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栽培漁業のブレイクスルー
水産庁栽培養殖課
課長
昨今、世界的な水産物需要の伸びを背景にした
買い負け現象、マグロの資源管理のための国際漁
獲規制の強化が世の中の高い関心を集め、将来、
魚が食べられなくなるのではないかという論調を
たびたび見かける。
このように世界的な水産物の需給基調が過剰か
ら逼迫へと転換している中で、魚離れなどといわ
れながらも、水産物に対する志向が強い我が国の
食生活を支える上で、周辺水域の生産基盤強化が
重要であろう。ところが、我が国周辺水域の水産
資源の多くが低位にあり、資源増殖の一翼をにな
う栽培漁業の対応強化が求められる環境のはずな
のに必ずしもそういう声がわき上がるわけでもな
い。
日栽協の水研センターへの統合と全国豊かな海
づくり推進協会の設立、税源移譲など地方分権の
進展というように栽培漁業の推進基盤が変わった
こと、魚価の低迷など漁業不振、国及び地方の財
政面の制約により、右肩上がりの成長から抑制基
調になる中、栽培漁業について悲観的な見方に接
することも多い。
これまでの諸条件が変わったという認識にたて
ば、今の仕組みを変えていくことが必要だろうし、
栽培漁業に蓄積された資源を活かして活路を開い
ていくことは可能だろう。民間の企業であれば、
事業環境が変われば、それに応じてビジネスモデ
ルを変えるのが当たり前だし、事業転換して成功
している事例も多い。例えば、富士フィルム、デ
ジタルカメラが普及する中で、フィルム事業の縮
小という事態に陥ったが、現在では、デジタルカ
メラでもトップクラスであるし、新しい事業を大
きく伸ばし、21世紀になって始めた事業の割合が
3 分の 2 、フィルム事業の割合は 6 ％だという。
また、最近、フラガールという邦画が話題になっ
ている。これは、福島県の常磐炭坑が閉山される
という状況の中で、炭坑関係者がリゾート事業、
ハワイアンセンターを立ち上げたという実話がモ
デルになっている。単純に民間企業と栽培漁業が
同一視できないことは当然だが、栽培漁業も大変
身のためのブレイクスルーができると信じている。
50年になる歴史の中での技術革新の積み重ね

田辺 義貴

や、豊富な人材や設備がある栽培漁業は、資源の
宝庫といっても過言ではないであろう。魚のふ
化・飼育という技術は、現在の種苗放流以外にも
広がりうるものもあるだろう。そうなると栽培漁
業という範疇を超えてしまうのかもしれないが。
現状を嘆いていても何も生まれないことは確か
で、ブレイクスルーをするというポジティブ思考
が必要なのではないか。そのためには、栽培漁業
の目標を明確化し、それに併せて栽培漁業に関わ
る資源を活用して何をするかを再定義必要がある
と考えている。現状、目標が必ずしも明確ではな
いし、今ある体制やこれまでの延長の中で目標や
行うべきことが決められている面がないだろう
か。自然海域で天然魚と混じり合う中での効果測
定が困難であることは確かだが、資源の増殖とい
う抽象理念では推進力に不足しており、地域ごと
にこれを具体的にイメージできる目標にする必要
があるだろう。国の段階でも政策理念の明確化と
いう課題を受け止めなければならない。また、資
源の増大、豊かな海、海の生態系の回復などより
大きな観点からの栽培漁業の役割を再定義し、関
係者を鼓舞し、国民・住民に支持される目標を掲
げる必要がある。
また、栽培漁業を推進する体制について、国・
独法で基礎的な技術開発、都道府県で応用技術研
究と種苗の量産、漁協等が放流の実施を担うとい
う役割分担の下で実施されている。放流魚が都道
府県の区域を超えて移動すること一つをとって
も、各種苗生産機関の活動範囲を県・漁協単位に
細分化していることがどうなのか、むしろ魚種ご
との回遊する範囲を単位にして種苗生産、放流の
適地を集約することが合理的だろう。本年度から
実施している栽培漁業資源回復等対策事業では、
そういった新しい体制作りの第一歩と位置づける
べきものと考えている。
栽培漁業のこれまでの成果は高く評価しつつ
も、大きな転機にある栽培漁業のこれからのあり
方について、私自身も含め関係者一人一人が栽培
漁業のあり方について考え、行動していかなけれ
ばならないのではないかという思いを汲んでいた
だければ幸いである。
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大切な資源管理
キンメダイ資源の持続的利用にむけて
千葉県漁業協同組合連合会
専務理事

地球温暖化に由来するものなのか、この冬の暖
かさは異常なものがあった。既に氷山が溶け出し、
水温もあがり海面の上昇が認められるとのことで
海も年々その環境を変えて来ている。近年暖流域
がかなり北上し勢力を強めている反面、寒流域が
弱く、秋の南下の形状も変わりまた弱く遅くなっ
ている。
暖寒流がぶつかり合って屈指の好漁場を形成し
ていた千葉県から茨城県の沖にはさば、まいわし
の群遊が薄れ、その他の在来魚の影も薄く、また
変化した海況に新たに来遊してくる魚の影もみら
れない。乱獲なのか地球規模の自然界の変化によ
るものなのか定かではないが、漁業にとって魚が
居ないことは喧嘩にもならない致命的なことであ
る。
辛うじてこの冬は時季はずれのようなさば、い
わしが漁獲され、他の魚も若干顔をみせたが、こ
れが継続するのか、資源復活の兆しなのか、そう
あることが切望されるものの、なお漁海況悪化の
憂慮は消えない。
このような情勢にあるなかで、キンメダイだけ
は昭和59年以来毎年1,000から2,000トン台の水揚
げを続けている。これにはキンメ漁場 3 地区（銚
子沖、勝浦沖、布良瀬）で操業する漁業者が古く
から話合いによる独自の資源管理措置を講じ、そ
れを守り通してきた歴史的な背景があるからだと
思う。地区毎では夫々の漁場特性によって若干異
なるが基本事項は概ね共通している。
勝浦沖漁場では立縄漁法を行っていて、そこで
操業している漁業者は昭和の初期から秩序ある安
全操業をするため、口頭の申合せによって行って
きたが、戦後急速に漁業操業が増えはじめ、漁業
トラブルと乱獲の可能性が強まってきたことから
昭和41年に千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合を設
立し、漁業秩序の強化と漁業者の連帯意識の向上
を図った。昭和44年には申合せ事項を明確に、そ
して強化するため文書化し、昭和52年にはキンメ
部会を発足させたのを機に翌昭和53年、操業の区
域、期間、時間、漁具等の規制、一歳魚の再放流
そして違反した場合の罰則等々を詳細に定めた
「操業規約」として制定した。この規約には「す
べての問題は話し合いによって解決する」という
昭和初期からの伝統的な哲学が活かされている。
以降のキンメダイ操業はこの規約に基づいて行な
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浅見 英雄

われた。
平成になって、国の資源管理型漁業推進総合対
策事業がはじまり、千葉県から資源管理指針が示
されて、3 地域の漁業者代表と関係者を委員とす
る千葉県キンメダイ資源管理実践推進漁業者協議
会が発足した。県漁連はこれにより 3 地区の操業
規約等を包括整理した資源管理計画を協議会に諮
って策定し、千葉県のキンメダイ漁はこの計画に
基づき操業することとなった。これにより資源管
理の重要性が公的にも一層明確になったわけであ
る。まだ、3 地区には夫々の管理処法が残されて
はいるが、管理操業の柱である歴史的な話合いに
よって順次統一していくことが合意されている。
さらにキンメダイは伊豆諸島まで移動しているこ
とから、東京都、神奈川県、静岡県との広域的な
資源管理が重要であり、その協議実行が進められ
ている。
資源管理は規制を設け、協議しただけではその
効果は現れない。キンメダイを大切な資源として
愛してきた漁業者のように、一人一人が高い管理
意識をもって協同の力で約束事を守り実行するこ
とが、資源と共存し、安定した漁業を永遠に続け
ることが可能となると思う。
また、この貴重なキンメダイの価値を高めるた
め銚子沖漁場で操業する漁業者は、他産地との差
別化を企て、品質向上を目的として、釣り方、船
上処理の改善等魚体の取扱いを優しく丁寧に、そ
して迅速にして鮮度を高めてきている。更に市場
と協議し、水揚げ方法、入札方法を改善して市場
滞留時間の短縮、丁寧な取扱い等鮮度保持に有効
な対策を講じ、また漁獲時から衛生管理に配慮し、
優れたキンメダイを流通側に渡すことができるよ
うになった。今般、これらの取り組みをマニュア
ル化し、これを徹底したことが認められ「銚子つ
りキンメ」が千葉ブランド水産物認定品として昨
年11月に県から認定された。
今後は流通業者とも協議して折角の認定品が消
費者に届くような取扱い方法を検討していくこと
を目指し、またキンメ祭をはじめ諸催事等で安心、
安全な魚として、そのPRに努めている。
漁業者が心をこめた貴重なキンメダイだからこ
そ、名前のとおりその目が金の輝きを保ったまま
消費者にまで流通してくことが切望される。
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富山県における栽培漁業の取り組み
富山県農林水産部水産漁港課
主

任

村 木 誠 一

１．はじめに
富山県は、本州日本海側の中央部に位置し、
東・西・南の三方を山に囲まれ、北に広がる富山
湾に向かって開いた、東西約90㎞、南北約76㎞の
コンパクトにまとまった形状をしている。
富山湾は、海岸線延長は約100㎞の単調な弓状
をなしている外洋性の内湾で、大陸棚が狭い、海
底谷が多い、海底勾配が大きい等の特徴が挙げら
れ、駿河湾、相模湾と並び日本を代表する急深な

図１

富山県の漁業生産量及び生産額
「富山県漁業の動き」より

湾である。また、黒部川、常願寺川、神通川、庄
川、小矢部川の 5 大水系をはじめとして約400も
の河川が流れ込んでいる。

冬季波浪や水温の変化等富山湾の海域特性か
ら、養殖はあまり盛んではないが、一部ではヒラ
メやアワビの陸上養殖等が行われている。

２．富山県水産業の概要

本県の総生産量（属人）は、概ね 4 万トン台
（平成16年は42,075トン）で、沿岸の定置網漁業
と沖合のいか釣り漁業で全体の 5 割近くを占め

富山湾では、古くから定置網漁業が盛んで、定
置漁業権に基づく定置網数は80ヶ統（小型定置網
を含めると約150）となっている。定置網では、

る。総生産額（属人）は、148億円（平成16年）
となっている。
水産加工業の総生産量は18,261トン（H16）で、

春にはホタルイカ、夏にはマグロ、秋にはフクラ

かまぼこ等の練製品が主体である。昆布巻きかま

ギ、冬にはブリ、スルメイカなど、四季折々の魚

ぼこや細工かまぼこ、氷見のみりん干し製品、新

種が漁獲されている。この他、いか釣り、ベニズ

湊のイカ製品、魚津や滑川のホタルイカ製品が、

ワイやばい類を対象としたかご縄、シロエビやホ

本県の特産品として全国的に知名度が高い。

ッコクアカエビを対象とした小型底びき網漁業が
操業されている。
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で推移しており、平成16年は約 1 億 7 千万円とな
っている。

３．栽培漁業の取り組み

ヒラメの種苗生産は、昭和53年度に県センター
で開始された後、昭和62年度からは公社センター
でも生産が始まり、現在は、県センター及び公社

本県における栽培漁業の拠点として、富山県栽
培漁業センター（以下、県センター）が県西部の

センターの 2 ヵ所で、全長80㎜の種苗を約20万尾
生産し、県内地先海域に放流している。

氷見市に、（社）富山県農林水産公社栽培漁業セ
ンター（以下、公社センター）が県東部の滑川市
の県水産試験場に隣接している。
県センターについては、施設の運営管理等の業
務を社団法人富山県農林水産公社（以下、公社）
に全面委託し、2 ヵ所の栽培漁業センターが連携
し、一元的に種苗生産・放流事業を実施している。
本県では、これまで 6 魚種（ヒラメ、クロダイ、
マダイ、クルマエビ、アワビ、サザエ）を対象種
として取り組んできたが、効果やニーズが比較的

写真１

ヒラメ放流用種苗（公社提供）

写真２

ヒラメ種苗の放流（公社提供）

高い魚種に集中し、より効率的に事業を実施する
ために、平成17年度に対象魚種を見直しを行った。
その結果、マダイ、サザエは生産休止とし、現在
は 4 魚種（ヒラメ、クロダイ、クルマエビ、アワ
ビ）の生産・放流に取り組んでいる。

ヒラメ
1
ヒラメは本県沿岸漁業の重要魚種であり、主に
刺し網、定置網で漁獲されている。ヒラメの漁獲
量は近年100トン前後で推移しており、平成16年

放流後の効果については、県水産試験場と公社

は103トン、生産額は近年 1 億 5 千万円〜 2 億円

が連携し、市場調査等により把握に努めている。
これまでの調査では、市場における放流魚の混獲
率は 2 〜 7 ％程度と推定されている。

図２

富山県におけるヒラメ漁獲量と生産額
「富山県漁業の動き」より
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写真３

