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沿岸漁業の再生と生態系サービス
京都大学フィールド科学教育研究センター
教授

“局所最適化”ではー
人類の歴史は自然環境の改変と開発の歴史で
す。最近まで、人々は自分の目の前にある問題を
解決すれば、それが人類の幸福につながると信じ
てきました。これは局所最適化と呼ばれます。局
所最適化では、最大利益のために自分の守備範囲
の問題だけを解決すればよく、そこで新たに生じ
る矛盾や問題は系の外に捨てておくことができま
した。例えば少々の廃棄物や生態系の破壊であれ
ば、自然浄化力や生態系再生機能が、それらを十
分に処理する能力を持っていたからです。しかし、
戦後の急速な経済発展と技術革新は、処理能力を
越えた負荷を自然環境にかけ、公害や地球環境問
題として人類の暮らしを脅かす驚異となりつつあ
ります。このような地球規模の深刻な問題に対処
するための哲学が、全体最適化です。局所的・短
期的な利益を犠牲にしても、長い目で地球や人類
全体の幸福をめざそうとするものであり、その評
価軸として「持続可能性」が注目を浴びています。
世界の水産物漁獲量は 21 世紀に入り漸減傾向
にあり、世界の漁業生産をこれ以上増やすこと
は困難との見方があります。我が国の沿岸漁業
をみますと、状況はさらに深刻であり、漁獲量
は 1985 年の 226.8 万トン以降現在まで減少し続
けており、ここ数年は 1985 年の 6 割を下回る状
態です。沿岸の浅海域、藻場、干潟は産卵場や幼
稚仔の成育場として、沿岸魚介類資源の生産にお
いて極めて重要な役割を果たしています。一方、
沿岸域は人間活動が最も活発な場所であり、世界
人口の半数以上が海岸線から 60km 以内で生活し
ているといわれています。我が国においても、多
くの浅海域が埋め立てられ、残された海域も水質
･ 底質の悪化、貧酸素化、藻場干潟の劣化などに
より生態系機能を喪失しつつあり、沿岸性魚介類
を生産する能力は、量的、質的に大きく低下しま
した。浅海域を積極的に埋め立てていた時代、行
政施策の基準はまさに局所最適化であり、埋め立
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てなどによって得られる利益は、海から得られる
自然の恵みよりもはるかに大きいという判断でし
た。

生態系サービスを数値化
近年、人類が自然から得られる恵み（生態系サー
ビス）を数値化して評価する試みが始まっていま
す。現状では自然の恵みを金銭評価しようとする
ものですが、持続可能性など新たな評価基準づく
りも進められています。生態系サービスは、基盤
サービス、供給サービス、調整サービス、文化的
サービスから構成されており、浅海域についてみ
ると、それぞれ、栄養塩の循環、食糧としての魚
介類生産、海水の浄化、リクレーションの場、な
どの多面的な機能が具体例としてあげられます。
評価方法には多くの課題が残されていますが、埋
め立てなどの開発に対抗して、漁業や景観を守る
ために自然を残すという選択肢に科学的根拠を与
える新しい観点として、行政施策にも反映され始
めています。世界人口は 2011 年に 70 億人を超え、
2050 年までに 90 億人を突破する勢いで増加して
います。世界の漁業生産量の低迷にみられるとお
り、食糧資源に対する世界的な競争は今後いっそ
う激しさを増すと考えられます。日本の沿岸域
は、日本の国民が安心して暮らすために利用され
るべきであり、そのために不可欠な持続可能な漁
業のための条件は、海洋環境の再生 ･ 保全と適正
な資源管理につきると思います。種苗放流は水産
資源の生産 ･ 管理方策の一つとして重要な技術で
すが、放流魚を生産できる環境がなければ成立す
るはずもありません。
我が国には、古くから里山という自然と共生す
る人の生活と文化があり、海においても里海づく
りが提唱されています。私たちが末永く魚介類を
享受するためには、生態系サービスを長期的な視
点で評価し、それに基づいて漁業も含めた沿岸域
の管理を総合的に実施することが求められていま
す。

カサゴ資源を増やせ！
－宮崎県におけるカサゴの栽培漁業と資源管理の取組
宮崎県農政水産部水産政策課漁業・資源管理室
資源管理担当
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はじめに

上林大介

可能で漁労に大きな体力を必要としないこと、一

カサゴ（Sebastes marmoratus）は、沿岸域の瀬

人でも操業できることなどから、年配の漁業者で

礁に広く生息し、定着性の強い魚であることが知

も安定して取り組めるので、高齢化が進む漁業界

られています。宮崎県海域では、20 年ほど前ま

においては期待の漁業でした。

では 1 年間に県全体で 30 ～ 40 トン程度が漁獲

ところが、本県のカサゴの漁獲量は、平成 2 年

され、単価も高いことから漁獲金額が 5 ～ 6 千万

の約 43 トンを近年のピークとした後、急激に減

円になる、本県の沿岸漁業における重要な魚種の

少し、平成 16 年には 11.3 トンにまで減少、これ

一つでした。本県沿岸で、本種を漁獲する代表的

に併せて漁獲金額もピークの約 6 千万円から 1.5

な漁法はかさご延縄漁業であり、カサゴ漁獲量全

千万円程度まで落ち込んでしまいました。この状

体の 50％以上を占めています。かさご延縄漁業

況から資源量を推定したところ、平成 7 年に約

は、漁場が近場であること、小型漁船での操業が

160 トンあったカサゴ資源は、その後全ての年齢
階級において減少し、増加に転じること無く平成
11 年には 100 トンを下回り、大変危険な状況と
なっていることが明らかとなりました。さらに、
このままの状況が続くと、平成 31 年には漁獲量
は 2 トンを切ると予想されたのです。
そこで、宮崎県では、放流用種苗生産の技術開
発に取り組み、種苗生産技術が実用化された平成
17 年からは、種苗放流と資源管理措置を両輪と
して資源回復を図る ｢宮崎海域カサゴ資源回復計
画｣ をスタートさせました。

写真１

図１

本県のかさご延縄漁業者

漁業種類別漁獲量構成比

図２

漁獲量と放流量の推移
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現在、計画はまだ途上ではありますが、関係す

年度までの 5 ヶ年間としています。本計画は種苗

る漁協・漁業者の協力もあり、カサゴ資源は順調

放流による資源添加と、操業規制による資源管理

に回復に向かっているようですので、今回、その

を主な内容としており（表 1）、中でも特徴的な

取組内容や成果、課題等を紹介します。

内容である以下 3 点を紹介します。
１）かさご延縄漁業の承認制導入
かさご延縄漁業はこれまで自由漁業として操業
されておりましたが、計画策定以降は承認制に移
行し、隻数を制限するとともに、承認の制限条件
として禁漁期を設定しました。これにより、基礎
的な漁獲規制が布かれるとともに、その他の対策
を行う上での対象が明確化され、取組を効果的に
推進することができるようになりました。

図３

漁獲金額と平均単価の推移

例えば、第２期計画からは、地区別 TAC によ
る採捕制限を導入しましたが、承認を受けるかさ

２

｢宮崎海域カサゴ資源回復計画｣ について

ご延縄漁業を行う漁業者には、毎月の漁獲実績の

現在取り組んでいる ｢宮崎海域カサゴ資源回復

報告が義務づけられており、これにより得られた

計画｣は、
平成 17 年度から平成 21 年度までの 5 ヶ

漁獲情報と、水産試験場が行う市場調査等の結果

年間実施した第 1 期計画を一部改正して引き継い

から、毎年、カサゴの資源量を推定し、地区ごと

だ、第 2 期目にあたり、平成 22 年度から平成 26

に漁獲可能数量を割り当てています。

表１
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宮崎海域カサゴ資源回復計画の種苗放流と資源管理措置の内容

２）計画の評価手法と目標設定
栽培事業の効果を評価する指標はしばしば混獲

源量は増加傾向に転じ、年々向上を続けていると
みられています。

率や回収率が用いられますが、今回の取組では資

また、本県では平成 23 年度に、宮崎県資源評

源管理措置も併せて実施していることもあり、資

価委員会を立ち上げ、本県沿岸の水産資源の状況

源量をその指標としました。また、回復目標も同

を評価することとしました。この評価結果は、宮

様に資源量で設定し、将来的には種苗放流をやめ

崎県資源管理指針に反映させるとともに、本指針

て、操業・漁獲規制のみを継続することで、かさ

に基づいて行われている各資源管理計画の効果の

ご延縄漁業が盛んであった平成 10 ～ 12 年頃の

検証と資源管理措置の見直しの材料として活用す

漁獲量 30 トンが持続できる資源量にまで回復す

る、いわば、PDCA サイクルによる資源管理体

ることとしています。

制の基礎と位置づけられています。本カサゴ回復

３）資源量の推定による計画の進捗管理

計画についてもこの体制に沿って、今後さらに順

回復目標を資源量で設定し、資源量の推定を毎

応的に取り組んでいきたいと考えています。

年行っていますので、カサゴの資源回復の程度を
随時把握することができます。このことは、目標

３

計画推進にあたっての工夫

達成に向けた計画の進捗管理のみならず、計画内

１）放流稚魚の食害対策

容の効果判定や、種苗放流や資源管理措置の見直

本県水産試験場の調査等において、カサゴ種苗

しに関しても、重要な情報となります。特に、と

を放流した後、そこに生息する天然魚に食害を受

もすれば悩ましい放流事業の終期についても、目

けていることがわかりました。とりわけ問題と考

標の達成如何で明確に判断することが可能となり

えられるのが、大型の天然カサゴによる食害です。

ます。

カサゴ種苗の放流適地が、天然カサゴの生息適地

これらの取組を継続している現在、カサゴの資

でもあるというジレンマを抱えていたのです。放
流効果が最大限発揮できるよう、いかにして放流
種苗が食害に遇わずに済むかを検討する必要があ
りました。
これについては、２つ、有効な対策を実践して
います。
１つ目は、放流時に、放流種苗を無防備な状況
に置かない取組です。種苗放流の際に、まま行わ
れがちなのが、船上から直接水面に種苗を放ち、
後は自力で海底まで到達し、適当な場所に分散、
隠れるのに任せるという手法ですが、これだと、

図４

年齢別推定資源尾数と推定資源量の推移

図５

管理効果予測結果

水面から海底までの間が極めて無防備な状態にな

写真２

ホースを用いた種苗放流の様子
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り、この間に捕食されるケースが観察されていま
した。そこで、船上から海底まで伸ばしたホース
を用いて、直接海底まで稚魚を流し込む方法を採
用しました。これにより、放流直後の食害による
減耗をかなり押さえる事ができたと考えていま
す。
もう一つは、捕食者を減らす取組です。第 1 期
計画では放流直後からを禁漁としていたものを、
第 2 期計画からは放流翌年の 1 月からに変更しま
した。通常、カサゴの放流は５～６月頃に行われ

図７

カサゴの季節毎タウリン含有量

ますので、放流してからも半年程度は、放流場所

※宮崎県水産試験場事業報告書より

においてかさご延縄の操業を可能としたのです。
この変更の意図は、かさご延縄漁業によって、放

ことが解りました。さらに一般的には冬が旬とさ

流種苗の捕食者となる大型のカサゴやウツボなど

れる魚ですが、タウリンの含有量においては夏が

の魚食性魚類を漁獲し、捕食圧を下げることにあ

最も高く、また、脂も乗ってくるこの時期が本県

ります。ちなみに、放流直後の種苗は全長 18cm

のカサゴ盛漁期とも重なる事から、本県のカサゴ

未満のサイズ規制もあり、延縄で漁獲されるほど

の旬は夏として、カサゴフェアの企画等により販

大きくありませんので、放流魚の保護への支障は

売促進を実施しました。

無いと考えています。
２）販売の促進

その一方で、本県では、カサゴの活魚と鮮魚の
単価にそれほど違いが無く、まだまだ付加価値向

資源の回復が進む一方で、販売単価は平成 19

上の取組の余地が残されています。今後も販売促

年の約 1,600 円 /kg をピークに減少が続いており、

進を図り、単価向上への努力を進めていきたいと

近年では 1,100 円 /kg 前後で推移しています。資

考えています。

源回復のために努力しているカサゴ漁業が、より
魅力的なものとなるよう、単価の向上の取組も喫
緊の課題でした。

４

カサゴ資源回復計画が順調に進んでいる理由
第１期計画が開始されてから 8 年目を数えます

そこで目を付けたのが、機能性成分であるタウ

が、幸い本計画は目標に向かって順調に進んでい

リンです。本県試験場の研究により、カサゴは他

るところです。その理由の一端について、以下の

魚種と比較して、タウリンの含有量が非常に高い

とおり考察してみました。
１）魚種特性
栽培漁業の難しさの一つに、放流にかかるコス
トを負う者と放流の恩恵を受ける者が必ずしも一
致しないことが挙げられます。また、放流の効果
を明確にすることが難しいため、本当は恩恵を受
けているにも関わらずそれを認識してもらえず、
放流に係るコストについての理解を得にくいとい
うこともあるでしょう。この様な点について、カ
サゴは有利でした。カサゴは定着性が強く、放流
した場所に多くが留まるため、放流した魚を漁獲
していることを実感してもらいやすかったので
す。これにより、種苗放流も資源管理も、関係者
の協力を得やすく、事業をスムーズに推進するこ

図６
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各種食材におけるタウリン含有量

とができたのでした。

２）栽培事業と資源管理の相乗効果
本計画によるカサゴ資源の回復が順調に進んで
いるのには、栽培事業と資源管理の取組の相乗効

の連携の必要性といった、大変重要な実証結果を
得る事ができ、資源回復計画と相乗し、カサゴ栽
培事業を推進する大きな力添えとなりました。

果も関係していると考えています。通常の栽培事
業においても放流した種苗が成長するまでの間を

５

保護するための管理措置がとられていますが、例

課題
前項では、本計画の良い所を紹介しましたが、

えば、本計画において行っている、放流後 2 年間

もちろん課題も見えてきました。その一つとして

の禁漁区設定は、放流種苗のみならず、その海域

ここ数年顕在化しているのが、漁獲量の伸び悩み

に生息する天然カサゴ資源を保護する役割も果た

です。資源量は順調に回復してきているにもかか

しています。現行の ｢水産動物の種苗の生産及び

わらず、漁獲量は頭打ちとなってきているのです。

放流並びに水産動物の育成に関する基本方針｣ に

毎年の推定資源状況に応じて、地区別に漁獲可能

おいて、一代回収型と資源造成型の栽培漁業が明

数量を設定していますが、その枠を消化できない

文化されましたが、今回の取組はまさに資源造成

地区も出てきました。

型栽培漁業にあたるものであったと考えていま

この原因の一つとして、予想を超えた漁場の制

す。

約の発生が挙げられます。カサゴは定着性が強い

３）漁協・漁業者及び関係機関の協力

ため、種苗放流が漁場に行われることがしばしば

本計画の順調な進行に最も大きく寄与している

あります。前述のように、本計画では、放流稚魚

のは、直接的な実施者である漁業者はもとより、

の保護のため、放流地点を禁漁区に指定します。

漁協及び関係機関の十分な理解と協力が得られた

従って、放流と禁漁区設定を繰り返すことにより、

ことにあると言っても過言ではありません。

利用可能な漁場がどんどん減少してきてしまって

回復計画には様々な資源管理措置が導入されて

いたのです。管理により漁獲圧を減少させる事は

います。かさご延縄漁業禁漁期の設定は、これま

時として必要ですが、適正な漁獲まで制限しては

で自由漁業として周年行われていたものを、年間

本末転倒ですので、現在、禁漁区の設定によらな

でたった 5 ヶ月程度の操業期間に圧縮する大変厳

い放流種苗の保護方法の検討を含め、見直しを

しい管理措置です。さらには、第 2 期計画から導

行っているところです。

入した地区別 TAC の設定により、漁獲量までも
制限されています。このような厳しい管理措置を、
漁業者が厳格に快く受け入れ、実践したからこそ、

６

最後に
資源回復計画も 2 期目の中盤に差し掛かり計画

その実施に際しては漁協が指導、監督にあたりつ

の終了が近づいてきました。本計画における種苗

つ、漁獲状況を正確に把握、県へ報告しているか

放流は、資源を回復軌道に乗せるための推進力と

らこそ、本計画が机上の空論とならず、実効的な

して、期限を切っての実施と位置づけられており、

現場の取組になり得たのだと考えます。

言わば枯れかけてしまったカサゴ資源という木を

また、漁協が費用の一部を負担して行う自主的

大きな樹木に育てるための取組です。計画終了後

な種苗放流においては、昨今の厳しい経済状況に

は資源管理を漁業者の自主的取組として継続する

ありながらも、毎年十分な数量が確保されており、

ことで、育てた樹木を維持管理しながら、漁獲と

さらには、関係市町からの助成も適宜実施されて

いう果実を将来永続的に享受してもらいたいと考

おり、財政的な支援も本計画の推進の大きな助け

えています。このために、今後必要となるのは、

となっています。

計画終了を睨んだ資源管理の自律化であり、その

さらには、平成 18 年度から平成 22 年度まで、
栽培漁業資源回復等対策事業として ｢豊後水道西

ための支援、協力も県としても打ち出し、取組を
大成功させたいと考えています。

部海域カサゴ｣ にも隣県とともに取り組ませてい

そして、カサゴ資源回復の取組を貴重な成功事

ただき、側面的支援をいただきました。この事業

例とし、広く波及させていきたいと考えています。

では、標識の有効性や放流魚の移動状況、隣県と
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特集Ⅰ

クルマエビ栽培漁業の推進力
―東西の技術者・研究者が連携！

chapter

1

東日本クルマエビ類種苗生産担当者会議について
（公社）富山県農林水産公社

氷見栽培漁業センター
係長

尾 山 裕 幸

事務手続きが難しい面があるので、名称を「東日

１．東日本クルマエビ類種苗生産担当者
会議設立までの経緯
〈太平洋中区クルマエビ種苗生産担当者会議〉
かつては、愛知県西尾市一色漁協に親エビの買
い付けに訪れる種苗生産機関が集中し親エビが入
手難となっていました。このため、平成元年に静
岡県温水利用研究センターの呼びかけにより、全

本クルマエビ種苗生産担当者会議」に改称し、会
議の規約を設ける主旨の提案がありました。これ
を受け、平成 15 年に現在の「東日本クルマエビ
4

類種苗生産担当者会議」（ヨシエビの情報交換等
も含めることから「クルマエビ類」となった）が
設立され、また、平成 16 年には規約が施行され、
（社）全国豊かな海づくり推進協会が本会議の運
営を担うこととなり、現在に至っています。

ての機関が効率良く親エビを購入することができ
るよう、親エビの配分調整を目的に本会議の前身
である「太平洋中区クルマエビ種苗生産担当者会
議」が設立されました。以降、会議の場では、当
初の目的であった一色漁協に水揚げされる親エビ

本会議は、通常年 1 回（12 月か 2 月）開催さ

の配分調整の他、飼育技術、疾病発生の予防・防

れます。平成 16 年当初の出席者は、東日本種苗

疫対策、資源動向などの内容が議論され、情報交

生産関係機関、
（独）水産総合研究センター、
（社）

換の場としての機能も果たしていました。

全国豊かな海づくり推進協会の約 13 名でしたが、

〈東日本クルマエビ類種苗生産担当者会議の設立〉
平成 14 年度の「太平洋中区クルマエビ種苗生
産担当者会議」において、
（財）愛知県水産業振

8

２．東日本クルマエビ類種苗生産担当者
会議の内容

近年は話題提供等の内容が増加したことにより、
大学をはじめ東日本以外の種苗生産機関からの参
加が増え、出席者の数は 30 名前後です。

興基金から、この会議は東日本で唯一クルマエビ

近年の議題構成は、種苗生産結果報告、情報提

種苗生産担当者が参集し、幅広くクルマエビ種苗

供、希望検討課題、話題提供、講演などとなって

生産に係わる情報交換および課題討議をする場と

いますが、この会議の特徴は、クルマエビ種苗生

して機能しているが、規約等がなく、参加する公

産において近年問題となっている事項について、

的職員の出席や予算措置、助言者の招聘に係わる

専門家等による指導・助言等が受けられ、幅広い

さらに、平成 22 年度からは、東西の交流を図

内容の討論が行われていることです。
クルマエビ種苗生産で生じる問題は、親の確保、

るため西日本種苗生産機関連絡協議会甲殻類分科

採卵、種苗生産および疾病防除に大別され、採卵

会幹事機関の主担当者に出席を願い、西日本関係

では、基礎的な研究を行う増養殖研究所の養殖技

種苗生産機関の親エビの確保、種苗生産、疾病等

術部繁殖グループや日本大学生物資源学部、神奈

の情報を提供いただき、東西地区の交流が始まる

川大学理学部生物学科、東京大学大学院農学生命

など、内容がさらに充実しています。

科学研究科のほか、瀬戸内海区水産研究所の海産
無脊椎動物センターなどから多数の研究者が出席
しています。また、依然として脅威となっている
PAV（クルマエビ急性ウィルス血症）の防除に
関しては、（社）全国豊かな海づくり推進協会か

３．平成 23 年度東日本クルマエビ類
種苗生産担当者会議の開催概要
平成 23 年度の会議次第を図 1 に示しました。

ら全国親エビ情報と PRDV 検出状況の報告、増

特に以下の点で積極的な意見交換がなされまし

養殖研究所の病害防除部種苗期疾病グループから

た。

疾病発生状況等有益な話題提供やご指導、助言を

１）親エビの入手難と採卵不調
・（社）全国豊かな海づくり推進協会の藤田調査

いただいております。
この会議のもう一つの特徴は、栽培漁業の出口

役が、本年度の親エビ情報の概要を報告しました。

である放流効果についても話題提供や講演により

本年度の全国の親エビ購入期間は 4 月 14 日から

意見交換が行われていることです。放流効果調査

9 月 7 日までで、総計 5,560 尾が購入され、平均

を担う愛知県水産試験場の原田主任研究員から、

産卵率は 47％、平均ふ化率は 69％、親 1 尾当た

クルマエビ種苗の直接放流試験の概要・クルマエ

りのふ化幼生数は 8 万尾でした。また、最も多く

ビ栽培漁業技術の高度化に向けて遺伝子標識を利

の親エビが購入された三河湾（全体の 45％）では、

用した放流効果調査について（平成 23 年度）、水

親エビ購入時期が 5 月上・中旬に集中する傾向が

産遺伝子解析センターの菅谷主任研究員から天然

みられました（表 1）。

クルマエビの遺伝的変異性と DNA
マーカーによる放流魚の検出（平

表１

平成 23 年度親クルマエビの購入先別産卵状況

成 18 年度）
、DNA マーカー標識を
用いた周防灘での放流効果（平成
20 年度）
、同有明海の調査事例に
ついて（平成 22 年度）、
（社）富山
県農林水産公社氷見栽培漁業セン
ターの西淵主任からは放流効果を
上げるための取組（平成 18 年度）、
瀬戸内海区水産研究所の崎山主任
技術開発員からは尾道市水産協議
会におけるクルマエビ種苗放流の
取組（平成 21 年度）についての話
題提供、大分県水試浅海研究所の
畔地主任研究員からは周防灘 3 県
の瀬戸内海におけるクルマエビの
放流効果（平成 21 年度）
、甲殻類
等の栽培漁業技術研究をご専門と
される東京海洋大学浜崎准教授か
らクルマエビの放流効果の現状と
課 題（ 平 成 20、22 年 度 ） に つ い
てご講演いただきました。
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写真１ 入手した三河産親クルマエビ
（愛知県水産業振興基金 水藤氏撮影）

写真２ 親クルマエビの卵影（成熟状態）
（愛知県水産業振興基金 水藤氏撮影）

・（財）愛知県水産業振興基金の水藤主査が、本

３）赤エビ

年度西日本の主要な早期産卵親エビの産地である

・
（社）広島県栽培漁業協会の水呉主任専門員が、

鶴見〈豊後水道〉の供給が 2 カ月遅れたことによ

西日本種苗生産機関連絡協議会の甲殻類分科会に

り、三河湾〈一色産〉では、早期採卵の対象とな

おいて、仮称「赤エビ」と呼ばれる事例が毎年報

る 5 月上旬から 6 月上旬に 8 つの種苗生産機関

告され問題になっていると報告しました。「赤エ

が延べ 23 回も購入に訪れ、その調整に難があっ

ビ」は、外観的特長として側面から見た遊泳脚に

たこと、近年、全般的に早期に産卵する天然親エ

近い部分の躯幹部が赤く見え、しばしば脱皮不良

ビの減少が懸念されており早期に適正サイズの種

を伴い、触角が折れ曲がることが多く、摂餌不良

苗を放流することが困難になる可能性があるこ

となり活力が落ちた個体が共食いされ、斃死率は

と、西日本の早期産卵親エビは一色産に比較して

80％に及ぶこともあります。また、同様の事例は

より多くの採卵日数を要すること等を報告しまし

東日本でも発生しているようですが、それぞれが

た。また、三重県栽培漁業センター山根さんから、

同じ事象であるのか判断するには至っておらず、

早期採卵用親エビの入手難と採卵不調は全国の栽

原因も明確になっていません。平成 22 年度の同

培漁業センターにおいて長年にわたり検討を続け

分科会では、増養殖研究所の西岡主任研究員より

てきたにもかかわらず深刻化した問題であり、そ

感染症か否かを確かめるために同居試験を行う必

の研究開発について大学・
（独）水産総合研究セ

要があるとのご指摘を受けましたが、今のところ

ンター等と連携して取組むべく、場長会議等を通

実施した機関はないようです。西日本種苗生産機

じて要望することも必要だとの意見があり、出席

関連絡協議会では、今後は「赤エビ」発生の原因

者の賛同を得ました。

究明に向け、できる限り該当エビの写真を記録し、
発生時の水質データを収集しておくこと等を確認

２）眼柄処理による天然雌エビの短期養成（農林

したとのことでした。本会議では、（独）水産総

水産技術会議・新たな農林水産政策を推進する

合研究センターより原因が不明な時は不明病とし

実用技術開発事業）

て相談願いたいとの発言がありました。

・（財）愛知県水産業振興基金の水藤主査が、産
卵誘導の手法〈水温操作、ゴカイ給餌、眼柄処理〉
の研究開発概要について説明しました。東日本で
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４）遺伝子標識を利用したクルマエビの放流効果
調査

