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企画主旨
世界６位の経済水域を有する我が国では、広大な我が国周辺海域を有効に利用した食料
及びエネルギーの確保が、将来的な食料・エネルギー危機を乗り切るための唯一の手段で
ある。とりわけ海面養殖は、広大な海面と海底、およびその間の空間を有効に利用するこ
とで、水産物の自給率向上の直接的な対策となり得るものである。
しかし、養殖業の現状は、魚価の低迷と採算割れの経営、高齢化、後継者不足などから、
廃業する漁業者が増加している。課題は、安価な種苗、餌の確保、養殖施設に係る費用の
軽減、給餌、取り上げ、網替えなどの養殖作業の省人化・省力化、経営の成り立つ価格で
の販売等にあり、工学的技術の応用によりこれらの課題の多くが解決できる可能性がある。
水産業システム研究分科会では、種苗生産に着目し、これまで担当者個々のノウハウに
依存しがちであった種苗生産工程を見直し、コントロール可能な物理的指標についてはマ
ニュアル化によって、大量かつ安価でしかも安定性の高い種苗生産技術を確立することを
目的とする。
種苗生産技術は、国及び都道府県の研究機関及び栽培センターによって開発された技術
に基づいていることは言うまでもない。また、公的資金による種苗放流を前提としての技
術開発であったため、多少の質的、量的な不安定さによる影響が顕在化することはなかっ
た。これに対して、養殖用種苗は、産業を維持するために必要不可欠であり、安定的かつ
大量にしかも安価に供給することが重要である。
水産業システム研究分科会では、養殖産業の基盤である種苗生産技術に焦点を絞り、中
でも種苗生産における生残率に大きく影響を与えていると言われている水槽内の水流につ
いて取り上げ、安定した生産量を得るための水流の発生方法や流速について検討し、マニ
ュアル化に向けた議論を行う。
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種苗生産水槽における水流制御の重要性
浜崎活幸
（東京海洋大学海洋生物資源学科増殖生態学研究室）
１．はじめに
種苗生産業務に携わったことがある技術者であれば、水槽への通気量の調整に頭を悩ましたこ
とがあるに違いない。それは、通気によって生じる水流が飼育している仔魚や幼生に大きな影響
を及ぼしていると感じているからである。しかし、水流が具体的にどのように仔魚や幼生の行動
に影響を及ぼしているのか、また自分が使っている水槽での適正な通気量はどの程度か、具体的
に把握した事例はきわめて少ない。ここでは、この問題を具体的に考える契機として、主に我々
の研究グループが取り組んできたカンパチとハタ類仔魚、およびズワイガニとケガニ幼生の浮遊
性に関する研究内容の一端を紹介したい。
2．魚類種苗生産における仔稚魚の減耗
魚類種苗生産では、10 日齢頃までの初期減耗が大きく、この要因の把握と防除方法の開発が種
苗生産を成功させる鍵とされる。初期減耗は現象的には浮上死と沈降死に大別され（宮下、2006）
、
この二大現象に飼育水の流動が大きく関わっている。
浮上死とは仔魚が水面の表面張力にトラップされ死亡する現象であり、マハタ仔魚では適正な
通気量（1kL 水槽、エアーストン 1 個、200ml/分）より強くても弱くても浮上死する仔魚数が増
えることが知られている（塩谷ら、2003）。このことは、仔魚が水面張力にトラップされる確率
が、仔魚の移動速度と水面への接触時間・回数に影響を受けていることを示している。
一方、沈降死とは、仔魚が水槽底に沈降し死亡する現象であり、実態は不明確なものの、沈降
した仔魚が水槽底と接触し、外傷や病原菌の侵入により、あるいは大量に沈降することによって
局所的に溶存酸素不足が生じることにより死亡するものと想像されている。いずれにしても、沈
降死現象には、仔魚の浮力（体密度）と飼育水の流動が関わっていることは間違いない。そこで、
カンパチ仔魚の体密度と水槽内における分布状況を調べてみた。カンパチ仔魚はふ化時には中性
浮力を示すが、体密度は 3 日齢以降に直線的に増加し、海水の密度よりもかなり高くなる（照屋
ら、2009）
。ただし、鰾が開腔すると再び中性浮力に近づく。カンパチ仔魚を通気量の異なる 500L
水槽（0.1、0.5、1.0、2.0L/分）で飼育すると、当初は通気量に関わらず水槽内に万遍なく分布す
るが、眼が機能化すると体密度にかかわらず昼間は上層に夜間は下層に分布し、明瞭な分布層の
違いを示すようになる。ただし、通気量が 2.0L/分の水槽では、昼夜による仔魚の分布層の違いは
明瞭ではない。これは、0.1～1.0L/分程度の通気によって生じる飼育水の流動では、仔魚が活動
しなくなる夜間には、中性浮力に近い個体であっても、水槽底に沈降することを示している。飼
育水の流動が強いと、仔魚の沈降は解消されるが、通気による飼育水の攪乱が強くなるにともな
い、仔魚の行動が妨げられ、摂餌率や鰾の開腔率は低下する。鰾は浮力の調整に関わる器官であ
るが、この器官がうまく形成されないと、稚魚期以降に脊椎骨異常などの奇形につながることが
知られている。カンパチ仔魚の鰾の形成過程を飼育実験や組織学的観察によって調べたところ、
仔魚は水面から空気を飲み込むことによって、消化管と気管でつながった鰾に最初のガスを導入
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し、開腔させることが分かった（今井ら、2009）。しかも、この消化管と鰾が気管でつながって
いる時期は開口～5・6 日齢までの 2～3 日間であり、マダイなどの 1 週間程度と比較すると短い
ことも判明した。なお、ハタ類仔魚は浮上死しやすく、開腔行動（水面での空気飲み込み）は自
殺行為となる。ハタ類仔魚では鰾によって浮力を確保する代わりに、背鰭と腹鰭の軌条を伸長さ
せて抵抗を増し、浮力を確保しているのではないかと我々は想像している（平田ら、2009）。ハ
タ類では、未開腔個体が奇形になるのか否かも含め、その開腔現象には不明な点が多い。
以上のように、魚類種苗生産における初期減耗を防ぐには、基本的には、水面での表面張力に
トラップされず、夜間に仔魚が沈降しない程度で、なおかつ仔魚の鰾の開腔行動や摂餌行動を妨
げない程度の飼育水の流動管理を行うことが重要であることが分かる。ただ、これを実現するの
は簡単なことではない。仔魚の形態や体密度および水槽形状などを考慮した数値計算から適正な
飼育水流動を求めることはできないものだろうか。
3．カニ類種苗生産において幼生の浮遊性をいかに確保するか
ズワイガニとケガニの種苗生産を行っていると、飼育幼生は当初は浮遊し、遊泳しているが、
そのうち水槽底に沈降するようになり、大量に死亡する。特にズワイガニの種苗量産は長らく困
難視されてきた。それでは幼生の沈下とは異常な現象なのであろうか。また浮遊性をどのように
確保すればよいのであろうか。
甲殻類では、幼生が光源に向かって移動する正の走性を示す種類が多く知られている。ズワイ
ガニ幼生の走光性を調べてみると、第 1 齢ゾエアは強い正の走光性を示すが、次第に弱くなり、
第 2 齢ゾエアとメガロパではほとんど光に反応しなくなる（小金ら、2007）。また、縦型容器内
では明暗条件に関わらず第 1 齢ゾエアでは上層に分布するが、第 2 齢ゾエア以降は容器底に沈降
するようになる。このように、ズワイガニ幼生が水槽底に沈降するのは正常な生物現象なのであ
る。水深 200m を超える海底でふ化した幼生は正の走光性により表層へ移動して発育し、次第に
沈降しながらメガロパを経て底性生活へ移行することから、せいぜい水深 1～2m 程度の水槽で沈
降するのは当然といえば当然の現象である。
このようなズワイガニ幼生の浮遊性を確保するために、クルマエビの種苗生産で開発された攪
拌機を使い、飼育水を攪拌して飼育してみた。その際、沈降した幼生が細菌感染によって死亡す
るものとの予測から、抗菌剤による薬浴を週に 1 度行った。その結果、飼育水の機械的攪拌によ
って幼生の浮遊率と生残率が改善され、メガロパを 10 万単位で生産することに成功し、ズワイガ
ニの種苗量産の可能性を示した（小金ら、2007；Kogane et al., 2007）。ただし、薬浴による生残
率の改善効果が高く、薬剤に依らない種苗生産方法の改善が求められている。
ズワイガニと同じ問題をかかえていたケガニにおいても幼生の走光性を調べるとともに、飼育
水の機械的攪拌効果を試験してみた。その結果、ケガニ幼生はふ化当初は正の走光性を示すもの
の、その後は負の走性を示すことが分かった。また、飼育水を攪拌したところ、ズワイガニのよ
うには効果は高くなく、むしろ攪乱によって成長阻害が起きていた（那波ら、2008；市川ら、2008）
。
ケガニ幼生は光を嫌うことから光による行動の制御も難しい。ケガニ幼生の浮遊性を確保しなが
ら生残率を改善する方策が求められている。
以上、我々が取り組んでいる研究の一端を紹介したが、これまでは生物の側だけから現象を捉
えていたに過ぎない。種苗生産技術をより一般化・高度化するには、飼育水の流動を具体的に捉
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えながら、それを制御する方法について研究を進める必要があり、種苗生産研究への水産工学研
究者の参加が必須であると考えている。
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八角形水槽における水流の発生事例（ハタ類，カンパチの事例について）
独立行政法人水産総合研究センター志布志栽培漁業センター
照屋和久

