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巻

頭

言

豊かな海づくりに向けて
独立行政法人水産総合研究センター
理事長

4 月 1 日付で水産総合研究センター理事長に着
任しました。紙面をお借りしてご挨拶申し上げま
す。
当センターは平成 13 年に９つの国の水産研究
所を基に独立行政法人水産総合研究センターとし
て発足し、その後、海洋水産資源開発センター、
（社）日本栽培漁業協会、（独）さけます資源管理セ
ンターが統合され、水産分野における国の唯一の
試験研究機関として、水産基本法の目的である「水
産物の安定供給の確保」と「水産業の健全な発展」
を実現すべく業務を進めています。
得られた成果については、随時広報させていた
だいていますが、最近注目を集めたものが、ウナ
ギとクロマグロに関するものです。ウナギについ
ては大型水槽を用いた新たな飼育方法が開発でき
たことについて本年 2 月にお知らせすることがで
きました。クロマグロについては、西海区水産研
究所に整備したまぐろ飼育研究施設において、本
年 5 月に受精卵を得ることができました。これら
の成果はいずれも、旧水産研究所が持つ基礎的な
生物学的知見と旧日本栽培漁業協会出身のスタッ
フが持つ種苗生産に関する技術が効果的に融合・
連携できたことにより得られたものだと考えてい
ます。

様々な力を結集し
豊かな海をつくり出し、維持していくためには、
生育の場となる水域環境の健全性の確保とそこに
棲む有用水産資源の増大方策の実施、そして増大
させた資源を持続的に利用するための資源管理が
不可欠です。これらを実現するためには水産分野
に関する様々な調査及び研究開発能力を結集する
必要があります。
幸い、当センターは先に述べた様々な機関が統
合されており、それらが持つ能力、例えば水産工
学研究所の漁場造成に関する知見、瀬戸内海区水
産研究所を中心とした藻場・干潟に関する研究能
力、海区水産研究所の増殖部門と連携を保つこと
で一層の深化を遂げた栽培関連技術、海区水研の
資源部門が持つ資源管理技術といったものを有機
的に組み合わせることで、先にあげたウナギやク
ロマグロのような成果を上げることが可能である
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と信じています。
さらに近年の輸入水産物や畜肉等との競合を考
えれば、漁獲した水産物をいかに高く売るかとい
う水産加工や水産流通の問題への対応や、生産コ
ストを下げるための省エネや効率的な漁獲技術の
開発が期待されており、中央水産研究所の経営経
済研究センターや開発調査センターとの連携も必
要となります。
様々な要素の微妙なバランスの上に成り立って
いる漁業生産の場としての海や内水面の特性を踏
まえ、グローバル化や食生活の変化にともない複
雑化の一途をたどる水産物の加工流通及び消費の
状況に的確に対応して、豊かな海をつくり出し、
それを持続的に利用していく漁業生産構造を構築
していくためには、あらゆる研究分野の連携と総
力の結集が不可欠であり、私たち水産総合研究セ
ンターは、それに対応することが可能な組織であ
ると考えています。

現場に密着して
一方で、いくら優れた能力を有していたとして
も、研究の方向性や具体的な取り組みが適切でな
ければ効果がありません。このため、政府が定め
た水産基本計画や海洋水産資源開発基本方針に沿
いつつ、国が定めた当センターに関する中期目標
基に定められた中期計画に基づいて研究開発を進
めています。また、可能な限り浜に出て、漁業や
養殖業に携わる皆さんのお話をよく聞いてニーズ
をくみ上げる一方、当センターが有しているシー
ズをもとに新たな漁業の姿を探っていくといっ
た、双方向の情報交換を基に研究開発を進め、よ
り普及可能性の高い、現場に密着した成果を上げ
ていきたいと考えています。そのためには現場と
の距離感を縮めるとともに水産庁との距離も縮め
ながら、研究所で得られた成果を適切に現場に還
元していく社会連携等に関する体制も強化してい
く必要があると考えています。
私ども水産総合研究センターは、豊かな海づく
りに関する全国的ネットワークを有する全国豊か
な海づくり推進協会と密接に連携しながら、真に
豊かな海づくりを進め、漁業者を含む国民の期待
に応えていきます。

（第19回 全国青年・女性漁業者交流大会（2014 年 3 月）―農林水産大臣賞受賞！）
こころ

未来へ受け継ぐあまの志

～輪採方式によるアワビ漁業 30 年の取り組み～
東安房漁業協同組合
営漁計画実行委員会連絡協議会
副部長

１．地域および漁業の概要

大 野 和 也

２．輪採漁場導入の経緯

千葉県房総半島南部に位置する東安房漁協の千

昭和 40 年代後半から千倉地域でのアワビの水

倉地域は、平成 24 年度の総水揚金額 6 億 4,434

揚量の減少を感じた当時のあまは、旧千葉県水産

万円のうち約 39%（約 2 億 5,000 万円）をアワビ

試験場（現千葉県水産総合研究センター）ととも

類が占めており、アワビ類は地域漁業を支える重

に、アワビ種苗をいかにして効率よく漁獲に結び

要な魚種である。

つけるかという課題に取り組んだ。その結果、コ

私の所属する営漁計画実行委員会連絡協議会

ンクリート平板や U 字溝を用いて漁場を造成し、

（以下「営漁委員会」と記す）は、千倉地域内に

そこに種苗を放流、3 年後に漁獲サイズとなった

計 9 支部があり、委員数 60 人、輪採方式により

アワビを高い回収率で取り上げできること、また

アワビ漁業を行う造成漁場（以下「輪採漁場」と

3 つの造成漁場から順番に回収する輪採方式も可

記す）の漁場管理と運用、種苗放流、漁場監視や

能なことがわかった。

環境保全活動などを行っている。

また、その頃あまの高齢化や減少が問題となり
はじめ、若手の本業あまの育成が課題となってい

輪採漁場の仕組み
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た。

輪採漁場において一定の収入が見込めるように

そこで、漁業収入の向上、経営の安定を目的に、

なったことから、若手あまの育成指導にも力を入

輪採漁場の導入の取り組みを始めることとなっ

れ、活動への参画を促してきた結果、平均年齢は

た。

55.4 歳と若返った。

輪採漁場の導入にあたっては、地区漁業者の同
意を得るために、地区内で何度も話合いを重ねた。
また、作業にスキューバ潜水を積極的に取り入れ
るなどの工夫をすることで次第に輪採漁場からの
水揚げが増えていった。

３．研究・実践活動の成果
現在、営漁委員会各支部で管理している輪採漁

営漁委員会正会員の会員数と平均年齢の推移

場は合計 43 カ所（14 サイクル）となっている。
輪採漁場の一区画は約 900 ～ 1,200㎡で、水産試

４．波及効果

験場と開発した専用の平板 1,200 ～ 1,700 枚が投

現在、同様の漁場造成を試験的に開始した漁協

入されている。種苗の放流はクロアワビを主体に、

も県内各地で増えてきている。千倉に漁業の研修、

一漁場あたり約 1 万～ 1.5 万個を基本とし、3 年

視察に訪れる国内外の方々に対しても、私たちの

後に取り上げを行う。多いところでは 1 カ所から

取り組みを積極的に紹介し、各地元での資源管理・

700㎏以上の水揚げがある。

増殖活動の参考にしてもらうようにしている。
また、あま漁業で一定の収入が得られるように
なったことから、千倉地域出身の若者が定住し、
夏にあまを営みながら祭りなど地域の伝統行事の
担い手となる例も増えてきた。中には、カフェ、
サーフショップなどを兼業する者もおり、新しい
千倉地域の魅力を生み出している。

５．今後の課題
私たちの先輩方が千倉のあま漁業の将来を思
い、資源管理方策や漁場造成・資源増殖について
輪採漁場でのアワビ生息状況

輪採漁場からの水揚量の推移をみると、取り組
み当初は合計で 1 トン以下であったものが、最近

4

真剣に話し合いを重ねた結果、様々な困難を乗り
越えて輪採方式によるアワビ漁業が千倉の浜すべ
てに定着し、一定の収入と生活を得るまでになっ
た。

は約 5 ～ 6 トンで推移しており、ここ数年は千倉

一方で若手の参入はあるものの、千倉のあま

地域でのアワビ水揚げの約 10 ～ 25％を占めるに

は 40 年前と比較して 2 割まで減少してきている。

至っている。また、これは本県水揚量の約 4％に

地域の過疎化も進む中で、地元の子どもたちにあ

あたる。漁場によって回収率は異なるが、平均約

まの魅力を伝え、技術を伝えていくことが難しく

10％で、優良な漁場では 15％以上となるところ

なりつつある。今後は地区の垣根を越えて後継者

もあり、各支部切磋琢磨し合っている。

を育てていかなければいけないと思う。

地区間で異なるが、輪採漁場の取り組みに参加

30 年前に漁場造成と輪採方式という新たな取

することであま漁業者は約 10 万円から 70 万円

り組みに挑戦し、私たち世代に大切な財産を残し

の収入が得られており、一般漁場における通常操

てくれた先輩あまに代わり、今度は私たち世代が、

業での収入を加えると、アワビ漁期の約 4 カ月は、

自分の子ども世代に千倉のアワビ漁業を受け継ぐ

安定した収入が得られる時期として計算できるよ

ため、様々な活動を発展させながら、房州のあわ

うになった。

び漁業、あま文化を守っていきたいと思う。
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豊かな海創出ツールとしてのカキ養殖筏
～沿岸海域で果たす様々な役割・機能について～
広島県立総合技術研究所
水産海洋技術センター
副部長

１．はじめに

水産研究部

平 田

靖

と考えられます。

マガキ（以下カキとする）は、ホタテガイと並

去る 2014 年 3 月 23 日（日）に NHK スペシャ

んで我が国で養殖される代表的な二枚貝です。北

ル「里海

は北海道から九州の全国各地で合計約 3 万トン

した。（この放送内容は NHK オンデマンドでご

（むき身、2011 年農林水産省漁業・養殖業生産統

覧いただけるようです。）当センターもカキ養殖

計年報）が生産されています。

SATOUMI

瀬戸内海」が放送されま

に関する映像の一部の撮影に協力させていただき

近年、新たな生産地の出現、あるいは生産規模

ました。この番組はカキ養殖筏が豊かな里海の重

の拡大やブランド化によるシェア拡大の動きなど

要な構成要素であること、さらにカキ養殖筏が持

産地間の競争が激しく、統計値を見ても 20 年前

つ機能のうちプラスの側面が強調される内容でし

とは生産地の構成が様変わりしていることがわか

た。

ります（表 1）。カキ養殖は種苗の入手、輸送が

全国でカキ養殖に関心が高まっているこの機会

比較的簡単なうえ餌を与える必要がなく、少ない

に、カキ養殖が沿岸海域で果たす様々な役割・機

初期投資で始められることが生産地拡大の一因だ

能について、マイナス面も含め、当センターでの

表１

各地のカキ生産量の推移

これまでの研究成果も交えつつ紹介したいと思い
ます。

２．広島湾の持続的カキ養殖を支える条件
カキ養殖の最大の特徴は、餌を与えることなく
自然の生産力に委ねていることです。事実、広
島湾奥部の太田川河口域では約 450 年前から 1、2）
現在に至るまで、規模や養殖方法の変遷はありま
すがカキ養殖が人々の生活を支えています。
カキが持続的に生産される第一の条件として、
漁場に餌料プランクトンを継続的に発生させる窒
素やリンといった栄養塩類の供給源があり、発生
した餌料プランクトンやカキの浮遊幼生などが散
逸しにくい入り江や湾など閉鎖性の強い地理的構
造があげられます。また、この地理的構造は養殖
施設を台風などの波浪から守ります。広島湾（図
1）は、厳島や江田島などの島々に囲まれた半閉
鎖的海域となっており、北部の湾奥には一級河川
の太田川が流入し、栄養塩類が湾内へ持続的に供
給されることによって植物プランクトン（珪藻類）
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図１

広島湾および江田島湾の位置

が増殖、これらの植物プランクトンが養殖カキの

３．広島湾のカキ養殖の歴史と養殖方法

餌になっています。また、夏季に大量に発生する

広島湾では 450 年以上のカキ養殖の歴史があ

カキの浮遊幼生も、餌となる植物プランクトンと

る 1、2）と言われていますが、第二次世界大戦の前

ともに湾内に滞留しやすいため、毎年ほぼ確実に

と後で養殖方法が大きく変わりました。この養殖

カキ養

法の変化はカキ養殖の今後の持続性を考える上で

養殖用種苗（カキ稚貝）が確保できる

3）

殖に適した海域です。

重要なポイントになります。

第二の条件として、流通・加工など周辺産業の

現在日本の各地で行なわれているカキ養殖のほ

集積があげられます。広島ではかつては「かき

とんどは「垂下養殖」という方法で、海面に筏や

舟」 をしたてて関西の大都市圏へ販路を拡大し

延縄を浮かべ、そこからカキ稚貝を針金やロープ

た経緯がありますように、生産に見あった売り先

で吊り下げて育成する方法 5） です。広島湾では

があることが産業の成立には必要です。近年、全

柔軟性に富む孟宗竹製の筏から、カキの稚貝が付

国各地で「かき小屋」
、つまり水揚げ直後のカキ

着したホタテガイの殻を針金で吊り下げる筏式垂

をお客さんがバーベキュー感覚で焼いて食べる形

下養殖法で養殖が行われています 6）。この方法が

態がブームになっています。実はこの「かき小屋」

広島湾全域に拡大・普及したのは第二次大戦後の

が広島に出現したのは各地でブームになった後の

1960 年代であり 2）、現在まで約半世紀の歴史し

ことです。この要因の一つとして、広島県ではむ

かありません。それまでの約 400 年は太田川の

き身カキを大量に生産、流通するルートがすでに

河口干潟で主に「地撒き養殖」が続けられてきま

できあがっていたため、あえて新しい「かき小屋」

した（図 2）。

4）

を始める必要性が低かったことがあげられます。

「地撒き養殖」と「垂下養殖」には次のような

逆に「かき小屋」は流通ルートを持たない新たな

違いがあります。潮の干満に曝される干潟での「地

生産地で売り先を求め考え出された流通形態だと

撒き養殖」は、1. 潮が満ちている時しか餌を食べ

言えます。

られないのでカキの成長は遅い、2. 漁場を平面的
に利用するので単位面積あたりの生産性は低い、

6
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図２

地撒き養殖（左）と筏式垂下養殖（右）の収穫作業

3. 干潮時にしか作業ができないので時期によって

底へ沈降させるため、海域の透明度を上げる機能

は夜中に作業することも必要、4. 常に好気的な干

を持っているといえます。

潟の環境が保たれ、漁場環境の悪化（いわゆる漁
場老化）が起こりにくい、といった特徴を持って
います。

（2）収穫による海域からの栄養塩類の取り上げ
カキは植物プランクトンを主な餌として成長し
ます。この植物プランクトンの増殖に必要な栄養

一方、
「垂下養殖」は、1. カキが常に餌を食べ

塩類は河川を通じて陸域から、あるいは外洋の深

られるので成長が速い、2. 漁場を立体的に利用で

層水や海底からの溶出によって供給されます。海

きるので、十分な餌が確保されれば単位面積あた

域でカキを養殖して収穫するということは、マク

りの生産性が高い、3. 成長が速いが寿命は短く、

ロの視点で見ると、海域の栄養塩類を陸に取り上

収穫しなければ数年でほとんどが死亡してしま

げることになります。海域の過剰な栄養塩類は赤

う、4. 漁場海底にはカキの糞・擬糞をはじめ脱落

潮を引き起こすので、同海域でカキを養殖して収

したカキなどが堆積し、漁場を長期間使い続ける

穫することで間接的に赤潮を防止しているともい

といわゆる漁場老化を引き起こしやすい、といっ

えます。ただし、次に述べるように漁場海底など

た特徴を持っています。続いて筏式垂下養殖によ

局所的な栄養物質の蓄積を伴っていることを忘れ

るカキ養殖が沿岸海域で果たす役割・機能のプラ

てはいけません。

ス面、マイナス面を紹介します。

（3）漁場への栄養物質の集積促進
カキの高い濾過能力によって捕捉された海水中

４．カキ養殖筏が持つ役割・機能

の懸濁物つまり有機物は漁場の海底に沈降、蓄積

（1）懸濁物濾過による透明度の上昇

していきます。海水交換性が良い海域では、本来

カキは鰓の表面にある繊毛で水流を起こすこと

散逸してしまうはずの懸濁物をカキ漁場周辺に留

で、殻の中に海水を取込み、鰓で海水中の植物

めることで周辺海域の生物生産性を高める働きを

プランクトンなどを濾過して餌として取り込みま

します。しかし、海水交換性の悪い海域の場合、
（実

す。この際、海水は鰓の間を通り抜けているだけ

はカキ養殖筏そのものも海水流動の妨げになって

で口から飲み込んでいるわけではありません。こ

います。）海底に沈降集積した有機物が分解され

の鰓換水は摂餌の他に呼吸という重要な役目も果

る時に酸素が消費され海底が貧酸素化し、さらに

たしています。カキの換水能力は非常に高く、カ

は硫化水素の発生といった環境悪化を招くことも

キ 1 個体で 1 日に 280 リットル（ただし、軟体

あります 8、9）。このことについては後の項で詳し

部重量 15g、水温 15℃の場合 7））の海水を濾過す

く解説します。

る能力を持っています。

（4）他の生物の生活基盤の提供

鰓で濾過された海水中の懸濁物のうち餌になる

筏や延縄によるカキ垂下養殖では稚貝から収穫

ものは口から消化管へ送られ未消化物は糞として

までの間、通常、貝掃除などの操作は行われてい

排泄され、餌にならないものは口に入ることなく

ません。つまりこの間、カキは他の生物たちと共

粘液でかためられて擬糞として放出されます。カ

存して生活しています（図 3）。

キは海水中の懸濁物を捕捉し、糞や擬糞の形で海

養殖を開始する時、垂下されるホタテガイの殻
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図３

カキと共存する生き物たち（正確な名称ではありません）

にはカキの稚貝以外はフジツボなどを除いてほと

に沈める高い能力を持っており、海水交換性の悪

んどいない状況です。しかし収穫時には付着藻類、

い海域では海底環境の悪化を招きやすいことを述

海藻類、ホヤ類、ゴカイ類、貝類、甲殻類、魚

べました。ここでは当センターを中心とする広島

など、海岸に棲むほとんどの生物を見るこ

県の研究機関と広島大学の共同研究チームがカキ

とができます。浮遊期を経て着底する多くの海産

養殖を起源とする海底環境の悪化およびその対策

生物にとって垂下養殖中のカキは着底基質として

について研究した内容から紹介します。

類

10）

だけでなく、その後の餌の確保や害敵を防ぐシェ

江田島湾（広島県江田島市）は、閉鎖的海域で

ルターとしての機能を果たしています。光の届く

ある広島湾のさらにその枝湾で面積約 12㎢の非

上層のカキの表面は付着藻類や海藻類に富んでい

常に閉鎖的な海域です（図 1）。周囲に大都市が

ますし、カキの糞は周囲の海の懸濁物を凝縮した

ないため陸域からの栄養塩類の流入は少なく、波

有機物の塊といえます。微小な生物から魚類さら

浪の影響の無い漁場です。このため、カキ養殖に

に魚類を餌にする鳥類まで、カキ養殖筏周辺では

とっては、海上作業に適していることをはじめ、

多くの生き物が生息しています。

カキの成育には適しませんが付着生物の影響が少

共存するカキ以外の生物の中には、養殖中のカ

ないことから越夏漁場として活発に利用され、特

キの成育を妨げる、あるいは殺してしまう生物も

に春から夏にかけてカキ養殖筏が集中する漁場

います。これらの生物は害敵生物として水産学上

です（図４）。この江田島湾全域で 1998 年以降、

の研究対象になりますが、それ以外の生物は研究

夏季に海底の貧酸素化が起こっていることがわか

対象にならないのが実情です。カキ養殖における

りました 12）。

害敵生物

については別の機会に譲ります。

11）

海底の貧酸素化は、浄化能力を越えた有機物が
海底へ添加されることで発生します。ここでいう

５．カキ養殖筏が持つマイナス面
前項で、カキが懸濁物（有機物）を集めて海底

8
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海底の浄化能力とは、添加された有機物、つまり
江田島湾の場合はカキの糞・擬糞や脱落したカキ

江田島湾海底の貧酸素化問題の解消のため、海
底へ直接酸素を供給する、あるいは撹拌するなど
方法が提案されました。しかし、これらの方法は
技術的には可能であっても、そのコストを誰がど
のように負担し続けるのかについての答はすぐに
は見つかりませんでした。そこで、我々研究チー
ムは、カキ養殖を含む江田島湾全体の物質循環モ
デルを構築し、さらに物質循環の観点から海域の
浄化能力に見あった、つまり海底の貧酸素化を引
図４

夏季の江田島湾に集中するカキ養殖筏
（2007.7.17 撮影）

き起こさないカキ養殖生産の方法について検討し
ました。現場海域で調査した結果、海底への有機
物負荷量は養殖期間の長いカキ養殖筏ほど多くな

などが様々な生物によって消費分解されることで

ることが明らかになりましたので、一律に筏台数

す。有機物が生物によって消費分解される時には

を減らすのではなく、養殖期間の短い養殖法を選

酸素が消費されますので、酸素が十分に供給され

択することで生産者の経済的ダメージを最小限に

れば良いのですが、消費量が供給量を上回ると貧

抑えつつ海底への負荷量を減らすことが可能であ

酸素化が起こります。江田島湾は、もとより閉鎖

ることを提言しました 13）。我々の提案は、直ち

的な海域であることに加え、夏季には水温の上昇

に業界に採り入れられたわけではありませんが、

によって海底の有機物の消費分解が活発になり酸

今後、漁場を持続的に利用する上で、重要なアプ

素消費量が増加すること、さらに表層と中下層の

ローチになると考えています。

水塊は大きな水温差のため層になって混合しなく
なること（成層の形成）で海底への酸素供給量が
減少するため、貧酸素化しやすい海域といえます。

６．カキ養殖で起こる「共有地の悲劇」14）問題
筏垂下式養殖法は、非常に効率的な生産を可能

夏季に海底の溶存酸素濃度が低下すると、魚類

にする一方、漁場の持つ浄化機能などのバランス

など移動できる生物は他の場所へ逃げていきます

の許容範囲を越えた過度の利用をすれば漁場環境

が、移動能力の低い生物は死んでしまいます。ま

の悪化を招きやすい養殖法です 8、9）。さらに、漁

た酸素のない環境下では嫌気性細菌が有機物の分

場環境の悪化を招く問題の他に、自然発生する餌

解を始め、代謝産物として硫化水素を作り出しま

を利用するカキ養殖はいわゆる「共有地の悲劇（コ

す。この硫化水素は生物に対して強い毒性を持っ

モンズの悲劇ともいう）」問題にしばしば直面し

ているので、ますます生物が生存できない環境に

ます。

なります。秋になると、表層の海水が冷却され水

共有地である限られた漁場（漁業権の区画）に

隗の上下混合がはじまり、海底への酸素供給量が

複数の生産者がカキ養殖筏を浮かべて養殖を行う

増え、生物が生存できる環境に回復するのですが、

ことを想定すると、各生産者は収益（生産量）を

すぐに多くの生物が活動を再開できるわけではあ

増やす経営努力として筏の数を増やそうとしま

りません。一度生物が死に絶えると、海域の浄化

す。当初は所有する筏の数に比例して生産量が増

能力が低下し、有機物の蓄積が加速化して雪崩の

えることから各生産者は競って筏の数を増やしま

ように環境が悪化していきます。

すが、漁場に供給される餌の量は限られています

江田島湾の海底の貧酸素化は夏季の 1 カ月程度

ので、漁場内の筏の数が増えるほど個々のカキの

で、海底から数メートルの範囲内に限られること

餌の分け前が減り成長が遅れてきます。そこで、

から、平均水深 20m のうち上層 10m 以浅で養殖

生産者は生産量を確保するため、経営努力によっ

されているカキが直接的な影響を受けることはな

てさらに筏の数を増やしますが、漁場はすでに過

いのですが、貧酸素水塊の上層への移動（いわゆ

密状態で、努力に見あった生産量の増加は得られ

る青潮現象）が起こると、カキへの被害が懸念さ

なくなり、収益性はどんどん低下していきます。

れるほか、カキ以外の生物生産性を著しく低下さ

最後には、この漁場を使っていた生産者は全て倒

せていると考えられました。

産という結果をまねきます。
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カキの成育の遅れは、漁場への餌料供給の減少

３）平田

靖．広島湾のかき採苗不調と少雨の関

や、漁場内の過密化によって起こりますが、この

係．水産と海洋（広総研水産海洋技術センター

際に生産者に必要な経営努力は、個々の筏の数を

広報誌）2008; 13: 1-2.

増やすことではなく、全体の利益が最大になるよ
う漁場全体の筏の数を制限することです。しかし、
個々の生産者の合理的な経営判断は数を増やすこ
とに向かいます。なぜなら全体の調整や合意なし

４）荒川好満，山崎妙子．牡蠣舟故事探訪．
「牡
蠣－その知識と調理の実際」柴田書店，東京．
1977; 24-27.
５）大泉重一，伊藤

進，小金沢昭光，酒井誠一，

に自分の筏の数を減らしても、結局、他の生産者

佐藤隆平，菅野

の生産量を増やすことにしかならないからです。

海完全養殖」今井丈夫監修

広島県においても、特に沖合の漁場でカキの身
太りが悪い、あるいは成育が遅いといった現象

尚．カキ養殖の技術．「浅
恒星社厚生閣，

東京．1971; 149-185.
６）赤繁

悟．かき垂下養殖技術の開発と普及〜

が年変動はあるものの、増えています。この傾向

水産試験場の果たした役割〜．水産と海洋（広

に対して、広島県全体で筏台数の削減を進めるこ

総研水産海洋技術センター広報誌）2005; 2:

とと並行して、当センターでは養殖期間の短縮

1-2.

や筏あたりの個体数の削減が有効であるこ

７）赤繁

化

15）

悟，平田

靖，高山恵介，空本季里恵．

とを提言してきました。筏あたりの垂下連数を 2

養殖マガキの酸素消費量および濾過水量の季

割削減しても総収穫量は減少しないこと、場合に

節変化．日本水産学会誌 2005; 71: 762-767.

よっては 1 個体あたりの重量が増加することで商
品サイズの総重量が増加することを実験的に明ら
かにしました

。

８）楠木

豊．カキ養殖漁場における漁場老化に

関する基礎的研究．広島県水産試験場研究報
告 1981; 11: 1-93.

16）

９）森

７．今後の展望

勝義．カキ養殖場の自家汚染の現状と対

策．水産増殖 1999; 47: 173-180.

里海とは「人手を加えることで、生物生産性と

10）坂井陽一，清水則雄，海野徹也．広島湾江田

さ

島沖のカキ養殖筏の垂下構造中にみられた魚

生物多様性が高くなった沿岸海域」と定義

17）

れているように、沿岸海域でカキ養殖業を営み、
カキ養殖筏が存在することで生物生産性と生物多
様性が高くなることがおおよそ理解していただけ

類．生物圏科学 2013; 52: 25-33.
11）荒川好満．養殖カキ付着生物の予防と駆除の
手引き．広島県水産試験場 1973.

