2010

第22号
11月15日

目次
【巻頭言】漁業後継者確保について思うこと ……………………………………………
名城大学大学院総合学術研究科 特任教授 鈴木 輝明
【トピックス】
クエ資源の維持・増大に向けてのアプローチ①……………………………………
（独）水産総合研究センター
五島栽培漁業センター 主任技術開発員 中川 雅弘
特集Ⅰ
トラフグの資源回復計画
1 九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画の延長………………………………
九州漁業調整事務所 資源管理計画官 後藤 正行
2 DNA 分析によるトラフグの放流効果評価… ……………………………………
（独）水産総合研究センター
瀬戸内海区水研栽培資源部資源管理研究室
研究員 片町 大輔
（コラム）ブランド視点からみたフグ放流事業… ……………………………………
下関市立大学 経済学部 教授 濱田 英嗣
3 瀬戸内海西部海域のトラフグ資源回復の取り組み………………………………
瀬戸内海漁業調整事務所 資源保護管理指導官 青木
滋
4 太平洋中海域におけるトラフグ資源回復計画の取り組み………………………
静岡県経済産業部水産業局 水産資源課栽培養殖班 主査 花井 孝之
特集Ⅱ
栽培漁業資源回復等対策事業 最終年度の総括に向けて……………………………
全国豊かな海づくり推進協会 調査役 靏田 義成
【新シリーズ】インタビュー “いつも二人三脚”漁業者と栽培技術者の挑戦
第1回 尾道におけるキジハタ放流の効果と将来……………………………………
長崎大学水産学部 准教授 亀田 和彦
【新シリーズ】水産高校がみつめる海の未来
第1回 高等学校栽培漁業技術検定の取り組み………………………………………
福井県立小浜水産高等学校長 山森 友嗣
【豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告】（豊かな海づくり協会支援事業）
「クエの栽培漁業及び放流効果調査の取り組み」……………………………………
和歌山県農林水産部水産局水産振興課 副主査 堅田 昌英
「岩手県における栽培漁業の取り組みと将来展望」…………………………………
岩手県水産技術センター 企画指導部 遠藤 裕樹
「クマエビ類の種苗放流と放流効果」…………………………………………………
高知県水産試験場 主任研究員 杉本 昌彦
【インフォメーション】
全国豊かな海づくり大会 鳥取大会１年前プレイベント…………………………
第 31 回全国豊かな海づくり大会鳥取県実行委員会
事務局長 徳村純一郎
【海づくり協会事業報告】
22 年度理事懇談会を開催………………………………………………………………
漁協等実践活動支援事業報告…………………………………………………………

表紙・裏表紙写真

：須賀 次郎 氏 撮影

表／アマモに産卵するコウイカ
撮影日：2006 年 6 月

裏／アマモ場

撮影場所：千葉県館山の香（こうやつ）

1

2

4
9

11
13
16

19

24

29

31
34
37

40

42
45

巻

頭

言

漁業後継者確保について
思うこと
名城大学大学院総合学術研究科
特任教授

3 年前カナダのダルハウジー大学のラムソン・
マイヤーズとボリス・ワームが 2048 年に世界の
商業漁業が消滅するという説を科学雑誌サイエン
スに発表したことは大きな衝撃を与えました。自
国の経済水域内に世界で最も豊かな漁場を有し、
世界最大の水産市場をもっている我が国沿岸漁業
の衰退も今や誰の目にもあきらかです。毎年 1 万
人のペースで減少している漁業就業者数の推移
や、24 歳以下の若者は 3％に満たないという極
端な年齢構成に端的に表れています。しかし毎年
行われる漁業就業フェアーには希望を持った多く
の優秀な若者が驚くほど訪れています。しかし、
現場の研修に参加した多くの若者達はその後どの
程度漁業に従事しているのでしょうか？私の知る
限りでは現場の組合長はじめ関係者の努力にもか
かわらず短期で他産業に移行してしまう人たちが
かなりいます。激しい労働に相応しない経済的問
題もあげられますが、これは本質的な原因ではあ
りません。
深刻なのは後継者を確保したい側の漁業者自身
が若者達に「永続する漁業の未来を語れない」と
いう現実です。これでは漁業労働に大いなる魅力
を感じる若者達の就業意欲を継続させることは
困難です。後継者不足の原因は漁業に職業として
の魅力を持つ若者がいないとか最近の若者気質が
漁業を嫌うとかという質の問題では全くありませ
ん。漁業をやりたいと思う若者達の希望に応えら
れる自信が現役の漁業者自身ゆらいでいるからだ
と私は思います。
どうしたらやる気のある若者達を確保できるの
でしょうか？それは当たり前のことですが可及的
すみやかに未来に続く漁業の持続性を彼らに提示
することしかありません。漁業資源乱獲を「個別
漁獲枠制度」といった新たな制度導入により回避
しようという資源管理論議もその一つでしょう。
より有効な栽培漁業のあり方に関する根本的検討
も必至です。しかし、私が最も重要だと思うこと
はいずれの重要水産施策も海洋生態系の構造と機
能に依拠する生命の再生産と正常な物質循環が保
証されなければ無用の長物に過ぎないという原点
の再認識とそれを確保するための漁業者自身によ
る実践的活動です。
水産資源減少が顕著な主要内湾を例にとれば埋
め立てにより干潟や浅場、藻場といった極浅海

鈴 木 輝 明

域が喪失し、水産資源の産卵場、幼稚仔保育場が
かなりの割合で減少したこと、さらに水質浄化機
能の低下により貧酸素等水質環境悪化が顕在化し
特に夏場の生残率が極度に悪化したこと、さらに
このような漁場環境悪化による資源減少を漁獲努
力量の増大によって補わざるをえないために乱獲
状態が慢性化したこと等が挙げられます。行政や
我々研究者は異口同音に海洋環境保全が大切であ
るとは言いますが具体的行動となると内向きに
なっているのが現実です。
今話題となっている COP10 に関連する海洋生
物多様性保全戦略の検討においても、開発と保全
の両立や海洋保護区の設置が提案されているもの
の、漁業にとって注目すべき目新しい提案ではな
いと考えます。そもそも健全な海洋生態系の保全
は開発可能性を論議する大前提であって単なる両
立は不可能です。保護区という区割り的陸域概念
も生物流動の大きな海洋にはなじみません。海面
埋め立て、大規模浚渫など開発事業が依然として
進む現実を若者達が目の当たりにすれば、保護区
の設定や資源管理等水産施策だけで永続性が確保
できるとは誰も思いません。
今若者達を漁業に誘導するために最も重要なこ
とは、これら埋め立て等海洋生態系に深刻な影響
を与える開発に対して真正面から対峙する漁業系
統組織の姿勢を具体的な形で見せ漁業者自身が漁
業生産の持続を自信を持って語れるようにするこ
とです。ご承知のように現在、開発による漁業影
響評価には開発事業者に法的な履行義務がないた
め、事業の中止や影響回避の有効な対策が立てら
れない状態です。環境影響評価はほとんど歯止め
にはなっていません。
これに対し全国漁業協同組合連合会は平成 17
年 3 月に「漁業影響調査指針」を作成し、漁業者
自らが主導的に開発による漁業影響を把握し、そ
の事業の中止や影響回避を要請するという仕組み
を提案しました。一部漁連ではすでにダム建設、
港湾開発、温排水等の問題について開発事業者に
その方針を文書で提示し交渉しています。一例で
すがこのような漁業系統組織の積極的な漁場保全
の対応こそが真の後継者確保につながるのではな
いでしょうか？昨年度から始まった漁業者による
環境生態系保全活動も重要なステップになると期
待しています。
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クエ資源の維持・増大に向けてのアプロ－チ①
（クエの社会的ニ－ズと漁業実態）
独立行政法人

水産総合研究センター
五島栽培漁業センター
主任技術開発員

１

はじめに
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中川 雅弘

クエ栽培漁業セミナーの開催

クエ Epinephelus bruneus は、日本では本州中

栽培漁業を事業として推進するためには、社会

部以南から東シナ海にまで分布し、沿岸域の岩礁

的なニ－ズが大前提となります。そこで（独）水産

に生息する重要な漁獲対象種の一つです。大きい

総合研究センターが事務局となり、2009 年 9 月

ものでは体長 1 m、体重は 30㎏以上にもなります。

26 日に「クエ栽培漁業セミナー

クエは九州では「あら」、和歌山県では「くえます」、

持・増大を目指して」と題して五島市でセミナー

伊豆七島では「もろこ」などと呼ばれ、白身で美

を開催しました。このセミナーには、クエの漁獲

味であり、特にクエ（あら）鍋に代表されるよう

量が最も多い地元長崎県の漁業関係者や行政機

に冬場の味覚としての需要が非常に高い魚です。

関、試験研究機関の関係者をはじめ、「クエで町

長崎県、福岡県、三重県、和歌山県、高知県など

おこし」を掲げている和歌山県日高町の関係者な

では観光の目玉商材としても珍重され、地域経済

どその他の県の関係者合わせて約 110 人が参加

を支える貴重な漁業資源といえます。

し、クエ漁業の持続的発展を図るために、漁業の

長崎県内の魚市場に水揚げされたクエ（活魚）
の価格をみると、1 ㎏あたりの単価の平均（範囲）
が 5,972（3,674 ～ 11,709）円 /㎏、水揚げされ

クエ資源の維

あり方や資源管理の方向性について、活発に意見
が交わされました。
会場の漁業者から「クエは旺盛な需要から獲

た 1 尾あたりの平均体重は 5.6㎏であるため、1
尾あたり約 33,000 円となり、魚市場に水揚げさ
れるハタ科魚類の中では最も高い価格で取引され
ていることがわかりました。漁業関係者の間では、
この貴重なクエ資源を持続的に利用するため、本
種の資源管理、およびそのツ－ルの一つである栽
培漁業の推進を望む声が高まってきています。本
稿では 2009 年 9 月 26 日にクエ資源の維持・増
大を目的に五島市で開催された「クエ栽培漁業セ
ミナー」とこのセミナーでも報告されたクエの漁
業実態調査の結果を紹介いたします。
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水揚げ金額（億円）

漁場利用に関しては、県内統

水揚げ重量（トン）

みんなで力を合わせてやる。
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水揚げ金額（億円）

クエの漁獲重量と金額の推移

漁業実態
種苗放流を合わせた資源管理を実施するために

４

クエ資源の維持・増大に向けた研究開発の方

は、対象種の漁獲量などの基本情報を調べるこ

向性

とが重要となります。しかし、クエは漁獲統計の

冒頭で述べたように、これまでに、漁獲場所と

対象となっていないためこれらの重要な情報が不

水揚げ市場の関係、漁獲重量および金額などを調

明です。そこで、
（独）水産総合研究センター五島

べてきました。漁獲量については継続的な調査が

栽培漁業センターでは、クエの漁獲量や水揚げ金

必要ですが、資源管理の一環として種苗放流の効

額を調べることを目的として長崎県内の各漁協で

果を把握するためには、資源の管理単位の把握と

クエに関する漁業実態調査を行いました。クエは

調査エリアの設定が必要になります。五島栽培漁

延縄、一本釣り、刺網、定置網、カゴなど様々な

業センターでは各海域で漁獲された天然クエの遺

漁法で漁獲されますが、主体は「あら縄」とよば

伝サンプルを収集しています。また、放流魚にダー

れる延縄です。この延縄漁業は 1980 年には長崎

ト標識を装着して再捕報告調査により放流後の移

県内の 5 つの漁業地区で実施されていましたが、

動範囲を推定し、調査範囲の特定をおこなおうと

2000 年には 17 地区、2005 年には 30 地区と、近

しています。これらの情報を基に、資源管理体制

年急激な増加が認められています。現在では長崎

の構図や種苗放流戦略に役立てようと考えていま

県内において 180 の経営体数が認められていま

す。
これらについては、次号で紹介したいと思いま

す。
長崎県海域で漁獲されたクエは主に長崎魚市

す。

場、佐世保魚市場および福岡魚市場へ水揚げされ
ることが分かりました。漁獲場所と水揚げ市場の

５

文献

関係は、壱岐・対馬地区では福岡魚市場、五島列

・服部圭太（2009）クエ栽培漁業セミナー

～

島および本土地区では主に長崎および佐世保魚市

クエ資源の維持・増大を目指して～、水産総

場へ水揚げされることがわかりました。これらの

合研究センター HP、トピックス 151．

主要 3 市場におけるクエの水揚げ重量および金額

・中川雅弘・本藤

靖・堀田卓朗・吉田一範・服

の推移を見ますと、1997 年の 39 トン、2.3 億円

部圭太（2010）長崎魚市場資料からみたクエ

に 対 し、9 年 後 の 2006 年 に は 120 ト ン、6.9 億

の漁獲傾向、栽培漁業センター技報、11、29-

円となり、重量で 3.1 倍、金額で 2.6 倍に増加し

33．

ていました。この水揚げ重量および金額の増加は、

・中川雅弘・乾

政秀・堀田卓朗・吉田一範・服

前述したように、近年クエを対象とした延縄の就

部圭太（印刷中）長崎県におけるクエの漁業、

業者数が急激に増加している現象と非常に深い関

栽培漁業センター技報．

係があると考えられています。
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特集Ⅰ トラフグの資源回復計画
1

九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画の延長
(平成22年度～平成25年度)について
－平成17年度～平成21年度の総括を受けて－
水産庁九州漁業調整事務所

後 藤 正 行

資源管理計画官

Ⅰ

いて計画が承認され、同年 4 月に水産庁から公表

平成17年度～平成21年度の総括

された。その後、対象海域の境界線変更やトラフ
グ延縄漁船の承認・届出制の漁船トン数区分の見

1 資源回復計画作成の経緯

直しを行っている。

九州・山口北西海域におけるトラフグ資源は、
平成 3 年以降急激に減少し、平成 15 年には過去
最低の資源量となり、資源の水準は極めて低位で、

2 計画の概要と実施状況
（1）資源回復の目標

減少の傾向にあると推定された。また、当該海域

資源の早期回復に向けて漁獲努力量の大幅な削

で漁獲されるトラフグの主要な取扱市場（下関地

減が検討されたが、トラフグ延縄漁業者の漁家経

方卸売市場南風泊市場）における取扱量を当該海

営にも配慮する必要があり、計画の目標は、当時

域における漁獲量の指標とすると、平成 10 年以

の資源の減少傾向（15 年間で約 88％の減少）を

降、盛時（昭和 50 年、約 1,000 トン）の約十分

くい止め、計画期間終了後も現状（平成 15 年レ

の一まで減少しているものと推定された（図１）。

ベル）の資源量水準を維持することとした。

そういった状況の中、当該海域でトラフグ資源
を主要な漁獲対象とし、資源状況に強い危機感を
有する延縄漁業関係者の発意で平成 15 年度に九

（2）具体的な資源回復措置
①

休漁期間の設定（トラフグ延縄漁業における

州・山口北西海域トラフグ資源回復計画（以下「計

操業期間の制限）

画｣ という。
）作成の検討が始められた。具体的

漁獲努力量の削減は、休漁に重点を置いて対策

には、関係各県の指導の下、各県の延縄漁業協議

を講じてきており、具体的な内容については、資

会、西日本延縄漁業協議会等が中心となって検討

源の回復に最も効果的で、かつ漁業経営に及ぼす

が進められ、
平成 17 年 3 月に開催された日本海・

影響を最小限にとどめることとし、以下の休漁期

九州西広域漁業調整委員会第 8 回九州西部会にお

間が設定された。
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57年
58年
56年
60年
61年
62年
63年
平成元年
2年
3年
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
12年
13年
14年
15年
16年

0

資料：「魚種別取扱高表」下関地方卸売市場南風泊市場作成

図１

4

下関地方卸売市場南風泊市場における外海産トラフグ取扱量の推移

ア

Ａ海域においては、
浮縄は 3 月 21 日から 12 月 9 日までの間の休漁
底縄は 4 月１日から 8 月 31 日までの間の休漁

表１

漁期年度

イ Ｂ海域においては、
浮縄は 3 月 11 日から 11 月 30 日までの間の休
漁
底縄は 4 月 1 日から 8 月 31 日までの間の休漁
ウ Ｃ海域においては、
浮縄は 3 月 21 日から 9 月 30 日までの間の休漁
底縄は 4 月 1 日から 9 月 30 日までの間の休漁
エ Ｄ海域においては、

トラフグ延縄漁業 承認・届出状況
10 ﾄﾝ以上

5～10 ﾄﾝ

3～5 ﾄﾝ

１１８

１６６

１５６

１６

４５６

18 年度

１１４

１５５

１４５

１５

４２９

19 年度

１０７

１６４

１４６

１４

４３１

20 年度

１０５

１５２

１３７

１１

４０５

21 年度

１００

１３２

１２１

１２

３６５

500

(単位：隻)

400
300

浮縄は 4 月 1 日から 10 月 31 日までの間の休漁

200

底縄は 4 月 1 日から 10 月 31 日までの間の休漁

100

3ﾄﾝ未満
3～5ﾄﾝ
5～10ﾄﾝ
10ﾄﾝ以上

0

浮縄は 4 月 1 日から 10 月 31 日までの間の休漁

17年度

18年度

19年度

20年度

底縄は 4 月 1 日から 10 月 31 日までの間の休漁

21年度

資料：各県からの承認・届出による。

注：海域の定義は、別表のとおり

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示に基

計

17 年度

資料：各県からの承認・届出による。

オ Ｅ海域においては、

②

(単位：隻)

3 ﾄﾝ未満

図２

トラフグ延縄漁業承認・届出隻数の推移

産卵親魚の加入を確保する必要があるとの観点か

づく承認制、届出制の実施

ら、全長 25㎝以下（一部海域においては、20㎝

休漁の他にも漁獲努力量削減措置として、操業

以下）のトラフグを保護して再生産の改善を図る

漁船数の制限が検討されたが、関係各県の延縄漁

こととされた。

業は自由漁業であり、漁船数を制限するために法

④

資源の積極的培養措置（種苗放流）

的根拠が必要であることから、当該漁船の全船承

種苗放流については、漁獲努力量削減と同様に

認制が検討されたものの、トラフグ延縄漁業者の

資源回復のツールと考えられ、各県が独自の計画

漁家経営を配慮し、総トン数の小さいものについ

で実施した種苗放流が資源の底上げに貢献してき

ては、当面の間、届出制とすることで結着した。

たが、引き続き、天然稚魚の育成場といった適地

なお、計画当初は承認と届出の境界を 10 トン

に健全な種苗を放流するなど、より効果的な方法

としたが、その後、平成 20 年度からはその階層
区分の境を 5 トンとして隻数増大の抑制を行って
いる。
現行の具体的実施状況については、以下のとお
りである。
規制海域（別表の海域全て）において、漁船総

への転換が必要とされている。
なお、関係県の平成 17 年度からの種苗放流尾
数は、平成 18 年度、平成 19 年度と年々増加し
てきたものの、平成 20 年度以降は若干減少した
ものの、平成 21 年度においては平成 17 年度に
比べ約 3 割増となっている（表 2、図 3 ）。

トン数 5 トン以上の船舶を使用してトラフグ延縄
漁業を営もうとする者は、使用する船舶ごとに、
日本海・九州西広域漁業調整委員会の承認を受け

表２
区

トラフグ種苗放流状況
分

なければならない。また、漁船総トン数 5 トン未

山 口 県

満の船舶を使用してトラフグ延縄漁業を営もうと

福 岡 県

する者は、使用する船舶ごとに、日本海・九州西

佐 賀 県

広域漁業調整委員会へ届け出なければならない。

長 崎 県

なお、平成 17 年度からの承認・届出状況は表
1 及び図 2 のとおりとなっており、平成 21 年度
は当初の 8 割程度の承認・届出状況となっている。
③

全長制限（トラフグ延縄漁業における小型魚
の再放流）
資源回復のためには、小型魚の漁獲を抑制して

熊 本 県
広 島 県
愛 媛 県
計

17 年度

18 年度

19 年度

(単位：千尾)
20 年度

21 年度

４４０

４４０

５３６

４６４

３７７

(30～91mm)

(50～145mm)

(43～79mm)

(60～120mm)

(61～150mm)

１２７

３７１

５６８

５５５

３０２

(57～86mm)

(26～96mm)

(23～101mm)

(22～72mm)

(23～100mm)

１３１

５５

１０８

１１５

１３０

(29～67mm)

(32～110mm)

(30～100mm)

(35～70mm)

(33～79mm)

５１６

５３５

５３１

５９９

８２１

(40～94mm)

(70～80mm)

(75～90mm)

(75～77mm)

(70～150mm)

－

－

－

４０

８０

(35～50mm)

(35～50mm)

３２

６０

６９

８

４

(50mm)

(30～70mm)

(50～70mm)

(50～80mm)

(100mm)

６０

９８

７０

５６

６１

(70mm)

(58～70mm)

(56～91mm)

(76mm)

(70mm)

１,３０６

１,５５９

１,８８２

１,８３７

１,７７５

計
２,２５７
１,９２３
５３９
３,００２
１２０
１７３
３４５
８,３５９

資料：各県からの報告による。
(注) 下段（

）書きは種苗の放流サイズ。
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2000
(単位：千尾)

1800
1600
1400

愛媛県

1200

広島県

1000

熊本県
長崎県

800

佐賀県

600

福岡県

400

山口県

200
0
17年度

18年度

19年度

20年度

21年度
資料：各県からの報告による。

図３

トラフグ種苗放流状況

手法と資源培養技術の確立が期待されている。
イ）トラフグ親魚の標識放流
山口県では、平成 19 年度から資源回復措置
の一環として、産卵の促進、産卵回帰性、回遊
範囲把握を目的として、定置網に入った雌親魚
を山口県漁協が買上げ、標識放流を行ってい
る。

