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第31回全国豊かな海づくり大会
鳥取大会を終えて
鳥取県知事

平井 伸治

第 31 回全国豊かな海づくり大会鳥取大会を、
平成 23 年 10 月 30 日、豊かな海づくり大会推進
委員会及び第 31 回全国豊かな海づくり大会鳥取
県実行委員会の主催により、天皇皇后両陛下の御
臨席を賜り、鳥取市において開催しました。
「食のみやこ鳥取県」の沖合は、対馬暖流と日
本海の冷たい水が混じり合うことから、好漁場
が形成され、古くから豊かな海の恵みをもたら
してきました。冬の味覚の王様松葉がに、脂の
乗ったハタハタ、水揚量日本一の天然・本マグロ、
なつき

「夏輝」としてブランド化を進めている岩がきな
ど、様々な水産資源が鳥取港や境漁港など県内各
地の港に水揚げされています。

自然との共生と復興めざして

大会前日の 29 日には、鳥取県の雪害及び東日
本大震災で被災された水産関係者を招聘し、「災
害復興のつどい」としてレセプションを開催しま
した。東北から来られた被災者の中には、家族を

この、私たちに四季折々の豊かな恵みを与えて

亡くされた方、自宅や漁船を失われた方がおられ

くれる自然は、時として、厳しい猛威を振るいま

ましたが、天皇皇后両陛下と御懇談され、「両陛

す。平成 23 年の年初の豪雪では、山陰両県で多

下の優しい、温かいお言葉に力を頂きました」「厳

くの漁船が転覆・沈没し、３月に東日本を襲った

しい生活が余儀なくされますが、無理せず漁村の

未曾有の震災では、水産業に携わる多くの人々が

再生に向け頑張って参ります」との感想を述べら

甚大な被害を受けました。

れていました。

しかし、人々は、いつの時代もその試練に立ち

式典では、大会旗入場の旗手団に、被災された

向かい、力を合わせて乗り越えてきました。鳥取

東北３県の水産高校生にも加わって頂きました。

大会では、
「がんばろう日本 災害からの復興」を

参加した高校生からは、「全国の皆様に励まされ

合い言葉に、全国の方々とともに絆を深め、自然

た気持ちになりました」「復興に向け頑張る思い

との共生と復興を目指す決意の場となる大会とな

を改めて強く持ちました」との感想が寄せられ、

りました。

今後の復興を担う若人の力強さを感じました。

旗手団に被災地・東北３県の水産高校生も加わって
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放流会場に向かわれる天皇皇后両陛下

“がんばろう日本 災害からの復興”と開会あいさつ
する平井知事

ヒラメとキジハタの稚魚を御放流される両陛下

鳥取砂丘を遠望できる鳥取港で行った放流行事

きました。なお、この運動は、平成 25 年に本県

では、両陛下はヒラメとキジハタの稚魚を御放流

西部の秀峰「大山」を望む地で開催される全国植

になりました。両魚種とも本県では試験放流の段

樹祭へ発展的に引き継がれます。

階ですが、漁業者の期待に応えられるよう研究を

水産業を取り巻く状況は、漁業経費の高騰、水
産資源の減少など厳しさを増しておりますが、こ

進めているものです。

海づくり大会の意義を引き継ぐ
ゆ り は ま

大会の翌日 31 日には、両陛下は湯梨浜町にあ

の鳥取大会を契機に、鳥取県の水産振興の気運は
高まっています。これを今後につなげるよう、県
では来年度から「豊かな海づくり事業」として、

る鳥取県栽培漁業センターを御視察になられまし

海づくり大会の意義を引き継ぎ、県民に水産業を

た。アワビ、キジハタ、アユカケなどの水槽を興

身近に感じてもらう事業や、つくり育てる漁業の

味深く御覧になられ、
「栽培漁業を進めるために

推進のため、海水井戸の導入調査や陸上養殖の実

はどのような研究が必要ですか」との陛下の御質

証試験などの事業を予定しております。

問に、
「放流する稚魚や稚貝の生産が必要ですが、

最後になりますが、大会開催に御協力を頂いた

放流した魚が自然の中で生き残れるような場所や

全国の水産関係者の方々に心より感謝を申し上げ

時期、方法などを見いだすことが大切です」と所

ます。鳥取大会が多くの人の心に残り、大会の意

長がお答えしたところ、
「これからも栽培漁業の

義が永く後世に伝わるとともに、被災地の１日も

研究に励んでください」と激励のお言葉を頂戴し

早い復興を願って止みません。

ました。
また、鳥取大会は、「つくろうよ
顔に

みんなが笑

なれる海」をテーマに、水産資源の確保や

豊かな自然、環境を守り育てる取り組みを全国に
発信する大会となりました。
この鳥取大会では、因幡の白うさぎ伝説にちな
んで、大会を契機とした「ふるさとの森・川・海
を守り育てる」運動に参加した人たちを「白うさ
ぎ大使」と命名し、県民総参加による新たな国造
り運動を展開して参りました。稚魚の放流や、植
林・育林活動、河川や海岸の清掃などの取り組み
に、１万人を超える県民の方々に参加していただ

鳥取県栽培漁業センターを御視察される両陛下
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めざせカワハギ名産地～若手研究員奮闘の日々～
大分県のカワハギ種苗量産技術開発について
大分県農林水産研究指導センター水産研究部
研究員

１

はじめに

中里礼大

卵の確保ができないことには何も始まりません。

カワハギ（学名：Stephanolepis cirrhifer）は北

将来、公社への技術移転を考えた時には、どうし

海道以南の日本沿岸や東シナ海の 100m 以浅の砂

ても大型水槽での種苗量産が必要となります。カ

地に群れで生息しています。大分県内では昔から

ワハギ 1 尾あたりの産卵数は多くても 3 万粒程度

ハゲ、ホンハゲと呼ばれて親しまれています。

なので、どうやって数十万単位の受精卵を確保す

カワハギ（写真１）は、活魚出荷となれば 2,000

るかが最初の大きな壁となりました。さらに 2 つ

円 /kg 前後の高値で取引される高級魚です。ま

目の大きな壁の登場です。それは、卵の特性とし

た、
養殖期間が短い（1 ～ 2 年）ということもあっ

て、粘性沈着卵であることです。現在、種苗量産

て、現在県南を中心にカワハギ養殖が広まってい

技術が確立されている魚種の多くが人工授精が可

ます。

能なものかあるいは浮性卵を産む魚です。卵が浮
けば、水面から卵を回収するのは容易ですが、沈
んで粘着する性質を持つ卵であればどうやって卵
を回収するのかを考えなければいけません。よっ
て、種苗生産を始める最初の段階で大きな壁が 2
つもあったわけです。これだけで終わってくれれ
ばいいのですが、そうはいきません。飼育時にも
当然問題点はあります。まず、日令 10 まででの
生残率が非常に低いということです。悪い時には
10 日目でほとんどいなくなるほどです。2 つ目
写真１

カワハギ親魚

の問題点としては、日令 25 から本格的に始まる
共食いです。共食いによる減耗は非常に大きく、
稚魚数が日に日に減っていくのが目に見えてわか

２．研究が始まった背景
カワハギ養殖のニーズの高まりに反して、当初

るほどです。カワハギの種苗生産の問題点につい
てまとめますと、

は天然種苗の大量確保が困難であったため広く普

①

少数多回産卵魚であること

及はしませんでした。そこで、平成 16 年度から

②

卵質が粘性沈着卵であること

カワハギ種苗量産の技術開発研究がスタートしま

③

日令 10 までの生残率が低いこと

した。将来的には、
（社）大分県漁業公社（以下、

④

日令 25 から始まる共食いによる減耗が大き

公社）へ技術移転を行うことを目標としました。

いこと
以上 4 つの問題点の解決をしないことにはカ

３．カワハギ種苗生産について
カワハギは、少数の卵を数回に分けて産むため、
研究を始めた当初は種苗の量産ができるのかとい
う不安がありました。種苗生産をするにあたり、

4

ワハギ種苗の量産はできません。これまで本県で
行ってきた上記 4 点の対策について説明をしてい
きたいと思います。

４．採卵について

ふ化仔魚が確認できたら網ごと親魚を取り出すと

上述したとおり、カワハギは 1 回に産む卵数

いう簡単な方法です。平成 22 年度からこの方法

が少なく、粘性沈着卵を産むという特徴がありま

を開発し、前年と比較して 13 倍ものふ化仔魚の

す。その 2 つを解決する方法として最初に考えた

確保に成功しました（図１）。平成 23 年度もこの

のが、10 数個の小型採卵水槽にそれぞれ 1 ペア

方法を使用し、大量のふ化仔魚の確保に成功しま

の親魚を収容し、ふ化仔魚が確認された水槽から

した。この方法を使用することで、採卵の問題が

ふ化仔魚のみをまとめて種苗生産水槽へ移送する

解決され、カワハギの種苗生産が大型水槽ででき

という方法です。産卵数が少なければ、親魚を大

るようになりました。

量に準備すればいい、沈む卵で回収が困難であれ
ば、卵は回収せずにふ化仔魚を回収すればいいと

５．種苗生産について

いう考えです。しかしそう簡単にはいきません。

種苗生産については、まず最初の問題として

まず、大量に採卵水槽を設ける場合それを管理す

日令 10 までの生残率の低さがあります。平成 22

る手間がかかります。また、ふ化仔魚での回収は

年度の日令 10 までの全ロットの生残率を平均す

バケツにより行うわけですが、これがまた大変で

ると 15% という結果となりました。原因は仔魚

す。採卵水槽として 0.5kl 水槽を使用していたの

の摂餌不良だと考えられます。仔魚が開口してか

ですが、10l のバケツで 50 回もすくって移送先

ら毎日 10 尾以上、仔魚の摂餌状況を確認したと

の水槽まで運ばないといけません。同時に 5 水槽

ころ、摂餌個体はごく僅かでした。そこで、もう

ともなれば、250 回・・・それだけで日が暮れます。

一度カワハギの特徴を一から考えることにしまし

また、水位を落として回収を試みたのですが、水

た。

位を落とす段階で排水部のネットに多くの仔魚が

①

口が小さい

ひっついてしまい、この採卵方法では限界がある

②

ふ化直後は遊泳能力が低い

ことがわかりました。そこで、平成 22 年度に本

③

ふ化直後は衝撃に弱い

県が考え出したのは、高密度自然採卵法です。大

以上がカワハギのふ化仔魚の特徴です。そこで、

量の親魚を準備すること、ふ化仔魚で回収という

それらに応じた対応策を講じました。まず、①に

スタイルは変えていません。大きく変わった点は、

ついてはこれまでより小型のワムシ（S 型→ SS

採卵水槽が種苗生産水槽を兼ねている点です。具

型）を給餌しました。②については、水槽内の餌

体的に方法を説明します。50kl 水槽の中に網を

密度を倍増 (10 個 /ml → 20 個 /ml) させ、③につ

敷き込み、その中に雌雄同数の親魚 50 尾を入れ

いては、エアーレーション量をごく僅かにする方

ます。その際、産卵を促すためにホルモン（HCG：

法をとりました。この方法を使用した結果、平成

ゴナトロピン）を 500IU/kg 打注します。そして、

23 年度の日令 10 までの全ロットの生残率を平均

総ふ化仔魚数（万尾）
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すると 62% もの成績を残すことに成功しました。

考えなくてはなりません。そこで、自動給餌器を

次の問題点である日令 25 時点から本格的に始

使用することにしました。②については、カワハ

まる共食い対策を講じることができればカワハギ

ギは流れに逆らって泳ぐ性質があります。つまり、

の種苗量産化にむけて目処が立つわけです。カワ

水流を強めることにより自分の体勢を整えるのに

ハギの仔魚の数を毎日追っていくことは現実的に

エネルギーを使い、共食いへエネルギーを使わせ

は不可能です。数を計数できるのは、日令 10 ま

ないようにしました。これらのことをした結果生

での夜間計数と日令 50 日で取り上げる最終計数

残率が大きく向上したと言いたいのですが、そう

のみです。よって、正確に共食いで減耗した数で

うまくはいきませんでした。そこで、再度カワハ

はないですが、日令 10 から取上げの日令 50 で

ギの特徴を考えたところある性質が見えてきまし

どのくらいの仔魚の減耗が見られたかを共食いの

た。カワハギは常に落ち着かず泳ぎ回っていま

減耗数と仮定して考えます。平成 22 年度の日令

す。どうにかして落ち着かせることができればと

10 から日令 50 までの 50kl 水槽での生残率を平

考え、人間（私）だったらどうするかを考えまし

均しますと 22% でした。そこで、日令 25 時点か

た。人間は明るいところよりも暗い場所の方が落

らなぜ共食いが頻発するのかを下記のとおり考え

ち着くといいます。そこで、水槽上面に遮光幕を

てみました。

設けて水槽内の照度を低く（下限 50Lux）設定し

①

餌不足によるもの

ました。この結果 50kl 水槽での平成 23 年度の日

②

自由に遊泳できる環境

令 10 から取上げ日令 50 までの生残率の平均は、
42% と向上しました。その結果、平成 23 年度は

ています。水槽内に餌がなくなれば共食いをしま

3cm サイズの稚魚 81,398 尾（生残率 13%）を生

す。よって、水槽内に餌を常時存在させる方法を

産することに成功しました（図２）。
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まず、①については、カワハギは常に餌を探し

0
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図２

平成 16 ～ 23 年度の種苗生産実績

６．今後の課題
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は 5 ～ 6 月に行うのですが、早期採卵では 1 月

このように種苗生産については目処が立ちつつ

に採卵を行い、4 月に沖出しをして、7 月頃に養

あるわけですが、研究がスタートした頃と状況が

殖業者へ出荷を行うというものです。これが成功

変わってきています。それは、研究がスタートし

すれば、天然種苗よりも 4 ヶ月も早く種苗を供給

た平成 16 年以降、徐々に天然種苗を大量に採る

することができるようになります。入庁して 3 年

ことができるようになり、人工種苗のニーズは研

目となりますが、カワハギの研究を通じて、現場

究がスタートした当初よりも少なくなったことで

のニーズは日々変わるものであることを実感する

す。そこで、大分県では、24 年度から新たな取

とともに、研究もスピード感をもって成果を出し

り組みとして、カワハギの早期採卵技術の開発に

ていかないといけないと痛感しました。今後とも

取り組みます。具体的には、通常カワハギの採卵

現場と連携しつつ研究に励みたいと思います。

特集Ⅰ

東日本大震災からの太平洋北海域の
栽培漁業の復興をめざして
chapter

1

被災海域における栽培漁業の復興対策について
水産庁増殖推進部栽培養殖課
課長補佐

石 塚 浩 一

支援する事業、（３）放流種苗の棲息環境を整備

はじめに

する事業、（４）被災県の種苗ニーズと供給県の
支援能力のマッチングなどにより種苗放流計画や

未曾有の被害に見舞われた東日本大震災から早

棲息環境整備計画を策定する事業の４事業に大別

１年が経過した。大津波に襲われた太平洋沿岸の

される。（事業（１）は「水産業共同利用施設復

漁業を中心とする水産業や漁村、漁港は壊滅的な

旧整備事業」の一部であり、事業（２）～（４）

被害を受け、被災県の主力漁獲物であるアワビ、

は「被災海域における種苗放流支援事業」の構成

ウニ、ヒラメ、サケ、アユ等の放流用種苗を生産

事業である。）

する施設も壊滅的な被害を受けた。また、津波や
流入したガレキ、土砂等により、放流した稚魚・

以下では、３次補正の各事業のポイントについ
て概説する。

稚貝の生育場となる藻場や砂浜域などの棲息環境
や放流適地がいたるところで破壊されたといわれ
ている。このため、被災した海域においては、将

（１）放流用種苗生産施設の復旧整備支援事業
（予算額 140.8 億円）

来の漁獲が大きく落ち込むことを心配し、漁獲を

この事業は、被災した道県又は漁協が所有する

制限し資源の回復を目指す漁業者の取組もされて

種苗生産施設や中間育成施設の整備を支援する事

いる。

業である。事業実施期間は、23 年度からおよそ

このような状況に対処するため、水産庁は、昨

３年間を想定している。本事業は、既に自力で復

年６月 28 日に公表した水産復興マスタープラン

旧したり、県や市町村等の補助金等を活用して先

に「放流用種苗生産については、５年を目途に、

行して復旧した場合であっても、3 次補正が活用

被災前の生産水準への回復を目指す」という目標

できる場合があり、平成 23 年４月１日以降に着

を掲げ、平成 23 年度第３次補正予算において、

手した場合には遡及施行も適用される（図１）。

栽培漁業の復旧・復興に必要な予算を手当した。

なお、市町村が所有する種苗生産施設については、

具体的には、
（１）放流用種苗生産施設の整備を

別途、水産業共同利用施設復興整備事業（復興交

支援する事業、
（２）他県の種苗生産施設等で生

付金）によって支援される。

産した種苗を購入して被災海域に放流する取組を

7

地震・津波
復旧・復興
緊急対策
対策

事業の内容

水産業共同利用施設復旧整備事業のうち

●被災地域の種苗生産施設の整備を支援します。

放流用種苗生産施設復旧・復興関係

（整備の内容）
○放流用種苗生産施設復旧・復興整備

放流用種苗生産施設の整備を
支援します。

・魚類・貝類種苗生産施設
・さけ・ます種苗生産施設
（補助率）

○魚類・貝類種苗生産施設

２／３ （岩手県、宮城県、福島県）
１／２ （上記以外の道県）

・効率化
・高度化

事業の流れ
①
計画検討
策定

・規模の
適正化

道県

漁協・生産組合等
被災施設

施設整備

種苗生産施設を整備

種苗生産施設を整備

○さけ・ます種苗生産施設

水産庁
＊お困りの際は、道県にご相談下さい。
【お問い合わせ先】

捕獲・採卵施設

ふ化放流施設

図１

海中飼育施設

水産業共同利用施設復旧整備事業について

（２）種苗放流支援事業（予算額 9.2 億円）

石や岩を組み直して、投石をすることで放流種苗

被災県の主要漁獲物であるアワビ、ウニ、ヒラ

の隠れ家を回復、③岩礁域に堆積した浮泥を除去

メ、サケ、アユ等の放流用種苗の生産体制が整う

し、海藻やアワビの幼生が着定しやすい環境に

までの間、被災県や漁協等が実施主体となり、他

回復、④植毛シートの設置などにより餌となる藻

海域の種苗生産施設等において生産された放流用

場の回復、⑤被災した漁港の一部を活用して増殖

種苗を購入・委託生産し、種苗を放流するために

場としての有効利用を図ることができる事業であ

必要な経費を支援する。事業実施期間は、23 ～

る。事業実施期間は、23 ～ 27 年度の５年間であ

27 年度の５年間であり、特に緊急性の高い取組

る。なお、特に緊急性の高い取組については、平

については、平成 23 年４月１日以降の取組につ

成 23 年４月１日以降の取組について遡及して支

いて遡及して支援の対象とされる（図２）。

援の対象とされる（図３）。

（３）放流種苗の棲息環境整備支援事業
（予算額 12 億円）
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●水産庁栽培養殖課 ０３－６７４４－２３８５

（４）種苗放流計画・棲息環境整備計画策定事業
（予算額４千万円）

津波や流入したガレキや土砂により放流種苗

被災６道県の栽培漁業関係者（道県、栽培セン

（稚魚・稚貝）の棲息環境が乱されたり、ウニや

ター・公社、漁連・漁協）と（社）全国豊かな海

アワビの餌の藻場を失うなどの被害に対して、放

づくり推進協会（事務局）で構成される太平洋北

流した種苗が速やかに適応し成長し漁獲されて漁

海域栽培漁業推進協議会（会長＝大井岩手県漁連

業者の収入に寄与するよう、放流適地を修復する

会長）が実施主体となり、上記の種苗放流支援事

ための取組を支援する。具体的には、①ヒラメ、

業と放流種苗の棲息環境整備支援事業を効率的に

二枚貝の放流適地であった砂浜域を覆砂や耕耘に

行うため、被災県の放流種苗のニーズと、他県等

より回復する取組、②アワビ、ウニの放流適地の

の放流種苗の供給体制を一元的に把握し、種苗放

復旧・復興
地震・津波
緊急対策
対策

被災海域における種苗放流
支援事業

事業の内容
●被災県の種苗生産体制が整うまでの間、他海域の種苗
生産施設等からの種苗の導入による、放流を支援します。
（支援の内容）

種苗放流による水産資源の回復
を支援します。

○種苗放流計画・棲息環境整備計画策定事業

○種苗放流支援事業

（補助率）

○種苗放流支援事業
○放流種苗の棲息環境整備
定額 （計画策定）
２／３ （岩手県、宮城県、福島県）
１／２ （上記以外の道県）

○他海域の種苗生産施設からの導入
事業の流れ

市町村
栽培漁業協会
漁協・生産組合等

○放流種苗の棲息環境整備

②
補助定額
ウニ

県

協議会

餌となる海藻が繁茂

アワビ

④ 申請

③ 計画策定

水産庁

＊お困りの際は、県に相談して下さい。
【お問い合わせ先】

●水産庁栽培養殖課 ０３－６７４４－２３８５
●水産庁計画課
０３－６７４４－２３８７

図２

被災海域における種苗放流支援事業について

放流適地であった生息環境を復活させる取組（その１）
○津波や流入したがれきにより乱された、放流種苗（稚魚・稚貝）の生息環境や放流適地を整え、放流した種苗が速やかに放流
海域に適応させるための環境を整える取組を支援
乱された砂浜の修復（覆砂）
砂浜域に浮泥が堆積しており、

