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豊かな海、つくり育てる漁業
と栽培漁業
水産庁栽培養殖課長
長 尾 一 彦
個人的思い出で恐縮だが、学生時代に水産学科
に所属したものの、専攻は漁業とは無縁の微生物
であり、授業で側線に沿って魚の鱗の枚数を数え
る意義は理解できず、解剖した魚の鱗や骨はどこ
かに消えてしまった。魚などの海の生き物は海に
潜って観察する対象であった。水産庁就職後、栽
培漁業はつくり育てる漁業の中核とされ、水産行
政において花形事業であることを知ったが、直接
の縁はなかった。ただ、いろいろな機会に日本栽
培漁業協会の専門家から薫陶を受ける機会があ
り、その能力と人格に感嘆し、いつか共に仕事を
させていただければと思ってきた。
16年 1 月に現職に就いたとき、日栽協は既に水
研センターと統合し、社団法人全国豊かな海づく
り協会が発足していた。国、都道府県の財政事情、
漁業経営が悪化し、栽培漁業を取り巻く環境は大
きく変化し、栽培漁業関係者はその大波を被りつ
つ、豊かな海づくりの大義を目指して苦闘し続け
ているように思われた。水産庁においては、17年
2 月に第 5 次栽培漁業基本方針を定めて、水研セ
ンター、都道府県、海づくり協会、漁業関係者と
力を合わせて栽培漁業の推進に取り組むことと
し、水産公共事業との更なる連携強化に進もうと
する一方、行財政改革の旗印の下での改革を日々
求めらる状況にあった。政府全体の独立行政法人
見直しの一環として、18年 4 月からの水研センタ
ー役職員の非公務員化、組織見直し、さけます資
源管理センターとの統合方針が閣議決定され、18
年の通常国会に法案が提出されている。そして都
道府県向けの補助金予算に関しては、三位一体改
革の下、地方 6 団体からは地方への税源移譲を求
められ、これに対応して栽培予算は17年度より交
付金化され、18年度からは税源移譲の対象とされ
た。一方、18年度から、国としての政策課題、広
域課題に対処しつつ栽培漁業を推進するため、海
づくり協会に対する補助事業が新設された。
改めて栽培漁業固有の事情を見ると、総じて我
が国周辺資源が低迷し、近隣諸国との漁業交渉が
難航するなかで、種苗放流効果把握、受益者負担、
生態系への配慮が強く求められながらも、積極的
な資源増大対策としての栽培漁業への期待がます
ます高まっている。こうした栽培漁業を取り巻く
一見矛盾しているような諸状況、課題をどのよう
に受け止め、いかに対応すべきか。栽培漁業を前
進させるためには、我々は何を手にして難局に立
ち向かおうとしているのだろうか。
法的枠組みとしては、水産基本法、沿岸漁場整
備開発法があり、栽培漁業の推進が位置付けられ
ている。そして、高い国民的関心がある。全国豊
かな海づくり大会に象徴される、栽培漁業に対す
る国民の期待（大会は天皇・皇后両陛下のご臨席
を仰ぐ三大行事の一つに位置付けられている）は
大きな資産である。更に、何より関係者が営々と

築きあげてきた、技術、知見の蓄積、人的資源、
施設、そしてこれらが形になった放流実績と膨大
なデータがある。
これまで栽培漁業関係者は次々と創意工夫を凝
らし、新たなアイデアを出して危機を乗り越え予
算、事業を拡大してきた。離島交付金では種苗放
流が対象事業の一つとされている。漁場整備事業
との連携は着実に進んでいる。更に、予算確保や
政策遂行上のテクニックに止まらない、本質的取
組が求められている。このような状況をブレーク
スルーするものは、何より、現実の漁業が直面す
る問題解決に貢献しうる技術の開発であり、漁業
そのものへのインパクトを与えるものでなかろう
か。
従来言われてきた栽培漁業の枠組み、すなわち、
国、独法は基礎技術開発、県は応用的技術開発と
種苗の量産、漁協等は、中間育成、放流実施を行
うという役割分担は今後とも基調であると思われ
るが、更に、新たな次元として、政策課題、回遊
実態、利用実態、影響因子等に着目した役割があ
るのではないだろうか。換言すれば、政策課題に
対応した栽培漁業の貢献ということになろうが、
水産物輸入自由化、周辺国との漁業交渉、有明海
に見られるような漁業資源の長期減少傾向、環境
保全対策等に栽培漁業は役立つものである。また、
従来から地元の役割と整理されている、定着性魚
種に関する国、独法の関与のあり方はいかにある
べきか。そして、高度回遊魚についてどのように
考えるべきか、栽培第一線の方々の意見を是非お
聞きしたい。
栽培漁業はその存在と期待の大きさ故に、常に
外部の目を意識して、想定される批判、すなわち、
天然資源の置き換え論、疾病の伝播、天然資源に
対する遺伝的影響、乱獲促進、効果不明といった
疑問に誠実に対応する必要がある。改めて栽培漁
業の効果事例を振り返ると、多くの地域で天然資
源の構築に寄与しており、栽培漁業の計画性を生
かすことで沿岸資源管理の推進役として機能する
ポテンシャルがあることがわかる。実際、各地の
資源回復計画を見ると、種苗放流がほとんどの計
画に位置付けられている。こうしたことを考える
と、栽培漁業の再定義、積極的な意義付けを期待
したい。
「つくり育てる」と「漁業」は一見矛盾する言
葉である。これを止揚する概念が「栽培漁業」で
あると言うと言い過ぎだろうか。栽培漁業は人材
と技術を数多く輩出してきた。栽培の財産、資源
を活用して豊かな海を実現する関係者のご尽力を
改めてお願いしたい。その際、海づくり協会には、
栽培漁業に関し、情報の結節点として、推進役と
して、触媒として、また、関係者の拠り所として
の役割を果たしていただきたく、その中で新規の
予算も活用いただければ望外の喜びである。
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「守ろう！美ら島！美ら海」
（社）沖縄県漁港漁場協会
女性部研修会の様子

昭和47年の沖縄が本土復帰した年に（社）沖縄
県漁港協会として設立された当会は、「漁港施設
及び水産施設に関する調査研究及びその整備を促
進することにより、漁業者の生活安定向上と、沖
縄県の水産業の振興を図ることを目的とする。」
として、この30有余年間で諸事業に取り組み、会
員へのサービス向上に努めてまいりました。
また、漁港と漁場を一体的に整備するとした漁
港漁場整備法の制定を受け、（社）沖縄県漁港漁
場協会と名称変更し、平成17年 4 月 1 日付けで、
「業務の効率化と会員の経費節減」を基本として、
沖縄県沿岸漁業振興開発促進協会と当会とを組織
統合し、従来までの漁港整備のハードのみの事業
に加え「豊かな海づくり」に関する事業を取り入
れることとなり、当会では「沖縄豊かな海づくり
支援事業」を制定しました。
1 ・水産物の動植物の生育環境の保全
※漁港・漁場・漁村・海岸の清掃等へ
の支援
2 ・水産資源の適切な保存管理
※魚貝類の放流等への支援
3 ・都市と漁村の交流支援
※講演会・研修会への支援
これらを、実施するために、さっそく「守ろ
う！美ら海」ゴミ袋を作成配布し、漁港の清掃や
ボランティア団体による海岸清掃等に役立ってい
ます。また、漁協が主催する魚食普及イベント及
び魚介類放流への支援を実施しております。
研修会への支援として、平成17年10月20・21日
に開催した、沖縄県漁協女性部連合会の主催する
研修会へ全国漁港漁場協会との協賛として取り組
み、女性部の研修会を開催しました。従来までは
沖縄県内会員のみの参加であったが「漁村の元気」
を銘打って全国漁港漁場協会の協力により全国の
漁協女性部に参加を呼びかけ、県内外から多くの
皆様が研修会に参加し、講演会・グループ討議
（わいわいトーク）が行われその結果発表があり、
交流会では会員による琉球舞踊あり、カラオケあ
りと大きな盛り上がりを見せました。2 日目の現
地研修会では「モズク乾燥加工場」、ひめゆりの
塔の視察、女性のみで運営している「ウージ（サ
トウキビ）染め工房」の視察を行ない、参加した
会員から「このような研修会を多く開催してもら
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事務局長

仲間 利夫

いたい」等の意見がありました。
当会では、受託事業を実施しており、漁港調査
事業として、港勢調査・県の漁港関係事業の積算
取り決め事項等、漁港業務事業として沖縄県で独
自開発した漁港台帳・海岸台帳・漁場台帳等のデ
ータベース化の受託事業、漁港事業支援業務とし
て漁港表示板や安全標識等のイメージアップ関係
等の業務があります。これらは、昨今の人員削減
等による担当職員の業務量の増大等を受け、さら
に長期にわたり蓄積された業務資料の総合的なデ
ータベース化を進めることにより、漁港・漁場事
業の業務の効率化を図ることを目的としていま
す。
当会では、活動方向を定めており……
1 ・地域に根ざした水産基盤整備の推進
1 ）安全で安心な漁港施設の創出
2 ）豊かな漁場づくりの創出
3 ）いちゃりばちょうでー漁港、漁村
空間の創出
2 ・安全、安心な水産物の安定供給
1 ）沿岸域の環境の保全の創出
2 ）おいしーさ県産水産物の消費拡大
3 ・美しい海辺環境の保全と創造の推進
1 ）国土保全と漁村の生命財産の保護
2 ）美ら海、ふれあい空間の創出
このように、会員への還元を基本として、会員
の意識向上を図り、また漁業活動を支援するため
の住みよい漁村づくりや美ら島・美ら海づくりを
推進します。

ボランティアによる海浜
清掃の様子

清掃により
きれいになっていく海岸
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山形県の栽培漁業の取り組み
山形県庄内総合支庁産業経済部水産課
主

１．山形県の漁業概要

（1）自然条件
本県の海岸線は、秋田県境の遊佐町三崎から新
潟県境の鶴岡市鼠ヶ関まで約135㎞で、海岸線は
短く、比較的単調であり、そのほぼ中央から北は
砂浜地帯、南は岩礁地帯となっています。また、
離島の酒田市飛島は、周囲のすべてが岩礁で囲ま
れ、変化に富んだ海岸線（約11㎞）を形成してい
ます。

