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巻

言

巻頭言に相応しくない巻頭言
水産庁資源管理部長

山 下

（初代

日本の「標準的」、あるいは「平均的」な
沿岸漁業（これが「沖合漁業」であっても
「小型底引き網漁業」であっても「養殖業」
であってもいいのですが）というものを考え
たとき、皆さんは具体的にどこのどんな沿岸
漁業を想像しますか？ 今自分が住んでいる
ところの近くの漁港にいる漁船や漁獲物を想
像するのではないでしょうか。
われわれ水産庁の人間はどんな標準的・平
均的沿岸漁業を思い浮かべているのでしょう
か？ その職員に地方勤務や出張の経験があ
れば、その地方の漁港の風景や話を聞いた漁
業者の姿をイメージするかもしれません。あ
るいは漁獲統計に示された生産量の数字や水
産白書に書かれた事例かもしれません。
北海道から沖縄まで、太平洋と日本海、東
シナ海、オホーツク海、瀬戸内海や多くの内
湾と外海、寒流域と暖流域、台風銀座と冬の
季節風や流氷、魚類資源の回遊・来遊・資源
量の大きな変化、極めて多様な漁業種類と生
産手段、数百にのぼる多種類の漁獲物、各地
域ごとの食文化に根ざす流通と消費・・・そ
のごく一部はテレビで紹介されることもあり
ますが、漁業は陸上に暮らす多くの国民にと
っては直接目に触れることのない「生産現場」
なのです。（このことは畑や田んぼがいつで
もどこでも見ることができる農業と大きく異
なるところです。）それだけに具体的なイメ
ージを持ちにくいのが漁業です。
さ て さ て 、 日 本 の 「 標 準 的 」、 あ る い は
「平均的」な沿岸漁業は、何県のどの漁業が
当てはまるのでしょうか？ これまで何人も
の人にこの質問をしましたが、いままでこの
疑問にズバッと答えてくれた人はいません。
多分この質問に明確に答えられる人はいない
のではないでしょうか。
このことはつまり、「沿岸漁業振興対策」
というような行政施策を考える場合、抽象論
はともかく、具体的に如何なる沿岸漁業を対
象にして如何なる目標を設定して考えるの
か、焦点を絞れば絞るほど難しいことになっ
てきます。またそのことを財政当局などにど
う説明し理解を得るのか、説明する方も直接
見たこともない漁場での操業を正に見てきた
ような説明を行うのですから、説明に当たっ
ては一工夫も二工夫も必要です。できあがっ
た「沿岸漁業振興対策」事業の実施に際して、
現実の沿岸漁業ニーズにピッタリとは合わな
いケースも起こりかねないのはこうした理由
によるところもあるのです。

潤

栽培企画班長）

従って、正に多様性の見本のような「沿岸
漁業」なので、漁業施策の構築に際して、各
地に共通の課題・最大公約数を見つけ出す、
多様な漁業実態があることを確実に認識しイ
メージに幅を持たせておく、少なくとも自己
の拙い経験を平均的・標準的漁業の姿である
と誤解することを排除することに最大の精力
を費やす必要があるわけです。
以上のような問題を意識しながらも、漁業
の実態をイメージする上で漁獲統計というも
のは大変参考になる資料であることは間違い
ありません。毎年の漁獲量が増加した、減少
したと一喜一憂するのは馬鹿げていますが、
10年20年あるいは30年の間にどのように変化
したかを見ると意外なことがわかってきたり
します。例えば、瀬戸内海区の漁獲量は、高
度経済成長期の海域環境悪化に対応するため
沿岸漁業構造改善事業、沿岸漁場整備開発事
業あるいは栽培漁業が創設された昭和40年代
よりもその後の昭和50年代半に最大値があ
り、その後減少の一途をたどり現在は最大値
の1/2になってしまいました。この傾向は沿
岸漁業漁獲量全体の推移と似ています。
さて、先日平成17年漁業・養殖業生産統計
年報が刊行されました。簡単な漁獲統計デー
タの整理によっても課題が明らかになってく
ることがあります。
全国豊かな海づくり推進協会が力を注いで
いる魚種に注目して最近10年間の漁獲量の推
移を見てみました。まず、ヒラメですが、平
成 7 年7,558ｔ→平成17年6,095ｔ（ｈ17/ｈ7＝
0.81）、マダイは平成 7 年15,007ｔ→平成17年
14,635ｔ（ｈ17/ｈ7＝0.98）、ハタハタは平成 7
年5,506ｔ→平成17年14,357ｔ（ｈ17/ｈ7＝
2.61）、サワラ類は平成 7 年6,381ｔ→10,412ｔ
（ｈ17/ｈ７＝1.63）、クルマエビは平成 7 年
2,668ｔ→平成17年956ｔ（ｈ17/ｈ7＝0.36）、
ガザミ類は平成 7 年4,159ｔ→平成17年3,201
ｔ（ｈ17/ｈ7＝0.77）、アワビ類は平成 7 年
1,980ｔ→平成17年1,768ｔ（ｈ17/ｈ7＝0.89）、
ホタテガイは平成 7 年274,879ｔ→平成17年
187,486ｔ（ｈ17/ｈ7＝1.05）、などとなってい
ます。これらの中でクルマエビの漁獲量が激
減しているのが大変気になります。栽培漁業
の牽引車の一つであるクルマエビの種苗放流
事業は今どうなっているのでしょうか。クル
マエビ栽培漁業の立て直しが緊急の課題の一
つであることが明らかでしょう。
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山陰沖・日本海の漁礁群島

有人離島『隠岐諸島』の意義と役割
社団法人 島根県水産振興協会
副会長
李承晩ラインが敷かれた1952年（昭和27年）以
降、韓国との間に発生する領有権問題は棚上げさ
れたまま、すでに半世紀余を経過。話題の孤島
竹島 を所管する隠岐の島町をはじめ 4 つの有
人離島と180余の小島からなる隠岐諸島は、縄文
5000年の太古から人々が住み、後鳥羽、後醍醐両
皇配流の地として知られる古い歴史と文化の息吹
く山陰沖・日本海の有人離島である。
沖合域は、対馬海流（暖流）とリマン海流（寒
流）が創りだす日本海固有の冷水塊の混交域で、
暖海性魚類の回遊経路であると共に、生産性の極
めて高い好漁場を形成していることから、日本海
沿岸漁船の入会漁場となっている。
昭和30年代以降の漁船漁業は、飛躍的な技術革
新による漁法の近代化と資本装備の充実等に支え
られ、全般的には安定した生産と経営が確保され
る中で今日を迎えることが出来た。
しかしながら、その一方で水産資源の枯渇や魚
価の低迷という新たな課題との 二人三脚 で今
日を迎えたことも事実であり、これをどう克服し
ていくかは今後の大きな行政課題の一つである。
隠岐諸島は、江戸時代中期、日本海沿岸の物資
を上方に送る帆船航路・西回り廻船の「風待ち港」
として位置付けられ、一時期、離島でありながら
交通の要衝 となる等の変遷を経て現代に至っ
ているが、狭隘な離島地域で林業が島の一大産業
と成り得たのは船舶による市場への木材搬出が可
能になったからに他ならない。
しかしながら、昭和30年代後半以降に始まった
外材輸入を境に国産材価額は低迷の一途をたど
り、とりわけ市場から海を隔てる隠岐島の林業に
今は見る影も無く、足跡すら無い現状と荒れ放題
の森林には憂慮に堪えないものがある。
下草 1 本生えない植えっぱなしの人工林に保水
力はなく、肥沃な表土は降る雨毎に剥ぎ取られ、
石ころばかりの山々ばかり。植物性プランクトン
を育む豊かな水を、取り巻く日本海に注ぐ機能は
今は無い。
昨年 8 月に発生した時間雨量131ミリ・集中豪
雨による土石流災害は、放置状態の人工林にみる
剥き出しになった山石 の流出に他ならない。
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松 田 和 久（隠岐の島町長）

さて、好漁場・山陰沖日本海にあっても資源の
枯渇化が年々深刻の度合いを増してきている。こ
れは近代漁法による 採りすぎ や、捕獲禁止の
中で異常繁殖する クジラの魚類捕食 にも一因
はあるだろう。しかし、唯それだけではないとの
想いもする。
隠岐島周辺浅海の海草植生状況が森林の荒廃
に合わせるように変化してきている とカナギ漁
師は云う。確かに、孫達と海水浴で目にする海底
の海ゴケは、私の少年時代の記憶にはない。
植物性プランクトンを育む豊かな水が注がない
海域に海洋性プランクトンは寄り付く筈も無く、
資源枯渇の最大の要因はここにあると断じてやま
ない。
『山治まって国栄える（治山治世）』、『森は海
の母である』… 先人の諺が重い響きを放ってい
る と感じるのは私一人ではあるまい。
いま水産庁は、フロンティア漁場整備事業とし
て日本海西部海域に国直轄の大型保護礁設置を発
表した。誠に当を得た事業であり大いに期待を寄
せるものである。
このような大型人工礁設置は資源保護対策上極
めて有効だが、この機会に隠岐の島のような天然
の漁礁群島に特化し、本来の機能発揮に繋がる森
林整備の必要性を強く訴えたい。
我が隠岐島にあっては、先ずは『人工過密林分
間伐事業・年間500ha・20ケ年戦略』の導入こそ
が他ならぬ「漁場造成事業」そのものであるから
である。
従来の縦割り行政を改め、関係省庁横断の中で
連携し対応して頂きたいことを、当局には提案し
たばかりである。
全国420余の有人離島にはそれぞれ異なった機
能や役割が課せられている筈である。その役割や
機能を有効利に引き出すべく事業を、その地に特
化し実施していくことが資源醸成、資源保護への
近道であるばかりでなく、真の行財政改革にも繋
がっていく道ではないだろうか。
所信の一端を申し上げたが、読者の皆様方から
忌憚ないご意見を承ることが出来れば更に幸いで
ある。
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千葉県の栽培漁業の取り組み
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
主任技師

惣一ø
加 藤 惣一郎

里沿岸に広がる平野となっている。

１

千葉県水産業の概要

海岸線の長さは、530.5㎞（平成16年 3 月31
日現在）に及び、変化に富んだ景観を見せてい
る。

1 地理的な特徴

③

① 四方を海と川に囲まれ、水と緑の豊かな自然

三方を海に囲まれた千葉県は、冬暖かく夏涼

しい海洋性の温暖な気候である。特に南房総沿

に恵まれた千葉県は、首都圏の東側に位置し、

岸は、沖合を流れる暖流（黒潮）の影響を受け、

太平洋に突き出た半島になっている。南東は太

冬でもほとんど霜が降らない。降水量は、夏季

平洋に面し、西は東京湾に臨む。また、北西は

に多く、冬季に少ない気候となっている。

東京都と埼玉県に、北は茨城県に接する。
②

面積は、5,156.64平方キロメートルで全国第

28位であるが、東京都と神奈川県を合わせたよ
りも広い。
（平成16年10月 1 日現在）

2 海面漁業・養殖業の特徴
平成17年の海面漁業・養殖業生産量（属人）は、
216,088ｔで全国第 7 位、生産額は310.9億円で全

地勢は、200〜300ｍ級の山々が続く房総丘陵

国第14位になっている。内訳は、海面漁業漁獲量

と比較的平坦な下総台地、利根川流域と九十九

が196,033ｔ（全国第 6 位）、海面養殖業収穫量が

表１

主要魚種別生産量及び生産額の順位及び構成比

3

20,055ｔ（全国第16位）である。
（表 1 ）

度に、「財団法人千葉県水産振興公社」を設立し、
クルマエビの種苗生産事業、アワビの種苗生産・

２

千葉県の栽培漁業について

育成業務、マダイ及びヒラメの中間育成事業等を
展開している。

1 栽培漁業推進体制の概要
千葉県では、昭和54年度に栽培漁業課（現漁業
資源課）を新設するとともに、昭和57年度には勝
浦市に、平成 3 年度には富津市に県営の栽培漁業

中間育成、種苗放流を役割分担して実施している。

2 第5次栽培漁業基本計画

センター（現千葉県水産総合研究センター種苗生

千葉県では、沿岸漁場整備開発法第 7 条の 2 の

産研究所）を開所し、種苗の生産、放流を行うな

規定に基づき、昭和58年から「栽培漁業基本計画」

ど、積極的に栽培漁業の推進を図ってきた。

を定めており、現在は平成21年度を目標年度とす

その後、平成 4 年度から平成 6 年度にかけて、

る第 5 次栽培漁業基本計画（計画期間：平成17年

市町村・漁業者で構成される地域栽培漁業推進協

度から21年度まで）に基づき、マダイ、ヒラメ、

議会を組織し、放流用種苗の中間育成の実施等、

クロダイ、マコガレイ、アワビ及びクルマエビの

栽培漁業推進の自主的な取り組みが始まった。

種苗の生産・放流を実施しているところである。

さらに、県、市町村、漁業者が一体となって全
県的に栽培漁業を推進する母体として、平成 6 年

4

このように、現在では、千葉県水産総合研究セ
ンター、千葉県水産振興公社、漁業者が種苗生産、

（表 2 ）

25
ている。

3 種苗の放流実績

平成18年度までの種苗の放流実績を（表 3 ）に

千葉県では平成19年度現在、マダイ、ヒラメ、
クロダイ、マコガレイ、アワビ及びクルマエビの
種苗の生産・放流を実施している。
なお、ガザミの種苗放流については東京湾漁業

示しており、平成18年度には全魚種で第 5 次栽培
漁業基本計画の放流数の目標を達成している。

4 種苗の放流効果

者のニーズが高いヒラメの放流を増加させるため

千葉県水産総合研究センターでは千葉県水産振

平成11年度から取りやめ、スズキは天然の資源水

興公社と連携して、マダイ、ヒラメ、アワビにつ

準が高位のため平成16年度から放流を当面休止し

いて市場調査を行い、混獲率及び回収率等の算出

表２

第５次栽培漁業基本計画の概要

5

を行っている。
平成16年度から18年度の 3 ヵ年の放流尾数をも
とに資源の増加量、増加金額を試算すると、それ
ぞれ45トン・80百万円、43トン・91百万円、50ト
ン・408百万円となる。
（表 4 ）

写真２

写真１

アマモ場に放流されたマダイ

マダイの種苗放流（千葉県水産振興公社）

写真３ 放流後のアワビの様子
（千葉県水産振興公社から提供）
表３

6

種苗の放流実績
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表４

魚種別漁獲増加量算定基礎（試算）

が進んでいる種苗生産・中間育成施設の省エネ等

３

千葉県栽培漁業の課題と対応
策

の新技術導入による更新・新設等の対策が重要な
課題である。
しかし、千葉県を始め、全国的に財政悪化のた

1 栽培漁業対象種の放流効果の向上

め、施設の更新・新設にかかる予算を確保できな
いのが現状である。

千葉県では、県及び水産振興公社がアワビ、マ

食料自給の観点から、全国の水産資源の維持・

ダイ、ヒラメを主体とした栽培漁業を実施してい

増大は重要な課題である。そのため国が、基本的

る。今後は、平成22年 4 月からの第 6 次栽培漁業

に栽培漁業の推進に係わり、都道府県・市町村等

基本計画の策定にあたり、種苗生産・放流の効率

に対して、種苗生産施設の維持・管理に係る応分

化及び効果の把握を進めるともに、栽培漁業の必

の助成を行うことが必要であると考える。

要性及び効果を、関係者に広く理解してもらうこ
とが大きな課題である。

2 施設の老朽化対策（国の助成の必要性）
千葉県の種苗生産施設は、設立当時では想定で
きなかった程に、老朽化が進んでおり、このまま

3 国の栽培漁業に対する期待
燃油や資材の高騰等、コスト高が進行している
現在、沿岸漁業の重要性はますます高まっており、
資源管理型漁業とともに栽培漁業の果たす役割は
大きい。

