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芦ノ湖におけるワカサギの水槽内

自然産卵法による効率的採卵

橘川宗彦・大場基夫・廣瀬一美・廣瀬慶二

（2003年10月31日受理）

Efficient Egg Collection by Spontaneous Spawning in a Tank
of the Japanese Smelt, Hypomesus nipponensis

in Lake Ashinoko, Kanagawa Prefecture

Munehiko KITSUKAWA
＊1, Motoo OHBA

＊1, Hitomi HIROSE
＊2,

and Keiji HIROSE
＊3

Abstract:  Hand stripping method is generally used to obtain the fertilized eggs of the Japanese 
smelt Hypomesus nipponensis. However, the method is laborious and takes much time, so the 
efficient improvement for egg collection and labor saving were needed for the mass production 
of fertilized eggs and larvae. We have recently developed the spontaneous spawning method in 
a tank. This method is very efficient to obtain a large number of fertilized eggs when compared 
to the hand stripping. Mature male and female smelts were caught by the setting nets in Lake 
Ashinoko. They were kept in 1.5 t spawning tank with running water through a night. On the 
following day the broodstocks spawned spontaneously in the tank, and the fertilized eggs were 
efficiently collected. In an example, 71,018×104 fertilized eggs from 3,427 kg broodstock were 
obtained by the spontaneous spawning method  for 37 days in 2002. The rate of eyed eggs 
were 86.7-96.1%, indicating almost maximum value in the mass production level. By this newly 
developed method, number of collected egg per hour was about double when compared to the 
usual stripping method. Therefore, this spontaneous spawning in the tank of Japanese smelt is very 
efficient to obtain the fertilized eggs, and labor saving method. Also, this is expected to be applied 
for other fishes.

Key words: Japanese smelt; Spontaneous spawning in tank; Efficient egg collection; Lake
 Ashinoko
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ワカサギ Hypomesus nipponensis はサケ亜目キュウ

リウオ科ワカサギ属に属し，その分布は太平洋側で

利根川以北，日本海側で宍道湖以北の海跡湖や河川下

流部とされている1,2)。我が国では1909年に茨城県の涸

沼から福島県の松川浦へ受精卵が移植3)されて以来，

霞ヶ浦や網走湖を原産地とする人工受精卵の移植放流

が盛んになり，漁業や遊漁を目的として日本各地の湖

沼に人為的に分布するようになった4,5)。

現在，ワカサギの受精卵を得る方法は一般に人工搾

出法6)による採卵方法が用いられている。そのため，

親魚を採捕し雌雄の成熟度を確かめながら 1 尾ずつ手

作業で採卵し，受精させるために多くの時間と労力を

必要としている。また，毎年の受精卵の生産状況によ

り移植卵の入手が困難となりその影響を受けることも

ある。そこで芦之湖漁業協同組合（以下，組合）では，

芦ノ湖産親魚を採捕し，効率的並びに安定的に受精卵
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を得るための技術開発を行ってきた。

