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第32回全国豊かな海づくり大会
沖縄大会を終えて
糸満漁業協同組合
代表理事組合長

平成 24 年 11 月 18 日に第 32 回全国豊かな海
づくり大会が天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、海
人（ウミンチュ）の町糸満市で開催されました。
また同時に、
大会前日より大会関連行事として「お
きなわ豊かな海づくりフェスタ 2012 in 糸満」が
盛大に行われました。
全国大会開催に至るまでを振り返ってみたい。
海の自然環境の保全と水産資源を守り育てるこ
とを目的に平成 7 年を第 1 回とする南部豊かな
海づくり大会を糸満市、豊見城市、糸満漁協主催
で開催し、平成 16 年の第 10 回大会を契機に「全
国豊かな海づくり大会」を沖縄県南部地区で開催
できるよう南部豊かな海づくり大会関係者でもっ
て県知事に招致を要請し、平成 22 年 1 月末には、
南部市町村 7 団体を中心に「全国豊かな海づくり
大会誘致促進協議会」を設立し、水産庁、JF 全
漁連のご支援をいただき県知事並びに県議会議長
に平成 24 年の開催を要請しました。
しかしながら沖縄県は、平成 24 年の開催は無
理で平成 25 年の開催であれば可能とのことで
あった。平成 24 年は、沖縄の本土復帰 40 周年
の節目で記念すべき国家的行事の年であり、天皇
皇后両陛下のご臨席を賜れる「全国豊かな海づく
り大会」をここ沖縄の地で開催することは、沖縄
の漁民及び南部豊かな海づくり大会関係者の長年
の夢であり、平成 24 年にこだわりをもって強く
切望しました。
県知事は、関係者の熱意に応える形で平成 24
年沖縄県開催を約束された。
海人（ウミンチュ）の町漁村糸満は、沖縄県の
漁業の発祥地ともいわれ、明治 17 年には、潜水
漁法では、革命的なミーカガン（水中眼鏡＝ゴー
グル）が糸満の漁師によって発明されアギヤーと
称する大型の追い込み網漁法が考案され沖縄の漁
民の約 70％余（6,000 名余）ともいわれる漁業者
が集約されていたとのことである。アギヤーは、
網漁業を代表する糸満の代名詞ともなっていた
が、時代の変遷と共に大勢で行う漁法は衰退し現
在では、マグロ、ソデイカ等の釣漁法を中心とし
た漁業が盛んとなっている。
このように漁業の伝統ある糸満市に開催地が関
係者の総意でもって決定されましたことはこの上
ない誇りとなっています。
11 月 17 日の第 1 日目は、大雨で大変心配され
ましたが、大勢の方が訪れ賑わいを見せていまし
た。18 日の第 2 日目は、一変して好天に恵まれ
ました。
式典では、はじめに参加者全員で東日本の被災
地の 1 日も速い復興を願いました。ひきつづき
沖縄県立芸術大学のオーケストラの演奏で幕が開

金城

宏

き、美（チュ）ら海の奇跡の星プロローグ第 1 ～
第 3 まで紹介され、さらに大海原を渡る万国津梁
の交易によって育まれた沖縄独自の歴史や文化、
首里城における琉球王朝の栄華を優雅で高貴な沖
縄芸能である組踊りで表現披露されました。
天皇皇后両陛下ご入場後、幼稚園児の鼓笛隊を
先頭に旗手団を勤める沖縄水産高等学校の生徒に
よる大会旗の入場があり、沖縄県知事から次期開
催県である熊本県知事に「全国豊かな海づくり大
会旗」が引き継がれました。
海上歓迎、放流行事では、糸満漁港北地区にお
いて西原高等学校の吹奏楽部及びマーチングバン
ドによる歓迎演奏の中天皇皇后両陛下がご到着さ
れ、歓迎演舞のエイサー、海上では、伝統行事で
ある旧暦の 5 月 4 日に開催されるハーレー競漕
が行われ、中でも船をこぎながら一瞬で舟を転覆
させて元に戻し競漕する転覆競漕では、両陛下が
身を乗り出すようにしてご覧になっておられたの
は、印象深いものでした。

ハマフエフキとヤイトハタの稚魚を放流
西に慶良間諸島が眺望できる漁港での放流行事
では、両陛下によって糸満市のシンボル魚である
ハマフエフキ及びヤイトハタの稚魚がご放流され
ました。
かつての沖縄の沿岸域は、サンゴ礁が発達し
藻場が多く形成され多種多様な魚介類が生息し、
豊かな漁場が形成されていました。その資源も
1972 年の本土復帰を境に急速な公共工事や沿岸
域の埋立、農地改良等急激な開発により赤土が海
に流出し、魚介類の古里であるサンゴや藻場の多
くが失われ、その環境は危機的状況に追い込まれ
るようになりました。このような劣悪な環境を打
開し再生産可能な環境を後世に伝えることを基本
理念として、沖縄大会は「まもろうよ、きせきの
ほしの、あおいうみ」をテーマとして水産資源の
保護・管理と山や川、海の環境保全の大切さを広
く全国に発信する契機となりました。
大会が終わり、県外から訪れる方たちと美酒を
酌み交わしながらの語らいのなかで今大会の式
典、海上歓迎行事等沖縄らしさの印象に残る大会
であったとのご意見が寄せられ大成功したのだと
の実感がわいてきました。この大会の成功をとお
して水産業施策の強化が図られるものと期待して
おります。
終わりになりましたが、本大会の開催にご尽力
いただいた皆様並びにご参加いただいた全国の皆
様に衷心より感謝申し上げると共に沖縄大会が多
くの人の心に残り大会の意義が永く何時の世まで
も伝わることを念願いたします。
写真は、海づくり大会関連行事会場で挨拶する金城組合長（糸満市）
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漁業者とともに取り組んだ
ヒジキ増殖事業で沿岸漁業に活気！
和歌山県西牟婁振興局地域振興部企画産業課
主任

山内

信

１．はじめに
ヒジキは太平洋沿岸では北海道南部から沖縄、
日本海沿岸では福井県以南から長崎、韓国沿岸、
中国沿岸までの温海域に広く分布しています１）。
1970 年代より弁当や惣菜関連市場の拡大とと
もに需要が増大したため、韓国等から大量に輸入
されるようになりました１，２）。ただし、国内産ヒ
ジキに対する需要は高く、総生産量は 1 万トン前
後（湿重量）で推移しています。最も生産量が多
いのは長崎県で、2 位以下を大きく引き離してい

写真１

魚類の食害痕が残るヒジキ

写真２

地を這うような形態の藻体

ます。和歌山県は 300 ～400トンの生産量で 3 ～
5 位を行ったり来たりしています。和歌山県沿岸
では、紀南地方（県の南部）
、特に日御碕以南の
海域で多く、県下の生産量の 96.8% を占めてい
ます。
近年は国内産原料への需要が高まり、価格が高
騰しているため、ヒジキを収穫している漁業者の
方から増産に関する研究への要望が数多く寄せら
れています。すでに大分県などではロープ養殖に
関する研究３） が盛んに進められてきた結果、漁
業権の設定も行なわれ、増産への体制が整いつつ

非常に狭く、地を這うような形態（写真２）にな

あります。本県でも同様の試みを続けてきました

ります。主にイスズミによる食害ですが、そのよ

が、ヒジキの生長が悪く、アオサやイギスなどが

うな地先では魚を対象とした対策が必要になりま

大量に付着し、十分な成果を挙げるまでに至って

す。少し横道にそれましたが、ここでは、食害の

いません。現在は、かつて存在したヒジキ場を復

みられない海域における漁場造成の事例について

活させる試みに重点を置いて研究を進めておりま

紹介したいと思います。

す。
ただし、植食性魚類の食害 ４） により生育量が

２．ヒジキの繁殖

減少している地先では難しく、有効な手法が確立

ヒジキの繁殖方法には二通りの方法５） があり

されておりません。魚類による食害がみられる地

ます。冬から春に藻体は大きく伸長しますが、や

域では、食害を受けた直後は、刈り取られたよう

がて初夏には成熟し、まもなく仮根を残して藻体

になっており、歯型も確認することができる（写

上部（一般的に食用となる部分）は枯れて流失し

真１）のですが、生長停滞期に根元まで食害を受

ます。夏場の磯では、ヒジキがすっかり消失して

け、時間が経過した藻体では、気胞や葉の間隔が

しまったように見えますが、生育していた跡を注
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意深く観察すると、新しい幼芽が仮根上
にビッシリと生えていることが確認でき
ます
（図１）
。これがヒジキの繁殖方法（栄
養繁殖）の一つで、翌年の群落を維持す
るにはとても重要な繁殖方法です。夏に
はすでに次の年の藻体が着々と準備をは
じめていることになります。
そして、もう一つの繁殖方法は、生殖
器床に形成される精子や卵による有性生
殖です。仮根がたくさん残っている場所
では翌年も順調にヒジキ場が形成されま
すが、全くヒジキが無い場合は成熟した
藻体を必要とします。成熟は、雌雄異株
の「生殖器床」と呼ばれる器官に精子（雄

図１

ヒジキの生活史

性生殖器床）や卵（雌性生殖器床）を形
成します（図 1）
。ヒジキに花が咲いたように見

と姿を消したようです。残念ながら新庄地先での

える状態が成熟した状態です。雌の生殖器床上で

ヒジキ漁は、ほとんどが自家消費か個人の直接販

受精した卵は幼胚となり、24 時間程度は生殖器

売という形態をとっていたため統計データで確認

床に粘質物で覆われていますが、それ以降落下し

することはできません。今回の漁場造成の取り組

て岩盤などに着生します。これは大潮の時に落下

み前に沿岸を調べましたが、ヒジキはほとんどみ

すると言われますが、一つの生殖器床から 2 ～ 3

られませんでした。

回に分けて落下して岩盤の表面に付着し、そこか

現在、新庄漁協に所属する組合員は、ヒジキが

ら葉を形成してヒジキの幼芽となります。このよ

豊富に生育する近隣の漁業協同組合の配慮により

うな幼芽は夏頃にようやく肉眼で確認できるほど

収穫を続けることができています。しかし、この

に生長しますが、一年目の生長は遅く、その密度

ような状態は正常な状態ではなく、いつまでも他

も低いため、藻体は点在する程度です。そのため、

所の漁協地先で収穫できるものではないと考えて

幼胚からヒジキ場を造成した場合、産業的に役立

おり、「なんとか自前の磯でヒジキを収穫できる

つようになるのは 3 年目以降

６，
７）

になります。

ようにしたい。」というただならぬ想いがありま
す。

３．新庄漁業協同組合について
新庄漁協は、和歌山県のほぼ中央に位置する田

4

４．ヒジキ場造成の経緯

辺湾の最奥部に漁業権を有しており、正組合員

新庄地先のヒジキ場造成は、2005 年 4 月に漁

70 名、准組合員 300 名前後で構成され、漁業形

協から相談を受けたことがきっかけでした。「自

態は採介藻、一本釣り、刺し網漁業を営んでいま

分達でヒジキの付着した岩を地先に移植したが、

す。対象とするのはイサキ、カツオ、ガザミ類、

うまく生育しない。なんとかして増殖させたいの

マガキガイ、ヒロメなど、沿岸域の資源を利用し

で、協力して欲しい。」という依頼によるもので

た漁業形態が主になっています。

した。ところが、そもそも新庄でヒジキが生育で

また、新庄地先では、かつて船にいっぱいにな

きるのか、生育できるとすればどのような条件の

るほどヒジキが収穫できました。当時はヒジキ漁

場所が最も適しているのか、ということがよくわ

の「解禁日」が設定されており、解禁の合図とと

かりませんでした。そこで、生育条件を明らか

もに磯に出て漁を楽しんだそうです。それが 20

にする実験を行なうことになりました。実験は、

年位前から地元の磯では全く見られなくなったよ

2005 年 5 月から開始され、田辺湾の湾口部に成

うです。折しも田辺湾内でマダイ養殖が盛んに行

育していたヒジキの母藻を仮根ごと新庄の幾つか

なわれ、魚類養殖全盛の時でした。新しい漁業が

の磯に 1㎡ずつ移植しました。仮根部を 10cm 角

全盛期を迎える中、新庄地先のヒジキはひっそり

のブロックに水中ボンドを使って固定し、翌日
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１㎡に 25 株を移植しました（写真３）
。その後

た。またさらに、苦労して手に入れた母藻を無駄

観察を続け、
「畠の鼻（はたのはな）」という磯

にしないため、増殖に適した場所、あるいはより

で十分に成育できることが明らかとなりました

幼胚が岩盤に付着しやすくするにはどうすれば良

（写真４）
。また、その年の８月には母藻の消失し

いのか、というような基本的な情報を調べる必要

た仮根部や周辺の岩盤上に多数の幼体を確認し、

があるため、もう一年だけ実験を継続することに

2006 年 5 月 30 日から「畠の鼻」で継続して実験

しました。
実験方法は、波当たりとの関係と岩盤上を磨く

を続けることにしました。

か否かで着生量に違いができるのかどうかという
点について検討しました。実験場所は「畠の鼻」
で波当たりの異なる 4 ヶ所に実験区（図２）を設
定し、波当たりの強い場所から順に St. 1 ～４と
しました。また、白浜地先で採取した母藻を 1kg
ずつ網袋に入れて、実験区の中央にセットしまし
た。さらに、岩盤をきれいに磨く区と磨かない区
を隣接させ 1 試験区としました。この試験区の設

写真３

定には新庄漁協女性部、漁協理事と水産試験場が

仮根ごと移植したヒジキ

協力して設定しました。波当たりの測定は、7 月
と 9 月の 2 回、石膏球を図２に示す位置に取り付
けて測定を行いました。

５．造成試験の結果
図３にヒジキの生育密度と流速の関係を示し
ます。ヒジキの生育密度は 7 月には St. 1 で 270
個体 /㎡と最も多く、以下多い順に St. 3 の 51個
体 /㎡、St. 2 の 47個 体 /㎡、St. 4 の 10個 体 /㎡

写真４

となりました。9 月には生育密度が低下したもの

仮根から発芽した幼体

の 7 月と同じ傾向となりました。また、平均流

この実験により、ヒジキが生育することは明ら

速も St. 1 が最も速く 24.27cm/sec、次いで St. 3

かになりましたが、他の地域からヒジキを大量に

（21.42cm/sec）、St. 2（20.70cm/sec）そして St. 4

仮根ごと剥がして移植するということは、母藻採

（10.47cm/sec）となり、9 月も同様の傾向である

集地のヒジキ場に損傷を与える
ことになり、使えません。他の
方法として、冒頭にも説明しま
したが、母藻から幼胚を供給す

↰ㄝḧ

るスポアバッグ法を用いる必要
があります。ただし、肝心の藻
体（母藻）は、どこの磯でも収
穫されてしまうため、藻体に卵
を形成する頃には漁場にほとん
ど無いというのが現状です。そ
こで、田辺湾の湾口部に位置す
る白浜漁協（現：和歌山南漁協
白浜支所）の協力を仰ぎ、一定
区域の藻体を収穫しないよう
にしてもらい母藻を確保しまし

図2

和歌山県田辺市 ( 畠の鼻 ) に設置したヒジキ造成試験区
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5

ことから、流速と発芽の間には密接な関係がある

し、St. 2、4 でも幼芽が確認されるようになりま

ものと考えられました。浮泥の堆積等は St. 1 ～

した。一方無掃除区については、一時的に 10 個

3 では認められませんでしたが、St. 4 では流速が

体以上認められることもありましたが、全般的に

弱かったこともあり、岩盤表面に浮泥が堆積して

ほとんど幼芽が認められませんでした。ヒジキの

いました。以上のことから、田辺湾奥部に位置す

生育密度は、初期の段階での幼胚の着底を向上さ

る静穏な海域では波当たりの強い場所を造成場所

せることが、その後の主枝数の変動にも影響を及

として選定することが重要であると考えられまし

ぼしていることが伺え、磯掃除の有効性が確認さ

た。

れました。

図 4 に田辺市畠の鼻に設置した試験区（掃除区

この実験により①波当たりの強い場所、②磯磨

と無掃除区）におけるヒジキの主枝数（発芽数）

きをすることなどの条件が明らかとなり、いよい

の推移を示します。掃除区では、多い場所で 300

よヒジキ場復活に向けた取り組みが開始される運

個体近くが発芽しました。その後の生残状況をみ

びとなりました。

ると、9 月以降は減少に転じ、St. 2 では 12 月、
St. 4 では 2007 年 1 月に幼芽が確認できなくなり
ましたが、2 ～ 3 月にかけて徐々に主枝数が回復

６．漁業者による漁場造成
事前調査に 2 年の歳月を要しましたが、当地
先でヒジキを増殖する際の条件が明らかとなりま
したので、2007 年 5 月、ヒジキ場造成を実施す
ることになりました。造成条件に合致する範囲は
約 100㎡あり、できるだけ多くの組合員さんに集
まってもらえるように、漁協理事、青年部そして、
これ以降も取り組みの中心となる女性部のみなさ
んに集まってもらい、必要な場所の磯掃除に取り
組みました。

図3

田辺市畠の鼻におけるヒジキ発芽数と平均流速の
関係

磯掃除は、岩盤上のカキ、フジツボ、ヒバリガ
イモドキなどを中心に剥ぎ取っていきました。こ
ういった地味な作業はやはり女性部の皆さんによ
る活躍（写真５）が目立ち、作業場所の移動や休
憩、再開などの号令は漁協組合長に、また写真６
のような高圧洗浄機による掃除は機械の搬入・搬
出など力仕事を青年部の方にお願いしました。翌
年 5 月には約 100kg のヒジキが収穫できるほど
繁茂し、6 月には新たに別の場所を造成するなど
広がりをみせました。
このようにヒジキ場造成は、女性部が中心と
なって造成場所や実施計画を立て、現在まで継続

図４

6

田辺市畠の鼻に設置した試験区（掃除区：
上段、無掃除区：下段）におけるヒジキ
主枝数（発芽数）の推移
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写真５

女性部員による磯掃除風

効果的な場所を選んで実施しました。魚類の食害
が発生する場所においては、いくら磯掃除やスポ
アバッグを設置しても十分な効果は見込めないの
で、他の地域において実践する場合には、今回我々
がおこなったような事前の調査が重要であると考
えられます。
さて、新庄漁協では地先に母藻となるヒジキが
ほとんど生育していない状態からスタートし、近
隣の漁協の協力を得ながら進めて来ました。ス

写真６

高圧洗浄機を使った磯掃除

タート時点では現在合併して和歌山南漁業協同組
合支所となった白浜漁協の協力が無ければ造成は

して実施されています。場所によっては効果がみ

不可能でした。現在新庄漁協地先では、自分達が

られないところもありましたが、最近では着実に

イベント等で販売したり、自家消費したりするた

造成の効果が現れてきました。初年度は収穫量

めに 350kg ほどを毎年収穫し、他の漁場造成用

100kg でしたが、現在は概ね 350kg に増加しまし

の母藻も刈り取っています。ところが、もう少し

た。また、そればかりではなく、近隣漁場のヒジ

余裕ができてきましたので和歌山南漁協の支所の

キ場造成用の母藻は自前の磯で確保できるように

ひとつである、湊浦支所で始まったヒジキ場造成

まで効果が現れました。

の母藻供給場所にもなっています。このように、
周辺漁協が協力しあいながら地先の漁場を復活さ

７．今後の展望
新庄漁協地先では、幸い同じような条件の岩礁

せてゆくことは理想的な取り組みであると思いま
すが、実際にはなかなかそのような横断的な協力

がいくつかあり、さらにその沖にも磯が点在して

体制を構築することは難しいと思います。これは、

おり、造成はこれからも広がってゆくと思います。

ヒジキの取り組みを実施している主体が女性部で

しかし、春の大潮とはいえ、磯掃除の取り組みが

あるが故の特徴と言えるのではないかと考えてい

できるのはせいぜい 2 時間ほどです。また、その

ます。地域の再生を目指すにはやはり、女性の力

ような条件がそろうのはひと潮で 3 ～ 5 日間程度

が必要であるということも最後に付け加えさせて

ですので、無尽蔵に造成場所を増やすわけにはゆ

いただきたいと思います。

きません。今後はより効果的な磯掃除の方法や幼
胚の散布方法についてもう少し改良が必要ではな

参考文献

いかと考えています。

１）大野正夫 2004．海藻の資源開発と利用に向けて．

また、
今回紹介した和歌山県田辺市新庄地先（写
真７）は、基本的には魚類による食害の発生しな
い海域での取り組みであるため、幼胚の散布が

有用海藻誌．575pp．内田老鶴圃．
２）徳田廣・大野正夫・小河久朗 1987．海藻資源養殖学．
354pp．緑書房．
３）伊藤龍星 ほか 2008．天然藻体のロープへの挟み
込み法によるヒジキ養殖，水産増殖 56(1)，97103．
４）桐山隆哉・藤井明彦・藤田雄二 2005．長崎県沿
岸におけるヒジキ生育不良現象を摂食によって
誘発している原因魚種．水産増殖．53(4）：419423．
５）堀輝三 1993．藻類の生活史集成．第２巻．褐藻・
紅藻類．345pp．内田老鶴圃．
６）須藤俊造 1951．ヒジキ株の生長について，日水
誌 17(1)，13-14．

写真７

和歌山県田辺市新庄地先（畠の鼻）に復活
したヒジキ場（2010 年 5 月 13 日撮影）

７）西川博・小川英雄 1977．ヒジキの移植効果につ
いて，水産増殖 24(4)，123-127．

豊かな海

No.29

2013.3

7

特集

栽培漁業の推進へ連携・協力し課題克服へ！
ー平成24年度栽培漁業推進ブロック会議からー

chapter

1

「これからの栽培漁業のあり方」をめぐる議論から
ー栽培センター施設の老朽化と経営問題、放流効果の向上、
広域資源対策などー
（社）全国豊かな海づくり推進協会
専務理事

市村隆紀

平成２５年は栽培漁業が瀬戸内海で産声を上げて以来、 ５０年が経過する節目の年となることから、 ５０
年の足跡を整理し 「栽培漁業のあゆみ５０年」 （仮称） の編纂に、 当協会の会員はじめ多くの方々のご協
力をいただきながら取り組んでいるところです。
さて現在、 私たちは我が国の栽培漁業の推進上で様々な課題に直面しています。 今回のブロック会議で、
「これからの栽培漁業のあり方について」 関係者間で様々な角度から議論を深めることができたことは、 栽
培漁業５０年の節目の年に 『過去をふり返ることで未来を構築する』 ことにおいても、 たいへん重要なことと
考えます。
この平成２４年度栽培漁業推進ブロック会議は、 １１ ・ １２月に全国４箇所で栽培漁業関係者多数が参加
して開催され、 海づくり協会からは、 以下の３テーマをもとに課題提案し、 参加者で意見交換をしていただき
ました。
永年の課題であった 「海域栽培漁業推進協議会」 という新たな広域連携の枠組みが創設されて２年が経
過する中で、 栽培漁業の今後の展開を考え、 あるべき施策を国に要望していくこともまた、 私たち栽培関係
者の重要な役割ではないでしょうか。
本稿は、 栽培漁業のあり方議論の端緒に立った内容でしかないかもしれませんが、 厳しい環境の中で明
日の資源 ･ 明日の漁業に向けて懸命に努力されておられる皆様の声に少しでも応えられ、 今後の栽培漁業
の推進や施策の強化につながれば幸いです。

ﾃｰﾏ１

栽培漁業センターの経営悪化の中、必要な費用をどう確保するか
－種苗生産施設の老朽化や高齢化する栽培技術者問題の克服
－「受益者負担」原則への再評価と課題、など

ﾃｰﾏ２
ﾃｰﾏ３
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〈テーマと課題提起〉（※事例や意見はＨ２４水産庁栽培担当者会議アンケート等より）
ﾃｰﾏ１

栽培漁業センターの経営悪化の中、必要な費用をどう確保するか
－種苗生産施設の老朽化や高齢化する栽培技術者問題の克服
－「受益者負担」原則への再評価と課題、など

○

マダイ、ヒラメ等の広域種の放流尾数が減少
している。
（図１）

図３
図１

○

減少する広域種の放流尾数

１団体あたりの基金等の運用資産保有状況
（平成 22 年度、34 団体集計）
（社）全国豊かな海づくり推進協会まとめ

これまでの広域種減少の一方で、カサゴ、キ
ジハタ、メバルといった新しい魚種の放流尾数
が増えている。（図２）

図４

一団体あたりの平均収入

（平成 22 年度、35 団体集計）

図２

○

放流尾数が増える新たな魚種

厳しさ続く全国の栽培関係法人の財務状況―
このままでは生産経費が賄えなくなる－。（図
３～図５）

図５ 一団体あたりの平均支出内訳
（平成 22 年度、35 団体集計）
（社）全国豊かな海づくり推進協会まとめ

豊かな海

No.29

2013.3

9

◎

栽培漁業センター整備の実現例

○
①

（飼育池 12 面） 約 1,600㎡

和歌山県の新栽培センター（和歌山県南
部栽培漁業センター）整備の概要
竣工時期

種苗生産棟・取水棟（平成 23 年

総工費 約 455 百万円
実施事業名
域活性化・きめ細やかな臨時交付金等

地

養成池３面） 約 600㎡
生産計画：ヒラメ種苗 80㎜ 18 万尾
施設整備の経緯
 氷見市にある県栽培漁業センター及び滑
川市にある（公社）と富山県農林水産公

③

事業主体 （公財）和歌山県栽培漁業協会

社 ･ 滑川栽培漁業センターの２箇所でヒ

④

所在地

⑤

施設概要

ラメの種苗生産を実施してきたが、県栽
培漁業センターについては老朽化が著し

東牟婁郡串本町

・種苗生産棟（親魚水槽、稚魚水槽、ワムシ水
槽 計 11 面）762㎡
・アワビ中間育成棟（巡流水槽、角形水槽 計
16 面）350㎡
・施設総面積 2,852㎡
⑥ 種苗生産・中間育成
【H23】
（種苗生産）クエ 33,800 尾（36㎜）
（中間育成）メガイアワビ 55,160 個（41㎜）
【H24・計画】
（種苗生産）クエ ５万尾、ヒラメ 40 万尾、
トコブシ 10 万個
⑦ 施設整備の経緯
 同県の地域特産種としてブランド化に取
り組むクエが、県内漁獲量が県内需要量
の 1/10 程度に過ぎず、漁業者等からはク
エの資源増大について強い要望があった。
 この要望に答えるため老朽化した栽培漁
業センターを廃止し、新たにクエ種苗生
産に向けた施設整備を行い、安定したク
エ種苗の生産・供給を図ることが狙い。
＜その背景・必要性＞
同県では、Ｓ 53 年整備の栽培センターで貝類
の種苗生産からスタート。同施設は築 30 年以上
を経過し、老朽化著しく､ 耐震性に問題あり、運
営廃止を余儀なくされた。これに伴い、
「県栽培
基本計画」の着実な実施を図り、種苗放流を継続
するためにも新たな施設が必要となった。

○

富山県の栽培漁業センター施設整備計画
の概要

①
②

整備年度：平成 23 年度～ 24 年度
事業主体：（公社）富山県農林水産公社
事業名：強い水産業づくり交付金・産地水産
業強化支援事業
所在地 ：富山県滑川市高塚
事業概要：ヒラメ種苗生産棟

③
④

10

⑤
⑥

５月）
、アワビ中間育成棟等（同年 12 月）
②

ヒラメ親魚養成棟（採卵池２面、
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く、さらに夏季の地先水温が高温で、ヒ




ラメ種苗生産に支障をきたしていた。
一方、滑川栽培漁業センターでは海洋深層
水が利用でき、親魚飼育の水温管理にも
有利であることから、外部委員からなる
委員会の検討結果を踏まえ、現有施設に
隣接して新たな施設を整備し、ヒラメ種
苗生産を滑川に集約増強することとした。
新施設では加温によるヒラメ種苗の早期
生産を目指し、健康なヒラメを適期に放
流することにより、放流後のヒラメの生
残率が向上し、資源の底支え効果が期待
されている。

○ 山口県の外海第二栽培漁業センター
「キジハタ種苗生産施設」の概要
①
②
③

④
⑤

整備年度

平成 23 年～ 24 年度
竣工：24 年３月
事業主体 （公社）山口県栽培漁業公社
事業名・事業規模
地域活性化・きめ細かな臨時交付金
約 267 百万円
所在地
山口県阿武町奈古筒尾
事業概要

キジハタ種苗生産棟
（稚魚水槽・親魚水槽 計９面）約 625㎡
その他（海水ろ過装置、飼育水ろ過装置、排
水殺菌装置）
キジハタ計画生産尾数 10 万尾（全長 50㎜）
⑥ 施設整備の経緯
 飼育技術の開発 キジハタはふ化直後の
仔魚育成が難しいが、県では生産技術を
開発し、安定した生産が可能となった。
 漁業者の期待の大きいキジハタ キジハ
タは非常に美味で、その希少さゆえ市場
では高値で扱われ「幻の高級魚」と評価
が高い。

キジハタは、放流後に大きく移動せず
放流効果が高いこと（混入率 50％の調査

事例の蓄積と情報交換、要望事項のくみ上げなど
の取組が、今後より重要ではないか。

例も）
、また放流３年後には全長 35㎝ ･0.7
㎏にまで成長（調査例）することから、

○

漁業者はキジハタの栽培漁業に大きな期
待を寄せていた。

○

全国的な受益者負担の状況をどうみる
か？
 「受益者負担」の全国状況を見ると、アワ
ビ等の定着種は受益者負担が一定レベル

老朽化した栽培漁業センターをどう整備
するか

まで進展しているので、当面の対応は不

県営栽培漁業センター設置が昭和 48（1973）

国による対応は不可欠で、国の支援の下

要か。広域種は県域を越えることから､

年から昭和 58 年頃までに全国で建設されており、
約 40 年が経過し老朽化対策が急務となっている。
厳しい都道府県財政状況や共同種苗生産・放流体
制構築支援事業（水産庁補助事業）の検討結果等
を踏まえ、国として従来の発想を超えた対策を講
じる必要がある。その際、ハード予算は制約が多
い中でどのような対策が考えられるか？
また、栽培漁業センター技術者の高齢化問題を
どのように解決したらいいか、各地の対応情報の
交流が必要ではないか。
（図６および次頁の囲み
文参照）









図６

○

施設の経過年数（施設数 64）

栽培センターの経営・運営問題の解決の
ために

源においても、栽培漁業の事業化策とし
て同様の「受益者負担」の考え方を押し
込んできた。沿岸資源の栽培漁業の推進
にあたり、国は県や市町村とともに公益
的事業としての役割を果たしていくべき

栽培センターの直面する課題について、県を越
えて横の連携を図り、意見交換を行う場の確保や、
栽培センター職員の教育と研修・交流の場などを
設けて意見交換することや、先進的な知見や優良

ﾃｰﾏ２

に県（市町も含め）に働いてもらうとい
う考え方をとるべきではないか。
資源が一定水準に回復し、漁業者が受益を
認識し得る魚種については、県・海域レ
ベルでの費用負担調整の協議を行うこと
が必要ではないか。
種苗放流に対して市町が継続した積極支
援（基金の出えん、補助等）を実施して
おり、地域振興策としても意義・役割が
大きいものがあり、今後とも一層重要な
役割を担う。
他方、遊漁者からの協力金について、神奈
川県の取組の意義は大きかったが、他県
等に広くに波及・定着していない状況を、
今後どう考えるか。
栽培漁業の事業的展開と受益者負担「原
則」について、（沿整法の「特動事業」の
考え方により）、国はまず地先型の栽培漁
業の定着化を図る枠組みを前提（地先か
ら沖合へと拡散移動したものの資源量の
増 大 も 期 待・・） に し て き た と こ ろ だ。
その後、より広域的に回遊 ･ 分布する資

ではないか。

放流効果の更なる向上と「経済価値」を高めるために何が必要か
－資源管理と栽培漁業推進の一体化

◎

各県の取組事例

Ｔ県・Ｍ県

○

県域の栽培漁業推進協議会と資源管理型漁業
推進協議会を統合し、「○○県栽培漁業・資
源管理型漁業推進協議会」に改組し、施策と
推進組織一体で取り組んでいる。（Ｔ県）

○

県の新たな一体化型事業＝「資源管理強化型
事業」により、規制強化、種苗放流、漁場保
全等を一体的に取り組む「資源回復計画」を
策定し資源回復に取り組む。さらに、限定海
域では効果が薄いため、23 年度から規制を
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全国の栽培漁業センターの緊急整備を !! 国の力で

→

その意味で、栽培資源は極めて貴重な合意
形成の手段となっている。

老朽化が著しく、耐震性に問題があり、崩壊の危険
など、運営廃止を余儀なくされる恐れある栽培漁業
センターが多数

（関係漁業者全員に対し資源量（個体数）

のプラスがあることを切り札に、管理組織
の問題を協議できる。）

○ すでに建設から 35 年以上経過した施設が全体の３割
を超え、この５年以内に 35 年超となる施設が４分の１
ある。
○ これらの施設は、老朽化が著しく、耐震性に問題を抱
え、天井鉄骨の腐食と水槽への錆破片・塗料の落下や、
水槽や配管・給水施設の崩落等の危険性があるなかで、
このまま放置すれば、運営廃止を余儀なくなれる恐れの
ある施設が、数多く存在している。
○ すでに寿命期を過ぎていることから、各県で緊急整備
の必要性が訴えられているが、地方財政の悪化の中で、
栽培センター整備の予算化が困難なため、手が付けられ
ない状況となっている。加えて、安全・衛生対策や、新
魚種の種苗生産を可能とする機能強化対策などにも取り
組めない状況にある。

