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施設整備当時とは漁業実態や取り巻く環境が大


坂本清一です。よろしくお願いいたします。

きく変化しているため、長期的な視点から、今

栽培養殖課は、養殖業、栽培漁業、内水面漁
後の漁業振興策や種苗生産施設が果たす役割を
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業を所管していますが、栽培漁業に関しまして

明確化し、施設規模の適正化、漁獲規制との効

は、ご承知のとおり、平成３０年６月の農林水

果的な組み合わせ、対象魚種の変更、養殖用種

産業・地域の活力創造プラン / 水産政策の改革

苗への切替えなど必要な検討を行った上で、施
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の中で、
「資源管理上効果のあるものを見極めた
設整備につなげていくことが理想的と考えます。

上で重点化する」とされています。具体的には、
現実的には難しい面もあるかと思いますが、い
Ö9²Ĉ
-ÔëÖ%Ł-
ÿtÄĤğØ&ĺÜtëîğl"&rÒ

資源管理との連携、資源評価による事業効果の
ったん整備した施設は長期間使用され、ランニ
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検証（目的達成したものや効果のないものは実

ングコストや人的資源の投入が継続的に必要と

施しない）、国と都道府県との役割分担などが規

なりますので、十分な事前検討が不可欠になり
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定されています。
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ます。また、事業費が大きいため、国の当初予
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資源管理との連携には、試験研究機関の支援
算では十分な措置が困難なことも見込まれるた
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や、関係漁協・漁業者の理解を得ながら、種苗
め、制約はありますが、補正予算の積極的な活
ĮêĈñ"&Ķ¼ĮêĦ_%25TÖrÒ&
:ÁcÄĤ'ĿÍŀ^õ6HJC
放流事業と適切な漁獲規制をセットで行うこと
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がこれまで以上に求められますし、事業効果に
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用について検討をお願いしたいと考えています。
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さけますのふ化放流に関しては、近年の海洋
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環境の変化等により回帰率が大幅に低下したこ

ついても、外部からのレビューにも耐えられる
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事業効果の検証・評価を行い、必要な事業内容
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とにより、漁獲量は大幅に減少しており、定置
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の見直し（
縮小・廃止または拡充 ）を検討して
網漁業をはじめとする沿岸漁業、加工流通業を
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いく必要があります。また、栽培漁業における

含めた地域経済に大きな影響を及ぼしています。

都道府県と国との役割分担につきましては、平

これまでの調査・研究の結果を踏まえ、関係機

成１８年の三位一体改革（ 税源移譲 ）において

関と協力しながら、系群毎・河川毎の増殖戦略
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もすでに整理されている問題でもありますが、
を策定するなど必要な対策を速やかに講じてい
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一部の方々から、こうした整理から外れたご要
くこととしています。
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望を頂くこともあります。当方としては、都道

TÖrÒ&ÕĥKĦ_9ě

長崎県に３年間出向しており、なかなか理屈
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府県との連携の下で、前向きな取組みを進めて

どおり又は合理的に物事は動かないことは承知

いきたいと考えていますので、都道府県、国が

していますが、栽培漁業の推進が漁業者の所得
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各々担うべき役割の中で、建設的な意見交換を
の底支えとなり、さらには沿岸域の資源造成に
行いながら、栽培漁業を推進していく所存です。
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より新規着業者の確保や高齢漁業者の離職防止
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種苗生産施設の整備についても触れたいと思
として実を結ぶことをイメージしながら、今後、
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います。都道府県または市町村が有する種苗生

関係の方々と幅広く意見交換をしていきたいと

産施設は、昭和 40 〜 50 年代に建設された施設

考えていますので、関係各位のご理解、ご協力
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が多く、老朽化が進んでいることから、近年、
をお願いいたします。
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施設の改修・更新の事業要望が増えています。
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Topics
トピックス

鳥取県栽培漁業センターに
マサバ・キジハタ生産棟が完成
鳥取県農林水産部水産振興局水産課
課長補佐

1．はじめに

山本

健也

て、平成 30 年 3 月に新施設「マサバ・キジハタ

鳥取県では、漁業資源の維持増大や水産物の

生産棟」（以下、「新施設」）が完成しました。こ

安定供給を目的として、「つくり育てる漁業」を

れにより、当センターの種苗供給能力はキジハ

推進しています。この一環として、平成 30 年３

タ種苗 10 万尾、マサバ種苗 35 万尾とそれまで

月に新しい種苗生産施設が完成しました（写真

のほぼ倍になりました。

１全景）。今回はこの新しい種苗生産施設「マサ
バ・キジハタ生産棟」の紹介をさせていただき

3．新施設の紹介
このたび整備された新施設には 75kL の丸型親

ます。

魚水槽（直径 7m ×有効水深 1.95m）2 基を備え
た親魚室（写真 2 親魚水槽）、80kL の種苗生産
用角型水槽（6 × 6m ×有効水深 2.30m）3 基を
備えた種苗生産室（写真 3 種苗生産室）、それか
ら管理室の 3 つの部屋から出来ています。ここ
では、設計などで苦労したことを交えながら親
魚室と種苗生産室の紹介をさせていただきます。

写真１

全景

道路側に見える 3 カ所の開き戸は出荷時の搬出口
（「3.2）
（3）積み出し作業へのこだわり」参照）、オレ
ンジ色ホース部分は出荷時に積み込む海水配管。

2．背景
当センターでは、平成 20 年度からキジハタの
栽培漁業、平成 24 年度からマサバの養殖に関す
る技術開発試験を行ってきました。これにより、

写真 2

親魚水槽

県内では、キジハタ放流用種苗やマサバ養殖用
種苗に対する需要が高まり、平成 29 年度には、
キジハタ種苗約 5 万尾、マサバ種苗約 18 万尾を
生産し、県内の漁業者や養殖業者に供給しまし
た。今後、さらなる技術開発によりキジハタ種
苗とマサバ種苗の需要増加が見込まれています。
一方、既存の施設は生産能力が限界に達して
おり、需要増加に対応できない状況になってい
ました。そこで、検討を進めた結果、新たな種
苗生産施設を整備することとなりました。そし

写真 3

種苗生産室
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1）成熟をコントロール出来る親魚室
親魚室では、人工照明と地下海水により、日
長と水温を人為的にコントロール出来るように
設計しました。これは、魚類の成熟が主に光と
水温に大きく影響を受けるためです。これによ
り、通常の産卵期とは異なる時期に卵を得るこ
とが可能となります。
ここで親魚室の設計で苦労した点を少しご紹
介します。
（1）消防法と建築基準法のかべ
親魚室の設計にあたり、まず、人工照明だけ
で日長をコントロールするため、室内を真っ暗
な状態にすることを検討しました。当初は全面
壁で囲むつもりでしたが、実は消防法により、
窓が必要になるそうです。やむを得ず窓を全て
アルミ製の遮光窓でリクエストしました（写真 4
アルミ製の遮光窓）。すると今度は、建築基準法
により、一部でも採光する構造が必要とのこと
です。これまた、やむを得ず採光窓を最小限つ
けることにしました。このため、短日処理の時
には採光窓をシートなどで遮光すると言う苦肉

写真 5

採光窓への遮光の細工

の策を講じています（写真 5 採光窓への遮光の
細工）。さらに、2 水槽をそれぞれ別々に日長コ

（2）LED ライトの限界

ントロールするために、遮光カーテンで水槽の

次に光のコントロールについても一苦労しま

周りを覆いました。これでようやく暗室状態を

したのでご紹介します。魚にストレスを与えな

つくる事が出来ました。

いため、明期と暗期の切り替えを緩やかにする
必要があります。そこで、調光出来る照明を導
入しました。しかし、世の中の照明は LED ライ
トにシフトしており、ここで問題が生じました。
調光用 LED ライトのうち一番暗い規格でも最低
1 ルクスまでしか調光出来ません。とりあえず業
者さんに LED ライトのサンプルを持ってきても
らい明るさを確認しました。しかし、真っ暗な
部屋の中で 1 ルクスはかなり明るく、そこから
パッと一気に真っ暗になってしまうのではデリ
ケートな親魚にとってストレスになりかねませ
ん。私たちが困った顔をしていましたら、設計
会社の方が、照明にカーフィルムを張るという
妙案を出してくれました（写真 6 カーフィルター
付き照明）。これにより 1 ルクス以下まで調光が
可能となり、飼育担当としても満足のいく日長
管理が出来るようになりました。考えてみれば、
たしかに人間生活にはそんな暗さでの微妙な調
光は必要ないので、照明メーカーさんに文句は

写真 4

4
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写真 6

カーフィルム付き照明

（3）地下海水による水温調節
次に飼育水の水温調節についてご紹介します。
当センターでは地下海水をくみ上げる井戸が複
数あります。これらの井戸から得られる海水温
がそれぞれ異なります。具体的には年間通じて
海水温が 17 〜 18℃で安定している井戸もあれ
ば、年間の海水温が 12 〜 26℃で推移する井戸
もあります。このほか、中間的な海水温で変化
するいくつかの井戸も保有しています。このた

写真 7

め、これらを組み合わせることで、ボイラーや
クーラーなどを使わずに水温調節が可能になり、

種苗生産室の屋根

（1）LED 照明の限界

種苗生産経費を低く抑えることが出来ています。

次に問題になるのは初期摂餌の時の夜間照明

飼育担当にとっては思いがけない制約が多

の明るさをどの程度にすれば良いのかというこ

かったのですが、出来上がってみると新旧いろ

とです。この点について、当センターの過去の

いろなノウハウや小技の入った親魚室になりま

キジハタ種苗生産実績から「照明直下の水面直

した。

上で 3,000 ルクス以上」を最低ラインとしました。
あとは予算の許す限り明るくするという条件で、

2）明るさにこだわった種苗生産室
続いて種苗生産施設についてご紹介します。

設計会社に提案してもらいました。出来ればか
つてキジハタ種苗生産先進県から指導を賜った

親魚室で得られた受精卵を扉一枚隔てた種苗

「日没後でも照明直下の水面直上で 1 万ルクス以

生産室内の水槽に収容できるようにしています。

上」を期待していました。しかし、LED ライト

種苗生産室では親魚室と異なり、明るい環境の

は予想以上に高額で、1 万ルクス以上の環境を求

確保に努めました。一般に初期摂餌の時、ふ化

めると、大幅な予算オーバーという壁に直面し

仔魚は鳥目のような状態だそうです。網膜の発

てしまいました。このため最終的に照明直下の

達が不十分だからなのでしょうか？詳しくはわ

水面直上で日没後でも 5,000 ルクスといった所

かりませんが、いずれにしても種苗生産の成否

で折り合いをつけました（写真 8、種苗生産室の

を分ける初期摂餌には明るい環境が必要と言わ

天井照明）。無い袖は振れませんが、最低ライン

れています。このため、屋根には光の透過性に

はクリアできてホッとしたところです。昼間は

優れた透明ポリカーボネイト波板を選んでもら

これに太陽光を寒冷紗で調整した明かりが加わ

いました（写真 7、種苗生産室の屋根）。

ります。
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（3）積み出し作業へのこだわり
さて、屋外にも少しこだわった部分がありま
すのでご紹介します。
トラックで種苗を積み出すときの作業性を考
慮して、トラックの荷台と出荷水槽の高さを合
わせたことです。本県では種苗放流の際、県漁
協が所有している 10t トラックを使用するので、
このトラックの荷台と新施設のデッキの高さを
合わせました（写真 10、積み出し時のトラック
の様子）。これにより、トラック積み込み時にバ
ケツを水平にリレーさせることが出来て、作業
がだいぶ軽減されました。

写真 8

種苗生産室の天井照明

（2）床へのこだわり
もうひとつ、こだわったことが床の「水はけ」
です。いくら床を平らにしても、過去に整備し
た施設では水たまりが各所に出来ていました。
これでは、不衛生で防疫上も好ましくありませ
ん。加えて滑りやすくて危険です。当センター
のある施設では、やむなく格好の悪い溝を後付
けした施設もあります（写真 9、手作業で削った

写真 10

床の溝）。このため、新施設では設計段階で微妙
な傾斜をつけて水はけを良くしました。こうし
た一見当たり前のことも失敗経験がないと設計
時に盛り込めないものですね。

積み出し時のトラックの様子

4. 最後に
今回、ご紹介した新施設により、センター全
体の規模も機能も拡充しました。これにより、
今後も県内漁業者や養殖業者の皆様の要望に添
える種苗を提供して、鳥取県の水産業を盛り上
げていけるように一層努力していきたいと考え
ています。
最後に今回の施設整備にあたっては、キジハ
タ分科会をはじめとした横のつながりで得た情
報も数多く盛り込まれています。このような情
報交換の場に尽力いただいている国立研究開発
法人水産研究・教育機構や情報提供いただきま
した皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げま
す。
※本施設整備には、内閣府地方創生拠点整備交
付金を活用しました。ここに記して謝意を表し

写真 9

6
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エビが脱皮しても脱落しない
新しい装着型外部標識 トラモアタグ
（trans-molting retentive external eye tag, TRAMORE tag）

国立研究開発法人

水産研究・教育機構

瀬戸内海区水産研究所

海産無脊椎動物研究センター
甲殻類グループ長

1．はじめに

佐藤

琢

3．水産生物に対する様々な標識

本稿では、まず水産生物の調査・研究の現場

個体および群の識別を可能とするための標識

で使用されている「標識」について簡単にその

は大きく「外部標識」と「内部標識」に分ける

役割と分類について説明したのち、栽培漁業対

ことができ、そのそれぞれが「装着型（tagging）」

象種のうち甲殻類において望まれる標識の特徴

もしくは「入れ墨型（marking）」に類別されます。

について考えます。そして、新たに開発された「エ

水産生物における代表的な標識を表 1 にまとめ

ビが脱皮しても脱落しない装着型外部標識トラ

てみます。

モアタグ」をご紹介し、その使用方法と使用上
の注意点についてご説明いたします。

「外部標識」は標識個体の体外から一見して標
識の有無が認められるもので、なるべく標識個
体の行動を邪魔しない部位かつ目立つ部位に施

2．標識の役割

されることが望ましい標識です。本標識は外観

生物の成長、生残、移動、生息数、寿命、行

から容易に発見できることから、標識個体が再

動等に関する調査や研究を実施するうえで正確

び漁獲された際に発見されやすく、漁業者や遊

かつ簡便に個体および群を識別する方法は必要

漁者らによる再捕報告を期待することができる

不可欠です。そのため、多くの生き物に対して

標識です。

個体および群の識別を可能とする様々な標識方
法が開発されています。

外部標識のひとつである「装着型外部標識」
としてはダートタグやアンカータグが代表的で、

水産生物に対してもこれまで様々な標識方法

標識個体に人工物を装着するものです。一方、
「入

が考案されてきており、それらは調査・研究の

れ墨型外部標識」としては、標識個体の体に傷

現場においていろんな目的で利用されています。

をつけることによって残る跡を利用した標識（例

例えば、ある水産生物に個体もしくは群を識別

えば鰭や尾肢の切除もしくは抜去によるもの、

する標識を施したのち、再び元の生息地へ標識

半田ごてや有機酸、プッシュパンチによるもの）

個体を放流します。その後、放流した標識個体

や人工種苗に特異的に現れる特徴（例えば、異

が再び漁獲された際の情報をもとに、その水産

体類における無眼側の体色異常、マダイの鼻孔

生物の回遊範囲を調べたり、生息数を推定した

隔皮欠損、アワビのグリーンマーク（殻頂部の

りします。また、栽培漁業が行われている種では、

色異常））を利用した標識があります。また、体

種苗放流による資源造成効果を調べるために放

外から視認できる体表の直下に色素や人工物（例

流する種苗に標識を施したりします。このよう

えば、イラストマーや VI タグ（Visible implant

な調査手法を「標識再捕法」といい、対象生物

alphanumeric tag）を入れるものもこれに類別さ

に対して利用できる標識があってはじめて、上

れます。

記のような調査・研究が実施できるわけです。

「内部標識」は外部標識とは異なり、個体の体

豊かな海
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表１．水産生物に対して利用されてきた代表的な標識の例

装着型（Tagging）
ダートタグ

鰭や尾肢の切除もしくは抜去

アンカータグ

再生痕の利用

アトキンスタグ
外部標識

入れ墨型（Marking）

リボンタグ

（焼印標識や有機酸標識、パンチング標識等）
体部分標識
（黒化、鼻孔隔皮欠損、グリーンマーク等）
色素や人工物の注入
（イラストマーや VI タグ等）

内部標識

PIT タグ

硬組織の蛍光標識（ALC, ARS, TC 等）

CWT（磁性ステンレス）

遺伝標識

金線標識

内に保持される標識であるため、体外から簡単

大好きなエビやカニといった甲殻類では、選択・

に見つけることはできません。そのため、漁業

利用できる標識が限られています。その理由と

者や遊漁者らによる再捕報告は期待できません。

して、甲殻類が成長をするために行う「脱皮」

しかし、体外に施される装着型外部標識におい

が挙げられます。これは、甲殻類では脱皮によっ

て懸念される「装着後に標識が脱落する可能性」

て体表の外骨格（殻や膜）や硬組織（歯等）が

の低い標識です。

一新されるため、脱皮と同時に脱落してしまう

「装着型内部標識」は個体の体内に専用の機

標識が多いためです。このことは甲殻類の中で

器によって打注・装着されるものです。打注さ

も放流効果の把握に対して高いニーズのある栽

れた体内の標識は専用の読み取り機によって体

培対象種において大きな課題となっています。

外 か ら 探 知 し ま す。 代 表 的 な も の に PIT タ グ
PIT タグには 10 桁程度のアルファベットおよび

4．甲殻類に求められる標識：栽培漁業対象種
クルマエビを例に

数字からなるコードが入力されたマイクロチッ

そこで、ここからは我が国の沿岸漁業におい

プが封入されており、専用の読み取り機を用い

て重要な水産資源のひとつであり、かつ栽培漁

て打注された PIT タグのコードを体外から読み

業対象種の代表種でもあるクルマエビを例に、

取ることによって個体識別ができます。「入れ墨

甲殻類における各標識のメリットとデメリット

型内部標識」には、硬組織（例えば耳石や骨等）

を見てみます。

（passive integrated transponder tag）があります。

を人為的に蛍光標識する化学薬品 ALC（アリザ

クルマエビの漁業生産量は最盛期の 1985 年に

リンコンプレクソン）等を利用するものや、個

は 3700 トン台を記録しました（図 1）1）。しかし、

体の遺伝情報（ミトコンドリア DNA やマイクロ

その生産量は 1990 年頃からほぼ直線的に減少し

サテライト DNA の塩基配列情報等）を利用する

はじめ、2018 年には 355 トンにまで減少してお

遺伝標識があります。

り、本種の資源回復は喫緊の課題となっていま

このように様々ある標識の中から、調査の目

す。本種における種苗放流による資源造成は昔

的や対象とする水産生物の特徴に合わせて使用

から試みられており、1990 年代には毎年 3 億尾

する標識が選択され、調査・研究の現場で利用

もの種苗が全国で放流されていました。近年で

されています。

は種苗の大型化に伴って放流尾数は減少してい

ところが、水産生物の中でも日本人の多くが

8
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図１

全国でのクルマエビの漁業生産量の推移

て合計 429 回（総放流尾数 9251 万尾）もの種苗
放流が実施されています。
しかし、近年では放流効果を把握・検証する
ために欠くことのできない標識放流調査は多く
の放流において実施されていません。そのため、
各放流機関は放流効果に疑問を抱きながら種苗
放流を実施しているのが現状です。その理由と
しては、本種に対して安価かつ容易に利用でき
る有効な標識方法がないことが挙げられます。
とはいえ、栽培漁業対象である本種に対しては
これまでに様々な標識が開発されてきました。
しかし、そのすべてに一長一短があるようです。
装着型外部標識としては、これまでリボンタ

