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栽培養殖課長に着任して
水産庁

増殖推進部
課長

保科正樹

４月に栽培養殖課長に着任いたしました。

共同種苗生産体制の構築の推進、等が記されてい

水産庁の勤務は、あわせて約 20 年と短くない

ます。都道府県におかれても、これに調和するよ

のですが、栽培養殖課の仕事に携わるのは初めて

う基本計画を定め、栽培漁業の推進に取り組んで

です。このため、関係する皆様に、顔を知ってい

いただいているところです。27 年 3 月までには、

ただくことからはじめているところです。

次の 7 次基本方針を策定する必要があります。ど

様々な重要課題が
栽培養殖課の仕事は、栽培漁業と養殖業に幅広
くかかわり、業務内容も多岐にわたります。

のような内容を盛り込むか、しっかりと検討して
いく必要があります。
サケマスふ化放流に関しては、近年、来遊数が
減少しており、その要因の解明と対策が課題と

養殖に関しては、本年２月、水産庁に、業界関

なっています。また、平成 26 年度は震災から４

係者や学識経験者で構成される「養殖業のあり方

年目にあたりますが、平成 22 年生まれの種苗の

検討会」が設けられ、養殖業における課題やその

大半が、23 年の飼育中に震災の津波で流出した

対応方向について議論が行われてきました。検討

ことから、来年度の被災地への来遊数の減少が懸

会では、既存の経営安定対策である資源管理・収

念されます。今後の対応について、関係県のご意

入安定対策や配合飼料価格高騰対策について、今

見も伺っているところです。

後の見直しの方向が整理されました。また、新た

今年の全国豊かな海づくり大会は、10 月に熊

な施策の展開方向として、需要を上回る養殖魚が

本で開催されます。大会は、水産資源の維持培養

供給されることにより魚価が下落し、養殖経営を

と海の環境保全に対する意識の高揚を図るととも

悪化させていることから、行政の関与の下で、需

に、水産業に対する認識を深めるための国民的行

要に見合った生産を行う計画生産の仕組みを設け

事です。天皇皇后両陛下の稚魚の御放流行事等が

ることが重要とされたところです。

執り行われる予定です。

ウナギ養殖においては、種苗であるシラスウナ

栽培漁業 50 年の節目に

ギの不漁が続いており、今年の国内の養殖池への
池入れ量は 12.6 トンと昨年の 15.9 トンの８割に
とどまりました。未だ生態等について不明な点が
多いニホンウナギですが、資源を利用する日本、

今年は、瀬戸内海栽培漁業協会が設立されてか
ら 50 年目の節目の年に当たります。
11 月には、栽培漁業 50 年の節目を祝う記念行

中国、台湾等が連携して資源を管理し、持続的利

事が、公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会

用に取り組むことが重要となっています。

が中心となって行われると聞いています。このよ

栽培漁業については、平成 22 年 12 月に策定

うな節目に、関係者の皆さんとこれからの栽培漁

された第６次栽培漁業の基本方針に、①「資源造

業の推進のあり方について考えを深めながら、栽

成型栽培漁業」の推進、②効果的な放流と対象種

培漁業の推進に取り組んでいきたいと考えていま

の重点化、③広域種の推進体制の構築、④関係都

す。

道府県の種苗生産施設間での連携・分業等による
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県民の協力でキジハタ資源増大をめざす
～ 全長 30cm 以下のキジハタ採捕禁止 ～
山口県農林水産部水産振興課
課長

１．はじめに

中島

均

ていくための事業化に向けた取り組みを行ってき

キジハタは国内では青森県以南の沿岸域に生息
するハタ類の一種で、大きなもので全長約 60cm、

ました。
平成 19 年度以降は ( 公社 ) 山口県栽培漁業公

体重は 3 kg 近くにまで成長します。県内ではア

社（以下「栽培公社」）の協力を得て大量生産試

コウ、アカミズなどと呼ばれ、県下全域の岩礁地

験に取り組み、一定の成果を出したことで、種苗

帯に生息しています。キジハタは生まれた時は全

生産の事業化へ向けた動きが加速し始めました。

てメスですが、大きく成長するにしたがってオ

平成 20 年度から平成 23 年度の 4 年間で栽培

スに性転換する変わった魚で、だいたい、30 ～

公社への技術移転を行いつつ、平成 23 年度に栽

35cm を境にしてオスが多くなるとされています。

培公社に専用の種苗生産施設を整備しました。そ

本県では主に建網、一本釣り、延縄などで漁獲さ

して、平成 24 年度には、目標としていた種苗生

れますが、その漁獲量は非常に少なく、公的な統

産 10 万尾 / 年を達成しました。現在、順調に種

計資料がないので、推定値ですが、平成 23 年で

苗生産は行われていますが、10 万尾を超える需

10 t しかありません。

要があり、全てに対応できず出荷調整を行ってい

希少なうえに非常に美味なことから市場では

る状況です。

「幻の高級魚」として高値で扱われており、大型

種苗生産の技術開発については、本誌第 25 号

の活魚になると 5,000 円以上 /kg の単価で取引さ

に詳しく載っていますので、( 公社 ) 全国豊かな

れ、本県沿岸域で漁獲される魚種では高級魚と言

海づくり推進協会のホームページからバックナン

えます。

バーをご覧ください。

２．種苗生産から放流まで

３．放流技術の開発

本県におけるキジハタの種苗生産の始まりは、

日本海側の長門市の西部に油谷湾という奥行き

平成 15 年に新規栽培漁業対象種としての可能性

約 10km の湾があり、そこで毎年、放流調査用種

を探るため、種苗生産研究に着手し、技術開発を

苗を放流し、放流技術の開発を進めてきました。

繰り返しながら、本格的な栽培漁業として展開し

そこで分かったことは、油谷湾で漁獲されたキ

放流用種苗（５cm）

採捕された標識魚（右腹鰭切除）
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ジハタのうちの 48% が放流魚であったことです。

個体が生残することが判明しました。

さらに放流地点から 1 km 以内で漁獲されたキジ

すべての個体は表皮が再生して治癒が進み、回

ハタでは 72% が放流魚でした。キジハタは放流

復状態にあることが確認され、瀕死の状態でなけ

した場所から大きくは動かない、これは放流した

れば大部分のキジハタは自然に傷を治癒し生残す

漁業者にとって非常に大きなメリットであり、種

ることが分かったので、自信を持って傷ついたキ

苗放流に対する期待を高める要因の一つになりま

ジハタを再放流して欲しいと漁業者を説得するこ

した。

とができました。
①

４．資源管理の取り組み
資源管理を行うためには、種苗放流だけでなく、

海区漁業調整委員会指示による採捕制限
キジハタは遊漁者による採捕実態もあり、遊漁

者も含めて資源管理対策を進める必要があるの

次世代を生産する親魚の保護も大切です。資源を

で、採捕制限の公的担保措置は、海区漁業調整委

増やすためには、キジハタの採捕を禁止すること

員会の指示により対応する方向で検討を進めまし

が一番効果的ですが、それでは何のために資源管

た。

理に取り組むのか意味がありません。

これと並行して、県は各地域栽培漁業推進協議

適正なサイズの規制を行うためには、資源的な

会等に対してキジハタの採捕制限について検討を

問題と経済的な問題の両面から考える必要があり

要請し、活発な議論を経てキジハタ採捕制限の了

ます。

解が得られました。

今までの研究で天然海域のキジハタのメスは

これを受けて、平成 24 年 11 月に山口県農林

31cm を越えると成熟し、産卵が可能になること

水産部長から山口県日本海海区及び山口県瀬戸内

が分かっていました。また、市場調査の結果から

海海区漁業調整委員会長に対し、キジハタの採捕

30cm 未満では 100 ～ 450 円 / 尾と安い値で取引

制限に係る委員会指示の発出について協議し、同

されますが、30cm 以上では 1,000 円以上 / 尾と

年 12 月に開催された委員会において、全長 30cm

なることが分かりました。

未満のキジハタの採捕制限に係る委員会指示を発

このことから、体長 30cm 前後のキジハタの採
捕を禁止すれば産卵親魚の保護と価格の維持が両

出することについて「適当である」旨の回答を得
ました。

立できるものと考えました。

また、同委員会では、委員会指示が遊漁者にも

ところで、網や針等で傷ついたキジハタを再放

適用されることから、山口県海面利用協議会へ諮

流しても自然界で生き延びられるものなのでしょ

問することについても併せて了承されており、平

うか。漁業者からは放流しても死んでしまうので

成 25 年 2 月の当該協議会において審議された結

あれば、小さくても売って金にした方が良いとの

果、「適当である」旨の回答がありました。

声も聞こえます。そこで、水産研究センターが建

さらに、県では一般県民等から幅広く意見を求

網で漁獲されたキジハタを傷の程度により３つの

めるため平成 25 年 2 月から 1 カ月の間、パブリッ

レベルに分け、最低限の給餌量で 1 カ月飼育し、

ク・コメント（県民意見の募集）を実施し、県内

各レベルにおける生残率、治癒の状況を調査しま

外から 6 名、計 9 件の意見がありました。意見を

した。するとレベル１、２の個体では死亡が認め

寄せていただいた 6 名の方は総じて、採捕制限に

られず、レベル３の個体であっても 80% 以上の

は賛成で、この他に漁業者、遊漁者への周知徹底
や、全長制限以外に採捕制限等との組み合わせ、
キジハタ以外の魚種への展開などの意見をいただ
きました。
この結果を受けて、3 月の両海区漁業調整委員
会において全長 30cm 未満のキジハタの採捕を禁
止する旨の委員会指示を発出することが決まりま
した。
②

海区漁業調整委員会指示の周知
今回の規制の対象者は漁業者だけでなく遊漁者
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も含まれることから、十分な周知期間が必要と考

所は水深 5 ～ 10m の場所と決定しました。
昨年、県内における放流適地を選定し、今年度

え、
委員会指示の発出を平成 25 年 3 月 19 日とし、
指示の有効期間を 6 カ月後の平成 25 年 10 月 1

から、県内 9 カ所にキジハタの幼稚魚保護礁を整

日から平成 26 年 9 月 30 日の 1 年間としました。

備することで、さらなる資源の保護、培養を図る

周知の方法として、ポスター 300 枚、リーフレッ

こととしています。

ト 1 万枚を作成し、県内の漁協、支店、市場、遊
漁船業者や釣具店に配布しています。

５．今後の課題
①

種苗生産の安定化
本県では、平成 23 年度に専用の種苗生産施設

を建設し、量産体制を整備したところですが、初
年度は親魚が水槽に馴染まず、採卵が上手くいき
ませんでした。今年は、従来の方法を見直し、成
熟を促進するため、早めの加温飼育を行い、深い
水槽で採卵を行ったところ、順調に受精卵が確保
できています。
今後とも、行政機関、研究機関、栽培公社の 3
ポスター（B2 版）

リーフレット（A4 版）

さらに、近隣県にリーフレットを配布し、近隣
県の漁業者、遊漁者への周知も図っています。

社が一丸となり、種苗の安定確保に努力していき
ます。
②

漁業所得の向上
このような取組の成果により、資源量が増加し、

今後、市町の広報誌への掲載や県の広報番組な

多く獲れるようになれば市場での価格も下がって

どへの出演等、機会をとらえて周知をするのはも

くる可能性があります。せっかく漁業者から要望

ちろんですが、海上及び陸上での遊漁者への周知、

の高い ( 値段の高い ) キジハタが多く獲れても漁

指導を進めていきたいと思います。

業所得が向上しなければ何も意味がありません。

③

市場での価格を高値で安定させるためにも一定量

幼稚魚保護礁の設置
いくら沢山の種苗を放流しても生き残る確率が

低ければ、意味がありません。
放流したキジハタがどこでどのように成長する
のかを調査したところ、小さいうちは浅い場所に

を安定的に供給できるような蓄養体制や高鮮度で
の流通が可能となるような流通体制の整備、さら
には県内でキジハタを常時、提供してもらえる飲
食店の協力等が必要となります。

いますが、大きくなると深い場所に移動すること
が分かりました。また、主な食害種は、親である

６．今後の目標

大型のキジハタやカサゴと判明し、放流後の生残

本県の平成 23 年度のキジハタの推定漁獲量は

率を高めるために放流場所には幼稚魚保護礁を設

10 t ですが、２つの課題を乗り越えることで、平

置することを決めました。そこで、幼稚魚保護礁

成 28 年には 17 t まで増やすことを目標としてい

は、船舶の航行に対する支障も考慮して、設置場

ます。
キジハタの体長制限に関わる中で、『獲れた魚
は逃がしても死ぬだけ』『市場に出さなければ損
する』と考えていた漁業者の意識も変わってきて
います。これらの意識が他の水産資源にも向いて
いくことができれば、キジハタだけではなく、す
べての水産資源の回復につながり、昔のように豊
かな漁場と活気のある漁村が蘇ることでしょう。
このことを夢見て、これからも関係機関と協力し、
種苗生産、中間育成、放流技術の確立に向けて努

幼稚魚保護礁

力をしていきたいと思います。

豊かな海

No.30

2013.7

5

富山県農林水産公社滑川栽培漁業センターの
ヒラメ種苗生産施設完成
富山県農林水産部水産漁港課
副主幹

１．施設整備の背景

渡辺

健

して、夏場の表層海水温がそれほど高くないこと

本県の栽培漁業は、昭和 40 年代から水産試験

（１～２℃ほど低い。）、また海洋深層水を取水し

場（現在の富山県農林水産総合技術センター水産

ていることから、表層水と混合することにより、

研究所。以下「水産研究所」）において、クルマ

親魚の越夏が可能な水温を維持できることなどの

エビの種苗生産試験やハマグリの移植放流などが

メリットが考えられ、水産研究所近隣でヒラメ種

行われたことから始まった。

苗生産のための新たな施設を整備することとなっ

漁業者等からの要望により、県西部の氷見市に

た。

おいて県営の富山県栽培漁業センター（以下「氷
見センター」
）が昭和 52 年度に整備され、昭和
53 年度よりヒラメ、マダイ、クルマエビ、エゾ
アワビなどの種苗生産が行われた。

２．施設整備の狙い
ヒラメの種苗生産は、これまで氷見センターと
滑川センターの 2 箇所で実施してきたが、いずれ

ニーズのさらなる高まりもあって、昭和 59 年

も加温設備が無く、ヒラメ親魚の自然産卵時期に

には財団法人富山県沿岸漁業振興公社（現在の

合わせて採卵を行っていた。このため、5 月上旬

公益社団法人富山県農林水産公社。以下「公社」）

の産卵によって得られた卵が 80㎜種苗に成長す

が設立され、県東部の滑川市にある水産研究所の

るのは 7 月中旬以降となり、放流地先海域の表層

隣接地に公社営の栽培漁業センター（以下「滑川

水温が 25℃を越える条件下での放流を余儀なく

センター」
）が整備された。滑川センターでは、

されていた。また、最近の水産研究所の調査で、

ヒラメ、クルマエビの種苗生産を行い、エゾアワ

7 月中旬以降の富山湾内の放流海域では餌料とな

ビ、ヒラメ及びマダイの養殖用中間育成も行われ

るアミ類の量が少ないことが判明し、放流効果を

た。

高めるためには、水温が高くなる前の、餌料の豊

両センターでの生産魚種は時代のニーズによっ
て変遷し、過去にはガザミやサザエなどの生産も

富な時期に放流することが望ましいとされた。
従って、新たな施設整備実施設計においては、

行っていたが、現在種苗生産を行っているのはヒ

親魚の加温飼育による早期採卵が可能となるこ

ラメ、クロダイ、クルマエビ、エゾアワビの４魚

と、また稚魚の加温飼育によって、通常より１カ

種となっている。

月早い時期に放流することが可能となるように計

一方、運営開始から 30 年以上を経過した氷見
センターでは、施設の老朽化が著しいことに加え、

画した。
また、2 箇所で実施していたヒラメの種苗生産

夏場の飼育水温が過去と比較して上昇し（30℃近

を 1 箇所に集約することで、生産性の効率化も見

くになる）
、ヒラメ稚魚の飼育水温として適さな

込まれた。

くなってきた。このことから、平成 22 年度より、
本県の栽培漁業センターの今後について、有識者
等の意見を聴きながら検討を進めてきた。
この結果、水産研究所や滑川センターの立地す
る滑川漁港付近の海域は氷見センター地先と比較
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３．施設概要
滑川センター隣接地の地権者の協力を得て用地
を取得し、広くなった敷地に既存施設と一体と
なった施設配置を行うことができた。

これまで両センターでは、それぞれの施設能力
に応じて、80㎜のヒラメ種苗を氷見センターで 8

表層海水取水

：約 5,800㎥／日

種苗生産・育成棟：約 1,600㎡、60㎥× 4 面、

万尾、滑川センターで 12 万尾生産してきたが、

40㎥× 8 面、ワムシ培養槽

新たなヒラメ種苗生産施設では 18 万尾を生産可

15㎥× 6 面

能な施設とし、既設施設での 12 万尾と併せて 30

親魚養成棟

万尾の生産能力となった。
また、これまで氷見センターで行ってきた親魚
の飼育を滑川センターで実施するために、親魚養

：約 600㎡、80㎥× 2 面、
25㎥× 3 面

その他、海水ろ過設備、加温設備、電気室設備
など

成、産卵のための施設を併せて整備した。
前述のとおり、早期採卵による早期生産・放流

４．竣工式

を実現するために、親魚、生物餌料、稚魚初期飼

新施設の竣工式は石井県知事、杉本県議会議長、

育の各ステージには海水等を加温することが可能

上田滑川市長、魚崎県漁連会長らの来賓を迎え、

な設備を導入した。

盛大に開催された。県漁連会長からは、「施設の

公社が事業主体となって実施し、
「産地水産業

拡充によってヒラメ資源の増大、漁業経営の改善

強化支援事業」の採択を得て、国からの支援をい

につながるものと大いに期待している」との言葉

ただき、平成 25 年 3 月に完成した。主な施設の

を頂戴した。

概要は以下のとおり。

新施設の全景（濃い色の屋根部分。左が種苗
生産・育成棟、右が親魚養成棟）
（その手前は既存施設、さらに右下は水産研究
所の一部）

竣工式でのテープカット（中央に石井県知事）
背後は新設の種苗生産・育成棟

５．今後の展望
本県では平成 27 年度に第 35 回全国豊かな海
づくり大会を開催することが決まっており、大会

め、つくり育てる漁業などを推進することとして
いる。

開催を契機として「神秘の海富山湾」やおいしい

新施設を中心として、現状対象魚種の放流効果

富山の魚と食文化、雄大な自然や歴史ある伝統・

の一層の向上に努めるとともに、ニーズに応じた

文化など、本県の魅力を全国に発信するととも

新魚種の生産・放流技術の開発も進めてまいりた

に、本県水産業を持続的、安定的に発展させるた

い。
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特集１

種苗生産の効率化ををめざした
各地の様々な取り組み
ー 低コスト化 、健苗性・防疫対策 、省エネ化 ー

chapter

1
マハタの形態異常低減に向けて
三重県水産研究所
主任研究員

辻

将治

はじめに
ハタ科魚類は、天然資源の希少性および高い市
場性、成長性により、熱帯から温帯域における新
しい養殖対象魚として注目されています。日本に
おいても、幾つかの研究機関が、ハタ科魚類の一
種であるマハタ Epinephelus septemfasciatus（写真

写真１

マハタ

1）の種苗生産技術開発に取り組み、その結果、
一事業所で 10 万尾以上のマハタの種苗生産が可
能なまでに技術は進歩しています。三重県水産研
究所および（公財）三重県尾鷲栽培漁業センター
も、近年は年間約 20 万尾から 30 万尾の種苗生
産に成功しており（図 1）
、三重県の累計生産尾
数は約 210 万尾になります。しかし、他のハタ
科魚類と同様に、マハタ人工種苗においても、脊
椎骨前彎症が確認される １） ほか、短躯症などの
形態異常（写真 2）が発生し、生産効率を低下さ

図１

マハタ種苗生産尾数の推移（三重県）

せるとともに、種苗の価値を損ねる大きな問題と
なっています。このような背景から、私は形態異
常の低減にむけた研究に取り組むことになりまし
た。
それでは、何故このような形態異常が人工種苗
で発生するのでしょうか？他魚種では人工種苗に
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写真２

形態異常のマハタ（左：前彎症 右：短躯症）

形態異常が発生する原因として、飼育環境（水温、
塩分、溶存酸素濃度、水面の油膜による鰾の開腔
不全、水流など）
、餌料環境（餌の栄養価）、遺伝
的特性など様々な要因が報告されており２）、生産
過程に問題があると考えられます。マハタ種苗を
生産し、養殖業者の皆さんに出荷するまでの過程
を簡単に記すと、人工授精で受精卵を採取し、陸
上水槽で仔稚魚の成長に伴いワムシやアルテミ
ア、配合飼料を給餌し、全長 3 cm 程度まで飼育
します（種苗生産期）
。その後、陸上水槽や海上
生簀で配合飼料を給餌し、全長 10 ～ 15cm で出
荷します（中間育成期）
。このような過程を考慮

図２

異なる水温で飼育したマハタ稚魚の形態異常率

すると、他魚種で報告される様々な要因が、マハ
タでも形態異常を引き起こしている可能性が考え
られました。しかし、あまりに要因が多いため、
どこから検証するべきか悩みました。このような
状況のなか、現（独）水産総合研究センター西海
区水産研究所の有滝真人博士から、カレイ類の形
態異常防除では飼育水温が重要な鍵を握ることを
教えていただきました。悩める私にとってはまさ
に蜘蛛の糸、まず形態異常の出現に及ぼす飼育水
温の影響について把握することにしました。

飼育水温とマハタ仔稚魚の生残
および形態異常の関係
マハタの受精卵を、水槽に収容してから稚魚（全
長 3 ～ 4 cm）まで異なる水温（23 ～ 29℃）で飼

図３

異なる水温で飼育したマハタ稚魚の生残率

水面から空気を呑み込むことによって鰾の中に空
気が充たされます。この現象を、鰾の開腔（かい
こう）といいますが、マダイでは、この期間に開
腔しないと形態異常が増加します３, ４）。

育し、形態異常率を比較しました。試験は 2 回行

そこで、先に紹介した水温試験のデータを用い

いましたが、どちらも 25 ～ 27℃で形態異常率が

て、水温に関係なく鰾が開腔している個体と未開

低く、それよりも低水温および高水温で形態異常

腔個体の形態異常率を調べました（図 4）。全て

率が高くなる傾向がみられました（図 2）
。また、

の形態異常率は開腔個体で 33.1％、未開腔個体

生残率は 25 ～ 26℃で高く、それよりも低水温お

で 87.6％となり、未開腔個体で高くなりました。

よび高水温で低くなる傾向がみられました（図

異常の種類別で比較すると、前彎症や後彎症を含

3）
。これらの結果から、マハタの種苗生産は、飼

む脊椎骨の屈曲は開腔個体で 0％、未開腔個体で

育水温を 25 ～ 26℃で行うのが最も良いと考えら

23.3％、短躯症は開腔個体で 4.1％、未開腔個体

れました。

鰾の開腔と形態異常の関係
次に、鰾（うきぶくろ）の影響について調査を
行いました。鰾は主に浮力調節を行う器官で、中
には空気（ガス）が入っていて、空気（ガス）量
を調節することで、浮力を調整します（写真 3）。
マダイでは、ふ化してから 8 ～ 25 日頃の間に、

写真３

マハタの鰾（軟 X 線写真撮影）
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2 つの水槽で中間育成を
行なっていたところ、同
一群であるにも関わら
ず、前彎症などの形態異
常率に劇的な差がみられ
たことがありました。こ
の時の飼育環境は、一方
は成長を促進させること
を目的に、大きな水槽で
酸素欠乏を防ぐため水流
（通気量）を強く、給餌
頻度および給餌量が多い
飼育方法、他方は成長を
図４