生残率（％）

はじめに
魚類の種苗生産過程における減耗時期は魚種に関係なく概ね 3 つの期間に
分けることができる。1 期はふ化直後から内部栄養を吸収し，口が開き外部栄養
へと転換する 3 日齢まで，2 期は摂餌を開始する 3 日齢から 10 日齢まで，3 期
は 10 日齢以降である。1 期の仔魚の主な減耗状況として，沈降死と浮上斃死が
上げられ，またこれまでに具体的な報告事例はないが，物理的な損傷による死
100
亡が大きいものと考えている。第 2 期の
死亡要因については，引き続き第 1 期の
80
1.生理的，物理的要因
(1)沈降死，(2)浮上死亡，(3)物理的死亡
死亡要因も含まれるが，仔魚の摂餌に関
60
わる要因が大きく，特にワムシのサイズ
1
2.不適切な餌料環境
40
と密度，照度よび水温等の不適切な環境
(1)ワムシサイズ，(2)ワムシ密度，(3)照度，
(4)水温，(5)物理的死亡
が要因である。第 3 期については，新鮮
3.急激な換水，栄養不足，共食い等
20
2
海水が飼育環境に大量に流入することに
3
0
よる急激な水質の変化がこの減耗の大き
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
日齢
な要因の 1 つと考えている（図 1）。ここ
図１ 魚類の種苗生産における主な減耗時期と要因
では第 1 期，特に沈降死について，カン
パチとハタ類で行った防止策について紹介する。沈降死とは主に夜間に仔魚が
水槽底に沈降して死亡する現象をいう。マダイ Pagrus major 1) ，クロダイ
Acanthopagrus schlegelii 2)，およびクロマグロ Thunnus orientalis3)などで報告され
ているが，直接的な原因はまだ明らかにされていない。おそらくは仔魚が水槽
の流れの緩やかな箇所に受動的に密集することによって，密集した部分の水質
（溶存酸素）が局所的に悪化し，死亡するものと推測している。
１．クエの事例について
ハタ類のクエの種苗生産でも開口前の仔魚が水槽底に沈下し，大量に死亡す
ることが知られている。４）死亡の度合いは異なるがキジハタやマハタでも沈降
による死亡が確認されている。ハタ類では２日齢から４日齢にかけての沈降死
が顕著である。前述のように沈降死は仔魚の比重が海水の比重より高くなるこ
とによって受動的に水槽底に密集することによって死亡するため，死亡を軽減
するには何らかの方法で水槽全体を攪拌することが肝要である。そこで，クエ
では通常用いている８角形のコンクリート水槽底の縁辺からの通気（直径 25mm
×1.5～2m，ユニホース，大和実業株式会社）による上昇流を用いて飼育水を回
転（1 回転/2～3 分）させた（図２）。水槽底面からの通気量は微流速計（UC304，
離合社）によって測定しながら，水槽中央の水深 0.1～1.2m における流速がふ化
から開口までは 5～8cm/秒，開口以降は 2.9cm/秒以下になるように調整した。そ
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の結果，従来の方法では６日齢までの生残が 40%前後であったものの，通気方
法の改善によって 60%以上まで生残率が向上した。
２．カンパチの事例について
カンパチ種苗生産における大きな問題は，ふ化から 6 日齢前後，6 日齢から
15 日齢前後，および 20 日齢以降に起きる３つの大きな減耗である。６日齢前後
の減耗の主な要因は沈降死であり，カンパチの生
産を安定させる上で沈降死を軽減させることは極
めて重要である。カンパチの沈降は上記クエと同
様に比重増によるものである。5)仔魚の沈降死に対
する当面の対処方法としては，クエ同様に通気に
よって飼育水の上昇流を形成し，沈降した仔魚を
分散させることと，さらに鰾に空気を高率に取り
込ませることが重要である。そこでカンパチでも
クエと同様通常用いている８角形のコンクリート
水槽底の縁辺からの通気によって上昇流を用いて
図２ 水槽内に通気によって流れを
飼育水を回転させた。またカンパチではふ化直前
作るイメージ図
にも水槽底へ卵が沈降し，ふ化率が著しく低下す
る問題もあるため，ふ化直前の流速も重要である。ふ化直前の流速を 5～8cm/
秒，ふ化完了後は 3cm/秒程度として２日齢以降は 6cm/秒になるように調整した。
その結果，当初の６日齢までの生残率は 30％前後であったが，流速を適正化す
ることによって，6 日齢までの生残率は 70％前後，6 日齢～15 日齢まで 50%，25
日齢の時点でも 20～30%近い生残が見込まれるようになった。
1) Kitajima, C., Y. Yamane, S. Matsui, Y. Kihara and M. Furuichi (1993) Ontogenetic
change in buoyancy in the early stage of red sea bream. Nippon Suisan Gakkaishi,
59, 209-216.
2) 北島 力・山根康幸・松井誠一（1994）クロダイ仔稚魚の発育に伴う比重の
変化．日水誌，60，755-762．
3) Tanaka,Y.,K.Kumon,A.Nishi,T.Eba,H.Nikaido,and S.Shiozawa(2009) Status of the
sinking of hatchery-reared larval pacific bluefin tuna on the bottom of the mass
culture tank with defferent aeration design.Aquaculture Sci.57(4),587-593.
4) 桑田 博（1994）クエの種苗生産．水産の研究，73，99-105．
5) 照屋和久・浜崎活幸・橋本博・片山俊之・平田喜郎・鶴岡廣哉・林知宏・虫
明敬一(2008) カンパチ仔魚の成長に伴う体密度と水槽内鉛直分布の変化，
日水誌，75(1)，54-63.
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種苗生産における水流の発生方法と生産事例の紹介
ⅱ

四角形水槽における水流発生事例 (キジハタの事例について)
独立行政法人 水産総合研究センター
養殖研究所 栽培技術開発センター 岩崎隆志
本部
高野正嗣
志布志栽培漁業センター
照屋和久

