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瀬戸内海東部海域におけるサワラの種苗放流効果

山崎英樹，1＊竹森弘征，2a岩本明雄，1奥村重信，1藤本　宏，1b

　　　　山本義久，1小畑泰弘，3草加耕司，4北田修一5

（2006年5月17日受付，2006年9月8日受理）

　　　　1＊独水産総合研究センター屋島栽培漁業センター，2香川県水産試験場，

3㈱水産総合研究セソター玉野栽培漁業センター，4岡山県水産試験場，5東京海洋大学海洋科学部
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　In　order　to　estimate　the　stocking　ef琵ctiveness　of　Spanish　mackerel　S60別わ6名o彫07％s％ゆhoπ酪36－40mm（40

mm　group）and93－150mm（100mm　group）in　total　length　were　marke（10n　the　otolith　with　alizarin　complexone

an（1stocked　in　the　eastem　part　of　the　Seto　Inlan（1Sea　in2002and2003，Through　a　survey　at　the　major　landing

markets　in　the　area，the　contribution　rates　of　stocked丘sh　to　the　total　landings　for　O　and　l　year－01d　fish　were　esti－

mated　to　range　from4－42％and　the　total　amount　oflandings　from　stocke（1且sh　range（1from8、3to21。6tons．Stock

enhancement　of　Spanish　mackerel　was　shown　to　substantially　contribute　to　the　fisheries　production　of　this　spe－

cies．Recapture　rates　until　l　year－01d　fishwere　estimated　at　O。89－15．75％and　the　economic　e伍ciency　ranged　from

O．14to1．60，showing　that　stocking　the100mm　group　in2003was　profitable　even　for　l　year－01d且sh。

キーワード：経済効率，サワラ，中間育成，放流効果

　サワラSoo励6”窺07％s％ゆho痂％sは北海道南部以南の

太平洋側，東シナ海，日本海に分布する沿岸性で大型の

魚食性魚である。本種は，産卵場が独立していることか

ら東シナ海系群と瀬戸内海系群の2系群により構成さ

れると考えられている。1）このうち瀬戸内海のサワラ

は，瀬戸内海内海域に産卵回遊することから極めて重要

な水産資源として利用されてきた。その漁獲量は1953

～1975年までは900～1，700トンの間で推移し，その後

！980年代半ばまで増加し，1986年には6，255トンに達

した。1980年代半ばに漁獲量が高水準となった理由と

して，1968年にローラー巻が導入されたことやこの頃

から小型魚を漁獲する秋漁が始まったこと，テグス網の

使用と網目の小型化などが指摘されている。1）しかしな

がら，漁獲量はこの年をピークに減少を続け，1998年

には約1／30の196トンと過去最低となった。1〉この漁

獲の急減を受け，独立行政法人水産総合研究センター屋

島栽培漁業センターでは，種苗放流を積極的な資源回復

の手段として位置付け，1998年から播磨灘を中心とし

た瀬戸内海東部海域を対象にサワラ人工種苗の放流試験

を開始した。種苗放流尾数は1998年には1．4万尾にす
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ぎなかったが，1999年からは種苗生産技術の向上2）に