漁獲された体色異常魚（水産試験場提供）
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さらに、より広域的に連携して調査を実施する
必要性があることから、平成18年度から（社）全
国豊かな海づくり推進協会（以下、海づくり協会）
の支援を得て、日本海北部海域（青森〜富山）で
の広域連携調査を実施している。本調査では、全
長100㎜のヒラメ種苗 1 万尾の標識放流により、
海域内の移動状況、放流効果を把握することとし
ている。
ヒラメは本県栽培漁業の中心となる魚種であ

写真５

クロダイ放流用種苗（公社提供）

り、放流効果を発現させるための改善方法（放流
数量やサイズの増大等）を検討するとともに、放

クルマエビ
3

流効果についてより詳細な検証を行っていく必要
がある。

本県では、クルマエビは主に刺し網で漁獲され
ているが、漁獲量は近年 5 トン以下で推移してい
る。
放流用種苗については県センターで生産してお
り、全長30㎜で約100万尾の放流を行っているほ
か、漁業関係者が実施する中間育成用の種苗を全
長15㎜で約10万尾配付している。
また、公社では平成17年度から、砂浜で囲い網
写真４

標識を装着したヒラメ種苗（公社提供）

を用いた馴致を行ってから、一ヵ所大量集中放流
の試験を実施し、放流効果の再検証を行っている。

また、漁業者による自主的な資源管理の取り組
みとして、平成15年 3 月に富山県漁連が策定した
資源管理計画に基づき、全長制限を25㎝未満とし
て、ヒラメ刺し網漁業における網目拡大、小型ヒ
ラメの再放流、小型ヒラメ多獲時期における操業
の自粛に取り組んでいる。

クロダイ
2
本県においては主に定置網で漁獲されており、
漁獲量は近年50トン前後で推移している。

写真６

クルマエビの一ヵ所集中・馴致放流試験
（公社提供）

放流用種苗は県センターで生産しており、全長

エゾアワビ
4

50㎜で約10万尾の放流を行っているほか、18年度
からは漁業者が実施する中間育成用種苗の配付も
行っている。また、漁業関係者による放流以外に
遊漁団体による放流も行われている。

アワビ類の漁獲量は近年 4 トン前後で推移して
おり、放流開始当時から比べると若干の増加傾向
が見られる。
本県ではエゾアワビ種苗を放流しており、県セ

5

ンター及び公社センターの 2 ヵ所で約10万個を生

県水産試験場では、平成 7 年度から、独立行政

産し、県内地先に放流している。しかし、現在、

法人水産総合研究センター能登島栽培漁業センタ

県センターの貝類生産施設は老朽化が著しく、使

ー（旧

用には危険が伴うため、使用を中止しせざるを得

と共同で、海洋深層水を利用した親魚養成技術開

ない状況であり、今後、新施設が整備されるまで

発を開始した。その後、平成11年度には富山県栽

は、県外の他機関から種苗を購入し、公社センタ

培漁業基本計画の栽培漁業対象種にマダラを追加

ーで中間育成した後に放流することとしている。

し、種苗生産技術、中間育成技術、放流技術の開

アワビについては、生息場である藻場が近年衰

社団法人日本栽培漁業協会能登島事業場）

発に順次取り組んでいる。

退していること、放流用種苗としてのエゾアワビ
の適性、生産施設の整備等について充分に検討し
ていく必要がある。

図４

マダラの漁獲量
「富山県漁業の動き」より

図３

アワビの漁獲量と放流尾数
「富山県漁業の動き」より

写真８

写真７

マダラの中間育成（水産試験場提供）

アワビ放流用種苗（公社提供）

マダラ
5
マダラは、底刺し網、底曳き網、延縄、定置網
等で漁獲されており、漁獲量は昭和62年には127
トンあったが、平成 9 年には 3 トンまで減少し、
近年は20トン台で推移している。

6

写真９

標識を装着したマダラ種苗

（水産試験場提供）
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４．社団法人富山県農林水産
公社の紹介

５．今後の課題

本県において、栽培漁業を推進する上で重要な

沿岸漁業を振興する上で、栽培漁業の推進は重

役割を担っているのが、社団法人富山県農林水産

要な施策であるが、最近は事業の効率化や効果の

公社（以下、公社）である。

検証が強く求められてきている。魚種によっては、

本公社は、昭和59年に富山県、沿海 9 市町及び

漁業者からは「放流魚を市場でよく見かける」と

漁業団体により「財団法人富山県沿岸漁業振興公

の声も聞こえてきているが、多大な費用を投入し

社」として設立され、その後、平成10年に沿岸漁

ている事業だけに効果の実証が必要となる。

業の振興を一元的に進めるため、「財団法人とや

本県においては、県水産試験場及び公社が放流

ま漁業サービスセンター」と統合し、「財団法人

効果の実証に取り組んでいるが、海域を広範囲に

富山県水産公社」と改称した。更に、平成15年に

移動する魚種については、県単独の取り組みでは

は、農業、森林各公社と統合し、現在の「社団法

困難な面も出てきている。現在もすでに県境を越

人富山県農林水産公社」となり、その「水産部」

えた広域的な放流効果調査が取り組まれている

として富山県における栽培漁業の推進、その他沿

が、今後さらに連携した取り組みの強化が必要と

岸漁業の振興に関する事業を実施している。

考えられる。

前述のとおり、平成10年からは県センターの種

栽培漁業を推進していく上で、放流効果をどの

苗生産を始めとした運営管理等を全面受託すると

ように実証するか、栽培漁業の意義をどのように

ともに、公社センターにおいても種苗生産を行い、

説明するか、が大きな課題であるが、現在、一般

県内の種苗生産を一元的に実施し、また、水産試

的に用いられている放流魚の混獲率や回収率等の

験場と連携して放流効果等の調査も実施してい

数的検証のみではなかなか説明が出来ないのが現

る。

状でもある。今後は、放流魚の再生産への寄与や

公社センターは、紫外線殺菌装置の整備により

資源の底支え等、栽培漁業が水産資源の維持・増

防疫体制も整っているほか、深層水の利用も可能

大に果たす役割を説明できる考え方の整理が必要

であるため、冷水性魚種への対応も可能となって

であり、栽培漁業の中心的な役割を担っている海

いる。現在は、ヒラメやアワビの種苗生産におけ

づくり協会にも是非ご検討、ご助言をお願いした

る、夏季高水温時の対策、アワビ餌料として用い

いと考えている。

るマコンブの培養に深層水を利用している。

また、種苗生産施設については整備後30年近く
が経過し老朽化が著しく、今後も栽培漁業を推進
していくには施設整備が必須であるため、施設整
備に関する国の補助制度についても充実をお願い
したい。
税源移譲により地方の創意工夫が活かされるよ
うになった反面、本来、国と地方が一緒になって
推進してきた栽培漁業の進むべき方向が見えにく
くなったとも言われるが、県内の関係者はもとよ
り、近隣県または全国的に広域的な連携をより強
化し、水産庁、海づくり協会とも連携し、栽培漁

写真１０

培養したマコンブの収穫（公社提供）

業を盛り上げていかなければならない。

7
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徳島県における栽培漁業の取り組み
徳島県農林水産部水産課
は2,737トンとなっています。

１．徳島県の漁業の概要
２．徳島県における栽培漁業
の概要

本県の海岸線は、北は鳴門市から南は海部郡海
陽町に至る延長約390キロメートルに及びます。
沿岸海域は、自然条件などの特徴から内海性の播

徳島県の水産業を取り巻く状況は、漁獲量の減

磨灘海域、流入河川が多く内海性と外海性をあわ

少と魚価の低迷による漁業生産額の減少、漁業就

せ持つ紀伊水道海域、黒潮の影響を受ける外海性

業者の減少や高齢化などにより、非常に厳しいも

の太平洋海域の 3 つに大きく分けることができま

のになっております。このような状況下における

す。

水産業の振興のためには、「漁業生産額増加のた

本県の海面漁業は、全般に経営規模の零細なも

めの取り組み」と、「漁村の活性化のための取り

のが多く、平成16年の沿岸漁業経営体数（10トン

組み」が重要であると考えております。「漁業生

以上の動力漁船階層を除いた経営体）が海面漁業

産額を増加させる取り組み」といたしましては、

経営体数の91.6％を占めています。

アワビ類に代表されるような種苗放流による栽培

なお、平成16年の海面漁業・養殖業の生産量は
34,242トン、生産額は14,690百万円となっていま

漁業を推進しています。
徳島県では、昭和55年度に県栽培漁業センター

す。

が種苗生産を開始し、現在、ヒラメ、クルマエビ、

また、内水面水域は、吉野川、那賀川をはじめと

アワビの放流事業に取り組んでいます。また、県

する大小多数の河川が存在することから、河川に

が会員となっている（社）全国豊かな海づくり推

おける漁業や豊富な地下水を利用した養殖業が盛

進協会の「栽培漁業技術実証事業」実施により配

んに行われています。

布を受けたガザミ、ノコギリガザミ、トラフグ、

なお、平成16年の内水面漁業・養殖業の生産量
表１

平成16年度徳島県水産業位置づけ

キジハタの種苗についても、これを漁業者が放流
しています。
平成17年度には、計画から結果評価までを科学
的知見に基づき合理的に行う「責任ある栽培漁業」
を推進するた
め、平成21年
度を目標年度
とする「第 5
次徳島県栽培
漁業基本計画
（H17〜21）」
を策定し、
①

8

新たな

写真１

クルマエビの配布作業
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平成18年度から「栽培漁業資源回復等対策事業」

栽培対象魚種の検討
②

効果的な中間育成・放流の実施

を実施しています。大阪府、兵庫県、和歌山県と

③

効果把握体制の構築

連携した取組みを通じ、瀬戸内海東部海域でのク

に重点的に取り組んでいます。
次に、放流対象種の中でアワビ類とクルマエビ

ルマエビの適地種苗放流等を行うことで、より効
率的、効果的な放流体制の構築を目指しています。

について現在の取り組みを紹介します。

アワビ類

1

これまで、アワビ類については最も高価なクロ

３．おわりに

アワビの種苗生産と放流技術開発に取り組んでき
ましたが、
① 漁業者の高齢化により、クロアワビに比べ

徳島県では、現在、野外教育の一環として幼稚

漁獲労力が小さいメガイアワビに依存する傾

園、小学校の子供たちにも数々の放流活動に協力

向が強いこと

していただいています。また、平成18年 5 月13日

② クロアワビとメガイアワビの販売価格差が

には、都道府県版豊かな海づくり大会として「み
んなで作る海づくり大会 IN 蒲生田」を開催し、

縮小していること
③ メガイアワビはクロアワビに比べて成長が

海岸清掃の後、県民の皆さんの手でヒラメ稚魚が
放流されました。これからも、漁業者、一般県民

速く放流効果が大きい
ことから、平成16年度以降は、クロアワビに加え、

と一体となった栽培漁業の推進に努めていきたい

メガイアワビの生産に取り組んでいます。

と考えております。

また、平成16年度からは、県南部におけるメガ
イアワビとトコブシの種苗放流技術を漁業者へ普
及啓発すること
により、漁業者
の自主的な種苗
放流と効果把握
を促進する「貝
の海育成事業」

写真４

を実施していま
写真２

す。

2

野外教育の様子

漁獲されたアワビ

クルマエビ

クルマエビについては、小型底びき網漁業等の
重要な漁獲対象種であり、種苗放流を実施してい
ます。
また、広域回遊すると言われるクルマエビの大
阪湾と紀伊水道にまたがる海域での移動を調査

写真５

子供たちによる放流活動

し、効率的な栽培漁業の進め方を検討するため、

写真３

クルマエビ標識作業

写真６

みんなで作る海づくり大会放流活動
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マツカワの栽培漁業、最前線！

1

（独）水産総合研究センター

北海道区水産研究所栽培技術研究室
室

はじめに

長

関 谷 幸 生

に種苗生産過程でウイルス性神経壊死症（VNN）

マツカワ（Verasper moseri）はカレイ科マツカ

が発生し、一時的に技術開発を中断しましたが、

ワ属に属し、千島、サハリン、北海道沿岸から茨

平成8年度までに吉水守教授（北海道大学）との

城県沖、若狭湾までの水深200ｍ以浅の砂泥底に

共同研究により魚病診断法が確立され、感染防止

生息し、体は卵円形で、冬から春にかけて岸近く

対策手法等を検討した結果、平成 9 年度以降は

で産卵し、体長は大きいもので70㎝を超えます。

VNNの発生が見られなくなりました。3）

1）

刺身が珍重されているほかに煮付け、フライが

本種のふ化仔魚（全長4.9㎜）は10日齢（同 6

絶品です。北海道では太平洋沿岸に分布しており、

㎜、飼育水温13〜14℃、以下同じ。）で開口し、

1975年以前は日高海域だけでも年間20〜50トンの

ワムシの摂餌を開始します。15日齢（同 8 ㎜）か

水揚げがありましたが、1990年以降は 1 トンに満

らアルテミアノープリウス、30日齢（同10㎜）か

たないほどに激減し、「幻の魚」と呼ばれるよう

ら配合飼料を給餌し、35日齢（同13〜14㎜）から

になりました。2）

目の移動が始まります。その後、目の移動が完了
する60日齢（同22〜25㎜）以降に取り揚げを行い
ます。飼育過程で特に注意を要するのは、開口直
後に仔魚が表層に浮いた気泡を飲み込み、大量死
亡を起こすことがあるので、水面上部の油膜やゴ
ミを丁寧に除去することが大変重要になります。
また、本種の飼育適水温は12〜20℃とされていま

