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事業全体講習 （干潟部会）
個別相談 （藻場部会）
写真３ 講習会の開催状況 （名古屋会場） - つづき

【講じた新型コロナウイルス感染症蔓延防止策】

難なので、午前と午後に各一部会単位での開催

・事前申込により、参加者氏名及び連絡先の把握

とし、水産庁による事業概要等の事業全体講習

を行った。
・密集となる受付は設置せず、テキスト等配付物
は、開会前に事務局が座席に配付した。

も部会の中で開催した。
・環境・生態系保全対策活動
（藻場、
干潟、
サンゴ礁、
内水面）活動組織の事例紹介は行わず、
コーディ

・当日の出欠把握は、出席者カードを各席に置き

ネーターであるサポート専門家が自ら指導、助

所属、氏名を記載してもらいカードを回収する

言を行った事例を参考事例として紹介するとと

ことにより行った。また、この出席者カードに

もに、参加申込時に集めた疑問、質問等の回答

は席番号を表記し、座席の位置が特定できるよ
うにした。

や必要なモニタリング手法等の講義を行った。
・海の安全確保については、他の組織の模範とな

・講習会場内の密集を避けるため、大きな会場を

る成功・先進地区の活動組織の活動事例の紹介

用意することにより座席の間隔を十分確保し

を鳥取県の網代地区海洋環境保全対策組織に依

た。

頼した。ポケット Wi-Fi とノートパソコンを送

・参加の際はマスク又はフェイスガード着用とし
た。
・37.5℃以上の発熱、咳等の体調不良の場合は、

付しネット環境を整えた活動組織の地元である
鳥取県鳥取市と、名古屋市の会場をネット回線
で結びオンラインで行った。

講習会への参加を禁止した。
・質疑応答のマイクは、事務局による持ち回りを
止め、会場内に設置したスタンドマイクに質問
者が移動して質問を行った。
・会場施設の機器による会場内の十分な換気に努
めた。また、機器がない会場においてはドアや
窓を開け十分な換気を行った。
・午前と午後の部会の使用会場を替えることによ
り座席の重複使用が起こらないようにした。ま
た、午前と午後の部会が同じ会場で開催した
場合は、午前と午後で違う座席を指定すること
により座席の重複使用が起こらないように配慮
し、休憩の間にドアノブ等の消毒を行った。
・事業全体に関する講習は、複数の部会の参加者
を１箇所に集める従来の形式では密集対策が困

豊かな海

表紙52（423×297）.indd 4-6

07 豊かな海�くり推進協会コーナー.indd 65

No.52

2020.11

65

2020/11/12
2020/11/11 17:35
9:18

2020

第52号
11月15日

目次
【巻頭言】
最近の栽培漁業で思うこと………………………………………………………………………………
国立大学法人東京海洋大学 学長 竹内 俊郎

2

【トピックス】
国立研究開発法人 水産研究・教育機構の組織再編について… ……………………………………… 3
国立研究開発法人水産研究・教育機構 理事 堀井 豊充
ヒゲソリダイ（かやかり）の種苗生産技術の開発…………………………………………………… 5
公益財団法人海洋生物環境研究所 実証試験場
応用生態グループマネージャー 吉川 貴志
アルテミアふ化幼生と卵殻のサイズ差を利用した超速卵殻分離法………………………………… 10
公益財団法人ひょうご豊かな海づくり協会 栽培資源部
兵庫県栽培漁業センター 主査 檍
秀隆
【寄 稿】
種苗生産場のウイルス病との闘い（ウイルス感染価を低減して、種苗を作る）
～①親からのウイルス感染を抑制する～……………………………………………………………… 16
国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産技術研究所養殖部門
シラスウナギ生産部 研究支援職員 有元
操
【特 集】二枚貝を増やす最近の試み－１
①二枚貝を増やすことの意味……………………………………………………………………………
広島大学 名誉教授 松田
治
②都市近郊の内湾が SDGs を目指すうえでの二枚貝の価値－環境生態学者の視点から－… ……
国立大学法人島根大学 学術研究院 環境システム科学系
生物資源科学部 環境共生科学科担当 教授 山口 啓子
③魚屋が取り組んだ海産二枚貝類種苗生産技術開発の考え方………………………………………
国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産技術研究所
養殖部門 生産技術部 研究員 兼松 正衛
④アサリはグルコースを食べる？………………………………………………………………………
国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産技術研究所 百島庁舎
特任部長 内田 基晴
⑤ヤマトシジミ種苗生産数の大幅増加とコストダウンの取り組み…………………………………
地方独立行政法人青森県産業技術センター 内水面研究所
所長 長崎 勝康
⑥塩分導入で湖山池のシジミ資源復活！………………………………………………………………
鳥取県栽培漁業センター 増殖推進室 室長 福井 利憲
⑦京都府阿蘇海に発生するアサリ天然稚貝の有効活用………………………………………………
京都府農林水産技術センター 海洋センター 研究部
主任研究員 田中 雅幸

20
25

30

35

40

47
53

【特別会員紹介コーナー】
貝殻の力でキジハタを増やす！………………………………………………………………………… 57
海洋建設株式会社 技術営業部 部長 青山
智
【海域栽培漁業推進協議会コーナー】
・海域栽培漁業推進協議会 令和２年度通常総会開く… ……………………………………………… 61
・「令和２年度第１回広域種資源造成型栽培漁業推進検討会」をメール開催…………………… 61
【豊かな海づくり推進協会コーナー】
・令和２年度水産多面的機能発揮対策講習会を開催………………………………………………… 62

表紙・裏表紙写真：須賀次郎 氏 撮影
コロダイ（2020 年 9 月撮影）
撮影場所／千葉県館山市

豊かな海

52目次.indd 1

No.52

2020.11

1

2020/11/13 10:11

巻

頭

言

最近の栽培漁業で思うこと
国立大学法人東京海洋大学

この 6 年程、大学のマネジメントに傾注してき
たことから、今回、本誌の巻頭言を執筆するよう
に依頼され、正直戸惑いを覚えた。しかし、私の
ライフワークの一つが「海づくり」の中心である
栽培漁業における種苗生産技術の向上だったこと
もあり、何かのお役に立てることができればと思
い、筆を執らせていただいた次第である。
近年、SDGs の考え方が浸透しつつあり、様々
な産業に波及している。水産業においても、持続
可能な漁業、すなわち、水産資源の維持管理は
SDGs の目標の一つといえる。このような中、昨
年、水産庁から「水産政策の改革」が出され、今
後の水産行政の方向性が明確化された。栽培漁業
の取り組みとしては、
「1．新たな資源管理システ
ムの構築」の最後の項目に「種苗放流等について
資源造成効果を検証。広域回遊魚種等は複数都道
府県の共同取組みを促進」として位置づけられた。
そのことは、国の法人である「水産研究・教育機
構」の組織改編後の体制でも同様である。現在必
要なのは、資源量の回復・増大であり、そのため
には数値目標による資源管理方法は必要だといえ
る。しかし、それだけで十分なのだろうか？
私が若い時代には、栽培漁業には夢があった。
我々が望む魚介類を生産し、湾内や海域に放流す
ることにより、マーケットサイズの美味しい魚介
類が豊富に漁獲でき、さらに一歩進めて、湾域を
区切りそこに海洋牧場を設定して、人為的に有用
魚介類の生産を自由にコントロールするというも
のであった。しかし、その後、安易な放流は沿岸
及び海域の生態系を破壊する、大量の種苗の放流
は遺伝的同一性を高める、病気伝播の危険性があ
る、放流は単に人工種苗による生産物を増やし、
天然物を駆逐するだけではないか、など、様々な
意見があり、魚介類の種苗を人為的に生産し放流
すること自体が悪いような言い方をされた時期も
あった。そのような中で、種苗生産技術の向上に
より、養殖用種苗の役割は重要性を増していると
ころである。特に、今後成長が期待される陸上養
殖への恩恵は大きい。
話を戻すが、資源管理中心の政策で、本当に資
源量が回復し、
「浜で頑張る漁業者の皆様」を応
援できるのか心配なところがある。これまで、最
大持続生産量（MSY）の資源管理手法に基づき、

2
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学長

竹内

俊郎

魚介類毎に TAC 管理や漁獲割当て（IQ）の導入
などが図られてきているが、未だ十分な資源量の
回復や安定した漁獲量は得られていないからであ
る。そして、管理する魚介類の種類も近年増えて
いる。
個人的立場から言わせてもらえれば、魚介類自
身の営みや地域ごとの特徴を把握せずに資源が回
復するとは思えない。特に、近年の地球温暖化に
伴う海水温の変化は魚介類の生育場や成長のため
の餌の分布にも大きな影響を及ぼしていることは
明らかである。そう考えると、魚介類自身に寄り
添う研究に力を入れることも必要なのではないだ
ろうか？
もちろん口で言うのは簡単だが、実際どのよう
に寄り添えばいいのか、いろいろな切り口があり
大変なことは確かである。例えば、卵のふ化から
成体に至るまでの変化や特徴、その間の餌料や水
温に対する応答、など生理・生態的な特徴や魚介
類自身の健苗性向上の為の研究を行うことも、資
源管理には重要な項目といえる。最近、種苗生産
魚の健康状態を改善する技術開発が、マダラやハ
タハタなどで認められている。健全な魚介類を人
為的にしっかり飼育する過程で、個々の魚介類の
特徴や性質がわかり、ひいては資源回復が必要な
魚介類の管理方策のヒントになるのではないだろ
うか。いずれにしても、人間の目と、人間を通し
た魚介類の目の両方から生物を達観することによ
り、真の水産資源の動態が見えてこよう。
翻って現実を見てみると、種苗生産や育成施設
の老朽化は目を覆うものがあり、国の予算を考え
ると、現在の施設の更新をすべて行うことは不可
能に近い。魚介類の選択と集中を図り、その生理・
生態の解明を行えば、資源量の回復・増大にも有
効となろう。これらの様々な研究を実施するには、
水産大学校や全国にある水産系の学部・学科を持
つ大学、さらには、都道府県との連携を緊密にし、
進める必要がある。そして、様々な研究開発によ
り、日本の沿岸域における魚介類生産量の安定化
のみならず、日本の EEZ 内における生物資源の
維持・管理と有効利用を図って欲しい。このこと
は、2030 年までに成し遂げるべき SDGs の目標
14、“海の豊かさを守ろう”の精神にも合致する
ものである。

2020.11
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国立研究開発法人 水産研究・教育機構の
組織再編について
国立研究開発法人水産研究・教育機構

堀井

理事

国立研究開発法人水産研究・教育機構では、

豊充

はないこと、また、資源管理の高度化に向けた国

2020 年 7 月 20 日をもってこれまで 9 つの研究所

内及び国際の資源評価における統一的な対応にも

で構成していた研究開発分野を「水産資源研究所」

課題があることなどから、効率的な水産資源研究

と「水産技術研究所」の２所体制とする大規模な

のための体制整備が必要であるとの指摘がありま

組織再編を行いました。当機構の研究開発分野は

した。さらに、今日の我が国水産業では生産性の

1949 年の水産庁水産研究所の組織改編で設置さ

向上と所得増大による成長産業化が最重要課題と

れた７つの海区水研を母体とし、その後いくつか

なっており、水産関連技術の革新によって水産業

の改編を経て最終的には 9 つの研究所体制で研究

の成長産業化を推し進めるためには、現行の研究

開発組織を運営してまいりましたが、今回の組織

所単位での研究体制から、統一的な体制への再構

再編は 70 年ぶりの大きな見直しとなります。

築が急務とされました。
また時を同じくした 2018 年 12 月、国は適切

当機構では、これまで全国の水産業に係る基盤

な資源管理と水産業の成長産業化を両立させるた

的な課題に取り組むとともに、我が国周辺の海域

めに漁業法等を 70 年ぶりに大改正し、資源管理

を北海道から九州まで 6 つのブロックに分けて

措置、漁業許可、免許制度等の漁業生産に関する

海区水産研究所を設置し、それぞれの地域の環境

基本的制度を一体的に見直すこととされました。

特性や各地の水産業の特性に合わせた調査研究を

こうした水産政策の改革に国立研究開発法人とし

行ってきました。さらに、専門的な分野である水

て研究開発の側面から的確に対応するため、当機

工研、国際水研、増養殖研を加えた 9 つの研究所

構は 2020 年 7 月をもって研究開発分野の大規模

体制により地域及び我が国の水産業の振興に貢献

な組織再編に踏み切りました。

してまいりました。
その後、2001 年の水産庁研究所の独法化によ

「水産資源研究所」は水産資源の持続的な利用・
資源評価技術の高度化のため、以下の各項目を使

る水産総合研究センターの設置を経て、2003 年

命として研究開発を行ってまいります。

には認可法人海洋水産資源開発センター及び社団

〇新たな水産政策における水産資源の適切な管理

法人日本栽培漁業協会と、また 2006 年には独立

と、水産業の成長産業化への科学的基礎となる資

行政法人さけます資源管理センターと統合し、さ

源評価を行う

らに 2016 年には独立行政法人水産大学校と統合

〇水産資源研究センターを新設し、資源評価対象

して現在の国立研究開発法人水産研究・教育機

魚種の拡大や資源評価対象魚種の拡大や評価手法

構が発足いたしました。2020 年 4 月 1 日現在で、

の高度化等に的確に対応する

契約職員を除く役職員数は 1,194 名、施設数 40

〇自然界がもたらす水産資源を、常に変動する自

箇所、漁業調査・練習船 10 隻を擁する、極めて

然環境と経済社会の状況下において、最大かつ持

大規模な研究開発法人となっています。

続的に利用するための研究開発を行い、その成果

一方、2018 年 4 月に当機構と水産庁でとりま

を社会に還元する

とめた「水産研究・教育機構のあり方検討会」の

また、水産資源研究所に設置するさけます部門

提言では、海区割を中心とした 9 つの研究所か

では、高い回帰率が期待できる仔稚魚の育成と放

らなる研究開発業務の体制は、重要水産資源の分

流方法の開発、普及のため、以下の各項目を使命

布・回遊や主要水揚げ港の現況に照らして最適で

として研究開発を行ってまいります。
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〇さけ・ます類の個体群維持のための人工ふ化放

開発を行う

流を継続実施する

〇漁業・養殖業の発展に資するため、水産業を支

〇近年我が国のサケ（シロザケ）資源量は低水準

える工学、沿岸・内水面環境、安全・安心な水産

に落ち込んでいることから、科学と技術が一体と

物の安定供給のための研究・技術開発を行う

なった課題解決方の研究開発の推進と成果普及を
図り、さけ・ます資源の持続的利用をめざす

また、この 2 つの研究所に加え、開発調査セン

さらに、
「水産技術研究所」は養殖業の成長産

ターを中心とする社会実装・企業化分野、水産大

業化の促進のため、以下の各項目を使命として研

学校を中心とした人材育成分野の 4 本を柱とし

究開発を行ってまいります。

て、新たな時代に応じた研究開発目標を明確に示

〇新たな水産政策に対応した養殖業の成長産業化

し、実行することで、国民のニーズにこたえる成

のための研究・技術開発を行う

長産業化をめざしてまいります（図１）
。

〇国の養殖業成長産業化総合戦略に基づいて、優

さらに当機構では大規模な組織再編とともに本

良種苗生産・魚病対策、マーケティング戦略等に

部体制をスリム化し、2020 年 11 月 24 日に本部

関する研究・技術開発に取り組む

事務所を移転いたします。

〇水産業の成長産業化に向けて、安全な水産物の

（移転先住所）

安定供給を支える生産システムの効率性と安全性

〒 221-8529

の向上及びその高度化をめざした研究・技術開発

1-1-25

を行い、その成果を生産現場や社会に広く還元す

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町

テクノウェイブ 100

6F

当機構の新たな体制はスタートを切ったばかり

る

であり、今後も組織体制については適宜見直しを
また「水産技術研究所」では同時に水産業の健

進めながら、より良い組織を目指してまいります。

全な発展と安全な水産物の安定供給のため、以下

組織再編が落ち着くまでの当分の間は本誌「豊か

の各項目を使命として研究開発を行ってまいりま

な海」読者各位にはご不便をおかけすることもあ

す。

ろうかと存じますが、どうぞ今後ともご厚誼を賜

〇持続的な水産物生産システム構築のための研究

りますよう、お願い申し上げる次第です。

図１

4
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ヒゲソリダイ（かやかり）の種苗生産技術の開発
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（公財）海洋生物環境研究所

種苗生産技術の開発
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応用生態グループマネージャー
公益財団法人

海洋生物環境研究所

応用生態グループマネージャー

1. は じ め に
ヒゲソリダイは、わが国では九州から四国、

1．はじめに
本州の沿岸に分布するイサキ科の魚類です（図
ヒゲソリダイは、わが国では九州から四国、本
1）。我々の職場がある新潟県柏崎市では、本種
州の沿岸に分布するイサキ科の魚類です（図 1）。
は「茅を刈る頃に美味しい魚」として「かやか
我々の職場がある新潟県柏崎市では、本種は「茅
り」という地方名で知られています。主に夏か
を刈る頃に美味しい魚」として「かやかり」とい
ら秋にかけて刺網で漁獲され、まとまった尾数
う地方名で知られています。主に夏から秋にかけ
て刺網で漁獲され、まとまった尾数の水揚げはあ
の水揚げはあまりないものの、白身で美味であ
まりないものの、白身で美味であることから、柏
ることから、柏崎市では天然マダイと同程度の
崎市では天然マダイと同程度の価格で流通してい
価格で流通しています。
ます。

吉川貴志
実証試験場

吉川

貴志

超える生物を飼育し、40 種近くの種苗生産に成
功した実績があります。これらは、室内実験に
模であるがゆえに管理がしやすく、このことが多
用いる供試材料として自前生産したものである
くの生物種を飼育し生産してきた実績につながっ
ため、必要とする尾数が非常に少なく、また使
ているものと考えています。今回の取り組みは、
用する設備もコンパクトである点において、増
こうした背景があって始まりました。
養殖におけるそれとは規模や目標が異なります。

他方、小規模であるがゆえに管理がしやすく、
2．種苗生産技術の予備的検討
本種の種苗生産は、過去に香川県で実施した例
このことが多くの生物種を飼育し生産してきた
があり、種苗生産の基礎的な部分はある程度確立
実績につながっているものと考えています。今
されていました。そこで、香川県の水産課の方や、
回の取り組みは、こうした背景があって始まり
実際に飼育に携わっておられた方にご協力をいた
ました。
だき、当時の飼育状況や問題点等をお尋ねしまし
た。

2. 種
苗生産技術の予備的検討
海生研ではこの種苗生産技術に、飼育環境（温
本種の種苗生産は、過去に香川県で実施した
度、光条件等）や餌料系列の改良を加えて、2017
年度に予備的な技術検討を実施しました。
例があり、種苗生産の基礎的な部分はある程度
具体的には、飼育温度が一定になるよう調節し、
確立されていました。そこで、香川県の水産課
植物プランクトンの添加により水中照度を下げ、
の方や、実際に飼育に携わっておられた方にご
飼育水の pH 低下を防ぐようにしました。餌料に
協力をいただき、当時の飼育状況や問題点等を
ついては、サイズの異なるワムシ（SS 型および
お尋ねしました。
L 型）系群、アルテミア幼生、およびシロギスの
ヒゲソリダイの親魚
図図1 1 ヒゲソリダイの親魚

公益財団法人海洋生物環境研究所（以降、「海

海生研ではこの種苗生産技術に、飼育環境（温
受精卵を、それぞれ魚体の成長にあわせて用いま

生研」）の実証試験場では、地元水産関係者およ
公益財団法人海洋生物環境研究所（以降、
「海
び自治体から、新たな漁獲対象種としてのブラン
生研」）の実証試験場では、地元水産関係者お
ド化を目的とした本種の種苗生産、および放流技
よび自治体から、新たな漁獲対象種としてのブ
術検討の要望を受け、研究所独自の取り組みとし
ランド化を目的とした本種の種苗生産、および
て種苗生産技術を予備的に検討してきました。

した。
度、
光条件等）や餌料系列に改良を加えて、2017
その結果 2017 年度は、0.5kL の種苗生産水槽
年度に予備的な技術検討を実施しました。
2 基、すなわち海水 1kL あたりで 2,760 尾の種苗
具体的には、飼育温度が一定になるよう調節
（24 日齢、全長 1.5cm）を試験的に生産すること
し、植物プランクトンの添加により照度を下げ、
ができました（図 2）。この予備的検討の内容は、
pH海生研の機関誌で紹介し、また論文として公表し
の低下を防ぐようにしました。餌料について

放流技術検討の要望を受け、研究所独自の取り
海生研は発電所温排水の生物影響を調査研究す

は、サイズの異なるワムシ（SS
型および L 型）
ています１）、２）、３）。

る組織として設立され、これまでに
240 種を超
組みとして種苗生産技術を予備的に検討してき
える生物を飼育し、40 種近くの種苗生産に成功
ました。
した実績があります。これらは、室内実験に用い
海生研は発電所温排水の生物影響を調査研究
る供試材料として自前生産したものであるため、
する組織として設立され、これまでに 240 種を
必要とする尾数が非常に少なく、また使用する設

また、本種を生産する上での基礎情報として、
系群、アルテミア幼生、およびシロギスの受精
胚発生の様子を観察し、ふ化可能な上限水温につ
卵を、それぞれ魚体の成長にあわせて用いまし
いて実験を行いました。胚の発生は受精卵を 30
た。
分おきに観察し、水温 25℃では 20 時間 30 分で

備もコンパクトである点において、増養殖におけ

水温 25℃で受精した胚を用いて、24℃〜 34℃の

るそれとは目的や規模が異なります。他方、小規

水温範囲で飼育したところ、胚は 27℃以上では

ふ化が始まることを確認しました（図 3）
。さらに、
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ついて実験を行いました。胚の発生は受精卵を
30
分おきに観察し、水温 25℃では 20 時間 30

連日産卵し、浮上卵率の高い受精卵（質の良い
卵）が得られる温度帯を明らかにすること。さ

30 分おきに観察し、水温 25℃では 20
時間
分でふ化が始まることを確認しました
（図
3）30
。

卵）が得られる温度帯を明らかにすること。さ
らに、2017 年度に生産した 1 歳魚を継続して飼

分でふ化が始まることを確認しました
（図 3）。
さらに、水温
25℃で受精した胚を用いて、24℃

らに、
2017 年度に生産した 1 歳魚を継続して飼
育し、成長に適した温度や給餌条件について知

さらに、水温 25℃で受精した胚を用いて、24℃
～34℃の水温範囲で飼育したところ、
胚は 27℃

育し、成長に適した温度や給餌条件について知
見を蓄積すること。これらの計画を、2018 年度

～34℃の水温範囲で飼育したところ、胚は 27℃
以上では正常にふ化できないことが明らかとな

見を蓄積すること。これらの計画を、2018
年度
は水産庁補助事業として実施しました（平成
30

以上では正常にふ化できないことが明らかとな
りました。夏季の産卵である一方で、思ったほ
正常にふ化できないことが明らかとなりました。
りました。夏季の産卵である一方で、思ったほ
どふ化上限水温が高くないのは意外でした。

は水産庁補助事業として実施しました
（平成 30
年度環境変化に対応した種苗生産および放流効
事業として、種苗生産条件の最適化や、再現性の
年度環境変化に対応した種苗生産および放流効
果実証事業「ヒゲソリダイの種苗生産技術開

夏季の産卵である一方で、思ったほどふ化上限水
どふ化上限水温が高くないのは意外でした。
温が高くないのは意外でした。

確認などを進めています（さけ・ます等栽培対象
果実証事業「ヒゲソリダイの種苗生産技術開
発」）。
資源対策事業「新規栽培対象種技術開発（魚類）
」）
。
発」）。
またその翌年の 2019 年からは、水産庁の委託
本稿の成果の一部は、これらの事業で実施したも
またその翌年の 2019 年からは、水産庁の委託
事業として、種苗生産条件の最適化や、再現性
のです。

事業として、種苗生産条件の最適化や、再現性
の確認などを進めています（さけ・ます等栽培
の確認などを進めています（さけ・ます等栽培
1）受精卵の確保
対象資源対策事業
「新規栽培対象種技術開発（魚
海生研実証試験場で飼育している新潟県柏崎産
対象資源対策事業
「新規栽培対象種技術開発（魚
類）」）。

図 2 ヒゲソリダイ稚魚
ヒゲソリダイ稚魚
図図22 ヒゲソリダイ稚魚

ヒゲソリダイのふ化
図図3 3 ヒゲソリダイのふ化
図 3 ヒゲソリダイのふ化

のヒゲソリダイを親魚として用いました。親魚は
類）」）。
雌 6 個体、雄 4 個体とし、5kL 水槽で飼養しま
1） 受 精 卵 の 確 保
した。これらの親魚は、2008 年から 2016 年にか
1）海生研実証試験場で飼育している新潟県柏崎
受精卵の確保
けて刺網で捕獲した成魚であり、水槽収容後すぐ
海生研実証試験場で飼育している新潟県柏崎
産のヒゲソリダイを親魚として用いました。親
に餌を食べ、死亡することもなく、繁殖期には産
産のヒゲソリダイを親魚として用いました。親
卵に加入している様子でした。これらの親魚の雌
魚は雌
6 個体、雄 4 個体とし、5kL 水槽で飼養
雄は、繁殖期における腹部の触診によって判別し
魚は雌
6 個体、雄 4 個体とし、5kL年から
水槽で飼養
しました。これらの親魚は、2008
2016
精卵を集めることができます。親魚飼育中は、
ました。
しました。これらの親魚は、2008
年から 2016
年にかけて刺網で捕獲した成魚であり、水槽収
本種は夏季の夕方に自然産卵します。受精卵の
毎朝、この「集卵」網に卵があるかどうかで、
年にかけて刺網で捕獲した成魚であり、水槽収
容後すぐに餌を食べ、死亡することもなく、繁
大きさは直径約
0.9mm で、お互いに付着するこ
前日の産卵の有無を確認しました。卵を回収し
容後すぐに餌を食べ、死亡することもなく、繁
殖期には産卵に加入している様子でした。これ
となく水面に浮く「分離浮性卵」です。このため、
たのち、万能投影機で観察して、卵質の指標と
殖期には産卵に加入している様子でした。これ
らの親魚の雌雄は、繁殖期における腹部の触診
水槽から表面の海水を排水し、これを目の細かい
なる浮上卵率や、正常に発生する割合などを求
らの親魚の雌雄は、繁殖期における腹部の触診
網で受けることによって、効率よく受精卵を集め
によって判別しました。
めました（図 4）。
ることができます。親魚飼育中は、毎朝、この網
によって判別しました。
本種は夏季の夕方に自然産卵します。受精卵
この結果、2018 年 8 月 7 日に産卵を確認して
に卵があるかどうかで、前日の産卵の有無を確認
本種は夏季の夕方に自然産卵します。受精卵
の大きさは直径約
0.9mm で、お互いに付着する
しました。卵を回収したのち、万能投影機で観察
以降、9 月下旬までほぼ毎日、受精卵を得るこ
の大きさは直径約
0.9mm
で、お互いに付着する
ことなく水面に浮く「分離浮性卵」です。この
して、卵質の指標となる浮上卵率や、正常に発生
とができました。正常発生率もほぼ 100%と、非
ことなく水面に浮く「分離浮性卵」です。この
ため、水槽から表面の海水を排水し、これを目
する割合（浮上卵発生率）などを求めました（図
常に良質な受精卵でした（図 4）。
ため、水槽から表面の海水を排水し、これを目
4）。
の細かい網で受けることによって、効率よく受

の細かい網で受けることによって、効率よく受

が 23℃程度まで上

質の受精卵を得るこ

以前にもヒゲソリダ

たが、他の魚種が同

下でも自然産卵する

飼育下で産卵させる

種なのかもしれませ

2） 種 苗 生 産 技 術 の

2018 年 9 月 10 日

苗生産を実施しまし

3．水産庁事業での取り組み
予備的検討の結果を踏まえ、次のような取り組

を収容した同日に、

みを計画しました。

用いる餌料は、201

まず、種苗生産技術のさらなる改良として、初

としました（図 5）

期減耗の生じる時期において照度を低く保ち、餌

および配合飼料を導

料のアルテミア幼生の栄養強化手法を検討するこ

で、摂餌行動をよく

とで、脆弱な初期発育段階の歩留まりの向上を図
ること。また、親魚がなるべく継続して連日産卵

等を調整することで

し、浮上卵率の高い受精卵（質の良い卵）が得ら

に慣れることがわか

れる温度帯を明らかにすること。さらに、2017

小型の個体は共喰い

年度に生産した 1 歳魚を継続して飼育し、成長に

それが原因で尾数が

適した温度や給餌条件について知見を蓄積するこ

りませんでした。

と。これらの計画を、2018 年度は水産庁補助事

2018 年度も 2017

業として実施しました（平成 30 年度環境変化に

胚発生状況の観察
図図34 胚発生状況の観察

対応した種苗生産および放流効果実証事業「ヒゲ
ソリダイの種苗生産技術開発」）。
またその翌年の 2019 年からは、水産庁の委託

最終的に、ふ化後

この結果、2018 年 8 月 7 日に産卵を確認して
以降、9
100% 月下旬までほぼ毎日、受精卵を得ること
割合
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て試行しました（飼

2020/11/10 17:44

小型の個体は共喰いされることもありますが、
それが原因で尾数が大幅に減るようなことはあ
りませんでした。
2018 年度も 2017 年度と同等の成長を確認し、
図3

Topics

胚発生状況の観察

最終的に、ふ化後 48 日目で 1,335 尾（全長約
5cm）の稚魚を生産することができました。しか

しながら、餌料生物の不調に加え、ふ化後
9日
2019 年度以降は最適な条件を求め、0.5kL の種

100%

苗生産水槽も倍増して試行しました（飼育担当者
目前後での大量減耗の抑制が難しく、生産でき

60%

数は倍増していません）
。その結果、2019 年度で
た種苗の総数は
2017 年度の半分程度に留まり

浮上卵率
浮上卵発⽣率

40%

は 7,651 尾（0.5kL 水槽 4 基、25 日齢）
、2020 年

ました。この原因は、光条件や収容密度に起因

度ではさらに生産担当者を変えた上で、6,061 尾

20%
0%

8/6

8/13

8/20

8/27

9/3

9/10

9/17

を求め、0.5kL
の種苗生産水槽も
4 基に倍増し
とができました（図
7）。なお、これらの尾数に

160

は水産庁事業のほか、海生研自主事業として生産
て試行しました（飼育担当者数は倍増させてい

120

ません）。その結果、2019 年度では 7,651 尾、

80

パブロバ
2020 7.0
年度ではさらに生産担当者を変えた上で、
6.0

8/6

8/13

8/20

8/27

9/3

9/10

9/17

5 卵質（上）および産卵数（下）の推移
図 4図 卵質（上）および産卵数（下）の推移
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魚が獲れない時期に市場に供給できる「安全な
及活動に、海生研も協力させてもらっています。
地場産の魚」とするため、漁業者さんが養殖を
海生研の自主事業で生産したヒゲソリダイを漁協
行うことを目指しています。昨年度より、漁業
や市に毎年譲渡し、一般向けの料理教室で扱われ
者さん主導の試験的な養殖が始まっており、地
たり、市が企画する各種業界との懇親の場で提供

