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豊かな海を求めて
全国漁業協同組合連合会
代表理事専務

大型クラゲのニュースがテレビ、新聞で連日の
ように取上げられている。2 年前に突然日本海沿
岸を中心に大量出現した。今年の発生量は 2 年前
とは比べものにならないほどの量である。中国、
韓国の沿岸で発生したクラゲの幼生がプランクト
ンを摂って成長しながら対馬海流に乗って日本沿
岸にやってきた。
中国沿岸域で天敵であるカワハギなどに喰われ
てしまうのに、カワハギが既にとり尽されてしま
ったり、天敵のいない海で大量に育っているとい
う話もあるようだ。クラゲにとって日本の海は豊
かな海だという笑えない状況に陥入っている。全
漁連では 2 年前にクラゲ対策を国に求めてた。し
かし昨年はほとんどクラゲが出現しなかったた
め、防除対策は開発が進んだものの駆除対策は遅
れてしまった。10月にようやくピアノ線をはった
網が開発されて調査船での実験が行われた。成果
はテレビなどでクラゲが切断されるシーンが報道
された。駆除技術はこれで目処が付いたが、問題
はこの技術を全国でどう展開するかにある。また
陸上での処理技術も開発されており、クラゲを圧
搾する方法で水にしてしまうことができる。ただ
一基1,000万円もする。こういった技術をどう連
携させて、有効的に実施するか、また費用負担を
どうするかである。クラゲは来年も来ると思わな
ければならない。
来年はクラゲ来襲に備えて万全の体制をたてな
ければならない。6 月頃から小型期のクラゲを待
ち受けて駆除すれば、日本の海は守れるだろう。
クラゲは台風と同じだ。台風被害救済と同様にク
ラゲ被害救済も措置しなければならない。それに
しても近年の海洋環境は異常な状況になっている
のではなかろうか。暖水系のブリが北海道で大量
に水揚されていたり、従来イセエビの北限は房総
半島といわれていたが、福島県でも漁獲されてい
る。
異常といえば、燃油高騰も異常としかいえない。
イラク戦争から徐々に値上りしていた原油市場が
昨秋から急激に上昇した。投機筋のマネーゲーム
が原因ともいわれているが、中国、インドなどの
石油消費量がうなぎ昇りになったことも大きな影
響がある。その上アメリカをハリケーンが相つい
で襲ったことも要因である。一時70ドルを超した

宮 原 邦 之

が、60ドル台の高値安定状況になっている。08年
の北京オリンピック、10年の上海万博までは高値
状況は続くと予想されている。
この原油高騰の一番の被害者はわれわれ漁業者
である。全漁連はこの 4 月に緊急漁業者集会を開
いて対策を求めた。石油の値上り分を補填してほ
しいという切実な要望である。魚価安のため油代
にもならないと出漁を見合わせるとか漁船のスピ
ードを控えるため出漁時間を早めるなどの事例は
各地でとられている。これでは豊かな海は遠のく
ばかりだ。
全漁連は10月末、与党国会議員を招いて燃油高
騰対策を求める朝食会を開催した。80人もの国会
議員に、浜の厳しい現状を訴え、政治の力で漁業
を守る決断を求めたものである。
資源管理や資源回復の努力をして豊かな海を求
めている漁業者に石油高騰やクラゲは防ぎようの
ない災難である。漁業は崩壊の危機まで追いつめ
られている。
日本の未来にとって漁業の存在は大きい。食料
供給産業として漁業は不可欠である。最早、輸入
水産物に依存できる国燃情勢ではない。中国など
で所得水準が上るとともに海産の水産物消費が上
昇している。今まで独占的に輸入していたエビが
中国に買い敗けている。エビだけではない、いろ
んな魚を中国は買いつけている。日本が世界中か
ら魚を買い集めることができたのは過去のことに
なりつつある。日本は日本の魚を大事にしなけれ
ば、何も食べるものがなくなってしまう。
漁業の価値が改めて認識される時がやってく
る。戦後、食料不足の国民をどれだけ漁業が支え
てきたか。国民の生命と健康を守る漁業の重要性
は高まる。それまで待っているだけでは漁業は守
れない。漁業の技術習得には10年以上の時間がか
かる。漁業が必要だと思った時に漁業者がいない
といった事態も起り得る。漁業・漁業者を守るた
めには何をなすか。全漁連は11月19日に全国漁協
代表者集会を開催する。今後の漁協系統の運動方
針を決める。運動の基本は組織と事業改革にあり、
合併を通じてJFグループの機能、基盤強化を図っ
て、漁業者の経営と生活を守ることが使命である。
豊かな海はJFグループの運動の原点でなければな
らない。
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漁場環境の問題
〜陸域からの海への影響〜
社団法人

北海道栽培漁業振興公社

副会長理事
｢豊かな海づくり｣の趣旨に沿うかどうか疑問で
あるが、北海道における「漁場環境の問題〜陸域
からの海への影響〜」について、幾つかの事例を
挙げて、漁業者の意識とその取組みの現状を踏ま
えて、私見を述べてみたい。
人類にとって、21世紀の最大の課題は、食糧と
環境保全であると言われ、事実、水産業は、我が
国の食糧自給の重要な担い手として位置づけられ
るとともに、海は、漁業生産の場としてのみでな
く地球の環境保全を支える資源として大きな役割
を果たしている。しかし、現実を見ると、漁場と
資源をめぐる環境条件は、多種多様な状況に置か
れ、決して安閑としていられるものではなく、そ
の対策を真剣に考えなければならない時にあると
言っても過言ではないと考えられる。
北海道の漁業生産（2003年）は、生産量1,668
千㌧、生産金額2,309億円であるが、魚種別に見
ると、ホタテ、サケ、コンブの 3 種で生産量の
49.6％、生産金額の45.5％を占め、その生産量の
全国シェアを見ると、ホタテ81.8％、サケ80.8％、
コンブ84.9％となっているが、この 3 種における
漁場環境に係わる現状は、次の事例に示すように
大きな問題点を抱えている。
【事例：１】河川からの濁りによるコンブ漁場へ
の影響
太平洋えりも以西海域に位置する日高地区はコ
ンブの主産地であるが、濁りの大きい河川を持つ
日高西部（門別）と濁りの小さい河川を持つ日高
東部（冬島）では、年間の濁度は門別が 7 〜30ppm、
冬島が 1 〜 3 ppmの範囲であり、水中光量は門別
が水深1.0mで75％、冬島は水深1.0mで32％減少
していた。この結果、コンブの葉体基部からの平
均生長を比較すると、門別が32㎝に対し冬島は
112㎝と3.5倍の成長差となっている。
【事例：２】酪農排水の流入による漁場への影響
北海道は、戸数9,200戸、飼育頭数863,500頭の
規模をもつ大きな酪農基地であるが、北海道農政
部は、「クリーン農業に関する技術資料」のなか
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林

和明

で、酪農地帯における家畜糞尿等による河川水質
への影響について次のように指摘している。
「酪農地帯を流れる河川水質を総合的に解析し
た結果、水質変動に最も影響するのは糞等からの
懸濁物質とリンで、次いで尿等からの窒素であり、
酪農排水に関連する水質悪化への寄与率は全体の
9.0％を占め、融雪期と出水期における懸濁成分
の流入量は、全体の負荷量の10.0％を占め、その
河川の年間の有機物流入量を上回るほど大きい」
ここに示した事例は、その影響状況に差はある
が、北海道の殆どの沿岸域で見られる状況であり、
コンブ漁場における河川からの濁りの流入は、函
館市南茅部沿岸の天然コンブの生産量の減少を招
いており、日高管内沙流川における平成15年 8 月
9 日の低気圧による出水では、河口海域に札幌ド
ームの 2 杯分に匹敵する330万m 3 の土砂が流出
し、沖合10㎞迄にわたって堆積し、タコ漁場とホ
タテ増殖漁場に大きな被害を与えている。また、
全国的にも知られているホタテ増養殖漁場である
サロマ湖に流入する大小11河川には、家畜農家が
361戸、牛の飼育頭数41,829頭の規模で酪農が営
まれており、サロマ湖の富栄養化の大きな要因と
なっている。
しかし、このような現状において、私が非常に
危機感を持っているのは、数少ない事例を除くと、
依然として、被害が発生したときには騒ぐが普段
は関心を示さないという漁業者の意識であり、そ
の問題解決に向けての取組みを戦略的、組織的に
しかも地域的な問題として漁業以外の人達の理解
と連携を積極的に求めることに消極的であること
である。
最後に、サロマ湖を漁場としている常呂、佐呂
間、湧別及びサロマ湖養殖漁業協同組合が平成13
年から17年までの 4 ヵ年をかけて、｢サロマ湖物
質循環モデル｣を構築し、サロマ湖の漁場環境を
保全するための現状分析と対策の策定に取組んで
いることをお知らせし｡結びとしたい。

平成18年度栽培漁業関係予算要求の概要について
水産庁増殖推進部栽培養殖課

栽培漁業企画班

吉田
我が国沿岸の水産資源が総じて減少傾向にある
中で、水産基本法においても、水産物の安定供給
の確保に関する施策として、「環境との調和に配
慮しつつ、水産動植物の増殖及び養殖が推進され
なければならない。
（第 2 条）
」と定められており、
水産動植物の増殖に係る積極的施策である栽培漁
業のより一層の推進が求められているところであ
ります。このような状況の中、水産資源の維持・
増大を図るため、栽培漁業の最前線である関係都
道府県、栽培漁業に関する技術の開発について基
礎から実証に至るまで一元的に実施できる体制を
持つ独立行政法人水産総合研究センター、関係都
道府県等を会員として栽培漁業を中心に豊かな海
づくりを積極的に推進する社団法人全国豊かな海
づくり推進協会、水産庁が連携して、栽培漁業を
推進しているところであります。
さて、栽培漁業関係予算につきましては、平成
17年度より創設されました「強い水産業づくり交
付金」の「資源増養殖目標」に位置づけられ支援
しているところであります。この「強い水産業づ
くり交付金」は、平成16年 6 月 4 日付けの閣議決
定である「＜基本方針2003＞に掲げられた基本的
な方向に沿って、三位一体の改革を着実に推進し
ていくため、平成18年度までに三位一体の改革の
全体像を明らかにし、その中には平成18年度まで
に行う 3 兆円程度の国庫負担改革の工程表、税源
移譲の内容及び交付税改革の方向を一体的に盛り
込み、また国庫負担金の改革については、税源移
譲に結びつく改革、地方の裁量度を高め自主性を
大幅に拡大する改革を実施する。
（抜粋）」を受け、
水産庁としては、水産基本法の基本理念である水
産物の安定供給の確保と、水産業・漁村の健全な
発展を実現するための水産資源の持続的な利用・
管理の推進、水産業経営の強化、漁村地域の活性
化などの施策を総合的に推進に当たり、より一層
地方の自主性・裁量性を高めるとともに、地域の
実情を踏まえた水産施策の実施を可能とする観点
から、従来の水産関係補助金を改革し、予算配分
の弾力化、地域の独自の提案に対する支援などを
盛り込んだ形となっております。
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そのうち栽培漁業関連の事業メニュー内容は以
下のとおりです。
◎強い水産業づくり交付金
１ 資源増養殖目標（のうち栽培漁業関係）
（1）ハード事業
① 資源回復支援施設の整備
資源回復計画対象種等について、種苗生産
能力及び放流能力を高める施設を整備するこ
とにより、資源回復計画を推進するとともに、
水産資源の増大を図ります。
（2）ソフト事業
① 資源回復計画促進型
伊勢湾・三河湾のトラフグ、瀬戸内海のサ
ワラ等の資源回復計画対象種等について、当
該計画による減船・休漁等の漁獲努力量削減
とともに行う種苗放流、放流効果調査等を支
援します。
② 栽培漁業推進型
各地域の実態に即した栽培漁業の推進に必
要な種苗生産、中間育成、放流手法等に関す
る技術開発及び放流効果検証のための種苗放
流、効果調査等を支援します。
③ 栽培漁業による緊急地域再生の支援
不測の事態により甚大な漁業被害を受けた
地域を早急に再生していくため、地域におけ
る重要種について、種苗生産、中間育成、放
流手法等に関する技術開発及び放流効果検証
のための種苗放流、効果調査等に対して支援
します。
④ 漁場整備連携型の栽培漁業の推進
水産基盤整備事業による魚礁の設置、藻場
の造成等を活用した種苗放流、放流効果の実
証等を支援します。
平成18年度につきましては、上記事業メニュー
の内容を拡充する形で、「汚泥等の堆積物の除去
や覆砂等（公共事業）、種苗放流等（非公共事業）と
を一体的に実施することにより、効果的な漁場環
境保全創造を推進」等の拡充要求をしております。
今後とも予算の確保に努めてまいる所存でござ
いますので、関係者の皆様方には御協力をよろし
くお願いいたします。
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宮城県の栽培漁業の取り組み
宮城県産業経済部漁業振興課資源管理班
主任主査

菊 田 和 也

型底びき網などの小型漁船漁業、アワビ等の採介
藻漁業の他、ノリやカキなどの多種多様な養殖業

１

宮城県の漁業

も盛んに営まれてる。
平成15年の本県における海面漁業の生産量及び
生産金額はそれぞれ約40万ｔ、約800億円で、全

宮城県は、東北地方の南東部に位置し、離島を

国でそれぞれ第 2 位及び第 4 位に位置する全国屈

含む海岸線の総延長は約860㎞で、中央部に突出

指の生産高を誇っている。しかし、生産量は減少

した牡鹿半島を境に、北側は海岸線の入り組んだ

傾向にあり、資源の持続的利用を図り将来にわた

リアス式海岸、南側は砂浜域が広がる遠浅な海岸

り安定した漁業を展開するため資源管理型漁業や

線から成っている。また、沖合は、黒潮、親潮、

作り育てる漁業の一層の推進が必要となってい

津軽暖流などの寒暖流が交錯する生産性の高い海

る。

域で、世界四大漁場の一つである金華山・三陸沖
漁場となっているなど、沿岸から沖合域まで多種
多様な魚介藻類が生息し回遊している海域であ
る。

図２

宮城県の海面漁業生産量の推移（農林統計）

２

図１
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宮城県の位置図

栽培漁業の沿革

（1）栽培漁業の対象種の変遷

このような恵まれた地理的条件や漁場環境を有

本県における栽培漁業は、昭和40年代から磯根

することから、本県は、遠洋・沖合漁業の基地と

の重要資源であるエゾアワビの天然稚貝の移殖放

なっているほか、沿岸では、イサダ船びき網、小

流などが実施され、その後、栽培漁業の推進母体

11
として昭和51年に開所した宮城県栽培漁業セン
タ−（以下「栽培センタ−」という。）を拠点に

（2）推進体制の整備

本格的な栽培漁業への組みが開始された。
本県における栽培漁業の推進体制は、従来は栽
培漁業センタ−を生産拠点とし、漁業協同組合の
協力を得ながら、県の試験研究機関が効果調査を、
同じく水産業改良普及員が普及啓発などを担当し
てきた。しかし、栽培漁業の役割の増加や対象種
の拡大等を背景に、関係者間の連携の強化や事業
のより一層効率的かつ円滑な推進を図ることが必
要となり、昭和60年代に、漁業協同組合や市町等
が参画する「地域栽培漁業推進協議会」を設立す
写真１ 宮城県栽培漁業センター
財団法人 宮城県水産公社

