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巻

言

栽培漁業の合理的・効率的な
展開のために
水産庁瀬戸内海漁業調整事務所

提 坂
唐突ですが、キャリーバッグというものが嫌い
です。底に車輪が付いてゴロゴロ引き摺るアレで
す。お年寄りや小さな子供さん連れなどは仕方な
いでしょうが、最近ではいい若いモンがアレを引
き摺る光景をよく見かけるようになりました。混
雑した駅や空港で、周りの人が躓きそうになるの
に、若い男性が携帯など架けながら、無駄なエネ
ルギーを使わず合理的・効率的でしょと言わんば
かりにゴロゴロとアレを引き摺っていると、後ろ
から蹴飛ばしたくなるのは私だけでしょうか。
とはいえ、世の中での合理性・効率性の追求が
やむことはなく、特に、行政施策については、そ
の必要性はもとより、いかに合理的・効率的に展
開しているかを広く訴えていかねばならないとこ
ろ、これを蹴飛ばすわけにはいきません。
栽培漁業という施策の必要性については、これ
までも繰り返し説かれてきました。しかしながら、
不景気と財政状況の悪化が続く近年、世間一般で
コスト削減が厳しく求められる中、種苗の生産に
一定のコストをかけざるを得ない栽培漁業につい
ては、取り組み方の合理性・効率性を他の施策以
上に強く追求していかなければならず、現場のご
苦労は並大抵のものではありません。
そもそも、天然資源に加わってそれと同化する
生物をつくり、放流していく栽培漁業にあっては、
製品に当たる種苗そのものを、生産しやすい簡易
なタイプへモデルチェンジすることなどできるわ
けもなく、むしろ取組が本格化すればするほど、
遺伝的な多様性を確保しつつ、より天然の個体に
近づけていかなければなりません。そうすると、
施設や技術といった製品を作り出す過程を改めて
いくしかコスト削減の方法はなくなります。もち
ろん、個々の種苗生産現場では、緊縮財政のため
否応なしにそうした努力が払われ続けています
が、個別の現場では対応しきれないこと、例えば、
都道府県の範囲を超えた種苗の共同生産・放流体
制などについては、本格的な努力が払われてきた
とは言い難いのではないでしょうか。
都道府県費を使って作られる種苗を県外へ持ち
出すことは財政当局の理解が得られない、分業で
取り組んだ種苗の生産に失敗した場合に責任をと
れない等々の障害から、各都道府県ともなかなか
前向きに考えにくいという事情も理解できます。
しかしながら、つい最近まで市町村レベルで繰

猛

り広げられてきたいわゆる「平成の大合併運動」
は、これから都道府県に及ぶこと必定であって、
近い将来、道州制の議論も盛り上がることは容易
に予想されます。道州制へ移行したところで財政
状況が急に好転するわけもなく、一つの行政単位
の中に同じような種苗を生産する施設が複数ある
といったことが看過されるとは思えません。そう
した場合、統廃合という名目のもと、施設数の削
減が行われることにもなりかねず、栽培漁業の地
盤沈下に直結する虞もあります。
このように、なにも道州制ありきで考えるまで
もなく、栽培漁業の施設や取組の必要性などを正
しく理解してもらうためには、個々の現場で蓄積
された技術力や地の利を活かし、オンリーワンの
特徴をアピールしていく必要があるのではないで
しょうか。また、何よりも合理性・効率性を考慮
した場合、施設間の連携・分業は自然なことで、
公式か否かは別として、申し合わせなどに基づく
種苗の交換・融通が、現実に行われているところ
もあると聞きます。
さらに、種苗の放流に関しては、適地（育成に
適しているだけでなく、放流後の漁獲や漁場環境
の管理が適正な場所）への集中放流という大原則
が全うされているでしょうか。放流場所が中間育
成を実施できる場所に左右されたり、県境の壁に
遮られたりすることは、関係者間ではやむを得な
いことと飲み込まれがちですが、冷静に考えれば
やはり本末転倒であり、世間一般では受け入れが
たいことなのでしょう。
こうした中、栽培養殖課では、平成22年度予算
において「栽培漁業資源回復等対策事業」を拡充
し、広域種苗生産モデルの構築に関する調査に取
り組むこととなりました。何十年も以前から残さ
れてきた課題をわずかな期間で克服することは困
難でしょうが、本事業を活用いただくことで、真
に合理的、効率的な栽培漁業の展開方向を確立す
るためのきっかけをつかんでいただければと思い
ます。
ところでまた冒頭の話ですが、それでもやはり
キャリーバッグは嫌いです。移動時には自らの責
任で荷物を運ぶべきであり、そのためには予め持
ち歩ける重さ・量を考えて必要最小限に荷造りす
ることこそ合理的・効率的と思うのですが･･･。

1

農林漁業用Ａ重油の免税等措置延長
される
−全国の漁業関係者が要望活動を展開

全国漁業協同組合連合会
常務理事

昨年夏の衆議院選挙に伴う政権交代により、行
財政運営や政策決定のプロセスが大きく変わりま
した。具体的には、民主党においては党の政策協
議・決定機関である政務調査会を廃止し、予算、
税制等の政策の決定は政府に一元化され、また、
各省庁においては、大臣、副大臣、政務官の政務
三役が主導し、官僚はその指示の下で政策運営を
行うこととなりました。また、11月には陳情方法
の改革も示され、地方における陳情・要望活動を
重視するとともに、幹事長室に要望を一元化する
こととなりました。従来の中央官庁への陳情は意
味を無くし、事業仕分けの場面を見てお分かりの
ように、公開の場で方向の決定が行われることと
なり、政策実現のためには従来にも増して世論形
成や地方での活動が重要となっております。
このような変化に対応した運動として、昨年末
のＡ重油の免税等措置延長の取組が今後の対応の
参考となると考え、紹介させていただきます。
税制改正においても党の税制調査会は設置され
ず、政府税調において議論が行われました。また、
税制改正要望の受付も大幅に遅れ、10月 9 日に農
水省ホームページにおいて、平成22年度税制改正
要望に係る意見を各種団体に限らず広く公募する
と発表がありました。
本会はこれを受け、組織協議を経て!租特法で
手当される石油石炭税関連の「農林漁業用輸入Ａ
重油にかかる免税措置」、「同国産Ａ重油にかかる
還付措置」の延長等を重点項目とする要望を取り
まとめ、提出しました。
10月22日には副大臣・政務官が主催する農林水
産政策会議の場で意見提出者からのヒアリングが
行われ、本会は他の意見提出団体とともに与党議
員からのヒアリングを受けました。本会は①漁業
生産コストに占める燃油費は 3 割程度を占め、経
営への影響は甚大であること、②漁業者は省エネ
化や輪番休漁等による燃油経費の削減をはじめと
する経費圧縮に、懸命に取り組みながら生産活動
を行っていること等から、措置継続の必要性を強
く訴えたところです。
農水省は10月30日、内閣府税制調査会（以下、
税調と略記）に「平成22年度農林水産関連の税制
改正の主要事項」を提出しました。ここには本年

2

長 屋 信 博

度期限切れとなる燃油関連税制に係る措置つい
て、2 年間の延長が要望事項として盛り込まれま
した。
11月以降、税調は各省庁からのヒアリングを実
施し、これに基づき20日〜27日にかけて、各省の
要望について 0 次査定を示しました。かねてから
本年は租税特別措置の存続は厳しいとされていた
ことから、JFグループは本会の中央での活動に加
え、会員による地元国会議員への要請活動を実施
していたところですが、燃油関係税制に関する要
望は税調からは要望内容の抜本的見直しができな
ければ認められないとの「Ｃ判定」が下され、JF
グループには衝撃が走りました。
燃油関連税制の措置延長が非常に厳しい情勢に
あることをうけて、JFグループは総力を結集して、
会員からの地元選出国会議員に対する直接要望等
さらに強く推進し、同時に本会は中央での要請行
動だけでなくマスコミ等へのアピール等も含めて
全力を挙げましたが、11月30日の一次査定、続く
12月 3 日の二次査定でもＣ判定は覆りませんでし
た。
そうした中、会員による国会議員への着実な対
応の中で、12月 2 日、15日に開催された農林水産
政策会議では、与党国会議員から本件措置延長に
関する発言が多数なされ、徐々に好転の兆しが見
えるに至り、16日に民主党から政府に提出された
「平成22年度予算における民主党重点要望」にお
いては、本件は「政府・与党の調整を要する課題」
として位置付けられました。
最終的には、22日午後 2 時からの第24回税制調
査会において残された検討課題が整理され、本件
は 1 年間の限定ながら適用期限延長が実現するこ
ととなりました。これについては税調の場でも
「全国からも関係の皆さまから大変なご要望を頂
いた中で、1 年延長するとの結論にしたい」との
説明があり、我々JFグループの要請活動が大きく
世論を動かしたものといえます。
水産業をとりまく環境は消費の減退、価格の低
落等からさらに厳しさを増しております。このよ
うな状況を乗り越えるための抜本的な政策の実現
に向け、地方と中央が一体となった取組を進めて
いくことが重要と考えます。
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三重県における栽培漁業の取り組み
三重県農水商工部水産資源室
主査

多 門

裕 史

21％（110億円）、遠洋漁業が20％（102億円）と

１

三重県の水産業の概要

なっている。
平成18年の漁業経営体数は、6,249経営体で、

三重県は、日本列島中央部の太平洋側に位置し、

漁船漁業を行う経営体が3,608経営体で最も多く、

東西約80㎞、南北約170㎞の細長い県土を持って

全体の58％を占めている。主とする漁業種類別で

いる。南北に延びる海岸線は1,000㎞余りに及び、

みると、採貝漁業に従事した経営体が全体の19％

遠浅の砂浜が広がる伊勢湾、伊勢志摩地域の離島

を占め最も多く、次いで釣漁業が15％、刺し網、

や複雑に入り組んだ美しいリアス式海岸、海岸近

真珠養殖、ノリ養殖、底びき網、カキ類養殖と続

くまで山々がせまり黒潮の影響を強く受ける熊野

く。経営体数は、30年前の昭和51年に比べ、平成

灘沿岸など、変化に富んでいる。

18年には5,535経営体（47％）も減少しており、

静穏な伊勢湾に面する県北部では、採貝、船び
き網等の漁船漁業やノリ養殖業が営まれ、また漁
場に恵まれた県中勢部では、一本釣り、延縄、採
貝、船びき網、中型まき網、刺し網、定置網など
の様々な漁船漁業のほか、魚類、真珠、ノリ、カ
キ、藻類など多様な養殖業が営まれている。熊野
灘に面する県南部では、回遊魚を対象とした大型
定置網や中型まき網などの漁船漁業のほか、リア
ス式海岸の静穏な湾内を利用した魚類養殖業など
が営まれている。このように、県内各地に点在す
る漁村では、地域の特色をいかした多種多様な漁

図１

海面漁業生産量

図２

海面漁業生産額

業が営まれており、全国でも有数の水産県である。
平成18年の海面漁業総生産量は、217,134トン
で、その構成比は遠洋漁業が19％（41,747トン）、
沖合漁業が51％（110,720トン）、沿岸漁業が16％
（35,349トン）、海面養殖業が14％（29,318トン）
となっている。
また、海面漁業総生産額は519億円で、その構
成比は海面養殖業が37％（194億円）と最も多く、
次いで沖合漁業が22％（113億円）、沿岸漁業が
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特に海面養殖業における減少が著しく、昭和51年
の6,438経営体に比べ、4,563経営体（71％）の大
幅な減少となっている。
漁業就業者も減少しており、平成15年における
総漁業就業者数は12,261人で、昭和50年と比べる
と、14,817人（55％）も減少している。

三重県の栽培漁業の概要

２

図３

三重県栽培漁業センター

当県では、水産資源の維持増大を図るため、栽
培漁業センターを 2 箇所、種苗の中間育成施設を

所 在 地：三重県志摩市浜島町浜島3564-1

2 箇所整備して栽培漁業を推進している。

敷地面積：12,900㎡

栽培漁業センターでの種苗生産業務は、県から
の委託事業及び補助事業の形態で（財）三重県水

建 設 費：12億7,600万円
施設概要：管理培養棟

延481.5㎡、アワビ採苗

産振興事業団（以下『事業団』とする。）が実施

棟

している。現在の種苗生産魚種はマダイ、ヒラメ、

ルマエビ育成水槽

トラフグ、カサゴ、クルマエビ、ヨシエビ、アワ

ワビ育成水槽、ナンノクロロプシス培

ビであり、このほか養殖用種苗としてマハタ、ア

養槽

720㎡、魚類飼育棟

773.2㎡、ク

100ｔ× 4 槽、ア

80ｔ× 5 槽、付帯施設

コヤガイの量産化試験を実施している。
中間育成施設は、事業団の基金運用益で運営が
なされ、クルマエビ、ヨシエビ、ガザミ、トラフ
グ、ヒラメの種苗が中間育成されている。
各施設の概要及び種苗生産対象魚種は次のとお
りである。

②

三重県尾鷲栽培漁業センターの概要
千葉県から当県に亘る海域で、一つの資源とし

て考えられているマダイの資源増大、維持安定を
図るため、当県も100万尾放流への対応ができる
施設の整備が必要となった。
このため、平成 5 年度〜 7 年度の 3 ヵ年で、第
二栽培漁業センターとして三重県尾鷲栽培漁業セ

①

三重県栽培漁業センター
三重県栽培漁業センター（以下『栽培センター』

とする。）は、昭和53年度〜55年度の 3 ヵ年で基
本施設を整備し、昭和56年度よりアワビ、クルマ

ンター（以下『尾鷲栽培センター』とする。）を
建設し、平成 8 年度よりマダイ、トラフグ、アワ
ビの増産を開始した。
当施設は、県有施設であるが、事業団と施設の

エビ、アコヤガイの種苗生産を開始した。さらに、

貸付契約を結び施設の運営管理を任せ、県単独補

漁業者からの魚類種苗の放流要望に応えるべく、

助事業により種苗生産業務を実施している。

昭和59年度〜61年度の 3 ヵ年で施設を増強し、ヒ
ラメ、マダイ、トラフグの種苗生産を開始した。
現在では、アワビ、クルマエビ、ヨシエビ、アコ
ヤガイ、ヒラメ、トラフグの種苗生産を行ってい
る。
当施設は県有施設であり、県が事業団に種苗生
産業務を委託して、その使用を認めているが、整
備から30年近くが経過し、施設の老朽化が課題と
なっている。

4

図４

三重県尾鷲栽培漁業センター
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現在、当施設ではマダイ、トラフグ、カサゴ、

ｍ）×12基、取水施設、給排水施

アワビの種苗生産を行っているほか、地域振興策

設、管理棟、機械棟

として新養殖魚種のマハタ種苗の量産化に取り組
んでいる。
所 在 地：三重県尾鷲市古江町811-1
敷地面積：16,796㎡
建 設 費：33億9,600万円
施設概要：管理棟（魚類飼育室1,104㎡、魚類産
卵室513㎡、ワムシ培養室339㎡、アワ
ビ飼育室1,248㎡、親貝飼育室513㎡）、