はじめに
玉野栽培漁業センターにおけるキジハタ Epinephelus akaara の種苗生産技
術開発は 1979 年から始まり，1989 年に 40 万尾の量産に成功したが，その後の
生産量は不安定で低迷していた。キジハタなどハタ類種苗生産において，10 日
齢までの飼育初期の激しい減耗が，生産を低迷・不安定にする最大の要因であ
る。その原因として不適切な餌料環境 (餌料生物のサイズ・密度，照度，水温
など) に起因する初期摂餌の失敗による減耗や飼育水表面への浮上死および水
槽底面への沈降死が上げられる。今回，主に沈降死亡防除を目的として，通気
による水流作りに関する試験を行い，その結果について考察を行った。
材料と方法
試験には玉野栽培漁業センターで養成しているキジハタ親魚から平成 17 年 6
月 23 日および 7 月 11 日に自然産卵によって得られた受精卵を用いて，計 2 回
飼育試験を行った。採卵した受精卵は 60kl 角型コンクリート水槽 (6m×6m×
約 1.8m) 3 基に 1 回目は約 25 万粒ずつ，2 回目は約 35 万粒ずつ直接収容し，
水槽内でふ化させた。
通気は水槽の 4 隅に通気管 (ユニホース，株式会社ユニホース製，外径 26mm
×長さ 1.5m) を設置し (図 1)，通気管 1 本当たりの通気量をそれぞれ，0.25l/
分，0.50l/分および 1.50l/分とする試験区を設定した。
仔魚の水槽内の分布および生残尾数の推定には，上端にボールバルブを取り
付けたφ50mm の塩ビパイプに，下端から 60cm おきに 180cm までのところに
印をつけたものを用いて，柱状サンプリングを行い容量法で算出した。サンプ
リング箇所は 9 地点 (図 2) のそれぞれ上層 (水面から 60cm)，中層 (水面から
120cm)，底層 (水面から 180cm) の 3 層について，計 27 地点のサンプリングを
行った。
また，3 日齢 (開口日) と 4 日齢の 9 時および 14 時には，全長測定とワムシ摂
餌数の計測を行った。
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結果と考察
第 1 回目通気量別飼育試験
0.25l/分区は加温設備の故障により，試験開始後まもなく仔魚が全滅したため，
結果のデータから削除した。キジハタ卵および仔魚の水槽内鉛直分布状況につ
いて (図 3)，0.50l/分区では受精卵収容から 1 日齢の 10:00 にかけて，水槽底層
に分布する仔魚の割合が増加した。1.50l/分区では受精卵収容から 0 日齢 15:00
にかけてやや仔魚が底層に分布する傾向が認められたが，ほぼ均一に仔魚が水
槽内に分布していた。その後，3 日齢に仔魚の眼が黒化し，開口すると両区とも
仔魚が水槽上層に分布する割合が増え，底層への仔魚の分布割合は減少し，10%
程度となった。このことから，キジハタ仔魚の水槽底への沈降は主に受精卵収
容から 3 日齢までの間に起りやすく，目の黒化や開口などの仔魚の発育に伴い，
上層付近に分布するようになるものと推察された。
生残については，図 4 に示す。仔魚が水槽底に沈降した後の 3 日齢での 0.50l/
分区と 1.50l/分区の推定生残率はそれぞれ 57.7%と 37.0%であったが，死亡状況
に有意な差は認められなかった。また，3 日齢および 4 日齢の全長および平均摂
餌数についても図 5, 6 に示すが，3 日齢の 9:00 の摂餌数にのみ差は認められた
が，その他については明瞭な差は認められなかった。
第 2 回目通気量別飼育試験
キジハタ卵および仔魚の水槽内鉛直分布状況について図 7 に示した。受精卵
の収容からふ化日 (0 日齢) の日中までは各試験区とも，水槽内の各水深に一様
に分布していた。しかし，1 日齢の 10:00 において 0.25l/分区では，約 7 割以上
の仔魚が底層に分布した。その後は各区とも第 1 回目試験と同様に 3 日齢以降
は仔魚が飼育水上層に分布するようになり，以降，仔魚の分布の傾向に大きな
変化は認められなかった。
また，仔魚の生残については，3 日齢において 0.25l/分区 (推定生残率 32.2%)
では，0.50l/分区 (同 100%) および 1.50l/分区 (同 100%) と比較して有意に仔
魚が死亡する状況が観察された。0.25l/分区においては，1 日齢の 10:00 に仔魚
が底層に分布していたことから，1 日齢から 3 日齢にかけて仔魚が沈降し，死亡
した可能性が考えられる。
仔魚の成長および摂餌状況については，0.25l/分区と 0.50l/分区および 0.25l/
分区と 1.50l/分区では多少の差は認められたが，0.50l/分区および 1.50l/分区で
は明瞭な差は認められず，1.50l/分区が 0.25l/分区に比べて劣ることはなかった。
2 回の飼育試験の結果から，受精卵から 3 日齢までは 0.25l/分区の様に通気量
が少ないと水槽内の水を上手く攪拌できないため，仔魚が底層に分布しやすく，
7

結果として沈降死亡を引き起こす可能性が考えられた。一方，1.50l/分区では受
精卵収容から 3 日齢まで仔魚が水槽内の各水深にほぼ均一に分布する様子が観
察されたことから，通気により上手く水槽内の水が攪拌され仔魚の沈降を防除
できたものと考えられる。また，強通気やそれに伴う強い流速環境は，仔魚に
とって物理的な障壁となることや，仔魚の初回摂餌を妨げる要因となることが
懸念されるが，今回の試験においては 1.50l/分区でも仔魚は初回摂餌を行い，成
長および生残をしていたことから，今回飼育試験を行った水槽においては 1.50l/
分区程度の通気量ではキジハタ仔魚の初期飼育に大きな悪影響は与えないもの
と考えられる。以上のことより，現在，玉野栽培漁業センターではキジハタの
飼育を 1.50l/分区と同じ通気方法で飼育を行い，近年，毎年安定的に 20-30 万尾
(生残率 10-20%程度) の量産を行うことが可能となっている (図 11)。
今後の課題として，今回の飼育試験では 1.50l/分以上の通気量については飼育
試験を行っていないため，それ以上の強通気がキジハタ仔魚に及ぼす影響につ
いては不明であり，このことについて調査を行う必要がある。また，沈降死亡
についても，経験として仔魚が水槽底に沈降すると減耗につながることは分か
っているが沈降して死亡する直接的な原因は未だ分かっていないため，このこ
とについても仔魚の生理・生態なども考慮に入れながら，より詳細に調査して
いく必要がある。さらに，今回の飼育試験では水槽内の流速環境については測
定を行わなかったため，今後は水槽内流速環境についても測定し，正確に把握
することで，その情報と仔魚の水槽内分布状況等を合わせて考察することで，
適正な飼育環境について把握していく必要がある。
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※全長および摂餌数に関する
統計処理は各日齢・時刻ごとに
行った。
異なるアルファベットは有意差
あり (P<0.05)
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種苗生産水槽内の水流の測定事例
八角形水槽の事例
水産工学研究所

水産業システム研究センター

養殖工学タスクグループ

高木儀昌・大村智宏

１．はじめに
マグロ種苗生産において、ふ化後４日あるいは５日に生残率が大きく低下する現
象があり、水槽内に発生する下降流が原因とされ、原因究明と生残率低下の防止方
法を検討するため、水槽内の流況の測定を行った。
本調査は、空気量や水量など人為的に精度良くコントロールできる物理量につい
ては、勘や経験で設定するのではなく、空気量などの条件を固定した中で種苗生産
を実施した結果から閾値を確定する中で、設定すべきとの主旨から開始された。
本報告は八角形水槽において、エアーホースから吐出される空気量に対して発生
した水槽内の流況の測定結果を示し、空気量と流速値の関係を検討する。
２．場所と期間
平成２１年３月２３日から２７日に、奄美栽培漁業センターにおいて実施した。
３．使用水槽
一辺の長さ２.２９ｍ、直径５.５４ｍの正八角形（４０ｔ）水槽を水深１.５７ｍ
で使用した。
４．試験内容
水槽内に配置するエアーホースの本数、エアーホースの長さ、吐出させる空気量
を変化させ、水槽の４分の一の範囲の１６カ所、水深方向４点（１０㎝、５０㎝、
１００㎝、１５０㎝）を３次元流速計により、流速を測定した。
流速は、各地点で０.５秒間隔で１分間の計測を行い、ｘ、ｙ、ｚ方向の流速を
１分間の平均値として求めた。
１）エアーホースの本数：４本、８本
２）長さ：８０㎝、４０㎝
３）空気量：２ L/Min、５ L/Min、１４ L/Min
５．結果
１）水槽内に形成される流れは図１に示したように、水槽中心部に形成される直径
２ｍ程度の緩やかな水域とその外側に形成されるドーナツ状の水域で大きく異な
り、 内部水域は流速が遅く緩やかであるのに対して、外部水域は場所による変化
が大きい水域であった。
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２）空気量の変化に対して、測定された水槽内の最大流速を比較した結果、エアーホー
スの本数による流速の違いはあるものの、空気量に比例することが判った。層別に見
た場合には、流速値は深くなるにしたがって小さくなるものの、空気量との相関があ
り、空気量を変化させることで、制御ができることが判った。（図２）
３）エアーホースの数は、八角形水槽の場合は、８本が望ましく、水槽内に流れの淀み
が少ないことが推察された。（図３、図４）
６．今後の課題
１）八角形水槽に８本のエアーホースを用いて発生する流況において、水槽中心部とそ
の外側の水域の生残率への影響を明らかにし、水槽全体を有効に利用できるエアーホ
ースの長さの決定する。
２）水槽内の平均流速と生残率との関係を把握し、空気量の閾値を決定する。