組合では，全国各地で行われている搾出法とは異な

る新しい技法として水槽内自然産卵法の開発を行い,

高品質の受精卵を得ることができた。また，その作業

では大幅な省力化が図られ，事業規模での受精卵の大

量生産が可能となったので報告する。

材料および方法

搾出法による量産試験　全国各地で現在行われてい

るワカサギの雌雄親魚から人為的に卵と精子を搾出し

受精する方法である。試験は2000年 3 月14日から 4 月

23日にかけて組合蛭川養魚場孵化室内で実施した。試

験魚は芦ノ湖に設置された 4 カ統の小型定置網により

採捕されたワカサギ親魚を用いた。採卵方法は，親魚

が生きている状態で，雌雄選別及び熟度判定を行った。

直ちに搾出法により採卵・採精し受精させ，30分間の

吸水後，不粘着化処理7)を行った。ただし，処理溶液

は20%の陶土水溶液を用い，これに100万粒/l になる

よう卵を混入し，それを電気バケツ型洗濯機（ナショ

ナルN-BK2）に入れ15分間の攪拌（断続回転のレベル

強）を行った。その後水洗し，流水式高密度孵化装置

（以下，孵化装置，この装置の詳細については別の論

文として発表）に収容した。

孵化装置には地下水を曝気し，ろ過後紫外線殺菌し

た処理水を使用した。水温は13.2±0.2℃で，使用水量

は200万粒収容孵化装置では平均2.9 l/分，600万粒収

容孵化装置では平均4.9 l/分であった。

その間の漁獲量，採卵量（吸水前重量），採卵数（受

精卵の吸水前の 1 g あたりの個数4,200個より換算），

発眼率を調べた。なお，発眼率は38採卵日のうちの37

検体について採卵後 8 ～10日目に孵化装置から無作為

に収容卵を1,000粒前後サンプリングし，死卵数と発

眼卵数から発眼率を計算した。ここでの雌雄比とは全

漁獲魚を雌雄に選別し，その合計重量比を雌魚比率と

した。

搾出法と水槽内自然産卵法による量産試験　今まで

の搾出法から水槽内自然採卵法による採卵技術の開発

が行われ，2 つの方法の事業規模による量産試験での

比較検討を行った。

試験は2001年 3 月14日から 4 月19日にかけて組合蛭

川養魚場孵化室内で実施した。供試魚は芦ノ湖に設置

された 5 カ統の小型定置網により採捕された親魚を用

いた。搾出法による量産試験では 3 月14日から 3 月18

日迄の 4 日間に前年と同様な方法により受精卵を採取

し不粘着化処理後，孵化装置に収容した。

水槽内自然産卵法による量産試験は同年 3 月15日か

ら 4 月19日の30日間に組合蛭川養魚場孵化室内に設置

された1.5 t FRP 製水槽（233cm×94cm×70cm）3 面

を使用し行われた。自然産卵水槽の使用水は地下水

を単に曝気したもので，ろ過や紫外線処理をしてい

ない未処理水を 2 カ所より水槽に注水した。注水量は

58.7 l/分，水槽の水深は漁獲量により19～61 cm に変

動させて水量は416～1,336 l の範囲であった。

供試魚は搾出法と同様に芦ノ湖産親魚が使用され，

毎日採捕された親魚は午前10時から11時の間に同施設

内に活魚輸送された。水槽内に約 1 昼夜高密度（6.7

～8.4尾/l）で収容され，そこで自然産卵が行われた。

なお，夜間に特別な照明は行わなかった。翌日午前

9 時から10時の間に全ての親魚を取り除き水槽内の吸

水受精卵及び水槽から流れでた流失卵をネットで採取

し，陶土による不粘着化処理を施し孵化装置に収容し

た。

その間の漁獲量と発眼率は搾出法と同様に調べた。

しかし，水槽内自然産卵法による採卵量については陶

土処理後計量し，採卵数は卵 1 g あたりの個数（1,600

粒）より換算した。

水槽内自然産卵法による量産試験　水槽内自然産卵

法によりワカサギ受精卵を事業規模で得ることを目的

とした量産試験を行い，前年の再現性もあわせて確認

した。

試験には2002年 3 月 5 日から 4 月11日の37日間，組

合蛭川養魚場孵化室内に設置された1.5 t FRP 製水槽 4

面を使用した。使用水は2001年と同様に未処理水を使

用した。収容方法及び採卵方法についても前年同様と

した。ただし，採卵量は前年と違い陶土処理前の重量

で計測を行った。また 4 カ統の小型定置網のうちの 3

カ統の漁獲魚を混合して収容し，漁獲量，採卵量（陶

土処理前計測），採卵数（陶土処理前卵 1 g の個数2,150

粒により換算），発眼率，雌雄比，及び成熟度につい

て別に調べた。残りの 1 カ統の漁獲魚は単独で収容し

て上記の項目を調べた（個別試験）。これらの採卵作

業を事業規模で行うためには，それぞれの年度別の手

法について作業効率を数値化し評価する必要がある。

そこで年度別に期間中の作業員の賃金から作業時間を

計算した。ただし，この場合作業内容を分割できない

ため期間中の漁獲運搬作業，採卵収容作業，孵化管理