図５

三重県伊勢湾南部中間育成施設

機械棟（ポンプ室、ボイラー室、発電
室、高架貯水槽、ナンノクロロプシス
培養槽40㎡×16槽）、海面施設
角型生簀枠32基、取水施設

②

5㎡

三重県伊勢湾北部中間育成施設
所 在 地：三重県鈴鹿市白子 1 丁目6276-2

海底濾過

敷地面積：4,678㎡

槽4基

建 設 費： 5 億6,900万円
施設概要：円形コンクリート水槽（直径12
ｍ）×12基、取水施設、給排水施

当県では、伊勢湾の漁場環境の悪化により大き

設、管理棟、機械棟

な影響を受けるクルマエビ、ヨシエビ等の資源回
復を目指し、伊勢湾地域の漁業振興を図るため、
平成18年度に三重県伊勢湾南部中間育成施設（以
下「南部中間育成施設」とする。）を、平成19年
度に三重県伊勢湾北部中間育成施設（以下「北部
中間育成施設」とする。）を整備した。
南部中間育成施設では、直径17ｍの円形水槽12
面で、クルマエビ、ヒラメ、トラフグを中間育成

図６

し、北部中間育成施設では、直径12ｍの円形水槽

三重県伊勢湾北部中間育成施設

12面で、ヨシエビ、ガザミを中間育成している。
なおガザミについては、玉野栽培種苗センター及
び静岡県温水利用研究センターの生産種苗を入手
し中間育成を実施している。
当施設は県有施設であるが、当施設を使用して

①

マダイ
昭和45年から尾鷲水産試験場（現

水産研究所

中間育成業務を担う事業団との間で、施設の貸付

尾鷲水産研究室）で着手された魚類の種苗生産研

契約を結び、施設の運営管理を任せている。

究により、昭和58年までに種苗生産技術は確立し
ていたが、量産化開始は栽培センターに魚類種苗

①

三重県伊勢湾南部中間育成施設
所 在 地：三重県伊勢市有滝町2259-2

生産施設が整備された昭和62年度以降である。
その後、尾鷲栽培センターの整備により、県内

敷地面積：9,191㎡

で140万尾の生産体制が確立した。現在、マダイ

建 設 費： 6 億2,400万円

の種苗生産は尾鷲栽培センターに一本化し、全長

施設概要：円形コンクリート水槽（直径17

30㎜サイズ約60万尾が生産され、海面小割生簀で

5

全長60〜70㎜サイズまで中間育成したのち、50万

産技術が開発され、新たな栽培対象魚種として加

尾程度が放流されている。

えられたのは平成11年度に入ってからである。
現在、尾鷲栽培センターにて全長50㎜サイズで

②

ヒラメ
ヒラメは、マダイより 1 年早い昭和61年度から

生産された約10万尾が県中勢部以南の各浜で放流
されている。
カサゴは漁獲量の把握が困難であり、その放流

栽培センターで種苗生産が開始され、現在も同セ
ンターでの生産が継続されている。

効果は必ずしも充分に把握されていないが、その

全長30㎜サイズで生産された種苗を、尾鷲栽培

定着性の高さから、漁業者自らその効果を実感し

センター及び南部中間育成施設で全長70〜90㎜サ

ており、数ある放流魚種の中でも人気の高い魚種

イズまで中間育成したのち、15万尾程度が放流さ

である。

れている。
また、県内の南伊勢町が所有する種苗生産施設

⑤

クルマエビは、最も歴史のある栽培漁業対象種

でも種苗生産が行われ、毎年 7 万尾程度が生産さ
れ、全長80〜90㎜サイズで放流されている。

クルマエビ

の一つであり、当県では昭和56年度の栽培センタ
ー整備時から種苗生産、放流を開始している。

③

トラフグ

当初400万尾の生産計画でスタートしたが、そ

トラフグは、ヒラメと同じく昭和61年度から栽

の生産尾数は年々増加し、昭和50年代後半から平

培センターで種苗生産が開始され、現在では同セ

成 2 年度までは約1,000万尾を生産していた。し

ンターと尾鷲栽培センターで生産が行われてい

かし、平成 4 年以降漁獲量の減少とともに放流要

る。

望も減少し、その生産尾数は平成20年にはピーク

全長25〜30㎜サイズで生産された種苗は、水温
の高い尾鷲栽培センターで全長約70㎜まで、南部

時の1/3の300万尾程度に減少し、ヨシエビと逆転
する状況となっている。
種苗生産は、当初より現在まで栽培センターで

中間育成施設で全長約40㎜まで中間育成したの
ち、30万尾程度が放流されている。
また、これまでの調査から伊勢湾がトラフグの
放流適地として確認されていることから、国の栽

行われており、全長17㎜サイズの種苗を南部中間
育成施設で50㎜まで中間育成し、伊勢湾から湾口
部に放流している。

培漁業資源回復等対策事業を活用した放流効果調
査が、静岡県・愛知県と共同で実施されている。

⑥

ヨシエビ
伊勢湾奥部では、クルマエビの放流効果が薄か

ったため、これに変わるエビ類の栽培対象種とし
てヨシエビの種苗放流が平成11年度から取り組ま
れている。
ヨシエビは、その生活史の殆どを伊勢湾内で完
結するとされているため、成長につれて沖合へ移
動するクルマエビに比べ、湾内で漁獲される確率
も高く、漁業者の期待も大きい魚種であり、平成

図７
④

6

放流効果調査（イラストマー標識）

カサゴ

20年度以降は放流要望がクルマエビを上回る状況
となっている。
県の中間育成施設ができるまでは、漁協青壮年

カサゴは、マダイと同様昭和58年度までに尾鷲

部等の活動として中間育成に取り組まれてきた経

水産試験場で種苗生産技術が確立していたが、量

緯もあるが、施設完成後は、直接放流を除き、県

37
の施設で全量中間育成されている。
中間育成施設の運用計画では、全長17㎜サイズ
で生産された種苗を、北部中間育成施設で30㎜ま

め、平成20年度から県単独事業でナマコ種苗の生
産技術の実証化試験に取り組んでいる。
2 年間の実証化試験の結果、コペポーダ対策、

で中間育成することになっているが、近年の要望

親ナマコの成熟や稚ナマコの成長に関与する餌料

数が増加したことにより、南部中間育成施設及び

の向上・開発など、残る課題も多いが、新たな栽

栽培センターでも中間育成している。

培対象種の生産技術の開発・習得に向け、今後も
継続して取り組むこととしている。

⑦

アワビ
アワビは、クルマエビと同様栽培センター整備

３

今後の栽培漁業

当初より生産されている魚種であるが、当初はク
ロアワビのみの生産であった。しかし稚貝の大量

近年の景気低迷に伴い、県税収入は減少してお

斃死により、出荷数の確保が困難な状況が続いた

り、県財政は毎年厳しい状況にある。もちろん、

ため、昭和61年度からメガイアワビも加えて生産

この景気低迷は種苗を購入している市町、漁協等

を継続してきた。

にも深く影響を与えており、種苗販売数量・収入

その後もクロアワビの斃死原因である感染症対

も減少の一途を辿っている。さらに昭和50年代に

策を講じてきたものの、抜本的な解決には至らな

整備された栽培センターは、整備から30年近くが

かったため、平成15年度以降はクロアワビの量産

経過し、施設の老朽化対策が重要な課題である。

を休止し、メガイアワビのみ生産し現在に至って

このように当県の栽培漁業を取り巻く環境は、他

いる。

県も同様と思われるが、非常に厳しい状況にある。

計画当初、中間育成用の殻長10㎜サイズと直接

一方、時代の移り変わりにより、水産資源の増大

放流用の殻長25㎜サイズで生産していたが、地元

による漁業所得の増加を目的とした栽培漁業は、

要望もあり、現在では栽培センターと尾鷲栽培セ

国民への水産物の安定供給、食糧自給率の向上に

ンターの2箇所で10㎜、15㎜、20㎜、25㎜の 4 サ

寄与するものへと変化し、近年その重要性はさら

イズの生産を行っている。

に高まっている。
今後も栽培漁業を推進していくためには、その

⑧

ナマコ

経費確保が重要な課題である。課題解決には、種

ナマコは、水質や底質等の環境浄化に大きな役

苗放流魚種のうち、受益者が特定され、その費用

割を果たすとともに、中国において高級食材とし

負担が浸透している地先種はともかく、複数県に

ての需要が高く、高値で取引されることから、近

またがって回遊し、受益者が特定しにくい広域種

年種苗生産・放流の要望が高まっている。

の扱いを整理する必要がある。

そこで、種苗の安定的な供給体制を整備するた

当県の場合、広域種としてマダイがその対象と
なるが、放流経費を、県・市町が大半負担してい
る現行の方法では、現在の経済状況の中で今後も
永続的に実施することは難しい。一度に大量に放
流し、資源へ添加する方策も検討されているが、
その実施体制が整っていない現状において、今後
も継続的に放流を実施するためには、遊漁も含め
た受益負担について、国主導での法整備も含めた
検討を期待するところである。

図８

稚ナマコ
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大阪府における栽培漁業の取り組み
大阪府環境農林水産部水産課
副主査

新 瀬

幾 恵

います（図 2 ）。

大阪府が面する大阪湾は、湾北東部に位置する
淀川や大和川などの大きな河川から豊富な栄養分
が流れ込むことにより、魚介類の餌となるたくさ
んのプランクトンが発生することから、古くから
豊かな漁場として知られています。
元々、大阪城から四天王寺にかけての上町台地
の地域を指す「なにわ」という言葉の語源は、
「魚庭（なにわ）」であるという説があります。

図１

大阪府の海面漁業種類別漁獲量
（大阪農林水産統計年報）

大阪湾の漁業生産力は他海域に比べて非常に高
く、瀬戸内海の単位面積当たり漁獲量の過去最大
値（90.1トン/km2）は、大阪湾で昭和57年に記録
されたものです。
このように豊かな大阪湾で漁獲された魚は脂が
のっており美味しく、特に金太郎イワシと呼ばれ
る大羽のマイワシは、市場関係者にも高い評価を
得ています。
現在、大阪府の漁業経営体数は668経営体、就
業者数は1,089人（平成20年）、大阪府の海面漁業
漁獲量は20,552トン、海面漁業生産額は41.9億円

図２

小型底びき網の魚種別漁獲量
（大阪農林水産統計年報）

（平成19年）です。
漁獲量を漁業種類別にみると、カタクチイワシ

京阪神という大消費地を背後に控え、目の前に

やシラス、コノシロなどの浮魚類を中心とした

好漁場を持つなど恵まれた環境ともいえる大阪府

中・小型まき網及び船びき網による漁獲が、総漁

の漁業ですが、一方では都市部の漁業に特有の課

獲量の約 9 割を占めています（図 1 ）。

題を抱えています。

栽培漁業と関わりの深い底魚類を対象とする小
型底びき網の漁獲量は1,645トン（平成19年）で
あり、魚種別にみると、えび・かに類（337トン）、

8

その一つに、沿岸域の開発に伴う漁場環境の悪
化が挙げられます。
明治から昭和初期にかけて、大阪湾には美しい

いか･たこ類（262トン）、ひらめ・かれい類（242

砂浜が広がり、堺市の大浜や浜寺の海岸は海水浴

トン）、すずき類（139トン）など、内湾性の種を

場や白砂青松の名勝地として多くの人に親しまれ

中心に、季節により様々な魚介類が水揚げされて

てきました。しかし、戦後から高度経済成長期に

38
かけて工場用地を確保するために多くの埋立地や

次基本計画」）の策定に向け検討を行っています。

人工島が建設され、水際線のほとんどが直立岸壁

府の栽培漁業基本計画で定める放流魚種は、社

や消波ブロックに変わりました。その結果、現在

会情勢や技術開発の状況に応じて計画回次により

では自然海岸はわずか 1 ％（ 2 km）、半自然海岸

変化しています（表 1 ）。第 3 次及び第 4 次の当

は 5 ％（13km）にまで減少しています。

初基本計画時には最大で 7 種を放流していました

また、魚介類の幼稚仔が生育するために重要な

が、その後、漁業者ニーズや放流効果をふまえて

浅場や藻場・干潟が消滅していくとともに、底魚

見直しを行い、第 4 次変更計画以降は 4 種を放流

類の漁獲量も減少し、昭和39年に16,141トンあっ

しています。

た小型底びき網の漁獲量は、現在では約10分の 1
の1,645トン（平成19年）にまで落ち込んでいま

表１

大阪府栽培漁業基本計画における放流
魚種の推移

す（図 3 ）
。

図３

小型底びき網の漁獲量の推移

（大阪府環境農林水産研究所水産技術センター資料）

昭和59年 3 月策定の大阪府農林漁業振興ビジョ
ンに栽培漁業センター設置構想が掲げられたこと
を受け、平成 3 年 4 月の水産試験場の建て替え
（総建設費約27億円）と合わせて、水産試験場の
一階部分に「大阪府立水産試験場附属栽培漁業セ
大阪府の栽培漁業は、昭和38年の（社）瀬戸内
海栽培漁業協会の設立とともに会員として加入

ンター」（以下「栽培漁業センター」）が開設され
ました（図 4 ）。

し、協会から配布を受けたアイナメやマダイ等の
天然種苗を大阪湾南部海域に放流することから始
まりました。
昭和41年から大阪府水産試験場（現「大阪府環
境農林水産総合研究所水産技術センター」）が栽
培漁業の取り組みを開始し、アイナメやイサキ、
クルマエビの中間育成・放流を行いました。その
後、ガザミ、ヨシエビやクロダイ等、大阪湾に適
した種の種苗生産技術の開発に関する取り組みを
始めました。