図１

８本のエアーホースによって形成された２つの水域
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総合討論（敬称略）
総合討論司会
水産工学研究所水産業システム研究センター
養殖工学タスクグループ
高木儀昌
司会者（高木）が、最初に事務連絡、企画の経緯、総合討論で期待する内容を説明してから、
総合討論を開始した。話題提供者である浜崎、照屋、岩崎、高木が話題提供した内容に関する
質問、意見について再度確認したが、個別の話題提供に関する質問、意見はなかった。そこで、
種苗生産水槽における水流の有無、水流の発生方法に関して、意見交換を行った。主な内容は
以下のとおりである。
山本（水産総合センター屋島栽培漁業センター）
閉鎖循環システムにほぼ類似した形で、陸上での種苗生産をしています。様々な情報を収集
していますが、今回の議論で、水を回すことが非常に大きなポイントだと思いました。ただし、
今回はエアレーションを使って水を回すことが主体の議論ですが、エアレーションで回さない
方法も選択肢にあると思います。
エアーを使う長所は非常に簡単であることです。今までの経験則から、これぐらいにすれば、
これくらいのもので、これぐらいの種苗生産ができるという目処がたてられます。照屋さん、
岩崎さんが数値的に押さえています。
しかし、先ほどの議論の中でエアレーションというものは、一般に種苗生産施設では全施設
の中で１カ所にブロワーが設置されており、どこかでエアーを出したら、どこかのエアーが変
化するといったように、非常にリスクが高いものです。また、仔魚が浮き上がってしまう欠点
があります。流速というのは、高木さんのデータをみると、かなりばらつきがある、というと
ころがあります。
もう一つは、水槽の形状によって、エアーで水を回す方法がかなり違ってきます。逆に言う
と、エアーを出す場合、微妙なコントロールが必要になります。それと気泡のサイズと発生器
の質ですが、同じ質のものを使っていても、例えば種苗生産をしているとだんだんと詰まって
きて、泡が「ぼこぼこ」になり、非常に変化します。そういうことを考えると、「果たしてエ
アレーションで水を回すことがいいのか？」という疑問がわいてきます。
旧日本栽培漁業協会では、これまでエアレーションを使って水を回して種苗生産してきた経
緯がありますが、最近の閉鎖循環の外国の事例では、エアーを使って水を回していません。ポ
ンプで水を回す循環では、一番良い水槽の形状は八角形と言われています。これが全てを均一
に回すことができる形状だという情報もあり、もう一度、種苗生産の段階でエアーを用いてや
るのか、あるいは、注水方法の改良によって水を動かす方法でやった方がいいのか、情報整理
をした方がいいのではないかと思っています。
エアレーションは酸素の供給というところが、大きなポイントです。現状では閉鎖循環でも、
我々の所だとエアレーションを使っていますが、実はそれをやめたいと思っています。という
のは、酸素供給のコントロールができない点にあります。酸素供給は、外国だと酸素の単価が
安いこともありますが、液体酸素、あるいはボンベで供給すると、ある意味すべてをコントロ
ールできます。そういう形のシステムにしていくのか、それとも、今までの経験則のなかでや
ってきたシステムでさらにやっていくのが良いのか、原点に立ち返るべきでないかと思ってい
ます。
今回の議論はある意味、問題提起を引き出したという点で、非常に私は評価しています。そ
の話を議論する場が今回の会議だったと思っています。今までの方法論を完全に否定すること
になるかもしれないが、そこに立ち返ってみることも、今後の方向性になるのではないかと私
は思っています。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
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それは、後の議論で、水槽の形状のところで議論しようかと思っています。ただし、私が思
っていることだけを少しだけお話しさせて頂くと、壁に魚があたるということをどう回避する
か？ 水槽の表面と底面については、今回お話があったんですが、壁にも相当数衝突すること
があるのではないかと思います。
奄美栽培漁業センターで、長方形の水槽の中で実験をいろいろしましたが、その中で感じた
ことは、エアーが壁を覆っていることが壁に衝突させないという意味で相当効果があり、同時
にそれは上昇流を作るという点です。ポンプで水を回すだけではなかなか上昇させることはで
きず、上昇させるためには、壁に流れを当てるということになる。当てないと上昇する方向に
転換できないから仔魚は死んでしまう。そういう意味では、エアーは仔魚にとって優しいので
はないか、エアーは止められないのではないか、と感じたことが一つあります。
もう一つは、アンケートの中にもありましたが、円形とか四角形の水槽は既存の施設であり、
それを他の水槽に作り替えるといっても、予算もない状況では、今ある装置、施設をいかにう
まく使うかということが重要になります。今、山本さんが言われたように、全く新しいことを
出されても、そんなのは意味がない、と言ったご意見も頂いたところです。
でも、それでは先に進みませんが、現状ノルマを抱えて事業を実施している現場が、全く新
しいことに挑戦するのはそれなりの抵抗があるかと思います。そういう意味で、徐々に変えて
いく中で、少しずつ良くするという方向があるのではと感じています。照屋さんが取り組んで
いる方法は、成功へ続く一つの方向性であると思って、今回は取り上げさせて戴きました。こ
のご提案については、後で意見交換が図れればと思います。
照屋（水産総合研究センター志布志栽培漁業センター）
今日議論しているのは、魚が水槽底部に沈むことで死ぬ。これを何らかの方法で攪拌して浮
かして生残率を高める。そのために、手っ取り早いのは通気です。ですから、それさえ回避で
きるのであれば、どのような方法でも良いと思っています。今は取りあえずエアレーションで
水を回す以外に方法がないわけですが、エアーは浜崎さんの通気量の実験でも確認されている
ように、通気量が多すぎると水面に仔魚を浮上させてしまい、表面張力で水面にトラップされ
てしまったり、鰾に空気を取り込む開腔行動に支障がでるなどの悪影響があります。この点は、
種苗生産している皆さんは認識しておかなければいけない点です。できるだけ通気量を減らす
中で、水槽の水をうまく流す方法、言い換えれば如何に効果的な流れをつくるかが重要です。
山本（水産総合センター屋島栽培漁業センター）
ハタ類を考えると、卵が孵化して２、３日のステージと、さらに次ぎのステージがあります。
ステージによって明らかに性質が違います。それを一つの水槽でまかなうことで、いろいろな
問題が発生すると思います。例えば、これはやったことはありませんが、沈降死するというこ
とであれば、つるつるの形状のボールみたいなものを浮かし、その中でうまく撹拌させて、そ
の後、そのステージが終わったときにひっくり返す。そういった工夫で、今ある形状の水槽を
うまく利用できる可能性が残されていると思います。それぞれの発育ステージにあったやり方
で行うことが、新しい方向性になるのではと個人的に思っています。確かに、エアーがやっか
いであることは、我々の経験則で理解しています。