たと思います。条件が整えば様々な場所でカキ養

12）広島県．水産基盤整備調査事業報告書＜江田

殖筏が豊かな海（里海）を創出するためのツール

島湾をモデルとした漁場整備方策について＞

として活用できると思います。ただし、共有の財

2004.

産である海の恵みを持続的に得るためには対象の

13）川口

修，平田

靖，若野

真，山本民次，

カキ筏だけでなく漁場全体の環境に注意を払い、

陸田秀実．カキ養殖の実施形態別有機物負

漁場の最大生産の状態を維持するようアクセルや

荷 特 性 の 評 価． 日 本 水 産 学 会 誌 2011; 74:

ブレーキで制御する必要があります。これには科

1043-1050.

学的な知恵だけでなく、先人が里山や里海を継続
的に管理し利用してきたような経験に基づいた知
恵も必要だと痛感しています。

14）Hardin G. The Tragedy of the Commons.
Science, New Series 1968; 162: 1243-1248.
15）Hirata Y and Akashige S. The present
situation and problems of oyster culture
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種苗生産や養殖業における光の活用
水産工学研究所
所長

はじめに

渡 部 俊 広

に、減速航行による燃料削減効果を簡単に試算で

水産工学研究所は、独立行政法人水産総合研

きるソフト「Dr. 省エネ」を作成しホ－ムページ

究センターにおける唯一の工学研究所として昭

で公表しています。さらに、水産工学研究所内に

和 54 年３月に設立され、現在、水産土木工学部、

漁船漁業の省エネ普及チームを設け、講習会等を

漁業生産工学部、水産業システム研究センターの

開催し省エネ技術の普及を進めています。

２研究部１センターで構成されています。重点的

また、効率的に魚群を探索する新たな技術とし

に行っている研究としては、水産土木工学部では、

て、イルカの超音波の使い方を応用した新しいソ

被災した東北地方の漁港施設と海岸保全施設の復

ナーの開発も行っています。水産工学研究所では、

旧に繋がる技術開発および東南海地震における津

このように多岐にわたる研究を行っています。

波対策を水産庁と連携して実施しています。その

本稿では、養殖業における光の活用について紹介

一環として、津波の外力を考慮した漁港・漁場施

します。

設の新たな設計基準の構築に取り組んでいます。
また、水産庁が実施している漁場整備事業等を円

種苗生産や養殖業における光の利用

滑に推進するために、沿岸域の漁場環境の保全・

光環境が魚類の成長・生残にどのような影響を

修復技術の開発、ならびに対象生物の生活史を考

与えるのか、農林水産省農林水産技術会議事務局

慮した漁場整備モデルを開発しています。防災技

委託プロジェクト研究「有用水産生物の光応答メ

術に関しては、個々の防災技術の改良と、それぞ

カニズムの解明及び高度利用技術の開発」で光の

れの漁村地域に最も適した総合防災対策を確立す

利用について研究を行いましたので、その研究成

るための調査研究を進めています。さらに、漁港

果から養殖業における光の活用の重要性を述べた

整備に関しては、施設設計法、維持管理・長寿命

いと思います。

化技術に関する試験研究を行うとともに、全国的

これまでの魚類の種苗生産では、ふ化～稚魚期

な問題である港内埋没に関する対策技術の開発、

までの飼育が必ずしも対象種に適した環境下で行

ならびに、生産現場（漁獲・陸揚げ・配送）にお

われずに、主に作業効率や管理の容易さから飼育

ける漁獲物の衛生管理に関する研究にも取り組ん

が行われる例が多かったと思います。しかしなが

でいます。

ら、多くの魚種で生じる初期減耗や形態異常等は、

漁業生産工学部と水産業システム研究センター

対象種が必ずしも最適な環境下で飼育されていな

では、安全性と経済性を兼ね備えた漁船漁業を目

いことに、特に光環境の差異によって生じる可能

指して、まき網漁船等を中心に復元性の改善等、

性があります。そこで、生態の異なる、浅海に生

漁船の安全性向上に取り組んでいます。また、燃

息するホシガレイ、深海に生息するババガレイ、

油価格の高騰が続いているため、省エネ・省コス

これら 2 種の中間水深帯に生息するヒラメについ

ト型の漁船漁業へ転換する必要があります。その

て、発育段階（開口期、変態期、稚魚期）ごとに

ための漁船の推進性能等に関する研究、低抵抗型

光強度の異なる環境下で、光を 12 時間照射し 12

漁具の開発、燃料消費の見える化装置（リアルタ

時間は照射しない状態で飼育実験を行いました。

イムで燃油の消費量が把握できる）の開発および

好適な光環境は、摂餌状態と 10 ～ 15 日間の飼

その普及に取り組んでいます。コスト的に見える

育での成長・生残によって評価しました。良好な

化装置の導入が困難な小型漁船の省エネ化のため

摂餌、成長、生残を得るために必要な光強度は、
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ホシガレイが最も高く、次にヒラメ、ババガレイ

おわりに

が最も低く、これは生息水深における光環境に適

水産における光利用技術の代表例は、イカ釣り

合していました。すなわち、浅海に生息する魚種

などに代表される漁灯（集魚灯）を用いた漁業だ

ほど光強度が高い環境下で摂餌、成長、生残が良

と思います。かつては篝火（かがりび）から石油

いことが判明しました。さらに、ホシガレイの種

ランプなどの燃焼光源が使われ、1950 年代以降

苗生産の問題点である 15 日～ 20 日齢仔魚の摂

の漁船の動力化にともなって漁灯は白熱灯、ハロ

餌不良による初期減耗を改善するため、開口時に

ゲン灯を経て、1980 年代に放電灯の一種である

おいて良好な摂餌に必要な最も弱い光を 24 時間

メタルハライド灯へと変わりました。照明技術の

照射する飼育試験を行い、成長の促進、生残率の

革新とともにより効率的な光源が用いられてきた

向上が認められました。さらに高成長・高生残を

良い例です。また、漁船漁業以外では、種苗生産

維持しつつ白化個体の発生を抑制するためには、

の現場で短日長日の光環境操作によって産卵時期

1 週間程度の照明期間が適していることも分かり

のコントロールが行われています。

ました。現在、これらの研究成果を取り入れて飼

このように実用化されている光利用技術がある

育することにより、自然光飼育よりホシガレイ種

ものの、水産業における光の活用例はそれほど

苗の生残率や体色正常率が大幅に向上しました。

多くはありません。近年、光の波長、強度等を

このように生態に即した好適な光環境下で飼育す

高い精度でコントロールできる発光ダイオード

ることにより、生残率・成長率の向上が期待でき

（LED）の普及と低価格化が進み、これまで以上
に、必要な波長帯、必要な強さの光を容易に利用

ます。
次に、特定波長の光を照射することによって、

できるようになりました。また、生物の生理現象

マツカワの成長が促進される例を紹介します。波

の解析手法や音響カメラのように光が無い場にお

長帯（発光色）の異なる発光ダイオード（LED）

いて生物の行動を観察できる技術も進展し、光に

を用いて、マツカワに LED 光を照射して、その

対する生物の応答を定量的に解明することができ

摂餌量と日間成長率を比較しました。水温が次

るようになりました。

第に低下する秋季から冬季にかけて、平均水温

水産分野でのこのような光の活用は緒に就いた

17℃以上の時、LED 光を照射したマツカワの摂

ばかりで、光技術の活用余地は極めて大きいもの

餌量と日間成長率には LED の発光色による差は

と考えます。今後閉鎖循環式陸上養殖など新しい

ありませんでした。しかし、水温の低下に伴って

養殖分野において光技術は新たな展開が期待でき

（平均水温約 13℃）、赤色 LED 光を照射したマツ

ます。

カワと環境光下にいたマツカワでは、摂餌量と日
間成長率が減少しました。さらに水温が低下し平
均水温が約 9℃になると、これらの差は拡大し、
青色あるいは緑色の LED 光照射によって低水温
期に摂餌行動が高まることが分かりました。これ
は LED を魚類養殖に活用することによって、低
水温期に成長を持続できることを示す極めて重要
な成果です。
このように、種苗生産における生残率の向上、
白化現象の抑制、ならびに特定波長帯の光の照射
によって、低水温でもカレイ類の成長を促進する
ことができます。特に養殖分野では光技術を用い
た成長促進による生産コストの削減や新たな生産
技術の創出など、その潜在的可能性は極めては大
きいと確信しています。
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海女漁の振興で、漁村の再生を
海の博物館
館長

海女の減少

石 原 義 剛

減少の原因は、若い女性の都市への移動にある。

いま「海女」は全国 18 県に 2,174 人ほどいる

昭和 31 年代には全国に 17,611 人の海女がいたの

（2010 年海の博物館調査）
。その海女のいるとこ

であるが（東邦大学）、現在、減少は著しい上に、

ろはどこも半島や島嶼部である。因みに太平洋側

さらに高齢化が進んでいる。若い海女のなり手が

では房総半島、伊豆半島、志摩半島など、日本海

ないのだ。

側では能登半島、向津具半島、福岡・長崎の島々
などである。

海女の存在は、5000 年ほど前、すでに素潜り
潜水でアワビ、サザエを獲っていたことが、考古

それらの海域は都市部から距離があり、都市汚

遺跡から大量のアワビ殻が出ることによって確認

水や工業排水の影響を受けにくい遠隔地で、海の

されている。古代には万葉集や枕草子など文学に

環境は比較的良好さをまだ保っている。しかし、

も登場した。時代は下がって江戸期には浮世絵に

海女が漁獲の対象としているアワビ、サザエ、ウ

盛んに描かれて庶民にも知られていた。その海女

ニそして海藻類の資源の減少は著しく、海女数の

の長い歴史に、このまま推移すると終止符が打た

減少も止まらない。資源の減少より大きな海女の

れるかもしれない。

写真１

海女のいる風景

○印は昭和53（1978）年
には海女のいた県
図１

海女分布日本地図
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入が定額でない。海女漁には最盛期と禁漁期があ
り、禁漁期の収入はゼロである。大漁もあれば、
不漁もある。
（3）の仕事の酷しさ、危険、汚い、については
確かに海中で呼吸をぎりぎりまで使いきってアワ
ビやサザエを獲るのだから、陸上の人から見れば
酷しいと思えるかもしれないが、海女から見れ
ば目的のある稼ぎ仕事であり、慣れた楽しい労働
だ。命綱が海底の岩などに絡まる危険は稀にある
が、慣れた海女には起こらない。さらに海女の潜
図２ 「日本山海名産図会」

水延べ時間は長くない。専業的な海女でも年間
100 日から稀に 150 日くらいの労働日だし、1 日

海女の減少をもたらした原因は

長くて労働時間は 3 時間である。海女の潜水は“50

入手することが出来る最も古い統計によって知

秒の勝負”と言われるように、1 潜り 1 分以内だ

る全国海女の数は、昭和 6 年の 12,426 人である（千

から、浮上して一息つく時間も入れれば 1 時間に

葉県社会課調査）。

40 ～ 50 回程度の作業である。近年はウエットスー
ツを着るから寒さにも耐えられる。ワカメ、ヒジ
キ、アラメなど海藻類は採った後の天日乾燥の作
業は相当酷しい。しかしその作業も数日で終わる。
農作業の長さから見ればとりわけ酷しいとは言え
ない。汚い仕事と言うのは論外である。

図３

三重県における海女数の推移表

それが一時 18,000 人近く迄増えたものの、昭
和 40 年代後半をピークに直線的に減少して、2
千人を維持するのも困難な状況に至っている。こ
の減少は同じように減少をつづけ 20 万人を割ろ
うとしている男漁師よりも比率は大きい。
これまで海女の減少の原因と考えられてきたの

写真２

潜水する海女

には、
（1）
アワビ資源の減少、
（2）海女漁の収入の
不安定さ、
（3）酷しく、危険があり、汚い 3 Ｋの
仕事。主として、この 3 つが挙げられてきた。
確かに（1）アワビ資源の減少はほとんどの海
女地区で云われ、現に三重県の漁業統計で見ると
昭和 40 年の最高値 752 トンから 10 分の 1 以下
に減少し、平均年約 300 トンからでも約 5 分の 1
に減っている。
（2）の海女漁の収入が不安定というのは、ＯＬ
と比較してのことで、なによりも月給のように収

14

豊かな海

No.33

2014.7

写真３

ヒジキを干す海女

しかし、この 3 つの要因は、若い女性が海女に
なることを阻んでいる原因ではある。

統のもとに続けられている海女漁だからこそ、古
い慣習を引きずっているのは理解できるが、新し
い時代に対応する制度ややり方も進んで採用する

海女が漁村を去る理由
アワビ資源の減少による収入の減少だけが、若

必要があるし、そうでなければ若い人は去ってゆ
くのは当然だ。

い新しい海女の就業を阻む第一の原因かと調べて
みると、必ずしもそれだけではなさそうである。

なぜ、海女を世界遺産に登録するのか

現在、三重県の海女の平均年齢は 60 歳を越え

2009 年、鳥羽市と志摩市は海の博物館を会場

てしまったと推定される。団塊の世代と言われる

に、全国から 12 県の海女さん約 100 人を集めて

昭和 22 ～ 24（1947 ～ 49）年生まれ以上が多く、

「第 1 回

日本列島“海女さん”大集合」を開催

以降海女はどんどん少なくなる。現在の 65 歳

した。そして日本の海女文化をユネスコ世界文化

は昭和 24（1949）年生まれだが、彼女たちの多

遺産へ登録する運動をはじめることを宣言した。

くは中学校しか出ていない。卒業の年は昭和 39

まさにその宣言の目的は、危機に瀕している「海

（1964）年で、まだ高度経済成長期であった。都

女文化」を全国の海女が連携して継承保存し、振

会はもちろん、そう遠くない都市に、働き口がい

興しようという決意を表明した訴えであった。以

くらでもあったから、同級生の多くは海女になら

降、2013 年、石川県輪島市で開催した第 4 回海

ず勤めにでた。親である海女たちは娘に、海女に

女サミットに引き継がれた、活動は活発化してい

なるよりＯＬになれと進めたし、学校の教育も会

る。

社や工場で働くことを教えていた。海女である親

さきに述べた如く、海女漁は漁業の世界では、

たちは、自分は小学校しか出ていないから、海女

幾つかの例外地区を除いて、重要だと考えられて

をしているのだと考え、子どもらは高校までやっ

来ていない。海女の数が全国 2 千人と、男漁師と

て、良い会社に勤めさせてやりたいと考えていた。

比べて少ない（約 1％）こともあるが、海女の漁

いつの間にか若い女性たちは、土を耕して働くこ

獲物の水揚げ絶対量も少なく、水揚げ金額も多い

とや海に潜って働くことを厭うようになっていっ

とは言えない。しかし、海女漁には大きな資本は

た。

もちろん、操業の経費はほとんどかからない。ウ

さらに女性は田舎を嫌って去って行く。漁村も

エットスーツの損耗以外は船で沖へ出る場合のガ

田舎だから、漁村は今日の女性にとって住みやす

ソリン代くらいだ。あとは組合の手数料がいるだ

い場所ではないと考えられているからだ。

け。水揚げ金額そのものが収入である。

さすがに「封建的」と言う言葉は聞かれなく

男漁師のような大漁もなければ、極度の不漁も

なったが、現実には漁村の多くに古い慣習が残っ

ない。海のことだから、多少の漁不漁はあっても

ている。とくに海女漁村には未だに古い慣習が変

その幅は小さい。だからこそ海女は永く存続して

らずに残っていて、外からの若い女
性を海女としてすんなり受け入れる
気持ちが薄い。他地の女が来ると自
分の磯が奪われると、考えて嫌がら
せをするし、拒む。さらに老漁師の
多くが輪をかけて因循姑息だ。未だ
に力を誇示する男の労働が優位だか
ら、力の弱い女性の意志は反映され
ない。男のごり押しが通る。女性の
存在を認めることの少ない男社会な
のだ。
要するに、海女の暮らす漁村社会
はものごとがどんどん変わってゆく
時代に適応していない。古く長い伝

写真４

輪島に海女集合
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きたのであるが、漁業の主役たりえては来なかっ

いる。漁業組合は相変わらず大量販売を方針とし

た。

大規模流通業に肩を並べていこうと競っている。

日本の周りにある 36,000㎞の海岸線とそれに

その間も僅かに全漁業者の 1％に過ぎない海女

続く浅海域の多くは、都市汚水や工場排水によっ

たちは、ひそやかにしかし逞しく漁村を支え続け

て汚染の影響を受け、素晴らしい自然環境を維持

て来た。

しているとは言い難いが、それでも漁業資源動植

海女の在り方は実に多様だ。年中専業的に海に

物の棲息できない死の海には至っていない。とく

出ている海女もいれば、夫婦で深い漁場で漁をす

に冒頭で記した如く、海女のいる半島部や島嶼部

る船人海女、浅い磯場で夏場だけトコブシや海藻

はぎりぎり磯根資源を保持している。

をとる年取った海女もいる。夫といっしょに網漁

中でも海女が活動する沿岸の水域には「海の森」

をする海女もいれば、民宿を営みながらの海女も

である海中林や藻場が元気で優れた生態系があ

いる。畑仕事や旅館の仲居に出る海女もいて、じっ

り、その海藻類に支えられてアワビ、サザエ、ウ

と無為に一日を過ごさない。海女の業態は多様で

ニ、イセエビ、タコなどの魚介類が生育している。

複雑であるからこそ、強さがある。

この沿岸水域は、動植物プランクトンを食餌する
イワシやサンマのように大魚群をつくることはな
いが、一定量の持続的な生産量を保持する、優れ

多様なあり方の中に強さの海女
以前、畑作農家の人から聞いたことがある。畑
に季節季節の野菜を植えて収穫するが、それは月

た海域である。

給である。鶏を飼って卵をとっているが、これは
日給である。田圃が少しあるのは、ボーナスであ
ると。
総てが自然の海からの収獲物である海女漁と比
べるのは無理があるだろうが、アワビ、サザエ、
ウニ、ナマコはボーナスと考え、海藻類を月給と
すれば、あとは日給を工夫すればいい。最近は観
光客に昼食を出す「海女小屋」も人気がある。自
分たちが採った海藻を袋詰めして小売販売も出来
写真５

海藻の中の海女

その海域を大事に、過剰漁獲を許さない仕組み
を維持しながら守り、操業している海女こそは誇
るべき漁業者なのである。

る。潜って獲る時間は短いのだから、簡単な加工
をすれば日給くらいにはなる。以前は薪拾いに活
用した森林も残っている。
いま日本には 18 の県に 2,000 人の海女がいる。
男の海士ももっと多くの県に同数以上いるだろ

日本の漁業はこれまで、海女の存在を真剣に考

う。これ等の海女

えたことがない。行政はもちろん大学など研究機

と海士が浅海域の

関も、漁業組合でさえ、海女の価値を重要と捉え

新しい操業ル－ル

たことはないのだ。

を考え、持続的な
資源管理をさらに

海女が新しい沿岸漁業を担う

16

進め、実行するな

明治以降、日本は「極東の小さな島国」と自己

ら、沿岸漁業再生

を規定して、拡大することが良いことだという政

のモデルとなるに

策を一貫して取り続けてきた。漁業はまさにその

違いない。海なる

先兵であった。明治の初めにはじまった遠洋漁業

自然がある限り、

奨励策は、近年の挫折まで無理やり押し進められ

それを多様に活用

た。その後押し進められた漁業の工業化である大

する可能性を海女

規模養殖業も、国の支援に支えられてなんとか存

は逞しく切り拓い

続しつづけているが漁業者の手を離れようとして

てゆくだろう。
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写真６

海女小屋で談笑する海女

特集
積極的な
アサリ資源回復の取り組み
国内のアサリ漁獲量は１９８０年代の前半までは１２万トンから１６万トンあったが、その後は減少が著しく、
現在では３万トン程度まで減っています。
このため、 アサリ資源回復をめざした研究開発や漁業者と研究者が一体となった資源回復の取り組みが
全国で懸命に行われています。
特集は、 さまざまな角度からの “積極的なアサリ資源回復” 対策に焦点を当て、 アサリ資源増大に成果
を上げている取り組みを現地からレポートとする。 また、開発された （開発中の） 新技術の紹介を行います。
ご協力いただきました関係の皆様に感謝申し上げます （「豊かな海」 編集部）

アサリ増殖場の管理作業 （選別 ・ 移植） を体験する小学生たち
（山口県 ・ 防府市向島 「錦橋」 付近にて。 向島小学校。）
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特集

積極的なアサリ資源回復の取り組み

（１）

北海道におけるアサリ漁場を用いた
資源回復試験
北海道立総合研究機構水産研究本部栽培水産試験場
主査

清水洋平

２．人工種苗生産技術開発

１．はじめに
北海道におけるアサリ漁獲量は、1990 年代中

北海道におけるアサリ人工種苗生産技術の開発

頃から 1,500 トン前後で推移していたが、近年は

は、平成 13 年度から開始された。アサリ種苗生

徐々に減少し、2012 年には 907 トンとなった（図

産技術については、他県においてすでに開発され

１）
。北海道内における漁業の中心は釧路および

つつあり、特に千葉県水産研究センターにより発

根室地区であり、この両地区だけで 99% 以上の

行された技術書に詳しく記されている１）。北海道

漁獲を占めている。アサリ漁業は、少ない労力で

でも、これら技術を参考に開発を進めてきた 2-6）。

行えることから高齢化対策として、また、地域特

北海道では、アサリの産卵期が年 1 回しかないこ

産物としてのニーズがあり、同海域だけではなく、

と、冬期間の飼育は海水を加温する必要があり、

多くの海域で資源管理や資源増大に対する取り組

コストが掛かるため生産期間を秋までにするこ

みが行われている。資源管理としては、資源量調

と、という制限があり、生産する種苗の目標サイ

査を行い、漁獲量を制限したり、漁獲サイズを制

ズを殻長 0.5㎜として開発を行ってきた。

限したりしている。一方、資源増大に対する取り

１）人工種苗生産技術の開発

組みの一つとして種苗放流が挙げられるが、北海

北海道におけるアサリの産卵期は、7 月から 8

道では、遺伝的多様性保全や疾病防除の観点から、

月であり、産卵期に親貝を採集して人工種苗生産

同海域の稚貝が多く発生する漁場から移植を行っ

に用いている。採集した親貝については、産卵

ている。しかしながら、稚貝の発生量は年により

誘発に用いるまで 18℃以下の水温で飼育する２）。

変動が大きく安定確保が難しいことから、人工種

産卵誘発は、25℃に加温し、かつ、UV 照射した

苗生産技術の開発が求められている。

海水を用いて行う。さらに誘発水槽に精子懸濁液
を加えることで効率的に受精卵を得ることができ
る（図 2 A）３）。得られた受精卵を 1t アルテミア
ふ化槽へ収容して卵管理を行うと、およそ 3 日
間で D 型幼生へと発生する（図 2 B）。この幼生
をパンライト水槽等の円形水槽へ収容し飼育する
（図 2 C）。止水飼育を基本とし、週に 1 回から 2
回程度、全換水を行う。500L パンライト水槽を
用いた場合、通気量を 1 分間あたり 300mL とす
ることで生残率を高めることができた４）。また、

図１
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ウォータバース形式にすることで加温でき、成長

を促進させることができる。着底期のアサリ幼生
は、着底するまで成長が停滞し、また、死亡率も
高まる。これまで、栽培水産試験場での着底期の
飼育期間は数週間かかり、また生残率は 20% 程
度であった。これを改善するため、ダウンウェ
リング水槽に砂利とホタテガイ貝殻片を基質と
して入れ、着底期幼生を 10 日間飼育したところ
（図 3 ）、基質を用いない区では生残率および着底
率がそれぞれ 63.3% および 26.0% であったのに
比べ、基質のある区ではそれぞれ 75.5% および
85.8% となり、着底が促進され、飼育効率が大幅
に向上した（表 1 ）。着底が促進された結果、成
長も良くなり、稚貝の平均殻長も大きくなった
（表 1 ）。着底した稚貝は、ダウンウェリング水槽
を用いて殻長 0.5㎜から 1 ㎜まで飼育される（図
図２ アサリ種苗生産風景 A: 産卵誘発， B: 卵管理水槽，
C: 浮遊幼生飼育水槽， D: ダウンウェリング水槽

2 D）。
２）冬季陸上育成試験
北海道では、寒冷な気候のため、浮遊幼生の止
水飼育を行うと、飼育水温が 20℃前後ほどにし
かならず、アサリの発生・成長が遅くなる傾向が
あり、種苗の放流時期が秋から初冬になっていた。
このような種苗放流を行ってきたが、冬期間の死
亡や波浪による散逸等により、種苗の追跡を行う
ことが難しく、放流効果を実感できることが少
なかった（ex. 津軽海峡における残存率 0.002%）。
そこで、春に種苗を放流できるよう、冬期間陸上
で稚貝を育成するための技術開発を行っている。
1.2 トン角形水槽に、コンテナ（61.5 × 40.7 ×
11.5cm）を設置し、その中に砂利とホタテガイ貝
殻片をそれぞれ 6 L および 2 L 混合した基質を入
れ、平均殻長 1.0㎜のアサリ 2 万個体を飼育した
（図 4）。自然海水を掛け流し、キートセラスを餌
として 4 カ月間飼育した結果、稚貝の生残率は
61.4% だった。この間の日間成長量は 2μm/日で
あったが、これは、飼育水温が 14.4℃から 1.7℃
と低かったためだと考えられる。自然海水での飼
育は成長が遅いものの、海水をくみ上げている施
設であれば、稚貝を冬期間陸上で飼育することが
できる。また、ダウンウェリング水槽とは異なり、

図３ 基質を用いた着底促進技術開発に関する試験水槽
表１

エアレーションもポンプも不要である。越冬した

着底基質を用いたアサリ着底促進技術に関する試験
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後に稚貝を放流することで、冬期間の散逸を免れ、
人工種苗放流の効率化が期待される。後述のよう
に、基質と稚貝を一緒に袋に入れて漁場に設置す
ることで、効率のよい中間育成が行えると考えら
れる。

図４

冬季陸上育成試験の水槽

３．有珠湾における越冬稚貝の
中間育成試験
有珠湾は噴火湾に面しており、湾奥部はアサ
リが生息する泥質の干潟が広がっている（図 5）。
近年は、資源量が減少しており、漁業には結びつ
いていない。また、稚貝がほとんど見られず、資
源の加入が無いことが危惧されている。このアサ
リ漁場の底質は、中央粒径が 0.11 ～ 0.15㎜、淘
汰度７）1.23 ～ 1.58 程度であり、アサリが潜砂し
にくい底質である（板倉、未発表データ）
。この
底質がアサリ資源減少の一因だと考えられる。そ