ヒラメや二枚貝の放流適

ヒラメ稚魚や二枚貝が潜れない

地である砂浜域を回復。二
浮泥の上に良質な砂
をまき、ヒラメや貝が潜り
やすかった環境に修復

状況を改善。

枚貝やヒラメ稚魚の隠れ
家を回復することにより放
流魚の生残が向上。

陸上からの土砂で硬くなった砂浜の修復（耕耘）
ヒラメや二枚貝の放流適地

二枚貝の放流適地が陸域
からの土砂の堆積により砂

海底の耕耘により
ヒラメや貝が潜りやす
かった放流適地に
修復

が硬くなり、二枚貝の生息
に適さなくなっている

である砂浜域を回復。二枚
貝やヒラメ稚魚の隠れ家を
回復することにより放流魚
の生残が向上。

陸上からの土砂の堆積

岩の積み直しや投石により放流種苗の隠れ家ができるとともに餌場も確保
放流適地として組まれてい

隠れ家等を修復するこ

た石や岩などが津波により

とにより、放流したアワ

崩れて隠れ家がなくなる等
放流種苗が生息するのに
適さなくなっている

崩れた岩場

放流適地として組まれ
ていた石や岩を組み直す
ことにより、放流に適
した生息環境に修復

ビやウニの住処を確保す
るとともに魚類の餌とな
るエビや放流したアワビ
の住処を確保。

図３

放流種苗の生息環境整備支援事業について
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流計画を策定したり、棲息環境の整備に係る計画

会議開催や現地調査を中心に計画策定の支援を

の策定について支援を行う事業である。事務局は、

行っている。

放流適地であった生息環境を復活させる取組（その２）
○津波や流入したがれきにより乱された、放流種苗（稚魚・稚貝）の生息環境や放流適地を整え、放流した種苗が速やかに放流
海域に適応させるための環境を整える取組を支援
高圧噴射機により浮泥を除去し海藻や幼生が着きやすい環境に！
浮泥

ウニやアワビの餌となる藻

岩礁域に浮泥が堆積しており、

場が回復することにより、放

アワビの幼生が付着できない
海藻が着く岩
場を洗浄

とともに、餌となる海藻の種も
付着しにくくなっている。

流したウニ・アワビの良好な
成長が見込まれることから
良質な漁獲物として漁業者
の収入・自立につながる。

損失した餌となる藻場の再生
ウニやアワビの餌となる藻
場が回復することにより、放

藻場が損失している箇所に
より海藻が着き
やすい植毛
シートの設置

ウニやアワビを放流しても身
がやせていた商品価値が低

流したウニ・アワビの良好な
成長が見込まれることから
良質な漁獲物として漁業者

い。

の収入・自立につながる。

これらの放流適地を修復する手法を複合的に取り組むことにより早急に資源の回復を目指すとともに
「種作り」である種苗放流と併行して行うことにより将来の漁獲量の確保につながる
図４

放流種苗の生息環境整備支援事業について

おわりに
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以上が平成 23 年度第３次補正予算で手当され

地のアイディアや復興にかける想いにより、一日

た被災海域の栽培漁業の復旧・復興関係予算の概

も早い太平洋北海域の栽培漁業の復旧・復興とと

要である。５カ年計画の栽培漁業に係る復興計画

もに水産業の回復を願ってやまない。関係各位に

は、今後、本格的に取り組まれることが期待され

おかれては、引き続き、ご理解とご協力をお願い

るが、これらの補助事業を十二分に活用し、被災

したい。

chapter

2

アワビ稚貝が激減 !! －被災地からのレポート
ＪＦみやぎ

指導部

佐々木

良

あらためて当時の写真記録を見直すと、大津波
による船や潜水器材の流出、浮泥による透明度低
下、5 月末までの操業自粛など当初は漁場調査体
制が組めず、6 月上旬にようやく（独）水産総合
研究センター東北区水産研究所高見主任研究員ら
に同行する機会を得て牡鹿半島東海岸泊浜で潜水
した時の緊張感が今も思い起こされる。

海岸の崖が崩落し
写真 1 ～ 3 から分かるとおり、海中での第一印
象は海底の巨岩転石の動転撹乱であった。海岸の

写真１

崖も多く崩落しており、海底の状況もある程度予

周辺の礁根から崩落した巨岩
（６月、水深５m）

想はしていたが現実に目にすると普段は見慣れな
い景観であるだけに一層不気味に感じられた。や
はりこの状況ではアワビ、ウニなど磯根資源は相
当傷ついたであろうという先入観が先ず生まれた
が、浅所岩礁帯では意外にアラメやアワビ成貝な
ど目についたこともあり、あらためて外海岩礁域
という厳しい波浪環境で地史的に生活してきた磯
根生物のしぶとさには驚かざるを得なかった。
今回潜水調査で協力した東北水研では幸いとい
うか数年前から定期的に泊浜で磯根資源調査を実
施しており、この大津波直前の 2 月にも前年のア

写真２

撹乱した海底に残存したアラメ
（６月、水深５m）

写真３

転動した巨岩に萌芽したアラメ
（８月、水深 10m）

ワビ発生状況を調査したばかりであったことから
大津波前後の分布状況の比較が可能となった（写
真 4）
。すなわち、平成 22 年秋に発生した当歳貝
の発見数は 2 月の約 29 個体 / 人 / 時間から 6 月
の約 3 個体 / 人 / 時間へと減少した。この状況は
同一事業で数年前から引き続き行ってきた気仙沼
市岩井崎でも大略同様の状況であった。両地点と
もアワビ成貝というよりも稚貝に減耗が集中して
いることが共通していた（詳細は平成 23 年度日
本水産学会秋季大会要旨 No.450, 451）。

アワビ稚貝減耗の現場
ところで今回の大津波で減耗したアワビ稚貝の
発生の場とはどういうものか考えてみる。産卵確
認後、湾奥から沖へ向かって転石を回収し表面の
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海岸湾入域
大型藻
アラメ区

岩盤優占

突出域

成長･ 加入

転石優占

着底稚仔の発生
(無節サンゴモ区）
浮遊幼生の集積

砂礫優占
ア ワ ビ 漁 場 の 立 地 模 式 図
岸

沖
浮遊幼生群

成長
移動

分散集積
稚仔
着底域

成貝分布

写真４

津波前後（２月と６月）の
アワビ稚貝の採集量比較

大型藻
図１

稚貝分布

無節サンゴモ
アワビ浮遊幼生、着底稚貝の再生産シェマ

着底直後稚仔の分布をみると湾口など大体場所が
決まっており、湾の形態規模、海底勾配、海岸の
開放度など立地の要因が考えられる。浮遊幼生が
着底する場は結果的にある一定の水深帯となり、
基盤表面は無節サンゴモに覆われていることが特
徴である。ここに着底した稚仔はその後 1 年半
ほど生活の場をこの湾口域海底の転石地帯で過ご
し、索餌しながら成長し最終的には周辺の餌とな
る大型藻類の多い浅所岩盤帯などへ移動していく
ことになる（図１）
。今回の大津波後の潜水観察
から湾央海底の巨岩・転石の転動撹乱が随所で起
きたことは十分確認されており、この場に分布す

写真５

稚貝は海底の背景色に重なり発見困難

写真６

岩盤表面を凝視し続け稚貝を探索する

る多くの稚貝が大津波の波浪の影響で減耗したと
推測する根拠となる。
なお、大津波に伴う海底への影響はその場の立
地や地勢（方向、勾配など）で異なることから稚
貝への減耗度合いも当然その場の立地により異な
り、転石の多い湾入域海岸と岩盤の露出した突出
域海岸では生き残りの違いが想定される。アワビ
は成貝でさえ探すのは大変だが、さらに殻長 1 ～
2cm の稚貝となると余程の視力と探索技量が伴わ
ないと標準化することが難しく誤差も生まれやす
いので今後とも継続調査は欠かせない（写真 5、
６）
。
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アワビ種苗放流を待ちわびる

入水準をこれまでの漁獲量データから試算してみ

これまでの潜水調査を通じ、今回の大津波によ

る。

る平成 22 年発生の天然稚貝群への甚大な影響が

宮城県のアワビ漁獲量を昭和 40 年以降三等分

認められたが、今回の天然稚貝の減耗を補填する

すると高位期（平均値 600 トン）、変動期（同

手段としては人工種苗の放流しか現実的な対応策

250 トン）を経て現在は低位期（同 210 トン）に

はない。宮城県では昭和 51 年よりアワビ種苗生

推移している（図２）。この 200 トン前後の漁獲

産技術の開発や種苗の大量放流など資源培養に努

量は平均殻長 100mm とすると平均体重 150g す

めてきたが、今回の大津波で種苗生産施設は滅失

なわち個体数では 133 万個体と換算される。こ

しており、あらためて言うまでもないが浜の切実

の漁獲個体数を全て種苗放流によってまかなうに

な声として一日も早い種苗量産体制の復旧と大量

はある年級群が数年間にわたって回収される率を

放流の実現を待ちわびている。今後のさらなる資

20% と仮定して 665 万個体が必要となる。そして、

源回復を推進する上で必要となる種苗放流量の規

今回の被災で稚貝の正確な減耗率は十分明らかで

模とは一体どのくらいなのか？ここで具体的イ

はないが 75% と仮定すると 498 万個体、すなわ

メージをつかむため現在のアワビ資源の毎年の加

ち約 500 万個体の種苗放流量が現状の漁獲量維

1000
アワビ漁獲量（トン）

高位期

800
600
変動期

400
200
低位期

図２

H2
2

H7

S4
0

S5
5

0

宮城県アワビ漁獲量の推移（15 年毎に便宜区分）

持を検討する上で目安になると思われる。

アワビ国際シンポジウムでも禁漁と密漁防止が毎

前述した昭和 40 年代高位期における漁獲実績

回議論を呼び起こしている。日本でも岩手県山田

から、本県海岸線には 600 トンの潜在的な生産

湾、北海道奥尻島をはじめ先進的事例は全国至る

性があると想定され、種苗放流とともに資源管理

ところにあるが、未だ古くて新しい課題である。

の視点も重要と考える所以である。現在の低位期

浜では母貝を保護して本当に稚貝が発生してくる

は昭和 60 年前後の水温低下が引き金に始まった

のか？という素朴な疑問がある。いわゆる親子関

ことは周知のことであるが、その後の 20 年間は

係の解明は水産資源管理の根幹であるにもかかわ

水温環境が好転しても資源回復（稚貝の発生）は

らず長い年月を要すること、多くの要因が潜むこ

十分に認められず漁獲量は頭打ちの状態で低迷し

とから再現性・持続性に乏しい分野である。今回

ている。今後は現状維持の種苗放流だけでは費用

の被災を契機として、親子関係の科学的解明をめ

対効果の面で制約があることから、本来アワビが

ざし長期的に取り組める禁漁区（実証漁場）が設

持っている再生産能力もフルに活用し資源回復の

置出来ないものかと考えるが、実現のためにはそ

加速をはかる必要がある。

れ相当の予算と水産行政、研究機関の指導が不可

地道な資源管理を通じて

欠である。今回の第 3 次補正予算の種苗放流にか

短期的には現存資源の維持があり、特定年級の

かる各種支援事業は栽培漁業の復興にはもちろん

欠落に伴う漁獲への影響を緩和するためには複数

有効なカンフル剤であることに間違いないが、こ

年級にまたがる漁獲が有効であり、そのための漁

れまでのアワビ漁業を生活習慣病にたとえると今

獲サイズの大型化が望まれる。

後の復興を確実にするためには地道な漢方薬（資

長期的には産卵母貝の育成保護がある。この話

源管理）の服用も忘れるわけにはいかない。

は世界的な共通課題であり 3 年ごとに開催される

13

chapter

3
よみがえれ豊かな海！

被災海域における種苗放流支援事業等への取り組み
（社）全国豊かな海づくり推進協会

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災で、
岩手県、宮城県、福島県を中心にアワビ・ウニ・
ヒラメなど種苗生産施設は壊滅的な被害を受けま
した。
この一年に当協会が取り組んだ活動の一部を紹
介します。
まず、JF 全漁連が実施いたしました「がんば
れ漁業者募金」活動において、役職員が街頭に立
ち、募金活動の手伝いを行いました。また、被災
地や栽培漁業センターの復興の願いをこめ「よみ
がえれ豊かな海タオル」を被災地にお送りしまし

種苗生産施設を視察

た。
全国６海域の栽培漁業推進協議会では、当協会

４万尾を無償提供していただき、岩手、宮城県下

とともに一丸となって太平洋北海域の栽培漁業の

の４地域で、震災後初の放流の橋渡しを行いまし

復興支援をする特別決議を６月末から７月にかけ

た。また、栽培漁業の復興に必要な予算措置の要

て開催された各総会で行いました。それを受けて、

望を国へ行いました。

太平洋北栽培漁業推進協議会大井誠二会長（岩手

11 月に第３次補正予算で被災道県の種苗生産

県漁業協同組合連合会代表理事会長）は 9 月 21

施設が壊滅的な被害を受けたことにより、将来の

日佐藤水産庁長官を訪問し、全国の栽培漁業推進

漁獲が大きく落ち込むことが懸念され、種苗生産

協議会の特別決議を手渡し、全面的な支援の要請

体制が整う間、他海域の種苗生産施設等から種苗

を行いました。

を導入し放流尾数を図る。また、放流した種苗を

10 月には、青森県栽培漁業振興協会から今年
度の放流計画数量を上回った一部のヒラメ稚魚約

放流海域に適応させるために必要な生息環境の整
備等を行う「被災海域における種苗放流支援事業」
や被災した種苗生産施設を復興させる「水産業共
同利用施設復旧整備事業」が手当てされた。「被
災海域における種苗放流支援事業」の実施の基と
なる種苗放流計画・生息環境整備計画策定事業は、
太平洋北栽培漁業推進協議会が行い、同協議会の
事務局として当協会が以下のような実務を担いま
した。

被災道県の担当者と度重なる協議を経て
まず、被災道県の担当者を参集していただき、
被害状況や今後の方針、種苗の導入及び技術者派
遣のマッチング等について協議・検討を行いまし
ＪＦ重茂漁港地のアワビ増殖場が被災した
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た。一方、被災道県担当者、栽培漁業協会、内水

面漁業協同組合及び沿海域の漁業者と個別打ち合

りました。現在活用されていない施設等を関係県

わせを実施し、各道県の被災状況及び今後の方針

担当者及び種苗生産を実施している技術者ととも

のヒアリングを行うとともに、放流用種苗の要望

に視察を行い、種苗の供給を可能とするための施

を漏れなく聴取しました。放流種苗の生息環境の

設としての活用の検討も行いました。被災海域の

整備については、漁場漁港整備担当課や被災した

状況を把握するためは、協会の賛助会員に協力を

沿海域の漁業者の要望を積極的に聴取したり、関

求めたり、研究者や専門家の調査結果報告される

係部署との連携を図っています。また、漁業協同

各種学会や研究会等に出席して、情報収集及び情

組合や漁業協同組合連合会に対しては、水産庁担

報交換を行っています。

当者とともに事業概要説明を行い一層の活用を図

佐藤水産庁長官に栽培関連施設の被災状況を説明する
太平洋北栽培漁業推進協議会の大井会長

宮城県漁協での支援事業の説明会

（水産通信２３. １０．１２）

（読売新聞２３. １０．１３）
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特集Ⅱ

“連携・共同”による新たな栽培漁業の推進体制
と今後の栽培漁業の取り組みについて
―豊かな海づくり協会の役割と今後―
chapter

1
ブロック会議を終えて
（社）全国豊かな海づくり水推進協会
専務理事

市 村 隆 紀

全国各地で栽培漁業を推進する事業体制など環境が悪化しつつあるー。いま、全国的に栽培漁業の推
進に携わる関係者の一致した認識ではないでしょうか。
近年、全国的に種苗生産施設の老朽化による種苗生産能力の低下がみられ、また、都道府県財政の逼
迫による栽培関係予算削減、魚価低落等による漁業者負担能力の低下、ゼロ金利状況の中で事業費確保
に追われる中で栽培関係法人は一層の自立化を求められ、さらに栽培現場担者の削減 ･ 合理化と高齢化
などの問題を抱え、種苗放流に必要な経費の確保が困難となってきています。特に、広域種においては、
放流に投ぜられた額の減少に伴い、放流尾数が減少しており、栽培漁業の現場や漁業者の間から、今後
の資源への影響を懸念する声も上がっています。
本稿ではこうした課題に関し、水産庁（栽培養殖課）主催の平成２３年度ブロック栽培漁業担当者会
議（２３年７･ ８月開催）の各都道府県からのアンケート資料を課題別に整理し取りまとめたものであり、
結果を同年秋の「平成２３年度栽培漁業推進東西ブロック会議」において報告したものを再整理しまし
た。
このブロック会議において、
（１）都道府県の栽培漁業の推進体制の課題、
（２）栽培関係法人の課題、
（３）海域栽培漁業推進協議会の取組課題の３点について問題点を報告するとともに、それぞれの課題に
ついて、豊かな海づくり協会として「今後の取組方向」を提案し、参加者で議論していただきました。
その場では様々なご意見をいただきましたが、海域栽培漁業推進協議会という新たな枠組みが創設さ
れたことを受け、栽培漁業の今後の展開を考える必要があること、また、これに対応した国の積極的な
役割発揮を求める、すなわち、栽培漁業を推進する施策 ･ 予算の拡充対策にしっかりと取り組んで欲し
いとの声が多数出されたところです。
本稿の最後に、こうした状況を受け、豊かな海づくり推進協会の役割や事業の方向について記述させ
ていただきました。
本稿が、栽培漁業を取り巻く厳しい環境の中で、明日の資源・明日の漁業に向けて懸命に努力されて
おられる皆様の声に少しでも応えられ、今後の栽培漁業の推進や施策の強化につながれば幸いです。
１．都道府県における栽培漁業推進体制の課題
（アンケート結果より）

（１）施設の課題
・新たな設備投資ができず、単価の高い地先種は
他県での生産に依存も。
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・県内（県、市町村、ＪＦ所有）中間育成施設の
分業化や集約化、役割分担検討。
・クロアワビの健苗生産めざし、紫外線殺菌装置
を導入検討。
・施設内で発生するウイルスなどの病原体流出を

防止するための排水殺菌装置や、外界水との
遮断でき、生産経費の削減可能な閉鎖循環飼

（５）漁業者・県民等への周知・PR
・栽培漁業の実践主体としての漁業者 ･ 漁協職員
の高齢化や世代交代で、種苗の不適切な取扱

育装置の導入検討。

（２）種苗生産・中間育成の課題

発生、放流技術の劣化を憂慮。

･ 沿岸漁業不振による漁業者負担の限界（低下）。
・生産経費の削減について､ 近隣の県や栽培漁業
法人との連携が課題。

→栽培漁業の効率的推進に漁業者自身の自覚
と参加が不可欠 。
→技術の普及や放流情報の漁業者への周知（方

・中間育成段階での生残率の向上､ 普及指導員に
よる漁業者への技術指導が課題。
→「栽培漁業のてびき」や「中間育成のてびき」
作成が必要。

法含め）必要 。
・栽培漁業の公益的 ･ 多面的な役割を県民へ
PR、遊漁者 ･ 遊漁団体へ等への理解醸成も重
要課題。

・漁業経営の悪化から漁業者需要（数量など）の
２．栽培漁業関係法人の課題

減少傾向。
・新魚種への期待は高いが技術レベルが未熟のた

（アンケート結果から）

（１）経営上の課題

め取り組みが困難。
・漁業者の希望多いキジハタやアサリなどへ生産

・ 経営の「自立化」強く迫られ、県の関与も狭

転換、漁業者の負担低下で広域種からの撤退

まり、以下の状況から種苗生産事業費の確保

を余儀なくされる状況。

に影響。「自立化」論は県のサポートは要らな

・受精卵の安定的な確保に支障が生じている魚種

問題。

の親魚養成体制に課題。

（３）技術者の課題

―基金運用益の減収､ 漁業者からの負担金の

・技術者の大量退職期、後継者の確保と技術の伝
承問題に直面。

減少､ 維持 ･ 修繕コスト増、生産経費の増
大などの諸要因で経営難に。

（４）魚病・防疫対策

・施設の老朽化－施設維持 ･ 改修のための予算確

・国際防疫の観点から検査費用等の国庫助成が不
可欠。

保が大課題。
・ 職員の高齢化－技術を持った正職員の退職、

・アワビ等種苗生産に伴い疾病検査費用を賄えず
国の支援を要望。

いというロジックにすりかわっていることは

臨時職員の活用、効率的組織体制へ見直し。
・施設の修繕費や長寿命化へ国の支援求む。

都道府県の栽培関係予算（年度）の状況
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広域種について放流数の減少が現場で起きている。

（水産庁資料より）

・収益改善へ養殖用種苗販売を強化→養殖経営悪
化で採算確保困難に。

→栽培漁業センターの県営化も検討。
・県と栽培漁業関係法人の役割分担等を考える転

・現有の基本財産を長期に有効活用する体制めざ
す。
・今後、基本財産を取り崩さざるを得ない事態発

換期－そのあり方検討要。
・人事の固定化－人事の活性化が必要。
・職員の平均年齢 50 歳台と高齢化－ 10 年先の

生の恐れ。

（２）種苗生産上の課題

あり方検討を要する段階。
・国・地方行政及び受益者（漁業者 ･ 消費者）の

・漁業者からのアワビの需要が大幅減少 （韓国

責任分担と法的裏付けを行いながら､ 栽培漁

産アワビの輸入急増が影響）。

業関係法人のあり方を検討要。

・種苗供給の申し込み（需要）減少傾向続く。
・コスト削減分でなんとか生産尾数を維持。
・不足分について他県からの余剰種苗期待では計

３．都道府県における栽培漁業の推進体制と栽培
漁業関係法人の課題解決に向けて
―今後の取組提案―“連携”の取り組み―

画性に欠くことが問題。
・生産対象魚種の絞り込み迫られるー生産種の縮

海域栽培漁業推進協議会を核に、広域種の

種苗放流に係る費用負担の調整や種苗生産経費

の場合は品質保持が課題。

削減を目的とした共同種苗生産体制の構築検討

・施設に加え設備（底掃除機、海面筏、フォーク

に、行政・種苗生産機関が連携して積極的に参

リフト等）が耐用年数を超えて運用、更新が

画する。同時に､ 技術者等の人材の養成も共通

急務。

課題とする。

・種苗生産事業の赤字解消へ、漁業者の負担増加

②

効率的な種苗生産 ･ 中間育成体制を確保する

へ、理解を求めていく必要あるが、現下の漁

ため、県内の市町村・漁協等との役割分担（分

業経営状況から一層困難。

業化 ･ 集約化含）の検討をすすめる。また、漁

・異常魚（黒化等）の発生率の低下への取組強化。

（３）推進体制上の課題
･ 収益事業があるため一般法人化めざす場合、県
による支援のあり方課題。
・このままでは種苗生産業務を協会に委託するこ
とが困難な局面も。
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①

