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頭

巻

言

豊かな海の創造に思う
水産庁次長

弓 削 志 郎

昨年10月に発足以来、社団法人全国豊かな海づ

という気がしております。海の中には、線が引い

くり推進協会の事業が、着々と進行していること

てあるわけではなく、魚は自由に海洋を行き来し

に、まずもってお喜び申し上げます。貴協会の発

ており、その資源の増大をはかり、管理していく

足にあたり、水産庁に対し、会員である都道府県、

ためには、都道府県の枠組みを超える必要がある

全漁連をはじめとする各漁業団体の関係者の方々

と思います。調整の世界でも広域漁業調整委員会

の絶大なるご支援を賜り、この稿を借りて厚く感

が設けられたように、栽培漁業においても広域的

謝します。

な資源増大計画に基づき、都道府県の範囲を超え

さて、昨年の「全国豊かな海づくり大会」は、

た種苗生産の調整、配分、生産委託、適地大量放

島根県浜田市で開催されましたが、お天気にも恵

流といったものが今後ますます必要になるのでは

まれ、成功裡に終わりましたことは、この間の関

ないかと思います。そのための生産の核となる機

係者の努力の賜と敬意を表する次第です。私も招

能を持った共同出資による中核拠点栽培漁業セン

待客の端くれとして会場に列席しておりました

ターをつくり（新設を意図するものではない）、

が、15年前に島根県の水産振興課長として赴任し、

広域地域全体の生産計画づくりを貴協会が中心的

将来全国版の豊かな海づくり大会を誘致するため

役割を果たしながら、水研センターや都道府県と

にも県内の栽培漁業への意識を高める必要がある

の協力の下やっていくことが考えられると思いま

と、県版の豊かな海づくり大会を始めた当事者と

す。海洋の自然の生産力を補完するために、人為

して、このように立派な大会が目の前で行われた

的な資源増産として種苗放流を始めたわけです

のを見て感慨もひとしおでありました。今年は、

が、やはり基本となるのは、自然の力をいかに有

香川県の高松市で第24回大会が行われる予定です

効にまた最大限に活かしていくかであり、このた

が、屋島栽培漁業センターという栽培施設の中で

めにも人間の都合で作られた都道府県という枠組

も、初期に建築されたものの一つがある香川県は、

みを出来るだけ飛び越えた栽培漁業をこれからの

いわば栽培漁業の発祥の地の一つでもあり、その

一つの目標と考えるわけです。もちろん資金や人

地での豊かな海づくり大会というのは、今年のオ

材といった面での都道府県の枠組みは、現に存在

リンピックの開催地のアテネにもたとえられるも

しているわけですが、地方の時代というのは、か

ので、ご盛況を祈念する次第であります。

っての藩体制の復活ではなく、地方間の情報の流

さて、最近は、地方の時代と言うことで、様々

通（広域的な計画づくり）、物の流通（資金、資

な施策においても都道府県の自主性や独自性を生

材の流用）、人の流通（人事交流）であり、その

かしたものが求められ、国の財政的な支援におい

中での新しい栽培漁業の発展を願う次第です。第

てもそうした方向が求められております。一般的

２号ということで、勝手な思いこみを書かせてい

な方向として、それは良いのですが、海の世界に

ただきましたが、関係者の皆様の今後のご活躍を

関してみると都道府県の範囲があまりに狭すぎる

祈念して終わらさせていただきます。

1

頭

巻

言

豊かな海づくりに思う
独立行政法人水産総合研究センター
栽培事業部理事

徹

近年、日本周辺海域の漁業資源は低下傾向を辿

の漁業資源の維持・増大に大いに貢献しているも

っており、これを回復させるため漁業管理を主体

のと考えられます。また、給餌養殖と栽培漁業の

とした資源回復計画が海域ごとに対象種を絞って

関係について見ると、小割網養殖場は放流魚にと

進められています。この中心となるのは漁獲努力

っては、小割網からのこぼれ餌があるし、小割筏

量の削減ですが、漁獲努力量の削減は漁業者の日

群が良い棲息の場となっており、放流初期に漁業

常生活に直接影響を与えることから、関係する漁

によって獲られる不合理漁獲からの回避や放流後

業者の理解と合意を得にくい難点があります。し

の自然海への馴致にも大きな役割を果たすものと

かし、資源回復対象種に資源加入量を人為的に増

考えています。

やすことができる栽培漁業を導入することで、資

このように日本周辺の沿岸域においては、栽培

源回復計画に対して関係漁業者の理解を得やすく

漁業、養殖業、沿整事業、資源回復計画，資源管

なります。瀬戸内海のサワラや太平洋中区のトラ

理型漁業など多くの事業が展開されています。こ

フグでは、資源の加入量を積極的に増やす手立て

れらをいかにうまく組み合わせて活用するかにつ

を講じるとともに、小型魚の漁獲規制や漁獲努力

いては、既に都道府県の現場ではそれぞれの地域

量の削減を行っており、漁業管理と栽培漁業が一

にあった工夫をしておられることと思います。し

体となっているところが大きな特長だと思いま

かし、それぞれの事業がオーバーラップする部分

す。また、それぞれが資源に与える貢献度につい

で何が起こっているのかについて、我々研究開発

て実態調査を行い、得られた結果を漁業者に説明

機関に携わる者がもっと関心を持ち、上述した漁

し、理解を得つつ事業を展開しているところに注

業管理と栽培漁業の関係のように相互の事業間の

目すべき点があると考えています。水研センター

貢献度の実態調査を行い、その結果を関係する漁

栽培漁業部門では、今後も資源回復計画で取り上

業者に説明し、理解してもらうことが大切だと思

げられている栽培対象種については積極的にその

います。沿岸周辺で行われているこれらの事業が

種苗量産技術の開発並びに放流効果の実証に取り

それぞれ独立して存在するものではなく、相互に

組み、資源の回復に貢献していきたいと考えてい

良い影響を与えていることを理解し合い、連携し

ます。

て運用されることによって豊かな海づくりが生ま

また、都道府県では関係する漁協とともに、栽
培漁業や資源回復計画のほかに、沿整事業、資源
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古 澤

れるのではないでしょうか。
海づくり協会のパンフレットを見ますと、見開

管理型漁業、養殖業等の事業が行われています。

きの標語には「夢は、豊かな海づくり」と記され

無給餌養殖業と漁業管理との関係についてみる

ており、栽培漁業、沿岸漁場の整備・開発、水産

と、海藻や貝類の養殖施設の総面積は漁業・養殖

資源の適切な保存管理等の推進による、豊かな海

業生産統計年報から試算すると約220ı にもなり

づくりの推進を掲げておられます。海づくり協会

ます。これらの施設の設置場所の大部分は浅海域

は、まさにここに述べたような視点も含めて沿岸

の生産力が最も高い所で、これらの施設は周年あ

漁業の新しい構築を目指して、都道府県及び漁業

るいは半年以上も長期にわたって設置されている

者と共に活動しようとされていることに深い敬意

ことから、漁業から幼稚魚を保護しかつ魚類等の

を表するとともに、今後の海づくり協会の益々の

餌生物を繁殖させ生活の場を提供しており、沿岸

ご発展を衷心より祈念申し上げます。

平成16年度栽培漁業関係予算の概要について
水産庁栽培養殖課栽培漁業企画班企画係

梅田

孝明

近年、我が国沿岸における漁獲量は減少の一途

につきましては、水産資源の増殖に対する施策を

をたどっており、水産資源の適切な保存管理と持

総合的に支援するという観点から、都道府県等の

続的利用のためには、資源管理の推進とともに、

行う栽培漁業の取組を支援する「栽培資源ブラン

その一環として、自然の再生産機能を補完し積極

ド・ニッポン推進事業」と、サケ・マスふ化放流

的に資源を増やそうとする栽培漁業の推進がます

を推進する「サケ・マス・リバイバル事業」を一

ます重要となっているところであります。

本化し、新たに「水産資源増殖ブランド・ニッポ

このような状況の中、水産全般に亘る調査・研

ン推進対策事業」を立ち上げました。そのうち栽

究・技術開発等を総合的に推進するため、平成15

培漁業関係分といたしまして、約 6 億円を確保し

年10月 1 日に、栽培漁業の中核的推進機関として

ております。この他、都道府県の栽培漁業センタ

大きな役割を担ってきた

日本栽培漁業協会（以

ー施設の整備に対する支援としては、緊急に資源

下、日栽協）が独立行政法人水産総合研究センタ

を回復する必要のある魚種等についてより積極的

ー（以下、水研センター）と統合いたしました。

に支援を実施するという観点から、「水産資源増

この統合により、栽培漁業に関する基礎から応用、

殖振興施設整備費」を廃止し、新たに「水産資源

実証化に至るまで、一元的に実施できる体制が整

増強施設整備事業費」を立ち上げ、そのうちの

備され、栽培漁業の今まで以上の推進が期待され

「資源回復支援施設整備事業」として約 3 億 3 千

るところであります。
一方、日栽協は会員である都道府県、漁連等の
要望の集約的機関という一面も持っていたことか

万円を確保いたしました。
それでは以下に、それぞれの事業について、紹
介させていただくこととします。

ら、その解散は、これら会員からの新たなる団体
の平成15年10月 1 日に社団法人豊かな海づくり推

1 水研センターが実施する栽培漁業の推進に
ついて

進協会（以下、海づくり協会）が発足いたしまし

平成14年12月に「独立行政法人水産総合研究セ

た。海づくり協会は会員である関係都道府県等と

ンター法」が改正され、同法第10条第 1 項第 3 号

の連携を強化することにより豊かな海づくりを積

に水研センターの業務として、「栽培漁業に関す

極的に推進する団体として、今後の活躍が期待さ

る技術の開発を行うこと。」という一文が加えら

れているところです。

れました。この改正により、国が日栽協への委託

の設立要望に繋がり、日栽協と独法の統合と同日

事業として実施してきた同業務にかかる経費は、
さて、平成16年度の栽培漁業関係予算につきま

更なる効率化等の観点から、水研センターへの交

しては、緊縮財政の中、総額で約40億 1 千万円

付金として措置されることとなりました。本交付

（対前年度比96.8％）を確保いたしました。内訳

金により、水研センターでは国の定める中期目標

といたしましては、前述の統合により、水研セン

に沿って、クロマグロ等の養成技術及び採卵技術

ターが栽培漁業に関する技術の開発業務を実施す

の開発やヒラメ、ニシン等について放流効果の実

るための経費として約22億 9 千万円を、また、国

証に必要なモニタリング手法の開発等の業務を行

から水研センターへ現物出資された栽培漁業セン

います。また、日栽協と水研センターとの統合に

ター施設関連の整備費として約 8 億円をそれぞれ

伴い、その業務に必要な財産的基礎として、国有

確保いたしました。また、都道府県への補助事業

財産である栽培漁業センター事業場が水研センタ

3

ーへ現物出資されました。これに伴い、独立行政

各地域の実態に即した栽培漁業の推進に必要

法人水産総合研究センター施設整備費補助金によ

な資源・環境状況等の調査、種苗生産・育成、

り、全国16ヵ所の栽培漁業センターの施設の改

放流手法等に関する技術開発及び放流効果検証

修・更新等効果的な整備を行います。

のための種苗放流、効果調査等を支援します。

2 都道府県、漁協等が実施する栽培漁業の推
進

○

○ 水産資源増殖ブランド・ニッポン推進対策事

り、緊急に資源を回復する必要のある魚種につい

水産資源増強施設整備事業費
近年、我が国の沿岸漁業資源は減少の傾向にあ

業

ては、漁獲規制を主体とした資源回復計画を推進

我が国沿岸の水産資源が総じて減少傾向にある

しているところです。これに併せて、当該対象種

中で、水産基本法においても、水産物の安定供給

の種苗放流による資源添加を積極的に進めていく

の確保に関する施策として、「環境との調和に配

必要があるとともに、かかる漁獲規制による漁業

慮しつつ、水産動植物の増殖及び養殖が推進され

者の「痛み」を軽減するため、資源回復計画対象

なければならない。
（第 2 条）」と定められており、

種に加え、対象候補種及び混獲種等について資源

積極的施策である水産動植物の増殖について、よ

の積極的な維持・増大を図っていく必要がありま

り一層の推進が求められています。このため、水

す。

産資源の維持・増大を図るため、重要な海産魚介

そのためこれらの魚種について、種苗生産能力

類の種苗生産・放流、ブランド性の高いサクラマ

及び放流能力を高める施設を整備することによ

ス資源の回復、サケの健苗放流、放流効果のモニ

り、資源回復計画を推進するとともに、水産資源

タリング等を実施しているところです。

の増大を図ります。

一方、水産資源の維持・増大を図るためには、
適切な資源管理が不可欠であり、水産庁では、緊
急に資源を回復する必要のある魚種について、漁
獲規制を主体とした資源回復計画の策定を推進し

なお、先般、構造改革の一環として、「2006年

ているところです。当該計画による漁獲努力量削

度までに、国庫補助負担金について概ね 4 兆円程

減と相まった種苗放流の推進は、資源回復の観点

度を目途に廃止・縮減等の改革を行い、地方交付

において非常に有効であるとともに、かかる漁獲

税の財源保障機能全般を見直して縮小するととも

規制による漁業者の「痛み」を軽減するという点

に、廃止する国庫補助負担金の対象事業の中で引

において、当該計画の円滑な推進に資する施策で

き続き地方が主体となって実施する必要があるも

あるといえます。

のについて、基幹税の充実を基本に税源移譲を行

このため、資源回復計画を踏まえた効率的な栽

う（平成16年 1 月19日閣議決定より抜粋。）」こと

培漁業の推進及びサケ・マスふ化放流の推進によ

とする三位一体改革が実施されることとなりまし

り、沿岸水産資源の早急な回復及びにサクラマス

た。このような流れを受け、栽培漁業関係事業に

のブランド化等を図り、水産基本法の理念の一つ

ついても、より効率的な事業の実施が求められる

である「水産物の安定供給の確保」に資すること

こととなると思われます。

を目的として、水産資源増殖ブランド・ニッポン
推進対策事業を新規に創設いたしました。
栽培漁業に関する事業内容は以下のとおりで

平成16年度は体制が変わってから迎える初めて
の年度となります。予算は上記のとおり確保して
おり、また、海づくり協会という新たな団体も設

す。

立されました。栽培漁業の新たなる時代の幕開け

①

資源回復計画促進型

である平成16年度、関係者の皆様方には更なる御

伊勢湾・三河湾のトラフグや瀬戸内海のサワ

支援、御協力をよろしくお願いいたします。

ラ等の資源回復計画対象種等について、当該計
画による減船・休漁等の漁獲努力量削減ととも
に行う種苗放流等を支援します。
②
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以上、簡単ですが、平成16年度栽培漁業関係予
算の概要について紹介いたしました。