るとともに、既存の地域振興協議会等に栽培漁業
の推進機能を付与するなどして、県内 3 地区全て

栽培センタ−開所当時は、エゾアワビ、マコガ

に栽培漁業を推進する母体を整備した。以降、県

レイ、ガザミ、クルマエビの 4 種類を対象に種苗

と地域栽培漁業推進協議会が連携し、種苗生産と

生産技術の開発に取り組み、特に、本県の代表的

効果調査は県が、中間育成と放流等を協議会でそ

な対象種であるエゾアワビについては、大量種苗

れぞれ分担して取り組む体制で事業を展開してい

生産に成功した「財団法人かき研究所」の指導を

る。現在、地域栽培漁業推進協議会等では、栽培

受けながら生産技術の安定化に努めた結果、我が

センタ−及び水産公社で生産した種苗の中間育成

国で初めて昭和55年度には100万個以上の稚貝生

及び放流を実施する他、地域の重要魚介類の種苗

産が可能となった。その後、ニシン、ヒラメ、ホ

生産にも自主的に取り組むなど、本県栽培漁業の

ッキガイなどを新たな対象種として追加するな

推進に大きな役割を果たしている。

ど、時代の要請に応えながら対象種を組み替えし

【地域栽培漁業推進協議会】

つつ、種苗生産や放流技術の開発に取り組んでき

・松島湾浅海漁業振興協議会

た。現在は平成 7 年 4 月に設立した財団法人宮城

・中部地区栽培漁業推進協議会

県水産公社（以下「水産公社」という。）が生産

・北部地域沿岸漁業振興協議会

するヒラメとエゾアワビ、栽培センタ−が技術開
発を目的に取り組んでるホシガレイとマコガレ
イ、さらに、平成17年度から新たに対象種に追加
したアサリとアカガイの計 6 種類を対象に事業を

３

栽培漁業への取り組み事例

展開している。

（1）ヒラメ（「財団法人宮城県水産
公社」による取組）
はじめに、水産公社の概要を紹介する。水産公
社は、栽培漁業の実践と普及啓発及び資源管理型
漁業の推進等に関する事業を実施し、本県水産業
の発展に寄与することを目的として、平成 7 年 4
月 1 日に県及び沿海市町並びに漁協系統団体等の
出捐により設立された公益法人である。組織は、
写真２

現在のアワビ飼育作業状況（10月）

理事11名、監事 2 名、評議員13名、職員14名の役
職員で構成され、県の施設を借り受けて、受託事

5

業としてのエゾアワビ、自主事業としてのヒラメ

年以降は平成 6 年から見られた卓越年級群の発生

の種苗生産や放流と放流効果の把握、栽培漁業の

が、次に述べる種苗放流や未成魚の漁獲禁止など

普及啓発などの事業も実施している。なお、ヒラ

の資源管理の効果により高位で推移し、平成 9 年

メの事業については、漁業者からのヒラメ水揚金

には192ｔと昭和54年以降では最高の漁獲量をあ

額の 5 ％の協力金や、一部の遊漁関係者からの賛

げた。

助会費などを生産経費の一部にあてることにより
運営している。

②種苗の生産状況
水産公社の事業開始当初におけるヒラメ種苗生

①種苗生産への取組

産・放流は、新設され初めて使用する施設で大量

本県におけるヒラメ種苗生産への取組は、昭和

生産に取り組んだため、施設の利用方法と基礎生

60年度から30㎜サイズで30万尾の生産を目標に実

産技術との調和が図れず、放流数量は目標の100

施してきたが、①刺網漁業や小型底曳網漁業など

万尾を下回っていた。

の主な沿岸漁業の対象種として重要な位置を占め

そのため、「日本栽培漁業協会宮古事業場」（現

ていること、②漁獲量の減少に歯止めをかけ資源

在の（独）水産総合研究センタ−宮古栽培漁業セ

の維持回復を図る必要があったこと、③基礎技術

ンタ−（以下「宮古栽培センタ−」という。））の

の改良など生産技術の向上による種苗の大量生産

指導や他県の大量生産技術を一部導入するなど生

の道が開けたこと、④魚市場での放流魚の水揚げ

産技術に改良を加え放流種苗の安定確保に努め

調査結果などから種苗の放流効果が見込めるよう

た。

になったことなどから、種苗生産の施設を増強し、

その結果、放流数量は徐々に増加し、平成11年

種苗の大量生産放流等を担う水産公社の設立を契

以降はほぼ目標を達成している。また、種苗生産

機に、平成 7 年度からは100万尾放流（種苗生産

の安定により、生産コストの大幅な削減も図られ、

目標は30㎜サイズで140万尾）を目標に取り組ん

1 尾当たりの生産経費（人件費を除く電気代、餌

だ。

料費等の直接経費）で試算すると、事業開始当初

なお、ヒラメの漁獲量は、平成 6 年までは概ね
50〜100ｔの範囲で減少傾向にあったが、平成 7

写真３

ヒラメ給餌作業（水産公社５月）

の約70円に対し近年は約20円と当初の1/3以下で
の生産が可能となっている。

写真４

ヒラメ放流状況（志津川湾）

③放流効果の推定
ヒラメの放流効果について、県内主要魚市場に
おけるヒラメ水揚調査の結果から推定すると、放
流魚の漁獲尾数は平成10年までは 2 万尾台であっ
たが、生産技術の安定に伴う放流数の増加や種苗
の健全性の向上、さらには適地への放流などによ
り近年は約 6 万尾に増加している。また、放流魚
図３
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宮城県におけるヒラメ漁獲量の推移（農林統計）
及び水産公社におけるヒラメ放流量の推移（水産
公社事業報告書）

の混獲率は平成10年までは10％未満であったが、
近年は30％以上を占めるなど、放流魚の増加によ

11
りヒラメ資源の増大が図られ、放流魚が重要な漁
獲資源になっていることが認められる。
なお、現在、さらなる放流効果の拡大を図るた

ホシガレイは、全国的に漁獲量が少なく、生態
等に関する知見も乏しい魚種であり、また、種苗
生産の事例も極めて少ないのが現状である。この

め、標識放流による放流適地の検証や適地への集

ような中で種苗生産技術の開発に取り組んだが、

中放流の実施、市場で安価で取引されている体色

生理生態に関する基礎的知見が未解明のため、開

異常魚の出現率軽減に努めている。

始当初の成績は極めて不調で放流用の種苗はほと
んど確保できなかった。そこで、宮古栽培セン
タ−が種苗生産技術の向上を目的に立ち上げたホ
シガレイに取り組む県などで構成する担当者会議
において、技術的課題への取組や研究成果等に関
する情報交換を行いながら生産技術の向上に努め
てきた。

図４

宮城県におけるヒラメ放流魚の漁獲尾数と混獲率
の推移（水産公社事業報告書）

（2）ホシガレイ（宮城県における取組）
①種苗生産の取組
本県におけるホシガレイの漁獲量は、漁獲調査
を始めた平成 7 年以降は約 2 〜 5 ｔと極めて低位
で推移し、近年はさらに減少傾向にある。取引価

写真６

栽培センターで生産したホシガレイ稚魚

格は希少種のため、1 ㎏当たり約5,000円（活魚で
は10,000円以上になることもある）と、県内で水

その結果、最大の課題であった良質卵の確保対

揚げされるカレイ類の中では最も高価な種類であ

策としては、親魚として若齢魚を使用すること、

る。そのため、漁業者からの種苗放流に対する要

親魚の選別を行い良質卵を抱卵する個体を反復使

望も強く、また、種苗放流による大きな経済効果

用することなどが有効と分かり、以降はこれらの

が期待されたことから、平成 7 年度から対象種に

知見を基にした生産と稚仔魚飼育に改良を加え、

加え、栽培センタ−で種苗生産技術の開発を、水

平成17年度に初めて80㎜サイズ以上の種苗10万尾

産研究開発センタ−と気仙沼水産試験場で放流技

の放流が可能となった。しかし、未だ不安定な面

術の開発とその効果の調査に取り組み現在に至っ

があるため、良質卵の確保に有効な親魚の飼育時

ている。

の水温コントロ−ルなど技術のさらなる向上に努
め、放流規模の拡大を図りつつ、併せて生産コス
トの軽減に努めることとしている。

図５

宮城県におけるホシガレイ漁獲量及び漁獲金額の
推移（資源増大技術開発事業報告書）

②種苗生産状況

図６

宮城県におけるホシガレイ放流量（全長80㎜以上）
と放流年級群毎の回収率の推移（資源増大技術開
発事業報告書）
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②放流効果の推定

また、新たな取り組みとして、仙台湾における

ホシガレイの放流効果について、標識放流魚の

産卵期のマコガレイ親魚の保護を目的とした保護

魚市場への水揚状況から水揚全体に占める混獲率

区域を平成17年12月から設定することとしてい

と放流数に対する回収率を推定した。

る。

混獲率は、石巻魚市場では平成13年が23％であ
ったが、平成16年には53％に増加した。志津川魚
市場では平成13年以降は40〜70％と放流数量は少
ないが高い混獲率を示している。また、放流年級
群毎の回収

率は、回収が完了したと思われる平

成13年級では6.5％とヒラメとほぼ同水準の成果
が得られている。このように、放流魚は着実に漁
獲資源に加入していることから、今後とも、生産
技術の定着による放流種苗の安定確保を図り、こ
れまでの標識放流等の結果に基づく適地への放流
を進め、さらなる放流効果の拡大を図るとともに、
種苗放流による経済効果を検証しながら事業を進
めることとしている。

５

今後の展開方向

以上のように、本県では栽培漁業による資源の
添加や資源管理型漁業の実践による資源の回復、
維持増大に取り組み、その効果も徐々に顕れてき
写真５

魚市場調査状況（気仙沼）

ているが、漁業資源は総じて低位にあり、その持
続的利用を図るためにはこれまで以上の取り組み
が必要である。
しかしながら、近年の栽培漁業を取り巻く情勢

４

資源管理型漁業の実践状況

は、その重要性が増す反面、事業経費の確保が
年々困難となり、生産規模を縮小せざるを得ない
状況にある。

本県における資源管理型漁業への取組は、ヒラ

今後は、継続して生産コストの削減に努め、対

メの放流規模拡大やホシガレイの新たな取り組み

象種を絞り込むなど事業のスリム化・集約化を図

など、栽培漁業の進展を背景とした漁業者の認識

るとともに、栽培漁業の効果を実証し、取組の重

の高まりにより、平成 8 年からヒラメとホシガレ

要性を分かりやすく解説しながら県民の理解を深

イを対象とした全長規制（全長30㎝未満魚の漁獲

め、資源の保護や経費負担への協力を得ながら事

禁止・再放流）に取り組んだのが最初である。そ

業を展開することが必要と考えられる。併せて、

の後、ヒラメの全長規制を35㎝としたほか、重要

漁業者を主体とした資源管理措置についても、遊

な漁獲資源であるマアナゴ、マコガレイ、アイナ

漁者の協力も得ながら取組を拡大するなど、将来

メを順次対象種として追加し、現在は 5 種類を対

にわたり水産資源の持続的利用を図る体制を整備

象に全長規制や産卵期の一部休漁などの資源管理

することが何よりも重要と考える。

措置を実践している。
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大分県の栽培漁業の取り組み
豊後水道域のマダイ、クルマエビ、アワビ
大分県農林水産研究センター水産試験場
主幹研究員（総括）

尾 上 静 正

漁獲金額の多いベスト 7 は、マアジ20億円、サバ
類15億円、シラス11億円、クルマエビ10億円、タ
チウオ 9 億円、マダイ 7 億円、タコ類 6 億円です。

はじめに

これらのうちクルマエビとマダイが栽培対象種と
して種苗放流が行われています。漁獲量が全国ベ

本県は759㎞に及ぶ海岸線を有し、北部の周防

スト 3 に入る魚種は、ボラ類が 1 位、クルマエビ、

灘は干潟が発達しており、南部の豊後水道はリア

タチウオ、コウイカ類が 2 位、イボダイが 3 位で

ス式海岸で水深が深く黒潮の影響も受けます（図

す。

1 ）。このように、多様な海洋環境を有している

残念ながら、本県の漁業生産量と生産金額は減

ことから、漁獲される魚介類は150種にも及びま

少傾向にあり（図 2 ）、まき網、底曳網、刺網、

す。

釣り、養殖、いずれの漁業も経営が厳しいものと

大分県の海面漁業の生産金額（平成15年農林水

なっています。

産統計）は379億円です。そのうち、漁船漁業が
215億円、養殖業が165億円で、漁船漁業のうち
146億円が沿岸で漁獲されています。沿岸漁業で

図２
図１

大分県沿岸の水深

大分県海面漁業および養殖業の生産量と
生産金額の年変化
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栽培漁業は、本県においても漁船漁業を振興す
るための大きな柱として位置付けられ、早くから
取り組んできました。ここでは、現在の県全体の
種苗放流の概要と、豊後水道域のマダイ、クルマ
エビ、アワビの種苗放流と効果調査の現状、さら
に今後の取り組みについて簡単にご紹介します。