マハタ稚魚の鰾の開腔および未開腔個体における形態異常の出現傾向と異常率
注 : ＊＊印は有意差がみられたことを示す（P < 0.01）

抑制することを目的に、
小さな水槽で水流（通気
量）は弱く、給餌頻度お

で 8.0％、堆体の変形は開腔個体で 9.9％、未開

よび給餌量が少ない飼育方法でした。このことか

腔個体で 72.7％となり、脊椎骨の屈曲および堆

ら、中間育成期の飼育方法が新たな形態異常の出

体の変形の発生率が未開腔個体で有意に高くなり

現に影響を及ぼす可能性が考えられました。そこ

ました。この結果から、マハタの形態異常対策の

で、マハタにおいても、中間育成期の水流（通気

ひとつとして、仔魚期初期の鰾の開腔率を高める

量）および配合飼料の給餌方法が、形態異常の出

ことが重要であることがわかりました。

現におよぼす影響について試験を行いました。

鰾の開腔促進に向けて
マハタの形態異常対策として、鰾の開腔率を高
めることが重要であることがわかりましたが、鰾

中間育成期の飼育環境と形態異常の
関係
試験区として、弱通気・少量給餌区（Ⅰ区）
、

の開腔条件は不明です。いくつかの魚種では、仔

弱通気・多量給餌区（Ⅱ区）、中通気・多量給餌

魚期の初期における鰾の開腔には飼育水面の油膜

区（Ⅲ区）および強通気・多量給餌区（Ⅳ区）を

除去が必要であり、油膜除去器（スキーマー）を

設定し、同一群のマハタ（全長 7.2 cm、98 日令）

用いて水面の油膜を除去し、空気を呑み込み易く

を収容しました。通気は、ⅠおよびⅡ区は 1 カ所

する方法が効果的とされています 。一方、マハ

/ 槽（0.5 L/ 分）、ⅢおよびⅣ区は 2 カ所 / 槽（Ⅲ区：

タ仔魚期の初期には、浮上死と呼ばれる大量減耗

1.5 L/ 分 / 本、Ⅳ区：5.0 L/ 分 / 本）で行ないま

が発生するため、防止策として飼育水面に被膜オ

した。配合飼料をⅠ区は日間給餌率 2％、Ⅱ～Ⅳ

。相

区は 6％で、Ⅰ区は 1 回 / 日、Ⅱ～Ⅳ区は 3 ～ 5

反する水面の油膜除去をマハタで行うことは非常

回 / 日に等分して給餌しました。前彎症率は試験

に困難かもしれませんが、生残率の確保と鰾の開

開始時に 21.2% を示し、試験終了時（136 日令）

腔率の向上が両立するような生産技術を開発した

にⅠ区で 19.7％、Ⅱ区で 46.6％、Ⅲ区で 36.5％、

いと思います。

Ⅳ区で 61.5％を示し、Ⅳ区はⅠ区に対して有意

２）

イルを添加することが推奨されています

１, ５）

に高い値を示しました（図 5）。また、Ⅳ区では

中間育成期に新たな形態異常が発生
する可能性

水流に対して遊泳し、連続遊泳時間も長くなるこ
とから、通気による水流が強く、給餌頻度および
給餌量が多い飼育環境では過剰な遊泳および摂餌

三重県では、過去にクエの種苗生産技術開発を
行なっていましたが、ある時、飼育環境が異なる
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で脊椎骨に負担がかかり、前彎症が増加する可能
性が考えられました。

図５

中間育成期に異なる方法で飼育したマハタの前彎症率

注 : 異なる記号は有意差がみられたことを示す（P < 0.05）
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2
トラフグの健苗生産および生産の効率化
に向けた取り組み
独立行政法人 水産総合研究センター 増養殖研究所 資源生産部
主任研究員

１．はじめに

鈴 木 重 則

み合い行動が見られるようになり、尾鰭の損傷お
よび死亡が頻発します。そこで、トラフグ種苗生

水産総合研究センター増養殖研究所 資源生産

産における噛み合い防止対策として、（1）注水方

部では、トラフグ伊勢・三河系群をモデルとして、

法や通気方法を工夫することで飼育水槽の中を循

水産資源を安定的に利用するための増殖技術の研

環する緩やかな流れを発生させ、群れで泳ぐ性質

究開発を進めています。また、静岡県、愛知県、

が弱いトラフグ種苗を一定方向に泳がすこと（写

三重県および神奈川県の水産試験研究機関と連携

真 1 ）、また、（2）自動給餌器により早朝から夕

して効果的な放流技術を開発するため、一定品質

方まで配合飼料を絶え間なく与えることで、トラ

のトラフグ人工種苗を生産しています。トラフグ

フグ種苗を空腹状態にしないことなどが一般的に

の種苗生産では、種苗同士の噛み合い行動が激し

行われています。増養殖研究所では、これらの対

く、そのまま放置しておくと尾鰭等が噛みちぎら

策に加えて、（3）寒冷紗および天井へ向けて設

れてしまうばかりでなく、成長の悪い、いわゆる

置したレフランプを利用して、水面付近が常に

ビリ個体は、生産の途中で噛み殺されてしまいま

50Lux 以下の低照度となるように調整すること

す。尾鰭を激しく噛まれた個体は、放流後に生き

（写真 2 ）、さらに、（4）いわゆる貝化石粉末を 1

残りが悪い可能性があり、また大きく成長しても

日 2 回、300g 程度を飼育水中に散布することで、

尾鰭が完全に再生することはありません。それら

常に飼育水に濁りが加わるように留意しました

は魚市場で奇形魚として扱われ、安く買い叩かれ

（写真 3 ）。このような対策を講じることにより、

てしまいます。トラフグの種苗生産において、種

種苗同士の噛み合い行動は激減し、健全な種苗の

苗同士の噛み合い行動を軽減することは、健全な

生産が可能となりました。種苗生産の成績（ふ化

種苗を生産するため、そして、漁獲された放流魚

仔魚収容から取り上げまでの生残率）も 50％前

の価値を低落させないためにも、とても重要なこ
とです。
ここでは、増養殖研究所で行っている尾鰭の噛
み合い行動を軽減させるための健苗生産への取り
組み、そして、その取り組みによって生産された
トラフグ種苗の尾鰭の再生状況について紹介しま
す。

２．トラフグ種苗の噛み合い軽減
対策
トラフグの種苗生産では、ふ化後 2 週間、全長
5 〜 6 ミリメートルに達した頃から種苗同士の噛
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写真１

流れに向かって群泳するトラフグ種苗

後で安定するようになりました（表 1 ）。
貝化石粉末を飼育水に散布することの、もう１
つの効用は、通常の種苗生産において毎日の煩
雑な作業である底掃除を省くことができることで
す。取り上げの直前には大掃除をしなければなり
ませんが、それまでの約 50 日間は、底掃除をす
る必要が全く無いので、飼育作業を大幅に軽減す
ることができました。

写真２

薄暗いトラフグ種苗生産棟の様子

３．噛みちぎられた尾鰭は
再生するのか
さて、このようにして生産した種苗でも、噛み
合いによる尾鰭の欠損を完全に防ぐことはできま
せん。そこで、放流直前のトラフグ種苗を継続し
て飼育し、尾鰭の再生の様子を観察しました。飼
育実験は、ネットで仕切られたカゴに１尾ずつを
収容し、種苗同士が噛み合い出来ないようにしま
した。１週間に１〜 2 回の頻度で体サイズの測定
および、尾鰭の再生状況を調査した結果、全長 4
〜 5 センチの種苗では、尾鰭末端の 1/3 ほどが
噛みちぎられてしまった場合でも、1 カ月以内に
ほぼ完全に再生する、ということがわかりました
（写真 4）。具体的には、噛みちぎられた尾鰭の面

写真３ 調理用のザルに入れた貝化石
長時間かけて少しずつ飼育水中に広がっていく

表１

積が 10％程度の個体では約 1 週間で再生、20％
程度では約 2 週間で再生、30％程度では 3 週間

増養殖研究所 南伊豆庁舎におけるトラフグ種苗生産試験の概要
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写真４

トラフグ種苗の尾鰭の再生状況

で再生しました。増養殖研究所で生産しているト

より天然稚魚に近い人工種苗を生産する飼育技術

ラフグ種苗の尾鰭の状態は、残存している部分の

を開発していく必要があります。増養殖研究所で

面積が 70％以上の個体が 9 割以上を占めていた

は、より効率的に健全な種苗を生産するための研

ので、大きく成長した放流魚は見栄えも良く、天

究開発に、今後も取り組んでいきます。

然魚と同等の価値で扱われているものと考えられ
ます（表 1）
。

４．おわりに
高密度に濃縮された淡水クロレラなどの植物プ
ランクトンが販売されるようになったおかげで、
ひと昔前の種苗生産に比べると、作業の効率化お
よび生産の安定化は大きく前進したと感じていま
す。しかし、ワムシやアルテミアなどの生物餌料
の培養、収穫、給餌作業については、まだまだ効
率化の余地が残されているのではないか、と感じ
ています。
一方、生産種苗の健苗性についてですが、健全
な種苗の生産手法を開発していく上では、同サイ
ズの天然稚魚が全てのお手本となります。姿形ば
かりではなく、行動や生理的な側面についても、
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クエの防疫対策と効率的種苗生産に向けて
（独）水産総合研究センター

増養殖研究所

病害防除部

病原体研究グループ長
（独）水産総合研究センター

西海区水産研究所

森

広一郎

亜熱帯研究センター

研究員

岩 崎 隆 志

長い間、万単位の種苗生産ができませんでした。

１．はじめに

近年、防疫対策の向上と低換水による種苗生産
技術の開発により、安定的かつ効率的にクエの種

現在、マダイやヒラメといった主要な増養殖対

苗を万単位で生産することができるようになりま

象種の魚価は平均で 1,000円/kg 前後と低迷する

した。ここでは、その取り組みについて紹介しま

状況下にあって、一方で魚粉原料等の急騰に伴う

す。

飼餌料費の値上がりや東日本大震災以降の光熱費
の高騰によって、生産コストは増加の一途をたど
り、種苗生産を始めとした増養殖産業は非常に厳
しい状況にあり、経営の危機に直面しています。

２．クエの防疫対策の現状
クエの種苗生産中に発生するウイルス病である

このような状況のもと、クエ、マハタ、キジハタ

VNN は、主に海産魚の仔稚魚期に発生する魚特

といったハタ類は天然の資源量が少ないため、そ

有の病気で、中枢神経に感染する症状から「ウイ

の希少価値が高く、また、その良質な白身は非常

ルス性神経壊死症」と名付けられました。

に美味しいため、3,000円/kg 以上の魚価で高級

本病は、我が国のみならず海外においても広く

魚として取引されています。そのためハタ類は、

発生し、多くの増養殖魚で問題となっています。

マダイやヒラメに代わる増養殖対象種として、西

本病の原因となるウイルスは、RNA を遺伝子と

日本を中心に、現在、1 都 1 府 14 県でその増養

して有する小型で球形のウイルスでノダウイル

殖技術の開発が行われています。中でも、クエは

ス科のベータノダウイルスに属します（写真 2 ）
。

本州中部以南に分布する、全長 1 m を超える大型

本病は、親から子へ感染するとこから、検査でウ

のハタ類で、最高値で 20,000円/kg を超える超高

イルスを持っていない（陰性の）親魚だけを採卵

級魚であるため、その種苗生産技術の開発が盛ん

に用い、さらに受精卵の消毒、飼育水の殺菌を行

に行われています（写真 1 ）。しかしながら、こ
れらハタ類の仔魚は小さく弱いため飼育が困難で
あることに加えて、ウイルス性神経壊死症（以
下、
VNN）という病気が原因で大量減耗が起こり、

写真１

クエ親魚

写真２

ウイルス性神経壊死症の原因ウイルス
（直径は約 25 ㎛）
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う対策が有効であることが明らかにされていま

も続けてクエの中間育成中に発生していた VNN

す。この様な対策により本病の発生数は大幅に減

が全く発生しなくなり、生産施設での有効性が確

少しましたが、中間育成過程でしばしば本病が発

認されました。

生し健全な種苗の生産に大きな障害となっていま
した。

今後、この配偶子洗浄法に更なる改良を加え、
親から子へウイルスの感染を完全に断ち切ること

（独）水産総合研究センター（以下、水研セン

により、これまで悩まされてきた VNN を完全に

ター）では、新たな対策として人工授精する前の

克服することで、ハタ類の安定生産に寄与出来れ

卵（未受精卵）および精子を洗浄する方法（配偶

ばと考えています。

子洗浄法）について開発を進め、搾出した未受精
卵については雌の体液（卵巣腔液）を模した洗浄
液で洗浄する方法を、精子については雄の体液（精
漿液）を模した洗浄液で遠心分離により洗浄する

前述した様に、クエの仔魚はその親の容貌とは

方法を開発しました（図 1 ）
。実際にこの配偶子

対照的に、ふ化直後では全長約 2 ㎜と小さく脆弱

洗浄法で洗浄したクエの未受精卵と精子を用いて

であるため、飼育環境の変化に弱く、不適切な環

種苗生産試験を行ったところ、当該施設で 6 年間

境下ではすぐに死滅してしまいます。一般的に海

図１

図２

16

３．効率的なクエ種苗生産
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産魚の種苗生産はふ化直後から飼育水に新たな海

育においては流水飼育と比較し、26℃よりも水温

水を注水する、いわゆる「流水飼育」で行われます。

の低い新たな海水を注水する量が少ないため、飼

しかしながら、流水飼育では汲み上げる地先の海

育水を加温するためのコストを削減することがで

水の影響を受け、飼育水中の水質や細菌叢などが

きます。

急激に変化することがあります。この飼育環境の

三つ目は取水海水から来る病原体侵入リスクの

急変を防止するために、水研センターでは、ほと

低減です。前述の VNN などの病原体は取水海水

んど飼育水の換水を行わない「低換水飼育」を導

から侵入する危険性もありますが、低換水飼育に

入することによって、クエ仔魚の減耗を防除する

よって、取水から来る病原体の侵入リスクを減ら

ことに成功し、それまでふ化後 10 日までの生残

すことができ、それによって、仔稚魚が病気にか

が 10～30% 程度だったものを、50～70% に改善

かることを防ぐことができます。

することができました。それに伴って、稚魚まで

以上のように、低換水飼育ではクエ仔魚が育つ

の生残率もそれまで 10% 以下であったものを 10

環境を適正に維持するだけでなく、生産コストの

～20% 程度に引き上げることに成功し、クエ種苗

削減や病気発生のリスクを低減することで、安定

を万単位で生産することを可能にしました。さら

的、効率的な種苗生産を行うことができます。

に、低換水飼育には、次のようなメリットもあり
ます。
一つ目は、仔魚の初期餌料であるワムシの飼育

４．おわりに

水中の密度維持と培養コストの削減です。一般的

今回紹介した取り組み等によって、現在では１

に海産魚の種苗生産では仔魚の初期餌料としてワ

機関で 10 万尾を超えるような種苗生産を効率的

ムシを給餌しますが、流水飼育では飼育水の換水

に行うことが可能となっています。しかしながら、

に伴って、飼育水中のワムシが流出してしまいま

稚魚までの生残率は 10～20% 程度であり、60～

す。そのため、仔魚が十分に摂餌できるように飼

80% 程度の歩留まりで生産できるマダイやヒラメ

育水中のワムシ密度を維持するためには、ほぼ毎

などの主要な増養殖対象種と比較して、まだまだ

日、大量のワムシの給餌を行わなくてはなりませ

低いのが現状です。

ん。今回ここで紹介する飼育方法では、ワムシ給

今後は生残率の改善など、さらなる効率的な種

餌期は全く換水を行わないため、換水によるワム

苗生産を目指して、研究開発に取り組んでいく必

シの流出がありません。従って、常に一定の密度

要があります。また、生産した種苗の一部に形態

以上のワムシが飼育水中に存在するため、クエ仔

異常魚が認められることも新たな問題として生じ

魚がいつでもワムシを摂餌できる環境を整えるこ

ています。種苗生産において発生した形態異常魚

とができ、仔魚の生残の向上に繋がっています。

はその身質は健常魚と変わりませんが、健常魚と

加えて、毎日、大量のワムシを給餌する必要がな

比較して成長が遅かったり、見栄えが悪かったり

いため、ワムシを培養する量を大幅に減らすこと

するため、一般的には生産途中で廃棄されてしま

ができ、ワムシ培養にかかるコストを削減するこ

うのが現状です。

とができます。

今後より一層、生産コストを削減し、健全な種

続いて、二つ目は、加温コストの削減です。ク

苗を作るためには、形態異常の防除も避けては通

エ種苗生産においては最適とされている 26℃に

れない問題です。今後は形態異常防除についても

飼育水を加温し、飼育を行っています。低換水飼

積極的に取り組んでいきたいと考えております。
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4
「閉鎖循環式飼育システム」を活用した
低塩分海水によるカサゴ種苗生産
広島県立総合技術研究所
水産海洋技術センター水産研究部
研究員

1. はじめに

御堂岡あにせ

２. 試験方法

カサゴ Sebastiscus marmoratus は北海道南部か

1 月上旬に長期養成した親魚より得られた産仔

ら東シナ海の沿岸域に生息し、広島県では東部を

魚を、閉鎖循環式飼育区とかけ流し飼育区の飼育

中心にホゴメバルと呼ばれ親しまれている魚であ

水槽（5 kL 円形）2 面に等分して収容した（閉鎖

る。主に釣り・はえなわ、刺網、小型底びき網漁

循環式飼育区―1、かけ流し飼育区―1）。その後、

業で漁獲されているが、県内の漁獲量は昭和 58

別の産仔魚についても同様に飼育水槽それぞれ 2

年の 226 トンをピークに漸減し、平成 15 年には

面に収容し、これを閉鎖循環式飼育区―2 とかけ

112 トン（50％減）にまで落ち込んでいる。県内

流し飼育区―2 とし、合計 4 面の飼育水槽を用い

の市場単価は 1,000 ～ 1,500 円 /kg と安定してお

て種苗生産試験を 2 回実施した。この時の収容密

り、沿岸域での定着性が高いことから、漁業者の

度は 1 ～ 1.2 万尾 /kL とした。

種苗放流の要望が高い魚種である。このような背

試験区 2 面（閉鎖循環式飼育区―1 および 2）

景から広島県立総合技術研究所水産海洋技術セン

に は 閉 鎖 循 環 式 飼 育 シ ス テ ム を 設 置 し（ 図 1、

ターでは平成 18 ～ 20 年度に「地付き魚の種苗

2）、また対照区 2 面（かけ流し飼育区―1 および

生産技術開発」、平成 20 ～ 22 年度に「カサゴ種

2）は砂ろ過後、紫外線殺菌海水のかけ流し飼育

苗量産技術開発」として種苗生産技術に関する研

とした。飼育期間中は水温を 15 ～ 16℃の範囲で

究を実施するとともに、平成 20 年度からは一般

維持した。いずれの区も飼育開始時の塩分濃度

社団法人広島県栽培漁業協会への技術移転を並行

を 33 ～ 34‰とし、その後、大量減耗期である日

して行った。

齢 15 ～ 35 日目を中心に、1 回目の試験では 10

著者らは、すでにカサゴの種苗生産において飼

～ 25 日間かけて所定の塩分濃度である 2/3 海水

育水の塩分を低下させることで、仔魚期に発生す

（20 ～ 22‰）、2 回目の試験では 1/2 海水（16 ～

る特定の大量減耗期の生残性を高められることを

18‰）による低塩分飼育を実施した。試験期間は

明らかにし、減耗期の対処方法としての低塩分飼

48 日目までとし、この間の成長および生残性を

育技術を確立している（御堂岡ら．未発表）。しか

比較した。

しながらこの技術は、低塩分海水を調整するため
に多量の淡水を使わなければならず、低コスト化
が課題として残っていた。そこで平成 21 年度か
ら独立行政法人水産総合研究センター・瀬戸内海

2/3 海水（20 ～ 22‰）条件下では試験終了時

閉鎖循環システムグルー

の生残率は閉鎖循環式飼育区―1 および 2 の平均

プの協力を得て閉鎖循環式飼育システムを導入

値が 28.0 ± 0.5％、かけ流し飼育区―1 および―2

し、低塩分飼育技術との融合を図った。これによ

で 16.9 ± 7.8％であったことから閉鎖循環式飼育

り高い生産性と直接生産費の低減が実現できたの

区の方が高い傾向が示された。（図 3 左）。

水産研究所

増養殖部

1/2 海水（16 ～ 18‰）条件下では閉鎖循環飼

で紹介する。

18

３. 仔稚魚の生残性
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図１

閉鎖循環飼育区の飼育水槽

図３

図２

閉鎖循環飼育システム

低塩分海水条件下における閉鎖循環飼育とかけ流し飼育による生残率の比較
（左：2/3 低塩分海水、右：1/2 低塩分海水）

育区―1 とかけ流し飼育区―1 の累積死魚数の変化

成長に関する統計的な有意差は認められなかった

を比較すると閉鎖循環飼育区―1 の方が安定的に

（P >0.05、図 4 左）。図示していないが、閉鎖循

推移し、試験終了時においても生残率は閉鎖循

環飼育区―2 とかけ流し飼育区―2 についても同様

環飼育区―1 で 30.5％、かけ流し飼育区―1 で生残

の結果であった。

率 24.0％と高い傾向が示された（図 3 右）。一方、

また 1/2 海水（16 ～ 18‰）条件下の閉鎖循環

閉鎖循環飼育区―2 とかけ流し飼育区―2 はいずれ

飼育区―1 とかけ流し飼育区―1 の成長について

も日齢 9 ～ 10 日目から大量減耗が発生した。特

も統計的な有意差は認められなかった（P >0.05、

にかけ流し飼育区―2 については大量減耗が激し

図 4 右）。これらのことから閉鎖循環飼育と低塩

く、飼育 14 日目で中止とした。一方、閉鎖循環

分飼育の組み合わせは従来のかけ流しによる低塩

飼育区―2 は緩やかに減耗したものの、生産中止

分飼育と同等の成長を確保できることが示され

には至らず最終的な生残率は 19.6％を示した（図

た。

3 右）
。いずれの飼育事例も、閉鎖循環システム
を用いた低塩分飼育の生残率は高い傾向が示され
た。

５. 直接生産費の比較
カサゴの種苗生産期は 12 ～ 3 月の冬季に行わ

４. 仔稚魚の成長性

れるため、かけ流し飼育では加温コスト（重油代）
や低塩分飼育法を用いる場合には、海水を希釈す

閉鎖循環飼育とかけ流し飼育の成長の違いを

る淡水のコストが課題となっていた。今回、導入

図 4 に示した。2/3 海水（20 ～ 22‰）条件下で

した閉鎖循環システムでは、加温した飼育水を再

は閉鎖循環飼育区―1 とかけ流し飼育区―1 の間の

度使用することでエネルギーの損失を抑え、さら
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図４

低塩分海水条件下における閉鎖循環飼育とかけ流し飼育による成長の比較
（左：2/3 低塩分海水、右：1/2 低塩分海水）

に低塩分海水を繰り返し使うことで新たな淡水の

さらに、流水を加温する重油代が必要ないこと

コストがかからないことから、従来の種苗生産方

や、閉鎖循環装置内にあるヒーターの電気代を加

法と比較して生産コストの低減が期待できる。

味しても飼育水の加温に必要なコストが低減でき

生産コストを比較するため、2/3 海水（20 ～

た。一方、生産性が向上したことによる固定費（主

22‰）における飼育事例をもとに 1 尾あたりの

に餌料代）が増加したが、水槽 1 kL あたりの直

生産コストを算出した（表 1）
。コスト算出にお

接生産費は 1 割削減できた（表 1）。これらの結

いては、
餌代（生物餌料と配合飼料）を「固定費」、

果より 1 尾あたりの直接生産費は閉鎖循環式飼育

かけ流し飼育で生じるボイラーの重油代を「流水

で 37.8 円、かけ流し飼育が 71.3 円と約 50% の低

重油代」、閉鎖循環システムを稼動するための電

コスト化が認められた（表 1）。これらのことか

気代とヒーターの電気代を「閉鎖電気代」、希釈

ら閉鎖循環飼育と低塩分飼育はコスト的に非常に

海水を調整するための水道代を「低塩分費用」と

相性の良い技術の融合であることが明らかになっ

して計上し、これらの総和を直接計算費とした。

た。

閉鎖循環式飼育区はかけ流し飼育区と比較して
低塩分費用を 1/10 に抑えることができた（図 5）。
表１

かけ流し飼育と閉鎖循環式飼育のコスト比較

６．おわりに
ここでは省略したが、いずれの飼育事例におい
ても、水温 15 ～ 16℃、塩分 16 ～ 22‰の範囲で
あれば、アンモニア態窒素量、pH、溶存酸素量
を指標とした水質低下は認められず、閉鎖循環シ
ステムと低塩分飼育を組み合わせたカサゴ種苗生
産は可能であり、また前述したように成長や生残
性から健苗性を確保しながら生産性を向上させる
ことができた。当然のことながら栽培漁業の観点
から放流用種苗の健苗性の確保は、より高い放流
効果へと繋がるための必要条件である。
同時に種苗生産現場では生産の安定化やコスト
の低減が常に求められており、それに応える技術
の一つとして低塩分飼育や閉鎖循環飼育が有効で
あることを示すことができた。近い将来、種苗生
産現場に閉鎖循環式システムを導入することで低

