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ホッケ資源、回復の兆しか？
海洋課

中嶋 一恵

【はじめに】
「ホッケの干物」といえば、居酒屋の
定番メニューです。脂があって、身離れ
がよくて食べやすく、なおかつお手頃価
格。そんなイメージではないでしょうか。
実は、ホッケの価格は年々高騰してお
り、2017年１月の築地の平均卸売価格で、
１ ㎏あ たり 1,600円以 上に もなっ ていま
す。これは、ホッケの漁獲量が2010年頃
から全国的に激減していることが大きな
要因と考えられます。
そのような中、2018年３月頃から本県
各地でホッケの１歳魚（2017年級）がま
とまって水揚げされるようになりました。
今回はこのホッケについてお話します。

図１

ホッケの１歳魚
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成長段階に伴う生息域

（北水誌月報第 14 巻第 12 号ホッケの研究Ⅴ，
北水誌月報第 15 巻第１号ホッケの研究Ⅵよ
り作成）

【ホッケの近年の漁獲量】
2002年には新潟県内で1,290tの漁獲が
ありましたが、10年後の2012年には100ｔ
弱で、2014年以降は20tを下回っています。
全 国 的 に も 状 況 は 同 じ で 、 2004 年 に は
175,544 ｔ あ っ た 漁 獲 が 、 2016 年 に は
17,393ｔと、１割程度にまで減少してい
ます。

【ホッケの生態】
ホッケは成長に従い、食性や生息環境
を変えています。漁業者間ではこの成長
段階に伴い４つの呼び名があり、いずれ
も各々の特徴をよく示しています。
アオボッケ：幼稚魚期。鮮やかなコバルトブ
ルーの体色。
ローソクボッケ：小型未成魚期。ほっそりし
た体形。
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ホッケの漁獲量

春ボッケ：大型未成魚期。春（３～６月頃）
に沿岸域に接岸し、盛んに索餌。
根ボッケ：成魚期。岩礁域に定着。

食性は主に動物性のプランクトンです
が、成長するにつれ、魚卵や小魚等も食
するようになります。

【佐渡での水揚げ事例】
３月13日に、佐渡市和木の大型定置網
で水揚げされた体長21～24cm、体重約140
gのサンプルを調査したところ、胃内容物
からは、小型甲殻類の端脚類が多数確認
され、豊富に餌を食べている様子がうか
がえました。当所で鱗および下尾骨の年

輪からホッケの年齢を査定したところ、
78箱（約10kg/箱）でした。
満１歳になったばかりと考えられました。
市場での取扱量は１日に１ｔを超える
時期や捕獲場所から春ボッケと考えられ
こともあり、３月ひと月だけで約15ｔも
ます。
獲れ、過去３年間の県内平均年間漁獲量
を上回りました。
ホッケの漁獲は４月に入ってからも続
き、４月27日に佐渡市黒姫の定置網で水
揚げされた60尾を測定したところ、３月
13日からの45日間に、平均で約３㎝大き
くなっていることが確認されました。
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３月13日に和木で水揚げされたホッケ
と、そのうち58尾の体長組成

【おわりに】
ホッケが産卵を開始する年齢は、通常
で４歳、早いもので３歳からといわれて
おり、2017年級の一部は２年後（2020年）
の冬に産卵を始めます。
現段階では資源量が明らかに減少して
いるホッケですが、資源が回復し、再び
庶民の味として復活することが期待され
ます。

クロアワビにとっての住みよい
環境とは
図５
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３月13日に水揚されたホッケの胃内容
物

３月13日に水揚されたホッケの
鱗（左）と下尾骨（右）

和木以外の水揚げも含め、この日の佐
渡水産物地方卸売市場の全体の取扱量は

増殖環境課

濵岡

秀樹

【はじめに】
一般的に春は別れを伴う季節ですが、
皆さんの周りはいかがだったでしょうか。
卒業や就職、異動と言った次のステップ
へと移る大事なイベントが春にはたくさ
んあります。そして、そのイベントにほ
ぼ必ずついてくるのが引っ越しです。大
変ですよね。私自身も昨年４月に広島か
ら新潟へ家族を連れて引っ越しましたの
で、その大変さは十二分に理解していま
す。私の家には猫もいるし、（その当時
は）まだ１歳になったばかりの娘もいる
と言うことで、安心して住める物件を探
すのに大変苦労しましたが、優秀な不動
産屋さんのおかげで優良な物件を探し当

てることができました。
さて、苦労した物件探しですが、皆さ
んは住み場所を考える時、どんな条件を
重要視しますか？「駅から近い」とか「治
安が良い」とか、様々な条件が複雑に組
み合わさった場所を、“ここだっ！”と決
めていると思います。そして、多くの人
の“住みやすい条件”が重なる場所に住
宅街（人の多くいる場所）ができます。
つまり、人がたくさん住んでいる場所は、
その地域の人々が求める“住みやすい条
件”がそろっていると考えても差し支え
ないでしょう。このような“住みやすい
条件”とは、人間だけでなく様々な生き
物にとって生息場所を決めるうえで重要
な要因となります。そして、この“条件”
を知ることが対象となる生き物を増やし
たり、守ったりすることの第一歩となり
ます。
【ようやくアワビの話】
さて、前置きが長くなりましたが、よ
うやくアワビの話です。クロアワビやエ
ゾアワビと言ったアワビ類は沿岸漁業に
とって大変重要な水産資源です。理由は
言うまでもなく、単価が高いからです。
高級食材ですからね。若いころ、親孝行
のためにスシ屋で“でっかい活アワビ”
を注文したことがありますが、帰り際で
のお勘定の高さに目玉が飛び出たことが
あります。結局、親が半分支払ってくれ
たので飛び出た目玉は無事元に戻ったの
ですが、親孝行と言う意味では不甲斐な
い結果になりました。さて、そんなアワ
ビ類ですが、全国的に漁獲量が減少して
おり、新潟県も例外なく減少しています
（図１）。様々な原因が考えられますが、
その一つとしてアワビ類にとって住みや
すい環境が減ったことが挙げられていま
す。しかし、残念なことに新潟県ではア
ワビ類がどんな場所を好んで生息してい
るのかを客観的に示した研究は少ないで
す。そこで私は、これまで佐渡島で７年