高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
それでは、次の議論に進ませていただきます。アンケート結果の説明をします。アンケート
を１００通ほど関係機関に送付しました。その内４５通ほど回答を得ました。これからの議論
のために、ここでは概要だけを説明させていただきます。
去年、私たちは工学と生物の連携の場として、種苗生産の場を選んで議論させていただきま
した。そのなかで、我々に何ができるのか、何をしたらいいのか探ろうとしました。ただ、去
年の場合は、話題提供を多くしたために、総合討論の時間が取れませんでした。そこで、今日
は余裕を持った時間設定にしました。お手元の資料には、そのなかで今日の話題に関連したエ
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キス的なものが書かれていると思ってください。
水槽の形状については、角形、円形、多角形、その他で分類しました。角形は、正方形、長
方形で、３×３、５×５、７×７、８.５×８.５ｍの大きさで、約１０トン、２０トン、５０
トンの容量になる縦横比になっていて、水深で水量を調整しています。
形状は正方形で、一辺の長さが３×３ｍとか、１０×１０ｍなどのものが多くありました。
いろいろな寸法の水槽があるので、
「など」と標記しました。長方形も同じように、５×６、７
×９ｍなど。これも中の水量を何十トンとするために、このような寸法にしているのだろうと
思います。水深１．８とか、１．７とか、そういうような書き方をされているところがあって、
水量に基づいて寸法を決めていると思いました。円形水槽でも、直径３ｍ、５ｍ、６ｍ、５ｍ、
７ｍと、これもおよそ所定の水量になるように使われています。八角形の水槽は、一辺の長さ
が２.８ｍ、３.８ｍで書かれているときと、また、直径５ｍと書いてあるものがあって、これ
はやはり水槽の水量（トン数）とか、使いやすさの中で決められていると思いました。水槽の
形状、大きさについては多種多様の水槽があります。
水流の発生方法については、「正方形と長方形では水槽の四隅にエアーホースを配置して水
を回します。」という回答が多く、エアーストーンを多数配置するというのもありました。その
他の方法としては、エアーホースと注水を組み合わせて、ある場所ではエアーで、ある場所か
らは注水を組み合わせて水を回す方法もありました。また、注水のみを行い、パイプの向きに
ついては反時計回りでも時計回りでも良いのですが、二カ所から水を出して水を回すという例
もありました。また、水槽の４隅にエアーホースを配置するという例もありました。水だけで
という場合（奄美栽培漁業センター）もありました。
水流と生残率の関係については、マダイの生産では、換水率やエアーの量など詳細に書かれ
た報告もありました。しかし、最後に「ただし、生残率と水流の関係はないと思います」と所
感が書かれています。その所感は、全部に書かれているわけではありませんが、その所感と、
エアーストーンとか、エアーホースの配置の仕方から、あまり流れをきちんと起こすような配
置になってないとか、統一的でもない魚種は、水流の影響が少ない魚種としました。
今日も話題提供にもなりましたマダイ、ヒラメとかは水流に関係がないというご意見が非常
に多くありました。その中で「あまり影響ありません」、ついでに「あまりこういう会議をす
る意味が理解できません」という、
「あまり研究にならないのでは」という意見もずいぶん頂き
ました。流量、空気量を測定する部分では「目で見ればわかるから」という話が多く、「そこ
まではしなくていいのでは」という意見も結構目立っていました。大雑把に私が読んだ感じで
は、マダイからアユについてはあまり気を遣ってないと感じました。
二番目はクロマグロ、ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マハタ、クエは、流れを気にしているよ
うで、「細かくこういうふうに調整しています」
「測っています」と流れを気にした報告があり
ました。特に、カンパチやクロマグロの種苗生産では相当気を遣っているように思いました。
三番目として、魚種は書いてありましたが、水流との関係について、何も書かれていなかっ
たものついては、不明な魚種とさせて頂きました。アンケートの結果は以上です。
こういう魚種の中で、クロマグロ、ブリ、カンパチ、クエ、マハタ、ヤイトハタは、皆さん
一生懸命やられている魚種ですので、水流の影響について、調査をすることは意味があると思
ってます。現実に種苗生産をしているのであれば調査可能ですが、終了してしまった場合には、
調査をすることは大変困難です。したがって、実際に生産が実施されている魚種について、調
査していくこと以外に手段がありません。
空気量や流量の調整については、空気量を測定している例は甚だ少なく、バルブ、エアコッ
ク等で調整し、その調整の目安は泡の分散状況で判断しています。測定されている場合は、フ
ロート式の流量計を用いています。古橋機器製が一番多く使われていました。また、空気量の
調整は、手動でバルブを調整しています。私も調整しましたが、なかなか難しく、すぐ１リッ
トルぐらいは変わるのではないかと思います。照屋さんが作っている水槽は、かなり細かく調
整できるようになっていますが、一般的にはそうはなっていないと思います。施設を見させて
頂けば、空気量には気を遣って水槽を作っているかどうかが分かると思います。
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流速を測定している例は、ほとんどありませんでした。具体的に、今日お見せしたような流
速計を使って測っているのは照屋さんぐらいではないかと思います。ピンポン玉が水槽を一周
する時間とか、濃縮クロレラの動きでどれくらい、という目安をもっている方がほとんどで、
計っている例のなかでも、数値として、何 cm/s と記述してあるものはありませんでした。
アンケート結果についても、書かれた方がこの場に参加されていて、これ以外に書いたんだ
けどというような方や、御意見や御質問がありましたら受けたいと思います。このアンケート
結果から、生産現場の現状はだいたい判るのではないかと思います。
虫明（水産総合研究センター養殖研究所）
水槽の形状ですが、私の感覚として、正方形は比較的最近かもしれないが、角形で長方形は
この中で比べると、比較的昔に作られた水槽で、円形、多角形は比較的最近施設整備されたの
ではと思います。アンケートでいつ頃作られた水槽かという項目は作らなかったですか？
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
アンケートでは聞いていません。円形も私が学生の時、３０年ぐらい前に視察に行ったので
すが、結構あったと記憶しています。円形をよく作ったなと思いました。 結構お金が掛かっ
たのではないかと思います。
虫明（水産総合研究センター養殖研究所）
コンクリート製ですか？
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
コンクリート製です。
山本（水産総合研究センター屋島栽培漁業センター）
水深はどの程度ですか？
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
書いてある方はありました。「これで１０トンで使っています」とか、「２０トンです」と
いう表現です。３×３m は、水深を１.１～１.２ｍにすると１０トンになる、というところで
みれば水深は想定されます。５×５m は２ｍで使って５０トンで調整されて使われています。
ここでは寸法だけ、縦横の関係だけを出させて頂きました。水深方向は照屋さんの質問の時に
も言いましたが、ある程度調整できると思います。
山本（水産総合研究センター屋島栽培漁業センター）
水の回りが水深によって変わると思いますが、アンケートでは聞いていますか。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
細かい話ですが、実は、先ほど山本さんが言われたように、水で回すと水槽の角が直角のま
まと、面取りしてあるかの違いにより、水の抵抗や回しやすさはずいぶん違うと思います。そ
ういう所が、ほんとに水だけで回すとなると、平面も断面も八角形として水の動きをなめらか
にすることが必要になってくるという気がしています。そこまでは整理するのが大変だと思っ
て聞いていません。これに対してどうですか。こんな感じで、うちでは違うとかありますか？
照屋（水産総合研究センター志布志栽培漁業センター）
私が流速を測ったのは、水深や形状とか、いろいろな通気量が同じでも流れが違ってくるの
で、そのため、流速を測ることで一般化できるかもしれないと思い、流速を測るようにしまし
た。ある一定の流速だと、クエ、キジハタ、カンパチ、どんな形状でも溜まりやすい所に、３
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cm/s の流れがあれば良いと思い測り始めました。簡易的に例えばピンポン玉でも何でも、釣
りの浮きでもいいが、測ることができれば、高価な流速計を買わなくても実用上問題ないと思
い、そう言う発想で始めました。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
私もピンポン玉でいいと思いますが、例えば、
「ピンポン玉は一周が８分でした」だけでは情
報としては不足していると思います。水槽の大きさや水量でゆっくり回る所と速く回る所があ
り、八角形水槽の場合には空気流量リッター／分で吐出させて、６０トンの水槽では、
「ここの
場所で測ったら２分です」とかというようなところまで規定する必要があると思います。基礎
となる数値を、きちんと測った例があって、それを目安として常にチェックできればそれで良
いはずです。ただ、実際に最初に測った例がほとんどなかったので、ピンポン玉の目安はどの
ようにしているのかと思った次第です。それでは、この部分は良いでしょうか。
＊ここで、参加された県の方々に、参加された目的と流れや流速についての考え方を鹿児島
県から順に聞いた。意見の主なものを以下に示した。
外園（鹿児島県水産技術開発センター）
先ほど話がありました流速は気にしていますが、簡単なフロートなりでも、簡単な物で測れ
れば非常に良いと思います。今年度も、照屋さんからフロートを頂いて水槽に流してみました
が、場所によって全然速さが違い、なかなかどこの部分を目安にして良いか分からなかったの
で、そういった知見をたくさん集めて、示して頂けたら参考になります。
寺山（宮崎県水産試験場）
宮崎県では、沿岸漁業が非常に苦しい状況で、トラフグから始まって、トラフグが捕れなく
なってマダイ、マダイが捕れなくなったら、最近はイギスの種苗生産をしています。イギスと
いうのはハタ類の一種です。沿岸に種苗を放流し、栽培漁業が沿岸漁業者の所得増につながる
種苗生産を行っています。ハタ類の栽培では、どうも流れが関係していると言われており、流
速の話も水流の話も重要ではないかと思っています。しかし、カワハギについは、エアレーシ
ョンの影響があまり良くないということから、当県では、エアレーションを極力抑えた状態で、
流れのない止水の状況でやっています。
白樫（大分県農林水産研究センター水産試験場）
マハタの種苗生産を行っています。マハタですとエアーの強さにある意味神経を遣うことが
あります。当水試は増養殖研上浦庁舎の隣にありますが、上浦のように水槽の流れについては
流速計を持っていないので数値化できていません。何かしら次の人に引き継ぐ時の指標を作ら
なければならないと思って、浮きを浮かべて一周から三周程度流して平均値を出そうと思って
いました。浮きを浮かべるにあたって、浮きの大きさ等で計測結果が変わるのか、少なくとも
同じ浮きを使わないといけないとか、アドバイスを頂きたいと思っています。また、浮きだと
上層しか見えませんが、下層とか中層の流れを見たいのですが、どうしたら良いのでしょうか。
アンケート結果にクロレラとありますが、私たちもクロレラを底の方までホースを伸ばして出
して回しましたが、４、５回やると緑になって見えなくなってしまいました。何か混ざらない
もので、比重がそこそこあって、あまり浮かずに液体なり固体でも良いんですが、利用できる
良いものはないのでしょうか。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
1 回正確な流速を測った方が良いと思います。水産総合研究センター増養殖研究所上浦庁舎
にありますから。測り方は私たちも上浦に行くこともあるので、機会をみて教えますのでやっ
てみて頂ければと思います。基本となるものを測って頂いて、それがピンポン玉だとどれくら