本県沿岸図（山形県漁協施設位置図）

査

加 賀 山

祐

海底の底質は、沿岸海域は砂質、沖合は泥質と
なっており、海底地形は、等深線が海岸線とほぼ
平行で全体としてはなだらかです。沖合海域は佐
渡から男鹿半島に至る一連の堆や礁及び離島飛島
の存在により、起伏の多い複雑な地形をなしてい
ます。また、対馬暖流第一分岐（沿岸暖流）、第
二分岐（沖合暖流）の強弱やその流路の変動によ
って、各種回遊魚類の漁場形成が左右されます。
沿岸域の漁場は、北部は主として刺網、南部は一
本釣と延縄漁業に大別され、沖合は底びき網、い
か釣、ます流し網漁業に主に利用されています。

（2）水産業の特徴等
平成16年の海面漁業漁獲量は7,863トンで、漁
業種類別では、いか釣、小型底びき網が多く、魚
種別では、スルメイカ、ハタハタ、スケトウダラ、
タイ、タラ、サケが多くなっています。なお、平
成16年の生産額は30億円でした。船凍品を除く漁
獲物の大部分は鮮魚として出荷され、そのほとん
どは県外向けとなっており、自県内消費は 2 割程
度となっています。仕向け地別では東北、北陸が
多いですが、東京、横浜、名古屋等の大都市への
出荷量が増加しています。

漁業種類別、魚種別漁獲量（単位：トン）
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平成16年の海面漁業の経営体数は453経営体で、
うち沿岸漁業が大半を占めています。高齢化や新
規就業者の減少により、残念ながら年々減少して
いる状態です。
なお、本県の海面漁業協同組合は、昭和40年代
より山形県漁業協同組合の 1 県 1 漁協であり、県
下に 8 支所、産地市場 3 箇所を有しています。

２．本県の栽培漁業について

生産業務を含む）を委託することにより、健苗の
安定生産供給を継続して実施しているところで
す。
また、漁協が行う中間育成・放流事業について
は、漁協及び漁業者の経営状況を考えると、資金
的に支援していく必要があります。また、放流方
法の改善等の技術的課題も残されていることか
ら、強い水産業づくり交付金の資源増養殖目標の
メニューにより財政的・技術的支援を行い、事業
の継続を図っています。

（2）対象種別の取り組み紹介
（1）主な取り組み
１）主な取り組み
県では栽培漁業の一層の展開及び事業化を推進
するため、第 5 次栽培漁業基本計画（平成17〜21
年度）に基づき、対象種をヒラメ、アワビ、クル
マエビ、クロダイの 4 種とし、健苗を生産・供給
するとともに（クルマエビは生産せず他県から搬
入している）、漁協による中間育成の充実を図り
つつ、放流効果がより高まる技術の開発普及に努
めています。
本県における栽培漁業の推進体制は、県が「施
設整備、技術開発、指導、種苗生産供給」、市町
が「中間育成・放流事業への財政的支援」、漁協
が「中間育成・放流事業の実施」となっています。
この推進体制を含めた本県栽培漁業に関する重要
事項については、山形県栽培漁業推進検討会にお
いて検討が行われます。
なお、種苗の生産供給に関しては、県の役割と
なっていますが、財団法人山形県水産振興協会に
県有施設である山形県栽培漁業センター（以下
「栽培センター」と言う）の管理運営業務（種苗

栽培漁業推進体制（概念図）
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①

アワビ
本県では磯見漁業による採捕が一般的で、一部
地区では素もぐりでの採捕もおこなわれていま
す。漁獲量は最近では10トン前後で推移していま
す。
山形県水産試験場の水産種苗センターで昭和43
年からエゾアワビの種苗生産事業が開始され、種
苗供給は翌年の昭和44年から始まっています。昭
和57年からは財団法人山形県栽培漁業協会に生産
供給業務を県が委託し、栽培センターでの生産が
開始され、生産供給数量が著しく増大しました。
これは、昭和50年代前半に温海町（現在鶴岡市）
小岩川地区アワビ小規模増殖場において、種苗購
入経費の約10倍の漁獲金額が得られるという非常
に高い調査結果が得られ、アワビ栽培漁業優良事
例として取り上げられたことから、全県において
アワビ増殖場の整備と種苗の計画的放流が行われ
たことがその背景にあります。その後、現在まで
栽培センターで継続して種苗生産供給が行われ、
生産方式の改善を行ってきました。
昭和58年から急増した放流量は平成 2 年にピー
クを迎え、その後はなだらかな減少傾向に転じて
います。その原因として、増殖場も含む天然漁場

アワビ種苗生産状況
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アワビ生産量と放流量の推移

最近のヒラメ漁獲量と放流量の推移

におけるアワビ漁獲量の減少に伴い、関係漁業者
の種苗購入代金の確保が困難になっている現状が
あると考えられています。この漁獲量減少の原因
には、餌や稚貝育成場となる海藻類の減少等が推
測されており、現在、放流場所の環境収容力に対
応した適正放流量の見直しや、藻場造成による餌
と稚貝育成場の再生のための試験研究が水産試験
場で行われています。
上述の試験研究を進める一方で、放流量減少が
更に漁獲量の減少傾向に拍車をかける悪循環に陥
っていると考えられるので、厳しい状況の中でも
種苗放流を継続していくことが重要であるとの認
識を関係者に普及させるとともに、支援策を模索
しているところです。
② ヒラメ
底びき網、刺網、一本釣等の多くの漁業種類で
漁獲されている本県沿岸漁業の重要魚種であり、
平成以降の漁獲量の推移をみると40〜100ｔの間
で変化していて、最近では60t前後で推移してい
ます。
昭和50年代に水産試験場で量産技術開発が行わ
れ、昭和57年の栽培センター開設時から本格的な
種苗供給が開始されました。その後、平成 3 、4
年度に山形県漁協の施設として、中間育成施設が
県内 2 箇所に整備され、栽培センターで40㎜サイ
ズ種苗を生産し、中間育成施設で80㎜まで育成し
て放流するといった体制が構築されました。
中間育成・放流事業は山形県漁協が事業主体と
なり、ヒラメ水揚金額の一部を漁業者から負担金
として徴収し、更に国、県、沿岸市町の財政的支
援を受けて実施されています。中間育成技術の進
歩に伴い、23万尾まで放流尾数の増加が図られま
したが、近年の貧血症等による資源状況悪化によ
る水揚の減少と魚価安傾向のため、負担金の増加
が見込めない状況に合わせて、国、県、市町の厳
しい財政状況による支援の縮小が中間育成事業規

模の縮小につながり、放流尾数についても減少傾
向にあります。
しかしながら、最近の水試の効果調査結果では
一定の回収率（最大 5 ％）が示されており、放流
方法の改善等により10％程度まで向上が可能と考
えられていることから、貧血症等で悪化している
本県沿岸の天然資源底上げを果たす役割は重要
で、今後も種苗放流の取り組みを継続し、機会を
みながら放流尾数増加を図りたいと考えていま
す。

放流直前のヒラメ（全長80㎜）

③

クルマエビ
砂浜域の浅海部において主に刺網漁業によって
漁獲される高級魚種であり、過去には10ｔ以上漁
獲された年もあったが、最近の漁獲量は約 5 ｔ以
下の低水準で推移しています。その背景には資源
状況の悪化と、漁業者の高齢化に伴う着業者の減
少の影響があると考えられています。
昭和46年より山形県水産試験場の水産種苗セン
ターにおいて、技術開発と種苗生産が行われ、そ
の成果を利用し、昭和47年から毎年200〜500万尾
程度の種苗放流が行われてきました。その後、昭
和57年に開設された栽培センターにその種苗生産
が引き継がれ、昭和60年には700万尾放流されま
した。その後、更に高い放流効果が望める大型種

5

苗放流の要望に応え、沿岸域での中間育成技術開
発が進められましたが、本県における中間育成時
期が台風シーズンと重なるといった海況条件の厳
しさから、陸上施設における中間育成が必要と考
えられました。そして、平成 3 〜 4 年に県内 2 箇
所に山形県漁協の施設として陸上中間育成施設が
整備され、平成 4 年からは全数中間育成後の大型
種苗の放流が実現しました。なお、この施設は、
前述のヒラメの中間育成にも使用されているもの
です。その結果、最近まで栽培センターで平均全
長20㎜の種苗を生産し、栽培センターと 2 箇所の
中間育成施設において全長40㎜まで育成し、50〜
100万尾程度の放流が継続されていました。

を行っています。水試の効果調査結果によれば最
近の漁獲物における放流エビの混獲率は 6 ％程度
あり、天然資源が悪化している状況を踏まえ、ヒ
ラメ同様に種苗放流の継続と機会をとらえて放流
尾数増加を図りたいと考えています。
④ クロダイ
本県におけるクロダイ漁獲量は1〜数tで漁業上
の重要種とは言えません。しかし、庄内浜では古
くからクロダイ釣りが盛んで、その釣獲量は数10
ｔとも言われています。こうした背景もあり、遊
漁者団体が神奈川県から種苗を購入し、本県沿岸
に放流してきましたが、安定的に放流を継続した
いことや、生態系に配慮した放流が望ましい等の
理由から、本県産種苗の生産供給の要望が遊漁者
団体や沿岸市町から出されていました。
要望に応える形で、平成13年度から水産試験場
で種苗生産技術の開発が開始されました。その後、
平成16年度までに量産技術が開発され、平成17年
までに水産振興協会に技術移転を行って、平成18
年から栽培漁業センターで本格的に種苗生産が開
始される運びとなっています。なお、平成18年は
50㎜、20,000尾の種苗生産が計画されており、遊
漁者団体と沿岸 2 市が購入予定です。

クルマエビの漁獲量と放流量の推移
（注：全数中間育成後の放流はＨ4から）

種苗生産されたクロダイ稚魚

放流直前のクルマエビ（全長40㎜）

平成15年度までは、ヒラメ同様に中間育成・放
流事業は山形県漁協が事業主体となり、クルマエ
ビ水揚金額の一部を漁業者から負担金として徴収
し、更に国、県、関係市町の財政的支援を受けて
実施されていました。しかしながら、近年の国、
県の厳しい財政事情からなる財政支援の中止、栽
培センターにおける種苗生産の採算性見直しによ
り、平成16年には漁協による中間育成事業の休止、
平成17年には栽培センターにおける種苗生産も休
止となりました。そのため、平成17年は県漁協が
独自に秋田県栽培漁業協会より種苗を購入し放流

6

県ではクロダイ釣りを含む海面遊漁について、
漁業と調和を図りながら振興していくことが、県
民の憩いの場の提供と庄内浜の活性化につながる
と考えており、クロダイの種苗生産・供給を今後
も推進していくこととしています。