伴い全長40mmサイズで10～20万尾の大量生産が可

能となった。それとともに香川県をはじめとする瀬戸内

海関係県では，屋島栽培漁業センターの生産した種苗を

用いた中間育成事業が開始され，全長100mmサイズ

まで中間育成した種苗の放流も全長40mmサイズの放

流と合わせて行われるようになった。2002年からは瀬

戸内海系群のサワラが水産庁による資源回復計画の第1

番目の対象種として取り揚げられ，「サワラ瀬戸内海系

群資源回復計画」として漁獲努力量の削減に取り組む

他，種苗放流が資源の積極的資源回復措置として位置づ

けられた。3）

　瀬戸内海東部海域のサワラは，備讃瀬戸，播磨灘，大

阪湾に産卵場を持ち，4月後半から6月前半にふ化した

仔魚は9月には尾叉長40cm，体重550～70094）に成

長して漁獲加入する。その後，水温の低下する晩秋から

冬季にかけて尾叉長50cm，体重1～1．5kgまで成長し

た当歳魚4）は，順次鳴門海峡及び紀淡海峡を抜けて紀伊

水道側へ南下し越冬する。紀伊水道外海域で越冬した後

は，産卵・索餌のために再び播磨灘や備讃瀬戸に移動し

てくる。5）このように，瀬戸内海東部海域のサワラは備

讃瀬戸，播磨灘，大阪湾，紀伊水道の広範囲を季節に応

じて移動する。本種の水揚げは，この海域全体にわたる

ことから，放流魚の追跡調査は屋島栽培漁業センターと

香川県を中心に岡山県，兵庫県，大阪府，和歌山県，徳

島県が連携して進め，放流魚の成長4）や移動5）などを調

査した。

　本論文では，栽培漁業としての自立発展性を検討する

ために播磨灘を中心とした瀬戸内海東部海域において，

2002，2003年に放流したサワラの全長40mmサイズの

放流群と中間育成した全長100mmサイズの放流群に

ついて，1歳魚までの放流効果及び漁獲への貢献を推定

する。

Table　l　Stocking　methods　of　Japanese　Spanish　mackerel

　S60”zわ6劣o窺07z‘s％ゆho苑づz53Juveniles　in　the　eastern　Seto

　Inland　Sea

Date
Mean　total　　　　　　　ALC　ring
　length　　Number　（iiameter
　（mm）　　　　　（μm）

6Jun．2002 40＊1　　51，000　　28

20Jun．一5Ju1．2002　　　　　93－150＊2　　　83，000　　　　140

13Jun．2003 36＊1　　94，000　　28

材料と方法

　種苗放流　サワラ種苗生産に供した受精卵は，いずれ

の年も今回の種苗放流海域である播磨灘で漁獲された天

然親魚から人工授精によって得たものを使用した。種苗

生産では，全長約5mmのふ化仔魚を150KL水槽に収

容し，マダイPπg7欝魏の07などのふ化仔魚や冷凍イカ

ナゴシラス・4窺挽oみ魏勿劣o痂郷などを餌料に用いて約

24日間飼育を行い全長約40mmの種苗を取揚げた。

2002年は，平均全長40mmの種苗51，000尾（以下，

40mm放流群）を6月6日に屋島栽培漁業センター前

浜から放流した。また，種苗生産後に瀬戸内海東部海域

6ヵ所で中間育成した平均全長93～150mmの種苗
83，000尾（以下，100mm放流群）を放流した。2003

年は，40mm放流群91，000尾および5ヵ所で中間育成

25Jun－27Jun．2003　　　　89－108＊2　　　77，200　　　　140

＊1Stocked　Just　after　juvenile　pro（1uction（40mm　group）．

＊2Stocked　after　net　cage　an〔1pond　rearing（100mm　group），

した平均全長89～108mmの100mm放流群77，200尾

を放流した（Table1，Fig，1）。放流時期は，40mm放

流群は6月上～中旬，100mm放流群は6月下～7月上

旬であった。なお，両年とも100mm放流群は40mm

放流群より約2週間放流日が遅れたが，これは中間育

成期問分の遅れである（Table1）。

　放流魚には全数にアリザリンコンプレクソン（以下，

ALC）10ppm濃度で10～12時間の浸漬法により，耳

石標識を施した。6）40mm放流群は平均全長4．8mmの

ふ化仔魚時〔標識の耳石（扁平石）径28μm〕に，100

mm放流群は全長10mm時（同140μm）に標識を施
し，標識径から2群を区別可能とした。5）

　O歳魚の追跡調査と混獲率の推定　0歳魚が漁獲加入

する9月以降に瀬戸内海東部海域の播磨灘（兵庫県五

色町漁業協同組合〔以下，漁協〕，岡山県日生町漁協・

牛窓町漁協，香川県東讃漁協・引田漁協・鴨庄漁協・四

海漁協），大阪湾（兵庫県明石浦漁協，大阪府尾崎漁

協），紀伊水道（兵庫県由良町漁協・福良漁協，徳島県

椿泊漁協，和歌山県箕島漁協），備讃瀬戸（香川県瀬戸

内町漁協）の14市場において，水揚げされた0歳魚の

一部を入手した。また，定置網や刺網，延縄，釣り等に

より翌年1月までに漁獲された0歳魚の一部を直接漁

業者から標本として入手した（Fig，1）。得られた標本

は耳石を観察し，天然魚と放流魚に分離した。放流魚に

ついては，耳石標識径で40mm放流群と100mm放流

群の2群に識別した。5）これらのデータを用いて放流群

別に月別，灘別の漁獲に占める放流魚の割合（混獲率）

を推定した。混獲率は標本数nに占める放流魚の尾数

mの割合として，単純ランダムサンプリングを仮定
し，次式により推定した。

　　ガー刎π×100　　　　　　　　　　　　　（1）

　1歳魚の追跡調査と混獲率の推定　瀬戸内海東部海域

の各漁協では春季のサワラ1歳魚はほとんどサゴシと

いう銘柄で取り扱われており，本調査では春季のサゴシ

銘柄を全て1歳魚とみなした。2歳魚以上のサワラは別
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Fig。1　Locations　of　stocking　and　market　survey　for　marked　juveniles　of　Japanese　Spanish　mackerel　S60別わ6名o甥o吻s％ゆho勉％s