いという目安を作ることが一番良いと思います。
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白樫（大分県農林水産研究センター水産試験場）
現場に行ったときに、簡単に測る方法があれば。1 回測ればそれですむ話かもしれないので、
手軽な方法があればと思っていました。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
手軽な方法があればお教えしたいが、まだできていません。
藤田（愛媛県農林水産研究所水産研究センター）
当センターでは、マハタとクエとセンター以外の機関でキジハタの三魚種を生産しています。
使っている生産水槽は、アマダイでも使っている円形の水槽を使っています。円形水槽の場合、
エアブロックを水槽壁面に配置しても、エアーによって作られた流れが長方形とは異なり、分
散してしまうので、一定方向の流れを作るのが大変です。そのような状況でクエは沈降死して
しまいます。円形水槽で流れを作る方法について、また、流れの大きさの基準のようなものを
示して頂きたいです。
水戸（岡山県水産試験場・栽培漁業センター）
キジハタの種苗生産をしていますが、施設が古いので、同じ水量でも思ったような流れにな
っていません。一度は流れを測っておくべきだと思いますが、なかなかマンパワーや時間を考
えるとゆっくり調べる時間が無いのが現状です。職人的な技ではなく、マニュアル化したいの
ですが、現状では難しい状況にあります。キジハタで使っている水槽は長方形ですが、真ん中
に隔壁がある水槽なので、そのような形状の水槽についても流れを今後調べてい頂けたらと思
います。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
どのような水槽ですか。
水戸（岡山県水産試験場・栽培漁業センター）
長方形の水槽で、角が面取りしてあります。厳密に言うと八角形になっていて、長辺が長く
て、どうしても滞留ができやすい部分があるのでその辺を調べてみたいと思っています。
松田（鳥取県水産試験場）
昨年からキジハタの種苗生産を始めました。水槽は７×７ｍ、水深は２ｍです。キジハタを
育てていると、毎日、水槽や仔魚の様子等を見ます。５～８日齢ぐらいまでは、夜はやけに沈
むような感じがします。毎日死ぬような感じがします。そういう日は毎日夜の １２時位まで
仔魚の数をはかりながらエアーで水流の調整をしています。とても大変な思いをしているので、
何か良い調整方法があればと思ってきました。
今日のアンケート結果で気になったのは、水流の発生方法の中で、注水のパイプを反時計回
りと書いてあります。多くの方が、反時計回りの水流を作っておられます。私も反時計回りで
水流を作っています。キジハタとアユの種苗生産では、水槽の流れを反時計回りとしています。
見学者から、なぜこのような向きにしてるのかという質問を多く受けます。水流の向きに意味
があるのでしょうか、教えてください。
照屋（水産総合研究センター志布志栽培漁業センター）
その点については、特に意味がないと思います。どちらでも良いと思います。現に私たちの
水槽ではどちらもあります。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
本当にどちらでも変わらないですか？
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照屋（水産総合研究センター志布志栽培漁業センター）
どちらでも変わらないと思います。先ほどの５～６日齢が沈降死する対策としては、キジハ
タの場合は２４時間照明が効果があるので、２４時間照明してみては如何でしょうか。その沈
降の時期だけでも、乗り越えられるかもしれません。
堀（島根県水産技術センター）
水工研の方に大事だと教えていただいたエアレーションで流れを調整しているが、少しエア
ーを出すとすごく速くなってしまったりしてなかなかうまくいきません。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
調整できるようになってないのでは？ ちょっとした原因でエアーが出ないことがあります。
施設の不備だともっと大変です。ゴムのパッキン部分であったりするかもしれません。バルブ
のところの調整ができるようなバルブにしないといけないし、僅かな量を出そうとすると、そ
こである程度正確に流量を測定しないと調整できないと思います。そこが一番の基本部分です。
小さい水槽だとコントロールが難しいという経験はあります。
堀（島根県水産技術センター）
他の水槽で使うと量が変わます。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
それはそうです。小さいブロワーだと費用は掛からないから、小さい水槽では個々につけて
おいた方が良いと思います。全体から切り離した格好で個々にブロアーを用意してやらないと、
他の要因でエアーが止まるなどの影響で仔魚を死亡させてしまうようなことになってしまう。
それは非常に重要なことではないかと思っています。栽培センター全体を変えるというわけに
はなかなかできないので、部分的にでもできるようにしていくべきと思います。
辻（三重県水産研究所尾鷲水産研究室）
クエ・マハタの種苗生産をしています。今回参加させていただいたのは、三重県として、少
しでも経験豊富な皆さんのお話を聞いて、参考にしたいと思い来ました。常日頃から、上司に
いつまでたっても経験と勘に頼っているのではなく、誰がやってもそれなりの方法でできるよ
うに技術を確立しろと言われています。ある程度、フロート式流量計を使って成功した生産例
の数値データは持っています。しかし、まだまだ設備的にも技術的にも、水工研、水研さんの
ような設備はありませんので、できたらもう少し科学的な方法を検討したいと考えています。
岩谷（福井県栽培漁業センター）
現在、トラフグ・ヒラメ・アユの三魚種の種苗生産をしています。現場を見るとエアーの使
い方も魚種によって全然違います。具体的に言うと、水槽の中間にエアーストーンを宙ぶらり
にして使っていたり、水槽周辺に雨樋でエアーを出して水流を流したり、様々です。今回の会
議では、一番効率の良い方法や種苗生産はこうあるべきだというものがあれば、ヒントとして
教えていただければありがたいと思っています。エアレーションの使い方一つにしても、例え
ば、浮遊期だけとか、マダイとかぐるぐる泳ぎ回っているが、ヒラメはある時期になると沈む
ので、そういった場合、エアレーションはどうしたらいいのか。もっと成長してから、ほとん
ど水の流れで飼育しているときでも、水が止まった時の安全確保のためにエアレーションをし
ておきますが、そうするとよく見られるのが、アユなど、残餌あるいは糞を真ん中に集めて、
飼育し易いようにしている。それが突如として固まってしまう。エアレーションの下に固まっ
てしまうという事例があります。エアレーション一つにしても、飼育する上では邪魔になると
きもありますが、安全確保のためにそうしなくてはならない時もあります。いろいろな使い方
を、いろいろな事例を参考にさせて頂けたら良いなと思います。
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高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
アンケートによると、トラフグ・アユ・ヒラメはあまり流れは気にしなくて良いという回答
が多い魚種でした。今の話からはどんなパターンでやってもできる、ということはあまり関係
ないのではないかと思います。「糞とか残餌を集めるために、うまく使っている」というご意
見もありましたし、「掃除し易いから」とかいうご意見も結構ありました。それだったらあま
り気を遣わなくても良いのではないかと感じました。しかし、何かどこかで問題があれば、そ
の辺のところは経験のある方は多分わかっていると思います。初めての人は何でやっているん
だろうと思う部分もあると思います。そこで、ある程度パターン化するとか、流量計などを付
けて数値として残していくことが必要と思います。また、各県の現場でもマニュアルを作って
いくことが必要なのではないかと思います。
藍（千葉県水産総合研究センター）
今回、参加した理由は二つあります。一つは、千葉県で鰭物として、マダイ、クロダイ、ヒ
ラメ、アユ、マコガレイの種苗生産をしています。アンケート調査では、水流の影響の少ない
魚種として挙げられています。私はマダイを担当していますが、今までこういったテーマで話
し合いが行われることがなかったように思います。一番マニュアル化が求められているが、一
番データがなく、担当者の勘と経験で合わせているというのが現状で、人によっては、マダイ
はエアー全開でやった方が良いという人もいて、本当のところはよく分かっていません。科学
的根拠を知りたかったので参加しました。
もう一点は、水流の影響はないとされている魚種でも、実際気になるのが水回りといった点
です。止水でなく、澱みでもなく、水を保ちたいと水流を調整しているが、強すぎると魚にも
影響が出てしまうので、どのようにエアブロックを配置をしたり、強さを調整したら、一番最
小限のもので、きれいに澱みなく水回りができるのか、そういった点に関心があって参加しま
した。
池上（千葉県水産総合研究センター）
確認をしたいのですが、発育段階のステージに応じた通気量によって魚の動きを作ることで、
その水流が底にたまった堆積物や汚れ等を巻き上げることは心配しなくていいのでしょうか？
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
流れの強さと水槽の形状によっては当然あると思います。巻き上がった方が逆に、思いもよ
らないところに無酸素状態を作らないことにもなるため、分散して良いのかもしれません。
池上（千葉県水産総合研究センター）
一方で、魚病の原因になるとも考えられます。その辺はケースバイケースでいいのか。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
成長段階によって、エアーホースの配置とか水の流し方で、それが出る場合もあります。照
屋さんが実施している止水、注水をしない方針でやっている中では、水を均一に回すことが非
常に重要で、そうすることで、それは影響が出てこないと感じました。汚れを作る方がよくな
いかもしれません。
照屋（水産総合研究センター志布志栽培漁業センター）
貝化石を使用しているので、有機物はそれに付着して落ちます。ある一定のかなりの通気を
しなければ水は回らない。何にも触れないで、床掃除もしないで、舞あげることはない。
明石（新潟県水産振興協会）
アンケートに答えてないので、うちの施設の水槽の形状等について報告します。事業所は、
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佐渡と村上の二カ所に分かれています。佐渡は円形水槽が、１００トン２面、５０トン４面、
角形が４０トン２面で、各ヒラメの生産は１００万尾です。村上では、楕円形、４０トン１０
面と、角形、(角をとった）水槽が６０トン４面あり、アユ１ｇ、２５０万尾。０.５ｇ、５０
万尾、計３００万尾のアユの生産を行ってます。
今回のテーマの水流については、私は水流にはすごく興味があります。生残率に対して水流
の影響が少ない魚種として、ヒラメ、アユがあげられていますが、私はヒラメは水流の影響が
あると理解しています。３０㎜から７０㎜のヒラメの中間育成を行って、７０㎜で放流してい
ますが、３０㎜で水槽に入れた時点では密度が高いこともあって、順流水槽で流れを速くする
と魚が浮いてしまい、逆に、水流を弱くしたことで、溶存酸素量が低下する事態が発生し、現
在は魚の成長にあわせて流れの速さを速くするようにしています。円形水槽では、ヒラメの場
合は、水流が早いと水槽の中央に集まる傾向があり、中央部分でヒラメが浮いてくる現象が起
きてくると私は思います。アユに関しては、アユは先ほどの流れの回転方向で言いましたが、
自然のアユは左回り、うちの注水方法は右回りで注水しています。それが自然のものであると
思って考えています。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
今回のアンケート調査では、ふ化直後の初期の種苗生産水槽の水流を対象に考えています。
１０日齢ぐらいまでと考えています。三段階に分ければ初期の段階で、一番物理的な流れが効
くところでアンケート調査を行ったつもりです。それ以降の部分はこれからということです。
杉田（宮城県農林水産部水産業基盤整備課）
宮城県でもなかなか生産が安定しない原因として、先ほど職人技という話がありましたが、
人の入れ替わりが多くて、なかなか技術の継承ができないという点があります。今回は、基本