3 資源動向と漁獲量等の推移
（1）資源の動向
平成 21 年度資源評価による日本海・東シナ海・

⑤

漁場環境の保全措置

瀬戸内海系群のトラフグ資源の推定資源量は、平

水産資源の保全と持続的利用に資する観点か

成 15 年の 1,204 トンから平成 16 年の 1,104 トン

ら、漁場の清掃作業等による漁場環境の改善のた

へ減少後、平成 18 年の 1,264 トンまで増加した

めの措置として、福岡県及び長崎県においては成

が、平成 19 年から減少し、平成 20 年は 922 ト

育場の環境を改善するために漁場環境保全創造事

ンであった。平成 18 年以降の資源動向減少の大

業（公共事業）による海底耕耘を実施してきた（表

きな要因として、産卵親魚量が増加したにも関わ

3）
。

らず RPS（再生産成功率）が低いまま推移した

また、山口県、福岡県、佐賀県及び長崎県にお
いては、漁場機能の維持管理を図るため、漁場機
能維持管理等事業（日韓・日中基金）による海底
清掃（投棄漁具等の回収）を実施してきた（表 3 ）。
表３

漁場環境保全措置の実施状況
区

なお、九州・山口北西海域のトラフグ資源は、
系群全体の約 4 割と推定されている。
表４

推定資源量の推移

※漁期年（４～３月）集計
（単位：トン）

区

17 年度

18 年度

19 年度

20 年度

21 年度

漁場環境保全創造事 福 岡 県

○

○

○

○

○

業(公共事業)

長 崎 県

－

－

－

○

○

漁場機能維持管理等 山 口 県

○

○

○

○

○

事業

福 岡 県

○

○

○

○

○

佐 賀 県

○

○

○

○

○

長 崎 県

○

○

○

○

○

(日韓・日中基金)

分

ことが考えられている。（表 4、図 4 ）。

資料：各県からの報告による。

分

15 年

16 年

17 年

18 年

19 年

20 年

日本海・東シナ
海・瀬戸内海系群

1,204

1,104

1,200

1,264

1,065

922

576

513

481

438

556

365

の推定資源量
うち日本海・東シ
ナ海の推定資源量
(有明海、八代海、福岡
湾の０歳魚を除く。)
資料：「平成 21 年度我が国周辺水域の漁業資源評価」水産庁増殖推進部、独立行政法人水産総合研究センター作成

⑥

その他

※「うち日本海・東シナ海の推定資源量(有明海、八代海、福岡湾の０歳魚を除く。)」については、瀬戸内海区
水産研究所において作成。

各県、各関係機関では、前述の資源回復措置の
外に独自で、あるいは他事業を活用した回復措置
を実施している。以下にその一部を示した。
ア）新たな農林水産政策を推進する実用技術開発
事業
（旧事業名：平成 18・19 年度 ｢先端技術を活
用した農林水産研究高度化事業｣）
農林水産技術会議が募集する実用技術開発
事業として、東シナ海トラフグ資源の維持・増
大や漁家所得の向上と経営の安定化を図る目
的で、関係 9 機関（中核機関：長崎県総合水産

1400
(単位：トン)

1200
1000
800
推定資源量

600

うち日本海・東シナ海

400
200
0
15年

16年

17年

18年

19年

20年

資料：「平成 21 年度我が国周辺水域の漁業資源評価」水産庁増殖推進部、独立行政法人水産総合研究センター作成
※「うち日本海・東シナ海の推定資源量(有明海、八代海、福岡湾の０歳魚を除く。)」については、瀬戸内海区水産研究
所において作成。

図４

平成 21 年度資源評価による推定資源量の推移

試験場）は、平成 18 年度から 5 カ年計画で複
数の生育場にトラフグ人工種苗を最適と思わ
れる条件で放流し、その効果を確認している。
なお、本事業によってトラフグ種苗の最適放流

6

（2）漁獲の動向
資源評価による漁獲量の推移については、推定
資源量と同様に平成 18 年に 295 トンまで増加し

たが、平成 19 年以降は減少傾向で、平成 20 年

業を確保するためには、今後も資源回復の取組を

は 203 トンとなっている（表 5、図 5 ）。

継続し、効果的な漁獲努力量削減策と積極的な資
源培養措置等の実施が必要となっている。

表５

漁獲量の推移

※漁期年（４～３月）集計
(単位：トン)

区

分

15 年

16 年

17 年

18 年

19 年

20 年

（2）今後の課題
これまでの取り組みだけでは、資源の減少傾向

日本海・東シナ
海・瀬戸内海系群

328

238

269

295

262

203

176

135

128

122

135

86

の漁獲量
うち日本海・東シ

経営にも配慮しつつ、更なる漁獲努力量削減の追

ナ海の漁獲量(有明
海、八代海、福岡湾の

をくい止めることができなかったが、今後も漁家

０歳魚を除く。)
資料：「平成 21 年度我が国周辺水域の漁業資源評価」水産庁増殖推進部、独立行政法人水産総合研究センター作成
※「うち日本海・東シナ海の漁獲量(有明海、八代海、福岡湾の０歳魚を除く。)」については、瀬戸内海区
水産研究所において作成。

加措置を検討する一方、実証事業等から効果が期
待される種苗放流等の積極的な資源培養措置等に
ついても検討しなければならない。
また、現在、計画の対象としている漁業以外に

350
(単位：トン)

300

トラフグを混獲する漁業について実態調査を進め
るとともに、必要に応じて資源回復のための措置

250

を検討する必要がある。

200
漁獲量

150

以下に、項目をあげて具体的課題を列記した。

うち日本海・東シナ海

100

①

50

漁家経営の現状
現行計画の主要な措置として、漁獲努力量の削

0
15年

16年

17年

18年

19年

20年

資料：「平成 21 年度我が国周辺水域の漁業資源評価」水産庁増殖推進部、独立行政法人水産総合研究センター作成
※「うち日本海・東シナ海の漁獲量(有明海、八代海、福岡湾の０歳魚を除く。)」については、瀬戸内海区水産研究所
において作成。

図５

平成 21 年度資源評価による漁獲量の推移

4 目標の達成状況
日本海・東シナ海・瀬戸内海系群のトラフグの

減、特に産卵期に配慮した休漁及び小型魚の再放
流等の措置を行ってきた。しかしながら、現状で
はその効果の発現は見られなく、逆に資源量、漁
獲量は減少傾向を辿っている。そのため、トラフ
グ延縄漁業に依存する割合が高い漁業者程、漁家
経営は悪化しており、魚価の極端な低迷と相俟っ
て現行の休漁が漁業者にとって大きな負担となっ

推定資源量は、計画の目標とした平成 15 年（1,204

ている。

トン）水準とその後の推定資源量を比較すると、

②

平成 18 年までは概ね同水準で維持されていたが、

今後検討が必要な漁獲努力量削減措置
低位で減少傾向にあるトラフグ資源の動向を踏

平成 19 年以降は資源の再生産が不安定なことも

まえ、以下の漁獲努力量削減措置等について、引

あり、平成 20 年は 922 トンであった。

き続き、検討する必要がある。

このことから、計画期間終了後も現状の資源量

ア）休漁期間の設定

の水準を維持するという当初の目標を達成するに

イ）承認制、届出制

は至っていないと見られるが、一概に資源量だけ

ウ）全長制限（小型魚の再放流）

で目標の達成状況を判断することは難しいと考え

エ）鉢数、針数等の制限

られる。

オ）他の漁業種類との連携

5 評価と今後の課題
（1）評価

③

積極的な資源培養措置等について

ア）種苗生産・放流の技術向上と放流尾数の拡大
について

本計画の実施により関係漁業者においては休漁

資源の増大に特に効果がある種苗放流につ

の実施、小型魚の再放流等の漁獲努力量削減措置

いて、関係各県と国が連携することにより、適

に取り組んでおり、また、積極的な資源の培養措

地への放流、健全な種苗での放流など、効果的

置として関係漁業者、関係県等による種苗放流に

な種苗放流への転換を図るとともに、資源回復

も努めることにより、一定の効果があったと見ら

目標の達成のために必要に応じて種苗放流尾

れるが、トラフグ資源は依然として低位水準で減

数の増加を検討する必要がある。

少傾向にあり、資源の回復と持続的・安定的な漁

イ）産卵場・生育場の整備

7

漁場の生産力の回復や水産資源の生息上の

④

環境を確保するため、必要に応じて引き続き漁

確保するためには、引き続き、取り組みを継続し、

場清掃等を行う必要がある。

効果的な漁獲努力量削減策と積極的な資源培養措
置の実施が必要となっている。

休漁支援措置について
資源回復の取組を側面から支援するための各種

支援措置の導入について検討する必要がある。
⑤

向にあり、資源の回復と持続的・安定的な漁業を

2 計画の延長内容
（1）回復計画の目標

その他

従前の休漁等の漁獲努力量削減措置に加え、積

平成 19 年度に日本海・東シナ海と瀬戸内海の
トラフグ資源の系群が統合されたことを契機に、

極的な資源培養措置により、本計画期間中の最大

これら系群全体を捉えた取組の検討や、現在、計

推定資源量の 1,264 トン（平成 18 年漁期）まで

画の対象としている漁業以外にトラフグを混獲す

に回復させる。

る漁業について実態調査を進めるとともに、必要
に応じて資源回復のための措置を検討する必要が

（2）計画の延長期間
平成 22 年度から平成 25 年度までの４年間、

ある。

Ⅱ

資源回復計画の延長

（平成22年度～平成25年度）

計画を延長する。
（3）資源回復のために講ずる措置
①

1 延長の必要性

漁獲努力量削減措置
休漁期間、全長制限等の漁獲規制措置について

本計画の実施により関係漁業者においては休漁
の実施、小型魚の再放流等の漁獲努力量削減に取

は、原則として、現状を維持する。
②

資源の積極的培養措置

り組んでおり、また、積極的な資源の培養措置と

種苗放流については、関係各県と国が連携し、

して関係漁業者、関係県等による種苗放流にも努

適地への放流、健全な種苗での放流などにより、

めることにより、一定の効果があったと見られる

放流効果の引き上げを図る。

が、トラフグ資源は依然として低位水準で減少傾

（了）

（別表）
Ａ海域

最大高潮時海岸線上島根山口両県界から北西の線以東の規制海域。

Ｂ海域

長崎県壱岐市以北の東経 129 度 40 分以東及び長崎県壱岐市筒城埼突端
から佐賀県唐津市神集島北端を経て佐賀県唐津市浜崎の最大高潮時海
岸線に至る線以東の規制海域。ただし、Ａ海域を除く。

Ｃ海域

長崎県壱岐市以北の東経 129 度 40 分以西及び長崎県壱岐市筒城埼突端
から佐賀県唐津市神集島北端を経て佐賀県唐津市浜崎の最大高潮時海
岸線に至る線以西の規制海域。ただし、Ｄ海域及びＥ海域を除く。

Ｄ海域

北緯 33 度 04 分の線、北緯 33 度 30 分の線、東経 129 度 10 分の線及び
東経 129 度 20 分の線により囲まれた規制海域。

Ｅ海域

長崎県長崎市大立神灯台より熊本県天草市魚貫埼を結ぶ線以東の規制
海域。

規制海域：熊本県天草市魚貫埼と長崎県五島市富江町笠山鼻を結ぶ線及び長崎県五島市富江町
笠山鼻正西の線以北、最大高潮時海岸線上島根山口両県界から正北の線以西の日本海
及び東シナ海の海域のうち我が国の排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く）。
ただし、漁業法施行令（昭和 25 年政令第 30 号）第 27 条に規定する瀬戸内海、有明海
及び八代海を再生するための特別措置に関する法律（平成 14 年法律第 120 号）第２条
に規定する有明海及び八代海を除く。
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DNA分析によるトラフグの放流効果評価
独立行政法人

水産総合研究センター

瀬戸内海区水研栽培資源部資源管理研究室
研究員

1 背景

2 資源水準と一代再捕型効果
日本沿岸におけるトラフグの長期の漁獲量デー
タは存在しない。そのため、長期の漁獲量指標
には、古くから日本沿岸で漁獲されたトラフグの
集積市場である下関唐戸魚市場（株）における取
扱量（暦年集計）が用いられている。取扱量は
1971 〜 1993 年に 610 〜 1,727 トンで推移したが、
1994 年から急激に減少し、1997 年以降は 106 〜
313 トンで推移しており、現在の資源水準は極め
て低位であると推察される（図 1 ）。また、1995
2,000

取扱量 （トン）

（A）

1,500
天然銘柄

1,000

放流銘柄

500

0
1970 1977

1984 1991 1998 2005
年

500

取扱量 （トン）

種苗放流は人工生産した稚魚等（種苗）を放流
し、低下した資源量を増大させることを目的とし
ている。特に、日本海・東シナ海・瀬戸内海にお
けるトラフグのように資源量が著しく減少した魚
種では 1）、放流は資源量回復の有効策として位置
付けられている。放流効果は様々な標識（鰭カッ
ト、
焼印など）が施された放流魚の再捕調査によっ
て評価される。近年は、漁獲物に占める放流魚の
割合から資源量の状態あるいは、放流魚一代の効
果（一代再捕型効果）などに関する多くの知見が
蓄積されている。しかし、放流魚が自然環境下で
再生産に寄与する再生産効果については、海産魚
ではこれまで明らかになっていない。また、地球
環境会議（リオデジャネイロ 1992 年）以降、種
苗放流が天然個体群へ与える遺伝的影響（遺伝的
多様性の低下、地域個体群への遺伝的撹乱など）
を最小限にとどめる配慮が求められており、再生
産効果を検証するための新たな社会的な意義が求
められている。
ではどうやって、その再生産効果を検証すれば
よいのだろうか。その有効な手法と考えられるの
が DNA 分析である。DNA 分析とは、刑事事件
での髪や爪などによる犯人特定にとどまらず、親
子鑑定や集団遺伝分析などで重要な役割を果た
し、その実験手法および機器の進歩にはめざまし
いものがある。市場などで水揚げされる個々の放
流魚は標識で識別できるが、仮に放流魚を親に持
つ個体が存在しても標識が付いていないため識別
できない。DNA 分析はこの課題の解決に有効で
あると期待されている。加えて、トラフグは全ゲ
ノム（全ての遺伝情報）配列が解読された数少な
い水産対象種で 2）、DNA 分析に必要な情報が充
実しているというメリットがある。
（独）水産総
合研究センター 瀬戸内海区水産研究所では、ト
ラフグ放流魚の再生産効果について研究を進めて
きた。ここでは、トラフグの放流効果に関するこ
れまの知見を紹介し、今後の方向性についても論
じたい。

片 町 太 輔

（B）
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放流銘柄
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図１

下関唐戸魚市場における取扱量の推移

（A）1970 〜 2009 年 （B）1995 〜 2009 年を拡大
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年以降、天然銘柄と放流銘柄は分けて取扱われる
ようになり、放流銘柄の取扱量に占める割合は約
10% で推移している（図 1 ）。トラフグの種苗を
過密な条件下で生産すると互いに噛み合うため、
尾鰭が欠損し、その後は再生することで変形し、
天然銘柄とは明瞭に区別することができる。この
ため、下関唐戸魚市場（株）では、上述した尾鰭
の変形を基準に放流銘柄として取扱っている。放
流銘柄の取扱量に占める割合が高いことは、種苗
放流の一代再捕型効果が高いことを示唆してい
る。近年、種苗生産技術の向上によって、尾鰭の
変形した種苗は減少していることに加えて、標識
の付いた正常な尾鰭の放流魚は天然銘柄とされて
いることを考慮すると、天然銘柄に多数の放流魚
が含まれている可能性があり、一代再捕型効果は
更に高いとものと推察される。では、どれ程の放
流魚が資源に混入しているのだろうか。2002 〜
2008 年（漁期年：4 〜 3 月）の日本海・東シナ海・
瀬戸内海における 0 歳魚資源尾数に占める放流魚
尾数を推定した結果、10 〜 30 % であることが明
らかになった 1)。このことは、種苗放流による添
加が低位な資源水準を下支えしていることを示唆
している。

3 再生産効果の検証
トラフグは一代再捕型効果が高いことはこれま
で述べた通りである。更に近年、瀬戸内海西部
において、産卵親魚群に回帰した放流魚が高い
割合で混入していることが確認され 3）、再生産効
果の可能性が指摘されていた。そこで、
（独）水
産大学校と山口県と共同で瀬戸内海西部におい
て DNA 分析によって再生産効果の検証を行った。
分析の対象としたのは、2006 年および 2007 年の
4 〜 5 月に漁獲された産卵回帰した放流魚および
天然親魚、
（独）水産総合研究センター 屋島栽
培漁業センターの種苗生産用親魚、および 2006
年の 9 〜 11 月に採集された天然 0 歳魚である。
産卵回帰した放流魚は標識（焼印）によって特定
された個体を用い、0 歳魚は外部標識（鰭カット
および焼印）の有無や尾鰭変形の有無などから
放流魚を除いて天然魚として用いた。DNA 分析
は、両親から受け継ぐ核 DNA のマイクロサテラ
イト DNA9 遺伝子座における個体間のアリル（両
親から受け継ぐ対立遺伝子）共有度 4） と母系遺
伝するミトコンドリア（mt）DNA 調節領域前半
部（約 600 塩基）のハプロタイプ（mtDNA の型）
について検討を行った。その結果、種苗生産用親
魚、産卵回帰した放流魚および天然 0 歳魚から構
成される近縁なグループが検出された。グループ
内の個体間ではほぼ全ての遺伝子座でアリルを共
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有しており、遺伝子座の偏りはなかった。また、
ほとんどの個体が同一のハプロタイプを共有して
いた。これらのことから、瀬戸内海西部におい
て、トラフグ放流魚の再生産効果が初めて実証さ
れた。

4 今後の方向性
DNA 分析により、瀬戸内海西部におけるトラ
フグ放流魚の再生産効果が明らかになった。再生
産効果は、種苗放流が資源増大に有効であること
を示しており、近年、天然魚の成育場へ健全種苗
を放流すると添加効率が向上することが報告され
ていることから 5）、今後更なる効果が期待される。
一方で、再生産効果は、天然個体群に遺伝的な影
響を及ぼすことも示しており、今後は親魚の由来、
種苗の移動、種苗の遺伝的多様性などを考慮した
放流手法の高度化を目指したい。
引用文献
1）片町太輔・小畑泰弘・石田 実・塚本洋一
（2009）平成 21 年度トラフグ日本海・東シナ海・
瀬戸内海系群の資源評価 . 我が国周辺水域の
漁業資源評価 , 第 3 分冊 , 水産庁増殖推進部・
（独）水産総合研究センター , 東京 , pp. 15071526.
2）Aparicio S, Chapman J, Stupka E, Putnam
N, Chia JM, Dehal P, Christoffels A, Rash
S, Hoon S, Smit A, Gelpke MDS, Roach J,
Oh T, Ho IY, Wong M, Detter C, Verhoef
F, Predki P, Tay A, Lucas S, Richardson
P, Smith SF, Clark MS, Edwards YJK,
Doggett N, Zharkikh A, Tavtigian SV, Pruss
D, Barnstead M, Evans C, Baden H, Powell
J, Glusman G, Rowen L, Hood L, Tan YH,
Elgar G, Hawkins T, Venkatesh B, Rokhsar
D, Brenner S (2002) Whole-Genome Shotgun
Assembly and Analysis of the Genome of Fugu
rubripes. Science, 23: 1301-1310.
3）山口県・愛媛県・大分県（2009）瀬戸内海西
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4）Bowcock AM, Ruíz-Linares A, Tomfohrde J,
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工種苗の当歳時における放流効果と最適放流
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ブランド視点からみたフグ放流事業
（下関フグが生み出す「ブランド経済学」）
下関市立大学

（１）はじめに
水産物ブランド化の取り組みが活発である。我
が国の水産物需要が縮小し、この価格低迷をブラ
ンド化することで状況突破を図りたいという漁業
者（団体）の願いが込められている。ただし、ブ
ランドとは何かを問われると、意外に答えに窮す
る生産者（団体）が多いのではないか？以下では、
ブランド化の取り組みにあたり、そのポイントを
下関フグの事例を組み込みながら紹介した上で、
トラフグ放流の意義をブランド視点から整理した
い。
（２）ブランドとは何か？
中世イギリスでスコッチの樽に焼き印を押し、
中身のすり替えを防ぎ品質保証を行ったように、
ブランドのルーツは「焼き印を付けること」であ
る。製造業者が自分の商品を他者のそれと区別し、
製品を差別化したことに由来する。消費者がその
ウィスキーを気に入り、多少他のウィスキーに比
べ、高価格でもそのスコッチを継続して愛飲する
こと、
これでブランドが誕生する。今日ではスコッ
チに限らず、ベンツやシャネル、グッチと物品だ
けでなく、帝国ホテルのサービスや湯布院といっ
た地域ブランドまでブランド品は拡大している。
要するに、ブランドには他の商品と違うという
識別・差別化要素、商品に対する信頼性、それを
消費することでステータスを感じるといった本人
とブランド品の情緒的関係性が備わっている。こ
の点で、ブランドは他の商品と比べ価格が高いこ
とと（プレミアム価格）
、にもかかわらずリピー
ト顧客が存在することが必要十分条件だ。何でも
かんでも、ブランドらしき名前を付ければブラン
ドになるのではなく、他の商品を圧倒する品質格
差と高価格、それを購入者が十分承知の上で、そ
のブランド品を消費することで喜びを感じたり、
他人に対して優越感に浸れること、これがブラン
ドのポイントである。
（３）下関フグのブランド価値
水産物のブランド品には、大間のマグロや関サ
バのようにその漁場でしか漁獲されないという希
少性に由来するものと下関フグのように流通技術
に由来するものがある。高価な玉露で有名な宇治