　stocke（1in　the　eastern　Seto　Inlan（1Sea　in2002an（12003．

銘柄（サワラ）で扱われている。このため，漁協に委託

して水揚げされたサゴシ銘柄の個体をランダム採取し

た。2002年放流群については，播磨灘の日生町漁協及

び五色町漁協（Fig．1）で2003年4月下旬から約1ヵ

月間にわたってサワラ流し刺網で漁獲されたサゴシ銘柄

のサワラを606尾購入した。2003年放流群について

は，上記の2漁協に加えて，東讃，引田，四海，高松

市瀬戸内，牛窓町の5漁協で2004年4月下旬から約！

ヵ月にわたって同様に509尾を購入した。なお，香川

県の燧灘でも2003年に放流した1歳魚の漁獲が認めら

れたため，この海域に所在する伊吹漁協（Fig．！）にお

いて1歳魚の標本37尾を購入した。入手した標本は0

歳魚と同様に耳石調査を行い，放流群別に調査期問中の

混獲率を推定した。

　再捕された年齢による混獲率の比較　各放流群におけ

る0歳魚と1歳魚の混獲率を比較するため，混獲率の

95％信頼区間を推定した。混獲率の分散は7（声）＝双1

一，）加で推定される。標本数が大きいので，95％信頼

区間は♪±1．96両により求めた。さらに，各放流群

における0歳魚と1歳魚の混獲率の差の検定を2項分
布の検定により行った。

　水揚げ尾数・重量および水揚げ金額の推定　瀬戸内海

東部海域におけるサワラの漁獲尾数・漁獲重量について

は，瀬戸内海漁業調整事務所が集計した瀬戸内海全域に

おけるサワラの水揚げのある主要漁協の月別，灘別，県

別，銘柄別（サワラ：2kg以上，サゴシ：2kg未満）

の尾数と重量からなる漁獲情報を用いた。サゴシ銘柄に

は，0歳魚と1歳魚が含まれているが，その仕分けは，

春漁の開始時期と新規加入時期によった。すなわち紀伊

水道では5～8月に，それ以外の東部海域では4～8月

に漁獲されるサゴシを満1歳魚，それ以外の時期に漁

獲されるサゴシを0歳魚とみなした。なお，2002年の

0歳魚の漁獲情報については，瀬戸内海漁業調整事務所

で入手していなかったため，屋島栽培漁業センターが独

自に主要水揚げ市場である五色町，明石浦，福良，由良

漁協（Fig．1）に毎日の水揚げ尾数と重量を記帳依頼し

た。このデータに香川県水産試験場が収集した東讃，引

田漁協（Fig．1）の大型定置網の水揚げ量並びに毎年10

月に香川県が3回行っているサワラ流し網の試験操業

の漁獲尾数・重量を加えた0歳魚の水揚げ尾数・重量

のみを計上した。このため，2002年の漁獲量の推定値

は，瀬戸内海東部海域全域の主要漁協から漁獲量情報を

入手した2003年に比べ，得られたサワラの漁獲量情報

が少なかった。なお，尾数の推定は，記帳依頼と試験操

業は実測値，大型定置網は調査で得た旬別の平均体重と

水揚げ重量から求めた。



サワラの放流効果 213

　水揚げ金額は，2002～2004年の高松市中央卸売市場

水産物月報から大阪，兵庫，岡山，徳島，香川の1府4

県から入荷するサゴシ銘柄の月別平均単価を加重平均

し，月別，灘別の水揚げ重量に乗じて算出した・

　0歳魚の再捕尾数・重量・金額の推定　放流群別，月

別，灘別の混獲率を上記の月別，灘別の水揚げ尾数に乗

じて再捕尾数を推定し合計した。なお，再捕重量につい

ては，放流魚と天然魚は同様の成長を行うものとみなし

て4）月別，灘別の水揚げ尾数と重量から平均体重を求

め，再捕尾数に乗じて推定した。金額は上記したように

再捕重量に月別加重平均単価を乗じて算出した。

　1歳魚の再捕尾数・重量・金額の推定　日生町，五色

町漁協を中心とする調査市場で，2002，2003年放流群

の1歳魚の調査で得られた放流群別の混獲率を月別・

灘別の漁獲尾数に乗じて再捕尾数を推定した。再捕重

量，金額の算定は0歳魚と同様である・なお，香川県

燧灘で漁獲された2003年放流1歳魚についても同海域

の混獲率と水揚げ尾数をもとに再捕尾数，重量，金額を

算定した。

　種苗放流経費　2003年に屋島栽培漁業セソターで平

均全長約40mm種苗20．5万尾を生産した事例から人件

費や餌料費などの直接経費から試算した40mm種苗1

尾当りの生産単価56．74円7）およぴ施設の減価償却費含

めた生産単価67．78円7）を直接放流群の単価とした。ま

た，中問育成経費は2003年に香川県女木島で中間育成

して放流した約1。7万尾を育成した時の小割網賃借料，

餌料費，人件費および傭船料などから算出した1尾当

たり47．1円／尾8）を用いた。なお，放流経費には種苗生

産経費及び中間育成経費の他，ALC標識費及び追跡調

査費などのモニタリングに要する経費があるがここでは

モニタリング経費は除外して試算した。

　回収率と経済効率の推定　両年の40mm放流群と

100mm放流群のO歳魚と1歳魚の再捕尾数を放流尾数

で除して，それぞれの回収率を推定した。経済効率は回

収金額を放流経費で除して推定した。また，資源状況に

よる経済効率の変化を検討するため，中国四国農政局統

計部によりr瀬戸内海区及び太平洋南区における漁業動

向」において公表されている瀬戸内海におけるサワラ類

（サワラ，サゴシを含む）の！980年から2004年の26

年間の漁獲量と平均単価を比較した。

結　　　果

　混獲率　放流年毎にみると40mm放流群と100mm

放流群の2群合わせた混獲率は，2002年放流群では0

歳魚で4．0％（95％信頼区間：2．8，5．1），1歳魚で7．6

％（5．5，9．7）であったが（Table2），2003年放流群で

は非常に高く，0歳魚で32．3％（28．2，36．5），1歳魚で

42．6％（38．3，46．9）となった。なお，2003年放流群の

1歳魚の調査では，西部の燧灘海域でも27．0％の放流

魚が確認された（Table3）。このように，放流群問の混

獲率にはいずれの年齢でも著しい差がみられた。また，

両年放流群とも，0歳魚については灘別の混獲率に差は

ほとんどなかった（Table2，3）。同年級群の0歳魚と1

歳魚の年齢間での混獲率の差は40mm放流群では有意

差はなかったが（汐＞0．05），100mm放流群では，いず

れの年も1歳魚での混獲率が有意に高かった（ρ＜0．05）。

　放流魚の再捕尾数，重量，金額　播磨灘，大阪湾，紀

伊水道及び備讃瀬戸，香川県燧灘の灘別のサワラの水揚

げ尾数，重量及び金額とTable2，3の混獲率から推定

した各放流群の0歳魚と1歳魚での再捕尾数，重量及

び金額を灘別，放流群別にTable4とTable5に示した。

2002年放流群では40mm放流群の0歳魚での推定再捕

尾数は211尾，1歳魚での再捕尾数は245尾，同様に

100mm放流群の推定再捕尾数は0歳魚で1，054尾，1