作業，その他片づけ作業にいたるすべてを関係作業時

間とした。なお，2001年は水槽内自然産卵法だけの値

を用いた。

結　　果

搾出法による量産試験（2000年）　試験結果を Table

1 に示した。試験期間は合計38日間であり，その漁獲

量合計は1,284.5 kg であった。採卵量は34,222 g で，

吸水前の受精卵重量である4,200粒/g で採卵数を換算

すると14,373.2万粒となった。発眼率については37検
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体について調べたところ22.1%～64.7%で平均発眼率

は52.5%であった。また，重量雌雄比によれば雌が

12.4%であった。なお，漁獲量 1 kg あたりの採卵量は

26.6 g で採卵数は11.17×104粒となった。

搾出法と水槽内自然産卵法による量産試験（2001

年）　前年と同様に行われた搾出法については 4 日間

実施され，試験結果を Table 1 に示した。漁獲量合計

は151.8 kg で，採卵量は5,128 g であった。また，採卵

数の合計は2,153.8万粒となった。

発眼率は48.5%～62.3%であり，平均発眼率は54.8%

であった。この期間中の重量雌雄比では雌が16.9%で

あった。なお，漁獲量 1 kg あたりの採卵量は33.8 g で

採卵数は14.20×104粒となった。

水槽内自然産卵法による量産試験は30日間実施さ

れ，その試験結果を Table 2 に示した。漁獲量合計は

1,402.0 kg であり採卵量は143,830 g であった。また，

陶土処理後の吸水した卵重量である1,600粒/g で採卵

数を換算すると採卵数は23,012.8万粒となった。

発眼率は78.9%～98.2%であり，全期間平均発眼率

は90.9%であった。なお，漁獲量 1 kg あたりの採卵量

は吸水，陶土処理後の重量で102.5 g で採卵数は16.40

×104粒となった。また，この期間中における重量雌

雄比についてはサンプリングしなかったので不明であ

る。

水槽内自然産卵法による量産試験（2002年）　4 カ

統の小型定置網のうち 3 カ統の漁獲魚を用いた試験

については37日間実施され試験結果を Table 2 に示し

た。漁獲量合計は3,427.2 kg で採卵量は330,320 g で

あった。また，陶土処理前の吸水した卵重量である

2,150粒/g で採卵数を換算すると採卵数は71,018.8万

粒となった。

発眼率は86.7%～96.1%であり，全期間の平均発眼

率は91.8%であった。なお，漁獲量 1 kgあたりの採卵

量は吸水，陶土処理前の重量で96.4 g で採卵数は20.73

×104粒となった。

このうち 1 カ統の定置網の漁獲魚だけを単独で用

いた個別試験を行った結果を Table 3 に示した。試験

期間は2002年 3 月 7 日から 4 月11日の間の29日間につ

いて実施され，その漁獲量は893.9 kg であり採卵量

は128,990 g であった。採卵数は陶土処理前の吸水し

た卵重量である2,150粒/g で換算され27,732.9万粒と

なった。漁獲魚 1 kg あたりの採卵量は144.3 g となり

採卵数では31.03×104粒となり，全試験中最も高い結

果となった。

Table 1 . Total catch, rate of female by weight, weight and number of collected eggs, and rate of eyed egg, by hand 
stripping in the Japanese smelt

Catching  Total catch
in weight

(kg)

Rate of female
by weight

(%) 

Weight of
　collected eggs＊

(g)

Number of
collected eggs

(×104)

Rate of
eyed egg

(%) period days

2000
March 14－April 23  38 1,284.5 12.4 34,222 14,373.2

　　(11.17)＊＊
52.5

　　　(22.1－64.7)＊＊＊

2001
March 14－March 18 4 151.8 16.9 5,128 2,153.8

(14.20)
54.8

(48.5－62.3)
　＊　　 Weight was obtained just after artificial fertilization and the fertilized eggs were not hydrated yet.
　＊＊　 Number of collected eggs per kg catch.
　＊＊＊ Range of eyed egg rate.

