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ウミガメの保護活動を見て
水産庁増殖推進部
部長
先日、休みに家でゴロゴロしていたらTVで
NHKで小さな旅という番組をやっていた。御前
崎で地元の人たちが産卵のために回遊、上陸する
ウミガメの保護に当たっているというもので、
NHKらしい淡々とした絵と語り口の落ち着いた
番組で何となく心に残るといったものだった。内
容は、御前崎市では 5 人のウミガメ保護司の方に
ウミガメの保護を委託していて、小学校でも教育
の一環として保護したウミガメの飼育・放流を行
っており、地元にはウミガメの保護に尽くした先
人がいたりカメのための慰霊碑もあり、ウミガメ
が親しいものとなっているが、近年砂が減ったた
め礫化する浜が増えてきてウミガメが上陸できる
砂浜が減少している。保護司の方や子供達は産卵
のために20年後に放流したカメが無事に帰ってく
ることを楽しみに面倒を見て放流するというもの
だった。
これらの場面には漁業関係者は特段出てこない
が、水産関係者として放流つながりで思ったこと
は地域による取り組みの素晴らしさだった。ボラ
ンティアの方を市が認定、委託して、その活動を
支援し、さらに小学校で教育活動の一環としてウ
ミガメのふ化、放流の活動を取り入れることによ
り頭での理解だけではなく実践することを通じて
次世代の保護活動の芽を育て将来への継続を図っ
ていた。多くの人が実際に参加するかどうかは別
にしてこのような活動は多くの市民の共感が得ら
れることは間違いなく、また市が予算を使うこと
に対しても賛同は得られるものと思われる。
一方、水産の放流事業を考えるとその目的は漁
獲対象種の資源量を増やして漁獲量を増加させ利
益を上げようとようとするもので、絶滅しそうな
ウミガメの個体数を増加させて生態系の保全を図
ろう等という環境保護的なものとは目的が異なる
ことは当然だが、この活動の「実践、継続性、地
域ぐるみの取り組み、余裕」など参考になる点は
多く、考えているうちに我が社の方の栽培漁業も
日栽協の発足から約40年経って、そろそろ広範な
市民を巻き込んだ国民的活動に飛翔しても良いの
ではないかと夢想が私の中で広がってきた。今の
放流は仕組みの問題もあるがどちらかというと県
の栽培センターまかせとなっている面が強く、も
ちろん一生懸命やっている漁協や青年部の方々な
どもおられるが、自ら漁業者が参加するという型
にはまだまだ遠いのも実態である。

重

義 行

今日の日本社会の環境問題に関する成熟度合い
や税金を投入する国や県の施策に国民の関心が高
まる時代に対応して、もっと国民的、一般市民的
な共感を得られるような広い概念の栽培漁業に発
展する時期にさしかかっているのではないか。そ
のためには漁業者が自ら参加し、かつ市民も何ら
かの形で参加するような形、例えば海の資源保護、
環境に興味を持っている人に対して放流する魚の
里親制度のようなものを作ってたり、ボランタリ
ーに協力をした人や小学生等に栽培センターのふ
化、種苗の育成を見学してもらい、漁業者と一緒
に放流までしてもらうような市民、地域参加型の
放流システムを構築すれば国民の放流事業への理
解も得られるし、国内漁業への親近感も増すので
はないだろうか。さらには魚を放流するだけでは
なく、育成の場である砂浜を回復するための河川
環境のあり方や海への生活排水等の基準や魚の生
活史に即した藻場、干潟の造成などについてもシ
ステム的に包含した（要は意見を言っていける仕
組みの）栽培漁業、放流事業を確立することによ
り、放流効果等を向上させることはもちろんです
が、漁業者（漁獲増大を望む）と国民（海の環境
の保全を望む）の共感関係が構築されることとな
る（ついでに予算も増える。）と夢はさらに膨ら
んできた。
この白昼夢が実現されるためには、放流とリン
クした水産海洋環境の研究技術の進展が必要であ
るし、国民参加型・総合環境型の広範な概念の栽
培漁業のあり方をまとめるには有能かつ強力なリ
ーダーシップが必要であるが、水産には水産の技
術の総本山である独立行政法人水産総合研究セン
ターに栽培漁業も水産環境研究も全て統合されて
おり、その研究技術に関する能力は十分有してい
る。さらには日本の栽培漁業に関するシンクタン
クとしてもちろん海づくり協会が強力なリーダー
シップを持って後ろに控えており、私の夢物語も
意外と早く実現するかも知れないなどと思ってい
る。両法人には期待しています。
なお、水産総合研究センターの八重山事業所で
はウミガメの種苗生産の技術開発を行っており、
かなり成果も上がってきていますので近い将来ウ
ミガメの放流が大々的に行われ、多くの小学生が
これに参加する日が来るかもしれません。請御期
待。
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漁業とゴミ問題
愛媛県漁業協同組合連合会
専務理事

宮本

寿

今年夏には、九州沿岸に大量の流木が漂着しそ

びき網漁船を中心にゴミ回収袋を配布し、操業時

の対策が問題となったが、事程左様に漁業者は原

に引き揚がったゴミを再投棄せず持ち帰って、漁

因者不明の漂流･漂着物の回収のため多大な被害

場環境の保全に努めてもらおうとする事業であ

を蒙っていることもあり、愛媛県漁連が事業主体

る。

となって行って来た海ゴミ回収に関する事業につ
いて、その内容を紹介したい。

平成17年度の総事業費は約760万円で、県・市
町村に各々三分の一の補助をお願いし、残りを漁

振り返って四半世紀以上の昔、汚水公害問題は

協系統が自己負担した。沿海市町村には、住民人

漁業者の生活を脅かす一大事件であったが、我国

口や正組合員数と漁獲高を根拠に73.7万円より1.5

の公害防止技術の進歩により、現在では環境改善

万円までを分担して頂いており、関係漁協へは、

は格段に進んだと評価されている。確かに、企業

事業に従事する小型機船底びき網漁船およびその

などからの汚染負荷は大幅に減少されたであろう

他の漁船数と正組合員数をベースに配分している

が、海を汚す生活廃棄物（ゴミ）は未だ誰が処理

が、自己負担を除いた一組合当たりの助成額は、

すべきかも明確にされないままに我々の生産の場

作業費や運搬費用と配布するゴミ袋代も含めて平

に流入し続けており、漁業者がその後始末に苦慮

均10万円程度となっている。しかしながら、野焼

している。

きの禁止に加え、リサイクル法の施行や廃棄物処

埋もれた海域汚染問題は現在も続いている

理法の改正によるダイオキシン排出規制強化に伴

のである。これらの対策の一環として、平成元年

う焼却炉の運転休止、あるいは、分別収集の義務

より始めた『漁場廃棄物回収事業』の活動を以下

化･事業者ゴミの自治体回収の中止等々と、本事

に報告する。この事業は、沿岸漁場に流入した廃

業実施上に幾つかの支障が生じて来たため、今後

棄物が海底に堆積し、幼稚魚の生育の場である藻

の事業の効果的な推進を図ることを目的として一

場や底棲生物の棲息環境を悪化させるなど、水産

昨年にアンケート調査を行い、実施対象である伊

資源に大きな影響を及ぼすことや、加えて漁具の

予灘・燧灘海域の沿海漁協の81.5％から回答を得

破損や作業効率の低下など漁業操業にも大きな障

ている。

害を与えていることから、瀬戸内海の小型機船底
●アンケート結果について
○「集めたゴミを公共の処理施設で受け入れても
らえているか？」、海ゴミは、塩分や砂などを
含み焼却炉を傷める恐れがあり、その処分につ
いては市町村の対応が様々で、回答によると
68.2％の自治体が引き取ってくれている反面、
36.4％の漁協は公共施設で断られたためか産廃
業者に処理を委託していることが判った。
○「今後とも継続できるか？」、市町村の処理施
設でゴミを処分してもらっている漁協から、も
う無理であるとの回答も二地区あり、分別すれ

2

ば可能が43.3％と、自治体にお願い出来てもゴ

20.5％と、中層水以外のあらゆる所にゴミが散

ミの仕分け作業の手間が増すであろうことが予

在している現状が訴えられている。

想される。

○「巡回日まで集積仮置きして回収が可能か？」、

○「ゴミの搬送について市町村が回収に来てくれ

一部漁協よりゴミ収集車を傭車し定期的に廻っ

るか？」、回収に来るとの答えは42.9％に止ま

てほしいとの希望があるが、55.2％では場所が

り、半数以上は漁協の車輌で処理場に持ち込ん

ないので仮置きはできないとの回答であり、更

でいるとのことで、職員が手薄ななかで運搬作

には85.2％が集積に伴う臭気問題を指摘してい

業も重荷となっていることが想像される。

る。

○「処理費用の負担の有無？」、44.8％は有償で

以上のアンケート結果からは、組合員が回収し

あると答え、処分費の負担も軽くはないことが

たゴミはできるだけ速やかに処分する必要がある

推察できた。

ものの、分別作業や指定ゴミ袋への詰め替え、更

○「 今 後 も 漁 連 配 布 の ゴ ミ 袋 が 使 え る か ど う

には搬送の手間に加えて処理費用の負担等々、住

か？」、我々が配布するゴミ袋は、船上作業で

民の日常生活で無責任に捨てられた生活廃棄物の

様々な回収ゴミが入れられることを想定して10

ツケが漁業者に回ってくることへの苦悩と憤りを

キロ入りの厚手のビニール袋を特注している

窺うことができる。

が、自治体の処理施設に持ち込むには指定の袋

プラスチック容器やビニール製品、空き缶・ペ

でなければ受け付けてもらえない地域があり、

ットボトルから自転車・テレビに洗濯機・冷蔵庫

既に25％の地域では詰め替えが必要との回答

までありとあらゆる生活ゴミが海に流れ込んでい

で、自治体指定ゴミ袋の強度が心配になるとこ

る現状と、高齢化の進む漁業者達が人の目に触れ

ろである。

ることもなく黙々とその回収をしている姿を伝え

○「廃棄物を効果的に回収できる場所は？」、必

「海域のゴミ回収処理システムの確立」が待たれ

ずしも底びき網で回収できる低層（海底）のみ

ることを訴えて、ゴミ問題に関する浜からのレポ

ではなく、浜辺や岸壁が65.9％、漁港周辺や堤

ートとする。

防で47.7％、表層（水面）が25％、河口域で

写真提供：マリンブルー21
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新潟県における栽培漁業の取り組み
新潟県農林水産部水産課
主任

１．はじめに
新潟県は日本海沿岸のほぼ中央に位置し、佐渡
島と粟島の 2 島を擁して、海岸線の総延長は630
㎞余りです。
漁場は海岸域に広がる大陸棚とその沖合に点在
する大小の天然礁により形成され、多くの魚介類
が水揚げされています。
平成16年の海面漁業生産量は38,933トンで、漁
業部門別にみると遠洋・沖合漁業が22,254トン、
沿岸漁業が16,388トンでした（図 1 ）。漁業種類
別には生産量が多い順から、大中型まき網、定置
網、底びき網、刺網、べにずわいかにかご、沿岸
いか釣り漁業となっています。また、生産額は
132億2,800万円でした。生産額に占める漁業部門