Table2　Results　of　the　sampling　survey　for2002stocking

Earima　Nada Osaka　Bay Kii　Channe1 Tota1

Age Time　period

Number　of
stocke（1且sh

Number　　　　　　　　　　Number
of　sam－　　Size　at　　　　of　sam－
Pled五sh　　　stocking　　　　　Pled血sh

Number　of　　　　　　　　Nu皿ber　of
stocked昼sh　　　　　　　　　　　　stocked負sh

　　　　　Number
　Size　at　　　of　sam－　　Size　at
stocking　　　　　Pled五sh　　　stocking

40mm　100mm

　　　　Number　of
　　　　stocked且sh
Number
of　sam－
pled且shSizeatstocking

40mm　100mm 40mm　100mm 40mm　100mm

　　Sep．2002

　　0ct．2002

　　Nov，2002
0＋　　Dec，2002

　　Jan，2003

210

395

21

2
！

0

7
15

0
76

94

23

0
1
0

2
4
0

60

82

123

54

22

270

553

238

77

22

7
20

11

1
1

Totahn　the　stocke（I　year

Contribution　rate　（％）＊1

626　　　　3　　　　　22　　　　　　　193　　　　1　　　　　6　　　　　　　341　　　　2　　　　　12　　　　　　1，160　　　　6　　　　　4G

　　　O．48　　　　3．51　　　　　　　　　　　0．52　　　3．11　　　　　　　　　　　　0．59　　　　3．52　　　　　　　　　　　0．52　　　　3．45

　　Apr．～Jun．2003
1＋

　　contribution　rate　（％）＊玉

606　　　2　　　44

　　　0，33　　　　7．26

606　　2　　　44

　　0．33　　　　7．26

＊1RatiQ　of　stocked盒sh　in　the　landings（Number　of　stocked血sh／Number　of　sampled五sh），
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Table3　　Results　of　the　sampling　surveヅfor2003stocking

Hiuchi　Na（1a Harima　Nada Osaka　Bay Kii　ChanneI Tota1

Age　Time　perio（1　Number

　　　　　　　ofsam－
　　　　　　　Pledfish

Number　of
stocked且sh

　　　Number　of
　　　stocked且sh
Number　　　　　　　　Number
of　sam－　　Size　at　　　of　sam－
Pled五sh　　　stocking　　　　Pled五sh

　　　40mm100mm

Number　of
stocked且sh

Number
ofsam－

pled£sh

Nunlber　of

stocke（1丘sh
Number
ofsam－

Pled且sh

Number　of
stocked盒sh

Sizeat

sむocking

Sizeat
stocking

Sizeat

stOC㎞9

Sizeat
stocking

40mm100mm 40mm100mm 40mm100mm 40mm100mm

　　Sep．2003　　　　　　

　　Oct．2003　　　　　　　－

　　Nov．2003　　　　－

　　Dec．2003　　　　0＋

30　　4　　21
88　　7　　15
61　　5　　10
6　　0　　　0

50　　7

74　　11

95　　7

10　　　　7

20　　　44
14　　　31

1　　　2

0　　15

2　　　6

30　　4

145　　15

179　　16

132　　9

21

27

45

20

Total　in　the
stockedyear

con亡ribution
rate（％）＊1

185　　16　　46

8，65　　　24，86

219　　25　　44

11．42　　20．09

82　　3　　23

3．66　　28．05

486　　　44　　　　113

9．05　　23．25

　　ApL～Jun・　　　37
　　2004
1＋

　　contribution
　　ra亡e（％）＊1

19　50937180
2．70　　24．32　　　　　　　　　　7．27　　35．36

546　　　38　　　　189

6．96　　　34．62

＊1Ratio　o∫stocked五sh　in　the　landi㎎s（Number　of　stocked丘sh／Number　of　sampled且sh）・

Table4　Amual　catch　of　Japanese　Spanish　mackerel　Soo吻加名o卿o彫3ηゆho勉％s，％挽δ6γ，weight　and　amount　of　recaptures　for　stock－

　ing　in2002

Recapture　from　stocked五sh

Annual　catch Size　at　stocking

Age　　Area
40mm 100mm

Ca亡chin
number

Catch　in　Average
　　　individua1Un1tprlce
糊tW窃ht（yen／kg）

Total
income
（yen）

　　　　　　　Recap－
NumberRec亀pture　Ulre
recaptu－　welght　amount
　red　　　　　（kg）　　　　（yen）

　　　　　　　　a

NumberRec裂pture樒鑑e

「響囎（y信n）

　Total
amount

fromstock－
edfish

　（yen）

　a＋b

Harima
Nada　　　　7・706　　　6，723　　　872　　　600

0saka
　　　　11，170　10，！85　912　564Bay

〇＋＊1

　　Kii　　Channe1　15・009

4，033，800　　　　　44

5，744，340　　　　57

35　　　　　21，240　　　　271

53　　　　　29，892　　　　　377

238　142，860　164，100

345　　　　194，580　　　224，472

13，728　　　　915　　　　　683 9，376，224　　　110 91　　　　62，221　　　　406 386　　　　263，433　　　325，654

