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栽培漁業と資源管理のあり方
東京海洋大学 海洋政策文化学科
教授

治

平成 22 年 12 月に「水産動物の種苗の生産及

TAC 制度、資源回復計画などの実施を通じて充

び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針」

実の度を増し、とくに資源回復計画においては、

（栽培漁業基本方針）の見直しが行われました。

資源の積極的な培養措置に取り組むことが盛り込

これは沿岸漁場整備開発法に基づき、およそ 5 年

まれ、資源管理のための漁獲努力量管理と並行し

ごとに水産政策審議会での検討を経て見直しされ

て種苗生産・放流体制の確立が進められることと

るものであり、今回の見直しで第 6 次の基本方針

なりました。

となるものです。今回の見直しの中でとくに注目

しかし、平成 23 年度から取り組まれる「資源

される点として、①従来は、放流種苗を成長後、

管理・漁業所得補償対策」の登場によって、資源

全量回収することを前提とする「一代回収型栽培

管理体制は新たな時代を迎えようとしています。

漁業」を推進してきたが、今後はこれに加えて種

この政策は、国や都道府県が作成する資源管理指

苗放流したものの親魚を獲り残して再生産を確保

針に基づき漁業者が自ら資源管理に取り組み、そ

する「資源造成型栽培漁業」の推進を図る、②漁

の過程で減収が発生した場合に漁業共済・積立プ

獲への効果が見えるような規模での集中的放流と

ラスの仕組みを活用することで、資源管理の推進

対象種の重点化を図る、③広域種放流に関わる都

と同時に収入の安定を図ろうとするものです。こ

道府県間の連携・共同組織の構築を推進する、な

の資源管理指針は、従来からある公的規制（漁業

どの点があげられます。その上で、栽培漁業の新

調整規則、委員会指示など）に加え、資源回復計

たな推進体制として、全国を 6 つの海域に分けて、

画、自主的資源管理措置などを包含して策定され

各海域毎に「海域栽培漁業推進協議会」を設立す

ることが想定されています。このことは、一面で

ることになりました。

は新たな政策の下で資源管理指針の中に各種の資

栽培漁業のあり方については従来から様々な議

源管理措置が統合的に配置され、より効果的な資

論が行われてきましたが、中でも親魚を獲り残し

源管理が推進されると期待される一方で、栽培漁

て再生産を確保するという栽培漁業の推進は、栽

業との関係では複雑な問題を招く可能性も考えら

培漁業における基本的な論点として古くから論じ

れます。資源管理指針に基づく管理の実践体制と、

られてきた点です。
「一代回収型栽培漁業」にお

栽培漁業の新たな推進体制となる「海域栽培漁業

いても同様ですが、
「資源造成型栽培漁業」にお

推進協議会」との関係がどのようになるのかが必

いては一層、漁獲管理・資源管理の強力な推進が

ずしも明確ではないからです。

求められることになります。栽培漁業は、漁業者

栽培漁業は、放流種苗の成長・漁獲管理を通じ

の自主的な取り組みとしての資源管理型漁業を推

て資源管理への取り組みを推進する強力なエンジ

進する中で重要な役割を果たしてきました。資源

ンとなりますが、栽培漁業の推進体制と資源管理

管理型漁業の先進事例として有名な福島県のヒラ

体制の緊密な連携がなければ、どちらもが十分な

メ体長 30cm 制限は、ヒラメの大規模種苗放流を

機能を発揮することは期待できません。今後の議

前提とした取り組みでした。その管理の成果は、

論を通じて、この連携が十分に確保され、栽培漁

その後各地の体長制限への取り組みを進める上で

業と資源管理のさらなる充実が進むことを期待し

重要な原動力となりました。その後、資源管理の

ています。

枠組みは、自主的な資源管理型漁業推進に加えて
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馬 場

緊急企画！

よみがえれ豊かな海！

東日本大震災で壊滅的被害を受けた栽培漁業の早期復興を !!
―種苗生産施設 ･ 中間育成施設など栽培漁業関連で甚大な被害が発生！―
３月１１日の大震災 ･ 大津波から７月で４カ月が経過する。 東日本の各県で種苗生産施設は甚大な被害
が発生し、 栽培漁業は崩壊の危機に立たされている。 このため魚介類や海藻など水産資源が復活できる
のか、 漁業の先行きに不安は大きい。
こうした中、 去る５月中旬に、 水産庁栽培養殖課の石塚浩一課長補佐と、 佐藤力生情報分析官が、 岩
手県と宮城県の栽培施設の被災現場を訪ねた。 この訪問には、 全国豊かな海づくり推進協会の市村隆紀
専務が同行した。
緊急特集は、 石塚課長補佐に被災地訪問の状況をレポートいただいた。 また、 時事通信社 ・ 上原栄二
記者の 「被災漁村を歩いて」 のルポを掲載した。
栽培漁業の復興に向けて、 去る５月２５日開催の全国豊かな海づくり推進協会の通常総会で 「栽培漁業
の復興支援に関する特別決議」 を行い、 国 ･ 水研センターへ全面的な支援をお願いするとともに、 全国の
海域栽培漁業推進協議会挙げて支援することとした。

この度の大地震により被災されました皆様に、こころからお見舞い申し上げますとともに、
一日も早い復興をお祈りいたします。
（社）全国豊かな海づくり推進協会

大船渡栽培漁業センター（岩手県）の被災現場

津波で全壊した福島県栽培漁業センター（大熊町）

宮城県栽培漁業センター（谷川浜）の被災現場

茨城県栽培漁業センターの被災報道（毎日新聞 23.5.7）
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緊急企画！
協会としては、平成 23 年４月１日有楽町の街頭で JF 全漁連が実施した「がんばれ漁業者募金」活動
において、市村専務を筆頭に役職員ともに募金活動のお手伝いを行いました。その際には、多くの方から
暖かい気持ちをお預かりすることが出来ました。ご協力いただきありがとうございました。

また、被災地の関係漁連・漁協等に対し、復旧・復興の願いを込めた緊急支援タオル「よみがえれ豊か
な海」をお送りし支援させていただきました。

支援タオルが詰められた段ボール

（水産経済新聞２３．４．７）
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緊急企画！
緊急企画① よみがえれ豊かな海！

沿岸襲った津波の脅威を実感
－被災漁村を歩いて－
時事通信社
記者

上 原 栄 二

陸に打ち上げられた船、土台だけが残った住宅
跡、ひしゃげた車－。3 月 11 日に発生した東日
本大震災は東北地方に大きな被害をもたらした。
筆者は 3 月下旬から 5 月下旬にかけ、宮城、岩手
両県の沿岸部を歩き、被災した魚市場や漁港など
を取材した。がれきだらけの港町を訪れ、壊滅的
な被害を目の当たりにすると言葉が出なかった。
しかし、魚市場では復興に向けて動き出す漁業関
者の姿があった。日本の魚食を支える三陸漁業の
早期復興に期待が高まった。
◇町復興は水産業で
5 月 9 日午前、生鮮カツオ水揚げ日本一を誇る
宮城県の気仙沼市魚市場を訪れた。魚市場は地盤
が沈下し、卸売場の一部が崩壊するなどの被害に
見舞われていた。周辺には冠水している地区が残
り、膝下まで水に浸かるほどの場所もあった。が
れきは片付かず、人けがほとんどない廃墟と化し
た港町。震災から約 2 カ月たっても爪痕は残った
ままで、このような光景を見ると、魚市場の早期
再開は難しい。そう感じた。
こうした中、卸売場では津波で流された魚を入
れるタンクを洗う気仙沼漁業協同組合の職員たち
がいた。聞けば、6 月中旬の魚市場再開を目指し
ているという。がれきに埋まっていたタンクを拾
い出して洗浄し、再利用する準備を進めていた。

魚を入れるタンクを掃除する気仙沼漁業協同組合の職員

が「町再建の一歩につなげたい」（只野誠悦・女
川事務所長）との思いから、海のがれき撤去や網
の修繕を急ぎ、女川魚市場への水揚げ準備に汗を
流していた。一方、女川魚市場買受人協同組合は
「赤字は覚悟の上だが、まずは魚市場の再スター
トが最優先」と、震災後の一日も早い初水揚げを
待ち望んでいた。市場関係者がそれぞれの役割に
全力を傾け、6 月下旬の市場再開を目指していた。
沿岸部を歩き、市場関係者に共通していたと感
じたのは、「町の復興は水産業から」という思い
だった。海に面した気仙沼市、女川町などはいず
れも魚市場周辺が津波の被害に遭い、魚市場はも
ちろん、周辺の加工設備や製氷所が使えない状態
になってしまった。そうした状況でも、漁を始め、

油や泥にまみれたタンク 1 つ 1 つを、スポンジで
丁寧に洗う大変な作業だ。ある男性職員（41）は
「魚が水揚げできないと我々の給料も出ない」と
つぶやいた。職員らのひたむきな姿が印象的で、
再開への強い意気込みが伝わってきた。
5 月下旬に訪れた宮城県女川町でも同様の動き
が見られた。魚市場周囲の水産加工場はほぼ全滅
し、がれき撤去も進んでいない中で、関係者は岸
壁の修理や魚市場の清掃を急ピッチで行ってい
た。定置網を所有する泉澤水産（岩手県釜石市）

震災で大きな被害を受けた気仙沼市魚市場
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緊急企画！
市場の再開に執念を燃やす被災者たちがいた。も

され、出漁できないことも一因だが、加工などを

ちろん、それだけでは十分ではない。海洋資源へ

行う陸上設備が壊滅的ダメージを受けたことも要

の影響、放射能の問題など課題は山積している

因という。

が、復興への最初の一歩を踏み出したことを確信
した。

同町のある地区では、16 人いるノリ漁師のう
ち、8 人が震災を機に廃業を決めたと聞いた。残
る覚悟を決めた漁師も「マイナスからのスタート

◇廃業決める漁師も
市場再開の動きには勇気付けられたが、肝心の
漁再開には暗雲が立ちこめている。
5 月上旬、岩手県大船渡市の漁港で出会ったは
え縄船の男性漁師（62）の表情は暗かった。震災
当時、男性の漁船は沖に出ていたため津波被害を

になる」と、厳しい現実に直面しているという。
漁を再開しても先行きは不安だらけだ。「残るも
地獄」。そうつぶやいた、ある漁師の言葉が胸に
突き刺さった。
◇自立生活待ったなし

受けず、無傷だった。しかし、「燃料代が高くて

避難所にいる被災者に話を聞くと、津波被害の

漁に出たくても出られない」とこぼしていた。停

大きさから「海に近い場所には住みたくない」と

泊したままの漁船を見つめ、
「早く出漁しないと

の意見がある一方、「海が見える場所が落ち着く」

生活できない。政府には燃料高騰への支援もお願
いしたい」と訴えた。

「（海に近い）この場所で仕事を再起したい」との
声も多かった。

宮城県では、県漁業協同組合が「震災からの復

震災から 3 カ月が過ぎ、被災者が抱える不安は

旧活動中に経済活動はできない」（船渡隆平専務）

生活の再建に大きく傾いている。仕事を確保し、

とし、4 ～ 5 月は漁を自粛していた。6 月には自

収入を得ることが求められており、地元の産業復

粛が解け、出漁できるようになったが、そうした

興が不可欠となっている。被災者は徐々に仮設住

動きはまだ少ない。

宅へと移り住み、8 月末には避難所も解消される

同県七ケ浜町で 5 月下旬、ノリ養殖業などを営

見通しで、生活の自立は待ったなしの状況だ。

む男性漁師（49）から「海に魚はいる。捕りに行

宮城、岩手両県の沿岸域は、水産業に頼って生

きたい」との言葉を聞いた。しかし、自粛解禁に

きている地域が多い。魚を捕るだけでなく、水産

も
「まずはがれき撤去が優先。国から補助をもらっ

物の加工や流通、漁船の修繕のほか、観光や飲食

て作業をしているので」と、もどかしい胸の内を

業など関連産業の裾野は広い。ただ、今回の津波

打ち明けた。一部の漁師は網を仕掛けに行くとい

で壊滅した地域は広範囲にわたり、一気に全域を

うが、多くは漁に出ないという。多数の漁船が流

元の状態に戻すのはほぼ不可能と言えよう。
とはいえ、基幹となる水
産業が立ち直らないと、被
災した漁業者や関連産業に
携わる多くの人々の生活は
成り立たない。ひいては、
町の復興にもつながらない
はずだ。今は、がれき撤去
作業などで短期的な収入を
得ている被災者が多いが、
それにも限界がある。政府
や自治体の支援を土台にし
て、被災地の基盤産業を支
える漁業者が再び、海に出
られる日常を取り戻すこと
を期待したい。

復旧作業が進む女川魚市場
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緊急企画！
緊急企画② よみがえれ豊かな海！

被災地の栽培漁業関連施設を訪ねて
水産庁増殖推進部栽培養殖課
課長補佐

石 塚 浩 一

千年に一度といわれる巨大地震・大津波
により、戦後最大の被害となった東日本大
震災。被災された方々に対し、衷心よりお
見舞い申し上げますとともに、一日も早い
復旧・復興を祈念いたします。
東日本大震災対策が政府の最重要課題と
される中、５月 16 日付けで水産庁栽培養
殖課で栽培漁業企画班を担当させていただ
くことになりました。今般、壊滅的な被害
を受けている被災地の漁業・水産業の復旧・
復興業務の一端を担わせてただくこととな
り、改めて身が引き締まる思いです。関係
者の皆様におかれましては、復旧・復興施
策の推進に当たり、ご指導ご鞭撻を賜りた
く、よろしくお願い申し上げます。

（独） 水研センター・宮古栽培漁業施設 （現東北海区水研宮古庁舎）
で青野グループ長から被災状況の説明を聞く

栽培養殖課に着任２日後の５月 18 日より３日
間、被災地である岩手県及び宮城県の漁連・漁協、

被災地の種苗生産施設の多くは壊滅状態にあ

行政部局、試験研究機関、栽培関係法人及び（独）

り、想像を絶する大津波の破壊力を目の当たりに

水産総合研究センター宮古栽培漁業施設に赴き、

しました。今までみたこともない光景にただただ

地元の関係者から復興対策の課題や展望について

驚き、栽培漁業関係施設の復旧・復興が喫緊の課

お聞かせていただきました。

題であることを身をもって感じた次第です。
当面は、アワビやウニなどの地先種の
種苗生産施設の復旧が重要とのことでし
たが、県域をこえて回遊するヒラメなど
の広域種については、太平洋北海域栽培
漁業推進協議会の機能を活用して、関係
道県が連携・共同した種苗の生産・放流
体制の構築を進める方向で検討すべきと
いう意見でほぼ一致しており、これは第
６次栽培漁業基本方針に沿ったものであ
ります。
また、（独）水産総合研究センター宮
古栽培漁業施設がこれまで担ってきたニ

大船渡栽培漁業センターで、 岩手県栽培漁業協会の宮澤専務から
被災状況を聞く

シン等の種苗生産・放流に係る技術開発
に対しても地元の期待が大きく、早期復
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緊急企画！
興が期待されています。

技術開発の拠点として再建するとともに、同施設

このような現地の意見も参考に、水産庁は、６

を中核とした効率的・効果的な資源増殖の推進体

月 28 日、東日本大震災復興構想会議の提言を踏

制を再構築」、「被災県の施設復旧を進めるととも

まえ、
「水産復興マスタープラン」を策定し、公

に、復旧までの間、他海域の種苗生産施設等から

表しました。

の種苗の導入により放流尾数を確保。また、県域

本マスタープランでは、
「地元の意向を踏まえ

を超えた海域単位での連携・役割分担により効率

て復興を推進する」ことや、
「単なる現状復旧に

的な栽培漁業を推進する体制を構築」することが

とどまらない新たな復興の姿を目指す」など「復

掲げられています。

興に当たっての基本理念」を示すとともに、漁港、

今後、マスタープランで示された施策の方向を

漁場・資源、漁船・漁業管理、養殖・栽培漁業、

実現するため、地元の関係者の意向を十分に踏ま

水産加工・流通など、水産を構成する各分野の総

え、被災地の栽培漁業の復旧・復興施策を具体的

合的・一体的な復興を推進する等の復興の基本的

に進めて参りたいと考えておりますので、ご理解

方向を明らかにしています。

とご協力をお願い申し上げます。

このうち、栽培漁業については、「岩手・宮城・

なお、（社）全国豊かな海づくり協会並びに日

福島の３県の主力漁獲物であるアワビ、ウニ、ヒ

本海北部・日本海中西部・太平洋南・瀬戸内・九

ラメ等の放流用種苗を生産している各県の栽培漁

州の５つの海域栽培漁業推進協議会におかれまし

業センターが壊滅的被害を受けており、将来の漁

ては、「東日本大震災により壊滅的被害を受けた

獲が大きく落ち込むことが懸念」と被災状況と課

栽培漁業の復興支援にかかる特別決議」を採択さ

題が示され、その対応方向として、
「三陸海域の

れ、太平洋北海域の栽培漁業の復興に向けた取組

豊かな水産資源の早期回復を図るため、被災した

を支援して頂き、ここにあらためて深く敬意と感

（独）水産総合研究センター宮古栽培漁業施設を

謝の念を表する次第です。

岩手県栽培漁業協会仮事務所（大船渡市内）
内で職員の皆さんからヒアリング

宮城県栽培センターの管理棟 2 階事務所
に入る。 全てが津波で流失した。
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〈 特別企画〉

（独）水産総合研究センターの
新中期計画と新体制について
独立行政法人 水産総合研究センター
研究推進部

独立行政法人水産総合研究センター（水研セン
ター）は、平成 23 年 4 月より第 3 期（平成22～
27年度）の中期計画期間の業務を開始しました。
水研センターは独立行政法人となり 10 年が経
過しましたが、この間、複数の機関との統合を経
て、水産に関する基礎から応用、実証まで一貫し
た研究開発を行う、水産に関する総合的な研究機
関となりました。その一方で独立行政法人には、
一層の業務の重点化や効率化が求められていま
す。このため、第３期中期計画では、主要な事務
及び事業については独立行政法人として真に担う
べきものに特化し、業務運営の効率性、自律性、
質の向上を図る観点から、国の財政支出の縮減に
もつながるよう検討しつつ、水産業に係る政策上
必要不可欠な研究開発に重点化し、効率的かつ効
果的な研究開発を進め、実際の水産業の現場で役
立つ、目に見える成果を着実に積み重ねていくた
めの計画を策定しました。
以下、第３期中期計画における重点事項として
実施する、研究開発業務の概要及びそれらを実施
するための新たな体制について説明します。

図１

研究主幹

横 山 雅 仁

第 3 期中期計画における研究開発
農林水産大臣より示された中期目標を達成する
ため、第 3 期における研究開発業務については、
水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展に
資することとして、5 つの重点領域を設け重点化
して実施します（図１）。具体的な研究開発課題
については、その必要性、緊急性、有効性などに
ついて検証し、改廃を含め随時検討することとし
ています。
１．「我が国周辺及び国際水産資源の持続可能な
利用のための管理技術の開発」
水産資源は石油などの鉱物資源と違い、適切に
利用すれば持続的に利用できる再生産可能な資源
です。しかし、我が国周辺の水産資源の多くが低
いレベルにあるとされるため、望ましい水準に資
源を維持・回復させるための取組みが必要です。
このため、海洋生態系の仕組み及び気候・海洋環
境の変化が海洋資源に与える影響を調べ、生態系
に与える影響が少なくなるような漁業・資源の管

第 3 期中期計画における研究開発の重点
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理方法の開発を行います。また、水産資源を効率
的に利用するための漁獲方法などを検討します。

す。
また、日本の河川由来のさけます類について、
地域的な遺伝的特徴を失うことのないように配慮
したふ化放流を行いながら、資源の評価や管理に
関する技術の開発を行います。
沿岸漁業に甚大な被害を与えている、赤潮プラ
ンクトンや大型クラゲなどの有害生物の発生の仕
組みとその防除技術や、水産生物に対する有害化
学物質の影響についても研究を行います。

２．
「沿岸漁業の振興のための水産資源の積極的
な造成と合理的利用及び漁場環境の保全技術の
開発」
沿岸漁業が、水産物供給において果たしてきた
役割は大きく、水産物の安定供給の確保と水産業
の健全な発展のためには、沿岸漁業の振興が重要
です。沿岸域では、人為的開発や磯焼け等の環境
変化により、藻場・干潟等の減少、底質悪化、貧
３．「持続的な養殖業の発展に向けた生産性向上
酸素水塊発生等が進むとともに、赤潮プランクト
技術と環境対策技術の開発」
ンや大型クラゲ等の有害生物被害が増加していま
我が国における養殖生産量は、全漁業生産量の
す。このような中で、我が国周辺の海域を活用し、
２割を占めています。世界的な水産物需要の高ま
水産資源の安定供給を行うため、漁獲の規制など
りを背景に、水産物の輸入が容易ではなくなりつ
の漁業管理、稚魚の放流による資源の造成、漁場
つある中で、国内養殖による食用水産物の安定供
環境の保全や修復、有害生物や有害物質対策など
給の重要性は増しています。養殖生産と養殖業者
についての研究開発を行い、これらを適切に組み
の経営の安定性を確保し、消費者に対し多様な養
合わせて総合的に沿岸・内水面漁業の振興に貢献
殖水産物を提供するための研究開発が必要です。
するための研究開発を行います（図２）。
養殖種苗を安定して量産する技術を開発しま
沿岸域に分布するヒラメなどの主要水産資源の
す。特に、世界的な需要の高まりの中、漁船漁業
変動要因を明らかにします。また、放流のための
だけでは安定的な供給が困難になりつつあるクロ
稚魚の生産や放流の技術を高めます。水産資源に
マグロと、養殖用種苗の不漁が続いているウナギ
とって重要な海域である産卵場や成育場の評価や
を対象に、人工種苗の安定生産技術に関する研究
保護を含む漁業管理方策を開発します。これらの
開発に取り組みます。また、ブリ・カンパチなど
最適な組み合わせ、資源の合理的利用技術を開発
では人工的に産卵時期を調節する技術開発に取り
します。
組みます。さらに、成長が速く、病気にも強いブ
沿岸域に広がる藻場や干潟などの役割を明らか
リやヒラメの育種技術開発にも取り組みます。養
にして、そのはたらきを守り、修復し、活用する
殖での魚病流行を防止するための診断・予防技術
技術を開発しま
す。また、プラン
クトンの増殖に必
要な栄養分の変化
や、魚介類が生息
できないような低
酸素状態の発生な
ど、漁場環境の状
態を調べ、その改
善と管理の手法を
開発します。
湖や河川につい
ても、稚魚の放流
や漁獲の規制と産
卵場所作りを組み
合わせ、内水面の
水産資源の持続可
能な利用のための
技術を開発しま
図２ 沿岸漁業振興に関する研究開発
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を開発し、特に予防については、各種ワクチンの
実用化を推進する調査・研究を行います。併せて、
養殖用飼料の原料となる魚粉の大半を輸入に頼っ
ていることから、魚粉使用量を減らした低・無魚
粉飼料の開発や、特定の栄養素を補うことによる
飼料の栄養価の改善、養殖環境の保全・管理技術
等の周辺技術の開発に取り組みます。
４．
「水産物の安全・消費者の信頼確保と水産業
の発展のための研究開発」
水産物の鮮度保持技術の発展に伴い、今や、多
種類の水産物が国内外を常時流通するようにな
りました。そのため、食品としての安全性や品質
確保についての消費者の関心も高まりつつありま
す。表示偽装が問題となる水産物について原産地
を判別する技術や、食中毒や貝毒等による健康被
害を回避するための品質評価技術を開発し、水産
物の安全と消費者の信頼確保に貢献します。
漁船の安全性確保を最優先にしつつ、省エネル
ギー、省コスト、省人、省力、軽労化も図れる漁
業生産システムを開発します。また、開発には工
学系分野で実用化された新技術も積極的に応用し
ます。LED 漁灯の実用化に向けた研究などに取
り組みます。
漁村・漁港における関連施設を防災と衛生管理
の観点から見直し、災害に強く、耐久性にも優れ
た衛生的な漁港・市場・加工施設の建設に資する
技術や、沿岸漁業振興に役立つ漁場整備手法を開
発します。
５．
「基盤となるモニタリング及び基礎的・先導
的研究開発」
先に述べた、１～４の４つの重点項目を着実に
推進するため、それらの基盤となるモニタリング
及び基礎的・先導的研究開発を行います。
これまでに、長年にわたり蓄積された水産資源
や環境、餌料生物に関するデータについて、都
道府県と連携して、さば類、スケトウダラ、スル
メイカなどの重要な水産資源及び海洋環境につい
て、継続して調査します。一方、水中グライダー
や自動観測ブイ、海況予測モデルを利用した効率
的なモニタリングを行うための研究開発をしま
す。
近年、分子生物学的な研究手法や遺伝子解析技
術が目覚ましく進展しています。このような技術
を水産分野に適用することが期待されており、重
要水産種のゲノム解析を行い、育種品種の開発に
つなげます。また、土壌や海水などの環境中に存