【ブロック会議でのＭ県Ａ氏の意見】
・国は、栽培漁業が国民・県民の食料（水産物）供給に必
要不可欠な施策であることを認識してほしい。
・栽培漁業関係法人の運営改善には、根本的には受益者
負担をどのように構築していくかが課題で、漁業経営
を疲弊させないことにある。市場価格の設定が必要だ
が、利益のみ追求する仲買業者には無理、大手量販店
も低価格でしか購入しない。根本的には国・県・市町
による手立てが必要となる。
・技術者の高齢化問題は魅力ある職場にすれば解決でき
るはず。効率化による人員削減などにより、仕事への
意欲・工夫もなくなった。設立当初は、自由な発想に
よる生産活動の他、
他県との交流も盛んであった。経営・
運営問題の解決には県を越えた横の交流が必要であり、
海づくり協会の役割に期待したい。

○

漁業者による自主的な資源管理の取り組
みが拡がっている

漁業センサスによれば、2008 年（平成 20 年）
の自主的な資源管理を行っている漁業管理組織
数 は 1,738 組 織 で、 ５ 年 前 の 1,533 ３ 組 織 か ら
13.4％増加している。（20 年前の 1,339 組織から
29.8％増加。）取組の内容ごとにみると、「漁業資
源の管理、｢漁場の管理｣、「漁獲の管理」のいず
れについても増加しており、特に「漁獲の管理」
を行っている組織は､全体の 98.2％となっている。
 栽培資源の存在が､ 地先漁場だけでなく広
く沿岸域における資源管理型漁業の展開
にも､ 非常に大きな役割を果たしている。
→ こ のことから、昭和 40 年代以降､ 今日ま
で漁業管理組織の著しい増加には､ 種苗放
流が組織結成の契機を与えるものとして､
特に大きく貢献したとみられる。（図７）
（もう一つの要因として、

「卓越年級群」に
よる急激な大量漁獲の発生、それに伴う
市場価格の暴落といった問題がきっかけと
なって､ 漁業管理が開始された事例も意外
と多い。）
【ブロック会議でのＮ県Ａ氏の意見】
・栽培漁業は得てして経済行為であることを忘れてしまっ
ているところに問題がある。種苗放流を事業として展
開するには、まず高い放流効果が見込める良質で安価
な種苗を安定的に入手する必要があり、放流にあたっ
ては種苗に標識付けを行い、放流効果をモニタリング

県内全域に広げ、資源調査や放流支援を実施
している。また､ 県内に「資源評価委員会」
を設置しており、評価結果に基づいた必要な
措置を講じる体制を構築している。（Ｍ県）

○「栽培資源」と「天然資源」
同一魚種の栽培資源と天然資源、同じ資源管理
基盤に立っている。
資源管理に対する漁業者の合意を得ようとする
最大の関門は、資源利用をめぐる漁業者階層間の
利害のギャップであり、それを埋め合わせるもの
として、
「栽培漁業」導入が非常に有効に機能す
ることが多い。
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することで効果を検証し、その結果を次年度の事業展
開に活かすことが重要である。
・栽培漁業基本方針でも謳われているように、放流事業
の検証結果が悪ければ、種苗生産から放流・放流効果
の評価までの全工程のどの部分が悪かったのかを洗い
出して、次年度の放流事業に修正を加えるという作業
を繰り返し行うことで健全化するはずであるが、これ
が十分実践されていないところに問題がある。予算や
体制上の問題もあるが、十分指導してこなかった行政
や研究サイドの責任も否めない。
・広域連携の共通資源については、栽培漁業関係法人（種
苗生産機関）ごとに対象種の種苗生産に得意・不得意
があり、不得意種は不採算の原因となりやすい。餅は
餅屋に任せる発想で、海域内で関係県や機関間で連携
あるいは生産拠点化を行うことにより、効率的で経済

的な生産システムづくりが求められる。資源造成支援
事業のメニューにある共同種苗生産・放流体制構築支

（課題点）

援事業でこれをやらなければ、もう二度とやれるチャ

健苗生産・適サイズ（中間育成）・適地・適時

ンスはないのではないか。

放流そして回収にいたる各工程が、整合性を

・特にトラフグなどの可能な魚種をモデルとしてそうし
た議論が展開されるべき時期にきていると考える。

持った一つのシステムとして組みたてられ効
率的に運営されているか。
広域に連携

【ブロック会議でのＭ県Ａ氏の意見】
・広域種の経済効果を高めるためには、小型魚の保護は
必要であるが、自主規制は対象魚の生態や漁業実態に

⇒

これらの解決で、初めて生産効果が相乗的に
大きくなるという特徴。

因るところが大きいので県内でも統一が難しく、まし
て海域では難しい。また、資源管理との一体化も重要
である。海域協議会等には漁連・漁協の幹部が出席し
ているが、その内容が現場の漁業者に伝わっていない。

漁業者が絶えず直接関与する体制。

現場の漁業者に出席を促すような地道な取組も必要と
なる。
・効果調査の継続実施とデータの漁業者への還元は重要
であるが、市場調査は漁協等への委託が多くなってい
るので、研究者が漁業者と接する機会が減っているこ
とも問題である。

○

漁業者が絶えず直接関与する体制づくり
が必要

①

どのような種苗放流がどのように生産に作用
したか。
漁獲結果から継続的な点検実施。
② 栽培システム全体の改善を図っていく取り組
み。（次頁：天草漁協の取組参照）
多くの場合、放流部面と漁獲部面とが分断さ
れて、放流技術を発展させる契機がほとんど喪
失していないか。
〈これから〉放流結果の観察者である漁業者
が、種苗の育成・放流にも直接関与し、放流方
法の改善を絶えず刺激するような体制づくりが
必要ではないか。

○

漁業者の高齢化に対応して

漁業者による中間育成が､ 高齢化で年々困難と
なっており、直接放流が可能なサイズでの出荷を
さらに増やす取組も必要。（Ｙ県）
高齢者にやさしい釣り漁業などの資源増大に貢
献も…。

図７

漁業者による自主的な資源管理の状況

（資料）農林水産省「漁業センサス」(2003 年、2008 年）

○

経済価値を高めるための努力をどう投入
するか

栽培資源について経済的プラスを生み出す生産
性水準を実現するには、

○ 「水産基本法」第二条（水産物の安定供給
の確保）では、
水産物の安定供給の前提としての資源の持続的
利用の必要性、重要性を規程。
このため、水産資源の特性を踏まえて、次の二
点を柱に、水産資源の持続的な利用を確保するこ
ととしている。（「逐条解説『水産基本法』より）
①

水産資源の適切な保存管理
この場合、国連海洋法条約によって、EEZ
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内における水産資源の保存管理について沿岸国

るだけでなく、より積極的に水産資源の増大を

が適切な保存管理措置を講ずべきこと、公海に

図るため、水産動植物の増殖（一般の水域を対

おけるそれについては国際協力が行われるべき
等が定められている。

象として、水産動物の種苗の生産 ･ 放流等を内
容として行うものをいう）及び養殖を推進する。

②

水産動植物の増殖及び養殖の推進

ただし、環境との調和に配慮しつつ行われる必

単に自然の力による資源水準の維持を期待す

要がある。（次頁図参照）

【事例紹介】熊本県天草漁協・牛深総合支所

〈取り組みの成果〉
① 漁協による放流「単に沖合に投入・放流するだけ」から、

青壮年部の取り組み
 ヒラメ等の放流を実施してきたが、放流場所や放流

→ 「物陰のある浅瀬に放流する」
「底質を考慮した放

方法に関して検討することや、放流後の効果把握

流」
「分散して放流」など、
「稚魚に優しい」放流方
法に改善された。

も行っていなかった。
 しかし、水揚げ量の減少傾向、魚価安・・・の中で、
青壮年部を設立（平
 「栽培漁業は俺たちの手で！」と、

② 他の「たこ・ふぐ組合」や「かし網（刺網）組合」が
行う放流についても、放流方法の改善を促し、実践され
る。

成 10 年）
。
：部員数現在 35 名
  
〈青壮年部の取り組み〉
① ヒラメ、マダイ、イサキについて、当青壮年部が放流
の実施担当として、日程から当日の用船、人員配置など
放流に関する調整と現場での放流作業を実施。
② 水産研究センターと共同で、放流適地調査（水質、低
質、餌生物量、生息魚類を調査）
。
③ 棲息環境改善へ、潜水調査を実施の上、独自の「桁（け
た）
」を使い ､ 海底耕うん実施。
④ 放流後の稚魚の隠れ場となる藻場造成適地を検討し、
アマモ場の移植試験後に藻場造成。

ﾃｰﾏ３
○

広域種について ､ 課題解決の方策をどう立てるのか

海域単位での栽培漁業の目標づくり

複数県にまたがる魚種が大半であるため、海域
協議会のような組織により、目標づくりを行うこ
とが必要である。（Ａ県）

○ 広域種の取組は「事業」としての展開を
図るべき
沿整法の枠（受益者負担による経済活動の位置
づけ）を越えている広域種について、海域全体で、
放流適正数量、放流適地、放流効果などを再評価・
再構築し、これに基づく目標により広域事業とし
ての展開が妥当ではないか。（Ｂ県）

○ 種苗生産のセーフティーネットの構築を
図るべきである。
海域での親魚センターの構築や、受精卵の供給
体制の構築により、より効率的な種苗生産体制づ
くりを急ぐ必要がある。（Ｄ県）
しかし、特定の県がその役割を担う（負担と責
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任を負う）ことは、県内の同意を得ることが困難
であり、円滑に実施できる枠組みと支援策が必要
である。（Ｃ県）

○

全国６海域に設立されている「海域栽培
漁業推進協議会」の機能・役割に、新たな
“息吹”を与えた栽培漁業の展開が必要では
ないか。

（今後の展開方向の事例として）

○

九州地方知事会における「政策連合」―
広域種の共同放流事業

平成 19 年度からは、九州地方知事会における
政策連合のテーマとして、広域種の共同放流事業
を推進することを決定し、関係県の担当課長で構
成する「広域回遊魚共同放流推進協議会」を設置
して、対象魚種の検討や共同放流実現に向けた課
題の整理等に取り組んでいる。（別掲図・15 頁）

水産物の安定供給の確保に向けた海洋の水産資源の保存、増殖及び管理に関する制度について

県を越える資源の回復・管理の取組は､ 基本的
には国がリードしていく必要があり、九州知事会
の政策連合について、他の海域においても推進す
る支援策を講じる必要はないか。

○

広域種で放流効果ある魚種について、経
済効果を高める面からも、広域に連携した
議論を進めることから始めるべきではない
か。

①

小型魚の保護（放流された稚魚段階での混獲

防止についての啓発、改良網の普及、小型魚の
再放流）
② 規制サイズの統一化に向けた問題点整理と段
階的な取組策の検討
③ 放流効果等も踏まえながら、費用負担の調整
についての検討
④ 漁業者が放流効果を実感することが重要であ
るため、水研センターを中心とした効果調査の
継続実施と、データの漁業者への確実な還元。
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○

県を越える資源は国の積極的な役割発揮
を

複数県にまたがって分布する水産資源の管理
は、知事許可漁業だけでなく知事の権限の及
ばない大臣許可漁業者も資源を利用している。

資源の積極的な培養や漁場環境の保全等の取
組について、漁業者の積極的な関与による資
源管理施策とともに、国が積極的な役割を果
たす必要がある。

図８

九州における広域回遊魚の放流に向けた取組

○

栽培漁業に関する県民・国民の理解を得
る活動の推進








○

沿岸域の開発等の影響により、藻場・干
潟の減少による、水産動植物の生育環境の
悪化
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干潟の面積が、昭和 20 年→平成 10 年の
50 年間で、４割が減少。
藻場の面積が、昭和 53 年→平成 19 年の
30 年間で、４割が減少。
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干潟・藻場の減少

（出所）水産庁ホームページ

栽培漁業の継続には､ 漁業生産のための資
源の維持・増大という「本来」目的に固
執することなく、教育や環境保全のため
の放流や生態系保全活動など、新たな目
的及び模索も必要であること。また､ 養
殖分野への積極的な技術・施設活用など、
変化に対応した活動領域を考えようとし
ている。（Ａ県）
栽培漁業が、自然環境の保全、地域社会の
形成・維持等の多面的機能をも有してい
ることについて、県民への理解促進の活
動を様々企画していくとしている。
（Ｂ県）
こうした中、各地の公益法人の多くが､「公
益」への移行をすすめ、全国豊かな海づ
くり推進協会も 25 年度から公益法人とし
て、新たなスタートを切る。
各地の栽培関係法人（機関）と全国機関が
ネットを構築し、「豊かな海づくり」への
国民的な理解と支援を得られる体制と運
動づくりが必要ではないか。

＜その他の課題＞

○

個々の県で取り組むより、効率的研究体
制を望む声

各県では試験研究機関含め研究開発予算が大き
く縮減する中で、個々に取り組むのではなく、
（独）

水産総合研究センター・海区水産研究所を核とし
た連携・協力により、海域単位での研究開発で効
果を上げることへの要請が高まっている。
→ 天然稚魚及び放流種苗の生態の解明や、分

【ブロック会議でのＭ県Ｂ氏の意見】
・沿岸域の開発等の影響により、藻場 ･ 干潟の減少など
水産動植物の棲息環境の悪化している。東日本大震災
の影響が余りにも大きかったために、人命第一と巨大

布海域の環境特性・天然餌料の発生に関す

堤防、防波堤の設置計画により、更に藻場 ･ 干潟が潰

る知見に基づく好適育成場の解明と環境収

されることにつながらないか懸念している。

容力を踏まえた放流技術開発、さらには健
苗性評価手法の開発、サワラ等の初期餌料
開発等。

・漁業者を含めて県民や国民は、栽培漁業＝種苗生産の
イメージが強い。栽培漁業が多面的機能をも有してい
ることについて、とくに新公益法人においては、普及・
広報活動等や環境保全に関する業務が重要となる。こ
のためには国や県の支援に加えて、各県の公益法人と
全国機関がネットを構築し、国民的な理解と支援を得
られる体制と運動づくりが必要である。

水産多面的機能発揮対策（新規） （種苗放流のメニューを中心に）
１．事業内容
（1）水産多面的機能発揮対策事業
ア 事業の仕組み
都道府県、市町村、漁協等による地域協議会を設置し、
国は地域協議会に交付金を交付する。地域協議会は、地
域活動指針の作成、交付金交付事務等を行い、国からの
交付金を受けて活動組織に交付金を交付する。地域協議
会、都道府県及び市町村が交付事務を行うために必要な
経費について、運営交付金を交付する。
イ 対象とする活動項目
漁業者等が行う水産の多目的機能を図るための、以下
の項目について支援。
① 国民の生命・財産の保全：国境監視、海難救助等
② 地球環境保全：藻場・干潟等の維持・保全、海洋汚
染対策、漂流漂着物処理、漁場環境
保全のための植樹等
③ 漁村文化の継承：教育と啓発の場の提供、漁村の伝
統文化、食文化等の伝承機会の
提供
（2）水産多面的機能発揮対策支援事業
水産業・漁村の多面的機能に資する活動を全国的に推進
するため、技術的事項についての講習会、技術サポート等
を行う。
２．事業実施主体
〔水産多面的機能発揮対策事業〕
地域協議会、都道府県、市町村
〔水産多面的機能発揮対策支援事業〕
民間団体

３．事業実施機関
平成２５年度～平成２７年度
４．平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
3,500,000 千円（0 千円）
５．補助率等
定額
○種苗放流※（例：生態系を維持するための藻類・魚介類
の放流）
※種苗購入及び種苗放流について、年間に２回でまでと
する。
（支援内容）
①種苗購入費
国民（遊漁者等）が普通に利用出来る魚類、貝類
の種苗
②種苗放流経費
上記
種苗運搬（船舶傭船料、輸送費用）
③種苗放流経費
上記
モニタリング費用（種苗の放流後の様子
をモニタリング）
④種苗放流経費
上記
放流に必要な人件費補助
⑤啓発普及費
活動状況を地元に告知（新聞、広報誌等）
注）漁業のため漁業者のみが利用する魚類、貝類（例えば、
漁業権漁場内のアワビ、サザエ等）は国民誰もが利用
できるものではないために NG。魚類も同様に漁業の
ため漁業者のみ利用するものは NG。また、河川にお
いては、河川毎に漁業権の対象となっている種類は義
務放流をすることとなっているので NG。
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chapter

2

都道府県の栽培漁業基本計画及び関係予算の推移、
栽培漁業に係る受益者負担事例について
－水産庁からの報告・提案－
水産庁増殖推進部栽培養殖課
課長補佐

全国の栽培漁業に関係する行政、試験研究機関、

石 塚 浩 一

が適当な水産動物の種類、（ⅱ）種苗の放流数量

公益法人等の役職員が一堂に会し、現下の栽培漁

の目標、（ⅲ）技術開発水準の到達すべき段階、

業を巡る課題と対応策について議論するため、平

以上の 3 点にポイントを絞ってとりまとめ、第 5

成 24 年度栽培漁業推進ブロック会議が、平成 24

次基本計画と比較すること等により、第 6 次基本

年度 11 月～ 12 月にかけて、全国４ブロック（東

計画の特徴について整理しました。なお、本報告

京、仙台市、神戸市、福岡市）で開催されました

の整理に当たり、24 年 11 月現在で第 6 次基本計

（主催：水産庁栽培養殖課・
（社）全国豊かな海づ

画を策定していない７都県（宮城県、福島県、東

くり推進協会）。

京都、福井県、広島県、佐賀県、沖縄県）につい

本年度は、６、７月に水産庁主催で開催した都
道府県の栽培漁業担当者会議等において要望等が

ては、便宜上、現行の基本計画を継続しているも
のとして取り扱いました。

多かった、①都道府県の栽培漁業の基本計画の概
要について、②都道府県の栽培漁業関係予算の推
移について、③栽培漁業に係る各都道府県の受益

（ⅰ）栽培漁業を推進することが適当な水産動物
の種類

者負担事例について、水産庁がとりまとめ報告さ

栽培漁業対象種数は、5 次の 78 種から 6 次は

せていただきました。調査にご協力頂いた都道府

73 種に減少しました。内訳は、魚類 36 種（７種

県の栽培漁業担当者の皆様には、改めて厚く御礼

減）、甲殻類 7 種（１種減）、貝類 22 種（3 種増）
、

申し上げます。

その他の水産動物８種（増減なし）でありました。

以下に、その概要を報告します。

6 次で対象外とされた水産動物は、魚類 7 種（ア
マダイ、シマアジ、オオニベ、ムラソイ、ウスメ

１．都道府県の栽培漁業の基本計画
の概要について
平成 22 年 12 月 24 日、農林水産大臣は「水産

バル、イシガレイ、コイ）、甲殻類１種（ノコギ
リガザミ）でありました。一方、6 次で新たに栽
培漁業対象種とされのは貝類の３種（イタボガキ、
タイラギ、トリガイ）でありました。

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」
（以下「第 6 次基本方針」と

種苗の放流数量の目標は、一部の水産動物で増

都道府県は、栽培漁業の現状や技術開発の動向等

加しましたが、総じて多くの水産動物で減少しま

をふまえ、新たに栽培漁業基本計画（以下「第 6

した。

次基本計画」という。）を定めたところです。
第 6 次基本方針策定後約２年となる平成 24 年

18

（ⅱ）種苗の放流数量の目標

いう。
）を定め公表しました。これを受けて、各

魚 類 で は、 ニ シ ン 3,770 千 尾（170 千 尾 増 ）、
トラフグ 2,464 千尾（239 千尾増）、マコガレイ

11 月段階で、基本計画を定めている 40 都道府県

1,710 千尾（730 千尾増）等が増加しましたが、

のうち 33 道府県が第 6 次基本計画を定めました。

魚類において放流尾数が最も多い２魚種、すなわ

その内容のうち、
（ⅰ）栽培漁業を推進すること

ち、ヒラメ 20,885 千尾（2,595 千尾減）とマダイ
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13,610 千尾（5,830 千尾減）が大幅に減少した他、
多く魚類で減少に転じました。
甲殻類では、放流尾数が最も多いクルマエビが

F（事業化実施期）と対極にある A（新技術開
発期）、B（量産技術開発期）の段階を目指す水
産動物は、多くの種類があげられています。魚

128,000 千尾（39,700 千尾減）と大幅に減少した

類では、キジハタ（19％）、オニオコゼ（14％）、

他、ガザミ類 27,740 千尾（5,360 千尾減）、ヨシ

サワラ（14％）、アカアマダイ（10％）の他、ア

エビ 6,650 千尾（13,550 千尾減）なども大幅に

イナメ等９種類があり、アワビ類、イタボガキ、

減少しています。

クマサルボウ、トリガイ、ミルクイ、タイラギ（い

貝類では、放流個数が最も多いホタテガイが

ずれも 17％）が取り組まれています。

2,950 百万個（110 百万個減）に減少した他、セ
タシジミ 2,000 百万個（8,000 百万減）、アワビ類
14,510 千尾（165 千個減）、エゾアワビ 13,000 千
尾（620 千個減）なども減少しています。他方、
アサリ 4,000 千個（3,000 千個増）、サザエ 2,257
千個（697 千個増）は増加しました。

２．都道府県の栽培漁業関係予算の
推移について
（ⅰ）調査目的
平成 18 年の三位一体改革により、都道府県向

その他の水産動物では、放流個数が最も多いエ

け補助金・交付金のうち栽培漁業ソフト事業（種

ゾバフンウニが 43,140 千個（9,860 千個減）と

苗生産・放流、放流効果調査事業：約６億円）に

大幅に減少した他、キタムラサキウニも 4,010 千

ついては、都道府県に税源移譲され、都道府県の

個（2,190 千個減）に減少しました。他方、マナ

財源負担により行われることとなりました。

マコ 7,530 千個（4,230 千個増）は 2.3 倍に増加し、

この平成 18 年の税源移譲を契機に、都道府県

アカウニ 4,150 千個（1,800 千個増）も大幅に増

の栽培漁業ソフト予算は大幅に減少し、経済財政

加しました。

状況の悪化と相まって、予算の確保が益々厳しく
なってきたといわれてますが、平成 18 年の税源

（ⅲ）技術開発水準の到達すべき段階

移譲前後の都道府県の栽培漁業ソフト予算の推移

栽培漁業における技術開発水準は、初期の基礎

については、従来、体系的に複数年の連続した形

技術開発の段階から技術開発が完成されて持続的

式での調査により把握されてこなかったところで

栽培漁業の段階に至る順番に、Ａ（新技術開発期）、

あります。

Ｂ（量産技術開発期）、Ｃ（放流技術開発期）、Ｄ（事

このため、水産庁は、本年度の栽培漁業担当者

業化検討期）
、Ｅ（事業化実証期）
、Ｆ（事業化実

会議（6 月～７月）を契機に、栽培漁業基本計画

施期）に区分されています。

を策定している沿海 40 都道府県を対象に、平成

第 6 次基本計画において定めている、平成 26
年における技術開発水準の到達すべき段階の比率

14 ～ 24 年度の栽培漁業ソフト予算の推移を調査
しました。

は、A：３％、B：７％、C：11％、D：25％、E：

データの集計に当たっては、データの一部が欠

23％、F：30％であり、事業化段階（D、E、F）

損している宮城県、福井県、島根県、鹿児島県は

の割合が 78％を占めています。これを 5 年前の

今回の集計からは除外しました。

基準年（22 年）と比較すると、事業化段階の比
率は 55％から 78％に 23 ポイント増加する目標
が立てられていることが分かります。

（ⅱ）調査結果
都道府県の栽培漁業ソフト予算は、平成 14 年

F 段階を目指す水産動物は、魚類では、ヒラメ

度の 75 億円から毎年減少を続け、平成 20 年度

（43 ％） と マ ダ イ（26 ％） で 約 7 割 を 占 め、 甲

には 49 億円まで減少しました。平成 14 年以降

殻類では、クルマエビ（53％）
、ガザミ（35％）

の 6 年間で 26 億円（35％）減少したこととなり、

が約 9 割を占めています。貝類では、アワビ類

この間平均して年約 3.8 億円、約６％のペースで

（46％）
、エゾアワビ（18％）、クロアワビ（７％）、

減少しました。

フクトコブシ（４％）がアワビの仲間で 75％を

その後、現在に至るまでほぼ横ばいで推移して

占めており、その他の水産動物では、うに類が

おり、税源移譲された翌年度の平成 19 年度以降

83％を占めています。

24 年度に至るまで最近 6 年間は横ばいで推移し
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ていることがわかります。

いて検討され、関係する漁業者や漁協が経費の一

したがって、都道府県の栽培漁業ソフト予算は、

部を負担したり、都道府県や市町村が一定の補助

平成 18 年の税源移譲前は平均して年約４億円、

するなどによる実施されているところですが、全

６％のペースで減少していましたが、その後、減

国的な実態については、これまで十分に把握され

少に歯止めがかかり、近年は横ばいで推移してい

ておらず、費用負担に係る情報交換や情報共有も

ることがわかりました。

限定的なものであり、第６次栽培漁業基本方針策
定以降、行政関係者を中心に多くの栽培漁業関係
者から、実態調査の要望を受けていたところです。
そこで、水産庁は、本年度の栽培漁業担当者会
議（平成 24 年６月～７月）を契機に、栽培漁業
基本計画を策定している沿海 40 都道府県を対象
に、栽培漁業の受益者負担事例について調査しま
した。
（ⅱ）調査方法
都道府県の栽培漁業担当部局に、「都道府県に
おける放流種苗の受益者負担導入状況と種苗生産
経費に占める負担額、負担割合」の調査様式を示

栽培漁業ソフト予算の推移

し、該当する受益者負担事例について、魚種別に
記載回答いただきました。

３．栽培漁業に係る各都道府県の
受益者負担事例について
（ⅰ）目的

費用負担者については、①漁業者（漁協等団体
も含む）、②遊漁者（遊漁船業者・遊漁関係団体
も含む）、③市町村等に区分し、それぞれの負担
金額、負担割合、具体的な負担方法についても可

栽培漁業を推進するに当たっては、種苗の生産
をはじめ中間育成、放流、さらには放流効果調査
に係る経費が必要です。

能な限り記載して頂きました。
また、関連情報として、種苗生産経費、漁業生
産額、受益者負担の仕組みの創設年度、現時点で

この栽培漁業にかかる費用の負担に関し、第６
次栽培漁業基本方針では、「地先種の推進体制」

の技術開発水準をあわせて調査させていただきま
した。

の指針の中で、放流した地先で漁獲されるウニ、
アワビ等の地先種については、放流効果の範囲及
び程度を特定し、それらを考慮した上で適切な費

本調査結果は、各都道府県の今後の栽培漁業施

用負担を検討し、栽培漁業の継続的な実施体制の

策の企画立案にとって参考になる資料となると考

確立に努めることとしています。

えられます。

また、基本方針の前文で、種苗放流の費用を負

なお、集計上の魚種の整理区分は次の通りです。

担する放流実施者と種苗放流の受益を受ける漁獲

ヒラメ、マダイ、トラフグ、カサゴ、クルマエビ、

者が異なる広域種の種苗放流について、種苗放流

ガザミ、アワビ、ウニ、ナマコ、その他水産動物

に係る費用負担を調整することがこれまで以上に

（アイナメ、アマダイ、アユ、オニオコゼ、メバル、

重要となっているとの認識を示した上で、「広域

カワハギ、キジハタ、クロダイ、クロダイ・マコ

種の推進体制」の指針の中で、広域種に係る種苗

ガレイ、サワラ、マコガレイ、ニシン、ホシガレ

放流の費用負担について検討し、適切な費用負担

イ、マツカワ、メバル、ハマフエフキ、ヨシエビ、

について検討し、適切な費用負担調整体制を整備

アサリ・ハマグリ、サザエ、トコブシ、ヒメジャ

することとしています。

コ、バイ、マダコ）。

このような基本方針を踏まえ、都道府県が基本
計画を定め、魚種や海域に応じて、費用負担につ
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（ⅲ）結果
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これらの調査結果に基づき、１）種苗生産経費
に占める漁業者、遊漁者、市町村等の負担割合、２）

種苗生産経費の財源及び負担の仕組み、３）漁業

個別魚種について見ると、ヒラメ、マダイ、ト

者負担割合と技術開発水準の関係について整理し

ラフグなどの広域種の漁業者負担の割合は約 2 ～

ました。
（詳細な結果表は省略しています。）

4 割程度、市町村負担の割合も 2 割程をとなって

１）種苗生産経費に占める漁業者、遊漁者、

おります。一方、クルマエビ、ガザミについては

市町村等の負担割合

約 4 ～ 6 割を漁業者が負担しています。アワビに

各都道府県の漁業者等負担金額の合計÷各都道

ついては約 5 割を漁業者が負担し、ウニについて

府県の種苗生産経費の合計の割合を算出（遊漁者、

は約 3 割の漁業者負担率となっています。なお、

市町村についても同様の計算）し、図１及び表１

遊漁者の負担はヒラメ、マダイにみられますが、

を作成しました。

全体でみればそれぞれ 1.8％、4.2％と低い比率に
なっています。
２）種苗生産経費の財源及び負担の仕組み
種苗生産経費の財源や負担の仕組みは、同じ魚
種でも一様ではないことが分かりますが、概ね以
下のように区分できます。
○漁獲割：水揚げに対し一定割合を負担するもの
○負担金：漁協が中間育成経費等を負担するもの
○基金：基金の果実として財源が拠出されている
もの
○協力金：放流に対する協力金として拠出されて
いるもの
○有償：種苗購入・販売にて対価を支払っている
もの
○積立：放流資金を積み立ててそこから拠出して



図１

表１











種苗生産費に占める漁業者、遊漁者、市町村等の
負担の割合
魚種別負担者別の種苗生産負担金額（百万円）

いるもの
○補助：補助金などで支援がなされているもの
○寄付：団体等から寄付金で支援されているもの
○無償：いずれにも負担を求めていないもの
○その他：上記以外のもの
このような区分に従って、漁業者、遊漁者、市
町村等が負担する財源と負担の仕組みについて、
それぞれ表２－①、②、③の順に整理しました。
漁業者等等による負担方法は負担金、有償での
財源負担が多いことが分かります。このうち、ウ
ニ、アワビ、ナマコなどの地先資源については基
金や積立による財源負担はありません。

※ グラフの作成について
ヒラメについては、新潟、静岡、京都、山口、徳島、佐賀のデータが
一部欠損していたため削除して計算。
マダイについては静岡、佐賀データが一部欠損していたため削除して
計算
トラフグについては、種苗生産経費が不明なため静岡のデータを削除。
クルマエビについては静岡、岡山、山口のデータが一部欠損していた
ため削除して計算
ガザミについては静岡、山口、佐賀のデータが漁業者負担、種苗生産
費で一部欠損していたため削除して計算
アワビについては、岩手、宮城、新潟、京都、鳥取、山口の漁業者負
担、種苗生産費のデータが不明だったため削除して計算
ウニについては、岩手、山口の漁業者負担、種苗生産費のデータが不
明だったため削除して計算

遊漁者等による負担は、ヒラメ、マダイ、カサ
ゴなどの遊漁対象種で負担金、協力金、有償で行
われています。なお、トラフグ、クルマエビ、ガ
ザミ、ナマコについては遊漁の対象外であるため
負担はありません。
市町村等による負担は、補助金を支出している
事例が多く、特に、ヒラメ、アワビに多くみられ
ます。続いて、負担金、基金が多いです。
３）漁業者負担割合と技術開発水準の関係
漁業者等の負担割合が 50％以上の栽培漁業事
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表２－①

漁業者等の種苗放流に対する財源負担の方法

表２－②

遊漁者等の種苗放流に対する財源負担の方法

表２－③

市町村等の種苗放流に対する財源負担の方法

例のうち約 7 割が事業化段階（Ｄ、Ｅ、Ｆ）の技

必要になるという意味で合理的であると考えられ

術開発水準である。（Ｆ：8 事例，Ｅ：14 事例、Ｄ：

ます。その逆に、技術開発水準が高い（Ｄ、Ｅ、Ｆ）

15 事 例、 Ｃ：7 事 例、 Ｂ：0 事 例、 Ａ：1 事 例、

魚種については、実施リスクがより低いという意

不明：8 事例）
。

味で、公的負担は相対的に小さくなってしかるべ

したがって、技術開発水準が高い（Ｄ、Ｅ、Ｆ）
魚種ほど、漁業者負担割合が大きく、逆に市町村

しかしながら、このような傾向に合致していな

等の公的負担が小さく、技術開発水準が低い（Ａ、

い事例も見受けられるのも事実です。今回の調査

Ｂ、Ｃ）魚種ほど、漁業者負担割合が小さく、市

を機会に、改めて、各都道府県における魚種別の

町村等の公的負担が大きい傾向にあります。

技術開発水準と公的負担割合あるいは漁業者負担

このような傾向については、技術開発水準が低
い段階は、成功するか否か不確実性が高く、それ
ゆえ実施リスクが高いことから、公的負担がより

22

きです。
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割合の関係が理にかなっているか否か今一度点検
してみる価値があると思います。

chapter

3

栽培漁業における遺伝的多様性の確保

（マダイ、ホシガレイ）による
１） 種苗放流
遺伝的リスクの評価とその軽減技術開発
－新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業より－
（独）水産総合研究センター 西海区水産研究所
有明海・八代海漁場環境研究センター
センター長