庄内浜のクロダイ釣り風景
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３．財団法人山形県水産振興
協会の紹介
栽培漁業を推進する上で、良質な種苗の安定し
た生産供給は必要不可欠ですが、本県でその重要
な役割を担っているのが財団法人山形県水産振興
協会です。各魚種の紹介の中で何度か触れました
が、昭和57年からの栽培センターの開設が、現在
の良質種苗安定生産供給に大きな役割を果たして
きました。そして、この施設の管理運営業務（種
苗生産業務を含む）を、県から受託しているのが
本協会です。
本協会は、昭和56年度に県、沿岸市町、県漁協
他が基金造成し設立された財団法人山形県栽培漁

業協会に、内水面漁業・養殖業の振興を目的とし
て設立されていた社団法人山形県内水面養殖振興
会を統合し、平成11年に設立されました。そして、
財団法人山形県栽培漁業協会が受託していた栽培
センター管理運営業務を引き継ぐ形となりまし
た。
良質な種苗の安定生産供給には、専用の施設は
もちろんですが、高い技術が必要であり、本協会
は県内唯一の必要な技術を持つ団体であると言え
ます。財団法人山形県栽培漁業協会として設立さ
れた昭和56年度から技術の開発・改善・蓄積を継
続してきた結果、これまで大きな疾病事故を発生
させることもなく、全魚種について地先天然親魚
及び親貝から採卵した、地場産種苗の安定生産供
給を実現させています。なお、参考までに栽培漁
業センターの施設概要を紹介させて頂きます。

４．本県における栽培漁業の
抱える課題と問題点
本県では栽培漁業に関する取り組みの当面の目
的として、種苗生産供給事業の採算性向上と、中
間育成・放流事業の自立化があげられます。しか
しながら、資源状況の悪化や魚価安傾向等により、
漁協や漁業者が負担する種苗代金の増額や水揚負
担金の増加は望める状態ではありません。さらに、
国、県、沿岸市町の財政難から、公的支援の規模
が縮小傾向にあり、既に築25年を経過した施設の
老朽化等により現在の取り組みを維持することさ
えも困難な状況になっています。
その背景には、栽培漁業の効果が、刻々と変化
する環境に影響されることと、減少した資源の補
填等の効果が見えづらい部分があり、第 3 者への
説明を困難にしていることが大きな要因になって
いるのでないかと考えます。しかしながら、効果
発現と評価には時間を要することから、継続した
取り組みを実施することが必要です。そのために
は、クロダイに代表されるような漁業者以外の受
益者からの負担を求める等の、今後必要となる費
用確保方法の検討、水産試験場を中心としたモニ
タリングの継続、種苗生産・育成に関する更なる
コストダウンを進め、関係者が連携・協力し、厳
しい現状を乗り切り、栽培漁業本来の目的である
水産資源の維持・増大並びに漁業経営の安定化を
目指していきたいと考えています。
センター全景
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長崎県における栽培漁業及び資源管理の取り組み
長崎県水産部資源管理課
係

長

森 川

晃

海域には、九州西方を北上する対馬暖流のほか、
済州島方面からの黄海冷水、九州から沿岸水など

１

長崎県における漁業の概要

が流入しているほか、多くの島々や複雑な海底地
形により、好漁場が形成され、内湾から沖合まで
その漁場環境を生かした多種多様な漁業が営まれ

長崎県は、九州の西北端に位置し、海岸線は変
化に富み、多くの半島、岬、湾、入り江を形成し、

ています。
沿岸域では、中小型まき網、イカ釣、小型機船

海岸線の長さは北海道に次ぎ全国 2 番目の総延長

底びき網、刺網、定置網、一本釣、採貝、採藻等

4,195㎞に及びます。この海岸線に面した広大な

の多種多様な漁業や、魚類、真珠を中心とする海
面養殖業が営まれています。さらに、東シナ海や

図２
図１

8

長崎県の位置図

長崎県における漁業生産量、生産額
（農林水産統計））

14
黄海の大陸棚漁場に面していることから、以西底

の、具体的取組の一部について紹介します。

びき網、大中型まき網等の沖合漁業や遠洋漁業の
基地としても発展してきました。
平成16年の本県の海面漁業・養殖業の生産量・

３

栽培漁業の取り組み

生産額は31万 2 千トン、1,057億円で、生産量で
は全国第 3 位、生産額では全国第 2 位となってい
平成16年度に長崎県海域に放流された魚種は、

ます。
漁業部門別の生産状況についてみると、沿岸漁

放流技術開発のための魚種も含めて、魚類13種

業は生産量61千トン、生産額330億円、沖合漁業

4,477千尾、貝類 5 種1,895千尾、甲殻類 5 種類

は、205千トン、407億円、遠洋漁業は、21千トン、

13,935千尾、その他 3 種類2,473千尾、合計26種類、

42億円となっており、1980年後半以降、長く減少

22,780千尾となっています（表 1 ）
。

が続いていましたが、ここ数年は横ばい傾向に転
じています。

２

表１

平成16年度長崎県における種苗放流実績

長崎県水産業振興基本計画

本県では、新世紀にふさわしい水産業のあり方
や施策の展開方向等を示すべく「長崎県水産業振
興基本計画」を平成13年 3 月に策定しました。
本計画では、「本県の美しい海を守り、水産資源
の適切な管理と利用による持続可能な新世紀の水
産業をめざす」との基本理念のもと、「漁場の安
定」、「経営の安定」、「漁業・漁村の継承」の 3 つ
の基本目標の実現をめざしております。その一つ
である「漁場の安定」のために、「水産資源の管
理と持続的利用の推進」を一つの施策の展開方向
と位置付け、「放流技術の高度化による栽培漁業
の充実」、「新たな資源管理体制の整備」、「漁業管
理体制の見直し」、「漁業と遊漁の共存」の 4 つの
基本施策を掲げております。具体的には、栽培漁
業では、
「魚種に応じた最適放流手法の開発普及」
、
「広域回遊性種の栽培漁業推進体制の整備と共同
放流の事業化」等により、資源管理では、「資源
管理型漁業の推進」
、
「新たな資源管理体制の整備」
等により、水産資源の管理と持続的利用の推進を
図っていくこととしています。
本稿では、長崎県における栽培漁業と資源管理

9

放流に必要な種苗は、県営の長崎県栽培漁業セ

近年、漁獲量は著しく減少しており、漁業者から

ンター、長崎市や佐世保市水産センターの他、町

は種苗放流による資源の増大が強く望まれていま

や漁協等が運営している地域の種苗生産施設で生

す。

産し供給が行われています。

昭和62年の第 1 回九州北部 3 県懇話会（ 3 県知

栽培漁業の展開に必要な技術開発は、長崎県総

事サミット）を契機として、関係県の担当者間で

合水産試験場で行われており、種苗生産技術につ

魚種の選定や具体的な進め方等について協議を重

いては、種苗量産技術開発センターが担当し、現

ねた結果、有明 4 県でクルマエビを対象とした共

在はハタ類やアマダイ、ホシガレイ、オニオコゼ

同放流事業の実施をめざし、平成 6 年度から 4 県

等の新たな魚種の量産技術を開発中です。また、

の水産試験場によるクルマエビの資源生態調査な

放流技術については、漁業資源部が担当し、トラ

らびに放流効果調査を実施しました。

フグ、ホシガレイ、オニオコゼ、メバル、ガザミ

その結果、有明海におけるクルマエビの移動、

等の最適放流手法の技術開発に取り組んでおりま

産卵生態から、4 県が利用しているクルマエビは

す。

同一資源であることが明らかになるとともに、人

アワビ、ウニ等の定着性種や沿岸性種について

工種苗の大量標識放流試験により、放流効果の把

は、地域の栽培漁業推進協議会を中心とした取組

握と各県の受益割合を推定することができまし

が行われていますが、広域回遊種については、関

た。

係県と連携した取組を行う必要があります。

これを基に、平成12年度からは、4 県の関係漁

そこで、平成15年度から福岡県、佐賀県、熊本

業者等から構成する「有明 4 県クルマエビ共同放

県及び長崎県（以下有明 4 県という）が連携して

流推進協議会」を設立し、事業化に向けた協議を

実施しているクルマエビ共同放流事業の取組を紹

行いました。
平成15年度には、「有明 4 県クルマエビ共同放

介します。
有明海は、日本有数のクルマエビ漁場ですが、

流推進協議会」を推進母体とし、各県の受益割合
に応じた費用負担により、体長30㎜以上の人工種

表２

有明４県クルマエビ放流実績

苗を年間1,000万尾以上、国庫事業を活用した共
同放流を開始しました。（表 2 ）。

４

資源管理の取り組み

本県における資源管理の取組は、①漁業者の自
主的な資源管理の取組推進、②国及び県が策定す
る資源回復計画による公的な資源管理の推進、③
TAC制度等の公的制度のよる管理、の 3 つに大別
できます。
この中で、漁業者の自主的な資源管理の推進の
ため、県は平成16年度から「資源を育む長崎の海
づくり事業」という実証モデル事業を行っており、
写真１

10

クルマエビ放流作業

その一部について紹介します。

14
これまで、国の制度事業等を活用して、漁業者

施しています。この実証モデルで、持続的な生産

の自主的な資源管理型漁業の取組を推進してきま

を実践、実証し、その結果を地域内外へ普及、展

したが、生産量は減少、低迷しています。このた

開を図ることとしています。

め、規制を中心とした資源管理方策を見直し、漁

ここでは、本事業の中から、大村湾におけるア

場造成、種苗放流、資源管理の一体的な取組を推

オナマコと有明海におけるガザミの取組について

進することとしました。

ご紹介します。

具体的には、図 3 に示したとおり、県内を 8 地
域に分け、各地域において漁獲増加が見込める重

○大村湾におけるアオナマコの取り組み

要魚種 7 種を選定し、漁場造成、種苗の大量放流、
持続的な生産が可能となる漁獲量の設定等による

大村湾は、長崎県の中央に位置する極めて閉鎖

資源管理を一体的に推進する実証モデル事業を実

性の強い内湾であり、冬季にはナマコ漁業が盛ん
に行われており、特にアオナマコは大村湾の特産
品として知名度も高く、市場でも高値で取り引き
される重要資源です。近年、ナマコ生産量が減少
しているうえに、市場価値の低いクロナマコの漁
獲割合が増加しており、大きな問題となりました
（図 4、5 ）。
そこで、築いそ漁場等を禁漁区とし、アオナマ
コ人工種苗の放流とクロナマコの駆除により、ク
ロナマコからアオナマコへの資源転換を図る実証
事業に取り組んでいます。
具体的には、湾内10カ所に400×500ｍ程度の禁
漁区（主に築いそ漁場）を設定、5〜10月に 1 カ
所あたり10万尾のアオナマコ人工種苗を中間育
成、放流するとともに禁漁区内のクロナマコを潜
水駆除し、2 年間の禁漁後、漁獲量の上限を定め