経済学部

教授

濱田英嗣

茶も茶葉ブレンディングという流通技術によるブ
ランド品である。松阪牛はビールを牛に飲ませる
という神話性を含め、卓越した肥育技術によるブ
ランド品で、これも技術由来のブランド品といえ
る。
下関フグは活フグ流通主体の大阪ではそれほど
でないが、ミガキ（フグの内臓等を除去し、完
全に除毒したフグ）中心の東京では圧倒的優位に
たっている。築地市場でのミガキの 70％は下関
産である。価格も他産地に対して平均価格で 約
10% 高い。つまり、下関フグのブランド価値は
10% である。築地の卸、仲卸に対する聞き取りに
よれば、下関フグの価格プレミアムの中身は、商
品の安心感、信頼性にあった。
安くなったとはいえ、キロ単価で数千円するフ
グは、通常のアジやサバに比べ取り扱いリスクが
高い商品である。養殖フグも天然ほどではないが
品質評価が難しく、入荷後 1 日で予想以上に良
かった、悪かったと評価が逆転することもあると
いう。東京のフグ食は大阪に比してあまり普及し
ておらず、築地市場としてもフグはマグロに比較
すれば不得手な品目の一つである。取り扱いリス
クを軽減する方法は、信頼できるフグミガキ業者
から継続的に商品を調達することであり、築地の
卸各社はそれぞれ複数の下関のミガキ業者と結び
ついている（取引は 2 社以上で競わせている）
。
つまり、下関フグのブランド価値は仲卸による
ミガキ技術に起因している。具体的には、トラフ
グが唐戸市場に活魚で入荷した段階の品定め ( 目
利き ) と、それに基づくミガキ処理技術の他産地
に対する優位性、これが 10% のプレミアム価格
であり、ブランド価値の中身である。下関から築
地に出荷されたミガキフグは綺麗で余分な付着物
が全くないという。顧客であるエンドユーザー（特
に都内で下関産フグを PR しているコース 1.5 万
円以上のフグ料理専門店）が下関フグを指定して
いる結果が 10% のブランド価値といってもよい。
（４）下関フグブランドのゆらぎ
2000 年以降、下関フグブランドに異変が生じ
ている。フグ大衆化の流れである。フグ大衆化
は天然フグ資源が激減し、その穴埋めを目指し
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（５）ブランド論からみたフグ放流事業
てフグ養殖が開始されたことにある。1980 年代
フグ格安チェーンの躍進は、これまで高くてフ
は養殖技術も未熟で生産数量は不安定であった
グを味わえなかった人々にフグ食機会を提供する
が、1990 年代以降餌飼料の改良や薄飼の浸透な
という意味で悪いことではない。市場原理が作用
ど、いわゆる養殖管理技術が高まり、なお産地で
し、料理店間の競争がより効率的なシステムを誕
ばらつきはあるものの平均歩留まりは 70% に達
生させたという意味で、絵に描いたような経済学
している。結果として、我が国のフグ養殖生産量
の世界である。ただし、全てがこれでいいかと言
は 4,000 トンを越え、安定供給体制が確立した。
えば、私はそれは少し違うと思う。
この養殖フグを活用して、大阪、東京で躍進し
問題は、格安チェーン故に徹底的にコスト削減
ているのがフグ格安チェーン店である。フグ専
が図られ、真のフグ食文化が崩壊する懸念による。
門料理店がコース 15,000 円とすれば、こちらは
真のフグ食は流通業者による品定め（目利き）
、
5,000 円を打ち出している。フグチェーン店によ
ミガキフグの熟成、専門調理人によるフグ刺技術
る破格の安さは中国からの輸入フグも材料に組み
（2 枚引き）、絵皿への盛りつけなど、長期にわた
入れるといった要素も含まれるが、仕入れ原価の
る修行が凝縮された料理である。品質的価値と文
徹底した削減や来店客の高回転率（時間制限）を
化的価値が総合された魚食文化である。しかし、
ベースとした新たなビジネスモデルであることは
フグチェーン店の低価格化はこれらの文化的価値
間違いない。そして、この値段の安さ故にフグ専
をそぎ落として実現され、奥深い魚食文化が消滅
門料理店からも客が流れ、東京での 2 社あるフグ
することを懸念する。
チェーン店の売り上げは 1 社だけでも数十億円に
我が国のフグ食文化は格安チェーンをフグ食入
上る。
門とし、次に中級料理店さらに高級料理店がバラ
格安チェーンは図に示したとおり、卸売市場を
ンスよく営業していることが望ましい。つまり、
利用しない。白子などは市場ルートであるが、大
フグ食文化が消費者の求める価格帯に応じて、市
半は産直であり、当日の過不足分は場外問屋を利
場が細分化されることが健全な状態ではないか。
用している。つまり、多段階流通の象徴である卸
そして、ブランド中のブランドは今後も天然トラ
売市場に仕入依存することは全くない。品質がよ
フグであることが間違いない。この点で、トラフ
くても割高な下関フグは、チェーン店にとって対
グ放流はその資源回復と同時に、地域ブランド化
象外品目である。むろん、天然トラフグをチェー
による地域活性化や真の魚食文化の継承にも繋が
ン店が扱うことはほとんどない。
る社会経済的意義を背負っている。
築地市場のフグ扱いは 2001 年をピークに減少
に 転 じ、2008 年 現 在
数 量 で 30% 減、 金 額
で 60 億から 30 億円と
消
料理店
半減している。産地（下
費
関）→卸→仲卸→フグ
地
産地問屋
専門料理店の卸売市場
問
ルートが格安チェーン
店の躍進によって、甚
屋
生
大な影響を受けている
チェーン店
産
のだ。フグ大衆市場化
唐戸市場
者
の大波をまともにかぶ
り、四苦八苦の状態に
築地を中心とした卸売
消
市場がある。衣類では
ユニクロやしまむら、
費
漁
コーヒーではドトール
地
スーパー
といった新手のビジネ
協
市
スモデルが登場し、増
場
収増益路線をなお突き
進んでいるが、フグ業
界でも同じことが生じ
図 養殖フグの流通経路におけるフグチェーン店の仕入ルート
ている。
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3

瀬戸内海西部海域のトラフグ資源回復の取り組み
－瀬戸内海における資源管理と漁業者向けパンフレットについて－
瀬戸内海漁業調整事務所
資源保護管理指導官

青 木

1 トラフグ資源と瀬戸内海における漁業
の特徴

滋

毎年春になるとトラフグが産卵のために回遊して
きます。瀬戸内海では、4 月～ 5 月頃に産卵が行
われ、ふ化した稚魚は産卵場近くを成育場として

トラフグは、東シナ海・黄海及び我が国沿岸の

過ごしますが、成長するに伴って次第に沖合へ移

ほぼ全域に分布しており、食用フグの中ではもっ

動していきます。瀬戸内海で生まれた稚魚は、そ

とも高価な魚種で「冬の味覚の王様」とも呼ばれ

の後、伊予灘、豊後水道及び紀伊水道を経て、日

ていますが、その漁獲量は急速に減少していると

本海、東シナ海、黄海へ移動しますが、成熟後に

考えられており、瀬戸内海区水産研究所における

再び瀬戸内海に、産卵のため回帰すると考えられ

トラフグの資源評価では、
「資源水準はきわめて

ています。

低位で、さらなる減少傾向」にあるとされていま
す。

1,400
トン

1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
14年度

図１

15年度

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の
資源量

（平成 21 年度トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の資源
評価より作成）

図２

トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の
分布域と産卵場
（瀬戸内海区水産研究所資料）

このうち、瀬戸内海のトラフグが属する「日本

瀬戸内海では、上記の産卵場付近において、春

海・東シナ海・瀬戸内海系群」の主な産卵場は、

に産卵回帰してくる親魚を定置網、ゴチ網、釣り、

瀬戸内海の備後・芸予瀬戸付近や備讃瀬戸付近の

敷網などによって漁獲していますが、夏から秋に

ほか、日本海の能登島や若狭湾、九州の福岡湾や

は、水道域へ移動する前の若齢魚が小型底びき網

有明海・八代海及び関門海峡周辺が知られており、

や定置網で漁獲されています。さらに、秋から冬

13

になると、水道域ではえ縄による漁獲が見られま

いう悪循環に陥ることが懸念されています。これ

す。そのため、瀬戸内海では、年間を通して各成

を防止するためには、種苗放流による資源の底上

長段階のトラフグが漁獲されており、日本海や東

げを図るとともに、すべての年齢のトラフグにつ

シナ海の外海域に比べて 0 ～ 1 歳の小型魚の漁獲

いて、その漁獲圧をできる限り低減する必要があ

が非常に多いという特徴があります。

ります。

2 資源回復への取り組み

3 資源管理措置の徹底とパンフレットの
配布

前述のとおり、トラフグ資源は極めて悪い状況
にあることから、国や県をはじめ、関係団体や一

しかしながら、「魚を捕るな」と言うのは簡単

部の漁業者によるトラフグ稚魚の放流や、「九州・

ですが、なかなか実行できるものではありません。

山口北西海域トラフグ資源回復計画」に代表され

さらに瀬戸内海では、前述のとおり年間を通して

る資源管理の取組が行われているところです。瀬

各成長段階のトラフグを多様な漁法により漁獲し

戸内海においても、西部海域を中心に、全漁業種

てることから、特定の漁業者だけが資源管理措置

類を対象とした全長制限（全長 10㎝～ 20㎝の小

に取り組んでいても、効果は限定されてしまいま

型魚の再放流）を自主的に行っているほか、ふぐ

す。そこで、多くの漁業者が危機的状況にあるト

を目的とするはえなわ漁業等で、漁具・漁法の規

ラフグ資源について理解し、資源のさらなる減少

制が設けられています。

を食い止めるための取り組みに参加していただく

また、種苗放流についても、水産庁の栽培漁業
資源回復等対策事業として、山口、大分、愛媛及

ことを目的として、パンフレットを作成し配付す
ることとしました。

び福岡※の 4 県が共同で放流適地を明らかにする

このパンフレットは両面カラー刷りで、表紙に

ための調査を行うなど、適地放流の推進に取り組

はトラフグ資源が「最低水準かつ減少傾向」にあ

んでいるところです。（22 年度より参加）

ること、そして資源の減少を食い止めるための方
策として、
「小型魚（当歳魚 1 歳魚）」の保護と「種
苗放流の推進」を提案し、小型魚の資源加入を促
すことで「後年の漁獲確保と収入増加」が期待で
きることを、イラスト等を用いて記載しています。
また裏面には、各県毎に現在行っているトラフグ
資源管理に係る取り組みを、小型魚の保護と種苗
放流の推進の項目に分け、それぞれについて具体
的に記載しており、広島版、山口版、大分版、愛
媛版の 4 種類があります。
なお、瀬戸内海でのトラフグの漁獲量は、その
約 7 割が西部海域で漁獲されていることから、タ

写真

トラフグ放流

（提供：山口県水産センター内海研究部）

イトルを「瀬戸内海西部のトラフグ資源管理」と
しました。また、同様の理由でパンフレットは広
島県、山口県、大分県、愛媛県の漁業者向けとし

それでも、トラフグ資源の回復は、なかなか見
こまれていません。詳しい理由はわかりませんが、

トラフグ資源のさらなる減少を食い止めるため

近年、再生産成功率 (= 加入魚数を親魚量で割っ

の取り組みに、ご理解とご協力をお願いいたしま

たもの、1 ㎏の親魚から生み出され、加入した 0

す。

歳の尾数 ) が低い状態が続いており、このままだ
と親魚が減少し、資源回復がさらに困難になると

14

ました。

参考：

資源評価」）

平成 21 年度トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸

平成 21 年度栽培漁業資源回復等対策事業報告

内海系群の資源評価（水産庁・水産総合研究セ

書（社団法人全国豊かな海づくり推進協会）

ンター「平成 21 年度

水産庁ホームページ（www.jfa.maﬀ.go.jp/）

我が国周辺水域の漁業

トラフグ資源管理の漁業者向けパンフレット
左上から、表紙、広島版裏面
左下から山口版裏面、大分版裏面、愛媛版裏面
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4

太平洋中海域におけるトラフグ資源回復計画の取り組み
－栽培漁業と資源管理－
静岡県経済産業部水産業局
水産資源課栽培養殖班

主査

花 井 孝 之

静岡県、愛知県、三重県（以下、東海３県）沿

岡県駿河湾に限定され、産卵海域も三重県安乗沖

岸で水揚げされるトラフグは、昭和の時代にはほ

および愛知県渥美外海の出島周辺の 2 ヶ所が確認

とんど漁獲がありませんでしたが、平成元年に突

されているだけです（図 2 ）。二つの系群を比較

如として豊漁となりました。その当時、水揚げ市

すると、伊勢・三河湾系群は、分布範囲も非常に

場の一つである静岡県西部の舞阪市場を見学した

狭く、確認された産卵場の数も及ばない、いわば

私は特異現象ではないかと感じたことを思い出し

「小さな地方群」といえます。

ます。しかし、特異現象などでは決してなく、そ
の後も 20 年以上にわたり水揚げが続き、今や地
元の冬の味覚として定着しています。
我が国の漁業資源は「昔は獲れたが、最近は獲
れない」ものが多いようですが、この海域のトラ
フグは「昔は獲れなかったが、最近は獲れている」
珍しい漁業資源ともいえます。全国的に見ても、
東海 3 県の漁獲量は多く、天然トラフグの一大供
給地域になっています（図 1 ）。
900

全国

800

東海３県

700

図２

漁 600
獲 500
量
㌧ 400
300

・好不漁の波が大きい
東海 3 県の漁獲量（図 1 ）を見ると、大きな波

200

があります。これは、不定期に現れる予測不能な

100

卓越年級群によるところが大きく、平成 21 年度

0
H5

H7

図１

H9

H11

H13

H15

H17

トラフグ漁獲量の経年変化

（平成 21 年度全国トラフグ栽培漁業技術開発検討会議資料より作成）

1 資源の特徴
・分布の狭い地方群
我が国のトラフグ資源には、2 つの系群が存在

16

トラフグ伊勢 ･ 三河湾系群

の資源評価によれば 0 歳魚の 10 月時点での初期
資源尾数は 10 ～ 150 万尾と大きな変動をしてい
ます。
卓越年級群の出現は、サバ・イワシ類などの浮
魚資源では良く知られていますが、トラフグ伊勢・
三河湾系群でもしばしば出現しています。同じト
ラフグでも日本海・東シナ海・瀬戸内海系群では、

します。一つは東シナ海から瀬戸内海や日本海に

卓越年級群は出現していないので、この特性は本

広く分布する日本海・東シナ海・瀬戸内海系群、

系群特有なものと考えられます。この特性は、栽

もう一つが東海 3 県沿岸域の伊勢・三河湾系群で

培漁業でも資源管理でも、キーワードとなる重要

す。伊勢・三河湾系群の分布域は三重県沿岸～静

な事項です。

・費用対効果

2 栽培漁業

放流効果が最も期待できる伊勢・三河湾放流群

本地域におけるトラフグ種苗放流は、昭和の終

について、放流サイズ別に費用対効果が計算され

わりごろから小規模に始まり、近年では 3 県合わ

ています（図 4 ）。費用対効果は、放流サイズ 65

せて年間約 70 万尾もの種苗を放流しています。

㎜でやや低く、それ以上とそれ以下で高くなる傾

これまでの研究により、放流適地および費用対効

向が認められました。ただし、大型種苗を大量に

果も明らかになっています。計算過程などの詳細

確保するのは事実上困難であり、40㎜前後の小型

は、
「平成 21 年度栽培漁業資源回復等対策事業報

種苗の放流が費用対効果の面から最適と判断され

告書」に記述されていますので、ここでは結果の

ました。

みをお示しします。
9

・放流適地

8

東海 3 県沿岸で標識放流の事例が多い水域、す
なわち、伊勢・三河湾、熊野灘、浜名湖・大田川
河口（図 3 ）について年齢別回収率を解析し、各

7
費
用
対
効
果

海域の放流サイズ別添加効率が計算されています

場所が放流適地と判断されます。

4
3
1
0

0 歳魚の 11 月 1 日時点）における放流種苗の生
れます。当然のことながら、添加効率が高い放流

5

2

（表 1 ）
。添加効率とは、漁獲開始時（本海域では、
残率であり、各放流群の年齢別回収率から計算さ

6

35

図４

45

55

65
75
平均全長 mm

85

95

伊勢・三河湾放流群の放流サイズ別費用対効果

ただし、経費は種苗費だけで計算しているので、

計算の結果、全ての放流海域において、放流サ

その他の運搬費などは含まれていません。今後の

イズの大型化に伴い添加効率も増加していまし

課題として、種苗生産施設の場所や運搬方法も考

た。ただし、添加効率が最も高いのは伊勢・三河

慮して詳細に計算する必要があると考えられまし

湾、次いで浜名湖 ･ 太田川、熊野灘で、伊勢・三

た。

河湾への放流が最も効果が期待できると判断され

・種苗放流が資源に与える影響

ました。

資源評価によれば漁獲物の 15％が放流魚であ
り、種苗放流の資源量増大への効果は非常に大き
いものがあります。この数値の高さは、漁業者の

愛知県

三河湾

静岡県

駿河湾

伊勢湾
渥美
外海

三重県

遠州灘

種苗放流に対する意識を高める根拠にもなってい
ます。当然、再生産を通しての効果も期待されて

太田川河口

いますが、今のところ計算はされていません。し

浜名湖

伊勢湾口

かし、種苗放流が再生産にも好影響を与えている

熊野灘

ことは十分可能性があり、地元の漁業者からも種
苗放流は再生産力を増強していることは半ば当然

和歌山県

との意見があります。
図３
表１

近年、加入量の減少により伊勢・三河湾系群の

東海 3 県における放流海域

資源状態が悪化しています。このような時、種苗

伊勢・三河湾、浜名湖・太田川、熊野灘における
放流サイズ別の添加効率
(％)

放流サイズ
(全長mm)
35
45
55
65
75
85
95

放流海域
伊勢・三河湾 浜名湖・太田川
6.4
－
8.0
－
9.5
－
11.0
－
12.6
8.1
18.7
11.3
23.6
14.5

熊野灘
－
－
－
－
1.3
1.5
1.7

の大量放流または添加効率の高い放流方法を実施
することで、再生産を通して速やかな資源回復が
期待されると思われます。

3 資源管理
種苗放流は加入量を増やす有効な方法ですが、
これだけでは資源は増えません。やはり、天然資
源も含めた資源管理が不可欠です。
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東海 3 県ではトラフグの好漁に沸いた平成元年

上で再放流しています。これにより、0 歳魚の漁

から漁業者の資源管理意識は高く、平成 7 年には

獲圧は大幅に低下し、資源管理の大きな前進と

各県のトラフグを対象とした管理計画、平成 14

なっています。

年には資源回復計画が策定されました。この資源

・まき網におけるトラフグ資源管理

回復計画は、伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁

産卵場付近で産卵親魚を漁獲していましたが、

業が対象であり、トラフグ以外にシャコ、マアナ

平成 17 年以降は自主規制によりトラフグの漁獲

ゴが対象種となっています。後述するはえ縄や巻

はありません。これにより、特定海域にしか産卵

網は、資源回復計画の対象漁業種ではありません

しないトラフグ親資源が保護されたことになりま

が、トラフグの資源回復のために同一歩調を取っ

す。

ています。
現在では、各県ともさまざまな規制を実践し、資

4 資源の維持・増大のために

源の管理を図っています（表 2 ）
。その多くが自

トラフグ伊勢・三河湾系群は小さな地方群に過

主規制であることに注目していただきたいと思い

ぎず、獲れるからといって漁獲圧を高めれば容易

ます。

に枯渇させられる水産資源でした。しかし、全国

・はえ縄漁業における資源管理

有数の資源に成長したのは、関係者の努力と協力

最も漁獲量が多い漁業種類がはえ縄です。はえ

による種苗放流や資源管理を着実に実践してきた

漁業については愛知県、三重県および静岡県所属

賜物です。まだまだ工夫できる部分あるいは研究

船の自主管理協定があり、漁期は 10 月から翌年

すべき課題もありますが、今後も種苗放流や資源

2 月末に限定され、700 g 未満のトラフグを再放

管理をさらに前進させ、これからもトラフグが獲

流することになっています。また、10 月には漁

れ続ける海域であってもらいたいと思います。

期当初の漁獲圧を低減し、資源の有効利用を図る
ため、
10 日以上の休漁日を設けています。その他、
漁具・漁法について細かな取り決めがあり、実践
されています。

水産庁増殖推進部・
（独）水産総合研究センター
（2010）：平成 21 年度トラフグ伊勢・三河湾系

・小型機船底びき網漁業におけるトラフグ資源管
理

群の資源評価，平成 21 年度我が国周辺水域の
漁業資源評価，1527-1556

伊勢湾においては 9 月 1 日から 10 月 31 日ま

（社）全国豊かな海づくり推進協会（2010）：

での間、三河湾においては 9 月 1 日から 9 月 30

平成 21 年度栽培漁業資源回復等対策事業報告

日までの間、全長 25㎝以下のトラフグは全て船

書，161-23

表２

実践している資源管理の主な内容

対象漁業
ふぐはえ縄漁業
（自由漁業）

開始時期

対象海域

平成12年～

愛知県の海域

平成3年～（④⑤
愛知県の海域
は平成17年～）

平成12年～（③
は平成7年～）

三重県の海域

三重県の海域
平成2年～
平成12年～

静岡県地先

平成3年～

静岡県の海域

平成14年～

愛知県の海域

平成14年～

三重県の海域

小型機船底びき網漁業

措置内容
①操業禁止期間
②採捕制限
③漁具制限
④操業時間
⑤操業海域
①禁止漁具
②操業禁止期間
③採捕制限
④操業方法の制限
⑤その他
①操業禁止期間
②採捕制限
③禁止漁具
①操業禁止期間
②採捕制限
②禁止漁具
①操業禁止期間
②採捕制限
①操業期間
②操業時間
③休漁日
④小型魚の再放流
⑤漁場・漁具の制限
（種苗放流）
①小型魚の再放流
②産卵親魚保護策
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①小型魚の再放流

