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巻

頭

言

海のシンボル「海洋大」
東京海洋大学
学長

３．１１を忘れない
東日本大震災から 1 年 8 ヶ月が経過し、今まで
以上に復興支援を強めていかねばならないとの決
意を示すものとして、東京海洋大学を代表して私
は、「３．１１を忘れない」のメッセージを発信し
続け、継続した活動を行っております。具体的に
は、岩手大学との連携による「三陸水産研究教育
拠点形成事業」
、文部科学省・東大による「東北
マリンサイエンス拠点形成事業」への参加に加え、
大学独自としても気仙沼に三陸サテライトを設置
し、現場に密着した支援を続けております。水産
庁、
（独）水産総合研究センター、水産試験場な
どの復興支援の取り組みに敬意を払うと同時に、
本学の取り組みがそれらの機関の取り組みに少し
でもお役に立てるよう、そして被災地の一日も早
い復興につながるよう、力を尽くします。

豊かな海づくり大会
復興支援の取り組みのベースには、我が国周辺
海域が「豊かな海」であって欲しいと願う、（社）
全国豊かな海づくり推進協会の取り組みがあるこ
とを忘れてはいけないと思います。1981 年に大
分で第 1 回「全国豊かな海づくり大会」が開催
され、今年の沖縄で第 32 回を迎えました。この
大会は、県から県へとバトンをつなぐというよう
に開催されているものです。太古の昔から、我々
の祖先が大切にしてきた「海の幸」を、今も、そ
してこれからも大切にしていく国民の覚悟を示す
ものとして、末代まで伝えていかねばならないと
思っております。今年の「全国豊かな海づくり大
会」の標語である「まもろうよ、きせきのほしの、
あおいうみ」は、その心を示しているものと思い
ます。また、2009 年の第 29 回中央大会開催にお
いて、会場校として本学が協力させていただけま
したことは、この上もない光栄と思っております。

東京海洋大学の取り組み
東京海洋大学は、9 年前に東京商船大学と東京
水産大学が統合して誕生した大学です。水産が、
海の恵みを国民に届けるものであることを鑑みる
と、水産に関わる人々が水産に誇りを持って取り
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組める環境を創り出す必要があります。それぞれ
の職域には、水産に関係する歴史や文化がありま
す。その歴史や文化を、目まぐるしく変化してい
る社会が敷いたレールの上で、どのような形の列
車として走らせるかは、常に考えていかねばなり
ません。あるものは、いくつもの車輌を連結させ、
少しでも速く遠くまで運ぶ特色として走らせる必
要があるものもあるでしょう。またあるものは、
一輌のみで各駅に停車する普通として走らせる必
要があるものもあるでしょう。いずれにしても、
社会が敷いたレールの上で走らせないことには、
国民に届かないことは明らかです。レールに乗せ
られない車輌はどんなに良い車輌であっても、走
りません。
東京海洋大学は統合によって、水産を支える、
海の構造や海の基礎生産力、海洋工学や海洋土木
に関する学問領域の強化、漁村の文化と水産物の
消費地である都市文化の理解、漁村と都市をつな
ぐ流通にまで間口を広げ、水産の持つ多面性に着
目した総合的取り組みの学問的体系化を目指して
おります。まだまだ、取り組みは十分とはいえま
せんが、「海を知り、海を守り、海を利用する」
を追求し、研究成果を社会に還元しながら、この
プロセスを通じて学生を育て、水産の発展に貢献
して参ります。

海のシンボル「海洋大」
国民がイメージする「豊かな海」とは、どのよ
うなものでしょうか。「海の幸」を恵んでくれる
海は、私たちの身近な存在になっているのでしょ
うか。海は私たちに幸せだけを運んでくれるもの
ではありません。東日本大震災で経験したように、
不幸をも運んでくることがあります。我が国が四
方を海に囲まれた海洋国家であるがゆえに、私た
ちは海が持つ多面的な機能を十分に理解し、昔か
ら受け継がれてきた経験に基づく知恵に耳を傾
け、科学の力を信じて、海とともに生きる道を進
まねばなりません。東京海洋大学は、我が国で唯
一の海洋系総合大学として、国民の期待に応えら
れる「海のシンボル」として、また「知の伝導」
を担う大学として邁進することをお約束し、私の
巻頭言とさせていただきます。

キーワードは自然とともに！
－琵琶湖における水田を活用した
ニゴロブナ種苗生産放流の取り組み－
滋賀県農政水産部水産課
うみづくり担当

１

はじめに

根本守仁

行ったところ、手間をかけずに種苗生産でき、コ

琵琶湖固有亜種であるニゴロブナ（Carassius
auratus grandoculis）（写真 1）は、滋賀県の特産

ストも大幅に削減することができました。ここで
は、本取り組みを紹介します。

品である「ふなずし」
（写真 2）の材料として利
用されるフナであり、琵琶湖漁業における重要な

２

ニゴロブナが育つ場所としての水田

水産資源です。しかし、近年では、産卵繁殖場と

ニゴロブナは、産卵繁殖の場として、琵琶湖沿

なる水ヨシ帯の減少やオオクチバスやブルーギル

岸の抽水植物帯等を利用しています。また、かつ

といった外来魚による食害等の原因により、資源

ては、大雨による増水時に、琵琶湖から水田へ、

は減少傾向にあります。琵琶湖におけるニゴロブ

産卵のために親魚が遡上し、水田を仔稚魚の育成

ナを含めたフナ類の漁獲量を図 1 に示しました

場所として利用していました。今では、圃場整備

が、昭和 40 年の 1,104 トンを最高に、平成 22 年

により、水田と排水路の落差が大きくなり、水田

には 93 トンと、著しく減少しています。

への遡上が困難となっていますが、もともとは水

そこで、資源回復を目的に、
（公財）滋賀県水

田を産卵繁殖場として利用していました。そして、

産振興協会（以下、
「協会」という）および滋賀

ニゴロブナが育つ場所として、田植え時期の水田

県漁業協同組合連合会が種苗放流を実施していま

には 3 つの特徴があります。

す。種苗生産の現場では、放流量を拡大するため、

1 点目は、水温が高いことです。ニゴロブナの

高密度種苗生産等の技術開発にも取り組んできま

産卵場となる琵琶湖の沿岸域と水田の１時間毎の

したが、現状の施設での生産量が限界の状態です。

水温の推移を図 2 に示しました。水田は、水深

また、コストの削減も大きな課題となっています。

が 5cm 程度と非常に浅く、水の動きが少ないの

このような状況のなか、水田の持つ魚類育成機能
に着目し、通常の稲作水田を活用した種苗生産を

写真１

ニゴロブナ

写真２

ふなずし
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フナ類の漁獲量の推移
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琵琶湖沿岸および水田の水温の推移

滋賀県が作成した「農家向けリーフ
レット」から抜粋

が大きな特徴です。このため、水温が、一時的

これらの特徴を活かして水田を種苗生産の場と

に 40℃近くなるときもあり、また 1 日のなかで

して活用すれば、安価で大量に種苗生産放流でき

20℃近く変化するときもあります。しかし、平均

ます。

水温でみれば、琵琶湖沿岸より水田のほうが高い
です。

0.8

2 点目は、餌となる動物プランクトンが豊富な
ことです。田植え時期の水田では、湛水するだけ
ランクトン量の推移を図 3 に示しましたが、湛水
して 7 日目から発生し始め、その後急増し、14
日目以降は安定して豊富にいる状態となります。

0.6
乾
乾燥重量（
ｇ／㎡）

で動物プランクトンが自然に発生します。動物プ

04
0.4

0.2

このタイミングに合わせて魚を収容すれば、餌が
豊富な状態で育成することができます。
3 点目は、水田には外来魚が生息しませんので、
安全な成育の場となることです。
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50

３

水田を活用した種苗生産放流

容して行いますが、多くの水田では田植え後に除

１）スケジュール

草剤を散布しますので、7 日間の止水期間を過ぎ

通常の稲作水田では、長期間水が張られた状態

たときになります。先述しましたように、餌とな

にあるのは、代かきから中干しまでですので、こ

る動物プランクトンの発生からみても、この時期

の期間に種苗生産を行います。

が収容適期となります。そして、約 30 日間の育

水稲栽培および種苗生産のスケジュールを図 4

成期間を経て、中干しの落水により稚魚を農業用

に示しました。種苗生産は、ふ化仔魚を水田へ収

図４

水路へ流下させて終了となります。

水稲栽培および種苗生産スケジュール

２）事前準備

長 20㎜の種苗を、生残率 30％で生産しています。

種苗生産を行うために特に必要な物品はありま

この成績と比較しますと、成長は、今回試験を

せん。

行った収容密度では、すべてで種苗生産施設での

３）水田へのふ化仔魚の収容

生産より良好であり、低密度ほど高成長でした。

水田での種苗生産は、ふ化仔魚を収容して行い

一方、流下率（収容したふ化仔魚数に対して中干

ます。その後は、給餌することなく、ニゴロブナ

し時の落水により流下した稚魚数の割合）は、成

は水田内で自然に発生した動物プランクトンを食

長とは逆に、収容密度が低いほど低くなり、種苗

べて成長します。従って、収容するふ化仔魚の尾

生産施設での生残率を上回ったのは、30,000 お

数が大事です。

よび 40,000 尾を収容したときでした。以上のこ

最適なふ化仔魚の収容尾数ですが、一般農家の

とから、水田へ収容するふ化仔魚の最適な尾数は、

水田で、10 a あたり 5,000 尾から 40,000 尾のふ

10a あたり 30,000 ～ 40,000 尾であるといえます。

化仔魚を収容して種苗生産を行ってみました。そ

この密度となるように、ビニール袋に酸素詰め

の結果を図 5 に示しました。一般に、種苗生産施

して輸送し、水田へ収容します。

設で大量に生産する場合、40 日間の育成で、全

４）魚を育成している期間の管理

40
全長

水がなくならないようにするだけです。

流下率

水深について、慣行の水田では 5 cm 程度です

30
30
20
25

流下率（％）

40

35

全長（m
mm）

基本的には、一般の稲作管理と同様に、水田の

50

10

が、10cm 程度で育成すると、ニゴロブナの成長
は変りませんが、安定して高い生残で育成するこ
とができます。さらに、水稲にとっては、玄米品
質が向上することが明らかとなっています。
５）中干し（放流）

20

0
5,000

図５

0,000
10,000
30,000
ふ化仔魚収容密度（尾／10ａ）

0,000
40,000

ふ化仔魚の収容密度と流下時点での全長と流下率

放流は、中干し時に落水とともに魚を水路へ流
下させることにより行います。従って、水が抜け
やすくするように、農業用の溝切り機で溝切りを
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5

してから落水します。そして、一度目の落水後に、

水産試験場では、主に放流から約 8 ヶ月経過し

再度水を張って落水することにより、ほとんどの

た 0 歳魚を対象に調査しています。その結果、成

稚魚を流下させることができます（写真 3）。

長について、放流時点で全長 27㎜だったものが、
8 ヶ月後には平成 15 ～ 22 年度の 8 年間の平均で
全長 120㎜に成長していることが明らかとなりま
した。同時期における天然魚の平均全長は 110㎜
ですので、放流後の成長も順調であるといえます。
また、資源に占める水田育成種苗の割合を図 7 に
示しましたが、調査した 8 年間で、6.3 ～ 22.2％
でした。
25

20

４

水田から流下したニゴロブナ稚魚
割合（％）

写真３

事業としての取り組み

水田を活用したニゴロブナの種苗生産放流は、

15

10

5

協会が、平成 15 年度から実施しています。使用
した水田の面積および放流（流下）した稚魚の尾

0
Ｈ155

数を図 6 に示しました。事業を始めた平成 15 年

Ｈ166

Ｈ17

Ｈ199

Ｈ188

Ｈ200

Ｈ21

Ｈ22

年度

図７

度には、45 人の農業者の水田 14.4ha を活用して

０歳魚資源に占める水田で生産された種苗の割合

246 万尾の稚魚を放流しました。その後、順次拡

６

大していき、平成 24 年度では、100 人の農業者

今後の展望

上記のように、水田を活用したニゴロブナ種苗

の水田 59.3ha を活用して 1,261 万尾の稚魚を放

生産放流は、誰でも、手間をかけずにでき、放流

流しています。

効果があることも明らかとなりました。また、最
近の研究では、ホンモロコやゲンゴロウブナでも

80

1,500
放流尾数

水田面積

水田を活用することにより種苗生産施設より効率

1,200

的に生産できることが明らかとなり、ホンモロコ
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水田を活用したニゴロブナ種苗生産放流実績

放流効果

協会と協同で実施しています。
協会では、水田に収容するふ化仔魚の一部に
ALC 標識を施しています。そして、一部の水田
で流下率を調べることにより、ALC 標識魚の放
流尾数を推定しています。

豊かな海

では本年度から事業規模での放流に取り組んでい
ます。琵琶湖の湖岸から概ね１～２km までで種
苗生産に適した水田は 2,000ha あるといわれてい
ますが、本年度種苗生産に使われたのは 153.2ha
であり、水田はまだまだたくさんあります。今後
も、農業者の協力を得ながら、水田をうまく使う
ことにより、様々な水産資源を回復させていきた
いと考えています。

７

放流効果調査は、水産試験場と事業主体である

6

水田面積（ha）

放
放流尾数（万尾）
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おわりに

本取り組みに関する研究の一部は、農林水産省
農林水産技術会議の競争的資金「新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発事業」で実施しまし
た。

特集

ガザミ・クルマエビ・ヨシエビなどの
甲殻類を育む、干潟・浅海域の
栽培漁業の現場から！
戦後の高度経済成長期における沿岸域の開発により、 我が国沿岸域の水産資源を育む藻場・干潟を失っ
た。 干潟の面積は、１９４５（昭２０）年の８．３万ヘクタールから５０年後の１９９８（平１０）年には４．９万ヘクター
ルへと約４０％減少。 また藻場の面積も１９７８ （昭５３） 年の２０．８万ヘクタールから３０年後の２００７ （平
１９） 年の１２．５万ヘクタールへと約４０％減少している。
干潟を含む浅海域は ､ 漁場として重要視されるが、それ以上に多様な種の幼稚期における成育の場となっ
ていることが明らかとなっている。
特集は、 干潟 ・ 浅海域の重要性を解説するとともに ､ 我が国周辺海域の浅海域の 「環境消失」 という状
況の中で、 ガザミ類 ・ クルマエビ ・ ヨシエビ等の甲殻類の栽培漁業の技術開発と推進の現場に加え、 地域
特産品としての流通改善までの取組を各地からレポートいただいた。
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1
成育場として見る干潟の波打ち際
愛知県水産試験場漁業生産研究所
主任

１

はじめに

日比野

学

打ち際で 65 種以上の幼稚仔魚を確認しました１）。

私が初めて波打ち際で網を曳いたのは、大学生
の時の臨海実習でした。京都府宮津市の日本三
景「天の橋立」で小型の曳き網等で魚類を採集し
たのを覚えています。私は、魚が多いところと言
えば「かけあがり」等、釣りのポイントとなる場
所をイメージしており、水深が膝から腰くらいの
波打ち際でどれほどの魚が獲れようかと疑義を抱
いていました。しかし、小さな網を１回曳いてみ
ただけでそれが誤りであったことが実感されまし
た。ひと網でたらい一杯に、見るも多様な幼稚魚
が採集されたのでした。この出来事は、その後私
が研究室において、干潟の汀線（波打ち際）が仔
稚魚成育場としてどう利用されているか？という
研究テーマを選ぶきっかけとなりました。
我が国では過去 50 年ほどで全国の干潟の 40％
以上が消失したと言われます。また埋め立てに付
随した航路浚渫等により、干潟前面の浅海域も干
潟以上に失われたと言われます。干潟を含む浅海
域は、漁場として重要視される場合が多いのです

また他海域においても、東京湾内に残された河口
干潟の波打ち際では 60 種以上２）、さらに伊勢湾
西岸の砂浜海岸の波打ち際では 90 種以上 ３） と、
実に多様な魚類稚仔の出現が確認されています。
空間的には非常狭い環境であるのになぜこれほど
多くの魚類稚仔が出現するのかというと、多くの
種で仔魚後期から稚魚期といった浮遊生活期から
底生生活期に移行するタイミングで、一時的に干
潟域を利用することによります。ただし、一時的
といっても、外海に面した砂浜海岸の波打ち際と
比較すると、数ヶ月レベルのより長期の成育場と
して利用する種が多いようです。まさに浮遊から
接岸を経てたどり着いた初期生活史における最初
の定住の地であり、漁獲サイズへと成長する重要