在する多種多様な微生物がもつ DNA の塩基配列
を調べ、その特徴から沿岸漁場環境のモニタリン
グや評価技術等の高度化に利用します。資源・海
洋調査等で魚類やプランクトンなどの水産生物標
本の戦略的な収集・保存管理を行い、水産研究へ
の利活用に取り組みます。
また、この度の東日本大震災被災地域の水産業
の復興に向けた研究開発の取り組みなどへの緊急
対応も、この重点領域に位置づけ実施します。

水産総合研究センターの新体制について
水産に関する我が国唯一の総合的な研究開発法
人として、基礎から応用、実証化まで一貫した研
究開発を重点化して実施するため、第 3 期中期計
画では本部と 9 つの研究所及び開発調査センター
からなる体制としました。沿岸漁業振興に関して
は、研究・技術開発と沿岸域の資源管理をはじめ
とする研究開発を重点化し一体的に実施する体制
としました。この体制により研究開発を効果的・
効率的に推進し、都道府県・各種団体や大学等と
の連携、海区対応の活動をこれまで以上に強化す
ることを目指しています。
この再編において、これまでのさけますセン
ター（さけます事業所を含む）は北海道区水産研
究所と一体となり、また、養殖研究所は増養殖研
究所と名称を改め、沿岸漁業に関する研究開発
にも取り組む組織としました。さらに９研究所
と 10 栽培漁業センターの組織を一元化しました。
これまでの栽培漁業センターは、施設としてはす
べて各水産研究所の庁舎となり、研究開発面では、
各水産研究所の研究部の研究グループとして位置
づけられています。同時に本部組織も、中期計画
に基づく研究開発の方向性及び予算配分について
の検討・策定や研究成果の最終とりまとめを行う
ため、研究主幹を新たに配置しました。栽培漁業
センターと水産研究所の一元化に伴い、これまで
本部に置かれていた栽培管理課を廃止しました。
社会連携推進の強化を図るため、社会連携推進室
が設けられました。
この度の東日本大震災で大きな被害のあった地
域は、漁業振興への取り組みも積極的に行われて
きましたが、今回の震災により機能の多くが失わ
れてしまいました。このため、全国各地に研究施
設を展開している水産総合研究センターの総力を
挙げて、新たな体制のもと、被災地域の水産業の
復興に向け研究開発を力強く進めることとしてい
ます。
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愛媛県大三島周辺海域における
オニオコゼの移動分散と放流効果調査
～瀬戸内海のオニオコゼ資源の回復をめざして～
独立行政法人

水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所
主任研究員

はじめに

増養殖部

太田健吾

流魚の再捕率（放流後に再び捕獲される割合）は

オニオコゼ Inimicus japonicus は本州中部以南及

放流時期や放流サイズだけでなく潮流の速さや底

び南シナ海北部の水深 200m 以浅の砂泥底や岩礁

質、餌料生物の多寡などの環境条件に左右される

域に生息するカサゴ目オニオコゼ科の底棲魚です

と報告されています。

が、瀬戸内海では主に小型底曳き網や建網（刺網）

放流調査では稚魚が漁獲された時に「いつ」
「ど

などによってごく沿岸域で漁獲されます。本種は

こで」「だれが」放流した種苗なのかを識別する

上品な味の白身魚であることから刺身や唐揚など

ために、種苗の魚体に「目印」をつけてから放流

で人気が高く、市場では 3,800 ～ 7,000 円 /kg の

します。この目印は「標識」と呼ばれ、種苗に装

高値で取引される高級魚として沿岸漁業の貴重な

着することで放流後の「移動」、
「再捕率」、
「成長」

収入源になっています。しかし、近年は漁獲量が

などの貴重な生物情報が入手可能となります。こ

減少し、漁業者からは種苗放流による資源回復が

れらの調査によって得られたデータは適切な放流

切望される重要な栽培漁業対象種の一つとなって

を行うための指標となります。

います。このため、水産総合研究センターをはじ

栽培漁業では放流効果を明らかにするために、

め、西日本を中心とする約 17 の関係府県の水産

対象魚種の生態的な特性に応じて標識の性能等を

試験場や栽培漁業センターではオニオコゼ資源の

整理し、調査目的に応じた標識と調査方法を選択

増大を目指して親魚養成技術や種苗生産技術の研

しています。そして、放流魚の放流効果を評価す

究開発に取り組んでいます。その結果、2004 年

るには、最初に「どのくらいの範囲に効果が及ぶ

度以降は全国で毎年 100 万尾以上の種苗が生産

のか？（定性調査）」、続いて「放流した尾数のうち、

されるようになってきました。

どのくらいが漁獲されるのか？（定量調査）」、そ

ここでは、水産総合研究センターが愛媛県今治

して「放流時期、サイズ、場所の違いなどで、ど

市の大三島周辺をモデル海域として実施している

のくらい効果に差があるのか？（比較放流試験に

本種の移動分散及び放流効果調査の経過について

よる補助調査）」の合計 3 つの調査を行うことが

紹介いたします。

重要とされています。
放流効果の波及範囲を把握するためには、外観

放流調査の現状
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で判断し易く、かつ放流した群が区別できるよう

オニオコゼの放流調査は、瀬戸内海ではこれま

な標識を装着し、できるだけ多くの再捕情報を集

で大阪、兵庫、岡山、広島、愛媛等の各府県が、

めることが望ましいのですが、オニオコゼでは放

日本海では島根県と鳥取県が、また、九州沿岸で

流効果が及ぶ範囲を調査した事例が少ないのが現

は長崎県、佐賀県等が取り組んでいます。これら

状です。

の調査結果によると、放流した種苗の滞留状況は

この理由としては、外部標識を装着するサイズ

閉鎖性の強い海域と開放的な海域とで異なり、放

（全長 100mm 以上）まで育成するには最低でも 1

標識魚の放流と再捕状況

年以上の年月が必要となり、マンパワーあるいは
コスト的な問題が障害となっていたのかも知れま

標識魚は平成 19 年 12 月と翌 20 年 7 月に各々

せん。そこで、当センターでは放流効果調査の第

500 尾と 2,300 尾の合計 2,800 尾を放流しました。

1 段階である「定性調査」に取り組み、当センター

平成 23 年 6 月 23 日までの再捕尾数は合計 28

で生産した平均全長 160mm の人工生産魚（2、3

尾であり、回収率（各放流群の放流尾数に対する

歳魚）2,800 尾に視認性や放流群の識別機能に長

回収尾数の割合）は 1％となっています（図 3）
。

けた標識票を装着し、できるだけ多くの再捕情報

なお、放流後、約 2 ～ 3 年が経過した現在でも再

を集めて本種の移動分散状況を把握することを試

捕魚のほとんどが放流地点から半径 10 km 圏内

みました。

で再捕されており、本種は放流後の定着性が極め
て強い魚種であることが考えられます。漁業者か

調査海域と標識の選定

らは当該海域はオニオコゼ以外にヒラメなど多く

調査海域はオニオコゼを漁獲対象とする漁業者

の魚種の好漁場であるとの情報も得ており、当セ

が多い愛媛県今治市の大三島周辺海域としまし

ンターでは上記の現象の要因を紐解くためにも更

た。なお、本調査は愛媛県、今治市、今治地区漁

なるデータの集積を図る予定です。

業協同組合協議会、大三島漁業協同組合の皆様の
放流効果の定量化への着手

ご協力のもとに進めています。
供試魚にはビニールチューブの先端にプラス

前項では定性調査の結果から大三島海域で放流

チック製の矢じりが付いたダート型標識（長さ

したオニオコゼは長期間にわたって放流地点の

80mm）を装着しました。標識には個体識別番号

近隣に滞留しているものと考えられ、分布状況が

を刻印して放流群が区別できるほか、当センター

明らかになりつつあることを述べました。当セン

の略称と連絡先電話番号も記し、なるべく広範囲

ターでは、これを受けて平成 21 年度から放流効

にわたって情報を得られるようにしています（図

果調査の第 2 段階となる「定量調査」に着手して

1、2）

います。
調査に用いる種苗は平均全長 60mm の当歳魚
であり、1 回当たりの放流尾数は 20,000 尾です。
これらには当センターが開発した標識法である
「背鰭棘抜去標識」を施しており、この方法では、
約 17 本ある背鰭棘の一部を毛抜きで抜き去り、
抜去部位を変えることで放流群を区別することが
可能です（図 4）。
調査は大三島漁業協同組合の市場で実施してお
り、平成 23 年 5 月に平成 21 年度放流群（全長
158mm）の標識魚が初めて水揚げされたことを確
図１

標識を装着したオニオコゼ

電話番号 組織名称 個体識別番号
TEL. 0897-72- ○○△△

ハカタ

０００１

80 mm
図２

ダート型標識
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尾道市

広島県
向島

放流地点
再捕地点

因島
生口島
大三島
伯方島

大島

今治市
0

10km

愛媛県
図３

図４

オニオコゼ標識魚の放流地点と再捕地点

背鰭棘抜去標識法による当歳魚の標識部位

認しました（図 5）
。今後、水揚げ尾数は暫時増
加すると予想され、本調査も先行する定性調査と
並行してデータを収集する予定です。
これまでオニオコゼでは、今回のような大量の
種苗を用いた定性調査の実施例はなく、当セン
ターでは、これまでベールに包まれていた本種の
放流後の移動・分散状況が本調査によって徐々に
明らかになり、得られた情報が本種の放流調査の
一助になることを願っています。（完）
図５
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再捕された背鰭棘抜去標識魚

特集

栽培漁業を推進する現場の 底力！
当協会は、発足時より、現場で取り組む栽培漁業をはじめとする“豊かな海づくり”に対して様々
な支援事業を推進してまいりました。
特集は、当協会独自事業である漁協等実践助成事業と水研センターからの委託事業として実施
した栽培漁業技術開発実証試験の中から、漁業者等による熱心な取り組みやその成果について、
活動の概要、苦労話などを織り交ぜ、栽培漁業を推進する「現場の底力！」８事例について紹
介します。
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1
アカボヤ種苗生産養殖事業

（胆振噴火湾地域におけるアカボヤ種苗生産および養殖試験について）
いぶり噴火湾漁業協同組合伊達温水養殖センター

相 澤 智 也

新たな養殖業の開発
殖は既存施設をそのまま利用できることと、主に

１．はじめに

ナマコ種苗生産を行っている当センターの水槽が
空く時期にアカボヤの種苗生産が出来ること、ア

いぶり噴火湾漁業協同組合では、ほたてがい養

カボヤの単価が上昇傾向にあることから、平成

殖漁業が盛んに行われており、全水揚げの約 8 割

21 年より採苗から出荷までの基礎資料を得るこ

を占めています。しかし、ここ数年は価格の低迷

とを目的に試験を開始しました。

や漁業資材の高騰等で漁家経営が圧迫されてお

種苗生産および養殖方法についてはマボヤの知

り、ほたてがい養殖に次ぐ新たな養殖漁業の開発

見を参考に、栽培水産試験場と胆振地区水産技術

が課題となっています。

普及指導所の協力により実施しました。

こうした中で養殖施設の桁ロープにアカボヤが
付着していることに着目しました。アカボヤの養

さけ定置網
7%

その他
10%

２．親採取および飼育
アカボヤの産卵時期は 10 ～ 11 月頃なので 10
月上旬に親ホヤの採取を行いました。

平成22年
18千トン
ほたてがい養殖
83%

当地区のアカボヤは水深 20 ～ 30m にみられる
ため、潜水士に採取を依頼しました。10㎝以上
のものを、平成 21 年は 5 時間で 53 個、22 年は
3 時間で 77 個を採取しました。親ホヤは長時間

漁業種類別生産量

外気にさらすと弱るため、海水を張ったクーラー

15

ボックスに収容し、固形酸素により酸素を補給し
ながら搬送しました。
産卵用水槽 (400ℓ ) での飼育は親ホヤを安定し
て固定するためにビールケースの使用を試みまし
たが、サイズが合わないことから園芸プラ鉢を水
槽底面に固定して使ってみました。ホヤの大きさ
に合わせてプラ鉢のサイズを選べることと、飼育
中に斃死した場合、鉢ごと斃死個体を除去出来る
ので便利だと思います。
採苗用水槽

親ホヤを園芸プラ鉢に収容
産卵状況

３．採卵、採苗
産卵用水槽で自然産卵させます。流水量 10ℓ /

帯は午前 9 時頃から昼頃にかけてでした。飼育室

分、通気量 2ℓ / 分で、卵の流出を防ぐために排

の照明を点灯したままにするよりも、暗くして午

水部には 100ℓ水槽の中に 100㎛目合いのネット

前 9 時頃から昼頃にかけて薄日が差し込む様にす

を設置しました。

ると産卵行動をとる個体が増えることに気づき、

採苗器はパームロープを三つ編みにしたものを

小型自己記録式照度計で確認してみると概ね 20

使い、採苗用水槽は 200ℓ水槽を使用しました。

～ 100 の間（図 2）でした。今後、産卵時期にお

産卵は水槽が白濁することから容易に確認でき

ける生息水深帯の照度についても調べてみたいと

ました。平成 21 年は 10 月 19 日～ 11 月 6 日に、

思います。

22 年は 11 月 9 ～ 19 日の間に採卵しました。こ

回収した卵は糞や雑物等を除去した後に、受精

の時の水温は 11 ～ 15℃（図 1）で、産卵の時間

等を確認して採苗用水槽に収容しました。受精卵
20
18

平成21年

水 16
温

平成22年

14

℃ 12

10

産卵用水槽と卵回収用水槽
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図１

飼育水温推移

11月26日

11月19日

11月12日

11月5日

10月29日

10月22日

10月15日

10月8日

10月1日

8

の直径は約 0.5㎜で、3 日後には全長 1.4㎜のオタ

元気になるように努力していきたいと思います。

マジャクシ幼生が現れ、9 日後には採苗器に約 0.6
㎜サイズの幼体が付着しているのを確認しまし
た。

照度（Lux)
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

0.0

時刻

図２

水槽内の平均照度推移

養成綱に巻き付け作業

４．種苗の沖出し
受精卵収容から 10 日後に、伊達支所青年部が
管理する養殖施設に種苗を垂下しました。この時
も種苗糸を外気にさらさないように注意して搬送
しました。

５．本養成
平成 21 年に沖出しした種苗は平成 22 年 10 月

H23.5.18
ホヤを確認！（矢印）

に回収して陸上にて本養成準備作業を伊達支所青
年部の協力により行いました。イガイ類などの雑
物を落としながら三つ編みを解いて 1 本ずつ養成
綱に巻き付けました。この時の大きさは直径約 5
㎜で、採苗器１㎝あたり 10.3 個の付着を確認し
再び養殖施設に垂下しました。
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災による大
津波の被害は当地区にも及び、ホタテ養殖施設は
大きな被害を受けました。養殖施設の復旧作業で
忙しい中、5 月 18 日に青年部員が時間を割いて
状況確認調査に協力してくれました。震災後はじ
めて青年部の施設に行ったのですが、ホヤ種苗以
外に垂下しているものが少なかったため施設は無

H23.5.18
大きいものは 3 ㎝くらい

事でした。22 年に沖出しした種苗は平均直径 1.9
㎜に、21 年産種苗は 17.1㎜まで成長しており、
久しぶりの明るい話題となりました。23 年度も
引き続き試験に取り組んで参ります。浜がもっと

〈漁協等実践活動助成事業 （H ２１、 ２２年度）〉
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2
クロソイ放流効果調査の取組
青森県むつ市脇野沢庁舎
産業建設課

宮 本 広 治

放流魚による再生産の確保と資源増大を目指して
１．はじめに
むつ市脇野沢地区は、本州の最北地である下北
半島の最南端に位置し、古くから水産業を中心と
した人口約 2 千人、面積 58.6㎢の小さな地域です。
今回、平成 21、22 年度の 2 ヵ年にわたり、脇野

■ 表１

中間育成、放流実績

種苗 の受 入 れ
放
流
年
度 月 日 サイズ(mm) 尾 数 月 日 サ イズ(mm) 尾 数 生残率(％)
7/23 52（47～56） 30,000 11/12,13
92.7
10,691
99.0
16,999
21
小計
30,000 小計
27,690
92.3
96.5
18,800
7/23 49（45～53） 30,000
101.0
9,450
22
小計
30,000 小計
28,250
94.2
合計
合計
60,000
55,940
93.2

沢村漁業協同組合（以下「組合」と略す）が栽培

が右腹鰭抜去とし、それ以前の放流にあたっても

漁業実証試験の中で実施した、クロソイ放流効果

毎年左右交互に抜去している。

調査について、漁協の調査データをとりまとめま

②

したので報告させて頂きます。

漁獲量調査
脇野沢村漁協における平成 16 年からの銘柄別

漁獲量の経年変化を図１に示した。これによると、

２．調査方法

漁獲量は平成 18 年をピークに年々減少傾向にあ
るが、銘柄別では大ソイの割合が比較的高くなっ

調査は、次の方法で実施した。
①

中間育成放流

てきている。
次に図 2、図 3 に 2 ヵ年の月別漁獲量を示した。

水産総合研究センター宮古事業所産の種苗を用

両年とも 12 月、1 月と 5 月、6 月の漁獲量が突

い、海中での小割式網生簀で中間育成し、標識（腹

出していた。銘柄別では 5、6 月の大ソイの割合

鰭抜去）付け後放流する。

が他月よりも高めであった。

②

漁獲量調査
7000

過去 7 年間の年度別漁獲量、月別銘柄別漁獲量
を調べる。
③

放流効果調査
市場調査による標識魚混獲率並びに標識魚の魚

体測定を行う。

漁 5000
獲
量 4000
3000
㎏
2000
1000
0

３．調査結果
①

ていた。これは、従前から漁協独自でのクロソイ、
マダラの種苗生産の継続による経験と技術の積み
重ねが活かされたものと思われる。
なお、標識部位は、21 年度が左腹鰭、22 年度

18

漁獲量の経年変化

700
漁 獲 量 （㎏ ）

としては生残率 92.3 ～ 94.2% と良好な実績となっ

１６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

図１

中間育成・放流実績
中間育成による放流実績を表１に示した。結果

込②
込①
中
大

6000

込②
込①
中
大

600
500
400
300
200
100
0

1

2

図２

3

4

5

6

7

8

9

10

平成 21 年の月別漁獲量

11

12月

成 19 年放流魚が 2、3 歳魚として多く確認された。
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このことから、放流された個体は、概ね 4 歳魚ま

込②
込①
中
大

でに大半が漁獲されることが推測されたほか、8
歳魚として確認された個体もあることから、生き
残った放流魚が親魚として複数年に渡り再生産に
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図３
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寄与する可能性が示された。放流効果の正確な推

月

計のためには、漁業者への資源保護啓発も含め、

平成 22 年の月別漁獲量

資源増大に寄与する効果の把握が今後の課題であ

漁獲量については、この 4 ヵ月間はマダラ底

ると考える。

建網、ヒラメ底建網漁業の盛漁期に当たり、操業

なお参考ま

ｇ
4000

統数増による漁獲圧力が高まったためと考えられ

でに、図 4 に

3500

る。銘柄割合の変動要因については、産卵行動が

平 成 22 年 度

一因として考えられるが、解明はされていない。

市場調査での

③

全長と体重の

市場調査

y = 0.0064x

3.28 03

2

R = 0.9613
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平成 21、22 年度の市場調査における標識魚の

測定結果を示

500

混入率を表 2 に示した。これによると 21 年度が

したが、きれ

0

2.2％、22 年度が 1.9％の結果となった。これを

いな相関が見

月別にみると 21 年度が 0.0％～ 9.1％、22 年が

られた。

0
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図４
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全長と重量の相関

0.5％～ 5.7％と範囲にばらつきがみられた。
また、表 3 に、全長と標識（腹鰭抜去）から

４．終わりに

推計した、市場調査での標識魚の放流年推計結果
を示した。平成 18 年放流魚が 3、4 歳魚として、

銘柄別の耳石による年齢査定を行い、脇野沢村

次いで平成 21 年放流魚が 1 歳魚として、また平

漁協のクロソイ漁獲量に占める放流魚の年級毎の

■ 表２

正確な割合や、放流されたクロソイの移動分散、

月
５
６
７
９
１０
１１
１２
1
計

市場調査結果
２１年度

２２年度

調査回数 調査尾数 標識 魚尾数 混入率(%) 調査回数 調査尾数 標識魚 尾数 混入率(%)
3
139
7
5.0
6
214
1
0.5
2
61
3
4.9
3
105
6
5.7
1
37
2
5. 4
3
40
2
5.0
5
77
7
9.1
2
141
0
0.0
6
104
1
1.0
6
470
2
0.4
7
548
8
1.5
1
29
0
0.0
1
60
2
3.3
22
957
21
2.2
24
1068
20
1.9

■ 表３ 鰭抜去と全長から推計した平成 21、22 年市場調査に
おける標識魚放流年推定結果
（尾）
市場調
標識放流年
合
査年度 H１３ H１４ H１５ H１６ H１７ H１８ H１９ H２０ H２１ 計
H２１
1
1
2
1
1
10
5
0 21
H２２
0
0
0
0
0
7
3
10 20
注：遇数年左、奇数年右腹鰭抜去。H２０は無標識。

標識魚

系群把握等まだまだ課題が多く、今回
の寄稿には掲載できませんでしたが、
今後可能な限りその解明に努め、機会
があれば公表していきたいと考えてい
ます。
最後に、これまで種苗を提供してい
ただいた水産総合研究センター宮古事
業所が、この度の東日本大震災により
壊滅的被害を受けたと聞いており、心
からお見舞い申し上げますとともに、
施設の復旧を切に祈念します。

放 流

〈栽培漁業技術実証試験 （H ２１、 ２２年度）〉
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神奈川県におけるトラフグ放流効果調査について
神奈川県水産技術センター
主任研究員

櫻 井

繁

新たな漁獲物として
１．放流の経緯

■ 表１ トラフグ種苗の放流場所、放流尾数及び標識
の種類

本県沿岸で漁獲されるフグ類は、ショウサイフ

平成18年

放流年

グやヒガンフグが主体で、トラフグはほとんど水
揚げされませんでした。しかし、平成 15 年に突
如、相模湾に面した長井町漁業協同組合において、

平成19年

平成20年

1 トン程度とまとまった水揚げがみられ、新たな
漁獲物として漁業者の期待が高まりました。そこ

平成21年

で、翌年から漁業協同組合の自主的な放流が始め

平成22年

放流場所
相模湾
東京湾
相模湾
相模湾
東京湾
東京湾
相模湾
東京湾
相模湾
相模湾
東京湾
相模湾
東京湾

サイズ(mm)
77.6
88.0
42.6
88.7
41.6
88.3
89.9
87.2
46.6
81.5
84.9
76.4
76.0

尾 数
10,000
5,000
44,000
12,000
52,000
12,000
11,000
10,000
45,000
12,000
12,000
13,000
12,000

標 識
アンカータグ青
アンカータグ赤
ALC
アンカータグ緑
ALC（20千尾）
アンカータグ黄
アンカータグ青8
アンカータグ赤8
無標識
アンカータグ緑9
アンカータグ黄9
アンカータグ青10
アンカータグ赤10

