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大震災からの復興をめざして
水産庁栽培養殖課長

前

章 裕

まず、先の大震災で被災された皆様に心からお

後、４年後のことを考えれば、来年には放流を再

見舞いを申し上げます。３月 11 日、私は WTO

開しなければなりません。このため１次補正予算

漁業補助金交渉に出席するためジュネーブにいま

で応急復旧の予算を確保し、関係県では来春の放

した。ホテルで朝食をとっていると、TV に映し

流に向けての取り組みが急ピッチで進められてい

出される大惨事が目に飛び込んできました。会議

ます。栽培漁業については、昨年 12 月に策定し

場では各国代表団から「大丈夫か？」と労りの声

た第６次「水産動物の種苗の生産及び放流、並び

をかけられ、急遽その日の夜行便で帰国すること

に水産動物の種苗の育成に関する基本方針」にお

になりました。

いて、海域栽培漁業推進協議会における連携調整

その後はご存知の通りです。水産庁の多くの部

による広域種の放流の推進や、「資源造成型栽培

署が大震災からの復旧・復興対策にあたってきま

漁業」の取り組み強化等が定められました。これ

した。私自身も７月に今のポストに移ってきてか

らの目標を着実に実施していくためにも、栽培漁

らは、大震災からの復旧・復興対策に関わる仕事

業の関連施設についても、可能な限り早急な復興

にたずさわらない日はない状況が続いています。

に努めていきたいと考えています。

今までの私は主に国際関係の仕事が中心で、栽培

水産庁においては、本年６月に策定した「水産

養殖関係の仕事はほぼ初めて担当させていただい

復興マスタープラン」において、栽培漁業対象種

ていますが、少しでもお役に立てるよう頑張りた

の放流用種苗生産については、５年を目途に、被

いと思います。

災前の生産水準への回復を目指すこととし、種苗

栽培養殖課の仕事は、その名の通り栽培漁業と

生産施設の復旧・復興のために必要な経費を計上

養殖業の二つの側面をもっています。そんな中で、

することとしています。さらに、種苗生産施設が

大震災からの復旧・復興となると、漁業者の現在

再建され、本格的に種苗の生産が再開されるまで

の生活に直接関わる部分、すなわち養殖業がまず

の間、他地域から必要な種苗を確保し、放流する

取り上げられることになります。

ための経費も手当てしていくこととしています。

被災した個別経営の養殖施設の復旧について

漁業者の復興に向けた取り組みは既に始まって

は、23 年度１次補正予算で対応することになり

います。今後、震災からの漁業の再生が本格化し

ましたが、養殖業は生産活動を再開しても、生産

ていく中で、栽培漁業の役割は大きな注目を集め

物を得るまでにある程度の時間がかかるもので

ていくものと思います。種苗生産施設が再建され

す。比較的短期間で生産が可能なワカメでも半年、

るまでの間であっても、種苗放流を中断するわけ

カキやホタテ貝になると、収入を得るまでに２年

にはいきません。そのためには、放流用種苗の提

から３年はかかります。施設の復旧だけでなく、

供など、どうしても被災地域以外の皆さんの協力

収入が再び得られるようになるまでどうやって生

が必要です。また、栽培漁業の抱える問題は、先

産者を支えていくのか、この問題への対応が３次

の大震災からの復興だけではありません。震災か

補正予算の大きな課題になっています。

らの再生に取り組む中で、皆さんとともに、他の

一方で、栽培漁業の復旧は、被災地の漁業活動
が本格的に再開した後を考えてのものであって、
多くの漁業活動の根幹に関わる大変重要な課題で
す。サケ・マスについては、今年放流を予定して

多くの課題にも積極的に取り組んでいきたいと考
えております。
大震災から日本の漁業を再生させるために、皆
さんのご協力をいただければ幸いです。

いた多くの稚魚が流出してしまいました。３年
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鳥取県美保湾におけるバイの産卵促進試験
（鳥取県バイ資源回復計画の取り組み）
鳥取県栽培漁業センター
研究員

１

はじめに

して、塩ゆでや混ぜ御飯等で食されています。

バイ (Babylonia japonica) は、水深 30㍍以浅の

鳥取県のバイ漁獲量は、過去には 80㌧以上あ

海域に生息する肉食性の巻貝です（写真１）。鳥

りましたが、昭和 60 年から環境ホルモン（有機

取県では、かご網等で漁獲され、きんこばい、黒

スズ等）の影響で激減し、昭和 62 年から平成 10

ばい、本ばいといった名称で呼ばれます。県西部

年まで６㌧以下の不漁が続きました（図２）。また、

にある美保湾（図１）での漁獲量が県全体の７割

この環境ホルモンの影響で種苗生産が困難となっ

以上を占めるため、県西部でなじみの深い食材と

たため、昭和 58 年から実施してきた放流事業を
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鳥取県のバイ漁獲量と水揚げ金額の推移

水揚金額（百万円）：折線

写真１
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太田武行

平成７年に休止する事態になりました。

３

天然貝の産卵促進

しかし、平成元年には船底塗料への有機スズの

バイは、海底に沈んだ流木やロープ、貝殻など

使用が禁止され、徐々に漁場環境が改善されたこ

に卵塊を産み付けますが、鳥取県の海底はそれら

とから、近年の漁獲は増加傾向にあり、平成 22

産卵基質が不足しています。そのため、バイが成

年には漁獲量 47㌧、水揚金額４千万円まで回復

熟しても産卵を行わないまま産卵期を終える貝が

してきています。

いることを昭和 60 年代の調査で明らかにしてい
ました。

２

鳥取県バイ資源回復計画の策定
バイかご漁は、漁業経費が安価で、近場での短

時間操業であるため、高齢者でも容易に操業する

そこで、効果的に産卵を促すために、様々な素
材の産卵器を設置する試験を平成 22 年に実施し
ました。

ことができます。そのため、資源量の増加に伴い、

産卵器は、「暗所となり、潮通しがよく、動か

バイかご漁に参入する漁業者が急増し、平成 18、

ない」という産卵基質の条件に適するよう長さ

19 年は漁獲量が減少するなど乱獲になる可能性

60㌢の円筒状のものを、海底で動かないよう２本

が出てきました。

組にしました。素材としては、農業資材で土中に

鳥取県では、昭和 50 年代に乱獲により漁獲量

埋めて水はけを促進させる際などに用いられるプ

が大幅に減少した苦い経験があります。このため、

ラスチック製のトリカルパイプ（内径 10㌢）
、煙

早急に対策すべく、平成 20 年から漁業者等と協

突等に用いられるスレート製の円筒（内径 12.3

議を重ね、平成 22 年度に「鳥取県バイ資源回復

㌢）、鉄管（内径 9.5㌢）を用いました。なお、ト

計画」を策定しました。

リカルパイプは海底で動かないよう鉄筋で重量を

この計画は、３㌢未満の小型貝の再放流、漁期

増しました。

制限（3/1 ～ 9/30）
、漁具数制限、保護区の設定

これらを、産卵期である６、７月に米子市淀江

からなる「資源管理」と、人工種苗の放流と天然

町地先の水深８㍍の海域に 10 基程度沈め、10 日

貝の産卵促進による「積極的な増殖措置」の２本

前後を経過した後に回収しました。

柱を基に策定されました。

試験の結果、図２のとおり、産卵器を設置した

なお、鳥取県栽培漁業センターでは、
「積極的

水深の水温が 20 ～ 22 度になる期間が産卵のピー

な増殖措置」に関して技術面等でサポートしてい

クで、産卵器設置は６月中・下旬が最適と考えら

ます。

れました。

人工種苗放流については、資源回復計画策定前

また、産卵器の材質の評価としては、トリカル

の平成 14 年から種苗放流再開に向けた量産化試

パイプが、産卵数も多く、軽くて丈夫で扱いやす

験を開始し、平成 18 年には放流技術開発に着手

い上に、ホームセンター等で安価に購入できる点

しました。平成 22 年には安定的に 10 万個（殻

から最適素材と考えられました（産卵器１基あた

高１㌢）の種苗生産が可能になったことから、漁

り 2,500 円程度で製作可能）。なお、スレート製

業者による種苗放流が再開されました。なお、現

円筒は、産卵数は多いものの、落とすと割れる等

在、国内においてバイの人工種苗を放流している

耐久性が弱く、入手が困難な点、鉄管は産卵数が

のは鳥取県のみです。

少なく、重いため高齢者では扱いづらい点が、問

また、天然貝の産卵促進については、次にまと
めました。

題点となりました。
ちなみに、トリカルパイプ製の産卵器１基あた
りに最大 311 万粒（5.9kg）の卵が産み付けられ
ていました（写真２）。

3

今後、バイかご漁で使用するかごの部分を産卵

食材 PR や新たな流通ルートの開拓等といった販

器に換えて、漁業者の手で、手軽に資源を増やす

売強化と産卵器の設置による資源増殖をセットと

取り組みができるよう技術の普及を行います。

した補助事業の立ち上げを来年度に向け検討中で

また、ただ資源を増やすだけでは単価の下落を

す。

引き起こす可能性が大いにあるほか、漁獲が低調

今後も、種苗放流による資源の底支えと、産卵

であった期間が 10 年以上続いたため、若い世代

促進による天然貝の産卵数の確保、そして漁獲規

にとってバイの食文化がなじみの薄いものになっ

制により、バイ資源を現状以上の水準で維持し、

ているという課題もあります。

鳥取県をバイの産地として確立できるよう漁業者

そこで、行政部局と連携し、レシピの作成等の

写真２
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トリカルパイプ製産卵器に産み付けられた卵塊

トリカルパイプ
標準偏差

800

と一緒に努力していきます。

特集

キジハタ VS キツネメバル
その栽培漁業と味を探る（山口と青森から）
近年、“地域の特産”として注目を集め、また郷土の食文化としても親しまれているキジハ
タとキツネメバルの栽培漁業に焦点を当てた特集としました。また、地元で消費者にどのよう
に受け止められているのか、料理や目利きの達人にも協力をいただきました。

（１）キジハタ
chapter
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山口県のキジハタ栽培漁業へのチャレンジ
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

１．はじめに
キジハタは国内においては青森県以南の沿岸域
に生息するハタ類の一種で、大型のものでは全長
約 60㎝、体重約３kg 近くにまで成長します。山
口県においてはアコウ、アカミズなどと呼ばれ、
県下全域の岩礁地帯に生息しています。主に建網、
一本釣り、延縄等で漁獲されますがその漁獲量は
非常に少なく、公的な統計データは存在しません。

キジハタの成魚

その希少さに加え、非常に美味なことから市場
では「幻の高級魚」として高値で扱われます。
大型の活魚では 5,000 円以上 /kg もの単価で取引

２．事業化へ向けての山口県の取り組み

され、本県沿岸域で漁獲される魚種では随一の高
級魚と言えるでしょう。

本県沿岸漁業を取り巻く環境は、資源の減少、
魚価の低迷、燃油高騰等々、年々厳しさを増し

5

ています。そんな中、地先で獲れる高級魚キジハ
タの種苗放流を強く望む漁業者の声を受け、平成
15 年度から県は新規栽培漁業対象種としての可
能性を探るため本種の種苗生産研究に着手し、本
格的な栽培漁業として展開していくための事業化
に向けた取り組みを行ってきました。今回はその
経過を紹介します。
（種苗生産技術開発）
当センターは１kl あるいは３kl といった実験
レベルの小型水槽しか保有していないため、先ず

栽培公社の大型水槽（30kl）

はそれらを幾つも並べた比較試験による技術開発
を進めました。そして平成 18 年度までに水槽容

ね、その飼育技術は大型水槽においても再現さ

量 1kl あたりの生産密度 1,000 尾以上、ふ化仔魚

れ、平成 19 年度は生産密度 1,280 尾 /kl、生残率

から取り揚げまでの生残率 10％以上、という数

10.1％という成績を上げることができました。こ

字が安定して出せる飼育技術を確立しました。

の成功により、種苗生産の事業化へ向けた動きが

この「生産密度 1,000 尾以上 /kl、生残率 10％
以上」とは、将来的に種苗生産を事業化する上で
の最低基準として本県が考えていた数字です。

さらに加速し始めました。
平成 20 年度から 22 年度までの 3 年間は県の
重点施策事業として更なる技術開発および栽培公
社への技術移転を中心に進めることになりまし
た。事業化へ向けての数ある取り組みの中でも私
が最大のポイントだと考えていたのがこの「技術
移転」です。
これについては研修制度により栽培公社の 4 名
の職員に技術移転を行いましたので、その過程を
少し詳しく述べたいと思います。
（栽培公社への技術移転）
私がこれまでに行ってきた技術開発は国内各機
関との情報交換からヒントを得た部分も多くあ

当センターの小型水槽（１kl、３kl）

り、また、良い意味でのライバル意識が自身の技
術向上には欠かせない要素でした。

次のステップとして、実験レベルで確立された

という問題は生産現場ではよくある事例で、さら

のか否か、言わば将来的な事業化の可能性を検証

に言えば「担当者一人だけが出来ても、それは技

する必要があります。

術ではない」とは私の尊敬する諸先輩方も常々言

平成 19 年度以降は量産施設である（社）山口

われています。ハタ類の様に種苗生産が難しいと

県栽培漁業公社（以下、栽培公社）の協力のもと、

される魚種、言い換えれば更に技術向上の余地が

県外海栽培漁業センターの 30kl 水槽を借用して

ある魚種を事業化するためには、同一機関内に複

大量生産試験に取り組みました。

数の担当者を育てるためのこの研修制度は非常に

小型水槽では経験したことのない事象により初
期に全滅した水槽も一部にはありましたが、概
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「担当者が変わったら、生産できなくなった」

その飼育技術が果たして大型水槽でも再現できる

重要な意味を持つもので、また大きな責任を感じ
ました。

実際、それまでは私自身の思うがままに気楽に

これは、実際にピペットやサンプリング器を用

技術開発を進めてきましたが、いざ他人に教える

いて何度も何度も魚を採取する行為を通じて日々

立場となると、戸惑いも多くありました。

の魚の活力や成長に伴う魚の遊泳力が把握できる

なにせ種苗生産経験が 4 年しかなく、キジハタ

メリットがあります。さらに顕微鏡で観察するこ

しか生産したことのない私が、自分の何倍もの種

とで外部形態の変化や消化管内の餌量、内臓諸器

苗生産経験を持ち、毎年数種類の魚種を担当して

官の発達等々、細かな状態まで知ることができま

いる個性派連中を指導するのです。

す。

唯一、救いだったのは皆、私より歳下だったこ
とくらいでしょうか。
「４人の誰もが生産可能な体制づくり」を一つ

至極、当たり前のことですが、常日頃から 「正
常」をしっかり認識しておけば、誰よりも早く「異
常」に気付くことが出来ます。

の目標とし 3 年間の研修を進める中で私が特に心
がけたことがあります。

30kl 水槽で種苗生産を行い、約 3 ～ 4 万尾を
取り揚げますが、その期間中に当該水槽からは
8,000 ～ 10,000 尾の個体をサンプリングします。

①

誰よりもキジハタを知ること！
早朝から深夜までサンプリングを繰り返し、可

もちろん、サンプリングされた個体は全て処分す
るため、勿体ないと思われるかもしれませんが、

能な限りの顕微鏡観察とデータ採取を最優先で行

これこそが最も貴重なデータであり、技術開発の

いました。

礎となります。
②

生産過程における各ポイントの数値化
キジハタは「ふ化してから 10 日間が勝負」と

言われるほど初期の減耗が大きな魚です。本県で
は「10 日齢における生残率が 40％以上」を初期
飼育の成功の目安としています。
その初期飼育を成功させるためには、
ａ．開口直後の摂餌の成功
ｂ．夜間の沈降対策
ｃ．い集対策（い集を散らすか否か）
夜間サンプリングの様子

といったクリアすべき課題があります。しかしな
がら、どこまでやれば対策が成功したと言えるの
か、明確な基準を示す必要があります。
その点について、過去の数々の飼育データを参
考にして個々の課題についてクリアすべき具体的
な数値基準、判断基準を作成しました。
例えば、上記の課題に対する基準は以下のとお
りです。
ａ．1 尾あたりのワムシ摂餌個数 5 個以上、な
おかつ群摂餌率は 80％以上であること
ｂ．4 日齢～ 8 日齢の夜間における沈降割合は
常に 20％以内とすること
ｃ．い集個体の摂餌状況および外部形態（鰭棘

計数作業を行う研修生

の出現状況）を対策の判断基準とする
また、担当者により設定する飼育環境が大きく
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異なることの無いように、注水量、通気量、水面

