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栽培漁業と私
水産庁増殖推進部長

井 貫 晴 介

私が栽培漁業という言葉を知ったのがいつ頃だ

下手そうな人もいないわけではないが、私の質問

ったのか。昭和53年に沿岸漁業課から瀬戸内海漁

に喜々として工夫と苦労の数々を話して下さる魚

業調整事務局調整課に異動後、栽培漁業協会に挨

飼いの人に接すると、色々の海と魚の話を教えて

拶に行った記憶はある。神戸では、大野総務課長

下さる漁師に接する時と同様に、水産の世界に入

に連れられて、椙田未亡人のお宅や山小屋にお邪

ってよかったと思う。

魔したが、椙田さんが栽培漁業協会の常務で亡く

中でも、栽培の技術者の方は、それこそ未知の

なられた方だと知ったのはずっと後のことのよう

世界をたゆまない工夫と粘りで切り開いて来た実

な気がする。

績が後光のように輝いている感じがする。

栽培漁業の中身が分かるようになったのは、研

水産総合研究センターに融合した旧日本栽培漁

究課で魚病担当になった時か。当時は、水産用医

業協会の技術者の実績は、水研センターの広報の

薬品の製造承認申請書をあくび出し出し読むだけ

強化充実の中でより広く知られるようになった

でなく、養殖に関する資料や栽培に関する資料に

が、それ以前の栽培事始めからの話は、栽培担当

も目を通していたし、種苗生産における疾病の話

者の中だけで、しかも最低限の話しか残ってない

もあったので、馴染むことが出来たと思う。

ような気がする。どなたか、この時期の工夫と苦

その後、新潟県では、漁業公社の解散時に数億

労を、回顧録でなく、報告書でもない、読み物と

円の寄付を振興基金に入れてもらい、ヒラメ用の

しての技術者の話として形あるものにしていただ

特別会計をつくったりし、金利が高い時期の県に

けないだろうか。

おける栽培を経験させていただいた。平成９年10

引き続く厳しい予算状況の下、栽培漁業の存続

月の組織改正時には初代魚類防疫室長となり、半

に懸念を表する向きもあるが、栽培漁業の成功事

年後さけ・ます資源管理センター所長に赴任し

例として、やや違うサケやホタテを挙げ、ヒラメ

た。センターでは、全ての支所・事業所を訪問し、

やマダイが遠慮がちにしか取り上げられない現状

放流直前のサケを見比べさせてもらった。

は、いまだ栽培漁業が遠い道のりの半ばにも来て

そして、栽培養殖課長、沿岸沖合課長、研究指

いないということで、一度目の谷間で止めてしま

導課長を経てこの４月１日付けで現職となり、漁

うのか、まだまだ先にいくつもの谷があるんだぞ。

業調整畑の経験と栽培・養殖畑の経験が拮抗する

しっかりしろ！と言いたい。

役人生活30年となっている。

天然魚そのものを種苗生産し放流する栽培漁業

私は、中学・高校時代に川魚や金魚、熱帯魚を

は、育種や飼い慣らしの効く養殖とは全く違うも

捕って、買って、飼っては殺してしまうという月

のではないか。魚を変えてコストダウンを図るこ

日を過ごしたせいか、魚を上手く飼える人、巧ま

とはできないのだから、施設や技術や餌料、人の

ず魚を増やす人には、無抵抗で尊敬してしまうと

考え方を変えてコストダウンするしかないのに、

ころがある。魚病担当時代が数多かったが、時々

こういった方向の努力が中途半端ではないか。

に訪問した各水産試験場や栽培漁業センター、鱒

私の尊敬する魚飼いの技量でもって、まだまだ

飼いの人、鯉屋さん、養鰻業者、ブリ養殖業者、

遠い頂上目指し、頑張れ栽培（さけ・ますふ化放

さけ・ますふ化場の担当者。ごくたまには私より

流を含む）！
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栽培漁業に思う
〜三宅島の復興を願う〜
朝８時、軽やかなエンジンの音を背に湾口に浮
かぶマダイ生簀に向かう。
マダイ稚魚放流の一行は中間育成場を持つ漁協
職員や漁業者を中心に、水試や栽培センターの職
員と我々の総勢16名である。
生簀の並ぶ中間育成場に着くと早速、端から順
に生簀網を手繰り寄せ、稚魚の計数・計測を開始
する。
密集した魚群をコンテナで掬い上げ、すぐに計
量・記録し、開いている生簀に戻す。マダイは60
〜70㎜。まだひ弱い稚魚なので、掬う量は少なく、
迅速かつ丁寧でなければならない。
掬い取るもの、手渡すもの、計るもの、体を支
えるもの、生簀に戻すもの、網を手繰り寄せるも
の等、あたりいったいの水しぶきの中、緊迫した
声・怒号が飛び交う。
周囲では水試の職員が稚魚の鼻腔欠損の有無と
体長組成を調べている。
やがてすべての計量が済むころになると、近隣
の漁協から漁船を連ねて稚魚を取りに来る。
生簀に５艘、６艘と横付けし、生簀から稚魚を
バケツリレーで船倉に移し、急いで各自の放流場
所へ直行すべく離れていく。
これが見慣れた伊豆半島のマダイ稚魚計測・放
流風景です。このような中間育成場が伊豆半島に
は４箇所あり、栽培漁業の定着化と思わせる光景
でもあります。
現地ではこのように協力体制が出来、栽培漁業
に対する認識が高まりつつあるものの、一部漁業
者には種苗放流に対する疑問や不満を持つ人もい
ます。
私が思うに、その原因の一つは、栽培漁業には
金がかかりすぎ、その割には効果が見えない。イ
ヤ、あるであろうが経済的に実感できないことで
しょうか。
伊豆半島周辺に80万尾のマダイを放流するため
に2,200万円余を必要としています。現在、国庫
や基金で1,000万円、市町村で400万円、漁業者・
遊漁船業者で800万円の負担をしています。
将来を考えてもこれらの経費全額を受益者だけ
で負担するのは困難です。
静岡県の沿岸漁業者はマダイやヒラメだけを漁
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（財）静岡県漁業振興基金
事務局長

澤田

敏雄

獲しているのではなく、種々の多岐にわたる魚種
を漁獲し生活しています。むしろマダイ、ヒラメ
は漁獲種類としては一部なので、そのためか本県
の多くの漁業者には実質、受益感覚が少ないよう
です。
なおマダイでは漁業者よりも遊漁船業者が受益
者として自覚、放流効果や必要性を認めており、
熱心に活動しています。
静岡県でも神奈川県に習って遊漁者に協力金を
お願いする募金を始めました。
一般遊漁者にも種苗の放流、マダイ資源量の維
持にはお金がかかっていることを認識して欲しい
と思っています。
次に栽培漁業も始まって50年、自然環境もさる
ことながら行政・研究の環境も大きく変化してき
ています。国の大きな組織改変もあり、我県でも
今年から栽培センターが廃止となり、種苗生産業
務は漁業協同組合連合会に委託されるようになり
ました。
栽培漁業は受益者の前向きな理解・努力が欠か
せないのが現状ですが、それを後押しする行政・
研究等の支援意識が薄れてきているように見受け
られ、今後に不安を感じているのは私だけでしょ
うか。
栽培漁業というこれからの漁業の根幹政策を進
めていくには、冒頭に述べた光景は今後も続ける
必要があり、さらに計画的な放流・漁獲管理が必
要です。
このためにも国庫等の支援、研究機関の積極的
な研究・指導が必要であるし、また漁業関係者を
始め国民の意識啓蒙がまだまだ必要と感じていま
す。
われわれも今一度栽培漁業の原点に戻り、種苗
生産から漁獲されるまでの工程を見直し、稚魚の
搬送や放流経費の削減、国や各県との積極的な協
力、さらに漁業者等との対話など、効率的な栽培
漁業を推進するための努力の必要性を感じていま
す。
豊かな海を作るために。

平成17年度通常総会
平成17年度通常総会は、平成17年５月26日（水）

議事は、第１号議案・平成16年度事業報告、収

午後１時30分より東京千代田区のコープビル６階

支計算書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増

第３会議室において開催された。

減計算書に関する件。第２号議案・平成17年度事

来賓として、水産庁から井貫晴介増殖推進部長、

業計画書、収支予算書に関する件、第４号議案・

渡辺祐二栽培養殖課課長補佐、小林一彦栽培養殖

平成16年度会費に関する件、第５号議案・平成17

課課長補佐、井上清和計画課課長補佐、また独立

年度借入金の限度額に関する件、第６号議案・平

行政法人水産総合研究センターから川口恭一理事

成17年度役員報酬に関する件を一括。第３号議

長が臨席した。

案・役員選任に関する件。について審議した。審

通常総会は主催者挨拶を植村正治会長が行な
い、来賓を代表して水産庁井貫部長と水研センタ

議の結果、議案は全員の賛同により可決・承認さ
れた。
理事互選会により、会長、副会長、専務を再任

ー川口理事長が行なった。
会員の出席状況は、１号会員の都道府県会員は、

した。

知事の代理出席24会員、委任状出席13会員、２
号・３号会員の県漁連・県漁協、栽培協会等の団
体会員は本人出席８会員、代理出席７会員、委任
状出席28会員で、正会員の全員が出席した。また、
特別会員と賛助会員も参加した。
総会の議長に、山形県漁業協同組合の斉藤辰男
組合長が就任した。議長は、議事録署名人に（財）
三重県水産振興事業団の三谷勝次会長と愛媛県豊
かな海づくり推進協会の佐々木護会長を指名し、
通常総会全景

議事に入った。

主催者挨拶の概要
会長理事

植村 正治

を設置し、ご議論をいただき、進めてまいりまし
た。
又、委託事業につきましては、漁港漁場整備部

当協会は、発足して１年半が

計画課からの水産基盤整備に係る調査では、実際

経過いたしました。その中で、

の現場での調査を中心に、効率的・集中的に実施

平成16年度は、年間を通じての

するよう、有識者による委員会形式での実施を行

業務を行なうという実質初年度

なってまいりました。さらには、水研センターか

としての、様々な事業を実施し

らの委託事業では、進行管理を行なう「委託事業

てまいりました。

企画委員会」を設置して、円滑な推進を図ってま

そして、会員、水産庁、水産総合研究センター

いりました。

という、栽培漁業を推進して行く新たな枠組みの

当協会の使命は、もとより、会員のニーズを汲

中で、豊かな海づくりを推進していく、諸方策の

み上げ、国と会員の間の橋渡しを的確に果たし、

構築に努めてまいりました。

国民の理解をいただくような諸事業を展開して行

事業の実施に当たりましては、会員の意見を反
映した事業の推進を図るため、「企画推進委員会」

くことだと理解しております。
そのため、会員の二―ズに対応出来たか、又、
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ニーズは何処に有るかなど、敏感に察知していく

努め、浜の活性化を図るため、尽力することをお

努力を、今後とも行なってまいる所存であります。

誓いし、時間の許す限り、慎重なご審議を賜りま

今後とも会員の皆様と共に、豊かな海づくりに

す様お願いいたします。

来賓挨拶の概要
水産庁増殖推進部長

井貫 晴介

う示されている。
最近、栽培漁業関係予算が厳しくなっている。
栽培漁業が始まって最初の試練と思われるが、こ

平素より栽培漁業の推進に尽力いただきお礼を
申し上げる。海づくり協会は、水研センターと旧

れに挫けず事業をどのように安定的に実施してい
くかが重要な課題である。

（社）日本栽培漁業協会が統合されたことを発端

海づくり協会は都道府県、市町村、栽培漁業セ

に設立され、水研センターが実施するのはどうか

ンターレベルで要望が高いもの、苦労しているも

という業務に幅広く取り組んで、栽培漁業の推進

のについて解消していくことが大切である。その

に当たり現地と国・水研センターの間を繋いでも

意味で、水研センターにはこれまでより増して、

らう機関として潤滑油的役割を担ってもらってい

予算的・技術的・人的にも協力願いたいと考えて

るが、予算、実施体制の関係もようやく形が整い

いる。水産庁としても出来る限りの努力をして行

つつあると思っている。これからも、会員各位の

きたい。

要望に応えるよう事業・組織を工夫しながら会員

我が国の全体的な資源管理の中で、水産基盤整

である都道府県、系統団体等のお役に立てるよう

備を含めた栽培漁業がこれからも日本全体の資源

な協会になっていただきたい。

を増やす重要な施策の柱になって行くと思われる

栽培漁業の第５次基本方針でも、国、都道府県、
水研センター、都道府県栽培漁業センター、漁業

ので、今後とも協会役職員をはじめ会員の協力を
お願いしたい旨の挨拶があった。

者等と皆が協力して栽培漁業に取り組んでいくよ

来賓挨拶の概要
（独）水産総合研究センター
理事長

川口 恭一

で、重要な課題と理解している。水産庁、水研セ
ンターと海づくり協会と協議をした中で、基本的
には第５次基本方針にあるとおり生態系への配慮
をきちんとしていくことで国民全体に理解を得ら

日頃水研センターの研究・技術開発等に関して
会員と共に協力いただていることにお礼申し上げ
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れる栽培漁業を展開していくことが重要という取
りまとめをしている。