減→対策としての安価な外部生産種苗の調達

業等の地区にとらわれることなく、放流する魚
種毎の生態や漁業実態等を考慮して適地放流を
推進する。
③

負担金 ･ 協力金の増大につながる取り組み強

化。栽培漁業の効率的推進に漁業者自身の参加
が不可欠であり、技術の普及や放流情報の漁業

者への周知を図るとともに、県民・遊漁者（団
体）に対して栽培漁業の公益的・多面的な役割
を PR することが重要である。
④

新公益法人への移行に際しより公益的な機能

の発揮が求められ、法人のあり方、事業の根本
的見直しによる持続可能な経営体へ、長期戦略
を描く必要がある。
⑤

栽培漁業ブロック会議等の場を通じて、各県

栽培関係法人の関係者間での情報交流 ･ 意見交
換を行うことが重要。

築検討急ぐ。
・種苗生産の分業化、施設 ･ 組織運営 ･ 運営費等
の共同化や災害 ･ 緊急対策のなどの体制構築
検討。海づくり協会の積極関与期待。
・横断的な集約施設の整備検討（各県は費用対効
果の高い地先種のみ対応）。
・種苗の過不足の融通、連携・分業を通じたコス
ト低減化実現。
・放流量の維持のため、効率的な生産方式等を海
域単位で協議、方向性についても協議してい
く。

４．海域栽培漁業推進協議会の取組み課題
（アンケート結果より）

（１）共同種苗生産体制について
・種苗生産施設の老朽化が著しく､ このままでは
多額の修繕費必要。→共同種苗生産体制の構

・広域種について各県負担の公平化（種苗放流に
かかる費用負担のあり方検討）。
・種苗交換の円滑化（交換条件の設定や疾病発生
対策など含む）。
・疾病対策への連携強化
（検査費用の確保対策）
。

が設立されました。
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（２）モニタリング体制の強化について

５．海域栽培漁業推進協議会に期待される役割
―今後の取組提案―

・効果の検証により､ 資源造成手法として、栽培
漁業の位置づけの明確化に役立つ対応強化（資

①

海域毎に立ち上げている「共同生産 ･ 放流体

源造成型栽培漁業の効果検証の方法開発と放

制構築検討会」において、本年度は「共同種苗

流効果の継続的なモニタリング調査の充実を

生産 ･ 放流体制構築検討のためのアンケート」

要望）
。

を実施し、各栽培漁業センターの規模 ･ 能力、

・対象魚種の市場調査等において､ 放流魚と判断
する際の指標等の統一に向けた検討。
・放流効果補完のために広域的な検証（広域種の
調査方法・体制の再検討等）に取り組む必要。

（３）親魚センター機能について

稼働状況等を適切に把握し、検討に役立てる。
②

海域の「親魚養成体制の構築」はコスト削減

や、種苗の安定供給にとっての重要課題として、
水研センター等と連携して、優良親魚の確保（安
全な親魚を集中 ･ 分担保有する親魚バンク等）

・受精卵の安定確保に支障が生じている魚種の親

へ、成果が上がる具体策を検討 ･ 構築を図るよ

魚等の養成について、親魚養成体制の構築に

う取り組む。具体的には、現在の親魚養成施設

ついても検討を行い､ 早期の体制整備に努め

の活用状況及び管理経費の現状を把握するとと

る必要。

もに関係機関の要望を集約し、今後の取り組み

・国は親魚養成費用を担保し、海域協議会単位で
受精卵供給体制の構築をー各県のコスト削減
に寄与。

（４）資源管理との連携など

方向を検討して行く。
③

各県で取り組む地域重要資源のうち、海域の

共通種（例えば、瀬戸内海ではガザミ資源等）
について、具体的な連携策を議論し、共同での

１）資源管理との連携について

取り組みを実現する。その際、漁業者等の関係

・資源管理手法（小型魚の保護を含め）の統一化、

者を巻き込んだ取り組みが重要。

海域での生産価格の適正化、生産量の調整。

④

小型魚の保護などの資源管理とモニタリング

・放流された種苗の稚魚段階での混獲防止対策構

の充実は、栽培漁業推進にとって不可欠の課題

築（改良網の普及や小型魚の再放流など）。

であり、資源造成型の栽培漁業の推進方策とし

２）情報の共有について

て､ 必要な施策の拡充（予算確保）や関係機関

・情報の共有は重要課題。

との連携に努める。

・栽培漁業推進に係る課題は全てここで協議可能
に。

⑤

苦境に立つ我が国養殖漁業の新たな展開へ、

種苗生産技術の高度化で、養殖魚種の技術開発

３）幅広い連携

や生産の効率化の推進に貢献するために共通

・補助事業の受け皿にととまらず、県間連携の

テーマを俎上に上げて検討することも課題。

栽培漁業の主体として役割を広げていくべき。

⑥

様々な課題を集約し海域ごとに栽培漁業のあ

そのため､ 水産庁や水研センターその他との

り方を、沿整法の改正により「○○海域栽培漁

連携可能な場として活躍させたい。

業基本計画（仮称）」の構築へと発展させるこ

・将来任意の協議会の枠を越えた法人格を有する

とを検討。

団体へ再編も検討を。
・緩やかな連合体のイメージでいくべき。
・海域協議会間での協力 ･ 調整関係も必要。隣県
との連携、海域を跨いだ協力関係も柔軟に設
定を。
・海区にこだわらず魚種別にくくることも検討
を。
・水研センターとの共同研究の課題提案へ､ 連携
･ サポートを。

６．豊かな海づくり協会の役割について

（１）栽培漁業強化への国の施策確立と予算確保
海づくり協会は栽培漁業の推進を図る唯一の全
国機関です。会員である､ 全国の都道府県と漁連
の総意で平成 15 年に設立されました。水産庁、
水研センター､ 全漁連等とともに、海づくり協会
は栽培漁業の全国展開に向けた推進体制の強化や
課題解決に向けて、国への栽培漁業推進施策の拡
充対策と予算の獲得の活動を柱に、その役割を果
たしていきたいと考えています。
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国の新しい「栽培漁業基本方針」は、現下の栽

検討課題として以下について提起致しますので、

培漁業の展開の方向性として、広域の連携 ･ 協力・

ご意見 ･ ご要望をお願い致します。

共同をキーワードに資源造成型栽培漁業を示して

広域展開が可能となるような枠組みの用意を！

います。海づくり協会は、広域連携体制の構築と

資源を安定的に維持し､ 必要な漁獲を確保する

運営に必要な都道府県間の調整等について、その

には、資源管理を強化するだけでは、漁業経営の

核となり活動することが期待されているところで

安定は難しく､ 種苗放流という積極的な方策を組

す。

み合わせることが有効であることは自明であり、

この新「基本方針」に基づき、海域栽培漁業推

「海域栽培漁業推進協議会」の設立という新たな

進協議会（以下「海域協議会」という。）の全国

ステージに立ち、関係県の連携をテコとした栽培

６海域での設立を支援し、広域種の種苗放流によ

漁業の新たな展望を開く施策の確立が望まれる。

り県域を越えた費用負担の調整や種苗生産経費の

現行の沿岸漁場整備開発法における国の「基本

削減を目的とした都道府県間の連携の下での共同

方針」･ 各県の ｢基本計画｣ は、都道府県をまた

種苗生産体制の構築等について検討が始まりまし

がる広域対応ができる設計とはなっておらず、そ

た。

もそも水産生物は、都道府県などという行政区画

また、海域協議会は栽培漁業の推進に係る情報

にはなじまない種類が多く、広域的に考えること

交換等をはじめとして、栽培漁業に係る課題は全

こそ本来的であるとするなら、国は県とともに積

て協議が可能とされており、この機能を積極的に

極的に栽培漁業の推進に取り組むことができるよ

活用しながら、栽培漁業の諸問題の解決に当たる

うな枠組みと支援策を用意すべきであると考えま

ことも重要です。

す。

海域協議会の設立という新たな状況の下で、国

すなわち、
「海域栽培漁業推進協議会」の機能

が県とともに積極的に水産資源の安定のために支

を最大限に活かして、以下の枠組みと予算措置を

援強化が図られるよう、皆様のご意見を踏まえ国

用意する必要があると考えます。

への要望等を検討していく考えです。ついては、

①海域全体を捉えた「豊かな海づくり」のマス
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タープランの作成（基本計画づくり）
、 ②栽培漁
業と漁獲管理の一体的な推進、③藻場 ･ 干潟の回
復 ･ 整備など放流適地の環境整備事業についての

ター委託事業）や、機関誌「豊かな海」の発刊
（年３回）等を通じた情報提供機能の発揮。
②

一体的な推進、④資源造成に確実につながる広域

に関する現地研修会」（22 年度・６県）の開催

的な調査や資源モニタリングの体制の構築、など。

を支援。
③

（２）「海域栽培漁業推進協議会」が有する機能の
発揮へ
①

漁業者組織と行政・栽培関係法人が県を越え

漁業者自ら取り組む栽培漁業等の実践を支援

する「漁協等実践活動助成事業」（同・24 都道
府県）の取り組みを支援。
④

県域で取り組んでいる放流行事を含む「都道

て連携した画期的組織である

府県版海づくり大会等開催事業」（同・15 道府

我が国沿岸漁業の今後の展開において、新しい

県）を支援。

資源管理体制の下で、資源管理（回復）の取り組
みと、栽培漁業の推進の連携に意義を持つもので
②

（５）新たな栽培漁業推進ブロック会議の開催
（24 年度秋予定）
水産庁と当協会が連携し水研センターの協力を

す。
国の予算を受けることができる組織である

得て、栽培漁業推進に係る先進事例の紹介や推進

国の「種苗放流による資源造成支援事業（補助

策の討論など、各ブロックで企画開催致します。

事業）
」が平成 23 年度より開始され、各海域協議
会が補助事業実施機関として予算を受けて実施さ
れています。
この事業により、種苗生産費や中間育成経費な
どで支援を得ることが可能です。
瀬戸内海では 24 年度から 11 府県が連携した

（６）平成 24 年度栽培漁業技術研修会の開催
（25 年 1 月頃予定）
（７）豊かな海づくり協会の会費の状況について
当協会の会費は、全国知事会の要請を受け平成
20 年度に 10％、そして平成 22 年度には会員の
負担軽減を図るため、さらに 10％の減額を行っ

海域協議会を主体として、水研センター・屋島庁

た。これに伴い、事務所の移転、常勤役員１名、

舎でのサワラ共同種苗生産を、前記支援事業を活

職員２名を減じるなど組織のスリム化と経費の節

用し推進する方針です。

減に努めています。

③

今後の水産施策の方向に対応

特に、東日本大震災により大きな被災を受けた

海域協議会に対して 国の栽培関連予算が集中

岩手県、宮城県、福島県及び茨城県を区域とする

する方針がより明確化しています。東日本大震災

会員からの要請を受けて、先の通常総会の議決に

で打撃を受けた太平洋北海域の栽培漁業の復興に

基づき、会員全体でこの困難な事態を支援・克服

ついて国は、第 3 次補正予算「被災海域における

すべく、23 年度会費の減免を行いました（全年

種苗放流支援事業」で、太平洋北海域栽培漁業推

間会費の 10％相当額）。

進協議会が事業実施機関となり、協議会機能が最
大限発揮されています。

（３）実証試験に代わる水研センター「共同研究」
の円滑な推進支援について
各海域協議会を中心に、水研センター各水産研
究所と協議を深めながら円滑な実施が図られるよ
う企画・調整の役割を果たしてまいりたい。

（４）県や漁協 ･ 漁業者の様々な取り組み支援に
ついて
―栽培漁業にかかる研修や情報の提供と交流、漁
業者の実践的活動を支える
①

栽培漁業の唯一の全国統計である「栽培漁業

種苗生産、入手 ･ 放流実績（全国）
」
（水研セン
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各県が独自企画で取り組む ｢豊かな海づくり

（了）
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事例報告 ①

公益法人改革への取組み
―公益財団法人 かごしま豊かな海づくり協会の組織・運営改革―
公益財団法人 かごしま豊かな海づくり協会
専務理事

古 賀 吾 一

【移行にあたっての検討課題と対応】

１．協会の現状、抱える問題点

『公益財団法人』の選択
水産資源の増大・保全を図り持続的利用に寄与

各県の協会と同様に下記の問題を抱え、対応に

するという協会目的や放流事業を中心とした事業

苦慮している

が公益性の高いものと判断し公益財団法人への移

○

行を選択した。協会経営の安定を図るため基本財

協会運営…理事会、評議員会、監事の機能が
十分に発揮されているか。

○

施設の更新…古くなる施設、県財政事情、進

産の運用利子に課税されないことも選択する要因
の１つとなった。

む技術への対応ができるか。
○

収支の改善…協会の使命と自立経営、安定し
た事業の推進が図られるか。

 法人名称の検討
変更の理由…『栽培漁業』という用語が社会全
体に浸透しておらず、一般には『養殖漁業』と捉
えられている面があること。『公益事業』を行う

２．公益財団への移行

機関として一般から協力を得られるよう、表記を
やさしいものにすること、目的や行っていること

協会の現状や課題を踏まえ、今回の公益法人制
度改革に伴う新たな法人への移行について検討を

が分かり易いような名称とすることとした。
 ロゴマークについて

進め、平成 23 年４月１日から公益財団法人とし

左の小さい魚は人の手に

て新たにスタートした。

より育てられた稚魚を表し、

認定までの間、修正が必要となり、再度機関決

右の大きい魚はその稚魚が

定をしなければならない事項も多々あり、相当時

大きくなった姿を表す。

間を要した。移行終了まであと２年となったが、

上下の矢印は、水産資源

これから移行される法人は修正が生じた場合を考
えると出来るだけ早く申請する必要がある。
公益法人、一般法人とも一長一短有り、又各協
会等それぞれに財務や事業内容が異なるので選択

の循環（サイクル）を示し
ています。色はマダイの『赤』とした。
法人名の英訳 Kagoshima Creation of Abundant
Sea Asssociation

はそれぞれで考える必要があるが、移行後業務が
着実に行えるという観点からの判断が重要ではな

 法人目的の整理

いか。認定にあたっての審議会事務局とやりとり

水産資源の増殖を図り、併せて資源を保全する

を通じて、公益性や事業の内容の説明は一般の人

ため放流事業を中心に藻場の造成など付随する事

が判りやすいようにすることが必要であり、この

業を総合的に展開して、県民の水産資源の持続的

ことが今後の事業展開への理解にもつながると強

利用に寄与することを目的とし『公益法人』とし

く感じた。

ての理解が得られやすいように目的を整理した。
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 事業内容の整理
事業内容は生産、放流、調査などに細分される

公益目的事業のなかに位置づけた。
 機関構成の検討

が資源の持続的利用を計るためには一体となって

協議体制の充実、財務処理の的確化を進めるた

進めるものであり、又、収支相償の柔軟性の観点

め、役員や評議員の定数を削減するとともに、専

から公益目的事業として 1 つにまとめた。

門家等外部からの参入をはかった。

従来の収益事業（種苗生産事業）を廃止して、
【移行前と移行後比較】

名称
目的

事業

機関
構成

移行前
財団法人鹿児島県栽培漁業協会
協会は，栽培漁業の推進，その他沿岸
漁業の振興に関する事業を実施し，もって
本県漁業の発展と漁業者の生活安定に寄
与することを目的とする。
(1) 水産動植物の種苗の生産，供給，中
間育成及び放流に関する事業
(2) 栽培漁業に係る技術の改良試験に
関する事業
(3) 栽培漁業に係る知識の啓蒙普及に
関する事業
(4) その他前条の目的を達成するために
必要な事業
理
事 11 名
監
事
3名
評 議 員 12 名

移行後
公益財団法人かごしま豊かな海づくり協会
協会は，水産資源の増殖並びに水産資
源及び海洋環境の保全に関する事業を実
施し，水産資源の持続的な利用に寄与す
ることを目的とする。
(1) 水産資源の種苗の生産，育成，調達，
供給及び放流に関する事業
(2) 放流効果の調査に関する事業
(3) 海洋環境の保全に関する事業
(4) 水産資源の保全に係る知識の啓発普
及に関する事業
(5) その他，前条の目的を達するために必
要な事業
理
事 7名
監
事 2 名 (公認会計士，漁連考査
役)
評 議 員 11 名 (大学水産学部長含)
評議員選定委員会 5 名
(大学教授，公益法人館長)

ではなく、鹿児島のマダイ、ヒラメ資源を次世代

３．栽培漁業への取り組み課題

に引き継ぐため皆で協力して放流事業を進める事
業ということで理解していただいている。

栽培漁業を着実に推進していくことが協会の使
命であり、又、ひいては協会の経営安定につながっ

 水産資源は『国民共有の財産』という考えの

てくると考える。今後は「水産資源は国民・県民

下での事業展開が必要

共有の財産」という考えの下、多くの人の理解と

受益を一番受ける漁業者が積極的に栽培漁業を

協力を得ながら幅広く取組を進める必要がある。

推進し、ある程度の費用負担をすることは当然で
あるが、内閣府の水産関係規制改革案では水産資

 鹿児島県の放流事業（マダイ、ヒラメ）の状況
県の補助を受けながら、協会が事業主体となり
毎年約８千万の事業費で実施してきている。
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源が本来公有物との観点から、水産基本法に「水
産資源は国民共有の財産である」と明示すること
としていると聞いている。これを機に栽培漁業の

一定の放流量を確保していく考えから、補助金

公益性や多面的役割を強くアピールし、 受益者

の減額分は協会が増額して負担するとともに、地

＝漁業者＝負担という考えを変えていくべきだ

元は毎年一定額を負担している。地元の負担額は

と考えている。魚価の低下により B/C が低下し、

受益の程度、漁協規模が異なる中で各組合同額の

漁業者の負担のみで完結させる栽培漁業は成り立

負担となっている。これは受益者負担という考え

つ状況ではない。効果を水揚げ金額とすると漁業

者が負担できる割合は水揚げの 10％程度までで、

分海域協議会で検討し、論議を重ねれば県域を越

全部を漁業者が負担する場合の費用対効果は 10

えた共同・分業の新たな方向が見いだされるので

以上必要となり、現実的に無理である。

はないか。

広く国民（県民）の理解と協力を得るための取
組をどうすすめていくのか、一朝一夕には難し
いが、現在、子供達の体験放流を積極的に進めて

 役割分担と連携
栽培漁業を推進し、その効果を上げていくため

おり、毎年 30 箇所、約 1,000 人が参加している。

には、国、県、市町村、関係機関、漁業者等がそ

子供達の栽培漁業への理解とともに各地域での体

れぞれの役割を果たしながら連携して取り組むこ

験放流が新聞等で繰り返し報道されるため県民へ

とが重要だと考えるが、近年連携が薄くなってき

の理解も進んできているのではと考えている。遊

たように感じる。国は税源移譲により地方の放流

漁者団体による放流も３箇所程度で行われている

事業について直接関与することもなくなり、栽培

が、各種企業や多くの県民が参加する放流イベン

漁業の諸課題について意見を交換する機会は減少

トが実施できないか検討している。

し、又日栽協時代は現場と密接につながっていた
栽培研究・指導部門が水研センターに統合されて

 協会の使命と協会の自立

からは現場から離れていった気がしてならない。

栽培漁業の積極的推進という使命を果たすた

栽培実証事業が廃止され、水研センターとの共同

め、漁業者の要望や県の栽培基本計画に基づき事

研究でなければ種苗が提供されなくなり、130 ほ

業を実施しているが、協会の自立という面から収

どの事業が 35 程度に整理された。考え方は理解

支を相償させる必要もあり、不採算の部門はなか

できるが多くの漁業者が栽培漁業に関与する機会

なか取り組めない現状にある。漁業者のニーズ（放

がなくなったことは、何か大きな物を失ったので

流意欲）への対応と種苗生産の採算性の確保の面

はないだろうか。栽培漁業を推進するには、研究

から、国の基本方針が示す種苗の共同生産や分業

から現場まで着実につなげていくこと必要であ

の検討は必要と考えるが、各機関の成り立ち、施

り、そのためにはそれぞれの役割を果たしていく

設や職員の状況等生産体制、魚病発生のリスク、

とともに、つないでいく部分はお互いにオーバー

等から責任を持って役割を分担できるのか問題も

ラップするぐらい関与しないとうまくつながって

多く、当面、情報を密にし、種苗を融通し合うの

いかないと考える。当協会においてもそれらに十

が現実的と考える。ただ、今回の東日本震災で被

分留意して業務に当たっていきたい。漁業全体が

災された地域では現在復興のための取組が進めら

元気が出るような環境にならないと栽培漁業の拡

れてきていることと思うが、栽培漁業をどう進め

大はなかなか望めないと痛感している。

るのか、種苗生産施設をどう整備するのか等、十
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事例報告 ②