3/1～9/30とし、10月は10日以上休漁
700グラム未満
使用針数600本以内、針間7.5m以上
10月～11月は2時まで、12月～2月は1時まで
操業区域を毎年協議（しらす船びき網、外海底びき網、三重県はえ縄）
浮きはえ縄及び松葉はえ縄
3/1～9/30
600グラム未満
幹縄の海底設置
関係漁業者の申し合わせ事項の尊重
3/1～9/30とし、10月は10日以上休漁
700グラム未満
浮きはえ縄・たて縄（一部海域を除く）及び松葉はえ縄
3/1～9/30
600グラム未満
操業海域ごとの漁法、使用漁具の制限
3/1～9/30とし、10月は10日以上休漁
700グラム未満
10/1～2/末日（清水・静岡は11/1～2/末日）
操業月ごとの操業開始時刻・操業終了時刻の設定
指定休漁日・臨時休漁日・資源対策休漁日
700グラム未満
海域別の漁場制限、使用漁具の制限
中間育成・放流・調査への参画・協力
三河湾では9/1～9/30、伊勢湾・渥美外海は9/1～10/31まで、全長
25センチメートル以下の水揚げを行わない（全て船上で再放流）
検討・協議中
9/1～10/31まで、全長25センチメートル以下の水揚げを行わない
（全て船上で再放流）

特集Ⅱ 栽培漁業資源回復等対策事業

～最終年度（平成22年度）の総括に向けて～
（社）全国豊かな海づくり推進協会

的な海域レベルの適地種苗放流体制の構築を目指

○はじめに

すことを目的とした。このため、本事業では、対

平成 18 年に、国の予算が大幅に地方へ税源移

象種の分布範囲に跨る都道府県が、学識者を含め

譲されることになり、栽培漁業のソフト関連予算

海域協議会を設け、放流サイズ、放流場所、放流

も例外でなかった。その状況下で、水産庁は、広

魚の判別基準の統一、標識方法等を検討し、放流

域に分布回遊する魚種を対象にした栽培漁業の体

効果を適正に評価することに努めた。また 22 年

制構築を目指して、栽培漁業資源回復等対策事業

度には、適地放流効果を一層深化させるため、放

を予算化された。平成 18 年度から 22 年度まで

流直後の稚魚混獲の防止対策並びに広域種苗生産

の 5 年間、図 1 に示す 14 海域、9 魚種を対象に、

体制モデルの構築の新規事業を瀬戸内海海域にお

延べ 56 道府県の参加を得て、栽培漁業の新たな

いて検討している。

取り組みが海づくり協会を事業主体として始まっ

○これまでに得られた成果と今後の課題

た。22 年度は、事業の最終年度に当たることから、
これまでの調査成果と今後に残された課題を考慮

各海域の成果の概略と今後の課題を下記に示し

して、取りまとめの方向について述べてみたい。

た。得られた成果は、海域によって濃淡が見られ
るが、単年度で放流効果を得ることが出来るクル

○本事業の目指すところ

マエビは例外として、多くの魚種は放流後 2、3

本事業は、関係都道府県が連携して県間を越え

年して漁獲され始めることから、本事業費で得ら

適地に放流して、効果の向上を明らかにし、広域

れたデータのみでは、得られる成果は小さい。そ
こで、本事業の目的を遂げるために、
県単独事業や水産庁の資源評価等の

平成２２年度栽培漁業資源回復等対策事業の
実施海域・ 構成県・対象種

他事業で得られたデータを有機的に
マツカワ
北海道、青森、岩手
福島、宮城

ヒラメ
北海道、青森、秋田、山形、
新潟、富山

ヒラメ
石川、福井、京都、兵庫、鳥取、
島根、山口

合的な考察と提言を深めることが可
能となる。

マダラ
北海道、青森

サワラ
和歌山、大阪、兵庫、岡山、広島、
徳島、香川、愛媛
クルマエビ
山口、福岡、大分

繋げて報告していただくことで、総

例えば、太平洋中部海域トラフグ
では、3 県共同や（独）水産総合研

マダラ
新潟、富山、石川

究センターと共同で放流効果調査を
ヒラメ
青森、岩手、宮城、福島、
茨城

過去に実施してきたこともあり、放
流適地、放流サイズ、社会的状況も
踏まえて、漁獲目標が立案され、そ

トラフグ
山口、愛媛、
カサゴ 福岡、大分
マダイ等 大分、宮崎
熊本、鹿児島

図１

れに向けた取り組みの提言も入れ、
オニオコゼ等
大阪、兵庫、
和歌山、香川

マダイ
トラフグ
静岡、愛知、三重

神奈川、千葉

平成 22 年度の実施海域・構成県・対象種

21 年度の総括報告書を作成してい
ただいた。これは、今後の連携協力
に向けた取り組みを水産庁へ提示
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し、新規事業の企画に役立ててもらうことを意図

の構築を目指した。当海域では牡鹿半島を境に、

したためである。また、日本海中西部海域ヒラメ

好適餌料生物の出現量・期間並びに放流魚の移動

（石川～山口県）でも同様に取りまとめをしてい

方向、回収率に違いがみられた。近年の回収率の

ただいた。

低下と放流尾数との関係性の小さいことが明らか

①

になった。

えりも以西・太平洋海域マツカワ

・えりも以西の海域特性等の異なる場所で標識放

・23 年度以後の課題は、牡鹿半島を境にした 2

流を行い、放流適地の検証及び放流効果の把握

つの海域毎に、関係県による、最適放流場所・放

を行った。12 ～ 15 年放流群の 4 歳までの回収率

流量、共同種苗生産・放流体制の検討である。

は 7 ～ 24％で、北海道のみならず、青森、岩手、

④

福島、茨城の太平洋北の県でも漁獲量が急増した

・能登半島以北の日本海北部海域におけるヒラメ

（図 2 ）。噴火湾海域においては、過剰に放流した

放流魚の交流状況、放流効果などを明らかにし、

影響が見られたことから、放流時期、放流尾数等

より効果的な種苗放流による資源増大を図るとと

の検討の必要性も明らかになった。

もに、関係県の連携による放流体制の構築を目指

・23 年以後の課題は、一代回収型から資源造成

した。その結果、関係県が統一した無眼側黒化の

型の栽培漁業に向け、太平洋北海域の関係道県に

判別基準により、回収率や遺伝的な手法を用いた

よる、未成魚の保護、親魚資源の管理を含めた種

放流効果を検証する体制が整い、北部から南部へ

苗放流と管理体制の検討である。

の移動状況等が明らかになった。

②

・23 年以後の課題は、開放系海域におけるより

陸奥湾太平洋マダラ

・平成 21 年度から取り組みが実施された。目的

効果的な適地種苗放流による資源増大を図るため

は、陸奥湾を産卵場とし津軽海峡周辺海域を回遊

の、関係道県の連携による放流体制の構築である。

するマダラの資源を回復するため、種苗放流尾数

⑤

を増加させて適地放流と回遊経路、放流効果の把

・マダラ種苗を標識放流し、移動 ･ 分散、放流の

握を目指した。4 ～ 8 歳になった過年度放流群の

及ぼす範囲、漁獲状況等を関係県が連携して調査

産卵回遊を確認した。

した。富山県で放流した標識マダラは、17 ～ 19

・23 年度以降の課題は、日本海北系統群の資源

年度の場所・サイズによる放流群毎の回収率は 1

状態が高位であるのに対し、本系群の資源量が減

～ 14％で富山県の北部放流群が高く、大型放流

少している原因の整理と目標漁獲量に向けた、種

群は 13％を超え、石川県、新潟県で再捕された。

苗生産、放流体制の検討である。

・23 年度以降は、安定した種苗生産体制及び関

③

係県連携による放流体制の構築である。

太平洋北海域ヒラメ

日本海中部海域マダラ

・ヒラメの太平洋側の北部海域における放流魚の

⑥

交流状況、放流尾数の違いによる放流効果などを

・平成 21 年度からマダイ栽培漁業の持続的展開

明らかにし、より効果的な種苗放流による資源増

のため、関係県における連携を含めた広域的な栽

大を図るとともに、関係県の連携による放流体制

培漁業のあり方及び遊漁関係者を含めた受益者負

図２－１
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日本海北部海域ヒラメ

マツカワの漁獲量（トン）

東京湾マダイ

図２－２

マツカワの放流尾数（千尾）

担制度の定着・発展を図るため、再捕実態の把握、
種苗放流効果の検証、遊漁関係者への啓発等を
を行い、関係県の連携で、県間の移動状況が明ら
かになった。アンケートの結果、遊漁者の半数が、
獲られるマダイの 4 割が放流魚であること、また、

2.5
回収率（％）

行った。21 年度は神奈川県と千葉県が標識放流

2005
2006
2007

3

2
1.5
1

種苗放流事業の協力金制度の存在を知らなかった

0.5

ことが判明し、更に県間を越えた啓蒙の必要性が

0
0

示唆された。

図３－１

討に向けた基礎資料を作成し、都市近郊における

900

取り込んだ種苗放流の重要性と公共性の PR を行

800

う必要性がある。

700

・放流適地である伊勢湾・三河湾に標識種苗を放
流し、主要市場での調査により放流効果を把握す

漁獲量（トン）

栽培漁業の持続的な展開に資するため、遊漁者も

太平洋中海域トラフグ

4

600
500
400

これまでの漁獲量
2008年から放流中止
5万尾添加
10万尾添加
15万尾添加
20万尾添加

300
100

流体制の構築を目指した。18 年度伊勢市二見沖

0
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17

放流群の 3 歳までの回収率は 4.69％、19 年度日
それぞれ 2.69％と 2.95％であった。過年度放流

3

2005 ～ 2007 年放流群の累積回収率

200

るとともに、本海域における関係県連携による放

間賀放流群と今一色放流群の 2 歳魚まで回収率は

2
放流後年数（年）

・23 年度以後の課題として、広域連携体制の検

⑦

1

図３－２

放流魚の 1 歳での加入尾数による漁獲量
の将来予測の違い

群の結果を含めると、放流効果は伊勢・三河湾で

（日本海中西部海域ヒラメ 21 年度総括取報告書より）

最も高く、浜名湖・太田川の 1.6 ～ 1.7 倍、熊野
灘の 10 ～ 14 倍であった。
・23 年以後の課題は、今事業で社会的条件も加

種苗放流と資源管理体制の構築である。

味し策定された漁獲目標量（200 トン）達成に向

⑨

けた、種苗生産・放流の体制、漁獲圧・漁獲時期

・瀬戸内海海域の関係府県で、放流適地での標識

の調整による資源の有効利用等資源管理のあり方

放流、主要な地域での市場調査等により放流効果

の更なる検討である。

を把握して、本海域におけるサワラ放流体制の構

⑧

築を目指す。本事業および既存事業合わせて、21

日本海中西部海域ヒラメ

瀬戸内海サワラ

・能登半島以南の日本海中西部海域における放流

年度は、約 20 万尾（東部 16.5 万尾、西部 3.5 万

魚の交流状況、放流効果などを明らかにし、よ

尾）を放流した。過年度放流群を含めた 21 年度

り効果的な種苗放流による資源増大を図るととも

の東部海域（西部海域）での混入率は 8.6％（1.5％）

に、関係県の連携による放流体制の構築を目指し

で 3 歳魚（2 歳魚）が高率であった。特に、東部

た。日本海北海域と同様に、関係県が統一した無

海域の 0 歳魚の混入率が極めて高い値を示し、放

眼側黒化の判別基準により、回収率や遺伝的な手

流魚の漁獲への貢献度の高さを実証した。また、

法を用いて放流効果を検証した結果、東部に位置

東から西への移動が大きいことが再確認された。

する県ほど自県放流群の回収率が高く、成長に伴

・23 年以後の課題は、瀬戸内海府県によるサワ

い西部へ移動すること、また海域全体の放流効果

ラ種苗生産・中間育成体制の構築と放流効果を向

が明らかになった（図 3 ）
。一部の放流群につい

上させるための稚魚混獲防止等を含めた資源管理

ては、回収率が低下し、放流時期、場所の見直し

体制の構築である。

の必要性が明らかになった。

⑩

・23 年以後の課題は、漁獲目標 800 トンを維持

・オニオコゼにおいては 20 年度から、友ヶ島水

するための天然資源の造成に必要な効果的な適地

道周辺海域で標識魚の放流と主要市場での漁業日

瀬戸内海東部オニオコゼ等
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誌調査及び市場調査を実施し、漁獲実態及び放流

の調査やフグ皮を用いた全国規模の放流効果調査

効果を把握している。また、クルマエビでは、尾

を行った。3 県で放流された種苗の回収率には統

肢カット標識に替わる DNA マーカーによる放流

計的に違いが認められなかった。3 県の瀬戸内海

効果の高精度把握を目指して、平成 21 年度から

での漁獲量では、費用対効果は平均 0.8 であるが、

放流適地に大量種苗（100 万尾）を放流している。

瀬戸内海から索餌回遊して外海で漁獲されたもの

オニオコゼの過年度放流群の 21 年度の混入率は

を含めた効果は平均 1.7 と高い値がえられた。ま

0.84％で 20､ 21 年放流群は確認されなかった。

た、山口県埴生地先に産卵回帰した親魚の 38％

クルマエビを 21 年度 182 万尾放流し、過去に大

を放流魚が占め、放流魚の漁獲に対する貢献度の

阪湾・紀伊水道の尾肢カットで求めた平均混入率

高さが実証された（図 4 ）。

1.4％に比し、6.2％の高い値を得た。

・23 年度以降の課題は、産卵場、稚仔魚の生息

・23 年度以降の課題は、両種とも関係府県の連

場として内海域の重要性が高いことから、今後、

携による漁獲実態及び放流効果を把握し、効率的

外海で漁獲している 3 県以外の関係県等も含めた

な種苗の確保及び放流体制の構築である。

種苗放流と資源管理体制を整えることである。

⑪

⑫

瀬戸内海西部トラフグ

周防灘クルマエビ

・最適な放流地点の探索のため、山口県、愛媛

・関係県が広域的に連携し、適地放流及び主要な

県、大分県の 3 県が健全な種苗（尾鰭欠損率の低

地域での市場調査等を行い、県間の交流状況、放

い種苗）を持ち寄り、各県地先に年順に放流し、

流効果などを明らかにし、関係県の連携による放

放流効果を比較した。また、各県の主要市場の他

流体制の構築を目指した。放流したクルマエビの

に、全国からトラフグが集荷される南風泊市場で

3 県の回収率と費用対効果は、放流年度や場所に

図４－１

南風泊市場職員による市場調査

図４－２

トラフグ皮の展開作業と焼印の検出・ 紋間長測定

700
y = 3.380x + 228.0
R² = 0.742

600
全 500
長 400
300
mm
200
100
0
0
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40
紋間長

図４－３

フグ皮調査における紋間長

図４－４

（山口県水産研究センター内海研究部提供）
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60

80

mm

トラフグ紋間長と全長の関係

100

よって異なるが、干潟域で高く、特に大
分県が山口県に比べ高かった。19 ～ 21
年度までの 3 ヵ年の 3 県合計の平均回収
率は 7.8 ～ 9.3％、費用対効果は他海域に
は見られない 1.3 ～ 1.8 もの高い値が得
られた。クルマエビは魚類による初期の
捕食が大きいと考えられるため、囲い網
で馴致後に放流することで生残率を向上
することが明らかになった。
・23 年以降の課題は、標識エビ発見率の
向上のための標識方法の改善（DNA 標識
の実用試験）と種苗放流を漁獲量に反映
させるため、適正な放流尾数、放流場所、
放流時期を再検討し、さらなる事業効果
向上を図る必要がある。また、本方式の

左上：干潟全景、右上：囲い網全景、
左下：作業全景、右下：標識クルマエビを収容した網篭

他海域への技術移転を図る必要がある。
⑬

豊後水道西部カサゴ

（山口県水産研究センター内海研究部提供）

産成功率は低レベルにある。資源への上乗せをさ

・移動は小さく、縄張りをつくると言われている

らに増大させるため、両県の交流状況、放流適地

カサゴ種苗の標識放流を実施し、実際の移動範囲

をより明快にし、効果向上のための放流体制を構

や漁獲実態等のモニタリングを行い、カサゴの資

築することである。

源状況及び資源の県間交流等を把握する。漁獲体
長制限の関係から 18 年度放流群は 20 年度から
採補された。標識魚の混入率は宮崎県で約 8％、

○次期事業等に繋がる最終報告書の取りまとめ
7 月中旬に全海域の関係者に、最終取りまとめ

大分県で 0.3％であった。

の目次案のひな型をお示しし、その後開催された

・23 年度以降の課題は、岩礁域で縄張りを形成

作業部会において、各海域の調査内容に見合った

する本種の増殖方法を確立する上からも、両県の

目次案等を検討していただいた。さらに、14 海

連携を深め、再捕率を高めるための追跡調査手法

域を総括するために、同一魚種を海域間で比較す

の検討がある。

る視点で、各海域の環境特性並びに対象種の生態

⑭

特性を深く掘り下げ、取りまとめていくこととし

九州南西マダイ・ヒラメ

・九州南西海域のマダイ・ヒラメ資源の維持・回

た。その際、本事業当初からお願いしたことであ

復及び持続的利用を図るための一環として、放

るが、本事業の目的を達成するために、本事業の

流効果の把握と放流技術の向上、効果的な放流体

他、県単独事業や水産庁の資源評価等他の事業で

制の構築を目的に、各年毎にマダイとヒラメを放

得られたデータも使用して最終報告書を作成して

流し、放流効果を調査した。18 年度のマダイ放

いただくこととした。このことにより、より総合

流群の混入率は熊本県で 10.0％、鹿児島で 1.2％

的な考察がなされ、漁業者も納得でき、実行可能

であった。19 年度のヒラメ放流群の混入率は熊

なる提言が盛り込まれ、今後の事業推進に役立つ

本県で 30.8％、鹿児島で 4.2％であった。18、19

ことが期待される。

年度の標識放流魚の再捕から両種とも県間移動し
ていることが認められた。

○最後に

・23 年度以降の課題は、マダイ資源は再生産成

本事業の推進にあたって、（独）水産総合研究セ

功率が最高レベルにあり、今後も増加が予測され

ンターの研究者の方々にはアドバイザーになって

る。増加要因を模索するとともに、両県での種苗

いただき、計画の立案、調査方法、結果の検討等

の交流状況を把握し、放流の必要性を整理し、持

のご指導いただいた。ここに記し、感謝申し上げ

続的利用のための資源管理、放流体制の検討であ

ます。

る。ヒラメ資源は、中位横ばい状況にあり、再生

（調査役

靏田義成）
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今号からスタートする新企画の第 1 弾です。
沿岸漁業資源の増大には欠かせない栽培漁業ですが、種苗をつくり、そして、漁
業者が自ら中間育成、放流を行い、生息環境の整備や漁期、漁法の制限などと資源
を管理し漁獲を行うことで栽培漁業は完結します。
そうした栽培漁業を支える“栽培漁業技術者”と“漁業者の皆さん”が“いつも
二人三脚”で取り組み、成果を上げてきた姿を現地でのインタビューをもとに紹介
する新企画です。
第 1 回目は、長崎大学水産学部の亀田和彦准教授をインタビュアーとして広島県
尾道漁業協同組合の漁業者と技術者が中心となって進められているキジハタの放流
について、広島県と尾道市の担当者にも加わっていただきお話を伺いました。
広島県

漁業者
大胡

隆氏（尾道漁協代表理事組合長）

花岡松義氏（同漁協小型底曳網漁業）
仁田

俊氏（同漁協刺網漁業）

藤川伸一氏（同漁協刺網漁業）

戸井真一郎氏（広島県水産課普及専門員）
齋藤貴行氏（同課主任技師）
尾道市
後藤治美氏（尾道市水産振興係）

栽培漁業技術者
丸山敬悟氏（（独）水産総合研究センター玉
野栽培漁業センター）

第1回

尾道におけるキジハタ放流の効果と将来
長崎大学水産学部 准教授

亀 田 和 彦

同じく 1,260 ～ 3,150 円で中値が 2,300 円ほど）
。

１．キジハタの放流まで

それ以前・以降はまさに幻と言えるくらい獲れて
いなかった。それが 10 年前ぐらいからわずかな

キジハタ漁の「昔」に遡ろう。尾道で種苗放流
が始まった平成 19 年までの経緯を伺った。尾道
の現場では 40 年ほど前（昭和 40 年代後半）に
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がらコンスタントに獲れるようになり、平成 20
年からはたくさん獲れるようになった。
市内の 7 漁協が組織する尾道市水産振興協議会

