、各機関で保有してい
るデータを整理して、その共有化も進めています。
現在ではクエを含むハタ類 3 種の資源解析に必要
なデータが揃いつつあります 3）。栽培漁業を通し
て得られるクエの生物学的知見と漁獲データ等の
収集を行いながら、クエの資源量の現状把握、将
来予測の検討を行い、将来的にはそれに応じた種
苗放流数の決定や漁業管理を組み合わせた研究に
発展させることが重要になると考えます。
近年クエを含むハタ科魚類の漁獲量が各地で増
加しており、分布域が北へと広がっていることか
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【豊かな海づくりに関する刊行物の紹介】

「メガイアワビ稚貝場造成指針」
平成 31 年 2 月に静岡県経済産業部産業革新局

期を推定したところ、静岡県漁業調整規則の産

研究開発課から、メガイアワビ稚貝場造成指針（あ

卵保護期間（10 〜 12 月）以降も産卵が行われ

たらしい水産技術 No.654）が刊行されました。

ていた。1 月以降の産卵保護策を検討する必要

この冊子は、本誌 No.43（2017 年 11 月）でも

がある。

紹介した静岡県水産技術研究所伊豆分場による研
究によって明らかにされたメガイアワビの稚貝期

稚貝場造成指針に適合する場所を稚貝場として

の生態的知見を基に、天然稚仔の加入量の増加や

維持管理すること、種苗放流場所とすること、こ

生残率の向上を目指すために作成されたものです。

の条件にそった場の造成がメガイアワビ資源増大

静岡県内沿岸域でメガイアワビの漁業生産を行っ

につながる。

ている地区への適用を目的としているものですが、
他の都府県でも参考になると考え、紹介すること
としました。
以下、その要旨です。

冊子の内容は、下記の静岡県公式ホームページ
でご覧になれます。
http://www.pref.shiazuoka.jp/sangyou/sa130a/gijyutujyouhou.html

（１）稚貝場の造成指針
非生物環境：水深４〜 10ｍ、海底地形・
底質は大きさ 20 〜 30㎝のゴツゴツ
した石の多い場所で、成長後の生息
場所として周りに岩の隙間や 1 ｍ位
の岩のある場所。
生物環境：石には無節サンゴモが着生
し、周囲にカジメ群落があり、カジ
メが漂着する場所、トコブシの生息

࠶ࡓࡽࡋ࠸

する場所。

Ỉ ⏘ ᢏ ⾡
㻺㼛㻚㻢㻡㻠㻌

（２）稚貝場の維持管理
卓越年級群が発生した場合、小型の
石が多い場所では夏〜秋に来襲する台
風の高波浪で石が動き、その影響で稚
貝が死んでしまうおそれがある。この

࣓࢞࣡ࣅ⛶㈅ሙ㐀ᡂᣦ㔪


ような場所では減耗する前に適所に移
植する必要がある。

ᖹᡂ 㻟㻜 ᖺᗘ㻌

（３）生息場適性管理モデル
稚貝場の探索や造成場所の客観的な
選択に関しては、生息場所適性指数モ
デルを適用した。

㸫㟼 ᒸ ┴ ⤒ ῭ ⏘ ᴗ 㒊㸫


（４）産卵保護
着底稚貝の調査結果から現在の産卵
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー】

栽培漁業広域プランの改定等について
海域栽培漁業推進協議会事務局
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

全国 6 海域において組織されている海域栽培漁

見直しを行った結果、広域プランの海域の範囲

業推進協議会（以下、海域協議会）は、平成 27

を資源評価の系群に揃えるため、日本海北部海域

年 3 月末に海域協議会毎に「栽培漁業広域プラン

ヒラメ広域プラン及び日本海中西部海域ヒラメ広

（以下、広域プラン）
」を策定し、資源造成に向け

域プランを「日本海海域ヒラメ広域プラン」とし

た効率的な種苗生産・放流を進める取組を推進し

て、瀬戸内海海域トラフグ広域プラン及び九州海

てきました。

域トラフグ広域プランを「九州・瀬戸内海海域ト

平成 30 年度 6 月、国の「水産政策の改革につ

ラフグ広域プラン」として統一し、新たに策定し

いて」が公表され、栽培漁業に関しては「資源管

ました。また、瀬戸内海海域サワラ広域プランに

理上効果のあるものを見極めた上で重点化する。」

ついては、資源の状況を踏まえて平成 29 年度末

とされました。具体的には「種苗生産・放流・育

にプランを改定していましたが、資源の増加に伴

成管理等については、資源管理の一環として実

い種苗放流による資源造成効果も僅か（加入時

施するものであることを踏まえて、以下のとおり、

混入率 0.1%（H30 年度資源評価））となっており、

効果のあるものを見極めた上で重点化する。①従

平成 31 年度国庫補助事業において資源造成を目

来実施してきた事業については、資源評価を行い、

的とする事業は補助対象とならなかったことから、

事業の資源造成効果を検証する。検証の結果、資

同広域プランは終了することといたしました。同

源造成の目的を達成したものや効果の認められな

様に、平成 29 年度太平洋中部系群ヒラメ資源動

いものは実施しないこととする。②資源造成効果

向調査報告書では、太平洋中部系群の資源状況は

の高い手法や対象魚種については、今後も事業を

高位・増加とされたことを踏まえ、太平洋南海域

実施するが、その際、国は広域魚種を対象として

ヒラメ広域プランについては、放流規模を縮小し

必要な技術開発・実証を行うなど、都道府県と適

て取り組みを継続していくこととしてプランの改

切に役割を分担する。また、広域回遊魚種等につ

定を行いました。この他の広域プラン（太平洋北

いては、複数の都道府県が共同で種苗放流等を実

マツカワ及びヒラメ、太平洋南トラフグ）に関し

施する取組を促進する。
」といった内容が示され

ても、上記の方針を基に改定を行いました。次ペー

ました。

ジ以降に各広域プランの要旨を掲載いたします。

これを受けて、平成 30 年 6 月から平成 31 年 3

これら広域プランの策定日並びに改定日は補助

月にかけて、各海域協議会の関係道府県行政担当

事業との関係も考慮して平成 31 年 3 月 29 日付

等からなる幹事会や、当協会が主催する広域種資

けとしました。これらについて、令和元年 7 〜 8

源造成型栽培漁業推進検討会および同作業部会の

月に開催予定の各海域協議会令和元年度通常総会

場で、以下の方針のもと広域プランの見直しを行

の事業報告の中で会員にあらためて報告すること

いました。

にしています。

◦水産政策の改革の内容を踏まえたものとする

なお、全国唯一の共同の取組である瀬戸内海サ

◦放流効果の検証のためのモニタリングの充実

ワラの共同種苗生産・中間育成・放流は広域プラ
ンに基づく取組みの一環として国庫補助事業を活

化を盛り込む
◦広域プランの海域の範囲を資源評価の系群に

同種苗生産・放流体制の構築・高度化の実証事業

揃える
◦平成30年度資源評価等の内容を反映させ、
経年データを直近まで更新する
◦実現可能性が低いと判断される内容について
は再考する
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として、技術の継承・マニュアル作成を目的に実
施することとし、国庫補助を受けて取り組んでい
ます。

