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「責任ある栽培漁業」の推進
について
（独）水産総合研究センター
理

昨年末に、家族を連れて正月用品を購入する人
で混雑しているスーパーマーケットの魚売り場を

事

今 村 茂 生

後の技術開発において重要と感じた点は、「責任
ある栽培漁業」の推進についてである。

のぞく機会がありました。正月の料理に欠かせな

「責任ある栽培漁業」の推進に努めることにつ

いエビ類、鍋もの用のフグ、生牡蠣やブリ、マグ

いては、前回の第 4 次基本方針において、「種苗

ロ等、活魚・冷凍品とも全体的に多少値段は高め

放流による疾病の伝播の阻止、遺伝的な多様性へ

ではありますが、品数、量とも非常に豊富で次々

の配慮、生態系への配慮」等、環境保全に配慮し

に売れていました。多様な食材が普及している現

た栽培漁業を推進していくことが初めて示されて

在も、日本人にとっては、やはり水産物はなくて

います。これに対して、第 5 次の基本方針では、

はならないものであることを実感しました。若い

さらに一歩進めて、栽培漁業全体について責任を

人は肉類を嗜好するのかもわかりませんが、年齢

持って推進していくことが示されている点で大き

とともに消化が良くて栄養価の高い水産物へと嗜

く異なります。例えば、①種苗放流の合理性の検

好が変わってきます。特に、日本の人口の推定値

討（対象種の選定に当たり種苗放流の適否をあら

では、30年後には 3 人に一人が65歳以上と見込ま

ゆる角度から良く検討して決める）、②対象資源

れており、今後ますます、水産物への需要が高ま

に応じた放流計画の策定（種苗の移動範囲や受益

ってくるものと思われます。しかし、残念ながら、

範囲、過去の漁獲量、環境収容力等を考慮して放

我が国の漁業生産量は漸減しておりピーク時の

流計画を策定する。）、③種苗の生産とその効率化

46％の588万トン（平成14年）まで減少していま

（天然魚と同じような形質を持ち、疾病を保有し

す。現在、国において「水産物の安定供給」「水

てなくかつ自然環境への順応性のある種苗の生産

産業の健全な発展」を基本理念とする水産基本法

技術の開発）、④生態系への配慮（天然魚との置

に基づき策定された水産基本計画により、総合的

き換え、遺伝的多様性への配慮等）、⑤効果的な

かつ計画的な施策の推進が図られています。

種苗放流と放流効果の実証体制の整備（中間育成

栽培漁業もこの水産基本法、水産基本計画に準

体制の整備、効果が最大となる放流、進行管理等）、

拠して進められることとなります。具体的には、

⑥栽培漁業対象種の資源管理の促進（天然魚を含

沿岸漁場整備開発法に基づいて、「水産動物の種

めた包括的な管理）、⑦費用負担と普及等々が示

苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する

されております。

基本方針」（以下栽培漁業の基本方針）がおよそ5

これらを推進して行くには、技術的にも検討が

年に一度策定され、さらに都道府県が基本計画を

必要な項目も多く、また、体制作りや予算の確保

策定して、全国的に計画性を持って進められるこ

が必要な項目もあり、その実施には大変な努力が

ととなります。

必要となります。しかし、積極的に自然へ働きか

平成17年度はこの栽培漁業の基本方針（第 5 次）

けて資源を増やし利用していくという栽培漁業の

がスタートする節目の年に当り、現在水産庁で内

実施には、避けては通れない基本的な項目ではな

容の検討を行なっており、3 月末には農林水産大

いかと思われます。今後、都道府県をはじめ漁業

臣から公表される予定となっております。これに

者団体、研究機関等関係するあらゆる力を結集し、

先立ち、先般行なわれた栽培漁業のブロック会議

栽培漁業の基本方針に示されている「責任ある栽

において、水産庁より都道府県へ栽培漁業の基本

培漁業」の推進を図って行きたいと考えています。

方針案が示されております。その中で私が特に今
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豊かな海の創造に向けて
〜三宅島の復興を願う〜
東京都漁業協同組合連合会
専務理事

哲

平成12年 9 月 2 日の全島避難以来苦節 4 年と 5

極的な取組も展開されています。三宅村や東京都

ヶ月、この 2 月 1 日から三宅島の住民は帰島して

は貝類の栽培漁業を継続してきました。平成12年

待望の島の生活を再開します。言うまでもなく噴

度から16年度までの合計で、トコブシの種苗を

火災害で荒廃した島の復興が、いよいよ本格的に

136万個、サザエの種苗を 2 万個放流しています。

開始されます。

また、来年度からは魚類の栽培漁業も開始されま

島の復興には産業の再生が不可欠ですが、中で
も漁業は、帰島後直ちに一応の操業は再開できる
ものと期待されています。
その要因は二つありますが、第一は、漁業者・
漁協が帰島への思いを胸に、営々と活動を維持し
てきたからです。
三宅島漁協の主力組合員は、下田市や式根島等
に漁船と共に避難して脈々と漁業を継続してきま
した。イセエビやキンメダイを中心に、この 4 年

す。皮切りにアカハタ種苗 2 万 5 千尾の放流が予
定されています。
加えて、東京海洋大学や都立大学の研究者等の
協力を得て、テングサ漁場の回復の方策も鋭意検
討されています。
手前味噌ですが、都漁連は小笠原島漁協と協力
して昨年 9 月に、シマアジの種苗を 1 万 5 千尾を
無償で三宅島の漁場に放流しました。
ところで、山〜川〜海の有機的なつながりが、

間の平均で年90トン・ 8 千万円の水揚げをしてき

山・川・海のそれぞれの豊かさを支えているとい

ています。

う自然の理に従えば、三宅島の豊かな海のを真に

また、三宅島漁協は都漁連内に臨時事務所を設
けて、必要最小限の体制で粛々と経営を継続して

創造するには、山（森）の再生が不可欠になりま
す。

きました。この 4 年間に総会 5 回・理事会29回を

しかしながら、三宅島の豊かな自然を育んでき

開催して、帰島後のあるべき姿を模索してきまし

たアカコッコ（三宅島のシンボルの鳥）の住む森

た。

は、火山灰や火山ガスによって瀕死の状態までに

第二は、帰島に合わせるように、三宅島の漁場
が回復の兆しを見せているからです。

荒廃しています。いまだに火山ガスの放出が止ま
ない中、森の再生はまさに険しく遠い道です。

平成12年の雄山の大噴火で、三宅島の漁場は火

そんな中、荒廃し枯損した森の中でたくましく

山灰・火災流・泥流に晒され、極めて深刻な状態

生存している「ひ榊」の凛とした姿は、啓示的な

に陥りましたが、三宅島の海は不死鳥の如く蘇り

意味合いも含めて、森の再生の切り札として注目

つつあります。

されています。

都水産試験場の調査によれば、火山灰の堆積は

さて、三宅島の復興を願う者の一人として、全

かなり無くなり、一部では泥流の流れ込みが続い

国の関係者の皆様の暖かいご支援に厚く御礼申上

ているものの、テングサの一種であるオオブサ等

げるとともに、私からの三宅島の皆様への贈る言

の回復の兆しを報告しています。

葉です。

また、三宅島漁協によれば、イセエビの漁獲も
徐々に安定しつつあります。
一方、三宅島の豊かな海の回復をめざして、積

2

岩田

「三宅島の海も森も不死鳥なり。帰りなんいざ
復興を待つその島へ。」
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秋田県における栽培漁業の取り組み
〜県の魚ハタハタの資源回復を目指して〜
秋田県水産振興センター資源増殖部
部

沿

革

組

長

工 藤 裕 紀

織

秋田県水産振興センターは、昭和60年10月に開

組織体制は、次に示すとおり、４部・３班体制

所しました。それまでの水産試験場、栽培漁業セ

となっており、付属施設として、象潟町にアワビ

ンター、沿岸漁民研修所を統合して発足したもの

種苗生産施設、阿仁町に内水面試験池があるほか、

です。本県における水産関係の試験研究は、明治

２隻の試験調査船を保有しています。総合的・窓

33年に現在の秋田市に水産試験場が創設されて以

口的業務を担当する企画管理部のほか、海洋資源

来、県内漁業の情勢変化に対応し、また、業務の

部、資源増殖部、内水面利用部が主要な試験研究

多様化に合わせて、昭和36年に男鹿市船川港に水

課題に対応しています。

産講習所を、昭和41年には男鹿市戸賀に水産種苗

企画管理部は、庶務一般及び庁舎や船舶など、

供給所を、翌年には南秋田郡八郎潟町に八郎湖増

施設の運営管理を担当する総務班、試験研究の企

殖指導所を設置するなど、関係機関の組織改編や

画・広報・評価を担当する企画班、水産業改良普

移転を何度か行い、社会的及び行政的ニーズに応

及事業、漁業関係者の指導や担い手確保対策を担

えてきました。水産振興センターは、内水面部門

当する普及班の３班から成っています。

を除く地方機関をすべて統合したものですが、発
足に際しては、それまで県内４公所に配置してい
た水産業改良普及員も内部組織として一元化しま
した。近年は各県でも「総合研究センター」が設
置されていますが、昭和60年当時、海面漁業関係
機関をすべて統合したのは、全国的にも珍しいも
のでした。
さらに、平成３年には内水面水産指導所を統合
して、県の水産関係機関は本庁１課と水産振興セ
ンターの２機関だけになりました。また、平成５

海洋資源部では、本県沿岸・沖合海域の海洋環

年には由利郡象潟町にアワビ種苗生産施設を、翌

境の特性解明と漁場環境の保全に関する研究や

平成６年には北秋田郡阿仁町に内水面試験池を設

「県の魚

ハタハタ」を初めとする重要水産資源

置して、試験研究体制の整備・充実を図り、現在

の変動要因の解明と資源管理手法に関する研究を

の４部体制に至っています。

行っているほか、調査指導船千秋丸（187トン)、
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沿岸調査船第二千秋丸（18トン）の運航管理を担
当しています。
資源増殖部では、マダイ・ヒラメ・ハタハタな

いる最北の県といった特徴を有しています。
ところで、栽培漁業を推進していくための大き
な課題としては、最大の受益者でもある漁業者が

どの人工種苗の生産・放流技術の開発に関する研

どれだけ参画するかということが挙げられます。

究やイワガキやホンダワラ類などの貝・海藻類の

その方法には経費負担と中間育成・放流への参加

増養殖技術の開発に関する研究を行っています。

の二方法が考えられます。本県では、経費負担と

内水面利用部では、種苗放流と資源管理によるサ

しては水揚げ金額のうちマダイ２％、ヒラメ１％

ケ・サクラマス・アユなどの資源の造成に関する

を全県一律で拠出しているほか、アワビでは地区

研究や河川湖沼の環境特性と生産力に対応した資

によって差はあるものの、最大で7.5％を拠出し

源の合理的利用に関する研究を行っているほか、

種苗購入代金に充当しています。また、クルマエ

内水面試験池の運営・管理を担当しています。

ビ、ガザミの中間育成が漁業者により実施されて
いるほか、アワビの放流やマダイの中間育成場か
ら放流場所への漁船による輸送・放流を漁業者が
実施するなど積極的な取り組みが各地で行われて
います。
表

種苗生産・放流実績（平成15年）

栽培漁業の現状
現在、秋田県で種苗生産が行われている魚介類

以上のように栽培漁業の推進に向けた様々な取

は９種類で当センターがマダイ、ヒラメ、ガザミ、

り組みが行われていますが、今回は、絶滅の危機

クロソイ、アユ、ハタハタ、トラフグの７種を、

から復活した県の魚「ハタハタ」と、どうして秋

栽培漁業協会がクルマエビ、エゾアワビの２種を

田で？と思われる「トラフグ」そして「ガザミ」

生産しています。このうち、ハタハタ、トラフグ

についての新たな取り組みの三点について紹介さ

については放流技術開発の段階であり、クロソイ

せていただきます。

は養殖用種苗として生産していますが、他の６種
は栽培漁業協会、市町村、漁協などが事業主体と
なって放流事業を実施しています。

1．ハタハタ種苗生産・放流

北日本に位置する本県は雪に囲まれた冬が長

4

く、寒いイメージを持つ方が多いと思います。し

ハタハタは、秋田県民にとって特別な意味を持

かし、対馬暖流の影響が沿岸域にまで及んでいる

つ魚です。「ハタハタなしで正月は迎えられない」

ことから、マダイ、ガザミ、クルマエビ、トラフ

というだけでなく、飯寿しなど様々な保存食とし

グといった暖流系の魚介類の種苗生産を実施して

て加工し、長い冬の間の貴重な蛋白源として食卓

7
を賑わしています。その漁獲量は昭和40年代には

水深帯へと移動し、体長約50㎜で未成魚に至り、

年間１万トンを越えていましたが、昭和50年台に

成長・生残ともに安定する可能性が示唆されまし

急激に減少し、平成３年には史上最低の70トンに

た。

まで激減しました。このため、本県では、資源の
回復と持続的な利用を図ることを目的に、全面禁
漁などの資源管理、産卵場の造成及び人工種苗放
流の拡充を３本柱とする対策を講じてきました。
この中で、人工種苗放流は資源の減少傾向が続
いていた昭和58年から開始され、日本栽培漁業協
会能登島事業場（現水産総合研究センター能登島
栽培漁業センター）の指導を得ながら種苗生産技
術の開発に努めてきました。また、種苗を放流す

