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ホタテガイ養殖における環境慣報の利用

一一陸奥湾を例として一一

佐藤恭成本

On the Utilization of Environment Informations for 

Scallop Culture in Mutsu Bay， ]apan 

Kyosei SATO* 

1. はじめに

陸奥湾、におけるホタテガイ天然採苗は. 1963-64年に

現在の天然採首器の原裂となる付着基質にタマネギ袋を

かぶせる形態のものが梼発され，その後，浮遊幼生調査

をはじめとする天然、採苗予報技術によち，急速に採苗技

術が発達した。その結果，ホタテガイ漁業はそれまでの

天然発生した資源だけに加え. 1965年頃からは組合単位

で種苗を放流する地まさ増殖による資源が加わった。さ

らに. 1967年頃からは偶人単位の黍下養殖による生産が

始まり. 1974年には養殖，地まき増殖をあわせて 4万6

千トン台の生産をあげている。しかし. 1975年には大量

(異常)舞死が起こり， 1977年には生産が2万 l千トン

台まで落ち込んだ。青森県水産増殖センターはこの大量

姥死の原因について，環境，密殖，病原及び遺伝などの

要因について検討した。その結果，大量発死の主要因は，

実証試験や海況自動観測システムによる観測をはじめと
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する環境調査結果などから. r収容量と管理に代表され

る養殖技術の問題である』と帰結された。これを受けて，

E主奥湾全体の増養殖個体数の制限および環境条件を養殖

管理工程に組み入れる等の養殖技術の改良を図った結果，

1982年頃から生産は回復をみせ. 1988年には青森県全体

で8万2千トン台(陸奥湾外での生産量2千5百トンを

含む)の生産をあげている(図-1)。

このように，陸奥湾において急速にホタテガイの生産

が増加した要因には，天然採宙技術の確立による安定し

た数の種苗の確保と，発死を少なくする養殖技術の改良

があげられる。陵奥湾では，天然採苗と養殖管理に関す

る生物，環境調査を継続的に実施し，それらの結果を情

報として漁業者に提供している。近年，これらホタテガ

イに関する生物および環境情報の要求は，質の向上，量

の増加がますます求められている。

本報告では，現在行われている謁査の中で，比較的体

制が整備されている天然、採苗予報および海況自動観測シ

ーw ~ w ~ 

密… 1 青森県におけるホタテガイ生護霊の推移(農林統計より作図)

本青森県水産増殖センタ- =r039-34平内町茂浦月

1810 
(Aquacu]ture Center， Aomori Prefecture， Moura， 

Hiranai， Aomori 039-34， ]apan) 