栽培漁業推進型

平成16年度水産関連予算内示説明会を開催
平成16年度予算の財務省原案が12月20日（土）
午前に各省庁に行われた。
21日に復活折衝、22日に大臣折衝が行われ、纏
められた平成16年度国家予算案は24日の臨時閣議
により承認された。
この平成16年度財務省からの第 1 次原案を受
け、全国豊かな海づくり推進協会と全国漁港漁場
協会との共催による、平成16年度水産関連予算内
示説明会を21日（日）午後 3 時30分より東京港区
赤坂の三会堂ビル 9 階の石垣記念ホールに各県か
らの120人の参加者により開催された。
予算内示説明会は、開会の挨拶を、大日本水産
会の中須勇雄会長と全国漁港漁場協会の坂井淳会
長が行った後、水産庁から出席した漁港漁場整備
部の田中潤兒部長、増殖推進部の弓削志郎部長が
行い、水産庁からは鹿田正一計画課長、橋本牧整
備課長が列席した。
次ぎに、16年度水産関連予算の内容説明として、
両部の各課長補佐より主管する予算内容の説明が
行われた。
まず、漁港漁場整備からは、1．計画課関係予
算についての水産基盤整備事業(公共事業)を岡事
業班長が、2．整備課関係予算については、①漁
村整備関連予算について立石漁村企画班長と的野
環境整備事業班長が、②漁業経営構造改善事業等
について大菅沿構計画班長が、③海岸関係事業予
算について吉塚海岸計画班長が、3．水産基盤整
備事業関係ソフト予算について、内海計画総括班
長が行った。
さらに、増殖推進部からは、1．栽培養殖課
（栽培漁業・養殖業）関係予算について、堀尾栽
培漁業企画班長が、2．海洋技術室関係予算につ
いての新技術開発予算について金田資源栽培増殖
技術班企画係長が説明を行った。
最後に、当協会の渋川弘副会長が閉会の挨拶を
行い、平成16年度水産関係予算内示説明会は17時
に終了した。
＜説明会における弓削増殖推進部長の挨拶概要＞
予算の編成は年々厳しいと言われてきており、
新規、既存の予算に規制が入り、5 〜 6 割しか認
められないのではないかという噂が流れ、また、

三位一体の改革ということで 1 兆円の補助金削減
が言われその影響が心配された。
12月20日に第 1 次内示が示されたが、何とか必
要額を確保したのではないかと思っている。
しかし、周辺水域資源調査等推進対策、水産技
術革新対策、川上から川下にいたる豊かで多様性
のある海づくり事業（漁場環境、赤潮対策等）の
予算が付いていない。
今から、上のレベルでの折衝を通じて何とか確
保していかなければならない。
財務省からは、水産予算の項目は細か過ぎる、
既存の予算の大幅な見直しと予算項目の大括る化
を図れという指示があり、今後の予算編成は更に
大括り化されていくものと考えられる。
そのため、項目の入り繰等があり計数が複雑化
し、前年対比の割合を出すのが難しくなってきて
いる。

平成16年度水産予算概算決定の概要
平成15年12月
水 産 庁

平成15年度
予算額
（百万円）

平成16年度
概算決定額
（百万円）

一般会計合計

296,412

283,705

95.7

非公共（計）

93,854

92,710

98.8

202,558

190,995

94.3

201,936

190,163

94.2

水産基盤整備

188,987

178,148

94.3

漁 港 海 岸

12,949

12,015

92.8

622

832

133.8

事

公

項

共（計）

一般公共

災害復旧

前年度比
（％）

（注）１．非公共には、農林水産技術会議計上分を含む。
２．15年度予算額は消費・安全局移行分を除く。
３．計数整理の結果、異動を生じることがある。
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「異体類の種苗生産における形態異常防除の技術的アプローチ」がテーマ

第16回の栽培漁業技術中央研修会を開催
栽培漁業の一層の普及・定着を図るため、独立行政法人水産総合研究センター（以下、
水研センター）から栽培漁業に関する技術等についての研修会の開催事務の委託を受け、
栽培漁業技術中央研修会を以下の通り開催したので、その概要を報告する。
開 催 月 日：平成16年 2 月 4 日（水）
開 催 場 所：東京都荒川区東日暮里

ホテルラングウッド

研修対象者：都道府県の水産試験場、栽培漁業センター、公益法人等の研究職･技術職者等
出 席 者 数：98名
（1）中央研修会のこれまでの経緯
本研修会は、栽培漁業技術の普及並びに定着を
図ることを目的に、栽培漁業に関係する研究者、
技術者を対象として、昭和62年に開始され、今回
で16回を数える歴史の古い研修会で、毎年親魚養
成や種苗生産、放流効果といった栽培漁業の分野
ごとにテーマを設け、各分野の専門家に講義をお
願いしてきた。
本研修会はこれまで水産庁の委託を受けて

日

本栽培漁業協会（以下、日栽協）が開催してきた
が、日栽協が公益法人改革の一環で水研センター
へ統合されるに伴い、水研センターの交付金対応

場における防除対策の取り組みなどを通して、異

業務となり、水研センターでは業務効率化の観点

体類の形態異常が発生するメカニズムの解明や現

から、私ども

在有望視されている防除対策について基礎分野で

全国豊かな海づくり推進協会（以

下、海づくり協会）に研修会の開催業務を委託し、

の先端的研究成果をまじえて紹介することとし

当協会が本年度から研修会を開催することになっ

た。

たしだいである。
（2）本年度のテーマの選定について
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（3）研修会の概要
研修会は、9 時から受付を開始し、定刻の 9 時

ヒラメは魚類の栽培漁業のエースとして、事業

45分から主催者の挨拶で始まった。当協会渋川副

化の取り組みが各地で行われている。しかし、種

会長、続いて水研センター古澤理事から挨拶があ

苗生産の過程で大きな体制の変化いわゆる変態を

った。渋川副会長からは、当協会は昨年10月に発

伴うため、種苗生産技術開発の当初から体色異常

足し、栽培漁業の推進の部門を担う機関として県

をはじめ、眼位異常、骨異常など種々の形態異常

等を会員として設立されたこと、本研修会の開催

が見られ、その防除技術が重要な課題となってい

等業務内容の紹介と当協会の活動に対し協力要請

る。このため、これらの形態異常防除技術の開発

が行われた。古澤理事からは栽培漁業の成果が問

に多くの努力がはらわれ、種苗生産現場における

われる中、本研修会だけでなく、当協会と水研セ

ヒラメの有眼側体色異常の発生が大幅に軽減され

ンターが栽培漁業の技術開発、事業推進で車の両

るなど、多くの成果をあげてきた。本年度の研修

輪のごとく手を携えていかねばならないことが示

会では、「異体類の種苗生産における形態異常防

された。

除の技術的アプローチ」と題し、異体類の左右非

講義は、5 名の講師が質疑を含め持ち時間 1 時

相称性と形態異常に関する既往知見や種苗生産現

間の予定で、午前中 2 課題、午後 3 課題行われた。

大な魚類学者ノルマン博士の総説を中心にその後

講義の概要は後述のとおり。
講師の各先生方の講義終了後、福井県立大学青

の文献なども交えながら、眼、中枢神経系、嗅覚

海教授が座長となって総合討論が行われた。講義

器、口、呼吸器官、鰭、鱗、体色等広範な項目に

時にも 5 〜10分の質疑の時間を設けたが時間が不

ついて興味深く解説された。

足したことから総合討論でも最初に各講師にたい
しての質問を受け付け、意見交換が行われた。そ

【ヒラメ人工種苗の脊椎骨癒合と防除方法】
講師：鳥取県栽培漁業センター

のあと、この研修会で報告されたことで、種苗量

山本栄一

産の場では実施しがたいことや量産レベルで成果

左右性とは直接関わらない骨異常の事例と発生

を取り入れる場合の注意点などについて意見交換

メカニズムについての講義が行われた。種苗生産

された。積極的な発言が相次ぎ、予定時刻を20分

における癒合の防除技術を開発する目的で行われ

ほど延長した時点で時間切れで総合討論を打ち切

たさまざまな飼育実験や、各地で生産された種苗

りとさせて戴いた。座長から総合討論の締めとし

の調査を行った結果、現時点で、①ビタミンA過

て、「本日の研修会のキーワードは発育と成長と

剰摂取を避けること、②仔魚期に低水温飼育を行

そのスピードのマッチングといえると思うが、今

うこと、③変態期に適切かつ十分な栄養強化を施

後、生き物として生きざまに合致するような飼育

した生物餌料を与えること、④円形深型の水槽で

の技術ができてくることが望まれる」とのとりま

仔魚期の飼育を実施すること、および、⑤疾病の

とめが行われた。

発生回避に努めることなどが癒合防除に有効であ

（4）研修会を終えて

ることが紹介された。また、癒合の出現に親魚に

参加者がヒラメの形態異常に関する最新の情報
を共有でき、それに基づき意見交換ができたこと

よる違いが認められたことから、遺伝要因も検討
課題であることが触れられた。

は今後のヒラメの栽培漁業の事業推進のため、大
きな意義があったと自負している。今後それぞれ
の現場で種苗生産に取り組んだとき今回得た知見

【飼育したカレイ科魚類に発現する変態の異常
〜裏表の異常について〜】
講師：（独）水産総合研究センター

をもとに対比可能な共通の知見が蓄積されること

宮古栽培漁業センター

から、広く、共通の評価が可能となり、技術の向
上が飛躍的に発展することを期待している。

有瀧真人

複数種のカレイ類の形態異常魚の詳細な観察結

本年度の研修会はテーマの選定、企画は水研セン

果をもとに、カレイ科魚類の形態異常は、①眼位

ターが行い、開催業務を受託した当協会が福井県

や体色という部分的な異常ではなく、それぞれが

立大学青海教授の指導をうけ開催したもので、青

密接に関連した

海教授には貴重なアドバイスをいただく等大変お

態異常の決定時期は、変態期直前であること、③

世話になった。また、講師の先生方にはお忙しい

飼育水温と形態異常の発現状況には種ごとに一定

中講義資料、テキスト原稿の作成等お願いした。

の傾向が認められ、それらは発育の速度と密接な

本誌を借りて厚くお礼を申し上げる。

関係があること等が事例を挙げて説明され、この

次年度の研修会の企画はこれから検討するが、

変態

の異常であること、②形

ことから、正常な個体を高率で得るためにはそれ

こんなテーマの研修を希望したいとの意向をお寄

ぞれの種が持つ発育速度に合わせた飼育が最も重

せいただければありがたい。

要であり、形態異常は変態のタイミングが損なわ
れたときに多発すると考えられることが紹介され

講師の各先生方の講義の概要は以下のとおり。
【異体類の左右性と形態異常についてNormanに

た。
【ヒラメ黒化防除技術開発の取り組みと成果
―茨城方式の種苗生産―】

学ぶ】
講師：福井県立大学

青海忠久

本日のこの後行われる講義の理解を増すため、

講師：

茨城県栽培漁業協会

山田

浩

黒化の出現率が高かった茨城県では、黒化の出

異体類の左右非相称性とそれにまつわる形態異常

現率が低い他の機関の飼育例と飼育条件を比較検

について、特に天然魚についての既往知見を、偉

討した結果、成長速度が大きく異なることに着目
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し、「成長がよい種苗は正常な変態をして黒化に
ならない」という仮説をたて、良好な成長を目指

【異体類の形態異常と甲状腺ホルモン

―「いつ、

どこで」によって左右性発現を説明する試みー】

した飼育を行うこと、特に良好な成長を起こす要

講師：京都大学農学研究科

田川正朋

因となる項目のうち、1 日あたりの給餌量の増加

ヒラメをはじめとする異体類の変態では甲状腺

とエアリフトを設置し餌料生物の遭遇率の向上を

ホルモンが中心的な役割を果たすことや甲状腺ホ

図る等の飼育方法の改善を行うことにより、量産

ルモンの作用機序や制御機構等の基本的なことに

規模での黒化出現を大幅に抑えることが可能とな

ついて講義されたあと、甲状腺ホルモンは仔魚か

ったこと、この飼育方法は他県にも導入され、黒

ら稚魚への外部形態変化を一括して誘起するので

化防除に効果があることが認められ、再現性の高

はなく、特に無眼側を形成させることが甲状腺ホ

い飼育方法であることが確認された。研修会では

ルモンの役割であると考える演者の作業仮説が紹

茨城県栽培漁業協会での飼育試験事例を中心に、

介された。また、変態期に左右非対称性が発現し

量産現場におけるヒラメ体色異常防除に向けた取

てくる過程を、左右体側において甲状腺ホルモン

り組みが紹介された。

の感受性が保持されている期間が異なることを仮
定した説によって説明された。

協議会報告

日本海中西部における栽培漁業の
広域連携調査に係る協議会（第2回）
日本海中西部に位置している石川県から島根県

各県から、1．回遊魚（ヒラメ）の調査に対し

までの 6 県は「日本海中西部における栽培漁業の

て、広域で取り組む必要性（調査目的）、2．具体

広域連携調査に係る協議会（第 2 回）」を平成16

的な調査項目、3．実施体制、4．調査費・放流用

年 2 月20日（金）、午後から東京都千代田区の大

種苗の確保について、の報告が行われた後、協議

朋会館で開催した。

をおこなった。

協議会には、（独）水産総合研究センター栽培
漁業部の古澤理事や担当者の他、能登島、小浜、

遊種であるヒラメの放流効果を実証する調査を統

宮津の各栽培漁業センター場長が出席し、当協会

一的に行う必要性を確認しつつ、放流・放流後の

は渋川副会長と関係者が出席した。

管理、具体的な調査手法等取り組み方が様々であ

協議会は石川県農林水産部水産課の川村次長兼
課長が座長となり進められた。

るので、具体策については今後、さらに協議して
いくこととなった。

川村座長は挨拶の中で、「日本海中西部として

また、少量の地先種、その他の魚種に関する広

の会議を行う中で、国への要望事項等を取りまと

域的な協力の必要性についても意見交換がなされ

めてきたが、日栽協の水研センターへの統合、

た。

「

全国豊かな海づくり推進協会」の設立等、新

当協会には、広域回遊種の放流効果実証調査事

たな栽培漁業の枠組みが出来たことを受け、栽培

業についての実施希望が、日本海中西部（ 6 県）

漁業を推進していく新たな体制の中での国から都

のヒラメを始めとして、日本海北部（ 3 県）のヒ

道府県の現場までの各々の組織の役割分担を明確

ラメ、九州北部（ 4 県）のヒラメ、九州南部（ 4

にし、活動を具体化していくことが必要ではない

県）のヒラメとマダイ、東海 3 県のトラフグ、瀬

か」等の指摘をした。

戸内海西部海域（ 3 県）等々の希望が寄せられて

さらに、
「県域を越えて回遊する栽培種の放流効
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その結果、日本海中西部の 6 県における広域回