的な水流とか、エアーとかが効いているのではということで、参考になるのではと考えて参加
しました。ただ、宮城県で生産している、ヒラメ、クロソイ、ホシガレイは水流の影響が少な
いということ、あまり関係ないということを聞いてショックを受けています。お聞きしたいん
ですが、ヒラメ、クロソイが水流の影響が少ない理由を教えて下さい。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
アンケートを整理した結果、ヒラメとマダイは６０％ぐらいの生残率になっているというこ
とで、微妙な流れの調整は必要ないと判断したためです。さらに、アンケートの結果として、
何人かの方が、この魚種については「別に水流なんて考えなくって良い」という所感を書かれ
ていたので、そういう整理をしました。
しかし、クロダイにしても、マダイにしても、ヒラメにしても、最終的な生残率が３０％と
か２０％というのが、本当にそれが生産できているかという点です。例えば、１０万匹生産と
言われて、５０万匹できたら、それはそれでいいということで良いのかという点です。カンパ
チで、ある段階では７０％～８０％の生残率というとこまでできているところもある。とする
と、そういう所では、４～５日齢で落ちちゃうのを止めることが水流の調整だけでできるとし
たら、それはそういうことをするべきで、マダイでもヒラメでも、それはやるべきではと思い
ます。アンケートでは、たぶん、数がそれだけ出来ている、そんなに苦労せずにできる魚種だ
という意味で書かれていると思います。マダイ、クロダイでもある部分、実際にこういう形で、
水槽の中に水を回しとけば問題なく、他の魚種でも、難しい魚種でもできるんだから、マダイ、
ヒラメでもこうすればいいんだという所は参考にして頂けるし、そうあるべきではないかと思
います。例えば、一定の流れのパターンでの生産の結果として異常が起こったとき、それはそ
の水流とかの問題ではなく、違う問題として追及できるのではないかと考えています。コント
ロールできる物はコントールして、それをある程度の範囲にして納めることにして、そこは安
心して次のことを考えていくという段階に入っていかないと、いつまでたってもマニュアルも
できないし、人が替われば変わってしまうことになります。水工研の我々は、皆様の要望に対
してお手伝いする側ですから、皆様からこういう所で、こういうふうにやってほしいと要望が
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あれば、それをなんとか解決する方向で努力したいと思います。皆様の意見を聞いてみれば、
ハタ類の種苗生産をされている方の意見というふうに大半はなるのかなと思います。なおかつ、
照屋さんが主導的にやられているなかで、皆さん、やっぱり照屋さんの方向なり、技術なりを
見て、そういうことに興味を持たれているのかと思います。出口としては、必要な部分を整理
して良いと思いました。そういうことができれば、影響する魚種も生産でき、影響が少ない魚
種も、不明な魚種も、ある程度の所まで引き上げることができると思います。山本さんから最
初に問題定義がありましたが、測るところと、我々もできる限り事例を増やす意味で協力して
頂ける機関がありましたら、機器とか測り方とか、そういうことも含めて相談させて頂いて、
事例を増やすことを一緒にやって頂ければと思います。新しい部分をどこまで取り入れていく
のか、当然、水槽の形状もいろいろ、設備も老朽化している状況で、流れの計測も難しいよう
なところもあれば、新しく水槽を作れるところもあります。そういう中で、底上げを図ってい
くっていう点で言えば、現状を何とか少しでも改善していく。そういう所しか始められないの
ではないかと思っています。それに対して、水研センターの場合は新しい施設もできています
し、新しい設備、または水槽を使える可能性があります。最初の所の議論として、山本さんか
らそういう話が出たんですが、ご意見なりあればどんどん出して頂ければと思います。
照屋（水産総合研究センター志布志栽培漁業センター）
要するに、エアレーションで水を回すことによって、職人技的なエアーのコントロールが必
要となり、成長段階に応じたエアーの強弱をすることになります。もともと、エアーは魚の種
苗にとって悪影響を及ぼすことが多く、良い物としての認識はありません。しかし、どのよう
な魚でも沈むという現象があり、これを防がない限り、生残率の向上は望めない。マダイの場
合は、エアーに対して強いため、強い通気でも生残率が高いだけで、魚種によって、あるいは、
成長段階によって、エアーに対する耐性が異なっていることが、種苗生産の不安定性につなが
っていると思います。そこが職人技が必要になっているところなんです。
山本さんの発言のような、注水（ポンプ）で水を回す方法が、魚に優しく、安定した生産に
つながるのであれば、そこに向かって行くのが現場の技術者の仕事だと思います。私は、種苗
生産時の成長段階を三段階に分けて、それぞれの段階で適正な方法を確立していく必要がある
と考えており、現状は、初期段階がクリアーできた状況です。今後成長段階が進むにつれて、
いろいろな要因が入ってくるわけですが、ここを克服することで、最終的には、100％の生残率
が達成できると考えています。より高い目標を目指していかないと、技術が止まってしまいま
す。その一歩として、初期段階における沈降死、浮上死を解決することが、現段階の目標とな
っています。
山本（水産総合センター屋島栽培漁業センター）
まずは問題提起をした部分で、水槽の流れを定量化するということが一番のポイントだと思
います。発育段階で、これは違うというようなところでフィットする水槽の流れを考える、と
いうところが一番言いたかった。今後の部分に繋げて頂いて、可能であればわれわれの方とも
連携していただければありがたいです。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
八角形水槽と四角形水槽との比較をしてもらおうと思います。
岩崎（水産総合研究センター養殖研究所栽培技術開発センター）
八角形水槽の方が、微細なエアーで水流を作ろうとしたときは、確かに水を回しやすいと思
います。ただし、私たちの施設はブロアーが１ヵ所あって、それでいろいろな水槽に通気しま
すので、微細な通気を出すのに、１本止まっただけで８本のバランスが崩れます。その８本を
制御するのは極めて大変です。それに比べて、四角形水槽で４本になると飼いやすい、という
イメージが私にはあります。その代わり、４本だとちょっと通気を強めに出す必要があります。
通気を強めに出すことによって、多少弱まっても止まることはない、という部分で四角形の方
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が飼いやすいと思っています。私の飼育技術がないだけで、上手に飼う人は８本でも制御して
飼うんですが、私みたいな技術のない者は四角形が飼いやすい、という意味で四角形が飼いや
すいと言いました。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
高度な技術者にみんながなれるとは限らない。そういう意味では、初めて担当になった人で
もできる技術でなければと思います。生産という部分で言うと、技術がない人がやっても、８
０点にはならなくても、６０点ぐらいできるということも重要で、それの方が普及するという
ことになると思います。ブロアーが 1 ヵ所しかなくて、変動する部分でも、これでいけるんだ
という技術を出してもらった方が、県の方たちにも役に立つということになります。
照屋（水産総合研究センター志布志栽培漁業センター）
私は八角形水槽にこだわっているわけではありません。なんでもいいですから、溜まってい
る状態から動かせれば良いと考えています。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
最後これだけは言いたいという方がいらっしゃればご意見をお願いします。中山水産土木部
長からはご意見はありませんか。
中山（水産総合研究センター水産工学研究所）
二つほど気になっています。今後の展開について、一つは、空間的な流れをとらえないとい
けないかな、という印象をいろんな話を聞いて持ちました。深さだとか、上にリフトするのが
大事であれば、上昇流をどのように作っていくかがすごく大事なので、その辺の測定方法とか、
それを作るためのモデル化が、将来的にすごく重要かと思います。今回のアンケート調査では、
鰭物だけが取り上げられましたが、上昇流とかそういうものは、貝類、今日はカニの話もあり
ましたが、そういうものにも、ものすごく大事かと思います。そういうものを含めたアンケー
ト調査が今後必要かと思います。話題に出てないと思いますが、特に藻類でもエアレーション
は非常に重要で、空気ではなくて CO２を入れたりしますが、沖縄の海ブドウはすごい勢いで回
しています。あれも水流のコントロールが職人芸だといいますが、フローポンプを使ったり、
いろいろなことをやっています。藻類培養のようなことも次の会議では取り上げて、こういう
全体の水の流れを、水産工学的な観点で養殖の種苗、もしくは養殖生産自体をどうやったらい
いか、というところに繋げるということも次の機会には是非お願いしたいと思います。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
アンケートを送付した機関では、うちはアワビしか作っていませんとか、クルマエビを作っ
ていますとかありましたが、今回は鰭物に限った方が話がしやすいだろうということで整理し
ました。次の機会があればそういったことも考えたいと思います。虫明さんからは何かご意見
はありませんか。
虫明（水産総合研究センター養殖研究所）
プロジェクトの対象として取り組んでいく魚については、プロジェクトの中で研究開発等さ
れ、得られた知見に基づき量産されていくんだと思いますが、そうでない物については、どう
いった取り組みをしていくのか、気になっています。藻類とか、脊椎動物とか、一元的に取り
組んでいくのか、あるいは、何かモデル的な物を作ってモディファイドして応用していく形に
していくのか。そういう方向性に関する議論する時間が取れればと思います。今、ウナギの種
苗生産をしていますが、高木さんの発表の中に、クローズドの関係では、上に上がれば当然下
降流が発生します。水槽の中で、上昇流しか出ない、下降流の部分の水を捨ててしまう。こう
いう考え方でコントロールできるような物はないのか、そういう発想が出ないかなと思って参
加しました。これはウナギに特化した話なので、この場にふさわしくないと思いますが、その
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辺はまた相談させてもらいます。
大村（水産総合研究センター水産工学研究所）
すごい発想ですが、上げるということ、上がったら下がるんですが、お風呂でジャグジーが
ありますが、そういうことをすればすぐ上がるので、そういうものは使えると思います。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
ただ、泡が出たり、細かいからだめだとか、注文がいっぱい出てきます。浮いてなければい
けないんだったら、５０ｃｍぐらいの所に網等で借り底を作って、そこから上に上げる。下降
流は外に逃がしてやれば、下降流のところには行かないことはできるので、それは水槽の大改
造にはならない。小さな区画でできるコントロールがあって、それを外すと全体に散らばって
いって、次の段階に進むといった、そういう発想をすると違った形ができるかと思います。一
つの水槽の中で全部やろうとすると、難しいかと思っています。そこら辺の試しができるよう
になるといいかと思います。
照屋（水産総合研究センター志布志栽培漁業センター）
それはやったんですがダメでした。ウナギはもっとダメでした。カンパチじゃ無理でした。
高木（水産総合研究センター水産工学研究所）
最後の締めを渡部水産業システム研究センター長、お願いします。
渡部（水産総合研究センター水産工学研究所）
半日お疲れ様でした。今日の話の内容ですが、匠の技から、いかにマニュアル化するか。今
日の議論の中で、どこまで言えるか、これからどうしていったらいいのか、というところはあ
る程度整理できたと思います。ただ、まだ整理する部分がかなりあると思います。それと私ど
もは養殖工学を担っていますから、実際に物にするということが大きな仕事になると思います
ので、その点については、皆様の御協力を得ながらマニュアル化に向けて取り組んでいきたい
と思いますので、宜しくお願いします。
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ⅰ