元のスーパーでも試験販売が行われました（図
されたりしています（図
13）
。漁業者さんと市の
計画では、冬等の魚が獲れない時期に市場に供給
12）。我々はこのうち、飼育技術に関する助言
できる「安全な地場産の魚」とするため、漁業者
等で協力をさせていただいております。

さんが養殖を行うことを目指しています。昨年度
このように、地元の要望からはじまった取り
より、漁業者さん主導の試験的な養殖が始まって
組みが、徐々に活動の幅を広げており、養殖や
おり、地元のスーパーでも試験販売が行われまし
PR のための自治体予算が措置されるなど、
地元
た（図
14）
。我々はこのうち、飼育技術に関する

図 14ヒゲソリダイの試験養殖（取上げ作業）
ヒゲソリダイの試験養殖（取上げ作業）
図 12
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トピックス

アルテミアふ化幼生と卵殻の
サイズ差を利用した超速卵殻分離法
公益財団法人ひょうご豊かな海づくり協会

栽培資源部

兵庫県栽培漁業センター
主査

1．はじめに

檍

秀隆

きた方法です。しかしながら、1kL 容量のアルテ

アルテミアはブラインシュリンプとも呼ばれ、

ミアふ化槽でふ化した幼生を回収し、計数から水

その幼生は観賞魚を含めた海産魚類の繁殖では、

槽洗浄までの作業を終わせるのに 1 時間以上の時

後期仔魚および稚魚の餌料として利用されていま

間が掛かります。当施設は種苗生産現場の職員数

す。またアルテミア乾燥耐久卵は長期間の保存が

が少なく、アルテミア幼生の卵殻分離作業に時間

可能で、塩水に入れると 1 日程度でふ化するため、

を取られることが問題でした。

必要に応じて動物性プランクトンを計画的に入手
することができます。
こ の た め、 海 産 魚 類 や エ ビ 類 を 生 産 し て い
る日本全国および世界中の種苗生産施設では
主に北米グレートソルトレーク産の Artemia

franciscana や中国産の A . sinica の乾燥耐久卵が
大量に用いられています。
仔稚魚に給餌するアルテミア幼生を得るには、
乾燥耐久卵からふ化した幼生と卵殻（未ふ化卵を
含む）を分離する工程が必要となります。通常の
卵殻分離方法は、アルテミア幼生の走光性を利用

図１

卵殻分離中のアルテミアふ化槽

した光走分離法が一般的ですが、幼生を分離する
のに多くの時間が掛かっていました。当施設では
平成 23 年度から卵殻分離の時間短縮を目的とし
て、プランクトンネットを用いて物理的に分離す
る方法に変更し、1 億個体のアルテミア幼生を 5
分程度で分離することが可能になりました。

2．光走分離法
当施設での平成 23 年以前の卵殻分離法は、①
光を遮断するため、アルテミアふ化槽の底部以外

図２

光により幼生を集める工程

を暗幕で覆い（図１）
、②卵殻を浮かせ未ふ化卵
を沈めるため、エアーストーンを取り除いて培養

10

3．ネットを用いた卵殻分離法

水の流れを止め、③底部に照明を当て幼生を集め

北米産アルテミアは、ふ化してから 15 回程脱

（図２）、④水面に分離した卵殻が水流に巻かれて

皮して成体となります。ふ化直後の第１期幼生の

流れ出ない様に排水バルブを絞りながら時間を掛

全長は約 480㎛ですが幅は 180㎛程度です。そし

けて回収する方法でした。

て卵の直径は 240㎛程なので、幼生の幅と卵殻の

この卵殻分離法は、栽培漁業発足当時の 50 年

大きさの差を利用して分離できないかと考えまし

以上前から、ほとんどの種苗生産施設で行われて

た。種苗生産現場では頻繁に使用されているプラ

豊かな海
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す。そして卵の直径は 240μｍ程なので、幼生
の幅と卵殻の大きさの差を利用して分離できな
いかと考えました。種苗生産現場では頻繁に使

図３

当初の分離に用いていたネット等

用されているプランクトンネットの 100 目(NBC

Topics

工業製ニップ強力網)がオープニング 225μｍ
なので、このネットを使用して分離試験を行い
ンクトンネットの
ました(表１)。 100 目 (NBC 工業製ニップ強力
網 ) がオープニング 225㎛なので、このネットを

表１

アルテミア第 1 期幼生、100 目オープ

使用して分離試験を行いました ( 表１)。

ニングおよび卵殻径の比較

表１

アルテミア第 1 期幼生、100 目オープニング
および卵殻径の比較

アルテミア 第１期幼生

＜100目 ＜卵殻径

図４

当初のネット分離設置状況

全長480μm・全幅180μm ＜225μm ＜240μm

当初の方法は、水を張ったバットの中にアルテ

図６

卵殻分離中

ミア回収用のプランクトンネットを設置し、その
当初の方法は、水を張ったバットの中にアル
中に少し小さい 100 目で作った袋を入れて、水
テミア回収用のプランクトンネットを設置し、
中で２重になるようにして行いました
（図３、４）。

その中に少し小さい 100 目で作った袋を入れて、
水中で２重になるようにして行いました（図３、
４）。
ところがこの方法では、アルテミア幼生に掛

図５

改良型ネット分離

かる水圧が弱いようで 100 目の袋を幼生は通過
しませんでした。
図７

そこで、図５のように空中に設置した 100 目

ネットに残った卵殻

カゴにふ化槽の排水バルブを全開にしてアルテ

図３

当初の分離に用いていたネット等

図８

図４

給水前のアルテミア乾燥耐久卵

当初のネット分離設置状況

図９

ネットに止まった卵殻

ところがこの方法では、アルテミア幼生に掛か
る水圧が弱いようで 100 目の袋を幼生は通過し
図５

改良型ネット分離

ませんでした。

豊かな海

ト�ックス③檍秀隆.indd 11

No.52

2020.11

11

2020/11/10 17:49

セット後のアルテミアの形態を 30 分ごとに調べ
ました（図 12）。横軸がふ化水温、縦軸が卵セッ
ト後の経過時間となっています。積算水温（水温
×時間の積算）を４色に色分けしているのは、緑
が未ふ化、青が第１期幼生の平均全長が 480㎛以
下、赤色が少しでも第２期幼生が出現、そして黄
色がネット分離のタイミングである第１期幼生の
平均全長が 480㎛以上で第２期幼生が出現してい
ない領域となります。ネット分離の積算水温は水
図 10

ネットを通過中のアルテミア幼生

温が高くなればなるほど低い数値となります。ま
た、その範囲も狭くなる傾向にあります。ふ化水

そこで、図５のように空中に設置した 100 目

温が 26℃の積算水温は 520 〜 611℃の範囲です

カゴにふ化槽の排水バルブを全開にしてアルテミ

が、28℃のふ化水温の場合は 490 〜 574℃となり

ア幼生を流し込む方法を検討しました。この方法

ます。

であれば、アルテミアに水圧が掛かり、一瞬で幼

図 12 の表を基にして、ふ化水温別の分離回収

生だけが通過して下に設置したプランクトンネッ

時間をグラフにしました（図 13）。当施設では通

トに回収され、100 目ネットに卵殻と未ふ化卵だ

常はふ化水温 26℃、21 時間回収で行い、夏期は

けが残ることが分かりました（図６、７）。

28℃、18.5 時間で行っています。

顕微鏡で観察すると、アルテミアの乾燥耐久卵
は空気が抜けたボールの様になっていて（図８）、
給水していないと 100 目ネットを通過しますが、
水を含むと球状に膨張し 100 目ネットを通過し
ません。また、卵殻も幼生がふ化したので中央に
亀裂が入っていますが球状を保っており 100 目
ネットに止まります（図９）。そして、第１期幼
生は強い水圧が掛かると 100 目ネットをすり抜
けて通過します（図 10）。
図 11 北米産アルテミア幼生
左側：第 1 期幼生 右側：第２期幼生

4．ネット分離のタイミング
ネット分離の方法が掴めたので、次は分離のタ
イミングを調べました。アルテミアの第１期幼
生は被甲が柔らかいため、脱皮をしなくても少し
ずつ大きくなります。そして、ふ化時間とその後
480㎛以上になれば、ふ化率が高い数値で安定し
ていることを確認しました。次に、第２期幼生は
幅が 240㎛程度となり 100 目のネットを通過しな
いことも確認しました。
つまり 100 目ネットでの最適な分離のタイミン
グは、第１期幼生の平均全長が
480㎛以上となっ
図１１ 北米産アルテミア幼生
てから第２期幼生が出現するまでとなります（図

左側：第 1 期幼生

11）
。

右側：第２期幼生

アルテミアは水温によってふ化時間が変わりま
す。ふ化水温別に最適なネット分離のタイミン
アルテミアは水温によってふ化時間が変わり

卵セット後経過時間（時間）

の成長には多少の個体差があります。平均全長が

16
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積算水温別アルテミア幼生の形態

グを把握するため 24 〜 28℃の範囲における、卵
ます。ふ化水温別に最適なネット分離のタイミ

図１２コラム中の数値は積算水温（水温×時間）
積算水温別アルテミア幼生の形態

ングを把握するため 24～28℃の範囲における、

コラム中の数値は積算水温（水温×時間）

卵セット後のアルテミアの形態を 30 分ごとに
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調べました（図１２）。横軸がふ化水温、縦軸
が卵セット後の経過時間となっています。積算
水温（水温×時間の積算）を４色に色分けして
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Topics

積算水温別アルテミア幼生の形態

コラム中の数値は積算水温（水温×時間）
次にじょうごにセットする 100 目のネットを

を 30 分ごとに

張ったカゴ。これは自作するしかありません。作

ふ化水温、縦軸

成方法は、型枠としてトリカルネット（タキロン

ています。積算

製・N-29 等）を用い、じょうごの内側に合う大

色に色分けして

きさで円柱状の枠を作製。次にその枠に合うよう

１期幼生の平均

に 100 目ネットを張ります（図 15）。
この状態では分離中の強い水圧によって 100

しでも第２期幼

目のネットに皺ができ、その皺に卵殻が溜り幼生

分離のタイミン

が抜けにくくなるので、４㎜径のステンレス針金

が 480μｍ以上

をトリカルネットにタイラップにて接続し、水圧

領域となります。

図 13
図１３

高くなればなる

時間
5．ネット分離法の器材

、その範囲も狭

温が 26℃の積算

ふ化水温別、卵セットからの回収時間
ふ化水温別、卵セットからの回収

このネット分離法の導入を検討する機関のた

5． ネ ッ ト 分 離 法 の 器 材

め、当施設で使用している具体的な器材をご紹介

が掛かっても緩みがでないようにしています（図
16）。また、注意点として新しい 100 目ネットは
撥水加工がされているようで最初は海水が通過し
にくいのですが、10 〜 20 回程度使用すると撥水
が弱まり抜けやすくなります。

このネット分離法の導入を検討する機関のた
します。

次に 100 目ネットを通過したアルテミア幼生

す。

め、当施設で使用している具体的な器材をご紹
まず、直径 50㎝位のじょうご（アロン化成

を回収する袋状のプランクトンネットです。ネッ

水温別の分離回

製じょうご大）。穀物を袋に入れる用途のものな
介します。

トの種類は NXX13（NBC 工業製

、28℃のふ化水

１３）。当施設

のでホームセンターにて安価で購入できます。
まず、直径 50 ㎝位のじょうご（アロン化成

オープニング

100㎛）を使用し、直径 33㎝、長さ 1 ｍのサイズ

そして、じょうごを載せるじょうご台は 20㎜の

に作ったもので１回に 1 億個体、直径 40㎝、長

塩ビパイプとチーズ継手で自作しています（図

さ 1.2 ｍのサイズで作ったもので１回に２億個体

なのでホームセンターにて安価で購入できます。
14）
。

のアルテミア幼生を回収することができます（図

時間回収で行い、

製じょうご大）。穀物を袋に入れる用途のもの

ています。

そして、じょうごを載せるじょうご台は 20 ㎜の

17）。

塩ビパイプとチーズ継手で自作しています（図
１４）。

図 14

じょうご、じょうご台

図 15

卵殻分離用 100 目カゴ

図 16 水圧でネットに皺ができないように針金で補強

図 17

アルテミア回収ネット
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図 18

ふ化槽の排水管から分離用の 100 目カゴに
アルテミア幼生を流し込む配管

最後にアルテミアふ化槽の排水口から 100 目
ネットにアルテミア幼生を流し込む 40 〜 50㎜の
塩ビ配管となります。排水バルブを全開で分離す
る時は水圧が強すぎて 100 目ネットを通過する

図 19

アルテミアの第１期幼生で回収するように
なり不要となったアルテミアふ化槽

【ネット分離法のデメリット】
① アルテミアの第１期幼生は開口していないの
ですぐに栄養強化ができません。
② ネット分離の場合、排水バルブを全開で分離、

卵殻が多くなるので水圧を弱めるために二つに分

回収するので回収ネットが溢れる恐れがある

岐しています ( 図 18）。

ため、光走分離法のように作業現場を離れる
ことができません。

6．従来の光走分離法と比較したネット分離法
のメリット・デメリット
【ネット分離法のメリット】

③ ネット分離法はアルテミアの第１期幼生でな
いと分離できないので、卵セット時間、回収
時間の制約があります。

① 分離作業開始から水槽洗浄までの時間が、光
走分離の半分以下で完了します。
② ネット分離法は光走分離法のように卵殻を浮
かす時間もかかりません。
③ 光走分離法のような卵殻が流れ出ないような
微妙なバルブ調整も不要。排水バルブを全開
で分離回収ができるので、初めての人でも簡

7．ネット分離法の作業工程
当施設で行っているネット分離法の作業工程を
簡単に説明します。
１）アルテミアふ化槽にろ過海水を貯め、水温を
26℃に加温します。
２）細菌の発生によるアルテミア幼生の酸欠を抑
えるため、乾燥卵を添加する直前に培養水

単に分離できます。
④ 光走分離法の場合、水温毎に卵セットから回

１kL 当たり次亜塩素酸ナトリウム（有効塩

収までの時間を調整しないので、アルテミア

素濃度 13％、以下塩素）を 10mL 添加する。

の第２期幼生が出現していることが普通です。

この添加量は培養水１kL に乾燥卵を１㎏以

この場合は酸欠防止のため、ふ化水量１kL 当

上入れた場合の量です。卵量が半分の 500g

たり１㎏の乾燥耐久卵を収容しているのが通

の場合は塩素も半分の５mL に減らさないと

常です。

ふ化率が下がります。

一方で、アルテミアの第１期幼生は開口し

３）ふ化水温が 26℃の場合、20 〜 23.5 時間の範

ていないので酸素の消費量が少ないのか、あ

囲が第１期幼生の全長が 480㎛以上で第２期

るいは第２期幼生と比較して酸欠に強いのか

幼生が出現していない時間ですが、分離回収

は不明ですが、ふ化水量１kL 当たり２㎏の乾

中に第２期幼生が出現しないように 20 〜 22

燥耐久卵を収容してもふ化率は落ちません。

時間の範囲で回収しています。

その結果、ふ化槽の水槽数が半減しました。
（図

４）エアーストーンと立管を除去し分離ネット、
じょうごを設置します。

19）

５）排水バルブを全開で分離回収します。
６）100 目ネットは卵殻による目詰まりで幼生が

14
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Topics
9．おわりに

抜けなくなる前に洗浄します。
７）回収した幼生は栄養強化槽での細菌の繁殖を
抑えるため水道水に３分浸漬しています。

現在、日本に輸入されているアルテミアの産地
は北米産の他に中国産、ベトナム産の３つがあり

８）使用後のふ化槽、エアーストーン、チタンヒー

ます。当施設でもオニオコゼの種苗生産にベトナ

ター等は擦り洗い、高圧洗浄機等による洗浄

ム産アルテミアを使用しています。ベトナム産ア

は行いません。以前はこのような洗浄を行っ

ルテミアは、卵径が小さいため北米産と比較して

ていましたが、ふ化率が安定しないことが

多少卵殻の混入がありますが、作業時間の短縮の

多々ありました。この原因がふ化槽、ヒーター

ため、すべてネット分離法で回収しています。

管等に取り残されたヌメリによる細菌の繁殖

ネット分離法は作業時間の短縮ができるのが利

と考え、洗浄方法を塩素による殺菌洗浄に変

点ですが、熟練者が行った光走分離法および塩素

えてからふ化率が安定しました。方法として

と苛性ソーダによる溶殻法と比較すると卵殻の混

は、元の水量まで海水を貯め、汚れたエアー

入が少し多いのが現状です。

ストーン、ヒーター管を入れ、塩素を海水１

当施設で生産している魚種でオニオコゼ、マコ

kL 当たり 100mL 添加し 30 分以上殺菌した

ガレイ、マダイ、カサゴ、メバル等の場合、アル

のち、チオ硫酸ナトリウムを 10g 添加して中

テミア幼生に混入した卵殻をほとんど摂餌しない

和させて排水しています。

のでネット分離法で問題はありません。しかし、
ヒラメ仔稚魚は卵殻を積極的に摂餌するので、給

8．ネット分離法と光走分離法の併用

餌の初期は光走分離法に変更しています。

アルテミアのネット分離の効果が発揮されるの

当施設で行っているネット分離法はオープニン

は、乾燥耐久卵が 500g 以下の量を手早く回収す

グ 225㎛生地の厚さ 280㎛の 100 目ネットを使用

る場合です。当施設での種苗生産繁忙期は 1.4kL

していますが、オープニングが 200㎛や 210㎛の

容量のアルテミアふ化槽に、最大３㎏の乾燥耐久

目合いで生地の厚みも半分以下のネットもあるの

卵を添加して、６億個体の幼生を分離回収してい

で、このようなネットの使用により卵殻の混入が

ますが、この卵量だと回収直後に大量の幼生が流

更に減らせるかも分かりません。ネット分離法も

れ込むため数秒で 100 目ネットが目詰まりして

まだまだ改良の余地がありそうです。

作業が煩雑になります。このような場合は、流下
する幼生が多い分離回収の初期（10 分程度）だ
け光走分離を行い、その後 100 目ネットを設置
してネット分離を行っています。また卵量が２㎏
を超える場合は、少しでも目詰まりを遅らせるた
め大型のコンテナ（SHINWA 社製

型番 FP60、

53.5 × 83.5 × 18.7㎝）を加工したじょうご状の
ものに 100 目カゴを設置して行っています（図
20）
。

図 20

コンテナをじょうご状に加工
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種苗生産場のウイルス病との闘い
（ウイルス感染価を低減して、種苗を作る）
～①親からのウイルス感染を抑制する～
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産技術研究所養殖部門

シラスウナギ生産部

研究支援職員

１

2

はじめに

有元

操

壊滅的被害

新型コロナウイルスの影響下で、未知のウイル

国内では昭和 58 年から平成 10 年にかけ約 80

ス病との付き合い方が注目されています。感染予

種の魚介類の種苗生産技術開発が盛んに行われま

防として、少しずつ感染リスクを低減（手洗い、

した。一方、その多くの魚種で疾病が発生し、現

うがい、マスクの着用、三密の回避等）していく

場は大変苦しみました。旧日本栽培漁業協会（現

ことが有効と言われています。振り返ると、種苗

在の国立研究開発法人水産研究・教育機構）では、

生産場でも同じようなことがウイルス病対策とし

量産種で壊滅的な被害があった主な種はシマアジ

て有効と考えられます。

（ウイルス性神経壊死症）、クルマエビ（クルマエ

種苗生産現場では、種苗を作る基本条件である

ビ急性ウイルス血症）
、マダイ（マダイイリドウ

飼育環境（水温、DO、塩分濃度、水量等）や餌

イルス病）、ヒラメ（アクアビルナウイルス病）
、

料組成（餌の種類・給餌量、給餌時期等）の条件

ブリ（ウイルス性腹水症）等があります 1）。

が整い、ようやく一つの種苗生産場で 100 万尾

シマアジは、漁獲量が極めて少なく、かつ美味

近くの種苗ができ、喜んでいると重大なウイルス

であったことから、昭和 50 年頃から種苗生産技

病と遭遇し、打ちのめされます。種特異的なウイ

術が進められ、昭和 63 年度には日本栽培漁業協

ルスが莫大に増えた結果としても捉えられ、ウイ

会上浦・五島両事業場で 83 万尾の種苗を作るこ

ルスとの戦いが始まります。

とができ、ようやく種苗 100 万尾台生産への期

得てして、ウイルス病は予期しない時に起こり、

待が持てるようになりました。しかし、平成元年

現場では手をこまねき、お手上げ状態になり、あ

に 未 知 の ウ イ ル ス 病（ ウ イ ル ス 性 神 経 壊 死 症

る程度の期間、壊滅状態が続きます。いかに早く、

（Viral Nervous Necrosis、VNN）、写真 12）、23）、

生産性を回復し、種苗を生産するかが肝心です。

33））に遭遇し、1 尾の種苗も生産できなくなりま

種苗生産場で重要なことは、種苗を作ることで

した。それ以前にも飼育中の仔稚が大量に死亡す

あって、病原体を完全に駆逐することではありま

ることは経験していましたが、「１尾も残らず、

せん。種苗生産場で仔魚が感染しない程度に病原

何回やっても全滅！」というのは日本栽培漁業協

体の量（感染価）を低め、病気の発生を抑制でき

会はじまって以来のショッキングな出来事でし

ればそれで良いと思います。勿論、ワクチンとい

た。

う高度なものがあれば話は別になります。
ここでは、経験に基づいて種苗生産現場でのウ
イルス病との付き合い方を考えてみます。

クルマエビは、言わずと知れた栽培漁業の代表
種で昭和後期から平成初期にかけて毎年全国で約
1 億尾以上の種苗が放流されました。日本栽培漁
業協会志布志事業場では、多い時で約 1 億尾の種
苗を生産し、都道府県と共同で種苗放流試験を行
っていましたが、平成 9 年度にクルマエビ急性ウ

16
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写真 1

 化 9 日後のシマアジ
ふ

VNN 病魚
A：健全魚
B：病魚（鰾の膨満、脊索の湾曲）
写真 2 SJNN に感染したシマア
ジ仔魚の眼（上段）および脳（下
段）
→：空砲組織

写真 3 SJNN に感染したシマ
アジ仔魚の網膜細胞に見られ
るウイルス粒子
スケール：200nm

イルス血症（PAV）が発生し、種苗配布が滞り、

シマアジの VNN の発生状況、原因ウイルス

都道府県が行う放流事業に多大な支障を来しまし

SJNNV（Striped Jack Nervous Necrosis Virus）

た。上記 2 種以外でもウイルス病による人工種苗

の性状と病原性、親魚や仔魚からの SJNNV の抗

への重大な被害は、枚挙にいとまがありません。

原、ウイルス遺伝子の検出、親魚のウイルス抗体
価の保有状況および実施した防除対策結果から得

ウイルスはどこからくるのだろうか？
3
（ウイルスの感染環）
種苗生産場で未知のウイルス病が発生した時、

られた知見を総合的に考察すると、種苗生産場で
は図 1 のような SJNNV の感染環が推定されます。
親魚の卵巣・精巣から SJNNV の抗原やウイル
ス遺伝子が検出されること、親魚が SJNNV 抗体

どのような防除対策を取って良いか分かりませ

を持つこと、受精卵磨砕液で仔魚が感染すること

ん。例として、垂直感染および水平感染も示唆さ

から、本ウイルスは親魚からの垂直感染があると

れるシマアジの VNN について考えてみます。病

推定されました。もちろん、種苗生産場ですので、

原体が未知のウイルスであったため、ウイルスの

飼育海水からの水平感染も十分考えられます。

性状、検査法の開発等については京都大学、広島
大学、長崎大学と共同で手探り状態から研究を進

4

めました。
産卵親魚

ウイルス陰性親魚からの採卵で
VNN は防除できるのだろうか？

親魚の生殖巣からウイルス遺伝子の PCR を行
い、PCR 陰性親魚群と PCR 陽性親魚群に分け産
卵させ、その仔魚を飼育した結果を表 1 に示しま
卵巣卵

した 4）。飼育水はオゾン殺菌海水を使用し、餌料

精子

には PCR 陰性のシオミズツボワムシを用いまし
潜伏感染魚

受精卵

た。
その結果、PCR 陽性親魚群から得られた仔魚
では、すべての 0.5kL 水槽の仔魚で PCR 陽性と

ふ化仔魚

なり、10 日目までに VNN が発生し全滅しました。
一方、PCR 陰性親魚群から得た仔魚では、VNN
が発生しなかった 0.5kL 水槽 2 面があり、VNN

斃死仔魚

図１

SJNNV の感染環

の発生時期は PCR 陽性群よりも明らかに遅い時
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期でした。

受精卵消毒で VNN は
防除できるのだろうか？

5

今回の試験で飼育に用いた用水、器具、餌料、
人等を通じて水平感染がなかったと仮定すると、

受精卵消毒は、垂直感染防止策として有効な方

収容した仔魚の中に病魚が含まれるかどうかで発

法です。

生の有無が生じたと考えられます。感染試験結果

シマアジの受精卵では SJNNV 抗原、PCR に

で は、1 尾 の VNN 病 魚 が 存 在 す る と 0.5kL、
60kL 水槽でも感染が成立することから、PCR 陰

よるウイルス遺伝子の検出でウイルスを検出でき

性親魚群 5,000 尾中にウイルス感染魚が 1 尾も含

ませんでした。しかし、受精卵磨砕液を一旦仔魚

まれかったグループが存在したと考えられまし

に接種し、仔魚でウイルスを増やしてからさらに

た。

PCR で検出する（バイオアッセイ法）ことによ

従って、PCR による親魚選別は有効と判断さ

り受精卵にウイルスが存在することを確認しまし

れます。しかし、PCR 陰性親魚群でも 4 水槽で

た。受精卵のどの部位にウイルスがいるか分かり

VNN が発生したことから、生殖巣には検出限界

ませんが、受精卵表面にいれば消毒は有効と考え

以下のウイルスが存在し、仔魚の飼育過程でウイ

られます。

ルスが増殖・蔓延し、病気が発生した可能性があ

そこで、ヨード剤（イソジン液、有効ヨウ素

ります。親魚選別だけでは、VNN の防除は不十

10mg/ml、明治製菓製）で受精卵を消毒し、得ら

分と言えます。

れたふ化仔魚を飼育し、SJNNV 抗原を検出した
結果を図 2 に示しました。なお、純化した本ウイ

な お、PCR 陰 性 親 魚 群 か ら 得 た 仔 魚 で は、
0.0001kL 水槽（100mL ビーカー）や 0.5kL 水槽

ルスは、ヨード剤で不活化が可能（50ppm,10 分）

の一部で VNN が発生しなかったことから、小さ

なことが明らかにされています 5）。また、ジマア

な水槽に仔魚を小分けして飼育（収容尾数を少な

ジ受精卵は、産卵時期によりヨード剤への感受性

くする）する方法は有効と思われます。ウイルス

が異なり、産卵盛期には 80ppm（15 分）の処理

感染仔魚の混入を低減することにより、種苗を作

でもふ化率には影響はありませんが、産卵末期に

れる可能性があります。

は 20ppm（15 分）の処理でもふ化率が低下する
傾向にあります。このため 20 ～ 80ppm の濃度範
囲で受精卵を消毒し、その効果を調査しました。
対照区（未処理区）ではふ化後 6 日後からウイル

表 1 PCR 陽性および PCR 陰性親魚群から得られた仔魚の
PCR陽性およびPCR陰性親⿂群から得られた仔⿂のSJNNV検出結果と感染率

表1

⽔槽番号

仔⿂の
収容尾数(尾)

(kL)

SJNNV 検出結果と感染率
b

ふ化後⽇数

⽔槽容量
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

感染率
12

13

14

15

16

17

18

19

20

(%)

PCR陽性親⿂から得られた仔⿂のSJNNV検出
a

1

5,000

0.5

2

5,000

0.5

3

5,000

0.5

−

4

5,000

0.5

5

5,000

6

5,000

7

ー

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

−

−

−

＋

＋

＋

＋

＋

＋

−

−

−

−

＋

＋

0.5

−

−

−

−

＋

＋

＋

0.5

−

−

−

−

＋

＋

＋

5,000

0.5

−

−

−

−

−

−

8

5,000

0.5

−

−

−

−

−

9

5,000

0.5

−

−

−

−

−

10

5,000

0.5

−

−

−

−

11

5,000

0.5

−

−

−

−

12

5,000

0.5

−

−

−

100
100
90
100
＋

＋

＋

100

＋

＋

＋

＋

100

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
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a：0.5kL、 60kL⽔槽では毎⽇10尾をサンプルし、⽇齢9までは10尾を1サンプルとして、日齢10以降は個体ごとにPCR検査した。
b：感染率は各⽔槽の試験終了⽇に10尾をサンプルし、個体ごとにPCR検査した。
c：60個のビーカーに仔⿂30尾を収容した。
d：0.0001kLビーカーでは⽇齢7のみ10尾をサンプルした。
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ようになると思います。ウイルス感染防止のため
には、あらゆる可能性を想定し、それぞれの感染
確率を少しでも下げる努力が必要と思います。
日本栽培漁業協会では、1990 年にシマアジの
種苗生産を 51 回行い 51 回とも 1 尾も種苗がで
きませんでした。しかし、少しずつウイルス感染

（405nm）

価を抑制する防除対策を行い、2 年後には VNN
の発生率は低下し（41.1％）、72 万尾の種苗をつ
くることができ、生産性を回復できました。
種苗生産場のウイルス対策として、今すぐに使
用できる特効薬はありませんが、種苗生産場のウ
イルス量（感染価）少しずつを下げていくことが

図 2 ヨード剤で受精卵消毒した仔魚からの ELISA 法
による SJNNV 抗原の検出
有効ヨウ素濃度 10 ～ 80ppm（15 分間）で受精卵消毒後、
仔魚を飼育し、仔魚から SJNNV 抗原を検出した。

生産性の回復に繋がります。上手に病原体と生物
生産との折り合いをつけながら対応して行くこと
が必要と考えています。
ウイルス病が疑われた場合、できる対策（施設・

ス抗原量（吸光値、405nm）が上昇し、9 日後に

器具の消毒、病魚の処分、飼育担当者からの感染

は全滅しました。10ppm,20ppm で処理した場合

予防）から始めてみたらいかがでしょうか。

でも 6 日および 9 日後よりウイルス抗原量が高く
な り 9 日、10 日 後 に 全 滅 し ま し た。 一 方、

次回は水平感染防除と飼育手法の改善によるウ
イルス病対策を考えてみたいと思います。

40ppm,80ppm で消毒した仔魚では 11 日後よりウ
イルス抗原量が高くなり、12 日後には全滅しま
した 6）。
このように処理濃度が高い程、全滅までの日数、
およびウイルス抗原が検出されるまでの日数は長
くなりました。この結果、本剤で受精卵消毒効果
は認められるものの、完全にはウイルスを失活で
きないと推定されました。