間にわたって行ってきたクロアワビ生息
調査の結果とその時の環境条件がどのよ
うな関係なのかを調べてみました。

図１

新潟県佐渡島におけるアワビ類漁獲量
の推移

【クロアワビの好適環境】
クロアワビの生息環境を特徴づける要
因として水深、海藻被度、海藻種数そし
て底質を使って、クロアワビの生息数と
生息環境の関係を調べました。海藻種数
と底質はクロアワビの生息数に影響を与
えていなかったので、ここでは水深と海
藻被度の結果を図２に示しました。解析
の結果、親貝は水深４m 前後にたくさん生
息していることが分かりました。一方で、
稚貝の生息数は水深の影響を受けていま
せんでした。海藻被度は調査枠内の藻場
の面積を表しているのですが、親貝と稚
貝では生息数が多い場所の海藻被度が異
なっていることがわかりました。図２か
ら、親貝は海藻被度が低いほど多く生息
しており、稚貝は海藻被度が 40%前後の場
所に多く生息していることが読み取れま
す。この結果は、稚貝と親貝で好適な生
息環境（住みやすい条件）が異なること
を示しています。ただし、この結果は“藻
場が重要ではない”と言っているわけで
はありません。私たちの調査は全て藻場
のある海域で調査しており、親貝は藻場
のある海域でも少し開けた場所に生息し
ているということを意味しています。

られます。そのため、親貝は食べ物であ
る流れ藻を求めて藻場の少し外の開けた
場所に集まっており、その影響で海藻被
度の低い場所に多く生息しているという
結果になったのだと考えられます。一方
で、藻場は外敵から身を守るためのシェ
ルターの役割も持っています。クロアワ
ビを捕食するヒトデやタコは海藻類が邪
魔で藻場内部まで入るのは困難です。そ
のため、捕食されやすい稚貝は比較的安
全な藻場の中に多く生息していると考え
られます。ただし、本当に藻場の内外で
流れ藻の量が異なるのか、ヒトデやタコ
による捕食の影響はどうなのかと言った
ことを明らかにしないと、今回の研究結
果はただの数字遊びになってしまします。
そのため、今後も継続的な調査を行うこ
とでクロアワビにとって“住みやすい場
所”を探していきたいと考えています。

図２

クロアワビの生息数に与える環境要因
の影響; (a)及び(b)は親貝、(c)は稚
貝. 破線は 95%信頼区間を、桃色の着
色部分は生息数の多い範囲を示す.

クロアワビにとって海藻は重要な餌であ
ることは紛れもない事実ですが、芋虫の
ように生えている海藻類を直接食べるこ
とはほとんどなく、基本的には切れて流
れてきた海藻類（流れ藻）を食べること
が知られています。流れ藻は何か構造物
に引っかかった後、しばらくすると海底
に沈む性質があるので、うっそうと茂っ
た藻場の内部よりも少し開けた藻場の縁
辺部の方に流れ藻が多く存在すると考え

【ほんとはもっと複雑な世界】
さて、今回はクロアワビに焦点を当て
た研究でしたが、本当の世界はクロアワ
ビと海藻とタコ・ヒトデだけで構成され
ているわけではありません。餌を取り合
うライバルや異常気象など、数えればき
りがないほど多くの要因が絡み合ってア
ワビの世界は成り立っています。少し未
来の話になるかもしれませんが、そのよ
うな複雑な世界を紐解けたとき、初めて
アワビ資源の回復が実現できると考えて
います。そして、現在水産庁や県が進め
ている藻場造成の意味や効果がよりはっ
きりと伝えられるようになると考えてい
ます。その頃には、きっと私のところに
も良い物件を求めてアワビが相談に来る
のではないでしょうか。
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水産海洋研究所｢調査研究発表会｣

水産海洋研究所｢一般公開｣

開催日時：平成 30 年 7 月 24 日(火)

開催日時：平成 30 年 8 月 25 日(土)

会場

10:00～15:30(入場は 15:00 まで)

：新潟市万代市民会館
(新潟市中央区東万代町

一般公開を当研究所において行う予定で
す。生きている魚に触れたり（タッチプ

9-1）
試験研究の成果を発表します。入場無料

ール）、魚介類の解剖体験、加工品の試食

です。
※詳細については、後日ホームページ等

等ができます。事前の申し込みは不要で
す。※詳細については、後日ホームペー
ジ等でお知らせします。

でお知らせします。

水産海洋研究所人事異動 平成 30 年 5 月１日現在
()は旧所属

[転入]
＜水産海洋研究所＞
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越路丸・船舶員
関川 雄太
越路丸・船舶員

（佐渡農林水産振興部参事・振興課長）
（水産課糸魚川駐在・主査）
（内水面水産試験場・主任研究員）
（増殖環境課長）
（利用加工課・専門研究員）
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