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はじめに

千葉県におけるアワビの種苗生産・放流は昭和42年
に安房郡千倉町平磯に水産試験場千倉分場が設置され
たことに始まる。種苗生産および放流の技術開発はた
ゆまぬ努力が積み重ねられてきたところである。
農林統計によると千葉県におけるあわび類の年間漁

獲量は，1960年代後半から1970年代には700～800トン
の水準であったが，それ以降減少を続け，2006年は118
トン（速報値）である。漁獲量の増大につながると期
待された人工種苗の放流事業は年々拡大し，近年では
年間140万～200万個体の放流が行われている。全体の
漁獲量を増加させることはないものの，造成された資
源により漁獲量の低減を下支えしており，放流事業と
しても効率が良い。
効果的な種苗放流を行うための放流技術には，種苗

生産施設から稚貝の生息に適した場所に定着させるま
での間の減耗を極力抑えるために人為的に制御できる
要素技術と，種苗放流事業の事業効率を高めるための
技術とがあり，千葉県におけるその現状を紹介する。

アワビ漁業と種苗放流

漁業
千葉県のアワビ漁場は外房から内房の水深40ｍ付近

までの岩礁底で，クロアワビHaliotis（Nordotis）discus
discusが主体で,メカイアワビH.（N.）giganteaがそれ
に次ぎ，マダカアワビ H.（N.）madakaの３種が漁獲
されている1-8）。一般漁場は，裸あまによる素潜りが主
体で，ウエットスーツの着用も許さない漁場が多い。
一方輪採漁場は，コンクリート板などですみ場を造成

した漁場に，集中的に種苗放流して3年後にスキュー
バ潜水により，すべて漁獲回収をする9-10）。更に明治
18年に発見されたマダカアワビの好漁場の器械根漁場
がある11）。この漁場では明治19年に750トンの最高水
揚げを記録した。器械根の通称名はヘルメット式潜水
器すなわち器械潜りにより漁獲されたことに因む。戦
後は1966（昭和41）年の144トンを最高に減少を続け，
乱獲による資源減少により1995（平成７）年から禁漁
が続いている。2003年の潜水調査による生息密度は
0.58～1.00個体／100㎡で，資源量は７～22トンと推定
されている。
漁獲量
図１に示すように，年間漁獲量は1960年代後半から
1970年代は700～800トンであったが，以降減少を続け，
1997年には100トンを下回っている。その後やや増加
し，2006（平成18）年は118トン（農林統計，速報値）
である。種類別では，2003（平成15）年にクロアワビ
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図１ 千葉県におけるアワビ漁獲量経年変化（1960年～2005年）
アワビ類３種の統計は県資料（1971,1974,1989年は農林統計
より３種の合計値が大きい）

本報告の一部は，東京大学海洋研究所共同利用研究集会「アワビ類栽培漁業の検証と今後の展望」（平成１９年８
月２３日～２４日 東京大学海洋研究所）において発表した。
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111トン，メカイアワビが54トン，マダカアワビが２ト
ンである。
種苗放流
千葉県におけるアワビ種苗放流は，種苗生産稚貝の

放流に先立って，戦前から北海道,岩手県,宮城県産の
天然エゾアワビHaliotis（Nordotis）discushannai種苗
の移植が行われた12-16）が，殻長11㎝を超えると成長が
停滞し，制限殻長の12㎝まで成長するものは少なく，
漁獲対象資源の造成に至らなかった17-18）。また，その
後種苗生産稚貝の供給が始まったことから，天然エゾ
アワビ種苗の移植放流は行われなくなった。種苗生産
の技術開発は漁獲が減少する以前から行われ，漁獲資
源の増大・回復が期待され，図２に示すように，1967
年から2005年までの39年間に累計4,440万個体が放流
されている。クロアワビが主体でメカイアワビのほか
最近はマダカアワビ種苗の量産技術開発及び放流技術
開発を行っている。最近の放流実績は，年間140万～
200万個体（３㎝サイズ）である。漁獲量の増大につな
がると期待された人工種苗の放流事業であるが，全体
の漁獲量を増加させることはないものの，2005年の千
葉県のクロアワビ漁獲量に占める割合は39％に達する
と推定されているように，放流による造成資源により，
漁獲量の減少を下支えしている。また種苗放流による
投資と漁獲による回収とを比較して，放流事業として
投資効率が高い。漁業者も，放流時の緑色が貝殻に残
る貝の混獲状況から，放流効果を実感しており，種苗
放流に対する意欲は非常に強い。