有 瀧 真 人

がって水産庁は第 6 次栽培漁業基本方針に種苗放

１．はじめに

流事業の取るべき事項として「生物多様性等の保
全への配慮」を盛り込み検討を始めましたが、現

栽培漁業は、瀬戸内海をモデル海域に選定し、

場の対応は必ずしも十分ではありませんでした。

衰退しつつあった沿岸漁業の振興を目的にマダ

このような社会的な指摘と現場意識のギャップ

イ、ガザミ、クルマエビ等の種苗を放流すること

を埋めるため、2007 年に（独）水産総合研究セ

から始まりました。その後、国営の栽培漁業セン

ンター（以下水研センター）は神奈川県、宮城県、

ターと都道府県の栽培漁業センターが設置され、

福島県及び福山大学と共同で「種苗放流が遺伝的

技術の開発と実証化を連携しつくり育てる漁業

多様性に与えるリスクの評価と低減技術の開発」

として展開・進展してきました 。その結果、日

を課題として立案し、先端技術を活用した農林水

本の各所で約 100 億尾が放流されるまでになり

産研究高度化事業（2008 年より新たな農林水産

資源の回復や維持に貢献した事業が認められま

政策を推進する実用技術開発事業）の中で 2011

す。この中には技術行程全体の検討、改善により、

年までプロジェクトとして推進してきました。本

多量の種苗が成熟年齢まで生き残り、再生産に関

プロジェクトは以下に挙げる 3 点を目的としてい

与する可能性も示されています。事実、100 万尾

ます。

単位の種苗を長期間放流している神奈川県や鹿児

① 栽培漁業の現場において精度高いモニタリン

島県のマダイや生息範囲の限定されたホシガレイ

グを実施し、放流が天然資源の遺伝的多様性に

では水揚げされる魚の 50％以上が人工種苗で占

与える影響を評価する

1）

2）

められるなど、放流魚による再生産を否定するこ
と自体が、不自然な状況であります。
一方、天然の資源に大量の人工種苗を放流し、
それらが生き残ることに関しては様々な生物学

② 多様な魚種、海域および資源水準に応じた影
響評価と合理的なリスク低減技術を開発する
③ 得られた成果を総括し、栽培漁業の現場へ普
及・提言する

的リスクが指摘されてきました。特に放流される

これらを検討するため、栽培漁業対象種を広域

人工種苗が天然の資源に比べ親魚の絶対数が少な

種と、地域種に区分し、前者には大量種苗放流が

く、人為的な環境で生き残ってきたものであるこ

30 年間継続され、年間漁獲量の 30 ～ 40％を放

とから遺伝的な攪乱や多様性の低下は最も危惧さ

流魚が占める神奈川県海域のマダイ（図１）を、

れています。このような指摘は、1980 年代以降

後者には、東北、瀬戸内海西部、九州西岸の不連

欧米のサケ・マスの放流や 、クロダイやアユに

続な海域に分布し、漁獲が 10 トン未満のホシガ

1）

ついて議論されています

3）

が、その中でも遺伝

的リスクで「どのような事が実際に生じるのか」
を具体例として提示できていませんでした。した

レイ（図２）を選び、東北（岩手、宮城、福島県）
をモデル海域と位置づけました。
研究成果の概要を以下に示します。
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２）対象とする天然資源の遺伝的特性および多様
度の把握
「どのような遺伝集団を対象としているか」を
明らかにするため、マダイ（神奈川県海域）
、ホ
シガレイ（東北海域）のモデル海域に加え、マダ
イでは九州～東北の 15 海域、ホシガレイでは伊
勢湾、瀬戸内海、有明海、および黄海（中華人民
共和国）の 4 海域から対照標本を入手し、海域間
比較による遺伝的特性および多様度の評価を行い
図１

マダイ

Pagrus major

ました。
解析の結果、マダイは、ごく一部の海域で多様
性が低下していましたが、モデル海域も含めたそ
の他の海域では多様性が保たれ、海域間の遺伝的
差違も認められませんでした。一方、ホシガレイ
では、モデル海域を含めた 5 海域間でそれぞれ異
なった遺伝集団であることに加え、瀬戸内海、有
明海、黄海では多様性が著しく低いことが示され

図２

ホシガレイ

Verasper variegatus

ました。5）この結果、広域種であるマダイの遺伝
的管理単位は日本周辺海域において単一である可
能性が高い一方、地域種であるホシガレイは各調

２．人工種苗を用いた放流が天然資
源の遺伝的多様性に与える影響
の評価

査海域を異なる管理単位として扱う必要があると
判断されました（図３）。また、2 魚種とも積極
的に種苗放流が実施されているモデル海域で顕著
な遺伝的多様性の低下は認められませんでした。

広域種のマダイ及び地域種のホシガレイにおい
て、モデル海域で実施する放流が天然資源の遺
伝的多様性に与える影響をそれぞれ評価するため
に、遺伝分析に必要な DNA マーカーの開発・選
択を行い、それらを用いて我々が、
「どのような
遺伝集団」を対象とし、それに「どのような遺伝
集団」を添加し、天然集団に対し「どのようなリ
スク」を与える可能性があるかを検討しました。
１）DNA マーカーの開発および選択
マダイでは DNA 抽出法、PCR 増幅条件等を検
討し、ゾル法による DNA 抽出とマルチプレック
ス法による PCR を組み合わせ効率的な分析が可
能となりました。また、過去の結果と比較するた
めの補正技術も確立し、得られた成果を中国上海

マダイ、ホシガレイの遺伝的管理単位

３）放流種苗および親魚の遺伝的特性および多様
度の把握

で行われた 4th Internatinal Symposium on Stock

「どのような遺伝集団を放流しているのか」を

Enhancement and Sea Ranching で公表していま

把握するため、神奈川県海域に放流されるマダイ

す。一方、ホシガレイでは、単離した 36 座から

と東北海域（岩手・宮城・福島）に放流されるホ

適する 29 の DNA マーカーを開発しました。さ

シガレイについて種苗及び親魚の遺伝的特性や多

らに 26 座について PCR 検出条件を決定し、ホ

様度を検討しました。

シガレイの遺伝解析に適した手法を確立・公表し
ています。
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等のない集団であることが示唆されました。しか

天然資源に対するインパクトが極めて高いことが

し、放流種苗は対象としている天然集団に比べて

明らかとなりました。

対立遺伝数が概ね 1/2 であったことから稀少アリ
ルの消失が示唆され、遺伝的多様性の顕著な低下
が認められました。また、ホシガレイ種苗の遺伝

４．栽培漁業現場への普及と提言

的多様性はいずれもマダイ同様、天然集団より低

得られた成果等を公表し、栽培漁業の現場で実

いものの、使用した親魚群の天然魚と人工魚の割

証してもらうため、マダイでは鹿児島県と静岡県

合や尾数によって種苗の多様性に大きなバラツキ

で、ホシガレイでは長崎県でそれぞれ地元の担当

が生じていることが明らかとなりました。これら

機関と意見交換会を開催しました。これらの場で

の整理から、①天然親魚の割合が高いほど生産種

得られた情報を元に、今後、栽培漁業における遺

苗の遺伝的多様性は高く、②人工親魚のみを使用

伝的リスクや多様性の保全についてさらに検討し

すると多様性は顕著に低下するが、③少数でも天

て行く予定であります。また、これまで述べてき

然親魚を用い、これに人工親魚を混合して親魚数

たような研究、技術開発成果は、2012 年秋に開

を増加させた方が多様性の高まることを把握しま

催された水産学会秋季大会のシンポジウムで公表

した。

し、その内容を専門書として刊行するため現在取

一方、人工種苗において採卵からふ化－種苗生

りまとめています。

産－中間育成－放流に至る種苗生産工程や放流後
成熟するまでの家系構成を調査した結果、大きな
変化はなく、現状の飼育や放流後の天然海域で家

５．おわりに

系が偏るような選択が働く可能性は低いことが示

このプロジェクトの概要と今後の方向性を図 4

唆されました。以上のことから、種苗の遺伝的多

に示しました。我々は種苗放流＝栽培漁業が、遺

様性の確保には親魚群の構成が大きく影響し、ま

伝的に「どのような集団」に対し、「どのような

たそれらの対処が極めて重要であるとの結論を得

種苗」を「どれくらい（量的、時間的）」添加し、
「何

ました。

が生じているのか否か（リスクの存在）」を明ら
かにしようとしてきました。その結果、１．対象

３．資源水準に応じた影響評価と
合理的なリスク低減技術の開発

資源の「遺伝的管理単位」を把握することが極め

「どのようなリスク」を与える可能性があるか

な攪乱は生じていないものの、そのリスクは放流

を検討するためには、得られたマダイ及びホシガ

種苗に存在すること、３．リスクの大きな要因は

レイのデーターを整理するのに加え、それぞれの

種苗を供給する親魚集団にあり、そのモニタリン

漁獲や放流効果の状況をなど様々な条件を設定し

グ、管理が軽減技術に直結することなどを把握し

てシミュレーションを実施し、資源水準に応じた

ました。一方で、このようにリスクを検証し、対

遺伝的影響を評価する必要があります。

策を立てるには、本事業で実施してきた遺伝的な

マダイ、ホシガレイ両種の種苗放流が天然資源

て重要であること、２．現在のところマダイ、ホ
シガレイ両種とも既存資源の遺伝的多様性に大き

モニタリングの遂行はもちろんのこと、どんな親

に与える影響を推定できるシミュレーションソフ

を何尾使用して、どこへどれだけの種苗を放流し、

トをそれぞれ開発し、どのような種苗をどれだけ

いつ、どこでどのように漁獲されているのか？・
・
・

の量、どれくらいの期間放流すると遺伝的な攪乱

という栽培漁業自体のモニタリングをしっかり実

が起こるかを検討しました。その結果、親魚に継

施していないと「何もわからない」ことも改めて

代飼育した魚や人工種苗をたくさん使用すること

明らかとなりました。

によりリスクが著しく高くなることが示されまし

栽培漁業は、誕生してから約 50 年とまだまだ、

た。また、この事業でモデルとした神奈川県のマ

歴史の浅い技術体系であり、これまで放流する人

ダイと東北海域のホシガレイについてこれまで実

工種苗の生産手法の検討や質の評価・向上に重点

施してきた栽培漁業を総括しました。その結果、

が置かれて来ました。加えて、近年行政的な予算

両種とも、他海域で行われている放流事業に比べ、

が厳しい状況となってきたこともあり、種苗を放
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図４

プロジェクトの成果と今後の方向性

流する時点が作業工程の「ゴール」となっている

参考文献

事例が多々見られます。本来、栽培漁業の目的は

１）北田修一：栽培漁業の可能性と問題点．栽培

放流による資源と既存の天然資源を包括した沿岸
資源全体の管理であります。 したがって、種苗
1）

放流は事業の「スタート」であると位置づけられ
なくてはなりません。このプロジェクトを通じ、
このことは現場に携わる担当者が再認識しなくて
はいけない事項であると強く感じました。
今や多様性をはじめとした生態系全体の保全、

（2001）
２）水産庁・他：平成 19 年度栽培漁業種苗生産、
入手・放流実績、404pp．（2009）
３）谷口順彦：種苗生産における遺伝学的諸問題．
マダイの資源培養技術（田中

克・松宮義晴編）
、

恒星社厚生閣、pp．37-57．（1986）

保護は社会的な規範であり、継続的な資源の利活

４）Sekino, M. et al. ：Microsatellite markers for

用という面からも人的行為に対する影響のモニタ

a rare species of right-eye flounder Verasper

リングは不可欠であります。特に、人工種苗を天

variegatus (Pleuronectiformes, Pleuronectidae).

然海域に放流する＝栽培漁業では、放流した種苗

Conservation Genetics

9: 761-765. (2008)

の再生産への関与やそれらによる遺伝的リスクを

５）Sekino, M. et al. ：Genetic population

今後詳細に実態把握していかなければならないと

boundaries in shallow evolutionary lineages

考えます。このことは栽培漁業の安全性や責任を

found in a flatfish Verasper variegatus．

社会に示すため、それに携わる我々がしっかりと

Conservation Genetics 12: 139-159. (2011)

した理念に基づいて実施していく課題ではないで
しょうか。

26

漁業と統計モデル分析、共立出版、pp．1-64．

豊かな海

No.29

2013.3

chapter

3

２）栽培漁業の現場における遺伝的多様性を

確保する取組の現状と課題について
水産庁栽培養殖課
企画係長

現在、栽培漁業は、都道府県の指導の下で漁業
協同組合及び同連合会、漁業者等を主体として展

栽培漁業企画班

荒 井 大 介

を作成し、当該指針を種苗生産現場へ普及するこ
ととしております。

開されており、放流した地先で漁獲されるアワビ、

上記を踏まえ、今後、放流計画等の策定に当たっ

ウニなどの地先種では受益者負担による栽培漁業

ては遺伝的多様性への影響リスクを低減すること

が着実に進展しつつあります。これまでの大量放

が重要であり、現場での実践可能な指針作りが必

流の結果、都道府県の区域を越えて回遊するマダ

要となることから、水産庁では各都道府県の栽培

イ、ヒラメなどの広域種については、良好な資源

漁業の現場での遺伝的多様性への影響に配慮した

状態が確保されており、さらには、長年にわたり

取組についての現状を把握するための調査を行い

ほとんど漁獲がなかった北海道のニシンやマツカ

ました。

ワを大量放流により復活させた事例等、漁獲抑制
による資源管理手法のみでは達成できない栽培漁

①

業の特性を活用した成果もみられております。

遺伝的多様性保全への配慮
この中では、まず、都道府県における栽培漁業

このような状況を踏まえ、沿岸漁場整備開発法

基本計画での遺伝的多様性の位置づけとして、国

に基づき、５年を一期として、平成 22 年 12 月に、

の基本方針に調和する形で生物多様性等に配慮し

国は「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産

た条項が都道府県の基本計画あるか調べたところ

動物の育成に関する基本方針」
（以下、基本方針

約９割が配慮した条項が確認出来ました。そして、

という）を策定し、国、独立行政法人水産総合研

この条項の内訳は、遺伝的多様性関連文章が約７

究センター（以下「水研センター」という。）、都

割、その他には生物多様性、生態系への配慮といっ

道府県及びその機関、栽培漁業協会、全国的に栽

た条項が続いていました（図１）。

培漁業を行う団体、漁業者団体その他関係団体並
びに漁業者は、対象種の回遊範囲、技術開発水準
の段階等に応じた適切な役割分担の下、栽培漁業
の取組を推進しているところです。
近年、生物多様性をはじめとした生態系全体の
保全、保護は社会的な規範となっているといっ
ても過言ではありません。栽培漁業が本来目的と

図１

している継続的な資源の利活用からも種苗放流＝
人的行為に対する影響のモニタリングは不可欠で

各都道府県の栽培漁業基本計画上に
生物多様性等（遺伝的多様性を含む）
に配慮した条項について

す。基本方針では生物多様性等の保全への配慮と
して、放流計画の策定、種苗の生産、放流等に当

②

種苗生産現場における遺伝的多様性に配慮し

たっては、生物多様性の保全との両立に努めるこ

た取組

ととしています。特に、国及び水研センターは、

実際に現場で行われている取組についてヒラ

水研センターの研究成果等に基づき、遺伝的多様

メ、マダイ、クルマエビ、アワビについて報告し

性への影響リスクを低減するための技術的な指針

ます。
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・ヒラメ

を使用していることや種苗生産毎に入替を行うな

ヒラメは国内の魚類で約 2,000 万尾と最も多く
放流されています。

どの回答が得られました。
・アワビ

ヒラメで多かった取組順では、
（1）地元から親

アワビでは、天然海域で漁獲された親貝（主と

魚を入手すること、
（2）十分な卵が得られた産卵

して地先海域）を種苗生産に使用するという回

盛期の卵を種苗生産に使用すること、
（3）タグで

答が最も多く、次は毎年全部もしくは一部を入れ

個体識別し雌雄の組合せを変えるなど配慮した取

替えることでした。また、採卵時には、十分な親

組を実施していました（図２）。

貝の数を使用することで多様性が確保されていま
す。
③

対象種ごとの親魚等の入替や保有数
FAO の遺伝資源の保全に関する専門家会議に

よると、有効親魚数は親魚を継代しない場合の短
期的事業では 50 尾以上、継代する場合の長期的
な事業では 500 尾以上とすることを推奨してお
ります。この推奨された親魚数と比較して我が国
の親魚等の入替や保有数はどうかヒラメ、マダイ、
図２

ヒラメ種苗生産現場における遺伝的多様性
に配慮した取組

・マダイ

クルマエビ、アワビについて報告します。
・ヒラメ、マダイ
ヒラメは毎年、適宜、親魚の入手を行っている
回答が圧倒的多く得られています。その入替の頻

マダイはヒラメに次いで約 1,400 万尾放流され

度は年齢や県によって異なりますが、高齢魚の適

ています。マダイでもヒラメ同様（1）地元海域

宜入れ替えやある年限で更新して入替を図る取組

からの親魚を入手する事が最も多い取組でした。

がされております。マダイもヒラメ同様、毎年親

それ以外の取組では、可能な限り親を持つことや、

魚を入手している取組が圧倒的に多く、ヒラメ同

定期的な入替、遺伝的多様性への影響評価を実施

様、入替の頻度は年齢や県によって異なっており

する、十分な卵量が得られた産卵盛期の卵を種苗

ますが、定期的な入替が行われております。

生産に使用するなどの回答が得られました（図3）。

親魚の保有尾数について、ヒラメでは 50 より
多く 100 以下、マダイでも 50 より多く 100 以下
で飼育しているといった回答が多い傾向が見られ
ました（図４）。

図３

マダイ種苗生産現場における遺伝的多様性
に配慮した取組

・クルマエビ

28

図４

マダイ、ヒラメの親魚の保有数

・クルマエビ

クルマエビでは、その繁殖生態の特徴もありま

クルマエビは種苗生産現場における遺伝的多様

すが、毎年全親個体を入れ替える取組が行こなわ

性に配慮した取組でも紹介致しましたが、毎年

れています。その中で、出来る限り県内の親エビ

入れ替え、生産毎に入れ替えるなど、入れ替え頻
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度はかなり短期的に回しておりました。クルマエ

対象海域、対象種の遺伝特性や放流種苗の遺伝

ビも生産規模によって親の保有は影響されますが

的多様性のモニタリングの必要性についてのアン

50 以下の県から 300 個体より多い県まで幅広い

ケートでは「あり」、
「なし」ほぼ同数でした（図６）
。

ことがわかりました。
・アワビ

「なし」の理由については、親の入手や入替も
しっかり実行している、地元の親魚を多数用い、

アワビについては頻度的には毎年全数を更新す

毎年入替るなど遺伝的多様性の確保に努めてい

るといった取組が圧倒的に多い取組でした。アワ

る、個体毎の DNA 調査と個体識別で採卵時、受

ビは受精卵を確保するために、余り長く親貝を飼

精の組合せで遺伝的多様性の確保に努めている、

育しないようです。アワビで生産規模によって親

天然資源が遙かに優勢で現在の放流量では問題は

の保有は影響されますが最も多い回答が得られた

ないと考えている、多様度が極めて高い海洋生態

のは、保有親貝数は 50 より多く 100 以下で 8 県、

系のため放流種苗が天然個体群に対しかく乱を生

続いて 150 より多く 200 以下で 6 県という結果

じさせる可能性は低い等の意見がありました。一

となりました。

方、費用、予算、マンパワー（人員不足）の問題

また、ここで取りあげたヒラメ、マダイ、クル

や具体的手法が示されていない、国等の技術的

マエビ、アワビについても、現時点で親魚・親貝

な指針の作成を受けて対応を検討するなどの意見

等の遺伝的多様性の確認は現時点でほとんどされ

もあったことから、今後の指針作成により現場で

ていませんでしたが、その理由として定期的に親

の取組も進むものと考えています。また、「あり」

をしっかりと入れ替えているといったことによる

の理由については、将来的に必要性が生じる可能

ものです（図５）。

性がある、既に実施している、放流効果調査で水
揚げされた放流魚の DNA 分析が遺伝的特性や多
様性のモニタリングにつながる、資源が極端に
減ってるトラフグについては感じているなどでし
たが、ここでも予算的、人員的制限として必要性
は感じているが費用、予算、マンパワーの問題を
あげています。ここでのアンケートをまとめてみ
たときに「必要なし」とした場合も、遺伝的多様

図５

種苗生産に用いる親魚、親貝等の遺伝的多様性
の確認

性に配慮した取組を既に実施しているから必要性
を感じていないといった前向きな「必要なし」と
考えられます。

図６ 対象海域、対象種の遺伝特性や放流種苗の遺伝的多様性のモニタリング、

遺伝的多様度の確認の必要性について

まとめ
今回のアンケート結果を踏まえるとともに、水

栽培漁業の現場で取組可能な遺伝的多様性への影
響リスクを低減するための技術的な指針の作成に
ついて検討していきたいと考えております。

研センターを中心に関係県が共同で実施した研究
成果等に基づき、国及び水産総合研究センターは、
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特集

大震災から２年・・
大震災からの栽培漁業の復興状況について
chapter

1
被災海域における種苗放流支援事業の
実施状況について
（社）全国豊かな海づくり推進協会

これまでも本誌においてご紹介してきました 「被災海域における種苗放流支援事業」 について、 平成２４
年度は太平洋北海域栽培漁業推進協議会を中心に、 次のとおり事業を進めてまいりました。 関係の皆様の
ご協力に改めて感謝いたしますとともに、 その実施状況についてご報告させていただきます。



１．種苗放流計画・棲息環境整備計画
策定事業


被災道県の担当者や事業に関係する団体・機関
等を参集し、被害状況の確認や種苗生産体制の回
復状況、今後の事業の可能性、実施に際しての課
題等について、適宜協議・検討しました。
特に、放流種苗の棲息環境の整備に際しては、
漁場漁港整備担当課や被災した沿海域の漁業者の
要望を積極的に集約しつつ、関係部署との連携を
事業担当者会議等の開催状況

事業広報のためのポスター

30
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図り、地域の実情に即した事業計画の提案に努め

補完し合うことや種苗生産体制が整うまでの間、

ました。

放流尾数の確保に連携して取り組むことを約した

また、事業の広報に関しても、現地説明会を随

覚書に基づき、種苗の供給県と受入県とのマッチ

時開催したほか、概要パンフレット並びにポス

ングを進めました。マッチングに際しては、被災

ターを作製、沿海市町村を含む関係行政機関や研

地で必要な放流種や種苗のサイズ、供給時期等に

究機関、漁業系統団体（漁連・漁協）などに配付

かかる要望を丁寧に集約するとともに、供給側と

し、該当する施策メニューや事業スキームを広く

受入側の需給調整を重ねました。

周知しました。
①




２．種苗放流支援事業




種苗の供給・受入
種苗等の生産・受入（放流）は、漁業者からの

要望の強いエゾアワビ及びヒラメを対象に、親の
由来や海域に最も適した放流時期、さらには疾病

太平洋北海域の６道県の行政・漁連・栽培漁業

対策など、十分に配慮をしながら行われました。

関係法人の広域連携・協働組織である太平洋北海

エゾアワビ種苗は中間育成分を含め 86.2 万個、

域栽培漁業推進協議会では、東日本大震災からの

ヒラメ種苗は 66.7 万尾がそれぞれ被災県へ送ら

栽培漁業の復興に向け、海域内での種苗の供給を

れたことになります。また、北海道、青森県、秋

種苗放流支援事業の概要
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田県、山形県及び新潟県の各種苗生産施設並びに

（社）岩手県栽培漁業協会及び（財）福島県栽培

（独）水産総合研究センターでは、種苗供給とと

漁業協会においてそれぞれ実施しています。また、

もに被災県で利用するための親魚の養成管理を行

宮城県は「緊急雇用創出事業震災等緊急雇用対応

うなど、被災各県の生産水準が震災前のレベルへ

事業」を活用して、（財）秋田県栽培漁業協会へ

戻るまでの間、支援を継続することとしています。

４名の技術員を派遣するなど、栽培漁業技術者の

そのほか、青森県では県内各漁協が同県内種苗

育成にも力を注いでいます。受入現場では「各県

生産施設からアワビ種苗を購入する際に、岩手県

の技術について情報交換できれば、双方にとって

でも同様に、県内各漁協が（社）岩手県栽培漁業

大きなプラスになる」といった声があがっており、

協会で生産してきたウニ種苗を購入する際にそれ

太平洋側と日本海側との広域的な支援のネット

ぞれ本事業を活用しました。また、宮城県でも木

ワークが生まれました。25 年度も引き続き、技

曽川並びに江戸川産のシジミの購入に、茨城県で

術者の派遣が予定されています。

も九十九里産のチョウセンハマグリの購入に、そ
れぞれ本事業を活用しました。

宮城県北上川でのシジミの放流風景（平成 24 年 11 月）

なお、25 年度マッチングについても、関係道

（社）岩手県栽培漁業協会から派遣された技術員の
（財）秋田県栽培漁業協会での技術指導の状況
（平成 24 年 5 月）

ることや当事者双方が必要と認めた場合は種苗の



３．放流種苗の棲息環境整備支援事業



供給・受入に際し「確認書」を交わすことなどを

平成 24 年度は青森県と岩手県においてそれぞ

県において、種苗の防疫・衛生対策を適切に講じ

記した「放流種苗のマッチングにおける基本的な

れ実施しました。

考え方」を協議するとともに、24 年度に引き続
き、エゾアワビ及びヒラメ種苗のマッチングにつ

①

青森県

いて、需給の調整を行っています。さらに、漁業

青森県はアワビ及びウニの餌料供給のため、八

者から要望の強いアユも 25 年度放流に向け需給

戸市及び階上町管内においてコンブ縦縄等施設を

調整を進めているところです。

設置しました。
また、八戸鮫浦漁業協同組合では、津波により

②

栽培漁業技術者等の派遣・受入
施設が整備されても種苗生産の技術を失ってし

から、餌料海藻の早期回復を促して放流種苗の生

まっては本格的な復興は望めません。このため、

息環境を整備するため、捕食圧分散を目的として

放流用種苗生産等の監督指導を目的とした栽培漁

藻食介類を移動させました。

業技術者等の派遣について、平成 24 年３月以降、
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②

岩手県
宮古市に位置する重茂漁協は県内でもアワビ漁

業に対する依存度が高く、漁業者にとって欠かす
ことのできない収入源となっていることから、震
災後の早急な資源回復が必要でした。岩手県水産
技術センターの研究によって、宮古市内のアワビ
漁場において、ウニの除去が海藻の群落造成に大
きな効果があることがわかっており、ウニの移植
によりアワビの成育に適した環境を整備すること
としました。事業は次に示す事前・事後の調査と
移植の２つで構成しました。
（ア）事前・事後調査

事業期間内におけるウニの回収（移植）量（積み上げ）

や生息環境を調べるモニタリング調査を実施し



４．被災地支援の継続と拡充に向けて



ました。事前調査では、アワビ放流予定海域に

被災地の漁業・漁村の復興へ向けた道のりは未

ウニが多く蝟集しており、これから生えてくる

だ険しく、いかに、支援体制を継続し、地域の漁

海藻の芽を食べ尽くさないよう、移植・分散が

業のニーズに応えていくかが問われています。

移植事業の前後にアワビ、ウニ等の資源状況

必要なことが確認できました。

栽培漁業の復興には、今回の取組のような支援
の広がりや連携・ネットワークの強化が鍵となり
ます。国の支援とともに、三陸海域の豊かな水産
資源の早期回復に向け、今後も引き続き、道県の
枠を越えた連携の強化が求められており、太平洋
北海域栽培漁業推進協議会関係者は本事業を最大
限に活用しながら、被災地漁業の真の復興を果た
す決意で臨んでいます。

船上でのアワビ殻長の計測

（イ）移植
作業は 1 日約 30 隻の船で 10 日間行いました。
漁船に漁業者が分乗し、タモ網を使って 6 万個
を超えるウニを回収、他海域へ移植しました。

（社）北海道栽培漁業振興公社において生産した
アワビを青森県・東通村白糠漁港にて放流
（平成 24 年 10 月）

ウニの移植作業（１隻当たり 300 個以上を回収）
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種苗生産の回復状況と今後の見通し
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震
災により、太平洋側の栽培漁業関連施設が壊滅
的な被害を受けました。被災地の種苗生産は完
全にストップし、漁業者をはじめ関係者には大
きな不安が広がりました。一方で、23 年度第
３次補正予算で予算化され、24 年度も引き続
き実施されました「被災海域における種苗放流
支援事業」による他道県等からの種苗の受け入
れや施設の復旧・整備が進むにつれ、被災地の
栽培漁業再興の動きも加速し始めました。以下
では、震災後から栽培漁業再興の途上にある現
在までの被災道県の取組を整理します。




１．種苗生産・放流の回復状況




被災道県では、被害が大きく自県での種苗生
産が困難な県において、先述の「被災海域にお
ける種苗放流支援事業」を活用し、他道県並び
に（独）水産総合研究センターの施設で生産し
たアワビやヒラメの種苗を導入しています。こ
こでは、同事業の活用状況などをもとに、平成
24 年度の各道県の種苗生産・放流の状況を紹
介します。
① 北海道
種苗生産施設の被害が比較的小さかったこと
から、ほぼ計画通りの魚種及び数量について、
生産・放流ができました。また、エゾアワビ種
苗の供給元として、被災県へ積極的に種苗の提
供を行いました。
② 青森県
ヒラメについては、ほぼ計画通りの数量を生
産し、県内各所へ放流しました。このほか、岩
手県へ 60㎜サイズ 10 万尾、宮城県には 50 ～
71㎜サイズ 20 万尾を販売しました。
震災により生産サイクルが崩れ、減産を余儀
なくされたエゾアワビについては、
（社）北海
道栽培漁業振興公社からの供給分に自県生産分
を加えた約 52 万個を 10 月から 12 月にかけて
県内 18 漁協・村へ販売しました。
③ 岩手県
ヒラメについて、
（財）秋田県栽培漁業協会
へ種苗生産 15 万尾（60㎜サイズ）及び親魚養
成を委託し、6 月下旬から 7 月上旬にかけて県
内 17 ヵ所へ放流しました。また、
（公社）青森
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県栽培漁業振興協会へ種苗生産 10 万尾（60㎜
サイズ）及び親魚養成を委託し、7 月下旬に放
流しました。併せて、自県放流用ヒラメ種苗生
産等の指導監督のため、（財）秋田県栽培漁業
協会及び（公社）青森県栽培漁業振興協会へ（社）
岩手県栽培漁業協会職員をそれぞれ２名ずつ派
遣しました。
アワビについては、平成 24 年 11 月から（社）
北海道栽培漁業振興公社よりエゾアワビ種苗
26 万個（15㎜サイズ）を受け入れ、次年度の
放流に向け（社）岩手県栽培漁業協会へ中間育
成を委託しています。
④ 宮城県
ヒラメについて、（公社）青森県栽培漁業振
興協会より 20 万尾（50 ～ 71㎜サイズ）のヒ
ラメ種苗を購入し、10 月中旬～下旬に県内 5 ヵ
所で放流しました。
アワビについては、奥尻町より 2.66 万個（50
㎜サイズ）、（財）北海道栽培漁業振興公社から
10 万個（30㎜サイズ）をそれぞれ購入し、8
月上旬に 18 の漁協および支所に配付、放流し
ました。
シジミについても、北上追波漁業協同組合を
実施主体として、木曽川漁業協同組合等より
購入、今夏の少雨高温による河川流量の低下で
計画数量の 100 トンには及びませんでしたが、
最終的に 46.66 トンを北上川へ放流しました。
また、「緊急雇用創出事業震災等緊急雇用対応
事業」を活用して、（財）秋田県栽培漁業協会
へ 4 名の技術員を派遣しています。
⑤ 福島県
ヒラメについて、（公社）新潟県水産振興協
会にて請負生産した種苗 10 万尾（60㎜サイズ）
を 7 月中旬に相馬市磯部沖へ放流しました。ま
た、同村上事業所でのヒラメ種苗の生産に際し、
（財）福島県栽培漁業協会職員 1 名を派遣して
います。
アワビについては、水産総合研究センター増
養殖研究所南伊豆庁舎にて 25 年度放流種苗 5
万個（殻長概ね 30㎜サイズ）確保を目標に生
産しています。同南伊豆庁舎にも（財）福島県
栽培漁業協会職員 2 名を派遣しています。なお、
同所においてキセノハリオチス感染症の陽性反
応が出たため、一時生産をストップし、7 月よ

