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伊豆南部海域のアワビ類着底初期稚貝の出現状況と
それに基づく産卵期の推定

長谷川雅俊*I.野田浩之*l• 伊藤 円*2

伊豆南部海域のアワビ類について， 2014~2016年度の秋冬季に，種ごとの着底初期稚貝の出現状況を調査した。

3年間を通してみると，メガイアワビ及びクロアワビの稚貝が12月上旬以降に出現し， 1月下旬に出現が認められる年も

あった。着底初期稚貝の出現時期をもとに，メガイアワビの産卵期は11月中旬から1月下旬，クロアワビの産卵期は11

月下旬から1月下旬の範囲にあると推定された。産卵期が静岡県漁業調整規則による採捕禁止期間終了後の 1月に

及んでいることから，採捕禁止期間の延長など親貝保護策の強化を検討することが必要である。

キーワード：メガイアワビ， Haliotisgigantea, クロアワビ， Haliotisdiscus discus, 産卵期，

着底初期稚貝，伊豆南部海域， PCR-RFLP

アワビ類は，静岡県における重要な磯根資源の一つで

あり，伊豆海域，駿河湾西岸域，榛南海域の岩礁域で

漁獲されてきた。本県にはメガイアワビHaliotisgigantea 

（以下，メガイとする）， クロアワビHaliotisdiscus discus 

（以下， クロとする），マダカアワビHaliotismadakaの暖

流系アワビ3種が生息するが，本県ではメガイの漁獲量が

最も多い！）。アワビ類の漁獲量は減少が著しく，本県の漁

獲量はピーク時の104トン(1987年）に対し，近年では20ト

ン程度まで落ち込んでいる。そのため，アワビ類の資源

回復に向けた対策が求められており，これまで，種苗放

流や漁場造成などの取組みが行われてきた。しかし，こ

れらの対策にも関わらず，漁獲量の回復は見られていな

vヽ
゜
これまで暖流系アワビ類については，浮遊幼生や着底

初期稚貝の種判別の困難さから，再生産や初期生態に

ついてはほとんど解明されておらず，再生産を考慮した

資源回復策を検討する上で基礎となる情報が不足してい

た。しかし，近年PCR-RFLP法を用いた暖流系アワビ類

の種判別技術が開発されたことで叫外房海域や相模湾

では，浮遊幼生や着底初期稚貝の種ごとの動態把握3,4)

やそれらを基にした産卵日の推定”が行われるなど，知

見が集積されつつある。
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本県沿岸のアワビ類についても，より実効的な資源回

復策の検討を行うためには，産卵期や初期生態など再生

産に関する知見は重要である。そこで，本研究では，本

県の主要な漁場の一つである伊豆南部海域のアワビ類に

ついて，種判別技術2)を活用した種ごとの着底初期稚貝

の出現状況の把握を行い，これまで明確にされていなかっ

た産卵期を推定したので報告する。

方法

メガイ及びクロの漁場であり，かつ両種の稚貝が観察さ

れる下田市白浜地先を調査水域とし，図lに示した地点

にコレクターを設置してアワビ類の着底初期稚貝を採集し

た（図2)。コレクターには30cmX 30cm X 3mmのアクリル板

を用い，アワビ類の着底を促すために叫静岡県水産技

術研究所伊豆分場の50面屋外コンクリート水槽に収容し

て無節サンゴモを着生させた上で，採集に供した。コレク

ターの設置期間は2014年度は11月18日から2015年2月6

日まで， 2015年度は11月5日から2016年1月26日まで，

2016年度は11月15日から2017年1月25日までとし，期間

中原則として毎週コレクターを回収・交換した。コレクター

の設置枚数は1か所当たり2枚とし， 2016年度の12月26日

以降は1か所当たり1枚とした。
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図1 調査水域（黒丸は各年度のコレクター設置地点を示す）

図2 使用したコレクター（海底での設置状況）

コレクターを回収する際には，海中でビニール袋に入

れて実験室に持ち帰った。回収したコレクターを10%エタ

ノール海水に30分間浸漬し，麻酔された付着生物をブラ

シ及び歯ブラシを用いて剥離した。剥離した付着生物を，

90μmあるいは125μmメッシュのふるい上で水洗し，実

体顕微鏡下で，ふるい上の残存物の中から，形状に基

づいてアワビ類の着底初期稚貝を選別した。

選別された着底初期稚貝について，浜ロザの種判別

マニュアルに従い， DNAの抽出とPCR-RFLP法による判

別を行った。

結果

図3に各年度のアワビ類着底初期稚貝の出現状況を示

した。種判別の結果採集されたのはメガイとクロであっ

た。

メガイが採集されたのは， 2014年度の12月2日， 12月2

6日及び1月6日， 2015年度の12月15日， 12月24日， 1月

13日及び1月21日， 2016年度の12月13日から1月10日ま

でと1月25日であった。採集のヒ°ークは2014年度では12

月下旬~l月上旬， 2015年度では12月中下旬， 1月中下

旬， 2016年度では12月中下旬であった。ヒ°ーク時の密

度は， 2014年度が6.9個体／面， 2015年度が11.1個体/rrf

であったのに対し， 2016年度は64.2個体/rr1を最も高かっ

た。
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図3 コレクターに付着したアワビ類着底初期稚貝密度の経月変化