る。先般、第５次基本方針が農水大臣から公表さ

次に、水研センターでは、５年間の中期計画期

れ、新しい方針がスタートしたが、その中にある

間を17年度で満了して、18年度から新しい計画に

「責任ある栽培漁業」の推進を総合的な資源の管

基づく事業が予定されているので、昨年来、総務

理、水産基盤整備等と連携して進めることになっ

省等と見直し協議を行っている。その中で、総務

ているので、海づくり協会と十分連絡をとって力

省からは、北海道さけ・ます資源管理センターと

を入れて行きたい。

の統合、身分を公務員型から民間型にするよう提

最近の動きで、魚類学会自然保護委員会が種苗

示されている。また、水研センターの栽培漁業セ

放流に関するガイドラインを発表した。種の多様

ンター等地方組織を近隣の施設と統合することや

性と生態系の保存を考慮して栽培漁業を進める上

水産研究所との連携体制を確保すべきとの提言が

なされている。その対処方針を18年度にスタート

を通じて会員の方々にお願いしている放流効果の

する次期計画に向けて検討中であり、仕事を効率

実証等の事業は引き続きお願いしたい。

的・効果的に進めていくため、皆さんと相談して、

栽培漁業に関する調査研究の取り組みは、今後と

理解を得て行きたい。

も海づくり協会と車の両輪のごとく連携して進め

水研センターからの委託事業で、海づくり協会

役

員

ていきたい旨の挨拶があった。

名

簿
全国豊かな海づくり推進協会
平成17年５月26日

理事・監事

氏

役

名

職

治

全国漁業協同組合連合会

代表理事会長

佐々木

護

愛媛県豊かな海づくり推進協会

会長

副会長理事

澁

川

弘

専 務 理 事

谷

川

洋

理

事

高

橋

はるみ

北海道

知事

理

事

佐

藤

栄佐久

福島県

知事

理

事

堂

本

暁

子

千葉県

知事

理

事

泉

田

裕

彦

新潟県

知事

理

事

西

川

一

誠

福井県

知事

理

事

野

呂

昭

彦

三重県

知事

理

事

齊

藤

房

江

大阪府

知事

理

事

二

井

関

成

山口県

知事

理

事

飯

泉

嘉

門

徳島県

知事

理

事

真

鍋

武

紀

香川県

知事

理

事

古

川

康

佐賀県

知事

理

事

稲

嶺

惠

一

沖縄県

知事

理

事

金

澤

勘兵衛

岩手県漁業協同組合連合会

代表理事会長

理

事

當

摩

栄

一

新潟県漁業協同組合連合会

代表理事会長

理

事

上

øa

喜

男

石川県漁業協同組合連合会

代表理事会長

理

事

三

谷

勝

次

（財）三重県水産振興事業団

理

事

丸

一

芳

訓

兵庫県漁業協同組合連合会

代表理事会長

理

事

勝

間

讓

広島県漁業協同組合連合会

代表理事会長

理

事

山

本

勇

大分県漁業協同組合

代表理事組合長

監

事

安

室

宏

千葉県漁業協同組合連合会

代表理事会長

監

事

森

一

福岡県漁業協同組合連合会

代表理事会長

会 長 理 事

植

副会長理事

村

正

勘

司

理事長
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平成17年度第１回理事会は、平成17年５月26日
（木）午前11時から東京千代田区のコープビル５
階第５会議室で開催された。
理事会には来賓として、水産庁栽培養殖課の森

審議した議案は全員の賛同により可決・承認され
た。
特に、第３号議案の役員選任の件では、平成17

田正博調査官、渡辺祐二課長補佐、小林一彦課長

年通常総会で現役員の任期が満了することから、

補佐、漁港漁場整備部計画課の井上清和課長補佐、

役員選出規定に基づき各ブロックから推薦された

また、独立行政法人水産総合研究センターから今

25名を「次期役員候補者名簿」に記載し、次期役

村茂生理事が臨席し、来賓を代表して森田調査官

員候補として平成17年度通常総会の第３号議案に

が挨拶を行なった。

提案することが承認された。

理事の出席は、選出理事21人（欠員２人）のう

次期役員候補者25名の内訳は、理事候補者23

ち、本人出席７人、代理（知事の代理等）出席12

名・監事候補者２名で、会員別の内訳は、１号会

人、委任状出席２人で、森勘一監事が出席した。

員である都道府県会員の候補者12名、２・３号会

議事は、第１号議案・平成16年度事業報告、収

員の系統等会員の候補者11名、員外の候補者２名

支計算書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増

で、新任と再任の状況では、理事は新任が16名で、

減計算書に関する件。第２号議案・平成17年度事

１号会員からの候補者12名は全員新任、２・３号

業計画書、収支予算書に関する件。第３号議案・

会員からの候補者４名が新任で、再任は２・３号

役員選任に関する件。第４号議案・平成17年度会

会員からの５名、員外の２名で、監事は２名共再

費に関する件。第５号議案・平成17年度借入金の

任となった。

限度額に関する件。第６号議案・平成17年度役員

なお、今年度選任される役員の任期は、平成19

報酬に関する件。第７号議案・会員の加入・脱退

年度に開催される通常総会までの２年間である。

平成17年５月24日（火）13時30分より、農林水

水産総合研究センター栽培漁業部の栽培漁業に関

産省７階講堂において、水産庁栽培養殖課主催の

する技術開発について「平成16年度技術開発結果

平成17年度栽培漁業担当者会議が開催され、都道

及び平成17年度技術開発計画」を福永部長が、②

府県の栽培漁業担当者等およそ80名が参加した。

（社）全国豊かな海づくり推移協会にける栽培漁

会議は増殖推進部の井貫部長が開会挨拶を行な

業の振興について澁川副会長が、おのおの説明し

ったの後、議事に入り、（1）水産動物の種苗の生
産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方
針について（説明：栽培養殖課小林課長補佐）、
（2）栽培漁業関係予算の概要について（説明：栽
培養殖課吉田氏）、（3）話題提供として、①（独）

6

に関する件。第８号議案・その他。を審議した。

た。
その他として、平成17年度栽培漁業関係技術開
発事業の実施体制等について（案）を水産庁から
報告した。

平成17年６月14日（火）午後１時30分より東京

推進するため、会員及び学識経験者で構成されて

都千代田区内神田のコープビルにて、水産庁から

いる委員により業務の内容の検討を行うもので、

渡辺祐二栽培養殖課課長補佐、相馬哲栽培養殖課

事務局より栽培漁業広域連携推進事業、漁協等実

栽培企画班担当官のご臨席の下、平成17年度第１

践活動助成事業、技術研修普及事業等々協会業務

回企画推進委員会を開催した。

について平成16年度実施結果及び平成17年度実施

この委員会は、協会の業務に関する重要事項に
ついて、会員の期待に的確に応え効率的に事業を

計画について資料を基に説明を行なった後、質疑
応答、意見交換を実施した。

企画推進委員会委員名簿
所

属

役

職

氏

名

北海道水産林務部水産振興課

主査

澤

村

隆

裕

新潟県水産海洋研究所

栽培技術課長

太

田

淳

二

三重県農水商工部水産室

主査

小

林

智

彦

山口県水産部水産課

主幹

仲

野

武

二

徳島県農林水産部水産課

技術課長補佐

團

昭

紀

佐賀県玄海水産振興センター

副所長

後

藤

政

則

全国漁業協同組合連合会

漁政部長

長

屋

信

博

大分県漁業振興協会

理事

椎

原

東京海洋大学

教授

北

田

修

一

独立行政法人水産総合研究センター

栽培漁業部長

福

永

辰

廣

宏

平成17年６

究センターから委託を受ける栽培漁業推進対策等

月15日（水）

委託事業を実施するにあたり、事業の効率的な実

午前９時30分

施と進行管理を行うことを目的として、都道府県

より東京都千

の栽培漁業担当者を持って委員会を構成し、今回

代田区内神田

は平成16年度実施結果及び平成17年度実施計画に

のコープビル

ついて、事務局より資料を基に説明が行われた後、

にて、水産庁

質疑応答、意見交換が行われた。

から渡辺祐二

Ⅰ

委託事業の進行管理に関すること

栽培養殖課課長補佐、相馬哲栽培養殖課栽培企画

Ⅱ

栽培漁業の実証に関すること

班担当官、坂本浩子研究指導課企画調整班情報技

Ⅲ 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績のデータ
収集及び刊行に関すること

術企画官の臨席の下、平成17年度第１回水研セン
ター委託事業検討委員会を開催した。

Ⅳ

栽培漁業の普及・啓発に関すること

この委員会は、協会が独立行政法人水産総合研
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会場イメージ図

「光る海 未来を映す 大きな鏡」をテーマに
第25回全国豊かな海づくり大会（かながわ
大会）
が今年11月19日
（土）
・20日
（日）
に横
浜みなとみらいで開催されます。

●全国豊かな海づくり大会とは
全国豊かな海づくり大会は、魚や貝などの水産資源を保護し、増やすことと、海の自然環
境を守ることの大切さをみんなで考える大会です。
昭和56年から海のある都道府県で毎年開催されており、全国植樹祭、国民体育大会とともに、
毎回、天皇皇后両陛下をお招きして行う三大大会の一つとされています。

●かながわ大会の特色
神奈川県は、横浜市、川崎市に代表される大都市と工業地帯のイメージが強いと思います
が、三浦市で水揚げされるマグロが全国的に知られる他、東京湾・相模湾といった素晴らし
い漁場に恵まれ、小型底びき網、定置網などの沿岸漁業やキンメダイ・サバの沖合漁業も盛
んに行われています。また、全国に先駆けて栽培漁業に力を入れ、マダイの放流を事業化す
るなどの実績を上げています。
かながわ大会では「海の再生と魚の食文化の創造」を基本理念に、「水産資源の維持培養」、
「豊かな海に支えられた魚の食文化の発信」、「市民との連携による海の環境改善と再生」、「秩
序ある海の利用の推進」及び「かながわらしさの展開」を実施方針として、消費者の立場か
ら見た海の恵みや環境保全の大切さなど、新たな視点を盛り込んだ大会とします。
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●地域大会の開催
神奈川の海の魅力を全国に発信するため、横浜市で開催する本大会とともに、神奈川の主要
な漁港を有する小田原市、三浦市において、多くの都市住民や地域の方々と漁業関係者が交流
し、各地域の特色ある魚の食文化や風土等との出会いの場となるような地域大会を開催します。

【小田原地域大会】

【三浦地域大会】

・開催日

9月11日
（日）

・開催日

10月23日
（日）

・場

小田原漁港

・場

三崎漁港

所

所

地域大会では、地魚を使った
「食」
のイベントを開催し､地場産食材のおいしさの再発見や食の安
全安心について広くアピールし､地産地消の促進を図り、また、海づくり大会のPR及び機運を
県内全域で高めるため、小田原・三浦の各地区で5〜11月にかけて関連イベントを展開します。

小田原地域関連イベント
○港の朝市料理実演会（5〜11月の第2土曜日）
○魚食普及セミナー（5月31日）
○小田原さかなまつり（10月30日）

三浦地域関連イベント
○三崎まぐろと中華料理のコラボレーション
（5月28〜29日）
○「海に遊ぶ」親子沖釣り教室（6月25日）
○まぐろとスイカの特産品フェアー（7月22〜24日）
○「海を食べる」親子料理コンテスト（8月予定）
○「海を謳う」記念コンサート（9月18日）

●大会の歴史
この大会のきっかけとなったのは、昭和55年に神奈川県で開催された「神奈川県放魚まつり」で
す。
当時の新聞記事によれば、「ねらいは、県民に海の自然と、水産資源のあり方を再認識してもら
おうというもの」で、「陸上の植樹祭と同様の海のまつりを行おうという声が起きた。」と書かれてい
ます。また、「知事、漁業関係者、消費団体メンバー、子供達ら600人が出席」し、知事は、「これか
らの漁業はとるだけでなく、人間の手で
つくって、育てていかなければならない。
」
「今年を栽培漁業元年とし、つくる漁業を
より盛んにしよう。」と呼びかけ、参加者
全員が、岸壁や船上からマダイ、サザエ、
アワビなどを放流したとしています。その
他のイベントとしては、
「キンギョすくい、
水産物の即売会、魚礁モデルの展示」が行
われたとのことで、まさしく、翌56年に
始まった「全国豊かな海づくり大会」のモ
デルとなっています。
このことから、神奈川県では、今年の
第25回大会は、「四半世紀ぶりの里帰り」
ととらえており、展示にも、過去24回の
大会の歴史を振り返る企画も盛り込んで
います。
これもお楽しみに。
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式典行事

11月 20日 パシフィコ横浜国立大ホール
全国から選ばれた資源管理、漁場保全及び栽培漁業の推進等に功績があった団体の表彰、海を
テーマにした作文の発表、漁業後継者や子供達等のメッセージの発信や大会決議等を行います。

海上歓迎行事

11月 20日 臨港パーク
横浜ベイブリッジを背景に、式典行事会場と隣接する臨港パーク前
の海上で、華やかに飾り付けられた「真鶴町貴船まつり」の小早船
の披露、漁船や官公庁船等による壮大な海上パレードを行います。

放流行事

11月 20日 臨港パーク
漁業者をはじめ幅広い市民が参加して放流を行い、水産資源を増やすことや海の森づくりを推
進することを広く発信します。

テーマ展示

11月19日・20日 展示ホール
神奈川の漁業、魚の食文化、海の環境改善や再生の取組を楽しく学べます。

展示・販売

11月19日・20日 展示ホール、臨港パーク
神奈川の魚を使った伝統的な料理をはじめ、神奈川の様々な特産品の紹介、販売を行います。

アトラクション

11月19日・20日 展示ホール、臨港パーク
料理実演、釣りのトークショー、ビッグバンドによるジャズ演奏、
ハマこい踊り、キャラクターショー等、大人から小さなお子様まで
楽しんでいただけるステージを展開します。

体感イベント

11月19日・20日 展示ホール、臨港パーク
海の生き物とのふれあいコーナー、乗船体験など、見て、ふれて、
学べます。

海の生き物とふれあいコーナー（プレ大会）

海づくり大会は、見て、参加して、学べる海のイベントです｡
是非ご家族や親しい方と遊びに来ていただき、海の恵みを体
感してください。
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9

福島県における栽培漁業の取り組み
福島県農林水産部生産流通領域
水産グループ

副主査

佐 藤 太 津 真

本県沿岸は親潮と黒潮が交わることで潮目が形
成され、多種多様な魚種が生息する生産力豊かな

１

福島県の漁業概要

好漁場となっています。主な漁場となる水深200
ｍ以浅の大陸棚は、北部で沖合約60㎞、南部で同
約30㎞と北に向かって広がっています。
このような特徴から、本県沿岸では特に漁船漁

（1）自然条件

業が発達しています。県南部のいわき市では小名
浜港を中心に遠洋漁業基地が存在するほか、沖

福島県は東北地方の最南端に位置し、太平洋に

合・沿岸漁業、さらにアワビ、ウニを中心とした

面しています。海岸線は約160㎞で、唯一の内湾

採介藻漁業など多様な漁業が営まれています。ま

である「松川浦」をのぞき、大部分が単調な海岸

た、県北、県中部では主に沖合・沿岸漁業が営ま

線となっています。南部のいわき市沿岸の一部に

れています。

岩礁域地帯が存在しますが、大部分は砂浜海岸と

（2）平成15年の漁業生産量・生産額

なっています。

本県の海面漁業・養殖生産量は12万3,219トン
で、このうち99％が漁業生産量、１％が養殖生産
量です。部門別の構成比は沖合77.8％、沿岸
16.4％、遠洋4.7％となっています。魚種別漁獲量
の構成比はかたくちいわし30.6％、さんま26.9％、
いかなご8.1％の順になっています。
また、生産額は163億1,900万円で、部門別の構

福島県位置図

海面漁業生産量の推移
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平成15年の漁獲量は30.4トン、漁獲金額は２億
3,820万円でした。本県での漁獲方法は大半が素
潜りで、一部スキューバ潜水を導入している地区
もあります。
一方、水産試験場の放流効果調査によると、平
成15年の放流貝の回収率は10.8％、混獲率は
49.8％と推定されており、まさに種苗放流なしに
海面漁業生産金額の推移