はすでにキジハタ（地方名「あこう」
：ハタ科）

の資料を拝見した。放流着手前のアンケート（刺

は幻の魚だといわれていたほど、獲れていなかっ

網漁業者が対象、悉皆調査ではない）によれば、

た。それが 30 年ほど前に一度だけ獲れた時代が

尾道市整備漁場と呼ばれている放流対象漁場（候

5 ～ 6 年あった。この頃、キジハタは小型のもの

補）周辺でのキジハタ漁獲は漁業者ごとにバラバ

で浜値で㎏単価 3,500 円ほどだったとのことで、

ラだが、尾道市地先にある岩子島、向島、加島、

相当の高値であった（今年の広島市場相場を見

百島に漁獲場所が集中するとの結果だった。なお

ると 7 月で㎏単価 3,000 円強、9 月上旬某日には

平成 19 年度以降、加島を除く 3 漁場でキジハタ

丸山氏

大胡氏

花岡氏

藤川氏

仁田氏
戸井氏

後藤氏

齋藤氏

亀田氏

水研センターの丸山氏と尾道漁協の漁業者

広島県と尾道市の担当者

が放流されている。このアンケートから離れるが、

対策や放流技術開発も進められており、また、放

現実面では、地元には根強いキジハタ需要がある

流手法等に関して、瀬戸内海区水産研究所百島実

こと、産地流通の特徴として個別漁業者の商品化

験施設とも連携して実施している。

努力が個別販路を切り開いていること、大阪以西

現在、キジハタの種苗生産にとって一番の問題

の瀬戸内沿岸域にキジハタのマーケットが展開し

は採卵の部分で、複数の県は玉野センターの卵を

ていることなどは、地元の漁業者にとってキジハ

活用して生産試験が行われており、大量生産も出

タはかけがえのない商材として、その復活が求め

来つつある。しかし、瀬戸内海地域を中心とした

られていた。

種苗生産能力を有する諸機関においても、キジハ

尾道でのキジハタ放流は、水産総合研究セン

タ放流技術は十分定着していない。この点では、

ターと連携して栽培漁業技術実証試験として実施

県や市あるいは漁業者がキジハタ放流を独自に進

されている。種苗を提供する玉野栽培漁業セン

める段階（換言すれば「自立した放流」とも呼べ

ター（以下、玉野センター）には、早くから種苗

る段階）には、現時点では達していない。

生産、種苗放流の技術開発の実績がある。こうし

尾道では、平成 19 年度から「栽培漁業技術実

た実績を背景として、尾道では現場のニーズがあ

証試験」を全国豊かな海づくり推進協会と県の勧

り、行政を含めて地域の強い熱意に支えられて種

めで取り組むことになり、玉野センターのキジハ

苗放流試験が行われ、効果が上がってきていると

タ種苗を活用し放流試験を行っている。

いえる。

２．キジハタの放流

−種苗生産と放流実施体制−

尾道での放流は、向島（むかいじま）、百島
（ももしま）、再び向島と平成 19 年から順に実施
されている。関係資料によると、＜平成 19 年－
20 年 － 21 年 ＞ の 順 に ＜ 5,650 尾 － 9,500 尾 －

尾道では尾道市水産振興協議会が放流実務を

11,000 尾＞との実績である。放流種苗について

担っている。これには、県や市の水産担当者が放

は、キジハタの全長ベースで適格サイズが選定さ

流技術の指導にあたっている。また、放流後の潜
水調査や放流用ユニットの引き上げ調査を含む
フィールド調査についても、操業日誌との照合も
含めて関係者間の検討がなされている。
キジハタの種苗生産には、採卵における特殊な
水槽施設、発生初期における飼育管理技術と極小
サイズの餌の確保、ウイルス対策などが必要で、
その生産技術は玉野センターでようやく確立され
たばかりであることを知らされた。そして、玉野
センターにはキジハタ種苗を安定的に生産できる
技術があり、疾病（VNN：ウイルス性神経壊死症）

放流カゴ
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キジハタ放流実績
年度

放流場所

平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度

向島町干汐
百島町泊
向島町干汐

全長 mm
49.5
69.0
66.4

キジハタ種苗
標識
右腹鰭切除
左腹鰭切除
右腹鰭切除

尾数
5,650
9,500
11,000

尾道市整備漁場関係調査箇所一覧
10km

①
②

岩子島

④
③

向島

加島

百島

放流用ユニット 3 本型
キジハタ放流場所

キジハタ稚魚放流

稚魚育成礁

放流補助器
放流カゴ

つきいそ

増殖礁
放流用ユニット ※２

漁獲利用

市整備漁場

投石帯

※１

魚礁

水深 10m以浅

資源管理実施_

ガラモ場造成等

小型魚再放流

尾道型キジハタ栽培漁業のイメージ
放流カゴと放流用ユニット
（一尾でも多く生き残らせて、地元の漁場で獲れるようにするため、放流改善と初期安定を促す隠れ家と餌場を確保する。）
※１

放流カゴは釣鐘型のカゴで、キジハタを確実に海底まで運ぶ機能を持つ。

※２

放流用ユニットは、カキ殻やホタテガイ殻を詰めた樹脂製のパイプを 3 本組み合わせた小型の構造物で、放流直後から当面のキ
ジハタ種苗の隠れ家および餌場として活用させる。
カキ殻のパイプは主に餌の供給、ホタテガイ殻のパイプは隠れ家としての機能を持たせている。

れている。キジハタを獲る漁業者は操業日誌をつ
ける旨を依頼されており、放流キジハタの漁獲情
報（日時、場所、サイズ、重量、尾数、漁法など）
を放流側と漁業者が相互検証できる。

に見ると、海面での放流による種苗の散逸を防止
する効果を持つ）にキジハタを入れ、②海底近く
まで放流かごを落とし、③海底に設置した放流用
ユニットに誘導している。放流作業に用いる漁船

放流場所には、放流用ユニットと呼ばれる滞留
用具が設置されている。これは以前、玉野センター
でキジハタ種苗の定着に良い基質として開発され
たものを現場で改変したものである。この周囲の

丸山氏
大胡氏

藤川氏

亀田氏
花岡氏

仁田氏

生息環境は、事前調査と放流後の観察から当然、
キジハタに好適であると考えられている。しかし、
漁業者による漁場利用を切り口に整理すると、細
かく見ると、もともとキジハタが漁獲されていた
場所ではないとのことである。
個条書きで要点を示そう。放流の現場では、①
独自に考案・改良した「放流かご」
（海底までキ
ジハタを誘導するための道具で、作業工程管理的
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会議室から屋外に出て懇談

の形状と船上作業にふさわしい放流かごの底面直
径も現場経験から検討されたし、放流かごの立体

丸山氏

藤川氏

形状・網目・網張り形状も検討されてきた。さらに、
④キジハタの行動特性を考慮して放流用ユニット

亀田氏

花岡氏

のできるだけ近く（ 1ｍ内外）に放流かごを落と

仁田氏

して種苗を放つ、⑤放流用ユニットは一見ランダ
ムに配置するように見えるが実は放流かごを落と
すポイントから最適距離が得られる配置にする、
⑥放流効果を確認するために腹鰭の切除を徹底す
る（放流年ごとに切除鰭を変える、この作業を受
益漁業者の参加により実施する）、⑦放流作業を
成立させるために海面占用許可を確保する（制度

玉野栽培漁業センターへの漁業者の信頼は厚い

的な所要対応を忘れない）、が放流作業の成果と

店の商材、だという。旬の味を好む地元需要の強

検証につながる技術と制度対応の基本だと関係者

さに支えられて量販店でよく売れていることはあ

が認識していると印象に残った。

りがたいがこの販路でもう少し値段が出てほしい

３．漁業者の見方と成果

という意見がある。これについては、“安くて美
味しい旬の魚”か“旬で美味しいからこそ相応の
値段の魚”か、というせめぎ合いだと理解すれば

キジハタの需要については、端的な言い方だが、

分かりやすいだろう。

魚体が大きいほど㎏単価は高額、大中小の 3 分

放流場所での試験操業結果を見よう。2001（平

割で用途配分を見ると大は 1㎏超えで料亭需要向

成 13）年以降の「尾道市整備漁場における刺し

き、中は 500 g 超え、小は 500 g 以下で地元量販

網試験操業でのキジハタ漁獲結果（操業実施：9
～ 12 月）」（尾道市が実施）ではたくさん獲れる
ようになった平成 20 年の漁獲サイズは、全長 20
～ 24㎝程度の小型キジハタが多かった。天然の
キジハタが増えたのか、隣接する愛媛県今治市や
広島県福山市で先行してキジハタの放流が行われ
ていたので、その波及効果が出たのか定かではな
い。その翌年の平成 21 年も 20 ～ 24㎝程度の小
型キジハタが多いがさらに獲れるようになった。
特に平成 19 年に放流を行った向島の漁場の漁獲
尾数が他の漁場に比べて大きい事から放流効果と

キジハタ

確信している。
キジハタの漁模様を漁業者に聞くと、「23 ～
27㎝が獲れてますね」と具体的なサイズをはっき
りと答えていただいた。もちろん、実績サイズを
意識するのは商品化回路と不可分だからという点
があるにしても、放流魚に関して操業日誌を書く
という行為は、放流事業と商品化の関係、あるい
は漁業経営における放流事業のウエイトをリアル
タイムに考えるツールとなる。このことは、漁業
者にも放流を仕掛ける側にも大きな意味を持つ。
ただし尾道の現場では、操業日誌ではキジハタ
のサイズを魚体重で整理していることも多いよう

キジハタ（漁船内イケス）

で、体長－体重の実測成長曲線を別に用意して（あ

27

放流サイズでは腹鰭除去作業の難易度が高く熟練
を要することが作業開始すぐに分かり従来の鰭切

藤川氏

除に戻し放流したことが指摘されている。すなわ
ち、放流キジハタの漁獲組成を正しく把握する（同
時に漁業経済への貢献度の測定でもある）ために
も簡便で判別容易な手法が待たれる。
三点めをあげるなら、漁業の現場には放流キジ
ハタの色調を気にする意見がありはする。ただし、
これを理由に商業回路の中では逆風になるような
ことは起きていないし買い叩きの根拠にもなって

とにかく笑顔が戻った

いない。むしろ、これについては、放流魚の漁獲

るいはその概要を頭に入れて）、放流成果の状況

があるということは水産資源を枯渇させないため

把握が進んでいる。関係者の強い熱意と密な情報

に地元の漁業界を挙げて努力している証であると

があることに加えて、交換短長期で放流の成果と

いった「責任ある水産資源利用」に力点を置いた

課題を検証できる仕組みを実施当初から組み込ん

広報活動の展開が、流通川下の理解と選択的購買

でいる尾道のキジハタ放流に学ぶ点は、実に多い。

を加速させるだろうと考える。
四点めは、尾道型キジハタ栽培漁業の確立が提

４．将来

唱されていることである。その成立条件は、放
流キジハタの長期滞留を支える放流手法（方法と

いくつかの課題を整理しながら、当地のキジハ

ツールの組み合わせ）と近隣漁場におけるキジハ
タ漁獲量増加（背景は放流キジハタが自然環境下

タ放流の将来を考えたい。
尾道市水産振興協議会がまとめたいくつかの資

で長期的に生息すること）であろう。独自に種苗

料では、キジハタが放流後に放流用ユニットに初

生産をすることについては技術障壁が高いと言わ

期滞留日数は 20 日を越えないのではないかとの

ざるを得ないが、放流作業工程の改善、放流用ユ

趣旨（別の資料では「ユニット内に滞留する尾数

ニットの改良、投石魚礁などの市整備漁場との連

が安定するのは 20 ～ 30 日後くらい」とある）と、

携で、「尾道型」が近く確立されることをのぞむ。

放流キジハタに腹鰭を切除しても漁獲後の確認作

放流事業の究極の形とは、漁業者と関連行政機

業には目印としては分かりにくい場合がある、の

関が連携して種苗生産・放流・効果検証・課題抽

2 点が指摘されている。第一点については、放流

出・実施手法改善といった一連の栽培漁業事業を

用ユニットに滞留動機となる餌料培養機能を持た

自前で実施できることであろう。これはキジハタ

せて定着期間を延ばす案がある。しかし、第二点

に限らず、また、尾道に限らず、言えることだが、

については、漁業者の協力を得て腹鰭切除から腹

その第一歩となるのは漁業者が放流成果を実感す

鰭抜去に変更して放流作業を始めたものの実際の

ることであり、同時に地元消費者がその恵みを感
じることであろう。この点で、漁業の現場には「放
流効果は確かにある。長い経験から考えてもキジ

丸山氏

齋藤氏

後藤氏

戸井氏

ハタ放流の効果があるし、漁場にキジハタが戻っ
てきているようだ」といった認識が広がっている。
また、現地の消費者が旬の味を楽しみたいとキ
ジハタが地元の店舗や漁業者直売施設に並ぶのを
心待ちしているという根強い需要がある。心強い
条件が、尾道にはある。
漁業者と行政、栽培漁業技術者が手を取り合っ
て取り組んでいる尾道のキジハタ放流、今後とも
大きな成果が上がることを期待したい。

県と市の指導力で
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今号から、将来水産を担う水産高校生の見つめる未来の「豊かな海づくり」に関する取
り組みを紹介いたします。
第１回目は、「高等学校栽培漁業技術検定」の取り組みについて、全国水産高等学校校
長会・教科「水産」研究委員会（栽培部会）部会長である福井県立小浜水産高校山森友嗣
校長にご紹介いただきます。

第1回

高等学校栽培漁業技術検定の取り組み
全国水産高等学校長協会
教科「水産」研究委員会（栽培部会）
部会長

山森友嗣

（福井県立小浜水産高等学校長）

全国の水産・海洋系高等学校は、次代の水産業
を支える人材育成の役割を担っており、それぞれ

6 名、各学校の学校検定委員 29 名、事務局 1 名
の計 40 名で構成されています。

の地域や学校の実態に応じて、その特色を活かし

主な事業としては、検定問題の作成、検定解説

た水産・海洋教育を積極的に進めています。各校

書および問題集の発行のほか、検定の啓発活動と

では、知識技術の習得をはかり、進路希望の実現

して、ポスターと標語を募集し、そのなかから優

を図るために、資格取得を積極的に奨励し、各種

秀作品を表彰し、各校に掲示しています。

検定試験に熱心に取り組んでいます。

検定は、栽培漁業に関する実用的な知識・技術

現在、
全国水産高等学校長協会に 6 つの検定（部

を問う一級と、基礎的な知識・技術を問う二級が

会）があるなかで、最初にできたのが栽培漁業技

あり、それぞれ筆記試験と実技試験が実施されて

術検定であり、今年度でちょうど 20 年目を迎え

います。筆記・実技とも基準点以上得点したもの

ます。本検定の目的は、栽培漁業を学ぶ生徒が水

が合格となり、認定証が交付されます。

産・海洋に関する興味・関心や目的意識を高める
とともに、栽培漁業に関する基礎的・実用的な知
識と技術の習得をはかり、将来の職業生活に資す
ることです。
これまで社団法人全国豊かな海づくり推進協会
様から後援をいただいておりますことに対し、深
く感謝申し上げます。皆様方のご協力とご指導に
より、合格者は一級 3,392 名、二級 4,675 名を輩
出するに至りました。
さて、教科「水産」研究委員会（栽培部会）の
活動と高等学校栽培漁業技術検定の取り組みにつ
いて、簡単に説明します。
栽培部会は、部会長、副部会長、顧問 2 名（東
京海洋大学・水産総合研究センター）
、研究委員

図１

平成 22 年度ポスター

○ポスターの部最優秀作品
静岡県立焼津水産高等学校
栽培漁業科

第 2 学年

深沢

慶子
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に努めていきたいと考えています。

○標語の部最優秀作品

各校では検定合格者の増加をめざし、補習授業

愛媛県立宇和島水産高等学校
水産増殖科

第 3 学年

河野

等に熱心に取り組んでいます。多くの生徒が本検

堅太

定に挑戦し、知識や技術の習得を確かなものにし

○応募数
１８作品

て、各種関連産業に就職し、また大学進学後さら

２３９作品

に深く学び、有為な人材として活躍することを大

ポスター
標語

いに期待しています。

平 成 22 年 度

高等学校 栽培漁業技術検定

高等学校栽培漁業技術検定

解 説 書

図２

認定証

１級筆記試験問題集

平成２２年４月

検定の実施領域・項目は次の表の通りです。
＜実施領域・項目＞
領域
Ⅰ 水産業の
あらまし
Ⅱ 栽培漁業
の概要
Ⅲ 種苗生産

項 目

1級

2級

１ 日本の水産業の概要
２ 日本の水産養殖業の概要

○

○

○

○

○

○

○

○

２ 栽培漁業の現状と展望

○

○

１ 天然種苗

○

○

２ 人工種苗

○

○

３ 初期餌料

○

○

３ 日本の水産物輸出・入の
概要
１ 栽培漁業の意義と沿革

社団法人 全国豊かな海づくり推進協会 後援

社団法人 全国豊かな海づくり推進協会 後援
全 国 水 産 高 等 学 校 長 協 会
教科「水産」研究委員会（栽培部会）

図３

全 国 水 産 高 等 学 校 長 協 会
教科「水産」研究委員会（栽培部会）

解説書と問題集

Ａ 増殖技術

Ⅳ 栽培技術

Ⅴ 飼料

Ⅵ 病気

１ 増殖の理念と移植・放流

○

○

２ 環境改善

○

○

３ 漁業管理

○

○

４ 養殖の理念と方法

○

○

５ 適地の選定

○

○

６ 施設

○

○

７ 養成と管理

○

○

８ 収穫・出荷・処理

○

○

１ 養魚飼料の現状と特徴
２ 魚貝類の摂餌・消化・吸収
３ 魚貝類の栄養要求

○
○
○

４ 飼料原料と配合飼料

○

１ 病気の流行

○

２ 病気の種類

○

３ 病気の診断

○

４ 病害対策

○

Ｂ 養殖技術

１ 育種の意義と方法
Ⅶ 水産育種と
２ バイオテクノロジーの種
バイオテクノロ
類・技術
ジー
１ 種苗生産
Ⅷ 基本技術

受験風景

○
○

○

２ 水産生物の測定・調査

○

○

３ 環境の調査・観測

○

○

４ 結索と編網

図４

○

本検定の課題としては、学校再編や水産科生徒

図５

実技試験問題（平成 22 年度出題）

数の減少により、受検者数が徐々に減少している
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ことです。栽培部会としては、検定問題をさらに

高等学校栽培漁業技術検定ホームページ

工夫して、受検校の協力を得て、受検者数の確保

http://www7.plala.or.jp/saibaikentei/

平成22年度 第 2 回
豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告 （豊かな海づくり協会支援事業）

「クエの栽培漁業及び放流効果調査の取り組み」
和歌山県農林水産部水産局水産振興課
副主査

堅田昌英

開 催 日 時：平成 22 年 7 月 8 日（木）午後 1 時 30 分から 4 時 30 分まで
開 催 場 所：和歌山県田辺市朝日ヶ丘 23-1

和歌山県西牟婁振興局

研修対象者：和歌山県内関係漁業者及び団体、和歌山県農林水産部水産局、和歌山県沿海各振興局、
財団法人 和歌山県栽培漁業協会
講

師：独立行政法人 水産総合研究センター
主任技術開発員

五島栽培漁業センター

中川雅弘

財団法人 和歌山県栽培漁業協会

副主査

中村和矢

出 席 者 数：45 名

1 はじめに
（1）和歌山県における「クエ」の位置付けについて
本県の地域特産種であり、和歌山ブランドと
なっている「クエ」は、
「紀州の本クエ」として
観光産業を含めた地域振興の目玉として期待され
ています。しかし、クエは天然魚の漁獲量が少な
く、年間漁獲量が県内需要量の 1/10 程度の 3 ～
4 トンに過ぎず、漁業者からクエの天然資源量増
大について要望があるため、本県ではクエを栽培
漁業の主要魚種として位置付け、天然資源量増大
を図ることとしています。
（2）今までの和歌山県におけるクエ関係施策につ
いて
今までは、本県では主に（独）水産総合研究セン
ター 五島栽培漁業センター（長崎県）からクエ
稚魚の提供を受け、県内各所へ種苗放流を実施し
てきました（表 1 ）。平成 18 年度からは、和歌山
県農林水産総合技術センター水産試験場（串本町）
において、クエ種苗生産技術の確立に向けて試
験研究を実施してきました。平成 20 年度及び 21
年度には数万単位での量産化に成功し、県内各所
にも配付して種苗放流を実施してきました。
2 現地研修会について
（1）概要
研修会当日は、多数の県内漁業者をはじめ、漁
協職員、県内市町村および県行政担当者が参集し
ました。
講師には
（独）水産総合研究センター 五島栽培

表１

和歌山県におけるクエ種苗放流実績

現地研修会参加者

漁業センターの中川雅弘 主任技術開発員及び財
団法人 和歌山県栽培漁業協会の中村和矢 副主査
を招きました。中川氏は、本研修会のメインテー
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マである「クエの栽培漁業及び放流効果調査の取
り組みについて」という題目で講演されました。
また、中村氏は現在、和歌山県栽培漁業基本計画
の中で本県の栽培漁業対象魚種として取り組んで
いるオニオコゼについて、「平成 20 年度及び 21
年度の調査結果」に関する話題提供を行いました。
（2）開会挨拶
本研修会の開会挨拶は和歌山県農林水産部水産
局の谷脇幹雄 局長が行いました。