図５
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かけ流し飼育と閉鎖循環式飼育による
直接生産費の比較
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塩分飼育技術の利用が促進され、効率の良い種苗
生産が可能になることを期待したい。
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5
海洋深層水を利用したクルマエビの
完全養殖への取り組み
沖縄県車海老漁業協同組合
海洋深層水種苗供給センター
主任

沖縄県のクルマエビ養殖

松 本 源 太

クルマエビ養殖に甚大な被害を
与える PAV

当初、日本のクルマエビ養殖は海を仕切った池
に沿岸海域で漁獲された天然のクルマエビを収容

PAV の感染経路は充分には特定されていませ

し、沿岸で獲れた魚類などの餌を与え、若干成長

んが、親からの垂直感染や共食いなどによる水平

させたものを高値の時に販売するといった畜養方

感染の可能性が高いと言われています。他にクル

式でした。その後、昭和 30 年代半ばに人工ふ化

マエビの疾病としてビブリオ、フサリウムなどが

と飼育手法が開発されたことにより、昭和 37 年

知られていますが、これらは健康状態の良いクル

頃から給餌法式による現在に養殖手法が急速に発

マエビを育てていればある程度防ぐことができる

展しました。

のに対し、PAV はいったん感染してしまうと高

沖縄県でのクルマエビ養殖は本土より 10 年ほ

密度で飼育しているため、養殖池で爆発的に感染

ど遅れた昭和 46 年頃から始まりました。当初、

が広がり、治療法も見つかっていないため、侵入

沖縄では飼料の入手が困難であった事や、夏場の

を防ぐことが何より重要な対策です。

高水温期における養殖技術が未熟であった事など

さらに近年では、海洋汚染の影響か、天然のク

から、相当な苦労があったようです。しかし、配

ルマエビが PAV の原因ウイルスである PRDV を

合飼料の開発や沖縄独自の生産技術の確立などの

保有している確率が高くなっています。従来のク

様々な創意工夫や、冬季には水温が低くほぼ休眠

ルマエビ養殖は天然で漁獲された大型のクルマエ

状態になるため、ほとんど成長しない他県に比べ、

ビを親エビとして用い採卵、種苗生産を行ってい

冬季でも温暖で成長が速いといった利点を生か

ました。親エビからのウイルス感染の対策として

し、平成 5 年に生産高が、平成 7 年には生産量が

PCR 法による検査技術も確立されてはいますが、

初めて全国一位になり、平成 16 年以降は生産量、

ウイルス数が少ない場合などは検出率が低かった

生産高ともに全国一位を維持するまでに発展して

りするため、検査を行っても 100％確実に PRDV

きました（図１、図２）。

の侵入を防ぐことは難しく、ついに平成 10 年に

このように順調に発展してきたように見える沖
縄県のクルマエビ養殖ですが、日本一の産地とな

は沖縄でも PAV が発生し、非常に大きな被害を
受けることになりました。

るまでには多くの困難や課題がありました。特に

（沖縄県での PAV の被害：Ｈ 10 年 8 月頃より、

疾病については急性ウイルス血症（通称：PAV）

被害総額約 25 億円、被害重量約 350 t、22 事業

と呼ばれる致死率の非常に高いウイルス病が発生

体中 8 事業体で発生）

し、全国のクルマエビ養殖は甚大な被害を受ける
こととなりました。

クルマエビの完全養殖の必要性
近年は良質な親エビを安定して入手できないう
え、先述したウイルスの問題から、天然の親エ
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図１

図２

22

全国のクルマエビ養殖生産量の推移

沖縄県のクルマエビ養殖生産量・生産高の推移

ビを使用しない、クルマエビの完全養殖の必要性

究がなされ、沖縄の気候でも可能な完全養殖の技

が高まってきましたが、夏期に高水温になる沖縄

術が確立されました。

の気候で親エビを養成することは非常に困難でし

これを受け、沖縄県車海老漁業協同組合では平

た。しかし、沖縄県海洋深層水研究所で海洋深層

成 14 年よりクルマエビの完全養殖の実用化に向

水の低温性を利用したクルマエビの完全養殖の研

けての取り組みが始まり、現在では県内での必要
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数量の約 70％を供給しています。
（ 平 成 24 年 度 販 売 数 量
102,230,000 尾

ノ ー プ リ ウ ス 幼 生：

種苗：33,975,000 尾）

に変態します。活発に泳ぎ回りながら触角を盛ん
に動かし、珪藻などの植物プランクトンを食べて
成長します。水温が 25 度以上の時には 3 ～ 4 日
でミシス幼生に変態します。

久米島の海洋深層水を利用した
親エビ養成
沖縄県海洋深層水研究所の海洋深層水は水深
612 ｍから 1 日あたり 13,000 トンがくみ上げら
れています。海洋深層水は雑菌が極めて少ない、

ミシス幼生はゾエア幼生とは違い、跳ねるよう
にして泳ぎ、動物性のプランクトンを食べるよう
になります。ここまで成長するとようやくエビに
見えるようになりますが、まだうまく泳ぐことが
できません。
さらに 3 ～ 4 日経過するとポストラーバ期に入

栄養塩類が豊富に含まれている、年間通して 10

ります。ポストラーバになると遊泳肢が発達して

度前後の水温であるのが主な特徴です。

泳ぎが上手になり、形態もほぼ大人のクルマエビ

クルマエビの親エビ養成は海洋深層水の低温性
を利用し、表層水と混合し温度調整をして行っ

と同じになります。そして 15 日ほど成長すると
養殖場へ出荷されます。

ています。養成池に設置されたバルブを開けるだ

出荷の際はビニール袋に海水を入れ高密度で輸

けでふんだんに出てくる海洋深層水を利用するこ

送するため、輸送中に共食いや水質の悪化を防ぐ

とができるため、普通では 30 度以上の高水温に

ため、低水温で種苗の活力を落として輸送を行い

なる夏の間も適切な水温に管理することが可能で

ますが、この時に海洋深層水を利用します。

す。

種苗生産を行ったポストラーバの中から一部を

自然界で親エビが生息している環境と同じ水温

来年の親エビ候補に育てるため、親エビ養成用の

に調整し、栄養価の高い専用の飼料を与え、広々

タンクへ収容し、良い環境で十分な飼育管理のも

とした環境で親エビを飼育していると、成熟が進

と、成長が速く、健康で抵抗力のあるクルマエビ

んだ個体が出現してきます。そこから養殖場の希

を育てます。

望する時期に合わせて交尾をした成熟個体を取り
上げ、採卵用の水槽へ移します。この時、親エビ
の片方の目を焼き切る眼柄切除を行います。これ
はクルマエビの目の付け根あたりに成熟を抑制し
ている器官があり、これを取り去ってやることに
よって成熟が進み、多くの卵を産むようになりま
す。

クルマエビの種苗生産
採卵水槽へ収容後、3 ～ 4 日経つと片目を切ら
れたクルマエビたちは卵を産み始めます。夜行性

写真１

ノープリウス期幼生

のクルマエビは夜中に産卵するのでこれを翌朝回
収し、ふ化水槽へ収容、翌日、ふ化した幼生を回
収し、これを種苗生産用の水槽へ収容して種苗生
産がスタートします。
受精卵は 13 ～ 14 時間でふ化し、ノープリウ
ス幼生となります。成体とは似ても似つかないク
モのような容姿をして活発に泳ぎ回ります。ノー
プリウス幼生は体内の養分で成長し、摂餌はしま
せん。
ノープリウス幼生は 48 時間ほどでゾエア幼生

写真２

ゾエア期幼生
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また、PAV はもともと外国から持ち込まれた
ウイルスが原因となって発生したと考えられてい
ます。現在採卵に使用している活餌（アオイソメ）
は国外のものを使用しているため、餌からのウイ
ルスの侵入を防ぐ対策を講じる必要があります。
日本に入ってきているアオイソメは東南アジア方
面産も含まれ、東南アジアではクルマエビ科のブ
ラックタイガーやバナメイなどの養殖が盛んにお
こなわれており、日本にはまだ入ってきていない
ウイルスの発生も確認されています。何よりアオ
写真３

ポストラーバ幼生

イソメは高価でもあるので使わずに採卵できるの
が理想的です。
また、スーパーなどで販売されている外国産の
冷凍エビ（ブラックタイガー、バナメイなど）は

今後の課題

高い確率でウイルスを保有していると考えられま

人工的に交配を続けていくとウイルスの心配は

すし、台風の際、東南アジアからの漂着物も多く

なくなりますが、近親交配によって近交弱性の

みられるので、これらからの侵入の可能性も否定

問題が発生すると考えられます。遺伝的多様性を

できません。

維持するためには定期的に遺伝的に異なる親エビ

もともと沖縄の近海にはクルマエビは生息して

と交配させる必要がありますが、PAV に限らず、

おらず、海からのウイルスの侵入はあまり考えな

未知のウイルスが侵入する可能性もあるので、で

くても良いように思われますが、先に述べました

きるだけ外部からは入れたくありません。しかし

ように他にも様々な感染経路が存在します。少な

近い将来発生すると思われる、避けては通れない

くとも種苗からの感染は確実に防ぎ、安定した養

問題なので、どの程度、近親交配を繰り返すと近

殖経営のため、安全な種苗の安定した供給を継続

交弱性が現れるのかを調査することは重要な課題

できるよう、これからも努力を続けていきます。

の一つです。

写真４
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クルマエビ種苗の養成風景

chapter

6
マダイ種苗生産における

「ほっとけ飼育」技術導入の有効性の検討
－島根県での事例紹介－
島根県農林水産部水産課
主任

栗 田 守 人

その後県下の各中間育成施設に出荷する生産方式

はじめに
島根県では、昭和 51 年に栽培漁業センターが

になりました。ところが、マダイ種苗の飼育水槽、
ワムシ培養施設、ワムシ栄養強化施設がそれぞれ
別棟にある、非効率な施設配置でした。このため、

開所して以来、8 種類の魚介類の種苗生産を行っ

生産期間中にこれら施設間を日に何度も往復する

てきました。このなかで、開所以来唯一継続して

ため、日々の大半の時間が費やされ、肝心な種苗

いるマダイ種苗生産への「ほっとけ飼育」の技術

の観察に十分な時間を充てられない状況でした

導入に向けての取組み事例について紹介します。

（図 1）。施設不備な環境を理由にしたくはありま
せんが、種苗生産成績は目標数量を達成しないこ

１．ほっとけ飼育の取組みに至った
経緯

とが度々ありました。しかし、効率性を高めるた
め、施設不備を改善することは容易ではありませ
ん。そこで、これまでの飼育技術を見直し改善策

「ほっとけ飼育」とは、約 20 年前に（独）水
産総合研究センター（旧（社）日本栽培漁業協会）
がヒラメ種苗生産の省力化等のために開発した飼
育技術です。従来の飼育方法（以下、従来式飼育
という）では、仔稚魚の餌料となるシオミズツボ
ワムシ（以下ワムシという）を毎日給餌しなけれ
ばなりませんでした（写真 1、2）。
一方、ほっとけ飼育では、基本的には飼育開始
時に一度ワムシを水槽中に給餌するだけで、その
後は水槽中にいるワムシの増殖能力によって仔魚

写真１

二つの卵を抱えるシオミズツボワムシ（中央）

が必要とするワムシを賄うという飼育方法です。
また、従来式飼育では、毎日のように飼育水の入
れ替えや、水槽底の掃除などの作業が必要です
が、ほっとけ飼育ではこれらの作業を殆ど行いま
せん。このように、従来式飼育に比べ、あたかも
「ほったらかし」で飼育しているように見えるこ
とから、ほっとけ飼育と呼ばれているのかもしれ
ませんね。
本県のマダイ種苗生産は、平成 10 年以降、陸
上水槽で出荷サイズである全長 25㎜まで飼育し、

写真２

ほっとけ飼育終了頃のマダイ（日齢 30）
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りますが、ここではその概要を紹介します。

２．実験方法
飼育試験は平成 20 年 5 月 27 日に行いました。
試験区はほっとけ飼育に準じたほっとけ式飼育区
と従来式飼育区を設け、110 t 水槽を各 1 水槽ず
つ用いました。餌料には粗放連続培養法で培養し
図１

従来式飼育によるマダイ種苗生産期間
前半の作業量割合

たワムシを用い、その餌料には淡水濃縮クロレラ
を 10ℓ/日給餌しました。与えた餌料系列は、原
則として日齢 5 ～ 23 まではワムシ、日齢 21 ～

を検討するなかで、省力化が期待できると報告の

33 まではアルテミアふ化幼生、日齢 23 から取り

あった先述のほっとけ飼育技術に関する文献が目

上げ時までを配合飼料とし、当県規定の投餌量を

に留まりました。そこで、島根県のマダイ種苗生

それぞれ給餌しました。アルテミア・配合給餌期

産にほっとけ飼育技術を導入することを目指し、

間以降は通常稚魚の成長や飼育水の汚れ具合に応

まず、文献での情報収集や先進地での研修を受け

じ注水量を増やし、取り上げ直前には最大 6 回転

た後、平成 18 年から我々の施設で本格的な飼育

/ 日としました。

試験を開始しました。当初は、先述のように水槽

また、各試験区の特徴は表 1 に示しました。ほっ

の飼育水の入れ替えや底掃除といった飼育作業を

とけ式飼育区は、日齢 1 に植物プランクトンであ

殆ど行わないことから、飼育水の汚れ具合（写真

るナンノクロロプシ（以下ナンノという）を 80

3、4）に面食らったり、思い通りにワムシが自然

万細胞 /ml になるように添加すること、日齢 7 か

増殖しないこともありました。また、飼育中の仔

らは市販の DHA 含有淡水濃縮クロレラを飼育水

魚が全滅してしまうこともあり、試行錯誤の繰り

槽中に 10 ～ 50 万細胞 /ml 程度になるように添

返しでした。しかし、失敗は成功のもと、飼育試

加すること、栄養強化していないワムシを日齢 5

験を続けた結果、平成 20 年にようやく施設規模

および 6 に計 15 億個体を給餌すること、かん水

に見合う種苗生産成績達成への感触を掴むことが

は基本的に止水とすること、水槽の底掃除はワム

出来ました。さらに、従来式飼育とほっとけ式飼

シの給餌期間中は一切行わないことなどとしまし

育を比べた場合、種苗生産成績は遜色なく、また

た。

ほっとけ式飼育の方がより作業時間の削減や省力

一方、従来式飼育区は、ワムシ給餌期間中はワ

化が図られることなどがわかりました。詳細な実

ムシの飢餓防止と制菌作用を期待してナンノを

験方法や結果等については、島根県水産技術セン

30 ～ 60 万細胞 /ml 程度になるように飼育水中に

ター研究報告第 3 号（平成 23 年 3 月発行）に譲

適宜添加すること、日齢 5 から栄養強化したワム

写真３ ほっとけ式飼育区の水槽の様子（水面に泡・
ゴミが浮遊、透視度が低く、種苗が確認しにくい）
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写真４

従来式飼育区の水槽の様子（透視度が高く、
種苗が容易に確認できる）

表１

両試験区の特徴

シをほぼ毎日必要量給餌すること、飼育水のかん

とけ式飼育区の方が従来式飼育区より優れまし

水は日齢 5 から徐々にかん水率を大きくするこ

た。また生残率については日齢 20 で比較した場

と、水槽の底掃除は日齢 16 から適宜実施するこ

合、ほぼ同等の結果となりました。以上のことか

となどとしました。

ら、生産過程において、マダイ仔稚魚の成長や生
残率について、ほっとけ式飼育区は従来式飼育区

３．結果

と比較して遜色ない結果を得ることが出来まし
た。

遜色ない種苗生産成績を達成！
両試験区の飼育結果の概要を表 2 に示しまし

ワムシ給餌量の削減や省力化に期待！

た。ほっとけ式飼育区は、ふ化仔魚の収容尾数が

飼餌料の種類と各給餌量の概要を表 3、ほっと

170 万尾、日齢 43 で平均全長 24.7㎜の稚魚 52.3

け式飼育区におけるワムシ給餌量、飼育水中のワ

万尾（生残率 31％）を取り上げました。一方、

ムシ密度および DHA クロレラの添加量の推移を

従来式飼育区は、ふ化仔魚の収容尾数が 168 万尾、

図 2 に示しました。ほっとけ式飼育区のワムシ給

日齢 50 で平均全長 32.1㎜の稚魚 35 万尾（生残

餌量は、従来式飼育区の約半分となりました。こ

率 21％）を取り上げました。生残率に差が生じ

れは日齢 5 および 6 にワムシを計 15 億個体給餌

ましたが、これは試験期間中に共食い防止や飼育

した後、順調に水槽中で増殖し、日齢 18 まで十

密度調整のため、通常行われる分槽を行わなかっ

分なワムシ密度を維持し、追加給餌する必要がな

たことが要因と考えられます。

かったためです。しかし、日齢 19 にはワムシ密

また、両試験区のワムシ給餌期間中の仔稚魚の

度が 9.3 個体 /ml に急減し、仔稚魚の摂餌がワム

成長を比較したところ、日齢 26 でほっとけ式飼

シの増殖を上回り餌不足になると判断し、日齢

育区で 9.0㎜、従来式飼育区で 8.2㎜となり、ほっ

18 ～ 23 に 20 ～ 30 億個体 / 日のワムシを追加

表２

表３

飼育方法の違いによるマダイ種苗生産結果

飼育期間における餌料の種類と給餌量
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給餌しました。一方、従来式飼育区はほっとけ式

に削減できること、②飼育水槽に DHA クロレラ

飼育区に比べて配合給餌量が約 2 倍になりました

を添加することにより、ほぼ毎日マダイ仔稚魚に

が、これは取り上げ時までの飼育期間が長引いた

給餌するために必要なワムシ培養作業や栄養強化

ため、マダイ種苗の摂餌量が急増したことが要因

といったワムシ給餌に関連する一連の作業を大幅

です。飼育水槽中のワムシの増殖とマダイ仔稚魚

に軽減できることなどが期待され、マダイ種苗生

の摂餌のバランスを維持することが今後の課題と

産の省力化のみならず、種苗生産経費の削減も期

して残りました。

待できるものと考えられました。

次に、両試験区における飼育作業時間の比較を
図 3 に示しました。飼育作業の軽減化について、

元気な種苗が出来そうです！

アルテミア・配合給餌期間では両試験区ともほぼ

親の欲目かもしれませんが、この飼育試験を

同様の飼育方法であり、有効性は確認できません

進めるなかで、「ほっとけ式飼育で生産したマダ

でした。一方、ワムシ給餌期間ではほっとけ式飼

イ種苗の方が従来式飼育の種苗より元気なので

育区は従来式飼育区と異なるワムシ給餌方法や飼

は？」と感じることがありました。そこで、種苗

育管理を行うことから、有効性を確認することが

の健苗性を評価する手法の一つである干出耐性試

できました。仮に当県のマダイ種苗生産へほっと

験を行いました。種苗の健苗性は、種苗生産成績

け飼育技術の導入した場合、従来式飼育に比べ

や中間育成および放流効果などにも影響を及ぼす

て、①底掃除や飼育水管理をほとんど行わないこ

ものと考えられ，種苗生産機関においては、種苗

とから、ワムシ給餌期間中の延べ作業時間を大幅

の質の確保の観点から健苗性の評価は重要な課題
の一つといえます。具体的な評価方法としては、
両試験区の全長 20 ～ 30㎜のマダイ種苗を水槽か
ら手網に収容し、手網のなかで 90 秒から 30 秒
間隔で 210 秒まで空気中に晒し、その後水槽に
収容し 24 時間後の生残率を調べました。図 4 の
試験結果のとおり、同じ全長の範囲で比べた場
合、ほっとけ式飼育区のマダイ種苗の方が従来式
飼育区に比べて干出耐性に優れており、また、同
じ試験区内で比較した場合，全長が大きいマダイ
種苗の方が干出耐性に優れていることがわかりま
した。
この結果から、これまで飼育担当者が感じてい

図２

ほっとけ式飼育区におけるワムシ給餌量、
飼育水中のワムシ密度およびDHAクロレラ
添加量の推移

た「ほっとけ飼育によるマダイ種苗の方が元気
だ！」というのが的外れでなかったことが科学的
に証明できましたし、ほっとけ式飼育区は従来式
飼育区に比べて、より健苗性に優れたマダイ種苗
を生産できる可能性を示すことが出来ました。こ
の理由として、ほっとけ式飼育区では水槽内に常
に状態の良い（栄養価の高い）ワムシが存在し、
仔稚魚がそれらを自発的に十分量摂餌できた結
果、干出耐性が高い、つまり健苗性がより優れた
マダイ種苗となったと考えられます。

４．現在の取組み状況
以上の飼育結果から、マダイ種苗生産にほっと
図３
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け飼育技術を導入することにより、従来式飼育に

図４

マダイ種苗の干出時間別の生残率

比べて成長や生残率が遜色ないこと、飼育作業の
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６）津村誠一：2 干出耐性，「生産力応用技術開
発報告書〔Ⅴ〕―放流用マダイの種苗性強化
技術開発―」（（社）日本栽培漁業協会），東京，
pp.24-27（1996）．
７）栗田守人・近藤徹郎：「ほっとけ飼育」によ
るマダイ種苗生産技術導入の有効性の検討―
島根県水産技術センター栽培漁業部での事例
―. 島根県水産技術センター研究報告第 3 報，
島根，pp.33-40（2011）．
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7
栽培漁業における海水井戸の利用
鳥取県栽培漁業センター
所長

古 田 晋 平

す。さらに、近年の夏期の高水温や海域からの疾

１．はじめに

病の侵入などの脅威も無視できなくなってきてい
ます。しかし、老朽化した取水施設の高額な復旧

「海水井戸」とは、文字通り、海水を汲み上げ

予算など、現状では困難な事業所が多いのではな

るための井戸ですが、当然のことながら、取水可

いでしょうか。こんな悩みを抱えていた本県栽培

能な場所も、多くは海岸のごく近くに限られ、用

漁業センターでは、海水井戸に着目して、平成

途も漁港市場や水産加工場の洗浄水、活魚や養殖、

16 年度に敷地内で電磁探査と試掘調査を行った

種苗生産のための飼育水など、主に水産業に関わ

結果、比較的海岸に近い場所の地下 50m までの

る用水として利用されているようです。地温の影

玄武岩層に豊富な海水脈を見出すことができまし

響で水温が安定し、地下浸透の過程で不純物の多

た。さらに、その結果を受けて、翌年度には、直

くが濾過されているため、比較的清純な海水が得

径 30cm で深さ約 51m の井戸を３本掘削し、最大

られることが大きな魅力です。

約 200㎥/時の海水の取水を開始することとなり

多くは、漁港敷地や臨海埋立地、砂浜域などの

ました。

地下にある砂や砂利などの比較的浅い帯水層から
の浸透海水を汲み上げる、いわゆる「浜井戸」の
ようですが、本県栽培漁業センターでは、玄武岩
層のやや深い水脈から取水する方式 ( 岩盤井戸 )