は漁業が成り立たないといえるでしょう。特に経
済効果指数（漁獲金額÷放流経費）は3.3と、種

成比は沖合52.5％、沿岸26.5％、遠洋19.9％とな

苗放流により高い効果が得られていることが分か

っており、漁業種類別の構成比はまぐろ類19.1％、

ります。これは前述のとおり、協会で生産された

さんま11.9％、かれい類9.7％の順となっています。

直接放流用の３㎝種苗が安価に提供されることに

さらに、漁業経営体数は909経営体、漁業就業

加え、アワビの浜値が8,000円/㎏程度と比較的高

者数は1,778人、漁船隻数は1,083隻となっており、

値で取引されていること、また、本県の場合、潜

いずれも年々減少傾向にあります。

水による採捕であるため、放流貝の発見率が高い
ことなどが考えられます。

２

栽培漁業対象種について

本県では、平成17年３月に策定した「水産動物
の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関
する基本計画」において、アワビ、ウニ、ヒラメ、
ホシガレイの４種を対象種と定めました。このう
ちアワビは昭和57年から、ウニは昭和58年から、
ヒラメは昭和62年からそれぞれ放流事業が開始さ

出荷サイズのエゾアワビ（殻長３㎝）

れています。ホシガレイについては、現在試験段
階にあり、県水産種苗研究所で種苗生産試験研究
を、水産試験場では放流効果調査を実施していま
す。以下、その各魚種について若干紹介します。

（1）アワビ（エゾアワビ）
本県におけるアワビ・ウニ漁業は古くから営ま
れていますが、昭和26年からは種苗移植による資
源の増殖が行われ、栽培漁業の先駆的なものとし

エゾアワビの放流

て取り組まれました。これまでに岩手、宮城、北
海道、青森などから種苗の移植が行われてきまし
たが、昭和56年に財団法人福島県栽培漁業協会が

（2）ウニ（キタムラサキウニ）

設置され、アワビ・ウニの大量生産技術が確立し
たことにより、県内自給による放流事業が開始さ
れました。近年の放流数は60万個前後で推移し、

12

本県でのウニの出荷形態は、ウニの生殖巣をホ
ッキガイの貝殻に盛りつけて蒸し焼きにした特産

9
品「ウニの貝焼き」（写真参照）の状態で取引さ

福島県漁業振興基金を事業主体として全長10㎝種

れています。

苗100万尾の放流事業が実施されており、今年で
10年目を迎えます。漁業者はヒラメ水揚げ金額の
５％を拠出し、種苗生産経費の一部に充当してい
ます。平成15年の漁獲量は317.1トン、漁獲金額
は５億6,599万円でした。回収率は放流年級によ
って差がありますが、平成８年以降は７〜17％と
なっています。

ウニの貝焼き

漁業者は朝、漁を終えると水揚げした殻付きの
ウニを自宅に持ち帰り、家族総出で貝焼きに加工、
午後の販売に間に合わせるのが一般的で、いずれ
の漁業者も時間との戦いになります。
最近では天然発生ウニの増加により、人工種苗

ヒラメ種苗（10㎝）

の放流数は減少していますが、生産量は比較的安
定しております。平成３〜８年の放流数は100万
個を越えていましたが、近年では20〜30万個まで
減少しています。平成15年の漁獲量は41.1トンで、
漁獲金額は１億8,057万円でした。通常、漁獲は
アワビと同時に行われています。

ヒラメの放流

３

財団法人福島県栽培漁業協会

ウニの放流

本県のつくり育てる漁業の「つくる」部分を担

（3）ヒラメ

っているのが、財団法人福島県栽培漁業協会（以
下、「協会」という）です。本県沿岸における重

本県では周年、底びき網やさし網で漁獲されて

要な魚貝類種苗の大量生産を行うため、昭和56年

います。県では昭和55年から種苗生産試験を開始

に県が5.5億円を出損し設立されました。昭和62

し、昭和62年から平成７年まで20〜40万尾を試験

年には出損金を６億円とし、平成８年にはヒラメ

放流してきました。平成８年からはヒラメ栽培漁

振興施設が併設され現在に至っています。協会の

業振興施設が完成し、漁業者団体である財団法人

最大の特徴は、隣接する東京電力福島第一原子力
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発電所から温排水の提供を受け、これを種苗生産
に利用していることです。この温排水は自然海水
よりも約７℃程度高く、自然海水と混合使用する
ことで、年間を通じて安定した水温（16〜23℃）
の海水が利用できるため、天然よりも数ヶ月早く
採卵期を迎えることができます。また稚魚（貝）
の成長も天然より早く、有利な条件での採苗・飼
育が可能となっています。この恵まれた生産体制
の下、現在放流用種苗としてアワビ、ウニ、ヒラ

財団法人福島県栽培漁業協会全景

メ、アユの４種類の種苗生産が行われていますが、
このうちアワビ、ウニ、アユは県から、ヒラメは
財団法人福島県漁業振興基金からの委託生産とな
っております。

４

ヒラメ資源管理について

本県では、平成５年をヒラメ資源管理元年と位
置付け、漁業者主体により全国に先駆けて「全長
30㎝未満のヒラメは獲らない、売らない、食べな
い」運動を実施してきました。具体的取り組み例
としては、実際に全長30㎝のヒラメの描写と上記
の標語が書かれたステッカー（写真参照）を作成
し、これを漁船や市場などに貼ることで、漁業者
や仲買人、さらには遊漁者にも取り組みの内容を
周知してもらいました。また各地区にヒラメ監視
委員会を設置して、各浜独自で監視・資源管理の

啓発用ステッカー

30㎝のヒラメ尺
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9
取り組みを実践してきました。さらに県全体の協

ともに、天然資源の発生状況や漁場生産力の変動

議の場として、福島県ヒラメ栽培事業推進委員会

に対応できる生産体制を確立していくことが必要

が設置され、関係者が一丸となった資源管理への

になると考えます。

取り組み体制が確立されています。県ではこの運

一方、新魚種開発については、事業化に進展し

動の開始にあたり、普及員や水産試験場の研究員

うる有力な魚種が見当たらないことに加え、行

による漁業者への学習会等を開催し、小型ヒラメ

政・業界ともに財政的支援が得にくい状況となっ

を採捕することは放流効果の低下を招くなど、デ

ております。

ータを用いて根気強く説明し、漁業者の理解を得
るため啓発活動を実施してきました。現在ではこ
の運動はすっかり定着し、市場で全長30㎝未満の
ヒラメを目にすることは皆無となりました。

６

今後の展開

県ではヒラメに次ぐ栽培漁業対象種として、平

５

放流事業が抱える問題点

成２年からホシガレイについて、水産種苗研究所
が親魚養成技術と種苗生産技術の開発に取り組ん
でおり、近年では８㎝種苗で５万尾が安定生産さ

前述のように、ヒラメの資源管理は漁業者の意

れ、放流試験に供されています。水産試験場の調

識も高まり、一定の効果がありました。県として

査によると現在のところ、回収率は放流場所によ

も体色異常の軽減や遺伝的多様性の確保、輸送方

り５〜25%と推定されています。平成15年の漁獲

法の改良などの課題に取り組み、技術的にも進展

量は2.2トン、漁獲金額は779万円でした。平均単

がみられました。しかし、近年の魚価の低迷によ

価は3,505円/㎏となっています。ホシガレイにつ

る水揚げ金額の伸び悩みと昨今の超低金利による

いては、事業化を視野に引き続き種苗の安定生産

ヒラメ振興基金の運用益の減収など、費用対効果

及び放流効果の把握に努めていきます。

の面で今後の事業の推進体制について検討が必要
となっています。

本県では今後とも水産資源の持続的利用と漁業
生産の安定を図るため、栽培事業の充実を図ると

また、アワビ、ウニについて、特にウニは近年

ともに、新魚種開発や種苗生産に係る技術開発を

種苗放流数の減少が著しく、栽培漁業協会の種苗

推進し、水産政策大綱の柱である栽培漁業を一層

生産効率が低下し、採算面で厳しい状況となって

推進していく方針としています。

います。今後、生産コストの一層の軽減を図ると

15

10

佐賀県有明海の現状と再生に向けた取組
佐賀県生産振興部水産課
副課長

伊 藤 史 郎

ように魚介類の漁獲量からも、「宝の海」であっ
た有明海の生産力が近年著しく低下していること

有明海の水産資源の現状

がうかがわれます。

有明海は、閉鎖的な地形要因と潮汐の物理的要
因から日本一大きな潮の干満差が生じる海域で
す。特に佐賀・福岡両県の沿岸域である湾奥部は、
水深20ｍ以下の遠浅の海域で最大６ｍの干満差が
あり、干潮時には広大な干潟が出現します。この
うち湾奥西部は軟泥質、東部は砂泥質の堆積物に
図１

よって干潟が形成されており、このような環境が

佐賀県有明海域のアゲマキ漁獲量の推移
（佐賀農林水産統計）

独特の生態系を生み、国内では有明海にしか分布
しない特産種や、有明海を含む一部の海域にのみ
分布する準特産種など珍しい生物、そして水産上
有用な魚介類（魚類・貝類・甲殻類など）を育ん
できました。全国の生産量の４割を占めるノリ養
殖とともに、これらが有明海を「日本一豊かな海」
にしている所以でした。
ところが、2000年度（2000年10月から2001年３
月）には有明海沿岸４県のノリ生産量が平年の６

図２

割にとどまるという「ノリ不作」が起こり、社会

佐賀県大浦漁協のタイラギ貝柱漁獲量の推移
（大浦漁協資料）

問題としてクローズアップされました。しかし、
佐賀県を中心とした軟泥質に生息するアゲマキ
は、「ノリ不作」問題が発生する以前の1988年か
ら激減し、1994年以降の漁獲量は皆無の状況が続
いています（図１）。さらに湾奥部の冬の風物詩
であるタイラギ漁も、2003年は若干の漁獲がみら
れたものの、1996年の漁獲量のピークを最後に厳
しい状況です（図２）。また、ここ数年はクルマ
エビの漁獲量の減少も顕著です（図３）。以上の
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図３

有明海佐賀県海域における源式網漁業の延べ操業
隻数とクルマエビのCPUE（森川ら 2003）

10
このようなことから、佐賀県は有明海の再生を
図ることを目的として、貝類の回復に向けた以下

再生に向けた取組

のような取組を行っています。

1）アゲマキ資源の回復に向けた取組
二枚貝のもつ役割としては、重要な二つのこと
が考えられます。一つは水質浄化機能です。二枚

現在ではほぼ皆無となってしまったアゲマキ資

貝は、海水から植物プランクトンや有明海特有の

源を回復させる方法の一つとして人工種苗の大量

有機物に富む浮泥を体内に取り込んで成長する濾

放流が考えられます。人工種苗の大量放流は、貝

過食性のベントス（底生生物）です。つまり海の

類だけではなく魚類、甲殻類、棘皮動物など多く

なかでフィルターの働きをしています。また、二

の有用水産生物について全国各地で行われてきま

枚貝のうち、アゲマキやタイラギなどの水産上有

した。しかし、有明海の貝類においては、豊凶の

用なものは、漁獲されるため、結果的に海水中か

差はあるものの、有明海特有の高い生産力により

ら植物プランクトンを含む有機物を取り上げるこ

資源が維持されてきました。このため、このよう

とになります。干潟や沖合域に生息する二枚貝は、

な取組はなされておらず、アゲマキについても、

河川から流入する栄養塩や有機物を起点とした食

まず人工種苗を大量に生産する技術開発から始め

物連鎖（物質循環）において欠くことのできない

なければなりませんでした。技術開発は1996年に

生物と言えます。

着手し、今日では殻長１〜２㎝の稚貝を数万個生

もう一つは、干潟や沖合の底泥に生息する底表

産するまでに至っています。

堆積物食の多毛類や穿孔性の二枚貝などの巣穴や

産卵は産卵適期（９〜10月）に干潟から採捕し

坑道における活動は、泥中の酸化層を増やし、好

てきた母貝を冷却・干出刺激する方法で行ってい

気的分解を活発にします。例えば、かって干潟に

ます。この技術によって大量の受精卵を得ること

多数生息していたアゲマキは巣穴での深浅移動に

が可能になりました。母貝は韓国から産卵期の４

より、泥中における海水の循環を活発にして干潟

〜５月前に干潟に移植し、有明海に馴致したもの

のもつ浄化機能を活性化していました（図４）。

です。なお移植にあたっては事前に遺伝子レベル

さらに、アゲマキを漁獲する行為は結果的に人為

の検査を行い、従来有明海に生息していたアゲマ

的な耕耘につながり、正常な干潟を維持する役割

キと類似していることを確認しています。将来は

を担っていました。このような干潟があって初め

昨年東与賀町の八田江川河口域で確認されたよう

て有明海本来の姿になると思われます。潜水器漁

な有明海固有の個体群を母貝として用いる予定で

業によってタイラギが盛んに漁獲されていた沖合

す。受精した卵は数時間で動きはじめ、約１日後

域の底泥においても同様のことが言えます。

に殻長約0.13㎜のＤ型幼生になります。受精後７
日程度で殻長0.2㎜を超えると、水槽の底の方に
集まるようになります（図５）。そこで、新たな
水槽の底に干潟の泥を敷いて、海水を張ったのち
幼生を移してやれば、稚貝へと変態して泥に穿孔
します。このようにして成長させれば、天然貝に
近い形態になり（図６）、採卵から約半年後の４
月には殻長１〜２㎝に成長した稚貝が得られま
す。今後は、この種苗生産技術を関係漁業協同組
合などに普及できるようなマニュアル化に向けた
取組を行うようにしています。

図４

底質環境におけるベントスの役割

次に、室内で成長した稚貝を干潟に放流する放
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流技術開発について紹介します。これまでの成貝

苗によるアゲマキ資源の回復が夢物語でないこと

を用いた試験から、佐賀県西部の軟泥の干潟では、

が明らかになりました。

放流前に若干の砂をまき、耕耘することにより、

本格的な放流技術に関しては2003年４月から、

放流後の生残率が向上することが明らかになりま

砂の巻き込みや耕耘が稚貝の生残率向上にどのよ

した。このため、稚貝でも同じように底質改善を

うに反映しているかを、底質の物理的（含水率な

施したのち放流する試験を行っています。その一

ど）・化学的（硫化物量など）性状の調査によっ

例を示すと、2001年５月に鹿島市七浦地先の軟泥

て明らかにする研究を行っています。なお、この

質の干潟に放流した稚貝が、かつて天然群が多数

ような、放流種苗の生残に及ぼす物理、化学的要

生息していたときと同じような成長と生残を示し

因とは別に、生物的要因についても検討する必要

ました（図７）。このことから、アゲマキ人工種

性が生じてきました。それは、2004年５月に行っ
た放流実験で、外来種であるムシロガイ科のカラ
ムシロによると思われる食害を確認しました。放
流技術を確立するうえで、今後はこのような食害
種による影響についても研究を行う必要がありま
す。
最後に、アゲマキ人工種苗の放流行為がもたら
す効果について考察します（図８）。アゲマキの
いない旧アゲマキ漁場に、底質改善を行わないで
人工種苗を放流しても高い生残は望めません。し
かし、放流前に耕耘（一部は砂を混入する行為も