られました。その後、平成 18 ～ 19 年には（財）
神奈川県栽培漁業協会が（社）全国豊かな海づく
り推進協会の栽培漁業技術実証試験により、標識
を付けた種苗の放流を実施しました。また、平成
18 ～ 22 年は、
神奈川県水産技術センターも加わっ
て標識種苗の放流が行われ、本県におけるトラフ
グの移動・分散・成長を追跡調査する事業が始ま
りました。
平成 18 年度から始まった栽培漁業技術実証事
業による種苗放流は、( 独 ) 水産総合研究センター
南伊豆栽培漁業センターより 15 千尾の提供を受
け、相模湾海域に 10 千尾、東京湾海域に 5 千尾

写真１

東京湾に放流した標識付き種苗

を放流しました。前者には青色のアンカータグ、
後者には赤色のアンカータグを装着（写真 1）し、
放流海域別による移動等を判別できるようにしま
した。平成 19 年も両海域で放流を実施し、前年
の放流群と区別するために、相模湾放流群には緑

20

２．標識放流調査によって分かって来た
こと

色のアンカータグ、東京湾放流群には黄色のアン

標識放流魚の再捕報告は漁業者のみならず、魚

カータグを装着し、平成 20 年以降はタグに西暦

市場職員や釣り人などから多数寄せられました。

の末尾番号を入れて放流しました（表１）。そして、

放流直後の 7 ～ 8 月は主に陸からの投げ釣りの釣

当水産技術センターのホームページやポスターを

り人からの報告が多く、秋の深まりとともに小型

掲示して、漁業者や釣り人からの再捕報告を収集

底引き網漁業者や刺網漁業者、釣り船からの報告

すると同時に、職員による市場調査を実施して、

が多くなってきました。東京湾に放流した種苗の

標識放流魚の発見に努めました。

うち、再捕されたものの 84％が東京湾内で再捕

3,500

葉県外房、茨城県大洗まで回遊していました。千

3,000

葉県や茨城県で再捕された個体は、1 ～ 3 歳と成

2,500

長した個体でした。また、相模湾に放流した種苗
は、92％が相模湾内で再捕され（0 ～ 3 歳）、一
部は東京湾や千葉県内房で再捕されました。この
ことから、本県の海域で放流したトラフグのほと
んどは放流した海域に滞留していますが、1 歳魚
以上になると、一部は千葉県や茨城県に回遊して

体重（ｇ）

されましたが（0 ～ 2 歳）
、一部は、相模湾や千

平成18年放流群
平成19年放流群
平成20年放流群
平成21年放流群
平成22年放流群

2,000
1,500
1,000
500
0
0

200

400
600
800
放流経過日数（日）

いることがわかりました（表 2）。
再捕報告から放流後の成長をみますと、6 ～ 7

図２

1000

1200

放流後の成長（体重）

月に全長 7 ～ 8cm で放流した種苗は、半年で全
長約 20cm、体重 250 ｇ程度に成長し（写真 2）、
1 年半で 35cm、0.8 ～ 1.1kg 程度になります（図 1、
2）
。1kg 以上になったトラフグは魚価も高くなり
ますので、有望な漁獲対象種として期待できます。

■ 表２ 放流海域別の再捕海域及び再捕年齢
（平成23年3月末日現在）
放流海域 再捕年齢
0
1
2
3
4

東京湾

小

計
0
1
2
3

相模湾
小
合

計
計

再 捕 海 域
東京湾 相模湾 内房 外房 大洗
112
2
1
132
11
5
5
19
2
1
3
3
1
249
36
1
10
1
6
59
5
98
2
2
19
5
13
181
2
0
0
262
217
3
10
1

合 計
115
148
27
6
1
297
65
105
21
5
196
493

写真２

成長し再捕された標識放流魚

３．トラフグ資源の増大に向けて
トラフグは本県ではなじみが薄い魚です。初め
の頃は延縄にワイヤーを使用しなかったためハリ

500

スを切られたり、市場調査で鋭い歯で手を傷つけ
られたりなど扱いに慣れるまで色々と苦労を重ね

全長（ｍｍ）

400

てきました。その後、トラフグの種苗放流や放流

300

効果調査を重ねるに伴って漁獲量も増加してきた
こと、漁業者から強い要望があることから、当セ

200
平成18年放流群
平成19年放流群
平成20年放流群
平成21年放流群
平成22年放流群

100

ンターでは放流効果調査に加え、本年度から種苗
生産試験を行っております。こうした試験、調査

0
0

200

図１

400
600
800
放流後経過日数（日）

放流後の成長（全長）

1000

1200

を通じて本県のトラフグ資源の増大を図り、将来
は重要魚種の一つとして育てていきたいと考えて
います。
〈栽培漁業技術実証試験 （H １８～２２年度）〉
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4
アカアマダイの中間育成・標識放流の取組
石川県水産総合センター 企画普及部
技師

相 木 寛 史

手塩にかけた大切な稚魚がもたらした意識改革
が、近年は 4,000 万～ 6,000 万円まで下落してい

１．はじめに
今回の取組の舞台となる輪島市は、能登半島北
部に位置し、輪島塗や朝市などで知られる地域で
す。石川県漁業協同組合輪島支所は小型底びき網、
中型まき網、刺網、定置網、延縄、カゴ漁、採貝
藻など多種多様な漁業が営まれ、石川県一の水揚
げを誇ります。
取組の実施主体である同支所こぎ刺実行組合
は、平成元年に発足したグループで、こぎ刺し網
漁業を営む 33 名が所属しています。主な漁獲対
象は、アカアマダイの他にキダイやヤナギムシガ
レイなどがありますが、白身のやわらかい肉質で
上品な甘さのある高級魚として知られるアカアマ
ダイが、漁獲金額の 75% を占めており、メンバー
にとって非常に重要な魚種となっています。また、
グループのアカアマダイ漁獲量は石川県内の全漁
獲量の約半分を占めています。

こぎ刺し実行組合のメンバー

２．取組に至る経緯
近年、アカアマダイは全国的に漁獲量が減少し
ており、輪島地区においても昭和 60 年代には年
間 100 トン近くあった漁獲量が、平成 13 年には
26 トンまで落ち込み、その後は 40 トン前後と低
迷しています。単価の下落とも相俟って、漁獲金
額は平成 8 年までは年間 1 億円を超えていたもの

22

ます。
このままではこれからの漁業経営に不安を抱え
る状況であったため、メンバーが議論を重ねた結
果、アカアマダイの種苗放流による資源の維持・
増大の試みを行うこととなりました。そこで、平
成 20 年から 22 年にかけて、（独）水産総合研究
センター宮津栽培漁業センターからアカアマダイ
種苗の提供を受け、中間育成と標識放流に取り組
みました。

３．取組内容
①

中間育成

１年目の取組開始当初の計画では、宮津栽培漁
業センターから種苗の提供を受け、輸送試験だけ
行ってすぐに放流する予定でしたが、メンバーの
中から「単に直接放流したのでは、捕食者の餌に
なってしまい、資源増大に繋がらない。中間育成
してから放流すべきだ。」との声が挙がりました。
我々としては漁業者の意思を尊重したいものの、
アカアマダイは飼育の難しい魚で、全国的にも漁
業者がアカアマダイの中間育成に取り組んだ例は
無いことから、3 ヵ月に亘る中間育成中に全滅の
リスクがあることも伝えました。それでも「例え
全滅のリスクを負ってでも中間育成に取り組み、
次年度に向けたデータ収集を行いたい。」という
ことで、漁協の荷捌き所に水槽１台を設置して、
1,000 尾 の 中 間
育成を行うこと
と な り ま し た。
12 月 中 旬 か ら
3 月中旬までの
約 3 ヵ月間に亘
る中間育成中は
メ ン バ ー 33 人
全員がいくつか

中間育成風景

のチームを組み、年末年始も含め毎日交代で餌や

を使って標識

りや水槽掃除を行いました。これまで魚を飼育し

を打つという

たことがない人達でしたが、毎日水温をチェック
し、残餌が目立つ時には給餌量を調節するなど、

初めての経験
ということも

次第に稚魚を育てるノウハウを習得していきまし

あ り、「 そ ん

た。その結果、1 年目は提供を受けた 1,000 尾の

な細かい作業

うち約 900 尾が生残し、90% と非常に高い生残

できん！」
「脳

率で中間育成を行うことができました。

にまで針を刺

1 年目の結果を受けて、より多くの種苗を放流
しようと規模を拡大した 2 年目（18,000 尾収容、

放流風景
してしまいそ
うや・・」など、ほとんどの人が様子見を決め込

103 日間飼育）でしたが、水槽数が 5 台に増えた

んでいましたが、数人の積極的な人が標識を打ち

こともあり、十分に目が行き届かず単純ミスで
稚魚を死なせてしまうことがありました。3 年目
（10,000 尾収容、70 日間飼育）は、前年の反省か
ら世話が行き届くようにと、少し規模を縮小し中
間育成を行いましたが、原因不明の大量死と厳冬
により 7℃まで飼育水温が低下したことによる斃
死が起こり、漁業者レベルでアカアマダイの中間
育成を行うことの難しさも感じることとなりまし
た。しかしながら、種苗生産のプロでも育てるこ
とが難しいとされる魚を、十分とはいえない飼育
設備で、2 年目は約 4,000 尾、3 年目は約 2,000
尾育てることができました。
② 標識放流

始め、上手にできるのを確認すると、徐々に作業
人数が増えていきました。標識作業を終える頃に
は、「これなら、来年もできる。」といった力強い
声も聞かれるようになりました。
標識後、約 1 週間の飼育を経てようやく放流に
漕ぎ着けました。放流場所は生息水深を考慮しな
がらも放流直後に混獲されないよう、底びき網漁
船が操業できない海域を選定し、輪島沖に放流を
行いました。
この経験が活かされ、2 年目以降は標識尾数が
増えたにも関わらず、こちらが驚くような手際の
よさで中間育成した全個体に標識を装着、放流を
行うことができました。

1 年目は中間育成終了後、そのまま放流する予
定でした。しかし、3 ヵ月間手塩にかけた種苗に
は当然愛着が湧きます。メンバーからは「せっか
く育てた稚魚をただ放流するのはもったいない」
という意見が出され、効果的な放流方法や放流場
所を調べるために標識放流を行うことになりまし
た。標識方法については宮津栽培漁業センターに
相談し、イラストマータグという無害の蛍光塗料
入りのシリコンを注射器で稚魚の頭部に注入する
方法に決定しました。標識作業当日には宮津栽培
漁業センターの町田主任研究員に現地まで来て頂
き、手法を教わりながらメンバー全員で標識作業
を行いました。最初は、5cm 前後の種苗に注射器

イラストマータグ装着作業

４．おわりに
今回の取組にあたり、当初は直接放流する予定
だったものが、メンバーの意気込みで中間育成、
さらには標識放流まで行うことができたことは、
メンバーにとって大きな自信となりました。また
現在、単価向上のために鮮度保持の取組も行って
いるのですが、今回の魚を飼育するという経験か
ら、魚を扱うことに対してもメンバーの意識改革
が図られ、それが鮮度保持の上で重要となる漁獲
時の魚の丁寧な取り扱いにも活かされることとな
り、思わぬ波及効果となっています。
残念ながら現在までに標識魚は漁獲されていま
せんが、再捕に備えて、漁獲時は漁業者が１尾ず
つ標識確認を行い、水揚げ時も漁協職員が専用の
LED ライトで標識部位である頭部を照らして標
識確認を行うという二重チェック体制をとってお
り、今年は放流数の多い 2 年目の個体が漁獲可能
サイズに成長していると推定されることから、今
後の漁獲を漁業者の皆さんと共に首を長くして
待っているところです。
〈漁協等実践活動助成事業 （H ２１、 ２２年度）〉
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ハマグリ稚貝放流による未利用漁場の有効活用の検討
小鈴谷漁業協同組合青年部
部長

岩 田 圭 史

未利用漁場の有効活用を目指して
１．漁業の概要
私たちが所属する小鈴谷漁業協同組合は、愛知

12m
試験区

県の知多半島西部の常滑市南部に位置していま
す。組合員は伊勢湾でも有数の小鈴谷干潟を主な
漁場としてあさり漁業やのり養殖業等を中心とし

未利用漁場

た沿岸漁業を営んできました。現在の組合員数は

12m

約 100 名で、平成 21 年度の漁獲・生産量はアサ

対照区

リが 181 トン、黒のりが 2,080 万枚となっていま
す。しかし、近年はアサリの資源量が激減し、平

小鈴谷漁協

成 15 年からの５年間は採貝漁業を休漁せざるを
得ず、その間、アサリ種苗の放流や食害生物の駆

図1

除、漁場耕耘等を行い、平成 20 年からようやく
再開できるようになりました。

２．試験の動機と目的

試験実施場所

３．試験方法
試験には伊勢湾奥部で採補された三重県産ハマ
グリ稚貝（平均殻長約 34㎜、平均湿重量 11.5 ｇ）

近年、アサリ資源か減少する中、私たちは平成

約 17,000 個を使用しました。

19 年に新たな貝類資源の開発を目的にハマグリ

試験は小鈴谷漁港の北部の未利用漁場域で行

稚貝を地先干潟岸側漁場に放流し、増殖すること

い、風波による底質攪乱防止のため、海苔養殖用

に成功し、新たな地先漁業資源の一つとしての可

支柱及びネットにより作製した円形の囲い網（直

能性を見出しました。一方、沖側漁場は風波、特

径 12m、面積 113㎡）を 5 月 10 日に設置した試

に秋期から冬期のそれによる底質攪乱で稚貝の逸

験区、また、囲い網を設置しない区を対照区とし、

散・へい死が発生し、現在では二枚貝資源の乏し

5 月 13 日にそれぞれにハマグリ稚貝約 8,700 個

い未利用漁場となっています。
そこで、私たちは平成 22 年にその沖側の未利
用漁場の有効活用を図ることを目的に、当該域に
囲い網を設置し、その中にハマグリの幼貝を放流
し、その増殖試験を試みました。

（77 個 /㎡）を放流しました。なお、試験区の囲
い網についてはのり養殖との兼ね合いから 9 月 8
日に撤去せざるを得ませんでした。
調査は放流後、月 1 回程度の頻度で坪刈りによ
り個体数、殻長、湿重量を調査し、未利用漁場に
おけるハマグリの増殖の可能性について検討を行
いました。
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20,000

４．試験結果

畜養区

周辺区

しました。個体数については試験区及
び対象区ともにその減少が確認されま
した（図 2）
。試験区では囲い網を撤
去した 9 月 8 日時点で推定 5,900 個（歩

個 体 数 (個)

16,000

調査は平成 23 年 1 月 21 日まで実施

12,000
8,000
4,000

留まり約 68％）、最終調査日の 1 月 21
日で推定 3,200 個（歩留まり約 38％）
月 14 日に推定 1,100 個（歩留まり約

図2

1/
21

12
/6

11
/5

9/
8

8/
9

7/
12

5/
13

と な り ま し た。 一 方、 対 照 区 で は 6

6/
14

0

ハマグリの推定個体数の推移

13％）となり、7 月 12 日以降の調査
では全くハマグリ稚貝が確認できませ
35

い網がないために風波の影響による稚
貝の散逸が発生したこと、さらには干

35

10

時 点 で、 平 均 殻 長 49.3 ± 6.1mm、 平

30

図3

1/
21

成長を示し、最終調査日の 1 月 21 日

5
12
/6

稚貝は夏から秋にかけて比較的高い

11
/5

試験区のみの結果を示しました（図 3）。

9/
8

認できなくなりましたので、ここでは

8/
9

てです。対象区は 8 月以降、個体が確

40
15

7/
12

次にハマグリ稚貝の成長結果につい

45
20

6/
14

が挙げられます。

50
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5/
13

干狩り客による採捕が行われた可能性

55

殻長

30
湿 重 量 (g)

潮時には自由に出入りができるため潮

湿重量

殻 長 (mm)

んでした。これは、試験区に比べて囲

ハマグリ稚貝の成長（試験区）

均湿重量 30.0 ± 9.0g でした。試験期
間中の約 8 ヵ月間で殻長 1.4 倍、湿重量で 2.6 倍

図れるような施設を考案する必要性があること

の成長をしました。

が、今後の課題として残りました。しかしながら、
今回の試験で未利用漁場へのハマグリの放流は有

５．まとめ

効であることが判明しましたので、平成 19 年に
行った試験結果と合わせて小鈴谷干潟全体でのハ

今回実施した未利用漁場での試験ではハマグリ

マグリ増殖に明るい方向性が示されたと考えてい

稚貝は囲い網を設置することにより 6 割程度の歩

ます。今後は私たち青年部から漁協にも働きかけ

留まりを得ることができ、新たな漁場利用の可能

を行い、ハマグリ放流を継続して行い、ハマグリ

性が示唆されました。また、のり養殖業との兼ね

が獲れる豊かな漁場を目指していきたいと思いま

合いで 9 月に囲い網を撤去せざるを得ませんでし

す。

たが、設置期間を延ばすことで、より高い歩留ま
りが期待できると考えています。一方、囲い網の

〈漁協等実践活動助成事業 （H ２２年度）〉

設置は大がかりで大変な労力を必要としますし、
先ほど述べましたようにのり養殖業の制限を受け
ることから、現状の囲い網より省力化・簡便化が
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鳥取県漁業協同組合酒津支所が行った
港内でのアワビ養殖試験の取り組みについて
（財）鳥取県栽培漁業協会
生産科長

金 澤 忠 佳

平成 17、18 年度の他県の実践活動を参考として
１．はじめに
鳥取県漁業協同組合酒津支所（以下酒津支所と
いう）では、
（社）全国海づくり推進協会の『漁
協等実践活動支援事業』（以下本事業という）の
支援を受け、平成 20 年度から 22 年度の 3 年間、
港内でのアワビ養殖試験を行いました。
（財）鳥取県栽培魚漁協会は、本養殖試験への
助言等をする指導機関として本事業に関わり、あ
る時には協働で事業を進めました。
酒津支所がある酒津漁港は、鳥取市気高町の東

酒津漁港の全景

端に位置する小規模の第１種漁港です。主な漁業

協同組合がアワビ中間育成試験を行ったやり方

は、刺し網漁業を中とし、一本釣り漁業、いか釣

で、波当たりの強い酒津漁港に向いているのでは

り漁業及び採貝漁業によって、ハマチ、タイ、ソ

と、漁業者と協議した結果判断しました。施設の

デイカ、ケンサキイカ、イワガキ、アワビ、サザ

設置作業は経費削減の為、漁業者と当協会職員２

エ等を水揚げしています。

名が参加して行いましたが、全員が水産土木の素

しかし、水産資源の減少、魚価安、漁業経費の

人である上、あれこれ口を出す人が多く、正に「船

高騰、そして就業者の高齢化と減少など、漁業を

頭多くして船、山に登る」でした。資格を持って

取り巻く環境は他地区同様に厳しさを増すばかり

いる漁業者が大型重機を運転し、テトラポットや

です。このような状況の中、安定した収入、雇用

大きな石などの移動した後、海底を均してコンク

対策などの問題点を改善する糸口になればと、ア

リート製側溝を設置しました。予定作業時間を大

ワビ養殖試験に取り組むことになりました。

きく上まわりましたが、無事設営完了し、養殖施
設らしい形が見えてきました。
数日後、アワビ稚貝を施設内に収容し、養殖試

２．いよいよ試験開始

験を開始しました。１年目の目的は、漁港内での
アワビ養殖の可能性の可否を探ることが第一であ
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初年度は、コンクリート製の側溝を利用して飼

り、特に夏の高水温期を無事乗り切ることができ

育施設を作り、試験に臨みました。この方法は、

るのかが漁業者の関心事でした。幸いこの期間大

平成 17・18 年度の当事業で岩手県小子内浜漁協

きなトラブルも無く過すことができ、アワビ養殖

に期待が持てる結果となりました。

３年目には、１年目に収容した養殖アワビの一

しかし、餌やりなどの作業は、水没しているコ

部を試験販売しました。成長したアワビをサイ

ンクリート製側溝の蓋に乗って行うため、足下は

ズ毎に分けているときの漁業者の顔は収穫の喜び

とても滑りやすく、何人かの漁業者が飼育管理中

に溢れていましたが、予想を下回る成長と生残で

に海に転落したようです。そのため、ウェットスー

生き物を飼育することの難しさを実感したようで

ツを着ての作業となり、潜水漁業帰りなど限られ

す。

た漁業者だけの管理となってしまいました。

また、試験中に有害な赤潮が発生した場合の対

２年目からは、誰でも飼育管理が行える様に生

策を色々検討していたのですが、これといった

け簀飼育に切り替え、多くの漁業者が飼育管理を

良案も思いつかないまま時間だけが経過してしま

行うことができました。

い、ただただ「赤潮が来ないように」と神に祈っ

しかし、施設の設置場所が漁港の港口であるた

ていました。

め、波浪時には大きなうねりが入り込み、トリカ

以上のようにアワビ養殖試験に３年間取り組み

ルネトロンネット製の生け簀が漂流物などで擦れ

ましたが、事業化するには多くの問題が残されま

て破損し、すき間からアワビが逃避してしまいま

した。しかし、生き物を育て作る楽しみを漁業者

した。

自らが実感することができたと思います。
これまでは、水産動植物を獲ることの意識が強
かった漁業者が、養殖アワビの餌用のワカメを港
内で養殖したり、天然アワビの餌を増やすため漁
場にアラメ藻場を造成する活動に積極的に取り組
むなど、本事業に取り組んだことで、つくり育て
る意識が高まったことが実感されました。また、
栽培漁業に対する理解も深まったものと確信して
います。

３．おわりに
施設設置状況

酒津支所のアワビ養殖試験に３年間関わりを持
つことになり、漁業者と協働で事業に取り組んで
きました。種苗生産の現場ではなかなか思いつか
ないような発想を漁業者の方々が実践しており、
私の方が指導されているのではと思うことが多々
ありました。このことは、種苗生産現場でもまだ
まだ創意工夫や改善ができることを示しており、
様々な生物の生産方法を改めて見直すきっかけに
なったと思います。
これからも、多くの漁業者の方と汗をかきなが
ら栽培漁業を実践し、その効果を体験して頂ける
ように努力していきたいと考えています。

アワビの収穫（選別作業）

〈漁協等実践活動助成事業 （H ２０～２２年度）〉
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キジハタの中間育成試験及び山口県周南市大津島に
おける放流適地調査について
（財）下松市水産振興基金協会
下松市栽培漁業センター
所長代理

福 井

誠

かつてのようにアコウ（キジハタ）を増やすために
用して、当センターにおいて効率的な中間育成及

はじめに

び放流効果の実証試験に取り組んできました。
本報告では、当センターが取り組んだ中間育成

キジハタは、青森県以南〜中国、台湾にかけ

試験の状況と、周南市が県・漁協と協力して実施

ての潮通しの良い岩礁帯に生息し最大 50㎝前後、

した、放流適地調査の取り組み状況について紹介

約 2.5㎏に成長し、市場では 1 キロ当たり 5,000

します。

円前後で取引される高級魚です。

中間育成試験について

下松市栽培漁業センターのある山口県の周南・
下松地域では、通称「アコウ」
、
「アコウメバル」
と呼ばれ、建網、釣り、定置網などで漁獲されて

中間育成試験の実施にあたり、１）疾病対策お

います。しかしながら、漁業者の「かつてはアコ

よび、２）水槽形状の違いによる飼育効率の比較、

ウもよく獲れていたが近年ではほとんど見なく

を課題として取り組みました。
なお、平成 19 〜 22 年度の中間育成試験の結

なった」という話のとおり、公的な統計資料には
ほとんど漁獲量が掲載されないほど、稀少になっ

果は、表 1 のとおりです。

ているのが現状です。

１）疾病対策

このような状況から、漁業者から「かつてのよ
うにアコウを増やして欲しい。
」という要望が強
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①

飼育水の紫外線殺菌による VNN 対策
キジハタ種苗生産および中間育成においては、

く出され、平成 19 〜 22 年度にかけての 4 年間、

発症すれば甚大な被害をもたらすウイルス性神

周南市と協力し、
「栽培漁業技術実証試験」を活

経壊死症（VNN）の発生を防ぐことが重要です。

写真１ 試験に使用した水槽①
（25kl、８角形）

写真２ 試験に使用した水槽②
（25kl、巡流型）

■ 表１

キジハタの中間育成試験結果（平成 19 〜 22 年度）

年

開

度

収容月日

始

時

終

収容尾数

平均全長

(尾)

(mm)

取揚月日

了

時

取揚（放流）

生残率

取揚(放流)

尾数(尾)

（％）

全長(mm)

水槽No.