り生産を再開しました。卵については、リスク
低減の観点から、親貝持ち込みから受精卵搬入
に計画変更し、福島から搬入しました。
⑥ 茨城県
ヒラメについて、
（独）水産総合研究センター
宮津・小浜庁舎に対し 11.7 万尾（74㎜サイズ）
の種苗生産を委託し、7 月下旬から 8 月上旬に
かけて県内 4 ヵ所へ放流しました。
アワビについては、平成 25、26 年度の放流
に向け、自県で 10 万個の生産を開始していま
す。
また、チョウセンハマグリについて、千葉県
九十九里より県内 2 漁協が計 6 トン（30 ～ 50
㎜サイズ）を受け入れ放流する予定で、すでに
4 トンは実施済みです。




２．今後の種苗生産の見通し




今後の自道県の種苗生産施設における生産の
見通しについて、各道県の主要な栽培漁業種で
あるアワビとヒラメについてみてみます。

アワビは原発事故の影響が大きい福島県を別
にして、27 年度には 4 道県で充足率 100％を
超えます。6 割にとどまる青森県も、施設復興
の遅れではなく、風間浦村の生産施設が稼動し
なくなったこと等が理由であり、どの道県もほ
ぼ 3 年後には種苗生産基盤が回復する見込みで
す。
また、ヒラメについても、同じく福島県を除
き、26 年度には充足率 100％を達成する予定
であり、生産力回復は間近というところまでき
ました。
一方で、震災からの真の復興は、上記施設整
備だけでなく、そこで働くマンパワーや技術力
の確保、さらにはつくった種苗を放流する「場
（放流場所）の回復」なども必須となります。
これらが完全復旧してはじめて震災からの再興
を果たしたことになり、その意味では、今後も
引き続き被災道県の栽培漁業の取組を注視する
とともに、現場のニーズに即した的確な支援を
続けていくことが求められます。関係の皆様の
ご理解とご協力をお願いいたします。
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被災した種苗生産施設の復旧状況について
水産庁栽培養殖課
企画係長

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災から 2 年

③

栽培漁業企画班

荒 井 大 介

岩手県

が経過しました。この間、被災地の栽培漁業関係

岩手県では（社）岩手県栽培漁業協会や漁業協

者を中心に被災した種苗生産施設の復旧が図られ

同組合等によって運営されているアワビ、ウニ、

てきました。この度、津波や大地震から被災後 2

ヒラメ等の放流用種苗生産施設の全施設（岩手県

年が経過した北海道、青森県、岩手県、宮城県、

水産技術センター大船渡研究室、同大槌研究室及

福島県、茨城県の種苗生産施設の復旧状況及び

び同種市研究室・漁協等５施設の計８施設）が被

24 年度末以降の今後の見通しについて取りまと

害を受けました。このうち、県の２施設及び漁業

めました（平成 25 年２月現在）（表）。

協同組合の３施設が「水産業共同利用施設復旧整
備事業」を導入し復旧中となっています。

①

北海道

なお、（社）岩手県栽培漁業協会では、現在、

北海道では、栽培漁業関係公益法人や漁業協同

応急復旧により、平成 23 年度から種市研究室で

組合等によって運営されている種苗生産施設の

ウニ種苗生産を再開しています。岩手県水産技術

うち、太平洋沿岸に設置されている４施設（（社）

センター種市研究室については、24 年度末の完

北海道栽培漁業振興公社１施設、漁協施設３施設）

成、25 年度からの本格稼働に向けて整備を行っ

が津波による被害を受けました。

ています。大船渡研究室、広田湾、重茂及び田老

そのうち、３施設は「農林水産業共同利用施設

町漁業協同組合の種苗生産施設については、設計

災害復旧事業」採択を受け、残る１施設も自治体

会社が繁忙であることに加え、津波による被害が

の補助を受けました。その結果、その年の生産・

甚大であり、海底に埋設されている海水取水関連

放流には支障を来たしたものの、すべて年末には

設備や地下埋設物の調査等に不測の時間を要した

復旧を終え、種苗生産を再開しました。

ことから、25 年度内の完成を目指して整備を進
めています。

②

青森県
青森県では栽培漁業関係公益法人や漁業協同組

合等によって運営されているヒラメ、アワビ、ウ
ニ類等の魚類・介類の放流用種苗生産施設で２施
設（県栽培漁業センター１施設：漁協施設１施設）
が被害を受けました。この２施設は復旧済みであ
り、現在、種苗生産を再開し、アワビ以外はほぼ
震災前の生産・放流数量に回復しています。また、
県栽培漁業センターは「農林水産業共同利用施設
災害復旧事業」を、漁協施設は「被災海域におけ
る種苗放流支援事業」を活用し復旧しました。
岩手県栽培漁業協会種市事業所
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④

宮城県

スト化・効率化が図られる施設となるよう、検討

宮城県では県、町や漁業協同組合によって運営

を進めていく予定です。

されているヒラメ、カレイ類、アワビ等の魚類・
貝類の放流用種苗生産施設で 3 施設（宮城県水
産技術総合センター種苗生産施設、宮城県漁業協
同組合七ヶ浜水産振興センター、南三陸町海浜高
度利用施設）が被害を受けました。このうち、宮
城県水産技術総合センターが「復興交付金事業」、
宮城県漁業協同組合七ヶ浜町水産振興センターが
ヤマト福祉財団「東日本大震災

生活・産業基盤

復興再生助成事業」を活用し復旧中となっていま
す。宮城県水産技術総合センター種苗生産施設に
ついては、26 年度の稼働に向けて設計を行って
います。また、宮城県漁業協同組合七ヶ浜水産振

茨城県栽培漁業センター

興センターについては 25 年度中の稼働に向けて
整備を進めています。



⑤



福島県



おわりに



福島県では、大熊町にあるヒラメ、アワビ、ウ

東日本大震災から被災後 2 年が経過した種苗生

ニ、アユの種苗生産を行っていた水産種苗研究・

産施設の復旧の現状を、今回、取りまとめたとこ

生産施設が被災しましたが、東京電力株式会社福

ろですが、資材確保等の困難から思うように進ま

島第一原子力発電所事故の影響により大熊町が警

ないこともあり、予算を繰り越さざる得ない状況

戒区域に指定されたことから、当該施設の復旧が

にあることも聞いております。水産庁は平成 23

行えない状況にあります。現施設の復旧が行えな

年 6 月 28 日に公表した水産復興マスタープラン

いことから、新たに相馬共同火力発電所付近に同

に「放流用種苗生産については、5 年を目途に、

発電所の温海水を使用できる水産種苗研究・生産

被災前の生産水準への回復を目指す」という目標

施設の整備を計画しています。復興交付金を活用

を掲げております。この目標に沿って水産庁とし

し、平成 25 年度に施設設計、平成 26、27 年度

ては全国からの協力も得ながら、東日本大震災か

に建設工事とし、平成 28 年度の供用開始を目指

らの復興と太平洋北海域の栽培漁業の再生、そし

しています。

て水産業の回復を全力で支援していきたいと考え
ております。関係者におかれましては、これまで

⑥

茨城県

同様にご理解とご協力をお願い致します。

茨城県では、（財）茨城県栽培漁業協会や漁業
協同組合等によって運営されているヒラメ、アワ
ビ、ハマグリ等の魚類・貝類の放流用種苗生産施
設で５施設（県栽培センター１施設、漁協等の施
設４施設）被害を受けました。このうち１施設は
これを機に撤去されることとなりましたが、３施
設は復旧済みであり種苗生産・中間育成を再開し
ております。また、県栽培センター１施設につい
ては「水産業共同利用施設復旧整備事業」を活用
し復旧中であり、25 年度 4 月からの再稼働に向
けて順次整備を行っています。
茨城県は、新たに整備予定の施設はないようで
すが、復旧整備した施設において、さらなる低コ

豊かな海

No.29

2013.3

37

東日本大震災で被災した道県の種苗生産施設の復旧・整備状況について
（2013 年３月現在）
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3
沿岸資源の復興・再生のための

（独）水産総合研究センターの取り組みについて
（独）水産総合研究センター本部研究推進部
企画係長

安 藤

忠

（独）水産総合研究センター（以下、水研セン
ター）は、水産業復興・再生のための調査研究
開発推進本部を設置して水産庁の水産業復興プロ
ジェクト支援チームや関係県と連携をとりながら
被災地への支援を続けております。このような支
援は、１）水産庁の復興計画への技術的支援、２）
そのために必要な調査・研究の実施、３）被災地
において失われた研究開発機能回復への支援、に
分けられます。例えば、水産物の放射能分析や放
射性物質の動態解明、海中がれき分布調査、沿岸
の水産生物への津波の影響実態調査などがあげら
れ、水産庁補助事業などを活用しながら取り組ん

図１

増養殖研究所南伊豆庁舎で餌用珪藻の培養作業
にあたる（財）福島県栽培漁業協会の丸添さん
（左）と大和田さん（右）。（増養殖研究所南伊
豆庁舎、2012 年 4 月）

図２

アワビ稚貝を育成中の水槽群（増養殖研究所南
伊豆庁舎、2013 年 2 月）

でいます。
沿岸資源関係では、被災した県のアワビとヒラ
メの種苗生産を水産庁補助事業「被災県における
種苗生産支援事業」の一部として緊急的に対応し
ました。
（財）福島県栽培漁業協会は津波で施設が全壊
しました。そこで同協会から技術者 2 名を増養殖
研究所資源生産部南伊豆庁舎（静岡県）に受け入
れ、5 万個の殻長 30 ｍｍのエゾアワビ稚貝を生
産することとしました。福島県産の親貝を使用し、
7 月と 10 月に採卵、稚貝を生産しました。2013
年１月末現在で 8.6 ～ 21.3㎜の稚貝を 26,700 個、
7.8 ～ 12.8㎜の稚貝を 37,000 個育成中です。（図
１、２）
。今後、30㎜まで育成し、疾病保有検査
の後、福島県の沿岸に放流する予定です。
また、
（財）茨城県栽培漁業協会も被災し種苗
生産ができない状態となっています。そこで、平
均全長 74.3㎜のヒラメ 11.7 万尾の放流用種苗を

より青森県産ヒラメの受精卵を使用させて頂きま

生産しました。種苗生産には太平洋系群のヒラメ

した。5 月上旬に日本海区水産研究所資源生産部

を親魚として使用する必要がありました。そこで、

の宮津庁舎（京都府）と小浜庁舎（福井県）で受

公益社団法人青森県栽培漁業振興協会のご協力に

精卵を受け取り、8 月上旬までそれぞれの庁舎で
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３ヵ月間育成しました（図３、４）。育成過程で

最後は、水研センター東北区水産研究所資源生

特に問題は生じず、ウイルスや寄生虫検査も陰性

産部の宮古庁舎に関してです。宮古庁舎（被災時

で順調でした。受け渡しは 2012 年 7 月下旬から

の名称は宮古栽培漁業センター）は、津波で全壊

8 月上旬にかけて、気温が 30 度以上になり、16

しましたが、極めて厳しい国の財政状況の中、関

時間以上にもおよぶ 4 回の運搬でした。それでも、

係者のご尽力により早急に予算配分を頂くことが

ヒラメ稚魚はほぼ死亡することなく茨城県に無事

できました（図５）。このことは本庁舎に対する

到着、放流することができました。

社会的期待が極めて大きいことを示すものであ
り、水研センターとしては、被災地における一日
もはやい沿岸資源の復興・再生のために、この施
設を研究技術開発の拠点として有効に活用する方
針です。場所は被災前と同じとし、研究管理棟、
魚類繁殖研究棟、沿岸資源研究棟などから構成さ
れます。現在はまだ建築中ですが、一日も早い完
成に向けて関係者が一丸となって頑張っておりま
す。
以上、水研センターの沿岸資源の復興・再生に
関係する取り組みの一部をご紹介しました。お問

図３

成長に伴う移送作業中のヒラメ稚魚（日本海区
水産研究所宮津庁舎、2012 年 6 月）

い合わせなどがありましたら、水産総合研究セン
ターにご連絡いただけると幸いです。

図５
図４

40

育成中のヒラメ稚魚（日本海区水産研究所宮津
庁舎、2012 年 7 月）
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東北区水産研究所宮古庁舎完成予想図

 新シリーズ 

放流稚魚がスクスク育つ環境づくり

＜第１回＞

藻場の保全・回復の現状と課題
東京海洋大学海洋科学部
准教授

近年、磯焼け域における藻場の保全・回復への

藤 田 大 介

藻場を構成する海藻や海草には季節的な消長が

関心がこれまでになく高まっている。本誌 11 号

あり、毎年の気象や海況によっても変化も示す。

（平成 19 年）にも「ウニを獲って藻場を回復しよ

わが国では平常的な変動を超えて藻場が大きく衰

う」を掲載していただいたが、その後、様々な形

退し回復しない現象を古来磯焼けと呼んできた。

で全国展開が行われている。水産庁は、平成 21

食料として重要なテングサやコンブの減少は採藻

年度、
「藻場や干潟などの環境・生態系は水産資

業に大きな打撃を与え、餌料価値の高いアラメ・

源の保護・培養に重要な役割を果たすだけでなく、

カジメなどの海中林の衰退は、これらを餌料また

水質浄化などの公益的機能の発揮を支える共通資

は住処として利用する魚介類の減少や身入りの低

源であり、その効果は地域や国民に広く及んでい

下を引き起こしてきた。

る」という認識に立ち、漁業者や地域住民などが
行う藻場・干潟などの保全活動を支援するため、
環境生態系保全活動支援事業を創設した。これを

２．なぜ藻場は回復しないか

きっかけに、活動組織は全国各地で増え続け、平

藻場の海藻がなくなるのは、海藻がウニや植食

成 24 年度には 293 組織が活動に取り組むように

性魚類によって食われるか、高水温（＋貧栄養）

なった。このうち 6 割強に相当する 183 組織が

で枯れるか、浮泥の堆積などにより芽生えなくな

藻場の保全活動に取り組んでおり、干潟（64 組織）

るか、激浪により剥され流失するか、のいずれか

や浅場（46 組織）
、サンゴ礁（11 組織）などを

または組み合わせによる。しかし、本来、藻場に

大きく引き離していることから、藻場の保全・再

は回復力（レジリエンス）があるため、一時的あ

生への関心の高さがうかがえる。ここでは、この

るいは周期的に衰退しても、回復するのがふつう

活動を振り返りながら、豊かな海づくりのプロセ

である。

スを考えてみたい。

では、近年、藻場が回復せず、深刻な問題となっ
ているのはなぜか。その理由として筆者が以前か

１．藻場の分布と衰退

ら指摘している項目を表１に掲げた（本誌 11 号
にもウニ version の表を掲載）。いずれも藻場回

日本の沿岸には約 1400 種の海藻と約 50 種の

復活動とも関わっており、ごまかしながらやって

海草が生育し、約 15 万 ha の藻場が形成されてい

いると、期待する成果は得られず、一時的に回復

る。ここでいう藻場とは、概ね水深 10 ｍないし

しても持続しない。とりあえず、認識すべきなの

20 ｍくらいまでの海藻や海草の生育帯で、優占

が、一番上の「急速な沿岸環境の悪化」で、攪乱

種にちなんで、コンブ場、アラメ場、カジメ場、

生態学が指摘する「閾値を超えてしまい戻りにく

ガラモ場、テングサ場、アマモ場などと呼ばれて

くなった状態」に陥っていることも少なくない。

いる。ここで示した約 15 万 ha という藻場面積は、

過度の環境改変が行われた区域では、藻場の回復

平成 7 年の約 20 万 ha（平成元～ 3 年の調査結果）

に相当の努力量（労力、資金、破壊的な環境改善）

の約 3/4 であり、急速な減少が懸念されている。

が必要となり、「手遅れ」の地域も出てきている。
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表１

藻場が回復しない理由

理由

具体的な内容

①急速な沿岸環境 植 食 動 物 へ の 居 住 空 間 の 提 供，
の悪化
静穏化，浮泥堆積
②磯焼けに対する 原因・解釈の誤り，過度の高水
認識の誤り
温原因説など

有効利用、課題の多い植食性魚類対策や施肥対策
の検証も行われている。

４．環境生態系保全活動支援事業
冒頭に述べた環境生態系保全活動支援事業は、

③回復手法の選択 藻場造成手法（投石，ブロック
の誤り
設置）の乱用

研究・行政主体ではなく、漁業者自らが行動を起

④漁業荷い手の減 漁村の高齢化・過疎化，漁場放棄，
少
人手不足

は離島交付金事業があり、その原点を遡れば、中

こすことを目的としている。よく似た事業として

⑤回復計画・作業 生物学的知見への偏り，手法・
の知見欠如
効率研究の不足

山間地など条件不利地の保全を目的とした農業の

⑥取り組み体制の お役所体質，調整規則，支援体制・
不備
設備の不足

おける沿岸全域への支援事業の展開はこれが初め

⑦植食性魚類・ウ 食用一辺倒，貧乏根性（海中で
ニの用途
温存），需給すれ違い

本事業の開始に先立ち、2 年間、活動支援調査

中山間地域等直接支払制度があるが、水産分野に
てであった。
実証委託事業が進められ、「環境・生態系保全活
動の手引き」（水産庁

３．これまでの経緯

の中で、活動支援の対象となる具体的な内容や体
制が明示された。各地の活動組織（一般には漁協

現在に繋がる全国的な藻場の保全・回復活動の

内の下部組織）は市町村に申請し、契約が締結さ

端緒となったのは、緊急磯焼け対策モデル事業

れれば、都道府県単位で設立された地域協議会を

（平成 16 ～ 18 年度、水産庁）の成果品として

通じ、国、都道府県、市町村からの補助を受けら

生まれた「磯焼け対策ガイドライン」
（水産庁

れる。準備計画、実施、成果報告や啓蒙普及のみ

2007）である。全国共通の課題である食害型の

ならず、先進地の視察や学習会なども行えた（た

磯焼けを対象として、当時までの先達の取り組み

だし、後に旅費の乱発などの理由により制限され

に新たな技術も加え、藻場回復のために考えられ

た）。

てきた要素技術が 25 区分され、系統樹にまとめ

本事業は、当初 2010 年から 5 年間（以後は更

られた。また、漁業者を中心に、行政、市民ボラ

新）の予定であったが、実際には 2009 年に始まっ

ンティア、研究者などの協力も得ながら、順応的

た。このため、受け入れ側、特に、負担金を求め

管理の考え方に従って対処する流れが示された。

られた地方公共団体の準備が追いつかず、地元の

続く大規模磯焼け対策促進事業（平成 19 ～ 21

切実な要望とは裏腹に、実施が遅れた地域も続出

年度、水産庁）では、上記ガイドラインの趣旨の

した。都道府県によってはこれまで行政サイドで

徹底と普及、実践を目指し、全国各地で趣旨説明・

ほとんど藻場に目を向けて来なかった。そこで、

意見交換会や講習会を行い、実働的な専門家（サ

活動組織を対象とした支援事業と同時に、実施環

ポーター）による藻場回復事業が全国各地で始

境の整備を目指した推進事業も立ち上げられた。

まった。ここまでの成果や関連情報は、磯焼け対

実動的に各地の活動を支援するサポーターの公募

策シリーズ「海藻を食べる魚たち」（2006）、「磯

が行われたほか、
「なぎさフィールド手帳」（2009

焼けを起こすウニ」（2008）、「藻場を見守り育て

年）や「藻場・生態系保全活動ハンドブック」

る知恵と技術」（2010）でも紹介されている（成
山堂書店）
。

（2011）の刊行、
「海のゆりかご通信」の配信（刊
行）、「なぎさの守り人シンポジウム」（活動事例

現在、この流れを汲む事業としては「水産生物

発表会）の開催により、普及啓蒙や情報交換が盛

の生活史に対応した漁場環境形成推進委託事業

んに行われた。残念なことに、2012 年度に推進

（各生活史段階に応じた漁場機能を強化する技術

事業が廃止され、シンポジウムも開催できなくな

の開発・実証に係わる検討委員会）
」
（平成 22 ～

り、2012 年 3 月、支援事業も最終年度を迎えな

26 年度、水産庁）が実施され、イセエビの生活

いまま、後継事業への仕切り直しとなった。

史を考慮した漁場機能強化、除去した食害生物の

42

2009）が用意された。こ
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５．優良事例が続出 !!
環境生態系保全活動支援事業が始まってから、

６．成否を決めているのは何か
藻場回復活動の前提として必要なのは、現状の

各地で藻場のモニタリングや回復活動のために産

把握と過去の経緯を整理（ベースづくり）であり、

官学民のコラボレーション体制が整った。また、

その上で、担い手の確保・育成（人づくり）
、地

藻場の回復や拡大の事例も生まれ、
「なぎさの守

域に適した手法の確立（技づくり）、自然かつ無

り人シンポジウム」では地域協議会の推薦を受け

理のない計画・体制の構築（流れづくり）を目指

た優良な事例が発表された。ここで紹介された事

す必要がある。これらは、漁業者が中心となりな

例のいくつかは関連する発表・交流の場でも高い

がらも、地域住民・学生・企業、そして都市部も

評価を得た。第 17 回全国青年・女性漁業者交流

含めた市民・学生・企業へと広げるべきである。

大会（2011 年）では小波渡地域藻場保全活動組

例えば、実際の藻場の回復活動や事前事後のモニ

織（山形県）の「豊かな藻場の再生を目指して」

タリングでは市民ダイバーや釣り人などの情報提

と山口県漁業協同組合阿川支店磯資源管理組合の

供や支援参加、普及啓蒙や加工販売では様々な知

「我が海よ、アラメ繁る海となれ！」が水産庁長

識や技能（経理、加工、プレゼンなど）や販売ルー

官賞、また、沖縄県で開催された第 32 回全国豊

トを持つ企業人の協力や支援があれば、事業の効

かな海づくり大会（2012 年）では美国美しい海

果や効率が飛躍的に高まる。

の森づくり協議会（北海道）が大会会長賞、名護

活動組織には、支援がなくてもそれなりの結果

屋地区藻場保全活動組織（大分県）が環境大臣賞

を出している組織がある一方で、資金があっても

を受賞した。

実質的な進展がほとんど見られない組織もある。

もっとも、都道府県の都合によりこの事業を受

啓蒙活動は盛んでも、肝心の藻場がほとんど再生

けることができなかった地区でも奮闘されている

できていない組織も多い。この違いはどこから生

事例がある。例えば、宮城県では震災以前よりこ

まれてくるのか。現地で話を聞いたり、シンポジ

の事業の導入を一切行わなかったが、宮城県漁業

ウムで司会や選考をしたりした経験から、藻場再

協同組合寄磯支所青年部の「安価な「鉄パイプ枠」

生活動の成否を決めていると思われる点を表２に

で海中造林 !! ～磯焼けの克服、そしてウニ身入り

掲げた。また、優良事例の報告や先進地の視察か

向上への挑戦 ! ～」は第 16 回全国青年・女性漁

ら学ぶべきポイントも表３にまとめてみた。

業者交流大会（2010 年）で農水大臣賞を受賞し
ている。これらの事例は、大会の要旨集や「海の
ゆりかご通信」に紹介されており、ホームページ
からダウンロードできるものもある。

広域での藻場回復に成功した名護屋地区藻場保全活動
組織の皆さん（大分県）

表２

藻場再生活動の成否を左右しているのは？

（ベースづくり）
・地形特性・過去の経緯・社会状況・海況を理解し
ている⇔いない。
（人づくり）
・協働体制が十分⇔不十分。
・協力者がいる⇔いない。活用できている⇔いない。
・リーダーシップが取れている⇔いない（船頭が多
い，烏合の衆の集まり，担当の空回り）
（技づくり）
・観察・小実験の積み重ねがある⇔ない（机上の空論）
・一定範囲でも徹底し，フォローされている。⇔取
り組みが中途半端・やりっぱなし。
（流れづくり）
・先進地事例を徹底的に分析⇔無視または表面的な
模倣に終始。
・短期・長期の目標設定が適切⇔不適切。
・事業方針・内容がリーズナブル⇔無理がある（こ
じつけ）。
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表３

優良事例から何を学ぶか

・誰がどんなリーダーシップをとっているか？
・どのような場所から始めているか？
・課題に対してどのように目標（区域・年限）と内
容を設定しているか。
・区域の設定や徹底した取り組みを行っているか？
・どのような結果に基づき，取り組みの成否を見極
めてフィードバックしているか？
・地域固有の原因がある場合にそれに気がついてい
るか？
・人材・資材をうまく活用しているか？
・取り上げた資源の有効活用などによる自然な流れ
ができているか？
・地域の情報発信，魅力づくり，後継者育成に繋がっ
ているか？

特にダイバー人口の減少（高齢化）である。海洋
系大学でも、教員の水産離れや海離れ、学生の修
学意識、体力、精神力の低下が深刻化しており、
「研
究栄えて産業が滅びる」事態が懸念される。
急速な沿岸環境の悪化についても目が離せな
い。高度成長期に源を発する過度の沿岸・流域開
発が藻場を衰退させ、磯根資源の水準を低下させ
てきた。東日本大震災でも、防波堤が崩壊した漁
港やリアス湾の内側で流動環境が改善され、藻場
が自然に回復した例が少なくない。「水産生物の
生活史に対応した漁場環境形成推進委託事業」の
植食性魚類対策試験でも、南日本の藻場に深刻な
食害を引き起こすノトイスズミが漁港防波堤の乱
積ブロックなどに蝟集することも明らかになって
きている。交代した政権が標榜する「国土強靭化」

７．残された課題

の中でも、トンネルの落盤事故や高速道路の崩壊
の予防は急務であるが、津波や海岸浸食を過度に

表２に挙げたのは、あくまでも潜在能力を秘め
ている比較的健全な地域・組織の話で、全国を見

意識したさらなる沿岸破壊を引き起こさないよう
に留意すべきである。

渡すと、さらに深刻な悩みを抱えている地域があ
ることに気づかされる。ここで、改めて表 1 を
見ていただきたい。７項目のうち、②磯焼けに対

44

８．水産多面的機能発揮対策

する認識の誤りと③回復手法の選択の誤りについ

藻場回復活動では、反復、拡大、そしてさらな

ては、「磯焼け対策ガイドライン」を読み直して

る効率化が必要である。平成 25 年度から、これ

いただければわかる。⑤回復計画・作業の知見欠

までの環境生態系保全活動事業は、水産多面的機

如と⑥取り組み体制の不備についても、環境生態

能発揮対策（新規）として、①国民の生命・財産

系保全活動支援事業によって大幅に改善されてお

の保全（国境監視、海難救助など）、②地球環境

り、優良事例を参考にしていただければよい。⑦

保全（藻場・干潟等の維持・保全、海洋汚染対策、

植食性魚類・ウニの用途は、
「水産生物の生活史

漂流漂着物処理、漁場環境保全のための植樹等）、

に対応した漁場環境形成推進委託事業」で厄介な

③漁村文化の継承（教育と啓発の場の提供、漁村

ガンガゼやノトイスズミの有効利用が進められて

の伝統文化、食文化等の伝承機会の提供）など、

いる。そこで、残るのが、①急速な沿岸環境の悪

包括的な事業として再スタートする。先行する農

化と④漁業担い手の減少である。

業分野においても、同様の包括化の流れになって

④漁業担い手の減少については、昨今、各地の

おり、環境生態系がもたらす生態系サービスにつ

藻場回復活動には海洋高校や地元大学の参画もあ

いて、従来の供給サービス（食料供給）、調整サー

り、定着を支援する適切な政策（例えば、関連団

ビス（環境調整）、基盤サービス（物質循環）に

体の就職者への奨学金免除、安定職業としての藻

加え、文化的サービスが加えられたことになる。

場活動支援組織の樹立など）が打ち出されれば、

藻場の保全活動においてもさらに幅広い取り組み

後継者の確保も期待できないわけではない。しか

が可能となり、多くの方々の参加も見込めるが、

し、全国の沿岸、特に都市部から離れた地域では、

あくまでも根幹は藻場、干潟などの環境保全にあ

急速な人口減少や高齢化に見舞われており、後継

る。本末転倒することなく、一カ所でも多くの藻

者はおろか、当面の担い手もいなくなっている。

場が維持・回復されることを期待してやまない。

漁業への依存度は高くても、磯焼けが深刻な区域

また、根本的な問題を抱えている地域に対しては、

での中途半端な対策は「焼石に水」の繰り返しに

この事業に囚われることなく、地域再生の見地か

過ぎない。もう一つ、危惧されるのがサポーター、

ら何らかの方策を講じることも必要であろう。
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【特別企画】資源管理を考える

漁業者が取り組む標識放流と広域資源管理
－津軽海峡ミズダコの持続的利用に貢献－
青森県産業技術センター水産総合研究所
総括研究管理員

野 呂 恭 成

漁場において取り組まれた全国で最初の事例で、

１

はじめに

青森県津軽海峡沿岸では、漁業者の自主的活

1992 年の水産白書に紹介され、現在も体重３kg
未満個体の再放流と 7 ～ 10 月禁漁の資源管理が
継続されている（表１）。

動により 1987 ～ 2007 年まで世界に例を見ない
36,000 個体以上の膨大な数のミズダコ標識放流

表１ 青森県津軽海峡におけるミズダコ資源管理の経緯

が行われ、1,000 個体以上が再捕され、現在も標
識放流が継続されている（図１）
。ミズダコでは
有効な年齢形質がないことから、標識放流で得た
成長情報は非常に有効で、説得力がある。さら
に、放流個体の移動・回遊範囲は、資源管理導入
の際、複雑な利害関係がある漁業種類、地域間の
合意形成に重要な情報となる。
青森県津軽海峡のミズダコ資源管理は、1987
年に津軽半島の 2 漁協において地域的自主管理が
始まり、1990 年に津軽海峡全域の広域的管理に
拡大した。定着性魚種を対象とした第一種共同漁
業権魚種のミズダコが、複数の漁協組織、漁業権

ここでは、津軽海峡のミズダコ資源管理が全国
に先駆けて実施された背景、動機、経緯、管理内
容、管理計画決定のプロセス、管理内容の変更過
程、漁業者主導により早期に実施、定着した要因
と資源管理効果について整理するとともに、漁業
者による標識放流の取り組みが本種の分布、移動、
成長などの生態解明と資源管理の推進に果たした
役割について紹介する。

2-1

背景（1980年代）

ミズダコ資源管理導入時の漁業環境と導入の背
景について概説する。青森県津軽海峡沿岸で行わ
図１ 津軽海峡と標識放流が行われた地域 （●）
の位置図

れるミズダコを専獲する主な漁具は、イサリ、タ
ル流し、タコ箱、タコ篭である（図２）。
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漁協や地区ごとに説明会を開催し、1990 年に資
源管理指針を策定した。このように、1980 年代
後半の青森県沿岸は、寒冷な海洋環境による天然
資源の魚種構造変化が起こるとともに、栽培漁業
展開に伴う資源管理型漁業がスタートし、水産資
源の持続的利用を目的とした資源管理の重要性が
認識され始めた時期であった。

2-2

ミズダコ資源管理の動機と
経緯（1987～1990年）

津軽海峡沿岸では 1985 年 12 月からミズダコ
漁獲量が急増し、12 月の漁獲量は前年比 160％、
翌 1 月は前年比 309％となり、この後、約 2 年間
にわたってミズダコの大量漁獲が続いた。しかし、
1987 年 3 月から漁獲量が減少し、漁業者間では
資源悪化が危惧されていた。
最初にミズダコの資源管理に取り組んだのは、
津軽半島の三厩、今別地区であった。以前はイ
サリ漁法が主流であったが、1975 年頃からタル
流し漁法が導入され、1985 年にはほぼ定着した。
図２ 津軽海峡で行われているミズダコ漁業の主な漁具
A、 B ： イサリ C、 D ： タル流し
E、 F ： タコ箱 G、 H ： タコ篭
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さらに、漁獲したミズダコを個々の漁業者が煮沸
加工し出荷する形態から、1984 年に活ダコで加
工業者に出荷する方法に変更したことにより、ミ

津軽半島でミズダコ資源管理が始まったのは

ズダコ着業者と漁獲量が増加した。同時に、加

1987 年であった。1980 年代後半の海洋環境は寒

工製品の品質向上と均質化により漁獲金額が増加

冷期にあたり、青森県周辺では、サケ、マダラ、

し、地域のミズダコ漁業依存度が高まった。一方、

マコンブなどの寒海性魚種の漁獲量は高位水準

全量活ダコ出荷に伴い、加工業者は製品価値の低

に、スルメイカ、ヒラメ、エゾアワビなどの暖海

い小型個体も購入しなければいけない状況となっ

性魚種は低位にあった。特に、主要種であるヒラ

た。そこで、1987 年 3 月に小型個体の標識放流

メとエゾアワビの漁獲量低下は著しく、ヒラメは

を実施するとともに、① 7 ～ 9 月のタル流し漁法

1973 年の 1,562 トンが 1990 年には 224 トンに、

の禁止、②一人当たりのタル流し漁具数 15 本以

エゾアワビは 1970 年の 218 トンが 1984 年の異

内を決定、さらに 1987 年 12 月には①単価の安

常冷水温年には 58 トンに急減した。一方、人工

い小型タコの出荷、買い受け中止、②体重 2kg 未

種苗生産技術の発達に伴い、エゾアワビやヒラメ

満個体再放流と標識放流実施の資源管理項目を決

の大量種苗生産が可能となり、1982 年にエゾア

定した。複数漁協がミズダコ小型個体の全放流を

ワビ 78 万個、1990 年にヒラメ 209 万尾の大量放

実施する初めての取り組みで、ミズダコ生態の解

流が開始された。エゾアワビは定着性で、海面漁

明による資源管理効果の把握、小型個体の保護、

業調整規則において採捕時期、殻長が制限され管

経済的価値の低い小型個体の不合理な漁獲抑制な

理が容易であるが、ヒラメは広範囲に移動し、多

ど、複合的効果が図られることとなった。

くの漁業種類で漁獲されることから産卵親魚確保

津軽海峡におけるミズダコの標識放流は、北海

と小型魚保護の広域的管理が必要となった。青森

道渡島半島沿岸において 1984 年に始まり、津軽

県水産部は、ヒラメ資源管理型漁業の導入を図る

海峡を横断した個体が下北半島沿岸で再捕され、

ため、ヒラメを漁獲対象とする全漁業を対象に再

青森県沿岸においてもミズダコ標識放流に対す

放流や漁期、漁法などの資源管理項目を設定し、

る関心が高まっていた。青森県沿岸では、1987
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年に下北半島の大間漁協で 2 ～ 3 月に 328 個体、