図３

資源を育む長崎の海づくり事業実施例

図４ 大村湾におけるナマコ漁獲量
（農林水産統計）

図５ 大村湾におけるナマコ体色別漁獲割合
（漁協資料）
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て漁獲することとしております。
一方、県では、平成17年 8 月、「大村湾ナマコ
資源回復計画」を策定し、同年11月から、操業期
間の短縮や小型個体の採捕禁止等の漁獲努力量削
減措置に取り組んでおり、この実証モデル事業と
併せて大村湾特産のアオナマコ資源の回復を図る
ことをめざしています。

○有明海におけるガザミの取り組み
写真２

抱卵ガニ（黒デコ）

ガザミは、有明海における重要資源ですが、漁
獲量は昭和60年の1,781ｔをピークに急激に減少

ガニを直接出荷せず蓄養し、ふ化幼生を放出した

し、平成12年に最低の142ｔを記録した後、200〜

後に出荷することにより資源の増大をめざす実証

300ｔ程度で推移しています（図 6 ）。また、水産

事業に取り組んでいます。

試験場の沿岸資源動向調査の結果によると、資源

具体的には、漁協に水揚げされたガザミのうち、

水準は低位で横ばい傾向となっており、漁業者か

黒褐色の熟卵を有する抱卵ガニ（地元では黒デコ

らは、早急な資源の回復が望まれている魚種です。

という、写真 2 ）を選別し、籠に収容し海面で蓄

ガザミは、有明海の湾奥部では主に刺網や籠で、

養します。蓄養中に自然産卵させた後、回収し販

湾央部ではタモすくい、小型機船底びき網、刺網

売するものです。抱卵ガニのうち黒デコの場合は、

等の漁法で漁獲されています。このうち、近年、

約 3 日間程度で全て産卵し斃死する個体も少ない

抱卵ガニを主な漁獲対象とするタモすくいが急速

のですが、卵色が茶色や黄色の場合は、1 〜 4 週

に普及し、抱卵ガニに対する漁獲圧の増加による

間かかりますので、籠中での斃死率が高い傾向に

資源への悪影響が懸念されています。

あります。
平成16年度には、国が「有明海・八代海ガザミ
資源回復計画」の策定に着手し、関係県とともに
資源回復計画の策定に向けた協議を開始してお
り、抱卵ガザミの保護方策も重要な課題になると
考えています。漁業者負担が少ない抱卵ガニの蓄
養産卵方式について、本実証事業の結果をみなが
ら検討していきたいと考えています。

図６

有明海におけるガザミ漁獲量
（農林水産統計）

そこで、近年の資源減少等に伴う漁家経営の悪
化を考慮し、漁業者への負担を最小限に押さえな
がらガザミ資源の増大をめざし、漁獲された抱卵
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北海道大学北方生物圏フィールド科学センター
助手

四ツ倉 典 滋

（主としてナガコンブ、マコンブ、ミツイシコン

豊かな海におけるコンブの役割

ブ、リシリコンブ、ガッカラコンブ、オニコンブ、
ホソメコンブ）は古くから日本人の食卓に欠かせ
ない食材として利用されており、現在主産地の北

日本の沿岸域にはマコンブやアラメ、ワカメな
ど37種のコンブ類（褐藻コンブ目植物）が生育し
ている。このなかで、私たちが普段

いる。

コンブ（昆

布） と慣れ親しんでいるコンブ属植物は、世界
の本属種のおよそ半数にあたる13種が

海道ではホタテ、サケに次ぐ漁獲額を生み出して

コンブ資源をとりまく現状と今後の課題

北海道沿

岸 と 東北地方の太平洋沿岸 に分布しており、
各地で大きな藻場

コンブの森

を形成している

近年、各地沿岸でコンブ藻場の衰退・消失が報

（写真 1 ）。これらコンブは、我が国寒海域の潮間

告されるようになった。その対策として、おもに

帯・亜潮間帯における主要な一次生産者（光合成

「着生基質の改良：雑海藻駆除、基質投入、岩

による無機物からの有機物生産者）としてはたら

盤・岩礁の掘削、岩礁爆破」と「食植動物による

いているが、同時に海棲動物のための餌場、隠れ

食害防止：ウニの除去、ウニ侵入防止フェンスの

場、産卵場といった生活の場を提供したり、海中

設置」という観点から藻場環境を人為的に改善す

の栄養塩濃度の安定化や水質浄化、底質の安定化

る取り組み（藻場造成）が進められている。これ

に貢献するなど海洋生態系のなかでさまざまな役

らは何れも「コンブの胞子はどこかの群落から自

割を果たしている。一方、日本産コンブの多く

然に運ばれてくる」という考えに基づくものであ
り、現状の藻場造成としては大きな問題はない。
しかし現在、地球規模の環境変化が盛んに指摘さ
れるなかで、 暖流の流量増大 、 季節風の弱化 、
日照不足 、 大雨による淡水・土砂の流出 、
流氷勢力の衰退

といった自然現象がコンブの

生長や成熟を抑制し、今後の分布範囲を制限する
ことが懸念されており、この先も種苗を天然資源
に依存し続けることは危険である。それぞれの現
場において、「刻々と変化する環境に適応したコ
ンブ株を選抜／作出し、将来の藻場づくりに活用
していくこと」が求められている。
写真１

干潮時のミツイシコンブ群落（北海道襟裳岬）

一方、我が国の天然食用コンブの漁獲量は資源
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量の減少を反映してここ30年ほど減産傾向にあ

「それぞれの産物を簡便かつ迅速に識別すること」

る。しかし、1970年頃から本格的に始められるよ

や、今後中国をはじめとする外国産コンブの輸入

うになった養殖生産が次第に漁獲量を増し、全体

量増加が考えられるなかで、「日本産コンブの生

としては毎年概ね25,000〜30,000トン（乾燥重量）

物特性を理解し、高品質、高生産性、高機能性の

と安定した漁獲量を保っている。我が国のコンブ

ものを作りあげること」が求められている。

養殖は、函館のマコンブ、利尻・礼文のリシリコ
ンブ、羅臼のオニコンブが有名であるが、何れに
おいても種苗は

型のよい天然母藻

求められるコンブ種苗管理センター

から胞子を

放出させることによって得ている。ところが、
は年によって異なる上、前

コンブに関連して、現在直面しているさまざま

述の通り今後予測される環境変化がコンブの生育

な問題と今後の課題を克服するため、 コンブの

に悪影響を及ぼすことが危惧されており、この先

種苗管理センター

天然コンブの出来

常時優良な母藻が天然から入手できる保証はな
い。漁業者人口の減少と高齢化による労力の軽減

の設立を目指していきたい

（図 1 ）。期待されるセンターでの取り組みは以下
のような内容である。

が求められるなかで、「（天然母藻によらない）優
良種苗の安定供給が出来るような養殖システム作

各地沿岸からコンブの成熟胞子体を採取し、

り」が必要である。また、近年マコンブやリシリ

単離した遊走子由来の配偶体を無菌培養にて保

コンブでアルギン酸分解細菌Pseudoalteromonasに

存（採集現場海域の無機環境を把握）

よる穴あき病の水産被害が報告されているが、こ

②

コンブ株保存法の開発

れら「病害への対策」も急務となっている。

③

保存株の遺伝特性の把握

④

高品質株・高生産性株を選抜育種、および交

この他にも、我が国のコンブは種や産地（浜）
によって産業的価値が大きく異なることから、

図１
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①

配により作出

我が国のコンブをとりまく現状と期待されるコンブ種苗センターの役割

⑤ 藻場の衰退・消失が見られる海域の無機環境

なお、我が国の生物遺伝資源の収集・保存事業

を調べ、環境に適した株を選抜して藻場造成に

として、農水省の関係機関による ジーンバンク

活用

があるが、設立を目指すセンターはコンブのみを

⑥

対象とし、藻場造成や生産の現場で有用な種苗の

コンブ藻場を維持するための環境整備

⑦ 優良保存株を養殖種苗として提供（株の配布

安定生産・安定供給を主な業務とすることから、
ジーンバンク事業とは別に考えるべきである。

には徹底した管理が必要）
⑧ 種や品種、産地（浜）を特定可能とする遺伝
マーカーの開発
⑨

コンブ種苗管理センターの設立にむけて

コンブ製品の利用拡大にむけた啓蒙活動
など
現在、著者の研究室では各地沿岸から採取した
種苗の保存に関して、一般にコンブは種によっ

コンブ配偶体の無菌培養によるカルチャーコレク

て生育環境に大きな違いが見られるが、単一種で

ションの作成と、各株の遺伝子情報・タンパク質

あっても群落の位置する場所によって環境条件は

情報の把握に努めている（写真 2 ）。しかし、大

さまざまである。各地からコンブ株を採取・保存

学の一研究室レベルでの取り組みには限界があ

し、その生理特性を把握した上で、藻場造成や生

り、実用規模での種苗生産は困難である。今後、

産の現場においてそれぞれの最も適した株を（可

将来の需要に応え得る設備規模と人員の確保、さ

能な範囲で）安定提供していくことは本センター

らには保存株の譲渡に関して大きな責任を伴うこ

の主要な役目である。

とから管理体制の整った組織作りが必要となる。

他方、環境整備に関して、例えばマコンブ、ホ

センターが担う役割のなかでどこにウエイトを

ソメコンブ、リシリコンブ、オニコンブは何れも

置くのか、また、生産された種苗をどのように提

水産対象種としてそれぞれ異なった産業的価値で

供するのか（無償配布、実費販売、通常販売）に

扱われており、特にマコンブでは生産される産地

よってその運営方法は大きく異なってくる。しか

（浜）による格差も大きい。近年、分子系統解析

し、何れにしても関係する国や地方自治体、各種

によって 4 種の遺伝的多様性は極めて低いことが

団体、大学、企業、そして漁協や漁業者個人にと

示されており、これらに見られる産業的価値の違

って有用な施設でなければならない。そのために

いはおもにそれぞれの生育環境の違いを反映して

先ずは

コンブの種苗管理センター設立に関する

いると考えられる。従って、少なくともこれら４

協議会

を立ち上げ、それぞれの意見集約を図る

種について、たとえわずかでも環境の改善を行な

ことから始めていきたい。 コンブによる豊かな

うことによって現在よりも質の高いものを生産で

海づくり

きる可能性は高い。保存株の遺伝能力を最大限に

を守っていくために、関係諸機関ならびに関係諸

発揮させるために、環境の整備も欠かせない務め

氏のご協力を期待したい。

を推進し、 我が国伝統のコンブ漁業

である。
更に、センターでは現存する遺伝資源の保存・
利用のみならず、育種による優良株の作出も課題
となる。これまで我が国においてコンブに対する
育種の取り組みは、豊かな天然資源の利用を背景
に、多くの有用水産動物はもとより、同じく我が
国を代表する有用海藻であるアマノリ類に比べて
も大きく立ち後れてきた。しかし、コンブ製品の
用途が多様化する今日、消費者のニーズに添った
新品種の作出が強く求められており、さらに今後
予測される環境変化に適応した品種づくりを進め
ていく上でもコンブの育種研究を加速させる必要
がある。