が、実はそれ以上に前述のとおり多様な種の幼稚
期における成育の場となっていることが明らかに
されています。浅海域消失は、地先漁場の喪失だ
けでなく、湾全体の漁業生産の基盤を失うリスク
のほうが実際には存在するのかもしれません。

２

 期生活史における干潟・浅海
初
域の重要性

魚類でも甲殻類でも、漁獲対象サイズは比較的
目に付きやすく，漁業等からも情報が得られま
すが、栽培漁業における放流サイズは幼稚期が主
であり、この時期の生態の理解が必要不可欠であ
ることは言うまでもありません。内湾における幼
稚魚の干潟利用状況については、小型曳き網や桁
網を用い採集調査が行われてきました（写真１）。
私たちが調査を行った有明海では、前浜干潟の波
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写真１ 有明海（福岡県大牟田市地先）の干潟汀線域
における幼稚仔魚の調査風景。汀線に沿って２人で１
曳網あたり数分程度曳く。（上：小型曳き網（１×４m,
目合１㎜）、下：桁網（0.3 × 1.5m, 目合 2.5㎜））

な 場 と 言 え ま す（ 図 １）。
ガザミやクルマエビ等で
も、浮遊から着底するタイ
ミングで干潟域に接岸し、
稚エビ・稚ガニ期を干潟域
で比較的長期間過ごすこと
が知られています４，５）。成
魚期も継続して干潟を生息
域とする種もいますが、出
現する全ての種が全生活史
をこの干潟の波打ち際で過
ごすのには無理があるので
図１ 沿岸水産資源の生活史における干潟域の利用の模式図（イシガレイの例）
しょう。多くの種で季節や
（イシガレイのスケッチは日本産稚魚図鑑より転載）
成長段階に応じて加入と移
出が行われるために、色々な生物にとっての成育
を及ぼすことが野外実験で明らかにされています
６）
場となっていると推定されます。見方を変えれば、
。この事例は、成育場の稚魚育成機能は一定で
ある種の生活史において干潟を利用する時期は一
はなく被捕食関係や競合関係により変動し、かつ
時ですが、生活史を完結する上では必要不可欠な
その機能にも限度があることを示しています。
場所となります。

３

成育場の時空間変化

干潟は潮汐によって干出する砂泥質の潮間帯で
あり、潮汐は時間・季節・場所により変化します。
したがって干潟の波打ち際は非常に変動の大きな
環境であり、これが幼稚仔への餌料供給や生残を
高める上では重要な要素となる場合があります。
例えば、スズキ稚魚の干潟の利用様式は日周的
に変化します。有明海の前浜干潟の波打ち際で、
小型曳き網を用い昼夜連続で 2 時間ごとに曳網す
ると、スズキ稚魚は夜間にはほとんど採集されず、
夜明けとともに採集量が劇的に増加しました。そ
して、稚魚は朝ないし昼間の上げ潮時に餌を食べ
ることが分かりました１）。このような摂餌行動や
成育場利用の日周・潮汐変化は、クルマエビの稚
エビやガザミの稚ガニでも報告されています。
また、東京湾の河口干潟で行われたマハゼの生
活史研究によれば、干潟加入後まもない浮遊期稚
魚は海側の干潟に分布し、着底期稚魚へと成長す
るにつれて上流側の干潟へと成育場をシフトする
ことが明らかになっています２）。生物の成長や発
育段階によっても干潟の成育場としての役割は変
化します。
また、ヒラメ稚魚は砂浜海岸の波打ち際でアミ
類を専食しますが、餌であるアミ類現存量の年変
動や季節変動は、放流されたヒラメ稚魚や在来天
然稚魚の生残・成長に対して、密度依存的に影響

４

成育場の種固有性と生物多様性

過去の研究例をみますと、面白いことに、成体
よりも幼稚期のほうが生息域は限定されることが
多々あります。例えば、ムツゴロウは我が国では
有明海にしか分布しない有明海特産種の代表的な
魚類で、干潟が重要な生息場と言われます。しか
し、仔稚魚の分布をみると干潟ではなく、湾奥部
に流入するいくつかの河川の河口域に限られてい
ます。筑後川河口域と湾奥部の前浜干潟の波打ち
際で採集した仔稚魚相を比較すると（表１）
、ム
ツゴロウだけでなく、この傾向は有明海特産魚類
の仔稚魚に共通し、これらの仔稚魚は全て筑後川
河口域で優占していました２）。つまり、有明海特
産種においては湾奥河口域という非常に濁った汽
水域が代替不可な仔稚魚期の成育場であり、個体
群の存続にとって必ず必要な“場”になっている
ことがわかりました。また、有明海には湾奥から
湾口にいたる間に色々な波打ち際が存在します
（写真２）。これらの波打ち際で小型曳き網を曳く
と、湾奥から湾口に至る環境勾配にしたがって、
出現する種は顕著に異なりました。その時に採集
された仔稚魚の CPUE（曳網 10 分間あたりの採
集個体数）や個体数組成をもとに算出した森下の
多様度指数（β）を地点間で比較すると、湾奥地
点ほど多様度指数は低いのですが CPUE は高い
傾向が見られました（表２）。湾奥ほど環境の変
化が大きいために、利用できる種類は限られます
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が、大きな生物量を成育できるポテンシャルがあ
ることを示しています。湾奥に位置する干潟の生
物生産力の高さを垣間見ることができます。この
ように特産種だけでなく、普通種においても湾内
での地理的位置や環境によって、波打ち際を利用
する種や現存量は異なることが分りました。
成育場が種間で異なる事例は甲殻類でも見られ
ます。クルマエビとヨシエビは体長 10 ～ 25㎜の
時期に干潟を利用しますが、クルマエビの稚エビ
は前浜干潟を成育場とする一方で、ヨシエビの稚
エビは河口干潟に集中して分布することが明らか
にされており（図２）７）、近縁種間で主とする成
育場が顕著に異なります。おそらく、塩分変動や
底質条件に対する生物応答が異なる結果、両種の
すみ分けが起きていると推察されます。また、ク
ルマエビにとっては干潟の勾配の中に形成される
潮だまりも生態的に重要な要素であることが報告
されており４）、微細な地形や海岸勾配等もその分
布の可否には影響を及ぼす可能性があります。
これらの事例は、一概に干潟といっても、その
表１ 福岡県大牟田市地先前浜干潟汀線域と筑後川河口
域における優占仔稚魚の違い（個体数割合）（日比野，
2007 を改変、1998 年 3 月～ 1999 年 2 月調査）

写真２ 有明海湾奥東部の前浜干潟（福岡県大牟田市）
と湾口部の砂浜海岸（熊本県天草市五和町）。一見し
て環境が異なることがわかる。当然出現する種組成も
全く異なる。
表２ 有明海における各地点の筑後川河口（湾奥）か
らの距離とそれぞれの波打ち際で採集された仔稚魚の
種数、CPUE および森下（1967）による多様度指数（β）
（1998年～2000年の３、４月に実施した調査による）

図２ 前浜干潟と河口干潟の潮間帯において桁網で採
集されたクルマエビ科稚エビの種組成（個体数割合）
の違い（原田，2012 を改変）
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中身は多様で、例えば河口なのか前浜なのか？ア

一方、これまで干潟に関しては、面積が何ヘク

マモ・コアマモ群落はみられるか？底質粒径はど

タールといった「量的」側面がしばしば着目され

うか？等々の様々な物理・生物条件によって、利
用する生物種や現存量は変わることを示唆してい

てきました。もちろん保全や造成に対する指針を
検討する上で、水質浄化機能や生物生産機能を定

ます。ある種の資源増大を意図する時、海域環境

量的に評価することは重要です。しかし、これま

がその種の成育場としての要件を備えているかど

で述べてきたように、干潟は時空間的にその機能

うかがカギであり、天然群の利用状況と場の特徴

が変化するだけでなく、ロケーションや環境諸要

を明らかにすることが重要と言えます。また、種

素により、任意の種に対する成育場機能の優劣も

ごとに必要な成育場が異なるとすれば、海域の生
物多様性を実現するためには、干潟を含む様々な

変化することが予測されます。海域レベルで生物
生産や生物多様性を担保するためには、もう一度

環境要素をなくして成り立たないと言えるかもし

干潟の生態的意義に見られる「質的」側面に立ち

れません。

返り、残された天然干潟の本質的理解と保全、復
元すべき“場”の理解へ繋げる必要があると考え
ます。

５

 全・復元への“場”の本質的
保
理解の必要性

沿岸水産資源において干潟や浅海域の成育場と
しての利用度は高く、もしこれらの成育場が減
少・喪失、または成育場間のつながりを分断して
しまえば、ある種によっては生活史を継続できな
くなるリスクが生じます。適切に資源管理してい
ても資源増大に繋がらない、また栽培漁業におい
ても放流量に見合った資源増大効果が得られない
といった事例が散見されます。この 50 年間にお
ける内湾海岸線の変化は、水産行政や漁業者の取
組に対し、成育場の制約という最も根幹的な影響
を与える要因の一つになっている気がしてなりま
せん。
愛知県の三河湾では、漁場環境の悪化に危機感
を持った愛知県漁連が中心となり干潟造成による
環境修復を要請し、愛知県と国土交通省の連携に
より 1998 年からの約 6 年間で 39 箇所計 620ha
の干潟・浅場造成が実現しました。また、東京湾
においても葛西臨海公園や横浜市海の公園など人
工海浜の造成がなされ、現在も沿岸の統合的管理
に向けた様々な取組が始まっています。これらの
人工的に造成された干潟においては継続的な調査
が実施されており、いずれも天然干潟に類似した
生物種の出現や生物量が確認されており、
“場”
の復元によって生物群集がある程度復元されるこ
と明らかになっています２，８）。このような復元は、
海産生物の浮遊期という特性に依存した他所から
の供給（ネットワーク）が作用しています。幼稚
仔や放流種苗が成育する“場”が存在するからこ
そ、生物相が維持され資源形成が結実すると言え
ます。タネがあっても畑がなければ作物は育てら
れません。
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有明４県で取り組む遺伝子標識を利用した
広域回遊魚種の種苗放流と共同効果調査
福岡県水産海洋技術センター
研究員

有明海研究所

金 澤 孝 弘

はじめに
有明海は九州西岸に位置する閉鎖性の強い内湾
です。その地理的特性から６ｍにも達する日本
最大の干満差と多数の河川水流入などによる物理
的・環境的な諸要因が複雑に絡み合うことで特有
の潮流が生まれ、湾奧部を中心に広大な干潟域が
広がる環境的にも生物的にも多様性に富んだ海域
となっています。こうした独特な海域特性を活か
した、ノリをはじめとする養殖漁業やアサリなど
の採介漁業、コノシロなどの網漁業など多種多様

図１

４県クルマエビ漁獲量

な漁業が営まれ、「宝の海」と呼ばれていました。
そのなかでも、クルマエビとガザミは有明海を
代表する重要甲殻類として認知されていますが、
有明４県（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県：こ
れ以降は「４県」と記します。
）のクルマエビ漁
獲量は平成７年以降、急減しており現在は 30 ト
ン程度に止まっている状況にあります（図１）。
また、４県のガザミ漁獲量は昭和 60 年をピーク
に減少傾向へ転じ、現在は 200 トン程度と低調
に推移しています（図２）。
そこで４県は、①共通の栽培漁業対象魚種であ
ること、②広域回遊魚種であること等を鑑み、こ

図２

４県ガザミ類漁獲量

れら２魚種の種苗放流とその共同効果調査に着手

ての雌親の遺伝子型を把握した後、漁獲物の中か

しました。その際、平成 21 年から新たな調査手

らそれと同一の遺伝子型を持つ放流種苗を見つけ

法として遺伝標識

1, 2）

を取り入れることとなり、

出していくことになります。具体的に云えばクル

単年２放流群での試験を余儀なくされる尾肢切除

マエビの場合、ミトコンドリア DNA 分析（D-Loop

から脱却し、大規模種苗放流を単年多放

領域前半の 543bp の塩基配列を分析）を用いて

標識

3）

流群で実現でき得る環境が整いました。

母子関係から放流種苗と推定された漁獲物を、マ
イクロサテライト DNA 分析（３つのマーカー

遺伝子標識と解析手法

CSPJ002 と CSPJ010、CSPJ012 を 用 い て 親 子
判定）で確定診断し、４県の共通条件等を加味し

遺伝子標識とは「親子関係」を基軸に推定する
生物学的な標識手法です。種苗生産に用いたすべ
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た後、放流種苗と鑑定する手法で実施しています。
一方、ガザミの場合はミトコンドリア DNA 分析

（D-Loop 領域前半の 550bp の塩基配列を分析）

ロットの標識放流に止まってしまうものが、遺伝

を用いて母子関係から放流種苗と推定された漁獲

標識に変更した結果、様々な放流条件を比較検討

物を、
マイクロサテライト DNA 分析（３つのマー

でき得るロット数が 6.2 倍へと劇的に増やすこと

カー PT38 と PT69、PT720 を用いて親子判定）

ができました。

で確定診断し、４県の共通条件等を加味した後、
放流種苗と鑑定する手法で実施しています。

表１

３ヶ年におけるクルマエビ遺伝標識放流

因みに、遺伝標識のメリットは、放流種苗の①
全数標識化、②サイズフリー、③標識化に伴うノ
ンストレス、④永年標識化、⑤客観的標識確認、
⑥単年多標識の放流可能、等が挙げられます。逆
に、デメリットは①高額な DNA 分析費用、②長
時間を要する標識判別、③標識の目視確認が不可
能、等があります。
こうして２種類の DNA 分析等によって漁獲物
の中から鑑定した放流種苗のデータを整理して混
獲率を求めた後、従来から踏襲した定法 4） を用
いて推定漁獲量ならびに回収率等の放流効果を推
定することになります。

DNA 分析に供した漁獲サンプル数は、平成 21
年が福岡県 1,323 尾、佐賀県 1,694 尾、長崎県 3,387
尾、熊本県 2,458 尾、平成 22 年が福岡県 4,465 尾、

種苗放流と共同効果調査

佐賀県 1,784 尾、長崎県 3,984 尾、熊本県 4,684
尾、平成 23 年が福岡県 8,765 尾、佐賀県 2,313 尾、

２魚種における種苗放流および共同効果調査の

長崎県 4,415 尾、熊本県 6,027 尾と３ヶ年で合計

結果一例を魚種毎に整理しました。

45,299 尾となり、DNA 分析が可能であったすべ

１．クルマエビ

てのサンプルについて親子関係を評価しました。

４県が実施した遺伝子標識による種苗放流実績

図３に４県が放流したロットに対する放流サイ

を表１に示しました。平成 21 年は４ロット（放

ズ別および放流時期別に整理した４県回収率の一

流群）767.4 万尾、平成 22 年は 14 ロット 1,288.9

例（平成 22 年：越年した個体は集計から除外）

万尾、平成 23 年は 19 ロット 1,522.2 万尾、３ヶ

を示しました。これによると放流サイズは体長

年の合計では 37 ロット 3,578.5 万尾と、従来の

30㎜よりも体長 50㎜の大型種苗の方が、放流時

尾肢切除標識による種苗放流では３ヶ年で最大６

期は６月を中心にした早期の方が、比較的高い４

図３

クルマエビ共同効果調査の結果概要

放流群毎の放流サイズ別．放流時期別４県回収率（H22 例）
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県回収率を得られる傾向にありました。またこれ