Table 2 .  Total catch, weight and number of collected eggs, and rate of eyed egg, by spontaneous spawning in the tank in 
the Japanese smelt 

Catching Total catch
in weight

(kg)

Weight of
collected eggs＊

(g)

Number of
collected eggs

(×104)

Rate of
eyed egg

(%)period days

2001
March 15－April 19 30 1,402.0 143,830 23,012.8

　　(16.40)＊＊
90.9

　　　(78.9－98.2)＊＊＊

2002
March 5－April 11 37 3,427.2 330,320 71,018.8

(20.73)
91.8

(86.7－96.1)
　＊　　Weight was obtained by hydrated eggs following spontaneous spawning．
　＊＊　 Number of collected eggs per kg catch.
　＊＊＊ Range of eyed egg rate.
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またこの試験期間中，毎回親魚を水槽に収容する前

に 1 kg サンプリングし，その雌雄別尾数を算出した

ところ，漁獲魚 1 kg あたりの平均尾数は282.9尾で，

1 尾あたりの平均体重は約3.5 g であった。漁獲魚 1 kg

あたりの雌魚は個体数比率でみると36.1%であり，

このうち産卵可能と考えられる排卵魚の比率は平均

74.1%であった。

年度別の作業効率について調べた結果を Table 4 に

示した。2000年の搾出法では延べ116.7人で816.9時間

であり，この数値から作業効率を換算すると 1 時間当

たりの採卵数は17.6万粒となり，1,000万粒当たりに要

する作業時間は56.8時間となる。同様に2001年の水槽

内自然産卵法では延べ95.7人で669.6時間であり，この

数値から作業効率を換算すると 1 時間当たりの採卵数

は34.4万粒となり，1,000万粒当たりに要する作業時間

は29.1時間となる。2002年の水槽内自然産卵法では延

べ181.5人で1,270.5時間であり，この数値から作業効

率を換算すると1時間当たりの採卵数は55.9万粒とな

り，1,000万粒当たりに要する作業時間は17.9時間と

なった。

考　　察

芦ﾉ湖産ワカサギを用いた 3 カ年の結果から搾出法

と水槽内自然産卵法（Table 3 の 1 カ統定置網の結果

を除く）について比較すると，採卵数については水槽

内自然産卵法が搾出法に比べ漁獲魚 1 kg あたりの平

均採卵数で46.4%高くなっている。さらに発眼率につ

いては，水槽内自然産卵法は搾出法に比べ，ほぼ 2 倍

近い値になっている。その理由としては，その年の採

卵親魚の雌雄比や漁獲親魚の大きさ8,9)による違いなど

が考えられる。さらに，搾出法では採卵親魚の 1 尾ご

との採卵作業により各個体から完全に成熟卵を搾出し

きれず，このような差が生じるものと考えられる。ま

た発眼率の差については未熟卵の混合が作業上でてく

ることや，受精作業に時間がかかりすぎる影響が考え

られる。なお水槽内自然産卵法では，一晩に何回も自

然産卵1)することが考えられるため体内に残存する成

熟卵が少なく，搾出法に比べ採卵数が多くなったもの

と思われる。また産卵が無理なく行われるため未熟卵

の出現が少なくなることや，水槽内では高密度である

ため数多くの雄が産卵に係わり，平均発眼率90%以上

と，事業規模の採卵としては極めて高い値を示した。

これらのことから水槽内自然産卵法は極めて良質な受

精卵を得る手法と考えられる。

この新しい手法による最大のメリットは採卵作業の

大幅な省力化である。作業効率を単位時間当たりの採

卵数で比較すると2000年の搾出法と2001年の水槽内自

然産卵法で約2.0倍，2002年の水槽内自然産卵法とで

は3.2倍となり経費は 3 分の 1 に削減された。この違

いは漁獲親魚の雌比率や排卵魚比率により影響を受け

