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ま　え　が　き

　20◎海里漁業水域時代を迎え，外国漁業水域における我が国漁獲：量は，大幅に減

少するものと見込まれ，今後仮に外国漁業水域での過去の実綾の1／2が確保でき

たとしても2◎0万トン近く，即ち現在の総漁獲量の2割近くの減少は必至と見られ

ている。しかも，ヒ ｻの中の7◎万トン程度は，国民の需要の大きい中・高級魚介類

であり，その減産量は，我が国周辺海域における中・高級魚の漁獲量にほぼ匹敵す

ると考えられている。

　このことは，動物性蛋白質の半分を水産物に頼っている我が国の食生活に少なか

らざる影響を与えるものと考えており，将来に向けて水産物を安定的に供給するた

めに，我が国周辺海域における漁業資源の増大を図ることが強く要講されている。

　このような要請に応えるために，農林水産技術会議においては，　「近海漁業資源

の家魚化システムの開発に関する総合研究」（マリーンランチング計画）を推進す

ることとし，昭和55年度よりその研究に着手したところである。

　今後21世紀をめざした科学技術の進歩は総合性の上に立ってなし遂げられるも

のであり，本計画の推進に当たっても個別魚介類の資源管理等水産分野の技術に加

えて，海域における生産基盤を強化するための土木工学技術，活域情報の適確な収

集を行うための電子工学技術等の理工学分野をも含めた我が国金体の研究能力を結

集して総合的に実施することとしている。

　本計画に係る概究構想の策定に当たっては，53年度から海洋牧場技術研究会及

び海洋牧場技術研究推進協議会を数次にわたって開催し，事前評価並びに事例解析

を実施してきたところであるが，本書はこれち検討経過をもとに研究の概要をとり

まとめたものである。

　最後に，本書の発刊に当たって御協力を頂だいた各位に厚く謝意を表するととも

に，本計画が20◎カイリ問題，食糧問題等に対して解決策を提示するものとして，

円滑かつ効率的に推進されるよう各位の温かい御指導，御蓋達を賜わることができ

れば幸いである。

　　昭和56年3月　　　　　　　　　　　　農林水産技術会議事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　嶋　良　一
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A　近年の我が国漁業をとりまく情勢

4．我が国漁業生産の現状

　　　　　　　　　　　　＊
　現在，200海里漁業水域設定に伴なう漁業秩序の再編成が急速に進展しつつあ

る。すでに2◎0海里漁業水域を実施中の国は84力国ほどあるが，今後さらに増加

する見込みで，今や200海里漁業水域時代は既成事実となっている。

　昭和52年における我が国の総漁獲量は，1ゆ8◎万トンであるが，そのうち外国

200海里水域内からの漁獲量は総量の1／3に当る290万トンに達している。

　水産物は我が国の伝統的食品であってその需要は根強く昭和51年においては，

食用，非食用合わせて国内消費量は，1，◎◎◎万トンを越えている。しかも，国罠1

人当たり水産蛋白摂取量は，世界の他の諸国に比べて群を抜いて大きくなっている。

　国罠の動物性蛋白質摂取量を品目別にみると，近年，畜産物のウェイトが漸増し

つつあるものの，依然としてその半分は水産物に依存しており，今後もこのような

水産物依存の傾向に大きな変化は見られないものと予測されている。

　200海里漁業水域二代の到来はこのような実情にある我が国の食糧生産体制な

らびに需給体制に大きな影響をもたらすものとなっている。仮に，将来漁業交渉等

により外国の20◎海里水域内からの実績漁獲i量の1／2が確保されるとしても，

200万トン程度の減産が見込まれ，さらはその約1／2を占める，中・高級魚の減

産量（7◎～80万トンと推定される）は，我が国周辺海域におけるこれらの漁獲量

に匹敵ないしはそれを上園る数：量となる。

　オリジナル，カロリーで評価した我が国の畜産物由来の蛋白の自給率が著しく低

いことを考慮すると，予想される漁獲の減少旧いかんによっては，我が国の動物性

蛋白質の自給率は50％を大きく割ることも考えられる。仮に，食料の輸入が安定

的に確保できる見込みがあるとしても，これは余りにも低い自給率であり国民生活

に内在する潜在的不安定要素といわざるを得ない。

脚注1：我が国の200海里漁業水域宣言は昭和52年7月
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表A一＆　外国距岸209海塁内における我が圏漁業の現状

　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千トン）

区　　　　　　　　　　分 昭和49年 昭和50年 昭和51年 紹和52年

世　界　の　総　漁　獲　量 71，34Q 71，0Q4 74，717 73，5Q1

日　本　の　総　漁　獲　量 10β08 10，545 10，656 10，764

うち　海　蕩　漁　業　漁　獲　量 208

海面養殖業生産量 10，629 10，346 10，455 10，556

海　面　漁　業　漁　獲　：量 9，7遷9 9，573 9，605 9，695

外国距岸200海里内漁獲量 4，256 3，744 3，496 2，897

うち　米　　　　　　　　　　　国 1，585 ユ，4圭◎ 1，3婆8 1，187

カ　　　　　ナ　　　　　ダ 26 2i 25 18

ソ　　　　　　　　　　　連 1，630 1，396 1，229 698

中　　　　　　　　　　　国 180 152 118 178

韓　　　　　　　　　　国 177 127 146

北　　　　朝　　　　　　鮮
209

6護 80 27

オ　～　ス　ト　ラ　リ　ア 18 12 8 9

二・　ユ　一　ジ　一　ラ　ン　ド 78 80 166 244

モ　　一　　リ　タ　　ニ　ア 48 32 31

南　　ア　　フ　　リ　　カ

530
115 10◎ 79

チ　　　　　　　　　　　リ

269 263
28

そ　　の　　他　　の　　国 252

（参考）霞本の200海里内漁獲量 5，236 5，503 5，682 6，36◎

うち　北：方四島周辺海域 221 300 275 209

竹　島　周　辺　海　域 一
9 16 18

尖閣諸臨周辺海域 ㎝ 51 79 58

『一　　一…一　『一〔　　一一一 一一一一一 ｝一一一一 一一｝心 一～一一｝

その他の海域　　（公海） 257 326 427 438

（資料：水産庁）
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表A－b　轡界各國の輿民1人当リ期待できる漁場爾穰と，現在の水産蛋白

　　　　消費量を確保するために要求される漁場の生産性（試算）

国歩1入当　り 国畏1入・1日当り 単位大陸棚爾積i薮
国　　　　　名 り必要生産量指数

大陸棚薗積（A） 水産蛋白消費量　㈲ （BX106／蓋）

醒 窪罫

オース　トラ　リア 156，793 1．7 11

二話　ジー　ラ　ン　ド 74，058 1．2 16

カ　　　ナ　　　ダ 43，351 2．5 58

ノ　ル　　ウ　　ェ　　イ 39，863 73 183

チ　　　　リ　　　一 2◎，940 3．7 177

イ　ン　ド　ネ　シ　ア 11，666 3．5 300

米　　　　　　　国 8，365 2．S 299

ソ　　　連　　　　邦 7，033 3．0 427

日　　　　　　　　本 2，226 17．9 8，041

注lB／Aは，i現在消費している水産蛋白を全部，

　「単位面積轟り生産量」

自国の大陸棚に依存する場合に必要な

表A－c　我が魍飼民1人，4日当リ鋤物性たん白質摂取量の推移

　　　　　　　（食糧需給表による）

昭35 40 45 49 50 5三 52（構成比）

合　　　　　計 2L2 26．9 31．8 35護 35．7 36．6 　36．9
i100％）

水　　産　　物 15．6 16．嘆 16．6 18．0 18．1 182 17．5

i474）

肉　　　類 1．7 3．5 6．0 8．1 8．5 9．1 　9．9
i26．9）

畜　　産　　物

鶏　　　卵 2．2 4．◎ 5．2 4．9 4．9 5．0 　5．0
i13，5）

牛乳乳製品 1．7 3．0 4．0 4．1 4．2 4．3 　45i12．2）

小　　　計 5．6 10．5 15．2 17．1 17．1 18．4
19．4

i52．6）
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2．我が国漁家経済の近況

　近年における我が国の漁家における「1人当り漁業からの所得」は，都市勤労者

1人当り所得の55～60％といちじるしく低い水準にある。

　しかも，今後，200海里問題とからんで甲・高級魚の滅産が予想されますが，当

面輸入の増大を図る方向も考えられるが，将来的には世界的な食料危機，食生活の

向上に伴う蛋白質の需要増大が必然であり，将来にわたって安定的輸入は期待でき

ないものとみられる。一方，漁業経営の立場から＝考えると輸入増大がもたらす国内

帯場の混乱に起因して，我が国漁業経営の健全な発展が阻害され，将来にむけて我

が国の漁業生産の母体を維持してゆくことが困難になるものと憂慮される。

5．この現状に如何に対処するか

　このような環境のもとで，我が国周辺海域に生産基盤をもつ沿岸，沖合漁業の将

来にわたって魅力あるものとして維持し，かつ水産物を安定的に供給し，圏畏の食

生活の維持向上を図ってゆくためには，漁業の生産性を飛躍的に向上させねばなら

ない。

　そのためには，現段階でもすでに高度に利用されている我が国周辺海域の生物生

産性を画期的に高め，かって経験したことのないような高水準の漁業生産（表A－

b参照）を実現することが必要となっている。

　　　　　　　表A－d　漁家筋得と都帯動労者所得の比較（世帯員1人崇り）

年次 漁家所得
漁家所得中

刹ﾆ所得
都市勤労者
梶@　　得

漁家所記薯鶏

千円 千円 千円

44 295 176 313 α56
5 303 193 358 0．54

6 372 229 396 0．58

7 449 274 438 0．63

8 550 312 529 ◎．59

9 606 343 659 0．52
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B　獲る漁業から造る漁業へ

　“つくる漁業”という言葉が近年よく使われるが，この言葉の背景には，漁業に

おいても技術の発農を基盤として，狩猟時代から農耕あるいは牧畜時代へ移行した

いという関係者の熱望がこめられている。もともと，生産性の高い漁場の造成は，

過去においても，水産技術分野でのターゲットであり，種種の角度から，資源造成

への努力が払われてきている。ここではそのような技術開発の発展過程として養殖

及び増殖を取り上げて説明する。

　現在，魚介類について我々が資源を管理し得る技術は公海でのサケ・マスを除け

ば沿岸，浅海域の比較的狭い範囲で生産されている増・養殖対象生物に限定される。

沿岸域では既にノリ・ワカメ・コンブ・カキ・ホタテガイ・ハマチ・タイ・クルマ

エビ等の養殖業が，また砂浜，岩礁を含む開放的な外海に面した海域ではコンブ・

イワノリ・ハマグリ・ホタテガイ・アワビ・クルマエビ等を対象とする放流手法に

よる増殖事業が進められている。

　我が国の漁業生産の中でこのような増・養殖事業の推移をみると，過去10年間

の年成長率は8～10％に達しており，増・養殖対象種も1940年代の30種に比

較して，1970年代には60二種にまで増加している。以下，養殖，増殖について

それぞれ論語を加えよう。

1．養殖事業の進展

　養殖事業はハマチ・カキ・ノリ等を中心としてここ十数年の伸びが著しく，昭和

4◎年には38万トンで漁業生産の5・5％であったものが，昭和52年には約86

万トンと約8％を占めるに至っている。（表B－a）金額面でも昭和40年の816

億円から昭和52年には3522億円と4．3倍に増加しており又，総生産金額に占め

るシェアーも約14％に達している。
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表B－a　我が圏における漁獲生産量の推移

（単位：1，000トン）

年　　次 遠洋漁業 沖合漁i業 沿岸漁業
海　　面

{殖業
40 1，733 2，788 1，860 380

1
1，912 2，733 1，872 405

2 2，403 2，828 2，011 470
3

2，830 3，158 2，004 522
4

3，165 2，949 1，862 473
5

3，429 3，279 1，889 549
6

3，674 3，5護1 1，934 609
7

3，905 3，594 1，902 648
8

3，988 3，984 1β20 791
9

3，698 4，178 1，874 880
50 3，168 4，469 1，935 773

1
2，949 4，656 2，GOO 850

2 2，657 4，927 2，107 861

　　　　囲昭和50年における養殖生産の内訳

　　　　　　漁類　　98　　貝類272　　藻類396

　養殖生産物は中高級魚介類が中心であるため，生産性も高く，生産量シェアーよ

りも生産金額シェアーが大きくなっている。このような養殖業の進展の背景には，

①水面を効率的に利用できること。②需要の強い魚種を選択的に生産できるこ

と。③生産が計画的にできること，等の利点があげられる。

　養殖業は浅海域及び内湾を中心として進められてきており，全漁業生産に占める

養殖生産の比率をみてみると生産量では，昭和52年には海藻類68％（ノリ100

％，ワカメ85％），貝類46％（カキ1◎◎％，ホタテガイ66％），魚類1．5％

（ブリ8％，マダイ35％），その他H％（クルマエビ3◎％）となっている。又，

生産金額では海藻類8◎％，員類38％，魚類8％となっており，養殖生産に依存す

る割合が高まっている（表B－b）。
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衰B－b　養殖生産蟹：の推移

（単位：1，000トン）

魚 類 員 類 海 藻 三
年　次

計 ブ　リ マダイ 計 ホタテ カ　キ 計 　　“Rンフ ワカメ ノ　リ

40 圭5 15 211 211 153・ 三3 141
1 17 17 221 221 166 37 128
2 22 21 232 232 216 58 158
3 32 32 267 267 222 77 145
4 33 33 245 245 194 60 134
5 4喋 43 196 6 691 308 76 231
6 63 62 1 205 玉1 194 340 1 94 2荏5
7 79 77 1 241 23 217 327 3 106 218
8 84 80 3 270 39 230 432 8 113 311
9 97 93 3 273 63 211 503 王0 王54 339

50 98 92 4 272 70 201 396 16 102 278
1 109 102 6 291 65 226 荏40 22 127 291
2 125 115 8 296 83 213 娃32 27 126 279

2。増殖事業の進展

　増殖は従来，漁業制度及び資源管理制度を通じて資源の保護・維持ないし増大を

図る方式を採っていたが，近年，種苗の移殖および増殖場の造成，管理などの：増殖

技術を通じて積極的に資源を維持ないし増大しようとする：方式に進んできている。

　今後，この分野での技術開発が大いに期待されているところであり，既にいくつ

かの有効な技術が開発されてきている。

　例えば，ホタテガイ増殖の場合では，まず，ホタテガイの食害生物であるヒトデ

を駆除した後，大量にホタテガイの種苗を放流することによって人工的に新資源を

作り出し，再生産を行いうる新漁場の造成が可能となっている。また，アワビの場

合まず，餌となる藻場を育成するとともに大量の人工種苗を放流し定着させ，親資

源を創出することに成功している。このような技術の進歩がシロザケやホタテガイ

などの生産量の増大となって現われてきている。

　これらの：方式は，従来の天然産物を漁獲iする技術殻階から水域の利周方策として

獲りながら：増やす管理型漁業へと一歩進んだ新しい技術として位置づけられる。
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表B－c　増殖事業の対象となっている主要漁介類の生産量

（単位；100トン）

魚 類 貝 類 甲　　殻 類

年次
マ　ダ　イ
i瀬戸内）

シロザケ
i定麗河川内）

ホ　タ　テ
i全　国）

ア　　ワ　　ビ

i全　国）
ホ　ッ　ケ
i北海道）

クルマエビ
i瀬戸内）

ガ　ザ　　ミ

i瀬戸内）

40 29 163 57 43 51 10 2

1 27 134 74 56 43 9 2

2 28 160 68 60 39 9 1

3 26 82 50 61 34 6 1

4 26 138 146 65 41 5 2

5 20 182 165 65 37 5 2

6 21 256 144 57 32 8 2

7 21 218 235 58 44 9 3

8 22 307 222 58 31 9 8

9 23 382 252 50 28 12 0

50 30 588 303 54 32 12 13

ろ．裁培漁業の進展

　このような養殖と増殖の手法，対象生物は主として浅海域を中心とした場の利用，

資源の管理でありましたが，これに対しより広い海域の豊かな生産力を利用し，魚

介類を積極的に育てながら漁獲する方式として裁培漁業が登場してきている。この

方式は昭和38年，瀬戸内海をモデルにして始められたものである。入聞が魚介類

の種苗を大量に生産し，適地に放流し，保護し，自然の海で成長させ，漁獲する手

法である。

　裁培漁業は，放流罵の種苗を人工的に，大量に生産することから始まるが，昭和

53年にはクルマエビ2．4億尾，ガザミ780万尾，マダイ8◎◎万尾，アワビ5◎0

万個の種苗が生産され，放流されている。なお，マダイ・クルマエビ’ガザミは地

先の漁業権の範囲を大幅に超えて回遊するので，国，県，漁協の共同事業として資

源を創ってゆく方向に発展している。また，従来は主として瀬戸内海で開発された

暖水系水族を対象としてきたが，昭和54年には冷水系水族を対象とし三陸で技術

開発を開始している。

　すでに，事業化段階に達している魚介類としては，アワビ・ホタテガイ．クルマ
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エビ・サケ等があるが，次にマダイ●ガザミ等が事業化段階に達しつつある。しか

し，未だ多くの開発研究の分野を残しており，今後さらに技術開発のための基盤研

究の進度，対象生物の拡大を促進する必要がある。とくに比較的広域を回遊する魚

介類，砂浜性，岩礁性の魚介類の開発研究は重点課題となっている。

　これらの研究開発は，従来の増・養殖事業をより広域的，より深い水域をより総

合的に利用する方向へと発展をさせるものである。
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C　資源造成への新しいアプローチ

1．資源造成の必要性

　本格的な200海里漁業水域時代の到来とともに，外国200海里内水域における

漁獲量は大幅に減少している。しかもその中心はスケトウダラ・マグロ・タイ・イ

カ・ヒラメ・カレイ等の中高級魚介類及び加工用の原料品等重要な種類となってい

る。

　スケトウダラの減産は練製贔の原料不足につながっており，重要な問題となって

いるが，最近我が国の沿岸域で続いているイワシ●サバ等に原料転換するための技

術島風が進められている。

　我が国の食生活も多様化してきており，国艮のタンパク源に対する要求も漸次畜

肉に嗜好が移って来ているが，魚介類に対する需要は相変らず旺盛であり，特にマ

グロ・ヒラメ等のいわゆる中高級魚介類を好む傾向が強くなっている。したがって，

200海里問題に関連して，遠洋漁業を中心としたこれらの中高級魚介類の減産を

このまま放置すれば，需給のギャップを増大し，中高級魚介類の価格の高騰を招き，

我が国の漁業の基盤をも揺すことになりかねない。

　最近「つくる漁業」という言葉がよく使われるが，このような状況の中で漁業に

おいても狩猟の時代を脱して農耕或いは家畜化の時代へと，より合冊的に発展しよ

うというわけである。

　この「つくる漁業」は既に述べたとおり一定の成果をあげているのでありますが，

水産増養殖におけるこれ一までの技術蓄積をもってしても，外国200海里水域内にお

ける中高級魚介類の減産量や諸外国の漁業との競合の激化に対応していくためには

極めて不十分といわなければならない。我が国の漁業をめぐるこれらの憂慮すべき

条件を克服し，漁業を魅力ある産業として育てていくためには，この「つくる漁業」，

中でも増殖技術を飛躍的に発展させなければならない。

　即ち「つくる」魚介類の種類を大幅に増し，より回遊性の高い魚種を含めた多様

な増殖技術を確立し，我が国の沿岸域あるいは近海域を総合的に利用していく海洋
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の牧場化を積極的に推進していくことが必要となっているわけである。

　我が国は長い海岸線を有し，その200海里内水域の面積は陸地面積の約12倍に

相当し，世界の有数の海洋大国ということができる。しかも地理的には南北に長

く位置し，南方からは黒潮の皇土があり，北方からは親潮の南下が見られ，回遊性

魚類の重要な生息域となっている。　このような近海域に多様な魚介類が生息して

おり，各地域ごとに特色のある漁業が行われている。このような優iれた立地条件を

活短して，今後需要が増大すると見込まれる魚介類の資源レベルを海域の特性に応

じて，合目的に嵩上げし，それを維持していくための管理技術を開発することがで

きれば，我が国の漁業の将来へ大きな期待が持てる。

2。技術開発の方向

　今臼の増養殖漁業の発展の基礎となっているのは，絹本裁培漁業協会等が実施し

てきた種苗の大量確保のための技術開発であったといえる。この技術は，今後も資

源培養において重要な役割を果す技術であるが，外国200海里水域における申・高級

魚介類の減産を補う規模の資源増強を行うためには，現状の技術レベルでは不十分

であり，将来，需要の増加の見込まれる多様な魚介類，特に國遊性の大きな魚介類

について技術開発していくことが不可欠である。そのような魚介類を整理してみる

と表C－aのようになる。一方，種苗確保技術の発展にもかかわらず，ホタテガイ・

シロザケを除いて資源増殖の効果は必ずしも十分に挙っているとはいえない。この

ことは，実際の海域において，その生物を優占種として維持管理する技術が未熱な

ために，せっかく生産種苗を大量放流しても生存競争のなかでの死亡率が依然とし

て高いためであり，放流以降の管理技術等について多くの技術問題が残されている

ためである。

　魚介類の増殖管理の効果を強化し，かつ安定させるためには，生残率を高めるた

めの各々の魚介類を管理する生物学的技術やそれに対応した好適な漁場環境を作出

・管理するための技術が必要であり，新たに輻の広い総含的な研究が必要となる。

即ち，個々の魚介類の資源培養を支える基本的な技術としては，①種苗確保技術，

②生物の管理技術，③漁場環境制御技術がある。これらの技術を最終的には個々の魚

介類ごとに組み立てることにより増殖技術が確立されるわけであるが，個々の魚介類
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について研究を進めるのでは対象も多く，効率的な研究推進は難しい。そこで研究

効率を上げるためには，増殖対象とする魚介類をその生活史の特徴に基づいて，グ

ループ分けし，グループの中から代表的な種類を選び集中的に研究を実施し，グル

ープに属する魚介類に普遍性のある技術を爆発，個別の魚介類に応用していくとい

う筋道で研究を進めるのが得策である。

　このようにして開発した個々の魚介類の資源培養システムを実際の海域において，

その生物相を考慮しつつ，立体的に組み立て複合化させることによって我が國の周

辺海域の漁業資源を飛躍的に増大させ，漁業の生産性を高めていくことが可能とな

ろう。このような意味で現実の海域の特性に応じた複合型の漁業資源増殖システム

を確立するための技術開発が漁業資源造成の最終的な目標とされなければならない。

ろ．マリーンランチング計画

　我が国の沿岸域あるいは近海域における漁業生産性を高めていくことが漁業振興

のために不可欠であることは，既に説明したとおりである。そのための基本的な技

術の確立を目的とした総合研究が「近海漁業資源の家磁化システムの開発に関する

総合研究」（マリーンランチング計画）である。

　マリーランチングは海洋牧場のことであるが，将来とも需要の増大が見込まれる

中・高級魚介類を我が国の近海域で増殖し，沿岸漁業の生産性を高めていく技術の開

発を自指した大型プロジェクト研究である。

　本計画の基本的構想は図C－aに示すとおりである。まず，資源増強を目指すべ

き魚介類（サクラマス・ニシン・マアジ・ブリ・サンマ・クロマグロ・タイ類・ス

ズキ・ヒラメ・カレイ・ケガニ・イタヤガイ・アカガイ・サケ・マス・クルマエビ・

ホタテガイ・ノリ・ヒオウギ・コンブ・サザエ）をその生活史の特徴により6つの

グループに分類し，グループの中から代表的な種類を選択し，自然海域において，

この魚介類の生残率を高めていくための生物管理技術を開発する。

　一方，これらの研究対象魚介類を自然海域で増殖していく漏話に必要となる海況

の最適制御技術を開発する。

　この基本的な生物管理技術と海況制御技術を車の両輪として，実際の海域におい

て，個別の魚介類を増殖するための生産システムを確立する技術開発を行い，最後
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に漁場の実態に応じて多種類の魚介類の増殖を複合化するための複合型資源培養技

術を開発しようとする。これらの技術開発と併行して，病害の除去技術，海域の基

礎生産レベルの向上技術，資源管理情報を得るための海況計測技術等の資源培養技

術に幅を持たせる周辺技術の開発を行う必要がある。

　本研究は，広汎な研究分野を対象に，かなりの長期にわたる取り組みを必要とす

るものであるから，水産分野に限らず，国の試験研究機関をはじめ広く，都道府県

水産試験場，大学，三間の研究者の参加を得て，プロジェクト・チームを編成し，研

究推進を図ることが必要となる。また，長期にわたる研究の実施期間中に，漁業を

めぐる諸情勢の変化も予想されるところであるので，このような状況を十分に考慮

し，広く内外の識者の意見を踏まえるとともに，個別研究の方向づけを常に適正に

確保していくが重要になる。そのため，研究の推進に当っては，適宜，チェック・ア

ンド・レビューを行いながら適正かつ効率的に運営することとしている。
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表G－a　資源造成の対象とする魚介類

闘遊性 ・表・中層性魚介類

国民的需要の大きい根幹的中・高 マグロ類〔34％〕※ スルメイカ〔71％〕

級魚介類 サケ・マス〔7Q％〕 ブ リ

醐轟翫）
サ　　ワ

}　　ア

ラ〔30％〕　　　コ　シイ　カ

W〔11％〕

海洋牧場種 将来塩湖増が期待できる中・高級 サクラマス ヤリイカ

魚介類 サ　ヨ　リ

（平均単価×1．5以上）

将来，中・高級魚介として扱われ サ　ン　マ〔37％〕 シ　シ　ャモ

る見込みのあるもの ニ　　シ ン〔77％〕

既に高い技術水準

技術開発段
目下本格的にとり組み中 階下性サケ・マス

階携にみた

海洋牧場種 マグロ類 ブ　　　リ サ　ン　マ

〈単純区分 サ　ワ　ラ コウイカ ニ　　シ　　ン

今後，とり組み開始を要するもの
の場合〉 マ　ア　ジ サクラマス シ　シ　ャモ

スルメイカ ヤリイカ サ　ヨ　リ

生活型 回廊生前・中 鳳無生，表・ 回遊性，表・

層性：河川， 中層性：流れ 中層性二広域

技術覇発段 技術レベル 汽水産卵型 藻依存型 回遊性

丁丁にみた 既に高い技術水準

海洋牧場種 湖　河　性

生活型
昌下本格的にとり組み中

サケ・マス
，研究体

ｧで区 イ　　カ　類 マ　　ア　　ジ マグロ　類
話した

黶@合
（シシャモ） （サワラ）

今後，とり組み開始を要するもの サクラマス （サンマ） （スルメイカ）

（ニシン）

（サヨリ） ブ　　　　リ

要素技術開発からとり組みを要す サクラマス マ　　ア　　ジ クロマグロ

るもの イ　カ　類

研究対象種
複合裁曲技術段階でとり組みを開 湖　河　性

“

ブ　　　　リ
始するもの サケ・マス

囲〔　〕内は，外国200マイル漁業水域に伴う減産分

　（　）印は，研究のとりくみ方について，なお検討を要するもの。

　×印は，ここ数年聞に技術開発の見込みのないもの。

一14一



園遊性・底性魚介類 定着性・底性魚介類

メヌケ類〔94％〕 タ　イ 類 ホタテガイ カ キ

ズワイガニ〔65％〕 ノ、 モ モ　ガ　イ

タ　コ　類〔39％〕 ス　　ズ キ ナ　マ　コ

ヒラメ・カレイ〔63％〕 ノ　　　リ

クルマエど カ ザ　ミ ホッキガイ タイ ラキ　　　カ　サ　ゴ
メ　バ　ル

タラバガニ キ ス イタヤガイ ア　ワ ビ　　　ソ　　　　イ

ケ　ガ　ニ アカガイ サ　ザ エ　　　アイ　ナメ

ハマグリ コ　　ン プ　　アラメ・カジメ

ヒオウギ ワ　カ メ　　ホンダワラ類

ノ　　　　リ ワ　カ メ　　　カ　　　キ

ホタテガイ サ　ザ エ　　　コ　ン　ブ
クルマエビ タ イ　類 ガ ザ ミ

ア　　ワ　　ビ ヒオウギ

メヌケ類 ヒラメ・カレイ モ　ガ　イ アカガイ メ　バ　ル

ズワイガニ ハモ・キス ナ　マ　コ タイ ラギ　　　ソ　　　イ

タラバガニ ス ズ　キ ホッキガイ ハマグリ
　アイナメ
Aラメ・カジメ

タ　コ　類 ケ ガ　ニ イタヤガイ カ　サ ゴ　　ホンダワラ類

定着性 定着性
回遊性，底姓

砂・泥底性 岩礁性

ノリ，ワカメ，カキ

タ　イ　類 ホタテガイ サザエ，アワビ

クルマエビ ガ ザ　ミ ヒオウギ，コンブ

メヌケ類× ス ズ　キ （モガイ） （タイラキ） （カサゴ）（メバル）

ヒラメ・カレイ ノ、 モX 　　　Bnマグリ ホッキガイ （ソ　イ）（アイナメ）

タラバガニ× （キ ス） イタヤガイ アカガイ アラメ，カジメホンダ

ズワイガニX （タコ類） ナ　マ　コ ワラ類

ケ　ガ　ニ

ヒラメ・カレイ イタヤガイ アラメ・カジメ
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4．　研究の範囲及び内容