り、C3 サイズ以上で放流すれば放流した年内か

までの尾肢切除標識による調査結果と同様に、湾

ら翌年にかけて高い回収率が期待できるほか、回

奧部で放流した標識種苗は４県すべてで回収され

収割合は極端に低くなるものの３年目も漁獲可能

る機会が多いことが確認されたほか、福岡県では

であることが伺えました。また、C1 サイズでの

自県における回収率が高い放流場所は「高地盤域」

放流効果が初めて推定可能となり、このサイズで

の傾向が強いこと、佐賀県では昼間放流よりも「夜

も回収されることが明らかとなってきました。

間放流」の方が高回収率となること、長崎県では

こうした一連の結果については当然、放流方法

「大型種苗」による回収効果が高く、熊本県では

や環境条件等も大きく関与すると考えられますの

渚線から種苗放流を行う「馴致放流」で高回収率

で今後、引き続き４県が共同効果調査を実施し、

となる傾向にあること等が明らかになってきてい

経常的な傾向なのか否かを検討・判断していく必

ます。

要があると考えられます。

こうした結果の詳細については、今後も解析手
法等の検討や精査を重ね、資料整理ができ次第、
順次、各県毎に報告書が作成されていくことで
しょう。
２．ガザミ
４県が実施した遺伝標識による種苗放流実績を
表２に示しました。平成 21 年は 13 ロット 315.2
万尾、平成 22 年は 19 ロットで 385.4 万尾、平成
23 年は 17 ロットで 564.6 万尾、３ヶ年の合計で
は 49 ロット 1,265.2 万尾を標識放流しました。
DNA 分析に供した漁獲サンプル数は平成 21 年
が福岡県 62 尾、佐賀県 339 尾、長崎県 144 尾、
熊本県 706 尾、平成 22 年が福岡県 546 尾、佐賀

図４

H21 放流群一例におけるサイズ別
４県ガザミ回収割合

県 949 尾、 長 崎 県 497 尾、 熊 本 県 2,066 尾、 平
成 23 年が福岡県 2,159 尾、佐賀県 1,626 尾、長
崎 県 899 尾、 熊 本 県 2,094 尾 と ３ ヶ 年 で 合 計

おわりに

12,087 尾となり、DNA 分析が可能であったすべ

クルマエビについては昭和 62 年の九州知事サ

てのサンプルについて親子関係を評価しました。

ミットにおいて連携調査の合意形成が成され、平

ガザミの種苗放流では 8 月までに放流すれば、

成６年から基礎生態調査を皮切りに事業化を見据

10 月前後には全甲幅長が 150㎜程度まで成長す

えた放流効果試験へと移行し、データを積み重ね

ることができ、漁獲加入が見込める可能性が示唆

た結果、「クルマエビは４県の共通資源であるこ

されました。放流サイズについてみると図４の通

と（図５）」、「４県で高い受益が見込まれる放流
場所は湾奧部であること」が明らかとなりました。

表２

３ヶ年におけるガザミ遺伝標識放流一覧

４県の共通認識の形成と事業化への理解を求め、
各県の漁業者へ粘り強い説明を行い平成 15 年に
「４県クルマエビ共同放流推進協議会」を設立す
ることができました。各県の漁業者が受益割合に
応じた放流種苗費を負担すると共に、県境を越え
て湾奧部から集中放流を進める全国初の画期的な
試み 5） となりました。４県が受益割合等を定期
的に見直しながら積極的に活動しているところで
あり、平成 22 年までの共同放流効果調査の結果
を反映させた「新たな受益割合」についての協議
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検討も現在、進められているところです。併せて、

特に、遺伝標識の質的改良については、これま

今回の共同効果調査では４県が認識している図５

で以上に、（独）水産総合研究センターの積極的

を踏襲した結果も得られており、天然資源の増加

な研究関与が必要不可欠であり、さらなる研究成

がみられない要因について「クルマエビ生活史の

果の早期フィードバックとサポートを期待すると

なかの一体どの部分が衰退しているのか？」、「再

ころです。

生産は？」等、遺伝子解析手法の新たな技術開発
によって明らかにされていくと考えられます。

最後に、４県の歴代担当者（敬称略）に対して
敬意を払い表３に示すと共に、アドバイザーとし
て参加して頂いた（独）水産総合研究センターの
担当者２名に対し心より謝意を表します。なお、
本調査は水産庁補助事業である「有明海漁業振興
技術開発事業費」等を充当したことを記します。
表３

図５

４県の歴代担当者一覧

有明海におけるクルマエビ生態知見概要図
栽培漁業技術中央研修会資料 5) より抜粋．
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3
有明海からの贈り物『竹崎ガニ』を増やす

佐賀県有明海漁協大浦栽培漁業センターの挑戦！
佐賀県有明海漁業協同組合
大浦栽培漁業センター
主任研究員

はじめに

年をピークに減少傾向にあります。そのため佐賀
県では昭和 54 年以降、主にＣ１サイズ（全甲幅
５㎜）の放流を継続してきました。この放流につ
いては、種苗生産の技術が向上するにつれて放流
尾数が増えていきましたが、一向に漁獲に結びつ
かないといったジレンマを抱え、当センターでは
「より大きい種苗での放流効果アップ」を目指し
ました。共食いの激しいガザミのサイズを上げる
ことは、非常に難しいとわかっていましたが、有
明海からの贈り物「竹崎ガニ」を増やすために大
型（Ｃ３～Ｃ５サイズ：全甲幅 10 ～ 20㎜）種苗
の大量生産に挑みました。
ここでは、取水に大きな制限がある当センター
で大型種苗を生産するために行った取組や生産時
に気をつけていること、工夫していることなどに
ついて紹介させていただきます。

漁獲量（トン）

放流尾数（千尾）

有明海では、魚類、貝類および甲殻類など様々
な海の幸を漁獲する海面漁業が盛んに行われてい
ます。その中で甲殻類の代表格となっているのが
クルマエビ、そしてガザミです。特にガザミにつ
いては、佐賀県大浦の竹崎地区においては、「竹
崎ガニ」というブランド名で親しまれており、こ
の地区は竹崎ガニを提供する旅館が立ち並ぶ佐賀
県有数の観光地となっています。また、長崎県に
おいても「有明ガネ」
、
「たいらガネ」と親しまれ
ており有明沿岸の地域での特産品となっていま
す。
このように有明海で漁業や観光業にも重要な魚
種として昔からなじみの深いガザミですが、近年
の漁獲状況は厳しく、図１に示すように昭和 60

図１
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有明海のガザミ漁獲量と佐賀県の放流尾数の変動

卵（親選び）
卵はもちろん少しでも良質のものを使うのが生
産の基本です。見た目では判断しにくい良質の卵
を選ぶポイントは、良い親を選ぶことです。
当センターが考えるポイントは４つ①卵塊を
触ってしっかり卵が詰まり、弾力性があること、
②崩れた卵が混じっていないこと、③なるべく大
きい親ガザミ（全甲幅 17cm 以上）を選ぶこと、
④親ガザミのハサミや脚が脱落していないことで
す。
当センターで用いる親ガザミ（写真１）は漁家
からの提供か市場から仕入れていますが、必ず自
分の目と手の感触で判断しています。

写真１

親ガザミ

幼生の回収
幼生の回収にあたっては、まず初めに抱卵して
いる親ガザミを 100L 水槽で１尾ずつ５～ 10 日
間、流水条件下で孵化（写真２）直前まで飼育し
ます。この時の親ガザミの餌は冷凍アサリで、１
日に１～２個、飽和量を与えます。次に孵化直前
となった親ガザミを１ｔ水槽に移し、紫外線殺菌

写真２

孵化

ゾエア
ゾエア期（脱皮回数により４期に分ける）は
約 10 日間飼育します。特にこの時期のエサがそ
の後の生産に大きく係わると考えています。ゾエ
ア幼生の飼育に際して水質安定とワムシやアルテ
ミアの活力維持のため珪藻類のキートセロス・グ
ラシリスを飼育当初に 80 ～ 100 万細胞添加して
います。その他のエサとしては、１～２期が 1 日
にワムシ２回（１回あたり飼育水の濃度が１期で
６個 /㎖、２期で８個 /㎖になる量）、ヒラメ用の
配合飼料３回（１回あたり１期が 10 g / 水槽、２
期が 15 g / 水槽）、３～４期が１日にワムシ２回
（１回あたり飼育水の濃度が３期で 10 個 /㎖、２
期で 12 個 /㎖になる量）、ヒラメ用の配合飼料４
回（１回あたり３期が 15 g / 水槽、４期が 20 g /
水槽）、アルテミア１回（３期が 2,000 ～ 4,000 万
個体 / 水槽、４期が 6,000 ～ 10,000 万個体 / 水槽）
を与えています。
なお、飼育水は増水方式で、60 t から始め毎日
５t の増水により 90 t まで増やします。

海水を流水させながらネットでゾエア幼生（写真
３）を回収し、100 ｔ水槽に移します。この作業
が手間取るとゾエア幼生の活力が低下し、奇形や
真菌症の発生につながりますので、特に気をつけ
て作業を行っています。
なお、ゾエア幼生の回収時に沈下幼生が多い場
合や、顕微鏡で真菌が確認された場合は使用しな
いようにしています。特に真菌症については１度
発生すると次回の生産時に発生しやすくなるよう
ですので、気をつけています。
写真３
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メガロパ

なお、餌はＣ２までアルテミアを１日に１回（飼

メガロパ期は約５日間飼育します。エサは１日

育水の濃度が５個 /㎖以上になる量）与えます。
飼育水は毎日、全換水します。

にヒラメ用の配合飼料４回（１回あたり 25 g / 水
槽）
、アルテミア１回（10,000 万個体 / 水槽）、冷
凍アミ２回（１回あたり 500 g / 水槽）を与えて
います。特に冷凍アミについては飼育水を汚して
しまいますので残餌が出ないように幼生の数を確
認しながら、与える量を調整しています。飼育水
は１日に 20 ～ 30 t 換水しています。
ガザミ種苗生産の第一関門がこのメガロパ（写
真４）への変態です。この時期の大量へい死が全
国的にみられるようですが、当センターでも年間
５～７回の生産を行う中で１～２回は発生してお
り、原因が分かりません。
なお、当センターではゾエア期からメガロパ
期までを飼育水温を 24℃前後から 27℃前後まで
徐々に上げることによって、脱皮のサイクルを同
調させることが容易になり、孵化後 15 日目でＣ
１にすることが可能になりました。

写真５

稚ガニ

写真６ 漁網を用いたシェルターを敷き詰めた飼育水槽

写真４

メガロパ

Ｃ１～Ｃ２
稚ガニ（写真５）への変態、着底を確認したら、
底面積 48㎡の水槽へ約 15 万尾ずつ移し、Ｃ１ま
で約３日間、Ｃ２まで約４日間飼育します。水槽
への稚ガニの収容量は水槽の底面積あたりで計算
します。
この時、当センターでは共食いを減らすために
写真６に示す様な手作りのシェルターを水槽の底
に敷き詰めて飼育します。シェルターについては
キンランから漁網（スズキ網、目合 70㎜）にす
ることにより、稚ガニを水槽内に均等に分散させ
ることが可能となったため、歩留まりが約 20％
向上し、さらに取り上げも容易になりました。
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Ｃ３～Ｃ５
Ｃ３で約４日間、Ｃ４で約６日間の飼育ののち
念願のＣ５サイズになります。餌は１日にアル
テミア１回（飼育水の濃度が５個 /㎖以上になる
量）、冷凍アミ２回（１回あたり１kg）与えます。
この時期には冷凍アミの与える量が重要で、稚
ガニの蝟集状況・活力（泳ぎ方など）、残餌の量
を細かく観察し、適量を与えることで共食いによ
る減耗を軽減します。
以上のような生産方法によって、当センターで
の歩留まりはＣ３サイズまでが 35 ～ 40％、Ｃ５
サイズまでが 10 ～ 13％となっています。特にＣ
５サイズの種苗は、表１のように平成 18 ～ 22 年
の５年間に約 67 万尾を生産することができまし
た。

表１

佐賀県有明海でのガザミＣ５サイズの
生産・放流実績

写真８

種苗の回収

おわりに

放流
目的のサイズになったら、いよいよ放流です。
まずは写真７のように水槽の上に置いたパイプを
利用してシェルターを揺らしながらガザミ種苗を
慎重に外し、写真８のように排水溝で回収します。
回収する際にガザミ同士がハサミ合い、脚の脱
落などが起きやすいので、素早く輸送用の１ t 水
槽に移し、エアレーションを強くかけ、撹拌しな
がら放流地まで運び放流します。

今回ご紹介した当センターの取組の大きな目的
は、種苗放流による漁獲物の増加、それに伴う漁
業者の生活の安定です。種苗生産技術が向上し、
大型の種苗が大量に生産できても、肝心のガザミ
が増えて漁獲が安定しないと意味がありません。
そのため、現在、有明海では沿岸４県がそれぞれ
の地先で種苗放流を行うとともに抱卵ガザミの保
護や小型ガザミの再放流など資源回復計画に基づ
く様々な資源管理を行っています。
このように同じ資源を共有する有明海４県の漁
業者や関係機関が連携して、どうしたらガザミが
増えるのか、様々な方法を検討し、実行していく
ことが重要だと思います。すでにクルマエビでは、
その生態に基づき、有明４県がそれぞれの地先で
はなく、より効果の高い場所に共同で種苗放流を
行っています。ガザミについても、より効果的で
効率の良い方法を有明４県で連携しながら実施で
きたらと思っています。
もちろん当センターとしては、そのような取組
に参加し、少しでも放流効果が上がるように生産
技術を向上させること、生産コストを低減させる
こと、種苗の質（活力）を向上させることを目指
し、県有明水産振興センターの方々のご助言を受
けながら日々精進したいと思っています。

写真７

シェルターを揺らしながら種苗を外す
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有明海におけるガザミ資源回復の取り組み
－有明海ガザミ広域資源管理方針－
九州漁業調整事務所

○はじめに

資源課

資源管理計画官

佐藤英雄

よって漁獲されています（図２）。また、その

平成 20 年度（2008 年度）にスタートした有

操業の形態は、ガザミのみを漁獲する専業者は

明海ガザミ資源回復計画では、従来の漁業者に

少なく、潜水器漁業、タコ漁業、その他の刺網

よる自主的な資源管理の取り組みを超えた広域

漁業、ノリ養殖業等各種漁業との兼業で周年操

的な資源管理措置の取り組みが行われてきまし

業体制をとっており、そのほとんどは３～５ト

た。

ンの漁船に２人が乗り込んで操業しています。

しかしながら、平成 23 年度（2011 年度）に
有明海ガザミ資源回復計画が終了するため、平
成 24 年度（2012 年度）以降の資源管理のため
の取り組みについて関係漁業者及び関係県等で
検討したところです。
この中で、資源は依然として低位水準である
と考えられ、引き続き、関係漁業者、関係県
及び国が連携した取り組みが必要との認識に立
ち、平成 24 年 2 月 1 日に「有明海ガザミ広域
資源管理検討会議」を設置するととも、本会議

図１

４県（有明海）のガザミ類漁獲量の推移
農林水産統計年報より

において「有明海ガザミ資源回復計画」に代わ
る「有明海ガザミ広域資源管理方針（以下、
「広
域資源管理方針」という。）を作成しました。
本項では、平成 24 年度 (2012 年度 ) から新
たにスタートした「広域資源管理方針」やその
体制等について説明します。
Ⅰ．有明海ガザミ広域資源管理方針の概要に
ついて
１．ガザミ資源の水準と利用について
農林水産統計年報による有明海のガザミ類
の漁獲量は、年変動が激しいものの、昭和 50
年（1975 年）以降増減を繰り返しながら、昭
和 60 年（1985 年）に最高の 1,781 トンとなり、
その後減少し、現在は 200 トン前後で推移し
ています（図１）。
漁獲量からみた資源水準・動向は、低位・横
ばい傾向にあると考えられています。
ガザミの資源利用は、家族経営体で営まれる
刺網漁業を主体にかご漁業、小型機船底びき
網漁業、たも網及びその他のすくい網漁業等に
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図２

漁業者聞き取りによるガザミの漁法別
漁場分布図及び主漁期
出典：各県からの聞き取り

２．広域資源管理方針の目標について

４．漁獲努力量の削減措置に係る公的担保措置
について

依然として資源水準が低位であることから、
広域資源管理方針では漁業経営への影響等を考

広域資源管理方針に基づくガザミ採捕禁止期

慮しながら、抱卵ガザミ及び小型ガザミの保護、

間の設定については、実効性を担保すために、

採捕禁止期間の設定並びに積極的な培養措置を

広域漁業調整委員会において、漁業法（昭和

行うことにより資源の減少を抑制し、漁獲量か

24 年法律第 267 号）に基づく広域漁業調整委

ら見た現状の資源水準の維持・回復を図ること

会指示を発出することとしております。

を目標とすることとしました。
５．広域資源管理の実施に伴う進行管理につい
３．広域資源管理のために講じる措置について
広域資源管理方針では、平成 20 年度 (2008
年度）にスタートした資源回復計画においてガ

