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人工礁に放流した稚ナマコの成長と生残

古川　奈未1)・古川　佳道1)・山名　裕介1)・柏尾　　翔1) 

植草　亮人1)・五嶋　聖治2)

(2015年 11月 13日受付，2015年 12月 24日受理)

Growth and Survival of Released Juveniles of the Japanese Sea Cucumber  
Apostichopus japonicus into Artificial Reefs

Nami Furukawa1), Yoshimichi Furukawa1), Yusuke Yamana1), Sho Kashio1) 
Ryoto Uekusa1) and Seiji Goshima2)

Abstract

　　The objective of this study was to follow growth and survival of the Japanese sea cucumber Apostichopus japonicus juve-
niles released into artificial reefs, and to verify practical effectiveness of the artificial reef to reduce early disappearance of 
released juveniles and an overall effect of the juvenile release to enhance the sea cucumber stock.　We set up the artificial reefs 
near a breakwater in Esashi, southwestern coast of Hokkaido, where juveniles of sea cucumber were almost unobserved.　To 
examine effective size of the reef, we prepared four types of the artificial reefs on the basis of size, and released 1-year old juve-
niles into them.　The censuses were conducted ten times from June 2008 to July 2011 by SCUBA diving.　The juveniles grew 
in average from 16 mm to 77 mm in standard body length during three years of the survey, and the growth rate became lower 
inversely depending on size of the artificial reefs.　The number of juveniles decreased by about 36% after a month from the 
release and remained until 16 months after that.　It then declined to 17% over the next 18 months.　The juveniles in the larger 
artificial reefs showed better survival rates but lower growth rates comparing with those in the smaller ones.　Considering 
increase in the number of the larger sea cucumber around the breakwater after 3 years of the release, it seems more likely that 
grown-up juveniles moved from the artificial reefs toward an offshore natural habitat, and they might keep about 30% survival 
rate during the 3 years.　These results suggest that the release with artificial reefs makes a certain level of effect to increase the 
sea cucumber stocks.

Key words : Sea cucumber, Growth, Survival rate, Artificial reef, Stock enhancement

緒　　　　　言

　マナマコ Apostichopus japonicusは，北西太平洋沿岸の浅
海域に分布し，食用として扱われている水産有用種であ
る。本種は一般に腹部の色彩の違いから，赤・青・黒の 3
色型に分けられ，色型によって分布や生態に違いが認め
られる (崔，1963)。本種は，日本では主に生食で利用さ
れるが，海外では乾燥ナマコとして多く利用されている。
特に，中国では健康に良い高級食材として古くから珍重
されており，50か国以上から乾燥ナマコを輸入している
(Brucker et al., 2003)。中国が輸入する乾燥ナマコの種類は
非常に多いが，それらは疣足が発達している刺参と，そ
うでない光参の 2つに大別され，中国大都市圏での商品
価値は刺参のほうが高い (赤嶺，2014)。マナマコは刺参

に属し，日本では北海道から九州の沿岸域まで広範囲に
分布している (Mitsukuri, 1903)。特に北海道産は疣足の発
達が顕著で形状が良いと評価されており，中国で最高級
品として高値で取引されている。
　近年，中国の需要増大の影響により，日本でもマナマ
コに対する漁獲圧が急増し，乱獲や密漁による資源枯渇
が危惧されている。これに伴い，本種の資源回復を目的
とした資源増殖に関心が高まり，各地で種苗生産や放流
事業が盛んに行われるようになった。しかし，本種の生
態については不明な点が多く，放流後の種苗の動態に関
する知見は未だに不足しており，放流の効果についても
定かではない。放流後の種苗の動態に関する知見が少な
い理由の一つに，放流種苗の発見率低下が挙げられる (植
草ら，2012)。過去には，放流翌日に発見率が 8.6～40.6%
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に低下し，40日後には 0～0.5%まで大きく低下したとい
う報告もある (真崎ら，2007a)。発見率低下の原因につい
ては，体長が比較的小さい個体の斃死だとしている報告
(Tanaka, 2000 ;  植草ら，2012)と，小型個体の逸散だとし
ている報告がある (中島ら，2004)。他にも，発見率低下
の原因は稚ナマコの斃死より，急速な逸散と日周運動 (背
光性)の影響によると結論づけている報告もある (真崎ら，
2007b)。いずれの要因にせよ，多大な費用と人手をかけて
生産した種苗が放流直後に大きく減少することは，放流
事業の効果を求められる現場では大きな問題である。そ
のためにも，種苗の逸散を防ぎ，その後の生残と成長を
良くするための放流方法の確立が求められる。天然の稚
ナマコが生息する場所があるならば種苗放流の適地と考
えられるが，北海道内の稚ナマコの詳細な分布調査によ
れば，そのような適地は分散しており，その海域は少な
いのが現状である (山名ら，2014)。代替案として，稚ナ
マコの定着生存に良好な環境要素を備えた人工礁を設置
して，そこに放流する方法が次善の策として考えられる
(五嶋，2012，2014，2015 ; 山名・五嶋，2014)。
　そこで本研究では，放流後の早期逸散を防止し，稚ナ
マコの生残と成長の向上を図ることを目的として，人工
放流礁を作製しそこに種苗を放流して礁の有効性を検討
するとともに，放流後の種苗の動態に関する知見を得る
ために，生残・成長の追跡調査をおこなった。さらに，
追跡調査終了後，放流効果の有無を確認するため，再度
期間をあけて放流礁内のマナマコの個体数と周辺のマナ
マコの個体数を調査した。