太平洋北海域マツカワ・ヒラメ栽培漁業広域プラン（要旨）
太平洋北海域栽培漁業推進協議会（平成27年3⽉策定;平成31年3⽉改定）

マツカワ広域プラン
1.資源造成⽬標
太平洋北海域における資源⽔準の維持及び漁獲量200トン以上の
恒常的な確保を⽬標とする。

目標：200t以上

漁獲量

2.親⿂養成、種苗⽣産、放流
○遺伝的多様性に配慮するとともに、VNN抗体検査等の疾病防除
策を講じ、⼗分な量の親⿂の確保に努める。
○100万尾規模の種苗の安定⽣産・放流に努める。

3.適地放流等の推進
放流効果の⾼い地区に集中的な放流を⾏うことで、漁獲量の増⼤を図
るとともに、適地放流による効果実証のモニタリングに努める。

4.モニタリング及び資源造成効果の検証

引⽤︓平成29年度資源評価（北海道⽴総合研究機構）

広域的な資源造成効果の検証を⾏うため、以下のモニタリング等について、関係道県が連携し取り組む。
①広域的な漁獲情報（漁獲量、天然発⽣⿂の混⼊状況等）のモニタリング体制の維持・充実化
②適地、適期放流の更なる推進に向けた、回収率などの定期的なモニタリングの継続
③広域的な回遊についての更なる⽣態解明に向けた調査

5.漁業管理の推進
○北海道えりも以⻄太平洋海域では、これまで同様すべての漁業種類で全⻑35cm未満⿂の採捕禁⽌、再
放流に取り組んでおり、引き続きこれらの取組を⾏っていく。
○再⽣産効果を向上させ、資源造成型栽培漁業を推進するため、広域的な資源管理体制について関係道
県で検討を進めていく。

ヒラメ広域プラン
1.資源造成⽬標
種苗放流による資源造成を推進することにより、漁獲圧回復後も震
災前の漁獲量が確保できるような資源量にする。

放流尾数

2.親⿂養成・種苗⽣産

目標：385万尾までの回復

○⻘森県等が親⿂養成の拠点的役割を担い各県での採卵・⽣産不調
を補完するよう努める。親⿂保有施設では、遺伝的多様性に配慮し
た親⿂尾数の⼗分な確保に努め、疾病予防対策に⼗分な注意を払う。
○種苗の安定的な確保に向け、喫緊の課題であるアクアレオウィル
スの防除対策について、⾏政・試験研究機関・種苗⽣産機関等関係
機関が連携して取り組み、親⿂養成も含めた⽣産体制の強化や役割
分担の検討を⾏う。
※引⽤︓平成30年度ヒラメ太平洋北部系群資源評価報告書（⽔産研究・教育機構）
3.種苗放流
広域種資源造成型栽培漁業推進検討会議資料（海づくり協会）
【種苗放流数の⽬標】東⽇本⼤震災による種苗⽣産施設の被災や、アクアレオウィルス疾病による⼤量
へい死の発⽣等により種苗⽣産数が減少しているため、各県の第7時栽培漁業基本計画の合計である385
万尾までの回復を図る。
【適地放流の推進】餌料となるアミ類や⼩型の⿂介類が多い海域などの放流適地を中⼼に、新たな知⾒
も活⽤しつつ、適期、適切なサイズでの種苗放流を⾏う。

4.モニタリング及び資源造成効果の検証
関係機関が連携し、従来の外部標識による放流効果調査等必要なモニタリングを⾏う。モニタリングの
結果および資源評価報告書等も踏まえ、ヒラメの県域を超えた移動・分散を把握するとともに、資源造
成効果を検証する。

5.資源管理⽅策の推進
海区漁業調整委員会指⽰、資源管理指針、資源管理計画等の遵守に努める。
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太平洋南海域ヒラメ・トラフグ栽培漁業広域プラン（要旨）
太平洋南海域栽培漁業推進協議会（平成27年3月策定;平成31年3月改定）

ヒラメ広域プラン
資源量

1.資源造成⽬標
○南部系群(和歌⼭〜宮崎)では平成16~19年の資源⽔準への回復・
維持を⽬標とし、種苗放流による資源の加⼊量の維持を図る。
○中部系群(千葉〜三重)では資源の⾼位⽔準の維持を⽬標とする。

⽬標︓⾼位⽔準維持

2.親⿂養成と種苗⽣産
○関係機関で受精卵の過不⾜が⽣じた場合には、融通等の相互協⼒を
図る。ヒラメ親⿂保有施設では、遺伝的多様性に配慮した親⿂尾数の
⼗分な確保に努め、疾病予防対策に⼗分な注意を払う。
○各県が⽬標とする放流数を維持するにあたり、そのために必要な種
苗⽣産数の効率的な確保に努める。

3.種苗放流

⽬標︓資源⽔準の回復・維持

※引⽤︓平成29年度資源動向調査（太平洋南部・中部ヒラメ）
（⽔産研究・教育機構）

【種苗放流数の⽬標】南部系群では67万尾、中部系群では136万尾の確保・維持に努める。
【適地放流の推進】種苗の放流にあたっては、餌料となるアミ類や⼩型の⿂介類が多い海域などの放流適
地に新たな知⾒も活⽤しつつ、適期に、適切なサイズでの種苗放流を⾏う。

4.モニタリング及び資源造成効果の検証
○関係機関が連携し、従来の外部標識を⽤いた放流効果調査を⾏うなど、体制の強化や精度の向上を図り
つつ、必要なモニタリングを⾏う。
○モニタリングの結果や資源動向調査等を踏まえ、ヒラメの県域を越えた移動分散を把握するとともに、
資源造成効果を検証する。
5.資源管理⽅策の推進
海区漁業調整委員会指⽰、資源管理指針、資源管理計画等の遵守に努める。

トラフグ広域プラン
1.資源造成⽬標
加⼊尾数10万尾を資源造成⽬標に現状規模（70万尾／漁期年）の種
苗放流の継続に努め、漁獲量100トン以上の安定的な確保を⽬指す。