て
（1）ガザミ広域資源管理検討会議の設置
①

ガザミの広域資源管理を関係漁業者、関係

ザミを採捕する関係者が実施している漁獲努力

県等が連携・協力して実施するため、関係県

量の削減措置を継続して実施することとしてお

漁業者代表、関係県行政・研究機関、西海区

り、その具体的措置は以下のとおりです。

水産研究所、九州漁業調整事務所が、資源水

（1）漁獲努力量の削減措置

準、漁業経営等を踏まえた「広域源管理方針」

抱卵ガザミ（黒デコ）の保護

の検討、作成及び見直しを行うことを目的と

抱卵ガザミの再放流又は一時蓄養により産

した「ガザミ広域資源管理検討会議」を設置

①

する。

卵機会を確保する。
②

小型ガザミの再放流

②

州漁業調整事務所とする。

漁業・地区において、全甲幅長 12㎝以下の
ガザミは直ちに再放流することとする。
③

採捕禁止期間の設定

③
④

くい網によるガザミ採捕を禁止する。

よる積極的な種苗放流を実施するとともに関係
県の連携・協力による海域レベルでの適地種苗
放流体制の構築に取り組む。

構成員以外の県等の会議出席については、

（2）進行管理に必要な情報の収集
①

（2）資源の積極的培養措置
より一層の資源の回復を図るため、関係県に

事務局は、九州漁業調整事務所とする。
本会議の構成員で協議する。

抱卵ガザミ保護のため、産卵期間（6 月～
8 月）のうち 15 日間は、たも網その他のす

構成は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県
及び関係県漁業者代表、西海区水産研所、九

小型ガザミの保護のため、関係する全ての

関係漁業者、関係県及び水産庁は、資源管
理措置の実施状況、漁獲量等の把握を行う

②

水産庁と関係県は連携して、資源状況の把
握を行う。
表１

進行管理に関する組織体制

（3）漁場環境の保全措置
有明海はガザミの重要な産卵場及び育成場に
もなっており、育成場の環境改善、さらには漁
場としての生産力の回復を図るため、海底耕う
ん、覆砂等による漁場環境の維持・保全の取組
を行う。
（4）その他
上記措置よりも厳しい基準で自主規制に取り
組んでいる漁業・地区については、引き続き資

６．広域資源管理方針の取扱い
（1）広域資源管理方針は、関係県（関係漁業者）

源管理の取組が後退することのないように努め

間の合意文書とし、九州漁調整事務所長を立

る。

会人とする。また、広域資源管理方針は、広
域漁業調整委員会へ報告する。
（2）広域資源管理方針は、平成 24 年 4 月 1 日
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から平成 27 年 3 月 31 日までとし、必要に
応じて見直しを行う。
（3）広域資源管理方針は、県資源管理指針に反

必要であるとの認識が共有されたところです。
これまでの行政機関の会議に関係漁業者代表
を加えた「広域資源管理検討会議」を設置し、
有明海におけるガザミ資源の回復を図っていく

映させる。

こととなりました。
Ⅱ . 平成 24 年度の取り組み状況
関係県等は、
「広域資源管理方針」に基づき、

当事務所においては、今後も新たな枠組みの
もと関係県等と連携を図りながら、有明海にお

以下のとおり、漁獲力量の削減措置を実施して

けるガザミ資源の回復と資源管理が進展してい

います。

くよう支援して参ります。

１．漁獲努力量の削減措置
（1）抱卵ガザミ（黒デコ）の保護
関係県において、採捕された抱卵ガザミ（黒
デコ）の再放流又は一時蓄養により抱卵ガザ

（参考１）
ガザミ種苗放流実績（有明海）

ミの産卵機会を確保。
（2）小型ガザミの再放流
関係県において、小型ガザミの保護のため、
関係する全ての漁業・地区において、全甲幅
長 12㎝以下のガザミの再放流を実施。
（3）採捕禁止期間の設定
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第
31 号に基づき、有明海において、平成 24 年
6 月 1 日から 6 月 15 日の間、たも網その他
のすくい網によるガザミ採捕を禁止し、抱卵
ガザミを保護。
２．資源の積極的培養措置
関係県によるガザミの種苗放流を実施（参考
１）
。
３．漁場環境の保全措置
長崎県において、漁場の環境を改善するため、
海底耕うんを実施。福岡県において、漁場環境
を改善するため覆砂を実施。
４．その他
関係県において、マリーナ、フィッシャリー
ナ、釣具店、関係漁協等に対してリーフレット
による広域資源管理方針の取り組みを周知（参
考２）
。
○結び
平成 20 年度から開始した有明海ガザミ資源
回復計画に基づき、関係県等が連携して資源管
理に取り組み、資源の減少傾向に歯止めをかけ
るという目標は達成できました。しかしながら、
依然として資源水準は低位であることから、本
計画が終了した平成 24 年度以降も、引き続き、
関係漁業者等より連携した資源管理が引き続き
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4
伊勢・三河湾の新たなヨシエビ増殖事業
（公財）愛知県水産業振興基金

水 藤 勝 喜

（公財）三重県水産振興事業団

山 根 史 裕

三重県水産研究所

水 野 知 巳

はじめに
ヨシエビは、クルマエビ科に属する暖海性のエ
ビで、東京湾以西の太平洋からインド洋の沿岸域
に広く分布しています。その体色は、クルマエビ
（写真 1 左）に比べると地味な茶褐色で、サイズ
もやや小ぶりですが（写真 1 右）
、甲殻類の美味

写真１

左

クルマエビ

右

ヨシエビ

しさを示す甘味系アミノ酸の含有は他のエビより
も多く、とりわけ美味であることが知られていま
す。汽水性のヨシエビは、30m 以浅の泥底を好ん
で生息し、生活圏は河口域からその流入が影響す
る湾内までの比較的狭い範囲に限られます。
三重県東岸と愛知県の知多半島西岸からなる伊
勢湾は、揖斐川、長良川および木曽川の大河三川
が流れ込むやや閉鎖的な湾で、採貝、のり養殖、
漁船漁業などの好漁場です（図 1）
。伊勢湾沿岸
でヨシエビは、
「がんさ」
「しらさ」
「まだら」な
どの愛称で親しまれ、市場価値が高いことから小
型底びき網漁業の重要な対象種となっています。
伊勢湾におけるヨシエビの年間漁獲量はおよそ 3
～ 50 t と、年によって豊凶の差が大きく、資源の
安定化が強く要望されてきました。このため、三
重県では平成 11 年、愛知県では平成 17 年から
本種の栽培漁業を開始し、現在は両県併せて 600
万尾の種苗を放流しています。ヨシエビは、クル
マエビのように浅海・干潟から外海に至る長い距
離を移動することはなく、地先にとどまる性質が
強いため、放流効果にはより高い期待が寄せられ
ています。ここでは、伊勢湾におけるヨシエビの
繁殖生態と新たなヨシエビ増殖事業への取り組み
を紹介します。

図１

伊勢湾におけるヨシエビの主な産卵場所
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伊勢湾におけるヨシエビの卵巣成熟
と産卵
ヨシエビはクルマエビと同様に雌エビが卵巣成
熟を始める前の交尾で、あらかじめ雄から精子を
受け取っています。このため、傍らに雄エビがい
なくても受精卵を得ることができ、また、生息域
で卵巣の成熟状況を調べれば、産卵期や発生状況
を把握できます。以下には、三重県栽培漁業セン
ター、（独）水産総合研究センターおよび当所が
共同で実施した、伊勢湾におけるヨシエビの卵巣
成熟と産卵に関する研究１）の一部を報告します。
ヨシエビの卵巣は、頭胸甲の前端から尾端に達
する背部に位置しますが、クルマエビよりも殻が
薄く筋肉が透明なため、卵巣の影（以下、卵影）

写真３

成熟停止期の卵巣（クラスＡ）
上 卵影の写真
下 組織標本の写真

写真４

成熟を始めた卵巣（クラスＢ）
上 卵影の写真
下 組織標本の写真

はより明瞭に観察されます。この卵影観察と従来
の組織観察を併用して大量のサンプルを処理し、
伊勢湾で漁獲され四日市市磯津漁協（写真 2）に
水揚げされたヨシエビ卵巣の時期的変化を調べま
した。10 月中旬から翌年の 5 月にかけて漁獲さ
れた雌エビは、写真 3 上（クラス A）で見るよう
に卵影がなく、卵巣を組織観察すると、卵黄を蓄
積していない小型の卵母細胞群のみが観察された
ことから（写真 3 下）
、この期間が成熟の停止期
と考えられました。伊勢湾の水温が 20℃前後と
なる 6 月上旬頃には、成熟が始まり、卵影の生じ
た雌エビ（写真 4 上、クラス B）が漁獲されるよ
うになります。その卵巣中には、卵黄を蓄積して
エオシンに赤く染まる卵母細胞が組織観察されま
した（写真 4 下）
。その後の卵巣発育は急速に進
むようで、約 2 週間後には、外縁部に表層胞の出

現した卵母細胞を持つ個体が（写真 5、クラス C）
、
漁獲されます。この成熟段階の雌エビは、海域と
同じ水温下におくと、その夜のうちに自発的な産
卵に至ることが実験で確かめられています。した
がって、その多くが漁獲される湾奥部（図 1）が
写真２
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主な産卵場であり、出現時期となる 6 月下旬から
9 月下旬までが産卵期と考えられました（図 2 下）
。

ア期以降の飼育においても水温が 25℃を下回る
と生残率が顕著に低下するため 3, 4）、栽培漁業セ
ンターでは少なくともふ化後 2 週間は、飼育水を
保温あるいは加温して 26℃～ 30℃の水温を維持
しています。
一方、伊勢湾においてヨシエビの主な産卵場
所となる海域の水温を調べてみると、1971 年～
2000 年の平均水温が 25℃を超える時期は 7 月中
旬から 9 月中旬の 2 ヶ月間で、前述した産卵期
よりも一ヶ月短いことがわかりました（図 2 上）。
ただし、年による水温の差は大きく、高水温となっ
た年には産卵期を通じてふ化幼生が正常に発育
できる水温に達していましたが、産卵期の大半が
写真５

成熟した卵巣（クラス C）
上 卵影写真
下 組織標本の写真
卵母細胞の外縁部に表層胞が観察される

25℃を下回る水温の低い年もありました。このよ
うな年の産卵早期や晩期にふ化した幼生は、局所
的に高水温となった場所を除いて大きく減耗した
可能性があります。このように伊勢湾では、繁殖
期となる夏場の水温が暖海性の強いヨシエビの発
生量に影響し、これが資源の不安定となる原因の
一つと推測されました。
多くのエビ、カニ類でみられる多元化した繁殖
活動は、気象や海況の変動が資源に及ぼす影響を
緩和している側面があります。例えば、愛知、三重、
静岡の沿岸を生活圏とするクルマエビでは、外海
に面した遠州灘で主に 2、3 歳成体が 3 月から 9
月まで絶え間なく産卵し、これよりも 2 ヶ月以上
遅れて伊勢・三河湾で始まる 1 歳成体の産卵は、
7 月、8 月をピークに 9 月まで続きます 5）。同じ
海域を生活圏とするガザミもこれと類似するよう
に、各年級群が異なる時期や場所で長期にわたり

図２

伊勢湾の水温（上）とヨシエビ卵巣の成熟状況（下）
（Yamane et al., 2009）

産卵していれば、いずれかの発生群が大きく減耗
しても、資源への影響は緩和されると考えられま
す。しかし、狭い海域で短期間に産卵する伊勢湾

伊勢湾の水温とヨシエビ資源の関係

のヨシエビにおいては、幼生の発育に影響する低

ヨシエビは、ノープリウス幼生でふ化し、クル

ける心配があります。このため、環境変化に脆弱

マエビと同じ発生段階を経てポストラーバ幼生に

な時期を陸上施設で飼育し、これを放流して資源

変態するとまもなく強い着底性を呈しますが、こ

を下支えする栽培漁業は、ヨシエビでは最も北の

の浮遊期幼生の発育にはクルマエビよりも高い水

海域となる伊勢・三河湾においてより重要な増殖

温が必要です。ノープリウス幼生を 25℃以下の

事業であると考えています。

水温が何年も続くと、資源は深刻なダメージをう

水温で飼育するとゾエア期にかけて脱皮の遅れや
生残率の低下が起こりました 1, 2）。ノープリウス

新たなヨシエビ放流技術の開発

期は外部から栄養を摂取せず、餌料環境は発育、
生残に関与しないため、これがヨシエビふ化幼生

栽培漁業では、生産した種苗を効率よく資源に

の発育限界に近い水温とみられます。また、ゾエ

添加して漁獲に反映させることが、最も重要な
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課題です。こうした放流技術の開発では、漁獲物

する実用技術開発事業（課題名：種苗生産の早期

に含まれる放流個体を識別して効果を正確に測定

安定化と放流効果の正確な判定によるクルマエビ

する必要があります。ヨシエビなどの甲殻類は脱

類の栽培漁業の高度化，中核機関：愛知県，平成

皮を繰り返して成長するため、これまで有効な標

22 ～ 25 年）」により実施しています。

識の開発が困難でしたが、最近になってクルマエ
ビの調査に遺伝子標識が使われるようになりまし
た。この方法では、あらかじめ調べておいた親エ
ビと漁獲物の遺伝情報を照合し、親子鑑定を行う

おわりに
事業化されて半世紀近くになる栽培漁業では、

ことで放流個体を確実に識別できます。また、遺

この間に大きく変化した漁場環境や社会情勢に

伝子標識は、小さなサイズや大量の種苗を長期間

対応した新たな技術を求められています。これに

にわたって追跡することが可能です。以下には、

は、種苗の生産や放流に直接携わる人々ばかりで

遺伝子標識を用いて伊勢・三河湾のヨシエビ栽培

なく、技術開発当時と同様に各方面の専門家によ

漁業を高度化する取り組みを紹介いたします。

るサポートが必要不可欠であると感じています。

放流する種苗は、サイズが大きいほど外部環境

（社）全国豊かな海づくり推進協会には、今後も

への耐性や食害からの逃避能力が備わるため、高

栽培漁業関係者の連携にご尽力いただけますよう

い漁獲回収を期待できますが、放流の経費は増大

お願いいたします。

します。特に甲殻類の場合は、着底する性質があ
るため種苗の大型化が容易ではなく、中間育成施
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5
ノコギリガザミの放流調査から
－自然環境を生かした資源増大の取り組み－
高知県水産試験場
主任研究員

漁業資源課

大 河 俊 之

ガザミ、アミメノコギリガザミ、アカテノコギリ

はじめに
のこぎりがざみ類は高知県で「えがに」と呼ば

ガザミの 3 種が含まれます。これら 3 種は、一見、
非常によく似ていますが、形態、遺伝的に異なり
、浦戸湾における昭和 63 年度の混獲比はトゲ：

１, 2）

れ、そのほとんどは本県中央部に位置する浦戸湾

アミメ：アカテ＝ 93.9：4.8：1.3 と報告されてい

で漁獲されています（図 1）
。浦戸湾での年間漁

ます３）。これまで、栽培漁業対象となっているの

獲量は 2 ～ 5 トンですが、高い単価が特徴です（図

は、浦戸湾で漁獲主体となり、味もよいといわれ

2）
。他にトン単位の漁獲がある海域は静岡県の浜

ているトゲノコギリガザミです。

名湖、沖縄県と限られていて、のこぎりがざみ類
は「地域特産種」という大切な資源と位置づける
ことができます。

図３

浦戸湾（横浜）と浦ノ内湾（光松）の月別表層
塩分と底層塩分 4, 5）

調査フィールドとしての浦ノ内湾
図１

高知県中央部に位置する浦戸湾と浦ノ内湾

浦ノ内湾は浦戸湾の近傍に位置する内湾で（図
1）、主に養殖業が営まれ、かに類は刺網で漁獲さ
れています。トゲノコギリガザミは幼生期に汽水
条件が必要な生物であるため、本湾でノコギリガ
ザミ類はほとんど再生産しないと考えられていま
す。ゾエア後期の種苗生産は、主な生産時期であ
る 5 月前後の浦戸湾の塩分を参考に６）、塩分 24
前後（70％前後の海水）で行われます７）。しかし、
浦ノ内湾への流入河川の規模は浦戸湾と比べて小
図２