では、現状の種苗生産能力を維持していくことは

栽培漁業対象種の操業は、共同漁業権漁場内が

困難になっていくと考えられる。今後は、老朽化

ほとんどであり、これら魚種の資源の維持・増大
が図られる中、新規就労者や漁業後継者が漁業に
従事することも期待でき、漁村社会の維持・発展
に資するものと考える。
我国の食料自給の一翼を担う沿岸・沖合漁業を
衰退させないためにも、栽培漁業の推進を国の施
策と位置づけ、栽培漁業への明確な支援を願うも
のである。千葉県も、東京湾から房総半島、銚
子・九十九里まで、三方の豊かな海に育まれた漁
村社会を今後も維持・発展させるため、県民にわ
かりやすい栽培漁業の推進に努めてまいりたい。

写真４

アワビ種苗生産水槽の老朽化

7
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山口県の栽培漁業の取り組み
山口県農林水産部水産振興課
主査

岩 政 陽 夫

万トン台を維持してきたものの、平成 4 年を最後
に遠洋漁業（以西底びき網漁業）が撤退したこと
や沖合漁業の不振等により以降は急速に減少し、
平成17年には54千トンとなりました（対前年比
本県は本州の最西端に位置し、三方が日本海、

8

324トン（0.6％）減少）。また、漁業生産額も同

響灘及び瀬戸内海に開けており、海岸線の総延長

様に減少しており、平成17年は251億円で、前年

は全国第 6 位の1,503㎞に達し、屈曲に富んでい

に比べ15億円の減となっています。

ることから、漁港整備、水産資源の増養殖のため

平成15年の漁業就業者数は8,084人で、平成10

の自然条件に恵まれ、古くから漁業が盛んです。

年に比べ1,695人減少しました。また、男性の漁

海面漁業・養殖業生産量は、平成 2 年までは20

業就業者のうち、60歳以上の占める割合は60％と

26
高く、年々高齢化が進行しています。

（現内海栽培漁業センター）を全国に先駆けて開

このように本県漁業は大変厳しい状況にありま

設し、本格的な種苗生産に着手しています。それ

すが、平成17年の魚種別生産量をみると全国 5 位

以来、昭和48年度には外海水産試験場（現水産研

以上にある魚種は、ハモ（ 2 位）
、サザエ（ 2 位）
、

究センター外海研究部）にアワビ種苗生産施設を、

ナマコ類（ 3 位）など13種あり、この中で栽培魚

昭和50年度には外海栽培漁業センターを、平成 4

種であるマダイ（ 4 位）、アマダイ類（ 2 位）、ト

年度には外海第二栽培漁業センターを建設し、こ

ラフグを含むフグ類（ 5 位）、クルマエビを含む

れら 3 センターを核に本県栽培漁業を推進してい

エビ類（ 5 位）、アワビ類（ 3 位）については、

く体制を取っています。この結果、平成18年度で

漁業者からの種苗生産要望は強く、栽培漁業への

は10種類の放流用種苗23,807千尾を生産していま

期待は依然として高いものがあります。

す。
また、この間平成 5 年 4 月には栽培漁業を効率
的に推進するため、県直営で推進していた種苗生

本県では平成12年 3 月に県水産業振興施策の指
針となる「水産山口チャレンジ計画」を策定し、
平成18年 3 月に 5 年経過したため同計画の改訂版
を策定しています。
水産山口チャレンジ計画では、世界的な人口増
加に伴う食料安全保障の観点から、水産業を「食
料産業」と位置付け、将来にわたって県民に安定
的に水産物を供給していくためには、その担い手
である漁業就業者が意欲を持って打ち込める、働
きがいのある産業への転換が不可欠であるとの観
点から、漁家の所得向上を第一の目標（チャレン
ジ目標）として掲げ、これを達成するため、「漁
業就業者対策」、「水産資源対策」及び「水産流通
加工対策」に視点を当て、これらを総合的に実施
することにより「儲かる漁業の振興」に重点的に
取り組むこととしたものです。
計画では、重点プロジェクトの 1 つとして「水
産資源回復へのチャレンジ」を掲げており、この
プロジェクトの中で栽培漁業を推進し、効率的・
効果的に資源添加を行っていくこととしていま
す。

1

種苗生産

本県では、昭和38年12月に水産種苗センター

9

産業務を社団法人山口県栽培漁業公社に委託し、

上で課題が顕在化しています。

同公社が栽培漁業の推進母体として役割を担って

また、中間育成技術においてガザミやアカガイ

いくこととしました。その後、平成18年 4 月から

のように歩留まりが50％を下回る種類もあること

は地方自治法に基づく指定管理者制度を導入し、

から、効果的で容易な中間育成技術の確立とその

同公社を指定管理者として種苗生産業務を推進し

普及に努める必要があると考えています。

ています。

2

種苗の中間育成

一方、8 つの地栽協の中でも次の 3 地栽協、
（財）下松市水産振興基金協会、（社）山口県内海
東部栽培漁業協会及び（社）山口県光熊毛地区栽

放流種苗の中間育成については、県下 8 地域に

培漁業協会のように、基金造成によって公益法人

設けられた「地域栽培漁業推進協議会（以下「地

を設立し、栽培漁業センター（中間育成拠点）の

栽協」という。）」が中心となって取り組んでいま

整備と専門技術者の配置による集中管理で一定の

す。

成果をおさめている地域もあります。

しかしながら、組合員の減少・高齢化により運
営費負担が重くなっており、また簡易な中間育成
施設においては老朽化が進み、更新時期をむかえ
ているものの、整備費の捻出が困難になるといっ
た問題も起きています。
さらには、施設が各地に分散しているため作業
効率が悪く、中間育成・放流に携わる者が特定の
者に偏り、その負担が集中化する傾向も認められ
るなど、各地栽協とも栽培漁業を円滑に推進する

10

平成13年からクルマエビの中間育成を開始した
（社）山口県光熊毛地区栽培漁業協会の栽培漁業センター
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3

大を図ることが必要と考えています。

栽培漁業推進基金

これまでの市場調査では、本県瀬戸内海海域の

県下全体の栽培漁業を効果的に推進するため、

ヒラメの混獲率は30％に達しています。また、フ

県、市町、漁協系統団体、漁協（漁業者）は、昭

グの専門市場である下関市南風泊市場において日

和59年度〜平成 5 年度の間、（社）山口県栽培漁

本海西部・東シナ海で漁獲される尾鰭変形トラフ

業公社に10億円の基金を造成しました。基金運用

グ（放流魚）の水揚げ状況を調査していますが、

益の活用方法としては、広域回遊種であるマダイ、

平成 7 年から平成17年の放流魚の混獲率は 8 ％〜

トラフグ、ヒラメの放流（種苗購入費、中間育成

22％であり、放流魚の推定漁獲量は 6 トン〜29ト

経費に充当）、地栽協が取り組むクルマエビ、ガ

ン、推定漁獲金額は 4 千万円〜 2 億円となってい

ザミ放流への助成、地栽協の中間育成施設の整備

ます。

と維持管理への助成を行っております。
近年、金利低下から運用益が減少しているため、

このほか、本県が瀬戸内海に放流したトラフグ
は太平洋側、日本海側、韓国と各地で漁獲されて

特に集約的な中間育成拠点のない地栽協では、栽

おり、広域的な回遊を行っている実態を把握して

培漁業の推進が十分に行えない状況になっていま

います。一方、このような広域性のある反面、4

す。

〜 5 月に放流場所に近い定置網に入網する親魚

4

（ 2 ㎏以上）を調査したところ、平成18年度には

栽培漁業の効果把握

26尾中10尾（焼印標識率38.5％）、平成19年度に

栽培漁業の定着・拡充を図り、漁業生産を安

は18尾中7尾（焼印標識率38.9％）が放流魚でし

定・向上していくためには、漁業者が種苗の放流

た。このことから、トラフグは産卵回帰すること

効果を認識し、その保護・育成に努めるとともに、

が示唆されます。

効果に見合う負担によって積極的に放流事業の拡

マダイやクルマエビ等の放流効果についても標

山口県瀬戸内海海域におけるヒラメの放流尾数、漁獲量
（漁獲量は農林水産統計資料）

山口県瀬戸内海海域における体色異常ヒラメの混獲率
（徳山、防府、宇部での市場調査より）

11

識魚の特徴を研修事業やPR誌等を通じて普及に
努め、市場関係者や漁業者自らが放流効果を実感
できるように、栽培漁業の効果を数値化してPR
していく必要があると考えています。
漁業者から本格的に放流したいとの要望が強い
魚種については、県も早急に生産技術、放流技術
の開発を進めていく必要があると考えています。
本県では、アカアマダイ、キジハタ、イシガレイ、
アサリについて技術開発中であり、このうち次の
3 魚種の現状と成果、今後の展開について述べま
す。

1
トラフグ稚魚（７㎝）の焼印標識（背部）
山口県、大分県、愛媛県で共同放流調査を実施しており、
焼印が異なる。

アカアマダイ

アカアマダイは本県日本海側の重要資源で、平
成16年度から種苗生産技術開発に着手していま
す。平成18年度には2.2万尾（11㎝）、平成19年度
には 2 万尾（ 7 〜12㎝）のアカアマダイ種苗を放
流しており、試験段階ではありますが全国一の放
流数を達成しています。放流魚の回収事例として、
放流後約 1 年で23㎝〜26㎝に成長したものが、こ
れまで 3 尾が漁獲され、あるいは市場に水揚げさ
れていますが、報告例が少なく移動・分布に関す
る今後の調査が必要です。

２㎏以上に成長し、放流海域付近の定置網で漁獲された
トラフグ（背部に焼印がある）

試験放流間近のアカアマダイ稚魚（10㎝）

今後はさらに量産化に向けた種苗生産技術開発
を進めるとともに、放流技術開発に取り組み、適
切な放流海域の解明や回収率の推定等を行い、本
格的な種苗放流に繋げていきたいと考えていま
す。

2
山口県下関市南風泊市場におけるトラフグ外海銘柄の全長組成
（平成17年４月〜18年３月）

キジハタ

キジハタは高級魚で本県日本海側、瀬戸内海側
の漁業者から種苗生産要望が強いことから、平成
12年度から基礎的な種苗生産技術開発に着手して

12
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います。
平成19年度は外海栽培漁業センターの大型水槽
（30ｔ）を用いて量産化試験を行い、過去最高と

45万個を放流しています。これからさらに種苗生
産数を拡大し、アサリ養殖も視野に入れて、アサ
リ増産に結び付けていきたいと考えています。

なる38,382尾（25㎜）を種苗生産しました。また、
水槽 1 ｔあたりの生産密度も1,280尾と国内トッ
プレベルの成績を達成しています。
平成19年度は2.5万尾（ 5 ㎝）のキジハタ種苗
を本県日本海側の油谷湾に試験放流しました。こ
れまでも油谷湾に試験放流していますが、平成18
年 9 月から平成19年12月の間に油谷湾で漁獲され
た18㎝〜28㎝のキジハタ108尾を調査したところ
97尾が放流魚でした。このことから、キジハタは

アサリ稚貝の育成施設（平成19年11月特許登録済み）
アサリ稚貝（１㎝）が比較的簡易な手法で量産できる

定着性が非常に強いことがわかってきました。

これまで本県の栽培漁業の取組状況を述べてき
ましたが、これまで本県で栽培漁業に関わられた
漁業者、団体、市町、県の関係者が残された栽培
技術は大変貴重なものであり、今後ともこれを活
用し、場合によっては改良して、漁業生産量の安
試験放流したキジハタ稚魚（５㎝）
放流海域で成長した放流キジハタが大量に漁獲され、
定着が良く、漁業者から本格種苗生産の期待が高い

今後はさらに量産化に向けた種苗生産技術開発

定に繋げていきたいと考えています。
このように考える中で、最近、栽培漁業につい
て感じていること、これからの栽培漁業の有り様
について思っていることを若干触れてみます。

を進めるとともに、放流技術開発に取り組み、適

いわゆる三位一体改革の中で地方への税源移譲

切な放流海域の解明や回収率の推定等を行い、で

が平成18年度に行われ、栽培漁業関連のソフト事

きるだけ早期に本格的な種苗放流に繋げていきた

業は基本的に国から地方に移されました。この際、

いと考えています。

従来の補助金・交付金に見合った額の税源移譲が

3

アサリ

行われず、本県でも他県同様に毎年の県の予算時
期には栽培関係の予算を確保することが非常に難

本県ではアサリは昭和58年には約8,500トンの

しくなっています（平成20年度の地方交付税は若

生産がありましたが、現在では県全体でも 3 トン

干増額されるようですが、厳しさにかわりはあり

（平成17年）と激減しています。このため、県で
は資源回復計画を策定して、漁業者に禁漁期の設
定や殻長 3 ㎝以下の漁獲禁止措置などに取り組ん
でもらっています。

ません）。
栽培関係の会議に出席すると国の行政官は、
「税源移譲はしたが、国は栽培漁業の旗を降ろし
たわけではない。」と言われます。このように言

県では激減したアサリを増やす対策として、平

われるのは、かなり地方に理解を示す方で、大抵

成14年度から人工種苗の効率的な培養技術開発に

は税源移譲したのだから、後は地方の方でやって

着手し、「潜砂性二枚貝の養殖方法」という技術

もらいたいというような言い方です。国はハード

が平成19年11月に特許登録されました。県では平

事業だけやれば、栽培漁業は機能すると考えてい

成19年度に試験的に生産した殻長 1 ㎝のアサリ約

るのでしょうか。

13

確かに、何から何まで地方が国にぶら下がると
いうのは如何なものかと思います。定着性のある

や漁業者団体を支援することが必要です。

アワビや県域でしか回遊しないような魚種は地元

平成19年 5 月の九州地方知事会で長崎県の発案

で放流し、回収するというやり方を確立するよう

により「広域回遊種の共同放流」を九州各県が連

関係者が努力すべきでしょう。しかし、広域回遊

携して取り組むこととなりました。本県もこの取

種で放流効果の期待できる魚種（本県で言えばト

組みに参加しています。この取組みは国や地方が

ラフグやヒラメなど）は200海里水域で栽培技術

連携して取り組むことを先取りして、地方が進め

を活用して資源培養できる可能性が高いと考えら

ているものです。国の方々は厳しい財政事情では

れ、このような魚種の栽培技術による増産対策は

あるが地方が進んで取り組む意欲あるこのような

国、地方の行政や研究機関、関係漁業者が相互に

対策を推進し、支援するよう考えていただきたい

関わりを持って推進していくべきです。現在、水

と思います。

産庁の補助で（社）全国豊かな海づくり推進協会

都道府県において水産業のウエイトがいろいろ

が事業主体となり広域回遊種の共同放流調査が進

違うので一概には言えませんが、水産業の全産業

められていますが、入り口の調査だけでなく、広

に占める割合は大抵どこも低く、その意味で必要

域回遊種の共同放流により資源を持続的に利用し

な予算を確保しづらい面があり、水産業にとって

ていく体制に対する国と地方の連携した取組みが

税源移譲措置は最悪の措置となっています。

必要と考えています。
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都道府県に再び補助するのではなく、県栽培団体