'65 年
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図-2 ホタテガイ養殖施設模式図

ステムによる海況観測について，調査内容，解析内容お

よび伝達方法を紹介する。

2. 陸奥湾におけるホタテガイ養殖の概要

陸奥湾、で用いられているホタテガイ養強施設は図-2
に示したとおりで，採苗，中間育成，本養殖ともすべて

の工程をこのような中層延縄式施設によって行っている。

ホタテガイの垂下水深は調整浮子の数を変えることによ

って謁整されている。

ホタテガイ養殖に用いられる穫衝は，すべて天然採苗

によって得られている。~奥湾では 4 月から 5 月にかけ

て浮遊幼生が付着時期となるため，この時期にタマネギ

袋に付着基質を入れた採商務を海中に垂下する。その後，

7月から 8月にかけて殻長約 10mm程度に成長した付

着稚只をパールネットと呼ばれる養成篭に約 100個体ず

つ収容し，再び垂下する。これを稚貝採取と呼んでいる。

さらに 9~10月にかけて，設長 2 ~ 3 cmに成長した稚

貝をパールネットに約20個体ずつ入れ替える分散作業を

行う。翌年の 2 月 ~4 月にかけては，殻長 6 ~ 7 cmの

貝をさらに収容密度を減らし，丸篭やパールネットに分

散することや，耳づりによって本養殖を開始する。この

稚員採取から本養殖の開始までを中間育成と呼んでいる。

貝の出荷は，早いものでは生まれた翌年の 4月から始ま

り，その次の年の夏まで，ホタテガイの年令で 2令4ヶ

月頃まで行われる。なお，地まさ増殖用の種苗は養殖用

の種苗と向様に稚員採取，中間育成され，採苗年の1l~

12月に殻長約 3cm か，若しくは翌年の 4 月に殻長 6~

7cm で海底に放流される。放流された貝は年令で 2~

3令の期間に漁獲される。

3. 天然採苗予報

天然、採苗予報調査は①産卵母貝数，②母貝の成熟度，

③水温，④浮遊幼生，⑤付着稚貝などの調査項目から構

成されるo 陸奥湾においては，近年，出現する浮遊幼生

の数が比較的安定しているため，採箇器の投入時期の予

報が最も重要な調査包的となっている。以下に，陸奥湾、

における天然採苗予報の概要を最近の調査結果をもとに

紹介する。

1) 情報の収集，解析

(1 ) 産卵

ホタテガイの産卵は，陸奥湾においては通常3月下旬

から 4月上旬にかけて行われる。産卵時期は，産卵母yl-

の生殖巣指数(生殖巣Z重量/軟体部重量 x100)の変化

から推定することができる。陸奥湾においては，ホタテ

ガイの産卵に関与する年令は，養殖貝で満 2令以降とさ

れている 1)。そこで，産卵の状態を把握するため，毎年

12月から産卵のほぼ終了する 5月まで，湾内 4地点で養

殖2令貝の生殖巣指数の変化を観察している。函-3に

1985年から1989年までの 1月から 5月における，養殖貝

の年別平均生殖巣指数の変化を示した。一般に，生殖巣

指数は秋季から冬季にかけて上昇し. 2 ~ 3月に最高値

を示し，その後，急激に減少する。陵奥湾では生殖巣の

組織学的観察から，生殖巣指数が，最高値を示した後20
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図-3 1985年-1989年における養殖ホタテガイの

生殖巣指数の変化(陸奥湾内4地点の平均値)
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図-4 養殖ホタテガイの生軍事巣指数の変化と養成

場所の水温との際係

以下になる時期を概ね産卵盛期の指標としている。この

図から産卵盛期は年によって 1ヶ月以上の偏があること

がわかる。

ホタテガイの産卵を誘発する外部環境要因としては，

水温の上昇が知られている 2)。そこで，水温変化を観測

することにより産卵の状態を知ることが試みられている 0

~-4 に青森県水産増殖センターの実験施設において養

殖したホタテガイの生殖巣指数の月別の変化と，同一場

所に設置している海況自動観測システムで観測された

15m層の半旬別平均水温の変化を示した。水温が下降

から上昇に転じる時期と生殖巣指数が減少し始める時期

は比較的一致している。しかし，必ずしも水温が上昇に

転じるだけで産卵が開始されるとは限らない。産卵刺激

となる水混の上昇程度や，その時点での産卵母貝の成熟

状態と水温との関係など，依然不明な点が多七、。

(2) 浮遊幼生，付着稚員

ホタテガイの浮遊幼生は産卵後約40日間浮遊し，殻長

約300μmの大きさになった時点で足糸によって採商器

に付着する 3)。また，付着基質となる採苗器は，浮遊幼

生が付着期に達する直前に海中に垂下されるのが最も効

率の良いことが知られている。そのため陸奥湾において

は，浮遊幼生が出現する 4月から 6月にかけて毎遅 I回，

湾内47地点において浮遊幼生調査が行なわれている。調

査方法は船上において水深 5，10， 20， 30mの4J普から

各 20Qを採水し， XX13メッシュのプランクトンネット

で浮遊幼生を採取後ホルマリンで固定し，室内に持ち帰

る。その後，殻長20μmごとに偲体数を計数し，海水

1m3当りの出現数に換算する。

図-5に1985年から1989年までの陸奥湾全湾王子均の殻

長別ホタテガイ浮遊幼生の出現状況を示した。浮遊幼生

の出現時期の早い，遅いは，概ね母只の生殖巣指数が急

激に減少する時期の早い，遅いと一致する(図-3参照)。

また，陸奥湾においては，浮遊幼生の全出現個体数に対

する殻長200μm以上の偲体数の割合が50%を越えた時

期を採苗器の投入適期としており，投入適期は浮遊幼生

5000 員議ji:

O 

1985 

1986 

ヂ 00:fA本 19

5000 
1988 

つf二卒、-41989

3 4 5 6 月

~-5 1985年-1989年におけるホタテガイ浮遊幼

生の出現状況(陸奥湾全湾の平均値}

mmマ。。
• 

《
uw

《
U
W

《

un

-

-

V
A

£。

P

3

a

崎

今

A
W

内
4

・E

採
商
器

I
袋
当
り
の
稚
貝
付
着
数
(
伺
/
袋
)

.'87 ・'81

y ~ 18. 53 X +2059 
(r~O. 8476) 