Subtota1
（Mean）　33・885 30，636　904　625　　19，154β64　211 180　　　　113，353　　　1，054 969　　　　600，873　　　714，226

Bisan
Seto 11，227　　　15，068　　　1，342　　　　　908　　　　　13，681，744　　　　37 50　　　　45，400　　　　815　　　　1，094　　　　993，352　　1，038，752

Harima
Nada　　　　45，676 53，208　　　1，165　　　　　927　　　　　49，323メ816　　　　150 175　　　　162，225　　　3，317　　　　3，864　　　3，58！，928　　3，744，153

　　Osaka1＋＊2

　　Bay
831　　　　1，42！　　　1，710　　　　　884 1，256，164 3 5　　　4，420 6！　　　104 91，936　96，356

Kii
Channe1　16・616 24，887　　　1，498　　　　936　　　　23，294，232　　　　55 83　　　　　77，688　　　1，207　　　　1，808　　　1，692，288　　1，769，976

Subtotal
（Mean）　74・350 94，584　　　1，272　　　　926　　　　87，555，956　　　245 313　　　289，733　　　5，400　　　　6，870　　　6，359伊504　　6，649，237

Total
（Mean）！08，235 125，220　1，157　　852　106，710，320　456 493　　　　403，086　　　6，454　　　　7，839　　　6，960，377　　7，363，463

＊1Month　of　O　year－old長sh　caught；Harima　Nada9－12，0saka　Bay10－12，Kii　Channe19－4，

＊2Month　of　l　year－01d　fish　caught：B玉san　Seto4－6，Harima　Nada，Osaka　Bay4－8，Kii　Chame15－8・

歳魚で5，400尾であった（Table4）。2002年放流群全

体での再捕尾数は6，910尾，再捕重量は8，332kg，水

揚げ金額は7，663千円と推定された（Table4）。2003

年放流群では，40mm放流群の0歳魚での再捕尾数は

1，389尾，1歳魚での再捕尾数は東部，西部海域合わせ

て1，565尾，同様に100mm放流群の再捕尾数は0歳

魚で3，802尾，1歳魚で東部，西部海域合わせて8，356

尾と推定された（Table5）。2003年放流群全体での再

捕尾数は15，112尾，再捕重量は21，594kg，水揚げ金

額は19，515千円と推定された（Table5）。水揚げ重量
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Table5　Amual　catch　of　Japanese　Spanish　mackerel　Soo挽δ670彫o郷箆ゆho冗傭，number，weight　and　amount　of　recaptures　for　stock－

　ing　in2003

Recapture　from　stocked丘sh

Annual　catch Size　at　stocking

Age Area
40mm 100mm

　　　Catch　Average
Catch　　　　　individ－　Unit
in　i阜　ual　price

number糊tw窃ht（yen／kg）

Total
income
（yen）

Num－Recap－Recapture
ber　　ture　amounty

recap－weight　　（en）
tured　　　（kg）　　　　　a

Num－Recap－
ber　　ture

recap－weight
Uユre（1　　（kg）

　　　　　Total
　　　　　amount
　　　　fromstockedR糊鼎e丘sh（yen）
　　　　　a＋b　（yen）

　b

Earima
Nada 925　　　1，103　　1，192　　　　　881 971，743　　　　83　　　　　98　　　　　86，338　　　　245　　　　281　　　　247，561　　　　333，899

　　　EastemO＋＊1

　　　area

Osaka
Bay 8，066　　9，735　　1，207　　　　863　　　　8，401，305　　　993　　1，198　　1，033，788　　1，722　　2，091　　1，804，619　　2，838，407

Kii
Chamel　6・710 10，216　　1，523　　　　780　　　　7，968，480　　　313　　　　491　　　382，980　　1，835　　2，796　　2，180，880　　2，563，860

Subtota1

（Mean）
15，701　21，054　　1，341　　　　824　　　17，341，528　　1，389　　1，787　　1，503，106　　3，802　　5，168　　4，233，060　　5，736，166

Bisan
Seto 6，372　　　9，725　　1，526　　　　　873　　　　8，489，925　　　　464　　　　708　　　　618，084　　　2，253　　3，439　　　3，002，247　　　3，620，331

　　　Harima
　　　Nada
Eastem　　Osaka
area　　Bay

　　　Kii
　　　Chamel

12，019　　17，745　　1，476　　　　990　　　17，567，550　　　875　　1，292　　1，279，080　　4，250　　6，275　　6，212，250　　7，491，330

274　　　　233　　　850　　　1，098

292　　　　448　　1，534　　　1，117

255，834　　　　 21 18　　　　　19，764　　　　　97　　　　　82 90，036　　　　109，800

500，416　　　　21　　　　33　　　　36，861　　　103　　　！58　　　　176，486　　　213，347

1＋＊2

Subtota1

（Mean）
18，957　　28，151　　1，485　　　　　953　　　26，824，864　　1，381　　2，050　　1，954，252　　　6，704　　　9，955　　　9，485，655　　11，439，907