水産庁は国全体の水産施策を推進する立場にあ

三位一体改革の中での栽培漁業における地方へ

り、国全体の水産業の将来を考えるなら、今こそ

の税源移譲の議論はあまりにも拙速で、放流事業

ハード対策よりソフト対策が必要なのではないで

など栽培漁業関連のソフト対策の再考を早急に国

しょうか。拙速な対応が将来に禍根を残さないよ

はやっていただきたいと考えます。税源移譲した

うにしてほしいものです。

漁業者と共に歩むイセエビ資源管理の取り組み
独立行政法人

水産総合研究センター
南伊豆栽培漁業センター

技術開発員

成 生 正 彦

2．南伊豆栽培漁業センターでの資源生態調査の

1．はじめに
イセエビは日本全国で年間600〜1,800トンが漁

取り組み

獲され、1 ㎏の単価は7,500円と経済的に高い価値

独立行政法人水産総合研究センター南伊豆栽培

をもつことから、磯根の重要な漁業対象種として

漁業センター（以下南伊豆栽培漁業センターと記

位置づけられています。

す）は開所した平成元年から20年近く、イセエビ

日本での漁獲状況を地域でみると東シナ海区

の種苗生産の技術開発に取り組み、同時に人工種

（長崎県〜鹿児島県）では1964年に700トンの漁獲

苗放流を前提に南伊豆海域での資源生態調査を行

がありましたが、2003年には1/3の200トンまで減

ってきました（図 1 ）。資源生態調査の内容はコ

少しています。一方、太平洋中区（千葉県〜三重

レクター（採集器）によるプエルルスと稚エビの

県）では1964年の400トンから2003年には780トン

採集調査（写真 2 ）、南伊豆海域 5 ヶ所での漁獲

と 2 倍近くに増加しており、地域的には資源量の

物調査（写真 3 ）、および漁獲規制サイズ以下の

増減がみられます。イセエビは日本沿岸でふ化し

イセエビ（以下小型エビと記す）を用いた移動や

てフィロソーマ幼生となり、黒潮を越えた沖合水

成長を知るための標識放流調査（写真 4 ）です。

域で約 1 年をかけて成長し、その後プエルルス幼

これらの調査は、静岡県水産技術研究所伊豆分

生に変態して約 2 週間で黒潮の影響下にある岩礁

場（以下伊豆分場と記す）でも実施され、両機関

域に再び来遊して着底し、稚エビになることが近

の共通した取り組みとして継続されています。

年明らかになってきました（写真 1 ）。このよう
にイセエビの幼生は特異的な生活史をもっている

1 ）コレクターによるプエルルスと稚エビの採集

ことから、天然資源への加入は自然環境の変化に

調査

大きく左右されていると考えられます。

フィロソーマからプエルルスに変態した幼生
は、沿岸の岩礁の藻等に付着する性質があります。
そのため、藻に似せたコレクターを垂下すれば、
来遊するプエルルスを採集できます。このコレク
ターによる1989〜2004年の16年間の月別採集結果
を図 2 に示しました。この調査でプエルルスは、
4 月 1 日〜11月23日の 8 ヶ月間にも渡り採集され
ることが明らかになりました。他の海域でもプエ
ルルスの来遊期間は和歌山県では 2 月を除く11ヶ
月間、四国では 1 年中プエルルスが採集されてい
る記録がありますので、日本には常にイセエビの
幼生が来遊していると思われます＊1。
プエルルスが多く採集される時期は、7 、8 月
にピークがあり夏季に集中して来遊していること
がわかりました。7 、8 月は、イセエビの幼生が

写真１

イセエビの成長

ふ化する時期でもあり、自然界でもプエルルスま
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図１

写真２

写真３
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イセエビ資源生態調査の実施海域

イセエビのプエルルスと稚エビの採集調査に使用するコレクターと調査場所

各浜で実施される漁獲物調査の状況

写真４

イセエビの標識装着方法

2 ）漁獲物調査
イセエビ漁は刺し網で行われ、漁獲されたイセ
エビは網からはずされた後に、各浜の荷受場で漁
協職員が漁獲規制サイズ以下の
品銘柄の

小

中

大

小型エビ

と商

に分けて受け取ります

（写真 3 ）。小型エビは集められて各浜の禁漁区に
再放流されます。漁獲物調査では、その日に漁獲
され、荷受場に持ち込まれた全てのイセエビにつ
いて雌雄、頭胸甲長、標識の有無を調査します。
作業時に脚などを折って商品価値を下げないよう
に注意し、素早く測定することが重要です。
1989〜2003年の15年間に下流、大瀬、石廊崎、
妻良で行った漁獲物調査の結果を図 4 に示しまし
た。伊豆半島先端部に位置する大瀬で漁獲される
図２ 伊豆分場（白浜）と南伊豆栽培漁業センター（石
廊崎）でのイセエビ・プエルルスの月別採集結果

イセエビは、平均頭胸甲長が54㎜（推定体重140
ｇ）の小型エビの割合が34％、大瀬から西方に約
3.5㎞離れた石廊崎では平均頭胸甲長が56㎜（推

で成長するのに 1 年以上を要することがうかがえ

定体重157ｇ）ですが、小型エビの割合は20％と

ます。

大瀬よりも少なくなりました。大瀬から北東に 2

黒潮の接近とプエルルス採集量の関係を、7 〜

㎞離れた下流では平均頭胸甲長が57㎜（推定体重

8 月の採集量が多い時期でみると、黒潮が30㎞以

166ｇ）と大瀬よりもやや大きく、小型エビの割

内に近づいた時に多く採集される傾向があり、プ

合は13％とかなり少なくなりました。一方、大瀬

エルルスの来遊は黒潮と関係があることが明らか

から北西に約23㎞離れた妻良では、平均頭胸甲長

になりました（図 3 ）。またプエルルスの来遊は、

が60㎜（推定体重194ｇ）、銘柄

台風などにより波高が高くなるような時化でも

され、小型エビの割合は10％とさらに少なくなり

増加する傾向があることが明らかにされていま

ます。

す。

中

が多く漁獲

これらの結果から、各浜毎の漁獲物組成の変化

＊1, 2

図３

黒潮接岸距離とプエルルス採集数との関係（2004年）
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図４

南伊豆４地区で漁獲されたイセエビの頭胸甲長組成

は、伊豆半島南端の大瀬を中心にして、東西方向

とで外れにくく、個体への影響も少ない方法で

に離れるに従い、大きなイセエビが漁獲され小型

す。＊3

エビの漁獲割合が少なくなることがわかりまし

石廊崎から放流した標識エビの再捕状況を図 5

た。このことは黒潮の影響をうける伊豆半島の先

に示しました。標識エビは、伊豆半島の東西両方

端部の大瀬、石廊崎にプエルルスが多く来遊し、

向に移動し、移動距離は東西ともに20㎞以内でし

この海域で着底したイセエビが南伊豆の各漁場に

た。標識エビの90％は放流場所の石廊崎で再捕さ

移動していることが考えられます。

れました。このことから、多くのイセエビが放流
漁場に留まることが確かめられました。

3 ）標識放流調査

18

春に放流した小型エビの成長を雌雄別に図 6 に

1989〜2002年の14年間に石廊崎で漁獲された小

示しました。雌では放流 2 年後には頭胸甲長が60

型エビを漁業者から無償で提供してもらい、標識

㎜、3 年後には70㎜になり、雄では放流 2 年後に

放流調査を行いました。甲殻類は脱皮すると標識

頭胸甲長が70㎜、3 年後には80㎜に達し、ほとん

が脱落することが多くありますが、イセエビで今

どが商品サイズで漁獲されることが分かりまし

回使用した標識は写真 4 の部分に標識を付けるこ

た。

図５

1989年〜2002年に石廊崎から放流した標識エビの再捕状況

3．南伊豆海域のイセエビ漁業の実態と
再放流への取り組み
南伊豆地区での41年間（1966〜2006年）
の漁獲量の推移を図 7 に、漁獲規制サイ
ズ以下の再放流エビの尾数を図 8 に示し
ました。漁獲量は1970年の52トンから、
1988年には11トンまで減少しました。し
かし、1989年から徐々に増加し1999年に
は48トンまで回復し、最近10年間は約40
トンの高水準で安定しています。小型エ
ビの再放流は、1967年に石廊崎で始まり、
1972年には南伊豆町全域で行うようにな
りました。しかし、1998年までは再放流
する小型エビの数が漁獲量に比較して少
なかったことから漁獲にあまり反映され
ませんでしたが、1989年以降は漁業者自
らが小型エビを海に戻すという意識が高
くなり再放流数が多くなったことで、漁
獲量の増加につながったものではないか
と考えています。
4．漁業者と共に歩むイセエビの資源管
理の取り組み
図６

標識放流エビの成長

南伊豆栽培漁業センターでは、伊豆各
地のイセエビ漁業者に小型エビを海に戻
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図７

図８

南伊豆町のイセエビ漁獲量の推移（1966〜2006年）

南伊豆町における小型エビの再放流の推移（1966〜2006年）

すことの重要性を理解してもらうために、20年継

最後に現場では、漁業者自らが標識のついたイ

続してきた調査結果をとりまとめて、各浜の漁業

セエビを目にすることが多くなり、「いつどこで

者を対象として、出前公演を行っています（写真

放したんや」とか「大きくなるもんやな」などの

5 ）。説明後の漁業者からの質問は、参考になる

声を聞くと、漁業者自らが放流の効果を実感して

ことが多く、今後の研究に活かして行きたいと考

いることがわかり、小型エビの再放流が漁業者の

えています。漁業者からは小型エビは

資源管理意識の向上に貢献していることが分かり

宝

だと

言われるようになり、それが実ったのか？今年も

ます。

イセエビの漁獲は安定しています。
＊1

成生正彦・山田博一・長谷川雅俊（2006）

「南伊豆海域におけるイセエビのプエルルス採
集量の変化と黒潮流路との関係」栽培技研34巻
1 号13-32。
＊2

山田博一・長谷川雅俊・成生正彦（2007）

「南伊豆海域のイセエビプエルルス幼生の来遊
量と黒潮及び台風による時化との関係」栽培技
研35巻 1 号43-50。
＊3

成生正彦・長谷川雅俊・山田博一（2007）

「南伊豆海域におけるイセエビ標識放流再捕結
果の検討−1
写真５
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出前講演

号29-41。

標識の有効性」栽培技研35巻 1

特集・県水試、研究センター、栽培協会等からの技術開発報告 ①

マコガレイは、北海道中部以南から大分県付近
にかけて広く分布し、全国で本県を含め 7 県が、
第 5 次栽培漁業基本計画の栽培対象種として技術
開発に取り組んでいる。平成17年度の種苗生産が
320万尾（ 7 県 8 機関）、放流が229万尾（10県41
機関）と上位に位置し（（社）全国豊かな海づく
図２

り推進協会調べ）、量産技術開発された魚種とな
っている。本県でもこれまでの取り組みにより安
定量産の目途がついてきたところであり、その現

青森県におけるマコガレイの
漁獲金額・平均単価の推移

る。
本県でマコガレイ種苗生産に着手したのは、本

況を紹介させていただく。

県で初めて海産魚類の種苗生産に取り組んだ昭和
45年度であったが、当時は栽培対象種として可能
青森県では、太平洋、津軽海峡、陸奥湾、日本

性のあるいろいろな魚種について試行錯誤の段階

海の各海域の沿岸域に広く分布し、八戸ではクロ

であった。その後、昭和58年に策定された第 1 次

ガシラ、陸奥湾ではマガレイ、クロガシラ、日本

基本計画からカレイ類として栽培対象種に取り上

海ではマガレイなどと呼ばれ、主に底建網、刺網、

げられたものの、本格的な技術開発に取り組んだ

底びき網で漁獲されている。

のは、第 3 次基本計画時の平成 8 年度以降であり、

県全体の漁獲量・金額は、平成 9 年には487ト
ン、423百万円であったが、徐々に減少し、平成

ヒラメ栽培事業の進展する中、ヒラメに次ぐ栽培
対象種として位置づけられた。

15年に297トン、215百万円まで減少した（図 1 、
2）
。
最近では全県として回復傾向にあるものの、太

太平洋（主として三沢沖）で漁獲された親魚を

平洋が増えて津軽海峡と陸奥湾では減少傾向にあ

使用し、当所で種苗生産後、当所と六ヶ所村にあ
る泊漁協で中間育成し、三沢及び泊沖に放流して
きた。また、放流後の追跡調査や放流効果把握の
ための市場調査を三沢市で行った。
（1）種苗生産技術開発
当所の施設能力から勘案した生産目標を全長30
㎜サイズ10万尾として、技術開発に取り組んだ。
①

採卵・ふ化
現地（三沢市魚市場）で採卵後運搬していた平

成 9 〜12年は受精率、ふ化率ともに低かったが、
図１

青森県におけるマコガレイ漁獲量の推移

平成13年以降は鮮魚で運搬後採卵しており、受精
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率90％以上で安定したふ化仔魚を得ている（表

錯誤してきた結果、全長25〜40㎜サイズで50％前

1）
。

後の生残率を得るようになり（もっと高い機関あ
り）、平成16年以降は10万尾以上生産し、目標を
達成することができた（表 3 ）。

表１

マコガレイ採卵結果
表２

平成19年度種苗生産における餌料系列

表３

マコガレイ種苗生産結果

採卵は搾出乾導法で行い、受精後 1 トン水槽の

また、平成16年以降は体色異常対策として初期

底面に付着させ（ヒラメ、マガレイは分離浮遊卵

の成長促進を図ったため（後述）、平成15年より

だがマコガレイは粘性沈着卵）、調温海水かけ流

も成長が良好であった（図 3 ）。

しとし、積算温度100℃前後（ 7 ℃で約 2 週間）
でふ化する。
②

生残率向上には、栄養面での改善の他に飼育環
境改善も大きく影響した。飼育水を加温している

種苗生産
マコガレイも他の魚種同様、健全な種苗をより

多く、効率的に生産するために、給餌方法、飼育
環境改善等に取り組み、生物餌料の給餌量、栄養
強化方法、ふ化仔魚の収容密度、適切な飼育水温
などが分かってきた。
○成長・生残率の向上
シオミズツボワムシ、アルテミア、配合飼料を
成長に応じて給餌している（表 2 ）が、これまで
に、給餌時期・量、生物餌料の栄養強化剤等試行
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図３

マコガレイ量産試験における平均全長の推移

ため、微細な気泡

っている。

が発生し、仔稚魚
が飲み込んで浮く
ことから、曝気槽
で除去した。また、
初期の底掃除によ
るストレス軽減の
ため、貝化石を敷き、底掃除の間隔を開けた。
マコガレイはヒラメのような共食いはないが、
噛み合いによると思われる鰭の欠損が顕著（写真）
図４