（放流技術開発）

照度などの環境要因を測定機器を用いて全て数値

種苗生産開始当初は数千尾であった放流調査用

化し、魚の成長段階に応じた環境設定基準を作成

種苗も、種苗生産技術の向上と共に増加し、平成

しました。

19 年度以降は大型水槽での大量生産に伴い、県
下全域において毎年 2.5 ～ 3.5 万尾の種苗を用い
た放流調査が実施できるようになりました。

10 日齢のキジハタ仔魚（全長約４㎜）

当初より本県の種苗生産技術開発は他の機関で
は見られないような水深の浅い FRP 製の円形水

放流 5 年後に再捕されたキジハタ
（全長約 40㎝、体重約 1.2kg）

槽で行われてきましたが、現在、施設整備を進め
ており来年度からは材質も形状も全く異なる新し
い水槽で生産が行われる予定です。

本県長門市の西部に油谷湾という奥行き約

しかしながら、どんな水槽で生産しようとも魚

10km の湾があります。当該海域を重点調査対象

を生かす基本は同じであり、先述のａ～ｃの基準

海域として当センターは放流技術開発を進めてき

さえクリアできれば初期飼育は必ず成功するもの

ました。

と考えています。

平成 18 年度～平成 22 年度までの調査におい
て、油谷湾で漁獲されたキジハタ 435 尾のうち

③

組織力の重要性

207 尾が放流魚であり（混入率 47.6％）、とりわけ、

生産中に発生する数々の事象に対して、皆で原

放流地点から半径１km 以内で漁獲されたキジハ

因究明を行うため議論する場を随時設けました。

タに限って言えば、273 尾のうち 197 尾が放流魚

４人集まれば、必ず複数の考え方が示されます。

（混入率 72.2％）でした。

多くの場合、正解は一つなのでしょうが、「なる

放流効果の高い魚種と言われていますが、この

ほど、そういう推察もあるのか」と思わされるこ

調査を通じて改めてキジハタの定着性の強さが実

とも多々あり、私自身の考えの幅も広がったよう

証されました。

に思います。また、毎日の終わりには全員参加の
ミーティングを１日も欠かすことはありませんで
した。

（県民への普及啓蒙活動）
事業の展開を図っていく上で、我々の取り組み

魚と向き合う前に、仲間と向き合うことは何よ

を漁業者をはじめとする県民の方々に広く知って

り重要で、この研修で私が一番伝えたかったこと

もらう必要がありますし、より関心を持ってもら

かもしれません。組織で取り組むからこそ得られ

えるように、こちらが意欲的に情報を発信する必

るものは多く、その重要性を各人が意識して生産

要があると考えています。

にあたれば必ず更なる技術開発が期待できるもの
と思います。

そのため、専門性が高く一般の方々には理解し
難い種苗生産現場の様子や普段、馴染みの薄いキ
ジハタという魚について、マスコミという手段を

8

介することで解りやすい形にして県民に PR する
ことに努めてきました。

キジハタへの関心の高まりと共に、近年では「ど
こに行けばキジハタが食べられるのか？」「どれ

また、漁業者を対象とした放流技術勉強会、各

ほど美味しい魚なのか？」といった食に関する質

地域の栽培漁業協会への中間育成研修会等々、県

問が各方面から寄せられるようになりました。そ

内全域において啓蒙普及を図りキジハタ栽培漁業

れに応えるため、実際に再捕されたキジハタを食

推進のための土台作りを種苗生産・放流技術開発

材にした試食会の開催や、より美味しくキジハタ

と同時並行で進めてきました。

を食べるための鮮度保持試験の実施など、消費者
サイドから見たキジハタの持つ最大の魅力をさら
に引き出すための取り組みも進めています。

３．今後の展望
現在、本県では、県外海第二栽培漁業センター
の敷地内に鉄骨平屋建 625㎡、60kl 水槽 6 基を備
えたキジハタ生産用施設の整備を進めており、平
成 24 年度から 10 万尾規模での種苗生産事業が
スタートします。
地元保育園児による放流イベント

また、高い放流効果や資源量の増加を実感して
いる漁業者の間では保護区域の設定、漁獲制限等
によるキジハタ資源の増大を目的としたルール作
りを進めていこうという気運が高まっています。
これまでの取り組みについては漁業関係者の
方々の多大なる協力をはじめ、熱心に標識魚を探
して下さる市場関係者の方々、このご時世に施設
整備を行うまでに事業を進めてくれた行政サイド
の熱意と強力なバックアップがありました。まさ
しく現場、行政、研究機関が一体となった取り組
みの成果だと言えます。
これからも、この連携のもとで山口県はキジハ

漁業者を対象とした放流技術研修会

再捕魚を使用して試食会を開催

タ栽培漁業を推進し、明るい未来を開いていかな
ければなりません。

施設整備が進められている外海第二栽培漁業センター
（山口県阿武郡阿武町奈古）
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chapter

2
キジハタ（アコウ、赤水）について
山口県山口市湯田温泉
“つくし”店主

沖 広 正 則

と扱いが難しくなかなか生きてくれないし、メバ

１．キジハタについて

ルなんかは１週間もすれば痩せてしまうし、身が
白濁してしまう。

今日の話題はキジハタだが、まずは名前の話か

その点、アコウはしばらく水槽に入れておいて

ら入りたい。うちの店は山口県山口市にあるが、

も、身が悪くなることはない。それどころか逆に

この辺りの魚屋ではキジハタという名前で出てい

身が締まっていくので、活き作りにするとビタの

るのはまず見ない。たいてい、
『赤水』か『あこう』

時間が長くなり、コリコリした刺身が食べられる。

と書いてある。赤水は『あかみず』と読む。語源

ということは、店で活かしのアコウを見つけて

は分からないが、この辺では昔からこう呼んでい

食べるなら、きれいな魚を選ぶのは間違いで、ちょ

る。

いと時間がたって、口や鰭がちょいとすれたりし
たようなやつを選ぶのが正解なのだ。

市場で見つけた活アコウ。
よく太って上物だ。

うちの店は食材（魚）持ち込み OK なのだが、

丈夫な魚で店の水槽でもよく生きる。
存在感があり、見栄えもよい。

此間、お客さんが釣って持ってきたアコウは実に
大きかった。60㎝位で、これが私の見た一番大き

３．キジハタはやっぱり旨い！

なアコウじゃなかろうか。
山口でアコウと他の根魚の値段を比較したら、

２．キジハタは活かせる！

ヤナセや黒ソイが同格で、その上にアコウ。これ
は周年変わらない。ある日、いつも世話になって

このアコウ、夏場によく魚屋の水槽にヤナセ（マ
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いる魚屋に『アコウとヤナセの値段の差は何か？』

ハタまたはアオハタ）なんかと一緒に入っている

と聞いたことがあるが、『アコウに較べたらおい

事が多い。店の水槽に入れても丈夫でよく生きて

しない。』とぶっきらぼうな返事が返ってきた。

くれるし、赤くてきれいなので水槽の中での存在

ヤナセも悪い魚じゃないが、確かに 40㎝位はな

感は抜群だ。夏場の水温が高いときでもへっちゃ

いと旨味が足りないと思う。その点、アコウはそ

らだ。ハタの類は体表のぬるぬるが多いんで、こ

のサイズでも熱に通すと身がぷりぷりして、うま

れで丈夫なんじゃないかと思っている。回遊魚だ

味も十分だ。

さて、ここからは料理の話に移ろう。アコウと

頭やカマなどのアラも忘れちゃいけない。こち

いえば、何はともあれまずは刺身だ。どちらがい

らもまずは湯をかけて皮に付いている小さなうろ

いかはお客さんの好みによるが、ビタのアコウな

こを手でしごき、きれいに掃除する。頭はたわし

ら薄造りにしてポン酢で食べると身のコリコリ感

でやさしく擦ればきれいになる。

は抜群である。歯ごたえよりもうま味を求めるな

小さなアコウなら吸い物がよいし、大きなアコ

ら〆て２日ほど冷蔵庫で寝かせるとよい。熟成さ

ウが手に入れば身も使って鍋にすれば格別だ。水

れて身にサシが入り、断然、甘くなってこれまた

炊きにしても良いし、ダシを先に作りこれに薄く

よろしい。

ち醤油とみりん少々、塩少々、あがりに日本酒を
入れれば最後の雑炊がうまくなる。
他にも、煮つけ、酒蒸し、唐揚げ、どんな料理
にしても旨い魚だ。

４．期待したいね！
食べるだけならアコウは本当に魅力的な魚だ
が、飲食店経営者の立場で見ると、入荷が不安定
でなかなか数が揃わないことや値の高いことが悩
薄造り。薬味を添えて。
いつ見てもきれいな白身だ。
皮、胃、肝なども捨てがたい。

みの種だ。特に価格については、１尾１万円もざ
らにあるので、仕入れには非常に気を遣う。
山口県庁がキジハタの栽培漁業に力を入れてい
ることは聞いている。種苗放流で資源が増え、数

皮もお湯で茹で、透明になった頃に氷水にとっ

が揃うようになったら・・・と考えると楽しみだ。

て冷たくなった時に指でしごいて小さなウロコを

放流なら天然の餌を食って育つので品質も問題な

取り、適当に切って薄造りに添えればこれまたポ

いだろう。

ン酢と合う。胃袋や肝も捨てがたい。きれいに洗っ
て茹でてやればいい肴になる。
せっかくだから、その時期の酸っぱい柑橘類を
搾ってしょう油を同割にしてポン酢を作りたい。

しっかり獲ってもらって漁師さんにも儲けても
らわないといけないが、水揚げが増えて値段も少
し下がってくれば、大勢のお客さんに旨いアコウ
を存分に食べてもらえるようになる。

小ネギを小口切りにし、もみじおろしを添えれば

『赤くてきれいな魚だからお祝い行事なんかに

よかろう。ふぐと同じでさしみの上に薬味をのせ、

も使えないかな。』など、今後を考えるといろん

もみじおろしを乗せクルクルと巻き、ポン酢を付

なアイデアも膨らんでくる。関係者の皆さんの取

けて口に運ぶ。ここらで冷たいビールをグビっと

り組みに期待したい。

やれば尚よろしい。

つくし［店舗データ］
山口県の湯田温泉街に店舗を構え、 地産地消に力
を注ぐ魚料理の旨い店。 ふぐやすっぽんも名物。 中
国出身の奥様が作る本場中華料理は隠れた逸品。
なお、 食材 （魚） の持ち込みＯＫで、 気さくな大将
がいろいろと相談に乗ってくれる。

アラもうま味たっぷりだ。
味わい尽くそう。

住所 ： 山口県山口市今井町 5-34
（山口線湯田温泉駅から徒歩 5 分）
ＴＥＬ ： 083-923-2224
Ｈ Ｐ ： http://www.tukusi.net/hp1/
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（２）キツネメバル（真ゾイ）
chapter

1

青森県におけるキツネメバル種苗生産・放流技術開発の現状
（公社）青森県栽培漁業振興協会
調査研究部長

キツネメバル Sebastes vulpes は太平洋側では北
海道噴火湾から房総近海、日本海側では北海道石
狩湾から朝鮮半島南部に分布するが能登半島以北
が主要な分布域であり、北方系メバル属の胎生魚
である。
本県ではマゾイと呼ばれ、県内全域に分布しほ
ぼ周年漁獲可能で、主に底建網、刺網、一本釣り、
定置網等で漁獲される。また、ソイ・メバル類の
なかでは比較的単価が高いことなどから、関係漁
協等から種苗放流への強い取り組み要望があり、
平成 17 年 3 月に策定された第 5 次青森県栽培漁
業基本計画において唯一新たな栽培対象種として
選定された。
また、平成 17 年の 6 月県議会において、議員
から栽培漁業関係の質問があり、新たにキツネメ
バルに取り組むことを回答し、翌 18 年度から「キ
ツネメバル資源増大技術開発事業」がスタートし、
種苗生産・中間育成及び放流技術開発を図ること
となった。
なお、計画当時（平成 16 年）の漁獲量は約
33t、漁獲金額では約 33,000 千円（推定値）で、
単価は 1,000 円 /kg とクロソイの 2 倍近い単価で
取引され、ソイ類のなかでは最高級の食味と食感
を有することから、本事業によって全国に先駆け

このうち、主要漁協のクロソイとキツネメバルの
漁獲量をみると、クロソイは平成 14 年以降横ば
いであるのに対し、キツネメバルは 17 年までは
20ｔ前後であったが、近年は増加傾向で推移し
22 年は 69t でクロソイを上回る漁獲量であった
（図２）。なお、漁獲は夏季に比較的少なく、12
～ 6 月の冬季から春季の成熟期と産出期に多い傾
向にある。
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青森県におけるソイ類の漁獲量及び漁獲金額の推移
（未来につなぐ資源管理 2011

青森県）

100
クロソイ(漁獲量）

80
漁獲量（トン）

１．はじめに

福 田 愼 作

キツネメバル（漁獲量）

60
40
20

て栽培化を図ることとした。
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２．漁獲量の推移
本県におけるソイ類全体の漁獲量は昭和 51 年
の 250ｔを最高に減少傾向にあったが、平成 3 年
以降は 160 ～ 170ｔ前後で推移している（図 1）。
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図2
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主要漁協のクロソイ、キツネメバルの漁獲量

（未来につなぐ資源管理 2011 青森県 : 六ヶ所村海水、
白糠、小田野沢、尻労、尻屋、野牛、関根浜、奥戸、
脇野沢、竜飛今別（竜飛支所）、小泊、下前、鯵ヶ沢、
新深浦町、風合瀬、深浦の 16 漁協）

３．種苗生産技術開発
当協会では、本事業がスタートする以前の平成
13 年からアワビ生産の傍ら本種の種苗生産技術
開発に取り組んできた経緯がある。当時、種苗生
産に供した仔魚は当協会前沖で産仔期に一本釣り
で漁獲した成熟親魚から得たもので、初年度は数
十尾程度の生産であったが、14 年度以降は 30㎜
以上のサイズで 2,000 尾～ 40,000 尾生産が可能
となった。生産種苗については漁協からの引き合
いが強く、漁業者の本種に対する関心の高さが伺
われ、県内 7 漁協で陸上施設あるいは海中網生簀
で中間育成後放流を行ってきた。また、より安定
的に健全な仔魚を得るため、平成 15 年以降、釣
獲親魚を小型水槽（３t 円形 FRP）で養成を行い、
養成親魚からの採仔を試みたが、未受精卵のみで
仔魚を得るには至らなかった。要因として、小型
水槽による高密度飼育であったことと、特に遮光
等による照度調整も行なっていなかったことによ
るものと推察され、18 年度からは当協会で親魚
養成も含めた種苗生産技術開発を、また（地独）
青森県産業技術センター水産総合研究所では放流
技術開発に取り組んできたので、その現状につい
て述べる。
① 親魚養成・産仔
平成 15 年から 19 年にかけて釣り及び底建網
にて採集された天然親魚 72 ～ 91 尾を養成し種
苗生産に用いた。当初３㎥ FRP 水槽 1 面で飼育
していたが、平成 18 年 10 月に 20㎥ 8 角型 RC
水槽 1 面へ移槽した後、平成 19 年 3 月に 60㎥
16 角形 RC 水槽 1 面へ移槽し養成を継続した。
平成 18 年度は養成親魚から産仔魚を得ること
が出来なかったが、技術開発 2 年目の平成 19 年
度に養成親魚からの採仔に成功し、以後養成親魚
より健全な仔魚が得られており、60㎥水槽によ
る 1 ～ 1.5 尾 /㎥の低密度飼育がストレス軽減と、

写真 2

カニュレーションの様子

交尾、受精から卵の成熟、産仔へ深く関与してい
る可能性が示唆された。
平成 19 年度以降、例年 15 ～ 20 尾の腹部膨満
雌個体が確認され、平成 19、20 年度においては
そのうち 57 ～ 75％の親魚から正常な産仔魚が得
られたが、平成 21 年度は、未受精卵及び異常産仔、
産仔魚の状態不良が多く認められ、正常産仔魚の
割合は 25％であった。また、平成 22 年度は餌料
を複数種使用し総合ビタミン剤添加して投与した
ものの、正常産仔魚の割合は 20％と著しく低い
結果となり、親魚の高齢化による産仔魚の健苗性
低下が疑われた。平成 22 年度は餌料を複数種使
用し総合ビタミン剤添加して投与したものの、正
常産仔魚の割合は 20％と著しく低い結果となり、
親魚の高齢化による産仔魚の健苗性低下が疑われ
た。
親魚の全長と産仔数の関係を図 3 に、体重と産
仔数の関係を図 4 に示した。
産仔尾数の計数値のバラツキが大きいため、明
瞭な相関関係は認められなかった。
産仔魚数（尾）