加⼊尾数

2.親⿂養成・採卵、種苗⽣産
○トラフグ親⿂を保有する関係県間が情報を共有し、関係機関で採卵
の不調が⽣じた場合には、受精卵の融通等の相互協⼒を図る。
○トラフグ親⿂の保有施設では、遺伝的多様性に配慮した親⿂尾数を
⼗分に確保するととともに、疾病予防対策に⼗分な注意を払う。
○⽬標とする放流尾数を達成するために必要な種苗⽣産数の確保に努
める。

⽬標︓加⼊尾数
10万尾

※引⽤︓平成30年度トラフグ伊勢・三河系群資源評価報告書
３.種苗放流
（⽔産研究・教育機構）
【種苗放流尾数の⽬標】現状の種苗放流規模（70万尾/漁期年）を維持しつつ、適地放流を推進することに
より、資源添加効率の向上並びに天然⿂加⼊量の不安定さの緩和を図る。
【適地放流等の推進】最適な放流⽔域と考えられている三重県有滝地先、愛知県知多半島沿岸及び愛知県⽮
作川河⼝、静岡県浜名湖・太⽥川河⼝砂浜域、神奈川県⼩⽥和湾地先等への放流を推進する。

4.モニタリング及び資源造成効果の検証
○モニタリングに関係機関が連携して取り組むとともに、その体制や調査精度の維持に努める。
○資源造成効果の検証は資源評価報告書や従来の外部標識放流調査、過去の放流効果調査等に基づいて実
施することとする。
○放流⿂の混⼊率は、放流⿂指標等を活⽤し、関係県における市場調査や漁獲物の標本購⼊による精密調
査により把握する。

5.資源管理⽅策の推進
若齢⿂の再放流を含む資源管理計画で実施されている管理措置の継続に努める。
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九州・瀬⼾内海海域トラフグ栽培漁業広域プラン（要旨）
1.資源造成⽬標
資源管理の取組と連携を図りつつ種苗放流の⾼
度化に努め、資源量の底⽀えをする。

2.親⿂養成と種苗⽣産

（平成31年3⽉策定）
九州海域栽培漁業推進協議会
瀬⼾内海海域栽培漁業推進協議会

資源量

○⼭⼝県と⻑崎県とが親⿂養成および採卵の拠
点的役割を担い、受精卵を必要とする府県等に
提供する。
○親⿂保有施設では、本種の回帰性が⾼い回遊
特性を考慮し、遺伝的多様性に配慮した親⿂を
確保するとともに疾病予防対策に⼗分な注意を
払う。
○⽬標とする放流尾数を達成するため、⾼い放
流効果が期待される全⻑70mm以上、かつ、尾
鰭⽋損の少ない種苗の確保に努める。

3.種苗放流
【種苗放流数の⽬標】
○近年、⽇本海・東シナ海・瀬⼾内海系群の関
係府県では170〜190万尾程度の種苗が放流さ
れ、このうち本プランの関係府県においては⼤
部分の160〜180万尾程度が放流されている。
○両協議会では、平成27年度以降有効放流尾数
約170万尾の確保を共通⽬標とし、種苗放流の
⾼度化並びに放流尾数の維持・増加に努めてき
ており、引き続き⽬標を同数の170万尾とし、
取り組みの継続・強化を図る。
【放流の⾼度化】
○両協議会では、全⻑70mm以上で尾鰭⽋損の
少ない種苗の適地放流に努めてきた。
○⽬標である「有効放流尾数約170万尾」の達
成に向け、各府県の財政状況も加味しつつ、引
き続き種苗放流量の維持・増⼤を図るとともに、
種苗放流の⾼度化による有効放流率の向上に努
める。

※引⽤︓平成30年度トラフグ⽇本海・東シナ海・瀬⼾内海系群資源評価報告書（⽔産研究・教育機構）

有効放流尾数
⽬標︓有効放流尾数
170万尾の確保

4.モニタリング及び資源造成効果の検証
○関係機関が連携し、従来の外部標識と内部標識を組み合わせた⼆重標識放流の継続に加え、⽔
産研究・教育機構が開発したDNA親⼦判別技術を⽤いた放流効果調査等のモニタリングを同機
構の協⼒を得て⾏う。
○モニタリング体制については、本種の回遊特性を踏まえ、ナーサリーやその近傍域等の内海域
や索餌場である外海域等の成⻑に応じた調査や調査尾数確保などの体制の維持・強化を図る。
○これらモニタリングの解析結果や資源評価報告書等も参考に、資源造成効果の検証に取り組む。
○各府県の漁獲状況等を基に、種苗放流に係る適正な費⽤等負担のあり⽅について検討を⾏う。

5.資源管理の推進
種苗放流の効果が最⼤限発揮されるよう、資源管理検討会議による具体的な管理措置に向けた検
討等の取り組みや関係機関の資源管理部局と⼗分な連携を図りながら、資源回復に取り組む。
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⽇本海海域ヒラメ栽培漁業広域プラン（要旨）
（平成31年3⽉策定）
⽇本海北部海域栽培漁業推進協議会
⽇本海中⻄部海域栽培漁業推進協議会

1.資源造成⽬標
【北海道】
継続した種苗放流と資源管理⽅策の推進によ
り漁獲量の増⼤を図る。
【⽇本海北・中部（⻘森県〜兵庫県）】
加⼊量(1歳⿂︓放流⿂含む)の増⼤に努め、資
源⽔準を中位にする。
【⽇本海⻄部海域（⿃取県〜⼭⼝県）】
加⼊量（1歳⿂︓放流⿂含む）の増⼤に努め、
本系群の直近の資源量を維持・増⼤させる。

(t)

北海道（漁獲量）※1
⽬標︓漁獲量増⼤

2.親⿂養成と種苗⽣産
○北海道、⻘森県、⼭形県、⽯川県、福井県及び
⼭⼝県が親⿂養成の拠点的役割を担い各道県での
採卵・⽣産不調を補完するよう努める。
○ヒラメ親⿂保有施設では、遺伝的多様性に配慮
した親⿂尾数の⼗分な確保に努め、疾病予防対策
に⼗分な注意を払う。
○各道府県が⽬標とする放流数を維持するにあた
り、そのために必要な種苗⽣産数の効率的な確保
に努める。

(t)

⽇本海北・中部
（資源量）※2
中位水準の境界

⽬標︓資源を中位⽔準に

3.種苗放流
【種苗放流数の⽬標】
○北海道では第7次栽培基本計画(以下、基本計画) (t)
に掲げられた220万尾の確保に努める。
○⽇本海北・中部では各府県の第7次基本計画の
総放流数255万尾の確保に努める。
○⽇本海⻄部では関係県の本計画を勘案し現状の
放流規模90万尾の確保・維持に努める。
【適地放流の推進】
餌料となるアミ類や⼩型の⿂介類が多い海域など
の放流適地に、新たな知⾒も活⽤しつつ、適期に、
適切なサイズでの種苗放流を⾏う。

