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【目的】 

水産庁委託事業の資源動向要因分析調査事業において，厚岸栽培漁業センターでサンマ

の飼育試験を行い，生態・成長など資源管理に必要不可欠な事柄を調べる予定である。飼

育のために必要なサンマの卵を採集するために，６月から三陸沿岸の定置網漁場にて採卵

器を設置して採卵に努めてきたが，現在のところサンマの産卵が見られず，飼育を開始す

ることができない。 

一方，７月中旬から，厚岸地先サンマ流し網漁場において，サンマが多獲され，産卵も

確認されている。このため，調査船を派遣し，１．流れ藻等に付着しているサンマ卵を採

集する、２．人工の産卵床に産卵させることによりサンマ卵を得る、３．成熟したサンマ

親魚から成熟卵を搾出し、人工授精を行うことにより受精卵を得る。以上の方法を試みる

ことにより、飼育に適した良質な卵を必要量確保することを目的とする。 

 

【調査船】 

北海道区水産研究所 探海丸 

全長； ４０．１３ｍ 

トン数； １６８トン 
馬力； ９００馬力 

船体色； 白色 

コ－ルサイン；７ＬＡＹ 

漁船登録番号；ＨＫ１－８０８ 

【調査員】 

乗組員 

本間盛一船長以下 18 名 

調査員 

東北区水産研究所八戸支所 巣山 哲 

厚岸栽培漁業センター 神保 忠雄（予定） 

【調査海域】 

道東サンマ漁場（距岸 50ー100 海里），水温 15℃以上。7 月中旬より漁網に産卵



が認められる水域の位置や水温等に関する情報の収集を東北水研と厚岸栽培漁業

センターが行い、探海丸並びに調査職員と協議して、出航までに調査対象水域を

確定する。調査海域は公海を除く。 

道東沖で採卵に適したサンマが採集されない場合は、噴火湾等での調査も行う

可能性がある（７月 22 日現在、噴火湾でサンマが定置網に乗網しているとの情報

はない）。 

 

【調査日程】 

平成１６年８月２日；１０：００ 釧路出港，流れ藻探索等によるサンマ卵採集 

３～４日；サンマ卵採集(厚岸、釧路または花咲港に寄港する場合あ

り） 

５日；サンマ卵採集，釧路帰港（厚岸または花咲に寄港する場合あり） 

６日；予備日（調査がうまくいかない場合、引き続き調査を行い、夕

刻までに釧路に入港する） 

 