図

発眼卵標識（上段）と稚魚標識（下段）の耳石

るだけでなく、底びき網による追跡調査を実施し、
稚仔魚の初期生態を明らかにすることにより、効
果的な種苗放流技術の開発を目指してきました。

図
図

北浦地先(黄色網掛け部)でふ化した稚魚の移動経路

秋田県におけるハタハタ種苗放流数の推移

また、産卵数とその年の稚魚及び未成魚数との
これまでの技術開発の結果、種苗生産について

間には一定の関係が見られず、卵から未成魚まで

は、海面網生け簀での飼育技術の開発などにより、

の生残率が年により大きく変動すること、未成魚

全長30㎜の種苗400万尾をふ化以降の生残率約

の加入量が多い年にはそれらが卓越年級群となっ

70％で安定的に生産する技術をほぼ確立しまし

て資源量を支えていることから、放流効果を高め

た。また、放流効果を把握するために必要な標識

るには、より多くの種苗を未成魚に添加する必要

については、これまでに発眼卵での標識技術をほ

性が示唆されています。すなわち、天然の稚魚の

ぼ確立しました。さらに、標識がより明瞭な稚魚

移動と成長に合わせた種苗放流方法として、体長

標識についても、平成16年度に約13万尾の標識魚

約50㎜の種苗を５月下旬に戸賀湾から放流すれ

を放流するなど、大量の種苗を処理出来る技術の

ば、放流効果を高めることができると考えられて

確立に向け知見を集積しています。

いますが、平成16年度に海面網生け簀で５月下旬

稚仔魚の初期生態については、これまで、ごく
浅所における稚魚の移動のみ把握されていまし

まで飼育した結果、全長50㎜の種苗を生産できる
ことがわかりました。
今後の課題としては以下のことが挙げられま

た。これに加えて近年、調査頻度の増加及び調査
範囲の拡大により、県内最大の産卵場がある男鹿

す。

半島北岸の北浦でふ化した稚魚が、５〜６月にか

①

けて男鹿半島西岸の戸賀沖を通過して成魚の分布

海面網生け簀で当面は全長約50㎜の種苗を大

量生産する技術を開発する。
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② 海面での稚魚標識技術を大規模化し、より高

どちらも、再捕された地点から考えると、主な回

い生残率で大量の標識種苗を生産する技術を確

遊範囲は日本海側では石川県以北、太平洋側では

立する。

宮城県以北と考えられましたが、なかには静岡県、

③ 戸賀湾からの標識種苗放流と併せて、稚魚及

瀬戸内海、長崎県対馬といったところまで泳いで

び未成魚の生態調査を実施し、より効率的な種

いってしまうものもいました。しかしながら、本

苗放流技術を確立する。

県での放流魚の混獲率は高く、栽培漁業の対象種
として期待が大きいため、今後も継続して放流に
取り組んでいくこととしています。

2．トラフグ放流技術開発
「秋田とトラフグ」、多くの方があまり馴染み
のない組み合わせに驚かれるかもしれません。実
際、山口県に代表されるトラフグの食文化がある
西日本とは異なり、昔から漁獲量も少なく、あま
り食されてはいませんでした。また、本県のトラ
フグは、当初は定置網や底びき網で混獲されるだ
けで、あまり関心はありませんでした。しかし、
ハタハタの漁獲量の減少、禁漁といった状況の変
化により、県北部海域において延縄漁業が導入さ
れ、平成５年には全県での漁獲量が21トン近くな
り、水揚げ金額は１億１千万円を超えました。そ
の魚価の高さは他に類するものが無く、注目を集
める魚種となりました。
幸いにも本県では、トラフグの産卵場としては
最北にあると考えられ、腹部を軽く押すだけで卵
や精子が出てくるような成熟した親魚が定置網で

3．ガザミ標識試験

漁獲されています。そのため、これらを利用した
人工種苗生産に平成７年から取り組み始めまし

本県においてはガザミの種苗生産・放流を昭和

た。当初は、漁獲された親魚からの採卵により種

55年から開始しており、近年は毎年約1,300千尾

苗生産が可能でしたが、漁獲量の減少により良質

の種苗を放流しています。しかし、定量的な放流

卵の確保が困難となり、種苗生産時の奇形魚の発

効果については有効な標識方法がないため、把握

生といった課題が出てきました。しかし、西日本

できていない現状にあります。本種の標識につい

を中心とした先進県の事例や、（社）日本栽培漁

ては各機関において標識の装着、甲や脚の一部切

業協会屋島事業場（現水産総合研究センター屋島

り込みなどの外部標識が試みられていますが、脱

栽培漁業センター）の指導により、天然魚の養成、

皮を繰り返し成長するために現時点では有効な手

ホルモンの投与といった採卵技術の確立、種苗生

法として確立されていません。

産技術の改善により人工種苗の生産・放流を継続
しています。
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放流種苗への標識は放流効果だけでなく、移動
状況や資源量の把握のためにも有効な手法である

また、種苗生産と並行して、天然魚・人工種苗

ことから、当センターでは平成16年度からガザミ

の生態把握にも努めています。天然魚については、

の標識試験に取り組んでいます。標識の種類を選

春に産卵のため集まったものを標識放流するとと

定するにあたり生残率が良いことや脱皮をしても

もに、人工種苗についても標識放流を行いました。

確認可能なことは絶対的な条件ですが、その点に

7
ついては試験結果待ちということとし、とりあえ

ているものの左右で長さが大きく異なっており、

ず次の５点を考慮しました。

容易に判別が可能です（次写真）。また、明確な

①

履歴は不明なものの切除した痕跡が明瞭な個体が

種苗輸送時の脱落がないこと。

② 容易な方法で、誰でもが短時間に大量に処理
できること。

多く残っています。突起部切除の標識はハサミが
一丁あれば可能であり、外見で判断でき、条件と

放流サイズ（本県では１齢が主体であるが、

した５点をすべてクリアーできるものです。前提

中間育成後、３齢での放流も実施しています）

条件である標識後の生残率の向上と、切除の程度

への標識が可能なこと。

による再生状況の相違の把握など今後の課題も多

③

④

発見しやすいこと。

く残っていますが、来年度は収容器の改善など今

⑤

安価なこと。

年度の反省を踏まえ成果を上げていきたいと考え

以上を勘案した結果、稚ガニの甲の一部を切除

ています。

することとしました。切除場所は第一候補として

標識放流試験については、８月２日に突起部を

甲の両端にある突起部とし、第二には長崎県の事

切除した30〜40㎜の種苗500尾を天王町地先に放

例を参考に背甲後部とする二方法の標識を行いま

流しました。その後秋田県漁協天王町支所に水揚

した。標識した稚ガニは個別の収容器に入れ継続

げされた漁獲物を調査した結果、10月中旬以降、

飼育を行い、その後の成長、脱皮後の状況を把握

突起部に異常のある標識ガニ22尾が再捕されまし

しています。また、この試験とは別に突起部を切

た。大きいものでは全甲幅174㎜まで成長してお

除した稚ガニを天然海域に放流し、その後の再捕

り、天然海域では春一番に産まれたものは年内に

状況についても把握しました。

漁獲対象となることが判明しました。

初めての試みであったため、個別飼育のための
収容器の不備や、外水槽に収容した際にカラスな
どの食害など準備不足やアクシデントに見舞わ
れ、十分なデータを得ることはできませんでした
が、突起部切除が標識としてかなり有効ではない
かということが示唆されました。
標識後の成長が明らかなものはわずかですが、
一例を挙げると７月13日に13㎜で右棘を切除した
ものがその後８回の脱皮を繰り返し、２月19日に
は118㎜まで成長しました。現在も飼育継続中で
すが、問題の標識の痕跡については、棘は再生し

写真

再捕された標識ガザミ

なお、当センター内で飼育中のもので最も成長
の良い個体は、10月上旬で131㎜まで成長しまし
た。また、11月18日には天王町支所に水揚げされ
たもののうち、漁獲規制サイズ（全甲幅14㎝）以
下の個体584尾の甲左突起部を切除し再放流しま
した。一冬を越して成長したものがどのように再
捕されるか今年の春以降の出現状況が楽しみで
写真

標識ガザミ（右棘切除：室内飼育）

す。
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宮崎県における栽培漁業への取組について
宮崎県水産試験場

栽培漁業科

河野秀伸・松浦光宏・廣川祐介

き縄、はえ縄、船びき網、底びき網などの沿岸漁
業、そして南部ではカツオ一本釣、マグロ延縄の

１．宮崎の漁業

沖合、遠洋漁業を中心として発展してきました。
平成14年の海面漁業生産は、生産量で10万 3 千
トン、生産額で403億円となっており、その中で

宮崎県は九州の東部に位置し、南北に伸びる海
岸線の総延長は398㎞で、北部と南部は比較的屈

沿岸漁業の割合は（養殖業を含む）、生産量で
39％、生産額で44％を占めています（図 2 ）。

曲に富んでいますが、中部は単調な砂浜海岸とな

さて、本県における栽培漁業の歴史は、昭和39

っています。沿岸海域は、沖合を北上する黒潮の

年頃、社団法人瀬戸内海栽培漁業協会の伯方島事

影響を強く受けていますが、北部から中部にかけ

業場からクルマエビの種苗を受け入れ、中間育成

ては、豊後水道から南下する沿岸水が流入し、こ

と放流を行ったことでスタートしました。

れに黒潮の暖水が入り込むなど複雑な海況となっ
ています（図 1 ）
。

その後、水産試験場において種苗生産技術開発
を始め、マダイ等放流していましたが、栽培漁業
の核となる施設として昭和56年に県栽培漁業セン

図１

日向灘の海流模式図

本県の漁業は、このような地勢や海況から地区
ごとに異なっており、北部ではまき網、底びき網
などの網漁業と魚類養殖業、中部では一本釣、ひ
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図２

平成14年度漁業部門別生産量・額

8
ターが設置され、本格的に種苗生産が行われるよ

ガガラ、カシノキ、ホゴ、ホゴジロ」等の名称で

うになりました。平成 4 年 4 月には、県と沿海の

呼ばれています。市場によっては、近縁種の「ウ

13市町、水産関係の 3 団体の出捐により財団法人

ッカリカサゴ」、「イソカサゴ」、「オニカサゴ」等

宮崎県栽培漁業協会が設立され、行政、水産団体

と一緒に「カサゴ」として扱われている場合もあ

など40機関の会員が中心となって栽培漁業を積極

ります。大きな口とトゲトゲしい顔のため、見た

的に推進していく体制が整備され、今に至ってい

目はグロテスクですが、肉はしっかりとした白身

ます。

で、刺身、湯引き、みそ汁、唐揚げ、煮付け、焼

現在、栽培漁業協会が県内に放流用種苗として

き物等で食され、非常に美味な魚です。

配布している種類は、マダイ、ヒラメ、オオニベ、
カサゴとクルマエビ、クロアワビの 6 種です（表
1 ）。

カサゴの種苗生産への取組
表１

平成15年度種苗放流実績

カサゴは、浅場の沿岸域で漁獲され、操業時間
も短く、船外機等を使用した小型漁船でも漁獲可
能です。そのため水産試験場では低経費で単価が
この中でマダイとヒラメについては、本県の栽

高く、高齢者でも漁獲できる有望な栽培対象種と

培基本計画で事業化実証段階に位置づけられてい

して、平成 6 年から種苗生産技術開発に取り組み、

ますが、毎年、10〜20％台の混獲率となっており、

平成 8 年に日本で初めて腹部切開法での大量生産

事業化にある程度の目処が付いてきたのではと考

に成功しました。その後、（財）宮崎県栽培漁業

えています。

協会にその技術を移転し、平成13年から種苗の量

今回は、本県においてマダイ、ヒラメにつづく

産化に向けた技術開発を行っているところです。

魚種として力を注いでいるオオニベとカサゴにつ

初年度から順調に生産が進み、平成15年度の種苗

いて、紹介します。

生産数は、20万尾（全長67㎜サイズ）になってい
（河野秀伸）

ます。

２．カサゴの栽培漁業への取組

はじめに

カサゴ種苗

放流技術開発への取組
一方、水産試験場では、放流技術開発のため、
平成12年からカサゴの水揚げの多い県中部の都
農・川南地区を対象として、標識種苗の放流とそ
カサゴ（赤っぽい体色の個体）