いるが、希望される各地区からの構想を具体化す

果把握について、日本海中西部では「ヒラメ」を

るには、さらに内容を詰めて行く必要があること、

取り上げ、広域的な実証調査に向けた方策を検討

経費や人的問題から、今後どのように対応するか、

して、16年度から各県が提携して放流効果実証試

当協会としてさらに検討していく必要があると考

験を具体化していくことが必要である」と述べた。

えている。

豊かな海の創造に思う
− 豊かな海は甦るのか −
新潟県漁業協同組合連合会
専務理事
「我が国周辺水域における水産資源の状況は依
然として厳しく云々・・・」このような言い回し
をこれまでに何度となく耳に胼胝ができる程聞い
て来た。水産資源の安定的な維持・増大を図るた
め、国を挙げて沿岸漁場整備や栽培漁業に取り組
んで久しい。漁業関係者はその成果に大いなる期
待を抱いている施策であり、現在も継続的に実施
されているが、何故、我々は十年一日の如く冒頭
のような言葉を聞かされ、そして「豊かな海」を
実感できないのだろうか。
過去や他の魚種との比較のなかで、これらの施
策の対象魚種の一部については、資源の減少に歯
止めが掛かりつつあり、更に、海域によっては増
大傾向にあることは事実であるが、かと言って往
時にはほど遠い状況にあることには変りはない。
この原因は何処にあるのか。私自身、長く県の
水産行政のなかで水産資源の増大に取り組んで来
た立場から顧みるに、沿岸域の生産力の低下が大
きな原因の一つとして挙げられるのではないかと
考えている。新潟県の沿岸域を例にとると、テン
グサが消滅して久しく、そして磯焼けの現象が現
在もなお悩みの種となっている。又、ヒラメやマ
ガレイ稚魚の成育海域からは大量のビニール類に
混じって、時にはボロ自転車や電気洗濯機などが
小型底曳網により水揚げされることもある。
我が国は、国民生活の利便性や安全性などを追
い求めてきた結果、沿岸域が持つ様々な機能を少
なからず犠牲にした面があるが、ここではこのこ
とについて言及することが本旨ではない。しかし
全国の沿岸域で藻場を失って来たことなどが「豊
かな海づくり」を進めるうえで、致命的な障害に
なっているのではないだろうか。
このような思いもあって県を退職する三年程前
から、それまで主に水深30〜50メートルの海域で
実施していた沿整事業を、沿岸域の再生のために
10メートル以浅を重点的に整備するようシフトし
たが、今となっては遅きに失した感があり、内心
忸怩たるものがないでもない。
ところで、私が長い間お付き合いをさせていた

鈴木

三也

だいている「森は海の恋人」の畠山重篤氏が、昨
年、 日本〈汽水〉紀行 を上梓した。各地の汽
水域を訪ねて、実際にカキ養殖を行っている漁民
の視点で川や海の恵みを求めた好エッセイであ
り、僭越ながら、関係者には是非一読を奨めたい。
氏のここ10年以上に渡る真摯な情熱と活躍ぶりに
ついては、改めてここに記すまでもないが 、「豊
かな海づくり」の旗ふり役として忙しいなか東奔
西走するその姿は、正に敬服に値する。
私自身、多分に氏に刺激された面もあるが、現
職に就いてから何度か山に登った。実は、新潟県
漁連が国と県の助成のもとに「魚の森づくり事業」
を県内各所で展開しているためでもある。
この事業に携わっていて嬉しく思うことは、実
に多くの水産関係以外の方々が、「森は海の恋人」
を合言葉に私どもの取り組みに共感し、手弁当で
協力を惜しまないということである。確かにそこ
で手植えられるブナやキハダ、ミズナラの苗がす
ぐ明日から「豊かな海づくり」に効果を発揮する
ものではない。しかしながら、私どものこの小さ
な、今は細かにさえ思える取り組みに対し、大勢
の県民から期待と支援が寄せられ、そしてそれが
やがては国民的な自然保護を通じて、沿岸域の環
境保全、すなわち「豊かな海づくり」に繋がって
行くだろうことを身を持って体験した意義は、私
にとっては大きい。
もちろん、「豊かな海」を甦らせるため、種苗
放流、漁礁設置や資源管理は今後とも必要不可欠
であることには異論を挟むものではない。それと
同時に、稚仔魚の生息の場であり、重要な魚介類
の生産の場である沿岸域の環境を、これ以上悪化
させないことを国民的な課題として位置付けて、
そのための対策を早急に講ずる必要があるのでは
ないだろうか。海も国民の大事な財産である。現
在、全国各地で「魚の森づくり」で汗を流してい
る大勢の方々の努力に報いるためにも、国民全体
が海の環境と海の恵みに目を向けなければ、「豊
かな海」は甦らない。
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豊かな海づくりに思う
大分県漁業協同組合
専務理事

宏

「豊かな海づくり」というと、昭和56年（1981

年変動があり、自然環境に左右されやすい水産資

年）、本県で「第 1 回全国豊かな海づくり大会」

源にあっては大変難しい事とは思うが、漁場環境

が開催されたことを思い出す。この時の大会テー

の保全や魚介類の繁殖・保護・育成の場つくり等

マは「そだてよう、豊かな海をふるさとを」であ

の調査研究事業を、漁業者に対して目に見える形

った。当時、私は水産試験場（現、海洋水産研究

となるように積極的に推進してほしい。このこと

センター）で栽培・養殖関係の業務を担当してお

に対しては、会員としても最大限の協力をしなけ

り、そのため、大会での役割は当日の放流用の稚

ればならないと思っている。

魚を管理することであった。小さな水槽にできる

ところで、本県の（社）漁業振興協会では、こ

だけ沢山の稚魚を収容し、放流までの長時間、万

れまで地先に適した種苗を自主的に放流してきた

一の事故が発生しないようにと気遣ったものだっ

が、今年度からは新たな増殖場を造成した海域に

た。

は、増殖場の効果の早期発現をねらって、独自に

あれから23年、漁業を取り巻く環境は大きく変

その対象生物の種苗放流を行うこととした。今は

化した。今、この厳しい状況を乗り切るために、

微々たる放流数であるが、将来的にはもっと数量

組織としては、環境の変化に的確に対応できる人

を増加し、これが漁業生産量に大きく反映され、

材の育成・確保や経済競争に勝ち抜くための戦略

活気のある浜になることを願っている。

の構築が求められ、漁協合併をはじめとして、い

終わりに、会員としては、協会が事業を推進す

ろいろな改革が行われている。「（社）全国豊かな

る上では行政、研究、各団体との連携を密にして、

海づくり推進協会」にしても、前身である全国沿

定款にある目的達成のため、漁業振興の根本は

岸漁業振興開発協会の在り方検討委員会の中で 4

豊かな海づくり

だという認識のもと、強力に

回の白熱した議論の後、「浜の声」に応えられる

現場を引っ張って行くのが「海づくり協会」であ

団体として組織、事業の再編がなされ、発足した

ると期待している。

ところだ。
さて、「浜の声」に応えられる事業とは一体何
だろう。漁業者と話をしていていつも耳にするこ
とは、「魚が獲れなくなった」「値段が安く、生活
できない」という事に集約される。当漁協は、県
下全漁協が合併し、平成14年 4 月に県 1 漁協とし
て発足したが、その目標を「魚をふやす」「魚価
をあげる」においている。これは基本的なことで
あり、「海づくり協会」においても、特に、「魚を
ふやす」という施策の展開が大切であると考える。
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椎原

第24回全国豊かな海づくり大会
10月3日 香川県高松市で開催
第24回全国豊かな海づくり大会が、豊かな海づ

ラクターは県魚ハマチをあしらった「はまうみく

くり大会推進委員会と香川県の共催で、本年10月

ん」に決定しており、いずれも地元の高校生の作

3 日（日）に香川県高松市で開催される。

品が採用された。

この大会は、水産資源の維持培養と海の環境保
全に対する国民の意識の高揚を図るとともに、我
が国水産業の振興を図るための国民的行事とし
て、昭和56年から全国を巡回し毎年開催されてお
り今年の大会は24回目の大会となる。

瀬戸内海に面し、島しょも含め約700kmの海岸
を持つ香川県は、内湾性の豊かな漁場を活用し、
多種多様な沿岸漁業が発達してきた。
特に、養殖業はハマチ養殖の発祥の地として知
られているように、平穏な自然環境に恵まれ、漁
業関係者の積極的な取り組みとあいまって、県下
の海域に広く展開されてきた。
香川県では平成12年、水産業の振興と漁業地域
の活性化に向けた指針として「香川県水産業基本
計画」を策定し、「地域に根ざした活力ある香川
型漁業の確立」を目指し、各般の施策を推進して

行事の概要
大会では、式典行事、放流行事、歓迎アトラク
ションなど多彩な行事が、繰り広げられる。
5 月20日オープンする高松市の新市民会館で催

いる。
このような中、第24回全国豊かな海づくり大会

す式典行事では、資源管理や漁場保全など豊かな

の開催は、香川県の水産業にとって大変意義深い

海づくりに功績のあった団体の表彰や最優秀作文

ものといえる。

の発表、大会決議などを行う。従来の大会の仮設
テントでの式典に比べ、新市民会館の優れた音響

会場となるのは、高松港の再開発事業で
い瀬戸の都

新し

として整備され、本年 5 月にグラン

特性を活かした演出が検討されている。
その後、会場内の親水護岸「せとシーパレット」

ドオープンを予定している「サンポート高松」で、

で行われる海上歓迎行事では、本年で国立公園制

約 5 万人の参加者を見込んでいる。

定70周年を迎える瀬戸内海を舞台に、香川県の海

一般公募した大会テーマやキャラクターは、テ
ーマが「青い海

守る心に

豊かな未来」、キャ

面漁業を支える様々な船舶が勇壮なパレードを繰
り広げる。
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続いて行われる「放流行事」では、つくり育て

テーマ館では、館内を「創造の海」と「交流の

る漁業を推進するために、県が栽培・養殖対象魚

海」ゾーンに分け、「創造の海」ゾーンでは、香

として力を入れている魚介類のうち、タケノコメ

川の水産業や環境保全に対する取り組みを、一方、

バル、ヒラメ、キジハタ、オニオコゼを放流し、

「交流の海」ゾーンでは、香川県の自然や歴史、

クルマエビ、アカガイ、アマモを漁業後継者に対
し、お手渡しする。この内、タケノコメバルは、

伝統文化等を紹介する。
その他、隣接する「玉藻公園」でも日本３大水

近年漁獲量が激減し、「幻の魚」と呼ばれていた

城のひとつとして有名な高松城址の景観を活かし

ものを、県が全国で初めて種苗の大量生産に成功

た、特色あるイベントを展開する。

した魚種で、新しい香川のブランド魚種として、
期待されている。

海の神様「こんぴらさん」として、全国の漁業

その他、歓迎アトラクションでは、香川の代表

者に親しまれている「金刀比羅宮」のお膝元とし

的な伝統芸能などで県内外からの参加者を温かく

て知られ、最近では、空前のさぬきうどんブーム

歓迎する。

で沸き立つ香川県。

また、会場内では多彩な関連行事も催される。

「全国豊かな海づくり大会」の香川県での開催

「創造と交流の広場」では、香川の様々な特産品

が、香川の水産業の発展の大きな契機となるとと

の展示即売を行うほか、現在ブームの「さぬきう

もに、全国へ香川の様々な魅力を発信する大きな

どん」について紹介する「さぬきうどんミュージ

チャンスとなるよう、現在、県、高松市、漁業関

アム」も設ける。

係者が一体となって準備を進めている。

会場イメージ図

式典行事

放流行事

海上歓迎行事
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放流魚の紹介
香川県の栽培・養殖対象種のうち、次の魚介類・海草類について、大会参加者による放流を行う。

【タケノコメバル】

【クルマエビ】

名前の由来は、体色が筍

茶褐色のしま模様が特徴

の皮に似ているからと

で、体を丸めると車輪の

も、筍の時期に特におい

ように見えるので、この

しいことからとも言われ

名がついたと言われる。

ている。昔は普通にみら

エビの中では最も美味と

れたが、近年は激減して

いわれ、県内でとれるエ

いる。最近、全国で初め

ビの中では最も大きく、

て香川県で稚魚の量産に

全長15〜25cmになる。

成功した。
【ヒラメ】

【アカガイ】

「左ヒラメに右カレイ」

ずんぐりとした形で、殻

といわれるように、ヒラ

の表面が短い毛の生えた

メは目が左についてい

黒褐色の皮で覆われ、

て、表を向けて、腹を手

40数本の放射状の溝が

前におくと左を向く。口

あるのが特徴の二枚貝。

が大きいのも特徴。大き

貝には珍しく血液が赤い

さは普通30〜60cm。し

のでアカガイと呼ばれ

まった身の刺身が美味。

る。泥に潜って生息して
いる。最も高級な貝の一
つ。

【キジハタ】

【アマモ】

アコウと呼ばれ、姿形も

砂や泥の海底に根を張っ

美しく、美味で数も少な

て生長します。花が咲き、

く、昔から香川県でとれ

結実した種子や、株分か

る魚の中で最も高級な

れでも増え、1 〜 2 ｍく

魚。赤みがかった褐色に

らいになる。群落をつく

だいだい色の斑点、大き

っているところは、アマ

な口が特徴で40cmぐら

モ場といい、多くの魚介

いになる。

類の産卵場、育成場とな
っている。

【オニオコゼ】
押しつぶしたような顔と猛毒の
背びれが特徴。大きくなると
30cm近くになる。ウロコはな
く、普通は黒色ですが、黄色や
赤褐色のものもいる。砂泥底に
住み、砂によくもぐる。
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1
シリーズ「北から南から」のお知らせ
（豊かな海編集部）
機関紙「豊かな海」に「北から南から」と題して、会員である各都道府県や栽培漁業センター又は
水産試験場等の「施設の概要紹介、栽培漁業への取り組み事例をとおして、状況や成果及び今後解決
していかなければならない課題等」を各都道府県の北からと南から順番にその執筆をお願いし、紹介
することを企画いたしました。
本号は北は北海道、南は沖縄県に原稿の執筆をお願いいたしました。
次号からは、順次隣接の県にお願いすることを考えておりますので、その折にはよろしくお願いい
たします。