＊卵が採集できた場合、３日または４日に釧路または厚岸に入港、接岸す

る場合がある。入港場所および時刻は当日の天候、厚岸栽培漁業センター

および北海道区水産研究所海区水産業研究部資源培養研究室と協議・連絡

の上、決定する。 

【調査項目と方法】 

(1) 流れ藻調査 

• 流れ藻を採集して，サンマの卵の付着を確認し，水槽に入れて持ち帰る。 



• 水槽は、１kl 円形キャンバス水槽 2 基のうち 1 基を用いることとし、海水の掛

け流しにより付着卵を輸送する。水槽は、厚岸栽培漁業センタ－が準備する。 

• なお、卵発生の停止を防止するため、換水の温度は 13℃以上とする。13℃以下

の水域では換水を停止し、水槽の上蓋（保温シート）を閉めて保管する。 

(2) 産卵器による採卵試験 

• サンマの分布の多そうな海域で，採卵器をフロートにつけて流し，産卵を促し，

回収して持ち帰る。 

• 産卵器は 12m ロープに人工海藻「キンラン(1.5m)」3 束を 50cm 間隔で計 60 本取

り付けたものを 2 セット用いる。産卵器はロープの一端をレーダーブイに取り付

けて見失わないようにし、人工海藻の間に小型のフロートを取り付けて水面に浮

かぶ構造とする。 

• 産卵器の設置時間帯は日の出前から 10 時くらいと、３時から日の入り後までと

する。漁船の操業終了後または操業開始前（漁船がくる前）に引き上げる。日出

後および日没前にはレーダーブイを見失わない範囲で、流れものに付着したサン

マ卵の発見に努める。 

（レーダーブイからどれくらい離れても大丈夫かは、あらかじめ確認しておく） 

• 産卵が確認された場合、人工海藻を切り離して 1kl 水槽に収容し、海水の掛け流

しで輸送する。なお、1kl 水槽は海藻回収用と区別し、13℃以上で水温管理する。 

(3) 集魚灯並びに流し網による親魚の確保と人工授精 

（別添サンマ人工授精マニュアル参照） 

• サンマ産卵親魚を採集して，人工授精を試みる。 

• 方法は別添「サンマ人工授精マニュアル」に記載。 

• 産卵親魚の採集は、流し網、たも網、つりで行う。各漁具の操業時間と方法は協

議のうえ決定する。採集は夜半過ぎから開始する予定である。夜半までは探索、

採集方法はたも網。 

• 人工授精は厚岸栽培漁業センターの調査員の現場指導のもとで実施する。なお、

人工授精には最低３名必要であるため、作業にあたり探海丸乗組員の協力を依頼

する。 

【魚卵の受け渡し】 

• 受精卵の確保に成功したら、ただちに釧路港（または厚岸、花咲等最寄りの港）

に向け航走を開始するとともに、到着予定港と時刻を厚岸栽培漁業センターおよ

び北海道区水産研究所に通知する。最初の通知は航走開始時、その後随時到着時

刻について連絡を取り合う。 

• 受け渡し場所は港の岸壁とし、厚岸栽培漁業センターは、そこで 2トン車 2 台で

待機、トラックに積載した 1ｋｌ水槽合計 2 基に海藻や産卵器を移し替える。 

• 探海丸は、その後帰港する。 



【必要資材と調達機関】 

東北水研 流し網 26,30,33mm 各１反(3)、 流し網 18mm たもあみ製作用 

光学顕微鏡(1)、実体顕微鏡(1)、解剖ハサミ＋ピンセット(3) 

マリンスケール（13kg）、測定板、測定用紙、筆記用具、釣り竿、さび

き、標本用段ボール箱、ビニール袋、大小、ガムテープ、クロステー

プ、間切り包丁、デジタルカメラ、デジカメ用電池、充電器 

カッパ、長靴、ビニール手袋、スライドグラス、カバーグラス、レー

ダーブイ用電池 

厚岸栽培漁業 

センター 

1kl 水槽(3、(船積載は 2))、70L 容器(4) 

産卵器(2 式)、タオル(20)、紙タオル(3 冊)、平皿(10)、袋網(100) 

受精基盤(4 式）、サランラップ(1）、水温計(1)、延長コードリール(1)

秤 1mg～100g 仕様(1)、2ｔトラック(1)、軍手(20) 

パスツ－ルピペット(200)、カッパ、長靴、ビニ－ル手袋 

探海丸 レーダーブイ(2)、流れ藻採集用ボートフック(3)、バケツ(4)、海水氷

(100kg)、清水氷(10kg) 

【関係機関連絡先】 

東北区水産研究所八戸支所 

〒031-0841 

青森県八戸市大字鮫町下盲久保 25-259 

TEL: 0178-33-1500 

FAX: 0178-34-1357 

厚岸栽培漁業センター 

〒088-1108 

厚岸郡厚岸町筑紫恋 2-1 

TEL: 0153-52-4767 

FAX: 0153-52-6141 

探海丸 

Tel:090-3022-9724 

北海道区水産研究所海区水産業研究部資源培養研究室 

〒085-0802 

釧路市桂恋 116 

企画連絡室企画連絡科長 TEL:0154-92-1725 

海区水産業研究部資源培養研究室 TEL:0154-92-1718 

FAX:0154-91-9355 

 

 



（参考）おおよそのタイムテーブル（現時点での構想） 

 １日目 

9:00？ 出港（道東沖漁場へ） 

～15:00 水温の確認、浮遊物探索、 

15:00 ブイ付き産卵床投入 

19:00 ブイ付き産卵床回収（18：38 頃日没） 

 漁船操業位置確認 

 確認後、漁場南側の操業の邪魔にならない位置まで移動し、集魚灯点灯、

魚群探索 

21:00 タモすくい開始。採集魚の成熟状態と排卵状態のチェック。成熟状態が思

わしくない場合（未熟な場合）、場所を移動し、産卵魚の探索を続ける。

また、成熟しているものの排卵が起こっていない場合は、採集した個体を

水槽に収容する。 

２日目 

0:00 人工授精開始（採集個体および収容個体） 

3:00 漁船操業位置確認し、漁船操業位置確認、操業終了後、漁場にブイ付き産

卵床投入（04:09 日出） 

10:00 ブイ付き産卵床回収  

もし、良質の卵が採集されたら、一時寄港。卵を下ろしたあと再度出港し、

漁場へ向かう。 

～15:00 水温の確認、浮遊物探索（以下同様、１日目の結果をもとに方

法の改善等を討議の上決めさせて下さい） 



        別添 

サンマ人工授精マニュアル Ver.1 
(2004/7/22 森岡) 