写真２

コンブ配偶体の無菌培養保存
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第 25回

全国豊かな海づくり大会

テーマ「光る海

未来を映す

大きな鏡」

神奈川県横浜市みなとみらいで開催
第25回全国豊かな海づくり大会は、平成17年11
月20日（日）、「光る海

未来を映す

大きな鏡」

ウーミィ

な魚の食文化の発信〜」とし、水産資源の維持培
養と海の環境保全に対する意識の高揚を図るとと

をテーマに、神奈川県横浜市のみなとみらいで全

もに、消費者の立場から海の恵みや環境保全の大

国から大会招待者3,500人と一般参加者など155千

切さなど、新たな視点を盛り込んだ大会として開

人（式典前日の19日に5 万 5 千人と20日に10万人）

催され、市民・企業・関係団体等の参加により、

が参加し、天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、全国

水産資源の維持培養、豊かな海に支えられた魚の

を巡回する形式により昭和56年から毎年開催さ

環境改善と再生、市民との連携による海の環境改

れ、今年の大会は一つの節目となる25回目の政令

善と再生、かながわらしさの展開、市民協議で行

指定都市で初めて開催する大会となった。

う豊かな海づくり大会、大会後も継承される豊か

大会の基本理念は、「海の再生と魚の食文化の
創造〜海の恵みに感謝した豊かな海づくりと新た

な海づくりを推進し、水産業に対する認識を深め
るための国民的行事とすることであった。
パシフィコ横浜国立大ホールにおいて行なわれ
た式典行事に先立ち、ウエルカム・ステージとし
て和太鼓、中国獅子舞の上演があり、映像による
かながわの水産や表彰行事における各賞の受賞者

大会旗入場
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稚魚を放流される両陛下

紹介が行われた。9 時45分、松沢成文神奈川県知
事の先導により天皇皇后両陛下がご着席になり、
大会旗が三崎水産高校生と海洋少年団に護られ入
場し、小野誠神奈川県漁業協同組合連合会会長が
開会のことばをのべ、全員で国歌斉唱の後、河野
洋平全国豊かな海づくり大会会長（衆議院議長）
と松沢知事、中田宏横浜市長が挨拶をおこない、
横浜市議会議長による歓迎のことばに引き続き、
天皇陛下がおことばをのべられた。
表彰行事として、漁業功績団体の栽培漁業部門、
資源管理型漁業部門、漁場保全部門、作文コンク

お手渡しの稚魚を放流海域へ運ぶ放流船

ールの小学校低学年の部、小学校高学年の部、中
学・高校の部、及び神奈川県と横浜市による絵
画・習字コンクールの各入賞者の代表に各賞状授
与者から渡されのち、最優秀作文の発表では、小
学校高学年の部で大会会長賞を受賞した横浜市立
西柴小学校 6 年の村田依玖美さんが「西柴アマモ
隊の活動」を朗読して拍手を受けた。
「かながわ海づくりメッセージ」として神奈川
県下の 6 人の子供たちと漁業後継者の蒲谷泰延・
直子夫妻による「誓いのことば」が、リレー形式
で披露された。子供たちが発する大会メッセージ
のスローガンを海洋少年団員が手旗信号で伝達

海上パレード

し、会場に大きな感銘をあたえた。
大会決議を植村正治豊かな海づくり推進委員会
会長（全漁連会長）が読み上げ、拍手により決議
は承認された。

開した。
次にお手渡し、放流行事が行なわれ、天皇皇后
両陛下は神奈川県立三崎水産高校生の介添えによ

大会旗は松沢知事と田中市長から次回開催県の

り特設の放流台において、アワビ、サザエ、アマ

古川康佐賀県知事にしっかりと引き継がれ式典は

モの種苗を漁業後継者親子と海の環境改善に取り

終了した。

組む親子にお手渡しされ、引き続きマコガレイ、

式典が始まる前、国立大ホールマリンロビーに
おいての漁協女性部により、地元産魚介類を使っ
た小アジの寿司の料理で全国からの式典参加

マアナゴ、マダイ、ホシガレイのご放流が行われ
た。
お手渡しを受けた漁業者、市民の代表を乗せ、

3,500名（県外1,000人、県内2,500人）に振舞われ

放流場所へ向けて出航する放流船のお見送りを受

た。

けて行事は終了した。

次に、海上歓迎・放流行事は、会場を横浜港に

お手渡しされた種苗は、次代への豊かな海の継

面した臨海パークに移し、11時 8 分からおこなわ

承を呼びかけながら放流海域の横須賀市長井地先

れ、式典参加者の内730名が参加した。真鶴町の

にアワビ、サザエを放流、横浜市金沢区地先にア

子ども達により鹿島踊りが披露されるなか、日本

マモを移植した。

三大船まつりの一つである「貴船まつり」の小早

関連行事は、県内外の大会参加者に、水産業振

船が海上をすべるように航行したのち、会場の沖

興や海の環境保全への取り組みを広く周知するた

合いに停泊していた横浜港を代表するタグボー

め、式典会場及び会場歓迎・放流会場に隣接して

ト、消防艇など 8 隻が一斉放水するなか、県下を

設置された展示ホールにおいて、東京湾や駿河湾

代表する漁労船や県立三崎水産高校の練習船「湘

に生息する魚介類の水槽展示や水産総合研究セン

南丸（凡そ600トン）」等33隻が海上パレードを展

ター、神奈川県栽培漁業協会そして海づくり協会
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等がパネル展示やビデオ上映等を行うなど、啓発
宣伝活動に努め、大会の協賛各団体、NPO、企

次回の第26回大会は、平成18年10月29日（日）、
「響きあう

人と海との

シンフォニー」をテー

業、市町村、漁協等が神奈川の特産品や活動を紹

マに、佐賀県佐賀市で式典行事、歓迎アトラクシ

介する展示・即売会を催し、大いににぎわった。

ョンと関連行事、東与賀町と唐津市で放流・海上

また子供連れの親子を対象とした「海藻おしば

歓迎行事を行なう予定である。

教室」が開かれ、熱心に海藻のおしば作りに挑戦
していた。
また、第25回大会の特徴として、漁業の盛んな
小田原市小田原漁港と三浦市三崎漁港において、
小田原地域大会（小田原漁港・9 月11日（日）に
3 万人、三浦地域大会（三崎漁港・10月23日（日）
に 3 万人が参加を得て、本大会につなげる地域大
会として開催され、さらには、 かながわらしさ
を発揮するため、県下の企業や団体に広く協賛や
協力を得て開催された。
稚魚を子供たちと放流するさかなクン

中川農水相に第25回大会で授賞した絵画レプリカ贈呈
第25回全国豊かな海づくり大会の絵画コンク

浮かぶクラゲを淡い色彩で描いたもの。江ノ島

ールで、神奈川県知事賞を受賞した新倉裕理さ

水族館で見たミズクラゲが印象的だったことか

ん（鎌倉市立腰越中学校 3 年）が12月27日農林

ら中学校の部活動をとおして思い描いた作品。

水産省を訪れ、受賞作のレプリカを中川昭一農
林水産大臣に贈呈した。

同行した母親みゆきさんとともに農水大臣室
を訪れた裕理さんは緊張しながらも笑顔で大臣

新倉さんの作品は、日差しを浴びながら海に

にレプリカを手渡しました。
中川大臣は「日本沿岸を漂う大型クラゲは漁
業に被害を与え困っているが、この絵はすばら
しい。海づくり大会式典会場に展示された作品
をはじめて見たとき心に響くものがあった。見
ているとほんとうに心が安らぐ」と笑顔で絶賛
した。お礼に電子辞書をプレゼントされました。
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天皇陛下のおことば
第25回全国豊かな海づくり大会が、東京湾
に面したここ神奈川県横浜市で開催されるこ
とを誠に喜ばしく思います。