参考文献
1） 社団法人日本栽培漁業協会（2003） 日本栽培漁
業協会 40 年史 ,53-97.
2） 有元

操・丸山敬悟・古澤

巌（1994） シマア

ジのウイルス性神経壊死症の発生状況 . 魚病研究、
29、19-24.
3） Arimoto M., K.Mori, T.Nakai, K.Muroga,and
I.Furusawa(1993) Pathogenicity of the causative
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実に下げていることも確かです。
新型コロナウイルスへの対応でも、「市販のマ
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【特集】二枚貝を増やす最近の試み－１

本誌 「豊かな海」 では、 2015 年第 36 号から 2019 年第 49 号にかけて、 「リレーでつなぐ、 元気 『アサ
リ通信』」 と題して、 生産減少が著しいアサリを取り巻く自然環境や社会環境と増殖や資源管理の取り組
みを連載しました （http://www.yutakanaumi.jp/pdf/yutakanaumi/clam.pdf）。 また、 アサリ以外の二枚貝に
ついても、 折に触れて興味深い展開をご紹介してきました。
近年、 二枚貝類の資源と漁獲が減退しており、 一方で価格が上昇していることから、 沿岸漁業者からの
増産に向けた施策の要望が強く、 都道府県水産試験研究機関等では新たな視点からの取り組みが増えて
おり、 さまざまな増殖 ・ 飼育技術が進展しています。 そこで、 「二枚貝を増やす最近の試み」 として、 数
回に分けた特集として紹介することとしました。
第１回目は、 生態系の中での二枚貝の位置、 魚類飼育研究者から見た二枚貝飼育の特徴、 アサリや
シジミに使える予想外の餌や天然稚貝の活用事例等を７人の方に紹介していただきます。

1 二枚貝を増やすことの意味
広島大学

名誉教授

松田 治

１．はじめに
二枚貝は、フィルター・フィーダーとも呼ばれ
る濾過摂食者で、海では海水中のプランクトン等
を濾過して餌としています。この濾過作用は極め
て顕著なので「見える化」してみました。図１の
右側は赤潮状態の海水で、かなり濃い着色があり
ます。この海水にカキ（マガキ）の一塊を入れる
と、約 15 分後には左側の状況となりました。こ

図１ 赤潮状態の海水（右）とカキを入れて約15分後の
状況（左）（筆者撮影）
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図2 佐賀県によるサルボウガイを用いたノリの色落ち
回復実験（参考文献２、紹介版）
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集

２．ノリの色落ちと二枚貝をめぐる
課題

の変化から、約 15 分間で赤潮プランクトンが濾
過されて、海水が殆ど透明になっていることが分
かります。
次の例は、赤潮によってノリの色落ちが発生し

ノリ養殖は、日本の沿岸水産業の中でも基幹産

た際に、サルボウガイがノリの色落ちの回復に役

業といわれる程に発展しましたが、2000 ～ 2001

立つことを示した佐賀県（有明水産振興センター）

年の有明海での大不作に象徴されるように、近年

の実験です（図２）。この実験では、赤潮による

では色落ち被害が各地で多発し深刻化しています。

色落ち発生漁場から赤潮海水とノリを採取して実

この問題には、陸域からの栄養塩供給の減少とと

験室に持ち帰りました。赤潮海水にノリだけを入

もに、冬季に発生する大型珪藻プランクトンが海

れた試験区（図 2 の上の写真左側）と、ノリとサ

水中栄養塩を取り尽くすことが重要な原因の一つ

ルボウガイの両方を入れた試験区（図 2 の上の写

とされています。

真右側）を設定し、ノリの色調が 2 日後と 5 日後

一方、二枚貝は、珪藻等を餌として成長し、海

に色彩色差計で測定されました。ここで、ノリと

水中にアンモニア態Ｎ等を排出するので、植物プ

サルボウガイの両方を入れた試験区では、サルボ

ランクトンの除去と栄養塩供給の両方の役割を果

ウガイが赤潮海水中の珪藻を濾過摂食し、ノリの

たしています。しかし、かつて大量に漁獲された

生長に必要な栄養素としてアンモニア態 N（チッ

アサリやサルボウガイ等の二枚貝の漁獲量が、近

素）等を排泄します。その結果、5 日後にはノリ

年著しく減少したことは、二枚貝資源量の激減を

とサルボウガイを入れた試験区では、赤潮海水の

示すもので、前述した二枚貝機能の低下を示唆す

濁りが低減しノリの色調が顕著に改善されたこと

るものです。

が明らかになりました（図２の下側の写真）。

二枚貝の植物プランクトン除去機能が低下すれ

以上の 2 つの例では、二枚貝が赤潮プランクト

ば、植物プランクトンはさらに増殖して赤潮を発

ンを濾過して水質を浄化する作用とノリの生育に

生させ、あるいは未利用のまま枯死、沈降、分解

必要な栄養を排出してノリの色落ちを防ぐ働きが

して、底質悪化や貧酸素水塊発生の原因となりま

示されました。二枚貝は、環境、生態系や水産資

す。このような状況は、二枚貝資源をさらに減少

源に関して非常に重要な役割を果たしていますの

させ、それが植物プランクトンの増殖を助長する

で、本稿では先に紹介した 2 点を中心にして近年

ネガティブ・スパイラル（悪循環）となって、ノ

の研究成果を抜粋的に紹介し、さらには、自然の

リ色落ち問題をさらに深刻化させる恐れがありま

生態系の仕組みの中で、あるいは水産増養殖を通

す。

じて、沿岸域に二枚貝を増やすことにどのような

しかし、逆に二枚貝の資源量を増やすことがで

意味や役割があるのか考えてみたいと思います。

きれば、植物プランクトンの増殖を抑制しながら

図3 「二枚貝の養殖等を併用した高品質なノリ養殖技術の開発」事業の概念図（参考文献５）
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ノリに必要な栄養塩を供給することが可能になり

よって 1 日に約 56,000kL の海水が濾過され、そ

ます。すなわち、赤潮の発生を防ぎノリに栄養を

の中の植物プランクトンが除去されるものと推定

供給する二枚貝は、いわば、
「一石二鳥」の働き

されました。アサリが、しばしばノリ色落ちの原

をするわけで、増えた二枚貝が収益につながれば

因となる大型珪藻ユーカンピアを食べることも実

「一石三鳥」となります。

証されています。

このような観点から、水産庁系の事業として

また、冒頭に示した実験で、サルボウガイによ

2007 ～ 2011 年度には、
「新たなノリ色落ち対策

るノリの色落ち回復が実証されたことは特筆に値

委託事業のうち二枚貝増養殖技術の開発」が実施

します。一連の実験で、サルボウガイによる濾水

され、これがその後の後継事業へとつながり、形

速度が、殻長や水温によって変わる様相と、サル

を変えながら現在も進行中です。例えば、前記の

ボウガイがノリにとって必要なアンモニア態Ｎを

サルボウガイを用いた実験は、
「ノリ色落ち対策

排泄する状況が明らかになりました。

に寄与する二枚貝増養殖技術」開発事業の一環と

二枚貝の種による違いに関しては、アサリ、ウ

して行われました（図３）。なお、筆者はこれら

チムラサキガイ、サルボウガイ、シカメガキの体

の二枚貝の働きに関係する多くのプロジェクトに、

重当たり濾水量を比較すると、シカメガキで最も

検討委員などの形で長らく関わってきました（参

多く、次いでサルボウガイ、アサリ、ウチムラサ

考文献２、３、５、６、７等）。

キガイの順でした。一方、アンモニア態Ｎの排泄
速度には、種による大きな違いは認められません

３．植物プランクトンの除去実験
二枚貝は、一般に海水中の植物プランクトン等

でした。

４．二枚貝の現地放流試験

の懸濁物を選択的に濾し取って食べ、同時に、体
内代謝によりアンモニア態Ｎや尿素を海水中に排

前項では室内実験の結果を紹介しましたが、現

出することが知られています。実際に微細藻類パ

場海域ではどうでしょうか？福岡県が行ったアサ

ブロバを用いた室内実験では、様々な条件下でア

リの現地放流試験では、試験期間中の海水中アン

サリの濾過能力と栄養塩排泄速度が測定されまし

モニア態Ｎ濃度は、アサリ放流区で対照区（アサ

た。一例として、殻長 3㎝のアサリは、20℃で 1

リ非放流区）よりも高い傾向を示し、現場海域で

日に 14.3L の海水を濾過することが計測されま

もアサリによる栄養塩排出効果が認められました。

した。室内実験結果から、天然海域でのアサリに

現場海域でのアサリによるプランクトン除去試験

よる植物プランクトンの除去量も推定されました。

では、観測事例のすべてにおいて、アサリ放流区

例えば、1ha の干潟に殻長 3㎝のアサリが 500 個

の海水中クロロフィル蛍光強度（植物プランクト

体 /㎡の密度で生息する場合、冬季にはアサリに

ン量の指標）が対照区の値を下回り、アサリによ

図4 港内試験中のクロロフィル蛍光強度の連続観測結果（参考文献５）
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二枚貝を増やす最近の試み−１

るプランクトンの除去効果も確認されました。

Ｐの取上げとなるカキの無給餌養殖の場合にも、

流れが比較的穏やかな港内の試験では、アサリ

局所的に見ると、例えば養殖場直下の海底への面

をカゴに収容し、その位置で海水中クロロフィル

積時間当たりのＮ、Ｐ負荷は、カキ養殖がない場

蛍光強度が連続測定されました。また、アサリに

合に比べて増加することになるので注意が必要で

よる栄養塩排出効果を確認するため、アサリ収容

す。これは、カキが糞や擬糞を海底に落とすから

区および対照区（アサリ非収容区）のカゴ位置で

で、高密度養殖の場合には、底質を汚染しやすく

チューブポンプを用いて海水を採取し、栄養塩分

なりますので、無給餌養殖の場合にも十分な注意

析が行われました。2018 年 2 月の試験期間中に

（対策）が必要です。十分に注意しないと、底質

観測されたクロロフィル蛍光強度の連続記録を図
４に示します。

集

汚染や底層水の貧酸素化を起こすことになります。
このように考えると、海域への栄養の負荷がプ

この図から、アサリ収容区のクロロフィル蛍光

ラスになる給餌養殖とマイナスになるノリやワカ

強度は常に対照区よりも低いことが分かります。

メ、二枚貝養殖を組み合わせてプラス・マイナス

これは、アサリの摂食によって植物プランクトン

を相殺するアイデアが浮かびます。イメージ的に

が除去されたためと考えられます。試験期間中の

は、例えば魚類給餌養殖から生まれる栄養塩類を

栄養塩分析結果は、アサリ収容区で硝酸態Ｎおよ

植物プランクトンや海藻に利用させ、海藻により

びアンモニア態Ｎが対照区を上回り、アサリの排

回収するあるいは植物プランクトンは二枚貝に食

泄による栄養塩の排出が現場海域でも確認されま

べさせて二枚貝の水揚げにより回収するというも

した。

のです。
このような組み合わせにより、魚類給餌養殖だ

５．物質循環から見た二枚貝養殖

けから負荷される栄養塩による富栄養化や海藻養
殖だけから生まれる栄養塩不足を解消する持続的

次に、二枚貝養殖が物質循環に果たす役割を考

な養殖が、少なくとも原理的には可能になります。

えてみましょう。例えば、カキ養殖は基本的に無
給餌養殖ですから、物質循環の観点からは、ハマ

6．「豊かな海」に向けたヒント

チ養殖などの給餌養殖とは全く異なる役割を担っ
ています。例えば、富栄養化や赤潮の発生、ノリ

今回紹介した成果だけでは、現場海域での二枚

やワカメの生育にも必要な栄養塩類の循環の面か

貝の働きが十分定量的に明らかにされたとはいえ

らＮとＰ（リン）の収支を考えると、ハマチ養殖

ませんが、一連の研究からは、二枚貝がどの程度

は餌として大量のＮ、Ｐを与えて、少量のＮとＰ

の機能を発揮できるか等、様々な有益な情報が得

を水揚げとして回収する事業です。水揚げされな

られました。その中で浮き彫りにされたのは、直

かった残りのＮ、Ｐは排泄物や残餌として海域環

接的なアプローチで二枚貝にノリの色落ち防止効

境中に負荷されます。これに対し、カキの無給餌

果を現場海域で発揮させるためには、莫大な量の

養殖は、海域にはＮ、Ｐを負荷せずに、カキの水

二枚貝が必要だということです。この結果からは、

揚げとしてＮやＰを回収する行為となります。ノ

次のような教訓が得られます。

リやワカメの養殖も、施肥等がなされなければ、
海域からＮやＰを取上げる行為となります。

かつての有明海では、海域全体での二枚貝資源
量が極めて大きかったので、ノリ養殖漁場付近

以上から、養殖漁場海域全体に対するＮ、Ｐの

にわざわざ二枚貝を補充しなくても、海域全体の

マクロ的収支としては、ハマチ等の給餌養殖では

二枚貝が、植物プランクトンの除去機能と栄養塩

海域に対するネット（正味）の負荷がプラスにな

の供給機能を十分に果たしていたと考えられます。

るのに対し、カキの無給餌養殖やノリ、ワカメの

将来的には、このように自然の生態系が物質循環

養殖では、ネット（正味）の負荷がマイナス、す

を適切に機能させる状態を目指すべきではないで

なわち、海域からのＮ、Ｐの取上げとなります。

しょうか？

従って、この場合、前者の給餌養殖は富栄養化を

今、仮に、今回取り上げたノリ・植物プランク

促進し、一方、後者の無給餌養殖は富栄養化を抑

トン・二枚貝の 3 者だけからなる極端に単純化し

制することになります。ただし、マクロ的にはＮ、

た生態系を想定してみると、3 者の機能がバラン
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スよく発揮されないと、生態系内の物質循環が維

もなります。

持されずに、3 者のそれぞれも持続的には生息で

以上から、自然の生態系の中で二枚貝に十分な

きないことが容易に想像できます。植物プランク

多面的機能を発揮させるためには、二枚貝を増

トンが卓越する赤潮状態は様々な弊害をもたらす

やして豊富な二枚貝資源量を維持しておくことが

ので歓迎されませんが、同様に、ノリだけ、二枚

必要であることが分かります。ただし、二枚貝養

貝だけが卓越する漁場も持続的な物質循環と生態

殖はマクロ的には富栄養化の防止に役立ちますが、

系の維持の観点からは望ましくないことが分かり

局所的には環境悪化を招く場合もあるので適切な

ます。

対策が必要です。いずれにしろ、二枚貝資源を増

「豊かな海」での生態系と食物連鎖を考えると、

やす際には、できるだけ生物多様性が維持された

スムーズな物質循環がないと栄養塩も各食段階の

物質循環系の中で二枚貝資源を増やして、十分に

生物もたちどころに枯渇あるいは過剰となってし

その多面的機能を発揮させ、その中で人間が持続

まいます。この生態系全体の仕組みをできるだけ

的に海の恵みを享受するという長期的な視点が必

持続的に維持するアプローチが生態系管理ですが、

要です。

これを実現するのは非常に難しいため、現時点で
は、次善の策として軌道修正しながら管理する順
応的管理が、様々な施策の中で推奨されています。

【参考文献】
１）川口修、山本民次、松田治、橋本俊也（2004）水

7．二枚貝の多面的機能を生態系で
活かす
最後に、生態系の中における二枚貝の多面的機
能を考えてみましょう。水産資源としての二枚
貝は食料生産に大きく貢献していますが、有用で

質の長期変動に基づく有明海におけるノリおよび
珪藻プランクトンの増殖制限元素の解明、海の研
究、13（2）、173-183.
２）水産庁増殖推進部研究指導課他、日向野純也（編）
（2012）、ノリ色落ち対策に寄与する二枚貝増養殖
技術ガイドライン、（独）水産総合研究センター 増
養殖研究所、203pp.

ないものを含めて二枚貝は生態系の中で実際には

３）水産庁増殖推進部研究指導課他（2012）平成 22・

様々な多面的機能を発揮しています。藻場や干潟

23 年度 新たなノリ色落ち対策技術開発委託事

には多くの多面的機能が認められていますが、こ

業のうち二枚貝増養殖技術の開発 成果報告書、

のうち、例えば、水質浄化、透明度の上昇、有機
物の分解、餌場の提供などには、藻場や干潟に生
息する二枚貝の働きが大きく寄与しています。
食物連鎖の中では、二枚貝の二次生産者として
の役割が重要です。すなわち、一次生産者である
植物プランクトンと高次生産者をつなぐ役割です。

147pp．
４）松田治（2012）二枚貝による植物プランクトンの
制御－新たなノリ色落ち対策としての可能性－、
アクアネット連載第 46 回（11 月号、56-60）
．
５）国立研究開発法人 水産研究・教育機構（2018）
「二
枚貝の養殖等を併用した高品質なノリ養殖技術の
開発」報告書、76pp.

クロダイによるアサリの「食害」は、見方を変え

６）国立研究開発法人 水産研究・教育機構 瀬戸内海

ればアサリが魚介類の餌として重要なことを示し

区水産研究所（2018）ノリ、ワカメ養殖場におけ

ています。二次生産者が存在しなければ、高次生

る栄養塩供給技術実証試験事例集（事業成果ダイ

産は生まれません。二枚貝は人間の食料として重
要なだけでなく、自然の生態系の食物連鎖の中で
は、高次生産を支える大切な役割を担っています。
このような役割は、地域の人々が直接海に関わ

ジェスト）、18pp.
７）ノリ養殖技術開発共同研究機関（2019）環境変
化に適応したノリ養殖技術の開発

委託事業報告

書、104pp．

りながら身近に「豊かな海」を実現する里海の考
え方にも相応しいので、各地で進められている里
海づくり活動では、アサリ等の二枚貝を増やす取
り組みは大きなテーマとなっています。アサリ等
の二枚貝が増えれば、潮干狩りなども楽しむこと
ができ、人々が海に親しむ機会が生まれることに

24

04-1 特集

松田.indd 24

豊かな海

No.52

2020.11

2020/11/12 16:24

特

二枚貝を増やす最近の試み−１

集

2 都市近郊の内湾がSDGｓを目指すうえでの二枚貝の価値
−環境生態学者の視点から−

国立大学法人島根大学 学術研究院 環境システム科学系
生物資源科学部 環境共生科学科担当
教授

１．はじめに

〜SDGs と里海〜

山口 啓子

然」ではなく、人間が適度に手を加えることによ
り、生物多様性や生産性が高まった海や湖といえ

現在、至るところで SDGs への対応が求めら

るでしょう。現在では、水産庁や環境省の HP で

れています。SDGs とは 2015 年 9 月に国際連合

も「里海」の概念が紹介されています。例えば、

で採択された Sustainable Development Goals（持

人工藻礁や魚礁を入れたりする漁場再生の動きは、

続可能な開発目標）の略で、17 の大きな目標を

里海を取り戻す活動を典型的に表しています（図

掲げ、全世界においてこれらの目標の達成に向

２）。牡蠣養殖の筏に魚が集まってくる、それを

けて、様々な行政（自治体）・企業・教育機関・

狙って釣りをする人がいる、そんな風景も、里海

NPO/NGO が対応を進めています。「豊かな海」

です。陸からの栄養を受け、育った海の恵みを漁

という本誌は、17 の大きな目標のうちの「14 海

獲物として陸に戻す、その物質循環をつなぐこと

の豊かさを守ろう」というカテゴリーと強く関係

も里海の大事な役割です。

するでしょう。
「海洋と海洋資源を持続可能な開

身近な内湾で SDGs に取り組むには、この里

発に向けて保全し、持続可能な形で利用する」目

海の概念を上手く取り入れて、持続可能な漁業を

標達成にむけて、我が国としても積極的に対応す

人間が作り育てていくことが大切です。

る旨が水産庁からも示されています。海のなかで
も、人々が多く生活する平野部につながる内湾は、
もともと、人間活動に有効に利用されてきました。
海岸での釣りや干潟での潮干狩りといった誰もが
参加できるレジャーから、曳き網や定置網、波静
かな特徴を利用した養殖といった、本格的な漁業
まで、内湾は豊かな海の幸をもたらす「宝の海」
でした。そもそも、内湾は河川からもたらされる
豊富な栄養と浅い水深、穏やかな波のため、高い
生産性があり、たくさんの人々の生活を支えまし
た。

図１ 管理されなくなって汚れた海辺（中海）

しかし、内湾周辺には都市が発達し、特に高度
経済成長期以降、いわゆる「公害」で代表され

図1 管理されなくなって汚れた海辺（中海）

た水の汚染・汚濁や富栄養化、ヘドロの堆積や赤
潮がおこり、内湾は「汚れた海」となり、環境悪
化の一途をたどり、内湾の漁業は衰退していきま
した（図１）
。近年は下水処理や水質改善が進み、
環境意識の高まりとともに、豊かな海を取り戻そ
うという動きが強まっています。
それに関連して、近年注目されているのが里海
の概念です。里海（里湖）とは、
「里山」の海バージョ
ンとして近年作られた造語です。
「手つかずの自

図2 人工藻礁 （株）海中景観研究所 提供

図２ 人工藻礁 （株）海中景観研究所 提供
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擾乱 Bioturbation による物質循環の促進や効率

２．内湾が抱える問題と二枚貝漁業の
重要性

的な水域からの栄養塩の除去も行います。堆積物
中に生息することにより、水域の物質循環を高め
るポンプの役割をします（図４）。これらは、二

上にも述べたように都市近郊の内湾は汚染がす

枚貝の重要な機能です。また、水圏生態系の基本

すみ、内湾の水環境は重点的に対策をすべき課題

酸素

として取り扱われるようになりました。

懸濁物

水

そんな中、環境科学において注目されたのが二
枚貝です。二枚貝の多くは「ろ過摂食」を行い水

擬糞

糞

中の植物プランクトンをエラで濾し取り、口に運
んで餌としています（図３）。二枚貝は、この水
環境の浄化機能が高いことから水域生態系に大き

出水管

入水管

な影響を与えることが知られるようになりました。
水中の懸濁有機物を減少させ、水の濁りを取り除
く沈殿促進作用だけで無く、植物プランクトンの
異常増殖である赤潮の発生を抑制、さらにはろ過
の結果として窒素やリンなどの栄養塩を水中から
生物体として固定します。これらは「生物的堆積

体

が大きく変動することの生態系への影響を緩和す

口

懸濁物

るバッファ（調整）の役割をはたします。それに

質の分解や栄養塩の移動を促したりといった生物

繊毛運動
による
運搬

浮遊粒子（植物プランクトン
・デトリタスなど）

水中の懸濁物が生物によって
固定された物質

加えて、堆積物中に生活することで底質をかき回
したり（耕耘）
、酸素を含んだ水を送り込んで底

擬糞

唇弁

促進作用 Biodeposition」とよばれ、水中の栄養
を底質や生物として貯留し、植物プランクトン量

エラ

生
物

堆積物

図3 二枚貝によるろ過機能と生物的堆積促進作用
Biodeposition

系外除去

捕食・移動・漁獲

漁業の
重要性

物質循環のポンプ

底質の
浄化

バイオターべーション

脱窒

図4 底生生物による物質循環促進

図4 底生生物による物質循環促進
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的な食物連鎖は、植物プランクトン→動物プラン

とになります（図６）。しかし、この負のスパイ

クトン→小型魚類→大型魚類→人間という流れに

ラルを正のスパイラルに巻き直すことができれば、

なりますが、植物プランクトン→二枚貝→人間と

水域は徐々に豊かな里海を取り戻すこともまた考

いう経路の方が、栄養段階数が少ないため、効率

えられます。すなわち、物質を循環させるポンプ、

よく水中の栄養を高次消費者が利用でき、その結

二枚貝を養殖することで、負のスパイラルを正の

果、効率よく水中から系外除去することができま

方向へまき直すことができるかもしれません。

す。
（図５）
。里海の概念として、漁業には、水域
と陸域のあいだをつなぎ物質循環を促進するとい
う重要な役割がありますが、二枚貝漁業は、この
循環を促進する効果が非常に高いといえます。
二枚貝をはじめとした大型の底生生物は、沿岸
の水圏生態系を安定的に持続的に利用する上で、
重要な役割を持っています。漁業によって里海を
人間が上手に利用することにより生産性が向上し、

赤潮の増加

ヘドロの増加
酸素消費

集

貧酸素化

負（－）のスパイラル
植物プランクトンの増加

二枚貝の死滅
栄養の流入
漁獲（栄養の除去）
減少

回りながら悪い方向へ

さらに陸から流れ込んだ栄養を食物連鎖を通して
水中から陸上へともどす循環を促進する。このこ
とが正に SDGs の持続可能な開発へとつながり

赤潮の減少

ヘドロの減少
酸素消費減少
図６A

貧酸素化抑制

正（＋）のスパイラル

ます。

植物プランクトンの抑制

１／１０

鳥
人間
大型魚類

水域から陸上へ移動
＝海と陸の物質循環

漁 獲 など
系外除去
１／１０

大型の一次消費者
← 生物量が安定

小魚
１／１０

１／１０

二枚貝
動物プランクトン

二枚貝の増加
漁獲（栄養の除去）
増加

人が手を加えて

豊かな生物が育つ循環へ
図6 負のスパイラルから正のスパイラルへ

１／１０

図６B
植物プランクトン

３．中海におけるサルボウガイ漁業
動物プランクトンを経て利用するよりも

10-100倍
倍
効 率 の 良 い系 外 除 去

生態系が
安定

図5 食物連鎖と生態系ピラミッド

図5 食物連鎖と生態系ピラミッド

そのような負のスパイラルを正に変えようとい
う試みが，今まさになされているのが中海です。
中海は戦後、食糧増産のための改変の結果、一度

一方、多くの内湾で問題となっているのが貧酸

は水域として終わったと考えられました。しかし

素水塊の発生です。下水処理が普及し陸域から流

今、中海でも、水域と地域住民とのつながりを取

入する人為的な栄養塩の削減は進みましたが、底

り戻す、里海としての復活が期待されています。

質にたまった有機物（内部負荷）や昨今のゲリ

その主役となるのが、サルボウガイです。サル

ラ豪雨などによる土砂の流出で有機物が増加して

ボウガイは地元では「赤貝」として親しまれてお

います。また、気候変動の結果、塩分成層が発達

り、赤貝の煮付けや赤貝飯は今も出雲から中海周

する傾向にあります。結果として、貧酸素水塊の

辺地域では、冬の欠かせない郷土料理です（図７）
。

発生が起こり、貧酸素化は二枚貝をはじめとした

しかし、中海周辺のスーパーで普通に売られてい

底生生物の大量斃死をもたらします。二枚貝の大

る赤貝の産地は、岡山県であったり、佐賀県であっ

量斃死がおこると、水域の浄化機能が失われ、植

たりで、中海産のものではありません。

物プランクトンの増加・赤潮の発生が起こり、大

かつての中海では、サルボウガイ（赤貝）は島

量の植物プランクトンの死骸が底質の上にたまり、

根県側だけでも年間数百トンの漁獲があり、主

底質のヘドロ化や下層水塊での酸素消費が増加

要な水産物でした。しかし、1977 年を最後にそ

し、貧酸素水塊が頻発する、そしてまた、二枚貝

れ以降、漁獲がゼロの状態が続きました（図８）。

の斃死がおこり、水域は負のスパイラルに陥るこ

その理由としては、高度経済成長期やそれ以前
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になりました。狭い範囲ではありますが、サルボ
ウガイの母貝生息域が確認され、2009 - 2011 度
年農林水産省による「新たな農林水産政策を推進
する実用技術開発事業」のプロジェクト「環境変
化に対応した砂泥域二枚貝類の増養殖生産システ
ムの開発」として採択され、この研究プロジェク
トで得られた成果をもとに、2013 年より、島根
県水産技術センターと中海漁業協同組合の協力に
より、サルボウガイの試験養殖がはじまりました。
もともと中海は閉鎖性の高い内湾であるため、親
貝から発生した浮遊幼生は湾内奥部へと運ばれや
すい性質があります。しかし、近年は浅場のアマ
モなど藻場が減少し、底層の貧酸素化が進行した
図7 サルボウガイの煮付け
ことで奥部へ運ばれた浮遊幼生のほとんどが死ん
図７ 赤貝の煮付け（中海漁協提供）
（写真：中海漁業協同組合提供）

でしまいました。しかし、そこに採苗器を設置す
ることで、大量の稚貝を得ることができました（図
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漁獲量（ｔ/年）
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９）。その種苗をもちいて、中海の中でも酸素が
あって植物プランクトンも多い中層（塩分躍層付
近）を利用することで、カゴ吊り式の垂下養殖を
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行うことができました。初年度シーズンの水揚げ
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島根県漁業統計より作図

図8 中海における漁獲量の推移

図８ 中海における漁獲量の推移

からの水域の富栄養化などによる環境悪化もあ

は 1500kg でしたが、徐々に規模を増やし、平成
30 年度には 8 トンの出荷がありました。現在 50
名ほどの組合員がこの養殖試験に参加し、まずは
10 トンの出荷を目指しています（図 10）。現在、
この 50 名は中海内の 13 地区でカゴ吊り養殖試

ります。しかし、この時期に漁獲がゼロとなった
最大の理由は、中海干拓淡水化事業の工事が開始

藻場の消失と貧酸素化の進行

されたことです。中海干拓淡水化事業では、広大
な面積を干拓し農地を造成するとともに、中海を
淡水化して農業用水を確保する計画になってお
り、それまで盛んに行われていた（当時の漁業者
は 1500 人程度）内湾漁業ができなくなることか
ら、中海の漁業者は漁業権の返納を余儀なくされ

海草など
付着✕

幼生

貧酸素

死亡

採苗器の設置による種苗確保

ました。それまで中海の主要な漁業であった貝桁

採 苗 器 の設 置

による漁業も行われなくなりました。更に干拓堤
防建設による海水流動の変化とともに中海の水質
悪化・貧酸素化も進み、中海は底物の魚介類がほ

幼生

貧酸素

とんど採れなくなっていきました。
このように、中海はかつては人と水域とが共存
する里海であったものが、干拓淡水化事業を境
に水域として人に利用されなくなり、里海とし
ての機能を失ったという歴史があります。しか
し、2000 年には本庄水域の干拓中止、2002 年に
は中海淡水化事業も中止が決定したことから、再

目の細かい網に古網を入れた採苗器 → 一袋で数万の種苗

び「豊かな水域」としての利用が検討されるよう

図9 中海における天然採苗
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二枚貝を増やす最近の試み−１