図２

クルマエビにおける尾肢切除標識

a）尾肢切除する位置、b）切除後に再生した尾肢にみ
られる色素異常の一例（この場合、色素が薄い）

グなどが本種に対して利用されてきました 2）。こ

ことや再生痕の発見に調査員の経験が必要なこ

れらの標識は、標識自体が比較的安価で、標識

と、再生痕の判断が人によって異なること、再

の装着に特別な技術や高価な機器を必要としま

生痕が標識装着によって人為的に生じたのかど

せん。また、非常に目立つ標識であることから

うか判断できないこと、尾肢は左右にしかない

標識個体が再捕された際、容易に発見すること

ので群判別が 2 群しかできないこと、尾肢切除

ができます。しかし、上述のように本種は脱皮

が種苗の生残等に悪影響を及ぼす懸念があるこ

をするため、体外に装着するこれらの標識は脱

と等、多くの難点があります。例えばガザミに

皮時に脱落するリスクが高いです。また、装着

おいても遊泳脚指節を切除することによって生

時に個体を傷つけるため、種苗の生残や成長に

じる再生痕を利用する標識 4） がありますが、本

対して悪影響を与えます。これらの欠点は本種

種の尾肢切除と同様の問題が挙げられます。

に限らず、脱皮する甲殻類のすべてに共通する
大きな課題です。

装着型内部標識であるコーディドワイヤタグ
（coded wire tag, CWT）や金線標識等 5, 6）は、体

入れ墨型外部標識としては、本種の尾肢を人

内に人工物を入れるため脱皮によって標識が脱

為的に切除することによって生じる再生痕（色

落しにくく、本種をはじめ甲殻類に適した標識

素異常）を利用する方法が開発されています（図

と考えられます。ただ、これらの標識を利用す

2） 。標識装着が安価で簡便なことから、実際の

るには、標識の装着に加えて漁獲物からの標識

現場で利用されてきました。ただ、尾肢切除に

の探知のためにもそれぞれ高価な専用機器が必

よる標識には、再生痕の生じ方に個体差がある

要となります。さらに、これらの標識は体外か

3）

豊かな海
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ら見えないため、人が標識を誤飲する危険性が

題があります。また、入れ墨型内部標識である

あり、魚価に影響を与える恐れがあります。そ

遺伝標識は 6）コスト面に課題があり、研究的な

のため、これらの標識の利用に際しては、事前

取り組みに使用が限られています。このような

に漁協や漁業者等の関係者からの同意を得ると

各標識が抱える問題は、甲殻類資源に対して栽

ともに、漁獲物の中から標識個体を全数回収す

培漁業による放流効果の最大化を図るうえで大

るために、標識個体が揚がる可能性のある全市

きな障害となっています。

場に探知機を配備する等の安全性を確保する体
制構築が必要となります。
入れ墨型内部標識のひとつである遺伝標識は、

5．新しい甲殻類用標識の開発
そこで、瀬戸内海区水産研究所 海産無脊椎動

種苗が生来持っている遺伝情報を利用すること

物研究センターでは、クルマエビを対象生物と

から、標識装着の手間がないこと、標識の脱落

して、上記に挙げたような 6 つのニーズを満た

がないこと、小型種苗への装着が可能なことに

すような標識の開発に取り組むことにしました。

加えて、個体判別能力が高いこと等の利点があ

本研究ではニーズ 2）、4）、5）、6）を既に満た

り、本種をはじめとした甲殻類に限らず、種苗

している装着型外部標識に注目し、この標識の

放流の効果把握に最も有効な手段と考えられま

欠点 1）と 3）を克服した「脱皮によって脱落せ

7）

す 。しかし、遺伝標識を実際に利用するには、

ず、生残や成長に影響を与えない装着型外部標

高い技術や知識に加えて、買取りや分析に莫大

識」の開発を目指すこととしました。

なコストが必要とされるため、各放流機関が単

本研究では、まず直径 1.5 mm の穴を有するシ

独で遺伝標識を利用した放流効果調査を実施す

リコンゴム片を試作標識として作製しました（図

ることは非常に困難です。また、遺伝標識は放

3a）。このシリコンゴム製の試作標識は伸縮性が

流効果の解析・把握に長い期間を要することも

あるため、穴を伸ばして拡げると、クルマエビ

デメリットのひとつに挙げられます。

の眼球を穴に通すことができます。穴に眼球が

以上のよう、本種に対して利用できる標識は

通った後、伸ばすことをやめ、穴を元の大きさ

様々ありますが、それぞれにメリットとデメリッ

に戻すと、眼球は再び穴を通ることができずに

トがあるため、漁業者等から放流効果の把握に

引っ掛かるため、試作標識は眼柄（眼球と体を

おいて高い要望が上がっているにもかかわらず、

つなぐ棒状の部位）に装着されます（図 3b）。こ

多くの場合で放流効果調査が実施できていない

の装着方法なら標識によって体を傷つけること

のが現状です。

なく、発見されやすい体外に標識を位置させる

まとめますと、甲殻類の栽培漁業における現

ことができます。

場ニーズに応えるためには、少なくとも 1）脱

まず、本研究では「試作標識が脱皮によって

皮によって脱落しないという甲殻類に対する特

脱落しないのか？」について調べました。2015

異的な特徴に加えて、2）標識の装着が容易、3）

年 に お け る 本 種 の 放 流 種 苗 サ イ ズ は 平 均 43.1

標識装着によって生残や成長に悪影響がない、4）

mm（範囲 14-100 mm）であったことから、体長

漁獲物から放流個体を容易に正しく判別できる、

40 mm 台の稚エビ（体長 44.4 ± 2.5 mm）に試

5）食の安全や魚価に悪影響がない、6）コスト

作標識を装着し、長期間にわたって個別に飼育

が安いといった特徴を有する標識が必要である

することによって、標識が脱皮によって脱落し

というわけです。

ないか調べました。その結果、実験開始から 1

しかし、上記に挙げた 1）から 6）の 6 つの特

年以上の間、試作標識の脱落は観察されません

徴を有する標識は現在ありません。装着型外部

でした。実験終了時に最も大きな個体は体長 140

標識には 1）脱皮時の標識の脱落リスクと 3）生

mm 台であり、試作標識は脱皮によって脱落しな

残や成長への悪影響という大きな欠点がありま

いことがわかりました。

す。入れ墨型外部標識には 1）、3）の問題に加え

次に、「試作標識が生残や成長に影響しない

て 4）正確な判別能力において大きな課題があり

か？」について調べました。稚エビ（体長 45.5

ます。装着型内部標識である CWT や金線標識

± 1.6 mm）を用いて、試作した標識を装着する

には 5）食の安全と魚価の面と 6）コスト面に問

標識区と標識を施さない対照区を設け、2 カ月間

10
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図４

図３

飼育期間中における a）各個体の脱皮回数と
b）各区の成長

a）試作した装着型外部標識（シリコンゴム製）、
b）眼柄に装着された様子

にわたって個別飼育することによって、標識の
有無による生残や成長への影響について調べま
した。その結果、どちらの区においても死亡は
認められず、区間で脱皮回数や成長量に有意な
差は見られなかったことから（図 4a, b）、試作
標識による生残や成長への悪影響はないと考え
られました。
そこで、さらに本標識の天然海域での実用性
を知るため、愛媛県農林水産研究所 水産研究セ
ンターの皆様にご協力をいただき、瀬戸内海の

図５

再捕個体。眼球の傍らに見える赤いものが標識
（写真提供：再捕者 近藤達也 氏）

燧灘において、新たに作製した赤色の試作標識

以上のことから、クルマエビにおいて、脱皮に

を装着した体長 48.7 ± 7.8 mm の種苗を試験的

よって脱落しない、かつ成長や生残に悪影響を与

に放流しました。その結果、体長 158 mm の個

えない、実用的な装着型外部標識が本研究によっ

体が再捕され（図 5）、本試作標識はこのサイズ

て 開 発 で き た と 考 え、 本 標 識 を ト ラ モ ア タ グ

まで追跡できることがわかりました。再捕個体

（trans-molting retentive external eye

のサイズが漁獲開始サイズを大きく上回ったこ

（TRAMORE）tag）と命名しました。全くの偶

とから、試作標識は標識放流調査に十分利用で

然ですが、「トラモア」はアイルランド語で「広

きると考えられました。

大な渚・砂浜」を意味するらしく、稚エビの時
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に砂浜干潟に生息するクルマエビの追跡を可能
とする本標識にぴったりの名前となりました。

6．トラモアタグが脱皮で脱落しない仕組み
甲殻類は脱皮時に、目の表面や触角の先をは
じめ、体表の一切の組織（殻や膜）を脱ぎ棄て
ます。にもかかわらず、眼球に引っ掛けられた
だけでエビの体外に位置するトラモアタグはな
ぜ脱皮時に脱落しないのでしょうか？
その仕組みのヒントはトラモアタグを装着し
た状態で脱皮した個体の脱皮殻にありました（図
6）。この個体は右の眼柄にトラモアタグを装着
していました。タグを装着していない左側とは

図６ 右眼柄にトラモアタグを装着した個体の脱皮殻。
右眼柄の先には殻が残っていない

異なり、脱皮殻に右の眼柄から先の殻は残って

大きな眼球はそれより細い眼柄を通り抜けなく

いません。なぜでしょうか？

てはなりません。それを可能とするため、脱皮

そこで、図 7 上段に、まずトラモアタグを装
着していない時、つまり通常の脱皮の際の眼球

時に眼柄は縦に裂けることによって、眼球が眼
柄を通り抜けられるようになっています。

と眼柄部分の動きを描いてみます。クルマエビ

一方、図 7 下段のようにトラモアタグを装着

は脱皮の際、古い殻の腰のあたりから、腰を「く

している場合、脱皮時に眼柄が縦に裂けても、

の字」に曲げた状態で殻の中にある新しい本体

タグは裂けないため、眼球はタグにひっかかっ

が抜け出ます。そのため、頭部は体の後方へ向

てしまい、スムーズには眼柄を通過できません。

けて殻から抜け出ることとなり、クルマエビの

そのため、脱皮によって後方へ抜け出ようとす

図７

12
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る力は眼球からタグを通して、タグと眼柄とが
接する部位に集中します。クルマエビの眼柄の
殻（膜）は脆弱であるため、力が集中した部位
が容易に破れます。その結果、眼球はタグごと
眼柄を通過できるようになり、脱皮後もエビ本
体にタグが維持されたままとなるわけです。

7．トラモアタグとアプリケーターの紹介
現在、試作標識はその形が洗練され（図 8）、
同時に開発されたトラモアタグ専用アプリケー
ター（取り付け器具 , 図 9a）とともに、株式会
社 旭製作所 大竹オフィス（URL: http://www.
theglassplant.com, 担当 : 橋本 氏（Email: tomoko.
hashimoto@agi.co.jp; Tel: 0827-52-5241）） か ら
販売されることとなりました（実用新案出願中）。

図９

a）トラモアタグ専用アプリケーター、b）アプ
リケーターにタグ 100 個を装填した状態、c）
トラモアタグ、d）アプリケーターへの素早い
タグの装填を可能とする、タグ 500 個をチュー
ブにまとめた販売状態のひとつ

算すると、1 万尾への標識装着であれば、作業に
慣れた 10 人で 5 時間程度の作業をすれば完了で
きることとなります。
このようなアプリケーターの使用方法から、
トラモアタグの販売状態はふたつあります。ひ
とつは図 9c のようにバラバラの状態での販売で
す。もうひとつは図 9d のようにチューブにタグ
500 個がまとめられており、現場においてアプリ
ケーターの棒状部へ素早くタグを装填できる状
図８

販売されるトラモアタグ（例えば赤色）

態での販売です。
トラモアタグの販売予定価格は購入個数に

トラモアタグをエビに装着する際、上述のよ

よって変わります。例えば、バラバラの状態で

うにタグの穴を拡げる必要がありますが、指や

10,000 個を購入する場合、販売価格は 185,000

ピンセット等で穴を拡げながらエビに装着する

円（税別）となり、タグ単価は 18.5 円となります。

のは骨が折れます。そこで、トラモアタグの取

一方、500 個ずつまとめられ、装填しやすい状態

り付けを容易にするために、棒状部と漏斗部か

での購入ですと、販売価格は 253,550 円（税別）

らなる専用アプリケーターを開発しました。使

となり、タグ単価は約 25.4 円となります。

用方法は、図 9b および図 10a のように、まずア

また、アプリケーターの販売価格も購入本数に

プリケーターの棒状部にタグを装填します。次

よって多少変わり、例えば 10 本まとめて購入する

に、一端にある漏斗部へタグをスライドさせ（図

場合、4000 円 / 本（税別）となります。

10b）、タグの穴を拡げます。そこまで準備でき

トラモアタグはシリコンゴム製ですので、多様な

たら、標識を装着するエビの眼球を漏斗部の中

色（例えば、赤、橙、黄、緑、青、紫、白、黒、灰

に差し込み、その状態のまま、タグを爪で押し

色等）で発注・作製することができます。ただ、現

出します（図 10c, d）。すると、眼柄にタグが移り、

在のところ、標識の色が放流種苗の天然海域におけ

装着完了です（図 10e）。棒状部には 100 個程度

る生残（捕食のされやすさ等）に与える影響につい

のタグを装填することができ、本器具を利用す

ては詳しくわかっていません。今後、この点につい

ることによって、手返しよくトラモアタグを取

て調査を行い、明らかにしていく予定です。

り付けることが可能です。使用に慣れてくると

購入にあたって価格や色、納期等の詳しい情報

30 分で約 100 尾への取り付け可能です。単純計

については上記業者にお問い合わせ・相談いただ
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ければ幸いです。また、トラモアタグの性能や使
用方法、調査デザイン等についてのご質問やご相
談は著者に直接ご連絡をいただいて構いません（佐
藤 , Email: takusato@aﬀrc.go.jp, Tel: 0848-735020）。

8．トラモアタグの使用上の注意
トラモアタグを使用する際には注意しなけれ
ばならない点がいくつかあります。
販売される、穴の径が 1.5 mm であるトラモア

図 10

トラモアタグ専用アプリケーターの使用方法

タグ（図 8）は、クルマエビであれば、使用で
きる対象は体長 40 mm 以上となります。エビが

以上の個体に販売されるトラモアタグを装着す

大きいほどタグは装着しやすくなります。ただ、

ると、装着部位である眼柄をタグが締め付けて

エビが大きくなるにつれて眼球は大きくなりま

しまい、眼柄より先が壊死、脱落することがあ

すので、使用に適したアプリケーターの漏斗部

ります。ただ、個体が小さい時からトラモアタ

サイズが変わることがあり、注意が必要です。

グを装着している場合は体長 110mm を越えても

体長約 65 mm 以上の個体には漏斗部サイズが異

タグは保持されつづけます。これは、成長して

なる別のアプリケーターを使用しなくてはなり

いく過程で本来ならば眼柄は徐々に太くなって

ません。

いきますが、トラモアタグを装着した場合、眼

また、眼柄が太くなってきている体長 110 mm

14

百島佐藤G長.indd 14

豊かな海

No.51

柄はタグの穴の大きさ以上に太くなれないため、

2020.7

2020/07/13 16:48

Topics
タグが装着されている部分だけはタグの穴の大

にご協力をいただきました橋本 智子 氏をはじめ

きさに合わせて細く維持されたまま成長すると

とした株式会社 旭製作所 大竹オフィスの皆様、

いうことが起こるためです。

平田 伸次 氏、渡邉 昭生 氏、伊藤 冬樹 氏、山

標識装着後のエビを放流まで水槽内で一定期

下 浩史 氏、小寺 昇 氏、内田 拓人 氏をはじめ

間ストックする場合、水槽内においてエビ同士

とした大分県農林水産指導研究センター 水産研

がタグを噛み合うことによって、タグが脱落す

究部の皆様、太田 健吾 氏、大古 真早美 氏、松

る場合があります。そのような脱落をできる限

本 亜矢子 氏をはじめとした瀬戸内海区水産研究

り少なくするためには、1）クーラー等の利用に

所 海産無脊椎動物研究センターの皆様に、この

よって水温を下げ、エビの活動をおさえる、2）

場をお借りしまして御礼申し上げます。

底面積の広い水槽にストックすることによって、

今回、本稿でご紹介した研究は「Taku Sato,

エビ同士がなるべく重ならないようにする、3）

Takuma Sugaya, Hayate Yoshikawa （2020）

装着から放流までの期間をなるべく短くすると

Novel method of tagging the kuruma prawn

いった対策が必要です。

Penaeus japonicus with a trans-molting retentive
external eye （TRAMORE） tag．Fisheries

9．今後の展開
本稿でご紹介いたしましたトラモアタグに関
しては、1）タグの色に加えて、そもそもタグの

Research 225, 105482」として発表されていま
す。詳しくはこちらをご覧いただければ幸いで
す。

装着は放流後の天然海域における種苗の生残率
に影響しないのか？、2）タグは天然海域におい
て体長何 mm まで脱落せずに保持されるのか？、
3）利用可能な甲殻類種は何か？等の様々な疑問
があります。少なくとも上記の疑問 1）と 2）が
明らかになっていない現在、正確な回収率の計
算にトラモアタグは利用できません。今後、こ
れら疑問に応えるべく、調査・研究を実施して
いく予定です。
しかし、トラモアタグを利用すれば現状でも、
種苗が放流後にちゃんと生き残って成長し、漁
獲に貢献しているのか？これまで予想もしてい
なかった海域にまでエビが移動・分散していな
いか？等について調べることができます。また、
複数の放流群をトラモアタグによって識別し、
その再捕結果を群間で相対的に比較すれば、放
流効果を高めることができる放流時期や放流種
苗サイズ、放流方法（例えば囲い網などを用い
た馴致の有無）等について把握を進めていくこ
とも可能です。
昨今の栽培漁業の現場における限られた資源
（予算や労力、施設等）によって、放流効果の最
大化を図り、漁業者等からの社会的ニーズに応
えていくためには、持てる資源の選択と集中が
求められます。今回ご紹介したトラモアタグが
多くの方々にご使用され、その決断に貢献でき
れば幸いです。

参考文献
1）農林水産省（2020）海面漁業生産統計調査 .
2）寺井千尋 , 中川浩一 , 小林信（2000）周防灘におけ
るクルマエビの移動と成長．福岡県水産海洋技術セ
ンター研究報告 10: 1-7.
3）Toshiaki Miyajima, Yuichi Hamanaka, Koji Toyota
（1999） A Marking Method for Kuruma Prawn
Penaeus japonicus ．Fisheries Science 65, 31-35.
4）Kazutoshi Okamoto（2006）Malformed regeneration
of partly cut swimming leg as a marker for
swimming crab Portunus trituberculatus ．Fisheries
Science 72: 1121-1123.
5）上田拓 , 伊藤史郎 , 宮崎孝弘 , 村瀬慎二 , 石田祐幸 ,
林宗徳（1999）クルマエビ種苗への標識手法の検
討．福岡県水産海洋技術センター研究報告 9:75-79.
6）Hiroyuki Ariyama, Fumihiro Uratani, Hiroshi
Ohyama, Masaki Sano, Susumu Yamochi（1994）
Survival, growth, and tag retention of the Kuruma
prawn Penaeus japonicus and the Greasy back prawn

Metapenaeus ensis injected with gold bit tags．
Fisheries Science 60: 785-786.
7）Takuma Sugaya, Minoru Ikeda, Nobuhiko Taniguchi
（2002） Relatedness structure estimated by
microsatellites DNA and mitochondrial DNA
polymerase chain reaction-restriction fragment
length polymorphisms analyses in the wild population
of Kuruma prawn Penaeus japonicus ．Fisheries
Science 68: 793-802.