図５

有珠湾とアサリ中間育成器設置位置の概要

こで、冬季陸上育成試験で得られた稚貝（平均殻
長 1.3㎜）を基質と一緒に袋（40cm × 60cm）に

について検討することで、中間育成器を用いた粗

入れて中間育成器とし、これを平成 25 年 7 月 8

放的な人工種苗の中間育成技術が開発されると考

日に漁場へ設置した。計算上、中間育成器には 1

えている。また、中間育成器中には、穴が空いた

万 2 千個体が入っている計算になった。また、同

貝殻が多く見られたことから、中間育成器を設置

時に、基質のみを入れた中間育成器も設置した。

した後は定期的に手入れを行い、捕食動物を除去

これを平成 26 年 5 月 16 日に取り上げたところ、

する必要性が感じられた。

基質のみを入れた中間育成器中にはアサリが全く
入っていなかった。一方、基質と共に稚貝を入れ
た中間育成器には 932 個体のアサリが見られた

４．サロマ湖湧別地区における
天然稚貝および人工種苗放流

（図 6）
。採捕されたアサリの殻長は 4 ㎜から 29
㎜であり、平均殻長は 12.7㎜だった。人工種苗

サロマ湖の西岸には、アサリの造成漁場が 4 工

を入れていなかった中間育成器中にはアサリが見

区造成されている（図 7A）。しかしながら、当漁

られなかったことから、これらのアサリは試験開

場では天然発生が少ないため、天然稚貝および人

始時に入れた人工種苗だと考えられる。今回、設

工種苗の放流を行っている。

置時に中間育成器へ入れる稚貝の密度を調整しな

１）天然稚貝の放流

かった。今後は、一袋あたりの最適な稚貝収容数
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サ ロ マ 湖 の 第 1 湖 口 の 東 側 に は、2,700 ㎡ ほ

の結果として得られた稚貝については、親貝を採
取した地域で行われている人工種苗播殖試験に供
している。放流数は年によりばらつきがあるが、
サロマ湖であれば、人工種苗は湧別地区および赤
川地区のアサリ造成漁場へ放流されている（表 3、
図 9）。湧別地区のアサリ造成漁場では、すべて
第 4 工区に放流されており、人工種苗放流による
資源造成が期待されている８）。湧別漁協は、人工
種苗を放流している区画に隣接した場所へ貝殻粉

図６

アサリ中間育成袋回収後に得られた稚貝と
殻長組成

どの湖沼（第 1 湖口ワッカ側湖沼）があり（図
7B）
、アサリの天然発生が見られる。そこで、湧
別漁業協同組合は、成貝および稚貝の資源量調査
を行い、得られた稚貝を造成漁場へ移植している。
成貝調査では、汀線とその沖側 2 m の地点で、0.6
㎡の面積を鋤簾で引き、得られた成貝の数から生
息密度を算出している。稚貝調査では、汀線の 0.25
㎡の区画についてアサリを採集し、得られた個体
数から生息密度を算出している。2008 年の調査
では、多い地点で、1㎡あたり成貝 237 個体、稚

図７

サロマ湖における湧別地区アサリ造成漁場と
第 1 湖口ワッカ側湖沼の概要

A: 湧別地区アサリ造成漁場および第 1 湖口ワッカ側湖沼
B: 第 1 湖口ワッカ側湖沼におけるアサリ資源量調査地点

貝 368 個体のアサリが採集
された（表 2）。その後も継

表２

２００８年サロマ湖第１湖口ワッカ側湖沼アサリ資源量調査結果

続して調査を行った結果か
ら、資源量の変化を調べた
ところ、2008 年から湖沼に
おけるアサリ資源量が低下
していることがわかった（図
8）
。そのため、2013 年はア
サリの採集を行っていない。
今 後 も 資 源 量 調 査 を 行 い、
稚貝が発生した場合は移植
を行う計画である。
２）人工種苗の放流
栽培水産試験場では、人
工種苗生産技術の開発試験
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成形材（ケアシェル小：2 ～ 4 ㎜、中：4 ～ 6 ㎜、

区水産技術普及指導所）（図 10）。魚箱を平成 25

大：6 ～ 9 ㎜）や砂を入れた魚箱合計 7 個を設置

年 7 月 19 日に設置し、同年 11 月 11 日に取り上

して天然採苗を試みた（取りまとめ：網走西部地

げ、1.5 厘（約 4.5㎜）～ 5 厘（約 1.5㎜）のふる
いで砂とアサリを分離したところ、7 ㎜から 48㎜
のアサリを合計 355 個体採集することができた
（表 4）。魚箱あたりの採苗数は 25 個体から 63 個
体であり、また、用いた基質の粒径が大きいほど、
採集されたアサリの殻長も大きい傾向がみられた
（表 4）。これらアサリについて ALC 標識の確認
を行ったところ、15 個体の人工種苗が見つかり
（図 11）、採苗されたアサリのうち人工種苗の割
合は 4.2% と算出された。採集時の殻長は 29.6㎜
から 42.1㎜であり、これら個体の ALC 標識を基
に放流時の殻長を測定した結果、放流時の殻長は

図８

サロマ湖第 1 湖口ワッカ側湖沼における
アサリ資源量の変化

0.5㎜から 0.7㎜だった。この結果から、サロマ湖
湧別地区造成漁場では、殻長 1 ㎜以下で放流され
た人工種苗が漁獲に結びついていることが証明さ

表３

湧別地区アサリ造成漁場への人工種苗放流数

れた。

図１０ 湧別地区アサリ造成漁場における天然採苗試験

図９

湧別地区アサリ造成漁場における
アサリ人工種苗の放流
表４
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図１１ 湧別地区アサリ造成漁場における天然採苗
試験で採捕された人工種苗

湧別地区アサリ造成漁場における天然採苗結果

５．その他の取り組み

７．謝辞

函館市入舟地区にある函館漁港では、道総研函

本原稿を取りまとめるにあたり、湧別漁業協同

館水産試験場、函館市漁業協同組合および渡島地

組合、サロマ湖養殖漁業協同組合、上磯郡漁業協

区水産技術普及指導所が共同で、アサリの垂下養

同組合、いぶり噴火湾漁業協同組合有珠支所、株

殖に関する技術開発試験を行っている。ここでは

式会社西村組、網走西部地区水産技術普及指導所、

詳細について述べないが、6 月に殻長 12㎜の人工

渡島地区水産技術普及指導所および檜山地区水産

種苗を漁港内に垂下した結果、約 10 カ月後の翌

技術普及指導所の皆様には、貴重なデータの提供

年 4 月には 38㎜にまで成長した（金森、未発表デー

と、有用なご助言をいただきました。皆様に感謝

タ）。アサリの垂下養殖を行うにあたり、稚貝の

申し上げます。試験の一部については、平成 24

確保が必要になるが、天然発生した稚貝を集める

年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発

ことが難しければ、有珠湾の事例のように、人工

事業委託事業および平成 25 年度農林水産業・食

種苗を中間育成して利用する手段もあると考えら

品産業科学技術研究推進事業委託事業「地域特産

れる。

化をめざした二枚貝垂下養殖システムの開発」に

上磯郡漁業協同組合と北斗市はアサリ資源検討

より実施した。

協議会を設立し、アサリの資源管理を行ってい
る。その一方で、種苗生産施設においてアサリ人
工種苗を生産して資源造成にも取り組んでいる。
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被覆網保護対策と資源管理による
アサリ資源回復に向けた取り組み
山口県水産研究センター

内海研究部

栽培養殖グループ

専門研究員

多賀

茂

よう（図 2）。アサリが見られなくなった漁場では、

背景

資源管理に加え、資源を直接添加する種苗放流が
山口県のアサリ漁獲量は、昭和 58 年に 8,558

資源回復のための重要な手法の一つであり、放流

トンとピークに達し、その後急激に減少を続け平

用種苗の安定確保に向けた取り組みを行う必要が

成 16 年には 3 トンとなった。平成 18 年以後は、

あった。

アサリ資源回復計画を実行し、禁漁期の設定や殻
長制限を厳しくするなどの資源管理を行ったとこ
ろ、わずかに増加傾向となったが、漁獲量は 20
トン以下であり依然として低迷が続いている（図
1）
。アサリ資源の減少については、海の環境変化
（海水温上昇や栄養塩不足など）、乱獲や食害と
いった複数の要因が関係していると考えられる。

図２

山口県アサリ種苗放流数の推移

（栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績）

また、近年では、資源が減少してしまったため
相対的に食害が大きな問題となっており、漁場の
アサリが短期間で食べ尽くされることもある。
アサリを食害する生物は多く、これまでにも、
図１

山口県アサリ漁獲量の推移
（山口農林水産統計年報）

ヒトデやツメタガイが問題となってきたが、最近
では大型カニ類、ナルトビエイやクロダイといっ
た魚類までもがアサリを多く食べていることが判

24

本県では、減少したアサリ資源を補うための放

明してきた（図 3）。この食害対策に取り組むこ

流用種苗を他県から購入し放流を行ってきた。し

とがアサリ資源の回復に向け重要と考えられた。

かし、アサリ資源の全国的な減少傾向に伴い、種

そこで、本県では放流用種苗の安定確保に向け

苗の入手が困難で放流ができにくくなったこと

た人工種苗の生産と、食害からのアサリ保護対策

も、資源の回復を遅らせている要因の一つと言え

に重点を置き、アサリ資源回復に取り組んできた。
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図３

山口県の主なアサリ食害生物

放流用種苗の生産
入手が困難となった県外種苗を補うために人
工種苗生産に取り組み、殻長 2㎜のアサリ稚貝を
１千万個以上生産することが可能となった。しか

図４

し、放流するためには、放流後の残存が確認でき

上：砂床式流水槽（１列は 20m × 0.5m）
下：栽培漁業センター排水路からの揚水

るようになる殻長 10㎜以上（以下放流用サイズ）
まで中間育成する必要がある。アサリの殻長が 2
㎜になると、摂餌量が急激に増加するため、中間
育成としてステージを替える必要がある。方法と
しては、海上垂下籠と、陸上水槽で自然海水と培
養餌料を併せて育成するものがある。ここでは、
後者である「砂床式流水槽方式」を紹介する。
砂床式流水槽方式では、屋外に細長い水路状の
水槽を設置して育成する。水槽は、ブロックを並
べて底と壁面をシートで覆う等の簡易なもので可
能であり水深を 2㎝程度と浅く保つことができれ

図５

海水の給水と植物プランクトンの給餌

ば良い。水槽の底面全体に薄く砂を敷きつめて砂
床とし、そこにアサリ（殻長 2㎜）を収容する。

600L/h の給水と適宜施肥を行うと、100㎡の中

自然海水注水量は 120L/㎡ /h 以上とし掛け流し

間育成水槽に、2 週間近く連続給餌が可能である。

にする。栽培漁業センターなどの種苗生産施設に

中間育成開始時にアサリの成長を見込んだ飼育

おいては、自然海水の替わりに施設の排海水を用

密度にすれば、中間育成期間中に密度調整を行う

いることで残餌プランクトンも利用でき、効率の

必要がなくなる。例えば育成開始殻長 2㎜、収容

よい中間育成が可能となる（図４、５）。

密度 10,000 個 /㎡、育成開始 3 月下旬、育成期

餌料は、自然海水中に含まれる天然由来の植物

間 100 日、取り上げ殻長 10㎜であれば、アサリ

プランクトンを基本とし、屋外水槽で粗放培養

を水槽に収容し、自然海水を掛け流し始めてから

した植物プランクトンを適宜給餌する。また、水

取り上げまで密度調整等の管理は必要ない。ただ

槽底面の砂床表面に繁殖する付着珪藻等も餌料効

し、アサリの排泄物及び自然海水とともに侵入し

果が期待できる。屋外水槽で粗放培養する植物プ

てくる成長阻害生物（アオノリ等の藻類及びホト

ランクトン種については Nannochloropsis sp. が簡

トギスガイやブドウガイなど）を排水とともに除

易である。50ｔキャンバス水槽で培養した場合、

去するために、週１回以上は、海水注水側から排

500 万 ～ 1,000 万 cells/ml に 達 し た 段 階 で、 約

水側へ熊手等で砂床表面を攪拌し掃き出す必要が
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る網の目合いによっても残存率に差が見られ、目

ある。
海上垂下籠では放流サイズ 100 万個生産に籠
200 個を必要するが、当該手法では 150㎡の陸上

合いの小さな網を用いる方が効果は高かった（図
7）。

水槽で可能であり作業を大幅に軽減できる。現在

ただし、網の目合いが小さすぎると付着物が多

は、放流用サイズの大型化と生産量の増大を目指

くなって、被覆網が重たくなる等の支障をきたす

し、クルマエビ養殖池のような大型池（5,000㎡

場合がある。そのため、目合い 10㎜前後～ 20㎜

以上）を用いた粗放的なアサリ中間育成を試みて

前後の網を被覆網として用いることが多い。
被覆網による保護効果は、干潟によって差はあ

いる。

るものの網の目合いが 9㎜であれば、9 ～ 10 ヵ
月 後 の 残 存 率 は、 種 苗 の 殻 長 が 10 ㎜ サ イ ズ な

被覆網保護対策

ら 10％～ 60％、殻長が 20㎜サイズなら 70% ～
これまで食害対策の一つとして食害生物駆除が

100% が見込まれる（図 8、9）。近年、漁業者が

行われてきた。アサリの減少が目立ってきた昭和
60 年代以後は、ヒトデやツメタガイの生息量が
多かったため、各地で駆除作業が行われた。近年
では、これらの食害生物に加えて、ナルトビエイ
が新たに現れ、大きな食害問題を引き起こしてい
る。ナルトビエイは平成 15 年から県内で毎年数
千尾が駆除されており、平成 25 年度においても
1,500 尾以上が駆除された（図 6）。

図７

図６

被覆網の有無と目合による残存率の推移

ナルトビエイ駆除尾数の推移

一方で、アサリを食害から保護することも進め
られてきた。囲い網、竹柵、竹杭、鉄筋杭等の方

図８

殻長 10 ㎜サイズ放流時の残存率推移

図９

殻長 20 ㎜サイズ放流時の残存率推移

法が試されてきたが、食害防止効果が小さく、施
設の破損や埋没等により十分な成果が得られな
かった。唯一、アサリの生息している干潟表面に
網を掛けて保護する方法（以下被覆網）は、確実
にアサリを保護できることが判明してきた。
殻長 10㎜サイズの人工種苗を用いた放流試験
を行うと、放流しただけの試験区では、放流 5 カ
月後で残存率が 0% となったが、放流直後に 9㎜
目合いの被覆網で保護を行えば、放流 9 カ月後の
残存率が 60% 台であった。また、被覆網に用い
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行うアサリの放流サイズは、人工種苗を除けば殻
長 30㎜前後である。そのサイズであれば殻長 20
㎜サイズと同程度の保護効果が見込まれ、効率よ
くアサリを漁場に留めることが可能と思われる。
被覆網の設置時期については、アサリの放流に
合わせる必要がある。一般的にアサリの放流は春
に行われることが多い。ただし、全国的なアサリ
資源減少のため、予定していた時期にアサリが入
手できないこともある。ともかくアサリを放流し

図１０ 被覆網の有無による稚貝生息数の推移

た場合は、放流直後に被覆網を設置することが重
要であり、それを怠ると放流 1 カ月後には、アサ
リの残存率が大きく低下してしまう。
一方で、天然稚貝が発生する干潟では、天然稚
貝を効率的に保護できれば、放流と併せてアサリ
資源を増殖させる効果が高く、被覆網の設置時期
は重要となってくる。
被覆網保護区域と、隣接する自然干潟を対照区
として、天然発生と見られるアサリ稚貝（1㎜以
上 15㎜未満）の生息数を調査したところ、多く
の干潟で年間を通じて被覆網を設置していない対

図１１ 被覆網の有無による成貝生息数の推移

照区の方で多くの稚貝を確認することができた。
特に多くの稚貝が確認できる春期においては、こ

覆網表面に海藻が繁茂し、作業の負担となる。対

の傾向が顕著に現れた。このことは、被覆網を設

策としては、海藻が繁茂する前に被覆網を新しい

置したままの状態では、秋～冬に稚貝の着底を阻

網と交換する必要があるが、交換の時期を適切に

害してしまう可能性があることを示唆している。

行わないと、交換した網から海藻類が繁茂するこ

天然稚貝を効率的に保護し活用していくために

とになる。そこで、11 月～ 1 月にかけて、月毎

は、稚貝の発生が確認できる春に被覆網を設置す

に被覆網の交換をする試験を実施し春に観察し

ることが望ましい。既に被覆網を設置している干

た。11 月交換では、対照区と繁茂状況に違いは

潟においては、食害生物の影響が小さくなる冬に

見られないが、12 月や 1 月に交換すると海藻の

被覆網を一旦撤去して、春に再度設置を行うこと

繁茂がほとんど見られなくなった。

ができれば、保護区内のアサリを保護しつつ、天
然稚貝を活用できる可能性がある。ただし、一部
では被覆網の保護区域内で稚貝が多く見られる場
合もあり、被覆網の設置が天然稚貝発生に及ぼす
影響については今後も調査を続けていきたい（図
10）
。
一方、天然発生と見られるアサリ成貝（殻長
15㎜以上）については、被覆網の内部で多く確認
でき自然干潟ではほとんど確認できない。このこ
とは、被覆網の設置が放流アサリの保護だけに留
まることなく、天然発生アサリの保護にも効果が
あることを示唆している（図 11）。
被覆網を設置し続けると、冬～春にかけて、被

図１２ 被覆網の交換時期と海藻の繁茂状況
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資源管理と資源回復への取り組み

被覆網設置方法は各地の干潟で工夫されてお
り、そのいくつかを紹介したい。岩国市では、作

平成 18 年に県内のアサリ漁業関係組合が集ま

業性向上を図るため、礫を取り除き、畝を作って

りアサリ漁業者協議会が設立され、アサリ資源回

畑のようにした区域に被覆網を設置している（図

復に向けた取り組みが話し合われた。それまでア

14）。田布施町では杭が使えない場所で被覆網固

サリは、殻長 20㎜以下の採捕を禁止されていた

定にブロックを用いている（図 15）。宇部市では、

が、禁漁期の設定はなく、基本的にアサリをいつ

土砂の堆積を防ぐために被覆網の下にカゴを置い

でも漁獲できた。しかし、殻長が 20㎜サイズの

て網を浮かせている（図 16）。このように、被覆

アサリは、一度も産卵に寄与することなく漁獲さ

網が設置されている 32 地区それぞれでアサリを

れてしまう可能性がある。また、年間を通して漁

効率よく保護できるよう工夫を重ねている。

獲可能であれば、産卵期や身入りが悪い時期に活
力の弱いアサリも漁獲する恐れがある。そこで、
アサリ漁業者協議会では、殻長 30㎜以下の採捕
禁止、9 月～ 11 月の産卵期に 2 カ月以上連続し
た禁漁期を設けることとし、県内全ての漁協で実
施された。
また、被覆網によるアサリ保護効果が高いこと
が判明してきたため、被覆網による保護を積極的
に進めることとなり、県もその後押しをすること
となった。平成 19 年度から漁業者に配付するた

図１４ 岩国市の被覆網設置状況

めの殻長 10㎜サイズのアサリ人工種苗生産を開
始し、平成 23 年度からはクルマエビ養殖池を用
いた殻長 20㎜にサイズアップした人工種苗生産
試験を開始した。平成 25 年度までに殻長 10㎜サ
イズを 336 万個、殻長 20㎜サイズを 442 万個生
産し放流した。さらに、人工種苗の配付に合わせ
て平成 22 年度～平成 24 年度にかけて被覆網（目
合い 9㎜

18㎡ / 枚）を 1,030 枚（計 18,540㎡）

を配布し、各地のアサリ漁場で放流したアサリを

図１５ 田布施町の被覆網設置状況

被覆保護してきた。このような取り組みの結果、
平成 16 年に 3 トンとなった漁獲量は、僅かでは
あるが増加し平成 22 年には 18 トンとなった（図
13）
。

図１６ 宇部市の被覆網設置状況

アサリ漁業者協議会と県では引き続きアサリ資
源回復に向けた現在の取り組みを継続していく予
図１３ 近年の山口県アサリ漁獲量
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播磨灘におけるアサリ垂下養殖の取り組み
兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センター

安信秀樹

主席研究員

はじめに

があった。このことはアサリ垂下養殖がこの地域
で盛んになった大きな要因であろう。

アサリの漁獲量は全国的には 1980 年代後半か
ら減少したが、兵庫県では少し遅れて 1990 年代

兵庫県のアサリ養殖のはじまり

後半にアサリの漁獲量が急減した（図 1）。1990
年代における兵庫県のアサリの漁獲量のほとんど

平成 11 年に西播地区の漁協青年部が京都府の

は赤穂市唐船干潟がある赤穂市漁業協同組合が占

トリガイの垂下養殖を視察した。その後、アカガ

めていた。唐船干潟のアサリ漁獲量の急激な減少

イの垂下養殖を試験的に実施したところ、アカガ

要因は特定されていないが、地元の漁業者らによ

イを収容している垂下コンテナ内にアサリの稚貝

ると極めて大規模な豪雨により、アサリが流され

が混入し、大きく育った。試みに放流用アサリの

たうえに、干潟が平坦化し、波の影響を受けやす

一部を養殖したところ、成長もよく、非常に身入

くなったからといわれている。

の良いアサリができた。その時、ちょうど県内の

からせん

赤穂市から姫路にかけての西播地域は、もとも

天然アサリが激減し、養殖アサリの需要が急激に

とアサリをよく食する文化があり、なおかつアサ

高まった。身入り、味ともに非常に良かったので、

リの味にこだわる地域でもあった。よって、アサ

さらに需要が伸びた。また、天然アサリは 3 ～ 4

リが減少して価格が高くなっても、アサリが美味

月に身入が良くなるが、垂下養殖アサリは身入が

しい時期になるとアサリを購入して食する地域性

天然より早く、早いものでは 1 月下旬から出荷が
可能で、身入りの良いアサリが市場にない時に、
身入りの良いアサリが出荷できるので高値が維持
されることとなった。

アサリ養殖漁場環境
アサリ養殖が行われている西播地先は、もとも
とカキ養殖が盛んな海域であり、養殖されてい
るカキは身入りが非常に良いことで知られてい
る。このようにカキ養殖に適した海域で、アサリ
が養殖されるようになった。アサリの養殖はカキ
図１

全国、瀬戸内海区および兵庫県の天然アサリの
漁獲量

養殖場よりも静穏な湾内で行われているものの、
2012 年～ 2013 年のアサリ養殖時期の漁場のクロ
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ロフィル量を測定したところ、いずれも 4µg/L
以上で、アサリの身入りが顕著になる 11 月～ 12

種苗

月におよそ 9 ～ 12µg/L の高い値を示した（図 2）。
なお、クロロフィルの鉛直分布は深度により大き

先にも述べたように、兵庫県の天然アサリの漁

な変化は認められなかった（図 3）
。また、水温

獲量は、ほとんどなくなってしまったので、養殖

は養殖が始まる 11 月は 17℃であるが 2 月の最低

用種苗は他県に依存している。種苗の多くは三重

水温は 7℃まで低下する。流速は通常 1 ～ 3cm/

県および愛知県から購入している。種苗サイズは

秒である。

市場で流通している殻長 30 ～ 35㎜であることが
多い。購入時期は 10 月下旬以降がほとんどであ
る。小型のアサリ種苗を 8 ～ 9 月に購入するこ
ともあったが、その時期は、養殖に用いる垂下コ
ンテナに付着物が非常に多く付着し、コンテナの
掃除が大変であることから、付着物が少なくなる
17℃以下に種苗を入れる漁業者が多くなった。購
入価格は近年高騰しており 500 ～ 550 円 /kg で
ある。

養殖方法
図２

アサリ養殖漁場のクロロフィル a 量
（水面下 1.5m）

砂を敷き詰めたコンテナにアサリ種苗を収容
し、食害防止用のネットをコンテナに取り付けて、
海面に浮かべたいかだから垂下する。詳細につい
て以下に述べる。
1）養殖容器：縦 50cm ×横 35cm ×高さ 11cm の
ポリプロピレン製の 14L コンテナの底に水抜
き用の直径 4mm 程度の穴を 20 個程度開ける。
コンテナの 4 カ所に穴を開け、垂下用のひも
を取り付ける。また、2cm 目合いの食害防止
用ネット（兵庫県漁連特注）も取り付ける（図
4）。

図３ クロロフィルの鉛直分布
（クロロフィル計蛍光値）

アサリ養殖手法
兵庫県のアサリ養殖は平成 11 年から 15 年間
行われてきた。その間に、さまざまな試行錯誤が
あった。今後も養殖方法の変更は行われるであろ
うが、ここでは現在、主に行われている養殖手法
について述べることにする。

30

豊かな海

No.33

2014.7

図４

アサリ垂下養殖用コンテナ

2）基質：海砂を使用する。養殖容器に 10L（7

なかには 30 を超える個体も多く認められた（図

割程度）敷き詰める。アンスラサイトを使用

6）。11 月からアサリを養殖した場合の生残率は

したこともあったが、高価な上、散逸するこ

通常であれば 95% 程度である。

とが多かったため、現在はほとんどの漁業者
が海砂を使用している。
3）アサリの収容：その海域の植物プランクトン
量によると考えられるが、兵庫県では出荷時
期で 2.5kg/コンテナ以下になるよう収容個数
を調整する。通常、収容時には 150～200 個/
コンテナにすることが多い。
4）いかだ：カキいかだの中古を使用する漁業者
が多い。カキ養殖には使用に耐えないが、ア
サリならカキほど荷重がかからないため中古
でも使用できる。兵庫県のカキいかだの大き
さは 9m × 25m である。これに 1,000 コンテ

図５

垂下養殖アサリの成長

ナ垂下可能である。なお、4m × 4m のいかだ
でも 200 コンテナ垂下できる。

養殖アサリのうまみ

5）垂下深度：海面から 1.5 ～ 2m であることが
多い。

垂下養殖アサリは天然アサリと比べてグリコー

6）養殖管理：11 月頃にアサリ種苗を収容する場

ゲン量、遊離アミノ酸量が多いことが明らかに

合は付着物があまり付かないので、出荷まで

なっており、実際に食した感覚を裏付ける分析結

砂、コンテナ、食害防止ネットを交換するこ

果が得られている。

とはあまりない。ただ、ネットに海藻類が繁
茂することがあり、この場合は海水交換が悪

アサリの販売

くなり、アサリの成長が極端に悪くなるので、
ネットを交換する。

西播地域で養殖されているアサリは、ほとんど

7）出荷：1 月下旬以降になると、試験的にアサ

が地元消費である。漁業者自身が販売する場合が

リを取り出し、身入り状態を確かめる。身入

多い。卸売市場に持ち込んだり、地元の魚屋に販

りが十分になったことを確認して初めて出荷

売したり、自身の店で小売りしている。また、自

する。

ら販売しない漁業者は漁業協同組合が買い取って
くれる。組合の買い取り価格は 1,000 ～ 1,250 円

アサリの成長と生残

/kg であり、組合から市場、道の駅、国民宿舎な
どに流通している。なかには独自に販路を開拓し、

11 月にアサリ種苗を収容して 2 月頃から出荷

百貨店や東京市場に出荷して好評を得て、高値で

するような養殖パターンなので、殻長はさほど大

取引している漁業者もいる。販売期間はおおむね

きくならない。大型のアサリを種苗とした場合の

2 月～ 5 月末までである。

例を示すと、11 月に殻長 35㎜のアサリは 2 月に
は 39㎜程度に成長し、体重は 11 月に 10g のアサ

現状

リが 2 月に 14g に増加する。ただ、10 ～ 11 月の
産卵後の肥満度の低いアサリを収容し、植物プラ

兵庫県内では西播地域の 5 漁協でアサリの垂下

ンクトンが豊富な場所で養殖するため、肥満度の

養殖が行われている。生産者数は 40 人前後で、

増加は著しい。11 月に肥満度 15 程度で収容した

生産量は推定で 40 ～ 60t 程度である。アサリの

ものが、
2 月下旬に平均で 27 程度に達した（図 5）。

養殖漁場が手狭になってきたため、静穏な海域で
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収容時 11月