図１

4

漁業生産量・生産額の推移

佐 藤

智 則

別の割合（平成13年）は、遠洋・沖合漁業が37％、
沿岸漁業が63％となっています。
平成16年の海面漁業経営体数は2,547経営体、
漁業就業者数（平成15年）は3,501人、うち男子
就業者に占める60歳以上の割合は63%で、高齢化
が進んでいます。

２．栽培漁業の現状
本県の水産振興基本計画では、水産業・漁村が
県民に対する「水産物の安定供給」と「やすらぎ
とうるおいの場の提供」の役割を継続して担うこ
とを目的に、水産資源の増大と持続的利用を図る
「つくり・育て・管理する漁業の推進」を一つの
重点施策としています。
「つくる漁業」に当たる栽培漁業は、平成17年
度に策定した第 5 次新潟県栽培漁業基本計画（17
〜21年度）に基づいて推進してきています。
この基本計画では、放流対象種をヒラメ、アワ
ビ類、クルマエビ及びマナマコの 4 種類とし、そ
れぞれの目標放流数量（放流サイズ）は、100万
尾（全長70㎜）、15万個（殻長30㎜）、50万尾（体
長20㎜）及び10万個（全長30㎜）と定めています。
マナマコについては、最近の漁獲圧の高まりから
資源の減少が懸念されているため、資源状況を調
査した上での種苗放流を考えているもので、現在
はまだ放流を行っていません。
県内の種苗供給は、（社）新潟県水産振興協会
が担っています。県は平成12年度に種苗生産業務
を同協会に移管し、現在、同協会ではヒラメ、ア
ユの種苗生産を実施しています。種苗生産業務の
民間移管に伴い、漁業者への種苗配付は有償とな
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りました。また、アワビ類、クルマエビについて

がついたこともあり、磯根の生態系・環境に配慮

は、漁業者の放流希望数量を同協会が他県から斡

した栽培漁業を推進し、漁獲物のブランド化を進

旋販売しています。
平成17年度の種苗放流数量（サイズ）はヒラメ

めるために、地場産クロアワビの種苗生産や放流
技術開発に取り組み始めました。

122万尾（32〜203㎜）、アワビ類27万個（21〜44

新潟県水産海洋研究所では、紫外線照射海水を

㎜）及びクルマエビ50万尾（21〜78㎜）でした

用いたクロアワビの種苗生産を行い、最大の問題

（表 1 ）。ヒラメについては昭和63年から年間100

であった大量斃死も見られず、平成17年度には平

万尾前後の放流が実施されてきましたが、放流効

均殻長27㎜のクロアワビ種苗3.5万個を生産する

果が高いとされる全長70㎜以上の種苗の放流数量
は目標の70万尾に達していませんでした（図 2 ）。

ことができました。現在、クロアワビ種苗は平成
15年度に完成した佐渡市海洋深層水施設で、深層

平成17年度からは離島漁業再生支援交付金による

水の清浄性を利用し、年間10万個を目標とした生

種苗放流の取組が始まり、目標を達成することが
できました。また、アワビ類についても目標を大
きく上回る数量を放流しました。この交付金によ
る取組は平成18年度も継続され、計画目標を達成
できる見込みで、今後、これらの資源増大が期待
されます。

産を行っています。
放流技術開発については、放流適地を明らかに
するため、先に生産したクロアワビ種苗を放流し
て、放流初期の移動・分散・減耗等を調査しまし
た。平成17年度は標識したクロアワビ種苗を 5 月
に水深 1 〜 2 ｍの浅い小型転石域に放流し、追跡
調査を実施しました。潜水による発見率は放流初
期（放流 1 週間〜 1 ヶ月後）で約70〜80％、放流
3 〜 5 ヶ月後で約40〜50％、放流 1 年後で約21％
とかなり高い結果が得られました。また、平成18
年度にも浅い小型転石域に放流を行い、発見率は
放流 1 ヶ月後で約76％、5 ヶ月後で約41％と前年
と同様に高い結果が得られました。

表１

平成17年度の新潟県における種苗放流実績

図２

ヒラメ放流数量の推移と漁獲量

次に、放流対象種の中でアワビ類とヒラメにつ
いて、現在の取組を紹介します。

アワビ類
1
県内にはクロアワビ、マダカアワビ、メガイア
ワビが天然に分布しており、漁獲量が最も多いと
推測される種類はクロアワビです。一方、これま
での種苗放流は在来種でないエゾアワビを主体に
行ってきました。しかし、近年、クロアワビ種苗
生産の最大の技術課題であった疾病対策に見通し

写真１

ステンレスタグを装着したクロアワビ種苗

これまでの種苗放流は、漁場近くのやや深い水
深帯で行っており、放流種苗の発見率が低かった
のですが、今回の調査結果では、天然クロアワビ
稚貝の生息適地と考えられている浅い小型転石域
に放流することにより、初期減耗や移動・分散が
少ないことが示され、このような水域が放流に適
していると考えられました。
さらに、平成18年度には、（社）全国豊かな海
づくり推進協会の漁協等実践活動助成事業におい
て、佐渡漁業協同組合と県水産海洋研究所が協力
して「アワビ類の標識放流追跡調査」に取り組ん
でおり、漁業者と連携した放流手法の開発を行っ

5

ています。

します。この調査により、ヒラメの広域的な資源

今後も引き続き調査を行い、本県において放流

構造を解明するとともに、人工種苗の広域的な放

効果の高いクロアワビ種苗の放流技術開発を進め
ていきます。

流効果を把握して、種苗放流事業の効率化や資源
の増大を図る手法を開発します。

写真３
写真２

放流１年後のクロアワビ種苗

ヒラメ
2
本県において、ヒラメは沿岸で水揚げされる重
要な魚種であり、栽培漁業・資源管理対象種とし
て様々な資源増大技術開発が図られています。ヒ
ラメの栽培漁業への取組は、昭和51年から開始さ
れました。種苗の放流効果については、目標の回
収率を10％と見込んでいますが、近年では実際の
回収率はこれを下回るのではないかと推定されて
います。
この放流効果低迷の要因としては、ネオへテロ
ボツリウム症の影響や種苗生産技術の向上による
体色異常出現率の低下による市場での発見率の低
下が考えられます。加えて、放流に際しては各地
先の都合に合わせるため、必ずしも適切な方法に
よる放流が実施されているとは言い切れない放流
実態も放流効果に影響を与えていると思われま
す。また、過去の放流効果調査では、天然資源の
動向や環境の変化に対しての検討がほとんどなさ
れていないことも大きな課題です。
そこで、広域的に回遊するヒラメの資源・生態
に合わせた栽培漁業のあり方についての検討が必
要なことから、平成18年度から日本海北部海域で
広域連携調査を開始することとなりました。この
広域連携調査は、日本海北部海域に同一資源群を
形成している青森県から富山県の各県と日本海区
水産研究所が協力して統一的調査を実施するもの
です。この調査では、市場調査を主体として天然
魚と放流魚の資源動向を把握しつつ、DNA分析
により広域的な放流効果を解明することを目的と

6

鰭カットした標識ヒラメ（全長100㎜）

３．おわりに
本県では、これまで多くの魚介類の種苗生産技
術の開発や放流に取り組んできましたが、現在で
は、放流対象種を絞り込み、効率的な栽培漁業を
展開し、事業効果を把握するための調査も実施し
ています。これまでの栽培漁業では、種苗を生産
し、放流することが主で、その後の放流効果の検
証はあまりなされてきませんでした。しかし、昨
今の厳しい県財政の中で事業を継続していくため
には、事業効果の検証が強く求められています。
効果の検証を行う中で、本県の栽培漁業では、当
初計画した資源増産量に対して、想定した放流種
苗の回収率が得られてないことが判明しました。
この要因として考えられることの一つに、増産量
に対して計画した放流数量の目標の達成にとらわ
れていた感があり、放流数量が多くなるにつれ、
種苗放流が始まった頃のような丁寧な放流作業が
実施されなくなってしまっていることが考えられ
ます。また、一方では、栽培漁業が始まった頃に
比べ、埋立てや水域環境の変化等により藻場が減
少し、幼稚魚の育成場所が少なくなっている現実
があります。このような環境では、いくら種苗を
放流しても資源の増大は望めないと思われます。
したがって、これからも栽培漁業を続けていくに
は、少しでも高い放流効果を上げるため、放流方
法の見直し、藻場の造成・回復と連携した取組を
進めていくことが重要であると考えています。
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高知県における栽培漁業の取り組み
高知県水産振興課
主幹

１．高知県の漁業概要
高知県は、九十九洋の異名を持つ700㎞にも及
ぶ海岸線を有し、沖を流れる黒潮から多くの恵み
を受けてきた海の国です。
本県の漁業は、伝統の遠洋・近海カツオ、マグ
ロ漁業をはじめ、釣・はえ縄、定置網、魚類養殖
などの沿岸・沖合漁業やウナギ養殖やアユ漁など
の内水面漁業から構成されています。
このうち、漁業就業者の大半が従事する沿岸・
沖合漁業をみると、浅海の岩礁域では、トコブシ
やテングサ等を対象とした採介藻やイセエビ等を
対象とした磯建網が営まれています。
沿岸域では、室戸岬や足摺岬周辺で定置網が、
土佐湾中央部ではイワシシラスを対象とした機
船々びき網やエビ類等を対象とした小型底びき網
が営まれています。
それより沖合域では、様々な釣・はえ縄やシイ
ラのまき網などが営まれているとともに、足摺岬
沖合ではマルソウダ（メジカ）のひき縄やサバの
たて縄が、室戸岬沖合の天然礁ではキンメダイ釣

津 野

健 太 朗

が、宿毛湾ではキビナゴ、アジ、サバ等を対象と
した火光利用まき網が営まれています。
また、宿毛湾、野見湾、浦ノ内湾では、ブリ類
やマダイ等を対象とした魚類養殖が営まれていま
す。
このように、本県の沿岸、沖合域では、他種多
様な漁業が営まれています。

２．栽培漁業の位置付け
本県の水産業においては、国際的な操業規制の
強化等から遠洋、沖合漁業の新たな展開が望めな
い現在、沿岸漁業の重要性が高まっています。漁
業生産額のうち沿岸漁業が占める割合は増加し、
近年では約60％前後に達しています。また、漁業
経営体数のうち沿岸漁業が占める割合は、約90％
に達しています。
しかし、本県の沿岸漁業は、多くの漁村が条件
不利地域にあり、水産業以外の雇用の場が少なく
若者が漁村を離れていることから60歳以上の漁業
者が50％近くを占めるようになり、更に資源の減
少、漁場環境の悪化及び魚価の低迷等により漁業
所得が減少し、経営体数が減少しています。
このため、沿岸漁業の生産力を伸ばす方策が必
要であり、栽培漁業はその一つとして位置付けら
れています。

