
黒潮域と徳島県沿岸を旅するボラと

ボラ漁業の栄枯盛衰

徳島県立農林水産総合技術支援センター

上田幸男(Yukio UETA)
(技術士；水産部門)

1．はじめに

　読者の皆様は「ボラ」と聞いてどう思われますか。「生活排水が流れ込む汚れた水域に群

れる魚」「臭く不味い魚」などマイナスイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。

　私が子供の頃，昭和40年代の冬には吉野川の岸辺で竹を×状に組んで物干し竿のような

長く太い釣り竿で赤や黄色のテープを束ねた疑似餌を揺らしてボラを釣り上げる『ちょん掛

け釣り』が，冬の風物詩になっていました。釣り人のおじさんが小学生の私に「冬になると
しけん

ボラは眼に脂の膜が張って(正確には脂瞼という)視力が落ちるため，このような疑似餌で釣

れるようになる」と教えてもらいました。また，当時市中に多くあった魚屋さんの店頭には

普通にラウンド(丸)のボラが並んでいましたし，家庭でボラを調理して刺身や味噌汁で食べ

る習慣が残っていました。

　しかし，高度成長期やバブルを通じて食べ物が豊かになると，なぜかしらボラを食べる習

慣は著しく減少していきました。魚屋さんもどんどん減って行き，さばき方や食べ方を教え

る人がいなくなったことも影響しているかもしれません。一方，港や都市河川の水質も徐々

に改善され，透明度が高くなるとひしめきながら群泳し底泥をつつくボラを見ることができ

るようになっていきました。徳島市内の新町川や助任川でも春から秋には海面を群泳する大

小のボラを普通に見ることができます。特に小型個体は排水溝などで群れる様子を見ること

ができます。

　子供の頃から「同じボラでも鳴門のボラは臭くない」と言われていましたが，私が県庁に

写真1.　播磨灘産のよく太った大型ボラ(全長57cm， オス)。
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入庁した昭和59年頃には鳴門市の北灘漁協折野支所職員の中山義夫さんが，「昔は近所の人