材料および方法

　本研究では北海道で主に漁獲される青色型のマナマコ
を対象とした。放流礁は，日本海に面する北海道江差町
の愛宕にある離岸堤の岸側に設置した (Fig. 1)。礁の設置
場所は水深約3 mで，底質は粗砂および砂泥に礫が混在し，
地元の潜水漁師によって天然稚ナマコの生息がわずかな
がら確認されている。放流礁は，北海道内の稚ナマコは
静穏域の大きな石と礫との間に形成する複雑な間隙を好
むという知見 (山名ら，2014)をもとに，その環境要素を
安価で入手しやすい材料で再現するため，堅牢性が高く，
かつ回収が容易なプラスチックコンテナ (長さ 487 mm，
幅 330 mm，高さ 300 mm)に，建材用コンクリートブロッ
ク (長さ 390 mm，幅 150 mm，高さ 190 mm)を 1つ入れ，
そのブロックをこぶし大ほどの割石で埋設することに
よって作製した (Fig. 2)。この放流礁は，コンテナを連結
させることでサイズ調節が可能で，放流された種苗はコ
ンテナ周囲のすきま孔から礁内外を自由に移動できるよ
うになっている。
　本試験では，放流に効果的な礁のサイズを検討するた
め，コンテナ連結数がそれぞれ 1個組 (n = 5)，2個組 (n = 3)，
4個組 (n = 3)，9個組 (n = 1)の 4通りのサイズの放流礁を

設置し (Fig. 1)，サイズ別に放流個体の生残・成長の比較
をおこなった。各人工礁は放流種苗の直接的移動を防ぐ
ため，それぞれ 1 m以上の間隔をあけて設置した。また，
礁の埋没防止対策として，コンクリートブロックを海底
に敷き，その上に放流礁を設置した。礁の設置は 2008年
6月 13日におこない，7日間の養生期間をあけ，2008年
6月 20日にマナマコ種苗を放流した。
　放流には，ひやま漁業協同組合江差潜水部会によって
生産されたマナマコ種苗を用いた。供試種苗は，前年の
2007年に人工採卵によって得られた浮遊幼生をマガキ殻
に沈着させ，江差漁港内の筏に垂下して約 1年間，粗放
的な中間育成をしたもの (1歳)である。この間，給餌は
行わなかった。放流礁への放流は，筏から種苗の付着し
たカキ殻を回収し，人工礁の各コンテナに対してカキ殻
10枚ずつ，計 320枚のカキ殻を添加しておこなった。こ
のとき，カキ殻に付着した種苗の密度および平均体長を
把握するため，カキ殻 20枚を無作為に抽出し，付着して
いた種苗の個体数と体長を測定した。マナマコは伸縮性
があり，伸縮の状態によって体長が変化することから，
本種の体長測定はナマコの伸縮性を抑えるメントール麻
酔を利用した方法が広く普及している。しかし，この測

Fig. 1.   Map showing the survey site located in Esashi, south-
western coast of Hokkaido, Japan.　Rectangles represent 
artificial reefs, which were settled on a sandy bottom at 
approximately 3 m depth.
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定方法は麻酔をかけてから測定までに時間がかかり，時
間の限られている野外調査には適さない。そこで，本試
験では写真からマナマコの体長 (L)と体幅 (B)をmm単位
で読み取り，以下の式により麻酔体長 (以後，標準体長と
する ; Le)を算出した (山名ら，2011)。