最後に、今回の新しい標識の開発や性能評価
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寄 稿

干潟施肥によるアサリの増産
流域圏環境再生センター（広島大学名誉教授）
センター長

新型コロナウィルスの影響で、人の移動は制

山本

民次

浮遊性藻類が少なければ身は大きく太らない。

限され、せっかく伸び始めたインバウンドも数

これらの２つの事象が同時に起こることが理

年先送りとなってしまった。アメリカは自国第

解できない人が多い。硫化水素の発生は富栄養

一主義に走り、米中の貿易戦争も激化している。

で起こるイメージがあり、餌不足は貧栄養状態

マスクやゴム手袋に限らず、安いからといって、

で起こるというイメージがあるからであろう。

生産拠点を他国に依存する体制を根本的に見直

そこで、硫化水素の話をするにあたり、底層の

す必要がある。農水産物の自給率において、農

貧酸素水塊発生の問題について述べておきたい。

産物は６割、水産物は４割が輸入である。やはり、

貧酸素水塊は水柱底層の酸素が低下する現象で

価格競争で国産のものは負けてしまうが、食品

ある。これが、硫化水素が主要な原因の一つで

としての安全性や食糧安全保障としての観点か

あることを多くの人が知らない。環境省、水産

ら、政府は食料自給率を上げる対策を真剣に打

庁などの担当者に限らず、大学の研究者でさえ、

ち出す必要がある。国民の側も多少値段が高く

知らない人が多いことに私は驚いている。

ても国産品を買って食すことの意義について理

図１（a）には高度経済成長時代の富栄養化進

解する必要がある。本稿では、干潟を「畑」と

行過程における貧酸素水塊の形成プロセスを示

考え、耕うん、土質改善、施肥を行うことで、

す。水域に対する栄養塩類等物質の負荷とそれ

アサリが増産できることを示す。

に伴う一次生産の増大、これによって底泥に対
する有機物の沈降量は増大した。有機物はさま

１

ざまな物質から成るが、多くは好気性菌が分解

干潟の問題点

できる易分解性有機物である。大部分の易分解

干潟の問題点は２つある。1 つ目は、硫化水素

性有機物は数日から 1 か月程度で分解され、富

の発生である。「アサリ」をキーワードとして文

栄養化過程にあった当時は、易分解性有機物の

献検索すると、硫化水素の発生によるアサリへ

酸化分解によって底層の溶存酸素が消費される

の影響に関する文献は多い。富栄養化の時代を

ことによる貧酸素水塊の発生が顕著であった。

経験し、いまだに残っている難分解性有機物が

16

一方、図１（b）には貧栄養化進行期の貧酸素

嫌気分解され、硫化水素が発生する干潟がある。

水塊形成プロセスを示す。陸域からの物質の流

埋め立てで失われた干潟の代替措置として人工

入負荷がすでに 40 年以上にわたって削減され、

干潟が造られる場合もあり、中込材として航路

易分解性有機物の分解による酸素消費は相対的

筋などの浚渫土砂が使われ、これが大量の難分

に小さくなっている。それに対して、底質中に

解性有機物を含むため、硫化水素の発生源とな

は難分解性の有機物が残っており、嫌気性菌は

っている。2 つ目は、餌不足である。アサリは比

それらを分解する。中でも硫酸還元菌は海水中

較的富栄養な環境で育ち、硫化水素にもある程

の硫酸イオン（SO₄² ）を使って難分解性有機物

度の耐性はあるものの、餌となる付着微細藻や

を分解し、副産物として硫化水素を生成する。
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図１

貧酸素水塊の形成プロセス

(a) 富栄養化進行期と (b) 貧栄養化進行期の違い。(a) では、植物プラ
ンクトンの増殖（一次生産）が盛んで、それらの易分解性有機物が死滅・
沈降して底層で好気分解され、その際に水中の酸素が消費される量が多
いため、貧酸素水塊が形成される。一方、(b) では一次生産量が小さく、
底泥には過去から蓄積された難分解性有機物が嫌気分解により分解さ
れ、硫化水素が発生する。硫化水素が底層の酸素を消費して貧酸素水塊
が形成される。

つまり、難分解性有機物と硫酸イオンという、

のが多い。底生生物は魚類の餌となる種も多く、

硫酸還元菌にとって大好物が２つ揃っているわ

そういう意味では、貧酸素水塊が発生すること

けである。どちらかが消費され尽くすまで硫酸

は生態系全体の崩壊につながる。

還元反応は止まらない。海水中の硫酸イオンは

また、硫化水素自体、毒性が強い物質であり、

海水成分の中で 4 番目に多い物質であり、枯渇

酸素が無ければ上述の通り、HS- の形で溶存する。

することはないし、底泥中の難分解性有機物の

例えば、沿岸域で過去に行われた浚渫窪地など

中には、分解に 100 年もかかるものがあると思

では、しばしば硫化水素が溶存し、無生物状態

われる。そう考えると、底層の貧酸素水塊の発

となっている場所がある。水産用水基準（2005）

生は今後も続くものと思われる。

にある通り、水産生物の生息環境としては「底

硫化水素の大部分は水中では硫化水素イオン
-

質中で硫化水素が検知されないこと」である。

（HS ）の形で溶存し、水中の溶存酸素とは瞬時

以上から、干潟でアサリを増産しようと思え

に化学的に反応し、それらを消費する。流入負

ば、①底質改善により、硫化水素の発生を抑制

荷が大きく減少した現在、好気性菌による易分

すること、さらには②施肥により、餌となる付

解性有機物の酸化分解による酸素消費は少なく

着微細藻類を増やすこと、の 2 点が重要である。

なったが、硫化水素の発生がいまだに収まらな

次節で述べるように、干潟は陸上の「畑」と同様、

いので、現在でも貧酸素水塊の発生は起こるわ

底質（土質）改善と施肥といった、ある程度の

けである。

維持管理が必要である。富栄養化が著しかった

貧酸素水塊はその名の通り、酸素濃度が低い
ため、底生生物は呼吸困難になる。遊泳力のあ

時のように、放っておいてもアサリが増えると
いう時代はもはや過去のことである。

る魚類は貧酸素を避けて移動できるが、貝類を
はじめ、多くの底生生物は移動能力が小さいも
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2

干潟という「畑」の土質改善と施肥
溶存鉄濃度

もう約 10 年近くも前であるが、環境省による
「今後の瀬戸内海の水環境のあり方の論点整理」
（2011）において、瀬戸内海の価値として、次の
3 つが挙げられた。海上航路としての「道」、漁
業生産の場としての「畑」、景観・観光の場とし

（

）
ppm

ての「庭」、である。その後、2015 年 2 月、瀬
戸内海環境保全基本計画が大幅に見直され、こ

クエン酸添加率

の中に、先の論点整理で議論された「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、同年 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

図２

硫化水素水中に鉄とクエン酸を加えた実験

硫化水素濃度ゼロ（H2S0）のコントロールでは、クエ
ン酸添加量を増やすと溶存鉄濃度が上昇することが分
かる。一方、硫化水素濃度 50 ppm (H2S50)、100 ppm
(H2S100) では、鉄の溶出が抑制される。これは硫化水
素が鉄と反応することを示している。山本ほか（2014）
から引用。

手を加えることによって管理すべきという大き
な方向転換がなされた。

おり（図２）、クエン酸などのキレーターを使え

「人手を加える」ことの中身として、過去に失

ば 溶 存 量 を 増 や す こ と が で き る（ 山 本 ほ か、

われた干潟や藻場の再生、あるいはそれらの新

2014）。 同 図 で は、 硫 化 水 素 を 含 ま な い 海 水

たな造成も必要であるが、既存の干潟や底質に

（H2S0）において、クエン酸を 3% 添加すると

ついては、単なる耕うんにとどまらず、土質改

20 ppm 強の Fe を溶存させることがわかる。一方、

善や施肥などが必要である。硫化水素は酸素が

硫 化 水 素 を 50 ppm、100 ppm 含 む 海 水 中 で は

あればすぐに酸化されるので、耕うんをするこ

（H2S50、H2S100）、溶存した Fe が硫化水素と

とで大気中あるいは水中の酸素が浸透すれば、

反応して FeS を形成し、溶存しない状況が示さ

瞬時に消失する。これまでも干潟の耕うんは住

れている。

民参加活動などで、いたる所で行われてきた。
しかし、その効果が持続しないことも多くの漁

う課題である。硫化水素が発生するような底質

業関係者は知っている。なぜなら、耕うんしても、

は有機物が多いから、耕うんすれば、それらか

砂泥はすぐに締め固まってしまい、すぐに元の

ら付着微細藻の増殖に必要な窒素やリンが出て

還元状態（嫌気的環境）に戻ってしまうからで

くると考えている人が多い。底質中には酸化分

ある。したがって、如何にして効果を持続させ

解可能な易分解性の有機物はあまり残っておら

るかが重要な課題である。

ず、残っている有機物の多くは難分解性のもの

硫化水素は酸素の他にも鉄（Fe）と簡単に結

である。この状態では、耕うんによって供給さ

合する。底質中に鉄があり、それが溶存してい

れた酸素は、硫化水素をはじめその他の還元物

れば（溶存鉄）、硫化水素は溶存鉄と反応し、硫

質の酸化に使われ、その後は還元的な状態に戻

化鉄（FeS）という無害な物質となる。そうなれ

ってしまう。耕うんしても、窒素やリンなどの

ば、生物は棲める。ただ、鉄の解離定数は極め

栄養分は出てこない。

て小さいので、例えば、鉄道のレールを海水中

18

次に、如何にして付着微細藻を増やすかとい

付着微細藻の増殖に必要な窒素（N）
・リン（P）

に漬けたからといって、鉄がすぐに溶出してく

の形態についても考えておく必要がある。付着

るわけではない。まずは表面が錆びて酸化鉄の

微細藻が増殖に利用するものは、溶存態無機窒

被膜ができ、鉄は余計溶け出しにくくなる。し

素（アンモニア態窒素、硝酸態窒素、亜硝酸態

たがって、硫化水素の抑制を目的とする場合、

窒素）および溶存態無機リン（リン酸態リン）

如何に多くの鉄を溶存させるかという工夫が必

である。これらは、一般的に「栄養塩」と言わ

要である。このことは、すでに実験的に行って

れる。自然界には、これまで述べて来たような

豊かな海

No.51

2020.7

粒状態有機物としての窒素・リン（デトライタ

海域では、海水の滞留時間が長く、陸から負荷

スとも）あるいは溶存態有機窒素・リンなども

された物質によって富栄養化が起こることは避

あるが、付着微細藻のほとんどは付着珪藻であ

けられない。これらの海域でモニタリング項目

り、それらが必要とするのは溶存態無機窒素、

として選ばれたのは、全窒素（TN）、全リン（TP）

溶存態無機リンである。珪藻なので、細胞殻を

であり、鉄は含まれていない。海水中に溶存す

形成するためにケイ素も必要とするが、干潟の

る鉄の濃度は極めて低いため、それなりの設備

砂粒子の主成分はケイ素なので、基本的には溶

と分析技術が無いと正確な値は出せない。行政

存態無機窒素とリンが溶出する肥料が適してい

レベルの定期モニタリングの対象項目とするに

る。

は無理がある。このようなことから、我が国には、

溶存態無機窒素、溶存態無機リン、溶存鉄が、
付着微細藻の取り込み要求に合うような N/P/
Fe 比で溶出し、硫化水素の抑制を含めて考える

窒素とリンについては膨大なデータベースがあ
るものの、鉄のデータはほとんどない。
植物プランクトンが増殖するにあたり、窒素、

と、個々の干潟での硫化水素の発生状況に応じ

リンに次いで鉄を要求することは昔から分かっ

て Fe の溶出が過剰になるように添加量を調整し

ていたので、窒素、リンの負荷が相対的に急増

たものが良い。つまり、底質改善効果と施肥効

した高度経済成長期には鉄の枯渇が起こった可

果の両方を併せ持つ材料を調整して作成する必

能性がある。また最近では、前述の通り、難分

要がある。以下に筆者が行ってきた開発の成果

解性有機物の嫌気分解によって硫化水素が発生

について触れる。

し、それらの還元物質が鉄を消費して、貧酸素
水塊を形成していることが分かってきた。この

3

底質改善・施肥材

一部の外洋域において、窒素やリンなどのマ

ようなことから、例えば、貧栄養化している瀬
戸内海では窒素・リンに加え、鉄の不足も十分
にあり得る。

クロ栄養塩ではなく、鉄が一次生産の律速要因

沿岸域の生態系が、森から運ばれるフルボ酸

となっている海域があることが指摘されていた

鉄によって涵養されていることを指摘したのは、

（Martin and Fitzwater、1988）。河川水の影響が

北海道大学の松永教授である（松永、1993）。落

及ばない離れた海域に対する鉄の供給経路はダ

葉樹の葉が土中で腐敗して腐食酸ができ、これ

ストであり、風向・風速によって鉄の供給が変

が土中の鉄をキレートした状態で、海域に運ば

わるため、それにつれて一次生産の大きさが左

れることが重要であると考えられてきた。松永

右される。化石燃料の燃焼を原因とする二酸化

は宮城県舞根湾（もうねわん）で鉄の調査を行

炭素の排出が地球の温暖化の一番の原因である

っており、鉄の重要性に気づかされたカキ漁師

ことが動かぬ事実となり、鉄散布によってその

の畠山は森に木を植える運動を始めた（畠山、

ような海域の一次生産を上げ、植物プランクト

2006）。この「森は海の恋人」運動は全国に拡が

ンの光合成によって二酸化炭素を海洋へ吸収さ

り、広島でも太田川上流で植林運動がなされて

せるという目論見のもと、鉄散布実験が国際共

いる。これは住民運動として全国に拡がったも

同研究によって大々的に行われた。それらの現

のの、学術的な詰めは十分ではなかった。アム

場実証試験において、植物プランクトンの一次

ール川から運ばれる鉄が親潮域の水産資源の涵

生産が増大するという証拠が得られた（例えば、

養に役立っていることを追求した、アムール・

武田、2007）。

オホーツクプロジェクトが、おそらく大々的に

一方、陸に近い沿岸域では河川水の供給があ
るうえ、底泥からの鉄の溶出も期待されるので、
水柱内に鉄は十分に存在していると誰もが思っ

行われた初めての国際共同研究であろう（白岩、
2011）。
同様に、森川海の関係において、鉄をキーと

ていた。我が国では、高度経済成長時代に東京湾、

した調査研究がいくつかの流域圏で行われてき

瀬戸内海、伊勢湾などが極度に汚濁され、環境

た。それらの成果を一同に会して、共通点・相

庁の創設に続き、公共用水域の水質測定事業が

違点を洗い出そうということになり、平成 29 年

始まった。これらの大都市を背後に持つ閉鎖性

度水産学会春季大会シンポジウム「森川里海の
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つながりを科学で説明できるか？」が開催され