は産卵促進に温度刺激、眼柄結束を、西日本では

愛知県水産試験場の原田主任研究員が「遺伝子

瀬戸内海区水産研究所の山崎主任研究員の成果も

標識を利用したクルマエビの放流効果調査」と題

活用し、熊本県・佐賀県・長崎県で水温刺激・ゴ

した話題提供を行いました。放流時期を早めるこ

カイ給餌・眼柄処理が試行されているとのことで

とや放流場所の食害魚（ヒメハゼ、エビジャコ）

した。

の駆除などが放流効果を上げつつあること、放流

効果の判定に用いる遺伝子標識の技術開発におい

えしてきたクルマエビ種苗放流を推し進めるにあ

て親エビ 468 個体の遺伝子解析（ミトコンドリ

たり直面する様々な問題解決の場として、本会議

ア DNA）を実施したところ 403 のハプロタイプ

は名称や内容を変化させつつ時代のニーズに合わ

が得られたこと、漁獲物および調査採捕個体のミ

せ機能してきました。東日本各県の種苗生産担当

トコンドリア DNA を調査したところ、9 月の漁

者が集い専門家を交え情報交換や討議を行う本会

獲物では親エビ（愛知県栽培漁業センター）のハ

議は、これまで同様重要な役割を果たして行くこ

プロタイプとの一致率が約 25％に達していたこ

とでしょう。今後は、本会議の成果を基に、さら

と等が紹介されました。今後は遺伝子標識を用い

なる放流種苗の安定供給と効率的な生産体制の確

た効果判定により、ますます放流技術の最適化が

立に取り組み、クルマエビ資源の増大および漁獲

なされるものと思われます。

増に貢献したいと思います。
最後に、この原稿作成に当たり、（財）愛知県

４．本会議の今後への期待

水産業振興基金栽培漁業部の水藤勝喜主査の東日
本クルマエビ類種苗生産担当者会議回顧録（私信）

平成元年に親エビの配分調整を目的に本会議の

を参考にさせていただき、（社）全国豊かな海づ

前身である「太平洋中区クルマエビ種苗生産担当

くり推進協会の藤田智也調査役には表の作成に当

者会議」が設立されてから 23 年が経過しました

たりご協力を頂きました。併せてお礼申し上げま

が、その間、厳しさを増すクルマエビ漁業を下支

す。

図1

平成 23 年度東日本クルマエビ類種苗生産担当者会議次第
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西日本種苗生産機関連絡協議会甲殻類分科会
でのクルマエビ類の検討概要
（社）広島県栽培漁業協会
主任専門員

水 呉

浩

また、親エビの成熟・産卵の技術に関しても日

１．甲殻類分科会のこれまで
この会は西日本種苗生産機関連絡協議会の分科
会の一つであり（他に魚類分科会、介類分科会）、

栽協が中心となり、現在の（独）水産総合研究セ
ンター（以下水研センターという）に統合された
以降も多くの試験研究が行われ、催熟技術や産卵
技術の知見が蓄積されてきています。

昭和 56 年を初回とし今回で 31 回目の開催とな
りました。
発足当初はエビ類とカニ類を対象としていまし
たが、カニ類は平成 5 年頃から現在のガザミ分科

このように、甲殻類分科会ではこれまで多くの
有用な情報交換が行われ、参加者がその知見を持
ち帰り、各現場に則した技術を構築していってい
ます。

会に徐々に分かれて行きました。したがって現在
ではクルマエビ類についてだけの議題を集中的に
話し合うことができるため、他の分科会と比べて
緊密な会議となっています。

２．平成 23 年度甲殻類分科会における
討議内容の概要

この会議は旧（社）日本栽培漁業協会（以下日

11 月 16、17 日に甲殻類分科会を広島市に於い

栽協という）がクルマエビ、ガザミの種苗生産を

て開催しました。クルマエビ類の種苗生産をして

手がけていた時代とともに発展してきた会議であ

いる 15 機関の担当者および関係者、合計 32 名

り、各機関の担当者がそれぞれ培ってきた技術の

が出席しました。

情報を交換する場となっております。情報交換さ

生産対象種はクルマエビ（12 機関）、ヨシエビ

れた種苗生産の飼育技術と疾病対策の技術は種苗

（3 機関）、クマエビ（3 機関）の 3 種類です。こ

生産現場で極めて有効に活用されて来ました。
飼育技術に関しては、平成 6 年に当時の日栽協

の度の甲殻類分科会で話し合われた内容のうち、
特筆すべき事項について述べます。

志布志事業場が行った、初期餌料系列の単純化が
挙げられます。珪藻とワムシの代替となる微粒子

＜第一日目＞

配合飼料の使用により、餌料培養にかかる労力が

１）親エビおよび卵管理についての討議内容

大幅に軽減されました。

①

一方、種苗生産担当者を苦しめてきた疾病は、
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親エビの確保についての問題点
近年、西日本では 4、5 月の早期にまとまった

バキュロウイルス性中腸腺壊死症（BMN）、クル

数の親エビを確保するのが難しくなってきてお

マエビ急性ウイルス血症（PAV）、ヨシエビ、ガ

り、尾数を確保できても成熟度が低いことから、

ザミ等の真菌症ですが、特に PAV が国内に流行

必要な採卵量を得るのに数日間連続で産卵させ、

した時は、クルマエビ類の種苗生産や養殖にとっ

苦心して確保しているのが現状です。このためク

ては大変な打撃でした。しかし日栽協を始めとし

ルマエビではまとまった漁獲量がある愛知県一色

て、各機関の研究者、技術者が全力で防疫対策を

漁協から購入する動きが高まっています。平成

研究・開発した結果、現在ではこれら疾病の防除

23 年度に報告のあった親エビ購入件数 54 件のう

法はほぼ確立されています。

ち一色での購入件数割合は 44％（24 件）でした。

（昨年度は 28％）
。会議では、すでに一色漁協か

うことです。そこで今年度は眼柄処理後 2 日目ま

ら購入実績がある西日本の数機関に対して、購入

での卵だけを使用して、PAV の発生を防ぐこと

の予約方法、親エビの運搬方法、運搬後の親エビ

ができたという情報がありました。

の取扱いなどについて具体的な質問が投げかけら
れました。

＜第二日目＞

②

３）疾病および大量へい死についての討議内容

養成エビの成熟法についての問題点
早期に親クルマエビの確保が難しいことから、

報告された疾病と大量斃死の原因については、

この対策として養殖エビを購入して成熟させるこ

PAV、細菌性疾病、飼育環境悪化や栄養不足に

とを試みた事例について、問題点やその対策につ

よる脱皮不良、赤エビ（仮称、主にクルマエビに

いて検討しました。熊本県や延岡湾栽培漁業協会

発生）などが挙げられました。

では養殖エビの成熟を試みましたが、結果的にう

①

PAV について

まく行きませんでした。水研センターからは、未

PAV は種苗生産段階ではいずれの機関でも発

成熟エビを成熟させるためには、ゴカイ等の給餌

生しませんでしたが、ヨシエビ中間育成段階での

が必要であること、また、試験的にはゴカイ給餌

発生報告が一件ありました。ここでは県内東部

と眼柄処理で採卵に成功していることや、ある程

の育成場に出荷しましたが、収容後 35 日目（平

度卵を持っていれば眼柄処理だけでも高い確率で

均全長 31㎜）で発生しました。出荷時の種苗の

採卵できていることなどの助言がありました。

PCR 検査は陰性、育成場は築堤式で生海水が流

西日本の機関では、ある程度成熟した天然親エ

入する構造であったことから、育成場の地先海水

ビを購入し、ゴカイ等の給餌と眼柄処理、あわせ

からウイルスが侵入したと考えられました。

て昇温刺激などの処理で卵を確保しているのが現

②

赤エビについて

状ですが、平成 23 年度は 4、5 月の早期に必要

甲殻類分科会では毎年、赤エビと呼ばれる事例

量の卵を確保するのに 4 ～ 7 日を要しています。

の報告があります。（本年度の赤エビ様報告件数

２）防疫対策についての討議内容

3 件、昨年度 4 件）。

①

受精卵洗浄に関する情報

これは稚エビの躯幹腹側部の赤色化、触角の折

兵庫県からは昨年度の話題提供に基づき、電解

れ曲がりを伴う脱皮不良を主徴とし、しばしば

海水を用いてクルマエビ受精卵を洗浄したとの情

大量へい死を伴うものです（写真参照）。P 初期

報提供がありました。

から P20 辺りでの発生報告が多いのも特徴です。

洗浄時の推奨卵密度は 2 万粒以下 /L ですが、

原因は判っておらず、同様の事例が毎年報告され

洗卵後に計数すると 3 ～ 4 万粒 /L であったとい

ていることから、これに関して前回に続き少し集

うことでした。また、電解オキシダントの濃度

中的に討議を行いました。

は 0.3 ～ 2.5mg/L、3 分間で PRDV に有効なので
0.5mg/L に設定して行いましたが、海水流量が変
化したためオキシダント濃度が安定しませんでし
た。次年度は定流量バルブの導入を検討している
とのことです。
②

PAV の防除に関する情報
ある機関では親エビの PCR 検査は行わず、受

精卵のポピドンヨード薬浴だけで PAV 対策をし
ていますが、昨年度は眼柄処理後 3 日目の卵まで
使用したためか、一部の水槽で PAV が発生しま
した。愛知県水産振興基金の情報では、眼柄処理
後 2 日目までの卵を使用すればポピドンヨード薬

赤エビ（写真提供者：
（財）香川県水産振興基金

明石豪）

浴だけでも PAV は防げるが、それを超えるもの
ではウイルス量が多くなり全てを不活化できない

これまでの赤エビの報告が全て同じ事象である

ため、およそ 1/3 の確率で PAV が発生するとい

のかを判断するには情報不足でした。赤エビを最
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初に報告した機関では、かつて薬浴で効果が見ら

主にクルマエビを中心に、今年度の海区別の購

れたことから細菌性疾病を疑っています。昨年水

入数、産卵率、PRDV 検出数等の報告がありま

研センターの方から、まず疾病であるのか、ある

した。

とすれば感染症であるのか否かを同居により確か

④ 「テトラセルミスを用いた広島県栽培漁業協

める必要があるとの指摘がありましたが、本年度

会でのヨシエビ飼育」

発生した機関では残念ながら感染試験は行ってい

亀田謙三郎 （（社）広島県栽培漁業協会

ませんでした。また、タイ国では飼育水のアンモ

広島県のヨシエビ初期飼育における餌料系列の

ニア濃度が高くなった場合に似たような状態にな

変遷、平成 23 年度に行ったテトラとバイオクロ

るとの情報があったことから、発生時には写真を

ミスを併用した飼育の紹介および今後の課題につ

含め可能な限りのデータを収集しておくことなど

いて話題提供がありました。

主任）

を確認しました。
４）飼育全般における問題点についての討議内容
兵庫県からの情報で、親エビのウイルス検査を
PCR 法から LAMP 法に変更することにより時間

現在クルマエビの種苗生産での最も大きな問題

短縮ができ、採卵当日の卵収容が可能となったこ

は、早期にまとまった数の親エビを確保するのが

とが報告されました。

難しくなってきていることです。このため親エビ

その他、今年、組成が変更された微粒子配合飼

の確保はおのずと多く漁獲される海域に集中して

料のクルマエビ類に対する評価について意見交換

しまいます。しかし特定場所への集中は人工種苗

を行いました。評価は分かれ、問題があったとい

の遺伝的多様性の問題につながり、また、親エビ

う機関からは、脱皮の間隔が長くなった、形態異

の海区を越えた移動は防疫上の観点からもできる

常が発生したなどの回答がありました。旧製品と

ことなら避けたいことです。そこで近隣の海域か

比較して給餌量を増やす必要があるという感触を

ら得られた親エビから効率よく採卵する技術の開

持たれているようでした。

発を、水研センターが中心となり各機関が連携し

５）話題提供

て実施することが切に望まれます。

二日間に分けて行った話題提供については、以

甲殻類分科会では、かつて 20 を超えるクルマ

下の課題で貴重な情報提供がありました。

エビ類の種苗生産機関が集う時期もありました

① 「タイ国におけるエビ養殖場でのウイルス性

が、現在ではおよそ 15 機関まで減少しています。
これはクルマエビの放流効果が今ひとつ明確でな

疾病の発生状況」
瀬

いことから、種苗生産を中止した機関があること

海産無脊椎動物研究セン

に起因していると思われます。また、放流効果が

浜野かおる （
（独）水産総合研究センター
戸内海区水産研究所
ター

現れない原因の一つに、放流後の被食減耗が挙げ

甲殻類グループ長）

タイ国のエビ養殖場で発生するウイルス病（主

られます。これは放流種苗の活力、特に潜砂能に

に YHD）の現状、養殖方法の問題点および対策

関係するため、私たち種苗生産技術者は当然のこ

について話題提供がありました。

とながら健苗を生産することを目指さなければな

② 「沖縄県海洋深層水研究所の概要および養殖

りません。そのためには技術の情報交換が不可欠
であり、甲殻類分科会は今後もその役割を担う必

母エビからの採卵」
安井里奈 （沖縄県海洋深層水研究所

主任研

要があります。
この度、平成 23 年度の東日本クルマエビ類種

究員）
深層水研究所の施設と事業の概要と、平成５年

苗生産担当者会議に出席しましたが、東日本でも

からの深層水を利用したクルマエビ母エビの養成

同様に親エビの採卵技術の効率化についての研究

と採卵について、これまでの実績の紹介がありま

開発を望む声が強く、東西が連携して行く必要性

した。

を感じました。

③ 「平成 23 年度

親エビ情報の概要」

藤田智也 （社団法人
進協会
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３．甲殻類分科会の課題と今後の展望

調査役）

全国豊かな海づくり推

甲殻類分科会は今後共より緊密な情報交換を行
い、各機関が密接に連帯した会になるようにして
行きたいと思います。
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遺伝子標識を利用したクルマエビの放流効果調査
愛知県水産試験場
主任研究員

漁業生産研究所

原 田

誠

ｔ以上を維持していました。しかし、その後は減

はじめに

少し、現在では 100 ｔを下回る年が続いていま
す（図１）。漁獲量の減少には、貧酸素水塊の長

かつて、私がクルマエビの種苗生産業務に携

期化など環境の悪化や、干潟浅場の減少、漁業者

わっていたころ、目の前の水槽で飼育されている

の減少など様々な要因が考えられますが、未だ減

数百万尾という種苗の行く末を想像したことがあ

少要因の特定はできていません。

りました。天然のクルマエビをお店で食べたこと
はなかったので、テレビで見た高級海鮮丼の中央
に堂々と盛られる風格ある姿・・を想像、までは
できたのですが、目の前の水槽で飼育されている
10㎜ちょっとの種苗と海鮮丼の主役とでは、格差
が大きく、そこに「赤い糸」の存在を想像するこ
とは容易ではありませんでした。
放流した種苗は漁獲物につながっているはずで
すが、このつながりとその程度を証明するには、
なんらかの標識がどうしても必要となります。ク
ルマエビでは、尾肢切除標識が放流効果調査用と
して用いられることが多いのですが、これは、体
長 30mm 以下の種苗では適用が難しく１）、愛知県

図１ クルマエビ漁獲量の推移
（愛知・全国） 農林統計より

での放流サイズ（全長 15 ～ 20㎜）では、使える

このように、種苗放流を行っても漁獲量が低水

標識がない・・という状態でした。しかし、近年

準にあることから、試験研究機関として取り組む

（独）水産総合研究センターの研究により遺伝子

べき、二つの課題が考えられました。一つは、よ

解析による親子判定技術が、クルマエビの放流効

り精度の高い放流効果の把握、もう一つは、漁

果調査にも応用できることが示されました。本報

獲量を増加させる新たな放流技術の開発です。実

告では、この標識技術を利用した放流効果調査を

は、大量種苗放流開始直後にも同じような課題へ

中心に、クルマエビの資源増大に向けた取り組み

の取り組みが行われ、昭和 50 年代後半に静岡県

について紹介いたします。

や三重県などとともに「放流技術開発事業」が実
施されています。その中では、中間育成の技術開

現状と課題

発が行われた他、放流したエビの回収率は最大で
9.97%（平均 4.69%）と報告されています２）。し

愛知県と全国のクルマエビの漁獲量は、近年低

かし、これらの成果が得られてからすでに 30 年

水準にあります。愛知県で栽培漁業センターによ

近くが経過しており、新たな視点で検討すること

る大量種苗生産と放流が始まったのは昭和 54 年

が求められ、またそれをサポートする新しい技術

からで、以降、平成 10 年まで漁獲量は年間 200

が開発されています。
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こうしたことから、愛知県では、三重県、（独）

なお、愛知県の通常期の放流は、6 月から 8 月

水産総合研究センター、
（公財）愛知県水産業振

にかけて、年間 1,800 万尾の種苗を伊勢・三河湾

興基金、
（公財）三重県水産振興事業団および（株）

に放流しています。

日本総合科学と共同で遺伝子解析技術を用いた放
流効果の把握と早期種苗生産・放流による技術開

２．精度の高い放流効果の把握
（遺伝子解析技術を用いて）

発に取り組むこととなりました。
なお、この共同研究は、農林水産省農林水産技

○

親エビサンプリング

術会議の実施する「新たな農林水産政策を推進す

遺伝子を標識とする方法では、親子判定技術を

る実用技術開発事業」により、平成 22 年度から

用いて漁獲物から放流エビを検出するため、放

25 年度の 4 年間実施する計画で、本報告はこの

流エビの親の遺伝子を把握しておく必要がありま

共同研究の成果となっています。

す。愛知県で放流される種苗の全ては（公財）愛
知県水産業振興基金栽培漁業部（以後

調査の概要

センター）で生産されていることから、栽培漁業

１．漁獲量を増加させる新たな放流技術開発

平成 23 年に栽培漁業センターで使用した親エビ

○

634 個体）の遊泳脚を遺伝子解析用として採取し

早期放流
新たな放流技術として、本調査では早期放流を

検討しています。これまでのクルマエビの種苗生

センターで使用する全ての親エビ（平成 22 年と

ました。なお、これらは現在解析中です。
○

漁獲物サンプリング

産は、漁獲された成熟雌個体を親エビとして使用

市場で水揚げされる漁獲物中に含まれる放流エ

するため、天然で成熟が進む 4 月下旬以降に開始

ビの混入率を把握するため、豊浜市場（愛知県知

していました。4 月下旬に採卵した場合、種苗の

多郡南知多町・伊勢湾で操業する小型底びき網漁

出荷は 6 月上旬となるため、種苗放流は早くても

業の主要水揚市場の一つ）と一色市場（愛知県西

6 月上・中旬以降となります。しかし、放流が 6

尾市・遠州灘で操業する小型底びき網漁業の主要

月以降では、成長が追いつかずクルマエビの盛漁

水揚市場の一つ）で漁獲物のサンプリングを実施

期（ 7 月から 9 月）に漁獲加入できずに、放流エ

しました。サンプリングは親エビと同様遊泳脚の

ビの漁獲は翌年度以降にもちこされてしまうこと

一部を採取しますが、豊浜市場では漁獲物を購入

となります。このため、早期（ 4 月から 5 月）に

し、一色市場では市場に水試職員が出向いてノジ

放流することで、放流年度の盛漁期に漁獲加入さ

（〆）クルマエビの遊泳脚をその場で採取させて

せることを目的として、早期放流を実施しました

いただき、平成 22 年度には豊浜市場で 674 尾、

（図２）
。これは、放流から漁獲までの期間を短縮

平成 23 年度には豊浜市場で 1,231 尾、一色市場

し、自然死亡による放流エビの減耗を低減させて

で 694 尾のサンプリングを実施しました（図３）
。

放流エビを効率よく漁獲する効果が期待されま
す。

図２

16

栽培漁業

種苗の直接放流風景（平成 23 年 4 月）

図３

市場でのサンプリング風景

遺伝子解析

おわりに

遺伝子解析による親子判定は、2 段階で実施し

クルマエビは、栽培漁業対象種のなかで最も歴

ます。まず、ミトコンドリア DNA・D-Loop 領域

史の古い魚種です。愛知県においても同様で、昭

について親エビと一致する漁獲エビを抽出し、そ

和 40 年代に試験放流を開始してから現在まで、

の後、核 DNA マイクロサテライト領域と呼ばれ

30 年以上にわたり種苗放流が続けられてきまし

る遺伝子を用いて、親エビと漁獲物で遺伝子が一

た。現在では、年間に全国で約 1 億尾、愛知県で

致しれば親子と判定します。後者のマイクロサテ

はそのうち 1,800 万尾が放流されており、クルマ

ライトについては、本事業で開発を実施し、平成

エビの栽培漁業は大規模に展開されています。し

23 年度までにクルマエビ親子判定用プライマー

かし、種苗生産施設の老朽化、技術者の高齢化を

を 7 セット開発することができました。今後は、

始め、栽培漁業を支える基盤に多くの課題があり、

これらのプライマーを使用して親エビと漁獲物の

また、これらを克服するための予算もままならな

親子判定をすすめていきます。

いという状況になっています。

現在、解析を進めているところですが、ミトコ

栽培関連予算が大変厳しい状況では、種苗放流

ンドリア DNA については、一部の漁獲物と親エ

の縮小などが求められる可能性も充分に考えられ

ビで一致するという解析結果が得られています。

ます。このため、悪化した現在の漁場環境のなか

具体的には、豊浜市場で漁獲されたクルマエビの

で種苗放流が資源にどのような影響をあたえ、漁

うち、平成 22 年 9 月にサンプリングした 65 尾

獲にどの程度反映しているかを示すことが我々試

中 16 尾と 10 月にサンプリングした 135 尾中 18

験研究機関の役割と考えています。

尾で親エビとミトコンドリア DNA の型が一致し

また、クルマエビのような広域魚種の栽培漁業

ました（図４）
。これら親エビと漁獲物の間で親

を効率的に実施するには関係機関との連携が必要

子関係が明確になったわけではなく、今後開発し

になります。近年、東日本クルマエビ類種苗生産

たマイクロサテライト DNA プライマーを用いて

担当者会議では、種苗生産だけでなく放流効果に

親子判定解析を行い、放流エビの混入率を算出し

関する議題も取り上げていただいています。この

ます。また、これ以外の漁獲個体の解析も順次進

ように、種苗生産から放流効果までを一体的に議

め、最終的には早期放流の効果を判定して放流技

論できる本会議は非常に貴重であり今後も継続し

術の高度化を図って行きたいと思います。

て開催されることを期待したいと思います。

なお、プライマーの開発および遺伝子解析は
（独）水産総合研究センターと（株）日本総合科
学が実施しました。

参考文献
１）豊田幸詞・宮嶋俊明・吉田啓一・藤田義彦・
境谷季之 (1998)：クルマエビ標識放流におけ
る尾肢切除法の有効性について－Ⅲ

切除

時の体長から検討した標識としての有効性、
栽培技研、26(2)、85-90．
２）静岡県・愛知県・三重県・島根県・福井県
（1985）：昭和 59 年度放流技術開発事業報告
書クルマエビ総括報告書、pp52．

図４

豊浜市場漁獲クルマエビと親エビとの
ミトコンドリアＤＮＡ一致率（平成 22 年）
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瀬戸内海東部における遺伝マーカーを利用した
クルマエビの放流効果について
香川県水産試験場
主任研究員

環境資源部門

山 本 昌 幸

１．はじめに
香川県では 1967 年からクルマエビの人工種苗
の放流が始まりました。1980 年代には 2,000 万
尾以上の種苗が放流された年があり、1999 年に
は約 1,400 万尾放流されました（図１）
。1986 年
から 1999 年までは、全長約 30㎜の小型種苗と全

図２

長 50 ～ 70㎜の大型種苗が同程度放流されました

香川県のクルマエビの漁獲量

が、2000 年以降は築堤式の大型中間育成場が整

知り、さらに実用化レベルまで技術が確立された

備された関係で小型種苗の放流は取り止めとな

ことが分かり１）、今回のクルマエビの放流効果調

り、全長 50㎜以上の大型種苗のみの放流となり

査では遺伝マーカーを利用することにしました。

ました。放流尾数は 2000 年以降に減ってしまい

今回紹介する放流効果調査の再捕数、回収率等

ましたが、放流重量（＝放流尾数×放流種苗の平

については、2011 年までのデータによるもので

均体重）は減ることなく、1990 年代前半より高

あり、今後、若干数字が変更される場合があるこ

い水準を維持しています。しかしながら、香川県

とをご了承下さい。

のクルマエビの漁獲量は 1996 年の 97 トンを最
高に減少傾向に転じて、2005 年以降は 40 トンを
下回っています（図２）
。クルマエビは小型底び
き網や刺網漁業の重要な漁獲対象種ですが、漁獲

２．放流効果調査
１）標識技術

量の減少に伴い、漁業者からのクルマエビの放流

今回の調査では、漁獲されたクルマエビと種

効果を疑問視する声が大きくなってきました。こ

苗生産に用いた親エビの遺伝子型が一致し、両

のクルマエビの放流効果に対する意見を受けて、

者に親子関係が成立すれば、漁獲されたエビを

放流効果調査の計画を練っていたところ、新しく

標識クルマエビ（放流種苗）と判断しました １，

開発されたクルマエビの遺伝マーカーの有用性を

２）

。DNA 分析の流れは、初めに親エビのミトコ

ンドリア DNA（mtDNA） の D-Loop 領 域 の 前 半
部約 530 の塩基配列（ハプロタイプの決定）お
よび核 DNA にあるマイクロサテライト DNA（MSDNA） の 3 マ ー カ ー（CSPJ002、CSPJ010、
CSPJ012）の塩基配列を読み取り（アリルの決
定）、親エビの DNA データベースを作成します（図
３

左フロー）。漁獲クルマエビの標識種苗の鑑

定に関する分析の流れは（図３
図１
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香川県のクルマエビの放流数と放流重量