図４

栽培漁業センター（全景）

なかでもクロダイやオニオコゼは、他府県に先
駆けて量産化を実施するなど進んだ技術を持って
います。
その後、昭和58年の栽培漁業計画制度の創設に

栽培漁業センターの運営は、財団法人大阪府漁
業振興基金（以下「財団」）が行っています。

より、大阪府では昭和59年 6 月に第 1 次大阪府栽

栽培漁業センターの開設と財団の設立は、関西

培漁業基本計画を策定し、以後 5 年ごとに必要な

国際空港第 1 期事業で大阪湾でも有数な漁場であ

見直しを行い、現在、平成22〜26年を目標期間と

る海域を埋め立てて実施されることから、失われ

する第 6 次大阪府栽培漁業基本計画（以下「第 6

る漁業生産力を回復・維持するため、府の施策と

9

して重点的に栽培漁業を推進することとしたもの

その結果、回答者の約95％から「稚魚放流事業

です。財団は、昭和62年に設立され（基本財産55

は今後も行うべき」との回答がありました（図 6 ）。

億円のうち30億円を大阪府が出捐）、基本財産の

これは、栽培漁業対象種をほとんど漁獲しない漁

運用益で栽培漁業の推進や漁業経営の安定、漁業

業に従事する漁業者の回答を含むものです。
また、稚魚放流事業は「必要ない」、「わからな

環境の保全等に関する事業を実施しています。
このような設立の経緯から、大阪府の栽培漁業

い」とした漁業者の回答理由は、「放流してもす

推進事業については府からの無償委託により、財

ぐ捕るから」、「自然に増えるようにしてほしいか

団が府の施設である栽培漁業センターを使用して

ら」というものであり、種苗放流だけでなく資源

種苗の生産・放流を実施しています。

管理や漁場環境改善を合わせた取り組みが望まれ
ていることがうかがえます。
漁業者が放流を進めた方がよいと思う種につい

平成22年度から始まる第 6 次基本計画の策定に

ては、1 位マコガレイ、2 位ガザミ、3 位ヒラメ

当たり、あらためて府の役割や栽培漁業を推進す

であり、従事する漁業種類や所属する漁協の地域

る上での各段階における方針など大阪府における

により意見が分かれました。

栽培漁業に関する基本的な考え方を取りまとめま
した。
第 6 次基本計画の中核をなす魚種の選定に当た
っては、

図６

という 3 点から総合的に判断しました。

漁業者アンケート結果

次に、アンケート結果をふまえ、要望のあった
まず、平成21年 8 月に府民モニタ約2,000人を

それぞれの魚種について、漁獲実態や資源評価、

対象としたインターネットアンケートを行い、府

放流効果等の科学的見地から絞り込みを行いまし

民（消費者）の要望を把握しました。

た。さらに、栽培漁業センターの施設の能力やコ

その結果、回答者の約90％から「自給率を高め
るため、資源回復のための取組みを強化すべき」

スト面、種苗生産等の技術水準を考慮し、生産・
育成の可否と数量の検討を行いました。
以上の検討の結果、選定した第 6 次基本計画の

との回答が得られました（図 5 ）。
府民が放流を進めた方がよいと思う種について

対象魚種は表 2 のとおりです。

は、1 位クルマエビ、2 位ヒラメ、3 位サワラと、一

表２

般によく知られている種に回答が集まりました。

第６次基本計画対象魚種

続いて平成21年 9 月に府内漁業協同組合の全組
合員約1,300人を対象としたアンケートを行い、
漁業者（生産者）の要望を把握しました。

次に、対象魚種ごとの説明を行います。
①

図５
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府民アンケート結果

クルマエビ
クルマエビは、夏〜秋季にかけて大阪湾で成長

38
し、冬季に紀伊水道へ移動するため、夏までに大

⑤

マコガレイ

阪湾南部の砂泥域に体長50㎜程度の大型種苗を放

マコガレイは、以前は大阪湾北部海域を中心に

流すると、年内に大阪湾内で漁獲される割合が高

放流していましたが、再捕報告が少なく有効性が

まるという知見が得られています。

低いと判断し、平成14年に一旦放流を休止してい

平成22年度からは、潜砂能力を高めて生残の向
上を目指すため、囲い網による養成をした後に放
流を行います（図 7 ）。

ました。
しかし、底びき網だけでなく複数の漁業種類か
ら強い要望があること、近年、資源量が著しく低
迷しており、資源の底支えが必要であることから、
平成22年度からは比較的水質のよい大阪湾南部海
域に、年10万尾の放流を行います。

冒頭に述べたとおり、近年の大阪府沿岸海域は、

図７

クルマエビ放流前の囲い網での養成
（枠内は潜砂したクルマエビ種苗）

都市化やベイエリア開発に伴い自然海岸が失わ
れ、魚介類の産卵場や稚魚の育成場となる藻場や
干潟が減少しています。また、漁船、漁具の性能

②

ヒラメ
ヒラメは、混入率（漁獲尾数のうち放流魚の占

の向上に伴う魚介類の獲り過ぎも原因し、水産資
源は低位で推移しています。

める割合）が30〜60％と非常に高く、瀬戸内海で

一方では、自給率の向上と食料の安定供給の確

漁獲量の増大と放流との関係が最もよく現れてい

保が求められる中、生産者の顔が見える安全安心

る魚種です。

な地元魚介類への府民ニーズが高まっています。

③

オニオコゼ
オニオコゼは、混入率が25〜30％と、高い放流

このような中、大阪湾の特性に応じた高級魚介
類資源を回復させ、漁業経営の改善を図るととも

効果がみられますが、小型魚の漁獲が多く漁獲金

に、府民に大阪産魚介類を安定供給するためには、

額が上がらないことが課題です。

栽培漁業を大阪府の主要施策として推進する必要

これを受け、大阪府小型底びき網漁業資源管理

があります。

部会では、平成21年12月から15㎝以下のオニオコ

今後は、ハード整備事業により造成した増殖場

ゼ小型魚の再放流の取組みを新たに始めました。

への放流（図 8 ）や環境・生態系保全活動におけ

また、平成20〜22年度に府県連携による放流体

る府民参加の放流等、他事業と種苗放流との連携

制の構築を目的として、和歌山県及び兵庫県との

により、栽培漁業の効果をより発揮させることが

共同放流調査（栽培漁業資源回復等対策事業）を

期待できると考えています。

実施しています。
④

キジハタ
キジハタは、瀬戸内海では「あこう」と呼ばれ、

朱色の斑点が美しい高級魚です。放流場所からの
移動が少なく、大阪湾南部海域と比べて水質が悪
い北部海域でも垂直護岸や消波ブロックを隠れ家
として生息できることから、大阪府沿岸域に適し
た新魚種として以前から多くの要望がありまし
た。
平成22年度以降は、ウィルス性疾病の防除や安
定生産技術の確立等の技術開発に取り組み、平成
26年度には10万尾の放流を目指します。

図８

水産物供給基盤整備事業で整備した
餌料培養礁へのキジハタ種苗の放流
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都会の真ん中で陸上養殖（1）
閉鎖循環飼育システムを用いた飼育方法に取り組んでいます
独立行政法人

水産総合研究センター

屋島栽培漁業センター
技術開発員

森田 哲男・山本 義久・荒井 大介 ＊1
（＊1

現・水産庁栽培養殖課）

この冊子の読者の皆さんは栽培漁業センターに

るため流通コストを要するなどの問題がありま

行かれたことはありますか？もちろん読者には栽

す。そこで我々、独立行政法人水産総合研究セン

培漁業センターに勤務されている方も多いことと

ター屋島栽培漁業センターでは、このような諸問

思います。

題を解決するため、立地条件を選ばず、かつ飼育

全国には国、都道府県、市町村と運営形態は

コストの少ない飼育手法である「閉鎖循環飼育シ

様々ですが、臨海域だけでも約90箇所の栽培漁業

ステム」を用いた飼育技術の開発を行っています

センターが配置されています。ただ、ほとんどの

ので、2 回にわたってご紹介します。

栽培漁業センターは都市部から離れた水の清浄
な、もしくは波の静かな場所に立地していると思
います。これにはいろいろな理由がありますが、

1

閉鎖循環飼育システムとは
「閉鎖循環飼育システム」と難しい名前がつい

大きな理由は魚介類を大量に飼育するためには常

ていますが、全く新しい発想の飼育技術ではあり

に清浄な海水が大量に必要であり、そして波浪の

ません。簡単に言えば、今までのように新鮮な海

影響を受けないことが重要であるからです。しか

水を常に掛け流して飼育する方法ではなく、飼育

し、好条件の立地場所は限られており、そのよう

水を循環させて再利用しながら飼育していく方法

な場所には養殖場を含めた生簀が所狭しと並び、

です。家庭で熱帯魚や金魚を飼育された経験をお

疾病の蔓延、底質環境の悪化などが起きているだ

持ちの方も多いでしょうが、あの飼育こそ閉鎖循

けでなく、一大消費地である都市部から離れてい

環飼育なのです。ただ、商業的に成り立つようも
っと高密度で飼育するためには、様々な工夫や技
術が必要になります。
閉鎖循環飼育については、1950〜1960年代にか
けて佐伯・平山らの研究が世界に先駆けて行われ
てきましたが産業的にはあまり普及しませんでし
た。その主な理由として、①海面利用の生け簀網
養殖がすでに普及していたこと、②平地の少ない
日本では土地代が高価であること、③システム整
備等の初期投資が必要であること、④システム稼
働時のメンテナンスの煩雑であること、⑤閉鎖循
環飼育のメリットについての情報不足等が考えら
れています。そこで、屋島栽培漁業センターでは
これらの阻害要因を解決するための研究開発を実

写真１

種苗生産

さまざまな魚種が種苗生産されていま
すが、そのほとんどは流水飼育です。
（左端から、イセエビ、マツカワ、アカ
アマダイ、ズワイガニの順）
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施してきました。上記の①、②については簡単に
解決できるものではないのですが、それ以外につ
いてはなんとか解決策がつかめてきました。
それでは閉鎖循環飼育システム（図 1 ）とはど

のようなシステムであるのかご紹介します。まず、

濁物が吸着・凝集させることにより飼育水中の懸

飼育水槽から排出された飼育水は荒ゴミをネット

濁物を除去しています。当センターでは当初、モ

で取り除いた後、「泡沫分離装置」（図 2 ）と呼ば

ーターで細かな気泡を発生させる泡沫分離装置を

れる装置に入ります。ここでは、気泡（マクロバ

使用していましたが、効率的で安価な装置の開発

ブル）を発生させ、マイナスに帯電した気泡に懸

に力を入れ、現在使用している改良型の装置を開

図１

図２

閉鎖循環飼育システムの概念図

屋島栽培漁業センターで開発した改良型の泡沫分離装置
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発してきました。次に懸濁物が除去された飼育水

ろ過についても硝化作用が最も効率的に行われる

は「生物ろ過装置」に入り、ここでは、飼育魚な

ろ過システムを新たに開発し実践されています。

どから排泄される毒性の強いアンモニア態窒素を

このように循環システムで処理した飼育水は飼育

硝化細菌の力を借りて毒性の弱い硝酸態窒素へ酸

する日が長くなるにつれて茶色く変色してきます

化し（図 3 ）、海水殺菌装置で殺菌処理された飼

が、今までの飼育試験でこのような飼育水でも飼

育水が再び飼育水槽に戻っていきます。この生物

育には全く問題ないことがわかっています。

図３

生物ろ過槽硝化作用イメージ

2．マダイを用いた飼育実験

関との連携も進み、閉鎖循環飼育の研究体制が整

当センターでは平成12年から、まず飼育が易し

いつつあります。今後は環境にやさしいゼロエミ

いマダイを用いて飼育実験を重ねてきました。そ

ッション対応型の飼育技術として、より徹底した

の結果、全長30㎜サイズまで8,000尾/sの飼育密

海水のリサイクルを目指すとともに、大型水槽を

度で、生残率50％以上の生産が安定的にできるこ

用いた他魚種への閉鎖循環飼育の応用研究や閉鎖

とがわかっています。飼育密度の最高記録は、な

循環飼育の特徴を活用した新しい飼育方法の研究

んと！20,000尾/sで、飼育水槽は魚だらけの状

を進めています。

態で、本システムは極めて高い生産性を持つこと
が示されました。また、1 日に換える水の割合は
わずか0.5％です。例えば、100s水槽を用いて卵
から全長30㎜のマダイ稚魚になるまで50日間飼育
した場合の総換水量は25s足らずで、ほとんど新
水の補充を必要としない飼育技術が確立されてい
ます。一方、約50日間に及ぶ飼育期間中の飼育水
の水質は、毒性の強いアンモニア態窒素、亜硝酸
態窒素ともに 1 ㎎/ 以下の低水準で維持可能で
あること、水中の生菌数についても掛け流しの流
水飼育と同レベルであることから、当システムで
充分な水質浄化が可能で、約50日間ほとんど水を
換えなくともマダイ稚魚にとって良好な水質を維
持できることが証明されています。

写真２

屋島栽培漁業センターに完成した閉鎖循環
飼育試験の専用施設

これまでの飼育実験の成果に基づき、当センタ
ーでは平成18年度には 5 KL水槽 6 槽、20KL水槽
2 槽からなるそれぞれ独立した閉鎖循環飼育シス
テムを有する閉鎖循環飼育棟を新たに設置しまし
た（写真 2 ）。さらに東京海洋大学などの外部機
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次回は、マダイ以外の魚種での応用研究事例な
どをご紹介したいと思います。

には168トンと最大取扱量の 9 ％までに減少して
います。
トラフグは、山口県の県魚であり、山口県には
瀬戸内海のトラフグは、瀬戸内海、日本海およ

その資源回復に強い思い入れがあります。トラフ

び東シナ海にわたって分布する日本海・東シナ

グを重要な漁業資源と考える瀬戸内海西部の山口

海・瀬戸内海系群に属するとされます。これらの

県、愛媛県、大分県は平成13年（2001年）から栽

海域においてトラフグは、主にはえなわ漁業によ

培漁業によるトラフグ資源培養を目指し、共同で

って漁獲されており、瀬戸内海においては、はえ

調査・研究を進めてきました。3 県が連携して調

なわ漁業に加えて、小型底びき網、小型定置網な

査した結果の平成20年（2008年）末時点における

どによっても漁獲されています。トラフグは、平

概要をここに報告します。

均単価が6,480円/㎏（平成21年（2009年）下関市
地方卸売市場南風泊市場（以下「南風泊市場」と
いう）「トラフク活」銘柄平均単価）という高級
魚であるため、幼魚から産卵親魚に至るまで強い
漁獲圧にさらされています。その結果、資源量は

（中間育成）

減少、低迷を続け、平成21年日本海・東シナ海・

トラフグは、小割網や水槽に収容して中間育成

瀬戸内海系群の資源評価は、低位、減少とされま

を行うと、共食いをして尾ひれが欠損しやすい魚

した。山口県下関市にある南風泊市場は、フグ類

です。山口県では築堤式クルマエビ養殖池を用い

を専門に扱う市場であるので、全国各地からトラ

た中間育成を行い、共食いの防止を図りました。

フグが集荷されますが、ここの天然トラフグ取扱

使用した池は50ｍ×60ｍ、約3,000㎡面積で、周

量をみると、図 1 に示すように昭和62年（1987年）

防灘に面しており、樋門を通じて海水の交換と水

の1,831トンをピークとして平成21年（2009年）

深の調整を行い、通常の水深は1.0〜1.5ｍでした。
底質は砂泥で、アナジャコの棲管が多数認められ
ました。ここに山口県栽培漁業公社内海栽培漁業
センターが生産した全長25㎜のトラフグ種苗10万
尾を収容し、約 1 ヶ月間、自動給餌機で配合餌料
を与えて、全長60〜70㎜の標識放流サイズまで中
間育成しました。
広い池からの取り上げは、曳網を用いて行いま
した（図 2 ）。トラフグは群泳する性質があるの
で、威嚇して適当な大きさの群れにまとまったと
ころをすくい取ることで比較的容易に取り上げが