１． 必要資材 

項目 数量 目的 

1kl 水槽 1 受精卵を付着させた基盤を収容し、保管する（写真） 
   
70L 容器 4 成熟魚の収容、保管（写真） 
2L カップ 2 媒精用 
平皿 10 媒精用、成熟魚の一時的保管、精巣の一時的保管用他（写真） 
サランラップ 1 平皿においた氷上の被膜用他 
解剖具 3 活〆や精巣摘出用 
受精基盤 60 27×35cm の枠網、これに卵を付着させた後に人工授精（写真） 
基盤フレ－ム 4 受精基盤 15 枚を収納するフレ－ム（写真） 
バケツ 4 海水、清水用他 
袋網 100 精巣を刻んで収容し、精子を絞り出すためのもの 
   
水温計 1 水温管理 
タオル 20 手ぬぐい、サンマ体表水分除去用 
紙タオル 3 冊 サンマ精巣の表面水温除去用 
   
光学顕微鏡 1 精子活性の確認用 
ピペット 200 パスツ－ルタイプ。精子活性確認用 
スライドグラス 4 箱 精子活性確認用 
カバ－グラス 4 箱 精子活性確認用 
   

＊斜体は東北水研八戸支所 
２． 方法 

１） 前処理 

• 資材準備 各資材を効率的に配置する。1kl 水槽を満水にする。FRP 水槽を海水掛

け流しの状態にする。海水氷を砕氷して 70L 容器 No.1 に準備。70L 容器 No.2、No.3
には海水と氷を入れて水量 30L、5℃に調整。バケツ 2 個を清水、1 個を海水で満た

す。平皿 2 つに氷をおき、サランラップで覆う（氷平皿①、②）。 
• サンマ採集 刺し網やタモ網で採集したサンマを 70L 容器 No.2 に収容し氷冷保管。 
• 選別 氷冷保管作業と並行してサンマの腹部を軽く圧迫し、成熟卵が出たら 70L 容

器 No.3 に氷冷保管。放精したら活〆し、タオルで体表を拭いて氷平皿①のラップ上



に保管（海水に触れないこと、腹を上側にして保管）。 
• 精子活性の確認 放精雄の体表水分を拭い、腹部圧迫して精子を少量搾出（10μl）

し、カバ－グラスで採取。これを海水を滴下したスライドグラスに乗せてただちに

検鏡。精子に活性が認められるサンマを受精の第一候補とする。 
• 精巣摘出 第一候補の雄がないか不足している場合、人工授精に用いる雌雄以外の

サンマの腹部を切開し、精巣が成熟しておれば摘出、紙タオルで拭って氷平皿②の

ラップ上に保管。これらを刻んで混ぜ合わせ、雌の数量分の網袋に分割収容する（第

二候補）。このうち 1 袋について精子活性を確認する（確認できない場合も使用）。 
２） 人工授精 

• 人員配置 卵を搾出する係（調査員 A）、搾出卵を採卵基盤に付着させる係（調査員

B）、サンマ等を手渡す係（クル－A 氏）の最低 3 人で構成する。 
• 精子準備 ２L カップに海水を入れる。第一候補の雄サンマの精巣を摘出し、袋網に

収容。第一候補が確保できない場合、第二候補を使用。 
• 熟卵の搾出と受精基盤への卵付着 クル－A 氏が成熟雌を取り出し、体表水分を拭っ

て調査員 A に手渡す。調査員 A はサンマの腹部を圧迫する。熟卵数個が体外に出た

ら、調査員 B が卵をつまみ、引き出しながら受精基盤に付着させる。付着作業は腹

部圧迫と摘みだしの共同作業によって全卵が出るまで手早く行う。 
• 人工授精 卵を付着させた産卵基盤を裏向けて乾燥した平皿におく（卵が下）。その

後、速やかに網袋の中の精巣をすりつぶし、カップに滴下、かきまぜて平皿に注ぎ 2
分静置する。 

• 受精後の処理 受精基盤を平皿から取り出し、専用フレ－ムに装着して１KL 水槽に

沈める。 
• 処理の継続 上述した搾卵、受精作業を全ての雌に対して行う。  
 

 

1kl 水槽 

70L容器 付着基盤と 
平皿(45×35cm) 

付着基盤を収容し

たフレ－ム 