19

10 月 3 日

5,000

81.3

10 月 17 日

4,988

99.8

85.0

水槽①

20

9 月 10 日

8,562

56.2

10 月 4 日

8,462

98.8

77.7

水槽①

21

10 月 1 日

5,163

59.0

10 月 21 日

5,000

96.8

64.0

水槽①

22

9月8日

5,282

52.5

10 月 29 日

4,700

89.0

77.0

水槽②

そのため、当センターでは、取水からのウイルス

れる水質悪化をおこし白点虫の発生が見られまし

侵入による感染を防ぐため、ウイルス不活効果の

た。この反省をもって、今後当該場所にエアース

認められている 10 万μw 秒 /c㎡の照射量を確保

トーンを配置する等工夫し改善していきたいと思

した紫外線処理海水を使用した飼育を試みまし

います。

た。

取り揚げに関する作業効率は、水槽①は水位を

4 年間の飼育試験を通じて VNN の発症は確認

下げた後、全面に散らばった稚魚を全て取り揚げ

されなかったことから、一定の効果があったもの

るのに約 1 時間を要しましたが、水槽②の場合、

と考えられました。今後も、当該飼育手法の有効

水位を下げた後、1 ヵ所に仕切り板を入れ、そこ

性を検討し、更なる育成技術の開発を行っていき

に全ての稚魚を追い込んで取り揚げることで作業

たいと思います。

は約 30 分で完了しました。

②

残餌軽減による疾病対策 ( 白点虫症等 )

死亡魚の早期発見に関しては、水槽①のほうが

残餌による水質悪化を防ぐ観点から、残餌軽減

底面を一望できるため水槽②に比べ容易でした。

のための適切な配合餌料の形状や性質の検討を行

以上のように、水槽形状の違いにより、それぞ

いました。
収容当初は、警戒心からか、餌への反応が鈍く、
だらだらと長時間に渡って摂餌が続く傾向が見ら

れメリット・デメリットがありますが、今後も改
善しながら、適した水槽形状について検討してい
きたいと思います。

れました。そのため、投与した餌が時間の経過と
ともに吸水して膨らみ、それらが稚魚の口径に合
わずに残餌になったり、沈降性の餌では水面の滞

山口県周南市大津島における放流適地
調査について

留時間が短いために残餌になりやすいことがわか
り、残餌軽減のためには、浮上性で、粒径の小さ
な餌を選択するのがよいことがわかりました。

中間育成試験に使用した種苗は、放流適地を調
べるために標識（腹鰭カット）をつけて、平成
19 年以降、周南市大津島周辺に放流を行ってき

２）水槽形状の違いによる飼育効率の比較
平成 19 ～ 21 年度は水槽①（25kl、８角形）を、
平成 22 年度は水槽②（25kl、巡流型）を使用し、
水槽形状の違いによる検討を行いました。

ました。放流にあたっては、山口水研の指導に基
づき、周南市および大津島漁業集落協定グループ
の方々と協力して実施しました。
山口水硏の調査によれば、港内や敷石などの構

底掃除の頻度に関しては、水槽①では、残餌・

造物が多く水深の浅い場所への放流が効果が高い

糞等が全面に散らばり、毎日行う必要がありまし

とのことから、表２のとおり放流場所を選定しま

たが、水槽②は全体的に水流がまわるため残餌等

した。

が排泄されやすく３日に 1 回程度ですみました。

平成 19、20 年度の M 漁港は、同じ場所に放流

ただし水槽②では、局所的に水流の淀みが発生し

しましたが、山口水研から、過去に放流したキジ

残餌等の堆積物が見られ、そのことが原因と思わ

ハタによる食害の可能性があるとの指摘を受け、
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■ 表２

放流適地調査実施場所（平成 19 〜 22 年度）

放流場所

放流場所

水

の環境

深

各放流年度（腹鰭カットの向き）における放流尾数

19(右)

20(左)

21(右)

22(左)

M 漁港

敷

石

４~５ｍ

3,325

8,462

4,000

2,900

K 地先

転石帯

５~７ｍ

1,663

―

―

―

A 地先

敷

石

２~３ｍ

―

―

1,000

1,500

A 地先

転石帯

３~４ｍ

―

―

―

300

写真４
写真３

再捕されたキジハタ（右腹鰭カット標識あり）

再捕協力ポスター

平成 21 年度からは、年ごとに漁港内でも異なる

した事例もあり、潜在的な再捕もかなりあるもの

場所へ放流しました。

と推察されます。今後は、更なる検出率の向上に

放流後は、山口県漁業協同組合周南統括支店の

努めつつ、調査を継続していきたいと思います。

協力を得て、組合員へ再捕報告の依頼を行うとと
もに、同支店の市場に出荷されたキジハタの標識

おわりに

の確認を行いました。
その結果、放流場所周辺で操業した建網、釣り

このような取り組みから５年目を迎え、キジハ

漁業者からこれまでに 15 尾（H19 年放流魚：14 尾、

タの放流魚が再捕される事例が増えてきました。

H20 年放流魚：1 尾）の再捕が確認されました。

漁業者からも「放流のお陰でキジハタが増えてき

これらを再捕場所別に見ると、M 漁港周辺で

た」との声が聞こえてくるようになり、放流の要

９尾、K 地先で６尾でした。

望も年々大きくなっています。今後とも、かつて

放流後の定着性が強い（あまり移動しない）と

のようにキジハタがたくさん獲れるよう、関係機

いうキジハタ本来の習性を考慮すれば、放流場所

関と協力して、種苗生産・中間育成・放流技術の

で再捕された今回の事例は当該場所が本種の生息

確立に向けて努力していきたいと思います。

環境として適していたと考えられます。
しかしながら、
「偶然お腹を見たら、腹鰭のお
かしいキジハタがいた」との漁業者の話から発覚
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〈栽培漁業技術実証試験 （H１９～２２年度）〉

chapter

8

シカクナマコの資源動態調査（八重山漁協）
沖縄県水産業改良普及センター
部長

鹿 熊 信一郎

効果的な資源管理体制の確立を目指して
１．はじめに
ナマコは、浅海域の海底でほとんど動かず採集

３．結果
１）分布

が容易なため、漁業を持続的に行うには資源を適

離島部ではシカクナマコは少なかった。石垣島

切に管理していく必要がある。アジア太平洋の島

では分布に大きな偏りがあり、多い海域では 1 個

嶼国では、中国の乾燥ナマコの需要拡大に伴い漁

体／㎡以上生息していたが、少ない海域では 15

獲量が増大し、適切な資源管理のできなかった地

分間泳いで観察しても 1 個体も発見できなかっ

域では資源の減少が大きな問題になっている。調

た。分布様式は、水深、底質、海底地形などが大

査対象種のシカクナマコは、乾燥後の形態・色が

きく関与していると考えられるが、水質調査の結

中国で最も高価なマナマコと似ているため、代替

果、高密度分布域は湧水の影響を受けている可能

品としての需要がある。

性が高いことがわかった。

シカクナマコはサンゴ礁の浅海域に生息するた

２）成長

め、資源管理は特に重要であるが、日本のシカク

石垣島北部におけるシカクナマコの体長の推移

ナマコに関しては、生態や資源動態に関する知見

を図 1 に示した。シカクナマコは自切する特異

がほとんどない。このため、加工・出荷試験と併

な生態をもち（写真 1）、この海域では秋～冬に

どでシカクナマコの分布状況を調べた。また、石
垣島の高密度分布域 4 海域において、密度と体長
を調べた。
２）資源量調査
一定範囲のシカクナマコを採集し、その後の資
源の回復状況を調べるとともに、石垣島の高密度
分布域 2 海域において、測線上のナマコを計数し、
全数を推計した。
３）加工試験
資源量調査で採集したシカクナマコを乾燥加工
した。

数

数

2010年 平均13.8cm

数

平均16.2cm

平均20.1cm

数

石垣島や離島の 25 海域において、遊泳観察な

平均12.2cm

平均16.6cm

数

１）分布・体長調査

2011年

平均12.0cm

数

２．調査項目及び方法

20
2月27日
10
0
20
12月24日
10
0
20
11月21日
10
0
20
9月8日
10
0
20
7月12日
10
0
20
3月5日
10
0
20
11月24日
10
0
20
9月5日
10
0
サイズ（cm）
1 3 5 7 9 11 13 15

2009年 平均11.8cm

数

山漁協青年部とともに実施した。

平均22.7cm

数

行して、生態調査、資源量・資源動態調査を八重

図１

17 19 21 23 25 27 29 31

シカクナマコ体長推移
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多く自切した。このため、平均体長は秋に急に小
さくなり、その後水温の上昇とともに成長するパ
ターンを示した。個体の自切のメカニズムには不
明な点が多いが、集団としては、ほぼ 1 年の周期
で無性生殖（自切）による効率的な増殖戦略をとっ
ていることが示唆された。有性生殖による新規加
入個体も、小型個体の半数程度認められた。
３）資源量
漁獲による資源の減とその後の回復について
は、この調査ではよくわからなかった。高密度海
域において、携帯 GPS を持った漁業者が歩きな

写真１

シカクナマコ自切個体（中）

がらシカクナマコを計数する調査の結果、A 海域：
13 万㎡・約 11 万個体、B 海域 18 万㎡・約 22 万
個体の資源量と推計された。A 海域の GPS 軌跡
を写真 2 に示す。
４）加工試験
採集した体長 15cm 以上のシカクナマコを用い
て加工試験を実施した。内蔵を除去してボイルし、
その後 2 週間天日乾燥した（写真 3）。

４．課題

写真２

資源量調査の GPS 軌跡

１）体長の測定
ナマコは体重も体長も測定が難しい。体重は海
水をはき出した直後に測定した。体長は、間縄（メ
ジャーの付いた縄）を切り、曲がったナマコに沿
わせて測定した。
２）資源管理体制の確立
2 年間の調査で、十分とは言えないものの、八
重山におけるシカクナマコの生態に関する知見が
蓄積された。
「高密度生息域において、体長 15cm
以上のシカクナマコを、生息数の約半数漁獲する。
季節は自切が頻繁になる冬場を避ける」といった

写真３

ボイル直後（左）乾燥 1 日後（右）

資源管理策の案も検討することができるように
なった。
しかし、八重山漁協が管轄する共同漁業権漁場

香港の乾物問屋に試験加工したサンプルを見

においては、ナマコ漁業は第一種共同漁業権に含

てもらった。結果は、「品質が低く良い価格には

まれていない。この状態では効果的な資源管理体

ならない」というものだった。理由は、乾燥が足

制を確立することは難しい。このため、西海区水

りないこと、形が悪いこと、肉厚が薄いこと等で

産研究所石垣支所主催の「亜熱帯ナマコの持続的

ある。サンプルの提供と話し合いにより、香港へ

な利用加工研究会」において、シカクナマコの生

のシカクナマコ乾燥品の販路を開くことができた

態について議論するとともに、ナマコ漁業の漁業

が、まだ高品質の加工製品を作る技術は確立でき

権や委員会指示の可能性について検討した。今後

ていない。このため、今後も技術改良を継続する

も引き続き、漁業権や委員会指示の設定に向け努

必要がある。

力していく必要がある。
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３）加工技術の改良

〈漁協等実践活動助成事業 （H ２１、 ２２年度）〉

〈 ニュース〉

両陛下が、神奈川県水産技術センターを御訪問
アマモ場再生の取り組みを御視察
神奈川県水産技術センター
所長

全国豊かな海づくり大会でお手渡し
神奈川県の葉山御用邸で御静養中の天皇皇后両

健

活動報告は、NPO 法人海辺つくり研究会

木

村尚理事、国土交通省国土技術政策総合研究所
古川恵太室長、金沢八景－東京湾アマモ場再生会

陛下は、平成 23 年６月６日、三浦市城ヶ島にあ

議

る神奈川県水産技術センターを訪問され、東京湾

研究員が行いました。

にアマモ場を再生する取り組みを御視察されまし

米 山

塩田肇代表、及び当センターの工藤孝浩主任
両陛下は、野島海岸のアマモ場が広がってきた

様子を航空写真で御覧になり、感慨深げで、神奈

た。
両陛下は、平成 17 年 11 月に横浜市で開催さ
れた第 25 回全国豊かな海づくり大会でアマモの

川のほか、各地の海づくり大会の思い出にもお話
が及びました。

苗をお手渡しになり、その苗が同市金沢区の海の

さらに、天皇陛下からは、「次世代に引き継ぐ

公園に植えられたことから、その後の生育状況な

ため、息の長い取り組みが大切ですね。」とのお

どについて御興味をもたれ、今回の御視察につな

話があり、皇后陛下からは、「東北地方のアマモ

がりました。

場が被害を受けたことも考えられるので、将来、

当日の施設見学において、神奈川県ではマダイ
やアワビ、ヒラメ、サザエなどの栽培漁業に効果

アマモ場再生の要請があれば、研究成果を役立て
てほしい。」とのお話がありました。

が出ていることや、トラフグの種苗生産に取り組

東京湾の漁場環境は、昭和 40 年代よりは改善

み始めたことに対し、両陛下から励ましのお言葉

されていますが、毎年貧酸素水塊が発生するな

をいただきました。

ど、良好な状態とは言えません。両陛下のお言葉

また、陸上水槽におけるアマモの種子づくりや、

を励みとし、アマモ場の再生をはじめとして、海

アマモ場に生息するハゼなどの魚介類をご覧に

の環境改善につながる取り組みをさらに進め、豊

なったあと、アマモ場再生に取り組んでいる方々

かな水産資源の回復に努めて行きたいと考えてい

との御懇談が行われました。

ます。

水槽に活け込まれたアマモを御覧に
なる天皇、皇后両陛下
天皇、皇后両陛下をお出迎えする米山所長と鵜飼水産課長
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〈新企画〉 海 域 栽培漁業推進協議会コーナー

「海域栽培漁業推進協議会」と
「種苗放流による資源造成支援事業」の関わり
平成 22 年度、全国の沿海都道府県を 6 つの海

係事業を実施することに大きな特徴があります。

域に分けて、県をまたがる広域の栽培漁業を推進

一方、水産庁は、第 6 次栽培漁業基本方針に則っ

するため、関係道府県の関係機関の参加のもとに

て作られた「種苗放流による資源造成支援事業（補

太平北・太平洋南・日本海北部・日本海中西部・

助事業）」を平成 23 年度より新たに開始されまし

瀬戸内海・九州の海域栽培漁業推進協議会（「海

た。この新しい事業にそれぞれの海域協議会が応

域協議会」という）が設立されました。この県域

募したところ採択され、それぞれの海域の環境・

を越えた広域の海域協議会は、関係道府県の栽培

漁業・対象魚種等の特性を活かして関係道府県が

漁業を統括・主導する行政・研究機関、中間育成・

連携して実施する栽培漁業を推進することになり

放流、漁業管理を行う漁業関係団体、種苗生産等

ました（図１、表１）。

を担っている栽培漁業関係法人、及び栽培漁業の

海づくり協会は、各海域協議会の構成員として

全国団体である（社）全国豊かな海づくり推進協

の任務を果たすとともに、各海域協議会の総会に

会（
「海づくり協会」という）が構成員となって

より選出された事務局団体としての任務を担い、

おり、栽培漁業関係に関わる全ての当事者が広域

事業の効率的かつ円滑な運用に努めております。

に連携した栽培漁業の新たな推進体制の下で、関

日本海北部
（ヒラメ）
北海道・青森県・秋田県
山形県・新潟県・富山県

太平洋北
日本海中西部

（マツカワ・ヒラメ）

（ヒラメ）

北海道・青森県・岩手県

石川県・福井県・京都府

宮城県・福島県・茨城県

兵庫県・鳥取県・島根県
山口県

九州

太平洋南

（トラフグ）

（トラフグ・ヒラメ）

山口県・福岡県・佐賀県

千葉県・神奈川県・静岡県

長崎県・熊本県・鹿児島県

瀬戸内海
（サワラ・トラフグ）

愛知県・三重県・和歌山県
高知県・大分県・宮崎県

和歌山県・大阪府・兵庫県
岡山県・広島県・山口県
徳島県・香川県・愛媛県
福岡県・大分県

図１
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平成23年度種苗放流による資源造成支援事業の対象海域・対象種・参加県

表１
海域協議会

平成23年度種苗放流による資源造成支援事業における海域協議会別の対象種・参加県
幹事長県

事務局

事業

対象種

参加県

マツカワ

北海道、青森県、岩手県、宮城県、
福島県、茨城県

ヒラメ

北海道、青森県、岩手県、宮城県、
福島県、茨城県

—

北海道、青森県、岩手県、宮城県、
福島県、茨城県

広域種資源造成支援事業
太平洋北

岩手県

海づく
り協会
共同種苗生産・放流体制
構築支援事業
中間育成支援事業

トラフグ
広域種資源造成支援事業
太平洋南

静岡県

海づく
り協会 共同種苗生産・放流体制
構築支援事業
中間育成支援事業
広域種資源造成支援事業

日本海北部

青森県

海づく
り協会 共同種苗生産・放流体制
構築支援事業
中間育成支援事業
広域種資源造成支援事業

日本海中西部

福井県

海づく 共同種苗生産・放流体制
り協会 構築支援事業
中間育成支援事業
広域種資源造成支援事業

瀬戸内海

九州

山口県

長崎県

静岡県、愛知県、三重県

ヒラメ

千葉県、神奈川県、静岡県、高知県、
大分県、宮崎県

—

千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県、
三重県、和歌山県、高知県、大分県、
宮崎県

ヒラメ

青森県、秋田県、山形県、新潟県、
富山県

—

北海道、青森県、秋田県、山形県、
新潟県、富山県

ヒラメ

石川県、福井県、島根県、山口県

—

石川県、福井県、京都府、兵庫県、
鳥取県、島根県、山口県

サワラ

岡山県、広島県、香川県、愛媛県、
大分県

海づく
り協会 共同種苗生産・放流体制
構築支援事業
中間育成支援事業

トラフグ
—

和歌山県、大阪府、兵庫県、岡山県、
広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、福岡県、大分県

広域種資源造成支援事業

トラフグ

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県

—

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、鹿児島県

海づく
り協会 共同種苗生産・放流体制
構築支援事業
中間育成支援事業

山口県、愛媛県、大分県

道府県：県行政・漁業関係団体・栽培漁業関係法人

「種苗放流による資源造成支援事業」とは

という栽培漁業と資源管理を一体化した考え方を

近年、水産資源の大半が減少傾向にあることか

導入されました。また、この考え方の展開にあたっ

ら、中でも都道府県の区域を越えて移動する沿岸

ては、従来から進められてきた放流後成長した魚

の漁業資源の早急な回復が求められています。し

を漁獲する「一代回収型栽培漁業」に加えて、添

かし、広域種は県の行政枠を越えて移動・回遊し

加効率を高めるための適地放流や放流直後の混獲

複数の都道府県の漁業者により漁獲されるが、放

防止、漁獲サイズの自主規制の励行・遵守するこ

流実施者と漁獲する者が必ずしも一致しないこと

とにより、親魚を獲り残して再生産を確保する「資

から、種苗生産・放流経費の負担方法の検討がほ

源造成型栽培漁業」の推進のための実証事業を行

とんど進んでいないのが現状です。

うことを目指しています（表２）。

これらの情勢を受けて、水産庁は、期間を限定
した集中的な種苗放流を実施することにより、資
源を造成することができれば、対象としてきた魚
種の種苗放流を休止して、漁業管理に移行させる
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表２ 平成23年度広域種資源造成支援事業計画の概要
海域協議会

魚種

事業のねらい

北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の行
政・水産試験場、漁連等漁業者団体、栽培漁業関係法人の
参加のもと広域種資源造成検討会を開催する。関係機関が
連携して広域種であるマツカワの資源造成型の栽培漁業を
展開するため、過去に実施した放流場所、放流時期、放流
方法に考慮して、具体的な種苗生産・放流計画、モニタリ
ング方法及び漁業管理方法にいて検討を行う。
・北海道えりも以西～噴火湾海域では約100万尾の放流が
予定されているが、本事業では、8～9月に放流適地におい
て全長80㎜種苗約7万尾を放流する。本種の天然魚はほと
んど存在しないため標識は施さない。
・放流効果を把握するため、北海道～茨城県の主要市場で
漁獲物の買上げ等を行い、漁獲量及び生物特性の情報を収
集する他、他事業で得られた資料も活用してモニタリング
結果を検討する。
・北海道においては、親魚量の維持・増大と資源の有効利
用の観点から、全長35㎝未満魚の再放流の励行に務める。

（資源状況と種苗放流の現状）
資源は高位で横ばい状況であるが、成長乱獲の状態にある。
青森県から茨城県の関係県の19～21年の平均漁獲量は約2,000
トンで、19～21年度の平均放流尾数は約380万尾（全長約50～
110㎜）である。21年の関係県の混入率は6～23％と天然資源
の加入状況により変動しているが、種苗放流は漁獲量の安定
に貢献している。
（目標と達成方法）
当面の目標としては、近年の漁獲量の維持を目指す。そのた
め、これまでの放流尾数を維持し、牡鹿半島を境にした北部
海域では回収率の低下原因を勘案した放流方法の改善（餌料
環境、効率的なサイズ）を行い、南部海域では開放系海域に
おける関係県連携による放流適地の再検討を行う。また、南
北両海域において親魚量の維持・増大と資源の有効利用の観
点から、全長30～35㎝未満の漁獲規制を実施して放流効果の
向上を図り、資源造成型の栽培漁業の推進に努める。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の行
政・水産試験場、漁連等漁業者団体、栽培漁業関係法人の
参加のもと広域種資源造成検討会を開催する。関係機関が
連携して、広域種であるヒラメの資源造成型の栽培漁業を
展開するため、過去に実施した放流場所、放流時期、放流
方法に考慮して、具体的な種苗生産・放流計画、モニタリ
ング方法及び漁業管理方法について検討を行う。
・太平洋北海域では約380万尾の放流が予定されている
が、本事業では、6～9月に放流適地において全長70～100
㎜種苗約23万尾を放流する。標識については人工種苗の無
眼側の黒色色素で判定する。
・放流効果を把握するため太平洋北海域の主要市場で漁獲
物の買上げ等を行い、漁獲量の情報を収集する他、他事業
で得られた資料も活用してモニタリング結果を検討する。
・青森県～茨城県の関係5県では、親魚量の維持・増大と
資源の有効利用の観点から、全長30～35㎝未満の漁獲規制
の励行に務める。

（資源状況と種苗放流の現状）
トラフグ伊勢・三河湾系群の資源は、中位横ばいの水準にあ
る。静岡県、愛知県、三重県の18～20年のトラフグの平均漁
獲量は約210トンである。本系群は加入量変動が大きいが、当
海域の18～20年の平均放流量は約70万尾（全長20～111㎜）
で、近年、放流魚が平均7％程度の添加効率で加入しており、
種苗放流が資源の安定化に貢献している。
（目標と達成方法）
観光業者等の第三次産業への安定的な食材の供給にも考慮し
て、静岡県、愛知県、三重県の当面の目標としては、近年の
トラフグ
漁獲量の維持を目指す。本系群は加入量変動が大きいことか
ら、安定的な資源添加（放流尾数）を維持するため、放流適
サイズを再検討してより効果的な適地で放流を行う。また、
親魚量の維持・増大と資源の有効利用の観点から、小型底曳
網では全長25㎝未満魚の再放流及びはえ縄では700g未満の漁
獲制限を実施することで放流効果の向上を図り、資源造成型
の栽培漁業の推進に努める。