放流技術

放流技術はふたつに大別され，一つは，生息適地に
定着するまでの減耗を抑える技術である。そのために
は，いつ，どこに，どの大きさで放流したらよいかと
いうことである。天然にみられる稚貝の発生時期や場
所，大きさを知り，それがなぜそのようになっている
のかはさておき，それに合わせた放流実験の結果など
に基づいて，技術書が書かれている※。
もう一つは，事業効率を高める技術である。いつ

（どんな大きさで）どのように回収するかという問題で
ある。一代回収型の種苗放流と再生産期待型のそれと
では事業効率を高める技術は多少異なる。
なお，「放流すべき時期，場所，殻長の検討は，結果

的に高い採捕率（著者注 回収率）をもたらすことだ
けをねらいとしている」との批判がある19）。しかし生

息適地に定着するまでの減耗を抑えることの検討は，
一代回収型であれ再生産期待型であれ，必要欠くべか
らざることである。千葉県の場合，これらの知見はク
ロアワビでは多いが，メカイアワビ20-21）やマダカアワ
ビ22-24）ではほとんど得られていないので，以下クロア
ワビについて知られていることを表１に示す。
いつ
千葉県沿岸では，害敵生物となる可能性のあるも

の25）が，表２に示すように，これだけ多くの種類が普
通に出現するので，その駆除は困難である。従って害
敵生物が不活発な時期で，アワビの摂餌が活発な冬か
ら春の低水温期（水温14～20℃）に放流する必要があ
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図２ 千葉県におけるアワビ種苗放流個数経年変化

表１ 放流時の減耗を抑える放流技術

内 容項目
冬～春の低水温期（14～20℃）
・アワビの活力が高い
・アワビの摂餌が活発
・害敵生物が不活発（駆除はできない）

いつ

棲み場 転石＞岩礁
・天然クロアワビ稚貝は40×40～90×60㎝
の転石下 5-7,26）

・成貝分布は石場＞棚場 5）

餌環境 アラメ・カジメ場及びその周辺
・アラメ・カジメ場の磯焼けはほとんど見
られない

生物環境 生物相の豊富な場所
・競合生物（トコブシ，サザエ，バテイラ，
ムラサキウニ，バフンウニ，アカウニ）
が多いところに稚貝が多い 6-7,27）

・藻食性動物の生息量が400ｇ/㎡以上でも
アラメ・カジメの食害による磯焼けがお
きない 27-28）（東北地方では200ｇ/㎡以上
で磯焼け 25））

どこに

殻長2.5～3.0㎝以上
・放流実験の生残率 29-30）どの大きさ

※「アワビ王国ちばの再建を目指して概（生態から放流まで・アワビのすべて）」（平成１３年３月，財団法人千葉県
水産振興公社，監修千葉県水産試験場）
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る。しかしながら図３に示すように現状は，３分の１
が夏季に放流されている。
どこに
天然におけるクロアワビ稚貝は，干潮線から水深５