で、ふ化後日数と鰭欠損の状況を調べた結果、ふ
化後30日（全長11.7㎜）で軽度の尾鰭欠損が見え、
ふ化後55日（全長18.5㎜）では100％であった。

マコガレイの全長と黒化率の関係

なお、眼位異常個体は、
正常個体に比べて明らかに
有眼側・無眼側とも体色異
常が多く、これらは変態期
の異常によるものであるこ
とが再確認されている。

このことから、この鰭欠損

（2）中間育成技術開発

状況により、選別による大小

放流効果を把握するための外部標識付けには大

分けと密度調整を行ってお

型種苗が必要であり、泊漁協（六ヶ所村）の協力

り、目合 4 ㎜の選別網で全長

を得て、全長80㎜サイズ 2 万尾の標識放流種苗の

17㎜前後、目合 6 ㎜で全長25

確保を目標に中間育成技術開発を行ってきた。そ

㎜前後を目安に分けている。

の結果、平成17年以降安定的に生産することがで

○形態異常対策

きた。

異体類には形態異常がつきもののようであり、

マコガレイはヒラメより成長が遅く、全長80㎜

マコガレイも同様である。特に技術開発初期の頃

サイズにするためには飼育期間が長期間にわたる

は肉眼で明らかに識別できる脊椎骨異常の短躯

が、25㎜サイズで選別し小型個体を除いた飼育例

個体が多く、放流種苗の識別に利用された時期が

では、ふ化後160日ほどで目標サイズになること

あったが、近年ではほとんど見られなくなった。

がわかった（図 5 ）。

また、体色異常（有眼側の白化、無眼側の黒化）
については、幸いに体色異常対策が検討されてき
たヒラメの技術を参考にすることができた。
黒化防除対策としてヒラメで行われている茨城
方式（アルテミアを早期から大量に給餌するとと
もに、電照により摂餌時間を長くし、変態期間の
成長を促進する）を平成16年から用いることによ
り、全長40㎜サイズまでは劇的に異常個体が減少

図５

マコガレイの成長と水温の推移（平成19年度）

し、ここ数年問題となるようなレベルではなくな

また、水温が20℃を越

った（表 3 ）。しか

すと魚病（主に滑走細菌

し、全長40㎜以降で

症、ビブリオ病）が発生

軽微であるが無眼側

しやすく、特に25℃を越

体色異常が増加して

すと生残率が悪い傾向が

おり（図 4 ）、その

見られる。

防除対策が課題とな

中間育成では、飼育開
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始時の種苗の状態が

ガレイで有効性が確認さ

良ければほとんどへ

れているパンチング標識

い死がなく、90％以

を全長50㎜サイズ以上で

上の生残率が期待で

試験している（栽培漁業

きる（表 4 ）
。

太平洋北ブロック会議マ

表４

マコガレイ中間育成結果

コガレイ分科会より）。
② 放流魚追跡調査
放流適期、適サイズを
把握するため、放流種苗
の移動・分散、成長、食
性と天然稚魚の成
長等を平成14年以
降調査したとこ
ろ、海水温が低い
年は放流魚の方が

（3）放流技術開発
①

標識放流

天然稚魚より大き
いものの、平年水

放流後の種苗の移動・分散や回収率を把握する

温では天然魚の方が大きく（図 6 ）、放流魚の成

ためには、放流種苗の識別が必要であり、マコガ

長促進が課題とされた。また、移動は少なく、放

レイでは、全長80㎜以上の個体にアンカータグを

流後 1 年以内での再捕によると直線で30㎞以内、

全長60㎜以上に焼き印による標識付けを行ってき

水深10〜40ｍであり、放流後の成長は天然魚と同

た（表 5 ）
。

程度であった。適正放流技術の向上には、今後と

表５

マコガレイ種苗放流結果（三沢地先）

図６

マコガレイ天然当歳魚と放流魚の全長

も天然魚と放流種苗の
動向を把握していく必
要がある。
③

放流効果調査

種苗放流している三沢
焼印標識について、焼印部位を替えてその残存

沖で漁獲されるマコガ

状況を調べたところ、焼印後 1 年で26.1〜91.9％

レイについて、平成 9

とやり方等によってかなり消失し、標識が確認で

年から三沢市漁協小型

きなくなることが分かり、安定した標識技術が課

船部会青年研究会の協

題となった。

力を得て、形態異常及

また、サイズ別の放流効果を調べるためには、
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び標識の有無を調べ、

小型個体へのより確実な外部標識の開発が望まれ

放流効果の把握に努め

るところであり、宮古栽培漁業センターではホシ

ている。

これまでの調査では、放流魚はほとんど 2 〜 3
年魚で再捕されており、残念ながら再捕尾数は少
ない状況にある（表 6 ）
。

また、漁ぎょかくりょう踏まえ、マコガレイ栽
培技術の利用の可能性を検討する必要がある。
しかしながら、現実的には厳しい予算の中、量

これは、これまでの標識放流尾数が少なかった

産標識放流はできないことから、少ない放流種苗

ことにもよると思われ、平成18〜19年では 2 万尾

で有効な知見を得ることとなり、漁業関係者等か

以上の標識放流を行っていることから、今後の市

らのさらなる協力が必要となっている。

場調査に期待したい。また、平成16年放流群の回

ところで、マコガレイを栽培対象種とした背景

収率（ 2 年魚分までであるが）の試算では、

の一つには、ヒラメなど他の栽培対象種と同様、

3.6％程度となっており、今後さらに調査精度の

価格が比較的高くブランド化でさらに上がる可能

向上を図り、より正確な回収率の把握に努めるこ

性があるものとされていたが、マコガレイの単価

ととしている。

の減少が著しく、栽培技術開発に本格的に取り組

表６

マコガレイ放流種苗の再捕状況（三沢魚市場）

み始めた平成 8 年には900円/㎏以上であったが、
平成18年には400円/㎏台と半分以下になっている
（図 2 ）。そのため、価格アップも事業化への重要
な課題となっている。今後、価格形成要因を調べ、
価格向上の可能性を検討することも必要である。
例えば、三沢市魚市場では、4 〜 5 月の活魚単価
が高く（図 7 ）、漁獲時期や取り扱い方法等の検
討の余地がある。

マコガレイは、県内全域で漁獲され比較的移動
範囲が狭く、かつて漁獲量が多かったが近年減少
しており、価格が比較的高く漁業関係者からの要
望も高かったことから、本県の栽培漁業対象種と
して技術開発に取り組み、種苗生産及び中間育成

図７

技術に目途がついてきたところである。しかし、

マコガレイ鮮魚と活魚の単価推移
（平成17年三沢市魚市場）

事業化を図るためには、さらに効果的効率的な生

平成19年に県水産振興課で漁業関係者にマコガ

産技術の向上と放流効果の把握が必要とされてい

レイ栽培漁業に関するアンケート調査を行ったと

る。

ころ、資源を増やすためには資源管理と種苗放流

そのため、平成18年度に立ち上げられたマコガ

が必要であり、種苗放流希望が63.5％であった。

レイ分科会（参加機関：東北大学、水研センター

漁業関係者の栽培漁業に対する期待が依然として

（宮古栽培漁業センターが事務局）、豊かな海づく

高く、この期待に応えることができるよう、また、

り推進協会、5 県の計11機関）に本県も参加し、

漁業関係者以外のサポーターも増やすことができ

生産技術から放流効果等幅広く情報・意見交換し

るよう創意工夫していきたい。

ており、全国的な技術の平準化、マニュアル化が
図られることを期待している。
特に、本県では海域で産卵時期が異なっており、

今回の報告にあたって、昨年度まで当所のマコ

陸奥湾では12〜 1 月、太平洋で 1 〜 3 月、日本海

ガレイ担当であった工藤前魚類部長が精力的に取

で 3 〜 4 月頃であり、遺伝的にも海域で異なるこ

り組まれた内容（図表・写真含む）を引用させて

とが分かってきている（日本海区水研 藤井室長

いただいた。工藤前魚類部長始め当所の歴代担当

私信）ことから、これまで取り組んできた漁獲量

者及び関係機関の皆様のご尽力とご協力に敬意を

の多い太平洋系群の生産・放流技術を他の海域で

表したい。

検証する必要がある。
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特集・県水試、研究センター、栽培協会等からの技術開発報告 ②

を採る漁業も行われている。
豊前海は瀬戸内海西部周防灘に位置し沿岸域は
南北に海岸線約109kmで内海性の海域である。水
福岡県は九州の北端に位置し、アジアの玄関口

深は15ｍより浅く、干満差は 4 ｍに達し、海底は

として様々な産業が盛んな県である。北部に筑前

泥もしくは砂泥となっている。北部は関門海峡が

海、東部に豊前海、西部に有明海とそれぞれ性質

あり、南部は豊後水道の影響を受けるが、外海か

の異なる海面を有している。

らの影響は小さい。豊前海ではカレイ類、エビ類

平成17年度福岡県の海面漁業の総漁獲量は約 7
万 4 千トンで、総生産額は約287億円となってい

及びガザミ類などの魚介類を対象とした小型機船
底びき網、小型定置網が主要な漁業となっている。

る。そのうち約27％が筑前海、68％が有明海、
4 ％が豊前海である。
筑前海は対馬海峡東水道に位置し、対馬暖流の
影響を受ける外海性の海域で、水深は120ｍより
浅く、海底地形はなだらかである。海岸線は約
420kmに及ぶ。海底の多くの部分は砂であるが、
天然礁や岩礁地帯が数多く分布しており、海藻が
多数生えている藻場も存在する。筑前海では沖合
などで操業されるまき網や 2 そうごち網などの大
型の網漁業を始め、刺網や小型底びき網漁業など
の漁船漁業が盛んである。また、岩礁域ではアワ
ビやサザエなどを対象とした採貝が行われてい

図１

福岡県の海面漁業漁獲量と生産額
『福岡農林水産統計』より

る。
有明海は福岡、佐賀、長崎及び熊本の 4 県に囲
まれている内湾性の海域で海岸線は約47kmに及
ぶ。福岡県の海域は湾奥部に位置し、水深は15ｍ
より浅く、海底は泥もしくは砂泥で、干満差は最
大 6 ｍに達し、干潟域は約20km2と広大に分布し
ており、日本有数のノリ養殖海域となっている。
有明海では支柱式ノリ養殖業が盛んで、国内有数
の生産量をあげている。広大な干潟域においては
アサリやサルボウなどを対象とした採貝漁業、タ
イラギを対象とした潜水器漁業が行われている。
また、ワラスボ、ウミタケなど有明海特有の種類
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図２

福岡県豊前海区の海面漁業生産量
『福岡農林水産統計』より

干潟域ではアサリなどを対象とした採貝や、海面
養殖業ではカキ養殖が盛んである。特にカキ養殖

２−１．クルマエビ

においては比較的温暖な気候、栄養豊富及び静穏

クルマエビは主に小型底びき網やエビ建網で漁

な海域で行っていることから一年で漁獲サイズと

獲されている。近年は30〜50トンで推移している。

なっている。平成10年からは福岡県のブランド品

平成16年の豊前海におけるクルマエビの漁獲量は

『豊前海一粒ガキ』として流通し、平成16年では

30トンで、生産額は約 7 千 5 百万円である。クル

約 6 億 7 千万円の漁獲高をあげている。
本県では、このような特徴のある海に囲まれて
いるが、県内でも最も早く栽培漁業が行われた豊
前海について説明する。

マエビの種苗生産は栽培公社において昭和54年に
開始されている。
クルマエビの種苗放流・中間育成に関する研究
は放流効果推定や健苗性に焦点をあてたものが多
い。放流効果に関しては、天然群と放流群の漁獲
時期・場所の比較によって再捕率 7 ％を推定し、
現在においてもこの数値は放流事業の経済効果を

本県における栽培漁業の歴史は古く、豊前海区

見る上での基礎的数値となっている。健苗性に関

では昭和39年からクルマエビの種苗放流が始まっ

しての報告は、中間育成中に確認される歩脚傷害

ており、国内で栽培漁業が行われた最も早い時期

に関するものが多い。

にあたる。豊前海研究所（旧豊前水産試験場）で

平成19年度の豊前海全体の種苗受入総数は全長

も同時期にクルマエビ栽培漁業研究が開始され、

15㎜サイズで545万尾である。海区内 3 地区にお

種苗生産技術や中間育成技術開発へと進んでいっ

いて春季〜夏季にかけて 2 回ずつ 1 ヵ月間中間育

た。54年から県北西部の宗像市にある（財）福岡
県栽培漁業公社（以下、栽培公社）で生産が始ま
り、栽培漁業の定着が実現した。その後、ガザミ
やヨシエビの技術開発がクルマエビを参考になさ
れ、56年から栽培公社で試験生産が実施された。
このほかに事業化はなされていないが、豊前海研
究所において技術開発や着手されたものとしてコ
チ、ハマグリ、バカガイ、アサリ、トリガイ、バ
イ、コウイカ、マダコ、モクズガニ及びマナマコ
がある。

図３

クルマエビの漁獲量と放流尾数

栽培公社では現在、種苗生産・配布事業として
クルマエビ、ヨシエビ、ガザミ、アカウニ、アワ
ビ及びアユの計 6 種を、また受託事業としてアユ、
トラフグの計 2 種を生産し、県内各地域に配布し
ている。
現在、福岡県豊前海域では市町関係で組織され
た豊前海区栽培漁業推進協議会が主体となって放
流事業に取り組んでいる。クルマエビ、ヨシエビ
及びガザミを対象種として豊前海北部、中部及び
南部のそれぞれで中間育成後の放流または直接放
流を行っている。

写真１

クルマエビ中間育成風景
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成を行い、全長30㎜以上になった後に放流を実施

エビでの放流効果が確認され始めた頃から、栽培

している。中間育成後の豊前海全体での放流尾数

事業化への期待がふくらんでいた。昭和50年代に

は約400万尾となっている。

入り、ガザミの種苗放流が始まった直後にガザミ
漁獲量が改善し、その後、事業の拡大に比例して

２−２．ヨシエビ
ヨシエビは主に小型底びき網で漁獲されてい
る。ヨシエビは農林水産統計上その他エビ類で計
上されているのでこの数値で図に表している。

漁獲量も増加し、平成15年には177トンで全国5位
の漁獲量となっている。
平成19年度の豊前海全体の種苗受入総数は甲幅
長 5 ㎜で82万尾である。海区内 2 地区において約

ヨシエビの種苗生産研究は昭和41年から開始さ

2 週間の中間育成を行い、甲幅長15㎜前後となっ

れたが、本格的な放流事業が実施されるのは平成

た後放流を実施する。また、中部及び南部海域に

になってからである。ヨシエビは泥質を好み、定

おいては中間育成を実施せず直接放流を行ってい

着性の生物であることから豊前海に適した種類と

る。直接放流を含めた放流尾数は約50万尾となっ

して着目され、放流事業に至っている。稚エビの

ている。

生息場所が川の中流〜河口域にかけてであること
からクルマエビ等とは違って、河口域周辺で放流
を実施している。
平成19年度の豊前海全体の種苗受入総数は全長
15㎜サイズで350万尾である。海区内 3 地区にお
いて秋季の 1 ヵ月間中間育成を行い、全長30㎜以
上になった後に放流を実施している。ヨシエビに
関してもクルマエビと同様の放流方法を実施して
いる。中間育成後の豊前海全体での放流尾数は約
260万尾となっている。
図５

ガザミの漁獲量と放流尾数

放流効果を高めるために、漁業者自ら放流方法
を工夫している。海上で放流を実施すると稚エビ
がスズキ等に被食されることが多いことから、海
底で放流が出来るカゴ放流（写真 2 ）を実施して
図４

ヨシエビの漁獲量と放流尾数

いる。また、クルマエビ中間育成時の歩脚傷害な
どによる資源加入阻害を抑制し、外敵防除による

２−３．ガザミ
ガザミは主に小型底びき網、カゴ、固定式刺し

の囲い網を実施している。（写真 3 ）。このほか、

網で漁獲されている。漁獲量は近年100〜300トン

生産の現場を小学生に見せ、放流を体験してもら

で推移し、平成16年度の漁獲量は155トンで生産

っている（写真 4 ）。また、栽培漁業とは異なる

額は約 1 億 9 千万円である。

が、豊前海区青壮年協議会が主体となってガザミ

ガザミの豊前海での漁獲量は昭和30年代に急激
に減少し、40年代になると姿を消したが、クルマ
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種苗の大型化及び健苗性を維持するために砂浜で