網漁業で混獲されたミズダコが水揚、販売された。

津軽半島の三厩漁協で 3 月に 35 個体、津軽半島

このことは、資源管理内容に違反し専獲した個体

の日本海側小泊漁協で 2 ～ 4 月に 40 個体をそれ

でも、混獲したと虚偽報告することにより販売可

ぞれ標識放流したのが最初であった。標識放流の

能となり、販売現場の混乱を招いた。そこで、タ

結果、成長が極めて速いことと移動範囲が比較的

コ資源管理対策協議会は 1992 年 5 月に、管理項

狭いことが判明した。

目②の 11 ～ 5 月のミズダコ漁業の操業期間の設

この後、資源管理効果を高めるため、下北半島

定を、6 ～ 10 月のミズダコの漁獲禁止と改正した。

沿岸の漁業者にも資源管理への参加を促し、津

これにより、6 ～ 10 月は禁漁となり、実質的に

軽海峡全域でミズダコの資源管理を進めるため、

漁協の荷捌き場にはミズダコが水揚げされないこ

1990 年 10 月に青森県漁業協同組合連合会が中心

ととなった。

になり「タコ資源管理対策協議会」が組織され、
資源管理項目が決定された。協議会の構成員は日
本側の小泊漁協から津軽半島の三厩、今別地区、
陸奥湾内の平舘村漁協、脇野沢村漁協、下北半島

2-4

管理内容決定のプロセスと
定着（1991～2000年）

沿岸の佐井村漁協から太平洋側の六ヶ所村泊漁協

資源管理内容の決定には、関係する漁業者の合

までの漁協で、第一種共同漁業魚種としては全国

意形成が必要であり、特に、ミズダコは多くの

的に極めて珍しい広域的な資源管理体制が構築さ

漁業種類で漁獲されることから、漁業種間調整が

れた。

必要であった。また、ミズダコは共同漁業権漁場
では第一種共同漁業権魚種として管理されている

2-3

資源管理の内容

1990 年にタコ資源管理対策協議会が決定した

が、共同漁業権漁場沖側では自由漁業となってお
り、資源管理効果を高めるには共同漁業権漁場沖
側での広域的管理が必要となってくる。

内容は、①体重２kg 未満個体の再放流、②タコ

そこで、青森県水産部はミズダコ資源管理の定

操業期間の設定（11 ～ 5 月）③販売規格の統一

着を図るため、1991 ～ 1997 年度に水産庁補助事

であった。会議では、青森県水産試験場から、標

業によりミズダコ資源管理型漁業推進事業を実施

識放流調査による成長と移動結果、津軽海峡での

した。この事業では、各地区に漁業協同組合、漁

産卵期は不明であり、北海道日本海側では 6 月以

業者、流通業者、行政機関、試験研究機関の構成

降であることを示した。このことから、小型個体

による協議会を設置し、2 ～ 3 年をかけて漁獲状

の再放流は成長乱獲を抑制し、操業期間設定は産

況解析、標識放流、成熟度の各調査、問題点抽出、

卵個体保護による加入乱獲を回避するためと理解

資源管理計画策定を行った。標識放流調査は、水

された。しかし、その後の調査で、津軽海峡域の

産試験場が各漁業協同組合漁業研究会の協力を得

雌成熟個体は 12 ～ 5 月に出現し、成熟の進行と

て実施し、漁業者が標識放流を実施することによ

ともに、交接した個体は産卵のため順次岩穴に入
ると考えられ、6 ～ 10 月の期間、成熟雌個体の
漁獲は極めて少ないことが判明した。6 ～ 10 月
に操業しない合意がスムーズになされた背景に
は、この時期ミズダコが深所に移動することによ
り必然的に漁獲量が減少すること、スルメイカや
ウニ、コンブなど他魚種での収入確保が可能なこ
と、気温上昇により漁獲後のミズダコの品質保持
が難しくなること、などであった。
1990 年に決定された管理内容は、ミズダコ専
獲漁業を対象とした操業期間の設定で、混獲され
たミズダコは管理対象外であった。その結果、漁
業現場では、6 ～ 10 月にアイナメ篭漁業や定置

図３ 漁業研究会員によるミズダコ標識放流
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り、再捕個体の成長速度と移動範囲を直接確認し、
小型個体再放流効果が認識されることとなった。
とりわけ、若い世代で構成される漁業研究会が標
識放流調査に参画することにより、その地域での
資源管理定着が図られることとなった。

3

資源管理の成立要因と評価

一般に、漁獲制限を伴う水産資源の資源管理導
入は難しく、それらが漁業者自らの意思によって

また、津軽海峡沿岸の漁業者は、太平洋側で操

自主的に行われることは少なく、多くの場合、行

業される底びき網漁業によるヒラメやスルメイ

政機関や試験研究機関の主導により行われること

カ小型個体漁獲を懸念し、ミズダコについても同

が多い。しかし、青森県津軽海峡沿岸のミズダコ

様であった。しかし、標識放流調査により、ミズ

資源管理は、漁業者の自主的取組により進められ、

ダコの移動範囲がほぼ津軽海峡内に限定され、太

その主な成立要因は以下の３点が考えられた。

平洋沖合への移動が少ないことが判明し、再放流

第１点目は、ミズダコがこの地域の漁業経営に

個体が底びき網漁業で漁獲される懸念が払拭され

とって重要な位置を占めているということであ

た。

る。1981 ～ 1985 年に 2 億 4,000 万～ 3 億 8,600

このように、1990 年に「タコ資源管理対策協

万円で推移していた津軽海峡のタコ類年間漁獲金

議会」が決定した内容について、1997 年まで、

額は、1985 年 12 月以降急増し、1986 年には 7

県が主導し関係者間の合意形成を促進し、地域ご

億 3,500 万円に倍増した。ミズダコ漁業は主に船

とにその定着が図られた。

外機船～ 5 トン未満の小型漁船を使用し、着業者

2-5

資源管理内容変更の経緯
（2001年～）

の初期投資負担が少なく、冬季～春季の主要な漁
業収入である。漁獲量と漁獲金額の増加は漁業経
営の改善につながり、ミズダコが漁業収入に占め
る割合が高まり、資源状態に対する関心が高まっ

2001 年にタコ資源管理対策協議会の複数の構

48

た。

成漁業協同組合から、指導機関である青森県漁業

第 2 点目は、漁獲されたミズダコが漁業者→漁

協同組合連合会（以下青森県漁連）に対し、「6

協→青森県漁連と、一元的な出荷、集荷、販売形

～ 10 月」の禁漁期間を「7 ～ 10 月」に１ヶ月短

態が構築されており、漁獲時期や販売規格の統一、

縮する要望が提出された。主旨は、①漁獲量、価

変更がスムーズに行われたことである。青森県内

格が高位安定しているミズダコの漁獲量を増や

の多くの漁村は交通事情の不便な地域に位置し、

し、漁業経営を安定させたいこと、②禁漁期間

個々の漁業者、漁協が水産物の売り先をそれぞれ

を短期間に設定している津軽海峡対岸の北海道側

確保し、輸送、販売することは困難である。総ト

と同じくすべき、であった。この後、県行政、試

ン数が数トン～ 5 トン未満、定置網漁業でも 20

験研究機関に対し、禁漁期間短縮による産卵個体

トン未満の沿岸漁業が主体であり、少量多種の生

減少とミズダコ資源への影響について説明を求め

産で集荷時のロットがそろわないことが多い。一

た。行政、研究機関からは、①当初設定した禁漁

定量のロットを確保し、規格、品質を統一し、産

期間（6 ～ 10 月）は、北海道日本海側の知見を

地市場において、せり、入札により販売先を決定

基に産卵個体保護を目的としたが、その後の調査

するためには青森県漁連の販売事業が重要な機能

で津軽海峡での産卵期は 6 月よりも早く始まり、

を果たしている。このため、ミズダコ資源管理に

成熟した雌ダコが 6 月に多く漁獲されることは少

は青森県漁連が大きく関わり、「タコ資源管理対

なく、禁漁期間短縮が産卵個体の減少に及ぼす影

策協議会」が決定した内容をもとに、体重 2kg 未

響は小さい、②禁漁期間の短縮は漁獲努力量の増

満個体と 6 ～ 10 月の期間（その後体重 3kg 未満

加となることから、再放流サイズの引き上げと同

個体と 7 ～ 10 月に変更）の受託販売を行わない

時に実施すべき、との見解を示した。協議の結果、

ことを関係漁協に指示している。津軽海峡の全

2001 年 11 月から、禁漁期間「6 ～ 10 月」を「7

ての漁協は青森県漁連の構成員であり、青森県漁

～ 10 月」に、再放流サイズ「体重 2kg 未満個体」

連を仲買人としていることから、この決定はその

から「体重 3kg 未満個体」に資源管理内容が変更

まま、小型個体と禁漁期間の設定を意味した。さ

された。

らに、資源管理上よく問題となる一部の漁協、一

豊かな海

No.29

2013.3

部の漁業者が取り組みに参画しないといった問題

年には漁獲金額 8 億 6,361 万円で、それぞれ統計

は、ミズダコの資源管理が青森県漁連の販売と密

を取り始めて以降最も高い値を記録した（図４）。

接に絡んでいることから津軽海峡地域では生じな

ミズダコは、年齢形質が確認されていないことや

かった。

成長に個体差が生じることから、年級解析による

第 3 点目は、津軽海峡において底びき網漁業の

資源解析はできていない。しかし、標識放流によ

操業が行われていないことである。漁業者が小型

り、その生涯の後半に急激に成長し、成熟、交接、

個体再放流や禁漁期間設定の資源管理に取り組む

産卵、死亡という過程を経ること、移動、回遊範

上で最も問題となるのが、保護した資源が、資源

囲はほぼ津軽海峡内に限定されることが明らかに

管理に関わっていない他の漁業者によって漁獲さ

され、小型個体再放流と禁漁期間設定による資源

れることである。多くの地域では、この点につい

管理は適切な成長管理と個体数維持に有効であ

て漁業者の合意形成が得られず、結果的に取り組

り、1990 年以降実施された広域資源管理は、ミ

み内容が小さくなることが多い。最も多い例が、

ズダコ資源の持続的、経済的利用にある程度機能

底びき網漁業との調整である。底びき網漁業では、

していると評価された。

特定の魚種を目的とせず、結果的に多サイズ多種
類の魚種が入網し、さらに、入網後の水産物に与
えるダメージが大きい。ヒラメ、カレイ類では再

4

今後の課題

放流の生存率調査と生存率を高めるための様々な

津軽海峡のミズダコ漁獲量は、2002 年をピー

改良が試みられているが、効果的な小型魚保護や

クに減少し、2010 年には 1960 ～ 1970 年代の低

再放流、特定の魚種の禁漁期間の設定は困難であ

水準期まで落ち込んでいる。この傾向は青森県の

る。一方、津軽海峡沿岸では、北海道側も含めて

日本海、太平洋側でも見られるが、特に津軽海峡

底びき網漁業が禁止されていることから、稚ダコ

での減少割合が大きく、また、対岸の北海道渡島

の保護が図られるとともに、放流した小型個体が

半島側でも同様である。さらに、燃油高騰や漁業

津軽海峡内で底びき網漁業によって漁獲されるこ

就業者の減少、高齢化により厳しい漁業経営環境

とはない。さらに、標識放流試験により、移動範

となっている。今後は、これまで明らかとなった

囲がほぼ津軽海峡に限定し底びき網漁業に漁獲さ

ミズダコの生態、漁業実態、資源状況、変動要因

れることがないといった安心感が資源管理の取り

をもとに、漁獲状況モニタリングと燃油高騰や就

組みが早期に定着した要因と考えられる。このこ

業者の減少、高齢化に対応した効率的な漁法開発

とは、同じ青森県内において、底びき網漁業が行

研究、漁業現場への普及、実践が求められる。

われている日本海、太平洋地域においてミズダコ
資源管理が進まないことからも明らかである。
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【海域協議会】

平成24年度共同種苗生産・放流体制構築支援事業
第2回検討会を開催
各海域栽培漁業推進協議会では、平成 24 年度

検討会には、水産庁、各漁業調整事務所の担当

種苗放流による資源造成支援事業「共同種苗生産・

官にご出席いただくとともに、水産総合研究セン

放流体制構築支援事業第 2 回検討会」を開催しま

ターアドバイザイーのご助言をいただきました。

した。

平成 24 年度共同種苗生産・放流体制構築支援事業第２回検討会日程

共同種苗生産・放流体制構築支援事業では、本

の上で拠点化基地体制が取組みやすい親魚養成の

年度は、更にコスト削減を図る方法を検討するた

拠点化並びに親魚養成に係わる経費を含めたアン

め、種苗交換・共同生産体制構築に関する基礎資

ケートを、昨年度に引き続き行いました。

料としての補填的な情報収集、共同生産体制構築

共同種苗生産・放流体制構築支援事業
アンケートの全国集計結果
全国の都道府県の種苗生産の現況を知るため、
全国の施設の建設年・改修状況、生産種、公益法

生産種は、北部の各道県が生産種を絞り込んで

人の技術系常用雇用職員の年齢構成、種苗生産単

いる傾向があるのに対して、南部の府県ほど多く

価について集計・取りまとめを行いました。

の生産種を扱っている傾向が見られることがわか

全国の施設の建設年、改修状況、生産種を見て

50

しているものと判断できました。

りました。

みると、海域協議会に属する道府県の種苗生産施

公益法人の技術系常用雇用職員の年齢構成を参

設の数は合計 62 で、30 年以上経過（平成 24 年

考図 1 に示します。また、主要魚種の種苗生産の

現在）した施設が 35（56％）と過半を占めてい

平均サイズおよび単価の調査結果を参考表１に示

ます。

します。（その他の結果略）

改修状況については、耐用年数を大幅に超える

津波の被害を受けて種苗生産が行われていない

20 年以上前に設置したポンプやボイラーなどを

岩手県から茨城県の 4 県以外の道府県における常

現に使用している例が多く見られました。このこ

用職員は 250 人でした。

とから、修繕不能になった設備を選び出して修繕

なお、現場作業に携わっている臨時職員は約
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300 人でした。

せないため、道府県の種苗生産単価を集計・整理

栽培漁業を合理化するには生産費の把握が欠か

参考図１

しました。

公益法人等の技術系常時雇用職員の年齢構成
（23 年度、臨時職員除く）

参考表１

種苗生産単価について
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第24回瀬戸内海広域漁業調整委員会
サワラ資源管理で初の参考人報告
次年度も共同種苗生産12万尾目標で
第 24 回瀬戸内海広域漁業調整委員会（会長・

応えられるよう連携を深め、サワラ資源の回復を

原一郎（独）水産大学校名誉教授）が 11 月 12 日、

目指し資源造成型栽培漁業の推進に努力してい

神戸市のパレス神戸で開かれ、沿岸 11 府県の代

く」と強調した。

表および学識経験者らが、瀬戸内海サワラなど、

桜間裕章委員（神戸新聞論説委員長）は、「10

現在の資源管理の取り組み状況、今後の取り組み

年にわたって取り組んできた資源管理（休漁や種

などについて議論した。

苗放流など）を続けていくことは大事だが、（現

瀬戸内海のサワラ資源については、水産総合研

状では資源量は横ばいのように思われる）このま

究センター瀬戸内海区水産研究所の石田実主幹研

ま取り組みを継続していくことで資源量は増加す

究員が、
「平成 23 年の資源量は 3,568㌧。資源は

るのか」と質問。これに対し石田主幹研究員から

低位で増加傾向にある。少なくとも現状の取り組

は、「卓越年級群の発生が続けば資源の増加が考

みを継続することが望ましい」と説明。事務局か

えられる」などと述べた。

らはサワラの資源管理の状況などが報告された。

濱本俊作委員は「春漁は豊漁だった。秋漁もあっ

今回は平成 13 年 10 月 10 日に開かれた第１回

た。（資源は）かなり回復してきたと思う。マダ

目の同委員会始まって以来初めて参考人発言が許

イ受精卵の確保など課題はあるがこれらを解決

された。参考人として全国豊かな海づくり推進協

し、来年度も共同種苗生産が行えるようにお願い

会の市村隆紀専務は、今春、瀬戸内海海域栽培漁

したい」と訴えた。原会長も「関係者には引き続

業推進協議会が行った全国初のサワラの共同種苗

きご尽力をお願いしたい」と語った。

生産について報告。

市村専務は、「今年度行った共同種苗生産では、

市村専務は、「水産総合研究センターの技術指

単にサワラの種苗生産が行われただけではなく、

導を受け、関係府県参加のもとで経費をだしあっ

各府県から派遣された担当者同士の技術者交流が

て工夫しながら種苗生産を実施。中間育成後約

図られた。これまで栽培漁業では技術者が現場に

10 万尾のサワラ種苗を放流した」と紹介。

一堂に会して種苗生産に取り組むといったことは

課題として、①エサとなるマダイ孵化仔魚の安

なく、今後の種苗生産にあたっても有意義な取り

定確保（マダイ親魚の育成施設およびマダイ受精

組みにつながったと聞いている。次年度以降も技

卵の確保）②適正サイズのイカナゴシラスの安定

術を蓄積し伸長していくことが重要と思ってい

確保③ワムシの大量培養技術者の確保―などを指

る」と述べた。

摘。
課題解決に向けてはすでに、５府県でプロジェ
クトチームを立ち上げ、瀬戸内海漁業調整事務所、
水産総合研究センターのアドバイス・指導を得て
来年度の取り組みを検討している。来年度もサワ
ラ種苗 12 万尾の生産を目標とし、生産拠点施設
としては水産総合研究センター屋島庁舎および大
阪府水産技術センターにお願いしていくことで検
討中と報告。
市村専務は、「漁業者からの強い要望もあり、
種苗放流と漁獲管理の取り組み継続は資源回復に
向けて不可欠。海域協議会としては、浜の期待に
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参考人として発言する市村専務

第８回目は、近畿大学の升間主計教授をインタビュアーとして、和歌山県の比井崎漁業
協同組合と日高町、試験場、県栽培漁業センター、和歌山県の皆さんが“クエの町”とし
て町おこしを行い、それを支えるクエの栽培漁業の取組みについて、お話を伺いました。
インタビュアー：升間主計近畿大学水産研究所、白浜実験場教授
う と

出席者：ＪＦ比井崎＜漁業者＞：出口利次氏（はえ縄）生戸学氏、崎野太士氏（一本釣り）、
木村英則氏（職員）
日高町：産業建設課仲田次男氏（水産）、芦川健太氏（観光）
和歌山県：水産振興課森康雅氏（主任）、日高振興局：山田哲也氏（副主査）
水産試験場：濱地寿生氏（主任研究員）、白石智孝氏（副主任研究員）
南部栽培漁業センター：村田照之氏（生産係長）

第8回

クエの資源増殖に挑戦する！
〜天然クエの町を支える栽培漁業〜
近畿大学
教授

１．紀州クエで町おこし

升間主計

今日に至っても謎の多い魚です。
和歌山県日高郡日高町では、昭和 40 年代に旅
館や民宿で冬場の郷土料理としてクエが提供され

和歌山県を代表とする魚は沢山ありますが、な

ているうちに、白身で上品かつ繊細な味わいが評

かでも「紀州クエ」は有名です。かつては地元の

判を呼び、さらに昭和 50 年代に日高町から始まっ

人たちの間でも幻の魚だったそうです。クエは、

たクエによる町おこしの活動が、「紀州クエ」の

太平洋側では千葉県以南、日本海側は能登半島の

評判に拍車をかけ、広く知れ渡るようになりまし

北に浮かぶ島、舳倉島以南から韓国南部、中国、

た。日高町（旧比井崎村）阿尾には、室町時代に

台湾からベトナムに至る沿岸に分布しています。

近江の白髭神社から勧請されたとされる分祀（分

世界的に見ても、資源が減少している魚種として、

社）があります。近江の神社では大きなコイを奉

IUCN（国際自然保護連合）は絶滅危惧Ⅱ類（絶

納するお祭りがあるそうですが、地元では古くよ

滅の危機が増大している種）に挙げています。成

りクエ漁が盛んに行われていたことから、大きな

長すると最大体長 1.5m に達する巨大魚です。雌

コイの代わりに大きな魚としてクエが選ばれたの

性先熟型（一生の中で先に雌として卵を産み、あ

だそうです。比井崎村誌によると、江戸時代には

る年齢で性が転換し雄となる魚種）の魚ですが、

「壮者が大ひなる口魚（くゑ）を太き木材に載せて、

天然での成熟についての研究は進んでいません。

海岸より社頭に運搬する（比井崎村誌）」といっ
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たお祭りが行われており、
「クエ祭り」として勇
壮な祭りとして現代に引き継がれています。この
ようなことから、日高町では「クエ」を町おこし
のシンボルとし、昭和 63 年からはクエ・フェア
の開催や観光用モニュメントとしてクエの像を建
設するなど、積極的な取り組みを進めたことで、
「クエ鍋」が冬場の観光の目玉となり、多くの観
光客が訪れるようになりました。しかし、全盛期
には年間 100 尾以上の大型クエが漁獲されてい
ましたが、近年では年間 30 尾程度と減少してい
ます。また、その漁獲量、漁獲サイズに年変動が
大きいとのことで、安定して観光客に提供できな
い状況となることもあるそうです。地元では、ク
エを求めてくる年齢層はやや高めですが、多くの
リピーターを抱えており、美味しいクエを提供で
きなければ、その足が遠のいてしまい、さらに来

町のシンボルとなっているクエのモニュメント

客数を減らすことになってしまいます。
そこで、今回のインタビューでは、クエ資源の
復活を目指す日高町の皆さんに、①クエ漁業の現
状、②クエの栽培漁業に挑むようになった背景と
経緯、③行政から地元関係者の方々の役割、④今
後の問題点などについて伺いました。

２．栽培漁業への取り組みと協力
体制
JF 和歌山漁連比井崎漁業協同組合は、紀伊半
島最西端、紀伊水道に突き出した紀伊日御碕の北
側、阿尾漁港にあります。組合員数は正・准組合
員を併せて 518 名、巻き網、一本釣り、はえ縄、
地びき網、刺網など、季節や漁模様によって多様
な漁業が営まれています。主には、アジ、サバ、
イワシ、タチウオなどを漁獲しています。幻と云
われるクエ漁が古くから盛んに行われ、はえ縄で
は 8 月下旬頃から、一本釣りは 10 月頃から始ま
ります。水温が 18℃以下になると釣れなくなる
ので、漁は 1 月には終えるそうです。クエを狙っ
ている漁業者は、全盛期ほどではありませんが、

勇壮なクエ祭り

白髭神社

はえ縄で 3 名程、一本釣りでは 4 ～ 5 名程です。
幻の魚ですから簡単に釣れる魚ではありません
が、水揚げされると、漁協職員から、「自分たち
の一カ月分の給料を釣ってきた」と言われるほど
の高価な魚です。以前は 2 千円 /㎏程度と低価格
だったそうですが、クエブームに乗って、最近で
は 7 ～ 8 千円 /㎏、品薄となった昨年 2 月には 2
万円 /㎏にも値が上がったそうです。価格の上昇
とは逆に漁獲数の方は減少してきました。クエは
地付きの魚で、岩穴や岩陰に生息し、大きな移動
はしないと言われています。はえ縄漁の出口さん
のお話では、1 尾釣れたら GPS に記憶し、同じ

クエフェアでのクエの解体ショー
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場所を何度も漁をすると何尾も釣れる。崎野さん

統合され、新たな栽培漁業対象種として種苗生産
安定化に向けた技術開発が再開されました。
【役割・協力体制】
クエの種苗生産は和歌山県が担当しています。
和歌山県水産試験場では、これまでの試験的な飼
育試験を経て、平成 19 年から 21 年の 3 カ年に
は単県予算によって「クエ種苗生産安定化技術の
升間教授

開発」に着手し、さらに平成 22 年度も引き続き
取り組み、これまで他県に頼っていた受精卵を和

も自分のポイントがあり、他の人に知られないよ

歌山県産の養成親魚から、人工授精によって得る

うに決まった場所で釣っている、とのことで、こ

ことができるようになると共に 4 万尾の生産に成

れまでに知られたクエの生態を裏付けるようなお

功しました。

話が聞けました。また、釣れるサイズは最初 40

平成 23 年からは、水産試験場に隣接して新設

㎏だったものが、翌年には 20 ㎏、その次の年に

された和歌山県南部栽培漁業センター（（公財）

は 4 ～ 5 ㎏と小型化し、その後は釣れなくなり、

和歌山県栽培漁業協会）において、水産試験場で

7 ～ 8 年の周期で良く釣れる年があるとのお話を

開発された飼育技術を引き継ぎ、クエの種苗生産

生戸さんから伺いました。これらのお話から、ク

に本格的に取り組むことになりました。平成 23

エの資源は常に限られた状態にあり、漁獲圧を受

年度の 1 年目では鰾未開腔による形態異常が多

けやすく、クエが幻の魚と言われる由縁なので

く、生産尾数も 3 万尾に止まりましたが、2 年目

しょう。

は試験場の技術指導を受け、形態異常の少ない種
苗 8 万尾を生産することができました。現在の

【取組みの背景と経緯】
クエの漁獲量が減少し、安定しないことから、

技術的な問題としては、さらに安定して形態異常
を低減することとウイルス性神経壊死症（VNN）

地元の旅館や民宿では「クエ料理が食べたい！」

対策です。VNN は主に親からの垂直感染により

というお客さんの要望に応えられない状況となっ

発生します。対策として、親魚の卵巣卵、精子お

てきました。また、地元では、養殖ではなく、天

よび配付前に RT-PCR によるウイルス検査、さ

然クエを提供したいとの強い信念があり、地元で

らに受精卵をオキシダント海水 0.4ppm による 1

入手できない場合には、やむを得ず、長崎県五島

分間の洗浄、飼育水は全て電解殺菌処理海水を使

から天然クエを仕入れるまでになってしまいまし

用するなどの対策を取っています。センターでは、

た。そこで、地産地消をめざす地域の皆さんから、
天然のクエを増やすため放流に取り組みたいとの

日高町でのクエ種苗放流実績

要望が高まり、比井崎漁協、日高町として、町の
シンボルとなったクエの増殖事業に積極的に取り
組むことになりました。
一方，和歌山県水産増殖試験場では，ポスト養
殖魚として魚価の高い魚であるクエを選定し，平
成 3 年から種苗生産技術の開発を開始しました。
しかし、試験開始当初は受精卵が上手く得られず、
平成 10 年に初めて種苗生産に成功し、同年及び
同 11、14 年の 3 年間に分けて種苗 3,380 尾（平
均全長 10～46cm）が、日高町地先海面へ試験的
に放流されています。
その後、一旦、技術開発試験は中断されました
が、平成 18 年に水産増殖試験場が水産試験場に
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健全で種苗性の高いクエの
生産に取り組んでいます。
中間育成は平成 18 年以降
から始まり、木村さん達漁協
職員や漁業者が交代で担当
しています。種苗は県から 4
～ 5 cm で無償配布されてい
ます。配布された種苗は、阿
尾漁港にあるコンクリート
水 槽（2.6 × 2.6 × 0.8 m）2
面に収容され、10 cm まで育
てられます。水槽には稚魚の
ストレスを軽減するために
上部を農業用寒冷紗で覆う
などの工夫がなされ、毎日 2
回配合飼料を給餌し、同時に
魚の観察、死亡魚の回収など
を行っています。毎日観察を
していることから少しでも
魚に異常があった場合には、
すぐに普及指導員へ連絡し、
対策を協議するなど、熱心で

和歌山県が進めているクエ放流事業における各放流場所

丁寧な中間育成が行われていると和歌山県水産振

験場白石副主査研究員は、これまでの放流実績か

興課の森主任が太鼓判を押すほどです。しかし、

ら、ようやく放流やその後の調査に理解が得られ

過去 7 年間の中間育成の生残率は 38 ～ 90％とば

てきており、漁協や漁業者の方々の協力が得やす

らつきがあります。平成 18、19 年は 80 ～ 90％

い状況となってきています、と今後の調査に期待

と非常に高い生残率でしたが、20 年以降、全滅

を寄せています。

には至っていませんが VNN の発生により生残率

日高町役場では、3、4 年前から地元の小学 5

が低くなっています。中間育成時の VNN の防除

年生にクエ放流の実体験をしてもらい、この時、

は今後の大きな課題となっています。

講師役として普及指導員の山田副主査に依頼し、

放流には県、町、漁協および漁業者がそれぞれ

なぜ放流が必要なのかといった栽培漁業の重要性

の役割、相互の協力の中で実施されています。標

について、勉強してもらっています。さらに、ク

識作業は栽培漁業センター、放流は漁業者が実施

エ・フェア、旅館民宿組合によるクエ供養の中で

しています。水産試験場では平成 21 年から漁獲

イベント的な放流も実施し、一般の人への広報活

調査を開始しました。調査を担当している水産試

動にも努めています。皆で育ててゆく資源の重要
さ、といった考えを根付かせることは大変重要な
取り組みです。

和歌山県南部栽培漁業センタークエ飼育施設と中村主査
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タグ装着クエ

小学生による放流実体験

３．資源増大への思い

左から出口さん升間教授と崎野さん生戸（うと）さん

トを避けて放流をおこなっていると話されていま
した。今後、県、地元、漁業者等の間で考えなけ
ればならない難しい問題でしょう。

「日高町は天然クエの看板を下ろせない」とい

クエは成長すると沿岸の魚食性魚の頂点となる

う考えが参加したみなさんの一致した意見でし

魚ですが、人間による漁獲圧を受けやすい魚です。

た。最近は和歌山全体でクエ鍋などの料理が提供

適正な放流サイズや放流場所の探索、放流後の検

され、県内広く紀州クエが知られるようになり、

証と漁業管理をセットとして取り組む必要があり

さらに大阪市内でもクエ鍋専門店がみられるほど

ます。さらに、天然魚と放流魚との差別化、低い

になってきていますが、本家本元は日高町である

価格での買い取りなどの問題があります。漁業者

との自負が皆さんにありました。また、水揚げ量

からは、天然魚と見分けのつかない、高い種苗性

が少ないと値段が急騰し、地元の民宿や旅館では

をもった種苗放流が必要だとの声がありますが、

扱えなくなっています。県内では天然だけでなく

クエの町、日高町を支えるため Win-Win の関係

養殖クエも含めて、安定的なお客さんへの提供に

を作ることが大切でしょう。平成 23 年度から和

取り組んでいますが、日高町では、あくまでも天

歌山県では栽培漁業基本計画にクエを挙げ、資源

然クエに拘りたい、との思いが強く、そのために

増殖に向けて本格的な取り組みを開始していま

栽培漁業に大きな期待が寄せられています。

す。放流サイズも 10 cm と決め、種苗性も高まっ

比井崎漁協でも高齢化が進んでいます。若い人

てきています。今後、市場調査の充実など、漁協、

に漁業を勧められないと話されます。漁価の低迷

漁業者と一体となった体制作りを進め、これから

の問題もありますが、1 ～ 3 月の収入は最悪と話

の天然クエの資源増殖の成果に期待したいと思い

されます。一年を通して、安定した収入の確保を

ます。

望まれています。漁業者の生活を支える上でも、
高価なクエ漁からの収入に大きな期待が寄せられ
ています。

４．今後の課題
クエの成長は遅く、体重 4 ～ 5 kg に達するの
に 7 ～ 8 年を要するといわれています。小さなサ
イズで漁獲されることもあるかと思いますが、小
型魚を自家消費するのではなく、再放流するなど
の資源管理の意識を持つことが必要です。また、
遊漁者の問題もあります。遊漁者が向かうポイン

クエ資源増大に取り組む皆さん
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テーマ「まもろうよ きせきのほしの あおいうみ」
をテーマに平成24年11月17日、18日に開催

◆開催の意義
全国豊かな海づくり大会は、水産資源の維持培

大会キャラクター

アバサンゴ

養と海の環境保全の大切さを広く発信することを
目的に、天皇皇后両陛下のご臨席のもと挙行され
る国民的行事である。本年は、沖縄県において、
第 32 回全国豊かな海づくり大会～美ら海おきな