400,000
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H22産仔

350,000
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250,000

y = 5984.7x + 18609
R2 = 0.0338

200,000
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0
20.0

22.0

図3
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産仔親魚の全長と産仔尾数の関係
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産仔魚数（尾）
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350,000
300,000
250,000

y = 157.2x + 34438
R2 = 0.1524

200,000
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0
0

写真 1

キツネメバル養成親魚

200

図4
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600

800
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産仔親魚の体重と産仔尾数の関係

1,600
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②

仔稚魚飼育

種苗生産結果を表 1 に、仔稚魚の全長の推移を

餌料は、ワムシ（平成 18 年度～ 20 年度まで

図 6 に示した。

は L 型小浜株、平成 21 年度以降は S 型八重山株）、
アルテミア及び配合飼料を用いた。また、収容か

平 成 18 年 度 に 生 産 を 開 始 し て 以 来 42.0 ～
66.7％と比較的安定した生残結果が得られてい

ら 30 日齢までは、仔魚の壁面への蝟集による奇

る。

形や減耗防止のために濃縮淡水クロレラ（生クロ
レラ V12）を 50 ～ 100 万 cell/mℓ濃度となるよ
うに適宜添加した。
餌料種類

0

10

飼 育
30

20

期 間
40

50

60

ワムシ
（日齢）

（1～22）

アルテミア

（11～46）

（日齢）
配合飼料

（21～取り揚げ）

（日齢）

図5

キツネメバル種苗生産における餌料系列
表1
年度
H18
H19
H20
H21
H22

写真 3

キツネメバル稚魚

種苗生産結果
収容
月日
6/9
4/13
4/23
4/28
4/30

取 り揚げ

尾数(尾)
20,000
110,000
110,000
150,000
186,000

生残率
（％）
42.0
44.5
51.8
66.7
53.8

月日(日齢) 全長（mm) 尾数(尾)
9/27(101)
51.2
8,400
6/20(69)
30.5
49,000
6/24(62)
32.8
57,000
7/7(70)
30.4
100,000
6/30(62) 23.4～32.8
100,000

* H18年度は天然魚が船上で産仔した仔魚を運搬して収容。
全長（mm）

70.0

H18
H19
H20
H21
H22

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0

20

40

図6

80

100

キツネメバル仔稚魚の全長の推移

成長は、
0 日齢で 5.0 ～ 5.3㎜、10 日齢で 6.2 ～ 6.6
㎜、20 日 齢 で 7.7 ～ 8.5 ㎜、40 日 齢 で 12.3 ～
18.5㎜、60 ～ 70 日齢で 30㎜前後に達する。日間
成長量は 0.37 ～ 0.45㎜で、天然稚魚と比較して
ほぼ同様か、やや劣る結果であった。また、成長
差よるサイズのバラツキが小さく、選別を行なわ
なくても近縁種のクロソイで頻繁に認められ、減
耗要因の一つになっている共食いはほとんど観察
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60
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140
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されない。
③ 今後の課題
平成 21 年度より正常産仔魚の割合が低下傾向
にあり、新規に若齢親魚の導入の必要性が挙げら
れる。
種苗の安定確保に向けて、産仔魚の健苗性評価
手法の開発が必要と考えられる。

４．放流技術開発
①

中間育成・放流
中間育成は日本海海域で小割網生簀による海中

中間育成を行っているが、育成時期が夏場の高水
温期にあたるため例年、疾病等による減耗が認め
られ、特に 22 年、23 年度については 50% 程度
の放流尾数に止まっている。
放流実績を表 2 に示した。
表2
年度

写真 4

中間育成の様子

キツネメバルの放流実績
種苗放流

標識放流

尾数（千尾） 全長（mm） 尾数（千尾）

標識放流

18

8

62

8

アンカータグ

19

24

61-75

24

アンカータグ

20

25

69-110

24

アンカータグ

21

23

56

20

アンカータグ

22

12

57-147

5

鰭抜去、ﾀﾞｰﾂ・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ

23

18

63-74

6
10

右腹鰭カット（尻屋）

鰭抜去（大戸瀬）

写真 5

標識取付作業

平成 18 年度から標識放流を実施しているが、
これまで標識魚の再捕報告がないため、標識につ
いては 21 年度までの 4 ヶ年はアンカータグを装
着してきたが、22 年度以降は鰭抜去、鰭カット
等に変更し、再捕・確認率の向上を図った。キツ
ネメバルはクロソイに比べて成長が比較的遅いこ
とから、18 年度放流群がこれから漁獲サイズに
達するものと思われ、今後の再捕報告に期待した
い。
本事業以外での本県におけるキツネメバル稚魚
の中間育成及び放流の取り組み事例として、前述
したように平成 14 年度から当協会で生産した稚
魚を用い 7 漁協で、19 年度以降については太平
洋北部海域の尻屋漁業協同組合でこれまで毎年、
10 千尾前後購入し、漁協の活魚施設で中間育成
後、放流を継続的に実施している。漁業関係者の
話によると漁業者からは放流の効果で漁獲が増え
てきているようなので今後も放流を継続してほし
いと言う要望があり、東通村としても稚魚購入費
の 1/2 補助を行っている。
また、日本海海域においてはこれまでクロソイ
の中間育成、放流を長い間行ってきたが、市場で
の単価安等から、日本海に面した市町村と漁協で
組織している青森県日本海沿岸漁場開発推進協議
会でキツネメバル稚魚の中間育成、放流に係る稚
魚購入費と一部餌料費に対し 1/2 補助を行い、資

写真 6

標識魚放流

源増大の取り組みを図っている。
平成 20 年度は 1 漁協で５千尾であったものが
21 年度以降は 2 漁協で計 10 千尾購入し、網生簀
による海中中間育成或いは陸上施設で中間育成
後、放流を継続実施している状況にある。
今後は、本事業と同様、放流種苗へ何らかの標
識を付し放流効果の検証が必要であろうと思われ
る。
② 今後の課題
中間育成の生残率向上を図るための育成手法の
見直しと、標識放流による移動、分散ならびに放
流効果等の把握が必要である。
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chapter

2
真ゾイー食と流通の現場から
㈲塩谷魚店 常務取締役

塩 谷

孝

白身の上品な味わい
私の観点から見た真ゾイの話を述べさせていた
だきます。
まず、北海道や東北地方では真ゾイはポピュ
ラーな魚で、県民の方々にも親しまれている魚で
すが、全国的に見ると真ゾイより黒ソイの方が認
知度の高い魚だと思います。
黒ソイは三重などの方でも水揚げも多少あり、
比較的西日本でも見受けられる時もありますが、
真ゾイの場合はほとんどが東北・北海道の水揚げ

青森三厩産マゾイ

に集中されていると思います。
真ゾイは黒ソイに見た目が非常に似ているの
で、黒ソイと同じにされてしまっているのかも知
れませんが、黒ソイはソイ科の魚で、真ゾイはメ

全国に自慢できるさかな！

バル科の魚です。
本県においては季節でも違いますが、冬場には

さて、旬は何時かというと、私事ですが、12

県内一円、日本海側、太平洋側、津軽海峡、むつ

月から２月位は太平洋側の真ゾイが脂の質、身質

湾、ほぼどの海域でも水揚げされます。

共に良く、５月半ばから７月上旬位は日本海の真

真ゾイはキツネメバルという名称で、メバル科
の魚なので、黒ソイのように俗に言うゴマ（身に

良い真ゾイは身下ろしすると、背びれの下の部

黒い点のような物の虫）が入らないのも特徴の一

分に脂が見え、お腹に養殖魚のように脂の塊が

つです。

入っている事があります。そんな真ゾイにあたる

また、黒ソイに比べ、脂の質がよく、上品な味
わいだと思います。
真ゾイは大きい物で３キロを超える物から、

と深い味わいに感動を覚える事があります。お造
りで頂く際は、薄造りであればポン酢など、平造
りであれば生姜しょうゆやわさびしょうゆで食べ

200 ～ 300 グラムと小さい物まで出回り、料理に

ると美味しいのですが、しょうゆは甘みがある

よってサイズを使い分ける事や、白身の上品な味

しょうゆを使った方が真ゾイの旨味が引き立ちま

わいから和洋中どんな料理のカテゴリーにも対応

す。という事は、甘みのあるしょうゆを使う食文

できる魚です。和食であれば、お造り、蒸し物、

化のある地方の方々にも受け入れてもらいやすい

椀物、揚げ物、冬場であれば鍋、しゃぶしゃぶなど。

魚だと思います。

洋食であれば、カルパッチョ、ポアレ、アクアパッ

私たち青森に住む人間にとって、真ゾイとは親

ツァ、中華であれば、姿揚げや姿蒸など。真ゾイ

しみ深く、また全国に自慢できる魚種の一つなの

の皮目をあぶり、焼き霜にした真ゾイの握り鮨は

かもしれません。

抜群に相性が良く、絶品です。

16

ゾイの脂の質が良く、味わい深い気がします。

青森の根魚の比較

しゃぶしゃぶ

キツネメバル
＊平成２１年度のキツネメバルの種苗放流数は２６１千尾で、 北海道の日本海 （後志、 檜山海域） 及び青
森県の太平洋北部及び日本海側で放流されている。
＊キツネの入ったサカナの名前として、キツネメバルの他に、キツネダイ、キツネウオ、ヤクシマキツネウオ、
キツネベラがある。
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（独）水産総合研究センター“新中期計画”実現に挑む！
水産研究所所長レター〈第１回〉

ー沿岸漁業に貢献する研究で我が国の先頭を走るー
瀬戸内海区水産研究所
所長

時 村 宗 春

貴重な紙面を借りて、独立行政法人水産総合研
究センター（以下水研センター）瀬戸内海区水産
研究所（以下瀬戸内水研）
､ 及び私自身を紹介さ
せていただきます。
瀬戸内水研は、瀬戸内海西部にある廿日市庁舎
を始めとする 5 庁舎で構成されています（図１）。
名称のとおり瀬戸内海の水産業の振興に貢献する
研究を担当しますが、環境保全分野は全国対応を
しています。今年度、漁場環境保全の研究に統一
的に取り組むために、旧赤潮環境部と化学環境部
を統一して環境保全研究センターとし、二枚貝、
クルマエビ等の無脊椎動物の増養殖に関する研究
に集中的に取り組むために、栽培資源部内の百島
庁舎を全国対応の海産無脊椎動物研究センターと
して独立させました（図２）。一方、瀬戸内海を
対象とする分野では、増殖と養殖を一体的に取り
図２

平成23年3月までの組織と同年4月以降の組織

扱うために、栽培資源部を増養殖部と改名して、
新たに屋島庁舎と玉野庁舎を加え、種苗放流等に
よりトラフグ資源等を増やす取り組みや、閉鎖循
図１

瀬戸内海区水産研究所の所在地

環システムによる陸上養殖等に関する研究を行う
こととし、生産環境部は、これまでどおり、カタ
クチイワシなど重要種の資源管理､ 及び､ 沿岸の
海洋環境や藻場・干潟など漁業生産の基盤に関す
る研究を行うこととしました。瀬戸内海は、日本
を代表する沿岸域で栽培漁業発祥の地ですので、
これら２部も、沿岸漁業に貢献する研究で我が国
の先頭を走るべきだと考えています。
ここで自己紹介をします。九州出身で、大学で
は東京湾の小型底曳網漁船で魚介類の分布とその
変化を調べるという地味な研究を 9 年間続けて、

写真１

山本グループ長（左）と

屋島庁舎（閉鎖循環システム前）で撮影
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ようやく学位をいただきました｡ その後西海区水
産研究所で東シナ海の底魚類の生態や資源管理に

関する研究を 14 年間行った後に、水研センター
本部、瀬戸内水研、西海水研､ 日水研を経て、今
年度から現職です。研究よりも交流が得意で、大
学時代は横浜の漁師さん（冗談とは思いますが婿
入りの話もありました）、西海水研時代は中国 ･
韓国の研究者、本部時代は、資源源評価調査等の
委託事業の立ち上げで水産庁の方々と親しくする
機会に恵まれました。サッカーでの付き合いも含
めて､ 今でも大切な財産です。
さて、本題に戻ります。水研センターは、新中
期（平成 23 年度からの 5 年間）の研究開発の柱

図３− 1

トラフグの標識装着作業風景

の一つに沿岸漁業振興を掲げました。瀬戸内水研
は、前述の研究部局に業務推進部、及び漁業調査
船しらふじ丸の力を結集して、沿岸漁業振興に関
する研究開発を牽引するつもりであり、そのため

トラフグの
標識部位

に以下のような具体的な課題に取り組みます。

標識はこのような
状態になっています

１．トラフグ人工種苗 10 万尾の 3 重標識魚放流
での効果検証
２．有害赤潮への的確な対応と生物を用いた環境
修復技術の開発

体表の一部の棘が無
くなっています。

図３−２

トラフグの有機酸標識

３．サワラとカタクチイワシの捕食 ‐ 被食関係

ム（屋島）、小（伯方島）～大規模水槽（伯方

を考慮したサワラの資源造成、合理的な利用技

島､ 玉野）、実験池（百島）等）、及び植物プラ

術および管理手法の開発

ンクトン､ 海藻、二枚貝、甲殻類、魚類の飼育

４．松永湾（尾道）でのアサリ産卵個体群の保護・

のプロが揃っておりますので、飼育実験を活用

育成に関する調査・実証試験及び技術普及、で

した研究開発をこれからどんどん展開するつも

す。

りです。

１．は、太田主任研究員が開発した有機酸による

３．は、これまで別個に行っていた、サワラやカ

標識法を含む複数の手法で、天然魚や他の放流

タクチイワシに関する資源研究とサワラの種苗

魚と確実に区別しながら、これまで例がない瀬

生産の取り組みを総合化するものであり、飼育

戸内海中央部への大量放流によって、トラフグ

実験や放流実験で両種の加入機構や初期生残を

の生活史と種苗放流による資源造成の効果等を

解明するとともに、研究成果を取り込んだ資源

解明する総合的な取り組みです。水研センター

解析で、これら資源の合理的な利用方法や管理

本部のバックアップもあり、予定放流数を概ね

方策を提言しようとするものです。

達成することができましたので、これから、写

４．は、生産環境部と海産無脊椎動物研究センター

真のような腹面のつるつるしたトラフグが沢山

が連携し、産卵場や卵仔稚の動態解明と人工種

獲れると思います（期待しています）。

苗放流による資源造成を進め、さらに尾道市、

２．は､ 優れた研究を行ってもなかなか漁業現場

漁協、広島県等ともタッグを組んで、比較的小

への貢献が見えにくい環境保全分野での現場貢

さいモデル海域での資源回復を果たそうとする

献を促進しようとするものです。このうち、現

試みです。連携と「小さいモデル海域での取り

場底泥中の微生物によるヘテロカプサ赤潮の制

組み」は､沿岸漁業振興の鍵になると思います。

御に関しては、すでに佐渡加茂湖等での小規模

瀬戸内水研は、以上のようなコンセプトと取

予備実験を終了し、現在は、伯方島庁舎の水槽

り組みをベースに、沿岸漁業振興の中核研究所

を利用した、規模の大きい水槽実験に取り組ん

となれるよう、持てるメンバーと施設を挙げて

でいます。少し横道にそれますが、瀬戸内水研

取り組みますので、ご意見・ご要望、叱咤・激

には、飼育実験に最適の施設（閉鎖循環システ

励をよろしくお願いいたします。
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー ②】

平成23年度通常総会終える

６海域

全国６海域の海域栽培漁業推進協議会の平成

総会の終了後、全国豊かな海づくり推進協会の

23 年度通常総会が、来賓として水産庁栽培養殖

支援による特別講演会が開催され、活発な意見交

課、
（独）水産総合研究センターの各担当官のご

換が行われました。

出席を得て、太平洋南海域（名古屋市、６月 29
太平洋北海協議会の大井誠二会長が佐藤水産庁長

９日）を皮きりに表の通り開催されました。
水産庁栽培養殖課担当官（太平洋北海域他３海

官を訪問

域では石塚課長補佐、九州では荒井企画係長、瀬

全国６海域の栽培漁業推進協議会は海づくり協

戸内海では佐藤漁業資源情報分析官）の来賓挨拶

会とともに一丸となって太平洋北海域の栽培漁

では、３月 11 日に発生した東日本大震災の復興

業の復興支援する特別決議を各総会において行っ

に全力を挙げていることや海域栽培漁業推進協議

た。

会が設立されて広域連携体制の土台ができたこ

それを受けて、太平洋北海域栽培漁業推進協議

と、これからの協議会の活動に期待していること

会大井誠二会長（岩手県漁連代表理事会長）は、

などが強調されました。

９月 21 日佐藤水産庁長官を訪問し、全国の栽培

総会における議案の討議では、いずれの海域に

漁業推進協議の「特別決議文」を手渡し、漁業者

おいても、22 年度の事業報告として、設立から

がアワビ、ウニなどの種苗放流を強く望んでいる

水産庁補助事業「種苗放流による資源造成支援事

こと等の報告を行い、全面的な支援を要請した。

業」に応募し採択されるまでの活動状況等が報告
されました。
また、23 年度の事業として、前記補助事業の
円滑な執行を目指して取組むことが確認されまし
た。
23 年度補助事業は、すでに、第１回の共同種
苗生産・放流体制構築支援事業検討会が各海域で
開催されました。現在、広域種資源造成支援事業
検討会が各海域で魚種ごとに実施されています。
さらには、東日本大震災において壊滅的な打撃
を受けた太平洋北海域に対する支援が決議され、
一日も早い被災地における栽培漁業の復旧・復興
を図ることをアピールしました。