漁獲量向上のために、抱卵ガザミを漁獲後、再放
流するなどして保護につとめている。（写真 5 ）

写真２

写真３

写真４

カゴ放流風景

囲い網中に放流

写真５

小学生の放流体験

抱卵ガザミに『トルナ』と記入

している。事業は山口県、大分県において尾枝カ
ットされたクルマエビ種苗の採捕によって放流効
果の検証を行っている。今後、この放流効果をも
クルマエビ、ヨシエビ及びガザミの放流効果検

とにした放流事業継続を考えていきたい。

証に関しては困難なことが多く、推定された再捕

中間育成中のPAV（クルマエビ急性ウィルス血

率も精度に課題を残している。豊前海区の放流事

症）発症に関しても課題が残る。豊前海区では

業は受益者負担であり、現状のままでは放流量の

H18年に中間育成中においてヨシエビのPAVが確

拡大、放流種の増加が困難であり、多大な費用に

認された。これらの稚エビは全て陸上において焼

よって実施している放流事業は放流効果の検証が

却処分となり、次年度のヨシエビ漁獲量への影響

事業継続の条件といえる。クルマエビ等の放流種

が懸念された。PAV感染経路に関しては不明な部

は放流後、分散移動するために福岡県豊前海区に

分が多く、明確な対策が立てられていないのが現

留まるとは限らず、放流効果検証のためには福岡

状である。

県豊前海区に隣接している山口県及び大分県との

放流事業を含めた栽培漁業は漁獲量向上による

情報交換を密にする必要があると考えられる。豊

漁業者の所得向上、魚介類の安定的な供給につな

前海研究所ではＨ19年から全国豊かな海づくり推

がると考えられるので、隣県、水産庁、海づくり

進協会の事業を受け、山口県、大分県と共同で周

協会など各機関との連携を深めていきたい。

防灘でのクルマエビ栽培漁業資源回復事業に着手
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事例紹介

千葉県農林水産部水産局漁業資源課
主

千葉県では、昭和57年度からマダイ・ヒラメの
種苗生産・放流を始めました。

査

小嶋 一隆

以下、マダイ・ヒラメ種苗放流事業の状況と併
せ、その概要を記します。

当初は、千葉県が種苗生産を行い漁業者が放流
するという体制でしたが、平成 6 年度に県、市町
村及び漁業者が一体となり種苗放流事業を全県的
に推進する「財団法人千葉県水産振興公社」を設
立、それ以降は県が種苗生産（全長30ミリまで）

（1）漁獲量の推移

を、その後の中間育成・放流（全長：マダイ60ミ

県全体のマダイ漁獲量は、昭和59年に54トンに

リ、ヒラメ80ミリ）を同公社が漁業者とともに行

落ち込んだが、昭和61年から増加傾向に転じ、平

う明確な役割分担の下に、これら 2 魚種の種苗放

成 6 年には221トンに達した。その後、漁獲量は

流事業が進められています。

一旦減少したものの、平成15年以降は再び増加傾

千葉県では、現在 6 魚種（マダイ、ヒラメ、ク
ロダイ、マコガレイ、アワビ及びクルマエビ）の
種苗生産・放流を行っています。このうちマダイ

向に転じ、平成18年には163トンとなっている
（図 1 ）。
またヒラメについては、一時的に漁獲量が突出

及びヒラメについては、従来からの調査により、

していた年も見られるが、概ね200トンから300ト

放流効果が明らかとなったため、これら 2 魚種の

ン台で推移していた。平成13年以降はやや増加傾

種苗放流事業を将来にわたり持続的かつ安定的に

向に転じ、平成18年には317トンとなっている

展開していくことを目的に、平成17年度から「負

（図 2 ）。

担及び協力金方式」という形での受益者負担制度
をスタートさせ、現在に至っています。

写真２

放流直後のヒラメ種苗

（2）種苗放流尾数の推移
マダイの種苗放流尾数は、生産技術レベルや施
写真１
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放流直後のマダイ種苗

設の整備状況を勘案しながら、段階的に増加させ

図１

マダイの漁獲量及び種苗放流数の推移（資料：千葉農林水産統計年報）

図２

ヒラメの漁獲量及び種苗放流数の推移（資料：千葉農林水産統計年報）

てきた。平成 7 年度までは種苗放流尾数は不安定

りばらつきがあるが、近年は比較的安定して平成

だったが、その後は安定し、平成18・19年度には

17年度以降は100万尾を超え、「第 5 次栽培漁業基

100万尾を超え、「第 5 次栽培漁業基本計画」の放

本計画」の放流目標数である81万尾を達成してい

流目標数である94万尾を達成している（図 1 ）
。

る（図 2 ）。

また、ヒラメについても同様に放流尾数を段階
的に増加させてきた。生産状況については年によ

（3）放流魚の混獲状況と回収率
千葉県では県水産総合研究センター及び財団法
人千葉県水産振興公社が協力し、銚子市から富津
市までの主要漁港における市場調査を定期的に行
い、放流魚の混獲状況を毎年度調査している。
①

マダイ
各地域の平成18年の放流魚の混獲状況は、銚

子・九十九里地域で11.4％、夷隅地域で17.9％、
東安房地域で43.8％、東京湾地域で41.3％、全
県平均23.4％となっている（表 1 ）。
また、回収率は、種苗放流開始年である昭和
57年から平成14年までの調査結果を基に6.6％
写真３

市場調査風景

と算出している（表 3 ）。
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②

る（表 3 ）。

ヒラメ
各地域の平成18年の放流魚の混獲状況は、銚

子・九十九里地域で11.2％、夷隅地域で12.2％、
東安房地域で18.0％、東京湾地域で30.2％、全
また、回収率については、平成元年から平成
14年までの調査結果を基に6.1％と算出してい
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平成14年度に取りまとめた標本船調査及びアン
ケート調査を内容とする遊漁実態調査結果等か

県平均12.7％となっている（表 2 ）。

表３

（4）遊漁船による採捕量

ら、マダイの遊漁採捕量は漁業と同程度、ヒラメ
のそれは漁業の半分程度としている。

表１

マダイの混獲率

表２

ヒラメの混獲率

マダイ・ヒラメの放流効果（試算）

の厳しさ等を勘案し、目標額を約 2 分の 1 の

（5）放流効果
（3）・（4）の結果から、マダイ・ヒラメの漁獲
増加量及び増加金額で種苗放流効果を試算した
（表 3 ）。なお、漁業及び遊漁を通じて、種苗放流
事業が地域の水産加工業、流通業、観光業等に与

1,300万円（漁業者800万円、遊漁船業者500万
円：県補助金相当額）とした。
③

目標額の徴収方法について
ア

漁業者
マダイ・ヒラメの漁獲金額の 1 ％相当額を

える経済効果は、これに上乗せされると考えてい

漁協が取りまとめ、財団法人千葉県水産振興

る。

公社へ納入する（表 4 参照）。
（目標額）800万円
マダイ水揚金額
約 2 億円（※1） × 1 ％ ＝ 200万円
ヒラメ水揚金額

（1）受益者負担のしくみ
①

約 6 億円（※1） × 1 ％ ＝ 600万円

負担方法
千葉県では平成15年度から、それまでの調査

イ

遊漁船業者

に基づき、幅広い観点から負担方法を検討した

マダイ・ヒラメの釣獲金額（表 4 の平均漁

結果、「負担金及び協力金方式」（徴収方法は③

獲金額参照）の 1 ％相当額（実際の負担方法

参照）を導入した。

は表 5 のとおり）を漁協（漁協のない東京湾

目標額の設定について

一部地区は遊漁船業団体）が取りまとめて、

「負担金及び協力金方式」導入の検討が行わ

または遊漁船業団体に加入していない者は直

れた当初は、2,500万円を目標額とした。なお、

接、財団法人千葉県水産振興公社へ納入する。

②

この金額は、財団法人千葉県水産振興公社が実

（目標額）500万円

施しているマダイ・ヒラメ中間育成・放流事業

マダイ釣獲金額
約 2 億円（※1）× 1（※2）× 1％ ＝ 200万円

に相当する。
その後、漁業者等との協議の結果、漁業経営

表４

ヒラメ釣獲金額

マダイ・ヒラメの漁獲量及び漁獲金額の推移

表５

遊漁船1隻当りの年間負担金額
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約 6 億円（※1）× 1/2（※2）× 1％ ＝ 300万円
④

（注）※１：表 4 のH12〜16の平均漁獲金額

ウ

呼びかける。
負担協力金の使途

※２：遊漁船による採捕量：マダイは漁業と同程度、

中間育成日数の調整、放流方法の改良等を含

ヒラメは漁業の1/2程度（県調査結果：1−（４））

め、マダイ・ヒラメの中間育成・放流経費に活
用する。

その他(釣り人、釣り具店等)
・ プレジャーボート等による船釣りについ

⑤

納入状況

ては、マリーナ等に協力金箱を設置し協力

財団法人千葉県水産振興公社では、平成17年

を求める。また、遊漁船に乗船してマダ

度以降、目標額1,300万円のうち1,000万円を収

イ・ヒラメ釣りを行う乗客から（特に釣れ

入予算として計上し、平成17、18年度分の納入

た場合）100円程度の協力を求める。

状況は順調に推移している（表 6 ）。

・ 釣具店等にも協力金箱を設置して協力を

写真４

マリーナ，釣具店等に設置
されている協力金箱

表６

写真５

負担・協力金の納入状況

以上が、千葉県のマダイ・ヒラメ種苗放流事業
と受益者負担制度の概要であります。
種苗放流事業を進めていく上で、受益者負担制
度は必要なことでありますが、千葉県では、種づ
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マダイの中間育成風景

そのためには、今後とも種苗生産・放流の効率
化及び効果の把握をさらに進めるとともに、栽培
漁業の必要性及び効果を関係者に広く理解しても
らう努力が必要と考えています。

くり・場づくり・人づくりからなる栽培漁業は基

最後になりましたが、このレポートが、各都道

本的に公的機関の関与がある中で成り立つもので

府県において受益者負担を検討する上での参考と

あると考えています。

なれば幸いです。

寄

稿

（財）和歌山県栽培漁業協会
和歌山県栽培漁業センター所長

竹内 淳一

栽培漁業がはじまってから30年余、多くの対象

って発展していたものの、国際的な漁業環境の悪

種で種苗の大量生産ができるようになり、生産技

化と日本沿岸域の漁場環境の劣化なども重なり日

術はめざましく進歩した。副次的な効果として、

本漁業の先行きには不透明感が増していた。この

魚類・貝類の初期生態の解明や養殖種苗の安定供

ような時に、日本漁業の熱い期待を背負って始め

給に役立ったこと、さらに漁業関係者には広い海

られたのが栽培漁業であった。

とはいえ漁業資源が無尽蔵ではないことを意識さ

いっぽう、同じころ戦後の日本は欧米なみの国

せ、資源管理の考えを普及啓蒙したことなどの成

づくりを目指した高度成長時代に入り、沿海部は

果も大きい。しかし、その本来の目的である漁業

臨海用地整備の大規模な埋め立てが短期間に進ん

資源の造成に成功しているのか。対象資源の減少

だ。日本列島改造による道路建設や乱開発などに

に歯止めがかかり、その漁獲量は明らかに増加し

伴って多くの砂浜・干潟の多くが失われたのもこ

たのか。

の頃である。稚仔魚の生育場の多くが消失し、内

もちろん、大きな成果が得られている事例も多

湾の水質浄化機能も失われたのである。沿岸漁

い。しかし、全般的にみて、漁業者は栽培漁業の

業・栽培漁業にとって、かけがえのない浅場域

効果を実感できているのか。今、栽培漁業本来の

（渚域）の消失であった。港湾などを改修すると

目的が問われている。もし、地元の漁業者がその

数年後に思わぬ影響が思わぬところに現れるよう

効果を実感できていないとすれば、どこかに問題

に、陸域が海に及ぼす影響はすぐには現れない。

があると感じるのは私だけであろうか。もう一度、

それはボディブローのように効いてくる。陸域の

栽培漁業がはじまったころの初心にかえって考え
る必要があろう。先達の残した文献などのいくつ

が前浜（渚域）にあらわれると感じるの

は私一人であろうか。
これまでの経緯をかえりみて、今後どうすれば

かを調べてみた。
栽培漁業あるいは

つけ

つくる漁業

のことばと考

え方は、昭和30年代半ばころに提起された水産庁
主導の種苗放流事業にはじまる。この背景には、

初期の目的を果たすことができるのか問われてい
る。
栽培漁業はつくって育て、獲る漁業であるから、

漁業生産構造の欠陥を是正することが本質的な理

生産の基盤となる生育場が整備されていなければ

由の一つにあげられよう。漁業の生産構造の最大

ならない。稲を育てるには、水田を用意しなけれ

の特徴は、農業のように、種まき、育成、収穫と

ば米は収穫できない。野原に、いくら多くの籾を

いった再生産過程をもたないことである。つまり、

蒔いても米の収穫は見込めない。これと同じよう

この欠陥を克服するため、産卵数が極めて多い海

に、いくら良い種苗が用意できても、それを放流

洋生物の特性を活かして、人為的な管理の下で天

する浅場域（渚域）が健全でなければ、大きな効

然海域よりも桁違いに高い生残率を確保できると

果は期待できない。鹿児島県では「イオはヤメお

考え大量の種苗を天然海域に放流し、それが成長

る（魚は山にいる）」などと言い伝えられている

してから漁獲するというシナリオは、誰にも理解

（畠山重篤著「日本＜汽水＞紀行」）。また、古来

されやすく、広く一般に受け入れられた。

「魚は陸より生ず」のことわざも聞く。いずれも、
沿岸か

稚仔魚は陸域に近接した汽水域とも呼ばれる浅場

と外延的な拡大によ

域（渚域）で育つことを言い伝え、人々はこのこ

このころ、戦後復興した日本の漁業は
ら沖合へ、沖合から遠洋へ
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とを古くから認識していたのである。生育場とな

岸域の修復の視点から事業が進められ、「海の再

る浅場域の重要性は、栽培漁業関係の文献や事業

生プロジェクト」などではその成果もみえてきて

説明では必ずといっていいほど冒頭に説かれてい

いる。また、水産生物の多くが生まれ育つ前浜を

る。しかし、栽培漁業センターの多くが種苗生産

大切にする意味から、地域の「浜あらけ（掃除）」、

部門に特化した機関としてスタートしたため、栽

ウミガメの保護運動なども栽培漁業にとっては心

培漁業のもう一方の根幹となるべき種苗の放流に

強い味方である。「浜の恵み」を享受するには、

関わる調査、検討が十分に行われてきたであろう

前浜を健全な状態にすることが基本ではないだろ

か。

うか。

この放流に関わる調査研究を、種苗生産ととも

また、21世紀は地球温暖化や環境劣化による飢

に栽培漁業の両輪にしなければ、真っ直ぐに進め

餓の世紀と警告され、食糧問題とそれに深く関わ

ないのではないか。現在、多くの栽培漁業センタ

る地球環境保全への人々の関心は高くなってい

ーが施設の老朽化や職員の削減と雇用不安定によ

る。

る技術継承の問題点も抱えていることもあって、
今すぐ調査体制の再構築は難しい。しかし、この

故阪本俊雄（当時和歌山県水産増殖試験場長）
が書き残した「自然への畏敬（養殖 1996.9）」、

まま進めることは先達の成果と多大の努力が報わ

「時の徴（和歌山県水試だより 1997.1）」には、漁

れないのではないか。とくに放流効果の検証は、

業は自然の中の産業であり、自然環境が保全され

他機関と今まで以上に深化した連携、協力の下に

てこそ成り立つもので「自然への畏敬」を忘れて

早急な結論が求められている。

はならないことが述べられおり、「時の徴」はこ

悲観的な話ばかりではない。最近、水産環境保
全にとって重要な干潟・砂浜域といった浅場域

れまでの経済の時代から今や環境の時代を指して
いること、を私たちに伝えてくれている。

（渚域）を再生することがいかに重要であるか広

今後、栽培漁業をどう進めるのか。ともかく漁

く一般にも認識されるようになってきた。最近の

業者の目に見える効果を地道に積み上げて地元の

シンポジュウムでは干潟、浅場域のテーマが必ず

漁業者に理解されるように努力することが大切な

取り上げられている。水産庁は干潟の生物生産機

ことであろう。今、栽培漁業の真価が問われてい

構や生産力回復などの調査研究や干潟などの造成

る。国とともに関係機関が、栽培漁業の原点にか

を積極的に進めている。国土交通省でも河川や沿

えってもう一度問題点真剣に考える必要がある。
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豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告