この研究の範囲及び内容は，次の研究系ごとにおおむね次のとおりである。

ω　作霞生物管理技術系

　水産生物は通常極めて多産性であるにもかかわらず，それらの卵稚仔は厳しい

自然律のもとで，発育期に決定的な自然減耗を受けており，資源を安定的に増大

させるためには，これらの減耗を回避し，生残率を向上させる必要がある。

　この系では，資源増強を図ろうとする魚介類のライフサイクル，國遊経路，食

性等の生理生態を分析して，滅耗要因を明らかにすることにより，個々の魚介類

別に生残り，生長，再生産を安定化させるための技術的ポイントを整理するとと

もに，これらの成果を踏まえて人為的に対処しうる個別魚介類の資源管理手法を

開発する。

②　環境制御技術系

　資源培養場において水産生物を効率的に管理するためには，海流・潮流，底質，

水温等の物理的条件，栄養塩，溶存酸素等の化学的条件，プランクトン，ベント

ス等の生物的条件等水域の環境諸要素を対象魚介類の生理生態的特性に応じて，

的確に制御する技術を確立する必要がある。

　この系では，海水の混合・拡散，渦流・循環流発生等の水環境及び砂洲形成，

干潟形成，底質変換等の底環境の変動のメカニズムを解明するとともに，これら

の成果を踏まえて，離岸堤，入濾出，人工海山等の海域環境を制御する構造物の

最適設計，施工技術を開発する。

（5）　作騒男ll生産システム技術系

　有用魚介類の資源増大を実現するためには，個別魚介類別に資源培養を効率的

に行う一貫した技術システムを組み立てる必要がある。

　この系では，U汲び（2）の系で開発された要素技術を組み合わせ，将来，生産の

場において資源造成を期待する有用魚介類別に作目生物管理技術と環境制御技術

を統合し，効率的な一貫生産システム技術を開発する。

（4）複合型資源培養技術系

　海域の生産力を最大限に活用するため，単一魚介類のみでなく資源培養を目詣
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す有用魚介類の生態特性と海域特性を考慮して合理的に組み合わせた生産システ

ムを開発する必要がある。

　この系では，作目間の相互共存関係を助長するとともに，競合を防ぎつつ（3）の

系において開発した技術を駆使し，複数の有用魚介類を合理的かつ立体的に組み

合わせて，総合的に海域を利活用し，その生産性を高めるための複合資源培養技

術システムを開発する。

（5）　支援技術系

　実際の海域において有用生物の生産性を高水準に維持するためには，従来の水

産分野にはない最新技術及びその手法を外部から積極的に導入し，病害，漁場環

境の劣化等の生産限害要因の排除技術及び環境等の管理計測技術等，資源培養技

術を側面から支える技術を開発する必要がある。

　この系では，将来資源培養の場等において発生の予想される流行性病原生物に

よる魚介類の病害防除技術，人工的湧昇流の発生による深層栄養塩の供給，温排

水の広域的有効利鞘による成長促進等の生育場の基礎生産レベルを引き上げる技

術，さらに，対象生物及び生産環境を好適状況に維持管理するための先端的電子

技術を応用した資源・環境モニタリング技術等の開発を行う。
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D　『マリーンランチング計画譲の研究の概要

1　作目生物管理技術

　この研究系では，研究二戸で行う作目別生産システムの組立てに必要な対象魚介

類の生態管理技術を開発することが目的である。海域に添加された種苗が漁獲によ

って回収されるまでの間を対象として，生残り，生長，再生産に好適な条件を解明

し，それらの条件を作りだすための手法を考案し，実際の漁場に適用してその効果

を実証する，という手順で研究を効羅的に推進する。

　好適条件の解明は，作題生物の生活史と発育段階毎の生活様式の詳細にわたる把

握が前提となる。このため，対象種の生態に関する既往の情報の収集，解析につと

め，同時に，上しい翻点から調査研究を進めるとともに，そこから摘出されるさま

ざまな仮説を検証するための実験生態学的手法を採り入れてゆく。さらに，研究の

実施に当たっては，研究系豆で平行的に圏発される土木工学技術との組合せによる

生産システム開発を念頭において，好適条件の計量化にとくに留意するものとする。

　実際的な管理効果を高めるためには，対象魚介類の生残りに決定的な作用を及ぼ

している生活史の急所と制限要因とを摘出し，そこに管理技術を集中的に適用する

ことが望ましい。既往の知見によれば，急所の摘出には二つの原理がある。第1は

個体発生における生残り戦術の発達であり，第2は生活領域の変化である。魚介藻

類の生渚愛には，生残り戦術について他力本顧から自力本願へと転化する時期があ

り，生活領域について拡大（個体群は分散）する段階と二二（個体群は集合）する

段階とがある。したがって，’原則として生残り戦術に関しては他力本願，生活領域

に関しては収敷の一階が最も大きな管理効果を期待しうる急所である。

　生残りの制限要因に関しては水質，底質などの理化学要函と，捕食種，競含種，

病害生物などの生物要困とが考えられるが，南方系，北方系海域とも理化学要西よ

りもむしろ生物要因の方が一層決定的な作用を及ぼす例が多い。さらに，天然発生

の稚仔が継続的な自然淘状にさらされながら生き抜いてゆくのと，縮瞳生産苗があ

る段階で突然自然環境に添加されるのでは，少なくとも添加直後においては，対象
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生物と環境との関係には極めて深刻な違いがある点も十分考慮する必要がある。例

えば，天然稚仔では潜在化している減耗要因が，人工放流種苗では顕在化すること

がある。

　これらの基本的な生残り機構を念頭において，南方系としては次の4大課題を設

定し，各生態類型群ごとに，種苗の生残りを制御する技術を開発する。

　大課題2：流れ藻依存型表中層性魚介類の生残率増大

　大課題3：広域圃遊性表中層性魚介類の生残率増大

　大課題4：礪遊性・底性魚介類の生残率増大

　大課題6：定着性・岩礁性魚介藻類の環境容量拡大

　また，北方系としては地域の生態系のなかで僅かな資源を維持し続けている特異

な生残り機構をもつ作目生物と，数年から十数年に一慶，大量発生によって資源を

維持している作目生物について，次の2大課題を設定し，作目別生産システムの組

立てに必要な種苗の生残率を増大するに必要な要素技術を開発する。

　大課題1＝河川・汽水産卵型表中層性魚介類の生残率増大

　大課題5：定着性，砂底底性魚介類の生残率増大

大課題ごとの研究内容の詳細は以下に説明するとおりである。
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1．　河川，汽水産卵型表中層性魚介類の生残率向上

（サクラマス）

研究の眠的及び内容

　サクラマスは我が国で生産するサケ・マスミ種（サケ，カラフトマス，サクラ

マス）の中，最も美味といわれ，春を採る魚として，秋の味覚のサケとともに縄

紋の昔から私達入間と深いつながりをもっていた。サクラマスの繁殖の場は裏日

本一帯から東北，北海道にわたる北日本を中心とした河川で，サケのそれとほぼ

　　　　　1）同じである。

　一般に，サケに比べてマスへの認識や人気が低い理由として生産量が少ないこ

とと，春から夏の気温の高い時期に獲れるため，保存に色々と問題があったこと

があげられる。しかし冷凍，冷蔵技術が発達した今日，サケに勝さる味の良さは

高い市場価値を有し，“本マス，真マス”と呼がれ人気がある。特に，サケの恩

恵も薄く，これといって優れた経済魚種も少ない臼本海沿岸では今後の漁業の柱

としてサクラマスへの期待が大きい。

　サクラマスは太平洋サケ属の中で最も生活領域の狭い種類で，アジア大陸側の

みに分布し，それも北日本・樺太を中心とした地域で繁殖し，生活域も沿岸域が

重点となっている。その生涯は3年間ζ短く・生活の2／3を河川で送り，残り

の1／3を海で過ごすという極めて独特な生活様式をもっている。一尾簸たりの

産卵量が3000粒程度と他の魚種と比べて比較的少ないこれら魚種が今日まで

生存して来れたあは繁殖地を外敵の少ない漢流に求め，河川の限られた生産力を上手に分

け合う生活様式を身に付け，更に，大きい成長を遂げるために豊かな生産力をもつ海洋を

利用する生態をもったことが大きい。

　河川を取りまく自然環境は森林伐採，河川改修，ダム構築，水質汚濁そして

水不足とその変り方には著しいものがある。往年の面影を残す河川は皆無といわ

れるほど，わが国の河川は色々と入為的な手が加えられている。特に，戦後，経

済復興にともない設けられた数多くの砂防，治山のためのダム，堰堤，それに農

業用水の取水堰堤（頭首工）は下流からの魚のぞ上を助ける魚道もなく，河川の
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上流で自然繁殖するサクラマスにとって大きな障害となり，今日の資源の著しい

減少の大きな原因となった。最近，それらの改善の方向が打出されているが，安

易に行った施策の“つけ”はいかに大きなものかがよく示されよう。しかしなが

ら，サクラマス資源培養に不可欠な親魚や種卵の確保，また稚幼魚の育成の場所

はすぐ手の届く，そして比較的コントロールし易い河川であり，その種苗生産の

ための人工ふ化技術もサケと同様に長い歴愛と実積があるということは資源培養

のためには何よりの強みであり，大きな利点である。

∵弓

O

遵＼＼

　　　　　　　　海洋生態の把握

　　　　　　　　　　　　　　図1一崖一a

　図1－1－aのサクラマスの生活のサイクルから知られるように資源培養はま

ず，充分な種苗の生産によって円滑に圏転ずる。天然，入工繁殖を問わず，必要

な親魚を確保して最大限の遠海型幼魚（銀六二幼魚；スモルト）を海に送り出す

ことによって豊かな収獲が期待される。

　サクラマスを取りまく’疑況から，資源培養に二つの方向がアプローチされよう。
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一つは必要とする自然環境の保全を図り，その再生産力を最大限に発揮させ利用

する方向であり，もう一つは入工的に種苗を生産し，効率的に資源を培養する：方

向であり，これらの組合せが帯金な資源の培養技術となり，効率的な増殖事業の

運営につながるQ

　サクラマスの再生産を陽害している諸要因を解明し，新しい培養技術の確立を

図るため以下の研究を行う。

　G）　自然的再生産機構の解明

　　サクラマスの再生産を効率的に行うためには自然の条件下における生産の仕

　組を充分に把握することが大切である。親魚のぞ上から産卵，ふ化から幼魚の

　降海までの問の生活の実態や環境条件との梢互関係を明らかにするとともに減

　耗の抑制手段を究明する。

　（2）人工的再生産技術の確立

　　現在の生産技術の見直しはもとより，社会経済の発展によって生ずる様々な

　障害に適切に対応して資源の培養を図るためには新しい技術の醜発が必要であ

　る。特に，種苗の安定的に，そして大量の供給のためには親魚の養成技術の確

　立，それによって得られた種苗から資源につながる轟轟型幼魚（スモルト）の

　大規模生産技術の確立，更には稚幼魚の河川内減耗を少なくするため，淡水生

　活短縮技術の開発を重点にしての研究を行う。また，効率的資源の培養のため

　優良系群の検討や選抜育成に関する基礎的慨究も遺伝，育種学的面から研究す

　る。

　（5）　沿岸水域における生活の案態解明

　　降海した幼魚は急速に成長し，海洋1年目の終わり頃から漁業に利罵される

　ようになる。現在，それら魚群の生産地は勿論，資源の大きさも分らないま》

　広い範囲で漁業が行われている。効率的な資源培養と適正な漁業管理のために

　は海洋におけるサクラマスの生活の実態を明確にする必要がある。海洋は飛躍

　的な成長をする場であり，沿岸域での生態の把握との関わり合を究明するとと

　もに，回遊や地域門流群の識別，資源評価などの研究を行う。

　これら研究を通じて自然的再生産の機構や生産障害となっている要因，更にそ
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れらを解決するための手段が解明されて系璽及びIVで試みられる具体的資源培養

の基本的情報が把握される。

既往の研究成果

　サクラマスはサケに比べて河規への依存度が高いことが噛して今日の資源の減

少を招いたことは明白であり，その資源培養技術については勿論，その生理生態

について知られていない部分が多い。これまで得られている知見を取りまとめれ

ば以下のとおりである。

　（1）サクラマスの分布と性比

　　日本系のサクラマスの分布をサケのそれと比べれば図1－1－bのとおりで

　ある。
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図1－1－b　日本系サクラマスとサケ（アキザケ）の海洋における分布域

日本で生れたサケが北太平洋の大部分を利用するのに対して，サクラマスは日

本列島近くの狭く，限られた水域を利用しているに過ぎない。両者の分：布は日
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本列島近くで重なり合うが，時期的には春の時期だけ重なり合うに過ぎない。

また，産卵場はサクラマスは最上流域，サケ，カラフトマスは中～下流域であ

り，産卵生態の違いと栢まって産卵場の競合は全くない。幼稚魚期の生活の重

なり合における餌の利用についても短い期間はサケとの競含の可能性はあるが，

生活様式の違いから，限られた河川内の生産力を土手に分け合っていると見ら

れる。

　次に，河川遡上期のサクラマス親魚の性比は雌が66％～76％（北海道西

岸三三）と雌の割合は非常に高く，海洋においても同様の傾向が認められ，漁

業の対称となるサクラマス資源は雌が2／3近くを占ある卓越魚群構造である

ことが大きな特色である。2）この成因は1年の河川生活後の幼魚が降海型（銀

毛化）と残留型（陸封型；雄）に別れることにある。稚魚期には性比は1：1

であるが，春期の降海型の幼魚では雌が72～78％（北海道）と雌の割合が

親魚のそれと非常によく一致する。2）

（2）繁殖機構

　サクラマスが河規に入った当時は成熟がそれ程進んでいない。生殖腺重量の

体重に対する割含が沖合（北海道西岸）の5月には雌が25％，雄が1．2％，2）

これに対する河川（北海道爾岸；千走川）の5月に雌で40％，雄が2．8％，

そしてこれら親魚が産卵期の9月には190％，雄がa5％となり，3）　生殖腺

の発達は河掲に入ってから始まる。

　孕卵数は地域や魚の大／1・によってもかなりの相違がある。日本海側では2，300

～3，300粒，オホーツク海側では1，500～2，000粒。孕卵数の違いは系統の

違いによるものかどうか明らかでないが，北海道での平均は2，500粒前後と

推定される。2）

　産卵は流速が秒速12～101c組～平均50c田前後の早瀬で河川水の良く滲透

する砂礫場が選ばれる。産卵巣（床）内の卵は温度変化のある滲透水でふ化発

育して稚魚となる。4）秋から冬期間，14～2。Cまで変化する水温条件で産卵

から二二の離巣までにほぼ210～230日数を要する。実験的に恒温条件（8。

Cの湧水）で管理した場合，下記に示されるように発育はサケよと幾分速い。
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魚　種 水温（QC）
受精からふ化までの

　積算温度（。G）

受精から稚魚の離巣までの

　積算温度（。C）

サクラマス

サ　　　　ケ

＆0

8．0

440（55日）

480（60日）

880（1三〇日）

960（120目）

　人工ふ化方法は自然繁殖の部分を入為的に全面管理することであり，採卵か

ら稚魚生産までの管理技術は高い水準にあるが，資源につながる剃毛化（スモ

ルト化）技術について解決しなければならない課題が多い。

（ろ）河川内における稚魚の生活

　産卵巣を離れた当時の稚魚の大きさは3センチ前後である。人工ふ化稚魚も

3センチ前後（体重0．3g内外）で放流される。これら稚魚は図1－1－Cに

示されるように夏から秋の間に急速に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9｝

成長し，10月頃までには略降海時の

大きさ15g前後（体長IGc阻前後）

となる。5）越冬した降三型幼魚は体表

は銀白色に，背，尾　の先端が黒変す

ることから銀毛化（スモルト化）とい

われ，血液性状の変化が著しくなるこ

とが詣適されている。6）

　食性は動物性の餌料の利用し，流下

する水生昆虫，落下昆虫を捕食し，選

択性はない。捕食は霞中，視覚を用い

て活発に行い，夜間，流下する流下生

物を利用しない。日中，淵に流下する

生物を餌として利用する僧舎はその時

25

平

　20
解

体　15

重

　10？

5

　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　／　W眞0．135D÷O，30　　　　　　／

　　（，68）　　　　　♂
　　　　　　　　　／／
　　　　　　　　／／
　　　　　　　／／
　　　　　　　ノ　　　　　《
　　　　　　／　　　⑭　　　　　〆〆
　　　　　　／ぬ㊧／。！‘。
　　　　　ノ　　　　ノ
　　　　　♂　　o／
　　　　／　　／／
　　　　ノ　　ノ
　　　／／W鵡042＋0．M12D－0，0003
　　　／／　　（，7。～，72＞
　　・二智

　，ノ
〃”

！

　　　561・8gi1・U月

図1一窪一C　サクラマス幼稚魚の成長：量

　　　　　（重量）の季節的変化1968
　　　　　～72年（久保，他窪975曽5

の条件によって変動するが，ほぼ70％前後という観測値があり，5）淵での幼

魚の現存量と流れ込む流下生物量との間に非常に高い相関が認められ（図1－

1，一d参照），β中，流下する餌量の多寡が幼魚の生産量や生長を左右するこ

とが指適されている。5）

～26～



④　減耗度合

　人工ふ化における卵から稚魚までの

滅耗度合はほぼ20％前後（過去10

年間；／2．6～27．0％）である。河川

生活期の減耗度合は非常に高いと考え

られ，降海するまでの生き残りは10

％水準と推測されているが観測データ

ーはない。一方，人工飼育においては

疾病の発生も多く，飼育条件によって

減耗度合も変動する。現在の人工飼膏

の実積は一般的に歩留り（生残學）が

50％内外，その中，降海門の幼魚は

30％，河川残留型が70％前後と見

×1〈｝9

　11

現　9

存　7

　　5
量

　　3

1

ノ

！

　　　　　　　　　　／／
　　　　　　　　㊧／
　　　　　　　　／／
　　　　　　　／／
　　　　　　／／
　　　　　／／

　　　町／
　働シ
　　／　　Y昌19，69×亭0．746
　　ノ幽緊動

撃　㊧

　　　　　10　　　20　　　30　　　40　　　50（g）

　　　　　　1田の流下昆虫量

図1－1－d　淵における准段の流下昆虫量

　　　　　と幼魚の現存量との関係

　　　　　1971（久保，他哩975美5》

られている。7）したがって，現在の人工飼育技術水準では資源につながる降海

型の幼魚の生産度合は15％前後で，自然条件と同程度か，若干上圓る程度と

考えられ，スモルト化（純毛化）技術の開発が重要な課題である。

　また，海洋における生残り度合については河門内の生残りと同様，賜らかで

ないが，サクラマスの生態と非常に類似しているギンザケの嗣帰率が3．77～

B．97％の実験結果があることから，8）条件が整えばほぼ同程度の回帰効果

も期待されよう。

　天然並びに入工増殖において滅耗抑制とより多くの降海型の幼魚の生産を高

める技術開発が資源培養の鍵である。
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2．流れ藻依存型表中層性魚介類の生残率向上（マアジ）

研究の目的及び内容

　マアジは，昔からイワシ類やサバ類などとともに，一般庶民の食膳を賑わして

きた海の表中層に住む代表的な魚の1つである。戦後の農林統計9）によると，そ

の漁獲量は昭和35年に最高の55万トンを記録し，その後も41年までは40

万トン台を維持してきた。しかし，42年以後は46年と50年に好漁がありた

ものの傾向としては減少を続け，近年では10万トンを割っている。（図1－2－a）

多獲性大衆魚であったはずのマアジは，今では魚価が上昇して中級魚どころか高

級魚の仲間入りをするようになった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　60
　マアジの主産卵場は東シナ海で，そ

の他にも九州周辺や四国南岸，さらに50

は相模湾沿岸などにも地方群による産40

卵場がある。太平洋側の分布量は紀伊

　　　　　　　　　　　　　　　　　30
半島以南から鹿児島県に至る我が国の

南西海域沿岸に多いが，東シナ海か．ら20

の補給量が急滅したため，今日では地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
域産卵群が最大の補給源となっている。々

　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ
　マアジは産卵発生後の稚仔魚時代に

ブリの稚魚などとともに流れ藻に清い

X・ぢ

灰

苓　〆．
　　’x●噸

冥

　　　逸

●

・民

◎一◎全国計

⑬一ﾓ東シナ海

x……x日本海

○一→太平洋
　　（含瀬戸内海）

o
o

o

o

遍

●～x．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　323436384。424446485。5254昭和年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図1－2－a　マアジ漁獲量の経年変動

て生活していることが知られていた（図卜2－b）。しかし，漁獲：量の激減してきた

近年では，流れ藻についている量は非常に少なくなってきているが，ブリの場含

では流れ藻についていたほうが生残率が高いことが確かあられていることから，

マアジについても同様の事実があるのではないかと考えられる。

　一方，マアジ資源の減少と符一号するかのごとく，近年の天然にある流れ藻量は

昭和30年代に比べて激減してきた。10）そのことはブリを含む流れ藻依存型に含

まれる他の魚種とともに，マアジの稚仔魚時代の生活基盤を大きく脅かしている

と思われる。
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　マアジは産廓期が1～6月と長期間にわたり，てこから生まれた稚魚は，さら

に長い期間に出現する流れ藻を有効に利用する可能性をもっている。本プロジェ

クト研究は，研究系1－6一一く2）一①「ホンダワラ類の着生機構と効用の解明」の

研究成果にもとづいて造成が期待される藻類を流れ藻として積極的に利用し，適

当な人工漂流物や構築物をふやすことによって初期滅耗をやわらげ，マアジ資源

の保護培養を計るとともに，人工種苗の大量放流を含めた漁業管理によって資源

を増大させることを目的とするものである。

　また，本調査研究を進める過程においては，ブリの幼稚魚（通称モジャコ）に

関する未解明の事項も明らかにされるとともに，成長過程のある時期を流れ藻に

依存して生活することの多いイシダイ，カンパチ，メバルなどの有用種の生態的

知見も収集され，流れ藻依存型表中層性魚介類の総合的な生残率増大方策の索定

に大きな示唆を与えることになろう。

偽

　⑳　砺
脇砂艶鹸諺
ρ　　夢

’欝

奪夢夕
感身、齢

ミ輿副ξ

μムμ影購

脳〃グ

＼＿A耀

謬

㌶為“山膨
　　　　　　　　　　　黒潮

ζ診マアジ鮒鮒布雛

翻　　流れ藻主要分布域

図1－2－b　日本周辺のマアジ稚仔魚及び流れ藻分布模式図

（制　産卵成育場における生活様式と流れ藻への蝟集機構

　（D　流れ藻の分類と分布

　　九州から紀伊半島に至る太平洋沿岸をモデル海域として，流れ藻を構成して
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いる海藻類の種類及びその分布量を調べる。また，大型海藻の植生調査とあい

まって，各海域へ漂流してくる流れ藻の発生地が推測され，産卵場や稚魚の移

動生態を推定する1つの手掛かりが得られる。さらに，マアジ稚魚の集りやす

い藻類を知ることによって，ホンダワラ群落造成対象種の吟味に役立ち，その

形態的特徴を精査することによって，効果的な人工漂流物を製作する基礎資料

を得ることができる。

（の　流れ藻の出現時期と形成機構

　海域における流れ藻出現量の季節的変化を調べ，また，亦ンダワラ類藻場を

連続的に観察して，岩礁から脱落した海藻がどのような過程をたどって流れ藻

を形成するかを調査する。それによって，ホンダワラの種類による季節的消長

が分かり，岸から沖へ流され潮目などに集って流れ藻を作る過程が明らかにな

る。

㈹　流れ藻に依存する生物相

　流れ藻が特に多いと思われる3～8月の間に，藻に依存する全生物（微生物

を除く）の採捕調査を行う。そのことによって，流れ藻に対する魚種別依存度

の相違，環境の変化に伴う生物絹の相違，種による成長段階別依存度などが明

らかになる。

㊥　流れ藻の効用と類型

　海域において，流れ藻の有無，大小，種類などによる各魚種稚仔魚の分布量

や体長組成，生き残り状況などを調査する。これらのことにより，流れ藻のな

い水域にも生活していると思われる稚魚の生残率を高めるための，天然または

人工流れ藻投入技術開発の基礎的知見が得られる。

（〉）　マアジ卵椎仔魚の分布

　流れ藻や潮目の有無にかかわらず，黒潮主軸内，内側域及び外側域を含む広

範囲の水域においてマアジ卵椎仔魚の大規模，かつ綿密な分布調査を行う。そ

れによって，マアジ稚仔魚の流れ藻への蝟集機構を解明するうえに大きな示唆

が得られる。

⑯　マアジ発膏段階別食性

　マアジの仔魚期，稚魚期，幼魚期，などの各発育段階において腎の内容物を
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　精査し，餌生物の実態を明らかにする。それによって，流れ藻への蝟集機構の

　解明に手掛かりが得られるとともに，将来，人工種苗の大量放流が行れる場合

　には至適海域の選定に役立つであろう。

（Vゆ流れ藻周辺のプランクトン相及び流動環境

　　流れ藻の分布との対応において流動環境を調査するとともに，流れ藻の有無

　によって餌料生物と思われるプランクトンの生物相を調べる。そのことは，流

　れ藻がマアジにとって餌場，隠れ場あるいはその他の効用に関す蝟集条件の解

　析に役立ち，流動環境が入為的に流れ藻を投入する際の技術開発に示唆を与え

　ることができる。

①ゆ　卵稚仔滅耗の実態

　　胃能な限り天然海域と同一の条件の下で飼育実験を行い，その生残率や成長

　度などから，自然界における滅耗の様子を知る手掛かりを得る。また飼育管理

　上の至適条件を究明し，将来の優良な入工種苗の量産技術開発の基礎資料を得

　る。

　①◇　異なる環境下のマアジ飼育実験

　　陸上水槽又は生舞を用いてマアジ稚仔魚を飼育し，ホンダワラ類の有無，大

　小，種類などの各種の条件下において生残率を調査する。この場含には共喰い

　現象についても有益な知見を得ることが期待される。以上のことから海域での

　生残率の推定に手掛かりを与え，また，流れ藻への蠣集機構解明に示唆が得ら

　れるであろう。

（2）流れ藻からの離脱機構と資源加入の実態

　（D　マアジ幼魚の分布

　　流れ藻から離脱する前後のマアジ幼魚についてその分布状況を知るために，

　小型中層トロール式幼魚採集二又は小型まき網を開発，試作レ，試験三業を実

　施して，幼魚の分：布域や生息水深などの資料を収集する。

　㈲　マアジ幼魚の圓遊

　　流れ藻に依存している幼魚や，小型中層トロール，小型まき網あるいは定置

　網などによって入手した幼魚を用いて標識放流試験を行う。これら標識魚の再

　捕結果から，流れ藻離脱期以後のマアジの園遊生態を明らかにする。
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　Φ1）マアジ成魚索餌群の回遊

　　マアジ成魚の生活年周期のうち索餌群に焦点をおき，定置網などで捕獲した

　魚体を標識放流し，産卵場への回遊経路を追跡する。

　勅　マアジ成魚産卵群の回遊

　　定置網などで入手した産卵群を標識放流し，産卵後の回遊生態を追求すると

　ともに，索二三に対する調査結果を含めて海域問の交流の実態を把握する。

（5＞　幼稚仔計画養成技術及び放流技術の育成による資源の培養

　q）　ホンダワラ群落の二二造成

　　天然流れ藻を増大させるために，ホンダワラ類の中で適種を選定し，入為的

　に藻素的に藻場造成を進める。

　①　天然ホンダワラの大量投入試験

　　天然産ホンダワラを刈り取り，好適水域に大量に投入して流れ藻とし，稚仔

　魚の生残率向上を計る。

　㈹　三三漂流物の開発

　　稚仔魚が付きやすく，しかも公害を防ぐために数か月後には分解消滅するよ

　うな人工漂流物の開発を行う。

　輌　三二漂流物の大量投入試験

　　適当な人工漂流物が開発されたならば，これを大量に好適海域に投入して，

　稚仔魚の生残率向上を計る。なお，入為的な海藻投入の場合を含めて，一部の

　材料を用いて蝟集状況に関する追跡実験を行い，その効果判定の基礎資料に供

　する。

　（〉）人工種苗の量産手法の開発

　　健全な人工種苗の量産手法の開発を行う。

　⑯　人工種苗の大量放流試験

　　もし，マアジの健全な種苗の量産技術が開発されるならば，天然海藻や人工

　漂流物を投入するかたわらでこれらの種苗を放流し，当面は地方群を対象とし

　て卓越年晶群を追跡する形で調査を組み立てる。
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ホンダワラ藻場造成

＼騨　　　’

入工漂流物開発

　栽培漁業センター

　人工種苗量産

　天然産卵場

卵・二二・プランクトン分布調査・種の査定・計測

図1－2－c　流れ藻依存型魚介類のマリーンランチング計画概念図

中課題　（1｝　産卵成育場における

生活様式と流れ藻への蝟集機構
中課題　②’流れ藻からの離脱機

構と資源加入の実態

卵・稚仔

流 れ 藻
幼魚 未成魚 成魚

作饅生物管理技術系の綱部課題 作霞別生産システム技術系の課題

流れ藻の分類と分布 ホンダワラ藻場造成技術

流れ藻の効用と類型 入工漂流物の開発技術
流れ藻の　出現機構
流　れ　藻　の　生　物　相

マアジ卵・稚仔の分布

流れ藻・人工漂流物・人工種

cの移送・放流技術

資源培養 漁獲

流れ藻周辺プランクトンの分布

マアジ発育段階別食性 人工種苗計画養成技術

各種条件下での減耗過程

幼魚・成魚の分謝回遊 好適地方群造成技術

図亙一2－d　マアジの資源培養研究フ隣一チヤート
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既往の成果

ω　流れ藻とマアジの関係について

　広い海面にホンダワラ類を主とした海藻が浮遊していることは古くから知られ

ていたことであり，サンマやトビウオなどの粘藩学をもつ卵を産む魚は，流れ藻

などの浮遊物や表層運用漁具に産卵していることがよくみかけられる。これらの

流れ藻にはブリの仔（モジャコ）も付いていて，近年盛んになったハマチ養殖の

種苗として大量に漁獲されていることは衆知の事実である。流れ藻にはモジャコ

以外にもマアジ，イシダイ，イシガキダイ，カンパチ，メバル，ウスメバル7イ

シダイ，シイラその他有用な魚類の稚魚も付いていることが断片的ながら知られ

ていた。

　しかし流れ藻に関する科学的調査研究が開始されたのは我が国ではそう古いこ

とではなく，本格的研究は戦後になってから着手されたといってよく，それらの

調査研究によって九州北西岸における流れ藻の構成種とその季節的変化，流れ藻

の形成機構，分布様式，移動状況などが明らかにされている。正1＞12）13）

　広い海面に散在する流れ藻の量を算定することは非常に困難な事であるが，そ

の1つの方法として，航空機が挙用されている。14）15）この研究はその後中断され

てしまったが，昭和35年以降の我が国の太平洋南西海域及び九州海域における

航空観察記録の整理が昌下行われているので，その結＝果がまとまれば最近10数

年間における流れ藻の分布状況や分禰量並びに流れ藻に付随する生物との関係な

どが次第に明らかにされていくものと期待される。

　流れ藻のもつ水産的効用について考察しているが，その中で多くの幼稚仔が流

れ藻につく理由として，餌：料生物や蔭膳の効果を否竈し，藻があることそれ自体

に意味があるとし，また，音や走触性も関係があるのではないかとしている。16）

いずれにせよ単純な1つだけの要因で多くの幼稚仔が流れ藻に集まってくるので

はなかろうと思われ，その寄集磯構の解明はまだ十分とはいえない現状にある。

　流れ藻の：量とそれに付いている魚の数との間には諸説があってあまりはっきり

していない。17）18）たとえば，モジャコ漁業者の漁獲記録を使用しようとしても，

同一の流れ藻が1日に10数回もまきとられることがあるというし，調査船によ
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る採集結果も魚の分布が均一でないために，調査のたびに異なる結果がでがちで，