３．鳥取県栽培漁業センターの
海水井戸の特性とメリット

の海水井戸を掘削し、種苗生産や養殖技術の開発

当所地先には水深の浅い遠浅の砂浜域が沖に向

などに利用しています（図１）
。全国のほとんど

かって広がっています。一方、海水井戸は地下約

の栽培漁業センターでは、古くから地先海域から

10m 以深に分布する岩盤層の深度 20m から 50m

の直接取水方式が採用されていますが、夏季の海

の間の複数の水脈から汲み上げています。従って、

水温の上昇や外海からの病原体の侵入、さらには

比較的深く、広い範囲から浸透する海水が水源

施設管理費の削減などの問題が深刻なこの頃、海

であるため、水量が豊富で、海水温は周年 15 ～

水井戸のメリットや課題などについてご紹介しま

20℃と安定しています。また、塩分濃度も外海水

す。

とほぼ同じ 29 ～ 33PSU で安定しています。さ
らに、固形物がほとんど混入しないため、濾過器

２．鳥取県栽培漁業センターでの
海水井戸の採用経過

30

が不要なのは大きなメリットです。また、病原体
フリーとまではいきませんが、外海から侵入する
疾病の脅威を大幅に軽減できることも魅力です。

昭和 56 年に開設した本県栽培漁業センターで

ところで当所の海水井戸は、地表から約 5 m 下

は、全国の施設と同様、地先海域の海水を直接取

にある水面からの揚水にインバーターポンプを用

水する方式で種苗生産を開始しました。皆さんも

いていますが、配管末端での使用量に応じて回転

ご承知のとおり、この方式は、海域からの導水管

数が変化するため節電効果が期待できます。そこ

や濾過器、高架水槽などの大掛かりで高額な付帯

で気になる電力料金ですが、地先海域からの直接

設備を伴い、そのメンテナンス費も、逼迫する栽

取水方式の 4.9 円 /㎥に対して、井戸海水の 1.7

培漁業センター管理費に重たくのしかかっていま

円 /㎥と、約 1/3 に抑えることができています。
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図１

海水井戸のイメージ

これは、加圧式の濾過器や高架水槽への圧送が不
要なため、揚水ポンプが小型化したことが大きな
理由です。さらに、地先 400m まで敷設した長大
な海底導水管や沈砂槽の清掃費、濾過器のメンテ
ナンス費などなど、頭の痛い維持管理費を加えた
ランニングコストでは、約 1/5 と大幅に削減され
ることになりました。
もう一つのメリットは生産種苗の成長効果にあ
ります。鳥取県の極沿岸から取水する海水温は、
冬期の 10℃近くから夏期の 30℃近くまでと季節
変動が大きく、種苗の成長速度にも少なからぬ影
響を及ぼします。しかし、井戸海水の水温帯で高

図２

海水井戸の蛇口 ( 鳥取県栽培漁業センター）

い成長を示す種苗では、常に井戸海水で飼育する
ことで大きな成長効果が期待できます。当所で生

４．海水井戸取水方式の検討

産するクロアワビ種苗もこの水温帯でよく成長す
る貝類ですが、全工程を井戸海水で飼育すること

それでは、海水井戸の導入を検討するにあたり、

で、放流サイズの殻長 30㎜までの飼育期間を大

まず心得ておくべきごく基本的な留意点を経験的

幅に短縮することが可能となりました。また、冬

な教訓に基づいてご紹介しましょう。

期や夏期の水温コントロールに井戸海水を活用す

多くの海水井戸が「浜井戸」である理由には、

ることで、多くの魚種の成長促進にもつながりま

取水可能な場所が多いことと、比較的、掘削費

す。当所では、外海水との調合ができるよう、各

が安価なことが揚げられます。前述のように、海

飼育槽に井戸海水バルブを配置しています（図

岸部の地下の砂や砂利の帯水層には、海域からの

２）
。

浸透水が入り込んでいることが多く、海に近けれ
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ば、比較的浅い井戸で海水を得ることが可能なた

に多くの情報が詳細に記載されていますので、ご

めです。しかし、このような浜井戸では、長年使

参照下さい。

用しているとシルト質が井戸のストレーナーや周
辺の砂層に蓄積して目詰まりを生じ、揚水量が低
下する場合があります。本県でも、掘削後 10 年
ほどで再掘削を余儀なくされている浜井戸がある
一方、20 年以上揚水しても水量の変わらない浜

鳥取県の海岸線の多くは、日本海の外海に面し

井戸もあります。また、浅い井戸では、水温が地

た砂浜域で占められ、波浪条件が厳しいため、海

表の気温の影響を受けたり、降水期に塩分濃度が

面養殖の発展が立ち遅れてきました。しかし、水

低下する場合もあるので注意が必要です。さらに、

産物の安定供給が強く求められる昨今、養殖業の

陸域からの淡水の影響を受けやすいため、大腸菌

振興は各産地の命題となってきています。一方、

などの微生物や鉄分、マンガンなどの金属濃度が

好条件に恵まれて発展してきた海面養殖でも、夏

高い場合があるので、試掘時の水質検査には注意

期の高水温や疾病、赤潮のリスクなどが課題とな

が必要です。

りつつあります。そこで本県では、外海砂浜の条

一方、当所が採用した「岩盤井戸」には、取水

件を活かし「海水井戸を用いた陸上養殖」の振興

可能な場所が限定されるようです。岩盤層中の限

を図っています。海水井戸の水温帯で高い成長を

られた亀裂に水脈を探す必要があるためです。こ

示すクロアワビやヒラメを手始めに、現在、マサ

のため、亀裂の豊富な岩質であることが条件とな

バの陸上養殖試験にも取り組んでいるところで

り、亀裂の少ない粘土質や火山灰質の岩層からの

す。一方、県内の海岸線付近での試掘調査の結果、

取水は難しいようです。また、硬い岩盤掘削には

多くの場所から豊富な井戸海水が得られることが

特殊な工法も必要となり、豊富な水脈を求めて深

分かり、その結果を受けて新たな養殖経営体も芽

堀となれば、さらに工事費も嵩みがちになります。

生え始めています。厳しい外海の波浪だけでなく、

なお、海水温が比較的安定する恒温層は、地面

海域の高水温化や疾病などの脅威、さらには消費

下 10 ～ 20m にあり、その地域の年平均気温より

者から厳しく求められる食の安全を確保するため

1 ～ 3℃高いのが一般的と言われています。詳し

にも、これからの本県水産業にとって海水井戸は

くは、
最近出版された『海水井戸（東京図書出版）』

重要なアイテムとなっています。

図３
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５．鳥取県の養殖振興に欠かせない
海水井戸
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ヒラメとマツカワの生態研究最前線
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1
ヒラメ放流適地の探索
－放流海域の餌生物環境を評価するために－
福井県立大学 海洋生物資源学部
海洋生物資源臨海研究センター
教授




１．はじめに

富 永

修



と考えることには無理がある。全国で放流され



㎝以下の道府県が 80％以上を占めている（石野、

るヒラメ稚魚は、全長 4 ㎝～ 10㎝と幅広いが、8

ヒラメは栽培漁業における代表魚種で、平成

2009）。一般に、このサイズのヒラメ稚魚は、ア

22 年度には全国で約二千万尾の稚魚が放流され

ミ類を最も重要な餌生物として利用していること

ている。しかし、必ずしも高い放流効果をあげて

から、アミ類の生物量を餌料環境の指標として用

いるとはいえず、順風満帆とはいえない状況にあ

いることは合理的な基準である。しかしながら、

る
（山下他、
2006）。放流効果を改善するためには、

アミ類は種類により、多様な生息様式や日周行動

放流海域の環境に見合った放流サイズ、放流時期、

を示す（山田他、1998）ために、餌生物として

放流場所、放流量を決定しなければならない。し

の有効性は種により異なってくる。特に、潜砂性

かし、大量の種苗が放流されている海域でも、こ

のアミ類は浮遊性で群れを形成するアミ類に比べ

の課題は、古くて新しい問題として依然として残

て餌としての有効性が低いと考えられている（山

されている。

田他、1998）。

ヒラメ稚魚の放流場所を決める条件の一つ

本報告では、若狭湾でのこれまでの調査を通し

と し て 餌 料 環 境 が あ げ ら れ る。Tominaga et

て、餌生物環境の有効性を評価する際に考慮しな

al.（2003a）は、放流海域におけるヒラメ稚魚の

ければならない点と、海域により潜砂性のアミ類

日間摂餌量が餌料環境と密接に関連していること

も主要な餌生物になる例を紹介する。

を報告している。摂餌量は、放流稚魚の成長や活



２．天然ヒラメ稚魚が成育場から移出する
サイズとアミの生物量は関係する？



力を決定する要因であり、したがって、餌料環境
の良否が適正な放流時期・放流場所・放流量を評
価するための有効な尺度になるであろう。それで
は、餌料環境はどのように評価できるのだろうか。

天然ヒラメ稚魚が着底する水深やサイズは海域

餌料生物の採集は、小型のソリネットを用いて行

により大きな違いはみられないが、浅海域から

われることが多く、採集された生物を全て餌生物

沖合に移出するサイズは異なっているようであ
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る。若狭湾の京都府由良川河口と福井県高浜町和

生物量と移出サイズを議論することはできない

田浜において、波打ち際から水深 10m（和田浜

が、成育場の質の評価を移出サイズから検討する

は 7m）の水深帯で採集された天然ヒラメ稚魚の

ことが可能かもしれない。おそらく、単位時間当

平均全長は、両海域ともに 6 月下旬以降、深い水

たりの餌の探索にかかるエネルギーコストに比べ

深帯に行くほど大きくなった（図１、図２）。両

て得られるエネルギー量が小さくなることで移出

海域で異なる点は由良浜では平均 10cm まで調

が駆動されているのではないかと考えている。も

査海域にとどまっていたのに対して、和田浜で

し、この仮説が正しいとしたら、大きいヒラメ稚

は平均 8㎝程度で調査海域から移出していたこ

魚が分布している海域を放流海域として選ぶと良

とである。6 月のアミ類（優占種：由良浜はニ

いことになる。

ホンハマアミ Orientomysis japonica、和田浜はナ





ミ フ ク ロ ア ミ Archaeomysis japonica と カ ワ リ モ



で 500mg/㎡ ～ 700mg/㎡、 和 田 浜 で は 250mg/

アミ Nipponomysis imparis）の生物量は、由良浜

その１

分布の時空間変化を探る




㎡であった。また、アミ類が極端に少ない（約

餌料生物としてアミ類を評価する場合、分布域

7.5mg/㎡）香川県燧灘大浜の水深 8m 以浅の海域

や生物量の季節変化だけでなく、平均体サイズの

では、1996 年～ 2001 年（2000 年除く）の 5 年

季節変化や日周活動の特性を理解することも餌料

間の 5 月から 12 月の期間に、全長 6㎝を越える

生物環境の基準を検討するうえで重要である。こ

天然ヒラメ稚魚は、ほとんど採集されなかった

こでは、福井県高浜町和田浜の水深 7m より浅い

（Yamamoto et al., 2004a, 2004b）。大浜では、エ

海域で優占する 2 種のアミ類について例をあげて

ビジャコを主な餌料としており、単純にアミ類の

紹介する。和田浜で優占する 2 種のアミ類は、潜

図１

34



３．アミ類の生態を知る
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図２

2000 年 5 月から 12 月の福井県高浜町和田浜における天然ヒラメ稚魚の水深別全長

砂性のナミフクロアミと表在性のカワリモアミで

アミよりも大きい（図５）。これは、ナミフクロ

ある
（図３）
。ヒラメ稚魚の摂餌特性から考えると、

アミの 1 個体あたりの平均重量がカワリモアミの

砂に潜るナミフクロアミは餌料としての有効性は

1.5 倍～ 2 倍あることによるものであり、個体数

低いと考えられる。

密度（個体数 /㎡）は大きな違いはみられなかっ

両種の分布水深（図４）をみると、ナミフク

た。2 種はともに春季から初夏にかけて生物量が

ロアミは 4 月から 12 月、カワリモアミは 4 月か

大きくなるが、ナミフクロアミの生物量が 6 月初

ら 9 月に、1m 水深で多く採集されていた。一方、

旬に最大になり、その後低下するのに対して、カ

ナミフクロアミは 2 月、カワリモアミは 10 月か

ワリモアミは 7 月にも高い水準を維持しており、

ら 2 月にかけて、水深 2m で多く採集されたこと

8 月になり急激に低下した点で異なっていた。さ

から、水温の低下する秋季から冬季には少し深い

らにカワリモアミは 10 月から 11 月に増加する

水深帯へ移動すると考えられる。このように 2 種

点でも異なっていた。予想しているように潜砂性

ともに季節的な深浅移動を示すもののヒラメ稚魚

アミ類が餌料としての価値が低い場合は、6 月よ

の放流時期には最も分布が浅くなる。また、生物

りも遅い時期に放流することが望ましいと判断で

量（mg/㎡）は、ヒラメ稚魚の放流が行われる 5

きるだろう。

月から 6 月には、ナミフクロアミの方がカワリモ

図３

福井県和田浜で優占するアミ類 2 種の写真
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図４

図５

その２
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福井県和田浜における優占アミ類の分布水深の季節変化

福井県和田浜における優占アミ類の生物量（mg/㎡）の月変化

アミの体サイズは季節変化する

モアミの抱卵雌の平均体長は、両種ともに同様の

生物の形態や生活史形質などの表現型が周囲の

季節変化を示し、最大サイズは 2 月、最少サイズ

環境条件によって変化する現象が知られている。

は 7 月にみられた（図６）。最大平均体長と最少

これは、表現型可塑性といわれるもので、遺伝的

の平均体長は、ナミフクロアミで 1.8 倍、カワリ

に同質の集団が、環境の合図によって、表現型を

モアミでは 2.0 倍の違いがあった。このサイズ変

変化させる現象である。ナミフクロアミとカワリ

化は、季節にかかわらず水温と高い相関をもって
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価値が高いことは容易に理解できる。しかし、そ
のためには、ヒラメ稚魚の摂餌日周パターンとア
ミの日周行動がうまく一致していることが条件に
なる。言い換えると、ヒラメ稚魚が食べたい時に、
食べやすい所にアミがいるかどうかが重要であ
る。ヒラメ稚魚は視覚捕食者で自分よりも上方向
の生物に反応することから、アミ類が海底を離れ
ていることが有効な餌料としての条件である。そ
こで、野外と室内でアミ類の鉛直行動に関する実
験を行った。
6 月に和田浜の水深 1m 点で 3 段式の小型そり
ネット（上段・中段・下段それぞれ網口幅 60㎝、
高さ 20㎝）を用いて、1 ～ 3 時間の間隔で 24 時間、
2 種のアミを採集した。ナミフクロアミはこれま
で報告されている通り、顕著な日周鉛直行動を示
し、日中は下段でしか採集されなかったが、日没
後に上段と中段で急激に増加し、真夜中の 12 時
図６

福井県和田浜において優占する抱卵雌アミ類の
平均体長（㎜）の月変化

には少なくなった（図７）。日出後は下段のみで
採集された。一方、カワリモアミは 1 日を通して
下段でしか採集されなかった（図７）。モアミ属は、

いる。また、サイズの違いにより、繁殖形質も変

海底から浮上することが報告されている（山田他、

化しており、春から夏の出生群は抱卵数が少なく、

1998）ものの、野外実験からだけでは確認する

胚のサイズも小さい。一方、冬季出生群（越冬群）

ことができなかった。そこで、飼育実験により両

は抱卵数が多く、胚のサイズも大きい。まとめる

種の日周行動を検証した。

と、春秋世代は小さいサイズで成熟し、小卵少産。

実験用の水槽には中央を仕切った容量約 6.8l

越冬世代は大きいサイズで成熟して大卵多産とい

のプラスチック水槽を用い、仕切りの上部中央に

う特性をもっている。おそらく、繁殖サイズや最

はネットを張り、海水が行き来できるようにした。

大到達サイズが季節的に変化することは、多くの

水槽の底には和田浜で採集した砂を約 1.5㎝敷き、

アミ類で共通していると考えられることから、水

濾過海水を水深 13㎝となるように加えた。和田

温上昇とともに同一種でも平均サイズが小さくな

浜で採集して、数日間馴致したナミフクロアミと

ることを考慮する必要があるだろう。ヒラメ稚魚

カワリモアミをそれぞれ 20 個体抽出して、プラ

の放流サイズを大きくすることは、放流時期が遅

スチック水槽の両面に分けて収容した。水槽内の

くなる（水温が上昇する）ことにつながることか

様子は赤外光対応ビデオカメラと接続したビデオ

ら、餌料となるアミ類の平均サイズがしだいに

レコーダーに録画し、録画された映像から、水中

小さくなる。適正な放流サイズを決定する時に餌

に遊泳しているアミの個体数を 5 分間隔で計数し

料生物のサイズ特性も判断材料に加える必要があ

た。実験中は、水槽の脇に設置した照度計で照度

る。

を測定した。なお、夜間は赤外光照明を用いたが、
アミの行動が阻害される様子はなかった。
ヒラメ稚魚の摂餌日周期とアミの日周行動

日中、ナミフクロアミは潜砂し、カワリモアミ

ヒラメ稚魚の餌料生物環境を評価するために最

は砂の上に定位する行動がみられた。両種とも日

その３

も有効な方法は、何をどれくらい食べているかを

中に遊泳する行動はほとんど見られなかったが、

調べることである。ヒラメ稚魚の食性調査は、共

夜間には活発な遊泳行動が見られた（図８）
。ま

通して実施される項目であることから、少し違っ

た、カワリモアミは夜間を通して遊泳行動が観察

た視点からヒラメ稚魚の食性を考えてみる。

されたが、ナミフクロアミはカワリモアミよりも

ヒラメ稚魚が摂餌しやすい生物が餌料としての

早い時間帯で遊泳をやめる傾向があった。照度と
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の関係をみると、カワリモアミは夕方に 1lux か

でき、日没の少し前から主に海底上 20㎝以内で

ら 2lux 程度になると遊泳を開始する個体が現れ、

遊泳していることがわかった。ナミフクロアミは

朝方は 2lux から 3lux 程度になるとほとんどの個

照度がかなり低くなってから浮上することから、

体が遊泳をやめる傾向が認められた（図８）。一

これまで考えられているようにヒラメ稚魚の餌料

方、ナミフクロアミは、カワリモアミよりも遅い

としては、カワリモアミの方が有効であると予想

時間帯に遊泳を開始する傾向がみられた。遊泳し

された。そこで、これらのことを検証するために、

ている個体数はカワリモアミの方が多く、一回の

24 時間昼夜連続試験で採集されたヒラメ稚魚の

観察につき 10 個体から 14 個体であった。一方、

胃内容物を観察した。

ナミフクロアミは 1 個体から 6 個体が遊泳してい

いておこなった。日没後のヒラメ稚魚では予想

た。
飼育実験の結果から、ナミフクロアミだけでな

通りカワリモアミの IRI 値が高く、飼育実験の結

くカワリモアミも日周鉛直移動を行うことが観察

果が反映されていた（図９）。しかし、日中はナ

図７

3 段式小型そりネットで採集された優占アミ類 2 種の１曳網当り採集個体数の時間変化

図８

38

胃内容物の評価は相対重要度指数（IRI）を用
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飼育実験による優占アミ類２種の日周鉛直行動

ミフクロアミの IRI 値が圧倒的に高かった（図

（Tominaga et al., 2003b）。このような新しい分析

９）
。では、何故、ナミフクロアミは、昼間砂に

ツールを応用することで、これまでよりも一歩進

潜っているにもかかわらずヒラメ稚魚の餌料生物

んだ放流適地の探索が可能となるであろう。

として良く利用されていたのだろうか。予備実験
で、水槽底の砂を撹乱すると 、ナミフクロアミ
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「幻のカレイ・マツカワ」の資源再生を目指したアプローチ
－放流マツカワの産卵生態の解明と新たな栽培漁業体系
の構築に向けて－
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構
水産研究本部 釧路水産試験場
主査




１．幻の高級カレイ・マツカワ

萱 場 隆 昭




マツカワ栽培漁業の歩み
『父の日に旬のカレイ・マツカワを贈りません
か！』
ある通販サイトのホームページを見ると、プリ
プリのお刺身の写真が眼に飛び込んできました。
とても美味しそうなこの魚“マツカワ”は、北海
道や東北の太平洋海域に生息する大型カレイで
す。白身のわりに脂がのったその味はヒラメを凌

図１

ぐと言われ、古来、高級な刺身魚として市場で珍

北海道におけるマツカワのブランドネーム
「王鰈（おうちょう）」

写真：北海道えりも以西栽培漁業振興推進協議会

重されてきました。また近年、北海道ではマツカ
ワをカレイの王様「王鰈（おうちょう）」と名付け、
その美味しさを全国的に広めるべく PR していま
す（図１）
。グルメ王国・北海道の新しい食のブ
ランドとして大きな期待が寄せられています。
しかし、期待が大きいマツカワですが、その
天然資源は壊滅状態にあります。記録によると、
1970 年代の前半まで北海道太平洋岸では一漁協
あたり約 60ｔもの水揚げがありました（図２）。1）
しかし、その後、漁獲量は急減し、1980 年以後
は年間わずか数十 kg に落ち込みました。さらに
1990 年代になるとマツカワ（天然魚）の漁獲は
北海道全体でも年間数尾と危機的な水準に陥り、
絶滅が危惧される状態になってしまいました。マ

40

図２

北海道の 3 か所の漁業協同組合におけるマツカ
ワ天然魚の漁獲記録（佐々木 1997 を改変）
三石漁協（現ひだか漁業協同組合）、
浦河漁協（現日高中央漁業協同組合）．

ツカワ資源の激減は東北海域でも同様で、当時を

の天然資源が激減したのかは明らかでありません

知る宮城県や福島県の漁業者は「昔、結構マツカ

が、過去の漁業状況を調査したところ、1960 ～

ワを獲っていたが、1970 年代の後半からは急に

1970 年代にかけてマツカワの漁獲圧が特に高く

獲れなくなった」と語っています。なぜマツカワ

なっていたと推察されました。2） 過剰な漁獲が続
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いたことが資源激減の引き金になったのかもしれ
ません。

おり、資源回復に向けた一大事業が進行中です。
種苗放流事業の結果、放流魚の採捕によってマ

こうした背景の中、北海道では「幻のカレイ・

ツカワの漁獲は著しい回復をみせました。図４

マツカワ」の資源復活を目指し、人工種苗放流に

は北海道における放流数と漁獲量の推移を示し

よる資源増大事業を計画しました。（社）日本栽

ています。わずか数十 kg にまで落ち込んだマツ

培漁業協会 厚岸栽培漁業センター（現（独）水産

カワの漁獲量は放流数の増加に伴って徐々に増

総合研究センター北海道区水産研究所 厚岸庁舎）

え、2000 年には 7.3ｔ、2005 年には 16.3ｔとな

と協力し、1988 年から種苗生産技術の開発と試

りました。また大量放流事業の開始から 2 年経っ

験放流に取り組みました。技術開発を開始した当

た 2008 年には水揚げが劇的に増加し 120ｔを超

初、マツカワの生態学的知見はほとんど無く、採

えました（満 2 歳になると漁獲サイズに達する）。

卵不調や初期大量減耗、ウイルス性疾病等の難

さらに 2010 年に漁獲量は放流開始から最高値で

題が頻発しました。しかし、関係機関との連携

ある 178ｔに達し、漁獲金額は約 1.7 億円にも上

した研究によって効率的な採卵法や防疫対策が開

りました。興味深いことに、北海道で放流数が増

発され、安定的な種苗生産体制が確立しました。

加したことに伴って東北太平洋各県（青森～福島

2006 年には北海道伊達市に 100 万尾規模の種苗

県）でもマツカワの水揚げが増加傾向にあります。

量産施設が整備され、えりも以西太平洋海域（津

中でも福島県の漁獲増加は顕著であり、これまで

軽海峡～襟裳岬）では年間約 120 万尾の人工種苗

1ｔ未満で推移していた漁獲が、2006 年以降は 3.9

が放流されています（図３）
。さらに隣接するえ

ｔ（2008 年）、14ｔ（2009 年）、19.4ｔ（2010 年）

りも以東太平洋海域（襟裳岬東側～根室海峡）で

と年々増加しています。標識放流試験を行った結

も、
（独）水産総合研究センター 厚岸庁舎で生産

果、北海道から放流したマツカワが福島県沖や茨

した種苗を用いて試験放流を実施しており、より

城県沖等の遠隔海域で捕獲された事例も少なくあ

寒冷な道東海域での放流魚の生態や放流効果につ

4）
りません。
本種は想像以上に広域に移動すると

いて検証中です。また、マツカワの放流事業は岩

考えられ、北海道で実施した種苗放流の効果は北

手県でも取り組まれてきました。1994 年に試験

日本の広い範囲に波及すると推察されます。

放流を実施したのを始めに、2010 年まで久慈湾

天然資源が壊滅した状態から種苗放流によって

や吉浜湾等で年間約 10 万尾の種苗放流が行われ

漁獲をここまで引き上げた事例は世界的にも極め

ました（2010 年で放流終了）
。3）このように 2006

て希少です。マツカワの種苗放流事業は「栽培漁

年から現在まで北日本の太平洋岸では、毎年計

業の成功例」として非常に高く評価されています。

118 ～ 160 万尾のマツカワ人工種苗が放流されて

図３

北海道におけるマツカワ人工種苗の放流数と
放流場所（2009 年）

図４

北海道におけるマツカワ人工種苗の放流数と
漁獲量の推移（1987 ～ 2012 年）
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２．資源再生に向けた新たな取り組み