.8V .'85 ・'88

.'86 

.'82 
o 

10∞ 2∞o 3∞O(個/m3)

26日μm以上の浮遊幼生出溌数(J遊間ζ との秘書事値)

図-6 殻長260μm以上の浮遊幼生出現数と採苗

器 1袋当りの稚貝付着数との関係(出現数，

付着数とも陸奥湾全湾の平均値)
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の出現状況や成長の速度などによって時期が前後する。

浮遊幼生の最大出現数は，年によって2.000偲Im3
-

8.000個1m3とかなり変動する。また，浮遊幼生全体の

出現数に対する付着直前の殻長260μm以上の個体数の

割合は，年によって必ずしも一定していない。即ち，浮

遊幼生発生後の減耗の程度にかなりの年変動があること

がわかるo そのため，採苗器への稚貝の付着数は，浮遊

幼生全体の出現数よりはむしろ，付着直前の大型幼生の

出現状況に左右されることになる。図-6に1週間ごと

の会湾、平均の殻長260μm以上の偲体の出現数の積算値

と，最終的な陵奥湾全体の採苗器 1袋当たりの付着数の

関係を示した。この図からわかるように，殻長260μm

以上の浮遊幼生の出現数と採箇器への稚貝付着数は高い

相関がある。そこで，浮遊幼生調主主時点での最終的な採

苗器 l袋当りの稚貝付着数の予測は，殻長260μm以上

の出現個体数をもとに行っている。

2) 情報の提供

以上のようにして得られた結果は 4月から 6月の期

間，毎週 1回青森県水産増殖センターにおいて水産業改

良普及員，市町村の水産担当者等を交えて検討，解析さ

れる。その後，調資結果，解析結果およびそれに伴う具

体的な養殖作業内容が，その日のうちに『ホタテガイ採

苗速報j として B4用紙 1枚にまとめられる。作成され

た情報は，直ちに電話ファクシミリにより各漁協へ送ら

れ，各漁家ごとへの配付や広報板への掲示などの方法に

よって漁業者に伝えられる。また，同様の内容が『ホタ

テガイ採荷情報』として. NHKのテレビおよびラジオ

によって毎週放送されている。

4. 海況自動観測

陸奥湾には1974年から海況自動観測システム(プイロ

ボット)が設賞されている。図-7に各プイの設置位置

を，表-1にそれぞれのプイの観測項尽を示した。テレ

メータプイで観測されたデータは，中継局を経て青森県

水産増殖センター内の墓地局へ無線、伝送され，コンピュ

l出
由香 3 

・2
.5 j---A 

図-7 海況白動観測システム(フイロボッ卜)の位置図

表-1 海況自動観測システムの観測項目

No. 1 No. 4 No. 6 No.2. 3. 5 

71< 溢 1-4層 1-41畜 1-4層 1-4層

塩 分 1-41麗 1-4層 1-4層

溶存酸素 4層 3. 4層

i流向流速 2， 4層

風向風速 海上

気 溢 海上

I層 1m，2庖-15m，3層-30m.
4周一海底上 1-2m

ータシステムに取り込まれ，稜々に図表化されて出力さ

れる。

次に，海況自動観測システムで観測されたデータを用

いて陵奥湾、の海況を紹介するとともに，それらの環境が

ホタテガイにどのような影響を与えるかについて種々の

知見をもとに述べてみる。

1) 情報の収集，解析

(1 )水 ミ田
IJDl 

図-8に湾口部の平舘ブイ (No.1プイ)と東湾側北

部の川内プイ (No.3ブイ)で観測された. 1974年から

1983年までの10年間の半旬JJIj累年平均水温の周年変化を

示した。平舘ブイでは 3月に 600台で最低水温となり，

その後，昇湿するとともに鉛直差が拡がり. 1 ml習では

8月に2200台で，底層 (-42m)では 9月に1900台で最

高水温となっている。一方.J11内ブイでは 3月に 300台

で最低水温となり 1m層では 8月に2300台で. 30m層

では 9月に2100台で最高水温となっている。このように

湾口部の水温が湾奥部に比較して冬季の最低水温が高く，

年較差が小さいのは，湾口部は周年にわたって津軽暖流

平宮古 (No.l)ブイ
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図-8 水温の周年変化(上段:王子舘 (No.1)ブイ，

下段:川内 (No訓ブイ)
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の影響を直接的に受けるのに対し，東湾側ではより水深