　　　Hiuchi
Westem　Nada
area　（Kagawa6，7909・7481・436　888
　　　pref，）

8，656，224　　　184　　　　263　　　233，544　　1，652　　2，371　　2，105，537　　2，339，081

Subtota1

（Mean）
25，747　37，899　　1，472　　　　936　　　35，481，088　　1，565　　2，313　　2，187，796　　8，356　12，326　　11，591，192　　13，778，988

Tota1
（Mean）

41，448　　58，953　　1，422　　　　　896　　　52，822，616　　2，954　　4，100　　3，690，902　　12，158　　17，494　　15，824，252　　19，515，154

＊1Month　of　O　year－01d五sh　caught：Harim段Nada9－12，0saka　Bay10－12，Kii　Channe19－4，

＊2Month　of　l　year－01d丘sh　caught：Bisan　Seto4－6，Harima　Nada4－8，0saka　Bay4－7，Kii　Chame17－8，Hiuchi　Nad＆4－6，

Table6　Estimated　recapture　rate　of　stocked　Japanese　Spanish　mackerel　Soo窺わ6名倣o鰯s％ゆho勉％5until　l　year－01d

Number　recaptured　in
　　Oyear－01d

Number　recaptured　in　l　year－01d Tota1

Year　of　Size　at
StOCking　StOCking

Number
stocked

Eastem　Seto　Inlan（l　Sea Westem　Seto
Inland　Sea

Number－　Recapture
recaptured　　rate　（％）

Number－
recaptured

Recapture
rate（％）

Number－　Recapture
recaptured　rate（％）

Total　num－
ber　recap－

　tured

Recapture
rate（％）

2002　　40mm
　　　100mm
2003　　40mm
　　　100mm

51，000

83，000

94，000

77，200

211

1，054

1，389

3，802

0．41

1．27

1。48

4．92

245

5，400

1，381

6，704

0．48

6．51

1．47

8．68

184　　　0．20

1，652　　　　　　2．14

　456
6，454

2，954

12，158

0．89

7．78

3．14

15．75

では，2002年放流群は同年級群全体の6．7％，2003年

放流群では36．6％に達すると推定された（Table4，5）。

　放流魚の回収率　0歳と1歳魚を合わせた回収率は，

40mm放流群で2002年放流群が0．89％，2003年が

3．！4％と推定された（Table6）。100mm放流群では，

2002年放流群が7．78％，2003年が15．75％と推定され

た　（Table6）。

　放流効果の経済評価　サワラ人工種苗放流に要した経

費と0歳魚、と1歳魚での回収金額及び経済効率をTable

7に示した。100mm放流群の中の種苗生産経費は中間

育成開始時点での種苗数に種苗生産単価を乗じて求めた。

2003年100mm放流群について，放流に要した経費が

9，906千円，回収金額が15，824千円となり，その差が

5，918千円，経済効率は1．60と1を超えたが，残りの
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Table7　Economic　efncincy　for　stocking　of　Japanese　Spanish　mackerel　Scomberomorus　niphonius