Le= 2.21# L#BR W
　放流後の調査は，2008年 6月から 2011年 7月までの間
に計 10回おこなった。調査方法はスキューバ潜水で，各
サイズの礁から乱数表に従って抽出したコンテナ (それぞ
れ n = 1～3)から個体をすべて回収し，個体数と体長を陸
上で測定・記録した。記録後，回収した個体は直ちに採
集したコンテナへ再放流した。2009年 10月と 2011年 7
月の最終調査では，抽出ではなく全コンテナを調査した。
ただし，2011年 7月の最終調査で回収した個体は，コン
テナに再放流せず，放流礁から 1 mほど離れた離岸堤付
近に全個体を放流した。その後，放流礁への移入の有無
を確認するため，2011年 8月に 9個組を除く各サイズの
礁から，無作為に抽出したコンテナ内の個体を調査した
(移入個体調査)。また，放流試験前の 2007年 7月と試験

終了後の 2011年 11月には放流礁に最も近い離岸堤周辺
での個体数調査をおこなった (周辺調査)。2007年の調査
では離岸堤全体 (全長 130 m)を調査し，2011年の調査で
は離岸堤の中でも放流礁を設置した場所により近い北側
の部分のみ (長さ48 m)を5つの区画に分けて調査した (Fig. 
3)。
　

結　　　　　果

　追跡調査期間中，設置した放流礁の表面には浮泥が沈
着し，内部には砂が少し入り込んでいたが，礁自体が埋
没することはなかった。2009年 3月の調査で 1個組の礁
1基が横転していることが確認された。これは強い波浪に
よるものと思われる。他の礁はすべて設置時の形態を 3
年間にわたって保っていた。放流種苗は，礁の表面では
なく，礁内部の割石の隙間に付着している個体が多かっ
た。全調査期間を通じて，放流種苗は調査した全ての礁
で観察された。
　全種苗の残留率は，放流から 1ヵ月で約 36%まで急激
に減少したが，それから 1年 3ヵ月後の調査まで大幅な
減少はみられず 30%台を維持した。しかし，放流から 3
年後の最終調査 (2011年 7月)では約 17%まで減少してい
た (Fig. 4)。礁のサイズ別の比較では，礁が大型化するに
つれて残留率が高くなる傾向がみられた。
　放流種苗の標準体長は，調査期間中に僅かな減少や横
ばいがみられる期間もあったが，礁のサイズにかかわら
ず増加し (Figs. 5, 6)，放流時 (2008年 6月)の平均標準体長
16.1±11.6 SD mmから，調査終了時 (2011年 7月)の 77.6
±12.7 SD mmまで成長した。礁のサイズ間で平均標準体
長を比較すると，1～4個組は 70 mm以上だったのに対し，
9個組では 64 mmとやや小型であった。放流から 3年後
の最終調査における礁のサイズと標準体長の関係を比較
すると，礁が大型化するほど標準体長は小型化する傾向
がみられた (r = －0.69, n = 32, P < 0.05) (Fig. 7)。一方，礁サ
イズと生残個体数の関係では，礁サイズが大型化するほ
ど 1コンテナあたりの個体数密度は高くなった (r = 0.49, n 
= 32, P < 0.05)。礁サイズに関係なく，1コンテナ内の生残
個体数と標準体長の関係は，放流から1ヵ月後の時点 (2008

Fig. 2. Artificial reefs for sea cucumbers (B).　The reefs com-
prised concrete blocks and plastic containers full of boul-
der stones (A).

Artificial reefs area

48 m

12 m

! " # $

%

November, 2011

N

Fig. 3. Shaded area adjacent to the breakwater denotes the survey 
area of the natural population censuses in 2007 and 2011.
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年 7月)で相関性はみられなかったが，1年 4ヵ月後の調
査 (2009年 10月)では明らかな負の相関がみられ (r =  
－0.68, n = 32, P < 0.05)，最終調査 (2011年 7月)でも同様
の傾向が確認できた (r = －0.62, n = 32, P < 0.05) (Fig. 8)。
　追跡調査後の放流礁への移入個体調査 (2011年 8月)で
は，抽出した 6コンテナすべてで個体が見出され，合わ
せて 35個体が発見された (Fig. 9)。平均標準体長は 80.7±
22.0 SD mmで，最小個体が 34.2 mm，最大個体が 126.9 
mmであった。礁には大小のマナマコが混在していたが，
1個組の中には 70 mm未満の個体はいなかった。小型個
体の大半は 2個組以上の放流礁で，かつ離岸堤に近い礁
を利用していた。
　周辺調査では，種苗放流前の 2007年には 8個体しか発
見されなかったが，4年後の 2011年には 57個体の大小さ
まざまなマナマコを確認した (Fig. 10)。発見された個体は，
離岸堤の内側 (I～IV, Fig. 3)では，テトラポット内部や外
部の転石などに付着していたが，離岸堤の外側 (V)では，
テトラポット外部には露出せず，内部にのみ付着してい
た。放流礁に近い区画では比較的小型個体が多く，遠い
区画になるにつれ大型ナマコが多くなることがうかがえ
る (Fig. 10)。