静岡県、愛知県、三重県の行政・水産試験場、漁連等漁
業者団体、栽培漁業関係法人の参加のもと検討会を開催す
る。関係機関が連携して広域種であるトラフグの資源造成
型の栽培漁業を展開するため、過去に実施した放流場所、
放流時期、放流サイズに考慮して、具体的な種苗生産・放
流計画、モニタリング方法及び漁業管理方法にいて検討を
行う。
・静岡県、愛知県、三重県の海域では約70万尾の放流が予
定されているが、本事業では、6～7月に放流直後の生残り
を高めるため干潟域の放流適地において、全長35～60㎜種
苗約28万尾を放流する。一部の種苗については鰭切除標識
を施す。
・放流効果を把握するため、静岡県～三重県の主要市場で
漁獲物の買上げ等を行い、放流魚の把握及び漁獲量の情報
を収集する他、他事業で得られた資料も活用してモニタリ
ング結果を検討する。
・静岡県、愛知県、三重県は、親魚量の維持・増大と資源
の有効利用の観点から、小型底曳網では全長25㎝未満魚の
再放流及びはえ縄では700g未満の漁獲制限の励行に務め
る。

（資源状況と種苗放流の現状）
ヒラメ太平洋中・南部系群の資源水準は中位で横ばいあるい
は増加傾向にあり、千葉県～宮崎県の17～19年の平均漁獲量
は約790トンである。千葉県から宮崎県までの太平洋側での
18～20年の平均放流尾数は約300万尾（全長約50～144㎜）で
ある。19～21年の混入率は千葉県～宮崎県では9～54％と地
域によって異なるが、全体的に高く（一部地域では極めて高
い）、漁獲量の安定に貢献している。
（目標と達成方法）
当面の目標としては、千葉県～宮崎県の関係6県の近年の漁獲
量の維持を目指す。そのため、放流量を維持するとともに、
放流方法の改善（餌料環境、適期放流）を行う。また、親魚
量の維持・増大と資源の有効利用の観点から、全長20～35㎝
の漁獲規制を実施することで放流効果の向上を図り、資源造
成型の栽培漁業の推進に努める。

千葉県、神奈川県、静岡県、高知県、大分県、宮崎県の
関係6県の行政・水産試験場、漁連等漁業者団体、栽培漁
業関係法人の参加のもと広域種資源造成検討会を開催す
る。関係機関が連携して広域種であるヒラメの資源造成型
の栽培漁業を展開するため、過去に実施した放流場所、放
流時期、放流方法に考慮して、具体的な種苗生産・放流計
画、モニタリング方法及び漁業管理方法について検討を行
う。
・太平洋南海域では約300万尾の放流が予定されている
が、本事業では、4～9月に放流適地において全長50～80㎜
種苗約64万尾を放流する。標識については人工種苗の無眼
側の黒色色素で判定する。
・放流効果を把握するため、千葉県～宮崎県の主要市場で
漁獲物の買上げ等を行い、放流魚の把握及び漁獲量の情報
を収集する他、他事業で得られた資料も活用してモニタリ
ング結果を検討する。
・千葉県～宮崎県の関係6県では、親魚量の維持・増大と
資源の有効利用の観点から、全長20～35㎝未満魚採捕の自
粛及び再放流の励行に務める。

太平洋北

ヒラメ

太平洋南

ヒラメ
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平成23年度の事業内容

（資源状況と種苗放流の現状）
マツカワ資源は、希少種的な漁獲（平成7年0.01トン）から21
年は太平洋北海域（北海道～茨城県）の漁獲量150トン 近く
まで増大し、同海域の南部沖合域で産卵していることが推測
されている。資源量の増加には、北海道が18年度から実施し
ている100万尾の種苗放流が貢献している。
（目標と達成方法）
本種の初期生活史及び太平洋北海域の北部地域（北海道）と
マツカワ 南部地域（青森県～茨城県）とで漁獲される本種の関係解明
に努めるとともに、当面の目標としては、近年の漁獲量の維
持を目指す。そのため、北海道は現状の放流尾数を維持し、
放流効果向上のため、より適地での適期・適サイズ放流を実
施する。また、親魚量の維持・増大と資源の有効利用の観点
から、全長35㎝未満魚の再放流を実施して放流効果の向上に
努める。また、南部地域の関係県は漁獲量、生物特性等の情
報収集に努める。

日本海北部

日本海中部

（資源状況と種苗放流の現状）
資源量は中位で増加傾向であるが、成長乱獲の状態にある。
青森県から富山県までの関係県の18～20年の平均漁獲量約890
トンで、19～21年の平均放流尾数は約280万尾（全長30～130
㎜）である。18年度放流群の混入率は、1.9～8.6％で北の海
域で高く、種苗放流は漁獲量の安定に貢献している。
（目標と達成方法）
資源量は増加傾向にあるが近年の加入量が減少傾向にあるこ
とから、当面の目標としては、近年の漁獲量の維持を目指
す。そのため、現在の放流尾数を維持し、放流方法を改善
（適期、適サイズの放流）する。また、親魚量の維持・増大
と資源の有効利用の観点から、全長25～35㎝未満魚の自主規
制を実施して放流効果の向上を図り、資源造成型の栽培漁業
の推進に努める。

青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県の行政・水産
試験場、漁連等漁業者団体、栽培漁業関係法人の参加のも
と広域種資源造成検討会を開催する。関係機関が連携し
て、広域種であるヒラメの資源造成型の栽培漁業を展開す
るため、過去に実施した放流場所、放流時期、放流方法に
考慮して、具体的な種苗生産・放流計画、モニタリング方
法及び漁業管理方法にいて検討を行う。
・日本海北部海域では約280万尾の放流が予定されている
が、本事業では、6～9月に放流適地において全長80㎜種苗
約21万尾を放流する。標識については人工種苗の無眼側の
黒色色素で判定する。
・放流効果を把握するため日本海北部の主要市場で漁獲物
の買上げ等を行い、漁獲量の情報を収集する他、他事業で
得られた資料も活用してモニタリング結果を検討する。
・日本海北部の関係5県では、親魚量の維持・増大と資源
の有効利用の観点から、全長25～35㎝未満の漁獲規制と再
放流の励行に務める。

（資源状況と種苗放流の現状）
本海域のヒラメ資源量は石川県～兵庫県では低位で横ばい、
成長乱獲の状態にあり、鳥取県～山口県では中位、横ばいで
ある。17～19年の平均漁獲量は約610トンである。関係府県の
18～20年の平均放流尾数は約270万尾（全長約50～160㎜）で
ある。20年度放流群の混入率は2～7％、回収率は2.5％で、
種苗放流は漁獲量の安定に貢献している。また、これまでの
調査結果で種苗放流の効果が海域全体に及ぶことが明らかに
なった。
（目標と達成方法）
日本海北中部系群の資源量は中位から低位へ転じ、依然低水
準で横ばいであることから、当面の目標については、近年の
漁獲量の維持を目指す。このため、これまでの放流尾数を維
持し、放流魚の1歳魚加入尾数を5万尾以上添加するよう、適
地放流の実施と放流方法の改善を行う。また、親魚量の維
持・増大と資源の有効利用の観点から、全長25㎝未満の再放
流を実施して放流効果の向上を図り、資源造成型の栽培漁業
の推進に努める。

石川県、福井県、島根県、山口県の行政・水産試験場、
漁連等漁業者団体、栽培漁業関係法人の参加のもと広域種
資源造成検討会を開催する。関係機関が連携して、広域種
であるヒラメの資源造成型の栽培漁業を展開するため、過
去に実施した放流場所、放流時期、放流方法に考慮して、
具体的な種苗生産・放流計画、モニタリング方法及び漁業
管理方法にいて検討を行う。
・日本海中西部海域では約270万尾の放流が予定されてい
るが、本事業では、4～8月に放流適地において全長50～
100㎜種苗約106万尾を放流する。一部種苗には鰭切除を施
す。その他は無眼側の黒色色素で判定する。
・放流効果を把握するため日本海中西部の主要市場で漁獲
物の買上げ等を行い、漁獲量の情報を収集する他、他事業
で得られた資料も活用してモニタリング結果を検討する。
・日本海中西部の関係7府県では、親魚量の維持・増大と
資源の有効利用の観点から、全長25～30㎝未満の漁獲規制
及び再放流の励行に務める。

（資源状況と種苗放流の現状）
サワラ瀬戸内海系群の資源水準は低位横ばい状態にあり、17
～19年の平均漁獲量は約1,200トンである。瀬戸内海での18～
20年の平均放流尾数は約20万尾（全長71～116㎜）である。21
年度の混入率は4.2％（東部海域8.6％、西部海域1.5％）で
あり、放流魚が資源へ加入するまでの生残率（添加効率）は
19％と資源の維持に大きく貢献している。
（目標と達成方法）
当面の目標としては、近年の漁獲量の維持を目指す。このた
め、これまでの放流尾数を維持するとともに、混入率が低い
西部海域はもとより東部海域においても、親魚量の維持・増
大と資源の有効利用の観点から、さらに放流直後の混獲回避
のための放流方法の改善と放流場所を検討し、資源造成型の
栽培漁業の推進に努める。また、関係県連携による親魚の確
保等の実施体制を検討する。

岡山県、広島県、香川県、愛媛県、大分県の行政・水産
試験場、漁連等漁業者団体、栽培漁業関係法人の参加のも
と広域種資源造成検討会を開催する。関係機関が連携して
広域種であるサワラの資源造成型の栽培漁業を展開するた
め、過去に実施した放流場所、放流時期、放流方法に考慮
して、具体的な種苗生産・放流計画、モニタリング方法及
び漁業管理方法にいて検討を行う。
・瀬戸内海海域では20万尾の放流が予定されているが、本
事業では、6～7月に放流適地においてALC標識を施した全
長70～100㎜種苗約13万尾を放流する。
・放流効果を把握するため、瀬戸内海の主要市場で漁獲物
の買上げ等を行い、放流魚の把握及び漁獲量の情報を収集
する他、他事業で得られた資料も活用してモニタリング結
果を検討する。
・瀬戸内海の関係府県では、親魚量の維持・増大と資源の
有効利用の観点から、放流直後の混獲を防止するため適正
な場所での放流に務める。

（資源状況と種苗放流の現状）
瀬戸内海のトラフグは、日本海、東シナ海の系群と同一の資
源である。資源量は低位で減少傾向にある。瀬戸内海西部
（山口県・愛媛県・大分県の主要市場）の17～19年の平均漁
獲量は約60トンである。本海域は有明海とともに干潟域が産
卵場として、また、稚幼魚の成育場として重要である。近
年、山口県に産卵回帰した親魚の40％近くが放流魚であるこ
とが明らかになった。当海域の19～21年度の平均放流尾数は
約40万尾（全長約70㎜）であり、13～17年放流群の混入率は
10～20％、外海を含めた回収率は4.5％と資源の維持に貢献し
ている。
トラフグ
（目標と達成方法）
当面の目標としては、瀬戸内海西部の近年の漁獲量の維持を
目指す。本種は加入量変動が大きいことから、安定的な資源
添加（放流尾数）を維持するとともに、健全な種苗（クルマ
エビ養殖場での中間育成等による尾鰭が欠損していない種
苗）の確保に努める。また、親魚量の維持・増大と資源の有
効利用の観点から、干潟域の放流適地に放流するとともに、
小型魚の再放流などの管理対策を検討することによって放流
効果の向上を図り、資源造成型の栽培漁業の推進に努める。
九州海域協議会と連携をしたモニタリング体制や、資源管理
方策を検討する。

山口県、愛媛県、大分県の行政・水産試験場、漁連等漁
業者団体、栽培漁業関係法人の参加のもと広域種資源造成
検討会を開催する。関係機関が連携して、広域種であるト
ラフグの資源造成型の栽培漁業を展開するため、過去に実
施した放流場所、放流時期、放流方法に考慮して、具体的
な種苗生産・放流計画、モニタリング方法及び漁業管理方
法にいて検討を行う。
・瀬戸内海西部海域では約40万尾の放流が予定されている
が、本事業では、6～8月に放流直後の生残りを高めるため
干潟域の放流適地において全長50～70㎜種苗約24万尾を放
流する。一部の種苗には鰭切除等の標識を施す。
・放流効果を把握するため、瀬戸内海西部の主要市場で漁
獲物の買上げ等を行い、漁獲量の情報を収集する他、他事
業で得られた資料も活用してモニタリング結果を検討す
る。
・瀬戸内海西部の関係3県では、親魚量の維持・増大と資
源の有効利用の観点から、放流直後の小型魚の再放流の励
行に務める。

ヒラメ

ヒラメ

サワラ

瀬戸内海
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九州

（資源状況と種苗放流の現状）
日本海、東シナ海のトラフグは、瀬戸内海の系群と同一の資
源である。有明海、八代海を含む日本海、東シナ海海域の資
源量は低位で減少傾向にある。九州北西海域（山口県～熊本
県）16～18年の平均漁獲量は約120トンで、18～20年度の平均
放流尾数は約150万尾（全長約35～82㎜）である。有明海は
瀬戸内海とともに産卵場として、また、稚幼魚の成育場とし
て重要性が確認されている。有明海での放流群の混入率は8
～31％と変動が大きいが種苗放流が資源の維持に貢献してい
る。
トラフグ （目標と達成方法）
当面の目標については、九州北西部海域の近年の漁獲量の維
持を目指す。本種は加入量変動が大きいことから、安定的な
資源添加（放流尾数）を維持するとともに、健全な種苗（尾
鰭が正常な種苗）の確保に努める。また、親魚量の維持・増
大と資源の有効利用の観点から、放流適地（稚魚が大量に生
息する干潟域）に放流して、小型魚の再放流などの管理対策
を検討することによって放流効果の向上を図り、資源造成型
の栽培漁業の推進に努める。
瀬戸内海海域協議会と連携をしたモニタリング体制や、資源
管理方策を検討する。

「広域種資源造成支援事業」とは
広域種資源造支援事業を実施するにあたって

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の行政・水産
試験場、漁連等漁業者団体、栽培漁業関係法人の参加のも
と広域種資源造成検討会を開催する。関係機関が連携し
て、広域種であるトラフグの資源造成型の栽培漁業を展開
するため、過去に実施した放流場所、放流時期、放流方法
に考慮して、具体的な種苗生産・放流計画、モニタリング
方法及び漁業管理方法にいて検討を行う。
・九州北西海域では約150万尾の放流が予定されている
が、本事業では、5～7月に放流直後の生残りを高めるため
干潟域の放流適地において胸鰭切除標識を施した全長70㎜
種苗約48万尾を放流する。
・放流効果を把握するため九州北西部の主要市場で漁獲物
の買上げ等を行い、漁獲量の情報を収集する他、他事業で
得られた資料も活用してモニタリング結果を検討する。
・九州北西部の関係5県では、親魚量の維持・増大と資源
の有効利用の観点から、放流直後の小型魚の再放流の励行
に務める。

状、水槽の周年稼働状況、種苗生産計画と実績、
施設の整備計画、第 6 次基本計画の目標と課題、

は、都道府県の区域をまたがる海域ごとに、都道

種苗の交換・融通の実態などを把握して整理する

府県の行政機関、試験研究機関、種苗生産関係法

とともに、関係都道府県の連携による種苗生産施

人、漁業関係団体等を構成員とする広域種資源造

設の稼働率の向上と効率的な運用を目指して連

成検討会を設置することとなっています。本検討

携・分業化のシステムを検討します。

会では、水産庁の指導並びに水研センターのアド
バイサーの指導・助言を得て、当該海域で早急な

上述した事業に加えて、近年、沿岸漁家経営の

て、目標とする資源量（漁獲量）を設定、資源造

弱体化や漁業者の高齢化に伴い中間育成技術の劣

成に必要な種苗放流数の設定、種苗生産・中間育

化が見られることから、健全な種苗を育成する中

成の体制づくり、生産費用の負担方法、放流適地

間育成技術の維持・向上を図るため、「中間育成

の選定、
放流種苗（天然幼稚魚）の混獲実態の把握、

支援事業」により、漁協・栽培漁業関係法人等が

目標の達成に必要な漁業管理の内容などを検討す

中心となって実施している中間育成の確実な実施

るとともに、放流効果調査の結果を踏まえ、資源

及び生残率の向上を図るため、専門家・熟練技術

量（漁獲量）の分析・評価、課題の抽出、改善方

者等を派遣して、現場で活用できる実践的な技術

法の検討等を行います。

の移転、実践、指導・助言を行います。

広域種資源造成検討会の検討結果を受けて、複
数の都道府県関が連携して広域種の資源量・漁獲
量の造成を目指し、放流種苗の生産・中間育成及
び種苗の確保、種苗放流、漁業管理、放流効果の
調査を行います。

「共同種苗生産・放流体制構築支援事業」とは
都道府県が多様な対象種の種苗を安価で効率的
に確保する体制を構築するため、「共同種苗生産・
放流体制構築支援事業」により、海域ごとに共同
種苗生産・放流体制構築検討会を設置します。本
検討会では、水産庁の指導並びに水研センターの
アドバイサーの指導・助言を得て、既存施設の現
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「中間育成支援事業」とは

資源の回復・維持が求められている広域種につい

平成 23 年度の「水産白書」に海域協議会について記載されています！

平成２２年度 「水産白書」 （２３年５月）
特集 「私たちの水産資源～持続的な漁業 ・ 食料供給を考える～」 より
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６海域栽培漁業推進協議会の平成２３年度第１回幹事会報告
平成 23 年度第 1 回幹事会は、平成 23 年 4 月 19 日から 6 月 20 日の間に下記のとおり開催された。
幹事会の開催日程
海

域

名

開催日時

開催場所

太平洋北海域栽培漁業推進協議会

２３年６月２０日

宮城県仙台市

太平洋南海域栽培漁業推進協議会

２３年４月１９日

愛知県名古屋市

日本海北部海域栽培漁業推進協議会

２３年４月２６日

東京都中央区

日本海中西部海域栽培漁業推進協議会

２３年４月２１日

兵庫県神戸市

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会

２３年４月２０日

兵庫県神戸市

九州海域栽培漁業推進協議会

２３年５月１１日

福岡県福岡市

幹事会では、平成 23 年度事業計画骨子案
や 23 年度通常総会の開催について等につい
て協議された。
各海域協議会が事業主体となって実施され
る水産庁補助事業「種苗放流による資源造成
支援事業」の実施計画について協議された。
また、太平洋北海域栽培業業推進協議会幹
事会では、震災後の栽培漁業の復旧の復興に
ついて報告等が行われ、引き続き議論を深め
ていくこととなった。
太平洋北海域栽培漁業推進協議会
平成23年度第１回幹事会（宮城県仙台市）

なお、各海域協議会の平成 23 年度通常総会は下記日程にて開催されることとなった（次号にて詳細報
告）
。
通常総会の日程
海
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域

名

開催日時

開催場所

太平洋北海域栽培漁業推進協議会

２３年７月２８日

岩手県盛岡市

太平洋南海域栽培漁業推進協議会

２３年６月２９日

愛知県名古屋市

日本海北部海域栽培漁業推進協議会

２３年７月

４日

東京都中央区

日本海中西部海域栽培漁業推進協議会

２３年７月

７日

兵庫県神戸市

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会

２３年７月１５日

兵庫県神戸市

九州海域栽培漁業推進協議会

２３年７月１９日

福岡県福岡市

第 3 回目は、下関市立大学の濱田英嗣教授をインタビュアーとして、東海３県（愛
知県、三重県、静岡県）が連携して実施しているトラフグ適地放流について、愛知
県の種苗放流の立役者でもある日間賀島漁業協同組合の漁業者と技術者（水研セン
ター増養殖研究所南伊豆庁舎、愛知県水産試験場漁業生産研究所の担当者）に参加
していただきお話を伺いました。
栽培漁業技術者

漁業者の皆さん

鈴木

重則（（独）水産総合研究センター増

北川

幸孝（日間賀島漁業協同組合 参事）

鈴木

政彦（日間賀島フグはえ縄組合 会長）

養殖研究所 南伊豆庁舎 主任

坂口

巧 （37歳、フグはえ縄他）

研究員）

鈴木

昭彦（44歳、フグはえ縄、キス網）

宮地

廣善（43歳、フグはえ縄、アナゴカゴ）

三浦

直也（35歳、フグはえ縄、空釣）

鈴木

秀樹（37歳、フグはえ縄、アナゴカゴ）

北川

憲一（51歳、フグはえ縄、アナゴカゴ）

第3回

愛知県
原田

誠（愛知県水産試験場 漁業生産研究
所

主任研究員）

漁業者・技術者連携による東海３県トラフグ
適地放流の成果
下関市立大学

１．インタビューの目的
アワビなどのように、定着性が高く放流効果が

教授

濱田英嗣

賀島漁協で行いました。

２. 日間賀島漁業・地域経済の概要

漁業者に実感されやすい魚介類と違い、広域回遊

愛知県南知多町日間賀島は、知多半島先端の師

する魚種では、そのコスト負担者と直接的な受益

崎（もろざき）港から高速船で 10 分、美浜町の

者が必ずしも一致しません。したがって、資源水

河和（こうわ）港から 20 分に位置し、三河湾に

準が低下し放流すべきと思っていても、放流に対

浮かぶ周囲 6 キロの小島です。想像以上に、民宿

する意欲が一般的には減退します。

やホテルが多く、島といっても「都市立地型アイ

こうした状況下で、愛知・三重・静岡の東海 3

ランド」といった風情で、人口の砂浜ビーチもあ

県によるトラフグ適地放流が一定の成果をあげて

ります。人口 2,200 人の小島に年間 29 万人もの

います。一般的には難しいとされる適地放流が、

観光客が訪れています。

東海 3 県によるトラフグ放流で成果をあげた背景
について、関係者へのインタビューを愛知県日間

もちろん、観光客の目当ては新鮮な魚介類で、
とくに「タコとフグ」が有名です。島の基幹産業
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は漁業で、産業別人口比で 45% を占めています。

1978 年には愛知・三重・静岡の東海３県による

サービス業（民宿・ホテル）が 34% で、日間賀

「トラフグ延縄自主管理協定」が結ばれています。

島の地域経済は漁業と観光の二本柱で成り立って

しかし、1989 年にトラフグが大豊漁となり、周

います。

辺の漁業者の関心がさらに高まり、漁獲努力量が
急増しました。そのため、1991 年には漁業調整
委員会の委員会指示による「浮き延縄漁の禁止」、
「延縄漁の 10 月から翌年 2 月までの期間限定の
操業」、600g（現在は漁業者の自主規制で 700g）
未満トラフグの漁獲禁止が発動され、「自主的な
取り組みによる漁場のブロック化」なども行われ
て、漁業規制が始まったのです。1996 年にはフ
グ延縄漁の適正操業と資源管理のために「愛知県
フグ縄組合連合会」が設立されています。
一方、トラフグ漁の安定的な生産に向けて、ト
日間賀島東港の歓迎マダコ

ラフグの産卵場の特定、標識放流による移動、回
遊経路の調査研究や種苗放流技術の開発研究もこ

日間賀島の漁業種類は、小型底引き網（小型底

の期に始まります。つまり、伊勢湾・三河湾・遠

びき網）
、延縄（はえ縄）、船曳網（船びき網）、

州灘、熊野灘において、1990 年代にトラフグ資

刺網（さし網）、タコツボ漁業さらにノリ養殖な

源の安定的利用を目的として、漁業者・研究機関・

どです。島では周年操業型（三河湾を除く）の小

行政による取り組みが開始されたのです。

型底引き網以外は、上記の漁業種類を季節に応じ
て組み合わせた、複合経営を行っています。併せ
て、漁業者の母ちゃん達は民宿やホテルのパート
労働に精をだし、家計を助けています。
こうしたことが功奏して、若い漁業者が多いの
が日間賀島漁業の特徴です。1997 ～ 2007 年の
10 年間で、漁業への若者の新規就業者 71 名とい
う数値がそれを物語っています。もちろん、島と
いう特有のコミュニティが形成されていることも
若い漁業者が育つ重要な要因です。しかし、「飯」
が食えなければ他産業に就労する他なく、三河湾、