現在の種苗放流
平成15年度に大分県沿岸に種苗放流された魚種

写真１

大分県漁業公社上浦事業場場

ています。同試験場は、平成 8 年に水産試験場、

は、放流技術開発中の魚種を含めて18種類です

浅海漁業試験場および内水面漁業試験場が海洋水

（表 1 ）。アワビ類には、メガイ、クロ、エゾがあ

産研究センターとして統合され、さらに平成17年

るので、厳密には20種類となります。多様な地元

4 月からは、新たに設立された農林水産研究セン

の要望に応じているため、このように多くの種類

ターの一機関となり、名称は水産試験場に戻りま

が放流されています。現在、県として特に力を入

した。現在の水産試験場は、管理担当、企画指導

れているのは、クルマエビ、マダイ、アワビ、マ

担当、栽培資源担当、養殖環境担当、浅海研究所、

コガレイ、アサリです。

内水面研究所、の 6 部門で構成されています。

表１

大分県における平成15年度の種苗放流数
（母貝放流や内水面関連は除く）

漁獲量高位安定のマダイ
マダイの種苗放流は、本県では昭和40年代後半
から始まりました（図 3 ）。50年代後半からは、
毎年50万〜70万尾の種苗が主に豊後水道域に放流
されています。音響給餌を利用した海洋牧場の事
業化など、本県では最も力を注いできた魚種とし
て位置付けられます。漁獲量は比較的高い水準で
安定しており、鼻孔隔壁欠損から求めた近年の放
流魚の混獲率は 3 ％前後です。しかしながら、漁

放流用種苗を生産しているのは、社団法人大分
県漁業公社です（写真 1 ）。事業場を県北の国東
町と県南の佐伯市上浦に構え、総勢 7 名のベテラ
ン技術者が種苗生産を行っています。
種苗生産と放流に関する技術開発については、
大分県農林水産研究センター水産試験場が担当し

10

図３

大分県におけるマダイの漁獲量と種苗
放流数の年変化
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獲されるマダイの価格がすっかり安くなったた

平成13年度から当試験場において調査に取り組ん

め、放流事業は縮小する方向で進んでいます。

でいます。
現在の調査は、豊後水道でのクルマエビ種苗放
流の拠点となっている佐伯湾栽培推進協議会の全

古くて新しいクルマエビ

面的な協力のもとに進めています。同協議会は、
昭和60年に佐伯湾沿海の底曳網漁業者、漁協、
市・町を構成メンバーとして設立され、毎年クル

本県でのクルマエビの種苗放流は昭和40年代か

マエビの種苗を佐伯湾に放流しています。底曳網

ら始まりました。50年代半ばから60年代始めには

漁業者も費用の一部を負担しています。放流を開

3,000万尾を超え、その後は減少し現在は1,000万

始した当初は、体長15㎜前後の種苗を海面に設置

尾前後が放流されています（図 4 ）。漁獲量は全

した囲網で 1 週間ほど中間育成し、体長20㎜ほど

国的に減少している中で、比較的高水準を保って

で放流していました。平成 6 年頃からは、養殖業

いたのですが、平成 8 年頃から年々減少していま

者が養殖池で生産した体長 7 ㎝ほどの稚エビを、

す。

直接放流する方法に変わりました。放流時期は 6

豊後水道の漁獲量の低下は特に顕著です（図

〜 7 月になります。放流サイズは大きくなったの

5 ）。この海域のクルマエビについては、昭和40

ですが、放流数は減りました（図 6 ）。放流事業

年代末に資源生態や放流効果に関する調査が行わ

費の減少もありますが、放流サイズが大きくなっ

れましたが、その後は組織的な調査が行われてい

たために 1 尾当たりの購入単価が高くなったこと

ませんでした。クルマエビの種苗放流の効果はど

も原因です。

の程度なのか、放流方法に問題が無いのか、放流
方法を改善することによって漁獲量を増加させる
ことができないのか、このような目的をもって、

図６

図４

大分県におけるクルマエビの漁獲量と
種苗放流数の年変化

佐伯湾に放流したクルマエビの体長別
放流数の年変化

このように現在行われている大型種苗の放流効
果を調べるため、リボンタグ（写真 2 ）による標
識放流を平成13〜14年度に合計45,000尾行いまし
た。しかし、再捕がわずかに21尾でした。標識エ
ビの活力が悪く標識の脱落も多いことなど、方法
に問題がありました。15年度からは、尾肢切除を
標識として毎年15万尾ほどを放流し、魚市場調査
（写真 3 ）によって回収率を調べています。現在
までの調査結果では回収率は 1 ％程度と推定して
います。この推定には多くの誤差が含まれている

図５

大分県の海域別のクルマエビ漁獲量の年変化

ため、精度を高める必要がありますが、放流効果

11

を検討するための足がかりができた段階と考えて

していることは間違いないようです。
このような調査を実施する一方で、放流方法も

います。
放流エビの再捕は、佐伯湾内の放流地点に近い

改善しています。現在までの改善点は、①種苗購

場所で操業する刺網での漁獲が多く、数は少なく

入先の養殖業者の変更による種苗の活力向上、②

なりますが佐伯湾内で操業する底曳網でも漁獲さ

放流サイズを体長 6 ㎝から 4 ㎝へ小型化し放流数

れます。しかし、底曳網の主漁場である豊後水道

を増加、③放流現場での囲網による短期馴致、の

での再捕はわずかです。また、ほとんどが年内で

3 点です。これらの改善が、回収率や漁獲量の向

の再捕で、年を越しての再捕はまれです。

上にどの程度つながるのかを期待しながら調査に

稚エビの生育に適した佐伯湾奥に放流したクル

臨んでいます。

マエビ種苗のうち、どの程度が豊後水道まで出て

なお、県では平成17年 8 月に大分県豊後水道域

行き漁業者に再捕されるのか、さらにどこまで移

クルマエビ資源回復計画を公表して、体長制限の

動するのか、を明らかにするため、体長15㎝ほど

強化や種苗放流の拡大などを実践することによ

の天然のクルマエビにアトキンスタグ（写真 2 ）

り、当海域のクルマエビ資源の増大に取り組むこ

を付けて放流しました。平成14年度に942尾を放

ととしています。

流したところ、放流地点に近い場所で刺網により
61尾が再捕され、湾内の底曳網で 2 尾、湾の外の

放流しても漁獲量が減少する
アワビ

豊後水道で 1 尾が漁獲されました。佐伯湾奥に放
流した種苗が、豊後水道のクルマエビ資源に添加

本県ではアワビの種苗放流は昭和50年頃から始
まり、60年代になって20万個を超え、近年では70
万個ほどが毎年放流されています（図 7 ）。放流
種はクロアワビであったのが、平成 4 年頃からエ
ゾアワビが主体となり、近年はメガイアワビが中
心となっています。放流数が増加しているにもか
かわらず、漁獲量は昭和62年から減少の一途です。
アワビは、水産業改良普及員による中間育成や
放流などの現場指導に力が置かれ、試験場として
は放流効果に関する調査は行っていませんでし
写真２ 標識
（上：リボンタグ、下：アトキンスタグ）

た。そこで、平成 9 年度から当試験場で種苗放流
の効果調査に取り組むことになりました。調査に
あたっては、普及員や漁業者および漁協の協力の

写真３
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早朝の魚市場調査

図７

大分県におけるアワビ類の漁獲量と放流数の年変化
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もとに各地に調査地点を設け、標識放流（写真 4 、
5 ）を行いながら潜水調査と漁獲物調査を実施し
ています。放流後の成長は、エゾアワビとメガイ
アワビは、殻長約 4 ㎝で放流すると漁獲制限の10

今後の取り組み

㎝を超えるのに、餌料の海藻が多い好適な場所で
約 2 年かかることがわかりました。回収率につい

豊後水道域での今後の新たな栽培魚種として、

ては、平成13年度に米水津の禁漁区に殻長 4 ㎝サ

カサゴの放流とシマイシガニ（写真 6 ）の種苗生

イズで合計68,000個放流したアワビ類が、平成15

産に関する技術開発に取り組んでいます。いずれ

〜17年度の計 5 回の操業の結果、メガイアワビが

の魚種も、毎年地元から強い要望があがってくる

9.5％、エゾアワビが2.9％回収されました。経済

魚種です。

的にはメガイは黒字でエゾでは赤字です。この場

カサゴは種苗生産技術に目処が付いたため、平

所は、磯焼けによってカジメ類が衰退しており、

成15年度から 5 年間の計画で、放流効果に関する

餌料環境は悪い場所です。14年度以降はカジメ類

調査を行っています。定着性が強いと考えられる

の豊富な場所に放流しているため、より高い回収

利点が、成長が遅いという欠点をどの程度補える

率が得られるのではないかと考えています。

のかが、今後の調査の鍵となっています。

アワビは、放流後の漁場管理が難しいため放流

シマイシガニは、県南の湾内で秋から冬にかけ

効果が分からない地区が多いのですが、4 ㎝サイ

て底曳網やカゴで漁獲される美味なカニです。湾

ズを放流し、放流場所をしっかり漁場管理するこ

内の砂泥域で漁獲されますが、湾の外では漁獲さ

とによって、比較的高い効果が得られることが分

れません。稚ガニの生息場所や成長など不明な点

かりました。また、エゾアワビよりメガイアワビ

が多いのですが、まずは種苗を作って成長を調べ

の方が、放流効果が高い可能性も示唆されました。

ながら栽培種としての適性を見極める、という位

放流場所によって、成長や回収率がどのように異

置付けで取り組んでいます。水温が上昇傾向の現

なるのかについて、さらに調査を進めていく必要

状においては、このような南方系の種の選択は当

があります。

を得ているかもしれません。
今後も、種苗放流と資源管理の強化を組み合せ
て、減少した重要資源の回復を図り、漁業の振興
に貢献していきます。

写真４

放流直後の標識アワビ（標識は黄色）

写真６

写真５

シマイシガニ

ステンレスタグ
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1

マダラの種苗生産技術の現状について

〜大量生産と放流が可能になり，地先にとどまるマダラの生態〜
（独）水産総合研究センター

能登島栽培漁業センター

技術開発員

はじめに

荒 井 大 介

干した棒ダラは、庄内地方を舞台にした山田洋次

タラ類は世界に約500種近くが生息し、FAO

監督の「たそがれ清兵衛」で真田広之演じる清兵

（国連食糧農業機関）の漁獲統計には約50種があ

衛が「棒ダラは 5 年も保つそうでがんす」と言っ

げられている。その大部分は北半球の亜寒帯海域

たほど、冷蔵庫のない時代でも長期に保存できる

から極域に分布する重要な魚種であり、日本では

貴重なタンパク源であり、それを料理した棒鱈煮

マダラ、スケトウダラ、コマイが漁獲される。な

や芋棒は京都・福島など各地の郷土料理として今

かでもマダラGadus macrocephalusは大型で商業的

も受け継がれている。その他、肝臓から肝油、鰾

価値も高く、主に北陸、東北、北海道地方の特産

や胃嚢からはニカワを精製していたことなど、

種として冬に需要が多い（写真 1 、2 ）。料理は

人々の生活に密着した魚である。

タラ鍋、白子の酢の物、子つけ（タラの刺身に湯

マダラの成熟年齢は 3 〜 4 歳で、成熟体長は雄

通しした鱈子をまぶしたもの）、煮付けなどがあ

雌ともにおよそ50㎝、産卵期は12月から 3 月上旬

り、特に昆布じめは絶品である。また、マダラを

である。卵は沈性で弱い粘着性を持つ。稚魚期の
主な餌はカイアシ類などの小型プランクトンであ
り、成長に従い、魚類、甲殻類、イカ類、貝類な
どを食べるようになる。
通常マダラは水深200〜400ｍに棲息しており、
2 月を中心とした冬季に産卵のため浅海域に移動
してくる。水産総合研究センター能登島栽培漁業
センター（以下、当センター）のある石川県能登
島沖の水深60〜80ｍの泥底が本種の産卵場となっ
ている。この産卵回遊期に刺網や定置網で成熟魚

写真１

マダラの水揚げ

を漁獲する漁業が当地方のマダラ漁業の主体であ
る。しかし、石川県におけるマダラの漁獲量は
1980年代をピ−クに著しく減少し、1990年代に
1,415トンあったが、1995年には365トンにまで減
少している。そこで、当センターでは資源の回復
を目的とした種苗生産と放流の技術開発を進めて
きた。以下にマダラの種苗生産の歴史、種苗生産
成功への鍵、放流調査の現状、今後の課題と展望
について述べる。

写真２
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マダラ親魚

そこで当センターでは、飼育方法、餌料の種類、

種苗生産の歴史
マダラの種苗生産と放流に関する研究の歴史は

栄養要求、給餌量などを明らかにする必要がある

古く、石川県では1943〜1945年に、ふ化後約 1 週

と考え、マダラの栄養要求の解明とワムシやアル

間の仔魚を放流した記録が残っている。その後、

テミアの栄養強化の技術開発、消化器官の形成と

1979年には青森県脇ノ沢で、1987年には北海道知

胃腺の分化時期、マダラの仔稚魚の成長に伴う消

内、恵山、木古内、木直で受精卵の放流事業が実

化酵素の発達について、東京水産大学、京都大学、

施された。一方、日本海区水産研究所の山本・西

神戸女子大学との共同研究を行った。その結果、

岡（1952）によって受精卵の発生、ふ化水温、仔

1995年には体長20㎜の稚魚で38万尾（生残率

魚の飼育および浸透圧の変化への適応などの研究

23.9％）を生産することが出来た（図 1 ）。しか

が行われた。

し、その翌年以後は、マダラ漁獲量の減少による

本種の本格的な種苗生産は1972年に石川県増殖

良質な親魚確保が難しくなったこと、異常浮上魚

試験場で始まり、その後（社）日本栽培漁業協会

の発生などの原因不明の初期減耗、およびウイル

能登島事業場（現在の当センター）が1982年の開

ス性神経壊死症が問題になり生産尾数と生残率は

所当初から取り組んだ。当時は採卵には成功して

低迷した。

いたが、わずかな種苗を生産するのに留まってい

そこで、2003年からは受精卵の確保、ウイルス
性神経壊死症対策、餌料の栄養価の改善、配合飼

た。
1980年代以前のマダラの種苗生産では、餌料と

料の積極的利用等の技術開発を行い、その結果、

してシオミズツボワムシ（以下、ワムシ）、アル

初めて70万尾を超える種苗生産を記録した。その

テミア（幼生および幼生を育成したもの）、天然

後、2005年まで 3 年連続で50〜70万尾の大量生産

プランクトンや魚肉ミンチが用いられており、特

ができたことで、その種苗生産技術の再現性が確

に大型の天然プランクトンや養成したアルテミア

認できた。

が大量に必要とされた。また、ふ化後10日目まで
の初期減耗が50％以上と大きく、その後も水面に
浮上して死亡するもの（異常浮上魚）や水腫魚が
散発的にみられ、60日齢（全長20㎜）での生残率
は通常 3 〜 6 ％と低かった。