海域協議会の総会決議文を説明する大井会長

平成23年度各海域栽培漁業推進協議会の通常総会
海域協議会

長

総

会

特別講演会

太平洋
北

７月 28 日 13：00～14：00
大井 誠治会長
北ホテル 会議室「秋桜」
（岩手県漁連会長）（岩手県盛岡市内丸 17 － 45
℡ 019-625-2711）

日本海
北部

７月４日 14：00～15：00
７月４日 13：00～14：00
植村 正治会長
スター研修センター小伝馬町 201 会議室 下関市立大学教授 濱田英嗣 氏
「フグ－大衆市場化に伴う流通変化」
（青森県漁連会長）（東京都中央区日本橋小伝馬町 1-4
℡ 03-5217-5577）

日本海
中西部
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会

７月 28 日 14：00～15：00
（独）水産総合研究センター
中央水産研究所 主任研究員
廣田将仁 氏「ナマコの流通動向について」

７月７日（木）16：00～17：00
７月７日（木）15：00～16：00
髙槗 治会長
神戸国際会館 701 号会議室（兵庫県神戸 水産庁増殖推進部研究指導課情報技術企画官
（福井県漁連会長） 市中央区御幸通 8-1-6 ℡ 078-231-8161） 上田勝彦 氏

「つながり・拓く―水産資源利用の新たな“発見”」

６月 29 日（水）16：00～17：00
６月 29 日（水）15：00～16：00
下関市立大学教授 濱田英嗣 氏
太平洋
髙橋 征人会長
名古屋ダイヤビル 2 号館 4 階
南
（神奈川県漁連会長）241 会議室（愛知県名古屋市中村区名駅 「フグ－大衆市場化に伴う流通変化」
3-15-1 ℡ 052-565-5158）
７月 15 日（金）16：00～17：00
７月 15 日（金）15：00～16：00
服部 郁弘会長
神戸国際会館 402 号会議室（兵庫県神戸 名城大学大学院特任教授 鈴木輝明 氏
瀬戸内海
（香川県漁連会長） 市中央区御幸通 8-1-6 ℡ 078-231-8161）「漁場環境と干潟・浅場の役割―広域連携から考
える」

九

州

７月 19 日（火）14：00～15：00
７月 19 日（火）13：00～14：00
川端 勲会長
（財）福岡県中小企業振興センター 4F401 名城大学大学院特任教授 鈴木輝明 氏
（長崎県漁連会長） 会議室（福岡県福岡市博多区吉塚本町 9 「漁場環境と干潟・浅場の役割―広域連携から考
える」
番 15 号 ℡ 092-622-0011）

初の通常総会開催を記念して各地で特別講演開催される
「漁場環境と干潟・浅場の役割 ‐ 広域連携から考える」
名城大学大学院
三河湾では近年、赤潮によるア

特任教授 鈴 木 輝 明

失であることが分ってきた。

サリの大量死や養殖ノリの色落ちが頻発。平成

三河湾水産資源の減少に危機感を抱いた愛知県

20 年には六条干潟でアサリの稚貝約 5,000㌧が死

漁連の強い要請で平成 10 ～ 16 年、国、県によ

滅した。赤潮は窒素、リンによる富栄養化が原因

る湾内 39 カ所、620㌶の干潟・浅場造成事業が

とされるが、三河湾で赤潮が顕在化したのは窒素、

実現。喪失した干潟・浅場の修復と、漁業者によ

リンの流入が増えた 1950 年代ではなく、高度成

るアサリの移植放流活動により、三河湾を主漁場

長期の大規模な埋め立てで約 1,200㌶の干潟・浅

とする愛知県の 21 年度生産量は１万 8,300㌧（全

場が消えた 1970 年代で、この埋め立てと同時に

国の 58％）と回復傾向にある。

貧酸素化が進行していった。

以上から、三河湾で赤潮、貧酸素を改善するに

赤潮防止のため窒素、リンの環境基準が設定さ

は流入負荷を削減するより、プランクトンなどの

れたが、これら栄養塩の低下がノリ養殖や各種漁

懸濁有機物を無機化することで水質を浄化する干

業生産に悪影響を及ぼしている可能性があり、三

潟・浅場の機能を修復することが緊急かつ重要な

河湾での研究で赤潮、貧酸素化の主因が流入負荷

ことと思われる。

の増大ではなく、埋め立てによる干潟・浅場の喪

「つながり・拓く―水産資源利用の新たな“発見”」
水産庁

増殖推進部研究指導課情報技術企画官 上 田 勝 彦

実は栽培漁業を広域でやるやり
方は実に効率よく沿岸沖合資源を

まく動かない。三者が真剣に考え協議する場がで
きると、前に進む。

安定して増やしていく法則でないかと思う。そも

今回の震災で、はっきり見えたものがある。そ

そも広域の資源を原理原則に立ち返ることにつな

れは魚と消費者にある距離。水産物で起きている

がる。

風評被害について、本来解決しなくてはいけない

東日本大震災もそうだが、原点に返って再出発
することが重要だ。もの事を進めるのは行政だけ、
漁業者だけ、加工業者だけが個々に頑張ってもう

問題が顕在化している。それは、魚と消費者の距
離を縮めることが非常に重要だということ。
たとえば、大震災後の取り組みひとつとって
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も、水産庁は消費者に向けても様々なことをホー

のではなく、日本全体や各ブロックをどうするか

ムページに載せているが、ただ多くの消費者に知

議論し、それを自分の県に持ち帰り自分たちは何

られていない。しかし、行政はやっている、やり

をすればいいかとなれば、広域の栽培漁業もうま

ましたという。これは、行政と消費者の距離がま

くいくと思う。原点に返り、互いの距離を縮める

だあるためだ。

努力をしていくことが、協議会に求められること

広域栽培漁業の協議会も同じことだと思う。各

だろう。わたしも、今後の広域栽培協議会のため

地域の栽培漁業関係者が、自分の県のことを言う

にできることがあれば、全面的に協力していきたい。

「フグ大衆市場化に伴う流通変化」
下関市立大学
トラフグでは養殖で安定的な供
給体制が確立した。消費者の養殖

教授 濱 田 英 嗣

スを模索する動きがでてきた。
養殖魚がブランド化、高品質化、コスト低減を

魚への抵抗感は年々減少し、養殖フグの価格は、

図る中で、天然魚も安閑としてはいられず、いろ

天然トラフグの価格にも影響を与えるまでになっ

いろな地域がトラフグを地域資源と捉えて、町お

た。

こしなどへの活用を始めている。

これに伴って、関東地方を中心に末端のトラフ

ただトラフグを提供するだけではなく、トラフ

グ料理店で、安売りチェーンが躍進し流通に変革

グを食べさせる時に、諸々の話題を加えてストー

が起きた。安売りチェーンでは、養殖トラフグを

リー性を考えた提供が必要となってきている。例

産地から直接買い付け、高回転で運営していくと

えば、マダイはお祝いの席で食べるなど、食文化

いったようにリスクを内部化した点が大きい。関

としての認識が欠かせない。

東地区はトラフグについてはまだまだ開拓の余地
が大きいマーケットといえる。

栽培漁業で資源を増大して魚を増やせた場合で
あっても、収益をあげるために、最後には漁業者

低価格化が進む中、従来の流通では儲からな

自身が販売に携わっていくことが必要となる。

いということで、ブランド化を進めた宅配ビジネ

「ナマコ製品の市場と流通－その成長と変化の様相－」
水産総合研究センター中央水産研究所
日本にとって、ナマコの輸出金
額は、真珠に次いで第二位と大き
い。
そのナマコは、いま中国で非常に多く養殖され
ている。大連のナマコの養殖生産は、聞き取りで
推定すると 2002 年から右肩あがりで、大連市だ

して栽培の会社を立ち上げた人も多い。生産一貫
業者は 20 社いる。
今後も中国でのナマコ需要はさらに大きくなっ
ていくと思う。日本には、大型で肉厚で形のよい
天然ナマコの供給が求められている。
ただナマコは、ワシントン条約会議（CITES）

けでも３万トン。養殖方法には築堤式と地まき式

の対象になる可能性がある。日本のマナマコは大

がある。地まきは天然ものとされ、築堤式が養殖

丈夫だが、南方産がひっかかる可能性がある。そ

ものとして扱われている。種苗生産は半年から１

うなると貿易が規制され、日本のナマコも影響を

年以内に７～８㌢にし、平均 2.5㌘ぐらいで養殖、

受ける懸念はある。

放流出荷販売する。放流から１年半後に収穫する

CITES を回避するのは資源管理をしっかりす

がだいたい 100㌘サイズで収穫する。100㌘超え

ることと、流通を管理すること。このあたりをしっ

ると斃死が発生しやすくなるためだという。

かりおさえ、天然ナマコをきちっと加工し、乾燥

種苗生産と養殖業者は中国全体で 1,000 社はい
ると言われるが、公的な機関の栽培技術者が起業
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主任研究員 廣 田 将 仁

製品として世界に発信していく形をつくることが
重要になる。

第４回目は、北海道大学の宮澤晴彦先生をインタビュアーとして、日本海北部海域（稚
内市〜積丹町）の 18 市町村および 15 漁協で構成され、（社）北海道栽培漁業振興公社
と北海道がオブザーバーとなっている、「日本海北部ニシン栽培漁業推進委員会」の会
長を務める小樽市漁協（岩木 剛組合長）を訪ね、地区代表の漁業者の方々に、ニシン
復活への努力と期待の声を伺いました。インタビューには、ニシンの栽培漁業を技術
で支える北海道栽培漁業公社の村井茂副会長、同羽幌事業所の柳沢三郎主任技師と、
資源研究で支えている（独）道立総合研究機構・中央水産試験場の蔵田護資源増殖部
長に参加いただき、熱い議論が続きました。
「群来（くき）がきたぞー！」と歓声が上がる。沿岸にニシンの大群が来遊し白濁し
た海水が広がる様子に浜が活気づく・・。ニシン栽培漁業にかける、漁業者と栽培漁
業技術者の連携の姿に迫ります。
組合・漁業者の皆さん
岩木

剛（小樽市漁協組合長）

成田政夫（手宮・高島地区）
村上

仁（塩谷地区）

子出藤明一（銭函・張礁地区）

嶋

館山信治（朝里・船浜地区）

坂本悌生（小樽市漁協専務）

栽培漁業技術者（前掲）

第4回

秀樹（忍路地区）

資源研究者（前掲）

日本海北部地域におけるニシン種苗放流の
成果と課題
北海道大学

宮澤晴彦

１．インタビューのテーマ
北海道の、とりわけ道内日本海地域の漁業者に
とって、ニシンは特別に思い入れの深い魚といえ
るでしょう。周知のようにこの地域では、開拓期
からニシンが地域の社会・経済を支えてきました。
しかし 1950 年代半ば以降、ニシンはこの地域か
ら忽然とその姿を消し、
「夢よ再び」という漁業
者の思いも空しく、その漁獲は長期にわたって回
復することがありませんでした。

（北海道）日本海北部海域
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ところが、1996 年から「日本海ニシン増大推

ロジェクトでは、200 万尾以上の放流数が安定的

進プロジェクト」が立ち上がり、北部日本海沿岸

に確保されていきます。また放流海域も後志北

でニシンの種苗放流が始まると、この地域のニシ

部地域にまで広げられ、同時に各地域における栽

ン漁獲量に回復の兆しが見えてきます。そして

培漁業の取組を円滑に推進するための地域協議会

2000 年代に入ると徐々に漁獲の増加傾向が顕著

（宗谷、留萌、石狩湾、北後志）が設立されます。

となり、96 年以前 100 トンに満たなかった漁獲

さらに 08 年度には「日本海北部ニシン栽培漁

量が 09 年以後は 2,000 トン水準へと急増してい

業推進委員会」が設立され、以後も同委員会が主

ます（図１参照）
。近年は「群来」も各地で見ら

体となって 200 万尾以上の種苗放流が続けられ

れるようになり、その範囲も徐々に拡大している

ています。この委員会は稚内市から積丹町までの

とのことです。

18 市町村と 15 の漁業協同組合で構成され、上記

そこで今回のインタビューでは、①このような

の各地域協議会はその下部組織として位置づけら

成果をもたらした取組の経緯・内容、②放流効果

れています。

に関する漁業者の評価（ニシン漁業の経済的位置

このようにこの取組は、民間（地域漁業者や漁

付け）
、③放流と漁獲の地域的差異、④費用負担

協）が中心となって広域的、組織的、継続的に進

のあり方等について関係者の皆さんにお話を伺う

められており、その点に大きな特徴があるといえ

ことにしました。

ます。

２. 取組の経緯と内容

（２）資源管理の取組
以上のような種苗放流の取組と合わせて、漁業

（１）種苗放流拡大の経緯

者の資源管理に関する取組が一体的に進められて

この地域におけるニシン資源増大に関する取組

きたことも重要です。インタビューを行った小樽

は、1996 ～ 2001 年度の第 1 期「日本海ニシン増

市漁協地区の場合は、ニシンの資源管理に関して

大推進プロジェクト」として開始されます。この

以下のような自主的規定を設けています。すなわ

時期は「大量種苗生産技術の開発」と「中間育成

ち、①水産試験場が行う漁期直前の調査結果を参

技術の開発・確立」が目的とされ、宗谷、留萌、

考として当該シーズンの操業期間を決定すること

石狩の３地域で稚魚の放流が行われています。こ

（ほぼ毎年 1 月中旬～ 3 月中旬）、②ニシン刺し網

れらの目標は概ねこの期に達成されたといえます

漁業は網目を 2 寸以上とすること、③全長 27cm

が、毎年の放流数は数十万尾から百数十万尾の間

未満のニシンが漁獲された場合、海中還元するこ

でやや不安定に推移していました（図２参照）。

と、④全長 27cm 未満のニシンは市場で荷受けし

しかし、2002 ～ 07 年度に実施された第２期プ

ないこと、というのがそれです。
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図１
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日本海北部地域のおけるニシンの地域別漁獲量
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図２

地域別ニシン種苗放流の推移

漁業者はこれまでに種苗放流や中間育成、採卵
等の作業に参加・協力してきましたが、それだけ
でなく資源管理についても大いに努力してきたの
であり、そのことはこの規定にも現れているとい
えるでしょう。産卵親魚を十分に確保し、天然資
源を増やしていくことがベースにあってこそ種苗
放流も生きてきます。種苗放流の拡大と資源管理
の取組が相俟って、前述のような漁獲の増加をも
たらしたのです。
ニシン採卵作業

（３）かつてのニシンはよみがえる？

漁業者を含む協力体制による。

ところで、かつて数十万トンも漁獲されてい

年齢が低くなり、放流効果が出やすいということ

たニシンは「北海道・サハリン系ニシン」（通称

になります。また北海道・サハリン系ニシンのよ

春ニシン）と呼ばれる系群ですが、この取組で放

うに大回遊しないので、放流者と漁獲者の関係が

流されているニシンは、実はこれとは全く異なる

ほぼ一致することになり、このことも取組を進め

「石狩湾系ニシン」と呼ばれる系群です。この「石

やすくする要素になったといえます。

狩湾系ニシン」は能取湖、風蓮湖、厚岸湖等にみ

さて、以上のことから明らかなように、残念な

られる湖沼性ニシン等と同様のローカル資源であ

がら現在の取組では「かつてのニシン（春ニシン）
」

り、
「北海道・サハリン系ニシン」のような爆発

を復活させることはできません。それを実現する

的繁殖力はないとされています。しかし、それに

ためには、ロシアとの協力関係構築を含むかなり

もかかわらず漁獲量が大きく伸びたのですから、

大きな取組が必要とされるでしょう。しかしその

やはりこの取組は特筆に値するものであると思い

ような取組は、この地域の沿岸漁業者の手に余り

ます。

ます。石狩湾系ニシンを対象とした現在の取組は、

石狩湾系ニシンは北海道・サハリン系ニシンに

漁業者自身の手で取り組める身の丈にあったもの

比べて、寿命が短く（6 ～ 7 歳）成長が速いとい

であり、その点に大きな意義があったと思います。

う特徴があるそうです。放流したニシンの稚魚は

また、４、５月に抱卵したニシンが一部で漁獲

2 歳になると成熟し、産卵のため前浜に戻ってき

されているようです。これは春ニシンの可能性が

ます。もちろん小型の 2 歳魚は漁獲対象とすべき

高いので、必ず水産指導所が試験場に持ち込んで

ではありませんが、成長が速いということは加入

頂き、是非春ニシンの復活を実現したいものです。
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種苗放流の効果を高く評価しており、今後もこれ