がようバケツ下げて浜にボラを買いに来たが，この頃は買いに来る人がおらんようになった」

と話されていました。今日でもその状況は変わらず，生産者価格で数十円 /kgで取引されて

います。

　こんなに人気が地に落ちたボラですが，歴史的にも文化的にも由緒があり，食文化も奥深

く，生理・生態・生活史からみても驚くような生存戦略を持った魚です。

　昨年は徳島県民が著しく強い嗜好を持つボーゼ(イボダイ)について話題提供しましたが，

今回は私達の近隣の河川に生息し，より身近なボラの驚くような生態やボラ漁業の歴史的変

遷について少し掘り下げてみました。

ことわざ

2．出世魚として諺が広く知られる

　ボラは食べ物としてよりも「ハク」「キララコ」(3cm以下太ったメダカ)→「オボコ」(3～

18cm)→「スバシリ」→「イナ」(18～ 30cm)→「ボラ」(30cm以上)→「トド」(5歳以上，ボ

ラの老成魚)と成長に応じて呼び名が変わる出世魚です。江戸時代の儒者，貝原益軒が80歳

の時に刊行した大和本草(貝原益軒，1706)にボラは「河鯔」として「海鯔より味美し河魚の

佳品とす」と記されていることから人が見えるところに棲み，庶民の身近な魚として江戸時

代から重宝されていたことがわかります。このため「オボコい(世間知らず)」，「鯔背(威勢

が良い)」「トドのつまり(これ以上はない)」などの諺が生まれたのではないかと思っていま

す。

「ハク」「キララコ」3cm以下太ったメダカほど

「オボコ」3～ 18cm．世間知らずの「オボコい」

「スバシリ」

「イナ」18～ 30cm，イキで威勢が良いことを「鯔背(イナせ)」

「ボラ」30cm以上

「トド」5歳以上，ボラの老成魚，これ以上はない「トドのつまり」

　英名"Flathead mullet, Ox-eye herrig"は「平坦な頭のボラ」,「雄牛の眼をしたニシン」と

いう意味でいずれも体の特徴表した良い名前です。

3.徳島県沿岸に生息するボラの種類
　ボラは世界各地の海に棲んでいます(井上1979)。徳島県の都市河川にはセスジボラLiza
affinis(Gunther,1861)，メナダLiza haematocheila(Temminck et Schlegel,1845)，ボラMugil
cephalus cephalus　Linnaeus,1758，モンナシボラValamugil engeli(Bleeker,1858)の4種が生息
することが報告されています(佐藤1991)。私は大型種であるメナダとボラは吉野川と徳島県
沿岸で確認したことがありますが，セスジボラとモンナシボラはまだ見たことがありません。

食用になるのもこの 2種です(大富2013)。



　瀬戸内海沿岸で漁獲されるボラ類の大部分は標準和名”ボラ”ですが，他種と区別するた

めにボラのことを｢マボラ(真鯔)｣と記している文献もいくつかあります(社団法人日本水産

資源保護協会 1974，鍋島 1980)。

4.　ボラの回遊と生活史

　ここでは一般にはあまり知られていませんが，研究者により明らかにされているボラ

Mugil cephalus cephalusの回遊生態と生活史について知見を整理してみたいと思います。

　ボラの産卵期は 10～ 1月で，産卵海域は黒潮の影響を受ける外海で，薩南，日向灘，土

佐湾，熊野灘海域と報告されています(社団法人日本水産資源保護協会1974)。ボラの卵は油

球を持つ分離浮遊卵であり，中層もしくは深層を漂っていますが，稚魚は表層を漂っていま

す。紀伊水道南部の枯木灘で体長5～12mmのボラ稚仔魚が出現することから，大阪湾のボ

ラは枯木灘で10～11月に産卵し，大阪湾には体長30～60mmになって出現することが報告

されています(鍋島1980)。徳島県でも1971～1999年に播磨灘海区の2定点，紀伊水道海区
の5定点，海部沿岸海区の6定点，海部沖合の7定点で毎月稚魚ネット調査を行い，体長0.95
～ 33.7mmのボラ科魚類の稚魚を採集しています。種の査定はできていませんが，前述した
ようにボラ科魚類の大部分はボラであることからボラと見なして良いと考えています。どの

海域でも周年ボラの稚魚は採集できますが，室戸岬沖を含む海部沖合と海部沿岸の調査では，

11月をピークに稚魚が採集され，紀伊水道および播磨灘では6月に採集のピークがあります
(図1)。このことから，大阪湾(鍋島1980)や社団法人日本水産資源保護協会（1974)の報告

と概ね一致します。

　外海で孵化したボラ稚仔は浮遊期に紀伊水道日ノ御碕や白崎沖に出現し，体長20～25mm

になると沿岸に向かって移動を始めます。蒲生田岬への移動は 1月，徳島市周辺で 2月頃，

鳴門周辺が 3 月頃に来遊することが報告されています(社団法人日本水産資源保護協会

図1.　漁業調査船｢とくしま｣による1971～1999年の稚魚ネット調査で採集されたボラ科
魚類の曳網当たりの海区別月別採集個体数。播磨灘海区(2定点)，紀伊水道海区(5定点)，
海部沿岸海区(6定点)， 海部沖合(7定点)の平均値。
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1974)。2～4年程度，瀬戸内海及び周辺汽水域で過ごした後，外海へ移動して産卵するもの