受精後日数

図５

アゲマキ浮遊幼生飼育における殻長の推移

含まれる）することにより、放流が可能となりま
す。漁場環境の視点からみると、これは一時的な
改善（主に物理的・化学的性状の改善）がなされ
ている状態です。その後、アゲマキは成長に伴い
巣穴の生息深度が深くなり、干潟の酸化層が増大
して漁場環境は維持されることになります。アゲ
マキが漁業資源として活用されるだけでなく、酸
化層が増大した干潟には多毛類をはじめとするベ
ントスの多様化が広まることも期待されます。こ
のように、干潟機能の回復とともに、先に述べた

図６

アゲマキ着底稚貝の殻長の推移

●, 殻長；○, 重量；縦線, 標準偏差
図７
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アゲマキ放流貝の平均殻長、重量の推移
（大隈ら 2003）

図８

アゲマキ資源の復活がもたらす効果

10
ようにアゲマキを含む濾過食性のベントスによる

ない可能性が示唆されました。しかし、着底後の

水質浄化機能の向上が期待されます。

生残には、基質の影響が大きいようです。このよ
うな研究成果は、タイラギ漁場の縮小原因の解明

2）タイラギ資源の回復に向けた取組

や今後の漁場改善等による資源回復策を講ずる上
で重要な基礎的知見となるでしょう。

湾奥部の佐賀・福岡県海域におけるタイラギ資
源の減少原因の一つとしては、主として底質環境

最後に、再生に向けたその他の取組として、海

の悪化と思われる要因によって生息漁場が縮小

底耕耘・清掃等の漁場整備を行うとともに、クル

し、それに伴って長期的に漸減したことがあげら

マエビ、ガザミ等の甲殻類を中心とした種苗放流

れます。このタイラギ漁場の縮小原因や資源変動

を行っています。なかでも、クルマエビについて

要因を解明するため、2003年度から西海区水産研

は、沿岸４県の共同調査結果を受け、「有明海の

究所、有明４県の共同調査を開始しました。内容

クルマエビ資源は一つ」という認識のもと、平成

は、産卵期に浮遊幼生と着底稚貝の分布調査を行

15年度からは受益割合に基づいた各県の費用負担

うとともに、底質環境と着底稚貝の生残との関係

により湾奥部、湾央部それぞれに約500万尾（30

を明らかにするものです。底質だけではなく他の

㎜サイズ）の集中放流を行っています。

環境要因（水温、塩分、溶存酸素量、波浪、有害
プランクトンなど）についても調査し、考察する
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アカアマダイの技術開発の現状について

1

〜徐々に明らかになってきたアカアマダイの生態〜
（独）水産総合研究センター宮津栽培漁業センター
場長

津 崎 龍 雄

として販売されています。また、京都府でも、平

はじめに
アカアマダイは、独特の角張った頭の形から古

成16年度から「京丹後グジ」として鮮度管理を徹

書では「屈頭魚・くずな」と呼ばれ、関西ではこ

底したブランド化を進めています。このようにア

れがなまってクジあるいはグジになったといわれ

カアマダイは非常に注目されていますが、アマダ

ています。中国では「馬頭魚」、英語でもやはり

イ類の全国の漁獲量は平成２年度の16,665トンを

頭に注目され「ホース・ヘッド・フィッシュ」と

ピークに平成14年度には1,800トンまで激減して

言われていますが、大きな頭に大きな目がある愛

います（図１）。このため、栽培漁業対象種とし

嬌のある魚です。赤色を基調とした体色に黄色の

て大いに期待されている魚種です。

フ

斑が入り、さらに鰭の一部がコバルトブルーに輝
くなど、その美しさは京都府で開催された第20回
全国豊かな海づくり大会で、宮津栽培漁業センタ
ーが生産したアカアマダイを初めて天皇陛下が放
流された際に、「我が妹が丹後の海に放ちゆくあ
かあまだひの色さやかなり」とお詠みになられた
ほどです（写真１）
。
味は淡泊でほのかな甘味があり、食通の魯山人

図１

全国のアマダイ類の漁獲量の推移

が「ぱりぱりと鱗も旨いくじを焼く」と絶賛する
ように大変美味しい魚です（写真２）。このため

宮津栽培漁業センターでは昭和59年度から、ア

近年は、各地域でアカアマダイのブランド化が進

カアマダイの親魚養成と種苗生産の技術開発を進

められ、長崎県の対馬では「紅王」、島根県では

めてきました。しかし、縄張りをつくるというア

「小伊津アマダイ」、山口県では「萩のアマダイ」

カアマダイの生態的特徴から、水槽で養成できる
親魚数が限定されため、自然産卵で計画的に受精
卵を確保することが非常に困難でした。このこと
がアカアマダイの種苗を生産する上で大きな障害
の一つとなっていました。しかし、平成９年度か
らは人工授精による採卵技術を開発しました。ま
ず、若狭湾海域でのアカアマダイ天然魚の成熟状
況を把握し、精子の抽出方法と保存方法を開発す

写真１

アカアマダイの親魚

ることで、短期間で数十万粒の受精卵を確保でき
るようになりました。近年では、長崎県、山口県
および島根県へ開発した人工受精技術の成果を移
転できたことや、漁師さん達が精力的に親魚の確
保などに協力頂いた結果、一挙に500〜700万粒の
受精卵が確保できるようになりました（図２）。
これらの成果により、本格的な種苗生産技術の
開発への取り組みが可能となり、当センターでは

写真２
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ぱりぱりと鱗も旨いグジを焼く

平成11年度には14万尾、13年度には17万尾、平成

15年度には19万尾の種苗が生産できるようになり

ダイの棲息水深は30〜100ｍと深いために、潜水

ました。基本的な種苗生産技術については、本誌

調査船「しんかい」で巣穴に隠れるアカアマダイ

の№２で長崎県総合水産試験場が「アカアマダイ

の姿を観察した以外はあまり知られていません。

の種苗生産の開発について」として紹介していま

放流技術を開発する上で、特に幼魚期（満１歳未

す。

満）の巣穴形成能力が発現する時期や行動生態、
棲息する底質との関係などを把握することが極め
て重要です。そこで、人工生産したアカアマダイ
種苗を用いて、どのサイズから巣穴を形成する能
力が発現するのかを試験しました。
試験には100ıºと500ıºの黒色ポリエチレン水槽
を用い、水槽底に10㎝程度の厚さに泥を敷き、巣
穴の形成状況を観察ました。泥は、アカアマダイ
図２

人工受精で得られた受精卵数の推移

漁場の水深30〜50ｍの海底から採取したものを使
用しました。その結果、全長50㎜サイズの稚魚は、

平成16年度は、これまでの飼育試験の成果に基

泥面上に定位するだけで巣穴は形成しませんでし

づき、初期減耗対策として飼育照度の改善などの

た。全長75㎜サイズ以上になると、トンネル状ま

ステップアップを図ったところ、全長20㎜サイズ

たは溝状の巣穴を作り、この巣穴に隠れる行動が

の種苗48万尾、生残率30％以上という好結果が得

観察されました。トンネル状の巣穴の長さは、魚

られました（図３）。種苗生産の技術開発では、

の全長の1.5倍程度でした（写真３．４）
。

形態異常防除対策の問題やウイルス性疾病の防除

アカアマダイの巣穴形成は、被捕食を回避する

対策が新たな課題として残されていますが、種苗

重要な行動と考えられます。従って、今回の試験

生産技術の開発と平行して、放流技術開発につい

結果から、放流サイズは全長75㎜サイズ以上が適

ても進めて行くことが重要です。そのためにはま

していると考えられました。しかし、このサイズ

ず生態を十分知ることが必要です。しかし、アカ

では肉質が非常に柔らかく外部標識の装着が難し

アマダイに関しての知見は、巣穴に棲息している

いために、放流試験が困難です。今後はさらに成

こと以外にはほとんど知られていません。そこで、

長段階ごとにより詳細な行動特性を把握していく

当センターではまず人工生産魚を用いて、生態解
明の試験に取り組みました。その結果、徐々にで
すがアカアマダイの生態についての知見が得られ
つつあります。

写真３

図３

巣穴に潜んでいるアカアマダイ（全長90㎜）

宮津栽培漁業センターにおける年度別の
アカアマダイ種苗生産尾数の推移

アカアマダイはいつから巣穴を掘るのか？
アカアマダイが巣穴に棲息していることは断片
的な知見として知られていますが、果たしてどの
ような形状の巣穴を作るのでしょうか。また、い
つ頃から巣穴を形成するのでしょうか。アカアマ

写真４

アカアマダイのトンネル状の巣穴を
石膏で固めた写真
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とともに、小型個体に装着可能な標識の開発が急

な攻撃行動をとるのでしょうか。以下の試験を行

務と考えています。

いました。
試験には、500ıº黒色パンライト水槽を用い、

アカアマダイはどのような底質を好んで巣穴を形

アカアマダイ漁場から得た砂泥を10㎝程度に敷

成するのか？

き、２〜３尾の幼魚（全長100〜120㎜）を収容し

アカアマダイ幼魚はどのような底質を好むの

ました。トンネル状の巣穴の形成を確認した後に、

か。この条件の把握は、アカアマダイの放流場所

ビデオカメラで縄張り行動を１時間撮影し、その

の選定に重要な指標になります。そこで、若狭湾

間の他個体への攻撃行動、巣穴への出入りした回

海域の水深10ｍ、20ｍおよびアカアマダイの漁場

数と滞在時間、および巣穴近辺に定位した時間を

である水深60ｍの底泥の粒度組成を調査しまし

記録しました。

た。水深10ｍでは粗・中・細砂が90％以上（砂区）、

その結果、試験を開始した全長100㎜サイズで

水深20ｍでは粗・中・細砂が40％、シルト・粘土

すでに攻撃行動が観察されました。１回の攻撃に

が60％（砂泥区）、水深60ｍではシルト・粘土が

要する時間は約２秒で、攻撃行動の多い個体は巣

90％以上（泥区）でした（図４）。これらの粒度

穴への出入り回数が多く、巣穴を優先的に利用し

の異なる砂泥を500ıº水槽に10㎝程度の厚さに敷

ていました。巣穴の利用頻度や滞在時間は試験水

き、全長60〜130㎜の種苗を用いて巣穴形成状況

槽ごとに異なりましたが、１時間の観察中に23回

を観察しました。

巣穴に出入りし、その滞在時間は平均６秒程度で
した。一方、１時間に僅かに２回の出入りしかな
かった個体では、滞在時間が約40分と最長でした。
また、攻撃行動の多い個体は、巣穴の出入口の近
くに滞在する時間が長い傾向が認められました。
このように、巣穴の形成と同時に他個体への攻
撃行動が観察されたことから、縄張り行動が発現
したと考えられます。また、巣穴の利用は捕食者
からの逃避行動の１つと考えられるため、この行
動の発現は放流後の生き残りを左右する重要な指

図４

アカアマダイの巣穴形成試験に使用した
底室の粒度組成

その結果、砂区では全てのサイズ
で巣穴および溝状の掘削痕は形成さ
れませんでした。砂泥区と泥区では
巣穴の形成が認められ、泥区の方が
巣穴形成および溝の掘削痕が多く観
察されました。このことから、シル
トと粘土を90％以上有する底質が幼
魚期の巣穴形成に適した底質である
ことがわかりました。
アカアマダイはいつから縄張りを作
るのか？
アカアマダイ成魚は縄張りを形成
するため、同じ水槽で多くの親魚を
飼うことができません。では、この
ような縄張り行動はいつ頃から見ら
れるのでしょうか。また、どのよう
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標になると考えられます。しかし、飼育条件下に
おける縄張り行動は、収容密度が高い場合や巣穴
表１

アカアマダイ巣穴形成における攻撃行動の試験結果

を形成できない環境では観察されませんでした。

には放流場所から逸散して追跡できませんでし

また、水槽の中に直径40㎜程度の塩ビパイプを入

た。このことからアカアマダイは必ずしも放流場

れると縄張り行動を示すことなく、数尾がかたま

所近辺に定着するのではなく、最適な環境や定着

って入り込んで共同で利用している様子も観察さ

場所を求めて移動するものの、その移動距離は比

れなど、アカアマダイの幼魚期の縄張り行動につ

較的小さいのではないか想定されました。

いては、まだまだ謎に満ちたところが多いようで
す。
放流したアカアマダイはどこへ移動するのか？
アカアマダイは巣穴を形成することからあまり
移動しないと考えられ、このことから栽培漁業対
象種として理想的な魚種と期待されていますが、
果たしてそうなのでしょうか。アカアマダイの栽
培漁業を進める上で、放流後の移動分散状況を知
図５

ることは非常に重要です。そこで、当センターで

アカアマダイ放流魚の再捕状況

は1998年から京都府立海洋センターと共同で標識
放流試験を実施しています。これまで平均全長90
〜170㎜の種苗約２万尾に外部標識を装着して、
若狭湾内に放流しました。これまでの再捕は18尾
と少ないですが、毎年数例の再捕報告がなされる

受
信
回
数
︵
回
／
日
︶

ようになってきました。再捕尾数の少ない原因と
して、深い棲息水深への放流方法や巣穴に潜む生
態に見合った標識素材や装着方法、および再捕さ
れるまでの経過日数が長いことから標識の耐久性