３. ニシン漁業の経済的位置

を維持・拡大していくべきと考えています。

今回のインタビューでは、漁業者の皆さんにニ
シン漁業の経済的位置付けについて伺っていま
す。それに対する皆さんの答えは、
「既に現状の

４. 放流・漁獲の地域差と放流費用負担
ただし、放流効果に地域差があるのも事実です。

漁業経営にとって不可欠な存在になっている」と

先に「放流者と漁獲者がほぼ一致している」と述

いうものでした。その点について、もう少し具体

べたのは、北部日本海エリア全体として見た場合

的に述べておきましょう。

にそうなるということであって、エリア内の各地

小樽市漁協地区の場合、ニシンは大部分がニシ

域別に見ると放流量と漁獲量の関係にはかなり大

ン刺し網漁業によって漁獲され、その操業期間は

きな地域的アンバランスが見て取れます。すなわ

年によって多少変わりますが、1 月中旬～ 3 月中

ち、宗谷、留萌地域では他地域と同等の種苗放流

旬となっています。そして当地区では、この時期

が行われているのに、漁獲量は極端に少なくなっ

に沿岸漁業者が着業できる漁業種類がニシン刺し

ているということ、換言すれば放流はエリア全域

網漁業以外にほとんど存在せず、この漁業が漁閑

で行っているのに漁獲は南部の石狩、後志に偏っ

期の貴重な収入源となっているのです。

ているということ、この点が問題となっているの

当地区におけるニシン刺し網漁業の水揚げ額

です（前掲図１・図 2 参照）。

は、2010 年 度 の 場 合 約 1 億 5,000 万 円 で あ り、

このようなアンバランスについては、放流費用

その行使者数は 92 名となっています。単純に割

の負担方法によってある程度調整されています。

り算すると 1 人当たり 163 万円になりますが、

放流費用の受益者負担分については、各漁業者が

着業しない人や出漁日数の少ない高齢者等もいる
ので、主業的漁業者の水揚げは 200 万円を超え
ます。冬期の 2 ヶ月間、せいぜい 30 日程度の操
業で得られる水揚げとしては決して少なくありま
せん。また、ニシン刺し網の場合は他の刺し網と
比べて「魚外し」が容易であることから、
「外し子」
と呼ばれる雇用者をほとんど必要とせず、漁場が
近いこともあって経費がさほどかからないといい
ます。
このようにニシン刺し網漁業は、年の初めに貴
重な所得をもたらす「漁業経営にとって不可欠な
存在」なのです。まさにニシンは漁業者にとって
「春を告げる魚」といえます。ですから漁業者は皆、

群来（くき）
産卵のため沿岸にニシンが大群で来遊すること。また、その
ニシンの雄が精子を放出し白濁した海水が広がる現象。

日本海北部 １～３月期 魚種別漁獲金額
ニシン
(金額単位：千円)
865,494
22%

タラ
346,693
9%

その他
2,255,844
58%

１～３月期漁獲金額シェア
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ニシン
タラ
スケトウダラ
ホッケ
その他

ホッケ
348,030
9%

スケトウダラ
69,495
2%

岩木組合長と宮澤先生（右）

負担する漁獲金額比例部分（小樽市漁協地区の場
合はニシン水揚げ額の５％）が基本となっていま
すし、各漁協の定額負担部分も地区のニシン総水
揚げ額が 100 万円に満たない場合は負担ゼロと

前列（左より）
北海道栽培公社羽幌事業所 柳澤主任技師
同公社
村井副会長
（独）道立総合研究機構中央水試 蔵田資源増殖部長
後列（左より）地区代表組合員の
子出藤さん、館山さん、成田さん、村上さん、嶋さん

なっています。しかしながら、放流しても十分な

のですから、これを維持・拡充していくことが必

漁獲に結びつかない宗谷、留萌地域では、やはり

要であり、そのためには受益者負担の不安定性を

漁業者の不満がくすぶりがちです。

バックアップする何らかの公的支援が依然として
求められているように思います。

５. 今後の課題
インタビューの最後に、この取組に関する今後
の課題を聞きました。

第 3 は漁業管理のレベルアップです。これにつ
いては 2 点ほど指摘しておきたいと思います。そ
の１つは、適切な資源管理方式を各地域で統一的
に実施することです。既に述べたように、小樽市

第 1 にあげられたのは、やはり放流と漁獲の地

漁協地区ではニシン漁業の漁期を 3 月中旬まで

域的アンバランスについてでした。この点では、

に制限していますが（この点は石狩も同様です）、

何故宗谷、留萌で漁獲が少ないのか、科学的に解

余市・積丹方面ではその後もニシンの漁獲が続け

明することが課題となるでしょう。産卵場の環境

られています。翌年のために産卵親魚を確保する

に原因があるのか、それとも稚魚段階の生残率に

という観点から、このような相違が適当なものと

地域差があるのか。原因はたぶん多々あるので

いえるのか、再検討が必要でしょう。

しょうが、ともかく標識放流や関連する追跡調査
等を強化することが求められています。
第 2 は費用負担のあり方についてです。現在、

もう１つは価格維持を目途とした漁業管理と市
場対応に関する取組を強めることです。ニシンの
産地価格は、近年漁獲量の増加と連動してかなり

種苗生産・放流費用は漁業者・漁協の負担金と道

低下しています。これにはやむを得ない部分もあ

の補助金によって賄われています（大半は前者）。

りますが、改善の余地がないとはいえないでしょ

しかし 2,000 トンの漁獲がある近年でも、負担金

う。最近はニシンの昆布締め等を寿司店等でよく

と補助金の総額は何とか直接費をカバーしている

見かけます。刺身、寿司種向けに鮮度保持等をさ

程度で、そこから管理費等の間接費はほとんど出

らに工夫し、販路を開拓していく努力も必要です。

せないとのことでした。もちろん、上に述べた調

そして、消費者の多くは漁業関係者がニシン資源

査・研究に必要な経費も賄えません。したがって

増大のために長年努力し、大きな成果を上げてき

何らかの事情で水揚げが減少したり、放流効果の

たこと、そのニシンを今食べているということを

乏しさを理由にこの取組から離脱する地域が出た

知らずにいます。漁業者や関係者の皆さんには是

りすると、現在の放流数を維持することも覚束な

非胸を張ってこの取組を消費者に伝え、連携を深

くなります。この取組は顕著な成果を上げている

めていって欲しいと思います。
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水産環境と栽培漁業－海洋・沿岸域における水産環境整備の技術検討会答申

寄 稿

『水産環境整備の推進に向けて』の実現を期待する
北海道水産林務部水産局
水産振興課長

１．はじめに

鉢 呂 昌 弘

40 年という時間は種苗生産技術を確立させた
が、かつての産卵の痕跡も失われ、その生活史さ

昨年 12 月、
「第６次栽培漁業基本方針」が公表

えも過去のものとなった中、平成８年から 13 年

された。ポイントとして従来の「一代回収型」に

の６カ年を第Ⅰ期として「沿岸性ニシン」の種苗

加えて、親魚を獲り残して再生産を確保する「資

生産～放流を行うとともに、産卵藻場造成技術開

源造成型」の栽培漁業を推進する。さらに、これ

発や資源管理技術基礎調査などを道（水産試験

を漁獲管理及び漁場整備事業と一体的に実施する

場、水産指導所）が地域の協力を得て推進するプ

よう努めることとするが挙げられている。

ロジェクトがスタートしたのである。

これまでも種苗放流の基本的な考え方に、産卵

この計画の概要は、

経験サイズ以上になるまでの体長、殻長制限や産

１）事業導入実証試験

卵期を禁漁にするなど、生ませてから獲ることで

親魚の確保が可能な石狩湾系ニシンを対象に

より効果的で持続可能な栽培漁業の実現に向け努

種苗生産を行い、積丹以北の各地先において地

力は続けられてきた。

元協力のもと中間育成後、放流を行う。

北海道においては、昭和 29 年を最後に日本海

２）産卵藻場造成技術開発試験

沿岸での春ニシン（北海道サハリン系ニシン）漁

ニシン資源の減少は、産卵環境の悪化に伴う

は途絶え、それ以降は、石狩湾を中心とした地域

藻場の減少が一因と考えられるため、産卵場と

性ニシン（石狩湾系ニシン）が数百キロから数十

なっている藻場の現状を調査し、試験施設によ

トンの単位で細々と漁獲されてきたが、日本栽培

る藻場造成技術を開発し、藻場造成を進める。

漁業協会で沿岸性ニシンの種苗生産技術が開発さ

３）資源管理技術基礎調査

れたことから、40 年以上の時を超え日本海にニ

日本海各地沿岸で漁獲されるニシンの系群・

シンの復活を夢見る「日本海ニシン資源増大プロ

産卵生態・年齢と成長など資源管理に必要な基

ジェクト」が平成８年度から開始された。

礎技術を調査し、漁獲実態にあった管理対策の
検討を行う。
これだけで始まったプロジェクトだったが、
結果としては第２期（図１）の平成 19 年まで
12 年間続けられ、平成 11 年３月、ほんの小規
模ではあるが留萌市でニシンの群来が４５年ぶ
りに観察された（図２）ほか、ここ３年は約 2,000
トンの漁獲となっている（図３）。
昨年 12 月に公表された「水産環境整備の推
進に向けて」及び栽培基本方針に謳われた漁業
管理、漁場整備事業を一体的に実施することの
意義について、この日本海ニシン資源増大プロ
ジェクトの歩みを参考にしながら、今後のあり

図１
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日本海ニシン資源増大プロジェクト第Ⅱ期の進め方

方などを考えてみる。

図２

留萌市礼受でのニシン群来（平成11年３月18日撮影）

２．プロジェクトで得られた成果
１）事業導入実証試験

図３

日本海沿岸ニシン種苗放流実績・漁獲量の推移

手法が効果的なことを解明した。
課題としては、産卵藻場の量的、地理的分布
を把握する必要があること、産卵行動への塩分

採卵に用いる親魚の成熟度判定や採卵・授精

の影響評価、産卵基質として同じく機能するス

技術、孵化管理・仔魚育成管理の技術を確立し

ガモの生態解明と造成技術の開発が必要とされ

た。また、放流後の減耗を抑制するための海中

た。

中間育成技術が定着し、課題として親魚の卵質

藻場はニシンの産卵床として重要であるが、

の解明と仔稚魚期の減耗要因の解明、種苗生産

資源量 300トン程度までの範囲であれば、藻場

コストの低減、放流魚の海域回帰性の解明が必

面積が資源変動要因とはならないと判断され

要とされた。

た。ただし、当面の課題は産卵床の保全にある

最終的な目標としていた 200 万尾の種苗量産

と判断されたことから、関係者に産卵床の位置

技術が確立され、放流コストを 60 円／尾→ 25

等の情報を周知し、その保全に役立ててもらう

円／尾まで削減することができたほか、これま

ため、産卵床マップを作成した（図５）。

での技術開発の成果を種苗生産マニュアルに取
りまとめ、関係機関に配布した。
また、適正放流サイズや回収率の年変動と海
域差などを把握し、民間における放流実施に向

一方で産卵床が破壊された場合の修復や更な
る資源増大のためには、本事業で開発したモク
類を対象とした藻場造成技術の活用が期待され
る。

けた判断材料を提供することができた。
３）資源管理技術基礎調査
２）産卵藻場造成技術開発試験

ニシン漁業の実態や遺伝的分析により石狩～

産卵実態調査から、産卵場を構成する海藻種

宗谷の産卵群は同一系群（石狩湾系）と判明

が主としてスガモ・モク類と判明し、産卵床

し、耳石の解析から年齢と成長の関係が把握で

の形成には海底
地形と波浪環境
が関与している
ことが明らかと
なった。

きた。
また、刺し網の目合制限による初回産卵群の
保護を目指す資源管理方策を提言した。
課題としては、資源量予測・推定の精度向上
や資源変動要因の解明が必要とされた。

藻場造成技術

資源管理の手法として、第Ⅰ期において提案

について、モク

し、実行した初回産卵群（満２歳）保護を目的

類は母藻投入を

とした目合制限が、資源増大に奇与したことが、

行って造成する

蓄積したデータ解析の結果から裏付けられた。

よりも付着基質
を移設して藻場
図４

母藻投入法と基質移設法

群落を形成する
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図５

ニシン産卵床マップ（一部抜粋）

（地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 水産研究本部 HP より引用）

３．北海道における水産環境整備に
ついて

魚期までは藻場から供給されるカイアシ類を餌と
し成長し、沖合いの岩礁域周辺の砂礫や砂の場所
へ移動していく。

北海道において実施した栽培漁業の取組みで

このため、良好な生息環境空間を創出するため

ある「日本海ニシン資源増大プロジェクト」で

には、単一魚種に拘らず複数種の魚種や餌料環境

は、人工種苗の生産放流を通し、産卵環境の把握

の創出など沿岸の藻場造成と沖合いの岩礁域の整

と藻場造成技術の確立、標識放流調査によるニ

備を行っていく必要があると考えている。

シンの動態、放流技術の確立及び放流効果の検

北海道は周囲を日本海・太平洋・オホーツク海

証に至る成果を得たが、沖合いに移動した後の生

の３つの海に囲まれ、暖流系・寒流系であったり、

活については、知見を得ることが出来なかった。

日本海の貧栄養やオホーツクの流氷による生産力

しかしながら、現在、プロジェクトで得た藻場造

の回復など、海域毎に特性が大きく異なり、それ

成技術開発の成果を活用し、沿岸から沖合い域で

ぞれ異なる資源もイカやスケトウダラのように共

の生活史がある程度判明しているハタハタの再生

通する資源も存在する。このため、基本方針の策

産の場を造成するため、ホンダワラ類の藻場造成

定にあたっては、海域特性や漁業実態を考慮し、

を平成 18 年度から太平洋や日本海において実施

５つの海域で９つの地区に分けて実施計画を検討

している。

した（図７）。

ハタハタは海水温が 10℃を下回ると沖合い（水
深 200 ～ 300 ｍ）から沿岸に移動し、11 月下旬
から１２月上旬にかけて沿岸のホンダワラ類の茎
に産卵する習性があり、強い回帰性があることが
判っている（図６）。
ホンダワラ類の藻場はハタハタのみならず、日
本海側ではニシンの産卵基質としても当然機能す
る。さらに、北海道周辺の海域に見られるメバル
の仲間であるソイ類は仔魚で生まれ、０～２歳魚
までは沿岸の藻場で生活し、その後沖合いの岩礁
域に移動することが知られている。また、カレイ
類のマガレイやクロガシラガレイは０～１歳の稚
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図６

ハタハタの生活史

外からの観光客の入り込み数は年間 1,000 万人を
超えている。
地区の沿岸漁業としては、カレイ、ソイ類等の
刺し網漁業、タコ漁業、タラ、ヒラメ、ソイ類の
一本釣り漁業が行われ、岩礁域や藻場ではアワビ、
ウニ、コンブ等の採介藻漁業やホタテの養殖漁業
も行われる等、多様な漁業が営まれている。
このように漁業と観光がそれぞれ地域の経済に
重要な役割を果たすなか、ヒラメ、クロソイ、サ
ケ、マス、ニシン、ハタハタ、ウニ、アワビの人
工種苗放流やホタテの養殖等「つくり育てる漁業」
図７

水産環境整備事業計画地区（案）

を推進するとともに、殻長制限や禁漁期を設ける
等資源管理に取り組むほか、ミズダコやヒラメの

具体的な水産環境整備の一例として、現在、計

オーナー制を実施するなど消費拡大や観光客誘致

画を策定中の石狩湾周辺地区について紹介する。

も積極的に行いながら水産物の安定供給の維持に
取り組んでいる。

【石狩湾周辺地区の概要】
本地区は北海道西部の日本海に面し、幌延町か

しかし近年では、10 年前と比較し、漁獲量が

ら積丹町まで３市 10 町１村、海岸延長約 370㎞

25％も減少している状況にあることから、持続

を有し、古くは江戸時代からニシン漁によって開

的な水産物の安定供給を図るため、地域の栽培漁

け、その後沿岸漁業により発展してきた地域であ

業や資源管理型漁業の取り組みと連携を図りなが

る。

ら、水産生物の良好な生息空間を創出し海域の生

気候は対馬暖流の影響によって春～秋にかけて

産力の向上を図る必要がある。

は比較的温暖な気候であるが、冬期は大陸からの
強い北西風にさらされる。海岸付近の様子は北部
から中央部にかけて砂地の海岸が多く、一部に岩
場が点在している比較的平坦な地形をしており、
南部では崖地や岩場、玉石原で一部に砂浜がある
など変化に富んでいる。
また、大都市である札幌市に近く、石狩・小樽
沿岸や積丹半島など海岸景勝、史跡・伝統文化等
の観光資源にも恵まれた地域であり、近年は海洋
性レクリェーション志向の高まりから釣り・ダイ
ビングを目的とする訪問者も増加しており、道内

図９

ハタハタ人工種苗放流状況

【水産環境整備の基本方針】
成長段階によって生息環境を変える多様な生態
に対応するため、生活史に配慮した生息環境を整
備し、海域の水産資源の増大と豊かな生態系の維
図８

石狩湾周辺地区

整備計画概要

持回復を図り、水産資源の保護・回復及び維持増
大を図る漁場を整備する。
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・水産生物の生活史に配慮した良好な生息環境空
間を創出し、水産資源の維持・増大を図る。
（ソイ類、ウニ類）