浦戸湾におけるのこぎりがざみ類の漁獲量と平均
単価の推移

のこぎりがざみ類は 1 種でなく、トゲノコギリ

さいため、5 月前後における浦ノ内湾の塩分は浦
戸湾ほど低下しません（図 3）。
1997（平成 9）年以前の浦ノ内湾におけるノコ
ギリガザミ類漁獲量は 50kg 以下でしたが（図 4）
、
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放流が開始されると、トゲノコギリガザミのみの

トゲノコギリガザミの放流対象種と
しての適性

漁獲量は 250kg 前後で推移するようになりまし
た。本湾でトゲノコギリガザミが再生産しないこ
とを考慮すると、浦ノ内湾における本種の漁獲の
ほとんどは放流個体であると考えられます。そこ

①

移動

で、本研究では、浦ノ内湾をトゲノコギリガザミ

表 1 は浦ノ内湾を湾口、湾中央、湾奥部の北部

の放流条件解明の調査フィールドと位置づけ、放

と南部の計 6 海域に分割し、各海域の放流尾数と

流技術開発を行いました。

漁獲個体数を調べたものです。継続して種苗放流
が行われた湾口北部や湾奥北部において、放流個
体は安定して漁獲されましたが、放流がほとんど
行われていない海域の漁獲個体数は少なくなりま
した。つまり、放流個体は放流海域から別の海域
へほとんど移動していないことがわかります。
②

成長
放流個体の成長を再捕個体の全甲幅組成から見

ると（図 5）、5 月に生産、放流された 4 ～ 5 ㎜
の稚ガニ 1 齢（以下、C1）種苗は速い成長を示
図４

表１

浦ノ内湾における種苗放流尾数、漁獲量と
平均単価の推移

浦ノ内湾におけるトゲノコギリガザミの海域別放流
尾数と漁獲個体数

し、その年の 10 月には 100 ㎜を超える個体が出
現しました。浦ノ内湾における漁獲個体の全甲幅
は 100 ㎜（体重 200 g）以上ですが、2002（平成
14）年 10 月以降のような小型個体の多獲は例外
で、通常は 120㎜（体重 400 ～ 500 g）以上の個
体が対象となっています。追跡調査で再捕された
大きな個体は漁獲サイズにつながるため、漁獲個
体の年齢は基本的に 1 歳で、成長の速い個体はそ
の年の秋以降に 0 歳で加入するようです。
③

標識
有効な標識の有無は放流効果を検証するために

図５
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2002 ～ 2004 年に浦ノ内湾の追跡調査再捕及び市場調査で測定されたトゲノコギリガザミの全甲幅組成
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重要です。甲殻類は脱皮するため、有効な外部標

木地区のように平均底層塩分が 13.5 と低く推移

識が少ないのですが、トゲノコギリガザミでは遊

した場所では再捕がありませんでした。飼育実験

泳脚を部分切除する標識が開発されました。この

の結果から、トゲノコギリガザミ種苗は塩分 5 以

標識は、遊泳脚の中心を通る筋に沿って一部を切

下で生残率が大きく低下し８）、塩分 20 以上の海

除すると（図 6 Ａ）
、脱皮後も変形という形で残

水を好む傾向が認められています９）。これらから、

存するものです（図 6 Ｂ）
。ただし、この変形は

本種の放流は塩分の高い汽水域が好ましいと考え

標識を施さなくても自然に発生する場合や、標識

られました。

後に判別できなくなる場合があります。それぞれ
の発生率は 9.5％、26.2％であったことから、効

表２

調整池における放流追跡調査の結果と混獲された
主要生物

果を推定する場合には補正が必要です。

図６

遊泳脚部分切除標識の切除方法（A）と再捕された
標識個体（B、右脚標識）

この調査で明らかになったもう一つの重要な点
は、放流種苗の再捕は全ての地区でほとんどが調
図７

調整池の模式図（A、灰方地区）と追跡調査の状況
（B、今川内地区）

整池内だったことです（表 2）。逆に、カニ篭調
査における混獲生物を調べると、海側に生息する
イシガニ属やタイワンガザミ等の大型かに類は調

調整池への C1 直接放流と生残条件

整池内に分布しないことが特徴的でした。飼育試

トゲノコギリガザミにおいて、C1 種苗は遊泳

することが確認されたことから９）、海側は大型か

するメガロパ幼生が変態、着底したもので、ヒラ

に類による被食を受けることが示され、他にクロ

メであれば、全長 20 ㎜以下の小さな個体に相当

ダイ等の魚類も捕食者になりうると推察されまし

すると考えられます。2002（平成 14）年の試験

た。

験でイシガニとタイワンガザミは放流種苗を捕食

は中間育成と放流調査を実施する予定だったので
すが、育成場の収容量を超える多くの余剰種苗が
出ました。そこで、農地と海の間に造られた「調
整池」と呼ばれる底質が泥で汽水環境の池（図 7）

サイズ別放流試験による調整池への
C1 直接放流の評価

に C1 種苗を直接放流したところ、追跡調査でこ

調整池への C1 種苗放流を評価するため、遊泳

れまでにない数の個体が再捕され、その年の 10

脚部分切除標識を用いた放流試験も実施しまし

月には漁獲にも大きく反映されました（図 5）。

た。C1 種苗を放流した調整池に通常（C4 ～ C5）

そこで、浦ノ内湾内に点在する他の調整池でも

よりも大型の中間育成群を追加で標識放流し、再

放流追跡調査を実施した結果、放流に適した調整

捕率を比べました。2003（平成 15）年に平均全

池と適していない調整池がある、ということがわ

甲幅 30 ㎜前後の C6 種苗を用いた場合は C1 種苗

かりました（表 2）
。その要因として、放流場所

との間に大きな違いは見出せませんでした（表

の塩分が重要と考えられました。すなわち、中ノ

3）。この結果を検証するため、2009（平成 21）

浦地区のような例外はありますが、平均底層塩分

年に追試を行ないましたが、同様の結果となりま

が 20 以上と高い灰方地区での再捕は良好で、摺

した。
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2004（平成 16）年の試験では、さらに大きな
C8 種苗を追加放流しました。この場合は中間育

地の探索継続、人の手による環境造成、中間育成
による大型種苗放流が必要と考えられます。

成群の方が明らかに良好な生残を示しました（表

本研究は水産庁補助事業や豊かな海づくり協会

3）
。このことから、通常では中間育成しないほど

の実証試験を通じて行なわれ、試験の一部は須崎

の大型種苗でないと、生残率は向上しないと考え

市役所と共同で実施されました。また、本研究を

られました。

進める上で、東京海洋大学や瀬戸内水研玉野庁舎

表３

浦ノ内湾におけるサイズ比較放流試験の追跡調査
結果（灰方地区）

の諸先生方からの助言や、長期的に継続されてい
るガザミ分科会の情報も不可欠なものでした。最
近、高知県内では予備的な放流用の種苗生産が開
始され、関係漁業者は強い期待をもって注目して
います。今後、これまでのような技術的な支援、
助言、情報交換は、本種の栽培漁業を進める上で

表４

2003 年放流群の群別放流効果推定結果

特に重要になると思われます。

参考文献
１）高知県水産試験場：のこぎりがざみ類．高知
県海域における漁海況と主要魚種の資源生
態（ 平 成 23 年 度 pdf 版 ），http://www.pref.
kochi.lg.jp/soshiki/040409/seikahoukokusyoaohon.html（2012）．
本放流試験と漁獲との関係については、2003

２）今井秀行：ノコギリガザミ類 3 種とガザミの

（平成 15）年放流群について市場調査における標

分子的変異，これを遺伝的標識とした種苗放

識個体の出現個体数から各放流群の回収率を推定

流の研究．東海大学博士論文，1 － 120（1999）
．

しました（表 4）
。その結果、前述の追跡調査結

３）杉本昌彦・長谷川好男：ノコギリガザミ．平

果と同様に、調整池に放流された 2 群の個体数に

成元年度地域特産種増殖技術開発事業報告

よる回収率は近い値となりました。加えて、経済

書，1-43（1989）．

的な採算性についても検討したところ、C1 直接

４）鈴木怜・杉本昌彦・青野怜史・猪原亮・長岩

放流群は放流コストを回収していました（表 4）。

理央・大山隼人：赤潮貝毒等発生監視調査事

しかし、中間育成群は飼育コストが上乗せされる

業．平成 22 年度高知県水産試験場事業報告，

ため、経済的には十分回収されていませんでした。

79 － 97（2012）．
５）高知県水産試験場：豊後水道・土佐湾におけ

まとめ

る有害赤潮等分布拡大防止報告書，1 － 22
（2012）．

調整池に形成された自然環境は、トゲノコギリ
ガザミの生残条件に適合し、小さな C1 種苗を直

生産．栽培漁業技術開発研究，11，45-53．

接放流しても、中間育成群並みに生残可能な放流

７）杉本昌彦：ノコギリガザミ総合考察．平成 9

適地だったと考えられました。また、経済的に栽

年度地域特産種量産放流技術開発事業報告

培漁業として成立することも示唆されました。し

書，1-6（1997）．

かし、課題も多く残されています。浦ノ内湾に点
在する調整池のほとんどは長期的な陸からの影響

30

６）福永恭平・太巻幸一：ノコギリガザミの種苗

８）伊藤円：ノコギリガザミ稚ガニの好適塩分に
ついて．栽培技研，25，87 － 94（1997）
．

で水深が浅いために、塩分は変動しやすく、放流

９）高知県水産試験場：ノコギリガザミ．平成

適地は少ないのが現状です。また、最近、資源が

15 年度栽培資源ブランド ･ ニッポン推進事

減少傾向の浦戸湾では、本研究で提示された条件

業

を持つ場所は見つかっていません。今後、放流適

技術開発事業報告書，1 － 15（2004）．

豊かな海

No.28

2012.11

環境調和型（甲殻類グループ）栽培漁業

香々地「岬ガザミ」
ガザミの資源増大と高付加価値化の取り組み
－豊後高田市香々地の漁業者の挑戦－
大分県北部振興局

１．はじめに
ガザミ（Portunus trituberculatus）は、甲羅の
幅（全甲幅）20㎝、体重 500g 以上に達する大
型のカニで、北海道以南の日本周辺から韓国、
中国、台湾までの広い海域に分布しています。
瀬戸内海等の内湾の砂泥域に多く生息し、他の
カニに比べ遊泳力が大きいため「わたりがに」
とも呼ばれています。旬はオスが秋、メスが冬
で、たっぷり詰まった身とカニミソ、メスの内
子（卵巣）は旨みが濃厚で絶品です。
大分県豊後高田市の香々地地先では、大型の
ガザミが数多く漁獲され、地元ではこのガザミ
を「岬ガザミ」と呼んでいます（写真 1）。香々
地「岬ガザミ」は、その大きさと、身の詰まり
の良さ、美味しさから、「だんじり祭り」でガ
ザミを食べる風習のある、大阪府岸和田地区を
中心とした関西周辺で高評価をいただいてお
り、ちょっとしたブランドになっています。今
回は、この香々地「岬ガザミ」の資源増大と高
付加価値化に向けて漁業現場で実施されている
取り組みについて紹介します。

農山漁村振興部水産班

香々地「岬ガザミ」のパンフレット

２．香々地地区の概要
香々地地区は瀬戸内海の周防灘に面した大分
県国東半島の北西部に位置する人口約 3,200 人
の地域です（図 1）
。平成 17 年 3 月、市町村合

山田英俊

併により香々地町から豊後高田市となりまし
た。ガザミ漁業者が所属する大分県漁協香々地
支店は、組合員数が 78 名で、主な漁業種類は、
刺網、小型定置網、採藻漁業です。平成 18 年
の総漁獲量は 229 トンで、魚種別ではガザミ
類が最も多く（52 トン）、全体の 23％を占め
ています。ガザミを獲る漁法としては 7 月から
11 月末頃まではカニ建網が主体です。10 月中
旬から徐々にカニかご漁へと変わり、12 月末
まで行っています。香々地産のガザミは明治時
代の頃から、美味として近隣にその名を知られ
ており、香々地町の特産品となってきました。
国道沿いの旧町境には、ガザミの絵が描かれた
看板が建てられています。なお、「岬ガザミ」
という名称は、香々地町が明治 22 年から大正
7 年まで「岬村」という名称であったことに由
来しています。

図１
写真１

主任

香々地地区の位置図

３．栽培漁業の取り組み
このように香々地地区の重要資源となってい
るガザミですが、昭和 50 年代初期に漁獲がほ
とんど無くなる状態に陥りました（図 2）。そ
こで資源増大を図る目的で、昭和 52 年から、
国の放流技術開発事業により、ガザミ種苗の放
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流が開始されました。昭和 55 年以降は、旧香々
地町（現豊後高田市）や大分県の助成により現
在まで継続して種苗放流が行われており、近年
は例年 7 月頃に 15 万尾程度の放流が実施され
ています。昭和 60 年代に一度漁獲量が 10 ト
ン以下に落ちこんだものの、種苗放流を継続し
た結果、近年は 50 トン前後の漁獲が継続して
います。

図２

香々地地区におけるガザミ類の漁獲量と
放流量の推移
出典：大分県漁業の動き
栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国）

ガザミの種苗放流については、漁協青年部が
放流開始当初から関わっています。
（社）大分
県漁業公社国東事業場で生産されたガザミ種苗
（全甲幅 10㎜程度）を青年部員のトラックで受
入れ、活魚タンクで運搬し、香々地地区内の放
流適地に放流しています。
なお、数年前から地元、香々地小学校の全校
生徒に地域特産の「岬ガザミ」の特徴や生態に
ついて理解を深めてもらい、地域への愛着を芽
生えさせる目的で、ガザミの種苗放流を体験し
てもらっています（写真 2）。

写真２

香々地小学校の生徒らによる種苗放流

４．資源管理の推進
大分県漁協香々地支店は、ガザミ資源増大の
ための資源管理の取り組みとして、①漁期の制
限、②体長制限、③抱卵ガザミの保護の 3 項目
を実施しています。
まず、漁期の制限についてですが、香々地地
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区では春先の卵を持ったメスガニを保護するた
め、ガザミ漁は 7 月から 12 月末までの間に行っ
ています。次に体長制限ですが、小型のガザミ
を保護するため、全甲幅 15㎝よりも大きなガ
ザミのみを水揚げしています（大分県漁業調整
規則による体長制限）。最後に抱卵ガザミの保
護についてですが、抱卵しているガザミは極力
現場海域で再放流するよう組合員に協力を呼び
かけています。
全般的に漁獲量および魚価が低迷しているた
め、漁獲したものは全て出荷したくなりますが、
このような地道な取り組みの徹底が必要だと考
えています。
５．高付加価値化の取り組み
先述のように、香々地の「ガザミ」は 100
年以上前の明治時代から特産品となっており、
漁業者自身が食べても大変美味しい自慢の漁獲
物でした。平成 11 年頃まではその大部分を地
元の仲買人に出荷していましたが、そのキロ単
価は平均 1,000 円前後と安価でした。一方、
「岬
ガザミ」を一般の消費者に広く PR するため、
平成 7 年頃から地元で実施していた「岬ガザミ」
の直売イベントではキロ単価約 2,500 円と高値
でも飛ぶように売れていました。そこで青年漁
業者達は、「どこか探せば、この岬ガザミの価
値が分かってもらえる出荷先があるのではない
か？」と考え、ガザミ漁師の収入の安定化を目
指し、漁協の職員と協力して平成 12 年から新
たな市場の開拓に乗り出しました。
県内の市場や仲買人に対しては、これ以上の
大幅な単価アップは望めないと考え、まずター
ゲットにしたのは、県外の市場への「活ガザミ」
の出荷でした。しかし、市場に対して何のあ
てもなく、全くのゼロからのスタートでしたの
で、最初は安く買いたたかれたり、必要以上に
出荷してしまい、値崩れを起こすこともありま
した。また、これまでは、水揚げした漁獲物を
地元の仲買人に持っていくだけで終わっていま
したが、県外出荷では多くの手間がかかるよう
になりました。それは高品質の生きたガザミを
市場へ出荷するため、県外出荷では、漁業者が
自信を持って送り出せる身入りの良いガザミだ
けを選別し、サイズを揃え、5kg 立て発泡スチ
ロールに不足が無いように入れる方法です（写
真 3）。発砲スチロールの中には、エアーポン
プを入れ、通気し続けながら送らなければなり