スよく供給し、硫化水素を抑制し、水産生物を

た。ここでは、上記のアムール川−オホーツク

増殖させるかということが極めて重要な課題と

海のほか、志津川湾、気仙沼湾、太田川−広島湾、

なっている。そこで、底質改善効果と施肥効果

小浜湾、由良川−丹後海、筑後川−有明海、な

の両方を併せ持つ材料の探求・開発を行ってき

どの事例が紹介された。この中で指摘されたの

た。

は、鉄を海域に運ぶ担体として広葉樹林の落葉

水産生物の増殖に適した施肥材を開発するた

である必要があるという思い込みがあったが、

め、さまざまな原材料を用いて室内実験や現場

統計的には針葉樹林との有意差が見られなかっ

試験を繰り返してきた。対象とする沿岸の海は、

たというものである。また、全体の報告を通して、

外洋と比べれば空間スケールは小さく、多少閉

結局のところ、鉄が森と海の関係をつなぐキー

鎖的な場所もあるものの、海水による希釈効果

であるという発想から生まれた「森は海の恋人」

は大きく、局所的に施肥の効果を得る技術を確

は言い過ぎで、「森は海の友達」程度という結論

立するのは容易ではなかった。例えば、干潟で

に至った。つまり、流域圏の物質循環において、

施肥を行う場合、海水が砂泥に浸透して肥料分

鉄は窒素・リンとともに重要な元素ではあるが、

が希釈される。希釈をできるだけ抑制するため

必ずしも鉄だけで沿岸域の問題は解決しないと

には、干潟の砂泥にあぜ板を打ち込んで囲む必

いうことである。後背地の地質および利用形態、

要があった（中原ほか、2017）。あぜ板はまた、

河川水質、海域の利用特性など、流域圏ごとに

食害生物サキグロタマツメタが砂に潜って網を

同じではないので、当然と言えば当然である。

くぐって入り込むのを防ぐ役割も担ってくれる。

一堂に会した研究者は、全員納得したように、

最終的に辿り着いた施肥材の形状は、直径 25

私の眼には映った。

cm ほどの円柱状の固形肥料である（トリゼンオ

筆者が主に研究対象とする瀬戸内海は、陸域

ーシャンズ；写真１）。円柱の上面を砂泥面と同

からの窒素・リンの負荷量削減により、貧栄養

じになるように埋め込んで設置する。当初、砂

化を呈していることは何度も指摘してきた

泥面に置くだけで良いのではないかと考えたが、

（Yamamoto、2003; 山 本、2005; 山 本・ 花 里、

その場合、溶出した成分は潮が被ったときに海

2015）。また、同時に硫化水素の発生による貧酸

水に希釈されてしまい、効果が薄い。一方、埋

素 水 塊 の 発 生 が 見 ら れ る（Yamamoto et al.、

め込むことで、溶出した成分は砂泥中に拡散し、

2016）。したがって、N、P、Fe を如何にバラン

砂泥表面の付着微細藻に有効に利用される。ま

写真１

開発した底質改善・施肥材

鉄分を含むので、硫化水素を抑制する。また、窒素・リン・鉄が藻類の利用に合わせて溶
出するように調合・工夫してある。プレス機で圧縮しているため、崩れにくく、成分の溶
出は 5 か月程度持続する。
左：トリゼンオーシャンズ・ホームページ（https://www.torizen-oceans.com/）より引用。
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た、サイズを大きくしたことやプレス機で圧縮

他異分野の意見も引き出すのが良い。例えば、

したことで、成分溶出は 5 か月以上持続させる

現在は新型コロナウィルスの影響で冷え込んで

ことができ、現場実証試験では、施肥区と無施

しまっているが、インバウンドを含む観光、と

肥区の間で、アサリの個体重量に有意な差が得

くにエコ・ツーリズムの観点や、台風や集中豪

られている（文部科学省科学研究費 2018-2020

雨など防災の観点も必要である。

継続中）。

4

湾灘協議会への期待

2015 年に公布・施行された改正瀬戸内海環境
保全特別措置法の基本理念は、第二条の二の「豊
かな海」であるが、第二条の二の３には、「瀬戸
内海の環境の保全に関する施策は、瀬戸内海の
湾、灘その他の海域によってこれを取り巻く環
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れなけ
ればならない。」となっている。つまり、これま
でのような一律の流入負荷削減ではなく、湾・
灘ごとに個別の取り組みをすることになったわ
けである。瀬戸内海はもはや「我が国最大の１
つの閉鎖性海域」ではなく、さまざまな環境が
モザイク状に配置された海となることを目指し
ている。A 湾は生物生産性の高い海を目指し、B
灘は生物多様性の高い海を目指す、ということ
で良い。また、A 湾の中でも C 岬付近は魚類の
産卵場とし、D 入江は採餌場とする、などでも
良い。魚類・貝類それぞれの種ごとの生活史に
応じた対策、成長に伴う餌の選好性の変化や他
生物との食う・食われるの関係など、そこには
高度な水産分野の知恵が要求される。そのよう
な緻密なプランを立てるに当たっては科学的根
拠が必要となる。
湾灘協議会が、各府県あるいはそれらをまた
いで設置され、とりあえず湾灘ごとの方向性が
提示された。高度経済成長期以降の流入負荷削
減対策では、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、差しさわりの
ない作文で終わっている場合が多いようである。
湾・灘ごとに内部の構造と機能を想定し、水産
物の持続的生産と環境保全の両立を図るため、
科学的根拠に基づいた議論を重ねて、詳細なプ
ランを立てる必要がある。新型コロナウィルス
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21～23時こ
時こ
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使用した水槽は
30L
使用した水槽は
30Lの円形で、海藻に見立
の円形で、海藻に見立 ろに夜間の観察を、同じ個体でそのまま翌日
ろに夜間の観察を、同じ個体でそのまま翌日
しい個体と入れ替えるという操作を行いました。
てた人工海藻をつるし、カニが付着すること
実験個体の行動は以下の 3 つに分類しました。 午前中に日中の観察を行い、実験個体を取り
てた人工海藻をつるし、カニが付着すること
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を設け、底質の違いが付着行動に影響がある
を設け、底質の違いが付着行動に影響がある

図実験個体の行動は以下の
8実験個体の行動は以下の
人工海藻にしがみつくガザミのメガロパ
33つに分類しまし
つに分類しまし

かどうかも確かめました。
かどうかも確かめました。
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た。
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5. 放流方法について

している環境を選択している可能性を示唆す

現在行われているガザミ種苗の放流

て稚ガニが着底適地を探している、という面が

すると稚ガニの生態に即しているのか、そして、

あるかもしれません。

放流効果が高くなるのか。今後もガザミ稚ガニ

（2）潜砂は主に 3 齢稚ガニから開始

について生態学的な面からも研究を重ね、放流
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ストで効率のよい種苗放流について明らかにな

実に増加していきました（図 11）。

ればと思います。

潜砂行動を行う個体数は昼夜で大きく異なり、
潜砂行動は主に昼間行われ、夜間はあまり行わ
れていないこともわかります。水槽観察時にも、
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また、尾道市では新規漁業就業者確保の取
	
  化に寄与していると考えています。
今後も尾
図７	
  尾道市におけるクルマエビ放流尾数と	
  道市の重要な栽培対象種として放流事業を継続
組をしており、底引き網漁はその入り口とな
図７

尾道市におけるクルマエビ放流尾数と
漁獲量の推移
漁獲量の推移	
 

していきたいと考えています。
っています。そのため、底引き網で漁獲でき

る魚価の高いクルマエビの放流は、就業後の
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所得安定化に寄与していると考えています。	
 
今後も尾道市の重要な栽培対象種として放
流事業を継続していきたいと考えています。	
 

寄 稿

栽培漁業における種苗期の疾病防除
国立研究開発法人

水産研究・教育機構

瀬戸内海区水産研究所

資源生産部

養殖生産グループ

研究員（再雇用）

１

はじめに

私が海産の仔稚魚と直接関わったのは、1980
年代に近畿大学水産研究所白浜実験場の学生実

西岡

豊弘

す。

2

海産魚介類種苗生産の成り立ち

験において、ヒラメ卵の発生段階を顕微鏡で観

海産魚介類の種苗生産に関する研究は、1941

察したのが最初でした。胚の発生段階に伴う形

年に藤永元作によりクルマエビのゾエア幼生が

態変化が面白く、徹夜で顕微鏡観察をしたこと

浮遊珪藻を摂餌することを明らかにし、基本的

を覚えています。また、実験場の実習では、ヒ

な種苗生産技術を確立したのが最初です。クル

ラメ、マダイ、クロダイ、トラフグ等の種苗生

マエビは 1963 年から事業規模での生産および養

産を体験し、稚魚を飼育する面白さを実学とし

殖が行われ、栽培対象種で最初に大量放流が行

て教わりました。1984 年に旧（社）日本栽培漁

われています。1950 年代にはナマコ類やクロア

業協会に採用されて福井県にある小浜事業場に

ワビ、ホタテガイ等の貝類の飼育研究が始めら

配属され、若狭ガレイとして有名なヤナギムシ

れ、 ア ワ ビ 類 は 1960 〜 1970 年 代、 ガ ザ ミ は

ガ レ イ の 種 苗 生 産 技 術 の 開 発 を 行 い ま し た。

1973 年に約 100 万個体の稚貝や稚ガニの生産が

1991 年からは、海産魚介類の種苗期の疾病に関

なされています。一方、魚類では 1960 年前後に

する情報を収集し、栽培漁業関係機関との間で

ニシン、クロダイ、トラフグやマダイにおいて、

疾病や大量死亡事例の発生・被害状況および対

天然産卵や人工授精により得た受精卵を用いて

策について情報交換を行う種苗期疾病情報事業

個体発生や飼育による成長過程が研究されまし

を担当しました。その後、シマアジ、ハタ類、アカ

た。その後、1960 年代後半にシオミズツボワム

アマダイ、
クロマグロのウイルス性神経壊死症（viral

シを仔魚の初期餌料に用いることで海産仔稚魚

nervous necrosis：VNN）、エビ類のクルマエビ

の飼育が可能となり、種苗の大量生産技術開発

急 性 ウ イ ル ス 血 症（penaeid acute viremia：

が進められました。ちょうどその頃に、衰退し

PAV= ホワイトスポット病 white spot diseases：

た沿岸漁業の振興施策として、瀬戸内海をモデ

WSD = ホ ワ イ ト ス ポ ッ ト 症 候 群 white spot

ル海域に設定し国・県が主導し漁業者が参加す

syndrome：WSS）、アワビ類のキセノハリオチ

る共同事業として栽培漁業の取り組みがなされ

ス症などの疾病防除や魚病診断技術の開発に携

ました。1970 年代になって栽培漁業は全国に展

わってきました。このように、私の技術開発や

開され 1980 年代以降に、技術開発段階の栽培対

研究課題は、1984 年〜 1990 年が新しい栽培漁

象種が増加するとともに、魚類ではマダイ、ク

業対象種の種苗生産技術の開発、1991 年以降は

ロダイ、ヒラメなどで量産が可能となり放流が

種苗期疾病の発生状況および診断・防除技術の

実施されています（表 1）。

開発になります。ここでは、これまでの私の経
験に基づき考えたことを書いてみたいと思いま
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表１ 基本方針策定年度における栽培漁業の対象種類数＊
基本方針

1次

2次

3次

4次

5次

6次

7次

年度

1984

1988

1994

2000

2005

2010

2015

魚類

31

36

33

36

36

38

30

甲殻類

15

16

17

16

14

6

9

介類

23

29

30

28

29

24

26

合計

69

81

80

80

79

68

65

＊資料「栽培漁業種苗生産、入手・放流実績」及び「栽培漁業・海面養殖用種
苗の生産・入手・放流実績」より作成

3

栽培漁業で問題の疾病

について問題となっている主要疾病を表 2 に示

大量生産が可能となった対象種が増えてきた
一方で、種苗の安定生産には種々の問題が発生
し、中でも仔稚魚期の疾病による大量斃死が発
生すると 1 尾も放流できない重篤な事態も起こ
りました。海産仔稚における疾病研究は 1980 年
頃より始まり、栽培漁業に関する種苗生産過程
で発生する疾病については、西岡ら 1、2、4）、鴨志
田ら 3） により取りまとめられています。その中
でウイルス病、細菌病、寄生虫病および真菌病

します。
これらの内、ウイルス病では、ヒラメやマコ
ガレイの種苗生産過程で発生し、近年特に問題
となっているアクアレオウイルス感染症、ハタ
類やアカアマダイ、クロマグロなど種々の海産
魚の仔稚魚期に発生し、仔魚期に発生すると大
量死亡に至る VNN（図 1、２、3）、腹水の貯留
を特徴とするブリやヒラメのアクアビルナウイ
ルス症（ブリではウイルス性腹水症やウイルス
性変形症を含みます）、陸上水槽から移して放流

表２ 海産魚介類の種苗生産過程で問題となっている主要疾病
原因
ウイルス

細菌

疾病名
アクアレオウイルス感染症
ウイルス性出血性敗血症
ウイルス性神経壊死症
アクアビルナウイルス病
マダイリドウイルス病
クルマエビ急性ウイルス血症
筋萎縮症
エピテリオシスチス類症
滑走細菌症
細菌性腹部膨満症
細菌性腸管白濁症
ビブリオ病

寄生虫

真菌

壊死症（仮）＊
棘抜け症（仮）＊
イクチオボド症
スクーチカ症
白点病
真菌症

＊：仮称
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動物種
マコガレイ、ヒラメ
タケノコメバル、ホシガレイ
マダラ、ハタ類、アカアマダイ、シマアジ、オオニベ、マダイ、ク
ロマグロ、ヒラメ、カレイ類
ブリ、ヒラメ
ヤイトハタ、マダイ、ハマフエフキ
クルマエビ、ヨシエビ
クロアワビ、マダカアワビ
ヤイトハタ、マハタ、スギ、オニオコゼ
スジアラ、ヤイトハタ、タイ類、マダイ、オニオコゼ、ヒラメ、マ
コガレイ、トラフグ
タイ類、ヒラメ、カレイ類、
オニオコゼ、ヒラメ
スズキ、ヤイトハタ、シマアジ、タイ類、メバル類、クロソイ、ヒラメ、
マコガレイ、トラフグ、エビ類、アワビ類
アミメノコギリガザミ、ガザミ
アカウニ、バフンウニ
メバル類、クロソイ、ヒラメ、ヤナギムシガレイ
マダイ、クロソイ、タケノコメバル、オニオコゼ、ヒラメ、メイタ
ガレイ
キジハタ、スギ、マダイ、オニオコゼ、トラフグ
オニオコゼ、クルマエビ、ヨシエビ 、アミメノコギリガザミ、ガザミ

図１

VNN の典型的な転覆症状を示すマハタ

図３

図２

A

B

C

D

VNN により衰弱し水面に浮上した
アカアマダイ稚魚

VNN 自然発症したクロマグロ稚魚の組織像、網膜（A）、脊髄（B）、
脳（C）の空胞変性、蛍光抗体法による網膜の特異蛍光（D）

までの間の海面生簀で育成中に発生するマダイ

レオウイルス感染症、クルマエビ類の PAV、細

イリドウイルス病、クルマエビやヨシエビの稚

菌性腸管白濁症や細菌性腹部膨満症および甲殻

エビで発生する PAV、また、最近になりアスフ

類の真菌症が特に問題となる疾病といえます。

ァウイルスに近縁なウイルスによる感染症と推

その他、種苗生産現場における魚病の詳細につ

定されているアワビ類の筋萎縮症があります。

いては、アクアネット 5） に記載しましたので参

細菌病ではエピテリオシス類症、タイ類やヒラ

照頂きたいと思います。

メ、カレイ類仔魚の細菌性腹部膨満症、主とし
てヒラメで見られる細菌性腸管白濁症、種々の
稚魚で発生する滑走細菌症、ガザミ類の壊死症
（仮称）、ウニ類の棘抜け症（仮称）があります。

4

種苗生産における疾病防除対策

種苗期に問題となる疾病の中で、治療薬があ

寄生虫病では原虫のイクチオボド症、繊毛虫の

る細菌症では対象種に応じて用量・用法を遵守

スクーチカ症と白点病、真菌症では卵菌類のフ

し適切な治療を行うことが重要ですが、治療薬

クロカビ目の真菌が主としてエビ類やガザミ類

がないウイルス病では、発症後の対策は困難で

に感染し問題となっています。これらの疾病の

す。このうちアクアレオウイルス感染症、VNN、

うち、発病する動物種の種類数や発生件数が多

ビルナウイルス症、PAV では、ウイルスを保持

いことから、海産魚類の VNN、異体類のアクア

した親魚や親エビから仔魚や幼生にウイルスが
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感染し発病すると考えられています 6-8）。実際に

必要があるため、種苗生産過程での疾病発生を

これらの疾病の原因ウイルスが天然魚や天然成

抑えるのは当然です。加えて天然資源の維持や

体エビから検出されており、VNN 原因体のベー

増殖を目的としていることから、種苗には天然

タノダウイルスについては、天然のアカアマダ

海域で生残し成長する種苗性が必要なことから、

イやマアジから分離されたウイルスの病原性が

放流時の種苗には健全性が求められます。また、

（図 4）。これらのウイル

病原体の感染が疑われる種苗は、種苗自体の健

ス病では、親魚や親エビをウイルス検査し陰性

全性が損なわれているだけではなく、放流後に

の個体から得た受精卵をウイルスの不活化効果

天然水域において疾病の感染源となる可能性が

がある海水で洗浄し、ふ化した仔魚や幼生を殺

考えられます。そのため、人工生産種苗の放流は、

菌処理した飼育水で飼育する防除対策がなされ

栽培漁業技術開発推進事業全国協議会が作成し

ています。栽培漁業センターでは遺伝子の多様

た「防疫的見地からみた放流種苗に関する申し

性を保持するために、各センターが位置する海

合わせ事項（Ⅰ）」に沿って、実施されています。

域に生息する天然個体を親魚として用いていま

1990 年代半ばに日本海側で発生した単生類の

す。それらの個体の一部は様々な病原体に感染

ネオヘテロボツリウム寄生による天然ヒラメの

している可能性があることを前提として、親魚

貧血症では、外国から持ち込まれた寄生虫が、

養成や飼育管理を行うこと、すなわち、飼育水

寄生履歴がない日本のヒラメに寄生したため数

槽や飼育器具の専用化や親魚や親エビ等と仔稚

年で全ての海域のヒラメで感染が確認され、ヒ

魚や幼生等の生産施設を隔離し、担当者の専任

ラメの天然資源にも影響を与えたと考えられて

を行うなど可能な限り共有を避けることが防疫

います 12）。天然ヒラメではネオヘテロボツリウ

対策に繋がります。また、ウイルス性出血性敗

ムの寄生は、今日でも認められています。栽培

血症、マダイイリドウイルス病、アワビ類の筋

漁業センターのヒラメ養成親魚においても寄生

萎縮症は、飼育水を介して感染すると推定され

が認められ、採卵の確保に少なからず悪影響を

ており、用水の殺菌処理を行うことが肝要です。

与えています。栽培漁業では、放流種苗の遺伝

検査を行っても検出限界以下の微量な病原体が

的多様性に配慮して地先の天然個体を親に育て

侵入する可能性は避けられませんが、各々の生

て使用していることから、貧血症のように、我

産現場で可能な手法を駆使して垂直感染や水平

が国にない疾病を拡散するようなことは起こら

感染の確率を下げることが大事です。

ないと考えられます。しかし、風土病のように

確かめられています

9-11）

特定の海域で発生する疾病に感染した種苗を未
発生海域に移動すると、同様のことが起こる可
能性は十分に考えられます。貧血症の発症例は、
天然水域で新たな疾病が発生した場合には対策
がないことを示すとともに、放流種苗の健全性
の大切さを再認識させられた出来事だと思いま
す。種苗生産から放流までの育成期間に感染性
疾病の発生がなく生産された種苗は、健全なも
のと考えられられることから、健全種苗を生産
する上でも疾病防除対策は必要です。一方で、
放流魚の回収率におよぼす疾病の影響を調べる
図４