右フロー）
、初

めに漁獲クルマエビの mtDNA の塩基配列を読取

り、親エビのハプロタイプと一致するか判定しま

めてもらいました。そして、このサンプルのうち

す（１次鑑定）
。ここで、両者のハプロタイプが

3,379 尾について DNA 分析を行いました。

不一致ならば、標識クルマエビではないと判断さ

2009 年放流群は兵庫県播磨灘以外の海域で合

れ、一致していれば、次のステップの MS-DNA

計 66 尾の標識クルマエビが再捕されました。再

の塩基配列を読み取り、３マーカーのアリルを決

捕が最も多かったのは放流を行った香川県高松・

定します。そして、ここで得られたアリルと親エ

東讃海域で 50 尾、続いて香川県中讃海域で 8 尾

ビのアリルとを比較して（遺伝子型データの比

でした。その他の海域では 3 尾以下の再捕に留ま

較）、標識クルマエビか最終的に判断します（２

りました。また、標識種苗を放流した香川県高松・

次鑑定）
。

東讃海域では放流してから 2 年経過した 2011 年
8 月に引田漁協で標識クルマエビが 1 尾再捕され
ました。
2009 年放流群の調査海域全体の回収尾数は、1
年目（2009 年 9 月～ 2010 年 8 月）が約 9,700 尾（回
収重量：約 450㎏）、2 年目（2010 年 9 月～ 2011
年 8 月）が約 18,800 尾（約 850㎏）で合計する
と約 28,500 尾（約 1,300㎏）となり、回収率は 1.57%
となりました。県別での回収尾数割合は、香川県
が 95％、徳島県が 5％となり、標識クルマエビ
の大部分が放流場所である香川県で再捕されまし
た。
図３

３）2010 年放流群

DNA 分析のフロー図

（財）香川県水産振興基金栽培種苗センター
２）2009 年放流群

が種苗生産・中間育成を行った平均体長 53.2 ～

（財）香川県水産振興基金栽培種苗センターが種

56.6 ㎜ の 標 識 種 苗 を 2010 年 7 月 20 日 ～ 8 月 3

苗生産・中間育成を行った平均体長 43.8 ～ 51.4

日に香川県の中讃および高松・東讃地先に 102

㎜の遺伝マーカー標識クルマエビを 2009 年 8 月

万尾放流しました（図 4）。

7 ～ 25 日に瀬戸内海東部の香川県高松・東讃地

2010 年放流群は兵庫県播磨灘以外の海域で合

先に 182 万尾放流しました（図４）
。放流は、各

計 99 尾の標識クルマエビが再捕されました。標

漁協の地先の放流適地と考えられている場所で

識種苗の放流を行った香川県高松・東讃海域と中

漁業者または漁協職員によって行われ
ました。これまでの標識放流調査の結
果から、香川県高松地先で放流したク
ルマエビは、主に放流海域周辺から紀
伊水道方面へ移動することが報告され
ています３）。そこで、今回の調査では放
流海域の香川県高松・東讃を中心に香
川県の燧灘、中讃、小豆北、兵庫県の
播磨灘、徳島県の播磨灘、紀伊水道の 7
海域の漁協または魚市場の計 14 ヵ所で
サンプリングを行いました（図 4）。そ
して、2009 年 10 月から 2011 年 8 月ま
でにクルマエビを合計 5,881 尾購入しま
した。この際に漁獲クルマエビは水揚
げサイズを反映するように無作為に集

図４

瀬戸内海東部におけるクルマエビ放流効果調査の対象海域
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讃海域の標識クルマエビの再捕尾数は、それぞ

調査が実施され、大きな成果をあげました５）。尾

れ 57 尾と 10 尾となり、2010 年 9 月～ 2011 年 4

肢カット標識法と遺伝マーカー標識法との一般的

月までの混入率は 10％以上となりました。また、

な利点・欠点を表１に示しました。今回の調査に

徳島県の播磨灘海域と紀伊水道海域でも、それぞ

おいて、遺伝マーカー標識法によるクルマエビ

れ 15 尾と 10 尾の再捕がありました。

の放流効果調査を実施して、良かった点として

2010 年放流群の調査海域全体の約 1 年間（2010

は、種苗に標識を付ける作業がないため、ストレ

年 8 月 ～ 2011 年 8 月 ） の 回 収 尾 数 は 約 50,000

スを与えることなく種苗を放流できたことと、大

尾（回収重量：約 2,700㎏）、回収率は 4.89% と

量の標識種苗を放流できたことから、放流強度が

なりました。県別での回収尾数割合は、香川県が

高くなり、買い取りによる混入率調査で放流効果

91％、徳島県が 9％となりました。

を推定できたことです。逆に良くなかった点は、
DNA 分析を業者に依頼したことから、サンプル

３．考察

の測定と分析で２ヵ月程度時間がかかり、標識ク

１）放流効果

効率的なサンプリングが実施できなかったことで

ルマエビの判定が迅速に行えず再捕状況に応じた

暫定的な値ですが、2009 年と 2010 年の放流群

す。

の回収重量はそれぞれ約 1,300㎏と約 2,700㎏と

今回の調査で遺伝マーカーによりクルマエビの

なりました。クルマエビの平均単価を 6,000 円 /

放流効果を推定できることが実証されました。今

㎏とすると、2009 年と 2010 年の放流群の回収金

回は体長 50㎜程度の種苗でしたが、遺伝マーカー

額はそれぞれ 780 万円と 1,620 万円となります。

標識法は、種苗サイズに関係しないことから、小

1 尾当たりのクルマエビ種苗価格が 10 円ですの

型種苗の放流効果を推定することも可能ですの

で、2009 年（182 万尾放流）と 2010 年（102 万

で、有効放流サイズの検討に有効な手法になりま

尾放流）の放流群の種苗費はそれぞれ 1,820 万円

す。

と 1,020 万円となります。そうすると、費用対
効果（＝回収金額 / 種苗費）は、2009 年群は残
念ながら１を下回りますが、一方、2010 年群は
１を上回ります。また、2010 年群については放

今回の放流場所は、各漁協が放流適地と判断し

流 2 年目の再捕重量の上積みも期待できることか

た海域でした。しかしながら、漁協に放流場所の

ら、費用対効果が 1 を大きく上回ることが期待さ

聞き取りをしたところ、一部の放流場所について

れます。

は、水深が深かったり、泥場や砂が粗いなど放流

今回の調査で、両年で回収率が異なりましたが、

には不向きな場所がありました。これまでの瀬戸

この原因については、浜崎・北田（2005） で、

内海東部のクルマエビの放流の結果についてみる

考察されているように、放流時期、放流年の漁獲

と、放流場所で回収率に大きな開きがみられま

量（漁獲量に伴い回収率が増加）
、放流体長、さ

す６）。今後は詳細な放流適地調査や小規模な標識

らに放流場所の違いが想定されましたが、具体的

放流調査を実施して、適切な放流場所を見つけ、

な原因の解明については今後の課題です。

そこに適正な種苗数を放流し、放流効果を高める

４）

２）遺伝マーカーの
有効性
クルマエビの放流効
果の算出方法として、
金線標識法、尾肢カッ
ト標識法が用いられて
きました４）。瀬戸内海
東部では、尾肢カット
標識法による放流効果
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３）クルマエビ資源を増やすために
（１）海域内の放流適地の検討

表１

遺伝マーカー標識法と尾肢カット標識法の利点・欠点

必要があります。さらに、放流方法や輸送方法に

が毎年開催され、飼育方法や防疫対策、親エビの

ついても、より適切な方法を検討する必要があり

入手など、良い種苗を生産するための様々な情報

ます。

交換を行っています。このような研究者・技術者

（２）放流と資源管理方策のリンク
香川県では漁業者の自主的な取り組みとして、
全長 15cm 以下のクルマエビを再放流しています。

間の連携によって、より回収率の高い種苗が低コ
ストで生産されることを希望します。
今回ご紹介したクルマエビの放流効果調査につ

しかし、残念ながら、再放流サイズより小さな

いては、（社）香川県水産振興協会の放流効果実証

クルマエビが市場で夏から秋にかけて散見されま

事業ならびに（社）全国豊かな海づくり推進協会

す。この時期のクルマエビの成長は非常に良いこ

の栽培漁業資源回復等対策事業（瀬戸内海東部海

とから、種苗放流の効果を高めるためにも、再放

域オニオコゼ等）によって実施されました。（社）

流の取り組みの周知徹底が望まれます。

香川県水産振興協会の寒川昌彦専務理事、田矢篤

（３）放流体制の構築

史事務局長ならびにこれら事業の会議の中で委員

香川県には、50㎜サイズの種苗を約 200 万尾

の皆様には有益なご助言や励ましの言葉を頂きま

中間育成できる築堤式の中間育成施設（5,000㎡）

した。クルマエビは広域回遊することから、サン

が 3 面あります。府県間の連携によって、この施

プリング等について各関係機関に協力して頂きま

設を有効活用して、大型種苗を放流適地に継続的

した。さらに、中央水産研究所水産遺伝子解析セ

に大量放流できれば、瀬戸内海のクルマエビの資

ンター（現

源量は増大すると考えられます。

菅谷琢磨博士には遺伝解析について指導して頂き

（４）クルマエビの漁獲量の減少
全国のクルマエビの漁獲量と放流重量をみる

瀬戸内海区水産研究所百島庁舎）の

ました。この場をお借りしましてお礼申し上げま
す。

と、放流重量が微減に対して、漁獲量は大きく減
少しています（図 5）
。このことから，漁獲量の
減少は天然発生群の減少が大きく関わっているこ
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クルマエビの採卵効率化に向けた実用技術開発
（公財）愛知県水産業振興基金
主査

栽培漁業部

水 藤 勝 喜

る研究が行われており、既に稚エビから育成した

はじめに

個体からは、この方法で受精卵が採取され、養殖
用種苗の生産に向けて事業規模で供給されていま

クルマエビは栽培漁業の代表種として 1960 年

す。しかし、この技術を放流用種苗の生産現場に

代から種苗放流が行われており、平成 22 年には、

導入するためには遺伝的多様性に配慮する必要が

全国 18 県によって 116,594 千尾の稚エビが生産

あり、現行同様の漁獲された雌エビから、大型水

されています。このように早くから本種の種苗を

槽での生産に必要な大量の受精卵を一度に採取す

量産できたのは、昭和初期に始まった藤永元作博

る方法の検討が必要です。また、こうした技術開

士の研究をもとに、高密度で飼育できる生産方式

発は、新たな設備投資を要せずに現在の予算内で

が確立されたからです。この飼育方法の優れた点

実施可能なものでなければ、全国の栽培漁業セン

は、生産規模を容易に拡大できることであり、た

ターに普及することはできません。

とえプールのように大きな 4,000㎥水槽であって

ここでは、当所がこれまでに（独）水産総合研

も、同様に飼育して、高い生産性を得ることがで

究センター（水研センター）と共同で取り組んで

きます。この生産技術は、その後の改良や微粒子

きた、放流用種苗の生産現場において眼柄処理に

飼料の開発などにより、さらに高度化され、現在

よる採卵技術を実用化するための研究を紹介しま

の甲殻類種苗生産で広く実施されています。

す。なお、この研究の一部は、「新たな農林水産

一方、種苗生産の第一歩となる採卵技術に関し

政策を推進する実用技術開発事業（課題名：種苗

ては、半世紀以上を経ても大きな進展はみられず、

生産の早期安定化と放流効果の正確な判定による

依然として漁獲された雌エビの中から卵巣が発達

クルマエビ類の栽培漁業の高度化，中核機関：愛

した個体を入手し、水槽に収容して自発的な産卵

知県，平成 22 ～ 25 年）」により実施しました。

を待つ方法がとられています。このため、公的な
種苗生産機関の採卵効率は、1960 年代と大差あ

クルマエビの卵巣成熟と産卵

りません。さらに、近年、クルマエビの漁獲量が
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減少して親エビの確保が困難となり、必要量の受

後述する、眼柄処理で催熟した個体（催熟親エ

精卵が得られないために、放流計画の変更を余儀

ビ）と比較するために、漁獲サンプルからみたク

なくされる事例が増えつつあります。

ルマエビの成熟、産卵を簡単に説明します。クル

クルマエビの採卵効率化に必要な性成熟や産卵

マエビの卵巣は、頭胸甲の前端から尾端に達する

の研究では、複眼を支える柄の部位（眼柄）に

背部に位置し、正中線に沿った左右 9 対の分葉か

関連するものが多くみられます。これは、甲殻類

らなります。輸卵管は前から 7 番目の分葉頂端か

の眼柄を切り落とすと成熟が進むという、非常に

ら派出し、第 3 歩脚の基部に開口する生殖孔に

興味深い現象が 1940 年代に見いだされたことに

連絡しています。卵巣の体重比（GSI）は、1 ～

端を発しています。クルマエビについても片方の

15% の範囲で変動し、産卵は 10% をこえた個体

眼柄を切除（眼柄処理）して成熟を促し、採卵す

で始まります。

成熟の休止期となる冬季に漁獲された未熟な雌
エビ（GSI:1.65%）の卵巣を組織観察すると卵径
30 ～ 80 μ m 程度の未熟な卵母細胞のみが観察
されますが（写真１上）
、雌エビの外観からは卵
巣を確認することはできません（写真１下）。
春先の水温上昇にともなって卵黄蓄積が始まる
と、卵巣（GSI:4.07%）内には、不揃いですが卵
黄蓄積を始めた卵母細胞群が観察されるようにな
ります（写真２下）
。このような卵母細胞は光を
通さなくなり、背部から透かしてみると卵巣の影
が観察されるようになります（写真２上）。この
卵影観察は、個体を損傷することなく簡便である
うえに、近年、水研センターによって観察結果が
卵影比（卵影幅 / 第１副節幅）として数値化され
たことで、種苗生産現場では利便性の高い判別方
法となりました。
さらに卵黄の蓄積が進み、産卵が近くなると卵

写真２

卵黄蓄積の始まったクルマエビの卵巣
（GSI:4.07%）

上：卵影写真
下：組織写真

影は太く明瞭となり卵影比は 70% 以上に達しま

卵影比 35%
卵黄を蓄積し始めた卵母細胞群
（卵径 80 ～ 200 μ m）

す（写真３上）。この卵巣（GSI:12.26%）中は、
卵母細胞の外縁部にクルマエビ類特有の表層胞が
形成された卵群（第１卵群）と写真１と同様の未
熟な卵群に二分されており、卵黄蓄積の開始当初
は不揃いであった卵母細胞群の発育が（写真２）、
このステージに達するまでに同期したと考えられ

写真３

成熟したクルマエビの卵巣（GSI:12.26%）

上：卵影写真
下：組織写真

卵影比 85%
表層胞の形成された卵母細胞群
（卵径 約 250 μ m）
中央は写真１同様の未熟な卵母細胞群

ます（写真３下）。このようにして産卵の対象と
写真１

未熟なクルマエビの卵巣（GSI:1.65%）

上：卵影写真
下：組織写真

卵巣は透明で卵影を生じない
卵巣中の未熟な卵母細胞群
（卵径 30 ～ 80 μ m）

なる第１卵群が形成された段階で、その細胞数
を計数すると、体重 70g の個体であれば 60 ～ 70
万細胞を保有していました。これら全てが産出さ
れた場合（完全産卵）には、その直後に崩壊した
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卵母細胞やふ化しなかった卵を差し引いた 30 ～

熟、産卵することが知られていますが、これらが

40 万尾のふ化幼生が得られています。

最初の産卵をする前に催熟すると、眼柄処理に反
応して成熟する個体の割合（成熟率）が高く、産

眼柄処理とゴカイ給餌による催熟

卵数も多い（写真４右）ようです。その後、成熟
率や産卵数は、産卵盛期となる夏場に向けて徐々

漁獲物の中から交尾栓を持つ雌エビを入手し、

に低下し、眼柄処理から産卵までの日数もばらつ

これまで水研センターなどで実施されている方

く傾向が認められています。これらの理由につい

法と同様に眼柄処理とゴカイ給餌を行い成熟、産

ては、現在、調査中ですが、遠州灘で 3 月上旬か

卵の状況を調べました。この結果、現在、放流用

ら 4 月中旬にかけて漁獲された個体を用いた過去

種苗の生産に使われている生息域で成熟した親エ

2 年間の試験では、これまでの採卵の 2 倍をこえ

ビ（天然親エビ）は、10 ～ 50% の個体しか産卵

る採卵効率（親エビ１尾あたりから得られたふ化

しないのに対して、催熟親エビは 80 ～ 100% の

幼生数）が安定して得られています。

個体が産卵しました。その一方で、成熟した両者
の卵影を比較してわかるように、催熟親エビの第

催熟と産卵の実際

１卵群保有細胞数は、天然親エビよりも明らかに
少ない場合が多く（写真４左）
、これらを採卵し

ここでは、以上の催熟、産卵試験の結果をもと

ても得られるふ化幼生数は、天然親エビの 10 ～

に当所で実施している採卵方法を紹介します（表

30% 程度でした。

１）。眼柄処理する際の成熟段階は、卵影の全く

しかし、繁殖期（3 ～ 9 月）を通じて試験を繰

ない個体（写真１）よりも既に卵黄蓄積を始めた

り返すと、催熟親エビの採卵効率は時期によって

個体（写真２）の方が産卵数は多くなる傾向にあ

異なることがわかりました。クルマエビは外洋や

りますが、完熟に近い個体（写真３）は、しばし

灘海域に生息する大型個体の方が時期的に早く成

ば未産卵や一部産卵となる場合があるようです。

写真４

催熟した親エビの卵影写真

左：9 月に催熟した成熟卵母細胞の保有数が少ない個体（卵影比 41%）
右：天然親エビと同様に催熟できた個体（3 月催熟）（卵影比 73%）

表１
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雌クルマエビ催熟の経過 （3 ～ 4 月実施）

また、通常の 2 日間程度の採卵とは異なり、一週

温を徐々に 22℃まで上昇し、ゴカイを飽食に与

間以上にわたり飼育しますので、入手前夜の漁獲

えて流水（3 回転 / 日）で飼育しています。

物から損傷がなく活力のある個体を選ぶ必要があ

平成 24 年の 3 月から 4 月に実施した、6 回の
催熟、産卵試験では、眼柄処理時の卵影比（20%

ります。
飼育水槽の形状や材質は、催熟に影響しないよ

～ 80%）に個体差があったにも拘わらず、眼柄処

うですが、水槽壁への衝突による個体の損傷を

理後 3 日目と 4 日目の 2 日間に同調した産卵が

避けるため、水槽内に設置した生け簀網での飼育

得られました。この結果は、卵黄たんぱく質の生

をお勧めします。当所では 2㎥ FRP 水槽にテト

産が眼柄処理後しばらくしてから急速に起きるこ

ロンラッセル製（T280）の生け簀（70 × 70 ×

とに起因するのかもしれません。

70cm）を 3 張り設置し、1 生け簀で 6 ～ 12 尾を
飼育しています（写真５）。

問題点と今後の課題

搬入した雌エビは、直ぐに眼柄処理を行わず、
翌朝まで 18℃程度の水温で、ゴカイ（当所では

以上に紹介した親エビの催熟は、ニーズの高い

アオゴカイ）を与えて馴致飼育しています。翌朝

早期の採卵を安定的かつ効率的に実施できる有

にバーナーで加熱したラジオペンチで片方の眼柄

効な技術だと思われますが、これまでの採卵より

を焼き切る眼柄処理（写真６）を施した後は、水

も長い期間の飼育を要します。クルマエビ類急
性ウイルス血症（PAV）の原因ウイルスである
PRDV の検出率は、採卵期間の長期化にともなっ
て顕著に上昇することが知られており、これを保
有した成体エビの水揚げされる海域では、これま
で以上の防疫対策が必要だと考えられます。
また、眼柄には、卵黄蓄積の抑制以外にも脱皮
や糖代謝などの生命維持にかかわる重要なホルモ
ンも多く存在しており、その切除は個体に大きな
ダメージを与えます。今後、さらに生殖機構の解
明が進み、内分泌系の調整により成熟、産卵を制
御する技術が開発されることを期待します。

写真５

催熟親エビの飼育風景

2㎥ FRP 水槽に設置した生け簀網で飼育

写真６

眼柄処理の作業風景
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特集Ⅱ

瀬戸内海サワラ資源を増やせ
―瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会で
11 府県が連携して！
はじまったサワラ共同種苗生産の取り組み

chapter

1
瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会
資源危惧された瀬戸内海のサワラ
水産経済新聞
次長

大阪支局

川 邊 一 郎

水研センターが技術指導
資源水準の変動要因解明
成果に注目が集まる
瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会 （大阪、 和歌山、 兵庫、 岡山、 広島、 山口、 徳島、 香川、 愛媛、 福
岡および大分の 11 府県と （社） 全国豊かな海づくり推進協会） は、水産総合研究センターの技術指導のもと、
5 月初旬からサワラ種苗の共同生産を行った。 サワラのように広域回遊し、 漁獲が多くの府県にまたがる魚
種で種苗を共同生産するのは全国でも初めてで、 その取り組み成果に注目が集まっていた。 初年度の今年、
共同生産され放流されたサワラは総計 8 万 4,000 尾。 今回、 水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所
屋島庁舎および大阪府水産技術センターの種苗生産現場を訪ねて関係者に話を聞いた。

香川県と漁業者が採卵
今回の種苗生産では、各府県が取り組み可能な
作業や資材・餌料提供などを分担してきた。採卵
は、これまで多くの実績を持つ香川県と同県の漁
業者などにより、小豆島地先海域で 5 月 7 日から
14 日にかけて行われた。その後、香川県にある
水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所の屋
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島庁舎と大阪府水産技術センターで、サワラの種
苗生産（稚仔魚の育成）に入った。

共同生産の経緯
一昨年度策定された、「水産動物の種苗の生産
及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針
（いわゆる第 6 次栽培基本方針）」で、国はサワラ

など広域回遊する魚種については、府県を越えて

び同協会から生産技術研修員を 1 週間ずつ派遣

海域単位で連携・共同、効率的な栽培漁業を推進

し、孵化後の仔稚魚の飼育に携わってきた。

していくことを決定。この方針のもと昨年度、全

また、大阪府水産技術センターには 14 日に採
卵されたものから、2 つの 100㌧水槽にふ化仔魚

国 6 海域で海域栽培漁業推進協議会が設立され
た。

20 万尾が収容され飼育されてきた。

このうち瀬戸内海海域では、多くの消費者が「サ
ワラ（の種苗放流）を求めている」というニーズ
を汲んで同協議会が立ち上がり、今回のサワラの
共同種苗生産が始まった。
一方、昨年度まで資源回復計画のもと、水研セ
ンターが担ってきたサワラの種苗生産の研究開発
は、量産技術を確立。この間に行われてきた種苗
放流は、瀬戸内海のサワラ資源を底支えし、一定
の水準のサワラ資源の回復を達成してきた。
資源回復計画は終了したが、水研センターでは
今年度から新たにサワラを飼育実験して詳細な生
態を解明。さらにその成果を生かし、サワラ資源
水準の変動要因を解き明かしていくことにしてい
る。

元気に泳ぐサワラの仔魚（大阪）

今年の採卵は 135 万粒
終日、根気よく餌料与える
今年も小豆島沖でサワラの採卵が行われ、5 月
10 日に約 63 万粒、同 11 日に約 47 万粒、同 14
日に約 24 万粒の合計 135 万粒の受精卵が得られ
た。この中から、卵質の良い受精卵を用いて孵化。
標識（ALC）が施され、種苗生産目標を達成す
るのに必要な健全な仔魚が種苗生産水槽に収容さ
れた。
このうち水産総合研究センター瀬戸内海区水産
研究所屋島庁舎には 5 月 10 日に採卵されたもの
から、孵化仔魚 25 万尾が 150㌧水槽に収容され、
水研センターの技術指導のもと、同協議会が飼育
にあたってきた。
屋島庁舎での飼育管理は、同協議会の各県およ

孵化仔魚は開口直後から魚食性
サワラの仔魚は、他の魚種のように初期に食べ
る餌料が、ワムシなどの動物プランクトンではな
く、開口直後から強い魚食性を持ち、他の魚の仔
魚のみを特異的に食べる。このためマダイやクロ
ダイの活きた孵化仔魚が餌として必要で、これら
の産卵親魚を持つ各府県から受精卵が屋島庁舎や
大阪府水産技術センターに供給されてきた。

水研センター・屋島庁舎
種苗生産技術を適切に継承
今回種苗の共同生産にあたっては、水研セン
ターが「種苗生産技術のための適切な継承」のた
めに、サワラの種苗生産技術を熟知した西海区水
産研究所の中野昌次主任研究員が、サワラ共同種
苗生産期間中に技術移転のため派遣され、全面的
に指導協力にあたってきた。
それでも現場では共同生産はまったく初めての
取り組みであり、苦労をいとわず責任を果たそう
と務める関係者の姿が見られた。
屋島庁舎で種苗生産の責任者を務めた同協議会
の長野泰三生産管理者は、「これまで香川県の水
産試験場で魚病などを担当してきた。サワラの種
苗生産にたずさわったのは今回初めての経験。特
に、活きたマダイの孵化仔魚から、冷凍したイカ
ナゴ・カタクチイワシのシラスへの餌付けは非常
に大変な作業。また、サワラの成長が早いため、
各県からの技術研修員についても、同じ作業が長

共同生産に携わった関係者ら（屋島庁舎）
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く続くことがなく、作業
内容が次々に変わってい
き、調整も難しい」と語っ
た。
取 材 時（6 月 1 日、2
日）
、屋島庁舎の飼育は
まさに餌をシラスへと切
り換えるタイミングにあ

日の出から日没まで管理
に当たった長野氏

水研センターでは、研究用に今年度、50㌧水
槽にふ化仔魚 5 万尾を収容した。瀬戸内海区水産
研究所増養殖部の森岡泰三主任研究員は、「サワ
ラはふ化して 4、5 日目に餌を食べ始めるが、最
初から魚食性を示す。このため毎日水槽内に大量