北海道における種苗生産技術開発の現状と今後について
―技術開発の立場から―
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 栽培水産試験場
栽培技術部長

齊 藤 節 雄

り組んでいる魚種です。以下魚種毎に技術開発の

はじめに

現状につきまして、紹介させて頂きます。

近年、北海道の漁業生産に占める栽培漁業対象

マナマコ

種の割合が増加して来ており、平成 21 年度現在
約 50% に達し、漁業生産の維持に大きく貢献し

乾燥ナマコ（イリコ）の中国への輸出について

ています。北海道の主な栽培漁業対象種としまし

は長い歴史があり、フカヒレ、干し鮑と共に俵物

ては、サケ、ホタテ、コンブの３魚種で、北海道

三品と言われ、重要な輸出品とされて来ました。

の栽培漁業生産量の約半分を占めています。その

近年中国向け輸出ナマコの価格高騰により、平成

他の対象種としましては、アワビ、ウニ（昭和の

15 年頃から急激に水揚げ金額が増えました（図

時代から）の他にヒラメ、クロソイ、ニシン、マ

１）。それに伴い、漁獲量も増えたため、獲り過

ツカワ（平成から）があり、最近ではマナマコが

ぎによる資源の枯渇が危惧されており、栽培漁業

注目されています。

による資源増大への要望が強まりました。
マナマコの種苗生産につきましては、全道各地に

栽培漁業を効率的に推進するために、第６次栽培

在りますウニやアワビの種苗生産施設を使用する

漁業基本計画を策定しました。｢事業推進種｣ の

ことで生産が可能です。平成 18 年度から栽培水

中にはヒラメ、マツカワ、クロソイ、ニシンがあ

試で量産技術開発に取り組んでおります。開発し

り、100 万尾単位の大量種苗放流が実施されてい

た技術は ｢北海道ナマコ栽培技術検討協議会｣ を

ます。また、ここ数年マナマコが注目され、｢第

通じ、各地の種苗生産施設で活用され、生産数は

６次｣ が終了した後の ｢第７次｣ では、｢事業化｣

着実に増えて来ています（図２）。一方、これま

への移行が期待されています。一方、｢技術開発

でマナマコには長期間有効な標識法が無かったた

推進種｣ は、未だ種苗生産の技術開発途上の魚種

め、放流後の成長、生残等は判らず、正確な放流

として、キツネメバル、タラバガニがあります。

効果の判定が出来ませんでした。そのため、マナ

これらは正に栽培水産試験場で現在技術開発に取

マコのマイクロサテライト DNA を用いた親子鑑
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北海道における近年のマナマコ漁獲量と
単価の推移

天然採苗
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図１

種苗生産機関数

種苗生産機関数

北海道は、平成 22 ～ 26 年度における本道の

年（平成）

図２

北海道におけるマナマコ種苗生産機関数と
生産数の推移

定により、放流種苗と天然ナマコの判別技術の開

し、陸上水槽で飼育します。卵をふ化させて幼生

発を行っております。

を飼育し、稚ガニまでの育成技術の確立を目的に
試験研究を実施しております。水槽内での人工繁

キツネメバル

殖にも取り組み、交尾、産卵に成功しております。
一齢期 (C1) 稚ガニまでの飼育技術を確立する事

北海道では、通称マゾイと呼ばれ、日本海沿岸

を当面の目標としております。幼生飼育に係る餌

の岩礁域に生息する高級魚です。キツネメバルは

の種類や栄養強化及び飼育環境条件等を試験して

クロソイの仲間ですが、単価が高く時期によって

います。成績の良いときは 50% くらいの生残率

はクロソイの３倍くらいします。キツネメバルは

が得られております（図４）。

「胎生魚」ですので、親魚同士が「交尾」をします。
ます。
平成 18 年度の栽培水試の発足後、本格的に種
苗生産の技術開発を開始しました。従来、出産間
近な天然の雌親魚を捕まえてきて、水槽の中で産
仔させておりましたが、周年陸上水槽で養成する
ことで、水槽内で交尾、出産する様になりました。

50

稚ガニまでの生残率（％）

雌親の腹の中でふ化して、魚の形で「出産」され

35
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苗の遺伝的多様性に問題があります。産仔魚さえ
りますので、種苗生産自体はそれ程難しくありま

40

5

しかし、産仔する親魚の数が少ないため、人工種
たくさん採れれば、クロソイの生産技術は既に有

45
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生物餌料の種類と栄養強化条件の組み合わせ

図４

給餌条件がタラバガニ幼生の生残率に及ぼす影響

せんので、現在 10 万尾規模の量産技術は確立し
ております（図３）
。昨年度からは、
「放流技術開

ホタテガイ

発」の段階に入りました。
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ており、年間約 700 億円程の水揚げがあります。
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ホタテガイ漁業は、北海道の基幹産業となっ

120
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生残率（％）

35

を得ておりますので、天然で発生した幼生が、い
つ、どこに、どれくらい生息しているのかという
調査が必要です。そこで全道各地の漁協、水産指

20

導所の職員が、プランクトンネットを曳いてサン

0

プルを採取し、顕微鏡を覗いてホタテガイ幼生の

70

産仔後日数

図３

ホタテガイ養殖は、基本的に天然採苗により種苗

キツネメバル仔稚魚の成長と生残

大きさと数を調査しています。
しかし天然では、ホタテガイ以外の様々な種類
の二枚貝類も発生しますので、一緒に採れて来た
サンプルの中からホタテガイを形態から判別して

タラバガニ

大きさや数を調べるという事は、熟練を要する大
変な作業でした。

「カニ」と言えば、北海道観光には欠かせない

そこで、この時間と労力を要する作業をなんとか

食材です。北海道のタラバガニは、今から 50 年

軽減出来まいかということで考え出したのが、抗

位前には年間 5,000 トンも獲れていましたが、近

原抗体反応による免疫染色法です。従来からの ｢

年資源が激減してしまい、またロシアからの輸入

形｣ による判別を、ホタテガイだけを特異的の染

も減ったため、栽培漁業でなんとか増やせないだ

め分けることで、｢色｣ による判別が可能となり

ろうかと期待が高まりました。

ました。判別作業の効率化と情報発信の迅速化に

オホーツク海方面から卵を抱いた雌ガニを入手

大きく貢献しております（図５）。

27

図５

ホタテガイ幼生判別技術の開発

様な研究を実施できる環境が整いました（図６）
。

遺伝資源保全と種苗の質的向上

種苗放流の効果を向上させるためには、放流後
の生き残りを高めることが重要です。そのために

近年は、生態系や遺伝資源に配慮した栽培漁業

は、天然魚と変わらない形態、活力、行動特性等

の推進が提唱されています。これは、1992年に

を備えた種苗をつくることが必要です。栽培水試

生物多様性条約が批准され、その後国（水産庁）か

の発足と共に、こうした人工種苗の ｢質｣ に注目

らも指針が示されており、天然集団の系統群解析

した試験研究にも取り組んでいます。各種分析機

や人工種苗の遺伝的多様性解析を実施しておりま

器類も整備され、生化学的、栄養学的なアプロー

す。栽培水試では新庁舎建設にともない、DNA

チからの ｢健全｣ な種苗づくりの技術開発が行わ

シーケンサ等の高額な分析機器も整備され、この

れています（図７）。

図６
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遺伝資源保全に関する研究

図７

人工種苗の質的向上に関する研究

果敢にチャレンジすることは大事なことでしょ

おわりに

う。
３．マナマコの様に、つい最近まで重要視されて

今後北海道において栽培漁業を展開し、より発
展させて行くためには、やはり栽培漁業に適し

いなかった魚種が、現在ではアワビに匹敵する
くらい注目されています。

た魚種を選定する事が重要であると考えておりま

４．ローカルな特産種や地域にとって産業上重要

す。そこで、魚種を選定する際の基準となる考え

な魚種であるならば、やはり取り組むべきで

方（案）
（図８）をまとめてみました。

しょう。

１．｢幻の魚｣ 状態の魚種では、やはり人為的に

５．卵から飼育することが出来る栽培技術を利用

資源添加を図るしか方法が無いかと思います。

することで得られる知見を、資源管理方策に適

２．現在の飼育技術では到底不可能と思われる様

用する。また、人工種苗を用いた実験生態学的

な魚種であっても、市場価値の高いものには

図８

研究も有効かと思います。

栽培漁業対象種の選定基準
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3

特別報告

アワビのキセノハリオチス症について
―検査・診断の現場から
（独）水産総合研究センター
魚病診断・研修センター

キセノハリオチス症の概要
平成 23 年 3 月 4 日に農林水産省から我が国で
初めてのキセノハリオチス症感染の確認がプレス
リリースされた。このキセノハリオチス症は別名
ウイザリング症候群（Withering Syndrome）と
も 呼 ば れ て い る（ 表 １）
。 病 原 体 は Xenohaliotis
californiensis という細菌で、これは消化管上皮細
胞に寄生する細胞内寄生細菌であり、リケッチ
ア目に属している。細菌の大きさは約 0.3 × 1.6
㎛ほどで、寄生した上皮細胞に於いて最大 60㎛
ほどの細菌塊を細胞質内に形成する。この細菌は
分離培養することができず、そのことが研究の阻
害要因となっている。キセノハリオチス症はアメ
リカにおいて black abalone（Haliotis cracherodii）
に感染し壊滅的な被害を及ぼしており、Ramond
et.al.（2002）によると 1992 年の夏にアメリカ西
海岸のカリフォルニア州南部の一地域の沿岸に於
いて black abalone の資源が急激に減少し、やが
て年を経るごとに本種の消失現象が北上してゆ
き、1999 年にはカリフォルニア州南部において
資源量の実に 90％以上が消失したとされている。
このため、現在 black abalone は絶滅危惧種に指
定されている。国際的な動物衛生基準を策定する
表１

センター長

大 迫 典 久

政府間機関である OIE（国際獣疫事務局）は、こ
のキセノハリオチス症を国際的に重要な疾病と位
置づけて、これを OIE のリスト疾病に指定して
いる（表２）。OIE のリスト疾病の中には、狂牛
病、口蹄疫、鳥インフルエンザなど我が国でもよ
く知られている国際的に重要な動物の疾病が登録
されており、OIE リスト疾病に指定されたこと
により、OIE への届け出義務、国際的な貿易規
範が設けられることになった。キセノハリオチス
症の別名のウイザリング：Withering は“しぼむ”
または“萎縮する”という意味で、病状を呈する
アワビの外観症状から名付けられている。アワビ
類の筋肉が萎縮する病気として日本では筋萎縮症
が知られているが、筋萎縮症では神経節の異常に
より筋肉が収縮して固くなるのに対し、アメリカ
で発生したキセノハリオチス症では過度の痩せ細
りにより筋肉が萎縮しているといった点で異なっ
ている。また、筋肉の萎縮の他にキセノハリオチ
スに感染した病貝の特徴として、病理組織観察に
よる消化管上皮の細菌塊が挙げられる。この細菌
塊は感染初期の段階では食道の後部の上皮細胞に
のみ観察されており、感染が進行するに従って全
ての消化管上皮で観察されるようになる。その一
方で、この原因菌は中腸腺に侵入し、中腸腺細胞
を上皮細胞に換えながら（仮生：メタプラシア）

キセノハリオチス症（Withering Syndrome）の概要

病 原 体

Xenohaliotis californiensis (大きさ約 0.3x1.6㎛）
細胞内寄生細菌 (リケッチア目）、分離培養不可、
消化管上皮細胞に細菌塊形成＜約 60㎛

疫

学

black abalone（Haliotis cracherodii ）に壊滅的被害（米国西海岸）
OIE(国際獣疫事務局)リスト疾病
潜伏期間は 3～7 ヶ月で死亡に至るには１年以上を要する。
17 度以上の水温で発生し、低水温では長期間不顕性感染。

病

徴

腹足が痩せる。栄養失調により死亡する。

診 断 法
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増養殖研究所

PCR →（シークエンス） 、病理組織

表２

OIE（国際獣疫事務局）リスト疾病 2011（二枚貝類：７疾病）

Infection with Bonamia ostreae

：ボナミア症

Infection with Bonamia exitiosa

：ボナミア症

Infection with Perkinsus marinus

： パーキンサス症

Infection with Marteilia refringens
Infection with Perkinsus olseni

：マルテイリア症
：パーキンサス症

Infection with Xenohaliotis californiensis

：キセノハリオチス症

Infection with abalone herpes-like virus

：トコブシのヘルペス様ウイルス感染症

表３

アメリカの Black abalone におけるキセオハリオチス症の発症経過

１．食道後部へ感染し、上皮細胞に細菌塊が形成される。
２．腸へ感染が拡大する。
３．中腸腺細胞が上皮細胞に置き換わる（メタプラシア）
。
４．置き換わった上皮に細菌塊が形成される。胃、中腸腺へ感染が拡大 。
５．中腸腺の機能（エネルギー代謝）が消失する、消化管上皮が変性 。
６．やせる ＝ 腹足筋の萎縮。
７．死亡する。

上皮細胞への感染を進行させてゆくことが知られ
ており、やがて、中腸腺の機能が消失してゆき、
栄養の代謝ができなくなる。また、消化管上皮の
変性も進行してゆくので栄養吸収も悪くなり、そ
の結果として栄養失調に陥りやせ細ってゆくため
に腹足筋が萎縮し、やがて死亡する。アメリカの
black abalone においては、発症から死亡までに
はこのような経過をたどるために、特徴的な萎縮
などの症状が観察されるまでの潜伏期間は他の疾
病と比べて非常に長く、感染してから３～７ヶ月
かかると報告され、さらに死亡に至るまでには１
年以上を要するといわれている。その他、病気の
発生要因には水温の影響が指摘されており、17℃
以上の水温において発生し、低水温では長期間不
顕性感染するといわれている。日本での最初の発
生事例の経緯は、はじめは不明病診断として増養
殖研究所に検査依頼があり、持ち込まれたクロア
ワビ人工種苗において、原因究明のため病理組織
観察を行ったところ消化管上皮細胞内に細菌塊が
観察された（図１）
。この症状が OIE リスト疾病

図１ キセノハリオチスが感染したクロアワビ
（Haliotisdiscus discus）の食道後部の組織像。
消化管上皮細胞に見られる細菌塊（矢印）。HE 染色
（緑書房

月刊「養殖」2011 年 5 月号より）

に指定されているキセノハリオチス感染症の症状
と類似していたため、OIE マニュアルで指定さ
れた診断法の PCR を行った。その結果、電気泳
動により陽性バンドが示されたことから、得られ
た PCR 産物のシーケンスを行い、キセノハリオ
チスの感染を確定し、農林水産省の消費・安全局
へ報告した。

キセノハリオチス症の診断法
キセノハリオチスの発症水温から検査時期は
17℃以上の高水温期が望ましい。検査対象（部位）
についてはキセノハリオチスの主な感染組織が消
化管上皮であり、感染初期には食道後部に偏在し
ていることから診断には食道後部（図２）の検査
が望ましい。感染の進行により腸、中腸腺からも
検出することができる。また、剥離した消化管上
皮とともに、菌が糞便に混入して排出されること
から、糞便検査も有効である。検査方法について
は OIE マニュアルによると PCR 法、病理組織観
察、同居感染によるバイオアッセイが示されてい
る。ただし、病理組織の観察は、細菌塊が肉眼観
察可能な大きさであることと、特に感染初期では
菌塊が点在していることもあり、他の方法と比較
して検出感度が下がるようである。PCR 法によ
る検査を行うときは、成貝などの大型の貝では食
道後部の組織のみを切り出し（図３）、食道後部
のみを切り出すのが難しい種苗など小型の貝では
心臓付近周囲の組織（図２、楕円部分）を切り出
して DNA を抽出する。DNA 抽出時の注意点と
して、貝類の組織で特に中腸腺には PCR 反応を
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阻害する物質が多く含まれており、市販されてい
る一般的な DNA の抽出キットでは、PCR 反応
が阻害されてしまうことがある。従って、PCR
の阻害物質を除去したり、その阻害効果を抑制
したりする方法をとらないと、PCR 検査が実施
できない。OIE マニュアルでは特殊な DNA 抽出
キットである市販のスツール（糞便）キットの使
用を推奨している。実際に増養殖研究所でも、病
貝のアワビの食道後部を用いた検証では、スツー
ルキットを使用しないと検出されないことが明ら
かとなった。ただし“糞便”の検査では、スツー
ルキットを使用して抽出した DNA を用いて検出
した場合でさえ、うまく検出できない事例がある
ことが新たにわかってきた（詳細は後述）
。PCR
による検査を行う際に重要な問題点は、PCR 陽
性対照（ポジティブコントロール：ポジコン）ま
たはその PCR 増幅産物が DNA 抽出サンプルや
PCR 関連試薬に混入してしまい、偽陽性が出る

図２

アワビの消化管の模式図

緑色が食道後部、水色の楕円で囲った部分が種苗
の検査部位

図３

ことである。一般的に PCR 法は検出感度が高く
特異性があるのが特徴であるが、反面非常に感度
が高いために操作の過程でごく僅かでも PCR 産
物の混入が起こると陰性試料が陽性と判定されて
しまい、重大な問題となってしまう。十分操作に
注意を払っていても、検査回数が増えてくるとそ
のリスクは高まってくる。増養殖研究所では対策
の一つとして、現在配付している PCR 陽性対照
に細工を施したものを用いている。それは陽性対
照の DNA 配列のちょうど中間の位置に制限酵素
の Eco RI で切断される配列を組み込んだもので、
通称として「仕掛けポジコン」と呼んでいる。こ
の「仕掛けポジコン」を用いて PCR 反応により
増幅した産物は、制限酵素である Eco RI と反応
させると切断部位で切断され、増幅産物の DNA
の分子量が 158bp であったものが 79bp と半分と
なる（図４）。このため、電気泳動を行うと明瞭
にバンドの位置が変わり仕掛けポジコンであるこ
とが判別出来る。キセノハリオチスの検査で初め
て検査試料が PCR 陽性となった場合、念のため
検査試料の PCR 産物について Eco RI 処理を行っ
て、切断されないことを確認することが望ましい。
陽性バンドが切断され分子量が半減して 79bp と
なった場合は、PCR 陽性対照（仕掛けポジコン）
が混入したものと考えられ、その場合は PCR の
基本操作に立返り、注意深く再度 PCR 検査を実
施する必要がある。なお、この「仕掛けポジコ
ン」による陽性対照の混入判定は、特にキセノハ
リオチス検査で初めて検査試料に陽性が検出され
た場合に有効である。しかし既にキセノハリオチ
スの陽性が検出されている場合は、実際の陽性試
料の PCR 産物が混入することも考えられるため、
必ずしも陽性 DNA の混入を全て判定できるもの
ではない。アワビ親貝のキセノハリオチス症検査
では、非破壊による検査方法として OIE 診断マ

アワビの親貝の検査部位（食道後部）

ａ）赤丸の部分が食道後部の位置、
ｂ）食道部位を覆う外套膜をはさみで切り、食道後部をピンセットでつまみ出す。
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図４

仕掛けポジコンの判別

PCR では陽性バンドと同じ位置（158bp）であるが、
Eco RI で切断すると半分のバンドの位置（79bp）
となる。なお、陽性検体は切断されない。
M : 分子量マーカー
１：陽性検体の PCR 産物 ( 無処理 )、
２：Eco RI 処理した「しかけポジコン」、
３：Eco RI 処理した陽性検体の PCR 産物

ニュアル 2011 に基づいて糞便および同居貝によ
る検査について提案した。糞便検査は親貝の個別
または群別飼育などの手間がかかるものの、検査
試料である糞便の採集が比較的容易である利点が
ある。一方、同居貝検査については親貝の移入か
ら産卵・放精までの期間の少なくとも 6 週間以上
検査用の貝を同居させる必要がある上に、同居さ
せる貝について事前に無病であることを調べてお
く必要がある。このように、同居試験では検査用
の貝の確保など実際の検査には時間と労力を必要
とするため、現在は糞便検査だけで診断可能かど
うか検討しているところである。最後に、アワビ
親貝の「糞便検査」の PCR の注意点に関する最
新情報を述べる。糞便検査には貝の消化管検査同
様に DNA 抽出にスツールキットを使用するが、
糞便の場合スツールキットだけでは PCR 反応阻
害物質を十分に除去することができないようで、
PCR 反応に使用する Taq ポリメラーゼキットの
種類によっては検出できないことが分ってきた。
具体的に増養殖研究所のホームパージにあるキ
セノハリオチス症の診断マニュアルの中で、OIE
マニュアルに指定されたプロメガ社の Taq ポリ
メラーゼキットを用いた場合には検出に問題はな
かったが、同診断マニュアルの＜参考＞の欄に示
した入手が容易で一般的に PCR による検査によ
く用いられているタカラ社の Taq ポリメラーゼ、

Takara Taq HS キットを使用した場合では、反
応が進まないことが分ってきた。ただし、このタ
カラの Taq ポリメラーゼキットでも、島津製作
所のアンプダイレクト (Ampdirect）を同時に使
用すれば問題なく検出できることも明らかになっ
た。これはアンプダイレクトが PCR 阻害物質の
阻害効果を軽減する作用があり、これを用いるこ
とにより PCR 反応の阻害が抑制されたためと考
えられる。アンプダイレクトの使用方法は簡単で、
Taq ポリメラーゼに添付されているバッファーの
代わりにこれを用いるだけである。ただし、使
用時にはキットに添付のバッファーと濃度が違う
（Takara Taq のバッファー濃度が 10 ｘに対し、
アンプダイレクト濃度は 5 ｘ、）ことに十分注意
をして使用すること。また、使用するアンプダイ
レクトは粗精製 DNA 用 (Semi-purified DNA）を
購入すること（なお、購入時２本チューブが同封
されているが、そのうち Ampdirect（D）を使用
すること）。