の追跡を柱とした 3 つの調査を実施しているとこ
ろです。今回は、平成12〜15年までの調査結果の

カサゴは、ごく浅所から水深80ｍ程度までの転

一部を紹介します。

石帯や岩礁の海底に生息し、本県では「アカバ、

9

調査①適正な放流を行うための生態解明

調査③放流効果を把握するための漁業実態の把握

平成12〜15年までの川南町漁協に水揚げされた

放流流種苗の標識方法については、タグ等の装

カサゴの測定結果から、全長と体重の関係を求め

着と鰭抜去・切除の試験を行っていますが、現在

たところ、全長と体重に雌雄の差はほとんど無い

のところ、「腹鰭切除」が一番有効な標識である

ことがわかりました（図 3 ）。しかし、成長に関

と考えています。腹鰭切除は、鰭は再生はします

しては、雌雄比較すると雄の方が早く成長するこ

が、棘や軟条の再生が不完全なため視認が可能で

とと、個体間での成長差がかなり大きいことがわ

す。タグの装着については、脱落するものが多く、

かりました。雌の産仔期を推定するとGSIが11月

脱落しにくい方法（魚体貫通や担鰭骨留め）では、

から 3 月までが高く、産仔期は、長い期間にわた

成長に影響を与えることがわかりました。また、

ると推察されました。食性は、短尾類、長尾類、

「背鰭棘抜去」も実施しましたが、確実に担鰭棘

等脚類を主体に底棲生物の多岐にわたっていま

まで抜去できれば良いのですが、技術を要し、作

す。

業効率がかなり悪くなります。

図３ 雌雄別の全長と体重の関係（H12〜15）

調査②放流効果を把握するための漁業実態の把握
県内の漁獲量は、農林水産統計では平成13年ま
でカサゴの数値がなかったため漁協の統計等から
推測した結果、平成元年が41トンの漁獲があり、
その後減少し、平成15年は 3 分の 1 の12トンにな

腹鰭切除標識
（上段：切除直後、下段：切除後１年半後）

っています。現在、調査を行っている都農・川南
地区でも同じように減少しています（図 4 ）
。

平成12年の 5 〜 6 月にかけ、腹鰭切除標識を施
した全長60㎜サイズの稚魚6,378尾を都農・川南
地区沿岸の転石帯に放流しました（図 5、表 2 ）。

図４

宮崎県下でのカサゴの漁獲量（推定値）

本県の場合、カサゴを対象とした漁法は延縄漁
法であり、県内漁獲量の 5 割を占めています。残
りは、磯建網や一本釣りでの混獲が 4 割を占め、
さらに 1 割がその他の漁法で漁獲されています。
図５
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標識放流および調査位置図

8
表２

平成12年度種苗標識放流の概要

また、再捕時の確認のため、全ての個体にALCで

実な種苗の添加技術の開発が必要と考えいていま

二重標識としました。

す。
（松浦光宏）

放流後の回収は、放流 2 年後の平成14年 6 月に
初めて再捕され、その後、平成14年10〜11月に実
施した試験操業で漁獲された172尾のカサゴの中
に11尾の標識カサゴが認められました。いずれの
個体も切除した腹鰭は再生しているものの軟条の

３．オオニベ栽培漁業への取組

条数が少なく、耳石のALCも確認され、腹鰭切除
標識が有効であることがわかりました。その後現
在まで、放流箇所周辺で操業した漁獲物には継続

はじめに

的に標識魚が含まれています。このことから、多
くの個体で放流後少なくとも 3 年間は、放流場所

オオニベは日向灘沿岸に棲息する本県の特産種

からほとんど移動しない可能性が高いこと（強い

であり、主に秋から春にかけて大型定置網や釣り

定着性）と水深の浅い転石帯への60㎜サイズの放

によって漁獲されます。

流は有効であることが示唆されました（図 6 ）
。

ニベ科魚類の中で最も成長が早く、1 年で30㎝、
2 年で60㎝、3 年で80㎝になり、1 ｍを超すもの
も漁獲されています。宮崎県では昭和60年に全国
で初めてオオニベの人工採卵と種苗生産に成功し
て以来、数万尾レベルでの種苗放流を続けており、
マダイ、ヒラメに継ぎ栽培漁業への取り組みが続
けられています。

図６

平成12年放流群再捕魚の雌雄別の全長

今後の展望

図７

オオニベ

平成16年12月現在、宮崎県下では、カサゴ資源
を回復するために、種苗放流と漁獲努力量の削減

放流技術開発への取組

を 2 本の柱としたカサゴ資源回復計画を策定する
取り組みが始まっています。カサゴの場合、定着

平成 5 年度から平成 9 年度にかけて国の補助を

性が非常に強く種苗放流と適正な管理は、資源増

受け、種苗生産・中間育成技術開発とともに栽培

大のための最も有効な手法であると考えられま

漁業の推進のために資源生態・漁業実態調査及び

す。今後も、カサゴ資源の回復のために、より確

放流技術に関する試験を進めてきました。その後、
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平成8年度から平成12年度にかけて地域特産化パ

ものと考えています。

イロット事業（県単独事業）により放流尾数の大
幅な増大を図り、また平成10年度から平成14年度
にかけて地域特産種栽培技術開発推進事業（県単
独事業）、平成15年度からの地域特産種定着化促
進調査事業（一部国庫補助事業）により、種苗生
産・中間育成の効率化に向けての技術開発と放流
効果の推定を行っています。

図９

ニベ類地区別漁獲量と放流尾数の推移

標識方法
放流魚混獲状況

放流種苗の一部に、片方の腹鰭を抜いた腹鰭抜
去標識を施しています。この標識は長期間有効で、
鰭の抜き方により再生することがありますが、左
右の鰭の長さの違いから容易に識別できます。

県内の産地市場における調査を基にオオニベ漁
獲量に占める放流魚の混獲割合を求めた結果、
2.25％（平成11年）、5.17％（平成12年）、12.75％
（平成13年）、4.23％（平成14年）となりました。
（図10）

図８

オオニベ再捕魚

図10

放流魚混獲状況

放流尾数及び漁獲量の推移
図 9 は宮崎県におけるオオニベの放流尾数と漁

今後の課題

獲量を示しています。放流尾数は種苗放流開始時
の昭和60年は 1 万尾程度でしたが、平成 5 年以降

本県のオオニベ漁獲量は放流尾数の増加に伴い

10万尾オーダーの放流がなされ、近年では30万尾

増加傾向にありますが、今後は種苗生産・中間育

前後を放流するに至っています。

成に係る経費の削減に努めるとともに、環境収容

一方、漁獲量は昭和50年代前半は20トン前後の

力と経済効果を配慮した放流尾数について検討

水準でしたが、昭和50年後半から増加傾向を示し、

し、天然魚を含めた資源の合理的な利用方法を明

平成 3 年には107トンを記録しました。その後は

らかにする必要があると考えています。

一旦減少しましたが、再び増加し、平成11年には
過去最高の150トンを記録しました。近年は減少
傾向にあるものの100トン以上の高水準を維持し
ており、種苗放流による漁獲の増加もかなりある
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（廣川祐介）

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
下の通り開催しましたので、その概要を報告します。

開 催 月 日：平成17年 1 月25日（火）
開 催 場 所：東京都千代田区大手町

「大手町サンケイプラザ」

研修対象者：都道府県の水産試験場、栽培漁業センターや市町村、その他公益法人等の技術職
員、並びに漁連、漁協等を含む栽培漁業技術の推進に携わる関係者
出 席 者 数：113名

回、当協会で 1 回開催され、今回は通算17回目の
研修会開催となります。毎年、餌料培養、親魚養

（1）中央研修会のこれまでの経緯

成、種苗生産、放流効果等栽培漁業の工程別にテ
ーマを設け、テーマに応じた基礎理論、既往知見

本研修会は昭和62年から

日本栽培漁業協会が

国の委託を受けて実施してきたものを昨年から当

のレビュー、最新の研究成果の紹介等を行ってお
ります。

協会が引き継いだものです。これまで日栽協で15
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培漁業を進める上で疾病の防除対策が大きな問題
となっているが、本日の研修会がこれからの疾病

（2）本年度のテーマの選定について

防除の対策、栽培漁業の推進に少しでも前進にな
ることを願っていると挨拶があった。

国民の健康志向を反映するように、テレビ等の

挨拶のあと、講師、来賓が紹介され、引き続き

マスコミは毎日、健康関連の記事や番組が目白押

水研センター有元調整官を進行役として 6 名の講

しの活況を呈しております。このような消費者の

師による講演会が行われた。

関心を受けて、農水省も食の安全、安心を行政の

講義は、質疑を含め持ち時間55分とタイトな設

柱に据え、積極的な取り組みが行われております。

定であったが、講師、研修生の協力もあって、午

こういった中で、平成15年 7 月30日に薬事法が改

前中 3 課題、午後 3 課題を時間通り行うことがで

正され、卵及び稚魚についても、法の適用を受け

きた。講義の概要は後述する通り。

ることとなり、法律改正のためとられた 2 年間の

総合討論では、再度各先生方の登壇を願って、

猶予期間の設定等の経過措置も17年 7 月31日にき

水研センター有元調整官が座長となって総合討論

れることから、本年 7 月以降は種苗生産に使用で

が行われた。講義時にも 5 分程度の質疑の時間を

きる薬品が制約を受けることとなります。このた

設けたが、2 〜 3 人の質問を受ける時間しかなか

め、本年度は「水産用医薬品に関する基礎知識と

ったため総合討論では最初に講義に対しての質問

新しい技術へのアプローチ」をテーマに、栽培漁

を受け、それを発展させる形で意見交換が行われ

業に携わるものが遵守すべき水産用医薬品の使用

た。講演会を含め意見交換された事項をいくつか

段階における規制や水産用医薬品としての承認、

をあげると

新薬開発に必要なデータの収集等に関する事項を

①錦鯉等の食用に供されないものは対象動物以

研修するとともに、薬剤に依存しない種苗生産技

外となるため薬品を使用しても薬事法違反にはな

術や基礎分野での先端的研究成果を受けての飼育

らないが、薬事法以外の環境汚染等の面からの判

環境改善の可能性等について紹介することとしま

断が必要であること、②獣医師の処方があれば薬

した。

事法で禁止された薬であっても使用可能である
が、良識と道徳観のある獣医師であれば使用しな
いと思われること、③トラフグで開発された薬剤

（3）研修会の概要

の他の魚種への転用や間違った使用法が行われる
と開発された薬剤自体の使用が危なくなるのでさ

研修会は、9 時から受付を開始し、定刻の 9 時

けるべきであること、④その他ポピドンヨード剤

30分からプログラムにしたがって、主催者の挨拶

等使用基準が定められていない薬品の対象魚以外

で始まり、当協会渋川副会長からは、薬事法が改

の使用の是非、⑤ブリに比べ生産高の低いトラフ

正され、その猶予期限切れも間近に迫っているこ

グの薬剤開発になぜ取り組んだのか？⑥紫外線照

とから今回のテーマ設定となったこと、このこと

射法の実用機の販売価格の設定やマイクロバブル

は各都道府県の財政事情が厳しい中、栽培漁業の

発生装置の市販の有無等が問われた。

推進にとってハードルが一つ高まったわけである
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が、食の安全・安心に関わる国民の関心の高さか