「アサリ等二枚貝の増殖及び
食害防止に関する現地研修」
大分県北部振興局 農山漁村振興部 水産班
主

開 催 日 時：平成19年11月30日（金）

幹

冨 高 郁 郎

13：30

開 催 場 所：グランプラザ中津ホテル（大分県中津市東本町 1 − 2 ）
研修対象者：周防灘に面する福岡県、大分県の各漁協組合員及び職員、大分県・市行政機関、山口
県、福岡県、大分県の水産研究機関
出 席 者 数：45名（講師 2 名、話題提供者 4 名、漁業者24名、市職員 7 名、県職員 7 名、海づくり協会 1
名）

橋本教授による講演

銭谷室長による講演

1 はじめに

ました。

社団法人全国豊かな海づくり推進協会主催の現

このようなことから、本県では平成16年 3 月に

地研修会の開催地として選定いただき厚くお礼申

豊前海アサリ資源回復計画を策定して資源の回復

し上げます。現地研修会を終えましたのでその概

に努めています。豊前海沿岸 3 市 1 町の 4 漁協支

要について報告いたします。

店で補助事業によるナルトビエイの駆除事業を開
始するとともに平成19年度からナルトビエイの生

2 現地研修会開催経緯

態調査を開始しました。

大分県豊前海でのアサリの漁獲量は、昭和60年
の27,500トンをピークに減少し、平成14年には

3 研修会の概要

610トン、平成16年には30トンまで激減していま

研修会は、主催者の社団法人全国豊かな海づく

す。本県では、アサリ資源の回復のため稚貝の放

り推進協会・水田調査役の挨拶の後、山口県、福

流、産卵母貝の放流や母貝団地の造成等を実施し、

岡県、大分県のアサリ資源の増殖に関する取り組

資源の増殖に取り組んできましたが、平成14年頃

みと二枚貝の食害種であるナルトビエイによる被

にナルトビエイの回遊によるアサリの食害を確認

害状況や食害防止対策事例として、各県の研究員

し、また近県でも同様の被害があるとの情報を得

より話題を提供していただきました。その後、独
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立行政法人水産総合研究センター沿岸資源研究室
長・銭谷氏、広島大学大学院生物圏科学研究科、
広島大学生物生産学部教授・橋本氏により講演 2
題の研修及び意見交換が行われました。
1）話題提供
（1）「山口県の周防灘海域におけるナルトビエイ
調査等」
山口県水産研究センター
専門研究員

和西昭仁 氏

山口県の周防灘海域におけるアサリの漁獲状

主催者挨拶

況、ナルトビエイの食害対策及び生態調査につい
て話題提供をしていただきました。

の協力により実施している。19年度は、ナルト

①

山口県のアサリ漁獲状況等

ビエイ80尾に標識放流し追跡調査を実施してい

1983年頃より減少し、2000年頃から一時、回

る。

復傾向を示したが、現在 2 〜 3 トンで推移して

・この他、操業日誌による漁獲調査、アサリ漁場

いる。アサリの減少はナルトビエイの回遊によ

の食害跡の状況及び女性部によるナルトビエイ

る食害と思われ、生産地の宇部市、山陽小野田

を食材にした料理の開発等が行われた。

市地先で食害を確認している。
ナルトビエイからのアサリ食害防止策とし

（2）ナルトビエイ調査結果報告
福岡県水産海洋技術センター

て、アサリ増殖試験において、漁場への鉄筋杭、

技師

竹杭及び被覆網による試験を行った結果、ナル
果的であると考えられた。
②

ナルトビエイの駆除と生態調査

・平成14年にナルトビエイの出現被害を確認し、
その対策として関係漁協が流し刺し網による駆
除作業を実施している。
駆除作業は、国県の補助事業で行われ、低水
温に弱いナルトビエイが小野田地先、中国電力
発電所温排水口付近に蝟集する時期に実施して

ルトビエイの生態調査について情報の提供をいた
だきました。
①

生態調査

・平成19年度の来遊量調査においては、ナルトビ
エイの来遊時期に流し刺し網漁船を使用し 7 回
調査した。平均体盤長は、83.2㎝、平均体重は
12.4㎏、雌雄比は99.6％が雌であった。
・食害実態調査では、来遊量調査で得たナルトビ

いる。宇部市、山陽小野田市地先での駆除実績

エイの胃内容物について調査した結果、アサリ、

は、約55トン、3,217尾であった（2007年）。

マテ貝と思われる液状化した部分を確認した。

山口市地先では椹野川漁協がアサリ・シジミ
の保護のため河口域で73尾を駆除した。
・山口で獲れるナルトビエイはほとんどが雌で、

特に、小型個体（稚魚期）は空胃であったが液
状のものが満ちており、摂取しているものにつ
いての課題が残った。
アサリ漁場においてすり鉢状の穴（直径15〜

8 月になると雄が加わってくるが、魚体は小型
である。

40㎝）の食害痕を多数確認した。

・山陽小野田市地先の水温と出現時期の関係につ

・ナルトビエイの駆除は、漁業者が漁船による流

いて調査したところ、ナルトビエイの好む水温

し刺し網で 7 月の14日間で約70トンを駆除し

である水温17度を越える 5 月上旬から出現し始

た。

め、水温が降下する11月下旬までの 6 ヶ月間に
出現回遊する。
・ナルトビエイの移動や成長、生息する場所の特
定のためダートタグによる標識放流を広島大学
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俵積田貴彦 氏

福岡県豊前海におけるアサリ食害魚種であるナ

トビエイ対策は、杭を打つより被覆網の方が効

②

アサリの増殖試験の方法
ナルトビエイからのアサリの保護対策とし

て、のり網による囲い網、被覆網及び竹杭での
対策を実施している。

（3）「大分県海域におけるナルトビエイ生態調査
中間報告」
大分県農林水産研究センター
主幹研究員

福田祐一 氏

豊前海域におけるナルトビエイの駆除事業と調
査からみたナルトビエイの生態について情報提供
をいただきました。
①

駆除事業から見た生態

・海域内では、6 月から駆除を実施した。来遊魚

橋本教授による講演

は体重が 8 ㎏から10㎏が主体で 8 月以降に大型
化する。雌の個体が多く 8 月末には産仔のため

あることから、豊前海区のアサリ資源量の安定

か大型雌が多くなり、来遊ピーク時の体盤幅は

利用を図るため広域的な資源管理を行い資源の

70〜80㎝であった。9 月以降の来遊は減少傾向

回復を目指すため平成16年 3 月にアサリ資源回

であった。また、中津市地先から豊後高田市の

復計画を策定した。

間で産仔直後と思われる稚魚を採捕したことか
ら、産仔海域は広範囲とも考えられる。

・資源管理措置としては、資源の保護として、産
卵親貝の保護（禁漁期、禁漁区の設定）、小型

・標識放流調査では、10月までにダートタグを

貝の保護（殻長制限30㎜以下の採捕禁止）、密

115尾（雄60％、雌40％、中津地先で74尾、豊

漁の防止及び過剰漁獲の防止を、又、資源の積

後高田市地先では41尾）に付け放流した。福岡

極的培養として、資源供給漁場の造成と栽培漁

県椎田地先と豊後高田市真玉地先において採捕

業の推進（大型種貝の量産放流、発生稚貝移殖
放流）、環境等の改善として、漁場環境の改善

を確認した（ 9 月末まで）
。
・出現時期と水温の関係は、ナルトビエイの好む

（漁場・堆積物の除去）、外敵生物の除去（ナル

水温である17℃を越えるのが 5 月から11月下旬

トビエイの駆除）、栽培漁業の推進を漁業者へ

の 6 ヶ月であり、この期間に出現・回遊する。

周知徹底させる等である。

②

・資源の積極的培養については、平成16年度より

ナルトビエイの駆除
2004年から刺し網等で県の駆除事業を実施

し、2007年から国の事業でも実施している。

中津市から豊後高田市地先 7 カ所において、資
源供給漁場を造成しており、石原漁場・砂原漁

海上を飛ぶ姿を見て網を投入する流し刺し網

場では、鉄筋杭と有刺鉄線、FRP杭とのり網及

とアサリが生息する漁場（餌場）での流し刺し

び竹杭によるナルトビエイからの食害防止対策

網で捕獲する方法で、県・国の事業を合わせて
約104トン、12,600尾を駆除した（2007年）
。
③

を行うとともに、アサリ母貝を放流している。
・大型種貝の量産放流につては、水産試験場浅海
研究所で生産した人工種貝の放流効果調査を実

今後の課題

・回遊するナルトビエイの移動のルートの解明

施している。

・産仔後の親の移動生態と水温低下期の移動、生
息場所の解明（別府湾での生息調査を実施）

2）講演
（1）「豊前海中津地先におけるナルトビエイ来遊

（4）大分県のアサリ資源回復事業の取り組みに

量と駆除率」
（独）水産総合研究センター

ついて

瀬戸内海区水産研究所

大分県北部振興局
水産班課長補佐

横松芳治 氏

大分県のアサリ資源回復事業の取り組みについ

沿岸資源研究室

室長

銭谷

弘氏

大分県の平成19年駆除事業実績として、「駆除

て情報の提供をしていただきました。

の稼働隻数」、「捕獲尾数」や「ナルトビエイの魚

①

大分県豊前海アサリ資源回復計画の概要

体情報」からデルリー法による来遊量の推定方法

昭和60年をピークに漁獲量は減少し、平成17

について報告していただきました。

年では26トンとなり資源は極めて危険な状況に

〈駆除海域へのナルトビエイの来遊量および駆除
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率推定等〉

期は、雌の集団となるが雄は集団で別行動する。

・中津市地先におけるナルトビエイの来遊尾数は

水温17℃以下の低水温期の生態は全くわかって

18,490尾と推定された。

いない（移動先等）。

・来遊のピークは２群に分かれており、6 月11日
（第 1 群）と 7 月11日（第 2 群）であった。

繁殖については、8 月頃に産仔するが、その
後の交尾期や行動が不明であるので漁業者の漁

・第 1 群を駆除した後に、大群の第２群が来遊し、

獲情報提供が必要である。産仔数もよくわかっ

第 2 群は集群性が高かったことから駆除が困難

ていないが、体盤長30㎝で産まれるので産仔後

であったと推定された。

に食害に遭うことはほとんどないと考えられ

・駆除率は約54％で来遊量を18,490尾とした場

る。

合、残存尾数は8,448尾となる。
・アサリ資源では、駆除しなかった場合563トン
の食害があり、駆除により230トンのアサリを
守ったこととなる。

3）質疑・意見交換
①

アサリ資源の増殖のための漁場の造成の研究

成果について情報の提供をいただいた。山口県

・残存尾数から想定して、平成20年の来遊尾数は
13,000尾と予想される。

では、被覆網での食害防止が有効との意見や福
岡県、大分県での鉄筋・竹杭による食害防止の
試みについて報告と助言をいただいた。

（2）ナルトビエイの生態

〜判ったことと判ら

ないこと？〜」

また、ナルトビエイの生態の質問に対し、各
県で行われている生態調査の結果をわかりやす

広島大学大学院生物圏科学研究科
広島大学生物生産学部
教授

く回答していただきました。
②

銭谷室長の講演には、来遊量の推定から次年

橋本博明 氏

度の来遊推定まで詳しく行われたことから駆除

ナルトビエイの生態に関して最新の知見を分か

率約54％で残存尾数8,448尾であることが推定

り易く丁寧に説明していただきました。

され、また次年度の推定予想尾数が13,000尾と

①

ナルトビエイとはどういう魚か

いう数字が示されて、今まで実施して来た駆除

1989年に長崎県五島列島奈留島で初めて確認

活動に対する効果への驚きの声がでた。

され、1997年には瀬戸内海に出現した。このこ

橋本教授の講演に対しは、ナルトビエイの生

ろ九州有明海にも出現し、2001年には広島湾に

態に関することや回遊の経路、低水温期の生息

出現し、その後、山口県〜大分県沿岸にも出現

場所についての質疑がありました。

している。
サメと同じ軟骨魚類でエイ目トビエイ科、仲
間はトビエイ、アオスジトビエイ、マダラトビ

両講師には、これまでの知見をわかりやすく
説明してくださいました。また、今後の駆除の
方法について助言をいただきました。

エイ等である。エイは、底層に生活する魚とし
て進化した。
トビエイの特徴は、胸鰭が頭に達し、先端は
口先（吻部）に突出している。
② なぜ有明海、周防灘に回遊するのか？

研修会では、干潟域の重要な資源であるアサリ
の増殖に関する情報交換と周防灘共通の食害魚で
あるナルトビエイの生態について、干潟漁業で生

分布の条件は、有明海も周防灘も広大な砂泥

活する漁業者と行政機関がともに研修することに

の海域があり河川水の流れ込みがあることで、

より、今後のアサリ資源の増殖、保護方法につい

生息環境が適していたこと、温暖化による水温

て漁業者と歩調を合わせ推進していくことができ

の上昇及び餌の貝類が豊富にあることが考えら

たと思われます。

れる。
③ 雄と雌で微妙に体型や成長速度、寿命が違う。
雌の寿命は、18〜19歳（体盤長150㎝、体重
50㎏）で雄の寿命は 7 〜 9 歳（同100㎝、同
14.4㎏）である。行動も雄と雌で異なる。産仔
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4 おわりに