1カ月後 12月

2カ月後

1月

3カ月後

2月

図６

垂下養殖開始後の身入りの変化

はなく、外湾で養殖する漁業者も現れた。それら

産の養殖用アサリ人工種苗生産の研究を始めた。

の漁業者は波浪対策として延縄式養殖施設で養殖
している。また、近年、アサリ種苗の価格が高騰

おわりに

してきているので、10 年前のように、価格の安
い小型のアサリを 8 ～ 9 月頃に収容する漁業者も

これまで、兵庫県のアサリの垂下養殖は身入り

現れた。コンテナの掃除など手間がかかるが、利

のあまり良くない時期のアサリを他県から購入

益を多くするために行われているようである。

し、植物プランクトンの豊富な海域で垂下養殖し
て 3 ～ 4 カ月という短期間で身入りを著しく改
善し、市場に身入りの良いアサリがない時期に身

問題と課題

入りの良いアサリを市場に出荷することで成功し
種苗価格の高騰と種苗供給の不安定さが一番の

てきた。また、はじめにも述べたように、ある程

問題である。天然のアサリは愛知県を除いて減少

度高値のアサリでも時期になると購入して食する

しているので、アサリ種苗の価格の上昇は今後も

といった地域性があったこともアサリ垂下養殖の

続く可能性がある。また、平成 25 年度はアサリ

発展を支えた。アサリ種苗価格の高騰と種苗供給

種苗の供給量が非常に少なく、養殖業者の必要量

の不安定さが顕在化してきたことから、今後は兵

を満たすことができなかった。さらに、アサリの

庫県産の人工生産アサリを養殖用種苗として供給

細菌性疾病およびカイヤドリウミグモなどの寄生

し、名実ともに「ひょうごブランドアサリ」とし

虫の侵入の危険性もある。兵庫県でアサリの養殖

て供給できるように研究を進めていきます。

量が多くなって、身入り、味ともに良いと評判で、
ブランド化しつつあるなか、継続して養殖アサリ

林水産業・食品産業科学技術研究推進事業」で実

を市場に供給することは非常に重要である。そこ

施されました。

でこれらの問題に対処するため、兵庫県では自県
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なお、調査研究の一部は農林水産技術会議の「農
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エビ池を利用した
粗放的なアサリ種苗生産技術の開発
山口県水産研究センター

内海研究部

栽培増殖グループ

班長

はじめに

岸岡正伸

試験池の概要

山口県のアサリ漁獲量は、昭和 58 年の 8,600

試験は山口市秋穂西にある旭水産（有）の築堤

トン（約 20 億円）をピークに減少を続け、平成

式遊休クルマエビ養殖池を使用しました。試験池

15 年以降は年間 20 トン以下と、壊滅的状況が続

は長い間使われていなかったため、池底には雑藻

いています。

が繁茂し、周囲の石積みにはカキが多数付着し、

このため、山口県では被覆網で保護しながらア
サリの稚貝を放流し、母貝団地効果の発現による

その直下にカキガラなどが堆積し、甲殻類の格好
の住処となっていました（図１）。

生産量の増大を図っています。母貝集団の造成に
は、地元産親貝による安心・安全な地まき用種苗
が必要なため、由来の明確な地元産稚貝を大量か
つ低コストで生産する技術が求められています。
一方、台湾では広大な池を用いたハマグリの施
肥養殖が盛んに行われています。我が国では、こ
のような池での海産二枚貝の施肥養殖例は見あた
りません。しかし、2 ㎜位までの人工種苗生産技
術は進展しており、この技術と施肥養殖を組み合
わせることで、地まき用 20 ㎜貝の大量生産が可
能と考えられます。
そこで、平成 23 ～ 25 年度に農林水産技術会
議の公募型研究事業である農林水産業・食品産業
科学技術研究推進事業「遊休クルマエビ養殖池を
活用したアサリ増養殖技術開発」を、当センター
が中核機関となり、
（独）水産大学校、
（株）東京久
栄、（株）松本微生物研究所と共同で実施し、この
中で得られた成果から、20 ㎜貝を大量かつ低コ
ストで生産する技術についてご紹介します。
図1

試験場所（上）と遊休クルマエビ養殖池（下）
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面積 5,000㎡（100 m × 50 m）、平均水深は 1.5 m
ほどで、隣のクルマエビ養殖池（現在も稼働中）
と重機を出し入れする水路で繋がっています。石
積みをベースとした古い築堤池であるため、干し
上げたまま満潮時刻を迎えると、池の内外の水位
差によって石垣のすき間から海水が流入し、石の
すき間を埋めている土砂が流出して周囲の石積み
が崩壊する恐れがあります。
このため、干潮時間帯に限り干し上げることが
できますが、丸１日干しあげることはできません。
また、
クルマエビ養殖期間中（ 5 月～翌年 1 月）は、
クルマエビ池側と同時並行的な水位調整が行われ
る、という条件の下で試験池を使用しました。

図２

人工種苗（２㎜）の生産施設（Ａ）、２㎜種苗（Ｂ）
と、種苗を均一に散布している様子（Ｃ）

池内の海水は、潮の干満によって水門扉の隙間
などから毎日 5 ～ 10％程度入れ替わっていまし

や、飼育水槽を大型化して作業を簡素化すること

た。8 月以降はクルマエビ養殖池の水管理のため、

でコストダウンを図る必要があります。また、共

高い頻度で換水が行われました。

同研究機関（水産大学校）の研究により、アサリ

池内の海水を緩やかに流動させるため、池の対

の成長促進物質である低分子化したアルギン酸を

角上に撹水機（ 2 馬力）を 2 台設置しました。ア

種苗生産に利用することでコストを下げることも

サリは砂が流動しない範囲で流れのある場所の方

可能であることもわかってきました。

が、成長が良いことが知られています。試験池で

移植場所は、底びき網でひいても引っかからな

は、池の長辺側の縁辺部周辺に流れの速い場所が

いように、ザルでカバーした鉄筋クイで目印をつ

生じ、成育の良い場所が形成されました。

けておきます。アサリは移植場所からあまり移動
しないので、移植場所に均一にまき付けておきま

2 ㎜種苗の確保と移植

すと、翌年の回収作業が楽になります（図 2C）
。
2 ㎜ 種苗の移植密度は、回収時の作業性を考

現在、アサリの 2 ㎜ 種苗を大量に生産販売し

えるとなるべく高い密度で移植するのが効率的

ている機関は国内にありませんので、必要に応じ

です。今回の試験では 1㎡あたり 3,000 ～ 6,000

て自家生産する必要があります。アサリの種苗生

個の範囲で 20 ㎜ まで過密による成長低下は見ら

産は、技術的にほぼ確立されており、山口県水産

れませんでした。しかし、1㎡あたり 6,000 個で

情報システム（海鳴りネットワーク、http://www.

移植する場合、80％の歩留りで推移すると、20

pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16500/uminari/saibai.html）

㎜ （1.6 g）に達した時点で 1㎡あたりのアサリの

にアサリ種苗生産マニュアルを掲載していますの

密度が 7 kg に達し、アサリの成長に影響を及ぼ

で、参考にして下さい。なお、今回の試験に使用

すといわれている密度（ 3 ～ 4 kg）を超えてしま

した 2 ㎜ の人工種苗は、内海研究部で室内の 1 ～

います。20 ㎜ （1.6 g）貝を生産するのであれば、

2 トン水槽を使用して年間 600 万個体を目標に自

このような高い密度で移植し、歩留りを考慮しな

家生産しました（図 2A、2B）。

がら、ジョレンの目合にかかる個体から順次間引

アサリは 20 ㎜ 貝の流通単価が 1 個体当たり 0.6
円（キロあたり 400 円）前後と安いので、2 ㎜ 種

き生産することで、単位面積あたりの収量を増や
すことが可能と考えています。

苗を如何に安く生産するかが、採算性を高める重
要なポイントとなっています。このため、これま

池準備と日常の管理

での集約的な生産方法を見直し、餌料となる植物
プランクトンを屋外で粗放的に大量培養すること
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23 年度（初年度）は、8 月の研究開始時に隣

の池でクルマエビ養殖が始まっていたため、やむ

24 年度が 22％（1,100㎡）、25 年度が 52％（2,600

を得ず池を干上げての清掃をしないで種苗を移植

㎡）ほどで、移植直後は竹を立てて底びき網が入

し、施肥を開始しました。開始当初から池底にア

らないようにしました。しかし、移植後 10 ～ 30

オサが散見されており大変懸念していましたが、

日目頃からシルトの堆積が移植場所に集中するの

案の定、1 カ月後にはこのアオサが爆発的に増殖

を避けるため、放流区域も底びき網を入れるよう

し、大きいものでは葉体長が 2 ｍに達し、池底を

にしました。海底の泥が硬く締まっている場合に

厚く覆っていきました。このため、連日のように

は、長さ 1.3 m の鋼材（図 4B）も使用しました。

エビ取り網を使ってアオサを除去しました（図

しかし、底びき網のほうが大型藻類や有害生物、

3A、B）が、アオサの増殖が除去量を大きく上回

競合生物の発生状況の把握、さらには死殻の入網

り、10 月には池の大半を覆い尽くし、多いとこ

状況等からアサリの健康状態の把握に役立つの

ろで厚さ 50㎝に堆積しました（図 3C）
。このた

で、主として底びき網を使用しました。

め、10 月下旬に施肥を打ち切り、アオサの除去

肥 料 は、 原 則 と し て 毎 週 1 回、 配 合 肥 料 を

に専念することになりました。このような状況下

200 kg（海水トン当たり 27 g）ほど池全体に均一

で 23 年度のアサリの成育・歩留りは極めて低く

散布しました（図 4C）。なお、肥料は共同研究

なりました。

機関（松本微生物研究所）の開発した緩効性肥料
（FMF- 有機など、窒素含有量：約 8％）を使用
しました。

図３

アオサ除去に使用したエビ取網（Ａ）と除去
したアオサ（Ｂ）、11 月に大量のアオサが池
底を厚く覆った様子（Ｃ）

24 年度は、2 月に噴射式のジョレンで池内の既

図４

池底の撹拌に使用した底びき網（Ａ）、鋼材
（重さ約 6 kg、長さ約 130 cm）と配合肥料の
施肥（Ｃ）

存アサリやジョレンの目合いにかかる夾雑物（小
石、ウミニナ、カキガラ等）を可能な限り除去す

育成経過

るとともに、人海戦術でカニの住処となっている
壁面のカキの掻きおとしや、石垣の隙間のモルタ

24 年度、25 年度ともに、上記のような雑藻防

ル封入、雑藻除去を行いました。また、3 月上旬

除対策を講じたことで、池内での大型藻類の繁茂

に池を干し上げて水たまりの魚類を殺処分したの

は、撹水機のフロートやロープ上、および冬場

ち、水門に 7 ㎜ 目合いの網戸を設置し、下旬に種

に限り石垣周辺にアオノリやハバノリが繁茂する

苗を移植しました。

ケースを除き、ほぼ抑制されていました。餌と

日常の管理としては、まず週 3 ～ 4 回、間口 1.3 m

なる微細な植物プランクトンの繁殖も順調に推

の底びき網で 1 時間ほど、池底の撹拌を行いまし

移し、4 月から梅雨明け（7 月下旬頃）まで、水

た（図 4A）
。

色が緑～緑褐色に着色し（図 5）、アサリは高い

種苗を移植した区域の池面積に占める割合は、

成長と歩留りで成育しました。主として 2 ～ 5μ
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m の（緑色）微細藻類が優占していましたが、こ

池内で急速に成長します。10 月になると、クロ

のような微細藻類が卓越する理由としては、増殖

ダイ、クサフグ、マダイなどが全長 10 cm 以上の

速度が極めて高いこと、細胞サイズが極めて小さ

大きさに成長したため、釣獲による駆除も行い

くアサリによる濾食率が低いこと等が考えられま

ました（図 6）。7 月以降、イソガニやイシガニ、

す。

ガザミなど、10 ㎜ 以下のアサリを食害しそうな

24 年度は、3 月に平均殻長 2 ㎜ で移植したア

生物が多く見られるようになりますが、この頃に

サリが、6 月に 12 ㎜ 、8 月に 21 ㎜ に成長し、歩

はアサリは 20 ㎜ 以上に成長して食害を受けにく

留まりは 90％前後と推定されました。その後、1

くなるのが理想です。また、これらの食害生物が

㎡あたり 6,000 個の密度で移植した区域内のアサ

アサリのように殻を割るのに手間のかかる餌より

リを潜水により 2 kg/㎡の割合で間引きして、他

も、有機肥料を用いればこれを餌として大量に発

の場所に移すという密度調整を試みました。しか

生する多毛類や微小甲殻類を優先的に摂餌するこ

し、8 月以降のプランクトンの発生が低迷したこ

とを期待しています。

とで、密度調整の甲斐なく成長が止まってしまい
ました。25 年度も概ね同様の高い成長、歩留り
で推移しました。なお、4 月から 7 月にかけての
月平均 5 ㎜ という成長は、近年の自然浜ではあま
り見られないような極めて高い成長速度でした。

図６

試験池での釣果（24 年 10 月）

8 月以降、植物プランクトン量が少なくなり、
水色が透明化することが多くなりました。一般に、
水温 25℃で 1㎡に 3 kg のアサリが生息している
と、アサリが１時間当たり約 1 トンの海水をろ過
すると言われています。8 月頃からアサリの現存
図５

試験池の水色（24 年 6 月）

量が 5 トンを超え、平均的な試験池の水量（7,500
トン）を 1 日に 5 回以上ろ過していることになり、

試験池では、海水を注入する際に、甲殻類や魚

植物プランクトンの増殖が追いつかなくなってい

類などの卵稚仔が 7 ㎜ の網戸を通過して大量に混

ると考えられます。従って、この頃から池の撹拌

入し、池内の動物プランクトンを食べて育ちます。

作業が、雑藻防除や底質環境維持機能に加えて、

動物プランクトンは、池内で増えすぎると植物プ

池底の有機物撹拌による餌料供給効果も期待せざ

ランクトンを食い尽くしてしまいますので、動・

るを得なくなりました。

植物プランクトンのバランスを保つためには動物
プランクトンを食べる魚類などの存在が必要と考

池全体のアサリの資源量

えています。特に、池内に大量に侵入して育つボ

36

ラやコノシロなどの魚類は、アサリの餌となる植

この研究では、2 ㎜ サイズで移植したアサリの

物プランクトンの繁殖を保つ上で重要な働きをし

他、池内で自然発生するアサリや回収時にジョレ

ていると考えています。

ンの目合いからもれた小型アサリを含めた、池全

一方では、アサリの食害種となる甲殻類やクロ

体の資源量の増加を見るため、定期的に池内 24

ダイ、フグ目などの魚類も卵稚仔として侵入し、

定点のアサリ密度から全資源量を推定しました。
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この結果、24 年 3 月に 0.7 トン（21 万個）ほど、

て高い状態が続き、この間、池内で大量に産卵

主として試験を始める前に自然発生したアサリが

が行われていたと考えられます（図 8）。しかし、

残存していましたが、半年後の 9 月にはこれらと

残念ながら研究期間内に池内でのアサリの再生産

移植したアサリの成長によって 6.1 トン（230 万

（自然発生）はほとんど確認できませんでした。

個）に増加しました。9 月以降は池内のプランク

これは、アサリの成貝は 300μm 以下の粒子を無

トンの発生が悪く、資源量に大きな変動は見られ

作為に濾し分けていることから、ふ化幼生（90μ

ませんでした。翌年 2 月から 3 月下旬にかけて、

m）も成貝に濾過されていたためではないかと考

漁業者の所有する噴射式の回収機（回収篭の目合

えています。

い 10 ㎜ ）でアサリを回収しました。
25 年度は、回収による取り残し分（1.6 トン、

回収作業

130 万個）と、
新たに移植した 2 ㎜ 種苗（600 万個）
を育成した結果、7 月に 10 トン、9 月に 16 トン

24 年度、25 年度とも、2 ～ 3 月にかけて前述

（550 万個）に達しました（図 7）
。このとき、池

の噴射式のアサリ回収機でアサリを回収しまし

全体でアサリが 1㎡あたり平均 3 kg を超えていた

た。回収量は 24 年度が 3.8 トン（平均殻長 22 ～

ことになります。

25 ㎜ 、回収率 63％）、25 年度が 7.8 トン（平均

池内のアサリの肥満度は、春から初夏にかけて

殻長 25 ㎜ 、回収率 49%）でした。今後、種苗と

上昇し、自然浜のアサリに匹敵する身入りになり

してアサリを回収するためには、回収篭の目合い

ました。成熟度は春～秋にかけて長期間にわたっ

を小さくする必要があります。ただし、篭の目合
いを小さくすると、小石や貝殻などの夾雑物が大
量に混入してしまいますので、事前に砂の粒径を
整える等の準備が必要です。また、回収作業には
多くの人手が必要で、噴射式の回収機を使用する
場合、4 ～ 5 人役で 1 日当たり 1.5 ～ 2 トンの回
収が限界と考えられます。さらに現地で選別、計
量、配付するために少なくとも 2 ～ 3 人必要でし
た（図 9）。アサリの池中増養殖を行う場合、回
収作業の効率化・機械化は採算性を高める上で不
可欠であり、今後の大きな課題です。

図７

池内のアサリの総重量と総個体数の推移
（24 ～ 25 年）

図９

図８

噴射式回収機による掘上げ作業
（25 年 2 月）

アサリの群成熟度（未熟 (0) ～成熟 (1)）、
肥満度の推移
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4 ～ 5 ㎏/㎡を維持できることから、母貝集団の
長期形成に資することが確認されました。しかし、

漁場展開

成長や肥満度については、アサリ漁場による差が
回収したアサリ（図10）は、県下各地のアサリ

大きく、この原因を把握するとともに漁場環境に

漁場に網で保護しながら展開し（図11）
、成育状

あった放流密度や漁獲サイズを検討する必要があ

況や漁獲状況を追跡調査しています。24 年度は、

ります。

被覆網 450 枚（18㎡ / 枚）を製作し、漁協へ配付
するとともに、養殖池から回収したアサリ 3.8 ト

おわりに

ンを漁協に配付し、21 地区で被覆網による保護
放流を行いました。25 年度は、24 年度に保護放

これまでの研究により、遊休クルマエビ養殖

流した地区のうち、3 地区（平生、戸田、埴生）

池（0.5 ha）を用いて、2 ㎜サイズの稚貝を 11 か

の追跡調査を行いました。

月で 25㎜まで大量育成できることを確認しまし

追跡調査を行った周南市戸田（520 kg 配付）で

た。年間生産量は、最大で 16トン、3 kg/㎡に達し、

は、放流 7 カ月後に漁獲サイズである殻長 32 ㎜

施肥養殖が事業規模で実施するのに十分な生産力

に到達し、さらに育成を続けて 26 年 4 月までに

があることもわかってきました。今後、20 ㎜貝

漁協組合員が 630 kg を漁獲販売（600 円 /kg）し

の大量生産を目的に事業化してゆくためには、食

ました。移植後 1 年を経過すると、個体密度（個

害生物対策や雑藻防除対策を充実させるととも

/㎡）は 70％程度まで低下しますが、重量密度は

に、8 月以降の餌料不足を解決する必要がありま
す。また、肥料のコストを下げることも採算性を
高めるために不可欠です。立地条件の異なる大型
池（ 1 ha 以上）での技術の再現性も確認する必要
があります。26 年度以降、これらの問題につい
て可能な限り検討を行う予定です。
なお、0.5 ha の池での直接的な生産経費（管理
職員の人件費等を除外した経費）は、2 ㎜ 種苗代
（0.14 円/個、600 万個）が 84 万円、電気代（1.5 kw
撹水機 2 台）が 40 万円、肥料代が 40 ～ 110 万円、
人件費（日常管理費、取上げ費）が 170 万円程
度となり、機材の原価償却費等の 60 万円とあわ
せて合計 400 ～ 460 万円の範囲でした。

図10

回収したアサリ

一方、試験池での 20 ㎜ 貝販売による収益は、
仮に年間 10 ～ 16 トン生産した場合、販売単価
を㎏当たり 400 円とすれば、年間 400 ～ 640 万
円前後となります。収支は、直接的経費ベースで
かろうじて黒字の状態であり、事業化するために
は、さらなるコストの低減や、間引き等による生
産性の向上が必要です。

図11
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天然アサリ稚貝の回収装置を用いた資源回復の試み
（独）水産総合研究センター・水産工学研究所
生物環境グループ長

１．はじめに
アサリは、我々日本人にとって馴染み深い食材
であるが、残念ながら、毎年、生産量は減少傾向
にある。全国合計は、1980 年代以前では年間十
数万トン前後の生産量が得られていたものが、最
近の十数年間は 3 ～ 4 万トンと低水準が続いてい
る。地域別の見ると、それらの傾向に多少の相違
は認められるものの、全国合計とほぼ同様な減少
傾向にあり、回復する兆しが見られない。
この様な状況の中、水産庁をはじめとする関係
機関が中心となって「提言：国産アサリの復活に
向けて」( 初版は平成 18 年 3 月、改訂は平成 21
年 3 月 ) を提出した。この提言には、我が国のア
サリ生産の現状と問題点がまとめられ、資源の復
活と安定的生産に向けた具体的な方策が示されて
いる。
筆者の研究グループでは、アサリ稚貝の生残を
高めることが、その後のアサリ資源回復に大きく
寄与するという考えに基づき、アサリ稚貝の生残
を高める手法開発に取り組んでいる。我々が調査
を実施している伊勢湾では、一般に、アサリ稚貝
は、天然の干潟や浅海域において、局所的に高密
度に分布したり、覆砂や石原などを設置すると高
密度に集積したりするが、その後、波浪による底

桑 原 久 実 ・ 研究員 南 部 亮 元

現在、殻長数㎜のアサリ稚貝を効率よく大量に採
取できる装置は無く、また、採取したアサリ稚貝
を移殖するための生長・生残が良好な場所の選定
方法も明らかになっていない。
本報告は、これまでに筆者らが開発したアサリ
稚貝吸引装置（特開 2013 － 78282）の概要を示
すとともに、三重県松阪市地先で実施した本装置
の実証試験について示す。なお、本報告は、これ
までに水産工学会学術講演会にて発表した内容に
一部加筆して取りまとめたものとなっている。

２．装置の概要
１）稚貝を吸引するメカニズム
本装置がアサリ稚貝を回収する原理をイラスト
で示したものが図１である。吸引は、エンジン
ポンプからエジェクターに海水を送り込むことか
ら始まる。このエジェクター内ではノズルは細く
なっているため強い水流（ジェット流）が発生す
る。これにより、エジェクター内に負圧が生じ、
海底に延ばしたホースからアサリ稚貝を含む底質

質攪乱や河川からの出水の影響によって、しばし
ば、そのほとんどが死亡してしまう場合が多い。
そのまま放置していれば死んでしまうのであれ
ば、死ぬ前に稚貝を採取し、順調に成長する場所
に移殖するための手法開発が是非必要と考える。
この移殖によって、成貝に成長させることができ
れば漁獲することで漁業者の収入が安定し、産卵
させることができれば幼生を海域に供給し資源回
復のポテンシャルが高まることになる。しかし、

図１

アサリ稚貝を吸引するメカニズム
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が吸い上げられることになる。吸引された稚貝を

上げながら船を一定方向に一定スピードで前進さ

含む底質は、エジェクター内を通過し、ホース末

せる牽引ウィンチと、後方には底質吸引装置を配

端に装着した回収袋に落下し、回収袋の目合いよ
り小さい砂は、袋外部に排出され、目合いより大

置する構造となっている。
① 牽引ウィンチ

きい稚貝や小石は袋内部に採取される。

大量の底質を連続的に吸引すると吸引部の負荷

２）全体構造

が大きくなり、船外機による操船ができなくなる。

本装置を船外機船上に配置した状態を図２に示
す。本装置は、船外機船の前方にはロープを巻き

図２
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できるウィンチ装置を開発した。

アサリ稚貝吸引装置の全体構造

図３
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このため、船に取付けたり取外したりすることが

各部の構成装置

100 Ｖ発電機によりギアードモーターを駆動

ジェクタ－内で発生する負圧を利用するものであ

し、タイコリールを回転させてロープを巻き取る

る。具体的なエジェクタ－の設計は、ここでは、

方式で、ギア比を 1/20 にしている。これにより
35cm/sec 程度の速度で船を前進させることがで

紙面の都合上、省略するが、水理学や流体力学を
用いて、流量比と揚程比の積から求まる効率が最

きる。このウィンチは、ロープの牽引力が 180kg

大になるように、連続式と運動量式から求めてい

までは耐えることができるが、安全のためモー

る。また、エジェクタ－内部にキャビテーション

ターとタイコリールの間にトルクリミッタンスを

が発生しないように配慮してある。本装置では、

設けて 100kg 以上の負荷がモーターにかからな

曲がりによるエネルギー損失を少なくするため

いようにしている（図３a）参照）。
② 底質吸引装置

に、エジェクターに 45°のベンド管を使用してい
る（図３c）参照）。

エジェクタ－により底質を吸引する原理は、上

吸引口は８角形の形状をしたソリの中央部に取

述したとおり、エンジンポンプ（鶴見製作所
TED2-80R、出力 5.1kW、揚程 28m、吐出量 1.36
立方 m/min 図３b）参照）からの水流によりエ

り付けた（図３d）参照）。これにより転倒はほ
とんど発生しなくなり、吸引口の位置が海底面か
らいつもほぼ同じ高さで安定した吸引が可能とな

図４

作業の概要
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る。船を動かしながら吸引することにより広い範

を海中に投入し船を後進させてロープを繰り出

囲の底質を吸引することが可能である。

す（図 4a）と図 4b）参照）。

ソリの取り扱いを容易に行えるように昇降装置
を船上に設置した（図３e）参照）。吸引口には、

（2）ロープを 150 ｍ繰り出したところで昇降装

時々、木片やカキ殻がつまるが、この昇降装置を

置により吸引口を取付けたソリを海底に降ろ
す。船がソリの前方を引っ張ることができるよ

用いてソリを海中から水面上に吊り上げると、ほ

うに別ロープで船とソリをつなぐ。これにより、

とんどの場合、吸引口に詰まっていたものは海中

吸引口を船と同じ方向に同じ速度で動かすこと

に落下した。

ができる。

底質吐出ホースの先端には、目合い 4 ㎜の回収
袋を設置した。4 ㎜より小さい砂は、袋外部に排

（3）エンジンポンプを駆動させて、底質の吸引
を開始する。吸引が開始したのを確認したらす

出され、4 ㎜より大きい稚貝や小石は袋内部に採

ぐにウィンチ装置を駆動させ、ロープを巻き上

取される。
（図３f）参照）。なお、本装置によっ
て採取されたアサリ稚貝を室内水槽で飼育する
と、95% 程度の生残率が得られた。このことから
本装置により回収されたアサリ稚貝のダメージは
非常に小さいことがわかる。