写真１

マツカワ

Verasper moseri

すが、全長50㎜までの飼育では水温を14℃以上に
すると性比が雄に偏りやすいことが明らかになっ

マツカワは、有眼側の鱗が硬くザラザラしてい
て松の木の表面に似ていることから「松皮＝マツ

ていますので、飼育水温を13〜14℃に調節して飼
育を行っています。4）5）

カワ」と呼ばれるようになったそうです。北海道
では、アイヌ語でカレイの成魚やヒラメを意味す
る「タンタカ」や鰭の模様が鷹の羽に似ているこ
とから「タカノハ」とも呼ばれ、最近は道民から
公募して命名した「王鰈（おうちょう）」という
愛称でも有名です。
種苗生産の現状
本種の種苗生産は、（社）日本栽培漁業協会厚

10

写真２

マツカワの種苗生産風景

岸事業場（現（独）水産総合研究センター北海道

当研究室が行った平成18年度の試験では、18及

区水産研究所厚岸栽培技術開発センター）が昭和

び17klRC水槽 4 面を用いて76〜90日間の種苗生

61年度から技術開発を開始し、平成 5 年度までに

産を行い、平均全長33〜41㎜の種苗314千尾を生

飼育水温や収容密度、餌料系列と給餌量等の基本

産しました（表 1 ）。ふ化仔魚からの生残率は

的な飼育条件について検討しました。平成 6 年度

68.8％であり、特に大きな減耗も見られず、ここ

数年では比較的良好な生産結果が得られました。

までとなっています。放流魚は 4 〜11月に小型定

しかし、形態の異常（有眼側色素異常と眼位異常）

置網、桁曳網、刺網で漁獲され、1 歳秋には全長

率が4.1〜12.3％（平均8.9％）あり、平成10年度

30㎝、2 歳秋には同40㎝、3 歳秋には同50㎝以上

の47〜94％に比べて減少はしているものの、飼育

に成長することが確かめられています。6）平成13

全般にわたる技術の見直しと改善、向上への弛ま

年度は放流に適した時期を明らかにするために、

ぬ努力がこれからも必要不可欠です。

平均全長 7 ㎝の種苗を 8 月に 3 万尾、9 月に 3 万
尾、10月に3.8万尾を厚岸湖内に放流して調査を

放流技術開発の現状

行いました（図 1 ）。2 歳秋までに再捕された放

昭和62年に厚岸湾で標識放流試験が開始されて

流魚の成長と漁獲量を比較した結果、早く放流し

以来、これまでに標識手法や中間育成手法、放流

た群ほど成長が速く、漁獲量も多いという結果が

魚の移動と成長、放流時期、場所、放流サイズに

得られました（表 2 、図 2 ）。これは湖内の水温

ついて検討を行うとともに、根室から釧路までの

が 8 月に高くマツカワ種苗の成長に有利であるこ

栽培漁業推進協議会の協力を基に、えりも以東海

と、湖内に生息するアミ類の生息密度が 8 月に高

域の市場調査体制の構築を重点的に進めてきまし

く餌生物が豊富であったことが理由として考えら

た。平成12年度までに外部標識を用いて行った放

れました。この調査結果を基に、平成14年度から

流試験の結果をまとめてみると、放流魚（放流時

水温が高く餌生物の多い 8 月に小型種苗（全長約

平均全長 5 〜29㎝）の累積再捕率は0.1〜14.7％で

5 ㎝）を厚岸湖に放流する試験を開始しました。

あり、その88％以上が厚岸沿岸域で再捕されてい

平成14年度は平均全長 5 ㎝の種苗を 8 月に、同 8

ます。放流魚の移動範囲は、東方では根室湾（放

㎝の種苗を 9 月に各11千尾、15年度は 6 ㎝の種苗

流点から130㎞）、西方ではえりも町（同170㎞）

を8月に、同 8 ㎝の種苗を9月に各7.5千尾を、そ

表１

平成18年度マツカワ種苗生産結果の概要

図１

放流点
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れぞれにALC標識を付けて厚岸湖に放流しました
（表 3 ）
。

4 回実施し、小型種苗の有効性を明らかに出来る
ように、現在、市場調査によるデータ収集に努め

市場調査は、週 2 日の頻度で水揚げされたマツ

ています。

カワの尾数、全長、標識の有無、体色異常の有無
等を伝票単位で調べ、伝票を抽出単位として全体
（総漁獲量）に引き延ばして年齢別水揚げ尾数を
推定し、回収率を推定します。平成15〜17年の市
場調査から得られた各放流群の回収率は、平成14
年度 8 月 5 ㎝放流群11.8％、同 9 月 8 ㎝放流群
10.9％、平成15年度 8 月 6 ㎝放流群4.8％、同 9 月
8 ㎝放流群4.5％という結果でした。また、放流翌
年の春に漁獲された各群の全長と体重を比較した
結果、平成14年、15年ともに 8 月に 5 ㎝で放流し
た群の成長が優れていたことも明らかになり、高
水温かつ餌生物であるアミ類の発生量が多い 8 月
に 5 〜 6 ㎝種苗を厚岸湖に放流することにより、
9 月に 8 ㎝で放流する場合と同等あるいはそれ以
上の成長と回収率が期待できることが明らかにな
りつつあります。同様の試験を平成17年度までに
表２

８月、９月、10月放流群の成長

各水域における放流魚の水揚げ重量の概算値（２歳時）

表３
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図２

平成14、15年度のマツカワ種苗放流実施状況

平成18年度は、放流直後に起こる減耗等のリス

数が減少し、近親交配等によって遺伝的多様性の

クを分散させるため、小型種苗を 8 月に数回に分

喪失が他の魚種に比べて容易に進行してしまう恐

けて放流し、追跡調査を実施中です。また、えり

れがあります。このため、天然資源の遺伝的多様

も以東海域での市場調査体制の強化を図るため、

性を喪失させないような遺伝子レベルでの適切な

地元栽培漁業推進協議会や道立釧路水産試験場、

対応が求められています。当研究室では、谷口順

水産技術普及指導所等の協力を得て、十勝管内の

彦教授（東北大学）との共同研究により、栽培漁

市場調査に着手しました。

業分野では初めてマツカワを対象に遺伝的多様性
の維持を図るための技術開発を進めています。技

遺伝的多様性に配慮した人工授精に関する技術開
発

術開発の詳細については、水研センター主催で
（社）全国豊かな海づくり推進協会（以下、海づ

冒頭にも説明したように本種は「幻の魚」と呼

くり協会という。）が事務局を務めている平成17

ばれ、一時は天然資源がほぼ壊滅状態になりまし

年度栽培漁業技術中央研修会（平成18年 1 月25〜

たが、その後の種苗放流によって漁獲量は増加傾

26日、大手町サンケイプラザ）で報告しています

向を示し、平成18年には北海道全体で16トンを漁

のでテキスト集を参照していただくことにして、

獲するまでに増加しています（図 3 ）。マツカワ

ここでは簡単に概要を記載します。

のように天然資源が極端に減少した種では、親魚

第 1 のステップとして、谷口順彦教授（東北大
学）との共同研究により 3 種類の高感度マイクロ
サテライトDNAマーカーを開発しました。7）第2
ステップとして、そのマーカーを利用して当研究
室が保有する全ての親魚の遺伝情報を解析してデ
ータベース化しました。第 3 ステップとして、親
魚の遺伝情報を基に全ての親魚ペアについて個体
間の近縁度を求め、低い血縁関係にある親魚ペア
を交配可能な組み合わせとして抽出しました。8）
実際の人工授精作業では、人工授精に使用する雄

写真３

マツカワ種苗の放流風景

親魚から予め精子を搾出して人工精漿を用いて希
釈し、次に雌親魚から卵を搾出して、近親交配と
ならない全ての組み合わせで総当り的に人工授精
を行います。9）平成17年度は 2 回の人工授精試験
を行い、第 1 回は雄15尾と雌12尾から合計42.1万
尾（131家系）のふ化仔魚を得ました。このうち、
家系別のふ化仔魚数ができるだけ均一になるよう
に選別した21.6万尾を種苗生産に供しました（表
4 ）。同様に第 2 回は雄15尾と雌16尾を用いて合

写真４

市場で水揚げされたマツカワ

計20.3万尾（80家系）のふ化仔魚を得、このうち
19.2万尾のふ化仔魚を種苗生産に供しました（表
5 ）。平成18年度も同様の方法で 2 回の人工授精
試験を行い、20.9万尾（39家系）と25.1万尾（51
家系）のふ化仔魚を得ることができました。平成
18年度はこれらのふ化仔魚を用いて 2 回の種苗生
産を行い、ここ数年では比較的良好な生産成績
（表 1 ）が得られたことを先に述べましたが、総
当り的人工交配による人工授精は、まだ開始して
から 2 年目ですが、種苗生産へ与える影響は現在

写真５

市場調査風景

のところ見られていません。
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図３

北海道におけるマツカワの放流尾数と漁獲量
(北海道立釧路水産試験場資料を編纂）

道立水産試験場、水産技術普及指導所とこれまで
以上に相互に支援・協力を図りながら、事業に直
結した成果を出せるような研究開発を進めて行き
たいと強く念じています。また、海づくり協会が
事業主体となって実施している、北海道と岩手県
が連携して適地放流による放流効果を把握して放
流体制の構築を目指す「えりも以西太平洋海域マ
ツカワ栽培漁業資源回復等対策事業」に対しても
写真６

マツカワの採卵風景

技術の移転及び技術指導を行っています。
＊

マツカワ栽培漁業の展望

＊

＊

＊

平成18年 9 月18日にアメリカのシアトルで開催

当研究室では、水研センター第 2 期中期計画

された第 3 回栽培漁業国際シンポジウムで鈴木重

（平成18〜22年度）中にマツカワを対象種として

則技術開発員（南伊豆栽培漁業センター）が「近

「遺伝的高多様性種苗の生産と効率的育成技術の

親交配を最小にするマツカワの親魚管理に関する

開発」と「冷水性魚類の放流効果の向上と高位安

実験的研究」を発表し、ベストプレゼンター賞を

定化技術の開発」に取り組んでいます。当研究室

受賞しました。遺伝的多様性に配慮したマツカワ

には本種についての長年にわたる研究開発実績が

の栽培漁業に関する研究開発が世界的にも高い評

あり、親魚養成から種苗生産、放流、放流種苗の

価を受けています。また、この原稿を書いている

回収まで、一貫したモニタリング体制が構築され

最中に、北海道釧路地区水産技術普及指導所から

つつあります。このことはマツカワの親魚から受

平成18年釧路管内＊でのマツカワ漁獲量の集計結

精卵、ふ化仔魚、放流種苗、再捕魚までの遺伝情

果をいただきました。総漁獲量が約 4 トン、漁獲

報をモニタリングすることが可能であり、遺伝的

金額が600万円強で、漁獲量、漁獲金額ともに前

多様性に配慮した栽培漁業技術の研究開発を着実

年比35％増ということでした。明るいニュースを

に進める基礎となっています。これらの研究開発

いただき、ありがとうございました。地域一丸と

は、北海道が進めるえりも以西海域マツカワ資源

なってマツカワの栽培漁業を進めていく新たなエ

回復計画に基づく人工種苗の100万尾放流事業

ネルギーをいただきました。

（平成18年度から開始、全長80㎜）とも連動し、
希少資源マツカワの栽培漁業に期待が寄せられて
います。

10）

釧路地区：浜中、散布、厚岸、昆布森、釧路
市東部、釧路市、白糠の各漁業協同組合。

この期待に応え、栽培漁業では初め

ての取り組みである遺伝的多様性に配慮したマツ
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ワムシの粗放連続培養法

2

− その利点と培養管理の

コツ

（独）水産総合研究センター

−
能登島栽培漁業センター

主任技術開発員

小 磯 雅 彦

ることに加えて、計数、給餌、収穫、培養水中の

はじめに
マダイ、ヒラメなどの海産魚の種苗生産では、

懸濁物除去フィルターの交換・洗浄など、培養管

という動物プラ

理作業が多岐にわたりかつ重労働であることが問

ンクトンを与えます（写真 1 ）。ワムシの海産魚

題でした。これらの問題を解決するために、能登

の種苗生産への導入は、1960年当時、三重県立大

島栽培漁業センター（以下当センター）では、培

学の伊藤

養の安定性と作業性に優れた

卵からふ化した仔魚に

ワムシ

隆教授が養鰻池から採取したワムシを

粗放連続培養法

海水に馴致させることに成功し、これを餌に用い

を開発しました。ここでは粗放連続培養法をより

ることでアユやマダイ及びトラフグ等のふ化仔魚

理解していただくために、培養形態と利点、培養

の飼育が可能となったことに始まります。偶然に

管理の

も、ワムシは、0.1〜0.3㎜の大きさで、仔魚が摂

します。

コツ

ならびに今後の課題について紹介

餌できて消化・吸収されやすいこと、浮遊性があ
ること、複相単性生殖（雌だけで卵を産むことが
できること）するため増殖速度が速いことなど、

培養形態と利点
粗放連続培養法とは、（社）マリノフォーラム

餌料として優れた特性を有する動物プランクトン

21と（社）日本栽培漁業協会（現：水産総合研究

でした。ワムシが餌料として導入されなければ、

センター）との共同研究で開発したワムシの連続

今日のような海産魚の種苗生産技術の発展はなか

培養法のシステムを既存の培養水槽に展開し、培

ったと言えます。

養する方法です。図 1 に当センターで実施してい

写真１

海産魚の種苗生産に用いられる
Ｓ型ワムシ（上）とＬ型ワムシ（下）

このように海産魚の種苗生産において必要不可
欠となったワムシですが、種苗生産に対応した大
量培養を行うにあたっては、培養の安定性に欠け
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図１