最後に、座長から総合討論の締めとして、「本

ら規制の強化が必要になることは自明のことであ

日の研修会で、医薬品を開発していく上で 3 つの

り、今日の研修会において新しい情報と知見をご

大きな柱があることが話された。一つは、責任あ

習得頂き、是非、明日に繋げて頂きたいとの挨拶

る栽培漁業を進めていく上で、医薬品の法令、あ

があった。

るいは薬品の開発に公的機関として積極的に関与

水研センター今村理事からは、全国で300例近

していくことが必要であること。二つ目は、医薬

くの疾病の発生例が毎年毎年報告されており、栽

品の開発における地方水試の役割として、どこま

でやればよいのか、役割についての投げかけがあ

であったと自負している。

った。地方の漁業を活性化する上で、薬品の開発
は必要であるが、単県でやるべきかどうかの判断

水研センター有元調整官には企画、講師陣の人

が難しいこと。三つ目は、薬剤に頼らない種苗生

選、講演課題の設定等でご指導いただき、また、

産の道が開かれるのかどうかということである。

研修会の座長もお願いした。また、各講師の先生

開発の状況例として、エルバージュに替わる紫外

方にはお忙しい中テキスト原稿、講義資料を作成

線によるワムシの減菌装置やマイクロバブルにつ

いただき、最新の情報と研究成果を講義していた

いて話があった。また、薬剤を使わない種苗生産

だいた。お世話になったこれらの方々に本誌を借

は難しいが、既存の種苗生産技術を見直すことや、

りて厚く御礼申し上げます。

現場でできる医薬品を抑制する飼育技術開発を、

次年度の研修会の企画はこれから検討すること

今後行っていく必要があると考えている。」との

になりますが、こんなテーマの研修を希望したい

取りまとめが行われた。

との意向をお寄せいただければありがたい。
講師の先生方の講義の概要は以下の通り。

（4）研修会を終えて
【薬事法及び関係省令】

講師、当協会を除く研修会出席者は、行政部局
14名、試験研究機関55名（うち内水面関係者 8 名）、

講師：農林水産省消費安全局

第 3 セクターの協会等23名、市町村・漁連・漁協

小嶋

等 4 名、民間 1 名で、今回、多様な機関からの出

規純

席を得た。特に、内水面関係者や滋賀県からの出

栽培漁業に従事するものにとって、薬事法の遵

席があったことが真新しいこととして注目され

守は、国民の魚に対する安心をもたらし、ひいて

る。

は栽培漁業全体の発展にもつながるものでもある

この 3 月には、国が栽培漁業の第 5 次基本方針

ことから、栽培漁業に携わる者が遵守すべき水産

を、都道府県が基本計画を策定し公表するが、こ

用医薬品の使用段階における規制の内容と適正使

の中で向こう 5 年間の種苗生産の数量等が示され

用について解説され、まとめとして、栽培漁業関

る。都道府県、漁協等の財政事情の悪化により、

係者に守っていただきたいこととして、①未承認

種苗生産数量はこれまでの右肩上がりから横ばい

医薬品を使用しない、②薬の箱や袋、添付文書を

の傾向にある。今回の薬事法の改正は、薬品の使

よく読んで正しく使用する、③使用基準が定めら

用が規制されることにより疾病の多発が予測さ

れている水産用医薬品は、正しい対象動物に正し

れ、目標数量の達成が危ぶまれる等栽培漁業の根

い用法、用量で使用し、必ず休薬期間を守る、④

幹に関わる問題に発展しかねない。一方、食の安

水産用ワクチンを使用するときは、あらかじめ指

全、安心が消費者から求められ、医薬品の使用に

導機関の指導を受ける、⑤水産用医薬品を使用し

厳しい目が向けられている。このため、薬剤に依

たら、必ず、使用記録をつける、の 5 点が示され

存しない種苗生産技術の開発を進める一方、薬剤

た。

がなくてはならない現実があるため、栽培漁業関
係者が安心して使用できる水産用医薬品の開発を
各機関が協力して取り組んでいかねばならないこ
と等を理解していただけたと思う。一日の短い研

【水産用医薬品が承認されるまでに必要な
データの収集】

修会であったが、研修生各位はそれぞれ今後の業
務に生かす何かを胸に抱え帰路についたのではな
いか、そういった意味で本研修会の開催は有意義

講師：（独）水産総合研究センター
佐野

養殖研究所

元彦
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新たに医薬品の承認を得るためには、種々の試

問題であった。熊本県が取り組んできた過酸化水

験が要求され、多くの経費と労力が必要となるが、

素製剤、経口駆虫剤等の駆虫剤開発の経緯及び医

水産用医薬品は、コストを投下して開発を行って

薬品開発に必要な取り組み体制（製薬会社等の民

いこうとする魅力ある市場ではなくなっているこ

間企業、地元自治体や漁業者、複数県の参加によ

とから、動物用医薬品メーカーにとって開発意欲

る研究グループ体制）について紹介された。

が低い現状にあること、一方、疾病の制御には薬
剤がなくてはならない現実があり、水産養殖の安
定生産のため、各界が協力し、水産用医薬品の開

【餌料生物の細菌汚染とその軽減対策】

発を促進していかなければならないこと、水産用

講師：岡山県水産試験場

医薬品を開発し、申請するために必要なデータが

山野井

どんなものか解説され、残留性および安全性につ

英夫

いての試験を実施するためのGLP（Good

ワムシなどの餌料生物が細菌によって汚染され

Laboratory Practice）試験の実施方法が紹介され

ており、病原細菌の媒介者となる恐れがあること

た。

は古くから指摘されていた。ここでは餌料生物の
細菌汚染軽減対策として現在最も広く現場に普及

【サケマス卵の水カビ病対策への取り組み】
講師：（独）さけ・ます資源管理センター
野村

哲一

しているニトロフラン剤による薬浴法のほか、バ
イオコントロール法、冷凍法、温浴法、紫外線法、
溶殻法についてそれぞれの特徴、特性が講義され
るとともに、岡山県水産試験場が新たに開発した
紫外線照射法とその実用装置が紹介された。

我が国のサケマス人工増殖事業における種苗生
産過程とその過程において発生する卵の水カビ病
対策へのさけ・ます資源管理センターにおける取
り組みについて述べられた。後者については、マ

【マイクロバブルによる飼育環境の改善の
可能性】

ラカイトグリーンが顕著な予防効果を示すことか

講師：（独）産業技術総合研究所

ら、マラカイトグリーンによりすべての問題が解

高橋

決済みとされていた病気であったが、薬事法の改

正好

正によりマラカイトグリーンの使用が規制される

マイクロバブルという気泡は直径が10〜50μｍ、

ことから2003年夏以降マラカイトグリーンに替わ

ナノバブルは200nm以下の極微小気泡であるが、

る水産薬の開発についての取り組みが開始され、

この小さな気泡が持つ基礎的な物性（気泡の上昇

その検討経過及び今後の水カビ病対策の問題点が

速度や気体溶解能力、表面電気特性、自己加圧効

報告され、この取り組みにおいて、関係する多く

果、圧壊によるラジカル発生）と養殖や蓄養に関

の機関が共同で行うことの必要性が紹介された。

する利用の可能性（ナノバブルを含む水の生理活
性効果、ノロウイルスの不活化試験、養殖におけ

【トラフグの駆虫剤開発への取り組み】
講師：熊本県水産研究センター
木村

武志

トラフグ養殖の安定生産において、トラフグに
特異的に寄生するヘテロボツリウムの駆虫剤の開
発は、ホルマリン使用問題の解決も含めて重要な
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る実施例）について紹介された。このようにマイ
クロバブルやナノバブルは優れた作用を有するこ
とから、養殖業において重要な鍵となる技術にな
ると考えており、技術は現場で使われて初めて生
きるものであるので、当方にできることは喜んで
協力させていただくとの積極的な姿勢が示され
た。

豊かな海づくりに関する現地研修会
「ハタハタ栽培漁業の現状と今後の取組」について
青森県農林水産部水産振興課
主 幹

吉田 由孝

開 催 月 日：平成16年10月26日（火）
開 催 場 所：青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田 青森県水産総合研究センター

会議室

研修対象者：日本海側町村水産主務課及び沿岸漁協関係者、県水産総合研究センター、同増養殖研
究所、県西地方農林水産事務所鰺ヶ沢地方水産業改良普及所、県水産振興課
出 席 者 数：40名（講師 1、話題提供者 3、県14、町村 6、漁協関係者14、海づくり協会 2 ）

1 はじめに
栽培漁業の普及・定着は今後益々必要と思わ

まで20トン以下で推移してきました。しかし、平
成13年から15年には、岩崎村から鰺ヶ沢町におい

全国豊かな海づくり推進協会の実施する栽

てハタハタ産卵群の接岸が見られ、精子により海

培漁業現地研修会に、本県からも積極的に提案さ

面が白くなる「くき」が見られるようになり、そ

せていただいたところ、標記研修が採択されたこ

の地域が拡大するなど、資源の回復がみられてき

とに対し、厚くお礼申し上げます。

ました。

れ、

また、当研修の提案にあたって、今年のハタハ

このハタハタ資源を守っていくために、日本海

タ漁期前の開催を希望したところ、希望にそった

側 3 町村（鰺ヶ沢町、深浦町、岩崎村）で構成す

開催でご配慮いただいたことに感謝申し上げま

る「西海岸 3 町村水産振興協議会」が中心となっ

す。

て、平成15年度からハタハタの種苗生産、中間育

多くの方々のご協力により無事研修会を終えま
したので、その概要を報告します。

成及び放流に取り組んでいるところです。また、
ハタハタの産卵場であるホンダワラ藻場が減少
し、卵が海岸に打ち上げられている現状にあり、

2 研修会開催に至る経緯
本県の日本海においても重要な資源であるハタ

その適正処理についても検討しているところで
す。

ハタについては、昭和40年代に定置網漁業を中心

そこで、日本海側を普及管内としている県西地

に1,000トン台の漁獲がありましたが、昭和50年

方農林水産事務所鰺ヶ沢地方水産業改良普及所か

代に入って急激に減少し、昭和53年から平成 9 年

ら、ハタハタ資源の維持・増大を図るためには、
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さらに沿岸漁業者が一体となった取組を推進する

から、ハタハタ資源の維持増大のために、漂着ブ

必要があるとのことから、ハタハタの先進県であ

リコを回収し、ふ化放流することとしました。

る秋田県の取組事例を研修し、今後の資源管理と

平成15年度に鰺ヶ沢町、深浦町、岩崎村の 3 町

栽培漁業への取組について参考にしたいとの提案

村で実施したブリコ利用の状況について報告さ

がなされたものです。

れ、漁港内でのふ化方法等苦労したことなど、今
年の取組に参考となるような内容でした。今年度

3 現地研修会の概要

はさらに西海岸一帯での取組を進めたいとの意気

当研修会は、鰺ヶ沢町にある県水産総合研究セ

込みでした。

ンターにおいて開催され、小職の司会進行により、
研修提案者である県鰺ヶ沢地方水産業改良普及所
の山口所長からの挨拶の後、赤石水産漁協職員の

②

ハタハタと藻場の関わり
青森県水産総合研究センター増養殖研究所
技師

石岡氏、鰺ヶ沢町観光商工課の長内氏、県水産総

佐藤康子

合研究センター増養殖研究所の佐藤氏から本県で

本県日本海沿岸におけるハタハタ産卵藻場の造

の取組事例等の話題提供と秋田県水産振興センタ

成方法を検討するため、岩崎村地先での海藻群落

ーの甲本氏からの講演による研修を行いました。

への産卵状況等を調査した結果について報告され

話題提供、講演、意見交換の概要は、以下のとお

ました。
ホンダワラ類の種類と卵の付着状況を確認した

りです。

結果、卵の多くはホンダワラ類の基部付近に付着
しており、特にホンダワラ類のうち卓越していた

（1）話題提供
① 青森県西海岸におけるハタハタ栽培漁業への

ヨレモクへの付着が多く、しかも流失が最も少な
かったことから、当該海域ではヨレモクがハタハ

取組

タの再生産に最も寄与しているものと考えられま

○ハタハタ種苗生産の現状と課題
赤石水産漁業協同組合

した。さらに、ヨレモクの母藻を袋網に入れて種

誠

子を雑草駆除した周辺に供給するスポアーバック

平成13年度に県内では初めて鰺ヶ沢町でハタハ

方式による藻場造成試験を実施し、造成可能なこ

職員

石岡

タの種苗生産・放流に取り組んでおり、15年度ま
での種苗生産・放流実績と今年度の計画について

とが実証されました。
当報告により、藻場の重要性が再認識されると
ともに、今後の藻場造成への取り組みの参考とな

報告されました。
鰺ヶ沢町にはアユ種苗生産施設があり、平成13

りました。

年度と14年度は、鰺ヶ沢町単独で当施設を利用し
てハタハタの種苗生産に取り組んでいましたが、

（2）講演

平成15年度には近隣 3 町村で連携した取組とし、

「秋田県におけるはたはた栽培漁業への取組」

13年度には漂着ブリコからの稚魚約 7 千尾放流、

秋田県水産振興センター資源増殖部
技師

14年度には人工受精卵からの稚魚約12千尾放流、

甲本亮太

15年度には岩崎村で漁獲した親魚からの人工受精

秋田県のハタハタ資源回復への取組は、成功事

卵により種苗生産し、深浦町での中間育成後約30

例として全国に知られており、今回、その取組内

千尾放流と着実に実績を上げています。

容の一つである種苗生産・放流及び生態調査等に
ついて講演していただきました。
講演では、ハタハタの秋田県における位置づけ

○打ち上げられたブリコの利用について
鯵ヶ沢町観光商工課水産振興班

産については、親魚の確保（必要尾数を漁業者に

鰺ヶ沢町でのハタハタの漁獲量は、平成14年に

割当て、活魚で搬入）、採卵・媒精方法、卵管理

約47トンと30年ぶりの豊漁となり、平成15年には

方法（貫通卵塊の作製、耳石標識等）、仔稚魚管

さらに132トンの漁獲がありました。

理方法（夜間電照、給餌、生簀交換、成長等）、

そのため、沿岸に大量のブリコが漂着したこと
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や漁獲量の推移、系群に触れ、本題である種苗生