開会挨拶を行う谷脇局長

本県では栽培漁業を水産行政の重点施策の一つ
と位置付け、推進を図ってきたところですが、本
県のみならず全国的に栽培漁業を取り巻く状況に
は厳しいものがあるこのような中、本県の栽培漁
業については、現在、平成 17 年度を初年度とす
る第 5 次栽培漁業基本計画に基づき、各種事業を
展開しており、今後の栽培漁業のあり方ともなる
第 6 次栽培漁業基本計画の策定については、今年
度中に関係機関と協議を進めながら作業を進めて
いく予定である。
クエについては今後、本県の栽培漁業主要魚種
として取り組みを進めていく予定なので、本研修
会では中川氏から貴重な知見の提供をして頂ける
ものと期待している。また、オニオコゼについて
は既に本県の栽培漁業対象魚種として各種調査に
取り組んでおり、一定の成果が出てきたところな
ので、本研修会の機会を活用して、参加者の皆さ
んに成果のご報告をさせて頂くことにした。
（3）講演
「クエの栽培漁業及び放流効果調査の取り組み
について」と題した、中川氏から以下の通り講演
がありました。

中川 主任技術開発員による講演

クエ資源は長崎県を中心に複数県が利用してお
り、この貴重なクエ資源を持続的に、かつ発展的
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に利用するには、適正な資源管理をすることが必
要ですが、栽培漁業は積極的に資源を支えるため
の重要な技術の一つです。しかし、栽培漁業を事
業として進めるためには、クエの生態と漁業実態
を踏まえた放流効果調査を計画・実施し、放流効
果を明らかにしなければなりません。
そこで（独）水産総合研究センター 五島栽培漁
業センターでは、漁獲実態調査を行い、クエの漁
場と漁獲量を調べてきましたが、長崎周辺海域
で漁獲された約 60％が長崎魚市場に活魚で主に
水揚げされることが分かりました。2001 年から
2008 年の間に長崎魚市場で取り扱われたクエ活
魚の水揚げ量と金額を調べると、当初は 10 トン
であったものが 2008 年には 45 トンにまで急増
していました。金額を見ても約 3 億円まで急増し
ていたため、クエ資源は減っていないように思わ
れます。しかし、漁業実態調査から各漁業地区で
クエの延縄漁業者が急増していることが分かり、
この水揚げ量の増加はクエ資源の単純な増加では
なく、漁獲圧が高まったことが主な原因であると
強く考えられました。
クエ資源を管理し、維持・増大させて末永く利
用するには、漁場で漁獲されるクエが独立した
資源なのか、共通した資源をいくつかの漁場で漁
獲しているのかを知る必要があります。そこで、
五島栽培漁業センターでは、2007 年には福江島
の 1 ヵ所、2008 年には五島列島の 3 ヵ所で合計
約 8,000 尾にダート型標識を付けて放流し、放流
場所と漁獲場所から、放流後の移動を調べる再捕
報告調査を実施しています。一方、魚市場に水揚
げされたクエの放流効果を調べるために、腹鰭抜
去標識を使って 2006 年から福江島の大浜に放流
しています。2007 年からは福江魚市場に水揚げ
された全てのクエを対象に、放流魚・天然魚の確
認、全長、体重、価格等の調査を開始しましたが、
2006 年に放流した 2 歳魚の腹鰭抜去標識魚がほ
ぼ福江島の全域にわたって漁獲され始めました。
現在は、島内 1 ヵ所に腹鰭抜去を施したクエを放
流して、魚市場にどのくらい水揚げされるかを調
べています。
将来的には放流サイズや放流場所等を変えて、
どのような放流条件が適しているか等を魚市場調
査結果から調べることにしています。
クエは漁獲加入まで長い時間を要するため、漁
獲量が減少した時点で資源管理を講じても遅い可
能性が高いと考えられます。現在、クエの栽培漁
業の事業化に必要な基礎データを収集しています
が、クエの発展的な利用・管理方策を今から構築
する必要があります。
（4）話題提供
「平成 20 年度及び 21 年度のオニオコゼ調査結

果」について中村氏から以下の通り報告されまし
た。

中村 副主査による話題提供

瀬戸内海東部海域において、オニオコゼは底曳
き網漁業や刺網漁業の重要な漁獲対象魚種であ
り、各府県が独自に種苗放流等の栽培漁業を実施
しています。今後とも安定した漁獲を維持するた
めには、関係府県が協力し、放流適地に適正なサ
イズの種苗を適正な時期に放流することが必要で
す。
そのため、平成 20 年度より 3 年計画で始まっ
た栽培漁業資源回復等対策事業（瀬戸内海東部海
域オニオコゼ等）は、大阪府、兵庫県及び本県の
3 府県協力の下で行っています。今般、本県では
大阪府と協力して友ヶ島周辺海域への標識放流を
行い、大阪湾及び紀伊水道において買い上げ調査
又は漁業日誌調査を行いました。
今後とも、友ヶ島周辺海域を 3 府県の共通資源
の補給源として位置付け、当海域に共同放流する
ことにより資源添加状況を把握し、関係府県連携
による放流体制の構築を目指していきたいと考え
ています。
（5）総合討論
講演及び話題提供終了後に、栽培漁業について
参加者から質問が出され、幅広く意見交換を行い
ました。
（質問）クエを種苗放流する際、どのくらいのサ
イズで放流すれば良いのか？
（回答）残念ながら、クエではまだよく分かって
いない。しかし、クロソイでの事例では、
放流サイズが小さくなると、それだけ回
収率も低くなるというデータが出ている
ので、クエでもたとえ数量は少なくても、
できるだけ大きくしてから放流すると
回収率が上がるのではないかと考えられ
る。
（質問）放流効果を調べるに当たって、潜水調査
をしているのか？
（回答）潜水調査は行っていない。魚にはダート
型標識や腹鰭抜去標識を施しており、現
在は魚市場調査で行っている。
（質問）放流効果調査を行う上で、ポイントとな
る事項は何か？

（回答）メインとなる調査場所は魚市場なので、
漁業者、仲買人及び漁協職員との人間関
係の構築が最も重要である。この人間関
係の構築がうまくいけば、より詳細な事
項まで踏み込んで調査を行うことができ
る。
（質問）栽培漁業対象魚種はどのように選定すれ
ば良いのか？
（回答）栽培漁業の成功例として、放流までの経
費が安く、回収率が高いということでホ
タテガイやシロサケが挙げられるが、魚
種の選定に当たっては、時代（社会情勢）
や地域によって変わってくる。また、需
要と供給のバランスを考えた上でのマー
ケティング調査も魚種選定には重要であ
る。
（質問）放流効果調査に係る予算の状況はどうか？
（回答）現在、本県では新しい栽培漁業センター
の施設整備を串本町で行っていることか
ら、ハード事業の予算に注目が集まって
いる。しかし、本研修会を通じて、適切
な放流効果調査を実施して体系的な取り
まとめを行い、次の段階へ事業展開して
いくことこそが、今後、栽培漁業を推進
していく上で根幹を成すものであると実
感したので、今後とも、放流効果調査を
はじめとしたソフト事業の予算化には精
力的に取り組んでいきたい。
3

おわりに
本研修会では、お二人の講師による充実した内
容の講演及び話題提供が行われ、参集した関係者
にとって大変有意義な研修会となりました。
谷脇局長の開会挨拶にもあったように、本県で
は今年度中に第 6 次栽培漁業基本計画において、
新たにクエを栽培漁業魚種として盛り込む予定に
しています。また、今年度中に串本町へ新たに建
設される和歌山県南部栽培漁業センター（仮称）
において、クエの種苗生産に取り組み、量産化を
図っていくことにしています。更に、本研修会で
も重要性が指摘されましたが、クエの放流効果調
査にも積極的に取り組んでいく予定です。
4

謝辞
大変お忙しい中にも関わらず、講師を引き受け
て下さった中川氏及び中村氏のお二人に厚くお礼
申し上げます。また、（社）全国豊かな海づくり推
進協会には、当現地研修会を採択して頂いたこと
について、紙面をお借りして厚くお礼申し上げま
す。
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平成22年度 第 3 回
豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告

「岩手県における栽培漁業の取り組みと将来展望」
岩手県水産技術センター
企画指導部

遠藤裕樹

開 催 日 時：平成 22 年 7 月 29 日（木）午後 1 時 30 分から同 4 時 30 分
開 催 場 所：岩手県宮古市

宮古市民文化会館中ホール

研修対象者：県内漁業関係者、漁協等、行政機関、海洋研究機関、教育機関、一般市民
講

師：（独）水産総合研究センター西海区水産研究所
（社）全国豊かな海づくり推進協会
岩手県水産技術センター

調査役

増養殖部長

石垣支所長

町口裕二

福永辰廣

久慈康支

（独）水産総合研究センター宮古栽培漁業センター

場長

青野英明

出 席 者 数：101 名

1

研修会の開催趣旨
岩手県は、サケをはじめアワビ、ウニ、ヒラメ

等の放流事業や、ワカメ、ホタテ等の養殖業のい
わゆる「つくり育てる漁業」のウエイトが高く、

拶のあと、来賓挨拶として、宮古市山本正徳市長
及び岩手県漁業協同組合連合会大井誠治代表理事
会長から挨拶をいただきました。
山本市長からは、栽培漁業は、沿岸漁業の中核

県も積極的に推進してきております。しかし、近

を担うものとして、全国各地で協会の進める種苗

年、栽培漁業は社会環境の変化や回収率等の課題

の生産、放流事業が着実に成果を伸ばしてきてい

を抱えていることから、これまでの成果と課題、

るところで、宮古市においてもヒラメ、ニシン、

今後の取り組みについて、県内関係者で意見交換

ホシガレイ等の放流において、その恩恵を大いに

することを目的に開催しました。

享受しているとのお話がありました。

なお、当研修会は岩手県水産試験研究 100 周
年の記念行事として行いました。

来賓挨拶（山本市長）

大井会長からは、栽培漁業は、本県水産業の振
主催者挨拶（井ノ口所長）

興において、重要な取り組みであり、種苗放流や
漁場づくり、資源管理、密漁監視に至るまで、水

２

研修会の概要
岩手県水産技術センター井ノ口所長の主催者挨
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産系統団体も県関係機関と連携して積極的に取り
組んできたところであり、講師の皆様から今後の

岩手の栽培漁業に向けて、示唆に富んだ提案やア
ドバイスを期待しているとのお話がありました。

栽培漁業は、沿岸漁業をいわゆる儲かる漁業、
商売にするために必要な手法として、資源管理も
あれば種苗放流もあるということで、線を引いて
考えるわけではなくて、漁業全体の底上げをする
持続的な漁業にし、つくり育てて、うまく獲って
儲かるようにするのがこれからの漁業だと思って
いるとのことでした。
講演２

広域種の栽培漁業の成果と課題
（社）全国豊かな海づくり推進協会
調査役

福永 辰廣 氏

移動性のある魚種の取り組みには、関係県の連
携が必要となることから、①えりも以西太平洋
海域のマツカワ、②太平洋北海域のヒラメ、③日

来賓挨拶（大井会長）

本海中西部海域のヒラメ、④太平洋中海域のトラ
フグ、⑤瀬戸内海中西部海域のトラフグの取り組

講演１

地先種の栽培漁業の成果と課題

（独）
水産総合研究センター西海区水産研究所
石垣支所長

みで得られた最新の知見を紹介していただきまし
た。

町口 裕二 氏

その中で北海道のマツカワは水揚げが急増した

現在、栽培対象種といわれているのは 80 種類

成果がある一方価格が下降したこと、ヒラメでは

以上あり、その事例として、北海道のホタテガイ、

放流県と水揚げ県での不均衡が生じる事例がある

ウニについて紹介がありました。

ことや放流魚が親となり資源添加効果が見られる

ホタテガイ漁業は、天然採苗をもとにした地ま

こと、トラフグでは放流県と水揚げ県で不均衡が

き放流と養殖によるものであり、タマネギ袋を使

生じる事例があることや産卵回帰が示唆される事

用した天然採苗、中間育成した稚貝の地まき放流

例があること等の紹介があり、水産庁は広域種苗

に加え、効率的な漁獲と漁場利用、地元加工や販

生産体制モデルの構築の検討や、資源造成型の栽

路拡大まで一貫した努力等、成功要因を紹介して

培漁業の推進を図っているとのことでした。

いただきました。
ウニについては、成長や生残が海藻の種類に

福永さんからも町口さんと同じく栽培漁業と資
源管理は一体で進めるべきとの提言をいただき、

よって大きく異なることやウニの存在自体が漁場

また、担当者の技術の伝承やモチベーションの維

の生産力を制限することから、生産性の高い海域

持、地域関係者の連携が大切であることをお話い

でも効果的な種苗放流が難しいという問題がある

ただきました。

とのお話がありました。

町口支所長の講演

福永調査役の講演
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講演３

岩手県におけるアワビ栽培漁業研究の成
果と課題

おける放流後のサケ幼稚魚の誘引保育放流技術の
開発」を、関係研究機関を連携して今年度から３ヶ

岩手県水産技術センター

年の計画で行うこととしており、サケ稚魚の沿岸

増養殖部長

滞留期の生残率向上を目指し、新施設で耳石標識

久慈 康支 氏

岩手県では、アワビ人工種苗の放流技術、天然

試験、飼育実験などが行われるところ。

資源の変動、餌料海藻の安定生産に関する研究が
継続的に行われてきました。

また、多くの水産生物の初期生活に重要な汽水
域の研究も、河川から沖合域の環境を再現できる

現在、県内で 30 ～ 40㎜の種苗約 800 万個が安

新施設を活用していくとのことです。

定的に生産、放流されていることにより、放流貝

これからは、各地域の特色を活かして、魚を単

の漁獲量は安定し、資源の下支えをしています。

に増やすというだけでなく、経済面・地域社会貢

また、定点調査結果から、餌料海藻量や当才貝

献も考えて、セットで進めていく必要があるとの

の生残率は冬場の水温が影響していること、ウ

提言をいただきました。

ニ生息量が増加傾向にあり、放流アワビの回収率
の向上には餌料対策が重要であり、コンブスポア
バッグ等の研究に取り組んでいることを紹介いた
だきました。
近年、漁協経営が厳しくなり、放流経費の削減
や価格の低迷などにより放流事業が厳しいものと
なっており、放流するだけでなく、いい場所を選
定し、たくさん獲っていい売り方をしてほしいと
思っているとのことでした。

青野場長の講演

最後に、全国豊かな海づくり推進協会の市村専
務理事から、閉会挨拶がありました。
栽培の力と、漁業者が従来から取り組んでいる
資源の管理を組み合わせることによって、魚を増
やすだけではなく、いろんな面で新しい漁業活動
を産んだり、新たな漁業振興や、地域の活性化、
資源や環境を守るための市民運動に繋がっていく
ような、大きな可能性をもっているとのお話があ
久慈部長の講演

講演４

りました。

宮古湾周辺魚類栽培の成果と新たな試験
研究について

おわりに
今回の研修会では、普段は聞くことがない栽培

（独）水産総合研究センター宮古栽培漁業センター
場長

漁業の最新知見を得ることができました。

青野 英明 氏

また、経済活動であることを基本とした栽培漁業

これまで宮古湾周辺で実施したニシンやクロソ

と資源管理の一体的な推進や、さらには地域経済

イ、ホシガレイ放流試験で得られた回帰や稚魚の

への貢献等より広い視野で進めていく必要がある

生態・分布などの多くの成果、地域の行政、漁協

ことを、認識させていただきました。

等の連携した取り組みの成果を紹介いただきまし
た。
また、今年 3 月に「沿岸管理研究棟」が完成し、
新規サケプロジェクト研究「三陸リアス式海岸に

36

３

お忙しい中、引き受けていだだいた講師の皆さ
ま、当現地研修会を採択して頂いた（社）全国豊か
な海づくり推進協会に対して、紙面をお借りして
感謝申し上げます。

平成22年度 第 4 回
豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告

「クマエビ類の種苗放流と放流効果」
高知県水産試験場
主任研究員

杉本昌彦

開 催 日 時：平成 22 年 8 月 4 日（水）午後 1 時 30 分から同 4 時まで
開 催 場 所：高知県須崎市山手町 1 番 7 号

須崎市総合保健福祉センター 2F 会議室

研修対象者：須崎市関係漁業者、須崎市関係漁業者団体及び須崎市水産関係機関職員
講

師：東京海洋大学海洋科学部海洋生物資源学科

話 題 提 供：高知県水産試験場

主任研究員

准教授

農学博士

浜崎活幸

杉本昌彦

出 席 者 数：19 名
1

研修会の開催趣旨
高知県では、クマエビ・ヨシエビの栽培漁業を
推進しています。数年前からクマエビ大型種苗（全
長 40㎜超）の放流にも取り組んでいますが、目
に見える効果は上がっておりません。
今後、エビ類の栽培漁業を推進するうえで、放
流効果の把握は必須のものです。地元、須崎市の
小型底びき網漁業者を中心に、効果的な放流方法
や標識放流の実際を学ぶため研修会を開催しまし
た。
２

研修会の概要
研修会当日は、須崎市の関係する漁業者をはじ
め、須崎市の行政関係者、高知県の行政及び水産
試験場の職員等の方々に参加いただきました。
長く栽培漁業に携ってこられた浜崎活幸氏を講
師に招き、「クルマエビ類の効果的な放流手法に
ついて」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、須崎市におけるクマエビの種苗
放流や標識方法等について話題提供を行いまし
た。
（１）話題提供
「須崎市におけるクマエビの種苗放流について」
と題して、私から須崎市における種苗放流尾数の
推移、市場調査から得られた成長等の情報、標識
放流及び今後の課題等について以下の通り説明し
ました。
・須崎市におけるクマエビの種苗放流は、昭和
62 年に初めて実施された。全長 25㎜種苗を 90
万尾放流し、その後平成 5 年からはほぼ毎年放
流を行い、近年は、平均全長 50㎜の大型種苗
を 40 万尾程度放流している。
・平成 21 年度の市場調査の結果から、9 月に当

年生まれと思われる群が加入していると考えら
れた。

主任研究員による報告

・標識放流とは、成長や移動などの放流魚の生態
や、放流の効果（何尾放流して、何尾漁獲され
たか？）を明らかにするため、放流魚の全てま
たは一部に標識（目印）を付けて、放流するこ
とである。
・標識には、マダイの鼻腔隔壁欠損、ヒラメの無
眼側の黒化のように種苗生産の過程で自然にで
きるものとクルマエビ類の尾肢切除のように人
工的に手を加えて付けるものがある。
・クルマエビの尾肢切除には、横切り法、縦切り
法及び切り込み法があるが、変形して再生した
尾肢を標識として利用する縦切り法や切り込み
法が標識として分かりやすい。
・他県での標識作業の例の紹介した。
・漁業者が参加して行う有標識エビの確認は、標
本船で、船ごとの標識の有無の尾数を確認する
方法が現実的である。
・水産試験場で行っている尾肢カットの変形した
再生標識の紹介した。
・今後の課題として、標識作業や有標識エビの確
認調査の労力及び費用の軽減が挙げられる。
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【質疑応答】
浜崎先生：種苗生産はどこで行っているのか？
杉本：高知県栽培漁業センターで実施。
浜崎先生：親エビはどこから来ているのか？
杉本：須崎湾から入手。
浜崎先生：クマエビ自体は土佐湾全体で獲れるの
か？
杉本：高知市周辺と須崎周辺が多い。
浜崎先生：クルマエビはほとんど獲れないのか？
杉本：資料は持合わせていないが、現在はかなり
少ない。例えば、須崎だったらクマエビ 100
尾に 1 尾くらい。
漁業者：トラ（クルマエビ）は、たまに獲れる程
度だ。トラは、場所がある。クマエビは泥底
で、トラは、砂地にいる。
浜崎先生：クマエビは、この海域で再生産されて
いるのか？
杉本：たぶん再生産されているとは思うが、資料
がない。
浜崎先生：市場調査では、卵巣が発達しているも
のがあるか？
杉本：発達しているものも漁獲される。種苗生産
は、成熟したものから産卵させている。
浜崎先生：先ほど場長の話しで、かつて 10 ～ 12
ｔあったが現在では 7 ｔ程度という漁獲量の
話が出たが、それは須崎だけか？それとも土
佐湾（高知県全体）か？
桑原場長：県全体であるが、漁獲手段がある高知
市と須崎市近辺がほとんどである。
漁業者：クルマエビ？は、移動するがどちら向き
に移動するかわからない。冬には深くて普通
居ない所にいるようになる。だいたいクルマ
エビは高知沖の上（東）へ上る。それから、
水深 60 ヒロの沖へかたまって居たりする。
冬、９、10 月以後は、おおかた出てしまい、
今まで獲れなかった所にかたまって獲れだ
す。
（２）講演
「クルマエビ類の効果的な放流手法について」
と題して、浜崎先生よりクルマエビを中心として、
標識の方法、放流の効果、放流減耗の要因とその
防除及び放流効果を上げる方法等について、最新
の知見を含めて丁寧に説明され、その概要は以下
の通り。
・クルマエビ類の標識種類を紹介するが、中でも
変形して再生した尾肢を標識として利用する尾
肢切除の方法は分かりやすい。
・クルマエビ類の種苗放流効果は、種苗 1 尾あた
りの期待漁獲量が 1 ～ 3 g 程度である。
・クルマエビ類の漁獲は、環境（海流、水温）に
よって変動するが、現在は資源加入（クルマエ
ビでは、おそらく卵から生まれて干潟に着底す
るまでの間の加入）を減少させるような環境が
継続している。
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浜崎先生による講演