能登島栽培漁業センターでの
粗放連続培養法の模式図

る 2 タイプの粗放連続培養法の模式図を示しまし

連続培養の結果を示しました。この培養はタイ

た。タイプ− 1 は、培養槽に連続注水、連続給餌

プ− 2 の粗放連続培養法で、水温20℃、塩分

を行い培養槽で増えたワムシを培養水ごと収穫槽

20psu（60％希釈海水）の条件で、餌料として 1

に連続的に抜き取り、収穫槽に溜まったワムシを

日当たり 6 Lの濃縮淡水クロレラを連続給餌し、

取上げる培養です。一方、タイプ− 2 は、連続注

培養水量10klに対して 5 klを連続的に注水（希釈

水と連続給餌はタイプ− 1 と同じですが、培養槽

率50％）して 1 日 1 回収穫したものです。培養日

内の培養水を増水させ増殖したワムシを 1 日 1 回

数が35日間で、期間を通してワムシ密度が120個

収穫する間引き式の培養です。タイプ− 1 では、

体/ml前後を維持し、毎日約 6 億個体が安定的に

培養槽の環境条件が一定に保たれることが利点で

生産できています。

すが、培養槽と収穫槽の 2 面が必要なことが欠点
です。タイプ− 2 では、使用する水槽が 1 面であ
ることが利点ですが、培養水量の変化に伴って通
気量や給餌割合が変動することが欠点です。両タ
イプの粗放連続培養法にはそれぞれ一長一短があ
りますが、共に長期間の安定培養が可能なワムシ
培養法です。
粗放連続培養法は、注水量や給餌量の調整など
培養を始めるにあたって少し準備が必要ですが、
従来の培養法に比べて以下のような多くの利点が
あります。
① 培養槽の培養水を希釈することで、増殖阻害

図２

の原因となるアンモニア態窒素等の蓄積を軽減

能登島栽培漁業センターにおける25kl水槽での
粗放連続培養事例（タイプ−２）
培養水温：20℃、塩分：20psu、希釈率：50％、
給餌量：濃縮淡水クロレラ：６L/日

できるため、長期間の安定培養が可能です。
② 長期間の安定培養が可能なため、培養水槽の
洗浄や植え替えなどの作業が減少します。
③ 安定培養状態では注水量と給餌量は一定であ
るため、培養管理が楽に行えます。
④ 安定培養状態では常に増殖状態の良好なワム
シが生産できます。
⑤ 弱通気により培養水中の懸濁物を水槽底へ沈

安定性を高める培養管理の
何事にも

コツ

コツ

があるように、粗放連続培養

法にも培養の安定性を高めるための培養管理の
コツ

があります。一つは、 高い希釈率（注水

量）で培養すること です。粗放連続培養法では、

下させることができるため、労力を要するフィ

培養水を希釈することで環境悪化を防止している

ルター交換や洗浄などの懸濁物除去作業を排除

ため、希釈率が高いほど良好な培養環境を維持す

できます。

ることができます。粗放連続培養では

⑥ 増殖不良が起こると培養槽のワムシ密度が確

ワムシの増殖率

希釈率＝

なので、ワムシの増殖率を高く

実に低下するため、従来の培養法に比べて培養

しなければ希釈率を高めることはできません。表

状態の良否が容易に判定できます。

1 に水温と塩分を変えた場合のＳ型、Ｌ型ワムシ

⑦ タイプ− 1 の粗放連続培養法では、長期間の

の飽食下での日間増殖率を示しました。両ワムシ

培養で増殖不良が起こっても収穫槽のワムシの

ともに高水温、低塩分で日間増殖率が高くなり、

状態は良好であることが多いため、注水と給餌

極端な事例ではＳ型ワムシの日間増殖率は水温

を培養槽から収穫槽へ移して、培養槽と収穫槽

20℃、塩分32psuで43％ですが、水温30℃、塩分

を入れ替えること（培養槽と収穫槽のスイッチ

20psuでは324％と7.5倍まで高くなります。注意

と呼んでいる）により培養不調を簡単に回避す

する点は、ワムシの培養条件が仔稚魚の飼育条件

ることができます。

と大きく異なると、環境の差により給餌されたワ

具体的な培養事例の紹介として、図 2 に当セン

ムシが衰弱したり死亡したりすることがありま

ターにおける25kl水槽を用いたＬ型ワムシの粗放

す。対象となる仔稚魚の飼育条件を考慮しながら、
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水温と塩分を調整してワムシの増殖率を高め、よ

が回復します。このようなことから制限給餌によ

り高い希釈率で培養することが安定性の向上につ

る増殖率の制御は、粗放連続培養法を行う上で欠

ながります。

かせない管理手法です。なお、当センターでの培

二つめは、 制限給餌によりワムシの増殖率を
制御すること

です。このような培養管理はケモ

スタット式と呼ばれています。表 2 にＳ型ワムシ

養実績からは、制限給餌は各水温や塩分において
飽食下で得られる日間増殖率（表 1 ）の 7 割程度
に設定することが効果的です。

とＬ型ワムシの日間増殖率を制御する場合の 1 億

培養水槽に連続的な注水や収穫ならびに給餌を

個体当たりの濃縮淡水クロレラ給餌量の目安を示

行えば培養形態は粗放連続培養法ですが、今回紹

しました。注意する点は、給餌量での日間増殖率

介した培養管理の

の制御は、各水温と塩分において飽食下で得られ

ければ培養の安定性は得られません。また、表 1

る日間増殖率（表 1 ）よりも低い値でしか制御す

と表 2 のようなワムシの増殖特性に関する基礎的

ることができないことです。当センターでの25kl

な情報を参考にして、培養管理を再検討すること

水槽での培養事例では、Ｌ型ワムシを水温20℃、

もワムシ培養の安定性を高めるためには重要と思

塩分20psu（60％希釈海水）で培養し、この場合

われます。

コツ

を理解して取り入れな

の飽食下での日間増殖率は77％です（表 1 ）が、
1 日の給餌量を 1 億個体当たり0.5Lとすることで
日間増殖率を50％に制限し増殖に応じた注水・収

表２ Ｓ型ワムシとＬ型ワムシの日間増殖率を制御する
場合の１億個体当たりの濃縮淡水クロレラ給餌量
の目安

穫を行っています。ではなぜ、最大の増殖率が得
られる給餌量を含めた培養管理を行わないのかと
いう疑問があると思われます。その答えは、最大
増殖率が得られる培養管理では、培養が不安定に
なりやすいためです。ワムシの生産現場では給餌
量や注水量に微妙な変化が起こることがあり、そ
れによってワムシ密度が影響を受けやすく、一度
ワムシ密度が低下すると回復することができなく
なるためです。一方、給餌量で増殖率を制御する

今後の課題

培養管理では最大の増殖率は得られませんが、給

2006年に行ったワムシ培養に関するアンケート

餌量や注水量が微妙に変化してもワムシ密度への

調査では、公的機関の約 5 割が粗放連続培養法を

影響は少なくてすみます。また、ワムシ密度が低

採用しており、徐々に普及しつつあります。しか

下した場合でも、給餌量が一定であることから、

し、培養法の理解不足や勘違いにより不適切な培

ワムシ１個体当たりの給餌量が増加することによ

養管理が行われ、粗放連続培養法の利点が十分に

り増殖率が上昇して（当センターの事例では日間

発揮されていない事例も一部で認められます。こ

増殖率が50〜77％の間で変化する）、ワムシ密度

れについては、我々の説明が不十分であることも
考えられます。水産総合研究センターでは、毎年

表１

各水温と塩分の培養条件におけるＳ型ワムシと
Ｌ型ワムシの飽食下での日間増殖率

ワムシ培養技術研修を行っていますので、この研
修事業や会議及び報告書などを通じて、粗放連続
培養法をよりわかりやすく説明していきたいと思
います。また、粗放連続培養法によりワムシ培養
の安定性や作業性は大幅に改善されたと考えてい
ますが、培養効率の向上や生産コストの低減及び
細菌叢の制御など、解決すべき課題がまだまだ山
積しています。今後、これらの課題についても取
り組み、粗放連続培養法の完成度を高めていきた
いと考えています。
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稿

ウニを獲って藻場を回復しよう
東京海洋大学
助教授

海洋科学部

藤田 大介

国内各地で問題になっている磯焼けの要因の一

ウム「ウニを獲って藻場を回復しよう」（主催：

つに、海藻とウニのバランス崩壊が挙げられる。

（独）水産工学研究所）の開催主旨である。この

この現象は、19世紀末から知られ、1960年代以降、

中にもあるように、緊急磯焼け対策モデル事業

国内外でウニ除去による海藻群落形成の例が数多

（水産庁）では、平成16年度から18年度までの 3

く報告されてきたが、研究段階に留まり、事業レ

年間、検討委員会（事務局：（独）水産工学研究

ベルで本格的に藻場を回復・維持させるまでには

所、委員長：著者）を設置し、17の都道府県とと

至っていない。ウニを除去すれば海藻が生えるこ

もに「ウニや魚の食害」対策を中心に検討してき

とはわかっていても、広大な浅海漁場で、除去計

た。これは、この課題が様々な磯焼けの中でも漁

画を立てるために必要な目標とすべきウニ密度や

業者自らが取り組みやすく、各地からの要望が多

作業効率（手法・労力・経費）などに関する知見

かったことによる。

が乏しく、除去後のウニの取り扱いや海底のメン

全国各地の様々な専門家で構成される検討委員

テナンス、さらには漁村人口の減少や高齢化によ

会は、2 カ月に 1 回の割合で開催され、討議を重

る担い手不足も大きな障害になっている。緊急磯

ねて「磯焼け対策ガイドライン」作成作業を進め

焼け対策モデル事業（水産庁）では、ウニ除去の

たほか、年 2 回の全国会議、グループ別の地方会

普及・実践に必要な知見を増やすとともに、一般

議および公開シンポジウム（自由参加、無料）を

市民参加や機械除去による新たな試みも検討して

催した。公開シンポジウムのうち 2 回は、近年、

きた。ウニへの給餌と称して闇雲に投石やブロッ

南日本で問題となっている植食性魚類の漁獲、生

ク投入を繰り返す時代は終わり、ウニ除去推進の

態、利用および利用普及に関するもので、その内

ための体制作りや新たな沿岸の秩序づくり、ウニ

容は「磯焼け対策シリーズ①

資源の有効活用などが求められている。

ち

海藻を食べる魚た

−生態から利用まで−」（成山堂書店、2006

年）としてまとめられている。
1．表記のシンポジウムを開催して

今回、紹介させていただくのは 3 回目のシンポ

冒頭に掲げた文は、2007年 1 月12日に東京海洋

ジウムで、これまで北日本に知見が偏っていたウ

大学（楽水会館大会議室）で開催されたシンポジ

ニの食害について、南日本も含め、対策への取り
組みと関連する諸問題を全国的な視野で扱った。
プログラムは表 1 に掲げた通りで、詳細は、関連
情報と併せて「磯焼け対策シリーズ②」として準
備中である。シンポジウムの開催にあたり、水産
庁、東京海洋大学とともに、かねてから本事業に
ご協力を賜っていた「全国豊かな海づくり推進協
会」にも共催となっていただいた。大会は、主催
者代表の（独）水産工学研究所

武内智行業務推

進部長、続いて、水産庁の宇賀神義宣整備課長、
全国豊かな海づくり推進協会の渋川弘副会長の 3
名のご挨拶で始まった。シンポジウムでは全国各
地から160名を越す参加者があり、以下のように、
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16の講演に加え、熱心な総合討論が行われ、東京