長内吉昭

副主幹

放流方法（飽食放流、ストレス軽減措置等）につ

いてスライドを用いて丁寧に説明されました。
さらに、放流種苗及び天然幼稚魚等について調

ことを期待します。
研修翌日の27日は青森で初雪が観測され、ハタ

査した結果から、秋田県沖の主な産卵場、産卵数、

ハタ到来間近と感じられました。（今年もハタハ

稚魚の成長速度・肥満度、水深・水平分布等の知

タが大漁となるよう初冠雪の岩木山に合掌。）

見を紹介されるとともに、稚魚から未成魚となる

最後に、業務ご多忙の中、講師をお引き受けい

時期に大きな減耗があることが分かり、より放流

ただき、懇切丁寧な説明をしていただきました秋

効果が得られる放流時期やサイズ等の方法につい

田県水産振興センターの甲本亮太様並びに講師の

て検討していることについても紹介されました。

派遣について御配慮いただきました秋田県水産振

秋田県では、積極的な大量種苗生産・放流と精

興センター加藤淳一所長初め職員の皆様方に厚く

力的な調査を実施するとともに、調査結果を種苗

お礼申し上げます。

生産・放流にフィードバックし、効率的、効果的

（鰺ヶ沢地方水産業改良普及所 山口所長から）

な栽培漁業の推進を図っていることが伺えまし

当普及所管内全漁協の関係者が一堂に会し、当

た。

研修会を通してハタハタ資源に関する最新の情報
を共有することが出来、ハタハタ漁期が近くなる

（3）質疑、意見交換
講演に対しての質疑では、標識に関すること、

につれ、管内の漁協関係者から海岸に打ち上げら
れたブリコをみんなで保護し増殖しようという声

卵の耐久性、天然海域での大きな減耗要因、稚魚

があがり、管内全体での取組に発展しました。研

の生態、回収率、漁獲予測について等多岐にわた

修会の開催に御尽力を賜りました関係者の皆様に

りました。

深く感謝を申し上げます。

また、意見交換では、現場での取組が緊急に必
要とされている海岸に打ち上げられたブリコの取
扱いについて話題となり、海にもどす方法を工夫
すべきとか、現在の底延縄方式が有効、活魚水槽
でふ化、秋田県の事例を参考に今年度取り組む予
定等の話がありました。
さらに、打ち上げられるブリコを少しでも少な
くするための付着基質についての話があり、現場
指導にあたっている普及所から、実際に産卵して
いる環境を調べながら、漁協、漁業者とともにい
ろいろ試していきたいとの提案がありました。
4 おわりに

ハタハタの水揚げで賑わう荷捌所（鰺ヶ沢町）

研修当日はこの秋一番の冷え込みで、ストーブ
を焚きながらの研修会でしたが、多数の関係者の
出席と充実した話題提供及び講演内容により、有
意義な研修となりました
今回は、本県の日本海で一昨年から大漁で浜を
沸かせているハタハタについて、かつての資源を
復活させ、その資源を絶やさないために浜ででき
ることを考えたいとの思いから開催され、多くの
漁業関係者が取組を考える良い機会となりまし
た。今回の研修により、ハタハタ資源を利用する
人たちが、さらに一体となって資源回復に取り組
まれること、また、ハタハタへの取組が他魚種の
栽培漁業及び資源回復への取組にも繋がっていく

海岸に打ち上げられたハタハタ卵をふ化放流のため採取
（岩崎村）
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豊かな海づくりに関する現地研修会
「ヒラメの種苗放流について」を終えて
石川県水産課
専門員

戒田 典久

研修会テーマ：ヒラメの種苗放流について
開 催 月 日：平成16年11月 1 日
開 催 場 所：加賀市漁業協同組合研修室

加賀市小塩町コー181

研修対象者：漁業者、漁協職員、県水産総合センター、県水産課
出 席 者 数：漁業者・漁協職員：

28名

県水産総合センター： 3名
県水産課：

3名

講

師：

2名

主催者：

1名

1 研修会開催の経緯

合計

37名

どの資源管理を進めることが必要と考えました。

平成16年度は第 5 次栽培漁業基本計画の策定の

しかしながら、これは種苗の大型化に伴って、見

年になっており、石川県でも水産課及び水産総合

かけ上の生産尾数、放流尾数の減少及び 1 尾当た

センターの職員で構成されたタスクチームで栽培

りの生産単価が問題になります。

漁業見直し案の議論を重ねてきました。
その議論は、いかにして種苗生産の生産効率及
び放流効果を上げるかが重要課題でした。

そこで本研修会のテーマを「ヒラメの種苗放流
について」とし、石川県におけるヒラメ放流事業
の新たな展開のため、県内外における大型種苗の

石川県は第 4 次栽培漁業基本計画においてヒラ

中間育成、放流に取り組んでいる事例について紹

メ、マダイ、クロダイ、マコガレイ、アワビ、サ

介してもらい、関係者の理解を深めて頂くことに

ザエ、アカガイを栽培漁業対象種にしていました。

しました。

これらの中で特に漁業者の関心が高い魚種はヒラ
メです。

2 現地研修会の概要

ヒラメについては当初全長 4 〜 5 ㎝の種苗を放

まず初めに県水産総合センター永田生産部長に

流してきましたが、平成11年からは、原子力発電

石川県におけるヒラメ栽培漁業の現状や県内にお

所の温排水を利用して全長 6 ㎝の種苗を生産し放

ける大型種苗放流の放流効果について話題を提供

流してました。しかしながら回収率は低く、平成

して頂き、続いて岩手県水産技術センターの坂本

15年度の調査で放流効果を上げるには少しでも放

種苗開発部長に岩手県におけるヒラメの中間育成

流後の初期減耗を抑える必要があることが明らか

について、独立行政法人水産総合研究センター宮

になりました。そのことから、より大型の種苗

古栽培漁業センター大河内技術開発員に岩手県宮

（全長100㎜）を放流し回収率を向上させるととも

古湾でのヒラメの放流効果調査について講演して

に、天然稚魚も含めての小型魚を採補規制するな
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頂きました。

（1）話題提供
①

・飼育水は井戸から海水を汲み上げ、圧縮酸素を

石川県におけるヒラメ栽培漁業の現状

供給して溶存酸素量を維持している。

石川県水産総合センター
生産部長

永田房雄

石川県のヒラメ種苗生産・放流事業として、種
苗生産・効果調査体制、ヒラメ放流尾数（配布尾
数）の推移について紹介がありました。さらに石

・50ｔ水槽36面に88万尾飼育している。収容密度
は当初 4 〜 6 万尾、最終的に 2 万尾程度に調整
する。
・注水換水率は、4 〜 5 回転/日から最大12回転/
日へ（DO 6 ppm以上を維持）変化させる。

川県全体、加賀沿岸、北陸 4 県、日本海西区 4 県

・給餌量は魚体重の 2 〜 5 ％である。

のそれぞれの単位でまとめたヒラメの漁獲量につ

・水槽底掃除と選別をこまめに実施する。

いての紹介もありました。その概要は以下のとお
りです。

②

ヒラメの放流効果について

・石川県では、水産総合センター生産部志賀事業

独立行政法人水産総合研究センター

所において、温排水を利用しながらヒラメの種
苗を中間育成用40㎜、直接放流60㎜として155
万尾生産してきた。

宮古栽培漁業センター

大河内裕之

全国におけるヒラメの漁獲量の推移について紹
介がありました。その後、岩手県宮古湾での種苗

・これまでの石川県内の調査で、全長100㎜のヒ

放流方法、放流効果について、天然稚魚の生息地

ラメの放流効果が高いことが明かとなったた

について、種苗放流における技術的課題について、

め、第 5 次栽培漁業基本計画では、放流サイズ

資源増大のためには栽培とともに放流魚の保護意

を100㎜とすることにしている。

識が重要であると提言がありました。そして最後

・今後、ヒラメ種苗の保護のためには、天然稚魚

に種苗輸送時の酸素噴出量についての知見につい

も含めた自主規制サイズの検討も重要と考えて

て失敗例を挙げて紹介されました。これらの概要

いる。

は以下のとおりです。
・全国平均でヒラメの漁獲量を見ると1987年に最

（2）講演
①

低漁獲量を示した。

ヒラメの中間育成について

・宮古では水深が浅いところに放流している。

岩手県水産技術センター

・宮古湾では回収率は、6 〜13％である。

種苗開発部長

・放流効果を左右する要因は、放流種苗サイズ、

坂本

晋

岩手県の種苗生産体制及び種苗生産施設と中間

種苗の質、輸送方法である。

育成施設について紹介がありました。その後、種

・放流サイズ別による回収率と費用対効果では、

苗生産や中間育成における詳しい種苗輸送方法や

全長80〜90㎜がピークになるが、放流後のへい

飼育管理方法について紹介がありました。その概

死などの保険的な部分を見込むと100㎜の放流

要は以下のとおりです。

が良い。

・岩手県のヒラメ生産は、

岩手県栽培漁業協会

・天然稚魚が生息する水深は、水深が浅い藻場で

が実施し、生産目標は200ｔ、放流計画は110万

ある。そのような場所が放流場所として適して

尾である。

いる。

・生産経費は7,000万円で県：市町村：漁協＝4：
2：4 で経費配分をしている。
・中間育成施設を新たに整備した。施設設備は県

・回収率の低迷は、海域環境の変化、環境収容力
の問題、黒化（標識）の消失に起因する。
・技術的課題として、適正放流サイズ、適正放流

が国の補助を受け、全体事業費22億円で整備し、

場所、種苗の丁寧な扱い（余裕を持った輸送と

岩手県栽培漁業協会が中間育成を実施してい

放流）、放流効果の把握と技術改善が考えられ

る。

る。
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・資源の維持・管理を推進するには、小型魚の保
護意識の一般化、海岸環境の保護意識の一般化、
体長制限等の遵守意識の一般化が必要である。
・宮古でのヒラメ輸送は、収容魚体重30㎏/ｔで、
酸素とブロアーを併用している。酸素を大量に

の下、その海域で適切な放流場所を選定してい
る。
・（質問）石川県では、種苗の輸送時に氷を入れ
て、水温を下げているがこれは良いのか。
・（応答）氷は輸送中に水温が上昇し、種苗の生

噴かすと輸送水槽内のDOが過飽和になるため、

理活動が活発化し排泄や酸素消費量が増大する

放流水域のDOが充分あっても酸欠になる。酸

のを抑制するため、また種苗を積み込む時の水

素は緩く噴かし、部分酸欠にならないようにブ

温が放流地域の水温より高いので調節するため

ロアーで水を撹拌する。

に入れている。
但し、魚は水温が高いところから低いところ

（3）意見交換
・（質問）放流効果を上げるには、種苗の大型化
放流（100㎜サイズ）が有効なのか。
・（応答）太平洋側では、100㎜を超える大きな
サイズから放流を始め、次第に小型化（80〜

へ移動させるより、低いところから高いところ
へ移動させる方が多くのストレス負荷を受け
る。放流場所の水温と輸送水槽の水温が著しく
異なる場合は、換水して水槽の水温を放流場所
の水温に合わせる必要がある。

100㎜）へ移行している。一方、日本海側では
60㎜くらいの小さいサイズから放流を始め、次
第に大型化している。種苗を大きくすればする

本研修会は、自然に湧き起こった聴講者からの
拍手で締めくくられました。

ほど生産コストが高くなるが回収率は高くな
る。種苗放流事業を進める上で、明らかに回収

辞

率が高い大型サイズから放流を始め、漁業者自

本研修会を主催して頂いた社団法人全国豊かな

らが高い放流効果を実感してから経済性も含め

海づくり推進協会、お忙しい中、遠路はるばる石

た効果を検討する方が漁業者としてもやりがい

川県へお越し頂いた岩手県水産技術センター坂本

が出る。

種苗開発部長、独立行政法人水産総合研究センタ

・（質問）用船して沖合にヒラメを放流している

ー宮古栽培漁業センター大河内技術開発員、社団

が、浅い水深での放流にした方がよいのか。

法人全国豊かな海づくり推進協会水田調査役に深

・（応答）放流海域によって適正場所は異なる。
各漁協の放流場所は、水産総合センターの指導
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3 謝