クロが採集されたのは， 2014年度の12月9日と12月16

日， 2016年度の1月25日であり， 2015年度には採集され

なかった。

なお， 3年間を通してみると，両種とも着底初期稚貝は

12月上旬以降に出現し， 1月下旬に出現が認められる年

もあった。

考察

本研究では，これまで困難であったアワビ類の初期着

底稚貝の種判別をPCR-RFLP法を用いて行うことで，伊

豆南部海域におけるアワビ類の着底時期を初めて種ごと

に明らかにできた。これまで，伊豆南部海域に近い暖流
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系アワビの生息地として，外房海域において， 1999~

2007年のアワビ類の着底初期稚貝の出現時期が10月下

旬から2月上旬であったことが報告されている3)。今回の

調査ではメガイとクロの着底初期稚貝は12月上旬から1月

下旬に出現し，外房海域と比べると，出現開始時期は遅

く，終了時期はほぼ同じであった。

本研究で明らかにした着底初期稚貝の出現時期をもと

に，これまで明確にされていない伊豆南部海域の産卵期

の推定を試みた。すなわち，アワビ類の受精から着底ま

でに要する日数を4~8日6, 7, 8, 9)とし，コレクターの交換間

隔7日間を考慮して，採集日の4~14日前に産卵が行わ

れたとして産卵期を推定した。これにより，この海域のメ

ガイの産卵期は2014年度が11月中旬から1月上旬， 2015

年度が12月上旬から1月中旬， 2016年度が11月下旬から

1月下旬，クロの産卵期は2014年度が11月下旬から12月

中旬， 2016年度が1月中旬から1月下旬と推定された。ク

口は暖流系アワビ類の中で最も早く産卵が始まるとされて

いるが叫今回の調査ではそのような傾向は認められなかっ

た。また，調査を11月中旬以降に実施したため，暖流系

アワビ類の産卵開始時期とされる10月の産卵7,8, 9)の有無

については検証することはできないが， 11月に着底初期

稚貝が採集されなかったことから，伊豆南部海域では10

月から11月上旬には，ほとんど産卵が行われていない可

能性がある。

本研究によって伊豆南部海域ではメガイ，クロともに

1月に産卵していると推定された。小宮ら3)は1999~2007

年の外房海域におけるアワビ類着底稚貝出現時期をもと

に，メガイ及びクロの産卵日を10月上旬から1月中旬と推

定した。また，旭ら4)の2004~2010年の相模湾東部海域

におけるアワビ類浮遊幼生調査では，複数年で1月に浮

遊幼生の出現が確認されており， 1月に産卵が行われて

いた可能性が高い。これらのことから，伊豆南部海域か

ら外房海域にかけての海域では，産卵期が1月にまで及

んでいると考えられる。

静岡県では，静岡県漁業調整規則＊により産卵保護を

目的として10月1日から12月31日までアワビが採捕禁止と

なっている。しかし，本研究によりメガイとクロの産卵期が

採捕禁止期間終了後の 1月に及んでいることが明らかと

なったことから，今後，採捕禁止期間の延長や自主的な

禁漁期の設定などの親貝保護策の強化を検討する必要

がある。

近年，暖流系アワビ類については，高水温が成熟の

進行を阻害することが明らかとなり，長期的な水温上昇が

産卵期の遅延を招きうることが示唆されている叫伊豆南

部海域でも，アワビ類の産卵期である秋冬季を中心に長

期的な水温上昇が認められており叫今後長期の水温変

動がアワビ類の産卵に影響を及ぼす可能性がある。今回

推定された産卵期の情報は，こうした環境変化の影響を

モニタリングする上でも有用であろう。
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Pattern of appearance of the juvenile of large abalone and estimation 

of abalone spawning season in the south coast of Izu 

Masatoshi Hasegawa, Hiroyuki Noda, and Madoka Ito 

Abstract We investigated the pattern of appearance of the juveniles of large abalone in autumn and winter 

from 2014 to 2016 in the south coast of Izu. Throughout the three years of the study, the juveniles of 

Haliotis gigantea and H discus discus appeared from the beginning of December, and occasionally in late 

January. Based on the appearance of the juveniles, it was estimated that H gigantea spawned from the 

middle of November to late January, and H discus discus spawned from late November to late. January. 

Since the spawning season extends to January, which marks the end of the annual fishing prohibition 

period imposed by the Shizuoka Prefecture Fishery Adjustment Regulation, it is necessary to consider 

strengthening abalone protection measures, such as by extending the duration of fishing prohibition. 

Key words: Haliotis gigantea, Haliotis discus discus, Spawning season, Juvenile, South coast of Izu, 

PCR-RFLP 
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