海猫が鳴くから・・・
（ニシン資源の復活を目指して）
北海道水産林務部水産振興課栽培振興グループ
主

ご

め

「海猫が鳴くからニシンが来ると、赤いつっぽ
のヤン衆がさわぐ。・・・」

査

中

村

慎

す。
また、本道の主要な水産物である、ホタテガイ、

北原ミレイの「石狩挽歌」（メジャーなところで

スケトウダラ、サケ、コンブなどは全国の水揚げ

は、「ソーラン節」、「江差追分」）で有名なニシン

の大部分を占めていますが、近年、本道の漁業生

が、今年は久々の大漁です。

産が減少傾向にあるなかで、ホタテガイ、サケな

北海道では、本道の特産品としてすっかり有名

どの栽培漁業対象種の生産は増加傾向にあるな

になったホタテガイのほか、ヒラメやクロソイ、

ど、本道漁業における栽培漁業のウエイトは、ま

ウニ、アワビなどの栽培漁業に取り組んでいます

すます大きくなっています。

が、今回は、本道が今、力を注いでいる栽培漁業
対象種であるニシンを紹介させていただきます。
１

北海道の漁業
さて、栽培対象種のニシンをご理解していただ

くために、本道漁業の概要を簡単にご説明します。
本道は、太平洋、オホーツク海、日本海の 3 つ
の海に囲まれ、全国の約 9 パーセントにあたる 3
千キロメートルの海岸線を有し、周辺海域には好
漁場を擁しています。
本道の平成13年における海面漁業・養殖業生産
量（属地）は、151万トンとなっており、我が国
の総生産量604万トンの約 4 分の 1 を占めていま
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一

北海道水産業の位置（平成13年）

1
２

北海道の栽培漁業の概要

（2）ニシン漁業の歴史
ニシンは、北海道の開発や漁業の歴史に大き

このような背景の下、北海道では、本道周辺海

く関わっているばかりではなく、江戸時代から

域を 5 つの海域（日本海南部・北部、えりも以西

蝦夷地の特産物として、数の子や身欠きニシン

太平洋・以東太平洋、オホーツクの各海域）に分

が全国に出回っており、滓も藍や綿などの商品

け、それぞれにおいて「海域の特性を生かした特

作物の肥料として利用されていました。

色ある栽培漁業の展開」を目標に事業や試験研究
に取り組んでいます。

現在でも、ソーラン節などの民謡や当時の番
屋であったニシン御殿など歴史的な遺産として

なかでも、栽培漁業の優等生と称され、全道各
地でふ化放流事業が行われているシロサケやホタ

継承されており、北海道の風土、文化、歴史に
根ざした重要な資源となっています。

テガイの地まき放流については、この 2 種の生産

また、漁のない年でも、日本海側の漁業者は

額（平成13年・概数）だけで、813億円と本道の

必ずと言っていいほど、問刺し網と言うニシン

総生産額2,735億円のうち 3 割を占めるなど、北

網の仕度（「破れた網は、問刺し網か（石狩挽

海道を代表する重要な漁業に成長しています。
このほかにも、ウニ、アワビ、ヒラメなど漁業

歌）」）をして、試験的な漁を行うなど、今でも
特別な思い入れのある漁業となっています。

者を主体とする取り組みが各地で行われていると
ともに、水産試験場や市町村等において、冷水性
の大型のカレイ類であるマツカワやマナマコなど
様々な対象種の技術開発も進められています。

（3）ニシンの漁獲量
「江差の春は江戸にもない。」と言われたほ
ど、日本海側に繁栄をもたらしていたニシンも、

マツカワについては、平成18年から北海道襟裳

明治30年（1897）に史上最高の97万トンを記録

岬の以西太平洋海域に100万尾の 8 センチメート

し、昭和29年に20世紀最後の「群来」が確認さ

ル種苗を放流する計画で、16年度から施設の建設

れた後、それまで 1 年間で数十万トンの漁獲が、

に着手し、これが完成すれば、ウニ種苗を生産す

数万トンになり、現在では、「あれからニシン

る北海道水産種苗鹿部センター、アワビ種苗生産

はどこへ行ったやら（石狩挽歌）」のとおりわ

の北海道水産種苗熊石センター、ヒラメ種苗の日

ずか２千トンにまで漁獲が激減しています。

本海側の羽幌町及び瀬棚町にある北海道栽培漁業
センターについで、道が整備し、

北海道栽培漁

業振興公社が運営する５番目の施設となる予定で
す。
また、平成 5 年度から 9 年度までに、北海道

（4）ニシンの系統群
過去に北海道にニシン景気を招いたニシン
は、海洋性広域型に分類される北海道サハリン
系群ですが、この他にも、本道周辺海域には、

（25億円）、沿海市町村（12.5億円）、漁業関係者

湖沼性地域型の風蓮湖系や海洋性地域型の石狩

（12.5億円）の出えんにより、50億円の「北海道

湾系、湖沼性地域型と海洋性広域型の中間型の

栽培漁業基金」が造成され、その運用果実は、日
本海におけるヒラメ放流事業の経費の一部に充て
られているほか、全道各地の栽培漁業の取り組み
に対する事業の助成に使われているところです。
３

ニシン資源の復活を目指して

（1）ニシンも本道の栽培対象魚種
さて、冒頭で紹介しましたニシンですが、こ
れは、石狩湾系ニシンと言う系統群で、平成 8
年から種苗生産技術の開発とともに種苗の放流
が行なわれています。
北海道周辺海域のニシン漁獲量の経年変化
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テルペニア系群などが存在しており、これらの

系列の確立、飼育工程管理の把握などにより、

系統群が北海道のニシンの漁獲を支えていま

石狩湾系に適した種苗生産技術が概ね確立さ

す。

れ、最終年の13年には136万尾の種苗が放流
されています。

（5）ニシン資源増大プロジェクト
このように、本道にとって特別な魚であるニ
シンについて、日本海側の漁業者の強い要望と
資源復活の期待を受け、道では石狩湾系ニシン
を対象とした資源増大のためのプロジェクトを
立ち上げました。
このプロジェクトは道単独の事業として、平
成 8 年度から第 1 期プロジェクトを開始し、平
成14年度からは第 2 期のプロジェクトを実施し
ています。
プロジェクトの体制は、種苗生産・放流分野、

ニシンの種苗生産数の推移

産卵藻場造成分野及び資源管理分野の 3 つのパ
ートからなっています。
ニシンの採卵は、2 月の厳冬期に行います。
「わたしゃ涙でニシン曇りの空を見る」
（石狩挽歌）のとおり、ニシンは、曇りの日
に多く獲れるようですが、親魚の成熟調査や
確保、採卵は、水産試験場や水産技術普及指
導所、漁協などの関係者の協力を得て実施さ
れます。
水試のニシンプロジェクト体制と
各研究グループの研究課題

ニシンは、沈性・粘着卵ですので、乾導法
により得られた受精卵をマブシ（シュロの繊
維を銅線で巻いたブラシ）に付着させ、積算

これらのパートを有機的に連携することによ
って、総合的なニシンの増殖手段を検討するこ

5 月中旬以降60日齢を経て、全長45ミリメ

とを目的としており、将来的には、漁業者によ

ートルから各地の中間育成施設（生け簀）で

る実践を目指しています。

2 週間の中間育成後、60ミリメートル前後で

（6）プロジェクトの成果
①

放流されます。
放流技術開発については、放流後の食性、

種苗生産・放流
北海道におけるニシンの種苗生産の歴史

移動・分散などの解明を目的に進められまし

日本栽培漁業協会厚岸事業

たが、石狩湾に放流された稚魚は、放流後し

場で沿岸性ニシンの種苗放流が行われたのが

ばらくは放流地点周辺に滞留し、その後、次

始まりです。

第に石狩川河口に集まり、河川内に侵入する

は、昭和62年に

北海道では、この技術の移転を受け、平成

ことが明らかになりました。

北海道栽培漁業振興公社羽幌事業

また、食性については、放流直後は動物プ

所（北海道栽培漁業羽幌センター）で種苗生

ランクトンを主に食べ、成長に伴い他の魚類

産を開始しました。

の稚魚を食べることが確認されており、天然

8 年から

第 1 期プロジェクト（平成 8 年度から13年
度）では、種苗100万尾（45㎜）の安定生産
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水温135℃（14日〜20日）でふ化します。

のニシンとほぼ同じであることが判っていま
す。

を目標として、技術開発を進め、受精卵の温

種苗放流による回収率は、現状では 2 ％程

度管理によるふ化日の調整、仔稚魚期の餌料

度ですが、この回収率を高めるための放流技

1
また、天然産卵場で卵の付着が確認された

術開発を第 2 期プロジェクト（平成14年度か
ら19年度）において展開しています。
1 期目のプロジェクトでは、北海道サハリ

ホンダワラ類を選定し、その成熟期や幼胚の
付着機構が実験的に解明されました。
産卵藻場造成形成試験においては、母藻を

ン系群の試験研究も行なわれています。
北海道では、ロシア共和国サハリン州にお

投入して藻場を造成するより、ホンダワラ群

いて、サハリン漁業海洋学研究所の協力のも

落の中で基質に幼胚を付着させ、それを移設

と、平成 9 年、10年に受精卵の採取を行い、

して藻場を造成する方が効果的との結果が得

この受精卵を使った種苗育成・親魚養成技術

られ、実証試験への道が開かれまています。

開発に取り組みました。
モク瘻歩造成方法

この結果、石狩湾系ニシンと同様の餌料系
列で種苗を得ることができたほか、得られた
種苗を用い親魚養成を行ったところ、飼育条
件下でも 3 歳でほとんどの個体が成熟し、天
然と同様に 4 月から 5 月の産卵期に採卵を行
うことが可能となるなど、将来の資源増大に
向けた基礎的知見が収集できました。
②

産卵藻場造成
ニシンは沿岸の海藻類に卵を付着させるこ

とから、この点に着目し、産卵藻場について
の試験研究が進めら、産卵場実態・環境調査
により、各地で天然産卵場が確認されました。
これにより、産卵場は、

母藻投入法より基質移設法が有効と判断

・多年生のスガノモク、ホンダワラ類がま
とまって繁茂していること。
・沖合で波が砕波され静穏域ができている
こと。
・沖合からニシンが侵入しやすい澪筋があ
ること。
・近くに河川などがあり、塩分の低下が産卵

③

資源管理
北海道水産試験場が創設されてまもない明

治34年に漁獲物年齢組成解析が我が国で初め
てニシンを対象に行われて以来、道水試では
100年を越すニシン研究の歴史を有していま
す。

時期に頻繁にあることなど共通した特徴が
あることが明らかになりました。

厚田村嶺泊におけるニシン産卵床の分布
尾叉長27.3㎝の３歳魚の耳石
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このような漁業実態や産卵生態、資源解析

石狩湾系ニシンについては、その資源量が
数百トンと小さかったことから、最近まで、

から、プロジェクトとして刺し網の目合いを

脚光をあびていなかったのですが、このプロ

2 寸目にし、3 歳以上の漁獲を目的として、

ジェクトにおいても、ニシン研究の歴史を背

初回産卵群を保護することにより、資源の維

景に資源管理の分野で、多くの知見が集積さ

持・増大が図られる旨の資源管理方策の提言

れています。

を行いました。

資源管理の分野では、今後の資源管理方策
の検討を目的としていますが、資源変動の基

（7）第 2 期のプロジェクトの展開
北海道では、平成14年度から19年度までの期

本単位となる系群の分離と解析については、
遺伝的な解析により厚田から稚内の産卵群間

間、第 2 期のニシンプロジェクトとして、第 1

で差がないことが確認され、また、耳石の年

期と同様に、道単独事業で事業を展開していま

齢解析により年齢と成長の関係が把握された

す。
第 2 期プロジェクトでは、第 1 期目の結果を

結果、1 歳の冬から成熟が開始され、ほぼ 2
歳で成熟することが明らかになりました。
また、漁獲実態調査により、
・秋から冬には産卵場の沖合に生息し、成熟
に伴い沿岸に来遊すること。
・成熟は大型魚の方が早く、漁期前半は大型
魚が回遊し、後半になると小型魚が大半を

踏まえ、成果の再現や実証を視点に漁業者自ら
実践できる技術開発などに努めることとしてい
ます。
①

種苗生産分野では、200万尾の安定生産を

目標とし、さらに民間負担が可能となるよう
コストの軽減を図ることとしています。

占め、産卵した魚は沖合に移動すること。

② 放流技術開発については、回収率の向上を

・来遊は、石狩沿岸で 1 月から始まり、次第

目的として、適地、適期、適サイズの試験を

に北上し 2 月に留萌沿岸、4 月に稚内沿岸
に来遊することなどの生態も明らかになり
ました。

継続することとしています。
③ 産卵藻場造成事業では、実証事業を実施し、
事業化の可能性を図ることとしています。
④ 資源管理の分野では、資源評価・予測精度
の向上を目指した諸調査を継続し、再生産関
係の解明を行い、前期の資源管理対策を進め、
新たな資源管理対策を検討することとしてい
ます。

ニシン資源増大プロジェクト研究の流れ
石狩湾系ニシンの成長
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1
３．ニシン大漁の浜

のニシン場の言葉が復活しています。
豊漁の原因は、平成13年級群の生残が海況など

石狩湾系ニシンの漁獲は、このプロジェクトが
開始してから、飛躍的な延びを示しています。

の要因により良かったと分析されていますが、今
年の漁獲魚の中には、道が放流した標識魚（体内
標識）も報告されており、道として今後残された
19年までの期間、本年の豊漁のメカニズムの解析
に努めるなど精力的にプロジェクトを進め、「石
狩挽歌」が「石狩賛歌」となり、本道日本海振興
の一助となるよう取り組んでまいりたいと考えて
おります。