物の往来を支え、わが国の発展に大きく寄与
してきました。
一方、東京湾は、豊かな漁場として、また

わが国の人々は古くから海とかかわり、さ

釣りや潮干狩りなどの場として、首都圏の

まざまな海の恵みを受けてきました。しかし、

人々の生活に欠かせない存在となってきまし

一方、海の巨大な力は人々に大きな災害をも

た。ただ、首都圏の発展に伴い、干潟や藻場

たらすこともありました。去年の暮れに起こ

の埋め立てや水質の悪化が進み、海洋生物の

ったスマトラ沖大地震による津波の被害は非

繁殖場が狭められ、水産資源の減少が見られ

常に広範囲に及び、痛ましい映像がテレビに

るようになりました。そのため、マダイやア

映し出されました。地震地帯にあるわが国も

ワビなどの栽培漁業や、漁業者による操業自

古くから津波の被害を受け、明治29年の三陸

粛などの資源管理が進められていますが、近

地震では津波によって 2 万人以上の人が亡くな

年関係者の努力が実って、着実に成果が上が

りました。近年では奥尻島とその対岸を地震

っていることを聞き、喜ばしく思っておりま

と津波が襲い、200人以上の人々が犠牲となっ

す。今回の海づくり大会が横浜市において開

た平成 5 年北海道南西沖地震があります。被災

催されることは、そのような東京湾を豊かな

後、日を経ずして訪れた災害地の悲惨な状況

海に再生させることに、首都圏に住む多くの

は、私どもの心に深く残っています。このよ

人々の関心を高める契機として、意義深いこ

うな海の危険性を十分に認識し、災害への対

とと思われます。

応に努めつつ、海がもたらす恵みをいかに

この大会が、海に対する関心をさらに高め、

人々のために役立てていくかを考えていくこ

多くの人々が豊かな海づくりを目指して協力

とが極めて必要なことであると思われます。

していくことに資することを願い、大会に寄

大会会場の横浜市は、19世紀半ば、わが国

せる言葉と致します。

が諸外国と国交を結んで以来、港として人や

大 会 決 議
古来より、我が国を取り巻く海は国民に豊

今大会を契機に、この大都市横浜から、地

かな海の幸や海上交通、憩いの場を提供して

域の人々と一体となって、自然と人々との共

きた。しかし、最近は海洋環境の悪化、なか

生の大切さを確認するとともに、「光る海

んずく地球温暖化による海水温の上昇は、台

来を映す

風やハリケーンの発生頻度を増やして各国に

の恵みを再び取り戻す事をここに決議する。

未

大きな鏡」を目指して、豊かな海

災害をもたらすばかりか、黒潮の流れを変え
たり大型クラゲの大量出現などにも影響を及

平成17年11月29日

ぼしている。
かって、神奈川の海は多くの海産物を育む
とともに、大都市の人々の安らぎの場を創出
してきた。

豊かな海づくり大会推進委員会会長

植 村 正 治
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藻場再生による磯根資源増大懇談会を開催
1 ）月日：平成18年 2 月 6 日（月）

（擬似漁獲）という貴重な経験を得ることがで

（午後 2 時より午後 4 時30分）
2 ）場所：東京都千代田区

コープビル

3 ）懇談会出席者（敬称略）
藤田大介

東京海洋大学

助教授

ー水産工学研究所

このような状況で、広域的なウニ除去・移植

室長

佐井村漁業協同組合

組合長

山内高博 青森県水産振興課企画普及グルー
プリーダー

今

男人

磯根資源部長

株式会社マック

専務取締役

玉置泰司 独立行政法人水産総合研究センタ
ー中央水産研究所
須賀次郎

全日本潜水連盟

主任研究官
理事長

田中克哲 ふるさと東京を考える実行委員会
事務局長
4 ）開催の趣旨

漁業者と社会貢献や擬似漁獲というメリットを
得られる一般市民ダイバーを結びつければ、効
果的な磯焼け対策を講じ、磯根資源の増大を図
が、このためには、当該海域の実態を考慮し、
必要な藻場の種類や量を考え目標設定するな
ど、中核的活動が必要である。
5 ）懇談会の概要
懇談会は、まず、桑原室長から藤田先生が委
員長となり進められている全国各地で行われて
いる磯焼け対策に関する様々な研究と地方公共
団体が行う実証試験等から検証を取り纏めガイ
ドライン等を作成する「藻場干潟生産力等改善

藻場は干潟と並ぶ資源再生産の場として重要

事業の概要」の説明から始まり、既に市民ダイ

であるが、我が国周辺の沿岸において近年多く

バーによるウニ除去を実践している佐井村漁業

の藻場が消失している。また、無節サンゴモに

協同組合田中組合長、山内青森県水産振興課企

覆われて磯焼けとなった海底ではアラメ・カジ

画普及グループリーダーと桐原青森県水産総合

メ・コンブなどの海藻が芽吹いても、ウニの食

研究センター増殖研究所磯根資源部長らから青

害により磯焼け状態から脱却できないという悪

森県の現状を伺い、全日本潜水連盟須賀理事長

循環が生じている。

から参加への条件や問題点及び解決への方向性

磯焼けと呼ばれる現象の中には、全く海藻の

等について意見を伺った。最後に漁業権、漁村

生育が不可能となる場合も知られるが、原因が

の活性化など専門家として玉置主任研究官、コ

ウニの過密による場合は、これを除去すること

ンサルタントの田中氏より現状の紹介や問題点

により、植生の改善が見込める。

の指摘等があり、総合討論に移った。

これまでにも漁業者によるウニ除去・移植作

今回の懇談会では、参加者の皆様から忌憚の

業は行われて来たが、漁業者の減少・高齢化等

ないご意見交換や貴重なお話などを伺うことが

の理由から広域的なウニ除去・移植作業が困難

出来たので、年度内に懇談会の内容の検証･整

な状況となっているところが少なくない。

理を行うとともに、現場への聞き取り調査等も

一方、一般市民ダイバーは、実際にウニ除

行い協会の果たせる役割や取り組み方など今後

去・移植作業に参加することにより、磯焼け回

の方向性について取り纏めたいと考えていま

復という社会貢献、また、通常のファンダイビ

す。

ングでは許されていない有用動物ウニの採取
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作業により磯焼け対策を講じようとする漁協や

るとともに、漁村の活性化にも繋がると考える

桐原慎二 青森県水産総合研究センター増殖
研究所

生が実際の海域に潜水して沿岸の生態系を学ぶ
実習の場ともなる。

桑原久実 独立行政法人水産総合研究センタ
田中勝年

きる。また、水産高校や水産系大学の生徒・学

朝日新聞（18. 3. 4 朝刊）

全国豊かな海づくり大会記念誌が発刊

「豊饒の海を目指して」
−全国豊かな海づくり大会25回を振り返る−
全国豊かな海づくり大会は、衆議院議長を大会
会長に農林水産省の後援を得て、豊かな海づくり
推進委員会と開催道府県等の主催により、昭和56
年10月に大分県鶴見町で第 1 回大会が開催され、
昨年11月に第25回大会が神奈川県横浜市で開催さ
れました。
大会は、第 1 回から第 7 回大会までは皇太子同
妃両殿下、第 8 回大会には清子内親王殿下、第 9
回大会からは天皇皇后両陛下のご臨席をいただい
た国民的行事として、各県持ち回り形式で開催さ
れてきました。
（社）全国豊かな海づくり推進協会と豊かな海
づくり大会推進委員会は、節目となる第25回大会
を記念して、全国豊かな海づくり大会記念事業委
員会（委員長：本間昭郎氏）を設置し、記念誌
「豊饒の海を目指して−全国豊かな海づくり大会
25回を振り返る−」の発刊のため、資料、写真等
の収集を進めると共に、先輩諸氏等への聞き取り
や思い出の執筆をお願いする等の作業を行い、こ

のたび記念誌
として発刊し
ました。
記念誌は、
グラビア、第
1 部の大会が
開催されるま
でに開催され
た（社）日本
水産資源協会
の「放魚祭」
や「明治百年
記念放魚祭」
等の動き、第
2 部の第 1 回
から第25回大会の概要のまとめ、第 3 部の資料編、
別編として各大会担当者の思い出、大会で「誓い
のことば」を述べた漁業後継者へのインタビュー
等が収録されております。
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豊かな海づくりに関する現地研修会
「浮魚礁による漁場特性と蝟集効果」について
三重県農水商工部水産室
主査

小林 智彦

開 催 月 日：平成17年10月24日（月）
開 催 場 所：三重県松阪市高町

華王殿

研修対象者：県及び県内市町の水産振興担当者、水産研究機関の資源開発管理担当者、県漁連及び
関係漁協役職員
出 席 者 数：51名（講師 2 名、県 8 名、町村23名、漁協関係者 9 名、漁連 1 名、事業団 7 名、海づく
り協会 1 名）

講演会場の様子

1 はじめに
三重県では、熊野灘沿海漁協が協同して、熊野

川専務より、研修会開催の経緯等を織り交ぜた挨
拶の後、三重県科学技術振興センター水産研究部

灘海域に孟宗竹製浮魚礁を設置し、回遊性魚類を

の久野主任研究員より、黒潮流路の変動について、

蝟集させ、漁獲効果の向上に努めていますが、台

人工衛星NOAA等の画像により解説、水温とカツ

風等による破損が著しく、設置と流出を繰り返し

オの漁場形成との関係に触れた後、大型浮魚礁の

ているのが現状。これに対応し、更に漁業効率を

候補地について提案いただきました。

向上させるためには、更に耐久性のある大型浮魚

また、和歌山県栽培漁業センターの竹内所長よ

礁の造成を検討する必要があり、これからの検討

り、和歌山県沖の黒潮流路を横切る形で現れる低

の一助とするため、この度の現地研修会を企画・

温部と漁場形成の関係や和歌山県沖に既設の大型

提案が財団法人三重県水産振興事業団からなさ

浮魚礁の状況について紹介いただき、熊野灘沖で

れ、今般、現地研修会を開催する運びとなりまし

浮魚礁を設置する場合の示唆に富んだ話題を提供

た。

いただきました。
詳細は以下のとおりです。

2 現地研修会の概要
研修会は、財団法人三重県水産振興事業団の市
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○黒潮流路変動に伴う熊野灘の海況特性について

三重県科学技術振興センター水産研究部
資源開発管理グループ

主任研究員
久野

正博

潮流型は大蛇行型と直進型の大きく 2 つの型に
分けられ、黒潮が大蛇行型の時は、内側反流等が
沿岸に流れ込むため、熊野灘沿岸域は高水温傾向
となる。直進型の時には沿岸は冷水に覆われやす
いため、低水温傾向になる。
また、浮魚礁の主な対象魚種であるカツオを例
にすると、春季の漁場形成は特定の水温帯に限ら

久野正博氏による講演

れる。表面水温の分布は海底地形の影響を強く受
けていることから、浮魚礁を造成する場所を選定
する上で、海底地形も重要な要因である。
以上のことから、大型浮魚礁の設置場所を検討
する場合、黒潮流路変動による海況特性と合わせ
て、海底地形を考慮する必要があり、熊野灘沖で
の設置候補場所としては、以下の 3 海域が上げら
れる。
①