なお十分に吟味する必要がある。つまり，南西海域とか九州西岸域とかいうよう

なかなりの広さの海域における魚群量と流れ藻の量との関係がどうなっているか

について注目する必要があり，その解明に今後なお一層の努力が要求されること

である。

②　人工流れ藻

　流れ藻の基調となるのはホンダワラ類の中でも大型の海藻である。近年流れ藻

が減少したという事実は自生弓場が荒廃してきていることを意味している。藻場

の復活は生態系を豊かにし，環境の生物収容力を増大させるのみならず流れ藻の

増産に連っている。このような二三造成に関する大規模な研究はマリーンランチン

グ計画の研究系1－6においてすでに開始されたところで，その成果が期待される。

　しかし，ホンダワラ類の着生量は，気象・海象その他の条件によって変動しが

ちであり，また出現時期には制約がある。これらの制約条件を除くために考えら

れたのが人工漂流物である。過去にブリの幼稚魚を対象として種々の漂流物を試

作し実験を試うみているが，集魚量は天然流れ藻に比べると少なく，回収しなけ

ればいたずらに公害を招く恐れは解消していない。したがって，人工漂流物の開

発は今後の研究にまっところが大きい。

　魚と漂流物との関係は漁業中でも昔から利周されてきた。たとえば，カツォー

本釣り漁業では流木に集まる魚群を探索し，シイラ漁業では竹をたばねて浮かせ

ただけの浮魚礁（シイラづけ）が集魚のために利用されていた。新潟県の佐渡で

は，サンマが産卵のために漂流物を求める性質を利用して，むしろを浮かべて穴

をあけ，手づかみで漁獲する漁業が今もなお行われている。幼魚や稚魚の段階で

はモジャコを除いては漂流物を屋標とした漁業が少ないために知見に乏しいが，

沿岸域のみならず沖合域での養殖業が盛んになるにつれて，流れ藻蝟集魚群を積

極的に種苗として活用することも一層盛んになることが予想される。このように，

漂流物は，魚種によっては好適産卵場を提供し，また，稚魚時代には索餌場とし

て，あるいはとも喰いや食害から逃れる隠れ場としての効用があり，将来，人工

種苗量産技術及び放流技術の醐発と相まって，流れ藻依存型魚介類の資源培養の

基質として一層の注目を集めるであろう。
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ろ．広域回遊型表中層性魚介類の生残率向上（クロマグロ）

研究の目的及び内容

　広い海域を團肥する魚を対象として，種苗放流を行い，資源を増大させ，漁獲：量

の増加を図るということは，一般的に非常に困難と考えられる。その理由として，

①種苗を放流しても広範囲に拡がってしまい漁獲されにくくなるのではないか，②

莫大な数の種苗が必要とはならないか，③そのたあの技術開発は可能だろうか，等

があげられる。しかし、クロマグロは，以下に述べるような資源的性格を持つこと

から，入為的に再生産に介入して資源を増大させ，漁獲量の増加を期待し得る可能

性を秘めているものと考えられる。

　広域回遊性魚類の代表として挙げられるのはマグロ類であるが，クロマグロ以外

の種類は．日本近海に回遊して来ることはあっても一過性であり，長く留って漁獲

の対象になることはない。しかし，クロマグロは，産卵域が比較的日本に近く，主

要な分布域は日本近海であり，若年期に東部太平洋に回遊するが成魚期には日本近

海に回帰する。しかもマグロ類の中では寿命の最も長い魚で，生涯にわたって多種

の漁業の漁獲対象となっているので，長期にわたる放流効果が期待出来る。

　クロマグロも，産れて間もない仔，稚魚の時期には非常に減耗が大きい。しかし，

成長が早くて2～3ケ月で体長15～20センチメートルに達し，この大きさにな

ると他の魚に食べられて滅る自然減耗は著減する。このサイズを種苗とすれば，莫

大な種苗数は必要と考えられず，100万尾のオーダーの放流によって資源増大に

寄与できよう。

　クロマグロは極めて多産で，1尾の産卵数は1，000万にも及ぶので，少数の親

魚からの採卵で種苗養成の目的を達し得る可能性がある。このための技術開発は，

困難を伴ない達成に日時を要すると思われるが，二種についてすでに，後述するよ

うな研究成果が得られており，研究推進の前提は出来ているといえる。加えて，ク

ロマグロは，サシミやスシ種として賞味され，経済価値が高く需要も大きい魚であ

る。

　この研究は，以上のような背景から，本館の人工種苗を養成，放流することによ
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って資源量の増大を図ることを目的とするものであるが，クロマグロ資源の特性に

関連した研究のねらいと内容について述べれば，以下のようである。

　（1）　クロマグロの回遊iパターンの解明

　　種苗を効果的に放流し，資源量の嵩上げや有効利用を図るには，その前提とし

　て，クロマグロの特有な回遊パターンの実態を解明することが必要となる。

　　本種の生活史と回遊パターンに関する既往の知見は次のように要約される。

　　主要な産卵場が台湾，沖縄近海の黒潮源流，反流域にあり，産卵期は5～6月
と齪されているも9）産れてから1～，ケ月，体長、。センチメート、レ程度に厳

　するまでは産卵場の近くで過し，その後は黒潮にのって北上し，8～9月には体

　長20～30センチに成長して南西日本の沿岸域に来遊する。これら嶺才魚は夏

　季に太平洋側，日本海側を北上して三陸沖や北海道西岸に達するが，秋～冬季に

　南下する。北上，南下群とも沿岸の定置網やひきなわ漁の対象となる。冬季は九

　州南方海域で越冬する。越冬場から翌年の春，夏季には田本近海を北上する1才

　群のかなりの部分は，太平洋を横断してカリフォルニや水域へ回遊する。この魚

　群は，沿岸域を季節的に南北移動を行い，2～3年滞留した後に沖合へ出て，再

　び日本近海に戻ってくる。（こうした渡洋回遊の詳細についてはまだ不明の部分

　が多い）。日本周辺の魚群は沿岸から沖合いに分布し，季節的な南北回遊を行い，

　6～7才になって成熟すると南の産卵場へ圃帰する。

δ

　　　　誘燦

ヨコワ越琴醗

ざ産卵場ナ
灘　　魚」　　　　　．げ．
騨以ダ

。：ξゴ‘：：指；．

　　　　図1一ろ一a．北太平洋におけるクQマグ礒の圃遊想定図
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　以上が，グロマグロの生涯を通じた回遊パターンであり，これを模式的に示す

と図1－3－aのようになる。なお，最近，沖縄近海の主産卵場の他に日本沿岸

（太平洋側，日本海）でもクロマグロの産卵が小規模ながら行われていることが

推測されている。

　以上のような圓遊パターンについて，その実態を明らかにするには

　①南方水域から臼本近海に来遊する幼魚群が臼本海上と太平洋側に分れる機

　構。

　②日本近海における発生群の有無とその動向。

　③　1～2才魚群が日本近海からアメリカ側へ渡洋圃遊する機構やその割合。

　等について究明することがポイントと考えられる。

　回遊実態の詳細が分ってくれば，日本沿岸に多く滞留する回遊パターンの場合

を利用して種苗放流を行い，効果をあげるといった可能性が期待される。

　研究方法として，有効と考えられるのは標識放流調査であり，上記のポイント

の究明のために最も適当と考えられる数地域をえらんで，標識放流を実施する。

標識魚の再捕情報は回遊実態究明の有力な手がかりになるが，これだけでは充分

でないので，これに加えて各地域の漁獲量や魚体組成の計画的収集調査を行い，

魚体組成の地域的，時間的な変化を詳細に解析する。

　クロマグロは，以上のような特有の回遊騒帰性に加えて，また，次に述べるよ

な資源的特性を持っている。

　賑本近海で漁獲されるクロマグロの漁獲量を示すと図1－3－bのようであり，

年変動が大きいが，これを魚体組成の経年変化と対応させてみると，卓越した年

級群が継続して現われる場合それらが7～8年にわたって漁獲対象となり好漁を

もたらし（1950年代から1960年代中頃にかけて），車越年級群の加入がない

と漁獲量が少ない（1970年代の前半）といった関係がみとめられる。

　このようなクロマグロ資源の性格から，一定量の種苗を2～3年継続して入工

添加すれば，これらが卓越群となって数年間継続して漁獲対象となるものと考え

られる。卓越年級群の加入が少なく資源レベルの低下した年に添加が行われば効

果が大きいと期待される。
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　　　　　　図1－5－b　クロマグ鎖の魚骨量（漁業別）の年変化

　クロマグロの年間死亡率は15～20％，年間漁獲率は10％程度と推定され

るので，もし，100万尾程度の種苗放流か達成されたとすると，それによる漁

獲増は約4～5，000トンと試算される。近年の我圏のクロマグロ年間漁獲量が約

5，000～10，000トンであることから，効果は大きいといえる。

（2＞　ク瓜マク臼幼魚（種苗）の計画的養成

　クロマグロの産卵場は山本近海から離れており，稚魚もモジャコ（ブリの稚魚）

とは違って流れ藻に付く習性を持たないので，天然から集約的に大量の種苗を得

ることは不可能である。したがって，種苗の生産は養成した親魚からの採卵，ふ

化仔魚の人霞飼育に依らさるを得ない。そのための研究構想を模式的に示すと図

1－3－c，図1－3－dのようになる。

　まず，天然幼魚の採捕，活け込みから始めて，親になるまで養成しなけれはな

らないが，それには5～6年を要する。ついで，養成轍魚から採卵，ふ化，仔稚

魚の飼育を行い，放流に適した大きさの種苗を生産する。この技術開発研究と並

行して，前記のようにクロマグロの回遊実態解明の研究が進められるので，その

結果に基き，放流適地，適期の判断の下に種苗の大量放流を行う。放流された魚

はその後約10年間にわたり，日本近海を中心に，まき網，定置網，ひきなわ，

はえなわ等種々の漁業で漁獲される。天然幼魚の活け込みから章魚養成を通じて

種苗の養成までは全て人為管理下におかれるが，種苗放流から漁業による収獲の
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　　　　　　　　　図1－5－c　ク日マグロ資源培養研究の構想

過程については，科学的検討を経た漁業管理の導入が必要となる。

　この幼魚（種苗）大量養成研究の問題点やポイントは次のように考えられる。

　（D　採卵用親魚の養成

　　前記のように，天然の当才魚の活け込みから始めると親魚作りに最低5～6年

　を要するわけであるが，後述のように，親作りを羅ざした年々の当才魚の活け込

　みと養成がこの数年来継続されているので，その実績に基き親魚養成が促進さ

　れることが期待される。研究のポイントは，いかにして生残率を高めて多くの

　親魚を確保するかの方法を見出すことであり，養成方法は嵐面，海中いけす方

　式で行われるが，完全管理が可能な陸上大水槽方式への移行の可能性も探られ

　る。

　㈲　幼魚の大量養成

　　クロマグロの親魚は非常に大型なので，採卵は自然状態のままで産卵された

　ものを集める以外に方法はない。この場合，養成施設が大規模なため，効果的

　な集卵が大きな問題であり，そのための技術開発が必要となる。

　　採卵された卵からふ化した仔魚を種苗サイズまで飼育する技術は，実験段階

　として，後述のように達成されているが，計画的に大量の種苗を育成するため

　には克噂すべき問題が多い。クロマグロにおいても，稚仔期の減耗率は非常に

　高いとされているので，減耗の実態一育成環境や餌料の関係，早喰い問題，
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等一を明らかにし，それを基にして減耗率を低下させる方法の探求がポイン

トとなる。また，クロマグロが，その高度な回遊生態に対応した特有な形態，

生理機構を持つことから，これらを明らかにし，健全な種苗の育成に資する研

究も必要とされる。

　以上に述べた研究を総合的に行い，クロマグロの資源培養という目的への接

近が図ちれるが，本種のような高度回遊性魚類を管理し有効に利用するために

は，属際的な協力，とくに，我が国とともにクロマグロ資源の利用国である米
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国との協力が必要であり，資源生物学的情報の駅集ζ解析の面でQ協調が求め

られよう。

既往の成果

　水産庁による「資源培養型漁業開発のための研究」の一環として，19字0年から

3ケ年実施された「マグロ類養殖技術開発試験」は，マグロ類の入工採卵，幼魚飼

育に対する初めての試みであり，多くの成果をあげた。試験終了後も2，3の研究

機関は関連砥究を続けており，これらの研究によって次のような成果が得られてい
　21）～29）
る。

　（1）　クロマグロ幼魚の育成

　　5～6月に台湾，沖縄近海で産まれ，7～9月に体長20～30センチメート

　ル（この大きさの幼魚は一般にヨコワと呼ばれる）に成長して日本近海に来遊し，

　定置網またはひきなわによって採捕された幼魚を海中いけす網に収容して，短期

　養成が試みられた。

　　クロマグロは非常に敏感な魚で，手でふれると死に易く，蓄養初期の死亡率は

　非常に高かった。その後採捕方法や採捕地から蓄養地までの幼魚輸送方法等に改

　良，工夫が重ねられた結果，歩留りがよくなり，越冬飼育することも技術的に可

　能となった。3年間の試験は，沼津，尾鷲，串本，対馬，高知県の古満目等で実

　施されたが，いずれも毎年の蓄養尾倉は数十尾，多くても200～300尾の規模

　であった。しかし，その後の試験研究の進展により，最近では1，000尾の規模で

　の幼魚の育成が行われるようになった。

　　クロマグロ幼魚育成の環境条件としては，冬季でも水温が14～15度以下に

　はならない場所が適していると判断された。本州中部以南の太平洋岸から九州西

　岸にかけての海域はこの条件を満している。クロマグロの幼魚の育成場は，外洋

　水の影響の強いところが好適なのは当然であるが，既往の経験によれば，短期間

　の塩分低下は大きな障害にならないことが分っている。

　　本種は1～2才の時期に太平洋を横断する大きな回遊を行う魚であるが，幼魚

　は網いけすに収容された後も狭い環境によく順応し，水質の急激な変化とか台風

　による高波のような環境の急変さえなければ，いけす内においても高い生残率を
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　示した。

　　養成クロマグロ幼魚の成長は國1－

　　3－e（ブリの場合と比較して示す）

　に見らわるように速く，夏季の七三開

　始時に体重200グラム程度であった

　幼魚が，翌年3月末には4～5キログ

　ラム，2年目の3月末には15～17

　キログラム，3年目の3月末には約

月30キログラムに達する成長を示し，

1躍

0

図1一ろ一e

2
δ年令天然における成長：（図1－3－f）を

養成クロマグロの成長（高知

水回，古満羅）
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研究機関で続けられている。さらに，1976年からは6ケ年計画で

利回養殖技術企業化試験」が発足し，高知県水試はクロマグロを取り上げている。

とくに，近畿大学水産研究所ではクロマグロの親魚養成を目的とした長期飼育を

串本で行っており，1974年生まれのものをトップとして，各年級魚が数十，数

百，千尾のオーダーでそれぞれ養成中である。このうち5年魚が1979年6月下

旬から7月上旬にかけて，いけす内で追尾行動を行ない，自然産卵がみられた。

凌ぐほどであった。

　このように成長が速いこと，いけす

網への順応がよいこと，また養成魚の

市場価値が高いことは，クロマグロの

養殖対象魚としての適性を示すもので

あり，種苗の安定的な供給が保証され

れば，クロマグロ（ヨコワ）養殖の企

業化も可能であろうと判断されている。

（2＞　クqマグ日の親魚養成

　幼魚の蓄養をさらに進めて親魚養成

にまで発展させようとする試みは，前

述の「マグロ養成技術開発試験」

（1970～ig72年）後も2，3の

　　　　　　　　　　　　「沖合漁場
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このことは，海中いけす網で養成された親魚による産卵の可能性が立証され，今

後の技術開発研究の重要なステップをふみ出したものといえる。

（5）クロマグ農の種苗生産

　天然のクロマグロ親魚からの採卵，ふ化飼育実験は，親魚の入手が困難なため

行われていない。しかし，前述したように，近畿大学水産研究所で養成されたク

ロマグロ5年魚のいけす内産卵によって，研究を推進する上で明るい見通しが立

つようになった。近畿大学では，親魚の産卵行動を確認した直後に，海中から卵

を採集して，ふ化につづく初期飼育が行われ，ふ化後約玉ケ月で稚魚の体長は約

5センチメートルに達した。

　一方，クロマグロの種苗生産研究に直接応用できると考えられる成果としては，

クロマグロに近縁なキハダマグロ，ソーダガツオ及びハガツオについての種苗育

成試験結果がある。キハダにおいては，ふ化後38日，全長5センチメートル，

ソーダガツオではふ化後1ケ月，全長約10センチメートル，ハガツオでは約

100日の飼育で全長30センチメートル近くまで育成できた。
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4．回遊性・底質．魚介類の生残率向上（ヒラメ・カレイ）

研究の目的及び内容

　ヒラメは日本各地沿海に生活し，縄文時代から漁獲対象となっていた。最近10

ヶ年のわが国沿海での漁獲量は6，000～8，00◎トン台で，漁獲量の変動は余り大

きくない。漁法は底曳網・定置網・刺網・延高・1本釣のほか稀に曳縄釣などがあ

り，未成魚は底曳網による漁獲が多く，成魚は刺網・釣による漁獲が多い。

　わが国沿海では表1－4－aの昭和53年海区別漁獲量にみられるように，北部

水域での漁獲が多い。これは大まかにヒラメ資源の量的な分布実態を反映している

とみてもよいであろう。しかし，この資源がどのような系統回すなわち，生涯の生

活を共にする集りに別れて，わが国周辺の陸棚水域を利用しているかについては明

表i－4－a　昭和55年海区別漁獲量

海　　　　区 漁獲量（トン）

北海道区 1，050

太平洋北区 1，881

太平洋中区 52i5

太平洋階区 91

日本海北区 1，512

日本海西区 750
東シナ海区 985蓑
瀬戸内海区 415

計 7，205

註条　黄海系統群の漁獲量は含まない。

　なお太平洋北区の漁獲の相燕部分は裁

　本海北部系統群が含まれる。

その海域の流れの特性にしたがって浅海域の発育場に運ばれる。

の年の流況条件に左右され易く，またうまく発育場に運ばれたとしても毎年よい条

件が保証されるとは限らない。このように稚仔魚はいくつもの偶然的な出来ごとに

めぐり合い，多くの仲間を失いながら。相対的により発育に適した場所を選択しな

がら生活する。環境変化の複雑な岸近くの浅い水域で生活するヒラメ・カレイ類の

稚仔魚は，その間に他魚種にはみられない顕著な変態と着底過程をたどる。この変

らかでない面が多い。一般に魚類はその

時の個体群の大きさによって，その種個

有の集り方と移動（回遊）をしながら生

活している。ヒラメ・カレイなどの底魚

はイワシ・サバなどの浮魚と異なり，無

我的な環境としては海底地形・底質との

関わりが強いので，各系統群は水域の地

形的特性に応じて幾つかの地域群を作っ

て生活しているとみるのが妥当のようで

あるb

　各地域群から産み出された卵・稚仔は

　　　　　　　　　　この輸送過程はそ
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態過程と着底過程という2つの著しい形態及び生態上の変化を経ることが，ヒラメ・

カレイ類の初期生活史のなかでは最も：重要な出来事であり，初期資源量を決める上

で最大のポイントとみなすことができる。

　ヒラメ・カレイ類はマグロ同様海の生物社会において高次の生活者であり，この

期聞を生残った個体群は比較的安定した資源水準を示すものと考えられている。

　したがって，この癒遊・底性魚介類の生残率向上の研究では，ヒラメを：重点に日

　　　　　　　　　　　　　曽1　　　　　　　　　　　　　　とを摘出し，同一の対馬暖流系に生活基盤をもちな本海北部系統群と九州系統群・

がらも海域特性の異なる2系統群中の適宜な地域群を選び出し，発育場における生

活と生残り機構を明らかにして，資源培養の基本的要素技術である生残率向上手段

　　　　　　　　　　　　　　　曽2
　　　　　　　　　　　　　　　　としての特性の把握も要素技術の開発に欠かせの開発を目的とする。なお異体類

ないので瀬戸内海西部のカレイ類についても研究を行なう。

　また，マリンランチグ計画の一側面である地域の生産性向上という観点から，地

域特性に合致した要素技術のあり方を究明する。一方マダイなどの研究成果を踏ま

え複合化システムにおける生物生産原理の確立と環境制御技術の適切な活用を目標

とする。

　（1）　日本海北部系統群と九捌系統群をとりあげた理由

　　マリンランチング計画の現実的適用は地域の水産業に立脚すると同時に，それ

　らの対象種の生物的生産力を背景に成立する。

　　回遊性魚類資源はその資源のもつ生物学的性質と数量変動を，その資源を構成

　する系統群の生活を通じて実現している。換言すれば系統群は種の生物的生産力

　の担手である。嶺面この生残率向上を目的とする研究において系統群を直接問題

　とする必要はないが，得られた結果が如何なる実体から引き出されたものかにつ

　いてあらかじめ準備しておくことは牧場概念形成にとって重要な意味をもってく

　る。以下に両系統群を取りあげた理由を列記する。

①　両系統群は対馬暖流系水の影響する沿岸域に生活するので，再生産された

卵・仔魚が沿岸浅海域に輸送される海洋学的条件を備えている。

②　同一の海流系に生活する系統群を問題にすることにより，それらの資源変

動や分布構造の変化といったマクロな変化を実験水域での共通な問題として捉
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　え易い。

　③両系統群の生活する海底地形構造は，日本海沿岸では砂浜海岸が卓越し，

　陸棚は比較的ゆるやかに傾斜をするが，九州西岸は岩礁性海岸が卓越し，陸棚

　は狭く急深である。ヒラメの発育場としての浜につづく浅海域の底質の堆積状

　況の違いは，磯につづく基盤露出にる礁の存在の仕方とも関連し，また未成魚

　や成魚の生活する陸棚の海底段丘構造紹あるいは海谷や溺れ三民などの沖側の

　側の地形的構造と底質の状況など両系統群の生活の場は特徴的に異なる（図4－

　1，2参照）。そこでの断面構造からみられる九州系統群の生活の場の狭さは，

　海岸線の長さによってカバーされている。この点で馨本海側と九州沿海側での

　牧場構想は区別されることになろう。（後出図4－1，2）。

　④上記の立地条件の違いから生れる要素技術は，曝本各地沿岸へ利用され易

　い。

　⑤最近50年間に日本海各地に起った砂浜海岸の著しい後退が，治水対策な

　どによる河川から土砕流出量が極慶に減少したことによるが，この点は臼本海

系繍の幼稚鱗醐造灘当って鶴されるべきである卸附に，マ　ン

　ランチング計画は単に下側丈けの技術的問題ではなく，1つの国土利嗣計画と

　いった観点からも，水産業を通じた問題提起としての意義をもつべきであろう。

（2）研究のi川本的内容

　図1－4－aにヒラメ・カレイ類の生活環推定模式図と研究の焦点を示した。

　発育初期における生残り過程には，鑑然再生産されたものの歴史性が反映され

ている。それ故に，産卵群が示す諸性質のうち特に産卵生態が問題となる。産卵

量や卵質は系群構造の変化という問題と深くかかわっている。また産卵場の環境

特性の把握は補給のされ方の問題とも関連して重要である。（國中⑥，①）。系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テ5統群の構造変化の契機はその全生活を通した発育段階や生活年周期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のなかに求

めなくてはならないが，ヒラメ・カレイ類においては卵期から幼魚期に入るまで

の発生初期の生残りが，特に重要な意味をもつと考えられる。

　ヒラメのように多数の浮遊卵を産む魚種では，前期仔魚から後期仔魚となって

外部産業に依存する過程（鴎中②）で，流れによる輸送のされ方や，餌料条件が

大きく影響し，生残りを左右していると思われる。この問題はマダイをはじめと
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豆．浮遊生活期の生残機構
　　（卵・変態前仔魚）

題。変態期の生残機構
　　（全長9～15mm）

rv：着底過程と生残
　　（全長15～20㎜）

｛

卵。仔魚の輸送様式

卵・仔魚の水平・垂直移動
押回の憎憎と食性
餌料微小プランクトンの分布特性

　
着底様式
着町場と発育場の関係
着底場の条件
着底過程における滅耗

＠　　∬

辮　◎

　　縷ラ

　　・欝賜を

　　　　　　豆．産卵生態

（接岸回遊）

妄
　　　C＞　。
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｛

　産卵場の環境特性

　産卵量の変動とその要因

　卵質の変動とその要因

（離岸回遊）

V．底生生活初期の生残機構
　　　（全長20mm～100　mm）

系統群の構造

　系統群の識別方法

　系統群別の資源変動

／〃ク／・／死

発育場の物理化学環境（底質・塩分他）

発育場の生物群集購造

発育場の餌料生物環境

発育場での主要餌生物の生産量

発育場での幼稚魚個体群動態

環境収容力の解析

“ヒラメ・カレイ類の生残率増大”にかかわる3つのポイント

①浮遊期巨魚の生残を支配する機構の解明

②変態・着底過程に生じる減耗の把握

③発育場における環境収容力の解析

藍卵場
（外海域）

　若令年三群生息場　　　　　　　　幼稚魚発育場
　　　（沿岸域）　　　　　　　　　　（接沿岸域）

翻1－4－a　ヒラメ・カレイ類の生活環推定模式図と研究の焦点



する他の底魚類にも共通した生残り機構であるが，ヒラメ・カレイ類ではその過

程でつくられた生理的条件が，後期仔魚期の最終段階で起る変態過程につながっ

てくる。

　変態期（忌中③）には流れの条件に影響されながらも，餌料をはじめとする環

境諸条件への選択性も高まり，変態に伴なう生理的諸性質の発想に応じ，より沿

岸浅海水域に分布をみるようになる。ヒラメ・カレイ類仔魚の遊泳能力はまだ十

分に発達していないが，潮汐運動をうまく利用することに除々に接岸し，垂直分

布様式の変化と稚魚期への体形的な移行を通じて着信生活に移るものとみられて

いる。

　仔魚期の遊泳能力の不十分さは，食害並びに環境変化といった要因に対してた

だ分散という形で滅耗を軽減しているに止まる。これは産卵が広域かつ局所的で

あるということから（後出），産卵生態として成熟個体が群れを作ることなく，

成熟親魚の分散産卵ということも想定させる。

　稚魚期への移行は二四生活様式への変化をもって特徴づけられるが，変態期に

おける還動能力の低さは良好な発育場への到達を保証するとは限らない。逆に良

好な発育場の利用されない場合もある。ここに着底様式と着底場の条件：および着

急場と発育場の関係が問題となる（山中④）。ヨーロッパ産カレイ類では，一度

着底過程に移っても，その場が不適な餌料条件の場合再び浮遊生活にもどって，

態勢を整え直して再び着信を試みるという，いわば準自律的な発育場の選択を行

なうものがあるといわれる押ま醗醐は付近に河川水の流入による低塩分の

砂泥質水深5～20醗の間といわれ，餌は擁脚類からアミ類に変化する。また刺

麟物の多いところには着底魚が余りみられないともいわれる’2）

　上記の変態・着定過程を通じてヒラメ・カレイ類にはこの類特有の第2の減耗

要因が存在する。

　着底生活に入り発育場を獲得した稚魚群は次第に運動能力を高め，選択的に生

活圏を形成する。そこでは無機的環境，餌料条件，生物社会諸関係，場の広さと

いった総体的な環境特性を，幼稚魚の生活要求を基本に据えて量的な評価を行な

う必要がある（図中⑤）。これは牧場化に望ましいところの発育場にどの位の大

きさの幼鳥魚をどの位まで入れられるか（環境収容力）を判断する技術的根拠と
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なる。また，この解析を通し，底生生活初期における生残り機構が検討される。

　以上のように，研究の基本的内容は，1浮遊血塗魚の生残りを支配する機構の

解明，2．変態・着底過程に生じる減耗の把握，3。発育場における環境収容力の解

析の3画面しぼられる。

㈲　当薗の課題とねらい

　上記の3点は，系統群の生活環境の違いによって異なった現象形態を示すこと

が予想される。また，生残率向上を自的とする技術的課題は，ヒラメ・カレイ類

の発育における不安定性からの開放である。したがって，作昌生物管理技術的観

点から，本研究では「発育場の選択過程の解明」と「発育場における生活様式の

解明」を当面の課題とする。

　発育場の選択過程の解明においては，いっ，どこに，どのようにして集まって

くるか，そこでの生残り方はどうなっているか，その地域性はどうかを問題とし

て，発育初期における生残りの機序の実体を解明する。

　発育場における生活様式の解明では，生残ったものがどのような生活をして，

以後の個体群形成に関与してくるかに焦点がある。食性が完全な魚食性に変ると

生活圏は急速に拡大するから，ここで問題となる環境収容力の評価はそれまでの

段階におけるものとなる。また卵の補給条件の面から親魚の年級変動を検討する。

　これらの研究を通じた技術的手段は後出のヒラメ海洋牧場構想の1例のなかに

示す。

既往の成果

　ヒラメの全生活と漁業について全般的な整理は日本栽培漁業推進協議会による日

　　　　　　　　　　　　33）
本海栽培漁業事前調査結果　　　　　　　　　　　　　に示されているので，それを骨子にしてヒラメの生活

と放流技術を概説する。

系統群の分布

　現在の研究段階では，北海道日本海側に2系統群，青森～秋田，および富山湾

（新潟との関係は不明である）に各々1系統群が想定され，京都より以西に生息す

るヒラメについては1つの系統群を仮説されている。このうち北海道北部日本海系
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山群については，『 ｻのなかにいくつかの産卵群kg柏対的な独立性を保ちながら，生