たっていた。このため長
野氏をはじめ関係者は、

のマダイ孵化仔魚を放養し、育成しながらサワラ

日の出の時刻・午前 5 時

50 万尾の高密度に達するが、サワラの成長とと
もに急激に数を減らすため、その後は餌を冷凍の
シラスに切り換えていく。適正なサイズのシラス
を確保することが、順調な種苗生産の可否を決定
するため、2 月初旬からシラス漁がある地域を奔
走する必要があった」と話した。
また、今年度からの研究については、「サワラ
の持続的利用を行う資源管理手法を確立してい
く。漁業管理、種苗放流および若齢魚の保護は一
体のもので、最適配分を考える必要がある。現在、
サワラが豊漁・不漁となる漁獲量の変動要因は不
明。また、漁況予測もできていない。さらに系群
分布や回遊の実態に
不明な点もある」と
し、「初期成長段階
に、サワラがどれだ
けの餌を必要とする
か、減耗の高い時期
がいつかといったこ
とを調べる。その上
で天然の状況を把

ころから日没の午後 7 時
近くまで、すりつぶした

シラスにビタミンを添加した餌料を水槽内のサワ
ラ仔魚に終日根気よく与え続けていた。

種苗生産目標の達成に期待
水研センター・屋島庁舎での飼育実験
昨年度まで種苗生産に関する技術開発などを
行ってきた水産総合研究センター瀬戸内海区水産
研究所屋島庁舎。同庁舎では今年度から新たな研
究をスタートさせた。
同庁舎の山本義久閉鎖循環システムグループ長
は、
「今年度からサワラの種苗生産は協議会が行
うことになった。われわれは全面的なバックアッ
プをしながら、瀬戸内海の資源管理のためにも同
協議会の種苗生産目標の達成に期待している」と
述べた。
一方で、「私たちはサワラを飼育実験すること
で餌料の要求量などを確認。今後、正確なサワラ
の資源変動シュミレーションモデルを作成してい
く。これまでの種苗放流によって、耳石標識調査
から早期にサワラの天然資源量を推定することが
可能となってきた。従来の資源解析よりも早期に
資源量がつかめることか
ら、 卓 越 年 級 群 の 状 況
を把握するなど、資源管
理にも有効に生かしてい
くことができると考えて
いる。サワラは生態系の
トップに位置するため、
基礎生産から浮魚など生
物資源、サワラまで含め
た瀬戸内海全体の生態系
モデルを作成していきた 新たな研究のスタートを
い」と話した。
語った山本グループ長
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サワラの種苗

を収容していく。マダイ仔魚は 1㌔㍑あたり最高

握。これらの成果は
種苗生産にも生かし
ていけると思う」と
抱負を述べた。

飼育実験水槽を見つめる
森岡主任研究員

漁業者の不安
この数年間、瀬戸内海のサワラ漁業者の多くが、
「資源回復計画の終了で瀬戸内海のサワラの種苗
生産・中間育成、放流が終わってしまうのではな
いか。これまで 10 年間あまりにわたってサワラ
の資源を増やそうと、さまざまな活動に取り組ん
できたがすべて無に帰してしまうのではないか。」
と気をもんできた。せっかく増え始めたサワラ資
源。この流れを低迷させてはいけないと各地の漁
業者は危惧してきた。

業に従事する漁業者で構成する、大阪サワラ流し

漁獲規制などに取り組む漁業者
稚魚を見て力
種苗放流を望む声
技術力アップに期待

網管理部会の西野和也会長は、「どーんと獲れる
のが夢だ」と語る。同部会では約 9 年前からサワ
ラ種苗の中間育成などに取り組み、水産技術セン
ターからのサワラ稚魚の搬出ではバケツリレーで
水槽に移したりと協力してきた。

香川県さわら流しさし
網協議会の濱﨑文男会長
も放流の終了を心配して
きた漁業者の一人だ。瀬
戸内海のサワラ資源の減
少を憂慮、なんとかかつ
ての漁獲量までサワラを
増やしていきたいと漁業
者仲間といっしょに取り
組みを続けてきている。
漁業者を説得してきた
屋島庁舎で共同種苗生産
濱崎会長
している種苗の入った水
槽を見ながら話を聞いた。
種苗生産の水槽に過去、何度も足を運んできた
濱﨑会長は、
「稚魚を見たら力がでてくる。サワ
ラの稚魚は日に日に目に見えて大きくなる」と述
べ、目を細め、喜びを隠さない。
今年から関係府県などの協力による種苗の共
同生産が実施された点については、
「各県から生
産技術研修員がここ屋島にきて、現場で生産に携
わっていただいている。今後の種苗生産のさらな
る技術力アップにつなげてもらえたらと思う」と
期待を語った。

飼育水槽の前で
（左：西野会長、右：睦谷主任研究員）

西野会長は今春の漁獲について、「（同部会の）
漁業者は約 20 人。今春の漁獲は多くても 1 日 10
本で、漁獲が無い人もあり、例年並み。平均して
大阪の漁獲は多くはない。また、獲れても魚価か
安いのが課題」と、昨今の状況を説明してくれた。

瀬戸内海全体の水産資源を視野に
資源増加へ積極的取り組み
遊魚者などの協力も期待
大阪サワラ流し網管理部会の西野和也会長はさ

種苗生産時期は、サワラ春漁の時期でもある。
「1
回だけの網入れで昨晩も 60 尾を漁獲した」とい
う濱﨑会長。今年の漁模様については、
「地元の
漁師さんもニコニコ顔だ」と言うことで、近年に
ない漁獲量の水揚げがなされた旨を話した。

らに、「漁業者も積極的に中間育成などに取り組
み、資源を増やすように努力してきているが、成
果がでている気はしない」と話す。それでも「栽
培漁業の取り組みは良いことだと思う。部会でも、
漁業を続けている以上は、大阪だけでも続けてい

漁家経営が苦しい中で、
「もう少し我慢して欲
しい」と周囲のサワラ漁業者を説得してきた濱
﨑会長だが、すべての漁業者に取り組んできても
らった資源保護などがようやく実った形となった
ことで少しほっとした印象だった。

こうという声がある」と述べた。
「すべて自分のところに戻ってくれば納得もで
きる。しかし、釣り人やそのほかの漁業での漁獲
もある。いっしょになって資源の増加に向けた取
り組みが行えれば」とも話した。
生産管理にあたる、大阪府水産技術センターの
睦谷一馬主任研究員は、「サワラの仔魚には、ク
ロダイの孵化仔魚を与えている。初期段階でサワ
ラの餌となる孵化仔魚が少ないと生残率が下が
る。今年は孵化仔魚が潤沢なので多くの種苗を放

大阪府水産技術センター
水研センター屋島庁舎で行われた瀬戸内海海域
栽培漁業推進協議会による共同種苗生産の取材の
後、6 月 2 日、大阪府岬町の水産技術センターの
種苗生産の状況を取材した。
種苗生産の水槽を見ながら、大阪府でサワラ漁

流できるのではないか」と話した。
睦谷主任研究員はまた、「サワラは食物網の高
次段階の魚。放流後にはほとんど捕食されるこ
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とはない。その後の生残は餌があるかどうかにか
かっている」と話し、瀬戸内海全体の水産資源の
状況が重要であることを指摘。
西野会長は「漁業者も海底耕運などに取り組ん
できているが、（栄養塩が足りず）水がきれい過
ぎて魚にとっては成育し難いのではないか」と憂
慮していた。

香川でのサワラ稚魚の放流の様子

各県から派遣された技術研修員等による餌付の様子

共同種苗生産は 6 月中旬に終了
今年の瀬戸内海サワラの共同種苗生産は 6 月中
旬に終了した。二度の台風の襲来の前に、いずれ
の府県でも種苗放流がなされた。
大阪府 6 月 16 日平均全長 47.6㍉・1 万 6,000 尾、
兵庫県 6 月 18 日、79㍉・6,000 尾、6 月 19 日 85㍉・
1 万尾、岡山県 6 月 18 日、91.4㍉・1 万 4,000 尾、
香 川 県 6 月 18 日、85.2 ㍉・2 万 4,000 尾、 愛 媛
県 6 月 22 日、75.7㍉・9,000 尾、大分県 6 月 15 日、
64㍉・5,000 尾。この結果、今春、海域協議会に
より瀬戸内海へと放たれたサワラの人工種苗は総
計 8 万 4,000 尾となった。
平成 24 年度
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早いものでは今秋にもコマーシャルサイズにな
り漁獲されるが、瀬戸内海のサワラ資源量を推定
するデータとしても活用され、持続的な漁業のた
めの資源管理に生かされていく。
地元が中心になった瀬戸内海海域栽培漁業推進
協議会の協働の力は、この春の種苗放流の成果に
とどまらず、将来の資源管理に寄与し、漁業者の
笑顔、消費者の食卓の笑顔へとつながっている。

来年度へ向けて
サワラの共同種苗生産の事務局である全国豊か
な海づくり推進協会の市村隆紀専務は、「関係府
県、水研センターの全面的な支援のもとでサワラ
の種苗生産に取り組み、放流に繋げることができ
た。成果と課題を総括し、次年度以降につなげ、
引き続き漁業者・関係者の期待に応えていく」と
話した。

瀬戸内海海域栽培漁業協議会によるサワラ種苗放流結果

chapter

2
平成23年度資源評価結果からみる
サワラ瀬戸内海系群の動向と課題
瀬戸内海区水産研究所増養殖部
主幹研究員

石 田

実

１．サワラとは
サワラ（Scomberomorus niphonius）はカツオ・
マグロなどと同じサバ科に属し、大型に成長し、
泳ぐのが速く、魚食性が強いといった特徴があり
ます。日本風の漢字で「鰆」と書きます。また西
日本では、小型のサワラを「サゴシ」と呼びます。
分布は本州以南の日本各地、朝鮮半島沿岸、東シ
ナ海です。日本周辺のサワラは、産卵場と回遊の
実態から瀬戸内海系群と東シナ海系群の二つに分
けられます。瀬戸内海ではサワラは最も重要な魚
のひとつで、春に産卵のために回遊してきたもの

図１

瀬戸内海のサワラの漁獲量の推移

（平成23年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価より）

を珍重します。秋から冬は紀伊水道から太平洋沿

は 2 百トンにまで減少しました。その後はやや増

岸、伊予灘から豊後水道に越冬のため回遊し、春

加し、2002（平成 14）年以降は 1 千トン台で推

になると再び瀬戸内海中部に戻ってきます。成長

移しています。漁獲量が増減したのは漁獲技術の

は大変速やかで、春に孵化したサワラは年末には

進歩が大きく影響しました。1968（昭和 43）年

50cm、1㎏になります。寿命は 6 ～ 8 年です。雌

からの 2、3 年で、ローラー巻きを用いた網揚げ

は雄より長生きの傾向があります。

の機械化が普及し、流刺網漁船の隻数が増加しま
した。それまでは春漁が主だったのですが、0 歳

２．瀬戸内海のサワラ漁業の推移

の小型魚を対象とする秋漁も普通に行われるよう

瀬戸内海では、春に産卵のために来遊する 1 ～

ナイロンテグスが導入され、一度絡まったサワラ

2 歳以上を、秋に水道域に移動する 0 ～ 1 歳魚を

は網から逃げられなくなりました。また、細かい

漁獲します。漁法別では流刺網が漁獲量の 7 割近

網目の刺網を使ってに小型魚をさかんに漁獲する

くを占め、曳縄、延縄、はなつぎ網でも漁獲して

ようになるとともに、1986（昭和 61）年に播磨

います。なお、紀伊水道と豊後水道では主に曳縄

灘ではなつぎ網が復活しました。このように、資

などの釣りで漁獲しています。瀬戸内海の漁獲量

源に対して漁獲が過剰となったため、漁獲量は一

は大きく増減してきました（図 1）。1968（昭和

時は多くなりましたが、サワラ資源は急速に減少

43）年から 1975（昭和 50 年）まで年間 1 千ト

し、漁獲量も激減しました。

ン台でしたが、その後 3 千～ 4 千トンに増加し、

になりました。1985（昭和 60）年頃から刺網に

サワラがほとんど獲れなくなったことで漁業者

1985（昭和 60）年～ 1987（昭和 62）年は 6 千

は大変な危機感を持ち、1998（平成 10）年から

トンの最高水準を記録しました。しかし、1988（昭

播磨灘と備讃瀬戸で秋漁を自主休漁することにな

和 63）年から毎年減少し、1998（平成 10）年に

りました。またこの年から瀬戸内海東部海域で試
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験的に種苗放流を始めました。その後、漁業者、

2）。これを見れば、たとえばある年に生まれたサ

関係府県、水産庁が話し合って資源回復計画を取

ワラが 0 歳の時、翌年 1 歳の時、翌々年 2 歳の

り決め、2002（平成 14）年 4 月から全国の第 1

時にそれぞれ何尾漁獲されたことが分かります。

号として開始されました。この内容の二つの柱は、

つまり各年級群について生涯にわたって何歳で何

流刺網の目合を細かくしないことと灘毎に休漁期

尾漁獲されたかが分かるわけです。ここでは詳し

を決めることによる漁獲の抑制と、本格的な種苗

い計算方法は省略しますが、各年級群に対して、

放流です。この計画は、毎年、関係者による検討

この漁獲尾数と他の魚に食われたりして死んでし

を重ね、2012（平成 24）年 3 月まで 10 年間継続

まう割合の推定値から元の資源尾数（海の中にい

されました。

る魚の数）を計算することが出来ます。この計算
方法をコホート解析と呼びます。

３．資源評価の方法
瀬戸内海区水産研究所では、サワラ瀬戸内海系
群の資源評価を行っています。資源評価とは、資
源尾数と資源量を計算して、資源水準と動向を判
断し、資源に対する漁獲の影響を科学的に推定す
ることです。資源評価の結果に基づいて適正な漁
獲量を算定します。また、サワラ瀬戸内海系群の
ように種苗放流を行っている魚種系群では、放流
による資源増大効果を判定し、漁獲規制による資
源増大効果との関係も提示します。
サワラ瀬戸内海系群の資源評価を行うための資

図２

サワラ瀬戸内海系群の年別年齢別漁獲尾数

（平成23年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価より）

コホート解析では、より高齢魚までの漁獲尾数

料は、
（1）農林水産省が公表した漁業養殖業生産

が揃うほど資源尾数の推定精度が高くなります。

統計年報、瀬戸内海漁業調整事務所が集計した月

たとえば、0 歳から 3 歳までの年齢における漁獲

別、灘別、漁法別水揚量、
（2）和歌山県、大阪

尾数の情報が揃っている年級群の資源尾数推定精

府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、

度は、2 歳までの情報しかない場合よりも、3 歳

香川県、愛媛県、福岡県、大分県が調査した体長

における漁獲尾数の情報の分だけ精度が上がると

組成調査、
（3）香川県、愛媛県が調査した体長―

言うことです。言い換えると、0 歳魚の情報しか

体重関係、
（4）香川県、愛媛県が調査した体長―

ない昨年生まれの年級群は、1 歳魚以降にどれだ

年齢査定調査結果、です。計算は他の多くの魚種

け漁獲されるか分からないため、資源尾数推定精

系群と同様に、コホート解析と呼ぶ方法で行いま

度が最も低いわけです。なお、ある年のサワラの

す。その順序は次の通りです。まず、
（1）から月

資源量は、その年の各年齢の資源尾数にそれぞれ

別、灘別、漁法別の漁獲量を集計します。次に、

の年齢の平均体重を掛けたものを、全年齢で合計

（2）の体長組成長瀬結果に基づいて、漁獲量を体

して求めます。

長 1cm ごとに振り分けます。これを（3）の体長
と体重の関係から 1cm ごとの漁獲尾数に変換し
ます。この値を（4）の体長と年齢査定調査の情
報を用いて年齢別の漁獲量にまとめます。これを
瀬戸内海全体で集計して、たとえば 2010（平成
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４．2011（平成23）年のサワラ
瀬戸内海系群の資源評価結果
2010（平成 22）年までの年齢別漁獲尾数に基

22）年は 0 歳魚が 15 万 6 千尾、1 歳魚が 25 万尾、

づいて計算した資源尾数推定値を図 3 に、資源

2 歳魚が 16 万 6 千尾、3 歳魚が 2 万 5 千尾、4 歳

量推定値を図 4 に示します。2011（平成 23）年

魚以上が 6 千尾で、合計 60 万 1 千尾といった具

におけるサワラ瀬戸内海系群の資源量推定値は

合に計算するわけです。

6,759 トン、資源水準は低位、動向は増加と判

この計算は毎年行っており、これまでの蓄積と

断しました。1987（昭和 62）年からの資源量の

して 1987（昭和 62）年からの 24 年分あります（図

推移を見ると、1998（平成 10）年まで大きく減

はやや増加傾向にあります。また、年齢構成を見
ると、1992 年（平成 4）年頃までは 3 歳以上の
高齢魚の割合が高かったのですが、それ以後は 0
歳から 2 歳までの若い個体ばかりで占められてい
ます。この原因は、3 歳になるまでに獲り尽くさ
れてしまうからと考えらます。このような状況で
は、2 年以上連続して稚魚期の環境不良で発生尾
数が少なくなると、資源が急減することになりま
図３

サワラ瀬戸内海系群の年別年齢別資源尾数推定値
（平成23年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価より）

す。これを防ぐには、3 歳以上まである程度の個
体を獲り残す必要があると考えられます。

５．種苗放流と漁獲規制
1998（ 平 成 10） 年 か ら 試 験 的 に 小 型 種 苗 の
放流試験を行ない、資源回復計画が開始された
2002（平成 14）年から 10 年にわたって 8 ～ 29
万尾の本格的な人工種苗放流を続けてきました。
種苗には頭蓋骨内に形成される耳石という硬い組
織の内部に標識を付けて放流しています（表）
。
漁獲したサワラの頭部から耳石を取り出して蛍光
図４

サワラ瀬戸内海系群の年別年齢別資源量推定値

（平成23年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価より）

顕微鏡で観察すると放流魚か天然発生魚かが区別
できます。漁獲物に占める放流魚の割合は資源の
少なかった 10 年前には 15% くらいもありました

少し 1 千トンを下回り、1999（平成 11）年から

が、最近 3 年間は 2 ～ 3% です。また、資源尾数

2003（平成 15）年まで次第に増加して 3 千トン

推定値にこの割合を掛けて求めた放流由来の資源

を超えた後は横ばい傾向でした。2008（平成 20）

尾数から、放流した種苗の約 4 分の 1 が漁獲され

年からやや増加し、2010（平成 22）年は 4 千ト

る大きさまで成長したことが分かりました。これ

ンを超え、2011（平成 23）年は更に増加して 6

を種苗の添加効率と呼びます。

千トンを上回り、もっとも減少した 1998 年の約

上述のように、資源評価の結果として年齢別資

10 倍、資源回復計画の目標の 2 倍以上に達しま

源尾数が得られていますので、これを元に将来の

した。2011（平成 23）年の 0 歳魚の資源尾数（漁

資源尾数を予測することが出来ます。サワラの各

獲対象になった段階での資源尾数）は 200 万尾

年齢について資源尾数に対する漁獲尾数の割合を

を越え、2 年ぶりに 100 万尾を上回りました。0

引き下げれば、将来の資源尾数は増加し、引き上

歳魚の資源尾数が 100 万尾を超えたのは、1994（平

げれば減少します。一方、種苗放流尾数を増加さ

成 6）年以降では 2002（平成 14）年と 2008（平

せればその年の 0 歳魚尾数を上積みできます。両

成 20）年の 2 年だけです。ただし、前述のよう

方の資源増大効果を 5 年間累積して得た 5 年後

に最近年の 0 歳魚の資源尾数の推定精度はあまり

の資源尾数を図 5 に表しました。横軸は漁獲の強

高くないため、200 万尾が下方あるいは上方修正

さで、縦軸は種苗放流尾数です。図の中の斜めの

される可能性があります。

線は 5 年後の予測資源量の等量線図です。これ見

1987（昭和 62）年からの 24 年を振り返ると、

ると、現状の漁獲の割合と種苗放流尾数を継続す

現在のサワラ瀬戸内海系群の資源はどういう状態

ると資源量は 6,900 トンになること、漁獲の割合

にあると言えるでしょうか。資源尾数は 1987（昭

をそのままとして放流尾数を 2 倍にすると資源量

和 62）年頃はかなり多かったのですが、1998（平

は 7,500 トンになること、漁獲の割合を 1 ポイン

成 10）年まで毎年に減少し、その後やや増加し

ト減らして種苗放流尾数をそのままとしても同じ

て 2002（平成 14）年以降は横ばいとなり、近年

7,500 トンの資源量となることが分かります。資
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源が極めて少なかった 10 年前は種苗放流の効果

言い換えると、いつまでも種苗放流の効果が大き

が大きく、資源の増大に一定の役割を果たしまし

くてそれに依存しなければ維持できない資源は危

たが、近年のように資源がかなり増加した状態で

機的な状態にあると考えられます。この先、サワ

は、種苗放流よりも漁獲規制の効果が大きく現れ

ラの資源が良い状態で推移することを願っていま

るようになってきたと考えられます。このことは、

す。

資源回復が回復した証しと言うことが出来ます。

表

サワラ瀬戸内海系群の種苗放流

（平成23年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価より）

図５

サワラ瀬戸内海系群の漁獲の引下と種苗放流の効果
（平成23年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価より）
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chapter

3

サワラの資源回復に向けた平成24年度以降の
瀬戸内海における対策とその枠組みについて
瀬戸内海漁業調整事務所
資源管理計画官

１．サワラの資源回復に向けた取組
の経緯
瀬戸内海のサワラの漁獲量は、昭和 61 年の
6,255 トンをピークに減少し、平成 10 年には 196
トンまで低下しました。この漁獲量の急激な減少
の主な原因は、「流し網」については漁具の改良
（テグス網地の導入等）、漁船性能の向上があった
ほか、まき網漁業の操業等により漁獲努力量が高
いレベルに維持され続けたこと、餌料生物として
重要なカタクチイワシやイカナゴが減少したこと
等が考えられています。
このような資源の枯渇を目の当たりにして、播
磨灘や備讃瀬戸の漁業者を中心に、漁期を短縮し

青 木

滋

たり、網目を大きくして小型魚を取り残すといっ
た対策が自主的に始められました。そして、水産
庁の資源回復計画制度が発足する際には、サワラ
は瀬戸内海での取組における候補魚種となり、平
成 14 年のサワラ瀬戸内海系群資源回復計画の策
定に伴い、資源回復の取組は瀬戸内海全体へ広
がっていくことになりました。

２．資源回復計画による取組
資源回復計画制度とは、我が国周辺水域におけ
る水産資源の多くの魚種が減少傾向にあることか
ら、これらの魚種について早急に資源を回復させ
ることを目的として、漁獲の制限、種苗放流、漁
場環境の保全など必要な対策を総合的、計画的に

瀬戸内海のサワラ漁獲量の推移
（瀬戸内海及び太平洋南区における漁獲動向（中国四国農政局）及び漁業・養殖業生産統計年報）
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実施していくものです。サワラ瀬戸内海系群資源
回復計画は、その第１号の資源回復計画として平
成 14 年４月に策定・公表され、資源回復計画制
度が終了する平成 24 年３月までの 10 年間にわ
たり、瀬戸内海のサワラ資源を利用する関係 11
府県が連携して取り組んできました。

得補償制度とされる資源管理・漁業所得補償対策
が打ち出され、これまでの資源回復計画制度に変
わる新たな施策となる資源管理指針・資源管理計
画制度が、平成 23 年度から実施されることとな
りました。この資源管理指針・資源管理計画制度

このサワラ瀬戸内海系群資源回復計画では、灘

では、府県が管理する漁業により採捕される魚種
の資源管理は、府県作成の資源管理指針にて実施

や漁業種類ごとに期間を定めた休漁等の措置を講

することとされているため、今後のサワラの資源

じ、それを瀬戸内海広域漁業調整委員会指示で担
保することで、瀬戸内海全域でのサワラの漁獲制

は、漁業者のいる府県がそれぞれ管理していくこ
ととなります。

限を着実に実施していくこととしました。また、

しかしながら、サワラは府県を跨がり回遊する
魚種であるため、府県単位だけで適切かつ効率的
な管理を行うことは容易ではありません。そのた
め、瀬戸内海漁業調整事務所では、この新たな資
源管理制度に見合った管理体制を構築すべく、関
係府県との意見交換や説明を数回に渡って実施し
てきました。
また、関係府県の漁業者による瀬戸内海ブロッ
ク漁業者協議会や海域別の漁業者協議会を通じて
漁業者の意見集約や合意形成が図られるなど、官
民が一体となって今後の資源管理体制等について
の協議や意見調整が進められました。その結果、
今後も今までのような、関係漁業者による協議会
や国による調整を存続させるとともに、種苗放流
の継続及び漁獲管理との一体的な推進体制の確立
について、検討していくこととなりました。

独立行政法人水産総合研究センターや関係府県、
漁業者等が協力して、サワラの種苗生産・中間育
成・放流が積極的に行われ、計画期間中に合計
160 万尾の種苗放流を実施しました。その他、漁
業者らによる船上受精卵放流や、関係府県による
放流効果を調べるモニタリング調査等も行われて
います。
このような努力により、我が国周辺水域の資源
評価 注１）では、サワラ瀬戸内海系群の資源水準は
まだ低位ではあるものの、増加傾向にあると判断
されています。

３．新たな資源管理体制に向けて
平成 21 年の新政権の発足に伴い、漁業版の所

サワラ資源管理に関する協議会等一覧
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そこで、全国漁業協同組合連合会の協力を得て、
関係府県が連携・協調した資源管理措置の内容等

とになります。

を協議したり、資源の回復状況及び漁獲状況等の
報告を行う場として「サワラ瀬戸内海系群資源管

策が始まりました。水産庁の第６次栽培漁業基
本方針 注２）の考えを基に新たに設立された瀬戸内

理漁業者協議会」を設けました。ここではさわら

海海域栽培漁業推進協議会により、府県を跨がり

の漁獲管理を中心に、有識者や行政研究担当者、
漁業者等から様々な情報の提供を受けつつ、瀬戸

回遊するサワラのような広域種については、関係
する府県間での共同種苗生産・放流体制の構築を

内海全体のサワラ資源管理の推進を図っていくこ

図っていくこととなり、平成 24 年度には、
「種苗

一方で、種苗の生産・放流に関しても新たな施

サワラ瀬戸内海系群資源管理漁業者協議会の概要（全国漁業協同組合連合会資料）

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会による種苗生産・放流体制（瀬戸内海漁業調整事務所資料）
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放流による資源造成支援事業」を活用したサワラ
の共同種苗生産・放流が実施されることとなりま
した。