⑤ウニ以外の要因（浮泥や魚の食害）が複合的に

海洋大学の松山優治海洋科学部長（代読）の挨拶

作用、などの場合である。

で幕を終えた。終了後、大学会館でささやかな懇
親会が開かれ、討論の続きが行われた。

「ウニ焼け」について、国内で研究や事業が栄
えたにもかかわらず、回復が見られないのは、そ
れなりの理由（表 2 ）があるからで、今回のシン

2．ウニ除去で漁村を活性化
前座（基調）講演は、シンポジウム開催の言い

ポジウムは、その実態を明らかにし、一歩でも前
へ進むために企画した。

だしっぺとして、著者が「ウニ除去で漁村を活性

磯焼け域で藻場を回復させるために最も重要な

化」と題して行った。概要は以下の通りである。

のは、藻場形成（回復）の阻害要因の排除である。

明治時代以降、日本では磯焼けが拡大・深刻化

「ウニ焼け」の場合は、ウニの摂食圧の軽減、つ

しているが、磯焼けは、海藻が「食われる」、「枯

まりウニの除去が最優先の対策となる。表 1 にも

れる」、「生えなくなる」、「剥がされる」のいずれ

あるように、諸般の事情がウニ除去を困難にして

かまたは組み合わせで起こり、原因は「自然の猛

いるが、私は「いつか誰かが何とかしてくれる」

威（気象・海況変動）」もあれば「人為的影響

という行政・補助金頼みの時代は終わり、「論よ

（沿岸改変・乱獲）」（もしくはその両方）もある。

り実行」を目指し、産官学・民とも臨機応変な対

このうち、食害型（「食われる」）の磯焼けを起こ

応をすべき時期に来ている。

すのはウニか魚で、現在各地で問題となっている

漁村では漁業者の高齢化や過疎化により「海の

種々の磯焼けのうち、漁業者が中心となって解決

守人」としての地位が危ぶまれ、支援すべき自治

しうるのは、おそらくこのタイプの磯焼けだけで

体も財政難となっている一方、良識ある一般市民

あろう。

は健在で、漁業者と同等以上に、ふるさとの海を

ウニも海藻も古生代には出現しており、両者の

大切に考えている。近年はダイビングを楽しむ人

「食う-食われる」の関係、そしてバランスの崩壊

も増え、これらの市民ダイバーの支援の積極的な

も今に始まったわけではない。現に、ウニが優占

受け入れを選択肢の一つとすべきである。市民ダ

する貧植生域は、極地方から赤道地方まで世界各

イバーは、「潜らせてもらえる場所や時期が限ら

地の海で古くから認められ、最も古いノルウェー

れ、観察や写真撮影に終始する」のが現状で、ウ

の記録は19世紀中頃にまで遡ることができる。

ニ除去に参画できれば「獲る喜びも味わえ、藻場

1960年代にはアイルランドで最初のウニ除去実験

回復や漁村の再生に役に立てれば嬉しい」。密漁

によって植生回復が認められ、カリフォルニアの

を懸念する声もあるが、地元との信頼関係が構築

「ケルプ場改良計画」も始まり、それ以降、世界

されているダイビングショップのイベントとし

で研究が盛んになった。これに先立ち、日本では、

て、あるいは海洋高校・大学の実習を通して行う

ウニ除去の取り組み（北海道礼文島）も1940年代

ので、基本的には参加者は登録制で、本質的な問

には行われていたが、本格的な研究や事業が行わ

題はない。もちろん、密漁やその支援組織に対し

れるようになるのは、「浅海域における増養殖漁

ては徹底的な処分を課すべきである。ウニ除去を

場の開発に関する総合研究」（東北海区水産研究
所、1979年）の後である。今や世界で「urchin
Barren」（著者は「ウニ焼け」と訳している）が
キーワードとなりつつある。
世界各地の「ウニ焼け」域では、①漁獲、②高
水温・病気、③害敵生物の増加および④暴風など
の理由でウニが減少した場合に藻場が回復するこ
とが知られている。特に、漁獲の影響は絶大で、
日本人向けの漁獲・輸出が盛んな区域では、深刻
なウニ焼けはほぼ解消している。藻場が回復しな
いのは、①ウニの害敵生物の減少・小型化、②餌
不足（身入り低下）による漁獲低迷、③非食用ウ
ニ（不味、寄生虫）の優占、④辺境の漁獲不能域、
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キタムラサキウニの磯焼（北海道せたな町）

きっかけに、実質的な都市漁村交流を盛んにして

3．研究サイドからみたウニ除去の実際

漁村に賑わいを取り戻し、良質ダイバーの増加で

続く 5 題の講演では、ウニ食害対策を研究され

監視の目を強めて密漁防止にも役立てるべきと考

てきた研究機関の方々に、ウニ除去の有効性と実

える。著者は、北陸在住中に、富山県の「草刈十

際の活動状況あるいは計画策定に必要な作業条件

字軍」（空中農薬散布計画の代わりに人手による

の検討結果を紹介していただいた。

植林地の下草駆除）や石川県能登半島の「ナホト

講演（2）は、緊急磯焼け対策モデル事業にお

カ号重油漂着事件」でボランティアパワーを体感

いて過去の事例を整理された結果に基づき、主に

したが、
「海のファンづくり」が大切である。

1970年代以降、国内でどのようなウニ食害対策が

表１

シンポジウム「ウニを獲って藻場を回復させよう」プログラム

表２

「ウニ焼け」が回復しない理由
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行われてきたのかを話された。この内容は、水産
工学43巻の「文献から見た磯焼け対策研究の歩み」

4．ウニ除去の新たな試み
漁業の担い手不足を念頭においたウニ除去の新

および「磯焼け対策における要素技術の整理」に

たな試みについて、様々な立場から 5 題の講演を

掲載されている。

いただいた。いずれも、人手不足や密漁への懸念

講演（3）は、青森県下北半島のマコンブ漁場

を理由にいつまでも磯焼けを回復できない現状を

におけるウニ除去の効果と問題点について紹介し

打破し、一歩前へ歩み出した活動の報告である。

ていただいた。マコンブは、磯焼けを持続させる

講演（7）は、緊急磯焼け対策モデル事業にお

キタムラサキウニの餌で、それ自体が漁獲対象と

ける取り組みの一つである。2005年 9 月に北海道

もなっているので、青森県では古くから大規模な

神恵内村でダイビングショップを通して集まった

ウニ除去による漁場回復の歴史があり、除去後の

市民ダイバーが 2 区画からウニ除去をした結果、

追跡調査も行われている。

半年後にはコンブ場が甦った。当日の様子、参加

講演（4）は、高知県の土佐湾 4 地先で近年に
なって始まったウニ除去の取り組みの事例の紹介

者の感想およびダイビングショップの企画として
みた場合の魅力や課題について報告された。

である。いずれの地先も、ナガウニ、ムラサキウ

講演（8）は、鹿児島県指宿市岩本地先で、海

ニおよびタワシウニを除去した結果、カジメ・ガ

洋高校の学生実習を利用して、漁協と鹿児島県水

ラモ混生群落が回復した地先、想定外にテングサ

産技術センターの連携のもとに行われたウニ除去

群落となった地先のほか、一部に植食性魚類の食

の報告である。3 者の役割分担により、学びなが

害のために藻場の回復が見られない地先もあっ

ら、楽しくウニ除去が行われ、補助技術としての

た。

種苗供給には中層網を利用した母藻投入が有効で

講演（5）は、緊急磯焼け対策モデル事業にお

あることも示された。

ける取り組みの一つである。北海道の典型的なウ

講演（9）は、一企業（建設業）が、イメージ

ニ焼け域で、ウニ除去の手法（潜水除去、船上採

アップにつながる社会貢献事業として、宮城県女

取、それぞれを大規模に展開した場合）、水深、

川町で始めた「女川湾

底質（岩盤か礫帯か）、ウニ生息密度をパラメー

報告である。事業の背景から、行動計画、藻場バ

タとして、除去効率を比較した初めての結果が紹

ンク、市民参加のウニ除去、将来構想としての良

介された。

品創造プラグラムに至るまでの説明があり、産官

講演（6）は、ウニを一定区画から除去した場
合に、周囲からウニが再び侵入してくる問題につ

豊かな海の森づくり」の

学と市民の一体となった協働の必要性が指摘され
た。

いて、海底に設置したビデオ映像の解析に基づく

講演（10）では、北海道、青森および鹿児島で

研究成果が紹介された。ウニは方向性のないラン

行われた市民参加型ウニ除去と関連して、ボラン

ダムな移動を行うので、拡散方程式を用いた近似

ティアダイバーに必要な資格、法律上の制限（漁

により、周辺のウニ密度とウニの移動量から予測

業権侵害、都道府県の調整規則、特別採補許可証）

できるという。

あるいは安全性の確保と保険、類似ケースとして
海底清掃やサンゴ礁におけるオニヒトデ駆除など

ガンガゼによるウニ焼け（静岡県沼津市）
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市民参加のウニ除去（青森県佐井村）

について解説された。

産地における生産動向、輸入の動向と商品形態の

講演（11）は、人手が確保できない場合のウニ

変化、あるいは国内単価への影響に基づき、ウニ

除去方法として期待される籠漁具および機械を用

の商品流通と国内の藻場の動向との関係を考察さ

いたウニ除去の話である。漁具や機械に求められ

れた。

る条件、改良籠、MF21がかつて設計した磯焼け
対応システム、長崎県鷹島で開発されたエアリフ
ト方式のガンガゼ除去事例および同方式による北
海道ウトロ地先でのエゾバフンウニ駆除例が紹介
された。

6．一歩前へ
−漁業者、市民、企業、行政は何ができるか−
表題は総合討論に予めつけて置いた課題ではあ
るが、各講演の後に行われた短時間の質疑も含め、
終始、活発な意見交換がなされた。ウニ除去につ

5．獲ったウニをどうする
餌不足環境で育ったウニは身が痩せていたり、

いては、費用対効果、長期目標の設定、開始箇所
の選択、実行のための予算の獲得方法（水産庁で

非食用ウニだったりするため、獲ってすぐ売れる

は補助枠を拡大！）、あるいは社会貢献を行う企

わけではない。最後のセッションではこれらのウ

業の真意など、興味深く、しかも前向きな質疑が

ニの活用方法を探った。

盛んに行われた。また、獲ったウニの利用につい

講演（12）は、北海道など北日本各地の磯焼け

ては、痩せウニや殻も含め、関心が高く、海洋深

域（主にキタムラサキウニ優占域）で行われてい

層水を利用して餌料海藻を大量培養し、エゾバフ

るウニの深浅移植の実態と問題点についての報告

ンウニを飼育している事例も紹介された。

である。行われるようになった背景のほか、藻場

一方、まだ事例が限られている市民参加型ウニ

への影響、新たな磯焼けを起こす可能性、移動・

除去については、自治体サイドの懸念として調整

採補、経済効果、新たな問題について説明があっ

規則への抵触（地域によって事情は異なる）、ま

た。

た、漁業者サイドの懸念として密漁の増加が指摘

講演（13）は、北海道せたな町で、漁場から採

された。ただし、これは磯根資源依存地区とそれ

り上げた身入りの悪いウニを漁港内に垂下した大

以外、あるいは県民性や地域性によって相当に意

型円筒形カゴに収容して養殖し、早期出荷を図っ

識の開きがあり、さらなる普及のためには、今後、

た事例である。養殖を始めるまでの経緯、当初の

成功事例を増やしていくことが必要と考えられ

プラスチック籠からの改良、給餌方法、歩留まりの

た。地元の海をイベントのような形で部分的、制

向上、販売実績、利点と課題について紹介された。
講演（14）は、岩手県洋野町（旧種市地先）で、

限的にせよ開放し、故郷の海の行く末を共に考え、
「実のある交流」を深め、海のファンづくり、地

沖合漁場への人工種苗放流、一般漁場への移植と

域のファンづくりをしていくことは、あながち磯

給餌管理、さらに造成漁場（平岩盤に掘削された

焼け回復だけの問題ではない。平素および磯焼け

増殖溝で、潮通しがよく海藻が繁茂しやすい）へ

回復後の藻場のモニタリング、栽培漁業の支援、

の移植によって肥育させ、安定的に漁獲している

密漁防止、あるいは過度の沿岸開発の阻止のため

状況を紹介された。ウニの漁獲量やその餌料とな

にも、「多くの目と手」を有効に活用すべきであ

る海藻の変動が大きい環境で、地形をフルに活用

ろう。

した事例である。

ここで、最も重要なことは、漁業者、市民、支

講演（15）では、閉鎖海域で大量発生しグリー

援側の行政・研究機関や仲介者（ダイビングショ

ンタイドと呼ばれて問題になっているアナアオサ

ップなど）の間の「信頼」であることは言うまで

を、餌不足のために身入りが悪くなっている磯焼

もない｡また、単なるイベントと異なり、安心・

け域のムラサキウニに食べさせる試みが紹介され

安全の作業要領や諸手続き、また、関係者をつな

た。研究段階の報告ではあるが、アナアオサで飼

ぐネットワークも必要で、都道府県の枠を越えた

育したウニの摂餌により、苦味の改善につながる

支援組織が待望される。私としては、その名に

可能性が示唆された。
講演（16）では、藻場は里海との視点に立ち、

「豊かな海づくり」を掲げた本協会が、従来の栽
培漁業に加え、「豊かな海の人づくり、環境づく

様々なウニの利用、生ウニや瓶詰めウニの流通形

り」に一役買っていただければ、非常に心強いと

態、築地の入荷状況、国内の動向、自給率、主要

考えている次第である。
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水産庁栽培養殖課栽培漁業企画班
た海域・漁場の利用に関する取組「集落協定」を