卵藻場が足りていると判断した資源状態を大きく
上回っており、ハタハタ産卵場として拡大するホ

・栽培漁業等の水産資源管理諸施策と連携した施
設整備を行い、水産資源の保護等を図る。
（ソイ類、ウニ類、ハタハタ、ニシン、ヒラメ）
・資源が減少している魚種に対し、産卵礁等を設
置し、生産量の維持、下降抑制を図る。
（ハタハタ、ヤリイカ、ミズダコ）

４．まとめ

ンダワラ類の藻場は、これらニシンの再生産の場
としても機能することが期待される。
さらに、藻場はソイ類やアイナメの幼稚魚育成
の場としても機能するため、これら藻場と、ソイ
類等が成長後に生息場とする岩礁域とが連携する
ように水産環境整備を進めていく必要がある。
水産環境整備をより実りあるものにしていくた

明治時代、漁業は北海道開拓の先駆的な役割を

めには、水産資源の動態や生活史をはじめ、資源

果たした。漁業は産業の中核を担い、特にニシン

量の把握やその資源を持続的に利用していくため

の全盛時の年間水揚げ金額は現在の 1,500 億円に

の資源管理手法の確立など多くの情報を関係機関

も相当するという。

が共有するとともに、調査研究体制の充実や漁業

ニシン漁業の衰退以降低迷している日本海の漁

関係者の自助努力もさることながら、水産資源の

業をどう復興させていくのかが長年の課題となっ

基礎生産力となる森林の保全や藻場・干潟の保全

ているが、日本海には多種・多様な漁業があり、

活動など国民の理解協力がなければなしえないも

個々の資源の嵩上げが重要である。

のと考える。

図10
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現在 2,000 トンの漁獲が続くニシンは、当初産

石狩湾周辺海域地区における水産環境整備の概要

寄 稿
〈2011.4.21～23 中華人民共和国・上海海洋大学〉

第４回栽培漁業国際シンポジウムに参加して
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 生産環境部
資源動態グループ長

4 回目の栽培漁業国際シンポジウム（The 4 th
International Symposium on Stock Enhancement
and Sea Ranching） が、 平 成 23 年 4 月 21 〜 23
日に中華人民共和国上海市にある上海海洋大学
（Shanghai Ocean University）で、The 9 th Asian
Fisheries and Aquaculture Forum のスペシャル
シンポジウムとして開催されました。本シンポジ
ウムは、これまで 1997 年にノルウェーのベルゲ
ン、2002 年に日本の神戸、2006 年にアメリカの
シアトルと 4 年程度に 1 回開催されてきました。
今回のシンポジウムに参加しましたので、その概
要を報告します。
3 日間で 7 つのテーマに分かれて 47 題の口頭
発表と 29 題のポスター発表が行われました。国
別の発表数は合わせて中国が 17 題で最も多く、
次いでオース ト ラリアの 14 題、日本の 11 題、
アメリカの 10 題でした。このうち基調講演が 5
題あり、フロリダ大学の Kai Lorenzen 氏が「資
源管理の達成への放流計画の効果評価のための
定量的手法」
、アメリカの Anson H. Hines 氏らが
「チェサピーク湾のブルークラブを例とした資源
管理、養殖及び栽培漁業の戦略的融合」
、上海海
洋大学の陳氏が「中国におけるガザミの生物学、
養殖及び栽培漁業のレビュー」
、東京海洋大学の
北田修一氏が「天然魚における人工生産魚の及ぼ
す遺伝的影響：大量種苗生産放流からの実証的評
価」
、
Mote 海洋研究所の Kenneth M. Leber 氏が
「持
続可能な栽培漁業への取り組みの考え方：資源の
評価及び管理並びに利害関係者との一体化」につ
いてそれぞれ発表されました。次に、口頭発表に
ついて、テーマごとに簡単に内容を紹介します。
１．The role of releases of cultured animals in
fisheries management: integrative evaluation.
（資
源管理における種苗放流の役割：資源への直接
効果）
：中国の渤海湾におけるビゼンクラゲと
ガザミの種苗放流による資源回復事例、山東省
における人工魚礁を利用した増殖事業や生態系

小 畑 泰 弘

モデルによるその評価など。
２．Modelling and assessing the effectiveness
of releases for fisheries management and
conservation.（資源の管理と保護のための放流
効果の予測と調査）
：アイルランドにおけるキ
ングスカロップ（Pecten maximus）の資源回復
事業、オーストラリアにおけるアワビ（Haliotis
rubra）礁の費用対効果解析など。
３．Governance and the socio-economics of
release programs.（ 放 流 計 画 の 進 行 管 理 と
社 会 経 済 学 ）： フ ィ リ ピ ン に お け る ナ マ コ
（Holothuria scabra）共同増殖事業における合
意 形 成 と 社 会 経 済 的 考 察 や ア ワ ビ（Haliotis
asinina）増殖計画を推進するための漁獲サイズ
規制、オーストラリアにおける魚類の資源増殖
と種苗放流のレビュー、エコラベルのガイドラ
インなど。
４．Developing optimal release strategies.（最適
な放流手法の開発）
：ヨーロッパロブスター
（Homarus Gammarus）の稚エビ期における環境
収容力、フィリピンにおけるアワビ（Haliotis
Asinina）栽培漁業における人工種苗の放流方法
の確立、アメリカのチェサピーク湾におけるブ
ルークラブ（Callinectes sapidus）の最適放流手
法、中国山東省における外部標識を用いたヒラ
メの放流実験など。
５．Interactions among wild and released animals
and the ecological and genetic implications.（天
然魚と放流魚の競合とその生態学的、遺伝的な
影響）
：養殖場から逃亡した大西洋タラ（Cadus
Morhua L.）の遺伝標識による検出と天然資源
への影響、北オーストラリアにおけるバラムン
ディ（Lates Calcarifer）の種苗放流による生態
学的、遺伝的影響など。
６．Enhanced knowledge on populations and
ecosystems from releases of cultured animals.
（人工生産魚の放流によって明らかになった個
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体群と生態系における知見）
：フィリピンにお

る場面が多いように思います。例えば、最適な放

ける増殖実験場に放流されたナマコ（Holothuria
Scabra）の成長と生残及び再生産、ブラジルに
おけるナマズ（Pseudoplatystoma corruscans）の

流サイズの検討については、日本でもかなり調査

資源再生計画、オーストラリアにおけるヨー
ロッパカープ（Cyprinus Carpio）に及ぼす食害

面から明らかにしようという研究も多く行われて

魚の放流の影響など。

うに感じます。これまで、日本の栽培漁業では事

７．Adapting to change: climate, habitat and

が行われてきており、その後追いのように感じま
す。ただし、有効放流サイズについて生態学的な
おり、この面では日本が少し後れを取っているよ
業の推進が先行して、種苗の大量生産技術につい

socio-economics.（変化への順応：気候、生息地、
社会経済学）
：ハワイでのシーフードにおける

てはかなりのレベルにあると思いますが、放流後
の生態調査などについてはやや疎かになってきた

消費者の嗜好性に及ぼす社会経済学的要因の影

感があります。これまでの技術を裏付ける意味で

響評価、気候変動下における持続可能な資源増
殖手法など。
日本からは、サケについて北海道大学の帰山氏
が「地球温暖化における持続的な資源管理」、北
海道さけます内水面試験場の宮腰氏が「北海道に
おける放流事業の現状と今後の管理方策」につい
て発表されました。また、水産総合研究センター
中央水産研究所の菅谷氏が「DNA マーカーを用
いたクルマエビの種苗放流効果調査」、福山大学
の Blanco Gonzalez 氏 が「 マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト
DNA マーカーによって実証されたマダイ天然魚
と放流魚間の遺伝的相互関係」、長崎大学の河端
氏が「基質への馴致がシロクラベラ人工種苗の放
流後の食害による生残に及ぼす影響」、京都大学
の Byung Sun Chin 氏が「クロソイの最適放流手
法」についてそれぞれ発表されました。ポスター
発表では、東京海洋大学の浜崎氏が「種苗放流数
と気候変動との関係からみた日

も、実験生態学的な研究も必要であると思います。
一方、近年では、種苗放流のリスク評価の必要
性が叫ばれるようになっています。日本でも種苗
放流による遺伝的多様性への影響の評価などが、
めざましい DNA 分析技術の向上とともに、行わ
れるようになってきました。今回のシンポジウム
では、これに加えて生態学的な影響、例えば天然
魚と放流魚の競合（餌料や生息場など）、に関す
る発表もいくつかありました。第 6 次栽培漁業基
本方針では、従来の一代回収型栽培漁業に加えて
資源造成型栽培漁業の推進が盛り込まれました。
このためには、上記のような種苗放流のリスク評
価が必要になってくるとともに、資源に対してど
の場面で種苗放流が必要かつ効果的なのか、その
上で栽培漁業の位置づけをどのように考えるのか
ということが今後問われてくると思います。

本のクルマエビの漁獲量変動」
、
同中島氏が「サワラにおける放流
魚と天然魚の生態学的相互作用」
を発表され、そして筆者が「種苗
放流と漁獲規制を評価するため
のシミュレーションモデル」を発
表しました。
発表の傾向としては、大きく
は放流技術の開発、種苗放流の
効果、種苗放流のリスク評価の 3
つに分かれます。東南アジアは種
苗放流を始めて日が浅く放流技
術の開発が中心、中国は大量放流
を行っており効果の把握が中心、
欧米は放流技術とリスク評価が
中心という印象です。放流技術
の開発については、これまで日
本で蓄積された知見が生かされ
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前列：中左北田教授（海洋大）、中右帰山教授（北大）、両外側それぞれ
の大学院生
後列：左から浜崎准教授（海洋大）、菅谷氏（中央水研）、宮腰氏（道さ
けます試験場）、筆者、笠井氏（北大）

第4回

水産海洋教育と地域貢献
「海を豊かに！」
神奈川県立海洋科学高等学校
校長

本校の概要
神奈川県立海洋科学高等学校は県内唯一の水

水木久雄

場環境」でしたが、新校では漁業生産科栽培漁業
コースを廃止し、教科「海洋科学」を学校設定し
ました。栽培漁業関連科目は「海洋生物飼育」
「海

産・海洋系の高校です。昭和 15 年神奈川県水産

洋環境」「海の生物」「海とバイオテクノロジー」

講習所として創立以来県内水産教育を担ってきま

としました。現在、学習指導要領の改訂にともな

した。平成 20 年度に三崎水産高校を改編し、
「海

い教育課程を検討中です。平成 25 年度入学生へ

洋」について幅広く取り入れた新校として開校し

の導入を検討している栽培漁業関連科目は次の通

ました。校訓は「海を知り、海を守り、海を拓く」

りです。

です。学科は海洋科学科、その中に一般コースと
船舶運航コースがあります。形態は 2 学期制、単
位制で生徒は各自の進路希望や特性、興味・関心
に基づく科目を選択して学習します。一般コース
生のうち海の生物や飼育について興味・関心のあ
る生徒が栽培漁業について学習しています。そ
の科目を中心として本校では、
「地域の海を豊か
に！」と願い、育てた魚貝類放流、海岸清掃の他、
授業交流などの水産海洋教育による地域貢献に取
り組んでいます。

栽培漁業教育と地域貢献
本校の栽培漁業教育は、平成 3 年漁業生産科内

種苗生産した魚貝類の放流は平成 3 年から 21
年間続いています。放流場所は主に本校実習場
がある横須賀市の海域に放流しています。その
間、放流種類は変わりましたが、「元気に大きく
育て！」と放流した魚貝類はクロアワビ、メガイ

に栽培漁業コースを設置し、栽培漁業施設を増設

アワビ、マダカアワビ、マダイ、クロダイ、アユ、

しました。栽培漁業を学習する上で種苗生産に関

トラフグ、カサゴなどです。特にアワビ類は毎年

する学習が重要と考え、種苗生産に関する授業、

連続放流しています。その間、取水ポンプの停止、

実験・実習に取り組んできました。それは新校と

冷却機器の故障による夏季飼育水温の上昇、飼育

なっても続け、地域に貢献しています。栽培漁業

魚の疾病などといったトラブルが発生し、教材と

に関する知識や技術を身につけることだけでな

しての飼育魚大量死亡につながるケースが何度も

く、地域に貢献する姿勢を育てることもねらいと

ありました。

しています。
旧校での該当科目は「栽培漁業」
「水産生物」
「漁

平成 23 年はアワビ稚貝、クロダイ稚魚、稚ナ
マコを放流しました。アワビ類は平成 22 年 11
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アマモ花枝採取

アワビ稚貝放流

クロダイ稚魚
クロダイ稚魚放流

月に産卵、幼生飼育、稚貝飼育を行い、平成 23
年７月、約30㎜になった稚貝をダイビング受講
生、教員がスクーバダイビングにより放流しまし
た。放流数はメガイアワビ 7,000 個体、マダカア
ワビ 9,000 個体でした。魚類では、平成 23 年９
月クロダイ稚魚 4,000 個体（約60㎜）
、カサゴ稚
魚 1,000 個体（約30㎜）を放流しました。本校生
徒以外にも小学生らとともに放流しています。

放流稚ナマコ

平成 23 年はナマコの種苗生産に取り組み、神
奈川県内で初めて種苗生産による稚ナマコを放流

その他、地域貢献として海岸清掃、アマモの花

しました。漁業者のナマコ漁のニーズが高まった

枝採取や移植、朝市のお手伝いなどを行っていま

ことと地元のナマコを放流したい、との声が地元

す。

漁業者からありました。そこで本校はナマコの種
苗生産に取り組みました。
平成 23 年 4 月三浦市金田の漁業者から親ナマ
コの提供を受け、5 月 16 日放卵・受精、2 週間
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多くの生徒たちが「自分たちが使うフィールド
を大切に、きれいにしよう」と海岸清掃を数多く
行っています。またアマモの移植による「海の森
づくり」にも取り組んでいます。

の幼生管理、波板飼育を経て、9 月 28 日稚ナマ

このように魚貝類の放流や栽培漁業教育を続け

コ 350 個体、20㎜を漁業者に渡し、放流しました。

ることができたのは、神奈川県水産技術センター、

この種苗生産において、デリケートな親の飼育、

神奈川県栽培漁業協会、横須賀市長井漁業協同組

幼生の食害防御などが苦労したところです。生徒

合など地元漁協から技術指導、卵や稚仔の提供な

は成長過程ごとに観察をし、幼生の変態などに感

ど協力をいただいたおかげと感謝しています。施

動していました。今後の改善点は、食害生物侵入

設の老朽化、飼育担当者不足などの課題がありま

防御の徹底、大きさ別の飼育、生徒への教材化な

すが、これからもいろいろな場面で地域に貢献す

どです。

る学校でありたいと考えています。

第31回 全国豊かな海づくり大会 ～鳥取大会～
テーマ「つくろうよ みんなが笑顔に なれる海
～がんばろう日本 災害からの復興～」
鳥取県鳥取市で開催
第 31 回全国豊かな海づくり大会鳥取大会が、
平成 23 年 10 月 30 日（日）、豊かな海づくり大
会推進委員会と第 31 回全国豊かな海づくり大会