活用することも重要といえます。したがって、今

産卵生態の解明を目指して

体系」が不可欠です。そのためには、先ず、放流

順調に進展しているマツカワ栽培漁業ですが、

効果的に保護し、自然繁殖を活性化する栽培漁業
後の生態、中でも謎に包まれた天然環境下での産

今後、取り組むべき課題とはなんでしょうか。絶

卵生態を解明することが急務です（図５）。絶滅

滅寸前を経験しているマツカワにおいて本格的な

に瀕した時期が長かったこともあり、これまでマ

資源回復を達成するには、今、回復しつつある資

ツカワ親魚を対象とした具体的な生態調査は実施

源を定着させることが重要です。それには放流魚

できず、産卵場や産卵期など繁殖に関する知見は

が天然海域で成長して親魚となり卵を産むこと、

ほとんどありませんでした。一方、放流数の増加

すなわち「再生産の成功」が鍵になるでしょう。

に伴って近年は成熟したマツカワの漁獲情報が得

しかし、水揚げが上向きになった現在でも漁獲物

られるようになりました。有用情報が集まり始め

はほぼ全て飼育痕跡がある人工放流魚であり、長

た現在であれば、親魚の動きを追うことによって

年放流を続けてきましたが再生産の兆しは未だみ

産卵生態を探ることが可能です。特に今後の数年

えていません（人工種苗には無眼側の着色や鰭の

間は、大規模放流を開始した 2006 年放流群が産

縞模様の消失等、天然発生個体と異なる形態的特

卵年齢に達し、後続群も順次産卵加入するため、

徴がある）
。今のところ、漁業生産は一代回収に

産卵生態を解明する絶好の機会となります。

よって支えられていますが、水揚げを維持するに

この好機を逃さずに、現在、（地独）北海道立総

は高額の放流経費（年間 9.5 千万円）が必要です。

合研究機構では、福島県、長崎大学、（独）水産総

魚価低迷や燃油高騰に困窮する北海道の漁業者に

合研究センター及び（公社）全国豊かな海づくり

とって放流経費の増加は深刻な問題です。マツカ

推進協会と共同で、研究プロジェクト『放流マツ

ワ栽培漁業を経済的に成功させるためには、放流

カワの産卵生態解明と「産ませて獲る」を実践す

魚の直接回収に併せて、爆発的な天然の繁殖力を

る栽培漁業体系の確立：H22 ～ 25』を推進中で

図5
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後は放流魚を獲りつくすのではなく「産卵親魚を
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す【農林水産技術会議新たな農林水産政策を実践

卵シーズンは 3 ～ 4 月なので、おそらく天然海域

する実用技術開発事業（現農林水産業・食品産業

でも春先に北海道沿岸で産卵するのでは？と考え

科学技術研究推進事業）】。この事業ではマツカワ

られていましたが、確証には至りませんでした。

が分布する北海道、東北太平洋全域を対象に広域

そこで、本プロジェクトでは、マツカワの産卵

的な標本成熟度調査とアーカイバルタグを用いた

海域を絞り込むため、主生息域である北海道全域、

放流追跡試験を行い、成熟、産卵に伴う回遊経路

そして東北太平洋の主な魚市場を対象に広域的な

と産卵場を解明します。加えて、生理学的解析に

標本調査を実施しました。全長 30cm 以上のマツ

よって産卵数や産卵期間を推定し、いつ、どこで、

カワ成魚を周年採集し、生殖腺の量的変化や組織

どれだけ産卵するかを明らかにします。さらに産

観察によって雌雄別、年齢別に成熟度の季節変化

卵生態に基づいて資源解析手法を開発し、漁獲し

を調べました（図６）。その結果、北海道近海に

ながら自然繁殖を活性化できる漁業管理方策を確

分布するマツカワ雌においては、8 月以後、卵黄

立することを最終目標としています。

形成が急速に進行し、12 ～ 1 月にかけて第 3 次

このプロジェクトを通して、謎だらけだったマ

卵黄球期に達することが分かりました。その後、

ツカワの産卵生態が段々見えてきました。ここで

順調に産卵するだろうと期待したのですが、2 ～

はその取り組みの一部を紹介します。

4 月になると北海道ではマツカワの漁獲が急激に
減少しました。この時期に獲れるものは未成魚の

アプローチ①：広域的な標本成熟度調査

みであり、調査期間中、産卵個体は全く発見でき

“放流したマツカワはいつ、どこで産卵するの

ませんでした。また、漁獲が回復した 5 月以降に

か？”本プロジェクトの最大のテーマです。過去、

再び調査したところ、卵巣内には排卵後濾胞が多

産卵中のマツカワを発見した報告例はごくわずか

数観察され、既に産卵を終えて回復期にあること

で、これによると「春から初夏に北海道日高沖や

が分かりました。同様の現象は雄でも観察され、

釧路沖で獲った」との事でした。 飼育下での採

北海道には精子形成中の個体は分布するものの、

5）

図6

北海道周辺海域で漁獲されたマツカワ雌の卵巣発達過程及び生殖腺指数の周年変化
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放精中の個体は全く認められませんでした。これ

である

らのことから、マツカワは雌雄ともに北海道近海

ほとんど認められず、5 月以降は漁獲自体が皆無

で性成熟が進行しますが、産卵を迎える 2 ～ 4 月

となることが明らかになりました。

⑤常磐沖で産卵、放精を完了した個体は

になると操業海域から外れた場所へ移動し、産卵

これらの結果から考えて、毎年 2 ～ 4 月に常磐

を終えた後に再び北海道沿岸へ戻ってくると推察

沖で漁獲されるマツカワは雌雄ともに産卵群とい

されます。

えます。北海道沿岸で成長・成熟したマツカワは

では、産卵期にマツカワはどこにいるのか？生
息全範囲を隈無く調べたところ、唯一 2 ～ 4 月に

12 月以後南下回遊し、2 ～ 4 月にかけて常磐沖
で産卵することが強く示唆されました。

マツカワが獲れる場所、それは常磐沖でした。常
磐沖は沖合底曳き網漁業の重要な漁場です。東日

アプローチ②：アーカイバルタグによる標識放流
調査

本大震災前は主に福島県の漁船が盛んに操業して
おり、福島県は北海道に次ぐ第 2 のマツカワ生産

標本調査によってマツカワの産卵の実態がみえ

地でした。興味深いことに、常磐沖ではほぼ周年

てきました。現在は全調査海域で雌雄別・月別に

操業があるにもかかわらず、マツカワが獲れるの

年齢別漁獲尾数や成熟個体率を推定し、性成熟、

は 2 ～ 4 月だけでした。 この事象は産卵生態を

産卵に伴って親魚群がどのように動くかを調査中

解き明かす重要な鍵になると思われ、常磐沖で漁

です。

6）

獲されるマツカワの性状を詳しく調べました。

一方、こうした解析は群れの動きを把握する上

その結果、①体内・体外標識の有無及びマイク

で有効ですが、漁獲データに基づいているためマ

ロサテライト DNA 解析によって漁獲物はほぼ全

ツカワを獲る漁業がない地域や時期においては精

て北海道放流群であることが判明

度の低下が懸念されます。また実際に常磐沖まで

②雄は平均全

長 43cm（2 ～ 3 歳）、雌は全長 60cm（4 ～ 5 歳）

産卵回遊するのか、また産卵後の動態についても

と大型であり、若齢個体は全く認められない

個体レベルで検証する必要があります。

6）

③全ての雌は大きく成熟した卵巣を有し、排卵直

そこで、本プロジェクトではこれらの欠点をカ

④全ての雄は発達

バーするため、アーカイバルタグを用いた放流追

した精巣と大きく膨らんだ輸精管を有し、放精中

跡調査を実施しています。先ず、産卵場への回遊

前～排卵中の成熟状態にある

を確かめるため、12 月に北海道太平洋岸 2 カ所
から成熟個体を放流しました（図８）。なお、放
流した雌個体は事前に採血し、血中ビテロジェニ
ン含有量（卵黄タンパクの前駆物質）から翌春に
産卵することを確かめています。さらに、産卵後
の回帰性を調べるため、常磐沖で捕獲した産卵中
の個体にタグを付け、2 月及び 3 月に福島県南部
沖から放流しました。すべての放流魚には水温及
び深度データを継時記録できるアーカイバルタグ
を装着しています。これにより操業状況に関わら
ず、放流魚が産卵回遊の中で経験した環境条件を
把握することが可能です。
この調査は現在も継続中であり、これまで合計
267 尾放流した内、106 尾の再捕に成功していま
す。12 月に北海道から放流した成熟魚が 2 ～ 3
月上旬に産卵場である常磐沖に到達した事例や、
図７
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2010 年の福島県におけるマツカワ月別漁獲
量（上）と常磐沖に集積する雌産卵個体の解
剖像（下）
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福島南部沖から放流した産卵魚が北上して 4 ～ 7
月にかけて北海道沿岸で捕獲された事例も認めら
れており、個体レベルで回遊行動が明確化しつつ

あります。加えて、タグの記録データから回遊時

広域資源と捉えて体制づくりを進める方がより効

や産卵期間の親魚の行動特性も明らかになってき

果的と考えられます。自治体間の垣根をこえて栽

ました。これらは産卵擁護を想定した漁獲方策を

培漁業や漁業管理の体制を構築するのは容易では

検討する上での重要な知見となるでしょう。群れ

ありませんが、このコンセプトは水産庁が掲げた

の動態（標本調査）と個体の動態（標識放流）を

第 6 次栽培漁業基本方針に合致するものです（①

相互に検証し、繁殖メカニズムの全容解明を進め

資源造成型栽培漁業の推進、②広域資源に対する

ています。

広域管理体制の構築）。マツカワ栽培漁業が目指
す道は、将来の魚類栽培漁業のあり方を示すモデ



ルケースになるかもしれません。



繁殖促進を目指した栽培漁業管理方策について検

これまでマツカワは北海道近海で一生を終える

討中です。生態情報に基づき、北海道・東北同一

と信じられていましたが、本プロジェクトを通

資源として資源解析を実施し、シミュレーション

し、実は北海道、常磐間を産卵回遊する広域回遊

によって繁殖擁護と漁獲を両立する漁獲管理体系

種であることがわかってきました。この生態情報

を検討しています。また、生産現場の漁業実態や

は今後の栽培漁業を進める上で非常に大きな意味

意識調査も行い、現場のニーズを反映させたシス

を持ちます。現在、マツカワの種苗放流や漁獲管

テムづくりを目標としています。




３．これからのマツカワ栽培漁業

現在、プロジェクトでは次のステップとして、

理に関する取り組みは主に北海道単独で取り組ま

絶滅の危機に瀕したマツカワが、人的介助（種

れています。しかし、再生産を活性化し資源の自

苗放流）によって資源の再構築に成功し、そして、

立再生を目指すならば、北海道・東北に共通する

今、管理体制を整えることで自立再生へと前進し
ています。幻のカレイの完全復活に向けて、一歩
一歩着実に進行中です。
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 新シリーズ 

放流稚魚がスクスク育つ環境づくり

＜第２回＞

九州沿岸での藻場の変化と漁業資源への影響、
および対策の現状について
（独）水産総合研究センター 西海区水産研究所
資源生産部 藻類グループ長

吉 村

拓

前号では、東京海洋大学の藤田先生が全国にお

風などの自然災害による被害が直ちに金額で表現

ける藻場造成の現状や課題を紹介された。今回は

されるが、このようなことが水中の藻場では十分

九州沿岸に焦点を当て、近年における特徴的な藻

にできない。この現状は、藻場に何か変化が生じ

場の変化とそれらが漁業資源に及ぼす影響、そし

た場合の迅速な対策の検討や対策費の確保におけ

て磯焼け対策の現状と今後の課題について簡単に

る障壁となっている。

ご紹介する。

瀬戸内海という比較的静穏な海域の藻場が、メ
バル類などの魚類に対して果たす機能の定性・定

１．藻場と動物との関係

46

量的評価については、広島大学の小路先生らによ
る近年の研究成果が注目されている。魚類につい

藻場は沿岸海域における主要な一次生産の場で

てはそちらをぜひご覧いただきたく（例えば「藻

あり、海のゆりかごと呼ばれる通り多くの海洋生

場とさかな」、成山堂書店）、ここでは波浪の影響

物を支えている。様々な生物が様々に藻場を利用

が比較的大きい外海域の藻場がイセエビに果たす

する結果、豊かな漁業資源がもたらされる。他に

機能について紹介する。

も二酸化炭素の固定や海水浄化など多様な役割を

イセエビは、浮遊幼生期を終えて海底に降り立

持つが、ここでは動物に対する役割について話を

つ（着底）時点から藻場を利用し始める（写真

進める。

１）。図１に藻場の具体的な役割を示したが、ポ

藻場を利用する生物は実に多種多様で、利用の

ストラーバはまず海藻に着底して底生生活に移行

仕方も様々である。生涯に渡って藻場を利用し続

する。そして、その後の少なくとも 1 年間は、日々

けるものもいれば、生活史の一時期だけ利用する

の隠れ場、外敵から襲われた際に逃避する場、夜

ものもいる。例えば、卵を産みに来るアオリイカ、

間の索餌場として利用する。夜の海に潜ると、ホ

海藻を食べるアワビやサザエ、海藻の上や周辺に

ンダワラ類の上に登っている小さなイセエビを見

生息する様々な小型動物を餌にするメバルやベ

ることができる（写真１）が、これは海藻の上に

ラ、小さな時期の棲み場にするイセエビなどが代

棲息する小型の貝類や甲殻類などを捕食している

表例である。気胞を持つホンダワラ類は、海底基

のである。ところが、同じ海藻でも、茎や葉の表

盤から離れた後も海面を浮遊し、そこにサヨリや

面が滑らかでツルツルしたアラメやカジメの藻場

サンマが卵を生み、ブリの稚魚が集まる。このよ

（海中林）では、小さなイセエビはこの藻体をよ

うに、藻場や海藻の持つ機能を並べることは難し

じ登りにくいようで、これらの海藻の上で見かけ

くないのだが、より詳しい中身を説明するための

ることはほとんどない。その代わりに、近くに生

定性・定量的評価は遅れている場合が多い。例え

えるこれらの幼体や小型の海藻類の上に登ってい

ば 1 ha の藻場があればアワビが何個育つのかと

る。つまり、一口に藻場とは言っても、それを構

いういわゆる環境収容力の評価が代表例である。

成する海藻の種類によって、機能が異なっている

このため、藻場が消えて磯焼けになった場合の被

と考えられる。カリブ海に生息するイセエビの仲

害を数値や金額で示すことが難しい。陸上では台

間では、ポストラーバが海藻由来の物質を探知で
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写真１

藻場とそこに棲息する底生生活初期のイセエビ
右下は夜間の索餌中の様子

なメカニズムまではわかっていなかったため、そ
の解明を目的とした野外実験を長崎市地先で行っ
た。これについては後述することとし、その前に
近年の九州沿岸で見られる藻場の特徴的な変化に
ついて紹介する。

２．九州の藻場の変化
近年九州各地で行われた藻場調査結果では、特
図１

底生生活初期のイセエビに対する藻場の機能

に九州中南部沿岸で在来の温帯性大型褐藻類の出
現種数が減り、南方系種あるいは熱帯・亜熱帯性
種と呼ばれるホンダワラ類の種数が増える傾向が

きることを示す実験例があり、沖合から沿岸に向

報告されている。中でも長崎県では、北は壱岐島

かう際のナビゲーションに利用していると考えら

まで南方系種の分布が確認され、近年その分布域

れている。これが日本のイセエビにも当てはまる

が北上している。私が長年観察している長崎市地

なら、ポストラーバの着底以前にも藻場や海藻を

先の藻場でも、ヤナギモク、ジョロモク、ホンダ

利用していることになる。

ワラなどの在来種が近年全く見られず、代わって

このように、底生生活初期のイセエビにとって
多くの機能を果たす藻場であることから、それが

ツクシモクやキレバモクなどの南方系種が出現す
るように変化している。

減ったり、無くなったりすると、イセエビ資源に

このような構成種の変化に加え、奇妙とも言う

は深刻な影響が出るはずである。事実、磯焼けに

べき藻場の存在も確認された。これが“春藻場”

苦しめられた経験の多い静岡県伊豆地方では、磯

である（写真 2）。本邦沿岸の多年生海藻による

焼けになるとアワビやサザエに加えてイセエビ

藻場では、季節変化によって枝葉の量が若干の変

も減ることが知られている。ただし、その具体的

動を見せるが、海藻の直立部が全く消えてしまう
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ということはない（四季藻場）
。ところがこの春
藻場の場合、多年生の海藻であっても夏以降には

植食魚の代表例はアイゴ、ブダイ、アオブダ

直立部が消えてしまい、あたかも磯焼けのような

イ、ノトイスズミ、テングハギ類である。いずれ

景観に大きく変化する。長崎市地先の春藻場には、

も、海藻の乏しくなった海底に持ち込んだ大型藻

温帯性種であるマメタワラ、ヤツマタモク、イソ

類（クロメやホンダワラ類）を直接食べる様子が、

モクなどと、南方系種であるツクシモクやキレバ

撮影映像から確認された種である。ただし、漁業

モクなどが混在する。これまでの研究によると、

者によれば、いずれの魚も昔から生息しており、

南方系ホンダワラ類の多くは、初夏の成熟期を終

アイゴなどは漁獲対象にもしていたと言う。十分

えると全ての枝葉を流失させて根（付着器）だけ

な証拠はないが、これらの魚の数が増えたという

の状態になる特性を持っているため、春藻場化す

よりも、近年の水温上昇傾向によって魚が活発に

ることは当然と言える。しかし、本来は四季藻場

海藻を食べる時期が長期化していることで、藻場

を形成するはずのマメタワラなどが春藻場化する

の受けるダメージが大きくなってきたと考えられ

のは奇妙である。そこで、小さなカゴで保護して

ている。

みたところ、その中の株だけは夏以降も枝葉を残

熱帯や亜熱帯に棲息する植食魚は、サンゴと光

すことがわかった。他の試験結果も含めて、この

をめぐる競争関係にある海藻を食べるため、サン

カゴで遮られる要因が植食動物による採食と考え

ゴ礁生態系の維持において重要な役割を担ってい

られた。マメタワラやヤツマタモクは成熟期を終

ると考えられている。九州の藻場で見られる植食

えた枝が流失しても、未成熟な若い枝葉が伸びて

魚といずれも属レベルで一致する点は興味深い。

いることが普通だが、春藻場域ではこれらが魚に

熱帯域と違って、温帯域ではサンゴよりも海藻が

よって食べられてしまう。その結果、夏以降はま

重要視されることが多いため、温帯域では一転し

るで磯焼け同然の景観を呈すると見られる。幸い、

て害魚と認識される。発酵と腐敗に似た人間側の

これらの種は付着器から枝や葉を再生できる特性

受け取り方の差とも言える点は面白いのだが、藻

があるため、翌春には再び藻場が形成される。た

場に依存する資源生物が多い温帯域にあって、呑

だし、岩の表面をかじりとるウニ類が高密度に棲

気なことは言っていられない。

写真２
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四季藻場と春藻場の季節変化

藻場のイセエビに対する機能の評価は現在行って

３．その漁業資源への影響
四季藻場では昔ほどではないものの、今もアワ
ビやサザエ、ウニなど様々な資源が漁獲されてい

いるところである。

４．九州での磯焼け対策の現状と課題

る。これに対して、春藻場ではムラサキウニを主

春藻場しかできない場所や、海藻のない磯焼け

とするウニ類がメインで、それ以外の獲物は見つ

域であっても、ネットで海藻を保護するだけで四

けたら獲る程度と聞く。つまり、狙って獲るほど

季藻場が維持された例は、大分県佐伯市、宮崎県

量的に生息しなくなっている。アカウニやメガイ

宮崎市、長崎県長崎市などに見られる。また、前

アワビもほとんど見られないなど、棲息する種数

号で藤田先生が紹介されている通り、ウニ類の数

も限られるようである。このように、藻場の成立

を減らして藻場が回復・造成された事例も全国的

期間が短くなると、動物にどんな影響が及ぶのか

に増えている。これらのことから、磯焼けの発生

について、再びイセエビを例に紹介する。

原因はともかくとして、磯焼けが続いている原因

まず、長崎市の春藻場と四季藻場でイセエビポ

に植食動物が大きく関与している地先の多いこと

ストラーバの着底量を毎月観察してみたところ、

がわかる。ネットの中に数年に渡って藻場が維持

四季藻場では 5 ～ 11 月まで着底が続いたが、春

される現実は、小規模ではあるものの、その海域

藻場では大型藻類の直立部が無くなる 8 月下旬以

の栄養塩や光、波浪など海藻類が育つために必要

降にほとんど着底が見られなくなった。この傾向

な物理的環境要因に重大な問題がないことも示唆

は 3 年連続してほぼ同じであったことから、海藻

していよう。

の直立部がなければポストラーバの着底が起こら

九州沿岸では、ウニ類の採食圧を減らすことで

ない可能性が示唆された。ただし、両調査地は直

春藻場の造成に成功した事例が多く見られる。タ

線距離で 20km ほど離れているため、海流などの

ネを供給する母藻として様々な海藻を設置して

季節変化が影響した可能性は否定できない。そこ

も、春藻場に見られる種だけが残る。四季藻場を

で、食害を防ぐネットを備えた藻礁を利用して、

造るノコギリモクも母藻にしてみたが、新芽は出

人為的に小規模な四季藻場を春藻場域に造成して

てくるものの夏以降に食べられて生き残れない。

みた。この礁には着底直後のイセエビが隠れられ

しかし、かつての海に戻したい、磯根資源を回復

る孔を多数穿孔した上で実験を始めた結果、海藻

させたいという漁業者の要望を実現するには、春

を移植しなかった礁には天然岩礁と同様にポスト

藻場だけでは役不足で、やはり四季藻場の回復が

ラーバの着底は見られなかったが、四季藻場構成

望まれる。このためには、ウニ類とともに植食魚

種（ノコギリモク、クロメ）を移植したブロック

による海藻採食圧を下げなければならないのだ

には 10 月まで着底が持続した。やはり海藻直立

が、特に魚対策には未解決の事が山積みである。

部の存在がイセエビポストラーバの着底には不可

移動性の小さいウニと違って、藻場を回復させた

欠なのであった。

い場所の魚密度を低く保つこと自体が難しい。水

以上の実験結果から、海藻の直立部が無くなる

中を自由に遊泳する魚類が相手では、全数漁獲は

とイセエビの着底量に直接影響が及び、資源への

困難な上に、仮に一時的に低密度にできたとして

加入が減少すると考えられる。また、春藻場では

も、その状態をどれほどの期間維持できるかはわ

着底期の前半に藻場に棲みついた稚エビにとって

かっていない。音や電流、化学物質なども忌避効

大事な環境が、成長途中で大きく様変わりするこ

果を狙って試されたが、いずれも実用化には至っ

とも憂慮すべき点であろう。海藻を直接の餌とは

ていない。

しない動物であっても、海藻を着底場や索餌場と

一方で、最近、長崎県内各地の消波堤でノトイ

して利用している場合、やはり磯焼けは深刻な影

スズミ成魚の大きな群れが見つかっている（写真

響を与える現象なのである。ただし、静岡県伊豆

3）。北は対馬市、南は長崎市までの広い範囲で確

地方や宮崎県青島周辺ではテングサやヤタベグサ

認されていることから、他県でも今後見つかる可

などの小型紅藻類の藻場に稚イセエビが多く生息

能性は十分にあるだろう。私が初めて群れを直接

することから、大型藻類がなくなっても小型藻類

目にしたのは 2010 年 5 月で、潜水中に黄色い糞

が残っている場合は、そのイセエビへの影響は異

のようなものがたくさん流れてくるのに気づき、

なると考えられる。この大型藻類藻場と小型藻類

上流に向かって泳いだところ、消波堤に集まる約
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500 尾の群れに遭遇した。同時期に水産工学研究