はじめに

策定し、協定に盛り込まれた事項について実施す
ることとなる。集落協定には「漁場の生産力向上

平成17年度に創設された離島漁業再生支援交付

に関する取組」及び「集落の創意工夫を活かした

金（以下、「離島交付金」という）については、

新たな取組」の事項を記載することとなっており、

一般に販売・生産面で不利な条件にあり、漁業者

「漁場の生産力の向上に関する取組」に関しては

の減少や高齢化が進んでいるなど厳しい状況に立

種苗放流、藻場造成、海岸清掃、海底清掃などの

たされている離島の漁業を再生するため、創設さ

事項について記載、「集落の創意工夫を活かした

れた。本交付金では漁業集落自らが取り組む活動

新たな取組」は集落で創意工夫をいかした漁業生

内容や交付金の使い方、構成員などを決めること

産、加工、流通に関する新たな取組事項を考え、

となっており、水産分野においては初めての制度

記載することとなっている。

である。

「種苗放流」という栽培漁業の取組は、180集

水産庁が取り纏めた平成17年度の事業実施状況

落協定のうち81協定（約 4 割）の集落協定に盛り

によれば、本制度の対象となる離島を有する26都

込まれており、「漁業生産力向上の取組」のなか

道県のうち、11道県、47市町村において実施され

でも「海岸清掃」（125協定（約 7 割））に次いで

た。また、712の漁業集落が取組に参加して180の

多い取組となっている。また、「種苗放流」とも

集落協定が締結され、18億 8 千万円の交付金がこ

密接に関連する「藻場・干潟の管理・改善」も47

れらの集落に交付された。

協定（ 2 割強）と、多くの集落で取り組まれてい

離島交付金では市町村が策定した漁業集落活動
促進計画にそって、各集落が漁業の現状を踏まえ

る内容となっている。
こうして開始された離島交付金だが、栽培漁業

集落協定に盛り込まれた取組の内容
創意工夫を活かした新たな取組

漁場の生産力の向上に関する取組
・種苗放流

・新たな漁具・漁法の導入

・藻場・干潟の管理・改善

・新規漁業への着業

・産卵場・育成場の整備

・新規養殖業への着業

・水質維持改善

・協業化による経営収支の改善・安全性の向上

・植樹、魚付き林の整備

・低未利用資源の活用

・海岸清掃

・品質の均一化に向けた取組

・海底清掃

・高付加価値化

・漁場監視

・流通体制改善

・その他

・簡易加工
・海洋レジャーへの取組
・伝統漁法の取組
・漁労技術の向上の取組
・その他

（＊詳しくは、水産庁ホームページ（http://www.jfa.maff.go.jp/）のTOPから離島漁業再生支援交付金を
クリックしてご覧ください。）
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の推進に活かされている幾つかの離島の事例の概
要を紹介して参りたい。

３．鹿児島県甑島
（1）甑島では平成17年度に10集落・312世帯が集
落協定を締結した。

１．新潟県佐渡島

（2）初年度については、実際に取組が行われたの

（1）新潟県及び佐渡市では、制度化以前の平成16

は、海岸清掃、種苗放流等の一部の内容に限ら

年度中から積極的に漁協や集落等の関係者と話

れており、海岸清掃が 7 集落と一番多く、種苗

し合いを実施し、種苗放流に積極的に取り組む

放流の取組は 2 集落であった。

べきとの方向性が示された。この結果、新潟県

（3）18年度は取組の内容・集落数も増えており、

全体では27地区で集落協定が締結され、種苗放

薩摩川内市における「漁場生産力向上のための

流に関する取組は全ての地区で、また、藻場・

取組」としては、「種苗放流」がアラカブ（カ

干潟の管理に関する取組は16地区で、集落協定

サゴ）を対象として 4 集落で、イカ柴投入など

に盛り込まれた。

による「産卵場・育成場の整備」は 3 集落で実

（2）他方、新潟県では平成10年度からエゾアワビ

施されている。また、「創意工夫を活かした新

からクロアワビの種苗生産・放流への移行を目

たな取組」においてワカメ増殖による藻場造成

指した事業を展開し、また、佐渡市では深層水

試験が行われている。

を活用したクロアワビの種苗生産施設が平成16
年度に完成し、17年度より種苗生産が開始され
た。

栽培漁業の今後の展開について

（3）平成17年度は十分な放流種苗の確保が出来な
かったが、佐渡市深層水種苗生産施設からの種

これまでに紹介した 3 つの離島における離島交

苗供給の開始等により、平成18年度には25地区

付金制度に基づく集落協定の取組内容からも、

で離島再生交付金を活用して積極的な種苗放流

「漁場生産力向上の取組」のなかで種苗放流は最

（アワビ及びヒラメ）が予定されている。この

も多く取り入れられている取組の一つである。

結果、佐渡島における種苗放流数は大幅に増大

こうした背景としては、離島漁業の抱える課題、

する見込みである（アワビで対前年比2.95倍、

即ち、高齢者も利用可能な磯根資源等が減少して

ヒラメで同1.84倍）
。

いるなかで、これまでの経験から比較的取り組み
やすく、一定の効果が期待できることから、種苗

２．島根県隠岐諸島
（1）隠岐島前地区には、日本海側でも最も早い時
期に栽培漁業センターが整備され、マダイ等の
種苗放流が行われてきた。
（2）島内4町村をそれぞれ地区とする集落協定

放流を通じた漁業生産力向上に多くの集落が取り
組んだものと考えられる。
また、県や地元市町村の役割も極めて重要であ
る。離島交付金制度は、「都道府県−市町村−漁
協」という従来の行政施策の推進ラインから、更

（49集落）が締結された。いずれの協定におい

に一歩進み「漁業集落」を単位としたものである。

ても種苗放流及び藻場・干潟の管理に関する取

このため、都道府県及び市町村の担当者が各集落

組が盛り込まれた。

に対して積極的に指導助言を実施し、集落協定締

（3）平成17年度は、協定の策定に関する時間的な

結の話し合いが進められたものと伺っている。こ

制約もあり、活動内容に対して十分な検討を行

うした助言指導及び集落としての合意の結果が、

う余裕がなかったこと等から、実際に取組が行

集落協定の取組内容に現れていると考えられる。

われたのは、海底清掃、海岸清掃などの一部の

加えて、佐渡島の事例のように、離島交付金制

内容に限られた。
（4）平成18年度の漁場生産力向上のための種苗放

度の初年度には、種苗放流に取り組もうにも各集
落の要望に応える十分な放流数量を確保すること

流の取組は、4 地区でアワビを対象に、また、

が困難であったが、平成18年度からは放流種苗の

2 地区でマダイを対象として取組が実施され

確保が可能となり、大幅に栽培漁業の取組が推進

た。

された事例もある。ここでも、「種苗放流の実施」
という集落協定の取組内容の円滑な実行を確保す
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るためには、必要とする放流種苗の確保の体制構

あり、その結果、漁業生産は減少傾向にある。離

築という都道府県や市町村の果たすべき役割が引

島交付金は、こうした時代背景の中で、離島漁業

き続き大きいものと思慮される。

の再生を通じて離島の有する多面的機能の維持・

今回の事例調査では、「種苗放流」を中心とし
て取り纏めた。しかしながら、栽培漁業の推進に

増進を図ることをも企図して制度が発足したもの
である。

とっては、放流種苗の生残率を高めるため、餌環

制度発足後、約 1 年半を経過して、栽培漁業の

境等の整った放流適地やその後の生育場の確保が

推進という観点から、種苗放流に着目して離島交

重要である。この観点から、「藻場・干潟の管

付金に基づく取組を調査したが、こうした中から、

理・改善」や「漁場清掃」などについては、種苗

他地域にとっても参考となる幾つかの点が見られ

放流と同様に極めて重要な課題である。甑島では

た。

「種苗放流」の取組に加えて、「創意工夫を活かし

離島交付金制度の所期の目的を達成する上で、

た新たな取組」において藻場造成試験を行うこと

集落協定を締結した関係集落及びその住民のみな

となっており、集落協定に掲げられた「漁業生産

らず、都道府県や市町村、更には関係漁協等が、

力向上」に関する各種取組を有機的に連携して取

集落の取組を積極的に支援していく体制やシステ

り組んでいる事例だと考えられる。

ムを構築していくことが重要である。

そして、こうした離島交付金による各種取組が、

平成17年末の平成18年度予算政府原案（概算決

如何に漁業生産力向上に結びついていくかについ

定）においては、三位一体の改革を推進する観点

て、今回の取組に参加している集落が評価し、適

から税源移譲が行われ、このなかで、これまで都

宜これまでの取組を見直していくシステム・体制

道府県に交付されてきた栽培漁業関係予算は全て

の整備も重要である。

税源移譲の対象となった。今後、都道府県におい

栽培漁業においては、基本的に、放流した種苗

ては、税源移譲された財源等に基づき栽培漁業の

がどれくらい混獲されているのか、混獲率が低い

推進を図っていくことが求められるが、各県とも

原因は何か、改善すべき点は何かといったことに

厳しい財政状況の中で栽培漁業関係予算を含め水

ついて、放流効果調査を通じ分析・検討し、その

産関係予算の確保が大変厳しい状況となってい

後の事業等の改善に役立てている。今回の離島交

る。

付金に基づく種苗放流についても、都道府県の水

こうした中で、離島交付金は、離島を抱える都

産試験場の協力等も得つつ、集落関係者などが対

道県にとっては離島の漁業振興を推進していく上

応可能な範囲で、放流効果調査を実施していくこ

で極めて重要な役割を果たし、その一環として栽

とが、効果的に漁場生産力向上を図っていく上で

培漁業を効果的に推進できることが期待される一

極めて重要な要素である。

方で、制度発足当初は、都道県にとってはどの様

また、今回の事例で紹介している隠岐島の各町

に進めていくべきか手探りの状況が見受けられ

村はＩターン、Ｕターンの確保育成のために、ま

た。今回の調査は極めて限られた事例の調査であ

き網乗組員の募集・受入、イワガキ養殖・水産物

り、必ずしも、離島再生交付金による栽培漁業の

加工等の振興支援による就業先の確保、住宅整備

推進の状況を総括するものではないが、各地にお

等、様々な取組を精力的に行っている先進的な立

いて、更に事例調査や都道県間の情報交換が進め

場にあり、その結果、新規就業者や多くの若者が

られ、より良きものとなることを期待している。

定着している。これらの新規就業者、若者は放

最後に、この資料の作成に際して、大変貴重な

流・効果調査等の取組において、非常に重要な役

資料や情報等を提供し御協力いただいた新潟県水

割を担える人材であり、ここでの都道府県、市町

産課 佐藤智則主任、大江貢弘主任、島根県水産

村の指導は極めて重要と考えられる。

課 竹森昭夫主幹及び鹿児島県水産振興課 柳原重
臣技術補佐をはじめ関係者の方々に衷心より御礼

おわりに

我が国周辺海域の水産資源が総じて低い水準に
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申し上げたい。

平成18年 8 月のことでした。日本沿岸の豊かな

１回日本の勉強をしています。」というものでし

海づくりを推進する当協会に、突然ニューヨーク

た。子供達の気持ちに応えようと、すぐに栽培漁

から封筒が届き、中を確認するとニューヨーク補

業のパンフレット等の資料を送付したところ、年

習授業小学校 5 年生の生徒 4 人と担任の先生から

が変わった平成19年 1 月にお礼の手紙と写真が届

の手紙が入っていました。手紙の内容は「栽培漁

きました（下記）。遠く離れたニューヨークに住

業についての新聞をつくりたいので栽培漁業に関

む子供達が栽培漁業に興味を持ってくれたことを

する資料を下さい！」という生徒一人の直筆のも

大変うれしく思います。今後も、日本の未来を担

のと、担任からの「生徒達は日本が大好きで、週

う子供達の問い合わせに精一杯応えていきます。

小学生からの手紙

先生からの手紙
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豊かな海づくりに関する現地研修会
「アワビの種苗放流及び管理技術について」を終えて
青森県下北地域県民局地域農林水産部
むつ水産事務所普及課

大川光則

開 催 月 日：平成18年10月24日（火）
開 催 場 所：青森県むつ市中央一丁目１番８号

青森県むつ合同庁舎旧館３階大会議室

研修対象者：関係漁業者及び漁業団体、関係市町村、県むつ水産事務所
出 席 者 数：43名

武蔵達也氏による講演

1 はじめに

吹切信夫氏による講演

です。

社団法人全国豊かな海づくり推進協会主催の現
地研修会の開催地として選定いただいたことに対
し、厚く御礼申し上げます。研修会を終えまして、
その概要等について報告いたします。

3 現地研修会の概要
研修会は、当事務所から下北地区におけるアワ
ビ漁業の概要について説明後、岩手県水産技術セ
ンター武蔵主任専門研究員と岩手県種市南漁業協

2 研修会開催に至る経緯
本県津軽海峡及び太平洋に面した下北地方の沿

同組合吹切理事の講演２題による研修及び質疑・
意見交換が行われました。

岸は岩手県と同様の磯根資源に適した環境にある
ものの、アワビの漁獲量は岩手県に比べ数段少な
いものとなっています。この要因の一つとして、

岩手県水産技術センター

漁協、漁業者の種苗放流及び管理技術、管理意識

主任専門研究員

に問題があると考えられます。
このため、漁業者が中心となり関係者が一体と
なって管理する必要があると考え、その取組を推
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（1）岩手県におけるアワビ種苗放流について
武蔵達也

岩手県におけるアワビ漁業全般に関する現状や
事例について、紹介していただきました。
1 ）岩手県におけるアワビ漁獲量

進するため先進事例を研修し、関係者の意識啓発

昭和59年に200トンを下回り、その後は400トン

を図ることを目的として本研修会を企画したもの

前後で推移したが、平成元年には167トンまで落

ち込んだ。その後は増加傾向に転じ、平成10年に

岩手県種市南漁業協同組合

は540トンの漁獲がみられた。平成16年の漁獲量

理事

はおよそ300トンとなっている。生産額は、およ
そ20〜30億円で推移している。
2 ）人工種苗放流について
昭和52年から始まり、現在では県内 7 ヶ所の種
苗生産施設を供給基地として毎年800〜900万個の