と考えられています(鍋島1980)。これらの結果をまとめると図2のようになります。ボラは

1歳で体長200mm，体重  158g 2歳で体長300mm，体重518g，3歳で体長350mm，体重814g，

4歳で体長400mm，体重1,203gになると推定されています(鍋島1980)。高齢魚は8歳を越え

(谷口，1987)，最大で800mmになると記されています(大作2000)。

　なぜボラがわざわざ遠い危険な外海まで回遊して産卵するのかは明らかではありませんが，

私は黒潮の流れに卵や稚仔を広く分散させることで子孫を残そうとする繁殖戦略ではないか

と仮説を立てています。

　つまり，私達のごく身近な新町川や助任川をはじめ都市河川で普通に観察することができ

るボラの稚魚は，産卵場の黒潮域から荒波と早い潮流を乗り越えてたどり着いた強者と言え

ます。ボラの抱卵数は 100～ 700万粒で，飢餓や飢饉を乗り越え，捕食動物から逃れ，無事

両親になれるのは僅か数百万分の2の確率あり，新町川や吉野川などにやってくる稚魚も厳

しい荒波と生存競争を生き残ってきた個体と思うとさらに感慨深いものがあります。

図2.　瀬戸内海東部におけるボラの回遊経路(日本水産資源保護協会1974， 鍋島1980を
参考に作成)。

薩南～紀伊

水道外域

1～2月産

外洋へ

2～4歳魚

産卵回遊

10～1月

播磨灘

0歳魚

1～5月

大阪湾

0歳魚

1～5月

紀伊水道

0歳魚

1～5月

補給

沿岸部

0歳魚

2～3月

黒潮



5.  ボラの体の特徴

　ボラは英名”Flathead mullet”の通り(写真1)，頭部の上部が平坦で著しく固いのが特徴で

す。まき網を入れても，網を飛び越えて逃げることから，ボラはクロダイと並び頭が良い魚

として称されます(鷲尾1990)。体は棒状で太く，尾柄部も太いことから普段はゆったりと泳

ぎ，マグロやアジ，サバのように持続的に高速で遊泳する魚ではないと思っています。鱗は

著しく固く，大きく鱗取りがたいへんな魚です。

　ボラは篦のような特殊な下顎(写真2)で石に付いた藻や有機物，小型の底生動物を泥ごと

擦り取るように飲み込むため，泥を排出するために胃袋出口の幽門部(写真4,5,通称ボラの

ヘソ)が発達しています。このため，内臓にはやや臭みがあります。汽水域河川や港からも

ゴカイ，オキアミ，マグロ，アジ，サバ，イカの切り身，豚肉及びルアーで釣れることから，

正確には雑食性と言えます。腸も太く複雑に回転し，体長の数倍以上の長さがあります(谷

口，1987)。
しけん

　眼は大きく丸く視力が良さそうですが，冬には脂瞼と呼ばれる半透明の膜で眼が覆われま
しけん

す(写真3)。ニシン，アジ，サバなどの仲間にもみられる脂瞼ですが，その役割は，①視力

向上，②偏光，③紫外線からの保護，④水面を漂う異物に対する防御などと推定されるもの
しけん しけん

の，詳細は明らかにされていません(ウィキペディア，脂瞼)。近縁種のメナダには脂瞼が形

成されないようです(大作2000)。

　筋肉はやや赤身(表層血合筋)はあるものの基本的に白身で，水面をよく飛び跳ねているこ

写真2.　篦のような特殊な下顎 写真3.　眼の周囲に出来つつある脂瞼

写真4.　幽門部， 長い腸， 肝臓および精巣 写真5.　ボラの” ヘソ” と呼ばれる幽門部

脂瞼

下顎

精巣

肝臓

幽門部

腸

幽門部



とからも瞬発力があることがわかります。なぜボラが飛び跳ねるのか明らかにされていませ

ん。

6.　伝統的なボラ漁業

　ボラは地域の人の眼に触れる沿岸域や河口域に生息しており，古くから身近な資源として

高度に利用され，多くの古い記録や文書が残されています。徳島県漁業史(1996)には土佐泊

(鳴門市)で江戸時代の寛文(1661～1673)か元禄年間(1688～1704)に大型のボラ敷網が営ま

れていたことが記されています。鳴門のボラ敷網は1帖(グループ)当たり40～60人で操業

する大規模な漁法で，昭和10年頃まで営まれていました。また，堂浦では中高網(なかたか