Table 3 .  Results on spontaneous spawning in the tank, in the Japanese smelt caught by one set net in Lake Ashinoko (29 
days during March 7－April 11, 2002)

Catch in
weight

(kg)

Number of
caught fish

Av. Body
weight

(g)

Egg collection
in weight

(g)

Number of
collected eggs

(×104)

Rate of
female＊

(%)

Rate of
ovulated fish＊＊

(%)

893.9
　

252,884
　

3.5
　

128,990
　

27,732.9
　　　(31.03)＊＊＊

 36.1
　

74.1   
　

　＊　　 Rate of female in one kg catch.
　＊＊　 Rate of ovulated female in one kg catch.
　＊＊＊ Number of collected egg in one kg catch.

Table 4. Working efficiency for egg collection in the Japanese smelt for 3 years

Working period
March 14－April 23

2000
　(38)＊

March 13－April 19
2001
(30)

March 5－April 11
2002
(37)

Method of egg collection Hand stripping Spontaneous spawning Spontaneous spawning

Total working time (h) 816.9 669.6 1,270.5

Number of collected
 egg per hour (×104/h) 17.6 34.4 55.9

Working hour for  egg (×107) collection 56.8 29.1 17.9
　＊Actual working days for egg collection.
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ることは否定できないが，それらを考慮しても労力と

経費の節減が図れる。そして水槽内自然産卵法に用い

た採卵親魚は搾出法と違い産卵後生残しているために

再放流して再資源化を図れる。さらに，これらは商品

としての価値も損われず市場に流通されることなど多

くの利点が明らかとなった。

このようなワカサギの自然産卵による採卵につい

ては自然河川10)や人工河川に産卵基質11)を入れ自然産

卵させる他，その実例はほとんどなく，親魚を水槽内

に移し産卵基質がない状態で自然産卵させる方法は例

をみない。本試験で用いた自然産卵用井戸水の水温は

この時期の芦ノ湖の水温より高い。そのため，産卵誘

発要因として水温差11)が考えられる。その他に水質，

水位，注水の刺激，収容密度，照明，フェロモン等12)

が関係しているものと推察される。今後水槽内自然産

卵法で産卵を誘発する要因について明らかにすること

が必要である。これにより，より効率的かつ安定的な

ワカサギの増殖技術を確立できるものと考える。さら

に，ここで開発した手法はワカサギのみならずアユ

やシシャモ等の他魚種への応用も期待できるものであ

る。

要　　約

1 ）芦ノ湖産ワカサギ親魚の水槽内自然産卵法によ

る採卵の量産化試験をおこなった。

2 ）2001年流水式1.5 t FRP 水槽 3 面で，小型定置網

4 カ統により採捕された親魚を一昼夜収容し，翌日水

槽内に自然産卵され吸水を完了した状態の受精卵を効

率的に採取した。

3 ）2002年 3 月 5 日から 4 月11日にかけて37日間操

業した中で採捕親魚3,427 kg より，水槽内自然産卵法

で受精卵71,018万粒が得られた。

4 ）この方法により得られた受精卵の発眼率は

86.7%から96.1%と，事業規模の採卵としては極めて

高い値を示した。

5 ）今まで行われてきた人工搾出法と比較し，採卵

数量の増加と発眼率の上昇が認められた他，労働力の

大幅な省力化が図られた。

6 ）自然採卵後の生残親魚を再放流することにより

再資源化も可能となる。
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