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クロアワどのJ1f11ii守〈

長井におけるク口アワビの成長9 年齢制1成，

生残率ヲ再捕率を推定する試みとその結果

f苛 i人j 大

Growth, age composition, survival rate and recaputure rate of 
Japanese black abalone，万αliotisdiscus REEVE, at Nagai 

Masaru TAUη ＊ 

ABSTRACT 
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The research was conducted to count the number and measur巴dthe size of Japanese black abalone, 

Haliotis discus EEEVE, which were collected by skin diver fish日rrnenin the fishing ground corn mercia 

lly operated. The ground having ar巴aof 5.3 krn2 locates at the coast of Nagai district, Kanagawa Prefec 

ture. 

The ground consi日tsnot only natural abalone collecting area but also limited area of 900 rn2 artifi-

cial abalone reefs. The artificial reefs are inhibited from fishing the rocky animals except once or 

twice fishing a year. 

Applying both the method of analysis for polyrnodal length distribution of abalone deduced by 

Tanaka (1956), and the method of analysis for mark recapture, the conclusivεresults regarding to 

Japanese black abalone on the growth rate, age composition, survival rate, and recapture rate are 

summerized in the followings : 

(1) The annual number of Japanese black abalone collected were 5741 individuals in 1978, 3398 in 

’79, 3119 in’80, 2546 in’81, and 4633 in’82. 

(2) The annual proportion of th巴numberof Japanese black abalone originated to artificial ab呂lone

seeds to total J ap呂neseblack abalone collected w伎で 76.2% in 1978, 67.1 % in’79, 86.3 % in’80，ヲ8.5% 

in’81, and 89.5 % in '82. 

(3) For Japanese black abalone, the shell length of 3 years old on巴 released2 years before attains 

11.0 cm, and in the same manner expression 4 years old attains 12.2 cm, 5 years old attains 13.8 cm, 

6 years old attains 15.3 cm and 7 years old attains 16.8 cm. 

(4) Japanese black abalone living in the designated area (commercial fishing area except the artifi 

cial abalone reefs), were composed of five groups of different ag巴， i.ε3yεars old shell which occupied 

35.3 % to total Japanese black abalone in number, 4 years old shell occupying 30.0 %, 5 years old shell 

occupying 18.2 %, 6 years old shell occupying 13.6 %, and 7 years old shell occupying 2.9 %. 

On the other hand, Japanese black abalone living in the artificial abalone reefs were composed 

of three groups of different age, i.e. 3 years old shell which occupied 32.6 % to total Japanese black 

abalone in number, 4 years old shell occupying 50.2 %, and 5 years old shell occupying 17.2 % 

(5) The survival rate of abalone since after they attain such a stage just joining into as a new 
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recruitment in the stock was calculated 056 in avera只cvalue in the commercial fishing ground巴xcept

artificial reefs. 

On the other hand, the survival rate in the artificial reds calculated likewise was 0.34 in th巴

average 

(6) Eecapture rate was estimated as :3.fi:Z % to released artifici日lJapanese black al〕日'lone,among白ve

years, from 3 year日 oldto 7 years old. 

And, this percent was calculated as the 1 esult of accumulation of the recapture rate of巴ach

ye日rold abalone mentioned above, i.e. 3 years old shell rec日ptured1.12 %, 4 y巴arsold shell 1.18 %, 

;; years old shell 0.68 %, 6 years old shell 0.14 %, and 7 y巴arsold shell 0.10 % 

引11 ；， ~111 U,H教な行＇iiiJiぇJIJUJ.}¥;([:<JI) でふ:l:-r '! t－~；土 U:

米， iとしごiノプ／ノ竺；によりポ（けをされていたが， 1970

'i二カ、らウ r ノトス、 、ソイI)IJ による lもぐり；カ味Itfト決

定により ti心、将人ざれ， iHt11f : I u ;J ::JAつしたが，’69~＇71 

1['・ （〕 3'1 li¥J奈川点として 11Ju；ぬぐLした。

ーん，、1'1Jli¥ ｝＼，；へは’69～’8111J交の13'!-li¥Jlこ，、I'l~hi立 JX:

2.5cmのアワビHillo〕）jl;:ifr~がヲ＇I 11¥J 1. 0～12.5JiWH札

イト，i[98.5}J1i"il休れわれており， j・ ,(1'.CIJ i,（川正：，；減Jイトザーで

与え， アr;t・：村！日JiY:W.のうえ）J;+'.:lニ疑九七をJむかはることと

なった。

」:JLイI, flfl奈川り，＇. I、でア Iノピ千引1'1'l政；ifr！.の対J県をiリ11和二

で、さたのIJ，マダカアワビ（以下マタ/j~：行間れする）

H本に欣ifr！.したおiぅ／，＇，＼のい IJ(JI I., 19'76），のみていある 0

'(i 行は I,i1'.KJI Jtg'.}i.o〕ク ¥Jアワビ（以卜ク uとf'lillれす

る） 1+W1Ji£ifn'.のよJJ~ーを，J,'jべるため＇ '78ifーから＇8211まで

ぴ） 5 jドli¥J, l11Jif1IMi:においてi制作を1J L～ ク＼）グ〕！点JX:,

'r仇（泌Li;Y;, 'i. ijJ;,待、および、1tJJ1iH・ 子行i広する l試みをわっ

たので，その日人／立び品川

凶 1 1三）｜ーの｛1/il'1'['/j

法

1.倒体数

J~Qi,((1);),) u土漁iメ以外トグ〕漁場）について｛土， 1978if二

から’s211ーまで、foil・ 5へ 10J J lこ， i℃）［ムff.1、rliJ具Jでぷ（1J生＋w,JIJ

れをわーって5計十内りlj、l':J幻伽｜休1fiをよ｝くめる ')j' JJJJIJ水ぬ

れ 1[1j｛を＂.•;c:J!i! して jリ 11 I -lOJ jの銘制7JIJi,\(t~住民を 1,(S,『｜し，

この11lii11・からク Clの＇I＇りlj討（t3引［11i[{Jド数をq;jた。 [iiJll,

ff :)illグJIIラ1犬q 色彩ヘ、？カ、よ）}j"£ ifr!. l lの，n:xりリをして’欣iikll

のi七九十＜0'でよドめた。

また？六討（tiメーにおいても， ·l~Q漁場と [iij似の Hi:J~によ

って山＇oべfご。

2.年齢制成，成長と主主残率

1lUIJJ!JJ lこ~＇I I '''r ・9る10)]JこfJった 5111：りのクロのう以上t

i!llJ'.l丸山県から， 市立（＼（＼」tj とう~，~t\(1,Iメグ〕千千々の、！とj勾波長剥l

1；＼（；をぶめた。剣山4は多曲全引をノJ~ したので， Ill 1f1(1956) 

のんiLにより複数のijl.i時にうよけた。 iji峰はそのはij後で

その1!1~の中山争と rf（なり，！ザJ{l'{I に分離lできたとはいえな

いが今その似体数は 絞i,((tJ必では6.8%，~；~：漁民で、は 2.7

%のぷ主であるので，この）；1去により l1:1:j年齢のif始終

jム；をよkめた。
この1f二泌総llJ＆から， 1&h丈を ；f::め， さらにlll/AJ (1936) 

のんが、により 'f:.ijレヂを：）（めた。

3.将補芸名

ふft後1・q二の1的l拘合でb文ifr!.して， その 2if f去すなわ

ちi1:1:j3的むから 7的（？まで漁獲されたが，この 5年li¥Jのflj

州本が 1tillのfijJ11i＇判ニ ii[いと与え，これをよ大式によ

りょjとめた。
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3 
11.0 

表 1 ク口の百（lJ引l,'H本数と放ifiU＼の，1；める比イ、、

fド >l1c~i\(lJ't 放W.ll ：般i.((1J地I)#ill I I ~，＇；／，（（＼［メ｜伽
I 円士：・.1i(i1 !I[ ｜漁獲｜

川11,11休紋グiじゃ＼ li1i:i体引の上じ午 I11帆数｜

｜什予／ヶI %1 ケ｜

l78 I 5'141 I 76. 2 I 4864 I 81. o I 877 I 76 

’79 

’80 
’81 

’82 

、 f~J:l·J

10 18 
C掛

クロの1978～’82'F-の5'Fiiむの10バにおける佼民主ll成

( JJ支： 介主i,((¥Jtj, トj交： ！~＇~i,((l I/ ) 
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結果および考察