ｍまでにある40×40～90×60㎝の転石の下から多く発
見される5-7,26）ので，転石場がすみ場と考えられ，そこ
が放流適地となる。転石が少なければ漁場造成も必要
である。なお成貝の分布も石場のほうが棚場より多
い5）。漂着藻を餌とするため，餌環境としては周辺に
アラメEiseniabycyclisやカジメEckloniacavaが繁茂す
る場所が必要であるが，千葉県沿岸のアワビ漁場では
これまで大規模な磯焼現象は見られないので問題が少
ない。生物環境としては生物相が豊富で，トコブシ
Haliotis（Sulculus）diversicoloraquatilis，サザエTurbo
（Batillus）cornutus，バテイラOmphaliuspfeifferi，バフ
ン ウ ニHemicentrotuspulcherrimus，ム ラ サ キ ウ ニ
Anthocidariscrassispinaが多い場所に稚貝の出現が多
い6-7,27）。生物相が豊富であることは，生息場所の占有
や餌を巡る競合生物が多いことでもある。東北地方で
はキタムラサキウニが餌をめぐって競合し，藻食性動
物が200ｇ/㎡を超えると磯焼になる25）といわれている
が，千葉県沿岸では競合せず，400～450ｇ/㎡でも磯焼
は起きていない27-28）。
どの大きさ
放流時の減耗は放流時殻長が大きいほど小さくなる

傾向があるが，殻長2.5～３㎝を超えるとその値がほぼ
一定となる29-30）ので，その大きさで放流している。
どうやって
図４に示すように，現在千葉県で行われている方法

には，大別して潜水放流と付着器による放流があり，
潜水放流が半数ある。あまが潜水して手撒きするより，
付着器に付けて放流する方がよい29）。特に冬場は稚貝
がなかなか海底の岩に付着しない。付着器放流も課題
を抱えた放流方法である。付着器放流はふつう付着器
を回収しない。これは「海洋汚染等及び海上災害の防
止に関する法律」に抵触する恐れがある。種苗生産施
設からタマネギ袋に入れて運び，漁港でたこつぼに収
容したり，アスベストを含有しているスレート板に付
けて放流している。篭に入れて放流する方法も行われ
ているが，内部が暗いため１か月経過してもまだ篭か
ら出て行かない上，肉食性巻貝類が侵入している例が
ある。また，ばらまき放流などもわずかではあるが依
然行われている。
生息適地に定着するまでの減耗抑制
千葉県では十分注意深く放流が行われ，よく管理さ

れた漁場における回収率は8.8％であり31），高い経済効
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図３ 千葉県におけるアワビ種苗の放流時期（平成17年度）

図４ 千葉県におけるアワビ種苗の放流方法（平成17年度）

表２ アワビ類の害敵生物

綱 種動物門

イボニシ，イソニナ，ヒメヨウラク，ヒメエ
ゾボラ腹足類

軟体動物
●マダコ，ミズダコ頭足類
バフンウニ，キタムラサキウニウニ類

棘皮動物 ●ヤツデヒトデ，タコヒトデ，ユルヒトデ，
スナヒトデ，ヒトデ，イトマキヒトデ，クモ
ヒトデ，エゾヒトデ，ニホンヒトデ

ヒトデ類

サラサエビ，ゾウリエビ，イセエビ長尾類

節足動物

●ベニツケガニ，●イシガニ，●ヨツハモ
ガニ，トゲクリガニ，フタハベニツケガニ，
コイチョウガニ，ショウジンガニ，イソガ
ニ，オウギガニ科，ヘリトリマンジュウガ
ニ，ヒヅメガニ

短尾類

ヤドカリ類，イボガニ異尾類
エイ類，サメ類軟骨魚類

魚 類

●ウミタナゴ，●クサフグ，オニカジカ，バ
バガレイ，ニジベラ，ササノハベラ，オハグ
ロベラ，イシガキダイ，ニザダイ，カサゴ，
カンダイ，ギンポ，スズキ，クロダイ，●
キュウセン，イシダイ，ソイ，アオブダイ，
タカノハダイ，ミギマキ，アカメフグ，ナシ
フグ，●カワハギ，コモンフグ，キタマクラ，
ツノカジカ，クロガシラガレイ，ウツボ，ア
イナメ，クジメ，キンポガジ類