験を実施していますが、その中でも高い収穫を上

また、サルボウガイの養殖を行うことで、産卵す

げているのは安来地先で、中海の中でも植物プラ

る親貝が増加し、浮遊幼生が増加し、採苗の安定

ンクトンの発生が多く、時に赤潮も起こる水域で

的確保ができるようになれば、水域のさらなる「正

す。水域の豊富な栄養によって発生する豊富なプ

のスパイラル」の加速につながることも期待され

ランクトンを利用したカゴ養殖から、豊かな中海

ます。

を再び里海として利用していく姿が見えます。
カゴ養殖では、フジツボなどの付着生物の除去

もちろんサルボウガイだけで全てが変わる訳は
ありません。漁業を生業にできる状態になるには、

など、困難な課題もありますが、様々な方法で除

残念ながらまだまだ乗り越えねばならない課題が

去や付着防止を試みています。

たくさんあります。それでも地域住民の心が中海

一方、天然採苗では年変動が著しく、年によっ

集

に向かい、中海を里海として復活させ共に生きて

ては冷夏で産卵がほとんどなかったり、風向きに

いこうとし、SDGs にむけてアクションを起こし、

よっては浮遊幼生のほとんどが日本海に流出した

PDCA サイクルの中で持続的な利用と保全を続

りすることがあるため、種苗の入手が不安定とい

けていく。その中海復活のシンボルとしてサルボ

う問題もあります。それを補うために、島根県水

ウガイがあります。

産技術センターが人工採苗技術を確立し、種苗の

水域を再び豊かな里海とするには、漁業者だけ

安定供給を担ってきましたが、今後、その人工採

でなく、水域に関わる地域住民、そして行政の協

苗も漁業者に任せる方針です。人工採苗は繊細な

力が必要です。中海が再び里海として、持続的な

飼育環境管理を必要とすることから、中海漁協で

人間とのつながりを取り戻してくれることを願わ

は今後の種苗供給の安定性を懸念しているとのこ

ずにいられません。

とです。
謝辞：本原稿作成にあたり、中海漁業協同組合
には、中海のサルボウガイ養殖に関する情報と写
真をご提供いただきました。記して感謝いたしま
す。

図10 中海におけるサルボウガイの試験養殖
（写真：中海漁業協同組合提供）

また、現在はあくまで「試験養殖」として、一
部の有志によりサルボウガイの養殖試験が行わ

図９ 中海におけるサルボウガイの試験養殖
れていますが、漁業として規模を拡大するには本
（中海漁協提供）
格的な「養殖事業」が認められる必要があります。
漁業権の再設定という大きな壁がたちふさがる中

図１０A 赤貝販売風景

海の現状では，まだ本格的な漁業が行えない、事
業拡大が困難というジレンマもあります。
中海産のサルボウガイは地域住民に大好評で受
け入れられており、他地域産の 2 〜 3 倍の値段で
も購入希望者が後を絶ちません。毎年 12 月には、
地元の道の駅で限定販売され、購入希望者で行列
ができるほどです（図 11）
。このことは、中海に
再び、人の目が向き、人と水域がつながり、里海
として再び機能することを期待させてくれます。

図11 道の駅本庄での赤貝限定販売
（写真：中海漁業協同組合提供）

図１０B 道の駅本庄での赤貝販売風景
（中海漁協提供）
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3 魚屋が取り組んだ海産二枚貝類種苗生産技術開発の考え方
国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産技術研究所
養殖部門 生産技術部
研究員

兼松

正衛

１．きっかけ
縁あって、私が海産二枚貝類の種苗生産技術開
発に取り組み始めたのは、2005 年（45 歳）に遡る。
2003 年 10 月に、所属していた旧・日本栽培漁業
協会と水産総合研究センターとの組織併合があり、
当時の上司であった桑田

博さん（元・研究開発

コーディネーター、現・当機関誌編集担当）から「ア
サリ資源が激減しており、人工種苗の要望が強い
ので君が担当してほしい」との指令を受けたこと
図1

がきっかけであった。アサリの種苗生産技術開発
は、我が国ではすでに 1950 年代から取り組みが
開始されていたが、当時の漁獲生産量は 12 〜 16

２．アサリ量産技術開発の進め方

万トンレベルと高水準にあったこと（図１）から、
取り組み機関が少なかった。ところが漁獲生産量

2005 年の取り組み開始当時に、桑田さんが作

は 80 年代中盤から徐々に減少し始め、2005 年に

成されたアサリ技術開発計画案が残っていたので、

は 3 万 4 千トン、2016 年にはとうとう 1 万トン

ここに掲載させていただく（図２）。現・水産研究・

を切り、現在も過去最低を更新し続けている。そ

教育機構におけるアサリ技術開発は、図２の各技

こで、人工種苗をアサリの増養殖に利活用するこ

術要素項目（種苗生産、中間育成および放流・養

とで国産アサリの生産量の向上を図るため、安定

殖プロセス）に沿って取り進められた。
での技術開発計画（2005年8月・桑田 博氏作成）

的な大量生産技術の開発についての要望が急速に
高まっていた。本種の種苗生産では細菌性疾病が
頻発し、浮遊幼生期のあらゆるステージで急減す
るなど飼育が不安定であった。そのため D 型幼生

図２．アサリの資源回復に向けた栽培漁業センター

種苗生産の問題点

・廉価な管理技術が必要
・細菌症対策

・漁協でできる技術実証
対
応

・廉価な安定大量餌料供給

から稚貝までの生残率が 10％以下と低く、殻長

・大量生産で低コスト化

・市販藻類を種に大量培養

種苗生産
中間育成の問題点
・廉価で大量の餌料確保
・食害防除

トは 10 円以上も掛かると試算されていた。

中間育成

それまで、カンパチ、シマアジ、クエ、クロマ

・天然餌料藻類の有効利用
・海面筏によるアップウエ
リング飼育技術と装置開発

リガザミ等甲殻類）の種苗生産しか職務上の経験

区水産研究所伯方島庁舎と百島庁舎）として、ア
サリ、ハマグリ、タイラギ等海産二枚貝類の種苗
生産技術開発に取り組むこととなった。

30
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対応

中間育成の技術開発

グロ、サワラ、ホシガレイ等魚類（一部、ノコギ

までの 15 年間、瀬戸内海を拠点（旧・瀬戸内海

貢
献

・大量生産時の細菌症対策

10 〜 20㎜サイズ人工種苗の一個当たり生産コス

はなかったが、こうして本年 3 月に定年退職する

各サイズ種苗
を資源調査
用に供給

種苗生産の技術開発

基本的飼育技術は完成

放流・養殖
放流（養殖）の問題点
・廉価な地まき放流（養殖）
・食害防除

貢
献

放流（養殖）の技術開発
対
応

・漁協でできる技術実証
・各浜に適した防除法開発

・個別漁協の放流を商業ベースで自立促進
・放流（養殖）貝は出荷前に産卵するため、産
卵母貝集団として機能する。＝自活した養殖
漁業がすなわち増殖手段となる。

貢
献

県・漁協で
実施可能な
大量生産
システムを

貢献

開発・実証

・資源調査に標識種苗を提供して連携

図2 アサリの資源回復に向けた栽培漁業センターでの
技術開発計画（2005年8月・桑田 博氏作成）

2020.11
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特

二枚貝を増やす最近の試み−１

国産アサリ天然貝の平均販売単価は約 500 円／
㎏（殻長 35㎜の殻付き重量 10g ／個として、一

集

資源・漁獲量情報や、アメリカ・中国等海外の養
殖事情についても視野を広げることが出来た。

個当たり約 5 円）と安く、漁獲量が激減した現在
もほとんど変わっていない。収益を得るためには、
人工種苗の生産コストをなるべく低く抑える必要

３．海産二枚貝類の特徴と
技術開発経過

があり、
「低コストで安定的な大量生産技術を開
発すること」が喫緊の課題であった。具体的に
は、天然海域における放流・養殖開始が可能な殻

最初に困ったことは、至極当然の事であるが、
「二枚貝類には表情がない」ため、「活力を判断す

長 7 〜 10mm サイズの生産コストを約 1 円 / 個で、

る指標が魚類と異なって難しい」ことであった。

１千万個を安定的に生産するための技術開発を目

魚類であれば、目視観察による遊泳行動や摂餌行

標とした。

動、あるいは光学または実体顕微鏡を利用して消

そこで、当時（現在も）トップレベルの飼育技

化管内の餌を直接計数（例えばワムシの咀嚼器）

術を有する千葉県水産総合研究センター東京湾漁

すること等により、仔魚期の活力・健康度の判定

業研究所に研修を受入れていただき、「百聞は一

が可能である。多くの魚類飼育担当者は、それら

見に如かず、最先端の技術を習得すること」を目

のいずれかをメルクマールとして日常の健康状態

標とした。幸いなことに、今もアサリ種苗生産関

を判断し、給餌量や飼育管理方法を調整している。

係者のバイブル的教書である「アサリ種苗生産の
現場基礎技術」
（2004 年 3 月，千葉県水産総合研

図３に、アサリ浮遊幼生期の各ステージと殻長
サイズを示す。

究センター）を作成した鳥羽光晴さん（現・東京
海洋大学客員教授）が在籍されており、アサリ関
連課題を担当しておられた小林

豊さん（現・主

任上席研究員）の温かいご指導のもと、2 年掛かっ
て採卵、浮遊幼生期から稚貝生産までの一連の基
礎技術をひとまず身につけることが出来た。二枚

トロコフォア（体長９０μｍ）

D型
型幼生期（殻長９５～１２０μｍ）

貝類の主餌料である浮遊性微細藻類の培養につい
ては、増養殖研究所南勢庁舎におられた岡内正典
さん（元・主幹研究員）の元に押しかけ、元株の
周年維持保存培養から屋外における大量培養方法
までを、基礎から教えていただいた。
これらの研修をきっかけに、東京湾漁業研究所
が主催していた「あさり勉強会」に参加し、同

アンボ期
（殻長１２０～１８０μｍ）

フルグロウン期
（殻長１８０～２４０μｍ）

図３．アサリ浮遊幼生期の各ステージと殻長範囲
図3 アサリ浮遊幼生期の各ステージと殻長範囲
（水温22～25℃で約2～4週間）
（水温22～25℃で約2～4週間）

会の参加者からの要望を受けて「二枚貝類飼育技

二枚貝類幼生では、そもそも口器は外観からは

術研究会」の設立に携わったことは、技術開発を

みえず、面盤（べラム、図３のフルグロウン期

進める上から貴重な契機となった。魚類関係と異

幼生が殻の右側に出している軟体部分）を通して

なって全国的に大変少ない二枚貝類の種苗生産研

直径 5㎛以下の浮遊性微細藻類のみが餌料として

究・技術者達との交流で、様々な情報交換が出来、

取り込まれるため、摂餌行動を目視観察すること

二枚貝類独特の技術的ノウハウを見聞することが

は不可能である。そこで、光学顕微鏡を利用し

可能になったことは有難かった。

て 40 〜 100 倍に拡大して軟体部の染色具合を観

さらに、全国水産試験場長会の肝入りで設立

察することにより、摂餌量の多寡を判断するしか

された「アサリ資源全国協議会」
（2003 年 8 月〜

ない。給餌している微細藻類の種類により、消化

2012 年 3 月、水産庁と水産総合研究センターが

管の色合いは変化し、珪藻類の場合にはこげ茶色、

事務局）にも参画する機会があり、その後 2012

ハプト藻類の場合には緑がかった茶色を呈し、摂

年から水産総合研究センターが引き継いだ「アサ

餌量が多いほど濃色となる。また、幼生ステージ

リ研究会」の事務局を担当したことで、北海道か

（あるいは殻長サイズ）によっても消化管の染色

ら西日本・九州まで広く分布するアサリの海域別

度合いは異なるので、各飼育担当者個人の経験に

豊かな海
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（殻長２２０～２６０μｍ）
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よる主観的判断によって、幼生の活力を判断する

く、急速に短時間で飼育幼生全てが底面に沈下し、

しかない（図４）。

大量死亡を招くことも頻繁に観察された。多くの
場合一晩のうちに急変し、摂餌状態は良好にもか
かわらず閉殻してパッチ状に沈下堆積して死屍
累々の惨状となる。
アサリ幼生では、沈下個体の増加に気づいてか
ら数時間以内であれば、アミノ酸の一種グリシン
による浸漬処理（1,000ppm × 30 分）で回復可能
であることも分かったが、多くの場合悪あがき
せず、速やかに飼育を中止して消毒作業にかかっ
た方が良い。飼育個体が一度でも全沈下するよう
な飼育事例では、たとえ幼生が生き残って稚貝が

図4 摂餌個体（左）と異常個体（右）。

図４．摂餌個体（左）と異常個体（右）
異常個体は摂餌していない。
異常個体は摂餌していない。

飼育海水の殺菌処理でも失敗した経験がある。
細菌性の疾病を防除する目的で、飼育海水の紫外

得られたとしても大変低い生産効率しか得られず、
徒労に終わることが多いためである。予防的には、
定期的（3 〜 5 日間隔）に幼生を全回収して紫外
線殺菌処理海水で洗浄し、新しい水槽へ移し替え
る方法が有効であった。

線殺菌処理を行っていたが、強い殺菌処理を期待

稚貝期では、幼生期とは逆に、毎日だらだらと

して紫外線殺菌装置の適正処理水量の十分の一程

緩慢に少数ずつの死亡が続き、死亡が収まる頃に

度に絞り込んで使用していたため処理水中にオキ

はわずか数％程度の生き残り個体しか得られない

シダントが発生し、幼生の成長を著しく低下させ

ケースが多い。このような際に状態を回復させる

てしまった（図５）
。この経験から二枚貝類幼生

には、魚類同様、海面へ移して大きく飼育環境を

では低濃度のオキシダントでも悪影響を及ぼすこ

刷新し、生海水中の天然餌料を摂餌させることが

とを知り、以降、紫外線殺菌装置を使う場合は、

もっとも効果的であった。

適正処理量を遵守することにした。

また、魚類と共通の活力・健康度の指標とし
て、殻長（魚類は全長）の日間成長度が利用出来
た。健康で活力の良い幼生では、毎日成長が進行
し、着底変態期直前まではほとんど成長を停滞さ
せることはない。このことから、殻長の測定作業
が日々の飼育作業に欠かせないルーチンワークと
なった。成長の停滞現象は、飼育幼生が何らかの
不調を訴えていると考えており、給餌微細藻類の
質および量的問題、疾病の前兆、飼育環境（水温、

図 5 図５．ＵＶ処理海水に含まれるオキシダント（0.02ppm）がアサリ
紫外線殺菌処理海水に含まれるオキシダント
浮遊幼生に与える影響 （2007年の飼育事例： 右の大型幼生
（0.02ppm）がアサリ浮遊幼生に与える影響（2007年の飼育
が砂ろ過海水飼育群、左の小型幼生がUV海水飼育群。いずれ
も日齢５のD型幼生期）
事例：右の大型幼生が砂ろ過海水飼育群、左の小型幼生
が紫外線殺菌海水飼育群。いずれも日齢５のD型幼生期）

塩分）の不適、原生動物の増殖等によって引き起
こされる。また、卵質によって初期成長が著しく
悪い場合があり、アサリでは殻長 110㎛、タイラ
ギでは殻長 130㎛を超えない D 型幼生期のまま

浮遊幼生期の遊泳行動は、幼殻の定期的な開閉

アンボ期まで進行しない飼育群では、飼育を継続

によって上下方向へ浮き沈みするのみ（フルグロ

してもほとんど稚貝の得られないことが多い（例

ウン期には面盤（べラム）の発達により鞭毛と繊

外もあるが）。

毛運動によって自在方向の遊泳行動が可能となる

したがって、摂餌状態と沈下個体の有無および

が）である。活力不良個体では、幼殻を閉じた状

殻長成長を把握することで、二枚貝類幼生の飼育

態で水槽底面に沈下したままとなるため、定期的

状況を判断するための指針にすることが出来た。

に底面からサンプルを採取して観察した方が良い。
特に浮遊幼生期にはビブリオ等の細菌性疾病に弱
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特

二枚貝を増やす最近の試み−１

立ちはだかり、解決までの道のりは苦労の連続で

ハプト藻類のパブロバ・ルセリ、イソクリシス・

あった。飼育環境が不適正の場合にはなかなか着

タヒチ株およびイソクリシス・ガルバナの 5 種

底せず、最後には死亡してしまう。この問題点に

類がメインとなる。いずれも粗放的大量培養では、

ついては、共同研究をしていた瀬戸内海区水産研

増殖ピークの停滞期から衰退期まで短期間（概ね

究所廿日市庁舎の手塚尚明さん（現・主任研究員）

水温 25 〜 30℃で接種から一週間程度）で枯死に

が、2009 年に実験室内におけるマイクロプレー

至るので、活力の良い対数増殖期から停滞期初期

トレベルで適正な着底条件を発見し、種苗生産の

ステージの培養液を給餌する必要がある。停滞期

安定・量産化につながる大きなブレークスルーと

後期や衰退期に入った培養液では、繊毛虫類や細

なった。すなわち、塩分環境と底砂の有無により、

菌数が多くなり、飼育幼生に悪影響を与えること

全く着底に至る日数と稚貝変態率、その後の成長

となるので使用してはいけない。2012 年に増養

が大きく異なるのである。

殖研究所の徳田雅治さん（水産技術研究所南勢庁

2014 年に行った実験では、フルグロウン期幼

舎・主任研究員）と共同で繊毛虫の添加試験を行っ

生（平均殻長 215 〜 225㎛）を 30L 水槽に塩分

た際には、アサリ幼生に高い致死性を有する株が

12、21 および 30 の 3 段階で各 4 面ずつ収容し、

みつかっている（未発表）。これらの微細藻類は

収容時に貝化石（
（株）グリーンカルチャア製：

バッチ式の拡大培養が必要となるため、実験室内

ロイヤルスーパーグリーン、平均粒径 317㎛）を

における周年の元種管理が必要である。市販の冷

10g 散布して 15 日間の飼育を行った（止水、キー

蔵濃縮製品のなかには大量培養用の元種に再利用

トセロス・ネオグラシーレを給餌）。その結果、

できるものがあり、作業の省力化と低コスト化に

生残率は 42.3 〜 89.2％、着底率は 6.7 〜 84.9％

役立った。

と大きく異なり、塩分 12 区が有意に高い結果で

殻長 1 〜 3㎜のアサリ稚貝を放流・養殖直前

あった（ρ <0.05、図６）
。この方法を大型の種

の 7 〜 10㎜まで飼育する「中間育成過程」では、

苗生産水槽に応用し、アサリの着底直前であるフ

体重の増加に合わせて指数関数的に大量の餌料用

ルグロウン期幼生を塩分 12 前後という極端な低

微細藻類が必要になる。必要量を人工的に培養す

塩分濃度に移し替え、水槽底面に「貝化石」を散

ることは困難で、大型陸上水槽やクルマエビ養殖

布することで、スムーズに着底・変態させること

池等を施設内に保有していなければ難しい。そこ

が出来るようになった。

で、2008 年にアメリカ、オーストラリア等で使
用されている FLUPSY（フラプシーと略称する、

100
生残率
生
残
率
・
着
底
率

80

％

40

60

集

着底率

b

c

海面筏式アップウェリング飼育装置）を我が国で
初めて輸入し、瀬戸内海燧灘に浮かべて海水中の
天然植物プランクトンを利用したところ、殻長 7
〜 10㎜ 100 万個程度の種苗を餌料コストゼロで

a

（（ ））

生産（水温 20℃以上の期間に 2 〜 3 か月程度必要）

a

することが出来た（図７）。

b
20

a

0
塩分30区

塩分21区

塩分12区

図6 異なる塩分濃度がアサリフルグロウン期幼生の15日
図６．異なる塩分濃度がアサリフルグロウン期幼生の
15日
日後の生残・着底に与える影響
後の生残・着底に与える影響（異なるアルファベットは有
（異なるアルファベットは有意差あり）
意差あり）（ρ<0.05） （ρ<0.05））

二枚貝類の人工飼育では、孵化して最初に餌を
食べ始める D 型幼生から親貝まで、餌料は微細
藻類のみである。餌料として利用可能な微細藻類
は、珪藻類のキートセロス・カルシトランス、キー
トセロス・ネオグラシーレ（商品名グラシリス）、

図７．海面筏式アップウェリング飼育装置（FLUPSY）と、育成したアサリ稚貝
図7
海面筏式アップウェリング飼育装置（FLUPSY）と、
（殻長7～10㎜）
育成したアサリ稚貝（殻長7～10㎜）
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以上のような技術開発成果の積み重ねにより、

を把握することである。

採卵から殻長 10㎜までのアサリ種苗生産コスト

これまで私が経験してきた、あるいは同じ職場・

は、ようやく 2015 年には一個当たり 0.9 円まで

組織内で同僚達が各対象種について「量産技術開

低減することが可能となった（図８、９）。

発へのブレーク・スルー」を果たした瞬間を見聞

100

して感じたことは、いずれも、「魚種を問わず対

100

生生残残率率（（
％％））

象種の幼生期では、各ステージに適した飼育水槽

80

内の水流環境にコントロールすること」がとても

60

重要であった。シマアジ、クエ、クロマグロ、イ

40

30

20

セエビをはじめ、二枚貝類のタイラギ、最近では

15

7.5

2.5

0
受精卵

D型
型幼生

着底稚貝

殻長2mm 殻長10mm

．アサリ種苗生産における各ステージの生残率
図8図８
アサリ種苗生産における各ステージの生残率
（瀬戸内海区水産研究所の2007～
～20011年
年：5年
年間平均）
（瀬戸内海区水産研究所の2007〜2011年：5年間平均）

マダコで、幼生期の適正な水流環境とその制御方
法をみつけることによって種苗生産の安定化が飛
躍的に進歩して来た。水族館におけるクラゲ飼育
の長期化が可能となったのも、クライゼル水槽の
開発と適正水流の発見によるものである。本稿で

備品
11%

費用合計：895万円
生産ｺｽﾄ：0.895円／個

はこれら各魚種の個別技術についての説明は省略
消耗品
9%

人件費
42%

するが、水温・塩分や餌料の栄養要求および強化
方法等の重要度と同等に、対象種に適した水流環
境のコントロールが種苗生産の安定化に数々と役

餌料費
17%
光熱水費
15%

雑役務費
6%

立って来たのである。
その発見の過程には、各飼育担当者の「たゆ
まぬ観察からの発想（気づき）」があり、水流環
境の改善と適正化に役立ったものと推察している。

図9 採卵から殻長10mmまでのアサリ生産コストの内訳
図９． 採卵から殻長10mmまでのアサリ生産コスト
対象魚種は異なれど、今後もいろいろな種苗生産
（春と秋の年2回で1,000万個生産時）
の内訳

（春と秋の年2回で1,000万個生産時）
これまで数多くのアサリ種苗生産を経験したと

技術の開発に携わっていく方々に、私の経験と考
え方が少しでもお役に立てれば幸いである。

ころ、面白いことに気が付いた。それは、技術レ
ベルが未熟で飼育環境が不適正の頃は着底までの
浮遊期間は長く、着底サイズは大きくなるという
ことである。当初は、アサリ浮遊幼生期の飼育期
間が 20 〜 30 日以上、着底サイズは殻長 280㎛も
の大きさであったが、餌料用微細藻類の種類およ
び状態に気配りし、幼生のステージに合わせて塩
分を適正化していく等により、14 〜 20 日程度で
殻長 220㎛程度の着底稚貝を得られるようになっ
ていた。天然での着底サイズが 220㎛と言われて
いることから、ようやく種苗生産技術が天然海域
での成長に追い付いてきたのであった。

４．おわりに
以上、雑駁な私の経験の数々と、その時々に考
えた二枚貝類種苗生産技術開発の進め方を書き
連ねてきた。最後に、もうひとつだけ追加させて
いただきたい重要な技術要素がある。それは、各
対象生物に適した飼育水槽内の、「適正水流環境」
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特

二枚貝を増やす最近の試み−１

集

4 アサリはグルコースを食べる？
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産技術研究所 百島庁舎
特任部長

１．はじめに

内田 基晴

２．マリンサイレージの研究と
派生知見

農業や畜産など陸上での 育てる (culture) 産
を

UMS は粒子の直径が約 6µm と植物プランクト

取り入れた知恵があります。例えば生ごみを発

ン餌料と同等で、アサリが捕食するのに適した

酵させて得た有機肥料は、化学肥料では実現困

サイズです。アオサのような迷惑海藻を何処か

難な持続的な農業を可能にします。また牧草は

遠くに運んで焼却や埋立処分するのではなく、そ

サイロに保管すると発酵して pH が低下すること

の場で微生物処理して餌料に変換し、循環的に

で、長期保存ができるようになるとともに消化

利用しようという一石二鳥を期待しました ( 図２)。

業では、至る所に

発酵

や

微生物の力

性が向上して家畜の肥育に貢献しています。著
者は、育てる漁業をより持続的なものにするた
め、水産餌飼料の分野に 発酵 や 腐食食物連鎖
の原理を導入する取組みをこれまで行ってきま
した。その中で試作されたのが、アオサ（緑藻類）
の堅い細胞壁部分を酵素で分解して単細胞化し
たうえに、乳酸菌で発酵させて常温保存機能を付
与した海藻発酵餌料素材（アオサマリンサイレー
ジ、以下 UMS）です（図１）1）。
図2 マリンサイレージを利用した環境調和的な水産増養殖

しかし、実際に試験してみると UMS はアサリ
の餌料として機能しないばかりか、植物プランク
トン餌料と併用投与した場合でも、むしろアサ
リの成長を抑制（阻害）しました（図３）1）。さ
らに色々調べてみると、このアサリに対する成
長抑制効果は、発酵処理していないアオサの粉
末（U）にも認められ、元々のアオサ藻体から溶
出してくる低分子（分子量 1,000 以下）の水溶性
図1 アオサ(左)を分解・発酵させて調製した新規餌料素
材マリンサイレージ（右、矢印、UMS）Uchida et al.(2020)よ
り改変

物質に起因することが示唆されました。ちなみ

本稿では、アサリの摂餌生態の知られざる一

子 /L で珪藻とともに併用給餌しても有意な成長

面を理解して頂くために、人工的に調製したデ

抑制効果はみられませんでした ( 図４、少し補足

トライタス餌料である UMS を始め溶存態有機物

すると、カオリンのような鉱物粒子は消化管内

やその他様々な物質を餌としてアサリに与えた

に飽食的に取り込まれても悪影響はなさそうで

場合の効果・影響について紹介します。

したが、結晶セルロースの方は、試験水槽の標

に、UMS とほぼ同じ粒子サイズの結晶セルロー
ス粒子 ( 有機 ) やカオリン粒子（無機）を 2 万粒
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図3 アサリ稚貝にアオサから調製した餌料素材を珪藻餌
料（CC：8万細胞/L）とともに与えた飼育試験の結果
UMS:発酵アオサ2万粒子/L
U:アオサ粉末粒子2万粒子/L
UMS上清：UMSの遠心上清
UMS上清(MW<1,000)：UMS上清の分子量1000以下画分
（限外ろ過）＊P<0.01(対照区に対する有意差) Uchida et
al.(2020)より改変
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図4 珪藻餌料（8万細胞/L）と併用して各種粒子素材(2
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二枚貝を増やす最近の試み−１

単糖（グルコース、分子量 180）の他、G2 糖（マ
ルトース）、G3 糖（マルトトリース）、G5 糖（マ
ルトペンタオース）、G 多糖（プルラン）を各々
飼育水に 1-100mg/L の濃度レベルで添加し珪藻
餌料でアサリ稚貝を飼育しました（図５b-d）。3
連水槽試験で標本数 (n=3) が小さいために統計的
有意差までは確認できませんでしたが、G3 糖く
らいまでの小さい分子サイズでは、アサリ軟体
部の成長が促進される傾向が認められ、栄養と
して体内に取り込まれている可能性が示唆され
ました (G3 糖は取り込まれないという報告 2） も
あります )。これは、ヒトを始め各種の生物が消
化管で吸収できる栄養物質の分子サイズと同じ
と考えてよいでしょう。

３．Pütter 仮説から
100 年めの証明
懸濁物フィーダーとされているアサリの成長
が、海水中の溶存態有機物の存在によって促進さ
れるという観察は意外でした。しかし、調べて

特

集

表1 海産無脊椎動物が海水中の溶存態グリシン(2mM)を
一定時間内に摂取し減少させる能力

グリシン
時間
の減少率
(hr)
(%)
海綿動物門 カイメン
22
90
カクレセンコウカイ 18
38
刺胞動物門 ウミヒドラ
18
19
イソギンチャク
21
31
サンゴ虫
21
57
紐形動物門 ヒモムシ
24
58
外肛動物門 コケムシ
18
70
環形動物門 ゴカイ類
17
87
ツバサゴカイ
24
50
星口動物門 ホシムシ
18
36
軟体動物門 ウミウシ
17
20
イタヤガイ類
22
37
ヨーロッパイガイ
24
46
節足動物門 ハマトビムシ
22
1
テナガエビ
16
0
ホンヤドカリ
23
1
シオマネキ
22 1（増）
棘皮動物門 ヒトデ
22
97
ナマコ
18
33
半索動物門 キボシムシ
18
24
背索動物門 ユウレイボヤ
18
38
ナメクジウオ
22
22
(Stephens and Schinske 1961を改変)
分類

生物

みると、1909 年に既に Pütter という人が、二枚
貝を始めとする各種の無脊椎動物が、海水中の

４．アサリを 10 倍美味しくする試み

溶存態の栄養物質を直接体内に取り込むことが
3）

できるという仮説（Pütter 仮説） を提唱して
いたことがわかりました。その後 1960 年代から

グルコース添加がアサリに与える影響を詳し

1980 年代にかけてこの仮説は検証され、様々な

く理解するために、グルコースを添加しない海

無脊椎動物が、溶存態のアミノ酸、糖質、脂肪酸、

水と添加した海水中にアサリを 24 時間浸漬した

有機酸、核酸物質を体内にとりこむ能力を有して

後でアサリの体成分を比較してみました。する

4）

いることが明らかにされました（表 1） 。ただし、

と、後者の場合で体内の総有機酸量が約 1.5 倍に

無脊椎動物の中で節足動物門（甲殻類）だけには、

増えていることがわかりました（図６）7）。体内

この能力は確認されていません。おそらく甲殻

に取り込まれたグルコースが解糖系で代謝され、

類は、殻に覆われた体を発達させる進化過程で、

有機酸等に変換されたものと推測されます。注

その能力を消失したものと推測しています。

グルコース 0 mg/L

溶存態の栄養物質を取り込む部位は、二枚貝
面であることが報告されています 5）。また、無給
餌飼育の条件で、海水に栄養物質を添加してお
くと、生存期間が延長することが様々な無脊椎
動物で確認されました 6）。著者らはアサリ稚貝の
飼育試験により、条件次第では成長にも差が出
ることを示しました 7）。Pütter 仮説が出されて
から丁度 100 年目の報告でした。