活様式を同じくする1つのまとまったものと推定されている。

　前段の研究目的および内容で説明した地域群の設定はこの点を根拠としている。

産卵群

　隠岐列島周辺の日：本海西部系統群では100～200mの沖合域でも産卵群がみら

れているが試料に乏しい。（註：多分成魚越冬群の範囲時に入るものと推定される）。

　越冬場から接岸回遊した成魚は水深70斑以浅の三炭で産卵する。産卵期は，島

根～京都では3～4月，三山～秋田では5月，青森～北海道では6～7月が盛期で，

北部海域ほどおくれ，産卵期間も北部ほど短期問で終るといわれる。九州西岸では

これより早く，1月下旬に始まり，4月下旬まで続くと思われる。産卵場の水潟は

15℃を中心に12～17℃で，底質は共通して礫まじりの中砂や岩礁域が多く，

産卵は広範囲に：およぶが局地的に行われる。産卵成魚の年令は普通4才からで，性

成熟は雄で全長35～40㎝，雌では40～45㎝以上づみられる。45c鳳以上の

個体はほとんど雌で占められる。抱卵数は初期産卵弱弱で20～35万，体長60～

70c田で40～60万粒である。高令魚での雌の出現が多いのはカレイ類でも認め

られる。

　産卵後の索山群のことはよくわかっていない。

卵期・仔魚期・稚魚期

　ヒラメの浮遊卵や仔魚の分布については．各海域とも採集結果が思わしくなく分

廊域が明らかにされておらず，産卵場との関係などについては不明の点が多い。最

近の平戸島周辺における知見では，3～15価の浮遊期仔稚魚がマダイの浮遊期仔

稚魚とほぼ同じ程度分布することが明らかにされつつその出現時期は北部水域ほど

遅れる。また，日本海西部海域では水深20m以深の産卵場と同じ水域に出現する

が，中・北部海域での仔魚出現海域は水深20m以浅の水域に出現するといわれる。

仔魚は表層から中層に分布し，昼聞は中層に多く夜間は表層付近に多い。浮遊期に

変態過程が進み（金長9～15㎜）この頃沿岸浅所への接岸をはじめる。接岸過程

には潮汐運動との関連があり，物理的要因（水温・塩分・三二その他）への生理二
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要求も変化してくる。変態を終えたもの（稚魚）は全長15～20㎜で河川水の流

入による低塩分の砂泥質水深5～20mに着底しはじめる。この頃から餌は擁脚類

からアミ類に移る。稚魚前期15～50㎜の頃の分布様式の特性と動態はその後の
個体群の数骸動や群輔造に大きな影響を与えるといわれている’3）

幼魚期～未成魚期

　稚魚期同様北部にゆく程出現が遅れる。食性は通食性が強まり，全長10c澱のも

のは日本海西部で7月，北部で8月，北海道で9月に出現する。若魚期全長10～

25c組のものは主として50鶉臓以浅に分布し，成長に伴って生活範囲を拡げる。未

成魚全長20～40c澱のものは150m以浅の陸棚に広く生活し周年みられるが，

日本海西部北部とも若干の時期のズレはあっても漁獲統計からみると，4～6月と

ユ0～12月に年2國の接岸期がみられている。この理由は生息場の水温の季節変

化と関係するらしいがよくわかっていない。

　なお，北海道では成魚にも11～1月に接岸がみられ，2～4月の越冬群と8～

i．0月の索餌群に相当するものは分散期のため分布は不明であるという。また，太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34）
平洋についても2回の接岸がみられている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漁獲情報での最深分布記録は400

組である。（千葉県水試）

成長と年令

　成長と年令との関係には地域的な違いがあるようにみられるが，明瞭に区別する

程の資料はない．表ト4＿bに既応の研究結果砒較を乱た’5）これからみる

と成熟体長との関係から暖温な海域では2歳魚から産卵群に加入してくることが予

想される。また，体長と体重の関係を図1－4－bに示した。

種間関係

　未成魚期以降のヒラメは底魚類のなかでも栄養段階は高次で，食良種は非常に少

ないものとみられている。またヒラメをめぐり競合的な関係にある魚種は少なく，

秋にスズキ，タチウオ，アラメガレイがみられる程度という。日本海北部系統群に

おけるヒラメ稚魚が出現する6～7月の食物連鎖を図1－4－cに示した。
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表＝1－4－b　ヒラメ成長における概往研究結果の比較 （単位㎜）

年　　　　　　　　　　　令

① ② 　■B ④ ⑤ ⑥
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図1－4－c　ヒラメ（ム），マコガレイ（B），イシガレイ（G）を中心とした食物連鎖（秋田水試，1974）
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放流技術

　入工種苗放流時期は天然種苗の出現期にあわせ，放流適水域も天然種苗の出現海

域がよいとみられている。しかし流れなどの条件で稚魚の着定が悪いところもある

ので天然種苗の多少では適域を決められない。

　放流サイズは全長5c田程度の変態が完了したものがよいという。着底稚魚には共

喰いが起るのでサイズは天然の全長組成にあわせる。その際放流密度は0．2～0。5

尾／m2が適量で放流面積は水深20m以浅で計算する。主として死餌で成長させた

入工種苗は天然魚と直に行動を共にしない。放流魚の標識方法にはまだ特定する方

法がない。

〈ヒラメ海洋牧場構想の1例〉

　ヒラメの海洋牧場構想は徹底した地域性の摘出とその活用方法から出発する。

また，地域社会的条件のなかで，充分な自然の理解の上で実施し，矢鱈に自然に

手をつけることを控える。海岸線およびそれにつながる浅海に人工的な堤などの

設置には少なくとも数十年後の汀線変化を想定して着手する。

　日本海北部系統群と九州系統群とではそれぞれの地域特性から，前者では1ケ

所に大規模な発育場が形成され，それを特定の地域群成魚越冬場と対応させるこ

とができるかも知れないので，大規模集中型の牧場構造をイメージする。九州系

統群では発育場は1ケ所に小規模なものが方々に形成され，それら複数の発育場

への稚仔の補給をしている地域群成魚の越冬場をセットとする小規模総合型の牧

場構造をイメージする。（図1－4－d，図1－4－e，表1－4－c）

　この牧場構想では発育場における生残率向上技術と地域群の再生産過程に組み

込む手段が必要となる。この技術は，各系統群のなかでも独立性の高い地域群

（成魚越冬群が1つにまとまっているか，複数でも他の越冬群と区別することの

できる地域群）の探査を漁業生物学的検証により進め，その結果系統群の生活の

知識が深まるにに応じて内容が高まる。
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衷1－4」c　ヒラメ大規模集中型海洋牧場と小規模総金型海洋牧場の比較

相　　　　違　　　　点 大規模集中型牧場（日本海沿岸） 小規模総合型牧場（九州沿岸）

海岸地形 浜が卓越。 磯が卓越。

浅　海　域 陸棚の巾が広い。 陸棚が狭い。

海底段丘の堆積層 厚　　い。 薄　　い。

海谷の性状 日本海固有冷水につらなり， 五島海谷につながり南に深く，

海岸線に対しやや北向きに交 対馬海状では海釜東西にみら

鎖する方向。 れ，大きな海谷の方向は海沿

線に並行。

天　然　礁 少ない。 多い。

発育場造成 1ケ所集中方式がとれる。 各地に散在する。

幼魚・未成魚生活域 水深帯の巾が広い。 水深帯の巾が狭いが，海岸線

の長：さから総面積にするとそ

の割りではない。

成魚群情報 多　　い。 少ない（開発の余地あり）

成長・成熟 遅　　い。 早　　い。

産卵場規模 大，比較的まとまる。 小，各地に散在。

海泥変化に対する牧場の安 冷々心配、 比較的安定。

定｛生

種苗放流効果 良い悪いの差大。 良い悪いの差が小

牧場管理（行政面） やりよい。 やりにくい（他県にわたる）

牧場管理（技術爾） 目がゆきとどく。 とどきにくい。

使用種苗 日本海北部系統群のもの。 九州系統群のもの。

主な漁獲方法 底曳網，延縄，刺織 京獺，延縄，釣。

複合化システム段階での可 少ない。 多　　い。

能性
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　種苗放流技術はこの意味で発育場における生残率向上技術と地域群（系統群）

成魚越冬群との関係を結びつけるものとなる。ここでは直接的な放流技術開発と

した手法の開発も必要であるが，放流設計技術が重要である。

　以上の3点の総含技術の開発で回遊性底魚の作目別生物管理技術は検証実験牧

場の開発的研究の段階に入る。対照的な牧場条件（表1－4－c）をもつ両系統

群についての検証実験は瑛実的な牧場概念を作るのに役立っであろう。検証実験

牧場の開発もまた段階的に進めなくてはならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31）
　鴎1－4－d及びeの越冬群集合域（A）から産卵場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に分散移動した産卵

群から補給された二二の発育場（C）は小規模総合型牧場で発育・魚形成の安定

性の高いところと低いところが生れよう。海底段丘は浅い方から番号をつけてあ

る。各段丘齎は幼魚・朱成魚の生活場所で，成長したもの程相対的に深い段丘面

を利用するから成魚の移動をも含めて段丘面の構造の知見は重要である。
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國1－4－f検証実験牧場おける準自然発育場造成の望例

説明：L　ねらいは着底生活域の拡大実験，放流稚仔魚網：量育成0

　　　2．底板構造は通水性と枝状構造を考慮する砂留の構造板。

　　　3，内部区割は可変で，変態期から稚魚期を対象とする。

　　　4．小型潜水艇は実験牧場周辺の稚仔・幼魚の状況視認など各種調査団。
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　この牧場構想における発育場での生残率向上技術は次のようなものが適用され

る。

　①　変態期・着底過程における発育場の利嗣として，発育場の環境収容力に余

　裕のある発育場への種苗の添加。

②種苗の補充手段は研究結果からみて決められるが，着底前に添加する方法

　と着底後に添加する方法がその年の系統群成魚水準によって適宜選択される。

　③着定後の放流でも極力早期の放流が望ましいので，ヒラメ発育場が浅い特

　殊な岸審りであることから，変態期前後程度の稚魚を一定期間準自然的発育場

　（図1－4－f）で馴化放流する。ヒラメはマダイより若い稚魚の活屠が可能

　である。この準自然発育場造成は小規模でも効果が期待される。

　④しかし，当面は在来の区割養成：方式が主体となろう。

　⑤ヒラメでは発育場の立地条件の造成が当然必要となるので，浮砂堆積での

　自然の営力の利用技術の導入が必要である。

　⑥なお，ヒラメはマダイよりも産卵行動が分散的に行なわれると予想され，

　卵・仔魚の分布も薄く広い形をとるので，発育場の造成においては種苗放流の

　効果が期待できる。

　　幼魚採捕漁業がないことは管理面の困難が少ない。また，発育場がマダイよ

　り三所であり，砂底質に生活し，食性も異なるので，マダイとの複含化の可能

　性が高い。一方，発育場造成の際害敵の排除と併行して主要餌のアミ類の増大

　技術の開発が必要となろう。

　　ヒラメの利用は主として2才以上であり，この点当才魚から利用されるマダ

　イとは生残率増大技術に要求される視点が異なり，特定サイズの収獲技術など

　の構想も生態に含致した：方法の開発が進められる。
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5．定着性，砂泥間性魚介類の生残率向上（イタヤガイ・アカガイ）

（1）　イタヤガイ

研究の目的及び内容

　イタヤガイは，北海道以南の属本各地に分布する沖合性，砂浜性の二枚貝でホ

タテガイとは同じ仲間である。中でも鳥取，島根両県は，この貝の主産地で，鳥

取県地方では，古くから民謡貝殼節でよく知られている。

　この貝は，年による漁獲変動が極めて大きく，古くからの記録を辿ると，十数

年あるいは二十数年に一度という割合いで大発生し，その都度大漁で，浜はイタ

ヤガイの貝殼で山をなす。その漁も長くて2～3年で終焉する。このように不安

定な漁業であり，発生に大きな云うがあることが，この種の増養殖技術開発を今

日まで大きく阻害してきている。

　この天然の大発生条件をイタヤガイの全生活期の管理を通じて明らかにし，資

源の安定生産に結びつけることができれば，この技術をもって，日本海西部のみ

ならず，広く砂浜域において，本種を増殖し漁業生産を向上かつ安定さすことが

可能である。

　イタヤガイ増殖についての技術開発は滅耗のもっとも大きい初期生活期におけ

る生残り率の向上を目指している。このためには，まず，これら初期生活期にお

ける生態を明らかにする必要があると同時に，減耗の過程とその滅耗の主たる要

因は何んであるのか，それらをどうとり除いてゆくかの技術を開発する。現存す

るイタヤガイは再生産のためには十分な資源ではないので，母貝集団の造成と拡

大を図る必要がある。このためには，現存する天然イタヤガイの保護管理を行な

い，また，天然，入義心苗によって生産される幼稚貝を積極的に放流管理しなが

ら，母貝集団が，毎年計画的かつ安定的に造成，拡大され得るようにする。

　従って，これらのことを目標に次の研究を推進する。

　（D　イタヤガイの浮遊稚貝が天然にどのように分布しているのか，蝟集と海洋

　条件，とくに渦流域の存在と関係があるのかどうか，分布の特性と海洋環境に

　ついて調べる。

　qD　着底後の好漁場は浮遊期稚貝の蝟集海域とよく符合しているのか，または，

一60一



あまりかかわりがないかを明らかにする。無関係だとすると，それは，どのよ

うな環境であったのかを次の調査を通して明らかにする。

a．浮遊期稚貝が，付着期に移行する場合，そこに付着基質（礫，海藻他）が

あったのか，それは十分であったのか，生き残りに一次的に関係が深いのでこ

の点を明らかにする。

b．付着期，着底期の餌（微小プランクトン等）は十分であったのか，成長，

生き残りが問題でありこの点を明らかにする。

c．鉛毒後の底質が由良の場合，多くは死滅すると言われているが，底質環境

はどうであったのかを明らかにする。

d．ヒトデ，タコ等による食害が生き残りに大きく影響されることが知られて

いるが，その実体はどうであったのか，また，着底後の他生物との競舎関係は

どうであったのか。

e．イタヤガイ幼成貝とも分散移動がみられ，漁場形成に大きな問題とされて

いるが，その実体はどうなのか，イタヤガイ幼成貝の標識放流実験を通じ，あ

るいは，油鼠貝の直接放流の追跡により実体を明らかにする。

㈹　天然採苗による種苗の量産を行う。このためには，

a．採苗の成果を一上げるためは，適期，適所に効果的に採苗器を設置する必要

があるが，浮遊稚貝の多寡の海域と採苗率との関係及び主産卵期を明らかにす

る。

b、外洋であり耐波性の施設の開発も併せ＝考える。

㈲　漁業者の操業状況調査を行ない，幼成員の分布実体及び漁場形成，資源量

とその年変動などを明らかにし，イタヤガイ管理技術のたあの基礎資料に供す

る。

既往の成果

　イタヤガイは，水深20～60mの砂地を生活の場とする暖海性二枚貝である。

生産の場としては，千葉県館由沖，九州南東域，長崎県沖及び石川県外海域，鳥

取県，島根県沖，福岡県玄海灘に多く，中でも鳥取県沖合は著明な漁場としてよ

く知られている。
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　この貝は，漁獲の年変動が極めて大きく，しかも多くの場合2～3年で漁は終

り継続がみられないのが特長である。図1－5－aは主産地の一つである石川～

島根県の漁獲量の年変動を示しているが，近年では1965～’67年に大発生がみ

られた。この異常発生現象は新潟県でも見られている。

　イタヤガイは，雄が先に成熟する雌雄

離で自毅轟行ない満・襲酬すT．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン
る珍しい二枚員である（一部は1年で産

卵する群もある）。産：卵期は11～5月
　　　　　　　　　　　　　　　　38）
と長期にわたるが，その盛期は2～4月　1。

とされている。ところで自家受精が異常

発生の一因でないかとの説もあり今後の

研究が待たれる。

　　　　　　　　39）
　イタヤガイの生活は図1－5－bに示

しているが，浮化後記3カ月の殼長が約　1

1cmになる頃から底生生活に入ることが

知られているが，この間の死亡がもっと

も大きいとされ，今後の研究の主眼はこ

の期におかれる。

2a

35　　37　　39　41　　43　　45　47　　49　 5葉　年
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天然漁場では満1年で58恥／出，満2年で75醗／m，満3年で85m／mに達する

が，垂下養殖の例では1年余で80盤／mにも達し，天然にくらべて成長が早い（鳥

　　　　　　　　　　　　　　　　一62一



取，島根県産≧タヤガイの例）

　　　　　　　　　　　　40）
　石川県を例に成貝の分布を図1－5－cに示したが，漁場は等深線に沿って長
　　　　　　　　　　　　　　　。37）
く形成され，海底が粗粒砂～中粒砂の底質を選び，潮通しのよい場所に形成され

る。しかし，濃密域は狭く，しかも，年によって主漁場が変化することが知られ
　　　37）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41）
ている。また，水深の浅い程，貝は大きい傾向がみられる。標識放流の結果から

成貝の移動をみると，一部は放流地点がら3～6k磁も移動しており，漁場形成の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42）
上に大きな問題として今後の検討が必要であろう。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43）
　イタヤガイは10QC±～25℃±の範囲に多く生息しているが，成長はC／8．

以上の春～秋期がもっともよい。成長段階による環境適応，蝟集条件など，物理

化学的環境についての調査例は少ない。

　イタヤガイは浮遊期はもちろんであるが，底生生活期に入っても大きく滅心す

ることが知られている。鳥取県の例では，操業海域の90％余が死貝であったよ

うに，鳥貝といえども油断がならない。ヒトデ類による食害の影響が大きいと言

われている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　44），45）
　人工種苗生産は近年始められているが，大：量安定生産にはまだ多くの問題が残

されている。中でも飼育中の原生動物の異常発生が一つの問題とされ今後の研究

を期待したい。

　天然採苗による種苗生産はかなりの生産実績があがっており（島根，鳥取県）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46）
一部では小規模ながら垂下養殖が行なわれており’市販も見られている。ただ，採

苗の場合の効率的な施設の設置，管理などに問題が残っている。

（2）　アカガイ

　アカガイは北海道南部から九州に至る内湾の泥底面に広く分布し，穀長15c雛

に達する大型の二枚貝で，特に瀬戸内海や九州の内湾域では餌料となる海中懸濁

物が豊富で水温も生息に適しているため成長も早く，2～3年で商品サイズ（殼

長7～8c粗，殻付重量約100g）となり，需要も多く，高価なため沿岸漁業の重

要な漁獲対象資源の～つとなっている。

　アカガイも他の二枚貝同様，天然海域においては漁獲量の変動が大きく，例え

ば瀬戸内海の周防灘では1968年に約17，000t，’69年に約7，000t，’70年に

約5，000t，長崎県大村湾では1963年に約5，000　tの漁獲がみられ，いわゆる大

量発生現象が起っている。しかしこれらのアカガイ資源はその後ほとんど獲られ，

産卵親藩が減少したためか現在では年聞周防灘で数百亀，大村湾で50t程度の

漁獲iにとどまっている。

　アカガイの天然における生活史は図1－5－fに示すように受精後1．5年の冬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47）
にはすでに一部が漁獲対象となり2，5年の冬には大部分が漁獲される。アカガイ

の産卵は受精後2年の夏に一部行われるが，全てが成熟し，産卵量の多いのは3，

4，5年貝と考えられており，自由に漁獲できる一般の漁場では産卵虚貝となる
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3～5年貝の生息量は著るしく小さく，産卵量も極めて少ないため，アカガイの

天然海域における資源量は人為的管理を加えないかぎり減少するものと推測され

る。

　本研究はアカガイがかって多量に生息し，生育に好適な環境と考えられる比較

的開放型の周防灘と閉鎖型な大村湾をモデル海域として設定し，アカガイの産卵

特性や生残条件，食害，寄生生物や他のへい死要因による阻害条件を明らかにし

て大量発生機構を解明し，餌料や水底質環境などを明らかにして母貝漁場作りに

向けて三三集団形成のための環境要因を明らかにし，アカガイ資源の再生産を拡

大し，安定した漁獲を得ようとするものである。

　q＞大量発生機構の解明

　　一般に二枚貝類は豊凶の差が著るしく，時に特定の海域で大きな漁獲量：を示

　すことがある。これがいわゆる「異常発生」とか「大量発生」といわれている

　現象である。しかしその機構については大規模な産卵，幼生・三三時代の異常

　に小さい死亡率による大量生き残りであるとされているがその具体的要因につ

　いてはほとんど解明されていない。この課題では産卵と減耗阻害条件の面から

　これらの点を究明する。

　a．　産卵特性と生きi残り

　　人工種苗生産研究の進展により産卵生態の一部は明らかとなったが，天然海

　域における産卵期，年忌別の性比，産卵量，産卵回数，産卵行動など成熟や産

　卵に関する情報は少ない。大量の受精卵を得るための母貝団地形成やその後の

　天然採苗を実施するための基礎資料として成熟および産卵の機構を明らかにす

　る。

　b．母貝集団育成の阻害条件

　　人工種苗生産によって得られた殼長3c組の種苗を養殖漁場に放流することが

　試みられているが，特に放流初期にヒトデによる食害が大きく，また10m以

　浅の夏期水温が25℃以上を示すような海域では大きなへい死がみられる。海

　域によっては貝殼に穴をあけて住みつく多毛類の寄生などもみられる。これら

　食害，競合生物，寄生生物の生態を明らかにすると共にその対策を検討する。

　また，高水温期のアカガイの生理的特性や環境との関連も明らかにする。この
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他稚員期についても幼貝期同様滅耗要因とその対策を検討し，健全な母貝集団

の育成技術を開発する。

㈲　母貝集団形成のための環境要因の把握

　大量の受精卵を得，健全な幼生を育て，効果的な天然採苗を行うための母貝

集団を形成するには，母貝漁場の必要とする環境要因を適確に把握しなければ

ならない。ここでは特に重要な母貝漁場の収容力の問題を餌料環境の面から，

適正環境要因については水底質の理化学的な面などを中心に研究を進め，泥底

質海域における母貝漁場設定の技術を醐発する。

a．一鼕L漁場の収容力

　アカガイは殼長2～3cm以上になると付着していた海底の地物から足糸を切

って泥に潜り，わずかに貝殼を開いて海底直上の海水を吸い込み水中の酸素を

とると共に懸濁物を濾過して餌：としている。海底直上水の懸濁物の動態，有効

餌料量の推定等を通じて餌環境を明らかにする。また放養密度は成長，へい死

に関連すると共に，産卵に際しては受精率の向上をはかる上からも適正な放養

図工一5－e　アカガイの管理技術概念図
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密度，放養量を究明し，餌料の問題と併せて三三漁場の環境収容力を解弱する。

b．適正環境要因

　アカガイの多く生息する泥底域は一方で有機物の堆積が多い夏期に低酸素化

しやすい海域でもある。アカガイの成育がどのような底層水環境，底質環境条

件によって支えられているかを主として物理，化学的な側面から解明する。ま

た二二域に生息する底生生物相はその環境の集積された結果を現わしている。

これら生物の中からアカガイの生息適正環境を指標する生物を導き，理化学的

環境条件と併せて母貝漁場の適正環境要函を究明する。

　図王一5－eに示した構想を実現するためには当面すでに確立されている入

工種苗アカガイ（図王一5一至）を利用して漁獲対象としない産卵母貝回騒を

保護育成し，これから大量の受精卵を得られる段階に到達すれば図1－5－9

に示す天然資源による再生産の環が完成し，安定した生産が期待できる。いず

れにしても漁業者，行政当局，研究者等の広範な理解と協力が必要である。

既往の成果

　アカガイの増養殖技術に関する研究の現状と残された問題点については1978
　　　　　　　　　48）
年一応総括されている。しかしアカガイの資源増養殖技術や生理生態に関する知

見はまだ知られていない部分が多い。これまで得られた成果の概要は次のとおり

である。

　G）アカガイの種苗生産技術
　　　　　　　49），50）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51）

　　1961年管野が温度刺激による採卵法を開発し，その後伊：丹らは100万個の

　付着稚員を得，現在では多くの県で100万個程度の稚貝を生産できるまでにな

　つた。一方山口県では図1－5一ξに示した方法で1ρ00万単位の稚員を生産
　　　　　52）
　している。この稚貝を使用した中間育成は漁業者や二二で行われ，9～3月の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53）
　間に3～4（狐に育て，その間の歩留りは80％を示した。人工種苗生産技術は

　実用化の段階にきたが成長との関連において今後より高い技術を開発する必要

　がある。
　　　　　　　　48）　　　　54）　　　　　　55）　　　　　　47）

　　天然採苗は兵庫，山口，香川県，長崎県などで試行されたが付着量の変動が

　大きく現在ではほとんど中止されている。
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図工一5－9　アカガイ資源管理行程

qD　アカガイの放流後における滅耗

　入工種苗を天然海域に放流した際の大量減耗要因は種々推測されていたが，

山口県で放流実験からその大きな原因がヒトデであることをつきとめ，種々の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56）
防護策を行い，トラッグによるヒトデの取り上げである程度の効果をみた。一

方かご養殖試験の結果から夏期に高温となる海域では相当のへい死をみること
　　　　　　　47），57）
も明らかとなった。今後ヒトデの生態を明らかにすると共に実用的な防護策の

研究が望まれる。

㈱　アカガイ資源の動態と漁場環境

　周防灘および大村湾では，アカガイの分布，生息資源量の年変動などは比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58～62）
的調査されておりアカガイ資源の動態はかなり明らかになった。漁場の水・底
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63～69）
質環境についても古くから調査され一般的性状は大部明らかにされた。しかし

アカガイを中心とした餌環境等については研究が進んでいない。
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6．岩礁生態系の環境収容量の拡大C有用海藻）

研究の目的及び内容

　我が国の沿岸域の漁業生産を増大するためには，沿岸水産資源の培養が必要で

あり，そのためには資源の適正管理や種苗放流による資源の増大も有効であるが，

また資源を育成し得る場の造成と保全も重要である。この面では重要沿岸性水産
　　　　　　　　　　　　　＊6
動物類の再生産の場である藻場の保護と造成の必要性は大きい。

　我が国の沿岸域のかなりの部分を占める岩礁域でのコンブ科植物や巻貝類，ウ

ニ類など有用動植物を対象とする漁業生産は，沿岸漁業の原点とも言うべき二二

藻によるものが主体であり，その生産性は低い。この岩礁域における漁業も近年，

ようやく公共団体の積極的な増殖事業の対象として着目されるようになったが，

自然の生産力を超える増殖生産の技術は確立されていない。～方，ホンダワラ科

植物で構成される藻場は沿岸性有用魚介類の産卵場あるいは幼稚仔保育場として

の機能を果していることは知られているが，それら沿岸水産資源の積極的な培養
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊7
のための計画性のある藻場造成はあまり行われていない。これは岩礁生態系の生

産構造と生態系のなかでの増殖対象種の機能を増殖技術に結びつける理論の確立

と技術の実証がまだ不十分なためと考えられる。この研究は最終的には岩礁域を

直接に生産の場とする漁業生産については，従来の資源管理の考え方に代わって，

積極的に資源を管理しながら生産を増大させることが可能であること，岩礁域で

生長段階の全部あるいは～部を過す沿岸性有用魚介類を対象とする漁業生産につ

いては，計画的藻場造成によって，資源培養による生産増大が可能であることを

示そうとするものである。

　この研究の組立ては，我が国沿岸域の岩礁生態系の第一次生産部門を構成して

いて，有用藻食動物類の餌料となる大型海藻のコンブ科植物と，主として有用沿

岸性魚類の再生産の場を構成するホンダワラ科植物をKey　Speciesとして，岩礁i
　　　　　　　　＊8
生態系の環境収容力を拡大する重要な要素となる種苗添加による個体群自体の増
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊9
大，岩礁域での動植物の定着条件の改良，生態系の遷移の人為的制御などによっ

て，大規模な岩礁生態系の生物生産のコントロール技術を開発し，最終的には水

産：土木手法による環境制御技術研究の成果とも合わせて，対象魚介類の増殖管理
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技術として組立て，現場で実証することを研究の目的とする。

　研究の内容はそれぞれKey　Speclesごとに次のように計画されている。

　（1）餌料海藻群落の保護育成（濃ンブ科植物）

　　岩礁生態系のなかでアワビ類・ウニ類などの重要な餌料となるコンブ科植物

　を十分に確保するため，海藻群落の遷移現象を人為的にコントロールし，コン

　　　　　　　＊10
　ブ科植物が極相として優貸する技術を開発する。

　　我が国沿岸に分布する代表的なコンブ科植物のコンブ類およびアラメ・カジ

　メは，海藻のなかでも特に大型の種類であって，生産力は極めて大きく，豊富

　な餌料をアワビ類・ウニ類などの有常藻食動物に供給している。また，これら

　動物の生活圏としての場を形成する点でも重要な意味をもっている。研究の対

　象として暖流域ではアラメ・カジメ群落，寒流域ではコンブ類群落が重要であ

　る。

　　暖流域のアラメ・カジメ分布域では，両種の群落が著しく衰退したり，さら

　に無節石灰藻が極相状態で優i平して，いわゆる磯焼け現象を起し，アワビ類・

　ウニ類の生産が低下している漁場が各地にみられる。この原因の一つとして，

　アラメ・カジメが寿命の長い多年生海藻で，発芽後，藻体が小型のまま経過す

　る1年以上の肝管に受ける藻食動物による食害が極めて大きいことが想定され

　る。しかし，このような磯焼け漁場での生産回復や新漁場造成においては，既

　に寒流域で開発されたコンブ類を用いての海中造林技術は，暖流域には漁業対

　象とならない小型巻貝類など藻食動物の種類が多いこともあって，その適鯛は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊11
　難しい。アラメ・カジメ群落の保護・造成に対しては暖流域の漸深帯海藻群落