げながら船を一定速度で一定方向に前進させる
（図 4c）参照）。
（4）回収ネットに 10 ～ 15kg の底質が蓄えられ
たところで、ネットを船上に回収し、すぐに次
のネットを取付けて回収を続ける（図 4d）参
照）。
（5）アサリ稚貝放流船で回収した稚貝を移殖放流
地点まで運搬し、放流する（図 4f）参照）。
（6）この作業を繰返す。

３．作業の概要
天然アサリ稚貝を回収するため本装置を用いた
作業の概要を下記と図４に示す。事前準備として、
アサリ稚貝が高密度で分布する範囲を明らかにし
ておく必要があり、また、船は、アサリ稚貝を回
収する船と移殖のため放流地点まで運搬する船の
２隻が必要である。
（1）アサリ稚貝回収船が予定の場所に到着した
ら、150 ｍの長さのロープをつないだアンカー

図５

４．実証試験
松阪海域において、本装置を用いた移殖放流の
実証試験を実施した。アサリ稚貝の採集は櫛田川
河口右岸側、移殖放流は松名瀬干潟および三渡川
河口の 2 カ所で行った。試験は平成 25 年 5 月 27

本装置を用いてアサリ稚貝回収作業を実施した航跡

（平成 25 年 5 月 27 日～ 5 月 31 日（このうち 29 日は除く）
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図６

三重県松阪地区におけるアサリ移殖放流の結果（平成25年5月27日～5月31日、5月29日は除く）

日～ 5 月 31 日（このうち 29 日は除く）にかけ
て実施した。吸引作業を実施した航跡を図５に示
す。GPS を用いて、作業経路をモニターしなが
ら実施したため、稚貝場周辺に集中して回収作業
が行われたことがわかる。
この結果、櫛田川河口から 384 万個体のアサリ
稚貝を採集し、松名瀬干潟に 206 万個体、三渡
川河口に 178 万個体の移殖放流に成功した。なお、
移殖放流区の位置や面積は、松名瀬干潟の T １、
三渡川河口の T2 を中心に、半径 30m 内の範囲で
ある（図６参照）。
以上のように、本装置がアサリ稚貝の移殖のた
めに非常に有益であることが実証された。
櫛田川河口域の稚貝場から三渡川区と櫛田川区
への移殖放流後、月１回頻度でモニタリング調査
を実施した。各調査区には、流速計、塩分計、ク

意を表する。本報告は、「アサリ資源回復モデル
の開発と実証」（水産庁）において実施したもの
であり、関係各位にお礼申し上げる。

ロロフィル計、DO 計などが設置されており、こ
れらの環境変化と放流したアサリ稚貝の成長・生
残との関係を明らかにすることにしている。この
ことによって、放流場所の適地選定が可能になる
ものと考える。

岡本 博・鈴木義行・南部亮元・桑原久実：ウィ
ンチ牽引式アサリ稚貝吸引装置を用いた現地実
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愛知県豊川河口域に発生するアサリ稚貝の移植
愛知県農林水産部水産課
課長補佐

蒲原

聡

１．はじめに
三河湾東奥部に位置する豊川河口域は、六条潟
と称する 306ha １）の河口干潟を中心とした干潟・
浅場で、かつてはハマグリ、アサリ、ノリなどの
有用水産生物の生産性が高い海域であった。しか
し、埋立て等の開発に伴い漁業権が消失して、ノ
70 75 80 85 90 95 00 05

リ養殖は行われなくなり、ハマグリ、アサリ成
貝は減少した。しかし、今でも尚、毎年大量のア

図１

サリ稚貝が発生している。漁業者は、このアサリ
稚貝を愛知県沿岸のアサリ漁場に移植し、成長す

三河湾東奥部のアサリ漁獲量と
埋立て面積の推移

ると漁獲するシステムにより漁獲量を維持してい

繁殖形態をサポートする湾東部の海流は今もなお

る。しかし、豊川河口域は、埋立て護岸や航路・

機能しており、六条潟に大量の稚貝を発生させて

泊地などの人工構造物に囲まれていることから、

いる。

周辺海域から受ける環境影響を抜きに、移植につ
ながるアサリ稚貝の発生機構を知ることはできな
い。

（1）浮遊幼生はどこから来るのか
三河湾は知多半島および渥美半島に囲まれ形状
が閉じているため、浮遊幼生は湾内に留まりやす
いと考えられている。そのため、流動シミュレー
ションを用いて湾内の流れを再現することによ

２．天然稚貝

り、アサリ浮遊幼生の浮遊経路をたどることが可
豊川河口域を含む三河湾東奥部は、昔からアサ

能となる。市川ら３） は、浮遊幼生を受動的な粒

リが多く発生する場所であった。明治以前の六条

子に見立て、産卵期である 5 月に 2 週間分の浮

潟では、アサリの繁殖が多すぎてむきみ加工も遂

遊経路を遡るリセプターモードモデルを利用し

に限界にいたり、田畑の肥料に用いられたとの話

て、三河湾各地先への浮遊幼生の供給場所を推測

が伝わっているほどである。 しかし、1960 年

した。これによると、豊川河口域に供給されるア

代以降、工業用地等の確保のために約 2,000ha が

サリ浮遊幼生は、三河湾東部沿岸で発生する（図

埋立てられ、加えて大型輸送船の航路・泊地を確

2）。六条潟にはアサリ成貝がほとんど生息してい

保するための浚渫により多くの干潟・浅場が消失

ないことから、六条潟以外の母貝場（＝干潟・浅

した。そのため、三河湾東奥部のアサリ漁獲量は

場）があってこその浮遊幼生の来遊である。この

1966 年の 15,600t から激減した（図 1）。干潟・

ことから、六条潟での稚貝の発生を維持するため

浅場が僅かになったものの、産卵後 2 ～ 3 週間の

には、三河湾東部の干潟・浅場の保全が必須であ

浮遊期間を経て干潟・浅場に着底する、アサリの

ると言える。

２）
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の地盤高（D.L. ）は、順に、6 月 29 日は、+16cm、
+5cm、-23cm、-58cm、-69cm、-418cm、12 月 19
日 は、+37cm、+12cm、-31cm、-68cm、-104cm、
-438cm であり、St 5 は干出がなく干潟の縁から
浅場にかけての斜面（以下、干潟縁辺部と称する。
）
図２

豊川河口域
（枠）に着底
するアサリ
浮遊幼生の
発生場所（点）

であった。このことから、浮遊幼生の主な着底場
所は、春季および秋季の着底群ともに干潟沖合の
干潟縁辺部であったと推測された。５）

（2）浮遊幼生はいつ来るのか
関東以南のアサリは、おおむね春季と秋季を中
心とした産卵が観察されている。４）幼生はふ化後
の浮遊期間に、トロコフォア、D 状期、アンボ期、
フルグロウン期と変態し、さらに成殻を形成し
て着底稚貝となる。４）2011 年に六条潟前面の St
A（図 3）において浮遊幼生の出現状況を調査し
たところ、着底直前のフルグロウン期幼生は 5 ～
11 月に出現し、5 月下旬～ 7 月下旬および 9 月
下旬～ 11 月下旬に多く観察された（図 4）。この
ように、六条潟に着底するアサリ浮遊幼生も、春
５）
季および秋季に出現のピークがみられた。

図５ 豊川河口域における着底初期稚貝
（殻長≦ 0.4mm） の分布状況 （2011 年）

（4）稚貝は海域環境の変化に対してどう生き残る
のか
2006 年から 2012 年にかけて稚貝資源量を調査
した 7 年間のうち、秋季着底群は、毎年、翌年の
春季に殻長 1㎜以上の可視サイズとなり、夏季に
かけて殻長 10㎜に成長した。しかし、春季着底
群が殻長 10㎜までに成長した年は 2008 年および
図３

豊川河口域における調査測点

2010 年の 2 年しかなかった。三河湾東奥部では、
毎年、夏季に強固な貧酸素水塊が形成されており
（図 6）、特に、春季着底群にはその影響が推測さ

図４

豊川河口域 St A におけるフルグロウン期
アサリ浮遊幼生の出現状況

（3）浮遊幼生は干潟域のどこに来るのか
2011 年の 6 月下旬～ 7 月上旬および 11 月下
旬～ 12 月上旬における殻長 0.4mm 以下の着底初
期稚貝は、6 月 29 日および 12 月 19 日を除いて
St5 を中心に分布した（図 5）。St 1 ～ 5、St 8

図６ 三河湾における貧酸素水塊の発生例（2013年8月
12日）（溶存酸素飽和度30%以下が貧酸素水塊）
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れたことから、2012 年 5 ～ 8 月にかけて、図 3
の測点 St 1 ～ 18 において貧酸素水塊のアサリ稚
貝への影響を調査した。６）
この時期の稚貝を殻長分布で見ると 6 つの群に
分類された（図 7）。第 1 群は、三河湾のこれま
での成長速度から前年秋に着底した秋季着底群と
推測され、図 8 に示すように比較的地盤が平らな
部分（以下、干潟部と称する。）に分布した。一方、
図７

アサリ稚貝の群別平均着底密度の変化 （2012 年）

2012 ～ 2013 年にかけての秋季着底稚貝の分布調
査では、図 9 に示すように 11 月 9 日に干潟縁辺
部の測点 1-4（D.L.-0.7m）を中心に着底した稚
貝は、12 月 13 日から 3 月 19 日にかけての北西
の季節風に起因する波浪の影響により、測点 1-2
（D.L.+0.1m）を中心とする干潟部への移動が観
察された。７） このことから、2012 年 5 ～ 8 月の

図９

図８
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2012年11月9日～2013年3月19日の六条潟におけ
るアサリ稚貝の成長に伴う分布密度の変化（個体/
㎡）と流速測定地点（○）における移流成分が稚貝
の移動限界を超えた時の流れの累積距離及び方
向（矢印）

第 1 群も同様に、貧酸素水塊が解消した 2011 年

塩分 32 の底層水が岸へ湧昇する状況が観測され

10 月下旬～ 12 月中旬に干潟縁辺部に着底したが、

た。これ以外にも、風向・風速や DO の変化から、

北西の季節風による波浪の影響を受けて干潟部へ

8 月 17 日から 30 日にかけて断続的に貧酸素水塊

移動し、2012 年 7 月上旬までは順調に成長した

の接岸や湧昇が起きたと推測できることから、第

と推測された。その後、7 月中旬～ 8 月にかけて

5 群は、貧酸素水塊が干潟縁辺部へ湧昇した影響

採捕および貧酸素水塊の影響を受けて一部が減少

を受けて消滅したと考えられた。これらのことか

するものの（図 8）
、干潟部に分布していること

ら、成長した春季着底群が少ない理由は、5 ～ 8

から干潟縁辺部に比べて貧酸素水塊の影響が少な

月にかけて干潟縁辺部に着底した直後の貧酸素耐

く、かつ、6 月以降は平均殻長 9㎜と一定の大き

性の弱い平均殻長 0.4 ～ 2.0㎜の稚貝が、風に起

さがあり貧酸素耐性を獲得していることから、生

因する沖合からの貧酸素水塊の接岸および湧昇の

き残ったと考えられた。

影響を受けて死亡し、夏季を乗り越えられないた

春季着底群である第 2 ～ 5 群は干潟縁辺部に着

めと考えられた。

底した後、多少成長する群があったが最終的に消
滅した
（図 7）
。第 6 群の生残は確認できなかった。
着底数が一番多かった第 5 群の消滅が確認された
8 月 31 日（図 10）以前の海況を詳細にみるため、
St 9（D.L. -567cm） の 8 月 15 ～ 31 日 の 水 温、
塩分、潮位、溶存酸素量（以下、DO）および愛
知県海況自動観測ブイの風向・風速を図 11 に
示した。8 月 17 ～ 18 日に DO が 4.1 mg/L から
0.0 mg/L に低下した。8 月 17 ～ 20 日に水温が
28.3℃から 24.4℃に低下、塩分が 30.5 から 31.9
に上昇したことから、沖合底層水の岸への接近が
うかがわれた。図 12 に示す鉛直断面によると、
8 月 17 日には、貧酸素水塊は沖合では 7m 以深、
岸側では 6 m 以深に分布していた。8 月 30 日の
夜半から 31 日の午前中にかけて平均 4.9m/s の西
北西～北北西向きの風が吹くと（図 11）
、これに
起因する吹送流を補うように、St 14 から St 13
にかけた沖合 4km あたりの底層から St 4 の岸側

図１１ 2012年8月15日～31日にかけてのSt 9における
水温、塩分、溶存酸素量、潮位、風向・風速の変
化（A太線：水温、細線：塩分、B 太線：DO、 細線：
潮位、直線： DO 3.0 mg/ L、C 棒：風速、細線：風
向、直線：東風、点線：南風、矢印：観測日）

の水深 2m 以浅へ向けて、貧酸素水塊が湧昇する
状況が観測された（図 12）
。同様に、水温 26℃、

図１０ 春季着底群（第 5 群）の分布状況

図１２ St 4～18における溶存酸素量、水温、塩分の鉛直
分布（2012年8月17日、31日）。溶存酸素量の太線
は 3.0 mg /Lを示す。
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仮に、干潟部の岸沖間の奥行きが現状の 800m

小型の群が確認されていないことから、密度の増

より短い場合や北西の季節風が吹く期間が現状の

加は稚貝の集積によるものと考えられた。この時

4 カ月間より長い場合は、秋季着底群は干潟部か

期の稚貝の集積機構については、今後調べる必要

ら岸に打ち上げられると推測された。干潟部の奥

がある。また、2013 年は常に 40,000 個 /㎡以上

行きは、冬季季節風に起因する波浪の影響による

の密度で生息しており、6 月 21 日には 100,267

アサリ稚貝の干潟部からの逸脱を防いでおり、干

個体 /㎡となるなど他の年より 4 ～ 17 倍程密度

潟部の地盤の高さは夏季の貧酸素水塊の接岸・湧

が高かったが、平均殻長は 2011 年の半分近くで

昇の影響を低く抑えていた。このように、干潟部

あり 3 年間のうちで一番小さかった。今後、水温

はアサリ稚貝にとって、外への逸脱および外から

などの成長環境要因とともに、生息密度および餌

の環境影響をブロックする見えないセイフティー

料環境と成長速度との関係を見ることは、豊川河

ネットの役割を果たしていると考えられた。人工

口域の稚貝の環境収容力を把握することとなり、

構造物に囲まれていても、干潟は重要な機能を果

採捕（＝間引き）による成長促進を計画的に進め

たしていると言える。

られるようになると考えられた。

（5）稚貝の成長と密度の変化
2011 ～ 2013 年に、過去の調査結果から稚貝の

３．計画的な採捕

分布密度が高い豊川左岸沖の干潟から浅場にかけ
た St 1,2,3 の 3 測点（図 3）において、4 ～ 7 月

（1）アサリ採捕禁止区域の設定

にかけて 1㎜目の篩にかかるアサリ稚貝の殻長お

1964 年に三河湾東部を占める三河港が重要港

よび密度を調査した。4 月以降の平均殻長の変化

湾に指定され、公共埠頭や生産拠点として工業用

を図 13 に示した。平均殻長は、5 月上旬に 2.9

地造成が始まった。1964 年から 1977 年にかけて、

～ 4.9㎜、6 月上旬に 4.5 ～ 9.6㎜、7 月上旬に 5.8

三河湾東部の 28 漁協を対象とした漁業補償協定

～ 10.8㎜と増加した。3 年間で中間的な成長をみ

が締結され、1999 年 4 月の豊橋市漁協他 2 漁協

せた 2011 年の平均殻長は、5 月 2 日に 4.1㎜、6

の解散で、全面補償を受けた漁協は全て解散し漁

月 1 日に 5.9㎜、6 月 30 日に 7.3㎜、7 月 29 日に 8.8

業権も消滅した。そのため、広大な漁業権の設定

㎜であった。密度は、図 14 に示すように各年とも、

のない海域（いわゆる白地）が現れた。白地になっ

程度の差はあれ 5 月から 6 月にかけて高くなっ

た海域の中に、アサリ稚貝が大量に発生する豊川

た。この 3 年間では、上記の成長を見せた群より

河口域があり、漁業調整上の問題が発生する危惧
が出てきた。そのため、愛知県漁業調整規則を改
正し、図 15 に示すようにアサリの採捕禁止区域
（第 35 条の 2）を設定し、くまでおよび徒手以外
の方法でのアサリの採捕を禁止した。さらに、稚
貝資源を有効に利用するため、同年 9 月に特別
採捕許可によるアサリ稚貝の採捕が初めて行われ
た。

図１３ アサリ稚貝の殻長変化

図１４ アサリ稚貝の密度変化
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図１５ アサリの採捕禁止区域と特別採捕許可区域

（2）アサリ資源安定確保調整協議会

（2）移植方法の開発

2010 年に愛知県漁業協同組合連合会内にアサ

採捕を開始した当初は、稚貝の殻長が 15㎜前

リ資源安定確保調整協議会が設置された。協議会

後になる 8 月中旬を待って採捕を行っていた。し

は、県漁連、アサリ稚貝の採捕・移植を実施する

かし、採捕を開始した直後に苦潮の影響を受けて

関係漁協等および県で構成されている。協議会で

稚貝が大量に死亡することが 2001、2002 年と 2

は、水産試験場、県農林水産事務所水産課の資源

年続いた。そのため、苦潮が発生する前の早期に

量調査結果を基に漁業者による試験びきを実施

稚貝を採捕する必要性が出てきた。そこで、水産

し、各漁協等が要望する移植量を取りまとめ、特

試験場は、移植試験および空中露出試験から、殻

別採捕の総量・期間を決定している。稚貝の移植

長 10 ～ 15㎜（平均 13㎜）の小型稚貝でも夏季

は県内 19 の組合や支所の地先に行われており、

に高い活力を保持したまま移植することが可能で

事務局である県漁連が採捕および移植の量を取り

あることを明らかにした。2003 年以降、殻長 10

まとめている。

㎜前後の小型稚貝を対象に 6 月下旬から 7 月中旬
にかけての早期に採捕を開始して、3,000 t 前後

４．有効に利用するために

の稚貝を確保している（図 16）。
（3）移植先の漁場造成

（1）移植による生産システム

国土交通省中部地方整備局と愛知県では、海域

三河湾東部のアサリ漁獲量は、1970 年代以降

環境の改善や新たなアサリ漁場の創出のため、埋

の干潟・浅場の喪失により、10,000 t ほど減少し

め立て地前面の浅海化、堤防整備のために海砂

た。一方、1970 年代からは三河湾北西部の漁獲

を採取した場所の埋め戻しや干潟・浅場の沖へ

量が増加してきた。これは、沖合水深 3 ～ 5m の

の延長などの干潟・浅場の造成を実施している。

未利用漁場の開発によるものである。沖合では、

1999 年から 2013 年までに、三河湾湾口部に位置

水流噴射式の動力を使った漁法が行われている。

する中山水道航路の浚渫砂、河川浚渫砂、ダム堆

この海域では、稚貝の発生がほとんど見込まれな

積砂などを利用して、698ha の干潟・浅場を造成

いことから、計画的に場所毎に稚貝を移植して成

した。干潟・浅場の造成は、浅い地盤高を確保す

長後に漁獲する輪栽の方式が生まれた。また、岸

ることにより、二枚貝類への貧酸素水塊の影響を

寄りの人力でアサリを獲る腰マンガ漁場において

回避できると共に、新たな砂が投入されることに

は、以前ほど稚貝が発生しなくなったと聞かれる。

より、底質の改善効果が発揮される。漁業者は経

これは、三河湾東部のアサリ漁場が減ったため

験的に、新たな砂を入れた場所ではアサリがよく

に、浮遊幼生の供給機能がうまく働いていないこ

成長することを知っており、造成後には必ず豊川

とが原因していると推測される。これらの稚貝の

河口域の稚貝を移植している。漁場を創出する干

需要を補うのが、漁業者による稚貝の移植である。

潟・浅場造成と稚貝の移植により、2009 年から

1999 年から豊川河口域から各アサリ漁場への稚

2013 年の 5 年間の漁獲量は平均 17,193 t と安定

貝の移植が始まった。最初の 4 年間は平均 928 t

してきた（図 16）。アサリは、1 個体が 1 時間に

の採捕量であった（図 16）。

1 リットルの海水をろ過すると言われており、ア
サリの生息場が増えることにより、海域の水質浄
化能力が向上して、赤潮や赤潮が沈降することに
より発生する貧酸素水塊の減少につながる。

５．六条潟の海域環境と保全・改善
対策
（1）埋め立て
三河湾東部では、1960 年代以降、埋め立て（図
1）、航路・泊地の浚渫により干潟・浅場が消失し、
図１６ アサリ稚貝の採捕量と愛知県のアサリ漁獲量

海域の浄化能力が低下すると共に赤潮、苦潮が多
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発するようになり、六条潟を含め残された干潟・

生育および水質浄化の役割を担っていると推測さ

浅場は常に苦潮の脅威にさらされるようになっ

れる。ここでは、六条潟の水質浄化機能を、現場

た。しかし、六条潟には毎年大量の稚貝が発生す

観測に基づいた物質収支の計算から評価した事例

ることから、2011 年の三河港港湾計画の改定時

を紹介する。８）

に、愛知県漁連の「三河湾の健全な生態系の保全

2013 年 6 月 24、25 日の上げ潮時および下げ

およびそれに依存するアサリ等の漁業資源が計画

潮時の干潮・満潮付近において計 4 回の水質観

実施段階で確実に保全されること」の要望が受け

測を行った。懸濁態有機窒素（PON）の水平分

入れられ、六条潟は「自然的環境を整備又は保全

布はいずれの観測時においても同様の傾向を示

する区域」に設定された。

し、その濃度分布は岸側で低く、沖側で高かっ

（2）浚渫窪地

た（図 18）。このことは、干潟上に高密度で生息

豊 川 河 口 域 に お い て は、2001 年、2002 年、

するアサリ稚貝を主とする懸濁物食者のろ過機能

2007 年、2008 年、2011 年と夏季に苦潮が覆い、

がよく反映され、干潟上では植物プランクトンを

アサリ稚貝を含む二枚貝類が死亡した（図 16,

含む懸濁物質が低く抑えられることを示してい

17）
。稚貝のへい死量は、2,000 ～ 5,000 t に及ん

る。また、溶存態無機窒素（DTN）の水平濃度

でいる。貧酸素水塊が湧昇して起きる苦潮は、一

分布は、PON とは逆に岸側で高く沖側で低かっ

定期間に一方向に連続して吹く風が原因となって

た（図 18）。これは、底生生物の代謝産物の水柱

いる。

への回帰など干潟内底泥から水柱へのフラックス

この対策として、県漁連の要望により、六条

が一定程度寄与していることに加えて、懸濁物食

潟近隣に存在していた、116 ha（320 万㎥）に及

者の働きによって DTN を利用する植物プランク

ぶ埋め立て土砂を採取した浚渫窪地の埋め戻し

トンの絶対量が低く抑えられることにより空間的

を 2004 年から開始した。これにより、当該浚渫

な濃度差が生じたと考えられた。これらの水質観

窪地から恒常的に発生する苦潮は解消されつつあ

測結果から、PON、DTN および TN の単位面積

る。

あたりの生成・消失速度を計算し、これらの値を
愛知県の他の干潟における結果 9,10,11）と比較する
と、六条潟の PON の消失速度は -26.15mgN/㎡
/h と最も高かった（表 1）。一般的に、干潟域に
おける懸濁物除去速度は二枚貝を中心とするろ過
食性マクロベントスの現存量に関係する。12） し
かし、六条潟のろ過食性マクロベントス現存量は
3.34gN/㎡と、他の干潟と比較してそれほど多く
なかった。アサリのろ水速度は軟体部重量が小さ
いほど単位重量あたりのろ水速度が高くなる 13）
ことから、アサリ稚貝が優占する六条潟は、ろ過
食性マクロベントスの現存量に対する懸濁物除去

図１７ アサリ稚貝を含む二枚貝類の大量へい死状況
（2011年8月29日）

速度が他の干潟と比較して高いと推測された。し

６．アサリ稚貝のもう一つの働き
干潟の生態系サービスは、食料などの供給サー
ビス、水質浄化などの調整サービス、環境を提供
することなどによる生息・生育地サービス、観光
の場などの文化的サービスに分類されている。六
条潟を含む豊川河口域はアサリ稚貝が大量に発生
することから、生態系サービスの中でも特に生息・
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図１８ 2013 年 6 月 24 日干潮付近の六条潟における
PON（左）および DTN（右）の水平濃度分布
（×は調査測点）

たがって、六条潟は、水質浄化の高機能干潟であ
ることが示された。さらに、漁業者による三河湾
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三河湾のみならず、全国のアサリ稚貝の確保に応
用できる可能性があるため、浮遊幼生の着底、着

10) 青山裕晃・鈴木輝明（1996）干潟の水質浄化機
能の定量的評価，愛知水試研報 , 3, 17-28.
11) 青山裕晃・鈴木輝明（1997）干潟上におけるマ
クロべントス群集による有機懸濁物除去速度
の現場測定，水産海洋研究 , 61（3）, 265-274.
12) 鈴木輝明・青山裕晃・中尾徹・今尾和正（2000）

底初期から採捕サイズの稚貝に成長するまでの環

マクロべントスによる水質浄化機能を指標と

境収容力および集積に関して解明する必要があ

した底質基準試案 : 三河湾浅海部における事

る。特に、集積に関連する稚貝の移動については、

例研究，水産海洋研究 , 64（2）, 85-93.