アサリ体内の含量
(µg/g軟体部乾重量)

の場合で主に外套縁膜 (velum) および鰓 (gill) 表

2500
2000

１．５倍
＊

1500
1000

２．８倍
＊

500

内田.indd 37

４．３倍
＊

0

総有機酸

コハク酸

ピルビン酸

図6 グルコース（100mg/L）を添加した海水に24時間収容
した後のアサリ軟体部中の有機酸含量の変化(平均値±
SD、n=10、＊p<0.01)
Uchida et al.(2010)から改変
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コハク酸も 2.8 倍量にも増加している点です。こ
の結果をさらに発展させて、グルコースだけで
なく、アミノ酸や核酸なども添加して、条件を
最適にすれば、コハク酸、グルタミン酸、イノ
シン酸などの旨味成分が各々数倍に増え、相乗
効果で 10 倍美味しいスーパーグルメアサリを作
れるかもしれません。
そこで、好適な浸漬条件を知るため、まずグ
ルコースの添加濃度とアサリ体内の有機酸濃度
の関係を調べました。異なるグルコース濃度で
調製した海水にアサリ成貝を 24 時間浸漬した後、

アサリ体内の総有機酸含量
（μg/g 軟体部乾重量）

目されるのは、旨味の成分として知られている
3500
3000
2500
2000

正常領域
飢餓
状態

1500
1000
500
0

0

0.1

1

5

10

30

50

飼育水へのグルコース添加濃度 (g/L)
図7 飼育水へのグルコースの添加濃度とアサリ軟体部
中の総有機酸濃度の変化（平均値±SD、n=10、内田、未
発表）

アサリ体内（軟体部全体）の総有機酸濃度を測

とめると、二枚貝の成長促進やグリコーゲンの

定してみました（図７）。興味深いことに、浸漬

蓄積を促すような飼育を目的とする場合は、0.1

1 時間後には添加区の海水温が、無添加対照区に

g/L もしくはこれ以下の濃度で、短時間で旨味成

比べ 0.3℃上昇することを観察しました。アサリ

分を増やしたい目的の場合は、5-30 g/L 濃度で

がグルコースを吸収し、代謝が活発になって発熱

用いるとよいでしょう。アミノ酸添加の場合の

しているものと考えられました。体内の総有機酸

好適濃度の検討はしていませんが、天然海水中

含量は、対照区の個体で平均 1304 µg/g 軟体部（乾

の溶存態アミノ酸の量（0.02 mg/L 程度）が溶存

重量）でしたが、グルコースを 0.1 g/L 濃度で添

態有機物（0.25 mg/L 程度）の量に比べて通常１

加した海水に浸漬した個体は、約 1.5 倍の 1931

桁程度小さいことを勘案すると、グルコース添

µg/g 軟体部に増加していました。5g/L 濃度添加

加の場合の 10 分の１程度が良いかもしれません。

くらいまでは体内の総有機酸含量は、一定値を保

過去のアミノ酸添加の試験は、2mM（0.15 g/L

ちましたが、10 g/L 濃度を超えてから挙動が大

程度）とかなり濃い濃度で実施していることが

きく変わり、濃度依存的に増加しました。さら

多くみられますが 4）、これはこれ位の濃度で試験

に添加量を増やすと 30 g/L 濃度以上の添加で体

しないと海水中のアミノ酸濃度を測定できない

内にギ酸が蓄積し、72 時間で全死しました。10

という技術的制約も関係しているように思われ

g/L 濃度の添加でも 1 週間後に 67％の個体が死

ます。なお、グルコースやアミノ酸の添加は細

にました（対照区は 100% 生残）。このことから

菌によるバイオフィルムの形成を促進しますの

10 g/L 以上の濃度域では、アサリは浸透圧によ

で、飼育水は毎日全量換水するなどの工夫が必

るストレスを感じている状態であり、生体防御の

要となります。

ため有機酸を体内で作り出し、オスモライト（浸
透圧調整物質）として機能させているものと推

５．海水サプリメントと旬養

測されました。この試験で使用した海水は , 塩分
が 30.7‰でした。海水濃度は、自然界では通常

海水に糖質やアミノ酸を添加して何か良い効

約 35‰を上限としていますので、塩分 30.7% に

果を期待する研究を著者は、海水サプリメントの

5 g/L 以上の濃度で物質が添加された海水は、ア

研究と呼んでいます。最後に海水サプリメントの

サリに限らず、海産無脊椎動物に対して過大な

今後の可能性について触れておきます。兼松氏

浸透圧ストレスを与える可能性があるので注意

ら 9） はアサリの種苗生産の際に浮遊幼生の活性

しなければならないでしょう。一方、5 g/L 以下

が落ちて全滅しかけた際にグリシン添加海水に

の濃度域では、組織表面に存在するであろうト

短時間浸漬することで幼生の活性が回復するこ

8）

を介して、溶存態有機物が栄

とを報告しています。グルコースやアミノ酸を

養物質と認識されてアサリの体内に摂取されて

添加した海水への浸漬処理は、ヒトが体力を失っ

いる正常領域と考えられます。

た際におこなう点滴療法と似ています。海水サプ

ランスポーター

飼育水へのグルコースの添加方法についてま
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二枚貝を増やす最近の試み−１

状態に陥った海産無脊椎動物を救うためのレス
キュー技術として発展することが期待されます。
一方、海水サプリメントにより、アサリの旨味
成分やグリコーゲンを増やそうとする研究はア

6）
7）

サリの販売単価を上げることに役立つと期待さ
れます。国産アサリの生産量が 1 万トンを下回っ
たのに対し、中国産アサリの生産量は一説には
300 万トンとされる時代です。ひと手間かけてで

8）

も品質で差別化し、高価格帯で販売することを
考えることが一つの活路と考えます。ところで、
海水サプリメントに浸漬して旨味成分を増やす
取組みは、蓄養の一種ともいえます。アサリを短
期間、垂下養殖して肥満度を上げて出荷したり、
カワハギに特別なエサを与えて肝を太らせたり、
ブリに柑橘類を配合したエサを与えて香味を付

9）

特
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biol . ass . U .K ., 63, 673-682.
Krogh, A. (1931) Dissolved substances as food of
aquatic organisms. Biol . Rev ., 6, 412-442.
Uchida et al. (2010) Growth promotion of the
juvenile clam, Ruditapes philippinarum , on sugars
supplemented to the rearing water. Aquaculture ,
302, 243-247.
Meyer, E., Manahan, D.T. (2009) Nutrient uptake
by marine invertebrates: cloning and functional
analysis of amino acid transporter genes in
developing sea urchins (Strongylocentrotus
purpuratus ) , Biol . Bull ., 217, 6-24.
兼 松 正 衛、 村 上 恵 祐、 内 田 基 晴、 三 好 達 夫
(2012) アサリ受精卵ならびに浮遊幼生の成長と
生残に与えるグリシンの影響について . 水産技術
, 5 (1)，21‒26.

与したりすることも同じく蓄養による高付加価
値化です。このような高付加価値化を意図した
蓄養のことを著者は特に 旬養 と呼んでいます。
蓄養

は生産者や研究者が使っていることばで

すが、 旬養

は消費者のこころに届けるための

ことばです。単にアサリを獲ってあるいは育てて
提供するのではなく、消費者目線に立って格別
なアサリを提供することを考えれば、まだまだ
成長の伸び代が水産業にはあると感じます。 育
てる

技術と

美味しく食べる

技術の融合が

求められています。
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ヤマトシジミ種苗生産数の大幅増加とコストダウンの取り組み
ヤ マ ト シ ジ ミ 種 苗 生 産 数 の 大 幅地方独立行政法人
増 加 と コ ス ト 青森県産業技術センター
ダウンの取り組み
5 ヤマトシジミ種苗生産数の大幅増加とコストダウンの取り組み
内水面研究所
所長 長崎 勝康
青森県産業技術センター
地方独立行政法人青森県産業技術センター
内水面研究所
内水面研究所

地方独立行政法人

長崎
長崎 勝康
勝康

所長
所長
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小川原湖のヤマトシジミ
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（１）小川原湖の概要
(1)小 川 原 湖 の 概 要
青森県には十三湖と小川原湖の 2 つの大きな
シジミ産地があります。このうち小川原湖は、太
平洋側の中央部に位置し、最大水深 25m、面積
63.2km2

40

04-5 特集

長崎.indd 40

豊かな海

No.52

1）

で青森県最大の湖です（図 3）。湖の

2020.11

2020/11/13 10:20

二枚貝を増やす最近の試み−１

東北端から約 7km の高瀬川で太平洋と通じてお

持続的な漁業や資源保護への関心の高まりも

少なく、2015 〜 2016 年の湖中央部の観測結果で

あり、資源量に見合った漁獲量を考えるために

は、シジミの生息する水深 6m までの塩分は 0.9

2002 年から小川原湖漁協と共同でシジミ資源量

〜 2.2psu

（海水は約 34psu）と低い湖となっ

ています。

集

（２）小川原湖のシジミ資源の状況

り、比較的流程が長いこともあり、海水の流入が

2）3）

特

と浮遊幼生調査を開始しました。資源量調査はシ
ジミ漁業者で構成される蜆生産部会が中心となり
年 1 回湖内 89 地点で、また浮遊幼生調査は若手

量はワカサギ
400 トン、シラウオ 287 トンで、
漁業者の集まりである青年部が中心となり産卵期
4）5)
間である 7 月から 9 月まで 1 週間に 1 回程度湖
どちらも全国一の漁獲量となっています
量はワカサギ
400 トン、シラウオ 287 トンで、 。
内 11 地点で行っています。
どちらも全国一の漁獲量となっています 4）5)。
資源量調査の結果、2002
年のシジミ資源量は
100

約100
3 80
万トン 6） と推定されました。この年の年間
2002年

資源量 30,000トン

(個/m2)

2002年トンで、資源量の約
漁獲量は
2,900
1 割を漁獲し
生息密度
890個/m2
8060
資源量 30,000トン

(個/m2)

ている状況について特に問題は感じなかったので
6040 生息密度 890個/m2

すが、殻長別の生息密度（図
5 上）をみると密度
40
20

のピークが漁獲サイズに入ってくる殻長
18.5mm
20
0

26.5<
25.524.523.5-26.5<
22.5-25.521.5-24.520.5-23.519.5-22.518.5-21.517.5-20.516.5-19.515.5-18.517.514.5-16.513.5-15.512.5-14.511.5-13.510.5-12.59.5- 11.58.5- 10.57.5- 9.56.5- 8.55.5- 7.54.5- 6.53.5- 5.54.52.5- 3.51.5- 2.50.5- 1.5<0.5 0.5-

前後にあり、1.5
〜 4.4mm の稚貝が少ないことが
0
<0.5

殻長(mm)
気になりました。その後の
2003 年 7）、2004 年 8）
100
の調査でも稚貝がほとんど確認されず（図
5 中、
殻長(mm)

2003年

100

80
下）、2002
年に
3.0 万トンあったシジミ資源は、
2003年22,000トン
資源量
80

資源量
22,000トン
生息密度
630個/m
200360年 2.2
万トン、2004
年 1.6 万トンと 2 年間
2

(個/m2)

(個/m2)

図図3
3 小川原湖
図 3 小川原湖
小川原湖

2

60

生息密度 630個/m

40
でほぼ半減してしまいました（図
6）。
40

20
ヤマトシジミは、産卵から卵の発生が進み浮遊
20

幼生にいたるまでの期間、2
〜 8psu9）の適度な塩
0
26.5<
25.524.523.526.5<
22.525.521.524.520.523.519.522.518.521.520.517.519.516.518.515.517.514.516.513.515.512.514.511.513.510.512.59.511.58.510.57.59.56.58.57.55.56.54.55.53.54.52.53.51.52.50.51.5<0.5
0.5-

0

<0.5

分が必要とされるため汽水域にしか生息していま
殻長(mm)

殻長(mm)
せん。一方で元々低い小川原湖の塩分は、産卵期

100
である夏にさらに低下する傾向がみられ、降水量
100
2004年
の増加や海水流入量の減少により
1psu 以下にな
8080

2004年

資源量
16,000トン
資源量
16,000トン

(個/m2)

(個/m2)

2
2
る年があります。その影響でシジミの再生産が困
6060 生息密度
470個/m
生息密度
470個/m

難になり、資源の急激な減少につながると考えら
4040
れます。
20
20

小川原湖のシジミ操業風景

7 〜 9 月の産卵時期の塩分をみると、1999 年〜
殻長(mm)

殻長(mm)
図2002
5 小川原湖のヤマトシジミの殻長別密度
年では 1psu 未満の年が続いており、再生産

青森県には十三湖と小川原湖の 2 つの大きな
小川原湖では、小川原湖漁業協同組合に所属す

図 5 小川原湖のヤマトシジミの殻長別密度
はほとんど成功していなかったと考えられます
殻長 18.5mm 以上の赤色部分が漁獲サイズを表す

る漁業者
243 名（2019 年）がシジミ漁を行って
シジミ産地があります。このうち小川原湖は、

（図2002～2004
7）。2002年の稚貝（青丸）はほとんど見られない。
年〜 2004 年の稚貝が少ないことも

おり、近年の年間漁獲量は千トン前後で推移して
太平洋側の中央部に位置し、最大水深 25m、面
太平洋側の中央部に位置し、最大水深
25m、面
います。また、シジミの他、ワカサギやシラウオ
積 63.2km2 1）で青森県最大の湖です（図 3）。
年の漁獲量はワカサ
3）。
積 などの漁業も盛んで、2018
63.2km2 1）で青森県最大の湖です（図
湖の東北端から約 7km の高瀬川で太平洋と通じ
ギ 400 トン、シラウオ 287 トンで、どちらも全
湖の東北端から約
7km の高瀬川で太平洋と通じ
4）5）
ており、比較的流程が長いこともあり、海水の
。
国一の漁獲量となっています

ており、比較的流程が長いこともあり、海水の
流入が少なく、2015～2016 年の湖中央部の観
流入が少なく、2015～2016
年の湖中央部の観
測結果では、シジミの生息する水深
6m までの

2002～2004 年の稚貝（青丸）はほとんど見られない。
それに起因するものと考えられます。
3.5

このような状況のもとで、シジミ資源と漁業の
3.0
3.5

3.0
3.0
継続に危機感をもった小川原湖漁協や漁業者の方

2.02.5
2.2 1.6
苗生産技術開発に取り組み始めました。

塩分は 0.9～2.2psu2)3）（海水は約 34psu）と
測結果では、シジミの生息する水深
6m までの

する漁業者 243 名（2019 年）がシジミ漁を行
小川原湖では、小川原湖漁業協同組合に所属
っており、近年の年間漁獲量は千トン前後で推

する漁業者 243 名（2019 年）がシジミ漁を行

移しています。また、シジミの他、ワカサギや

っており、近年の年間漁獲量は千トン前後で推
シラウオなどの漁業も盛んで、2018 年の漁獲

移しています。また、シジミの他、ワカサギや

長崎.indd 41

1.4

1.52.0

1.6

1.4

1.01.5
0.51.0
0.00.5

低い湖となっています。
塩分は
0.9～2.2psu2)3）（海水は約 34psu）と
小川原湖では、小川原湖漁業協同組合に所属
低い湖となっています。

3.0

2.5
と共同で
2004 年から資源維持に向けた簡易な種
2.2

資源量（万トン）

シジミ産地があります。このうち小川原湖は、

殻長 18.5mm 以上の赤色部分が漁獲サイズを表す

資源量（万トン）

青森県には十三湖と小川原湖の 2 つの大きな

04-5 特集

26.5<
25.524.5-

小川原湖のシジミ操業風景
図 4図4小川原湖のシジミ操業風景

図4

23.526.5<
22.525.521.524.520.523.519.522.518.521.520.517.519.516.518.515.517.514.516.513.515.512.514.511.513.510.512.59.511.58.510.57.59.56.58.57.55.56.54.55.53.54.52.53.51.52.50.51.5<0.5
0.5<0.5

0
シジミの資源量調査を開始した
2002 年以前の
0

図6

0.0

2002

2003
2004
（年）

2005

小川原湖のヤマトシジミ資源量の推移
2002
2003
2004
2005
（年）

図6

豊かな海
No.52
2020.11
小川原湖のヤマトシジミ資源量の推移

41

(2)小 川 原 湖 の シ ジ ミ 資 源 の 状 況
持続的な漁業や資源保護への関心の高まりも

(2)小 川 原 湖 の シ ジ ミ 資 源 の 状 況

あり、資源量に見合った漁獲量を考えるために

2020/11/13 10:20

なり産卵期間である 7 月から 9 月まで 1 週間に
100

4）5)
1.0

塩分(psu

どちらも全国一の漁獲量となっています
査は若手漁業者の集まりである青年部が中心と

。

0.8
0.6
0.4

1 回程度湖内
11 地点で行っています。
量はワカサギ
400 トン、シラウオ 287 トンで、
2002年
0.2
80

資源量 30,000トン 年のシジミ資源量
4）5) 0.0
資源量調査の結果、2002
。
どちらも全国一の漁獲量となっています

(個/m2)

6)

は約 3 万トン と推定されました。この年の年
40
量と浮遊幼生調査を開始しました。資源量調査
100

図7

ると密度のピークが漁獲サイズに入ってくる殻
殻長(mm)

20
なり産卵期間である
7 月から 9 月まで 1 週間に

100前後にあり、1.5～4.4mm
18.5mm

の稚貝が少

26.5<
25.524.523.522.521.520.519.518.517.516.515.514.513.512.511.510.59.58.57.56.55.54.53.52.51.50.5<0.5

0
1 回程度湖内
112003年
地点で行っています。

80
ないことが気になりました。その後の
2003 年
資源量 22,000トン
資源量調査の結果、2002
年のシジミ資源量

60 8)の調査でも稚貝がほとんど確認さ
、2004
は約年
3 万トン と推定されました。この年の年
100

(個/m2)

7)

殻長(mm)
生息密度
630個/m2
6)
2003年

2001

2002

国土交通省高瀬川河川事務所

1.4

小川原湖総合観測所水深 4ｍの半旬平均塩分

1.2
塩分(psu)

(個/m2)

26.5<
25.524.523.522.521.520.519.518.517.516.515.514.513.512.511.510.59.58.57.56.55.54.53.52.51.50.5<0.5

40
査は若手漁業者の集まりである青年部が中心と

2000

1997 年～2002 年の小川原湖の塩分の推移

1.6

資源量 30,000トン
獲している状況について特に問題は感じなかっ

たのですが、殻長別の生息密度（図 5 上）をみ

1999

1.8

はシジミ漁業者で構成される蜆生産部会が中心
2080
2
となり年
回湖内890個/m
89 地点で、また浮遊幼生調
060 1生息密度

1998

年

間漁獲量は 2,900 トンで、資源量の約
1 割を漁
2002年

長

1997

生息密度 890個/m2

60

1.0

色抜き部分が産卵時期を表す。

0.8
0.6
0.4

(3)種
苗生産の現状
0.2
0.0
ヤマトシジミは産卵から発生が進んでいく過
1997
1998
1999
2000
2001
2002
年

程で
の適度な塩分を必要としますが、
図2～8psu
7 1997 年～2002
年の小川原湖の塩分の推移
図7
1997年～2002年の小川原湖の塩分の推移

40
れず（図
580中、下）、2002
年に 3.0 万トンあ
間漁獲量は
2,900 トンで、資源量の約
1 割を漁

国土交通省高瀬川河川事務所
受精から約
24 時間後のベリジャー幼生以降
国土交通省高瀬川河川事務所

2060
生息密度 630個/m
獲している状況について特に問題は感じなかっ
ったシジミ資源は、2003
年 22.2 万トン、2004

色抜き部分が産卵時期を表す。
小川原湖総合観測所水深 0.5psu
4ｍの半旬平均塩分
は、低塩分耐性が強くなり
と極めて低

(個/m2)

資源量 22,000トン

26.5<
25.524.523.522.521.520.519.518.517.516.515.514.513.512.511.510.59.58.57.56.55.54.53.52.51.50.5<0.5

040
5 上）をみ
年 1.6たのですが、殻長別の生息密度（図
万トンと
2 年間でほぼ半減してしまいま

ると密度のピークが漁獲サイズに入ってくる殻
した（図
6）。
20

殻長(mm)

0
18.5mm

26.5<
25.524.523.522.521.520.519.518.517.516.515.514.513.512.511.510.59.58.57.56.55.54.53.52.51.50.5<0.5

長
前後にあり、1.5～4.4mm の稚貝が少
ヤマトシジミは、産卵から卵の発生が進み浮
100
ないことが気になりました。その後の
2003 年

9)
殻長(mm)
の適度
遊幼生にいたるまでの期間、2～8psu
2004年
7)

8)

、2004
80 年 の調査でも稚貝がほとんど確認さ

資源量 16,000トン
な塩分が必要とされるため汽水域にしか生息し
100

(個/m2)

れず（図
5生息密度
中、下）、2002
60
470個/m2 年に 3.0 万トンあ
2004年

80
ていません。一方で元々低い小川原湖の塩分

(個/m2)

資源量 16,000トン 年 2.2 万トン、2004
ったシジミ資源は、2003
40

60
生息密度 470個/m2
は、産卵期である夏にさらに低下する傾向がみ

年 1.6 万トンと 2 年間でほぼ半減してしまいま
2040

られ、降水量の増加や海水流入量の減少により
した（図 6）。
020

26.5<
25.524.5-26.5<
23.5-25.522.5-24.521.5-23.520.5-22.521.519.5-20.518.5-19.517.5-18.516.5-17.515.5-16.514.5-15.513.5-14.512.5-13.512.511.5-11.510.5-10.59.5- 9.58.5- 8.57.5- 7.56.5- 6.55.5- 5.54.5- 4.53.53.5- 2.52.5- 1.51.5- 0.50.5- <0.5
<0.5

1psu 以下になる年があります。その影響でシ
ヤマトシジミは、産卵から卵の発生が進み浮
0

小川原湖総合観測所水深4ｍの半旬平均塩分

色抜き部分が産卵時期を表す。
い塩分でも生き残ることが可能となります。ま
（３）種苗生産の現状

ヤマトシジミは産卵から発生が進んでいく過程
た、夏場であれば受精卵は約
1 週間で着底稚貝
で
2
〜
8psu
の適度な塩分を必要としますが、受
(3)種 苗 生 産 の 現 状
に成長します。
精から約 24 時間後のベリジャー幼生以降は、低

ヤマトシジミは産卵から発生が進んでいく過

塩分耐性が強くなり
0.5psu と極めて低い塩分で
種苗生産では、この特徴を利用し、1
トン水

程で
2～8psu の適度な塩分を必要としますが、
も生き残ることが可能となります。また、夏場で

槽に、海水を混ぜて塩分を 8psu 程度に調整し
あれば受精卵は約
1 週間で着底稚貝に成長します。
受精から約
24 時間後のベリジャー幼生以降

た湖水を入れ、成熟した親シジミを収容するこ
種苗生産では、この特徴を利用し、1 トン水槽
は、低塩分耐性が強くなり 0.5psu と極めて低

に、海水を混ぜて塩分を 8psu 程度に調整した湖
とで放卵・放精させ、その後親を取り出し、緩

い塩分でも生き残ることが可能となります。ま
水を入れ、成熟した親シジミを収容することで放

く通気しながら管理し、湖へ放流を行っていま
た、夏場であれば受精卵は約 1 週間で着底稚貝
卵・放精させ、その後親を取り出し、緩く通気し

す。放流は受精から約
3 日目に浮遊幼生で放流
ながら管理し、湖へ放流を行っています。放流は
に成長します。

9)
ジミの再生産が困難になり、資源の急激な減少
受精から約 3 日目に浮遊幼生で放流する方法と、
殻長(mm)
の適度
遊幼生にいたるまでの期間、2～8psu
する方法と、1
週間程度飼育管理し着底稚貝で
種苗生産では、この特徴を利用し、1
トン水
図 5 小川原湖のヤマトシジミの殻長別密度
1
週間程度飼育管理し着底稚貝で放流する
2 つの
殻長(mm)
につながると考えられます。
な塩分が必要とされるため汽水域にしか生息し
放流する
2 つの方法を併用しています。
槽に、海水を混ぜて塩分を
8psu 程度に調整し
図図5
5 小川原湖のヤマトシジミの殻長別密度
小川原湖のヤマトシジミの殻長別密度
方法を併用しています。
の大きな
殻長
18.5mm
以上の赤色部分が漁獲サイズを表す
ていません。一方で元々低い小川原湖の塩分
2002 年以前
殻長18.5mm以上の赤色部分が漁獲サイズを表す
つの大きな シジミの資源量調査を開始した
た湖水を入れ、成熟した親シジミを収容するこ

殻長 18.5mm 以上の赤色部分が漁獲サイズを表す

2002～2004年の稚貝（青丸）はほとんど見られない。
原湖は、
は、産卵期である夏にさらに低下する傾向がみ
月の産卵時期の塩分をみると、1999
年
2002～2004 年の稚貝（青丸）はほとんど見られない。
とで放卵・放精させ、その後親を取り出し、緩
小川原湖は、の 7～9
2002～2004 年の稚貝（青丸）はほとんど見られない。
られ、降水量の増加や海水流入量の減少により
25m、面
く通気しながら管理し、湖へ放流を行っていま
水深
25m、面～2002 年では 1psu 未満の年が続いており、再

3.5

3.5

1psu 以下になる年があります。その影響でシ
3.0
生産はほとんど成功していなかったと考えられ
3.0

す。放流は受精から約 3 日目に浮遊幼生で放流

ます（図 7）。2002 年～2004 年の稚貝が少な

する方法と、1 週間程度飼育管理し着底稚貝で

2.5
2.5
につながると考えられます。
2.2
2.2
いこともそれに起因するものと考えられます。

放流する 2 つの方法を併用しています。

図（図
3）。
3）。

あり、海水の
、海水の

中央部の観
部の観

深 6m までの

までの

34psu）と

su）と

資源量（万トン）

洋と通じ
太平洋と通じ

資源量（万トン）

3.0
3.0
ジミの再生産が困難になり、資源の急激な減少

シジミの資源量調査を開始した
2002 年以前
2.0
2.0

1.6
1.6 1.4
このような状況のもとで、シジミ資源と漁業

1.4 年
の 7～9 月の産卵時期の塩分をみると、1999
1.5

1.5
の継続に危機感をもった小川原湖漁協や漁業者

～2002 年では
1psu 未満の年が続いており、再
1.0

1.02004 年から資源維持に向けた簡
の方と共同で

生産はほとんど成功していなかったと考えられ
0.5

0.5
易な種苗生産技術開発に取り組み始めました。
ます（図 7）。2002 年～2004 年の稚貝が少な
0.0

同組合に所属

2002
2003
2004
2005
0.0
いこともそれに起因するものと考えられます。
（年）
2002
2003
2004
2005
図
6 小川原湖のヤマトシジミ資源量の推移
（年）
このような状況のもとで、シジミ資源と漁業

合に所属
ジミ漁を行

図
6
の継続に危機感をもった小川原湖漁協や漁業者

漁を行
トン前後で推

の方と共同で 2004 年から資源維持に向けた簡

前後で推
、ワカサギや

8 年の漁獲
カサギや

の漁獲
04-5 特集

図6 小川原湖のヤマトシジミ資源量の推移
小川原湖のヤマトシジミ資源量の推移

(2)小 川 原 湖 の シ ジ ミ 資 源 の 状 況

図8 1トン水槽を使った種苗生産（小川原湖漁協）

図 8 1 トン水槽を使った種苗生産（小川原湖漁協）
小川原湖漁協では、少ない施設で最大の放流種
苗を生産するために、34 基の 1 トン水槽（図 8）
を使い、産卵時期の 7 月中旬から 9 月中旬まで 3
日〜 1 週間程度で生産・放流を繰り返す方法によ
る種苗生産を 2005 年から続けており、2007 年か
図8

1 トン水槽を使った種苗生産（小川原湖漁協）

易な種苗生産技術開発に取り組み始めました。
No.52
42
(2)持続的な漁業や資源保護への関心の高まりも
小豊かな海
川原湖の
シジ2020.11
ミ資源の状況

あり、資源量に見合った漁獲量を考えるために
持続的な漁業や資源保護への関心の高まりも
2002 年から小川原湖漁協と共同でシジミ資源
あり、資源量に見合った漁獲量を考えるために
長崎.indd 42

2020/11/13 10:20

生産マニュアル」を参照してください。

湖水をかけ流す方法を試みましたが、秋までに

(4)大 型 種 苗 生 産 技 術 開 発
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温と塩分条件で、4L の容器に着底稚貝を収容し、
収容し、止水で 1 日 2 回の給餌と週に 1 回の水
止水で 1 日 2 回の給餌と週に 1 回の水替えを行っ
替えを行って育成することで、約 2 か月で 1mm
て育成することで、約 2 か月で 1mm の稚貝 2 万
の稚貝 2 万個程度の生産が可能となりました
個程度の生産が可能となりました
（図 9）
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そこで、水換え作業の簡略化と規模拡大のため

表1

キートセ

キートセロス
人工海水
電気代
人件費
合計

金額(円)
330,48
2,36
8,57
45,00
386,41

テ貝殻チップを玉ねぎ袋に詰めたもの 8 個使
に、陸上養殖で注目されていた循環水槽を使った

用）を使いました。
飼育を 2016 年から試みました。

人
工
海
水

循環水槽は、図 10 のように 500L 水槽に二枚
各アップウエリング容器あたり
0.17 ㎜の着

貝種苗生産に用いるアップウエリング容器を 4 個

底稚貝を 30～35 万個収容し、水温約 25℃、塩
設置し、飼育水槽から上部の浄化槽にポンプで水

サイズに成長するまでの期間も 1 年近く短縮でき

分約
8psu に調整しながら、餌として市販キー
を送り、浄化槽から高低差でアップウエリング容

る可能性があります。

器に注水するようになっています。
1 日 3 回給餌しました。飼育期間
トセロスを

これまでにヤマトシジミの種苗生産と放流は、
北海道、秋田県、茨城県などで行われています。
このうち茨城県涸沼の大涸沼漁協では、初夏に十

水の動き

浄化槽

分成熟した親貝を、産卵に適した塩分と水温に調
整した水槽に収容することで産卵させ、浮遊生活

図 11

期を経て着底した約 0.2mm の稚貝を、汲み上げ

漁獲されて

た湖水をかけ流して育成し、その年の秋、または
翌春に数 mm 〜 10mm 程度に育成した稚貝を放流

値で 500 円/

しています。同じ方法で小川原湖水をかけ流す方
法を試みましたが、秋までに 0.4 〜 0.5mm に成

ポンプ

長するのがやっとでした。成長が遅い原因として、
低い水温、低い塩分、湖水中の餌不足など考えら
れました。
その後、短期育成のため成長の良い餌や育成環
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種苗
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図10 ヤマトシジミ稚貝育成用循環水槽