図１

南風泊市場における天然トラフグ取扱量の推移

できました。とはいいましても、池の中に入る人
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員 6 名程度を要し、総勢10名以上を要する重労働
でした。
中間育成歩留まりは、毎年80％以上で、尾ひれ
欠損率も一時期水槽で中間育成した平成13年

焼印標識部位は、山口県は背中の中央部 1 カ所、
愛媛県は背中に縦並び 2 カ所または横並び 2 カ
所、大分県は背中の頭部寄り 1 カ所として、種苗
の放流県が識別できるようにしました（図 4 ）
。

（2001年）を除き平均21％（15〜29％）と良好な
結果が得られました。平成18年（2006年）からは
大分県においても築堤式クルマエビ養殖池を用い
た中間育成を行うようにしました。
（標識放流）
築堤池から取り上げた種苗は、トラックで 5 分
程度の距離にある山口県水産研究センター内海研
究部に輸送し、焼印標識をつけました。焼印は、
ガスライター内蔵のポータブル半田ごて（商品名
コテライザー）を用いて付けました。グラインダ
ーでこての先端を削り、直径 2 〜 3 ㎜の円錐台形

図４ 放流までの間、コンクリート水槽に収容された
焼印標識を付けたトラフグ

として、これをトラフグの背面に 1 秒程度押しつ
けることで火傷を負わせました。1 日で 2 万尾の

築堤池から取り上げた種苗は、原則として同一

焼印標識を付けるには、標識作業員、種苗供給要

日に焼印標識付けおよび放流を実施しました。3

員、計数要員併せて14名程度を要しました（図 3 ）。

県の標識放流実績は、表 1 に示すように毎年、平
均178千尾（123〜266千尾）でした。平成18年
（2006年）に大分県、平成19年（2007年）に山口
県、平成20年（2008年）に愛媛県の放流尾数が多
いのは、放流適地調査を行うため、3 県が種苗を
持ち寄って集中放流を行ったためでした。放流場
所は、図 5 に示しました。山口県は、平成15年
（2003年）以降、天然トラフグ幼魚の生息適地で
ある木屋川河口域（山陽小野田市埴生地先）へ放
流を続けています。
なお、トラフグに付けた焼印標識は 1 〜 2 年た
っても消失することがほとんどなく、放流効果計

図２ クルマエビ養殖用の築堤池から標識放流用トラフ
グを取り上げる作業

図５
図３
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トラフグ放流用種苗に焼印標識を付ける作業

瀬戸内海西部ブロック３県の焼印標識トラフグ
放流海域

表１

瀬戸内海西部ブロック３県によるトラフグ焼印標識魚放流実績

算においていわゆる「標識脱落率」補正をする必

分県以外の海域で漁獲された焼印標識放流魚も集

要はないと考えています。

荷されるので、これについても放流効果を推定し
ました。ただし、南風泊市場における調査体制が

（市場調査）
標識放流種苗の回収尾数、回収重量および回収
金額ならびに費用対効果（回収金額/放流経費）
を放流効果として推定するため、県内各地の市場

整ったのは、平成17年（2005年）1 月からでした。
したがって、平成16年（2004年）以前の放流群の
効果については全体を把握できませんでした。
放流群は、焼印標識部位により放流県を識別し、

において水揚げされるトラフグの全長測定と焼印

全長と月別Age-Length keyから放流年を推定しま

標識魚の検出を行いました。併せて、統計調査に

した。

より市場のトラフグ取扱量と金額を調査して調査
率（重量割合）と単価を把握しました。放流効果
に関する各項目は、次式により計算しました。

（フグ皮調査）
山口県は、南風泊市場に水揚げされたトラフグ
の身欠き加工処理をする加工場から天然トラフグ
の皮を購入して、焼印標識の検出と紋間長の測定
を行いました（図 6 、7 ）。この調査は、南風泊
市場における焼印標識魚の放流効果を推定するこ
とが目的であり、南風泊市場調査と重複します。
南風泊市場調査は、セリとほぼ同時並行的に行わ
れるので、魚体の観察時間が 1 〜 2 秒程度と非常

i

: 1 〜12月

に短く、焼印標識魚を見落とす欠点があるのに対

ni : i 月の焼印標識魚検出尾数

して、フグ皮調査は時間をかけて焼印標識の有無

ai : i 月の調査率

を観察できるため、正確性が高いです。また、市

wi : i 月の焼印標識魚検出重量合計

場調査は、月に 1 〜 2 回なので調査率が低く、調

（測定全長から換算）
pi : i 月のトラフグ単価

査対象となるトラフグの産地が偏るのに対して、
フグ皮調査は、調査個体数が多く、放流効果推定

放流効果は、山口県、愛媛県および大分県の瀬

精度の高いことが期待できます。しかし、フグ皮

戸内海側と豊後水道域について推定しました。ま

調査においては水揚魚の荷主を特定できず、産地

た、南風泊市場には山口県瀬戸内海、愛媛県、大

に関する詳細が把握できないので、市場調査結果
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とフグ皮調査結果は相互補完的に用いました。
フグ皮調査においては、棘鱗の分布状態からみ

尾（平均5,366尾）で、合計42,931尾でした。延べ
放流尾数1,420,934尾に対する回収率は3.0％でし

て棘鱗が 4 本以上欠如していると思われる個体を

た。回収重量は、640〜4,230㎏（平均2,480㎏）で、

焼印標識魚と判定しました。トラフグの全長は紋

合計19,843㎏でした。焼印標識魚 1 尾放流あたり

間長−全長関係式

トラフグ増産量は14.0ｇでした。回収金額は、

y = 228 + 3.38x

x : 紋間長 ㎜

y : 全長 ㎜

2,442〜16,324千円（平均8,373千円）で、合計

により計算しました。この調査は、焼印標識放流

66,985千円でした。焼印標識魚 1 尾放流あたりの

を開始した平成13年（2001年）から継続していま

水揚金額は47円でした。焼印標識放流魚の放流群

す。

別水揚金額は図 8 に示しました。焼印標識魚の放
流県別に 8 カ年の放流群合計でみると、山口県放
流魚の水揚金額が29,635千円と全体の44％を占め
て最も多く、愛媛県放流魚は16,326千円、25％、
大分県放流魚は21,025千円、31％でした。2007年
放流群と2008年放流群の水揚金額がいずれも
2,500千円前後で低いのは、調査時における放流
魚の年齢が 0 歳と 1 歳だったので、十分に漁獲対
象となっていなかったためです。今後、これらの
放流群が漁獲されることで、放流効果がさらに高
まることが期待できます。

図６

山口県が放流したことを示す焼印標識のついた
トラフグの皮

図８ 瀬戸内海西部ブロック３県におけるトラフグ焼印
標識魚の放流群別水揚金額

（南風泊市場における放流効果：市場調査）
南風泊市場調査は、調査率が低いものの、トラ
図７ フグ皮調査における焼印標識の検出と紋間長測定
作業

フグの産地が特定できるのが特徴です。表 2 に平
成17年（2005年）以降の南風泊市場調査で検出し
た焼印標識魚の産地と混入率を示しました。南風
泊市場では太平洋と瀬戸内海産のトラフグを「内
海産トラフク」、日本海と東シナ海産のトラフグ

（山口県瀬戸内海、愛媛県および大分県における
放流効果）
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を「外海産トラフク」と呼びます。焼印標識魚は、
「内海産トラフク」として瀬戸内海と静岡県から

山口県の瀬戸内海側と愛媛県、大分県のいずれ

宮崎県までの太平洋および「外海産トラフク」と

も豊後水道域を含む海域における焼印標識魚の放

して山口県沖の日本海から韓国、熊本までの東シ

流効果は、放流年（年級）および放流県を単位と

ナ海に分布することが認められました。産地別の

した放流群別に推定しました。放流年別に 3 県放

混入率は、0.1〜1.6％で、調査魚全体では0.8％で

流魚の合計でみると、水揚尾数は、3,114〜7,167

した。

表２

南風泊市場における荷主所属県別トラフグ焼印標識魚の検出実績

平成17年（2005年）〜平成20年（2008年）の調
査年別の焼印標識魚水揚金額は、6,568〜11,463千
円（平均9,489千円）で 4 カ年の合計は37,958千円
でした（図 9 ）。焼印標識魚放流県である山口県、
愛媛県および大分県の水揚げ金額 4 カ年合計は、
山口県外海（日本海側）を含まない場合は、
12,044千円で全体の32％、山口県外海を含むと
16,031千円で全体の42％でした。焼印標識放流ト
ラフグは広域に分布するため、南風泊市場に水揚
げされた放流効果の58％が放流県以外に及んだこ
とがみられました。同様にして、回収尾数では
51％、回収重量では60％の放流効果が放流県以外
に及んだことがみられました。
なお、真の放流効果は、すべての産地における

図９ 南風泊市場における調査年別トラフグ焼印標識魚
の取扱金額（市場調査による推定)
図中の県名等は、荷主の所属する県または海域を
表す。

でした。焼印標識魚は、「内海産トラフク」とし
て、瀬戸内海と愛知県から鹿児島県までの太平洋

漁獲量もしくは焼印標識魚の水揚実態がわからな

および「外海産トラフク」として秋田県から韓国、

いと推定できませんが、山口県外海側で漁獲され

熊本県までの日本海と東シナ海に分布することが

たトラフグは大部分が南風泊市場に水揚げされる

認められました。

ので、内海側と外海側を合計した山口県における

焼印標識放流魚の放流年別に 3 県放流魚の合計

放流効果は、若干過小でははありますが、推定可

でみると、水揚尾数は、448〜3,515尾（平均2,059

能です。

尾）で、合計14,416尾でした。回収重量は、521
〜4,503㎏（平均2,616㎏）で、合計18,315㎏でし

（南風泊市場における放流効果：フグ皮調査）

た。回収金額は、3,537〜23,818千円（平均16,701

フグ皮調査は、試料の一部についてしか産地が

千円）で、合計116,907千円でした。焼印標識放

判明しませんが、焼印標識魚を精度良く検出でき

流魚の放流群別水揚金額は図10に示しました。焼

るのが特徴です。表 3 に平成13年（2001年）〜平

印標識魚の放流県別に 7 カ年の放流群合計でみる

成20年（2008年）に行った55,783尾のフグ皮調査

と、山口県放流魚の水揚金額が80,465千円と全体

から検出した焼印標識魚の南風泊市場における産

の69％を占めて最も多く、愛媛県放流魚は20,376

地別放流効果を示しました。検出した焼印標識魚

千円、17％、大分県放流魚は16,067千円、14％で

は、842尾で、混入率は、1.5％でした。水揚げさ

した。2006年放流群と2007年放流群の水揚金額が

れた焼印標識魚は、14,416尾、18,315㎏、116,907

相対的に低いですが、調査時における放流魚の年

千円と推定されました。産地の判明した焼印標識

齢が 1 歳と 2 歳だったので、今後も漁獲が続くと

魚は、162尾、19％で、680尾、81％は産地が不明

考えられます。また、南風泊市場では 0 歳魚の取

表３

フグ皮調査で検出されたトラフグ焼印標識放流魚とその放流効果（2001〜2008年合計）
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扱量が少ないので、2008年放流群は検出されませ

放流群について合計した放流効果を表 4 に示しま

んでした。

した。3 県放流魚合わせて、回収尾数は50,688尾、
回収率は3.6％、回収重量は31,387㎏、種苗放流 1
尾あたり増産効果は22.1ｇ、回収金額は138,504千
円、費用対効果は115.3％、種苗放流 1 尾あたり
回収金額は97.5円でした。放流県別にみると、山
口県放流種苗は、回収率4.1％、種苗放流 1 尾あ
たり増産効果32.0ｇ、種苗放流 1 尾あたり回収金
額140.8円と 3 県の中で最も良い結果を示しまし
た。なお、この推定においては、平成16年（2004
年）以前の山口県外海の放流効果が含まれていな
いこと、近年の放流群はまだ十分に漁獲対象とな

図10 南風泊市場における放流群別トラフグ焼印標識魚
の取扱金額（フグ皮調査による推定）

っていないことなどの過小推定要因があります。
また、全国で漁獲された焼印標識魚のうち、南風
泊市場に出荷されなかったものは、放流実施県の

（広域放流効果の推定）

漁獲を除いて、効果計算に含まれていません。

放流実施県に対する焼印標識放流の効果は、瀬
戸内海西部 3 県の放流効果に南風泊市場調査から
得た山口県外海における放流効果を加算すること

瀬戸内海西部ブロックにおける焼印標識魚共同

で得られます。全国、さらには韓国をも含めた放

放流の費用対効果を放流群年級別に図11に示しま

流効果を推定したいところですが、全国各地にお

した。併せて、放流実施県が自県の放流魚を漁獲

けるトラフグ漁獲量もしくはトラフグ焼印標識魚

することによる費用対効果も示しました。これは、

の水揚実態のどちらも把握できないので、全国に

3 県のうち 1 県が単独で放流事業を実施した場合

おける焼印標識放流の効果推定はできません。そ

の放流県における費用対効果平均値を意味しま

こで、上述の放流実施県に対する放流効果と南風

す。単独放流事業を実施した場合の費用対効果は、

泊市場に水揚げされる放流実施県以外の放流効果

平均0.29、最大でも0.50に過ぎませんでした。共

を加算したものを広域放流効果と称して推定しま

同放流の場合の費用対効果は平均0.58と単独放流

した。放流実施県以外の放流効果は、フグ皮調査

事業の2.0倍に達しました。しかしながら、費用

で推定された南風泊市場における放流効果を同調

対効果が 1 を超えたのは、平成14年（2002年）放

査において把握できた産地別焼印標識魚取扱尾

流群の1.05のみで、他の 7 放流群は不採算事業で

数、重量、金額組成を用いて放流実施県と放流実

した。

施県以外に案分しました。

共同放流県の効果に山口県外海域における効果

平成13年（2001年）〜平成20年（2008年）の全

表４
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（費用対効果）

を加えた場合と広域放流効果についての費用対効

トラフグ焼印標識放流の広域放流効果（2001〜2008年合計）

果を図12に示しました。山口県外海を加えた共同

このため、瀬戸内海西部の山口県、愛媛県および

放流県の費用対効果は0.59で、1 を超えたのは平

大分県がそれぞれ単独でトラフグ放流事業を行っ

成14年（2002年）放流群の1.07だけでした。平成

ても、自県にとっての費用対効果は0.29と著しく

13年（2001年）放流群については、調査事業初年

低いことが予測されます。費用対効果は、3 県が

度のため、効果調査体制が整っていなかった事情

共同放流事業を行うことで、山口県外海における

があるので、これを除いて、放流効果調査の結果

放流効果を含めると費用対効果は0.59と倍増しま

がほぼ確定したと思われる平成14年（2002年）〜

す。放流後 3 年以上を経て、放流効果がおおむね

平成17年（2005年）放流群の費用対効果も平均が

確定した場合で計算しても、3 県共同放流事業の

0.89で、1 を超えることはできませんでした。し

費用対効果は0.89で、事業採算としては不十分と

かし、広域放流効果についてみると、費用対効果

考えられました。しかし、共同放流実施県以外の

平均値が1.15で、最高値は2.48でした。放流効果

放流効果を含めると、放流後 3 年以上を経て、放

調査の結果がほぼ確定したと思われる平成14年

流効果がおおむね確定した場合では、費用対効果

（2002年）〜平成17年（2005年）放流群の費用対

は1.94と高いことが推定されました。しかも、こ

効果は平均が1.94で、十分に事業採算のとれるこ

の費用対効果は過小推定値であり、全国における

とが示されました。しかも、「広域放流効果の推

費用対効果の値は把握できないながら、さらに高

定」の項で述べた理由により、この費用対効果は

いものと考えられます。

過小推定値になっています。

現在、トラフグの資源量は、著しく減少した状
態です。平成13年（2001年）から 8 年間、毎年、
平均178千尾の焼印標識放流を継続した結果、全
国のトラフグ漁獲物に占める焼印標識魚の割合が
1.5％にも達したことは、天然トラフグ資源量の
減少が深刻な状態であることを示すものだと思い
ます。国は、九州・山口北西海域や伊勢・三河湾
のトラフグ資源に対して資源回復を目指した資源
管理を計画し、実行しています。瀬戸内海西部海