図１

種苗生産成功への鍵
種苗生産成功への鍵は、主に以下の４点が挙げ
られる。
一つ目は、安定した親魚及び受精卵の確保であ

能登島栽培漁業センターにおけるマダラ種苗生産尾数と生残率
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る。過去の豊漁時には、定置網で漁獲された活魚
から成熟状態の良好な親を選んで人工授精を行う
ことができたが、漁獲量の減少に伴い、そのよう
な天然魚の入手が困難になっている。このため、
現在は、天然親魚だけでなく、長期間養成した親
魚からの採卵も試みている。マダラは通常200ｍ
以深の低水温域に棲息していることから、親魚養
成は低水温下での飼育が欠かせない。このような
理由から、現在は清浄で低水温の深層水を汲み上
げた施設で親魚養成している。深層水を用いた親
魚養成試験は、マダラの良質卵の安定確保を目的
に1995年から富山県水産試験場（以下、富山水試）

図２

種苗生産における疾病防除対策

との共同研究で行っている。平成17年度は、人工
種苗を養成した親魚からの受精卵を用い16万尾

されなかった。このため平成11年から14〜15℃の

（生残率49.5％、全長約30㎜）の種苗生産に成功

低温で培養したワムシを使用した。低水温で培養

した。受精卵の採卵量は、雌の大きさによって異

したワムシは、飼育水中で沈下することなく遊泳

なるが 1 尾あたりおよそ100〜500万粒を採取で

し、餌料価値も向上した。また、栄養素を補完す

き、今後、人工種苗を養成した成魚も親魚の候補

るため、複数（ 3 種類）の強化剤で栄養強化を実

として加えれば、より多くの親魚が利用でき、安

施し、1 日おきに強化剤を変更し、同時に、仔魚

定した種苗生産用の受精卵供給が可能となる。

期に成長を促進する効果があるタウリン強化も実

二つ目は、ウイルス性神経壊死症対策である。

施した。以前生じていた異常浮上魚や水腫魚によ

まず親魚からの垂直感染を防ぐ対策として、受精

る減耗がみられなくなったのは、これらの改善が

卵を0.5㎎/ｌのオキシダント海水で15分間の消毒

功を奏したと考えている。

した卵をふ化容器に移し、紫外線殺菌処理した海

四つ目には、配合飼料の積極的利用があげられ

水を流してふ化管理を行った。次に水平感染の対

る。これまでは、マダラは生物餌料への嗜好性が

策として、電解殺菌処理により消毒した海水を飼

強く、配合飼料のみならず魚肉ミンチへの餌付け

育に使用した。また、水槽間の飛沫防除および作

も困難とされていた。しかし、平成14年に配合飼

業員からの持ち込み対策として高さ1.8ｍのビニ

料の給餌試験を行ったところ、全長11㎜から配合

ールシートで各水槽間を隔離し、カッパ、手袋、

飼料単独給餌での生き残りが確認され、全長19㎜

長靴、バケツや底掃除機等のあらゆる用具と機材

では生物餌料との併用による馴致期間がなくても

は水槽毎の専用にした。作業者の長靴は、踏み込

ほぼ全個体が摂餌して生残することが確認され

み槽での塩素消毒を徹底した（図 2 ）。これらの

た。この結果を踏まえて、平成15年度から種苗量

対策により、過去 3 年間の種苗生産期における本

産試験でも全長15〜16㎜から配合飼料の給餌を開

ウイルス性疾病の発生を防除することができた。

始したところ、給餌開始10日で配合飼料の摂餌率

三つ目には、ワムシの培養方法や栄養強化方法

は100％に達した。配合飼料に餌付いた種苗は、

の改善があげられる。当センターで使用している

アルテミアを単独給餌した種苗より活力がよく、

ワムシはＬ型ワムシBrachionus plicatilis小浜株で

取り揚げなどのハンドリングによるストレスに耐

ある。以前は20℃で培養したワムシを給餌してい

えられるようになった。

たが、マダラの飼育水温が7〜12℃であるため、
培養水との温度差が 8 〜13℃となり、給餌したワ
ムシが飼育水槽内で沈下し、餌料として有効利用
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放流調査の現状
種苗生産技術の開発と並行して、生産種苗を用

いた放流技術開発や放流効果の検証にも取り組ん
できた。種苗の放流効果を高めるためには、天然
魚と放流魚の行動生態を調べ、最適な標識方法、
放流サイズ、放流時期を検討するとともに、放流
魚の移動、分散についても調査する必要がある。
放流魚の行動の調査するため、生産した全長30〜
40㎜の種苗にALCの耳石標識を施して放流し、七
尾北湾における曳網調査を実施している。その結
果、放流魚は天然の稚魚と混じり合って、水温の
上昇とともに湾内の最深部に集まり、海底水温が
12℃を超える 5 月上〜 6 月中旬に大型個体から順
に湾口部を通って富山湾の深場へ移動することが
判明した。
当センターでは当歳魚の一部を選別した全長60
㎜種苗と 1 歳魚の外部標識放流による移動分散の
調査も実施している（写真 3 ）。富山湾滑川で放

図３

１歳魚放流魚の再捕地点

流した当歳外部標識魚が 1 年経過した今年、刺し
網で再捕されており、大型の当歳魚であれば放流
効果が現れる可能性を示唆している。また、2001

今後の課題と展望

年の 1 歳放流魚の再捕報告から、マダラ放流魚の

1 歳放流魚が高い割合で漁獲されることがわか

多くが能登半島周辺から富山湾内にとどまること

ったが、冷水棲魚類であるマダラを 1 歳まで大量

がわかった（図 3 ）。この群の回収率が12％にも

に育成することは、冷却にかかるコスト面から困

達したことは、1 歳程度の大きさに達したマダラ

難である。マダラの栽培漁業を目指すには当歳魚

は生き残りが良く、高い割合で漁獲回収に繋がる

での効果的な大量放流技術の開発が必要である。

ことを示唆している。さらに、冬季には 4 〜 5 歳

そこで、外部標識の装着が可能で放流初期の減耗

になった放流魚が成熟個体として定置網で漁獲さ

が少ないと推測される大型当歳魚を生産する技術

れていることから、再生産にも寄与していること

開発を行っているが、これには、富山水試と共同

が考えられる。

研究を実施している早期採卵技術の開発が待たれ
る。
また、栽培漁業における種苗の放流効果は、市
場に水揚げされる放流魚によって判定する必要が
あるため石川県や富山県と共に、市場調査体制の
構築を急ぐ必要がある。
能登半島東岸に放流したマダラ 1 歳魚は、能登
半島近辺に滞留して成長し、漁獲されることが明
らかになったことから、マダラ当歳魚の放流尾数
が飛躍的に増大した2003年の放流魚が、漁獲サイ
ズになって戻ってくる可能性もあることから、関

写真３

標識放流される当歳魚

係者一同「マダラの栽培漁業」への期待が膨らん
でいる。
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豊かな海づくりに関する現地研修会
「アワビ、ウニの漁場管理について」を実施して
青森県農林水産部
三戸地方農林水産事務所 八戸水産事務所
普及課長

涌坪 敏明

開 催 月 日：平成17年 6 月13日（月）
開 催 場 所：青森県八戸市大字鮫町字葛ノ芽

八戸市南浜漁業協同組合

会議室

研修対象者：関係漁業者及び漁業団体、関係市町、県栽培漁業振興協会、県水産振興課、県三戸農
林水産事務所
出 席 者 数：69名（講師 2 、漁業者54、漁協 2 、大学 1 、県 7 、市町 2 、海づくり協会 1 ）

1 はじめに

3 現地研修会の概要

（社）全国豊かな海づくり推進協会が開催され

当研修会は、小職の司会進行により、当事務所

る現地研修会に本県が選定されたことに対し、ま

の須川所長から挨拶の後、岩手県種市南漁協指導

ずは厚く御礼申し上げます。研修会を終えまして、

購買係の馬場等係長と岩手県種市南漁協所属の吹

その概要等について報告します。

切信夫理事（指導漁業士）を講師として講演が行
われました。

2 研修会開催に至る経緯
当事務所管内の八戸市から階上町の岩手県境に

内容としては、アワビ、ウニの漁場管理に積極
的に取組んでいる種市南漁協の取組を参考とし、

至る海岸は、岩手県と同様の磯根環境にあるもの

隣接する階上から八戸沿岸の漁獲量と漁獲金額の

のアワビ、ウニの漁獲量は数段少ないものとなっ

アップを目指すための漁業者研修でした。講演、

ています。この大きな要因としては、種苗放流方

意見交換の概要は、以下のとおりです。

法と漁協、漁業者の漁場管理方法、管理意識に問
題があると考えられます。

（1）講演

このため、漁業者を中心とし、関係者が一体と
なった管理が必要と考え、その取組の一環として、
関係者の意識啓発を図ることを目的として本研修
会を企画したものです。

1 ）岩手県種市南漁協における殻付きウニ直売の
取組について
岩手県種市南漁協
指導購買係長

馬場

等

漁協として初めて取組んだ「殻付きウニの直売
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当方の漁場は、働きやすく、恵まれており、海

の取組」について紹介していただきました。
昨年11月、久慈地区の水産を語る会において、

の畑である。

漁業者から、殻付きで直売すれば観光客に喜ばれ

以前は、干潮時の日焼けのため、1 日で海藻が

る、自ら値段を付けてみたい、他にもいい産物が

枯れ、困っていた。このため、昭和40年から27億

いろいろある、直販をやってみたいなどの要望が

円の事業費で掘削を行った。国県の補助を受け、

あったのが発端で、5 月 3 〜 4 日に実施した。

地元負担は4/100で返済が大変だったが、ようや

当初、赤字覚悟で最低 3 年間は実施することと

くめどが付いた。先代の組合長の考えはすばらし
い。溝を掘って海を壊したとか、歩きにくいとか

していたが、大好評のイベントとなった。
ウニには剥きかたを添付し、アンケートを実施

言う人もいたが。
掘った溝には、やせたウニを入れたり、養殖・

して、ニーズを把握しています。
会場は、ノボリと大漁旗で飾り、ウニ、アワビ
は前日から、中間育成施設で保管していました。
当日は、数時間前から、客が切れなくて、大盛
況であり、用意したウニが足りなくなって、研究

放流用アワビの中間育成用の篭 5 万個を入れてい
る。
◎アワビ・ウニ出荷及び漁場の維持・管理
養殖アワビの出荷額は800万円〜1,200万円ほど

会に追加を取りに行ってもらうほどだった。また、

である。餌をやる10名の女性の賃金、アワビ収穫

2 日目にはデーリー東北(地元新聞)でも紹介され

後の重機による砂の浚渫費用が400万円で、経費

たため、隣接の八戸方面からも来客が多く、長蛇

は売り上げの半分くらいである。
アワビ・ウニの販売額の25％、1/4は組合収入

の列ができた。
3 日間で、殻付きウニは2,000円／㎏、2 トン、

とし、アワビ・ウニの種苗放流経費2,200万円に

400万円、養殖アワビが400円／個、5,000個、200

当てている。若い人からは、金を出すので、いっ

万円の販売だった。開催経費として、県から10万

ぱい放流してもらいたいという要望がある。
岩盤水槽は陸上水槽と異なり、干満で水交換さ

円の助成があった。
このように、食品衛生、イベントのぼりの設置

れ、ポンプが要らない。アワビが逃げないよう返

などの許可等で、関係機関との折衝に苦労したも

しに行うエアレーションの電気代が 1 万円／月程

のの、黒字とすることができ、次年度以降の実施

度かかるだけである。
昭和44年から、素潜りで、ウニ、アワビをとっ

に意欲が増している。

ており、昔の剥ぎ取りは禁止である。
＜久慈地方振興局水産部

林崎総括主査からの捕

去る 2 月に、青森県のアワビ放流状況の資料を
もらった。ここ 2 、3 年は、250万個となったが、

足説明＞
購入者数は1,100人、家族連れが多く、3,000人

青森県の放流数は少ない。岩手県では、百万個放
流の組合もある。せめて、各組合10〜20万個放流

程度の来場者数でした。
直売へのクレームは 3 件で、①身入りがよくな
かった、②アワビの個数が足りなかった（ウニ、
アワビのセット販売で）、③釣り銭を忘れたこと

できないか。放流数が少ないので、これから、ス
タートとなる。
昔は獲れたということを頭において欲しい。自
然で産まれなくても、放流すれば水揚げは上がる。

でした。

昭和のはじめに獲れていれば大丈夫である。
2 ）岩手県種市南漁協におけるアワビ・ウニの漁

「つくり育てる」
「管理する」というが、
「獲る」

場管理について
岩手県種市南漁協
理事

吹切

信

当漁協でのアワビ・ウニの増殖漁場、漁場管理
について、「作り育てる」、「管理する」そして、
「獲る」ことの優良事例について、紹介して頂き
ました。
◎増殖漁場の造成、活用状況

◎漁獲努力と放流、外敵駆除
がない。「獲る」も努力しなければ、金にならな
い。潜らなければ、だめである。
漁場づくりは、すみ家と餌場づくりに分れ、一
石二鳥はだめである。ウニをつくった漁場では海
藻が生えない。投石はお家で、別なところで餌が
必要。
当方では、養殖のコンブ、ワカメを刈り取って、
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おもり、ブイを付け、1 週間ごとに交換している。
やる気があれば、可能である。
県内の各浜では、ヒトデ、ツブはアワビの天敵
であり、駆除を徹底している。
研究会では、15ｍ四方のロープを張って、水中
ボンドで標識をつけたアワビ2,000個を放流し、
一晩たった後の、回収率調査を 2 年やった。アワ
ビは90何％回収できる。一晩でも、ヒトデに食べ
られ、空になるアワビが何％かある。