稚貝は足糸を出してアンカーとなる砂粒等につか

13) Yasuo Nakamura (2004) Suspension feeding

まり、かつ潜砂行動を取るため、物体に見立てた

and growth of juvenile Manila clam Ruditapes

場合の移動限界を超える流速との比較のみでは明

philippinarum reared in the laboratory,

確にすることができない。また、今後、豊川の上

Fisheries Science, 70, 215-222．

流に計画されている設楽ダムの建設に起因する河
川流量の変化が、浮遊幼生の着底、餌料環境およ
び稚貝の集積に与える影響について調べる必要が
ある。

豊かな海

No.33

2014.7

51

（７）

干潟を活用して地域を元気に！
～水産多面的機能発揮対策事業を活用し～
広島県東部アサリ協議会（浦島地区）
副会長

はじめに

加藤友久

活動組織

広島県は、大小さまざまな干潟を有し古くから

尾道市でもアサリ漁業の主産地である浦島漁業

アサリを対象にした採貝漁業が行われてきまし

協同組合が中心となり、尾道市民や尾三森林組合、

た。

NPO 瀬戸内里海振興会等に参加を呼びかけ、平

アサリの主漁場は、尾道市や福山市の東部海域

成 25 年 4 月に広島県東部アサリ協議会（浦島地

や広島湾で、平成元年には 1,900 トンを漁獲する

区）を設立しました。「干潟を活用して地域を元

など、広島県の重要な水産資源であり、瀬戸内海

気に」を合言葉に、会員数は約 230 名で水産多

では最も多い漁獲量でした。

面的機能発揮対策事業を活用して活動を行ってい

しかし、近年は他県と同様アサリの漁獲量は著

ます。

しく減少してきており、平成 22 年は 133 トンま
で落ち込んでしまいました（図 1）。

活動場所
活動場所は、浦島漁協管内の尾道市浦崎町と百
島町地先です（図 2）。この地区には、大小 8 カ
所の干潟があり、干潟面積は 35.6ha で、ほとん
どが人工干潟です（図 3）。これらの干潟でアサ
リが漁獲されますが、ほとんどが手掘りです。百
島町には瀬戸内海区水産研究所無脊椎動物研究セ
ンターがあり、御指導御支援していただいていま

図１

広島県内のアサリ漁獲量の推移

特に、尾道市では平成元年 1,362 トンで県内

す。

活動内容

72％を占めていましたが、平成 22 年は 29 トン
（22％）まで減少しました。アサリ漁獲量の減少
ひとけ

とともに、浜に人気もなくなり、地域の活力もだ

一つ目は浦島漁協組合員を中心としてアサリを殖

んだんと落ちてきました。

やすための活動、二つ目は NPO 瀬戸内里海振興

このような状況を何とかしようと、尾道市の漁
業関係者や市民等が行動を起こしましたので、そ
の活動を紹介します。
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干潟を活用して地域を元気にする活動として、

豊かな海

No.33

2014.7

会を中心として干潟に親しむ活動を取り組んでい
ます。

図２

活動地域

図３

浦島地区の干潟

１．アサリを殖やす活動

てくれ大変助かりました。大学等に参加を呼びか

①

けて若い人の力を借りながら継続していきたいと

干潟の耕うん
人があまり入らなくなり地盤が固くなっている

考えています。
この地区の干潟の多くにマウンドがみられ、そ

干潟が多いことから、地盤を軟らかくする耕うん
を行いました（図 4）。

れが移動します。マウンドの岸側には衰弱したア
サリの集積が見られます。マウンドの移動がアサ
リの減少の一因と考えられます。マウンドの解消
に向けた取組みも必要であると思われました。
③

食害生物の除去
ほとんどの干潟でみられるアサリの食害生物で

あるツメタガイの成貝や卵塊（砂茶碗）の駆除を、
7 月、8 月に行いました（図 5）。この活動後、漁
業者にツメタガイ駆除の意識が広まり、自主的に
駆除する人が増えてきています。

図４

耕うんの風景

鉄筋棒を 50cm の高さから落として 10cm 以上
潜るよう、小型の耕運機で干潟の耕うんを行いま
した。
アサリを放流した翌日潜砂状況を調べました。
耕運したところはすべてのアサリが潜砂していま
したが、耕運していないところや耕うんが不十分
なところでは潜っていないアサリがみられました。
②

客土
人工干潟の特性なのか、砂が岸側に吹き寄せら

図５

除去したツメタガイの卵塊

れ、干潟がやせ細って漁場面積が減少していまし
た。岸側の砂や他所から調達した砂を干潟に下ろ

④

保護区の設定と放流

し散布しました。老人や女性が中心と行っている

アサリの食害を防止するために、耕うんした場所

のを見た地元の企業から 20 名ほどの人が参加し

に覆い網を設置し、アサリを放流して保護区とし
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⑤

ました（図 6）
。

アサリ生息状況調査

覆い網は、目合いを 9 ㎜、設置しやすいように

8 月、10 月、3 月に実施しました。覆い網設置

4 m × 2 m と小型にし、網と網を 10 cm 以上重ね

したところ 12 カ所、その他のところ 2 カ所を調

て杭を打ち、ツメタガイが入り込まないよう網裾

査しました。どの干潟でもアサリが極端に少なく、

を埋め込みにしました。

割れた殻やツメタガイの食害痕のある殻が多数見

2 週間後に設置場所を調べたところ、網を重ね

つかりました。

ずに設置したところは、網と網の間にすき間が生

尾道市の山波干潟で、瀬戸内海区水産研究所の

じていましたが、重ねて設置したところは設置時

崎山さんが行われている塩ビパイプを用いた方法

のままの形状を保っていました。

が、簡単でしかも多くの場所が調べられることを

産卵が見込まれる地元産のアサリ 950kg を、2

報告しています（瀬戸内通信 No.19

08-09）。こ

月中旬から 3 月上旬にかけて浦崎地区干潟の保

の方法でもっと多くの地点を調査してアサリ現存

護区に放流しました。2 週間後の生残率はほぼ

量を推定し、広島県海洋技術センターが調べた過

100％でした。

去の結果等と比べてみることとしています。
２．干潟に親しんでもらう活動
地元の小中学生を対象に、海辺の自然学校を 9
月 14 日に開催しました。父兄等も含め 42 名の
参加がありました（図 7）。
午前中、簡単なオリエンテーションの後、干潟
に移動して干潟の生物観察を行いました（図 8）
。
干潟でよく見つけられる生物の写真を 8 枚貼り付
け、1 枚は空白とした「生き物ビンゴ」を配りま
した（図 9 ）。写真にある生物や写真にない生物
を見つけたときは、現物を指導員に見せ正解だっ
たら判子を押してもらいビンゴを成立させるもの

図６

です。ほとんどの子供が 9 種類以上の生物を見つ

覆い網を設置した保護区

図７
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干潟観察

けビンゴを成立させていました。
昼食は、漁協女性部等が準備してくれたアサリ
汁と鯛めしを食べました。大変好評でしたが、父
兄を含めて尾道の郷土料理である鯛めしを初めて
食べたという人が多くてびっくりしました（図
10）
。
午後は、
「私たちの暮らしと水」
、
「尾道季節の
魚 20 選」をテーマに学習を行いました（図 11）。

図１１ 午後の学習会の風景

学習会終了後、参加者にアンケートを実施しま
した。色々な声が寄せられました。今後の活動に
生かして活きたいと考えています。
アサリを採取したのは初めてと言う子がほとん
どでした。アサリが減少して、潮干狩りする場所
がなくなったことが大きく影響しているものと考
えられます。アサリを増やして潮干狩り場の復活
図８

干潟での生物観察

や干潟に親しむ活動を活発化していかなければな
らないと感じています。
３．課題と今後取組み
本県では、アサリの種苗生産が行われていませ
ん。アサリ資源の増加を図るため、保護区を設定
し親貝を放流して、自然発生の稚貝を増やす活動
を行いました。今後は、他県の皆さんが行ってい
る稚貝の着底促進や保護の活動も行っていきたい
と考えています。
干潟に親しんでもらう活動では、イベント的な
ものに終わりましたので、複数回実施を目指すと
ともに、食育活動の導入等も行いたいと考えます。

図９

生き物ビンゴ

干潟を活用して地域を元気にしていく活動は、始
まったばかりです。全国の事例を参考にしながら、
干潟を活用して地域を元気にしていきたいと考え
ています。

図１０ 食事の風景
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コラム１

アサリの天然採苗と垂下養殖
独立行政法人水産総合研究センター
養殖システム部

部長

増養殖研究所

日向野純也

網袋を利用したアサリの天然採苗法の開発
我が国におけるアサリの生産量は 2 万トン台
に落ち込み、回復の目途も立っていない。アサ
リの資源回復を目的として、移植放流や漁場造
成、生息場の保護など様々な取り組みがなされ
ているが、漁獲量を増やすに十分な効果を上げ
るには至っていない。稚貝は発生していても漁
獲サイズに達する前に消滅してしまう事例も多
く見られる。
一方、カキおよびホタテガイの生産は高水準
を維持しており、大量の貝殻を如何に処分す
るかが問題となっている。三重県でも同様に大
量に発生するカキ殻の処理が課題であったた
め、三重県鳥羽市浦村町に「鳥羽かき殻加工セ
ンター」が建設され、平成 12 年 4 月からカキ
殻を粉砕したリサイクル材の生産が本格稼働し

図１

積み上げられたカキ殻（左上）とカキ殻を粉
砕した有機石灰肥料（右上）、及びカキ殻と
水酸化マグネシウムを原料とするケアシェル
（下）

図２

三重県鳥羽市浦村町の小白浜に砂利とケア
シェルをそれぞれ異なる比率で混合して敷設
された網袋。

た。同公社ではカキ殻粉末を製造し農業用肥
料等として販売しているが、同時にカキ殻のリ
サイクル材を水産資源の増殖に寄与させること
を目的として、製塩の副産物である水酸化マグ
ネシウムと混合し固化させたカキ殻加工固形物
（以下、ケアシェル）が開発された（図１）。
ケアシェルをアサリの着底基質として有効活
用する事を目指して試行錯誤の上、網袋にケア
シェルを収納して鳥羽市浦村町生浦湾内の砂質
干潟である小白浜に設置したところ、8 カ月後
には網袋の中に殻長 10mm 以上に成長した多く
のアサリを見出した。この結果に基づき、アサ
リ天然採苗の可能性を検討するために、口紐の
付いた網袋（長さ 60cm ×開口幅 30cm、目合
2 × 3 ㎜）に、直径約 8 ㎜の球状に成型したケ
アシェルと粒径 10㎜以下の砂利を、ケアシェ
ルの容積比がそれぞれ 0、20、50、100% とな

56

るように混合して詰め、2010 年 6 月に小白浜

㎜に達した。15 カ月後に各区 4 袋を取り上げ、

の干潟上に各区 50 袋ずつ敷設した（図２）。2

目合 4.75㎜の篩に捕捉されたアサリを調べた

カ月後には目合 1 ㎜の篩に捕捉されるアサリが

ところ（図３）、個体数がそれぞれ平均 255、

出現し、5 カ月後には殻長の中央値は 15 ～ 18

233、223、130 個体 / 袋、総重量は平均 661、
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590、780、281g/ 袋となり（図４上）、砂利だ

直後は新規に着底したアサリの生残に若干悪影

けを網袋に詰めてもアサリを採苗出来ることを

響を与えたことが考えられる。また、全 16 袋

確認した。一方、ケアシェル 100％では、個体数、

分を合計して得た殻長組成から 3 つのコホー

重量ともやや劣る結果となった。その理由とし

トが分離され、それぞれの殻長モードは 29.0、

て、ケアシェルはアルカリ性が強いため、設置

21.9、13.5㎜と推定された。これらは網袋を設
置した後に経過した 3 回の産卵盛期、すなわち
2010 年初夏産卵群、2010 年秋季産卵群、2011
年初夏産卵群に相当すると考えられる（図４
下）。伊勢湾でのアサリの成長は 1 年で殻長 15
㎜程度までと報告されているので、網袋内では
加入と成長が良好であったと推察される。網袋
でアサリの稚貝が集積され良く成長したメカニ
ズムを図５に模式的に示した。アサリの浮遊幼
生が網袋の中の基質に着底する、あるいは周辺
に着底した初期稚貝が網袋の目を潜り抜けて内
部に入る、網袋の内部では食害や波浪の影響を
受けにくくなるため、アサリ稚貝の生残が良い

図３

敷設 15 カ月後に網袋から取り出した基質と
成長したアサリ。目合 4.75㎜の篩上に残っ
たアサリを計数、測定した。

と思われる。また、網袋内のアサリは成長が速
かったことから、網袋にはアサリの餌料となる
微細藻類などの懸濁粒子も捕捉されたと考えら
れる。

図５

図４

敷 設 15 カ 月 後 に 網 袋（ 接 地 面 は 約 25 ×
35cm）から採集されたアサリの 1 袋あたり
個体数および生物量（上）。16 袋分を合計
したアサリの殻長組成と推定されたコホート
（下）。

天然採苗のメカニズム

アサリの浮遊幼生が袋の中に入って着底、小さい稚
貝は袋の中に潜り込む。アサリは網袋の中で食害や
波浪から守られると同時に餌料となる微細藻類がト
ラップされ良く成長すると考えられる。

豊かな海

No.33

2014.7

57

天然種苗を用いたアサリの垂下養殖

残率はほぼ 90％以上、平均殻長 33 ～ 35㎜に

鳥羽市浦村町ではカキの垂下養殖が盛んであ

達した。収容時 300 g であったアサリの総重量

るが、鳥羽磯部漁業協同組合浦村支所に浦村ア

はコンテナあたり 1,100 ～ 1,250 g と約 4 倍に

サリ研究会が発足し、同研究会は網袋式のアサ

増えた。本試験ではケアシェルの比率と生残、

リ天然採苗と共にアサリの垂下養殖を試験的に

成長、収穫量の間に差は見られなかったが、ケ

開始した。そこで、アサリ垂下養殖の利点や問

アシェルの比率の高いコンテナでは，アサリの

題点を把握するため、2011 年 4 月に前述の網

殻が黒変するのが防止された。これは、舞鶴湾

袋から採集した平均殻長 22㎜、平均重量 2 g の

や栗田湾で実施されたアサリの垂下飼育試験結

アサリを用いて垂下飼育実験を実施した。プラ

果に比べると成長は劣るものの、伊勢湾の干潟

スチックコンテナに砂利に対するケアシェルの

域では殻長 25㎜に成長するのに約 2 年要する

容量比を 0、20、50、80、100％となるように

のに比べて遥かに成長が速い。網袋で採苗した

混合し、厚さ 6cm に敷き詰めた。それぞれに

殻長 20㎜以上の種苗を用いれば半年程度で収

アサリを 150 個体ずつ収容し、生浦湾内のカ

穫が期待でき、アサリの垂下養殖は新たな産業

キ筏に垂下して（水深 2 m）生残と成長を調べ

に発展する可能性が示された。既に鳥羽磯部漁

た（図６）
。6 カ月後の結果を図７に示す。生

協の浦村アサリ研究会が天然採苗で得た地元産
アサリを垂下養殖し、地域特産品として販売を
開始し好評を博している。さらに、地元小中学
校の野外教育への協力、漁協など数多くの視察
やマスコミへの対応など普及活動にも積極的に
取り組んでいることが評価され、浦村アサリ研
究会は第 18 回全国青年女性漁業者交流大会で
農林水産大臣賞受賞、さらに第 52 回農林水産
祭の水産部門で天皇杯を授与された。
現在は、アサリの垂下養殖を産業として他の
地域でも定着できるよう、農林水産業・食品産
業科学技術研究推進事業「地域特産化をめざし

図６

図７
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アサリ垂下養殖試験に用いた筏と養殖容器。
プラスチックコンテナに砂利とケアシェル
を収容しアサリ種苗を入れて水深 2m 層に垂
下。

た二枚貝垂下養殖システムの開発」において、
さらに実用的な技術開発の研究を実施してい
る。

垂下養殖試験開始から 6 カ月後に計測したアサリの生残率、平均殻長（開始時は 22㎜）、コンテナあた
りのアサリの収穫量（開始時は 300 g）。
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コラム２

紐状素材とクラムマットを用いたアサリ資源増殖効果
－有明海の漁場環境改善実証事業－
㈱東京久栄

技術本部

上席研究員

■ はじめに

環境部

森田健二

れ込んだ泥土が厚く堆積し、ホトトギスのマッ

全国的にアサリ資源が減少する中、有明海沿

トと一体化することによりアサリの生息が阻害

岸のアサリ漁場も例外ではなく、1980 年前後

され、稚貝の新規着生も困難になっている。こ

に年間漁獲量８万トン台のピークを示した後、

のような状況が繰り返されることで産卵母貝資

その量は数千トン台にまで落ち込んでいる 。

源も枯渇するような状況に至り、ホトトギスを

その原因としては、埋め立てや干拓を含む海岸

はじめとする有害生物防除対策の開発が喫緊の

工事、河川改修、水質汚濁などによるアサリ生

課題となっている。

１）

息地の喪失、さらには底質の泥化、貧酸素化、

筆者らは、漁業者自身で運用可能な手法を前

赤潮の発生など、アサリ生息環境の悪化があげ

提に、波や潮流により干潟表面を繰り返し掻把

られている２）が、秋元ら（2010）は 1980 年前

する紐状の素材を設置することで、ホトトギス

後のアサリ漁獲量急増時に熊本市沖の海底質が

初期稚貝の着生を防止できるのではないかとの

粗粒化していたことを指摘しており 、底質環

仮説を立て、水槽実験と現地試験によりその検

境の改善がアサリ資源回復の中核的な対策にな

証を行った。

３）

りうることが示唆される。

水槽実験に供したのは、紐状の TBR 社製バ

このような状況と認識の下、筆者らは平成

イオコード数種（写真１）とクレモナロープで

25 年度から５カ年計画で進められている水産

ある。水槽実験では、過去の熊本新港の波浪観

庁委託事業「有明海の漁場環境改善実証事業」

測データから平均的な波高 0.22m と周期 2.1 秒

の一部を受託し、主としてホトトギスの繁殖と

の波を与え、その力が最大となる砕波水位 0.4m

底質の泥化による生息環境の悪化に対する改善

の条件下で紐状素材の挙動を観察し、定性的な

技術の開発を進めてきている。現地試験開始か
ら約１年を経て想定を大きく上回るアサリ資源
増殖効果が認められたため、本欄を借りて成果
の一部を紹介する。
■ 試験の背景・目的と方法
１．有害生物防除
有明海沿岸の干潟では、毎年夏になると二枚
貝のホトトギスが足糸を絡めてマット状の群集
を形成する。さらに 2009 年、2012 年に発生し
た九州北部豪雨以降は、阿蘇山系の河川から流

写真１

バイオコード（写真左が PV45）
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評価により最も効率よく底面を掻把したバイオ
コード PV45 を現地試験に供した。
２．アサリ資源増殖
紐状素材の設置によりホトトギスの着生が防
除され、結果として泥土の堆積も抑制されたと
してもアサリ稚貝の着生が進むとは限らない。
逆に、紐状素材がアサリ初期稚貝の着生を阻害
することも想定された。そこで、筆者らは貝殻
と粘土を成形して高温焼成したアサリ稚貝着生
促進基材（パジコ社製クラムペレットφ 10㎜

写真３

クラムマットの敷設状況

×長さ 10㎜）を網目 4 ㎜の袋網内に 1㎡あたり
10㎏封入したクラムマットを干潟上に敷設し、
アサリ資源の増殖効果を確認した（写真２・３）。
クラムペレットは、アサリ稚貝の能動的な選

■ 現地試験結果
現地試験は、熊本市沖新地先では平成 25 年
7 月と 8 月、同小島地先では平成 25 年 10 月か

択と底層境界層の発達に伴う流速低減効果によ

ら開始した。

る着生促進効果が確認されている。また、一般

１．沖新地先

的な貝殻焼成材にみられる水和反応による pH

沖新地先に設定した試験区は九州北部豪雨の

上昇が起きず、短・中・長期・強制の溶出試験

出水による泥土の堆積が比較的軽微であり、試

においても有害物質や環境ホルモンは基準値未

験開始時に天然のアサリ稚貝の着生も少ないな

満である。アサリ稚貝を用いたバイオアッセイ

がら認められていた。7 月に開始した試験区域

と遺伝子のコメットアッセイおいても影響は認

内では、紐状素材を設置した区画でホトトギス

められず、安全性が確認されている。さらに、

の着生と泥土の堆積が抑制され（写真４）、8

比重が 1.5 前後に調整されているため、砂泥に

月には前年秋産卵着底個体群と思われる殻長

埋没することがなく、袋網と紐状素材との併用

10㎜未満のアサリ稚貝が 1㎡あたり平均 2 万個

によりメンテナンスフリーと回収・移設の容易

体以上着底した。平成 26 年 2 月になると紐状

さも期待された。

素材のみを設置した区画では冬季減耗により個
体数が大きく減少したが、クラムマットを設置
した区画では大きな減耗もなく、現存量は 1㎡
あたり 10㎏以上に達していた。8 月に開始し
た試験区内でも紐状素材によるホトトギスの着
生と泥土の堆積防除効果は認められたが、この
時点でのアサリ稚貝のサイズが網目の 4 ㎜を大
きく超えていたため、7 月設置試験区のような
クラムマットの効果は認められなかった。設置
時のアサリのサイズと網目の調整が重要である
ことが示唆された。

写真２
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写真４

敷設から 1 ヶ月半後の状況（写真左のクラ
ムマットにはホトトギス群集の着生により
泥土を含んだマットが形成されているが、
写真右の紐状素材を着けたクラムマットに
はホトトギスマットが形成されていない）
写真５

クラムマット内に着生したアサリ稚貝

有明海のアサリ資源減少には母貝と浮遊幼生
の減少が密接に絡んでいることも考えられる
が、漁業者が自ら実践可能で即効的かつ着実に
漁獲を回復する手段として、筆者らが提案する
図１

沖新地先のモニタリング結果

紐状素材とクラムマット利用の可能性が示され
た。平成 26 年度は熊本県と福岡県の複数地点

２．小島地先
小島地先は九州北部豪雨による泥土の堆積が
干潟全域で著しく、底質改善のための天地返し

でその効果を検証し、一般性と地先の環境条件
に対する適応性ならびに限界条件を検証してい
く予定である。

を行った区域でもアサリ稚貝の着生はほとんど
認められていなかった。平成 25 年 10 月にク
ラムマットを敷設した区画では、天地返しの有

参考文献
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二枚貝資源緊急増殖対策事業について
水産庁栽培養殖課
課長補佐

近年、ホタテ、カキを除く二枚貝については、

て、目的とする場所に、天然を上回る多量の幼生

その漁獲が低迷し、これまでのピーク時に比べ、

発生させたり、稚貝を定着をさせること等により、

アサリは 1/5、タイラギは 1/50、ハマグリでも

効果的・効率的な増殖手法の実証化の取組を行う

1/20 にまで減少しています。減少しているこれ

「二枚貝増殖実証事業」の二つに分かれています

ら二枚貝の増殖等の取組は、漁協の単位などで行

（下図参照）。

われてはいるものの、資源を回復させるまでには

62

内海邦夫

現在、①の「二枚貝人工種苗生産技術開発事業」

至らず、このままでは国内の二枚貝資源の安定供

は、委託事業として、
（独）水産総合研究センター

給に支障を来すこととなりかねないことから、水

が中心となった二枚貝緊急増殖共同研究機関によ

産庁では、二枚貝資源について資源の増殖に向け

り、タイラギの人工種苗生産技術の確立に取り

た緊急的な対策を行い、二枚貝資源を増大させる

組まれています。また、②の「二枚貝増殖実証事

手法を確立することを目的に、平成 26 年度から

業」は、公募事業として実施していますが、全国

平成 30 年までの事業として、
「二枚貝資源緊急増

14 カ所で、漁協や漁協と協力した民間団体が実

殖対策事業」を実施しているところです。

施または実施する予定で手続き等が進められてい

本事業は、①タイラギ等人工種苗生産の技術が

ます。これらの実施主体のほとんどは、県、市町

確立しておらず、天然採苗も難しい貝類を対象と

村、試験研究機関の協力と指導を受けながら実施

した人工種苗生産の技術開発試験を行う「二枚貝

することとしており、アサリ以外にもサルボウや

人工種苗生産技術開発事業」と、②アサリ等につ

内水面のシジミについて取り組まれる予定で、今

いて新たに開発された垂下式養殖の技術等を用い

年度の成果が期待されるところです。
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 シリーズ 

放流稚魚がスクスク育つ環境づくり

＜第５回＞

もうかる藻場をめざして
ー磯根漁業の復活へー
オフィスＭＯＢＡ
代表

１．出会い

中 嶋

泰

度、その頃、深刻な磯焼けに悩まされていた佐伯
市から水土センターに支援の依頼があったことも

その漁業者と出会ったのは FIFA ワールドカッ

重なり、名護屋地区がこの事業の初年度モデル地

プがドイツで開催された 8 年前であった。戸髙留

区に選ばれた。サポーターとしては、水土センター

治さんは、大分県佐伯市の名護屋地区で、小型定

の安藤亘さん、西日本オーシャンリサーチの渡辺

置網とアワビ・サザエ等の潜水漁業を営む、磯を

耕平さんと私の 3 名が加わった。

熟知する漁師であった。初対面であったが船上で
話が弾み、名護屋の海について色々教えて頂いた。

２．スタート
名護屋地区の磯焼けは 20 年前頃から始まった。
尾上静正さん（大分県海洋水産研究センター、当
時）によると、1994 年頃からクロメなどの大型
褐藻類が減少し始め、1998 年には半減した。戸
髙さんの記憶では、1994 年の夏に大型台風が通
過し、クロメが根こそぎ流出し、その後、冬の高
水温が 3 年続いた。当時、定置網ではアイゴが大
量に漁獲されていた。磯焼けの「原因」を特定す

図１

大分県佐伯市名護屋地区の位置

ることは難しいが、当時の状況を総合すると、名
護屋地区の場合、高波浪によるクロメの大量流出

翌年、岩礁域における大規模磯焼け対策促進

に、高水温によるアイゴ食害の長期化が重なった

事業（水産庁、平成 19 ～ 21 年度）が始まった。

ことが主な原因ではないかと考えられる。名護屋

受託した水産土木建設技術センター（以下、「水

で潜水する漁業者は 7 名と少数であったが、当時、

土センター」と呼ぶ）は、藻場回復の実証モデル

協力して自主的にウニ除去や種苗移植等の磯焼け

地区の選定に苦慮していた。対策技術は、できた

対策を行っていた。しかし、それぞれを単発的に

ばかりの「磯焼け対策ガイドライン」
（水産庁、

行っていたためか、ガンガゼなどが蔓延る不毛な

2007）にまとめられている。しかし、モデル地

海底に変化はみられず、漁業者は意欲を失いかけ

区が成功事例となるか否かは、漁業者（リーダー）

ていた。そのような状況のなか、名護屋潜水協議

と行政と専門家（サポーター）の三位一体にかかっ

会と水土センターは「藻場を復元し、豊かな磯根

ている。まず、リーダーとしては、戸髙さんが候

資源を取り戻すこと」を目的として、「名護屋地

補に挙がった。周りの漁業者からの信頼が厚く、

区磯焼け対策部会」を 2007 年 8 月に組織し、水

統率力があり、最も磯焼けを憂いている人であり、

産庁、佐伯市、大分県の支援を受けて、本格的な

かつ、我々の頭に顔が浮かぶ漁業者であった。丁

磯焼け対策をスタートさせた。
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３．取り組み

ニの加入・生残が減少し、昔あったようなウニと
共存する藻場となる可能性が考えられる。後述の

対策を始めるにあたり、時間をかけて計画を話

ように、現在、葛原地先には濃密な藻場が再生し

し合った。まず、回復の目標は、長期的には磯焼

ており、これからは一切人手を入れないで、藻場

け前にあった 20ha の藻場とし、当面は 2 年後に

の遷移を見守っていくことになっている。

0.4ha の藻場回復することとした。事前調査の結
果、名護屋の磯焼けが持続する要因は「ウニの食
害」、
「魚の食害」
、および「タネの不足」の 3 つ
と考えられた。当時、魚対策に実効的な方法は知
られていなかったので、まずは「できることから
（ウニ対策とタネ対策）
」
、
「できるところで」、「小
さな藻場を作ろう」をスローガンとして取り組む
ことになった。対策域は、磯焼けであった名護屋
湾央の葛原地先に決まった。そこはガンガゼ等が

図３

高密度に棲息し、無節サンゴモ類も食害されて、
岩盤の一部が露出する「丸焼け」状態であった（図
2）
。

葛原地先のウニ密度の経時変化

２つ目のタネ対策として、2007 年 10 月に成熟
盛期のクロメを、樹脂ネットで囲った移植籠（1
ｍ× 1 ｍ×Ｈ 0.5 ｍ、5 基）に入れて海底に設置
した。そして、翌 2008 年 5 月には、ホンダワラ
類（主にヨレモクモドキ）を、オープンスポアバッ
グ ※１ を用いて母藻移植した。タネ蒔きの結果、
クロメ幼体が籠の周囲に確認されたが、夏頃には
全て消失した。籠内のクロメはその後も生残・成
熟し、翌年以降も籠周辺では幼体の出現と消失が
繰りかえされた。一方、ヨレモクモドキは 3 カ月
後に幼体が多数確認され、1 年後には約１ha のガ
ラモ場を形成した。対策域内では、毎年 3 ～ 4 回、
専門家による藻場のモニタリングが行われてい