1.成 長

i.((l]llijf，＇，［体；放をぷ 1, 111111 (1956）の}Jj去によりボめ

た年齢,ii(7JIJ伐長品ILl1！＜： を｜ヌ12iニノj、したo

iヌ12の年内（リ！？日IL代以利成からよドまる、fLJ6)';{)il℃はその

ままirMi'I＇附lこおける、lq~）＂；~支l、をノj；すか

ら，夫21こij刊とおり.~J!): i,((1)),!jではi1:1:j3 

!i1)iにはヂJ~·J'J&Jぇ 11. Dem, 4齢には12.3

cm‘5何？には13.Scm,6前｛｝には15.3cm,

711訟には16.8c羽仁j主することになる。

また~／~i,魚、 iメ；では， J11J総にして治：13 荷台に

は、［f.JさJ殺Jx::ll.Ocm, 41*!Vには12.0cm,

5品川こは13.8cmにj&-1・ることになる。

以パの 般漁場，~~＇； i,\(l[メにおける弁々

の成長は， rildIえ域とも11れのfせられたi1:1111

s附〉まではほぼ寸火した。すなわん，

l又JHill光のクロは， － ~J!!:i,((\l.!J, ~，＇；！，（（＼［メ：

冷めて ii日•I 3出合lこはアJさj校長11.0cm, 4 

l~j）には 12.2cm, 5決むには13.Scm, 6持（？

には15.3cm, 7 I~れこは 16.Semi：：注する，

といえる。

？止討（＼［メにおける十1~：！ I波放bkのPJhli対外！；

によれば(illl札未発表）， 2. 811命には、｜え

iよJ伐以ll.4cm, 3.8船には12.4cmlこiiごし

ており， 11lij年齢における到jf,\1.tl~又とも

卜 1il'.~／：ポ（\I乏における1111 と寸交している。

したがって殻H:k:IL成のW(，析により推定

した！点以はjiiJlti；うむのクログ〉！ぷKを｝＜！＿＿，

どいると与えられる。

2.年齢総j成

－ ~J立話（l:1b'；および！土i,((llえにおける年齢

制)J,止を衣2にノぶしたが， ー市立漁J;JJ；では

3 出j；~:yがi\lt11山｜体数の35.3%, 4附｛ffが

30目。%， 5齢.／ffが18.2弘 6齢｛ffが13.6

%, 7 r~1)i./N二が2.9% を， r ；め， 5 年齢Jげに

より年制〉剥!JJY;がhいぶされていた。

また渋託H＜では 3齢J討が総jj,'；［体数の

32.6%, 41給群が50.0弘 5持；？鮮が17.2

%をのめ， 3 iT：紛れーにより年読む京ll成が
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+Nil戊されていた。すなわち，禁漁区は ・Jijれ（（＼1揚に比べ

て， 4 ~fi1llの f/l)JJX:.t七がi\':j <. 6' 7齢1nが出現してい

な＼，） 0 1立漁場， t／~討：＼＼ I互の双方へ， 11J年前向'r'i放流して

いるので， i｝~」（（＼［ヌが ·Mt漁場と y，~なるのは材Wi放流の

有無の廷でないことはiりlらかである。

表 2 1立漁場およびt,,;zポ（＼医におけるクロの

'/'>MJ殻iふ撚i¥1＼偏j（とSj三i始末11成

年 前1

III N V VI Vil 

"l~lさhr'l'.lぷcm) 11.0 12.3 13.8 15.3 16.8 

器削f'{),fii~： 0. 75 0. 75 0. 75 0. 75 0. 75 

場組成（%） 35.3 30.0 18.2 13.6 2.9 

J;Af 、YJさJi'&l~ （ cm) 11.0 12.0 13.8 

漁際司｛c,j1iJ1口：f 0.75 0.75 0.75 

1芸品l1成（%） 32.6 50.2 17 .2 

3. 主主残率

漁獲対象HYへの1J！！入が終了するのは，神奈川県海1r1i

漁業；＼l.Hi<:J!l!!りによる＼iJHdlcmのJ肘rlllli!Jlll｛を殻i乏が滋え

るのはよー2から 4µfr）~t(以後と々えられる。その 4 的合併

以後の、F必）＇／：筏＞f.¥（ι｜ミ残rれ移Ill，移人のがiよIi:で， )ji(

伐E十〈を含む）は叶立漁場ていは， 111件jの方法 (1936）に

より，

s ( 18. 2ト13.612.9)/(30.0十18.2+13.6)