く感謝を致します。

先般、平成15年度の栽培漁業種苗生産、入手・
放流実績調査の取りまとめが完了し、平成15年３

放流直後から再捕される潮干狩のアサリ等の放流
は調査対象外としました。

月に「平成15年度栽培漁業種苗生産、入手・放流
実績（全国）」が刊行されました。ここでは本調

2 魚種別種苗生産および種苗放流実績
平成13〜15年度の種苗生産および種苗放流の実

査の平成15年度の結果の概要を中心に最近10年間
の動向を紹介します。

績を表１に示しました。
平成15年度に種苗生産の対象となった種類は82

本調査の実施にあたって、各機関の調査結果を
取りまとめていただいた都道府県の担当者の

種、種苗放流の対象となった種類は83種でした。

方々、調査にご協力いただいた水産試験場、栽培

放流対象となった種のうち、メジナ、キュウセン、

漁業センター、市区町村、漁連、漁協等の皆様に、

ウスメバル、イセエビ、ダンペイキサゴ、バカガ

この場をお借りして厚くお礼申し上げます。なお、

イ、マダコの７種はすべて天然種苗の放流でした。

本事業は、当協会が独立行政法人水産総合研究セ
ンターから委託を受けて実施いたしました。

3

種苗生産および種苗放流の主要魚種別の割合

と上位種の最近10年間の動向
1 調査の対象範囲
本書は、平成15年４月１日から平成16年３月31

平成15年度に種苗生産または種苗放流が行われ
た種を魚類、甲殻類、貝類、その他の動物（タコ、

日の期間に39沿海都道府県で実施された種苗生産

ウニ、ナマコ等）に分類し、区分ごとの種別割合

および種苗放流の実績について取りまとめたもの

と各区分上位種の最近10年間の動向について、そ

です。調査の対象種は、サケ・マス類、アユ、ウ

の概要を以下に示します。

ナギ、海藻類を除く海産魚介類としました。
種苗生産実績調査では、放流用種苗と養殖用種
苗に分けて集計していますが、ここでは放流用種

（1）魚類
平成15年度の魚類の生産尾数は9,231万尾であ

苗の生産実績について紹介します。本調査では、

り、生産尾数の多い順にヒラメ、マダイ、ハタハ

全く給餌飼育しなかったふ化仔魚、および漁業等

タ、ニシン、クロダイ、マコガレイ、トラフグ、

により採捕された天然種苗は対象外としました。

カサゴ、クロソイ、イサキとなっており、全国で

ただし、コレクター等で採苗した天然種苗を育成

100万尾以上の生産が行われたのは、これら10種

したものについては、人工種苗として調査の対象

でした（表２）。

としました。
種苗放流実績調査では、人工種苗の放流の他、

魚類の放流尾数は7,666万尾でした。ヒラメ、
マダイ、ハタハタ、ニシン、クロダイの５種で魚

漁業等により採捕された天然種苗の放流も調査対

類全体の放流尾数の80％以上を占めています（表

象としました。受精卵や給餌飼育しなかったふ化

２）。その次に放流尾数が多いのは、マコガレイ、

仔魚の放流、増殖を目的としない大型魚の放流、

トラフグ、カサゴ、キュウセン、メバルの順とな
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表１
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平成13〜15年度の種苗生産および種苗放流の実績
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今年度放流した種苗の平均全長は80㎜を超え

っています。
以下に主要な魚種の平成15年度の実績および最
近10年間の動向について示します。

ています。この数値は10年前と比較して約10㎜
大きくなっています（図１、２）。放流効果を
上げるためには、中間育成で80㎜まで育てるこ

1）ヒラメ

とが効果的であるとされています。近年は種苗

① 生産：昭和52年度の調査開始から「右肩上が

が大型化しています。

り」の増加を続けてきた生産尾数は、平成11年
に4,000万尾を超えましたが、ここ数年間は若

2）マダイ

干減少傾向です。平成15年度は、東京都、鳥取

①

県、福岡県、沖縄県を除く35道府県で、合計

2,500万尾で安定しています。平成15年度は、

3,357万尾が種苗生産されました（図１）。

調査対象39県のうち23県で種苗生産が行われ、

②

放流：生産尾数と同様に、ここ数年間は

2,500万尾強で推移しています。平成15年度は、

生産尾数は2,456万尾でした（図１）
。
②

放流：最近５年間の放流尾数は、平成11年度

東京都、鳥取県、沖縄県を除く36道府県で、合

に2,430万尾を放流したのを最高に、その後は

計2,544万尾が放流されました。

2000万尾前後で推移しています。放流した種苗

表２

平成15年度主な魚類の種苗生産および種苗放流尾数

図１ ヒラメ、マダイおよびクロダイの種苗生産・放流
尾数の推移
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生産：ここ数年間の生産尾数は、およそ

図２ ヒラメ、マダイおよびクロダイの放流平均サイズ
の推移

の平均全長は65〜70㎜で大きな変化はありませ

30万尾の生産が行われました。特にホシガレイ

ん（図１、２）
。

は過去で最も多くの生産が行われました。
②

放流：放流尾数の多い順に上げると、マコガ

3）クロダイ

レイ、マツカワ、マガレイ、ホシガレイ、ヤナ

①

生産：最近10年間の生産尾数は、500〜1,100

ギムシガレイ、クロガシラガレイとなり、平成

万尾で推移しています。平成８年度には最高の

15年度には合計325万尾が放流されました（表

1,163万尾が生産されました。その後生産尾数

２）。その中でもマコガレイが209万尾放流され

は徐々に減少し、平成15年度は、470万尾が12

ており、カレイ類の約65％を占めています。次

の県で生産されました（図１）
。

に多い種類はホシガレイで、今までで最も多い

② 放流：最近10年間の放流尾数は、平成８年度
に900万尾を超える放流が行われた以外は、400

49万尾が放流されました。カレイ類の近年の放
流尾数は、200〜350万尾となっています（図３）。

〜700万尾程度で推移しています。平成15年度
は、太平洋中区、日本海中部、瀬戸内海を中心

5）その他の魚類
ここでは、近年地域特産種として生産・放流尾

に、全国で414万尾の放流が行われました。

数がともに多いハタハタ、トラフグ、ニシンを取
4）カレイ類

り上げます。これらの魚種は比較的広い水域を生

近年カレイ類は、資源回復計画等の対象魚種と

活圏とし、産卵期には特定の産卵場に戻ってくる

なるなど、栽培漁業に関する期待が高まっている

回帰性の強い種類と位置付けられています。これ

魚種です。

らの魚種では、産卵回帰した親魚が直接漁獲対象

①

生産：カレイ類には、生産尾数の多い順に、

とされたり、回遊先では未成魚の先獲りが存在し

マコガレイ、マツカワ、マガレイ、ホシガレイ、

たりするため、放流魚および産卵親魚の管理を行

ヤナギムシガレイ、クロガシラガレイが含まれ

うこと、産卵場所となる藻場等の造成を行うこと、

ています。最近10年間は増加傾向にあり、平成

天然および放流資源の小型魚の漁獲規制等を実施

15年度は468万尾が生産されました（表２、図

すること等により資源量の増加が期待されます。

３）。マコガレイは328万尾が生産され、カレイ

①

生産：ハタハタの生産尾数は、平成５年以降

類の70％を占めています。近年では、太平洋北

急激に伸び、平成15年度には821万尾が生産さ

区等でヒラメの次の栽培漁業対象種として期待

れました。ここ数年は700〜900万尾で推移して

されているホシガレイや、希少種であるマツカ

います。
ニシンは、近年は生産の増減がありますが、

ワの生産尾数も増加しており、それぞれ59万尾、

平成15年度は528万尾が生産されました。最も
多く生産されたのは平成11年度で、その数字に
次ぐ生産尾数となっています。
トラフグは、平成13年度に381万尾が生産さ
れました。その後、減少傾向を示し、平成15年
度は237万尾が生産されました（図４）。
②

放流：ハタハタの放流尾数は、平成５年以降

急激に伸び、平成11年度には過去最高の877万
尾が放流されました。その後若干減少し、平成
14年度は677万尾でしたが、平成15年度では増
加し、800万尾の放流が行われました。
ニシンの放流数は、生産と同様増減があり、
図３ カレイ類の種苗生産・放流尾数の推移

ここ数年の平均は約380万尾となっています。
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平成15年は、過去最も多い439万尾が放流され

の順となり、特に放流数の多い上位３種で甲殻類

ました。

全体の95％を占めています（表３）。
以下に生産、放流尾数ともに多いクルマエビ、

トラフグは、平成15年度は198万尾が放流さ
れました。近年はおおよそ200万尾前後で放流

ガザミ、ヨシエビについて、平成15年度を中心と

が行われています（図４）
。

した最近10年間の動向について示します。
1）クルマエビ
①

生産：平成15年度の生産尾数は21,009万尾で

あり、生産尾数は甲殻類の中で最も多く、甲殻
類全体の66％を占めています。最近10年間の生
産尾数は暫減傾向を示しており、10年間で約３
億尾減少し、最盛期と比較して半数以下になり
ました（図５）。
②

放流：平成15年度の放流尾数は15,326万尾で

あり、放流尾数も甲殻類の中で最も多く、甲殻
類全体の71％を占めています。最近10年間の傾
向では、生産尾数の減少に伴い、放流尾数にも
暫減傾向がみられ、10年間で約半分となりまし
図４ ハタハタ、ニシンおよびトラフグの種苗生産・放
流尾数の推移

た（図５）。なお、クルマエビの放流サイズは、
年々大きくなり、近年では30㎜以上が一般的に
なっています。

（2）甲殼類
平成15年度に生産された甲殻類は15種で、生産
尾数は32,029万尾でした。生産尾数の多い順にク

①

生産：本種の生産尾数は甲殻類の中で２番目

ルマエビ、ガザミ、ヨシエビ、クマエビ、タイワ

の5,186万尾で、甲殻類全体の16％を占めてお

ンガザミ、ノコギリガザミとなっています。特に

り、カニの類の中では最も多く生産されていま

生産尾数が多いのは上位３種で、甲殻類全体の生

す。最近10年間での生産尾数は5,000〜6,000万

産尾数の80％以上を占めています（表３）
。

尾の間で生産されることが多くなっています

甲殻類の放流尾数は23,428万尾で、平成15年度
に放流された甲殻類は11種でした。放流尾数が多

（図５）。
②

放流：平成15年度の放流尾数は3,544万尾で

いのはクルマエビ、ヨシエビ、ガザミ、クマエビ、

あり、最近10年間は3,000〜4,000万尾で安定し

タイワンガザミ、コウライエビ、ノコギリガザミ

ています。甲殻類全体の11％を占めており、カ

表３
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2）ガザミ

平成15年度主な甲殻類の種苗生産および種苗放流尾数

ニ類の中では最も多く放流されています（図

多い順にホタテガイ、エゾアワビ、チョウセンハ

５）
。

マグリ、クロアワビ、サザエとなっていますが、
そのほとんどがホタテガイであり、貝類生産個数
の98％にあたる約35億個が生産されています（表
４）。
貝類の放流個数は約245億個であり、生産個数
の７倍近い数が放流されていますが、これは天然
種苗を放流しているケースが多くあるためです。
放流個数の多い順にアサリ、ホタテガイ、エゾア
ワビ、チョウセンハマグリ、クロアワビとなって
います（表４）。そのほとんどがアサリとホタテ
ガイであり、この２種で貝類の放流個数の99％以
上を占めています。その内訳としては、アサリが
貝類の放流個数の87％にあたる約215億個、ホタ
テガイが12％にあたる約30億個となっています。

図５ クルマエビおよびガザミの種苗生産・放流尾数の
推移

以下に生産、放流個数ともに多いホタテガイと
アワビ類について、さらに近年、漁獲生産が減少
しているアサリについて平成15年度の概要と最近
10年間の動向について示します。

3）ヨシエビ
①

生産：平成15年度の生産尾数は3,975万尾で、

最近10年間は3,000〜4.500万尾で推移していま

1）ホタテガイ

す。甲殻類の中で12％を占め、３番目に多い数

①

生産： ホタテガイの人工種苗の大部分は、

コレクターで採苗した天然種苗を育成したもの

字になっています。
② 放流：本種の種苗放流数は甲殻類の中で２番

です。生産個数は、平成８年度からは30億個を

目に多く、全体の14％を占めています。平成15

超える生産となり、平成15年度の生産個数は、

年度の放流数は3,613万尾で、近年10年間では

約35億個でした（図６）。

最も多い数字となっています。

②

放流：平成15年度の放流個数は30.4億個でし

た。最近10年間の放流個数は約30億個前後でほ
ぼ横這い状態ですが、平成13年度以降は30億を

（3）貝類
貝類の生産個数は約36億個であり、生産個数の
表４

超える数が放流されています（図６）。

平成15年度主な貝類における種苗生産および種苗放流個数

29

向として2,500〜3,000万個で推移しています
（図７）。アワビ類全体の放流個数に対してエゾ
アワビが61％、クロアワビが24％、メガイアワ
ビが14％を占めています。
3）アサリ
アサリは昭和60年代前半から全国的に漁獲量が
減少し始め、現在は最盛期の1/4まで落ち込んで
います。この頃から、その対策として関係県の水
産試験場等で種苗生産技術の開発が進められてき
ましたが、栽培漁業種苗生産、入手・放流実績調
査に生産実績が報告されたのは平成２年度からで
図６ ホタテガイの種苗生産・放流個数の推移

す。
①

生産：平成15年度は、福島県と大分県の２機

2）アワビ類

関で243万個の生産が行われましたが、放流用

① 生産：アワビ類には、生産個数の多い順にエ

種苗は17万個がわずかに生産されたのみです。

ゾアワビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカ

放流個数215億個の約12,500分の１に過ぎず、

アワビが含まれています（表１）
。

放流種苗生産サイズの平均が８㎜と小さいのが

平成15年度のアワビ類の生産個数は3,375万
個でした。アワビ類４種のうち、エゾアワビが

現状です。今後は大量生産できる安定した技術
が必要だと思われます（図８）。

アワビ類全体の65％以上を占めており、クロア
ワビは約20％、メガイアワビが13％を占めてい
ます。生産個数の最近10年間での傾向は、平成
７年度に4,000万個を超えた以外は、毎年3,000
万個強が生産されています（図７）
。
②