ヤマトシジミ稚貝育成用循環水槽

たり 1.5 円と

0.39 円の 1m

漁獲されなけ

貝の生残に関

中の換水は行わず、蒸発分のみ淡水を追加しま

26％という高

した。2～3 か月の飼育で 1mm に成長した稚貝

のため、事業

を 500ℓ水槽あたり合計 100 万個程度回収でき
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No.52
2020.11
43
るようになりました。

が必要となり

飼育期間中は給餌のみ行い、水換えや掃除等

キートセロ

を検討しまし

の作業は不要となり、飼育作業が大幅に簡略化2020/11/13
10:20 と極め
～5μm

浄化槽のろ材は、あらかじめ十分に硝化細菌を

漁獲されている 1 個約 3 ｇのシジミは、浜値

繁殖させたホタテ貝殻チップ（約 8kg のホタテ貝

で 500 円 /kg 程度で取引されており、1 個あたり

殻チップを玉ねぎ袋に詰めたもの 8 個使用）を使

1.5 円となります。この場合、放流した 0.39 円の

いました。

1mm 稚貝は、2 〜 4 年後に 26％以上漁獲されな

各アップウエリング容器あたり 0.17㎜の着底

ければ採算が合いません。1mm 稚貝の生残に関

稚貝を 30 〜 35 万個収容し、水温約 25℃、塩分

する知見はないのですが、到底 26％という高い

約 8psu に調整しながら、餌として市販キートセ

回収率は期待できません。そのため、事業化を考

ロスを 1 日 3 回給餌しました。飼育期間中の換水

えた場合、生産コスト削減が必要となり、キート

は行わず、蒸発分のみ淡水を追加しました。2 〜

セロスに変わる安価な餌を検討しました。

3 か月の飼育で 1mm に成長した稚貝を 500L 水

キートセロス カルシトランスは細胞が 3 〜 5

槽あたり合計 100 万個程度回収できるようにな

μ m と極めて小さいことから、0.2mm の着底稚

りました。

貝でも十分に摂餌可能でした。そこで、新しい餌

飼育期間中は給餌のみ行い、水換えや掃除等の

冷凍ナンノクロロプシス（冷凍ナンクロ

K2）、米糠、牛乳、豆乳、無糖ヨーグルトな
の条件を、①容易に
4㎛程度に粉砕（懸濁）可能

大の

作業は不要となり、飼育作業が大幅に簡略化され、
であること、②栄養価が高いこと、③入手が容易
どがあがりました。
費合わせて
386,418 円（表 1）となりました

水槽を

（飼育機材の費用は含まない）。飼育期間中
②餌料の検討
価格の安い市販の冷凍ナンノクロロプシス（冷凍

事業化に一歩近づくことができました。

事業化に向けて、この方法による生産コスト

で安いこと、としました。当初の候補としては、

冷凍ナンク

数は 200 億/m

セロスの濃度

これらの餌料候補について予備飼育試験を

ために 160 倍

行ったところ、ヨーグルトと冷凍ナンクロで

結果 1ℓの餌料

ナンクロ K2）、米糠、牛乳、豆乳、無糖ヨーグル

に与えたキートセロスは
90ℓで、餌代の合計
比較的良い成長と生残が確認されました。さ
について検討してみました。循環水槽を使って
トなどがあがりました。

3,670 円に対

1mm
の 稚 貝 386,418
100 万 個円（表
を
生産し
たときのコスト
これらの餌料候補について予備飼育試験を行っ
らに、ヨーグルトと冷凍ナンクロを混合した
に二枚
万円と全体の
86％とコストのほとんど
化と規模拡大のが 33費合わせて
1）となりました

の混合餌料は

餌料を使った試験では、キートセロス単独給

の 200 分の 1

みました。

たところ、ヨーグルトと冷凍ナンクロで比較的良

に与えたキートセロスは 90ℓで、餌代の合計

ルトと冷凍ナンクロを混合した餌料を使った試験

餌に比べると成長はやや劣るものの、着底稚

ヨーグルト・

貝から目標とする 1mm サイズまで 40 日間で
では、キートセロス単独給餌に比べると成長はや

も、汚れや洗

や劣るものの、着底稚貝から目標とする
サ
育成できることがわかりました（図1mm
12、表

く、余計なコ

（飼育機材の費用は含まない）。飼育期間中
を占めました。この結果、稚貝
1 個あたりの
せて 386,418 円（表 1）となりました（飼育機材
い成長と生残が確認されました。さらに、ヨーグ

ていた循環水槽を

器を 4

は、餌料代、人工海水代、電気代、人件費合わ

の費用は含まない）。飼育期間中に与えたキート

ポンプ
コストは
0.39
円となりました。
に
500ℓ水槽に二枚
が
33 万円と全体の
86％とコストのほとんど
セロスは
90L で、餌代の合計が
33 万円と全体の
を占めました。この結果、稚貝
1 個あたりの
86％とコストのほとんどを占めました。この結

エリング容器を
4
ウエリ

の浄化槽にポンプ表

。
差でアップウエリ

果、稚貝
10.39
個あたりのコストは
0.39 円となりま
1 コストは
キートセロスを使った稚貝生産コスト
円となりました。
した。

イズまで 40 日間で育成できることがわかりまし

2）。また、生残率もキートセロスの 96％に

た（図 12、表 2）。また、生残率もキートセロス

単価
使用数
金額(円)
備考
対して 93％で、十分満足できる結果でし
表 1 キートセロスを使った稚貝生産コスト
の 96％に対して 93％で、十分満足できる結果で
キートセロス
330,480
36,720 円/ℓ
90 ℓ 90日間100万個生産で約90ℓ使用
表1 キートセロスを使った稚貝生産コスト
人工海水
2,363
9,450
500ℓ備考1/4海水（8psu)で調整
た。
単価 円/500ℓ
使用数125 ℓ
金額(円)
した。
330,480
36,720
90日間100万個生産で約90ℓ使用
8,575
95.28円/ℓ
円/日90 ℓ 90
日
め十分に硝化細菌電気代 キートセロス
2,363
9,450 円/500ℓ 125 ℓ 500ℓ 1/4海水（8psu)で調整
人件費 人工海水
45,000
500 円/日90 日 90 日 給餌作業1日0.5h
電気代
8,575
95.28 円/日
1.4
ｷｰﾄｾﾛｽ ｶﾙｼﾄﾗﾝｽ
キートセロス給餌飼育で1mmサイズ100万個生産
45,000
500 円/日
90 日 給餌作業1日0.5h
プ（約 8kg のホタ合計 人件費 386,418

新しい餌を

生産時の餌代

っています。
化細菌

へ、それに伴

のホタ

円から 5.9 万

合計

個使 8 個使
めたもの

386,418

キートセロス給餌飼育で1mmサイズ100万個生産

海
水

餌として市販
℃、塩 キー

電気代

電気代
人件費

人件費

した。飼育期間

販キー

冷凍ナンクロ

1.0

400,000

0.8

350,000

0.6
0.4
0.2

餌代

期間
槽

0.0
0

図 11

値で 500 円/kg 程度で取引されており、1 個あ
図11 種苗生産コストの項目別割合

たり 1.5 円となります。この場合、放流した

図 11

種苗生産コストの項目別割合

0.39 円の 1mm 稚貝は、2～4 年後に 26％以上
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餌別ヤマトシジミ稚貝飼育結果
餌

開始時
平均殻長(μm)
収容数(個)
終了時（40日目）
平均殻長(μm)
生残数(個)
生残率(%)

個あ

ｷｰﾄｾﾛｽ
ｶﾙｼﾄﾗﾝｽ

ﾖｰｸﾞﾙﾄ
冷凍ﾅﾝｸﾛ

（殻

冷凍ﾅﾝｸﾛ

163
1,037

163
1,021

163
1,024

1,304
1,000
96

1,071
950
93

544
690
67

御存知のようにヨーグルトは半固形の糊状

に成長した稚貝たりのため、
1.5 円となります。この場合、放流した
事業化を考えた場合、生産コスト削減
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漁獲されなければ採算が合いません。1mm
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1 個約 3ｇのシジミは、浜
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餌代
種苗生産コストの項目別割合

漁獲されている 1 個約 3ｇのシジミは、浜

ました（図 1

100万個生産のコスト（円）

㎜の着
、水温約 25℃、塩

平均殻長（mm）

人
人工
工海
水

たり 0.17 ㎜の着

循環水槽

ﾖｰｸﾞﾙﾄ+冷凍ﾅﾝｸﾛ

1.2

循環飼育水

については、

トシジミ種苗
て下さい。

4. 今 後 の 進
でそのままでは餌として使えないため、100 2020/11/13 10:20
ヤマトシジ

100万個生産のコスト
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キートセロス
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表2

集

ﾖｰｸﾞﾙﾄ+冷凍ﾅﾝｸﾛ

餌料別シジミ稚貝生産コスト

循環飼育水槽を使った 1mm 稚貝の生産技術に

餌別ヤマトシジミ稚貝飼育結果
表2 餌別ヤマトシジミ稚貝飼育結果

（殻長 1mm 稚貝を 100 万個生産）
ついては、前述したホームページの「ヤマトシジ
冷凍ナンクロはサイズが凡そ
3μm で細胞
ｷｰﾄｾﾛｽ
ﾖｰｸﾞﾙﾄ
餌
冷凍ﾅﾝｸﾛ

ロ

ｶﾙｼﾄﾗﾝｽ

ルトな

循環飼育水槽を使った
1mm 稚貝の生産技術
ミ種苗生産マニュアル
2」を参考にして下さい。

冷凍ﾅﾝｸﾛ

数は 200 億/mℓと極めて濃く、市販のキート
163
163
163
については、前述したホームページの「ヤマ
開始時
平均殻長(μm)
収容数(個)
終了時（40日目）
平均殻長(μm)
生残数(個)
生残率(%)

４．今後の進め方
トシジミ種苗生産マニュアル
2」を参考にし
セロスの濃度（4μm、1 億/mℓ）に合わせる
1,037

1,021

1,024

1,304
1,000
96

1,071
950
93

544
690
67

て下さい。

試験を

ヤマトシジミは塩分と水温の条件が整えば比較
ために 160 倍に希釈して使用しました。その

クロで

御存知のようにヨーグルトは半固形の糊状
結果 1ℓの餌料の価格は、キートセロスの
4.道湖や青森県の十三湖などでは、再生産に関する
今後の進め方
御存知のようにヨーグルトは半固形の糊状でそ

た。さ

問題は発生していないので、このような種苗生産
のままでは餌として使えないため、100 倍に希釈
3,670 倍に希釈して使いました。ヨーグルトの希釈
円に対してヨーグルトと冷凍ナンクロ

合した

単独給

着底稚

間で

、表

でそのままでは餌として使えないため、100

的容易に、そして大量に産卵するため島根県の宍

ヤマトシジミは塩分と水温の条件が整えば比

の必要はありません。一方で小川原湖や茨城県の
較的容易に、そして大量に産卵するため島根県
は、必要量を
500mℓ容器に取り容量の半部程
涸沼では塩分が低いために 13）、また北海道の網
500mL 容器に取り容量の半部程度（250mL
程度）
の混合餌料は約
17 円となり、キートセロス
の宍道湖や青森県の十三湖などでは、再生産に
走湖では水温が低いために 14） 発生量が低水準の
の希釈用の汽水を入れ、蓋をして 10 回程度上下
度（250mℓ程度）の希釈用の汽水を入れ、蓋
関する問題は発生していないので、このような
の 200をして
分の101回程度上下に強く振るだけで簡単
以下と極めて安くなりました。
年が見られています。
に強く振るだけで簡単に粉砕・撹拌できました。
種苗生産の必要はありません。一方で小川原湖
これまでの研究で着底稚貝や 1mm 稚貝生産の
冷凍ナンクロはサイズが凡そ 3㎛で細胞数は
に粉砕・撹拌できました。
ヨーグルト・冷凍ナンクロ混合餌料を使って
作業性や生産性が向上したことから、天然での再
200 億 /mL と極めて濃く、市販のキートセロス
して使いました。ヨーグルトの希釈は、必要量を

生産が不安定な水域におけるシジミ資源安定に向
の濃度（4㎛、1 億 /mL）に合わせるために 160
も、汚れや洗浄作業が増えたり疾病発生もな
倍に希釈して使用しました。その結果 1L の餌料

く、余計なコスト増加もありません。
の価格は、キートセロスの 3,670 円に対してヨー
グルトと冷凍ナンクロの混合餌料は約 17 円とな

けた取り組みの手法として、種苗放流も十分検討
の余地があると考えています。
種苗放流を行う場合、放流効果が気になるとこ

新しい餌を使うことにより、稚貝
100 万個
ろですが、現在小川原湖内では放流種苗の他に天
り、キートセロスの 200 分の 1 以下と極めて安

％に

くなりました。ヨーグルト・冷凍ナンクロ混合餌
生産時の餌代は当初の
33 万円から 1,500 然発生もあることから、放流及び天然由来の区別
円

し

料を使っても、汚れや洗浄作業が増えたり疾病発

ができず放流後の生残などに関する知見はほとん

新しい餌を使うことにより、稚貝 100 万個生

稚貝への標識技術等取り入れながら、生残率、放

へ、それに伴い全体の生産コストは
38.6 どない状態です。今後アサリなどで行われている
万
生もなく、余計なコスト増加もありません。
円から産時の餌代は当初の
5.9 万円に大きく削減することができ
流効果の検証を進めていく必要があります。
33 万円から 1,500 円へ、そ
れに伴い全体の生産コストは
38.6 万円から 5.9
ました（図
13）。

万円に大きく削減することができました（図 13）。

年操業する漁場となっており、ある程度の手ごた
餌代

100万個生産のコスト（円）

350,000

人工海水

300,000
250,000

現在、放流後の生残率向上に向けて、1mm に
育てた稚貝を越冬させ、さらに大型の種苗を生産

人件費

するための手法開発に取り組んでいます。

200,000

５．おわりに

150,000

2002 年〜 2004 年の期間にシジミ資源量が 3.0

100,000

万トンから 1.6 万トンに急減した小川原湖ですが、
2004 年に湖内の塩分上昇とともに大規模な再生
産 が あ り、2005 年 の 資 源 量 調 査 で は、 大 量 の

0
キートセロス

図
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図13 餌料別シジミ稚貝生産コスト
13 （殻長1mm稚貝を100万個生産）
餌料別シジミ稚貝生産コスト

（殻長 1mm 稚貝を 100 万個生産）

544
690

えを感じています。

電気代

50,000

163
1,024

シジミが少なく操業者も少なかった水域で長年続
けてられていますが、現在その水域は漁業者が通

400,000

ﾅﾝｸﾛ

一方で、小川原湖漁協で実施している放流は、

2004 年生まれの稚貝が確認されました（図 14）
。
その後も、塩分は高めの状態が続き、シジミの
再生産は順調で、シジミ資源量は 2007 年には 2.6
万トンにまで回復し、その後 2016 年までは 2 万

循環飼育水槽を使った 1mm 稚貝の生産技術
については、前述したホームページの「ヤマ
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トシジミ種苗生産マニュアル 2」を参考にし
て下さい。
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めに

トン〜 2.5 万トンで推移しています。
現在の小川原湖漁協による年間数百億個の浮遊

究所 . 48-49.
10） 久米弘人 (2011) 大きさの異なるセタシジミ稚貝
の食害試験 . 平成 21 年度滋賀県水産試験場事業

幼生と 0.17mm の着底直後の稚貝の放流は、非常
に多い数に感じますが、天然で環境が整った時の
産卵数などから考えて湖全体の資源に大きな影響

報告 ,33.
11） 山田潤一 (2016) シジミなど湖沼河川の水産資源
の維持、管理、活用に関する研究 . 秋田県水産振

を与える水準にあるとは考えられません。
13)

ために

、ま
14)

120

発

貝の成長・個体数調査 . 平成 12 年度事業報告書 ,
2005年

100

(個/m2)

す。

m 稚貝生産の

資源量 14,000トン

80

生息密度 780個/m2

網走水試 ,86-92.
13） 根本隆夫 (1999) 涸沼におけるヤマトシジミの研
究Ⅲ . 茨城県内水面水産試験場調査研究報告第 35

60

号 ,47-60.

40

14） 渡辺智治 (2011)1989 〜 2009 年の網走湖における

20

ら、天然での

興センター業務報告書 ,166.
12） 田村亮一 (2001) 網走湖におけるヤマトシジミ稚

ヤマトシジミ corbicula japonica 浮遊幼生の発生

0

26.5<
25.524.523.522.521.520.519.518.517.516.515.514.513.512.511.510.59.58.57.56.55.54.53.52.51.50.5<0.5

ジミ資源安定

時期と発生量の推移 . 北海道立総合研究機構さけ
ます・内水面水産試験場研究報告 1,55-63.

殻長(mm)

種苗放流も十

図 14図14
2005
年のヤマトシジミの殻長別密度
2005年のヤマトシジミの殻長別密度
2004年生まれの稚貝（青丸）が見られる。

す。

2004 年生まれの稚貝（青丸）が見られる。
とはいえ、再生産の可否が湖の環境に左右され

が気になると

常に多い数に感じますが、天然で環境が整った
る状況で、種苗生産・放流技術は、資源維持のた

放流種苗の他

めに人間が積極的に関わることのできる数少ない
時の産卵数などから考えて湖全体の資源に大き
部分であると考えます。今後も技術開発を進める

及び天然由来

な影響を与える水準にあるとは考えられません。
ことで、種苗生産・放流がシジミ資源維持のため

に関する知見

のひとつの手法として広く実用化されていくこと
とはいえ、再生産の可否が湖の環境に左右さ
を期待しています。

サリなどで行

れる状況で、種苗生産・放流技術は、資源維持

り入れなが

のために人間が積極的に関わることのできる数
参考文献

めていく必要
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塩分導入で湖山池のシジミ資源復活！
鳥取県栽培漁業センター

特

増殖推進室
二枚貝を増やす最近の試み−１
室長

福井利憲

集

ジ ミ 資 源34psu）まで下げ、11
復活！
0.3psu（海水は
月末に
１． は塩分導入で湖山池のシジミ資源復活
じめに 塩 分 導 入 で 湖 山 池 の シ
！

6

湖山池（こやまいけ）は、鳥取県東部に位置

し、湖山川を通じて日本海と繋がる面積 6.9km2、
平均水深 2.8m の汽水湖です（図 1）。なお、湖
山川には海水遡上を制御するため、1936 年に木
製の水門が設置されました。1963 年には水門が
老朽化したため、治水機能を新たに加えた鋼鉄

0.6psu へ上げることで合意がなされました。
しかし、それ以降、漁獲量が大きく減少した
鳥取県栽培漁業センター
鳥取県栽培漁業センター
増殖推進室
ことから（図 2）、漁業者は 1995 年に塩分（水

増殖推進室

室長 福井 利憲
門）の管理を見直すよう、鳥取県（以下「県」
室長 福井利憲
という。）を相手に訴訟しました。2007 年には

老朽化したため、治水機能を新たに加えた鋼鉄
化したため、治水機能を新たに加えた鋼鉄製の水

湖山池漁業協同組合（以下「湖山池漁協」とい
0.3psu（海水は 34psu）まで下げ、11 月末に
協同組合（以下「湖山池漁協」という。）が湖山
う。）が湖山池を早期に汽水湖へ復元するよう
0.6psu
へ上げることで合意がなされました。
池を早期に汽水湖へ復元するよう知事へ陳情書を
知事へ陳情書を提出するとともに、県議会及び
しかし、それ以降、漁獲量が大きく減少した
提出するとともに、県議会及び鳥取市議会へ請願
鳥取市議会へ請願を行い、県議会で趣旨採択さ
を行い、県議会で趣旨採択されました。また、湖
ことから（図
2）、漁業者は 1995 年に塩分（水
れました。また、湖山池漁協が提案した水門開
山池漁協が提案した水門開放が、2011
年に全国
門）の管理を見直すよう、鳥取県（以下「県」
放が、
2011 年に全国内水面漁業協同組合連合会
内水面漁業協同組合連合会で採択され関係機関へ
という。）を相手に訴訟しました。2007 年には
働きかけが行われました。
で採択されています。
湖山池漁業協同組合（以下「湖山池漁協」とい

製の水門に改修され、現在に至っています。
門に改修され、現在に至っています。

う。）が湖山池を早期に汽水湖へ復元するよう

１． はじめに
１．はじめに
製の水門に改修され、現在に至っています。
湖山池（こやまいけ）は、鳥取県東部に位置

し、
湖山川を通じて日本海と繋がる面積 6.9km2、
湖山池（こやまいけ）は、鳥取県東部に位置し、
2

湖山川を通じて日本海と繋がる面積
6.9km 、平
平均水深
2.8m の汽水湖です（図 1）。なお、湖
均水深 2.8m の汽水湖です（図 1）
。なお、湖山川
山川には海水遡上を制御するため、
1936 年に木
には海水遡上を制御するため、1936 年に木製の

製の水門が設置されました。1963 年には水門が
水門が設置されました。1963 年には水門が老朽

1km

図１

湖山池の位置図

知事へ陳情書を提出するとともに、県議会及び
鳥取市議会へ請願を行い、県議会で趣旨採択さ
れました。また、湖山池漁協が提案した水門開
放が、2011 年に全国内水面漁業協同組合連合会

湖山池ではかつて、ワカサギ、シラウオ、テ
ナガエビ、フナなどの漁業が行なわれるととも
に、農業用水としても利用され、両者が共存し
1km
ていました。ところが、1983 年に洪水対策など

で採択されています。
塩分導入前の湖山池漁獲量
図２図2 塩分導入前の湖山池漁獲量
漁獲量の減少の他、2001 年からアオコの発生
漁獲量の減少の他、
2001 年からアオコの発生
やヒシの繁茂など環境問題も発生するようになり
やヒシの繁茂など環境問題も発生するようにな
ました。

を目的として、湖山川の河口が千代川河口域か
図1 湖山池の位置図
図１
湖山池の位置図
ら鳥取港に付け替えられたところ、海水の逆流
湖山池ではかつて、ワカサギ、シラウオ、テ
により池内の塩分濃度が高まり、農業被害が発
ナガエビ、フナなどの漁業が行なわれるととも
湖山池ではかつて、ワカサギ、シラウオ、テ
生しました。このため、関係者により対応が話
に、農業用水としても利用され、両者が共存し
ナガエビ、フナなどの漁業が行なわれるととも
し合われ、1989 年から池内の塩分濃度を春先に
ていました。ところが、1983
年に洪水対策など
に、農業用水としても利用され、両者が共存し
を目的として、湖山川の河口が千代川河口域から

県はこれらの対策として、漁獲量の回復や環境
りました。
の改善を目的に、2005 年から 2011 年にかけ塩分
県はこれらの対策として、漁獲量の回復や環
導入実証試験を実施しました。秋季の最高塩分濃
境の改善を目的に、2005 年から 2011 年にかけ
度を 2005 年は 0.9psu へ、その後、年々徐々に高
図２ 塩分導入前の湖山池漁獲量
塩分導入実証試験を実施しました。秋季の最高
め、2010 年には 1.8psu としました。しかし、期
塩分濃度を
2005 年は 0.9psu へ、その後、年々
待したほどの成果は得られませんでした。
漁獲量の減少の他、
2001
年からアオコの発生
このため、湖山池を管理している県と鳥取市は、
徐々に高め、2010
年には
1.8psu
としました。

鳥取港に付け替えられたところ、海水の逆流によ
ていました。ところが、1983
年に洪水対策など

管理方法を抜本的に見直し、恵み豊かで親しみの
やヒシの繁茂など環境問題も発生するようにな

り池内の塩分濃度が高まり、農業被害が発生しま
を目的として、湖山川の河口が千代川河口域か

持てる湖山池を目指した「湖山池将来ビジョン」
りました。

した。このため、関係者により対応が話し合われ、

ら鳥取港に付け替えられたところ、海水の逆流

を 2012 年に策定し、それを達成するための様々

県はこれらの対策として、漁獲量の回復や環

1989 年から池内の塩分濃度を春先に 0.3psu（海

な取り組みに着手しました。湖山池の水を農業用

により池内の塩分濃度が高まり、農業被害が発
水は 34psu）まで下げ、11 月末に 0.6psu へ上げ

境の改善を目的に、2005
年から 2011 年にかけ
水として活用することを中止し、池内の塩分濃度

生しました。このため、関係者により対応が話
ることで合意がなされました。

塩分導入実証試験を実施しました。秋季の最高
を高め、海水の 1/10 から 1/4 程度（3.6 〜 9psu）

しかし、それ以降、漁獲量が大きく減少したこ
し合われ、
1989 年から池内の塩分濃度を春先に

の範囲内で管理することへ大きく舵が切られまし
塩分濃度を
2005 年は 0.9psu へ、その後、年々

とから（図 2）
、漁業者は 1995 年に塩分（水門）

た。この管理が今も続いています。一度、淡水化
徐々に高め、2010
年には 1.8psu としました。

の管理を見直すよう、鳥取県（以下「県」という。）
を相手に訴訟しました。2007 年には湖山池漁業

された池や湖が元の汽水湖へ戻されたのは全国的
にも珍しい事例です。
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ヤマトシジミ（以下「シジミ」という。）は汽

の範囲を覆砂し、底質改善を実施しシジミ増殖場

水域でのみ繁殖可能な貝類です。湖山池が淡水化

としました。また、当センターが 2001 年に行っ

される 1989 年以前にシジミが生息していたとの

た試験の中で、シジミを湖山池へ直接放流しても

文献・報告書は確認できていませんが、「湖山池

食害被害等により生残が悪いことが判明していた

には古くから少量のシジミが生息していたが、湖

ことから 1）、親シジミを保護することを目的とし

山池漁協は 1983 年から宍道湖産のシジミ稚貝を

て覆砂箇所の 2,000m2 を網で囲い、親貝場としま

放流し、1985 年にシジミ漁の試験操業を開始し

した。

た」との新聞記事があることから、湖山池には元々

（２）親貝の収容

シジミが生息していたものと考えられます。しか

親貝は、大型シジミの産地である県中部の東郷

し、1989 年の淡水化によりシジミの繁殖が無く

池で漁獲された殻幅 14mm 以上の貝としました。

なったと考えられ、漁業者も淡水化後にシジミが

親貝場への収容時期は産卵期直前の 6 月とし、斃

採れなくなったと話しています。また、2008 年

死リスクを少しでも下げるため、入手した当日に

1 月に湖山池漁協、県、鳥取市等が連携して行っ

湖山池の親貝場へ収容しました。

た調査でも、シジミが 1 個体も採捕されなかった

親 貝 の 収 容 重 量 は、 塩 分 導 入 実 証 試 験 中 の
2008 〜 2011 年が年 50 〜 300kg、塩分導入が始

結果が残っています。
塩分導入実証試験の開始に伴い、湖山池でのシ
ジミ再生産が可能な状態になってきたことから、
湖山池漁協、県、鳥取市は 2008 年 3 月からシジ
ミ増殖の取り組みを開始しました。その後、これ

まった 2012 年には 900kg としました。なお、収

したシジミの産卵が終わる 9 月末までの生残率
容したシジミの産卵が終わる 9 月末までの生残率
したシジミの産卵が終わる 9 月末までの生残率
はは80％以上と良好でした。
80％以上と良好でした。
は 80％以上と良好でした。

コイ・フナの斃

コイ・フナの斃死など

2014 年からは当

2014 年からは当初塩

管理されるよう

らの取り組みの成果が実り、2014 年にはシジミ

管理されるようになり

漁が開始され、2019 年には漁獲量が 100 トンを

しています。

しています。

超えるまでになりました。

イ

本報では、シジミ資源造成に当たり、鳥取県栽

○○
シジミ増殖場
シジミ増殖場

培漁業センター（以下「当センター」という。）
等が取り組んだ内容と、その成果であるシジミ資

イジミ
シの
ジ生ミ
シ
息の

シジミの生育
シジミの生育状況を

点の池内
11 定点で月
点の池内
11 定

ンバージ採泥器(15cm
ンバージ採泥器

源の状況や資源管理について紹介します。

水質観測地点 ○
○
水質観測地点

２．シジミ増殖の取り組み

図３

1km

1km

シジミ増殖場と水質観測地点

シジミ増殖場と水質観測地点
図３図3シジミ増殖場と水質観測地点

（１）親貝場の造成と整備

0.85mm
のフルイに残
0.85mm
のフルイ

た。この作業を 1 定点

た。この作業を

を算出し、生息密度の

を算出し、生息

2005 年の塩分導入実証試験開始に伴い、池内
の塩分濃度が 9 月に最高 0.9psu で管理されるこ
とになり、海水が流入する湖山川付近ではシジミ

親貝場

の繁殖が可能な塩分濃度になっていると考えられ

親貝場

覆砂箇所

ました。また、2007 年に湖山池漁協が池の呑口

2
(5,600m
覆砂箇所)

部に囲を設置し、その中へシジミを収容したとこ

(5,600m2)

ろ産卵が確認されました。この結果を受け、当セ
ンターは 2008 年にシジミ増殖試験に着手するこ
ととしました。
シジミが最も繁殖する可能性が高い場所として、
湖山川からの高塩分の流入が期待される池の呑口
部を選定し、シジミ増殖場と定めました（図 3、4）。

(約 2,000m2)

ただし、この場所の底質は泥であるため、そのま
までシジミの増殖には適さないと考えられたこと

覆砂箇所とシジミ親貝場
図４図4覆砂箇所とシジミ親貝場
(約 2,000m2)

から、湖山池漁協、県、鳥取市が連携し、5,600m2

図５

（鳥取県生活

(3)シジ図４
ミ生息覆砂箇所とシジミ親貝場
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(約 2,000m2)
図４

覆砂箇所とシジミ親貝場

図５

湖山池の塩分
特

二枚貝を増やす最近の試み−１
（鳥取県生活環境部データ提供）

集

(3)シ ジ ミ 生 息 状 況 等 の 調 査 方 法 と 結 果
（３）シジミ生息状況等の調査方法と結果
シジミの繁殖状況等を確認するため以下の調

シジミの繁殖状況等を確認するため以下の調査

査等を実施しました。
等を実施しました。
ア
池内の塩分

ア

池内の塩分

湖山池は塩分導入に伴い、水質観測が強化され

湖山池は塩分導入に伴い、水質観測が強化さ
ていますが、ここでは、県水環境保全課が湖山池
内の青島大橋の水深約 2.8m の底から 1m 上層で
れていますが、ここでは、鳥取県生活環境部が

1 時間毎に計測している水質データを活用しまし

湖山池内の青島大橋の水深約
2.8m の底から 1m
た（図 3）。
汽水化が開始された 2012 年 3 月から池内の塩
上層で 1 時間毎に計測している水質データを活
コイ・フナの斃死など様々な問題が生じたため、
分濃度が上昇し、翌年
8 月には最高塩分濃度が
用しました（図16psu
3）。
2014 年からは当初塩分管理目標の
3.6～9psu で
に達しました（図 5）。この塩分濃度では