ナ二0.56

また， 禁漁｜メムではlliH止にして，

S二 17.2/50.2ニニ0.34

となった。

クロは当地先操業況法外へ移動するとは考えられな

いから， i乏:IHむ先全体として0.56または0.34という tic
桟ヰtは漁猿死亡と n然死亡の両者によって符られたこ

とになる。

三J五県［判的におけるクロの殺長10.5cm ( 5紛）以上

のギlc'.Jt［二銭本は，三m浜 ,f;',j ノk試 (1968 ）に J，~づいて求

めると，

Sご（ 7十4)/(32十 7）二0.28

てやあった。

年齢制成，生残キから， 一両党漁場でのクロの漁獲努

力（0.0014人／m＇）は祭漁区（ 0.11人／m＇）よりも llii杉l

当り小さいもの(1/80）と考えられる。また禁漁区にお

けるクロの＇ t残ネは，三重県間的の例とほぼ出羽ーであ

った。

4.再捕率

表 1・2の数字を使って計算し表3に年別，年齢りlj

↓引！日率（放対di／；［体数に対する11£流Hの漁獲例体数）を

不した。これによれは、， 5 ij三l十1Jの＇fJ:'.oJfff（ーとして 3i1fi7H 

の）！J:frl件tは1.12%,4齢只では1.18%,5齢t！では0.68

%， 6齢只では0.44%, 7齢只では0.10%であって，

この財布jI容の i~1ij 3～ 7齢の 5年間の合計，すなわち生

illのflHriFtsは3.52%であった。その変動幅（最大／最

小）は， 3対7は5.75111,, 4員怜は3.771丸 5齢は4.331f¥i,

6齢は4.4411¥', 7鈴は5.OOH＇；の平均 4.66倍であって変

動が大きい。

表 3 クロの［与Nlキir 

年 年

N

指令 x 
V 羽 VII

1978 2.30% 2.41% 1.43% 0.71% 0.15% 

’79 0.40 0.64 0.33 0.16 0.03 

’80 0.72 0.84 0.66 0.48 0.11 

’81 0.90 0.65 0.43 0.37 0.09 

’82 1.30 1.36 0.56 0.47 0 .14 

平均 1.12% 1.18 0.68 0.44 0.10 3.52% 

変動中iii5. 75併 3.77 4.33 4.44 5.00 4.6611'i 

Vf捕率は漁獲された放流民の全漁獲似体数に対する

比率と漁獲力II入 11寺までの 1~1 然死亡に左イ了されると考え

られる。政流只の比〆ドは貝殻への1>J蒸物の多少に181λ！

する判定精度の i：下，および、天然；クロの豊凶によって

変化すると考えられる。また，漁獲加入II寺までの1・1然

死亡は魚、 ~ti, タコ，巻H, カニ， ヒトデ等 ULJ：・他，
1976）による食さの多少，放流アワどの健拾itt＊によっ

て変化すると考えられる。今後この観点から flj.捕率の

意義について精査する必要がある。

漁JU］米の10月における殺長品~lJJl(;は，はほ産卵期の殻

i三組成であって，満年齢の年齢忠良成に相当し，別に銘

制］JIJ平均イi自体llと銘柄7JIJ＊七［（長二？で求めたクロの漁獲

Ml体数より Uc年齢組成をrnいて年齢別漁獲個体数を

得た。これと年日lJ の全漁獲クロ 1+1 の放流l~l の比五事より

年別年齢別の放bU二Lの11占｜体数を求めた。さらに，これ

と：tf別放流イ［／；［体数とから再1r111ギを求め，エ［LJ:!oJ生iHilHrfl

率3.52%を14｝た。

な，磁苗が備えなければいけない要件。

＊大きさ，活ブJ，貯蔵物質等，天然域に放流されてから外敵生物と！＼安いながら自力て

以上により現イE)JY:流されているクロは，一！支放流さ
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れるとその後5年li¥Jにどれだけf!Hillされるかがlりiらか 50"1'1芝指定i¥llJ1HiJI究総介助成・J・;';[{'K;';U:, +111奈川県

になった。 水産試験場， flli/)<.;:kft半：INo.238, 1 16 
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