図11 瀬戸内海西部ブロック３県におけるトラフグ放流
の年級別費用対効果

域に種苗放流することで、1 尾放流あたり22.1ｇ
の漁獲量増加につながることは、種苗放流によっ
て資源が増大することを意味します。放流された
トラフグが産卵親魚となって天然魚とともに資源
の再生産に寄与していることを示す知見も集積し
てきました。トラフグ栽培漁業は、資源回復手法
として確実に機能すると考えられます。加えて、
トラフグ栽培漁業事業は全国規模でみると、費用
対効果は十分に大きいものです。しかしながら、
自県漁業振興のために栽培漁業事業を推進する放
流実施県にとって、自県に対する費用対効果は満

図12 トラフグ共同放流県についての放流効果と広域放
流効果の費用対効果
共同放流県の放流効果には山口県外海域における
放流効果を含む。

足できるものではありません。トラフグのような
広域回遊する資源の回復を図るため、国は、栽培
漁業を全国的な連携を持って進めるべきだと考え
ます。また、トラフグ放流事業を推進するにあた

（まとめ）

っては、1 尾放流あたり32.0ｇという高い増産効

焼印標識放流されたトラフグは、秋田県から韓

果を示す山口県の中間育成技術や幼魚生息適地へ

国、熊本県に至る日本海、東シナ海および静岡県

の放流に注目して、事業の効率を高めるべきであ

から鹿児島県に至る太平洋、瀬戸内海に分布する

るとも考えます。

ので、放流効果も広域に及ぶことが分かりました。
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現地研修会実施報告

「アカアマダイの栽培漁業について」
島根県農林水産部水産課水産しまね振興室
主任

齋 藤 寛 之

開 催 日 時：平成21年 7 月29日（水）14:30〜16:30
開 催 場 所：島根県出雲市小伊津1812-5
出雲市立佐香コミュニティーセンター
研修対象者：出雲市平田地区漁業関係者及び行政関係者
講師：●独立行政法人水産総合研究センター宮津栽培漁業センター
場長

升間主計

●島根県水産技術センター内水面浅海部浅海グループ
専門研究員

堀玲子

出 席 者 数：44名

1

そこで、漁業関係者、行政関係者が種苗生産等

はじめに
島根県においてアカアマダイは、延縄、釣り、

栽培漁業の現状と課題を認識し、今後の取り組み

刺網、底びき網等さまざまな漁業種によって漁獲

の参考とするため、アカアマダイの栽培漁業の最

されており、沿岸漁業の重要魚種となっています。

新の知見を学ぶ研修会を開催することとしまし

しかし、平成 7 年に350トンを超えた漁獲量は

た。

その後140〜250トンと低位に推移しています。そ
のため、資源の回復を図るべく、漁業関係者から

3

現地研修会の概要

栽培漁業の導入が強く要望され、島根県第 5 次栽

研修日当日は、多数の延縄・釣漁業者をはじめ、

培漁業基本計画において対象魚種として選定され

漁協職員、出雲市職員、県行政関係者が参集し、

ました。そして、平成18年度から年間 1 万尾放流

講師に（独）水産総合研究センター宮津栽培漁業

を目標として、種苗生産の取り組みが本格的にス

センターから升間場長、島根県水産技術センター

タートしました。

内水面浅海部から掘専門研究員を招いての講演が
行われました。

2

研修会開催に至る経緯
アカアマダイは、近年大部分の魚種の価格が低

4 講演

迷しているなかで、比較的高い単価を維持してい

（1）報告

るため、沿岸漁業者にとってみれば安定した収入

業の取り組み状況

を確保できる有用魚種であり、種苗生産に対する

島根県水産技術センター

期待は非常に大きなものです。しかし、アカアマ

内水面浅海部

ダイの種苗生産は、マダイ・ヒラメと比べると歴

堀専門研究員

島根県におけるアカアマダイの漁獲の推移、平

史が浅く、技術水準も比較的初期段階にあります。

成18年度から始まった種苗生産の状況、今後の課

島根県においては、度々発生する疾病、突発的に

題等について講演が行われました。

おこる原因不明の大量へい死等により、漁業者の
要望を満たす放流実績は残されていません。
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島根県におけるアカアマダイの栽培漁

（概要）
・島根県におけるアカアマダイの漁獲は、統計を

取り始めた平成 7 年以降減少傾向で、近年はピ
ーク時のおよそ半分くらいである。主な漁業種
は延縄で、漁獲量全体の約 5 割を占めている。
・種苗生産の流れは、9 月下旬に親魚確保・採
卵・人工授精→ 9 月下旬から12月上旬に種苗生
産（25㎜まで育成）→12月から 3 月に中間育成
（70㎜まで育成）→ 3 月下旬に放流となってい
る。
・主な課題は、親魚・受精卵・ふ化仔魚数の安定
確保、初期減耗、疾病の発生、形態異常、原因
堀専門研究員による報告

不明の大量へい死、放流時期・サイズの選定等
である。
・ふ化率は年々向上しており、平成20年度には 7
割を超えている。
・生残率については、ふ化後 2 週間までのへい死
が激しいのが課題。主な原因として、エアレー

・25㎜サイズ時における生産率は年々向上してい
るものの、まだ 3 ％を切っている。取り組むべ
き課題が多数残されているのが現状である。
・放流については、平成12年度から宮津栽培漁業

ションや表面張力による浮上へい死、餌不足、

センターで生産された種苗を放流している。平

不適切な水質等が考えられた。

成16年度には 1 万尾近く放流したが、平成17、

・対策として、光量確保による浮上へい死の防止、

18年度はVNNの発生により放流はなし。島根

ふ化直後の小型ワムシの給餌による栄養強化、

県で生産した種苗は平成20年度から放流してい

水質安定のため植物プランクトンや細かい砂状

る。

の貝化石の添加等を行っている。その結果、ふ

・放流サイズは当初スパゲティタグ装着を想定し

化後16日目の生産率は、平成18年度の 2 割程度

て10㎝としていたが、その後標識方法等を検討

から平成20年度の 6 割まで向上している。

し、7 ㎝としている。

・主な疾病は、ウイルス性のVNN、エポ類症で
ある。
・VNNは親魚から子に感染するため、対策とし

・再捕報告は、今のところ 3 件である。比較的移
動が少ないといわれる魚であるが、東西に移動
していることが推測された。

て、親魚にウイルス感染魚を使わないようにし、
さらに殺菌電解水で卵表面を消毒した。そのた

（2）アカアマダイの種苗生産の現状と課題

め、平成19年度以降VNNは発生していない。

（独）水産総合研究センター

・エポ類症は、飼育水に存在する原因菌が稚仔魚
に感染することにより発生する。対策としては、

宮津栽培漁業センター

升間場長

アカアマダイの種苗生産について、基礎的な生

紫外線殺菌装置を使って飼育水を殺菌するこ

態を含めて最新の知見を紹介していただいた。特

と、疾病に強い稚仔魚を育てることが考えられ

に、種苗生産時の疾病と対策については、高度で

る。平成20年度に行った水槽実験では、飼育水

専門的な内容でありながら非常に分かりやすく、

を殺菌した水槽やミネラルを添付した水槽では

また生産現場の熱意が伝わるような苦労話等も盛

エポ類症は発生しなかった。

り込んで懇切丁寧に説明していただきました。

・形態異常は背骨湾曲がほとんどであるが、浮袋

（概要）

が形成されないことが主な原因である。浮袋形

□アカアマダイの資源・漁獲の現状

成には水槽表面の油膜の除去が有効とされてい

・アカアマダイの全国的な漁獲量は、ここ10年間

るので、今後取り組んでいきたい。

で急激に減少している。大部分は東シナ海で漁

・稚魚が体長20㎜に成長した頃に原因不明の大量

獲されているため、この海域の漁獲動向が全体

へい死が発生した。原因究明が急務である。

を左右している。この海域では中国もかなり漁
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獲しているため、資源量は日本の調査だけでは
把握できないが、少なくとも日本で漁獲してい
るアカアマダイは激減しているといえる。
・アカアマダイは全国的にブランド化が進んでい
る魚種である。そして、日本海側の府県では資
源増大の取り組みが盛んで、この魚種に対する
関心が高い。
□種苗生産技術の開発の現状と課題
・一般的に、栽培漁業は親魚養成から始まる。親
魚を採集して水槽で飼い、水槽内で自然に卵を

升間場長による講演

産ませる。
・宮津栽培漁業センターでは、昭和60年から種苗
生産が開始された。親魚の水槽飼育により、当

普及させることができた。

初から総採卵数はかなりの数が確保できていた

・このような取り組みで順調に生産量が上昇して

が、受精卵はほとんど取れず、平成 6 年頃から

いたが、平成16年にVNNが発生して各府県か

ようやく20万粒程度取れるようになった。しか

ら卵を集めることができなくなった。

し、十何年経過してもこの程度しか受精卵が確

・VNNの感染源は、VNNを保菌した天然親魚で

保できず自然採卵では先行きが見えない状況と

ある。対策として、採集した精子・卵の水平感

なっていた。

染を防ぐため、個別管理を行う親魚選別法を用

・親魚養成で問題になるのがオスである。メスは

いた。卵・精子を搾出した後、親魚のVNN検

卵巣の発達で成熟度合いが分かるが、オスの精

査を行い、VNN陰性の個体由来の精子・卵だ

巣は紐くらいしかなく、精子数が非常に少ない

けを授精に使用した。

ため、水槽内で受精卵を確保するのが難しい。

・しかし、親魚段階でのVNN検査だけでは検査

・アマダイは自然界ではオスが少なく、メスが多

漏れの可能性があるため、さらに卵をオキシダ

い傾向がある。
・種苗生産は、水槽内での自然採卵のほかに人工

ント海水で消毒し、飼育水にもオキシダント殺
菌海水を利用した。

授精も並行して行っている。自然採卵で受精卵

・親魚選別法の問題点は、親魚のVNN検査の精

が確保できないため、昭和62年に苦肉の策とし

度が100％でないこと、VNNに感染した卵は廃

て人工授精を行ったところかなりの受精卵が確

棄するため利用できる受精卵数が限られるこ

保できるようになった。

と、卵管理が煩雑であることである。

・平成 9 年から、種苗生産は自然採卵よりも人工

・そこで、新たな方法として、親魚のVNN感染

授精に力を入れて実施されるようになった。

の有無にかかわらず、未受精卵自体を洗浄・消

・さらに、平成 9 、10年に少ないオスの精子の取

毒する未受精卵洗浄法が考えられた。この方法

り扱い技術が開発され、安定して受精卵を確保

だと、非常に高い確率で卵に付着したVNNウ

できるようになり、またふ化率も向上した。

イルスを除去できることが確認されている。卵

・人工授精の方法は、まず、オスを確保し精子を

を廃棄する必要がないこと、メス親魚のウイル

搾って保存しておく。精子は冷蔵庫で 1 週間く

ス検査が不要であること、卵管理が容易である

らい保存できる。その後、生きているメスにホ

ことから、作業性に優れている。

ルモン注射して産卵を促す。ホルモン注射後48

・親魚選別法、未受精卵洗浄法の実践により、平

時間で卵を搾り出し、保存しておいた精子と授

成18年以降VNNは発生していないが、油断は

精させる。

禁物であると考えている。

・受精卵の確保は各府県の協力を得て実施され、
宮津栽培漁業センターの職員が各府県に出向い
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て共同で採卵作業を行ったことにより、技術を

・アカアマダイの種苗生産は、以前は飼育初期の
大量へい死が問題であった。原因の 1 つとして

浮上死も考えられるが、むしろ沈降死に注目し

・種苗生産は人工授精法が確立したが、親魚を天
然魚に依存しているため資源量、漁獲状況に影

た。

響を受け、不安定さが残る。

・一般に、仔魚はふ化後開口して外部の餌を食べ
始めた時に、比重が高くなり沈みやすい。水槽

・種苗生産については、飼育条件が明らかになり

の底まで沈んでしまうと、そこにはバクテリア

生残率が向上しているが、飼育後期に課題が残

や細菌がたまっているので病気になりやすい。

る。

以前からアカアマダイはエアレーションに弱い

・ウイルス対策については、さらに防除技術の精
度を高めていく必要がある。

といわれていたので、弱いエアレーションで飼
育したところ全滅してしまった。そこで、エア

・骨異常が高い確率で発生するため、原因解明が
急務である。

レーションを少し強くしたら生残率が向上し
た。

・放流方法については、放流サイズや放流条件等
をフィールドでの実験を重ねて確立したい。ま

・また、24時間照明で夜間でも給餌を行ったとこ

た、放流環境は各地で異なるので、若狭湾での

ろ生残率が向上した。
・強めのエアーションと24時間照明で、ふ化後15

取り組みを参考に、各機関で地先に合った放流

日までの飼育初期は生残率が高くなったが、15

方法を確立していくことが大切であると考え

日以降の飼育後期に急激にへい死するようにな

る。

った。

・栽培漁業の進捗状況は漁業者の熱意にかかって
いる。特にアカアマダイは天然魚を確保しない

・飼育水温は、以前は20℃くらいであったが、最
近23℃で飼育したところ成長、生残率ともよく、

と種苗生産が始められないので、今後とも漁業

各府県には年を越す前に種苗を配布できるよう

者の協力をお願いしたい。

になった。ただし、水温を23℃に維持するには
ボイラーを炊くのでコストはかかる。
□放流技術開発の現状
・放流魚の再捕実績は、放流数が少ないためごく

5

質疑応答
講演終了後に、参集者と講師の間で質疑応答が

行われました。

わずかである。若狭湾では年間平均で 5 千尾く

漁業者：アカアマダイを釣っていて食いが急によ

らい放流しているが、合計で数十尾しか再捕さ

くなる時があるが、活性が高くなる水温は？

れていない。
・移動状況をみると、若狭湾では放流した近辺で
再捕されている。

講師：参考までに飼育時の話をすると、6 月終わ
りくらいから水温が22℃くらいに上昇してく
ると動きが活発になり餌をよく食べるように

・再捕数が少ない原因として、標識が巣穴形成に

なる。また、この時期のへい死魚を確認する

影響があるのではと考えられ、水槽実験を行っ

と、目が食いつかれている。餌もよく食べる

た。

が、さらに近くにいる仲間の目を攻撃し、弱

・鰭カットした魚は巣穴を形成したが、スパゲテ
ィタグを装着した魚は巣穴を形成できなかっ
た。
・また、水槽実験において 3 ㎝を超えると巣穴を
形成することが分かったので、今後の放流サイ
ズの検討材料になりうる。
・平成21年には、再捕個体の卵巣に透明卵がある
のが確認された。透明卵は産卵していることを
証明しているため、放流種苗が資源増大の一翼
を担っている証拠が得られた。
□まとめ