図２

対策開始前の葛原の海底

る。現在までの直立海藻（季節海藻を除く）の平
均被度の経時変化を図 4 に示した。直立海藻の被

１つ目のウニ対策として、2007 年 10 月に、ウ

度は、2011 年までは一時的に高くなってもその

ニの進入を抑制するウニフェンスを 2 本（長さ

被度が維持されることなく 8 ～ 44％の間を変動

50 ｍと 60 ｍ）設置し、その内側を対策域とした。

した。その間、対策域内にはヨレモクモドキの大

11 月と 12 月にウニの除去を行い、ウニ密度は対

型海藻藻場は形成されたが、小型海藻藻場はなか

策前の約 3 個/㎡から 0.5 個/㎡前後に低下した。

なか回復しなかった。原因として、ブダイ等の植

その後、ウニ密度（測定面積 100㎡）は、幼生の
着底により 2 個/㎡近くまで増加したが、再除去
を繰り返すことにより、2011 年以降は 1 個/㎡以
下に減少し、2013 年 9 月からは 0.1 個/㎡台と非
常に少なくなった（図 3）
。同様に、ウニの除去
数も 2010 年（34.9 万個/年）以降、減少傾向に
あり、2013 年（5.5 万個/年）には約 1/6 に減少
した。名護屋ではガンガゼの稚ウニの出現量に大
きな年変動があることが知られている。今後の推
移を見守る必要があるが、藻場が回復すれば、ウ

64
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図４

葛原地先における直立海藻被度の経時変化

食性魚類による食害が疑われた。そこで、2012

方々が準備した昼食を皆で食べて終了した。最後

年に刺網よるブダイ除去を 7 回実施した。その

に、子供達の代表から「来年も楽しみにしていま

結果、マクサ等の直立海藻の被度は 60％前後に

す」とスピーチがあった。

維持されるようになり、クロメも生育するように
なった。
対策域は、ウニ除去とウニフェンス（2010 年
以降、ウニハードルに変更）の移動により順次拡
大し、対策開始時の 1.4ha から 3.3ha までに拡大
した（図 5）
。なお、対策域の南側は波浪が強く、
ガンガゼがほとんど分布していないのでウニハー
ドルは不要と判断し、翌年撤去した。

図６

小学生による母藻投入

この小学生とのコラボも今年 4 月で 6 回目を迎
えた。今年の 6 年生の多くは全ての出前講座を聞
いて、来春卒業する。出前講座の先生は、藤田大
介さん（東京海洋大学）、吉村拓さんと清本節夫
図５

葛原地先の対策域の拡大状況

さん（西海区水産研究所）、綿貫啓さん（㈱アルファ
水工コンサルタンツ）、野田幹雄さん（水産大学

４．子供達と共に

校）、および吉田吾郎さん（瀬戸内海区水産研究
所）と錚々たるメンバーで、それぞれ御専門の海

磯焼け対策で重要なことは、再生した藻場の広

藻、イセエビ、アワビ、津波、アイゴ、および藻

さではなく、継続していく漁業者の気概である。

場と漁業について判りやすく話して頂いた。この

それを維持していくには、地元の方々の理解と協

出前講座は、子供達だけでなく、先生方にとって

力が必要である。磯焼け対策が軌道に乗り、成果

も貴重な体験となったようである。

が見えてきた 2009 年 3 月、安藤さん（前出）は
名護屋小学校（全校生徒 40 数名）の井上廣司校
長に磯焼け対策への子供達の参加を相談した。井

５．漁業者によるモニタリング

上校長は、学校の前に広がる青い海で子供達がほ

順調にスタートした名護屋地区の磯焼け対策

とんど遊ぶことがないことを憂いていた。新学期

は、その後、環境・生態系保全活動支援事業（水

直前であったが、快諾して頂き、小学生とのコラ

産庁、平成 21 ～ 24 年度）、後継の水産多面的機

ボが始まった。磯焼け対策に小学生が参加するの

能発揮対策事業（水産庁、平成 25 年度～）の支

は全国初であった。１日目は体育館で、漁業者に

援を受け対策域は徐々に広がっていった。その過

よる磯焼けの現状報告、専門家による出前講座の

程で、漁業者自身による藻場の定期モニタリン

後、子供達がオープンスポアバッグ（前出）に、

グが 2012 年から始まった。名護屋地先を 31 地

魚や海藻の絵や「ウミをキレイにしよう」といっ

区に分割し地区毎に、水深 3 ｍ、6 ｍ、9 ｍの海

た思いを書いて終了した。2 日目は漁港の荷捌き

底に潜水し、大型海藻、小型海藻、無節サンゴモ

場で、漁師さんから母藻をもらい、スポアバッグ

類などの景観被度、主な海藻の種類、サンゴ類や

に差し込んだ。その後、5・6 年生は漁船に乗り、

魚の食害の有無、ウニ・サザエの密度（測定面

対策域に投入した（図 6）。4 年生以下は、グラス

積 10㎡）などを記録し、写真撮影を行った。図

ボートでその様子を見学した。大部分の子供は始

7 に藻場の再生状況を示した。色の濃さは、大型

めての乗船体験であった。帰港後、漁協婦人部の

海藻と小型海藻を合わせた藻場の平均被度で、色
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が濃いほど濃密な藻場が再生されている。白色の

いる。なお、名護屋地区の取り組みは、2012 年

区域は、全体がまだ磯焼けである。2012 年以降、

11 月に沖縄で開催された第 32 回全国豊かな海づ

磯焼け域は減少し、藻場再生域が広がり、その被

くり大会で環境大臣賞を受賞した。しかし、名護

度が大きくなっている。名護屋地区全体でみると、

屋地区にはまだ「真っ白な磯」、磯焼けは残って

大型海藻と小型海藻の藻場面積

※２

は緩やかに増

おり、長期目標の達成までの道のりは長い。

加し、磯焼け域の面積は着実に減少している（図
8）
。なお、名護屋での藻場の再生は、隣接する
宮崎県のように魚の深刻な食害がなかったことも
一因であるかもしれない。

図７

藻場の再生状

図９

専門家によるモニタリング結果

６．これからの藻場づくり
名護屋での漁業者の磯焼け対策の取り組みは、
「きちん」と対策すれば、「きちん」と藻場ができ
図８

藻場面積の推移

ることを証明している。しかし、藻場ができれば、
漁場が戻ってくるのであろうか。名護屋のサザエ

66

漁業者のモニタリングと同じ時期に、専門家に

の漁獲量は盛期の 1/10 程度までに落ち込んでい

よるライン調査が行われている。ラインによりウ

る。アワビについても、かつての漁獲量は夢のま

ニ除去の時期は異なっているが、ウニ除去後に藻

た夢である。しかし、漁場復活の萌しは見えてき

場は着実に再生している（図 9）
。名護屋の藻場

ている。イセエビの専門家である吉村さん（前出）

が再生していることは、モニタリング結果から明

が、稚エビが少ないといっていた磯で、稚エビが

らかであるが、最近、
「流れ藻が増えて邪魔だ」

岩棚にずらっと並んでいるのを漁業者が最近目撃

という漁業者が現れた。勿論冗談ではあるが、藻

している。そこも磯焼けであったが、今は藻場が

場の再生を漁業者が実感している表れと理解して

回復している。イセエビは着底後 1 年間は藻場で
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生活することが知られており、藻場が再生すれば
稚エビが増えるのは道理である。稚エビが順調に
育てば数年後には、東九州伊勢えび海道

※３

のほ

ぼ中央に位置する名護屋でイセエビの豊漁が期待
される。同じく重要な磯根資源であるアワビの場

【参考文献】
本稿を作成するにあたり、以下の事業の報告書
を参照させて頂いた。
１）水産庁（平成 19 ～ 21 年度）：岩礁域におけ
る大規模磯焼け対策促進事業．

合、藻場は成育場として重要ではあるが、藻場が

２）水産庁（平成 22 ～ 26 年度）：水産生物の生

増えればアワビの資源（個数）が増加するわけで

活史に対応した漁場環境形成推進委託事業の

はない。アワビ放流貝の再生産に対する寄与は疑

うち各生活史段階に応じた漁場機能を強化す

問視されており、アワビ資源を増大させるために

る技術の開発・実証．

は、天然貝が密集する母貝集団づくりの重要性が
指摘されている。名護屋の漁業者は、名護屋湾全
体が「アワビの里」となることを目指して、独自
に天然母貝集団づくりを始めている。漁獲が落ち

３）水産庁（平成 21 ～ 24 年度）：環境・生態系
保全活動支援事業．
４）水産庁（平成 25 年度）
：水産多面的機能発揮
対策事業．

込んでいる名護屋の漁業者が、今できることはこ
れしか残されていなかった。また、名護屋では昨
年から 31 区域（前出）毎に、漁獲したアワビの
種類（天然・放流）、殻径などを記録し、資源の
動向を漁業者自身が調べている。アワビが漁獲さ
れる５年後以降に、この記録に天然貝が増えてい
ることを期待している。

注※１
トウモロコシ等を主原料とする不織布で、宮崎水試の
荒武久道さんが考案した投げ込み式中層網を改良した
もので、現在、各地の磯焼け対策で使われている。
注※２
大型海藻と小型海藻の平均被度に、各地区の磯面積を

一昔前は藻場の価値を認めない漁業者が多かっ

乗じて藻場面積を算出した。なお、磯面積とは、対象

たが、磯焼けが拡大するにつれて、藻場の水産涵

地区内の砂地を除いた岩盤、礫場等の海藻が着生でき

養効果を否定する漁業者は少なくなった。一部の
漁業者は、アオリイカの漁獲が復活し、藻場再生
の効果を体感している。しかし、日本各地で磯焼
け対策を行っている漁業者のうち、
「藻場を増や

る面積のことである。
注※３
大分県佐伯市と宮崎県延岡市の海道筋で、イセエビ漁
が解禁となる 9 月から 3 ヶ月間、イセエビ料理が堪能
できるお祭り。

せば収入が増える」と実感している方は少ないと
思う。磯焼け対策は藻場づくりと思われている方
も少なくないが、真の目的は昔あった「食える漁
場」つくりであり、それの先には磯根漁業の復活
があると私は考えている。藻場づくりが当たり前
の技術となった現在、
「漁場の再生」を目指した
藻場づくり、すなわち「儲かる藻場づくり」に向
かってステップアップし、それを実証していきた
いと考えている。
最後に、名護屋藻場協議会の戸髙留治さん、吉
田忠さん、山岡均さん、束木原邦興さん、田村儀
一さん、牧口光さん、津田紀章さん、戸高達文さ
ん、水土センターの安藤亘さん、西日本オーシャ
ンリサーチの渡辺耕平さん、名護屋小学校の皆さ
ん、佐伯市水産課、大分県海洋水産研究センター
ほか名護屋の藻場再生に携わって頂いた皆様に感
謝の意を表します。
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【海域栽培漁業推進協議会】

海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議（幹事長・副幹事長会議）を開催
平成 18 年度の税源移譲後、国の栽培漁業推進
施策として平成 18 年度から「栽培漁業資源回復
等対策事業（補助事業）」が、平成 23 年度から「種
苗放流による資源造成支援事業（補助事業）」が
実施されている。
そして、平成 26 年度は次期の「第 7 次栽培漁
業基本方針」の策定年度にあたり、
「栽培漁業の
あゆみ 50 年」を踏まえた議論が深められている。
次期の方針に的確に対応した国の施策の確立が期
待されることから、国の栽培漁業推進支援事業に
対して具体的な提案・要望が必要と考え各海域栽
培漁業推進協議会の幹事を核に初の「海域栽培漁
業推進協議会全国連絡会議」を平成 26 年 2 月 4
日に東京八重洲ホール（東京都中央区）にて開催
した。
水産庁からは栽培養殖課保科正樹課長、内海邦
夫課長補佐ほか担当官に臨席いただいた。
海づくり協会からは「栽培漁業のあゆみ 50 年」
より下記の 5 項目に整理し提示した。
① 「海域栽培漁業推進協議会」を地方自治体の
行政枠を越えた施策の実施主体として位置づけ
② 海域の特性を踏まえた海域毎の「栽培漁業振
興プラン」の検討・立案
③ 都道府県単位での取り組みでは限界があるこ
とから、
「セーフティーネット」の構築と共同
種苗生産・放流体制の確立
④ 国民とともに推進する栽培漁業の展開方向
⑤ 沿岸漁業の再生に向けた、資源管理及び生息
環境整備と栽培漁業の一体的な一層の取組、等。
また、各海域より栽培漁業推進に係る技術開発
要望課題として①量産化が確立している魚種のコ

スト削減技術の開発、②ワムシ・アルテミアの代
替餌料の開発、③安価で簡易な標識技術の開発、
④夏季の高水温化に対応した技術開発、⑤形態異
常に関する研究、⑥疾病対策等課題が出された。
各報告・提案について活発な意見交換が行われ、
水産庁より、平成 23 年度から実施している「種
苗放流による資源造成支援事業（補助事業）」の
終了年度は 28 年度であり、第 7 次基本方針策定
年度と 1 年ずれているが、方針と予算措置をリン
クさせる方が望ましいとの考えが示され、出席者
から、都道府県が作成する基本計画に空白が生じ
ないよう対応すること。栽培漁業 50 年の節目に
相応しい第 7 次基本方針の策定と方針との整合性
が取れた予算措置の要望が出された。
各海域栽培漁業推進協議会からの出席者は以下
のとおり
・太平洋北海域栽培漁業推進協議会
（岩手県水産振興課山本裕主任主査、北海道水
産振興課佐々木剛主査）
・太平洋南海域栽培漁業推進協議会
（静岡県水産資源課野田浩之主査）
・日本海北部海域栽培漁業推進協議会
（青森県水産振興課白取尚実主幹）
・日本海中西部海域栽培漁業推進協議会
（福井県水産課前田英章企画主査）
・瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会
（山口県水産振興課内田喜隆主任、香川県水産
課三木勝洋主任）
・九州海域栽培漁業推進協議会
（長崎県資源管理課松村靖治課長補佐）

各海域栽培漁業推進協議会の平成２６年度第１回幹事会を実施
各海域栽培漁業推進協議会は、平成 26 年度の
事業を進めるに当たり、幹事会を開催しました。
開催に当たっては、水産庁各漁業調整事務所の
担当官のご臨席を賜りました。
幹事会では、議題１として
各海域栽培漁業推進協議会の
平成 26 年度通常総会に関し
て、①平成 25 年度事業報告
および平成 26 年度事業計画、
②平成 26 年度会費、③平成
26 年度通常総会の開催及び
総会付議事項について協議を
行いました。
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議題２はその他として、各道府県の第７次栽培
漁業基本計画策定作業の進捗状況や、海域の重要
栽培対象魚種の取組状況等について意見交換が行
われました。

【シリーズ】

漁業者と栽培漁業技術者等が連携して取り組むことで、資源増大に成果を上げている現
場を訪問し、今後の課題とともにインタビュー取材するこの企画もシリーズ 12 回を数え
ます。
今回は、美保湾地域栽培漁業推進協議会のヒラメ資源の増殖対策について、鳥取県境港
市で取材しました。
インタビュアー：乾 政秀 氏（水土舎）
出席者：
○美保湾地域栽培漁業推進協議会
景山一夫さん（推進協議会会長） 鳥取県漁協代表理事組合長
濱邊隆俊さん 鳥取県漁協理事（淀江支所地区運営委員長）
武良賢治さん 米子市漁協代表理事組合長
羽島晋介さん 鳥取県漁協境港支所地区運営委員
○境港市産業部水産課（協議会事務局）池淵賢自さん
○鳥取県・農林水産部水産振興室係長 渡辺秀洋さん
境港水産事務所所長 平野誠師さん
○鳥取県漁協
代表理事専務（（公財）鳥取県栽培漁業協会理事長） 大磯一清さん
参事（県漁協境港支所長）濱崎 茂さん
○（公財）鳥取県栽培漁業協会副理事長
鳥取県栽培漁業センター所長 古田晋平さん
同主任研究員 太田武行さん

第12回

ヒラメ、美保湾に抱かれて、スクスクと育て！
〜美保湾地域栽培漁業推進協議会の挑戦〜
株式会社
教授

機関誌・
「豊かな海」26 年７月号
乾１．美保湾と中海
政秀（株式会社 水土舎）

原稿

美保湾は、島根半島の先端と大山の麓との間
に形成された開放的な湾で、湾口の幅は約 14㎞、

乾

水土舎

政秀

奥行は約９㎞である。弓ヶ浜砂洲を隔てた内側が
中海で、境水道を通じてつながっている（図１）
。
中海は美保湾の海水と宍道湖や流入河川の淡水
が混ざり合う汽水である。汽水域は生物多様性を
象徴するような環境で、多くの魚介類が育ち、そ
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して様々な幼稚仔の保育場となってきた。中海も

門が、さらに 1980 年には本庄工区の森山堤防が

例外ではない。

完成し、汽水域の一部は消失する。

景山一夫会長（77 歳）によれば、美保湾で獲
れる魚介類の多くは中海を保育場にしていたとい

森山堤防ができて、漁場環境は一変したとい
う。浅場はなくなり、貧酸素水塊が発生するよう

う。タイワンガザミやシラサエビ（ヨシエビ）、

になったのだ。そして、美保湾の漁業生産にも大

クルマエビは中海で育った。中海のいたる所にア

きな影響が出てきた。

マモが繁っていて、美保湾にすむ幼稚仔の保育場

一方、減反政策が打ち出され、環境問題への国

になっていた。また、中海からもたらされる栄養

民的関心の高まりから、淡水化をめぐる議論が沸

のおかげで、美保湾には「魚が湧いた」という。
会長は、50 年以上地曳網や船曳網でイワシ類を

騰した。本庄工区の干拓反対の世論に押されて、
政府は 1988 年に淡水化と本庄工区の干拓工事の

獲ってきたが、この生産を支えていたのがまさ

延期を決定、さらに 2000 年に本庄工区の干拓が、

に中海から流入する水だった。中海からもたらさ
れる栄養塩類は美保湾の基礎生産を高めたのであ
る。
今では全く姿を消してしまったコウナゴもたく
さん獲れたそうだ。ヒラメの稚魚も浜で数多く見
られたという。「美保湾の漁師はこの湾で十分飯
が食えたので、冬に出稼ぎに出る必要がなかった」
と濱邊淀江支所運営委員長は語る。それほど、美
保湾は「豊饒の海」だったのである。
つまり、美保湾の生物生産を支えたのが中海で
あった。しかし、貴重な中海の環境は開発計画に
よって破壊され、その影響は美保湾に及んだので
ある。農水省は 1963 年に直轄事業により中海干
拓・淡水化事業に着手した。1974 年には中浦水

2002 年には淡水化計画が中止になり、2009 年に
は中浦水門が撤去された。

２．美保湾の栽培漁業
美保湾地域栽培漁業推進協議会（以下推進協議
会）は、こうした時代的背景を背負って、1988
年に発足した。森山堤防ができたことによって美
保湾と中海の水の交換は減少し、美保湾の漁業に
大きな影響が現れてきたのである。そして、失わ
れた中海の生物再生産機能を、人工種苗の放流に
よって代替しようとの狙いをもって美保湾におけ
る栽培漁業がスタートした。
こうした考えは、高度経済成長期に瀬戸内海の
工業化、埋立が進み、水産資源がダメージを受け
ることになったのに対し、瀬戸内海栽培漁業協会
が設立され、わが国に「栽培漁業」が産声を上げ
た状況と一致している。開発に対抗して水産生物
の再生産機能をまもるという発想ではなく、人工
的に種苗を生産し、喪失する機能を代替しようと
する考えである。恐らく水産行政が選択できる政
策はこれしかなかったのだろう。

図１
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推進協議会は、当初、鳥取県側の弓浜、弓北、
米子、淀江の４漁協、島根県側の福浦、美保関の
２漁協のそれぞれ組合長と境港市経済部長の７名
の委員で構成された。その後、鳥取県、島根県と
も県漁協に組織再編されたため、現在は、鳥取県
漁協境港支所、同淀江支所、米子市漁協、漁協Ｊ
Ｆしまね美保関支所と境港市、米子市で構成され
ている。推進協議会の会長は、現在、鳥取県漁協
代表理事組合長の景山一夫氏が務めている。
推進協議会が最初に取り組んだのは、当時す
でに技術が確立していたクルマエビの放流事業
であった。クルマエビの中間育成場を整備し、
1989 年から 2008 年までの 20 年間にわたってク

ルマエビ放流が続けられた。しかし、クルマエビ
の種苗放流は成果を発揮することなく中断した。

３．美保湾の漁業とヒラメ
美保湾内では、鳥取県の鳥取県漁協境港支所、
淀江支所、米子市漁協と、漁協ＪＦしまね美保関
支所、福浦出張所の組合員が操業している。
美保湾を漁場とする境港支所、淀江支所、米子
市漁協（鳥取県側のみ）の 2011 ～ 2013 年の平
均生産量は 4,097 トン、生産額は 1,842 百万円で
あった。このうちイカ釣（スルメイカ、ケンサキ
イカ、ヤリイカ）漁船の生産量が 3,041 トン、生
産額は 1,280 百万円と図抜けているが、主な漁場
は美保湾外である。したがって、美保湾の生産量
はおよそ 1,000 トン、生産額は 500 百万円ほどと
推定される。
湾内を中心に営まれている漁業の主体は小型底
曳網と刺網である。小型底曳網では、ヒラメ、マ
ガレイ・マコガレイなどのカレイ類、バイ、ヨシ
エビなどのエビ類、刺網ではサワラ、アジ類、カ
マス、チダイ、スズキ、ハマチなどを主として漁
獲している。
美保湾のヒラメのこの３年間の平均生産量は約
24 トンであるが、このうち 20 トン以上を小型底
曳網が漁獲しており、残りの４トンほどが刺網、
一本釣による漁獲はわずかである。
ヒラメを漁獲する小型底曳網の経営体は、島根
県の福浦出張所で数隻、美保関支所で１隻、鳥取
県の境港支所は 10 数隻である。境港支所では、
このうち 2 隻が湾内だけで操業している。最近、
この小型底曳網漁業に後継者が４人現れたのは心
強い。
ヒラメはかつて高級魚の代名詞でもあったこと
から、資源増強を望む声が強く、鳥取県では後述
するように 1991 年からヒラメ種苗の放流が続け
られてきた。ただし、美保湾のヒラメ放流事業は
推進協議会の予算ではなく、各単協等で実施され
た。
ここで、美保湾におけるヒラメの生態特性を整
理しておこう。
鳥取県栽培漁業センターの太田武行主任研究員
によると、日本海側の他府県では２歳で越県する
が、美保湾のヒラメは湾内に比較的長く滞留する
点に特徴があるという。美保湾で発生したヒラメ
は２～３歳まで湾内にとどまり、一部のヒラメは

インタビューする乾氏

インタビューの様子

中海にも入っている。湾内で漁獲されるヒラメの
体長は 25 ～ 45㎝。40㎝で 800ｇ、45㎝で１㎏弱
に相当し、35㎝ 400ｇを中心に漁獲されているら
しい。

４．ヒラメ種苗放流の中断と試験放流
ヒラメは鳥取県の「県魚」に指定されている。
鳥取県では 1991 年から国のパイロット事業の補
助を受け（財）鳥取県栽培漁業協会が主体となって
ヒラメの種苗放流事業を実施してきた。放流サイ
ズは全長 50 ～ 60㎜、放流尾数は当初は 52 万尾、
その後 100 万尾以上に増強した。
しかし、鳥取県のヒラメ漁獲量は 1995 年の
244 トンをピークに 2000 年には 34 トンまで激減
してしまった。そして全国生産に占める県のシェ
アも数％台から１％未満に低下している（図２）
。
ヒラメの種苗放流効果は全く発揮されず、放流
の意味が問われることになったのである。このた
め、ヒラメの種苗放流は 2003 年から休止された。
じつは、鳥取県のヒラメ漁獲量が激減したのは「ネ
オヘテロボツリウム」というヒラメ特有の寄生虫
に感染したことが原因であった。
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この寄生虫は 1993 年頃からわが国でみられる

2007 ～ 2011 年は県単の試験放流で、中間育成

ようになり、鳥取県では 1995 年に出現が確認さ

は栽培漁業協会が担当、2012 ～ 2013 年は推進協

れた。
この寄生虫は水温が低下するといったん減るの

議会と共同で試験放流を実施している。種苗は（独
水産総合研究センター日本海区水産研究所宮津庁

で水温が関係しているらしい。水温の低い東北・

舎）から共同試験として提供された。

北海道では寄生虫による影響は少なく漁獲量の減
少は見られない。

各年の試験放流の回収率は表１に示す通りであ
る。鳥取県のこれまでのヒラメ放流の歴史で最高

また、対策としてヒラメが栄養を摂取できる餌

の回収率は５％前後であったので、2007、2010

の豊富な海域に放流することが重要であるとし
て、これを検証するために、2007 年から美保湾

年の放流群の回収率は際立って高かった。太田さ
んはこの理由について、①放流時の天然稚魚の発

で試験放流が始められた。

生が少なかったこと（餌などの競合が少ない）
、

太田さんによれば、美保湾が試験海域に選ばれ
た理由は、
「県内唯一の内湾で、県内の他海域に
比べて波が穏やかであり、ヒラメ稚魚の餌となる
シラスや小型のハゼ類が豊富」であることだった。
美保湾は、アミ類は少ないが小魚が多い。餌料が
豊富な環境にあり、体長 10㎝前後で魚食性に移
行したサイズのものが放流されることになったの
である。
放流海域は境港市竹内団地と米子市淀江の両
地先で、毎年約６万尾を放流してきた。なお、
2011 年は放流収容量を把握するために境港市の
みで放流している。

②ネオヘテロボツリウム症の感染が弱かったこと
（生残率の向上）の２点を指摘している。
なお、2011 年からの環境収容力の検証では、
境港の小型底曳網で年間漁獲される尾数に相当す
る数を１カ所に放流したところ、過去の平均回収
率より低かったことから放流許容量は「放流海域
の年間漁獲尾数以下」とすべきと考察している。
表１

放流群別の回収率の推移

５．ヒラメ事業放流の再開と課題
図２

鳥取県のヒラメ生産量と全国生産に占める
シェアの推移
「漁業・養殖業生産統計年報」より作成

美保湾でのヒラメ稚魚の放流
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７年間の試験放流の成果を踏まえ、2014 年か
らヒラメの事業放流を再開することになった。じ
つに 12 年ぶりのことである。そして、事業主体
は推進協議会に変わった。
種苗は（公財）鳥取県栽培漁業協会が生産した
平均全長 110㎜の種苗 30,000 尾を 2014 年４月９
日に美保湾に面する日野川沖と境港公共マリーナ
および一文字外側海域に放流した。
ただ、ヒラメの事業放流再開後の大きな課題は、
事業の経済性にある。３万尾のヒラメ種苗の生産
コストは、鳥取県の渡辺秀洋氏によると、１尾あ
たり 95 円である。したがって、３万尾の種苗生
産費は 285 万円になる。これに種苗の輸送や放