志摩海脚の先端域
これまでの孟宗竹による浮魚礁設置場所とし

て実績がある。黒潮内側反流が通り、ほぼ周年
竹内淳一氏による講演

に近い長期間カツオの適水温となる可能性があ
る。
②

三木崎沖の陸棚斜面
沖合水が沿岸に流入しやすく、海底谷からの

ビンナガ漁況は黒潮が離岸する大蛇行時は不漁

湧昇も期待でき、実際にカツオの操業も見られ

となるが、これは漁場までの距離が遠近が問題と

る。

なるのではなく、紀伊半島沖にビンナガが来遊し

③

難くなっていると考えるべきである。

第 2 渥美海丘
カツオが付きやすい海域であるが、小型船に

これに対し、カツオの漁況は黒潮流路の変動に
密接な関連は見られず、隔年毎に好不漁を繰り返

は遠い。
その他、水深2,000ｍで平坦な熊野トラフ海

す特性がある。また、エルニーニョ現象が起こっ

域についても、海底地形の変化が少ない海域の

た年には、不漁が 2 〜 3 年続くという性質が見ら

中に人工的に集魚構造物を作るという意味にお

れる。

いては、候補の一つではないかとの教示があっ

一方、カツオの漁場形成には、経験的に黒潮小
蛇行の通過や黒潮北縁に現れる短期変動の影響が

た。

強いことが知られている。この中で、黒潮強流域
○紀伊半島沖における黒潮変動とひき縄カツオ漁

の中でも周囲より0.5〜 1 度程度低いパッチ状水

について

域でカツオの好漁があることを漁業者は伝えてい

−黒潮を横切る冷水ストリーマと浮魚礁−

る。これについては、衛星画像でも、しばしば観

和歌山県栽培漁業センター

察される黒潮流域内の筋状の低水温域（冷水スト

所長

竹内淳一

リーマ）が大きく影響しているのではないかと推

紀伊半島沖のひき縄漁場では、漁期初め（ 1 〜

察される。この現象は、カツオのほか、イセエビ

3 月）は黒潮南側に形成されるビンナガ漁から始

やモジャコ、サンマ稚魚などの沿岸域への生物輸

まり、3 月以降は黒潮北縁から紀伊半島沿岸に来

送に重要な役割を果たしている可能性がある。

遊するカツオ漁に移行するパターンが多い。

また、紀伊半島先端で東西に流れが分かれる振り
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分け潮は、沿岸での冷水塊の形成など海洋構造の

漁年があらわれる、と言われている。漁場となる

決定する現象として重要である。

紀伊半島周辺域の海況には、このような変動特性

カツオ等の回遊性浮魚を対象とした中層浮魚礁

はみられないので、カツオの漁模様の年変動はよ

の設置を検討するうえでは、以上のような地先海

り広い海域の変動あるいはそれに関連したカツオ

域の海況特性を理解した上で、回遊経路となる確

の資源量などと関連が深いようである。

率の高い地点、顕著な潮目が形成されやすく、魚

これ以外の魚種や漁業種類については、資源量

群の対流が起こりやすい海域に設置することが望

の減少以外に魚価の低迷なども大きく影響してい

まれる。

るだろうと考えられる。

現実的には、1,000ｍを超える海域で中層浮魚

黒潮大蛇行も終息したことから、来年は漁も好

礁の本体が水面下20〜50ｍになるようにするに

転する可能性もあるのではないかとの見通しが述

は、高い技術が必要となることから、海底の起伏

べられた。

が少なく、流れの弱いことが有力な候補地点とな
っているようである。

4 謝辞

○質疑応答

はるばる三重県へお越し頂いた和歌山県栽培漁業
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全国豊かな海づくり推進協会水田調査役、そして

講師からは、一般に、ひき縄によるカツオ漁に

忙しい中、講演を快諾いただいた科学技術振興セ

ついては、隔年で好漁と不漁が繰り返される漁獲

ンター水産研究部資源開発管理グループの久野主

特性があり、エルニーニョ現象が起こった年には、
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東京千代田区コープビル 6 階第 1 会議室

平成17年度業務（税理士）検査

平成18年 4 月20日（木）午後 1 時30分〜
協会会議室

平成17年度監事監査

平成18年 5 月12日（金）
協会会議室等

平成18年度第 1 回理事会

平成18年 5 月23日（水）午前11時〜
東京千代田区コープビル 6 階第 2 会議室

平成18年度通常総会

平成18年 5 月23日（水）午後 1 時〜
東京千代田区コープビル 6 階第 3 会議室

平成18年第 1 回事業企画委員会

平成18年 6 月 6 日（火）午後 1 時30分〜
東京千代田区コープビル 6 階第 2 会議室

平成18年度第 1 回委託事業検討委員会

平成18年 6 月 7 日（水）午前 9 時30分〜
東京千代田区コープビル 6 階第 2 会議室
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先般、平成16年度の栽培漁業種苗生産、入手・
放流実績調査結果を取りまとめ、「平成16年度栽

放流直後から再捕される潮干狩のアサリ等の放流
は調査対象外としました。

培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国）」を平
成18年 3 月に刊行しますので、ここでは、本調査

2 魚種別種苗生産および種苗放流実績

結果の概要を中心に最近10年間の動向について紹
介します。
本調査の実施にあたって、各機関の調査結果を

平成14〜16年度の種苗生産および種苗放流の実
績を表 1 に示しました。
平成16年度に種苗生産の対象となった種類は79

取りまとめていただいた都道府県の担当者の

種、種苗放流の対象となった種類は75種でした。

方々、調査にご協力いただいた水産試験場、栽培

放流対象となった種のうち、キュウセン、イセエ

漁業センター、市区町村、漁連、漁協等の皆様に、

ビ、ハマグリ、バカガイ、マダコの 5 種はすべて

この場をお借りして厚くお礼申し上げます。なお、

天然種苗の放流でした。

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

3

種苗生産および種苗放流の主要魚種別の割合

と上位種の最近10年間の動向
1 調査の対象範囲
本書は、平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31

平成16年度に種苗生産または種苗放流が行われ
た種を魚類、甲殻類、貝類、その他の動物（タコ、

日の期間に、39沿海都道府県で実施された種苗生

ウニ、ナマコ等）に分類し、区分ごとの種別割合

産および種苗放流の実績について取りまとめたも

と各区分上位種の最近10年間の動向について、そ

のです。調査の対象種は、サケ・マス類、アユ、

の概要を以下に示します。

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

（1）魚類
平成16年度の魚類の生産尾数は9,463万尾であ

苗の生産実績について紹介します。本調査では、

り、生産尾数の多い順にヒラメ、マダイ、ハタハ

全く給餌飼育しなかったふ化仔魚、および漁業等

タ、ニシン、クロダイ、マコガレイ、トラフグ、

により採捕された天然種苗は対象外としました。

カサゴ、クロソイ、オニオコゼ、その他27種、カ

ただし、コレクター等で採苗した天然種苗を育成

レイ類5種となっており、全国で100万尾以上の生

したものについては、人工種苗として調査の対象

産が行われたのは、これら上位10種でした（表 2 ）
。

にしました。

魚類の放流尾数は7,429万尾でした。ヒラメ、マ

種苗放流実績調査では、人工種苗の放流の他、

ダイ、ハタハタ、ニシンの 4 種で魚類全体の放流

漁業等により採捕された天然種苗の放流も調査対

尾数の80％以上を占めています（表 2 ）。その次

象としました。受精卵や給餌飼育しなかったふ化

に放流尾数が多いのは、クロダイ、トラフグ、マ

仔魚の放流、増殖を目的としない大型魚の放流、

コガレイ、カサゴ、キュウセン、クロソイの順と
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表１

26

平成14〜16年度の種苗生産および種苗放流の実績
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なっています。以下に主要な魚種の平成16年度の

県、沖縄県を除く36道府県で、合計2,473万尾

実績および最近10年間の動向について示します。

が放流されました。
放流効果を上げるためには、中間育成で80㎜

1）ヒラメ

まで育てることが効果的であるとされており、

① 生産：昭和52年度の調査開始から右肩上がり

近年は種苗が大型化しています。今年度放流し

の増加を続けてきた生産尾数は、平成11年度に

た種苗の平均全長は昨年度と同様に80㎜を超え

4,000万尾を超えましたが、それをピークに平

ています（図 2 ）。

成15年度までは減少傾向でした。平成16年度は、
東京都、鳥取県、福岡県、沖縄県を除く35道府

2）マダイ

県で、合計3,681万尾が生産され、5 年ぶりに増

①

り、平成16年度は、調査対象39県のうち23県で

加しました（図 1 ）
。
② 放流：生産尾数と同様に、平成11年度から減
少傾向にあり、ここ数年間は2,500万尾程度で
推移しています。平成16年度は、東京都、鳥取

表２

平成16年度

種苗生産が行われ、生産尾数は2,382万尾でし
た（図 1 ）。
②

放流：最近 5 年間の放流尾数は、2,000万尾

主な魚類の種苗生産および種苗放流尾数

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

図２ ヒラメ、マダイおよびクロダイの放流平均サイズ
の推移

程度で安定しており、平成16年度は1,959万尾

度は平成15年度の倍以上の75万尾が生産されま

でした。放流した種苗の平均全長は65〜70㎜で

した。

大きな変化はありません（図 1 、2 ）
。

②

放流：放流尾数の多い順に上げると、マコガ

レイ、マツカワ、ホシガレイ、ヤナギムシガレ
3）クロダイ

イ、マガレイ、クロガシラガレイとなり、平成

①

生産：平成 8 年度に1,163万尾が生産されま

16年度には合計330万尾が放流されました（表

した。その後、生産尾数は徐々に減少し、最近

2 ）。その中でもマコガレイが228万尾放流され

5 年間のでは、500万尾前後で推移しています。

ており、カレイ類の約70％を占めています。カ

平成16年度は、444万尾が14府県で生産されま

レイ類の近年の放流尾数は、200〜350万尾とな

した（図 1 ）
。

っています（図 3 ）。

② 放流：最近10年間の放流尾数は、平成 8 年度
の900万尾をピークに減少傾向にあり、平成16

5）その他の魚類

年度は、太平洋中区、日本海中部、瀬戸内海を
中心に、全国で331万尾の放流が行われました。

ここでは、近年地域特産種として生産・放流尾
数がともに多いハタハタ、トラフグ、ニシンを取
り上げます。これらの魚種は比較的広い水域を生

4）カレイ類

活圏とし、産卵期には特定の産卵場に戻ってくる

近年カレイ類は、資源回復計画等の対象魚種と

回帰性の強い種類と位置付けられています。これ

なるなど、栽培漁業に関する期待が高まっている

らの魚種では、産卵回帰した親魚が直接漁獲対象

魚種です。

とされたり、回遊先では未成魚の先獲りが存在し

①

たりするため、放流魚および産卵親魚の管理を行

生産：カレイ類には、生産尾数の多い順に、

マコガレイ、マツカワ、ホシガレイ、マガレイ、

うこと、産卵場所となる藻場等の造成を行うこと、

クロガシラガレイが含まれています。最近10年

天然および放流資源の小型魚の漁獲規制等を実施

間は440〜600万尾で推移しており、平成16年度

すること等により資源量の増加が期待されます。

は454万尾が生産されました（表 2 、図 3 ）。マ

① 生産：ハタハタの生産尾数は、平成10〜12年

コガレイは320万尾が生産され、カレイ類の

度は約900万尾と多かったですが、ここ数年で

70％を占めています。近年では、希少種である

は700〜800万尾で推移しています。平成16年度

マツカワの生産尾数が増加しており、平成16年

には、711万尾が生産されました。
ニシンは、生産の増減がありますが、平成16
年度は平成15年度と同程度の517万尾が生産さ
れました。
トラフグは、平成13年度に381万尾が生産さ
れ、その後、減少傾向を示しましたが、平成16
年度は増加し、297万尾が生産されました（図
4 ）。
②