が浅く，水の滞留期間が長いために気象条件の影響を受

けやすいことを反映しているとみられている九

ホタテガイの生理的活力に最も影響を及ぼすのは水温

である。津軽暖流の影響下にある陸奥湾は，ホタテガイ

の漁業生産のほぼ南般に位置するため，特に夏季の高水

温期に生理的活力が低下することが考えられる 5) 6)。こ

のことは，養殖現場において水温上昇と並行して努死が

進行することからも裏付けられている。ホタテガイに対

する水温の影響については，銀の繊毛運動3)7} 心臓の

拍動数7)8) 9)などから令貝以上のものについては22

~230Cが高温の限界とされている。このため，陸奥湾で

は夏季の高水温期に成長の停滞あるいは停止がおこり

10) 貝殻に障害輸が形成されるl!)。養殖現場において

は比較的高水温に強い O令貝(付着稚貝，稚貝)は菱季

に稚員採取，分散作業を行うが令貝以上のものにつ

いてはこの時期は水温の低い水深帯に黍下し，分散作業

などホタテガイの活力に悪影響を与えるような養殖作業

を行わないようにしている。なお，最大の成長を示す水

温帯は10~150Cである。

また，水温変化はホタテガイの性成熟にも影響を与え

る。一般に秋季(9 ~ 12J:j)の水温が低いほど生殖巣の

の肥厚が促進することが知られているl!)。

(2) 塩分

図-9に半旬別累年平均塩分について，その周年変化

を先の水温と同じ様式で示した。塩分の変化は 1m層で

(3) 溶存酸素

図-10に東湾プイ (No.6ブイ)の1988年 1~12月ま

での溶存酸素の変化を，酸素飽和度と濃度で示した。底

層(-46m)では盛夏から秋にかけて低下が著しい。ホ

タテガイに対する溶存酸素の影響については，山本3)

中間8) らが報告しているが，これらの結果を総合しても，

通常陸奥湾でホタテガイ養殖を行っている中層以浅の水

深帯では，ホタテガイに対して影響を及ぼさないと考え

られる。しかし，養殖作業水として，著しく溶存酸素が

低下していると考えられる漁港内の水を使用する場合や，

タライなどに長時間貝を収容する際は溶存酸素濃度に気

をつける必要がある 12)。

山一、吋て円ペに~
5吋 六、 J 可戸 V
和 40.0r

度 20 日ト

jjiIYT; 
図-10溶存酸素の題年変化(上段:酸素飽和度，

下段:酸素濃度，東湾 (No.6)ブイ)

は年較室長は大きいものの，その変動幅はホタテガイの生 2) 情報の提供

理に影響を及ぼすほどのものではない引 7)。しかし，淡 海況自動観測システムで収集されたデータは，海況予

水が流れ込む河口域などでは表層で極端に塩分が低下す 測等の解析結果を加えて， rブイロホ、情報j や F水温情

ることがあり，養殖場としては好ましくない。また降雨持 報』として定期的に漁業者に提供されている。また，水

に貝を扱うような養殖作業はなるべく避けるべきである。 混上昇鶏など環境が大きく変化する時期には，収集デー

35 
平舘 (N.l)ブイ

]341とう勺〉ペthC〉巧52
余¥ー

33 
鑓

32 

35， 
川内(恥 3)ブイ

10 11 12月

i34医科止ま一司ア
30m 

32 
8 10 11 12月

図-9 塩分の周年変化(上段:平舘 (No.1)ブイ，

下段:111内(No.3)ブイ)

タに加えて，環境変化に対する具体的な養殖作業内容を

も盛り込んだ『養殖管理情報』を磁符発行している。

情報の伝達は，ホタテガイ採積速報と同様，電話ファ

クシミリで各漁協へjきられた後，各i魚家ごとへの配付や

広報板への掲示などによって行われる方法や，新聞やテ

レビなどのマスメディアを通じて提供される方法が用い

られている。

5. おわりに

以上，天然採苗予報調査と海況自動観測システムによ

る海況観測について紹介したが，陵奥湾においては，こ

の他にホタテガイ養殖について様々な菌から調査を行い，

その結果を解析し，漁業者に情報を提供している。それ

らを一括して図一11に示した。これらの調査は短期的な

予報を目的としたものや，漁場環境の数視など中，長期

的な変化を監祝するものまで含まれている。また，ホタ

テガイ養殖に係る読ままは，その調査担当機関が青森県水
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調査名
(調査機関) 古書 査 内 容 解析 提 供 情 報

(発行時期・回数)