放流：平成13年度のアワビ類の放流個数は

2,681万個でした。放流個数の最近10年間の傾

図８ アサリの種苗生産・放流個数の推移

②

放流：アサリの放流（移植）の歴史は古くか

らあり、漁協単位で母貝あるいは稚貝を入手し
て、放流を行ってきました。放流個数の最近10
年間の傾向として100億個前後で推移していま
すが、今年度は215億個が放流されました。こ
れは昨年の２倍以上の放流数となっています
（図８）。
図７ アワビ類およびウニ類の種苗生産・放流個数の推移
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その他の動物の放流個数は、8,248万個であり、

（4）その他の動物
魚類、甲殻類、貝類以外の水産生物はその他の

多い順にエゾバフンウニ、キタムラサキウニ、ア
カウニ、マナマコとなっています。生産と同様に、

動物として取り扱いました。
平成15年度におけるその他の動物の生産個数

その他の動物の放流はウニ類が中心です（表５）。

は、7,195万個であり、生産個数の多い順にエゾ

以下に生産、放流個数ともに多いウニ類について、

バフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、マナ

平成15年度の概要と最近10年間の動向について示

マコ、バフンウニですが、その他の動物の生産の

します。

ほとんどはエゾバフンウニ、キタムラサキウニを
中心としたウニ類です（表５）。ウニ類、マナマ

1）ウニ類

コの他には、少量ですがマダコが生産されていま

①

生産：ウニ類には、種苗生産個数の多い順に

エゾバフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、

す（表１）
。
表５

平成15年度主なその他の動物の種苗生産および種苗放個数

バフンウニ、シラヒゲウニが含まれており、平

が含まれており、平成15年度には人工種苗、天

成15年度には6,938万個が生産されました。そ

然種苗を合わせて7,956万個が放流されました。

の中でもエゾバフンウニは大量に生産されてお

その中でもエゾバフンウニ、キタムラサキウニ

り、ウニ類の約80％を占めています。

が、それぞれ6,114万個、1,437万個放流されて

エゾバフンウニの生産は昭和60年には約100

おり、ウニ類の74％、17％を占めています。近

万個でしたが、その後毎年生産個数は増加し、

年の放流個数は約8,000万個で安定しています

平成８年度に7,000万個を生産するまでとなり、

（図７）。ウニ類の毎年の放流には10〜40％の天

ここ数年は6,000〜7,000万個で安定していまし

然種苗が含まれています。

たが、今年の生産は5,691万個と若干減少しま
した。ウニ類全体の生産個数は、平成14年度、
平成15年度共に約7,000万個の生産が行われて
います（図７）
。
② 放流：ウニ類には、放流個数の多い順にエゾ
バフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、バ

なお、本調査の結果は、独立行政法人水産総合
研究センター栽培漁業センターホームページ
（http://www.jasfa.or.jp）および社団法人全国豊か
な海づくり推進協会ホームページ（http://www.
yutakanaumi.jp/）上に掲載いたします。

フンウニ、シラヒゲウニ、ムラサキウニの６種
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マハタ種苗の安定生産に成功
（独）水産総合研究センター上浦栽培漁業センター
主任技術開発官

照 屋 和 久

然の稚魚だけでは量的な確保が難しいことから、

1．はじめに
大相撲九州場所で有名なアラ鍋の材料となる魚
といえばクエですが、ここで紹介するマハタ（学

毎年韓国から数十万尾程度の天然幼魚が輸入され
ています。

名：Epinephelus septemfasciatus）はそのクエと

さて、マハタの種苗生産の技術開発に至った背

同属で、全長1.5ｍ以上、体重150㎏以上に達しま

景を紹介しておきましょう。マハタの種苗生産は

す。硬骨魚類で本種よりも大きくなるのは、日本

昭和62年に長崎県水産試験場（現：長崎県総合水

ではマグロ、カジキ類、スギ、マンボウ、イシナ

産試験場）で開始され、平成４年に初めて約

ギぐらいではないでしょうか。マハタの分布域は、

4,000尾の稚魚の生産に成功しました。しかし、

銚子、新潟以南の南日本、西太平洋、インド洋で

飼育初期の生残率は10％以下と低く、飼育初期の

主に温帯の海です。幼魚は水深の浅い岩礁域に生

10日間の生残が種苗量産過程における最大の難関

息し、主に魚類やエビ、カニ類などの甲殻類を食

でした。さらに、仔魚期にはウイルス病（ウイル

べて成長し、成魚になると100ｍ以深まで生息域

ス性神経壊死症）に罹り大量死亡を生じやすく、

を広げます。外見的特徴は体側に7本の褐色帯が

安定した生産が難しい魚種でした。現在、長崎県、

あることから英名ではSeven-band grouperと呼ば

大分県、愛媛県および三重県の各水産試験場と民

れています。しかし、大きな個体になると縞模様

間の養殖場で飼育が行われていますが、これまで

がはっきりしなくなり、クエとよくまちがえられ

ウイルス病を発生させることなく15％以上の生残

るようです。白身の魚で刺身、煮付け、鍋物にす

率で１回の飼育で５万尾以上の稚魚を複数年生産

ると美味なため市場での評価は高く、値段は1kg

された事例は見られておりません。

当たり2,500〜10,000円にもなる高級魚です（写真

上浦栽培漁業センターではマハタ種苗の安定生
産を目指し、平成15年度から技術開発を開始しま

１）
。

した。その結果、平成15年度は5.2万尾（生残率
26％）、本年度は２回の飼育試験で合計12.1万尾
（生残率18％）の稚魚を生産し、１回の飼育で５
万尾以上の稚魚を安定して生産する技術にめどを
得ました。（表１、写真２）。以下に、マハタの稚
魚の安定生産に寄与した飼育技術の改善点を４つ
のポイントに分けて説明します。

写真１ マハタ親魚
全長60㎝、体重４㎏

2．飼育技術手法の改善点
（1）通気方法
小型水槽観察の結果、ふ化後１〜２日目の仔魚
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全国のマハタ漁獲量の変動は不明ですが、大分

は水槽底に沈下しやすく、そのまま放置するとほ

県下では大分県漁業協同組合に問い合わせたとこ

とんどの仔魚が死亡することが解りました。この

ろ、近年は減少傾向にあるとのことであり、漁業

問題の解決には、仔魚に直接ダメージを与えない

者から資源回復の要望が強い魚種です。また、養

程度の弱い通気（1.5ıº/分）により、水槽底に一

殖対象種としても、価格はクエに次いでブリやマ

定方向の流れを作り出すことが重要と考えました

ダイ、ヒラメなどより高く、また成長が早く３年

（図１）。この流れにより、水槽底に沈下する仔魚

間で1.5㎏以上となることから、養殖業者さんに

は少なくなり、結果的にふ化後３日目の生残率は

は大変要望の強い魚種です。しかし、国内では天

90％にまで向上しました（これまでの平均生残率

表１

平成15年および16年度のマハタ仔魚飼育試験結果の概要

卵が得られた環境水温と同じ24〜25℃と考えられ
てきました。マハタと同じ水温で産卵するクエで
は、26℃で仔魚を飼育し好結果が得られたことか
ら、マハタでも26℃の水温で仔魚飼育試験を行っ
たところ、種苗生産期間を通じて大きな減耗が続
く全長４㎜（ふ化後10日目）までの成長期間が短
縮され、生残率も56％（これまでの平均生残率は
写真２ マハタ取り上げ風景
ふ化後60日目で取り上げ、全長3.5㎝

20％以下）と向上しました（図２）。

は50％以下）
。
次に、ふ化後３日目以降の問題として、仔魚が
水槽表面の表面張力により水面に張り付けられる
ことによる死亡（いわゆる浮上死）が上げられま
す。これを防止するため、図１に示したエアーレ
ーション方式を水槽中央部１カ所からの通気に変
えました。そのことにより、水槽表面に餌として
与えている動物プランクトンの死骸や糞などで膜
が形成され、その膜が仔魚と水面との接触を防ぐ
ことによって、浮上死は減少しました。

図２

平成16年における飼育例１および２における
マハタの成長と生残の推移

（3）飼育水の水質変化の抑制
マハタの仔魚は、マダイやヒラメの仔魚と比べ
て小さいので、それらの魚種よりも水質の変化に
敏感で影響を受けやすいと考えられています。飼
育水の水質の急変を避けるためには、その大きな
要因である注水量を極力少なくする必要がありま
す。しかし、注水量を少なくすると、仔魚の排泄
物や餌生物の死骸の分解により、飼育水中に毒性
の強いアンモニアが増加します。そこで、飼育水
に多孔質物質（通称貝化石）を散布する方法で、
図１

エアーブロックと流れの概念図

飼育水中のアンモニア濃度を減少させることがで
きました。この手法により、ふ化後20日目（全長

（2）飼育水温
マハタ仔魚の飼育に適した水温は、これまで、

６㎜）まで止水状態での飼育が可能となりました。
注水はふ化後21日目から開始し、徐々に注水量
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を増加し取り揚げ前のふ化後55日目（従来はふ化

考えられています。本症は東南アジア、インド、

後20日目）に１日当たりの換水率を100％にしま

ヨーロッパ、アメリカ等の世界各地で確認され、

した（図３）。なお、止水飼育の長所として、餌

国内では、シマアジ、ヒラメ、トラフグ、マダイ、

の動物プランクトン（ワムシ）が飼育水槽内で自

キジハタなどの多くの海産魚類で発生し深刻な問

然増殖するため、新たな追加が必要なく、ワムシ

題となっているので、早急な防除対策の確立が望

添加に伴う病原菌などの持ち込みを防ぐことがで

まれています。なお、VNNの人への感染の心配

きました。このように、飼育水の大きな水質変化

はありません。

を防止することにより、仔魚期から稚魚期にかけ
ての死亡を抑制する手法を開発できました。

ことが有効で、それには採卵用親魚にウイルスを

40

100

保有しない親を選別することが最も効果的です。
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90

これまで、PCR法（Polymerase Chain Reactionの
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略語：遺伝子の中の目的とする部分を数時間で少
換水率（％）

30
全長（mm）

防除対策には、感染経路である垂直伝播を断つ

20

5

10

0

0

なくとも105倍に増幅する方法）を用い、ウイル
ス遺伝子の特徴的な部分を増幅することにより、
親のウイルス保有状況の診断と選別を行ってきま
したが、陰性と判断した親から得た受精卵を用い
ても仔稚魚にVNNが発生する事例がありました。
この原因として、PCR診断で検出できないわずか

日齢
飼育例１

図３

飼育例２

飼育試験における全長および換水率の推移

なウイルスが存在している可能性があったため、
より検出感度が高いNested-PCR法（PCRで増幅
された特徴的な部分の遺伝子について、さらに特

この項のキーワードである貝化石とアンモニア

徴的な部分を再度PCRで増幅する方法で、微量の

除去効果の関係について、少し説明しましょう。

試料からでも増幅が可能である。）を開発しまし

これは、数千万年前の貝類を中心とした魚類・珊

た。Nested-PCR法の効果判定には、さらに試験

瑚・甲殻類・ケイ藻類・海藻類などが厚い層とな

事例の蓄積が必要ですが、ウイルス診断技術の向

って堆積し化石化したもので、その中で、肥料や

上も安定した生産技術向上の要因と考えていま

飼料の原料になっているものを『貝化石』と称し

す。

ています。カルシウム（石灰）を主成分とし、腐
植酸やリン酸、カリ、マグネシウム（苦土） 、
ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素、モリブデン等の

このように、飼育方法技術とウイルス疾病対策

ミネラルを含みます。貝化石の結晶は、電子顕微

技術の開発により、２年間連続15％以上の生残率

鏡で見ると炭のような多孔質構造になっており、

でマハタ種苗の量産に成功し、本種の種苗生産に

この構造が有機物やアンモニアの分解を行なう細

見通しが得られました。今後、この技術をさらに

菌の増殖を助長すると考えられています。

向上させることにより、放流試験用の稚魚の安定

（4）ウイルス感染の防除

確保が可能となり、マハタの漁獲量の回復に向け

マハタの種苗生産では、全長４㎜以上となる10

ての取り組みが期待されます。また、天然種苗に

日目頃からウイルス性神経壊死症が発生し、旋回

依存している養殖も、人工種苗の確保により、養

遊泳する個体が出現すると１〜２日目後から徐々

殖業の安定経営に貢献できるのではないかと考え

に死亡する個体が増加します。

ています。

ウイルス性神経壊死症（Viral nervous necrosis;
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3．今後の展望