質問中の漁業者
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ると寄ってたかって攻撃して共食いをするほ

イラストマーという物質を注入する。イラス

どである。そのため、朝に水槽を確認すると

トマーは特殊な光をあてると光るため放流魚

頭部だけになったへい死魚がよく確認され

であることが分かりやすい。

る。
団体職員：現在、親魚は天然魚に依存していると
のことだが、今後人工で親魚養成する計画は
あるか。
講師：昨年から人工種苗による親魚養成に取り組
んでいる。荒天の時はまとまって天然親魚を

県職員：マダイにおける鼻腔異常のような、明ら
かに放流魚だと分かる特徴がアカアマダイに
もないか。
講師：アカアマダイの放流魚にも鼻腔隔皮欠損が
確認されているが、マダイのように標識とし
て使えるとは今のところいえない。

確保できないため、安定的に養成魚から親魚

県職員：小伊津では小学生に岸壁からアカアマダ

を確保しようと考えている。飼育している養

イを放流させたりしているが、放流はどのよ

成魚を最近確認したところ、体長約22㎝の 1

うな方法が望ましいか。

才魚でも卵を持っており、アカアマダイは 1

講師：正直なところ今は分からない。宮津では港

才魚でも成熟可能なことが確認できた。また、

湾等浅いところに放流し、その後水深数十ｍ

水槽に採卵ネットを張って産卵状況を調べた

のところで再捕された実績がある。一概にア

ところ、2、3 回生み出された卵が確認され

カアマダイが生息している水深70〜80ｍくら

た。

いに放流したほうがよいとはいえない。むし

団体職員：今後、種苗の量産化はどれくらいでで
きそうか。

ろ、浅いところから深みところに入らせたほ
うがよいかもしれない。また、最近の例では、

講師：初期飼育は確立できたので、後期飼育の問

長崎県対馬において、沖で放流して 1 尾も再

題を解決できれば量産化の目処は立つと思

捕されず、港湾に放流されたものがすぐ近く

う。今年は、以前に後期飼育の生産率がよか

で再捕されたという実績がある。今後、種苗

った時の方法を見直して給餌方法等改良して

が多く生産されたら浅場放流をやっていきた

いく予定で、2、3 年後に量産化の目処はつ

いと考えている。

くのではないか。
漁業者：まだ放流数も再捕実績も少ないが、放流
した種苗が再生産をしている可能性が示唆さ
れたので、少し希望が見えた。
講師：島根県内で再捕されたメスも成熟している

6 おわりに
今回の研修会では、（独）水産総合研究センタ
ー宮津栽培漁業センターの升間場長による充実し
た内容の講演と、島根県職員による報告が行われ、

ことが確認されている。栽培漁業としてはよ

参加した漁業関係者や行政関係者にとって、大変

い方向に進んでいると思う。

有意義な研修会となりました。

県職員：再捕率が低いのはスパゲティタグ装着が

今後は、これを機に、漁業関係者と行政関係者

原因の 1 つとして考えられるか。また、今後

が一体となってアカアマダイの栽培漁業を推進し

は標識方法が鰭カット等にシフトしていくの

ていきたいと考えています。

か。
講師：スパゲティタグを付けた放流試験は移動分
散の状況を把握するためといわれている。栽
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7 謝辞
社団法人全国豊かな海づくり推進協会主催の現

培漁業を推進していくために、今後は再捕率、

地研修会の開催地として島根県を選定していただ

混入率を調べる必要があり、それに適した標

いたことについて、紙面をお借りして厚くお礼申

識で放流するのがよい。山口県や京都府では

し上げます。また、ご多忙中にかかわらず、快く

イラストマー標識が使われている。イラスト

講師を引き受けてくださった升間場長に厚くお礼

マー標識はもともとアメリカでサケ・マスの

を申し上げまして、本稿を締めくくらせていただ

放流に使われていた。注射器で人間に無害な

きます。

現地研修会実施報告

「栽培漁業の今後を考える」
千葉県水産総合研究センター
企画調整室

川 島 時 英

開 催 日 時：平成21年 9 月 9 日（水）13:30〜17:00
開 催 場 所：千葉県水産総合研究センター

3F大会議室（千葉県南房総市千倉町平磯2492）

研修対象者：千葉県関係漁業者、関係漁業者団体および千葉県水産関係機関職員
講師：（独）水産総合研究センター

日本海区水産研究所

海区水産業研究部部長

桑田

博

（独）水産総合研究センター

北海道区水産研究所

海区水産業研究部部長

町口裕二

出 席 者 数：42名

1

研修会の開催主旨
国および県レベルでの栽培漁業−人工種苗の大

量放流による資源増殖−が全国的に実施されてす
でに20年以上が経過しました。この間様々な技術
開発、知見集積が行われ、その結果事業効果は確
実に上昇してきました。

でと今後の展望」と題してご講演をいただきまし
た。講演終了後、会場の参加者と意見交換を行い
ました。
講演の前には、県の栽培漁業の現状（種苗生
産・放流）について、情報提供を行いました。
講演内容等の概要は以下のとおりです。

しかし、近年の厳しい経済事情などから予算の
縮減、人員の削減は避けられず、さらには施設の
老朽化などが進んでいる状況下で、これまでの体

（1）情報提供
「千葉県の栽培漁業の現状（種苗生産）」

制、事業内容の見直しを迫られる状況下にありま

千葉県水産総合研究センター

す。

種苗生産研究所

一方、漁業現場からは種苗放流の継続を望む声
は根強く、数少ない資源増殖策として、栽培漁業

所長

牧野

直

【概要】
・平成18年の千葉県の海面漁業・養殖業の主要魚

の今後の展開を考えることを目的とし、外部講師

種別生産量（23万トン）、生産金額（307億円）

と関係する県内各機関の職員との意見交換を行う

・千葉県水産総合研究センター、千葉県水産振興

場として本研修会を開催しました。

公社、漁業者の 3 者が種苗生産・中間育成・放
流を役割分担し栽培漁業を推進。

2

研修会の概要
研修会当日は、東京湾・東安房地域栽培漁業推

進協議会関係者をはじめ、千葉県水産振興公社職
員、県の行政関係者等多くの方々に参加いただき
ました。

・第 5 次栽培漁業基本計画（種苗の目標放流数
（最終年度）：マダイ94万尾（全長60㎜）、ヒラ
メ81万尾（全長80㎜）等）
・技術開発上の共通の問題点（親魚の養成：遺伝
的多様性を確保した健全親魚の養成、種苗生産

外部講師として、中核的な立場で種苗生産技術

および中間育成：①良質卵の大量・安定確保②

開発および放流効果調査等の栽培漁業の開発研究

ウイルス性等疾病防除による安定生産③良質な

を進めてきた桑田博氏、同じく沿岸資源増殖およ

種苗の育成④生産の効率化によるコスト低減、

び資源管理等の調査研究を進めてきた町口裕二氏

平易な生産技術の開発、技術開発水準の到達目

を招き、栽培漁業の現状と問題点、および今後の

標：クロダイ、マコガレイ⇒放流技術開発期

方向について「内側から見た栽培漁業のこれまで
と今後の展望」、「外側から見た栽培漁業のこれま

（現状維持））
・種苗生産研究所で生産する魚種と生物餌料の生
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産工程（マダイ・ヒラメ・クロダイ： 3 〜 9 月、
マコガレイ： 1 〜 5 月、ワムシ： 1 〜 6 月）
・H.16〜20の 5 カ年平均種苗放流実績（マダイ：
104.4万尾、ヒラメ：98.9万尾、クロダイ：39.4
万尾、マコガレイ：51.3万尾、アワビ：167.5万

への寄与・多面的な効果）
・生態系への配慮：①人工種苗の遺伝的管理②環
境収容力③種苗放流の遺伝的影響
・種苗放流事業の現実と今後：①効果と役割の見
極め②対象魚種を絞った総合的取組み

個、クルマエビ：605.4万尾）
・千葉県栽培漁業の課題と対策（県民へのわかり

（2）講演

やすい栽培漁業の推進：①栽培漁業対象種の放

「内側から見た栽培漁業のこれまでと今後の展

流効果の向上←種苗生産・放流の効率化（技術

望」

開発上の問題点の早期克服）②種苗生産施設の

（独）水産総合研究センター日本海区水産研究所

老朽化←施設の省エネ等の新技術導入（施設の

海区水産業研究部部長

桑田

博氏

更新・新設等））
種苗生産から放流までのサイクルの中で課題と
して陸上の課題を中心にお話しいただきました。

「千葉県の栽培漁業の現状（放流）」
千葉県水産総合研究センター
次長

柴田輝和

【概要】
・沿岸種を対象とする栽培漁業は、多種多様な魚

【概要】

介類の中で資源状態の悪い魚種を対象として、

（ヒラメ）

種作りを用いた資源回復への貢献が必要であ

・千葉県のヒラメは太平洋中部系群に属する。資
源状況は、中位・横ばい。

・栽培漁業の目的：種苗放流を核として、減少著

・年の北部系群の卓越年級群の発生により銚子・

しい沿岸漁業資源を回復あるいは安定させる

九十九里海域では漁獲量が増加し、この海域は

（①漸減資源のかさ上げ②変動資源の安定化③

北部系群の影響を受ける。
・千葉県の近年の漁獲量は200〜300トンで推移。
・千葉県では、放流効果の算定は県全体を一つの
海区として集計。
・平成15年から放流サイズを全長100から80㎜へ
変更。
・放流魚の漁獲量および混確率は増加傾向。近年
の放流魚の漁獲量は約50トン、混獲率は15％。

崩壊資源の再構築）。
（栽培漁業について）
・遺伝的多様性の確保：遺伝的多様性の確保を生
産の足かせと考えるのではなく、放流事業につ
いての民間養殖種苗生産業者との差別化事項と
とらえて、遵守することが必要である。人工種
苗を親魚に使うことは許されない。
・種苗生産は工業生産ではない：良い種作りには

・近年の放流尾数は、100万尾程度。

良い餌。生き物の飼育は、バランスが大事で魚

・ヒラメの回収率（H 7 年以降）は平均 5 ％。

の状態をモニターしながら微調整が必要。

（マダイ）
・千葉県のマダイは太平洋中部系群に属する。資
源状況は、高位・横ばい。

・親方日の丸の生産体系から脱却すべき：民間養
殖用種苗生産業者では、数名で数百万尾の生産
規模。民間業者は生産種苗の評判が経営の根幹

・放流魚はほとんどが放流海域で再捕される。

をなすため、ヒラメでは生産種苗の出荷は1/3

・千葉県（東京湾地域）の近年の漁獲量は30〜50

に厳選している。管理の経費（餌代等は別）は

トンで推移
・千葉県（東京湾地域）では、平成10年頃から漁
獲量は変化が無く放流尾数は増加しているにも
かかわらず、混獲率が低下している。⇒資源添
加効率の低下、中間育成・調査方法の変化等の
影響？
（今後の課題）
・放流効果の向上：①良質な種苗②適性放流量③
資源管理←放流効果把握（有効な標識・再生産
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る。

10万尾/ 1 魚種と100万尾/ 1 魚種と大きく変わ
らない。近隣県と種苗交換の実施が必要。簡易
な施設でも種苗生産は可能。
・種苗性は飼育方法によって異なる。野生で生き
ていくには、高い健苗性・種苗性が必要。
・放流効果調査：調査エリアの選定、放流効果の
推定、放流技術へのフィードバック。
・調査目的に合った標識を使用する。
・放流効果：直接効果（世代内効果）、再生産効

果（世代間効果）、間接効果（普及・啓発効果）

・ホタテガイ漁業は、全てが天然採苗をもとにし
た地まき放流と養殖。

・放流効果も環境の変動を受ける。
・栽培漁業はサイクルで行われているので、どこ

・タマネギ袋を利用した天然採苗の方法により採

かがとぎれると動かなくなるので、沿岸資源の

苗数が飛躍的に向上し、その後の養殖・地まき

複合管理が重要である。

放流に発展した。

・資源管理でも栽培漁業でもやるべきことは同

・中間育成することで生残率が飛躍的に向上。
・近年では、毎年約30億個体を放流している。

じ。

・放流後は、ヒトデの駆除や定期的な資源量調査
による漁場管理が行われている。
・北海道水試ではホタテガイに関する資源量の調
査方法等の管理マニュアルを作成した。
・ホタテ漁業は 4 輪採性で各漁協でホタテ部会を
作り協同操業を行い、漁場・漁獲の管理が計画
的な形で操業が行われている。
・漁獲物のほとんどが地元の加工に回り、地元の
雇用の創出にもつながっている。
・市場は国内のみならず、香港を中心とした中国
市場に輸出している。

桑田博氏による講演

・「SOYA」は干し貝柱のトップブランド。
「外側から見た栽培漁業のこれまでと今後の展望」

・漁業（産業）として成功するには、①生態系シ

（独）水産総合研究センター北海道区水産研究所

ステム②管理システム③経営システム④漁業者

海区水産業研究部部長

町口裕二氏

の熱意と幸運が大事。幸運以外は研究課題とし

漁業（産業）として成立するためにはという内

・沿岸漁業（栽培漁業）の今後の展開について

て取り組み可能。⇒ホタテは全てがそろった。
容でお話しいただきました。
【概要】
・栽培漁業とは、天然資源の減耗が激しいときに
それを補い、その後の管理と併せながら水産物
の持続的利用を図る。また、水域の資源管理を
しながら包括的な資源管理を行うことと定義さ
れている。
・栽培漁業の流れ：種苗生産→中間育成→種苗放
流、放流資源の管理と漁業⇒資源増大。実際の
現場では、このような流れにはなっていない。
・栽培対象種の数種しか商売として成り立ってい