注している。先端が尖っておらず、平坦で、カー
ブもゆるい。このため、アワビに傷が付かず、水
槽に入れても死なないと、業者から好評を得てい
る。以前のカギは、傷などで 3 割をはじかれた。
他所のアワビは、3 〜 4 日で死ぬとのこと。
当組合のアワビは干鮑むけではなく、9 ㎝で回
転を速くし、活貝業者のみに出荷している。
アワビは個人に獲らせ、水揚げ金額の25％をも

放流方法について、潜水がいいといわれている

らって、個人に精算している。アワビは女性には

が、昨日当研究会の調査では船上から広範囲にば

獲らせず、アワビ獲りの時期、5 個づつ正月用と

ら撒いたほうが何％か良かった。

して配る。共同獲りはしないで、個人獲りとして

ヒトデの駆除は、アワビを獲る男性50名が 2 日

いる。年寄りは獲れなくてよい。若い人に面白み

間、実施している。1、2 年休んだところ、ヒト

があって、金になれば、来るなといっても、若い

デが見えてきた。ヒトデはカニ、ツブも食べ、ア

人は帰ってくる。

ワビの害になるだけではなく、ほどほどの駆除が

ウニは 3 漁場で、各漁場 3 日の操業としている。

よいのかもしれない。きれいに獲れと言われても、

女性優先で、女性が終漁するまで、男性は操業さ

畑の草のようには獲れない。

せない。女性で多く獲る人は、剥き身で80㎏、ほ

ウニへは給餌が必要だが、アワビは管理作業が
ほとんどない。海に頼んだよと 3 年間、置いてお
くようなものである。

とんどが30〜40㎏を獲る。
◎放流効果の把握
アワビは11月の操業前、県水産部が採捕、300

組合では、20㎜のアワビ、20数万個を 1 年間中

個に標識を付け再放流し、3 日後、1 週間後、10

間育成し、30数㎜とし、4 箇所に船上放流してい

数日後、回収率を調べる。2 、3 日前に放流した

る。以前は陸上水槽で中間育成していたが、経費

ものは、ショックで隠れているため、回収率が悪

がかかり、11月頃には水温が下がるため、無理や

い。1 週間、10日間と間隔あければ、50％となる。

り、冬に放流していた。水温が下がって、餌がな

潜水漁法でも、回収率は半分である。

いのに、放流していた。
岩盤水槽で中間育成を行うようになってから、

あわびを漁獲した後、船上で、各漁業者が、尻
を削って、放流貝かどうか調べ、漁協の計量係り

春放流を行っており、水温は10℃くらいで、海藻

に、放流貝・天然貝の個数を報告する。調べない

が豊富である。春放流を行うようになってから、

で、インチキをする人もいるが、浅め、普通、深

生残率がよくなった。

めの漁場から、各 6 人、信頼できる人の報告を選

◎身入り調査と操業状況

び、放流貝の混獲率を求めている。冬場で、気温

ウニは毎年、5 月24〜25日、身入り調査を行い、

が下がって、アワビが死ぬという業者もいるが、

7 月の漁期まで間に合わないようであれば、給餌

続けている。14〜15日操業の間、毎日調べる。皆

を行っている。早くから調べる理由は、40日間の

が一丸にならなければできない。収穫の喜びは面

給餌が必要なためである。

白い。誰かが先頭に立つ、馬鹿がいなければだめ

今年は、ウニの身入りが悪い。餌不足、低水温
の影響であろう。今頃になってようやく、ワカメ、
ホソメコンブが見えてきた。
殻長制限はキタムラサキウニ5.8㎝、バフンウ

20

アワビ獲りのカギは、組合員全員が鍛冶屋に特

だ。
◎密漁対策
密漁監視について、10数年前に、赤外線カメラ
を設置した。夜でも人が来ればわかり、猫 1 匹で

ニ 5 ㎝とし、漁業者に物差しを与え、操業終了時

もわかる状態だ。台風などの15日くらいを除き、

に検査しており、小さな物は 1 個たりとも持たせ

周年、監視している。アワビを獲る男性50人が 2

ない。2 年前まで、キタムラサキウニ 6 ㎝として

人づつ監視、夕方から朝まで夜通しのグループと、

いたが、過密となり、今年は5.8㎝とした。状況

3 時間交代のグループがある。赤外線カメラを設

を見て、判断している。

置してから、密漁がなくなった。サーチライトで

照らしていた頃は、密漁被害があった。
女性は、3 〜 4 時間、干潮時、浅瀬の監視を行

採りとしていること。それは、一生懸命稼げば儲
かることで、若い人に魅力があるようにすること

っている。陸上から来る人が多く、いたずらをす

であり、水揚げを増やせば黙っても人（後継者）

る人、遊んでいく人、様々である。

は来ることが強調された。

また、内部密漁の対策も重要である。やせた貝、
傷貝もすべて検査場で計り、船には 1 個たりとも、

（2）質疑、意見交換

アワビを置かせない。25〜26隻の船が出るが、事
講演に対しての質疑では、殻付きウニ販売の際

故防止のため、一人は見張りを行うことし、二人
乗りを原則としている。
終漁時、全船を岸壁に係留し、アワビを揚げさ

のウニ・アワビのサイズ、購入制限の有無等につ
いてでありました。

せ、検査終了まで、船に乗せない。ハッチもあけ

意見交換では、漁協独自のアワビカギの実物を

て検査する。内部密漁は伝染病で、見逃すわけに

示して、傷を付けない工夫のポイントが具体的に

は行かない。内部密漁があって、漁獲が上がって

説明されました。

いる組合はない。
家に持ち帰る場合も、10％の歩合金を払うこと
としている。自家消費も、稚貝購入費用を払って

４

おわりに
今回の研修は、隣接する岩手県種市地区での優

もらう。

良事例であり、そのまま導入できるものではない

◎まとめ

ものの、すごく触発される内容でした。特に、研

このように、地元の宿戸沿岸に整備されている

修の所期の目的である漁業者自らの意識啓発の機

アワビ・ウニ漁場を紹介し、そこでの「作り」、

会とすることでは、漁業者の参加が多かったこと

「育て」、「管理」し、「採る」ために、漁業者自ら

が今後に生かされることを期待したいものです。

がどのように努力しているかについて説明が行わ

吹切氏の「アワビなどの放流貝の回収結果が増

れた。特に、他であまり意識されていない「採る」

え、収穫が上がれば、先達になる人の喜びである。

ことが強調された。

漁場管理の効果を上げるには、地元にバカになっ

「作る」では、天然資源が減少している中では、

て（信念を持って）取組む人がいなければならな

種苗の放流がなければダメ。「育てる」では、漁

いし、その人だけでなく協力する人がいなければ

場整備した海の中間育成場で育て、餌（海藻）を

できるものでない。

与える。

ウニ・アワビは、放流後 3 〜 4 年ほどは収穫に

「管理」では、ウニの身入り調査、アワビの放

ならない。しかし、放流（管理）しなければ、い

流貝調査を漁業者自らが調査し、漁協に報告する。

つまでもダメなまま。思いつけば、今からやるべ

その結果を実入り促進のための餌やりに活かした

き、やるしかない。論じている暇があれば、今す

り、放流経済効果を把握することに利用する。

ぐやるべし。漁業士の仲間もいることだし、いつ

また、密漁監視では、通常の外部からの密漁に
対して365日交代での監視はもちろんのこと、漁
業者自らも 9 ㎝以下のアワビを採らない、自家消
費分も漁協に報告することを徹底している。その

でも協力は惜しまない。」という信念と熱意を地
元にも根付かせたいと感じました。
その結果、地元でも取り組めることからやって
いこうという機運が見られています。

方法として、役員、漁業者自らが厳格な船検査を

最後に、ご多忙の中、講師をお引き受けいただ

実施していることが紹介された。天然の資源が豊

き、懇切丁寧でかつ、熱意のある説明をして頂き

富なときは、小さいものを採る影響は少ないが、

ました岩手県種市南漁協の吹切理事と馬場指導購

現状の放流により資源を維持している時代は、こ

買係長並びに補足説明して頂いた岩手県久慈地方

のような管理を徹底しないと組合経営が成り立た

振興局水産部の林崎総括主査に厚く御礼申し上げ

ない。

ます。

「採る」では、漁協独自のアワビに傷を付けな
い（単価が高くなる）アワビカギの使用を統一し
ていること。アワビについては、全て潜水の個人
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豊かな海づくりに関する現地研修会
「アカアマダイの栽培漁業」を終えて
島根県農林水産部水産課海づくり推進室
主 幹

川島 隆寿

開 催 月 日：平成17年 7 月28日（木）
開 催 場 所：島根県松江市鹿島町恵曇530-10

島根県水産試験場鹿島浅海分場

研修室

研修対象者：県関係漁業者及び関係漁業者団体、関係市町村、県水産課、水産事務所、水産試験場、
栽培漁業センター、 県水産振興協会
出 席 者 数：27名

津崎龍雄氏による講演

1 はじめに

研修会の様子

場を中心に高値で取引されています。

（社）全国豊かな海づくり推進協会の主催され

そのため、出雲市ではアカアマダイ資源を増や

る現地研修会の開催地として、当県が選定された

すべく、平成13年からアカアマダイの親魚採取を

ことに対して、厚くお礼申し上げます。また、

実施してきており、得られた受精卵を宮津栽培漁

（独）水産総合研究センター宮津栽培漁業センタ

業センターへ提供し、同所で生産された稚魚の配

ーの津崎場長には、「アカアマダイの栽培漁業全

布を受け、中間育成・放流試験に積極的に取り組

般についての最新の知見をお話しいただきたい」

んできました。島根県も、この取り組みに対して

という私たちの無理なお願いを快諾していただ

技術的な支援を行うとともに、当該水域における

き、併せてお礼申し上げます。

アカアマダイの資源調査などを実施してきまし

研修会を終えまして、その概要等を報告いたし
ます。

た。
この度、栽培漁業基本計画を改訂するに当たっ
て、島根県では漁業者や漁協、市町村を対象に栽

2 研修会開催に至る経緯
平成14年度の島根県におけるアマダイ類（ほと
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培漁業に関するアンケート調査を実施しました
が、新規対象魚種の要望としてアカアマダイをあ

んどがアカアマダイ）の漁獲量は204トン、金額

げる声が多数ありました。しかも、出雲、石見、

にして 3 億2,800万円で長崎県、山口県についで

隠岐の県内各地から、また底曳き網や一本釣りを

全国第 3 位の水揚げを占めています。中でも、出

営んでいる漁業者からも大きな期待が寄せられま

雲市の小伊津漁港に水揚げされるアカアマダイ

した。アカアマダイは移動の少ない高級魚である

は、延縄で漁獲され、鮮度も良いことから大阪市

こと、また、全国的にみれば種苗生産技術も向上

し、ある程度の放流数が確保できそうな状況にな

ンターに提供している。2 月頃に、生産された全

ってきたことなども踏まえて、島根県では第 5 次

長約50㎜の稚魚の種苗配布を受けて、中間育成・

栽培漁業基本計画に掲げる新規対象魚種としてア

放流試験を行い、様々な知見を得た。
平成15年度の中間育成結果からは、水槽実験で

カアマダイを選定しました。
そうは言っても、県内での取り組みは、これま

異なる密度（700尾／トン、1,000尾／トン）で飼

で若干の中間育成や放流を行っただけでしたの

育したが、その成長・生残とも差が見られず、高

で、この機会にアカアマダイの栽培漁業全般を勉

密度でも中間育成は可能であることが判明した。

強しようということになりました。

しかしながら、水温の上昇とともに死亡魚が増え、
密度を低くしても死亡が止まらないことから、水

3 現地研修会の概要

温20℃（ 5 月）までに放流を終えることが好まし

現地研修会は、今年度からアカアマダイの種苗

いと考えられた。
また、中間育成時の餌料について、配合飼料の

生産技術開発を実施する水産試験場鹿島浅海分場

みと配合飼料＋冷凍アミを給餌した試験区を比較

で開催し、研修、意見交換が行われました。

したところ、成長、生残および無給餌試験から判
① 島根県小伊津漁港におけるアカアマダイ市場

断した稚魚の栄養状態について差は認められなか
ったことから、配合飼料のみでも十分飼育が可能

調査結果
島根県松江水産事務所
主任

内田

であることが判った。
地元の平田市漁協では、陸上水槽飼育の他に、

浩

ヒラメの中間育成用生簀を用いて海面でも中間育
小伊津漁港におけるアカアマダイの漁獲量の推

成を行ったが、いずれも水温20℃までの生残率は

移と市場調査から得られた漁獲物の全長組成につ

高く、現場での飼育は十分可能であることが示唆

いて検討を加え、資源解析を行った結果が報告さ

された。
今後は、県内での種苗生産技術開発に取り組ん

れた。
アカアマダイの漁獲量は年により大きく変動す
るが、漁獲努力量の年変動と同じ傾向を示すこと

でいくことと、中間育成技術の確立や資源生態調
査を実施していくことが報告された。

から、漁獲量の変動要因は資源状況を反映した結
果であると考えられた。また、漁獲は周年みられ

③

アカアマダイの栽培漁業

るものの、そのピークは 7 〜 9 月であり、同時期

（独）水産総合研究センター

の漁獲サイズは小型のものが多いことも判った。

宮津栽培漁業センター
場長

全長組成の分析からは、年によって漁獲物の全
長組成が大きく異なることや、漁獲の主体は 2 〜
5 歳魚であること、大型魚（大部分が雄）の漁獲
尾数は比較的安定していることが報告された。

津崎龍雄

1）採卵
アカアマダイは縄張りをつくるという生態的特
性から、水槽で収容できる親魚数が限定されるた

これら漁獲量と全長組成の関係から、アカアマ

め、産卵量が少ないことや、計画的な受精卵の確

ダイの漁獲量は小型魚（加入量）の変動により増

保が非常に困難であること、また夏場水温を20℃

減していることが判明し、小型魚が多い年には漁

程度に維持する必要があることなどのコストの問

獲量も増加することが判った。

題があり、自然産卵により受精卵を得ることは現

今後は、加入量が変動する要因を究明すること

実的ではなかった。
そこで、人工授精による採卵技術を開発するた

が重要である。

めに、若狭湾海域でのアカアマダイ天然魚の成熟
②

状況を把握し、精子の抽出方法と保存方法を開発

島根県におけるアカアマダイの中間育成
島根県水産試験場鹿島浅海分場

した結果、短期間で大量の受精卵を得ることが可

玲子

能になった。

島根県では10月に延縄や一本釣りによって天然

2）種苗生産

主任研究員

堀

親魚を採取し、人工授精した卵を宮津栽培漁業セ

採卵技術が確立されたことにより、本格的に種
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苗生産に取り組むことが可能となったが、技術的
には以下のような課題がある。
・初期減耗対策の問題
ふ化後10日程度で80％以上が死亡している。そ