5

 然マアジから分離されたベータノダウイルス
天
の攻撃試験で死亡したシマアジ仔魚の組織像、
蛍光抗体法により、脳、網膜に特異蛍光が認め
られる

疾病防除対策の意義

栽培漁業では放流用の種苗を大量に確保する
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ために、ワクチンを接種した種苗の放流実験で
は、ワクチン接種が放流後の生残率に有効であ
ることが示されており 13）、特定の感染症に対し
ては積極的な耐病性の付与についても検討が必
要かも知れません。
現在、都道府県の行政区画を超えて広域に回
遊する魚種のうちマツカワ、ヒラメ、トラフグ、

サワラは広域的な連携のもとで栽培漁業の取り
組みがなされ、栽培漁業関係機関で構成された
海域栽培漁業推進協議会により種苗の移動が実
施されています。このような体制の中で、種苗
が病原体に感染していた場合には、移動先での
魚病の発生を誘発することとなりますので、種
苗生産では高度な防疫技術に基づいた生産が求
められます。

るかについて、改めて考えさせられました。
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pp7-12.
５）西岡豊弘（2019）水産有用種の種苗生産現場に
おける最近の魚病問題 . アクアネット，No. 10，
31-35.
６）有元

操・虫明敬一・水田洋之介・中井敏博・室

賀清邦・古澤

巌（1992）ELIA による神経壊死

症原因ウイルス（SJNNV）の検出．魚病研究，
27，191-195．
７）一色

正・川合研児・楠田理一（1993）採卵用

ブリ親魚からの YAV と抗 YAV 中和抗体の検出．
魚病研究，28，65-69．
８）佐藤
泉

純・虫明敬一・森

広一郎・有元

操・今

圭之輔・西澤豊彦・室賀清邦（1999）クル

マエビ種苗生産過程における PAV の発生状況．
魚病研究，34、33-38．
９）虫明敬一・有元

操・佐藤

純・森

広一郎（1998）

天然クルマエビ成体からの PRDV の検出 . 魚病
研究，33，503-509.
10）西岡豊弘・森 広一郎・菅谷琢磨・竹内宏行・津
崎龍雄・升間主計・岡 雅一・中井敏博（2011）
アカアマダイ種苗におけるウイルス性神経壊死症
の 発 生 と そ の 防 除 対 策． 水 産 増 殖，59、275282．

「豊かな海」や研修会などで紹介してはいかがで

11）Nishioka T., T. Sugaya, Y. Kawato, K. Mori, and

しょうか。そうすれば、栽培漁業関係者が種苗

T. Nakai（2016）Pathogenicity of Striped Jack

生産段階での疾病や大量死について認識でき、

Nervous Necrosis Virus（SJNNV）Isolated from

防除対策を考える機会になるのではと思います。
現在、新型コロナウイルス（COVID-19）の感
染が、世界中に広がり感染拡大防止の措置がと
られ、医療機関では診断・治療が懸命に実施さ
れています。この新興疾病が、可能な限り早く
終息することを心から願っています。と同時に、
天然海に放流する種苗の健全性をいかに担保す

asymptomatic wild Japanese jack mackerel
Trachurus japonicus . Fish Pathol., 51, 176-183.
12）小川和夫（2010）魚介類の寄生虫病に関する研究．
日水誌，76、586-598．
13）Buchmann. K., Larsen, J. L., and Therkildsen B.
（2001）Improved recapture rate of vaccinated
sea-ranched Atlantic salmon, Salmo salar L. J.
Fish Dis., 24, 245-248.
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新コーナー
今号から、便利な道具・機器・施設を紹介するコーナーを始めます。
どんなに素晴らしい理念があっ
ても、人・物・金が揃わないと実現できません。一方で、機材が高価であったり、時間や手間が掛かって
現場では使えないとあきらめていたことが、安価で便利な道具や機器によって意外に簡単に実現でき
る場合もあります。そこまで大げさなことでなくても、少しでも作業が効率的に楽になれば、
その時間を
仔稚魚や親魚の観察に当てたり、働き方改革に使ったりすることができます。栽培漁業の現場では、み
なさんそれぞれ便利な道具をホームセンターや百円ショップで探しだし、あるいは工夫をして自分で作っ
て、使われています。現場を見せて頂く機会に、世の中に知られていないがすごく便利な道具を見かけ
ることがあります。
そこで、
それらを紹介していただくための新しいコーナーを設けることとしました。
初回は、宮崎県水産振興協会水口氏に、アマダイ稚魚の昼夜の行動を観察するために、安価で簡
易な防犯カメラを使う方法を紹介していただきます。是非、読者の皆さんもアイデアに満ちた道具類を
自己推薦して自慢してください。

第1回

編集子

安価な防犯カメラを使った幼稚魚、
親魚の昼夜の行動観察
一般財団法人

1．はじめに

宮崎県水産振興協会

主任技師

水口 卓也

してみました。本稿では、稚魚や親魚の昼夜の

令和 2 年正月、世間では年末年始の休暇が終
わろうとしていた 1 月 5 日の日曜日未明。出勤

行動観察への防犯カメラの活用について、速報
として皆さんにご紹介します。

してきた私は、育成中のアカアマダイの稚魚の

36

大量死に遭遇しました。これまで順調に育てて

2．方法と結果

きて、「宮崎で過去最高のアマダイ稚魚放流に成

１）カメラの選定

功！」の言葉が頭をよぎっていた中での、ショ

機種選定の条件は、昼夜の行動観察をしたか

ッキングな出来事でした。大変に落ち込みまし

ったため夜間撮影も可能であること、24 時間を

たが、死んでしまった稚魚は生き返りません。

連続撮影すると後で確認するのが大変なので、

そこで、できることをすべく、残っている種苗

一定時間間隔で撮影が可能なタイムラプス機能

の飼育作業に全力を注ぎました。

があること、撮影映像は SD カード等に記録で

それが一段落した翌週に、その原因を探るた

きること、操作が簡単なこと、なによりも安価

めの一手法として、「夜間に何が起きているの

なこと、としました。近年各種の防犯カメラが

か？」の観察を、近年安価になってきた家庭用

発売されていますが、その中で上記の条件を考

の防犯カメラで試みました。その結果、昼夜の

慮して、安価な家庭用の防犯カメラ（SV3C 社

行動が思った以上にうまく撮影できました。さ

製 POE IP CAMERA SV-B01POE-5MPL-A、

らに、「大型の量産水槽で飼育中の親魚や稚魚の

約 8,000 円）を使いました（写真１、表１）。本

行動をどれだけ把握できるか？」についても試

機種は、夜間は赤外線カメラモード撮影に自動
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連続撮影すると後で確認するのが大変なので、
製品の明細事項
表１
一定時間間隔で撮影が可能なタイムラプス機能
ブランド
SV3C
があること、撮影映像は SD カード等に記録でき
モデル
SV-B01POE-5MPL-A
ること、操作が簡単なこと、なによりも安価な
明 形状
ブレットカメラ
こと、としました。近年各種の防犯カメラが発
細 技術的特徴
防水
売されていますが、その中で上記の条件を考慮
事 IP カメラの性 動き検出,リアルタイム
して、安価な家庭用の防犯カメラ（SV3C 社製 POE
項 能
変更され、タイムラプス撮影も可能です。
ビデオキャプチャ,スク
IP CAMERA SV-B01POE-5MPL-A、約 8,000 円）を
なお、「最大 15m の夜間視界が可能」とされて
リーンショット
使いました（写真１、表１）。本機種は、夜間
いますが、当然ながらこれは陸上での視界であ
モーション
3m
は赤外線カメラモード撮影に自動変更され、タ
り、水中での視界は不明です。
検出距離
イムラプス撮影も可能です。
センサー
CMOS
映像

MPEG-4

フォーマット

ビ

ビデオ解像度

3GP

フレーム

25fps

デ

レート

オ

解像度

X 1944 2592

写真１ 昼夜行動観察に使った家庭用防犯カメラ
写真１昼夜行動観察に使った家庭用防犯カメラ

表１

製品の明細事項
表１ 製品の明細事項

SV3C
SV-B01POE-5MPL-A
ブレットカメラ
SV-B01POE-5MPL-A
防水
明
ブレットカメラ
動き検出 , リアルタイムビデ
オキャプチャ , スクリーン
細 技術的特徴
防水
ショット
モーション検出距離
3m
事 IP カメラの性
動き検出,リアルタイム
センサー
CMOS
項 能 映像フォーマットビデオキャプチャ,スク
MPEG-4
ビデオ解像度
3GP
リーンショット
フレームレート
25fps
モーション
3mX 1944 2592
解像度
イメージ調整
明るさ , 彩度 , 対照 , レンズ
検出距離
補正 , 切れ味
逆光補正
サポート
センサー
CMOS
ホワイトバランス サポート
映像
MPEG-4
赤外線
LED: 6
夜間視力
赤外線距離
15m
フォーマット
環境
室内 , 室外
物理環境
ビデオ解像度
3GP
防水機能
IP66
製品重量
0.59kg
ビ
フレーム
25fps
規
格
製品サイズ
20×6×6cm

SV3C

明細事項

ブランド
ブランド
モデル
形状
モデル
技術的特徴
形状
IP カメラの性能

ビデオ

デ

イメージ調整
(1) 材料と方法

明るさ,彩度,対照,レン

ズ補正,切れ味
宮﨑県日南市漁協、南郷漁協、串間市漁協で
逆光補正
サポート
漁獲されたアカアマダイ親魚から令和元年 11
ホワイト
サポート
月 1～3 日に人工授精によって得た受精卵から
バランス
育てた日齢 81～83 の全長約 50mm の稚魚を用い
夜
赤外線
LED: 6
ました。
間
視
力
物

15m

窓
環境

蛍光灯
室内,室外
排水ホース

防水機能

IP66

理
環

防犯カメラ

赤外線距離

境

100L？水槽
200L水槽
注水ホース

規写真２
製品重量
0.59kg
アカアマダイ稚魚の昼夜行動観察の実験設定
真 2）。室外に街灯はなく、日没後はほぼ暗黒
写真２
アカアマダイ稚魚の昼夜行動観察の実
格
製品サイズ
20×6×6cm
状態となりました。200Ｌ水槽（内径
55×80×
験設定。
態となりました。200
Ｌ水槽（内径 55
× 80 ×
なお、「最大
15m
の夜間視界が可能」とされ
50cm）に海水 150L（水深
高さ 50cm）に海水
150L（水深35cm）を入れ、
35cm）を入れ、
ていますが、当然ながらこれは陸上での視界で
換水は注排水ホースで海水を掛け流し、通気は
換水は注排水ホースで海水を掛け流し、通気は
実験水槽は室内の角に設置し、隣接する窓を
あり、水中での視界は不明です。
行っていません。その水面上約
1m に蛍光灯と防
に蛍光灯と防
行っていません。その水面上約 1m
通して室外の自然光が入る状態としました（写
犯カメラを設置しました。蛍光灯の点灯と消灯
犯カメラを設置しました。蛍光灯の点灯と消灯
により、常時照明区と無照明区としました。こ
２）アカアマダイ稚魚の行動実験での観察
により、常時照明区と無照明区としました。こ
れに全長約 50mm の稚魚 30 尾を収容して、上記
(1)
材料と方法
れに全長約
50mm の稚魚 30 17
尾を収容して、上記
の防犯カメラにより、夕方
時から翌朝 8 時ま
宮﨑県日南市漁協、南郷漁協、串間市漁協で
の防犯カメラにより、
夕方 17 時から翌朝 8 時ま
で
1 時間毎に 10 分間の動画撮影を行いました。
漁獲されたアカアマダイ親魚から令和元年
11
で 1 時間毎に 10 分間の動画撮影を行いました。

写真４

（2）
結果
月
1～3
日に人工授精によって得た受精卵から

防犯カメラによる

常時照明区の深夜、無照明区の夕暮れ前と深
育てた日齢
(2) 結果 81～83 の全長約 50mm の稚魚を用い
夜の防犯カメラによる撮影動画の一コマを写真
ました。
常時照明区の深夜、無照明区の夕暮れ前と深
３〜５に示しました。一部の画像では、注水で
夜の防犯カメラによる撮影動画の一コマを写真
防犯カメラ
水面が揺れたり排水ホースの陰に隠れて見にく
３～５に示しました。一部の画像では、注水で
いこともありましたが、動画モードを確認する
蛍光灯
窓
とすべての個体を認識できました。個体ごとに
水面が揺れたり排水ホースの陰に隠れて見にく
遊泳か静止か横転か、あるいは突発遊泳か、の
排水ホース
いこともありましたが、動画モードを確認する

コマ。右上隅は撮

判別が可能でした。昼間と夜間の切り替えも自
とすべての個体を認識できました。個体ごとに
100L？水槽
動的にスムーズに行われていました。
遊泳か静止か横転か、あるいは突発遊泳か、の
注水ホース
判別が可能でした。昼間と夜間の切り替えも自

写真２
アカアマダイ稚魚の昼夜行動観察の実
動的にスムーズに行われていました。
験設定。

レート

オ 解像度
２）アカアマダイ稚魚の行動実験での観察
X 1944 2592
（1）材料と方法

写真５

防犯カメラによる

通して室外の自然光が入る状態としました（写

撮影動画の一コマ

漁獲されたアカアマダイ親魚から令和元年 11 月

３）マダイ親魚水

1 〜 3 日に人工授精によって得た受精卵から育て

次に、大型のコ

た日齢 81 〜 83 の全長約 50mm の稚魚を用いま
した。
通して室外の自然光が入る状態としました（写
真 2）。室外に街灯はなく、日没後はほぼ暗黒状

無照明区

実験水槽は室内の角に設置し、隣接する窓を

宮崎県日南市漁協、南郷漁協、串間市漁協で

実験水槽は室内の角に設置し、隣接する窓を

無照明区

らそのまま撮影し

えるかをマダイ親

写真３

 時照明区 1 月 23 日 00:00 深夜時間の防犯
常
写真３ カメラによる蛍光灯照明下での通常光モード
常時照明区 1 月 23 日 00:00 深夜時間
の撮影動画の一コマ

(1) 材料と方法

親魚水槽には、円

の防犯カメラによる蛍光灯照明下での通常光モ

ンクリート水槽を

ードの撮影動画の一コマ。
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深は 1.40m でした

ダイ親魚 20 尾を収
は、水槽淵上方約

に設置しました。

に街灯はなく、日没後はほぼ暗黒

した。200Ｌ水槽（内径 55×80×

海水 150L（水深 35cm）を入れ、
に街灯はなく、日没後はほぼ暗黒
ホースで海水を掛け流し、通気は
した。200Ｌ水槽（内径 55×80×
ん。その水面上約 1m に蛍光灯と防
海水 150L（水深 35cm）を入れ、
置しました。蛍光灯の点灯と消灯
ホースで海水を掛け流し、通気は
照明区と無照明区としました。こ
ん。その水面上約 1m に蛍光灯と防
mm の稚魚 30 尾を収容して、上記
置しました。蛍光灯の点灯と消灯
により、夕方 17 時から翌朝 8 時ま
照明区と無照明区としました。こ
10 分間の動画撮影を行いました。
mm の稚魚 30 尾を収容して、上記

により、夕方 17 時から翌朝 8 時ま

10 分間の動画撮影を行いました。
の深夜、無照明区の夕暮れ前と深

ラによる撮影動画の一コマを写真

ました。一部の画像では、注水で
の深夜、無照明区の夕暮れ前と深
り排水ホースの陰に隠れて見にく
ラによる撮影動画の一コマを写真
ましたが、動画モードを確認する
ました。一部の画像では、注水で
体を認識できました。個体ごとに
り排水ホースの陰に隠れて見にく
横転か、あるいは突発遊泳か、の
ましたが、動画モードを確認する
した。昼間と夜間の切り替えも自
体を認識できました。個体ごとに
ズに行われていました。
横転か、あるいは突発遊泳か、の

した。昼間と夜間の切り替えも自

ズに行われていました。

写真４

無照明区 1 月 23 日 16:09 夕暮れ前。

防犯カメラによる通常光モードの撮影動画の一
写真４

無照明区 1 月 23 日 16:09 夕暮れ前。防犯カメラによる

コマ。右上隅は撮影日時。
通常光モードの撮影動画の一コマ。右上隅は撮影日時
写真４ 無照明区 1 月 23 日 16:09 夕暮れ前。

防犯カメラによる通常光モードの撮影動画の一
水槽底で
コマ。右上隅は撮影日時。
静止
水槽底で
静止
水面で突発遊泳

水面で突発遊泳
写真５

写真５

無照明区 1 月 24 日 00:00 深夜暗黒時。防犯カメラに
よる赤外線照明・撮影モードでの撮影動画の一コマ

無照明区 1 月 24 日 00:00 深夜暗黒時。

マダイ親魚の行動も容易に把握できました（写
３）マダイ親魚水槽での昼夜の行動観察
防犯カメラによる赤外線照明・撮影モードでの
次に、大型のコンクリート製親魚水槽の上か

真 6）。

撮影動画の一コマ。
分
らそのまま撮影した場合に、親魚がどの程度見
写真５ 無照明区 1 月 24 日 しかしながら、夜間の赤外線モードでは、2
00:00 深夜暗黒時。
えるかをマダイ親魚で試しました。

間の記録映像の中でマダイ親魚が確認できたの

防犯カメラによる赤外線照明・撮影モードでの
はたまたま表層近くに泳ぎ上がってきた 3 尾に
（1）材料と方法
３）マダイ親魚水槽での昼夜の行動観察
撮影動画の一コマ。
限られました（写真 7）。夜間の赤外線モードで
親魚水槽には、円形の直径
7m 高さ 1.65m のコ
次に、大型のコンクリート製親魚水槽の上か
撮影可能な水深は明確ではありませんが、撮影
ンクリート水槽を用いました。観察時の実効水
映像から判断すると、表層の 30 〜 50cm 程度に
深は 1.40m でした。ここに平均体重
6kg4 歳のマ
らそのまま撮影した場合に、親魚がどの程度見