放流：近年のハタハタの放流尾数は、600〜

800万尾で推移しており、平成16年度は、675万
尾の放流が行われました。
ニシンは、生産と同様、大きな増減があり、
近年（平成10年度〜15年度）の平均は約380万
尾となっています。平成16年は、過去最も多い
図３ カレイ類の種苗生産・放流尾数の推移

453万尾が放流されました。
トラフグは、平成16年度は240万尾が放流さ
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れました。近年はおおよそ200万尾前後で放流
が行われています（図 4 ）
。

以下に生産、放流尾数ともに多いクルマエビ、
ヨシエビ、ガザミについて、平成16年度を中心と
した最近10年間の動向について示します。
1）クルマエビ
①

生産：平成16年度の生産尾数は19,301万尾で

あり、生産尾数は甲殻類の中で最も多く、甲殻
類全体の66％を占めています。最近10年間の生
産尾数は減少傾向を示しており、10年間で約
2.5億尾減少し、最盛期（平成 7 年頃）と比較
して半数以下になりました（図 5 ）。
②

放流：平成16年度の放流尾数は14,224万尾で

あり、放流尾数も甲殻類の中で最も多く、甲殻
類全体の68％を占めています。最近10年間の傾
向では、生産尾数の減少に伴い、減少傾向がみ
図４ ハタハタ、ニシンおよびトラフグの種苗生産・放
流尾数の推移

られ、10年間で約半分となりました（図 5 ）。
なお、クルマエビの放流サイズは、年々大きく
なり、近年では30㎜以上が一般的になっていま
す。

（2）甲殼類
平成16年度に生産された甲殻類は14種で、生産
尾数の合計は29,186万尾でした。生産尾数の多い
順にクルマエビ、ヨシエビ、ガザミ、クマエビ、
タイワンガザミ、ノコギリガザミ、コウライエビ
となっています。特に生産尾数が多いのは上位 3
種で、甲殻類全体の生産尾数の95％以上を占めて
います（表 3 ）
。
甲殻類の放流尾数は20,733万尾で、平成16年度
に放流された甲殻類は11種でした。放流尾数が多
いのはクルマエビ、ヨシエビ、ガザミ、クマエビ、
タイワンガザミ、コウライエビ、ノコギリガザミ
の順となり、特に放流数の多い上位 3 種で甲殻類
全体の96％を占めています（表 3 ）
。

表３
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平成16年度

図５ クルマエビの種苗生産・放流尾数の推移

主な甲殻類の種苗生産および種苗放流尾数

2）ヨシエビ

ていましたが、平成16年度は減少し、ヨシエビ

①

の生産尾数を下回りました（図 6 ）。

生産：最近10年間は3,000〜4,500万尾で推移

しており、平成16年度の生産尾数は4,434万尾

②

放流：平成16年度の放流尾数は2,882万尾で

でした。甲殻類の中で15％を占め、2 番目に多

あり、最近10年間は2,500〜4,000万尾で推移し

い数字になっています（図 6 ）
。

ています。甲殻類全体の13％を占めており、カ

②

放流：平成16年度の放流数は2,948万尾でし

た。種苗放流数も生産尾数と同様に、甲殻類の

ニ類の中では最も多く放流されています（図
6 ）。

中で 2 番目に多く、全体の14％を占めています
（図 6 ）
。

（3）貝類
貝類の生産個数は約30.5億個であり、生産個数

3）ガザミ

の多い順にホタテガイ、エゾアワビ、アサリ、ク

①

ロアワビ、ウバガイ、サザエとなっていますが、

生産：生産尾数は甲殻類の中で 3 番目の4,216

万尾で、甲殻類全体の14％を占めており、カニ

そのほとんどがホタテガイであり、貝類生産個数

類の中では最も多く生産されています。最近10

の98％にあたる約29.9億個が生産されています

年間での生産尾数は5,000〜6,000万尾で推移し

（表 4 ）。
貝類の放流個数は約195億個であり、生産個数
の 7 倍近い数が放流されていますが、これは天然
種苗を放流しているケースが多くあるためです。
放流個数の多い順にアサリ、ホタテガイ、エゾア
ワビ、クロアワビ、ウバガイとなっています（表
4 ）。そのほとんどがアサリとホタテガイであり、
この 2 種で貝類の放流個数の99％以上を占めてい
ます。その内訳としては、アサリが貝類の放流個
数の84％にあたる約165億個、ホタテガイが15％
にあたる約30億個となっています。
以下に生産、放流個数ともに多いホタテガイと
アワビ類について、さらに近年、漁獲生産が減少
しているアサリについて平成16年度の概要と最近

図６ ヨシエビおよびガザミの種苗生産・放流尾数の推移

表４

平成16年度

10年間の動向について示します。

主な貝類における種苗生産および種苗放流個数
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1）ホタテガイ
① 生産：ホタテガイの人工種苗の大部分は、コ
レクターで採苗した天然種苗を育成したもので
す。生産個数は、平成 8 年度からは30億個を超
える生産となり、平成16年度の生産個数も約30
億個でした（図 7 ）
。
② 放流：平成16年度の放流個数は約30億個でし
た。最近10年間の放流個数は約30億個前後です
（図 7 ）
。

図８ アワビ類およびウニ類の種苗生産・放流個数の推移

3）アサリ
アサリの放流（移植）の歴史は古くからあり、
漁協単位で母貝あるいは稚貝を入手して、放流を
行ってきました。アサリは昭和60年代前半から全
国的に漁獲量が減少し始め、現在は最盛期の1/4
まで落ち込んでいます。この頃から、その対策と
して関係県の水産試験場等で種苗生産技術の開発
が進められてきましたが、栽培漁業種苗生産、入
図７

ホタテガイの種苗生産・放流個数の推移

手・放流実績調査に生産実績に報告されたのは平
成 2 年度からです。

2）アワビ類
① 生産：アワビ類には、生産個数の多い順にエ

①

生産：平成10年度から平成15年度までは500

万個未満でしたが、平成16年度は増加し、

ゾアワビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカ

1,274万個が生産されました。放流種苗生産サ

アワビが含まれています（表 1 ）
。

イズの平均が 8 ㎜と小さく種苗生産個数の変動

平成16年度のアワビ類の生産個数は2,695万
個でした。アワビ類 4 種のうち、エゾアワビが
アワビ類全体の60％以上を占めており、クロア

が大きいが現状です。今後は大量生産できる安
定した技術が必要だと思われます（図 9 ）。
②

放流：放流個数の最近10年間の傾向として、

ワビは約25％、メガイアワビが15％を占めてい

平成14年度までは100億個前後で推移していま

ます。生産個数の最近10年間での傾向は、

したが、平成15年度は増加し215億個が放流さ

3,000万個程度で安定しています（図 8 ）。

れました。平成16年度は減少し165億個が放流

②

放流：平成16年度のアワビ類の放流個数は

されました（図 9 ）。

2,428万個でした。放流個数の最近10年間の傾
向として2,400〜3,000万個で推移しています
（図 8 ）。アワビ類全体の放流個数に対してエゾ
アワビが61％、クロアワビが23％、メガイアワ
ビが15％を占めています。

（4）その他の動物
魚類、甲殻類、貝類以外の水産生物はその他の
動物として取り扱いました。
平成16年度におけるその他の動物の生産個数
は、6,855万個であり、生産個数の多い順にエゾ
バフンウニ、キタムラサキウニ、マナマコ、アカ
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エゾバフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、
バフンウニ、シラヒゲウニ、ムラサキウニが含
まれており、平成16年度には6,517万個が生産
されました。その中でもエゾバフンウニは大量
に生産されており、ウニ類の約80％を占めてい
ます。
エゾバフンウニの生産個数は、平成 8 年度の
7,000万個をピークに減少傾向にあり、今年の
生産は5,247万個と平成15年度に比べ450万個減
少しました。それに伴い、ウニ類全体の生産個
数も減少傾向にあり、平成16年度は約6,500万
図９ アサリの種苗生産・放流個数の推移

個に減少しました（図 8 ）。
②

放流：ウニ類には、放流個数の多い順にエゾ

バフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、バ
ウニ、バフンウニですが、その他の動物の生産の

フンウニ、シラヒゲウニ、ムラサキウニの 6 種

ほとんどはエゾバフンウニ、キタムラサキウニを

が含まれており、平成16年度には人工種苗、天

中心としたウニ類です（表 5 ）。ウニ類、マナマ

然種苗を合わせて7,482万個が放流されました。

コの他には、少量ですがマダコが生産されていま

その中でもエゾバフンウニ、キタムラサキウニ

す（表 1 ）
。

が、それぞれ5,728万個、1,375万個放流されて

その他の動物の放流個数は、7,762万個であり、

おり、ウニ類の77％、18％を占めています。近

多い順にエゾバフンウニ、キタムラサキウニ、マ

年の放流個数は約8,000万個で安定しています

ナマコ、アカウニ、バフンウニとなっています。

（図 8 ）。ウニ類の毎年の放流には10〜40％の天

生産と同様に、その他の動物の放流はウニ類が中

然種苗が含まれています。

心です（表 5 ）
。
以下に生産、放流個数ともに多いウニ類につい

なお、本調査の結果は、独立行政法人水産総合

て、平成16年度の概要と最近10年間の動向につい

研究センター栽培漁業センターホームページ
（http://www.jasfa.or.jp）および社団法人全国豊か

て示します。

な海づくり推進協会ホームページ（http://www.
1）ウニ類

yutakanaumi.jp/）上に掲載いたします。

① 生産：ウニ類には、種苗生産個数の多い順に

表５

平成16年度

主なその他の動物の種苗生産および種苗放個数
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