ません。このため、多くの経費が必要になりま
した。このような手間・経費をかけても従来の
価格より安かったり、エアーポンプが止まって
死んでしまったりすることもありました。しか
し、
「必ずこの岬ガザミの価値が分かってもら
える市場があるはずだ。」と信じ、青年漁業者
達は諦めずに挑戦を続けました。その結果、九
州・中国・近畿・中部・関東地方で合計 22 の
市場を開拓しました。
平成 13 年度における「岬ガザミ」の平均キ
ロ単価は県外出荷が 2,421 円で、地元への出荷
が 1,000 円であったことから、努力の結果、単
価を向上させることができたと言えます。現在、
「岬ガザミ」は大阪府岸和田地区を中心とした
関西周辺で高評価をいただいており、今では、
県外市場の担当者から出荷の催促がくるほどで
す。
また、市場担当者と値段の交渉をする中で、
各地の様々な情報を得ることも重要なことだと
感じました。近年ではガザミ漁業者が出荷先を
訪問し、「岬ガザミ」を PR するとともに、市
場関係者との情報交換を実施しています（写真
4）
。その結果、市場によって得意な魚種や好ま
れる時期があるということなども分かってきま
した。
このように、県外出荷は単価面では非常に高
く、利益は出るのですが、多くの経費と手間が

かかるという欠点もあります。また、価格は安
定せず、キロ単価で 4,000 円以上の時もあれば、
1,500 円以下の時もあります。そのため、お客
様に香々地地区まで足を運んでもらい、地元で
味わうブランドとしても「岬ガザミ」を育てて
いく必要があります。こうすれば、多角的な販
売が可能となり価格が安定し、また地域の活性
化にもつながります。このような中、平成 14
年に念願の農・水産物直売所「サンウエスタ
ン」が香々地地区にオープンしました（写真 5）
。
水産物については、当初漁業者 31 名が出資者
となり運営していましたが、現在はガザミ漁業
者の代表者が運営する体制となっています。特
徴としては海産物の売り場面積の大半を活魚水
槽が占めています。地元で獲れた魚介類が活魚
で購入可能なため、鮮度はバツグンです。県内
各地で「岬ガザミ」直売イベントを実施してき
た結果、愛好家も増えてきており、リピーター
の需要にも応えられる飲食・販売施設となって
います。

写真５

写真３

タグを付けて出荷している「岬ガザミ」

写真４

市場関係者への PR と情報交換

香々地にある直売所「サンウエスタン」

６．今後の課題
漁業現場では「岬ガザミ」を地元で味わって
もらうブランドとして育てるとともに、漁業資
源を保護しながら、大都市圏で息長く高級品と
して販売していくことが重要と考えています。
そのためには、出荷選別の徹底や遠方への活魚
出荷技術の開発、資源増大のための種苗放流の
継続、抱卵個体保護の徹底が必要と考えていま
す。
また、大分県漁協では、香々地で獲れたガザ
ミを他の地域のものと差別化するため、平成
21 年度から特許庁へ地域団体商標として「岬
ガザミ」の登録を出願しています。
消費者の皆様に確かな品質の商品をお届けす
るため、関係者とともにその名に恥じないよう
な取り扱いを継続させ、香々地「岬ガザミ」を
守り育てていきたいと思います。
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【海域協議会】

海域栽培漁業推進協議会報告
平成 24 年度通常総会を開催
各海域栽培漁業推進協議会では、6 月末から 7 月にかけて、平成 24 年度通常総会を開催し、①平成 23
年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支予算書等に関する件、②平成 24 年度事業計画書、
収支予算書に関する件、③平成 24 年度会費に関する件等について、審議・決定されました。
総会では、来賓として水産庁栽培養殖課、漁業調整事務所、（独）水産総合研究センターからご臨席を
いただきました。
種苗放流による資源造成支援事業の実施
（1）共同種苗生産・放流体制構築支援事業第 1 回検討会の開催
各海域栽培漁業推進協議会では、総会の開催に併せて、第 1 回検討会を開催しました。
平成 23 年度に実施した各道府県の栽培漁業施設等についてのアンケート結果について報告するととも
に、平成 24 年度共同種苗生産・放流体制構築支援事業の進め方等について意見交換を行いました。23 年
度に引き続き、種苗交換・共同種苗生産体制の構築に向けたアンケート（補充）の実施、アンケート結果
から見た種苗の需給体制の検討や親魚養成の拠点化などについて各海域の実情に併せて検討を進めるこ
ととしました。
（2）広域種資源造成支援事業検討会の開催
各海域栽培漁業推進協議会で実施している広域種の資源造成事業検討会を 9 月から 10 月にかけて行い
ました。
水研センターのアドバイザーから各海域対象種の最新の資源評価結果について説明いただいた上で、各
道府県の 24 年度放流計画の進捗状況（実績）、モニタリング計画、資源管理の取組状況について意見交
換を行いました。
◎
海域

広域種資源造成検討会の開催状況

魚種

開催日

マツカワ・ヒラメ

１０月１２日

ヒラメ

９月６日

東京八重洲ホール

トラフグ

９月４日

名古屋ダイヤビル

日本海北部

ヒラメ

１０月１０日

東京八重洲ホール

日本海中西部

ヒラメ

９月２０日

神戸市教育会館

サワラ

９月２５日

神戸市教育会館

太平洋北

場所

備考

TKT 仙台カンファレンスセンター

太平洋南

瀬戸内海
トラフグ
１０月４～５日
九州

福岡県中小企業振興センター

合同して開催

トラフグ

種苗放流による資源造成支援事業では、1 月末から 2 月にかけて、共同種苗生産・放流体制構築支援事
業第 2 回検討会を開催する予定であり、共同種苗生産・放流体制構築の取組及び広域種資源造成にかか
る検討も進めていくこととしています。
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第７回目は、熊本学園大学商学部の波積真理教授をインタビュアーとして、熊本県の天
草漁業協同組合牛深総合支所青壮年部の皆さんが“栽培漁業はオレたちの手で！”という
強い思いで始めた資源管理と漁場整備を連携させたヒラメ栽培漁業の取組みについて、お
話を伺いました。

天草漁協牛深総合支所青壮年部の皆さん

熊本県行政・研究・公益法人の皆さん

松本大作さん（部長・48 歳）

山下武志さん（熊本県水産振興課・主幹）

猪俣澄人さん（副部長・47 歳）

宮本政秀さん（熊本県天草地域振興局農林

松田久幸さん（副部長・47 歳）
池田健一さん（会計・43 歳）
原田

水産部水産課・主幹）
山下幸寿さん（熊本県水産研究センター・

誠さん（運営委員・38 歳）

研究主幹兼資源研究部長）
礒村憲司さん（（公財）くまもと里海づくり

天草漁協牛深総合支所の皆さん
桂田真吾さん（総合支所長）
松本行彦さん（係長）

協会・事務局長）
天草市の皆さん
田川誠也さん（産業振興課・課長補佐）
赤坂伸広さん（産業振興課・主事）

第7回

宝の海で育つ 牛深のヒラメを次世代に
〜資源管理型と結びついたヒラメ栽培漁業
熊本学園大学
商学部教授

１．冬の女王

寒ビラメ

波積真理

ラメの宝庫で、そのヒラメを主に漁獲しているの
が天草漁協牛深総合支所です。漁法は、刺し網な
どで、全長 50 ～ 60cm、体重 2 ～ 3kg 以下が漁

熊本県を代表する四季折々の地魚たちとして認

獲の主体となっています。時には 80cm を超える

定された「くまもと四季のさかな」
。その冬の代

座布団ヒラメも揚がるということです。高級魚で

表魚が「ヒラメ」です。１月～２月に獲れる天然

あるヒラメは、天草漁協牛深総合支所が開設して

の寒ビラメは、脂が乗ってうまみがありながら、

いる、地方卸売市場に水揚げされ、仲買人によっ

その上品な味わいは、冬の女王の称号にふさわし

て主に関東・関西を中心に、出荷されます。7 割

いといえるでしょう。

ほどが神経抜きで活き〆され、活魚として生かし

牛深から苓北の沖に当たる天草西海は、天然ヒ
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て出荷されるものは、2 割程度ということです。

牛深といえば、ハイヤ節で有名です。牛深は、

られているところです。

深い入江を持つ天然の良港で漁業と海運を中心と

今回は、そのような栽培漁業に取組んでおられ

して古くから栄えてきました。そこでは、風やシ

る天草漁協牛深総合支所を訪問し、お話しをお伺

ケが通り過ぎるのを待つ船乗りたちで賑わい、牛

いしました。

深ハイヤ節は、その船乗りたちをもてなす宴の中
から生まれたといわれています。
牛深地区では、まき網漁業によるアジ、サバ、

２．ヒラメの栽培漁業への取組み

イワシを主としていますが、刺し網漁業で獲れる
ヒラメも主要魚種の一つです。水揚げ量をみると

【取組みの経緯と組織体制】

主力のアジ、サバ、イワシは昭和 59 年の 5 万 4

牛深町漁業協同組合（現天草漁協牛深総合支

千トンをピークに、近年では 1 万トン前後となり

所（平成 17 年～）以下、漁協）では、漁船漁業

減少傾向にあります。一方、ヒラメは 80 トン前

の安定した経営を目的として昭和 61 年からヒラ

後で安定しており、近年では増加傾向にあります。

メをはじめとする放流事業を行ってきました。し

この背景には地道な放流事業、資源管理への取組

かし当時は、漁協独自の判断で事業を実施され、

みがあり、地元漁業者においてもその効果が認め

種苗を放流すれば資源は増えると思い、放流する
場所や効果については調査不足だったということ
です。一方、資源の減少が顕著となり、より効果
的な放流を行わなければならないという認識が
強まってきます。そのような背景のもと、漁協内
に青壮年部が発足しました。当時、ヒラメの漁獲
に減少傾向はみられなかったものの、全般的に水
揚げは減少傾向にあり、このままではヒラメ資源
も減少するのではという危惧が組織発足のきっか
けとなったということです。また、魚価の安かっ
たシロサバフグの単価向上の取組みや魚離れ対策
とした魚食普及も必要であると認識されていまし
た。
当時は 37 人で発足し、現在では 35 人の部員
が組織化されています。ちなみに漁協全体では、

牛深の位置図

正 組 合 員 674 人、 準 組 合 員 486 人、 合 計 1,160
人で構成されています。
ヒラメの放流尾数は 5 万尾、種苗 50 ミリ以上
で、事業費の 3/5 を天草市が負担しています。通
常の補助事業では、1/2、1/3 となるそうですが、
一次産業を盛り立てるために多く負担していると
いうことです。漁業者においては、漁獲量に対し
て 15 円 /kg の負担、その他、ハイヤ祭りのパレ
―ド船団で市から得られる助成金もヒラメの放流
事業に充てられるということです。青壮年部は、
放流の実施担当として日程から当日の用船、人員

インタビューの様子

配置等放流に関する調整と現場での放流事業と地
域の PR 活動を主体的に行っています。

豊かな海

No.28

2012.11

37

【資源管理、漁場環境の改善】
放流事業は、県営栽培漁業センターがあった当

平成 11 年には、熊本県水産研究センターに相
談し海底調査を行い、砂場の餌、地質を調査し、

初は、熊本県水産試験場（現在、熊本県水産研究

平成 17 年からは 3 ケ所の適地を決めて放流を始

センター）と（財）熊本県栽培漁業協会（現在、
（公

めました（図２）。さらに、平成 23 年からは、放

財）くまもと里海づくり協会）で放流を実施して

流後の漁場環境改善し、種苗の生息を促すため、

いました。現在では、
（公財）くまもと里海づく

青壮年部による、「桁」を用いた海底耕転（200

り協会からヒラメの種苗を購入し、漁協で中間育

ｍ× 200 ｍ× 2 ケ所）が行なわれています。こ

成を行い放流を行っています（図１）。

の作業は、１隻に３，４人乗って、２隻で行われ、
年１回ヒラメを放流する前に実施されています。
耕転することによって底質が変化し餌等が増え、
生産力の底上げにつながるということです。その
場所は、キビナゴの産卵場でもあるということで、
ヒラメのみならずキビナゴの生息環境の改善にも
なっています。
さらに、稚魚の隠れ場となるアマモ場造成の試
験的取組みも行われています。「海のゆりかご」
と呼ばれ、魚類の産卵や稚魚の生育場所、水質浄

図１

ヒラメ放流の実施体制

化など、多くの重要な機能を果たしているアマモ
場を再生しようという動きが
様々な形で見られます。青壮年
部では、地元由来アマモの種を
水産研究センターで育ててもら
い、それを青壮年部が潜って植
え、移植試験（30 ｍ× 30 ｍ）
しているということです。また、
小学生を対象としたアマモの種
付けの体験学習も市の援助も得
ながら推進しています。その際
には漁師さんが先生となり、水
産物や環境について学ぶ貴重な
機会となっているということで
す。アマモ場は、30 年ほど前
まで繁茂していましたが、次第
になくなってしまったというこ
とで、かつてどこに茂っていた
かなど、聞き取りを行ったうえ
で、適地に移植造成し、定期的
に生長具合などの調査をおこ
なっているということです。経
過は順調で、期待がもたれます。
また、ヒラメの保護区に関し
て、より効果的な場所となるよ

図２
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う数年おきに変更が検討されて

おり、現在の保護区は平成 18 年から設定されて

のような理想的な関係が構築されている事例とい

います（図３）。保護区の目的は、操業区域を一

えるでしょう。漁業者、漁協の職員の方も、水産

定割合減らし、漁獲努力量を削減させ、産卵親魚

研究センターなど行政機関は、「何でも聞いてく

の保護を図ることです。ただ、図３の右下の保護

れる、頼もしい存在」と信頼を寄せられています。

区については、上記効果に加え、ヒラメの卵、仔

また、行政サイドは、青壮年部は「主体的に責任

稚魚が長島海峡に流れ込むことを妨げないことを

持って取組んでいる」と高く評価されています。

意識して作られています。こうした保護区の設定
に関しては、県が決定を行いますが、地元漁協の
意見を反映したものとなります。現在の保護区に
関しても、積極的に青壮年部が意見を申し出て、
それを取り入れたものとなっているということで
す。さらに、規定で、20 センチ以下のヒラメや
15 センチ以下のマダイは、海に返さなければな
りません（図４）。
このような、資源管理、漁場管理への取組み
もあり、放流ヒラメの混入率は平成 23 年では、
25％と高い率を示しています。さらに、この数値

青壮年部へのインタビュー

を 30％まで高めたいということです。栽培漁業
は漁師が放流して自分達で効果を出す努力をし、
行政が支援する構図が望ましい姿といえます。今
回訪問した天草漁協牛深総合支所では、まさにそ

青壮年部の栽培漁業の取り組みを話す松本部長

図３

ヒラメ刺し網漁業における保護区

注）実線で囲まれた部分はヒラメ刺網漁業の操業区域（円部分除く）

図４

資源管理・漁場管理の実施組織

ヒラメの放流
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３．ヒラメ栽培漁業における課題と
展望
【魚価安】

増え、毎回売り切れ、リピーターもついていると
いうことです。シロサバフグを地元の鮮魚店でも
取り扱ってもらいたいと考えられているのです
が、フグの調理師免許が必要なため、広がりが難

牛深地区の水揚げが全般的に減少する中で、栽

しいということです。青壮年部では、4 名が調理

培漁業の成果もあり、ヒラメは安定した漁獲を維

師免許を取得して対応しているということです。

持し、近年では増加傾向もみられます。しかし、

今後、青壮年部が中心となり「ミガキフグ」とし

問題とされているのは魚価安です。20 年ほどま

て加工したうえで、流通させるといったことも検

えは、キロ 3,000 円ほどで取引されていたものが、

討されています。

平成 14 年では 1,800 円と低下を続け、現在では
20 年前に比べ半値程度と低迷しています（図５）。
魚価安は全国的な問題となっていますが、その
要因として、養殖魚や輸入水産物の増大が指摘さ
れます。消費者が購入する際、価格のみが指標と
なるのであれば、国産、天然ものは太刀打ちでき
ません。どのように、牛深の天然ヒラメの価値を
消費者に伝えていくのかが大きな課題といえるで
しょう。また、品質管理への漁業者をはじめとす
る関係者の一丸となった取組み、販路開拓の努力
「牛深あかね市」で直販