北海道日本海におけるニシンの漁獲量（沖底漁業を除く）
とニシン種苗の放流数

プロジェクトを開始してから 4 年目の春、平成
れうけ

11年 3 月18日に留萌市礼受地区の海岸がニシンの
産卵で海面が白く濁り、漁業者が夢にまで見た
く

き

「群来」が見られました。
日本海沿岸ニシン漁獲推移（H16.2.20現在）

「石狩挽歌」
なかにし礼
ご

作詞・浜圭介

作曲

め

海猫が鳴くからニシンが来ると
つっぽ

赤い筒袖のヤン衆がさわぐ
ニシンの群来で白濁した留萌市礼受地区の海面
（留萌南部地区水産技術普及指導所提供）

雪に埋もれた番屋のすみで
わたしゃ夜通し飯を炊く
あれからニシンは

さらに今年のニシン漁は、記録的な大漁で浜は
沸いています。
例年では漁のない 1 月から豊漁で 2 月20日現在
で既に昨年 1 年間の漁獲量278トンを超え、771ト
ンの漁獲が記録されるなど、いままで死語となっ
ていた「ケラガカリ」（網目いっぱいにニシンが
羅網し、網目が見えなくなる様子）など、かつて

どこへ行ったやら
とい

破れた網は問刺し網か
いまじゃ浜辺でオンボロロ
オンボロボロロー
かさど

沖を通るは笠戸丸
わたしゃ涙で
ニシン曇りの空を見る
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2
珊瑚礁の海から
沖縄県栽培漁業センター
（3）種苗生産供給実績
１

施設の概要

種

（1）沿革
昭和55〜58年度

用地取得および基本施設整備
事業

昭和58年 4 月

沖縄県水産試験場支場として
設置（組織名：沖縄県水産試
験場栽培漁業センター支場）

昭和58年10月

開所式

昭和59〜62年度

第 1 〜 3 次増強施設整備事業

昭和63年 4 月

水産試験場支場の位置づけか

名

（千尾・個）

ハマフエフキ
〃
〃
チンシラー
〃
〃
スギ
マダイ
〃
タイワンガザミ
シラヒゲウニ
タカセガイ

110
35
32
63
5
5
222
125
139
2,931
158
1,100

合

4,925

計

（㎜）

（用途）

25
25
50
25
25
50
80
25
50
3
20
5

放流
養殖
養殖
放流
養殖
養殖
養殖
養殖
養殖
放流
放流
放流

ら独立。組織名が沖縄県栽培
漁業センターとなる。
平成 3 〜 5 年度

第 4 〜 5 次増強施設整備事業

平成 8 〜12年度

増設工事（魚類甲殻類棟、介
類棟、餌料培養棟、機械棟）

（2）組織、職員
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沖縄県農林水産部

水産課

栽培漁業センター

所
長

庶務（１人）主任

平良直子

上
原
孝
喜

種苗生産13人

魚類・甲殻類・餌料班（９人）
班長：研 究 主 幹 金城 清昭
（主担当：魚類）
主任研究員 本永 文彦
（主担当：甲殻類）
主任研究員 木村 基文
（主担当：餌料培養）
研 究 員 鳩間 用一
研 究 員 井上 顕
研 究 員 宮城 美加代
技術補佐員 濱川 薫
技術補佐員 仲原 英盛
技術補佐員 村本 世利朝
棘皮・貝類班 （４人）
班長：研 究 主 幹 前田 訓次
（主担当：貝類）
研 究 員 中田 祐二
（主担当：甲殻類）
研 究 員 金田 真智子
（主担当：介類餌料培養）
技術補佐員 渡慶次賀 孝

（4）施設概要
施

設

名

規

模

・

構

造

管
理
棟 鉄筋コンクリート
２階建
採
苗
棟
〃
平屋建
調 餌 工 作 棟
〃
〃
機
械
棟
〃
〃
ポ
ン
プ
棟
〃
〃
車
庫
〃
〃
飼
育
棟 鉄筋スレート コンクリート水槽
濾
過
棟 ＦＲＰ
自 動 逆 洗 式
貝 類 採 苗 施 設（1） 軽量鉄骨ビニールハウス 平屋建
貝 類 採 苗 施 設（2）
〃
〃
網
倉
餌 料 培 養
新
機
械
親
魚
魚類・甲殻類
ウ ニ ・ 貝 類

庫
棟
棟
棟
棟
棟

鉄筋コンクリート
〃
〃
〃
〃
地下1階 地上1階
鉄筋スレート コンクリート水槽
鉄筋スレート コンクリート水槽
鉄筋スレート
平屋建

水 槽 容 量
立方メートル
魚類飼育水槽
1,600
甲殻類 〃
568
貝類
〃
683
ウニ
〃
448
動物性餌料培養水槽
350
植物性餌料培養水槽
690
計 4,336

面積
（m2）
396
252
194
84
36
60
774
7
225
225
513
264
588
2,016
3,605

2
２

魚介類種類別栽培漁業の現状、課題等

イの生き延びる戦略ではないかと考え、様々な実
験を試みた。その結果、タカセガイは淡水浸漬や

（1）サラサバテイの栽培漁業

低水温、あるいは飢餓などにもかなり我慢強い貝

ア．はじめに･･･タカセガイ一般

であることがわかってきた。こうしたタカセガイ

サラサバテイTrochus niloticusはサンゴ礁域特

の長所を利用して、タカセガイは耐えられるが、

有の大型藻食性巻貝類で、沖縄では一般にタカセ

他の食害動物やウニなどの餌競合動物には耐えら

ガイと俗称され、沖縄島ではSCUBA、宮古・石

れない環境をリーフ上に人工的に再現できないか

垣等先島海域ではフーカー式潜水漁業で漁獲され

どうか検討し、リーフ上に食害動物の隠れ込むよ

ている（以下、タカセガイと呼ぶ）。利用は身を

うな穴や隙間のないタイドプール型のコンクリー

食用、殻をボタン原料や貝細工などに加工される。

ト製升形の人工育成礁を造成した（図 1 ）。また

タカセガイは生物学的最小形が殻径約 6 ㎝で幼貝

人工育成礁の中には表面積を増大させる餌板とし

にあたる小型貝は潮間帯に出現する。一方、親貝

て、FRP製の格子状の育成基盤を設置した（図 2 ）
。

の生息場所はリーフスロープ10〜30ｍを中心とし

リーフ上は基礎生産性が高く、高いところでは単

たやや深いところに形成されるが、昔は素潜り漁

位面積あたりの一日の植物生産量は同時期の陸上

で漁獲されていた経緯を考慮すると、浅瀬に生息

タンク培養の数10倍以上に達する。本方式では放

していたが、乱獲によって採り尽くされ、みかけ

流サイズ 5 ㎜の種苗を 3 ㎝まで育成場で育て、食

上生息していないように見えるだけの可能性が高

害に抵抗できるサイズに仕立てて、天然漁場へ放

い。タカセガイは卵黄卵型発生を行い、2 日程度

流する。漁業者の方々が育成礁内の管理を行うこ

の短い浮遊期をへて着底する。こうした発生様式

とにより、残留率25％程度を維持できるようにな

と幼貝の生息分布を考えるとおおむねリーフスロ

り、タカセガイだらけの空間がサンゴ礁内に造成

ープに生息する親貝集団からもたらされた幼生は
リーフ上を中心とした潮間帯に着底し、その後、
成長と共に深場へ移動分散するものと推定され
る。
イ．サンゴ礁域への大量放流･･･食害という強
力なスタビライザー
サンゴ礁域は様々な海洋環境の中で最も多様な
種が生息する場所のひとつであるが、種は多くて
も、量的には少ない「多種少産」という特性があ
る。この特性は栽培漁業の「天然海域へ限られた
種類の水産動物を人為的に大量放流して、資源を
増大させるという方法論」に馴染まないことが容
易に想像される。

これまでのタカセガイの放流

（図１）タカセガイ人工育成場

事例では 1 ㎝程度の小型種苗で放流した場合、カ
ニ類やフグ類等の貝食性動物によって捕食され、
大きく減耗する場合が多かった。すなわち食害と
いう強力なスタビライザーが働いて、多種少産型
へ引き戻される結果となった。
ウ．タカセガイ中間育成礁の開発･･･天然海域
に食害回避空間を人工造成
さて、タカセガイの稚貝が見いだされるリーフ
上の浅いタイドプールでは初夏から晩秋まで沖縄
の潮間帯では干潮時には強烈な直射日光にさらさ
れ、お風呂のような過酷状態になる。このような
特殊な環境に耐えられるということは、タカセガ

（図２）育成礁内の餌板に群がるタカセガイ
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されている。現在、人工育成礁は県内 4 地区に大

比較対象区と育成礁周辺のタカセガイのサイズ大

規模増殖場として設置され、県内各地の漁業者の

きさ組成は類似傾向を示したが、育成礁周辺には

栽培漁業の取り組みの一つとして、毎年100万個

殻径30㎜内外のタカセガイが集中し、比較ライン

体の種苗がこの中で育成されている。秋口には小

ではこのような蝟集は認められなかった（図 3 下、

分けされた 5 ㎜程度の稚貝を各育成礁に2,000個

図 4 下）。こうした傾向は 3 地域ともみられ、育

ずつ放流し、翌年の秋口には約 3 ㎝に成長した育

成場周辺漁場と一般漁場のタカセガイ生息数は、

成貝を漁業者自ら収穫して、天然漁場へ展開放流

前者が後者を数倍〜数十倍上回っていた。育成礁

を図っている。

周辺漁場のタカセガイが必ずしも育成礁から移動

エ．人工育成場周辺の資源の現状･･･周辺への
資源しみ出し効果は？

した人工種苗とは言い切れないが、貝の水平分布
が概して育成礁周辺に集中していること、サイズ

3 地域（沖縄本島、宮古島、石垣島）のタカセ

組成が比較的均一で30㎜サイズ以上の亜成貝が多

ガイ育成場周辺において、天然海域とそこより水

いこと等から、育成礁から移動した貝である可能

路などである程度隔てられた天然海域のタカセガ

性が高い。

イ資源量を比較して、育成礁内のタカセガイが分
散し、周辺漁場の資源量を増加させているかどう
かを検討した。
ここでは、その一例として石垣島でのライン調
査の結果を紹介する。育成礁周辺は最も高密な箇
所で0.78個体／m2、ライン全体の調査面積から求
めた生息密度は0.13個体／m2で、比較対象区の個
体数密度は0.021個体／m2で、育成場付近の 1 ／
6 の資源密度にとどまった。それぞれのラインに
おいて、出現したタカセガイの殻径組成を散布図
として示した（図 3 上、図 4 上）。その結果、い
ずれのラインでも岸寄りに、より小型の個体が、
沖合に、より大型の個体が出現する傾向があり、

（図４）比較対象漁場におけるタカセガイの
分布状況（上）およびサイズ組成

オ．タカセガイ放流漁場の現状･･･放流効果は
でているか？
本育成場造成事業は平成 7 年に沖縄島の恩納村
でスタートし、平成14年までに30㎜の大型種苗を
継続して放流し、その累積は18万個（うち13万個
はH 7 〜 9 に集中）となった。恩納村漁協ではこ
うした実績と共に長期的な禁漁区の設定と漁獲サ
イズ 8 ㎝の自主規制による資源管理を平行して実
施してきた。その結果、当海域ではタカセガイが
増加し、当地区の漁業者は皆がこれを認めている
（図３）育成礁周辺漁場におけるタカセガイの
分布状況（上）およびサイズ組成
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状況である。しかし、実際は、その増加状況や程
度を数量的に調べた事例はなく、また、この増加

2
が資源管理効果によるものか、放流効果なのか、

の多い場所では大型貝の方が発見されやすいた

あるいは自然に増加しただけなのかも不明であっ

め、多くなる傾向があるが、タカセガイの成長と

た。そこで、恩納村漁協貝部会の協力を得て、天

過去の卓越放流年次の放流貝が到達する年齢とを

然漁場での資源調査を放流漁場と非放流漁場で一

勘案すると興味深い考察もできるので、以下に言

定時間潜水法で資源量調査を実施した。また、同

及する。過去の標識実験などでタカセガイは殻径

様の手法で13年前に調査したデータとも照合し、

80㎜までは成長が速いが、90㎜程度から成長が鈍

過去と現在、放流海域と非放流海域の資源状況を

化し、100㎜以上で 6 歳、あるいはそれ以上のサ

比較した。

イズでは更に成長が鈍化して、7 〜 9 歳に達する

各調査地点におけるそれぞれのモニターの 1 分

と考えられる。今回の調査では100㎜〜120㎜まで

当たりの発見個体数を図 5 に示した。各モニター

のかなり大型の個体が多く得られている。こうし

により、タカセガイの採取個数に多少はあるもの

た傾向は育成礁沖の群も同様である。次に恩納村

の、非放流場においては0.4〜1.2個／分、放流場

では1997〜1999年の 3 年間に育成礁から13万個の

は1.1〜2.3個／分となり、放流場は非放流場より、

卓越した放流を実施し、その後はやや低迷状態で

時間あたりの発見数は概ね倍程度増加した。特に

ある。これらの放流貝は放流時点で既に 2 歳であ

タカセ魚礁沖（放流区Ａ）ではその量的差が大き

り、これを考慮しても、現在、6 〜 8 歳貝、すな

く、豊かな資源状態であった。なお、同海域では、

わち10㎝以上の大型貝に育成していることにな

調査前日もタカセガイ漁を行ったとされ、にもか

り、放流場でのピークとほぼ一致した（図 7 ）。

かわらず非放流場の倍以上の貝が見られた。サイ
ズ組成は放流場所が殻径100㎜以上の大型群と80
㎜内外の 3 〜 4 歳貝が多いのに比べ、非放流海域
では50〜60㎜程度の 2 歳貝が主体で放流海域と非
放流海域で大きく異なった（図 6 ）。これは資源

（図７）タカセガイの成長と過去の放流数の推移

カ．おわりに･･･今後は資源管理体制を確立
（図５）放流海域および非放流海域の発見個体数の比較

今のところ、漁業者の皆さんにタカセガイは相
当増えているよと言ってもらえる状況であり、何
より嬉しいことである。しかし、当初、想定して
いたより育成礁の劣化が烈しく、種苗育成の効率
を維持するには収容直前の掃除が不可欠となって
おり、また、予期せぬ台風被害が発生したり、管
理費用の確保が難しい状況にあり、十分な放流数
維持も困難が予想される。今後は、現在増大して
いるタカセガイ資源を維持しつつ漁獲し続けるた
めに必要な資源管理体制の確立が望まれる。

（図６）放流海域および非放流海域の
発見個体数のサイズ組成

（久保

弘文（現沖縄県水産試験場八重山支場））
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（2）シラヒゲウニの栽培漁業
シラヒゲウニとはどんなウニ？
シラヒゲウニと聞いてもなじみの薄い方も多い