３）マダイ親魚水槽での昼夜の行動観察
限られていたと考えられました。
ダイ親魚 20 尾を収容していました。防犯カメラ
えるかをマダイ親魚で試しました。

は、水槽淵上方約 1.5m から水槽を俯瞰するよう
次に、大型のコンクリート製親魚水槽の上か

照明区 1 月 23 日 00:00
深夜時間
(1) 材料と方法
４）カンパチ親魚水槽での昼夜の行動観察
に設置しました。観察は、6
月 13 日の昼と夜に
らそのまま撮影した場合に、親魚がどの程度見
（1）
材料と方法
実施しました。この時期は既に産卵期は終わっ
親魚水槽には、円形の直径
7m
高さ 1.65m のコ
による蛍光灯照明下での通常光モ
カンパチ親魚は、長方形の 7m × 3m 高さ 2m
ており、産卵は行われていませんでした。
えるかをマダイ親魚で試しました。
ンクリート水槽を用いました。観察時の実効水
画の一コマ。
のコンクリート水槽に収容していました。観察時
（2）結果
照明区 1 月 23 日 00:00 深夜時間
(1) 材料と方法
の実効水深は
2m でした。ここに平均体重
14kg5
中央通路が視界を遮るため円形水槽の半面に
深は 1.40m でした。ここに平均体重
6kg4
歳のマ
親魚水槽には、円形の直径
7m 高さ 1.65m11のコ
による蛍光灯照明下での通常光モ
歳のカンパチ親魚
尾が収容してありました。
限られるものの、昼間は水槽底まで明瞭に見え、
ダイ親魚 20 尾を収容していました。防犯カメラ
ンクリート水槽を用いました。観察時の実効水
画の一コマ。
は、水槽淵上方約 1.5m から水槽を俯瞰するよう
深は 1.40m でした。ここに平均体重 6kg4 歳のマ
月 13 日の昼と夜に
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ダイ親魚 20 尾を収容していました。防犯カメラ

は、水槽淵上方約 1.5m から水槽を俯瞰するよう
に設置しました。観察は、6 月 13 日の昼と夜に

ており、産卵は行われていませんでした。

３）カンパチ親魚水槽での昼夜の行動観察
(2)
結果

(2) 結果

(1)
材料と方法
早朝
5：27 の約 30 秒の記録映像では、カンパ

中央通路が視界を遮るため円形水槽の半面に

カンパチ親魚は、長方形の 7m×3m 高さ 2m の
チ親魚が数尾通過する映像が撮影されていまし

限られるものの、昼間は水槽底まで明瞭に見え、

コンクリート水槽に収容していました。観察時
たが、水面の反射と通気による水面の泡立ちに

マダイ親魚の行動も容易に把握できました（写

の実効水深は 2m でした。ここに平均体重 14kg5
よって画質が乱れ親魚の全体像や行動の把握は

真
6）。 6 月 13 日 13:40 昼間の防犯カメラによ
写真６

歳のカンパチ親魚 8）。
11 尾が収容してありました。
困難でした（写真
深夜
1：25
の約
2 分間の記録映像では、カン
防犯カメラは、水槽淵上方約１m
から水槽を俯

る蛍光灯照明下での通常光モードのマダイ親魚

分間の記録映像の中でマダイ親魚が確認できた

パチ親魚の通過が 1 尾のみ撮影されていました
瞰するように設置しました。観察は、6 月 13 日
（写真 9）。水面の反射と泡立ちによる画質の乱れ
の昼と夜に実施しました。この時期は既に産卵
が昼間以上に親魚の全体像の把握を困難にして
期を終えており、
産卵行動も産卵もありません。
いました。

のはたまたま表層近くに泳ぎ上がってきた 3 尾

(2) 結果

の撮影動画の一コマ。
しかしながら、夜間の赤外線モードでは、2

に限られました（写真 7）。夜間の赤外線モー

早朝 5：27 の約 30 秒の記録映像では、カンパ

ドで撮影可能な水深は明確ではありませんが、

チ親魚が数尾通過する映像が撮影されていまし

写真６ 6 月 13 日 13:40 昼間の防犯カメラによる蛍
撮影映像から判断すると、
表層の 30～50cm 程度

光灯照明下での通常光モードのマダイ親魚の
に限られていたと考えられました。
撮影動画の一コマ

たが、水面の反射と通気による水面の泡立ちに
カンパチ親魚
よって画質が乱れ親魚の全体像や行動の把握は

写真６

6 月 13 日 13:40 昼間の防犯カメラによ

困難でした（写真
写真８ 6 月 13 日8）。
5:27 昼間の防犯カメラによ

に産卵期は終わっ

る蛍光灯照明下での通常光モードのマダイ親魚

る蛍光灯照明下での通常光モードのカンパチ親

せんでした。

魚撮影動画の一コマ。

円形水槽の半面に

の撮影動画の一コマ。
３）カンパチ親魚水槽での昼夜の行動観察
マダイ
しかしながら、夜間の赤外線モードでは、2
(1)
材料と方法
親魚
分間の記録映像の中でマダイ親魚が確認できた
カンパチ親魚は、長方形の 7m×3m 高さ 2m の

底まで明瞭に見え、

のはたまたま表層近くに泳ぎ上がってきた
3尾
コンクリート水槽に収容していました。観察時

握できました（写

に限られました（写真
7）。夜間の赤外線モー
の実効水深は 2m でした。
ここに平均体重 14kg5

の防犯カメラによ

ードのマダイ親魚

ドで撮影可能な水深は明確ではありませんが、
歳のカンパチ親魚 11 尾が収容してありました。
写真７
6 月 13 日 19:03 夜間の防犯カメラによる暗黒
撮影映像から判断すると、
表層の 30～50cm
程度
防犯カメラは、水槽淵上方約１m
から水槽を俯
下での赤外線光モードのマダイ親魚撮影動画
に限られていたと考えられました。
瞰するように設置しました。観察は、6
月 13 日
写真７
6 月 13 日 19:03 夜間の防犯カメラによ
の一コマ

の昼と夜に実施しました。この時期は既に産卵
る暗黒下での赤外線光モードのマダイ親魚撮影
防犯カメラは、水槽淵上方約１m
から水槽を俯瞰
するように設置しました。観察は、6
月 13 日の
期を終えており、産卵行動も産卵もありません。
動画の一コマ。
昼と夜に実施しました。この時期は既に産卵期を
(2) 結果
マダイ
終えており、産卵行動も産卵もありません。
早朝 5：27 の約 30 秒の記録映像では、カンパ
（2）親魚
結果
チ親魚が数尾通過する映像が撮影されていまし
早朝 5：27 の約 30 秒の記録映像では、カンパ
たが、水面の反射と通気による水面の泡立ちに
チ親魚が数尾通過する映像が撮影されていまし

よって画質が乱れ親魚の全体像や行動の把握は
たが、水面の反射と通気による水面の泡立ちに
よって画質が乱れ親魚の全体像や行動の把握は
困難でした（写真 8）。
困難でした（写真 8）。

写真７

6 月 13 日 19:03 夜間の防犯カメラによ

線モードでは、2

る暗黒下での赤外線光モードのマダイ親魚撮影

親魚が確認できた

動画の一コマ。

カンパチ親魚

深夜 1：25
の約
2 分間の記録映像では、カン
写真９
6 月 13
日 1:25
夜間の防犯カメラによる暗黒
写真９
6
月
13
日
1:25
夜間の防犯カメラによ
下での赤外線光モードのカンパチ親魚撮影動
パチ親魚の通過が 1 尾のみ撮影されていました
画の一コマ
る暗黒下での赤外線光モードのカンパチ親魚撮
（写真
9）。水面の反射と泡立ちによる画質の
影動画の一コマ。
５）カンパチ種苗生産水槽での昼夜の行動観察
乱れが昼間以上に親魚の全体像の把握を困難に

（1）材料と方法
していました。
種苗生産水槽は、長方形の 6m × 5m 高さ 1．
４）カンパチ種苗生産水槽での昼夜の行動観
カンパチ親魚
9m のコンクリート水槽を用いました。観察時の
察
実効水深は 1.6m でした。ここに 28 日齢の全長
(1) 材料と方法
写真８
月 13 日 5:27 昼間の防犯カメラによ
約 27mm6 カンパチ稚魚約
12 万尾を飼育していま

写真８

6 月 13 日 5:27 昼間の防犯カメラによる蛍光

写真８ 灯照明下での通常光モードのカンパチ親魚撮
6 月 13 日 5:27 昼間の防犯カメラによ
影動画の一コマ
る蛍光灯照明下での通常光モードのカンパチ親

水面の反射と通気による水面の泡立ちがある
た。
と、水中の魚の観察は困難でした。昼間であっ
ても、通気量が多いカンパチ水槽では親魚の全

乱れが昼間以上に親魚の全体像の把握を困難に
していました。

どのくらいの水深
は不明です。

写真１１

6 月 15

よる暗黒下での赤

撮影動画の一コマ

3. まとめ

水面の反射と通

と、水中の魚の観

較的少ないマダイ親魚水槽では明瞭な観察が可

ても、通気量が多

体像や行動の把握

較的少ないマダイ

深夜 1：25 の約 2 分間の記録映像では、カン

（写真 9）。水面の反射と泡立ちによる画質の

泳している様子が

体像や行動の把握は困難でしたが、通気量が比

魚撮影動画の一コマ。

パチ親魚の通過が 1 尾のみ撮影されていました

夜間は、水面近

流に抗って遊泳している様子が観察されました。
昼 15：57 の約 30 秒の記録映像では、画面の
夜間は、水面近くの稚魚が流れに抗って遊泳
中央部分は、水面の反射と通気による水面の泡

水流に抗って遊泳している様子が観察されまし
3．まとめ

した。

コマ。

(2) 結果
かった水槽手前の縁辺部水面付近では稚魚が水

はありませんが、
カンパチ親魚

よる通常光モード

15
日の昼と夜に実施しました。
効水深は
1.6m
でした。ここに
28 日齢の全長約
深夜
1：25
の約
2 分間の記録映像では、カン
（2）
結果
27mm カンパチ稚魚約
12 万尾を飼育していまし
パチ親魚の通過が
1 尾のみ撮影されていました
昼 15：57 の約 30 秒の記録映像では、画面の
た。防犯カメラは、
水槽淵上方約 1m から水槽を
（写真
9）。水面の反射と泡立ちによる画質の
中央部分は、水面の反射と通気による水面の泡
俯瞰するように設置しました。観察は、6 月 15
乱れが昼間以上に親魚の全体像の把握を困難に
立ちによって画質が乱れ、稚魚の行動の把握は
日の昼と夜に実施しました。
困難でした（写真
10）。しかし、水面の反射がな
していました。

夜間の赤外線モー

層の 30～50cm 程度

6 月 15

種苗生産水槽は、長方形の 6m×5m
1．9m
る蛍光灯照明下での通常光モードのカンパチ親
した。防犯カメラは、水槽淵上方約
1m高さ
から水槽
のコンクリート水槽を用いました。観察時の実
を俯瞰するように設置しました。観察は、6
月
魚撮影動画の一コマ。

している様子が観察できました（写真 11）。どの
立ちによって画質が乱れ、稚魚の行動の把握は
くらいの水深までの個体が観察されたかは不明
困難でした（写真 10）。しかし、水面の反射が
です。
なかった水槽手前の縁辺部水面付近では稚魚が

上がってきた 3 尾

写真１０
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39 能でした。また赤

は、カンパチ水槽

の個体については、水流に逆らって泳ぐ行動が

カンパチ親魚

よく観察できました。夜間は、水面近くを遊泳

の防犯カメラによ

写真１０

6 月 15 日 15:57 昼間の防犯カメラに

のカンパチ親魚撮

よる通常光モードのカンパチ稚魚撮影動画の一
コマ。

夜間は、水面近くの稚魚が流れに抗って遊

での昼夜の行動観
カンパチ親魚

りも多く視認できました。
以上により、安価な防犯カメラであっても、
条件が整えば昼夜の行動観察を把握できる程度
の画質で撮影が可能なことが確認できました。

泳している様子が観察できました（写真 11）。

基本的に肉眼での観察と同じであり、水面の反

どのくらいの水深までの個体が観察されたか
写真 10 6 月 15 日 15:57 昼間の防犯カメラによる通

射を少なくする光の入り方とカメラの位置や角

常光モードのカンパチ稚魚撮影動画の一コマ

度の調整が重要でした。肉眼で見えない条件で

は不明です。

6m×5m
高さ 1．9m
の防犯カメラによ

写真１０

した。観察時の実
のカンパチ親魚撮

よる通常光モードのカンパチ稚魚撮影動画の一

に 28 日齢の全長約

していた稚魚は魚体が白く写っており、昼間よ

6 月 15 日 15:57 昼間の防犯カメラに

コマ。

はカメラには写りません。また、大型水槽では、
全体を写すと個体の行動観察は困難でした。水
面の反射がなく見えやすい一部分に画角を限っ
て観察する方が良さそうでした。また、水槽の

を飼育していまし

夜間は、水面近くの稚魚が流れに抗って遊

底面に白色ボードを置いて魚体が見えやすくす

方約
1m から水槽を
での昼夜の行動観

泳している様子が観察できました（写真 11）。

るなどの工夫も有用かもしれません。夜間は、

。観察は、6 月 15

どのくらいの水深までの個体が観察されたか

赤外線を照射して反射映像を赤外線カメラで撮

は不明です。

水深約 35cm 以内であれば、夜間の暗視野映像も

6m×5m 高さ 1．9m
写真 11

映像では、画面の
した。観察時の実

気による水面の泡
に
28 日齢の全長約

6 月 15 日 20:00 夜間の防犯カメラによる暗
黒下での赤外線光モードのカンパチ稚魚撮影
動画の一コマ。水面の白色が稚魚

写真１１ 6 月 15 日 20:00 夜間の防犯カメラに
能でした。また赤外線モード撮影となる夜間で
よる暗黒下での赤外線光モードのカンパチ稚魚

魚の行動の把握は
を飼育していまし

し、水面の反射が
方約
1m から水槽を

面付近では稚魚が
。観察は、6 月 15

子が観察されまし

映像では、画面の

魚の行動の把握は

し、水面の反射が

面付近では稚魚が

子が観察されまし

水槽底の色のコントラストがはっきりしている
ことが、視認しやすいことに繋がったと思われ
ます。一方、マダイ親魚は昼間は水槽底にうつ
る魚の陰までくっきり見えているにもかかわら
ず、夜間の赤外線カメラでは水面近くの個体し

層の 30 〜 50cm に泳ぎ上がってきた個体だけが

深いところでは赤外線の減衰により見えないの

3.
まとめ
観察できましたが、それより深い所を泳いでい

だと思われます。この機種では、この程度の水

水面の反射と通気による水面の泡立ちがある
る大多数は全く見えませんでした。

深が夜間観察の限界と思われます。

か写っていなかったことから、水深数十 cm より

今回は、安価な防犯カメラであっても、昼夜
の行動観察が可能なことを速報でお伝えしまし
た。さらに、より高性能のカメラを使ったり、
防犯カメラを防水ケースに収容して水中に沈め
るなどの工夫を加えることで、多様な魚介類の

能でした。また赤外線モード撮影となる夜間で
線モードへの移行もスムーズであり、両者の移
は、カンパチ水槽での観察はほぼ出来ず、昼光
行時間にあたる薄暮期であってもアカアマダイ
3. まとめ

行動観察への応用が拡がると考えられます。皆

稚魚の映像はクリアーでした。ただし、水槽内
水面の反射と通気による水面の泡立ちがある
の注水パイプや排水ホース等の副構造物および
と、水中の魚の観察は困難でした。昼間であっ
通気による水面の乱れは観察を困難とします。
ても、通気量が多いカンパチ水槽では親魚の全
これらの副構造物を水槽壁面に設置するなどの
体像や行動の把握は困難でしたが、通気量が比
工夫を行えば、更に明瞭な観察が可能と考えら

い。

較的少ないマダイ親魚水槽では明瞭な観察が可
れました。

謝辞

また、昼間における量産水槽でのカンパチ稚
能でした。また赤外線モード撮影となる夜間で
魚の撮影では、水面が反射しているところが多
は、カンパチ水槽での観察はほぼ出来ず、昼光
く、稚魚の観察が困難でしたが、水槽縁辺近く

40

十分に活用できることがわかりました。稚魚と

は、カンパチ水槽での観察はほぼ出来ず、昼光
撮影動画の一コマ。水面の白色が稚魚。
モードでは明瞭に観察できたマダイ水槽でも表

一方で、アカアマダイの稚魚の行動を観察す
と、水中の魚の観察は困難でした。昼間であっ
るために設置した水深がわずか 35cm しかない水
ても、通気量が多いカンパチ水槽では親魚の全
写真１１ 6 月 15 日 20:00 夜間の防犯カメラに
槽では、全長約 5cm の稚魚 30 尾のほぼすべての
体像や行動の把握は困難でしたが、通気量が比
よる暗黒下での赤外線光モードのカンパチ稚魚
個体の行動を昼夜にわたって観察・記録するこ
較的少ないマダイ親魚水槽では明瞭な観察が可
撮影動画の一コマ。水面の白色が稚魚。
とが可能でした。通常光モードから夜間の赤外

気による水面の泡

影しています。アカアマダイ稚魚の事例から、
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様、それぞれ飼育されている魚種でお試し下さ
アカアマダイ稚魚の行動実験の解析について
は、より詳細な実験を行った上で別稿での報告
を予定しています。

本稿の行動観察の一部には、水産庁委託「さけ・
ます等栽培対象資源対策事業」の予算を活用し
ました。記して謝意を表します。

【特別会員紹介コーナー】

生態系をみつめる、まもる、
再生する技術がここにある
株式会社シャトー海洋調査
１.

はじめに

環境調査部

吉田

司

もち、全地球測位システム（GPS）を備えた小
型のマルチロータヘリコプタをさすことが多い

シャトー海洋調査は、主に、海の地形や生態系、

ようです（図 1）。

漁業などの自然・社会科学的な実態調査を行う
会社です。沿革としては、1966 年 10 月、東亜
水路測量株式会社として設立され、1970 年 10 月、
社名変更により（株）シャトー水路測量、1981
年 4 月には（株）シャトー海洋調査となり、時
代の変化と共に業務範囲を拡張してきました。
現在、海洋における人間活動やそれに伴う気
候変動などが、海洋生態系や生物生産に多くの
影響を及ぼしています。このようなことが、人
間社会にどのようにフィードバックされてきて
いるのかを理解し、必要な対策を講じる必要が

図１

あります。そのためには、海洋生態系を精度よ
くはかり、データを積み重ねて、評価すること
が重要と考えます。
具体的には、海域を湿地領域の干潟や潮間帯、
藻場領域、さらに浅海・内湾・沖合領域に区分

ドローンの操縦状況

日本でも航空法が改正され、2015 年 12 月か
ら無人航空機の定義や飛行ルールなどが新たに
導入され、所有者の登録も義務化される方向に
あります。

して、海底地形や藻場の計測、藻場の造成、計

ドローンの活用は、従来の衛星画像、航空機

量魚群探知機による魚群の定量化、超音波発信

やヘリコプターによる取得画像を利用する場合

機による魚類の行動追跡、炭素や窒素の安定同

と比べて、経済的、効率的になっています。

位体比を用いた食物網解析、環境 DNA による生

沿岸領域の水深 20 ｍまでには、大型の海草藻

息魚類の網羅的、種特異的な解析を行っていま

類が高密度に生育する藻場があります。藻場は、

す。得られた結果は、統計モデル、機械学習（人

沿岸生態系における主要な基礎生産や稚魚の生

工知能；AI）を利用して、環境の変化と生物の

活の場として重要とされていますが、沿岸開発

関連性をできる限り、定量的に解析、評価して

などによって、その現存量は大きく減少してし

ます。

まいました。私たちは、これらの藻場を対象と

今回は、ドローン技術、藻場造成、藻場や岩
礁を利用する魚類の行動調査などを中心にご紹
介させていただきます。

して、生態系・生物多様性をはかり、保全して、
藻場を回復させる技術の開発を行っています。
このような藻場の回復を果たすためには、た
とえばアマモ場の分布についてドローンによる

２.