硬骨魚類

アワビ類種苗放流マニュアル（青森県ほか，1990）による害敵生物
太字は千葉県で出現するもの ●印は摂餌強度が高いとされるもの
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果が期待される。平成17年度に千葉県で行われた種苗
放流の方法は図４のとおりである。管理された種苗生
産施設から，稚貝を出荷し，その生息に適した場所に
定着させるまでの間が，最も大切で減耗要因が多い。
このため開発されたのが「放流器システム」である32）。
表３に示すように，光の透過度の高い基質に付着させ，
付着板から脱落させずに輸送し，短時間で自然に海底
に移動させる，出荷から定着まで人手をふれないシス
テムである。このシステムの長所は，表４に示すよう
に「傷貝なし，生残良，冬でも可，海を汚さぬ，無水
輸送で楽」である※。
いつ（どの大きさ）回収するか
各都道府県漁業調整規則によるアワビの禁止期間と

殻長制限を図５に示した。これをみると，南方系アワ
ビの禁止期間は２か月～６か月半であり千葉県の６か

月半が一番長く，殻長制限は８～12㎝であり千葉県の
12㎝が最も大きい。添加資源の回収効率を考えるとき，
アワビ3種のＹＰＲ（加入当たり漁獲量）は上に凸な曲
線が得られており33），添加当たり回収量を最大化する
最適サイズがある。幸いにも千葉県の場合，クロアワ
ビは漁業調整規則の制限殻長である殻長12㎝が最適サ
イズである。マダカアワビはこれより大きく，殻長14
㎝で最大漁獲重量を得られるが，体重700ｇを超えると
単価が良くなるので，殻長14㎝より更に大きいサイズ
で最大漁獲金額を得られる。
一代回収型
千葉県では，「一代回収型」の種苗放流は，放流3年
後の漁期中に全て漁獲回収する輪採漁場で行われてい
る，高い投資効率が得られる放流方法である34）。
表５に千倉町地先の輪採漁場の例を示した。３か所
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表３ アワビ種苗の出荷から放流までの技術体系と開発したアワビ放流器システムの技術（平成17年度）

備考開発した技術放流器システム現行システム技術実施主体

――
飼育水槽から種苗を
取り上げて出荷数量
を計量する

飼育水槽から種苗を
取り上げて出荷数量
を計量する

出荷（財）千葉県
水産振興公社 タマネギ袋に集めて入れ

るより，水槽が多く必要
になる

・暗所を好むアワビを，光の
透過度の高い基質に付着させ
る技術

水槽で透明付着板に
種苗をつける

タマネギ袋に種苗を
収容して水槽に入れ
る

海水を必要としない
・付着板からアワビが脱落し
ない，空中露出による輸送技
術

海水を使わない
コンテナ

活魚車など，海水を
使用輸送

漁業者

作業の軽減・アワビが，自然に海底に短
時間で移動する技術

船で放流器ごと海中
におろす。翌日まで
に器具を回収

・潜水放流
・現地で付着基質に
つけて放流
・その他

放流

表４ 放流方法の比較

放流器システム付着器潜水手撒き長所／短所

傷貝がない
手撒きより生残が良い
付着器からの移動が速い
冬期でも行える
輸送に活魚水槽などが不要
漁港で付着させる手間がない
海を汚さない

傷貝が少ない
手撒きより生残が良い
冬期でも行える

傷貝が少ない
こまめな適地放流が可能

長所

生産施設で付着させる手間付着作業で活力低下
付着器から海底への移動が遅い
活魚水槽などが必要
漁港で付着させる手間がかかる
海を汚す

付着器より生残が劣る
岩に付着するまで危険
スキューバが必要
冬期は，身体に厳しい

短所

無水輸送袋詰めし，活魚水槽などで輸送
普通，付着器は回収しない
スレート板は，アスベストを含む

素潜りによる放流も多い
備考

※ 特許第3979471号
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造成（１か所２漁場，計６漁場）して３年ごとに輪採
する方法で放流種苗を漁獲回収している。造成漁場に
より回収量に差があり，良好な漁場は，水深3ｍ以浅の，
潮通しが良く浮泥が少ない，下草の多いアラメ場で，
平板が安定している場所である10）。
この方法では，漁獲回収までに産卵に加わる放流貝