しかし、まだまだ難問もあります。特に稚魚期

VNN）とは、仔稚魚の脳の中枢神経組織内で増

のふ化後50日目以降に見られる激しい共食いが、

殖し、神経組織を破壊し仔稚魚を死に至らしめる

生残率低下の大きな要因となっています。今後は、

病気のことです。この病原ウイルスの主な感染経

この共食いを抑制する技術の開発に取り組み、さ

路は、親魚の生殖腺がウイルスに汚染され、受精

らに安定した生産技術の確立を目指したいと考え

により卵にウイルスが感染する垂直伝播であると

ています。

（財）山形県水産振興協会

余

語

滋

ってしまいかねないのです。

はじめに

また、同じレシピで作られた料理でも、料理人
によって味の差が必ず出ます。それは、素材選び
の目や、包丁捌き、火加減等のいろいろな積み重

これから書かせて頂くことは、研究発表のよう

ねの部分が多く、そこは料理人が、料理をどれだ

な学問的なことではなく、「種苗屋」という現場

け理解しているかにあり、種苗生産の現場でも、

の視点で感じたことです。実際、種苗生産現場で

担当者がどれだけ種苗を理解しているかが、生産

の技術は、少なくとも「種苗屋」という職人的視

の結果に差に出ると云えます。

点の方が飼育は上手くいくし、種苗を見るセンス

それでは、種苗生産はカン（さじ加減）と経験

や判断力も鋭くなり、技術も充実し、楽しみなが

（包丁捌き）だけなのかと云われれば、そうでは

らこの種苗生産を実感できると感じています。そ

なく、技術研究は、この料理の調理温度は何度で

して私は、種苗生産技術を非常に類似点の多い、

加温すると一番美味しいかを科学的に裏付けた

料理の世界に似ていると感じています。

り、この材料の栄養素は◯◯が多く含まれている、

たとえば料理の「レシピ」は基本技術に当ては

だとかいった分析にあたるわけで、科学的に料理

まり、料理人の「包丁捌き」や「さじ加減（塩梅）
」

を理解するためには必要不可欠な一部分であるこ

が現場対応技術といったところでしょうか。です

とも確かです。

から、「レシピ」と「さじ加減」を、同じレベル
でないことを認識しなければなりません。

そして、料理の場合なら、マニュアルだけで作
られても、値段と味の折り合いが付けば人は妥協

この料理で言うところの「さじ加減」等の、現

することは出来ますが、種苗は、厳しい妥協など

場対応技術が種苗生産現場の結果において、非常

無い自然界へと放流されるのですからその結果は

に重要な部分を占めているのにかかわらず、その

明白です。

部分が最も数値や言葉で伝えにくい部分になって
いるのです。

「観る」ということ

そんなこといったってマニュアルが…という方
もいるでしょうが、気持ちは分かりますが、それ
とこれとはチョット次元が違う話なのです。

種苗の状態を理解するためには、まず種苗を、

プロの料理人がダシの取り方に始まり、水や火

よく「観る」ことが基本です。これは、ただ飼育

加減等を吟味しながら料理を仕上げている中に、

している魚の様子を「見る」のとは違い、それは

インスタント食品を持ってきて、「お湯を注げば

種苗生産現場で、飼育全体を総合的に把握し、観

誰でも美味しい料理が出来る。」といった類にな

察する事を指しています。
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現在の種苗生産の現場では、必然的に単一の種

料のワムシ培養や取り揚げ方法といったことか

類を、閉鎖環境下で、自然界ではあり得ない程の

ら、栄養強化面やエアーの設置方法といったこと

高密度飼育を課し、かなりのストレスを種苗に掛

もあり、それぞれ少しずづつの改善が、飼育全体

けていると考えるべきです。

を良い方向へ進めると思います。

確かに、自然界での種苗も、厳しい環境に適応
しながら生育していく力を持っており、その適応

思い込みを無くす→見方を変える

力に助けられ、成り立っているのが種苗生産技術
なのかもしれません。
種苗生産中のストレスは、生産が不調になった

意外に私達は多くの思い込みがあり、海水の生

り、質の低下を招く結果となりまが、種苗は、ス

物だから当たり前のように、施設に引き込まれる

トレスが掛かり始めると、体色や遊泳行動、餌喰

海水で飼育を行っていますが、私の場合、ヒラメ

いや成長不良等の形でストレスサインを表してき

やクロダイの種苗生産に関して云えば、少し甘い

ますから、担当者はそこに気付く必要があり、素

海水（塩分濃度の低い）を使用した方が、成長、

早い対応がその後の結果を左右することになりま

生残共によい結果が得られました。この結果は、

す。

沿岸域の海水に塩分躍層があるため、本来種苗は、

また「観る」ということで、今やっている飼育
手法や対応法が種苗のストレスを緩和している事

適正塩分濃度域を選択し、生息していると推測さ
れるのです。

を把握できたり、飼育中の種苗や親魚の特性が分

また、飼育水槽に塩分躍層を作り種苗を飼育し

かったり、それに対応した飼育技術のヒントが得

てみると、成長過程で選択する塩分濃度の違いが

られることも多く、これらの事が飼育技術や健苗

アユやヒラメの種苗には確認されます。

生産へと繋がっていくものと感じています。

飼育水槽の色に関しても、何気なく使用してい
る色が、本来の生息域に不釣り合いの色だと、ス

ストレスサインに気付いたら

トレスを感じ、餌付き等が悪くなったり、親魚の
場合なら採卵量に影響があることもあります。
以上のように、ストレス緩和をし、思い込みを

「観る」なかで、種苗のストレスサインに気付

改め、見方を変えるだけで、多くの改善点が見え、

いたら、現場というのは、はっきり原因を確認で

これらの積み重ねが「魚の側から見た飼育」とい

きない条件下で対応せざるをを得ない場合が多い

うものに近付くのではないでしょうか。

のですが、まさにそこが、担当者にとって腕の見
せ所。できるだけスピーディーにストレスの要因

おわりに

の特定をしなければいけない思いに駆られます
が、種苗自体の高い環境適応力により、飼育中の
複数のストレスが重なっていることが多く、あま

魚の側から見た飼育とは、種苗を人為的に「コ

り一つに絞り込まない見方をした方がいいかもし

ントロールする技術」といった考えを持たず、種

れません。

苗側に人間側が「合わせるための技術」といった

魚病にしても、発症に至るまでの飼育中のスト
レスが引き金になる場合も多々あると云えますか

魚の気持ちは分からないものだからこそ、出来

ら、飼育環境を改善をすることだけで、発病を防

るだけ良く「観る」ことで、種苗の状態を把握を

げるものも出てくるはずです。

し、種苗生産担当者は此処の種苗生産現場に合っ

また同時に、ストレスサインに気付いた時に、
それまでの飼育過程を始めから見直してみると、
良質卵を確保するまでの親魚管理技術や、初期餌
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考え方が必要だということです。

た「さじ加減」ができる「種苗屋」という職人に
なることが大切だと思います。

去る平成16年11月20日、神奈川県横浜市の横浜

ルになったと思われます。また、神奈川県栽培漁

みなとみらい21において、政令指定都市として初

業協会では栽培漁業種のマダイ､ヒラメ等放流対

めて開催される第25回全国豊かな海づくり大会プ

象魚の稚魚を展示しており、多くの来場者が足を

レ大会が行われました。

止めて魚に見入る姿が印象的でした。

当日は11月にもかかわらず12月中旬並みの寒気

館内では東京湾では絶滅したと言われている希

に見舞われ、来場者の減少も心配されたものの、

少なアオギスの展示が行われ、関心を集めていま

3 万人もの来場者があり、栽培漁業や放流事業に

した。アオギスは内湾の干潟に生息するキス科の

対する消費者の関心の高さをうかがわせました。

海水魚で、「釣り趣味はアオギスにあり」と言わ

今回は一年前大会ということもあり、漁業、水産

れるほどの人気魚です。東京ではボラギスとも呼

関係者のみならず農業関係者や地元の特産品を販

ばれ、アオギスの「脚立釣り」は初夏の江戸の風

売するテントも並び、また、特設ステージでは神

物詩になるほど大衆に親しまれた魚でしたが、戦

奈川県知事や横浜市長らが御参加した式典や太鼓

後の開発ラッシュに追われて数が激減し、現在国

のパフォーマンスが行われるなど、水産分野のみ

内では九州の一部にのみ生息しています。

にとどまらない県をあげてのイベントとなりまし
た。
私達はかつて日本栽培漁業協会に勤務し、現在
では東京海洋大学にて教鞭を取っておられる北田
修一教授のゼミに所属する研究生で、今回は教授
の紹介で豊かな海づくり協会のブースのお手伝い
をさせていただきました。海づくり協会の活動は
神奈川県栽培漁業協会と連携して行われ、海づ
くり協会のブースでは啓発パンフレットおよびテ
ィッシュの配布を行い、また、三崎プレ大会でも
好評だった栽培漁業対象種と現地で撮影した来場
者の写真を組み合わせたカレンダー製作は撮影待
ちの列ができるほどの好評を博しました。一番人
気は海の青と魚体の銀のコントラストが美しいイ

アオギス脚立釣り絵図

サキの群れの写真で、大いに栽培対象種のアピー
今回のプレ大会ではパンフレットなどの読み物
以上に、稚魚の展示や放流などの視覚に訴えるも
の、実際に体感できるものが来場者により強い印
象を与えていたように感じました。自分達が普段
口にする身近な魚種がどのように生産され、そし
て放流されているかを来場者が自ら体感できたこ
とは大きな経験になったと思います。また、昔か
ら見慣れてきた魚種が現在どのような状況にある
のかを大都会の消費者に伝えることによって、栽
培漁業に対する理解を深め、より関心を持っても
らえるような努力を今後も行っていくことが大切
会場風景

であると思いました。
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栽培技術の進展により、種苗生産及び放流が全

ら、複数県の共通資源である栽培対象種について

国津々浦々で実施され効果調査が実施されてい

は、関係府県が協力して調査すべきとの提案が平

る。この中で、都道府県の共通資源である広範囲

成13年度頃から色々な会議で出されるようになっ

に移動する栽培漁業対象種については、対象種の

た。

行動生態を考慮し、効果の及ぶ都道府県が共同し
て効果調査を進める必要がある。

会議の経過を表に示した。

最近、国の栽培漁業振興策として、従来の地先

先ず、当該海域でのヒラメの広域連携調査の必

種型重視の方向から広域種型へと徐々に政策転換

要性に関しては、平成15年10月に開催された「日

が図られている。このことは国の栽培関連の予算

本海中西部水産主務課長会議」において、鳥取県

である栽培資源ブランド・ニッポン推進事業（17

から広域連携調査の必要性について提案がなされ

年度から水産資源増殖の推進事業）の予算内容か

たのが発端である。その後、６府県、水産庁、大

らも明らかである。既に、有明海、瀬戸内海、東

学、独立行政法人水産総合研究センター及び（社）

海地方等では、クルマエビやトラフグを対象とし

全国豊かな海づくり推進協会の参加による数度の

て共同調査が進められており、効果の実証が行わ

会議等が開催され、連携調査の取り組みの必要性、

れている。これらの実証事例を背景として、その

調査実施体制、調査内容、府県の考え方等につい

他の海域においても広範囲に移動する栽培漁業対

て意見交換が行われてきた。最終的には、鳥取県

象種の共同調査の必要性が示されている。

の提案約１年後の平成16年10月に開催された「日

日本海中西部の６府県（石川県、福井県、京都

本海中西部広域連携ヒラメ検討協議会」において、

府、兵庫県、鳥取県、島根県）では、これまで広

当該海域の６府県（石川県、福井県、京都府、兵

範囲に移動する栽培対象種として、マダイ、ヒラ

庫県、鳥取県、島根県）によるヒラメの広域連携

メ等の大量放流が実施されてきており、放流後の

調査を実施することで合意が得られた。

追跡調査により、効果の及ぶ範囲が単県の地先を

これらの会議等での協議結果を受け、日本海中

超えることが既に分かってきている。このことか

西部海域の放流魚の回収率を中心とした放流効果

表
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当該海域のヒラメの連携調査の合意までの主な

日本海中西部海域におけるヒラメの広域連携調査に関する主な検討経過

を科学的に調査するために、平成16年12月に日本

経費についても、水産庁から「強い水産業づくり

海中西部ヒラメ広域連携調査検討会作業部会が開

交付金」による支援の内諾を得ており、平成17年

催された。本作業部会では、平成17年度の当該海

度から当該海域でのヒラメの広域連携調査が始ま

域での連携調査の実施に向けた調査体制及び具体

ることとなった。

的な調査内容が検討されるとともに、調査に係る

協会インフォメーション
人

事

異

動

全国豊かな海づくり推進協会は下記の通り、人事異動を行った。
採用（平成17年３月１日）

◇職員

藤田智也

当面のスケジュール
3 月25日（金）

10時00分から

種苗等安定供給システム検討準備会（東京都千代田区）

3 月25日（金）

13時30分から

平成16年度第 2 回理事会（東京都千代田区）

5 月26日（木）

11時から

平成17年度第 1 回理事会（東京都千代田区）

5 月26日（木）

13時30分から

平成17年度通常総会（東京都千代田区）

6 月 2 日（木）

13時30分から

平成17年度第 1 回水研センター委託事業検討委員会（東京都千代田区）

6 月 3 日（金）

10時から

平成17年度第 1 回企画推進委員会（東京都千代田区）

岩手県の栽培漁業について
（受益者自らがさいはいするさいばい漁業の実現を目指して）
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