沿岸領域におけるドローンでの計測技術
（藻場の分布）

画像の継続的な取得と潜水調査などによる同一
定点での経年的なアマモ場現存量の増減を追跡
するといった基礎的なモニタリングが必要と考

ドローンは、搭載コンピュータにあらかじめ

えています（図 2、3）。

プログラムされたパターンで自律飛行をする無
人機です。近年では主として、複数のロータを
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きました（図 4）。
ホンダワラ類の種苗を着生させたネットを海
底に敷設することにより、種苗が生長し、藻場
が形成されます。
種苗が生長して成体に達し、成熟すると、次
に藻体から放出された胞子を起源とする新しい
世代の海藻類が生育し、継続的な藻場が形成さ
れることが期待されます。
しかし、近年、魚類などによる食害が多発し、
移植した種苗や造成された藻場に大きな被害を
及ぼしていることが各所で報告されています。
図２

アマモ場の分布（黒い影がアマモ場）

私たちは、このような魚類などによる食害を
防止するための対策として、魚類などが造成藻
場に近づけないように、囲い網で造成藻場を囲
い込む試験を行いました（図 5）。

図５
図３

３.

囲い網による食害防止対策

浅海底にみられるアマモ場

藻場造成

さらに、私たちは、これまでに培った藻場の
分布や現存量の変化をとらえるモニタリング技
術とともに、大型褐藻類であるホンダワラ類の
種苗をネット（養殖ノリ網仕様）に着生させ、
磯焼け海域などに移植して、藻場造成を行って

図６

造成されたホンダワラ類の藻場

その結果、「食害防止ネット」の内側では、海
底に敷設した種苗ネットのホンダワラ類が生長
し、藻場が再生されました（図 6）。
このような対策は小規模では効果を発揮しま
すが、大規模になるとネットの維持管理が課題
図４
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として残りました。

４.

魚 類の行動追跡技術（藻場・岩礁を利用す
る魚類たち）

私たちがこれまでに装着した魚類は、メバル
（全長 197 〜 225 mm）、カサゴ（191 〜 203 mm）、
キジハタ（305 〜 441 mm）、マダイ（228 〜 249

沿岸領域は、これまでに述べてきた通り、藻
場が発達して、生物生産は豊かです。そこは漁

mm）、マアジ（290 〜 360 mm）、イサキ（242 〜
284 mm）などです。

業や陸上での人間の開発行為などの影響を敏感

魚体への発信機の装着法は、①魚類の口から

に受けやすい領域でもあり、近年の漁業生産は

胃に飲み込ませる。②魚体に直接、テグスなど

頭打ちとなっています。

で縫い込む。③開腹手術により、腹腔内に発信

私たちは、このような現状を回復させ、保全し、

機を挿入などの方法があり、近年は、脱落防止

漁業資源を安定供給する技術の開発に資する調

など安全性の観点から沿岸の魚類では③腹腔内

査を行っています。その一環として、バイオロ

装着が主流です（図 8）。

ギング技術を利用した魚類の行動追跡から生態
的知見や生息環境との係わりを把握しようとし
ています。
バイオロギングは、超音波発信機（ピンガー）
やデータロガーを魚体に装着し、発信機のコー
ド化によって装着魚ごとの遊泳位置や水圧（水
深）、水温、加速度および画像などの各種センサ
ーにより生息環境データを専用の受信機やデー
タロガーに記録する技術です。
発信機の大きさは魚体の大きさに合わせて開
発されており、発信機の重量は概ね体重の 2.6％
を目安にします（図 7、VEMCO ホームページよ
り）。発信機の大きさは主に電池容量によって規
定されるので、さまざまなセンサーを搭載して
高頻度で長期間の記録をするほど発信機は大き
くなります。そのため、小型の魚の行動生態を
モニターするには、データの種類と数を限る必
要があります。対象魚の何を知りたいかを良く
考慮した発信機の選択が必要です。

図８

メバルへの発信機腹腔内装着

最近に行った魚類の行動解析の事例を紹介し
ます。対象とした魚類はキジハタです（図 9）。
キジハタは藻場や岩礁を利用する沿岸性の高級
魚（地方名；アコウ）です。
発信機はキジハタの腹腔内に挿入し、水圧セ
ンサーによる生息水深も合わせて記録しました。
また、受信機は、三角形となるようにアレイ
を組み、このアレイを調査対象海域の形状に合
わせて、複数のアレイを繋ぎ、海底に設置しま
した。通常、VPS と呼ばれる VEMCO 社のポジ
ショニングシステムの略です。発信機からの信
図７

超音波発信機の大きさ

号を受信機 3 点が受け取る時間差で個々の追跡
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個体の水平位置を推定できます。このシステム

つまりそれぞれがバランスの取れた持続可能な開発

は、海中に設置された受信機が、人工衛星と同

とするためには、
「正しく海や生態系をはかる」こと

じ働きをして、自動車に搭載されているカーナ

が不可欠であると思われます。私たちは、過去の教

ビゲーションシステムと同様の仕組みで追跡個

科書に縛られない柔軟な発想をもって、新しい環境

体の連続した水平位置が測位されます。

創造に貢献したいと念願しています。
これまで述べてきた事項に関して、さらに、ご興
味のある方は、弊社ホームページ（下記 URL）、あ
るいは環境調査 部（06-6353-2901）まで、直接、
お問い合わせください。
【連絡先】
株式会社シャトー海洋調査
環境調査部

図９

腹腔内に発信機を装着したキジハタ

吉田

司

E-mail, yosida@chateau-kaiyou.co.jp
URL, http://www.chateau-kaiyou.co.jp

VPS により、キジハタの水平方向の遊泳位置が
ほぼリアルタイムに記録され、同時に記録された
キジハタの遊泳水深データと合わせて解析すると
キジハタの水中での 3 次元の行動が明らかになり
ます。追跡期間は、7 月から 12 月の 6 ヶ月間で、
その結果を図 10 に示しました。図中の紫の点は雄
のキジハタ（全長 418 mm）
、緑の点は雌のキジハ
タ（全長 322 mm）の遊泳位置です。このような魚
類の水中での 3 次元の行動は、人工魚礁や増殖場
造成の設計に際して、重要な情報となります。

図 10

キジハタの遊泳状況（3 次元追跡）

図中矢印は、任意座標 X、Y と水深 D（m）の方向を示す。

５.

今後に向けて

今後は、現地からの調査データを積み重ね、
統計モデルや機械学習（AI）などを用いた生息
密度と生息環境の関係、効率的な漁場の選択な
どを解析・評価して、快適な漁業 ICT の開発を
目指します。現在、自然と人が調和・共生する
ことを目標とする環境共生時代に入りました。
一つ、一つの開発事業は人類にとって不可欠なも
のです。それを「環境にやさしく、生態系にやさしく」、
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【豊かな海づくり推進協会コーナー①】

令和元年度 第３回理事会
平成元年度第 3 回理事会を、令和 2 年 3 月 18

本会の目的である『豊かな海づくり』を推進して

日（水）14 時 00 分から東京都千代田区内神田の

いかなければならない。ご出席の皆様には、一層

コープビル 6 階漁済連会議室で開催した。水産庁

のご支援・ご協力をお願いする。」と述べた。

からは栽培養殖課の藤田課長、香西専門官に出席
していただいた。

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 号議案令和 2 年度事業計画及

岸会長は、冒頭の挨拶で「コロナウイルスが世

び収支予算に関する件、第 2 号議案令和 2 年度会

界中に広がり、社会生活や経済面への影響も拡大

費に関する件、第 3 号議案令和 2 年度負担金に関

しており、水産物の取引や価格にも影響が出てい

する件、第 4 号議案令和 2 年度役員報酬に関する

る。政府は、様々な対策を講じており、一日も早

件、第 5 号議案会員の加入に関する件、が審議さ

く沈静化して欲しい。こうした中で私たちは、３，

れ、各議案とも原案どおり承認された。また、理

０００億円を越える国の水産予算を有効に活用

事の職務の執行状況の報告を行った。

し、
『漁業の成長産業化』
、
『浜の活性化』、そして

令和２年度 定時総会
魚介類を中心に需要の減少と価格の低迷が続くな
ど、水産業は大変厳しい状況にある。こうした中
では、まず緊急の対策が優先されるが、今後の水
産業の維持・発展のためには、栽培漁業や資源管
理など地道な豊かな海づくりの取り組みを、漁業
者、栽培漁業団体、行政・研究機関が、広域で連
携しながら継続していく必要がある。現在、水産
庁ではコロナの緊急対策の実施とともに、水産業
の改革を進めるため、令和３年度の施策や予算の
挨拶する山本副会長

令和２年度定時総会を、令和２年 6 月 18 日（木）

検討を進めておられると思う。水産資源を底支え
する栽培漁業など豊かな海づくりに関する事業・
予算についても、ぜひ充実を図っていただきたい。

13 時 30 分から東京都千代田区内神田コープビル

当協会も、事業内容の充実を図り、会員をはじめ

第 3 会議室で開催した。

漁業者、関係団体などのご期待にこたえられるよ

来賓として、水産庁増殖推進部の黒萩部長、同
栽培養殖課石川課長補佐、同香西専門官、並びに
水産研究・教育機構の青野理事に出席していただ
いた。

う努めるので、皆様には引き続き、ご支援・ご協
力をお願いする。」と述べた。
来賓の水産庁増殖推進部黒萩部長からは、
「全
国豊かな海づくり推進協会令和２年度定時総会の

岸会長の代理として山本副会長が開催の挨拶を

開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げる。先ほど

行い「新型コロナ禍に対する緊急事態宣言が解

の山本副会長のご挨拶にもあったが、新型コロナ

除されて、経済活動も徐々に動き出したが、高級

ウイルス感染症拡大の影響により、水産物の需要
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の減退による価格の下落、在庫の滞留などが生じ

ただき、全国団体として傘下各県団体を指導して

ており、漁業者の経営は大きな打撃を受けている。

いただき、関係機関が一体となって効果的な栽培

これらに対処するために、令和２年度補正予算に

漁業が展開されるようお願いする。貴協会のます

より、積み立てプラスの基金の積み増し、調整保

ますのご発展、本日ご参集の方々のご健勝、ご活

管への支援、運転資金等金融措置の拡充、水産物

躍、さらに新型コロナウイルス感染症の早期沈静

の販売促進、休漁中の漁業者対策などの各種の取

化による水産業の快復を祈念して、私の挨拶とさ

り組みを実施していきたい。このような施策を通

せていただく。」との挨拶をいただいた。

じて、水産業が正常な形に直っていくことを祈念
するものである。このような状況にはあるが、現
在進めている水産政策の改革については、昨年来、
改正後の漁業法の政省令や、海面利用のガイドラ
イン等の制度運用の詳細をお示しするための取り
組みを進めてきた。貴協会に取り組んでいただい
ている栽培漁業については、水産政策の改革にお
いて資源管理の一貫として実施するということを
念頭に取り組まれていくことになる。都道府県に
対して水産庁から説明しているが、新たな制度の
もとで都道府県が作られる資源管理方針の中で、
適正な資源管理を行っていくために栽培漁業がど
ういう役割をはたしていくかが明確に書き込まれ
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挨拶する黒萩部長

事務局より現在の正会員数は 97 会員であり、

なければいけない。栽培漁業は人工的に卓越年級

出席状況は本人出席 3 会員、委任状代理出席 12

群をつくる機能があるので、その人工的に作った

会員、議決権行使書による行使 82 会員となって

卓越年級群を管理しながら、資源を回復させてい

おり、総会が成立している旨の報告を行った。

くことが大変重要である。栽培漁業を有効に活用

総会の議長には、公益財団法人海洋生物環境研

すれば、仮に通常の資源管理・数量管理でたとえ

究所の香川理事長が選出され、議長は議事録署名

ば 10 年掛かるものが随分短縮できることとなる。

人として全国漁業共済組合連合会の井上常務理事

こういったものを盛り込んだ上での国の事業を

及び一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所の吉竹

使った施設の更新や新たな施設の建設は、長期的

常務理事の２名を指名した。

な視野に立って資源管理をしっかりやっていくた

定時総会の議事は、第 1 号議案 令和元年度貸

めの施設という位置づけになり、支援の対象とい

借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録に関

うことになっていく。新たな制度のもとではこの

する件、第 2 号議案 令和 2 年度会費に関する件、

ような視点が重要になってくる。水産庁としては、

第 3 号議案令和 2 年度役員報酬に関する件、第 4

これからの栽培漁業というものには大変期待して

号議案理事の補欠選任に関する件、並びに報告事

いる。そういう観点から、令和２年度水産庁事業

項の（１）令和元年度事業報告、（２）令和 2 年

において、広域種の資源造成効果の検証とか、適

度事業計画書及び収支予算書に関する件である。

切な放流費用負担の仕組みづくりの支援、漁業者

議事に入り、報告事項（1 ）令和元年度事業報

からニーズの高いキンメダイ、アマダイ等の種苗

告に関する件、第１号議案 令和元年度貸借対照

生産・放流技術の開発を盛り込んでいる。こういっ

表、正味財産増減計算書及び財産目録に関する件

た技術開発を活用していただき、大いに資源管理

について、濱田専務が資料に基づいて説明し「事

のために役立つ栽培漁業を推進していかなければ

業は、公益事業である「水産資源の維持・増大や

いけない。全国豊かな海づくり推進協会において

生育環境の保全等を通じた豊かな海づくり推進事

は、これまでも栽培漁業施策の中心を担っていた

業」の 1 本の柱で実施した。第 1 の事業は「豊

だいており、今後とも栽培漁業を継続的に実施し

かな海づくり推進事業」であり、全国豊かな海づ

ていくためには、貴協会による取り組みが不可欠

くり大会については、秋田県で開催された第 39

である。先程のことを念頭に貴協会で検討してい

回大会関係のサポートや、功績団体表彰の公募・
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審査業務等を行い、豊かな海づくり活動支援とし

て講習会を開催した。」と説明するとともに、令

て地方版海づくり大会 13 府県の助成をした。ま

和元年度の貸借対照表等の財務諸表について説明

た、広報事業としては、全国豊かな海づくり大会

した。

概要のパンフレット、機関誌「豊かな海」の発行、

続いて佐藤監事から令和元年度の監査結果につ

HP での情報発信などを計画通り実施した。第 2

いて「監事は理事会等に出席し、理事等から職務

の事業は「広域に連携・共同した種苗生産、放流

の執行状況について、報告を受けるなどにより、

体制をめざす栽培漁業広域連携推進事業」であ

業務及び財産の状況を調査し、事業報告について

り、種苗放流による資源造成推進事業は、6 海域

検討した。さらに、会計帳簿等の調査を行い当該

の栽培漁業推進協議会が策定した広域プランに基

年度に係る計算書類等について検討した。監査の

づいて、補助事業を活用し、6 海域で関係道府県・

結果、その内容は適正なものと認める」との報告

栽培漁業協会等の団体と、マツカワ・ヒラメ、ト

があった。

ラフグ、サワラの種苗放流による資源造成事業を

質問意見はなく、議長が賛否を諮ったところ全

行った。また、共同種苗生産・放流体制構築事業

員意義なく、議決権行使を含む全員賛成により第

は、親魚養成の拠点化や相互協力体制の構築の取

1 号議案は原案どおり承認された。

組や、瀬戸内海のサワラの共同種苗生産・放流事

次に第 2 号議案令和 2 年度会費に関する件、第

業を水産機構、関係府県等の協力の下で実施した。

3 号議案令和 2 年度役員報酬に関する件は関連議

また、種苗生産情報等の提供事業では、全国の種

案として一括して審議することとし、濱田専務が、

苗生産情報の取りまとめ・提供、親エビの情報交

まず報告事項である（２）令和 2 年度事業計画書

換を行った。第 3 の事業は「栽培漁業技術の開発

及び収支予算書に関する件を説明した後、資料に

と普及促進及び生息環境の保全推進事業」である。

沿って議案の説明を行った。

栽培漁業技術定着推進のため、魚種別・地域別の

質問意見はなく、議長が賛否を諮ったところ全

種苗生産機関の担当者会議の支援や連携を図ると

員異議なく、議決権行使を含む賛成多数により、

ともに、栽培漁業技術研修等事業として、5 カ所

第 2 号議案、第 3 号議案は原案どおり承認された。

での現地研修会のほか、種苗生産機関技術研修会

次に、第 4 号議案の理事の補欠選任に関する件

や栽培漁業若手研修会を開催した。豊かな海づく

について、濱田専務が退任理事 3 名について同一

り実践活動推進事業では、22 件の各府県での実

道県からの理事候補者を提案した。議長が賛否を

践活動を助成した。また、生息環境調査・漁場整

諮ったところ、異議なく、議決権行使を含む賛成

備推進事業では、藻場調査・磯焼け対策実習を開

多数により、原案どおり全員が役員に選任された。

催するとともに、水産多面的機能発揮対策支援事

議長がそのほかに発言はないか質したが特にな

業を JF 全漁連、全内漁連等と水産庁から受託し

く、定時総会を終了した。

定時総会の様子
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【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１

令和元年度 全道漁協漁場環境保全研修会
「海洋プラスチック問題と漁業のこれから」
北海道漁業環境保全対策本部
次長

中村

信哉

開 催 日 時：令和 2 年 2 月 14 日（金） 9：00 〜 12：00
開 催 場 所：センチュリーロイヤルホテル（札幌市５条西５丁目）
研修対象者：漁業者、漁協職員、さけます増殖事業協会、国、道、各研究機関ほか
出 席 者 数：160 名
講