トラフグ種苗の放流

伊勢湾、遠州灘の 3 漁場の恵みが彼らを漁業に繋
ぎとめている最大の要因となっています。

３. トラフグの漁業・資源管理
（1）漁業・資源管理にむけての助走期間
東海・黄海と違い、伊勢湾付近でトラフグ資源
が確認されたのはそれほど古くはなく、1970 年
代です。1980 年代からトラフグ水揚高が増大し
ますが、その先鞭をきったのが、日間賀島と三重
県の安乗（あのり）で、その意味で日間賀島は、
フグ漁のメッカです。
高級魚のトラフグ資源は漁業者には魅力的で、
日間賀島隣島の篠島などを含む伊勢湾・三河湾、
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トラフグ種苗の標識付け作業

（2）漁業・資源管理にむけての本格的取り組み
と成果
1990 年代の「助走期間」を経て、2000 年以降

遠州灘および熊野灘周辺に住む漁業者のフグ漁

漁業・資源管理の取り組みが本格化します。細か

への参入が相次ぎました。こうしたことから、

な点は省略しますが、2002 年度から開始された

トラフグ資源回復計画が大きな契機となっていま
す（伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種
資源回復計画）
。2006 年から 2010 年は栽培漁業
資源回復対策事業（太平洋中海域トラフグ）が実
施されました。
これらの継続的・体系的な事業によって、小型
底引き漁業における伊勢湾・三河湾等（現在では，

濱田先生

外海底びき網漁業も含まれる）でのトラフグ小型
魚の水揚げ制限（25cm 以下のトラフグの船上放
流）
、2004 ～ 2006 年には伊勢湾での毎年 2 月に
休漁措置および海底清掃がルール化され実施され
ました。さらに、漁業規制と並行して、効果的な
種苗放流方法に取り組み、これらの複合的な取り
組みが一定の成果に結実しました。
成果について、インタビューに応じて下さった

日間賀島漁協会議室でのインタビュー状況

４．東海３県連携による適地放流が
成果をあげたポイントと今後の
課題

坂口巧さんの発言を紹介します。
「フグ延縄漁は、
資源の変動が大きいことと、海が時化で出漁でき

広域回遊するトラフグの生活史を明らかにする

なかったり、販売先の産地市場の事情で、漁期 5

ためには、県単位での調査研究では限界がありま

カ月間に 15 ～ 20 日しか出漁できない年もある。

す。東海 3 県連携による取り組みの一番大きな成

バクチ漁だ。このバクチ漁で、とくに天然発生が

果は、愛知・三重・静岡海域のトラフグは他の海

少ない不漁の際に、放流トラフグの漁獲比率が高

域とは独立した系群 ( 伊勢・三河湾系群 ) である

くなり、経営的には助かっている。」

ことが解明されたことだと思います。この発見で、

フグ延縄漁は、高騰した油代その他諸経費を考

放流コスト負担者と直接的な受益者が一致したの

慮に入れると、１回操業で最低 3 ～ 4 万円の水揚

です。さらに、産卵場所や稚魚の生育場、成魚の

げがないと赤字になるといいます。5 カ月という

分布域も概ね、明らかにされました。

漁期内の操業可能日数を考えると、1 日の操業で

このことで、どの段階でどの漁業に対して漁獲

20 万円前後の水揚げをする必要があります。こ

規制することがトラフグ資源の安定的な利用に効

のハイリスクなトラフグ延縄操業・経営を放流ト

果的かが課題として浮上してきました。この科学

ラフグが下支えしているのです。

的知見に基づき、漁業者と技術者との二人三脚に

放流トラフグが延縄経営に寄与するようになる

より操業方法等の改善策を進めてきました。漁業

までには、水産試験場など水産技術者の熱心な

者の話し合いは、小型底引き網や延縄など漁業種

フィールドの調査研究がありました。トラフグ親

類に応じて設置されている業種別組織が機能し、

魚がいつどこで産卵しているか稚魚期・幼魚期の

その結果を漁業調整委員会が担保するという、ボ

生息域、成魚期の分布、移動などなど、生活史が

トムアップ方式で規制が現場に浸透していきまし

不明だと、効果的な放流・資源管理対策を打ち出

た。つまり、トラフグ資源の安定的な利用に向け

すことができません。これが水産技術者達の奮闘

て、東海 3 県の調査研究機関と関係漁業者が科学

によって、次第に解明されていきました。

的知見・情報を共有し、スクラムを組んだという

水産総合研究センター増養殖研究所の鈴木重則

ことが、成果をあげたポイントだと思います。

さん、愛知県水産試験場の原田誠さんにもインタ

インタビューでも発言がありましたが、東海 3

ビューに同席頂きました。その席で、原田さんか

県連携によるトラフグ適地放流は、さらに効果を

らは作成された資料をもとに、2010 年の 0 歳魚

高めるために、費用対効果面から適正放流サイズ

漁獲尾数に占めるイラストマー標識魚混入率が約

を見極めること、あるいは親魚そのものにどの程

8% と、放流効果が高いことが示されました。鈴

度の漁獲規制をかけるか、といったことが課題と

木さんからは、今後の東海３県連携のトラフグ放

なっています。とくに、トラフグ親魚に対する漁

流について、国の研究センターとして遺伝子の多

獲規制は、規制によってトラフグ資源そのものに

様性などにも配慮した「責任ある栽培漁業」を推

どのような影響が及ぶかという科学的根拠が必要

進したい旨の発言がありました。

ですので、1、2 年で結論が出るものではありま
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せん。その意味でも、トラフグ放流事業によって、

は一次産業から二次、三次産業に高度化するとい

加入資源を人為的に増やすことが重要だと思いが

う分類は、1941 年にクラークが打ち出した概念

関係者間で共通しています。

で、すでに陳腐化したという主張です。小売業の
ユニクロが中国に工場を設置し、小売（三次産業）

５. インタビューを終えて
（1）ボトムアップの日本型合意形成

と生産（二次産業）を結合させ長足の成長を遂げ
たように、この産業分類はもはや時代にそぐわな
くなっています。

欧米 ( キリスト教 ) の「神様の代理人である人

水産業は「生命総合産業」です。漁業者の社会

間が、自然を支配する」という考え方に対し、日

的分業は魚をとるところまで、という考えでは絶

本は「人間は自然の一部」であり、自然の恵みを

対に生き抜けません。日間賀島の延縄トラフグ漁

いただく、という謙虚さがあります。過酷な自然

は、大半を対岸の片名産地市場に水揚げしていま

の中で生き抜く欧米に対し、豊かな自然に恵まれ

すが、漁業者が素材提供に限定することなく、川

た日本という根本的な風土の違いに起因していま

下に広がっている宝の山をいかに取り込か、この

す。そして、この違いが、欧米の「国による、上

ことに知恵を結集する必要があります。

からの資源管理」と日本の「漁業者の合意形成・
ボトムアップの資源管理」に繋がっています。

濱田先生

鈴木日間賀島フグ
はえ縄組合 会長

坂口さん

東海３県によるトラフグ放流・資源管理に関す
るインタビューを終えて、日本人の DNA ともい
える漁業者を土台としたボトムアップの合意形成
が、日本的な資源管理の基礎であることを再認識
しました。
欧米型の管理方式を日本に導入することが国際
競争力強化に繋がる、という意見が強くなってい
ます。日本も弱肉強食社会の色彩が強くなり、こ
うした議論が提起されてきました。しかし、一番
大事なことはそれぞれの風土に根ざした手法であ

鈴木主任研究員

ることです。日本では現場が十分に納得しないと
資源の管理は画餅におわることを強調したいと思
います。
その意味で、静岡や愛知の漁業者が三重のトラ
フグ放流に参加するといった試みは、栽培事業
が単に魚族を増やす目的だけでなく、漁業者が自
然との距離感を確認し、自然と一体となった日本
型の資源管理を磨くためにも意義があると考えま
す。
（2）不可欠となった漁業者による流通関与

原田主任研究員

漁業者と技術者

日本人が支出している飲食費は年間 70 兆円
に上ります。70 兆円の配分は、農業・水産業が
20%、加工流通業が 60%、外食が 20% です。こ
の構成比率は、我々の社会が素材・原料型からサー
ビス・付加価値型に移行したことを明確に示して
います。食材提供だけでは社会から受け取る報酬
が僅少で、この時代を生き抜くことが難しくなっ
ているのです。
衰退する農林水産業を復活させるために、発想
を一次産業から「生命総合産業」に転換しようと
いう主張があります。経済の発展につれて、産業
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インタビューに参加していただいた漁業者の皆さん

〈 投稿〉

水産環境と栽培漁業-海洋・沿岸における水産環境整備の技術検討会答申

『水産環境整備の推進に向けて』の実現を期待する
大分県農林水産研究指導センター
水産研究部長

１．はじめに

壽

久 文

２．大分県のこれまでの取組

去る６月 25 日、大分県日田市で第 2 回有明海

さて、今回のテーマである水産環境と栽培漁業

再生講演会 ｢日田の森は有明海の魚附き林｣ ～東

の在り方を考えるに当たって、まず大分県での水

北震災復興チャリティ講演～が開催されました。

産に関する試験研究の歴史を振り返りたいと思い

本講演会では、森は海の恋人運動の推進者、

ます。

畠山重篤氏による「東北沿岸漁業再興と『森は海

大分県農林水産研究指導センター水産研究部は

の恋人』～海を恨む気持ちはない～」と題した基

組織・名称の変更はあるものの、明治 33 年以来、

調講演が行われました。

大分県水産業に関する試験研究を進め、今年で

畠山氏の講演では、この大震災直後の想像を絶

110 年になります。平成 12 年 12 月に「大分県水

する津波の様子、御家族を失われた沈痛な心の内

産研究百年のあゆみ」を編纂し、大分県における

と、そして今なお続ける森づくりの運動の重要性

水産研究の百年を振り返っています。ここでは、

を語る中で、森里海の連環の必要性を説きました。

試験場の設置場所の移転に会わせて４期に分けて

そして、今後このような災害とどう向き合ってい

試験研究の変遷を追っています。時代により試験

くべきか、御自身の覚悟、そしてこのような環境

研究の内容、方法は当然変化していますが、海の

に暮らす住民としての覚悟について語られたこと

資源をいかに効率よく利用し、育てていくか、そ

が印象的でした。演題サブタイトルは海を恨む気

して資源を育む環境の把握・分析・評価をとおし

持ちはないというものでしたが、海が我々にもた

て、新たな技術を開発し、現場に普及していくと

らす限りない恵みを考えるとき、この言葉は自然

いう仕事内容は基本的にはほとんど変わっていま

にでてくるものだと感じました。

せん。

この写真に写る場所は縁あって昨年９月に訪問

ただし、日本の水産業が沿岸から近海・沖合漁

した畠山氏の水山養殖場の風景ですが、畠山氏自

業へと拡大路線を歩んできた時期にあわせて進め

慢の何でも育つ舞根湾のすばらしい環境が一日で

られた新規漁場の開発は現在ではほとんど行われ

も早く取り戻せるよう願っています（写真１）。

なくなりました。200 海里時代を迎えて沿岸漁業
の振興が本格化し、時代は新規漁場の開発から養
殖業の振興、放流による資源の増殖、そして資源
の管理に力点が置かれるようになりました。また、
水産業の振興施策としては公共事業による漁場の
造成、整備が本格化することになりました。
本誌前号で岡山県田中氏が詳述されています
「海洋牧場」づくりもこのような時代背景の中で
始まった事業だと考えています。この報告で田中
氏は、「海洋牧場」はある海域が本来持っている
潜在的な生産力を引き出し、活用する技術である
と述べられており、これからの水産環境整備を進

写真１

気仙沼舞根湾の畠山氏の水山養殖場からの眺め
（H22.9）

めるに当たって非常に示唆に富んだものでした。
本県においても長期にわたって海洋牧場づくりに
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取り組んできた経緯があり、今後の水産振興や本

が、残念ながら単価の落ち込みによりマダイに関

稿のテーマである水産環境整備の推進を考える

する漁業者の放流意欲は低下しているのが現状と

際の参考となる要素を含んでいると思われますの

なっています。

で、栽培漁業及び漁場整備事業の現状を含めて紹
介させていただきます。

（栽培漁業の現状）
種苗放流をベースとしたこれまでの栽培漁業を

（大分県の海洋牧場の取組）

今後どのような形で進めていくべきか、非常に悩

大分県においてマダイを対象とした海洋牧場の

み多いところです。栽培漁業を推進する原動力は

取組が始まったのは昭和 58 年～ 59 年、試験場

何といっても一線で働く漁業者の意欲です。そし

前の海面に造成した音響給餌型水産資源管理シス

てこれを支えるために頑張っている種苗生産機関

テム（通称：海洋牧場）でありました。当時、マ

や各種技術を開発する研究機関、そして予算を確

ダイの放流に関しては県南部の各地で、また一部

保する行政機関、それぞれが一体となって機能し

では音響給餌の手法による取組も行われていまし

ていかなければ前へとは進みません。30 年以上

たが、図１に示すような中間育成場から周辺の海

も前から明るい将来を目指し、希望を持って取り

域での給餌ブイ、成長段階に会わせた魚礁群、魚

組んできた栽培漁業ですが、マダイ単価の低迷等

群の動きをモニターする移動型魚群探知器など、

に代表されるように、変化の激しい社会経済情勢

関連施設の整備と音響馴致されたマダイの放流事

の前ではもろくも崩れ去ってしまう危険性を秘め

業を組み合わせた事業は初めてのことでした。

ています。

この上浦海洋牧場では音響給餌と給餌ブイ周辺

種苗生産を支える生産機関（大分県では社団法

の放流とがうまく連動し、放流群の再捕率も通常

人大分県漁業公社）も経営危機とも言える状況で

の放流事業と比べて高く、また、放流後
３年目のマダイが給餌ブイ周辺に大量に
集群するなどの効果が実証されたことか
ら、これをモデルとして周辺の海域に５
つの海洋牧場が造成されることになりま
した。これまでに設置された各海域の海
洋牧場の効果は場所により差違はあるも
のの、一定の評価が得られたことから、
長く継続されてきました。海上施設の宿
命として音響や給餌等の機器類の耐用年
数が短いこと、保守に経費がかかること
などから、現在では給餌ブイの撤去や中
層魚礁に変更して設置するなどメンテナ
ンスに経費がかからないような形をと
り、放流事業は現在でも継続されていま
す。このような長期的な取組により、マ
ダイ資源は安定的に確保され、周辺漁業
の主要水産物の位置を占めるなど、漁業
者からは高い評価が得られております。
しかし、マダイの漁獲の安定化に加えマ
ダイ養殖の進展により、マダイの供給が
増え、近年、単価が非常に低く推移して
います。資源、漁獲の安定が栽培漁業の
目的とするなら、マダイの放流事業は他
に類を見ない成功事例と考えられます
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図１

大分県の海洋牧場配置図

す。大分県の場合、漁業公社は県営の施設を無償

慮した魚礁などリサイクル、エコロジー的な発想

で借り受け、生産業務に取り組んでいるものの、

による漁場造成も始まっています。

県予算の切り詰めのため施設修理もままならず、

本県においてもこうした魚礁の設置、効果調査

生産原価に反映せざるを得ない状況です。しかし、

を各地で行うなど、漁場整備事業においてもあら

単価を上げることは経営の厳しい漁業者、漁協の

たな取組が始まっています。

負担増を強いることになり、必然的に放流数の削

今後も、時代のニーズに沿った事業展開そして

減となり、種苗生産機関としての経営改善、収入

将来のニーズに備えた事業展開も併せて行ってい

アップに繋がるものとはなりません。

くことが必要であろうと考えます。そのためにも

また、平成 18 年度からは栽培漁業に関する国

行政、試験研究、そして漁業現場が一体となって

の補助事業は税源移譲に伴い、県単独事業で実施

考え、行動していくことが求められるのではない

されることになりました。県行政においても、財

でしょうか。

政状況の厳しい折、新規事業予算の確保はままな
らず、老朽化が進む施設の維持管理費も年々減少

（海洋環境生態系保全活動）

しています。明るい展望を持って進められてきた

水産庁の主導で環境生態系の保全活動が全国各

栽培漁業もここに来て非常に厳しい現実に直面し

地で行われるようになってきました。本県におい

ています。このことはどの都道府県も同じような

ても地元漁業者が中心となって、藻場の再生や干

状況ではないかと推察しています。

潟域の再生など地元小学生や NPO 法人とも連携

今年初めに新しい栽培漁業の推進体制として全

した取組が始まっています。小規模な活動ではあ

国６海域で「海域栽培漁業推進協議会」が誕生（本

りますが、このような活動が県民に少しずつでも

紙前号記載）しました。この協議会の誕生を契機

知れ渡り、目にする機会を増やすことによって更

に、日本の栽培漁業をどう進めていくべきかの議

に運動が進むものと思われます。

論が深まり、広域連携を含めた新たな栽培漁業の

この事業は藻場・干潟・ヨシ帯について、幼稚

進展に繋がることを期待するとともに、沿岸の水

魚等の保育場や水質浄化・富栄養化の防止等の公

産資源は国民すべての共有財産であるとの認識の

益的、多面的機能を有していることから、漁業者

もと、国の積極的な関与と財政支援がなされるこ

等の維持・保全活動を支援する交付金制度として

とを切に希望します。

創設されました。結果的には平成 21 年度予算概
算決定において、13 億 3,000 万円の予算が決定

（漁場整備事業の現状）

しました。水産分野におけるこうした事業が展開

大分県では沿岸漁場整備開発事業で年間約 15

されることは画期的なことであり、今後も末永く

億円を投資し、各種魚礁の設置や増殖場の設置を

継続して行われるよう期待したいと思います。新

行っています。このほか漁港関連事業は約 25 億

たな事業、施策の展開には予算がすべてではあり

円を投資して漁港関連施設の整備が行われていま

ませんが、先立つものがなければ前に進まないの

す。これら公共事業による投資額は大分県の水産

も現状です。森林環境税や所得補償制度、直接支

関連予算の７割以上を占めています。年々事業費

払制度など農林部門が先行したのち水産部門でも

は削減されてはいるものの、現状では環境整備に

実施していくというのがこれまでのパターンでし

対する投資割合は非常に高い状況にあります。

たが、水産分野が先行して行えるような予算を今

現在、大分県の漁場整備事業は魚礁設置を中心

後もどんどん作っていくべきだと思いますし、水

に行われております。近年、増殖機能を付加した

産庁にも努力していただきたいと思います。その

魚礁が人気が高く、増殖礁の比率が高くなってい

一方で、予算化のためには地方自治体、漁協等の

ます。効率的な漁業生産を図るための魚礁設置か

「盛り上がりも」不可欠な要素でありますので、

ら海域の生産力を増加させる増殖場の比率が高く

行政を含めて水産業界全体が知恵を出し合って、

なっていることは、水産環境整備に対する考え方

新たな仕組みを作り上げていく必要があります。

も既に変わりつつあることだと考えます。また、

水産業界、皆で「盛り上げ」ていきたいものです。

蠣殻を付加した魚礁や間伐材を利用した魚礁の利

新たな事業展開の方向性については今回の「水

用、さらには鉄鋼スラグを利用した鉄分供給に配

産環境整備の技術検討会」の大きなテーマであっ
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たと考えます。次にその内容についてふれてみた

な手法、工法、機種等は従来の事業メニュー等で

いと思います。

行われるため、事業内容的には大きく変わるもの

３．水産環境整備の新たな考え「水産環境
整備の技術検討会」での議論から
水産環境整備の技術検討会で議論されたことの
内容は「－水産環境整備の推進に向けて－」に集
約されていますが、水産庁は水産資源の回復・増

ではありませんが、今後、このような生態系の生
産力向上を目指した取組が全国各地域で広がるこ
とにより、新たなメニューが開発され、新しい発
想のもとでの水産環境整備が進むものと期待して
おります（図３）。
そしてまた、本検討会では、よりよい環境整備

大と豊かな生態系の維持・回復が図られるよう、

を目指すためには事業の評価を適切に行っていく

現行の整備手法を見直し、生態系全体の生産力の

ことが大切であることから PDCA サイクルの考

底上げを目指し、水産生物の動態、生活史に対応

え方を導入し、現場海域のモニター強化を図って

した良好な生息環境空間を創出するための方策と

いくことの重要性が指摘されています。

して、
「水産環境整備」の考え方を打ち出しました。
従来型の違いについて表１に取りまとめています

表１

水産環境整備の特徴

が、その核となる考え方はこれまでの事業では対
象魚種を特定し、その生産増を目的としていたこ
とから、生態系全体の生産力の底上げを図ること
を目的にしようという考え方です。議論の中で大
分県からは別府湾の事例として、その基本的考え
方を提示しました（図２）
。大分の場合はカレイ
類の生態に着目して海域全体の生産力を図るため
の環境を整備していこうとするのもです。具体的

図２
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生活史を踏まえた漁場整備の現状と課題（別府湾・マコガレイ）

図３

別府湾地区

水産環境整備マスタープラン

環境整備の基本的考え方ではまさにこのような

で影響があります。大分県海域でも南方系のナル

考えに基づく事業展開が理想的なわけですが、事

トビエイ来遊により県北海域ではアサリが大打撃

業予算が縮小する中、PDCA サイクルに基づく

を受けていること、冬期水温の温暖化によりアイ

事業執行のためには予算的な裏付けが必要であ

ゴ、ブダイなどの食植性魚類による冬場の摂餌活

り、これらの予算を十分確保できるかどうかは今

動が衰えず海藻の食害が増え磯焼けの原因の一つ

後の課題として残されています。初期コストをか

と考えられること、養殖魚における新たな疾病の

けず、効率的な水産環境整備を進めていくために

発生など、様々な分野で影響が出ております。

は、事前の評価と事業期間中、事業実施後の分析

地球温暖化と海水温の上昇そしてその影響等に

評価の部分にしっかりと取り組む必要がありま

関して、それぞれの現象を正確に分析し、その相

す。県レベルにおいては試験研究機関がその役割

互の関連性について科学的に証明することはでき

を担う必要がありますが、人員、予算の制約の中

ませんが、海の環境全般に大きな変化があること

で精度の高い結果を出していくことは非常に厳し

に関しては多くの漁業者、水産関係者では認識が

いものがあります。自治体同士の連携や国との協

一致しています。地球温暖化等に関しては地方の

力関係を強固にしながら着実に進めていくことが

水産研究機関で扱うテーマではありませんが、そ

必要となります。

れによって影響を受ける地域の漁業、そして水産

４．最近の水温上昇傾向のこと

生物を取り巻く海の環境をどのように把握し、い
かに対処していくか、水産環境整備を考える上で

水産環境整備を進める上で外せない一つの視点

も考慮しなければならない大きな問題の一つで

は、海水温の上昇に伴う海況、漁況の変化とその

す。今後とも引き続き関係機関とも連携を図りな

影響のことです。

がら対応策を講じていく必要があります（図４）
。

県内ではここ数年間で海面の平均水温は１℃以
上上昇しています。海面水温の上昇は様々な分野
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先細りになってしまいます。継続的な予