稚魚を長期間、継続飼育したところ、水温の上
昇に伴って死亡が増加する傾向が認められ、長期
飼育の際には、夏場の水温管理（冷却）が必要で

の原因としては、ふ化仔魚の全長が約 2 ㎜と他の

あることが判った。

魚に比べて小さく弱いことがあげられる。このた

4）生態調査

め、水面付近に分布している仔魚がエアレーショ

アカアマダイの幼稚魚（満 1 歳未満）の生態に

ンの気泡や水面の油膜にからまって死亡すること

ついてほとんど不明なことから、より効果的な放

がよく観察された。そこで、飼育照度に着目し、

流方法を確立するために本種の生態を十分把握す

水面上 1 ｍの高さに水銀灯を設置して照度を

ることが重要である。そこで、人工生産魚等を用

4,000lux程度に維持することにより仔魚が水面付

い生態調査を実施した。外敵から身を守るために

近に集まらないようになり、初期生残率が向上し

重要と考えられる巣穴を形成するサイズは全長75

て、平成16年度は生産尾数が著しく増加した。

㎜で、底質は砂泥〜泥であれば形成可能であった。

・形態異常防除の問題
形態異常の出現率は、平成15年が20〜30％、平

放流後の稚魚の観察結果から、アカアマダイは
放流直後にパニック状態に陥るものの 1 時間程度

成16年は60〜70％と非常に高い。この原因は、マ

で回復し、ハゼ類などの巣穴に身を隠すとともに、

ダイ同様に鰾の形成不全があげられる。鰾は日齢

放流翌日には巣穴を形成することが確認された。

5 日頃に水面等に浮いてエアーを取り込んで形成

また、成魚に発信器を装着したバイオテレメト

されるが、その取り組みに失敗することによって

リー調査からは、アカアマダイは昼間に巣穴から

形成不全を起こすと考えられている。これを防ぐ

出て活発に行動し、夜間には巣穴に身を潜める習

ためには、水面油膜を徹底的に除去する工夫を行

性があることが判った。

うとともに、仔魚がエアーを取り込むための体力

このように、アカアマダイの生態的知見につい

を付けるために餌料への栄養強化（タウリンなど）

て徐々にではあるが得られつつある。

を行うこと等が考えられるが、根本的な解決策は

5）放流方法と放流追跡調査

ないのが現状である。
・ウイルス性疾病（VNN）
平成16年度には約50万尾の稚魚が生産できたも
のの、VNNに感染していたことが判明し、全数
処分せざるを得なかった。今後、この疾病の防除
対策が最も重要な課題となる。
3）中間育成
・飼育水温
異なる飼育水温（自然水温区、17℃加温区、

これまでに様々な放流方法を検討したが、その
特徴を示す。
【袋詰め放流】稚魚の負担は少ないものの、作業
が繁雑で放流尾数が限られる。
【バケツ放流】小型船で放流は可能であるが、放
流尾数に限界がある。
【サイフォン式放流】放流作業の省力化が図れる
ものの、稚魚が傷みやすい。
【水槽反転方式】稚魚の負担は少なく、作業の省

19℃加温区）で飼育した結果、自然水温区では 1

力化も図れるが、大きな船やクレーンが必要とな

〜 2 月の低水温期にはほとんど成長が見られなか

る。

ったが、加温区では冬期も良好な成長が見られた。

【放流器使用による海底放流】生息適地に放流が

しかし、19℃加温区では若干死亡が多い結果とな

可能であるが、1 回の放流尾数が限られるととも

った。

に放流に時間がかかる。

・飼育密度
異なる飼育密度（100、200、400尾／㎡）で飼
育した結果、飼育開始後60日目までは成長に差が
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・長期飼育

【浅海放流】囲い網で保護することで環境馴致が
可能となり放流後の追跡調査も行いやすいが、放
流場所が生息適地ではない。

なかったが、それ以降は400尾／㎡区で他の試験

このように、それぞれのアカアマダイの放流方

区と比較して成長が悪くなった。生残率は各試験

法の検討において一長一短があるため、どの放流

区で差がなかった。餌料転換効率は200尾／㎡区

方法が良いかは断言できない。適宜、放流試験の

で最も良好であった。

目的、放流尾数や放流場所等を考慮し、放流方法

トした第 5 次栽培漁業基本計画の対象魚種として

を検討する必要がある。
放流追跡調査では、放流魚は放流 1 〜 2 年後に

新たにアカアマダイを選定したところであり、こ

放流場所から10㎞以内で再捕されており、予想ど

の時期にアカアマダイの栽培漁業全般を研修する

おり極めて移動が少ないことが判った。しかしな

機会が持てたことは、まさに時宜を得た取り組み

がら、放流魚の再捕数は18尾と少なく、今後より

であったと思われます。私たちの予想以上に参加

一層のデータ蓄積が必要である。

者があり、研修会場が満席になったのも、アカア
マダイの栽培漁業に対して関係者が強い期待を持

④

っていることの現れだと思います。

意見交換
講義終了後、種苗生産時に発生したVNNの感

今回研修した内容は、種苗生産から中間育成、

染経路や、放流適地について意見交換を行いまし

放流技術、放流効果と幅広い分野に及んでいまし

た。

たが、これから種苗生産を行っていく水産試験場

VNNについては、天然親魚について調査した

を始めとして、中間育成や放流を実施していく漁

ところ、ウイルスを保有している個体が多かった

業者や関係市町村、水産振興協会にとっても、今

ことから、親魚由来の感染が疑われる。ウイルス

後のアカアマダイの栽培漁業を展開するにあた

の検出部位は脳、眼球などに集中し、今のところ

り、極めて有意義な研修会になったものと喜んで

生殖腺からはあまり検出されていないので、親魚

おります。

の検査・選別等でVNN陰性の種苗生産は可能で

研修会終了後も、講師を囲んで有志が集まり、
意見交換会パート 2（夜の部）を開催しました。

はないかとのことでした。
また、放流適地については、再捕されたアカア

肴はもちろんアマダイが主役です。新鮮なアマダ

マダイがすべて漁場で漁獲されていることから、

イの姿造りを食べながら、アカアマダイについて

放流後、アカアマダイは最適な環境や定着場所を

更に知見を深めました。

求めて移動しているものの、その移動距離は比較

島根県では、早速、今年度からアカアマダイの

的小さいのではと考えられる。そのため放流場所

種苗生産に取り組むこととしています。研修会で

についてはそれほどこだわる必要はないが、放流

学んだことを最大限に活かしながら、また、宮津

直後アカアマダイはパニック状態に陥り易いこと

栽培漁業センターはじめ関係機関のご支援をいた

から、放流直後の被捕食者対策が重要ではないか

だきながら、1 年でも早く技術開発を行いたいと

との指摘がありました。

考えています。
最後になりましたが、この現地研修会が今後も

4 おわりに

全国各地で開催され、栽培漁業の発展に大きく寄

前述したとおり、島根県では今年度からスター

与することをお祈りしまして終わりとします。

美味しくいただきました！
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第 27 回全国豊かな海づくり大会
（ 平成 19 年度 ）は滋賀県での開催が決定
豊かな海づくり推進委員会（会長：植村正

知事は、「琵琶湖に赤潮が出てちょうど30年目

治・全国漁業協同組合連合会会長）は、平成

に当たり、水産業の振興という視点だけにと

17年10月14日に滋賀県（國松善次知事）から、

どまらず、琵琶湖の水環境や生態系を県民挙

「平成19年開催の第27回全国豊かな海づくり大
会を滋賀県に招致する」との申請を受け、豊

げて守るということを示す大会にしたい」と
している。

かな海づくり推進委員会で審議し、滋賀県で

これにより全国豊かな海づくり大会の開催

の大会開催の招致を決定し、平成17年10月20

地として、海に面していない内陸県での開催

日、東京千代田区のコープビルにおいて、國

は初めてとなる。

松滋賀県知事に、植村豊かな海づくり推進委

過去に開催された海づくり大会の前段に開

員会会長から「平成19年に第27回全国豊かな

催された「放魚祭」開催事例の調べによると、

海づくり大会を滋賀県で開催」の決定書が交

滋賀県では、昭和43年10月13日に皇太子殿下

付された。これにより第27回大会は平成19年

をお迎えし、琵琶湖畔で「明治百年記念あゆ

の秋ごろに開催される見通しとなった。

放魚祭」(農林省と滋賀県の主催)が行われてい

大会を招致するに当たって、滋賀県の國松

る。

プレ大会レビュー
平成18年10月29日に佐賀県で開催予定の第26回

ェスタ』が開催されました。当日は午後から時お

全国豊かな海づくり大会のプレ大会である

り叩きつけるような強い雨の降る悪天候でした

「SAGAうみづくりフェスタ」の佐賀市での式典

が、地元の元気な小中学生がずぶ濡れになりなが

と東与賀町の放流行事が開催され、海づくり協会

ら会場内を元気に走りまわる姿が印象的で、東京

と、東京海洋大学の増殖生態学研究室の学生によ

では最近見られなくなった子供たちの元気な姿に

り結成されている「チームさいばい」の有志が参

佐賀の人々の気風のよさを感じました。

加した。式典行事は佐賀市文化会館で県下の漁業

会場に隣接した干潟では今回のプレ大会の放流

関係者約500人の参加により行われ、放流行事な

行事として伝統的なムツゴロウ漁「ムツ掛け」と

どのイベントは東与賀町干潟よか公園で行われ

放流のパフォーマンスがおこなわれました。「ム

た。朝早くからの干潟よか公園清掃活動には地元

ツ掛け」は干潟の上を跳び板と呼ばれるスキー状

の方々が多数参加し、放流行事は漁業関係者や小

の板で干潟を滑りながら 5 本鉤でムツゴロウを引

学生を中心に1,000人の参加のもと行われた。干

っ掛けるという独特な漁法が来場者の関心を集め

潟よか公園でのイベント参加概要を報告します。

ていました。続いてムツゴロウ2,000匹が地元の
小学生や式典に参加した漁業関係者らによって放
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佐賀県東与賀町干潟よか公園にて第26回全国豊

流され、放流の際には雨の中多くの人が干潟に集

かな海づくり大会プレ大会『SAGAうみづくりフ

まりました。また、午前中には地元の方々による

自主的な干潟の清掃などもおこなわれ、資源管理

焼きを注文して食べてみたところ、ハゼのような

のための環境づくりに対する理解と干潟に対する

食感を予想していた私の予想に反して非常に骨太

地元の方々の愛情を感じました。ムツゴロウはス

で食べ応えのある魚でした。

ズキ目ハゼ科に属する体長約 8 〜12㎝の魚で、日

今回は悪天候のせいもあって潟スキーなどのア

本国内では有明海、八代海の干潟に生息していま

トラクションが中止になるなど来場者にとっては

す。産卵期にはオスが独特の求愛ジャンプをおこ

残念なこともありましたが、魚の掴み取りやタッ

なうことで知られており、干潟をピョンピョンと

チプールは盛況でした。実際の生きた魚の姿を目

飛び跳ねる姿が非常にユニークな魚です。この佐

にすることが少ない一般来場者にとって「この魚

賀県特有の魚種は地元の方々に非常に愛されてお

は実際こんな姿ですよ」「この魚は普段こんな生

り、会場となった干潟よか公園ではムツゴロウを

活をしていますよ」ということに関して、口頭で

モチーフにしたオブジェも設置されていました。

説明を受けるよりも実際の生物に触れあえるとい

ムツゴロウは地元料理屋では珍味として扱われて

う事が非常に魅力的だったのではないでしょう

おり、私も地元特産の味覚を味わってみようと丸

か。

全国豊かな海づくり大会都道府県版
平成17年 7 月千葉県銚子市において開催された

の盛況ぶりで、今回のイベントに対する市民の関

「第11回きんめだい祭り」にて、当協会もさらな

心の高さをうかがわせました。「銚子外川の漁業

る栽培漁業の普及啓発を推進すべく、千葉県のご

者が資源管理し大事にしているきんめだいを消費

厚意によりブースの一角をお借りして第 5 次栽培

者に知っていただき、取れたての味覚を味わって

漁業基本方針を基に作成したパンフレットの配布

もらいたい」というコンセプトで開催されている

などのPR活動を行ってきましたので、その概要

きんめだい祭りですが、漁業者の方々の思いは確

を報告いたします。

実に消費者に浸透しつつあるようです。
さて、今回のイベントのタイトルにもなってい

平成17年 7 月17日、千葉県銚子市銚子マリーナ

るきんめだいは水深100〜800ｍの岩礁帯に生息

にて「第11回きんめだい祭り」が開催されました。

し、体表の美しい赤色と大きな目と口が特徴的な

当日は非常に蒸し暑い真夏日であったにもかかわ

お祝い事にもしばしば使われる魚です。会場では

らず約35,000人が会場に足を運び、会場に繋がる

開場直後からきんめだいの格安販売（市価の半額

道路では会場を目指す乗用車が渋滞を起こすほど

ほどであったそうです）が開催され、多くの来場
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者が新鮮なきんめだいを求めて長い列を作ってい