（視点）：①生態系を利用した産業②生態系の
仕組みを上手に利用することで持続的に恩恵が
得られる③仕組みを上手に利用する方法を考え
る④漁業は食品産業（経済行為）である。
・漁業として成立するためのサイクル：
種苗放流・漁場管理 →
← 資源状態や漁場のモ
ニタリングと管理⇒漁獲 →
← 市場へ（加工・流通）
・種苗を放流しないと漁業の管理意識が生まれな
い？⇒そのようなことはない。
・栽培漁業の対象種として向いているのかどうか
の判断が必要。

ない。
・栽培漁業の現状（疑問）：種苗ができれば、種
苗を放流すれば栽培漁業は成功？誰が種苗を作
り、放流し、管理するのか？誰が獲るのか？放
流したら増えるのか（漁業として成り立つの
か）？
・北海道漁業の現状（H17）：生産量140万トン、
生産額2,847億円
・沿岸漁業（サケを除く）は、1,000億円産業で
あり、その中心を支えているのはホタテガイ。
（事例研究（ホタテガイ漁業））

町口裕二氏による講演
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ニーズが高まってくる。

・水研センターと栽培センターが組織統合したこ
とから種苗放流から漁獲まで総合的な調査研究

・県民に栽培漁業を理解してもらうには、放流効
果を更に高める事（儲かることが分かる）が重

が可能となった。

要⇒（種苗生産）良質な種苗を作れば放流効果

・水研センターは多方面の専門家を有するので、

はあがる。

強力な研究チームが組織でき、突発的な問題に
も柔軟に対応が可能である。

・国内流通の半分程度は輸入である←この部分を
国内生産で補う。ただし求められているニーズ

・現場の確認は必要。

が何か把握することが大事。
（3）質疑応答・意見交換等

・ニーズを国内の販路拡大と海外への販路拡大へ
つなげる。

講演終了後に栽培漁業について、幅広く意見交
換を行いました。

・栽培漁業をうまく継続していくためには、これ
で漁師が食べていける世界を作れるかどうかで
ある。漁師がいなくなっては意味がない。その

（産業としてとらえた栽培漁業）

ために何をしたらよいか考える事が重要。漁師

・生態系の構造の違い（北：シンプル、南：多種

が儲かることを行うことが大前提。

多様）から一つの種を対象に産業を成立させる
には西日本（温帯域）では難しい。
・地域の実態にあった（生態系も含めて）栽培漁
業の展開が必要。
・放流後の目的（儲かりたい）がある栽培漁業が

何が重要なのか見定めることが大事、さらにそ
れに対応して何をやれるか、何ができるのかとい
うことが求められているものと考える。

これまで行われてきたか？
・放流後の世界をどう考えるかという調査研究が
今まで少なかった。⇒栽培漁業ができた頃は作
るのが精一杯であった。
（最終的に産業と成立するために、地方水試、
行政が栽培漁業を今後どのように維持してい
くか、そのためには最優先に何をすべきか？
今の栽培漁業が抱えている問題・課題は何
か？）
・漁獲組成を大きくして、単価アップ⇒資源管

意見交換会の様子

理・放流魚の回収率アップするためにも必要⇒
漁業者に成功体験してもらうことが大事。
・沿岸漁業全体の底上げ←栽培漁業は一つのツー
ルとして利用する。
・漁業者に成功体験してもらうことが重要⇒どん
な魚種？⇒ヒラメ（北海道から九州まで対象魚
種として含めるなら）⇒ヒラメで全国統合的管
理のモデルケースとしてできないか？
・マツカワの成功事例は疑問⇒絶滅危惧種を増や

3

おわりに
今回の研修会では、お二人の講師による充実し

た内容の講演が行われ、参集した栽培漁業関係者
や行政関係者にとって大変有意義な研修会となり
ました。
この研修を機に、千葉県の栽培漁業について、
改めて漁業関係者と行政関係者が一体となって取
り組んでいきたいと考えております。

しただけである。絶滅危惧種を増やして漁業と
して成立するのか？ほとんど 0 →150、300ｔま
で回復しました⇒本来なら禁漁⇒まいているか

大変お忙しい中、講師を引き受けてくださった

ら獲らせろとなる（現実的な話）。元々基本情

お二人に厚くお礼を申し上げます。また、（社）

報がないまま始まったことが問題である。

全国豊かな海づくり推進協議会には、現地研修会

・県民に分かりやすい栽培漁業を推進する⇒目に
見えた放流効果が上がってくれば漁業者からの
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4 謝辞

の開催地として選定いただいたことについて、紙
面をお借りして厚くお礼申し上げます。

岐阜県農政部全国豊かな海づくり大会推進事務局
推進担当

谷 岡 良 一

■ 大会の特徴
海のない岐阜県で
行う第30回全国豊か
な海づくり大会〜ぎ
ふ長良川大会〜は、
「清流が つなぐ未
来の 海づくり」を
テーマに、全国で初
めて河川で開催する
大会です。岐阜県に
は海がありません
が、県土の約八割を
占める豊かな森があ
ります。この森を水 ぎふ長良川大会公式ポスター
源地として、八つの
大きな川が流れ、日本海や太平洋へと注いでいま
す。そこで、式典行事、放流・歓迎行事や県内す
べての市町村による関連行事を通して、森・川・
海がつながる水環境を守ることの大切さを子ども
たちが主役となって全国に向け発信します。森林
や身近な河川の生き物、水質などの環境学習を行
う水の子ども会議に参加した小学校の子どもたち
が「未来の案内人」として、タレントの熊田曜子
さんによる「清流の案内人」とともに、大会を進
行します。

■ 海のない「岐阜県」ならではの取り組み
○流々（るる）プロジェクト−身近な水路から
世界につながる−
流々プロジェクトは、身近な水路から、大きな
川までの水の流れを見つめ直すことにより、私た
ちの生活が水や川に支えられていることを感じて
もらうとともに、水の流れは海に達し、さらに黒
潮、親潮を通じて、世界へとつながっていること
を再認識する取り組みです。岐阜県出身のアーテ
ィスト日比野克彦氏に提唱されたこのプロジェク
トは「清流の国ぎふ」づくりを目指して取り組ん
でいます。
○回遊旗（かいゆうき）リレー
鮎など川と海を行き来する回遊魚をイメージ
し、上流と下流をつなぐ象徴として、県内 8 流域、
9 つの「回遊旗」を制作し、昨年10月から12月に

取り組み状況と川の地図

県内42市町村のみ
ならず、近隣 5 県
38市町村を巡る降
海リレーが行われ
ました。降海リレ
ーでは、流域の知
事や市町村長の思
いを込めたメッセ
長良川流域の回遊旗
ージの寄書きをい
ただきながら、回遊旗を引き継いでいきました。
降海リレーに続いて、2 月から 4 月にかけ、河口
から源流を目指す遡上リレーを行っています。遡
上リレーでは、12色の小旗を準備し流域の方々に
メッセージを書いていただきます。回遊旗や小旗
は、放流・歓迎行事会場で披露する予定です。
○NEXT30 −考えよう！「30年後の水環境」−
大会で発信するメッセージづくりに活用するた
め、30年後の将来の水環境について、子どもたち
の考えや思いをまとめた「提言」を募集しました。
自らの体験や学習をもとに、水に関わる普段の生
活様式、社会、自然、文化などの変化を連想して、
「〜になったらいいな」という未来を予測し、そ
のために、「〜したい」という提言としてまとめ
ます。
○協賛行事
大会開催機運を盛り上げるため協賛行事を募集
したところ、昨年末までに207件が登録され、約
80万人もの参加がありました。その内容も、外来
魚の駆除や河川の美化清掃、講演会など多岐に渡
っています。登録も岐阜県のみでなく、愛知県、
三重県、名古屋市まで広がり上流と下流がつなが
った取り組みとなっています。
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平成22年 2 月16日（火）午前 9 時30分から東京

の政策対応は、実質23年度からになるが、水産

都千代田内神田1−1−12コープビル 5 階第 1 会議

政策の柱になる個別補償の中で、水産資源の維

室において、水産庁増殖推進部栽培養殖課の鈴木

持・回復が提案されており、新政権の関心が高

課長補佐他担当官の出席をいただき、平成21年度

い。JFグループとして10月全国代表者集会を開

第 2 回企画推進委員会を開催した。

催し、今後 5 年間の運動方針と政策提案を行っ

本委員会は、各ブロックの理事県の中の実務者

ているが、その中でも、4 本の柱を出し、資源

及び学識経験者等を委員として、海づくり協会の

管理による漁獲抑制の他に、種苗放流、藻場・

事業の計画及び実施結果等について検討し、事業

干潟の造成、漁場環境保全が揃わないと資源は

に反映することを目的として年 2 回開催してい

回復しないことを主張しているとの回答があっ

る。

た。

澁川副会長から、委員会出席者へ謝辞の後、本

その後、委員からの意見は特になく、議案 1

年度の事業執行状況と次年度の事業計画骨子につ

は全て了承された。

いて当協会の業務全体に係わるご審議いただくこ
ととなっているが、今回は、海づくり協会の事業
の中核である水研センター委託事業について22年
度の委託方針が未定のため、本年度の事業執行状

2

その他「種苗の安定供給化対策について」
澁川副会長が座長となって、議案を検討した結

果等は以下のとおりである。

況のみの検討になるという、異例な事態になって

座長から、これまでの栽培漁業推進体制の変遷

いるが、その点を念頭にご審議願いたい。また、

を説明した後、漁業者の種苗放流の要望が強い中、

その他の議題で「種苗の安定供給化対策について」

各県の現在の栽培漁業推進体制で、これからどこ

を取り上げ、今後の栽培漁業の方向性についてご

まで供給できるかが課題であり、これまでの自県

審議願いたい旨挨拶をした。

完結方式が継続できない事態が予測される。その
対応策を関係者の意見交換の中で見出せないか考

1

21年度事業実施状況及び22年度事業計画骨

子について
座長に長屋委員（全国漁業協同組合連合会常務
理事）を選出し、議案を検討した結果等は以下の
とおりである。
（海づくり協会プロパー事業）
メーリングシステムの登録状況の質問があり、

えたい旨発言し、議事に入った。
各委員から自県内又はブロック内の次の状況に
ついて報告があった。
（1）種苗供給の現状
1）生産目標の立案プロセス
2）需要とのアンバランスへの対応策
3）生産不調が生じた場合の対応策

全体で約40名が登録しており、分野別の整理をし

4）隣接県等との関係

ている旨回答があった。

5）水研センター種苗の位置付け

（国庫補助事業、水研センター委託事業）
（1）国庫補助事業(栽培漁業資源回復等対策事業)

（2）今後の見通し
1）需要の動向見通し

の23年度以降の事業計画があるかとの質問があ

2）新たな対応策

り、これまでの 5 年間の調査結果を精査し、新

3）県域を越えた新たな対応策の提案等

たな事業が検討される見込であるが、一者応札

（3）海づくり協会への期待

の解消という課題があるので、複数海域に分け
た公募を前提となるとの回答があった。
（2）政権交代で先が見えないが、栽培漁業に関す
る新しい動きがあるか質問があり、新政権下で
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その後、委員から水研センターへ次の要望事項
が出された。
・親魚の養成にコストがかかるので、良質の受精

卵の提供を願いたい。

・これまでの意見で、新公益法人へ移管を検討し

・水研センター内での栽培漁業推進の位置づけを

ているところがあるが、海づくり協会は施設を

明確にして欲しい。

持たないため、体制上厳しいものがある。新し

・新たな栽培漁業基本方針案の中にある、対象種

い時代の流れに沿って、県との連携・協力によ

の重点化と効率的な栽培漁業の推進で、どのよ

り生産施設を広域に配置し、職員の出向体制を

うな栽培対象種が包含されるのか、水研センタ

作って新法人をめざす。水研センターは、種苗

ーがどのように関与するのかを考えて欲しい。

生産、放流技術の研究開発を行うことで栽培漁

・今後資源造成型の栽培漁業を進めていくべきだ

業を一体的に推進することを検討すべきであ

が、試験研究機関の役割が明確になっていない
ので、県と水研センターが連携して対応して欲

る。
・海づくり協会がハードを含めて対応すること

しい。

は、関係県の強い結集と、よほどの力学が作用

・親魚の飼育が難しいので、採卵不調時に支援し

することが前提となる。県が栽培漁業の最前線

て欲しい。県内試験研究機関の統合により、こ

に立っている現状で、国、水研センターがどの

れまでの種苗生産課題が取り上げられないもの

ような役割を果たすかを明確にして考える課題

がでているため、水研センターの技術開発支援

である。

をお願いしたい。

・栽培漁業への関与が国、県とも後退しているの

・栽培漁業資源回復等対策事業が22年度で終了す

で、漁業者は不安になっている。資源の管理に

るので、しっかり纏めたいが、次の展開に向け

合わせて資源の維持・回復が不可欠であり、水

て水研センターの指導をお願いしたい。

産資源が国民共有のものと位置づけ、漁業者側
からの運動で、国の新たな予算措置を求めてい

その他次の意見が委員から出された。

く必要がある。また、事業仕分けに対しても、

・今回の議論では「広域連携」をどうするかキー

効率的な事業である姿を示すことにより、栽培

ワードとなっている。新しい栽培漁業基本方針

漁業が重要な施策であるという国民的な合意形

案では、その方向が良く見えない。各県が重点

成が必要である。等の意見が出された。

的にやって終わったら止めるとすれば、1 県で
支えきれなくなる。リスクを分散する場合は広
域対応が必要となる。

以後、意見はなく12時15分第 2 回企画推進委員
会を終了した。

平成21年度第２回企画推進委員会出席委員名簿
氏

名

所

属

役

職

松宮

隆志

青森県農林水産部水産局水産振興課

副参事

平井

一行

静岡県産業部水産業局水産資源室

主幹

福島

英治

島根県農林水産部水産課

調整監

木村

淳

広島県農林水産局水産課

主査

高木

俊祐

徳島県農林水産部ブランド戦略総局水産課

技術課長補佐

中尾

和浩

熊本県農林水産部水産振興課

主幹

長屋

信博

全国漁業協同組合連合会

常務理事

村井

茂

北海道栽培漁業振興公社

副会長理事

北田

修一

東京海洋大学

教授

丸山

敬悟

独立行政法人水産総合研究センター

研究推進部次長
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平成22年 2 月15日（月）午後13時30分より東京

Ⅰ

委託事業の進行管理に関すること

都千代田区内神田のコープビルにて、水産庁より

Ⅱ

栽培漁業の実証に関すること

栽培養殖課荒井大介係長、独立行政法人水産総合

Ⅲ

栽培漁業種苗生産、入手・放流実績のデータ

研究センターより研究推進部丸山敬悟次長、同栽
培管理課鴨志田正晃栽培技術開発コーディネータ

収集及び刊行に関すること
Ⅳ

栽培漁業の普及・啓発に関すること

ーの臨席の下、平成21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、都道府県の栽培漁業担当者等
を持って委員会を構成し、今回は平成21年度実施
状況等について、事務局より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。

◇

人

事

◇

社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
（１月１日付）
昇格・昇任
◇業務部長〈業務部次長〉岩橋好敏