・種苗放流は、クルマエビ類の資源維持に一定の
効果がある有用な方策である。
・放流減耗の要因は、放流後環境に馴致するまで
の期間に、同所的に分布する魚類、甲殻類によ
る被食によるところが大きい。
・クルマエビ類の放流効果を上げるためには、放
流直後の減耗を防ぐ必要があり、潜砂能力の
高い大型種苗を（中間育成との兼ね合いもある
が、）外敵の少ない時間、場所に放流すること
が大切で、さらに、囲い網による短期環境馴致
後に放流することが望ましい。
・種苗放流は、人間が天然の資源に対して働きか
けることができ、うまく放流してやれば生産力
を上げうる手段である。おそらく無駄ではない
だろうし、ぜひ現場の方にがんばって続けても
らって生産額を上げていただければと思ってい
る。
（３）質疑応答
講演終了後に、参加者と講師の間で質疑応答が
行われました。
杉本：種苗のサイズや環境によっても違うと思う
が、須崎に最低限どれくらい放流したら効果
があると推測できるか？
浜崎先生：難しい質問だが、たとえばインパクト
を与える量として、漁獲の半分を放流で作る
ような数量だと思う。高知県全体で 7 t の水
揚げとすると、一尾放流で 3 g 帰ってくると
して、その内半分を放流で回収すると考える
と、単純だが 100 万尾で 3 t 回収できること
になる。
桑原場長：一尾当たり 3 g は、瀬戸内海のような
内海での話なので、開放的な土佐湾では分散
のことを考えないといけない。もう少し少な
く 1 g でみたときに、70 尾放流で雌の漁獲サ
イズ 70g を 1 尾回収として考えると、10 万
尾の放流で 1,400 尾漁獲される計算になる。
浜崎先生：標識放流とかで調査しないと分からな
いかもしれないが、要は種苗放流でどれくら
い漁獲を増やすのかということ。
尾道では、もともと漁獲されなかった場所
に、ある程度大きな種苗を放流して効果を上
げている。
ある漁協では、一千万円単位の売り上げを
出すような放流をしているところがあるの

で、種苗放流というのは、うまくやれば効果
があると考える。
地域にあった放流方法を考えることが大事
であるとともに、放流効果がどの程度かを押
さえることが大事と思われる。
漁業者：須崎湾の丘の方（堤防の内側）に放流し
たら、外洋に出ていくのか？
浜崎先生：出ていくと思う。
漁業者：出て行くような環境があれば丘のほうへ
放流したほうが良いと思う。
浜崎先生：元々クマエビの小さなものが獲れるの
はどのあたりか？
浜崎先生：天然の小型のエビが育つような場所が
あれば、そこに放流するのが一番いいと思う。
桑原場長：クマエビの稚エビの生息場所の調査を
県のほうで行っているが、浦戸湾では、アマ
モ場で内湾の奥、塩分濃度の薄いところに多
くいることがわかりました。そうした場所が
須崎周辺にあるかどうかの調査を行うことに
している。築堤式の幼稚仔保育場で潜砂能力
をつけた種苗を放流すればずいぶん違うと思
う。
青野普及指導員：尾肢カットでの色素の発現の違
いは、そもそも色素の発現している部位を
切ったことによるのか。
浜崎先生：切ったときにはまだ色素が出ていない
ので、おそらく将来色素が発現する部位が切
られていることによるのではないかと思う。
桑原場長：瀬戸内海のガザミ研究会（ふやそう会）
を参考に、漁業者の方が標識の調査などを実
際に行ったことがあるのか。
浜崎先生：ガザミの標識では、まだ試験レベルな
ので漁業者参加型ではない。標識によっては
補正するような方法もある。
漁業者：エビの成長はどれくらいか？
浜崎先生：体長 30㎜種苗（春放流）であれば、
放流年の秋口には、漁獲サイズ（12 ～ 15㎝）
になる。卵を持って産卵するのは、次の年に
なる。種苗の生育場所がアマモ場であること
がわかっているならば、取り組みが簡単かも
しれない。もしかしたら（クマエビは）アマ
モ場の量に影響されるのかもしれない。
桑原場長：須崎にはアマモ場がないみたいだが、
ただ、アマモ場がなければナーサリーにはな
らないのかということになれば、土佐湾のク

マエビすべてを浦戸湾の種苗だけに頼ってい
るのかというと、かならずしもそうではない
と思う。また違った生息適地があるのではな
いかと思う。
田島研究企画員：漁業者さんにお聞きしたいのは、
新子がもうすぐとれだすと思うのだが、それ
よりも小さいエビがとれる場所は知らない
か？
漁業者：わからない。
田島研究企画員：そういった場所に放流すれば残
る可能性が非常に高いと考えるが。我々は、
そういった場所がわからないので、河口とか
浅い場所に放流している。
漁業者：クルマエビの移動はどういった形で移動
するのか？
浜崎先生：クルマエビは、10㎜前後で干潟に着底
し、成長する。40 ～ 50㎜になるにつれてだ
んだん深い所に移動していく。深いといって
も 1 から 2m 程度で、10㎝を超えると刺し網
にかかるような深い場所へ移動する。そして
さらに大きくなると、底曳きにかかるような
場所へ移動し、冬を越し、春に浅場に移動し、
それからまた深場に移動し産卵をする。
漁業者：産卵は深場でするのか？
浜崎先生：深場で産卵し、1 日経てばふ化する。
幼生は餌を食べながら岸に近づき、10㎜程度
で干潟等に着底するのがクルマエビである。
もしかしたらクマエビの場合は、塩分が甘い
場所を目指して来るのかもしれない。
田島研究企画員：新仔で一番小さいのはどれくら
いか。底はどんな所か。
漁業者：5 ㎝くらい。砂ごみみたいな所、泥と砂
の混ざりの所。
浜崎先生：クマエビは、年間を通してここ数年増
えている感じはないか。
漁業者：減っている。
浜崎先生：タイワンガザミは獲れないか。
漁業者：昔はちょいちょいいたが今はみない。
３

おわりに
今回の研修会では、東京海洋大学准教授 浜崎
活幸農学博士による充実した内容の講演が行わ
れ、参加した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。
今後は、これを機に、漁業関係者と行政関係者
が一体となってクマエビの栽培漁業に取り組んで
いきたいと考えています。
４

質疑応答の様子

謝辞
大変お忙しい中、講師を引き受けてくださった
浜崎先生に対して厚く御礼申し上げます。また、
（社）全国豊かな海づくり推進協会には、当現地研
修会を採択して頂いたことについて、紙面をお借
りして厚く御礼申し上げます。
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【インフォメーション】
第３１回全国豊かな海づくり大会鳥取大会
１年前プレイベント

～海づくりフェスタ～
第３１回全国豊かな海づくり大会鳥取県実行委員会
事務局長

■

はじめに
鳥取県は、県のほぼ全域が日本海に面し、海岸
線の総延長は 129㎞で、その約 65％が砂浜海岸
で占められています。古くから、まき網、いか釣
り、底びき網、かにかご、刺網などの漁船漁業が
行われており、ズワイガニ、ベニズワイガニ、マ
グロ、ブリ、スルメイカ、アジなど四季折々の新
鮮な海の幸が漁獲されてきました。
しかし、近年、漁業経費の高騰、水産資源の減
少、漁場環境の悪化、漁業就業者の減少と高齢化
など、本県の漁業を取り巻く状況も厳しさを増し
ており、これらの課題を克服し、漁業の担い手確
保や活気あふれる水産業を取り戻すことが重要な
課題となっています。
このような中、平成 23 年秋に「全国豊かな海
づくり大会」を開催することは、県民一人ひと
りが環境の保全に対する意識の高揚を図るととも
に、水産資源を維持し、水産業の振興と発展を図
る上で、大きな契機になるものです。
■ 海づくりフェスタ
このたび、10 月 9 日（土）に鳥取港（鳥取市）、
10 日（日）に境港（境港市）の県内 2 会場で、
本大会の 1 年前プレイベントとして「海づくり
フェスタ」を開催しました。
鳥取港でのフェスタは、本大会の海上歓迎・放
流行事会場であるマリンピア賀露において、鳥取
県漁業協同組合による「鳥取お魚まつり」も併催

徳村純一郎

され、雨にもかかわらず 2 万 5 千人の来場者を迎
え、大変盛り上がりました。開会に当たり、平井
伸治鳥取県知事（第 31 回全国豊かな海づくり大
会鳥取県実行委員会会長）は、「今日は、フェス
タを開催し前祝いをし、1 年後に迫った来年の全
国豊かな海づくり大会を、みんなの力で成功に導
きましょう。」と来場者に呼びかけました。
本大会と同様に次代を担う子どもたちの参画を
意識し、ジュニアオーケストラによるオープニン
グ演奏や保育園児の鼓隊を先導とした小学生によ
る大会旗入場行進、また、同じく小学生による鳥
取県に古くから伝わる漁業者の唄である「貝殻節」
の踊りや、「あゆ太鼓」、「因幡の傘踊り」など郷
土芸能の披露がイベントに花を添えました。
記念放流では、招待者、一般来場者合わせて約
400 人が、本大会さながらに県魚「ひらめ」を放
流しました。
東京海洋大学客員准教授のさかなクンのステー
ジでは、その豊富な知識と経験に裏づけされた魚
や海、水をとりまく環境のお話に会場中が笑いと
感心の渦に巻き込まれました。

人、人、人…人の波

平井伸治鳥取県知事（鳥取県実行委員会会長）
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会場では、「食のみやこ鳥取県」を代表する食
材がふんだんに盛り込まれた大会公式弁当が販売
されました。また、全国有数の漁獲量を誇るハタ
ハタについて、脂質含有量約 10％になる 20㎝以

漁船パレードと海洋少年団による手旗信号

小学生による「あゆ太鼓」の披露

ヒラメの放流

海上放流（海づくりフェスタ in 境港）

上の鳥取県産のものを「とろはた」と命名しブラ
ンド化に取り組むことが表明されました。
境港でのフェスタは、例年開かれている「境港
水産まつり」との併催で、来場者が 4 万人を超え
るという賑わいの中、初めての海上放流や漁船パ
レードで本大会を PR しました。
二つの港で開催されたフェスタともプレイベン
トとしての位置づけにより、県や市の行政のみで
なく漁業協同組合をはじめとした水産関係者、地
元自治会、栄養士会、大学など多くの関係機関
が運営に携わるとともに、ボランティアとして県
民の参画もあり、本大会に向け県民一丸となって
大会を準備していく気運を高めるものとなりまし
た。
■ 新たな国造り運動
本大会に向けた県民の意識醸成のため「新たな
国つくり運動」にも取り組んでいます。
鳥取県の約 74％を占める豊かな森から流れ出
る水は、清らかな川の流れとなって田畑を潤し、
様々な生き物を育んできました。緑あふれる森林
や森・川・海が一体となった自然の循環を守り、
次世代の子どもたちに引き継いでいくためには、
全ての県民が考え、行動していくことが重要です。
そこで、平成 22 年の 4 月から県内の各種団体等
が行う放流活動、植林・育林活動、環境美化活動、

水産業の振興に資する活動を「新たな国造り運動」
として指定し、参加者を因幡の白うさぎ伝説にち
なんだ「白うさぎ大使」に任命する運動を県全域
に展開しています。
現在すでに 4 千人を超える白うさぎ大使が、豊
かな自然環境を守るため活動しています。
この運動は、全国豊かな海づくり大会を一過性
のもので終わらないよう、平成 25 年に鳥取県で
開催される「第 64 回全国植樹祭」に引き継いで
いくこととしています。
■ おわりに
鳥取県の東部には、花崗岩類が日本海の冬の季
節風による波浪で侵食・風化された海食地形など、
貴重な地形・地質遺産を多く確認することができ
ます。この日本海形成 2 億 5 千万年の歴史が刻み
込まれた山陰海岸は、本年 10 月、ユネスコの「世
界ジオパークネットワーク」に加盟認定されまし
た。
第 31 回鳥取県大会は、来年秋、そのジオパー
クの地で開催されます。
「つくろうよ みんなが笑顔に なれる海」。
来年は兎年。未来を担う子どもたちが、魚の放流、
海や川を守る活動、植林などに立ち上がり白うさ
ぎ大使となって、因幡の白兎とともに、皆さんを
お待ちしています。
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【海づくり協会活動報告】

２２年度理事懇談会を開催（９月１５日）
―水研センターと水産庁へ要請活動―
１

22 年度理事懇談会を開催

22 年度理事懇談会は、平成 22 年 9 月 15 日（水）
午後 1 時 30 分より東京都千代田区大手町 1 － 3
－ 1 JA ビル 3 階会議室で開催。来賓として水
産庁増殖推進部栽培養殖課の山田、山内両課長補
佐他係官、
（独）水産総合研究センターの岩本次長
が臨席した。
開会にあたり、山本副会長より、本年は、協会
の存立を左右する極めて重要な年となっている。
23 年度の水産予算が財務省へ要求されたこの時
点で、理事の方々にお集まり願い、状況をご報告
しご意見を伺うべく、懇談会という形式で開催を
させて頂いた。栽培漁業を取り巻く環境の変化に
加えて、公益法人を巡る様々な動きが、具体的な
姿となって、協会の今後の活動に大きな制約が加
わろうとしている現状にある。国は、本年末には
次年度予算と連動させ、現在の栽培漁業の推進に
関わる基本方針を改定し、今後 5 カ年の方向を明
らかにすることとなっているが、用意されようと
している予算が、その執行に関して、従来のよう
に、協会が事業主体となってこれを受けることが
できなくなり、新たな姿、形を準備しなければな
らないこと。また、
（独）水産総合研究センター ( 以
下「水研センター」という。) は、23 年度から 5
カ年の、新たな「中期計画」に入ることとなって
おり、その策定作業が進行中であるが、極めて重
要なことは、同センターの栽培漁業の推進への関
わり方が大きく変化しようとしていることであ
る。以上の 2 点については、7 月下旬から 8 月上
旬にわたって、水産庁主催のブロック会議運営検
討会で都道府県担当者向けに説明がなされたが、
いずれの課題も、従来の姿から大きく変化するも
のであり、今後の栽培漁業の円滑な推進に向けて、
連続性が失われ、混乱が生じないように、議論が
尽くされねばならない。政権が交替し、様々な変
化が生じつつあるものの、栽培漁業の推進を通じ
て、沿岸漁業の再生に、関係機関は、協力・連携
を強め、少しでも貢献できるよう、対応が求めら
れており､ 現場からの期待も大きいものがあるの
で、協会として最善の対応をしていきたいー、旨
の挨拶を行った。
山本副会長が議長となり、議題 1 から 3 までの
質疑、検討を以下のとおり行った。
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（1）平成 23 年度栽培漁業関係予算概算要求につ
いて
水産庁及び市村専務から予算概要及び実行案に
ついて説明を行い、質疑、検討を行った。
水産庁より、23 年度栽培関係予算として概算
要求されている「種苗放流による資源造成支援事
業」について、①この事業は、種苗放流を集中的
に行い資源造成することを狙っており、一定の資
源量になった後は、放流量の水準を見直し、資源
状態の悪い魚種に振り替える等の調整をすること
を考えており、海域協議会で話し合って進めてい
ただきたい。②この事業は、共同での種苗生産体
制を構築することにより、効率的でなおかつ低コ
ストで放流種苗を確保する連携・分業を目指して
いる。例えばコスト削減でいえば親魚を共同で管
理することや特定の施設で集中的に種苗生産を行
うことでスケールメリット活かすこと、更には漁
業者が取り組む中間育成の技術劣化を防ぐための
支援等、海域内での栽培漁業の将来像を目指した
位置づけにしていると概要を説明。
この他水産庁より、広域種資源造成支援事業は、
今までの放流効果の把握は、市場調査で混入率・
回収率調査により一代回収型について行っていた
が、本事業では親魚となった放流魚をとり残し再
生産を確保することで資源造成に貢献している部
分も含めて、漁業者の実感として資源の増加・漁
獲量の増加が判る内容の効果把握をすることを目
的としている､ 等を説明した。なお、事業の受け
皿については、新予算執行では、新しい組織であ
る県を越え栽培関係者が連携した「海域協議会」
を考えてもらいたい旨説明した。
理事からは、海域協議会が新たな補助事業の受
け皿とされるのであれば、積極的に参画を考えた
いので、海域協議会づくりについては海づくり協
会がしっかりとサポートして欲しい等との要望が
出された。具体的には、都道府県は水産主務課と
しての参画で検討していくこととした。
また､ 水研センターより、23 年度から始まる
次期中期計画の中で、沿岸漁業の振興として、積
極的な資源の造成及び合理的な利用を研究課題と
することを検討している。水産庁の新たな事業に
対応した共同研究体制の中では、資源評価、資源
管理の技術開発に取り組めると考える。例えば、
広域種資源造成支援事業で東海 3 県のトラフグの

資源管理技術の開発が話題になったが、水研セン
ターとしては、本種の資源の維持・回復及び資源
管理は重要な課題と考えているので、次期中期計
画の中で、研究課題化して取り組んでいきたい。
との発言があった。
海づくり協会から、栽培漁業を実践する都道府
県・漁連を会員に持つ唯一の全国組織であるので、
新事業の実施に当たっては、これまで以上に会員
に対する役割をしっかり果たして行きたい、旨説
明した。
（2）平成 23 年度以降の栽培漁業技術実証事業の
取り組みについて
水研センターから実証試験に変わる共同研究の
考え方等を説明し、海づくり協会から実証試験の
見直し等に係る経緯及び本年 8 月に海づくり協会
が会員に対して行った平成 23 年度以降の「栽培
漁業技術実証試験」見直しアンケートの集約結果
（下記概要参照）を説明し、検討を行った。
アンケートの集約結果（概要）
① 栽培漁業の発展を図るために､ 一歩踏み込ん
だ共同研究方式が実証試験の効果 ･ 成果を引き
上げるより良い手段であることは理解できる。
その際、予算措置を伴った事業としてほしい。
県では予算措置できず共同研究契約が出来ない
状況も起こりうる。これまで地域で積み上げて
きた実績をいきなり壊さないようにしてほし
い。
② これまでの実証試験が、地元漁業者（漁協）
等が主体的な実施者となり、県や普及員等の指
導を受け、各海域の特性に基づいた栽培漁業・
資源管理に取り組み、実践的な栽培漁業の推進
に寄与し定着していることを十分に踏まえた対
応が必要である。現場と乖離したものとならな
いようにしてほしい。
③ 地元漁業者は､ 中間育成や放流等の費用負担
しながら、採卵用親魚の確保や漁獲報告などに
努力を続けており、今後とも「協働参画者」的
な位置づけで、公益法人、漁協等が参加しやす
い枠組みとしてほしい。
④ 新たな事業の具体的なスキームを早く示して
欲しい｡ その際、従来の経緯を踏まえ、出来る
限り簡易なもので、受け入れやすい方式をとっ
てほしい。
⑤ 関係する都道府県等がそれぞれ役割分担する
共同研究方式であれば参画しやすい。現在実施
中の「栽培漁業資源回復等対策事業」のように
関係者が幅広い連携体制の下で取り組んでいる
内容を共同研究方式で取り組むことであれば参
加しやすいのではないか。
（海域単位の共同研
究プロジェクトで推進等）

このような広域での取り組にみは、調整や計
画、取りまとめなど海づくり協会の役割が重要
である。
⑥ 海づくり協会を事業の中核機関として取り組
んでいくべきである。
⑦ 今後、資源増大を図るため、種苗の大量生産
技術の確立が急務であり、同時に、適正サイズ・
健全種苗の検証、対象種の移動分散や生態（成
熟、成長等）の解明、放流適地の検証、適正な
放流方法の開発、産卵場・幼稚仔魚の生息場所
の解明など、水研センターの役割発揮に期待す
る。
⑧ 海域で共通する広域種の栽培漁業技術開発に
おいて重要な課題である遺伝的多様性に配慮し
た親魚養成技術開発や受精卵の供給体制につい
て、水研センターが核となり取り組んでもらい
たい。等
これらの検討結果に基づき、議長より水産庁長
官並びに水研センター理事長に対する「栽培漁業
の推進に関する要請書」を提出の上、要請するこ
とに関し承認を求めたところ、全員異議なく承認
された。
（3）その他
市村専務から、本年 8 月 25 日に全漁連会長か
ら農林水産大臣あて水産重要施策の確立について
要請した中の「今後の栽培漁業の推進に係る予算
確保運動」の考え方について報告した。以上をもっ
て、22 年度理事懇談会を終了した。
２

栽培漁業の推進に関する要請活動

理事懇談会において承認された別紙「栽培漁業
の推進に関する要請書」により、以下のとおり要
請を行った。
（1）水産庁への要請
9 月 15 日、山本副会長他 9 名は、佐藤水産庁
長官、山下水産庁次長及び成子水産庁増殖推進部
長に面会し、栽培漁業の推進に関し要請した。

（2）水研センターへの要請
9 月 16 日、山本副会長他 7 名は、水研センター
理事長（代行井上理事）に面会し、栽培漁業の推
進に関し要請した。
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（水産庁あて）