大会キャラクター

ととリン

鳥取県実行委員会の主催により、鳥取県鳥取市に
おいて開催された。

表理事組合長が述べ、国歌斉唱を行った後、横路

とりぎん文化会館（鳥取市尚徳町）で行われた

孝弘大会会長（衆議院議長）が「災害からの復興

式典行事には、年初に山陰を襲った豪雪、東日本

と大会が海や河川などの環境保全や再生、育てる

大震災で被災した東北 3 県の漁業者や水産高校生

漁業の契機となることに期待する。」などと挨拶

を含む約 1,200 人が県内外から参加した。

した。続いて、平井知事が「今こそ国民が手を携

式典開始に先立つプロローグでは、初めに、鳥
取県出身の瀧本美織さんのナレーションによる映

えて、水産業の復興のために立ち上がるべき」と
挨拶。竹内功鳥取市長が歓迎の言葉を述べた。

像で鳥取県の豊かな自然とめぐみを紹介した。続

次に表彰行事では、漁業功績団体の栽培漁業部

いて、無形文化財に指定されている伝統芸能「因

門、資源管理部門、漁場・環境保全部門、鳥取県

幡のかさ踊り」による、多彩な長柄の傘についた

による絵画・習字コンクールの受賞者代表に賞状

100 個の鈴が響く勇壮な傘の舞が、鳥取市立国府

が横路大会会長、鹿野道彦農林水産大臣、横光克

東小学校の児童により披露された。

彦環境副大臣、佐藤正典水産庁長官、平井鳥取県

式典行事は、平井伸治鳥取県知事の先導により

知事より手渡された。

天皇皇后両陛下が御臨席となり、東北 3 県の水産

最優秀作文の発表では、小学校高学年の部で大

高校と境港総合技術高校の生徒 13 人が大会旗を

会会長賞を受賞した鳥取市立宝木小学校 6 年植嶋

持って入場し、伊藤美都夫鳥取県議会議長に手渡

日奈子さんが、祖父ら漁師が栽培漁業、植林活動、

された。

海岸清掃活動などに取り組んでいることを紹介し

開会のことばを景山一夫鳥取県漁業協同組合代

式典１（知事挨拶）

た作文「わたしたちの日本海」を朗読し、会場か

式典２（作文発表）
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〈大会会長挨拶〉

栽培漁業等のつくり育てる漁業の推進を
本日ここに天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ「第 31 回全国豊かな海づくり大会」を開催するにあた
り、一言ご挨拶を申し上げます。
はじめに、東日本大震災から七か月が経過しました。改めてご遺族、被災者の方々の負われてい
る深い悲しみに心からのお見舞いを申し上げ、犠牲者のご冥福をお祈りいたします。そして被災者
の方々が一日も早く平穏な日常の生活を取り戻せるよう、ここに参集した一人一人が、それぞれの
立場で最大限の努力を尽くすことをお誓い申し上げます。
東日本大震災は、国難とも言うべき大被害をもたらし、約２万５千隻もの漁船の流失をはじめ漁
港や施設の損壊など、水産関係被害も過去に例のない甚大なものとなりました。また、鳥取県では、
年初の大雪により、多くの漁船が沈没するなどの損害を被りました。
自然は、時として人間が抗うことができない脅威をもたらす一方で、水産業の源として、四季折々
の豊かな恵みを与えてくれます。被災地には今年も変わらず鮭が戻ってきているのです。私たちは、
このことを改めて認識し、自然との共生を図らなければなりません。
先ほど高校生による大会旗入場が行われましたが、今回は、被災地の水産高校の生徒の皆さんに
も旗手団に加わっていただきました。こうした若い世代が夢と希望を持って水産業に従事すること
ができ、また、一日も早く漁に出たいという漁業者の皆様の再建意欲を低下させることがないよう、
政治の場においても、本格的な復旧・復興に向けた議論を尽くしていく必要があります。
一方、近年の水産資源の減少など、我が国の水産業は厳しい状況にあり、水産資源の増大を図り、
その恩恵を将来の世代に伝えていくためには、栽培漁業等のつくり育てる漁業の推進が不可欠であ
り、また豊かな森林、きれいな河川が必要です。こうした中、鳥取県の皆様が、出雲神話の一つで
ある因幡の白兎にちなみ、ふるさとの森・川・海を守り育てる活動に参加された方々を「白うさぎ大使」
として任命し、環境保全の意識高揚を図る取組みを展開されていることに心から敬意を表する次第
であります。
本大会が、河川・湖沼・海の環境の保全や再生、そして育てる漁業に多くの人々が取り組む契機
となりますことを期待いたします。
本日、栄えある表彰を受けられる方々に対し、心よりお慶びを申し上げるとともに、お集まりの
皆様には、豊かな海づくりのために、なお一層のご協力をいただきますよう、心からお願い申し上
げます。
最後に、開催にあたりご尽力をいただきました鳥取県の皆様をはじめ、関係各位に厚く御礼を申
し上げまして、私のご挨拶といたします。
平成 23 年 10 月 30 日
全国豊かな海づくり大会会長
衆議院議長
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横

路

孝

弘

らは温かい拍手が送られた。

メッセージに、会場からは盛大な拍手が送られた。

白うさぎ大使による国造りメッセージでは、鳥

大会決議は服部郁弘豊かな海づくり大会推進委員

取市立気高中学校の生徒による鳥取県を代表する

会会長が読み上げ、満場の拍手により決議は承認

民謡「貝殻節」の演舞に続き、鳥取市少年少女合

された。

唱団による合唱と貝殻節をモチーフにした鳥取県

大会旗を平井鳥取県知事から、次回大会を沖縄

立八頭高校生徒による朗読劇が披露され、古くか

県で開催する仲井眞弘多沖縄県知事が引き継ぎ、

ら鳥取の海で働く人々の思いを、現代、そして未

中西照典鳥取市議会議長が閉会のことばを述べ式

来へと引き継いでいく意思が示された。次に、白

典は終了した。

うさぎ大使代表により、白うさぎ大使が行ってき

両陛下は、平井鳥取県知事の御先導で御退席さ

た活動が発表された。鳥取県では、海づくり大会

れる途中、最優秀作文を発表した植嶋さんに親し

開催に当たって、
「因幡の白うさぎ」の伝説にち

くお声をかけられた。

なんで、
「ふるさとの森・川・海を守り育てる」

その後、両陛下は、海上歓迎・放流行事の行わ

運動に参加した人たちを「白うさぎ大使」に認定

れる鳥取港西浜地区（鳥取市賀露）に御移動され

し、県民総参加による「新たな国造り運動」を展

た。

開してきており、大会までに 10,625 人の白うさ
ぎ大使が認定された。式典では、白うさぎ大使の
代表者 8 名が、森・川・海を守り育てる重要性を
参加者に向けて元気よく呼び掛けた。

海上歓迎・放流行事は、県内外から約 730 人
が参加した。
両陛下の御到着前には、境港大漁太鼓荒神会に
よる勇壮な和太鼓が、2011 年日本吹奏楽コンクー

漁業後継者を代表し、鳥取県漁協賀露本所の網

ル鳥取県大会で金賞を受賞した鳥取県立鳥取西高

師野和敬さん、和江さん夫妻が「20 年先を考え

等学校吹奏楽部による吹奏楽「海を越える拍手」

活動していく。全国の子どもたちが笑顔で安全で

が演奏され、歓迎ムードを演出した。

おいしい魚を食べていけるように。
」と決意を述

両陛下御到着後、海上歓迎行事が執り行われた。

べ、
「家を失い、船を失い、港を失い大変だと思

はじめに、鳥取県の指定無形文化財である地元賀

います。でも海はあります。少しずつ頑張りましょ

露のホーエンヤ祭より、
「浦安の舞」の演舞と「伝

う。全国から応援します。
」と震災被災者にエー

馬船」の曳航が華やかに披露された。両陛下も盛

ルを送った。

んに船に手を振って楽しまれた。

白うさぎ大使と漁業後継者夫妻による力強い

続いて、海上で、鳥取県で主要な漁業を行って

大 会 決 議
我が国は四方を海に囲まれ、その海からの恵

この鳥取大会を契機に国民の一人ひとりが、

みは、国民に豊かな生活と優れた食の文化をも

海への関心を一層深め、海の大切さを理解し、

たらしてきた。

更に、自然と人との共生の重要性を再認識しな

こらい

ここ鳥取県は日本海に面し、古来より海との
深いかかわりを持ち、四季折々の新鮮な水産物
を国民に提供している。

くてはならない。
こんにち

私たちは今 日まで、31 回にわたり開催され
てきた「全国豊かな海づくり大会」の意義と、
「つ

私たちは、今年３月に発生した東日本大震災

くろうよ みんなが笑顔に なれる海」～がん

により、未曾有の水産被害を受けたが、この大

ばろう日本 災害からの復興～を合言葉に、新

きな悲しみと苦難を乗り越え、一日も早い復興

たな決意を持って努力してゆくことをここに決

を実現しなければならない。

議する。

み

ぞ

う

ほう

更に、我が国の恵まれた水産資源を守り、豊

じょう

饒の海という財産を、将来に引き継ぐ重要な責
任がある。

平成23年10月30日

第 31 回全国豊かな海づくり大会
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いる漁船と漁法の紹介が行われた。県の試験船「お
しどり」
や小型底引き網船、刺し網船など 10 隻が、
境港大漁太鼓荒神会の打つ太鼓のリズムに乗って
パレードした。漁法紹介には、年初の大雪で沈没
した県漁協泊支所の「紅栄丸」も加わり、大漁旗
を掲げ、復興のシンボルとして雄姿を見せた。岸
壁では、田後海洋少年団のメンバーたちが、災害
復興へのエール「がんばろう日本
興」そして、
「つくろうよ

災害からの復

みんなが笑顔になれ

る海」の 2 つのメッセージを手旗信号で送った。

栽培漁業センター

続いて放流行事が執り行われた。天皇皇后両陛
下は、田後海洋少年団の団員から稚貝等の入った
バケツを受け取られ、第 1 回のお手渡しではヤマ
トシジミ、アラメ・クロメが、第２回お手渡しで
は、クロアワビ、バイがそれぞれ県内漁業関係者
にお手渡しされた。なお、お手渡しされた稚貝等
は、
後日県内の生息適地に記念放流（移植）される。
稚魚の御放流では、天皇皇后両陛下が、境港総
合技術高校の生徒から稚魚の入ったバケツを受け
取られ、第 1 回放流では、県魚のヒラメを御放流
された。続いて、第 2 回放流では、キジハタの御
放流が行われた。両陛下の御放流に合わせ、来賓
と招待者が稚魚を放流した。

ふれあい交流行事

状況を紹介するパネル展示の他、東日本大震災で
被災した漁業関係者らを励まそうと、来場者は、
被災者へのメッセージをインスタント写真に書き
添え、会場内に設置されたメッセージボードに掲
げていた。
大会は、各行事を通じて、2 日間で約 5 万 4 千
人が来場した。相次ぐ災害を受けての開催となっ
た第 31 回大会は、水産業の発展とともに、被災
地の再起を願い、復興を結束する場として意義深
い大会となった。
稚魚を御放流になる両陛下（放流行事）

鳥取県湯梨浜町にある鳥取県栽培漁業センターを

鳥取市のコカ・コーラウエストスポーツパーク

御視察になられた。古田晋平所長の御案内でアワ

（鳥取市布勢）では、29 日、30 日の両日にわたっ

ビ、キジハタ、アユカケなどの水槽を御覧になら

て関連イベントである「ふれあい交流行事」が開

れ、「これからも栽培漁業の研究に励んでくださ

催された。

い。」などとお言葉をかけられた。

さかなクンのトークショーや鳥取県内の伝統芸

次回の第 32 回大会は、平成 24 年秋頃に沖縄

能のステージ、海を守る活動の紹介、水槽展示や、

県糸満市で豊かな海づくり大会推進委員会と第

タッチングプールなど、多彩な催しを大勢の来場

32 回全国豊かな海づくり大会沖縄県実行委員会

者が楽しんだ。

の主催により開催される予定である。

また、災害復興に向けた展示も行われた。被災
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大会の翌日、31 日には、天皇皇后両陛下は、

平成24年秋 第32回全国豊かな海づくり大会の成功誓う
沖縄県・糸満市でプレイベント開催さる
大会テーマ「まもろうよ きせきのほしの あおいうみ」決定！
平成 24 年秋に沖縄県で開催される第 32 回全
国豊かな海づくり大会のプレイベント（おきなわ
豊かな海づくりフエスタ 2011in 糸満）が 11 月

サー（ハリセンボン）とサンゴを合わせた「アバ
サンゴ」が披露された。
仲井眞知事は「海づくり大会の開催の機会に、

12・13 日の両日、本大会開催予定地の糸満市で、

海の環境保全の大切さや沖縄の水産業への理解を

仲井眞弘多（なかいま・ひろかず）知事はじめ多

深めてほしい」とあいさつ。

数の関係者が出席して開かれた。大会式典では、
来年の大会テーマ「まもろうよ

きせきのほしの

あおいうみ」や､ 大会キャラクターとしてアバ

式典後、参加者等により沖縄県の代表的なさか
なの一つであるハマフエフキ（タマン）が放流さ
れた。

大会キャラクター「アバサンゴ」

タマンを放流する上原裕常糸満市長（左）と
金城宏ＪＦ糸満組合長

優秀作文の発表（鈴久名太陽君・小４）

海上歓迎行事・ハーレー舟競漕

全国豊かな海づくり大会開催県が続々と決定！
第３２回沖縄県（平成２４年）、第３３回熊本県（２５年）、
第３４回奈良県（２６年）、第３５回富山県（２７年）
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平成23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
（海づくり協会支援事業）

「ひじき漁業について」
山口県漁協青壮年部連合会防府支部事務局
（山口県防府水産事務所普及振興班）
主

任

由良野

圭

開 催 日 時：平成 23 年 7 月 5 日（火） 13:00 ～ 18:00
開 催 場 所：山口県山口市秋穂二島

山口県セミナーパーク

および

山口湾

研修対象者：山口県漁協青壮年部連合会防府支部管内の漁業者、漁協職員及び市職員、山口県漁協本
店職員、山口県職員
出 席 者 数：62 名（講師 4 名、漁業者 38 名、漁協職員 5 名、市職員 6 名、県職員 9 名）

１

はじめに

２

現地研修会の概要

これまで、山口県漁協青壮年部連合会防府支

講演を一通り聞けば誰でも理解ができ、出席者

部管内でひじきと言えば、冬季に採取する長さ

が各浜に適したひじきの利用方法を見つけられる

20cm 程の芽の柔らかいひじき（通称、芽ひじき、

ような内容にするため、予め講師の皆さんと調整

寒ひじき）のことを指し、それ以外に利用価値が

し、以下の疑問に答えられるよう、工夫しました。

あることが、ほとんど知られていませんでした。

①

ひじきとはどういう海藻なの？（＝講演１）
、

②

なぜ長ひじきが売れるの？（＝講演２）、

山口県漁協の会議において、長ひじき（春～初夏

③

売るにはどうすればよいの？（＝講演２）
、

に刈り取る長いひじき）が売れることを聞き、当

④

どんなひじきが高く売れるの？（＝講演２）
、

該役員の発案で行った視察研修をきっかけに、
「管

⑤ メリットデメリット・感想（＝講演２、状況

ところが、昨年、当支部役員を務める漁業者が、

内でも長ひじき採取を目的とした漁業を振興しよ

報告）。

うではないか」との気運が高まりました。

また、座学だけでなく、参加者にひじきの生息

しかし、これまでひじきに関心がなかったので、

している場所へ実際に赴いて直接見てもらい、意

知識もなく、ひじきをまともに見たことがない人

見交換することで、一層の理解を深められるよう

がほとんどでした。

にしました。

そこで、本年、基礎的な生態から実際の採取・
販売方法までを一通り学習できる場を設けようと
いうことで当研修会を企画しました。
実際にひじきを採取・販売するには、多くの人々
の理解と協力が必要です。そのため、当研修会は
青壮年部員以外の組合員、漁協・行政職員等にも
対象範囲を広げ、開催することとしました。
研修会の様子
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３

講

演

2008 年の２倍程度まで高騰。

（１）ひじきとは？（見分け方、生態等）
山口県水産研究センター外海研究部
安成
＜概

ひじき採取と販売

・天然ひじきの刈り取り方法は、潜水または干潮

淳専門研究員

要＞

①

②

時の刈り取りのいずれか。
・根を残すと再生し数回刈り取り出来るので、根

生息する環境（生息地、場所等）

から５cm 程度上部を刈り取るのがよい。

・ひじきの生息海域は、潮間帯（干潮時干上がる

・刈り取ったひじきは、シートやネットの上に薄

ところ）の下部から 30 ～ 40cm くらい高い場

く広げ、干しムラがないように２、３回ひっく

所までの間になる。

り返し、手に刺さるくらいの硬さになるまで干

②

ひじきの形態的特徴（見分け方）

・ひじきは、他の海藻とは異なり、小枝と気泡が

す。
・一般的に、乾燥させたひじきを指定の（10 ～

分かれていないが、類似のホンダワラ類（流れ
藻）は、気泡が球形やラグビーボール状になり、

20kg）の袋に詰めたもので買い取られる。
・品質は、色、形態（芽落ちしたものは評価が下

葉もはっきり分かれているので区別がつきやす

がる）、乾燥度合い、付着物、異物の混入度合

い。

い等で決まる。

③

ひじきの生活史

・付着物はⅰ）アオサ、ノリなど他種の海藻、ⅱ）

・ひじきには雄株と雌株がある。

ムラサキイガイ等の貝類、ⅲ）コケムシ等が多

・５月頃、小枝の付け根付近に生殖器床が出来、

い。

放卵、放精が行われ受精卵となる。

・収穫時期が遅れると付着生物の種類及び数が増

・ひじきは次の２パターンで成体に生長する。

え、品質に影響するので、汚れのない時期の収

ア）受精卵が着底した後、発芽し（＝発芽体）、

穫に心がける。

それが大きくなって成体になるパターン、

③

イ） 放精・放卵後（８月頃）、本体ひじきは枯

・大分、愛媛、鹿児島県では事業化され、区画漁

れるが、枯れずに残った糸状根という根が岩
に残って夏を越し、秋にこの部分から新芽が

ひじき養殖の取組
業権を取得して実施されている。

・養殖は、ひじきがない地域でも生産でき、刈取

生えて生長し、成体になるパターン。

作業は干満に左右されない、重量のある芽の多

山口県瀬戸内海の採取時期はいつがよいか？

いひじきが生産できる、裏作として行える、生

・ひじきは、大体、３月以降、水温の上昇に合わ

産者個人で管理が出来る等のメリットがある。

④

せてよく生長する。

・養殖は 11 月上旬～翌年５月下旬頃まで。

・水温、生長両面から見ても、４、５、６月頃に

種苗採取、挟込み、種ロープ張込み：

刈り取るのが良いだろう。

11 ～１月中旬頃、
刈取り＆天日干し：３月下～５月。

（２）最新のひじき需要と養殖の方法等について
株式会社 山忠 業務部
渡邊
＜概
①

智久チームリーダー

要＞
国産ひじきの需要について

・日本で販売されるひじきの 85％は、韓国、中
国からの輸入で、残り約 15％が国産。
・国産は、安心安全で信頼できる（＝生産履歴が
明確）ことから、需要が高まっており、価格は