◇業務課係長〈業務課員〉藤田智也

（２月１日付）
採用
◇主席調査役〈嘱託〉市村隆紀

協会の主なスケジュール
平成22年度通常総会

平成22年 5 月26日（水）午後13時から
会場：東京都中央区日本橋 1 −3 −13

日本橋中央ビル

5階

（TKP東京駅日本橋ビジネスセンター）5 A会議室
平成22年度第 1 回理事会

平成22年 5 月26日（水）午前11時から
会場：東京都中央区日本橋 1−3 −13

日本橋中央ビル

3階

（TKP東京駅日本橋ビジネスセンター）3 C会議室
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平成20年度の栽培漁業種苗生産、入手・放流実

2

魚種別種苗生産および種苗放流実績

績調査結果を取りまとめ、「平成20年度栽培漁業
種苗生産、入手・放流実績（全国）」を平成22年

平成18〜20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。

3 月に刊行しますので、ここでは、本調査結果の

平成20年度に種苗生産の対象となった種類は69

概要を中心に最近10年間の動向について紹介しま

種、種苗放流の対象となった種類は71種でした。

す。

放流対象となった種のうち、メジナ、キュウセン、

本調査の実施にあたって、各機関の調査結果を
取りまとめていただいた都道府県の担当者の

イセエビ、コマタガイ、バカガイ、ウバガイ、マ
ダコの 7 種はすべて天然種苗の放流でした。

方々、調査にご協力いただいた水産試験場、栽培
漁業センター、市区町村、漁連、漁協等の皆様に、

3

種苗生産および種苗放流の主要魚種別の割合

この場をお借りして厚くお礼申し上げます。なお、

と上位種の最近10年間の動向

本事業は、当協会が独立行政法人水産総合研究セ

平成20年度に種苗生産または種苗放流が行われ

ンターから委託を受けて実施しました。

た種を魚類、甲殻類、貝類、その他の動物（タコ、
ウニ、ナマコ等）に分類し、区分ごとの種別割合

1

調査の対象範囲
本書は、平成20年 4 月 1 日から平成21年 3 月31

と各区分上位種の最近10年間の動向について、そ
の概要を以下に示します。

日までの期間に、39沿海都道府県で実施された種
苗生産、中間育成および種苗放流の実績について

（1）魚類

取りまとめたものです。調査の対象種は、サケ・

平成20年度の魚類の生産尾数は7,775万尾であ

マス類、アユ、ウナギ、海藻類を除く海産魚介類

り、生産尾数の多い順にヒラメ、マダイ、ニシン、

としました。

ハタハタ、カサゴ、トラフグ、クロダイ、マツカ

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

ワ、マコガレイ、イサキ、その他21種、そのうち
カレイ類は 5 種が生産されています（表 2 ）。

苗の生産実績について紹介します。本調査では、

魚類の放流尾数は6,954万尾でした。ヒラメ、

全く給餌飼育しなかったふ化仔魚、および漁業等

マダイ、ニシン、ハタハタの 4 種で魚類全体の放

により採捕された天然種苗は対象外としました。

流尾数の約72％を占めています（表 2 ）。その次

ただし、コレクター等で採苗した天然種苗を育成

に放流尾数が多いのは、トラフグ、カサゴ、クロ

したものについては、人工種苗として調査の対象

ダイ、マツカワ、マコガレイ、キュウセンの順と

にしました。

なっています。以下に主要な魚種の平成20年度の

種苗放流実績調査では、人工種苗の放流の他、

実績および最近10年間の動向について示します。

漁業等により採捕された天然種苗の放流も調査対
象としました。受精卵や給餌飼育しなかったふ化
仔魚の放流、増殖を目的としない大型魚の放流、

1 ）ヒラメ
①

生産：昭和52年度の調査開始から右肩上がり

放流直後から再捕される潮干狩のアサリ等の放流

の増加を続けてきた生産尾数は、平成11年度に

は調査対象外としました。

4,000万尾を超えましたが、それをピークに減
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表１

36

平成18〜20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20年度の主な魚類の種苗生産および種苗放流尾数

少しています。平成20年度は2,575万尾と平成
11年度以降最少でした（図 1 ）。調査対象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：生産尾数と同様に、平成11年度から減

少し、平成15年度から2,500万尾程度で推移し
ています。平成20年度は2,364万尾と平成19年
度に比べ26万尾増加しました。
放流した種苗の平成20年度の平均全長は平均
全長は81㎜でした（図 2 ）。
2）マダイ
① 生産：ここ数年間の生産尾数は減少傾向にあ
り、平成20年度の生産尾数は1,885万尾でした
（図 1 ）。調査対象39県のうち21県で種苗生産が
実施されました。
②

放流：平成12〜16年度は2,000万尾程度で推

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

移しましたが、それ以降減少しており平成20年
度は1,402万尾と近年で最も低い値となりまし
た（図 1 ）。放流した種苗の平均全長は69㎜で
した（図 2 ）。
3）クロダイ
① 生産：生産尾数は減少傾向にあり、平成20年
度は209万尾が13府県で生産されました（図 1 ）。
②

放流：最近10年間の放流尾数は生産尾数と同

様に減少傾向にあり、平成20年度は166万尾の
放流が行われました（図 1 ）。放流した種苗の
平均全長は53㎜でした（図 2 ）。
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
なるなど、栽培漁業に関する期待が高まっている
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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

魚種です。特にマツカワについては、北海道での

ましたが、その後増加し平成20年度は732万尾

えりも以西100万尾放流が実施されたことにより、

と近年で最も高い値となりました（図 4 ）。

平成18年度から放流尾数が増加しています。
①

生産：カレイ類には、生産尾数の多い順に、

マツカワ、マコガレイ、マガレイ、ホシガレイ、

トラフグの生産尾数は、近年300万尾程度で
推移しており、平成20年度は318万尾でした
（図 4 ）。

クロガシラガレイが含まれています。近年は

② 放流：ハタハタは、平成11年度から平成16年

400万尾程度で推移しており、平成20年度は431

度の間は約700〜800万尾で推移していました

万尾が生産されました（図 3 ）。

が、近年はやや減少し600万尾程度で推移して

② 放流：放流尾数の多い順に上げると、マツカ
ワ、マコガレイ、ホシガレイ、マガレイ、クロ

います。平成20年度は581万尾が放流されまし
た（図 4 ）
。

ガシラガレイとなり、平成20年度には合計391
万尾が放流されました（図 3 ）。

ニシンの放流尾数は、生産尾数と同様に増加
傾向にあり、平成20年度は695万尾が放流され
近年で最も高い値となりました（図 4 ）。
トラフグの放流尾数は、近年増加傾向にあり、
平成20年度は306万尾が放流されました（図 4 ）
。

図３ カレイ類の種苗生産・放流尾数の推移

5）ハタハタ、トラフグ、ニシン
ここでは、近年地域特産種として生産・放流尾

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

数がともに多い、ハタハタ、トラフグ、ニシンを
取り上げます。これらの魚種は比較的広い水域を

6 ）カサゴ

生活圏とし、産卵期には特定の産卵場に戻ってく

① 生産：平成11年度から平成18年度にかけて増

る回帰性の強い種類と位置付けられています。こ

加し、それ以降は330万尾程度で推移していま

れらの魚種では、産卵回帰した親魚が漁獲対象と

す。平成20年度は336万尾が生産されました

されたり、回遊先では未成魚が先獲りされたりす
るため、放流魚および産卵親魚の管理を行うこと、

（図 5 ）。
②

放流：生産尾数と同様に平成18年度まで増加

産卵場所となる藻場等の造成を行うこと、天然お

し、それ以降は300万尾程度で推移しています。

よび放流資源の小型魚の漁獲規制等を実施するこ

平成20年度は305万尾が放流されました（図 5 ）
。

とが資源量増加のために重要となります。
①

生産：ハタハタは、平成20年度には582万尾

が生産され、平成19年度にくらべ約34万尾減少
しました（図 4 ）。
ニシンの生産尾数は、平成13年度に落ち込み

（2）甲殼類
平成20年度に生産された甲殻類は11種で、生産
尾数の合計は約2.2億尾でした。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、
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②

放流：平成20年度の放流尾数は1.1億尾であ

り、甲殻類の中で最も多く放流されており、甲
殻類全体の放流尾数の60％を占めています。生
産尾数と同様に減少し続けており、平成11年度
の約50％となっています（図 6 ）。

図５

カサゴの種苗生産・放流尾数の推移

ノコギリガザミ、タイワンガザミ、ズワイガニと
なっています。特に生産尾数が多いのは上位 3 種
で、甲殻類全体の生産尾数の96％以上を占めてい
図６ クルマエビの種苗生産・放流尾数の推移

ます（表 3 ）
。
平成20年度に放流された甲殻類は 8 種で、放流
尾数の合計は約1.8億尾でした。放流尾数の多い
順にクルマエビ、ヨシエビ、ガザミ、クマエビ、

2 ）ヨシエビ
①

生産：生産尾数は平成17年度までは増加傾向

ノコギリガザミ、タイワンガザミ、ホッカイエビ

を示し、平成18、19年度は減少しましたが平成

の順となり、特に放流数の多い上位 3 種で甲殻類

20年度は増加し4,735万尾でした。甲殻類の中

全体の96％を占めています（表 3 ）。以下に生産、

で22％を占め、2 番目に生産尾数の多い種にな

放流尾数ともに多いクルマエビ、ヨシエビ、ガザ

っています（図 7 ）。

ミについて、最近10年間の動向について示します。

②

放流：生産尾数と同様に平成18、19年度の放

流尾数は減少しましたが、平成20年度は増加し
1）クルマエビ
①

3,598万尾が放流されました。甲殻類の中で 2

生産：平成20年度の生産尾数は1.2億尾であ

番目に多く、全体の20％を占めています（図 7 ）。

り、生産尾数は甲殻類の中で最も多く、甲殻類
全体の55％以上を占めています。最近、生産尾
数は減少を続けています（図 6 ）。

表３
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3 ）ガザミ
①

生産：平成14年から平成17年度まで減少し、

平成20年度の主な甲殻類の種苗生産および種苗放流尾数

平成18年度には増加しましたがそれ以降は減少

ます（表 4 ）。

傾向にあり、平成20年度は4,114万尾が生産さ

貝類の放流個数は約91億個であり、生産個数の

れました。甲殻類全体の19％を占めており、カ

3 倍近い数が放流されていますが、これは天然種

ニ類の中では最も多く生産されています（図

苗を放流しているケースが多くあるためです。放

7）
。

流個数の多い順にアサリ、ホタテガイ、ハマグリ、

②

放流：2,700〜3,500万尾で推移しており、平

エゾアワビ、クロアワビとなっています（表 4 ）。

成20年度は2,833万尾が放流されました。甲殻

そのほとんどがアサリとホタテガイであり、この

類全体の16％を占めており、カニ類の中では最

2 種で貝類の放流個数の98％以上を占めていま

も多く放流されています（図 7 ）。

す。その内訳としては、アサリが貝類の放流個数
の62％にあたる約56.2億個、ホタテガイが36％に
あたる約32.7億個となっています。
以下にホタテガイ、アワビ類、アサリについて
平成20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：生産個数は、増減を繰り返しておりま

したが、平成20年度は平成19年度と同程度の
32.9億個でした（図 8 ）。
②

放流：放流個数は近年増加傾向にあり、平成

20年度は32.7億個でした（図 8 ）。
2 ）アワビ類
図７

ヨシエビおよびガザミの種苗生産・放流個
数の推移

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 ）。

（3）貝類

平成15年までは、3,000万個程度で推移して

貝類の生産個数は約34.7億個であり、生産個数

いましたが、平成16年度以降は2,500万ビ程度

の多い順にホタテガイ、ハマグリ、エゾアワビ、

で推移しています。平成20年度の生産個数は

アサリ、クロアワビ、メガイアワビとなっていま

2,506万個でした。アワビ類 4 種のうち、エゾ

すが、そのほとんどがホタテガイであり、貝類生
産個数の95％にあたる約32.9億個が生産されてい
表４

アワビがアワビ類全体の約50％を占めています
（図 9 ）。

平成20年度の主な貝類における種苗生産および種苗放流個数
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放流：アワビ類には、放流個数の多い順にエ

全国的に漁獲量が減少し始め、現在は最盛期の

ゾアワビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカ

1/4まで落ち込んでいます。この頃から、その対

アワビが含まれています（表 1 ）。

策として関係県の水産試験場等で種苗生産技術の

②

近年は2,500万個程度で推移しており、平成

開発が進められてきましたが、栽培漁業種苗生産、

20年度の放流個数は2,414万個でした。アワビ

入手・放流実績の調査に報告されたのは平成 2 年

類全体の放流個数に対してエゾアワビが約60％

度からです。

を占めています（図 9 ）。

①

生産：生産個数は大きな増減を繰り返してお

り、平成20年度は1,091万個が生産されました
3）アサリ
アサリの放流（移植）の歴史は古くからあり、

（図10）。
②

放流：放流個数は、平成14年度までは100億

漁協単位で母貝あるいは稚貝を入手して、放流が

個前後で推移していましたが、平成15年度から

行われてきました。アサリは昭和60年代前半から

18年度の間は150〜220億個が放流されました。
平成19年度以降は大きく減少し平成20年度は
56.2億個が放流されました（図10）。

図８

ホタテガイの種苗生産・放流個数の推移

図10

アサリの種苗生産・放流個数の推移

（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20年度におけるその他の動物の生産個数は
6,281万個であり、生産個数の多い順にエゾバフ
ンウニ、キタムラサキウニ、マナマコ、アカウニ、
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、マダコが生産されています。
その他の動物の放流個数は7,084万個であり、
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
図９
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アワビ類およびウニ類の種苗生産・放流個
数の推移

心です（表 5 ）。
以下に生産、放流個数ともに多いウニ類とマナ

表５

平成20年度の主なその他の動物の種苗生産および種苗放個数

マコについて、平成20年度の概要と最近10年間の
動向について示します。

2 ）マナマコ
①

生産：平成12年度から増加傾向にあり、平成

19年度は大きく増加し658万個と平成18年度の
1）ウニ類
①

生産：ウニ類には、種苗生産個数の多い順に

エゾバフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、

1.8倍の種苗が生産されましたが、平成20年度
には減少し平成18年度と同程度の353万尾でし
た（図11）。

バフンウニ、シラヒゲウニが含まれており、平

② 放流：最近10年の放流尾数は150〜300万個程

成20年度には5,926万個が生産されました。そ

度で推移しており、平成20年度は303万個でし

の中でもエゾバフンウニは大量に生産されてお

た（図11）。

り、ウニ類の約77％を占めています。エゾバフ
ンウニの生産個数が減少傾向にあるため、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 9 ）。
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、シラヒゲウニが含まれており、平成
20年度には人工種苗、天然種苗を合わせて
6,781万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
5,233万個、1,160万個放流されており、ウニ類
の74％、16％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 9 ）。
図11

マナマコの種苗生産・放流個数の推移

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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