⽇本海⻄部・東シナ海
（資源量）※3
⽬標︓資源量維持・増⼤

4.モニタリング及び資源造成効果の検証
○関係機関が連携し、従来の外部標識や⽔産研究・教育機構が開発したDNA親⼦判別技術を
⽤いた放流効果調査を⾏うなど、体制の強化や精度の向上を図りながら、必要なモニタリン
グに取り組む。
○モニタリングの結果や資源評価報告書等を踏まえ、ヒラメの県域を越えた移動・分散を把
握するとともに、資源造成効果を検証する。

5.資源管理の推進
海区漁業調整委員会指⽰、資源管理指針、資源管理計画等の遵守に努める。また、海域協議
会を通じて他道府県の資源管理状況の情報共有を図る。
※1:平成29年度ヒラメ資源動向調査報告書（対象海域︓北海道）（⽔産研究・教育機構）
※2:平成30年度ヒラメ⽇本海北・中部系群資源評価報告書（⽔産研究・教育機構）
※3:平成30年度ヒラメ⽇本海⻄部・東シナ海系群資源評価報告書（⽔産研究・教育機構)
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【特別会員紹介コーナー】
本協会は、正会員である都道府県、漁業及び栽培漁業関係団体、並びに水産庁、国立研究開発法
人水産研究・教育機構と十分な連携をとりながら「豊かな海づくり」に関する事業を積極的に推進してい
ます。また、正会員以外にも、本協会の事業に賛同する団体や企業に特別会員としてご協力をいただ
いています。
そこで、今号より、この特別会員の団体・企業の方々に、各々の「豊かな海づくり」に関係した最近の
活動を紹介していただくことになりました。トップバッターは、「つれるエサづくり一筋」のマルキユー株式
会社にお願いしました。

マルキユーは海にやさしい生分解性擬似餌を開発しました！
マルキユー株式会社

私共は 1975 年より加工釣り餌の製造と販売を

生産開発部

研究開発課

長岡 寛

段に向上しました（写真 3、4）。

行っています。当社の名称であるマルキユーの九

一方従来のポリ塩化ビニール性のワームもまだ

の文字は、元々長野県岡谷市にあった製糸会社の

まだ人気があります。これについては先述の環境

９番目の支店を埼玉県の大宮市（現在はさいたま

問題への取り組みの一環として、釣りの業界団体

新都心）に出したことが社名の由来です。加工釣

である一般社団法人・日本釣り用品工業会（日釣

り餌の事業をはじめるきっかけとなったのも、製

工）が中心となって各地の釣り場の清掃や水中に

糸工場から副産物として出る蚕のサナギが、釣り
餌の原料として優れた特性を具えていたことが大
きな要因です。埼玉県は淡水の釣り場が多く、最
初はフナやコイを対象魚とした粉末で水を加えて
使う練り餌が主体でした。
その後 1983 年に発売した海釣り用の配合エサ
が爆発的なヒットとなり、1994 年からはワーム
と呼ばれる擬似餌（エコギア）を発売し、これも
多くのユーザーに受け入れられました。
ところが、ワームの素材である軟質のポリ塩化
ビニールは、環境中では分解しにくい性質があ
ります。意図的ではないにしても、これらが釣り
の最中に根掛かりなどで水中に取り残されてしま
うと、回収しない限りいつまでも水中にあること
から、鳥や魚の誤飲事故を起こすことがあります。
そこで、水中の微生物によって分解する、生分解
性の樹脂を素材にした「生分解性擬似餌」の開発
に取り組んできました（写真 1、2）。
現在の商品は試行錯誤の結果、2009 年から発
売して今日に至っています。「生分解性擬似餌」
は水溶性のポリマーが主体であるため、魚が好む
アミノ酸などの成分も配合されていて、従来のポ
リ塩化ビニール製のワームより魚の食いつきも格

写真１

生分解性の疑似餌
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実用化を検討しています。申し上げるまでも無
く、延縄漁で使うイカやサンマなどの生鮮釣り餌
は、年々資源が減少していて価格が高騰してい
ます。さらに、保管や仕掛けに合わせて裁断する
といった手間もかかり、漁業者の負担となってい
ます。「生分解性擬似餌」であれば、サイズや形
も要望に応じたものにすることが可能で、安定供
給も出来ます。保管や解凍の手間も大幅に省くこ
とができます。これらも試作品の作成から開始し、
漁場では繰り返しテストを行いここに来て安定し
写真２

分解が進んだ生分解性疑似餌

た釣果を得ることの出来るレベルに達しています。
現在のところまだ製造ラインが確立されていな
いため、価格面では生鮮釣り餌には劣ってしまい
ますが、安定供給と省力化を加味していただける
なら、決して割高なものではないと考えています。
このような新しい商材を普及していく上で障壁と
なっているのは、価格以上に漁業者の皆様の先入
観があるかと思われます。と申し上げるのも生鮮
釣り餌を用いた漁業は古くから行なわれてきたも
のですから、それを変えて行くというのは、相当
な覚悟が必要になります。試験をしていただくに
も、漁況が良い書き入れ時であれば、従来の方法
でしっかりと稼がなければなりません。また不漁

写真３

生分解性擬似餌で釣りあげたマダイ

の時に試しても良い結果が得られにくいというこ
とがあります。こうした障壁を取り除いていくに
は、漁業者の方々との信頼関係を構築していくこ
とは勿論ですが、しっかりとした第三者が間に
入って調整していくことも必要です。
これから先も、生鮮釣り餌の不足傾向は続いて
いくと思われます。私共の取り組みを評価してい
ただければ、双方に大きなメリットが生じるので
はないかと確信しています。ご興味ご関心のある
方は、是非弊社生産開発部にご連絡ください。
【連絡先】
マルキユー株式会社
生産開発部

写真４

釣りあげたトラフグと筆者

取り残された釣り糸やワームなどを回収する「環
境美化運動」を行なっています。この資金源は釣
り道具のパッケージに添付されている「環境・美
化協力シール」による収入が当てられています。
さて「生分解性擬似餌」は年々性能がアップ
しており、近年は各所で漁業向けの餌としても
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研究開発課