八角形水槽における水流発生事例（ハタ類、カンパチの事例について）
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養殖研究所

Ⅲ

③

照屋和久

岩崎隆志

種苗生産水槽内の水流の測定事例（八角形水槽の事例）
水産工学研究所
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水産工学研究所

高木儀昌）

総合討論
（司会
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・今後の研究の方向性について
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アンケート結果の概要
１．水槽の形状
１）角形

：正方形（３×３，５×５，７×７，８．６×８．６，１０×１０など）
長方形（５×６，７．５×４．５，８×４，１０×５など）

２）円形

：（直径３，５，６．５，７．２，８，９，１０など）

３）多角形：八角形 （一辺２．８，３．８，直径５など）
４）その他：楕円形
２．水流の発生方法
１）水槽四隅にエアーホース配置（１ｍ）、（１．５ｍ）（２ｍ）
２）エアーストーンを多数配置
３）エアーホースと注水の組み合わせ
４）注水のパイプを半時計回りに２カ所設置
５）水槽の八隅にエアーホースを配置
３．水流と生残率の関係（アンケートの結果から）
１）生残率に水流の影響が少ない魚種
マダイ、クロダイ、ヒラメ
カサゴ、クロソイ、キツネメバル、タケノコメバル、
オニオコゼ、トラフグ、アユ
２）生残率に水流が影響する魚種
クロマグロ、ブリ、ヒラマサ、カンパチ
マハタ、クエ、キジハタ、ヤイトハタ
３）水流の影響が不明な魚種
マコガレイ、ホシガレイ、マツカワ、イシガキダイ、マダラ
サワラ、ニシン、イサキ、ハマフエフキ、スギ
４．空気量、流速の調整
１）空気量を測定している例は少なく、泡の分散状況で量を推定している。測定して
いる場合はフロート式流量計（古橋機器製）を用いていた。
２）空気量の調整は、バルブ、ラブコックで行っている。
３）流速を測定している例は少なく、ピンポン球が水槽を１周する時間や濃縮クロレ
ラの動きで、流速を推定している。
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結果の概要
議 題
種苗 生産 水槽内の流 況
のあり方

日時
場所

水産工学研究所長

平成 22 年 1 月 27 日 13:00-18:00
水産工学研究所 大会議室
１６機関３９名

結果の概要
１．会議内容に関すること
養殖業は、魚価の低迷と採算割れの経営、高齢化、後継者
不足などから、廃業する漁業者が増加している。課題は、安
価な種苗、餌の確保、養殖施設に係る費用の軽減、給餌、取
り上げ、網替えなどの養殖作業の省人化・省力化、経営の成
り立つ価格での販売等にあり、工学的技術の応用によりこれ
らの課題の多くが解決できる可能性がある。本分科会では、
種苗生産に着目し、これまで担当者個々のノウハウに依存し
がちであった種苗生産工程を見直し、コントロール可能な物
理的指標についてはマニュアル化によって、大量かつ安価で
しかも安定性の高い種苗生産技術を確立することを目的に企
画した。
最初のステップとして、種苗生産技術に焦点を絞り、中で
も種苗生産における生残率に大きく影響を与えていると言わ
れている水槽内の水流について取り上げ、種苗の生残率に及
ぼす物理環境の影響、種苗生産における水流の発生方法と生
産事例の紹介として、ハタ類、カンパチにおける八角形水槽
の水流発生事例やキジハタにおける四角形水槽の水流発生事
例、種苗生産水槽内の水流の測定事例について国内第一線の
研究者から話題提供していただいた。初期減耗を防ぐのに、
理想的な水流の強さがあるようだが、現状では試行錯誤的に
調節しているので、工学的なアプローチやシステマティック
な水流調節法の開発が必要であることが確認された。
総合討論では、最初にアンケート調査の結果概要について
報告された後、参加各県の担当者から現状について報告を頂
いた。勘と経験ではなくマニュアル化された水流制御がした
いが、データがない、このような内容の会議は今までなかっ
たので、分科会に期待している、水流による生残率の影響が
少ないといわれる魚種の育成でも、水槽内はよどみのない水
回りが欲しい、などの意見を頂いた。また、通気による水流
発生は簡単な方法であるが、これは良い方法であろうかとの
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問題提起があった。これらの意見を踏まえ、今後さらに情報
交換を密にして、従来経験と勘に頼っていた部分の多い種苗
生産技術をできうる限り定量化して、マニュアル化に向けた
検討を進めることとした。
２．当該専門分野の研究の推進方向に関すること及び産・学
・官の連携に必要な事項について
養殖用種苗は、産業を維持するために必要不可欠であり、
生産者の生活に大きく影響を与えるため、安定的かつ大量に
しかも安価に供給することが重要である。しかしながら、そ
の生産技術は個人の匠の技に依存する部分が多く、担当者に
よって種苗生産量が変動するという、不確定要素を抱えてい
た。種苗の生産コストは産業に直結する問題であることから、
水槽内の水流の計測手法や数値解析などの技術開発につい
て、幅広い連携のもとで、本課題を推進する必要があり、そ
のための情報交換の場として極めて有意義であった。今後も
継続して特に栽培漁業分野との情報収集、意見交換と連携が
必要である。
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