その他の情報
アジア地域でのキセノハリオチスに関しての
情報は少ないが、台湾、中国、タイのトコブシ
（Haliotis diversicolor supertexta）で感染の確認が
報告されている。しかしながら、死亡率や発生
状況については記載がない。また、この病原体の
人への病原性など、人間への影響について関心が
持たれるところであるが、これに関する報告は出
されていない。関連する情報としては、オース
トラリア政府から出された“水生動物緊急対策：
AQUAVETPLAN（Australian aquatic veterinary
emergency plan）”の中でキセノハリオチス症に
ついて“原因菌は人間の病原体としての報告はな
い。感染貝も食用に適するが、病貝は筋肉が顕著
に萎縮しており、見た目や質の問題で加工業者か
ら敬遠されるであろう。”また“広報活動では原
因菌は人の健康へは影響しないことを強調すべき
である。”と述べられている。
最後に、現在我が国で初めてキセノハリオチス
の検出が報告されて約１年が経過しているところ
だが、原因菌の分離培養ができないことや発症ま
でに１年近くを要するといわれていることなどか
ら、まだこの病気自体に不明な点が多く残されて
いる。現在私たちは、感染経路の解明、病原性の
検討 、診断法の検討などを実施しており、今後
のキセノハリオチス症への対応に貢献したいと考
えている。
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第５回目は、（独）水産大学校の鷲尾圭司理事長と大谷誠講師をインタビュアーとして、
山口県 ･ 瀬戸内海の山口市と防府市にまたがる、JF 山口の防府、向島、野島、中浦、大海、
秋穂、山口、阿知須の各支店を束ねる吉佐統括支店の地域栽培漁業推進協議会の活動につ
いて、平成 24 年１月下旬に現地インタビュー取材を行った。同協議会の活動は、昨年 10
月の第 31 回全国豊かな海づくり大会 ･ 鳥取大会の功績団体表彰の「栽培漁業部門」で環
境大臣賞を受け、協議会の石田惠治会長が授賞式に臨んだ。その功績として特に、同地区
のクルマエビ漁業に携わる漁業者自らが中間育成から放流まで取り組んでおり、長年にわ
たり漁業者主体の栽培漁業が実践されていることが高く評価されたものである。
漁業者の懸命な取り組みを技術的にサポートしているのが、（社）山口県栽培漁業公社
と県水産事務所の普及指導にあたる皆さんである。
鷲尾理事長と大谷講師を囲んで、漁業者の皆さんと技術者 ･ 普及員、そして水産行政の
皆さんと熱心な討論が行われました。
「クルマエビの育つ干潟やアマモ場をなんとしても守りたい。クルマエビやヒラメ、カ
サゴに支えられてきたこの地区の漁業。われわれ漁業者にとって栽培漁業は命綱・・」と
語る、石田協議会会長の決意は固い。
組合・漁業者の皆さん

栽培漁業技術者 ･ 指導員

吉佐統括支店地域

（社）山口県栽培漁業公社

栽培漁業推進協議会
会

長

内海生産部部長

石田惠治（JF 山口理事、JF 山口吉佐

渡邊

直

山口県防府水産事務所

統括支店運営委員長）
関谷芳博（JF山口防府支店運営委員長）

主査

馬場俊典

技師

廣畑二郎

田辺寿之（JF 山口秋穂支店運営委員）
同事務局（JF 山口）
事務局長

宮本好晴（吉佐統括支店長）
佐々木恵彦（同

第5回

次長）

山口県漁協吉佐統括支店における漁業者による
自主的な栽培漁業推進の成果
クルマエビの中間育成と放流ー組合員みんなが主人公 !!
（取材）水産大学校
〃
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理事長
講

師

鷲尾圭司
大谷
誠

１．インタビューのテーマ
水産資源は、沿岸域開発や地球温暖化などに
よって減少傾向にあります。この状況下において、
栽培漁業は放流種苗の成長と漁獲の管理によって
水産資源量を維持・増大させることが期待されて
います。このため、平成 14 年から開始された資
源回復計画では、水産資源の積極的な培養に取り
組むことが盛り込まれています。さらに、平成
22 年には「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方針」が見直され、
栽培漁業の目的も、放流種苗をすべて一代で回収
することから、放流種苗由来の親魚を獲り残して
再生産を図り、資源を造成することに変更されて
います。また広域種の放流について、都道府県間
の連携や共同組織の構築をより一層推進すること
にもなっています。つまり、より広域的に取り組
み、単なる漁獲量の底上げではなく資源の再生産
機能回復の役割も担う存在となってきているので
す。このように栽培漁業は、持続的な漁業経営の
基盤となる水産資源を支える役割がますます期待
されている状況にあります。
このため、栽培漁業の推進方法は重要なテーマ
になっています。今回インタビューをさせて頂い
た山口県の吉佐統括支店地域栽培漁業推進協議会
（以下：吉佐地栽協）は、推進方法に関して以下
の特徴を有しています。まず一つ目の特徴は、漁
業者が自主的に種苗の中間育成・放流に取り組ん
でいることです。全国各地で種苗放流が行われて
いますが、その多くは自治体が実質的な活動主体

となって行われているものです。このため、吉佐
地栽協において漁業者の自主的な活動が開始され
た背景と生じた効果、課題などをお伺いしました。
さらに二つ目の特徴は、吉佐地栽協は 8 つもの漁
協支店が存在する山口市と防府市の２つの市にま
たがって組織化されており、広域的に活動が実施

熱心な討議が続いたインタビュー会場。技術的なサポー
トを行っている。左から山口県栽培公社・内海生産部の
渡邊部長と防府水産事務所の廣畑普及指導員。

インタビューする鷲尾理事長と大谷講師
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されていることです。広域であることは、営む漁
種や操業する漁場の違いが存在することから、各
地域で費用対効果が異なる形で生じることになり
ます。そこで、吉佐地栽協ではなぜ広域的な活動
が可能となっているのかを把握しました。そして
最後に、今後に向けた課題についてお伺いしまし
た。

２．活動の概要
（１）組織の構成
山口県では昭和 59 年に沿岸漁場整備開発法に
基づき、
「第一期山口県栽培漁業基本計画」を定
め、現在まで各時代の諸課題に対応する形で更新
しつつ栽培漁業の推進を図っています。この第一
期基本計画期間中には、栽培漁業の基盤強化を図
るため、漁場利用の実態や慣行等を勘案して山口
県沿岸域を８地域に分け、それぞれの地域に漁協
や市町等で構成される『地域栽培漁業推進協議会』
が設立されました。吉佐地栽協もこの取組みの中
で昭和 59 年９月に設立され、現在は、山口県漁
協の防府、向島、野島、中浦、大海、秋穂、山口、
阿知須の 8 支店と山口市及び防府市の２市で構成
されています。また、参加している漁業種類と経
営体数は、小型底びき網が 120、刺網が 141、げ
んしき網が 28、延縄が 6、定置網が 15、一本釣
が 35 と幅広く存在しています。このように、吉
佐地栽協は広域的に多種多様な漁業種類を営む漁
業者が参画している組織となっています。
（２）活動の内容
吉佐地栽協の活動は、クルマエビを主体にヒラ
メ、カサゴなどの中間育成を実施していることで
す。各種苗は（社）山口県栽培漁業公社（以下：
公社）が生産したものを購入しています。クルマ
エビについては、以前は購入した種苗をそのまま
放流していましたが効果が出なかったため、中間
育成を行うことにしたそうです。そして、当初は
各地区に分散していた中間育成の施設を平成 12
年に向島地区へ統合し 150㎘型キャンパス水槽 5
基を設置しました。しかし、キャンパス地では脱
皮障害や歩脚障害による潜砂能力低下が生じてい
ました。このため、水槽の底に砂を敷くことで、
脱皮障害も減少し、歩脚障害もない健全種苗を育
成できるようになりました。ヒラメとカサゴも同
様に野島地域に拠点を作ることによって、毎年概
ね歩留まりが 70％以上と安定した中間育成が可
能となっています（図 1）
。これらの種苗購入や
中間育成にかかる費用は、構成支店がそれぞれの
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組合員数に基づいて支店内で組合員等から負担金
を集め、これが基礎となり、両市が漁業者負担と
同額の負担金を拠出するという形で集められてい
ます。
中間育成は、クルマエビについては向島支店の
組合員 1 人が専従で作業し、ヒラメやカサゴは野
島支店の組合員が協力して作業しています。水質
や飼育に関するアドバイスを県や公社の職員から
受けていますが、それ以外の種苗受入や出荷、水
槽掃除などの作業は吉佐地栽協の構成漁協支店組
合員が参集して行っています。これらの参集者に
は日当が出ますが、作業負担と操業を休むことを
考えると、ほとんどボランティア的作業になるよ
うです。
また、中間育成と合わせて、放流種苗の保護管
理にも努めています。例えば、クルマエビの全長
10cm 以下、ヒラメの全長 25cm 以下の採捕禁止や、
小型底びき網における再放流魚の生残率向上に向
けた海水シャワー設備の導入などです。さらに、
放流種苗の生育環境の保全活動として、放流場所
図１

平成 22 年度の中間育成状況

魚種

育成尾数（千尾）

歩留（%）

サイズ（mm）

クルマエビ

3000→2160

72

13→50

ヒラメ

50→40

80

30→80

カサゴ

50→40

80

30→60

漁業者による取組（放流準備）

漁業者による取組（クルマエビ中間育成）

の理解を深めてもらい、水産資源の保護や漁場環
境保全の意識を高めてもらうための活動にも取り
組んでいます。

漁業者による取組（クルマエビ中間育成場の清掃）

や干潟の清掃活動が行われています。このように、
吉佐地栽協は、漁業者自身が試行錯誤して中間育
成した健全種苗を放流し、さらに放流種苗の保護
管理や育成環境保全を行っています。
（３）活動の効果
このような活動の結果、山口県水産研究セン
ターの調査によるとクルマエビの回収率は 2 ～
6％、ヒラメの市場水揚における放流物の混獲率
が 20 ～ 30％であり 2 世代ヒラメも確認されるな
ど、放流種苗が漁獲量の底上げに寄与しています。
さらに、吉佐地栽協では地元の幼稚園児や小学生
を対象としたクルマエビの放流体験や中間育成施
設の見学などを行い、子供達に水産業や魚・海へ

子供たちとクルマエビ放流

子供たちの環境学習

中間育成場での青空学習

子供たちの中間育成施設見学

３．自主的広域的な活動の意義
冒頭で述べたように、吉佐地栽協の特徴は漁業
者の自主的な活動であることと、地域的にも漁種
的にも広域に渡る活動であることです。これらの
意義について考えてみたいと思います。
（１）自主的活動の意義
まず、吉佐地栽協の活動について、自主的であ
ることの側面から見てみます。吉佐地栽協におい
て、自主性が発揮されている背景は、瀬戸内海の
漁場的・資源的な特性によって、漁業者の水産資
源に対する意識が高いことが指摘できます。瀬戸
内海のような閉鎖的な海域では資源枯渇の危険性
が身近に感じられますし、海水循環が少ないこと
から漁場環境にも関心が高くなります。漁業者自
身の高い意識は、すべての水産振興策の基盤とし
て不可欠と考えられますが、吉佐地栽協はこの基
盤がしっかりしていると感じられます。
また、漁業者が自主的に栽培漁業に取り組む効
果として、第一に種苗の状態と放流後の状況を熟
知しているため、有効な改善策が見出しやすいこ
とが指摘できます。吉佐地栽協がこれまでに行っ
てきた中間育成の開始や拠点の集中化、砂敷方式
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の導入は、漁業者自身が活動しているからこそ可
能となった改善策です。種苗放流は種苗生産技術
を有する県や公社の専門家が単独で推進するので
はなく、放流した種苗の問題点を経験則から理解
している漁業者が加わることで、より有効な種苗
放流が可能となるのです。
第二の効果として、漁業者自身が中間育成や種
苗放流に携わることで、漁業者に放流した種苗を
大切にしようとする意識が生まれていることが指
摘できます。種苗放流と一体化することで資源回
復への相乗効果が期待できる保護管理措置や育成
環境保全対策が行われているのは、自分たちが育
てた種苗だから大切にしようとする意識によるも
のです。
一方の課題は、やはり労働負担が大きいことで
す。とくに近年は漁業者の高齢化が進行していま
す。従来は構成員全員で行っていた活動において、
高齢になった構成員が参加できない事態が生じ始
めています。この結果、一部の若壮年者へ労働が
集中し過度の負担を強いることが懸念されていま
す。漁業者の高齢化は、漁業者組織の活動にも大
きな影響を与えています。
また、漁業者の高齢化や減少は種苗購入費や中
間育成時の餌料代等、活動経費の確保にも大きな
影響を及ぼします。これまでのところ、地元自治
体の理解により、財政的支援が行われていますが、
全国的に地方自治体は財政難という課題を抱えて
おり、今後の支援の行方も注視していく必要があ
ります。
（２）広域的活動の意義
次に、広域的な活動であることの側面から見て
みます。まず、広域的な活動が可能となった背景
は、25 年以上前から種苗放流に取り組むための
組織化が図られていることが指摘できます。漁業
者間では、地域や漁種、あるいは経営体間で様々
な利害関係が生じます。漁業は無主物先占である
が故に、利害関係者の歴史的経験を踏まえ、長年
に渡る合意形成の努力を継続し、この中で資源を
分かち合いながら共存共栄を図ることが大切です。
吉佐地栽協では、長期的持続的な組織化の努力
によって今日の広域的な活動が可能になっていま
す。ただし、吉佐地栽協でも年によって地域や漁
種でもたらされる種苗放流の効果が異なる状況が
生じています。例えば、ここ数年は地先の環境変
化や海流の関係で沖合型の漁業では漁獲量が維持
されている一方、沿岸型の漁業では種苗放流の効
果が実感されにくくなっています。しかし吉佐地
栽協では、短期的な効果の偏りではなく海域の全
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統括支店前の市場桟橋で、左から栽培漁業推進協議会の
田辺氏（秋穂支店）、関谷氏（防府支店）、石田会長及び、
話を聞く水産大学校の鷲尾理事長と大谷講師。

体的長期的な視点から栽培漁業を捉えており、こ
のことが広域的活動の継続性の源泉となっていま
す。吉佐地栽協は、子供達への放流体験や中間施
設見学を通して次世代の漁業者以外の人達へ水産
資源の保護や漁場環境保全の必要性を提唱してい
ますが、この姿に自分達の短期的な利益にとらわ
れずに、広く大きな視点から活動していることが
端的あらわれていると感じます。

４．今後の課題
最後に、吉佐地栽協の今後の課題を考えてみま
す。課題として浮上することは、魚価対策です。
種苗放流の目的は、水産資源の回復を図り、最終
的には漁業経営を改善することにあります。しか
し、漁業経営の改善は水産資源の回復と魚価の向
上が両輪で回ることによって推進されます。吉佐
地栽協は、前者の取り組みで効果が得られている
一方、後者の部分に課題が生じているのです。こ
のため、吉佐地栽協では、魚価向上に向けた流通
販売部分の強化として直売所の開設やブランド化
の試行が図られています。今後は、長年かけて築
き上げてきた自主的広域的組織が、市場との対応
部分でも力を発揮することが期待されています。

インタビューに参加して頂いた方々

【漁場づくり】～「水産環境整備の推進に向けて」期待するもの～

今後の水産環境整備の展開について
水産庁漁港漁場整備部計画課
課長補佐

近年、我が国周辺の水産資源の状況は、全体と
して概ね安定的に推移しているものの、資源評価
の対象となっている主要な漁獲対象資源の４割が
低位水準の状況です。
水産庁では、これまで、我が国の水産資源の水
準が低位で推移していることから、幅広い分野の
有識者及び行政関係者とともに、今後の漁場整備
の技術的な課題を解決に向けた検討をさせて頂い
ておりました。一昨年の 12 月に公表した「水産
環境整備の推進に向けて」を踏まえ、水産庁では、
従来の漁場整備の考え方を改め、新たに「水産環
境整備」として、生態系全体の生産力の底上げを
目指し、水産生物の動態、生活史に対応した良好
な生息環境空間を創出していくことといたしまし
た。今年度より、これまでの漁場整備に関係する
事業を再編・統合し、事業制度も新たに「水産環
境整備事業」を創設するとともに、対象とする水
産生物の生活史に対応した広域的な海域を事業の
対象範囲とする「水産環境整備マスタープラン」
を策定するよう「豊かな海を育む総合対策事業」
を改正し、今後の「水産環境整備」の推進体制を
整備したところです。
さて、漁港と漁場の整備につきましては、「漁
港漁場整備法」に基づき、農林水産大臣が、漁港
漁場整備事業の総合的かつ計画的な実施に資する
ため、事業実施の目標等長期の計画（
「漁港漁場
整備長期計画」
）を策定し、閣議決定することと
なっております。現在の漁港漁場整備長期計画（平
成 19 年度～平成 23 年度）は、本年度終期を迎
えることから、現在、来年度からの５カ年間の新
漁港漁場整備長期計画（平成 24 年度から平成 28
年度）の策定の準備をしているところです。現在
の長期計画においても、漁場整備の重要性を述べ
ておりますが、次期長期計画においては、これを
水産環境整備として位置づけ、今後５カ年間の推
進を計画に盛り込む予定としております。
本稿では、
「水産環境整備」に関するこれまで

内田

智

の取り組みを再度整理させて頂くとともに、今後
具体に水産環境整備を推進する上で解決しなけれ
ばならない技術的な課題とその検討内容について
述べ、最後に、現在の次期漁港漁場整備長期計画
の検討状況についてご紹介させて頂きます。

１．水産環境整備の推進に向けて
水産庁では、平成 21 年８月に策定された「海
洋・沿岸域における水産環境のあり方中間とりま
とめ」を踏まえて、今後の漁場整備の技術的な課
題を解決するため、平成 22 年度に幅広い分野の
有識者及び行政関係者から成る「海洋・沿岸域に
おける水産環境整備の技術検討会」を開催しまし
た。平成 22 年５月 27 日以降の４回にわたる議
論を踏まえ、平成 22 年 12 月９日付けで提言を
とりまとめ、「水産環境整備の推進に向けて」を
公表いたしました。
「水産環境整備」とは、「水産資源の回復・増大
と豊かな生態系の維持・回復が図られるよう、水
産生物の動態、生活史に対応した良好な生息環境
空間を創出する整備」であり、従来の漁場整備の
目標の考え方を、
「対象魚種の漁獲増加量」から「生
態系全体の生産力の底上げ」へ改め、整備の対象
範囲を、水産生物の生息場ネットワークの視点に
立ち、点（事業の実施箇所）から空間（生活史全
体）へ面的に広げるとともに、モニタリングの充
実を図り、資源や環境の変動を踏まえた柔軟な整
備・管理を行うこととしています。
更に、今年度より水産環境整備の推進のため、
事業制度を再編いたしました。従来の「広域漁場
整備事業」、「浮魚礁漁場整備事業」、「水域環境保
全創造事業」を統合の上、平成 23 年４月１日付
けで「水産環境整備事業」を創設。増殖場、藻場・
干潟の整備に際して、効果の早期発現のための工
事（播種・移植、餌料培養基質の設置等）の施行
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水産環境整備の推進に向けて（基本方針）
背 景
・漁業生産量はピーク時の約半分
・資源水準の低迷
・藻場・干潟の大幅な減少
・貧酸素水塊の発生、底質の悪化

水産環境整備とは
生態系全体の生産力の底上げをめざし、水産生物の動態、
生活史に対応した良好な生息環境空間を創出する整備

環境基盤の重視

点から空間へ

資源・環境変動への対応

環境を重視する視点から基盤を整備
し、生態系全体の生産力の底上げを
めざす。

これまでの「点」的な考え方から、対象と
する水産生物の動態、生活史を踏まえた生
息環境空間として対象範囲を捉え直す。

資源や環境の変動を踏まえつつ、
良好な状態を維持・保全していく
ための柔軟な整備・管理を行う。

生態系ピラミッド
アマモの移植

生活史

モニタリング

柔軟な整備・管理
実証実験の場

藻場造成

生態系全体
の底上げ

・森川海の物質循環の把握・正常化
・藻場・干潟の保全・造成、底質改善
・漁港等の構造物の有効活用
・沖合域における湧昇流漁場の整備

・動態、生活史等を踏まえた整備範囲設定
・複数種類の水産生物を対象
・藻場・干潟、魚礁等の複合的な生息環境
空間を整える

・モニタリングの充実
・生息環境空間を実証実験の場に
・多様な主体の参画による維持管理
体制の充実

海域ごとにマスタープランを策定し、モニタリングを充実した事業の推進

が可能であることを明確化いたしました。
また、同じく、平成 23 年４月１日付けで「豊
かな海を育む総合対策事業」の実施要領を改正い
たしました。本事業では、対象とする水産生物の
生活史に対応した広域的な海域を事業の対象範囲
とする「水産環境整備マスタープラン」を策定の
上、本マスタープランに基づき個々の水産環境整
備事業が実施されます。整備後最大３年間のモニ
タリング実施を測量試験費の活用によって実施で
きるよう措置しており、モニタリング結果より把
握される資源・環境変動に応じて個別の事業計画
の見直しを図れるようフィードバックの体制を強
化しております。現在、策定された「水産環境整
備マスタープラン」は、兵庫県、岡山県及び香川
県の３県共同による「播磨灘地区水産環境整備マ
スタープラン」と、青森県による「青森県西部海
域水産環境整備マスタープラン」の２件であり、
ようやく産声のあがったスタート直後の段階では
ありますが、引き続き関係者の方々と協力し、同
マスタープランの全国展開を目指していく予定で
す。