３．高知県における栽培漁業
の概要

図１

高知県の海面漁業

高知県では、昭和58年度に栽培漁業センターを
開設して以来、マダイ、クロダイ、ヒラメ、アワ
ビ類、エビ類の種苗生産、放流事業に取り組んで
きました。そして、平成13年度には海洋深層水の

7

飼育水としての優秀性を活かし、採卵用ヒラメ親
魚の養成と受精卵の安定供給を目的に栽培漁業セ
ンター室戸支所を開設し、引き続き栽培漁業の推
進に取り組んでいます。
また、平成16年度には、本県の栽培漁業の課題
や推進の方針を示したものとして、第 5 次高知県
栽培漁業基本計画（平成17〜21年度）を作成しま
した。
以下に、近年の本県栽培漁業センターでの種苗
生産対象種であるマダイ、ヒラメ、エビ類（ヨシ
エビ、クマエビ）、アワビ類（クロアワビ、メガ
イアワビ）の本県内での放流状況と高知県栽培漁
業基本計画での各魚種の方針を示します。
マダイの種苗放流尾数は減少傾向にあります
が、これは、近年のマダイの魚価安からマダイを
漁獲対象とする漁業者が減少しているため、マダ
イ種苗の要望が減少していることが原因の 1 つと
考えられます。
ヒラメの放流尾数は、増減はありますが概ね横
ばい傾向で、県内の各海域で放流が行われていま
す。これらの魚種は、種苗放流に加え、漁獲体長
制限を中心とする資源管理型漁業の推進にも取り
組まれており、放流効果を明確にしながら今後も
栽培漁業を継続することとしています。
エビ類については、県中央部を中心に放流が行
われています。しかし、エビ類は放流効果が明確
でないことから、効果把握を行った上で栽培漁業
の方向性を決めることとしています。
アワビ類については、高知県海域では漁獲量が
激減しており、また、藻場が減少傾向にあること

から、放流しても生息できる環境が少ないことが
懸念されています。このため、県では栽培漁業セ
ンターでの種苗生産を休止し、配布希望市町村へ
は近隣県からの購入を斡旋することとしていま
す。
一方、本県西部の大月町では、大月町水産種苗
センターで宿毛湾周辺海域における釣り漁業の主
要魚種であるイサキの種苗を生産しています。同
湾海域では、イサキ種苗の放流が行われ、小型魚
の再放流等による資源管理型漁業の推進とその定
着に取り組んでいます。本県は、漁業者が積極的
に取り組む資源管理型漁業の推進を支援すること
としています。

４．ヒラメの栽培漁業に
ついて
表 1 にありますように、ヒラメ種苗は県内広範
囲で放流されるとともに、資源管理型漁業の推進
にも取り組まれています。また、ヒラメは、放流
魚が見分けやすいことから漁業者にも放流魚がか
なりの割合で混獲されていることが認識されてい
ます。
このため、本県ではヒラメを種苗放流の中心的
存在とし、放流効果を明確にしながら今後も栽培
漁業を継続することとしています。
ここでは、ヒラメの栽培漁業について、その取
り組みを紹介します。

1

写真１

高知県栽培漁業センター（本所）と水産試験場

写真２

8

高知県栽培漁業センター室戸支所

ヒラメ種苗の自県供給体制の構築

高知県海洋深層水研究所では、平成元年からの
栽培漁業技術化開発試験等により、海洋深層水を
使用することによる成長の促進や高い生存率、良
質受精卵の確保といった直接的な効果とともに、
深層水の清浄性や低水温による防疫対策、取水施
設のメンテナンス、水温調整（特に冷却）等にか
かるコストの削減など、深層水が種苗生産や魚介
類の飼育水として非常に有効であることを明らか
にしてきました。
中でも、ヒラメについては、海洋深層水を使用
して周年飼育を行い、平成 8 年度からはその受精
卵を栽培漁業センターに供給して種苗生産を行う
自県供給体制を確立しました。
そして、これらの取り組みを基に、平成13年に
室戸市高岡に高知県栽培漁業センター室戸支所
（採卵用親魚養成施設）を開設し、親魚養成と受
精卵の供給を室戸支所、種苗生産を栽培漁業セン
ターで行う機能・役割分担による効率的な種苗生
産に努めています。
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2

市場調査における放流ヒラメの混獲状況

表 2 に、水産試験場、漁業指導所、各漁協及び
地域の協議会がこれまでに行ってきた無眼側の体
色異常を基にした市場調査での放流ヒラメの混獲
状況を示します。
これによると、年により差がみられますが、概
ね20〜40％の混獲がみられており、放流ヒラメが
再捕されていることが明らかです。ただし、混獲
率については、調査員の観察方法により放流魚の
表１

判定に差があるため、統一した判定方法、更に、
より正確な判定方法が求められます。
また、放流ヒラメの混獲率は、地域により差が
みられることから、放流適地への放流や栽培漁業
先進県が行っている大型種苗の放流などにより、
より放流効果を向上させることができるものと考
えております。

3

遺伝的、生態学的手法によるヒラメ放流
調査事業について

本県のヒラメ漁業では、上記のように市場調査

種苗生産対象種の放流状況（平成８〜17年度）

9

図２

高知県の種苗生産体制

表２

ヒラメ市場調査の結果（平成元年度〜14年度）

での混獲率は調査が行われており、放流魚が再捕
されていることが確かめられていますが、これだ
けでは、十分な放流効果の把握とは言えません。
そこで、高知県水産試験場では、平成15年度か
らヒラメ放流魚のDNA鑑定による混獲状況の把
握と放流効果を明らかにすることによるヒラメ放
流事業の評価、更に、資源添加効率の向上を図る
ために複数海域での生態的・遺伝的調査から地理
的変異を考慮した放流技術の開発に取り組んでい
ます。

５．今後の種苗生産体制に
ついて
本県では、以下に示すようにアウトソーシング
推進方針（平成18年3月）を定め、県庁業務のア
ウトソーシングを進めています。

1

アウトソーシングに取り組む背景

◎「県庁の仕事のやり方を変える」（行政経営改
革に向けた取り組み）
・新しい民間とのパートナーシップ（協働）の
構築
・求められる地域振興
・厳しい財政状況への対応
・国の規制緩和の動き
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2

アウトソーシングに取り組む意義と効果

◎アウトソーシングは、県民、民間と県が最適な
役割分担を行い、それぞれが持つ優れた知恵や
技術を行政サービスに取入れる戦略性を持つ。
・県民サービスの向上
・民間との協働による人材育成、雇用の創出
・県民の参画、地域の活性化
・県庁の自発的なスリム化と職員の重点配置
また、第 5 次高知県栽培漁業基本計画（平成16
〜21年度）の中では、種苗生産の分担と重点化
（外部機関の種苗生産への参画）として、「県内の
種苗生産機関が栽培漁業対象種の種苗生産技術を
保有している場合は、その機関に種苗生産事業へ
参画してもらい、その技術を活用して種苗生産を
分担することにより、各生産機関で生産する対象
種の重点化を図り、種苗生産の効率化と安定供給
を目指す。」としています。
これらのことを踏まえて、本県では平成17年度
からマダイ種苗生産業務の大月町水産種苗センタ
ーへの委託を開始しました。そして、平成20年度
からはヒラメ、エビ類の種苗生産を外部委託とす
ることとし、現在、受託者の選定や種苗生産に従
事する技術者育成の計画作成の作業を進めている
ところです。

1

カンパチ種苗の量産化と
養殖技術の高度化に向けた取り組み
（独）水産総合研究センター

養殖研究所栽培技術開発センター
センター長

はじめに

虫 明 敬 一

養殖小史

カンパチはアジ科ブリ属に属する高度回遊魚

カンパチの養殖は、昭和30年に近畿大学水産研

（写真 1 ）で、東部太平洋を除く全世界の温帯・

究所で養殖試験が開始されたのが最初で、次いで、

熱帯海域に生息する。わが国では東北地方以南に

昭和34年に宮崎県沿岸漁業指導所で行われた 3 ）。

分布し、特に南日本の太平洋沿岸に多く分布して

その後、西日本の太平洋側で黒潮の影響を直接受

いる。頭部を真正面からみると、前額部背面に黒

ける海域で本格的に養殖が始められるようになっ

褐色の漢字の八の字型の紋がみられ、これがカン

た。カンパチの養殖用種苗は、当初、ブリのモジ

1）

パチ（間八）の由来となっている。 成長すると

ャコ漁で混獲される天然種苗にすべて依存してい

全長は1.8ｍ、体重で80㎏に達することから、世

た。当時は天然種苗の確保が比較的容易であった

界各地の温暖な海域では、釣りの対象としても大

高知県が主要な生産地であった。しかし、昭和61

変人気の高い魚である。本種はブリよりも美味と

年に台湾以南の海域で捕獲された天然種苗が初め

いわれ、わが国の養殖業で最も商品価値が高いの

てわが国に輸入されて以来、輸入種苗への依存性

は体重で3.0〜3.5㎏のサイズとされている。2 ）わ

が急激に強くなり、主要な生産地は種苗の輸送や

が国での地方名には、北陸地方の「アカイオ」、

水温条件に恵まれた鹿児島県に移行し、現在では

関西地方の「シオ」、「ハチカレ」、あるいは西日

わが国のカンパチ生産量の約60％が鹿児島県で生

本での「アカハナ（アカバナ）」、「ネイゴ」、「ネ

産されている現状である（図 1 ）。

イリ」等がある。

1）

現在、カンパチの養殖用種苗のほとんどすべて
が海外からの輸入種苗に依存している。この輸入

写真１ カンパチ成魚
（鹿児島県ホームページより引用）

図１

平成15年度わが国におけるカンパチの県別生産量
図中の数字は全体に占める割合（％）を示す
（平成15年度農林水産省漁業・養殖業生産統計年報）
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種苗を用いた養殖では、ここ数年、全国で約

間、海上生簀で養殖された後に体重で3.0〜3.5㎏

2,500万尾前後のカンパチ成魚が市場に向けて出

のサイズで市場に向けて出荷されている。

荷されている（図 2 ）。平成15年度農林水産省漁
業・養殖業生産統計年報によると、カンパチ養殖

プロジェクトの生い立ち

の年間生産量は約4.7万トンに達し、水揚げ金額

カンパチに限らず海外からの養殖用種苗の輸入

で約400億円と推定されている。一方、国内での

は、種苗自体あるいは種苗を輸送する海水を介し

カンパチ人工種苗の生産尾数は種苗生産の成否に

て、わが国で未発生の疾病を持ち込む可能性が高

よる年変動があり、おおむね10万尾前後で推移し

いことが強く懸念されている。これまでにも、マ

ている（図 3 ）。また、種苗生産段階での取り揚

ダイのイリドウイルス病 4 ）やクルマエビの急性

げ時の平均生残率も 0 〜 5 ％程度である。したが

ウイルス血症 5 ）、また、最近ではコイのヘルペス

って、現在の技術レベルでは、すべての養殖用種

ウイルス病 6 ）のように海外からの種苗の輸入に

苗を人工種苗で賄えるほどのレベルには達してい

伴って侵入したと考えられる病原体により、わが

ない。この種苗生産技術が確立されていないこと

国の養殖業に甚大な被害をもたらした疾病も報告

も、養殖用種苗をもっぱら中国からの輸入種苗に

されている。そのような中、中国で中間育成され

依存せざるを得ない理由の一つになっている。輸

た後に、養殖用種苗として輸入されたカンパチの

入された養殖用種苗は、ドライペレットやモイス

大型種苗（体重500〜1,000ｇ）でAnisakisⅠ型幼

トペレット等の給餌により 1 年 6 ヶ月前後の期

虫 7 ）（以下アニサキスと記す）の寄生が確認され
問題となった。農林水産省と厚生労働省は、平成
17年 6 月にこの事実と対策に関する注意喚起を発
表した。人魚共通病原体であるアニサキスは、過
去にはマサバやスケトウダラなどの天然魚では寄
生も知られていたが、8 ）養殖魚での寄生に関する
報告は皆無であった。このため、カンパチ養殖を
実施している県等では、ホームページで安全性を
アピールする一方で、冷凍や加熱処理を施した養
殖魚の出荷を呼びかけた。この事態は、カンパチ
養殖全体への信頼性にも波及し、業界関係者に大
きな不安をもたらした。事態を重くみた社団法人