長岡

寛

E-mail: hiroshi_nagaoka@marukyu.com

【豊かな海づくり推進協会コーナー①】

平成３０年度 第３回理事会
平成 30 年度第 3 回理事会を、平成 31 年 3 月
13 日（水）10 時 30 分から東京都千代田区内神

めて重要であるので、出席の皆様には引き続きご
協力をお願いする」と述べた。

田のコープビル 6 階第 5 会議室で開催した。水産

本理事会では、理事 12 名のうち 10 名及び監

庁からは栽培養殖課の四ヶ所専門官に出席してい

事 2 名が出席し、第 1 号議案平成 31 年度事業計

ただいた。

画及び収支予算に関する件、第 2 号議案平成 31

岸会長は、冒頭の挨拶で「漁業の成長産業化と

年度会費に関する件、第 3 号議案平成 31 年度負

いうことで、水産政策の改革や予算の対応で水産

担金に関する件、第 4 号議案平成 31 年度役員報

庁の皆さんには大変お世話になっている。これか

酬に関する件、第 5 号議案規定の変更に関する件

らの新しい漁業の枠組みは、資源を管理しながら、

（役員選任規程及び組織規定の一部変更等）、第６

しっかりと漁業と浜を再構していくものであり、

号議案会員の加入等に関する件が審議され、各議

海の環境の保全を図りつつ強い海を造っていくこ

案とも原案どおり承認された。また、理事の職務

とが基本である。そのためにも本協会の役割が極

の執行状況の報告を行った。

平成３０年度 第３回理事会

令和元年度 第１回理事会
令和元年度第 1 回理事会を、令和元年 5 月 21

力をいただいた理事 ･ 監事の皆様に感謝する。今

日（ 火 ）1 時 30 分 か ら 東 京 都 千 代 田 区 内 神 田

年度から水産改革を推進する新たな資源管理と漁

1-1-12 コープビル 6 階第 5 会議室で開催した。

業の成長産業化に向けた政府の施策が、大幅に増

来賓として国立研究開発法人水産研究・教育機
構の堀井理事にご出席いただいた。
岸会長は、
冒頭の挨拶で「30 年度の当協会の「豊

額された予算によって開始されている。栽培漁業
関係については、取組の重点化を図ることとされ、
新たな技術開発や広域種の資源造成効果の検証な

かな海づくり」に関する諸事業も、順調に推移さ

どの事業に係る予算が、全体として増額になり、

せることができ滞りなく実施することができた。

本会が応募した補助事業や委託事業もほぼ予定通

ご支援 ･ ご指導を賜った水産庁、水産機構とご協

り採択されて、既に取り組みを開始しているとこ
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ろである。また、水産庁では来年度の予算要求に

承認された。また、理事の職務の執行状況等の報

向けた検討が始められていると聞いており、栽培

告を行った。

漁業をはじめ豊かな海づくりに関する施
策の充実と、必要な予算を要求していた
だけるようお願いしていく」と述べた。
本理事会では、理事 12 名のうち 8 名
及び監事 2 名が出席し、第 1 号議案 平
成 30 年度事業報告書、同附属明細書、
貸借対照表及び正味財産増減計算書、同
附属明細書並びに財産目録に関する件、
第 2 号議案 令和元年度事業計画書及び
収支予算書の変更に関する件、第 3 号議
案 役員改選に関する件、第 4 議案 令和
元年度定時総会付議事項及び開催に関す
る件、第 5 号議案 会員の加入に関する
件 が審議され、各議案とも原案どおり

令和元年度 第１回理事会

令和元年度 定時総会
従来の事業効果をしっかり検証し重点化して実施
すること、また広域回遊魚種について関係都道府
県が連携協調しながら対応していくという大きな
流れである。当協会もこの流れと改革の方向性の
趣旨に則って、しっかりと会員の皆様方と連携し
ながら対応して参りたい。漁業の将来展望を切り
開き浜が良くなるための基本は、海がしっかり管
理される状況でなければならない。その点でも本
協会の役割と与えられた責務は極めて大きい。水
挨拶する岸会長

令和元年度定時総会を、令和元年 6 月 11 日（火）
13 時 か ら 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 KDDI ビ ル の
TKP 東京駅大手町カンファレンスセンター 22F

りある水産施策が出来るよう予算等の措置をして
いただきたい。我々も会員の御協力を頂きながら
事業を推進していきたい」と述べた。
来賓の水産庁増殖推進部藤井参事官からは、
「昭
和 37 年、瀬戸内栽培漁業協会の屋島と伯方島で、

ホールで開催した。
来賓として、水産庁増殖推進部の藤井参事官、

52

産庁には、会員及び関係者の意見を受け止めて実

日本そして世界初の栽培漁業の事業所建設が始

同栽培養殖課同香西専門官及び佐藤係員、並びに

まった年に生まれ、その後小学校の教科書で作り

水産研究・教育機構の青野理事に出席していただ

育てる漁業の存在を知り、これからの漁業はこの

いた。

方向に進むんだと感動したものである。昭和 62

岸会長は、冒頭の挨拶で「水産政策の改革とい

年から水産研究所で働き、日本海ではヒラメやハ

うことで昨年 70 年振りに漁業法が改正され、既

タハタの栽培事業に、瀬戸内海ではサワラの共同

に新しい改革の方向性の中で事業が進められてい

種苗生産開発の立ち上げにも関わった。この 30

る。栽培漁業については、資源管理の一環として、

年は栽培漁業の苦労と喜びを肌で感じながら過ご
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してきており、海づくり協会の総会に出席でき感