図６

アカアマダイ成魚からの信号の受信回数の
日周リズム

などに問題があったと考えています。
再捕された18尾のうち13尾は放流10〜38ヶ月後
の報告であり、ほぼ商品サイズ（全長25㎝以上）

今後の展開
これまでに行った試験結果から、巣穴形成時の

に達し、かついずれも放流場所から10㎞程度、最

種苗サイズ、巣穴形成に適した底質の粒度組成が

大でも直線距離で20㎞の範囲で再捕されました

判明し、アカアマダイの放流サイズや放流場所の

（図５）。長崎県上対馬での標識放流試験や京都府

指標が得られました。また、放流方法として、移

での成魚の標識放流試験でも、アカアマダイの最

動範囲が比較的狭いことや縄張り行動の特性か

大移動距離は５㎞前後と報告されています。しか

ら、１カ所に大量の種苗を集中して放流するより

し、まだ再捕事例が少なく、結論を出すにはさら

も分散放流が適していることが分かりました。

にデータの蓄積が必要と考えています。
次に、アカアマダイ成魚の行動様式について、

種苗生産技術の開発については、引き続き形態
異常の出現の要因解明と防除対策に取り組むとと

京都大学・近畿大学と共同で超音波テレメトリー

もに、新たな課題として浮上したウイルス性疾病

を使用して行動追跡を試みました。その結果、昼

の防除対策に取り組んで行きたいと考えていま

間は受信があり、夜間はほとんど受信がないとい

す。またアカアマダイの技術開発は、現在、京都

った明確な日周リズムが認められました（図６）。

府、長崎県をはじめ、長崎市、山口県、島根県、

送信機が出す超音波は、巣穴という障害物で遮ら

福岡県、高知県の８機関で着手されています。こ

れると受信ができなくなると考えられます。つま

れらの関係機関並びに今後アカアマダイに取り組

り、アカアマダイは、昼間は巣穴の外に、夜間は

もうとしている機関と連携を深めながら、種苗生

巣穴に潜るという日周行動をとっていることが推

産技術の普及と、さらには放流技術の開発も行っ

察されました。この方法で、最長約５ヶ月間の追

ていきたいと考えていますので、皆様のご支援の

跡を行うことができていますが、夏場の高水温時

ほどをよろしくお願いします。
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クロアワビ栽培漁業の推進
京都府立海洋センター
主任研究員

1．はじめに
京都府では、府北部の宮津市にある京都府栽培

和 田 洋 藏

種苗放流を実施していない地区の一部において
も漁獲量が増えていることから、天然資源が回復

漁業センターでクロアワビの種苗生産が行われて

したことも漁獲量増加の一因であろう。しかし、

いる。アワビ類の中でもクロアワビは飼育の難し

種苗放流数の多い地区で顕著にアワビの漁獲量が

い種であるとされ、京都府においても本種特有の

増加していること、放流貝の判別を実施している

病気である筋萎縮症の罹患による種苗の大量斃死

漁場では漁獲された貝の約半数が放流貝であった

が発生していた。そこで、同センターでは、この

こと、前述のように放流場所でのモニタリング調

病気を防ぐため、飼育水に紫外線照射海水を用い

査で放流稚貝が漁獲サイズに成長して実際に漁獲

るなど、飼育環境および飼育方法の改善を行った。

される状況が確認されたことなどから、最近の漁

その結果、筋萎縮症に罹患していないアワビ（無

獲量の急増には種苗の大量放流が大きく寄与して

病アワビと呼んでいる）が生産され、平成13年春

いることは明らかである。

以降、大量の種苗が府内各地先に放流されること
となった。
種苗の放流数が増え、種苗の健病性が向上した
ことなどもあって、平成14年12月の漁期開始時
（京都府では９〜11月をアワビの禁漁期としてい
る）には、これらの種苗の一部が漁獲サイズ（殻
長10㎝以上）に成長し、それ以降、大量に漁獲さ
れるようになった。
この様な状況を背景にして、京都府立海洋セン

図１

ターでは、放流の効果をより高めるために種苗放

京都府におけるアワビ類年間漁獲量と漁獲金額の
経年変化

流器の開発を行った。さらに、従来の種苗放流マ
ニュアルを見直して、できるだけていねいな放流

（2）種苗放流数

が実施できるように新しい放流マニュアルを作成

平成16年度には約40万個の３㎝サイズのアワビ

した。ここでは、クロアワビ栽培漁業の推進に向

種苗が京都府栽培漁業センターで種苗生産され

けた京都府での取り組みを紹介する。

た。ところが、そのうち府内に放流されたものは
約18万個で、生産個数の半分以下である（図２）。

2．京都府におけるクロアワビ栽培漁業の現状
（1）漁獲量
京都府においては、メガイアワビが少量漁獲さ
れる程度で、クロアワビがアワビ類漁獲量の大部
分を占めている。アワビ類の年間漁獲量は、平成
12年頃までは数トン程度と低迷していたが、平成
15年以降漁獲が急増し、平成16年には約17トン、
平成17年には５月までで10トンを越える漁獲量に
なった（図１）。京都府におけるアワビ類年間漁
獲量は近年では平成２年の約22トンが最高値であ
ったが、まもなくその値に達しそうな状況である。
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図２

京都府栽培漁業センターで生産されたクロアワビ
種苗の配布先

残りは他県（山口県など）へ販売されている。ア

いた。通常、これら越年した種苗の殻長は、当

ワビの漁獲量を増加させるには府内の漁場へでき

年種苗に比べ大きい。上述したように、大型種

るだけ多くの種苗を放流することが重要である

苗に対する強い漁業者からの要望もあり、越年

が、漁業者から種苗購入の要望数が増加していな

種苗と当年種苗とを明確に区別せずに配布して

い状況にある。これまでアワビ種苗の購入費が市

いた。しかし、たとえ大型種苗であっても成長

町や漁協などの補助金により主にまかなわれてい

の遅れた個体であるので、その後の天然漁場で

たためであろうが、今後は漁業者自らが購入費を

の成長は期待できない。また、遺伝的に劣悪な

負担する仕組みづくりが求められている。そのた

可能性のある種苗を放流することも望ましくな

めには、漁業者自身が種苗放流の効果に対して認

い。これらのことから、放流種苗としては一年

識を深めなければならない。

貝のみを用いることとした。
・筋萎縮症に罹病していない種苗、不明病が発

（3）種苗放流方法の改善
京都府では、クロアワビの種苗放流を20年以上

生した場合は病気が終息し異常行動がみられな
い種苗を放流する

継続している。しかし、種苗放流を続けても漁獲

ウ）放流場所

量が顕著に増加しないといった状況が長年続いた

・アワビ放流用溝型ブロック礁に放流する

ことなどから、アワビ栽培漁業に対する漁業者の

府内には約3,000基のアワビ放流用の溝型ブ

意欲や関心が薄れてしまった感があった。残念な

ロック礁が設置されている。ところが、溝に砂

がら、昭和62年に作成された種苗放流の手引きに

礫や海藻などが詰まって機能が低下しているも

ついても形骸化され、安易な方法で放流が行われ

のが多い（図３）。そこで、高圧水で溝を清掃

るようになってしまった。種苗が良質であっても、

する技術を開発し（図４）、清掃後に放流する

放流方法が適切でなければ、放流効果の発現が期

こととした。

待しにくいことから、平成16年３月に新しく「ア

・天然漁場では水深１ｍ程度の転石域に放流する

ワビ栽培漁業の手引き」を作成した。実際に手引

これまでは漁場となっている水深の深い場所

きどおりに放流されることが重要であること、加

に放流されることが多かった。しかし、天然稚

えて、従来の種苗放流とは大きく異なった方法を

貝が多く生息しているのは水深１ｍ程度の浅い

提案したこともあって、アワビを放流している府

場所である。放流場所や放流されたアワビ稚貝

内全ての地区で、漁業者を対象に放流の講習会を

の行動を観察しながら放流することが重要であ

開催した。以下に、新しい手引きの要点および改

る。

善に至った理由を記述した。

・餌となる海藻が繁茂している場所に放流する
エ）放流器

ア）放流時期
・４〜５月に放流する
できるだけ大きい種苗を放流して生き残りを

・透明の波板を放流器として用いる
これまでは、竹製のシェルター（竹を半分に
割ったもの）を種苗放流器としていた。しかし、

良くしたいという漁業者の意識があり、種苗が

シェルターの裏側に種苗が塊状になって付着し

より大きく成長した秋季に放流を行っていた地

た状態で放流されており、放流から１週間後で

区があった。しかし、秋季の放流では、春季に
比べ水温が高いので、カニ類やマダコなどの害
敵が活発に行動し、むしろ種苗の生き残りが悪
くなると考えられ、放流時期を定めた。
イ）種苗
・殻長３㎝以上の種苗を放流する
・前々年の秋に採卵した一年貝を用いる
春（４〜５月）には大部分の種苗が殻長３㎝
以上の放流サイズに成長しているが、成長の遅
れた個体の一部を翌年春まで飼育して配布して

図３ 付着物に覆われた溝型ブロック礁
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を招き、放流後シェルターから種苗がすぐに移
動しないことがあった。水槽や漁船の活魚槽で
放流場所まで輸送することとした（図７）。
カ）放流個数
・過密にならないよう放流器の間隔を広くする
餌料となる海藻が少なく、閉鎖性の強い漁場
に大量の種苗を放流したところ、成長に遅れが
生じた事例があった。放流器１枚に種苗を100
図４−１

高圧水を用いた溝清掃の様子

個付着させてシジミネットに収容しているの
で、放流器の間隔を数メートル以上とすること
で、過密状態にならないようにする。
キ）害敵の駆除
・アワビの害敵となるヤツデヒトデなどのヒトデ

図４−２

清掃後の溝ブロック礁

もシェルターの裏側に付着したままでいる個体
がみられることもあった。放流の際には、でき
るだけすみやかに種苗が放流器から移動するこ
とが重要である。そこで、プラスチック製の透
明な波板を開発した。この放流器では、波板の

図６−１

溝ブロック礁上の波板から移動する
アワビ種苗

両面に光が当たるので、種苗がとどまりにくい
（図５）。投入から数分でほとんどの種苗が放流
器から移動することが観察されている（図６）
。
オ）輸送方法
・水槽に入れて輸送する
竹製シェルターを用いて種苗放流している時
には、発泡スチロール容器に入れてスポンジな
どで湿らせた状態で放流場所に運ばれていた。
しかし、この方法では、アワビ種苗の活力低下
図６−２

図５
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透明波板放流器

波板から移動するアワビ種苗

図７

種苗の輸送

類、カニ類、マダコを駆除する
ヤツデヒトデは石の下に隠れていることが

であった。これまでは放流したアワビ稚貝の行動
を観察する機会がほとんどなかったのであろう。

多いので、ムラサキイガイなどを袋に入れて

水槽に収容したアワビ稚貝が活発に動く様子にも

蝟集したものを採集する方法が効率的である

驚いたようであった。漁業者への意識啓発の面か

（図８）
。

らも今回の取り組みが功を奏したものと思われ
た。
次に、多くの府県が共通に抱える課題ではある
が、京都府においても漁業従事者の高齢化、後継
者の不足が深刻である。特に、京都府では水視漁
法を主体に磯根漁業が行われていた。水視漁法は
獲りすぎにならず、天然資源保護の面で優れた漁
法ではあるが、技術の習得に年数がかかり、新規
参入が容易ではない。また、栽培漁業推進のため
には、放流種苗の回収率を上げることが重要であ
る。京都府では、潜水漁法を積極的に導入して、

図８ ムラサキイガイに蝟集したヤツデヒトデ

磯根漁業を振興する計画である。初心者を対象に
した潜水訓練、講習会の開催などを実施して新規

ク）放流効果の把握
・放流貝の判別、漁場・採捕個数・大きさを把握
する
放流効果を的確に把握することは、栽培漁業

参入者を増やす取り組みを行っている。
放流漁場では母貝になったアワビが高密度に生
息しており、周辺の漁場への資源加入に大きく寄
与する「母貝集団」の役割を担っていると想定さ