の割合は低いと考えられ，多様性の維持・保全に関係
する，再生産による天然資源への遺伝的影響は比較的
低いものと考えられる。なお，この漁場では，種苗生
産施設に近く輸送に時間がかからず種苗の活力低下が
少ないこと，漁場の利用期間を空けずに有効に利用で
きること，費用対効果があがっていることから，アワ
ビの漁期中の夏季にスキューバ潜水により，コンク
リート平板を起こして漁獲回収を行ったのち，元に戻
してから直ちに種苗放流を行っている。
再生産期待型
「これだけ長年大量に放流していて，なぜ漁獲が回
復しないのか」と問われることがあり，一般漁場への
アワビ種苗放流は，再生産による増産効果も期待する，
「再生産期待型」としてとらえられている。しかしなが

ら現状では再生産した量は測定が困難であり，放流に
よる増産効果は，放流種苗一代の回収率及び経済効果
しか把握されていない。このことをとらえて，「一代
回収型」と呼んでいる場合もある19）。しかし，漁獲物
に占める放流貝の割合や制限殻長，漁獲率から見て，
産卵母貝になって再生産していることは明らかである。
したがって，用語の混乱を避けるために，これは「再
生産期待型」とする。再生産を期待するには，種苗生
産の親の数など，遺伝的多様性の維持・保全に留意し
つつ，大量放流によって母貝資源を増やし，再生産を
高めることが必要である35-36）。エゾアワビでは再生産
が認められている例がある37）。1998年に千葉県千倉町
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表５ 千葉県南房総市千倉町地先における輪採漁場の概要

内 容項 目
1,000㎡/漁場×６漁場
コンクリート板 1,500枚（80×60㎝，足つき）造成漁場

２万個（１～３万個）／漁場種苗放流

平均350㎏（100～700㎏）／漁場
（約1,000個体）

回収状況
（放流３年後）

宮城2 石巻市黒崎突端から西南に引いた線，名取川河口中央から正東に引いた線及び陸岸に囲まれた海域のうち
第一種共同漁業（あわび漁業を含むものに限る。）を内容とする共同漁業権が設定された漁場の区域における素潜りの採捕

図５ 各都道府県漁業調整規則によるあわびの禁止期間と殻長制限（cm） 黒：禁止期間



清水

地先において40万個体（全県放流量の18％相当）のク
ロアワビ種苗を１漁場に集中大量放流した事例があ
る38）。表６に，千葉県水産総合研究センターが行った，
放流場所における成貝及び稚貝の密度調査結果から，
親子の量的対比を示した。集中大量放流の４年後
（2002年），および５年後（2003年）に漁期平均ＣＰＵＥ
が急増し，母貝密度0.063個体/㎡（1998年）が0.54個体
/㎡（2002年）に増大し，母貝資源量が増加したことが
確認された。しかし親の量と秋の着底稚貝，翌春の０
＋歳及び翌翌春の１＋歳の密度との間に相関関係は見
られず，再生産による稚貝密度の増大ははっきりしな
かった。
マダカアワビ
千葉県では現在マダカアワビ種苗の量産技術および

放流技術の開発を行っている。マダカアワビの天然稚
貝は，水深５ｍ以浅に多いクロアワビと異なり，水深
20ｍ前後で発見されている24）。三重県国崎においても
同様な水深帯で発見されている※。成貝分布も深い2,4）。
種苗生産稚貝の放流実験によると浅い水深でも成長す
ることは知られている22,23）。しかし，遺伝的にクロア
ワビと近く，容易に交雑する39）ので，放流場所の選定
等は慎重に行うべきであり40），種苗放流による交雑の
危険を避けるために，天然稚貝の分布する水深20ｍ前
後に放流することが良いと考えている。
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