。ホタテガイラーパ・・普調研査及究会所 湾月内47点8、 水温。ホタテガイ・ヒ
(市増殖町センタ -''1!fH1PJi 4J'J- 月・遇 1回 トデ・ム数ラサキガイの

村・漁協 ) ラ バの と大きさ
豊詩富書Z覇盟予諸測ヲ副

。採苗速報
(4月-7月・週 I
悶)

。母〈異普成及熟所度・調市査 湾内月 6点、 生殖巣指数
町村・漁協 12fl-5fl・月 2倒

。採笛情報
NHKテレビ・ラジオ
(4月-7月・週 I
閉〕。付(者増市稚殖町員調査 湾内月22点 付着稚貝の数と大きさ

センター・普研及究所会 6 ・7flの2回
村・漁協・ ) 。養殖管理情報

(年5図)

。養(殖増殖モニセタンータ試ー験) 湾周年内2ケ所 標準養殖型による

養ii軍;言語モニタリング 。ブイロボ情報
(週 1回)

。ホタテガイ養村殖・実漁態協翁)査
(県・市町

年湾内2全図養殖業者の5% 貝の大きさや奥常等
。地方紙水温情報

(毎日)

。海(況増殖自動セ観ン測タ(ーブ)イロボット) 湾周内年6・点毎時 水温・塩分・ DO・流 。水温情報
れ・風 NHKテレビ

。茂(浦増沿殖岸セ定ン資タ観ー測) 水混
毎日・周年

漁場長環期境的変監視化傾向監視I
(週 l回・周年)

。浅(海増定殖線謁査 湾月内8点 水温・塩分.DO 
センター) l回・周年

。漁(場士曽保慰全対策基礎)調査
センター

湾年内20点
4 毎

図-11 陸奥湾のホタテガイ養殖における環境データの利用

産培殖センターだけではなく，市町村，漁協にも及んで

いる。とりわけ，漁業者が自ら調査に参加することは，

調査意義の啓蒙や，提供された情報に対する理解の度合

いが深まることに役立っている。

最後に，これら調査，解析，情報提供のシステムは今

後どうあるべきかについてふれておく。まず，情報収集

の省力化，伝達の迅速性がますます要求されるであろう。

さらには，より情報の利用価値を高めるため，情報の利

用状況を把握し，これを情報の収集，解析手法等にフィ

ートーパックできるような，情報を送る側と受け取る側の

コミュニケイションも必要であろう。これら，省力化，

迅速化，コミュニケイションの形成は，海況自動観測シ

ステムと天然採苗予報調査においては，パソコン通信等

を利用した情報ネットワークを構築することにより可能

となるであろう。

一方，環境情報をより具体的に養殖作業工程にいかし

ていくためには，情報の確実性，精度の向上が要求され

る。これらについては，環境面ではより精度の高い予報

手法の開発，生物面では環境と生物とのかわりあいにつ

いての基礎的な研究の進展が望まれる。

今自の発表の機会を与えて下さった青森県水産増殖セ

ンターの関野哲雄所長に感謝申し上げる。また，本報告

をまとめるにあたり，青森県水産増殖センターの三津谷

正主任研究員，青森県水産試験場の青山禎夫次長には謂

重量，観測データの提供をはじめ種々の助言を戴いた。こ

こに深く感謝申し上げる。
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質 疑 応 答

柿野 純(千葉水試):①実際に情報提供を受ける漁業

者サイドの反応はどうであろうか。②同じく漁業者の要

望はどうであろうか。

佐藤:①天然採高調査の結果を知らせる採苗情報や水

温情報は，直接養殖作業に結び付くため，非常に関心が

高い。②水温や潮流等の海況予報の精度の向上が求めら

れている。また，それらの海況変化に対する具体的な養殖

管理方法について，より詳しい情報の提供を望んでいる。

松村皐月(遠洋研):提供された情報は実作業にどのよ

うに利用されているのか。

佐藤:採宙器の投入時期，場所の決定はほとんど採苗

情報をもとに行われている。また，水温情報は稚貝採取

や分散作業等の作業時期の決定やホタテガイ黍下水深の

調整等に利用されている。

キ土多 哲(養殖研):天然採芭の成績が直接生産の成績

に結び付くのか。

佐議:I塗奥湾で必要とする数十倍程度の数量の種苗は，

毎年確保されている。しかし，最終的な生産成績は，種

苗の質や養殖期間中の海況変動等に左右される。

(本報文は，平成 2年 5月18日に開催された第 53回水

産土木研究集会(テーマ:増養殖場における環境情報の

収集と利用)で話題堤供した内容をまとめたものである。)
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