推進のためには不可欠な事項である。アワビの

れる。潜水漁法の導入で漁獲圧が強まった際に、

場合、陸上飼育時に形成される「グリーンマー

天然資源を含めてどのように資源管理を行ってい

ク」と呼ばれる殻の色で放流貝であるか判別さ

くかが今後の課題になっている。

れている。ところが、京都府で最近まで用いら

京都府では平成12年に「新農林水産振興構想＝

れていた配合餌料は天然貝に近い殻色が形成さ

ふるさとビジョン」を作成した。その中で平成22

れ、判別が困難になっていた。種苗の成長や生

年までに達成すべき水産分野での数値目標とし

残に影響しない限り、「グリーンマーク」が明

て、栽培対象魚種となっているマダイ、ヒラメ、

瞭になるよう生産サイドにお願いした。

アワビ、サザエの漁獲金額を７億円、新たに造成
する藻場面積を10ヘクタールとした。10ヘクター

3．今後の展望
新しい方法でアワビの種苗放流が実施されるこ

ルの内訳として、水産庁補助事業である「環境保
全創造事業」で平成17年度からの６箇年で６ヘク

とで、現場の漁業者には戸惑いがあった。地区ご

タールの藻場を造成する計画が進捗している。

とに「手引き」の説明を行ったが、随分と手間の

これまで京都府の磯根漁業の主体が水視漁法であ

かかるやり方だと感じられた人も多かったようで

ったので、潜水漁法の導入については水視漁業者

ある。これまでは、数千個の種苗でさえ発砲スチ

からの反発も少なからずある。今後造成される新

ロールの箱に入れ、軽自動車に積んで輸送してい

しい漁場の利用については、潜水漁法導入の契機

たことが多かったので、保冷車や漁船の手当など

となるように関係者と協議していくことになる。

の負担も増加した。竹製シェルターでの放流が短
時間で一人でもできていたことが、今回提示した
方法との最も大きな違いであろう。

最後に、栽培漁業推進のためには「人」「場所」
「種苗」のすべてについて互いに連携する必要が
ある。京都府では「人＝潜水漁業者の育成、種苗

ところが、実際に放流してみるとアワビ種苗は

購入資金の積立制度」「場所＝藻場造成」「種苗＝

数分で波板放流器からいなくなり、岩の隙間に隠

健全な種苗、ていねいな放流」を事業の柱として

れていく、その様子を観察していた漁業者は「こ

今後の各分野での取り組みが行われる。

の種苗なら生き残る」との感想を持ったとのこと
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寄

稿

クロアワビを増やす戦略
徳島県立農林水産総合技術支援センター水産研究所
水産指導員

小 島

博

「そんな熱い手で触るとアワビが傷む」とベテ

介する。地球上には60種類から80種類のアワビ類

ラン海女からよく注意された。私がアワビを調査

がいると報告されている。全て海に棲み、亜寒帯

し始めた30年以上前の話である。不慣れな手つき

から熱帯にかけて沿岸の浅い岩礁に生息する。卵

で、アワビの身を曲げて雄雌を調べたり、貝殻に

は0.2㎜ほどで、海水より僅かに重く、海底を漂

刻まれた年輪を探したりした。体を堅くしたアワ

う。巻貝（アワビ類やサザエ、ホラガイ類など）

ビは、新米の私に思うように扱える代物ではなか

と二枚貝（アサリやカキなど）の孵化幼生は、単

った。海女にしてみれば大事に採ってきたアワビ

輪子幼生（トロコフォア幼生）から被面子幼生

の商品価値を落とすとんでもない人間と目に映っ

（ベリジャー幼生）に変態する。幼生は繊毛を使

たのであろう。２年、３年と続けるうちに、「こ

って水の中を移動する浮遊生活期を過ごす。また、

の貝は何歳？」、「雄雌はどうしたらわかる？」な

アワビ類の被面子幼生は、サザエなどの巻貝の幼

ど質問もされ、クロアワビの貝殻を被う生物や大

生と瓜二つで、体を貝殻に入れて蓋を閉じること

きさから獲れた漁場の違いを教えられた。すっか

ができる。この蓋と泳ぐ器官をはずすと再び変態

り信頼関係ができると、天然貝と放流貝の区別や

して海底に付着する。幼生時代の殻の周囲に新し

年輪を調べるために貝殻に固着した生物を少々除

い貝殻ができ、アワビ類特有の形になる。

いても奇異な目で見られることはなくなった。

日本には11種類のアワビ類がいる。しかし、商

私は徳島県水産試験場で30年以上アワビ類の調

業上の習慣で、ほぼ10㎝以上に成長するエゾアワ

査研究を行なった。本稿では、徳島県由岐町阿部

ビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカアワビの

地先のクロアワビと海士漁業の調査から、なぜ

４種類をアワビ類あるいは単にアワビと呼んでい

1990年代にアワビ類が減ったのか、またアワビ種

る。トコブシとフクトコブシ（ナガレコ、ナガラ

苗の放流効果ははたしてあるのか、これらの疑問

メなどの地方名）は生物学的には立派なアワビ類

を明らかにしたい。これからの漁業資源について、

であるが、小形であるため流通や統計では区別さ

乱獲や禁漁区、持続的生産などの言葉をよく耳に

れる。徳島県産のアワビ類の側面写真を図１に示

する。ここでは、クロアワビについてこれらの言

した。アワビ類の特徴は呼水孔と呼ばれる数個の

葉を数値として捉えることを試みた。また、研究

孔が貝殻に開いていることである。この孔が種類

をとおして多くの国内や外国の研究者に出会い、

の決め手の一つになるので注目して欲しい。マダ

多くの事を学んだ。本稿に関係する部分で少し横

カアワビの呼水孔は円錐状に高く盛り上がってい

道にそれることもあるが研究者の話や研究のごく

る。トコブシの呼水孔は平らである。クロアワビ

一部を紹介したい。そして、最後に由岐町阿部地

とメガイアワビの呼水孔は円錐状に盛り上がる

先を例に、クロアワビ資源回復の手立てについて

が、マダカアワビほど顕著に盛り上がらない。呼

検討することにした。阿部漁協の組合員の皆様か

水孔は成長に伴い新たに形成され、古い孔はふさ

らは実に長い間、調査にご便宜とご協力をいただ

がれる。トコブシは７個前後開口するが、他の３

き、また多くのことを教えていただいたことに感

種類は４個前後が開口する。呼水孔の他に、貝殻

謝の意を記しておきたい。

の形や皮膚の模様などの特徴から種類を分ける。
日本では、アワビ類は古くから特別な食べ物と

1 アワビ類の雑学
はじめにアワビ類についてごくかいつまんで紹
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して珍重され、税として京都へ運ばれたことが
「延喜式」（平安時代の律令の施行細則で、延喜５

た。熨斗袋にはかって熨斗鮑が使われていた。
貝殻の輝きもすばらしい。特に、ニュージーラ
ンド産ヘリトリアワビの貝殻はひときわ美しく、
1960年代はじめまでは貝殻を採るために漁獲され
ていた。イヤリングやネックレスに加工され、壁
飾りや飾り皿など土産品として売られている（図
２）。米国ユタ州、テキサス州やニュー・メキシ
コ州の1,500年前の墓からアワビ貝殻の工芸品が
出土し、カリフォルニア州沿岸と内陸部を結ぶ、
交易の道、「アワビ貝殻の道」があったとされる。
ぞうがん

アワビ類貝殻の美しさは、世界各地で象嵌に用い
られている。日本では正倉院宝物や中尊寺金色堂
らでん

図１ 徳島県産アワビ類の側面

内陣に螺鈿が施されている。アワビ貝殻がいつ頃

上からクロアワビ、メガイアワビ、マダカアワビ、トコ
ブシ アワビ類は、生殖素や排泄物を体外に出すため呼
水孔と呼ばれる孔が貝殻に開口する。この呼水孔の形は
種類を決める手がかりの一つである。

から日本の螺鈿細工に使われたのか私は知らない
が、江戸時代から明治に作られた工芸品には見る
ことができる。螺鈿にはアワビ貝殻以外にアコヤ
ガイ、シロチョウガイ、夜光貝などが使われ、近

年（905）から延長５年（927）に編纂された）に

年ではニュージーランド産ヘリトリアワビも使わ

書かれている。野中忠博士（東京水産大学名誉教

れている。韓国では今も螺鈿細工の工芸品作りが

授）は律令時代の「乾鮑」の加工場跡の可能性が

盛んで、みやげ物店に並べられている。

ある長崎県壱岐郡の串山ミルメ浦遺跡から出土し
たアワビ類の種類や大きさを報告した。日本の古
代史資料と遺跡を結びつけるものとして注目され
る。遠隔の地からアワビを都へ納めるには、活か
して運べる産地は少なかった。干し鮑、薄く削い
で干したもの、すしアワビや内臓の塩辛などとし
て運んだのであろう。薄く削いで、干したものを
の

し

しんせん

「熨斗」とよび、神にささげて「神饌」として食
いんぎょう

べる習慣があったと言う。「日本書紀」の允恭14
お

さ

し

年（425）の項に、允恭天皇が淡路島で男狭磯と
いう海人が獲った大アワビの真珠を島神に捧げる

図２

ヘリトリアワビ（ニュージーランド産）

左の写真は表面が磨かれた貝殻、右の写真はネックレス

と多くの獲物が獲れた話が載っている。また、源
義経が屋島の陣を急襲（1185年３月）して壇ノ浦

アワビ料理は中華料理で有名である。江戸時代

で平氏を滅ぼす（同年４月）までの短い間に、瀬

には、「あわび」の他に、「なまこ」および「ふか

戸内海西部の水軍がなぜ水軍を持たない源氏につ

ひれ」の乾物が俵物三品と呼ばれ長崎から輸出さ

いたのか、一つのエピソードとして池宮彰一郎著

れていた。エゾアワビの「干しあわび」は1970年

「平家」
（角川書店）に伊予の河野通信（河野水軍）

代まで主に香港へ輸出されていた。しかし、1980

が父の仇沼賀入道西寂を討つ話が載っている。奈

年代には日本製品の価格高騰に伴い輸出量が大幅

良本辰也・高野澄著「謎の日本海賊」（祥伝社）

に減った。幸い同じ頃に、東北新幹線の開通など

には通信が伊予の海人に変装して殻の周囲３尺の

旅行ブームが国内消費を飛躍的に押し上げた。

大アワビを祝いの贈り物として敵の酒宴に入り込

アワビは高級食材である。にぎり鮨、刺身、水

み、父の仇敵に近づいたと書いている。アワビや

貝など生で食べる。煮貝は贅沢な一品として大写

アワビの真珠は、特別な力があると信じて、願い

しが通販のカタログを飾る。殻を下に直火で断末

ごとや祝いに使われたと思われる。戦国時代には

魔の動きを見た後で食べる焼き貝は、
「残酷焼き」、

出陣前の戦勝祈願の膳に熨斗鮑が添えられてい

「海賊焼き」など様々な名前が付けられ、海辺に
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は目玉料理とする民宿も多い。てんぷら、野菜炒

禁漁としている。それに対し、南半球のオースト

め、アワビ飯などは加熱が触感を変え、甘みを増

ラリア、ニュージーランド、南アフリカの1990年

す人気メニューである。有名レストランのアワビ

代の漁獲量は安定している。その他にアワビ類の

ステーキは、食通には垂涎のメニューであるらし

生産がある国として、オマーン首長国連邦、フィ

い。南西日本のアワビ類を値段の高い順に並べる

リピン、フィージー、台湾などあるが、いずれも

と、クロアワビ、マダカアワビ、メガイアワビと

漁獲量は少ない。スポーツフィシングと密漁は漁

なる。クロアワビは肉質が硬く、色白で甘みが強

獲統計に現れない。どのくらい獲られているか

いので刺身や水貝など生食に適する。メガイアワ

様々な試みはあるが、今のところ世界のアワビ類

ビは肉質が軟らかく、加熱料理に向いている。マ

漁獲量を正確に把握できていない。

ダカアワビは刺身と加熱料理のいずれにも使える。

アワビ類は漁業管理をしないと簡単に資源が減

香港と日本はアワビ類の大消費地である。料理

ってしまう。すなわち、乱獲（次の世代のことを

法の違いから、香港は缶詰か干しアワビを輸入す

考えずに獲りすぎてしまい漁獲量が減ってしまう

るが、日本は冷凍か活かしたアワビを輸入する。

こと）されやすい資源と考えられる。その理由は、

そのため輸出国は日本や香港でのアワビの市場価

①寿命が長い、②幼生や稚貝のときに死亡率が非

格の研究に熱心である。

常に高い、③成長が遅い、④獲られていない資源
は高齢貝が多く、資源量は大きい、⑤人間が潜れ

2 世界のアワビ
世界のアワビ主要生産国の漁獲統計を表１に示

る深さに生息する、⑥単価が非常に高いなどであ
る。簡単にまとめると経済的な価値が非常に高く、

した。日本の漁獲量は1970年には6,000トンを超

容易に漁獲できる場所にいるため、漁獲に自己規

えたが、その後減少し1990年代には2,000トン台

制が働きにくく、成長が遅く、小さな時に死亡が

に落ち込んだ。韓国では1,000トンを越えたこと

多いので一度資源が減るとなかなか回復しないこ

はあるが、1990年代後半に260トンから70トン台

とが特徴である。アワビ類の寿命と最大の大きさ

に減った。米国は漁獲が減少したので1998年から

について少しだけ見ておく。寿命は、ヘリトリア

禁漁にした。メキシコでは1980年代に資源が減っ

ワビ60年、クジャクアワビ34年、マダカアワビ20

たため、1985年から漁獲サイズを大きくすると同

年など長寿の種類も多い。アワビの大きさは、人

時に、漁期の短縮や禁漁区域を設けるなど漁業管

の身長に相当するものとして、殻長（貝殻の長さ、

理を強めた。一時期、管理効果が現れたが、1990

図８参照）を用いる。最も大きな貝殻は殻長

年代後半に資源は再び減少した。表に示してない

29.86㎝のアカネアワビ（米国カリフォルニア州

が、カナダはかって400トン台の漁獲があったが、

産）とされる。クロアワビの寿命は10年くらいで

1992年に30トンまで減少したため1993年から全面

あろう。私の測定したマダカアワビ、メガイアワ
ビ、クロアワビの最大殻長は、順に22㎝、19㎝、

表１

アワビ類の主要生産国の漁獲量（単位トン）
（FAO漁獲統計）

18㎝であるが、記録ではそれぞれ26㎝、23㎝、22
㎝とされる。大きなマダカアワビ貝殻になると１
升の酒が軽く入るといわれている。
アワビ類は、漁業者だけでなく、加工や輸送に
たずさわる多くの人々の生計に関わっている。そ
のため、アワビ類の資源管理や増殖努力は、単に
漁業者組織だけでなく、国や地方の行政組織（州、
県、市町村など）により、世界的に実施されてい
る。こうした資源と漁業の特徴があるので、1989
年から３年おきにアワビに関する国際シンポジウ
ムが開催されている。シンポジュウムでは資源管
理の方法や、減少した資源の回復方法についてき
わめて重要な課題として毎回論議されている。な
お、漁業制度は、日本、韓国、メキシコは漁業組
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合が操業水域の資源を管理する漁業権漁業、ニュ

資源量の変動は、種苗放流および乱獲や海岸の

ージーランド、オーストラリア、南アフリカは行

埋め立てなど人為的原因と環境変動など自然的原

政組織が年間漁獲量を定め、ライセンスを得た漁

因により起こると考えられている。日本のアワビ

業者ごとに漁獲量を割り当てる制度を実施してい

需要は国内生産だけでは不足する。にもかかわら

る。

ず北方系と南方系の漁獲量が異なることは、乱獲

次に、日本のアワビ類の漁獲量について少し詳

などの人為的原因とは考え難いと考えられる。だ

しく調べて見よう。エゾアワビは茨城県以北の太

から、北方系と南方系の漁獲量変動は、それぞれ

平洋沿岸から津軽海峡を経て北海道日本海沿岸に

別個の環境変化に起因すると考えられる。南方系

生息する。クロアワビ、メガイアワビおよびマダ

アワビの生息域に共通する自然的要因が資源変動

カアワビは千葉県に以南の太平洋沿岸、九州西岸

に関わっているのであれば、南方系アワビ漁獲量

から九州北岸を経て本州の日本海沿岸に生息す

は一つの県あるいはさらに狭い水域の漁獲量変化

る。こうした分布の特徴からエゾアワビを北方系

と類似するはずである。そのことを調べるため、

あるいは寒海系アワビ、他の３種を南方系あるい

1980年代と1990年代の全国と徳島県の南方系アワ

は暖海系アワビと呼ぶことがある。北方系アワビ

ビ漁獲量および全国の南方系アワビと徳島県由岐

と南方系アワビに分けた漁獲量を図３に示した。

町阿部のクロアワビの漁獲量を比較した。図４に

北方系アワビは1970年には3,000トン獲れたがそ

示したとおり、漁獲量変動の様子は似ている。こ

の後減少し、1990年には僅か400トンであった。

のことは、たとえ狭い水域の資源変動原因であっ

1990年代には回復の兆しが見られ、1999年には

ても南方系アワビ全体の変動原因に関連すること

800トンに増えた。南方系アワビは1970年代から

を示している。なお、南方系アワビの約50％強は

1980年代に3,000トンから3,500トンの安定した漁

クロアワビであり、阿部地先では漁獲量の約70％

獲量であったが、1990年代には激減し、1999年に

がクロアワビである。

は1,200トンであった。
3 クロアワビの暮らしぶり
南方系アワビが海底のどこにいるか調べてみよ
う。水深と南方系アワビの種類組成は水深ととも
に変化する（図５）。水深５ｍまでは浅いほどク
ロアワビが多く、５ｍを越えるとメガイアワビが
多くなり、水深15ｍになるとマダカアワビが50％
を越える。生活する水深を明確に区別することは
できないが、種類ごとに多くいる水深帯はある。
こうした種類による生息水深の違いは海底地形
図３