栽培漁業の推進に関する要請書
我が国周辺水域の資源状況は、その半数程度が依然として低位水準
にあり、沿岸資源の早急な回復と維持管理が重要な政策課題となって
います。このため、沿岸漁業者の経営安定対策と積極的に資源を増大
させる栽培漁業の推進策が必要とされているところです。
我が国の栽培漁業を牽引してきた（社）日本栽培漁業協会が平成
15 年に（独）水産総合研究センター（以下、水研センター）に統合
され、栽培に関する基礎から応用、実証までを一元的に行う体制整備
の下で、現場のニーズに的確に対応した調査・研究等が推進され、ま
た、同時に設立をみた（社）全国豊かな海づくり推進協会（以下、海
づくり協会）は、全国の都道府県と栽培推進機関及び漁協系統組織を
会員として、国の政策に呼応し、広域での「つくり育てる漁業」の効
率的な推進に向けた諸事業を実施して参りました。また、海の環境保
全や「つくり育てる漁業」の大切さを国民にアピールする「全国豊か
な海づくり大会」の推進に寄与して参りました。
我が国の栽培漁業は、国の指導の下に「水研センター」、
「都道府県・
同公益法人」、「漁協（漁業者等）」がそれぞれ連携 ･ 協力し推進され
ているところであり、「海づくり協会」は都道府県 ･ 漁業者の取り組
みを支援しています。また、このような栽培漁業は、国が展開する「資
源回復計画」の推進にも大きく寄与しており、現在では、栽培対象種
の多くが「資源回復計画」を支えています。 とりわけ、瀬戸内海に
おけるヒラメやサワラの資源回復や、北海道で漁獲が壊滅的な状態で
あったニシンやマツカワの資源回復など、積極的な放流事業と資源管
理の一体的推進が大きな効果を示している例も少なくありません。

支える力の弱体化が懸念される中で、今後は、都道府県間の連携・協
力関係の構築等により、資源造成型の栽培漁業をより効率的・広域的
に推進することが重要な課題となっています。
本年度は次期「栽培漁業基本方針」､ 並びに水研センターの次期「中
期計画」が策定されるという、栽培漁業にとって極めて重要な段階に
ある中で、新たな資源管理方策として平成 23 年度から「資源管理・
漁業所得補償対策」の導入や、栽培漁業の新展開に向けた「種苗放流
による資源造成支援事業」が計画されています。
このような状況に鑑み、栽培漁業の推進に向けて以下の事項につい
て要望致します。
記
１．栽培推進予算の拡充・強化について
都道府県の区域を越えて広域的に分布回遊しする魚種の種苗放流
を積極的に推進する、平成 23 年度の「種苗放流による資源造成支
援事業」の予算（概算要求）の満額確保をお願いしたい。
なお､ 将来的には栽培漁業を水産資源の維持・回復に向けた公共
的事業として位置づけ、広域種を中心に､ 国直轄で種苗放流事業を
実施されたい。
２．次期「栽培漁業基本方針」、及び水研センター「中期目標」の策
定について
次期「栽培漁業基本方針」、及び水研センター「中期目標」の策
定にあたり、沿岸漁業の健全な発展に寄与するよう、栽培漁業の一
層強力な推進に取り組まれたい。
平成 22 年 9 月 15 日
社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
会長理事 服 部 郁 弘

このような状況の下、地方自治体の財政悪化や種苗生産施設の老朽
化、魚価低落による漁業者負担能力の低下などで､ 地域で栽培漁業を

（水研センターあて）

栽培漁業の推進に関する要請書
我が国周辺水域の資源状況は、その半数程度が依然として低位水準
にあり、沿岸資源の早急な回復と維持管理が重要な政策課題となって
います。このため、沿岸漁業者の経営安定対策と積極的に資源を増大
させる栽培漁業の推進策が必要とされているところです。
（独）水産総合研究センター（以下、水研センター）におかれまし
ては、平成 15 年に（社）日本栽培漁業協会の統合のもと、栽培に関
する基礎から応用、実証までを一元的に行う体制整備の下で、栽培漁
業ブロック会議等を通じて現場のニーズに的確に対応した調査・研究
等を推進され、我が国の栽培漁業を牽引してこられました。
また、同時に設立をみた（社）全国豊かな海づくり推進協会（以下、
海づくり協会）は、全国の都道府県と栽培推進機関及び漁協系統組織
を会員として、国の政策に呼応し、広域での「つくり育てる漁業」の
効率的な推進に向けた諸事業を実施して参りました。また、海の環境
保全や「つくり育てる漁業」の大切さを国民にアピールする「全国豊
かな海づくり大会」の推進に寄与して参りました。
我が国の栽培漁業は、国の指導の下に「水研センター」、
「都道府県・
同公益法人」、「漁協（漁業者等）」がそれぞれ連携 ･ 協力し推進され
ているところであり、「海づくり協会」は都道府県 ･ 漁業者の取り組
みを支援しています。また、このような栽培漁業は、国が展開する「資
源回復計画」の推進にも大きく寄与しており、とりわけ、瀬戸内海に
おけるヒラメやサワラの資源回復や、北海道での漁獲が壊滅的状態で
あったニシンやマツカワの資源回復など、積極的な放流事業と資源管
理の一体的推進が資源増大に大きな効果を示している例も少なくあり
ません。
このような状況の下、地方自治体の財政悪化や種苗生産施設の老朽
化、魚価低落による漁業者負担能力の低下等で､ 地域で栽培漁業を支
える力の弱体化が懸念される中、今後は、都道府県間の連携・協力関
係の構築等により、資源造成型の栽培漁業をより効率的・広域的に推
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進することが重要な課題となっています。
新たな資源管理方策として、平成 23 年度から「資源管理・漁業所
得補償対策」が導入され、水産政策の転換が図られる一方、栽培漁業
の新展開に向けて「資源造成支援事業」がスタートいたします。また、
本年度は、沿岸漁場整備開発法に基づく次期「栽培漁業基本方針」､
並びに水研センターの次期「中期計画」が策定されるという、栽培漁
業にとって極めて重要な時期にあることに鑑み、以下の事項につい
て､ 要望致します。
記
１．沿岸漁業の再生と栽培漁業の推進について
水研センターの次期「中期計画」の策定にあたっては、国の新た
な「栽培基本方針」や諸施策との連携を図り、沿岸漁業の再生に不
可欠な栽培漁業の推進にかかる研究・技術開発を強化するとともに、
今後とも我が国の栽培漁業の推進に向けて関係機関と連携・協力し、
その役割を果たされるよう取り組んでいただきたい。
特に、放流種苗の生産の技術的側面においては自然環境への適応
能力を有する良質な種苗の量産技術の開発や中間育成技術の開発推
進、放流魚の再生産効果による資源増大効果の検証、並びに放流魚
を指標とした資源変動要因の解明に関する研究などに､ ご尽力いた
だきたい。
２．平成 23 年度以降の「実証試験」について
平成 23 年度から予定されている水研センターの新たな「実証試
験」の実施にあたっては、これまで実施されてきた「実証試験」が
漁業者等の参画及び費用負担により地域に定着し、全国の沿岸域を
フィールドとして、栽培漁業の実践的な推進に寄与してきた実績を
十分踏まえ、都道府県や漁協（漁業者）等の取り組みやすい方法を
要望するとともに、現場の声が十分反映されるようご配慮いただき
たい。
平成 22 年 9 月 16 日
社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
会長理事 服 部 郁 弘

【海づくり協会事業報告】

平成22年度漁協等実践活動支援事業
この事業は漁業協同組合やその下部組織の団体が実施している水産動植物の増殖及び養殖の推
進、水産動植物の育成環境の保全、資源の適切な管理及び都市と漁村の交流の実践等に関する活動
を推進するために必要な経費の一部を海づくり協会が助成するものであり、事業の結果は報告書と
して印刷し、関係機関に配付することにより、これらの活動を全国各地の漁協等へ普及、定着促進
を図ることを目的としています。
平成 22 年度は以下の団体、課題について活動を助成しております。

１

北海道

いぶり噴火湾漁業協同組合「赤ホ

ヤ種苗生産養殖事業」

場に所有権を明らかにするため標識を着装したア
ワビを放流し漁場内での生残や生長に関する調査
及び潜水による外敵駆除を行い、今後の養殖アワ

当地区では、ほとんどの漁家がホタテ養殖を営
んでおり、全水揚の約 8 割を占めている。近年、

ビの課管理方法を確立する。平成 22 年度はさら
に調査回数を増やし昨年度のデータと比較する

ホタテ漁業は、価格の低迷や漁業資材の高騰で漁
家経営を圧迫している。こうした中で、新たな設

４

宮城県

仙南 4 地区小型底びき網漁業連絡

備投資を要しない、既存のホタテ養殖施設を利用

協議会「仙台湾ブランド二枚貝類資源の増大

した赤ホヤの養殖事業を計画している。このため、

と資源管理型漁業の推進」

赤ホヤの種苗は、マナマコの種苗生産及び放流事
業を実施している伊達温水センターを利用し採苗
生産する。

漁獲圧により資源の増減が大きく左右される二
枚貝類について、資源評価を行った上で適正な
漁獲ルールを定めるために定量的な資源調査を実

２

青森県

東北町モクズガニ養殖研究会「モ

クズガニ種苗放流・販売促進事業」

施する。また、宮城県水産技術総合センターで人
工採苗されたアカガイ稚貝を中間育成・放流する
ことで、漁獲量の減少が顕著なアカガイの天然資

モクズガニは古くから庶民の味として日常的に

源に対し、積極的な資源添加を図る。近年、二枚

食されてきたが、乱獲や環境変化により資源が激

貝類の捕食者であるヒトデ類が増加傾向にある中

減した。そこでモクズガニの資源再生を目指し、

で、二枚貝類の安定的な水揚げのためにヒトデ類

種苗生産の量産化、養殖篭による飼育技術開発と

を適度に間引き、これを有効活用するため堆肥化

流通ルートの開拓により、漁家の所得向上と地域

試験を実施するとともに市町等との連携や一般市

の活性化に繋げるとともに、加工品を開発し町の

民を巻き込んだ活用策を検討する

特産物として販売することで地域振興の一助とす
５

る。

福島県

財団法人福島県漁業振興基金（事

務局：福島県漁業協同組合連合会）「ホシガ
３

岩手県

重茂漁業協同組合「第３種区画漁

レイの飼育試験」

業権漁場内養殖アワビの標識着装及び生残・
成長の追跡調査」

ホシガレイは沿岸漁業対象の中で最も高価な魚
の一つであり、我々漁業者は、ホシガレイ栽培漁

平成 20 年 9 月に取得した第 3 種区画漁業権漁

業の事業化に期待しているところである。当基金
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では、これまでにヒラメの栽培事業等を実施して

漁業者の数が減ってきている中で、地域の子供達

いるが、今後は、ヒラメ施設を利用したホシガレ

に「海の大切さ・海の楽しさ・海の厳しさ」をサ

イの栽培事業の可能性を視野に入れ、同施設内に

ブテーマに、ダイビング体験を通じて佐渡の美し

おいて、不安定であるホシガレイの初期飼育試験

い海に親しみ、漁業の大切さを分かってもらうと

を実施する。

共に外海府地区の子供達と佐渡島一円の子供達の
交流を目的とする。昨年は事務局（漁協職員）が

６

千葉県

館山船形漁業協同組合海士組合

「サザエの種苗放流試験」
サザエ稚貝の効果的な放流方法を検討し、近年
漁獲量が減少しているサザエ資源の増大を図ると

主体となりすぎたため、2 年目は漁業者を中心に
活動・計画を立てて取り組む。
10

石川県

石川県漁業協同組合輪島支所こぎ

刺網組合「アカアマダイ中間育成・放流試験」

ともに追跡調査及び全量回収を行い種苗放流の有
効性を検証する

活動団体となるこぎ刺網組合は、石川県漁協輪
島支所に所属しており、主にアカアマダイを漁獲

７

東京都

神津島水産研究会「神津島の伝統

行事を活用した体験漁業」

している。グループではこれまで漁業許可上の制
限条件に加え、網目の拡大による小型魚の混獲回
避等に取り組んできた。現在、輪島地区の地域ブ

漁業に関わる神津島の伝統行事を活用した体験

ランドとして規格の統一、販売に取り組んでいる。

漁業をはじめ、来島客の減少する時期に観光客が

アカアマダイの効率的な中間育成技術を確立し、

島の文化や産業を楽しんで学べる体験メニューの

放流に供するため、今年度は高密度条件下での生

開発と定着化を図る。平成 21 年度には地元の実

残率向上を目的とする中間育成試験を行い、中間

施体制を確立したので、平成 22 年度は、新たな

育成は約 100 日間実施し、生残率 80％以上を目

体験メニューの開発・検討を行う。また、イベン

指す。

トを通じた PR 活動により、取組内容の周知に努
める。これにより、将来に向けた漁業後継者の確

11

愛知県

小鈴谷漁業協同組合青年部「ハ

保に向けた契機とするとともに、都市と漁村の交

マグリ放流による二枚貝資源の増大効果の検

流を促進して水産物の需要拡大を図る。

討」

８

神奈川県

葉山アマモ協議会「アマモ場を

利用したガザミの中間育成試験」

未利用漁場を有効活用を図るとともに、ハマグ
リ幼貝を導入・畜養試験を行い育成可能か検討す
る。畜養施設である囲い網による緩流効果やハマ

ガザミ種苗をアマモ場に設置した囲い網及び対
照区（隣接する砂泥地に設置した囲い網）中で飼

グリの存在による定着基質の安定化により既存資
源であるアサリへの定着促進効果を検証する。

育し、両者の稚ガニの生き残り率及び成長率を比
較することで、アマモ場を利用したガザミの中間
育成の有効性について検討する。
９

新潟県

12

京都府

伊根養殖組合「地元養殖魚を利用

した都市漁村交流の取組」

佐渡漁協両津支所青年協議会「潜

地区内の養殖組合員が一丸となって、地元養殖

水体験学習を交えた漁村交流活動（海の大切

魚の魅力を都市住民へ積極的に発信し、都市住

さ・海の楽しさ・海の厳しさ）」

民に地元魚類養殖への理解を求めるため都市部の
スーパーでの PR 活動や試験販売、新メニューの

佐渡は周囲を海に囲まれた自然豊かな島であ
り、主たる産業は第一次産業でいわゆる漁業・農
業・林業が盛んな地域ですが、高齢化が進み後継
者がいない。漁業も、後継者不足や魚価安などで
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提案、他県産養殖魚の成分比較試験などを行う。

13

大阪府

大阪府漁業協同組合連合会 サワ

ラ流網漁業管理部会「サワラの標識放流」
平成 19 ～ 21 年度は大阪府サワラ流網漁業管

16

鳥取県

鳥取県漁業協同組合酒津支所「酒

津漁港内におけるアワビ養殖試験」
この地域は、主に刺し網漁業を主体にハマチ、

理部会において海上生簀による中間育成・放流を

タイなどの魚類を中心に水揚げしてきたが漁獲量

行い、一定の成果を得た。これまでは「瀬戸内海

及び単価の変動が激しく安定した収入を見込めな

東部海域小割網中間育成群」としての標識が装着

いことから、安定的に収入が見込める栽培漁業を

され放流効果調査が行われてきたため、大阪湾で

推進し魚類中心の水揚げ依存から脱却を図る。

放流した種苗の生残や回遊経路等については明ら

20 年度行ったＵ字溝の養殖施設は飼育管理（餌

かとなっていない。そこで、健全な種苗を育てる

やり等）に潜水作業の必要があり、今後高齢な漁

と共に、大阪湾放流群である標識をつけた種苗の

業者が行う場合、問題点が多い。そこで、日常の

放流を行う。

飼育管理を高齢者でも行うことが出来るアワビ養
殖試験を行う。

14

兵庫県

明石市漁業組合連合会「子持ちダ

コ再放流事業」

17

岡山県

日生町漁業協同組合流瀬組「地域

特産物を活かした漁業者による地域活動への
抱卵中の親ダコが入っているタコツボを買い上

取り組み－サワラを活用した地域との連携に

げ、再放流するという効率的なマダコ種苗の繁殖

よる水産教室や水産情報の発信への取り組み

保護方法によりマダコ資源の増加を図る

－」

15

和歌山県

比井崎漁業協同組合「小学生参

日生町漁協ではサワラ資源の復活に積極的に取

加型中間育成・放流体験学習事業及び放流効

り組むため、本事業の助成により平成 14 年度か

果調査」

らサワラ種苗の中間育成、標識放流手法の検討に
取り組み、各年度において約 1 万尾程度の種苗を

漁協では継続的に魚類及びアワビ類の中間育成

放流し、その効果が高いことを実証してきた。20

または放流に取り組んでおり、今後はヒラメとク

年度は市内の中学生を対象とした水産教室やケー

エを重点的に放流し、資源の増大に努めていきた

ブルテレビでの情報発信という地元住民対象の情

いと考えている。一方、当漁協では多様な漁業種

報発信を行ったが、21 年度は地元の直販所「五

類が営まれ、それに伴って蓄養水槽や製氷施設な

味の市」でサワラの中間育成等やアマモ場造成の

どの様々な漁業施設があることから、近隣の小学

パネル展示により地元住民以外への情報発信を

校の社会見学場所として例年 3 校程度を受け入れ

行った。22 年度には水産資源の維持・増大を目

ている。また今年度から、当漁協の放流魚種であ

的として漁協が取り組んでいる中間育成やアマモ

るヒラメ・クエの水揚げ調査を行い、両魚種の放

場造成などの活動について、地元ケーブルテレビ

流効果を明らかにするとともに、鰭切除による標

に加え、岡山県全域を送受信範囲とするラジオ放

識を施し、より精度の高い放流効果調査の実施体

送を通じて、更なる情報発信に取り組む。

制を構築する。そこで、本事業では、必要な備品
等を整備することで中間育成・放流に係る作業の
効率化及び栽培漁業に係る当漁協の体制強化を図

18

広島県

尾道漁業協同組合「クルマエビの

戦略的放流に向けた追跡調査」

ることを目的とする。また、同時に地元及び近隣
の小学生に上記 2 魚種の中間育成及び放流に参加

平成 21 年度の標識放流追跡調査では、当歳の

してもらい、当漁協の栽培漁業への取り組みを理

間は成長しても放流場所周辺から大きく移動せ

解してもらうとともに、水産資源の保護や自然と

ずに漁獲されることがわかった。

の調和が今後の水産業にとって重要な課題である

は前年度よりも、より漁場に近い放流適地候補で

ことを学んでもらう。

ある尾道市浦崎町の人工造成干潟と向島町干汐の

平成 22 年度
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アマモ場に、それぞれ別の標識（左右尾肢の切

流希望が高まっている。陸上中間育成施設におい

除）を施した種苗を放流し追跡調査する。また、

て中間育成を実施し、給餌量及び飼育環境の違い

放流翌年の漁場への加入状況を把握するため、平

による成長、生残の差を調べる。

成 21 年度標識放流個体を引き続き追跡調査する。
これにより、小型底びき網漁場に資源添加される
時期や、漁獲サイズ、推定される放流効果を把握
することで、より漁獲向上につながる戦略的な放

23

鹿児島県

鹿児島湾ヒジキ養殖研究会

「鹿児島湾におけるヒジキ養殖技術の導入と
種苗人工培養への挑戦」

流を目指す。
魚価の低迷、燃油資材等の高騰など、漁業経営
19

山口県

山口県漁業協同組合柳井支店青壮

年部「アマモ場の再生」

を取り巻く環境は依然として厳しく、前浜の漁
場生産力を高める沿岸漁業の構造改革が必要であ
る。このため、冬季の収益性の増大を目指して、

大島水道の沿岸部は、かつて漁港への航行の支
障になるほどアマモが繁茂していたが、近年、ア

ヒジキ養殖技術の導入を図り、併せて天然種苗に
依存しない養殖システムの方策を研究する。

マモ場が減少している。また、漁獲量はここ 10
年で半分以下になっている。コロイダルシリカ法
やマット法などのアマモ播種方法を参考に独自に

24

沖縄県

八重山漁業協同組合「シカクナマ

コの資源動態調査」

考えた簡便な方法で、アマモ場再生活動を行うと
ともに地域への定着を図る。

シカクナマコ漁業・加工・出荷を持続的に行う
には、資源管理が不可欠である。このため、平成

20

香川県

引田漁業協同組合「サワラの中間

育成技術開発試験」

22 年度は、八重山地域で 50m 四方程度の海域を
新たに複数設定し、シカクナマコの体長 15㎝以
上を採取し、その後の状況を定期的に調査する。

平成 21 年度よりサワラの中間育成放流に取り

シカクナマコは、放卵放精による有性生殖とは別

組んでおり、平成 21 年度は 6 千尾の種苗を育成

に、栄養条件の良い海域では自切による無性生殖

し 4.8 千尾放流している。今回、サワラの中間育

を行う特異な生態が知られているので、成長とと

成放流に取り組んで、サワラ資源回復の一助とす

もに自切の状況も調査する。また、シカクナマコ

るため、小割網での中間育成技術の確立。高価で

の調査と並行して、八重山海域で資源が激減して

確保が困難となっているイカナゴの代替餌料につ

いるシラヒゲウニについても、永続的な資源の利

いて検討する。

用を図るために、分布調査、種苗放流調査を実施
する。

21

愛媛県

愛南漁業協同組合「水揚量の比較

によるクルマエビ放流適地等検証の試み」

平成 23 年度も引き続き、漁業協同組合やその
関係する組織等の「豊かな海づくり」を推進する

底引網漁業の振興を図るためマダイ・ヒラメ等

活動に対して助成事業を実施したします。

の放流を行っているが、単年度では顕著な実績が

今年から他の支援事業である都道府県版海づく

得られていない。そこで、高値であるクルマエビ

り大会支援事業、豊かな海づくりに関する現地研

の長期的な放流事業を計画しており、その放流適

修会と一括申請という形で締め切りを平成 23 年

地を明らかにするために異なった底質など数か所

1 月 14 日（金）として、各都道府県水産主務課

で稚クルマエビを放流し、効果調査を行う。

に該当する活動団体の申請依頼を行っております
ので、協会独自事業の有効活用をお願いいたしま

22

大分県

大分県漁業協同組合日出支店「キ

ジハタ種苗の中間育成」
放流後の定着性があり価格の高いキジハタの放

48

す。
（業務部長

岩橋好敏）