業」の 1 本の柱で実施した。第 1 の事業は「豊

慨深いものがある。先般、政府は水産施策の改革

かな海づくり推進事業」であり、全国豊かな海づ

について議論をし決定した。これは水産資源の適

くり大会については、高知県で開催された第 38

切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業

回大会関係のサポートや、功績団体表彰の公募・

者の所得向上と年齢のバランスのとれた漁業就業

審査業務等を行い、豊かな海づくり活動支援とし

構造の確立を目指すものである。栽培漁業につい

て地方版海づくり大会 14 カ所の助成をした。ま

ては、第 7 次栽培漁業基本方針や水産基本計画の

た、広報事業としては、全国豊かな海づくり大会

もとで資源造成型栽培漁業の推進や資源管理との

概要のパンフレット、機関誌「豊かな海」の発行、

連携強化に取り組んできたが、水産政策の改革で

HP での情報発信などを計画通り実施した。第 2

種苗生産、放流等については、資源管理の一環と

の事業は「広域に連携・共同した種苗生産、放流

して実施するものであることを踏まえ、効果ある

体制をめざす栽培漁業広域連携推進事業」であ

ものを見極め重点化して実施することとなった。

り、種苗放流による資源造成推進事業は、6 海域

昨年 12 月には改正漁業法が公布され、平成 30

の栽培漁業推進協議会が策定した広域プランに基

年度の補正予算を含めて 3 千億円を超える水産関

づいて、補助事業を活用し、6 海域で関係道府県・

係予算が措置された。栽培漁業関係予算としては、

栽培漁業協会等の団体と、マツカワ・ヒラメ、ト

広域資源造成効果の検証及び適切な放流費用の負

ラフグ、サワラの種苗放流による資源造成事業を

担の仕組み作りの支援や漁業者からの要望の強い

行った。また、共同種苗生産・放流体制構築事業

キンメダイやアマダイの種苗生産、放流技術開発

は、親魚養成の拠点化やなどの相互協力体制の構

の予算を確保した。水産庁としても、栽培漁業が

築の取組や、瀬戸内海のサワラの共同種苗生産・

より効果的、効率的に実施されるよう、引き続き

放流事業を水産機構、関係府県等の協力の下で実

努力して行く。全国豊かな海づくり推進協会には

施した。また、種苗生産情報等の提供事業は、全

関係機関と一体となって、栽培漁業の益々の発展

国の種苗生産情報の取りまとめ・提供、親エビ情

に繋げて欲しい」との挨拶をいただいた。

報、水産機構の委託事業による種苗生産・入手放

事務局より現在の正会員数は 96 会員であり、

流実績調査事業を行った。第 3 の事業は「栽培漁

出席状況は本人出席９会員、委任状代理出席２３

業技術の開発と普及促進・生息環境の保全推進事

会員、議決権行使書による行使６４会員となって

業」である。栽培漁業技術定着推進のため、魚種別・

おり、総会が成立している旨の報告を行った。

地域別の種苗生産機関の担当者会議の支援や連携

総会の議長には、一般財団法人漁港漁場漁村総

を図るとともに、栽培漁業技術研修等事業として、

合研究所の髙吉晋吾理事長が選出され、議長は議

4 カ所での現地研修会のほか、種苗生産機関技術

事録署名人として公益財団法人海洋生物環境研究

研修会を開催した。豊かな海づくり実践活動推進

所の香川理事長及び一般社団法人マリノフォーラ

事業では、22 件の各府県での実践活動を助成し

ム 21 の渡邊会長の２名を指名した。

たほか、農研機構の委託事業で、緑色 LED を使っ

定時総会の議事は、第 1 号議案 平成 30 年度貸

たホシガレイ・マコガレイの中間育成の低コスト

借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録に関

化技術開発に関係機関とともに取り組んだ。また、

する件、第 2 号議案 令和元年度会費に関する件、

生息環境調査・漁場整備推進事業については、磯

第 3 号議案令和元年度役員報酬に関する件、第 4

焼け対策実習、水産多面的機能発揮対策支援事業

号議案役員の選任に関する件、並びに報告事項の

を JF 全漁連、全内漁連等と水産庁から受託して

（１）平成 30 年度事業報告、
（２）令和元年度事

講習会を開催した。」と説明するとともに、30 年

業計画書及び収支予算書に関する件である。

度の貸借対照表等の財務諸表について説明した。

議事に入り、報告事項（１）平成 30 年度事業

続いて渡辺監事から平成 30 年度の監査結果に

報告に関する件、第１号議案 平成 30 年度貸借対

ついて「監事は理事会等に出席し、理事等から職

照表、正味財産増減計算書及び財産目録に関する

務の執行状況について、報告を受けるなどにより、

件について、
濱田専務が資料に基づいて説明し「事

業務及び財産の状況を調査し、事業報告について

業は、公益事業である「水産資源の維持 ･ 増大や

検討した。さらに、会計帳簿等の調査を行い当該

生育環境の保全等を通じた豊かな海づくり推進事

年度に係る計算書類等について検討した。監査の
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結果、その内容は適正なものと認める」との報告
があった。

を提案する」旨発言した。
質問意見はなく、議長が賛否を諮ったところ全

質問意見はなく、議長が賛否を諮ったところ全

員異議なく、議決権行使を含む賛成多数により、

員意義なく、議決権行使を含む全員賛成により第

第 2 号議案、第 3 号議案は原案どおり承認された。

1 号議案は原案どおり承認された。

次に、第 4 号議案役員の選任に関する件につい

次に第 2 号議案令和元年度会費に関する件、第

て、濱田専務が任期満了に伴う役員選任を行うた

3 号議案令和元年度役員報酬に関する件は関連議

め、次期役員名簿のとおり理事 12 名、監事 2 名

案として一括して審議することとし、濱田専務が、

の役員候補者を提案し、佐々木総務部長が候補者

まず報告事項である（２）令和元年度事業計画及

の名前をそれぞれ読み上げた。議長が賛否を諮っ

び元年度収支予算に関する件を説明した後、資料

たところ、異議なく、議決権行使を含む賛成多数

に沿って議案の説明を行った。なお、
「第 2 号議

により、原案どおり全員が役員に選任された。

案の会費について、災害等に伴う会費の減免の申
請があった場合の対応は会長に一任いただくこと

議長がそのほかに発言はないか質したところ特
になく、定時総会を終了した。

定時総会の様子

令和元年度 第２回理事会
令和元年度第 1 回理事会を、東京都千代田区大

ち 11 名と監事 2 名が出席し、議案の役付理事の

手町 KDDI 大手町ビルの TKP 東京駅大手町カン

選定に関する件につき、濱田理事が議長となり審

ファレンスセンターミーティングルーム 22C に

議を行った。その結果、会長に岸宏氏、副会長に

おいて、令和元年 6 月 11 日（火）の令和元年度

山本勇氏、専務理事に濱田研一氏が再任された。

定時総会終了直後 14 時 15 分から開催した。本

理事会終了後、選定結果を総会会場に残った会

理事会では定時総会で選任された理事 12 名のう
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員に報告した。

【豊かな海づくり推進協会コーナー②】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告

アワビの放流効果を高めるための取組みについて
山形県庄内総合支庁産業経済部水産振興課

高橋

主任専門水産業普及指導員（兼）水産振興主査

伸明

開催日時：平成 31 年 2 月 28 日（木）16:15 ～ 17:00
開催場所：湯野浜温泉

うしお荘（鶴岡市湯野浜 1 丁目 11-23）

研修対象者：浅海漁業者、県漁協、（公財）水産振興協会、県
講

師：元東京海洋大学

産学・地域連携推進機構

客員教授

山川

紘

氏

出席者数：42 人

１

はじめに
本県の浅海漁業においてアワビは最も重要な位
置を占めるが、昨年から今年にかけて、近年稀に
みる不漁となった。漁業者からは、海中で弱って
ひっくり返っているアワビもいるなど、今後の資
源を心配する声も聞かれた。他方、本県のアワビ
種苗生産現場において、短期間での水温変動に起
因すると思われる生産不調もあり、放流種苗の数
量確保にも苦慮する事態が生じることがあった。
これらを踏まえ、アワビの漁獲を以前の水準に回
復させ、漁家経営を安定化させるため、日本海側
のアワビに詳しい、元東京海洋大学客員教授であ
る山川紘先生をお招きし、講演をいただいた。
２