ます。
すなわち、漁獲管理の規制の部分については
「サワラ瀬戸内海系群資源管理漁業者協議会」、そ
れから種苗生産体制も含めた種苗放流については

４．さわら検討会議について

「瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会」で、それぞ
れ詳細な検討を進めていくとともに、さわら検討

このように、サワラの漁獲管理をつかさどる「サ

会議において、両協議会の検討内容を上手くリン

ワラ瀬戸内海系群資源管理漁業者協議会」と、種

クさせ、効果的な資源管理のための措置をまとめ

苗生産・放流を行う「瀬戸内海海域栽培漁業推進
協議会」が、個別に設立されたわけですが、さら

ていくといった仕組みです。
また、これらの検討状況については、瀬戸内海

に、両協議会を有機的に運営し、漁獲管理と種苗

広域漁業調整委員会にて、各会議の取り組みとし

放流を両輪とする総合的な資源管理を推進してい
くために、
「さわら検討会議」が、瀬戸内海漁業
調整事務所を事務局として設立されました。
この「さわら検討会議」は、資源回復計画制度
のもとで組織していた、瀬戸内海漁業調整事務所、
瀬戸内海区水産研究所、それに関係府県の行政、
研究機関からなる行政研究担当者会議を基本にし
て、さらに「サワラ瀬戸内海系群資源管理漁業者
協議会」及び「瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会」
の代表者が参加することで、今後の資源管理のあ
り方を総合的に検討していくといった役割を担い

て説明・報告を行いつつ、必要に応じて委員会指
示の発出について審議を求めていくことを考えて
います。
瀬戸内海漁業調整事務所としては、「さわら検
討会議」、「瀬戸内海広域漁業調整委員会」、「サワ
ラ瀬戸内海系群資源管理漁業者協議会」、「瀬戸内
海海域栽培漁業推進協議会」という４つの組織の
連携を図りつつ、これらが一体となって資源管理
が進展していくようにサポートしていきたいと考
えています。

さわら検討会議の概要（瀬戸内海漁業調整事務所資料）

注１：「平成 23 年度

我が国周辺水域の漁業資源評価」（水産庁・水産総合研究センター）

注２：「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」（平成 22 年 12 月 24 日策定）
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー ③】

６海域栽培漁業推進協議会

幹事会を開催

各海域栽培漁業推進協議会は、平成 24 年４月から５月にかけて、幹事会を開催しました。
幹事会では
①

平成 24 年度通常総会議案・資料について

②

平成 24 年度通常総会の準備等について

③ 平成 24 年度種苗放流による資源造成支援事業について
等の協議・決定を行いました。
また、上記の協議等に加え、
① 太平洋北海域栽培漁業推進協議会では、幹事会に引き続いて、被災海域における種苗放流支援事業の
第１回担当者会議を開催して、平成 24 年度の事業計画等について意見交換・協議を行いました。
②

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会では、
・平成 24 年度のサワラ共同種苗生産・放流体制の構築について
・カザミ類資源の維持・増大に向けた研究開発の推進に係る要望について
の意見交換・協議を行いました。

○

幹事会の開催実績
海域

日時

場所

太平洋北

平成24年５月15日

チサンホテル仙台会議室

太平洋南

平成24年４月24日

名古屋ダイヤビル会議室

日本海北部

平成24年４月27日

東京八重洲ホール会議室

日本海中西部

平成24年４月20日

神戸市教育会館会議室

瀬戸内海

平成24年４月17日

神戸市教育会館会議室

九州

平成24年５月９日

水産庁九州漁業調整事務所会議室

各海域幹事会で協議・決定された平成 24 年度通常総会の日程は次のとおりです。
○

総会の日程
海域

日時

場所

太平洋北

平成24年６月27日

岩手県公会堂会議室

太平洋南

平成24年７月３日

名古屋ダイヤビル会議室

日本海北部

平成24年７月９日

東京八重洲ホール会議室

日本海中西部

平成24年７月19日

ラッセホール会議室

瀬戸内海

平成24年７月25日

ラッセホール会議室

九州

平成24年７月31日

福岡県中小企業振興センター会議室

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会
平成24年度幹事会

太平洋北海域栽培漁業推進協議会
平成24年度通常総会

日本海北部海域栽培漁業推進協議会
平成24年度通常総会
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『我が妹が 丹後の海に 放ちゆく
あかあまだひの 色さやかなり』
（第 20 回全国豊かな海づくり大会・京都大会

御製）

第６回目は、京料理でよく使われるさかなで「ぐじ」とも呼ばれ、高値で取引されるア
カアマダイ（丹後ぐじ）の栽培漁業に焦点をあてました。
アカアマダイの栽培漁業には、京丹後の漁業者の熱い思いと、栽培技術者の強い絆があ
り、いま「京丹後ぐじ」としてブランド化され、京都の漁業関係者の希望の星となってい
ます。
今回のインタビュアーは、京都大学フイールド科学教育研究センター舞鶴水産実験所の
福西悠一研究員にお願いしました。
組合・漁業者の皆さん
兵衛 靖さん（伊根モーター組合・組合長 53歳）
和久田睦久さん（同・副組合長 57 歳）
小嶋裕一さん（養老モーター組合・前組合長 40歳）
下野正巳さん（与謝釣漁業連合会・副会長 46歳）
花崎元裕さん（JF 京都府漁連・指導課係長）
栽培技術者
有元 操さん（水産総合研究センター日本海区水産研究所・資源生産部長）
町田雅春さん（同 研究開発専門員）
漁業者の取り組みを支える京都府の皆さん
久門道彦さん（ブランド化推進・京都府水産事務所海のにぎわい課）
傍島直樹さん（京都府農林水産技術センター海洋センター・海洋調査部長）
井上太郎さん（京都府農林水産部水産課・主査）

第6回

京都府のぐじ（アカアマダイ）にかける男たち
の挑戦
おいしさと信頼―京のブランド産品に育てる！

京都大学フイールド科学教育研究センター
舞鶴水産実験所

１．高級魚ぐじの素顔

研究員

福西悠一

れ、京料理には欠かせない食材となっています。
ふっくらとした白身には上品な脂がのり、柔らか
な旨みがあります。浜でひと塩されたぐじは、江

若狭湾で獲れたアカアマダイは「ぐじ」と呼ば
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戸時代から鯖街道を通って京の都に運ばれていま

した。美食家で有

として低水準です。アカアマダイの主な漁法であ

名な魯山人氏も、

る釣延縄漁は、漁獲圧が低く混獲も少ないことか

ぐじを鱗ごとこん

ら、沿岸漁業として持続可能な資源に優しい漁法

がり焼いた「若狭

です。また、漁師さんは出荷サイズに満たない小

焼き」に舌鼓を

型の魚を海に放流しています。したがって、漁業

打ったと言われて

によって乱獲が起きている可能性は低いと考えら

います。料理名に

れますが、資源減少の直接的な原因は明らかでは

若狭という地名が

ありません。
【高い市場価値】

使われていること
からも、ぐじが古
来より京都を代表

インタビューする福西氏

アカアマダイは、延縄漁で漁獲される他の沿岸
魚類よりも魚価が高いという特徴があります。本

する魚であったことが窺えます。身が軟らかいの

種は体重によって四銘柄に区分けされ（大グジ：

で、干物や味噌漬けに適していますが、その他に

500g ＞；中グジ：300 〜 500g；小グジ：200 〜

も寿司、しゃぶしゃぶ、酒蒸しや唐揚げ等、幅広

300g；シャリ：200g ＜）、大グジはキロ３千円以

く料理に使うことができます。

上の高値で取引されています。そのため、アカア

アカアマダイは、角張った頭にぱっちりとした

マダイは、延縄漁を営む漁師さんの収入源の大部

瞳を持ち、愛嬌のある顔をしています。桜色の魚

分を占めており、生活を支える重要な魚種となっ

体に、黄色い斑模様がアクセントとなり、気品漂

ています。したがって、漁業関係者のアカアマダ

う美しい魚です。若狭湾西部のアカアマダイは、

イに対する期待は非常に大きいのです。

水深 30 〜 150m の砂泥底に生息します。分厚い

【地付きの魚】

唇の口で器用に泥を運び出し、トンネル状の巣穴

アカアマダイは、放流後の移動分散の範囲が狭

を作る習性があります。これは、天敵に襲われた

いことがわかっています。（独）水産総合研究セン

時に穴に逃げ込み、身を守るためと考えられてい

ター日本海区水産研究所資源生産部（京都府宮津

ます。また、縄張りを持ち、巣穴の近くに他の個

市、以下日水研資源生産部）の行った標識放流試

体が近づくと追い払います。

験では、再捕された個体のほとんどが放流場所か

アカアマダイの旬は秋ですが、周年漁獲されま

ら 20km 以内で見つかりました。したがって、広

す。水揚げされる魚の７〜９割は釣り・延縄漁に

域回遊するトラフグのように放流した種苗が成長

よって漁獲されており、主な産地は舞鶴市（三浜・

して他県へ出て行く可能性は低く、努力が地元に

小橋）
、
宮津市（江尻・養老）と伊根町（伊根・蒲入）

還元されやすいことから、漁業者のモチベーショ

です。また、一本釣り漁業では、針にかかった魚

ンも高まるそうです。また、日本海はアカアマダ

を巣穴から引き抜く際の独特の感触から、地元の

イの生息する砂泥底が広く、種苗放流による資源

漁師さんの間では「ボッコ釣り」と呼ばれていま

の維持・増大効果が期待されます。

す。

このようにアカアマダイは、日本海では漁業者

今回は、京都府のアカアマダイの栽培漁業とブ

からの大きなニーズがあり、日本海に適した特性

ランド化の取り組みについて、舟屋で有名な伊根

を持つことから、種苗放流による資源回復に向け

と、日本三景の天橋立に近い京都府漁協養老支所
にて、漁業関係者の皆様にインタビューを行いま
した。
（かばた）

兵衛さん

和久田さん

小嶋さん

下野さん

２．栽培漁業の期待の星
【資源量の低下】
京都府のアカアマダイの漁獲量は、1980 年の
85 トンをピークに減少傾向が続いています。平
成 23 年度の水揚げ量は約 36 トンであり、依然
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た取り組みが進められています。

３．チームワークで成り立つ栽培漁業

日本海区水産研究所
有元資源生産部長
日本海区水産研究所
町田研究開発専門員

下野さん

和久田さん

兵衛さん

小嶋さん

京都府ではアカアマダイ栽培漁業は、研究機関
と漁業関係者が協力して支え合い、一丸となって
取り組んでいます。インタビューの際に参加者か
ら「誰一人抜けても成り立たない、皆がアカアマ
ダイの母親なんだ」という発言がありました。関
係者のアカアマダイへの思いと団結力の強さが伝
わり、胸が熱くなる言葉です。

京都府農林水産技術センター
海洋センター
傍島海洋調査部長

アカアマダイの栽培漁業に関する研究開発の中
核を担う機関が、日水研資源生産部です。やや深
い海に生息するアカアマダイは、天然魚の仔稚魚

として、延縄漁の漁師さんが種苗放流の趣旨を良

期の生態について不明な点が多く、種苗生産技術

く理解し、積極的に様々な作業に参加しているこ

開発が難しい魚種とされてきましたが、昭和 59

とが挙げられます。

年度より研究を開始し、着実に成果を挙げていま

①

人工授精に用いる親魚は、すべて延縄漁の漁師

を開発し、まとまった量の受精卵を確保すること

さんによって確保されています。アカアマダイは

が可能になりました。その後、仔稚魚の飼育技術

とてもデリケートな魚で、漁獲された魚の約 20

の開発が進められ、近年では安定して種苗が生産

〜 30％しか活かすことができません。その中か

できるようになりました。京都府農林水産技術セ

ら状態の良い個体を選りすぐり、活かした状態で

ンター海洋センターと連携して、平成 22 年度に

慎重に日水研資源生産部に運びます。受精卵が手

は、標識を装着したアカアマダイの種苗（平均全

に入らなければ種苗生産は始まらないわけですか

長 5.4㎝）
、63,800 尾を若狭湾西部の丹後海に放

ら、漁師さんがアカアマダイ栽培漁業の生命線を

流しています。アカアマダイでは、放流効果の調

担っていると言えます。

査が可能となる放流であり、全国初の快挙であり、

②

標識の装着

報道でも大きく取りあげられました。平成 19 年

漁師さんは、種苗の標識作業にも参加されてい

度から平成 23 年度までに標識放流されたアカア

ます。アカアマダイの種苗放流は、捕食者の活性

マダイ種苗の数は、合計 10 万尾にのぼります。

が低い厳冬期に行われます。昨年度は雪の降る中、

また、放流された稚魚は、天然海域に素早く適応

日水研宮津庁舎を訪れ、職員さんと一緒に標識付

し、多毛類やアミ・ヨコエビといった小型甲殻類

けを行いました。標識作業は１日掛りの仕事であ

等の餌をしっかりと食べ、巣穴を形成しているこ

り、その日は漁に出られなくなるため、当初は参

とが、その後の調査で確認されています。放流が

加に難色を示す方もいたそうですが、若手の漁師

始まってからまだ数年ですが、これまでに数は少

さんや京都府漁連の職員さんの説得もあり、現在

ないですが、標識のついたアカアマダイが漁獲さ

は皆が納得して作業に従事しています。

れています。最大の個体は４歳と７ヵ月であり、

③

放流魚が天然海域で生き残り、十分に漁獲できる

放流作業
標識作業が終わったら、いよいよ種苗の放流で

サイズまで成長していることが確認されました。

す。ここでも漁師さんは大活躍で、漁船を使って

また、再捕れた個体の中には、成熟し産卵した跡

職員さんと協力して稚魚を放流します。水面から

が確認できるものもあり、放流により再生産に寄

放流する場合には、海鳥による種苗の食害が課題

与している可能性があることもわかりました。こ

ですが、照度を落として輸送することで、放流稚

のように、アカアマダイの放流の成果は、着実に

魚の速やかな潜行を促し、被食率の低減に成功し

得られています。

ています。また、放流籠を海底まで落としてから

京都府のアカアマダイ栽培漁業の特筆すべき点
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親魚の確保

す。平成９年度からは、人工授精による採卵技術

稚魚を放す方法も、試験的に行われています。種

苗に対する知識の豊富な研究者と現場の経験が豊

ド産魚「丹後ぐじ」の生産と流通の影には、延縄

富な漁師さんがお互いに知恵を出し合いながら、

漁師さんと京都府漁協・京都府漁連職員さんの地

より良い放流方法を常に模索しています。

道な努力があり、それぞれの絶妙な連係により成

④

り立っています。ここでは、「丹後ぐじ」誕生の

漁獲時の標識確認
延縄漁でアカアマダイを釣り上げた際には、魚

体を観察し、標識が付いていないかチェックを
行っています。延縄漁師の下野正己さんは、餌料

経緯と出荷までの舞台裏をご紹介したいと思いま
す。
【背景と目的】

曳き漁の最中に標識のついたアカアマダイ幼魚を

前に述べたように、アカアマダイは市場価値の

漁獲しました。これまで、アカアマダイの放流後

高い魚です。しかし、近年の魚価の低迷により、

の漁獲情報は 2 歳以上ではあり、幼魚段階での漁

本種の値段は最盛期のおよそ半分にまで落ち込ん

獲の報告は初めてです。標識があることを発見し

でいます。燃料代の高騰が利益の減少に拍車をか

たのは、夜の 11 時頃と遅い時刻でしたが、日水

け、漁師さんが安定して収入を得るのも難しく

研資源生産部でアカアマダイの担当をされている

なっています。このような現状を背景に、漁師さ

町田雅春さんの気持ちをくみ取り、すぐに電話を

んからアカアマダイをブランド化したいという声

されたそうです。町田さんはこの報告を受け、ア

が次第に上がるようになりました。そこで、①漁

カアマダイの初期生態のブラックボックスが解明

業者の収入を増やし、経営を安定させる。②質の

できるかもしれないと思い、興奮して眠れなくな

良いぐじを消費者に届ける。③ブランド化を通し

るほど嬉しく、翌朝喜んで取りに行ったとのこと

て地域を活性化させる。これら３つを主な目的と

でした。

して、アカアマダイのブランド化への取り組みが

このように、京都府のアカアマダイ栽培漁業で
は、漁師さんと研究者が互いに信頼し合い、強い

始まりました。
【「丹後ぐじ」の生産】

絆で結ばれています。長年アカアマダイの栽培漁

ブランド魚の生産は漁師さんが担当します。魚

業に携わってこられた町田さんは、数字として表

の取り扱いには、細心の注意が払われています。

れる成果を追い求めるだけではなく、目には見え

漁師さんは、釣り上げたぐじを直接手で触らない

ない「栽培の心」の回収率を上げることを信念に

ようにします。なぜなら、手から伝わる体温が鮮

していると熱く語ってくださいました。アカアマ

度に影響を及ぼす可能性があるからです。口にか

ダイの栽培漁業を推進することによって、これか

かった針を外すのではなく、ハリスを切って取り

らも漁師さんが安心して仕事を続け、たくさんの

込みます。次に、氷水の入ったアカアマダイ専用

笑顔が見られることを町田さんは願いながら、漁

のクーラーボックスに収容するのですが、ここで

業者と一心同体となり、より効率的な種苗放流研

も一工夫です。仕切り板を取り付けることによっ

究開発に取り組んでいくとのことです。漁師さん

て、氷が魚体に直接触れないようにし、魚体の色

からは、
「アカアマダイの資源増大に取り組む体

合いが悪くならないようにします。また、鮮度を

制が整っていることは、非常にありがたいことで、

保つため、水温を４±１℃に維持します。漁師さ

恵まれた環境だと思う。皆には感謝している」と

んは、マニュアルに定められた全ての項目を確認

いう声が聞かれました。何事も目先の数字だけで

するために、「丹後ぐじ」生産管理記録簿をつけ

判断されることの多い昨今ですが、京都のアカア

ることが義務づけられており、徹底した品質管理

マダイの栽培漁業には、心がほっこりするような、

を行っています。若狭湾の西部では、延縄漁の漁

人情味溢れるあたたかさがありました。

場が近いため、約４時間でぐじを港に持ち帰るこ

４．アカアマダイのブランド化
「丹後ぐじ」
【京都府初のブランド魚】

とができます。漁師さんは、「丹後ぐじの鮮度は
どこにも負けない」と自信を持っていました。最
高の状態で運ばれて来たぐじは、すばやく丁寧に
荷受場に水揚げされます。
【「丹後ぐじ」の流通】

若狭湾西部で獲れたアカアマダイは、漁獲後の

ここで、バトンは京都府漁協・京都府漁連の職

品質管理体制が徹底されており、魚では初めての

員さんに渡されます。300 グラム以上の魚がブラ

京のブランド産品として認定されました。ブラン

ンド魚の候補となり、鮮度、色、型、鱗の状態を
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指標に品質チェックが行われます。そして、これ

きるようになれば、栽培漁業の成果がより活きて

らの厳しい管理項目を全てクリアーした最上級の

くると考えられます。漁業者の収入が増え、長期

魚だけが、ブランド魚として認定され、丹後ぐじ

的に漁を続けていける見通しが立てば、後継者不

の称号を手に入れるのです。選別が終わると、い

足という問題も徐々に解消するかもしれません。

よいよ出荷の作業です。ブランド魚には「丹後ぐ

日水研資源生産部の有元操さんは、漁師さんの生

じ」と書かれたタグが取り付けてあり、気温の高

活こそが水産業の基盤であり、安定した収入を得

くならない場所で氷の入った専用容器に手際よく

られるシステムを構築することが重要であると強

陳列します。氷を再度魚にかぶせ、PR パンフレッ

調されていました。京都府のアカアマダイ漁業に

トを入れて蓋をして、準備完了です。

は、目先の利益を追い求めるのではなく、資源を

「丹後ぐじ」は、平成 24 年６月 14 日に、ブラ

持続的に利用し、かつ漁師さんが漁を存続して行

ンド魚として認定を受けてから初めて東京や大阪

くために必要なプラスの循環が形成されつつあり

の中央市場に出荷されました。漁師さんと京都府

ます。これは、漁業者、研究者および行政に携わ

漁協・京都府漁連の職員さんにしてみれば、田舎

るすべての関係者が明確な共通の目標を持ち、厚

から都会に上京するかわいい我が子を送り出すよ

い信頼関係のもとに取り組んでいるからこそ成し

うな気持ちに違いありません。京都府漁連の花崎

遂げられることだと思います。

元裕さんは、今後も地元の観光協会とタイアップ

これまでに京都大学では、舞鶴水産実験所の益

して精力的に PR 活動を行い、より多くの人に上

田玲爾准教授がアカアマダイの巣穴形成の個体発

質の「丹後ぐじ」を楽しんでいただきたいと意気

生について、情報学研究科の横田高士博士がバイ

込んでいました。

オテレメトリーを用いた本種の行動追跡や捕食者
の解析について、日水研資源生産部との共同研究
を行った実績があります。今後も大学の特徴を活
かし、アカアマダイ漁業の発展に微力ながら貢献
できればと思います。
京都府機船底引曵網漁業連合会は、ズワイガ
ニおよびアカガレイにおいてアジアで初となる
MSC (Marine Stewardship Council) の 漁 業 認 証
を取得しており、環境に配慮した漁業をリードし
てきました。今回紹介した、アカアマダイの栽培
漁業とブランド化への取り組みもまた、健全な沿
岸漁業を行うための京都発のモデルとなり、他の
栽培漁業対象種に応用できるのではないでしょう

初出荷された「丹後ぐじ」

か。軌道に乗り始めた「丹後ぐじ」の今後の更な
る発展を、研究者として、そして消費者として期
待したいと思います。

５．ブランド化で活きる栽培漁業
アカアマダイの栽培漁業とブランド化は、一見
全く別のトピックにも思えますが、両者の間には
重要な繋がりがあります。労力とコストを費やし
て栽培漁業に取り組み、資源が増大したとしても、
漁業者が魚を売って十分な収入を得ることができ
なければ、漁業そのものが成り立ちません。した
がって、栽培漁業を行うにあたり、対象魚の流通
を含めて考えることは極めて重要です。ブランド
化により魚の付加価値が上昇し、安定して供給で
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インタビューに参加した皆さん
（京都大の学生さんも一緒に）

【漁場づくり】～「水産環境整備の推進に向けて」期待するもの～（シリーズ最終回）

水産環境整備と連動した環境教育と
魚食文化の継承
福井県立大学海洋生物資源学部
教 授

瀬戸雅文

に軍拡競争をくり広げながら、あるいは棲み分け

水産環境整備の理念
本誌の第 23 号より４回に亘って連載された「水
産環境整備の推進に向けて」は、今回が最終回と
なります。本シリーズを締め括るにあたり、もう
一度、水産生物の営みの原点に戻って、水産環境
整備によって導かれる未来の海の姿を想像してみ
ましょう。その上で、
「漁場づくり」の枠を超えて、
水産環境整備を成し遂げるための新たな社会のし
くみづくりや、豊かな水産環境を後世に引き継ぐ
ために、私たちに何ができるか、ざっくばらんに
話を展開します。
水産環境整備は、
「環境基盤の重視」
、
「点から
空間へ」、
「資源・環境変動への対応」の３つの基
本方針より構成されています。図１は、これらの
基本方針と豊かな海との関わりを示したもので
す１）。

や食い分けで共存しながら、津々浦々の環境に適
応し、個性豊かな生物と環境（環境基盤）の関係
を築きながら進化を遂げてきました。波が砕けた
り、淡水が流れ込んだり、引き潮時に海底の一部
が干上がったりする浅場は、海の中で最も環境変
化に富んだ場所です。このような場所は、一見、
環境が厳しくて生物が棲みづらい場所のように思
いますが、実は、新たに発生した命に、生き残る
チャンスを提供している貴重な場所でもあるので
す。例えば、環境の変化で波が砕けるようになる
と、静かな環境を好む生物が逃げ出して、その後
に波に強い生物が住みつくチャンスが生まれま
す。このように、浅場では適度な環境の変化が繰
り返されるお陰で、様々な生物が入り込むチャン
スが生まれるため、水産生物の多くも浅場を産卵
場として利用しています。環境基盤が本来の役割
を果たすためには、適度な環境の変化が必要なの
です。
海の環境変化に呼応するように水産資源も衰退
と回復を繰り返しています。このような水産資
源の変化に対応するためは、これまでのような対
象種を一つに絞った漁場づくりから、対象種が変
化しても利用できるように、複数種を対象とした
漁場づくりへと発想を転換してゆく必要がありま
す。効果の評価においても、環境の変化が目立た
ない短期間ごとに検証して、その都度改良を加え
ながら、環境の変化に応じて造成の効果を積み上
げてゆく努力が必要となるでしょう。環境の変化

我が国の津々浦々は、まことに個性豊かな自然
環境に満ち溢れています。同じ景色のように見え
ても岬一つ挟んだ入り江では、潮の流れや波の伝
わり方、砂の動き、河川水の交わり方など、それ
ぞれ微妙に異なりながら、様々な時空間スケール
で日々変化しています。海の生物たちは、お互い

を前提とすれば、どれだけ順調に経過している漁
場づくりにおいても、定期的なモニタリングと将
来へ向けた備えが欠かせないことになります。
津々浦々に個性豊かな自然環境が形成されるこ
とによって、それぞれの環境を反映した様々な種
類で構成される生物群集がすみつき、それぞれの
生活史を通して、複雑に関わり合う柔軟性に富ん
だ生態系（生息環境空間）が発達してゆきます。