1970年から1999年の日本産アワビ類の漁獲量

南方系はクロアワビ、メガイアワビおよびマダカアワビ、
北方系はエゾアワビ

図４

に関係する。南西日本の海岸は基本的に岬・浜・
岬の繰り返しである。岬は岩盤と大きな岩が、ま

広い海域と狭い海域の漁獲量変化の比較（1980年から1999年）

左図：徳島県（ピンク四角）と全国（青ひし形）の南方系アワビの漁獲量
右図：阿部地先クロアワビ（ピンク四角）と全国（青ひし形）の南方系アワビの漁獲量
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た浜では砂や小石が目に付く。潮が引くと岬から

別するため食物とする。クロアワビは周囲の石の

浜の間には石がごろごろした海岸が現れる。こう

隙間に引っかかった流れ藻を夜間に探して食べる

した地形を仮に転石地帯と呼ぶことにする。海底

（図７）。海中で24時間クロアワビを観察したこと

は、岬付近は急深で岩の壁や大きな岩石から構成

がある。どの様に感知するのか判らないが、夜明

される。浜に向かいながら転石地帯を観察すると、

け前に全てのクロアワビが隙間に身を隠した。露

転石は水深５ｍくらいまで広がる。岬に近いと岩

天にいるメガイアワビとマダカアワビは、水の動

や石は角のあるものが多く、低い岩盤や大きな岩、

きに運ばれる流れ藻を捉えて食べる。水槽で飼う

砂地もある。浜に近づくと石は丸みを帯び小型と

と、夜間水の流れに向かって足裏の後半３分の１

なる。所々低い岩盤と砂地が見られる。転石地帯

を壁につけて立ち上がり、与えた海藻が足裏に触

を沖に向かって潜ると、水深５ｍを越えるあたり

れると実に器用に捕らえるのを観察できる。幅が

から隆起した岩、岩と岩の間の水路が見られ、水

30㎝から50㎝の水路の側壁基部近くによく発見で

路の底には砂や角張った転石がある。更に進むと、

きるのは、流れ藻が容易に捕捉できるからであろ

水深13〜15ｍで砂地が広がり砂地から頭を出した

う。流れ藻は海岸に打ち上げられ、沖へ流される

岩や大きな石が観察され、その先は広く砂地が続

ため植食動物が利用できるのは一部に限られる。

いている。ここでは徳島県南部の海底を念頭にお

水産工学研究所の川俣茂博士はアワビ類やウニ類

いて書いたが、波浪がさらに強い千葉県の太平洋

が流れ藻を捕捉できる流れの研究から流れ藻を岩

沿岸や静岡県伊豆半島では転石帯や砂質海底の水

礁域に長く滞留させる装置を開発した。

深はさらに深くなるようだ。

図５

徳島県由岐町阿部地先のクロアワビ、メガイアワ
ビならびにマダカアワビの水深別種類組成

水深の異なる場所でそれぞれの水深に沿って30分間アワ
ビ類を採集

アワビ類は硬い岩石に付着して生活している。
昼間南方系アワビがいる場所を

すみ場

と呼ぶ

ことにする。漁獲される大きさに成長したアワビ

図６

アワビ類のすみ場

Ａはクロアワビで狭い石の隙間に６個体が集まっている
（徳島県水産研究所広澤晃氏撮影）、Ｂは岩に囲まれた水
路状の露天にいるメガイアワビ

類がいる場所を探すと、クロアワビは石同士や石
と岩盤の隙間に発見できる。転石地帯に すみ場
が多い。メガイアワビは岩に囲まれた水路状の基
部によく見られる。だから、水深５ｍより深い場
所に

すみ場

が多い。マダカアワビは更に水深

の深い、砂地に近い岩の下部に多くいる。代表的
なアワビ類の

すみ場

の写真を図６に示した。

これらの貝はいずれもアラメやワカメなど大型褐
藻類の葉の一部や海藻が岩から離れた

流れ藻

を主な食物としている。野生動物の食物を餌ある
いは餌料とすることもあるが、人が与えた餌と区
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図７

アラメの流れ藻

岩の割れ目と石の下に引っかかったアラメの流れ藻

殻長20㎜以上のクロアワビの食物を更に詳しく

を増す。赤褐色の輪紋は産卵期にできる。この年

述べる。殻長70〜80㎜になるまでは、アラメなど

輪から推定した２歳から７歳の殻長・体重・産卵

流れ藻を食べるか、 すみ場

の近くの付着動物

数の関係を表２に示した。この表から分るように

と固着生物を食べていた。アラメがあればそれを

２歳貝は少量の卵を産むが、産卵する個体は一部

かじりとって食べるが、なければ

すみ場

近く

に限られる。本格的な産卵は３歳から行なわれる。

の石の表面にあるものを選り好みせずになめ採る

これらの値は資源変動を考える上で重要な資料と

ように食べる。なめ採るように食べると微小な動

なる。

物や砂粒が多く含まれる。クロアワビ稚貝は臨機
応変に食物を変えることができる。だから、放流
した稚貝は、放流直後からそれほど大きな食料問
題はないのであろう。殻長70〜80㎜になると夜間
にアラメの流れ藻を探して食べていた。殻長70〜
80㎜は２歳から３歳に相当するので食性の変化は
成熟・産卵に関係がありそうである。そこで、ア
ラメ海中林から離れたホンダワラ類海中林とテン
グサ群落のクロアワビの成長を調べた。２歳まで
の成長は余り差がないが、２歳を超えるとアラメ
海中林以外では極端に遅れることが分った。クロ
アワビの成長や高い生息密度、多くの産卵量を維
持するのにアラメ海中林が欠かせないことは明ら
かである。アラメやカジメ海中林が消滅すること

図８

クロアワビの年輪

左の写真は放流貝（放流したときの貝殻が緑色で、新し
い貝殻は内側から外に成長するので古い殻はそのまま残
る）、右の写真は天然貝。最初の赤褐色輪紋は満２歳、２
番目は満３歳を示す。赤褐色輪紋は産卵期にできる。
表２

クロアワビの年齢別による殻長、体重、産卵数
年齢が３歳から本格的な産卵が行なわれる。

を「磯焼け」と呼ぶ。アワビ類やサザエなどこう
した流れ藻に依存する植食動物は、生息密度が著
しく減ってしまうため産業被害が起こる。本誌３
号（2004）で静岡県水試伊豆分場の長谷川雅俊さ
んが魚による「磯焼け」を紹介されている。さら
に詳しく「磯焼け」について知りたい人には、谷
口和也博士（東北大学大学院教授）著「磯焼けを
海中林へ」（裳華房）という本を推薦したい。「磯

殻長３㎝から11㎝のクロアワビはマダコが最大

焼け」のメカニズムや対策を生態学的に捉え、ア

の外敵である。殻長が11㎝を超えると被害（食わ

ラメ海中林の成り立つ様が実に興味深く書かれて

れる）が少なくなる。なぜこうしたことが分るの

いる。

であろうか。マダコはクロアワビを襲うとき簡単

私は徳島県産クロアワビの貝殻に木の年輪とよ

に剥離できないと麻痺させる毒液を注入するため

く似た年輪ができることを明らかにした（図８）。

に貝殻に小さな孔を開ける。だから、マダコの被

クロアワビは石の隙間にいるので貝殻の付着物

害の一部は海底から採集した貝殻を調べると判

が、メガイアワビやマダカアワビに比べ少なく、

る。孔の平均的な大きさは貝殻表面が２×１㎜、

漁獲された後だけでなく海の中でも容易に年齢を

内面が0.2×0.1㎜である。マダコがいかに巧妙に

決めることができる。外国産のアワビ貝殻を目に

獲物を捕らえるか、イギリスのM.ニクソン博士

する機会があるが全く分らない。海外の研究者は

が報告している。毒液の溜まった後唾腺から伸び

貝殻を見て年齢がわかることに疑問を抱いたの

た管が口腔内に開口する部分は乳頭状の突起で、

か、アワビの国際シンポジウムで発表させられた

そこに小さな歯が多数ついている。この突起は筋

ことがあった。貝殻で年齢が分ることは、クロア

肉質で伸張するが、殻長11㎝になると貝殻の厚さ

ワビの生活や生態、資源を理解する上で非常に役

が伸長する限界を越えると思われる。潜水中に亡

立つ。クロアワビの貝殻は11月から翌年６月頃に

くなったM.テグナー博士は米国カリフォルニア

伸張し、7月から10月頃には伸長は止まるが厚み

産アカネアワビが12㎝を超えるとタコの被害がな
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くなると話してくれた。
クロアワビ稚貝（ここでは殻長１㎝から３㎝）
を放流すると、フグ類やベラ類、カニ類、イトマ
キヒトデやヤツデヒトデ、さらに巻貝のオガイな
ど多くの捕食者（プリデター）が集まってくる。
特にカニ類の被害は大きい。クロアワビが成長し
て貝殻が強くなれば、カニにはさまれたところや
強い口で噛まれた部分だけが欠ける。貝殻が弱け
れば粉々に壊される。海底で小さなアワビの貝殻
を探すのは至難の業である。

図９

クロアワビ貝殻の内面（左）と軟X線写真（右）

右の写真のＡは穿孔性多毛類の棲管、Ｂは穿孔海綿動物
による穿孔痕跡

では、殻長11㎝以上に成長すると外敵はいなく
なるのであろうか。南オーストラリア州のS.シェ
ファード博士は露天にいるアワビに体当たりする
エイ類がいると報告している。海綿動物の仲間が
貝殻に寄生してもろくなっていることをエイが知
っているようだ。海綿動物のほかに多毛類（ゴカ
イ類の仲間）も寄生している。海綿動物や多毛類
は貝殻の中で成長し、貝殻を溶かして棲み場を拡
げる。棲み場は貝殻の内側へも広がるので貝は穿
孔が貫通する前に体を構成する有機物質でその部
分を補修する。さらにその上を真珠層で被う。ひ
どくなると貝殻の内面に多数の凹凸が連なる（図

図10

太平洋東海岸のアワビ貝殻内面に見られるスカー

左の写真はクジャクアワビ（メキシコ、タートルベイ産）、
右の写真はアカネアワビ（米国、カリフォルニア産）。
かって、「アワビ貝殻の道」を通って米国内陸部へ運ばれた。

９）。レントゲン写真を撮ると被害状況がはっき
りと分かる。生きている貝では穿孔被害は貝殻面

50％軽くなっても平気ですよ

とこのアワビの貝

積の70％未満であるが、海底から採集した貝殻は

殻片をいただいた。まさに蜂の巣のようであった。

70％を超えるものもある。穿孔被害を受けた貝は、

日本でも貝殻がすっかり穿孔されても活きている

年齢が４歳を超えると加齢的に増加する。こうし

メガイアワビを見ることがある。トコブシは時折

たことから、私は穿孔性の海綿動物や多毛類はク

多毛類や海綿動物の寄生のため蜂の巣状の貝殻も

ロアワビの寿命に関わっていると考えている。カ

見られる。多毛類の世界的権威である今島実博士

リフォルニア沿岸のアワビ類は貝殻内面の中央部

（国立科学博物館）と私は、トコブシは穿孔性多

にスカー（傷跡）と呼ばれる凹凸が見られる。ス

毛類の寄生数が増えると成長が止まり、痩せてや

カーができると貝殻の内側はすばらしい輝きを放

がて死に至る可能性があることを報告した。しか

つが、孔雀が羽を広げたような凹凸を作る種類が

し、フランスのJ.クラヴィエ博士はセイヨウトコ

ある。日本名をクジャクアワビという（図10）。

ブシを調べたところ貝殻穿孔生物の寄生は宿主に

スカーの周りに金色の放物線が何本も描かれるア

影響が無いとした。アワビ類が進化の過程で種に

カネアワビ（図10）は、前述のとおり世界一の大

よってすみ場や食物の選択、外敵や寄生生物と独

きさに成長するアワビである。カリフォルニア産

特な関係を作り上げたことを示しているようだ。

アワビの凹凸は大人になった証拠で、生物の寄生
とは無関係にできる。貝殻が美しいから、前述の
を通って米国内陸部へ

海産動物の資源量が親の量と特別な関係があれ

運ばれた。一方、南アフリカ共和国にはカジメ海

ば、資源量変動の説明や資源管理方策が容易にな

中林の比較的浅い露天で生活するミダノアワビが

る。クロアワビの親世代と子世代の関係を図11に

いる。このアワビは海綿動物が寄生しても命に別

示した。1981年、1983年および1988年を除くと子

状ないようだ。メルボルン大学のR.W.デイ博士

世代の数量が親世代の数量に依存している。クロ

から

アワビ資源を増やすには、まず親を増やすことが

とおり
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4 アワビ類資源はなぜ変動するか

アワビ貝殻の道

ミダノアワビは寄生により貝殻の重さが

必要であることが分る。

と次世代が極端に減少した。1989年から1991年に

1990年代の資源減少は、全ての年齢で同時に減

は親１個体から期待される子世代の漁獲数は平年

ったのか、ある年に生まれた貝が少ないために起

値に戻った。このことは、1988年級群は自然環境

こったのかを調べた。徳島県阿部漁協に水揚げさ

の変化の影響を強く受けたがその後の自然環境は

れたクロアワビの年齢は、２歳から４歳が96％

平年と差がないことを示す。

（1978〜1999年の平均値）を占めていた。また、

では、なぜ1981年級群と1983年級群は増え、

1977年から1991年の各年に生まれた貝（年級群と

1988年級群は減少したのだろうか。南方系アワビ

いう）が生涯にどれだけ漁獲されたか（棒グラフ）、

が1990年代に減少した原因として自然環境の変動

親１個体から何個の子世代の貝が獲れたか（丸）

がかかわっていると考えたことをすでに述べた。

を図12に示した。1977年から1985年生まれの貝は

自然環境がアワビ類資源に影響する例として、静

1980年代の資源を構成し、1986年から1991年生ま

岡県水産試験場の河尻正博博士たちは、黒潮の大

れの貝は1990年代前半の資源を構成した。1980年

蛇行に伴う高水温が伊豆半島の磯焼けを誘発し、

代には年級群の漁獲量が約10万個体であったの

飢餓により天然産アワビ類が死亡したことを報告

に、1990年代には約４万個体に激減した。丸で示

した。海外でも、故M.テグナー博士のグループ

した親１個体当りの子世代の漁獲の期待値は、平

やS.シェファーﾄﾞ博士たちは米国カリフォルニア

均0.42個体であった。この値は満３歳に換算する

州やメキシコのカリフォルニア半島太平洋沿岸の

と約１個体となり、親の数は次世代の親の数とほ

アワビ類資源が、エルニーニョによる高水温が磯

ぼ等しくなる。1981年級群と1983年級群は0.8以

焼けを誘発し、飢餓による死亡や成長不良により

上で次世代が親以上に増えた。1988年級群は0.15

減少したとした。温暖化の影響が現れるとしたら
類似の変化をたどるのであろう。これらの例では、
アワビ類資源全体が減少する。しかし、図４に示
したとおり1988年から1989年の漁獲量が極端に減
少していないので十分に説明できない。さらに、
1981年級群と1983年級群の資源増加の説明には全
く役に立たない。1982年、1984年および1989年の
２月〜３月の水温を比較すると、1982年と1984年
の水温は15℃を下回る日が多いのに対し、1989年
には15℃を超える日が多く、水温が絡んでいる事