　の遷移として推定される1年生から多年生海藻へ，また小型から大型へという
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊12
　遷移系列の法則性を技術の基本として，偏向遷移を起すための偏向要因の導入

　によってアラメ・カジメの好適着生面を確保：したのち，既開発技術である1年

　生のコンブ科植物のワカメの大規模養殖による供給によって，アラメ・カジメ

　が生育初期に受ける学食動物による食害を吸収し，漁場にアラメ・カジメの入

　工育成種苗を定着させ，その群落の拡大をはかる技術を開発する。（図王一6

　－a）このための要素技術としてのアラメ・カジメ群落造成適地の選定基準の

　策定および群落造成・定蒲のための環境制御技術の開発の基礎として既存のア
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　　　　　　図1－6－a　餌料海藻群落の保護育成（コンブ科植物）

　　　　　　　　　　　　　　暖流域アラメ・カジメ群落

ラメ・カジメ群落について，アラメ・カジメの生理特性を明らかにするととも

に，理化学的環境要因と群落構造との関係を解明し，また偏向遷移を起すため

の生物的偏向要因導入技術の開発の基礎として群落内に生息する藻食動物につ

いて，環境条件と摂餌量の関係や群落の季節的消長と摂餌量との関係を閣らか

にする。また，アラメ・カジメの種苗の大量生産方式を確立するための培養条

件や培養種苗を定着させるための技術の開発の基礎として種苗定着の最適環境

条件を把握する。

　また，寒流域の磯焼け漁場にコンブの人工的群落を造成することを可能にし

た海中造林技術においては，このコンブ人工群落は，その後二次遷移によって

小型紅藻類を中心とした雑海藻の侵入のために，コンブ優占群落が極相として

安定しないという問題点に直面しており，コンブ人工群落漁場では覆常的に高

い一次生産を確保するために，コンブ人工群落に始まる二次遷移の機構を明ら
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かにし，雑海藻中心の群落への遷移の進行を阻止する偏向要因を導入し，偏向

遷移を入為的に促して，コンブ優占群落を安定して維持するシステムの開発が

必要であるが（図王一6－b），アラメ・カジメ群落でも同様なシステムを開

発する。このようなアラメ・カジメ群落の造成による環境収容力の増大のため

の技術開発と併行して海藻群落の生産を最大に利用し得るアワビ類，ウニ類の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊8
家魚化技術を開発して，計画的に漁業を通じて収穫する開放系養殖技術を完成

させる（図1－6－c）

（2）幼稚仔育成海藻群落の造成（ホンダワラ科植物）

　沿岸域に分布するホンダワラ科植物群落，通称ガラモ場は，その中で海水の

流動が緩やかであること，物陰がつくられること及び小型飾足動物など魚類の

餌料となる小動物が多く棲息することから，沿岸性有用魚類の産卵場，幼稚仔

保育場ならびに摂餌場となっている。またこれを起源とする流れ藻は，回遊性

魚類の産卵基質及び幼稚魚の成育場となっている。このように水産資源の再生

産の場として重要な役割をもっているホンダワラ科植物群落の藻場を保全する
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とともに積極的に造成，制御管理して，沿岸水産資源の酒養のための場作りを

行う技術を開発するとともに，藻場に棲息あるいは来遊する沿岸性有用魚類の

人工種苗を放流して，それらの資源量の増大をはかるための技術を開発する。

　内海域では1年生ホンダワラ類が多いので，藻場の機能の安定・増大のため

には多年生ホンダワラ類を混生させた藻場造成が必要であり，外海域では流れ

藻の量及び時期の制御のためには入為的に藻場のホンダワラ類の種構成を調回

することが必要であり，また内外海域ともホンダワラ科植物群落を極相とする

よう，群落遷移に対する環境調節が必要である。

　この目的を達成するため技術の開発の基礎として，内，外海域のホンダワラ

科植物群落の種類構成並びに藻場としての規模の季節的及び経年的変動並びに

ホンダワラ類の種類毎の個体生長，成熟など生理生態の不明の種類について，

これらを明らかにし，またそれらと物理化学的環境条件との関係を明らかにす

る。

　この結果を基盤として，人為的に着生基質投入，消波工，種苗投入，親藻移
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図工一6－d　幼稚仔育成海藻群落の育成（ホンダワラ科植物）

　　　　　　　　　暖流域ホンダワラ三
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植，食害防除，水質環境改善などの個々の技術開発とこれらの技術の組立てに

よって，水産資源酒養の場作りを目的としたホンダワラ科植物群落を造成及び

制御管理する技術を開発する（図1－6－d）。

　また，ホンダワラ藻場に棲息あるいは来遊するメバル，アイナメ，クジメな

ど及びタイ，スズキなど沿岸性重要魚類の生態特に藻場との関連性を明らかに

するとともに，入工種苗の大量放流によって積極的にこれらの資源量並びに放

流技術を開発していく。

　以上の研究によって沿岸性重要魚介類を対象とする増殖場造成事業の柱とな

る技術体系が次の様に確立される。

（D　コンブ科植物群落を極相として人為的に計画的に安定化する造成技術が開

発され，岩礁生態系の餌料藻類の環境収容力を拡大することが可能となり，こ

れを利用する藻食動物（アワビ類・ウニ類）の漁業生産は増大する。

（2）ホンダワラ科植物群落の造成技術が開発され，これによって魚類幼稚仔の

保護・保育場としての藻場や流れ藻の造成をはじめ，多面的な環境収容力を増

大させる技術の発展が期待され，沿岸性重要魚類の漁業生産は増大する。

既往の成果

（わ　コンブ科植物

　先の浅海別枠研究において，植食動物の食害を除去すると同時に，コンブの

種苗添加を行うことにより，入為的にコンブ群落が造成されることが報告され
　70）

た。この技術が事業化された一連の大規模な増殖漁場開発事業の中で，造成さ

れたコンブ群落が条件によっては必ずしも極相状態を永続的に示さないことも

明らかになり，このような漁場に大量のウニを投入し，漁場底面を摂餌活動に

よってきれいにした後，再度ウニを取り除くと，改めて新たなコンブ群落が形
　　　　　　　　　　　　　71）
成されることが明らかにされた。現在，コンブ群落造成技術の開発は造成群落

の効果的な管理技術開発を指向しており，技術はより漁場生産性の安定化へと

進みつつある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　72）
　またコンブの養殖は促成栽培技術の開発により時間的な生産過程が短縮され
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ており，この養殖技術の完全化はコンブ群落造成技術においても，母藻及び種

苗の安定的，効果的な供給をもたらし，群落造成技術の普及に大いに役立って

いる。

　アラメ・カジメ群落の造成については，この両種が多年生海藻であることや，

コンブのように人閥が直接食用に供する植物ではない等の理由でこれまで十分

増殖技術の開発研究が行われておらず，近年ようやく小規模な増殖試験が開始
　　　　　　　　73）
されたにすぎない。

　アラメ・カジメの個体あるいは個体群についての生態学的な観察やアラメ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7農～79）
カジメ場としての群落を対象とした遷移に関する知見も得られているが，現段

階でこれらの基礎的な知見を整理し，即技術体系の提案という所までは至って

いない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80～82）
　近年，アワビ類の性成熟に関する生物学的知見の集積が進み，効果的な採卵
　　　83）
誘発方法の開発と併せて，周年にわたる成熟，採卵が可能になった。産卵以後
　　　　　　　　　　　　　　84）
の幼生の管理も技術的に進歩し，種苗生産水準が旧来の一場所2q万個体／年

から，1，000万個体／年に発展してきた。育成過程においても餌料の改善によ

ってより大型の種苗の生産が可能となった。現場における増殖技術として，コ

ンブ群落の人為的な造成技術が磯焼け漁場の改良技術として開発され，またア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　70）
ワビの開放系養殖の技術体系が提案された。漁場のアワビ個体群の増大に関し

ては天然・人工種苗の放流が各地で実施されている。しかし大量に供給される

体制となった入歯種苗の放流による産業の組み立てば未だ明確にされていない。

　岩礁生態系の構造について，餌料藻類の生産とアワビ類の生産とは高い相関
　　　　　　　　　　85）
のあることが報告され，またコンブ群落におけるウニ類の生産との量的関係が
　　　　　　　　　　86）
詳細に検討されている。岩礁生物群の種間関係について，動物の密度は植物相
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87）
やその遷移と密接な連関を持つことが知られている。

（2）ホンダワラ科植物

　ホンダワラ藻場の動物群集に関する調査や叡山に棲息あるいは来遊する魚類

についての調査は多いが，布施は内海のノコギリモク藻場における動物群集に

ついて研究し，藻魚には葉上小動物が多く，これらと藻場内に棲息または来遊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88）
する魚類との間に食物連鎖関係があることを明らかにしており，また菊地は多
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くの調査研究の結果をとりまとめて，藻場で採捕される魚はすべて，また周辺

域で採捕される来遊魚の多くのものも二六の小動物を捕食しており，ホンダワ

ラ藻場は沿岸性有用魚類の幼稚魚の育成場や摂餌場となっていて水産：的効用の
　　　　　　　　　　　　89）
大きいことを報告している。

　流れ藻の水産的効用についても，多くの調査結果があるが，千田はこれをと

りまとめ，流れ藻を産卵基質あるいは幼稚魚の成育場としている産業的に重要
　　　　　　　　　90）
な魚種をあげている。

　我が国の沿岸域に分布するホンダワラ類の分布についての調査研究結果は多

いが，瀬戸内海域については佐々田らの研究があり，他の調査結果も含め，32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91）
種，2変種，4品種が分布することを明らかにしている。またホンダワラ二二

場については，昭和51，52年度に瀬戸内海関係海域について関係府県が調

査を行ない，その結果が報告されているが，南西水雲はこれをとりまとめ，こ

の海域にはホンダワラ藻場は3，528箇所，5，682．3ha存在することを報告して
　　92）
いる。

　ホンダワラ類群落生態については，吉川は主としてアカモクで構成される藻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93）
場はその規模の季節的及び経年的変動が大きいことを報告している。ホンダワ

ラ類の種類別の個体生態については，谷口らによる日本海産ヤツマタモクとノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　94）
コギリモクの生態についての報告があり，また山場造成に関連した研究結果と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95）
しての山口県内海水回のアカモクの生長についての報告や長崎県水試のアカモ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96）
ク，ホンダワラ，ヤツマタモクの生長についての報告及び流れ藻に関する調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97）
結果としての多くのホンダワラ科植物の成熟期に関する報告があり，上記のホ

ンダワラ類の各地における生態はかなり萌らかにされている。

　ホンダワラ類による藻場造成技術については着生基質投入や親藻移植による

造成試験例は多いが，山口県内海三二はアカモクを用いてノリ網に採淫し，こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95）
れを培養後に築磯上に展開する方法での二二造成技術を開発しており，また鹿

児島県三二垂水増殖センターはヤツマタモクの親藻移植による藻場造成におい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98）
て，囲い網による山山動物の食害防止技法を開発している。

　流れ藻については多くの調査結果があるが，千田はこれらをとりまとめて各

海域，各季節に分布漂流する種類をあげ，それぞれの種類の繁茂期や成熟期と
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　　　　　　　　　　　　　　　　　90）
の関連が深いことを明らかにしている。

　ホンダワラ類藻場を幼稚魚期の成育場とする有周魚類のうち，マダイの人工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　99）
種苗生産は既に大量生産が実現している。アイナメについては人工種苗生産試

験が行われており，大量生産の可能性とその問題点について明らかにされてい
圭00）

る。また藻場に索餌来遊するスズキについても人工種苗生産技術は進歩しつつ
　　101）
ある。
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R 環境制御技術

　本研究系は主要種について漁場環境を解明し，その制御技術を開発するものであ

る。海洋牧場の環境に関する研究は大別して水環境、底環境の制御技術および制御

施設の建造・施工技術に関するものである。図n－0－aはここで開発する環境制

御技術を概念的に図示したものである。

　まず、水環境は漁場環境を形成する主要要因であり，その沿岸域における水理構

造は極めて微妙で，この微細構造を明らかにし制御・利用する技術を開発すること

が目的となる。水は陸上における大地そのものでありこの技術の開発は大地を耕や

すことに相当する。

　底環境は底棲生物の生息環境と同時に底層の水環境に影響を及ぼす。底層流の微

細機構と底質形成のメカニズム，海藻胞子や貝類幼生の挙動と底層流との関連を明

らかにし底層流制御，底質改善のための海底工の開発を行う。

海浜流麟御

（灘夢合鷺㌃

　　　　◎

噸鹸
四脚・転石域制御

　　▽も。（》

　　　β言　甑

）毒鯉
　　　瀞講　　　　平押

　　　　　　　沈着
　　　　　　　　　騰濃辮）
発生

　　　ぜ　　、　　麗域壌境の瀬

　　　　　　　　　　　　　沿岸砂州工
　　　　　　　　　　　　　　　　むり

　　　　／難ボ（灘観塾鍔

流動一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケに　　　ハ　　　　　　　　び

ト㌻戯函⑲、

人工藻場

図旺一〇一a　環境制御の概念図
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　当面これら水環境，底環境の微細機構の解明と制御技術の開発を行い，後にこれ

ら機構と生物の行動・生態特性と関連ずけて生物制御を環境制御の立場から行うこ

とが最終の目的となる。

　制御施設の建設，施行技術は環：境制御技術を安全かつ経済的に施工する必要があ

る。これは施設の設計外力に関する研究，施設の構造に関する研究，施設の施行技

術の開発に関する研究が主要テーマとなる。これら諸施設は海面より20Gm余りの

海底までの間において必要とされるが，この空間は工学的に経験の乏しい場であり，

現象把握も十分でなく，また構造物にしても陸上のそれが静的であるのに動的なも

のが多いので，施設の建設，施工面で新たな土木的手法の開発が必要とされるので

ある。

　以下大課題毎に生物が影響を受けるであろうと思われる水理現象を生物行動と対

比しながら述べる。これらの知見は研究進展の過程であるものは実証され，あるい

は棄却されて新しい対応が見出されるであろう。また漁場環境の把握がより精緻に

なって新しい現象の解明も得られよう。

　海洋牧場に必要な環境制御技術の開発は新しい発想と飛躍が期待できる。
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望．　水環境の制御と管理技術

研究の目的及び内容

　海水は水産生物の生活圏であり，陸上生物の大地と大気に相当している。海水

は太陽光線と無機栄養塩を使って有機物を含成するプランクトンや，大型海藻

（コンブ，わかめなど），これを食べる動物，その動物を食べる大型動物，死が

いを分解し無機化するバクテリヤが存在するように物質循環の場である。場すな

海中に生じる地形波（山岳波）とブリの行動

　　　　　　　　　　ρ。・ロ島σ惣
　　　　　　　　　ロ

乱気流（山岳波）で墜落したBOAC航空機

　図H一歪一a　地形波と魚の行動

　　　　　　一82一



わち水圏における水の動き，圧力変動などの物理特性が物質循環系を大きく支配

する。水産生物の生息環境としての水圏の物理特性と生物との関係を調べ，その

環境を制御する技術を開発するのが，この研究の目的である。水産生物と環境の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　涛13
係り合いについての若干の推測をのべよう。図H－1－aは表層魚が如何にして

海底の礁を知り得るかを示すもので，上下層に密度差のある穏やかな流れでは礁
　　　　　　冊14
によって地形波（気象学にいう山岳波）が生じて，これを魚が圧力差や温度差と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅15
して感知する。図嚢一1－bは内部波と魚道の関係を示している。海水は普通下

／

，’ @　　　　　　、
’　　　　　　　　　　　　、

ゆ

内部波（浸透圧の異なる水塊前線）に追われる鯛

　　　＼
　　　　＼＼

　　　　　　＼＼

　　l　l　、　　＼　＼＼

寒冷前線の通過で急に寒くなる

図狂一噛一b　水塊前線の移動と魚の行動
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層水は冷たく，したがって密度が大きく上層水よりわずかに重い。これによって

内部にゆるやかで大きな波動を生じる。これを内部波というが，この水塊はまた

つめたく塩分濃度が高いので，鯛などの底層魚の行動はこの影響を受けている。

陸上の寒冷前線といっても明確でないので，いつの間にか取囲まれてしまうが水

では前線が明確である。図猛一1－cは浮遊幼生の波乗りの想像図である。ウニ

の幼生のように40日間も浮遊し沖合いに拡散するがこれが沖合からどのように

して沿岸にもどれるのだろうか。若し幼生に明るさや水温等を目標として一定の

’＼＼

▽ 　膿躍軽　C

＼』
波乗り

：》＿。

　　　　　　　　　　　　　　　　浮遊幼生

　　　　　　　　　　　　　　　　浮遊幼生

　　　波の同じ位相（一定の深さ）に止．まる努力で波速で

　　　進行することができる

　　　　　図韮一蓬一。　浮遊幼生の沿岸への移動
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深さに留まる習性があれば，内部波に乗って岸に移動することができる。つまり

若老の波乗りが波の前面傾斜の同じ三三の所に留まることによって岸に運ばれる

のと同じ理屈である。図H－1－dは潮昌に生じている降下流に巻込まれないだ

けの浮力や遊泳力のある流れ藻や，微小生物は潮目に集積する様子を示している

がこのような場には，流れ藻や微小生物を食べる小動物更にこれを食べる中型魚

類といったようなある種の生態環：境が形成されているがこのような環境は潮目の

消滅あるいは通過後もある程度は維持される。図1－1－eはホタテ貝の浮遊幼
辮16

生の分布と内部静振現象における渦の大きさの分布とがよく似ていることを示し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽17
ている。仔魚やプランクトンのような小さな生物が受ける流体抵抗は体長に反比

例して増大し，あたかも水アメの中にとじ込められたように流れの中では自由度

、や

論

口悔「
口

づ

／

／
！

／

／

／

／
／

ノ 、
／

／

／
／

図睦一噛一眼　三囲に集まる流れ藻，小魚，プランクトン
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　　　　　　採苗器に付着する稚貝量
ヨイ全（渦の大きさ嚇・にてい・）

i鱗5

酒駿
解熱
難識
灘難i輪
回瀬高糠・…

G

G　（；

乞

しσ

しO

u
ψ

　　　　　　　　図H－1－e　流れの渦の大きさと稚貝の付着量

を失い，干潟や砕波帯の岸側のように大きい流れの場ではゴミのように無生物と

同じ拡散を受けることが判ってきた。以上のように海の生物は海の物理環境を巧

に利用して現在まで種の保存を図ってきている。海の物理環境をまず解析し，次

にこれを制御する技術を開発する。このことが作る漁業における畑作りとも言え

る水環境の制御と管理の基本的問題である。

　（礒）　海浜流の制御

　　砂浜海岸などに波が押寄せると波の進行：方向に流れが起きる。この作用は水

　　　　　　　　　　　　　　　　　曽18
　深が浅くなるほど大きくなり，砕波帯で最も大きくなる。この流れはやがて海

　岸に沿う流れ（沿岸流）となり，離岸流と呼ばれる流れとなって沖に戻る。離

　岸流は沖合いを流れる海流・潮流や岸に向う波によって拡散し，一部は海・潮
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流によって，』～部は波浪流となって再び岸に向う。外海性ハマグリ・ホッキ貝

等外海砂浜に棲む生物は，生まれて間もない期問で行動力の小さいときに海浜

流に大きく影響を受けることになる。沿岸に着定するような生物は沖含に運ば

れればそこでは生存することができない。従って海浜流系における物質拡散の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芸20　　於21
機構を解明し，沖合に運ばれ難くするための構造物，例えば離岸提，突提等を

配置して拡散を抑える工法を開発する必要がある。図嚢一1－fにはそのよう

な海流系の制御を模式的に示している。

　一方内湾の干潟域はアサリ，ハマグリ，アカガイ等の好漁場を形成している

場所がある。ここでは外うみとの水の交換は潮汐によってなされ，千潟の大き
　　　　　　　　　　　　今←22
さに応じていくつかのミオ筋が形成される。海水は水深の小さい時はこのミオ

　　　　　　，斧フ
　　　　膚lli

反流域によ、漁場造成

海距下

20へ30m

　　　　　　潮目

　　　　　　〃≡ミ黙ρ”　降下流
。〆ゴ漣叢

　　や”

二恩ト轡

　　　　　　　離

砂　　　　⑪　の
　　　　　　　沖合（動
　　　　　　　　　　拡散

　　　　　　　　　　　　防止

海

潮

流

　　　　　、2
　　　　　　　謬・ミ退紅砂

　　　　　　　カスプ

國藝一唯一ぼ　海浜流系の制御工
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筋に沿って流れるのでミオ筋沿いに貝類の漁場が形成されている。ミオ筋うち

どのような機構のために員が多く集まるかを調べ，更に多く集めるために例え

ば図嚢一1－iに示すように導流提を造ってミオ筋を形成させる技術を開発す

ることが必要である。

　　　　國瞳一1－g　内湾干潟ミオ筋トンボロによるアサリ・ハマグリ着底場

②　岩礁域の流動拡散の制御

　礁とは他より高さの高い岩や転石などのことであるが，礁には浅い場所にあ

り岩に波が当って砕けるような岩礁海岸と，水深の大きい海底にある礁とがあ

る。両者は波や流れとの関わり合いによって起こる流れの変化の特性が大きく

異なり，従って海の生物に一与える影響も大きく異なることになる。岩礁海岸で

は波によって生じる流れがどのようなものであるかを解明する。そしてアワビ
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やコンブなど岩礁性生物を増やすため岩礁と岩礁の聞を潜提や突提で補って，

海水が岩礁周辺をグルグル回るような環境を造成する。後者は図嚢一1－aあ

るいは図摂一1－hに示すように密度成層流下における複雑な現象である。実

際の海ではほとんどの場合上下の密度が異なっているため礁に流れや内部波が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　陣漁ドi難

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

　

／x

　　4＼》
　　’／！　＼＼

／　　｝＼
　ノ　　　　　　　　　ノ　　　　　

　　　　／　　　　　＼＼

　　　／／

麟岱

／り

．ρ
1こ

拝

葬
r影

つ

，，

滞流水塊による餌料

プランクトン増殖場

鮎内部波破壊：扱び
　　　マダイ産卵場（例）

吟

　　　　　　　　図H一蓬一h　内部波制御によるマダイ増殖

当ると動きは緩慢ではあるが大きく複雑な波や流れが発生する。密度差にもと

つく内部波も波としてのエネルギーをもっており，これを利用して海の生物を

増やすことが可能である。

⑤　湾域の海水交換の制御

　湾域は外海に比べて生物の生患に適し，特に三王魚が多く見られるように生

物の再生産に重要な場であるが，静穏海域でもあることから養殖が行われるこ

　　　　　　　　　　　　　　　一89一



とも多い。又他産業や人間生活からの排水負荷等も多く海水が汚され易いので，

海水の交流交換を増大することが重要である。従来湾における海水交流・交換

を支配するエネルギーは，潮汐や潮流とされてきておりその利用法は既に確立

されているが，新しいエネルギー源として内部潮汐による海水交換が考えられ

るに至った。これは奥行が小さく表面潮汐に共振しない湾でも（奥行が大きい

場合共振が起って，例えば有明海のように奥口部に比べて湾奥部の干満が大き

くなる）内部潮汐に対しては潮汐の進行速度が小さいので共振して図彊一1一

量に示すように振幅が大となり，海水流動を増大することがわかったからであ

る。また図H－1－1に示すように密度成層流が海底の起伏や狭さくによって

鉛直：方向の混合が生じることがある。この場含鉛直混合によって新しい密度の

図鼠一肇一i　内部潮汐制御による養殖場造成
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　　　　　　　　　　國H－1－」　内湾養殖場の密度流

水塊が形成され新たな運動を生じる。このように海水中には鉛直的に密度が異

っているため海水が動くことによっても，また地形の起状や構築物に衝突する

ことによっても海水の混合→新しい水塊の形成→その水塊の運動という非常に

複雑な現象が起っている。このような複雑な現象を一つ一つ解明することによ

って地形にもとつく微細流環境を知り，その環境と生物の行動とを重ね含わす

ことができれば新たな漁場形成論に展開することができる。

（4）河皿域の流動環境制御技術
　　　　　　　　　　　　　　　　　芸23
　河口は陸水の流れ込みによって汽水域を作り，塩分濃度が沖合に向って高く

なっている所である。その塩分濃度が変化することが遡河性魚類の誘因となり，

また河類域の特性ともなっている。また河口は陸水よりの栄養補給があるので

特に幼稚三期の生物の保育場を形成していることが多い。これら河口の環境は

陸水が連続的に拡散しているか，離散的に流出するかによって異なり，このこ
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とが水族へ与える影響が異なる。例えば離散流出では回帰魚の河口探知が困難

となり，また汽水性プランクトンの発生ひいては，幼稚魚の保育場としての効

果：にも影響してくる。

　河口においてはまた河道内に塩水が遡上し，潮汐によって河道内に幅振動が

生じる。それらの際海水と淡水の混合が起こるがその混合問題と遡河性魚類の

ために河口維持の問題が解明されなけれはならない。

磯蘭、

（何日水の輝輝拡散）

＼＼こ

　　　　　　　　　　　　（何口水の離散拡散）

　　　　　　　　　　　図旺一1一恥　河口水の海への拡散

既往の成果

　海はこれまで工学的には，①海岸線に破壊力としての波力を及ぼす，②船に推

進抵抗を与える，③各種動揺を与える，ものとして力学的に研究されてきた。理

学的には海流の生成等大スケールの現象にこれまでは研究の主体があり，水産生

　　　　　　　　　　　　　　　　一92一



物の生息環境としての微細環境の立場からの研究はほとんどない，と言っていい。

特に密度成層流下における微視的諸現象が水族に重要な影響を与えていることが

ようやく問題とされ始めてきた段階である。

一93一



2・底環境の制御と管理技術

研究の顯的及び内容

　ヒラメ，カレイなど底生魚類，クルマエビなどの甲殼類，アワビ，ハマグリな

どの員類にとって海底の環境は，生きるための生活基盤である。その海底基盤環

境が悪ければ，浮遊稚仔が沈着しても生育が悪かったり，泥に埋まったりして死

滅にいたることが多い。一方浮遊稚仔が沈着する場合においても，ただ単に海底

に着床する場合と，転石など海底の固形物に付着する場合があり，その生残率は

海底のミクロな環境に支配される。

　一概に海底の底環境といっても

　①砂や泥混りの砂泥質地帯

　②岩礁や転石帯地帯

　③藻が実生している藻場地帯

があり，生物は，その底環境に適応して棲場を形成している。

　本研究は，これら三つの底環境をもつ海底での環境特性を波，流れ，内部波な

どの物理現象との関連で解明すると共に、その地帯に生息する魚貝類の最適環境

を明らかにし，底質を生物の生息に最適な環境に人為的にコントロールすること

によって有用水産生物の初期減耗を減少させ，資源の培養を図る漁場造成開発を

行う。以下大別して三つの場の底質環境について述べる。

　（の　砂泥域環境の制御管理

　　砂浜海岸域の10m以浅の海域では，ヒラメ，カレイ，チョーセンハマグリ，

　ホッキ貝などの底生魚貝類の幼稚仔の沈着場となっていることが明らかにされ
　　103）104）105）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蚤一24　　　　　　　　　　　　　　　　　→←25

　ている。一般に外海性の砂浜域の砕波帯内の海域では，沿岸砂洲が形成され，

　海岸に入ってくる波の大小によって底質の砂は，汀線に直角及び平行に移動す
　　　　子26
　る漂砂が非常に大きいことも明らかにされている。また，生物の生息からみた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暑27
　環境ではチョーセンハマグリの2～3㎝殼長の若年貝の生息分布は，カスプの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1G5）
　平担部に多く，地形と対応して生息が多い。ヒラメ幼魚では，海底面の凸凹の
　　　　　　　柴28　　　　　　　　106）
　斜面及びトラフに多く生息している。ホッキ貝は，開かれた海域では波による
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稚貝の汀線への打ち上げによる減耗が大きく離岸提，消波提の内側など，渦流

域で波がある程度小なるところに多く分布していること，が明らかにされてい
104）

る。

　砂浜海岸での波・流れなど物理的環境は，海浜流と形成されている地形，特

にカスプとの関係について，現地調査から明らかにされつつあり，また離岸流

の発生聞隔と砕波帯の巾，離岸流の長さと砕波帯の巾など，砂浜海岸の流れ構造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107）108）
についても三々にではあるが，明らかにされつつある。しかし生物稚仔の生息

と流れ環境，海底環境についての関係は，クルマエビ，チョーセンハマグリに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109）11Q）
ついて1～2の研究事例を除いてほとんどない。特に生物の生息に直接関募す

る底質付近のミクロな現象については，従来の海岸工学の分野でも従来全然行

われたものはない。本研究ではこのような砂四域の底環境の制御技術の開発を

めざし，麟塞一2－aに示すように，海底断面形と底面付近での流れの構造，

沿岸砂洲付近のミクロな流れ構造と底質環境及び離岸潜提など人工的な沿岸砂

洲を造成した時のその構造物内側の底質環境に及ぼす影響，離岸提突提による

カスプ海岸の固定などおよびポケットビーチの達成手法を研究し，生物資源の

初期減耗抑制技術を開発する，一方，水深が20m以深と深くなるにつれて波

　　　　　　　　　　　　　　　　一　→・織欝

数メートル
吾

囎癬麟鮮翻’粥
　　　　飛ばされちゃうよ～

図狂一2－a　海鷹断面と流れの構造
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　そのため流れ内部波などの影響を受けることとなって，泥線域が形成される。

このような泥線域ではアカガイなどの生息地となっていることが明らかにされ
　　　111）
ているが，その泥線が形成される条件を解明し，泥線域に生息する有用水産物

の資源を培養する技術の開発を行う，一方，水深が非常に大きい海域において

は底質の状態を観測する方法も確立されたものは，また，このような場に構造

物を構築する時に必要な海底の土質強度の測定法も，比較的浅い水深を対象と

したものが多く，不撹乱試料に対する一軸圧縮試験を用いて求められているの

が現状の実態である。ところが大小深海域での調査にこれらと同一の：方法を用
　　　　　　　　　　　　　　　　　112）113）
いると，潮流や波などで精度が落ちること，高圧下での地中での試料を地上に