45

こうした生物達が生きる過程で様々な物質を海
の隅々まで循環することによって、物質が偏在
することなく満遍なく行き渡るような海ができま
す。これが、生命の存在にとって理想的な誠に躍
動的で健全な海の姿です。多様な生息環境空間を
守り育てることによって、生物達の生活を通して

減少しても、「卵→仔稚魚→成魚→卵」のフィー
ドバック系が自己調節的に働いて、海の豊かさに
見合った資源量を永続的に得ることができるので
す。
一見完璧そうに思える自然の再生産システム

物質の循環を活性化させ、少し富栄養だけど生物

は、餌の量が変わらないことを暗黙の条件として
成立しています。自律更新性が機能するために

生産性が高い健全な海をつくってゆくことが、豊

は、餌が増えるために必要となる窒素やリンなど

かな海を守り育てるための水産環境整備の理念と
言えるのではないでしょうか。水産環境整備の３

の栄養物質が滞りなく供給されることが必要なの
です。

つの基本方針は、地球に生命が誕生して進化しな
がら生物多様性を獲得してきた歴史とどこか似て
いるようにも感じます。
話を理想から現実に戻して、環境変動に応じな
がら環境基盤を改善し、水産生物の生活史に即し
た漁場づくりを徹底すれば、本当に沿岸漁業の生
産量は回復するのでしょうか。我が国の沿岸漁業
は、藻場や干潟に生活史を依存する水産資源を皮
切りに減少傾向が続いており、このままの状態が
改善されなければ 2050 年頃には全生産量が底を
ついてしまうような危機的状況に陥っているので
す２）。

海と陸とのつながり
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農業では土地に種を蒔くだけでは、おいしい作
物は期待できません。耕作、用水管理、栄養管理、
病害虫管理などの様々な努力に加えて、お天道様
の恩恵に授かってやっと美味しくて栄養たっぷり
の作物が期待できます。漁業も農業と同じ第一次
産業ですが、海を耕したり肥料を与えたりしなく

図２は、水産資源の漁獲から流通、利用を巡る
物質循環の「環」を示したものです。漁業は、食
物連鎖を通して海の生物に取り込まれた窒素やリ
ンを陸に引き上げ、沿岸域の環境を正常に維持す
るために貢献しています。我々消費者も、地場で
獲れた水産物を食べて栄養物質を再び海に回帰さ
せる貢献者として「環」の中に位置付けられてい

ても、適切に資源を管理していれば、永続的に海
の幸を利用できるものと考えられています。この
ような漁業の特質は、時化や季節変化など自然の
営みの中で、海の環境が自ずと耕されることに加
えて、水産資源には自律更新性が備わっているた
めと説明されてきました。
水産資源の多くは、発生後、初期減耗によって
個体数が大幅に減少し、その後も自然死亡や漁獲
などで徐々に減少してゆきます。今、漁獲などに
よって親の数が減少すると生まれてくる子供の数

ます。水産環境整備は、海の部分のループを円滑
につなぎ合わせるための取り組みと言えますが、
物質循環の「環」が滞りなく巡るためにネックと
なる箇所は、先ず何よりも海と陸との物質のやり
取りでしょう。水質汚濁防止法の定着に伴い産業
排水は激減し、現在では陸域からの汚濁源の殆ど
が生活排水に由来しています。輸入食材が幅をき
かせ、年間 2 千万トン以上の食品廃棄物が発生す
る我が国においては、ひとたび排水処理を誤れば、
富栄養化が進行して赤潮や貧酸素水塊の発生など

も減ります。子供達は、競争相手が少なくなれば、
獲得できる餌の量は増えるため、これまで以上に
速く成長して、成熟までに要する時間も短縮され
ます。その結果、生き残る親の数が増えて新たに
発生する子供の数も増加することになります。こ

厄介な環境問題を引き起こします。
一方、我々に水産物を供給している漁村の６割
は、都会から隔絶した過疎地域に点在し、高齢化
や人口流出など厳しい現状に直面しています。こ
のような地域では、漁業による栄養物質の陸への

のように、水産資源は漁獲などによって親の数が

取り上げが海への回帰を上回り、海の生産力が日

に日に低下してしまう事態も心配されます。

人口が 3 万人に満たない町や村が全自治体の半

図３は、我が国で水産物を漁獲している市町村

数以上を占めており、町や村で全体の 3 割程度の

の人口規模と漁獲量の関係を両対数グラフで示し
たものです。自治体によって人口や漁獲量が何桁

漁獲量を上げています。これを人口一人当たりの
漁獲量で比較すると、町や村は、人口 3 万人以上

も異なるため、縦軸と横軸は、共に対数目盛になっ

の自治体の実に５倍程度の漁獲物を陸に引き上げ

ている点に注意してください。

ていることになります。最近では、水産加工品の
産地直販や漁家民宿など、６次産業化の取り組み
も見られるようになりましたが、漁獲物の多くは
近隣の中核都市や大消費地へ輸送されているのが
実状です。
そこで、自治体ごとに陸と海の栄養物質（窒素
とリン）の収支がどのようになっているか大凡の
状況を調べてみました。海から陸への引き上げ量
は、農林水産省が公表する市町村別魚種別漁獲量
をもとに、文部科学省が公表する日本食品標準成
分表より各魚種に含まれる窒素とリンの量（何れ
も湿重量％）を算定後、漁獲相当量に変換しまし
た。一方、陸から海へ流出量は、日本人の人口一
人当たりが排出する生活排水に含まれる窒素とリ
ンの人口当量（全窒素 4.38kg/ 年、全リン 0.657kg/
年）３）を自治体の人口に乗じて算出しました。陸
からは河川を通じて森林など自然由来の栄養塩が
海へ流れ込みますが、本稿では、自然状態では海
と陸との栄養収支は均衡していたものと考えて、
漁獲や生活排水など人為的な影響について収支を
解析しました。解析では、生活排水を通して１年
間に陸から海へ流出した窒素の量とリンの量を、
漁業によって海から陸へ引き上げられたそれぞれ
の量で割った値を回帰率と定義し、自治体ごとに
窒素とリンの回帰率を計算しました。
図４は、回帰率の人口規模と漁獲量による変化
を窒素とリンのそれぞれについて等値線で示した
ものです。たんぱく質や無機質の成分含量は魚種
ごとに異なっており、漁獲される魚種も自治体ご
とに様々であるにも関わらず、回帰率は自治体の
人口に概ね比例して増加し、漁獲量に反比例して
減少しています。また、海と陸の収支がほぼ同じ
になる回帰率１の等値線をもとに、例えば、窒素
では人口（人）の概ね 0.14 倍以上の年漁獲量（ト
ン）がある自治体では陸から海へ戻る排出量が、
海から陸への引上げ量を下回ることがわかりま
す。図３と比較しながら、回帰率が１未満の自治
体数を調べると、全体の 3 割が該当し、これらの
自治体で全漁獲量の実に 8 割を水揚げしているこ
とがわかりました。今回の概算では、養殖業によ
る陸への引上げ量は含めていません。さらに、最
近では窒素やリンを効率的に除去できる下水処理
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場も登場していますが、これらの影響も加味して

吉田ら４） は、既往知見をもとに、コンブやホ

いません。従って、実際に海へ排出される窒素や

ンダワラ類などの大型海藻の生産に必要な栄養塩

リンの量は図４よりも更に少ないものと予想され
ます。

の適正濃度を、溶存無機態窒素で 0.056 ～ 0.21mg/
ℓ、溶存無機態リンで 0.0078 ～ 0.023 mg/ℓと
報告しています。図５や表１で示した水域類型の

水質浄化と海藻の関係

窒素やリンは有機態と無機態の両方を合計した値
（全窒素、全リンと呼ばれています）のため、こ

窒素の回帰率が１を超える自治体の平均人口は

れらの結果から、我が国沿岸域における栄養塩濃

13.3 万人で、人口 20 万人以上の特例・中核・指

度と海藻の生産との関係を直ちに結びつけること
は困難です。

定都市の平均回帰率は 400 超と際だっています。
人口が集中する閉鎖性海域の一部では、現在でも
赤潮や青潮が観測され、底質に堆積した有機物の
除去など粘り強い継続的な対策が必要です。
一方、水産物の主要な生産地で、回帰率が１を
下回る町や村においても、公共用水域を対象とし
た水質汚濁防止法の施行に伴い、水質は浄化され
続けています。図５は、全国の沿岸域を対象とし
て毎年実施されている公共用水調査の、2002 年
から 2008 年までの全基準点における窒素とリン
の濃度分布を、環境庁が定めた水域類型（表１参
照）毎に色分けしてプロットしたものです。水域
類型は、水域の利用目的、水質汚濁の状況や汚濁
源の立地状況などをもとに、水域毎に予め定めら
れた環境基準のため、プロットされた実測値と必
ずしも一致していませんが、環境基準の達成率は
年々増加し、近年では８割以上を維持しています。

表１
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海域の全窒素と全リンに関する水域類型

図６は、海藻が吸収できる溶存無機態窒素と溶
存無機態リンを全窒素と全リンで割った、海藻が
吸収できる窒素とリンの割合（溶存無機態窒素／
全窒素、および溶存無機態リン／全リン）を変数
として、吉田らの適正濃度の上限値をもとに栄養
不足が疑われる海域の割合、下限値をもとに海藻
の生育が困難な海域の割合を推定したものです。
それぞれの海域の割合は、図５に示した公共用水
調査の全海域に対する該当する海域の割合より産
出しています。海藻が吸収できる窒素やリンの割

合は、海域や季節によって大きく変化しますが、

回帰させるための拠点、水産環境の再生活動拠点

概ね 30 ～ 70％程度（図６で網がけした部分）と

として、新たな役割を担う必要があります。

仮定すれば、公共用水調査が実施されている海域
の 5 ～ 60% で海藻の生育が困難な状況に至るま

これからの栽培漁業は、海底の耕耘、栄養分の
添加、雑海藻や食害生物の除去など、種をまく以

で栄養塩濃度が低下している可能性が心配されま

上に海を耕すための取り組みにもっと積極的に参

す。

画することが大切です。磯焼け地帯に有機肥料を
散布すれば、海藻は直接吸収できなくても、多種

水産環境整備の新たな展開

多様な生物が棲みついて、ウニや藻食魚で象徴さ

浅場から大型海藻が消失すると、海藻に着生す

れる単調な磯焼けの海と比べれば、ずっと複雑で
活力に富んだ生態系ができるかもしれません。さ

る多くの生物達も姿を消して、まるでデフレスパ

らに、岩の窪みに溜まった肥料の一部が分解され

イラルのように、貧栄養化の悪循環が進んでゆき
ます。漁村で陸揚げされた水産物の多くは、コー
ルドチェーンの普及により大消費地へと運ばれ、
漁村周辺では貧栄養化が進んで、磯焼けの発生や
漁獲量の低迷に喘いでいます。一方、大消費地周
辺では、依然として富栄養化や有機汚濁に頭を抱
えています。海と陸との物質循環の不均衡を改善
してゆくことは、水産環境整備を推進する上にお
いても大変重要な問題なのです。

れば、海藻が吸収できる栄養分として藻場の拡大
に寄与できるかもしれません。肥料の散布は、海
の変化に応じて肥料の量や追肥のタイミングなど
を調整しながら、人の手で、少しずつ、末永く継
続してゆくことが何よりも大切です。
それでは、だれがどのようにして実施すればよ
いのでしょうか。漁村では、過疎化や高齢化が進
み地域社会の力も衰えています。日々、水産物の
恩恵に授かっている我々国民自らが、積極的に参
加できるしくみづくりが必要です。例えば、小中
高生の臨海学校のメニューの中に水産環境の再生
活動を位置付けて、都会の生徒も一緒になって、
藻場の保全や肥料の散布、海岸や磯の掃除など、
できることから活動を始めてみては如何ですか。
このような取り組みが続けば、やがて人生の収穫
期を迎えて、再び漁村に舞い戻り、子供の頃に育
てた豊かな海をかみしめながら、思い思いの手段
で魚食文化の魅力を継承してくれるかもしれませ
ん。
水産環境整備は、文字通り水産生物を対象とし
た事業ですが、国民一人一人に魚食民族としての
心のふるさとをつくることこそが、水産環境整備
の真のゴールにちがいないと確信しています。

図７は、栄養物質の回帰率が１を下回る、我が
国の典型的な漁村における物質循環の将来の展望
を描いたものです。地産地消の徹底に勤めること
は、不均衡の改善に有効ですが、それだけで大消
費地への大きな流れを変えることは難しいでしょ
う。水産加工施設を漁港の近隣に集約し、水産物
より出る加工残渣を可能な限り地元で有機肥・飼
料化した上で、海の物質循環を活性化させるため
に利用する取り組みに力を入れるべきです。
漁港は、水産物を海から陸へ安定供給するため
の拠点としての役割に加えて、陸から海へ物質を
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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３回〉

ーとわにあれ、日本海！！ー
日本海区水産研究所
所長

石 田 行 正

はじめに
日本海には対馬海峡を通って南から暖かい対馬
暖流が流れ込みます。その下には 1℃以下の非常
に冷たい海水が分布しています。この２つの海水
が日本海の海洋環境に大きな変化をもたらし、多
様な水産生物を育んでいます。また冬に沿岸の
山々にたくさんの雪が積もり、春になると陸地の
栄養が溶け込んだ雪解け水が多くの河川から流れ
込んで、日本海は恵みの海となります。沿岸のヒ
ラメやホッコクアカエビ、沖合のスルメイカやズ
ワイガニ、また対馬海峡を通って来遊するブリや

写真

クロマグロなど、その恵みは多彩です。

小倉さけます調査普及グループ長（左）と
三面川さけ放流式にて撮影

ます。

日本海区水産研究所の概要紹介
日本海区水産研究所は、北海道の日本海側、そ

資源管理部では、水産資源を持続的に利用する
ことを目指し、スルメイカ、ズワイガニ、ブリな

して青森県から山口県までの日本海沿岸および沖

どの重要な水産資源の評価を行っています。また、

合域における水産業に関連した調査研究を、各府

資源変動のメカニズムや重要種の生態を明らかに

県の水産試験研究機関と協力しながら実施してい

し、その情報を提供することで、資源管理に貢献
しています。また、サケ・マス類
のふ化放流に関する調査研究、技
術普及、講習会なども行っていま
す。
資源環境部では、水産資源に影
響を与える物理学的および生物学
的な環境について調査し、資源量
や漁場の変動要因を海洋環境の面
から明らかにしています。さらに、
漁業に甚大な被害を及ぼしている
大型クラゲの大量出現など、日本
海の水産業に大きな影響を与える
問題にも取り組んでいます。
資源生産部は、ヒラメやアカア
マダイなどの水産資源を積極的に
増やし、合理的に利用する方法の
開発と水産生物が生育する環境を
維持・回復させるための技術の開

図１
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日本海区水産研究所の所在地と組織

発に取り組んでいます。また、日

本海で重要な水産資源である
ズワイガニなどの資源動向を
より正確に把握するために、
産卵、浮遊期から成体までの
生物特性を飼育実験によって
明らかにする研究にも取り組
んでいます。

所長として着任しての思い
大学院では神奈川県三浦半
島の小田和湾のアマモ藻場
で、放流マダイと一時的に共
存するアミメハギの生活史と
個体群動態を研究していまし
た。水産庁・遠洋水産研究所
に採用され、サケ・マス類の鱗

写真２

資源生産部で研究開発の対象としている生物たち

による系群識別や資源評価の業務を 16 年間担当

開発に取り組んでいます。これにより地球環境に

しました。その後は釧路、高知、横浜、塩釜と様々

やさしいワムシの大量培養とコスト削減が可能

な水産現場を担当させて頂きました。この間、さ

になります。また、SS 型ワムシよりも小さく、

けます漁業やまき網漁業の関係者の方にはいろい
ろお世話になりました。また塩釜では東日本大震
災に遭遇しました。震災後に異動した新潟も地震

小型餌料生物として注目されているプロアレス
（Proares similis）の大量培養技術の開発にも取り
組んでいます。

や津波による被害を経験し、東北地方の痛みの理

新潟庁舎のさけます調査普及グループは、ふ化

解できる地であり、震災復興にもできる限りの支

放流の技術普及で各県のふ化場を巡回し、飼育用

援を継続しています。

水の溶存酸素量を測定して水量調節について助言
したり、鰭や鰓を顕鏡して寄生虫などの防除につ

栽培に関連した重点的な取り組み事例

いて助言するなど、ホームドクターのような活動

宮津庁舎では、アカアマダイの健全種苗の生産

をしています。昨年、さけます関係研究開発等推

のために、未受精卵の洗浄や電解殺菌海水の使

進会議で、山形県の方から一部のふ化場で過去最

用などによるウイルス性神経壊死症の防除対策を

高の回帰尾数となった理由について質問があり、

確立し、数万尾単位での放流試験が可能となりま

基本に忠実な技術の普及や改善による現場技術の

した。また、種苗生産過程後期の減耗が、稚魚ど

向上も１つの要因と考えられると説明したとこ

うしのつつき合いで起こり、その結果、尾鰭が欠

ろ、大変感謝されました。

損し、死亡することを明らかにし、その対策につ

また震災対応として、宮津庁舎と小浜庁舎では

いて検討しています。ヒラメでは、仔魚を飼育し

茨城県で放流するヒラメ種苗を生産しています。

ている水槽内でワムシを同時に増殖させることに

さらに、さけます調査普及グループは宮城県のさ

よって、毎日の給餌作業の手間を省く方法により

けますふ化場の復旧支援、生産環境グループは福

効率的な種苗生産が可能となっています。

島県のアユの河川環境調査や宮城県の藻場調査に

小浜庁舎では、ズワイガニの生物特性の解明と

取り組んでいます。

ヒラメ放流技術の高度化に取り組んでいます。ズ
ワイガニでは初期生態と親の生態を飼育により明

今後の所長としての抱負

らかにし，資源評価の精度向上に貢献していま

着任後の 2011 年４月から日本海区水産研究所

す。ヒラメでは天然に近い環境での馴致飼育によ

では、「とわにあれ、日本海」をキャッチコピー

り，放流後の生残が向上することを明らかにしま

としました。日本海の海洋環境と水産資源を永続

した。

的に維持しながら利用し、次の世代に引き継ぐた

能登島庁舎では、初期餌料として種苗生産に不
可欠なワムシの閉鎖循環式連続培養システムの

めに、研究開発を通して日本海における水産業の
発展に貢献する決意を新たにしています。
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被災海域の栽培漁業の復興を支援しよう！
（社）全国豊かな海づくり推進協会

東日本大震災によって壊滅的な被害を受けた被
災道県において豊かな海を取り戻すための取組が
はじまっています。国の平成 23 年度の第三次補
正予算によって予算化された「被災海域における
種苗放流支援事業」もその一つであり、今回は同
事業を通じて、他県の栽培漁業施設において、放
流種苗の生産とこれを指導するための技術者の受
け入れを行っている取組についてご紹介します。
この事業は、放流種苗について生産施設の復旧
など種苗生産体制が整うまでの間、他海域の種苗
生産施設等から種苗を導入し、被災海域・河川に
放流するために必要な経費や取り組みが支援され
るもので、その中には施設等が使えない間、種苗
生産を委託する機関に対し職員を派遣して業務の
指導・監督に従事する事業も含まれます。

種苗マッチングと技術者の派遣・受入状況

種苗生産の現場を訪問
海づくり協会は同事業のとりまとめを行う「太
平洋北海域栽培漁業推進協議会」の事務局を務め
ており、種苗の生産状況と技術者の受け入れの状
況を把握するため、これまでに（公社）青森県栽
培漁業振興協会（6/21）、（財）秋田県栽培漁業協
会（6/13）、そして（公社）新潟県栽培漁業振興
協会（6/28）をそれぞれ訪問し、生産の現場を
見学するとともに、関係の皆さんに話をうかがい
ました。
訪問した時期（6 月）はすでにヒラメの中間育
成の時期にあたるため、日々の作業は、給餌、水
槽等の清掃、サイズ及び白化個体の選別など。皆
さん新しい生産現場で生き生きと仕事をされてい
ました。青森県及び秋田県の施設でそれぞれ働く

種苗のみのマッチングについては、被災各県に
対し、北海道（生産施設：（社）北海道栽培漁業
振興公社及び奥尻町アワビ種苗育成センター）か
らエゾアワビを、茨城県に（独）水産総合研究セ
ンター日本海区水産研究所宮津庁舎及び小浜庁舎
よりヒラメをそれぞれ導入することになっていま
す。
また、種苗の委託生産と併せて実施した栽培技
術者の派遣・受け入れ状況は、右図のとおりです。
例えば、
岩手県ではヒラメ種苗の生産を青森県（生
産施設：
（公社）青森県栽培漁業振興協会）に 10
万尾、
秋田県（生産施設：
（財）秋田県栽培漁業協会）
に 15 万尾をそれぞれ生産委託しており、すでに
6 月末から 7 月上旬にかけて 3 回に分けて放流し
ています。種苗の生産だけでなく、親魚の養成を
含め、岩手県の（社）岩手県栽培漁業協会から青
森へ 2 名、秋田へ 2 名の専門技術者がそれぞれ派
遣され、生産技術の維持や施設復旧後のスムーズ
な生産開始を促すための体制を整えています。ア
ワビも同様の仕組みで生産及び技術者の受け入れ
がなされています。
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被災地からの栽培技術者の派遣・受入状況

（社）岩手県栽培漁業協会の専門技術者は、分槽・
計数の方法ほか、餌の与え方や白化個体の扱いな
ど岩手県の生産方法との違いにやや戸惑いながら
も、
「いいところは積極的に吸収し、施設復旧後
の自県の生産現場に活かしていきたい」と話され
ていました。
受け入れ側となった各栽培漁業機関の関係者も
「生産増が求められるなか、技術者の受け入れは
とても有り難い。種苗だけでなく、人のつながり
も貴重な財産」、「生産管理をしっかりとやっても
らい、助かっている」との感想を述べられており、

（財）秋田県栽培漁業協会にてヒラメ種苗生産を行う
宮城県からの技術者

双方にとって意義深い交流を生んでいることが分
かります。
また、放流に際して、長時間を要するヒラメ稚
魚の輸送も両機関が連携・協力し、より良好な状
態を保持できるよう話し合いがされています。
（公
社）新潟県栽培漁業振興協会では、福島県へ輸送
する分は最も良質の種苗を選ぶとともに、輸送の
週は荒天順延に備え、新潟県内の配付は控えるな
どの万全の対応が図られました。

おわりに
どの生産施設でも種苗生産・中間育成は例年に
も増して順調に推移しているとのこと。すでに放
流を終えたところを含め、今後以下のスケジュー
ルで、ヒラメの稚魚が被災海域に放流されます。
今後は親魚の管理等をしっかり行い、次期の種苗
生産に備えることになります。
当協会としても、他県の方々をはじめ多くの関
係者の手によって育てられたヒラメやアワビが元
気に放流され、その後の漁獲増につながることを
期待するとともに、引き続き、被災地を離れ活躍
する栽培漁業技術者の皆さんをサポートしていき
たいと思います。
被災海域における種苗放流支援事業

（公社）新潟県栽培漁業振興協会にて中間育成中の
ヒラメ稚魚（5㎝）

（公社）青森県栽培漁業振興協会の職員（中央）
を挟んで岩手県からの技術者 2 名

ヒラメ種苗の放流状況（2012 年７月現在）
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第6回

美（ちゅ）ら海を継承する若者たちへの期待
沖縄県立沖縄水産高等学校
校長

本校の概要
沖縄県立沖縄水産高等学校は「漁業のまち」と
して知られる沖縄本島南部糸満市に所在します。

川満雅夫

います。島嶼県であるがゆえに沖縄本島と離島、
離島と離島を結ぶ船舶は欠かすことのできない交
通機関であり、船舶職員の養成も本校が担ってい
ます。

明治 37 年に水産補習学校として設立以来、一貫

また、温暖で年間を通して色彩豊かな水中生物

して水産教育に励み、今年で創立 108 年迎える

の観察が楽しめるダイビングをはじめとするマリ

伝統校です。

ンスポーツは、本県観光の目玉のひとつになって

本科は海洋技術科１クラス、総合学科５クラス

います。

の計６クラス編成です。海洋技術科には船長コー

漁業においては周辺海域が黒潮の影響を受ける

ス、機関長コース、コーストマリンコースを設置

ため、浮き魚資源に恵まれています。マグロ、カ

しています。総合学科内にも水産・海洋の専門教

ツオ、カジキ類は周年漁獲され本県の漁業生産量

育を行う系列として海洋生物、食品科学、情報・

の約６割を占めています。また、モズク、クルマ

通信、マリンスポーツを設置しています。その他

エビ養殖は全国一の生産量となっています。

の系列としては、人文・自然教養、福祉サービス、
流通ビジネス、服飾・調理、生涯スポーツなどが

本校の種苗生産、放流の実績

あります。

一般的に魚類ではマダイ、ヒラメ、甲殻類ではク

また、本県唯一の専攻科（漁業科、機関科、無

ルマエビ、貝類ではアワビ類を種苗生産の対象と

線通信科）では、即戦力となる人材の育成をして

している水産高校が多いと思います。しかしなが

います。

ら、本県の水域には前述の生物は生息しないため、

部活動もたいへん活発に行われ、甲子園で２年
連続の準優勝を成し遂げた野球部の活躍により本

本県の気候、環境にあった生物を対象種とする必
要があります。

校をご存じの方も多いと思います。また、県高校
総体５連覇のバトミントン部や県大会優勝の常連
であるカヌー部は、全国大会での上位入賞の実績
が数多くあり２年連続日本ジュニア代表として国
際大会に出場しています。

本県の特殊性
本県は東西 1,000km、南北 400km に及ぶ広大
な熱帯性海域に点在する 160 の島々からなって
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ハマフエフキ稚魚