くり大会を開催することは、海の環境保全や災害

わ大会～が開催された。

に強い漁村・漁場環境づくりに対する意識の高揚

沖縄県は、日本の南西端に位置し、東西 1,000
キロメートル、南北 400 キロメートルに及ぶ広

と併せて、水産業の振興を図る上で、大変意義深
いものである。

大な熱帯性海域に点在する 160 の島々からなっ

また、沖縄県では、沖縄の豊かな「美ら海」を

ている。その周辺海域は、温暖な黒潮により育ま

次世代に残していく大きな契機とするため、本大

れた世界有数のサンゴ礁が発達し、沖合ではマグ

会を復帰 40 周年記念事業に位置づけている。

ロなどの回遊魚も多く見られる。また、沖縄の水
産物は、琉球王朝時代から重要な交易品として中
国などへ輸出され、沖縄独自の伝統や文化の発展
にも貢献してきた。
この海域条件を活かした追込網や一本釣り、ひ
き縄などの沿岸漁業やカツオ一本釣り、マグロ延
縄などの沖合漁業が営まれ、各島々の地場産業と
して重要な役割を担ってきた。これらの漁業は、
サンゴ礁域特有の水産物を供給し、本県独特の食
文化の発達に大きく貢献している。
しかしながら、近年の漁業を取り巻く環境は、
資源の減少、魚価の低迷、漁業就業者の減少と高
齢化に加え、生産の基盤となるサンゴ礁も地球温
暖化の影響による白化現象などにより、厳しい状
況にある。さらに、海は豊かな資源を提供する恵
みの源である一方、平成 23 年 3 月 11 日に発生
した東日本大震災における大津波など、我々の想
像以上の猛威をふるうこともあり、災害への対策
が求められている。この災害では、多くの方々が
被災された。今後、被災地における一日も早い復
興が切望されている。

公式ポスター

このような中、沖縄県において全国豊かな海づ
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◆大会に向けた取り組み
沖縄県では、地域の住民、民間団体、学校、市

にとっては地力低下の防止、漁業者にとっては漁
業被害の減少が期待される。

町村などと連携し、サンゴ礁の保全、海岸・河川
の清掃、赤土などの流出防止対策、稚貝や稚魚の
放流、美ら海こども楽校の開催など、豊かな海を
守るための取り組みを行ってきた。
（１）美ら海子ども楽校
次代の美ら海を守り育てていく子ども達に、本
大会の基本理念である「海に親しみ、海に感謝し、
海を守る」ことへの理解を深め、その心を継承し
ていくことの大切さを学んでもらうために、美ら
海子ども楽校を開催した。

グリーンベルト植栽活動

子ども達は、海浜清掃を行うなかで見つけた「気
になるもの（海岸漂着物、ゴミ等）
」を持ち帰り、

（４）サンゴ礁保全活動

その「もの」が、どこから来たのか、これからど

水産資源の基盤となるサンゴ礁が、高水温によ

うなっていくのかを考えるワークショップに参加

る白化現象、天敵であるオニヒトデの大量発生な

した。また、ワークショップ後には、琉球大学講

どにより、ここ数年、減少傾向にある。沖縄県で

師の鹿谷法一氏による「波打ち際の博物学」と題

は、サンゴ移植の実証試験、オニヒトデの駆除作

する講義が行われた。

業、水質の環境調査に取り組んでいる。
◆式典行事
11 月 18 日（日）、天皇皇后両陛下ご臨席のもと、
糸満市西崎総合体育館において式典行事が開催さ
れ、県内外から 699 名が参加した。
プロローグでは、海をイメージした新体操の演
技、ウェーク術（サバニを漕ぐための櫂を用いた
琉球古武術）、ハーレー歌の合唱、琉球民謡の創
作舞踊、琉球古典音楽の演奏と舞踊が披露され、
沖縄らしい演出で会場を盛り上げた。
式典は、津山幼稚園鼓笛隊の先導、県立沖縄水

美ら海子ども楽校

（２）海岸、河川清掃

産高校生徒の旗手による大会旗入場で幕を開け
た。主催者あいさつ、上原裕常糸満市長の歓迎の
ことば、功績団体の表彰に続き、作物コンクール

海岸、河川の良好な環境を保全するため、県内

で大会会長賞を受賞した赤嶺智春くんによる、作

各地域で清掃活動を行った。海や川は水産資源の

文「じいちゃんのパレード」の発表が行われた。

源であるとともに、観光資源としても重要である

また、天皇皇后両陛下から漁業者へサラサバテ

ことから、その美しい景観を保つため、定期的な

イ、シラヒゲウニ、造礁サンゴ、ヒメジャコのお

清掃活動を行うことが必要である。

手渡しが行われ、漁業後継者メッセージ、東日本
大震災被災地からの復興状況報告のほか、美ら海

（３）グリーンベルト植栽活動
陸からの赤土などの流出を防止し、豊かな海を
守ることを目的として、行政、農業者、漁業者、

子ども楽校で学んだ県内の小学生、海洋少年団、
沖縄水産高校生徒が、「現代子ども琉歌」による
美ら海づくりメッセージを発表した。

地域住民の連携によるグリーンベルトの植栽活動

服部郁弘豊かな海づくり大会推進委員会会長

を行った。土壌の流出を防止することで、農業者

が、豊穣の海という財産を将来に引き継ぐため、
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新たな決意を持って努力していくことを決議し、
上原勲糸満市議会議長の閉会のことばで式典行事
は幕を閉じた。

れた。
また、海上歓迎行事では、大漁と航海安全を祈
願するウミンチュ（漁師）の伝統行事である糸満
ハーレー（御願バーレー、転覆競漕）が行われ、
20 隻以上の漁船が披露された。

ハーレー歌
天皇皇后両陛下の御放流

式典行事会場
ハーレー

◆絵画・習字優秀作品御覧
11 月 17 日（土）、大会の開催を記念して実施
した絵画・習字コンクールの優秀作品を展示し、
天皇皇后両陛下に御覧いただいた。

美ら海づくりメッセージ

◆海上歓迎・放流行事
式典行事終了後に引き続き、糸満漁港北地区で
海上歓迎・放流行事が開催され、県内外から 555
名が参加した。
県立西原高校マーチングバンド部の演奏、創作
エイサーの演舞が披露されたほか、天皇皇后両陛
下がハマフエフキとヤイトハタの稚魚を御放流さ
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作品御覧

◆歓迎レセプション
11 月 17 日（土）に行われた歓迎レセプション
では、天皇皇后両陛下ご臨席のもと、県内外の
水産関係者、功績団体表彰受賞者、漁業後継者等

FISH-1 グランプリは、県産水産物を活用した加
工品など 26 品の出展があり、大勢の来場者で賑
わった。

179 名が参加し、親睦を深めた。

ステージイベント
歓迎レセプション

◆おきなわ豊かな海づくりフェスタ2012 in 糸満
11 月 17 日（土）、18 日（日）の 2 日間、糸満
海のふるさと公園、道の駅いとまんにおいて、大
会の関連行事として「おきなわ豊かな海づくり
フェスタ 2012 in 糸満」が開催された。
お魚つかみ取り、お魚ロボットの展示、美ら海
水族館出張特別展、海に関する体験コーナーや企
画展示などが行われ、2 日間で約 5 万 2 千人が来
お魚つかみ取り

場した。特に、海鮮グルメナンバーワンを決める

大 会 決 議
我が国は四方海に囲まれその海からの恵み
は、国民に豊かな生活と優れた食の文化をもた
らしてきた。

上げ、現在に受け継がれている。
私たちには、我が国の恵まれた水産資源を守
り、豊饒の海という財産を、将来に引き継ぐ重

ここ沖縄県は、日本の西南端に位置し、東西

要な責務がある。今日まで、32 回にわたり開

1,000㎞、
南北 400㎞に及ぶ広大な熱帯性海域に、

催されてきた「全国豊かな海づくり大会」の意

160 を超える島々で構成されている。周辺海域

義と、「まもろうよ

は、サンゴ礁漁場や黒潮の恩恵によるマグロ類

うみ」を合言葉に、新たな決意を持って努力し

などの回遊魚を中心とした豊かな漁場を有して

ていくことをここに決議する。

ほしのきせきの

あおい

いる。また、この海域独特の漁法による沿岸漁
業や沖合漁業も営まれ、地域産業の発展に重要
な役割を担ってきた。特に、サンゴ礁海域で漁
獲される水産物は、沖縄県独自の食文化を作り

平成24年11月17日

第 32 回全国豊かな海づくり大会
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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５回〉

ー海洋環境の変化を捉え、水産資源の管理、
漁業・養殖業の振興を図るー
東北区水産研究所
所長

はじめに

平 井 光 行

東日本大震災により宮古庁舎が全壊したため、新

東北太平洋海域は、混合域とも呼ばれ、黒潮系
の暖水と親潮系の冷水とが複雑に分布する特異的

しい施設ができるまで宮古庁舎の職員は仮事務所
で調査・研究を行なっています。

な海洋構造となっており、世界三大漁場の１つに
数えられる豊かな漁場です。沿岸域では、リアス

水産資源の合理的な利用のために

式海岸や大規模砂浜海岸が発達し、南北間や湾毎

資源海洋部は、サンマ、マイワシ等の浮魚類

に海洋環境の特徴が異なり、海域特性に合った多

やマダラ、キチジ等の底魚類の資源生態や資源

種多様な漁業・養殖業が営まれています。

量調査を行って資源評価の精度向上に取り組み、

東北区水産研究所（以下、東北水研）は、この

ABC 等の資源管理方策の提案を行っています。

豊かな水産資源を支える東北太平洋海域の海洋環

また、これらの高い漁業生産を支える生態系の構

境の特徴や資源変動のしくみに関する調査研究を

造と機能を海洋観測や生態系モデル等により解析

行ない、資源管理に関する最新の情報を提供する

し、海洋環境の変化が水産資源の変動に及ぼす影

とともに、漁業や養殖業の振興に貢献する役割を

響の解明に取り組んでいます。さらに、水産資源

担っています。また、2011 年 4 月から始まった

の持続的利用や地球温暖化の影響評価・予測に利

第 3 期中期計画の効率的推進のため、旧宮古栽培

用するために海洋環境モニタリングを実施すると

漁業センターを東北水研に統合するとともに、研

ともに、長期的に蓄積されてきた動物プランクト

究部の大型化とグループ化を図り、現在の体制は

ン標本・データの収集・管理を行っています。

図１のとおりです。しかし、2011 年 3 月 11 日の

沿岸漁業・養殖業の振興のために
資源生産部は、ヒラメやアワビ等の沿岸重要資
源を対象として、天然資源の変動要因の解明と、
人工種苗放流を交えた包括的な資源造成技術の研
究開発に取り組むとともに、アワビやウニ、稚魚
の成育場として重要な藻場や干潟等の沿岸域の保
全に役立つ研究を進めています。また、増養殖対
象種の遺伝的多様性に配慮した種苗生産技術の開
発や、最新の分析技術による貝類の毒化メカニズ
ムの解明および解毒方法の開発を行っています。
さらに、青森県から茨城県までのサケふ化場にお
いて、現場での技術普及や講習会を開催するほか、
河川に溯上したサケに関するモニタリング調査を
図１

62

豊かな海

東北区水産研究所の組織

No.29

2013.3

実施しています。

東日本大震災から復旧・復興への取り組み
東日本大震災により、東北地方の水産業は、漁
船、漁港、市場、加工施設、養殖施設等に未曾有
の被害を受けました。東北水研は、水産総合研究
センターに設置された水産業復興・再生のための
調査研究開発推進本部の現地推進本部として、被
災した県や水産庁等と連携し、
（1）漁業現場の課
題に対する即応的解決、
（2）漁業の早期に再開す
るための技術開発、
（3）食の安全や漁業復興のた
めの科学的なデータの収集という視点から、支援
活動を行なってきました。

筆者（中央）と資源増殖グループ（宮古庁舎）の研究者

東北水研は、関係県等と連携して津波が東北太
平洋海域の漁場環境や水産資源に与えた影響とそ

術の開発、さけます資源の維持と合理的な利用技

の回復状況の調査を行なってきました。その結果、

術の開発、持続的な養殖業の発展のための効率的

藻場の減少や地盤沈下による浮泥の堆積によりア

生産技術の開発等の研究開発課題に取り組んでい

サリの着底場の減少が見られたが、翌年にかけて

く所存です。また、効率的な研究開発と施設の利

回復状況が確認されています。ただ、アワビ稚貝

活用のための組織体制の整備を進めていきます。

の減少が見られた海域では母貝の保護、資源造成、
環境の保全等、総合的な資源管理が必要です。津

終わりに

波により陸域からの有機物質等の流入による赤潮

筆者は、30 数年前に当時の東北水研海洋部で

や貧酸素水塊の発生が懸念されましたが、仙台湾

海洋環境変動に関する研究を開始し、海洋計測手

や東北太平洋海域では大規模な発生は認められま

法、海洋環境と漁況変動や資源変動との関係解明

せんでした。沖合のトロール調査の結果から、主

に取り組んできました。東北太平洋海域のダイナ

要魚種の分布水深や出現傾向は、震災前と大きな

ミックな海洋環境変動に応答して、特異的な漁場

違いはなく、むしろ資源が増加している魚種があ

形成や漁場の持続、親潮の南下による異常冷水や

ることも明らかになってきました。引き続き、漁

高水温による養殖種の大量斃死、さらには卓越魚

場環境の回復過程や生物の成長に応じた影響調査

種の交替や大型クラゲの来遊等が起きていること

を行っていく必要があります。さらに、関係機関

を経験しがら、水産資源や増養殖と海洋環境との

と連携して、海洋生態系における放射性物質の挙

密接な関係を感じてきました。その後、日本海区

動を明らかにし、早期の漁業再開や風評被害防止

水産研究所や中央水産研究所で同様の研究を行

に貢献していきます。

い、水産庁で短い行政経験もしました。沖合域の
水産資源も沿岸の増養殖対象種環境や水産資源の

宮古庁舎の再建
関係機関のご支援により、宮古庁舎は、東北太
平洋沿岸の漁業復興、沿岸資源造成および増養殖

モニタリングと資源管理が最も重要であるとの考
えは変わりません。
３度目に東北水研に戻ったのが 2011 年 4 月で、

研究を牽引する拠点として研究を再開する必要性

まさに恩返しのつもりで東日本大震災からの水産

が認められ、同じ場所で再建工事が進められてい

業の復旧・復興の一助になりたいとの思いで取り

ます。震災対応等、緊急性が高い研究課題として、

組んで来ました。大震災からほぼ 2 年が経過し復

県の施設復旧まで放流用種苗生産や再開に向けた

旧はかなり進んだといえ、生産から流通・消費に

支援を行うとともに、漁業再開に向け必要な環境

至る一貫した水産業の復興は途についたばかりで

調査や被災した自治体のさけますふ化場の復旧に

す。今後も、各県の試験研究機関・行政の方々や

向け技術普及を行います。さらに、東北太平洋沿

大学等と連携しながら水産業の復興の支援を継続

岸域の水産業を巡る研究ニーズに的確に対応する

する所存ですので、ご指導、ご鞭撻を賜るようお

ための中長期的な研究課題として、ヒラメ、ニシ

願いします。

ン等の沿岸資源の評価・管理および効率的回復技
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第8回

地域の水産資源増殖を目指した実習の取り組み
～カサゴの種苗生産～
長崎鶴洋高等学校
校長

学校紹介

中村

ます。

本校は、長崎県水産講習所を前身とし、平成
18 年度に長崎県内でも全く新しいタイプの水産

実習内容の紹介

科と総合学科を併設する単位制高校としてスター

本校舎は海に面した場所に立地していないた

トをしました。平成 20 年度に創立百周年を迎え

め、栽培漁業分野の実習は 7 km ほど離れ、橘湾

た伝統のある水産系の学校でもあります。｢誠実

に面した臨海実習場において行っています（写真

明朗 勤勉｣ の校訓のもと、心身ともにたくましく、

1 ）。実習の内容はマダイ、ヒラメ、アワビ、ワ

社会的良識を持った実践力のある人間形成を目指

カメの水産生物の種苗生産を中心に餌料生物培養

しています。

や水産生物解剖など水産生物の増養殖に関するこ
とです。マダイ・ヒラメ等の水産生物は水産資

教育課程

源上たいへん重要な種類であり、日本各地で種苗

①基礎的な知識や技術を習得する、②各種資格

生産が行われています。それだけではなく、高校

取得を奨励する、③課題解決型学習を展開する、

生が地域の問題解決につながるような取り組みも

④多様な進路に対応した魅力ある選択科目を設定

推進していきたいと考えていますので、地域から

する、等の項目に重点を置いて教育課程を編成し

の放流の要望が多く、長崎県で重要な水産資源で

ています。平成 25 年度入学生より教育課程の改

あるカサゴの種苗生産に取り組んでいます（写真

編を行い、水産科に大学進学も視野に入れた類型

2 ）。種苗生産した稚魚を放流することで地域の

を新設、また、総合学科には、地場産業（造船業

水産資源の増殖にも実習の成果がつながっていく

など）への就職に対応できる科目群として機械系

はずです。生徒にとっては、新たな水産生物の種

列を新設し、次のとおりとしました。水産科には

苗生産に取り組むことで、地域への理解が深まる

海洋技術類型（航海系・機関系）
、海洋開発類型

と同時に、その生物に関する多くの発見がありま

（生産系・食品系・進学系）
、電気通信類型の 3 つ

す。

の類型が、総合学科には機械系列、普通総合系列、
ビジネス系列の 3 つの科目群が系列として設置さ
れており、自分の興味・関心や進路希望に合わせ
て科目を選択し、自分だけの時間割を作ることも
できます。また、選択科目の中には、水産科と総
合学科の枠組みを超えて選択できる自由選択科目
もあり、さらに自分の可能性を広げることができ
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写真１

臨海実習場

て、動物プランクトンのアルテミアを与えた。
（３）結果
咋年度は、生残率が日齢 7 で 96％であったが、
日齢 28 で全ての個体が死滅した。しかし、本
実験では、生残率が日齢 10 で 77％、日齢 21 で
54％、日齢 33 で 25％と、日齢 0 から日齢 33 に
かけて仔魚の数は減少してきているものの、昨年
度の仔魚が全滅した日齢 28 を乗り越え、仔魚を
写真２

稚魚の移送実習

実習を行った生徒がカサゴの種苗生産に関して
まとめたものを以下に示します。
（１）目的

残すことができた。

広報活動
実習の成果は、学会や研究発表大会で発表した
り、地域のイベントで生物を展示し実習内容を多

カサゴは、沿岸で漁獲される重要な漁業資源の
一つである。しかし、私たちが活動している為石

くの方々に知ってもらうようにしています。（写
真 3 、4）

地区のカサゴ漁獲量は、年々減少しているようで
ある。そこで地域の問題解決を目指して種苗の生
産を行った。
（２）材料と方法
１）親魚養成
沿岸にて一本釣りで採捕した親魚を 800L 水槽
に収容した。
２）産仔
養成した親魚の中から腹部が膨らんだ個体を
2,000 Ｌ水槽に設置したカゴに収容した。また、
写真３

産仔を促すためヒーターを設置し飼育水温を 5℃

学会での発表

加温した。
３）ふ化仔魚の管理
ふ化仔魚は、2,000 Ｌ水槽に収容した。飼育水
は日齢 2 までは止水とし、その後は流水にして、
日齢 40 まで飼育した。餌は動物プランクトンの
シオミズツボワムシをふ化直後から与えた。また
日齢 28 ～ 40 まではシオミズツボワムシに加え

カサゴの親魚

写真４

産まれたばかりのカサゴ

地域イベントでの生物展示

最後に
今後も地域の問題解決につながるような実習を
取り入れながら、地域と連携し、地域から必要と
される高校となるように尽力していきたいと思っ

日齢 36 のカサゴ

ています。
飼育環境の管理
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【豊かな海づくり協会コーナー】 豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告①

千葉県のアワビ増殖と資源管理の方向性を考える
千葉県水産総合研究センター
企画調整室

内山雅史

開催日時：平成 24 年 9 月 27 日（木）13:30 ～ 17:30
開催場所：千葉県水産総合研究センター（千葉県南房総市千倉町平磯 2492）
研修対象者：県内水産関係行政・普及・試験研究機関、公益法人、市町村、漁協等の役職員
出席者数：45 名（講師２名、漁協役職員９名、市町村職員７名、公益法人職員３名、県職員 24 名）

１

はじめに

御講演いただいた。堀井氏からは日本及び世界全

千葉県では 1960 年代からアワビ類を対象に種

体を見渡したアワビの資源動向と増殖・管理に関

苗放流、増殖場造成、資源管理等の研究開発が行

わる具体的な事例を、平川氏からは福島県で実践

われ、その成果に基づいた現場事業が実施されて

されている数量管理について資源解析による研究

きた。しかし漁獲量は 1970 年代をピークに大き

成果を含めて紹介いただいた。

く減少し、現在まで回復していない。これに対し

最後に、情報提供と講演内容を踏まえて総合討

漁業現場から漁獲の増加につながる資源増殖策や

論に入った。多くの出席者から活発な意見が出さ

資源管理手法の展開が強く期待されている。

れ、熱心な討論が行われた。

そこで、全国的な視野の中でアワビ類を対象に
調査研究を進めてきた研究者と、地先資源として

３

情報提供

のエゾアワビについて漁業現場に近い視点から調

「千葉県におけるアワビ漁業の現状と課題」

査研究を進めてきた研究者から、アワビ類の増殖

（1）「漁獲動向と資源管理」

と資源管理に関する研修を受け、千葉県でのアワ

千葉県水産総合研究センター

ビ資源回復の方向性を考えることとし、この研修

研究員

会を開催した。

①

中丸

徹

千葉県で漁獲されるアワビ類について

・クロアワビ、メカイアワビ、マダカアワビの３
２

研修会の構成

種（いずれも暖流系種）が漁獲され、この順で

座長を千葉県水産総合研究センター東京湾漁業

分布域が浅場から深場へと移る。

研究所鳥羽所長が務め、冒頭に同センター柴田次

・制限殻長 12cm に達するには生後４年はかかる。

長が趣旨説明を行った。続いて情報提供として、

・太平洋側ではいすみ市以南、東京湾側では富津

千葉県のアワビ漁業の現状と問題点について、同
センター中丸研究員と千葉県漁業資源課高草木技

市以南の地先が素潜り漁場となっている。
・この他、いすみ市の沖には「器械根」と呼ばれ

師が、研究と行政の側面からそれぞれ報告を行っ
た。

②

アワビ漁業の位置づけ

次に、東北区水産研究所の堀井漁業生産部長か

・2010 年の全国アワビ漁獲量は 1,461 トンで、

ら「アワビ類の増殖・管理方策」
、福島県水産試

うち千葉県（133 トン）は岩手県（283 トン）、

験場の平川副主任研究員から「福島県におけるア

宮城県（141 トン）に次いで第３位。

ワビ漁業と資源の増殖・管理の取り組み」と題し
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・千葉県のアワビ類生産額（2010 年）は約 11 億

おける放流目標は 160 万個（殻長 25㎜）。

円で、
魚種別では県全体（283 億円）の中で７位。
③

・1994 年に財団法人（現在は公益財団法人）千

漁獲動向

葉県水産振興公社が設立され、県は 2000 年か

・ 県 全 体 の ア ワ ビ 類 の 漁 獲 量 は 1969 年 の 842
トンをピークに、1980 年代に急激に減少し、

ら種苗生産業務を公社に全面委託している。

1990 年代の後半以降は 100 ～ 150 トンで、低

・ 近 年（2009 ～ 2011 年 ） の 放 流 数 は 平 均 174

迷を続けている。種類別の漁獲量も 1970 年前

万個で、回収率は 8.8％、放流による漁獲増加

後をピークに、同様の変動傾向にある。（図１）

量は 52 トンと推定されている。

・漁獲量の減少は、親貝密度の低下による加入量

②

アワビ資源回復研究プロジェクト

・県は漁獲量の減少が続く 1997 年に行政、普及、

の減少が一要因と考えられる。

研究機関、公社が一体となって取り組む「アワ
ビ資源回復研究プロジェクト」を立ち上げた。
・プロジェクトは現在まで第１期に「資源の減少
要因の究明」及び「資源増大策の検討」、第２
期に「資源増大策のさらなる検討」、第３期に「生
産・漁業現場に近い資源増大策の検討」を目標
に取り組んできた。
・資源の減少要因は、親貝の密度低下による加入
の減少であると考えられた。
図１

④

千葉県におけるアワビ類漁獲量の経年変化

・資源増大策では、母貝場造成（一部地先で目標
密度達成）や輪採型漁場の造成（造成箇所増加）
、
冬場放流（実施例増加）等について実績が蓄積

漁業管理

された。今後も引き続き資源増大策の検討に取

・千葉県の禁漁期間（９月後半～３月）は産卵期

り組む必要がある。

に合致している。また、制限殻長 12cm は主要
生産県の中で最大で、12cm より小さくした場

（質疑・応答）

合、加入当たり漁獲量が減少すると推定される。

問：マダカアワビの種苗生産は難しいものなのか。

・現状では、いわゆる「入口管理」（例：漁期制限、

答：疾病対策等の課題があり、クロアワビ、メカ
イアワビに比べると難しい面がある。

殻長制限）は行われているが、資源回復に必要
な親の確保を意識した「出口管理」（数量制限）
４

は行われていない。
・器械根では漁獲量の減少により、現在まで 17

講演

（1）「アワビ類の増殖・管理方策」

年間の自主禁漁を実施しているが、調査結果か

独立行政法人 水産総合研究センター

らは資源の回復はみられていない。

東北区水産研究所 漁業生産部

（質疑・応答）

部長

問：浮遊幼生の出現密度について、千葉県と比較
できるような他県のデータはないか。
答：継続的に調査しているのは千葉県のみで、単
発的な他海域のデータとの比較は難しい。

①

堀井豊充

世界及び日本のアワビ類生産量

・世界のアワビ類漁業生産量は 1960 ～ 70 年代
は２万トン以上であったが、その後は減少を続
け、2010 年は 8,656 トンであった。１位はオー
ストラリア（4,525 トン）、次いで日本（1,461

（2）
「千葉県におけるアワビ資源回復の取り組み」
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
技師
①

高草木 将人

千葉県のアワビ栽培漁業

・県は 1983 年に「栽培漁業基本計画」を策定し、

トン）であった。
・養殖生産量は 2003 年に漁業生産量を上回り、
以降急激に増加した。2010 年は 56,511 トンで
うち 86％を中国産、10％を韓国産が占める。
・日本の漁獲量はエゾアワビが 1970 年頃から、

アワビの放流目標を設定。その後５～６年毎に

暖流系アワビが 1990 年頃から著しく減少し、

新たな「計画」を策定し、現在の第６次計画に

エゾアワビは 1990 年を底として若干の増加傾
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目指す漁獲量の値）を設定する。
・自然界におけるアワビの生態にしっかり目を向
ける。
⑤

研究者に求められるもの

・野生動物であるアワビを漁獲しながら持続的な
状態に維持管理していくためには、どのような
研究が必要かを意識する。
・管理体制作りに必要な漁村文化の保全のため、
社会経済学的な視点を研究に加える。
・管理の失敗例（失敗には必ず原因がある）から
堀井氏の講演

学び、情報を研究者間で共有する姿勢を持つ。
（質疑・応答）

向を示しているが、いずれも大きな回復はみら

問：千葉県では漁獲物中の天然貝が６～７割であ

れていない。
②

り、親貝密度の高い場所を作りながら再生産

資源の減少要因と回復の可能性

を促していくことが可能と考えるが、堀井先

・ABC を根拠としない TAC 設定が乱獲を引き

生は千葉県の漁場にどのような印象をお持ち

起こし、漁獲量が減少した事例からは、管理数
量の設定における科学的根拠の必要性を学ぶこ

か。
答：千葉の天然貝の割合は、天然の再生産によっ

とができる。

て資源が持続できているレベルであると考え

・再生産関係から、アワビはある程度まで親が

られる。ただし、資源を増やしていくにあたっ

減ってしまうと、加入量が極めて少なくなるこ

ては、アワビが多く生息することで保たれて

とが考えられる。

いた好適な環境が、現在は損なわれていない

・オーストラリアのアワビで、雌雄間の距離が大

かを検討する必要がある。

きいほど卵の受精率は低下する（１m では受精
率 60％）という研究結果がある。加入を維持

（2）「福島県におけるアワビ漁業と資源の増殖・

するには一定水準の親貝密度が必要と考えられ

管理の取り組み」

る。
③

福島県水産試験場 栽培漁業部

日本のアワビ資源が抱える問題

・東北沿岸域では、東日本大震災の影響による
2010 年級群の資源水準低下に続き、2011 年の
冬季水温低下により 2011 年級群も低水準とな
る見込みで、加入量の大きな減少が懸念される。
・キセノハリオティス（米国カリフォルニアのブ

副主任研究員
①

福島県のアワビ漁業と資源管理

・震災以降、福島県ではすべての沿岸漁業が操業
を自粛中で、アワビ漁業も現在行われていない。
・年間漁獲量は 1999 年の 45 トンをピークに減
少傾向にあり、2010 年は 25 トン（生産額２億

ラックアバロン H.cracherodii 資源を壊滅させ
た）への感染が国内で確認されている。国内資
源への影響の詳細はまだ不明。
④

資源管理の今後の方向性

・親をどう残すかを考えた管理とともに、加入量
水準に応じた順応的管理を科学的根拠に基づき
実行する。
・これらの管理を実践するために必要な情報を
生産現場から得ることができる現場技術者の育
成。
・種苗放流の目的（コストに見合った回収なのか、
資源の増大なのか）を明確にし、目標（例えば、
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平川直人

平川氏の講演

円）
。近年の従事者は県全体で 150 人弱となっ
ている。
・近年 50 万個（殻長 35㎜）の放流を行っており、
漁獲物の 50％が放流貝（2010 年）である。
・操業期間は５～９月、制限体長は 9.5㎝。
・IQ（Individual Quota ）管理を実施（漁業者の
自主管理）
。１日１人当たりの数量を制限し、
その数は多くの地区で 20 個。
②

漁獲されるアワビは何歳？～年齢査定

・貝殻を酢酸に浸漬して殻皮を除去する方法で輪
総合討論

紋の識別を可能とし、さらに貝殻中の酸素安定
同位体比を用いて、輪紋が水温低下時に形成さ
れる年輪であると確認した。
・年齢査定によって、漁獲対象は５歳以上（６歳
主体）であることが明らかとなった。
③

海にアワビは何個いる？～資源量推定

・年齢別漁獲個体数からVPA（Virtual Population
Analysis）を用いて資源量を推定した結果、天
然 貝 は ５ 万 個、 放 流 貝 は ７ 万 個（ い ず れ も
2010 年）であった。天然資源と放流資源の増
減にはトレード・オフの傾向が見られた。
・漁獲係数は高齢個体ほど高く、IQ 管理の効果

会場風景

が確認された。一方、放流個体数が多くても加
入個体数は増えていないことも判った。
・シミュレーションによる将来予測の結果では、

（減った原因）
・県内の漁場では目に見えるかたちでの環境変化

現状の獲り方を続けていれば資源の持続的利用

は起きていない。減少した要因は過剰漁獲と考

が可能である。

えられる。

・ただし資源状況に急激な変化があった場合は、
管理を見直していく必要がある。
（質疑・応答）
問：年によって天候次第で出漁日数が変わると思
うが、IQ 管理下でも日数が多くなって、獲
り過ぎになった年というのはなかったか。

・漁場環境の変化としては、他県で「磯焼け」が
問題となっているケースがあるが、そのような
県でも、「磯焼け」が深刻化する以前にアワビ
資源は減少していた。
（回復しない原因）
・資源の減少による親貝密度の低下（資源回復に

答：獲り過ぎの状況になったことはない。

必要な密度を下回る）とアワビ自身が作ってい

問：IQ 管理はいつ頃から始められたのか。

た好適環境の崩壊が考えられる。

答：1970 年頃からと聞いているが、数を 20 個に
決めてしっかり実行し始めたのは 1980 年代
後半から。

（2）資源の増大策として何をしていくべきか
（漁獲の管理）
・人にできること、できないことがある。明らか
なのは資源の成長量以上に漁獲すれば、資源が

５

総合討論

（1）アワビの現状～回復しない原因はどこにある
か
（考え方）
・減った原因と回復しない原因を分けて考える必
要があるのではないか。

減少するということ。
・資源状態に応じた漁獲管理が求められる。資源
状態の把握には数量解析が必要である。
（器械根を考える）
・沖の広大な漁場でのマダカアワビの管理は、人
の目が行き届く灘の漁場のクロアワビの管理と
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は別物と考える必要があるのではないか。