吹切信夫

種市南漁協がアワビ漁場において実践している
「つくり育てる」「管理する」「採る」ことについ
ての事例を紹介していただきました。
1）
「つくり育てる」
①

漁場づくりの考え方：漁場づくりは、棲み処

人工種苗が放流されている。

づくりと餌場づくりに分かれ、一石二鳥とはい

①

時期：水温10℃以上となる春から夏（ 5 〜 6

かない。例えばウニを放流した漁場には海藻は

月）が適期で、真夏の気温の高い日や雨天の日

生えないので、投石は棲み処であり、別途餌づ

は避け、凪の日に放流する。

くりが必要である。

② 場所：水深 2 〜 5 ｍで餌が豊富な場所（岩肌

②

資源の添加：アワビにおいては稚貝を放流し

がきれいな大転石地帯、コンブ・ワカメが繁茂

なければ採れない。当方には岩盤水槽と呼ばれ

している場所。各浜によって違いはあるだろ

る増殖場があり、ここで 5 月頃から殻長25㎜の

う。）、漁期に沢山の船が操業する場所も放流貝

稚貝22〜23万個を 1 年間中間育成した後、殻長

の回収率を高めるためには適しているといえ

38〜40㎜で沖合漁場に放流している。以前、陸

る。

上水槽で中間育成していた頃は経費や水温の関

③ サイズ：殻長30㎜以上で放流する。30㎜では

係で11月に放流していたが、岩盤水槽ができて

放流後 3 年目から、50㎜では 2 年目から、70㎜

からは春放流を行っており、水温が10℃以上で

では翌年から漁獲可能な大きさとなる。

海藻も豊富なことから、生残率が向上した。

④ 方法：潜水放流、容器放流、カキ殻付着放流、

③

害敵駆除：アワビを採捕する50人でヒトデの

ばら撒き放流がある。岩手県では初期減耗が少

駆除を実施している。採捕したヒトデは、経費

ない潜水放流と容器放流を推奨している。また、

は掛かるが、漁協が買い上げている。

放流前のヒトデ等の害敵駆除を指導している。

2）
「管理する」

3 ）人工種苗の漁獲量、回収率、投資効果
① 人工種苗の漁獲量：人工種苗は、貝の螺頂部
を小刀で削り、グリーンマークの有無で判別で

最も力を入れて取り組まなければならないこと
である。
①

放流効果の把握：採捕したアワビは漁業者自

きる。混獲率調査は県内全漁協で実施している。

らが放流貝かどうかを調べ、水揚げする際、漁

人工種苗による生産量は40〜130トンで推移し

協に対して放流貝・天然貝の個数を報告してい

ており、近年は100トン前後で安定している。

る。これは、人工種苗放流や資源管理の重要性、

また、鉤獲り漁法の漁獲率は8.9〜20.1％、平均

漁業者が一丸となってやらなければならないと

13％となっており、素潜りでは約 2 倍となる。

いうことを自覚してもらうために行っており、

② 投資効果：鉤獲り漁法による回収率は、殻長
35〜40㎜春放流で3.9〜16.1％となっている。こ

当漁協では当たり前のことである。
②

密漁対策：以前、サーチライトを使っていた

の時の投資効果（投資効果指数）は0.93〜2.78

頃は密漁被害があったが、20年程前に赤外線カ

で、回収率が10％前後であれば黒字となる（だ

メラを設置してから密漁被害はなくなった。ア

だしアワビの単価によって変わる）
。

ワビを採捕する50人が 2 人 1 組で台風等の場合

4 ）岩手県の技術指導内容
岩手県水産技術センターは、天然資源のモニタ

を除き、夜通しで周年、監視している。また、
女性も干潮時に浅瀬の監視を行っている。

リング、人工種苗放流効果の向上指導、新技術の

内部密漁の対策も重要である。終漁後は役員

開発及び普及、調査方法等の指導、学習会・研修

2 人以上、組合員 5 人による船内検査を徹底し、

会の開催等の役割を担っている。

対策に努めている。また、自家消費用のアワビ
についても応分の手数料を徴収している。内部

（2）岩手県種市南漁業協同組合におけるアワビの
漁場管理について

密漁の実態がある漁協で漁獲が上がっていると
ころはない。相互に監視することが重要である。
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また、殻長 9 ㎝以下のアワビを大事にするこ

やってみたいなということがあれば幸いである。

とが必要である（来年以降に繋がる）
。
3）
「採る」
昭和40年代から素潜りの個人採りとしている。

（3）質疑・意見交換
講演に対しての質疑は、アワビの餌として何が

一生懸命採れば儲かるということ、若い人達に魅

良いのか、内部密漁対策等についてでありました。

力あるようにすることである。また、当漁協では

意見交換では、放流後のアワビの移動について

全て活貝出荷であるが、漁協独自のアワビに傷を

参考となる事例を紹介していただき、各地先の実

付けないアワビカギを使用することにより水槽に

情に合った放流方法等が必要であるとの助言をい

入れても死なず、販売単価が高くなる。

ただきました。

毎年、アワビ・ウニの放流経費に充てるため水
揚げの15％を賦課金として徴収しているが、若い
人達からは「金は出すから放流数は減らすな。」

4 おわりに
今回の研修会では、岩手県の行政と生産現場が

という力強い言葉も聞かれる。

一丸となって推進しているアワビ栽培漁業の取り

4 ）結び

組みを知ることができました。優良事例というこ

要は、誰がやるのかということである。生産現

とで、今すぐ導入できるというものではありませ

場が声を出さなければならない。そして、行政と

んが、今後、下北地区に合致した栽培漁業・資源

生産現場が一丸となるのがよい。とかく、水揚げ

管理を展開するための参考となる、とても有意義

が伴わなければ（金にならなければ）何もやらな

な研修であったと考えております。

い傾向があるが、何もやらなければもっとダメに
なる。
放流したものが主体で天然のものは＋αである
と考えた方がよい。

最後になりましたが、この現地研修会が今後も
全国各地における栽培漁業の推進・発展に大きく
寄与されますことをお祈りしまして報告を終わり
ます。

これまで述べたことの一つでも参考になれば、

平成18年12月21日（木）15時30分から東京都港
区の三会堂ビル 9 階において、6全国漁港漁場協
会と6全国豊かな海づくり推進協会の会員を対象
に漁港漁場部関係、増殖推進部の栽培養殖課関係、
海洋技術室関係の平成19年度関係予算内示説明会
が開催され、熱心な説明と質疑により予定時間は
超過して行われた。
内示説明会は、水産庁の景山智将漁港漁場整備
部、重義行増殖推進部長が挨拶を行い関係各班長
による関連の予算内示の説明が行われた。
栽培漁業関連の予算内示説明を、小林栽培漁業
企画班長が、栽培漁業と養殖業並びに栽培漁業を
行うに当たって関連する漁村再生交付金等の予算
についての説明を行った。
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なお、会場に来られなかった会員に向け、説明
資料を翌日送付した。

第27回全国豊かな海づくり大会は内水面初の大
会として琵琶湖を舞台に、来年11月11日に開催さ
れます。
そのプレイベントが平成18年11月12日（日）、
滋賀県大津市の「びわ湖ホール」で開催された。
大会実行委員長を務める嘉田由紀子滋賀県知
事、豊かな海づくり推進委員会会長を務める植村
正治全漁連会長をはじめ、水産庁増殖推進部の重
義行部長や関係者、多くの市民が参加して来年の
大会の成功を誓った。
第 1 部の式典では、嘉田知事、植村会長が挨拶
を行った後、多数の応募の中から、大会テーマ
未来のために」が最優秀作

第 3 部として、嘉田知事ら関係者、市民が参加

品に選ばれ、応募した守山市立守山南中学校 3

した放流行事が行われ、ホンモロコ、ニゴロブナ

年・横山拓也君に知事から表彰状が授与された。

等、びわ湖に生息する魚の稚魚が、来年の本番さ

「この湖

守る約束

式典終了後、第 2 部として、びわ湖の再生をテ

ながらに放流された。

ーマにパネルディスカション「湖づくりフォーラ
ム」が開催され、嘉田知事をはじめ、作家の立松

パネルディスカション「湖づくりフォーラム」

和平氏、現役の漁師の松岡正富氏ら 6 人による意

の模様は、平成18年12月 9 日午後11時からの

見交換が行われた。

NHK教育番組で放映された。

平成18年12月15日（金）午後 1 時30分から東京

イニシャルコスト及びランニングコストの引き下

都千代田区大手町JAビル会議室において、水産

げに重点を置いた「次世代型種苗生産施設のモデ

庁増殖推進部栽培養殖課の担当官に出席いただ

ルの検討」を緊急提案した。

き、18年度第 2 回企画推進委員会を開催した。

委員からは、

澁川副会長より主催者挨拶を行い、座長に長屋
委員（全国漁業協同組合連合会参事）を選出し、
平成18年度事業実施計画の一部変更についてを協
議した。
概要は18年度栽培漁業ブロック会議において、

・耐震性の施設整備が必要となっているので、国
の施設費の交付金を配分できないか。
・人件費を主体としたランニングコストについて
も検討して欲しい。
・拠点整備をする場合、何処の県が主体になり、

種苗生産施設の老朽化対策を早急に考える必要が

何処までの範囲でやるか、その場合の経費負担

あるとして議論されたことを踏まえ、事務局から

をどうするかを検討することが必要。

栽培漁業推進体制の変遷、都道府県の栽培漁業の

・国が増殖目標を示して、栽培漁業の種苗量を決

進む方向、都道府県栽培漁業施設の整備経過、広

めて、これを基に種苗生産施設の拠点整備をし

域栽培漁業の展開（試案）を説明し、これを基に

ていく方向が必要等の意見が出され、協議を行
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った。

算の方向性と重ねて施設面から栽培漁業の推進に

また、水産庁からは、国の施設整備交付金（強

アプローチできるものと考えている。これは、別

い水産業づくり交付金）について、「資源回復対

の意味で、栽培漁業全体の方向性を指向するとも

策」として交付金化されているので、このテーマ

云えるもので、従来の国の補助金制度から別の姿

であれば支援できる。基本的に「修繕」は困難で

で国の施策として栽培漁業を進めるための検討を

あるが、「資源回復対策」としての種苗生産施設

すべき時に来ている旨説明した。

整備と認められるものは、対応したい。次世代型

座長から「次世代型種苗生産施設のモデルの検

については、検討課題としたい旨説明があった。

討」を18年度事業の「豊かな海づくりの企画推進」

海づくり協会からは、国の栽培漁業のソフト予
算は税源移譲されたが、連携の促進を図る新規予

平成19年 2 月21日（水）午前 9 時30分から東京

の賛成を得た。

て活動が可能となるシステムの検討が行われた

都千代田区内神田コープビル会議室において、水

旨報告した。他の海域で種苗交換をする場合、

産庁増殖推進部栽培養殖課の担当官に出席いただ

遺伝等の問題が考えられるので、ガイドライン

き、平成18年度第 3 回企画推進委員会を開催した。

を作成できないかとの意見があったが、今後の

澁川副会長より主催者挨拶を行い、座長に長屋

課題として考えることとし、当面は、系群、病

委員（全国漁業協同組合連合会参事）を選出して

気の問題に配慮して実施して行くこととなっ

以下の議事を行った。

た。

（1）平成18年度事業実施状況及び平成19年度事
業計画骨子について
1 ）第 2 回の委員会で決定した「次世代型種苗生
産施設のモデルの検討」について、検討状況を
報告し、3 月に取りまとめの上、会員等に配付
することとなった。
2 ）種苗等の需給調整・供給システム構築条件調
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の一部に加えることについて諮ったところ、全員

なお、需給調整・供給システムが試行される
場合、県が所有する物品の融通という点で問題
がないかということについては、今後とも解決
策を検討することとした。
3 ）平成19年度の現地研修会に複数の要望がある
県についての取扱は、予算枠の範囲で実施が可
能であれば、採択することとなった。

査については、検討会で種苗交換事業の構想に

4 ）栽培漁業資源回復等対策事業で、事業目的に

ついて、次年度以降瀬戸内海海域をモデルとし

関係都道府県の連携による放流体制の構築を目

指すとしているが、資源回復を種苗放流のみで

各県における予算の計上の現状についての情報提

賄うという従来の発想でやるのは無理があるの

供をいただいた。
全ての委員から、平成19年度会費については前

ではないかとの意見について、全国14海域は、
一律の事業進捗度合いではなく、海域の個別事

年度と同額を要求しており、要求に関し現在のと

情もあるので、内容を精査し、水産庁、水研セ

ころ大きな問題は生じていない旨の報告があっ

ンターの指導を得つつ必要と思われる対策を事

た。ただし、平成20年度以降、検討を要するとの

業に取り入れていくこととした。

意見もあった。

（2）その他
平成19年度事業推進に当たり、会費等の財源確

海づくり協会として、この結果を踏まえ、理事
会に報告することとなった。

保が重要な課題となることから理事県の委員から

平成19年 2 月20日（火）午後13時30分より東京
都千代田区内神田のコープビルにて、水産庁より
栽培養殖課小林一彦課長補佐、同渡辺祐二課長補
佐、独立行政法人水産総合研究センターより業務
企画部有元操チーフ研究開発コーディネーター、
業務推進部栽培管理課鴨志田正晃業務推進係長の
臨席の下、平成18年度第 2 回水研センター委託事
業検討委員会を開催した。
この委員会は、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る栽培漁業推進対策等
委託事業を実施するにあたり、事業の効率的な実
施と進行管理を行うことを目的として、都道府県