40

◆「播磨灘地区水産環境整備マスタープラン」
（平成 23 年８月）
播磨灘は、瀬戸内海東部に位置する良好な漁場
であり、小型機船底びき網漁業、小型定置網漁業、
刺し網漁業等の漁船漁業が営まれておりますが、
「播磨灘地区水産環境整備マスタープラン」にお
いて、主に以下の取組によって海域全体の生産力
の底上げを目指すこととしています。
① 播磨灘全域に広く分布し、成長に伴い回遊し
ながら沿岸から沖合までの多様な環境を利用す
るマコガレイの分布等を考慮し、海域の特徴を
生かした環境整備を行うこと。
② メバル・カサゴ等の定着性魚類の生態にも配
慮した整備内容とすること。
③ モニタリング調査等の結果や新たな知見を事
業に反映する順応的な取組を行っていくこと。
◆「青森県西部海域水産環境整備マスタープラン」
（平成 24 年１月）
対馬暖流と津軽暖流の強い影響下にある青森県
日本海沿岸、津軽海峡の西部及び陸奥湾を、一連
の対象海域として策定されており、対象海域に広
く分布し回遊するウスメバルを指標種として、青

森県ウスメバル資源回復計画をはじめとする各種
資源保護・回復計画や青森県環境・生態系保全対
策地域協議会による活動と連携しつつ、生活史に
対応した魚礁、増殖礁の設置や底質改善を計画し
たものです。
今後は、潜水調査、計量魚探調査、ROV、標
本船調査によるモニタリングを実施し、マスター
プランに基づく個別の水産環境整備事業の計画に
反映していく予定です。

２．技術的な課題への取組について

進めることが重要となっています。
現在、伊予灘と北日本日本海側の２つの海域
をモデルに、沿岸の関係県の協力のもと、それ
ぞれの海域において連携して「水産環境マス
タープラン」を作成することを目標に、対象種
や対象範囲の設定やマスタープランの立案に向
けた議論させて頂いております。今後は、事業
実施後の評価や、資源・環境変動への柔軟な対
応・管理を図っていくための効果的なモニタリ
ング方法についても議論を深めていきたい考え
です。

今後、全国において「水産環境マスタープラン」
の策定が積極的に推進されるよう、水産環境整備
に関する技術的な課題について検討を行い、「豊
かな海を育む総合対策事業」を展開するための環
境を整える必要がありますが、昨年度より、水産
庁委託調査「水産環境整備推進技術開発調査」
（平
成 22 年度～平成 24 年度）を実施し、環境を重
視した事業評価の手法の検討や、モデル地区を選
定して複数県が連携しながら事業を推進する仕組
みづくりを検討しています。

また、実際の事業実施にあたっては、成長段階
や季節により多様な生息場所を利用する水産生物
の生活史に対応した整備の際に必要となることか
ら、要素技術の開発も行っております。現在、水
産庁委託事業「水産生物の生活史に対応した漁場
環境形成推進事業」（平成 22 年度～平成 26 度）
により、食性魚類やウニの食害による藻場の減少・
増殖場の機能低下、貧酸素水塊による幼稚子の死
滅や減少を軽減する技術等の開発・実証を行って
います。

①

３．次期漁港漁場整備長期計画について

環境を重視した評価手法の検討
水産環境整備を進めるにあたり、豊かな生態
系の維持・回復を指標化し、評価することにつ
いては、従来型の「対象魚種の漁獲増加量」と
いった直接的な利用価値に加えて、
「良好な生
息環境空間の創出」、「環境収容力の向上」、「生
物多様性の保全」といった、間接的な利用価値
や非利用価値が期待されます。これらの便益算
定については、対象とする海域全体の水産資源
を評価できるように既存の手法を含めて、総合
的に検討を進める必要があります。
現在、モデル海域において、生物量を生態系
ピラミッドの各階層毎に調査し、生態系ピラ
ミッドの各階層のどこに着目してどのようにそ
の価値を貨幣換算するのか、試行をしておりま
す。

②

広域連携の事業化スキームの検討
水産生物は広域を回遊するものや、成長段階
によって生息域を変えるものなど多様な生態を
もっており、これらの資源回復、漁場整備にお
いては、生物の生活史に着目した生息場のネッ
トワークを再構築・強化していく視点から、従
来の行政の枠組みを超えた広域的な海域管理が
必要であり、国および複数県が連携して事業を

現在、次期漁港漁場整備長期計画については、
本年３月中下旬の閣議決定を目指し検討を続けて
おりますが、平成 24 年度から平成 28 年度の５
カ年間に取り組むべき重点的な課題として、「豊
かな生態系を目指した水産環境整備の推進」を位
置づけることとしており、「実施の目標」、「目指
すべき成果」、
「事業量」を定めることとなります。
詳細は、なお調整中でありますが、従来の漁場
整備からリニューアルした「水産環境整備」の考
え方を「実施の目標」に据えるとともに、
「事業量」
については、魚礁や増養殖場、藻場・干潟の造成
や底質改善等、現在の漁港漁場整備長期計画に位
置づけているこれまでの項目に加え、良好な生息
環境空間を創出する計画に基づく整備海域の地区
数（20 地区を想定）として、「水産環境整備マス
タープラン」に基づく事業実施地区数等を盛り込
みたい考えです。
技術的な課題に対しては、今後とも検討を続け、
来年度以降も、より豊かな生態系を目指した水産
環境整備の推進を、皆様方と目指していきたい考
えです。
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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２回〉

ー北の豊かな海の幸を未来に残すー
北海道区水産研究所
所長

福 田 雅 明

はじめに
北海道を含む亜寒帯海域は生産性の高い海域と
して知られ、北海道の漁獲量は全国の三分の一近
くを占めています。まさに日本の漁業基地と言え
るでしょう。本海域ではサケ・マス類、ホタテガ
イ、スケトウダラなどの漁獲量が多く、沿岸漁業
の比率の比較的高い海域です。このように北の海
の高い生産性から得られる重要水産資源を、高い
レベルで持続的に維持するための研究開発を推進
し、未来に残すことが北海道区水産研究所（以下、
北水研）の役目と考えております。
北水研は平成 23 年４月から、釧路の旧北海道
区水産研究所と札幌の旧さけますセンターと統合
し、新たな北海道区水産研究所として発足しまし
た。その結果、札幌庁舎、釧路庁舎、厚岸庁舎お
よびさけます事業所と調査船北光丸を擁する研究
所となりました（図１）
。統合にあたりそれぞれ
の組織を再編し、さけます資源部、資源管理部、
生産環境部の３部体制にするとともに、研究室を

（札幌庁舎）

写真

村上主任研究員（左）と厚岸庁舎にて撮影

廃してより機動性を高めたグループ制を導入して
おります。さけます資源部ではさけます類の全生
活史を対象とした研究、資源管理部ではスケトウ
ダラなどの資源評価および資源管理方策に関する
研究、生産環境部では環境変動が漁業資源等に及
ぼす影響や資源造成型栽培漁業に関する研究を中
心に行っています。

沿岸漁業の振興に向けて
水産総合研究センターでは第３期の中期計画を

（釧路庁舎）

所長
札幌庁舎
釧路庁舎
厚岸庁舎

業務推進部

業務管理室

さ
さけ
さけます事業所

業務推進課
業務管理課
業務支援課

G グル
グループ

資源管理部
底魚資源Ｇ
浮魚資源Ｇ
高次生産Ｇ

さけます資源部
資源評価Ｇ
ふ化放流技術Ｇ
繁殖保全Ｇ

生産環境部
生産変動Ｇ
資源増殖Ｇ

さけます事業所
徳志別 斜里
伊茶仁 根室
虹別 鶴居
十勝 静内
八雲 尻別
千歳 天塩

（厚岸庁舎）

図１
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北光丸

副所長

北海道区水産研究所の所在地と組織

策定する上で、沿岸漁業
の振興に関する研究開発
を重点項目の一つとして
掲げております。北水研
においても沿岸漁業の重
要性が高い海域特性を踏
まえ、更なる発展を目指
した研究開発に取り組ん
でいます。沿岸漁業に関
する研究開発拠点となる
のが「厚岸庁舎」と「さ
けます事業所」です。
（厚岸庁舎）
厚岸庁舎は、日本栽培
漁業協会の厚岸事業場
でしたが、水産総合研究
センターと統合後、平成
18 年に旧北水研の海区

水産業研究部栽培技術開発センターとなり、平成
23 年４月から厚岸庁舎となりました。私にとっ
て大変お世話になった場所で、大学院生時代に３
年間にわたり飼育実験を行わさせて頂き、ニシン
仔稚魚の体の構造や代謝が成長に伴って大きく変
化する様子を詳細に明らかにすることができまし
た。実験のために厚岸町に滞在していたときには、
職員の方々と寝食を共にしたことが良い思い出で
す。また、地元の漁業関係者のご家族の方々も契
約職員として勤務をされており、この方達に厚岸

図２－１

千歳さけます事業所

町内の学校の運動会に招待され、小学生から中学
生まで引き継がれるリレーに感激したことを覚え
ています。
現在、厚岸庁舎では生産環境部の資源増殖グ
ループが中心となって、今まで培われた種苗生産
技術によって生産した人工種苗を標識魚として放
流し、ニシンやマツカワなどの生態調査や生息環
境調査を行っています。これらの結果をもとに、
同部生産変動グループによる海洋環境や生態系の
研究成果と併せて、資源変動のメカニズムの研究、
資源を適切に管理する技術や効果的に資源造成す
るための技術開発などに活かされております。今
後も厚岸庁舎を中心としたグループは地球温暖化
等も視野に入れ、環境の変動にも的確に対応でき
るような沿岸資源の造成と持続的な資源維持に力
を尽くして行くつもりです。
（さけます事業所）
北水研において沿岸漁業研究を支えるもう一つ
の拠点、
「さけます事業所」は全道に 12 箇所配置
されています。かつて旧さけますセンターの所長
もしておりました関係上、全ての事業所を訪問す
る機会がありました。深い森の中から静かに湧き
出る泉を利用したふ化施設を見たときは、水産研
究所しか知らなかった私としては大変感激しまし
た（図２）
。これらの事業所は札幌庁舎にあるさ
けます資源部に所属し、サケ、カラフトマス、サ
クラマス、ベニザケを対象に個体群維持のための
ふ化放流とサケ・マス資源の安定的な維持と適切
な管理技術等の研究開発を実施しております。各
事業所では全ての放流魚に、水温を人為的に変化
させて施標するバーコード様の耳石標識を施し、
放流河川や放流時期などを区別できるようにして
おります（図３）
。放流後３～５年して回帰した
産卵群の体サイズ、年齢、生殖腺重量等のモニタ
リングを行い、放流群の特性等の評価や放流技術
の実証などのための有益なツールとして耳石標識
を利用しています。一方、放流魚の沿岸域生態調

図２－２

斜里さけます事業所の水源池

図３

耳石標識

査や回帰魚の病原体保有状況、遺伝的多様性と集
団構造を調査するための試料採取なども行ってい
ます。近年では、サケ資源の回帰量の減少がみら
れていることから、放流魚の飼育データの再吟味
や海洋環境の変化と資源変動の関係を解析するな
どの研究を展開しています。また、野生魚とふ化
放流魚の共存のための管理手法の開発も重要な課
題と考え、産卵場の特性や天然稚魚の降下状況な
ども調査しています。
北水研では、以上のような研究開発活動を通し
て、北の豊かな水産資源を安定的に維持できるよ
う益々努力する所存でありますので、これからも
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
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【全国水産試験場長会長賞受賞】（平成２３年度宮崎大会）

有明海におけるトラフグの放流技術と
放流効果について
長崎県総合水産試験場
栽培漁業科長

【はじめに】
去る 11 月下旬に宮崎県で開催された全国場長
会において“有明海におけるトラフグの放流技術
と放流効果”の研究内容で会長賞を受賞しました。
ライフワークとしてこだわりを持っていた研究だ
けに、今回の受賞は大変光栄であり、この上なく
研究者冥利につきるものです。研究は水産庁補助
事業の放流技術開発事業により 1991 年にトラフ
グの種苗生産に始まり、耳石標識放流や当歳魚で
の効果把握とこれに基づく最適放流手法の確立な
ど有明海を中心とした技術開発を経て、2000 年
以降には外部標識（胸鰭切除標識）を共通標識と
した 4 県連携による索餌場である外海域での放流
効果の把握、さらに 2006 年には新たな農林政策
を推進する実用技術開発事業で九州北西部から瀬
戸内海をまたぐ 9 機関の広域連携により東シナ海
資源を増大するための研究プロジェクトに着手す
るなど、研究もまさにトラフグの回遊特性に応じ
て有明海から九州北西部へ、さらには瀬戸内海も
含む西日本へと広域的に展開してきました。これ
らの研究成果は長崎県独自の取り組みである有明
海大量放流の実証事業（適サイズ 50 万尾放流事
業）や九州・山口北西海域資源回復計画の延長と
水産庁の新規事業である資源造成事業では適地・
適サイズ健全種苗放流の科学的な根拠として活用
されるに至りました。ここに若干の紙面をお借り
して、これらの研究概要について紹介します。
【研究の背景】
トラフグ Takifugu rubripes は、体重 10kg 以上
に達する大型種（図 1）とされ、フグ料理の最高
級素材です。本種の分布域は津軽海峡以西の日本
海各地から、太平洋側は茨城以西から瀬戸内海、
豊後水道を含めて鹿児島まで、韓国西岸域、黄海、
中国北部、東シナ海の揚子江沖合までとされ、日
本海西部から東海・黄海では主に延縄漁業により
漁獲される重要資源です１）。本研究の調査海域で
ある有明海は、八代海、関門海峡、布刈瀬戸、備
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讃瀬戸と並び特に
大きな産卵場であ
り、東シナ海等外
海域への資源の補
給源の一つとして
考えられています
２）
。これら東シナ
海・日本海・瀬戸
内海域は一つの系
群として資源評価
さ れ て い ま す が、
主要集荷市場であ
図１ 有明海で漁獲された
る下関唐戸市場の
最大級のトラフグ
（全長 72cm：体重 9kg）
外海産トラフグ取
扱量をみると 1980 年台は 400 ～ 800 トンあった
ものが､ その後減少を続け 1998 年以降は 100 ト
ン前後の低いレベルにある等資源水準は低位、動
向は減少傾向と厳しい状況にあります。このよう
な背景から長崎県では、関係海域におけるトラフ
グ資源の維持・増大を図るため、産卵場である有
明海においてトラフグの放流技術に着手しまし
た。
【研究の内容と成果】
１．標識技術
放流効果を推定するための標識方法としてまず
耳石標識方法３）を開発しました。この研究では、
ALC（アリザリンコンプレキソン）のトラフグ卵・
仔稚魚へ影響と残存性から図 2 の枠内で示される
浸漬時間と濃度との有効な組み合わせをサイズ別
に明らかにしました。大量に標識作業をする際に
は、大変高価である ALC 代を安くするために枠
の下限域が（例えば仔魚では 18 時間・10mg/L、
全長 5cm では 24 時間・5mg/L）が実用的な標識
条件となります。また、耳石標識方法は標識の回
数や大きさをかえることにより、様々なサイズや
場所別に放流した群毎に識別が可能であるという
利点があります。
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ALC の浸漬時間と濃度の有効な組み合わせ

一方で耳石標識の欠点は外見からの判別が困難
な点にありますが、この欠点を補う方法として開
発されたのが胸鰭切除標識方法 ４） です。これは
左右いずれかの胸鰭を根本から切除する方法で切
除後の不再生や再生した鰭の乱れを外見から容易
に識別できるという利点があります（図 3）これ

図３

胸鰭切除部位（上段）と成長に伴う
胸鰭切除標識のパターン（下段）

ら両方法の利点を備えたダブル標識方法（放流魚
１尾に外部標識と耳石標識を施す）により、市場
調査で標識魚を検出・購入し耳石のパターンで放
流群の判別を行う効率的な調査方法が確立し、外
海域で大きく成長した放流魚の効果が定量的に評
価出来るようになりました。この方法は長崎県だ
けでなく山口県、福岡県、佐賀県との共通標識と
して用いられ、事前に各県と放流群別に耳石標識
のパターンを調整した標識放流とモニタリングに
よる連携調査を行っています。2000 年以降にこ
の手法による標識放流は、後述する実用技術開発
事業を含めると、九州北部から瀬戸内海で 9 機関
により標識放流された合計 105 群 4,956 千尾に
上ります。古今東西においてトラフグ以外の放流
対象種を含め、これ程多くの放流群の判別が可能
な標識放流・追跡調査体制は全国に例がありませ
ん。これにより広域回遊性種トラフグについて放
流効果だけでなく、放流魚の加入を通して外海域
の資源の補給源である有明海等複数の産卵場から
の加入実態（各産卵場の資源貢献度）を伺い知る
ことが出来る等、当該系群の資源を的確に評価を
していく上で有用な知見が得られるようになりま
した。

２．当歳魚の放流効果と最適放流方法
有明海において適サイズや適地解明のために
1991 ～ 2002 年に放流サイズ別場所別に 35 群（全
長 3 ～ 100㎜、計 1,082 千尾）の標識放流を実施
しました。これら放流魚のほとんどは私自身が種
苗生産したもので、放流サイズの設定や耳石標
識のパターン化が自在に出来ることで、例えば
1995 年にはサイズ別や場所別に 9 群を標識放流
したこともありました。追跡調査では、水揚げさ
れる全市場（6 市場 3 漁協）で各年 9 ～翌 1 月に
当歳魚の調査を行いましたが、各市場で購入した
標本の他に複数の魚屋さんから安価で頭部のみの
購入も行い資料に供しました（図 4）。これは少
ない予算で出来るだけ調査尾数を増やして効果の
精度を上げるための工夫であり“長崎式節約型調
査方法”といえます。これらの標本から標識魚の
検出と群の特定を行い、これをもとに調査尾数と
放流魚の尾数を市場別月別に集計して混入率を求
め、これに各市場の月別漁獲尾数を乗じ、放流群
毎に回収尾数と回収率を推定しました。図 5 に放
流サイズと回収率との関係を示しましたが、回収
率は放流サイズが大きくなる程高まるＳ字状を示
し、最大で 20% 以上を示しました。
放流海域別では島原市地先よりトラフグ天然稚
魚の成育場である諫早湾や有明海湾奥域が全長
70㎜以上では 60% 程度高い傾向もみられました。
また、トラフグは種苗生産の過程で噛み合いによ
り尾鰭が欠損することがありますが、尾鰭の欠損

図４

魚屋さんから収集したトラフグ頭部標本
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放流サイズと回収率との関係
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が無い又は少ない種苗は尾鰭の欠損が著しい同サ
イズの種苗に比べて倍以上の回収率が得られるこ
とも判りました。種苗の単価を考慮した費用対効
果からみると、諫早湾を含む有明海湾奥域におけ
る平均全長 75㎜での健全種苗の放流が最適な放
流方法となります６）。
３．放流魚の産卵回帰性
過去放流魚の有明海への産卵回帰の実態を把握
するために 1996 ～ 2005 年の 4 ～ 5 月に漁獲さ
れた親魚を調査し、標識魚の混入状況を調査しま
した。その結果、1,584 尾の標本から 85 尾の耳
石標識魚が得られ、耳石標識のパターンから年齢
別に判別した結果、3 歳を主体とした 2 ～ 8 歳の
有明海放流魚であることが判明しました（図 6）。
この中には私が 1995 年に種苗生産・放流し 2003
年に 8 歳で漁獲された最高齢の放流魚も発見され
ています（図 7）
。年齢と全長の関係は、図 8 で
表わされ、放流魚は天然魚と同様な成長であるこ
とが判りました７）。GSI をみると、放流魚におい

ても雄 11.8、雌 13.5 と天然魚と同様に成熟して
いました。有明海放流魚は年内にかけて当歳魚と
して漁獲された後は、1 月以降には五島灘や北松
海域等の外海域を索餌回遊し、その後は対馬海域
や玄界灘等において広範囲に再捕されていること
８）
や放流魚の成長・成熟の知見を総合的に考慮
すると、放流魚は一旦外海域に索餌回遊した後、
成熟年齢になり、再び有明海に産卵回帰したもの
と考えられました（図 9）７）。さらに有明海放流
魚は外海域から産卵加入する際に故郷である有明
海を 95% 程度の確率で選択する極めて高い回帰
性があることが最近の研究で判っています９）。
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最適放流方法の累積放流効果

回収率 回収重量
(%)
(kg)
0
22.3
543
0-8
3.2
454
2-9
1.2
205
26.7
1,202
合計
※回収金額÷種苗経費
年齢

0
0

４．最適放流方法の放流効果
2002 年に実施した最適方法による放流群（平
均全長 79㎜、有明海湾奥放流、10 千尾）について、
寿命に近い 9 歳までの効果を有明海当歳魚、外海
域（当歳～ 8 歳魚）、有明海産卵親魚（2 ～ 9 歳）
の成長段階別に推定しました。外海域の調査につ
いては、山口県、福岡県、佐賀県との 4 県の連携
により、10 ～ 3 月に外海産の主要水揚げ市場で
ある下関唐戸魚市場、福岡魚市場の他に各県の主
要漁協で、産卵親魚の調査については、熊本県と
の連携により、3 ～ 5 月に各県の主要漁協で胸鰭
切除標識魚を検出し、耳石標識のパターンから本
群を特定して行いました。効果については回収率
の他に回収重量や回収金額、種苗経費を考慮した
費用対効果についても推定しました。成長段階別
の放流効果を表 1 に示しましたが、有明海当歳魚
では回収率 22.3%、回収重量 543kg、外海域当歳
～ 8 歳魚では回収率 3.2%、回収重量 454kg、有
明海産卵親魚 2 ～ 9 歳では回収率 1.2%、回収重
量 205kg と推定され、9 歳までの累積放流効果は、
表１