図11

クロアワビの親子関係

親世代の個体数は産卵年の３歳以上の総個体数、子世代
の指数は発生年級の生涯漁獲量（個体数）

を暗示していた。1978年級群から1990年級群につ
いて11月から３月の積算水温と生涯漁獲量の関係
を調べると、水温が高ければ漁獲量が少なく、低
いと逆に増加する関係を示した（図13）。1984年
および1992年には観測期間を通して水温は高く経
過した。1988年の水温は11月〜1月には13年間の

図12 生涯漁獲量（棒グラフ）と親１個体から期待され
る子世代の漁獲期待値（丸）
1977年から1986年の生涯漁獲量は、変動幅は大きいが約10
万個体、それに対し1987年から1991年の生涯漁獲量は約４
万個体に減少。また、漁獲の期待値は1981年と1983年に生
まれた年級群は大きく、1988年級群は著しく小さい。

図13

11月から３月の水温の積算値と生涯漁獲量の関係

水温の積算値は11月〜３月の旬別平均値を用いた。
生涯漁獲量は各年級群の漁獲個体数。
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平均値より僅かに低く経過したが、２月〜３月に

タイでのアワビ種苗の生産について相談を受けた

は調査年で最高の積算水温であった。これらの関

ことがある。タイの大学とマアナゴと言うアワビ

係から、クロアワビの発生初期に、水温の変動に

の種苗生産を共同研究したことがあるが、熱帯に

起因する何かがその後のクロアワビの生き残りに

生息するアワビ類は水温管理や餌料管理が日本と

関係していると考えられる。宮城県水産試験場の

かなり異なる。アワビ産業の国際化は確実に進ん

佐々木良博士は殻長0.5㎜ほどのエゾアワビが食

でいる。

物をとれずに大量に死亡していることを報告し

アワビ類の種苗生産研究は、故猪野峻博士が

た。気にかかる報告である。体が小さいほど環境

1952年に水槽で生まれたクロアワビの稚貝を13ヶ

変動の影響を受けやすく、体重当りのエネルギー

月、20㎜になるまで育てたことを発表したことに

の蓄えが多く要る。これは１丁の豆腐を半分に切

始まる。これは水槽でアワビの種苗生産が可能な

ると切った面の面積だけ表面積が増え、更に小さ

ことを世界に先駆けて証明した偉業である。猪野

くすると、その都度切った面だけ表面積が増える

博士が行った成熟・産卵生理の解明、稚アワビの

ことが理屈である。表面積が増えるとそれだけ環

餌についての研究はその後の研究、技術化の基礎

境の影響を受けやすくなる。また、水温が高けれ

となった。菊地省吾氏（東北区水産研究所）がア

ばそれだけ代謝が活発になり、エネルギーが必要

ワビ類の成熟・産卵管理技術を、浮永久博士（東

になる。発生初期の食物の種類や量、体内のエネ

北区水産研究所）が稚アワビの栄養生理を、關哲

ルギー量など発生量の制限要因として今後注目さ

夫博士（かき研究所と東北区水産研究所）が稚ア

れる研究課題となるであろう。

ワビの発生生理を研究され、今日では、これらの

このほかに、アワビ類資源の減少要因として、

研究と技術開発によりエゾアワビの計画的種苗生

重金属などの海洋汚染、寄生生物や外敵、乱獲な

産が可能となり、世界的に高い評価を受けている。

どが報告されている。これらの要因の影響範囲は、

アワビの栽培漁業の研究は、種苗生産技術開発と

海流に左右される環境変化に比べると一般に狭く

放流後の稚アワビの生残と回収率を明らかにする

なる特徴がある。

ことが課題であった。神奈川県水産試験場の井上
正明博士や静岡県水産試験場の野中忠博士（東京

5 放流効果
アワビ類は生後１年で２㎝〜３㎝に成長する。

水産大学名誉教授）は南方系アワビの生態や放流
後のアワビ種苗の研究で多くの業績を残された。

成長するとともに生き残る割合は高くなるが、生

アワビ類の栽培漁業は、基礎的な理論と技術が日

後１歳まで生き残るのは非常にわずかである。生

本で生まれ、現在多くの国で実用化が試みられて

まれてから数週間のクロアワビを顕微鏡で観察す

いる。

ると、目では小さく見える海藻も大きな倒木のよ

私はクロアワビ種苗の放流から漁獲されるまで

うであり、その下をくぐりあるいは乗り越えて餌

の食物、成長、行動について調査した。その結果、

を探しているのをよく観察した。自然界では食物
だけでなく、海が荒れて砂に埋もれることや外敵
に襲われるなど死亡原因は多くあるだろう。水槽
で産卵させ、死亡率が高い時期を水槽で管理しな
がら育てた稚アワビを人工種苗あるいは単に種苗
と呼ぶ。水槽や生簀で餌を与えて市場サイズまで
育てることをアワビ養殖、アワビ種苗を天然の海
底に放し、自然の生産力に頼って漁獲サイズまで
育ってから回収（漁獲）することをアワビの栽培
漁業と呼ぶことにする。日本でもアワビ養殖は行
われているが、米国やメキシコ、オーストラリア、
中国では企業化されている。台湾ではトコブシが
養殖され、アイスランドには米国や日本のアワビ
類種苗を生産・販売する業者がいる。ベトナムや
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表３ 放流貝の生涯回収率（％）
1991生産年級群の最高年齢は、1999年漁期に回収された７＋ 歳

放流貝は天然貝とあまり差がないと判断した。放

る。調査した水域では、漁獲貝の96％（92〜98％）

流種苗の回収結果を表３に示した。クロアワビの

は２歳から４歳である。1988年生まれのクロアワ

年間生残率は２歳を超えると高くなり70％ほどと

ビ資源が極端に少なかったことを先に述べた。こ

考えられる。放流から１年間はさらに低い。回収

の年級群は、1990年から1992年の漁獲資源と産卵

率が42％および50％と異常に高い1982年と1983年

群の主群となった。しかし、産卵群が少ないとそ

の生産群を除くと、６％〜24％で、1989年から後

の子世代は減少する。さらに、漁獲資源が減少し

の生産群は６％〜９％と低い。こうした低い回収

ても、海士はクロアワビが集まっている場所「あ

率は、マダコによる捕食もその一因であることを

じろ」で効率的に漁獲する特性があるので、漁獲

つきとめた。クロアワビの種苗放流は漁獲資源を

が資源減少を促進したと判断できる。

補強するだけでなく、産卵群の補強効果があるこ

持続的生産が可能な資源とはどのような状態な

とを後述する。では、なぜ、1990年代に放流数が

のであろうか。前述のことから1980年代の資源を

増加しているのにもかかわらず、資源減少を食い

構成した年級群を調べればクロアワビについて手

止められなかったのか疑問が残る。この問題は、

がかりが得られそうである。２歳から４歳となる

放流効果を明らかにするだけでなく、漁業と資源

年級群の生涯漁獲量の平均値は、1980年代の11〜

の関係を明らかにしないと理解できない問題である。

13万個体から1990年代の６万個体へ半減した。漁
獲量にすると1980年代の18〜20トンから、1990年

6

管理目標値
1978年から1994年の漁獲期中（７月〜９月）に、

代には10トンに減少した。年級群の生涯漁獲量を
11〜13万個体とするには、約22万個体の産卵群が

阿部漁業協同組合の海士がクロアワビを獲るため

必要となる（雄雌は同率なので雌は11万個体）。

に使った時間（ここでは漁獲努力量と呼ぶ）と漁

そして、11万個体の雌は927億粒の卵を産む。す

獲率の関係を図14に示した。漁獲率とは解禁直前

なわち、資源管理の目標として毎年927億粒の産

にいたクロアワビのうち、どれだけが獲られたか

卵量を確保すればよいことになる。この産卵量が、

を示し、漁業の資源に対する圧力の強さを示す値

調査した阿部地先でクロアワビの持続的な生産に

である。1980年代には漁獲努力量が多いと漁獲率

必要な数値となる。

が高くなる。クロアワビに対する漁獲努力量は、

1978年から1991年の産卵群（雌個体数）と産卵

出漁日数が台風などの影響で年により異なること

量を表４に示した。1978年から1987年までは目標

や、他のアワビ類資源量の増減によっても違いを

産卵量の82％〜116％であったが、1988年からは

生じる。しかし、1990年代になると、漁獲努力量

産卵数が不足し、特に1991年には管理目標の56％

が少ないのに漁獲率は年々高くなった。こうした

に減少した。放流貝は1989年から1991年にかけて

ことは、1980年代には資源が十分にあり、再生産

産卵群の23％から30％に達し、産卵量も全体の

がうまくいっていたことを示唆する。それに対し、

16％から20％を占めた。この様に、放流したクロ

1990年代になると乱獲状態であったと判断でき

アワビ種苗が、漁獲資源としてだけでなく、再生
産を確実に補強していることが分る。
表４

図14

阿部地先における1978〜1991年の天然産、放流由
来の産卵雌個体数（３歳以上）および産卵数の年
変化

漁獲努力量に対するクロアワビの漁獲率の年変動

努力量は操業日毎の標本船日誌にもとづく１人・１時間
当りアワビ類漁獲量でクロアワビの漁獲量を除した値の
年間累積値、漁獲率は漁期直前の漁獲対象資源量（個体
数）に対する漁獲個体数の比
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7 クロアワビ資源の回復計画
1990年代のクロアワビ資源の減少は、1988年級

ることである。漁獲年齢の平均は１歳高くなり、

の発生量が極端に少なくなったことが引き金とな

漁獲主群がこれまでの３歳から３歳・４歳で構成

ったことを述べた。また、クロアワビは、親が少

される。さらに、増えた親から生まれた子世代が

ないと子世代が少なくなるという親子関係がある

満３歳、４歳で産卵群に加わる。満４歳まで産卵

ので、親が少ない状態で何もしなければ、稚貝期

に加わり、４歳数ヶ月で多くが漁獲されるとすれ

によほどの好環境が何年も続かないと資源が増え

ば、管理開始から４年目以降に160億粒産卵量が

ないと考えられる。

増加すると期待される。この２つの方法を実施し

一方、クロアワビが効率的に子孫を残すために

ても６年後に、まだ100〜160億粒卵数が不足する。

集まっていることは、潜水で獲る海士漁業にとっ

この卵数は４歳貝に換算して６〜10千個体に相当

ては好都合である。しかし、このことは漁業が資

する。操業日数を制限して親貝を補っても資源回

源回復を遅らせる原因となることを意味する。従

復に10年はかかる。

って、資源を回復させるには、第１に禁漁区を設

いったん、減少したクロアワビ資源がなかなか

定して、人工的に管理された「あじろ」で産卵群

回復しないのは、アワビ類に共通した成長や成熟、

を保護する必要がある。また、現在の漁獲年齢の

繁殖の仕方、生息水深、すみ場、蝟集性、漁業の

平均値は３歳から３歳半である。平均して生涯に

特性による事を説明した。だから、資源が減って

１度産卵すると漁獲されることを意味する。漁獲

から禁漁しても回復は容易ではない。アワビ類資

年齢を１歳引き上げ、４歳とすれば生涯の産卵回

源の増減や食物源となる海中林、外敵であるマダ

数が２回に増える。このことは現行の漁獲の殻長

コの資源状態は海に潜って漁をしている人が一番

下限90㎜を100㎜に引き上げることでほぼ可能と

早く、よく分っている。クロアワビ資源が減って

なる。漁獲年齢の引き上げは資源回復計画の２番

いるのに経済的損失を少なくしようと熱心に獲っ

目の手段である。徳島県漁業調整規則は殻長90㎜

てしまうことは、資源状態をますます悪化させて

としているが、全国的には100㎜とする県が圧倒

しまい、将来的に大きな損失となる。アワビを獲

的に多い。産卵量は、漁獲する大きさをそのまま

る漁業者が、資源管理をどうするか十分話し合う

にしても、年間の操業日数を現状の半分以下、20

必要がある。その時、水産試験場職員や水産改良

日間に制限すれば計算上２倍に増える。しかし、

普及員に相談する事を薦めたい。ここでは資源回

徳島県産クロアワビは他県に比べ特に４歳以降の

復計画に放流種苗を活用した例を紹介した。

成長が劣る。成長のよい貝が若いうちに獲られて
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第二の方法は、漁獲殻長下限を100㎜に引き上げ

それぞれ漁業と漁場に見合った資源回復計画を

しまうことによる遺伝的な問題もある。だから、

実行すれば、時間はかかるだろうがアワビ類資源

漁業の日数制限よりも、大きくして獲るようにす

は回復できる。

ることがより優れた資源管理法と言える。

ば種苗放流事業は不要になるのだろうか。私の答

資源状態が安定した状態になれ

調査した1978年から1999年の資料では、1991年

えは「ノー」である。クロアワビ漁場は岬から浜

の産卵量が515億粒で最も少なかった。この1991

を単位とする漁場に分けられる。各漁場へ毎年新

年の資源状態を、クロアワビを獲りながら管理目

たに加わるクロアワビの数は、季節風や海流の動

標の資源状態（産卵量927億粒）へ回復させるこ

きで異なる。だから、毎年各漁場の情報（稚貝の

とを検討する。回復手段は前述の２つの方法、す

量、海中林の状態、タコの多寡など）を検討して、

なわち第一に禁漁区を設け、人工的に「あじろ」

場所ごとに種苗放流量や海中造林、外敵駆除を漁

を作ること、第二に漁獲殻長下限を現行の90㎜か

業者自ら実施する必要がある。オーストラリアの

ら100㎜に引き上げることである。第一の方法と

J.プリンス博士は、漁業者が漁場を300ｍ幅に区

して、放流種苗の一部、２万個体を毎年禁漁区へ

切って管理する事を提案している。私のクロアワ

放流するとどのくらい産卵量が増加するかについ

ビ資源研究の結論もよく似ている。アワビ類の稚

て検討する。生残率は、放流から最初の１年間に

貝放流事業は、再生産を通して漁業資源を安定さ

ついて30％または50％とし、２歳からは年間70％

せることができるだけでなく、安定した資源状態

とする。寿命を７歳とすれば、放流から６年目以

に、人工種苗がプラスされてこそアワビ類の栽培

降に80〜148億粒の産卵量の増加が期待される。

漁業本来の姿なのではないだろうか。
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