てみる必要がある。

・クロアワビでは輪採漁場のような有効な方法が

・数量管理を行うには、漁師気質と折り合いを付

あるのだから，先が見えていない沖のマダカア

けながら、地域に合った形にすることが重要。

ワビにこだわらずに、灘でクロアワビの生産性

・研究機関は資源の現状を可能な限り把握（例：

を上げることを考えてもよいのではないか。

資源量推定）した上で、順応的に漁業を行うた

・魚種、漁場に合わせた調査が必要。器械根の中
でも、目が届く場所をモデル地区として検討し

めの情報を提示していくことが重要。
・研究者は漁獲物データをいかに管理に役立つ情

ていく方法もありうる。
（種苗放流の機能）

報に変えるかという役割を担う。
・アワビ資源の生態解明を継続していく。

・種苗放流は千葉の場合、回収率をみるとうまく
６

いっている方である。
・天然資源を保護するという観点からも有効。

今回、講師をお願いした東北区水産研究所の堀

・放流貝の親貝としての質は、天然貝に比べて劣

井漁業生産部長と福島県水産試験場の平川副主任

るという研究例もあるが、全く再生産に寄与し

研究員は、東日本大震災で多大な被害をうけた東

ていないということではない。

北地方に職場があり、現在も水産業の復興に向け

・漁業者の収入源確保という意味では、放流では

て業務がことさら多忙であるにもかかわらず、千

なく、アワビ養殖という手段も考えられるので

葉県まで足をお運びいただきました。また御講演

はないか。

の内容は、生産現場の事情に精通された研究者な

（見通しの提示）

らではの見解が盛り込まれ、私たち地方研究機関

・今と同じ方策の継続が果たして最善なのかを検
・漁業者に「○○年間我慢すれば，資源はこうな
る。
」という見通しを示すことが重要。
（3）まとめ～管理の方向性について
・現在、千葉県では行っていない数量管理を考え
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の者にとって極めて有益なものでした。あらため
て感謝を申し上げます。

討する必要がある。
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最後に、本研修を開催していただいた社団法人
全国豊かな海づくり推進協会にお礼申し上げま
す。

豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告②

奄美群島における藻場の現状と藻場造成対策について
鹿児島県大島支庁農林水産部
技術専門員

開 催 日 時：平成 24 年 11 月 1 日（木）11:00 ～ 12:00

猪狩忠光

13:00 ～ 18:00

開 催 場 所：奄美市名瀬港町 11-7
研修対象者：奄美地区漁業関係者及び行政関係者
出

席

者：80 名（講師 1 名、漁業者 47 名、漁協職員 15 名、市町村職員 12 名、県職員 4 名、
全国豊かな海づくり推進協会 1 名）

１

はじめに

の森：藻場の重要性」から始まり、「奄美群島の

奄美地区は、鹿児島県の南の離島：奄美大島～

藻場の特色」、「藻場があるところ、ないところ」、

与論島であり、海岸線はサンゴ礁に囲まれたとこ

「奄美の藻場保全・再生に求められること」と、

ろが多い。群島の西方 100 マイル付近には黒潮

寺田准教授の奄美での調査結果も交えて参加者の

主軸があり、海水温は 20℃を下回ることはほと

興味をそそる構成で、皆熱心に聴講していた。

んどない。近海では、カツオ・マグロ・ソデイカ
等を対象にした一本釣・旗流し・曳縄漁業、マチ
類等を対象にした瀬物一本釣漁業が営まれ、沿岸

３

講演

（1）「奄美群島における藻場の現状と藻場造成対
策について」

ではイセエビ類・ブダイ類・ヤコウガイ等を対象
にした潜水漁業等が営まれている。

国立大学法人

ガラモ場の消失は奄美海域でも深刻な問題で、
かつては船を動かすのにも苦労したと言われたガ
ラモ場は今ではほとんど見ることができない。漁

鹿児島大学

水産学部准教授

寺田竜太

〈概要〉
①

海の森：藻場の重要性

業者も魚介類の産卵や育成の場としての藻場を重

藻場を海の森としてとらえている。○基礎生産・

要視しており、各地で藻場回復の活動にも取り組

光合成の場、○魚介類の隠れ家・生息場、○魚介

んでいる。今回は海藻の基礎から応用までをあら

類の産卵場、○魚介類の餌、○漁業の場、など生

ためて学び、今後の取組の糧とするために開催し

態系、地域社会において重要な役割を果たしてい

た。

る。
鹿 児 島 湾 で は、 ガ ラ モ 場 の 面 積 が '78 年

２

現地研修会の概要
本研修会は、11 月 1 日（木）に奄美市の名瀬

漁業協同組合漁民研修室で開催した。奄美地区の

466.0ha から '06 年には 283.6ha と 30 年で約 40%
が減少した。
②

奄美群島の藻場の特色

漁業振興大会及び水産庁の交付金事業の意見交換

奄美群島の海藻・海草の特徴として、○典型的

会等と併せて開催したため、各島から漁業者、漁

なサンゴ礁リーフとしては最北限に位置する、○

業職員、市町村職員等 80 名の参加があった。講

熱帯性種中心の海藻・海草藻場としても北限に当

師に鹿児島大学水産学部の寺田准教授を招き、
「奄

たる（与論から奄美にかけて海草植生が緯度的に

美群島における藻場の現状と藻場造成対策につい

変化）、○ホンダワラ類の藻場が少なく（小規模

て」と題しご講演いただいた。講演内容は、「海

で形も小さい）、小型海藻がサンゴ礁内に多数混
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る採苗や囲い網によるウニ等の食害防除を行った
ものがある。食害生物として、魚、アメフラシ、
ウニ、ウミガメ等がある。龍郷湾で試験的に投入
された篭網で囲われた藻礁について､ 周辺にウニ
は少ない。篭網内ではホンダワラ幼芽が見られる
が、外のものはなく､ 魚や遊泳生物による食圧が
大きい可能性がある。
⑤

漁業者に求められる取組
地先の定期的なモニタリングが必要である。○

いつもと違うことや例年と比べて異変はないか､
寺田氏の講演

○ウニや魚に変化はないか､を常に意識し､○「礁
池（イノー）は地域の財産・資源」という意識を

生する（小型海藻類はヤコウガイやシラヒゲウニ

持ち､ ○サンゴ・藻場が一体となった「サンゴ礁

の餌として不可欠）
、○沖縄とも異なり、九州以

リーフ生態系」の保全を心がける必要がある。

北とも異なる藻場、であることが揚げられる。し

また、藻場を再生させる取組として、○育成可

たがって、奄美の藻場・環境に注目した藻場保全

能な種類、○食圧の有無、を把握した上で、○専

が必要となる。

門家の助言を得て、○核藻場づくりを行い、定期

リーフの環境は場所によって多様であり、礁池

的なモニタリングを継続していく必要がある。

はサンゴやリュウキュウスガモやウミジグサなど
のアマモ場や藻体が短めのガラモ場が形成される
など多様な生物群集が見られる。

（2）質疑応答
Ｑ：藻場回復や造成場所の環境によって、対象と

一方、大島海峡など静穏域が形成され本土の内

する海藻の種類が異なるということか？

湾に似た環境の下では、ホソバウミジグサやウミ

Ａ：環境の違いによって，見られる海藻種が異な

ヒルモのアマモ場やマジリモクなど藻体が長いホ

ることが多い。そういうことから，目的とす

ンダワラ類のガラモ場が形成される。また，外海

る場所の環境に留意し、専門家の意見も聞い

に面した岩礁は波浪と貧栄養の影響で海藻は少な

て，種類を選ぶことが必要。

い。
なお、サンゴ礁リーフである礁池の規模は、島
で異なり、北の島ほど小さく浅くなる。
③

藻場のあるところ，ないところ（海藻の生え

４

おわりに
最後に、今回、講師を了承していただいた鹿児

島大学水産学部寺田准教授には、業務多忙の中、

やすいところ、生えにくいところ）

奄美大島までご足労いただきありがとうございま

礁池は海草、ホンダワラ類、小型藻類､ 内湾は

した。また、本研修を開催していただいた、社団

海草、ホンダワラ類が見られる。一方，岩礁は波

法人全国豊かな海づくり推進協会にお礼を申し上

浪が強い場所が多く海藻は少ない。また､ マング

げます。

ローブは汽水域の小型海藻のみで量は少ない。
④

奄美の藻場保全・再生に求められること
藻場造成においては、着生基盤の投入が重要な

手段の一つだが、その前に考えるべきことがある。
藻場を保全・再生する場所の環境と生育可能な
種、藻場の形成を妨げる要因を把握する必要があ
る。
また､ 熱帯性海藻の藻場造成は十分に確立して
いないのが現状であり､ 奄美の環境と種類に対応
した保全・再生技術の確立が望まれる。
藻場を再生させる取組事例として､ 中層網によ
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研修状況

豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告③

アワビの資源管理とサザエを含めた栽培漁業について
京都府水産事務所 海のにぎわい課
課長補佐

岩尾敦志

開催日時：平成 24 年 12 月４日（火）14:00 ～ 16:30
開催場所：京都府宮津市字鶴賀 2062
講

京都府水産事務所

師：（独）水産総合研究センター

東北区水産研究所

京都府農林水産技術センター

海洋センター

高見 秀輝 主任研究員
道家 章生 主任研究員

出席者数：50 名（講師 : ２名、漁業者 26 名、漁協職員３名、漁連職員１名、（独）水産総合研究セン
ター職員２名、
（公財）京都府水産振興事業団職員１名､ 市町職員３名､（社）全国豊か
な海づくり推進協会１名､ 府職員 11 名）
概

１

要：別添、次第に沿って京都府水産事務所海のにぎわい課 河岸課長により進行された。

はじめに

ました。

京都府では、重要な磯根資源であるアワビやサ
ザエが、漁業者などによって毎年 10 万個以上放

講演、説明の後は、参加者と講師とで質疑、意
見交換がなされました。

流されていますが、府のアワビ漁獲量は平成 16
年をピークに減少傾向となっています。
そこで、アワビ、サザエの栽培漁業や資源管理

３

講演

（1）アワビ類の生態的特性に基づいた資源管理

について、最新の研究成果や効率的な管理手法な

独立行政法人水産総合研究センター

どの情報を得ることで、今一度、考える機会とす

東北区水産研究所

るため、本研修を開催しました。

主任研究員

高見秀輝

＜概要＞
アワビの漁獲量と放流の現状

２

現地研修会の概要

「アワビ類の生態的特性に基づいた資源管理」
と題して、高見主任研究員から①アワビ類の天然

・エゾアワビは 1970 ～ 1990 年に、クロアワビ
は 1985 年以降に、大幅に減少しているが、漁
獲量の変動は天然アワビで大きく、放流アワ

資源量が変動する要因に水温が関係していると思
われること、②漁獲量が低迷したまま回復しない
のは親が少ないことが要因の一つと考えられるこ
と、③今後の対策としては、親集団の造成・管理、
藻場の修復・維持であること、が説明されました。
また、
「アワビ、サザエの放流マニュアルにつ
いて」と題して道家主任研究員から、アワビの有
効的な放流のポイントとして、①放流時期、場所
選定・有効面積の確認、②害敵駆除、③単独方式
での放流（放流器を連結しないこと）が示され、
これらを確実に行うには、責任者を決め、放流点
検表で確認することが有効であることが説明され
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・アワビの寿命は約 20 年と思われ、これは 20
年に一度、受精できれば（20 年間に一組の子
孫を残せば）資源を維持できるような生態で
あるとも言えるが、現在は成熟年齢に達する
とすぐに漁獲されている。
今後の対策
・アワビ資源の増加に有効な方法は、親集団の
造成・管理、藻場の修復・維持と考える。
・藻場については、発育段階毎にそれぞれの役
割があると思われ、多様な環境を維持するこ
とが重要と考える。
ビでは比較的安定していることから、主体は

無節サンゴモ（付着珪藻）：
変態期の着底基質として、殻長１cm 以下

天然アワビの減少と考えられる。

の餌場として適当

・アワビ類の放流は、1980 年以降開始され、近
年では３千万個前後である。

アラメなど大型海藻の幼体：

アワビ類の天然資源量が変動する要因
・宮城県と岩手県のエゾアワビの漁獲量は、連動

殻長１～３cm の餌場として適当
アラメなど大型海藻の成体：
殻長３cm 以上の餌場として適当

して増減することから、原因は共通しており、
地球規模のものではないかと考えられる。
・親潮の接岸により冬期水温が４℃以下だと一
歳越冬エゾアワビの出現量が低い。

・加入量や気候変動に対応した順応的管理を行
い、一定量以上の親貝を残すことが重要であ
る。

・親潮の接岸には、アリューシャン低気圧が関
係しているようである。
・アリューシャン低気圧指数 (ALPI) には、周期

（2）アワビ、サザエの放流マニュアルについて
京都府農林水産技術センター 海洋センター
主任研究員

的な変動があると思われる。
・この変動とエゾアワビ漁獲量の変動には負の
相関が、クロアワビなど温暖性アワビの漁獲
量の変動には正の相関がある。
・ALPI が高いと、夏期の水温が高くなり藻場が

＜概要＞
・当センターでは、増やす技術と採る技術の双
方を研究しているが、今回はアワビの有効的
な放流についてポイントを説明する。

著しく縮小することで、餌が少なくなり、暖

・放流時期は、水温の低い４～５月が適当、場

流系アワビの親貝が成熟しないことが確認さ

所は、小型海藻が繁茂する水深１ｍまでの転

れている。

石帯や岩盤域が良い。さらに、10 個体/㎡以下

・暖流系アワビは、自然水温が 20℃に達した時
点で一定にすると、産卵後に再度、成熟する
ものがでてくる。25℃に達した時点で一定に
すると産卵しない。
漁獲量が低迷したまま回復しない理由
・親貝が多くても産卵数が少なかったり、その
後の生残状況により、必ずしも次世代の稚貝
が多くなるとは限らないが、親貝が少ないと
次世代の稚貝が多くなることはない。
・放卵、放精時に個体間の物理的距離が離れる
と受精率は極端に低くなる。
・アワビ資源が減少すると他の種が優占する恐
れがある。
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道家章生
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・放流の前には、害敵駆除を行い、捕食を防ぐ
ことが有効である。当センターではカニ類の
駆除方法を検討中である。
・また、放流器は連結すると適切な水深帯に放
流できないことがあるため、単独方式での放
流が好ましい。
・これらを確実に行うには、責任者を決め、放
流点検表で確認することが有効である。

（3）質疑応答及び意見交換（主な内容）
Ｑ漁業者：台風とアワビの産卵との関係は？
Ａ講

師：トコブシは密接に、エゾアワビもかな
り関係しているが、クロアワビは水温
等の影響の方が強い。

Ｑ漁業者：５～６月に生き腐れのような症状を呈

Ａ講

◎行

政：放流用アワビは、種苗生産から放流直

するものが、この 20 年間に３回程度

前まで大切に育てられてきた。最後の

あったが、他でもそのような事例があ

放流でそれまでの努力を無駄にしない

るのか？

よう、努めてもらいたい。

師：現物を見ないと何とも言えないが、病
気よりも、病気になるまでに抵抗力が
低下する要因がなかったかを確認する
ことが重要である。

４

おわりに
今回の研修会では、研究者による専門的な知見

の説明と府職員からの放流マニュアルによる適切

Ｑ漁業者：アワビの増産ばかり行っているとサザ

な放流の推進指導を行ったことで、参加者にとっ

エなど他の生物が減り、生態系が乱れ

て大変参考になったものと考えます。今後は、こ

る可能性はないのか？

の研修で習得した知見を参考にしつつ、より効果

Ａ講

師：生態系のバランスにおいて、どの状況
が正常なのかは不明である。近年の状
況は、アワビが減ったからサザエが増
えたのかも知れない。

Ｑ行

政：最も効率的にアワビ資源を増やすに
は？

Ａ講

師：採りながら残すことが大切。アワビに
適した環境になれば増えるのは間違い

的な資源管理と種苗放流を進めていきたいと考え
ています。
最後に、大変お忙しい中、快く講師を引き受け
てくださった（独）水産総合研究センター東北区
水産研究所 高見主任研究員に紙面をお借りして
厚くお礼申し上げます。また、本研修会を開催し
ていただきました社団法人全国豊かな海づくり推
進協会に対して、お礼申し上げます。

ない。その時に増えることができない
ほど親を取り尽くさないことが重要で
ある。
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豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告④

アカモクの増養殖等について
石川県水産総合センター企画普及部普及指導課
主任技師

小谷美幸

開 催 日 時：平成 25 年 3 月 5 日（火）
開 催 場 所：七尾市役所（石川県七尾市袖ヶ江町イ部 25 番地）
研修対象者：県内漁業関係者及び行政関係者
出

席

者：34 名（講師 2 名、漁業者 20 名、漁協職員 1 名、市町職員 3 名、県職員 7 名、海づく
り協会 1 名）

１

研修会の開催経緯

行政関係者等 34 名の参加があった。

アカモクはヒバマタ目ホンダワラ科に属する海

講師に新潟県水産海洋研究所の岡地研究員、羽

藻で、全国的には古くから食用として珍重されて

吉浜漁業協同組合所属の川上氏を招き「新潟県佐

おり、中でも東北地方では日常的に食される重要

渡島におけるアカモク漁、養殖試験について」と

な海藻類でもある。また、アカモクにはフコイダ

題してご講演していただいた。講演後には、質疑

ンやミネラル、食物繊維、ポリフェノールなどの

応答形式による意見交換、佐渡島産と七尾産のア

成分を多く含むことからコレステロール値低下作

カモクの食べ比べを行った。

用や高血圧を抑制する作用、血糖値上昇予防など

講演内容は以下のとおり。

様々な効果を持ち、全国的に加工品開発等の研究
（1）講演「新潟県佐渡島におけるアカモク漁、養

が進められている。

殖試験について」

本県でも沿岸域に多く生息しているものの、そ
の利用については地元消費に止まる程度だった

新潟県羽吉浜漁業協同組合

が、最近では少しずつ県内外に流通するように

（漁業者）川上雅晴

なってきた。

新潟県水産海洋研究所増殖環境課

石川県水産総合センターにおいても、沿岸域に

研究員

岡地恵介

生息しているものの、将来にわたり安定的な漁獲

川上氏から佐渡におけるアカモク漁、漁業者に

を目指して養殖試験の取り組みを平成 18 年から

よる資源管理について、岡地研究員からは、新潟

開始したところだが、まだまだ課題も多い状況で

県の漁業、アカモクの養殖試験、アカモクの流通・

ある。

加工品等について説明していただきました。

そこで、今後のアカモク養殖を推進していくた

〈概要〉

めに、養殖先進県である新潟県での知見と技術を

①

新潟県の漁業について

学ぶために（社）全国豊かな海づくり推進協会主

②

佐渡におけるアカモク漁、漁業者による資源

催の現地研修会を開催することとなった。

管理の取り組み
・新潟県内では佐渡地域の冬場の時化で島影と

２

研修会の概要

なる地域で漁獲され、旬は１～３月。古くか

本研修会は、3 月 6 日（火）能登半島中部に位
置する七尾市で開催した。アカモクの採集を行っ
ている、七尾市、穴水町、能登町の漁業関係者、
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ら佐渡で食用として利用され、ナガモの名で
親しまれている。
・古くは、50 年くらい前から採取され、秋田県

に船で送っていたこともある。ここ 10 ～ 15

④

年くらいの間に漁獲する地先が増えた。

・収穫したアカモクは、トロ箱に刈ったまま佐

・羽吉浜漁協では、アカモク資源の適正な利用
や管理・増大などを目的に「ナガモ生産部会」
を立ち上げた。

アカモクの流通、加工品消費の実状
渡の市場へ出荷しセリにかけられる。市場価
格は漁期を平均すると約 300 円 /㎏である。

・市場に出たアカモクは島内の加工業者や地元

・部会の規約を作成し、収穫量の自主規制や投石

スーパーへ出荷する他、越後側にフェリーで

等による資源増大の取組み、刈り取りの際に

送り、越後側のスーパーや県外消費地へ出荷

は基部から刈り取らない等の取り組みを行っ

される。

ている。
③

養殖試験

・新潟県では、平成 13 年から養殖技術開発を開
始し、平成 21 年度からは漁業者と共に実証試
験を行い、
平成 22 年度に初収穫・出荷を行った。
・種苗生産では、まず FRP 板に種を播いて海水

・加工品はボイル冷凍したもの、乾燥品などが
ある。スーパーには刈り取ったままの姿で並
べられる。
・県内でも知名度は低く、越後側では半数近く
が知らなかったが、試食をすると 80％以上が
美味しいとの回答があった。

掛け流しで飼育したが、珪藻が繁茂しあまり
伸びず、沖出し後の生長もよくなかった。そ
こで平成 18 年からは、シャワー方式の導入
したところ、種苗の成長がよくなった。ただ、
スペースの割に生産できる本数が少ないこと
や、大量の海水が必要など、漁業者には不向
きであった。
・次に、フリー（浮遊培養）方式で取り組んだ
ところ、種苗が均一に育ち、省スペースで大
量生産できたが、水替えや温度管理などの手
間がかかることから、海水掛け流しにしたと
ころ、手間がかからず、珪藻の繁茂もほとん

川上氏の講演

ど見られず、漁業者に普及するに適した方法
であると考えられた。
・海水掛け流しフリー培養の際、飼育密度は 2,000
～ 3,500 / 500 Ｌの間で好成績を得られ、低密
度過ぎると成長しすぎて水槽内で擦れて葉が
落ちてしまう。また、寒冷紗等で光の調節が
できれば屋外でも種苗生産は可能である。
・沖出し試験では、養殖適期を把握するために
早期沖出しを試みたが、７～ 10 月に沖出しし
た場合、色落ちや食害が見られ、枯死したも
のもあった。水温が 20℃以下になった 11 月後
半の沖出しでは食害が見られず収穫適期の２
月に成熟し収穫サイズまで生長した。

岡地研究員の講演

・平成 24 年の沖出し試験では、水温に着目し、
20℃以上の 10 月、20℃を下回る 11 月中旬で
食害の比較試験を行ったが、10 月沖出し種苗
は食害が見られず理想的な生長を見せた。11
月沖出し種苗は食害が見られなかったが、生

（2）報告「石川県におけるアカモク養殖の取り組
みについて」
石川県水産総合センター技術開発部
技師

長が悪かった。
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〈概要〉
①

る。
Ｑ： 石川県は、今年のアカモク漁は不作であるが、

陸上育成試験

・従来、水中飼育を行っていたが、珪藻に覆わ

原因をアカモクが生長し始める秋口の高水温

れ除去する手間がかる、種糸の付着力が弱く

だと考えていたが、同じように高水温であっ

なり、海中育成した際流出しやすいという欠

た新潟県では豊漁であった。高水温の他に海

点があった。

の様子が例年と違っていたことはあったか？

・2010 年から散水飼育を開始した。散水飼育に

Ａ：佐渡でも両津ではよかったが、他の地区では

おいて、万遍なく海水が当たるスプリンクラー

不作だった。氷見でも不作と聞いているので、

区と上部にのみ海水が当たるシャワー区を設

高水温が原因と考えている。

定した。水中飼育より散水飼育の方が種苗の

Ｑ：アカモクに付着しているワレカラやヨコエビ

大型化が確認された。
②

類はアレルギーの問題ないのか？
Ａ：特に問題はない。

海中育成試験

・海底に設置していたが、覆砂による流出が多
かったため、設置推進を２～４ｍの延縄式に

４

おわりに

したことで、砂の巻き上げによる障害を防ぐ

今回の研修会では、漁業者による資源管理や流

ことができ、光をより多く受けることができ

通などを実際に行っている川上氏から講演いただ

るようになった。

き、有益な情報を提供していただきました。本県

・陸上育成時、水中飼育した種苗より散水飼育
した種苗の方が生長がよかった。
・沖出し時期は、11 月が生長がよかった。また、

漁業者も大変参考になり、今後のアカモク漁や出
荷方法を発展させるための貴重な知見を得ること
ができたと思います。
県としても、岡地研究員の養殖試験の結果も参

海域による違いは見られなかった。
・沖出しするときの種苗の大きさは、10㎝以上

考にし、さらなる発展をさせ、漁業者が容易にで
きるアカモク養殖法を構築し、普及させていきた

で生長がよかった。

いと思います。
５

謝辞
大変お忙しい中、講師として遠路はるばる石川

県までお越しいただいた、新潟県羽吉浜漁業協
同組合の川上雅晴氏と新潟県水産海洋研究所の岡
地恵介研究員、研修会場の提供・準備にご尽力い
ただいた七尾市農林水産課に厚くお礼申し上げま
す。
また、本県からの研修の提案に快く採択いただ
いた、主催者の（社）全国豊かな海づくり推進協
講習会の様子

３

質疑応答・意見交換等

Ｑ：天然物が不作で、この時期にやっと生長して
きた。種がついているものとついていないも
のが混在しているが、佐渡でも同じようなこ
とはあるか？
Ａ：まったくついていないものはない。ついてい
なければ、まだ生長していると思っている。
同じ場所でも、流れによって生長は違ってく
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会へお礼申し上げるとともに、研修会当日もご出
席いただいたことに対し深く感謝します。

豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告⑤

漁業資源管理とブランド化推進について
栽培漁業の役割などについてもグループ討論深める
開催日時：平成 25 年 2 月 9 日（金）14:00 ～ 17:00
開催場所：ホテルグランドパレス徳島
研修対象者：近畿・中国・四国地区漁青連

他

出席者数：53 名

【徳島】徳島県漁協青壮年部連合会（播磨英樹
会長）は９日、「第２回近畿・中国・四国地区漁
青連ブロック

資源管理研修会―漁業資源管理と

た。
ＪＦ徳島漁連の松下有宏会長は、「漁業環境は
は水揚げ量の悪化や魚価安など厳しい状況が続い

ブランド化推進について」を開いた。後援は、
（社）

ている。円安による燃油の高騰も漁業収入の減少

全国豊かな海づくり推進協会とＪＦ徳島漁連。当

につながっている。若者に進んで漁業に従事して

日は近畿・中国・四国の若手漁業者ら約５０人が

もらうためには魅力が必要であり、生活できる安

集まり、あらためて種苗放流や漁場環境の保全な

定した収入が必要である。後継者が安心して取り

ど資源管理の重要性への理解を深めるとともに、

組める儲かる漁業の構築に取り組んでいくのがわ

魚価向上などに向けた各種取り組みを学んだ。

れわれの使命である。研修課題の種苗放流、資源
管理もその一環で、安定した収入の確保のために

開催にあたって、主催者である徳島県漁協青壮

積極的な取り組みが必要である。関係者の方々に

年部連合会の播磨英樹会長は、「近畿・中国・四

ご指導いただき有意義な研修会となるよう祈念し

国地区の漁青連研修会も２回目を迎えることがで

ている」と語った。

きた。本日は徳島のブランド品目・ハモ、市場か
らみら魚介類の需要変化などについて講演をいた
だく。これからの水産業発展のため有意義なもの
となることを祈念する」と語った。
続いて来賓として、全国豊かな海づくり推進協

ブランド化に向けて
講演では、はじめに徳島県水産課の岡崎孝博係
長が「ハモの消費拡大に向けた取り組みについて」
紹介した。

会の市村隆紀専務があいさつ。
「青年部は消費者

同県では平成 14 年ころからハモの漁獲量が増

の皆さんに訴えていく力を持つ。また、消費者か

えて毎年 700㌧前後の水揚げされるようになった

ら信頼される魅力を持っている。さらに皆で連携、

が、漁獲量の割には単価が上がっていない。この

協働していく力がある。これらの力が漁家低迷の

ため県でも消費拡大に向けて取り組むこととし

状況をなんとか打ち破り、魚を売り抜いていく力

た。

となる。研修会がそのきっかけになればと思って

20 年に漁業者・市場関係者・料理店・加工業

いる。これからも全国豊かな海づくり協会は青年

者らで構成する徳島活鱧ブランド確立対策協議会

部の皆さんの活動を支え続けていくことを約束す

を設立。京都・祇園祭、大阪・天神祭、徳島・阿

る」と話した。

波踊りの時期にキャンペーンを実施。

徳島県農林水産部水産課の大西圭二課長は「資

県漁連でも徳島市内全小中学校の給食にハモの

源管理を行い、それをいかに販売していくか。今

フライを提供するなど、積極的にＰＲに取り組ん

後の水産業にとって何よりも重要なテーマと思

できたことなどを紹介。

う。これを機に活発な議論を期待したい」と述べ

今後は「ハモをＰＲしてきたノウハウを活用し、
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ほかの魚介類のブランド化も進めていく。ハモと

魚の干物、ねり製品をシンガポールで販売するな

言えば“徳島”と言うように頑張っていく」と語っ

ど取り組んできたと説明。
水産物を少しでも高く購入してもらうために、

た。

漁師さんには鮮度の高い魚をもってきてもらいた
漁業者の取り組み

いと要望。

徳島県水産研究所の上田幸男次長は「ハモの資

また、日本には解凍しても細胞が壊れないすぐ

源管理と品質向上策について―ハモを上手く“獲

れた冷凍技術があるが、当社でも徳島の魚を加工

り、活かし、売る”」と題して講演。

し販売していく。引き続き少しでも高く買っても

漁業者は、ハモの漁獲に際して、ハモが傷つく

らうように努力していく旨述べた。

ことがないように新しい網を使ったり、専用のと
いを作って船の活魚槽に運ぶ工夫をしていること

６班に分かれて議論
このあと事務局から各県の水産資源回復に関す

を説明。
ハモの生態などを紹介するとともに、小型魚や

る取り組みについて紹介。参加者は６班に別れ、
「種苗放流、自主規制など資源管理と新たな取組

親魚保護の取り組みなども話した。
蓄養にあたってはハモが隠れるパイプをたくさ
んいれることなども有効であることを紹介。

みについて」グループ討論。
各班からのまとめでは、「種苗放流はやめるこ

「①きれいに獲って②しっかり選別③上手に飼

となく続け、漁業者も活動に参画。ブロック内で

い④上手に売る」ことが重要であり、
「今後とも

適した場所で集中して行うことで高い効果が上が

魚介類の価値が見直されるようにこれまで以上に

ればと思う」、「小型魚の保護など漁業者自らが規

努力していく」と語った。

制し、儲けが上がる仕事をしていくように取り組

地元㈱徳島大水魚市の谷政孝鮮魚部長は「徳島

むべき」、「（下水処理施設などに対しては）海域

市場における魚介類の需要変化について」と題し

への栄養塩を含む処理水の排水をお願いしていき

て講演。

たい」、「環境改善などについても漁業者ができる

谷部長は最近感じること、最近の会社の取り組
みなどを紹介。量販店ではサンマでも頭や（おい

ことは積極的に取り組んでいく」、「などの意見が
だされた。

しい）腹をとって販売するなど、消費者がゴミが

こうした意見に対し、市村専務は、「栽培漁業

でることを嫌って丸の魚を買わなくなってきてい

の主役は漁業者である。漁業者が積極的に取り組

る。こうした中、子会社で寿司種加工し販売を進

み、瀬戸内海でいっせいに取り組めば行政も国も

めていることなども紹介。

動くと思う」などと述べた

日本の付加価値の高い魚を買ってもらいたい

（レポート：水産経済新聞

と、徳島産のワカメ、チリメン、養殖ハマチ、地

活発だった６グループでの討論
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川邉一郎）

平成24年度東日本クルマエビ類種苗生産
担当者会議の開催について
（公財）愛知県水産業振興基金
主査

１．はじめに
平成 25 年 1 月 16 日から同 17 日にかけて（社）
全国豊かな海づくり推進協会の主催による平成
24 年度東日本クルマエビ類種苗生産担当者会議
が開催されました。この会議の特徴は、名称が「種
苗生産担当者会議」とありながら、その内容が放
流効果を含めたクルマエビ類の栽培漁業全般に及
ぶことです。今年度の開催場所となった東京都中
央区日本橋には、種苗生産担当者、放流調査を担
当する各県水試の研究員、そして繁殖、生態や魚
病を専門とする（独）水産総合研究センターの研
究者など分野の異なる方々に多数お集まりいただ
き、活発な意見交換が行われました。その概要を
今年度の幹事機関である当所からご報告いたしま
す。なお、本会議の設立に至った経緯やこれまで
の討議内容は、富山県水産農林公社、尾山係長の
執筆による詳細が、本誌第 27 号に掲載されてお
りますのでご参照ください。

２．平成 24 年度本会議の内容
１）幼生飼育関係
幼生飼育に関する討議は、種苗生産アンケート
の集計結果を富山県水産農林公社、今年度の生産
結果概要を各種苗生産機関がそれぞれ報告するこ
とで始まりました。ここでは、ポストラーバ初期
幼生の正中腺が赤変する赤エビ症（仮称）の発生
原因や対策、そして微粒子配合飼料を用いた生産
方法について意見交換がありました。今年度の幼
生飼育は、何れの機関も概ね順調でしたが、各々
の飼育方法や餌料系列には特徴があることから、
次年度以降は、飼育の改良点や問題点を種苗生産
現場から話題提供し、これをもとにより活発な討
議を行う旨が確認されました。また、これまで各
機関が配付する会議資料の書式は自由でしたが、
採卵や飼育の結果を比較検討して、長期的に活用