るといった苦情も良く聞くことなどから、南の海

所が行った調査での観察例も含めて、10 を超え

へのシフトは既に始まっているともとれる。仮に

る県内の消波堤で群れが確認されている。この群

シフトが確実だとした場合、問題はそれに要する

れが見られるのは冬から春の場合が多く、なぜ集

時間であろう。短期間のうちに終わるのであれば、

まるのかなどは未解明だが、梅雨時期から始まる

南の漁業に習うという策も現実味があるのだが、

成熟期と関連する可能性がある。本種は、年中海

実際に果たして急速かつ一方向に進むのだろう

藻ばかりを食べているとの報告があり、魚体が

か。温暖化の影響予測のひとつに、環境変動が大

5kg を超えるまで大きくなることから、藻場への

きくなるとの説があり、近年の台風や竜巻の大型

影響度は大きいと考えられている。そこで、決まっ

化はその例とされる。これが水温環境にも当ては

た場所と時期に大きな群れを形成する特性を利用

まる可能性はないだろうか。事実、長崎市地先で

すれば、大量に漁獲して藻場への影響度を下げる

は 2000 年以降に夏も冬も水温の高い年が多かっ

ことが可能と思われる。その試みが、水産庁事業

たが、2010 年以降は低めに転じている。そして

課題“各生活史段階に応じた漁場機能を強化する

2012 年冬には近年珍しく水温 12℃台の期間が 2

技術の開発・実証”の中で年度内に着手される予

週間弱あり、その結果と見られるサンゴ類のへい

定である。魚対策にわずかでも光明が差すことを

死が発生した（写真 4）。長崎市地先の一角では

期待したい。

優占種であるエンタクミドリムシがほぼ全滅した

磯焼け対策が簡単ではなく、また将来の温暖化

という（私信：佐藤 豪、西海区水産研究所石垣

は避けようがないとの考えから、今の海が亜熱帯

支所）。もし年々の水温変動幅が大きくなるなら、

や熱帯の海にシフトした場合に備えることが、現

海藻にもサンゴにも適応が難しく、いずれも十分

実的な温暖化対策であるという考え方がある。つ

には育たない環境が続く可能性がある。サンゴ礁

まりは藻場生態系からサンゴ礁生態系への移行を

生態系への移行には海水酸性化の問題もあり、よ

予定に入れておこうという策である。各地で海藻

り複雑な過程が予想されるが、経営が厳しい沿岸

が減ってサンゴ類が増え、刺し網操業の邪魔にな

漁家にとって、南の漁業の実践までに体力的に持
つかどうかは大きな問題だろう。
ウニや植食魚をより積極的に資源として利用す
ることで藻場への影響を少しでも下げ、徐々にで
はあっても藻場を回復させていく努力の継続が、
当面は重要な対策と考えている。そして、海藻と
植食動物のバランス関係や海藻の動物に対する役
割をより詳しく解明することも同時に進展させる
べき重要な課題である。

写真３

消波堤に群れるノトイスズミの成魚
（2012 年 3 月 長崎市地先）

写真４
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【特別企画】平成24年度

日本水産学会 ･ 水産技術賞受賞

鹿児島湾マダイ資源の増殖管理技術の開発
鹿児島県水産技術開発センター
研究専門員

宍 道 弘 敏

に100万尾規模の放流事業が展開されました。2 ～ 4）

１

はじめに

このたび、標記研究題目につきまして、日本水

1998 年以降放流尾数は減少し、2003 年には約 40
万尾となりました。本湾内におけるマダイの漁獲
量は、1970 年には 246 トンを記録しましたが、

産学会より平成 24 年度「水産学技術賞」を受賞

1976 年には 71 トンへと急減しました。その後放

させて頂きました。

流事業の発展とともに漁獲量は増加し、1991 年

1974 年に鹿児島湾奥で始まり、30 年以上継続

には 213 トンと、減少前の水準に回復しました。

されてきたマダイ放流事業の成果がこのような形

1990 年代は 150 トン前後の高い水準を維持して

で実を結んだことは、大変有難く、名誉なことで

いましたが、2003 年には 93 トンへと減少してい

あり、喜ばしいことと存じます。

ます（図 1）。

ここでは、受賞研究の概要を紹介させて頂きま
す。

鹿児島市中央卸売市場魚類市場、鹿屋市魚市
場、及び鹿児島湾内大隅半島沿岸漁協数カ所にお
いて実施した市場調査の結果、1989 ～ 2004 年の、

２

研究の背景

南北約 80km、東西約 20km の半閉鎖的な大型

全調査魚に占める放流魚（鼻孔隔皮欠損魚）の割
合は 8.0 ～ 73.5％でした。1989 ～ 1995 年放流群
の、放流後 9 年間の累積回収率は 2.6 ～ 12.2％、

の内湾である鹿児島湾において、マダイは最も重

経済効率（回収金額／放流直接経費）は 1.4 ～

要な漁業資源の一つであり、漁民参加による積極

10.4 と推定されました（表 1）。放流魚の回収状

的な種苗放流や自主的な資源管理が実践されてい

況は近年低下してきており、その要因として、放

ます。その放流効果は高く、優良事例として評価

流サイズの小型化、海面生簀における中間育成の

されてきましたが、近年は天然魚集団の遺伝的多

中止等の技術的な問題が影響していると考えられ

様性の保全や合理的な放流計画の樹立など、責任

3, 4）
調査データを基に漁獲量を天然魚漁獲
ました。

ある栽培漁業の実施が求められるようになりまし
た。１）そこで本研究では、鹿児島湾マダイ資源の
維持と持続的利用を図ることを目的に、栽培漁業
の役割の明確化とそれを踏まえた資源管理方策の
提言の基礎となる増殖管理技術を開発しました。

３

放流及び漁獲の動向と放流効果
の推定

鹿児島湾におけるマダイの放流は 1974 年に湾
奥域で始まり、1980 年からは湾内 18 カ所を対象

図１ 天然魚 ・ 放流魚別漁獲量と放流尾数の推移
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量（CW）と放流魚漁獲量（CH）に区分してみると、

しており、全ての天然標本群をまとめた場合にお

CH は放流尾数の推移と数年遅れでよく対応して

いても HW 平衡でした。また湾奥及び湾央天然

いる傾向が見られました（図 1）。CW は、漁獲量

魚の平均へテロ接合体率及び平均対立遺伝子（ア

が大きく減少した 1973 年から 2002 年まで平均

レル）数は、他の研究例と比べて遜色ない値を

93.5 ± 19.7 トンで、長期的に見ると 100 トン前

3, 5）
一方、マイクロサテライ
示しました（図 3）。

後の水準を維持していることから、本湾における

ト DNA のアレルリッチネス及びミトコンドリア

1976 年以降のマダイ漁獲量の回復は、放流尾数

DNA 調節領域のハプロタイプリッチネスを標本

の増加に伴う資源の上乗せ効果であることが示唆

間で比較した結果、湾奥天然魚では希少アレル及

されました。

7, 8）
た
び希少ハプロタイプが消失していました。

3, 4）

天然魚の漁獲量は長期的に見て一定の水準を維

だ、その影響は湾内に留まると考えられました。
以上より、種苗放流によって湾奥天然集団のア

持している傾向が見られること（図 1）
、本湾に

8）

おける主な埋立地ののべ埋立面積と CW の間には

レル頻度は変化したが、その影響の程度は小さい

有意な負の相関が見られる（図 2）ことから、す

ことを明らかにしました。なお、近年の放流魚の

り鉢状の海底形状を有する本湾においては、元々

回収率低下（表 1）の要因として、親魚を継続使

わずかしかない浅海域が高度経済成長期に埋め立

用してきたことによる種苗性への影響が示唆され

てによって喪失したことにより、稚魚期には浅海

ましたが、湾内天然魚集団の漁獲量は放流開始前

域に依存するマダイ天然魚の加入が制限されてい

と同水準の 100 トン前後で変動しており、フィッ

る可能性が考えられました。

トネス低下の兆候はみられませんでした。35 年

3, 6）

以上にわたる大量種苗放流にもかかわらず、遺伝
的影響が軽微に留まったのは、湾外を含めた大き
な有効集団サイズ及び湾外～湾奥間における高い
遺伝子流動によると考えられます。7）
マダイ放流種苗を生産しているかごしま豊かな
海づくり協会では現在約 90 尾の産卵親魚を飼育
しており、近年はほぼ毎年その一部を主に鹿児島

図２ 主な埋立地の延べ埋立面積と天然漁漁獲量の関係

4

種苗放流の遺伝的影響評価

東シナ海、志布志湾、湾央、湾奥の天然魚４群
及び湾内の放流魚１群の計 5 群について、3 種類
のマイクロサテライト DNA マーカーを用いて遺
伝的モニタリングを行った結果、いずれの標本群
においても Hardy-Weinberg（HW）平衡が成立

図３ 遺伝的多様性評価事例の比較

表１ 鹿児島湾における放流年群別マダイ累積回収率及び経済効率

52

豊かな海

No.30

2013.7

湾外海域で採集された天然魚と入れ替えて、放流

加に伴い全体の漁獲量も増えるが、それを越える

遺

と、放流魚漁獲量の増加に伴い天然魚漁獲量が減

種苗の遺伝的多様性の維持に努めています。

3, 5）

伝的多様性にも配慮したこのような種苗生産現場

少する傾向がみられました（図 5）。このことから、

における努力を、今後も継続していく必要があり

本湾では大量放流により天然魚と放流魚の競合が

ます。

起きた可能性が示唆され、放流魚漁獲量が 50 ト
ン程度になるような事業規模が、本湾におけるマ

５

天然及び放流資源の評価

ダイの環境収容力を超えない放流規模、すなわち
天然魚の漁獲量を減少させない範囲で放流魚の漁

コホート解析により鹿児島湾内天然魚・放流魚

獲量が最大限期待できる適切な放流規模であると

別マダイ資源量を推定した結果、放流魚資源尾

判断しました。また放流尾数と放流魚漁獲量の関

数は減少傾向にあり、天然魚資源尾数は 1997 ～

係４）から、これを実現するためには毎年 70 ～

1998 年に一時的な増加が見られましたが、1990

3, 6）
80 万尾の放流が必要と考えられました。

～ 2002 年の間では一定の水準を維持しました（図
4）
。また産卵親魚量の減少にも関わらず 1 歳魚資
源尾数は一定の水準を維持しており、本湾におい
て天然魚の加入が制限されていることが資源学的
解析からも明らかとなりました。放流魚の添加効
率（翌年 1 歳放流魚資源尾数／放流尾数）は減少
傾向を示しており、種苗生産から放流に至る過程
における技術的問題により種苗の添加効率が低下
してきているため、近年放流魚の回収率が低下し
3, 6）
ていると考えられました。

図５ 放流魚漁獲量と天然魚漁獲量の関係

近年の放流サイズの小型化と回収率の関係を検
討した結果、60 ～ 75㎜の間では放流サイズが大
きいほど回収率が高くなると推定されました。ま
た、放流尾数が減ることを考慮しても、サイズを
大きくした方が回収金額を高めることができると
推定されたことから、平均全長 70㎜以上の大型
3）
種苗を放流すべきであると提言しました。

加入量変動を考慮した資源動態モデルにより、
種々の放流計画及び漁獲規制のもとで漁獲量予測
を行った結果、現状の資源管理のもとでの 2017
年の平均漁獲量は、放流を中止した場合は 69 ト
ン、放流を現状のまま継続した場合は 81 トン、
放流を継続し、かつ放流技術を改善し添加効率を
図４ 天然魚 ・ 放流魚別資源尾数の推移
（上 ： 天然魚， 下 ： 放流魚）

高めた場合は 116 トンと推定されました。また
後者の取り組みほど変動係数が小さくなり、漁業
経営の安定化に寄与すると考えられました。現状

６

放流及び資源管理計画の検討

放流魚漁獲量と天然魚漁獲量の関係から、放流
魚漁獲量が 50 トン程度までは放流魚漁獲量の増

の放流を継続することにより期待される漁獲増を
漁獲規制の強化のみで実現するためには、現実に
は受け入れ難いと思われる規模での管理が必要で
3, 6）
あると考えられました（表 2）。
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表２ 鹿児島湾の 2017 年におけるマダイ漁獲量予測結果
上段 ： 平均漁獲量 （95％信頼区間） （トン）， 下段 ： 変動係数

努力による永年のデータの蓄積があって初めて可
能となったものであります。これまで本研究に携
わってこられた鹿児島県関係者の皆様のご努力に
心より敬意を表します。また、東京海洋大学渡邊
精一教授、瀬川進教授、坂本崇准教授、東京大学
大気海洋研究所平松一彦准教授、鹿児島大学増田
育司教授はじめ、かごしま豊かな海づくり協会職
員の皆様、東京海洋大学増殖生態学研究室の佐藤
通洋氏、横山恵美氏、滝本鮎子氏、水族病理学研
究室の大河内雅子氏、輿水江里子氏、越尾波奈子
氏、鹿児島県内関係市場及び関係漁協の皆様には
多大なご指導やご協力をいただきました。皆様方
に心から感謝申し上げます。
文

７

今後に向けて

献

１）北田修一．「栽培漁業と統計モデル分析」共
立出版，東京．2001．

以上を踏まえ、本湾内マダイ資源の持続的利用

２）Shishidou, H．Stocking effectiveness of red

の実現に向けて、①種苗放流の継続と資源管理の

sea bream Pagrus major in Kagoshima

実践、②漁業者と遊漁者が一体となった取り組み

Bay, Japan．Fish. Sci. 2002; 68: Suppl. Ⅰ :

体制の構築、③放流経費負担のあり方の検討、④

904-907．

種苗の資源添加効率を高める工夫及び放流コスト
の削減、⑤放流効果、資源状態、遺伝的多様性の
モニタリングと評価の継続、が必要であると結論
しました。

３）宍道弘敏．鹿児島湾におけるマダイ Pagrus
major の栽培漁業と資源管理に関する研究．
鹿水技セ研報 2010; 1: 19-73．
４）宍道弘敏，北田修一．鹿児島湾におけるマ

本研究の成果が、鹿児島湾のマダイ資源のみな
らず、全国の栽培漁業の事例に応用され、多くの

ダイの種苗放流効果．日水誌 2007; 73: 270277．

魚介類資源の維持・回復と持続的利用に寄与する

５）宍道弘敏，北田修一，坂本崇，浜崎活幸．マ

ことができれば、これ以上幸せなことはございま

イクロサテライト DNA による鹿児島湾のマ

せん。

ダイ天然魚と放流魚の遺伝的変異性の評価．

現在は栽培漁業の担当を離れましたが、今後も
別の立場から水産業の健全な発展と水産資源の持

日水誌 2008; 74: 183-188．
６）宍道弘敏，滝本鮎子，小畑泰弘，浜崎活幸，

続的利用に貢献できるよう、微力ながら努力して

北田修一．鹿児島湾におけるマダイの資源評

参りたいと存じます。

価と放流計画．日水誌 2012; 78: 161-170．
７）Kitada S, Shishidou H, Sugaya T, Kitakado

謝

辞

T, Hamasaki K, Kishino H．Genetic effects

本研究を遂行するにあたり、終始懇切丁寧なご
指導を賜りました、東京海洋大学の北田修一教授、
浜崎活幸准教授に、心より厚く御礼申し上げます。
本研究に取り組む機会を与えて頂き、有益なご助

Aquaculture 2009; 290: 69-79．
８）Hamasaki, K, Toriya S, Shishidou H, Sugaya
T, Kitada S．Genetic effects of hatchery fish

言と激励を賜りました鹿児島県水産試験場前田和

on wild populations in red sea bream Pagrus

宏元場長、鹿児島県水産技術開発センター古賀吾

major (Perciformes, Sparidae) inferred from

一元所長をはじめ、鹿児島県関係者の皆様に、深

partial sequence of mitochondrial DNA. J.

謝の意を表します。本研究は、故椎原久幸氏、故

Fish Biol. 2010; 77: 2123-2136．

川上市正氏、下山正三氏ほか歴代担当者諸氏のご
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【 連携・協力 ・ 共 同 】 広 域 連 携推 進 事 業 か ら

平成25年度国庫補助事業
「種苗放流による資源造成支援事業」の取組について
平成 25 年度国庫補助事業「種苗放流による資

してきました。６海域栽培漁業推進協議会に分割

源造成支援事業」は、
（公社）全国豊かな海づく

した予算においては、予算の柔軟かつ機動的な執

り推進協会が事業主体となって実施することとな

行ができず、大きな使い残しも発生し、その後の

りました（次頁図参照）。

予算の縮減も余儀なくされています。このことか

これまで（平成 23 ～ 24 年度）、本事業につい

ら、関係者から 25 年度事業においては事業実施

ては、各海域栽培漁業推進協議会が事業主体と

を一本化し、フレキシブルな事業実施を行うよう

なって事業を実施してまいりました。これは国の

強く求められていました。

第６次栽培漁業基本方針に沿って設立された広域

こうしたなか、全国豊かな海づくり推進協会は、

連携組織としての海域栽培漁業推進協議会が国の

本年４月１日付で公益社団法人となり、より新た

事業を直接受けて広域種の栽培漁業を実施すると

な役割を果たすよう求められていることなどか

いう画期的な取り組みでした。全国豊かな海づく

ら、「種苗放流による資源造成支援事業」の事業

り推進協会は、この海域栽培漁業推進協議会の事

主体として、国の公募に応募し、去る５月 24 日

務局団体として事業を担ってまいりました。

に補助事業の交付決定がなされたところです。

栽培漁業の推進を目指した事業は、平成 18 年

事業実施主体が全国豊かな海づくり推進協会と

の税源移譲により都道府県が直接国からの補助金

なっても、事業の実施に当たって海域栽培漁業推

を受けることができなくなりましたが、平成 18

進協議会とこれまで通り連携して取り組むことは

年度から５年間「栽培漁業資源回復等対策事業」

変わりませんし、海域栽培漁業推進協議会が海域

が実施され、全国豊かな海づくり推進協会が事業

の栽培漁業推進の諸課題に連携して取り組む重要

主体として各道府県の皆様と協力して事業を推進

性はますます強くなるものと考えています。

したところです。
「種苗放流による資源造成支援事業」は、この

道府県関係者のこれまで以上のご理解とご協力
をお願いするものです。

２カ年の事業実施の中で、いくつか問題点も発生

平成25年度第１回各海域栽培漁業推進協議会
の幹事会を実施
各海域栽培漁業推進協議会は、平成 25 年度の

協議会の通常総会の開催について②平成 25 年度

事業を進めるに当たり、幹事会を開催しました。

種苗放流による資源造成支援事業の実施について

開催に当たっては、水産庁栽培養殖課及び漁業

の２点について討議を行い、海域栽培漁業推進協

調整事務所の担当官のご臨席を賜りました。

議会の議案の審議、総会日程等協議しました。

幹事会では、①平成 25 年度海域栽培漁業推進
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【海域栽培漁業推進協議会】報告

平成25年度

瀬戸内海サワラ共同種苗生産・放流

～２年目の取り組みが終了～
瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会事務局
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

瀬戸内海関係 11 府県および（公社）全国豊か

卵（大阪府はクロダイ）の提供を受け安定的確保

な海づくり推進協会で構成される瀬戸内海海域栽

に努めました。兵庫県、大阪府、和歌山県の受精

培漁業推進協議会（以下、協議会）は、今年度も（独）

卵はサワラ種苗生産開始日より隔日でトラック輸

水産総合研究センターの指導のもとサワラ共同種

送し、山口県の受精卵は毎日発泡スチロール５箱

苗生産・放流を実施し、６月中旬に２年目の取り

分が宅配便で配送されました。トラック輸送には

組みを終えました。

水産庁瀬戸内海漁業調整事務所、大阪府、兵庫県、
兵庫県漁連、香川県、海づくり協会職員による輸

（１）目標生産尾数

送体制を整え、輸送コストの低減化を図りました。

２年目の取り組みとなる 25 年度は 24 年度同
様に（独）水産総合研究センター瀬戸内海区水産

２）イカナゴシラスの安定的確保

研究所屋島庁舎 ( 以下、屋島庁舎 ) で 10 万尾、
（地

香川県と長野生産管理者が中心となり、サワラ

独）大阪府率環境農林水産総合研究所水産技術セ

種苗生産後半に必要な適正サイズのイカナゴシラ

ンター（以下、大阪府水産技術センター）で２万

スおよびカタクチイワシシラスを確保しました。

尾の計 12 万尾を目標に種苗生産を実施しました。
３）生産技術研修員の派遣とワムシ培養にかかる
（２）生産体制の強化
初年度の取り組みを終え、屋島庁舎の生産にお

専門家の配置
初年度同様に生産技術研修員を配置しました。

いては、必要とするマダイ受精卵の安定的確保、

なお、ワムシの培養に大きな労務負担がかかるた

適正サイズのイカナゴシラスの安定的確保、ワム

め、ワムシ培養期間にはワムシ培養経験者を生産

シ培養にかかる専門家の配置などが課題として明

技術研修員として配置するよう努め、体制の強化

確化されました。これらの課題解決のために、平

を図りました。生産技術研修員は愛媛県から２名

成 24 年７月から平成 25 年２月にかけ、主要府

（延べ 14 人日）、兵庫県から２名（延べ７人日）
、

県等で構成されたサワラ共同種苗生産プロジェク

山口県から１名（７人日）、徳島県から３名（延

トチームによる作業部会や協議会幹事会等での検

べ７日）が派遣されました。また、瀬戸内海漁業

討を重ね、可能な限り課題をクリアできるよう関

調整事務所からも１名生産作業にご協力いただき

係府県等の協力体制を初年度以上に強化し生産に

ました。当協会からは１名（ 7 人日）派遣しました。

着手しました。

また、ワムシ培養のコスト軽減や培養不調の際
に補填することを目的に、7 府県の栽培漁業関係

１）マダイ受精卵の安定的確保
（公財）ひょうご豊かな海づくり協会兵庫県栽

機関から冷凍ワムシ約 1,300 億個体を確保しまし
た。

培漁業センター・但馬栽培漁業センター、大阪府
水産技術センター、
（公財）和歌山県栽培漁業協

（３）種苗生産・中間育成・放流結果

会北部栽培漁業センターおよび（公社）山口県栽

サワラの採卵は香川県と同漁業者等により５月

培漁業公社外海栽培漁業センターからマダイ受精

７日から 13 日にかけて行いました。入手した受
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精卵を屋島庁舎および大阪府水産技術センターに

計約 11 万尾と目標尾数に近い成果が得られまし

搬入し種苗生産を開始しました。前述のとおり、

た。屋島庁舎で生産された種苗は、兵庫県、岡山

屋島庁舎では今年度も生産技術研修員として各県

県、香川県、愛媛県、大分県の関係漁協等で、大

の関係職員が交代で滞在し、協議会の長野生産管

阪府水産技術センターの種苗は大阪府サワラ流し

理者のもと生産にあたりました。

網管理部会で中間育成の後、６月中～下旬にかけ

種苗生産の結果は屋島庁舎で約９万５千尾、大
阪府水産技術センターで約１万６千尾となり、合
表

58

平成 25 年度

て合計 7 万 8 千尾が放流されました。種苗生産と
放流の結果は下表のとおりです。

瀬戸内海におけるサワラ種苗生産・中間育成・放流結果

シラス給餌の作業（屋島庁舎）

取上げを終えて（屋島庁舎）

サワラ種苗

中間育成筏への輸送（大阪府）
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ポ

ル

地

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会

現

瀬戸内海サワラ復活へ
水産経済新聞
次長

大阪支局

川 邊 一 郎

連携、より強く
２年目の共同種苗生産
各県から飼育管理技術研修員を派遣
【高松】 瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会 （和歌山から大分までの沿岸１１府県と 〈公社〉 全国豊かな海
づくり推進協会で構成） は今年も５月初旬から各府県の協力でサワラの共同種苗生産を行っている。 昨年か
ら始めた共同種苗生産は今年で２年目。 共同生産に取り組む沿岸１１府県の関係者らは初年度の課題をクリ
アして、 中間育成用に提供する種苗１２万尾の生産を目標に取り組んでいる。