このような漁業者との有意義な研修会開催を今
後も全国的に開催されることは、干潟域の水産業
の振興に寄与するものと思われます。以上報告と
お礼といたします。

第 27回

全国豊かな海づくり大会

テーマ「この湖を 守る約束 未来のために」
滋賀県大津市で開催
第27回全国豊かな海づくり大会〜びわ湖大会〜
は、内水面では初となる大会として、平成19年11

恵み」が演出された。
10時には嘉田由紀子滋賀県知事の先導により、

月10日（土）、11日（日）の両日にわたり、豊か

天皇皇后両陛下が御臨席になった後、星の子保育

な海づくり大会推進委員会と第27回全国豊かな海

園の鼓笛隊に先導されながら、漁業者子弟と立命

づくり大会滋賀県実行委員会の主催により開催さ

館守山高等学校生によって大会旗が入場した。
開会のことばを鳥塚五十三滋賀県漁業協同組合

れた。
大会には、全国から1,300人の大会招待者と一

連合会代表理事会長が述べ、国歌斉唱を行った後、

般参加者など、およそ 5 万 2 千人が参加し、滋賀

河野洋平全国豊かな海づくり大会会長(衆議院議

県大津市の滋賀県立芸術劇場・びわ湖ホールで式

長)と嘉田由紀子知事が挨拶し、目片 信大津市長

典行事が、びわ湖ホール前湖岸で放流行事が、大

が歓迎あいさつを行い、天皇陛下がおことばを述

津港周辺でふれあい交流行事が繰り広げられた。

べられた。

式典行事は、11月11日びわ湖ホールで、天皇皇

続く表彰では、漁業功績団体の栽培漁業部門、

后両陛下の御臨席のもと、「この湖（うみ）を

資源管理型漁業部門、漁場保全部門、作文コンク

守る約束

未来のために」をテーマに「山から湖

ールの小学校低学年の部、小学校高学年の部、中

（うみ）まで、環境保全に取り組み、豊かな湖を

学・高校の部、及び滋賀県による絵画・習字の各

育てます」を基本理念として、「水産資源の維持

入賞者代表に、ヨシで作られた表彰状が大会会長、

培養と豊かな漁場の再生」、「特色ある琵琶湖漁業

農林水産大臣、水産庁長官、滋賀県知事から渡さ

の継承と振興」、「山から湖までの環境保全活動の

れた。

促進」
、
「環境保全活動の取組や滋賀の文化の発信」
を基本方針とする大会として行われた。
式典行事開始に先立ち、「この湖（うみ）に生
きる」と題した琵琶湖の漁業とそれを取り巻く環

最優秀作文の発表では、中学・高校の部で大会
会長賞を受賞した滋賀県大津市立日吉中学校二年
笠川達成君が「ニゴイが教えてくれたこと」を朗
読し、盛大な拍手を受けた。

境が映像で紹介されるとともに、大会のプロロー

その次に、びわ湖リレーションメッセージ（誓

グでは、「交響詩 淡海（おうみ）」として、平野

いのことば）が、｢山｣：緑の少年団、「川」：ボ

啓子さんの語り、映像による「琵琶湖の自然美と

ーイスカウト、「里」：ガールスカウト、「湖」：
マキノ夢の森・マキノ東小学校の子どもたちと漁
業後継者の勝見昌和・佳子夫妻により、全国へ発
信された。
大会決議を服部郁弘豊かな海づくり大会推進委
員会会長が読み上げ、満場の拍手により決議は承
認された。
大会旗は、嘉田知事から次回開催地の泉田裕彦
新潟県知事と篠田昭新潟市長に引き継がれ、泉田
知事は来年 9 月に開催予定である新潟大会への決

会場風景

意を述べ、式典は終了した。
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両陛下と式典参加者の代表はびわ湖ホール前湖
岸に移動し、11時20分から放流行事が行われた。
沖島太鼓による歓迎の後、オープニングとして、
「えびたつべ漁船」「あゆ沖すくい網漁船」による
漁法紹介と水草刈取船 2 艘によるデモンストレー
ションが行われた。
天皇皇后両陛下から漁業後継者や漁業者親子
に、第 1 回のお手渡しではビワマスとイワトコナ
マズが、第 2 回目のお手渡しでは、セタシジミと
ヨシの苗が手渡され、第 1 回御放流としてニゴロ
栽培漁業対象種を水槽展示

ブナとホンモロコの稚魚が、第 2 回御放流ではワ
タカとアユが放流された。両陛下の御放流に併せ

展示したズワイガニの水槽では、稚カニがふ化

て、来賓と招待者も放流を行なった。湖上にかか

するという大変貴重な瞬間を目にすることができ

る虹の下、官公庁船を先頭に 7 つの漁法の漁船等

た。

26隻による湖上パレードが繰り広げられた。最後
に放流船 2 隻がお手渡しを受けた稚魚・稚貝・ヨ
シ苗を、適地に放流・移植するため出発した。
天皇皇后両陛下は、放流行事後、式典会場内で
絵画・習字優秀作品を御覧になり受賞した子ども

滋賀県の団体やNPO、企業、市町村、漁協等が
特産品や活動を紹介する展示や即売会が行われた。
また、「海藻おしば教室」に参加した多くの親
子が琵琶湖に生息する藻を使った「おしば」作り
に挑戦していた。

とお話しになった。
大津港周辺では、ふれあい交流行事が催され、
県内外から 5 万人以上の来場者でにぎわい、水産
総合研究センターと海づくり協会等がアンケート
調査や栽培漁業対象種やズワイガニ、ウミガメ等
の水槽展示やパネル展示、お魚タッチプール等の
啓発宣伝活動に努め、多くの来訪者で賑わった。

市民参加のふれあい広場の正門

種苗を御放流になる両陛下

子供たちとうぉーたんと嘉田知事（ふれあい広場）

次回の第28回大会は、平成20年 9 月 6 〜 7 日
（土・日）、「生きている

生かされている

この

海に」をテーマに、新潟県新潟市で式典行事、放
流行事、歓迎アトラクション等関連行事が行われ
大漁旗をなびかせてパレードする漁船団
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る予定となっている。

天皇陛下のおことば
第27回全国豊かな海づくり大会が、湖では初

た。外来魚やカワウの異常繁殖などにより、琵

めて、ここ滋賀県大津市の琵琶湖畔において開

琶湖の漁獲量は、大きく減ってきています。外

催されることを、誠に喜ばしく思います。

来魚の中のブルーギルは50年近く前、私が米国

琵琶湖は永い歴史と広大で多様な環境を有

より持ち帰り、水産庁の研究所に寄贈したもの

し、湖に固有の多くの生物を宿しています。こ

であり、当初、食用魚としての期待が大きく、

れら固有の生物はそれぞれ琵琶湖の環境に適応

養殖が開始されましたが、今、このような結果

し、幾つかの種類では近似種間で生態や生育水

になったことに心を痛めています。

域を異にしてすんでいます。琵琶湖には三種の

昭和52年に、初めて大規模な淡水赤潮が発生

ナマズがすんでいますが、その中の 2 種ビワコ

したことを契機として、琵琶湖の環境保全のた

オオナマズとイワトコナマズは1961年に友田淑

めの真剣な取組が開始され、以来、産卵繁殖の

郎博士によって新種として記載されたもので

場であるヨシの生い茂る地帯の造成や、湖岸の

す。湖岸部を住処（すみか）とするナマズに対

清掃、周辺の山々の植林など、多くの人々が協

して、ビワコオオナマズは沖合で魚を追い掛け

力して、最近は湖の環境は良くなってきている

て生活し、イワトコナマズは岩礁地帯に生息し

と聞きます。再び魚影豊かな湖となることを期

て真横に突き出た目で小魚やエビを探して食べ

待しています。

ています。かつて池でナマズとビワコオオナマ

永い時を経て琵琶湖に適応して生息している

ズを飼ったことがありましたが、浮き餌（え）

生物は、皆かけがえのない存在です。かつて琵

の食べ方が両者で異なり、ナマズが上方のもの

琶湖にいたニッポンバラタナゴが絶滅してしま

を食べるのに適しているのに対し、ビワコオオ

ったようなことが二度と起こらないように、琵

ナマズは前方のものを食べるのに適しているよ

琶湖の生物を注意深く見守っていくことが大切

うに思いました。これらの環境に適応した種類

と思います。

を見る時、生物進化の妙を深く感じます。

この大会が河川、湖沼の生物を愛する心を培

この琵琶湖において、近年、集水域や湖畔で

い、皆で豊かな湖（うみ）づくりに励む契機と

の経済活動により水が汚染し、魚類の産卵繁殖

なることを願い、大会に寄せる言葉といたしま

場が減少するなど環境の悪化が進んできまし

す。

大 会 決 議
うみは、古来よりその豊かな恵みで人々の生

滋賀県で、第27回全国豊かな海づくり大会が開

活を支え、多様で優れた食文化を育むとともに、

催されるにあたり、「この湖（うみ）を

水辺の人々による生活と自然が見事に調和した

約束

里海

として形成されてきた。

国土と同様に、国民の生活と文化の基盤であ

守る

未来のために」を合い言葉に、環境・生

態系の保全に努め、豊かな湖（うみ）を取り戻
し、次の世代に引き継ぐことをここに決議する。

るこの豊かなうみは、その時代を生きる国民に
よって守り育て、誇りをもって未来へと送り届

平成19年11月11日

けなければならない。
世界有数の古代湖である琵琶湖を有するここ

第27回全国豊かな海づくり大会
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栽培漁業は、これまで対象種の漁獲金額と種苗生産コストの費用対効果の面からのみ議論され、その意義
について疑問が発せられてきましたが、今回の研修会では「特産魚介類の地域にとっての経済的価値を考え
る」をテーマとして、栽培漁業の果たす役割が、環境保全から町おこしまでと極めて幅広く、大きな意義を
もっていることを勉強しました。

・開 催 月 日：平成20年 1 月28日（月）13：30〜17：00
・開 催 月 日：平成20年 1 月29日（火）09：00〜12：00
・開 催 場 所：東京都千代田区大手町

「大手町サンケイプラザ」

・研修対象者：都道府県の水産試験場、栽培漁業センターや市町村、その他公益法人等の技術
職員、並びに漁連、漁協等を含む栽培漁業技術の推進に携わる関係者
・出 席 者 数：135名

講

義

１）魚の価値を考える
−地域における栽培漁業の価値−
講師：多屋勝雄（東京海洋大学 名誉教授）
２）地域特産水産物の経済的価値
講師：宮田

勉（水研センター中央水研水

産経済部 室長）
３）海洋レジャーから考える地域にとっての資源
の価値

５）『遠州灘天然とらふぐ』のブランド化とそれ
を活用した観光振興
講師：河野延之（環浜名湖の観光振興を考
える会 事務局長）
６）栽培漁業に対する住民意識−厚岸町でのニシ
ン放流を事例として−
講師：清水大輔（水研センター宮古栽培漁
業センター 技術開発員）

講師：工藤貴史（東京海洋大学 助教）
４）瀬戸内海サワラの価格形成に関する経済分析
講師：有路昌彦（アミタ持続可能経済研究

７）総合討論
座長：桑田

博（水研センター

研究開発

コーディネーター）

所 主席研究員）
本研修会は、栽培漁業の一層の普及・定着を図るため、独立行政法人水産総合研究センターから開催
事務の委託を受けて本協会が開催したものです。
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平成20年 2 月29日（金）午前 9 時30分より東京
都千代田区内神田コープビル会議室において、水
産庁増殖推進部栽培養殖課の担当官に出席いただ
いて、19年度第 2 回企画推進委員会を開催した。
澁川副会長より、栽培漁業が我が国沿岸漁業の
活性化に必ず資するという信念を持って、これか
らどのようなことができるかを検証し、当協会の
事業を確実に推進して行くため、検討願いたい旨
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）を選出して議事を行った。19年度事
業実施状況及び20年度計画骨子に対する意見は、
以下のとおりである。
（1）種苗等の需給調整・安定供給システム構築
条件調査について
・現状では計画以上に種苗生産による種苗交換は
難しいが、安全性を考慮して余裕をもって種苗
をつくることになるので、それぞれ交換するこ
とは可能ではないか。
・種苗生産の途中で、密度調整をせざるを得なく
なるので、これを交換システムに乗せることも
今後検討したらどうか。
・広域種については、海域内の関係県が合意の上、
必要な数量を決めてその中で各県が相互に補完
し合う方法が考えられる。このような種苗生産
システム上のリスクの分散の仕組みは必要であ
る。
・栽培漁業、資源管理、漁場整備といった沿岸漁
業振興策の中で、各事業が縦割りで行われてい
る。これらの事業の組み合わせにより、効果が
より一層増大できることを実証する必要があ
る。
・これからの沿岸漁業の振興に栽培漁業が不可欠
との観点から、水研センターも栽培漁業による
経済効果を評価してもらいたい。
・栽培漁業は浜のニーズがあるので、放流効果が
あることを立証し、施策として続ける必要があ
る。単品でなく、魚種の組み合わせで進めると
いう発想で、次の方策を探したい。等の意見が
出された。
・また、事務局からこれらの意見を基に将来的に
は、関係県が連携して計画的な生産を行い補完
し合う仕組みを目指したい旨説明があった。
（2）広報事業について

各県が実施している種苗放流を 7 月に実施する
計画は、魚種や地域によって困難な場合があるの
ではないか。との意見には、事務局から 7 月20日
が海の日に併せて 7 月中に放流することを考えて
いるが、アンケートの結果を見て具体的に決めた
い旨回答した。
（3）栽培漁業資源回復等対策事業について
・瀬戸内海東部海域クルマエビは終了後、放流事
業をどのような方向とするか。との意見には、事
務局から、これまでの調査結果も取りまとめと今
後の県間連携体制の構築への提言も加えてもらう
こととする。新しい対象種への取り組みとともに、
クルマエビの連携体制のあり方についても引き続
き検討したい旨回答した。
・19年度の事業の進め方として、海域毎に対象種
の資源状況、資源管理等を評価し、本事業を進め
ているのは、良い方向である旨の意見があった。
・本事業は、魚種単体で実施してきたが、単品で
は全面的な協力が困難なものでも、海域全体で係
わりを持つ魚種をパッケージでセットし、関係県
の適正な負担で推進することが望ましい等の意見
が出された。
（4）国庫委託事業（漁場造成と栽培漁業を連携
させた市民参加による海づくり）について
良い構想であるので、他の海域での実施は考え
ていないか。との意見があり、事務局から全計画
は複数年が想定されるので、受入体制にもよるが、
新たな海域での実施の可能性はある旨回答した。
その後、委員からの意見は特になく、議案は全
て了承された。
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平成20年 2 月28日（木）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
栽培養殖課森田哲男係長、研究指導課高山章一課
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栽培技術開
発コーディネーターの臨席の下、平成19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19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

平成19年度栽培漁業ブロック会議において、栽
培漁業関係公益法人の運営等に関する検討会の開
催要望があったこと受け、各海域ブロックを意識
し、また法人の事業内容を加味して、県行政担当
者10名選任させていただき、水産庁栽培養殖課早
乙女課長補佐を交えて公益法人問題検討会を開催
した。公益法人の自立化に向けた対応策及び新た
な公益法人認定制度に備え、現状や問題点を出し
合い、情報交換を行うとともに、解決策を見出す
ための議論を行った。また、翌日には、栽培漁業
関係予算要求に関する検討会を開催し、関係県が
連携する栽培漁業関係予算の考え方について意見
3）その他

交換を行った。
公益法人問題検討会

栽培漁業関係予算要求に関する検討会

日

時：平成20年 3 月 4 日（火）13:30〜17：00

日

時：平成20年 3 月 5 日（水）09：30〜12：00

場

所：東京都千代田区

場

所：東京都千代田区
コープビル 6 階第 2 会議室

コープビル 6 階第 2 会議室
議

題：1）公益法人の自立化に向けた対応策
2）公益法人制度改革における公益認定
への対応
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議

題：1）栽培漁業関係予算要求について
2）その他

（社）全国漁港漁場協会と海づくり協会は、平

算内示の内容説明を受けた。

成19年12月21日（金）午後15時から東京都港区の

つくり育てる漁業関係では、栽培漁業・養殖業

三会堂ビル 9 階で、両団体の会員を対象に平成20

等について栽培養殖課の井上総括課長補佐が、資

年度水産関係予算内示の説明会を開催した。

源増殖技術関係について海洋技術室の的野課長補

説明会は、橋本漁港漁場整備部長の来賓挨拶の
後、漁港漁場整備部関係、増殖推進部の栽培漁業
を中心としたつくり育てる漁業関係、海洋技術室

佐が説明した。
なお、会場に来られなかった会員に対して説明
会の資料を送付した。

の資源増殖技術関係、について関係各班長から予

平成19年度補正予算で燃油高騰対策の新たな事
業として「水産業燃油高騰緊急対策」101億 5 千
万円が計上され、平成19年12月22日の閣議で決定
された。
これを受け全漁連は、平成20年 1 月10日に「JF