持ち上げた際の応力の解除に伴う試料の膨張水に溶け込んでいる気体の折出な
　　　　　　　114）115）
どによる強度の劣化など，応力が大きければ大きいほど試験結果の強度と原地

盤強度のカイ離が大きく，実用的には試料の膨張などはほとんど人為的に防ぐ

ことが不可能な場合の力学的影響について研究する。

（2）岩礁・転石域環境の制御管理

　岩礁，転石帯は，水理学的に見て，一般に波が荒く砕波現象を伴った非常に

複雑な流れの構造を示している。一方，転石自身も砕波帯域では砕波エネルギ

ーをもろに受け，小さなもの，すなわち重量の小なるものは吹き飛ばされる。

しかし，生物の面からみると，アワビ，ウニ，イセエビなどは，体長に相応し

転石の間隙に多く生息し，幼生段階では，大きな転石よりも小さな転石帯で適

当な間縢を持つ場に多いことが明らかにされている。

　また，転石帯は表面が凸凹した突出面が複雑にからみ含い，転石帯の極く付

近の流れ構造は，図頁一2－bに示すように，上面の離れた位置に比較して流

速は遅く，ミクロな渦流が形成された流動機構を呈していると考えられる。こ

のような流れ構造が有用水産生物の幼稚仔の付着を容易にしているものと思わ

れる。しかし，今までこのような研究が行われた形跡はない，従来は一般に流

れに対する抵抗という形で河州などで流量算出のため，抵抗係数としてマクロ

な評価がなされてきたのが現状である。ここでは，転石帯境界層内の流れ機構

を明らかにし，転石の安定，生物の付着機構に及ぱす影響等について究明し，

生物の沈着場としての条件を明らかにするとともにその造成技術を開発する。
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　o秘

　　　　　　　　　　　　　　図n－2－b

一方，東北以北の水域でのアワビなどは，せっかく大量に幼稚仔が沈着しても，

飼料となる海藻が少なく，最大ε0（漉程度にしか生長しない海域が多々存在す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116）
る。このような地区での飼料海藻の添加方法としては，人工造林による方法が

考えられているが，流れ藻の集積を図り飼料海藻の供給を行うことを目的とし

て，構築物の後部に渦流域の形成を促進し，浮遊して流れ藻を渦流の中心に集

積する方法について，流れと突出長さおよび渦流域の大きさを明らかにして，

最も有効な工法について技術開発を行う。

㈲　藻場環境の制御技術

　藻場は，タイなど有用水産魚類の幼稚仔の住み場として，非常に重要な位置

を占めていることはここであらためて強調するまでもなく愛われている。しか

し，藻場の存在が周辺海域の流れ及び，周辺底質のベントス・デトリタスの分

；布に及ぼす影響，同様に藻場内での流動機構，底質の分布についてはほとんど

研究されたものはない。一方，藻それ自身への付着生物，底質への堆積物が幼

稚魚の生育に及ぼす影響の度合についても，感覚的には理解されても数字化さ

れた形での研究はほとんどない◎このように有用魚類に重要な藻場について，

環境的な面からの追求を行って，下場のもつ物質代謝機構を明らかにするのが

この研究のねらいである。すなわち，天然の場での流れ機構，浮遊懸濁物の捕

促機構及び飼料環境を解明し，その機構をもつ人工藻場造成技術の開発を行う

ものである。

　研究の方法は，最初に，図涯一2－gに示すように，天然の藻場内外の流れ
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　　　　　　　　　　　　　　図紅一2－c

　環境と生物環：境の現地調査を行い，次に天然の藻場環境に類似の人工的な藻場

　（海藻に似ている必要はない）について調査を行って，その心違を明らかにす

　るとともに，最も有効な藻場の形状，規模について技術開発を行うものである。

既往の成果

　底環境の改善による増殖事業は，アワビやコンブの付着基質造成，ホッキ，ア

サリなど二枚貝，ウニ，イセエビ，ヒラメ，カレイなど底生魚員類の幼生沈着場

の造成が事業として取り上げられ実施されている。これら事業の根拠となってい

る事柄は，主として既存漁業の体験的根拠による定性的なものにもとづいており，

生物行動学及び生息環境と物理環境を総合化して解析し，環境の面から既往の成

果をみた場含，砂浜域に設置された港湾の埋没防止，航路維持，海岸保全のため

の海岸線の漫蝕現象など，漂砂現象として巨視的な現象の解明は進められている

が，微視的な砂の挙動および底面上での生物に直接関係する底層微細流に関する

研究はない。また岩礁転石域では，底面の凹凸のエネルギー消散効果に及ぼす影

響という立場からの波の変形，流れに及ぼす抵抗係数として取り扱われ，底層付

近の卵稚仔や胞子等の実体輸送に関する研究は全くない。藻場内の微細環境につ

いても同様に藻日域を通過する流れにどの程度抵抗体として作用するかは，河川

などで流下流量計算のために解明され，抵抗係数として評価されているが，藻場

周辺及び藻場内での実質輸送に関する微細流況はまったく解明されてない。
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＆　制御施設の建設施行技術の開発

研究の目的及び内容

　従来の海洋工事は主として海岸におけるものであり，若干行われている海中に

おける石油掘削基地も単位面積当り巨額の投資による安全率の高い構築物である。

これに対し水産環境制御施設は開発空悶が広域であり単位空間当りの投資は極め

て低いことが必要である。この観点から施設に働く流体力も微細に検討されなけ

ればならない。図彊一3－aに造成環境が大きく低廉と考えられる制御施設例を

示す。また大水深下の構築物については工学的経験の乏しい場であるのでそこに

　　　　　　　　　　図H一乙一筏　潮流遮断工（人工岬）

起っている力学環境についての十分な研究が行われていない。これらに対する解

明が必要である。急潮流の発生に代表されるように，海中における流れは時間的

あるいは上層下層流の相異といった複雑な現象があるが，これを海岸・海中の設

計条件といった捉え方で研究されていない。陸上の30年確立の設計条件といっ

た捉え方と対照的である。

　海の施設では海底に固定する場含，海中に係留する場含，海面の波力を受ける

場合によってそれぞれに力学的特徴があり，それぞれに対応して解析する必要が

ある。
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　海底構造物は海底に着地して設けられる重・力式構造物であり，ここで問題とな

るのは，これに加わる流体力，特に内部波の波力に関する知見は全くない（図丑

一3－b）。また施設の洗掘埋没に関する研究も河川における以外全くないに近
117）

い。海底を施設基礎として考える場合も海底における土質調査試験法も確立する

必要がある。

　　　　　　　　　　　　図旺一5－b　内部波の波力

　海中構造物の力学は係留系であるので，これに関する研究が必要である。図H

－3－cは本研究において開発すべき中層基礎群を示す。

　これは大水深の係留系は係留索が長くなり浮施設の浮力が大となったり，表中

層の利嗣空間に対し基礎幅が大となって，経済的・空間的に無駄の多くなるのを

防ぐもので，波力の分散を配慮してある。中層基礎はまた浮魚礁ともなり，表層

で給餌養殖を行えば残餌等による餌付漁場の形成にも役立つ。

　養殖イケス，筏施設等海面構造物は，従来内湾，内海の静穏海域で用いられて

きた。これら施設の沖合進出は耐波構造でなければならないが沖合の波は不規則

波と呼ばれる大小の周期，波高の合成波であるので，施設に最も破壊力を及ぼす

波成分を調べ，これに対処する構造を工夫する必要がある。

　砕波帯の中の施設については非常に強大な波力を受け，局所洗掘機構の解明と

洗掘対策工法が必要である。
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　　図貝一ろ一C　中層墓礎による大水深給餌養殖場の造成と残餌による飼付漁場の造成

　また施行技術についてはどのような：方法が適しているだろうか。考えられる方

法は陸上で組み立てたものを沈設する。洋上で組み立てながら沈設していく海中

で組み立てる。の三つの方法となろう。施設規模が大となると陸上組立，運搬，

沈設の方法は不可能となる。従って洋上組立と海中組立が主体となろう。海中組

立は大水深では薯しく困難となる。これらを考慮した構造の研究方向は，巨大部

材を組立てる方向と，細小部材を組立てる方向とがあり，一長一短である巨大部

材で海洋構造物を作る場合は，陸上で部材を作り洋上での作業は大まかとなるが，

洋上作業船の規模が大となる。従来の海洋構造物が巨大部材を組立てる方向で実

行されているのに対し，本研究では細小部材による建設技術の開発も一つの方向

ではないであろうか。微小部材を用いることは決して強度が弱くなることを意味

しない。逆に適切な構造を工夫すれば力を各部材に分配して全体としての強度を

大にすることが可能であるし，沈設時小数の部材の欠損も許容する構造とするこ

とが可能であろう。細小部材の場合には組立て作業が容易であるから，洋上作業
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が容易になる利点がある。

　水産海洋構造物はまた管理・補修・撤去が可能であるよう工夫されなければな

らない。更に水産における単位空間当りの生産性が低いので低廉な施設であるこ

とが必要であり，また多くの場合流れ環境を制御することになるので，波力は極

力さける構造とすることによって外力を軽減するよう工夫する必要がある。

　上記に対応して洋上作業システム及び海中作業技術の開発が必要となる。洋上

作業は容易でかつ迅速に行えることが望ましい。極く細小にすれば，作業は容易

である。強風激浪時の安全，退避等の配慮も必要である。水中作業は特に巨大部

材の組立て蒔に必要であろう。水中作業は洋上部との通信を同時に開発する必要

がある。また作業基地海域で組立てた場合には曳行および沈設の工夫も必要であ

る。

既往の成果

　大水深下の流体力に関する研究はほとんどない。特に内部波圧に関するものは

本研究で始めて取上げたものである。海中構造物の係留に関しては浮魚礁に関連
　　　　　1王8）119）
して若干の研究があるが，これを浮基礎として用いる研究は本研究が始めてであ
　　　　　　　　　　　　　　　120）　　121）
　　　　　　　　　　　　　　　　　イケスについて若干の研究があるが，周期，る。海面施設に働く波力は浮消波提，

波高の異なる波の合成波である不規則波に関する研究はない。

　海洋構造物は現在石油備蓄タンク，海底掘削周基地（プラットホーム）を中心
　　　　　　　　　　　123）124）
に研究され実用化されている。これは巨大部材よりなる構造物で，建造はドック

で行われ，曳航・据付けまたは自閉等が考察されている。鋼構造物が多く，溶接

・防食等の技術開発が著しい。何れも巨額の工費を要するので，低廉な構造への

変換が必要であろう。
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翫　作目別生産システム

研究の函的及び内容

　この三階では，研究系1及び研究系豆で開発された生物生産管理技術及び環境

制御技術を統合して，作目別の漁業生産システムを組み立てるとともに，それら

のシステムの効率的な運用手法を開発するのが目的である。

　資源の生産システムを組立てる原理は，作目生物について解明された地域個体

群の生残条件を骨組みとして，対象海域における望ましい生物生産の構造を設計

し，環境制御手法を適用して門島生物の生産を助長するような条件を作出し，そ

れを保全することである。そのような構図の中に漁業活動を合理的に組み込むこ

とによって，新しい作る漁業の生産システムが構成される。

　現実の漁業資源は，これらの施策を現地に適用することによって造成されるが，

それの屡常的な育成管理が生産システムの運用手法の内容となる。具体的には，

対象生産の発育と生残り及び環境制御工の保全等に関するモニタリング体制の確

立と効果的な運用，標準的な管理作業暦の作成等を包括するものとし，全体とし

て種苗の添加から漁獲回収にいたる一連のマリーンランチング工程を効率的に実

施するトータルシステムの確立を目指している。

　南方系海域は，我が国沿岸に卓越する黒潮流域の潮上に当り，比較的温暖なた

め，各種の暖海性広域回遊魚類にとって越冬とそれに続く産卵の場であり，さらに

卵・仔稚魚の生育場としての役割が大きい。したがって，この海域における初期減耗の

変動は，それらの漁業資源全体の加入量水準を直接的に左右することになる。ま

た地域性の魚介類については，群集構造が複雑で食物連鎖が錯綜し，原則として，

理化学環境よりもむしろ生物相互間の諸関係が種個体群の生存や資源量変動に一

層支配下でかつ直接的な丁丁要因となる傾向が強いという一般的な特徴がある。

　このため南方系では，作目生物として，研究系1に準じて生活型によって区分

した下記の4種類について，それぞれ代表的な魚介藻類を選定し，生物群集の相

互関係の重要性を念頭において，基準的な作囲別漁業生産システムを確立するた

めの研究を実施し，そのシステムの生産性を現地実験によって実証する計画であ
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る。

　大課題2．流れ藻依存型，表・中層性魚類

　大課題3．広域回遊型，表・中表層性魚類

　大課題4．回遊型，底性魚介類

　大課題6．定着性，岩礁性魚介藻類

　このうち，定着性，岩礁性魚介藻類に関する研究は，藻場造成を含んでおり，

それが岩礁沿岸域における定着性漁業資源生産システム形成の直接的基盤となる

ばかりでなく，幼若期を沿岸海域で生育する各種魚介類の生活圏と飼料基礎の供

給源となっている点で，環境容量を左右する最も支配的な制限要因として極めて

重要な意義が認められる。このため，研究系1で開発された各種要素技術の適切

な組合わせを発想して，藻場が保有する多様な役割を海域生産力の向上のために

効率的に利活用するための多面的な技術開発を図るものとする。藻場の役割をま

とめて次に示した。

　　　　　　　　　　沿岸岩礁生態系における藻場の多様な役割

藻　場　の

活動年周期

繁　茂　期

1三1｝

ホンダワラ類

ア　マモ類

寄り藻期　 流れ三期一一デトリタス期

魚介類との

かかわり

各種魚介類幼

稚仔のすみ場

及び二食場

「定着性・岩　　　「流れ藻依存　　　「回遊型底性

礁性魚介類」　　　型，表・中層　　　魚介類」の幼

の二食揚　　　　　性魚介類」の　　　若期の飼料生

　　　　　　　卵・稚仔のす　　　物生産：基盤

　　　　　　　み場及び面食場

大課題2．：流れ藻依存型・表・中層性魚介類の生産システム

①二又は三二魚期の生活が流れ藻に依存する魚介類（マアジ，ブリ，サンマ）

を対象とする。

②技術的ポイントは，効率的な生物生産構造を保有する流れ藻群集を育成し

保全する手法の開発である。
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③生産シズテムの構造概念図

　　　　・管理作業暦　　　　　　　　　　　　　　　　　　資源と魚獲の管理
　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　昏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　（卵・稚仔一流れ藻）系の造成による生残率向上　　　　　　　　｝

「一一一一一一一一一一一一皿一一一｝一｝一 u　　　　　　　　↓

髄2＝≦攣≧ゴ㌘蒜二璽巡⊃
　　　　　　　　　　
　　　　　　　流れ藻造成

大課題3．＝広域回遊型魚介類の生産システム

④　太平洋規模の超広域回遊型魚介類（クロマグロ）を対象とする。

②　技術的ポイントは，主として人工種苗の生産と添加による当才魚加入量水

準のかさ上げ，及び回遊生態制御による日本列島周辺海域の生息個体群の増大

である。

③生産システムの構造概念図

　　　　　　管理作業暦
　　一一一．＿三一＿人牲行程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　
　　＿墨童二難上＼　　　　　　　　／ノL縫塑＿．
　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　1！
　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　圓遊生態制御　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資源と漁獲の管理

大課題4．：回遊性，底性魚介類の生産システム

①幼期に沿岸浅海域で発育する回遊牲底性魚介類（ヒラメ・カレイ類，タイ

類，スズキ，ケガニ）を対象とする。

②技術的なポイントは，沿岸発育場における環境容量の拡大及び幼期の保護

育成による若年魚の加入量水準の増大である。

③生産システムの構造概念図
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　　　　管理作業暦
　　　　　↓
　　　　沿岸発育場における総合的保護育成

　　　　　　「｝『一一｝｝一一一一｝「

（卵　期）嘉し弊鋤…竺群群‡（若糊デ醐）

　　1
デトリタス
飼料基盤の
拡大

　【
混獲防止 　1　　2

資源と漁獲の管理

　大課題6．：定着性，岩礁性魚介藻類の環境容量拡大

　①岩礁性沿岸海域の大型有用海藻群落（コンブ，アラメ，カジメ，ホンダワ

　　ラ）を対象とする。

　②技術的なポイントは，幼胚期に魚介類の食害を防除して効率的な海藻群落

　を造成し管理することであり，有用魚介類の生活圏の拡大と飼料生物生産の増

　強との両面から，岩礁生態系の環境容量を拡大する。

　③　環境容量拡大概念図

　　　　　　管理作業暦
　　　　　　　　l
　　　　　　　　i　　　　　海藻群落の制御　→　寄り藻・流れ藻の形成（環境容量拡大）
　＿＿＿＿＿＿＿＿亙＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一「r
k巌子）一（配偶体）H㌦子ト（胚剃一（幼期）一（成期）・
し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　き
食害防除

　北方系海域は，対馬・津軽・宗谷暖流域と車越した親潮の影響を受ける沿岸海

域で，群集構造は南方域に比べて単純で，単一魚種の資源量は著しく増大する。

漁業生産も一般的に単一魚種を対象とする形態をとっており，増養殖生産技術の

これまでの発展経過から，種苗性をもった種苗を原料に，大規模な作る漁業の技

術についての信頼度が高い地域である。

　このため北方系では，作舘生物として，研究系1に準じて生活型によって区分

した下記の2類型について，それぞれ代表的な魚介藻類を選定し，漁業生産とし

ての拡大の可能性を念頭においた作目別生産システムを確立するための研究を実

施し，創出されたシステムの技術的評価を現地実験によって実証するものである。
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大課題1。：河川・汽水産卵型，表・中層性魚類

大課題5．：定着性，砂泥底性魚介類

夫々の研究対象種及び資源造成のポイントは次の通りである。

　大課題1．：海川・汽水産卵型，表・中層性魚介類の生産システム

　①河川・汽水域と海洋域を生活圏とする回遊型，表・中層性の河川・汽水産

　卵型魚類（サクラマス）を対象とする。

　②　新資源造成の技術的ポイントは，自然環境下では資源が増大しない生物生

　産の仕組みを，効率のよい再生産場を造成し，その運営手法を確立し，海洋生

　活型の幼魚の添加費を増大して，変えることである。

　③　生産システムの構造概念図

再生産場（タネ場）周辺の技術

一一　『｝一一〔『｝『『一『｛一一一｛一 u　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「一一一一一一

兜塑…墜膿＝勲勤　僻期）（成期）「二塵粘

　大課題5．：定着性，砂泥底性魚介類の生産システム

　①定着性，砂，泥底性魚介類（イタヤガイ，アカガイ）を対象とする。

　②　資源造成の技術的ポイントは，天然における大量発生条件，あるいは大量

　生残り条件を，全生活史の管理を通じて再現し，資源の高位安定に結びつける

　ことである。

　③生産システムの構造概念図

　　全生活史を通じた生残率の安定・増大

「一一一一一一一一一一一一一｝｝｝…一一曹…㎜一一一一㎝｝一一一一一一一｛｝皿一一一一一一、
（卵　期）一（稚仔期）　　　（幼　期）　　　（若令期）　　　（成　期）　　　（繁殖期）
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」
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IV．複合型資源培養技術

研究の目的と内容

南　方　系

　海域の生産力を最大限に活用するためには，単一の魚介類の資源培養にとどま

らず，複数の有用魚介類を組み合わせた複合生産システムの開発が不可欠である。

複合とは，海域の生物生産力の利用及び漁業生産手段の適用に当たって，要素間

の補合，補完を図り，海域特性に調和した総合的な漁業生産システムを組み立て

ることをいう。単位漁協の地先の範囲から我が国200カイリ水域の全体にいたる

までのいろいろな規模と段階の複合を考えることができる。単種型資源培養が効

率を基準とした機能的価値の追求であるとすれば，複合型資源培養は調和を基準

とした構造的価値の追求であるといえる。

　さらに，単種型資源培養では対象種の生活史のうち，発生群の生残りを最も強

力に支配する特定の発育段階と要因とについて集中的に制御技術を開発すれば一

応の目的を達することができるのに対して，複合型資源培養では，個体群の再生

産や種間関係を含めて，複数の対象種の生活史の全体像を環境との関係において

詳細に把握し，管理することが必要となる。

　（1）複合の基本的な考え方

　　複合の基本は補合と補完である。補合とは単一要素では不足したり，偏よっ

　たりする部分を，他の単一要素を組み合わせて補なうことであり，補完とは，

　補合を重ねて完全ならしめることである。複合に当たっては，要素間の競合を

　避けることが原則であるが，必ずしも絶対的ではない。例えば，競合によって

　一方または相方にとって多少とも生産阻害条件が発生する場合でも，単独より

　も複合した方が全体としてより大きな生産が期待できることもある。要は，海

　域全体として最も望ましい漁業生産の持続的最大値を実現することを目的とす

　るものである。このための要素技術としては研究系租において開発された魚種

　別資源培養システムのほか人工種苗の生産と放流技術開発の努力を通じてすで

　に開発されている資源培養に関する諸技術を総合的に活用するよう幅広い配慮
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が必要となろう。

　また，この目的を達成するためには，海域生態系の構造と生物群集内の物質

移動とを望ましい方向に制御すると岡時に，漁業活動を通じて，造成された生

態系の安定を図ってゆく必要がある。つまり，対象海域の漁業生物の生産活動

と入間の生産活動との諸側面を合目的に複合し，ひとつの活力ある地域システ

ムに統合するものであり，このような方向は，結局のところ，漁業的な海域利

用が支配的であるような漁業地域の形成を目指すものである。

（2）漁業地域の形成

　漁業地域の形成は，基本的には定着性漁業資源を中心として組み立てるのが

実際的である。研究を効率的に進めるためにも，定着性魚介類の複合から始め

る方が好都合である。効果的な複合には，対象魚介類の生活史の全体を把握す

ることが必要であるが，そのような情報は周年にわたって観察できる定住種の

方が園遊子よりも一段と入手しやすいからである。また，我が国沿岸各地に，

資源培養事業の活力ある中核的な担い手を早期に確保するためにも，地先定着

資源の培養は優先的に着手すべきである。

　海洋牧場は，農耕地のように単一作目だけの栽培生態系にすることはもとも

と不可能で，有用，無用，有害生物が混在するなかでの対象魚介類の培養とな

らざるをえない。それにしても，対象魚介類の優先度はなるべく高い方が，海

洋牧場の管理は焦点を定め易い利点がある。優先種の発育段階と活動年周期を

中心として，補完的な役割りの魚介類を組み含せて，効果的な複合が図りやす

いからである。生態系の安定を維持し，病害の発生を抑制しつつ，単一種をど

こまで優先しうるかの見極めが必要となるだろう。

（5）こつのアプローチ

　望ましい魚介類の複合には，海域特性からの発想と，魚種特性からの発想と

が考えられる。海域特性アプローチでは，対象海域に出現する生物群集を互い

に関連をもつひとつの系として研究対象とし，生態系の構造と機能との解明を

通じて，最も漁業生産性の高い群集構造の造成と維持管理技術の確立をめざす

ことになる。一：方，魚種特性アプローチでは，あらかじめ，望ましい対象魚介

類について生活史と生活様式を把握した上で合理的な組み合せを発想し，適地
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の探索ないし造成を行う。実際には，二つのアプローチは同時平行的に進行し，

相互補完的に組み立てられることになるだろう。

（4）海洋牧場の段階構造

　海洋牧場のイメージは，実際的には毅階的に組み立てられる。まず，環境特

性によって区分した単位牧場を考え，それを基本として対象海域全体の牧場化

に積み上げてゆくことになろう。多様な環境が錯綜し，多様な魚介類が複雑な

相互関係をもって生物群集を形成している南方系海域では，とくにその傾向が

強い。したがって，でき上った海洋牧場は，海域類型の配置に応じた優先対象

魚種のモザイク模様を呈することになる。

　単位牧場を形成する地形特性は，沿岸海域では，陸岸地形の開放度と海底の

基質及び傾斜によって，次の8類型に大別できる。

陸岸地形 海底基質 海底傾斜

∵li＜二ll》｛ζ二1

　これらの地形的な環境特性は，地先漁場の生物先産様式に基本的な影響を及

ぼしていることが予想されるので，その仕組みを解明し，それを利用した魚介

類の複合生産システムを開発する。

　魚種を複合する際の原則は，第1に，複合種は互いに生産阻害要因とならな

いことである。そのためには，繁殖や食物の獲得が時間的または空聞的に：重復

しないことが基本である。魚介類の生活様式は理論的には概略次の8類型に区

分することができる。

す　み　場 食 活動年周期
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　第2に海域の生産性を無駄なく利用し尽す配慮が必要である。そのためには，

必要に応じて海域特性に適合した新しい魚介類の導入も考慮しなければならな

い。第3に，技術的にはより高度の複合方式として，一方または相方の生産を

助長するような複合が考えられる。単一魚介類の優先度を高めると，必然的に

物資移動が偏よるために生物群集は不安定となりがちである。したがって，造

成した生態系の安定を図るためには，補償作用をもった魚介類を複合すること

によって，海域全体としての生産性を高め，かつ安定化する可能性が考えられ

る。このような補償機能をもつ魚介類としては，直接漁業生産としての有用性

は高くなくとも，主対象魚介類の生産性を維持管理するのに役立つことが重要

である。

（5）研究課題

　上のような基本：方針に沿って，南方系海域としては，次の4大課題を設定し

て，複含型資源培養技術の開発に取組むものとする。

大課題工．地先型複合システムの開発

　海域特性によって区分されるおおむね単位漁協ないし市町村の地先規模の海

域を対象として定着性魚介藻類（イタヤガイ，アカガイ，アサリ，ハマグリ，

ホソキガイ，アワビ，トコブシ，サザエ，．ウニ，ナマコ，有用藻類など）の複

合を図るものとする。最も基本的な単位牧場の形成であり，より広域的な複合

システムにとってはそれを構成するサブシステムの一部として位置づけられる

ものである。

大課題2．地域型複合システムの開発

　おおむね県単位規模の地先海域を対象として，定着性魚介藻類と地域回遊性

魚介類（マダイ，クロダイ，ヒラメ・カレイ類，トラフグ，スズキ，サワラ，

ケガニなど）との複合を図るものとする。

　構造的には，いくつかの単位牧場，つまり，地先型複合システムを包含し，

かつ，地域的回遊姓魚介類の資源を共同で培養管理し利用する漁業生産体制の

確立をめざすものである。
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大課題3．広域型複合システムの開発

　おおむね数県にまたがる規模の地先海域を対象とし，それぞれ独立した管理

体制をもつ複数の地先及び地域複合システムを包含し，かつ，広域回遊性魚介

類（ブリ，マグロ，カツオ，アジなど）の資源を共同で培養管理し，利用する

漁業生産体制の確立をめざすものである。

大課題4．新しい漁業システムの開発

　複合型資源培養技術を軸とする新しい漁業生産関係は，社会的なしくみに関

しても作る漁業の生産関係にふさわしい新しい漁業システムの開発を必要とす

る。

　この課題では地先型，地域型，広域型の各複合生産システムをそれぞれの段

階で運用管理する活力ある中核的担い手集國をいかに形成するか，さらには，

それらの担い手の持続的な活力をどのような社会的なしくみで保証するか等の

解明が目的である。

北　方　系

　複合型資源培養技術は，新しい我が国の沿岸漁業における造る漁業のモデルと

なるものでなければならない。南北に長い磯本沿岸域は暖・寒流系の海洋の自然

生産力によって大きく影響され，南方域では分布・生息する魚介藻類の種類も多

く，群集構造も複雑で，単一種のみの卓越した資源を永続的に維持する自然環境

はない。一方，北方域では魚介藻類の種類は少なく群集構造は単純で，単一種の

卓越した資源を永続的に維持する自然環境を備えている。この自然的条件を背景

に，沿岸域における漁業生産は，南方域では個人，北方域では漁業協同組含を中

心とした漁場行使と生産システムとなっている。

　北方域ではノリ，ワカメ，コンブ，カキ，ホタテガイ，ホヤ等の養殖生産，ホ

タテガイ，アワビ，ウニ類，シロザケ等の増殖生産によって，これまで沿岸漁業

の生産性を高めてきた。そして，ホタテガイ養殖においては養殖生産に法則的に

出現する大量へい死現象を技術劣化の心止と種苗性のある稚幼貝による生産技術

システムによって克服し，計画的な生産システムを圃復させ，またシロザケの増
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殖事業においては海中飼育放流技術の開発にともなう河川・沿岸域の放流技術の

著るしい向」二が1980年度に岩手県では19，000トン，560：万尾，圓帰率3．9％と

なって現われてきた。このような増養殖生産技術の発達が著しい反面，地域の資

源，例えば磯根資源のアワビ・ウニ類についての漁業生産システムは，古くから

の生産体制を固守し新しい増産体制に切りかえられずに低迷しており，また近々

に40，000トン以上の生産を上げることが予想されるシロザケを中心にした新しい

漁業の生産システムが，どの様に河川と沿岸漁業に定着していくかについては不

確実な部分がある。しかしこれまでの増養殖生産対象種に新たに研究系皿で開発

された技術を導入することによって，この北方域の沿岸漁業は複数の魚種，漁場

環境，漁業を対象とした総合的な漁業システムの開発を可能にすることとなろう。

　　このような基本的な考え方の上に立って，北方系海域としては，次の4大課

　題を設定して，複合型資源培養技術の開発に取り組むものとする。なお，南方

　系海域と重複する解説については省略する。

大課題1．定着性魚介類を主体とする地域複舎システムの開発

　研究系澱で開発された魚介藻類の生産システムを現状の地域の増養殖生産，

並びに沿岸の小型漁船漁業の生産と；複合させた地域複合システムの開発を行う。

対象種は定着性魚介藻類のイタヤガイ，アカガイ，ホッキガイ，アワビ，ウニ，

有用藻類などである。

大課題2．地域複合システムと回遊性魚介類生産システムの結含

　研究聯盟で開発された河川・汽水産卵型，表中層性魚介類（サクラマス）の

生産システムを北β本地域全域について拡大し，地域の複合システムとの結合

を図る。サクラマスの商品性は高く，昭和62年度に達成されると予想される

我が国のさけ・ます14万トン生産によって形成される親しい沿岸漁業の生産

システムをより強固にするものとなる。

大課題3．広域型複含システムの開発

　南方海域と連動して，広域回遊性魚類（ブリ，ヒラメ，イカ類など）の資源
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を共同で培養管理し，利用する漁業生産体制の確立を図る。