研修会の概要
本研修会は、「山形県浅海漁業連合会通常総会」
に合わせて開催し、34 名の関係漁業者が参加し
た。まず、山形県水産試験場の櫻井克聡研究員か
ら「山形県のアワビの現状について」と題した発
表と質疑があり、その後、山川先生による御講演
をいただいた。御講演の後には活発な質疑応答が
あり、大変有意義な講演となった。
３ 講演の内容
（１）アワビの種苗放流について
・放流直後の種苗数を 100% とすると、8 日後に
は約 50% に減ってしまう、食べられる。種苗
の質が悪ければもっとひどくなる。小さな種

苗はあっという間に無くなる。
・365 日の死亡率でいうと、始めの 50 日くらい
まで死ぬが、あとはゆるやかに減る。
・大型種苗の方が当然だが生残する。殻長 5㎝を
超えるか超えないかで、殻の硬さが全然違う。
・2㎝弱の個体は 5㎝を超えるまでに時間がかか
り、その間にカニなどに捕食されるので、中
間育成する。他県では漁業者が 10 か月～ 1 年
近く組合で管理して放流している。本来は漁
協がすべきこと。
・放流から 2 年経っても、50 ｍくらいしか動い
ていない。高密度で放流すると、成長が鈍く、
死んでいく。放流場所は、深いところよりも
浅い所。船から撒くとクロダイの餌になって
しまうので、腰ぐらいの所で石を返して、ヒ
トデがいたら除去して、10m 間隔で少しずつ
放流する。
・そうすれば 15% くらい回収できる。これで採
算ライン。多くの所では 5% くらいしか回収
できていない。混獲率は多いように見えても、
経済的にはマイナス。
・もう一点、放流後 2 年、3 年経ち、放流種苗が
どうやって沖に移れるかが問題。沖合に小さ
な転石が無いようなところだとその時点で壊
滅する。沖に魚礁を入れるとか広い場所を作
るという検討が必要。だから、放流といって
も結構大変。
・天然では、稚貝は親貝と別の場所にいる。稚貝
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は徐々に沖に移動する。親貝がいる場所に放
流しようとするのは間違い。
・放流した種苗は、海に放流しても配合餌料が落
ちてくるのを待ってエサを食べず、飢餓状態
にあることが多い。個体中のたんぱく質量が
急減していく。海藻に慣れさせてから放流し
ないと、ほとんど回収できないだろう。エゾ
アワビの放流をして、某県では 0.5% くらいし
か回収していない。自分たちのペースを変え
ようとしないのはダメ。うまくやっているの
は岩手県の重茂、山田あたりで、磯を緻密に
管理している。そういったところを視察して
くると良い。
・今行っている秋の放流は止める方が良い。海水
温が低下し外敵の活性が落ちたうえ海藻が芽
生え始める 12 月か、外敵が活性化する前の 3
月に放流すると良い。試験場が先に発表した
とおり。
（２）他県の情報
・九州あたりは資源が壊滅していっている。某県
某町ではメガイ、マダカはほぼ壊滅した。これ
は波打ち際から40mくらいまで、魚によって海
藻が無くなったせい。
・三陸でも磯焼けがひどくなり、ウニの身入りが
ほぼ無くなった。磯焼けで海底が見通せるよう
になり、皆アワビを獲り、大きいものがいなく
なった。小さい個体は痩せて生殖腺が無いので
再生産が来年厳しい。近いうちに水揚げが10
分の1か20分の1になるだろう。
（３）アワビがいなくなった原因について
・やはり乱獲が効いている。どう防ぐかは、例え
ば貝が獲りにくい魚礁を同時に入れるなどし
て、資源を守り、分散させればよい。
・禁漁期を9～11月にしているが、これはクロア
ワビのもの。エゾアワビは7～8月。本当の産
卵期がいつなのか、水産試験場に改めて確認し
てもらうと良い。そして、その時期には母貝を
獲らないような仕組みを考えないと、資源を悪
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くすることになる。6～8月は何かしらの形で
制限すべき。
（４）アワビの資源確保について
・アワビの死に方はだいたいしぼんで内臓がちぎ
れるもの。死に方からは、なぜ死んだのかわか
らない。
・（死殻の調査から）タコは膨大にいるはず。駆
除をしたことがありますか。某県ではアワビの
種苗を撒くとタコが寄ってくる。海女の人たち
にタコを駆除しないと駄目だと言っても、海女
の仕事じゃないなどと言って絶対に獲らない。
だからアワビの回収率が低い。
・産卵期には集まってきて表に出てくる。冬～3
月は美味しいから良いが、産卵期のあたりはや
はり気の毒だから少なめに獲る工夫をしてほし
い。漁獲にメリハリをつけること。
（５）アワビの種苗生産について
・秋の種苗生産を止めて、春の生産に集中しては
どうか。
（６）その他
・イワガキ、イガイ、サザエ、ギバサ、漁協組
織、水ガキについて、御意見をいただいた。
４

主な質疑応答
サザエについて、本県では蓋の大きさを 10
円玉（報告者注：長径 2.5㎝）以上としてい
るが、500 円玉にした方が良いということか。
獲る道具の幅を決めてしまえばよい。

５

謝辞
講師の山川紘先生には、遠路、山形県庄内にま
でお越しいただき、これまでの研究活動で得られ
た貴重な情報を惜しみなく提供していただきまし
た。心から感謝申し上げます。
最後に、本研修会の趣旨に御賛同・御支援いた
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。

【豊かな海づくり推進協会コーナー③】

主要栽培漁業対象種の近10年の種苗放流の動向
－栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績から－
（公社）全国豊かな海づくり推進協会
はじめに