Yearofs亡ocking 2002 2003

Size　at　stocking　　　　40mm 100mm 40mm 100mm

Number　stocked　　　　51，000

Recaptureage　　O＋　　1＋

　83，000＊1

0＋　　　1＋

　94，000
0＋　　　　1＋

　77，200＊2

0＋　　　　1＋

Juvenile　production　cost（1，000yen）〔A〕

Including（1epreciation　cost（1，000yen）　〔A’〕

Cage　or　pond　rearing　cost（1，000yen）　〔B〕

2，894

3，457

7，490

8，947

3，909

5，334

6シ371

6，270

7，490

3，636

Total　amomt　of　landings（1，000yen）〔C〕
　　402

113　　289

　6，961

601　　　　6ラ360

　　3，691
1シ503　　　　2，188

　15，824
4，233　　　　11シ591

Balance〔C〕一｛〔A〕＋〔B〕｝

Ecomomic　e伍ciency　A〔C〕／｛〔A〕＋〔B〕｝

Ecomomic　e伍clency　A7〔C〕／｛〔A〆〕＋〔B〕｝

一2，492

　0，14

　0。12

一4，438

　0．61

　0．54

一1，643

　0．69

　0．58

5，918

1．60

1．42

＊1number　of　juveniles　at　cage　or　pon（l　rearing　was132，000．

＊2number　of　juveniles　at　cage　or　pond　rearing　was110，500、

Uni亡cos亡for　juvenile　production（A　l56，74yen／ind．A戸二67．78yen／ind・）・

Unit　cost　for　cage　Qr　pon（1rearing（B：47，1yen／indl），

放流群については，この時点での経済効率は0．14～

0．69と1より小さかった。また，100mm放流群と40

mm放流群の経済効率の比が2002年では4．4倍，2003

年では2．3倍に達した。施設の減価償却費を含めた生産

単価では，2003年100mm放流群の放流に要した経費

は11，126千円となり，放流経費と回収金額の差し引き

バランスは4，698千円，経済効率は1．42と依然1を上

回った。

考　　　察

　放流魚の漁業への貢献度合い　平均全長約40mm及

び100mmのサワラ種苗を2002，2003年に瀬戸内海東

部海域へ放流し，それぞれ0歳から1歳まで同海域に

おいて再捕調査を行った。0歳魚の混獲率は，2002年

放流の40mm放流群，100mm放流群合わせて各灘と

も約3％，2003年放流群が各灘で同じく約32～34％と

灘別の混獲率に差は余りみられないこと，また，100

mm放流群では1歳魚の混獲率が0歳魚に比べ有意に

高かったものの0歳魚の混獲率が1歳魚までほぼ同様

な値で維持されていることから，放流年の9月以降，

放流魚は天然魚とよく混合して資源添加されていること

が示唆された。また，2003年放流群のように，年によ

っては30％以上の混獲率（すなわち放流魚の漁獲への

貢献率9））が得られることが明らかになった。両年の混

獲率にはこのように差が生じたが，これは2003年の瀬

戸内海東部海域の0歳魚の資源尾数が約35万尾であっ

たのに対して，2002年は約100万尾の卓越年級が発生

していたと推定されていること，10）香川県が毎年10月

に3回行っている流し網による試験操業でのサゴシ天

然魚の漁獲尾数に両年で8。8倍の差があったこと（竹

森，未発表），今回の調査で屋島栽培漁業センターが収

集した2002年および2003年の五色町，明石浦，由良

および福良の4漁協合計の9～12月のサゴシの漁獲尾

数に7．1倍の差があったことなどから天然発生群の多寡

による放流強度の違いと考えられた。このことは標識放

流結果から推定された天然魚の加入尾数と資源評価にお

けるコホート解析による0歳魚の推定資源尾数の比較

によって裏付けられた。11）なお，実際の調査は単純ラソ

ダムサンプリングとはなっていないため，これを仮定し

た混獲率の誤差は過小評価となっている。ただ，放流群

間の混獲率の点推定値の差は極めて大きいことから，検

定結果には影響しないと判断される。サワラは広範囲に

移動すること，漁獲される漁法が多岐にわたること，標

識方法が耳石標識であるため標本を購入する必要があり

調査量に制限があることなどから，今回はサンプリング

理論にもとづく標本調査ができなかった。今後は，各海

域における混獲率に差があまり見られなかったことか

ら，推定精度を向上させるためには，調査市場数を減少

させ，市場当りの購入尾数を増加させるなどの工夫が必

要となろう。

　2003年放流群の回収重量は約21．6トン，同年級群の

推定水揚げ重量約59．0トンのうちの36．6％を，水揚げ

金額については同様に同年級群の推定水揚げ金額

52，823千円のうち19，515千円と36．9％を占め，資源

の動向によっては種苗放流がサワラ漁業に果たす貢献度

が高いことがわかった。近年，瀬戸内海東部海域におけ

るサワラ0歳魚の加入は卓越年級が発生した2002年以

外は約10～35万尾程度の水準に留まっている。10）ま

た，放流魚の資源添加効率は放流群によっては0．7253

（2003年100mm放流群）と高く，8）2003年放流群のよ
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うに中間育成した8万尾程度の種苗放流規模でも天然