また、当日は気温、湿度ともに高く、会場内に

ました。その他にも「きんめ天丼」や「きんめフ

は日差しを遮るようなものも無かったために来場

ライカレー」など、きんめだいを用いたユニーク

者の中には熱中症で体調を崩された方もおられま

な食品を販売するテントが並び、来場者は普通の

したが、救護室がしっかりと機能していたため迅

お祭りとは一味違う雰囲気を楽しんでいたように

速に救急車で搬送されるという、イベント開催に

思います。また、会場内には特設ステージが設け

おける主催者の安全意識の高さを窺わせる一幕も

られ、関係者によるオープニングセレモニーのみ

ありました。

ならず演歌歌手やコーラスグループのパフォーマ

なお、当協会では各都道府県において、栽培漁

ンスなど、来場者を飽きさせないイベントが数多

業の普及啓発活動として行われている、いわゆる

く企画されていました。出演者も地元出身の方が

「都道府県版・海づくり大会」の実態を調査し、

多かったようで、観客の方々も出演者に暖かい声

今後の栽培漁業の推進の必要性と重要性を広く県

援を送っており、非常に盛り上がっていたのが印

民等にアピールしていく有意義な活動への支援を

象的でした。私は今回のイベントに関して、魚種

行っています。今回報告した「銚子きんめだい祭

や漁業をアピールするだけにとどまらずに様々な

り」は平成17年の支援対象のひとつです。その他

パフォーマンスを通して地元の方々同士で親睦を

の支援対象になっている都道府県版海づくり大会

深め、団結して地元全体で漁業を見守り盛り上げ

は以下の通りです。

ていこうとする姿勢に非常に好感を持ちました。

都道府県名

開催日

名称

場所

神奈川県

6 月 4 日他

海岸クリーンアップ・リレー放流

三浦市城ヶ島他

千葉県

7 月17日

きんめだい祭り（第11回）

銚子マリーナ

鹿児島県

7 月16日

豊かな海づくり放流祭

串木野漁港

広島県

7 月18日

海の日記念行事

福山市内

島根県

8月3日

水産試験場おさかな祭り

松江市

京都府

9 月11日

ふるさと海づくり大会（第 5 回）

京丹後市

秋田県

9 月13日

放流式（第14回）

北浦漁港

香川県

10月 1 日 2 日

かがわの海と食の祭典

高松市

沖縄県

10月 8 日 9 日

南部豊かな海づくり大会

糸満漁港

和歌山県

11月

海のネットワーク海づくりイベント

田辺市

※開催日順
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平成17年度漁協等実践活動支援事業
助成対象となっている実践活動の概要
この事業は漁業協同組合やその下部組織の団体が実施している水産動植物の増殖及び養殖の推
進、水産動植物の育成環境の保全、資源の適切な管理及び都市と漁村の交流の実践等に関する活動
を推進するために必要な経費の一部を助成するものであり、事業の結果は報告書として印刷し、関
係機関に配付することにより、これらの活動を全国各地の漁協等へ普及、定着促進を図ることを目
的としています。
平成17年度は以下の団体、課題について活動を助成しております。（海づくり協会業務部）

１

北海道

猿払村漁業協同組合増殖研究会

「ヒメエゾボラ孵化放流試験」
ホタテガイ漁業で水揚げされるホタテガイの殻

３

岩手県

小子内浜漁業協同組合「餌料コン

ブ養殖試験」
過去数回にわたり、延縄式の養殖を実施し、時

にヒメエゾボラの卵が見られ、多くは、ホタテガ

化により壊滅的な被害を受けた経験から、今回は、

イの漁獲の際に共に陸揚げされ死滅してしまう。

北海道や青森県で成功した実績のある、立縄式で

そこで、ホタテガイ桁網操業時にヒメエゾボラ卵

試験を実施することとし、養殖施設 8 ｍ100基や

塊を採集し、陸上に設置した水槽で孵化まで収容

増殖溝設置済の増殖ブロック用 2 ｍ100本を用意

し、孵化まで水槽内の清掃等の管理し、孵化した

し、慢性的な餌不足となる前に餌料コンブ養殖試

稚ツブを設定した区域に放流し効果を把握する。

験を実施し、餌の確保に努める。

２

青森県

車力漁業協同組合蜆生産班「ヤマ

トシジミ種苗生産技術開発」
平成16年より若手漁業者が中心となってシジミ
生産班を立ち上げ、ほとんど班員による手作りの

４ 福島県 福島県漁業協同組合青壮年部連絡協
議会いわき方部会「ヒラメ種苗放流効果調査」
５

福島県

福島県漁業協同組合青壮年部連絡

協議会相双方部会「ヒラメ種苗放流効果調査」

試験で、手探り状態で進んだが、努力が実り約
10,000個の着底稚貝を得ることができた。
平成16年には、夏季のみ産卵誘発を行ったが、
春季、秋季などの時期を変えた産卵誘発や、誘発

県の南部と北部でそれぞれヒラメ種苗を放流
し、漁獲調査などのモニタリング調査などを実施
し効果的な放流手法の確立を図る。

刺激の好適な条件の検討を行うことにより、着底
稚貝の増大が可能と考えられるので、成熟度調査、
産卵誘発試験などを元にシジミの人工種苗生産を

６

石川県

輪島市漁業協同組合延縄組合「ト

ラフグ中間育成試験」

試みる。
また、得られた着底稚貝を用いて十三湖環境下

トラフグについては、県機関で種苗生産してい

でのヤマトシジミの成長試験を行ってその生態に

ないことから、県外民間種苗生産業者から種苗を

ついて検討する。

購入し直接放流している。
しかしながら、種苗代が高価なこと、直接放流
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では漁業者のトラフグ資源との関わりが薄いこと

10

京都府

宮津市漁業協同組合宮津トリガイ

から、漁業者の手により中間育成を実践し、将来

養殖研究会「宮津湾トリガイ養殖技術導入試

の放流効果調査までの育成技術を獲得し、トラフ

験」

グ資源の維持・増大につなげる。
宮津湾で夏場に桁網で漁獲される天然トリガイ
７

静岡県

南伊豆町漁業協同組合青年部「イ

セエビ小型個体の有効利用研究」

は、大型で肉厚であることから有名であるが、漁
獲量の年変動が非常に激しく、近年は漁獲量が大
きく減少しているのが実情である。

イセエビの資源を維持するために、制限サイズ

また、宮津地区では、漁業者の高齢化が進んで

以下のイセエビ小型個体を、すべて漁協で買い上

いるとともに、漁業経営の安定に向けて地域特性

げして再放流を行っている。

を活かした新たな漁業の導入が必要になってきて

毎水揚げ日に小型個体を収集し、漁場に再放流
を行ってきたが、その効果が明確ではないのが現

いる。
こうした中、府内においては、環境に優しく、
低コストで実施できるトリガイ養殖が舞鶴湾及び

状である。
そこで、放流する小型イセエビに標識をつけて
放流することで、再捕率から小型エビの放流が資

栗田湾で本格実施されるようになり定着しつつあ
る。

源の維持・増大にどの程度役立っているのか明ら

宮津湾において、トリガイ養殖技術導入試験を

かにするため、平成16年度には春期の放流のみ行

実施して、地域特性に応じた養殖方法を検討し、

ったが、平成17年度は秋期の放流も行い、春期と

同地区へのトリガイ養殖の定着を図る。

秋期の違いをも明らかにする。
11
８

愛知県

西浦漁業協同組合若衆会「ガザミ

岡山県

日生町漁業協同組合流瀬組「サワ

ラの中間育成及び放流手法の検討」

孵化幼生放流事業」
栽培漁業の推進による積極的な資源回復を図る
近年ガザミの漁獲量の減少が著しいため、市場

ため、サワラの中間育成及び標識放流を実施する

に水揚される抱卵ガザミを買い取り、網生簀を設

とともに、昨年までの結果を参考に、中間育成で

置して幼生を孵化放出させることにより、ガザミ

は餌の大きさや量・作業内容・飼育期間・育成場

資源の維持増大と漁家の経営の安定を図る。

所などについて、標識では作業内容や人員配置な
どを見直して効率化を図る。

９

三重県

長島町漁業協同組合イサキ一本釣

組合「イサキ天然種苗の活用に関する調査」

平成17年度は、香川県と連携し、小割生簀（日
生町漁協）と大規模中間育成池（香川県）での中
間育成方法の違いによる歩留まり等を比較する。

近年、イサキの漁獲が減少していることから、

また、放流方法や場所についても放流後の減耗

町の事業で高知県から種苗を購入し、放流事業を

を軽減する観点から見直しを図り、より効果的な

実施している。

放流手法について検討する。

しかし、今後も資源を維持、管理していくため
には人工種苗の放流だけではなく、地元の天然魚

12

広島県

豊浜町水産振興協議会「キジハタ

の生態を把握すること、定置網などで混獲されて

中間育成から、自動音響給餌による港内飼い

いる小型魚を保護していくことが必要であるの

付けへの移行適正サイズの検討」

で、平成17年度には、定置網などに混獲された天
然魚を放流種苗として標識放流する。また、天然
イサキの行動を調査する。

キジハタ中間育成における音響馴致の有効性を
実証するとともに、放流適正サイズを探るため，
受入れ直後（50㎜）の種苗と、30日間の中間育成

30

後の種苗を自動音響給餌機近辺に放流し、その成

収集に努め、漁業者への還元を図る。

長と歩留まりについて比較検討する。
また、各作業に地元漁業者を積極的に参加させ
ることにより，資源管理の重要性を再認識させ、
栽培漁業に対する協力体制をより強化するととも

16

福岡県

宗像漁協大島支所磯根管理組合

（部会）「海藻食害種（ガンガゼ）の駆除と効
果調査」

に、中間育成初期の減耗の実態も、併せて確認す
る。

有用海藻の繁茂を促進させ、アワビ等の資源増
殖を図るため、近年増加傾向にあり、有用海藻を

13

山口県

山口はぎ漁協あまだい連合会「ア

カアマダイの資源回復について」
アカアマダイの種苗の確保のため、採卵用親魚
を確保し、県の水産研究センターの協力を得て、

食するガンガゼの駆除を実施するとともに、駆除
の効果を調査する。
17

大分県

大分県漁業協同組合姫島支所「ク

ルマエビ種苗の標識放流効果調査」

採卵、受精を行い、受精卵を県及び宮津栽培漁業
センターに搬送し、翌年、種苗放流を行い、資源

放流効果を把握する目的で、放流種苗に出来る

回復を目指すため①県が種苗生産するアカアマダ

だけ大量に標識を付け、定期的な漁獲物調査を実

イ種苗放流への協力②アカアマダイ種苗の親魚確

施し、クルマエビの成長や回収率等を明らかにす

保への協力③県水研センターと協力して追跡調査

る。

を行う。
18
14

徳島県

浅川漁業協同組合海藻養殖研究会

「ヒロメ養殖技術の開発」

鹿児島県

串木野市島平漁業協同組合「ク

エ中間育成・放流及びワカメによる藻場造成
試験」

ヒロメは、地元で愛好されるが、天然採取に依

クエは定着性魚種で放流後の移動が少ないこ

存しているため、まとまった量が確保できない。

と、また、主要漁業の一本釣の対象であることな

地元からの要望も強いため、当該地区の新たな

どから栽培漁業の対象種として期待が高く、本事

漁業種類としてヒロメ養殖技術の確立を目指す。

業により中間育成・放流することで、当海域にお
いてクエを漁獲資源として定着させることを目的

15

高知県

錦浦漁業協同組合・須崎町漁業協

同組合「種苗中間育成技術の確立」

とする。
藻場は魚介類の産卵場や幼稚仔の成育場として
非常に重要であるが、近年各地で、磯焼けや藻場

種苗の中間育成を行った結果、漁獲・放流効果
が顕著となっており、その継続と飼育技術の確立
を図らなければならない。
しかし、育成種苗の過密による水質悪化、魚病

の消失が問題となっている。
藻場の減少は、当海域においても著しく、ワカ
メ種糸展開による藻場造成試験を実施し、藻場の
回復を図る。

による大量死を経験してきているものの、原因・
対処方法も確立されていない。
平成13年度に中間育成施設の整備（事業主体：
須崎市）を行い、平成14年度より新たな施設で継
続して種苗の中間育成を行っている。

平成18年度も引き続き、漁業協同組合やその下
部組織の団体等の「豊かな海づくり」を推進する
活動に対して助成事業を実施したします。
現在、平成18年 1 月20日（金）締め切りで、各

飼育技術向上のための育成記録を継続した取り

都道府県水産主務課に該当する活動団体の推薦方

組みとし、詳細な中間育成記録と放流魚混獲調査

依頼を行っておりますので、当該事業の有効活用

を行い、歩留の向上と放流効果の把握等のデータ

をお願いいたします。
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（社）全国豊かな海づくり推進協会
栽培漁業技術の普及並びに定着を図ることを目

ータから教訓を抽出し、今後の方向を展望するこ

的として、都道府県の水産試験場、栽培漁業セン

とを目的とした。鹿児島湾、神奈川県および宮古

ターや市町村、その他公益法人、漁連・漁協等の

湾での 4 つの事例を解析した結果、種苗放流を行

栽培漁業関係者を対象とした中央研修会を下記の

うことにより天然資源を置き換えずに漁獲量の上

通り開催します。

乗せが可能であり、再生産効果も期待できること

なお、本研修会は独立行政法人水産総合研究セ

が確かめられた。しかし、放流場所の環境収容量

ンターから当協会が開催事務の委託を受けて実施

に依存して放流数には厳然とした限度があり、こ

しているものです。

れを超える過放流は置き換えの原因となることも
明らかになった。一方、大海区レベルのマクロ解

1．研修会のテーマ
昨今、栽培漁業を取り巻く現況は大変厳しく、

析では、放流魚の直接効果による貢献はマダイ、
ヒラメとも10％程度であり、資源のダイナミクス

科学的根拠に基づいた放流効果や費用対効果の有

は放流とは無関係に動いており、努力量の減少が

無が厳しく問われています。放流効果については、

大きく影響していると推察した。種苗放流は、資

近年、市場調査を中心とした解析方法が開発され、

源減少が著しく再生産が縮小している資源や、漁

精度良く放流効果を把握することが可能となって

獲圧が極めて強く規制が困難な場合に、資源量が

きました。また、広範に移動する魚種については、

放流規模に見合う地域資源を対象に行うべきであ

単県では放流効果を把握することが困難なため、

る。最も重要なことは、資源や漁業の状況に応じ

効果の及ぶ範囲の複数県の連携による調査も実施

合理的な管理方策を選択することである。各種の

されています。その一方で、人工種苗の放流によ

漁獲規制に加え、今後はナーサリーの修復保全も

る天然の生態系への影響についての懸念から、責

視野に入れた事業展開が望まれる。

任ある栽培漁業への取り組みが指摘されていま
す。
本研修会では、これまでの魚介類の種苗放流効
果に関するレビューを行うとともに、責任ある栽

2 ）甲殻類の種苗放流効果：現状と展望
浜崎活幸（東京海洋大学海洋科学部生物資源
学科）

培漁業を推進するための放流効果事例の紹介、ま

わが国では10種ほどの甲殻類の種苗が放流され

た、広域連携等により取組まれている放流効果調

ている。甲殻類では、小型種苗に対する適当な標

査事例について紹介し、今後の栽培漁業の進め方

識がなかったため、魚類で行われてきたような放

への展望を試みます。

流効果調査は長らく困難であった。しかし、近年
数種類の標識が適用・開発されたことによって、

2．講義内容

クルマエビとトゲノコギリガザミで種苗放流効果

1 ）栽培漁業の教訓

が評価された。クルマエビではCoded Wire Tag

北田修一（東京海洋大学海洋科学部海洋生物

と尾肢切除法による標識が利用され、1995年から

資源学科）

2002年にかけて40事例で標識放流調査が実施され

栽培漁業の代表種であるマダイとヒラメの実デ
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た結果、回収率は概して低かったが、高い値を示