考　　　　　察

　本研究は，放流種苗の早期逸散の防止と放流後の動態
および放流効果の有無を調査することを目的としておこ
なわれた。放流個体は，放流初期に大きな減耗がみられ，
全体の約 36%しか残らなかったが，その後，大きな減耗
はなく，約 3年間にわたって追跡調査が可能であった。
このことから，本研究で作製した放流礁は，放流後の問
題であった放流個体の早期逸散を防ぎ，保護能力の高さ
を実証した。放流から 1ヵ月後，生残個体数は 1個組で
15%近くまで減少したが，他のサイズの礁では 30%以上
を維持していた。放流した種苗の減耗要因としては，種

苗が波浪によって剥離され斃死することが報告されてい
る (小林ら，1987 ; 草加ら，1995 ; Tanaka, 2000)。加えて，
種苗放流時のストレスによる活力低下が放流直後の死亡
を引き起こすことも示唆されている (植草ら，2012)。本
調査区は，日本海に面しており，離岸堤によって静穏性
が保たれた当地でも，依然として波浪が強く，放流時の
活力低下も相まって，種苗が波浪によって逸散，あるい
は死亡してしまったと考えられる。特に，1個組や 2個組
などの小型礁は，大型礁と比較して礁の内部空間に対す
る表面積が大きく，内部に進入した波浪の衝撃が強いと
推測される。よって，小型の礁では，放流種苗の大半が
付着する前に，礁から剥離・流出した可能性があると考
える。今後は放流初期の大幅な減耗を抑える放流方法を
検討していく必要があるだろう。
　放流種苗は礁のサイズに関わらず調査期間を通じて成
長していたが，調査頻度の高かった 2008年に着目すると，
10月の調査以降に若干の成長の停滞，減少が見られた (Fig. 
6)。マナマコは，高水温期になると活性が低下して絶食状
態になり，成長を停滞させる夏眠をおこなうことが知ら
れている。北海道のマナマコは，夏期の活性低下 (夏眠)
をしないという見方 (木下・田中，1939 ;  木下・渋谷，
1939)と，夏眠をするという説 (Tanaka, 1958)の両方がある
が，最近では期間の長短こそあれ夏眠を行うことが知ら
れている (柏尾ら未発表データ，中原ら未発表データ，五
嶋，2014)。完全な夏眠に至る以前にマナマコの消化管は
減退すると報告されていることから (崔，1963)，本調査
で観察された成長の停滞は，夏眠ないしは夏眠に準ずる
活力の低下によるものと推測される。これは，高温期が
終わった後に放流種苗の成長が再開したことからも支持
できる。
　礁の大型化による成長の遅れ，つまり，9個組の礁の平
均標準体長が他のサイズの礁と比較して小さかった要因
の一つとして，外部から流入する水量が影響したことが
考えられる。ベントスにとって，流量の多少は餌となる
デトリタス量や質を左右することが知られている (Wildish, 
1977 ;  Wildish and Kristmanson, 1979)。9個組は，1個組や
2個組などの小型礁と比較して，礁の内部に流入するデト
リタス量が少なく，その結果，成長が鈍化したと推測さ
れる。
　放流後の時間が経過すると，礁の大きさに関係なく，1
コンテナ内の生残個体数密度と標準体長に負の相関がみ
られた (Fig. 8)。同じ放流礁内でもコンテナ間の移動が少
なく，生残個体数が多い場合には各コンテナ内において
個体間の餌を巡る競争が発生していた可能性がある。最
終調査 (2011年 7月)の結果では， 9個組の礁において平均
体長が小さい傾向がみられた (Fig. 7)。この要因には，前
述のように大型礁ほど流入するデトリタス量が不足した
うえに，高い生残率のためにコンテナ内の個体数が多く
過密状態による餌不足という 2つの要因が重なって成長
が鈍化したと考えられる。礁の大型化は生残個体数を高

Fig. 4. Changes in survival rate of released individuals at Esashi. 
Each symbol represents a different unit size of artificial 
reefs, and the smoothed curve was obtained from mean 
survival rates at all artificial reefs.
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めるが，成長の悪化を招く可能性がある。礁内の餌環境
については今後の研究課題となる。
　放流礁周辺の個体数は，放流前と比較して約 50個体ほ
ど増加していた。この結果は，放流前後の調査方法が異
なるので一概には比較できないが，2011年の調査区は，
2007年の調査区の 4割以下の面積であることを考慮する
と，個体数が増加したと結論づけるのに十分な差異と思