出漁すればするほど赤字という事態に、経営破綻
が危惧されている。
価格転嫁できない産業特質の下、それでなくと
も魚価安・コスト高で漁業経営の苦境にあえいで
いる漁業者にとって、深刻なダメージを与えてお

全漁連燃油高騰対策推進本部」を設置し、①漁業

り、このままでは廃業者の大量発生のみならず、

経営体質強化対策（省エネ設備への転換や、グル

漁協経営や地域経済への影響、水産物の安定供給

ープ操業（共同探査船・共同運搬船の運航）を支

の問題に直結する、致命的な状況に至ることが確

援、②小規模漁業構造改善促進対策（地域・グル

実であった。

ープ、一斉の省エネ型新操業形態への転換を支
援）、③省エネ推進協業体活動支援対策（輪番制

燃油高騰対策を求める、漁業経営危機突破！

休業体制の下で、休漁者が行う生産力向上への取

全国漁業代表者集会の開催

組を支援）、④漁業経営安定特別基金（13億円）

平成19年12月13日午前11時から東京都永田町に

の条件改定等、関連する施策が実施されることに

おいて、JF全漁連と大日本水産会は、漁業経営危

なった。

機突破！燃油高騰対策を求める全国の漁業者代表
等およそ700名による集会を開催した。

燃油対策を求める背景

集会は、JF全漁連服部郁弘会長が主催者挨拶、

昨今の石油の高騰は止まることなく、ピーク時

早崎達哉全国鰹鮪近代化促進協議会会長、能登博

には 1 バーレル100ドルを越すという驚異的な原

之北海道イカ釣漁業協会が意見表明を行い、多く

油高騰に、漁業者は大きな衝撃を受け、産地では

の国会議員の来賓挨拶ののち政府・国会に支援策

操業を中断して帰航したり、出漁そのものを断念

を求める決議を採択し、集会参加者の代表が要請

せざるを得ない状況が発生した。また、漁業者自

活動を行った。

らの省エネ努力や構造改革の努力も水泡に帰し、
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平成18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18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20年3
月に刊行しますので、ここでは、本調査結果の概

2 魚種別種苗生産および種苗放流実績

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16〜18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18年度に種苗生産の対象となった種類は74

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74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、ダンペイキサゴ、バカガイ、ウバガイの 5 種

この場をお借りして厚くお礼申し上げます。なお、

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18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31

平成18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18年度の魚類の生産尾数は8,679万尾であ

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、カサゴ、トラフグ、クロダイ、マコ

により採捕された天然種苗は対象外としました。

ガレイ、オニオコゼ、マツカワ、その他25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 6 種となっています（表 2 ）。

したものについては、人工種苗として調査の対象
にしました。
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7,622万尾でした。ヒラメ、
マダイ、ハタハタ、ニシンの 4 種で魚類全体の放
流尾数の約70％を占めています（表 2 ）。その次

漁業等により採捕された天然種苗の放流も調査対

に放流尾数が多いのは、トラフグ、カサゴ、クロ

象としました。受精卵や給餌飼育しなかったふ化

ダイ、キュウセン、マコガレイ、オニオコゼの順

仔魚の放流、増殖を目的としない大型魚の放流、

となっています。以下に主要な魚種の平成18年度

表１

平成16〜18年度の種苗生産および種苗放流の実績
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表２

平成18年度

主な魚類の種苗生産および種苗放流尾数

の実績および最近10年間の動向について示しま

放流効果を上げるためには、中間育成で80㎜まで

す。

育てることが効果的であるとされており、近年は
種苗が大型化していますが、平成18年度は平均全

1）ヒラメ

長は77㎜でした（図 2 ）。

① 生産：昭和52年度の調査開始から右肩上がり

2）マダイ

の増加を続けてきた生産尾数は、平成11年度に

①

生産：ここ数年間の生産尾数は減少傾向にあ

4,000万尾を超えましたが、それをピークに減

り、平成18年度は、調査対象39県のうち21県で

少しています。平成18年度は3,107万尾と平成

種苗生産が行われ、生産尾数は2,122万尾と減

11年度のピーク以降最少でした（図 1 ）。調査

少しました（図 1 ）。

対象39県のうち35道府県で種苗生産が実施され
ました。

②

放流：平成11〜16年度は2,000万尾程度で推

移しましたが、それ以降減少しており平成18年

② 放流：生産尾数と同様に、平成11年度から減

度は1,752万尾と近年で最も低い値となりまし

少し、ここ数年間は2,500万尾程度で推移して

た。放流した種苗の平均全長は65㎜でした（図

います。平成18年度は、2,520万尾が放流され

1 、2 ）。

平成17年度より約60万尾増加ました。

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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3）クロダイ

り上げます。これらの魚種は比較的広い水域を生

① 生産：生産尾数は平成10年度以降減少傾向に

活圏とし、産卵期には特定の産卵場に戻ってくる

あり、平成18年度は288万尾が14府県で生産さ

回帰性の強い種類と位置付けられています。これ

れました（図 1 ）
。

らの魚種では、産卵回帰した親魚が漁獲対象とさ

② 放流：最近10年間の放流尾数は生産尾数と同

れたり、回遊先では未成魚が先獲りされたりする

様に減少傾向にあり、平成18年度は、230万尾

ため、放流魚および産卵親魚の管理を行うこと、

の放流が行われました。放流種苗の平均全長は

産卵場所となる藻場等の造成を行うこと、天然お

57㎜でした（図 2 ）
。

よび放流資源の小型魚の漁獲規制等を実施するこ
とが資源量増加のために重要となります。

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

①

生産：ハタハタは、平成18年度には657万尾

が生産され平成17年度と同程度でした。

なるなど、栽培漁業に関する期待が高まっている

ニシンの生産尾数は、平成13年度に落ち込み

魚種です。特にマツカワについては、平成17年度

ましたが、その後増加し平成18年度は652万尾

は生産尾数28万尾、放流尾数30万尾でしたが、平

と増加しました。
トラフグの生産尾数は、200〜400万尾で推移

成18年度は生産尾数、放流尾数共に150万尾と大
きく増加しました。
①

しており平成18年度は294万尾でした（図 4 ）。

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、
メイタガレイ、イシガレイが含まれています。
近年は430万尾程度で推移しており、平成18年
度は425万尾が生産されました（表 2 、図 3 ）
。
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、マガレイとなり、
平成18年度には合計392万尾が放流され過去10
年で最高でした（表 2 、図 3 ）
。

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

②

放流：ハタハタは、平成17年度までは減少傾

向にありましたが、平成18年度は増加し615万
尾が放流されました。
ニシンの放流尾数は、生産尾数と同様に増加
図３ カレイ類の種苗生産・放流尾数の推移

傾向にあり、平成18年度は588万尾が放流され
ました。

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
数がともに多いハタハタ、トラフグ、ニシンを取
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トラフグの放流尾数は、おおよそ200万尾前
後で推移していましたが、平成18年度は327万
尾と過去10年で最高でした（図 4 ）。

（2）甲殼類

1）クルマエビ

平成18年度に生産された甲殻類は10種で、生産

①

生産：平成18年度の生産尾数は1.5億尾であ

尾数の合計は2.5億尾でした。生産尾数の多い順

り、生産尾数は甲殻類の中で最も多く、甲殻類

にクルマエビ、ガザミ、ヨシエビ、クマエビ、ノ

全体の60％を占めています。最近10年間の生産

コギリガザミ、モクズガニとなっています。特に

尾数は減少傾向を示しており、10年間で約2.7

生産尾数が多いのは上位 3 種で、甲殻類全体の生

億尾減少しました（図 5 ）。

産尾数の95％以上を占めています（表 3 ）
。

②

放流：平成18年度の放流尾数は1.2億尾であ

平成18年度に放流された甲殻類は 8 種で、放流

り、甲殻類の中で最も多く放流されており、甲

尾数の合計は1.9億尾した。放流尾数の多い順に

殻類全体の放流尾数の63％を占めています。最

クルマエビ、ヨシエビ、ガザミ、クマエビ、ノコ

近10年間の傾向では、生産尾数と同様に減少傾

ギリガザミ、タイワンガザミ、イセエビの順とな

向がみられ、平成 9 年度からの10年間で半分以

り、特に放流数の多い上位 3 種で甲殻類全体の

下となりました（図 5 ）。

97％を占めています（表 3 ）。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

2）ヨシエビ

ついて、平成18年度を中心とした最近10年間の動

①

向について示します。

生産：生産尾数は平成17年度までは増加傾向

を示していましたが、平成18年度は減少し、
4,557万尾でした。甲殻類の中で18％を占め、3
番目に生産尾数の多い種になっています
（図 6 ）。
表３

平成18年度

主な甲殻類の種苗生産および種苗放流尾数

図５ クルマエビの種苗生産・放流尾数の推移

図６ ヨシエビおよびガザミの種苗生産・放流尾数の推移
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② 放流：平成18年度の放流尾数は生産尾数と同

テガイが16％にあたる約31億個となっています。

様に減少し3,505万尾でした。甲殻類の中で 2

以下に生産、放流個数ともに多いホタテガイと

番目に多く、全体の18％を占めています（図 6 ）。

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18年度の概要と最近
10年間の動向について示します。

3）ガザミ
① 生産：平成14年から平成17年度まで減少して
いましたが、平成18年度は増加し4,693万尾で

1）ホタテガイ

した。甲殻類全体の18％を占めており、カニ類

①

の中では最も多く生産されています（図 6 ）
。
②

放流：平成18年度の放流尾数は近年で2番目

に多い3,210万尾であり、甲殻類全体の13％を
占めています。カニ類の中では最も多く放流さ

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、増減を繰り返しており平成18
年度は34億個でした（図 7 ）。
②

放流：放流個数は約30億個前後で推移してお

り平成18年度は31億個でした（図 7 ）。

れています（図 6 ）
。

2）アワビ類

（3）貝類
貝類の生産個数は約34.8億個であり、生産個数

①

生産：アワビ類には、生産個数の多い順にエ

の多い順にホタテガイ、エゾアワビ、クロアワビ、

ゾアワビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカ

チョウセンハマグリ、メガイアワビとなっていま

アワビが含まれています（表 1 ）。

すが、そのほとんどがホタテガイであり、貝類生

平成18年度のアワビ類の生産個数は2,819万

産個数の99％にあたる約34.3億個が生産されてい

個でした。アワビ類 4 種のうち、エゾアワビが

ます（表 4 ）
。

アワビ類全体の約60％を占めており、クロアワ

貝類の放流個数は約192億個であり、生産個数

ビは25％、メガイアワビが15％を占めています。

の 6 倍近い数が放流されていますが、これは天然

最近10年間の傾向は、3,000万個程度で推移し

種苗を放流しているケースが多くあるためです。

ています（図 8 ）。

放流個数の多い順にアサリ、ホタテガイ、エゾア

②

放流：平成18年度のアワビ類の放流個数は

ワビ、チョウセンハマグリ、クロアワビとなって

2,473万個でした。最近10年間の傾向として

います（表 4 ）。そのほとんどがアサリとホタテ

2,500万個前後で推移しています（図 8 ）。アワ

ガイであり、この 2 種で貝類の放流個数の99％以

ビ類全体の放流個数に対してエゾアワビが

上を占めています。その内訳としては、アサリが

60％、クロアワビが25％、メガイアワビが15％

貝類の放流個数の83％にあたる約160億個、ホタ

を占めています。

表４
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生産：ホタテガイの人工種苗の大部分は、コ

平成18年度

主な貝類における種苗生産および種苗放流個数

図７

ホタテガイの種苗生産・放流個数の推移

図８ アワビ類およびウニ類の種苗生産・放流個数の推移

②

3）アサリ
アサリの放流（移植）の歴史は古くからあり、

放流：放流個数は、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

漁協単位で母貝あるいは稚貝を入手して、放流が

加し215億個が放流されました。平成18年度は

行われてきました。アサリは昭和60年代前半から

平成16年と同程度の160億個が放流されました

全国的に漁獲量が減少し始め、現在は最盛期の

（図 9 ）。

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。

（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18年度におけるその他の動物の生産個数

① 生産：生産個数は平成 9 、15、16年を除いて

は、6,387万個であり、生産個数の多い順にエゾ

140〜470万個で推移しています。平成18年度は

バフンウニ、キタムラサキウニ、マナマコ、アカ

230万個が生産されました（図 9 ）
。

ウニ、バフンウニですが、その他の動物の生産の
ほとんどはエゾバフンウニ、キタムラサキウニを
中心としたウニ類です（表 5 ）。ウニ類、マナマ
コの他には、マダコとタイマイが生産されていま
す。
その他の動物の放流個数は、7,818万個であり、
多い順にエゾバフンウニ、キタムラサキウニ、マ
ナマコ、アカウニ、バフンウニとなっています。
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 ）。
以下に生産、放流個数ともに多いウニ類につい
て、また、本誌でも特集を組みましたマナマコに
ついて、平成18年度の概要と最近10年間の動向に
ついて示します。

図９

アサリの種苗生産・放流個数の推移
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表５

平成18年度

主なその他の動物の種苗生産および種苗放個数

1）ウニ類

2）マナマコ

① 生産：ウニ類には、種苗生産個数の多い順に

①

生産：平成12年度から増加傾向にあり、平成

エゾバフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、

18年度には過去10年で最も多い377万個が生産

バフンウニ、ムラサキウニ、シラヒゲウニが含

されました（図10）。

まれており、平成18年度には6,008万個が生産

②

放流：平成17年度までは180〜370万個で推移

されました。その中でもエゾバフンウニは大量

していましたが、平成18年度は784万個と大量

に生産されており、ウニ類の約80％を占めてい

の種苗が放流されました。放流尾数の急激な増

ます。エゾバフンウニの生産個数が、平成 9 年

加からも、増殖対象種として需要が高まってい

度の7,000万個をピークに減少傾向にあるため、

ることがわかります（図10）。

それに伴い、ウニ類全体の生産個数も減少傾向
にあります（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
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18年度には人工種苗、天然種
苗を合わせて7,818万個が放流されました。そ
の中でもエゾバフンウニ、キタムラサキウニが、
それぞれ5,388万個、1,227万個放流されており、
ウニ類の77％、13％を占めています。近年の放
流個数は減少傾向にあります（図 8 ）
。

図10

マナマコの種苗生産・放流個数の推移

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
（http://ncse.fra.affrc.go.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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協会の主なスケジュール
平成19年度第 3 回理事会

平成20年 3 月19日（水）午後 1 時30分〜
東京都千代田区

平成19年度税理士会計検査

大手町サンケイプラザ311号室

平成20年 4 月18日（月）午前 9 時30分〜
東京都千代田区

鎌倉河岸ビル４階協会会議室

平成19年度監事監査

平成20年 4 月24日（木）〜25日（金）

平成20年第 1 回理事会

平成20年 5 月21日（水）午前11時〜
東京千代田区

平成20年度通常総会

コープビル 6 階第 2 会議室

平成20年 5 月21日（水）午後 1 時〜
東京千代田区

コープビル 6 階第 3 会議室
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