平成17年度栽培漁業技術中央研修会
テーマ【責任ある栽培漁業：現状と展望】

日

時：平成18年 1 月25日（火）13:30〜17:00

場

所：大手町サンケイプラザ

1 月26日（木） 9:30〜12:00
3 階会議室

東京都千代田区大手町 1 − 7 − 2
Ⅰ．開

会

Ⅱ．挨

拶

Ⅲ．講

義

13:30
（社）全国豊かな海づくり推進協会
独立行政法人水産総合研究センター
9:45

第1日
1）栽培漁業の教訓

14:35〜15:10

講師：北田修一（東京海洋大学海洋科学部）
2）甲殻類の種苗放流効果：現状と展望

10:40〜11:35

講師：浜崎活幸（東京海洋大学海洋科学部）
−休

憩−

3）アワビ人工種苗の放流効果

15:25〜15:55

講師：武蔵達也（岩手県水産技術センター増養殖部）
4）有明海沿岸 4 県連携によるクルマエビ共同放流の概要

15:55〜16:25

講師：金澤孝弘（福岡県水産海洋技術センター有明海研究所）
5）福島県におけるヒラメの放流効果
講師：冨山

16:25〜16:55

毅（福島県水産試験場栽培漁業部）

第2日
6）鹿児島湾におけるマダイの栽培漁業と資源管理

9:30〜10:00

講師：宍道弘敏（鹿児島県出水農林水産事務所薩摩川内市（上甑）駐在）
7）瀬戸内海東部海域におけるサワラの種苗放流への取り組み

10:00〜10:30

講師：小畑泰弘（水産総合研究センター玉野栽培漁業センター）
8）遺伝的多様性に配慮した希少種マツカワの栽培漁業技術開発

10:30〜11:00

講師：鈴木重則（水産総合研究センター南伊豆栽培漁業センター）
Ⅳ．総合討論

11:00〜11:55

座長：丸山敬悟（水産総合研究センター栽培漁業部）
Ⅴ．閉

会

す事例もあった。トゲノコギリガザミでは、1997

12:00

考察する。

年から2001年にかけて高知県浦戸湾で遺伝標識を
用いた種苗放流効果調査が実施された結果、健苗
性が低いと放流効果は低く、経済効率が 1 を超え

3 ）アワビ人工種苗の放流効果
武蔵達也（岩手県水産技術センター増養殖部）

たのは 5 回の放流のうち 2 回であった。この日本

岩手県のアワビ漁獲量は、かつて1,000トン／

の事例に加え、中国でのコウライエビとヨーロッ

年以上あったが1980年代には急激に減少しはじめ

パでのロブスターの種苗放流状況とその効果を概

た。県はアワビの資源増大を図るため、アワビ人

説し、最後に甲殻類の種苗放流の在り方について

工種苗放流事業に着手した。種苗生産は、当初県
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営の 1 施設（現社団法人岩手県栽培漁業協会）の

ラメの栽培事業は厳しい状況におかれている。こ

みで行われていたが、現在では、漁業協同組合単

こではまず、全国でのヒラメの放流状況と放流効

独の種苗生産施設が各地に建設され、約900万

果調査の結果をレビューする。次に、福島県での

個／年の人工種苗が沿岸各地に放流されている。

ヒラメ放流事業の現状と課題、特に天然資源の動

近年の漁獲量は、400トン／年前後で推移してい

向と関連した課題について紹介する。

るが、そのうち100トンは人工種苗で占められて
いる。これまでの調査結果から、人工種苗の回収

6 ）鹿児島湾におけるマダイの栽培漁業と資源管

率は10％前後で経済効果（投資効果）は 1 を超え

理

ている。

宍道弘敏（鹿児島県出水農林水産事務所薩摩

今回、岩手県で行われている鉤獲漁法と潜水漁
法（素潜）による人工種苗の回収状況から放流効
果について述べたい。

川内市（上甑）駐在）
鹿児島湾においてマダイの放流効果は高く、モ
デル的事例として評価されてきたが、近年は生態
系や遺伝的多様性にも配慮した責任ある栽培漁業

4 ）有明海沿岸 4 県連携によるクルマエビ共同放

への対応が求められている。また2001年 6 月には、

流の概要

水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展を

金澤孝弘（福岡県水産海洋技術センター有明

基本理念とする水産基本法が制定され、水産資源

海研究所）

の持続的利用の確保の必要性が示されている。さ

昭和62年の知事サミットを契機に有明海沿岸 4

らに、近年栽培漁業のあり方が整理され、栽培漁

県（長崎県・佐賀県・福岡県・熊本県）は栽培漁

業の推進にあたっては、天然資源と栽培資源を含

業の広域連携を図るため水産庁の補助のもと、ク

めた包括的な資源管理の観点に立った種苗放流計

ルマエビを対象とした共同放流調査事業を平成 6

画を樹立する必要性が示されている。

年から開始し、今では漁業者主体の推進協議会が

ここでは、①鹿児島湾においてマダイの栽培漁

運営・実施する全国初の広域連携事業に発展し

業が果たしてきた役割を整理し、②天然及び放流

た。ここでは 4 県が県境を越え、クルマエビの広

資源ごとに資源評価を行い、③種苗放流の遺伝的

域連携事業化を推進してきた経緯と併せて効果や

影響評価を行い、④適正放流尾数及びサイズを検

現状について概説する。先ず共同放流調査事業で

討し、⑤種々の放流計画及び資源管理計画のもと

は、① 4 県の漁業者は同一の資源を利用している

での漁獲量予測を行い、本湾マダイ資源の維持と

こと、② 4 県が共に享受可能な放流適地は「有明

持続的利用を図るために必要な栽培漁業のあり方

海湾奥部」であること、③複数年の平均回収率な

と資源管理方策、及び今後の課題について述べる。

どから判断すれば湾奥部放流群と湾央部放流群と
もに採算が見込めること等が明らかとなった。次

7 ）瀬戸内海東部海域におけるサワラの種苗放流

に広域連携事業では各県の受益割合に応じた負担

への取り組み

率を定め、30㎜種苗による年間約1,000万尾の共

小畑泰弘（（独）水産総合研究センター玉野

同放流を実施し、その効果把握および様々な課題

栽培漁業センター）

等について 4 県共同で取り組んでいるところであ
る。

サワラは瀬戸内海において重要な漁業資源であ
るが、その漁獲量は、過剰な漁獲圧や餌料環境の
悪化などが原因で、1986年の6,255トンをピーク

5 ）福島県におけるヒラメの放流効果
冨山
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毅（福島県水産試験場栽培漁業部）

に1998年には約1/30の196トンに激減した。これ
を契機に、国の栽培漁業センターによる種苗生産、

ヒラメは古くから全国的に種苗放流が実施され

放流技術開発の再開、漁業者による秋漁の自粛な

ており、高い放流効果が見込まれて各地で事業化

どが行われ、2002年には国による資源回復計画に

している。ところが、近年では魚価の低迷などに

おいて、漁獲規制、種苗放流などの資源回復措置

よって想定した効果が得られない場合が多く、ヒ

が開始された。ここでは、瀬戸内海東部海域にお

ける種苗放流を中心とした取り組みから、放流魚

ある。これらに対する種苗放流事業では、資源水

の成長、移動回遊、適正放流サイズ、混獲率など

準の低さに起因する様々な遺伝的脆弱性への配慮

の得られた成果について概説するとともに、今後

が不可欠となる。ここでは資源水準の悪化が著し

の種苗放流の進め方等について考察する。また、

いマツカワを対象とした遺伝的多様性維持に向け

サワラの種苗放流を行うに当たっては、種苗放流

た技術開発について紹介する。

による資源回復への寄与について、放流効果評価

高変異性マイクロサテライトDNAマーカーを

モデルを用いたシミュレーションにより、適正放

用いて、マツカワ養成親魚雌雄間の遺伝的血縁度

流尾数の検討を行うとともに、漁獲規制効果の検

を推定し、近親交配とならないペアを抽出した。

討も行ったので、その方法と得られた結果の評価

次に、搾出法により同時に得られた複数親魚由来

方法について述べる。

の精子および卵を用いて、近親交配とならない全
てのペアについて人工授精することで、受精卵群

8 ）遺伝的多様性に配慮した希少種マツカワの栽

の遺伝的バリエーションを高めた。さらに、受精

培漁業技術開発

卵を雌親魚由来毎にふ化まで個別管理し、各親魚

鈴木重則（（独）水産総合研究センター南伊

由来のふ化仔魚数が最大限均一となるように利用

豆栽培漁業センター）

尾数を調整した。以上の手法により、近親交配を

近年、資源水準の悪化した種について、栽培漁
業技術によって資源回復を目指す試みが増えつつ

回避しつつ遺伝的多様性の高いふ化仔魚集団を確
保することができた。

平成17年度第１回
種苗の需給調整システム構築に向けた検討会の開催
1 ）月日:平成17年 9 月28日13:30〜17:00

第 1 回の検討会では、まず、栽培漁業を取り巻

2 ）場所：東京都・コープビル会議室

く環境の変化に対応した推進体制のあり方や関係

3 ）出席者：水産庁栽培養殖課、瀬戸内海漁業

府県が定められた第 5 次基本計画における種苗生

調整事務所、瀬戸内海関係11府県、海づく

産の課題や問題点について意見交換を行った上

り協会の担当官、担当者、役職員の計33名

で、事前に実施したアンケートをもとに、種苗需
給調整システム構築に向けた検討のベースになる

4 ）検討会の概要
これまでに関係都道府県から、会議等を通じて

事項を中心に、意見交換・議論を行いました。
予想されていたことではありますが、府県毎に

海づくり協会に対して種苗交換事業を検討するよ

公益法人の運営方法、運営状況が異なることから、

うご要望がありました。そこで、平成16年度に理

考え方や進め方などについて多様な意見が出され

事県による種苗の需給調整システム構築に向けた

ましたが、公益法人の運営問題の解決策の一つと

検討準備会を開催し、種苗交換事業の検討の必要

して種苗交換の必要性については、府県間相互の

性について諮ったところ、行財政改革に伴い公益

理解はある程度深められたと思われます。しかし、

法人の効率的な運営が求められていることから、

まだ議論は緒についたばかりで、今回、議論いた

検討会を立ち上げるべきとの意見集約が得られま

だいた考え方や意見を事務局で整理して、本年度

した。そこで、栽培漁業の先進地であり、広域回

末に開催する次回の検討会で引き続き検討してい

遊種の連携事業にも関心の高い瀬戸内海ブロック

ただくとともに、残された課題の検討や府県間の

をモデルとして検討していただくこととになりま

意見調整なども行い、本年度中に種苗交換事業の

した。

成立要件の整理を行いたいと考えています。
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第３次小泉改造内閣、発足
農林水産大臣に中川昭一氏（衆議院・北海道11区）
副大臣は宮腰光寛氏（衆議院・富山 2 区・留任）と三浦一水氏（参議院・熊本選挙区）
大臣政務官に金子恭之氏（衆議院・熊本 5 区）と小斉平敏文氏（参議院・宮崎選挙区）
平成17年10月31日、小泉首相は第 3 次小泉改造
内閣の組閣を行った。

任した。
閣僚人事を受け、11月 2 日の閣議で副大臣、大

主な閣僚は、農林水産大臣に中川昭一氏が平成

臣政務官の人事が決定され、農林水産省関係では、

10年橋本内閣に次 2 度目の就任、官房長官に安倍

副大臣に宮腰光寛氏(衆議院・富山 2 区・留任)と

晋三氏（衆議院・山口 4 区、初入閣）、外務大臣

三浦一水氏(参議院・熊本)、大臣政務官に金子恭

に麻生太郎氏(衆議院・福岡 8 区)、が就任し、財

之氏（衆議院・熊本5区）と小斉平敏文氏(参議

務大臣には谷垣貞一氏（衆議院・京都 5 区）が留

院・宮崎)が就任した。

＜自民党三役人事＞
平成17年10月31日に行われた、新たな自民党三
役人事は、党幹事長の武部勤氏と総務会長の久間

委員長）が起用され、党国対委員長の後任に細田
博之氏（前官房長官）が就任した。

章生氏は留任。政調会長には中川秀直氏（前国対

第３次小泉内閣発足
平成17年 9 月11日に投票が行われた第44回総選
挙の結果、21日の衆参両院の本会議において小泉
純一郎氏が第89代の首相に選出され、第 3 次小泉

農水大臣ら全員再任
院・富山第 4 区）が就任した。
農林水産副大臣の常田亨祥氏、農林水産大臣政
務官の大口善徳氏と加治屋義人氏も留任した。

内閣が発足し、直ちに組閣され、農林水産大臣に

衆議院農林水産委員会委員長に稲葉大和氏（新

は 8 月11日に島村宣伸氏の辞任を受け、その後任

潟 3 区）が就任した。また、参議院は平成17年10

として岩永峰一氏（衆議院・滋賀第 4 区）が引き

月12日、農林水産委員会委員長に岩城光英氏（福

続き就任する等、閣僚全員が再任された。

島選挙区）が就任した。

農林水産副大臣には、新たに宮腰光寛氏（衆議

水産庁人事 （ 7 月19日付）
長官に小林芳雄氏（大臣官房長）
漁政部長に竹谷廣之氏（資源管理部長）
資源管理部長に五十嵐太乙氏（漁政課長）
漁港漁場整備部長に影山智将氏（防災漁村課長）
〈退職〉田中潤兒氏（漁港漁場整備部長）
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