図２

わが国におけるカンパチ出荷尾数の推移
（社団法人全国海水養魚協会の調査）

全国海水養魚協会などでは、今後、これら中国産
の大型天然種苗の導入を控えることを決議すると
ともに、養殖用種苗の確保のため人工種苗の大量
生産による養殖種苗の国産化に関する要望等が国
に提出された。今回、問題となった大型のカンパ
チ天然種苗は、中国国内で中間育成された安価で
大型の魚であり、日本に運搬されて養殖生簀に導
入され、逐次市場に出荷されるという新しい養殖
方法で飼育されたものであった。
この問題を解決するため、独立行政法人水産総
合研究センター（以下水研センター）では、現在、
輸入に依存している養殖用カンパチ種苗を国産化
する種苗生産技術を開発するとともに、消費者で

図３ わが国におけるカンパチ人工種苗の生産尾数の推移
生産尾数は公的機関と民間業者（推定）との合計を示す
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ある国民に安全・安心な養殖カンパチを提供し、
カンパチ養殖、ひいては養殖魚全般の安全に関す

る信頼性を回復することを目的とした研究・技術

た、ブリの種苗生産では最大の問題となっている

開発を、平成18年度先端技術を活用した農林水産

形態異常の出現について、カンパチでの形態異常

研究高度化事業に提案した。その結果、「カンパ

の出現状況を調査するとともに、それらを軽減さ

チ種苗の国産化及び低コスト・低環境負荷型養殖

せる技術の開発に取り組む。加えて、低コストの

技術の開発」という課題名で新たにカンパチプロ

種苗を効率的に生産するため、カンパチ仔稚魚に

ジェクト（以下カンパチ21という）を立ち上げ、

適した配合飼料の開発にも取り組む。

平成18年度から21年度までの 4 年間で取り組むこ

そして、③の養殖実用化技術に関する課題では、

ととなった。ここでは、カンパチ21の概要につい

生産された種苗を用いて実際の養殖現場での飼育

て以下に記す。

試験に取り組み、カンパチ本来の摂餌リズムを把
握し、無駄がなく環境にやさしい給餌方法を開発

カンパチ21での取り組み課題と体制

する。また、養殖過程において多大な労力を要し

輸入種苗の搬入に伴う新たな病原体の侵入を防

ているハダムシ（Benedenia seriolaeとNeobenedenia

止し、安全・安心なカンパチ養殖を実践し国民消

girellae）寄生の防除対策を開発するため、新た

費者からの信頼性を回復させるためには、現在、

な養殖小割の導入を視野に入れた技術の開発を目

ほぼ100％を海外に依存している養殖用種苗を国

指す。これらの技術の有効性は実際の養殖現場で

内で生産し、履歴が明確で安全な種苗の供給体制

繰り返し検証し、カンパチ養殖業に役立つ養殖技

を確立する必要がある。このような目的から、カ

術の高度化を目指す。

ンパチ21では以下の 3 課題について取り組んでい
る。

また、カンパチ21は水研センターだけで取り組
むのではなく、上記の①〜③の課題について水研

① 養成親魚からの早期採卵技術に関する研究
開発

センターが中核となり、産官学が連携したプロジ
ェクトで取り組む。本プロジェクト研究には、中

② 仔稚魚の減耗要因の把握と生残率の向上に
関する研究開発

核機関が水研センター（養殖研究所、五島・志布
志の両栽培漁業センター、水産工学研究所および

③ 効率的で安全・安心な養殖技術の実用化に
向けた研究開発

西海区水産研究所）、共同機関として鹿児島県水
産技術開発センター、財団法人宮崎県栽培漁業協

これらの課題のうち、①の親魚養成に関する課

会、国立大学法人東京大学、同東京海洋大学、同

題では、まず、海上生簀等で養成された親魚（以

長崎大学ならびに日本水産株式会社大分海洋研究

下養成親魚と記す）を用いて通常の産卵期（ 5 〜

センターが参画して取り組む。これらの機関がそ

6 月）における安定的な大量採卵技術を開発する。

れぞれ個別の課題に取り組むのではなく、各課題

次いで、先にブリで開発された環境条件を制御す

には複数の機関が参画するとともに、互いに密接

ることによる12月産卵技術

9）

をベースとして、

に連携を取ることによって、研究・技術開発の加

カンパチ養成親魚での環境条件（特に日長と水温）

速化を図り、効率的かつ効果的な研究開発を実施

の制御による早期採卵技術の開発を目指す。

する体制で取り組む。

また、近年ハタ科魚類において、仔魚の初回摂
餌のタイミングの重要性と止水飼育での初期生残
率の向上への有効性が量産規模で実証されてい

平成18年度の取り組み状況
①の親魚養成に関する課題では、養殖研究所栽

る。1 0 ）そこで、②の種苗生産に関する課題では、

培技術開発センター古満目分場で養成親魚から通

これらの初期生残率の向上に関する技術をカンパ

常の産卵期に約2,500万粒の採卵に成功した。ま

チの種苗生産試験に応用し、通常期および早期に

た、五島栽培漁業センターでは、先に得られたブ

おける種苗生産過程での生残率をそれぞれ20％お

リの12月産卵技術における成熟促進のための環境

よび10％に向上させる技術の確立を目指し、結果

制御手法を本年の 9 月からカンパチに導入し、現

として 1 種苗生産機関で 1 シーズンに100万尾の

在、水温条件は自然水温のまま日長条件を制御中

種苗が安定的に生産できる技術の確立を図る。ま

である。本種においても12月に早期採卵に成功す

13

れば、世界初の知見となるのはもちろんのこと、

期待を裏切らないためにも、水研センターでは共

本プロジェクトにおいても極めて大きな一歩にな

同機関と一致団結し、これまで栽培漁業技術開発

ることが期待されている。

で培ってきた親魚養成や種苗生産等の技術開発成

②の種苗生産に関する課題では、カンパチ21へ
の 2 参画機関において、古満目分場で得られた卵

果を総動員し、所期の目標達成のために全力で取
り組む覚悟である。

を用いた種苗生産技術開発を実施し、合計で約14
万尾の種苗を取り揚げることに成功した。通常期
に得られた卵を用いた種苗生産での数値目標であ
る取り揚げ時の生産率20％には本年度は達しなか
ったが、生残率が12％を示す好事例も複数あり、
数値目標達成の足がかりが得られた。現在、種苗
の形態異常の出現部位や形態異常率の判定のため
の生化学的染色や解析を行っている。
③の養殖実用化技術に関する課題では、プロジ
ェクト参画機関で種苗生産された人工種苗約8.5
万尾を用いて、鹿児島県の西桜島および垂水の 2
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地域特産種として有望なマクブ（シロクラベラ）
のブランド化に向けて
（独）水産総合研究センター

西海区水産研究所石垣支所栽培技術研究室
室

はじめに
シロクラベラはベラ科イラ属に属し、本土では
馴染みの薄いお魚ですが、鹿児島県奄美以南では
マクブと称され、特に沖縄県では三大高級魚の一
つとしてアカジン（スジアラ）、アカマチ（ハマ
ダイ）についで重要な地域特産種として取り扱わ
れています。熱帯・亜熱帯に生息する魚類は少量
多種とされておりますが、とりわけ、ベラの仲間
は種類数が豊富であり、水族館で人気の高いナポ
レオンフィシュ（メガネモチノウオ）は中国では
需要が高く、東南アジアから輸入されるようにな
って乱獲による資源の減少、あるいはダイナマイ
ト漁による自然破壊が問題視され、「絶滅のおそ

写真１ マクブのお造り
（琉球新報花城記者提供）

写真２

マクブの雄

長

與世田 兼 三

れのある野生動植物種の国際取引に関する条約」
（CITES；通称ワシントン条約）の附属書Ⅱに記
載されるようになったのは記憶に新しいことで
す。
ベラの仲間と言えば、キュウセンなどを想像し
てなんでこんなお魚の研究開発をするのかと疑う
方も多いと思いますが、マクブの好物は貝類やエ
ビ・カニ類ですから身も美味しくなるのは当然で
す。料理はお造りにはじまり（写真 1 ）、すしネ
タ、煮付け、マース煮（塩煮）として供されてい
ますが、トラフグのように薄造りやシャブシャブ
でも堪能できると思います。本種はふ化してから
約 3 年で成熟し、はじめは全ての個体が雌として
機能しますが、ある一定の年齢（ 6 歳以上）に到
達すると大型個体（全長40㎝以上）から随時雄に
性転換してゆきます。このような性成熟を雌性先
熟と称し、ベラ類の他にはハタ類が知られていま
す。天然魚では雌雄の判別は容易で、 大型で体
色が全体に青みがかり、頭部のおでこ周辺が突出
しているのが雄（写真 2 ）、全長が40㎝以下で体
色全体が黄色を示すのが雌です（写真 3 ）。浮遊
期の生活史は解明されておりませんが、稚魚期に
なるとアマモやガラモ場を生息場として利用し、
微小貝や甲殻類を捕食して大きくなり、藻場から
岩場あるいは珊瑚礁域へと移動することが知られ
ています。若齢魚から成魚の生態については浮遊
期と同様に明らかにされていません。
古老の漁師の話によりますと、1970年代当時は