放流の現状
沖縄県栽培漁業センターでは平成13年度にウニ
種苗生産施設を増設し、種苗生産数の増大を図っ

かと思いますが、沖縄県では唯一の漁獲対象ウニ

ています。新施設は、浮遊幼生飼育水槽（ 1 m3）

で、南は沖縄から北は和歌山、伊豆諸島でも生息

20面と稚ウニ飼育水槽（20m 3）14面、中間育成

しています。紫色の体に、名前の由来となってい

水槽（10m 3）30面を新たに増設し、年間３回生

る、白や橙色の細い棘が生えているカラフルなウ

産を行い平成15年度は15.8万個体（平均殻径19.6

ニです。このウニは大型のウニで、成長も早く放

㎜）の種苗を生産することができました。この施

流後 1 年で漁獲可能サイズの殻径 8 ㎝になり 8 〜

設は周年種苗生産が可能で、これまで 9 月〜 3 月

12㎝で漁獲されています。天然のウニの年齢組成

に行っていた種苗の出荷を、海の穏やかな 4 月〜

を調べると、2 歳以上の個体はなかなかおらず、

10月に変更しました。
な き じ ん

こ

う

放流は、沖縄県北部にある今帰仁村古宇利島海

年近く生き、漁獲されているサイズより大型にな

域で行っています。古宇利島は沖縄県では最も有

ることが予想されます。味は美味で、県内ではす

名なウニの産地で、本部半島の北にある離島です。

しネタなどに使用されたり、むき身を瓶詰めにし

現在架橋工事が行われており、平成16年度には、

て県外出荷しています。価格もむき身で平均

すでに橋が架けられている屋我地島を通して沖縄

15,000円／㎏（平成14年度今帰仁漁協）を超え、

本島と陸続きとなる予定です。これまで20年近く

沿岸漁業における重要資源となっています。

古宇利島海域で放流が行われており、漁業者やウ

成長が早く、高値で取り引きされる良いことず

ニ部会の資源保護意識も強く、禁漁区の設置や自

くめのシラヒゲウニですが、漁獲量はピーク時で

主的な漁期制限を行い資源の保護に努めていま

殻付き2,000ｔ以上ありましたが、近年では50ｔ

す。

〜100ｔの間で推移しています。原因は乱獲と思
われ1970年（昭和45年）以前は600ｔ〜1,000ｔで
推移していた漁獲量が、本土復帰後他府県へ加工
用として出荷されるようになり大量に漁獲され、
1976（昭和51年）年以降急激に漁獲量は減少しま
した。そこで沖縄県では1984年（昭和59年）から
シラヒゲウニの種苗生産を行い資源の回復に取り
組んでいます。
また、1995年（平成 7 年）からは国の補助を受
け種苗生産及び放流についての技術開発を行って
おります。
着底直後の稚ウニ（採卵から34日目）

親ウニと放流用20㎜種苗
建設中の古宇利大橋と放流用囲い網
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り

寿命は 2 年と思われていましたが、飼育下では10

2
今帰仁漁協ウニ部会とともに取り組んでいる放

んでいますが、ガザミと同様にタイワンガザミで

流ですが、激しい海流のため放流後の種苗流失が

も種苗生産途中に大量死がみられ、種苗を量産す

相次ぎ、囲い網による放流などを行い流失を防止

るための共通した技術的課題を抱えていました。

しています。また、藻場の減少が顕著で、アジモ

大量死の主な原因は二つあって、一つはゾエア期

場を中心とした放流となっており、放流後の歩留

の真菌症、二つにメガロパ変態時の大量死でした。

まりやウニの実入りにも影響を及ぼしており、こ

沖縄での真菌症は春から梅雨時期の生産で多発

れまでのところ明確な放流効果は得られておりま

し、夏に減少する傾向がみられます。また空梅雨

せん。

の年には生産が良好だったことから当時の担当者

アジモ場の古宇利島での放流と平行し、平成14
ぎ

の

は、水槽に太陽光を十分に取り入れると真菌症の

ざ

年度から宜野座村地先で放流を行っています。宜

発生をある程度抑えることができるのではないか

野座村は沖縄県北部の東海岸に位置し、特産物の

と考え、飼育水槽の屋根材を透過性の高い資材に

馬鈴薯で有名な村です。また、平成15年からプロ

交換して明るくし、また生産を主に夏に行ってい

野球阪神タイガースのキャンプ地となっていま

ました。

す。沖にあるリーフにはホンダワラ類が豊富にあ

しかし漁業現場からは、秋に漁獲が可能となる

り、調査の結果シラヒゲウニの少ない藻場も多く、

ように春の種苗放流を要望していたことから、真

放流が可能と判断されました。平成15年度はこの

菌症対策は避けて通れない課題でした。こうした

藻場に20㎜サイズのウニを9.4万個放流していま

中、当センターの増設工事があり、カニ類の飼育

す。平成15年度はそれほど大型の台風もなく、心

水槽を新しく建築する機会がありました。そこで

配された流失もなく現在順調に生育しており、平

従来の知見を取り入れ、太陽光を十分に取り入れ

成16年度の放流効果調査の結果に期待しておりま

ることができるように、屋根、壁ともに透過性の

す。

高い建築資材を使用し大変明るい生産棟を建築し

これからの課題

ました（写真）。この施設での生産では、真菌症

宜野座村での放流も問題は山積しており、課題

の発生はこれまでのところまだみられません。

も多く残っています。宜野座村漁協ウニ部会は今
帰仁村漁協ウニ部会と異なり、資源保護などの歴
史も浅く、漁獲量調査一つをとっても正確な数値
の把握が難しい現状があります。漁期に関しても
漁業者間の足並みがそろっていないなど、今後各
漁業者の理解を得るために話し合いを続けていく
ことが最重要課題と考えております。
アジモ場については、近年各地で藻場の減少が
見られるものの、今後とも比較的データーが残さ
れ意欲のある漁業者のいる今帰仁村古宇利島での
放流を継続し、アジモ場での放流技術開発に努め
る必要があります。
（中田

祐二）

（3）タイワンガザミの種苗生産

新しく建築した甲殻類飼育水槽。
温室のように明るいため、夏は大変暑いです。

次の課題はメガロパ変態時の大量死です。これ

タイワンガザミの種苗生産数量は、2000年以前

の対策には、水産総合研究センター八重山栽培漁

は生産は安定せず年間最大でも150万尾（C1）程

業センターの浜崎活幸氏の研究成果がきっかけで

度と伸び悩んでいましたが、2001年以降は近年の

した。最終齢ゾエアにメガロパ的形態形質が過剰

技術開発により年間300万尾程度まで安定して増

に発達した個体が多くみられるとメガロパ変態時

やすことができましたのでその概要を紹介しま

に脱皮失敗がおこり生残率が大きく低下するとい

す。

うものでした。

ガザミ類の種苗生産は全国多くの機関が取り組

当センターでもメガロパ変態時に同様の事例が
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観察されたため、その後の生産では浜崎氏の研究

いつも目を丸くしながら我輩らの様子を窺ってい

に習い、飼育水槽へ添加するナンノクロロプシス

る頼もしき世話人様である。この人は何かぶつぶ

の細胞数を低く抑えることにしました。また、

つ言う癖があって今朝のぶつぶつよると先程お隣

DHA強化剤を多量に使用することでも同様に生

の水槽にハマフエフキが100万尾ほど収容された

残率が低下することがわかり、これも使用量を減

ようだ。ハマフエフキは吾輩と同類の珊瑚礁の仲

らすことでメガロパ変態時の生残率を従来より向

間である。彼らは吾輩らに比べ巣立って行く者が

上させることができました。

大勢いる。何が優れているからそうなっているの

残された課題としては、種苗生産においては生

か考えるに彼らは強度の赤面症でストレスには弱

産の効率化を一層図る必要がありますが、種苗の

いはずだし皆目検討がつかない。そんな話はどう

放流においては10ミリサイズ以上で集中放流して

でもいい。今年もまた吾輩らヒレもの部族の栽培

いるもののその成績が振るっていませんのでその

組全 2 組が本日をもって出揃ったことになる。か

取り組みを強化する必要があります。

つてはミナミクロダイ達が世話人らに好かれ番長

（本永

文彦）

格として威張っていた時代もあった。彼らは旅先
での素行でも悪かったのか、とうに世話人らから

（4）ヒレものの放流
我輩は魚である。種名は、あるにはあるが和名
はまだ無い。

その旅先である珊瑚礁に代表されるここ沖縄は
亜熱帯地域とされている。しかしそれは陸域の話

沖縄ではチンシラーと呼ばれている。チンはち

で海域は亜の付かない熱帯海域となっているのだ

ぬのことでシラーとは白い奴という意味である。

そうだ。真冬でも海水温は20℃もあり珊瑚礁生態

かつてオーストラリアキチヌと呼ばれもしたが、

系からしてそうなっているという。それから黒潮

どうもそれとも違うらしい。吾輩の親戚のしろだ

のことだがこの大型の海流は我が国の最西端にあ

い君なんかはここではシルイユと呼ばれ、シルが

る与那国と台湾の間から沖縄島の西側を通って九

白でイユが魚だから漢字にすると白魚となる。シ

州の南端に向かっていて、その流軸の右下と左上

ルは形容詞ではシルーと長音になるが、吾輩はシ

では水温や栄養塩等の違いからして生態系も明確

ルーではなく蔑視の意味合いもあるシラーであ

に違うそうだ。その違いについて聞いた話のひと

る。いつまでも白い奴呼ばわりばかりでは沽券に

つはマダイのことである。今でこそ養殖場界隈で

関わるのでそろそろ歴とした名前が欲しいもので

は生け簀から逃亡し右往左往している奴が散見さ

ある。

れるようになった。しかし彼らは元来少なくとも

いま我輩の兄弟は当センターのコンクリート水

沖縄の最北端の伊平屋島以南の島々には生息して

槽で生み落とされ集団生活を強いられている。食

いないというのが我が魚族の常識であった。とこ

い物にひもじい思いこそしないがこうも毎日粉の

ろが世話人が言うには県内の魚釣島にはウジャウ

餌ばかりでは辟易している。せめて花金の週末ぐ

ジャいて、その理由が魚釣島は沖縄島より南に位

らいは栄養満点のフルコースをと夢見るのは吾輩

置するものの黒潮の左側にあるためそうなってい

だけではあるまい。そのせいかどうかは知らない

るのだとのこと。そう言われてみるとここ沖縄の

がこの超過密の水槽生活に耐え晴れて外遊へと旅

海域は南北400㎞東西1,000㎞もあり島々こそ小さ

立つ者はそう多くはいない。巣立って行く彼らが

いけど海は広いのだ。

言うには同じ兄弟でも精神力が違うからと強がっ

世話人がめずらしく口を尖らしながらぶつぶつ

ていたがそんなことはあるまい。吾輩としては奴

言うこともあった。本土では県は異なっていよう

らは単なる味覚音痴じゃないかと疑っている。と

が隣県の海は連接一体となっていて、ほとんどの

は言ってみてもそんな思いを詰めていては眉間が

魚種が複数県共通の技術開発対象となっている。

狭くなり、ますます人相（魚相か）が悪くなる感

だから情報交換技術提携のメリットがある、だけ

じがする。だからもう愚痴をこぼすのは止めると

どうちは孤軍奮闘だ、と。吾輩としてはその時ば

しよう。

かりは声こそ出せなかったものの腹鰭で合掌し感

吾輩も朝の目覚めは早いが毎日夜明けとともに
水槽壁の上からニョキッと顔を出す人間がいる。
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見放されここから居なくなって16年になる。

謝の意を念じたものである。
あれから何ヶ月過ぎたろうか吾輩も何とか巣立

2
つことができ、今や外遊の最中にある。ヒレもの

抜かれた鰭が右側だから同窓の 1 期後輩に間違い

と称される吾輩らは自慢の尾鰭でもって何処へで

なかった。話を聞いてビックリした。後輩達は旅

も回遊でき、生き甲斐とまでは言わないがその自

立ってからこれまで吾輩が受けたような苦難には

由があるからこそやっていけるのである。空飛ぶ

全く遭遇していないというのだ。吾輩らはこれま

鳥の羽なんか羨んだことはない。しかし世話人ら

で何十キロいや延べにすると何百キロも這々の体

は、鰭を持ち合わせていない変竹林のウニや貝に

で旅してきた。しかし後輩らは旅の出発点がここ

はよく目を細めるが我がヒレものの風来坊ぶりに

でその後ずっとここにいるのだという。そりゃそ

は手を焼いているらしい。腹鰭の片方が抜かれ水

うだろうよ。なぜ吾輩の世話人らはそうしなかた

槽出身者と判別出来るのにほとんど音沙汰がない

のか。今頃同期の者達は何処で何をしているのや

というのである。吾輩らは何も世話人らを嫌がっ

ら。たぶん強敵に襲われたり野垂れ死したのも少

て逃げ隠れしているわけではない。むしろここま

なくないであろう。世話人らが恨めしくなった。

で健やかに育てて貰った命の恩人だと思ってい

しかし後輩達は口を揃えていった。世話人は恩人

る。吾輩らは降りかかる災難から追われながら食

であって責めてはいけないと。話を続けて聞くに、

い物探しやら棲み家探しに必死になって駆けずり

ここは屋我地島地先のラグーンで周辺海域には

回っているだけである。しかし世話人らの気がか

元々我が一族が大勢いたがこれが網や釣りで無闇

りは深刻らしい。吾輩らが今頃どこ当たりをうろ

やたらと捕獲され祖先の一族はもとより他の部族

ついているのか、ちゃんと飯にあり付けているか

までもが段々いなくなってきていた。そうこうす

その様子が知りたい、いや知らねばならないと言

るうちやっとこさ漁師達が立ち上がりこのほど関

う。その情報がない、分からないばかりでいると

係者全員の話がまとまったとのこと。その内容は

世話人以外の人間達（納税者と呼ばれているらし

250ヘクタールもの区域が禁漁区と設定され、こ

い）からクレームが付き、わが輩らのツアー制度

こでは当の漁師らを含め何人たりともそして如何

はうち切られないか心配だという。ごもっともだ

なる漁法も禁止され監視人も置かれるようになっ

と思う。生みの親より育ての親というから吾輩が

た。そしてここの周辺には我らちびっ子までをも

旅先で見聞したオアシスあたりについて報告しご

引っ捕らえるアリ地獄の定置網もない。だから自

恩に報いたいと思う。

分らはのほほんとしていられるのだと言う。そう

思い起こすに巣立ち後間もないうちから両親の
故郷である珊瑚礁であくせく動き回っていた。郷

話す後輩の表情には吾輩の顔とは対称的に悲壮感
のひの字も見られなかった。

里にはよだれが出るほど美味しいものがあると聞

聞いて解ったがここは元々オアシスではなかっ

き胸をわくわくさせながら旅立ったもののそこは

たのだった。何はともあれ漁師達が一致団結し当

まさしく弱肉強食の世界である。食い物探しも必

面の収入の減をも覚悟した管理体制が敷かれたか

死なら敵からの逃避も必死の世界なのだ。こうい

らこそオアシスとなったのだった。吾輩は決心し

う世界は何万年来変わっていない。しかし近年新

た。世話人らを恨まないどころか毎朝栽培漁業セ

たな災害も被るようになりますます棲みづらくな

ンターの方向に向かい、今となっては合掌できる

っている。吾輩らにとって揺り籠となっているラ

唯一の尻鰭を合わせながら感謝の念を唱え、ここ

グーンは少なからず埋め立てられ、残されたラグ

で青年になるまで心技体を鍛えよう、そう心に誓

ーンも陸からの汚濁水が流れ込み、濁水が及んで

った。

いない所でも仁義なき遊漁者や水上スクーターが

（上原

孝喜）

往来し、棲み家探しも大変だ。
一緒に旅立った仲間が散り散りになって 幾 日
経っただろうか吾輩は安住できそうな場所に遭遇
した。そこは陸でいうならオアシスで周りには鬼
敵が見当たらず食い物もありそうなので大いに安
堵した。島の方向のアマモ場当たりには吾輩の同
族らしき者がたむろしていた。近づいてみると確
かに吾輩の一族で背丈が吾輩の肩ぐらいしかなく
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第23回 「全国豊かな海づくり大会」