大課題4．新しい漁業システムの開発

　上記の大課題1～3によって開発された新しい生産システムを運用するのに

必要な社会科学的分野の開発研究を加えたシステムの開発を図る。

既往の成果

（1）単一種魚介類の優先度

　瀬戸内海安芸灘のカキ生産は昭和52年に同海域漁業生産の8a7パーセントを

占め，1平：方キロメートル当り年間58トンに達した。しかし，かなり以前から

慢性的な漁場劣化が認められている。この事例の群集生態学的解析は生態系の安

定条件の解明と同時に，複合型資源培養技術の開発に極めて有用な指針を与える

だろう。

（2）地勢と漁業生産

　干潟が発達しないか，またはその比率が小さい沿岸海域ではプランクトン食魚

類（イワシ類，イカナゴ）が卓越するが，干潟が発達した遠浅海域では，デトリ

タス食系の水産動物（二放貝，及びエビ類）が卓越し，一方，プランクトン食系

の魚類の生産は強く抑制される。たとえば瀬戸内海の灘別漁業生産には図籔一

〔B〕一1のような関係が認められる。

（ろ〉興野と漁業生産

　海域における藻場の比率が高くなると，デトリタス食系の魚類（ニベ，グチ，

カレイ類）の生態が優勢となり，逆にプランクトン食系の魚類の生産を抑制する

傾向がある。例えば瀬戸内海の灘別漁業生産には図選一〔B〕一2に示したような

関係が知られている。デトリタス食系魚類は培養対象種として望ましい多くの魚

介類（マダイ，クロダイ，カレイ類など）を含んでおり，この知見は海域生産力

の複合的利用に当って重要な指針となる。

（4）魚種の複合事例

　G）生息層の組み合せ

　　表・中層に生息する浮魚（ブリ，サワラ，マグロ）と海底近くに生息する底
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魚（マダイ，’クロダイ，ヒラメ，カレイ類）との複含で，海域の立体的利用を

図ることができる。

GD　食性の組み合せ

　ブリ，サワラは表・中層でほかの魚類を捕食し，マダイ，クロダイは海底で
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表在性ベントスを食べる。カキは浮遊性プランクトンを食べ，エビ類，砂浜性

二枚員，ナマコは海底に堆積したデトリタスを食べる。これらの組合せによっ

て食物生物の生産を多面的に利用できる。

㈹　底質選択の組合せ

　イタヤガイ，アサリ，ハマグリは砂質底にアカが花，モガイ，タイラギは泥

質底に生息する。クルマエビ，ガザミは砂泥底を，ヨシエビ，シバエビは軟泥

質を好む。これらの組合せによって，海底基質を多面的に利用できる。

鋤　水深帯の組合せ

　クルマエビ，ヨシエビ，シバエビの仔供は，小潮平均干潮位より高い地盤の

潮間帯に着底する。一：方，ガザミは常に汀線に近い冠水帯に，マダイ，ヒラメ，

カレイ類は5～10メートルの水深帯に着底する。これらの組合せによって，
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干潟から浅海域にいたるまでの水深帯を多面的に利用できる。

（＞＞発育時期の組合せ

　マダイ，クロダイ，トラフグ，サワラは春に産卵し，夏から秋にかけて沿岸

発育場で幼期をすごす。一：方，チダイ，スズキ，カレイ類は秋から冬に産卵し，

冬から春にかけて幼期をすごす。したがって，これらの魚種を組合せて同一発

育場を周年にわたって効率的に活用できる。
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玩支　援　技　術

1．病害防除技術

研究の圏的及び内容

　水産増養殖の著しい発展によって高密度飼育技術が採用され，病害による被害

は年々増加の傾向を示している。

　「マリンランチング計画」を進めて行くうえにも病害は生産阻害の大きな要因

の一つになると思われる。とくに，流行性の疾病は，一旦蔓延すると，海洋牧場

本来の機能をも消滅させる事になる。

　海洋牧場においては，種苗養成中は別として，～旦広い牧場へ魚を放流した後

は，投薬等の，養殖地で行われている通常の方法で治療する事は不可能に近い。

このため，これらの病害を防除するのには，もともと牧場の中で疾病が発生しな

いような防除技術を開発する必要がある。

　伝染性疾病の感染，蔓延は，病源体，感染経路，魚体の三者の関連によって起

こる。海洋牧場内での防疫対策としては，牧場内へ病源体をもち込まないこと，

病源体の感染環を遮断すること，放流する魚体に耐病性を賦与させることが必要

である。この理論は簡単であるが，実行は非常にむずかしい。しかし，牧場内で

の病害を経減するためには少しでもその可能性を見出すよう努めていかなければ

ならない。

　この研究の中では，魚類の伝染性疾病を適確に診断する技法を確立する必要が

ある。さらに，魚類伝染病の牧場内での蔓延の機構を解明し，感染防止策の見透

しを立てるとともに，耐病性を備えた健全な種苗の移植，放流を図る技術を確立

することが必要である。

（1）　魚類伝染病の実能と蔓延機構の解明

　地球上にはいろいろの生物が生存しており，互いに係りをもちながら生活して

いる。これらの申には増養殖の対象である魚介類に疾病をもたらす病源体も多く，

ウィルス，細菌，カビ類やその他の寄生虫などが知られている。
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（D　サクラマスの疾病の蔓延防止

　サクラマスは，稚魚の河川滞留期が比較的長く，海域へ降りるまでの減耗が

かなり大きい。また，海からは未成魚の殺階で河川へ帰ってくるので，産卵用

親魚とするには蓄養して催熟させなければならない。この蓄養期には細菌性の

疾病による減耗が知られているが，河川滞留期や海域での回遊期の疾病につい

ては明らかでない。

　この研究では，サクラマスについて，稚魚期，河川滞留期，海域回遊期，遡

河期並びに親魚蓄養期のそれぞれの発育段階で発生し易い疾病の実態を明らか

にし，海洋牧場の施行の中で，これらの疾病が生産阻害の要因としてどのよう

に関与するかを明確にする。現在のところ寄生虫として，アニサキス，広節裂

頭条虫などが知られているが，これらは公象衛生的観点から重視されなければ

ならないだけに，一層の明確化が必要であろう。これらの研究をもとに，魚類

伝染病の防疫技術を確立する手懸りを得て日本近海の牧場でサクラマスを育成

するさいの病害を軽減する。

㈲　クロマグロ及び有用二枚貝の疾病の蔓延防止

　我が圏における水産食晶への最近の志向は，中高級魚へ多様化していること

から，マダイ，ブリと並んでクロマグロや貝類は沿岸域牧場での重要な対象種

とされている。疾病は細菌によるものが圧到的に多いが，ウィルス，原生動物，

カビ類及び寄生虫症も知られている。一方，自然海域に生息する野生魚につい

ては，寄生虫症を除いては殆んど開らかにされていない。養殖魚類に伝染病の

発生があるからには，沿岸域を海洋牧場として利用する場合には，・牧場内では

常に疾病が起り得る危険性が潜在していると考えなければならない。

　この研究では，沿岸域牧場でクロマグロ及びイタヤガイなどを対象種とする

ことを想定して，まず，野生魚介類の自然海域での稚魚期，成育期，親魚期な

どの全生活史の中で罹り易いいろいろな疾病の実態を明らかにする。さらに，

これらの基礎知見をもとに，病害予防のための有効な技術を開発する。

㈱　代謝生理異常による疾病発症の機構解明

　病気は魚類の代謝生理機能が悪化しているばあいに発症，蔓延し易い。

　ここでは，正常魚の健康度を適確に把握する手法を開発するとともに，代謝
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　生理の異常に伴なう疾病発症の機構を明らかにする。また，環境の変化に伴な

　う生理機能順応の機構を解明することにより，環境条件の変化に対する適応を

　促進させる技術を開発し，常に，魚を健康に維持し，病害発生の防除に寄与す

　る研究を進める。

（2）病源体による感染の防御技術の確立

　魚介類の増養殖における疾病は，病源体，魚類，環境条件の相互関係によって

起るが，なかでも病源体と魚類との関係が重要な要因である。病源体と魚類の関

係とは，病源体がどのような経路を通って魚体へ侵入するかの感染経路である。

　この研究では，病源体と魚類との間を結ぶ感染経路，とくに，病源体の生活環

を明らかにして，環の一部を遮断する方策を見出し，海洋牧場内での伝染病の蔓

延防止の方策を立てようとするものである。そのために，病源体の生態，とくに

漁場環境の中での病源体の生活様式や魚体内での動態を明らかにする研究を推進

する。

　化学療法は，薬剤の乱用，耐性菌の出現などで問題になっているが，放流魚に

対する適正な投薬による病源体の排除は，伝染魚となる病魚をなくし，伝染魚の

出現を制圧する意味で防疫上きわめて重要な対策である。ここでは，魚類の全生

活の中で罹り易い疾病を明らかにして，稚魚期から親魚期に至る間で発生が予測

される疾病に対して計画的，かつ，適正な投薬技術を確立し，牧場内へ病源体を

もった魚類をもち込まないような技術を開発する。

　さらに，家畜などで進んでいる免疫学的手法を応用して，病源体からの攻撃を

排除することは，とくに，薬剤による治療が不可能なウィルス性疾病では強く望

まれている。ここでは，魚類の免疫獲得の機構を解明する研究を進めるとともに，

陸海性アマゴを主な材料として，稚魚期，降海期，回遊期，遡河期など，それぞ

れの成長段階における魚類の抗体産生態を明らかにする。（図V－1－a）

既往の成果

　我が国における魚病研究は，ここ数年来，かなり組織的に取り組まれ，多くの
　　　　　　　　　　　　　125）
種類の疾病が報告されているが，　　　　　　　　　　　　　　　すべては養殖魚を対象としたものであり，

自然海域での野生魚及び増殖対象種については殆んど明らかにされていない。こ
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φ

　　　　　　＼、鄭ノ㌦

　　　　　　　図V－4－a，病源生物による疾病の防疫技術の確立

のことは，魚病研究が養殖魚を対象として進められてきたことから当然のことで

あるが，海洋牧場の中での病害防除対策を考える上では，養殖種における事例が

大いに参考になることは言うまでもない。

　まず我が国の海面及び内水面養殖における給餌型養殖の魚病被害状況を昭和52

年度についてみると，生産：量21万トン，金額島276億円と推定される中で，被

害額は196億円となっている。昭和48年度と52年度の養殖業態別の魚病被害の
　　　　　　　　　　　　　　126）
　　　　　　　　　　　　　　　　ブリ類の被害が圧倒的に増加している。状況を図V－1－bに示したが，

これは，ハマチ養殖の急速な発展が，高密度餌育のもとに行われ，その結

果として，養殖場環境の悪化をもたらし，養殖魚の健康度を低下させたこ
　　　　　　　　　　127）
とと大きく関係している（図V－1－c）。さらに，養殖漁場の拡大により，種

苗や餌の移動が広域に亘って行われたことで，病源体がそれに伴なって伝播され
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　たことも要因の一つとして指適されてい

　る。また，近年，我が国のサケ科魚類の

　養殖で問題になっているウィルス病の伝

　染性膵臓壊死症や伝染性造血器壊死症及

　び細菌性のせっそう病や腎臓病の病源体

㌧は，米国からの魚卵の輸入によって持ち

込まれたと考えられ，防疫対策の必要牲

　が強く叫ばれている。新しい病源体の搬

入は，免疫をもっていない魚類にとって

は，まさに脅威であり，大流行による大

被害を起し易い。広い海洋牧場の中で，

魚類伝染病が蔓延するならば，人手が及

びにくい海域中の魚群だけに手の施しよ

　うがない。とくに，病源体を持ち込まな

　いという防疫対策が海洋牧場の施行の中

　では重要とされている由縁である。

食用　鯉　　　その他の淡水魚

　　錦鯉　　　　ぶり類
　　　（7！7％）　　　　　　（16．8％）

サケ科黛

　（7．3％）

　　　　昭麹48年度
あゆ（3．4％　　被　害額

　　　　　8，796裏源

うなぎ（5玉．7％）

　　　食用鯉
サケ科魚類　　　　あ
（4．ユ％）

ﾑ鯉毯
　　　　4鼠）

うなぎ

（24．2％）

たい類

その他の海産魚

その他の淡水魚

昭和52年度

　被害額
19，605否万円　 ぶり類

　　　　　（56．8％）

詫
　類
（3．9

ここで・サケ科鱒の灘中におけるその他の罐魚％

魚病の内容を検討してみることにする。

サケ科魚類の疾病については，欧米諸国　図V一1－b・養殖業態別の魚病被害額の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（水産庁研究部・千態調査結果より作成）
ではよく研究され，魚病の定期的検査や

魚卵，活魚の移出入の規制，専門研究機関の設置など魚病対応の体擶がよく整え

られている。我が国でも，サケ科魚類の研究は多く，魚病研究の中では最も進ん

でいる分野である。この研究で対象とするサクラマスについては，養殖種として

のヤマメ（サクラマスの陸封型）で，伝染性膵壊死症，、細菌性鯉病，カラムナリ

ス，グルギア症など多くの事例と対策が報告されているが（1），野性種としてのサ

クラマスの全生活鎚のなかではどのような疾病が起り易いかなどの情報は見当ら

ない。ただ，遡河未成魚の催熟蓄養期間中に発生するせっそう病については報告
　　　　128）
　　　　　　その中には，病魚の分布，特異的症状，診断及び予防，治療がみられる。

などが明らかにされており，海洋牧場内で飼育するサクララスの病害対策を
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図V－1－c． 環境指数怪と疾病発生の回数及び叡容密度と艶死率との関係（1979年　有園）

葵環境指数認底泥の全霊化物値／鷹層水の溶床酸素×1eo

14．4％

7．6％

8．0％

10．7％

爆9，2％

不　明

その他

飼料性疾患

栄養瞳害

緑　肝　症

えらむし症

ノカル西ア病

ビブリオ病

類結節症

連鎖球菌症

12．2％

6，5％

15．3％

50 40　　　　30　　　　20　　　　10

昭和48年度（％）

被害総額　15億円

　　　　　図V一歪一6．

　　　　　　　　　10　　　　　20　　　　30　　　　　40

　　　　　　　　　　　昭和52年度（％）

　　　　　　　　　　　被害総額111億円

ぶり類養殖における疾病別の被害額

（水産庁破究部・実態調蓋i縮粟よリ作成）

50
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考えるうえで参考になるところが多い。

　海面養殖魚の疾病については，諸外国では，養殖の実態がないため研究は殆ん

ど行われていない。我が国では，海面養殖生産の92％をもブリ類で占めている

ことから，これに関する研究が多い。図V－1－dにみられるように現在のハマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　129）
チ養殖では，連鎖球菌症による被害が圧倒的に大きい。北尾ら・は，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハマチ養

殖場の生箕に隣接した海域の海水や海底泥中に存在する病源体の季節的分

布や動態を調べ，病源体は夏季には海水から，秋冬には海底泥中から高い頻度で

検出されたと報告し，冬期でも散発的に発生がみられることの裏付けが得られた

ことを述べている。クロマグロについて，この種の研究を進める必要がある。

このような病麟の生態についての記述は漁類等防麟釧1～3膿も

多く述べられているが，これらの研究の一層の発展は，海洋牧場内での伝染

病の発生や蔓延の予察をも可能にする多くの基礎知見を提供してくれるものと期

待される。

　また，ワクチンによる免疫性を賦与させ耐病性を備えさせた種苗を放流するこ

とも，海洋牧場内での伝染病の蔓延を防ぐうえで大切なことの一つである。しか

し，魚のワクチンの研究は緒についたばかりであり，2，3のものが実用化にむ

けて取り組まれている段階であるが，ワクチンの実用化の早急の実現が本研究の

中では重要な課題の一つとなっている。
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2、好適生活圏の拡大

研究の目的及び内容

　海の漁業生産を支える基礎となっている光合成生物（藻類）の生産は，陸上植

物のように，主として温度，光，月巴料（栄養塩類）によって支配されている。と

ころが，水産生物の成育に好適な，水温の高い夏季には，十分な光があるけれど

も，栄養塩が少ないために基礎生産は低い傾向がみられる。このように，栄養塩

の過不足は，海の生物の生産に大きな影響を毒え，海は広くて大きいけれども，

漁業生産の大部分は，　対流や高山の起り易い沿岸から大陸棚付近までの，ごく

狭い範囲でしか行われていない。特に，沿岸水域の生産を論ずる場含には，植物

プランクトンのほかに，海藻，水生顕花植物や付着性の微小藻類も，光二成生物

として重要な役割を果している。また，稚魚や稚貝のほとんどは，沿岸での生活

を経るという生活環を持っており，この間の必須の餌はプランクトンであり，そ

の量の多少によって，生残率や成長は大きく支配されている。

　従って，魚貝類を積極的に育てながら漁獲する方式の栽培漁業も，海域の豊か

な生産力を利湿することが狙いであり，有効な餌の豊度を高めることによって成

果は向上する。

　このような観点から，日本の沿岸域の栄養塩の分布を眺めてみると，水平的，

あるいは垂直的に大きな偏りがある。しかし，巨視的にみれば，沿岸の大部分は

貧栄養域であるが，限られた一部の地域（大都市や工業地帯を持つ酋湾）では，

富栄養を通り越して過栄養域までになっている。また，光の届かない深層には栄

養塩が豊富であるが，表層には少ないことがみられる。

　従って，生態系に栄養塩の不足している貧栄養水域には，いかなる形で栄養塩

を供給したらよいかという問題がある。他方，生態系には栄養塩類が少くないけ

れども，偏在していたり，回転率の悪い所では，どのようにして有用生物への流

れを太くすることができるかという問題も解決しなければならない。

　本研究は，栄養塩を適切に供給することによって基礎生産を高め，餌の豊かな，

水産生物の生活にとって好適な環境を拡げ，日本の沿岸域の漁業生産レベルを向

上させることを究極の目的としている（図V－2－a）。
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表層

河川水

＼∠
　，”
　1、栄養塩
　1、＼

肥料

光

㌧、

温度

〆
プランクトン

⇒

　　　プランクトン

　　　　　　　　　　　図V－2一犠　好適生活圏の拡大

　なお，他の系との関連について付言すれば，系夏では，主として生産の場にお

ける物理環境（水理）の制御を行なうことになっている。この課題では，物質循

環系を通して基礎生産を高めるための生物環境，化学環境の制御に関する問題を

扱い，両者相まって，複合型資源培養システム（系W）の活用の場を拡げるとと

もに，質を高めることに役立てようとするものである。

　④　生物生産基盤の強化

　　生態系に栄養塩類が不足している海域，いわば，やせた土地は，主として外

　洋に面した陸水の影響の少ない沿岸海域である。このような場所には，龍料を

　与えねばならないけれども，対象が土壌ではなく水であるために，施肥を行っ

　ても，肥料成分はすべて流れ去ってしまう。

　　従って，肥料成分を固定し，低濃慶で持続的に溶出させ，そこで生産された

　光合成生物を滞留させておく必要がある。このためには，新しい基質素材の瀾

　発が要求され，さらに，その中には，どのような種類の肥料を，どの程度添加

　すればよいかという問題を解決しなければならない。大規模増殖場事業では，

　投石なども行われているが，この石には代わり，栄養塩添加基質が加えられる

　ならば，その効果はより一層大きくなると考えられる（図V－2－b）。
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　　　　　　図V－2－b　栄養塩添加二二による墓礎生産のかさ上げ

　次に，河口域では，陸上からの栄養塩類の持続的な流入があり，大都市や工

場地帯を流れてくる河川のような高濃度の場含を除けば，一般には，海域の基

礎生産に役立っており，河口域での生物生産の高い原因ともなっている。特に，

黒潮流域のような低栄養塩の海水の影響の強い沿岸では，河川からの栄養塩が

分散して役立っていない場合が多いと考えられる（例えば，陣縄）。

　従って，これらの栄養塩を含んだ陸水を，例えば，アシやマングローブの生

えているような海水湿地帯に滞留させ，河口域の生物生産に役立てるための技

術開発なども必要とされよう。

　さらに，岸から急深になっているような場所では，沿岸深層水を潮汐や風力

を利用して揚水し，陸上の種苗生産基地などへ供給すること，あるいは，好ま

しい餌料生物を大量培養し，沿岸域へ連続的に補給し，有絹餌料生物を優先さ

せることが可能かどうかも検討する価値があると思われる。

（2）　広域生産力改善手法

　生態系には栄養塩類があるけれども，回転が悪いために偏在し，生物生産に
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有効に作用していない海域，いわば土地改良をしなければならない海域は，主

として，閉鎖的な傾向を持つ内湾や，光の全く届かないような水深の大きな場

所である。

　内湾のような場所では，底層において貧酸素層が発達し，生物の生活圏を縮

めるが，そこには豊富な栄養塩が蓄積している。循環期には成層がくずれ，急

に多量の栄養塩が，十分な光と温度条件の良い表層に運ばれるために，プラン

クトンの増殖が急激に起ってしまう。

　従って，栄養塩の蓄積し易い底層の水を，絶えず表層に供給することは，貧

酸素層の生成を阻止するばかりでなく，その海域における基礎生産を一定のレ

ベルで維持するという2面の利点がある。

　このためには，物理的には自然エネルギーを巧みに利用する方策が基本にな

ろう。例えば，潮流の速度が大きければ，図V－2－Gに示したような施設が

　　　　　　　　潔
　　　　　　　厭「い1【

　　　　　ブイ：本体

　海流　　哺
（0．5－3ノット）

　　　　－痛速計

：，

／柔型ブイ

彩ブ

ブイ

　霧吹き原理のチューブ

　　　　フしノーム
　　　　　1
算　　＾麟養塩

ド　　　　　海水出口

　　　　　日

D軸受けへ

F　塁鷹かじ

アンカー

D

翻パイプ蕊

高栄養鹿海水入口

窺

民『τε武

ユ

　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　海底

　　　　　　　　　図V－2－C　人エ湧昇流装置の一例

利用できるかも知れない。また，大型海藻等の酸素生成能力を活用した，生物
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的な貧酸素層発達防止策も考慮しなければならないであろう。

　沿岸域を水平的にみれば，一般的に内湾の方が外海に面した場所よりも栄養

塩が豊富であり，養魚場などがあれば，その傾向に拍車がかけられる。

　従って，養魚場の多い内湾の水の交流を良くし，その周辺海域へ栄養塩を適

切に供給する方策を考えることは必要である。しかし，予め沿岸域の基礎生産

者に対する影響評価を行っておく必要がある。

　また，よく知られているように，外洋でも表層よりは底層に栄養塩が豊富で

あり，底層水が湧昇するような場所は，世界でも有数の好漁場になっている。

　近年，他の産業分野では，海の底層水を表層に汲み上げ，温度差発電や，海

水の淡水化，あるいは，発電所冷却水に使周するなど，人為的湧昇流が各所で

作られる傾向が強くなった。栄養塩濃度は高いけれども，水温，PH，塩分，

酸素などの水質条件の極端に異なる場合も珍らしくない。

　従って，これらの水質条件の相異を克服して，基礎生産力の増大に結びつけ

るためには，十分な基盤的研究を進めておかねばならない。

　これまでは，海域に栄養塩類を豊富にして基礎生産をかさ上げすることに重

点をおいて述べてきた。しかし，繁殖した基礎生産者が，水産生物に対して常

に有爾であるとは限らない。また，基礎生産が高くとも，それが有効に：水産生

物に変換されなければ，無駄な生産となってしまう。魚貝類は，餌料が増加し

て摂餌の機会が増大すると，好む餌への選択性質を持っているので，この傾向

に拍車をかけることになる。

　従って，海域の食物網を考慮しつつ，量のみならず，質的にも適切なプラン

クトンの生産が行なわれるようにしなければならない。

　これまでに述べてきた技術を開発するには，いずれも大規模な投資をする必

要があり覧，いつの日にか実証漁場を作らねばならないであろう。しかし，本課

題では，このことを念頭に置きながら，餌料生物・水質に関する諸元を定量的

に明らかにし，設計条件を整えるための基盤研究を進めておくことに重点を置

きたい。

　要約すると，一般に水域の基礎生産：をかさ上げし，魚貝類の好適生活圏を拡

大するためには，栄養塩を少量つつ，持続的に供給することが必要である。そ
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の方策を大別すると，（a）一定場所に肥料混入基質を固定して，除々に溶出させ

ること，（b）陸上より流入する肥料成分を有効に利用すること，（c）水平的，垂直

的に偏在している栄養塩を活面すること，などが考えられるごさらに，このよ

うにして増大させた基礎生産者は，食物網における漁業生物にとって有用な餌

料でなければならない。本課題では，上記の観点に立った支援技術確立のため

に，基盤となる研究を進めたい。

既往の成果

　広く海洋の生物生産と漁業との関係については成書があり，グローバルな形で

灘されている盤年躰近淘、つし、ても，麟生物の生動把握に関する調

　　　　　　132）
　　　　　　　　その報告書の中では，（a）植物プランクトンの現存量および生産査がなされた。

量，あるいは，植物・動物間の生態効率が算出され，（b）日本近海の低次生産力の

海域別分布も示され，（c）基礎生産量と漁獲量との関係についても述べられている。

特に，瀬戸内海については詳細に述べられ，漁業による基礎生産の利用量の推定

がなされている。一 ｵかしながら，栄養塩類との関係についての記述は，ほとんど

みられない。この点に関しては，古く燐酸塩との関連が示されているに過ぎない
　　　　　　　　133）
（図V－2－d）
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　　　図V－2－d　太平洋における燐酸塩・プランクトン・表層魚漁獲量の分布関係狢5）

　日本近海に栄養塩に関するデータは，主として環境保全的見地から問題の生じ

た限られた地域においては多いけれども，外洋に面した沿岸のデータは少ない。
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内湾や内海では；富栄養化問題がクローズアップされているけれども，日本の沿

岸全体としてみると，栄養塩の濃慶は決して高い値を示しているとは言えないよ

　　　　　　　　　　　　134），　玉35）
うである（國V－2－e）

卑位

Cレ・

bQO ▼

％o
室鷹 4α8

撰蘇‘、N…

’¶’軸●’ 垂垂
Cl 17．14

’PP龍ユ COD 監．三 1

NO選… ・・ ﾁμ NH4・N o．1 ノ
暮。‘・罵 6

鹿島 42．8

小雀

苫小牧

o

（コ 18．29

COD L7曾

㍊。．封 0．：2 函餓
小名浜43．7

居08．N ヒr 知多 42。！o α　　　　72

水島 43．n Q 1δ．30 COD　　55

q 15．93 COD 3．57
N討議　　　09

1

COD　I 2．93 x｝1．・｝越 o．62
謹。匙鐸

竹凍 40．4 男鹿
剛」．酎 θ．齢 醐7ぎ z3

｝

大竹
q 1＆57 醒（お溜　　45

勲
43．3 COO 0．71

…α 17．32 誓践．・川 o． 擾路 ‘o．9

CODl 2．64 互。冒・酵 ： Q 】ε52

M．、N O．03 COOl L53
P

6
濁。遺 9

芦㌫N o，lo 摩寧　楓2
｝置鴨

苫0ぴ濃 5 α　i 12．67

好出 42．3 COD 乳07 α
玄海 43．8

α 7◎e
日比 喬

醸r謎
2．ユ。　聖 COO

岩鰹
α ユ8．42 COO ！呂‘1 岡磁

砂 三脇 麗。議　122 1 NH・謹

CODi o．73
認翼 029 1 ￥Or・冥

N凡凋

唐潤C丼
κ0甫 4

謬a需
ﾎ随

名古畿

ﾒ。
磯子 43．

大牟沼 43．6 字臨 d墨 4L‘ 亜匝
Q 18．26 Cl 玉山．oo

COD 1」2
顕著

CO伍 呈．62

鰐｝｛H、・課 e、34樽」・翫 oユ4

NOr翼 10 ｝10議 累3
wケ燭44．3

疑音坂出 44．5
Ci　目88δ

／舗
CO【）l　O・起

。　　　　　　氏K．・∫「o．o｛

翼（ト、1

凝島　43，ユ：

G　lls．75
CO【》51．δ3

源レNlo．03

罵◎rΣ12

五井　43．9

c1　　：4．マ｛

CODl　3，｛S

測．，糾　銑33

罰OrX125

43．4

　器
翼H．M　2．65

43．三〇

器

δ3

誌ケ爆4β

亜コ・ぐダウ　　　ヨコ

応濡2
N〔』s

疑音盤麟．2
Ci　　ヨ8．8δ

　　　lc｝　　15．二sCO：）io．73

　　　　CODI　L窪5三二辱・丼　　 o．23

　　　　温llド濁　o．き5
石。謂　　9

　　　　ざOr丼　玉6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偲4）
　　　　　　　　　図V－2－e　日本近海における平均的水質

　植物プランクトンなど藻類の光舎成は，有光層において行われ，無光層では分

解の方が卓越する。生産と分解の丁度釣合った深さを補償深度と言い，ここでの

明るさは約400ルックスである。沿岸の濁った水では10m前後と言われている。

従って，表層で生産されたプランクトンなどの死骸によって，この補償深度以下

に運ばれた栄養物質は，再び光合成に使用されることなく，底層に蓄積してゆく

　　　　　　　　　　　　　　136）
（図V－2一｛）。この水塊が，　　　　　　　　　　　　　　　　湧昇流として表面に再び現われる地域は，古

くから漁業生産の大きな好漁場となっていることが知られている。

　近年，豊富な栄養塩を含む深層水を揚水し，人工的に湧昇流を起し，生物生産

に役立てようとする研究も多くなった♂37）その中には，沿岸深層水を潮汐を利用

　　　　　138）
　　　　　　　陸上の種苗生産基地などへ供給することも試みられている。また，して揚水し，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139）
速い潮流を利用した人工湧昇流の研究もみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに，他産業分野ではあ