写真３

マクブの雌
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石垣島の周辺海域でマクブが多数生息しており、
真偽の程は定かではありませんがマクブだけを狙
って僅か一日で軽トラの荷台が一杯になる程漁獲
したそうで、軽トラの荷台の獲物が約0.5トン程
度とし、年間100日程度漁に出かけたとしても優
に50トン程度の漁獲量があったものと推定されま
す。残念ながらその当時の漁獲統計はありません
が、1989年から2004年までの八重山漁協の漁獲台
帳によりますと、本種の漁獲量は3.5〜4.5トンの
低い水準で推移しており、地域特産種として重要
な資源の枯渇が懸念されています。
沖縄県では近年、オキナワモズク、ウミブドウ、
及びクルマエビなどの養殖が産業として成り立
ち、魚類のスギでは築地市場へ出荷されるように
なりました。しかし、近年はヤイトハタ、マダイ、
及びスギに代わるブランド化を目指した新規の養
殖対象種も県から強く求められています。このよ
うな背景の中、当研究室は八重山栽培技術開発セ
ンターで、2000年から本種の資源回復を目的とし
た増養殖に関する研究開発に取り組んでいます。
以下に、マクブの親魚養成、種苗生産、及び今後
の課題と展望について紹介します。
親魚養成
採卵用の親魚は、石垣島周辺で追い込み網漁に

表１
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よって捕獲された個体を屋内八角型コンクリート
製110kL水槽に活け込んでいます。収容後の親魚
には、体重の 2 〜 4 ％を基準とし、冷凍グルクン
（タカサゴ）とマツイカの切り身に全体量の 5 ％
のビタミン剤を付与したものと冷凍アサリをそれ
ぞれ単独で週に 5 回の頻度で与えています。
マクブの親魚養成をはじめた当初は、上述した
天然魚での調査結果に基づき、体の大きさと色で
雌雄を識別していました。しかし、飼育条件下の
親魚に対してこの識別法を用いると、熟卵を持っ
た雌を雄と特定してしまい、雌雄を正確に判別で
きないことが分かりました。このため、2003年か
らは直接生殖腺の一部を注射器で採取し、顕微鏡
下で卵巣あるいは精巣の確認を行ってから雌雄の
判別を行う生検法という手法を取り入れていま
す。
天然でのベラ類は、雄が縄張りを有し、複数個
体の雌を確保して産卵することが知られていま
す。実際、飼育条件下のマクブは雄同士の縄張り
争いが激しく、同一水槽に雄を複数個体収容する
と瀕死の状態に至るまで争います。このため、当
センターでは水槽内に収容する最適な雌雄比を把
握するための試験に取り組んできました。その結
果を表 1 に示しましたが、今のところ、確実に受
精卵が採卵できるのは雄 1 尾と雌 7 尾の組み合わ

シロクラベラの採卵試験に供した親魚の内訳と産卵結果

せですが、一度に採卵できる受精卵数が少なく、
産卵日を特定できないのが大きな課題です。
種苗生産
ベラ類の飼育は初めての経験であったことか
ら、ふ化仔魚が得られた2001年は当研究室の対象
種の一つであるスジアラの飼育方法に準じて飼育
試験を行い、日齢73〜79で3,054尾（全長20〜41
㎜）の種苗生産に世界で初めて成功しました（写
真 4 ）。しかし、飼育初期の平均生残率は3.7％と
低かったため、2003年以降は、初期生残の向上を
目的にワムシのサイズ（種類）、飼育水温、及び
アルテミアの給餌時期等に関する飼育試験を実施
してきました。誌面の都合により、ワムシの種類
がマクブ仔魚の初期生残と成長に及ぼす影響に関
してのみ、概要を紹介します。ハタ類を含めて栽
培あるいは養殖対象種となっている魚類は初回摂
餌の際は小型の餌料を選択的に摂餌することが知
られていますが、マクブではなんと初めからより
大型のワムシに嗜好性が高いことが明らかにな
り、一番サイズの小さいＳ型ワムシタイ株より、
Ｓ型ワムシ、さらにＬ型ワムシを初期餌料として
用いることによって初期生残と成長が向上するこ

写真４

とが分かってきました。このように、初期の最適
な飼育条件が明らかになるに従い、種苗生産数と
生残率も徐々に向上し、2006年には昨年と同様に
約 9 万尾（平均全長30㎜）の種苗生産に成功しま
した（図 1 ）。しかし、ハタ類などの養殖用種苗
に比較すると成長が遅いという課題が残っていま
す。
今後の課題と展望
上述したように、二年続けて約 9 万尾の種苗を
生産することに成功しました。まだ、研究開発の
途上で養殖試験までは取り組んでおりませんが、
本種は群れで行動し、雑食性で共食いも観察され
なかったことから、単独行動を行う魚種よりも追
跡調査が容易であると考えられます。また、配合
飼料に簡単に餌付くことから、亜熱帯域における
放流用あるいは養殖用の種苗としても大いに期待
がもてます。従いまして、ウィルス性疾病にも配
慮した健苗な種苗を生産できる技術を早急に構築
したいと考えています。
沖縄県は種苗の一部を輸入に頼っていますがマ
クブの養殖がうまくゆけば地元の数あるリゾート
ホテルなどでマクブの定番料理として利用者に味
わってもらうことも夢ではありません。トレーサ
ビィリティー（履歴）技術を活用し、マクブに何
等かのトレードマークを付与できれば、食品の安
全確保と同時に、沖縄県ブランドとして商品化す
ることも可能です。地場の水産業の振興には県や
地元の漁協、あるいは漁業者の方々等との連携が
不可欠であり、我々は今後とも、現場の人達の声
に耳を傾けながら水産業に貢献する研究開発を進
めてゆきたいと考えています。

世界で初めて種苗生産に成功したマクブの稚魚

図１

八重山栽培技術開発センターにおけるマクブの種苗生産尾数と生残率
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平成18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18年度は以下の団体、課題について活動の助成をしております。（業務部）

１

北海道

上磯郡漁業協同組合青年部「ヒラ

メ標識放流」

大きな稚貝の放流が良いとの結果となったが、陸
上での中間育成では施設の維持・管理に費用がか
かるので管理できる漁場を利用したアワビ中間育

ヒラメ資源の増大を目指し、平成 8 年以降ヒラ

成試験を行う。

メ人工種苗の大量放流を実施している。北海道津
軽海峡を含む日本海海域ではヒラメ未成魚の保護
を図るため、資源管理協定により全長35㎝未満の

４

福島県

福島県漁業協同組合青壮年部連絡

協議会「ヒラメ種苗放流効果調査」

ヒラメについて自主規制をしている。青年部では
現行の自主規制の徹底のため全長25〜35㎝サイズ

ヒラメの種苗放流を行い、放流効果モニタリン

のヒラメ未成魚に標識を装着・放流することによ

グや漁獲状況を把握することにより、より効果的

り、放流後の移動・分布・成長を把握し資源管理

な放流手法の確立を図り、放流魚の回収率向上に

を行う上で必要な基礎資料を蓄積する。

寄与する。

２

青森県

大畑町漁業協同組合「マコンブ母

藻の産地別生長比較試験」

茨城県

久慈地区漁業研究会連合「ヒラメ

の中間育成・放流を活用した漁業体験学習」

生長したマコンブをウニ、アワビの餌料として

地元の小学校から漁業体験学習の一環として児

活用を考えており、より多くの収穫を図るため産

童にヒラメの中間育成の飼育管理や放流に立ち合

地の異なる母藻の種を使用し生長比較試験を行

わせほしいという要望があり、これに応えること

う。

により漁業への理解促進を図る。

３

岩手県

小子内浜漁業協同組合「アワビ中

間育成試験」
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５

６

神奈川県

葉山アマモ協議会「葉山町アマ

モ場再生活動」

ウニ・アワビを最重要魚種と位置づけ、種苗放

かつて葉山の沿岸には海草アマモが茂る広大な

流をはじめ、移植、給餌、密漁監視等を採介藻漁

藻場があり、アマモ場では多くの魚たちが産卵し

業に従事する組合員全員で行っている。その中で

成長する場となっていたが、ここ 5 〜 6 年で急速

効率の良い放流方法の検討を行った結果サイズの

に衰退してきている。葉山にわずかに残されたア

マモ場から種を採取し、苗を生産して海に戻すこ

資源や環境の保護啓発に取り組むため、漁業体験

とにより環境にやさしいアマモ場の再生を目指

や水産資源・漁場環境保護のためのパンフレット

す。

の配布等を行う。

７

新潟県

大倉田アワビ研究会「アワビ類の

標識放流追跡調査」

12

京都府

伊根養殖組合「伊根産養殖魚のイ

メージアップの取組み」

組合員自らがクロアワビ種苗にステンレス製の

伊根湾養殖漁場の見学ツーや伊根産養殖魚出荷

タグを取り付けて放流することにより、以後の放

ラベルの作成等一般消費者に対して前向きな取り

流追跡調査及び市場調査を行う際の識別標識とし

組みを行い伊根地区の魚類養殖業の振興を図る。

て活用し、県水産海洋研究所と連携を取り効果的
な放流手法（放流時期、放流適地及び放流適種）

富山県

島根県

大社町水産研究協議会「キジハタ

中間育成・放流試験」

を開発する。
８

13

新湊漁業協同組合「ガザミ種苗の

中間育成及び放流事業」

漁獲量の減少、魚価の低下の影響を受けている
漁家経営の改善を図るため、一本釣りで漁獲され、
高級魚として取引されるキジハタの中間育成・放

ガザミの水産資源の安定と水揚げの増加のた

流を積極的に行い、キジハタ資源の増大及び漁村

め、堀岡養殖漁協の水槽を借用しガザミを中間育

地域の活性化を図る。また、数種類の異なった育

成後、放流を行い水揚げ量の増加を調査する。

成環境で中間育成を行いキジハタ稚魚の効率的な
中間育成手法を検討する。

９

石川県

輪島市漁業協同組合延縄組合「ト

ラフグ中間育成放流」

14

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」
舳倉島周辺海域では近年トラフグの漁獲が減少
する傾向を示しているので、漁業者による中間育