10

想定される有明海放流魚の移動と回遊

回収金額 費用対効
漁獲場所
(千円)
果※
1,251
1.6
有明海
2,770
3.6
外海域（玄界灘等）
657
0.8
有明海
4,678
6.0

回収率 26.7％、回収重量 1,202kg、回収金額 4,678
千円となりました（未発表）
。これによると放流
1 万尾あたり 1 トン以上の増産効果が見込めるこ
とになり､ 最適手法での放流が資源を増やす強力
なツールに成り得ることが窺われます。
【波及効果】
１．資源を育む長崎の海づくり事業（有明海 50
万尾種苗放流事業）の取組と放流効果
長崎県ではトラフグ資源を回復させることを目
的に、2004 年から有明海島原半島地先で、適サ
イズﾞ 50 万尾の大量標識放流による実証事業に
取り組み、近隣県と連携した調査により放流効果
を推定しています。この放流規模での拠点放流は
全国初の試みといっても過言ではありません。図
10 に効果の一例として有明海の産卵親魚の漁獲
量の推移と放流魚の混入の状況を示しました。有
明海では事業開始 2 年後から放流魚の産卵回帰が
始まり、年あたりの回収重量は 1.4 ～ 3.7 トン、
漁獲全体に占める放流魚の割合は 12 ～ 29％と推
定されています。放流魚の加入が始まった 2006
年以降は漁獲量が徐々に増加し、2011 年には 15
トン以上と過去最高の漁獲量を示し、種苗放流が
漁獲増の一助になっていることが窺えます。
胸鰭切除標識魚（図 11）は判りやすく、漁業
者や市場・漁協関係者にも放流効果が実感されて
います。この他に外海域での効果は西日本の 9 県
の他に韓国にも波及しており、累積効果は 2012
年 1 月 現 在 で 回 収 重 量 80 ト ン、 回 収 金 額 265
百万円となるなど漁獲増や所得の向上に大きく貢
献しています。また､ DNA 解析により産卵加入
した放流親魚とその年の天然幼魚に親子関係がみ
られ、放流魚が再生産へ寄与していることが（独）
水産総合研究センター瀬戸内海水産研究所との共
同研究でわかっています。
漁獲量（トン）
15
10

放流魚
天然魚

２．新たな農林水産施策を推進する実用技術開発
事業（最適放流手法を用いた東シナ海トラフグ
資源への添加技術の高度化）の取組み
2006 年には、上記の標識や放流技術を応用し
外海域トラフグ資源の回復に有効な放流技術の開
発を目的に、長崎県が中核機関となって九州北西
部～瀬戸内海の関連 9 機関による広域の共同研究
（新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事
業；農林水産技術会議委託事業）に着手しました。
この研究では高い技術に基づいて生産された噛み
合いによる尾鰭欠損のない全長 75㎜の健全な種
苗（図 12）に胸鰭右切除標識と耳石標識を施し、
2006 ～ 2009 年に東シナ海の補給源である複数の
産卵場付近 10 箇所において 22 放流群 321 千尾
を放流しました（図 13）。これは、長崎県内の民
間種苗生産機関で同じ生産ラウンドで得られた種
苗を用い、同時期に異なった場所で放流すること
で、遺伝的特性、飼育履歴、放流サイズ、放流日
などの放流条件を統一し、放流場の影響のみの影
響を抽出来るという画期的な方法です。
図 14 に 2006 年に放流した 5 群の耳石標識パ
ターンを示しましたが、これを含めて全 22 群が
西日本のどこで漁獲されても放流場所と年齢がわ
かるように固有の標識パターンとなっています。
効果を把握するためのモニタリング場所を図
15 に示しましたが、放流海域付近での当歳時、
東シナ海等外海域での索餌回遊時（1 ～ 4 歳魚）
、

図 12 試験放流に用いた最適種苗
（全長 75㎜尾鰭正常魚）
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各産卵場での放流場所と年別放流尾数
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図 14

図 15

耳石標識のパターン（矢印が標識）

放流魚の効果把握のためのモニタリング場所

産卵回帰時（2 歳～）の成長段階別に評価するた
めに、かってない広域的なモニタリング体制（調
査市場：34 市場・漁協）を構築し、高い調査率（例
えば外海域では 25% 程度）での追跡調査を実施
しました。
研究成果の一例として各産卵場でほぼ同数（各
15,700 ～ 15,800 尾）で放流した 2006 年放流群
について、4 歳までの外海域での効果を表 2 に示
しました 10）
。これによると各群の回収率 0.6 ～
2.9％、回収重量 135 ～ 635kg と推定され、とり
わけ有明海、福岡湾、瀬戸内海西部において高い
効果が得られるなど、産卵場毎に放流数量と効果
との関係がわかりました。また、産卵期には各
放流魚がそれぞれの産卵場へ高い選択率（76 ～
100％）で回帰していることが解明される等資源
管理を行う上で有用な知見も得られています。
以上の 2 つの事業成果をもとに資源回復計画の
関係会議や山口、福岡、佐賀、長崎の 4 県漁労
長会議等で種苗放流の適正化について提案した結
果、2010 年度にはトラフグ資源回復計画で 40 万
尾の種苗が適正な場所へ見直され、水産庁新規事
業“種苗放流による資源造成支援事業”では適地・
適サイズで新たに 48 万尾が放流されるなど、研
究成果が関係海域のトラフグ資源の増大に向けた
広域かつ効果的な資源培養の取り組みに大きく貢
献しています。今後、この研究の成果が広がるこ
表２

各放流群の外海域における放流効果（0 ～ 4 歳）
有明海 八代海 福岡湾

2.9
回収率(%)
565
回収重量(kg)
回収金額（千円） 3,065
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1.2
301
1,674

2.5
664
3,485

瀬戸内 瀬戸内海
海西部 中央部
2.5
0.6
519
149
2,432
787

とにより、さらに資源の増大が期待されることを
心より祈念いたします。
【おわりに】
本研究ではトラフグ、標識技術、最適放流手法、
産卵回帰、放流効果など幾つかのキーワードがあ
げられますが、これらと同様に重要なのが“広域
連携”です。このキーワード抜きには広域回遊性
種であるトラフグ放流効果の全体像を把握するこ
とは困難であり、今日の研究成果を語ることが出
来ませんでした。この場をお借りして共同研究に
ご理解と参加頂いた各関係機関と各担当職員に厚
くお礼申し上げます。また研究の実施やとりまと
めにあたって始終ご指導と激励を頂いた京都大学
フィールド科学研究センター山下 洋博士に厚く
お礼申し上げます。
【文献】
１）藤田矢郎：フグ類の形態の発達と生活史「日
本近海のフグ類」水産研究叢書 日本水産資
源保護協会、東京、1983、pp.50-90．
２）伊藤正木：移動と回遊からみた系群．「トラ
フグの漁業と資源管理」（多部田 修編）恒星
社厚生閣、東京、1997、pp.28-40．
３）松村靖治：有明海におけるトラフグ当歳魚の
漁業実態．日水誌、71、797-804（2005）
．
４）松村靖治：アリザリン・コンプレキソン並び
にテトラサイクリンによるトラフグ卵およ
び仔稚魚の耳石標識．日水誌、71、307-317
（2005）．
５）松村靖治：トラフグ人工種苗における胸鰭切
除標識の有効性．長崎水試研報、27、17-22
（2001）．
６）松村靖治：有明海におけるトラフグ人工種苗
の当歳時における放流効果と最適放流方法．
日水誌、71、805-814（2005）．
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苗放流魚の産卵回帰時の放流効果．日水誌、
72、1029-1038（2006）．
８）山口県、福岡県、長崎県、三重県、愛知県、
静岡県、秋田県：回帰性回遊性種（トラフグ）
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平成 16 年度資源増大技術開発事業報告書、
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９）松村靖治他：有明海に放流したトラフグ人工
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福岡・長崎・山口各県の
水産高校実習船「海友丸」の共同運航
福岡県立水産高等学校
校長

本校の概要

西濱英明

その中で、保有する実習船が代船検討期を迎えて
いることなどから、福岡・長崎・山口３県による

福津市津屋崎の海を目前に見る絶好の立地場所

共同運航に向けた取組がスタートし、平成 20 年

にある本校は、福岡県唯一の水産専門高校です。

度から共同運航を目的とした新実習船の建造が始

昭和 28 年、福岡県立筑紫中央高校内に水産課程

まりました。

がおかれ、西中洲の仮校舎を経て昭和 30 年宗像

平成 22 年４月 10 日（土）、長崎、福岡、山口

郡津屋崎町（現在の福津市津屋崎）の地に移転、

３県水産高校共同実習船「海友丸」竣工式が、福

昭和 61 年現在の校舎へ再度移転しました。

岡国際会議場において、川端達夫文部科学大臣を

平成 5 年、
従来の 4 学科を海洋科（航海コース・

はじめ、３県の知事が列席され、開催されました。

機関コース・マリン技術コース）、食品流通科（食

３県の水産高校生徒代表が、実習船の建造に対す

品開発コース・流通科学コース）
、アクアライフ

るお礼を述べるとともに、海友丸での実習を通し

科（バイオ技術コース・漁業経営コース）の 3 学

てたくましさを身につけていきたいと、決意を表

科に再編（１年次はくくり募集、定員 160 名）し、

しました。

これまで築いてきた教育活動の成果を引継ぎ、多

また、海友丸のお

様化してきた海を取り巻く状況に対応した教育を

披露目が、博多港中

行っています。

央埠頭第３号岸壁
にて行われました。
本校生徒全員が参

３県共同運航実習船「海友丸」の建造
～竣工式

加し、本校生徒を代
表して有志による

これまでの水産高校の実習船は各県がそれぞれ

手旗信号を披露し

保有し、単独で乗船実習を行っていました。一方、

ました。視察をされ

水産高校を取り巻く環境は大きく変化しており、

た来賓の方々も、本

多様化する水産教育への対応や実習船の一層効率

校生徒のふるまい

的な運航が求められる中、平成 16 年 10 月、九

や、有志による堂々

州地方知事会による県域を越えた取組の一つとし

たる手旗披露の態度に対して好印象を持っていた

て、九州・山口各県の水産高校実習船の共同運航

だいたようです。

が提案され、各県において検討が進められました。
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寄航し、ルーズベルト高校との交流を行いました。
ハワイ州立ルーズベルト高校との国際交流は通算
7 回目を数えます。
平成 22・23 年度、従来行われているハワイで
の交流に加え、日本の水産・海洋系水産高校とし
ては初めての取組として、ルーズベルト高校から
２名の生徒と 1 名の先生が、海友丸での乗船実
習を体験しつつ、本校にやってきました。ルーズ
ベルト高校の生徒も本校の生徒と一緒に、船位測
定等の当直実習や漁具の手入れ等の課業などを行

海友丸について
海友丸は、
本科生１学級（40 名）と専攻科生（福
岡県、
山口県あわせて 20 名）が同時に乗船可能な、

い、交流を深めました。船内ではルーズベルト高
校の教員による英会話の授業も行われました。博
多港入港後、本校にて全校をあげての歓迎セレモ
ニーも行われました。

全国の水産・海洋系高校実習船の中で最大規模（総
トン数 698 トン

全長 67.74 ｍ）です。主にマグ

ロ延縄漁業や近海イカ釣漁業などの実習に対応し

（２）博多港でのマグロの水揚げ
海友丸となり、博多では行われていなかったマ

た設備を有しています。船名、ファンネルマーク、

グロの水揚げも実現できました。初めての取り組

船体側面部にあるワンポイントデザインについて

みでしたが、魚市場関係者も万全の準備をして臨

は、３県の中学生および高校生から募集し決定し

んでいただきました。生産から流通まで一連の流

ました。

れとして、水産高校生徒が体験できるよう、今後
水産高校マグロブランド商品の開発についても取

運航について
平成 22 年度からの３年間については、基本的
に学期制で分けられ、１学期は長崎県、２学期は

り組んでいけたらと願っています。

実習船の必要性

福岡県、３学期は山口県が運航することとなって

海友丸に乗り組む生徒の中で 20 名は、水産高

います。３県の取り組みの教育効果を検討し、３

校を卒業し、船舶の上級海技士免許を取得するた

県の実習船教育をお互いに高めあうため、運航形

め専攻科に進学した生徒です。彼らは、本科・専

態の改善等にむけて、検討会を持続的に開いてい

攻科をあわせ、1 年 6 ヶ月海友丸に乗船し、逞し

ます。

い水産人となっていくのです。

実習船教育は、水産教育の柱の１つであり、主
に次の５つの教育効果が期待されています。

日本の船乗りが危機的に減少している中、船舶
免許を持った若く有能な人材を多くの企業が求め

①

慣海性の涵養

ています。また、日本漁業の技術の伝承や、資源

②

生産の喜びの体得

管理型漁業に関する開かれた目を養う上でも実習

③

人格の陶冶

船教育は必要不可欠です。

④

海洋技術の習得

日本の産業を支え、日本人の暮らしを維持する

⑤

職業資格の取得

上で、実習船の果たす役割は非常に大きく重たい
ものであると思っています。

本校の特色ある取り組み
（１）国際交流
平成 22 年、マグロ延縄操業終了後、ハワイに
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平成23年度 第 3 回豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告

イセエビ類の生態と資源管理について
鹿児島県大島支庁農林水産部
技術専門員

猪狩忠光

開 催 日 時：平成 23 年 11 月 15 日（火） 13:00 ～ 18:00
開 催 場 所：奄美市名瀬永田町

大島支庁大会議室

研修対象者：奄美地区漁業関係者及び行政関係者
出 席 者 数：55 名（講師 1 名、漁業者 21 名、漁協職員 11 名、市町村職員 13 名、県職員 9 名）

１

はじめに

業者、漁業職員、市町村職員等 54 名の参加があっ

奄美地区は、鹿児島県の南の離島：奄美大島～

た。講師に西海区水産研究所の吉村氏を招き、
「イ

与論島であり、海岸線はサンゴ礁に囲まれたとこ

セエビ類の生態と資源管理について」と題しご講

ろが多い。群島の西方 100 マイル付近には黒潮

演いただいた。講演内容は、イセエビ類の種類か

主軸があり、海水温は 20℃を下回ることはほと

ら始まり、吉村氏が長年にわたって研究されてき

んどない。近海では、カツオ・マグロ・ソデイカ

たふ化後 1 年の大回遊や着底の条件をはじめ、全

等を対象にした一本釣・旗流し・曳縄漁業、マチ

国で行われている資源管理、最近の海外における

類等を対象にした瀬物一本釣漁業が営まれ、沿岸

養殖事情、奄美での資源管理手法の提案等参加者

ではイセエビ類・ブダイ類・ヤコウガイ等を対象

を飽きさせない構成で、皆熱心に聴講していた。

にした潜水漁業等が営まれている。イセエビ類は
ほとんどが素潜り漁業で漁獲され、年間 20 トン
弱の水揚げがあり、地元ではカノコイセエビ等赤

３

講演

（1）「イセエビ類の生態と資源管理について」

みがかった種をアカエビ、シマイセエビ等青みが

独立行政法人

水産総合研究センター

かった種をアオエビと呼んで区別している。以前

西海区水産研究所

主幹研究員

吉村

拓

に比べ単価が下がったとはいえ、依然として高級
種であり、乱獲による資源の減少が懸念されたう
えに、漁業者はイセエビ類の生態等についてほと
んど知見がなかった。そういったことから、生態
に併せ資源管理手法もこの研修会で学び、今後も
イセエビ類資源を持続的に活用することができる
よう開催した。
２

現地研修会の概要
本研修会は、11 月 15 日（火）に奄美市の大島

支庁内の会議室で開催した。水産庁の交付金事業
の意見交換会と併せて開催したため、各島から漁

吉村氏の講演
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〈概要〉

ていることが考えられ、かつては 1 年中あった（四

①

水産総合研究センターの概要説明

季藻場）が現在は春のみ（春藻場）が多くなって

②

イセエビ類について

きた。プエルルスの出現は，四季藻場では 5 月～

・イセエビは亜熱帯・熱帯付近には 21 種類生息。

11 月（ 8 月がピーク）に現れるが、春藻場では

・漁獲は、世界的には篭、日本では刺し網が主、

海藻がなくなる 8 月以降は見られない。

奄美・沖縄では潜水による漁獲が多い。
・英語では、形状からスリッパロブスターと呼
ばれる。

アイゴによる食害が原因であり、篭で防除すると
春藻場でも夏以降も海藻は残る。60 年代は異常

・日本に分布するイセエビの仲間のカノコイセ

低温によりアイゴやアオブダイのへい死が見られ

エビには、奄美の名ととってアマミイセエビ

たが、現在は見られない。北部東シナ海では水温

を命名された種がある。

がここ 100 年で 1℃異常上昇しており、温暖化の

・奄美で漁獲されるイセエビ種は分布域が広い。

影響懸念される。

・シーボルトがイセエビ学名の命名者。

④

イセエビ類の資源管理

・脱皮の利点は、切れた足などの再生、体表の

ある県では稚エビの漁獲から次年の漁獲予測が

汚れ落としだが、体が柔らかくなり敵に襲わ

なされるほどで、漁協が稚エビを買い上げて再放

れやすい。

流を行っているところもある。休漁による漁獲増

・雄と雌の見分け方は、雌は①一番後ろの足の先

加の事例もある。

端が二股に分かれている、② 3 番目の足のつ

全国的な取組は漁業調整規則による禁漁期間と

け根に排卵口がある、③腹肢が 2 枚構造になっ

体長制限があげられるが、近年の環境変動で産卵

ている、が特徴。

期間がずれている可能性もあり、再調査が必要と

・イセエビの一生は、卵から孵化してフィロソー

考えられる。

マとなり約 300 日間海を漂い、その後プエル

フィロソーマ幼生期でいえば、分布域は広大で

ルス（ガラスエビ）となり着底し、稚エビは 1

人の管理は困難であり、人工種苗の放流は技術的

年以上海藻群落で暮らす。

問題があり無理な状況にある。稚エビの生態から

・幼生調査から黒潮などの流れによって太平洋

いえることは、プエルルスとして加入（着底）し

を大回遊（沿岸～沖合～沿岸）していること

た後は地先ごとの管理が可能となることである。

が判明。
・安いちりめんじゃこにはフィロソーマが混じっ
ていることがある。
③

稚エビと藻場との関係

資源を維持するためには、これまでの資源管理
（漁期、漁具、サイズ制限など）はより徹底し、
産卵量の確保、抱卵メスの保護、産卵期の再評価
や再生産の仕組みを解明し、必要があれば見直す

フィロソーマからプエルルスの変態は黒潮中で

必要がある。さらに、小型エビの再放流（藻場の

行われ、プエルルスは海藻のにおいに引かれ沿岸

保護・回復も含め）、漁獲尾数の記録の徹底、藻

に近づき、藻場に着底する個体数が多い。藻場が

場の維持・回復（大型海藻にこだわる必要はない）
、

なくなると住んでいたエビも減少することが実験

親エビの管理ももちろん重要となる。禁漁期・区、

結果から示された。昼間は藻場の中や近くの穴に

休漁期・区、漁具制限など各地先ごとで対応でき

潜み、夜に藻場中で餌を探している。ホンダワラ

ることにも取り組む必要がある。

藻場が少ない奄美地域では、リーフエッジに多い
小型紅藻類の群落がその代わりをしている。
九州の藻場とイセエビが危ない。九州のイセエ
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本土域では、藻場の形態変化はノトイスズミや

また、東南アジアではイセエビ類養殖のための
プエルルスの採捕が盛んに行われており国際的管
理も必要である。

ビ漁獲が減少し続けており、他地域は漸増か横ば

結局、イセエビ漁業を守るためには、人工種苗は

い状況である。原因として、藻場の形態が変化し

当面期待薄なので、天然資源を大事に利用するこ

とが重要である。
⑤

今後の課題

・温暖化と諦めるのはまだ早く、知恵を集めて
試行錯誤を続ける必要がある。
・亜熱帯では小型海藻の機能を明らかにして利
活用を目指す必要がある。
・同種が分布する外国との連携によって再生産
の仕組みを解明する必要がある。
地域によって考え方が異なっている。温帯域で
は海藻が大事でサンゴは邪魔者であり、熱帯域で
はサンゴが大事で海藻は邪魔者である。しかし、

研修会の様子

熱帯域でも稚エビが小型の紅藻類周辺に生息して
いるなど海藻は重要であり、サンゴは穴をつくる

４

おわりに

など基盤の形成上やはり重要である。結局、サン

今回、講師をお願いした西海区水産研究所の吉

ゴ・海藻がバランス良く存在することが重要であ

村主幹研究員には、業務多忙の中 2 泊 3 日の行程

ると考えられる。

で奄美大島までご足労いただきありがとうござい
ました。ご希望の一つの市場調査は行えましたが、

（2）質疑応答・意見交換
Ｑ：奄美でもプエルルスは簡単にとれる？イセエ
ビ養殖は可能か？

現地の潜水調査がかなえられませんでしたので、
再度の来島をお待ちする次第です。奄美海域のイ
セエビ類については資源量調査もまだ行われてい

Ａ：プエルルスはコレクターを漬ければ比較的簡

ないということで、コレクター設置による手法を

単に採捕できるが、漁業調整規則で採捕が禁

提案されました。よい研究テーマにもなり得るの

止されている。養殖は可能だが、種苗の採捕

で、今後、試験場に再提案してみようと考えてい

が養殖用としては不可能ではないか。

ます。1 ヶ月後、漁業者たちは、子どもたちへの

Ａ：水槽からイセエビが飛び出すことがあるが原
因は？
Ｑ：環境が急に変化したことが考えられる。

ボランティア活動の中で雌の見分け方を早速披露
して人気を博していました。
最後に、本研修を開催していただいた、社団法
人全国豊かな海づくり推進協会にお礼を申し上げ
ます。
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【海づくり協会活動報告】