も必要になってきています。
販路に関し、漁協で取組みたい課題として、
「地
元」での消費拡大をあげられています。牛深はヒ
ラメの産地でありながら、地元で消費されていな
いのが現状です。イセエビは観光と関連づけられ
地元旅館・ホテルとの連携で「伊勢エビ祭り」と
いった取組みがみられ、観光客を呼び込んでいま
す。ヒラメも、特に旬の寒ビラメの時期に「ヒラ
メ祭り」として PR していきたいということです。
【地元消費の展開】
地元消費といった販路開拓に関して、ヒラメは
これから取組んでいく課題ということでしたが、
「シロサバフグ」では、青壮年部を中心として直
販への動きがみられます。

図５

牛深漁港におけるヒラメの水揚量と金額（円 /Kg）

４．宝の海を次世代に

12 月の第一土日の「牛深あかね市」で、シロ
サバフグの味噌汁、から揚げなどの料理をだして、

【多種多様な四季折々の魚】
ヒラメの栽培漁業を中心に、お話しを伺ってき

8 年目になるということです。あかね市とは、
“あ
かねする”
（大漁だ、良かったなぁといった意味）

たのですが、牛深地区が面する天草西海は、まさ

という縁起の良い牛深の言葉にちなんで、海・山

に宝の海、四季折々多種多様な水産物がとれます。

の自然の恵みを存分に“あかね”していただきた

以下旬の時期の水産物です。

いという趣旨で市をあげて開催されています。出
店当初は、
「フグ？毒があるんじゃないの？」と
いった反応でしたが、回を重ねるにつれて顧客も
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魚

類：4 月イサキ、アジ、タイ、5 月モジャコ、
6 月タコ・シイラ、8 月イセエビ、9 月

フグ、11 月ウツボ、1 月ヒラメ、～キ

牛深産の水産物をもっと PR していきたい、とい

ビナゴは、ほぼ周年。

うことが皆さんの一致した思いであり、この豊か

ウニ類：4 月紫ウニ、7 月赤ウニ、11 月ガンガゼ

な海を次世代に継承していくために、資源管理型

海藻類：4 月トサカ、6 月ミル

と結びついた栽培漁業にこれからも力をいれてい
きたいということです。牛深地区は景観も素晴ら

また、放流事業もヒラメのみでなく、イサキ、

しく、水産物の宝庫です。この海の恵みを地元に

マダイ、ウニ、アワビなども行われています。栽

来て多くの方に味わってもらいたいと思います。

培漁業の一環としては、平成 10 年からアオリイ

青壮年部の取組みは、栽培漁業を通じて、つくり、

カの資源量増加のために産卵施設としてイカ柴を

育て、管理しながら、漁獲した水産物を、どう消

作製し、漁場への投入を行っています。新たな栽

費者に届けるかという消費者起点の視点もあり、

培漁業種の検討も行われ、平成 22 年には、放流

行政との連携もしっかりと行われていることは心

用のキジハタの種苗に標識をつけ試験放流と追跡

強く、さらに地域ぐるみでの展開を期待されると

調査も行われました。

ころです。

その他、新たに力をいれていきたい活動として、
ヒジキの養殖をあげられています。ヒジキは価格
も良いということで、収入をあげるために取り
組んでいきたいということです。30 年ほど前は、
ヒジキも多く獲れていたということですが、近年、
天然のヒジキはまったくみられなくなってしまっ
たということです。昨年、先進地研修を行い、早
速試験的にヒジキ養殖の取組みを行っており、順
調にいけば、今春には、収穫できるだろうという
ことです。ヒジキなどの海藻は、環境を浄化する
作用もあり、西海岸地域を対象（牛深地区も含ん
だ 7 ヶ所）として海藻自体を増やす取組みも天草
地域振興局で検討されています。

松本さん
池田さん

原田さん

海底耕耘作業

猪俣さん

松田さん

天草漁協牛深支所青壮年部の皆さんと一緒に

インタビューに参加した皆さんと
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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４回〉

ーモニタリングと多様な研究の連携による
水産資源の持続的な利用に向けてー
西海区水産研究所
所長

はじめに

谷 津 明 彦

東シナ海の沖合漁業と海洋環境

当所は主に東シナ海と有明海・八代海を対象と

資源海洋部は、主に沖合域の主要水産資源の生

して、水産資源を持続的に利用するため、様々な

態や資源量調査に基づき資源評価を行い、TAC

水産資源の生態・資源状態・生息環境のモニタリ

設定のための ABC 等の各種資源管理方策の提言

ングと資源管理や環境改善方策に加え、地域の増

を行います。これらの成果は、日中・日韓の漁業

養殖に関する調査研究及び技術開発を関係県や大

交渉等にも活用されます。また、効率的な漁業に

学等と連携して進めています。2011 年に開始さ

向け、マアジやマサバなど漁海況予報を関係県と

れた水産総合研究センターの第 3 期中期計画に対

共同で年 2 回公表しています。一方、水産資源の

応して、当所の組織は図１のようになりました。

変動要因解明の基礎となる動物プランクトンや大

ここでは当所の研究概要をご紹介します。

型クラゲ等海洋環境のモニタリングと生態系の研
究も行っています。特に、2010 年から増
加し始めたマイワシの変動要因分析につい
て力を入れています。近年、度々大発生が
見られる大型クラゲについても、中国・韓
国とも協力し予報を行うとともに発生機構
を研究しています。

クロマグロの資源管理と養殖
まぐろ増養殖研究センターは、北太平洋
クロマグロ資源の持続的利用に向けた対策
の一つとして、九州地方で盛んなクロマグ
ロ養殖業における原魚供給を天然魚（ヨコ
ワ）から人工種苗へ転換するための技術開
発を目指しています。このため、最適な親
魚養成に加え、海上飼育では不安定な産卵
を陸上水槽により管理し、稚仔魚の飼育技
術の高度化により年間 10 万尾の種苗の安
定生産を当面の目標としています。また、
石垣庁舎は太平洋クロマグロの産卵場に近
いことから、産卵域での生態に関する調査
図１
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研究を継続しています。

九州西岸域の沿岸漁業と生態系
対馬暖流域は日本周辺で最も温暖化が著しく、
磯焼が顕著です。資源生産部では、主に沿岸域の
主要漁業対象種と栽培対象種に関するモニタリン
グと調査研究を行っています。具体的には、ウニ
の徹底除去や植食魚の生態研究等による藻場の回
復技術を現場漁業者と共に開発しています。また、
ブリ養殖の赤潮対策として、早期採卵による人工
大型種苗による早期出荷とハダムシ耐性を持つブ
リの育種に取り組んでいます。ノリについては、
高温耐性や病気耐性等を持つ品種の開発と実証を
目指します。種苗放流対象魚については、マダイ
とヒラメの資源評価を行う一方、クエの種苗放流
を含めた資源管理の検討に着手しました。

有明海・八代海の環境と沿岸漁業

写真

筆者（中央）と資源生産部の研究者

終わりに

当海域は、近年貧酸素水塊や赤潮の発生、ノリ

2012 年 4 月に所長を拝命し、半年余りが経過

の不作、二枚貝やクルマエビ資源等の低迷に悩ま

しました。丁度、農林水産技術会議のプロジェク

されています。これらの原因として干潟の減少、

ト研究「持続的養殖」が本年にスタートし、クロ

河川からの土砂供給量や潮流の変化、水温上昇、

マグロ・ウナギ・ブリに関して所内外で密接に連

ナルトビエイなど捕食者の来遊量増加、過剰漁獲

携して取り組んでいます。近年、上記のように東

等が考えられており、有明海・八代海漁場環境研

シナ海周辺では各種環境変化に起因すると思われ

究センターではこれらのモニタリングと因果関係

る特異な現象が目立ちます。増殖・養殖といえど

の解明に取り組んでいます。しかし、当海域の生

も、環境の影響は無視できません。環境変化に適

態系の構造と人間活動の影響は極めて複雑である

応した生物が生き残るというのはダーウィンの学

ため、その全容解明は容易ではないと思われます。

説ですが、近年の急激な環境変化へ海洋生物が適

一方で「貧酸素→底棲生物の死亡→さらなる状況

応するには、我々人間サイドとしても何らかの手

悪化」という負のスパイラルが生じており、早期

助けが必要と思われます。資源利用とともに生物

の対策が必要です。このため、環境変化を関係者

多様性や環境の保全・修復が重要な課題となる所

へ迅速に提供しつつ、二枚貝による環境改善策等

以です。複雑で非定常な海洋生態系の変動機構の

も提言しています。

解明や予測は一筋縄ではゆきません。しかし、あ
る程度の知見があれば対応は可能です。例えば、

珊瑚礁域の沿岸漁業と生態系
珊瑚礁は水産資源の漁場や生息場となる一方、

有明海で昔は広域に見られたカキ礁が水質浄化に
役立っていたので、カキ礁の復活や干潟でのカキ

観光資源として極めて重要です。しかし、近年の

養殖により水質や赤潮の改善が少しでも見られれ

温暖化、オニヒトデの大発生、赤土流入等により

ば、これをさらに推進する「順応的管理」（為す

サンゴ礁が劣化し、漁獲量減少が続いています。

事により学ぶ）が有望となります。このような観

そこで、亜熱帯研究センターでは、サンゴ礁生態

点から、水産と環境の研究とモニタリングを多方

系の構造や機能を明らかにし、その回復策を研究

面と連携して推進することにより、当海域の水産

しています。また、重要ハタ類の産卵生態に基づ

資源の持続的利用と水産業の健全な発展に寄与す

く管理方策を提言し、漁業者等から高い評価を頂

べく全力で取り組んでおります。

いています。さらに、スジアラ（ハタ類）等新た
な養殖対象種の開発も行っています。
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第7回

水産スペシャリスト育成を目指して
静岡県立焼津水産高等学校
校長

の海に放流し、資源補強を推進しています。放流

本校の概要

は地元のボートクラブや小学生らとともに行い、

静岡県立焼津水産高等学校は県内唯一の水産学

資源管理の重要性を地域全体で考える機会として

校として水産教育を推進し、水産関連分野で活躍

います。放流の際には魚体に標識を打ち、回遊経

する人材を輩出してきました。現在は自治体、企

路、や成長速度などの推定に役立てています。年

業、研究機関等との連携による新商品開発や流通

に 2・3 件は地元の漁師さんたちから再捕報告を

実践、環境保全等への取り組みを通じ、既習の知

いただき、トラフグの回遊経路が徐々に明らかに

識・技能の活用方法を高め、地域に貢献できる将

なってきました。

来の水産スペシャリストを育成しています。また

5 年前から静岡県温水利用研究センターと共同

「水産・海洋教育」実践校として特色ある教育活

でトラフグの種苗生産に関する研究を始め、その

動を展開し、進学及び就職など幅広い進路を実現

技術が確立されつつあります。この研究について

させています。

は魚類学会やマリンバイオテクノロジー学会にて
発表した事例もあります。また、餌料生物である

栽培漁業教育

44

松田清孝

アルテミアの脱殻処理の研究も行い、稚魚の生残

本校の栽培漁業科では魚類の生産を通じて栽培

率の向上に努めています。これらの過程で生徒は

漁業に関する知識・技術を身につけ、地域の水産

ホルモン作製・投与、熟度判別など様々な種苗生

業で活躍する人材を育成しています。

産技術を身に付けます。

生徒の活動の場は全国でも最大級の規模を誇る

資源を増やすだけではなく生態系保護にも寄与

養殖施設「臨海実習場」です。海水魚であるヒラ

するため、絶滅危惧種の保存活動にも取り組んで

メやマダイ、トラフグ、淡水魚のウナギやアユ、

おり、メダカやカワバタモロコの繁殖、放流を行っ

スッポン、金魚、錦鯉など様々な魚を 3,000 坪を

ています。放流の際には遺伝的多様性を失わない

超える広大な実習場で飼育しています。魚の飼育

ように放流場所の選定には十分配慮しています。

管理は生徒が当番制で行い、毎日朝と夕方に給餌

これらの活動を通じて生徒は増養殖の知識・技

や水温の管理を行っています。マダイとヒラメ、

術を身につけ、地域の養殖業に就いたり、水生生

スッポンについては本施設でも完全養殖技術が確

物の知識をさらに深めるために水産系四年制大学

立されており、3 年生が採卵やふ化などの種苗生

などに進学したりします。いずれにしても、魚へ

産作業を行っています。

の愛情なしでは務まるものではありません。本校

生産魚は地元の魚市場や料亭に出荷する他、学

において毎日魚たちと向き合うことで生き物の命

校祭など様々なイベントで販売しています。ま

を扱う姿勢や仕事に対する責任感を養い、増養殖

た、マダイやヒラメ、トラフグの稚魚を地元静岡

の分野において社会に貢献するための基礎固めを
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しています。衰退する増養殖業を盛り上げるため、

きたいと考えています。

地域で活躍するスペシャリストを多く輩出してい

ウナギの選別

トラフグの採精

ヒラメの稚魚

学会での発表

アルテミアの取りあげ

稚魚の放流
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【寄

稿】

ヒラメ放流魚の再生産を生態学的に
（成長と成熟）示す一つの方法
（社）全国豊かな海づくり推進協会
指導調査員

１．はじめに

２．放流ヒラメの測定記録

平成 22（2010）年 12 月に第 6 次栽培漁業基本

表 1 に島根県和江漁港に水揚げされた放流ヒラ

方針が発表され、その最重要ポイントとして、放

メの測定結果を示した。和江漁港では、ほとんど

流種苗を成長後にすべて漁獲することを前提とす

のヒラメが 15 トン型小型底曳網漁船 23 隻によっ

る、これまでの「一代回収型栽培漁業」に加えて、

て漁獲されている。年間の漁獲量は約 80 トンく

親魚を獲り残して再生産を確保する「資源造成型

らいであり、ヒラメ放流魚の混入率は 3 ～ 4 % で

栽培漁業」を推進し、これを漁獲管理及び漁場整

ある（安達、未発表）。漁船は早朝に出港し、日

備事業と一体的に実施することが掲げられた。

暮れ前に帰港するという操業形態である。

筆者は、ヒラメ放流種苗が成長して親魚となり、

表 1 には平成 24（2012）年 3 月 2 日と 9 日に

再生産していることを前提に、開放性海域として

水揚げされた放流魚の全長、体重、年齢、性別、

島根県沖のヒラメ、閉鎖性海域として鹿児島湾の

生殖腺重量、肉眼観察による成熟状態が示してあ

ヒラメについて、それぞれの海域におけるヒラメ

る。島根海域におけるヒラメの産卵期は 3 ～ 5 月

放流魚による再生産量を推定し、放流魚によって

なので、放流魚のサンプリング対象は産卵期の放

造成された資源が、全体の資源量に対してどの程

流ヒラメとしている。

度下支えしているのかを報告した（安達・有福、
。
20111、安達、20112）

表 1 において、成熟個体は雌が 3 尾と雄が 2
尾であるが、それら雌の年齢は 5 歳、7 歳、9 歳、

全国各海域で放流されたヒラメは、確実に再生

雄は 3 歳と 4 歳である。雌 3 歳の 3 尾は未熟で

産をしていると考えられるが、現在のところ、放

ある。ヒラメの雌雄比は 4 歳までは 1：1 であるが、

流魚が再生産していることを示した報告は見られ

5 歳では 1.5：1、6 歳では 3.7：1、7 歳では 11.5：１、

ない。現在、全国の多くの漁港においては、ヒラ

8 歳では 40：1、9 歳では 226：1 となり、5 歳か

メの市場調査が行われており、放流魚の混入量の

ら雌が多くなる（安達、20072）。このことから 7

把握と放流魚の全長測定が行われている。そして、

歳以上の個体は、ほとんどが雌であると考えられ

それらの記録を基に放流魚の回収率や混入率が推

る。

定され、それらの結果が漁業への貢献度として栽
培漁業の放流効果とされている。
しかしながら、「ヒラメ資源造成型栽培漁業」

46

安達二朗

また、河野（1997）は、山口県沿岸海域にお
けるヒラメが、雌雄とも 3 歳で同時に成熟し、産
卵盛期は 3 ～ 4 月としているが、表 1 では 3 歳

を推進していく上において、ヒラメ放流魚の再生

の雌はすべて未熟で、3 歳と 4 歳の雄は成熟して

産が必然のことであることを示さなければならな

いる。測定尾数は少ないけれど、この現象は雄が

いのではなかろうか。その意味から、ヒラメ放流

雌よりも先に成熟することを示していることなの

魚の成長と成熟という生態面から、放流魚の再生

かもしれない。このことは今後の調査で明らかに

産を推定する方法を提案する。

なるであろう。
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表１

島根県和江漁港に水揚げされた放流ヒラメの測定結果（2012 年）

３．放流ヒラメの成熟状態を示す方法の
前提
一般に魚類の成熟状態を示すには GSI が用い
られている。その前提は生殖腺重量（ｙ）が体重
（ｘ）に比例すること（ｙ＝ a ｘ）である。したがっ