平成19年度から県でサワラの種苗生産が開始さ

成を実践し、放流効果調査までの育成技術を獲得

れる予定であるので、栽培漁業の効率化を推進す

し、トラフグ資源の維持・増大を図る。

るには、漁業者による中間育成を実施し、各地先
に応じた育成手法、放流手法について検討を進め

10

愛知県

形原漁業協同組合青年部「ガザミ

孵化幼生放流事業」

ておく必要があるので、餌の大きさや量・作業内
容・飼育期間・育成場所などの育成条件に配慮し
効率的な育成手法について検討を行うとともに十

市場に水揚げされる抱卵ガザミを買い取り、海
上に網生簀を設置し孵化幼生を自然放流すること

分な技術の蓄積を図り県東部海域におけるサワラ
種苗の中間育成技術の確立を目指す。

により、カザミ資源の維持増大と漁家の経営安定
15

を図る。

広島県

大崎上島水産振興協議会「漁業者

によるオニオコゼ中間育成技術の確立」
11

三重県

遊木ブルーツーリズム実行委員会

「都市・漁村交流による水産資源及び環境保
護啓発活動」

社団法人広島県栽培漁業協会で実施中のオニオ
コゼ種苗生産大量技術開発に並行して、漁業者が
中間育成の技術を修得することにより大量放流事

漁村ならではの漁業体験や海・磯での遊びを通

業へのスムーズな移行を図る。また、疾病防除対

じて、都市住民の漁業・漁村に対する理解の醸成、

策を主眼とした中間育成試験も併せて実施する。

19

16

山口県

柳井市内漁業協同組合連合協議会

「都市と漁村の交流の実践」

20

長崎県

五島ふくえ漁業協同組合「クエ種

苗の中間育成（放流海域馴致）及び放流」

柳井市内漁業協同組合連合協議会では平成13年

放流初期の減耗を減らすため、中間育成を放流

5 月の発足以来魚食普及活動を味覚形成時の保育

海域付近で 7 日間実施し、その効果を把握するた

園児に対し年 1 回開催してきた。

めに非馴致の種苗と併せて放流し、追跡調査を行

当協議会でも高齢化や後継者不足により漁業者

う。

は減少してきており、魚食普及だけでなく、漁業
そのものに対する市民の理解と応援を得るため、
対象を小中学生に拡大し、放流活動・漁業体験等

21

大分県

大分県漁業協同組合姫島支店「ク

ルマエビ種苗の標識放流効果調査」

を通じて漁業と海の環境の大切さの理解を図る。
クルマエビ種苗の尾肢切除標識放流により大量
17

徳島県

北灘漁業協同組合粟田支所青壮年

部「ヒジキ養殖にかかる採苗技術の開発」

に種苗放流を行い、放流後の効果については、7
月から12月までの 6 ヶ月間、週 2 回の頻度で標識
の有無、雌雄判別、体調測定を普及員や試験研究

当該地区の新たな漁業種として、漁業者が実践
できるヒジキの種苗生産技術を開発し、浮き流し

機関の指導を受けながら出荷の際に実施し放流後
の効果について把握する。

式養殖に準じた方法でヒジキ養殖技術の確立を目
22

指す。

熊本県

八代漁業協同組合「標識クルマエ

ビ放流効果調査」
18

愛媛県

蒋渕漁協真珠稚母貝養殖生産組合

（母貝組合）隔離養殖部会「真珠母貝の隔離
漁場における養殖」

クルマエビは漁船漁業の主幹となる魚種である
が、近年漁獲量が減少してきており、資源の回復
が早急に求められている。そのため、平成14年度

近くに真珠及び真珠貝養殖場も無く長く放置さ

以降追跡調査など行なっているが、平成18年度は

れていた通称「どぶつ漁場」と既存漁場との比較

約40㎜の大型種苗に尾肢切除標識を施し馴致飼育

の検査を行い、「どぶつ漁場」が隔離養殖可能な

後放流し、各地先での回収状況を把握する。

漁場で生存率の向上に有効であるか試験を行うと
ともに、新たな養殖方法の推進に繋げる。

平成19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

19

高知県

錦浦漁業協同組合・須崎町漁業協

同組合「ヒラメとオニオコゼの栽培漁業の普
及・啓発」

活動に対し助成活動を実施いたします。
平成19年 1 月19日（金）締め切りで、各都道府
県水産主務課に該当する活動団体の推薦方依頼を
行っておりますので、当該事業の有効活用をお願

広く一般の市民に栽培漁業の重要性を認識して
もらうことを目的に、中間育成等の技術の確立に
努めているヒラメやオニオコゼの中間育成時の給
餌作業などを地元小学校の「わくわくチャレンジ
inすさき」行事の一環として体験してもらい、そ
の様子をケーブルテレビ等を通じて広報活動を行
う。

20

いいたします。

第 26回

全国豊かな海づくり大会

テーマ「響きあう 人と海との シンフォニー」
佐賀県佐賀市･唐津市･東与賀町で開催
第26回全国豊かな海づくり大会は、さわやかな
秋晴れの下、平成18年10月29日（日）、豊かな海
づくり大会推進委員会と佐賀県の主催により、
「響きあう

人と海との

大会キャラクター
「ゲンくん・アリア
ちゃん」

シンフォニー」をテー

マに、森・川・海が一体となり、ふたつの海（玄
海・有明海）の環境を守り、豊かな水産業の育成
を目指して―「まもりつなぐふたつのうみ」―
を大会の基本理念として、天皇皇后両陛下のご臨

長）が挨拶を、古川知事が歓迎のことばを述べた。

席のもと、1,600人の県内外からの大会招待者と

その後天皇陛下のおことばがあった。

一般参加者などおよそ 7 万 6 千人が参加して佐賀

次に表彰行事は、漁業功績団体の栽培漁業部門、

市文化会館大ホールで式典行事が、唐津市・東与

資源管理型漁業部門、漁場保全部門、作文コンク

賀町で海上歓迎・放流行事と関連行事が盛大に行

ールの小学校低学年の部、小学校高学年の部、中

なわれた。

学・高校の部、及び佐賀県による絵画・習字の各

大会の開始に先立ち、佐賀市文化会館大ホール

入賞者の代表に、大会会長賞、農林水産大臣賞、

では、プロローグとして映像と音楽による、第 1

水産庁長官賞、佐賀県知事賞が各賞状授与者から

部「ようこそ、佐賀へ」第 2 部「ふたつの海に感

渡され、最優秀作文の発表を小学校低学年の部で

謝」と題した紹介が行われた。

大会会長賞を受賞した佐賀県白石町立有明南小学

10時17分古川康佐賀県知事の先導により天皇皇

校 3 年古賀奈々実さんが作文「わたしのすきなあ

后両陛下がご着席になり、大会旗が神野幼稚園の

りあけ海の魚とのり」を朗読、盛大な拍手を受け

鼓隊と佐賀県高等水産講習所研修生に護られ入場

た。

した。

天皇皇后両陛下から玄海・有明海の漁業後継者
か

開会のことばを山崎龍馬佐賀県有明海漁業協同

べ

の唐津市漁業協同組合所属の坂口修一さん・加部
しま

組合連合会代表理事会長が述べ、国歌斉唱の後、

島漁業協同組合所属の小島百合子さんと大浦漁業

河野洋平全国豊かな海づくり大会会長（衆議院議

協同組合所属の原田浩治さん・東与賀町漁業協同

会場風景

ノリの元種をお手まきされる両陛下
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大会旗は古川佐賀県知事から嘉田滋賀県知事に引継がれた

干潟で「むつかけ」を実演する漁業者

組合所属の西久保寿さんに、天皇陛下がオニオコ

唐津東港の唐津会場では、放流船を中心に15隻

ゼ、ガザミを、皇后陛下がバフンウニ、アゲマキ

の漁船パレードが行われ、漁船パレードの様子は

ガイをお手渡しになり、お手渡しを受けた稚魚、

東与賀会場の大型ビジョンに同時中継され、両会

稚貝を持って漁業者は放流に向かった。

場の参加者が一体化すよう心の通う演出が行われ

その次に、さが・ふたつの海のメッセージが
森・川・海に関わりの深い子供たちと漁業後継者

た。
お手渡し・ご放流の魚介類は、ガザミは太良町

大浦浜漁業協同組合所属坂口清二・喜久美夫妻、

の地先へ運ばれ放流、アゲマキガイは東与賀町の

東与賀町漁業協同組合所属山田朋広・美加子夫妻

放流会場に運ばれ干潟上を潟スキーで漁業者が運

により行われ、大会決議を植村正治豊かな海づく

び両陛下の目前の干潟に放流、「バフンウニ」は

り推進委員会会長（全漁連会長）が読み上げ、拍

唐津地先の岩礁域に放流、また、オニオコゼとク

手により決議は承認された。

ルマエビは唐津会場では招待者等により放流台か

大会旗は、古川康知事から次回開催県の嘉田由
紀子滋賀県知事に引き継がれ式典は終了した。
式典が始まる前、会場ロビーに特設されたお茶
席で全国から参加した招待者に佐賀県のお茶とお
菓子が振舞われた。

ら放流、アマモは唐津地先の砂泥域に移植され、
お手撒く巻きをいただいたノリの元種は、県内の
ノリ培養施設で育成管理後来年度のノリ養殖生産
に用いることになった。
29日から30日の 2 日間、佐賀県総合運動場で関

次に、両陛下と式典参加者は東与賀町の干潟よ

連行事が催され県内外からおよそ 7 万 6 千人の来

か公園に移動したのち14時20分から海上歓迎行事

場者でにぎわい、玄海と有明海の水産物や環境に

と放流行事が行われた。

ついて過去から未来まで楽しく学べるテーマ館、

海上歓迎・放流行事は玄海と有明海というふた
つの海を一体化するよう、唐津会場と東与賀会場
で同時進行の形式で行われた。
東与賀会場では、有明海沿岸の小城市芦刈町な

水産物をはじめ県内特産品を集めた物産コーナ
ー、体験・学習コーナーなどがにぎわった。
テーマ館では佐賀県や水産総合研究センター等
が、有明海や玄海に生息する魚貝類の水槽展示や

どに古くから伝わる伝承芸能である「沖の島まい
りの太鼓浮立」が披露されたのち、有明海におい
て、「潟スキー」を使って行われる伝統漁法のム
ツゴロウを特殊な針で引っかけて取る「むつか
け」、特殊な鉄カギで干潟の中に潜むワラスボを
引っかけて漁獲する「すぼかけ」が名人により実
演された。
引き続き、両陛下により「ノリ」の元種のお手
まき、と「ムツゴロウ」のご放流が行われ、来賓
と招待者代表は両陛下のご放流に併せてムツゴロ
ウを放流した。
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協会のPRコーナー

栽培漁業をアピール

パネル展示やビデオの上映、おさかなクイズ等、

会が稚魚の水槽展示やパネルによる栽培漁業を紹

玄海のイカの大水槽、明治後半から始まったノリ

介やアンケート、有明海漁連や玄海漁連によるタ

養殖の変遷や有明海希少種の紹介、古代のサメや

ッチプール、アジの開き方体験、アトラクション

海鳥などの化石展示、スタンプラリー等を行うな

は魚君によるシーフード料理ショー、3 メートル

ど、啓発宣伝活動に努め、また子供連れの親子を

のジャンボのり巻きへの挑戦等、協賛各団体、

対象とした「海藻おしば教室」が開かれ、熱心に

NPO、企業、市町村、漁協等が佐賀県の特産品

海藻のおしば作りに挑戦していた。

や活動を紹介する展示・即売会も行われた。

イベント広場では、全国豊かな海づくり推進協

天皇陛下のおことば
第26回全国豊かな海づくり大会が、玄界灘と

このような状況に対処するため、栽培漁業の

有明海という二つの海に面した、ここ佐賀県で

推進や、藻場の造成など、水産資源の回復を図

開催されることを、誠に喜ばしく思います。

る努力が進められ、同時に、植林活動や海岸の

この度の会場の一つである、唐津会場の近く

清掃など、森、川、海にかかわる人々が協力し

の海は、沖を対馬暖流が流れ、その影響により、

合って、海の環境を良好に保つための活動を行

昔から好漁場としてアジやサバ、ブリ、タイな

っていることを聞き、誠に心強く思っています。

どの海の幸に恵まれたところでした。

この度の大会が、豊かな海づくりを目指して、

一方、東与賀会場が面する有明海は、広大な
干潟が広がり、国内最大のノリ養殖漁場である

更に多くの人々が協力していくための契機とな
ることを衷心より願っております。

とともに、干潟の生活に適応した特異な生物が

今年も台風や大雨により各地で災害が発生

生息しているところとして知られています。ム

し、人命が失われたことは非常に残念なことで

ツゴロウやワラスボは、国内でこの付近の海域

した。佐賀県においても 3 人の命が失われ、建

にしか見いだされない魚であり、さらにアリア

物や稲作を始めとする農林水産業に大きな被害

ケヒメシラウオのように世界中でここにしか生

を生じました。遺族の悲しみ、災害を受けた

息していないものもあります。

人々の苦労はいかばかりかと、深く察しており

近年、この二つの海の環境が変化し、水産生

ます。皆が協力し合い、復興が順調に進み、よ

物に様々な影響が見え始めるようになりまし

り安全性の高い県土が築かれていくことを願っ

た。有明海では二枚貝の漁獲量が著しく減少し、

ております。

玄界灘では藻場の減少が見られます。

大 会 決 議
我が国は四方を海に囲まれ、世界でも有数な

賀県で、全国豊かな海づくり大会が開催される

漁場を有しており、3 万 4 千キロにも及ぶ海岸

にあたり、「響きあう

線には様々な漁業が営まれている。

ニー」を合い言葉に、海の環境・生態系を維

私たちはこの豊かな海から多くの恵みを受け
ており、これを将来の子孫に伝えてゆくために、
水生生物の産卵・育成の場となっている藻場や
干潟を保全する運動を盛り上げていかなければ