記念国際シンポジューム開催
（社）島根県水産振興協会
専務理事

屋 田 孝 治

昨年10月に島根県浜田市で開催された全国
豊かな海づくり大会の記念シンポジュームが 1
月29日、浜田市の島根県立大学で開催された。
この大会では、「共生の海（環境・資源・地
域の調和）」を基本理念として、大会史上初め
て中国、韓国の漁業者代表を招き、海の環境
保全や資源管理の重要性を認識しあったこと
を記念して、第23回全国豊かな海づくり大会
島根県実行委員会の主催で、日中韓三カ国の
水産関係者が自国の漁業概況や栽培漁業等の
取り組みを発表した。

してきた。このため、各種の法律による規制や人

国際記念シンポジュームは約300人の参加者

工魚礁の設置・種苗放流により漁業の持続的な発

のもと午前 9 時から三浦正充島根県農林水産

展に取り組んでいる。また、資源の減少が海洋環

部長の主催者挨拶、宇津徹男浜田市長の歓迎

境の悪化に起因していることから、生態環境モニ

挨拶の後、安達二朗氏（元島根県水産試験場

タリング・システムを作り、環境の現状把握や改

場長）の総合司会で第 1 部「海づくりの取り

善に努力している。

組み状況」第 2 部「海の環境保全への取り組

・朴承黙氏（韓国水協中央会）「自律管理漁業共

み状況」をテーマに日中韓からそれぞれに発

同体の運営で漁業人の所得増大」

表が行われた。また、発表の合間に「中国、

済州島「城山共同体」においてアワビ、サザエ、

韓国の海づくり」のビデオ放映や「島根県の

トコブシ、ウニの種苗放流、漁場造成を行ってい

海づくり」の事例報告があり、午後 3 時30分

る事例報告では、政府主導の漁業管理体制から漁

に終了した。

業者による自主的な管理体制に移行し、禁漁、休
漁、外敵駆除、藻場の保護等の活動により、共同

第１部では、
・李継龍氏（中国水産科学研究院）「中国の漁

されている。

業資源と生態環境の監視測定管理について」

・丸山敬悟氏（独立行政法人水産総合研究センタ

中国では、近年の高度経済成長と人口増加
に伴い、過剰な漁業生産活動から資源が減少
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体構成員の所得が増大し、豊かな漁村建設が期待

ー）「栽培漁業と漁業者の参加」
日本では、栽培漁業が始まって40年になり、

の森づくり運動を通じた豊かな海づくり」
「漁民の森づくり運動」は15年前北海道の漁村
の女性連が始めた。森林が荒廃すると魚が獲れな
くなることを漁業者は経験的に知っており、古く
から魚付林として森林を保護してきた。近年、森
林の半分はスギ、ヒノキの人工林でブナ、ナラの
落葉樹が少なくなった。このため、漁業者による
森づくり運動が全国的に広がり、現在、29道府県
43組織が活動を行っている。
発表する中国からの参加者

国・県の栽培センターが72箇所、生産されている

島根県の海づくり事例報告

種苗は83種類である。放流効果をあげるためには

・屋田孝治島根県水産振興協会専務理事「島根県

健苗の放流と採算を含めた放流効果の実証が必要

の豊かな海づくりを目指して」

である。漁業者が参加した栽培漁業の推進事例で

島根県の栽培漁業の取り組み状況及び漁民の森

は、宮古湾のヒラメ、岩手県田老町のアワビ、香

づくり、海岸清掃、漁業集落環境整備等環境保全

川県のサワラ資源の回復計画が紹介された。

への取り組みについて、県内の事例が報告された。

第２部では

今回の国際シンポジュームでは、「共生の海」を

・馬迎新氏（中国水産科学研究院）「中国の漁業

基本理念に日本・中国・韓国からそれぞれの国が

生態環境保全について」

取り組んでいる「海づくり」や「海の環境保全」

経済発展がなされていない頃は、漁業環境がよ
い状況に保たれていたが、経済発展に伴い漁業環

について発表があった。
島根県の沖合に広がる日本海は東シナ海やオホ

境に大きな脅威を与えるようになった。このため、

ーツク海を経由して全世界につながっている。そ

全国漁業環境モニタリング・システムを設け20年

こに分布する多様な生物は、各国共通の水産資源

が経過した。現在、監視観測所が32ヶ所設置され、

として日本のみならず中国、韓国においても利用

漁業環境保全、漁業の持続的発展、生物多様性の

されている。この海の恵みを未来永劫継承してい

保護に重要な役割を果たしている。

くため、今後、三カ国が「豊かな海」をつくるこ

・趙

とに一層の努力をすることを誓って「第23回全国

訓氏（韓国水協中央会）「韓国の海洋環境

の保全」
韓国の海洋環境保全と関連する法律は「沿岸管

豊かな海づくり大会」記念国際シンポジュームの
幕を閉じた。

理法」「海洋汚染防止法」「湿地保全法」の 3 つに
区分されている。これらの法律に基づいて、漁業
活動で生じる海洋廃棄物の浄化、閉鎖性海域にお
ける汚染物質の浚渫、海洋環境保全キャンペーン、
赤潮防止対策等の活動が計画的に推進されてい
る。
・長屋信博氏（全国漁業協同組合連合会）「漁民
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アカアマダイの種苗量産技術の開発について
―採卵から稚魚育成までー
長崎県総合水産試験場種苗量産技術開発センター種苗量産科
専門研究員

アカアマダイ（図 1 ）

木

廉

夫

や飼育技術の向上によって、平成11年度にはすで

はスズキ目アマダイ科

に10万尾を超す着底稚魚の生産に成功していま

アマダイ属の魚で、本

す。長崎県においてもアマダイ延縄漁業の盛んな

州中部以南から東、南

上対馬で本種の成熟調査を実施し、活きた状態で

シナ海の砂泥域に分布
しています。アマダイ

図１
（アカアマダイ稚魚：日令86）

成熟した親魚が入手できることが明らかになりま
した。そこで平成11年度には採卵技術の確立した

属には本種の他にシロ

宮津栽培漁業センターと共同で採卵を試みたとこ

アマダイ、キアマダイ、スミツキアマダイおよび

ろ、ある程度まとまって受精卵が入手できる目途

ハナアマダイの 4 種が知られていますが、それら

が立ったことから、平成13年度より新しい種苗生

の水揚げ量は僅かであり、農林水産統計における

産対象魚種としてアカアマダイを取り上げること

アマダイ類の漁獲量の大部分はアカアマダイが占

になりました。初年度は宮津栽培漁業センターに

めています。本種（図 2 ）の最大の特徴は、眼の

よる先進的な飼育技術を参考にして、試行錯誤の

後ろから下方にかけ

結果、約4,500尾の稚魚を生産することが出来ま

て明瞭な逆三角形の

した。その飼育試験中に量産技術開発を行ううえ

銀白斑が認められる

で次の様な問題点があることを身をもって体験

ことです。その他に

図２

天然親魚（雌）

し、次年度からの課題としました。

も背鰭前方の背中線

①

卵の大量入手が容易でないこと。

が黒いことや頬の鱗が皮下に埋没して不明瞭であ

②

仔魚の初期減耗が激しいこと。（ふ化後 2 週

ることなどの特徴があります。ところで、図 3 を
みると明らか

間で仔魚がほとんど死んでしまいました）
③

仔稚魚が飼育環境（光、水質等の変化）に非

なように、近

常に敏感であること。

年、全国的に

採卵に関しては前述のように事業開始以前に長

みてアマダイ

崎県対馬水産業普及指導センターと成熟調査を実

類の漁獲量は

施し、対馬北東海域におけるアカアマダイの成熟

減少傾向を示

の最盛期は 9 月下旬〜10月上旬であることを明ら

しており、水

かにしていました。また、その際成熟した親魚を

揚げ量で日本
第 2 位を誇る
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宮

図３

アマダイ類の漁獲量

（長崎農林水産統計年報より）

活かして入手できる協力体制（上対馬町漁協青壮
年部との連携）を確立し、天候次第では約 1 週間

長崎県におい

の滞在で数百万粒の単位で卵を確保することが可

てもほぼ同様に減少傾向を示しています。この減

能になりました。

少傾向を止める方策としては、種苗放流を加えた

飼育に関しては、他魚種と比較して仔魚初期の

アカアマダイの資源管理型漁業の確立が必要とさ

生残率が非常に低いことから、平成14年度は天井

れます。

に設置した遮光幕の開閉で水槽表面を適度な明る

これまで本種の採卵および種苗生産に関しての

さに保つように調節することおよび飼育水に添加

本格的な研究は、独立法人水産総合研究センター

する微細藻類（ナンノクロロプシス）の注入量の

宮津栽培漁業センター（以降

加減による飼育環境（水中照度）の調整を行うこ

宮津栽培漁業セン

ターとする）において精力的に行われてきました。

とで、仔魚の摂餌促進や光環境変化が仔魚に与え

その成果として、人工授精による採卵技術の確立

ると推察されるストレスの軽減を目的として実施

した結果、全長30㎜サイズで約35,000尾の稚魚を

袋に海水と共に入れ、発泡スチロール箱に収めて、

生産しました。ところが、取り上げ直後にウイル

長崎市にある長崎県総合水産試験場まで空輸およ

ス性疾病が発生したため、全数廃棄することにな

び陸送で運搬します。到着後、卵を500Lアルテ

り、種苗放流までに至りませんでした。そこで平

ミア卵ふ化水槽に展開し、発生率、卵数を確認後、

成15年度は防疫対策として飼育水に添加する微細

受精卵の状態で飼育水槽に収容します。アカアマ

藻類の種類（淡水クロレラ、ナンノクロロプシス）

ダイ卵は分離浮性卵で、受精卵はマダイやヒラメ

を変え、さらにウイルス性疾病防除対策として飼

の受精卵と同様に海水中に分散して漂っていま

育水の殺菌をオゾン海水殺菌装置（E社）および

す。発生卵の大きさは約0.9㎜、無色透明で油球

光触媒併用殺菌活水化装置（M社）を用いて行い、

が一つ見られます。

結果として全長40㎜サイズの種苗40,000尾を取り
上げることに成功しました。
今回、まだ研究途中ですが、現在まで長崎県総
合水産試験場が行ってきた本種の種苗生産結果と
今後の課題についてご紹介します。
１