出荷販売：４～６月中旬頃
・養殖方法は、海面養殖（一般的方法。場所選定
が重要）、複合式（アコヤガイ等の筏を利用）、
干潟養殖、砂浜養殖（実用化していない）がある。
・海外では、中国は約 100％、韓国は 80％以上
が養殖。
ア）養殖用種苗の採取について
・10 ～ 20cm 程度が挟み込みが容易で良い。
・活力があり（＝褐色で透明感がある）、付着物
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がなく、根が少し残っているものが良い。

が黒くなり、黒い方が弊社としては好む。

・種苗を採取する際は、適度に間隔をあけて、間
引くように採る。
・中国、韓国では、刈取り後の養殖ロープをその

（３）宇部市東岐波における天然ひじき採取の
結果（状況報告）
山口県漁協東岐波支店

まま利用して再生させる方法が一般的。

漁業者

イ）挟み込み、種苗ロープ張り込み
・種苗ロープは上記ア）をロープに挟み込んだも
の。
・使用するロープは PP（ポリプロピレン）が浮
くので良く、一般的。
・白色など明るい色の方が、（ロープの破片が）
製品ひじきに混入した際に見つけやすい。
・ロープの太さは、３～ 12mm 程度で、設置場所
やコストで選ぶと良い。
・種苗を挟み込む間隔および本数（主枝の数）は
３cm で３本、７cm で５本程度が良い。
・設置場所は、潮通しの良いところ。湾内はなる
べく避け極力岸から離した方がよい。
ウ）刈り取り（収穫時期）

高井

修

氏

＜報告概要＞
・３～５月の大潮の３日間程度、合計 15 日採取
した。
・漁船で１回で運べる量が 500kg なので、これ
を２回繰返し１日につき約１トン採取した。
・乾燥するまで２～３日かかるので、５人で交代
しながら１日２～３時間干した。
・干し場は（日常人等の出入りが少ない）漁港の
岸壁で、干す前にほうきできれいに掃いてから、
並べて干した。（面積は大体６ｍ× 40 ｍ位）
・苦労したのは、刈り取った後の運搬と、ひじき
を干す時に（反対側もよく乾かせるために）ひっ
くり返す作業である。

・４月中～５月下旬。タイミングは長さ、付着物
が覆う前、成熟した時、他漁種へ転換前など、

＜主な質疑応答＞

各実施者の判断による。

Ｑ：直接岸壁の上に干したとのことだが、下に何

エ）干し場について

か敷かないのか？

・韓国の例では、空き地、畑、道路など空いたス

Ａ：最初、よしずの上に干したが、バラバラになっ

ペースにネットやビニールシートを敷いて干し

たひじきが（よしずの）目ににたくさん詰ま

場にしている。

るのでやめた。

・砂、石ころ、木屑、葉などの異物が混入すると
評価が下がるので、注意願う。
④

その他

・品質評価は色々な要因が絡むため、経験を積ん
で品質を見る目を養うことが重要。
・まずは実際に販売し、数年続けることで漁業ス
タイルが定まり、大きな成果に繋がる。

Ｑ：ロープにかけて干さないのか？
Ａ：していない。そのような場所がないし、量が
多いので、それでは埒が明かない。
Ｑ：ひじきを干したらすぐバラバラになる。バラ
バラになったものはどうしたらよいか？
Ａ：バラバラになっても、同じ商品として扱って
もらえるので、袋に一緒に入れれば売れる。
Ｑ：ヒジキに付いたゴミの除去はどうしたのか？

＜主な質疑応答＞
Ｑ：ひじきの保管袋の中に乾燥剤のような物を入
れる必要があるか？

採った。ほかの藻場とひじきの生えている場
所も分かれていたので。

Ａ：不要。

Ｑ：採った後、真水で洗ったりしないのか？

Ｑ：４～ 5 日くらいすると塩が浮き出てくると思

Ａ：洗っていない。

うがそれでも良いのか？
Ａ：塩（ミネラル分）が浮き出ても問題ない。色
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Ａ：除去が大変なので、ゴミが付いていない所を

Ａ（補足）：塩の付着は良い状態なので、洗う場
合は必ず塩水にしてほしい。決して真水で洗

わないように。品質だけでなく歩留まりも低
下する。
（４）山口県漁協宇部岬支店によるひじき試験
養殖の状況等（状況報告）
山口県漁協宇部岬支店
漁業者

村上

幹男

氏

＜報告概要＞
・12 月中旬に 50m の種糸を６本、合計 300m 張
り込んだ。

ひじき試験の現地

・ひじきの養殖セットは、ほとんどノリ養殖の
セットをそのまま使用。違うのはノリ網の代わ
りに、浮子綱に種糸を添わす点。
・種苗の挟み込み作業は、簡単だが時間がかかる
との印象。
・12 月の張り込み時点の長さは約 20cm だったが、
１月末には 30cm 余りまで生長。
・ゴミの付着は１月末まではほとんどなかった

４

謝

辞

講師としてお越しいだだきました、（株）山忠
の渡邊智久様、県水産研究センター安成淳様、東
岐波支店

高井修様、宇部岬支店

村上幹男様に

は、ご多忙のところ、懇切丁寧にご説明いただき
感謝いたします。

が、２月末になると種糸にホンダワラ類や（ノ

また、本研修開催にあたり、準備段階から当日

リ養殖場の近くで行ったこともあり）ノリが付

の開催まで、側面的にご協力いただきました、山

着し、除去に苦労した。

口県漁協販売部の皆様、同漁協山口支店の原田義

・4/23 に収穫した結果、最長約 70cm まで生長。
・ひじきはコンクリートの上に干した。
・干し上がったひじきを見ると、ノリ以外にも他
の海藻が結構混入していた。
・次回行う場合は、ノリが付着しにくく、もっと

幸副運営委員長にも厚く御礼申し上げます。
本研修会の提案を採択いただき、開催に際しご
支援いただきました、社団法人全国豊かな海づく
り推進協会に対しまして、深く感謝の意を申し上
げます。

長い期間設置できる場所に変えた方が良いと感
じた。
３－２

現地視察

○山口県漁協山口支店の原田義幸副運営委員長か
ら、周辺環境の説明後、講師の皆さんから参考
情報の説明をしてもらいました。
○講師の（株）山忠の渡邊チームリーダーより『ひ
じきは特に DL.70cm 付近で最も生育が良く繁
茂しやすい。』旨の話があり、視察時はちょう
ど干潮時（近くの宇部港の潮位で 49㎝）だっ
たこともあり、その状況がハッキリと確認でき
ました。
○参加者は、ひじきを手に積極的な意見交換が行
われ、一層理解促進できたと思われました。
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【海づくり協会コーナー】

平成23年度 第1回企画推進委員会を開催
23 年度第１回企画推進委員会は、平成 23 年 9

に大変寄与している等意見が出された。

月 6 日（火）午後 1 時 30 分より東京都千代田区
ＪＡビル 3 階 302 会議室で開

（２）“連携・共同”による新たな栽培漁業の推進

催。来賓として水産庁増殖推進部栽培養殖課の橋

体制構築と今後の栽培漁業の推進方向について

崎、石塚両課長補佐他担当官が臨席した。

市村専務理事より資料に基づき、①海域栽培漁

区大手町 1 － 3 － 1

開会にあたり、澁川顧問より本来であれば、7

業推進協議会設立と全国豊かな海づくり推進協会

月に開催すべきであったが東日本大震災の発生や

の支援体制について、②海域栽培漁業推進協議会

当協会の中心業務である栽培漁業の推進をめぐり

の今後の取り組みについて、③都道府県における

大きな変化があり、大きな曲がり角であるがゆえ

栽培漁業推進体制について、④資源管理と栽培漁

に、関係者の意見を十二分に伺い、方向性を吟味

業の連携についてについて以下の点を説明し、質

し、明日に向けて歩みだすことこそ重要であると

疑、検討等が行われた。

考え、新たに創設された六つの海域栽培漁業推進

①

協議会総会、そして、水産庁主催の栽培漁業担当

づくり推進協会の支援体制について

者会議など、一連の会議を経て、開催の運びとなっ

海づくり協会は、海域栽培漁業推進協議会の運

た。

営支援や震災被災県に対する支援等々に加えコス

第一部は、従来どおり、平成 23 年度業務内容

トの削減、役職員の削減、組織の見直し等を実施

について協議いただき、第二部は、栽培漁業をめ

しており、24 年度会費については、23 年度当初

ぐる環境の変化を可能な限り正確に捉え、それら

計画通りお願いしたい。また、秋に開催予定の栽

を踏まえ、当協会が今後果たすべき役割について

培漁業推進ブロック会議開催の開催予定について

意見交換をし、最後の議題は震災対応についてと

等説明を行った。海づくり協会には、現場の漁業

なるので、忌憚のないご意見を賜るようお願いし

者の声を集約し、国へ繋げて欲しい。瀬戸内海海

たい。との挨拶を行った。

域栽培漁業推進協議会では、サワラについて関係

長屋委員（全漁連常務理事）を座長として協議
に入った。

府県で広域連携を推進して行くので海づくり協会
には関与を強めて欲しいなど意見があった。
②

（１）平成 23 年度事業計画の推進等について
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海域栽培漁業推進協議会設立と全国豊かな海

海域栽培漁業推進協議会の今後の取り組みに
ついて

岩橋事業推進部長より資料に基づき、23 年度

栽培漁業担当者会議アンケートの結果報告や今

に計画している①栽培漁業広域連携推進事業、②

後の水研の共同研究については、複数県の連携課

栽培漁業技術の開発と普及促進事業、③栽培漁業

題等については、「海域栽培漁業推進協議会」の

普及・啓発活動支援事業、④広報事業、⑤受託事

機能を活かした円滑な実施、現場の声を反映した

業について説明を行い質疑、検討を行った。

柔軟な課題の採択が望まれていること等説明を

特に栽培漁業広域連携推進事業に対して、栽培

行った。栽培関係法人の経営問題や再生の基盤に

漁業は、放流場所と漁獲される場所が異なる場合

ついても検討する必要がある。太平洋北海域は東

が多く放流効果が見えにくい。また、漁業者が放

日本大震災により種苗生産施設が被災し生産でき

流を希望する魚種の大量種苗生産技術が開発され

ない状況にある。早期復旧にあたり、海域協議会

ていない場合等があり、広域という対応は時期を

として共同生産、連携を踏まえ復旧して行きたい

得ている。魚価が安価になり、放流用の積立を取

など意見があった。

り崩していた状況で、このままだと放流が困難に

③

都道府県における栽培漁業推進体制について

陥ることを危惧していたが、事業を活用すること

栽培漁業関係予算確保が厳しく、また、栽培関

により、地元漁業者の栽培漁業に対する意欲増大

係法人も自立化が求められていることなど、栽培

漁業担当者会議アンケートの結果から報告を行っ

（３）東日本大震災からの栽培漁業の復興支援対

た。また、今井委員（㈶神奈川県栽培漁業協会専

策について

務理事）より「マダイ栽培漁業の効果と課題」に

市村専務理事より資料に基づき、説明を行い次

ついて現状説明が行われた。予算確保にはＰＲ活

のような意見が出された。県の栽培漁業協会は、

動は重要であるので各県の記者発表資料などを集

公益法人であり、蓄えも少ない。今回の震災で全

め提供してほしい。マツカワについては、予想単

てを失い、技術者の給与確保が厳しい状況である

価を下回っているので、ブランド化、PR 事業を

ので、一時的に働く場の確保をお願いしたい。水

展開しているなど、意見等があった。

研センターには、震災の復旧・復興に対して全面

④

的に協力してもらいたい。

資源管理と栽培漁業の連携について
水産政策審議会企画部会委員であり同部会に出

席した長屋座長より、
「来年の水産基本計画策定
に向けた第１回目の部会が先日開催された。テー

（４）その他として以下の意見が出された。
横山委員（水研センター研究推進部研究主幹）

マは資源管理に関するものであった。従来、資源

栽培漁業センターと各海区水研が一体的になった

を増やすには、漁業者による漁獲管理、連携した

が、従来の栽培漁業センターの内容に大きな変わ

種苗放流、放流後の資源をまもる藻場干潟の三本

りはない。栽培漁業センターの人員が減っている

がそろわないと実現しないと言ってきた。特に広

が相談等には以前と同様しっかり対応するよう本

域種について 18 年の三位一体より国から地方へ

部として指導している。

の財源移譲により各県の予算は厳しく追い込まれ

北田委員（東京海洋大学教授）受益者負担とい

ている。広域種の生産体制等弱体化している。資

う考え方が従来からあるが、資源の管理を行って

源回復計画が今年度で終了し、所得補償政策の中

いるのは漁業者である。その管理や放流等を行っ

で指針に基づく新しい資源管理となる。やはりこ

ている努力に対し、アクセス権を設定し、漁業

ぼれるのは広域種となる。広域種の資源の造成は

者や県の努力に対して漁業者を含め、民間企業な

国の役割として位置付けなければ弱体化してしま

どがアクセスすればお金を支払うという考えであ

う。石狩湾のニシンは種苗放流と漁業管理をしっ

る。このような新たな枠組みが必要だと思う。

かり行う事で成功している。また、マツカワの事

政策審議会の資料には、排他的経済水域の資源

例もある。県ができるものと国の役割をしっかり

管理をどうやって行うかとあるが、外国対応も

位置付けてもらい、支援を活用し推進する必要が

入ってくる。中国が栽培漁業を進めようとしてい

ある、と発言した。三位一体時に議論は終わって

る。安全保障の問題となるかもしれない。排他

いるとされているが、その時代の整理と異なるの

的経済水域の資源管理には、許可制度、TAC 制

で、もう一度国民的議論を議論し組み立てなおし

度、資源回復計画の三本柱に枠組が必要であると

を要望している。」との概要説明があった。その後、

思う。TAC 制度は法制化されていると思うので、

海域で連携した種苗放流による資源造成の取り組

同様にアクセス権について法制化に水産庁が踏み

みについては、広域資源管理の重要な一手段とし

込めるかだと思う。５次栽培漁業基本方針の検討

て位置づけ、従来以上に公益性の高い事業として

時には、無主物であるが、国は維持・管理の責任

推進することが重要である等説明を行った。サワ

を負っているとの意見が出された。そこに踏み込

ラの資源回復について、当初は漁業者から厳しい

んでいかないと新たな枠組みとはならない。

意見が出されたが、結果として瀬戸内海のサワラ

石塚課長補佐

国の栽培漁業の役割、基本的枠

資源は４倍になった。漁業者の実施している管理

組み議論が数年来行われている。栽培漁業は予

には、国が放流を行ってくれたことが支えになっ

算が厳しくなってきている。一方、資源管理との

ている。栽培漁業基本方針にある栽培漁業と資源

関係では重要であるという認識のなかで、制度施

管理の連携は、漁業者は実感している。広域種に

策問題などしっかり議論していかなければならな

ついて国の積極的関与を要望する。瀬戸内海のサ

い。

ワラについて、これからも国、水研、海づくり協
会に関与・指導してほしいなど意見があった。

水産政策審議会資料に資源管理と漁場利用と遊
漁者とのかかわりなど問題提起されている。第５
種共同漁業権を海域に対して拡大し、漁協の権能
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を拡大して、漁協が海域管理を行い増殖義務を負

県、漁連・漁協、栽培協会の意見を踏まえ、しっ

い、他方、入漁料、ダイビング使用料を徴収でき

かり手当てしたいと考えている。マスタープラン

るようにすべきとする委員もあり、水産庁として

の中身は、施設復旧とソフト関係では、他海域か

は今後検討していくことになる。

らの種苗の導入を大きな柱とし、疾病の検査、輸

国際海洋法条約の中で排他的経済水域において

送経費等や人的支援も盛り込みたいと考えてい

資源を管理する権能を有することになったので、

る。漁場環境の回復も併せて手当てしたいと考え

そこから導かれる栽培漁業の形というものもあり

ている。執行に当たり協力してほしい。

うる。水産基本計画の改定時期なので、この中で

今秋に国会に提出する予定と聞いているが、な

栽培漁業についてしっかり検討していくこととな

るべく早く詰めたいと考えている。今回の企画委

るので、今年度中に審議会で何度も議論すること

員会で様々な意見を拝聴させていただき、資料も

になるので、参考にさせていただきたい。

多岐にわたり緻密に整理されているので、今後の

震災対応としては、水産復興マスタープランに

参考にさせてもらいたい。

基づき第３次補正の検討準備を行っている。被災
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（平成２３年１０月１日付）
増殖推進部長（独立行政法人農林漁業信用基金理事） 木實谷
資源管理部長（独立行政法人国際協力機構理事） 高島

浩史

泉
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