そこで本校は沖縄県において、いち早く種苗生

は栽培漁業の授業で人工授精、浮遊期の水槽管理、

産技術が確立したハマフエフキとシラヒゲウニを

餌となる浮遊珪藻の培養などを行います。初夏、

放流の目的で生産しています。春から秋にかけて

スキンダイビングにより浅海域に放流します。

はハマフエフキを、秋から春にかけてはシラヒゲ
ウニを生産しています。両生物共に生徒の実習（ス
キンダイビングや生物調査等）で目にすることが
できる生物です。
ハマフエフキは、糸満市の市魚で最大 90 セン
チにもなり、白身で美味な魚です。海洋生物系列
では５月上旬、沖縄県栽培漁業センターから受精
卵を譲り受け、種苗生産を開始します。生徒は餌
料生物であるシオミズツボワムシの培養や飼育水
槽の管理を通して、栽培漁業の基本を学びます。
生物を施設で育てるには正しい知識と忍耐力が求
められます。生徒は小さな失敗と反省を繰り返し

シラヒゲウニ飼育水槽の管理

ながら、栽培の技術を身に付けていきます。順調
に育ったハマフエフキ稚魚は 10 月から 11 月に
かけてし、糸満漁港の沖合に放流します。

稚ウニの放流
稚魚の放流

全国豊かな海づくり大会への期待
本県においても、資源の減少、魚価の低迷、漁
業就業者の減少と高齢化など漁業を取り巻く環
境は厳しい状況にあります。そのような中、本
年 11 月 17 日、18 日の両日、第 32 回全国豊かな
海づくり大会が本県で開催されます。大会当日は
式典や放流事業、イベント等において本校生徒が
役割をいただいています。このような全国規模の
大会が、学校に隣接した施設で開催され、生徒が
参加できる機会をいただけることに感謝していま

シラヒゲウニ

す。
本土復帰 40 周年記念行事のひとつに位置づけ

シラヒゲウニは本土で食用とされるバフンウニ

られている本大会が、海の環境保全や本県水産業

やムラサキウニよりはかなり大型のウニです。漁

の振興と発展に資するとともに沖縄の豊かな「美

獲量は近年激減しており、漁業者は種苗放流によ

ら海」を継承する次世代の若者に多大な影響を与

り資源が回復することを待ち望んでいます。生徒

えてくれるものと期待しています。
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豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告

ガザミふやそう会の活動から
持続可能な資源管理について考える
近畿・中国・四国地区漁青連ブロック資源管理研修会
主

催：近畿・中国・四国地区漁青連ブロック、ガザミふやそう会（兵庫県）

後

援：
（社）全国豊かな海づくり推進協会、ＪＦ兵庫漁連

近畿・中国・四国地区漁青連ブロックと兵庫県

せない。漁青連には、地域を越えていっしょに取

のガザミふやそう会の主催により２月 10 日、神

り組むという気骨がある」と述べ、広域連携への

戸市中央区のラッセホールで、資源管理研修会「ガ

期待を示した。

ザミふやそう会の活動から持続可能な資源管理に
ついて考える」を開いた。後援は（社）全国豊か
な海づくり推進協会、ＪＦ兵庫漁連。
当日は近畿・中国・四国地区などから各地の若

「ガザミふやそう会」の取り組みを例に勉強
続いて「ガザミふやそう会 25 年の歩み」につ
いて、当時事務局を務めていた突々淳ＪＦ兵庫漁
連参事が貴重な映像も交えて説明した。

手漁業者ら約 80 人が参加。25 年間にわたり、漁

ガザミが減少し始めてから、漁協青壮年部は種

業者が主体的に資源回復に取り組んできた「ガザ

苗の中間育成など栽培漁業にも積極的に参加。
「抱

ミふやそう会（兵庫県）
」の取り組みから、活動

卵ガザミが安価に販売されていることに矛盾を感

の経緯、その後進められた広域的な活動への広が

じ、海に帰そうと活動が始まった」などと経緯を

りなど、成功のポイントを学んだ。また、若手漁

報告。

業者らはグループに分かれ、持続可能な資源管理

活動がうまくいった理由について突々参事は

などについても協議、検討。種苗生産・放流といっ

「科学的な根拠に基づき、自分たちが実施し、実

た栽培漁業の重要性をあらためて認識。あらため
て、
「持続的な資源管理には栽培漁業や環境保全

際に資源が増加したこと」と分析。
さらに活動は共感を得て、瀬戸内海全域から、

などとの一体的な取り組みが欠かせないこと」を

伊勢湾・三河湾、有明海などにも広がったと紹介

確認した。

した。

持続的な漁業へ活発な討論を
はじめに主催者を代表して角好美全国漁青連会
長は、「今後の漁業を担う若手漁業者が真剣に考
え、持続的な漁業ができるように行動していくた
めに活発な討論を行いたい」とあいさつ。
来賓として兵庫県水産課の村口重治資源増殖室
長は「現在の資源管理は漁業者が少しずつ我慢を
している。資源を増やすためには資源管理ととも
に環境整備、栽培漁業の推進を一体として進めて
いくことが重要ではないか。活発な意見交換をし
てほしい」と話した。市村隆紀（社）全国豊かな
海づくり推進協会は、
「沿岸の水産資源が減少し
ているが、資源の回復には行政区分を越えた、栽
培漁業、資源管理、流通改善といった連携が欠か
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牧野氏の講演

角会長

村口室長

市村専務

大西副会長

活動も消費拡大へと広がり

沿岸漁業振興を整理
何を狙うか、誰が主体か

ガザミふやそう会の大西正起副会長は「抱卵ガ

基調講演では水研センター・中央水産研究所の

ザミの再放流は当たり前の取り組みになり、これ

牧野光琢氏が、沿岸漁業振興を整理する手法を紹

までのガザミの保護尾数は９万尾強となった。現

介。

在は活動の役割が当初の資源管理から、消費拡大
やブランド化の一助となってきた」ことも報告し

海から食卓までのうち、どこを狙った取り組み
であるかを８段階に区分、また、その取り組みは

た。

誰が推進していくかを５種類に分けて一覧表で示

グループ討論で

した。

栽培の重要性の希薄化憂慮
引き続き若手漁業者らは資源管理および消費拡

こうすることで、
「今やること、これからやら

大について９つのグループに分かれて討論。

ねばならないことが明確に分かる。また、地域間

資源管理については、環境保全の必要性はもち

比較や課題解決にも活用できる」と語り、さらな
る振興をするうえでの利用を呼びかけた。

ろんのこと、栽培漁業などとの一体的な推進の重

パネル討議

要性について全参加者が同意。「栽培漁業の重要

種苗放流が奏功

性についての認識が年々薄れてきているように感
じられる」と懸念を述べる声も聞かれた。

パネル討論では、水研センター・瀬戸内海区水
産研究所の小畑泰弘氏が「ガザミの漁獲動向と種

また、消費拡大についても、「いかにして魚を

苗放流効果」について報告。
「瀬戸内海の甲殻類

食べてもらうかという魚食普及（食育活動）が重

の漁獲量は 1984 年以降すべて減少したが、ガザ

要だが、一部で取り組みの効果を疑問視する声が

ミのみが 1989 年以降、増加した。種苗放流と漁

でてきている」と訴える意見も聞かれ、会場では

獲の傾向が同じだった」と説明。その後の技術的

「（若い世代への）魚食普及の活動は続けていく必

な進歩で栽培漁業の効果把握が可能となってきた

要がある」との認識が大勢を占めていた。

ことも紹介した。

突々参事

グループ討論

パネルディスカッションン
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全国の種苗生産および種苗放流の状況について
〜平成 22 年度栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国）より〜
社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
調査役

平成 22 年度の栽培漁業種苗生産、入手・放流

藤田 智也

は調査対象外としました。

実績調査結果を取りまとめ、
「平成 22 年度栽培漁
業種苗生産、入手・放流実績（全国）
」を平成 24

２

平成 20 ～ 22 年度の種苗生産および種苗放流

年 3 月に刊行いたしましたので、ここでは、本調
査結果の概要を中心に最近 10 年間の動向につい

魚種別種苗生産および種苗放流実績

の実績を表１に示しました。
平成 22 年度に種苗生産の対象となった種類は

て紹介します。
本調査の実施にあたって、各機関の調査結果

72 種、種苗放流の対象となった種類は 80 種でし

を取りまとめていただいた都道府県の担当者の

た。放流対象となった種のうち、メジナ、キュウ

方々、調査にご協力いただいた水産試験場、栽培

セン、アイナメ、ホッカイエビ、ヤマトシジミ、

漁業センター、市区町村、漁連、漁協等の皆様に、

オニアサリ、バカガイ、ウバガイ、サラガイの 8

この場をお借りして厚くお礼申し上げます。なお、

種はすべて天然種苗の放流でした。

本事業は、当協会が独立行政法人水産総合研究セ
ンターから委託を受けて実施しました。

３

種苗生産および種苗放流の主要魚種別の割合
と上位種の最近 10 年間の動向

１

調査の対象範囲

平成 22 年度に種苗生産または種苗放流が行わ

本書は、平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3

れた種を魚類、甲殻類、貝類、その他の動物（ウ

月 31 日までの期間に、39 沿海都道府県で実施さ

ニ、ナマコ等）に分類し、区分ごとの種別割合と

れた種苗生産および種苗放流の実績について取り

各区分上位種の最近 10 年間の動向について、そ

まとめたものです。調査の対象種は、サケ・マス

の概要を以下に示します。

類、アユ、ウナギ、海藻類を除く海産魚介類とし
ました。
種苗生産実績調査では、放流用種苗と養殖用種

平成 22 年度の魚類の生産尾数は 7,387 万尾で

苗に分けて集計していますが、ここでは放流用種

あり、生産尾数の多い順にヒラメ、マダイ、ハタ

苗の生産実績について紹介します。本調査では、

ハタ、ニシン、トラフグ、カサゴ、マツカワ、オ

全く給餌飼育しなかったふ化仔魚、および漁業等

ニオコゼ、イサキ、マコガレイ、その他 23 種、

により採捕された天然種苗は対象外としました。

そのうちカレイ類は 8 種が生産されています（表

ただし、コレクター等で採苗した天然種苗を育成

２）。

したものについては、人工種苗として調査の対象
にしました。
種苗放流実績調査では、人工種苗の放流の他、
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（１）魚類

魚類の放流尾数は 6,380 万尾でした。ヒラメ、
マダイ、ハタハタ、ニシンの 4 種で魚類全体の放
流尾数の約 70％を占めています（表２）。その次

漁業等により採捕された天然種苗の放流も調査対

に放流尾数が多いのは、カサゴ、トラフグ、マツ

象としました。受精卵や給餌飼育しなかったふ化

カワ、マコガレイ、クロダイ、イサキの順となっ

仔魚の放流、増殖を目的としない大型魚の放流、

ています。以下に主要な魚種の平成 22 年度の実

放流直後から再捕される潮干狩のアサリ等の放流

績および最近 10 年間の動向について示します。

表１

種 名
種名／全魚種合計
魚類 ニシン
マダラ
アカアマダイ
シマアジ
メジナ
シロクラベラ
キュウセン
ハマフエフキ
イシダイ
イシガキダイ
スズキ
イサキ
キジハタ
クエ
マハタ
スジアラ
クロダイ
マダイ
ハタハタ
サワラ
クロマグロ
アイナメ
メバル
タケノコメバル
ムラソイ
クロソイ
ウスメバル
キツネメバル
カサゴ
オニオコゼ
ヒラメ
マガレイ
クロガシラガレイ
マコガレイ
クロガレイ
メイタガレイ
マツカワ
ホシガレイ
アカシタビラメ
カワハギ
トラフグ
甲殻類 クルマエビ
( エビ ) クマエビ
ヨシエビ
ホッカイエビ
イセエビ

平成 20 〜 22 年度の種苗生産および種苗放流の実績

20 年度
3,835,216
7,316
1,344
10
10

種 苗 生 産
21 年度
22 年度
3,646,227
3,668,344
6,152
5,227
412
435
226
163
110

21

40

76
14

46

119

247
1,484
428
207
14
54
2,086
18,850
5,816
322
7

237
1,650
696
319
51
370
1,608
18,760
5,402
392

373
1,494
790
405
22
311
1,202
16,741
6,420
362

464
78

723
62

875

903

231
3,364
1,197
25,749
625
45
1,582

283
3,422
1,696
25,236
563
31
2,067
24
11
1,557
336
5

423
4
0
992
97
262
3,081
1,505
25,810
476
5
1,479
41
15
1,665
373
5

3,178
120,130
5,683
47,348

3,515
112,874
4,471
22,399

3,418
116,594
7,055
25,129

1

0

1,718
338

単位：千尾（千個）

種 苗 放 流
20 年度
21 年度
22 年度
9,379,119 17,798,319 12,614,201
6,949
6,107
5,101
1,335
225
343
52
85
46
111
1*
5*
6
3
40
1,386 *
1,061 *
1,067 *
24
51
106
115
4
230
202
33
996
1,107
1,272
290
374
480
120
145
125
31
27
62
13
1,664
1,328
1,295
14,020
14,067
14,241
5,813
5,331
6,333
204
125
206
71 *
653
80

397 *
709
70

695

735

141
3,046
990
23,644
625
45
1,461

1,604
177

261
3,736
1,301
21,910
563
31
1,629
24
1
1,429
306

10
3,063
105,188
3,379
35,980
180
41

10
3,449
107,270
2,649
18,754
207
37

160 *
812
4
0
722
78
163
3,080
1,099
19,941
476
5
1,439
41
1,581
330
13
3,039
106,341
4,220
24,723
110 *
39
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種 名
甲殻類 ハナサキガニ
( カニ ) ズワイガニ
ケガニ
ノコギリガザミ
アミメノコギリガザミ
ガザミ
タイワンガザミ
モクズガニ
貝類 トコブシ
フクトコブシ
アワビ類
クロアワビ
エゾアワビ
マダカアワビ
メガイアワビ
サラサバテイ
サザエ
ヤコウガイ
エゾボラ
バイ
アカガイ
サルボウガイ
ヒオウギ
ホタテガイ
イワガキ
ヤマトシジミ
トリガイ
シラナミガイ
ヒメジャコ
ハマグリ
チョウセンハマグリ
コマタガイ
オニアサリ
アサリ
バカガイ
ウバガイ
ミルクイ
サラガイ
アゲマキガイ
その他 マダコ
の動物 ウニ類
シラヒゲウニ
アカウニ
バフンウニ
エゾバフンウニ
キタムラサキウニ
ムラサキウニ
マナマコ

20 年度
0
18
1
3,801

種 苗 生 産
21 年度
2
32
1
1,248

41,138
1,372
15
647
1,430
25,062
7,001
13,196
106
4,759
410
2,907
19
64
63
3,290

39,790
1,651
39
385
1,165
26,005
7,207
14,957
33
3,808
633
2,919
12
220
74
1,950

3,288,587

3,272,373

22 年度
150
23
0
1,038
200
42,185
1,174
123
400
1,062
24,947
6,538
14,399
48
3,962
3,226
13
313
150
2,093
3,592
3,247,631
7

6
141,417
12

2
15
1,024
2,521

9
2
88
2,503
2,570

10,911

13,363

22,678

23

847

310
11
59,258
279
3,207
625
48,182
6,890
75
3,532

940
19
58,201
224
3,392
358
46,719
7,508

61,384
218
3,123
306
51,075
6,662

4,297

26,949

30

1,161

20 年度

種 苗 放 流
21 年度
2

2,418

653

28,333
772

26,610
1,516

751
1,375
24,144
5,786
14,930
103
3,325
12
3,366
20
64
54
1,735

456
1,239
24,703
6,446
15,043
34
3,180
114
3,786
11
220
93
1,180

13
3,266,683

3,263,688

22 年度
150

518
200
31,988
1,930
490
1,054
23,181
5,941
14,043
45
3,152
3,803
12
313
114
1,741
800
41
3,183,338
490 *
9

3
143,145
187
54 *

4
170,433
2,435
20 *

5,619,520 14,033,149
70 *
395 *
897 *
257 *
168
940
190
3*
67,810
210
2,994
593
52,334
11,595
84
3,027

940
66,182
103
3,314
359
51,533
10,859
14
3,511

27
107,036
2,557
2*
8,907,704
39 *
636 *
156
1*
1,161
10,014
70,655
187
3,025
306
55,715
11,413
9
4,163

注） 0 は 1 ～ 499 尾を示しています。 空白は種苗生産および種苗放流を全く実施していないことを示しています。
生産は放流用種苗の実績です。
放流は天然種苗を含んでいます。 ふ化仔魚や大型魚は含みません。
* は天然種苗のみの放流です。
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表２

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

種 苗
魚 種
ヒラメ
マダイ
ハタハタ
ニシン
トラフグ
カサゴ
マツカワ
オニオコゼ
イサキ
マコガレイ
その他23種
(カレイ類8種)
合 計

平成 22 年度 主な魚類の種苗生産および種苗放流尾数
（単位：万尾，％）
生 産
種 苗 放 流
尾 数 割合
順位 魚 種
尾 数 割合
2,581
34
1 ヒラメ
1,994
31
2 マダイ
1,674
22
1,424
22
642
8
3 ハタハタ
633
10
4 ニシン
523
7
510
8
342
4
5 カサゴ
308
5
6 トラフグ
308
4
304
5
7 マツカワ
167
2
158
2
8 マコガレイ
151
2
144
2
149
2
9 クロダイ
130
2
10 イ サ キ
148
2
127
2
703
その他26種
658
9
10
(406) (5)
(カレイ類6種)
(387) (6)
7,387
合 計
6,380

１）ヒラメ
①

りの増加を続けてきた生産尾数は、平成 11 年
度に 4,000 万尾を超えましたが、それをピーク
に減少しています。平成 22 年度は平成 21 年
度よりやや増加し 2,581 万尾でした（図１）。
②

4500

生産：昭和 52 年度の調査開始から右肩上が

放流：生産尾数と同様に、減少傾向にありま
す。平成 13 年度から平成 17 年度の間は 2,500
万尾程度で推移していましたが、平成 22 年度
は 1,994 万尾と 2,000 万尾を下回りました（図

4000

生
産
・
放
流
尾
数

3500
3000
2500
2000

万 1500
尾
1000
500

１）
。
放流した種苗の平成 22 年度の平均全長は 79

0
平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22

㎜で平年並みでした（図２）。
２）マダイ
①

ヒラメ生産
マダイ生産
クロダイ生産

図１

生産：平成 13 年以降平減少を続けており、
平成 22 年度は近年で最も少ない 1,674 万尾で

80

放流：平成 20 年度まで減少していましたが、

75

平成 20 年度以降は 1,400 万尾程度を維持して
おり、平成 22 年度は 1,424 万尾でした（図１）。
放流した種苗の平均全長は平成 18 年度以降
増加傾向にあり、平成 22 年度は 71㎜でした（図
２）
。

全 70
長
65

㎜
60
55

３）クロダイ

50

①

45

生産：生産尾数は減少傾向にあり、平成 22
年度は近年で最も少ない 120 万尾でした（図 1）。

②

40
平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22

放流：最近 10 年間の放流尾数は生産尾数と
同様に減少傾向にあり、平成 22 年度は、130
万尾の放流が行われました（図１）。放流した

 ラメ、マダイおよびクロダイの種苗生産・ 放
ヒ
流尾数の推移

85

した（図１）。
②

ヒラメ放流
マダイ放流
クロダイ放流

ヒラメ

図２

マダイ

クロダイ

 ラメ、マダイおよびクロダイの放流平均サイ
ヒ
ズの推移
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トラフグの生産尾数は、近年増加傾向にあり

種苗の平均全長は 51㎜で、平成 21 年度よりも

平成 22 年度は 342 万尾でした（図４）。

やや減少しました（図２）。
②

放流：ハタハタは、平成 15 年度以降減少傾

４）カレイ類

向にあり平成 21 年度は 533 万尾と過去 10 年

①

で最も少ない値となりましたが、平成 22 年度

生産：カレイ類には、生産尾数の多い順に、

は 633 万尾と増加しました（図４）。

マツカワ、マコガレイ、マガレイ、ホシガレ
イ、クロガレイ、メイタガレイ、クロガシラガ

ニシンの放流尾数は、生産尾数と同様に平成

レイ、アカシタビレメが含まれています。近年

20 年度をピークに減少し、平成 22 年度は 510

は 400 ～ 500 万尾で推移しており、平成 22 年

万尾でした（図４）。
トラフグの放流尾数は、生産尾数と同様に近

度は 406 万尾が生産されました（図３）。
②

年増加傾向にあり、平成 22 年度は 304 万尾が

放流：放流尾数の多い順に上げると、マツカ

放流されました（図４）。

ワ、マコガレイ、マガレイ、ホシガレイ、クロ
ガレイ、クロガシラガレイが含まれています。
近年は 400 万尾程度で推移しており平成 22 年

1000

度には合計 387 万尾が放流されました（図３）。
800
800

生
産 600
・
放
流 400
尾
数

600

生
産
・
放 400
流
尾
数
万
尾

万 200
尾
0
平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22

200

ハタハタ生産
ニシン生産
トラフグ生産

図４

0
平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22
生産

図３

ハタハタ、ニシンおよびトラフグの種苗生産
・放流尾数の推移

放流

カレイ類の種苗生産・放流尾数の推移

６）カサゴ
①

５）ハタハタ、トラフグ、ニシン

ていましたが、平成 22 年度は減少し 308 万尾
でした（図５）。

数がともに多いハタハタ、トラフグ、ニシンを取
り上げます。
生産：ハタハタの生産尾数は近年減少傾向に
ありましたが、平成 22 年度は平成 21 年度よ

生産：平成 13 年度から平成 18 年度にかけ
て増加し、それ以降は 330 万尾程度で推移し

ここでは、近年地域特産種として生産・放流尾

①

ハタハタ放流
ニシン放流
トラフグ放流

③

放流：平成 13 年度から増加傾向にあり平成
21 年度は 374 万尾が放流されましたが、平成
22 年度は 308 万尾と減少しました（図５）。

り約 100 万尾多い 642 万尾が生産されました。
（図４）
。
ニシンの生産尾数は、平成 13 年度から平成
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（２）甲殼類
平成 22 年度に生産された甲殻類は 11 種で、

20 年度にかけて増加し、平成 20 年度は過去

生産尾数の合計は約 1.9 億尾でした。生産尾数の

10 年で最高の 732 万尾となりましたが、平成

多い順にクルマエビ、ガザミ、ヨシエビ、クマエビ、

22 年度は 523 万尾と平成 21 年度に続いてに減

タイワンガザミ、ノコギリガザミ、アミメノコギ

少しました（図４）。

リガザミとなっています。特に生産尾数が多いの

度と同程度でした（図６）。

400

②

放流：平成 22 年度の放流尾数は 1.06 億尾で、
甲殻類の中で最も多く放流されており、甲殻類
全体の放流尾数の 62％を占めています。生産

300

生
産
・
放 200
流
尾
数
万
尾

尾数と同様に減少し続けていましたが、平成
22 年度は平成 21 年度と同程度でした（図６）
。
3

100

0
平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22
生産

図５

放流

カサゴの種苗生産・放流尾数の推移

生
産
・ 2
放
流
尾
数
億
尾

1

は上位 3 種で、甲殻類全体の生産尾数の 95％以
上を占めています（表３）。
0

平成 22 年度に放流された甲殻類は 10 種で、

平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22

放流尾数の合計は約 1.7 億尾でした。放流尾数の

クルマエビ生産

多い順にクルマエビ、ガザミ、ヨシエビ、クマエ

図６

クルマエビ放流

クルマエビの種苗生産・放流尾数の推移

ビ、タイワンガザミ、ノコギリガザミ、アミメノ
コギリガザミの順となり、特に放流数の多い上位

２）ガザミ

3 種で甲殻類全体の 96％を占めています（表３）。

①

生産：近年は 4,000 ～ 5,000 万尾程度で推移

以下に生産、放流尾数ともに多いクルマエビ、ガ

しており平成 22 年度は 4,219 万尾が生産され

ザミ、ヨシエビについて、最近 10 年間の動向に

ました。甲殻類全体の 22％を占めており、カ

ついて示します。

ニ類の中では最も多く生産されています（図
７）。
②

１）クルマエビ
①

放流：2,600 ～ 3,500 万尾で推移しており、

生産：平成 22 年度の生産尾数は 1.17 億尾で

平成 22 年度は平成 21 年度より約 500 万尾増

あり、甲殻類の中で最も多く、甲殻類全体の

加し 3,199 万尾が放流されました。甲殻類全体

60％を占めています。最近、生産尾数は減少を

の 19％を占めており、カニ類の中では最も多

続けていましたが、平成 22 年度は平成 21 年

く放流されています（図７）。

表３

平成 22 年度 主な甲殻類の種苗生産および種苗放流尾数
（単位：万尾，％）
種 苗 生 産
種 苗 放 流
順位 魚 種
尾 数 割合
順位 魚 種
尾 数 割合
60
62
1 クルマエビ
11,659
1 クルマエビ
10,634
2 ガザミ
22
2 ガザミ
19
4,219
3,199
3 ヨシエビ
13
3 ヨシエビ
15
2,513
2,472
4 クマエビ
4
4 クマエビ
2
706
422
5 タイワンガザミ
1
5 タイワンガザミ
1
117
193
1
0
6 ノコギリガザミ
104
6 ノコギリガザミ
52
0
0
7 アミメノコギリガザミ
20
7 アミメノコギリガザミ
20
29
0
その他3種
30
0
その他4種
合 計
19,367
合 計
17,022
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３）ヨシエビ

クロアワビ、メガイアワビとなっていますが、そ

①

生産：過去 10 年で最も低かった平成 21 年

のほとんどがホタテガイであり、貝類生産個数の

度から約 300 万尾増加し、2,513 万尾が生産さ

98％にあたる約 32.5 億個が生産されています（表

れました。甲殻類の中で 13％を占め、3 番目

４）。

に生産尾数の多い種になっています（図 7）。

貝類の放流個数は約 122 億個であり、生産個

放流：生産尾数と同様に、過去 10 年で最も

数の 4 倍近い数が放流されていますが、これは

低かった平成 21 年度から約 600 万尾増加し、

天然種苗を放流しているケースが多くあるためで

平成 22 年度は 2,472 万尾が放流されました。

す。放流個数の多い順にアサリ、ホタテガイ、ハ

甲殻類の中で 3 番目に多く、全体の 15％を占

マグリ、エゾアワビ、クロアワビとなっています

②

（表 4）。そのほとんどがアサリとホタテガイであ

めています（図 7）。

り、この 2 種で貝類の放流個数の 99% を占めて
います。その内訳としては、アサリが貝類の放流
個数の 73％にあたる約 89.0 億個、ホタテガイが
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流
尾
数