師：東京理科大学

理工学部

土木研究科

助教

片岡 智哉

氏

講演名『海洋プラスチック汚染の潜在的脅威と現状』
ニチモウ株式会社 資材事業本部 研究開発室 室長

熊沢 泰生

氏

講演名『漁業を取り巻く環境問題（海ごみ・マイクロプラスチック）と
それを解決に導く先端技術』
１

はじめに

ゲットとし、合わせて水産関連団体、各種研究機

北海道の漁業の歴史は、開拓とインフラ、農地
開発と常に隣り合わせであり、漁業者は古くから

関や水産行政に携わる機関に至るまで、広範な参
加者を集めて開催された。
「海洋プラスチック問題と漁業のこれから」を

環境問題に高い関心を持ってきた。
当本部は、漁業者が昭和 38 年に設立した環境

テーマとし、１人目の講演者として東京理科大の

問題を専門に取り扱う団体である。高度な水質分

片岡 智哉氏より『海洋プラスチック汚染の潜在

析設備を有しており、計量証明事業所としても登

的脅威と現状』について基本的な部分から講演い

録を受けている。

ただいた。その後、２人目の講師としてニチモウ

これまで、漁業者が頭を悩ませてきた環境問題

株式会社の熊沢

泰生氏より、『漁業を取り巻く

は、河川改修による魚類の生息、産卵環境の変化

環境問題（海ごみ・マイクロプラスチック）とそ

や工事による濁水発生、工場排水による水質悪化、

れを解決に導く先端技術』と題して資材開発の切

酪農による家畜排せつ物の河川への流出、タンカー

り口から問題解決へのアプローチについて講演を

や貨物船の座礁による油流出問題などが主たるも

いただいた。

のであったが、近年ではバイオマス発電や洋上風

講演後には活発な質疑があり、参加者の理解も

力発電等の新規エネルギー開発、トンネル工事から

進んだものと思われ、非常に有意義な研修会と

発生する有害物質を含んだ土砂の受入地問題など、

なった。

時代に合わせて問題の質も変化してきている。
このような状況の中、最近では世界中で海洋プ
ラスチック問題が喫緊の課題として急浮上してお

３．講演内容
（１）
『海洋プラスチック汚染の潜在的脅威と現状』
（片岡 智哉氏）

り、海を生活の場とする漁業者もこの問題は避け



て通れないことから、現在の海洋プラスチック問

ア．汚染の現状

題についての研修会を開くこととした。

原油の年間使用量の約３% がプラスチック原
料になる。プラスチックはレジンペレットと呼

２．研修会の概要

ばれる中間材料に添加剤を加えて耐久性の向上

本研修会は、漁協の組合員、役職員をメインター
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トンであり、アジアでその半分が生産されている。
プラスチックにはさまざまな利点（安価、
軽量、
高耐久性）があるが、一方でこの利点が汚染を
拡大させる要素（大量生産／大量消費、高輸送
効率、難分解性／有毒性）にもなっている。
プラスチックは陸域で微細化し、5 ｍｍ以下の
マイクロプラスチック（MP）になり、海流の渦

東京理科大学

に集積されるほか、海底の底質にも多量に蓄積さ
れている。また、大気によっても輸送されている。

片岡 智哉氏

（２）
『漁業を取り巻く環境問題（海ごみ・マイクロ

プラスチック）とそれを解決に導く先端技術』


プラスチックは海洋生態系にも取り込まれ、プ
ランクトン食生魚や深海の生物から MP が検出さ



れている。日本国内でもイワシによる摂食が確認

ア．海ごみ（海洋プラスチックごみ）の現状

されている。

（熊沢 泰生氏）
毎年 800 万トンの海洋プラスチックごみが

プラスチックは海水中の有機汚染物質を吸着

新たに発生しており、カルフォルニア〜ハワイ

する性質があり、消化管内から生体内へ移行す

間の通称「太平洋ごみベルト」では世界最大の

るかが懸念材料とされている。

集積場となっている。ごみの 46％は廃棄漁網

イ．国内河川におけるプラスチック汚染の実態

や養殖カキのスペーサーなどの漁業系資材。こ

日本近海には世界平均の約 27 倍の MP が浮

のまま対策なしでは、2050 年に廃棄プラスチッ

遊しており、その起源について研究している。

クと魚の量が同じになると推測されている。陸

プランクトンネットを用いた河川中の MP につ

上からの発生量では、1 〜 4 位が東・東南アジ

いて全国調査を実施しており、その結果から、

アであり、日本は 30 位である。

①人口が集中する市街地を流域に含む河川で

日本に漂着するプラごみは漁具の割合もかな

MP 濃度が高く、
水質面では BOD と相関があり、

りあり、このままでは、排出量が少ないにもか

汚濁河川では MP 濃度が高い。②河川表層と底

かわらず、漁業者が悪者にされかねない。

層の比較では、平常時では底層に MP が堆積し、

国内の漁網生産量はかつてと比較して 1/5 程

出水時に巻き上げられて流出する傾向がある。

度になっている。しかしながら、漁網などに使

③ MP 濃度は流量と相関があり、冬季に比べ夏

われる資材は分解に遅いため、流出したり廃棄

季に MP 濃度が高いという季節変化が存在する

された漁網による生物の捕獲（ゴーストフィッ

可能性がある。

シング）などが課題となっている。

ウ．海洋プラスチック汚染に対する対策
1950-2015 年までに 83 億トンが生産され、
63 億トンが廃棄されてきた。
廃棄されたプラスチックのうち 12% が焼却、

イ．「マイクロプラスチック」とは？
2019 年 6 月に大阪にて開催された G20 では、
2050 年までに新たな汚染を 0 にする「大阪ブ
ルー・オーシャン・ビジョン」が共有されるな

79％が埋め立て、環境中に流出しており、リサ

ど政府全体での取り組む課題と位置づけられて

イクルは 9％しかない。

いる。

プラスチックの流出抑制（３R 製作推進や消

環境省のアクションプランでは、漁業に関し

費削減、モラル向上）では、存在量は維持でき

て、①漁具等の陸域での回収徹底、②漁具の適

るものの、リスクが増大する。

正管理、③漁業者による海洋ごみの回収支援、

一方、プラスチックの流出抑制＋除去（洋上

④漁具等生分解性プラスチック等代替素材への

回収・海岸清掃）では存在量とリスクを軽減す

転換、⑤強度や耐久性が必要とされない漁具に

ることが出来る。つまり、国内外のモニタリン

生分解性プラスチックの使用が示されている。

グとともに、環境中のプラスチックの流出抑制

また、プラスチック資源循環戦略や法改正では、

と除去が重要である。

ごみの回収、生分解性プラスチック、リサイク
ルがキーワードとなっている。
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ウ．問題を解決に導く先端技術
（ア）漁業資材のリサイクルに関する技術
衣料業界のように、プラスチックでもリサ

４．主な質疑応答とアンケート結果
プラスチックは比重が小さく浮くものとの認
識であったがそれが海底に蓄積する仕組みは

イクルは可能であり、素材を直接再利用する

どのようなものか？

マテリアルリサイクルのほかに、燃料化する

素材と製品では大きく異なる。製品では空気
が入って浮くものもある一方で、性能を高め

サーマルリサイクルも必要である。
廃棄漁網と資材高騰の問題を同時に解決で

るために添加物が添加されている。徐々に微

きる可能性があり、漁業者が無理の無い範囲

細化し、また他の物質と結びつくなどして海

で環境保全や省エネにつなげることができる

底に運ばれることもある。

ものと考え、現在研究開発を進めている。

魚体への影響について現在わかっていること
は？

生分解性プラスチックを用いた海洋資材の
（イ）
研究開発
生分解性プラスチックとは自然界において

マイクロプラスチックが有害物質と結びつき
やすいことは確か。それを摂取した魚の胃な

微生物が関与して環境に悪影響を与えない低

どから体内に有害物質が移行するかどうかは

分子化合物に分解されるプラスチックのこと

まさに研究されているテーマである。貝類な

であり、生物資源（バイオマス）由来のものと、

どは、消化管なども可食部となるため、問題

石油由来の 2 種類がある。

となる可能性もあると考えられる。

求められる具備条件としては、①従来材料
と同様に使用できる機能（硬さややわらかさ、

配布したアンケートでも、
『マイクロプラスチッ

重さなど）を有している、②空気中で分解が

クの現状とリスクについて、とてもわかりやすく

進まない、③海洋流出した際には分解が進む、

理解できた。今後、地元の漁業者に伝えていきた

④土中に埋めれば分解される、⑤従来材料と

い』『今後の対応を考えるきっかけとなった』『よ

同等の価格、が挙げられる。

り当事者に近い内容であったため、講演が聞きや

発泡スチロールやたこ壷、イカ針、カキ養

すかった』『廃棄漁網を用いたリサイクルの取り

殖パイプ、漁網、ロープなどの開発を行って

組みについて参考になった』等の声が寄せられる

いる。

など大変好評であったことが伺えた。

海ごみ・マイクロプラスチックの回収装置
（ウ）
５．謝辞

の開発
国内外における海ごみの回収装置と、東京

講師の片岡様、熊沢様には、北海道にまでお越

オリンピックのセーリング会場となる江ノ島

しいただき、これまでの研究成果を提供していた

におけるシービン（SeaBin）を利用したごみ

だくとともに、分かりやすく講演いただきました。

回収事例を紹介。エジェクターとよばれる砂

心から感謝申し上げます。

ごと吸引してごみを濾しとる装置についても

最後に、本研修会の開催を採択いただいた公益
社団法人全国豊かな海づくり推進協会にこの場を

研究されている。
現在の合成繊維による漁網生産量も減少し

お借りして厚く御礼申し上げます。

てきていることから、時代の転換期となるこ
とも想定し、今後も研究開発を進めていく。

研修会の様子
ニチモウ株式会社
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【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２

国内外における陸上養殖の事例と将来への可能性
山形県庄内総合支庁産業経済部水産振興課

早坂

水産業普及指導員

瞬

開 催 日 時：令和 2 年 3 月 23 日（木）9：00 〜 11：00
開 催 場 所：山形県水産試験場（現：山形県水産研究所）おいしい魚加工支援ラボ

研修室

（山形県 鶴岡市加茂字大崩 594）
研修対象者：鮭人工孵化事業者、定置網漁業者、はえ縄漁業者、水産会社、県漁協、県
講

師：国立研究開発法人

水産研究・教育機構

水産大学校



水産流通経営学科

准教授（現：教授）山本

義久

氏

出 席 者 数：14 人

我が国における
閉鎖循環式陸上養殖システムの現状と課題
〜魚食文化と市場性の視点から〜

２．研修会の概要
本研修会は、その目的から本来は広く水産業関
係者が参加し開催されるが、今回は残念ながら新
型コロナウイルスの影響により参加人数を制限し

１

はじめに

て開催することとなった。鮭人工孵化事業者や定

近年、欧米諸国において健康志向の食品として

置網漁業者など関係団体については代表者のみの

魚介類が注目されるようになったほか、途上国の

参加を要請し、不特定多数が出入りすることの無

人口増加・経済発展の影響もあり世界的に水産物

い県有施設を会場としたため参加は 14 名に限ら

の需要が高まっている。その需要に応えるため、

れた。少人数での開催となったが、山本先生によ

通常の「とる漁業」の他に水産養殖が盛んに展開

る御講演の後には活発な質疑応答があり、大変有

されてきた。中でも陸上養殖は成長産業として脚

意義な講演となった。

光を浴びている。
冬季の海況により海面養殖の展開が困難な山形
県において、陸上養殖は海況の影響を受けずに通
年養殖が可能となるメリットがあり、本県水産業

３．講演内容
（１）閉鎖循環式飼育システムについて
陸上養殖における閉鎖循環飼育システムの利

の振興に非常に有用なものと考えられる。一方で、

用には主に 4 つのメリットがある。排水処理

陸上養殖が経営的に成功している事例は多くない

等の管理徹底による環境保全、水温維持の経

こともあり、当県において陸上養殖が成功し根付

費削減による省エネ化、飼育環境を安定化さ

くために何が必要なのか、閉鎖循環式飼育システ

せることによる高生産性、外部リスクを回避

ムの専門家かつ食文化研究家としても活動してい

することによる疾病防除である。

る水産大学校の山本義久准教授（現：教授）を講
師としてお招きし、講演をいただいた。

陸上養殖には水槽と、水のくみ上げ設備が不
可欠。日本全国に公的なものに限っても約
100 か所の栽培漁業関連施設が存在し、既に
必要な設備が整っている。したがって、既存
設備に閉鎖循環飼育システムを後付けするこ
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とで閉鎖循環式飼育システムを展開できるポ
テンシャルを有していると言える。
また、国内で栽培漁業の対象とされているの

は換水量を 75％削減した。
沖縄県のヤイトハタの事例では、飼育水 1t
あたりの最大飼育密度 250kg を達成した。

は魚類、甲殻類、貝類、ウニ・ナマコ類あわ

その他、民間企業での事例を紹介すると、バ

せて約 70 種にのぼり、それぞれの種に対し

ナメイエビ、チョウザメ、トラフグ、ニジマ

て技術者が存在している。これほど幅広い種

スなどで導入されている。

を対象としているのは世界的にも珍しく、需
要に対して柔軟に対応できるだろう。

更に、バナメイエビにおいては飼育水に施肥
することで微生物叢を調節し、水浄化機能の

閉鎖循環式飼育システムで重要なのは排泄物

向上とともにエビの餌料としても活用される

を如何に効率的に処理するかである。現在は

ような養殖方法や、複数の魚介類と海藻類を

物理ろ過処理と、細菌叢を利用した生物ろ過

複合養殖することで小規模の生態系を再現す

処理が主な処理方法となっている。

る養殖方法、工場の排熱を利用して魚介類の

閉鎖循環式飼育システムは 1970 〜 1980 年代

陸上養殖と並行して植物のハウス栽培を行う

にシステムの基礎が考案され、1990 〜 2000

など様々な新方式の陸上養殖が開発されてい

年代にかけて発展した。この時期に開発され

る。

た技術が現在も活用されている。
海外における閉鎖循環式飼育システムは、全

（３）海外とのかかわり

て人間の管理下で処理を完結させようとする

香港ではハタ類の需要が高く、最も高価なサ

傾向があり、必要な資金と設備スペースが大

ラサハタはキロ単価 6,000 〜 9,000 円、最も

型化しやすい。

安価なヤイトハタなどでも 1,500 〜 2,000 円

そこで、マイクロバブルを利用した泡沫分離

で取引されている。

装置と、間歇ろ過方式の生物ろ過装置を開発

山形県にも生息するキジハタは香港市場では

しローコスト化、省スペース化に成功した。

3,500 〜 9,000 円と高価なハタ類である一方

泡沫分離装置は微細な泡（泡沫）で有機物を

で閉鎖循環式飼育システムでの生産が有望視

集めて分離する装置であり、波浪の強い日に
岸辺で良く見られる「波の花」を技術的に再
現したものと言える。

されている。
日本における魚介類の人気（購入量）はサケ・
マス類がトップで輸入も多い。国内生産は殆

一方で、間歇ろ過方式の生物ろ過装置につい

どが天然漁獲で養殖生産は非常に限られてい

ては、サイフォンの原理を利用してろ過槽の

る。不足する需要分を輸入で補っているため

水位が上下することで満潮と干潮を再現し、

国内での養殖生産には十分な可能性があると

硝化細菌の能力を向上させることができた。

言える。

いずれも自然の浄化作用を再現したものであ
る。

輸入サーモンとしてはノルウェーの養殖サー
モンが有名であり、世界的な需要の増加に
伴ってノルウェーサーモンの単価は上昇傾向

（２）
国内における閉鎖循環式飼育システムの
活用について

にある。また、需要の増加に供給が追い付か
ないと予測されており今後も単価の上昇は続

山口県においてはトラフグ親魚養成にシステ

くと言われている。

ムが活用されている。システムの導入により

これを受けて日本の商社がノルウェーのサー

省エネ化が図られ従来のかけ流し飼育より経

モン養殖企業を買収したり、国内でもサーモ

費削減に成功している。

ンの陸上養殖の動きが出始めている。

香川県ではキジハタ種苗生産に活用され、特
に VNN（ウイルス性神経壊死症）の防除に
劇的な成果を上げている。

52

（４）食文化とのかかわり
日本では国内であっても歴史的背景から地域

広島県ではカサゴの種苗生産で生産性を 1.6

的な特異性が大きいうえ、各地域の食材・食

倍に、鹿児島県のカンパチ中間育成において

文化が相互に影響しあって更に多様化してい
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る。食文化の多様性は世界でも群を抜いてお
り、その注目度は非常に高い。
また、世界が見る日本の水産物に対する品質
および安全性はともに 70％以上の高評価を

間歇ろ過方式の生物ろ過装置について、ろ
材が空気中に暴露された時に硝化細菌への
悪影響はないのか。

受けており、日本ブランドの水産物は高価格

長時間空気にさらされるわけではなく、保
湿状態であれば問題ない。完全に乾燥しな

帯でも売れる商品となる。

い限りは大丈夫だ。1 つ注意するとすれば、

食文化の継承・発展のためには、食材の良さ、
料理の良さ、アピールの良さ、受け皿の良さ、

好気性細菌なので密閉状態になると酸欠に
なり細菌が死んでしまうこと。

環境の良さ、伝統の良さ、心意気の良さが重
要。

５．謝辞
講師の山本義久先生には、遠路、山形県庄内

４．主な質疑応答

にまでお越しいただき、これまでの研究活動で

香港市場でのハタ類の価格差は味の差なの
か、漁獲量の差なのか

得られた貴重な情報を惜しみなく提供していた

味の差もあるが嗜好の差と考えている。香
港の人たちは赤い魚を好むようだ。特にキ

最後に、本研修会を採択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

ジハタは人気があり天然魚はほぼ獲り尽く

礼申し上げます。

だきました。心から感謝申し上げます。

してしまった。今では 500g/ 尾の天然魚で
キロ単価 1 万〜 1 万 5,000 円にもなっている。
東南アジアあたりで養殖したキジハタが大
量に香港市場に流れ込んでいる。
庄内の漁獲量は 5000t ほどで、県内の消費
量は 1 万 t ほど。自給率 50％ほどになって
いる。だからこそ地元の魚は地元で大事に
してくれる人たちに届けたい。地元ブラン
ド魚の安定供給が課題となっており蓄養で
対応できるのではないかと考えている。ど
の程度のシステムを組めば良いか。陸上養
殖よりはコンパクトになると思うのだが。
体力維持を目的とする給餌程度なら相当コ
ンパクトに収まる。特に注意すべきは水温
維持。そのほか、生理食塩水程度の低塩分
にしてやると魚の活性があがり生残率も向
上する。適切な低塩分管理下では傷を負っ
た魚の回復すら見込める。
蓄養中にエサをやること自体が難しいと思
うが対応策はあるか。
キジハタでの例を挙げると丁寧に管理して
も生残率は半分程度。はじめにエビを給餌
して死んだエサに慣らし、モイストペレッ
トに切り替えていくが、管理者の腕の良さ
に左右されるところが非常に大きいように
思える。
研修会の様子
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