Ⅰ

委託事業の進行管理に関すること

の栽培漁業担当者等を持って委員会を構成し、今

Ⅱ

栽培漁業の実証に関すること

回は平成18年度実施結果等について、事務局より

Ⅲ 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績のデータ
収集及び刊行に関すること

資料を基に説明が行われた後、質疑応答、意見交
換が行われた。

Ⅳ

栽培漁業の普及・啓発に関すること
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平成17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17年度栽培漁業

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。

種苗生産、入手・放流実績（全国）」を平成19年
3 月に刊行しますので、ここでは、本調査結果の

2 魚種別種苗生産および種苗放流実績

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15〜17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17年度に種苗生産の対象となった種類は77

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79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、イシガ

漁業センター、市区町村、漁連、漁協等の皆様に、

キダイ、イセエビ、ダンペイキサゴ、バカガイ、

この場をお借りして厚くお礼申し上げます。なお、

マダコの 6 種はすべて天然種苗の放流でした。

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

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17年 4 月 1 日から平成18年 3 月31

平成17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、

日までの期間に、39沿海都道府県で実施された種

ウニ、ナマコ等）に分類し、区分ごとの種別割合

苗生産および種苗放流の実績について取りまとめ

と各区分上位種の最近10年間の動向について、そ

たものです。調査の対象種は、サケ・マス類、ア

の概要を以下に示します。

ユ、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

平成17年度の魚類の生産尾数は8,730万尾であ

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、マコガレイ、クロダイ、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26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

したものについては、人工種苗として調査の対象

生産が行われたのは、これら上位10種でした（表

にしました。

2 ）。

種苗放流実績調査では、人工種苗の放流の他、
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（1）魚類

魚類の放流尾数は7,247万尾でした。ヒラメ、

漁業等により採捕された天然種苗の放流も調査対

マダイ、ハタハタ、ニシンの 4 種で魚類全体の放

象としました。受精卵や給餌飼育しなかったふ化

流尾数の75％を占めています（表 2 ）。その次に

仔魚の放流、増殖を目的としない大型魚の放流、

放流尾数が多いのは、クロダイ、トラフグ、カサ

表１

平成15〜17年度の種苗生産および種苗放流の実績
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ゴ、マコガレイ、キュウセン、メバルの順となっ

少傾向にあり、ここ数年間は2,500万尾程度で

ています。以下に主要な魚種の平成17年度の実績

推移しています。平成17年度は、平成16年度と

および最近10年間の動向について示します。

同程度の2,459万尾が放流されました。
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が、平成17年度

の増加を続けてきた生産尾数は、平成11年度に

は少し小さくなり平均全長は77㎜でした（図

4,000万尾を超えましたが、それをピークに平

2 ）。

成15年度までは減少傾向でした。平成16年度は
増加しましたが、平成17年度は減少し3,262万

2）マダイ

尾と平成11年度のピーク以降最少でした（図

①

生産：ここ数年間の生産尾数は減少傾向にあ

1 ）。調査対象39県のうち35道府県で種苗生産

り、平成17年度は、調査対象39県のうち22県で

が実施されました。

種苗生産が行われ、生産尾数は2,325万尾でし

② 放流：生産尾数と同様に、平成11年度から減

表２

平成17年度

た（図 1 ）。

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

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
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②

放流：最近 5 年間の放流尾数は、2,000万尾

②

放流：放流尾数の多い順に上げると、マコガ

程度で安定しており、平成17年度は1,874万尾

レイ、ホシガレイ、マツカワ、マガレイとなり、

でした。放流した種苗の平均全長は66mとやや

平成17年度には合計321万尾が放流されました

小さくなりました（図 1 、2 ）
。

（表 2 ）。その中でもマコガレイが229万尾放流
されており、カレイ類の約70％を占めています。

3）クロダイ

カレイ類の最近10年間の放流尾数は、200〜350

①

万尾となっています（図 3 ）。

生産：平成 8 年度に1,163万尾が生産されま

したが、その後、生産尾数は徐々に減少し、近
年は、500万尾前後で推移していましたが、平

5）その他の魚類
ここでは、近年地域特産種として生産・放流尾

成17年度はやや減少し、319万尾が14府県で生
産されました（図 1 ）。

数がともに多いハタハタ、トラフグ、ニシンを取

② 放流：最近10年間の放流尾数は減少傾向にあ

り上げます。これらの魚種は比較的広い水域を生

り、平成17年度は、全国で313万尾の放流が行

活圏とし、産卵期には特定の産卵場に戻ってくる

われました。放流した種苗の平均全長は58㎜と

回帰性の強い種類と位置付けられています。これ

過去最大でした（図 2 ）
。

らの魚種では、産卵回帰した親魚が直接漁獲対象
とされたり、回遊先では未成魚の先獲りが存在し

4）カレイ類
近年カレイ類は、資源回復計画等の対象魚種と

たりするため、放流魚および産卵親魚の管理を行
うこと、産卵場所となる藻場等の造成を行うこと、

なるなど、栽培漁業に関する期待が高まっている

天然および放流資源の小型魚の漁獲規制等を実施

魚種です。

すること等により資源量の増加が期待されます。

①

①

生産：カレイ類には、生産尾数の多い順に、

マコガレイ、ホシガレイ、マツカワ、マガレイ、

生産：ハタハタは、平成17年度には639万尾

が生産され平成16年度に続き減少傾向です。

メイタガレイが含まれています。最近10年間は

ニシンの生産尾数は、平成13年度に落ち込み

平成12年度をピークに減少傾向にあり、平成17

ましたが、最近は増加傾向にあり平成17年度は

年度は426万尾が生産されました（表 2 、図 3 ）
。

617万尾と平成16年度よりも約100万尾増加しま

マコガレイは320万尾が生産され、カレイ類の

した。
トラフグの生産尾数は、200〜400万尾で推

75％を占めています。

移しており平成17年度は267万尾でした（図
4 ）。
②

放流：ハタハタは、平成17年度には554万尾

が放流され、生産尾数と同様に平成16年に引き
続き減少しました。
ニシンの放流尾数は、生産尾数と同様に最近
は増加傾向にあり、平成17年度は過去最も多い
529万尾が放流されました。
トラフグは、平成16年度は246万尾が放流さ
れました。近年はおおよそ200万尾前後の放流
が行われています（図 4 ）。
（2）甲殼類
図３ カレイ類の種苗生産・放流尾数の推移
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平成17年度に生産された甲殻類は13種で、生産
尾数の合計は26,984万尾でした。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、

類全体の62％を占めています。最近10年間の生

タイワンガザミ、コウライエビとなっています。

産尾数は減少傾向を示しており、10年間で約 3

特に生産尾数が多いのは上位 3 種で、甲殻類全体

億尾減少し平成8年度と比較して1/3になりまし

の生産尾数の95％以上を占めています（表 3 ）
。

た（図 5 ）。

甲殻類の放流尾数は20,687万尾で、平成16年度

②

放流：平成17年度の放流尾数は12,489万尾で

に放流された甲殻類は11種でした。放流尾数が多

あり、甲殻類の中で最も多く放流されており、

いのはクルマエビ、ヨシエビ、ガザミ、クマエビ、

甲殻類全体の放流尾数の60％を占めています。

タイワンガザミ、コウライエビ、ノコギリガザミ

最近10年間の傾向では、生産尾数の減少に伴い

の順となり、特に放流数の多い上位 3 種で甲殻類

減少傾向がみられ、平成 8 年度からの10年間で

全体の97％を占めています（表 3 ）。以下に生産、

半分以下となりました（図 5 ）。一方、クルマ

放流尾数ともに多いクルマエビ、ヨシエビ、ガザ

エビの放流サイズは大きくなる傾向が見られて

ミについて、平成17年度を中心とした最近10年間

います。近年では30㎜以上が一般的になってお

の動向について示します。

り、平成17年度の平均サイズは35㎜でした。

1）クルマエビ

2）ヨシエビ

①

①

生産：平成17年度の生産尾数は16,610万尾で

あり、生産尾数は甲殻類の中で最も多く、甲殻

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
表３

平成17年度

生産：生産尾数は平成16年度に引き続き平成

17年度も増加し近年最高の5,539万尾でした。

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
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甲殻類の中で21％を占め、2番目に生産尾数の

を占めており、カニ類の中では最も多く放流さ

多い種になっています（図 6 ）
。

れています（図 6 ）。

② 放流：生産尾数と同様に、平成17年度の放流
尾数は近年最高の4,760万尾でした。甲殻類の

（3）貝類
貝類の生産個数は約30.3億個であり、生産個数

中で 2 番目に多く、全体の23％を占めています

の多い順にホタテガイ、エゾアワビ、チョウセン

（図 6 ）
。

ハマグリ、クロアワビ、メガイアワビとなってい
3）ガザミ

ますが、そのほとんどがホタテガイであり、貝類

①

生産個数の98％にあたる約29.8億個が生産されて

生産：生産尾数は甲殻類の中で 3 番目の

3,719万尾ですが、減少傾向にあります。甲殻

います（表 4 ）。
貝類の放流個数は約215億個であり、生産個数

類全体の14％を占めており、カニ類の中では最

の 7 倍近い数が放流されていますが、これは天然

も多く生産されています（図 6 ）
。
② 放流：平成17年度の放流尾数は平成16年度と
同程度の2,663万尾であり、甲殻類全体の13％

種苗を放流しているケースが多くあるためです。
放流個数の多い順にアサリ、ホタテガイ、エゾア
ワビ、チョウセンハマグリ、クロアワビとなって
います（表 4 ）。そのほとんどがアサリとホタテ
ガイであり、この 2 種で貝類の放流個数の99％以
上を占めています。その内訳としては、アサリが
貝類の放流個数の86％にあたる約185億個、ホタ
テガイが14％にあたる約29億個となっています。
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17年度の概要と最近
10年間の動向について示します。
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
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
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平成17年度

主な貝類における種苗生産および種苗放流個数

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17年度の生産個数も約30
億個でした（図 7 ）
。
② 放流：平成17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 ）
。
2）アワビ類
① 生産：アワビ類には、生産個数の多い順にエ
ゾアワビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカ
アワビが含まれています（表 1 ）
。
平成17年度のアワビ類の生産個数は2,643万
個でした。アワビ類 4 種のうち、エゾアワビが

図７

ホタテガイの種苗生産・放流個数の推移

アワビ類全体の約60％を占めており、クロアワ
ビは25％、メガイアワビが15％を占めています。
生産個数の最近10年間での傾向は、平成15年度
までは3,000万個程度で安定していましたが、
最近 2 年では約2,500万個となっており、やや
減少しています（図 8 ）
。
②

放流：平成17年度のアワビ類の放流個数は

2,392万個でした。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64％、クロアワビが22％、メガイアワ
ビが14％を占めています。
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、放流が

図８ アワビ類およびウニ類の種苗生産・放流個数の推移

行われてきました。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。
①

生産：平成16年度は増加し、1,274万個が生

産されましたが、平成17年度は減少し314万個
でした。安定的に大量生産できる技術が必要だ
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、

平成14年度までは100億個前後で推移していま
したが、平成15年度は増加し215億個が放流さ

図９

アサリの種苗生産・放流個数の推移
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れました。平成17年度は185億個が放流されま

中心としたウニ類です（表 5 ）。ウニ類、マナマ

した（図 9 ）
。

コの他には、少量ですがマダコが生産されていま
す（表 1 ）。
その他の動物の放流個数は、7,434万個であり、

（4）その他の動物
魚類、甲殻類、貝類以外の水産生物はその他の

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

動物として取り扱いました。
平成17年度におけるその他の動物の生産個数
は、6,579万個であり、生産個数の多い順にエゾ

生産と同様に、その他の動物の放流はウニ類が中
心です（表 5 ）。

バフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、マナ

以下に生産、放流個数ともに多いウニ類につい

マコ、バフンウニですが、その他の動物の生産の

て、平成17年度の概要と最近10年間の動向につい

ほとんどはエゾバフンウニ、キタムラサキウニを

て示します。

表５

平成17年度

主なその他の動物の種苗生産および種苗放個数

にあります（図 8 ）。

1）ウニ類
① 生産：ウニ類には、種苗生産個数の多い順に

②

放流：ウニ類には、放流個数の多い順にエゾ

エゾバフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、

バフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、バ

バフンウニ、ムラサキウニ、シラヒゲウニが含

フンウニ、シラヒゲウニ、ムラサキウニのが含

まれており、平成17年度には6,289万個が生産

まれており、平成17年度には人工種苗、天然種

されました。その中でもエゾバフンウニは大量

苗を合わせて7,194万個が放流されました。そ

に生産されており、ウニ類の約80％を占めてい

の中でもエゾバフンウニ、キタムラサキウニが、

ます。エゾバフンウニの生産個数が、平成 8 年

それぞれ5,648万個、1,120万個放流されており、

度の7,000万個をピークに減少傾向にあるため、

ウニ類の78％、15％を占めています。近年の放

それに伴い、ウニ類全体の生産個数も減少傾向

流個数は減少傾向にあります（図 8 ）。

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