人と海との

シンフォ

持・回復し、夢のある輝く海を次の世代に引き
継いでいくことをここに決議する。
平成18年10月29日

なりません。
北は玄界灘の好漁場、南は日本一の干潟を誇
る有明海という特色ある 2 つの海域を有する佐

豊かな海づくり大会推進委員会会長

植 村 正 治
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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
的として、都道府県の水産試験場、栽培漁業セン

介していただき、今後の種苗生産技術の体系化を
討議します。

ターや市町村、その他公益法人、漁連・漁協等の
栽培漁業関係者を対象とした中央研修会を下記の

2．講義内容

通り開催します。

1 ）天然仔稚魚と人工仔稚魚の比較から見えるこ

なお、本研修会は独立行政法人水産総合研究セ
ンターから当協会が開催事務の委託を受けて実施
しているものです。

と（仮）
講師：青海忠久（福井県立大学教授）
天然の仔稚魚と人工仔稚魚（飼育された仔稚魚）
を比較すると、様々な観点から見て異なっている

1．研修会のテーマ

ことがわかる。海産魚類についてのこれらの知見

昨今、沿岸漁業や栽培漁業を取り巻く環境は大

の集積はかならずしも充分ではないが、サケ・マ

変厳しく、科学的根拠に基づいた放流効果や費用

ス類では、欧米を中心としてかなりの研究が積み

対効果の検証が求められています。そのためには、

重ねられている。この相違には、親魚を継代する

健全な種苗を安価に大量に生産することが前提条

ことによる「家魚化」が仔稚魚におよぼす影響に

件となります。既に、海産魚のうちマダイやヒラ

よって生じるものと飼育環境および条件によって

メ等では、1 機関で200万尾を越える量産が行わ

生じるものがある。親魚を継代することは、意識

れ、各地で盛んに放流されていますが、その飼育

的にせよ無意識的にせよ飼育環境下での成長を促

は、それぞれの機関の試行錯誤による名人芸とし

進する方向に働き、同時に他の形質も変化する。

ての側面が強く残っています。種苗生産マニュア

一方、飼育環境や条件によって生じる相違のひと

ルもそれぞれ作成されていますが、担当者の交代

つに成長速度があげられる。耳石日周輪の解析に

や飼育設備の変更の際に、中心となる考え方が引

よって、仔稚魚の成長を個体レベルで比較すると、

き継がれないことで問題が起きることもありま

天然仔稚魚は人工仔稚魚の飼育環境より低水温で

す。また、近年飼育現場のおかれた厳しい状況を

低餌密度であるにもかかわらず優れた成長をして

考えると、経費節減も重要です。こういった状況

いることが示唆されている。このような比較から、

の中で、海産魚の種苗生産技術は、名人芸として

現在の種苗生産技術が抱えている問題点を抽出

の飼育から、仔稚魚の生理、生態的知見を統合し

し、今後の方向を探っていこうと考える。

たものへの脱皮の検討が必要な時期に来ていると
考えます。
そこで、本研修会では、お手本となる天然魚と

−仔稚魚の生理・生態に合わせた種苗生産の考

の違いを確認した上で、量産魚種の種苗生産技術

え方−（仮）

開発をどのような考え方で進めるべきかを提案

講師：有瀧真人（水産総合研究センター宮古

し、量産現場の最前線における魚種毎の事例を紹
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2 ）魚にとって水槽の中は暮らしやすいか？

栽培漁業センター場長）

平成18年度栽培漁業技術中央研修会プログラム
テーマ【仔稚魚の生理・生態に応じた種苗量産技術−名人芸を技術へ−】

Ⅰ．日

時：平成19年 1 月22日（月）13:30〜17:00
1 月23日（火） 9:30〜11:40

Ⅱ．場

所：大手町サンケイプラザ

3 階会議室

東京都千代田区大手町 1 − 7 − 2
Ⅱ．挨

拶

Ⅳ．講

義

13:30
（13:40〜17:00）

第1日
１．概論（各60分）
1）天然種苗と人工種苗の比較から見えること（仮）

14:35〜15:10

講師：青海忠久（福井県立大学教授）
2）魚にとって水槽の中は暮らしやすいか？

10:40〜11:35

−仔稚魚の生理・生態に合わせた種苗生産の考え方−（仮）
講師：有瀧真人（水産総合研究センター宮古栽培漁業センター場長）
−休

憩−

２．各論（各30分）
3）マダイの種苗生産−マダイ量産飼育黎明期より四半世紀が過ぎて−（仮）

15:25〜15:55

講師：武富正和（神奈川県水産技術センター栽培技術部長）
4）アユの種苗生産−海と川で暮らすアユの管理はいかにすべきか−（仮）

15:55〜16:25

講師：藤井義弘（岡山県農林水産部水産課主幹）
第2日

（9:30〜11:40）

5）ヒラメ・トラフグの種苗生産−変態と囓み合いにどう対応するか−（仮）

10:00〜10:30

講師：畑中宏之（福井県水産試験場主任研究員）
6）マダイ・トラフグのほっとけ飼育−手をかけずに仔稚魚を飼おう−（仮）
講師：島

10:00〜10:30

康洋（水産総合研究センター能登島栽培漁業センター場長）

３．総合討論
座長：桑田
Ⅴ．閉

博（水産総合研究センター業務企画部研究開発コーディネーター）

会

11:40

現在、およそ40種の魚類が種苗生産の対象種と

生物も多様である。しかし、現在まで種苗生産の

して取り上げられている。元々これらの魚たちは

飼育環境は主に作業の効率性や管理の容易さなど

広い大洋の様々な場所で卵や親魚から生まれ、成

が重視され、魚の側から検討・整理されてきたと

長・発達しながら成熟し再び産卵・産仔を繰り返

は言い難い。今なお、多くの種類で初期減耗や形

し生活してきた。仔稚魚期だけに限っても種ごと、

態異常など様々な課題が山積しており、量産規模

発育段階ごとに形態やサイズは千差万別で沖合域

で飼育可能な魚種は限られているが、これらに画

からごく沿岸域までを多面的に利用し、餌となる

一的な飼育環境が大きな影響を与えている可能性
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も考慮しなくてはならない。本講義では、種苗生

成18年度）に達し、計画的に種苗を安定生産する

産の現場で種々の問題に対処してきた技術手法、

ことが生産現場での使命となっている。

創意工夫を｢仔稚魚の生理・生態｣という観点から

昭和53年度から量産体制に移行した岡山県の種

再検討し、現在我々が抱えている課題の解決に資

苗生産は、生残率の面から、低迷期、躍進期、不

すると共に、今後の飼育技術の考え方について論

安定期、安定期と推移してきた。各時期の生残の

じたい。

特徴に合わせて、継代親魚の導入、適正な水温・
塩分濃度の管理、高密度収容と適期の分槽・選別、

3 ）マダイの種苗生産−マダイ量産飼育黎明期よ
り四半世紀が過ぎて−（仮）
講師：武富正和（神奈川県水産技術センター
栽培技術部長）
神奈川県では、 79年以降継続してマダイ種苗
を大量生産し、全長70㎜程度の稚魚を毎年100万
尾前後、県下の海域に放流している。
大量生産を開始して以降、種苗生産が安定し、

生物餌料の適正な給餌密度の保持と殺菌処理、自
動給餌機による配合飼料の多回給餌、淡水馴致方
法の改良等の新技術を導入したことにより、飼育
初期の大量斃死の軽減、集約的飼育、省力化等が
図られ、サイズの揃った健全な稚魚を安定して生
産できるようになった。
本研修会では、アユに対して新技術がどのよう
に作用し生残率の向上に寄与したかを既往の知見

放流効果も認められてきたことから、民営化が推

と併せて検討し、両側回遊魚であるアユの生理・

進され、 86年には漁業者団体や沿海市町、県な

生態に合わせた飼育のポイントを紹介する。

どが協力して（財）神奈川県栽培漁業協会を設立
し、 87年度には新しいマダイ生産施設（仔魚飼
育水槽が屋内となり、底掃除機、ワムシ給餌器等
も付属）を整備して、マダイの生産を県栽培漁業
センターから引き継いだ。

5 ）ヒラメ・トラフグの種苗生産−変態と囓み合
いにどう対応するか−（仮）
講師：畑中宏之
（福井県水産試験場主任研究員）

100万尾規模の放流を開始してから今年で28年

ヒラメの人工種苗には、無眼側の体幹部に体色

目を迎え、この間に種苗生産技術は向上し、種苗

異常（黒化）が現れることがあるため、その防除

の生産コスト削減等が図られてきたが、魚価安に

対策は種苗生産の大きな課題となっている。体色

加え、金利の低下、補助金や協力金の減少などに

異常の発現には、飼育環境や餌料の種類など飼育

より人員が削減され、種苗生産施設の更新が困難

条件が関係していると考えられ、種苗生産で問題

になるなど、栽培漁業をめぐる情勢は厳しさを増

となる両面有色型の黒化を決定する重要な時期は

している。

変態期であると考えられる。

ここでは、神奈川県のマダイ栽培漁業の歴史を

また、トラフグ種苗は、人工飼育条件下で噛み

振り返り、問題点や技術的課題などを整理し、今

合いという特有の行動が観察される場合があり、

後の栽培漁業運営について考える。

噛み合いは尾鰭の欠損や細菌性疾病の原因となる
ため、防止対策は種苗生産の大きな課題である。

4 ）アユの種苗生産−海と川で暮らすアユの管理
はいかにすべきか−（仮）
講師：藤井義弘
（岡山県農林水産部水産課主幹）
アユは内水面の最重要種であるが、その漁獲は
種苗放流に大きく依存している。近年の河川環境
の変化に併せて人工種苗の重要性は年々高まり、
岡山県での人工種苗の割合は放流種苗の56％（平
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この噛み合い行動はストレスにより発生するもの
と考えられ、飼育環境を改善することにより防止
することが可能となる。
本研修会では、これら魚種の種苗生産技術に対
する考え方、その取り組み事例を説明するととも
に、得られた効果について紹介する。