主務役

小迫

智宏

れてきたマダイは、第 6 次基本計画から第 7 次へ

昨年度、国立研究開発法人水産研究・教育機構

の移行の際に、事業化段階となって数量目標を定

の「栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放

めなくなったり、計画の対象外となったところが

流実績委託調査」を本会が受託し、平成 29 年度

あります。資源量の増加または安定といった資源

の全国の種苗の生産、入手および放流実績につい

の状態や養殖魚市場の拡大伴って天然魚の価格が

て調査を実施しました。調査は、本会から沿海

下がってきたこと等から、放流事業の位置づけや

39 都道府県、国立研究開発法人水産・研究教育

漁業者要望が変化してきた結果と思われます（図

機構研究所に対して当該年度の種苗生産・入手・

1）。

放流実績の調査を依頼し、都道府県および各機関
が実績を調査のうえ回答をする形で行いました。

２．ヒラメ

都道府県等から回答していただいた調査データ

ヒラメの種苗放流数は、太平洋北区において東

は、集計・整理して冊子「平成 29 年度栽培漁業・

日本大震災により東北太平洋沿岸の種苗生産施

海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国）

設が壊滅的な被害を受けたことによる生産数減少

〜資料編〜・〜総括編・動向編〜（水産機構）」

の影響が特に大きく表れています。震災後の放流

にとりまとめ、関係機関に配付して全国の種苗生

数は 2008 年度の 17% となりましたが、2017 年

産・放流等の現状を把握するための基礎資料とし

度はまだ以前の水準にはないものの 10 年前の約

てご利用いただいています。

60% まで回復してきました。しかし、いずれの海

資料冊子の動向編では、平成 29 年度に種苗生

域も放流数は減少傾向にあり、第 7 次基本計画の

産または種苗放流が行われた種を魚類、甲殻類、

目標放流数を第 6 次基本計画と比べても、全国で

貝類、その他の動物（ウニ、ナマコ等）に分類し、

凡そ 3,000 千尾減少しています（図 2）。

区分ごとの種別割合と主要魚種別の種苗生産と種
苗放流の近 5 年間の動向について概要を記載して
います。

３．トラフグ
トラフグの種苗放流数も、多くの他の対象魚種

本稿では、魚類はマダイ、ヒラメ、トラフグ、

と同様に減少傾向にあります。第 7 次基本計画

甲殻類はクルマエビ、貝類はアワビ類について、

では、全国の目標放流数は 2,210 千尾となり、第

期間を近 5 年から 10 年に延ばして種苗放流数の

6 次の全国の目標放流数 2,464 千尾から減少しま

動向を追ってみました。この 10 年には 2010 年

したが、漁業者要望の減少等とは異なるポジティ

12 月の第 6 次栽培漁業基本方針及び 2015 年 3 月

ブな要因によるものと考えられます。ほとんどの

の第 7 次栽培漁業基本方針の策定とそれに伴う都

海域では放流数は横ばい傾向ですが、東シナ海区

道府県基本計画の策定、また 2011 年 3 月の東日

では減少傾向、瀬戸内海区では増加傾向となって

本大震災がありました。種苗放流を行った放流海

います。日本海・東シナ海・瀬戸内海系群トラフ

域別に農林水産省統計情報部による大海区区分に

グの瀬戸内海・九州海域関係県では、十分な放流

従って集計し、過去 10 年の放流数の推移と 2008

数を確保しつつ、放流場所、放流サイズ、健苗性

年度を基準値とした変化率を示しました。

を適正なものにして資源造成効果を高める種苗放
流の高度化に取り組んできました。以前は外海域

１．マダイ

等で放流していたものを、より効果の見込まれる

マダイの種苗放流数は、直近数年ではいずれの

有明海や瀬戸内海区の地先に変更するなど県域を

海域も横ばいですが、近 10 年でみるとどの海域

越えた放流が増えてきたこと等を反映した推移と

も減少傾向にあります。多くの県で長い間実施さ

なっています。また、日本海北区では産卵場の存
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図１

マダイの海域別放流数の推移（左）と 2008 年度を基準値とした海域別変化率（右）

図２

ヒラメの海域別放流数の推移（左）と 2008 年度を基準値とした海域別変化率（右）

在が確認されて以降、技術開発を行ってきた秋田

も多く、数値をみると太平洋中区では 10 年間横

県に加え、山形県でも第 6 次基本計画から技術開

ばいですが、他の海域では以前に比べて低水準と

発を始め、放流数の増加がみられます（図 3）。

なっています。瀬戸内海区で 67%、太平洋南区、
日本海北区、東シナ海区で半減し、日本海西区で

４．クルマエビ

58

は 15% となっています。放流サイズが放流数の

クルマエビは、第 6 次基本計画から第 7 次基

増減に影響しやすく、太平洋南区のある県におい

本計画に移行する際に、5 県で計画の対象魚種か

て 2011-2012 年度に小型種苗が多く放流された

ら外れ、6 県で数量目標が減少しています。漁業

ため、大幅な増加がみられていますが、翌年度以

者の需要の低下や以前に比べ期待している放流効

降は平年並みの横ばい傾向で推移しています（図

果が見られなくなったために事業を見直すところ

4）。
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図３

トラフグの海域別放流数の推移（左）と 2008 年度を基準値とした海域別変化率（右）

※変化率の図の系列「日本海西区」は2009-2011年に試験研究目的の放流の増加率が著しいため便宜上
割愛しました

図４

クルマエビの海域別放流数の推移（左）と 2008 年度を基準値とした海域別変化率（左）

５．アワビ類
アワビ類の種苗放流数は、太平洋北区が他海域

おわりに
栽培漁業対象種のうち幾つかの魚種では漁業者

に比べて一つオーダーが飛び抜けています。東日

の費用負担等による種苗放流が行われていますが、

本大震災の被災により、一時は 2008 年度の 10%

沿岸域の干潟消失や磯焼けなど環境の変化によっ

程度まで落ち込みましたが、現在では 90% 近く

て放流効果が現れにくくなっていること、それに

まで回復しました。第 7 次基本計画における全国

よる漁業者要望の変化、費用を負担する漁業者の

の目標放流数は減少しており、特に太平洋南区と

減少等が、放流数が減少傾向で推移している背景

東シナ海区の放流数は 10 年間で 70% 程度に落ち

にあると思われます。上述の 5 魚種以外の魚種で

込んでいます（図 5）。

も環境の変化、負担能力の低下や資源状態の安定
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図５

図６

アワビ類の海域別放流数の推移（左）と 2008 年を基準値とした海域別変化率（右）

キジハタの海域別放流数の推移

など様々な理由で、10 年前に比べ全国の種苗放
流数は減少傾向で推移しています。

マナマコの放流数の推移

であることに注意が必要です（図 7）。
今後の放流数の全国的な傾向としては、以下の

一方で、広域回遊種であるトラフグでは、放流

ことが考えられます。従来の対象魚種は、現状

数が増加している海区があります。キジハタでは、

維持あるいは漸減する傾向にあります。一方、自

近年の種苗生産技術の向上や水温上昇による生息

然環境の変化と需要の増大に伴うニーズの変化に

域の拡大などの環境変化に応じて新たに基本計

加えて種苗生産技術の進展が合わさることで、新

画に盛り込まれたことで放流数が増加しています

規対象種として放流数が増加する魚種もあります。

（図 6）。また、マナマコでは、輸出需要の増加と
価格向上により種苗放流による資源増大が期待さ
れて放流数が増加傾向にありますが、適正放流サ
イズが定まっておらず放流数は大小混じったもの

60

図７
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また、対象種の資源の状態によってもその傾向は
変化していくものと思われます。