あみ)(別名；まかせ網)というまき網が，寛政(1789～1801)には橘，志和岐(3帖)，東由岐，

西由岐(2帖)，木岐(4帖)，恵比須浦(3帖)，日和佐(3帖)，牟岐西(3帖)，浅川(2帖)，鞆浦

(2帖)，宍喰(1帖)などで多数のまかせ網が営まれていた記録が残されています。このほか

阿部でも延享年間(1744～1748)にまき網の一種であるまかせ網でボラを獲った記録が残っ

ています。もちろん，ボラだけでなくコノシロ，イワシ，アジ，サバなど多様な魚が漁獲対

象になっていたと思われます。

　中高網の大きさは地域により異なりますが，長さ 280尋，深さ 30尋の巨大な風呂敷状の

もので 40～ 60人の漁業者で営む大規模漁業です。このほか中高網を小型化した金尻網(長

さ100～120尋，深さ10～15尋)や棚網(4間四方)という四つ手網でもボラを漁獲していま

した。鳴門市北灘町の年配の漁師さんから聞いた話ですが，今日のように魚群探知機，ソ

ナー，携帯電話のなかった時代ですから，海面を見渡せる山の高い場所からボラやコノシロ

の群れを探し，洋上の漁師に連絡し，魚群を網で巻いて漁獲したそうです。

　お隣の香川県でも寄魚(よりうお)漁業として中高網(まき網，全長400～600m，高さ60m)

が江戸時代以前から昭和30年頃まで営まれていました(香川県農林水産部水産課，香川の水

産業 https://www.pref.kagawa.lg.jp/suisan/gyogugyohou/kietagyogyou/yoriuo/yoriuo.htm)。小豆島

の坂手村(内海町)で1639年1月にイナ，ボラ5万尾が寄魚漁業(中高網)で漁獲されたことが

記録されています(香川県農林水産部水産課1998)。1954年には坂手村に寄魚漁業が 11帖，

大正期には寄魚 60，中高網 21のボラ漁業に関する漁業権があったと記されています。

　このようにボラは江戸時代から高度に利用され，地域を支える沿岸資源であったことは間

違いないようです。

　今日では徳島県でも香川県でも敷網やまき網がほぼ消滅してしまったのはイワシ，アジ，

サバの漁獲量が減少したことが最も大きいですが，ボラを獲らなくなったことも少なからず

影響していると思います。

　瀬戸内海では冬になると水温が低下し，多くの魚が外海に移動し，冬には多く獲れる魚が

少なくなります。ボラは冬でも多く漁獲され，しかも冬には臭みが取れ，脂が乗って美味し

くなります。私達が知っておかなくてはならない大切なことは，ボラは冬だけは美味しく食

べることができ，多く漁獲できることです。



7.　ボラの価値の変化

　大正元年から昭和 10年に実施された水産事項特別調査によると，現代と変わらない 47

～ 174トンの水揚げがあり(図3)，この期間ではカツオよりも単価が高く，大正2年には

マダイよりも高いことが記されています(徳島県漁業史編さん協議会，1996)。この価格か

らもボラが県内で親しまれ，好まれていたことを理解できます。

　昭和 27～ 33年には 40～ 90トンの漁獲でしたが，その後漁獲量が増加し，昭和 34～ 63

年は 100トンを越え，特に昭和 47～ 57年には 200トンを越えました。その後漁獲量は急

減し，平成 14～ 18年にはわずか 42～ 61トンで推移しています。

　ボラの単価は昭和 34年には 125円であったものが，昭和 48年には 303円に，昭和 62年

には 412円にまで上昇した後，平成 13年には 154円まで低下しました(図4)。併せてボラ

図4.　昭和34年から平成17年における主要産地市場におけるボラの単価の推移及びボラ/
マダイの単価比(%)(水産物流通統計年報より)。

図3.　大正1年から平成18年における海面および内水面におけるボラ類の漁獲量の経年変
化(徳島農林水産統計年報及び徳島県漁業史の水産事項特別調査より)。
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の価値を評価する目的でマダイに対するボラの単価比を求めてみました。昭和 34～ 43年