一131一



畿㍊。　12　3　4　。　12　3　4　。　1　2
　0

1000

2QCC

㎜
　o

㈱

　O

Ioo

　m

湛

◎

　3CQO

　　　o

4　　　10

6　　　　◎

2

0

醐

5

　0

1QQO

2Q◎◎

鋤　m

　◎

IQco

　　IQ
5　　4

　7ア裕

3

、ノ：

8

7◎oo

7

1o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　156）
図V－2－f　日本近海における隣酸塩隣量および溶存酸素量の垂直的変化の実灘例
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るが，温度差発電，海水の淡水化等の施設においても，深層水を汲み上げるので，

一種の人工湧昇流が起されていることになる。

　これら人工湧昇流などの技術開発に関する基盤研究としては，各種有用プラン

クトンの繁殖最適条件（栄養塩の種類と濃度，照度，水温，塩分等）を明らかに

しなければならないが，未だ，総合的な報告は見られないようである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140）
　つぎに，生態系における生物生産の役割についても成書があり，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潮間帯，藻

場，さんご礁生態系について詳述され，海岸湿地帯における窒素の物質収支に関

　　　　　　　　　141）
　　　　　　　　　　　しかし，人為的手毅を講じた場合の物質の動きについてする報告もみられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13　　15の知見は，ほとんど得られていないようである。最近，安定同位元素の　GやN
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ42），143）
を用いた食物連鎖の半定量的研究がみられ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これらの手法を応用すれば，

栄養塩を添加した場合の食物環における物質の動態，ひいては，生物生産の有効

利用の方策について，きめの細かい知見が得られるように思われる。
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5計測技術

研究の目的及び内容

“母なる海”海は重要な蚤白資源である魚介藻類を育ててくれるところである。

しかし，海と一口に言ってもどこでも同じような海洋条件をもっているものでな

い。例えば

　①海深が深く，海水の流動が弱く，そして貧栄養な海域

　②　その逆に，海深が浅くて，海水の流動が比較的に速く，そして富栄養な水

　　域。

　③岩礁の多い小湾，浅海が連続していて適叢な海水の流動がある海域。

　④③とよく似ているが単調な砂浜を有している海域。

　⑤海深が深く，海水の流動も速く，そして貧栄養な広大な海域。

　といったように漁場環境も類型化される。

　一方，浅海・内湾域はその特性から魚介藻類の増養殖漁業が盛んに行われてい

て生産性はかなり高いが，都市への人口集中，人間の生産活動に伴う都市排水，

さらには農業排水等の海域への多量の流入，増養殖に伴う自家汚染等人為的負荷

によって浅海・内湾域はかなり富栄養化し，それは徐々にではあるが沿岸域にま

で広がってきている。このように海域が富栄養化することによってプランクトン

食性魚の増加，汚染に弱い魚介類の滅小，底棲生物の種類の変化等自然海域の生

態系に変化がみられている。このことは，低次生物生産に直接間接に関与してい

る物理・化学環境の変化とのからみで定まると言っても過言ではない。

　また，魚介類資源の変動は漁場環境の変化に大きく影響されるものである。例

えば，同じ二枚貝でもモガイは内湾の泥底性，ハマグリは外海外浜型，イタヤガ

イはハマグリより生息水深の巾が広い海域をそれぞれ生息域としており，このよ

うな定着生物にとっては環境類型はそのまま海洋牧場の立地条件となるが，これ

ら貝類の幼稚仔の浮遊期における流況は，好，不適どちらの環境条件下に着底で

きるかどうかに大きく影響する。条件がよければときには異常発生がみられる。

そのような環境条件を把握することが重要である。一方，プリのように，生活史

の各駅階で生息環境が著しく変化する魚種では生産を通じて複数の環境類型を必
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要とする。つまり，黒潮と対馬暖流の上流域付近で発生したモジャコ（プリの仔〉

は黒潮及び対馬暖流に乗って急速に北方へ運ばれながら生育し，そして，ハマチ

時代に入ると飼本沿岸域に回遊し成長する。一部は塩分の著しく低くない浅海・

内湾域の餌：料豊富な海域をも生活領域とする。いずれにしても，特に重要魚類の

資源量変動は年によっても，大きく異なる。その原因の主な一つは漁場環境の変

動による影響といわれる。つまり，漁場環境の変動に伴う産卵場の変化，ひいて

は卵稚仔の移送条件が異なり，餌料にありつくかどうかが稚仔期の生き残りに大

きく関与するからである。

　しかし，刻々変化する漁場環境や対象となる生物の行動，現存：量等について，

可能な限り再現性のある形での情報をどうやって効率よく把握するか，そしてそ

の情報が魚介類の増養殖（資源培養）にどのように関一与し，漁業生産の予測に寄

与することができるかを明らかにしていく。このために，工学部門の技術を導入

して漁場環境や魚介類について相互に関連する諸情報を入手するための新しい計

測技術を開発することを目的とする。

　本研究で計測技術を醐発するといっても，この分野は学際的であるので非常に

むずかしい問題を多くもっているが，要するに，魚介類の生活する場の環境（物

理・化学・生物・藻場等）情報，「牧場での魚介類の管理，収獲するための情報等

を収集するためのシステム化を計ろうというものである。

　この目的を達成するための次のことを検討する。

ω　漁業環境観測システム

　近年，増養殖技術の進歩に伴い漁場管理についても高度な技術が必要である。

このような技術への要請を反映して漁場環境についても従来よりも時・空間的

に「きめ」の細かい情報の入手が強く要求されている。特に，漁業暦，海洋暦

の作成と漁家作業日の予測，病害発生し易い環境の予測，異常水塊（貧酸素水

塊等）の発生予測と速報，汚濁水，温排水，河川水等の流入（阻害要因）によ

る漁業被害の予測と速報，高潮・高波の予測等がある。また，沿岸・沖合域に

おいては，北方冷水（親潮等）の南への張り出しや地形性の湧昇に伴う冷水塊

の発生等は漁業生産性を高める一方では，魚類の産卵場の変化を与え，ひいて

は資源の変動に大きな影響を及ぼす。
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　以上のような漁場環境の実態把握は主として調査船によって行われてきたが，

データの収集に長時問を要するために，現況の再現性に乏しかった。特に，浅海

・内湾域の環境は，気象，筆規：子等の影響を直接間接に受けるので時・空間的に

著しく変化し易いからアルタイムベースでの情報の収集が必要である。

そのためのシステムを考えてみよう。

　（D　ブイロボットシステム

　　漁場環境の把握，変動の予祭，環境の制御と管理等のために必要な基礎資料

　を収集するためにこのシステムを活用する。しかし，ブイシステムと言っても

　現状では，あらゆる海域について適応可能な技術が確立されているわけでもな

　い。技術的，経済的制約も多いが，漁場環境の実態を把握し，その変動法則を

　明らかにするたあには密度の高い観測が必要である。そのために，図V－3－

　aのようなブイロボットの開発を進めて技術の蓄積を行う。
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図V－5－a　ディスカスブイによる巽用化開発用のシステム
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　ブイロボジトシステムは海洋観測の中で最も基本的であり，広域を常時長期

にわたって観測を行う重要な役割りをもっており，しかも無人，省力化して行

える。また，刻々激しく変化する海洋現象をリアルタイムベースでとらえるこ

とが可能である。人工衛星からのリモートセンシング技術による海洋観測結果

とドッキングして効率の良い広域情報をとるためにシートルースのデータをと

ることができ，漁場環境を総合的に解析，評価することが宅きる。

　しかし，問題点もまだ多い。観測は長期にわたるために，それに耐え得るセ

ンサーを開発する必要がある。特に，異常水塊の発生，河川水の挙動，海水の

交流交換等を知るためには，酸素，塩分，丁丁流速等のセンサーや，低次生物

生産に関する情報を収集するための栄養塩，SSのセンサーを開発する必要が

ある。また，ブイシステムによる観測データは莫大な量に達するために，現在

そのデータの利活用はまだ充分でない。それは，データの解析手法が確立され

ていないからであり，今後はデータの解析技術の開発も行う必要がある。

　ブイロットは，漁場管理の目的にはどのような情報を必要とするか，どのよ

うな場所に設置するかということによってもシステムの形態は大きく変わる。

例えば，同時多点，多層観測を必要とする場合，計測器を小型化高性能化した

簡易係留ブイ式システムを開発する必要がある。図V－3－bは，80k皿遠隔

ステーションから水温，流速等の情報を15分ごとに収集するシステムである。

このブイは非常に軽量でコンパクトであり，遠隔地から小型機でも空輸できる。

センサーの小型化，高性能化していて60日間連続データが正確にとれる。観

測計画を変える場合も容易に移動が可能であり融通性にとむ。また，極めて安

価（20万円）に製作できる。このような安価な観測ブイの開発はセンサーユ

ニットのIC化，巨LSL三等の最新のエレクトロニックス技術の応用が必要で

ある。

㊥　人工衛星利用システム

　基礎生産力の観測技術としての可視域リモ㎞トセンシングは，現在，米国の

NASAや各大学においても実用化されつつある。この技術目的は，広大な海洋に

おける基礎生産力としてのクロロフィルやプランクトンの空聞分布とその時間

的変動を宇宙空間から観測しょうというものである。特に，沿岸，沖合域の漁
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　　　　　　　　図V一ろ一b　簡易係留ブイ式観測システム

場環境を広域的，同時的に把握することができ，湧昇に伴う冷水塊や暖水塊，

流れ等の実態がつかめるのも特色である。このシステムの中では，広域海洋の

クロロフィル，プランクトン，稚仔魚及び水塊の空聞分布とその時聞変動の解

明に関する研究を推進するために，調査船，航空機等の資料を併用し，人工衛

星画像の解栃技術を開発する。
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斜）航空機利用システム

　現在，航空機利用による観測は，潮目や流木，魚群のナムラ，表面水温等主

として海の表面における情報を収集しているが，ここで，開発しようとしてい

るのは，それに加えて，広い海域を立体的に，かつ迅速に観測するシステムで

ある。つまり，小型，軽量で安価な使い捨て方式のセンサーと高速性，機動性

の優れた航空機を組み含わせることにより，沿岸域，沖合域の広い海域を観測

することができる。

　観測は，図V－3－Cに示すように，航空機に，観測に必要な器材一式を搭

載して所定の観測海域に到達し，投下式センサーファミリーを旧観測点へ順次

空中投下していく。

航空機

　センサー投下

ノ＼
　　　　　電波

降

下

パラシュート離脱

ノ（毫着水

　　ε為

　　　　）　）　　　）

　　海中

））

：ブイ型

センサー

フ7ミジー

蓬

フロート

ワイヤ

スプール

伝送ワイヤー

。．亀
，ぎ・ぞ

　　プローグ

　　イヤー
　　　スプール

図V－5温C　航空機利用によるブイ型センサーファミリーシステム
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　着水した投下センサーは水面から深度20◎Omまでの鉛直方向の水温，塩分等

を連続的に観測し，その情報を電波にのせて航空機へ送る。航空機はセンサー

の投下と観測データの受信とを併行的に行いながら多数点を迅速に観測する。

人工衛星による広域情報と組み合せて解析すると極めて有効な成果が得られる

だろう。

　このシステムの特徴は，広域同時観測，緊急を要する観測，シケ等で調査船

が出航できないときの観測等に適している。また，観測所要時間が調査船によ

るシステムに比べて非常に短かく，しかも運用コストも低いこと，観測作業が

省力化できること，さらに，観測作業に伴う危険性がないこと等である。

㈲　三次元観測システム

　藻場は餌料が豊富なために魚介類の棲息に最も適している。したがって，圃

場の情報を迅速に得ることは海洋牧場を考える場合に重要な条件となる。ここ

では淀航する奥秘から海耳底として任意の雑面の水温⑳塩分（s）

　漁場情報として藻の分布範囲，高さ，密度と海深を検知し，さらに船速・船位

　の情報とともに繰合的に表示するシステムを開発する。

　　SτDのセンサーは曳航体に搭載され，STD信号は曳航索によるワイヤー伝送

　方式で刻々船上の処理装置に送られる。Dは船速で制御する。藻場に撫する情

　報は藻による超音波反射信号をディジタルに処理して得られる。対地速度は簡

　易型のドプラーナビゲータにより得られ，それをジャイロからの方位信号を計

　算処理させて絶対船位を得る。したがって3次元的，迅速かつ総合的に海洋・

　漁場情報が得られることになる。

　　以上のようなシステムを開発するにしても重要なことは，海水の中での生物

　が付着，腐食を防止して長期に耐え，しかも，小型化，高性能化，安価なセン

　サーを開発することであろう。保守管理面で高価につくような場合は投げ捨て

　式センサーの開発も考えられる。

（2）生態観測システム

　魚介類がどのような環境条件に棲息分布成長し，どのような環境変化の影響で

どう動くかといった魚介類の生態観測技術を開発しようとするものである。

　（D飼育魚の成長計測システム
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　従来，網生箋などの飼育魚の体長，体重は，任意の数を抽出して，空中に出

して計測し，再び生管へ戻すため，傷つけたり，体力を消耗せしめ，ひいては

死亡させることが多い。ここでは，飼育している魚を空中に出さず，手も触れ

ずに計数し，大きさ，全数，活性（元気よさ）を測定するシステムを開発する。

　飼育魚の計測は，超音波・光，水中写真，TV等を利用するシステムが現在

開発研究されつつある。

　超音波・光などを利用する場合は，平行光束によるフォットセンサーアレイ

の活用，または電流を流したループを魚群にくぐらせる方法などにより，計測

部を通過する魚群の数，大きさ，遊泳速度などを計測・記録・解析する装置を

組み立てる。この場合には，連通式網生簑などを考える。

　写真または留Vを利用する二三は，表面に尺度となるものを浮上させておき，

摂餌時に表面浮上する瞬間を写真またはTVにより記録する。影像から体長・

体ゆを読みとり体重との相関式より体：重を推定する。

㈹　定着生物の行動把握システム

　アワビ，ウニなどのような定着性生物の存在位置を長期間にわたって計測，

調査してその行動を把握するためのシステムを開発する。アワビは，夜になる

と岩の下から出て動くといわれるが，夜間の長時間水中観祭するのは非常に困

難で，個体識別も容易でない。そこでこのシステムには超音波，超高感度水中

テレビ及び電磁石による磁場等を利用してアワビの行動を追跡したり，現存量

を把握することができる。

　超音波利周の場合は，夜間だけ活用する方法として図V－3－dに示すよう

に，アワビやウニに，トランスポンダー式発光ダイオード標識をつけ，それを

水中カメラで撮影する方法が考えられる。カメラには超音波発振器をつけ数種

類の信号を出すようにし，それぞれの信号でしか発行しない標識を爾いれば個

体識別は多数個に及ぶであろう。昼夜にわたって計測するには，超音波トラン

スポンダーを爾いる。発振器を2定点に置いて，数種類の信号で応答する超音

波標識をアワビ，ウニにつけて行動を追跡すれば，個体識別も可能であり，刻

々とそれらの位置も計測記録し得る。

　磁場を利用する場含は，磁気探知ユニットを一定の二二で岩礁上あるいは三
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図V一ろ一d　超音波利用してアワビの行動追跡模式図

’二

底に配置する。この間隔は，装置の性能など実験結果によって定める。次に，

磁気探知ユニットにより検知させるために，定着生物に鉄片を付着させる。磁

気探知ユニットは電気的に，速い速度で走査する。このデータは有線，無線に

より陸上に搬送し，コンピューターにより処理，表示させる。この：方法で，複

数個の定着生物の行動を把握できる。

（諭　バイオテレメトリーシステム

　最近，我が国での生物テレメトリーではピンガー式が多く，単尾追跡してそ

の位置情報を得ているに過ぎない。今後は，多数尾を対象としてその位置を知

るにとどまらず，その魚の現在位置での水温・塩分や魚自体の生理生態を知る
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　必要がある。

　　複数尾のバイオテレメトリーでは，トランスポンダー方式として，その信号

　を多数設け，応答側の1つずつに情報をのせる一ようなシステムとする。この際

　の発受信基地は固定するか，また，移動するにしてもごく緩かに動き，全数を

　キャッチできることが前提となる。

　鱒　標識再三計数システム

　　人工種苗放流による二三培養効果判定，生き残りや園遊を明らかにするため

　に，現在は魚介類に外部標識しているが，ヒレを切ったり，ビニール製紐など

　を装着したりしているが，魚体の活性を著しく低下させたり，また，大量の魚

　に三二することが作業の面でもむずかしい。標識の条件としては，装着容易，

　大量装着が可能であり，脱落しない。活性が変らない。発見し易い，食品衛生

　上問題がないことなどが挙げられる。これらを満足する外部標識としては，着

　色，着色物の装着が適していると思われる。着色部位は眼球，口器，二二，着

　色物の装着は頭部などである。

　　また，このほかに，螢光物質による標識計数システムが考えられる。初段階

　としては，無害な螢光発光物質を如何にして不溶性の薄膜に成形し得るか，そ

　して，これを脱落し難い方法で鱒蓋骨に取りつける技術開発が必要である。最

　終二階では，標識個体を人の眼で識別するだけでなく，コンベア運搬中に紫外

　線（または電磁場）を通らせ，その際の発光点を光学系と電子回路で計数させ

　ることになる。

㈲　管理・収獲システム

　海洋牧場内で育った魚介類を他の海域へ逸散するのを如何にして防止し，効率

よく収獲することができるか，その正徳を瀾発する。

（1）生物誘導システム

　　電磁場利用システム；電場・磁場に魚群が感応することを利用しで，大量の

　魚群を誘引または，陰止することによって所望の海域へこれを誘導する技術を

　開発する。

　　現在，磁場の利きについてはほとんど資料がないが，電場の効果は相当わか

　っており，装置が大がかりのために消費電力が大きく，また，電気刺激に対す
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る安全確保が不完全である。しかし，アワビ等葡翻性の貝類を適棲域に囲い込

むことは，電源の問題さえ片づけば比軟的容易に設計し得る。また，遊泳魚群

の魚道を変えたり，進行を阻止したりする電気スクリーンは淡水中では現用さ

れているが，海水中では電力節滅のため，小型大容量蓄電器と瞬間大電流断続

装置とが必要となる。

　光などによる誘導システム；夜間または，光量の少ない海底付近において魚

群の動きを光で抑制したり，集魚したりする管理制御する技術を開発する。

　表中層魚に対しては夜間しか活用し得ない方法であるが，光を魚群誘導のシ

ステムに使うことができる。つまり，魚道に光束または，光膜を走らせると魚

群は停止，Uターンしたり行動を抑圧されたりする。また，沖合を通る魚道か

ら導入したい海域までに，集魚灯を適当な間隔で並べて敷設し，これを点灯し

て数時間後に，沖含から順次消灯していけば，集魚群は段々と沿岸の方へ誘導

され定置網へ入網し，収獲し易くなる。

　音響利用システム；音を利用して魚群を誘引したり，駆逐することにより魚

道を変えたり，魚群を駆集したりする制御技術を開発する。

　魚群の進路を遮断したい場合に，その進行方向と直角に複数個の水中スピー

カーを並べ，それぞれが発音時刻・音圧・周波数等を少しずつズうせて作動す

るように設置する。現在までのところ，スピーカーの耐久性が約1年半である

から常時発音させることをやめ，水平魚探に魚影が映ったときだけスピーカー

アレイが作用するようにする。

　また，音響に馴致させたい場合には，幼稚仔のときから音響に馴致させ，給

餌と音とを関連づけて学習効果を得た魚群に対し，その生活域の拡大に応じて

餌・音を組み合わせシステムを沖出しし，学習効果を図ると同時に生長と収獲

効率の保持を確保する。マダイなどの冬期沖合の深みに移るものについては，

水深の大きな水中にこのシステムを利用することも考える必要があろう。音響

による行動制御と自動給餌によるマダイ幼魚の保護育成模式図を図V－3－e

に示す。

⑳　収獲システム

　魚群の入・出網状況を絶えず看視し，効率よく収獲する技術を開発する。
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　図V－5－e　音響による行動制御と自動給餌によるマダイ幼魚の保護育成穫式図

　　　　　　　（藤谷らによる）

　定置網及びその周辺に指向角の広いスキャニングソナーを設置して，定置網

の周辺，垣網周辺の魚群の行動を観察するとともに，端無及び袋網への入網，

立網状況を観察し，袋網への入網魚群量を推定する。これらの結果はテレメー

タ方式によって陸上基地の事務所へ通報され，効率よく収獲することができる。

㈱　流木利用システム

　流木を利絹して積極的に集魚し，その集魚量を漁船へ通報して効率よく収獲

する技術を開発する。

　流木には，味，匂や水中音を発する装躍をつけて，集魚効果をよくする。集

魚量は刻々電波で漁船へ通報すると同時に環境要因との二連も解析できるよう

観測装置も設置する。

　数か月も有効に作動するように設計し，しかも，なるべく電力消費の少ない

装置とする。標識灯も昼間は消すようにし，水平魚群探知機も機械的な駆動部

分を無くしてすべて，電気的なマイクロ回線に頼る。諸受信も漁船が有効距離

に入り，漁船からの特別指示があるまでは稼動しないように組み立てる。流木

システム模式図を図V－3－fに示す。

既往の成果

　漁場環境の実態を把握する場合，従来は一隻の調査船で長時聞かけて多項目の

調査を行い，この資料をもとに漁場環境の実態とその変動法測について類推して
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図V一ろ一f　流木システム模武図

））

きたが，刻々変化する海洋状態をどの程度の再現性をもっているか問題となって

きている。したがって観察及び計測の手法を開発することが水産技術のなかでは

緊急である。しかし，近年はブイ・ロボ7ト，航空機，人工衛星等リモートセン

シングシステムの導入によって広域的に，また，連続的に観測が行われるように

なり，漁場環境に関する情報が充実してきた。その成果を2，3紹介する。

　①従来海域においての植物プランクトンの分布生態調査は各測定点を設けて

　調査船で実施してきたが，かなりの時間と労力を必要とする。しかし，近年は

　植物プランクトンの相対量を表わすものとして植物色素量を測定する方法で行
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われている。すなわち，航空機に搭載したMSS（MulU　Specttal　Scana

er）により測定対象とする海面から反窮される可視光線と近赤外線，さらに放

射される遠赤外線を航空機の前進に伴って走査しながらとらえるものである。

そこで，このMSSで得られた映像と調査船によって海域で実測された表面より透

明度深さまでの平均のクロロフィルa十フエオ色素量（これを植物色素量と略

す）とについて統計的に処理した結果夢暮常鵬い逆相関関係（，＿＿o．溜）

が認められている。その関係を図V－3－gに示す。これは逆相関であるから

映：像濃度の値が低いほど植物色素量：は多くなる。
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　図V－5－g　G……（5／の琶SS映像濃度と植物色繁量との関係（垂979年魚島）

しかし，細面階では，調査船との共同調査，量的な把握という点でもまだいろ

いろ問題があるが，リモートセンシング手法の有効性は確認されたので，今後，

さらに漁場環境調査，基礎生産調査等の手法の一つとして開発していく必要が
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ある。

②ブイ・ロボットによる毎鼠の塩分連続観測資料と筑後川の醸平均流：量との

関係を詠図V一、一hに示すような結果響得た。

　32
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　　均300
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　　　　日10　　　10　　　10　　　10　　　10　　　10　　10　　10　　10

　　　　月4　 5　 6　 7　8　 9　10　11　12

　　図V一ろ一h　筑後川流量（トン／秒）と水温（。C），塩分（％o）との関係

　　　　　　　　1975年4月1～窪2月51飼（窪9ア峰年　小野）

すなわち，春から夏にかけて流量の変動が大きく境われる季節には，それに対

臨して海域の塩分の変動も大きく現われ，流量が塩分濃度へ及ぼす影響は大き・

い。しかし，秋になってほぼ日平均流量が40トン／秒程度で安定してくると，

塩分はこれとは無関係かのように一定の周期をもって変動する。これは潮汐周

期に対応しているものである。

③　漁業被害をもたらす赤潮の発生磯構はまだ解明されていないが，赤潮発生

の前前現象を把握して漁業者へ通報することによって漁業被害を未然に防ぎ，

また，最少限度にとどめることができる。前躯現象は海域によっても異るが，

一般に次のようなときに赤潮は発生し易い。

　春から夏にかけては高温のために有機物の分解が促進されて底質や懸濁物質

から栄養塩類が溶出したり，また，降雨後に河川水の流木によって海域は富栄
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養化し，加うるに日照りが続いたとき・しかも，赤潮生物が存在していて水温

塩分，光，N，　P・ビタミン類等赤潮生物が急速に増殖するための物理・化学

的条件が備わっているときである。いま，瀬戸内海播磨灘において1968年

6月嫉施し赫潮発生の予測例理図V－3一日、示す。
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それによると，春から夏にかけては海域もかなり富栄養化しており，水温の上

昇期であるにもかかわらず，6月20B以降に水温の横ばい，または，低下現

象さえ見られ，さらに，日間水温の標準偏差も非常に小さい。このようなとき

には赤潮が発生し易いことを経験している。そこで，その時点で赤潮の発生す

ることを予測して関係漁業者へ通報した。漁業者は養殖生管を移動させるなど

の対策をした。事実，6月23顕にはHornellla　sp．の赤潮が発生し，

漁業被害を最少限度にとどめることができた。
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E　用　語　解　説

＊1．九州系統群

　ヒラメの資源についてこれまで九州系統群の呼称はなかった。しかし，産卵期や成長の違いなどの

情報もあり，また対馬海挟は西水域の海洋環境の構造的違いなどが，この奉域のヒラメの生活に反映

していると考えられるので九州系統群を仮談して研究を進めることとする。

＊2．異　体　類

　ヒラメ・カレイ類のような体形をとる魚の分類学上の用語

＊＆　海底段丘構造

　陸棚斜面は日本のような変動帯では，幾つかの段階的構造がみられる。それは気候変化による海水

斜翻の変動が：重要な役割を果しているといわれる。この段階的構造と海洋生物の生態的関係は近年の

新しい視点となっている。

＊4．溺　水　谷

　かつて睦上の谷であった部分が，海水準の上昇により海に没して海谷となったところ

＊5．生活年周期

　成魚になると未成魚と違って性成熟が伴うので，1年のうちで越冬一産卵一索餌と明らかな生理的

要求の異なる時を過し，それぞれの時期に特有の集合・移動を示す。その集りを越冬群・産卵群・索

餌群などと呼ぶ。したがって魚特に回遊性魚類はそれぞれ生活域を変えて移動するのでそれらを園遊

二段階として区別する。一般に索餌群段階で移動がもっとも大きい。

＊6．藻　　　場

　大型海産植物が，かなりの面稜規模で，高密度で生えている場所，三三域にはアマモ場，岩礁域に

はガラモ場がある。

＊z岩礁生態系

　浅海域で岩石からなる海底に形成される海藻，植食動物，肉食動物，菌類，細菌類等の生物群集と

無機環境の総合された物質系。

＊8．環境収容力

　ある環境条件下で特定の種が維持し得る最大個体数，気候，・棲み場の構造・食物供給量等で規定さ

れる。

＊9　遷　　　移

　ある一定場所で，そこに存在する生物群集がつぎつぎに別の群集にかわり，比較的安定な極梱へ向

かって変化すること。
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＊10．極　　　根

　不安定な群集が遷移によって次第に変化し，その地域の環境条件に適し，長期間安定を続ける状態

のときの群集をいう。

＊肩．漸深帯海藻群落

　最低低潮面以深に形成される海藻群落。

＊，2．　偏向遷移

　遷移の正常な進行が，偏向要因としての動物の過度な関与によって中断されたり，1異なった極相に

達する現象。

＊1ろ．表　層　魚

　イワシ，サバ，カツオのように群をつくって海の表爾近くを回遊する魚。底魚に対する語。

＊歪4．地　形　波

　流れの中に底面の起状によって生じる波の大気申では山の風下側に出来るレンズ雲などがその例。

＊窪5．魚　　　道

　水温や塩分を感じて回遊する魚がいるがそのような魚の通る道。

＊　葉　6．　浮遊幼生

　大部分の海の生物は子孫を繁栄させるため発生初期には浮遊して分散をはかる。その時期の幼生。

＊昆流体騨
　流れの中にある物体が流れから受ける力で同じ面積であっても物体の形状によって異なる。

＊18．破　波　帯

　海の波は浅瀬に入ってくると底の影響で波高が大きくなり，遂には破ける。その場舎波打際と破け

波の沖側限界との闘を砕波帯というQ

＊境9　波　浪　流

　波のエネルギーが変換して出来る流れ。砂浜海岸における沿岸流，離岸流などの海浜流や，岩礁域

での徳環流，更に人工的につくる波動流などがある。

＊20．　寓建　岸　堤

　海面侵食防止のため沖合につくる防波堤。離巌堤に保護された水域には砂が堆積しトンボロが発達

する。

＊2唯．突　　　堤

　海岸侵食，即ち砂の移動が海津沿いに起っていることが明らかな場合侵食防止のため海岸線から直

角に出した堤防。

＊22．ミ　　オ（筋）

　河や海で舟の通るような深く掘れた溝。干潟域漁業では入落的にミオを作ることもある。
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＊25．汽　　　水

　海水と淡水とが混つた低塩分の水（濃度範囲は特にない）o

＊24．砕　波　帯

　岸近くで海底地形の影響を受け波が砕ける地点を砕波点と云い，砕波点から岸との闘で砕波が持続

している範囲を砕波帯と云う。

＊25．沿岸砂州

　海岸の汀線からの海底勾配が変化し，砕波点の前後で海底面の砂が集められ盛り上って出来た砂州

を云う。

＊26．漂　　　砂

　風，波，潮流，溝川流などによって海岸に沿って砂が移動する現象を云うQ漂砂には，汀線に平行

に移動する漂砂と汀線に痘角に移動する漂砂がある。

＊2Z　カ　ス　プ

　波，流れによって海岸線を平面的にみると波状の汀線地形が連続してみられる。この汀線形状をも

つ海岸をカスプ海岸と云う。一般にこの波状地形は，カスプの波長が100m～数100mに及ぶもの

と，数m～数10mの波長しか示さないものがある。前者を大規模カスプ，後者を浜カスプと呼んで

いる。

＊28．　ト　ラ　フ

　沿岸砂州の地形の一部を指し，沿岸砂州の摩側に出来る凹音餐を云うQ
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