資源回復計画の下で一昨年度まで水産総合研究

サワラの仔魚は、孵（ふ）化直後から特異的に

センターが担って種苗生産などの研究開発は同計

魚食し成長していく。このためマダイやクロダイ

画の終了とともに海洋生態系の解明という新たな

の活きた孵化仔魚が餌として必要となる。

方向へと一歩進んだ。

屋島庁舎には今年は産卵親魚をもつ大阪と和歌

こうした中、漁業者および各府県関係者は昨年、

山、兵庫（二見）のマダイ受精卵が、当初、隔日

「サワラの資源を持続的に維持していくために、

４回ほど府職員のトラック輸送で搬入された。そ

引き続き瀬戸内海にサワラ種苗を放流し続けてい

の後は兵庫県但馬と二見から隔日で同県とＪＦ兵

く必要がある」と意を強め、共同での種苗生産に

庫漁連の職員がトラック輸送している。このほか

取り組んだ。

山口県からは毎日受精卵が入った発泡スチロール

２年目の種苗生産でも、資金対策に加え、各府
県が取り組み可能な作業や餌料提供、トラック輸
送などを分担している。
香川県と同県漁業者は、今年５月７日から 13
日にかけて小豆島地先海域で採卵。水産総合研究

ケース５箱が宅配便で配送されている。
このほか今年はマダイなど孵化仔魚育成用の餌
料として７府県が冷凍ワムシを用意。マダイ孵化
仔魚から切り替える小さなサイズのイカナゴシラ
スやカタクチシラスの入手先も増やした。

センター瀬戸内海区水産研究所屋島庁舎および大
阪府立水産技術センターに受精卵を搬入し、11
府県が共同で種苗生産に取り組んでいる。
屋島庁舎には７日に採卵した受精卵が持ち込ま
れ、今年も栽培関係職員などがサワラ生産技術研
修員として交代で滞在し、協議会の長野泰三生産
管理者のもと、中間育成までの間のサワラ種苗生
産にあたる。
また、大阪府水産技術センターでも 13 日に採
卵された受精卵が搬入され、種苗は順調に成育し
ている。

サワラ種苗にシラスを餌付けする長野氏ら
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２年目の取り組みではあるが、長野泰三生産管
理者は、
「１年目とは違う意味で気を抜けない」
と話す。
技術研修員として作業をしていた山口県水産研
究センターの南部智秀専門研究員は、
「共同種苗
生産という取り組みで漁業者意識も変わっていく
のではないか。漁業者のために瀬戸内海海域一帯
の資源を増やすように努めていく」と述べた。ま
た、兵庫県淡路県民局水産課の齋藤公司氏は「共
同種苗生産自体は難しい面も多いと思うが、技術
交流ができることは大きな意義を実感している」
と話した。
また、共同生産を支える豊かな海づくり協会の

マダイ卵をトラック輸送したＪＦ兵庫漁連
の塩谷政人但馬支所長（左）と西上幸作氏

市村隆紀専務は「各府県の連携がより深まってお
り、海域協議会にはさまざまな可能性がある」と

に中間育成用に各県に配付され、１週間ほど飼育

今後にも期待を寄せている。

されたあとで全長７から８㎝サイズで放流される

生産されたサワラの種苗は、予定では６月初旬

ポ

ル

地

現

ことになっている。

６府県７カ所で漁業者らが中間育成・放流
瀬戸内海サワラ
“つながる・ともに”
資源への意識高く

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会 （和歌山から大分までの沿岸１１府県と （公社） 全国豊かな海づくり
推進協会で構成） は今年も５月初旬から６月初旬までの１か月間、 水産総合研究センターの指導のもと、 サ
ワラ種苗の共同生産を実施した （＝一部既報）。 水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所屋島庁舎で
は約９万５０００尾、 （地独） 大阪府立環境農林水産総合研究所水産技術センターでは約１万６０００尾を生産
している。

屋島庁舎で生産された種苗は、兵庫、岡山、香

22 日に行われた大阪での放流には約 40 人の漁

川、愛媛および大分の５県６カ所の関係漁協など

業者、行政関係者らが参加。午前 10 時、２つの

で、また、大阪府の種苗は水産技術センターが生

海上イケスからサワラの稚魚を取り上げ、漁船上

産し、「大阪府サワラ流し網管理部会」で中間育

の水槽に積み込んで移動。関西空港周辺海域２カ

成され、
そのあと６月 13 日から 22 日までの間に、

所に放流した。

各地で放流が行われた。漁業者は、自分たちが漁
獲する魚を自分たちで中間育成し、放流するとい
うことで、サワラだけではなく水産資源全般に対
する意識を高めてきている。
◇
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大阪での種苗生産管理にあたってきた水産技術
センターの睦谷一馬主任研究員は放流を終えて、
「まずはホッとした」とひと言述べたうえで、
「今
年は沖出ししたあと、天候がすぐれず、漁師さん

◇

は毎日の餌やりに苦労したようだ。そうした中で

今年も放流ができた」と話した。サワラの育成の

での３回に分け、初日の一番手となった広瀬次臣

難しさをいちばんといっていいほど認識している

組合長を筆頭に、10 人が餌やり当番表を作って

だけに感慨もひとしおの様子だ。

サワラの中間育成にあたるなどしてきた。

また、部会長の西野和也会長は、
「餌やりは当

サワラ共同種苗生産の推進役を果たしてきた

番を決めて、朝５時から夕方５時まで、雨でも毎

（公社）全国豊かな海づくり推進協会の市村隆紀

日欠かさず行ってきた。当番によっては漁を休ま

専務は、「今回、５カ所の中間育成・放流の現場

なければならないこともあった。さらに、今年は

を訪ねてきた。いずれの現場でも漁業者は自ら給

餌のイカナゴが大きく餌付けるのに苦労した」と

餌当番を決めて、日の出から日没まで作業にあた

話した。

る姿を見てきた。また、元気に育った稚魚を放流

ＪＦ尾崎漁協の佐藤保組合長は、
「部会で中間

する漁業者たちの笑顔が印象的だった」と話した。

育成・放流に取り組んで今年で７年になる。毎年

なぜ、瀬戸内海全域でのサワラ種苗放流が続い

継続して取り組んできていることが大事だ。自分

ているのか…。そこには資源と経営が一体となっ

たちで獲る魚を少しでも増やすことができればと

た沿岸漁業と、資源を管理し増やすために努力す

思う」と語った。

る漁業者組織があり、それらを支える行政や種苗

大阪府水産課の尾上律子主事は、
「水槽の設置
や稚魚の取り上げなど、漁業者の方の手際は年々
よくなっている。こうした協働作業は一丸となっ

生産機関・試験研究機関があり、県域を越えた連
携が生まれているからだ。
通常は、
「種苗生産から始まり、中間育成、放流、

て取り組んでいく時に強い結束力を生むと思う」

その先の漁獲」というのが栽培漁業の順番である。

と述べ、活動の広がりにも期待を寄せる。

しかしながら市村専務は、「資源と日々向き合う

このほかの地区でも中間育成・放流では大阪同

沿岸漁業者の目線を出発点として、改めて栽培漁

様に関係する漁業者が中心になって取り組んでき

業を見つめ直すことが大切だと、餌やり当番表を

ている。

見ながら考えた」と述べ、今年の種苗生産・中間

愛媛県のＪＦ大浜漁協でも１日を、午前５時か

育成、その後の放流を総括している。

ら９時、午前９時から正午、午後１時から６時ま
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今までは魚類の増殖についてお話を伺ってきましたが、第９回目は、東海大学

関いず

み准教授をインタビュアーとして、秋田県の秋田県漁業協同組合岩館支所と八峰町、県水
産漁港課、県水産振興センター、県栽培漁業協会の皆さんのコーナー初となる海藻

ギバ

サ（アカモク） の増殖への取り組みについて、お話を伺いました。

インタビュアー：関いずみ

東海大学海洋学部海洋文明学科准教授

出席者：秋田県漁業協同組合北部総括支所岩館支所〈漁業者〉成田一郎氏（ギバサ採り、タコ
漁など）下坂薫氏（沿岸刺網、ギバサ採り、ハタハタ漁）庄内章氏（岩館支所長）
八峰町：産業振興課長

須藤德雄氏

秋田県水産漁港課：福田姫子氏（技師）
、
八木澤優氏（技師）
、
髙橋正秋氏（地魚加工推進員）
秋田県水産振興センター：中林信康氏
（副主幹）
、
古仲博氏（専門員）
、
加藤芽衣氏（研究員）
財団法人秋田県栽培漁業協会：事務局長

第9回

須田紀夫氏

ギバサ増殖で、地域の食文化と環境を守る
東海大学海洋学部
准教授

関

いずみ

１．古くて深い、海藻と日本人の
関わり

で、海藻の灰に海水を混ぜ、これを煮詰めて塩を

来ぬ人をまつほの浦の夕凪に

と考えられている。

焼くや藻塩の身もこがれつつ

作ったとされている。この歌に登場する玉藻とは
藻の古称で、どうやらホンダワラ類の海藻を指す
藻塩焼きが行われていた古墳時代よりはるか以

（権中納言定家（藤原定家）、新勅和歌集）

前の縄文時代の貝塚からも、海藻は発見されてい
る。8 世紀初めには海人の租税として海藻が納め

藤原定家のこの歌は、万葉集の中の『名寸隅の

られていた。江戸時代には海苔の養殖が始まり、

船瀬ゆ見ゆる 淡路島 松帆の浦に 朝凪に

北前船に積まれた北海道産のコンブは、関西に繊

玉藻刈りつつ 夕凪に 藻塩焼きつつ 海をとめ

細な出汁文化を開花させた。瀬戸内海などの沿岸

ありとは聞けど見に行かむ 縁のなければ ま

地域では、天然の岩穴の中で火を焚き、灰の上に

すらをの 心はなしに たわやめの 思ひたわみ

海水を含んだ海藻を敷いて蒸した岩風呂があっ

て

た。かように日本人と海藻の関係は古くて深い。

たもとほり

われはそ恋ふる

舟梶をなみ 』

（万葉集巻 6 の 935）という歌を本歌として作ら
れた。

繊維が注目され、美容や健康、ダイエットという

藻塩焼きとは海藻を利用した古来の製塩方法
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キーワードと共に海藻人気が上昇している。ある

テレビ番組で、寒天が
成人病予防に効果的だ
と放映されたことから
火が付いた寒天ブーム
は、原料となる天草の
乱獲や価格高騰を招く
ほどに加熱したことは
記憶に新しい。食品や
サプリメント、化粧品
から入浴剤まで、海藻
関先生

の活用範囲はどんどん
広がっている。

左から下坂さん、成田さん、庄内さん

とりわけ注目されているのは、海藻のネバネバ

成分を豊富に含み、他の海藻と比べてミネラル成

成分、フコイダンだ。フコイダンはコレステロー

分も多いことが分かってきた。これまで「ジャマ

ルや血糖値の低下、肝機能障害の改善、抗がん作

モク」扱いをしてきた地域でも、活用に向けての

用、抗アレルギー作用など、様々な成人病に効果

取り組みが盛んに行われるようになっている。

があるということが分かってきた。メカブやモズ

秋田県の北部地域では、アカモクは昔から食用

クはフコイダンを多く含むことで人気が集まって

として親しまれてきた。この地域ではアカモクの

いる。

ことをギバサと呼ぶ。ギバサの名の由来は、その
昔神功皇后が朝鮮出兵した時に、疲れた兵隊や馬

２．秋田北部地域のギバサ文化

にこの海藻を食べさせたところ、人も馬も元気に
なったことから人馬（あるいは神馬）藻（ジンバ
ソウ）と名付けられたとする説や、海中にたなび

ネバネバと粘ることを、秋田県では「ネッパる」

く姿が銀色に輝いて見えたことから銀葉藻（ギン

と表現する。秋田でネッパる海藻と言えばアカモ

バソウ）と呼ばれたという説まで、いろいろある。

クだろう。アカモクとはホンダワラ科の一年生の

北部地域では、かつてギバサは冬場の野菜がな

褐藻植物で、1 年で全長 5 メートルを超えるほど

いときに、その代用品として食べられていた。た

生長が速く、北海道東部を除いて日本列島全般に

だし、この地域におけるギバサの収穫時期は 5 月

分布している。しかし、広範に分布している割に

から 6 月にかけてであり、野菜代わりに食べられ

はその利用状況は芳しくはなかった。利用どころ

ていたギバサは、新潟県や石川県などから仕入れ

か、短期間で成長するアカモクは船のスクリュー

ていたという。

などに絡みつくので、
「ジャマモク」などと呼ん

ギバサの食文化が定着していたのは秋田県でも

でいた地域もあるという。しかし近年の海藻ブー

この北部地域に特徴的なようで、この辺りでは沿

ムを背景に研究が進んだ結果、アカモクは機能性

岸から内陸部まで、ギバサが浸透していた。ちな
みに男鹿地域ではギバサは食べなかったが、ジバ
サは良く食べられていた。ジバサとはやはりホン
ダワラ科の海藻で、秋田県内では男鹿半島周辺に
だけ生息している。ギバサと同じように見えるの
だが、二年生で成長が遅く、価格はギバサの 20
倍くらい高い。
ギバサは熱湯でさっと湯がいて、包丁でたたく
ように切って粘りを出す。醤油をかけてご飯にの
せたり、汁の具として食べる。おいしく食べるに
は、とにかく包丁でたたいて、十分に「ネッパる」

秋田ではギバサと呼ばれているアカモク

ようにするのがコツだという。
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３．岩館地区のギバサ漁

現在も地域の中核的な漁業として 11 月末から 12
月中旬に行われている。
今回は岩館支所に所属する二人の漁師さんに話

八峰町は、2006 年に八森町と峰浜村が合併し

を伺った。成田一郎さんは、タコ漁や曳き釣り、

て誕生した、秋田県北西端の町だ。町には八森漁

ギバサ漁を、下坂薫さんは曳き釣り、延縄、刺網、

港と岩館漁港という 2 つの漁港が立地する。その

ハタハタ漁、ギバサ漁をそれぞれ営んでいる。ギ

一つ、岩館漁港を根拠港とするのが、組合員 138

バサはすべて地元の加工屋さんが買い上げる。も

名（正組合員 83 名、准組合員 55 名）の、秋田

ともと地元向けにつくっていた加工品だが、10

県漁協北部総括岩館支所だ。ここで営まれている

数年前にテレビで紹介されてからは全国から注目

主な漁業種類は底曳網、小型定置網、刺網、釣り、

を浴び、引き合いが来るようになったという。

延縄など多種にわたる。夏場は素潜り漁も行われ

ギバサ漁は 1 トンクラスの船外機船で行われ

ている。水揚げされる魚も、ウスメバル、マダイ、

る。出港は朝の 4 時。水深 2.5 メートルほどの海

ヤリイカ、アワビ、サワラ、ブリ、カレイ、タコ、

底から生えているギバサを鎌で刈って収穫し、8

イナダなど、種類が多い。1992 年から 3 年間の

時には帰港する。ギバサ漁は決して中核的な漁業

禁漁を実施して資源回復を図ったハタハタ漁は、

ではない。平成 18 年度の管内漁獲量は約 870 ト
ン、ギバサの水揚げ量は約 30 トンで全体の水揚
げに占める割合は 3% にすぎない。そもそも一年
生のギバサはその年によって収穫量が大きく変動
する。図 2 は岩館地区のギバサ漁獲量の推移を示
しているが、漁獲量の多い年は約 50 トン、少な
い年は 20 トンと、非常に不安定な収穫になって
いる。
現在、ギバサを加工する業者は地元に 2 軒あ
る。ギバサに注目が集まるまではキロ 50 円、現
在は原料が不足気味ということもあり値段は倍
増した。とはいうものの、値段はキロ 100 円で、
20 トンの水揚げしかなければ 200 万円程度にし
かならない。量で稼げた時もあるが、最近では極
端な減少傾向が続いている。現在ギバサ漁を営む

図１ 八峰町位置図
（八峰町観光協会 HP より引用）

水産振興センターの海藻種苗生産施設で説明を受ける
関先生
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漁業者は 6 名いる。漁としてはそれほどきつい作
業ではないが、そうそう儲けになるものではない。
6 名の漁業者は皆、年配のベテラン組だ。

図２ 岩館地区のアカモク漁獲量の推移
（第 13 回全国青年・女性漁業者交流大会資料
2007 年度より引用）

４．ギバサの力

ンターでは初め、成熟した母藻を網袋に入れて海
底に設置し、ここから海藻の種を拡散させるとい
う、スポアバッグ法を提案した。しかし、この方

ギバサは、食用となるだけではなく、驚くよう

法は多くの天然の母藻を必要とする。漁業者たち

な技を発揮する。ハタハタは、12 月頃八峰町や

はできるだけ現在ある藻場に手を入れることを避

男鹿半島の沿岸に産卵のために接岸し、ギバサな

けたいと考え、水産振興センターと共に再度検討

どのホンダワラ類の海藻の根元に卵を産み付け

を行った。

る。卵は 1 月中旬から 2 月下旬にかけて孵化す

このようにして開発された方式が、シャワー育

る。稚魚は浅場の海藻の森近くの砂底域で成長し、

成法だ。まず成熟したギバサの雌株をネットで濾

その後水深の深い場所へと移動していく。稚魚

して卵を抽出する。これをパイプ基質に定着させ、

が孵った後のブリコ（ハタハタの卵）は自然に溶

このパイプ基質を水中から露出させ上からシャ

けてしまうと言う。ハタハタの孵化を見守ったあ

ワー状に海水を滴下させることで種苗を育てると

と、ギバサはグングン生長する。収穫できるのは

いうのがこの方式で、2006 年に行った試験では、

5 月から 6 月で、この頃には 2 メートル以上に生

15 個体の雌株から推定 369 万個の卵を得て、4

長している。収穫するには根元からは刈らないで、

カ月後には平均全長 40.9 ミリメートルの種苗が

先の方だけを採ってくる。全部刈り取ってしまう

育った。パイプは 60 メートルのロープに通され、

と卵が落ちないので、翌年の収穫にダメージを与

延縄式で沖出しされた。その後の調査では、延縄

えるのだと言う。また先の方を刈られたギバサは

の特に曲部の下では天然のギバサの着生が確認さ

残った枝が 1 ～ 2 週間もすれば十分な長さに生長

れた。翌年の試験では、海底にも基質を設置し

している。6 月になるとフグがギバサに産卵する

た結果、ハタハタの産卵も認められた。ホンダワ

ので出荷には向かなくなるという。だからギバサ

ラ類の海藻の増殖にシャワー方式を取り入れたの

の実質的な漁は 5 月の中旬から月末の短期決戦と

は、秋田県が全国で初めてといわれている。ギバ

なる。

サ漁を営む漁業者たちは、「岩館の豊かな海を育

6 月が過ぎるとギバサは自然に流失してしま

てる会」を立ち上げ、2010 年から 2 年間、水産

う。しかし、ここからまたギバサの威力が発揮さ
れる。流失したギバサは流れ藻となって北上して
いく。この時、流れ藻は魚の産卵の場となったり、
メバルなどの幼魚の哺育の場となったりする。ギ
バサは人を養い、沿岸の資源を守り育てる、まさ
にスーパー海藻なのだ。

５．協力体制から生まれたギバサの
増殖活動
1975 年、採介藻漁業に従事する漁業者は「岩

この網に母藻を入れて海に沈める

館磯まわり組合」を立ち上げた。それから 30 年、
岩館磯まわり組合の 14 名の組合員たちは、ウニ
やアワビ、ギバサといった磯根資源の資源管理
や安全操業に関する活動を行ってきた。中でも、
地元で古くから親しまれてきたギバサについて
は、毎年の豊凶が激しいため、禁漁区を設定し翌
年のための母藻を確保するなどの努力が払われて
きた。しかし、目覚ましい効果はなかなか得られ
なかった。そこで岩館磯まわり組合は、県水産振
興センターの普及指導員に相談を持ちかけた。セ

シャワー育成法
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による技術の蓄積も活動の大きな推進力となって
いる。

６．みんなの想いで海の森を育てる
八峰町農林水産物直売施設には、加工品と共に、
ちょうど旬の時期の地元産生ギバサが並んでい
た。地域の食や生態系を支えてきたギバサは、様々
な努力をしてもなお、減少傾向が進んでいる。一
方で、ギバサの需要は高まっており、新たな産地
の創出もみられる。現実としては、地元の加工屋
は、原藻のかなりの割合を他地域産に頼っている。
しかし、やはり地元のギバサはネッパリ方が違う
のだという。
ギバサの増殖のために、漁業者たちは母藻を網
袋に入れ海に沈める活動を自主的に行っている。
港内で行われている種付ロープを用いた
ギバサの増殖試験

水産振興センターの水槽ではシャワー育成法によ

振興センターと共にギバサの増殖実験を実施して

けれど、町としても、ギバサを活用した新たな商

きた。

品開発の可能性はあるのではないか、と考えてい

2013 年 2 月には、船外機船を使った漁業を営
む漁業者 35 名が、岩館浅海組合を結成した。1

る種苗が育てられている。現在は量がそろわない

る。活動はこれからもまだまだ粘り強く続いてい
く。

回目の活動は 4 月に行ったクリーンアップだ。次

買って帰った生ギバサを、直売所の方に教わっ

の活動として、スポアバッグ方式によるギバサの

た通りに調理した。褐色のギバサは、熱湯にくぐ

増殖実験を計画している。資金はないが、地元の

らすと瞬時に美しい緑色に変わる。それを包丁で

建設業者が検査用に抜いた円柱形のコンクリート

とことん叩く。みんなの想いがいっぱいに詰まっ

をおもりにするなど、あるものをうまく活用して

たギバサは、叩くほどにしっかりネッパり、白い

の試みだ。水産振興センターとのこれまでの協働

ご飯との相性は抜群だった。

ギバサの資源増大に取り組む皆さん
左から秋田県水産漁港課福田技師、秋田県栽培漁業協会須田事務局長、秋田県水産漁港課髙橋地魚加工推進員、
下坂さん、秋田県水産漁港課八木澤技師、成田さん、秋田県水産振興センター古仲専門員、関先生、庄内岩
館支所長、八峰町須藤産業振興課長、秋田県水産振興センター中林副主幹、加藤研究員
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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６回〉

ー儲かる沿岸漁業・養殖業・内水面漁業
を目指してー
増養殖研究所
所長

はじめに

飯 田 貴 次

なりました。養殖業と内水面漁業については全国

増養殖研究所は、昭和 54 年に水産庁付属研究

対応ですが、沿岸漁業に関しては、庁舎の配置を

機関の「養殖研究所」として発足し、平成 13 年

見ていただければおわかりのとおり、千葉県から

には独立行政法人水産総合研究センター養殖研究

宮崎県に亘る黒潮沿岸域が担当となります。

所となりました。さらに平成 23 年 4 月には、第
3 期中期計画を効率的に推進するため増養殖研究

黒潮沿岸域の資源の維持回復増大に向けて

所として新たな組織構成となりました。現在の組

黒潮沿岸域の資源維持回復増大に向けては、資

織は研究支援組織である業務推進部を加え、6 部・

源生産部が中心となり、関係各都県と協力して資

１センターで構成され（図 1）、管理する庁舎は 9

源の状況を調査するとともに、資源維持回復増大

つになりました（図 2）。

のための研究技術開発を進めています。

「養殖研究所」の業務としては「水産動植物の

最近では良く知られるようになりましたが、静

増養殖に関する技術上の基礎的研究開発」でした

岡県から三重県にかけての太平洋中海域ではトラ

が、増養殖研究所となり、それに加えて「浅海域

フグが漁獲され、地域ブランドとしても確立して

における増養殖に係る研究開発並びに内水面にお

きています。しかし、漁獲量が大きく変動するこ

ける資源及び増養殖に関する研究開発」を行うこ

とが問題となっており、豊漁の時には 100 トン

ととなり、増養殖研究所では沿岸漁業、養殖業、

を超える年もあれば、不漁の年は 10 トン前後と

内水面漁業の振興のための研究技術開発が業務と

いう状況です。トラフグ漁業の安定と振興ばかり
ではなく、トラフグに係わる地域の食産業や観光
の振興のためにも、安定的な水揚げを確保するこ
とが重要です。そのため、放流種苗の生産技術の
高度化、放流適地、放流後の回遊経路、放流効果
の調査等、効率的な種苗放流により資源増大に向
け積極的に働きかけるとともに、天然魚の産卵場
所、ふ化後の移動経路・成長・生残の調査等によ
り資源変動要因の究明を進め、さらには漁獲方法
の工夫や流通・販売の調査も加えて、総合的な資
源管理の方策を探っています。
アワビ類の漁獲は昭和 50 年代以降減少してお
り、特に暖流系アワビ類の減少が著しく、毎年人
工種苗を放流していますが資源の回復には結びつ
いていません。そこで、まずは全国的な資源動態