6 ）マダイ・トラフグのほっとけ飼育−手をかけ

合飼料を給餌して飼育した時の成長、生残率、生

ずに仔稚魚を飼おう−（仮）
講師：島

産コスト等を通常の飼育方法と比較した。この結

康洋（水産総合研究センター能登

果、マダイでは全長15㎜、358千尾（生残率

島栽培漁業センター場長）

58.2％）、トラフグでは全長19㎜、89千尾（生残

種苗生産水槽内でワムシを増殖させることで、

率40.5％）を取揚げることができ、「ほっとけ飼

ワムシの培養、栄養強化、給餌等の作業を省力化

育」がマダイとトラフグの飼育にも有効であるこ

することを目的に開発されたヒラメの「ほっとけ

とが判った。今後、ワムシの飼育密度や植物プラ

飼育」を、50KL水槽でマダイとトラフグに応用

ンクトンの添加量等を検討し、ワムシの安定培養

した。マダイでは日齢20まで、トラフグでは日齢

や飼育環境の悪化を抑制することで、さらに飼育

15までワムシおよびワムシの栄養強化となる植物

管理が容易で省力、省コストに有効な種苗生産手

プランクトンを添加し、その後にアルテミアと配

法となるものと考えられた。

協会の主なスケジュール
平成18年度栽培漁業太平洋北ブロック会議

平成18年11月28日（火）午前10時〜午後 5 時
水戸市

平成18年度栽培漁業技術中央研修会

ホテルレイク水戸

平成19年 1 月22日（月）午後 1 時〜 5 時
1 月23日（火）午前 9 時30分〜11時30分
東京都千代田区

サンケイプラザ301・303会議室

平成18年度第 2 回水研センター委託事業検討委員会
平成19年 2 月20日（火）午後 1 時30分〜 5 時
東京都千代田区
平成18年度第 2 回企画推進委員会

平成19年 2 月21日（水）午前 9 時30分〜12時
東京都千代田区

平成18年度第 2 回理事会

コープビル第 2 会議室

平成19年 5 月24日（木）午前11時〜12時
東京都千代田区

平成19年度通常総会

コープビル第 2 会議室

平成19年 3 月20日（火）午前11時〜12時
東京都千代田区

平成19年度第 1 回理事会

コープビル第 2 会議室

コープビル第 2 会議室

平成19年 5 月24日（木）午後 1 時〜 3 時
東京都千代田区

コープビル第 3 会議室
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都道府県版海づくり大会支援事業報告

平成18年度青森県豊かな海づくり大会は、残暑

事が来賓祝辞を述べ、祝電披露のあと、青森県水

厳しい中、平成18年 9 月 9 日（土）13時より青森

産大賞の表彰が行われ、三村知事から 3 氏に表彰

市「青い海公園」において、「守って行こう

状と副賞が贈呈された。

海

という名の財産を」テーマに、青森県のかけがえ

次に、青森県漁業士会を代表して「未来の漁業

のない豊かで美しい自然を後世に継承するため、

後継者候補のために」、次に、青森県漁協女性組

山・川・海をつなぐ水環境システムの再生・保全

織協議会を代表して「魅力ある漁業に女性の力を」

の大切さについて県民への理解を深めながら水産

と題してた浜の声発表が行われた後、大会決議が

業の振興と活性化を図ることを目的に、三村申吾

採択され式典は終了した。

青森県知事をはじめ漁業者、漁協組合長、関係市

引き続き、放流行事では水産資源の維持培養を

町村長、関係県会議員等、多数の参加を得て開催

願い、幼稚園児他大会関係者によりヒラメ、マコ

され、式典行事に引き続き、青森大谷幼稚園等に

ガレイの稚魚が放流された。

よる稚魚放流が行われた。
式典行事では、主催者を代表して、青森県豊か

当協会は、大会への支援として協会作成した支

な海づくり大会実行委員会の植村正治会長（青森

援グッズ（団扇、ティッシュ、ウエットティッシ

県漁連会長）が開催の挨拶を行い、三村青森県知

ュ）を参加者等に配布し、普及啓発に努めた。

大
会
決
議

本県は全国でも屈指の水産県であり、これまで県が取り組んできた「攻めの農林水産業」を着実に実践すると
共に、栽培漁業及び資源管理型漁業の推進を一層図る必要がある。
しかし、漁業は大変厳しい状況下にある。特に、原油価格が世界的に高騰を続けており、歯止めがかからない
状況にある。これらの影響により我々漁業者も大きな打撃を受けている。
さて、今般、県においては漁業の位置付けを高めるために水産局が設置されたところであるが、我々漁業者の
思いは魚のいる海であること、漁業者間で共存できる体制、そして素晴らしい青森県の漁業を再生させるため、
官民が一体となり取り組んで行く必要がある。更に、地域産業を守るため、今や資源の減少が取りざたされる中
で、資源回復計画が大変重要な課題となっている。
また、漁業環境の保全等による安全で安心な水産物の提供が求められている。
よって、私達は青森県の豊かな自然と水産業を後世に継承して行くため、下記のとおりここに決議する。
記
１．山・川・海をつなぐ水循環システムの再生を図り、消費者の求める安全・安心で良質な水産物の安定的な生
産・供給を推進する。
２．水産資源の回復を図り、IQを守り水産物を持続的に利用するためのルールづくりを推進する。
３．燃油価格の高騰が続く中で、より効率的な漁業経営を図ると共に、資源管理型漁業の更なる推進を図る。
平成18年 9 月 9 日
平成18年度青森県豊かな海づくり大会
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第27回全国豊かな海づくり大会滋賀県実行委員

大会テーマは「この湖（うみ）

守る約束

未

会は、豊かな海づくり大会推進委員会との協議に

来のため」、大会イメージキャラクターは「うぉ

より、19年度に開催される「第27回全国豊かな海

ーたん」です。

づくり大会〜びわ湖大会」の開催日を、平成19年

第27回大会は、内水面で初めてとなる大会とし

11月11日（日）とすることを決定し、発表した。

て、日本最大を誇るびわ湖を舞台に、魚や貝など

式典行事は大津市のびわ湖ホール、放流行事及

の水産資源の維持培養とそれらの生物が住む海や

び湖上歓迎行事はびわ湖ホール前湖岸・湖上、ふ

湖、河川の環境保全に対する意識の高揚をはかる

れあい交流行事は大津港および琵琶湖博物館で行

ととともに、水産業に対する認識を深めることを

う予定です。

目的としている。

びわ湖ホールパース

びわ湖大会キャクラター「うぉーたん」

豊かな海づくり大会推進委員会（会長：植村正

開催に当たっては、日本の大河信濃川が日本海

治）は、平成18年 7 月20日に第28回全国豊かな海

と出会うまち新潟市を開催場所とし、日本海でと

づくり大会（大会会長：衆議院議長）を新潟県で

れる豊かな海の幸に関する様々な情報の発信な

平成20年に開催すると発表した。

ど、新潟らしさを表現する。

新潟県では、9 月 8 日に第28回全国豊かな海づ

記

くり大会実行委員会（会長：泉田裕彦知事、会長

１．開催期日

代理：篠田昭新潟市長）は設立総会を開催し、大

２．開催場所 新潟市（予定）（会場・日程はお

会基本理念（テーマ）は「守り人あつまれ
の海をつくろう」とした。

わ

平成20年夏（予定）
おむね 1 年前までに決定）

３．推進体制 県と新潟市が開催準備を推進
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◇

人

事

◇

内閣総理大臣に安倍晋三氏（山口４区衆議院議員・当選５回）
平成18年 9 月26日に招集された臨時国会で、自民党総裁の安倍晋三氏が首班指名され、第90代首相に
就任した。

農林水産大臣に松岡利勝氏が就任
平成18年 9 月26日に安倍晋三首相による新たな内閣が発足し、農林水産大臣に松岡利勝氏（熊本 3 区
衆議院議員・当選 6 回）が就任した。
安倍内閣は9月27日に臨時閣議を開き、閣僚に引き続き、副大臣、大臣政務官の人事を発表した。

農林水産副大臣

山本

拓氏（衆議院福井２区・当選４回）

国井正幸氏（参議院栃木選挙区・当選２回）
農林水産大臣政務官

福井

照氏（衆議院高知１区・当選３回）

永岡桂子氏（衆議院比例北関東・当選１回）
国会では常任委員会である衆・参農林水産委員長が新たに選出された。

衆議院農林水産委員会

委員長

西川公也氏（比例北関東・当選４回）

参議院農林水産委員会

委員長

加治屋義人氏（鹿児島選挙区・当選１回）

独立行政法人水産総合研究センター（８月１日付）
◇任

理事

井貫晴介（栽培漁業・さけます担当）

水
（９月30日付）
◇農林水産技官〈増殖推進部栽培養殖課栽培漁
業企画班企画係長〉（独立行政法人水産総合研究
センター・小浜栽培漁業センター）森田哲男
◇退職〈独立行政法人水産総合研究センター・
五島栽培漁業センターへ〉（増殖推進部栽培養殖
課）吉田一範
（８月１日付）
◇農林水産事務次官（水産庁長官）小林芳雄◇
水産庁長官（大臣官房長）白須敏朗◇資源管理部
長（資源管理部遠洋課長）山下 潤◇資源管理部
審議官／大臣官房国際部併任（資源管理部長）五
十嵐太乙◇増殖推進部長（増殖推進部研究指導課
長）重 義行◇資源管理部遠洋課長（資源管理部
国際課海外漁業協力室長）成子隆英◇増殖推進部
研究指導課長（増殖推進部栽培養殖課長）長尾一
彦◇増殖推進部栽培養殖課長（農村振興局企画部
農村政策課長）田辺義貴◇漁港漁場整備部防災漁
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◇退任

産

理事

今村茂生

庁
村課長（増殖推進部漁場資源課生態系保全室長）
丹羽 行◇増殖推進部栽培養殖課課長補佐〈養殖
指導班担当〉（増殖推進部研究指導課漁船国際専
門官）羽鳥達也
◇退職 小關良二◇退任 農林水産技官増殖推
進部付〈独立行政法人水産総合研究センターさけ
ますセンター所長〉中山博文
（７月31日付）
◇退職〈独立行政法人水産総合研究センター理
事へ〉（増殖推進部長）井貫晴介◇退職〈独立行
政法人水産総合研究センターさけますセンター所
長へ〉（増殖推進部栽培養殖課課長補佐〈養殖指
導班担当〉）福田安男◇退職〈独立行政法人水産
総合研究センター業務企画部研究開発コーディネ
ーターへ〉（資源管理部管理課外国漁船取締企画
官）濱地信秀◇退職〈国立大学法人東京海洋大学
先端科学技術研究センター教授へ〉（資源管理部
審議官）末永芳美