℃
22

算確保を担保するためには水産資源と水

年平均水温

産環境は一体的なものとして捉え、これ

21

らの維持保全に係る事業についてはすべ
て公共事業として実施することができる

20

ような体制を構築すべきだと考えます。
現状ではソフト事業は公共事業としては

y = 0.0274x + 19.437

19

実施できませんが、国民共有の財産であ
る水産資源を守り、育てることはまさに

図４
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18

公共のための投資なのではないでしょう
年

か。今、「新たな公共」という考え方が
議論される中、海に囲まれる日本におい

豊後水道における年平均表面水温の変動
（40 年で 1.2℃上昇）

て、水産資源、水産環境が国民にとっ
てかけがえのない公共の財産であることの認識が

５．水産環境整備の推進に向けて

深まり、水産資源を守り育てる各種事業が公共事
業として展開できる日が来ることを念願していま

これまで、環境整備に向けた事業の展開に当

す。そのためには、これまで以上に水産業界が一

たって問題となる課題について、幾つかの事例を

体となった戦略的な取組が必要であろうと考えま

述べてきましたが、財源の確保についての事例に

す。

ついて考えたいと思います。
大分県では平成 18 年度から森林環境税の制度
が導入されました。県民一人あたり 500 円税を

冒頭の講演会の一貫したテーマは有明海の再生

負担し、森林の保全とそれに係る様々な活動を県

を海から遠く離れた「森林を育む日田の地」から

民全体で支え、実践していこうとするものです。

考え、行動していくことの大切さ、そして人間に

この取組は既に多くの自治体で行われています

とって大きな恵みをもたらす森、里、海の連環の

が、水産、海洋分野では残念ながらこのような取

重要性について、理解を深めようとするものでし

組はなされていません。その必要性についてはい

た。

ろいろな場面で議論されることはありますが、残

本稿のテーマである水産環境整備を進めていく

念ながら大きな動きとはなっていません。森林の

に当たっても、海の環境、生態のことだけではな

環境保全を通じ、県民運動として大きく「盛り上

く、陸域の環境、そして人を中心とした漁業、経

がって」いったように、水産分野においても、県

済活動とがうまく連関できるよう配慮していくこ

民、消費者に対して、日本の食文化には切っても

とが重要なことであると考えます。

切れない水産物の供給源である海を守り育てるこ

東北大震災の復興構想会議では水産分野につい

との重要性、必要性を訴え、そして行動に移して

ては外部資本導入を考慮した特区による復興の考

いくことが何よりも大切なことだと考えます。

えが打ち出されました。賛否両論ありますが、海

県財政が非常に厳しい状況であり、国に対して

の中、そして陸域の問題を切り離して考えること

も大きな期待ができない状況の中、このような森

はできません。海の恵みを背景に多くの人がその

林環境税等の取組に習い、県民、国民の理解の上

恵みを恒久的に享受できる仕組みを考えていかな

に立った水産環境整備を進めていくべきだと考え

ければならないと思います。非常に困難なことだ

ます。できればこのような取組、運動が活発化し

と思いますが、地域の水産業を支える多くの人々

「水産環境税」なるものが創設されることを心か

の総意のもと、早急な復旧が進み、理想的な水産

ら願うものです。
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（最後に）

環境が整備されることを心から期待いたします。

そしてまた、前述した放流をベースにした栽培

被災されたすべての水産業関係者の一日も早い

漁業や公共事業で実施する漁場整備事業とそれに

復興と希望に満ちた水産業の再興に願いを込め

付随する各種ソフト事業についてもこのままでは

て。

第3回

藻場再生への取組と継続に向けた工夫
～

産学官を「もやいづな」で結ぶことを実践しながら

～

鹿児島県立鹿児島水産高等学校
校長

本校の概要
薩摩半島の西南端に位置する本校は、鹿児島県
唯一の水産専門高校です。1910 年に県立商船水
産学校として創立以来、100 年を超える歴史の中
で輝かしい伝統を培ってきました。この間、教職
員の努力はもちろんのこと地域社会に支えられな
がら、熱心できめ細やかな資格取得指導や地域と
一体になった教育活動により水産業はもとより幅
広い関連産業の後継者育成や地域の活性化に努め
てきました。
最近は、後継者育成に加えて、
『地元の水産業
を守り・拓く』という地域貢献の観点から、藻場・
サンゴあるいは干潟の再生・保全に関する取組も
継続して行っています。ここでは、2005 年度（平
成 17 年度）から実施している藻場再生の取組に
ついて紹介します。

活動海域の現状
本校が藻場再生活動を実施してきた海域は、
指宿市岩本地先（水深３～６ｍ、面積約 36ha）
で、県内でも有数の規模を誇るガラモ場でした。
1978 年当時、本県でも最大の藻場として、アオ
リイカやタコ、サヨリ、ヒラメなど地元漁業者に
なくてはならない漁場となっていました。しかし、
1996 年には約 10ha に減少し、2000 年代に入る
と藻場と呼べる群落が確認できないほど衰退して
しまいました。この消失原因は、高水温や浮泥の
堆積などが考えられますが、はっきりしていませ
ん。一方、藻場が回復しない要因は、ガンガゼを
主体とするウニ類による食害であることが県水産
技術開発センター（以下水技センター）の調査に
より判明しました。

田中一郎

産学官の役割分担
藻場の制限要因がウニ類と判明しましたので、
地元漁協はウニを排除すべく、釣りエサ用として
関係者に採捕を依頼する一方、漁協青年部等によ
る潜水除去も計画的に実施しました。しかし、釣
りエサ用としてのウニの需要や青年部のウニ除去
能力も期待されるほど大きくなく、広範囲に高密
度で分布するウニには全くといってよいほど効果
が見られませんでした。
一方、水技センターとの交流のあった本校は、
生徒が習得したダイビング技術の実践の場を与
え、併せてこの技術を地元水産業に有効に活用す
る実習を模索していました。そこで、三者で協議
を重ねた結果、役割分担を下図のように行い、藻
場再生に向けた継続的な取組を行うこととなりま
した。
［産学官の役割分担］
地元漁協

①再生海域の選択･決定
②母藻（お母さん海藻のこと）の
準備と設置
③水産高校生の受け入れ

水産高校

①ウニ類（食害生物）の除去
②ウニの分布調査・測定
③生育調査及び除去ウニ加工実習

水技ｾﾝﾀｰ

①再生活動全般のコーディネート
②母藻設置後の生育調査
③水産高校生への指導・説明

「もやいづな」の効果
平成 17 年度から、船と船とをつなぐ「もやい
づな」のように漁協・水技センターそして本校を
つなぎ、藻場再生活動に連携して取り組んできま
した。この結果、藻イカ漁（産卵のため蝟集した
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写真１

水技センター職員による事前説明

アオリイカを狩り刺網で捕る漁業のこと）は、取
組開始後２年目からは、漁獲量が低迷期の２倍以
上に回復するなど大きな成果を得ることができま
した。これは、産学官の連携と継続的な取組の賜
であると確信しています。今回の取組の効果は、
下の図に示すとおりです。
水産高校
環境保全

資源回復
継続性

地元漁協

水技ｾﾝﾀｰ

商品開発

産

漁協

①藻場再生＝資源回復
②若者の水産業理解と商品開発

学

高校

①地域貢献のできる実験実習の構
築と環境保全
②漁業者との意見交換（進路含）

官

水技

①｢豊かな里海づくり｣の構築
②本県水産業発展と一層の連携

写真２

水技センター職員の ｢がぜみそ｣ の試作指導

開発を一層充実させていきたいと考えています。
２ 活動機会の増加
前述しましたが、指宿市岩本地先海域における
藻場再生の取組は、今年７年目を迎えます。この
間、水産高校が単独あるいは水技センターと共同
で学会（日本藻類学会）発表や県内の漁業関係者
を対象とした各種研修会等でも発表・紹介してき
ました。2008 年からはこの研修会に参加した別
の漁協（肝付町高山漁協）からも合同作業の依頼
があり、新たな活動が始まりました。今後もこの
ような漁協が増えていくことが予想されます。生
徒にとっては、県内の様々な現場を体験できるだ
けでなく、漁業者と交流したり、貴重なアドバイ
スを受ける良い機会となっています。また、漁業
者にとっても水産高校の生徒を理解できるだけで
なく、学校と一体となって地域の課題解決に向け
て取り組むことの喜びを実感できると好評を得て
います。

取組の広がり
産学官が連携した継続的な取組は、様々な広が
りを見せるようになりました。その中から代表的
もの２つを紹介します。
１ 除去ウニを無駄にしない商品開発
当初から除去ウニの処理方法については、職員
はもちろん生徒からも疑問の声が上がりました。
それは、ウニそのものも立派な水産資源であり、
その有効活用についても併せて研究を進めていく
ことが三者にとって不可欠のテーマだと気づいた
からです。そこで、「塩うに」や「がぜみそ」な
どの製造にも試験的に取り組むようになりまし
た。その結果、昨年度までに２種類のウニ製品の
試作に成功しており、今後も製品化に向けた研究・
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写真３

県や漁協の方々との合同作業

今後、今回は紹介できなかったサンゴ・干潟保
全活動も併せて「地域と一体になって里海を守り、
拓く取組」にこそ我々水産・海洋系高校が目指す
海の未来であると確信しています。そのためには、
水産高校と地域産業界と県行政の三者が一層交
流を深め、お互いを知るとともに Win － Win －
Win の関係を築くことが大切であると考えていま
す。

平成23年度 第１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）

「キジハタの栽培漁業技術開発について」
富山県農林水産総合技術センター 水産研究所
栽培・深層水課 研究員

町

敬介

開 催 日 時：平成 23 年 5 月 20 日（金）14:00 ～ 16:00
開 催 場 所：富山県農林水産総合技術センター 水産研究所

研修室

研修対象者：富山県漁業関係団体、富山県、富山県農林水産総合技術センター（本部、水産研究所）、
（社）富山県農林水産公社 他
講

師：山口県水産研究センター 外海研究部

専門研究員

南部 智秀

氏

出 席 者 数：21 名 ( 講師含む )

１

研修会の開催経緯
富山県では、平成 6 ～ 13 年度にキジハタの種

２

研修会の概要
本研修会は、富山県農林水産総合技術センター

苗生産技術開発を行い、親魚養成及び種苗生産に

水産研究所の研修室において、5 月 20 日（金）

必要な基礎的な知見を得たが、安定した種苗生産

の 14 時から開催された。研修会には、当研究所

を行うための技術の確立までには至らなかった。

の研究員をはじめ、種苗生産機関である（社）富

しかし、キジハタは、漁獲量は多くないものの、
沿岸域の高級魚で市場価格が高いことなどから、
漁業者からの放流事業に対する要望が大きい魚種
のひとつである。
この約 10 年の間に、安定した種苗生産が可能
となり放流事業も各地で行われている。特に、山
口県では事業化のため、生産実施機関への技術移
転や生産施設の整備が進められてきている。
また、平成 22 年度に、県が策定した ｢水産動
物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に
関する基本計画（栽培漁業基本計画）｣においても、

山県農林水産公社の技術員など、合わせて 20 人
に参加いただいた。
講演に先立ち、当研究所の佐藤所長から、キジ
ハタの栽培漁業技術開発を行うこととなった経
緯や講師の南部 智秀 氏についての紹介がなされ
た。
その後、「キジハタの栽培漁業技術開発につい
て」という題目で、南部氏から ｢（ １）キジハタ
の種苗生産｣ 及び ｢（ ２）キジハタ放流調査｣ に
ついて、ご講演いただいた。
講演は、山口県水産研究センターが長年培って

漁業者からの要望を踏まえ、技術開発を進める魚

きた技術や経験に基づいて、具体的で分かりやす

種として掲げられた。

く構成されており、参加者は熱心に聴講していた。

このため、当水産研究所においては、キジハタ

講演内容の概要は、以下のとおりである。

の生産技術開発を再開して安定生産の技術の確立
を図り、放流効果を明らかにすることにより、事
業化の検討に資することとされた。
このような背景の下、キジハタに関し第一人者
のお話をお聞きかせいただき、キジハタの技術開
発を進める上での参考にしようと企画されたもの
である。
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３

講演内容の概要

・照度は水面で 10,000lux 以上を基準とし、

（１）キジハタの種苗生産について

斜光は水槽内の照度にムラを作ってしま
うので完全に遮断すること

・山口県においてキジハタは、単価が 5,000 円 /

以上の 3 点に特に気をつけながら、仔魚の消化

kg にも達する高級魚である。
・平成 20 ～ 22 年度に栽培漁業公社への種苗生

管内のワムシ数をチェックすることで、摂餌状況

産技術の移転を完了し、24 年度から公社での

の確認を行う。初期摂餌成功の具体的な基準とし

事業化を目指し、現在はキジハタ用生産施設

て、仔魚 1 尾につきワムシ摂餌 5 個以上、群摂餌

の整備を進めている。

率 80％以上でないと、10 日齢で 40％は残らない。

・キジハタの仔魚は非常に弱く、種苗生産にお

②

夜間の沈降防止について

ける一番のポイントは、10 日齢までの初期生

・仔魚の夜間沈降は、4 ～ 8 日齢時に多く起

残であり、10 日齢時の生残率が 40％以上であ

こり、沈降後、おそらく底質の汚れ等の

ることが生産成功の基準になる。

理由により死亡すると思われる。
・夜間に沈降する原因としては、キジハタ
が眠り、底に沈むことの他、摂餌量が増
えることで体重（比重）が増加すること
によると思われる。
・夜間に仔魚を沈ませないようにするため、
夜間のみ底層の水流を強めること
・さらに、表層・中層・底層で仔魚の密度
をチェックすること
・夜間沈降対策の基準は、底層にいる仔魚
の割合を 20％以内としている。
・実際の飼育における注意点として、以下の 6
点が挙げられる。

・10 日齢までの注意点は、①初期摂餌、②夜間

①

・通気量は、流量計で管理すること

の沈降防止の 2 点が挙げられる。
①

・ユニークパイプの設置は、壁面との間に隙間

キジハタの初期摂餌の成功のために

を作らないようにすること

１．キジハタ仔魚は口が小さいため、小さな餌

（隙間に眠った仔魚が入りこみパニックを起

が必要

こし、死亡の原因となる。）

・仔魚は、105µm 以下のワムシでないと食
べられない。そのため、タイ産ワムシを

②

照明について
・仔魚はとても敏感なので、照明の点消灯は調

高卵率に仕立て、親ワムシのサイズを通

光器を用いてゆっくり行うこと

常の 160µm から 150µm に小型化させるこ

・測定室からの漏光、紫外線殺菌装置や警備シ

とで、子ワムシを 100 ～ 105µm に小型化

ステムのランプ類による光など、蝟集の原

して給餌させること

因となる可能性のある光源は全て遮光する

２．遊泳能力が乏しいため、水流を細かく調節

こと

することが必要
・水槽内の水流は、ワムシ密度が均一にな

・2 日齢夜間（開口齢時）は、とにかく餌を食

るように、卵収容の前に、水槽内の数箇

べさせる必要があるため、その日の夜間は

所に濃縮クロレラを垂らし、その拡散状

照らし続けること
・濃縮海産ナンノクロロプシスを添加する際

況を参考に調節すること
・飼育中は仔魚の行動観察（首を振りなが

も、急激な照度変化を避けるために約 20 倍

ら狙った餌を食べているか否か）からポ

に希釈したうえで、サイフォン等により時

ンプ・通気の強弱で流速を調節すること

間をかけて添加すること

３．キジハタ仔魚は視力が乏しいため、明るい
環境が必要
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通気について

③

物理的な障害について
・仔魚はホースと壁の間に挟まって死亡するこ

とがあるので、ホースと壁に隙間を作るこ

質疑応答（回答は南部講師）

と

Ｑ．10 日齢まで止水で、その後飼育水を回転さ

・仔魚は物理的な衝撃でパニックを起こし、壁
面に激突するので、給餌等の作業は慎重に
行うこと
・仔魚の棘は繊維質にとても絡まりやすいの
で、ロープ類はナイロン製にすること

④

Ａ．2 週間ぐらいは、底部のゴミが混ざっても問
題はない。円形水槽の中心付近の噴水で、ゴミ
や死魚を巻き上げるが、問題はない。
Ｑ．エアレーションの影響はあるのか。自然界で

で、排水管の水面付近にはセロファンを巻

夜間沈降は問題にならないのか。照度は高い方

張すること

が良いのか。

浮上死亡対策について

Ａ．気泡によるダメージとしてはヒレの損傷があ
り、そこから細菌感染を引き起こすと考えてい

強化も兼ねる）

る。自然界では、自然の流れで漂うので、問題

水質環境の管理について

にならないのだと思う。他機関では、2,000 ～

・ 水 質 の 測 定 は 1 日 2 回（7：00 と 15：00）
行うこと
・水温は 25℃以上であれば、特に加温の必要
はないと思われる。
・DO が 6.0mg/l 以下になった場合には、酸素
発生装置を使用し、ゆっくり（1 日当たり
0.5mg/l 程度）回復させること
・p Ｈは 7.3 以下になればクリアウォーターを
⑥

のではないか。

・排水周りなどの蝟集場所も棘が絡みやすいの

・フィードオイルを用いること（ワムシの栄養
⑤

せたら、底部のゴミも動いて死亡の原因になる

3,000lux が一般的である。蛍光灯は水面の照度
は高いが白熱灯よりも水中照度が低くなること
から、水面の照度のみでは判断できない。水中
照度から考えると、水面照度 20,000lux の方が
2,000lux より良い。
Ｑ．タイ産ワムシのサイズについて、160µm で
はダメで、150µm は良いとのことだが、その
維持方法は。

使用すること

Ａ．水温の最低が 30℃、密度は 1ml 当り 2,000

防疫について

個で小型化する。タイ産とＳ型両方の維持は難

・関係者以外を立ち入り禁止にすること

しい。タイ産の給餌期間を延長すると、仔魚の

・入棟時の手足消毒を徹底すること

成長が遅いので、Ｓ型への転換が必要。ワムシ

・各水槽に専用器具を装備し、器具の使い回し

は、開口してから投与する方が、食いつきが良

はしないこと
・各水槽間に仕切りカーテンを設置すること
・サンプル魚の廃棄を徹底し、必ず焼却処分す
ること
・VNN 検査体制を構築すること
・山口県では、添加微細藻類を海産ナンノクロ
ロプシスから淡水クロレラにできないかを検
討している。
・海産ナンノクロロプシスは飼育環境を維持し
やすいが、栄養的には淡水クロレラより劣り、
かなり高価である。
・淡水クロレラで飼育試験を行ったところ、海

い。
Ｑ．ワムシは卵率の高いものを投与する方が良い
とのことだが、その向上方法は。
Ａ．タイ産ワムシでは、2 ～ 3 日前から 100％
海水での培養から 80％にすることで向上す
る。Ｓ型は 80％か 100％である（卵率は 30 ～
40％）。
Ｑ．放流サイズが全長 50 ～ 60㎜であるが、その
サイズの稚魚の自然界での餌料は何か。
Ａ．ワレカラやエビ類である。全長 25㎝位から
魚食性の傾向が強くなる。
Ｑ．親魚養成方法は。

産ナンノクロロプシスよりも低コストで生産

Ａ．シェルターを設置すると親魚はすぐに隙間に

できるが、海産ナンノクロロプシスの方が安

入り、餌付きが悪くなり、野生化し、闘争心も

定生産が容易であると思われる。

芽生える。そのため、死亡魚も発見しにくく、

・取り上げ作業を手作業から機械化にするため、

病気が発生する可能性がある。設置しない方が

フィッシュポンプとフィッシュカウンターを

人に馴れて飼育しやすい。放流魚では 2 年で成

用いる試験を行った結果、移槽にかかる作業

熟するものもいるが、結構バラツキがある。

効率が 5 倍向上した。

Ｑ．親魚の餌の種類は何か。また餌の量はどのく
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放流場所が適地として指示した場所と異なる、

らいか。
Ａ．以前は、アジ、サバ、イワシ等の魚類を与え
ていたが、VNN ウイルスを保有しているため、

の 2 点が考えられた。
①

腹鰭のカット方法について

近年ではオキアミ、ケンサキイカ、エビ、配合

・キジハタの腹鰭をカットする際に、腹鰭棘条

を投与している。夏は週に 2 ～ 3 回、12 ～ 3

の基底をしっかりカットしないと腹鰭が再

月は投与しない。12 ～ 13℃で餌を食べなくな

生してしまい、識別が不可能になる（腹鰭

る。

棘条を 1㎜切り残すだけでも、腹鰭は再生す
る）。

Ｑ．VNN を発病したことはあるか。
Ａ．中間育成で発症例がある。基本的にウイルス

・人工生産魚の約 3 割は鼻孔隔皮が欠損してい

はキジハタに常在しており、スズメダイ、メバ

ることから、これを指標に判別できる可能

ル、アジ等、保菌していない魚はいないと考え

性がある。

ている。そのため、発症させないようにするこ

②

とが大切であるが、過密飼育状態（7t 水槽に 5

放流場所が違うことについて
・放流種苗の食害魚は、主にカサゴ、ソイ類、

千尾収容）の時に発症させてしまった。

キジハタ等である。
・放流後のキジハタは、放流サイズに関係なく

Ｑ．山口県が進めているキジハタ施設の整備の概

捕食される。

要は。
Ａ．630㎡の施設敷地に、種苗生産用として 60㎥

・油谷湾での主な放流場所は、食害魚を避ける

水槽 6 面（水量 50㎥）
、親魚用に 40㎥水槽 3

ため、港内や湾奥の水深 1 ～ 2 ｍの浅場で

面を整備する。50 ～ 60㎜サイズ 10 万尾の生

ある（深場で潮通しの良いカサゴやソイ類

産計画である。

の好漁場は、放流には不適で、食害が放流
効果を抑制してしまう）。
・港内、湾内、湾奥などで隠れ場所が多く、浅
い場所に少量ずつ放流するのが理想的であ
る。
質疑応答（回答は南部講師）
Ｑ．種苗生産の親魚はどこのものか。またカサゴ
との競合はあるのか。
Ａ．親魚は、外海と内海から約 200 尾集めた。
由来（DNA）は不明。生産尾数は、カサゴが
80 万尾、キジハタが 10 万尾。今後、競合の影
響が出る可能性はある。

（２）キジハタ種苗の放流調査
・調査は山口県油谷湾で行った。
・調査項目は、放流後の混入率、移動分散、成
長の 3 点である。
①

混入率は、平成 18 ～ 22 年度の混入率は平
均 47.6％であった。

②

③

おわりに
今回、講師をお願いした山口県水産研究セン

ター外海研究部の南部智秀専門研究員には、お忙
しい業務の中、遠路滑川（富山県）までご足労い
ただき、大変感謝しております。キジハタ生産に
関する多くのノウハウやキジハタへの熱い想いを

移動は、放流地点付近での混入率は 72.2％

語っていただき、技術開発を進める上でとても参

だが、放流地点から 1km 離れた場所では 6.2％

考になり、さらに、今後も相談に乗っていただけ

であることから、定着性が極めて強いことが分

る旨の温かいお言葉もいただきました。今後とも

かった。

よろしくお願いします。

放流後の成長は、放流後 4 年目には商品サイ
ズになることが分かった。

・油谷湾以外での再捕報告が極めて少ないが、そ
の原因として、①腹鰭のカットが不十分、②
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４

また、本研修会を開催していただいた（社）全
国豊かな海づくり推進協会にお礼を申し上げま
す。

［海づくり 協会コーナー］

平成23年度通常総会の開催
平成 23 年度通常総会は、平成 23 年 5 月 25 日

また、昨年 12 月の、国の第 6 次栽培漁業基本

（水）13 時から東京都千代田区内神田 1 － 1 －

方針においても、ヒラメ、サワラ等の広域種の推

12

コ―プビル 6 階

第 3 会議室で開催した。

進体制の構築などが重点目標とされた。

水産庁の成子増殖推進部長、独立行政法人水産

本方針のもと水産庁では、これまでの「栽培漁

総合研究センターの井上理事、水産庁栽培養殖課

業等資源回復対策事業」に変わり、23 年度から

の漆原課長他多数の来賓のご臨席をいただいた。

新たな補助事業「種苗放流による資源造成支援事

服部会長は、開会の挨拶で、去る 3 月 11 日に

業」を措置いただいた。この事業実施主体とし

発生した東日本大震災により太平洋沿岸の漁業 ･

て、海域協議会が役割を担うこととなり、当協会

漁村は壊滅的な被害を受けた。ここに、被災され

は、その事務局として円滑な運営によりしっかり

た皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、一

サポートし、支援して参りたい。

日も早い復旧をお祈り申し上げる。

様々な発展形が期待される海域協議会の強化

会員の皆様と一丸となってこの復興を支援すべ

に、今後、会員の皆様のご協力をお願いしたい。

く、本日「特別決議」をお諮り致し、必要な行動

協会の運営面では、22 年度は会費の 10％減額

を起こして行きたい。

をさせていただくとともに、常勤役員の減員等の

22 年度の事業運営状況は、豊かな海づくりに

運営体制の見直しを実施した。今 23 年度事業計

向けた諸事業を推進し、事業計画は滞りなく推進

画においても、事業予算の縮減など取り巻く環境

することができた。このことは､ 会員の皆様の絶

は誠に厳しいものがあり、事業の重点化を図りな

大なるご支援のお陰であると深く感謝している。

がら、事業管理費の縮減など、一層の効率化に努

とりわけ、全国の 6 つの海域において新たな栽

めて参りたい。

培漁業の推進体制として海域栽培漁業推進協議会

新法人への移行について、移行期間内に公益社

（以下「海域協議会」という。
）が設立され、我が

団法人へ移行すべく準備を進めたい。今年度が理

国で初となる、都道府県を越えた広域連携組織の

事 ･ 監事の改選期に当たることから、将来の新公

誕生となった。

益法人にふさわしい体制とすべく、定款の改正を

通常総会風景
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予定しているので、ご審議いただくとともに、次