水藤勝喜

していくために、記載項目や数値の算出方法を統
一すべきとの提案がありました。
２）採卵（親エビ）関係
採卵に関する討議では、はじめに（社）全国豊
かな海づくり推進協会、藤田調査役より平成 24
年度親エビ情報の概要が情報提供されました。こ
の事業は、種苗生産担当者がリアルタイムで親エ
ビの入手や採卵の状況を把握できるだけでなく、
蓄積された採卵データを解析することで採卵の効
率化が期待されます。増養殖研究所、奥村主幹研
究員からは、東日本の種苗生産機関に対して施行
した、クルマエビ類の人為催熟（産卵誘発）に関
するアンケート調査の集計結果について話題提供
がありました。今年度から積極的に人為催熟に取
り組んだ機関が多く、その際の問題点や要望など
が報告されました。また、防疫的見地から人為催
熟に用いるゴカイは、外国産ではなく国産の使用
が望ましいとのご助言をいただきました。
瀬戸内海区水産研究所、崎山グループ長からは、
親クルマエビの産卵同調化について話題提供があ
りました。眼柄処理とゴカイの給餌により催熟し
た親エビは、15℃の低水温で産卵を抑制できる
が、長期にわたり飼育すると、ふ化率が低下する
傾向が認められています。当所は、新たな農林水
産政策を推進する実用技術開発事業により開発し
た天然雌クルマエビの短期催熟について話題提供
を行いました。眼柄処理した天然雌エビにゴカイ
を与え、生け簀網中で飼育すると、3 日目と 4 日
目に同調した産卵が得られました。成熟する割合
や再生産形質は、春先に外洋で漁獲された大型個
体で良好でしたが、この方法では従来の採卵より
も飼育期間が長くなるため、PAV の防除対策を
徹底する必要があると考えています。また、沖縄
県クルマエビ漁業協同組合の松本主任には、久米
島海洋深層水研究所におけるクルマエビ受精卵と
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種苗の生産状況をご紹介いただきました。

査方針などが検討されました。この他に事前のア

以上の情報提供と話題提供に対しては、活発な

ンケートで「種苗放流に対する漁業者の反応と要

質疑、応答が行われました。特に親エビの人為催
熟に関しては、今後も種苗生産現場での試行錯誤

望」、
「中間育成や放流の現場における問題点」、
「各
県における効果調査の実施状況」などの討議希望

や担当者間の意見交換により効率化を検討してい

がありましたが、時間の都合で次年度への繰り越

く必要があると感じました。また、各親エビ産地

しとなりました。

の入手方法について情報交換が行われました。秋

以上のように各分野の専門家を交えた二日間に

田県、富山県などの地元産地では、鮮魚と同等の

わたる熱心な討議により、私たち種苗生産担当者

価格で親エビを購入できるが入手可能な尾数は少
なく、逆に一色、鶴見などの大型産地は、まとまっ

は、クルマエビ栽培漁業に取り組むうえで有意義
な情報を数多く得ることができました。

た数を確保できる反面、価格が高い傾向があるよ
うです。各産地に共通した問題としては、担当者
が希望する個体のみを必ずしも入手できないとの
意見がありました。
３）疾病防除関係
疾病防除に関しては、増養殖研究所、佐藤主任
研究員より電解水を用いたクルマエビ受精卵の洗
浄について話題提供がありました。この研究では、
ヨード剤に代わる受精卵洗浄技術の確立を目的と
して有効塩素濃度の減衰状況や洗浄効果が検討さ
れ、効果的な電解水の濃度や流量が示されました。
種苗生産担当者からは、最初の発生から 20 年近
くを経ても依然として脅威となっている PAV の
防除対策について、さらに研究を進めて欲しいと
の要望がありました。
４）西日本種苗生産連絡協議会甲殻類分会の情報
昨年から本会議には、西日本種苗生産連絡協議
会甲殻類分会の幹事機関にご出席いただき、情報
提供をいただいております。今年度は、山口県栽
培漁業公社、渡辺生産部長から、西日本の種苗生
産機関における、親エビと卵管理、幼生飼育と中
間育成の実施状況、疾病と大量へい死およびその
防除対策などについて詳細な情報提供を
いただきました。
５）放流関係
放流関係では、愛知県水産試験場、原
田主任研究員より遺伝子標識を利用した
クルマエビの放流効果調査について話題
提供がありました。この研究は、新たな
農林水産政策を推進する実用技術開発事
業により平成 22 年度から実施され、こ
れまでに開発された精度の高い遺伝子標
識を用いて効果的な放流の時期やサイズ
などが検討されています。この話題提供
に対しては、放流効果の調査を担当する
千葉県、静岡県、三重県および富山県の
研究員により、費用対効果や今後の調
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３．今後のクルマエビ栽培漁業と本会議への期待
クルマエビは、藤永博士が戦前に行った一連の
研究により、比較的早い時代に種苗の量産が可能
となりました。この技術をもとに本種の栽培漁業
は、1960 年代から開始されていますが、成熟・
産卵の制御と放流効果の正確な判定が困難なため
に、その発展が妨げられてきました。しかし、こ
の会議でも報告されたように、約半世紀にわたる
二つの懸案は、近年、急速に進歩した分子生物学
的手法を用いた共同研究によって進展する可能性
が示されました。今後、新たに開発された技術を
資源の維持・増大へと結びつけるためには、種苗
生産、中間育成・放流およびその効果調査を実施
する各々の機関が、共通の認識をもって連携して
いく必要があると考えます。これまで、その役割
を担ってきた（社）全国豊かな海づくり推進協会
が主催する本会議は、私たち種苗生産担当者が栽
培漁業の全体を見渡すことのできる貴重な場でも
あります。今年度の開催に感謝するとともに、次
年度以降も変わらぬご指導を宜しくお願いいたし
ます。

会議風景

平成24年度西日本種苗生産機関連絡協議会
甲殻類分科会のクルマエビ検討概要
（公社）山口県栽培漁業公社
内海生産部長

１．はじめに

②

渡邉

直

親エビの購入場所

現在、私が在職している内海栽培漁業センター

親エビの購入は、ラウンド生産を行っている

は、クルマエビ養殖発祥の地にあり、エビの魅力

機関はラウンド毎に購入場所を変えているとこ

にとりつかれた男たちが昭和 38 年に会社を設立

ろもあります。最も多い場所が大分県佐伯市で

したときから世界のエビ養殖の歴史が始まりまし

8 機関、続いて熊本県天草市が 3 機関、徳島県

た。

阿南市、宮崎県日向市、愛知県一色町の順です。

当センターも同年に水産種苗センターとして産

このうち、採卵が良好であったのは、大分県

声を上げ、全国に先駆けてクルマエビの種苗生産

佐伯市、熊本県天草市、愛知県一色町であり、

に取組み養殖を行っていましたが、時代の流れと

報告された機関がほぼ順調に採卵できたといえ

ともに養殖は次第に南へ移り、当センターの目的

ます。

も栽培漁業へと変わりました。

山口県では、平成 22、23 年度に九州方面の

種苗生産技術は、現在に至るまで関係者のご尽

親エビが早期に入手できなかったため、採卵が

力により着実に向上しましたが疾病の発生、採卵

遅れ県内の中間育成担当者や養殖業者に多大な

技術など、まだまだ多くの検討課題は残されてい

ご迷惑をかけたことがありました。現在では親

ます。今回の甲殻類分科会で検討されたことは、

エビの入手に愛知県一色町まで手を広げ、また、

来年度のクルマエビ類種苗生産に役立てることが

催熟によって安定した採卵が可能となったこと

できると確信しています。

もあって、比較的容易に種苗生産ができるよう
になりました。

２. 平成 24 年度甲殻類分科会における
討議内容の概要

③

親エビの総購入尾数、平均体重
親エビの総購入尾数は、採卵や生産等が不調

平成 24 年 11 月 15、16 日の 2 日間に渡って西

な場合を除いて、ほぼ生産量に比例しますの

日本種苗生産機関連絡協議会（以下協議会という）

で、一概には多い少ないは言えませんが、80

甲殻類分科会が山口市で開催され、24 機関 32 人

～ 554 尾でした。

の参加がありました。
対象種はクルマエビ、ヨシエビ、クマエビの 3

本分科会の話題提供で（独）水産総合研究セ
ンター（以下水総研という）増養殖研究所

養

種類ですが、誌面の関係でクルマエビのみとさせ

殖技術部

ていただき、その概要を以下に記述します。

における平成 24 年度クルマエビ類の人為催熟

奥村主幹研究員が報告された西日本

に関するアンケート結果（以下アンケート結果
１）親エビおよび卵管理に関する討議について

という）から 12 機関中 8 機関が眼柄除去によ

①

親エビの購入時期

る催熟を行っていました。前述のとおり報告さ

最も早期で 3 月下旬に大分県佐伯市、大半が

れた機関がほぼ順調に採卵できたことから、西

4 月初旬から 6 月下旬にかけて各地で親エビを

日本では催熟により、効率的な採卵ができつつ

購入しています。

あると言っても過言ではないと思います。
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また、親エビの平均体重は 71.2 ～ 87.4 ｇと

④

植物餌料は、キートセロス、テトラセルミス、

あまり大差はないようです。催熟によってある

自然珪藻を使っています。全機関が微粒子配合

程度成熟が進んでいる親エビの採卵が可能であ

飼料、配合飼料、アルテミアを使用しており、

れば、成熟の進んだ小型の個体より、前者の大

そのうち 2 機関はイーストも与えています。

型個体を選ぶ方が採卵量も多いため、親エビ

微粒子配合飼料をＺ期、Ｍ期に使用する質問

を購入する経費が少なくなると私は考えていま

があり、以前使用したものがなくなり、新しい

す。

銘柄に変更した感触を聞きたいとのことでした

親エビウイルス検査、洗卵等

が、多くの機関が問題ないとの回答でした。

報告のありました 10 機関中 8 機関が親エビ

イーストを使用している機関にメリット、デ

のウイルス検査をしていますが、全数検査をし

メリットを聞きたいとの質問は、安価で補助餌

ていない機関もあります。

料として考えており、短所は特になしとのこと

卵の消毒は、親エビのウイルス検査をしてい
ない機関が電解海水かポビドンヨード薬浴を

でした。
②

行っています。親エビのウイルス検査をしてい

中間育成期間は 4 月 27 日～ 10 月 4 日、取

る機関も電解海水かポビドンヨード薬浴を行っ

上げ尾数は 62.4 ～ 318.3 万尾、生残率は 67.1

ていますが、陰性の場合は卵の消毒を行わずに

～ 88.9％でした。

ろ過海水のみか紫外線照射海水で洗卵する機関

私が平成 2 年頃、この職場にいたときはク

もあります。
⑤

中間育成

ルマエビの種苗生産水槽に自然珪藻を湧かすた

産卵率、ふ化率、幼生数

め、肥料を添加し止水にして数日置くと何もせ

産 卵 率 は 6.6 ～ 100 ％、 ふ 化 率 は 40.0 ～

ずに茶色になりましたが、現在では種珪藻と肥

93.9％、幼生数は 7.2 ～ 40.8 万尾 / 産卵親数

料を添加してもなかなか茶色になることはあり

となっています。アンケート結果によります

ません。築堤式で中間育成を行っている担当者

と、催熟を実施した機関では平均で産卵率が

も同様のことを言っていました。

63.5％、ふ化率が 70.0％となっていますから催

山口県水産研究センターの報告では、山口県

熟による効果がわかると思います。

瀬戸内海沿岸域の DIN は昭和 59 ～ 61 年と比
較すると平均 38％、PO4 ― P は平均 53％まで

２）親エビおよび卵管理に関する討議について
①

減少しており、沿岸域の環境が変化しています。
これら栄養塩の減少は、周防灘の漁獲量の減

種苗生産
種苗生産は、飼育水温 19.5 ～ 36.0℃、取上

少にも関連していると考えられており、種苗生

げ尾数 55.4 ～ 1,742.3 万尾、生産密度 0.53 ～

産や中間育成を行っている私たちの身近なとこ

1.85 万尾 / トン、生残率 15.0 ～ 83.5％となっ

ろでも少なからず影響を与えています。

ています。
３）疾病及び大量へい死について
①

ビブリオ病
1 機関の報告があり、7 月初旬に大きさ 56㎜
で、取上げ中に大量へい死が 1 週間続いて終息
しました。対策として、絶食及び給餌制限を行
いました。
山口県では、年１回クルマエビの養殖業者等
を集めて防疫検討会を行っていますが、以前
出席したときの話です。PAV が発生する前は、
毎年のようにビブリオ病が発生し投薬していま
した。しかし、PAV が発生すると薬剤も効か
ず、全部殺傷処分となるため、関係者は発生し
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ないよう対策を立ててきました。これまで使用

あり、へい死率 5 ～ 20％になりました。対策
として、換水率の増加、アルテミア投餌量の増
加、Ｐ 15 ～ 20 で投餌期間の延長、通気量を
弱める等を行って効果が見られました。
また、水総研から原因は疾病より餌料の栄養
への起因が疑われるとのことでした。
⑥

奇形
棘の曲がり、脱皮不全が主に見られ、尾部の
曲がり、尾部先の欠損、触覚の折れ曲がり等も
見られました。へい死率は 5 ～ 50％で奇形に
よる全滅はありませんでした。

写真 2

親エビ

⑦

PAV
1 機関で発生しています。8 月中旬以降にＰ

②

してきた電気網を止め、適正密度飼育、底質改

17 ～ 18 で陽性のため種苗を全処分し、親エビ

善、適量の投餌等ストレスを避けることによっ

も陽性でした。

て PAV は発生しなくなりましたが、同時にこ

2 年前に当所でも PAV が発生しました。侵

れまで苦しめられたビブリオ病も発生しなく

入経路は不明ですが、感染に加え採卵の遅れか

なったというものでした。PAV の発生防止策

ら投餌量の増加、残餌による底質の悪化等によ

が他の疾病をも防ぐ結果になったことは皮肉な

るストレスが発症の原因だったのではないかと

ものです。

考えています。防疫対策の徹底と養殖業者のよ

真菌症

うにストレスを与えない飼育が疾病の防止に役

4 月中旬～ 7 月初旬にＺ 1 ～Ｍ 3 で発生しま

立つのではないかと思っています。

した。真菌の菌糸がへい死した幼生の体内で確
認され、へい死率は 5％程度でした。
③

ツリガネムシ
9 月下旬にＰ 7 ～ 11 で発生しました。体表
にツリガネムシが付着し、へい死率は 70％に

④

４）防疫対策について
PAV、真菌症、細菌性疾病を対象に防疫対策
がとられています。
PAV は全ての機関で防疫対策を行っており、

も達しました。対策として効果がはっきりと現

親エビの検査は実施しない機関もありますが、水

れたのは池替えでした。

槽や器材の消毒・専用化、施設立入者の制限、立

細菌性疾病（？）

入者の消毒等を行っています。前述しました卵の

細菌性の疾病と思われるものが 1 機関で発生

薬浴や洗卵も行っています。

しています。当初、5 月中旬にＰ 15 ～ 17 で発

また、基本的には消毒等 PAV 対策と同じです

症し、症状として、遊泳脚の壊死、珪藻の付着
が見られ、へい死率は 15％になりました。以
降も 5 月下旬、6 月下旬～ 7 月初旬にかけてＰ
15 ～ 21 で発生し、へい死率は 20％でした。
⑤

赤エビ（？）
これも赤エビと確定診断はできませんでした
が、1 機関で発生しています。赤エビについて
は、
「豊かな海」No.27 で（社）広島県栽培漁
業協会の水呉主任専門員の記述がありますの
で、発生状況のみとさせていただきます。
4 月下旬～ 7 月下旬にＭ 1 ～Ｐ 40 で発生し
ました。症状として、共食いを伴う原因不明の
へい死、幼生体中線下に赤色化が見える場合も

写真 3

ポストラーバ
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が、真菌症や細菌性疾病を視点に当てた防疫対策
も数機関が行っており、PAV の消毒等に加え生
きている幼生やへい死個体の顕微鏡観察が主体と

３. 西日本種苗生産機関連絡協議会の課題と
今後の展望
甲殻類分科会の課題と今後の展望については、
前述の「豊かな海」で水呉主任専門員が記述され

なっています。
水総研から多くの機関で親エビに与える輸入ゴ

ていますので、大上段に構えて協議会の課題と今

カイは、外来の病原菌を持ち込む可能性があるの

後の展望について記述させていただきたいと思い

で、国内のゴカイを与えた方が良いとのアドバイ

ます。
今回、甲殻類分科会が山口県で開催され、座長

スをいただきました。

として会議を進行しました。私が悩んだのは会
５）飼育全般における改善について

議中に担当者から水総研へ試験研究の要望が出さ

電解海水で卵の洗浄時に流量計を設置して適正

れ、それをどのような形で伝えるかという点です。

濃度の洗浄ができたと報告がありました。洗浄前

甲殻類分科会では、水総研から全国水産試験場

の塩素濃度 0.57 ～ 0.83㎎ /㍑、洗浄後の塩素濃

長会（以下全国場長会）を通じて要望するか水産

度 0.21 ～ 0.61㎎ /㍑でした。

業関係研究開発推進会議に直接参加されても良い

また、親エビの確保が難しいので、眼柄処理に

とのことでしたが、前者は全国場長会の各段階で

より必要卵と幼生が効果的に確保できたのが 2 機

果たして採択されるのか、採択されても協議会と

関ありました。

しての名前が出なくなります。後者は予算的な面
など協議会での協議が必要になります。

６）話題提供

このようなことから、平成 24 年度の協議会場

以下の課題で話題提供がありました。以下発表

所長会において私から協議会の提言書について議

順に記述します。

題提案したのですが、結論としては、（社）全国

① 「採卵に適した親クルマエビの選別と計画的

豊かな海づくり推進協会へ下駄を預け、検討して

な採卵について」崎山一孝（
（独）水産総合研
究センター

瀬戸内海区水産研究所

椎動物研究センター

海産無脊

貝類グループ長）

いただくようになりました。
私は提案理由として、協議会が協議会の中だけ
で完結されるのではなく、協議会から出てきた課

成熟した天然エビが少ないときの採卵方法につ

題を抽出し、関係機関にお願いしなければならな

いて紹介されました。

いことを具現化し、協議会の名前で声を出さなく

② 「種苗生産機関における親エビ催熟状況につ

てはならないと伝えました。このことは、同時に

いて」奥村卓二（
（独）水産総合研究センター

水総研で栽培漁業に関する試験研究を行っている

増養殖研究所

養殖技術部

主幹研究員）

平成 24 年度クルマエビ類の人為催熟（産卵誘
発）に関するアンケート調査（西日本）の結果
が報告されました。

栽培漁業部

愛知県水産業振興基金

主査）

私が水産業専門技術員だった頃、1 年間だけ全
普及事業という観点から普及の成果をいかに目に
見える仕事にすることが難しいものであるかを痛
感しました。

催熟工程の概要、短期催熟の問題点について
報告されました。
④ 「平成 24 年度

ると思います。
国水産業改良普及職員協議会長を務めましたが、

③ 「天然雌クルマエビの短期催熟について」水
藤勝喜（公益財団法人

職員の方々の業務をバックアップすることにもな

甲殻類分科会のときも水総研から声（要望）を
出してもそれが直ぐにかなうかどうかはわからな

親エビ情報について」藤田智

也（
（社）全国豊かな海づくり推進協会

調査役）

関係機関から情報提供された資料により、産
地別親エビの産卵状況、PAV 等について報告
がありました。

いが声を出し続けなければ声は届かず、また、声
を出さないのは無いのと一緒だと言われたことが
深く印象に残っています。
今後も歴史ある協議会が盛会に開催され、討議
された課題に対する要望がよく関係機関へ届き、
種苗生産技術の向上に繋がることを願っていま
す。
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島根県石見海域における
ヒラメ資源造成型栽培漁業について
（社）全国豊かな海づくり推進協会
指導調査員

１．はじめに

安達二朗

1990 ～ 2007 年までのヒラメ資源量（放流魚＋天
然魚）を推定した（安達・有福、2011）。

2010 年 12 月に発表された第 6 次栽培漁業基本

この報告は、それらの結果を用いて、島根県石

方針のポイントの１つに、親魚を取り残して再生

見海域において、1999 ～ 2007 年までの種苗放

産を確保し、資源造成型栽培漁業を推進し、これ

流により造成された放流資源が、全体の資源量を

を漁獲管理、漁場造成事業と一体的に行うことが

どの程度嵩上げしているのかを示し、さらに、ヒ

挙げられている。

ラメの再生産関係を推定すると共に、各年の生残

これまで栽培漁業の放流効果は、放流魚の回収

率と再生産率の関数関係を利用して漁獲管理のた

率や放流魚の漁業への貢献度として、漁獲物の中

めの生物学的許容漁獲量（Acceptable Biological

に放流魚がどれくらいの割合を示すかという混入

Catch）を求めた。すなわち、第 6 次栽培漁業基

率で示されてきた。すなわち、一代再捕型の栽培

本方針に示された種苗放流による資源造成の状

漁業が重視されていた。第 6 次栽培漁業基本方

況、漁獲管理の方法を具体的に示した。

針では、それらの効果と共に、種苗放流により加

この報告が平成 23（2011）年度に開始された

入量を増加させることによる資源造成、適切な漁

全国 6 つの海域での「種苗放流による資源造成支

獲管理により親魚量を増加させることによる天然

援事業」を実施していく上において、いくらかの

資源の持つ再生産力を補強するという考え方が加

参考になれば幸いである。

わった。
また、水産基本法の基本理念の一つである水産
物の安定供給においては、水産資源の保存・管理
と水産動植物の増殖・養殖の推進が規定されてお

２．島根県石見海域におけるヒラメ種苗
放流によるヒラメ資源の嵩上げの状
況と漁獲管理に必要な資源特性値

り、第 6 次栽培漁業基本方針に基づく「種苗放流
による資源造成支援事業」は、国の重要施策の一

表 1 に 1999 ～ 2007 年までの島根県石見海域

つ（水産庁、2012）として位置づけられている。

におけるヒラメの漁獲尾数・資源尾数・親魚尾

島 根 県 石 見 海 域 で は 1982 年 に、 初 め て
123,000 尾のヒラメ種苗が放流された。それ以後、
放流種苗数は徐々に増加し、現在まで継続して放

数・加入尾数と漁獲係数他の資源特性値（安達、
2010）を示した。
表 1 の資源尾数 N、親魚尾数 A、天然魚加入尾

流されている。種苗の放流数が 250,000 尾以上に

数 N1 の（

）内の数値は放流魚である。1999 年

なったのは、1998 年以降で、近年では 500,000

の場合、全体の資源尾数が 264,440 尾で放流魚

尾前後が放流されている（島根県水産振興協会、

の資源尾数は 10,929 尾なので、放流魚の占める

未発表）
。筆者は 1983 ～ 2007 年の放流ヒラメ

割合は 0.04、2000 年では 0.05、2001 年は 0.06、

により造成された放流資源量（安達、2007 b ）と

2002 年は 0.05、2003 年では 0.06、以下 0.08（2004
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表１

島根県石見海域における漁獲尾数・資源尾数・天然魚加入尾数および漁獲係数

年）
、
0.07（2005 年）、0.05（2006 年）、0.05（2007 年）

となり、SPR・RPS=1.0 となるように漁獲量を

となっている。この場合、年々の添加効率を島根

定めていけば、年々の資源量は平衡することにな

県石見海域における最低の添加効率である 0.017

る。

と低く仮定している（安達、2007 b ）ので、資源
量の嵩上げの割合は低くなっているが、平均的な
添加効率を 0.04 とすると、各年の放流魚による

３．島根県石見海域におけるヒラメの再
生産関係と持続生産尾数

嵩上げの割合は 2 倍以上になる。嵩上げの割合が
最も高い 2004 年の割合 0.08 は 0.19 になる。す

表 1 の 1999 ～ 2006 年 の 親 魚 尾 数 A と 2000

なわち、2004 年の場合、全体の資源量の 19% が

年～ 2007 年の加入尾数 N1 をリッカーの再生産

放流魚によって占められていたことになる。

式に当てはめると、

また、表 1 には漁獲管理のための再生産率 K（次
年の加入尾数 / その年の親魚尾数）を示してある。
さらに、再生産関係として、必ずしも数式で示さ
れた関数関係を必要としない RPS（繁殖成功度
＝卵から加入までの生残率）と SPR（繁殖価＝

88

N1 ＝ 3 .8771851・A・exp（ －1.135796515・
10-5・A）
ln（N1/A）＝ 1.355109396 － 1.135796516・
10-5・A
（r ＝ 0.936

危険率 1% で有意）

加入魚 1 尾が親魚となり、生涯に産むと期待され

が得られる。すなわち、島根県石見海域における

る産卵数）
、それらの積 SPR・RPS および RPS

ヒラメの再生産関係はリッカーの理論に適合して

と相関関係のある卵から稚魚までの生残率 S00 を

いる。図１にその再生産曲線を示した。

示してある。いずれも安達（2009）の方法によ

リッカーの理論の仮定は、資源量の変化が密度

り計算してある。特に、SPR・RPS は、その値

依存的であり、加入量は密度依存的に変化するこ

が 1.0 である時、年々の加入尾数が相対的に一定

と、資源量の変動を起こす要因は漁獲行為だけで
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あり、漁獲行為のない場合には、資源量は飽和値

C=N1・E

で平衡状態となり、その飽和値は環境条件によっ

A ＝ N1 － C

て決まることである。

N1 ＝ A/（1 － E） → N1/A（＝ K）＝ 1/（1 － E）

図 1 をみると、漁獲管理の大きな目標である最
大持続生産量（MSY）が得られるのは親魚尾数
が約 50,000 尾、加入尾数が約 110,000 尾の時で、

→

A ＝ N1（1 － E）

ここで、E=0 とすると、A ＝ N1・・資源は平衡
する
E ＝ 1.0 とすると、A ＝ 0・・絶滅する

最大持続生産尾数は約 60,000 尾である。このよ

漁獲と再生産の関係は以上のとおりであり、再生

うな漁獲と再生産の関係は次のとおりである。

・F/Z）によっ
産率 K は漁獲率 E（＝（1 － e － Z）

持続漁獲尾数を C, 漁獲率を E、親魚尾数を A,
加入尾数を N1、再生産率を K とすると、

図１

て決まる。Z は全死亡係数、F は漁獲係数である。
言い換えれば、Z（＝ M+F

M は自然死亡係数）

島根県石見海域におけるヒラメの再生産曲線
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によって再生産率 K は決まることになる。この

この場合は生残率 S と再生産率 K が分かれば全

ことから K が Z の関数であることが分かる。し

死亡係数 Z を求めることができる。

たがって、逆に再生産率 K が分かれば次年の持

一方、K ＝（１－ e － Z）/（e

続漁獲尾数 C を決める全死亡係数 Z を推定する

e － Z ＝ X とおくと

） において、

－Z 2

K ＝（１－ X）/X2 となり、整えると

ことができる。
これらの関係からワカサギやトビウオのような
年魚では、資源量を平衡させる持続漁獲尾数を、

KX2 ＋ X － 1 ＝ 0

さらに、 a=K，b=1，c= － 1
aX ＋ bX ＋ c=0

等量線（45°線）の上側部分として簡単に推定で
きるが、ヒラメの場合は親魚が複数の年齢魚で構

2

とについては次項で示すことにする。

とおくと
となる。

この 2 次方程式の解は
X ＝（－ｂ±√ｂ2 －４ac）/2a

成されている。そのため、ヒラメの場合は年魚と
は異なった方法を用いなければならない。このこ

という 2 次方程式となる。

したがって、e － Z ＝（－ 1 ±√ 1 ＋ 4K）/2K
Z ＝－ ln（－ 1 ±√ 1 ＋ 4K）/2K・・・（2）
となり、Z を計算することができる。すなわち、

４．島根県石見海域におけるヒラメの生
物学的許容漁獲量（ABC）の推定

この場合は再生産率 K だけで全死亡係数 Z を推
定することができる。
一方、先述した資源が平衡する持続漁獲尾数

これまでに示したヒラメの再生産関係において

（SY）を生物学的許容漁獲尾数（ABC）とする

は、親の量が決まれば子の量も決まり、また、そ

ならば、ある年の許容漁獲尾数 C は、（1）式にお

の逆も成り立つことになる。また、ある漁獲圧の

いて、前年の生残率 S と再生産率 K から全死亡

もとでの資源変動は全死亡係数 Z で決まる。こ

係数 Z が推定されるので、自然死亡係数 M を 0.2

のことは子の量が親の量の関数として表されるこ

・F/Z・・・
（3）
（安達、2007 a ）として、C=N（１－ S）

とを示している。したがって、前項で述べたよ

で計算される。ただし

うに再生産率 K（次年の加入尾数 / その年の親魚

は生残率、F（＝ Z － 0.2）は漁獲係数である。ま

尾数）は全死亡係数 Z の関数となる。この全死

た、（2）式からも再生産率 K だけで全死亡係数 Z

亡係数 Z のもとでの漁獲率 E は一定であるので、

が推定されるので、生残率 S が不明の場合でも、

漁獲尾数 C も一定となる。このように親子関係

許容漁獲尾数 C が計算できる。

と漁獲圧が変化しない場合、一定の漁獲が続くこ

（3）式から計算した島根県石見海域におけるヒ

とから、それを持続生産量（SY）
、その最大のも

ラメの 2000 ～ 2007 年までの許容漁獲尾数 C1 を

のを最大持続生産量（MSY）という。

示したのが表 2 である。表 2 の資源尾数 N、生

再生産率 K が全死亡係数 Z の関数であること

残率 S、再生産率 K、実際の漁獲尾数 C は、表 1

を具体的に示した例としては安達（2008）の報

から引用したもので、全死亡係数 Z は（1）式か

告ががある。すなわち、安達（2008）はヒラメ

ら計算したものである。

のライフサイクルにおける成長段階間の生残率に

一つの計算例として 2000 年の場合は、

基づいて得られる加入尾数と親魚尾数およびヒラ

Z ＝－ ln（1/0.572・1.3228+1.0）＝ 0.563

メ資源の年齢構成における加入尾数と親魚尾数の

F=0.563 － 0.2 ＝ 0.363

比から、再生産率 K を

・0.363/0.563＝77,579
C1＝281,126（１－ 0.572）

K＝
（1 － S）/S （ただし、S はある年の横断
2

的生残率）という式で示している。
ここで

S＝e

K＝
（1 － e

－Z

－Z

であるので、

）
/（e

） となり、K は Z の関

－Z 2

数であることが示される。この式から、
Z ＝－ ln（1/S・K ＋ 1.0）
・・・
（1） が得られる。
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となる。
表 2 をみると、許容漁獲尾数を超えて漁獲をし
ているのが、2000 年、2001 年、2003 年、2004 年で、
許容漁獲尾数までを漁獲していないのが、2005
年、2006 年であり、2002 年と 2007 年は許容漁
獲尾数と実際の漁獲尾数が同じくらいである。

表２

島根県石見海域におけるヒラメ許容漁獲尾数（2000 ～ 2007 年）

許容漁獲尾数を漁獲した場合、翌年の資源尾数

５．これからのヒラメ栽培漁業

は次の式から計算される。すなわち
・e
翌年の資源尾数＝（N － C1）

－M

＋ N1・・・
（4）

ただし N はある年の資源尾数、C1 はある年の許
容漁獲尾数、N1 は次年の加入尾数である。

これまでのまとめは、2 項で述べたとおり島根
県石見海域において、ヒラメの種苗放流によりヒ

計算例として、許容漁獲尾数を超えて漁獲した

ラメ資源が嵩上げされていること、３、4 項で示

2000 年の場合、2001 年の推定資源尾数は、（4）

したように、ヒラメの再生産関係から資源全体（放

式に各数値を代入すると

流資源＋天然資源）の、年々の許容漁獲量が求め

（281,126 － 77,579）・0.81873075
＋ 124,039 ＝ 290,689

られるので、漁獲管理ができることである。
となる。

このことは第 6 次栽培漁業基本方針が要求して

2001 年の実際の資源尾数は 287,490 尾なので資

いるポイントの一つになっている。それにきっち

源尾数は増えることになる。

りと応えるためには、毎年、安定した数量のヒラ

また、実際の漁獲尾数が許容漁獲尾数よりも少

メ種苗を生産するため、それに対する努力、工夫

ない 2005 年の場合、許容漁獲尾数を漁獲すると、

をすること、種苗の放流技術を高めること、同時

2006 年の推定資源尾数は

に、それらだけを重視するのではなく、放流後の

（326,887 － 113,276）・0.81873075
＋ 149,832 ＝ 324,722

となり、

2006 年の実際の資源尾数が 479,193 尾なので、

放流資源と天然資源の資源状況を的確に把握する
ため、綿密な計画に基づいた市場調査を行うこと
である。

資源尾数は減少することになる。ただし、資源尾

すなわち、資源を増やすことを目的とする増殖

数は減少しても漁獲尾数が多くなることで、資源

研究と漁獲を管理するという目標の資源研究とが

を賢く利用することになる。

密接に結びついてこそ、これからのヒラメ栽培漁

許容漁獲尾数と実際の漁獲尾数とが近い 2002

業の発展があると考えている。

年と 2007 年の場合、2003 年の資源尾数は 2002
年の資源尾数に近いし、2007 年の場合でも、お

６．おわりに

そらく 2008 年の資源尾数は 2007 年と同数近く
になるはずである。このように許容された量（生

平成 18（2006）～ 22（2010）年度に実施され

物学的許容漁獲量）を漁獲し、資源を平衡させて

た「栽培漁業資源回復等対策事業（ヒラメ）
」に

いくのが漁獲管理の目的である。

おいて得られた大きな成果は、ヒラメの種苗放流
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が資源の嵩上げ、安定化に貢献し、再生産による
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