9 月末までの生残率

コイ・フナの斃死など様々な問題が生じたため、
管理されるようになり、近年は
2～8psu で推移
汽水化が開始された
2012 年 3 月から池内の塩
2014
年からは当初塩分管理目標の 3.6 〜 9psu で
しています。

分濃度が上昇し、翌年
8 月には最高塩分濃度が
管理されるようになり、近年は
2 〜 8psu で推移

イ シジミの生息状況
しています。
16psu
5）。この塩分濃度では6 の黒
シジミの生育状況を確認するため、図
○ に達しました（図
イ シジミの生息状況
シジミ増殖場
点の池内 11 定点で月１回（4～11 月）、エクマ
シジミの生育状況を確認するため、図 6 の黒点
ンバージ採泥器(15cm×15cm)を用いて採泥し、
の池内 11 定点で月１回（4 〜 11 月）、エクマンバー
0.85mm のフルイに残ったシジミを計数しまし
ジ採泥器
(15cm × 15cm) を用いて採泥し、0.85mm
1km

水質観測地点

増殖試験結果は、2008 年の開始直後から順調
であった訳ではありません。2010 年 6 月に前年
生まれのシジミ稚貝が池内で初めて採捕されま
増殖試験結果は、2008 年の開始直後から順調
したが、翌月以降、採捕がなく、また、2011 年
であった訳ではありません。2010 年 6 月に前年
も、前年生まれの稚貝が少数、採捕されました
生まれのシジミ稚貝が池内で初めて採捕されま
が、翌年には採捕されなくなりました（図 7）。
したが、翌月以降、採捕がなく、また、2011
年
図6 シジミ調査地点

図６

シジミ調査地点

息密度が低い
ると考えられたこ
ミの採捕では
ジョレンを用いて

均生息密度
図7 塩分導入実証試験中の

図７
塩分導入実証試験中の調査定点シジミ平
この間、湖山川の高塩分の水をポンプアップ
調査定点シジミ平均生息密度

15cm と狭く、
レンを引いた距離

た。この作業を 1 定点で 2 回繰り返し、平均値
のフルイに残ったシジミを計数しました。この作

均生息密度
し、シジミ増殖場へ供給し産卵を促す取り組み

ると考えられ
池底に垂直に刺し

業を
1 定点で 2 回繰り返し、平均値を算出し、生
を算出し、生息密度の基本値としました。
息密度の基本値としました。

この間、湖山川の高塩分の水をポンプアップし、
も行いましたが、成果を上げる結果には至りま

ジョレンを用
始し、終了時にジ

この間、湖山川の高塩分の水をポンプアップ
せんでした。

レンを引いた
筋との距離を計測

この状況が大きく変わったのは、汽水化が始
し、シジミ増殖場へ供給し産卵を促す取り組み
た。

が生息していない
池底に垂直に

まった
2012 年です。2012 年 11 月にはこれまで
も行いましたが、成果を上げる結果には至りま
この状況が大きく変わったのは、汽水化が始

しました（図
6）
始し、終了時

まった 2012 年です。2012 年 11 月にはこれまで
と比較にならないくらいの多数の稚貝が採捕さ
せんでした。

生息密度が高まっ
筋との距離を

と比較にならないくらいの多数の稚貝が採捕され
れ始めました
（図 8）。その後、生息密度は 2015
この状況が大きく変わったのは、汽水化が始

度把握できたため
が生息してい

以上維持されていました
年
7 月まで
200
個体/m
まった
2012
年です。
2 2012 年 11 月にはこれまで
7 月まで 200 個体 /m 以上維持されていました
が、8
月にはかなり減少してしまいました。幸
と比較にならないくらいの多数の稚貝が採捕さ

×15cm)を用いた
しました（図
約生息密度が高
100 カ所で採泥

い、
年は稚貝の発生が順調で、
11 月には生
20152015
年は稚貝の発生が順調で、11
月には生息密
れ始めました
（図 8）。その後、生息密度は
2015
2
度が大幅に増加し、20192019
年まで
500 個体
/m 以 2
息密度が大幅に増加し、
年まで
500 個体/m
年 7 月まで 200 個体/m2 以上維持されていました
上の水準が維持されています（図 9）。 9）。
以上の水準が維持されています（図
が、8 月にはかなり減少してしまいました。幸

目合のフルイに残
度把握できた
この作業を 2 回繰
×15cm)を用い
た。これは１回の
約 100 カ所で
けでも 4 人が丸１
目合のフルイ
の計算は、各調査
この作業を 2
図上にプロットし
た。これは１
5,000g 以上の 4
けでも 4 人が
の平均重量とその
の計算は、各調
各範囲の資源重量
図上にプロッ
としました。また
5,000g 以上の
いては、2015 年に
の平均重量と
で、採泥器を用い
各範囲の資源
た場合の約 7 割で
としました。ま
用いて資源重量を

所

シジミ増殖場へ供給し産卵を促す取り組みも行い

始めました（図 8）。その後、生息密度は
2015 年
2

0m2)

が、8 月にはかなり減少してしまいました。幸い、

2,000m2)

い、2015 年は稚貝の発生が順調で、11 月には生
図5 湖山池の塩分
図５
湖山池の塩分
（県水環境保全課データ提供）

ジミ親貝場

息密度が大幅に増加し、2019 年まで 500 個体/m2
以上の水準が維持されています（図 9）。

（鳥取県生活環境部データ提供）

増殖試験結果は、2008 年の開始直後から順調

認するため以下の調

であった訳ではありません。2010 年 6 月に前年
生まれのシジミ稚貝が池内で初めて採捕されまし
たが、翌月以降、採捕がなく、また、2011 年も、

、水質観測が強化さ

シジミ平均生息個体数密度

息個体数密度

年には採捕されなくなりました（図 7）。

図８

約 2.8m の底から 1m

塩分導入前後の調査定点のシジミ平均生

息個体数密度
図６

いる水質データを活

シジミ調査地点

（●：毎月及び年 1 回の資源量調査地点、○：年 1

年 3 月から池内の塩
04-6 特集

図8 塩分導入前後の調査定点の
塩分導入前後の調査定点のシジミ平均生

図８

前年生まれの稚貝が少数、採捕されましたが、翌

鳥取県生活環境部が

には最高塩分濃度が

近年の調査

（●：毎月及び年1回の資源量調査地点、○：年1回の資源
も、前年生まれの稚貝が少数、採捕されました
ウ シジミ資源
量調査地点）
（●：毎月及び年
1 回の資源量調査地点、○：年 1
図９ 近年の
が、翌年には採捕されなくなりました（図 7）。
2013 年から 20
回の資源量調査地点）
息密度が低い地点
ウ シジミ
ミの採捕ではサン
年から
図７ 塩分導入実証試験中の調査定点シジミ平
15cm2013
と狭く、
生息

ましたが、成果を上げる結果には至りませんでし

査方法と結果

図９
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いては、2015

で、採泥器を
た場合の約 7
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用いて資源重

6mm(殻長約 9mm）以上の資源重量は約 200 トン、
以上のシジミは約 20 トンと推定されました。翌
そのうち漁獲サイズの殻幅 14mm(殻長約 23mm）
2014 年には資源重量は約 160 トンとやや減少し
以上のシジミは約 20 トンと推定されました。翌
ましたが、そのうち漁獲サイズは約 70 トンへ増
2014 年には資源重量は約 160 トンとやや減少し
加しました（図 10）。
ましたが、そのうち漁獲サイズは約 70 トンへ増

なくなっていま
類の割合が低い
ですが、9 月に植
する傾向が見ら
類の割合が低い

する傾向が見ら

加しました（図 10）。

開始直後から順調

2010 年 6 月に前年

初めて採捕されま

く、また、2011 年

図 12

、採捕されました

藍藻類割合
図 12 前年 9 月
近年の調査定点のシジミ平均個体数密度
図９図9近年の調査定点のシジミ平均個体数密度

りました（図 7）。

ウ

シジミ資源量

2013
年から
2016
ウ シ
ジミ資
源量年までの間は、シジミの生息
密度が低い地点が多く、採泥器を用いたシジミの
2013 年から 2016 年までの間は、シジミの生

採捕ではサンプリングする範囲が 15cm × 15cm
息密度が低い地点が多く、採泥器を用いたシジ
と狭く、生息範囲の推定に誤差が大きくなると考
ミの採捕ではサンプリングする範囲が 15cm×
えられたことから、幅 30cm、目合 6mm のジョレ
15cm と狭く、生息範囲の推定に誤差が大きくな
ンを用いてシジミを採捕しました。ジョレンを引

調査定点シジミ平

ると考えられたことから、幅 30cm、目合 6mm の
いた距離は、ジョレン投入点に鉄筋を池底に垂直
に刺し、そこからジョレン引きを開始し、終了時
ジョレンを用いてシジミを採捕しました。ジョ
にジョレンの柄を垂直に立て、鉄筋との距離を計
レンを引いた距離は、ジョレン投入点に鉄筋を
測しました。調査箇所はシジミが生息していな
池底に垂直に刺し、そこからジョレン引きを開
い深場を除く約 100 地点で実施しました（図 6）。
始し、終了時にジョレンの柄を垂直に立て、鉄
2017
年 10 月以降はシジミの生息密度が高まった

水をポンプアップ

卵を促す取り組み

る結果には至りま

図 10

シジミ漁開始前後の推定資源重量

図10シジミ漁開始前後の推定資源重量
シジミ漁開始前後の推定資源重量
図 10

その後、稚貝の資源加入量の減少とシジミ漁
その後、稚貝の資源加入量の減少とシジミ漁の
の影響があり、
資源重量は 2016 年まで減少し続
その後、稚貝の資源加入量の減少とシジミ漁
影響があり、資源重量は 2016 年まで減少し続け
けました。幸い、2015 年、2016 年とシジミ稚貝
の影響があり、資源重量は
2016
年まで減少し続
ました。幸い、2015
年、2016
年とシジミ稚貝の
の発生が良好で、シジミ資源重量は 2016 年秋か
発生が良好で、シジミ資源重量は
2016 年秋から
けました。幸い、2015 年、2016 年とシジミ稚貝
ら回復し始め、2019
年には漁獲サイズが約
回復し始め、2019
年には漁獲サイズが約
2,400
の発生が良好で、シジミ資源重量は
2016 年秋か
トンまで増加しました（図
11）。 11）。
2,400 トンまで増加しました（図
ら回復し始め、2019 年には漁獲サイズが約

2,400 トンまで増加しました（図 11）。

筋との距離を計測しました。調査箇所はシジミ
ことと、生息範囲がある程度把握できたため、エ
クマンバージ採泥器
(15cm × 15cm)
を用いた調査
が生息していない深場を除く約
100
地点で実施
に切り替えました。池内の約
100 カ所で採泥器
しました（図 6）。2017 年 10 月以降はシジミの

のは、汽水化が始

11 月にはこれまで

を用いて採泥し、6.7mm の目合のフルイに残った
生息密度が高まったことと、生息範囲がある程
シジミを計数しました。この作業を 2 回繰り返し、
度把握できたため、エクマンバージ採泥器(15cm
平均値を算出しました。これは１回の調査あたり、
×15cm)を用いた調査に切り替えました。
池内の
サンプリングだけでも
4 人が丸１日掛かる調査で

数の稚貝が採捕さ

、生息密度は 2015

持されていました

2

しまいました。幸

約 100 カ所で採泥器を用いて採泥し、6.7mm
の
す。資源重量の計算は、各調査地点の
1m あたり

調で、11 月には生

の重量を地図上にプロットし、
0g、1 〜 999g、1,000
目合のフルイに残ったシジミを計数しました。
〜
4,999g、5,000g
以上の 4 段階の分布図を作成し、
この作業を
2 回繰り返し、平均値を算出しまし

年まで 500 個体/m2

各範囲の平均重量とその面積から資源重量を算出
た。これは１回の調査あたり、サンプリングだ
し、各範囲の資源重量を合計して池全体の資源重
けでも 4 人が丸１日掛かる調査です。資源重量
量としました。また、殻幅 14mm 以上のシジミに
の計算は、各調査地点の
1ｍ2 あたりの重量を地
ついては、2015
年に東郷池において実施した調

す（図 9）。

図上にプロットし、0g、1～999g、1,000～4,999g、
査で、採泥器を用いた採捕重量がジョレンを用い
た場合の約
7 割であったことから、この比率を用
5,000g 以上の
4 段階の分布図を作成し、各範囲
いて資源重量を補正しました。
の平均重量とその面積から資源重量を算出し、

2013 年 の シ ジ ミ 資 源 重 量 に つ い て、 殻 幅
各範囲の資源重量を合計して池全体の資源重量
6mm( 殻長約 9mm）以上の資源重量は約 200 トン、
としました。また、殻幅 14mm 以上のシジミにつ
そのうち漁獲サイズの殻幅 14mm( 殻長約 23mm）
いては、2015 年に東郷池において実施した調査
以上のシジミは約
20 トンと推定されました。翌

点のシジミ平均生

前年 9 月
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藍藻類割合

＊シジミ増加率：

３． シジミ漁

これまで当セ
３． シジミ漁
り、湖山池漁協
これまで当セ
ミ漁が 2014 年 6
り、湖山池漁協
い間夢見たシジ
ミ漁が 2014 年 6
の顔も晴れ晴れ
い間夢見たシジ
獲量が減少して
の顔も晴れ晴れ
者の減少と、漁
獲量が減少して
中でのシジミ漁
者の減少と、漁
慨ひとしおであ
中でのシジミ漁

慨ひとしおであ
図11 シジミの推定資源重量

図 11

シジミの推定資源重量

（５）シジミの好適増殖環境について
図 11 シジミの推定資源重量

(5シジミの再生産時の好適環境については、
)シ ジ ミ の 好 適 増 殖 環 境 に つ い て
「宍
道湖でシジミ現存量が増加した時の塩分濃度は
シジミの再生産時の好適環境については、
「7宍

(5)シ ジ ミ の 好 適 増 殖 環 境 に つ い て
道湖でシジミ現存量が増加した時の塩分濃度は
シジミの再生産時の好適環境については、
「宍
分濃度は
6 〜 8psu。シジミの資源量に対し、藍
7～8psu。シジミの餌である珪藻が主体となる塩
道湖でシジミ現存量が増加した時の塩分濃度は
藻類の優先割合が大きな影響を与えている。
」と
2）
分濃度は
6～8psu。シジミの資源量に対し、藍
、湖山池でもこれに沿った結果
の報告があり
7～8psu。シジミの餌である珪藻が主体となる塩
藻類の優先割合が大きな影響を与えている。」
が出ています。シジミ産卵期の塩分濃度が
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2)
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の範囲内にある時に稚貝の発生が良好で、
、湖山池でもこれに沿った結
との報告があり
藻類の優先割合が大きな影響を与えている。」
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果が出ています。シジミ産卵期の塩分濃度が
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との報告があり 2)、湖山池でもこれに沿った結
なっています。また、データ数は少ないのですが、
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が連携し、様々
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法などを取り決
限、操業時間・
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法などを取り決
15）。
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低い年に限り、シジミ個体数が増加する傾向が見
～12psu の範囲内にある時に稚貝の発生が良好
られています（図 12）。

2014
年には資源重量は約 160 トンとやや減少し
で、採泥器を用いた採捕重量がジョレンを用い
ましたが、そのうち漁獲サイズは約
70 トンへ増
た場合の約 7 割であったことから、この比率を
加しました（図 10）。
用いて資源重量を補正しました。
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2014 年 6 月 1 日から開始されました。長
これまで当センター等が行った取り組みが実
ました。湖山池漁協にとってはまるでお祭りの
が
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日操業と他のシジミ産地と比較すると厳しい規制

源が順調に増えていましたが、2018 年にアオコ

を設けました。翌年には計算上、資源量にあまり

による大量死が発生しました。このため、東郷池

余裕はありませんでしたが、湖山池漁協は漁獲が

ではシジミ増殖策を見直しているところです。

順調なことから漁獲制限を 1 人 1 日当たり 15kg

今後、両池において、シジミの状況、塩分、

に緩和しました。2013 年、2014 年と稚貝の発生

DO、植物プランクトン等の基礎的なデータを継

が少なかったこともあり、2015 〜 2016 年の冬

続して取得し、シジミの最適な増殖方法を再度、

季には乱獲状態となってしまいました。このため

とりまとめる予定です。また、シジミは稚貝の発

2016 年 4 月から漁獲上限を 1 人 1 日当たり 10kg

生数、生残率、成長率の年変動が激しく、将来の

に、さらに 2017 年 4 月から 5kg に規制を強化し

資源量を予測するのが困難な種であることから、

ました。幸い、2017 年の秋季から 2015 年生まれ

毎年資源量を把握し、漁獲可能量を漁協へ提示し、

のシジミが採捕され始め、漁獲も順調であること

適正な漁獲につなげたいと考えています。

から漁獲規制も徐々に緩和されました。2019 年
の漁獲上限は 40kg/ 人・日で、シジミ漁開始時の
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共同販売を検討されましたが、販売量が少ないこ
と、シジミを取り扱っている仲買業者が地元に無
いことなどから断念し、相対取引での出荷となり
ました。全国的にシジミの単価が下がる中、当初
は高値で取引されていましたが、徐々に値段が下
がってしまい、漁獲量の減少と併せて漁師さんに
はダブルパンチでした。その後、資源量が回復し
ても単価は低いままで、販売先も確保できず、漁
獲量を増やせない状況が続いていました。このた
め、販売先の開拓に積極的に取り組まれましたが、
販売実績が無いため、大型シジミにもかかわらず、
小型シジミ並の値段しか付かない時期もありまし
た。つらい中でも販売開拓に努めた結果、今では
県内外でも湖山池のシジミの知名度が高まり、単
価も徐々に上がるとともに、販売量も増えてきて
います。ちなみに、湖山池のシジミは粒が大きく、
臭みが無い、身入りが良いという特徴で好評を得
ています。

６．今後の取り組み
湖山池でのシジミ資源の増殖（水質管理）は現
在のところ順調に推移していますが、稚貝の発生
が少ない年があるなど、必ずしも安定していると
は言い切れません。なお、当センターでは湖山池
の他、東郷池でもシジミ増殖に取り組んでいます。
東郷池にも課題があり、2016 年まではシジミ資
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京都府阿蘇海に発生するアサリ天然稚貝の有効活用

7 京都府阿蘇海に発生するアサリ天然稚貝の有効活用
京都府農林水産技術センター 海洋センター
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国と同様の減少傾向で、近年では特定の海域で
全国のアサリ漁獲量は 1980 年前半までは 12
〜のみ数百キロが漁獲されているに過ぎない状況
16 万トンで推移していましたが、1980 年後半

の情報を得たことから、周辺海域の調査を実施
る漁業者から、「海底がアサリだらけ」との情報
しました。
その結果、波打ち際から水深 1m 程度
を得たことから、周辺海域の調査を実施しまし

以降は急激な減少傾向となり、近年では数千トン
た。その結果、波打ち際から水深 1m 程度の海底で、
です（図１）。アサリ資源が激減してきた原因
の海底で、底質＝アサリと表現できるほど多数
ンとなっています。京都府のアサリ漁獲量も全
ている漁業者から、「海底がアサリだらけ」と
となっています。京都府のアサリ漁獲量も全国と
底質＝アサリと表現できるほど多数のアサリ稚貝
については、多くの研究者等によって試験・研
のアサリ稚貝が生息していることが確認できま
国と同様の減少傾向で、近年では特定の海域で
の情報を得たことから、周辺海域の調査を実施
同様の減少傾向で、近年では特定の海域でのみ数
が生息していることが確認できました（写真１）
。
のみ数百キロが漁獲されているに過ぎない状況
しました。
その結果、波打ち際から水深 1m 程度
究が行われていますが、十分に解明されていな
した（写真１）。
百キロが漁獲されているに過ぎない状況です（図
です（図１）。アサリ資源が激減してきた原因
の海底で、底質＝アサリと表現できるほど多数
いのが現状です。
１）
。アサリ資源が激減してきた原因については、
については、多くの研究者等によって試験・研
のアサリ稚貝が生息していることが確認できま
このようななか、京都府宮津市阿蘇海では、
多くの研究者等によって試験・研究が行われてい
究が行われていますが、十分に解明されていな
した（写真１）。
毎年多くのアサリ稚貝が発生することが確認さ
ますが、十分に解明されていないのが現状です。
いのが現状です。

れました。
この稚貝は、夏期以降急激に減少し、
このようななか、京都府宮津市阿蘇海では、毎
このようななか、京都府宮津市阿蘇海では、
年多くのアサリ稚貝が発生することが確認されま
漁獲対象サイズまで生き残らないことも確認さ
毎年多くのアサリ稚貝が発生することが確認さ
した。この稚貝は、夏期以降急激に減少し、漁獲
れました。この稚貝は、夏期以降急激に減少し、
れました。そこで、これらの未利用であったア
対象サイズまで生き残らないことも確認されまし
漁獲対象サイズまで生き残らないことも確認さ
サリ稚貝を有効活用するため、採集から販売に
た。そこで、これらの未利用であったアサリ稚貝
れました。そこで、これらの未利用であったア
至るまでの新たな稚貝ビジネスモデルを漁業者
を有効活用するため、採集から販売に至るまでの
サリ稚貝を有効活用するため、採集から販売に
に提案しました。さらに、これらの稚貝を用い
新たな稚貝ビジネスモデルを漁業者に提案しまし
至るまでの新たな稚貝ビジネスモデルを漁業者
たアサリ養殖試験を漁業者とともに実施してい
に提案しました。さらに、これらの稚貝を用い
た。さらに、これらの稚貝を用いたアサリ養殖試
たアサリ養殖試験を漁業者とともに実施してい
ますので紹介します。
験を漁業者とともに実施していますので紹介しま

す。 ますので紹介します。

写真1高高密度で生息するアサリ稚貝
写真１
密度で生息するアサリ稚貝
写真
１ 高密度で生息するア4サ月頃から目につき始め、
リ稚貝
これらの稚貝は、毎年

5これらの稚貝は、毎年
〜 7 月頃にかけて殻長4 5月頃から目につき始
〜 20mm 程度に成長す
これらの稚貝は、毎年
4 月頃から目につき始
ることが分かりました。そこで阿蘇海内で稚貝発
め、
5～7 月頃にかけて殻長 5～20mm 程度に成長

め、5～7
月頃にかけて殻長 5～20mm 程度に成長
生状況を調査したところ、調査場所によって発生

することが分かりました。そこで阿蘇海内で稚

することが分かりました。そこで阿蘇海内で稚
量は大きく異なりましたが、多い海域では数万個

貝発生状況を調査したところ、調査場所によっ

貝発生状況を調査したところ、調査場所によっ
/㎡以上の生息密度となっていました。この生息

て発生量は大きく異なりましたが、多い海域で
て発生量は大きく異なりましたが、多い海域で
密度から推定すると、阿蘇海全体では数千万〜数
は数万個/㎡以上の生息密度となっていました。
は数万個/㎡以上の生息密度となっていました。
億個以上の稚貝が発生していると推測されました。
この生息密度から推定すると、阿蘇海全体では
この生息密度から推定すると、阿蘇海全体では

しかし、毎年 8 月中旬以降、稚貝の生息密度

数千万～数億個以上の稚貝が発生していると推

図1 アサリ漁獲量の推移
図１ アサリ漁獲量の推移

図１

アサリ漁獲量の推移

２．阿蘇海に発生する
アサリ稚貝の現状

は激減し、9 月以降はほとんどいなくなることも
数千万～数億個以上の稚貝が発生していると推
測されました。
確認されました（図２）。稚貝が急激に減耗する
測されました。

要因として、夏場の高水温や貧酸素及び魚類（ク
ロダイ）からの捕食等であると考えられていま
す。同湾で漁獲されたクロダイを調査したところ、
胃内容物から大量のアサリ稚貝の殻（推定 50 〜
100 個 / 尾）が確認されました。

阿蘇海は、日本三景「天橋立」で宮津湾から仕

このように稚貝は大量に発生しますが、漁獲サ
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図２．アサリ稚貝の月別生息
密度
の推移
図2
アサリ稚貝の月別生息密度の推移

も確認されました（図２）。稚貝が急激に減耗
３．アサリ稚貝の有効利用

として利用することができないかと考えました。
しました。漁場からの採集方法は、まずジョレン
大量発生している稚貝を漁場から消失する前に
を用いて手作業で底質とともに稚貝を取り上げま
採集して販売する新たな稚貝ビジネスに地元の
す（写真２）。
漁業者とともに取り組むことにしました。
このとき、海底の砂利やゴミ等も一緒に採集さ

する要因として、夏場の高水温や貧酸素及び魚

なお、京都府ではアサリの漁獲に関する殻長
れるので、稚貝のサイズ分けと混雑物の除去が必

全国のアサリ天然資源が減少するなか、資源の
類（クロダイ）からの捕食等であると考えられ
復活を目指して各地で稚貝放流や垂下養殖等が実
ています。同湾で漁獲されたクロダイを調査し
施されています。これらに用いる稚貝については、
たところ、胃内容物から大量のアサリ稚貝の殻
各県の試験場や栽培センターで人工的に生産され
（推定 50～100 個/尾）が確認されました。
ていますが、供給量が需要量に追いつかないのが
このように稚貝は大量に発生しますが、漁獲
現状です。そこで、京都府では阿蘇海で発生する
サイズまで育たず、全くの未利用資源であるこ
アサリ稚貝を放流や養殖用稚貝として利用するこ

要となります。当初は手作業で選別していました
規制が無いことから、稚貝の採集及び販売は可
が非常に効率が悪いことから選別機を試作しまし
能です。

とが分かりました。
とができないかと考えました。大量発生している

ため、殻長 10mm サイズ以上に選別して販売する
その中間に残るのが殻長
10mm サイズのアサリと

稚貝を漁場から消失する前に採集して販売する新

同サイズの砂利やホトトギスガイです。このよう
ことにしました。漁場からの採集方法は、まず
に大まかな選別までは非常に効率良く行うことが
ジョレンを用いて手作業で底質とともに稚貝を

イズまで育たず、全くの未利用資源であることが
しかし、毎年 8 月中旬以降、稚貝の生息密度
分かりました。
は激減し、9 月以降はほとんどいなくなること

たな稚貝ビジネスに地元の漁業者とともに取り組
3. ア サ リ 稚 貝 の 有 効 利 用

むことにしました。
全国のアサリ天然資源が減少するなか、資源
なお、京都府ではアサリの漁獲に関する殻長規
の復活を目指して各地で稚貝放流や垂下養殖等
制が無いことから、稚貝の採集及び販売は可能で
が実施されています。これらに用いる稚貝につ
す。

レスメッシュを装着することにより稚貝を 3 〜 4

4. 稚 貝 の 採 集 ・ 選 別

段階の大きさに分けることができます。粗いメッ
大量に発生する稚貝は、主に養殖用稚貝とし
シュで大型のゴミや海藻を、細かいメッシュで砂
て販売します。採集後の計数や生残率を高める
泥と小型稚貝を除去することが可能となりました。

できるようになりました。しかし、養殖用稚貝と
取り上げます（写真２）。
して販売するためには足糸で絡まりを作るホトト
このとき、海底の砂利やゴミ等も一緒に採集
ギスガイの除去が必要となります。本種を効率良
されるので、稚貝のサイズ分けと混雑物の除去
く除去するための方法として、本種が互いに足糸

いては、各県の試験場や栽培センターで人工的

が必要となります。当初は手作業で選別してい
で絡み合って塊となる習性に注目しました。選別

に生産されていますが、供給量が需要量に追い
４．稚貝の採集・選別

機によって分離されたアサリ稚貝と本種等が混在
ましたが非常に効率が悪いことから選別器を

つかないのが現状です。そこで、京都府では阿
大量に発生する稚貝は、主に養殖用稚貝として
蘇海で発生するアサリ稚貝を放流や養殖用稚貝

する採集物を篭などに収容して海中に垂下します。
試作しました（写真３）。この選別器に目合の
１〜
2 日後に篭を引き上げると篭の表面は本種同
異なるステンレスメッシュを装着すること

販売します。採集後の計数や生残率を高めるため、
殻長 10mm サイズ以上に選別して販売することに

54
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た（写真３）。この選別機に目合の異なるステン
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特

二枚貝を増やす最近の試み−１

集

を確認するため、寄生虫等の検査（カイヤドリウ
の作業によって、90％以上のホトトギスガイを
の作業によって、90％以上のホトトギスガイを
ミグモ、パーキンサス原虫など）を実施しています。
除去することが可能となりました。このように、
除去することが可能となりました。
このように、
現在のところ、阿蘇海内ではカイヤドリウミグ
本種を取り除いて出荷することにより、アサリ
本種を取り除いて出荷することにより、アサリ
モやサキグロタマツメタの生息は確認されておら
養殖業者の購入後の作業も向上したことから、
養殖業者の購入後の作業も向上したことから、
ず、アサリ稚貝にも寄生していないことを確認し
高い評価が得られるようになりました（写真４）。
高い評価が得られるようになりました
（写真４）。
ています。また、パーキンサス原虫の寄生につい
ては、8 月以降に少数の寄生が確認されることが
ありますので、出荷時期を 7 月下旬までとしてい
ます。さらに、これらの寄生虫は、外部からの持
ち込み（移植放流等）によって侵入する可能性が
写真 2
写真 2

稚貝
の採集
写真2
稚貝の採集
稚貝の採集

高いことから、漁業関係者には安全が確保できな
い二枚貝類を他海域から持ち込まないよう注意喚
起を行っています。

６．稚貝販売

このように順調に出荷個
6． 稚 貝 販 売
2016
写
真年から、これまで未利用であったアサリ
4 採集これまで未利用であったアサリ
物の選別
2016
していましたが、2018 年は
写
真 4年から、
採集物の選別
稚貝を府内外の養殖漁業者へ販売することにしま
稚貝を府内外の養殖漁業者へ販売することにし
傾向となったことから約 1

写真 3 選別機を用いた選別作業
写真 3写真3
選別選別機を用いた選別作業
機を用いた選別作業

て、90％以上のホトトギスガイを除去することが
の作業によって、90％以上のホトトギスガイを
により稚貝を
3～4 段階の大きさに分けること
により稚貝を 3～4 段階の大きさに分けること

可能となりました。このように、本種を取り除い
除去することが可能となりました。このように、
ができます。粗いメッシュで大型のゴミや海藻
ができます。粗いメッシュで大型のゴミや海藻
を、細かいメッシュで砂泥と小型稚貝を除去す
を、細かいメッシュで砂泥と小型稚貝を除去す
の作業も向上したことから、高い評価が得られる
養殖業者の購入後の作業も向上したことから、
ることが可能となりました。その中間に残るの
ることが可能となりました。その中間に残るの
ようになりました（写真４）
。
高い評価が得られるようになりました
（写真４）。
が殻長
が殻長 10mm
10mm サイズのアサリと同サイズの砂利
サイズのアサリと同サイズの砂利