には 40%を超えていましたがその後急激に低下し，昭和 52年から平成 15年には 20%前

後で推移しました(図4)。

　これらの結果はボラの単価が昭和 34～ 49年にかけて上昇し，平成 4年まで高水準を維

持したにもかかわらず，ボラ/マダイ単価比は昭和39～ 52年に急激に低下しているのは

ボラの価値が単価以上に低下していることを示していると考えられます。また，昭和 52

年から平成 15年には 20%前後で低迷しています。

　なぜボラの価値が 39～ 52年に急激に低下し，昭和 52年以降価格が低迷したのか，一

つは汚れた沿岸の海や都市河川で普通に見ることができ，公害問題の対象魚に上がったこ

と，二つ目はボラが臭いというイメージが定着したことが挙げられます。また，三つ目は

所謂魚離れの問題で，ボラが大型魚で鱗が大きく調理に手間がかかり，家庭での調理が難

しくなったことや丸売りする魚屋さんが減少した流通の変化の影響が考えられます。

8.　ボラの料理

　夏のボラは美味しくありませんが，冬のボラは脂が乗って見違えるほど美味しくなると言

われます。人気のないボラですが県内のスーパーマーケットでフィレー1枚が 300～400円

で刺身用として細々と販売されているのを目にすることがあります。丸ものを購入されるな

ら，活け〆され，体高が高く，よく肥えたものが脂が乗って美味しいです。

　頭上部を手鉤等で活け〆し，脱血ができていれば臭味はかなり軽減されます。鱗が著しく

硬く，不要部位の処分などを考えれば家庭でのラウンド(丸)の調理は難しいと思います。

　私は刺身(写真6)が一番美味しいと思いますが，ボラには有害異形吸虫(Heterophyes

heterophyes nocens)が寄生している可能性があるので生食は避けた方が良いとの報告があり

ます(良永1998)。冷凍しても煮物(写真8)，塩焼き(写真9)，唐揚げ(写真10)，水炊き(写真

11)にして美味しくいただくことができます。幽門部の塩焼き(写真7)，は鶏の砂肝とそっく

りな味と食感で特に美味しく，魚の通の間では”ボラのヘソ”として知られます。

　ボラと言えばコノワタ(ナマコの内臓の干物)，ウルカ(鮎の内臓の塩辛)と並ぶ三大珍味”

カラスミ”が有名です。徳島県沿岸でもわずかながら体重2,3kgの大型ボラを椿泊や鞆浦で

買い付け「からすみ」に加工する業者がいます。ボラは70～80%がオスで(谷口，1987)，加

工業者の方でも外観から雌雄を識別することは難しいようです。カラスミの製造では卵巣か

ら血管を取り除くなど熟練を要します。私が以前住んでいた長崎市では全長10cm程度のカ

ラスミが木箱に 2本入れられたものが 1万円程度で土産物店で普通に販売されていました。

　最後に

　今日では漁師さんからも一般の人々からも見向きもされないボラですが，大海原を旅し，

厳しい生存競争をくぐり抜けてきた愛しい魚であること，古くは高度に活用された資源で

あったこと，高度成長期の公害問題がボラ離れを加速させたこと，今でも冬がくれば美味し



くなり，様々調理で美味しくいただけること，及び今後有用資源として利用できる可能性が

あることを多くの人に知っていただきたいと思っています。
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