図１

増養殖研究所の組織

を把握するため、アワビ類資源に関する情報を一
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ナギ仔魚の餌の探索等を進めていま
す。ウナギ養殖の種苗は 100％天然
に依存しており、養殖種苗を少しで
も人工種苗に置き換えることで、ウ
ナギ資源の回復に寄与できます。当
所では養殖技術部が中心となり平成
22 年にウナギの完全養殖に成功し、
今は安定的で量産可能な種苗生産技
術の開発を進めています。産卵場で
の調査結果は種苗生産技術をさらに
高めていくために重要な知見も提供
しています。

終わりに
アサリの漁獲量も昭和 60 年代か
ら減少を続け、今では最盛期の 1/5
程度の低い水準で推移しています。
増養殖研では、養殖システム部が中
心となってアサリの垂下養殖の研究
図２

増養殖研究所の庁舎所在地

を進めており、このように漁獲量の
落ち込みを養殖で補う技術開発も

元化したデータベースを構築して資源のモニタリ

行っています。また、病害防除部と魚病診断・研

ング体制を整え、次に得られたデータから現状の

修センターでは、例えばアワビ類のキセノハリオ

資源状態を整理・分析し、資源回復および管理計

チス症対策など、低い漁獲量がさらに落ち込まな

画を策定していくことを進めています。資源回復

いようにする研究も進めています。

には、適切な資源増殖手法、すなわち科学的根拠

増養殖研では、上記のように黒潮沿岸域はもと

に基づいた手法を導入する必要があり、そのため

より、全国レベルでの水産資源の維持回復増大も

に、水温や餌料環境の変化がアワビの成熟や産卵

目指して研究開発を進め、水産業が儲かる産業と

に及ぼす影響を調べ、また、天然漁場や人工投石

なるようにこれからも努力していきます。今後と

漁場でのアワビ類の生残に係わる要因について検

もご指導のほど、よろしくお願いいたします。

討しています。

ウナギ資源の回復と種苗の安定生産に向けて
養殖の種苗となるシラスウナギの極度の不漁が
続いており、環境省が絶滅危惧種に指定したこと
は記憶に新しいところです。天然のニホンウナギ
の生活環が明らかになったのは、ほんの数年前で、
海ウナギの割合などまだまだ天然のニホンウナギ
については判らないことだらけです。そこで、資
源生産部と内水面研究部が中心となり、ウナギ天
然資源回復を目指し、ウナギの生態解明、シラス
ウナギの来遊量予測、河口や内湾沿岸に生息する
ウナギの生活履歴の解析を進めるとともに、水産
庁の調査船の協力を得て、産卵場に向かう親ウナ
ギの行動解析、産卵海域での親ウナギの採捕、ウ
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筆者（右）と養殖技術部研究者

第9回

（最終回）

地域の海況に応じたつくり育てる漁業
～北海道の高等学校における主な実践事例～
北海道小樽水産高等学校
校長

村松裕史

（全国水産高等学校長協会

１

全国の栽培漁業系学科等の設置状況

全国で栽培漁業に関する学科あるいはコース
などを設置している水産・海洋系高等学校は 29
校（平成 25 年度 46 校中）あり、約 1,000 名（約
10％）の生徒が安全な水産物の資源増殖と生産性
の向上に活用する能力と態度を身に付けるためそ
れぞれの地域の海況に応じた種苗生産・放流・育
成管理のもと、養殖業を含めた種苗生産や生産過
程全般に至る増殖技術に関する知識と技能の習得
に取り組んでいます。
また、魚類や水産生物の生態・生理と飼育繁
殖、魚病、環境、水産バイオテクノロジーなどを
２年間学ぶ「専攻科増殖科」が全国の高等学校で
唯一愛媛県立宇和島水産高等学校に設置されてい
ます。

２

理事長）

北海道における栽培漁業

（北海道水産白書 2012 から）
本道の栽培漁業対象種（沿岸のみのサケ・マ
ス、ヒラメ、マツカワ、ホタテガイ、コンブ、ウ
ニ、アワビ、カキ）の生産量は 68 万トン、生産
額は 1,321 億円で、この対象種生産が沿岸漁業生
産に占める割合は、生産量で 65％、生産額では
61.7％、総生産に占める割合も生産量で 48.7％、
生産額で 52.1％と、栽培漁業は本道の漁業生産
の中で重要な位置を占めています。
また、本道ではサケ・マスのふ化放流やホタテ
ガイの地まき放流・養殖、コンブの養殖などが
盛んに行われており、これらは本道の基幹漁業と
なっています。さらに各地でウニやアワビの種苗
放流・養殖、ヒラメやマツカワの種苗放流も行わ
れています。

３

北海道の水産高等学校における栽培
漁業

（科目「魚病演習」におけるマダイ稚魚の魚病診断実習）

本道には小樽水産高等学校に「栽培漁業科」
、
函館水産高等学校に海洋技術科「生産コース」
、
厚岸翔洋高等学校に海洋資源科「生産技術コース」
を設置し、漁業資源の増大と栽培漁業の推進に取
り組んでいます。また、３校の学科あるいはコー
スの生徒は小型船舶操縦士の資格取得や電子顕微

また、平成 21 年 3 月に改訂された高等学校学
習指導要領では、生産物の安全管理や漁業経営に
関する内容の充実を図り、水産増殖、養殖業にお
ける総合的な内容で構成するため、科目名を「栽
培漁業」から「資源増殖」と変更しています。

鏡を整備した水産バイオ実習棟での実習・観察を
行っています。
（1）小樽水産高等学校「栽培漁業科」
小樽水産高等学校は、小樽市の北西約 40km の、
美しい海岸線と栽培漁業に適した漁場環境に恵ま
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れた積丹半島にある「古平栽培漁業実習場」で栽

（2）函館水産高等学校「海洋技術科生産コース」

培漁業に係る臨海型実習を行っています。

授業の一環で人工授
精から育ててきたエ
ゾバフンウニの稚ウニ
7,000 粒を函館市漁協
に提供する形で函館山
の裏側の岩礁に放流し

（ホタテの垂下養殖）

ています。

（マツカワの人工授精）

また、中央水産試験場、古平町、東しゃこたん

また、学校の艇庫の
隣にある七重浜海水浴

漁協との協力事業として、ウニの人工種苗生産、

場で身近な海洋環境に

マツカワの養殖・種苗生産、海洋観測情報の提供、
ホタテガイの垂下養殖指導に加えて今年は（社）
日本海さけ・ます増殖事業協会から供与された親
魚 16 尾（オス 8 尾、メス 8 尾）から得た受精卵
を古平栽培漁業実習場でふ化させ、余市町立黒川
小学校の児童がその稚
魚約 5,000 尾を放流し
ています。
さらに平成 15 年新
校舎の落成にあわせ
て校地内の湧水（毎分
（サケの稚魚の放流）
50㍑）を活用して絶滅
危惧種の「イトウ」を
飼育し、地域の子ども
達がいつでも見学でき
る「ウォッチングパー
ク」を設置しています。
平成 25 年度古平実習年間計画

興味を持たせ、生息す
る生物に対する関心を
高めさせるため、地引網実習を行い、採集された
水産生物の同定、計数・計測を行い、一部は透明
標本を作製し、教材として活用しています。
（3）厚岸翔洋高等学校「海洋資源科生産技術コース」
平 成 20 年 度 か ら 3
年間文部科学省の「目
指せスペシャリスト事
業」の研究指定校とし
て厚岸特産の「カキえ
もんを育て、活かすス
ペシャリストの育成」
をテーマにカキの養殖
環境の調査などを実施
しました。
また、第 1 学年の全
生徒が「厚岸町民の森」
で行われる植樹祭に毎年参加したり、第 2 学年の
生徒が釧路森づくりセンターの指導の下、森林の
枝打ちや鹿による食害対策としての防護ネット付
設の作業など「森を育てる実習」に取り組んでい
ます。

４

終わりに

小樽沿岸では今年で 6 年連続大規模な「ニシン
の群来」が確認され、かつて激減により「幻の魚」
と言われたニシンは、2,000 トン前後まで漁獲量
が回復していますが、北海道の秋サケの漁獲尾数
（平成 23 年）は過去 10 年間で最低、コンブの生
産量も記録的な大減産となるなど、今後、適切な
資源管理や栽培漁業の推進がより一層求められて
います。
高等学校においても地域の現状・課題を踏まえ、
関係機関と連携・協力を図りながら、水産資源の
増大、安定供給に取り組んでいきたいと思います。

70

豊かな海

No.30

2013.7

【豊かな海づくり推進協会コーナー】

公益社団法人となって初の総会となる平成 25
年度定時総会は、平成 25 年 5 月 30 日（木）13
時から東京都千代田区内神田 1-1-12 コープビル
6 階第 3 会議室で開催した。

た結果、名簿案のとおりとなっております。後ほ
どお諮り致します。
本年度は、栽培漁業発展の礎となった瀬戸内
海栽培漁業協会が昭和 38 年に発足してから満 50

来賓として水産庁資源増殖推進部香川部長、栽

年、当協会の設立から 10 周年の節目の年となり、

培養殖課保科課長、宮川課長補佐、内海課長補佐、

これまでの歩みをふり返り、皆様とともに栽培漁

荒井係長そして独立行政法人水産総合研究セン

業の今後の発展を期す機会といたしたいと存じま

ター松里理事長、和田理事のご臨席をいただいた。

す。栽培漁業は、資源の回復と漁業経営の安定の

服部会長は、開催の冒頭で、
「当協会はこの 4

両方に直接的に寄与するものであり、栽培漁業の

月１日から公益社団法人として新たなスタートを

推進 ･ 発展が、我が国と沿岸漁業者の未来につな

切ることができました、これもひとえに会員各位

がるよう、ここにおいでの水産庁、水研センター、

のご協力の賜と感謝申し上げます。

そして関係の皆様の一層のご支援、ご協力をお願

さて、東日本大震災から 2 年と 2 カ月あまりが

い致します。

経過いたしました。いまなお漁業復興に向けて懸

最後になりますが、正面にありますとおり、当

命の努力が続けられているところであり、当協会

協会のロゴマークができました。当協会は、こ

と致しましても、被災地の栽培漁業の復旧支援と

のロゴマークのイメージのとおり、栽培漁業を推

豊かな海の再生へ、会員の皆様と一体となって取

進する唯一の全国機関として、「豊かな海づくり」

り組んで参る所存です。

へ元気よく、全力で邁進してまいる所存でござい

24 年度の事業運営状況ですが、豊かな海づく

ます。」と挨拶した。

りに向けた諸事業を推進し、事業計画は滞りなく

来賓挨拶では、水産庁香川増殖推進部長より「東

推進することができました。このことは､ 会員の

日本大震災から 2 年を経過し、この間、種苗放流

皆様の絶大なるご支援のお陰であると深く感謝し

の支援をはじめとしまして、様々なご支援とご協

ているところです。

力を賜り、改めて御礼申し上げます。

とりわけ、都道府県を越えた広域連携組織とし

引き続き水産庁と致しましても復旧・復興に向

て 6 つの海域で設立されている「海域栽培漁業推

け全力で取り組む所存でございますので、皆様方

進協議会」が、資源の造成や種苗生産の効率化、

のご理解とご協力をお願いする次第であります。

放流効果の向上に向けて、具体的な成果を上げる

震災からの復興はもちろん、我が国水産業をめ

べく活動を展開しております。特に、瀬戸内海で

ぐる情勢につきましても、依然として厳しい状況

は、サワラの資源回復をめざし、関係する 11 府

が続いておりますが、国民の関心である安全・安

県が協力し、サワラ種苗の共同生産を全国で初め
て成功させたことは、画期的な取り組みとして評
価いただいているところです。当協会は、今後と
も海域協議会の諸活動を支えて参ります。
協会の運営面では、被災県の会費について 24
年度も減免支援をさせていただく一方で、経費節
減にも努めてまいりました。今 25 年度は、新規
事業の開拓 ･ 確保の努力に加え、一層の事業の効
率化を図っていく所存であり、会費の 5％減額を
させていただく計画としております。
また、今年度が理事 ･ 監事の改選期にあたるこ
とから、次期役員候補者の取りまとめを行いまし

総会で挨拶する服部会長
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心な国産水産物の供給を一層推進するという観点

度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、

から、我が国水産資源の計画的利用や回復、そし

財産目録及び収支計算書に関する件、第 2 号議案

て維持、増大のための栽培漁業の推進がますます

平成 25 年度事業計画書、収支予算書に関する件

重要と考えております。

（報告）、第 3 号議案 平成 25 年度会費に関する件、

このため、「栽培漁業基本方針」などを踏まえ、
資源管理と一体となった新しい栽培漁業の推進体

する件、第 5 号議案 平成 25 年度役員報酬に関す

制に取り組んでいるところでありますが、貴協会

る件、第 6 号議案 役員の改選に関する件が審議、

におかれましては、この 4 月から公益社団法人と

報告された。

して、新たな一歩を踏み出したということで、各

事務局より会員現在数は 96 会員であり、これ

海域に設置された栽培漁業推進協議会や、都道府

に対し本会議には代表者出席 9 会員、表決委任者

県、水産総合研究センターなどの関係機関と緊密

出席 28 会員、書面表決者 57 会員、欠席者 2 会

な連携を図り、しっかりとした栽培漁業の体制づ

員となっており、定款第 19 条第 1 項の規定によ

くりに取り組んで頂くよう期待をしております。

り総会が成立している旨報告を行った。

さらに、都道府県並びに関係者の皆様方におか

服部会長が仮議長となって恒例により議長指名

れましては、我が国栽培漁業の推進の象徴である

をしたい旨諮ったところ、会長一任となり、服部

『豊かな海づくり大会』が本年は熊本県において

会長は山本勇氏（大分県漁業協同組合代表理事組

開催されますが、本大会の成功と、今後の大会の
継続に向けたご理解・ご支援をお願い申し上げる
次第です。
」と挨拶いただいた。

合長）を指名し山本勇氏が議長に就いた。
第１号議案平成 24 年度事業報告書、貸借対照
表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算

また、独立行政法人水産総合研究センター松里

書に関する件について提案し、議長が意見・質問

理事長からは、「栽培漁業プラス増養殖に対する

を求めたところ、全員異議なく、原案通り承認可

期待は大きい。クロマグロについては水産庁は国

決された。

際的に闘っているので、水研センターとしても支

続いて、報告事項である第２号議案 平成 25 年

援するとの立場から、西水研にクロマグロの親魚

度事業計画書、収支予算書に関する件の報告と、

養成施設を設置した。親魚の活け込みが終ったと

第 3 号議案 平成 25 年度会費に関する件から第 5

ころだ。15㎏のクロマグロ 50 尾を活け込み、現

号議案 平成 25 年度役員報酬に関する件まで関連

在 40 尾が生きており活け込み技術を確立した。

議案として一括上程することを議長が告げ報告、

この活け込み技術については、活け込みの方法、

提案がされた。特に第 3 号議案の会費について、

水槽の形、色等のノウハウがあるのでマスコミ等

一昨年のような大震災などによる被災などで、特

の公表要求への対応に苦慮している。ウナギにつ

別な事情により会費の減免などの要請があった場

いては稚魚が不漁なので、これまでの志布志 1 カ

合の対応について、その取扱を会長に一任いただ

所から南伊豆・八重山に広めて懸命に取り組んで

きたいと説明した。その後、議長が質問・意見を

いる。宮古庁舎は復興のため建設途上であるが、

求めたが、特になく、賛否を諮ったところ、全員

東北・北海道の増養殖の拠点にしたい。一方、県

異議なく原案のとおり承認可決された。

の方では山口県のキジハタ、福岡県・佐賀県・長

第６号議案 役員の改選に関する件については、

崎県・熊本県の有明海 4 県のトラフグなどでは先

議長より本来なら一人ずつの採決であるが、時間

進的な取り組みを行っており、我々ももう一段上

の関係で一人ずつ名前を読み上げたのち一括での

がった技術レベルを支え、それを超える技術を開

承認でよろしいか諮ったところ異議なく、一括で

発したいと考えている。私達は栽培漁業から離れ

の承認とすることとした。

ようとは思っていない。今求められているもう一

議長の指示により、五十嵐総務部長が理事候補

段上の栽培漁業を目指しており、ご指導・叱咤激

12 名、監事候補 2 名の名前を読み上げ、議長が

励をお願いしたい。また、この協会との関係につ

賛否を諮ったところ、全員異議なく原案の通り承

いても、前向きな議論をフランクに行えていけれ

認可決された。

ばと思っている。」と挨拶いただいた。
定時総会の議事として、第１号議案 平成 24 年
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以上をもって全ての議事を終了し、全ての議案
については可決・承認され、報告事項についても

了承された。

氏、専務理事には市村隆紀氏が選任された。

定時総会終了後、互選理事会が開催され、会長

新しい役員は以下のとおり。

には服部郁弘氏、副会長には山本勇氏、川口恭一

役員名簿
理事・監事
会

氏

名

長

服

部

副 会 長

山

本

副 会 長

川

口

専務理事

市

村

理

事

大

井

理

事

津

理

事

高

理

事

理
理

郁

平成 25 年 5 月 30 日
公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会
所

属

弘

全国漁業協同組合連合会

再任

勇

大分県漁業協同組合

再任

恭

一

一般社団法人漁業情報サービスセンター

新任

隆

紀

誠

治

岩手県漁業協同組合連合会

再任

坂

透

北海道

新任

槗

治

福井県漁業協同組合連合会

再任

渥

美

敏

静岡県

再任

事

森

友

信

山口県漁業協同組合

新任

事

五

島

愼

一

長崎県

新任

理

事

濱

田

研

一

全国漁業共済組合連合会

新任

理

事

志

賀

基

明

全国漁青連

新任

監

事

松

本

忠

明

熊本県漁業協同組合連合会

再任

監

事

村

井

茂

公益社団法人北海道栽培漁業振興公社

再任

再任

平成２５年度 第１回理事会
平成 25 年度第１回理事会は、平成 25 年 5 月

りに向けた諸事業を推進し、事業計画は滞りなく

30 日（木）11 時から東京都千代田区内神田 1-1-

推進することができました。このことは､ 理事の

12 コープビル 6 階第 2 会議室で開催した。

皆様の絶大なるご支援のお陰であると深く感謝し

来賓として水産庁栽培養殖課保科課長、宮川課

ているところです。

長補佐、内海課長補佐、荒井係長そして独立行政

協会の運営面では、被災県の会費について 24

法人水産総合研究センター和田理事のご臨席をい

年度も減免支援をさせていただく一方で、経費節

ただいた。

減に努めてまいりましたが、収支決算では厳しい

服部会長は、開催の冒頭で、
「当協会はこの 4

結果ではありますが 4 百万円余の赤字となりまし

月１日から公益社団法人として新たなスタートを

た。これは、3 月の理事会の収支尻より約 60 万

切ることができました、これもひとえに理事各位

円程の赤字圧縮を致しているところです。今 25

のご協力の賜と感謝申し上げます。

年度でありますが、新規事業の開拓 ･ 確保の努力

さて、東日本大震災から 2 年と 2 カ月あまりが

に加え、一層の事業の効率化を図っていく所存で

経過いたしました。いまなお漁業復興に向けて懸

あり、会費の 5％減額をさせていただく計画とし

命の努力が続けられているところであり、当協会

ております。予算については 3 月の理事会から若

と致しましても、被災地の栽培漁業の復旧支援と

干の修正点について、お諮り致します。

豊かな海の再生へ、会員の皆様と一体となって取
り組んで参る所存です。
24 年度の事業運営状況ですが、豊かな海づく

また、今年度が理事 ･ 幹事の改選期にあたるこ
とから、次期役員候補者の取りまとめを行いまし
たので、ご承認下さいますようお願い致します。
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最後になりますが、「栽培漁業のあゆみ 50 年」

道府県、水産総合センター、漁協系統等との関係

については、会員の皆様のご協力をいただきなが

機関と一体となって、大いに盛り上げて頂くよう、

ら、現在、鋭意編纂中であり、11 月には発刊の

お願い申し上げる次第であります。」と挨拶いた

運びとなる予定です。これを期に、皆様とともに

だいた。

記念事業の準備を致したいと存じます。
」と挨拶
した。

本理事会では、第 1 号議案 平成 24 年度事業報
告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目

来賓挨拶では、水産庁保科栽培養殖課長より「本

録及び収支計算書に関する件、第 2 号議案 平成

日ご出席の理事の皆様方におかれましては、平素

25 年度事業計画書、収支予算書に関する件、第

より水産行政、とりわけ栽培漁業の推進に当たっ

3 号議案 平成 25 年度会費に関する件、第 4 号議

てご尽力頂き、厚く御礼申し上げます。また、東

案 平成 25 年度借入金の最高限度額に関する件、

日本大震災から 2 年を経過し、この間、種苗放流

第 5 号議案 平成 25 年度役員報酬に関する件、第

の支援をはじめとしまして、様々なご支援、ご協

6 号議案 役員の改選に関する件、第 7 号議案 規

力を賜り、改めて御礼申し上げます。引き続き、

程等の変更に関する件、第 8 号議案 その他が上

水産庁と致しましても復旧・復興に向け全力で取

程された。

組む所存でございますので、皆様方のご理解とご

恒例により服部会長が議長となって、第 1 号議

協力をお願いする次第であります。震災からの復

案を上程し、全員異議なく原案通り承認可決され

興はもちろん、我が国水産業全体の底上げを図る

た。第 2 号議案から第 5 号議案まで関連議案とし

ために、とりわけ栽培漁業につきましては、各県

て一括上程した。特に第 3 号議案の会費について

の種苗放流施設や中間育成施設など施設全体の老

は被災など特別な事情により減免の要請があった

朽化や研究者の老齢化など、多くの問題を抱える

場合は、昨年度に引き続き会長一任をいただきた

中、
「栽培漁業基本方針」などを踏まえ、資源造

いとの説明を行った。その後、議長が第 2 号議案

成型栽培漁業、種苗放流の全国的展開や効率的な

から第 5 号議案まで一括して諮ったところ、全員

放流などに取り組むなど、6 海域協議会などを中

異議なく原案通り承認可決された。なお、田中理

心に資源管理と一体となった新しい栽培漁業体制

事から、「種苗放流も大切だが、放流環境に適し

の推進を図ることが重要と考えます。

た漁場確保も大事なのでぜひ事業実施に配慮頂き

貴協会は、栽培漁業についての豊富な知識と経

たい。」との発言があった。

験を背景に、これまでも栽培漁業の推進に多大な

第 6 号議案 役員の改選に関する件及び第 7 号

る貢献をされてきたところでありますが、この４

議案 規程等の変更に関する件については個別に

月からは、公益社団法人としてその一歩を踏み出

上程し全員異議なく原案通り承認可決された。

しました訳であります。これを契機に、新たな栽

第 8 号議案 その他については（1）会員の入会・

培漁業の構築に向け、海域協議会はじめ、関係都

脱退については山形県が加入することになったこ
と。（2）栽培漁業 50 年記念事業につ
いては、編纂委員会を設置し「栽培
漁業のあゆみ 50 年」を平成 25 年 11
月発行予定で編纂作業を進めている。
また本年 11 月頃に記念行事を行うこ
と。（3）協 会 ロ ゴ マ ー ク 採 用 デ ザ イ
ンについて説明を行ったのち、議長
が質問・意見を求めたが、特になく、
賛否を諮ったところ、全員異議なく
原案の通り承認可決された。
以上を持って議事の全部を修了し、
すべての議案が原案通り承認可決さ
れた。
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