て出荷することにより、アサリ養殖業者の購入後
本種を取り除いて出荷することにより、アサリ

やホトトギスガイです。このように大まかな選
やホトトギスガイです。このように大まかな選
別までは非常に効率良く行うことができるよう
別までは非常に効率良く行うことができるよう
になりました。しかし、養殖用稚貝として販売
になりました。しかし、養殖用稚貝として販売
するためには足糸で絡まりを作るホトトギスガ
するためには足糸で絡まりを作るホトトギスガ

集

イの除去が必要となります。本種を効率良く除
イの除去が必要となります。本種を効率良く除
去するための方法として、本種が互いに足糸で
去するための方法として、本種が互いに足糸で
絡み合って塊となる習性に注目しました。選別
絡み合って塊となる習性に注目しました。選別
機によって分離されたアサリ稚貝と本種等が混
機によって分離されたアサリ稚貝と本種等が混
写真4 採集物の選別
在する採集物を篭などに収容して海中に垂下し
在する採集物を篭などに収容して海中に垂下し
写真 4 採集物の選別
ます。１～2
ます。１～2 日後に篭を引き上げると篭の表面
日後に篭を引き上げると篭の表面

は本種同士が絡まり合ってマット状になります
５．安全性の担保
は本種同士が絡まり合ってマット状になります
5
.
安全性の担保
ので、この塊を剥がすように取り除きます。こ
ので、この塊を剥がすように取り除きます。こ

5. 安した。採集漁業者も初めての取り組みであったこ
全性の担保
70 万個、2020 年は発生量が
5. 安全ました。採集漁業者も初めての取り組みであっ
性の担保
とから、試行錯誤のもと京都府漁協とともに試験
一般的に魚介類の導入や移植については、種
たことから、試行錯誤のもと京都府漁協ととも
中止しました。稚貝の発生
一般的に魚介類の導入や移植については、種
販売を実施しました。
に試験販売を実施しました。
一つは、前年に本府を通過
苗の健苗性等が問題になることかあります。国
苗の健苗性等が問題になることかあります。国
関係者間で販売に関する協議を行い、出荷サイ
関係者間で販売に関する協議を行い、出荷サ
の影響ではないかと推測し
内ではアサリ稚貝の導入時に混入した寄生虫が
内ではアサリ稚貝の導入時に混入した寄生虫が
ズおよび単価を決め、個数売りとしました。販売
イズおよび単価を決め、個数売りとしました。
の要因も影響していると推
漁場に蔓延し、アサリ漁が低迷している海域も
漁場に蔓延し、アサリ漁が低迷している海域も
先は府内の漁業者を優先し、余剰稚貝は他府県の
販売先は府内の漁業者を優先し、余剰稚貝は他
あります。そこで京都府では、販売するアサリ
あります。そこで京都府では、販売するアサリ
養殖業者としました。また、稚貝の採集個数は最
府県の養殖業者としました。また、稚貝の採集
表１ アサリ稚貝の採集
稚貝の健苗性を確認するため、寄生虫等の検査
稚貝の健苗性を確認するため、寄生虫等の検査
大 10 〜 15 万個／日なので、養殖業者とは事前
個数は最大 10～15
万個／日なので、養殖業者と
実作業日数（日）
（カイヤドリウミグモ、
パーキンサス原虫など）
（カイヤドリウミグモ、
パーキンサス原虫など）
に注文数と受け取り日を調整して採集を行いまし
は事前に注文数と受け取り日を調整して採集を
を実施しています。
作業時間（時間／日）
を実施しています。
た。
行いました。
現在のところ、阿蘇海内ではカイヤドリウミ
作業人数（人／日）
現在のところ、阿蘇海内ではカイヤドリウミ
グモやサキグロタマツメタの生息は確認されて
グモやサキグロタマツメタの生息は確認されて
おらず、アサリ稚貝にも寄生していないことを
おらず、アサリ稚貝にも寄生していないことを

採集個数（個／日）

確認しています。また、パーキンサス原虫の寄
確認しています。また、パーキンサス原虫の寄
生については、8 月以降に少数の寄生が確認さ
月以降に少数の寄生が確認さ
生については、8

販売単価（円）

段階の大きさに分けること

ッシュで大型のゴミや海藻

で砂泥と小型稚貝を除去す

ました。その中間に残るの

のアサリと同サイズの砂利

販売金額（円）

れることがありますので、出荷時期を 77 月下旬
月下旬
れることがありますので、出荷時期を
までとしています。
さらに、
これらの寄生虫は、
までとしています。
さらに、
これらの寄生虫は、
外部からの持ち込み（移植放流等）によって侵
外部からの持ち込み（移植放流等）によって侵
入する可能性が高いことから、漁業関係者には
入する可能性が高いことから、漁業関係者には
安全が確保できない二枚貝類を他海域から持ち
安全が確保できない二枚貝類を他海域から持ち
込まないよう注意喚起を行っています。
写真5
込まないよう注意喚起を行っています。
写真 5 出荷
作業 出荷作業

一般的に魚介類の導入や移植については、種
一般的に魚介類の導入や移植については、種苗

用いた選別作業

総採集個数（個）

時給換算（円／時間）

7． 京 都 府 産 稚 貝 を 用 い た

阿蘇海で採集されたアサ

内の内湾域（舞鶴湾、久美

開始されました。両湾は四

静かな湾であり、河川から

その結果、初年度（2016 年）の出荷個数は、
その結果、初年度（2016 年）の出荷個数は、

富なことから植物プランク

苗の健苗性等が問題になることかあります。国
の健苗性等が問題になることかあります。国内で

約 60 万個で、主に他府県の漁業者と研究機関に

内ではアサリ稚貝の導入時に混入した寄生虫が
はアサリ稚貝の導入時に混入した寄生虫が漁場に

提供しました。2017 年は、選別機の導入により

漁場に蔓延し、アサリ漁が低迷している海域も
蔓延し、アサリ漁が低迷している海域もあります。

選別能力が飛躍的に向上したことから、出荷個数

あります。そこで京都府では、販売するアサリ
そこで京都府では、販売するアサリ稚貝の健苗性

は約 330 万個と前年の約 5 倍となりました。

稚貝の健苗性を確認するため、寄生虫等の検査
（カイヤドリウミグモ、パーキンサス原虫など）
を実施しています。

約 60 万個で、主に他府県の漁業者と研究機関に

類の養殖には適した環境で

提供しました。2017 年は、選別機の導入により

蘇海で採集した稚貝（殻長

選別能力が飛躍的に向上したことから、出荷個

用い、久美浜湾の漁業者が

数は約 330 万個と前年の約 5 倍となりました。

したところ、2020 年 6 月（

2017 年の種苗販売金額（約 360 万円）から、

には一部のアサリは殻長 4

稚貝採集に従事した漁業者（7～8 人）の収入を

いました。これらの大型ア
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し、養殖用稚貝として販売

おらず、アサリ稚貝にも寄生していないことを

すると 4,000～4,500 円／時間となり、稚貝ビジ

養殖方法については、各

絡まりを作るホトトギスガ

確認しています。また、パーキンサス原虫の寄
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2017 年の種苗販売金額（約 360 万円）から、

容密度の調整）は年間 3 〜 4 回程度です。このよ

稚貝採集に従事した漁業者（7 〜 8 人）の収入を

とが示唆されたことから、詳細な養殖マニュア
うに
1 年サイクルでの養殖が可能であることが示

開事業（うち地域

試算して、表１に示しました。諸経費等はほとん

ル等を作成することにより、京都府での新しい
唆されたことから、詳細な養殖マニュアル等を作

研究「二枚貝養殖

ど必要無いことから、単純に時間単価に換算する

成することにより、京都府での新しい養殖対象種
養殖対象種として定着させたいと考えています。

発」により行われ

と 4,000 〜 4,500 円／時間となり、稚貝ビジネス

として定着させたいと考えています。

は非常に効率の良い新しい収入源になることが分
かりました。
このように順調に出荷個数が増加すると期待

未利用であったアサリ

者へ販売することにし

めての取り組みであっ

もと京都府漁協ととも

た。

このように順調に出荷個数が増加すると期待し

していましたが、2018 年は稚貝の発生量が減少

ていましたが、2018 年は稚貝の発生量が減少傾
傾向となったことから約 170 万個、2019 年は約

向となったことから約 170 万個、2019 年は約 70
70 万個、2020 年は発生量が激減したため出荷を

万個、2020 年は発生量が激減したため出荷を中
中止しました。稚貝の発生量が激減した原因の

止しました。稚貝の発生量が激減した原因の一つ
一つは、前年に本府を通過した台風による大雨

る協議を行い、出荷サ

個数売りとしました。

は、前年に本府を通過した台風による大雨の影響
の影響ではないかと推測していますが、その他

ではないかと推測していますが、その他の要因も
の要因も影響していると推測しています。

影響していると推測しています。

優先し、余剰稚貝は他

た。また、稚貝の採集

表１ 表1
アサアサリ稚貝の採集と販売結果（2017）
リ 稚 貝 の 採 集 と 販 売 結 果 （ 2017 ）

日なので、養殖業者と

実作業日数（日）

23

り日を調整して採集を

作業時間（時間／日）

4～6

作業人数（人／日）

7～8

採集個数（個／日）

10万～15万

総採集個数（個）

約330万

販売単価（円）

1～２

販売金額（円）

約360万

時給換算（円／時間）

4,000～4,500

写真 写真6
6 養養殖した大型アサリの試験出荷
殖した大型アサリの試験出荷

８．今後の進め方
8.今 後 の 進 め 方
これまでの試験研究の結果、未利用資源であ

これまでの試験研究の結果、未利用資源であっ

ったアサリ稚貝の採集・販売が新しいビジネス
たアサリ稚貝の採集・販売が新しいビジネスとし
7． 京７．京都府産稚貝を用いた
都府産稚貝を用いたアサリ養殖の試み

アサリ養殖の試み
阿蘇海で採集されたアサリ稚貝を用いて、府

府産の安心・安全な大型アサリの生産が可能なこ

の内湾域（舞鶴湾、久美浜湾）で養殖試験が開始

の作業工程をマニュアル化するとともに、京都府

されました。両湾は四方を山に囲まれた波静かな

から出荷までの作業工程をマニュアル化すると
の新たな特産品に育てて行きたいと考えています。

静かな湾であり、河川から流入する栄養塩も豊

の漁業者と研究機関に

、選別機の導入により

したことから、出荷個

約 5 倍となりました。

（約 360 万円）から、

富なことから植物プランクトンも多く、二枚貝

しかし、阿蘇海でアサリ稚貝が大量に発生する
ともに、京都府の新たな特産品に育てて行きた
メカニズムが解明されていないことや産卵母貝の
いと考えています。

類の養殖には適した環境です。2019 年 7 月に阿

蘇海で採集した稚貝（殻長 10～18mm サイズ）を

は適した環境です。2019 年 7 月に阿蘇海で採集
用い、久美浜湾の漁業者が垂下養殖試験を開始

生息場所等が未確認であることなど、今後、安定

しかし、阿蘇海でアサリ稚貝が大量に発生す

した稚貝（殻長 10 〜 18mm サイズ）を用い、久

して稚貝ビジネスを継続するための条件を早急に

美浜湾の漁業者が垂下養殖試験を開始したところ、

把握することが急務であると考えています。

2020 年 6 月（養殖期間は約 1 年）には一部のア

や収容密度の調整）は年間 3～4 回程度です。こ
法で行っていますが、養殖作業（容器の交換や収

貝の生息場所等が未確認であることなど、
今後、
なお、本調査の一部は国立研究開発法人農業・
食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研
安定して稚貝ビジネスを継続するための条件を
究支援センター革新的技術開発
・緊急展開事業（う
早急に把握することが急務であると考えていま
ち地域戦略プロジェクト）委託試験研究「二枚貝
す。
養殖の安定化と生産拡大の技術開発」により行わ
なお、本調査の一部は国立研究開発法人農
れました。
業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業

のように 1 年サイクルでの養殖が可能であるこ

技術研究支援センター革新的技術開発・緊急展

したところ、2020 年 6 月（養殖期間は約 1 年）
には一部のアサリは殻長 45mm 以上に成長して

した。諸経費等はほと

らの大型アサリを 6 月中旬から京都府漁協を通じ

単純に時間単価に換算

円/kg 以上の高値で取引されました。
て試験販売したところ、1,600
円 /kg 以上の高値

いました。これらの大型アサリを 6 月中旬から

京都府漁協を通じて試験販売したところ、1,600

養殖方法については、各湾の漁業者が独自の
で取引されました。
方法で行っていますが、養殖作業（容器の交換
養殖方法については、各湾の漁業者が独自の方
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1 年間の養殖を行うことで京都
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貝殻の力でキジハタを増やす！
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海洋建設は、貝殻人工魚礁「JF シェルナース」

技術営業部
部長 青山 智
海洋建設株式会社
（技術士技術営業部
水産部門）

部長 青山 智
部長 青山 智
（技術士 水産部門）
2. キ ジ ハ タ 種 苗 の 保
護育成技術
（技術士
水産部門）

海洋建設株式会社

1. は じ め に

海洋建設株式会社

技術営業部

１）貝殻で放流初期の生残率を高める

1.の開発・製造、漁場調査や水中作業など水に関
はじめに
する事業を行い、社会に貢献することを目的と
海洋建設は、貝殻人工魚礁「JF シェルナース」

技術開発のコンセプトは、「キジハタ
0 歳魚
2. キ
ジハタ種苗の保護育成技術
を放流して効率よく保護育成し、効果が確認さ
１）貝殻で放流初期の生残率を高める

した会社です。先代社長（現会長）の片山敬一
の開発・製造、漁場調査や水中作業など水に関
１. はじめに
は元漁師でダイバーです。「潜って、自分の目
する事業を行い、社会に貢献することを目的と
で見て、海のことをもっと知ってこい！」、「お
した会社です。先代社長（現会長）の片山敬一
海洋建設は、貝殻人工魚礁「JF シェルナース」
客様には潜った結果をすぐに、ありのままに、
の開発・製造、漁場調査や水中作業など水に関す
は元漁師でダイバーです。「潜って、自分の目

れていた
1 歳魚放流と同等の効果を得て育成コ
技術開発のコンセプトは、「キジハタ
0 歳魚
２.
キジハタ種苗の保護育成技術
ストを削減する」ことでした。具体的には、①
を放流して効率よく保護育成し、効果が確認さ
海に慣れていない放流直後から効率よく餌生物
れていた
1 歳魚放流と同等の効果を得て育成コ
１）貝殻で放流初期の生残率を高める
を供給する、②大型魚からの捕食を防ぐ、技術
技術開発のコンセプトは、「キジハタ 0 歳魚を
ストを削減する」ことでした。具体的には、①

お伝えしてこい！」とよく言われていました。
る事業を行い、社会に貢献することを目的とした
で見て、
海のことをもっと知ってこい！」、「お
この教えを胸に、現在も全国各地の海に潜り、
会社です。先代社長（現会長）の片山敬一は元漁
客様には潜った結果をすぐに、ありのままに、

です。①についてはカキ殻をメッシュパイプに
放流して効率よく保護育成し、効果が確認されて
海に慣れていない放流直後から効率よく餌生物
詰めた基質が、キジハタ種苗が好んで食べる生
いた 1 歳魚放流と同等の効果を得て育成コストを
を供給する、②大型魚からの捕食を防ぐ、技術

漁業者と一緒に豊かな海づくりに取り組んでい
師でダイバーです。
「潜って、自分の目で見て、
お伝えしてこい！」とよく言われていました。
海のことをもっと知ってこい！」
、
「お客様には潜
ます（図 1）。
この教えを胸に、現在も全国各地の海に潜り、
った結果をすぐに、ありのままに、お伝えしてこ
今回は、瀬戸内海を中心としたキジハタ種苗
漁業者と一緒に豊かな海づくりに取り組んでい
い！」とよく言われていました。この教えを胸に、
放流と生息場づくりの連携した取り組みについ
ます（図
1）。
現在も全国各地の海に潜り、漁業者と一緒に豊か
て紹介させていただきます。キジハタ放流技術
今回は、瀬戸内海を中心としたキジハタ種苗
な海づくりに取り組んでいます（図 1）。
開発は
2000 年頃から岡山県でスタートし、私は
放流と生息場づくりの連携した取り組みについ
今回は、瀬戸内海を中心としたキジハタ種苗放
その初期段階である 2003 年に入社しました。
て紹介させていただきます。キジハタ放流技術
流と生息場づくりの連携した取り組みについて紹
様々な海で放流のお手伝いをさせていただいた
開発は
2000 年頃から岡山県でスタートし、私は
介させていただきます。キジハタ放流技術開発は
これまでの 17 年間を懐かしく思い出しながら
その初期段階である
2003 年に入社しました。
2000 年頃から岡山県でスタートし、私はその初
書かせていだだきます。
様々な海で放流のお手伝いをさせていただいた
期段階である 2003 年に入社しました。様々な海

物を増やすこと、②については、様々な素材比
削減する」ことでした。具体的には、①海に慣れ
です。①についてはカキ殻をメッシュパイプに
ていない放流直後から効率よく餌生物を供給する、
較からホタテガイ殻をメッシュパイプ内に
詰めた基質が、キジハタ種苗が好んで食べる生
②大型魚からの捕食を防ぐ、技術です。①につい
30mm
間隔で配置した基質（図 2）が隠れ場とし
物を増やすこと、②については、様々な素材比
てはカキ殻をメッシュパイプに詰めた基質が、キ
て優れていることが分かりました（図 3）1）2）3）。
較からホタテガイ殻をメッシュパイプ内に
ジハタ種苗が好んで食べる生物を増やすこと、②
30mmさらに香川県で実施した放流試験では、ホタ
間隔で配置した基質（図 2）が隠れ場とし
については、様々な素材比較からホタテガイ殻を
テガイ殻の隙間の大きさを
15mm（図
と 30mm
の3）2。種
て優れていることが分かりました
3）1）2）
メッシュパイプ内に 30mm 間隔で配置した基質
類にすることで、滞留する種苗のサイズが多様
さらに香川県で実施した放流試験では、ホタ
（図 2）が隠れ場として優れていることが分かり
4)
。と 30mm の 2 種
化することも分かりました
テガイ殻の隙間の大きさを
15mm
ました（図 3）1）2）3）。

類にすることで、滞留する種苗のサイズが多様
化することも分かりました 4)。

で放流のお手伝いをさせていただいたこれまでの
これまでの
17 年間を懐かしく思い出しながら
17 年間を懐かしく思い出しながら書かせていだ
書かせていだだきます。
だきます。

図２

図２

図１

放流追跡調査（ウエットスーツ姿が筆者）

図１

図１

図２

ホタテガイ殻基質（すき間 30mm）

ホタテガイ殻基質（すき間 30mm）

ホタテガイ殻基質（すき間 30mm）

放流追跡調査（ウエットスーツ姿が筆者）

放流追跡調査（ウエットスーツ姿が筆者）
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図３ 貝殻のすき間に隠れるキジハタ種苗
貝殻のすき間に隠れるキジハタ種苗
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図３
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貝殻のすき間に隠れるキジハタ種苗
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2007
年からは、
現場の漁業者が取り組みやす
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年からは、
現場の漁業者が取り組みやす
2007
年からは、
現場の漁業者が取り組みやす
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）
漁
業
者
主
体
の
取
り組みへ展開
にすることで、滞留する種苗のサイズが多様化す
い放流基盤、放流手法の開発事業が広島県尾道
い放流基盤、放流手法の開発事業が広島県尾道
い放流基盤、放流手法の開発事業が広島県尾道
4）
2007 年からは、現場の漁業者が取り組みやす
ることも分かりました
。
市で始まりました。前述したカキ殻基質と
種
市で始まりました。前述したカキ殻基質と
市で始まりました。前述したカキ殻基質と222種
種
い放流基盤、放流手法の開発事業が広島県尾道
類のホタテガイ殻基質を組み合わせた「放流用
類のホタテガイ殻基質を組み合わせた「放流用
類のホタテガイ殻基質を組み合わせた「放流用
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー】

海域栽培漁業推進協議会令和２年度通常総会開く

海域栽培漁業推進協議会令和２年度通常総会開く

全国６海域の海域栽培漁業推進協議会（以下、海域協議会）の令和２年度通常総会を下
表のとおり開催しました。本年度の通常総会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
会員の皆様に事前に資料を送付の上、委任状または議決権行使書による議決権の行使を推

全国６海域の海域栽培漁業推進協議会（以下、

奨し、ごく少数の出席による開催としました。

海域協議会）の令和２年度通常総会を下表のとお

案について承認されました。
● 第 1 号議案

令和元年度事業報告書、貸借

総会では以下の議案を諮り、各海域すべての議案について承認されました。

り開催しました。本年度の通常総会は新型コロナ

対照表、正味財産増減計算書及び財産目録

● 第 1 号議案 令和元年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録
ウイルス感染拡大防止のため、会員の皆様に事前
等に関する件
等に関する件
に資料を送付の上、委任状または議決権行使書に

● 第 2 号議案

令和 2 年度事業計画書、収支

よる議決権の行使を推奨し、ごく少数の出席によ
計算書に関する件
● 第 2 号議案 令和 2 年度事業計画書、収支計算書に関する件
る開催としました。
● 第 3 号議案

令和 2 年度会費に関する件

● 第 3 号議案

令和 2 年度会費に関する件

総会では以下の議案を諮り、各海域すべての議

海域協議会令和22年度通常総会開催日、場所
年度通常総会開催日、 場所
海域協議会令和

海域協議会

開催⽇

太平洋北海域

7⽉27⽇（⽉）

太平洋南海域

7⽉29⽇（⽔）

⽇本海北部海域

8⽉6⽇（⽊）

⽇本海中⻄部海域

7⽉31⽇（⾦）

瀬⼾内海海域

8⽉5⽇（⽔）

九州海域

8⽉5⽇（⽔）

場所
仙台駅前貸会議室9階

会議室中

（宮城県仙台市）
波⽌場会館3階

中会議室

（神奈川県横浜市）
富⼭県⺠会館

402号室

（富⼭県富⼭市）
三宮研修センター

405号室

（兵庫県神⼾市）
福岡朝⽇ビル

11号室

（福岡県福岡市）
福岡朝⽇ビル

11号室

（福岡県福岡市）

「令和２年度第１回広域種資源造成型栽培
「令和２年度第１回広域種資源造成型栽培漁業推進検討会」をメール開催
漁業推進検討会」をメール開催
例年各海域協議会の総会に併せて開催している「第 1 回広域種資源造成型栽培漁業推進

例年各海域協議会の総会に併せて開催している

て海域毎に魚種別の事業実施計画や進捗状況等に

検討会」（水産庁補助事業）は、今年度はメール開催として海域毎に魚種別の事業実施計画

「第 1 回広域種資源造成型栽培漁業推進検討会」

ついて情報共有・意見交換を行いました。

や進捗状況等について情報共有・意見交換を行いました。

（水産庁補助事業）は、今年度はメール開催とし
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】

令和２年度水産多面的機能発揮対策講習会を開催
令和２年度「水産多面的機能発揮対策支援事

の中で水産庁が行う事業全体講習も行った。

業」の一環として、活動組織が行う「環境・生態

出席者数は、表１に示すとおりであり、福岡会

系保全」、
「海の安全確保」
、
「多面的機能の理解・

場が１０９名と最も多く、３会場の合計は２１６

増進を図る取組」に係る活動の技術的水準の向上

名であった。部会の出席者は、３会場で 開催し

や課題の解決、適切な組織運営の推進を図ること

た藻場部会は合計８３名、同じく３会場で開催し

や活動組織相互の交流、情報交換の場を提供する

た干潟部会は６４名、２会場で開催した内水面部

こと等を目的として、今年度は札幌、東京、福岡

会は４２名、１会場で開催した海の安全確保部会

の３会場での開催を計画していた。しかし、３月

は１３名、サンゴ礁部会は１４名であった。

頃から新型コロナウイルス感染症が蔓延し始め、

新型コロナウイルス感染症蔓延の中での開催と

４月には緊急事態宣言が発せられた。その時点で

なり事務局として後述の通り蔓延防止策を講じた

は今年度の講習会の開催の目処が全く立たなかっ

が、開催日直前となって開催地の蔓延状況から参

たので、急遽、昨年度の講習会の中から藻場部会

加を見送る参加予定者もあり、昨年度と比べ参加

と干潟部会について、サポート専門家の講習資料

者は少なく、特に活動組織からの参加が少なかっ

に音声データを入れ込んだものを作製し、活動組

た。しかし活動組織からの出席者の中には、積極

織等の参考となるよう水産多面的機能発揮対策

的に意見交換に参加し、他の活動組織からの参加

情報サイトである「ひとうみ .jp」（https://www.

者と情報交換を行っていた者もいた。

hitoumi.jp/）と当協会ホームページで公開した。

新型コロナウイルス感染症蔓延について全くの

一方で水産庁の指導を受けながら、新型コロナウ

想定外であり、リモートやオンラインでの講習会

イルス感染症が蔓延する中でその拡大防止策を講

開催を計画していなかった。しかし、講習会を開

じた講習開催の方法の検討を行った。その後５月

催したことや海の安全確保部会でオンラインによ

２７日に緊急事態宣言が解除されたので、感染状

る事例紹介を行ったこと等から、今後講習会をリ

況や活動組織数や参加のしやすさなどを考慮し、

モートでの開催やオンライン中継での開催等を行

仙台、福岡、名古屋の３会場での講習会の開催を

う場合、日本全国津々浦々でまだオンライン会議

決め、６月から募集を開始し下記の通り実施した。

に対応できる環境が整備されていないことや使用
する会議室の対応能力、多くの参加者の質疑応答

１

仙台会場

令和２年９月４日（金）仙都会館

の対処方法に加え、突発的な事務局想定外の事象

２

福岡会場

令和２年９月１７日（木）～

への対応が必要となることなど多くの課題が明ら

１８日（金）福岡県中小企業振興センター

かになった。今後その課題も解決策を導きだし、

務局想定外の事象への対応が必要となることなど多くの課題が明らかになり、今後その課

３ 名古屋会場

令和２年１０月２８日（水）～

情報収集することにより、次年度以降の with コロ

題も解決策を解決導きだし、情報収集することにより次年度以降の with コロナの時代あっ

２９日（木）ウインクあいち

た講習会開催につなげていきたい。

ナの時代にあった講習会開催につなげていきたい。
各会場のコーディネーターと事例紹介者は表２

講習会は、活動項目別の部会形式で開催し、そ
のとおりである。
表１. 講習会参加者数一覧
表１ 講習会参加者数一覧
会場

のべ
出席者

藻場

干潟

内水面

（単位：人）
海の安全
確保

サンゴ礁

仙台

３３

１９

１４

－

－

－

福岡

１０９

４４

３１

２０

－

１４

名古屋

７４

２０

１９

２２

１３

－

合計

２１６

８３

６４

４２

１３

１４

各会場のコーディネーターと事例紹介者は表２のとおりである。

表２．各会場のコーディネーター及び事例紹介者
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福岡会場

干潟部会

吉田司氏

藻場部会

中嶋泰氏

干潟部会

吉田司氏

藻場部会

南里海児氏
2020/11/11 9:18

会場

出席者

藻場

干潟

内水面

サンゴ礁

確保

仙台

３３

１９

１４

－

－

－

福岡

１０９

４４

３１

２０

－

１４

名古屋

７４

２０

１９

２２

１３

－

合計

２１６

８３

６４

４２

１３

１４

各会場のコーディネーターと事例紹介者は表２のとおりである。
表２ 各会場のコーディネーター及び事例紹介者
表２．各会場のコーディネーター及び事例紹介者

仙台会場

福岡会場

名古屋会場

干潟部会

吉田司氏

藻場部会

中嶋泰氏

干潟部会

吉田司氏

藻場部会

南里海児氏

サンゴ礁部会

岩瀬文人氏

内水面部会

稲田善和氏

干潟部会

吉田司氏

藻場部会

片山貴之氏

内水面部会

崎長威志氏

海の安全確保
部会

益原寛文氏
網代港地区海洋環境保全対策活動組織
川部拓視氏

講習会の風景
１） 仙台会場

干潟部会

藻場部会
写真１ 講習会の開催状況 （仙台会場）

２） 福岡会場

干潟部会

藻場部会
写真２ 講習会の開催状況 （福岡会場）
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サンゴ礁部会
内水面部会
写真２ 講習会の開催状況 （福岡会場） - つづき
３） 名古屋会場

干潟部会

内水面部会

64
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藻場部会

海の安全確保部会
写真３ 講習会の開催状況 （名古屋会場）

2020.11

2020/11/11 9:18

事業全体講習 （干潟部会）
個別相談 （藻場部会）
写真３ 講習会の開催状況 （名古屋会場） - つづき

【講じた新型コロナウイルス感染症蔓延防止策】

難なので、午前と午後に各一部会単位での開催

・事前申込により、参加者氏名及び連絡先の把握

とし、水産庁による事業概要等の事業全体講習

を行った。
・密集となる受付は設置せず、テキスト等配付物
は、開会前に事務局が座席に配付した。

も部会の中で開催した。
・環境・生態系保全対策活動
（藻場、
干潟、
サンゴ礁、
内水面）活動組織の事例紹介は行わず、
コーディ

・当日の出欠把握は、出席者カードを各席に置き

ネーターであるサポート専門家が自ら指導、助

所属、氏名を記載してもらいカードを回収する

言を行った事例を参考事例として紹介するとと

ことにより行った。また、この出席者カードに

もに、参加申込時に集めた疑問、質問等の回答

は席番号を表記し、座席の位置が特定できるよ
うにした。

や必要なモニタリング手法等の講義を行った。
・海の安全確保については、他の組織の模範とな

・講習会場内の密集を避けるため、大きな会場を

る成功・先進地区の活動組織の活動事例の紹介

用意することにより座席の間隔を十分確保し

を鳥取県の網代地区海洋環境保全対策組織に依

た。

頼した。ポケット Wi-Fi とノートパソコンを送

・参加の際はマスク又はフェイスガード着用とし
た。
・37.5℃以上の発熱、咳等の体調不良の場合は、

付しネット環境を整えた活動組織の地元である
鳥取県鳥取市と、名古屋市の会場をネット回線
で結びオンラインで行った。

講習会への参加を禁止した。
・質疑応答のマイクは、事務局による持ち回りを
止め、会場内に設置したスタンドマイクに質問
者が移動して質問を行った。
・会場施設の機器による会場内の十分な換気に努
めた。また、機器がない会場においてはドアや
窓を開け十分な換気を行った。
・午前と午後の部会の使用会場を替えることによ
り座席の重複使用が起こらないようにした。ま
た、午前と午後の部会が同じ会場で開催した
場合は、午前と午後で違う座席を指定すること
により座席の重複使用が起こらないように配慮
し、休憩の間にドアノブ等の消毒を行った。
・事業全体に関する講習は、複数の部会の参加者
を１箇所に集める従来の形式では密集対策が困
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