魚の漁獲量に対して50％近くの漁獲量を得ることが可

能であることが明らかになった。このように現状のサワ

ラの資源レベルでは，サワラの種苗放流は，加入量の自

然変動に起因する漁獲量の変動を緩和し，資源回復にも

直接的な貢献を果たしていると考えられる。

　回収率と経済効果　回収率については，100mm放流

群では1歳魚までで2002年放流群が7。8％，2003年放

流群が15．8％と約2倍の違いになった。これは両年の

放流群の生き残りに差があったと考えるより，漁獲情報

の欠落から2002年放流群は過小評価になっている可能

性が高いと考えられた。2002年の0歳魚の漁獲情報に

ついては，前述したように屋島栽培漁業センターが独自

で五色町，明石浦，福良，由良町漁協に記帳依頼した漁

獲［青報や香川県が実施した市場調査や試験操業の漁獲情

報を使用した。これら調査市場はサワラの主要水揚げ市

場であるが，他の水揚げ市場にも当然水揚げがあること

から，2002年0歳魚の水揚げ量は過小になっている。

同時に，2002年は卓越年級が発生した年であり，秋季

と翌年春季に漁獲統計に載らないパッチ網漁業で0歳

魚と！歳魚の多獲が特異的にあった（竹森弘征未発

表）。また，2003年放流群は西方移動した香川県燧灘で

の1歳魚の回収尾数が加算されていることに対して，

2002年放流群は西部海域での調査を全く行っていなか

ったことなど漁獲情報の欠落が回収率の違いに現れたと

も考えられる。今後，推定精度を高めるためにも情報の

欠落の程度を確かめておく必要がある。西方への移動に

ついては，前述した1歳魚の他，愛媛県中予水産試験

場が2003年10～12月にかけて燧灘・伊予灘で行った

0歳魚の調査で190尾中8尾の東部海域放流魚が発見さ

れている。12）東部海域放流魚が西部海域へ相当数移動し

ていることも想定されることから，調査拠点の広域化も

課題となる。

　サワラの放流事業を経済的観点からみた場合，2003

年100mm放流群については1歳魚の時点で回収金額

が15，824千円，経済効率が1．60（種苗生産経費に施設

の減価償却費を含めた場合1．42）であった。サワラ同

様に瀬戸内海東部海域を幼魚の育成海域とするブリ

S碗磁9％劾9％6鵤伽如の放流事例では，全長12～13cm

のブリ種苗15万尾を放流した時の全生涯を通じた利益

率は1．19～1。81と推定されている。13）また，代表的な

栽培漁業種であるヒラメP砿痂6h渉勿s　o伽α06％sg）で1987

～1992年に平均全長74～93mm種苗6．4～15．7万尾の

放流を行った事例の3＋歳魚までの経済効果試算での回

収率13．6～23．3％，回収金額4，341～11，307千円，利益

率0．46～1．96と比較しても，サワラは1歳魚時点で既

に遜色ない経済効果がみられた。北田14）は栽培漁業適

種の条件として，生残率が高いこと，大きく成長するこ

と，単価が高いことを挙げている。2003年100mm放

流群については，高松市中央卸市場での平均単価は0

歳魚で824円／kg，1歳魚で936円／kgでヒラメ9）の事例

（400g未満：945円／kg，400～800g：2，320円／kg，800

～1，300g：4，299円／kg）と比較してかなり安価なもの

の，放流年9月の漁獲加入時の資源添加効率が0．7253

と放流後の生残率が高いこと，8）0歳魚で平均水揚げ体

重が1，341g，1歳魚の春期で1，472gと他の栽培漁業種

では見られない大きい成長を示したことが，高い回収金

額，経済効率につながったものと考えられた。今後は，

さらに魚体重量と単価の増大が見込める2歳魚以上で

の漁獲があることから，なお，一層の経済効率の向上が

期待できる。なお，ヒラメの事例9）では放流経費にモニ

タリング経費を含めていないが，今回，2003年100

mm放流群のモニタリング経費は，ALC標識費約700

千円，サワラ0歳魚及び1歳魚購入費約2，000千円，

調査旅費約100千円，市場調査モニター代50千円の計

2，850千円を要した。このようにモニタリソグ経費のほ

とんどがサンプル購入費とALC標識費で占められ，サ

ワラに適した外部標識が開発されない限りモニタリング

経費の大幅な削減は難しいと考えられた。モニタリング

経費を上乗せすると2003年100mm放流群の放流経費

は12，756千円（種苗生産経費に施設の減価償却費を含

めた場合13，976千円）となり，経済効率は1．13～L24

となることがわかった。一方，他の3放流群の経済効

率は1より小さく，現時点では事業的に成立が困難な

結果となった。40mm放流群の経済効率が1を下回っ

たのは，資源添加効率が100mm放流群と比較して
3。13～4．10倍低いこと8）が主な要因と考えられる。今回

経済効率の上からも両者の間に2．3倍あるいは4．4倍の

差を生じ，経済的側面からも中間育成放流の有効性が示

された。2002年100mm放流群の経済効率が1を下回

った要因については，回収率で述べたように過小評価に

なっている可能性が高く，今後，40mm放流群も含め

て2歳魚以上の漁獲への放流効果を加算して経済的評

価を行うともに，追跡調査体制の見直しも必要である。

　本種の放流種苗は高い資源添加効率で資源へ添加され

ていること，8）1歳魚以上では産卵回帰5）することから放

流魚を1歳魚以降も放流海域において回収し易いこ

と，当歳の秋には0．7～1．2kg，！歳春には平均1．5kg，2

歳で3～4kg4）と他の栽培対象種と比較して非常に成長

が速く，重量面での効果が発現し易いことなどから，放

流種苗の回収による直接的な経済効果が期待し易い魚種

と考えられた。しかし，近年水揚げ量の向上とともに単

価は体重1～2kgのサゴシ銘柄で800～900円／kg，瀬

戸内海全体でサワラを含めたサワラ類でも1，200円／kg

と一時期より低下しているため，今後，資源が回復し，

さらに単価が下がった場合，種苗放流からの回収金額の
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減少が懸念される。そこで，過去の漁獲量と単価の関係

を調べたところ，瀬戸内海全体におけるサワラ類（サワ

ラ，サゴシを含む）の1980年から2004年の漁獲量κ

と水揚げ平均単価yの関係は次式となった（Fig。2）。

　弁11514劣』02936　1～2＝0，8112

瀬戸内海におけるサワラ類の単価は，漁獲量が1，000ト

ソ以下になると！，500円以上に急激に高騰するが，逆に

現状の3倍以上の漁獲量の4，000トンまで増加しても

1，000円と単価は漁獲量の増加にかかわらず安定してい

た。放流効果調査を行った2002年～2004年の3年問

の瀬戸内海におけるサワラ類の平均単価は1，231円（平

均漁獲量1，240トン）であったことから，漁獲量が

4，000トソとなっても単価は現状の81％を維持すると

予想された。

　なお，本種は高次の捕食者で瀬戸内海の生態系の中で

は最上位に位置し，そのため資源添加効率の高いことも

推察されることから，種苗放流に当っては本海域の生態

系の保全に配慮することが重要であろう。また，サワラ

は仔魚期から強い魚食性を示すことから，放流強度が高

くなるほど放流魚と天然魚の競合の可能性が高まる。今

後は上述したように西部海域での調査を行うなど調査体

制の再構築を行った上で，生涯にわたる放流効果を明ら

かにし，栽培漁業対象種としての適正を検証するととも

に，資源回復の過程を注視して行く必要がある。
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