図５

４

親魚と採卵

発生卵

図６

ふ化仔魚

飼育

アカアマダイの親魚確保および採卵は上対馬町

ふ化直後はサイズは全長約 2 ㎜で、まだ眼には

漁協青壮年部の協力で宮津栽培漁業センターと県

色素の発現もなく、口も開いてない状態です。こ

対馬水産業普及指導センターと共同で、上対馬町

の時期は腹部の卵黄を吸収して成長します。ふ化

で行いました。アカアマダイは通常大型個体が雄

後 3 日ほど経過すると、眼も黒く、口も開いてき

で、中型個体（図 2 ：体重約300g）の多くが雌

ます。ふ化後 4 日目になると仔魚は摂餌を開始し

であることから、中型個体を狙って活かした状態

ます。最初の餌としては、本種仔魚の摂餌特性を

で、水揚げしてもらいました。漁法はすべて延縄

考慮して通常のS型ワムシよりやや小型であるタ

で漁獲後、漁場から活かして持って帰った雌魚に

イ産S型ワムシを給餌することで摂餌を促しまし

直ちに排卵促進を目的として、ホルモン剤

た。

（HCG：ゴナトロピン）を魚体重 1 ㎏に対して

その後、S型より大型のL型ワムシ、アルテミ

300IUの目安で背部筋肉に注射しました。ホルモ

ア幼生、さらに仔稚魚の成長に合わせて微粒子配

ン注射を施した雌個体は活魚水槽に採卵まで収容

合飼料のサイズを変えて順次給餌しました。本種

しました。雌魚からは、注射後24、48および72時

の飼育で最も難しい時期は、ふ化後 2 週間で、そ

間後の計 3 回搾出法で卵を採りました。

れまでに大量死が見られ、仔魚はほとんど消えて
しまいます。図 8 に過去に飼育した仔魚の初期生

２

人工授精

残率の推移を数例示しました。

媒精に用いた精子は、人工授精前日に水揚げさ

図 7 にはふ化後

れた雄鮮魚の精巣から抽出した希釈精子を用いま

4 日目の仔魚を示

した。授精はシャーレ内に卵を絞り出し（図 4 ）、

しましたが、この

そのうえから保存希釈精子を注ぎ良く混合後、海

頃初めて餌が

水を添加するとい

消化管内に見

った乾導法で行

られ、摂餌が

い、その後、1 ı

確認されま

のパンライト水槽

す。ところが

で翌朝まで孵卵管

図 8 に示した

理します。

図４

雌から採卵しているところ

図７

ふ化後４日目の仔魚
（全長2.83㎜）

ように餌を食
べた翌日（日

３

卵輸送
翌朝水槽水面に浮いた卵（発生卵）をビニール

令 5 ）にはす
でに仔魚が激

図８

仔魚の生残率の推移
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今後の課題

減している飼

採卵について

育例が多く認
められ、開口

数百万粒の採卵見込まれることが明らかになりま

後 1 週間で勝

した。しかしながら天候等を考慮すると、これ以

負がついてし

上の大幅な卵の増収は見込まれません。そこで、

まうように感

今後は孵卵方法の検討を行い、発生卵からの孵化

じられまし

図９

た。そのため、

飼育下におけるアカアマダイの
全長の推移

率の向上を図りたいと考えています。
初期飼育時における大量減耗について

本年度

初期は水槽表

に最も成績がよかった飼育例においても、ふ化後

面の照度を明るく調

13日目までの生残率は33.8％と低い値でした。こ

整して、仔魚の摂餌

こでふ化後13日目とは、餌を初めて食べて 9 日間

を容易にすることお

で、さらに給餌を始めてすぐに斃死が見られると

よび急劇な照度の変

図10

化が起こらないよう

ふ化後30日目の
前稚魚

いった状況です。これは、餌が悪いか、環境水中
に斃死させる要因があったか、はたまた、卵質が

に、夜間の水槽付近

劣悪だったかの何れかに該当すると考えられま

の照明の点灯や消灯

す。これまでの飼育経験からは環境水が一番効い

にも注意を払うなど

ているようで、今後は①元気なワムシを必要量給

飼育環境の急変を極

餌する。②飼育水に清浄な微細藻類を適正量添加

力抑えました。

図11

ふ化後80日目の稚魚

また、ウイルス性

する。③飼育水槽を適正な明るさの照度に保つ④
仔魚の収容密度を下げる等の基本的な飼育環境を

疾病防除対策として、飼育海水にはオゾンおよび

整えることで、初期仔魚のストレスを軽減し、ど

光触媒による殺菌を施し、飼育水温は20℃になる

こまで斃死を抑えることが可能か検討していきた

ように冷却しました。さらに飼育水には微細藻類

いと思っています。

（ナンノクロロプシス）を定量ポンプで24時間添

人工種苗の健苗性について

平成14年度はウイ

加して、常時飼育水中に一定量のナンノクロロプ

ルス性疾病にかかり、全長30㎜サイズ約35,000尾

シスが存在するように設定しました。当初、初期

を処分したことから、平成15年度は飼育に用いる

の大量減耗は卵質にも大きく起因（天然親魚由来

海水にはオゾンおよび光触媒処理を施し、さらに

による漁獲ストレスや個々の栄養状態等）するも

飼育水温を18℃に前年より下げるなどウイルス防

のと考えていましたが、今年度に同腹卵群を収容

除対策を講じたところ、昨年のような感染斃死は

した飼育水槽であっても、各水槽における水槽表

認められず対策効果が認められました。ところで、

面照度、微細藻類の量、質等の相違によって、

残された問題の一つとして形態異常魚の出現が挙

各々の水槽における生残率に大きな差が現れるこ

げられ、この現象（異常率）は、仔魚期に鰾に正

とが明らかになり、卵質ばかりに眼を向けるので

常に空気が入っている個体の多少と関連があると

なく，ごく初期の飼育環境がいかに重要であるか

いわれています。今後は形態異常克服を視野に入

改めて認識されました。

れた初期飼育技術の確立を図って行きたいと考え

この危険な時期（ふ化後 2 週間）を経過すると
仔魚の減耗も少なくなり、ある程度安定しますが

ています。
生産した稚魚について

本種は海底で巣穴を形

今度は仔魚自体がなかなか大きくならないことに

成して生活することが知られています。このよう

焦りを感じます。ふ化後20日目には全長で 5 ㎜程

な性質をもつことから、放流後あまり移動しない

度のサイズの仔魚です。30日目にはようやく本科

ことが想定され、栽培対象種として大いに期待が

特有の前稚魚期に達しますが、まだ全長で 9 ㎜程

持たれます。今後は、早急に放流稚魚の移動、成

度です。しかし、この頃を境に急激に目に見えて

長および生残等の基本的なデータを集積する必要

大きくなりふ化後80日目頃には誰がみてもアカア

があり、そのためにも一日も早く飼育技術の確立

マダイらしい姿（全長50㎜）になります。この頃

を図って行きたいと思います。

は水槽底で群泳してます。

32

対馬においては 1 週間の日程で

「漁協等実践活動助成事業について」
栽培漁業への取り組みが全国規模で推進され、

法人改革の一環として、独立行政法人水産総合研

各地で積極的な活動が行われるに伴って、栽培漁

究センターに統合され社団法人日本栽培漁業協会

業の漁村への定着が進みつつあります。

より引き継ぎ「漁協等実践活動助成事業」として

「栽培漁業実践活動事業」は、昭和57年より栽

実施することに致しました。

培漁業の効果的な推進を図ることを目的に、社団

平成16年度の助成対象団体の募集を資料に漁協

法人日本栽培漁業協会によって実施され、漁業協

等実践活動助成事業「実施要領」に基づき、平成

同組合やその下部組織の漁業者グループが実践す

16年 3 月19日（金）締め切りとして各都道府県栽

る栽培漁業の積極的な取り組みに対して活動費の

培漁業主務課経由で各漁業協同組合等に対し行な

助成、技術的な支援等が行われてきました。

いました。

当協会では、漁協等における栽培漁業の取り組

今後とも栽培漁業等に対する積極的な取組を行

みの活性化を図り、地域における栽培漁業の普

っている漁業協同組合等のご応募いただくようお

及・定着を促進することにより「豊かな海づくり」

願いいたします。

を推進するため、当該事業を平成15年10月に公益

資料1：漁協等実践活動助成事業「実施要領」
１

趣旨

２）施設関係および備品となる機器類等にかかる経費は助

本事業は漁業協同組合やその下部組織の団体が実施してい

成の対象外とする。

る栽培漁業に関する活動に対し、必要な経費の一部を助成

３）１課題に対する助成額は年40万円を上限とする。

するものである。

４）同一団体の同一課題への助成継続年数は制限を設けな

本事業の結果は報告書として印刷し、関係機関に配布する

い。ただし、助成希望の課題が多い場合は新規あるいは

ことにより、栽培漁業の漁村への普及、定着促進を図るも
のである。

助成継続年数の短いものを優先して助成する。
５）同一都道府県の推薦課題数は制限を設けない。ただし、
優先順位を明記すること。

２

対象課題

１）栽培漁業の推進に貢献する課題とし、養殖は含まない。

５

２）対象種は魚類、甲殻類、イカ、タコの類とし、貝類、

１）課題の実施にあたっては、関係試験研究機関および水

海草類は含まない。

被助成団体および指導機関の義務

３）対象課題は都道府県からの推薦を必要とする。

産業改良普及所等から適切な指導を受けること。
２）活動の経過については、当協会の要請があった場合、

４）課題は平成16年 4 月 1 日〜平成17年 3 月31日に実施さ
れる課題に限る。

すみやかにその現況を報告すること。
３）予定した活動が終了した場合、結果報告書を当協会に

５）過去の活動に対する実績は問わない。

提出すること。
４）当初の計画について大きく変更する場合には、事前に

３

対象団体

当協会に連絡すること。

１）栽培漁業に取り組んでいる都道府県で、栽培漁業の活

５）本事業で実施する意見交換会への出席依頼があった場

動を行っている漁業協同組合およびその下部組織並びに

合、その課題の指導機関より担当者を派遣すること。な

栽培漁業に関連する活動を行っている研究、実践団体で

お、意見交換会の対象となる課題は助成年から過去 3 ヵ

あること。

年までのものを対象とする。

２）研究、実践活動の実施にあたり、関連試験研究機関
（水産試験場、栽培漁業センター等）および水産業改良
普及所等からの指導協力が得られること。

６

活動結果の報告について

１）提出された結果報告は報告書として印刷、関係機関へ
配布する予定なので、別途定める執筆要領に従い作成す

４

助成の基準

ること。

１）実施する活動に必要な経費を助成する。
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資料2：年度別都道府県別栽培漁業推進実践活動実績表

社団法人全国豊かな海づくり推進協会からのお知らせ
豊かな海づくりに関するビデオフィルム、スライドの貸出しを行っています。
ご利用を希望する場合は、取扱要領にしたがって申込をして下さい。
ビデオフィルムの貸出しは、表示の「貸出し用ビデオフィルム一覧」の中から申込をして下さい。
スライドの貸出しは、当協会にご来会いただき、スライド貸出しリストの中から申込をして下さい。
（担当：総務部）

ビデオフィルム貸出し取扱要領
当協会が行うビデオフィルムの貸出しはこの取扱要領によって実施する。
１．貸出しは、会員、官公庁、教育機関、その他当協会事業の趣旨に則した活動をする者対して行う。
貸出し料は無料とする。
２．営利を目的として入場料等を徴収しないものとする。又貸し及び複製は認めない。
３．借用しようとする場合は、前もって別に定める様式による借用申込書を提出して申込むものとする。
４．貸出し点数は、原則として１ヶ所１回につき３点以内とする。
５．貸出し期間は、原則として１ヶ所１回につき手持ち日数10日間以内とする。
６．輸送料等は借用者にて負担するものとする。輸送による現品の損傷を防ぐため、十分な配慮を払う
ものとする。
７．フィルム等損傷させないよう丁寧に取り扱うものとし、もし破損した場合は、修復しその旨の記録
とともに返送するものとする。
なお、使用に耐えられないほどの破損・焼損または紛失などした場合は弁償の責に任ずるものとす
る。
８．フィルムを返納するさいは、別に定める様式による上映報告書を提出するものとする。
９．その他この取扱要領にない事項については、借用者は当協会の指示に従うものとする。

ビデオフィルム借用申込書

ビデオフィルム上映報告書
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37

スライド貸出し取扱要領
当協会が行うスライドの貸出しはこの取扱要領によって実施する。
１．写真等の掲載にあたっては、当協会のクレジット（当協会がクレジットを別に指示した場合は当該
クレジット）を明示すること。
２．貸出しは、会員、官公庁、教育機関、その他当協会事業の趣旨に則した活動をする者対して行う。
３．営利を目的として使用しないこととする。又貸し及び複製は認めない。
４．借用しようとする場合は、前もって別に定める様式によるスライド借用申込書及び使用申込書を提
出して申込むものとする。
５．貸出し期間は、原則として１ヶ月以内とする。
６．借用者がデュープ（複製）をした場合は、必ず、原スライドとともにデュープを返却するものとす
る。ただし、画像データの場合は作業場のコピー（複製）以外は禁止し、作業時に生じたコピー（複
製）は、作業終了後消去することとする。
７．輸送料等は借用者にて負担するものとする。輸送による現品の損傷を防ぐため、十分な配慮を払う
ものとする。
８．フィルム等損傷させないよう丁寧に取り扱うものとし、もし破損した場合は、修復しその旨の記録
とともに返送するものとする。
なお、使用に耐えられないほどの破損・焼損または紛失などした場合は弁償の責に任ずるものとす
る。
９．その他この取扱要領にない事項については、借用者は当協会の指示に従うものとする。

スライド借用申込書
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協会の当面のスケジュール（予定）について
平成15年度第2回正副会長会議

平成16年度第1回理事会

3 月24日（水）17時から

5 月26日（水）11時00分から

全漁連役員会議室

コープビル 6 階第 2 会議室

平成15年度第3回理事会

平成16年度通常総会

3 月26日（金）13時30分から

5 月26日（水）13時30分から

コープビル 6 階第 2 会議室

コープビル 6 階第 3 会議室

ホームページ開設のお知らせ
当協会では、会員の皆様をはじめととして国民
一般に広く見やすく、分りやすく、使いやすいホ
ームページを目指し、この度開設いたしました。

・Topics/ニュース
・お知らせ及び近況報告などから構成されてい
ます。
一部作成中のところもありますが、リアルタイ

アドレスは、

http:www.yutakanaumi.jp

ムに最大限、色々な情報を発信していく予定です。
です。

また、HPを一層使いやすいものとするため会

ホームページのコンテンツは、

員や関係団体等々からのリンクのお申し出をお待

・組織紹介

ちしております。
ご希望の方は事務局までメール・電話等にてご

・事業概要

連絡ください。

・海づくり大会情報
・栽培漁業に関するＱ＆Ａ（提供：独立行政法

なお、当協会HPに対するご意見、ご質問、ご
提案、ご要望等がございましたら、全国豊かな海

人水産総合研究センター栽培漁業部）
・スライド貸出案内

づくり推進協会事務局（メールアドレス：

・ビデオ貸出案内

info@yutakanaumi.jp）宛にお願いいたします。

人 事 異 動（平成16年１月13日付け）
水産庁次長に弓削志郎氏 （前増殖推進部長）
増殖推進部長には中前明氏 （前資源管理部審議官）
栽培養殖課長には長尾一彦氏 （前漁政部参事官）
農林水産省は 1 月13日付けで人事異動を発表し
た。

（前水産庁資源管理部遠洋課長）粂

知文ı 水産

庁資源管理部遠洋課長（前水産庁増殖推進部栽培

ı 農林水産事務次官（前林野庁長官）石原

葵

養殖課長）山下

潤ı 水産庁増殖推進部栽培養殖

ı 水産庁次長（前水産庁増殖推進部長）弓削志郎

課長（前水産庁漁政部参事官）長尾一彦ı 水産庁

ı 水産庁資源管理部長（前大臣官房文書課長）竹

漁政部参事官（前水産庁漁政部漁政課水産調査官）

谷廣之ı 水産庁増殖推進部長（前水産庁資源管理

奥野

部審議官）中前

ı 同（前水産庁次長）川口恭一

明ı 水産庁資源管理部審議官

勝ı 退職（前農林水産事務次官）渡辺好明

独立行政法人水産総合研究センター理事長に
川口恭一氏（前水産庁次長）が就任
農林水産省は独立行政法人水産総合研究センタ
ー畑中寛理事長が 1 月12日付けで勇退に伴う、後
任理事長に13日付けで水産庁を退官した川口恭一
氏（前水産庁次長）を任命した。
勇退した畑中寛前理事長は当協会の理事（員外）

ンター理事長を退任したことから理事辞任の申し
入れがあった。
当協会は 3 月開催の平成15年度第 3 回理事会に
おいて後任理事候補者を決め、平成16年度通常総
会において決議することを予定している。

に就任していたが、独立行政法人水産総合研究セ
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