平成２３年度栽培漁業技術研修会
テーマ「省力化・省エネ化・低コスト化に役立つ増養殖技術」
栽培漁業は、種苗の生産、放流、育成管理等により積極的に資源を増大させるとともに、漁獲の増加に直接
つながる手段であり、沿岸資源の回復と沿岸漁業の経営の安定の双方に直接的に寄与することができるため、
その振興はこれまで以上に重要な政策の一つとなっています（第 6 次栽培基本方針）。しかし、近年は、都道
府県等の財政状況の悪化、魚価の低迷、種苗生産施設の老朽化による種苗生産能力の低下、技術職員の高齢
化と職員数の減少等のため、栽培漁業対象種の資源の回復・維持に必要な種苗放流尾数の確保・維持が満足
にできない状況にあり、これまで以上に低コストで健全な種苗を安定して確保するための技術の開発が求め
られています。
そこで、「省力化・省エネ化・低コスト化に役立つ増養殖技術」をテーマとして取り上げ（独）水産総合研
究センターがこれまで蓄積してきた省力化・省エネ化・低コスト化に関する研究開発成果である、『効率的な
ワムシ培養手法』『省力型種苗生産手法（ほっとけ飼育）』『閉鎖循環飼育システム』の現場への定着を図るこ
とを目的に研修会を開催しました。

・開催月日：平成 24 年１月 30 日（月）13:00 ～ 17:00
・開催月日：平成 20 年１月 31 日（火） 9:00 ～ 12:00
・開催場所：東京都千代田区大手町「大手町サンケイプラザ」
・研修対象者：都道府県行政、水産試験場、栽培漁業センターや市町村、その他栽培関係法人、
並びに漁連、漁協等を含む栽培漁業関係者
・出席者数：93 名

会場の様子
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Ⅰ．開会挨拶
（独）水産総合研究センター

政状況の悪化、金利低下による栽培関係法人の
基金運用益の低下、魚価安のための漁業経営の悪

井上潔理事
20 年ほど継続されてきたこの研修会だが、基
本方針や我々の取り組みの変遷を受け「栽培漁業
技術研修会」という形で開催することとしました。
近年の栽培漁業をめぐる情勢は、都道府県の財

化による栽培漁業経費負担の減少などにより、栽
培漁業に必要な経費の確保が非常に困難な状況に
あります。より効率的かつ効果的な栽培漁業の手
法が求められている状況であり、そこで水研セン
ターで蓄積してきた省力化・省エネ化・低コスト

化に関する研究成果をご紹介し、今後の栽培漁業

センターが運営するジーンバンク事業の有用ワム

振興に少しでも役に立てばと考えています。

シの利用により、種苗生産機関におけるワムシ培

新たな動きとして、全国豊かな海づくり推進協
会の努力により、瀬戸内海のサワラについて、海

養に係わる労力や経費が軽減できる可能性があ
る。

域協議会と協定を結び共同種苗生産を実施するこ
２）ワムシの粗放連続培養の活用事例

とになりました。
こうした成果のもと、水研センターとしては栽
培漁業についてさらに進化した取り組みを実施し

講師：斎藤

和敬（秋田県農林水産技術センター

水産振興センター

主任研究員）

要旨：秋田県では 2003 年からワムシの大量培養
法として粗放連続培養法を導入し、従来からの植

てまいりたい。

え継ぎ式培養法と併用していたが、2008 年から

井上理事

Ⅱ．講演
第１日
１．効率的なワムシ培養手法
１）安定的かつ効率的なワムシ大量培養のための
培養管理技術
講師：小磯 雅彦（（独）水産総合研究センター
日本海区水産研究所 資源生産部 初期餌
料グループ 主任研究員）
要旨：シオミズツボワムシ（以下ワムシ）は、海
産魚の種苗生産の初期餌料として不可欠な存在で
ある。ワムシの大量培養技術は、1990 年代に入

は粗放連続培養法に完全移行し、現在、最大 5 面
の 20kL 角型水槽を用い、Ｌ型ワムシ奄美株を 1
日当たり最大約 50 億個を生産して、ヒラメ、ク
ロソイ、トラフグ、マダイ、ガザミ、アユの種苗
生産に供している。
これらの手法の導入に関し、本県では培養方法
別の生産経費を試算し、また、培養株、培養水温、
冷凍ワムシの利用等について検討し、ワムシ培養
にかかる省力化・省エネ化・省コスト化に努めた。

斎藤主任研究員

２． 省力型種苗生産手法（ほっとけ飼育）

手が容易で品質の安定した市販の濃縮淡水クロレ
ラが培養用餌料として導入され、それを利用した
連続培養法が開発されたことで、従来に比べて培
養の安定性や効率性等が飛躍的に進歩した。しか
し、近年、新たな培養技術ならびに培養用餌料へ

１）省コスト・省力化・安定生産へのいざない
講師：榮 健次（（独）水産総合研究センター日
本海区水産研究所資源生産部 初期餌料グ
ループ長）
要旨：近年、種苗生産現場では全国的に省エネ・

の理解不足や勘違い等による不適切な培養管理が
原因で、培養不調に陥る事例もある。このため、
連続培養法の適切な培養管理技術を再確認すると
ともに、培養用餌料の品質やその取り扱いについ
ても再認識することを目的とした。さらに、水研

省コスト・省力化の風潮が高まりつつある。その
ような中で、ワムシ培養不調に伴う仔魚期の成長
不良、ワムシが感染源と考えられるウイルス性・
細菌性疾病の発生、ワムシ栄養価の不備による形
態異常の発現等の種苗生産成績低下への対策が強
く求められている。さらに、ワムシ培養・種苗生
産工程における環境保全への対策も将来的に検討
すべき課題である。
日本栽培漁業協会小浜事業場（現、水産総合研
究センター日本海区水産研究所小浜庁舎）が開発
した「ほっとけ飼育」は、飼育水槽の中でワムシ
培養・栄養強化と仔魚飼育を同時並行で行う止水
式の種苗生産手法であり、生物餌料の使用量軽減

小磯主任研究員
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とワムシ培養・仔魚飼育作業の簡素化のみならず、

要旨：当センタ－のマダイ種苗生産尾数は、昭和

健苗生産と防疫面での付加価値的な効果が近年改

51 年のセンタ－開設当初は全長 3㎝、100 万尾の

めて評価されつつある。
ここでは、ワムシ培養工程を含めたマダイ・ヒ

計画で生産が開始され、その後、需要増大に伴い、
平成 19 年からは 141 万尾の生産尾数となっている。

ラメの「ほっとけ飼育」モデルを実践的な量産事

マダイ種苗の生産手法としては、餌料培養では

例を交えて紹介し、ワムシ培養と種苗生産におけ

ナンノクロロプシス、ワムシの培養、飼育作業で

る省コスト・省力化の端緒として提案する。さら

は給餌作業、底掃除の実施、海上小割飼育といっ

に、ヒラメ・マダラの「ほっとけ飼育」において、

た従来型飼育で行われてきた。

栄養学・細菌学的側面から成立メカニズムの解明
を試み、安定生産の一助となる新たな知見が得ら

近年景気の悪化や、漁業者の高齢化等社会情勢
も厳しくなる中で、種苗生産現場でも経費削減、

れた。

効率化した種苗生産が求められている。

榮初期餌料グループ長

２）
「ほっとけ飼育」によるマダイ種苗生産技術
導入の有効性の検討
講師：栗田 守人（島根県松江水産事務所水産グ
ループ 主任水産業普及員）
要旨：マダイ種苗生産に関して、筆者らは従来行っ
てきた生産方式と併用して「ほっとけ飼育」に準
じた生産方式の両方で種苗生産を行い、
「ほっと
け飼育」によるマダイ種苗生産技術導入の有効性
を検討した。
その結果、いずれの生産方式とも生残率や成
長には遜色ない結果を得られたこと、
「ほっとけ
飼育」では従来式飼育に比べて健苗性のより優れ
たマダイ種苗を生産できる可能性があること、お
よび飼育作業の軽減化が見込まれること等が示さ
れ、本技術の量産種苗生産現場への積極的な導入
は有益であると考えられた。

栗田主任水産業普及員

３）高密度輸送ワムシを用いたマダイの「ほっと
け飼育」
講師：片山 啓一（（社）山口県栽培漁業公社
外海生産部魚貝類第一班 研究員）
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当センタ－でも、人員、予算の削減に対応する
ため、平成 14 年から種苗生産の省力化、コスト
削減に取り組み、平成 19 年から、能登島栽培漁
業センタ－が実施していたヒラメの「ほっとけ飼
育」を応用したマダイの「ほっとけ飼育」の手法
を導入した。 その結果、従来型飼育と同等の生
残率を得ることができた。また、高密度輸送ワム
シを使用することで給餌用ワムシの事前準備をす
る必要がなかったことから、作業時間の短縮と省
力化、ワムシ培養経費の削減に繋がった。このほっ
とけ飼育の事例を従来型飼育と比較をしながら、
今後の課題等について紹介する。

片山研究員

４）ワムシ粗放連続培養と連結した冷水性魚類の
種苗生産手法
講師：野田 勉（（独）水産総合研究センター東
北区水産研究所資源生産部 資源増殖グ
ループ 研究員）
要旨：ワムシ収穫槽利用飼育（収穫槽飼育）は、
ワムシの粗放連続培養の収穫槽で仔魚を飼育する
方法であり、種苗生産におけるワムシの培養、栄
養強化、給餌の作業を同時に行うことができる。
本飼育方法をクロソイの種苗生産に取り入れた結
果、底掃除など飼育に関係する総作業時間は、毎
日給餌や底掃除を行う飼育（通常飼育）と比較し
て約 40% 短縮できた。また、取り上げまでの生
残 率 は 平 均 71.3%（2008 ～ 2010 年 ） と、2005
～ 2008 年の通常飼育の種苗生産の生残率（38.0%）
よりも高い値であった。

さらに、仔稚魚の成長は通常飼育と同様であっ

閉鎖循環式養殖が進められている欧州（オランダ、

たことに加え、成長差が少なく、クロソイの種

デンマーク、ノルウェー、フランス）の各研究機

苗生産後期で起こる共食いの防止に効果的と考え
られた。加えて、同様の方法でキツネメバルの種

関の最新研究成果や産業規模で展開されている閉
鎖循環システムの事例情報についても併せて紹介

苗生産を 2 回次行った結果、生残率は 22.9％と

する。

60.9% で差が生じたものの、取り上げまでの飼育
２）「閉鎖循環飼育システム」を用いた海産魚類

が可能であった。
以上のことから、クロソイやキツネメバルの種
苗生産に収穫槽飼育を取り入れることで、作業の
効率化や生残率の向上を図ることができると考え
られた。

の種苗生産への適用
講師：森田 哲男（（独）水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所増養殖部 養殖グ
ループ

野田研究員

第２日
３．閉鎖循環飼育システム
１）閉鎖循環飼育システム開発と欧州の閉鎖循環
養殖研究の現状
講師：山本 義久（（独）水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所増養殖部 養殖グ
ループ長）
要旨：近年、環境保全・疾病防除・高生産性など
の長所がある閉鎖循環飼育が注目されているが、
産業規模での普及には至っていないのが現状であ
る。独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海
区水産研究所屋島庁舎（旧：屋島栽培漁業セン
ター）では、2000 年より種苗生産に特化した閉
鎖循環飼育システムの研究に取り組み、これまで
に高性能且つメンテナンスが軽減できる泡沫分離

研究員）

要旨：（独）水研センター瀬戸水研屋島庁舎では
閉鎖循環式種苗生産の産業普及を目指し、本飼育
の特徴である「環境負荷軽減・省エネルギー・外
部リスク回避・高生産性」について様々な飼育実
験を実施して、それぞれ検証してきた。研修会で
はこれらの検証結果や環境制御が容易な閉鎖循環
式飼育の特徴を活用した低塩分を用いた飼育につ
いて、以下の事例を中心に紹介する。
①親魚養成：トラフグを対象として実験を行
い、閉鎖循環式飼育であっても流水飼育と同様に
成熟・産卵可能であり、加温コストは 88％削減
できた。②種苗生産、稚魚飼育：マダイ、トラフ
グ、キジハタを対象として実験を行い、閉鎖循環
式飼育であっても水質は良好に維持され、高生残
率、高生産性が得られた。また、トラフグ、キジ
ハタでは低塩分で飼育することにより高成長が得
られた。③餌料の培養：仔魚の初期餌料として不
可欠なシオミズツボワムシの閉鎖循環式培養を試
み、1KL 水槽を用いた培養により陸上で約 4 週
間にわたって 1 日あたり平均 16 ～ 17 億個体供
給できるシステムを開発した。

装置や間歇ろ過装置などの水浄化システム開発を
実施し、上記の閉鎖循環飼育の長所を活用した実
証的研究や都道府県への技術普及を行っている。
今回、種苗生産に特化した普及型の閉鎖循環飼育
システムの構成およびその詳細について紹介し、
森田研究員

山本養殖グループ長

３）「閉鎖循環飼育システム」を活用した低塩分
海水によるカサゴ種苗生産
講師：御堂岡 あにせ（広島県総合技術研究所
水産海洋技術センター水産研究部 研究員）
要旨：水産海洋技術センターでは、低塩分海水飼
育法が種苗生産に有効なことを、カサゴ種苗生産
試験を通して明らかにしてきたが、同飼育法を普
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及するにあたって安定した高生産性を維持しなが

ら、キジハタの閉鎖循環式種苗生産は VNN 発生

ら生産コストを下げることが課題であった。そこ

防除に有効であることが実証された。

で、
（独）水産総合研究センター瀬戸内海区水産
研究所が開発した閉鎖循環式飼育システムを同飼

４．総合討論

育法に導入した種苗生産技術について検討し、実
証試験を試みたので紹介する。
試験区は 5kL 円形水槽に閉鎖循環式飼育シス

すべての講演終了後は（独）水産総合研究セン
ター瀬戸内海区水産研究所與世田増養殖部長が座
長となり総合討論が行われました。

テムを設置し（以下閉鎖循環区）
、対照区はかけ
流しで注水を行う飼育（以下かけ流し区）とした。
両区ともに日齢 0 日目から 10 日間かけて飼育水
の塩分濃度を下げた後、20‰を維持して 60 日間
飼育を行った。成長に関して、両区間に差は認め
られなかったが、生産性はかけ流し区より閉鎖循
環式飼育区が 1.6 倍高く、さらには直接生産費を
約 10％削減できたことから閉鎖循環式飼育システ
ムを用いた低塩分海水飼育の有効性が示された。

４)「閉鎖循環飼育システム」を活用したキジハ
タの VNN 疾病防除
講師：山田 達夫（香川県水産試験場 栽培漁業
センター 主席研究員）
要旨：香川県水産試験場栽培漁業センターが位置

参加者からは、ワムシジーンバンク事業の緊急
時の対応についての質問やワムシの細菌性疾病に
関する研究の要望等意見交換が行われました。
最後に今後の研究の方向性について講師から一
言ずついただきました。
（小磯主任研究員）基本的にはワムシを研究して
いきます。細菌の全容解明と制御が大きなテーマ
であり、現在進めているところです。従来ワムシ
のサイズは 10 ～ 300 ミクロンであり、より小型
大型のワムシの需要は昔からあるので、育種によ
り作出することを検討しています。作出できた際
にはジーンバンクに登録し関係の皆様に利用いた
だけるようにしたい。
（斎藤主任研究員）ワムシに限らず他の魚種でも

する屋島湾地先では、複数の生産機関がハタ類の
種苗生産を実施しているため、ウイルス性神経壊
死症（VNN）の発生しやすい海域になっている。
このように VNN が頻発している海域において、
VNN 防除を目的として（独）水産総合研究セン

低コスト化を進めていかなければならない。トラ
フグなどの種苗生産の方でも省力化を図っていき
たい。放流後の生き残りや費用対効果も含めて所
内で放流サイズや場所の見直しをかけているとこ
ろです。

ター瀬戸内海区水産研究所屋島庁舎が開発した閉
鎖循環システムを用いた量産化でのキジハタの種
苗生産を 3 年間行ったところ、平成 21 年は水平
感染を防止でき、平成 22、23 年には全ての飼育
事例で VNN は発生しなかった。これらのことか

（栄グループ長）ほっとけ飼育を実施してきたが、
事業課題ではなくなったので、今までの知見を有
効利用しながら、蓄積した知見を皆さまに提供し
ていきたい。ほっとけ飼育を実施されてない方々
にはやれるところからまず始めていただければと
考えています。
（栗田主任水産業普及員）当県では民間に種苗生
産の業務委託をしています。県の試験研究部門が
撤退し予算もつかない状況ですが、低コスト化は
重要なので通常業務を行いながら検討していきた
い。横のつながりは重要なのでこのような研修会
や連絡協議会などを開催いただきたいと思う。
（片山研究員）今後もほっとけ飼育を分かりやす

御堂岡研究員

山田主席研究員
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與世田増養殖部長

い技術として引き継いでいけたらと思う。ほっと

についてもう少し改良できるよう取り組んでいき

け飼育のみならず閉鎖循環等も検討しながら安定

たい。

生産に努めたい。
（野田研究員）施設がないので今は環境調査等を
実施しているが、種苗生産はコスト低減が重要だ
と思うので、効率を上げていくために収穫槽飼育

Ⅲ．閉会
（社）全国豊かな海づくり推進協会
専務

市村隆紀

やほっとけ飼育、閉鎖循環を組み合わせてくこと

この研修会で、水研センターの技術開発成果を

が大切である。また大型のワムシが開発されれば

現実にうかがうことができ、また、各県において

100％輸入に頼っているアルテミアが必要無くな
るかもしれません。

水研センターの技術の実証から実用化、現場への
普及・定着を図っておられることに対し敬意を表

（山本グループ長）閉鎖循環については装置開発

したい。それらの苦労は水研センターのさらなる

や実証試験等の事例が紹介されたが、種苗生産に
ついては良い成果があがっていると思う。現場に
おいても十分な知見が得られています。しかし養
殖については、バクテリア関係の基礎研究を続け
ていきながら、バクテリアの制御も含めた取り組
みをしていきたい。ヨーロッパで排水の事例を紹
介したが、これを 0 にする取り組みを進めている。
環境保全につながる研究を進め、次世代型新規養
殖システムを開発していきたい。皆さまのご協力
をお願いしたい。
（森田研究員）閉鎖循環は種苗生産においては成
果が上がっている。養殖の分野においては中間育
成に適した餌の開発が急務になってくると思われ
ます。低塩分についても要素解明を含めて力をい
れていきたい。閉鎖循環のワムシについても力を
入れていきたい。成果を実証していただいて使っ
ていただくことが我々の最終目標であるのでそれ
に向けて進めていきたい。ほっとけ飼育とのコラ

技術発展につながっており、今までにない程の質
問の数々は参加者の関心の高さを象徴している。
井上理事の挨拶にありましたように、現在の栽培
漁業は財源問題に直面しています。加えて、燃油
の高止まりやさらなる高騰への危機感を持ってい
る中で、今回のテーマである「低コスト化」は大
変重要な課題であると認識しているところです。
大震災により被災した栽培漁業の復旧に向け三
次補正の被災海域における種苗放流支援事業をす
すめているが、今回出席いただいた各県の皆さま
には種苗提供や技術者の受け入れ等様々な形でご
協力をいただいている。太平洋北海域栽培漁業推
進協議会が核となり、この輪をさらに広げて復旧
に取り組んでまいりたい。
海域栽培漁業推進協議会が６海域に立ち上がっ
て１年が経過しました。ここでは共同種苗生産・
放流体制の構築がテーマになっている。一朝一
夕にこのようなことができるわけではないが、瀬

ボを積極的に進めていきたい。
（御堂岡研究員）県の施策として広島では地先種
について放流を実施してきた。地域によっては漁
獲量が増加しているが、魚価が下がってしまって
おり漁業者の収益につながっていないのが現状で

戸内海でのサワラの共同種苗生産等、海域協議会
の力を合わせて「連携・共同」をテーマに一歩一
歩議論を進めているところであり、引き続き海域
協議会の取り組みへご理解とご協力をお願いした
い。

ある。平成 22 ～ 23 年で畜養に着目し、漁獲魚
を商品価値を落とさずに延命する技術として、そ
こに低塩分を導入しフィールドで実証していると
ころです。平成 24 年度はウマヅラハギを対象に
実施する。フグ目での技術の汎用性を広げるとい
う点で来年度取り組んでいきたい。
（山田主席研究員）香川県は 3 ヵ年取り組み、安
定した生産ができたので、24 年度からは自前の
システムで生産ができる体制となった。４基の閉
鎖循環でキジハタを生産したが、今までの飼育技
術よりも月 10 万円の電気代を要した。しかし燃
料費や水道代は安くなるのでトータルで経費削減
を図っていくことを考えていきたい。電気の利用

市村専務

※本研修会は、栽培漁業技術の一層の普及・定着
を図るため、独立行政法人水産総合研究セン
ターから委託を受けて開催したものです。
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訂正とお詫び




 前号（No.25）の 47 頁２段目（４）
（12 行目～ 17 行目）について、次のように訂正し、お詫び致します。




 （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）栽培漁業センターと各海区水研が一体となっ


 たが、この組織再編は第３期中期目標・中期計画を達成するためのものである。第６次栽培基 


 本方針に謳われているとおり、水研センターは栽培漁業に関する基礎的な技術の開発に取り組 
 むとともに、資源、漁場環境、養殖等の知見も交えた広範囲な視点から、栽培漁業を活用する 
 ために必要な研究開発を推進することとしており、県等からの相談には以前と同様に対応する。 
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