日本大震災により被災された漁業関係者へのお見

期役員候補者のとりまとめを行ったので、選任の

舞いと、亡くなられた方々へのお悔やみを申し上

ご審議を願いたい。

げる。

本日は水研センターから井上理事に出席いただ

今回の通常総会は第 6 次栽培漁業基本方針が

いているが、水研センターにおいては、今年度か

策定・公表された後の初めての総会であり、この

らの新中期計画のもとで、海域の資源や環境など

基本方針では、資源造成型栽培漁業の推進や都道

の技術開発に海区の水産研究所が主体となって総

府県の区域を越えた共同種苗生産体制の構築等こ

合的に取り組まれると伺っているので、より漁業

れまでにない新たな取り組みが盛り込まれ、その

の現場に近いところで仕事をされることとなるこ

実現に向けて全国６海域に海域協議会が設立され

とに、大いなる期待を寄せている。今後とも栽培

た。

漁業の推進につき、是非、ご配慮をお願いしたい
旨挨拶を行った。
また、来賓挨拶では、水産庁成子増殖推進部長

今後ますます重要な役割を果たすこととなる。特
に東日本大震災にあった東北太平洋側の海域で

から、この度の東日本大震災により多大な被害

は、沿岸漁業の復旧が喫緊の課題になっているが、

を受けた関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げ

この中で、今後の栽培漁業の果たすべき役割は非

る。

常に大きいものがある。

第 2 次補正予算は本格的な復興予算と位置づけ

被災地がゼロからのスタートを余儀なくされて

られているので、栽培漁業関連施設の被害につい

いる今こそ、広域の栽培漁業の在り方について

て、復興予算をしっかりと要求していきたい。今

栽培漁業の原点に立ち返っての論議が不可欠であ

週宮城県等の水産高校長が来庁して、アワビの親

る。このためには、県、市町村、漁協等で広域栽

貝が残ったので活用可能との申し出をいただいた

培漁業の方向性の論議には海域協議会の役割が重

が、こうした支援策の活用、水研センターの栽培

要であり、その事務局業務を担っている海づくり

関係庁舎や予算を総動員して礒根資源等の回復へ

協会の責務は重大と言える。

の取り組みを一刻も早く行っていただきたい。

水研センターは本年度から第 3 次中期計画期間

社団法人全国豊かな海づくり推進協会（以下「海

に入り、5 カ年間の研究重点項目として、沿岸漁

づくり協会」という。
）は、平素より我が国水産

業の振興を掲げているが、沿岸漁業の先行きの不

施策の柱である栽培漁業の推進に尽力いただきお

透明さを否定できない状況にある中で、これを打

礼を申し上げる。

開するため、水研センターは水産庁、都道府県、

昨年来の事業仕分けで水産業改良普及事業の予

海域協議会、海づくり協会と歩調を合わせ、研究、

算要求の抜本的な見直しを求められており、これ

技術開発の面から尽力したい旨の挨拶をいただい

まで長年に亘り栽培漁業の中間育成等の指導をし

た。

てきた体制が危機に瀕している。農業、林業にお

本通常総会では、第 1 号議案

平成 22 年度事

いても同様な状況になっているが、特に漁業の場

業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財

合は､ 魚が広域に移動することから、県域を越え

産目録及び収支計算書に関する件、第 2 号議案

て連携した改良普及事業の実施について現在、副

平成 23 年度事業計画書及び収支予算書に関する

大臣の下で検討・とりまとめの作業をしている。

件、第 3 議案

栽培漁業と改良普及事業は密接な関連の下に推
進していきたい。
海づくり協会は、一足先に広域連携の組織を立

4 号議案

平成 23 年度会費に関する件、第

平成 23 年度借入金の最高限度額に関

する件、第 5 号議案

平成 23 年度役員報酬に関

する件、第 6 号議案 新法人移行に関する件、第

ち上げており、その活動は理に叶ったものと認識

7 号議案

している。23 年度は、広域連携の新しい栽培漁

役員の選任に関する件が提案・審議された。

業関係事業が始まるので活用願いたい。旨の挨拶
をいただいた。
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この海域協議会の発展のため、海づくり協会が

定款の変更に関する件、第 8 号議案

事務局から、会員現在数は 81 会員であり、こ
れに対し本会議には代表者出席 11 会員、表決委

続いて、独立行政法人水産総合研究センター井

任者出席 22 会員、書面表決者 46 会員、欠席者 2

上理事からは、松里理事長挨拶の代読をされ、東

会員となっており、定款第 23 条第 1 項の規定に

より総会が成立している旨報告を行った。
服部会長が仮議長となって恒例により議長指名

な説明に努めるとともに、ブロック会議等の場で
検討内容を説明したい旨回答して了解された。

したい旨諮ったところ、会長一任となり、会長は

その後、議長が第 2 号議案から第 5 号議案まで

山本 勇氏（大分県漁業協同組合代表理事組合長・

を一括して諮ったところ、壊滅的被害を受けた会

大分県漁業海洋文化振興協会理事長）を指名し、

員の 23 年度会費額については会長一任を含め全

山本勇氏が議長に就いた。

員異議なく原案のとおり承認可決された。

第 1 号議案を提案し、議長が質問・意見を求め

第 6 号議案から第 8 号議案をそれぞれ提案し、

たところ、全員異議なく、原案の通り承認可決さ

議長が質問・意見を求めたところ、全員異議なく、

れた。

各議案とも原案の通り承認可決された。

第 2 号議案から第 5 号議案まで関連議案として

市村専務理事が議長に発言を求め、別紙「東日

一括上程し、第 3 号議案に関しては、今回の東日

本大震災により壊滅的被害を受けた栽培漁業の復

本大震災により壊滅的被害を受けた会員の 23 年

旧支援にかかる特別決議」の提案を行った。

度会費額については、会長一任とする提案を行っ
た。議長が質問・意見を求めたところ、会費につ

その後、議長が諮ったところ、全員異議なく拍
手で原案の通り承認された。

いて、毎年 10 月頃から財政当局との折衝になる

議事を休止し、選任された理事において理事役

が、この総会で決まった会費額について変更の余

職に関し互選が行われ、別紙「役員名簿」のとお

地があるか。との質問があり、事務局からは、23

り決定された。

年度会費については昨年秋開催した栽培漁業ブ
ロック会議の中で説明し、理解いただいたもので

以上をもって議事の全部を終了し、全ての議案
が原案のとおり承認可決された。

あり、24 年度会費については今後必要に応じて、

また、総会終了後、山本副会長等が佐藤正典水

海づくり協会が会費をどのような事業に使用し、

産庁長官他の幹部を訪問し、新役員就任挨拶と特

どのような取り組みをしているか等について十分

別決議を報告した。

特別決議を長官に報告
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（別 紙）
東日本大震災により壊滅的被害を受けた栽培漁業の復興支援にかかる
特 別 決 議
去る３月１１日に発生した東日本大震災により、太平洋沿岸の漁業・漁村は壊滅的な被害を受け、種苗生
産 ･ 中間育成施設も崩壊し栽培漁業は計りしれない打撃を受けた。
水産業の復興に向けて、全国で支援運動が展開され、国の第一次補正予算での支援策が示される中で、一
日も早く漁に出たいとの漁業者の再起への強い思いから、再建へと一歩ずつ踏み出している。しかしながら、
漁船の大半が失われ、漁港や漁場はいまだガレキや土砂に埋まっており、魚介類や海藻などの水産資源が復
活できるのか、漁業の将来に不安の声が上がっている。
水産業復興の鍵は、海の復興であり、豊かな海を取りもどすには、漁場の復旧と栽培漁業の一体的な推進
が必要である。国には壊滅した種苗生産施設の早期再建に向け全面的な支援を要請する。また、漁場環境の
調査を実施するとともに、海域の重要資源であるアワビやウニ、ヒラメ等の資源の再生に向けて、種苗の生産・
放流事業の積極的な展開が図られるよう、国並びに（独）水産総合研究センターの全面的な支援を要請する。
なお、これら支援については、関係道県が広域に連携した太平洋北海域栽培漁業推進協議会の機能を最大
限に活用しながら実施されることがが重要である。
（社）全国豊かな海づくり推進協会は、日本海北部 ･ 日本海中西部 ･ 太平洋南 ･ 瀬戸内海 ･ 九州の５つの海
域栽培漁業推進協議会とともに一丸となって、太平洋北海域の栽培漁業の復興を支援するものである。
右、決議する。
平成２３年５月２５日
（社） 全国豊かな海づくり推進協会 平成２３年度通常総会

（別 紙）

役 員 名 簿
社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
平成２３年５月２５日
理事・監事

氏

会長理事

服

部

副会長理事

山

本

専務理事

市

村

隆

理

事

鉢

呂

理

事

大

井

理

事

渥

美

理

事

高

理

事

栁

村

理

事

田

中

理

事

川

口

理

事

松

井

理

事

角

理事計

郁

所

属

弘

全国漁業協同組合連合会

勇

員外

紀

員外

昌

弘

北海道

誠

治

岩手県漁業協同組合連合会

敏

静岡県

治

福井県漁業協同組合連合会

彦

長崎県

傳

山口県漁業協同組合

恭

一

社団法人漁業情報サービスセンター

義

侑

社団法人海と渚環境美化推進機構

好

美

全国漁青連

茂

社団法人北海道栽培漁業振興公社

明

熊本県漁業協同組合連合会

智

１２名

監

事

村

井

監

事

松

本

監事計
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名

忠

２名

平成２３年度 第１回理事会
平成 23 年度第 1 回理事会は、平成 23 年 5 月

協会の運営面では、22 年度は会費の 10％減額を

25 日
（水）
11 時から東京都千代田区内神田 1 － 1

させていただくとともに、常勤役員の減員等の運

－ 12

営体制の見直しを実施した。

コープビル 6 階 第 2 会議室で開催され、

来賓として水産庁栽培養殖課の漆原課長､ 同課石

今 23 年度事業計画においても、事業予算の縮

塚課長補佐、同課橋崎課長補佐、水産庁計画課青

減など取り巻く環境は誠に厳しいものがあり、事

木課長補佐、水産庁栽培養殖課荒井係長のご臨席

業の重点化を図りながら、事業管理費の縮減など、

をいただいた。

一層の効率化に努めて行きたい。

服部会長は、開会の挨拶で、去る 3 月 11 日に

新公益法人への移行について、移行期間内に公

発生した東日本大震災により太平洋沿岸の漁業 ･

益社団法人へ移行すべく準備を進めたい。今年度

漁村は壊滅的な被害を受けた。被災された皆様に

が理事 ･ 監事の改選期に当たることから、将来の

心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い

新公益法人にふさわしい体制とすべく、次期役員

復旧をお祈り申し上げる。

候補者のとりまとめを行ったので、選任案の審議

会員の皆様と一丸となってこの復興を支援すべ
く、本日「特別決議」をお諮り致し、必要な行動
を起こして行きたい。
22 年度の事業運営状況は、豊かな海づくりに

を願いたい。旨の挨拶を行った。
次に､来賓の水産庁栽培養殖課の漆原課長から、
3 月 11 日に発生した東日本大震災により被災さ
れた皆様に衷心よりお見舞い申し上げる。

向けた諸事業を推進し、事業計画は滞りなく推進

今回の地震・津波により水産関係でも、北太平

することができた。このことは､ 理事各位の絶大

洋沿岸の広範囲に亘り甚大な被害を受けたが、先

なるご支援のお陰であると深く感謝している。と

般国会で成立した第 1 次補正予算では、漁港・漁

りわけ、全国の 6 つの海域において新たな栽培漁

場・海岸等の災害復旧、漁船・定置漁具、冷凍冷

業の推進体制として海域栽培漁業推進協議会（以

蔵施設、養殖施設の災害復旧、がれき処理等に対

下「海域協議会」という。）が設立され、我が国

する支援措置など大震災からの早期復旧のための

で初となる、都道府県を越えた広域連携組織の誕

緊急措置を行うこととしている。現在、更なる復

生となった。

旧・復興のための対策について検討を行っている

また、昨年 12 月の、国の第 6 次栽培漁業基本

ところであり、栽培漁業、養殖業を含め、我が国

方針においても、ヒラメ、サワラ等の広域種の推

水産業の復旧・復興に全力で取組んで行きたい。

進体制の構築などが重点目標とされた。

また、栽培漁業については、昨年 12 月に第 6

本方針のもと水産庁では、これまで
の「栽培漁業等資源回復対策事業」に
変わり、
23 年度から新たな補助事業「種
苗放流による資源造成支援事業」を措
置いただいた。
この事業実施主体として、海域協議
会が役割を担うこととなり、当協会は、
その事務局として円滑な運営確保する
ため、しっかりサポートし、支援して
参りたい。
今後、様々な発展形が期待される海
域協議会の強化に、会員の皆様のご協
力をお願いしたい。

理事会会場全景
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次栽培漁業基本方針が策定・公表されているが、

特に、今回の東日本大震災により壊滅的被害を

これを踏まえて本年度から新たに「種苗放流によ

受けた会員の 23 年度会費額の減免については、

る資源造成支援事業」を実施することとしてお

その取り扱いを会長一任とする提案を行った。

り、期間を限定した集中的な種苗放流の全国的な

議長が質問・意見を求めたところ、会費減免額

展開、共同種苗生産体制の構築について支援する

と事業計画への反映の見通しについて、どのよう

こととしている。海づくり協会は栽培漁業に関す

に考えているか。との質問があり、事務局から、

る豊富な知識と経験を背景に、栽培漁業の推進に

現在のところ被災状況の詳細が判らないので、今

多大な貢献をしてきたが、今後とも、関係都道府

後、被災状況と被災会員からの意見を徴し、会長

県、独立法人水産総合研究センター、漁協系統等

に相談して減免額を決めた中で、事業を効率的に

の関係機関と一体となって、栽培漁業の推進に大

進めたい旨回答し、了承された。

きな役割を果たしてもらいたい旨の挨拶をいただ
いた。

その後、議長が質問・意見を求めたが、特にな
く、賛否を諮ったところ、全員異議なく原案の通

本理事会では、第 1 号議案 平成 22 年度事業報

り承認可決された。

告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目

続いて、第 6 号議案から第 8 号議案を個別に提

録及び収支計算書に関する件、第 2 号議案 平成

案し、質問・意見を求めたところ、全員異議なく、

23 年度事業計画書、収支予算書に関する件、第

各議案とも原案のとおり承認可決した。

3 号議案 平成 23 年度会費に関する件、第 4 号議

議長からその他の意見を求めたところ、沿岸漁

案 平成 23 年度借入金の最高限度額に関する件、

業者は、栽培漁業のために海づくり協会の会費や

第 5 号議案 平成 23 年度役員報酬に関する件、第

放流費用を負担しているが、放流魚は TAC から

6 号議案 役員選任に関する件、第 7 号議案 顧問

除外されていることや、集魚灯の規制が沿岸漁業

の委嘱関する件、第 3 号議案 その他が提案され

に比べて比較できない程緩やかなため沖合漁業は

た。

放流魚を取り放題にしていると認識をしている。

服部会長が議長となり、第 1 号議案を提案し、

今後、栽培漁業に沖合漁業者を参加させることが

質問・意見を求めたところ、全員異議なく、原案

必要ではないか。との意見が出され、水産庁か

のとおり承認可決した。

ら、意見は承って、庁内に持ち帰りたいとの回答

次に、第 2 号議案から第 5 号議案を関連事項と
して一括提案して議長が質問・意見を求めた。

があった。
以上をもって全ての議案の審議を終えた。

平成２２年度 第２回理事会
平成 22 年度第 2 回理事会は、平成 23 年 3 月
11 日
（金）
11 時から東京都千代田区大手町 1 － 7
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が国で初となる海域単位の連携組織の誕生に対し
て、内外から大変注目をされている。

－ 2 大手町サンケイプラザ 3 階会議室で開催さ

これを着実に明日の栽培漁業に繋いで行くた

れ、来賓として水産庁栽培養殖課の山下課長､ 同

め、海づくり協会は海域協議会の円滑な運営と発

課山田課長補佐、水産庁計画課青木課長補佐、独

展をしっかりと支えて行きたい。

立行政法人水産総合研究センターの和田部長、水

昨年末、国の第 6 次栽培漁業基本方針が示され、

産庁栽培養殖課荒井係長のご臨席をいただいた。

23 年度から「種苗放流による資源造成支援事業」

服部会長は、開会の挨拶で、本年度、全国の 6

が展開されることとなっており、この基本方針に

つの海域において、新たな栽培漁業の推進体制と

沿って、新予算を最大限に活用した事業展開に

して「海域栽培漁業推進協議会」
（以下「海域協

よって資源の回復と安定に寄与するとともに、共

議会」という。
）の設立を果たすことが出来、我

同種苗生産 ･ 放流体制づくりへ取り組みを進めて

会が中心となって話し合い・連携の場
として 6 つの海域協議会が立ち上げら
れたが、今後とも広域種の栽培漁業推
進体制づくりに尽力することを期待し
ている。
海づくり協会の事業運営体制では、
今理事会で意志決定の迅速化のため理
事数をほぼ半減させるという機構改革
案が提案されると聞いている。また、
昨年度、常勤副会長が自ら退任される
等経費の節減に積極的に取り組んでい
第２回理事会会場

行きたい。

ることに敬意を表したい。
先日、アワビ類の感染症が確認され
たことから、アワビ類の種苗放流に関する注意喚

22 年度は、会費の減額、常勤役員の減員等運

起文書を水産庁から関係都道府県に発出された

営体制の見直しにより、一層の事業の効率化を

が、この文書の趣旨に沿って感染症の拡大が起こ

図ってきたが、来年度の事業を見通すと、事業予

らないよう、関係都道府県の栽培漁業センター等

算の縮減も予想されるので、23 年度の事業計画

の種苗生産施設には厳重な取扱をお願いしたい。

において、新たな観点で事業の一体化や重点化を

旨の挨拶があった。

図り、効率的な事業展開に努めたい。

本理事会では、第 1 号議案平成 22 年度事業概

また、本理事会の議事では、新公益法人への対

要（案）に関する件、第 2 号議案平成 23 年度事

応や、23 年度の役員改選期であることから、新

業計画骨子（案）に関する件、第 3 号議案平成

制度に適応した役員体制の構築を図るべく定款の

23 年度会費に関する件、第 4 号議案平成 23 年度

改正についてもお諮りしたい。

借入金の最高限度額に関する件、第 5 号議案平成

水研センターは次期「中期計画」の策定に取り

23 年度役員報酬に関する件、第 6 号議案新法人

組んでいるが、栽培漁業の半世紀に及ぶ歴史に加

移行に関する件、第 7 号議案定款の変更に関す件、

え、全国都道府県の資源回復計画の 6 割強が放流

第 8 号議案役員の改選に関する件、第 9 号議案規

事業を計画に位置づけられている現実を踏まえ、

程の変更に関する件、第 10 号議案平成 23 年度

独立行政法人水産総合研究センターにおかれても

通常総会付議事項及び開催に関する件、第 11 号

適切なる対処をお願いしたい。旨の挨拶を行った。

議案その他が提案された。

来賓の水産庁栽培養殖課山下課長から、水産庁

服部会長が議長となり、第 1 号議案を提案して、

は、昨年第 6 次栽培漁業基本方針を策定・公表し

質問・意見を求めたが、全員異議なく、原案のと

たが、この方針の要点としては、これまでの一代

おり承認可決した。

回収型の栽培漁業から親魚を取り残して再生産す

次に、第 2 号議案から第 5 号議案を関連議案と

る資源造成型栽培漁業を漁獲管理・漁場整備して

して一括提案して議長が質問・意見を求めたが、

一体的に推進する他、漁業者が実感できるよう相

全員異議なく原案の通り承認可決された。

当規模による種苗放流と対象種の重点化を図るこ

また、第 6 号議案から第 9 号議案を関連議案と

ととしている。また、県域を越えて回遊する広域

して一括提案して議長が質問・意見を求めたが、

種は関係都道府県の連携・共同組織により栽培漁

全員異議なく原案の通り承認可決された。

業の推進を図ることとしている。
さらには、都道府県の種苗生産施設の老朽化に
対応して関係都道府県の連携・分業により共同種
苗生産体制を構築して低コスト化を図る等を内容
としている。
このような状況に対応して、先般、海づくり協

続いて、第 10 号議案を提案して議長が質問・
意見を求めたが、全員異議なく原案の通り承認可
決された。
最後に、第 11 号議案 その他について議長が提
案すべき案件について質したが特になく、全ての
議案の審議を終えた。
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（４月１日付）
新潟漁業調整事務所漁業監督課長（増殖推進部栽培養殖課課長補佐（栽培指導班担当））山田 諭
進部栽培養殖課課長補佐（栽培指導班担当）資源管理部管理課漁船検査官

増殖推

橋崎かよ

（５月１６日付）
大臣官房経理課長（増殖推進部栽培養殖課長）山下容弘
監督課長）漆原勝彦

増殖推進部栽培養殖課長（生産局畜産部競馬

増殖推進部栽培養殖課課長補佐（栽培企画班担当）
（総合食料局流通課課長補佐（商

業指導班担当））石塚浩一

（独）水産総合研究センター
（４月１日付）
研究推進部長（瀬戸内海区水産研究所長）高柳和史
明

北海道区水産研究所長（中央水産研究所長）福田雅

東北区水産研究所長（水産庁増殖推進部参事官）平井光行

中央水産研究所長（研究推進部長）和田時夫

日本海区水産研究所長（東北区水産研究所長）石田行正

瀬戸内海区水産研究所長（日本海区水産研究所長）時村宗春
（３月３１日付）
定年退職（北海道区水産研究所長）松尾 豊

（社）社団法人全国豊かな海づくり推進協会
（６月１日付）
技術顧問（参与）古澤 徹
福永辰廣

事業推進部長（業務部長）岩橋好敏

事業推進部海域協議会対策室長（調査役）栗山博文

（５月３０日付）
退職（調査役）靍田義成
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総務部長（事務局長）森 隆雄

参与（調査役）

調査役（業務部業務課係長）藤田智也

（技術顧問の設置）
協会業務を遂行する上で、会員並びに国及び独立行政法人水産総合研究センター等の間で緊密な連携を
図りつつ、技術的な観点から効率的に企画・実践することが重要な課題になっていますが、特に、本年度
から実施される「種苗放流による資源造成支援事業」に関して、新たに海域栽培漁業推進協議会を中心と
した栽培漁業推進体制を構築、推進することが急務となっていることから、理事会の承認のもと平成 23
年 6 月 1 日に会長理事が古澤徹氏を技術顧問として委嘱し、これら事業の的確な推進を目指すこととな
りました。
なお、古澤技術顧問は、下記住所に駐在します。
〒 651-2102
神戸市西区学園東町 3-659-52-1101
℡ 078-778-1739

メールアドレス furusawa@kobe.zag.jp

社団法人 全国豊かな海づくり推進協会組織図（23. 6. 1）

会長理事

委

嘱

顧問

専務理事

（所掌）
総会・理事会
定款・規程
財務・会計等

（所掌）
専務理事
補佐、協会
業務遂行

（所掌）
事業企画
独自事業
受託事業

（職 制）
部長
参与
次長
室長
調査役
職員等
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