われる。そのサイズ組成は放流した稚ナマコが生残し十
分な成長を実現し，漁獲対象となる 170 mm以上に成長し
ていることを示すものであった。すなわち，十分な放流
効果がうかがえる。
　全個体を離岸堤に放した後におこなった放流礁への移
入個体調査では，放流礁の内部に再びマナマコを確認す
ることができた。放流礁は，追跡調査終了後に一度すべ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.　Frequency distribution of body length of sea cucumbers in each survey term and at each artificial reef size at Esashi.
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Fig. 6. Growth of released sea cucumbers at the experiment site 
in Esashi.　Each symbol represents a different size of 
artificial reef, and the smoothed curve was obtained from 
mean body lengths of all individuals at all artificial reefs.

Fig. 7. Relationship between mean body length and mean num-
ber of surviving individuals per container at different sizes 
of artificial reefs in July, 2011. ○ : mean body length, 
and vertical bars show SD.　Rectangles show number of 
individuals per container.

Fig. 8.　Relationship between number of surviving individuals per 
container and mean body length.

Fig. 9. Body length frequency distribution of sea cucumbers.　
Figure A shows the results of the final census of the track-
ing study in July 2011 in which all the animals were col-
lected from the artificial reefs, and released near a 
breakwater located near the artificial reefs.　Figure B 
shows the survey of immigration into the artificial reefs in 
August 2011.

Fig. 10.　  Frequency distribution of body length of sea cucumbers 
found near a breakwater located near the artificial reefs 
in July 2007 (one year before the release of juvenile sea 
cucumbers) (A) and in November 2011 (3.4 years after 
the release) (B).

Body length (mm)

Body length (mm)
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ての個体を取り出しているため，この移入個体調査で確
認した個体は，すべて追跡調査終了から移入個体調査ま
での約 1ヵ月の間に外部から移入したものである。移入
した個体の標準体長は 34.2 mmから 126.9 mmであり，60 
mm台の個体が最も多かった (Fig. 9)。このサイズの個体は，
大多数が離岸堤に最も近い礁に入り込んでいたことから，
追跡調査終了後に離岸堤に放流した中小型個体が再び放
流礁へ移動したものと考えられる。さらに，2011年の離
岸堤付近の周辺調査において，70 mm未満の個体を見つ
けられなかったことも考慮すると，放流礁は標準体長 70 
mm未満の個体に適した環境であると推測できる。また，
放流から 1年 4ヵ月の間，礁内の残留率は約 30%を維持
していたが，その後，最終調査までの間に 17%まで減少
した。放流から 1年 4ヵ月後の種苗の体長は，平均 55 
mmに達しており，波浪による流出や外敵の捕食による減
耗とは考えにくい。マナマコは大きくなるにつれ，沿岸
の岩礁地帯から沖合深所に移動する傾向があり (濱野ら，
1989)，2011年の周辺調査結果でも，大型個体ほど沖合に
近い区画を生息場とする傾向がみられた (Fig. 10)。した
がって，本調査で放流礁に放した個体も，成長に伴って
礁の外へ生息場を移動した可能性が高い。これらの諸点
を考慮すると，今回用いた人工放流礁では周辺域を含め
て放流 3年後 (4歳)で約 30%の生残率を確保できたと考
えられる。この値は決して低い値ではないと考えられる。
　資源増殖の目的は，放流個体が自然環境下に資源とし
て添加されることにある。本研究の結果を考慮すると，
放流礁のサイズに関しては，強い波浪にも耐えられ，生
残個体数密度の高い大型礁が有効であると思われる。た
だ，大型礁は小型礁と比較して成長が遅くなるという課
題が残るため，礁内に餌となるデトリタスを流入しやす
い形状にするなどの改良が必要だろう。
　本研究で用いた放流礁はマナマコが利用するミクロな
環境を再現したものであるが，放流礁の設置場所にはマ
クロな環境の選定が重要となる。北海道の浅所では，マ
ナマコは一般に静穏な環境に生息し，その中の転石帯で
幼稚仔が発見されることが多い (山名ら，2014)。よって，
放流礁の設置場所には，一定の静穏性を保つために離岸
堤のような波浪の衝撃を緩和させる存在が必要だろう。
濱野ら (1989)，および山名ら (2014)は，マナマコの増殖
には成長に合わせた環境整備が重要だと述べている。今
後は，北海道周辺のマナマコ成体の住み場を調査し，放
流礁から移出した幼稚仔が成体になるまでの環境を整備
することで，より効果的な資源添加が可能になるだろう。
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