③

雌雄の成熟生殖腺の重量組成
生殖腺重量の度数分布である。標本の大きさ、
平均、分散、標準偏差、95% 信頼区間を記す。

４．雌雄の体重の成長率と生殖腺発達の
検討

て、放流ヒラメにおいても、体重の成長、体重の

初めに市場調査により得られた産卵期の年齢別

成長に伴う生殖腺重量の発達を検討する必要があ

体重から、各年齢の平均体重を用いて Bertalanffy

る。そのため調査から得られる測定記録から、以

の成長式を求める。その成長式から各年齢におけ

下の 3 項目を検討しなければならない。

る体重の成長率を求める。

①

①

雌雄の未熟期における体重と生殖腺重量の関

Bertalanffy は体重の理論的成長は、生物の成
長を物質代謝の面からみて、生物の同化作用量

係
この数学的表現は、

（増加量）は栄養物の吸収面（体重の 2/3 乗）

… ……………（1）
G.W=a（B.W－B.W0）

に比例し、異化作用量（減少量）は体重に比例

ここで、G.W は生殖腺重量、B.W は体重で

するとして、その差だけ体重が増加するとして

ある。また、a、B.W0 は定数であるが、B.W0

いる。

は生殖腺の発達が始まる時の体重である。
②
②

雌雄の成熟期における体重と生殖腺重量の関
係

その微分方程式は次のようになる。
dW/dt = α W2/3 －β W……………………（3）
αは同化作用係数、βは異化作用係数

この数学的表現は、
G.W － b ＝ a´（B.W－B.Wm）…………（2）
ここで、a´、ｂ、B.Wm は定数である。体
重 B.Wm は初成熟時の体重で、ｂはその時の
生殖腺重量である。

③ （3）式を積分すると、
Wt ＝ W ∞（ 1－e－K（t－t ０））n… ………………（4）
という体重の成長式が得られる。
ここで W ∞は理論的最大体重、K は成長係数、
K は大きいほど若年での成長率が大きくなる。
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図１
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ヒラメの体成長に伴う生殖腺の発達と成長率の変化（想定図）

2012.11

ｔは年齢、
t 0 は体重が 0 の時の年齢、ｎは全長ー

DNA マーカーの整備、放流種苗の分析が行われ

体重関係式（W=kL ）のパラメータである。魚

ている。平成 25（2013）年度には天然魚の分析

類の場合、ほぼ、n ＝ 3 である。

も行われる予定で、平成 26（2014）年度には再

n

生産効果の検討も行われることになっている。筆
④

年齢ｔにおける体重の成長率（dW/dt）は、
（4）
式を t で微分した形となる。

者は一人の資源研究者として、その遺伝学的検討
結果に対して大きな期待をしている。

（ 1 － e － K（t － t ０））n － 1・
dW/dt ＝ W ∞・K・n・
… ……………………（5）
e － K（t － t ０））
参考文献
⑤

体重成長率が最大となる年齢（t max）は、（5）

安達二朗（20071）島根県におけるヒラメの Age

式をｔでもう 1 回微分し、d W/d t ＝ 0 とお

–length Key について．平成 18 年度栽培漁業資

いて、ｔについて解く、積分した式は、

源回復等対策事業報告書

2

d W/d t ＝ W ∞・K ・ｎ
2

2

） ・
（ｎ・e

－ t ０） n － 2

2

2

・
（1 － e

－ K（t － t ０）

－（t

）
－１… ………（6）

－ K（t － t ０）

である。
（6）式の左辺を 0 として、ｔについて解くと、

国豊かな海づくり推進協会．
安達二朗（20072）島根県におけるヒラメの Ageweight Key および成長に伴う体重成長率の変
化．39 － 52．平成 18 年度栽培漁業資源回復

体重成長率が最大になる年齢は次のようにな

等対策事業報告書

る。
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安達二朗・有福順子（20111）ヒラメ栽培漁業に
おける放流ヒラメによる再生産についてーⅠ

これまで述べたことから放流ヒラメの成熟と体

島根県石見海域（開放性海域）における再生産

重の成長が検討できるので、その結果に基づいて、

効果．300 － 322．栽培漁業資源回復等対策事

放流ヒラメの体成長に伴う生殖腺の発達と成長率

業（平成 18 ～ 22 年度）総括報告書．全国豊

の変化を想定することができる。その想定したも
のを示したのが図 1 である。
図 1 の雌雄の体重の成長曲線は産卵期の年齢別

かな海づくり推進協会．
安 達 二 朗（20112） ヒ ラ メ 栽 培 漁 業 に お け る 放
流ヒラメによる再生産についてーⅡ

鹿児島

の体重から導くもの、精巣重量と卵巣重量は、そ

湾（閉鎖性海域）における再生産効果．323 －

れぞれ（1）式、（2）式から導かれるもの、雌雄

330．栽培漁業資源回復等対策事業（平成 18

の体重の成長率曲線は、
（5）式、
（7）式から導か

～ 22 年度）総括報告書．全国豊かな海づくり

れるものである。

推進教会．

体重の年齢別の成長率を求めるのは、2．項での
雄の成熟が雌よりも早いのではなかろうかという
考え方を検討するためと、雌雄が同時に成熟する、

安達二朗（未発表）島根県和江漁港に水揚げされ
たヒラメの年齢組成．
Iles.T.D (1974) The tactics and strategy of

しないに係らず、成熟期に先立って体成長率が

growth in fishes. in Sea Fisheries Research (ed.

最大になるという ILES（1974）の North Sea の

Harden Jones). Elek Science, London, 331-345.

herring の報告と比較するためである。もし、図

河野光久（1997）山口県沿岸におけるヒラメの

１のような想定図が得られるならば、放流ヒラメ

資源生物学的研究．27 － 40．山口県外海水産

が再生産しているとみなしても良いであろう。

試験場研究報告、第 26 巻．

５．おわりに
ヒラメ放流魚の再生産についての遺伝学的研
究が、平成 23（2011）年度から日本海北海域の
ヒラメを対象として、独立行政法人・水産総合研
究センターで始まった。現在は親魚保有の情報の
収集、親魚の DNA 分析とデータベースの構築、
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「被災海域における種苗放流支援事業」の進捗状況について
（社）全国豊かな海づくり推進協会
本誌 No.27 で紹介しました「被災海域における種苗放流支援事業」は、その後各道県において着実に
事業が進められています。10 月 11 日には、同事業に関係する行政や栽培漁業機関の担当者等が一堂に会
する第 2 回担当者会議が開催されました。会の中では、事業の進捗状況や 24 年度後半、さらには 25 年
度に向けた事業の方針等について情報を共有するとともに、種苗のマッチングや棲息環境整備にかかる諸
課題について協議しました。
＜被災海域における種苗放流支援事業

第 2 回担当者会議＞

開 催 日：平成 24 年 10 月 11 日（木）
開催場所：TKP 仙台カンファレンスセンター
参加者数：30 名
検討事項：以下のとおり。
１）平成 24 年度の被災海域における種苗放流支援事業の進捗状況、今後の予定について
２）平成 25 年度以降の被災海域における種苗放流支援事業の方向性について
３）放流種苗の棲息環境整備支援事業の方向性について
会議の中で確認された、現在までの本事業の進捗状況と今後の予定については、次のとおりです。関係
者におかれましては、引き続き同事業へのご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

【Ⅰ】種苗放流支援事業
（ア）種苗放流・ヒラメ
各道県のヒラメ種苗放流実績及び予定は次のとおり。
放流県
岩手

時期

放流場所

放流尾数（尾）

6 月下旬～ 7 月上旬

県南 11 ヵ所

150,000

（財）秋田県栽培漁業協会

供給（生産）元

7 月下旬

県北 6 ヵ所

100,000

（公社）青森県栽培漁業振興協会

宮城

10 月中下旬

県内 6 ヵ所

200,000

（公社）青森県栽培漁業振興協会

福島

7 月中旬

相馬双葉漁協
磯部沖保護水面

100,000

（公社）新潟県水産振興協会

茨城

7 月下旬～ 8 月上旬

県内 4 ヵ所

117,000

（独）水産総合研究センター
日本海区水産研究所宮津・小浜庁舎

＜放流状況＞

岩手県野田村漁協 外舘漁港
（7/25）

50

豊かな海

No.28

2012.11

福島県相馬双葉漁協 磯部沖保護水面
（7/17）

茨城県大洗町大洗港
（7/31）

（イ）種苗放流・アワビ
各道県のアワビ種苗放流実績及び予定は次のとおり。
放流県

種類

生産開始時期

供給サイズ
（mm）

数量
（万個）

供給時期
（予定）

エゾアワビ

H23.3-4 月

30

7.5

H24.10

エゾアワビ

H24.3-4 月

15

25

H24.11

エゾアワビ

H24.3-4 月

15

26

H24.11

（社）北海道栽培漁業振興公社

エゾアワビ

H23.3-4 月

30

10

H24.8

（社）北海道栽培漁業振興公社

エゾアワビ

H23.6 月（受入）

50

2.7

H24.8

奥尻町（ｱﾜﾋﾞ種苗育成ｾﾝﾀｰ）

エゾアワビ

H24.7 月

25-30

5-10

（H25.8）

青森県

岩手県

供給（生産）元

（社）北海道栽培漁業振興公社

宮城県

福島県

（独）水産総合研究ｾﾝﾀｰ南伊豆庁舎

（ウ）種苗放流・シジミ
北上追波漁業協同組合では、宮城県が中心となり、ヤマトシジミの種苗放流支援事業にかかる計画策定
作業を進めた。協議会は「第三次計画」を策定し、計画変更を行った。8 月よりすでに放流を開始、1 回
あたり 1 ～ 2 トンの放流を北上川放流水域の河川流量等に留意しながら行っている。
（エ）栽培漁業技術者派遣・受入状況
他県での種苗生産管理・監督のための栽培漁業技術者の派遣・受入状況は、次のとおりである。
派遣元

受入先

受入
人数

派遣
開始日

生産魚種
及び数量

作業内容

（社）岩手県栽培漁業協会

（公社）青森県栽培漁業振興協会
（青森県三戸郡階上町）

2名

4/6

ヒラメ
10 万尾（60mm）

種苗生産
親魚飼育

（社）岩手県栽培漁業協会

（財）秋田県栽培漁業協会
（秋田県男鹿市）

2名

4/6

ヒラメ
15 万尾（60mm）

種苗生産
親魚飼育

（財）福島県栽培漁業協会

（公社）新潟県水産振興協会
（新潟県村上市）

1名

4/2

ヒラメ
10 万尾（60mm）

種苗生産
親魚飼育

（財）福島県栽培漁業協会

（独）水産総合研究センター
増養殖研究所南伊豆庁舎
（静岡県南伊豆町）

2名

3/1

エゾアワビ
5 ～ 10 万個
（25 ～ 30mm）

種苗生産

（注）上記のほか、宮城県が「緊急雇用創出事業震災等緊急雇用対策事業」を活用して、（財）秋田県栽培漁業協会
（秋田県男鹿市）へ 4 名の技術員を派遣している。

＜栽培漁業技術者の作業風景＞

青森県栽培漁業振興協会←岩手県

秋田県栽培漁業協会←岩手県

水研センター南伊豆庁舎←福島県
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【海づくり協会活動報告】

24年度 第1回企画推進委員会開催報告
平成 24 年９月 28 日（金）午後１時 30 分から

迎えるので、来年 10 月発刊予定で、この 50 年

東京都千代田区大手町 JA ビル会議室において、

を振り返り、我が国栽培漁業のこれからの展望に

水産庁増殖推進部栽培養殖課の担当官に出席いた

繋がる栽培漁業 50 年のあゆみ（仮称）の編纂に

だき、24 年度第１回企画推進委員会を開催した。

ついて編纂委員会（座長川合淳二氏）を編成し作

澁川副会長が主催者挨拶を行い、その後、座長

業に入っている。その中で、都道府県における栽

として以下の議事を行った。

培漁業の発展史については、11 月から 12 月に開
催される栽培漁業ブロック推進会議で各都道府県

（１）平成 24 年度事業計画の推進等について
岩橋事業推進部長より、平成 24 年度より事業

の意見を伺い都道府県に対する原稿執筆依頼を行
う。関連行事として栽培漁業 50 年を祝う集い（仮）

構成を公益社団法人への移行に見越して 23 年度

を 25 年 11 月下旬に都内で開催する等説明した

までの事業構成を①豊かな海づくり推進事業②広

後、質疑が行われた。

域に連携・共同した種苗生産、放流体制をめざす
栽培漁業広域連携推進事業③栽培漁業技術開発と
普及促進及び生息環境の保全推進事業の三本を柱
とした事業構成に変更したこと。

市村専務より、この課題は、栽培漁業推進ブロッ
ク会議（前述）で本格的に意見交換を行うことを

従来実施していた漁協等実践活動助成事業、都

考えており、栽培漁業と資源管理の一体的な推進

道府県版海づくり大会、豊かな海づくりに関す

と栽培漁業推進施策のあり方等について資料を基

る現地研修会は、平成 25 年度事業から豊かな海

に説明した後、意見交換が行われた。

づくり実践活動推進事業、地域での豊かな海づく
り大会推進事業、豊かな海づくりに関する現地研
修会と一部名称を改め、支援対象等を広げ、内容
を拡充し、今年度中にその対象団体等を HP によ
り公募して選定するなど
説明を行い質疑、検討を
行った。
また、公益社団法人へ
の移行については、平成
24 年７月 18 日に内閣府
に移行申請を行い９月
21 日に公益社団法人移
行への答申されたことな
ど状況説明を行った。
（２）栽培漁業 50 年の
あゆみ
（仮称）の編纂
について
市村専務、渋川顧問よ
り、資料にもとづき来年
で瀬戸内海栽培漁業協会
が発足してから 50 年を
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（３）これからの栽培漁業のあり方について
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海づくり協会は、この結果を踏まえ、平成 24
年度の事業推進を行う。

平成２４年度企画推進委員会出席者名簿

氏

名

所

属

役

飯田

哲也

北海道水産振興課

主幹

山本

裕

岩手県水産振興課

主任主査

花井

孝之

静岡県水産資源課

班長

内田

喜隆

山口県水産振興課

主任

牧野

弘靖

香川県水産課

副主幹

丸田

肇

長崎県資源管理課

係長

今井

利為

公益財団法人神奈川県栽培漁業協会

専務理事

横山

雅仁

独立行政法人水産総合研究センター

研究主幹

長屋

信博

全国漁業協同組合連合会

常務理事

「栽培漁業のあゆみ５０年」（仮称）編纂委員会

職

委員名簿
（五十音順）

氏

名

所

座長

川合

淳二

委員

今井

利為

（公財）神奈川県栽培漁業協会

委員

川口

恭一

（一社）全国水産技術者協会

委員

北田

修一

東京海洋大学大学院

委員

長屋

信博

全国漁業協同組合連合会

委員

古澤

徹

委員

松里

壽彦

委員

山下

潤

元水産庁

属

・

役

職

長官
専務理事
会長

教授
常務理事

元（社）日本栽培漁業協会

専務理事

（独）水産総合研究センター

理事長

日本かつお・まぐろ漁業協同組合

常任顧問
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