26％にあたる約 31.8 億個となっています。

万 2000
尾

１）ホタテガイ

以下にホタテガイ、アワビ類、アサリについて
平成 22 年度の概要と最近 10 年間の動向につい
て示します。

①

生産：平成 13 年度から平成 19 年度の間は
31 ～ 37 億個で増減を繰り返しておりましたが、
平成 19 年度以降 32 億個程度で安定しており、

0

平成 22 年度は 32.5 億個でした（図８）。

平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22
ヨシエビ生産
ガザミ生産

図７

ヨシエビ放流
ガザミ放流

②

放流：平成 13 年度から平成 18 年度の間は
32 億個弱で推移していましたが、平成 19 年度

 シエビおよびガザミの種苗生産・放流尾数の
ヨ
推移

以降は 32 億個程度で安定おり、平成 22 年度
は 31.8 億個でした（図８）。

（３）貝類
貝類の生産個数は約 33.1 億個であり、生産個
数の多い順にホタテガイ、アサリ、エゾアワビ、
表４

①

生産：アワビ類には、生産個数の多い順にエ

平成 22 年度 主な貝類における種苗生産および種苗放流個数

種 苗 生
順位
魚 種
1 ホタテガイ
2 アサリ
3 エゾアワビ
4 クロアワビ
5 メガイアワビ
6 サルボウガイ
7 サザエ
8 チョウセンハマグリ
9 ハマグリ
10 アカガイ
その他12種
(アワビ類4種)
合 計
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２）アワビ類

産
個 数 割合
324,763
98
2,268
1
1,440
0
654
0
396
0
359
0
323
0
257
0
250
0
209
0
328
0
(2,495) (1)
331,248

（単位：万個，％）
流
順位
魚
個 数 割合
1 アサリ
890,770
73
2 ホタテガイ
318,334
26
3 ハマグリ
10,704
1
4 エゾアワビ
1,404
0
5 クロアワビ
594
0
6 サザエ
380
0
7 メガイアワビ
315
0
8 チョウセンハマグリ
256
0
9 アカガイ
174
0
10 アゲマキガイ
116
0
その他16種
423
0
(2,318) (0)
(アワビ類4種)
合 計
1,223,471
種
種

苗

放

放流個数に対してエゾアワビが約 60％を占め

40

ています（図９）。
生
35
産
・
放
流 30
個
数

３）アサリ
アサリの放流（移植）の歴史は古くからあり、
漁協単位で母貝あるいは稚貝を入手して、放流が
行われてきました。アサリは昭和 60 年代前半か
ら全国的に漁獲量が減少し始め、現在は最盛期の

億
個 25

1/4 まで落ち込んでいます。この頃から、その対
策として関係県の水産試験場等で種苗生産技術の
開発が進められてきましたが、栽培漁業種苗生産、

20
平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22
生産

図８

放流

ホタテガイの種苗生産・放流個数の推移

入手・放流実績調査に生産実績に報告されたのは
平成 2 年度からです。
①

生産：生産個数は大きな増減を繰り返してい
ます。平成 16 年度に 1,276 万個と大きく増加

ゾアワビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカ

しましたが平成 17,18 年度は減少しました。平

アワビが含まれています（表１）。

成 18 年度以降は増加傾向にあり平成 22 年度
は 2,268 万個が生産されました（図 10）。

平成 13 年度から平成 15 年度までは、3,000
万個程度で推移していましたが、平成 16 年度

②

放流：放流個数は、56 ～ 215 億個で大きな

以降は 2,500 万個程度で推移しています。平成

増減を繰り返しています。平成 22 年度は 89

22 年度は 2,495 万個でした。アワビ類 4 種の

億個が放流されました（図 10）。

うち、エゾアワビがアワビ類全体の約 60％を
占めています（図９）。
②

放流：アワビ類には、放流個数の多い順にエ
ゾアワビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカ
アワビが含まれています（表１）。
近年は 2,400 万個前後で安定しており、平成
22 年度は 2,318 万個でした。アワビ類全体の
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万
個 2000

放流（億個）

アサリの種苗生産・放流個数の推移

（４）その他の動物
魚類、甲殻類、貝類以外の水産生物はその他の
動物として取り扱いました。

0
平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22
アワビ類生産
ウニ類生産

図９

0
H13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22

アワビ類放流
ウニ類放流

 ワビ類およびウニ類の種苗生産・放流個数の
ア
推移

平成 22 年度におけるその他の動物の生産個数
は 8,833 万個であり、生産個数の多い順にエゾバ
フンウニ、マナマコ、キタムラサキウニ、アカウ
ニ、バフンウニですが、その他の動物の生産の約
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表５

平成 22 年度 主なその他の動物の種苗生産および種苗放流個数
（単位：万個，％）
種 苗 生 産
種 苗 放 流
順位 魚 種
個 数 割合
順位 魚 種
個 数 割合
1 エゾバフンウニ
5,108
58
1 エゾバフンウニ
5,572
66
2 マナマコ
2 キタムラサキウニ
2,695
31
1,141
13
3 キタムラサキウニ
666
8
3 マダコ
1,001
15
4 アカウニ
4 マナマコ
312
4
416
5
5 バフンウニ
31
0
5 アカウニ
303
4
その他1種
その他3種
22
0
51
1
(ウニ類5種)
(ウニ類6種)
(7,066) (83)
(6,138) (69)
合 計
合 計
8,833
8,483

70% はエゾバフンウニ、キタムラサキウニを中心

生産でしたが、平成 22 年度は 2,695 万個と大

としたウニ類です（表５）。

きく増加しました（図 11）。

その他の動物の放流個数は 8,483 万個であり、

②

放流：平成 13 年度から平成 18 年度にかけ

多い順にエゾバフンウニ、キタムラサキウニ、マ

て減少しましたがそれ以降増加傾向にあり、平

ダコ、マナマコ、アカウニとなっています。生産

成 22 年 度 は 416 万 個 が 放 流 さ れ ま し た（ 図

と同様に、その他の動物の放流はウニ類が中心で

11）。

す（表５）
。
以下に生産、放流個数ともに多いウニ類とマナ
マコについて、平成 22 年度の概要と最近 10 年
間の動向について示します。
１）ウニ類
①

生産：ウニ類には、種苗生産個数の多い順に
エゾバフンウニ、キタムラサキウニ、アカウ
ニ、バフンウニ、シラヒゲウニが含まれており、
平成 22 年度には 6,138 万個が生産されました。
その中でもエゾバフンウニは大量に生産されて
おり、ウニ類の約 80％を占めています。ウニ
類の生産個数は減少傾向にありましたが、平成

生
産
・
放
流
個
数
万
個

2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
H13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22

22 年度は増加しました（図９）。
②

放流：ウニ類には、放流個数の多い順にエゾ
バフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、バ
フンウニ、シラヒゲウニ、ムラサキウニが含ま
れており、平成 22 年度には人工種苗、天然種
苗を合わせて 7,066 万個が放流されました。そ
の中でもエゾバフンウニが 5,572 万個、キタム
ラサキウニが 1,141 万個放流されており、ウニ
類の約 95％を占めています。近年の放流個数
は生産個数と同様に減少傾向にありましたが、
平成 22 年度は増加しました（図９）。

２）マナマコ
①
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生産：平成 21 年度までは 200 ～ 800 万個の

マナマコ生産

図11

マナマコ

マナマコの種苗生産・放流個数の推移

【海づくり協会活動報告】

平成24年度通常総会の開催
平成 24 年度通常総会は、平成 24 年 5 月 23 日

で設立さ、関係県の連携をテコとした栽培漁業の

（水）13 時から東京都千代田区内神田 1 － 1 － 12

新たな展望を開くものとして期待されているとこ

コープビル 6 階第 3 会議室で開催した。

ろです。この海域協議会の最初の仕事として、国

水産庁前栽培養殖課長、独立行政法人水産総合

の「種苗放流による資源造成支援事業」に取り組

研究センターの和田理事他多数の来賓のご臨席を

み、ヒラメやマツカワ、トラフグ、サワラなどの

いただいた。

広域資源について海域で連携・共同した種苗生産、

服部会長は開催の冒頭で、
「昨年 3 月の東日本

放流体制をめざしています。当協会はこれを支え、

大震災から 1 年余が経過いたしましたが、復興

海域での共通課題の解決などについても、海域協

に向けて懸命に取り組まれておられる被災地の皆

議会と一体となって取り組んで参りました。さて

様、またご支援をいただいている関係の皆様に、

協会の運営面では、23 年度は被災 4 県の会費を

心から敬意を表するものであります。海づくり協

全額免除させていただく一方で、職員の減員をは

会といたしましても、被災地の栽培漁業の復興へ

じめとする管理費の縮減に努めました。24 年度

会員の皆様と一丸となって、今後とも必要な支援

においても、事業予算の縮減など取り巻く環境は

に行動を起こして参りたいと存じます。

厳しいものがありますが、一層の事業の効率化に

さて、23 年度の事業運営状況ですが、豊かな

努めて参ります。

海づくりに向けた諸事業を推進し、事業計画は滞

次に、新法人への移行につきまして、この理事

りなく推進することができました。このことは､

会・通常総会で必要な案件を整え、今年秋までに

理事の皆様の絶大なるご支援のお陰であると深く

は移行申請を行い、平成 25 年 4 月 1 日の新法人

感謝しているところです。とりわけ、我が国で初

の設立登記を目指して取り組んで参ります。」と

となる、都道府県を越えた広域連携組織としての

挨拶した。

「海域栽培漁業推進協議会」が、全国 6 つの海域

来賓挨拶では、水産庁前栽培養殖課長より「本

通常総会風景
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日ご出席の皆さまには、平素より我が国水産施策

現在進行中の国の第 6 次栽培漁業基本方針にお

の柱の一つである栽培漁業の推進にご尽力いただ

いては、資源の造成、広域連携、このふたつが大

いていること、厚く御礼申し上げます。

きなキーワードでございまして、我が国沿岸域で

昨年、大きな被害をもたらした東日本大震災か

の持続的な漁業生産を可能とするための取り組み

ら、1 年 2 ヵ月を経過しましたが、この間水産庁

に重点が置かれているところです。こうした流れ

と致しましても水産施設とりわけ種苗生産施設や

を受けまして、先ほど服部会長からもご挨拶にご

中間育成施設復旧などの緊急的措置、また、これ

ざいましたように全国で 6 つの広域連携の枠組み

らに関連する環境整備等の本格的実施の支援措置

が整い、そのうちのひとつの瀬戸内海の海域栽培

に取組むなど、被災地の 1 日も早い復旧・復興の

漁業推進協議会におかれて、今年から関係府県が

ため全力で取組んで参りました。

共同でサワラの種苗生産をはじめられるというと

震災からの復興はもちろん、我が国水産業をめ

ころであり、私ども水産総合研究センターでも施

ぐる情勢につきましても、依然として多くの課題

設の提供、あるいは技術協力といった面でお手伝

を抱えておりますが、国民の関心である安全・安

いをさせていただくということにしています。私

心な国産水産物の供給を一層推進するという観点

どもの施設あるいは技術を、この栽培漁業の広域

から、我が国水産資源の計画的利用や回復、そし

連携で活用いただく初めての具体的な試みであ

て維持、増大のための栽培漁業の推進がますます

り、今後、こうした動きが全国各地で展開をされ

重要となっています。

るよう水産総合研究センターといたしましても

このため、一昨年策定した「栽培漁業基本方針」
を踏まえ、資源管理と一体となった新しい栽培漁

しっかりとお手伝いをさせていただきたいと考え
ています。

業の推進体制を取り組んでいく必要があり、貴協

加えまして、東日本大震災の被災の各県からご

会におかれましては、各海域に設置された栽培漁

要請のございましたヒラメやアワビの種苗の代替

業推進協議会や、都道府県、水産総合研究センター

生産、あるいは各種の技術協力につきましても、

などの関係機関と緊密な連携を図ることは、大変

東北地方の漁業の 1 日も早い復興・復旧のため、

重要な取組みであると考えております。また、今

及ばずながらご協力をさせていただきたいと考え

後、貴協会は、公益社団法人化を目指すとも伺っ

取り組みをはじめているところです。」との挨拶

ており、今後の貴協会の活動に大きな期待をして

をいただいた。

おります。

公益社団法人への移行

さらに、都道府県並びに関係者の皆様方におか
れましては、我が国栽培漁業の推進の象徴であり、
本年の本土復帰 40 年を記念して沖縄で開催され

平成 23 年度事業

る『豊かな海づくり大会』の成功と、今後の大会

報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産

の継続に向けたご理解・ご支援をお願い申し上げ

目録及び収支計算書に関する件、第２号議案

る次第です。
」との挨拶をいただいた。

成 24 年度事業計画書、収支予算書に関する件、

続いて、独立行政法人水産総合研究センター和

第３号議案

平

平成 24 年度会費に関する件、第４

田理事より「全国豊かな海づくり推進協会はじめ

号議案

本日ご列席の皆様には、日頃から私ども水産総合

る件、第５号議案

平成 24 年度役員報酬に関す

研究センターの業務推進にあたりまして、ひとか

る件、第６号議案

新法人移行に関する件、第７

たならぬお世話になっており、この場をお借りし

号議案

て厚く御礼を申し上げます。

規約の制定の案に関する件が提案・審議された。

平成 24 年度借入金の最高限度額に関す

定款の変更の案に関する件、第８号議案

さて、我が国の栽培漁業は、全国豊かな海づく

事務局から、会員現在数は 95 会員であり、こ

り推進協会はじめ本日ご列席の皆様のご尽力によ

れに対して本総会には代表者出席 11 会員、表決

りまして技術開発の面においても、事業の面にお

委任者出席 28 会員、書面表決者 55 会員、欠席

いても、おおいに発展を遂げられまして、いまや

者 1 会員となっており、定款第 23 条第 1 項の規

我が国の沿岸漁業を水産資源の面から支えている

定により総会が成立している旨報告を行った。

大きな柱のひとつであります。
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通常総会では、第１号議案

服部会長が仮議長となって恒例により議長指名

したい旨諮ったところ、会長一任となり、会長は
山本勇氏（大分県漁業協同組合代表理事組合長）
を指名し山本勇氏が議長に就いた。
第 1 号議案を提案し、議長が質問・意見を求め
たところ、全員異議なく、原案通り承認可決され
た。

いとの説明を行った。
その後、議長が第 2 号議案から第 5 号議案まで
を一括して諮ったところ、全員異議なく原案通り
承認可決された。
第 6 号議案から第 8 号議案は、平成 25 年 4 月
1 日に公益社団法人へ移行するための定款の変更

第 2 号議案から第 5 号議案まで関連議案として

等に関する件であり、個別に提案し、質問・意見

一括上程した。特に第 3 号議案の会費については、

を求めたところ全員異議なく原案通り承認可決さ

昨年のような大震災などによる被災など特別な事

れた。

情により会費の減免の要請があった場合の対応に
ついては、その取り扱いは会長に一任いただきた

以上をもって全ての議事を終了し、全ての議案
が原案のとおり承認可決された。

平成２４年度 第１回理事会
平成 24 年度第 1 回理事会は、平成 24 年 5 月

苗生産、放流体制をめざしています。当協会はこ

23 日（水）11 時から東京都千代田区内神田 1 － 1

れを支え、海域での共通課題の解決などについて

－ 12 コープビル 6 階第 2 会議室で開催した。

も、海域協議会と一体となって取り組んで参りま

来賓として水産庁栽培養殖課宮川課長補佐、石
塚課長補佐、影沼澤係長、荒井係長のご臨席をい
ただいた。

した。
さて協会の運営面では、23 年度は被災 4 県の
会費を全額免除させていただく一方で、職員の減

服部会長は、開催の冒頭で「昨年 3 月の東日本

員をはじめとする管理費の縮減に努めました。24

大震災から 1 年余が経過いたしましたが、復興

年度においても、事業予算の縮減など取り巻く環

に向けて懸命に取り組まれておられる被災地の皆

境は厳しいものがありますが、一層の事業の効率

様、またご支援をいただいている関係の皆様に、

化に努めて参ります。

心から敬意を表するものであります。海づくり協

次に、新法人への移行につきまして、この理事

会といたしましても、被災地の栽培漁業の復興へ

会・通常総会で必要な案件を整え、今年秋までに

会員の皆様と一丸となって、今後とも必要な支援

は移行申請を行い、平成 25 年 4 月 1 日の新法人

に行動を起こして参りたいと存じます。

の設立登記を目指して取り組んで参ります。」と

さて、23 年度の事業運営状況ですが、豊かな

挨拶した。

海づくりに向けた諸事業を推進し、事業計画は

来賓挨拶では、水産庁宮川栽培養殖課長補佐よ

滞りなく推進することができました。このこと

り「本日ご出席の理事の皆様方におかれましては、

は、理事の皆様の絶大なるご支援のお陰であると

平素より水産行政とりわけ栽培漁業の推進にご尽

深く感謝しているところです。とりわけ、我が国

力頂き、厚く御礼申し上げます。

で初となる、都道府県を越えた広域連携組織とし

昨年、大きな被害をもたらした大震災から、1

ての「海域栽培漁業推進協議会」が、全国 6 つの

年 2 カ月を経過しましたが、この間、水産庁とし

海域で設立され、関係県の連携をテコとした栽培

ましても壊滅的な被害を受けた漁業、漁村をはじ

漁業の新たな展望を開くものとして期待されてい

めとして、栽培施設等の復旧・復興に全力を注い

るところです。この海域協議会の最初の仕事とし

で参りました。とりわけ種苗放流施設や中間育成

て、国の「種苗放流による資源造成支援事業」に

施設の復旧整備に係る緊急的措置、これらに関連

取り組み、ヒラメやマツカワ、トラフグ、サワラ

する環境整備等の本格的実施に向けた支援措置な

などの広域資源について海域で連携・共同した種

ど、1 日も早い被災地の復旧・復興のため、精力
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的に取組んで参りました。

号議案

また、栽培漁業につきましては、2 年前に策定

定款の変更の案に関する件、第８号議

規約の制定及び変更に関する件、第９号議案

された、
「第 6 次栽培漁業基本方針」を踏まえ、

益事業運営基金に関する件、第 10 号議案その他

資源造成型栽培漁業、種苗放流の全国的展開や効

が上程された。

率的な放流などに取り組むなど、資源管理と一体

服部会長が議長となって、第 1 号議案を上程

となった新しい栽培漁業体制の推進を図るため取

し、議長が質問・意見を求めたところ、全員異議

組んでいるところであります。

なく、原案通り承認可決された。

貴協会は、栽培漁業についての豊富な知識と経

第 2 号議案から第 5 号議案まで関連議案として

験を背景に、これまでも栽培漁業の推進に多大な

一括上程した。特に第 3 号議案の会費については、

る貢献をされてきたところでありますが、今後、

昨年のような大震災などによる被災など特別な事

公益社団法人化を目指す団体として、関係都道府

情により会費の減免の要請があった場合の対応に

県、水産総合研究センター、漁協系統等の関係機

ついては、その取り扱いは会長に一任いただきた

関と一体となって、栽培漁業の取組みに向け、大

いとの説明を行った。

いに盛り上げて頂くよう、お願い申し上げる次第
であります。
」との挨拶をいただいた。
本理事会では、第１号議案

その後、議長が第 2 号議案から第 5 号議案まで
を一括して諮ったところ、全員異議なく原案通り

平成 23 年度事業

報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産
目録及び収支計算書に関する件、第２号議案

平

承認可決された。
第 6 号議案から第 9 号議案は、平成 25 年 4 月
1 日に公益社団法人へ移行するための定款の変更

成 24 年度事業計画書、収支予算書に関する件、

等に関する件等であり、個別に提案し、質問・意

第３号議案

見を求めたところ全員異議なく原案通り承認可決

号議案

平成 24 年度会費に関する件、第４

平成 24 年度借入金の最高限度額に関す

る件、第５号議案

平成 24 年度役員報酬に関す

る件、第６号議案

新法人移行に関する件、第７

された。
以上をもって議事の全部を終了し、全ての議案
が原案のとおり承認可決された。

理事会で挨拶する服部会長
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（７月４日付）
▷管理課長（同課資源管理推進室長）熊谷
課長（漁場資源課生態系保全室長）遠藤

徹▷漁業調整課長（漁場資源課長）内海和彦▷研究指導

久▷漁場資源課長（漁業調整課長）長谷成人▷国際課国際水

産情報分析官（水研センター理事）長尾一彦▷企画課水産業体質強化推進室長（瀬戸内海漁業調整事務
所長）堤坂

猛▷管理課資源管理推進室長（企画課水産業体質強化推進室長）保科正樹▷研究指導課海

洋技術室長（九州漁業調整事務所長）福田安男▷境港漁業調整事務所長（消費・安全局畜水産安全管理
課水産安全室長）竹葉有記▷瀬戸内海漁業調整事務所長（境港漁業調整事務所長）堀尾保之▷九州漁業
調整事務所長（管理課長）丹羽

行▷農水省出向、消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室長へ（研

究指導課海洋技術室長）木島利通
（７月３日付）
▷退職、水研センター理事へ（研究指導課長）武井

篤

（７月１日付）
▷漁政課長補佐・広報班担当（水産大学校企画情報部企画課長）山尾修司▷企画課長補佐・企画班担
当（研究指導課長補佐・生産技術班担当）三野雅弘▷栽培養殖課長補佐 ・ 総括班担当（企画課長補佐・
企画班担当）大久保

慎▷職務復帰、派遣期間満了、管理課漁業監督指導官（漁政課付漁業損害賠償請

求処理委員会派遣）鈴木利貴▷内閣府出向、食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課長補佐・情報班
担当へ（漁政課長補佐 ・ 広報班担当）中里智子▷北海道漁業調整事務所漁業監督課長（同事務所漁業監
督指導官）小林一弘▷九州漁業調整事務所漁業監督課漁業監督指導官（北海道漁業調整事務所漁業監督
課長）角町正隆
（６月３０日付）
▷退職〈小田原市経済部水産振興担当部長へ〉（増殖推進部栽培養殖課課長補佐 ・ 総括班担当兼漁政
部漁政課）加藤雅丈
（４月１６日付）
▷国際課長補佐・海外漁業協力第１班担当（計画課長補佐・調査班担当）青木保男▷計画課長補佐・
調査班担当（瀬戸内海漁調事務所調整課長）山川勝彦

（独）水産総合研究センター
（７月４日付）
▷理事（開発調査担当）（水産庁増殖推進部研究指導課長）武井

篤

（７月３日付）
▷退任〈水産庁資源管理部国際課国際水産情報分析官へ〉理事（開発調査担当）長尾一彦
（４月１日付）
▷理事（研究開発・評価担当）（中央水産研究所長）和田時夫▷理事（研究支援担当）（水産庁資源
管理部国際課国際水産情報分析官）花房克磨▷水産工学研究所長（水産庁漁政部漁業保険管理官）大石
浩平▷東北区水産研究所資源生産部長（北海道区水産研究所生産環境部長）堀井豊充▷日本海区水産研
究所資源生産部長（増養殖研究所資源生産部長）有元

操▷瀬戸内海区水産研究所増養殖部長（研究推

進部研究開発コーディネーター）藤井徹生▷西海区水産研究所業務推進部長（瀬戸内海区水産研究所増
養殖部長）與世田兼三▷西海区水産研究所亜熱帯研究センター長（西海区水産研究所亜熱帯研究セン
ターグループ長）照屋和久▷増養殖研究所養殖システム部長（西海区水産研究所亜熱帯研究センター
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長）町口裕二▷増養殖研究所資源生産部長（東北区水産研究所資源生産部長）桒田

博▷水産工学研究

所業務推進部長（水産工学研究所水産業システム研究センター長・水産工学研究所長事務代理）渡部俊
広▷水産工学研究所水産業システム研究センター長（水産工学研究所水産土木工学部主幹研究員）明田
定満▷東北区水産研究所業務推進部業務推進課長（東北区水産研究所資源生産部グループ長）青野英明
▷西海区水産研究所業務推進部業務推進課長（西海区水産研究所有明海・八代海漁場環境研究センター
主幹研究員）岡

慎一郎▷研究推進部研究開発コーディネーター（増養殖研究所資源生産部主任研究

員）村上恵祐▷東北区水産研究所資源生産部グループ長（研究推進部研究開発コーディネーター）大河
内裕之▷日本海区水産研究所資源生産部グループ長（日本海区水産研究所資源生産部主任研究員）小磯
雅彦▷瀬戸内海区水産研究所生産環境部グループ長（瀬戸内海区水産研究所生産環境部主任研究員）吉
田吾郎▷増養殖研究所資源生産部主幹研究員（研究推進部研究開発コーディネーター）鴨志田正晃▷中
央水産研究所業務推進部業務管理課主任（総務部契約課主任）石田

香▷総務部契約課（北海道区水産

研究所業務管理室）白石絵美
（３月３１日付）
▷水産工学研究所長事務代理（水産工学研究所水産業システム研究センター長）渡部俊広▷水産庁転
籍〈増殖推進部栽培養殖課栽培養殖専門官へ〉（瀬戸内海区水産研究所生産環境部グループ長）小畑泰
弘▷退職〈水産庁増殖推進部漁場資源課漁業資源情報分析官へ〉（中央水産研究所経営経済研究セン
ター主幹研究員）富塚

叙▷退職〈水産庁漁港漁場整備部防災漁村課付へ〉（水産工学研究所水産土木

工学部主幹研究員）浅川典敬▷定年退職（中央水産研究所特任部長）輿石裕一▷定年退職（水産工学研
究所業務推進部長）武内智行▷退職（研究推進部長）高柳和史▷退職（中央水産研究所長）和田時夫▷
退職（日本海区水産研究所資源生産部長）升間主計▷退職（増養殖研究所養殖技術部主幹研究員）原
素之
（３月３０日付）
▷退職〈水産庁増養殖推進部付へ〉（水産工学研究所長）津端英樹
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