流経費を合わせると 300 万円を下らないだろう。
一方、放流ヒラメの回収率を試験放流の 10％
と仮定し（2007 ～ 2010 年の平均）、漁獲サイズ
を全長 40㎝の 800ｇ、平均単価を 1,000 円／㎏と
すると、生産額は 240 万円になる。つまり放流
費用と回収額はトントンであり、漁業者が種苗費
用を全面的に負担したならば全く経済的になりた
たないことになる。種苗費用を大幅に上回る収入
が確保されなければならない。
現状では、
漁業者は種苗費の 1/4 と種苗の輸送、
放流の経費を負担、種苗の 3/4 は鳥取県が公費で
補っている。また、地元の境港市も 40 万円を補
助しており、こうした公的な費用負担があって辛
うじて成り立つ構造になっている。
ヒラメの事業放流を経済的に成り立たせるため
には、種苗生産費の大幅ダウンと、販売価格の向
上が図られなければならない。
種苗生産は生産ロットが大きくなればコストダ
ウンが可能である。県単位の生産ではロットが
まとまらないため、受益が共通する日本海中西部
海域で広域的な種苗生産体制を構築し、生産コス
トの大幅な削減を図っていくことが求められてい
る。

６．中野漁村市とヒラメの販売促進
もう一方の課題であるヒラメの産地価格はどう
なっているだろうか。美保湾のヒラメ資源復活の
期待を担ってヒラメの事業放流が再開されたが、
高級魚といわれたヒラメは大衆化が顕著で、産地
価格は大きく値崩れしている。
境港地区のヒラメ単価は 500 ～ 1,000 円／㎏
の範囲で変動し、以前に比べると半値以下になっ

放流するヒラメ稚魚の取り上げ
（栽培漁業センター）

左から

濱邊氏、景山氏、武良氏、羽島氏

ているという。一方、同じ鳥取県内でも、東部地
区は活魚販売を中心に販売努力をしているため、
1,500 円／㎏程で、東西の価格格差も大きいらし
い。
ヒラメの産地価格の下落は、生産者にとって死
活問題である。実際、ヒラメの価格はどのように
推移しているのか。比較的データがしっかりして
いる東京都中央卸売市場の卸売価格の推移を見て
おこう（図３）。
バブル期には札びらで産地からヒラメを買い集
める光景がテレビ放送されるほど、活ヒラメは単
価が高騰した。東京都中央卸売市場の活ヒラメの
単価は 1993 年には 4,500 円／㎏もしていたが、
その後下落の一途を辿り、2012 年には半値以下
の 1,691 円／㎏になっている。そして生鮮ヒラメ
との価格差はほとんどなくなっているのだ。生鮮
ヒラメも 1990 年代後半は 2,000 円／㎏をキープ
していたが、2010 年以降は 1,500 円／㎏を下回っ
ている。産地価格はさらに安いことから、極端な
ところでは 1,000 円／㎏を下回る産地が続出して
いる。ヒラメはもはや高級魚の代名詞ではなく
なった。

図３

東京都中央卸売市場のヒラメ単価の推移

「東京都中央卸売市場年報・水産物編」（東京都）より作成
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ではなぜヒラメの価格が下落しているのか。図

は 2,000 人ほどが購入した。ただし、気前のいい

４はわが国の漁業、養殖業、そして輸入によるヒ

漁師が自分で値をつけて販売しているのでやたら

ラメの総供給量の推移を示したものである。
わが国の漁業及び養殖業と輸入を合わせたヒラ

と安いらしい。まだ、始まったばかりなので、こ
れからの発展に期待したいが、沿岸で漁獲される

メの総供給量は、1997 年の 22,652 トンをピーク

魚類の知名度があがり、産地価格向上のきっかけ

に減少の一途を辿っており、2012 年は１万トン

になればと願う。

を下回り、この 15 年間で半分以下となった。と
りわけ輸入品の減少が顕著である。また、養殖生
産も 1998 年の 7,605 トンをピークに 2012 年に
は 3,125 トンと 1980 年代の水準に逆戻りしてい
る。

地元の期待集める“中野漁村市”

図４

わが国のヒラメの総供給量の推移

「漁業・養殖業生産統計年報」（農水省）、
「貿易統計」（財務省）より作成

供給量が減れば単価は上がるはずだが、逆に下
落し続けている事実はヒラメの需要の構造的変化
を物語っている。つまり、近年ヒラメの需要が大
幅に減少しているのだ。
産地価格の下落に対する対抗手段は、生産者と
消費者の直結にある。
境港は周知のとおり、日本海最大の水揚基地で
ある。まき網、沖合底曳網、ベニズワイかに籠を
中心に、2013 年の水揚量は 13.6 万トンで全国第
３位、水揚金額は 178 億円で全国８位であった。
これに対し沿岸物の水揚げは 0.5％と微々たるも
のである。
「沿岸の魚の存在をもっと地元の人に知っても
らい、沿岸漁業をもりあげていこう」という主旨
から、飲食組合の浜野さんの発案で、
「中野漁村市」
が中野漁港に面する漁協の荷捌場で開催されるこ
とになった。
月に１回、第二土曜日に開催する。漁村市では
漁師が直接売っている。５月 10 日のオープン初
日には県知事、境港市長も来たというから、地元
の熱い期待が感じられる。中野漁村市の参加者は
小底の業者を中心に 11 ～ 13 人で、第１回目に
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帰港後の選別作業

７．バイ資源の奇跡的復活
バイは鳥取県の特産種であり、県内の主産地は
美保湾であった。しかし、バイは船底塗料などに
使われてきた有害な有機スズの影響で、雌が雄化
して生殖能力を失い、資源水準が急速に低下した。
ひところ大騒ぎになった環境ホルモンの生物影響
である。
再生産能力の低下によって、鳥取県のバイ生産
量は 1990 年代後半には数トンのレベルまで減少
してしまった。
この有機スズは 1990 年に「第二種特定化学物
質」に指定されて総量規制が実施され、これを受
けて内航船及び港湾運送事業に従事する船舶への

塗布を全面禁止する自主規制を実施、さらに有機

をはるかにしのぐ重要種となっている。再生産機

スズ系船底防汚塗料の使用を禁止する国際条約が

能の回復と資源管理対策、種苗放流が相乗効果を

2001 年に採択された。こうした一連の動きとあ
いまってバイの再生産環境は改善されていくこと

発揮したものと考えられる。
バイを巡る新しい技術開発を紹介しておこう。

になる。

2010 年には鳥取県栽培漁業センターで開発した

その結果、バイの漁獲量は徐々に改善してきた

バイ産卵器を美保湾に設置したところ、１基あた

が、さらに鳥取県では 2011 年に「バイ資源回復

り最大 300 万粒、あわせて約 1.9 億粒の卵を産ま

計画」を策定し、殻高３㎝未満の再放流、カゴ漁

せることに成功した。しかもバイ産卵器の製作費

業の漁期規制（３～９月）
、漁具数の制限（籠は
丸籠、四角籠に分かれており、それぞれの籠ごと

は 3,000 円であるから、バイの卵１粒の生産コス
トは 0.001 円である。仮に 1,000 個の卵から１個

に個数を制限している）などを実施し、加えて殻

の成貝が得られれば、バイの種苗費は１円／個で

高１㎝の種苗を毎年 10 万個放流してきた。
鳥取県と美保湾におけるバイの生産量と生産
額の推移は図５に示す通りであるが、美保湾の
バイ資源は奇跡的に回復した。美保湾の漁獲量
は 1998 年の３トンを底とし、以後急速に回復、
2013 年には約 60 トンとウナギ登りである。生産
額にすると約６千万円になる。
美保湾では、バイは籠と小型底曳網で漁獲され
る。2011 ～ 2013 年の３カ年のバイの平均生産量
は、49 トン、生産額は 42 百万円であり、ヒラメ

すみ、まさに経済性の高い手法ということができ
るだろう。ちなみにサケと並ぶ栽培漁業のもう一
つの成功例であるホタテガイの種苗単価は３円／
個なので、バイの産卵器はこの水準に匹敵する。

図５

鳥取県にバイ生産量と生産額の推移
鳥取県資料より作成

図６

産卵器に付着したバイの卵塊
写真提供：鳥取県

８．美保湾の事例から学ぶこと
美保湾におけるヒラメの試験放流は、放流海域
の餌が豊富であれば、高い回収率が得られること
を立証した点にある。
種苗放流は環境収容力という概念なしに成立し
ない。栽培漁業がスタートしてすでに 50 年、い
まだ闇雲に放流している例が跡を絶たないが、放
流対象種が成長できる条件を備えている海域なの
かどうかを見極めることが不可欠なのである。た
だ、頭の中の計算だけでは環境収容力を判断する
ことは難しく、美保湾の事例のように実際に現場
で試験することが重要である。
そして、試験にあたっては現場で協力してくれ
る組織の存在もまた重要である。美保湾でその役
割を果たしたのが推進協議会であった。太田さん
は、｢美保湾に受皿となる組織があったので現場
におろせた｣、「地元に推進母体があるかどうかは
試験を進める上で大きな鍵になる」と語った。一
方、漁業者にとっても放流試験の成果が、事業に
結びつき収益の向上に期待が持てる状況になった
ことは歓迎されるだろう。栽培漁業の技術者と漁
業者の交流が放流試験を可能にし、そして得られ
た知見が漁業の現場に活用されていく。美保湾の
事例は栽培漁業の技術者と現場の漁業者の連携の
成果なのである。
もうひとつの重大なヒントを示しておこう。絶
滅に瀕していたバイ資源の奇跡的復活である。
この事例は、バイが再生産できる海の環境を守
ることの重要性を教えている。漁獲規制や種苗放
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流も、バイが育つ環境が保証されて初めて成り立
つのは自明の理である。
同様に、美保湾にヒラメの餌が豊富に存在した
のは、中海という広大な汽水域を背後に有してい
たからである。つまり、水産生物の再生産・稚魚
育成場といった成育環境を守ることが資源確保の
大前提なのである。美保湾の事例は、中海の干拓
中止など、昔の環境を取り戻す取り組みの重要性
を教えてくれる。
バイの産卵器の資源加入の効果は十分確認され
ているわけではないが、低コストの新たな栽培漁
業を予感させるものがある。ともすれば、栽培漁
業とは陸上に種苗生産施設をつくって人工的に種
苗をつくることに限定してとらえられていたので
はないだろうか。しかし、栽培漁業の初期の考え
では、天然種苗の活用を一つの柱としてとらえら
れていた。その後の潤沢な栽培予算によって金を
使う施設型が主流になっていくが、むしろホタテ
ガイの放流でやられてきたような、天然種苗の活
用という栽培の原点に立ち返るべきことの大切さ
をバイの産卵器の開発は示唆している。

左から
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武良氏、乾氏、景山氏、羽島氏、濱邊氏

バイの産卵器はホタテガイの浮遊幼生のトラッ
プとその後の人為的管理による資源造成に発展し
ていく可能性があり、うまくいけばローコストの
栽培漁業が実現するであろう。
文献：
石野健吾（2009）：資源管理・増殖シリーズ、ヒ
ラメの栽培漁業の可能性をさぐる、北水試だより
77, 15-17p.

古田氏、渡辺氏、武良氏、池淵氏、乾氏、太田氏、景山氏、
平野氏、羽島氏、大磯氏、濱﨑氏、濱邊氏
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【連載】
（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９回・最終回〉

ー 水産遺伝子解析センター新設 ー
（独）水産総合研究センター

中央水産資源研究所

所長

シリーズの最後として、
（独）水産総合研究セ
ンター（以下水研センター）中央水産研究所（以
下中央水研）を紹介します。

５つの研究センターと２隻の調査船
中央水研は、第３期の中期を迎えるに当たり、

時 村 宗 春

研究を行うことが、何より求められていると考え
ています。
組織（図１）は、多くの水研と同じく、管理部
門である業務推進部、研究組織、及び漁業調査船
で構成されていますが、研究組織はすべて、
「研
究部」ではなく全国対応を意味する「研究セン

上田庁舎、日光庁舎、横須賀庁舎を増養殖研究所

ター」となりました。なお、研究センターのうち

に移管し、さらに平成 25 年 3 月末には高知庁舎

経営・経済、水産物応用開発（利用 ･ 加工）、及

も閉鎖し、文字通り、横浜庁舎単一の研究所とな

び水産遺伝子解析の各センターは、中央水研にし

りました。組織に関するこのような動きは、中央

かない組織です。また、古文書を含む 60 万点の

水研の役割の動き、つまり主な使命が水産総合研

資料を持つ図書資料館があり、調査船も蒼鷹丸と

究センター全体の共通基盤的な研究開発及び専門

こたか丸の２隻が配備されています。各センター

分野の研究開発に重点化されたことと連動してい

にはそれぞれ３つか４つのグループがあり、平成

ます。もちろん、水産研究所ですので、黒潮流域（沖

24 年度には資源管理研究センターに、数理解析

合域）の水産資源と海洋環境に関する研究開発（Ｔ

を専門とする資源管理グループが、平成 26 年度

ＡＣ対象種等の資源評価、漁海況予報等）機能は

には水産遺伝子解析センターに、メタゲノム研究

維持し、千葉県から鹿児島県までの都県（中央ブ

グループが新設されました。いずれも、これから

ロック）の対応も、増養殖研究所と共同で担当し

大きく伸びる分野だと考えています。

ますが、前述の使命を強く意識して高いレベルの

ここで、各センターの主要な研究課題を紹介し
ます。
経営・経済研究センターでは、①総合的な漁業
管理の提案（里海､ 海洋保護区等対応）、資源管
理研究センターでは、①データが限られる沿岸魚
種等の資源評価精度向上､ 及び統合型資源評価モ
デル（漁獲量、努力量、努力量、サイズなどの基
本情報を直接モデルに入れることで総合的に資源
評価する手法）の試行､ ②長期 ･ 全球的視野での
資源変動要因の解明及び母性効果（親魚の状態が
産卵を通して再生産に与える影響）取り込み､ ③
資源保護と効率良い漁獲（平均漁獲量増加、漁獲
量の安定等）を可能とする資源管理手法（ABC
算定ルール）提案､ 海洋 ･ 生態系センターでは、
①海産生物等の放射能調査､ ② FRA-ROMS（海

図１

平成 26 年度 6 月現在の組織図

況予測モデル）の運用 ･ 改良､ ③クロマグロ ･ カ
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ツオ ･ ウナギ調査への貢献､ ④沿岸観測網維持及
び技会シラス事業後継課題の検討､ ⑤中国漁船等
漁獲動向調査（衛星情報等を活用する新規事業）、
水産物応用開発研究センターでは①セレノネイン
（マグロ等に含まれる抗酸化物質）の高度利用法､
②貝毒機器分析技術及びヒスタミン発生制御技術
等開発､ ③凍結マグロ品質向上､ 非破壊評価 ･ 味
覚評価技術､ 低未利用水産物の非食品応用（養殖
用餌料等）の検討、水産遺伝子解析センターでは、
①クロマグロ全ゲノム情報の活用､ ②ニホンウナ
ギ系群判別､ ③メタゲノム解析による赤潮予測､
④ノリ育種､ ⑤タイラギの遺伝的多様性判別､ ⑥
ブリ全ゲノム解析等が主なテーマです。

水産遺伝子解析センターでは

写真１ 水産遺伝子解析センターの次世代シーケンサー
の前で乙竹センター長と

一役買っています。このような利点を最大限に活
かし、水研センター全体の底支えとなるような、

このうち、
「豊かな海」の読者の皆様が関心の

国際的、先進的なレベルの研究を推進し、その上

ありそうな水産遺伝子解析センター（写真１）の

で、優れた知見と力を付けたスタッフが、中央ブ

取組をもう少し詳しく紹介します。前述の①では、

ロックを中心とする現場の問題の解決に当たるの

遺伝子情報からわかるマグロの視覚の特性を飼育

が、中央水研の責務だと考えています。中央水研

法の改善に活用すること、および高生残率や耐病

が現場から遠くなったという声を耳にしますが、

性等の優良形質を持つマグロの育種、②では資源

今は、質の高いサービスを皆様に提供するために、

管理の単位把握（系群判別）と、養殖に適したウ

高いレベルの研究所を目指して切磋琢磨している

ナギの育種、③では海域の生物相を網羅的に解析

最中だと大目に見ていただければ幸いです。最後

して、赤潮発生の前段階で増える生物を特定する

になりましたが、中央水研所長としてのモットー

等により、赤潮の発生を予測すること、④では、

は、「レベルの高い研究で現場貢献。よく働きよ

主に温暖化に対応できる品種の作出、⑤では人工

く遊ぶ（写真２）。」です。これからも中央水研へ

種苗生産による増養殖を行う際の遺伝的かく乱の

のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いします。（レ

回避、⑥ではハダムシへの耐性、あるいは成長が

クレーションのご提案も大歓迎です。）

良い等の優良形質を持つブリの育種をめざしてい
ます。
さて、中央水研は、情報
の収集及び発信を行いやす
い首都圏にあり、多分野の
研究者が多数集まっている
という大きなメリットがあ
り、スペースや施設面でも
恵まれています。さらに、
同じ庁舎内に、国際水産資
源研究所の外洋資源部が所
在していることも、主に資
源管理分野、経営経済分野、
海洋 ･ 生態系分野との共同
のセミナーの開催などを通
して、国際的レベルの研究
を推進する雰囲気の醸成に
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所長、 その前列のひげ面は神奈川県の工藤孝浩主任研究員））
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】

平成２５年度 第４回理事会
平成 25 年度第 4 回理事会を、平成 26 年 3 月
20 日
（木）
11 時から東京都千代田区大手町の JA
ビル会議室で開催した。

ると考えています。
折しも、国が次期の「栽培漁業基本方針」の策
定にあたられるタイミングにあり、転換期にふさ

来賓として水産庁増殖推進部長谷部長、栽培養

わしい、新たな発想をもって、これからの「栽培

殖課保科課長、同課内海課長補佐、宮川課長補佐

漁業」のあり方を展望した予算と考え方をつくり

そして独立行政法人水産総合研究センター和田理

出してもらい長谷部長・保科課長が先頭に立って、

事のご臨席をいただいた。

取り組んでいただけることを期待しております。」

岸会長は、開催の冒頭で「はじめに、この 11

と挨拶した。

日で東日本大震災から３カ年が経過いたしまし

来賓挨拶では、水産庁長谷増殖推進部長より「本

た。当協会といたしましても引き続き、被災地の

年 1 月 14 日付けで香川前部長の後任に参りまし

資源の増殖と漁業の再生に一体となってとり組ん

た。よろしくお願いいたします。東日本大震災か

でまいる所存です。

ら３カ年が経過しましたが、水産庁としても皆様

昨年 11 月、栽培漁業の 50 年を節目とする記
念事業を実施しました。皆様のご協力で「50 年
のあゆみ」を編纂・刊行することができました。

とよく連絡を取りあって、復旧・復興に繋げたい
と考えております。
先ほど岸会長からもお話がありました「栽培漁

また記念の「集い」には、林農水大臣はじめ多く

業基本方針」の策定に当たりましては、現在、水

の国会の先生方、水産庁幹部の方々にもご臨席い

産庁内に準備委員会を立ち上げ、今後皆様方のお

ただきました。誠にありがとうございました。

知恵を拝借しながら、種苗放流の全国的な展開や

栽培漁業 50 年の歴史をふり返り、沿岸漁業の

効率的な放流など、しっかりとした内容の展望あ

再生にとって栽培漁業の役割は極めて大きいもの

る基本方針の策定に取り組みたいと考えておりま

があると実感しております。

す。

今まさに、水産日本の復活ということで浜の再

貴協会におかれましては、栽培漁業についての

生プランが出来ました。水産庁としてしっかりし

豊富な知見をもって栽培漁業の推進に大きな役割

たものを出してもらいました。これをしっかり受

を果たされてこられました。

け止めて我々は浜で活動していく、今その時であ

今後とも、貴協会の指導の下、海域協議会を中
心として、関係都道府県、水産総
合研究センター、漁協系統等との
関係機関が一体となって、栽培漁
業が効果的に実施されるよう期待
申し上げる次第であります。」と
挨拶をいただいた。
本理事会では、第 1 号議案平
成 26 年度事業計画及び収支予算
（案）に関する件、第 2 号議案平成
26 年度会費に関する件、第 3 号
議案平成 26 年度借入金の最高限
度額に関する件、第 4 号議案平
成 26 年度役員報酬に関する件、
第 5 号議案規程等の変更に関する

平成 25 年度第４回理事会

件、第 6 号議案平成 26 年度定時

豊かな海

No.33

2014.7

79

総会付議事項及び開催に関する件、第 7 号議案そ

原案のどおり承認された。次に第 7 号議案その他

の他、そして報告事項が上程された。

として、栽培漁業のあり方を含む「豊かな海づく

恒例により岸会長が議長となって、第 1 号議案

り」の推進方向及び国民的理解醸成についての助

平成 26 年度事業計画及び収支予算
（案）に関する

言・提言を得るための「豊かな海づくり企画委員

件を提案し、賛否を諮ったところ全員異議なく原

会」を設置することについて提案し、賛否を諮っ

案のとおり承認された。次に第 2 号議案平成 26

たところ全員異議なく原案のとおり承認された。

年度会費に関する件、第 3 号議案平成 26 年度借

次に報告事項として会長及び専務理事の職務の

入金の最高限度額に関する件、第 4 号議案平成

執行状況を報告し、全員異議なく了承された。議

26 年度役員報酬に関する件及び第 5 号議案規程

長から用意した議案はすべて審議いただいたとし

等の変更に関する件については関連した議案であ

て何かご意見等があるかとしたところ、事務局と

るので一括して提案し、賛否を諮ったところ全員

して専務理事から第 7 次栽培漁業基本方針に関す

異議なく原案のとおり承認された。次に第 6 号議

る発言があり意見交換を行った。

案平成 26 年度定時総会付議事項及び開催に関す

以上をもって理事会を終了した。

る件を提案し、賛否を諮ったところ全員異議なく

平成２６年度 第１回理事会
平成 26 年度第 1 回理事会を、平成 26 年 5 月
12 日
（月）15 時から東京都千代田区内神田のコー
プビル会議室で開催した。

りがたい。」と挨拶した。
来賓挨拶では、水産庁栽培養殖課保科課長より

来賓として水産庁栽培養殖課保科課長、同課宮

「本日ご出席の理事・監事の皆様方におかれまし

川課長補佐、手塚係長そして独立行政法人水産総

ては、平素より水産行政、とりわけ栽培漁業の推

合研究センター内田研究主幹のご臨席をいただい

進にご尽力・ご支援頂き、御礼申し上げます。

た。

昨年、栽培漁業の 50 周年の節目を迎え、今年

岸会長は、開催の冒頭で「水産庁におかれては、
この春から「資源管理のあり方検討会」がスター

は新しい栽培漁業基本方針を考えていく年であ
り、大きな節目であると考えております。

トしました。我が国周辺海域において資源が減少

また、「資源管理のあり方検討会」では、特に

する中で、水産資源の回復・増大を図る視点から

トラフグの資源回復において、栽培漁業をどのよ

いろいろな検討が行われており期待しているとこ

うに関係づけていくのかについても考えていく必

ろであります。

要があります。

なかでも栽培対象魚でもあるトラフグの資源問

栽培漁業基本方針につきましては、今後、検討

題については、次の検討会では関係漁業者の声も

委員会を立ち上げ皆様方のお知恵を拝借しなが

聞いて頂くと伺っております。この後は、迅速か

ら、実のあるものができるよう努力をしていきた

つ確実な資源回復に結びつくよう栽培漁業の位置

い。

づけを是非しっかりとしたものとしていただきた
いと考えております。
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り方について、保科課長以下、ご努力頂ければあ

こうした中で、全国豊かな海づくり推進協会に
おかれましては、栽培漁業についての豊富な知見

栽培養殖課では、すでに第 7 次の「栽培漁業基

をもって栽培漁業の推進に大きな役割を果たされ

本方針」づくりに臨んでいるわけですが、今後は

てこられましたが、引き続き、海域協議会を中心

「新方針」を展望する中で、次年度の栽培漁業「新

として、関係都道府県、水産総合センター、漁協

予算」の要求にあたり、全国に組織されておりま

系統等が連携して、栽培漁業が効果的に実施され

す「海域栽培漁業推進協議会」の機能を最大限に

るよう期待申し上げる次第であります。」と挨拶

活用し広域的な資源造成につながる栽培漁業のあ

いただいた。
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本理事会では、第 1 号議案平
成 25 年度事業報告、同附属明細
書、貸借対照表及び正味財産増減
計算書、同附属明細書並びに財産
目録に関する件、第２号議案平成
26 年度事業計画及び収支予算書
の変更に関する件、第３号議案平
成 26 年度定時総会付議事項及び
開催に関する件、第４号議案その
他、そして報告事項が上程された。
事 務 局 よ り 理 事 数 は 12 名 で
あったが、本年 4 月 24 日付けで
渥美理事から辞任届が提出された
ので現在理事は 11 名となったこ

平成 26 年度第１回理事会

とを含め理事会が成立している旨
報告を行った。
恒例により岸会長が議長となって、第 1 号議案

検討するための委員会として本協会に設置するこ
ととし、委員長には東京大学准教授の八木信行氏

平成 25 年度事業報告、同附属明細書、貸借対照

にお願いすること、また顧問の選任等については、

表及び正味財産増減計算書、同附属明細書並びに

澁川顧問が本年 6 月末日付けで退任し、後任とし

財産目録に関する件を提案し、賛否を諮ったとこ

て元水産庁増殖推進部長の成子隆英氏を任命する

ろ全員異議なく原案のとおり承認された。次に第

こととしたいと説明し、賛否を諮ったところ、全

2 号議案平成 26 年事業計画及び収支予算書の変

員異議なく原案のとおり承認された。

更に関する件を提案し、この変更については収支

議長である岸会長から、澁川顧問には当協会

予算書において、平成 26 年度国庫補助金の受入

設立から今日まで 10 年余にわたり、副会長、ま

額が確定したことと経費の見直しをしたこと等に

た顧問として本当にご尽力をいただき心より感謝

よるものとの説明をし、賛否を諮ったところ全員

を申し上げますと謝意を述べ、澁川顧問からお礼

異議なく原案のとおり承認された。次に第 3 号議

の挨拶があった。また岸会長から成子新顧問には

案平成 26 年度定時総会付議事項及び開催に関す

協会の発展にご指導賜るようお願い申しあげると

る件を提案し、賛否を諮ったところ全員異議なく

し、成子氏から挨拶があった。

原案のとおり承認された。

最後に、報告事項として会長及び専務理事の職

次に第 4 号議案その他として、豊かな海づくり

務の執行状況を報告し、また特別会員の脱会と辞

企画委員会の件及び顧問の選任等に関する件を提

任届が提出された渥美敏理事の補選は行わない旨

案し、豊かな海づくり企画委員会については、
「豊

を説明し、全員異議なく了承された。

かな海づくり」に向けた推進方策や本協会と関係

以上をもって理事会を終了した。

する機関が連携した今後の取り組み方向について

平成 26 年度定時総会を、平成 26 年 6 月 3 日（火）

殖課宮川課長補佐、手塚係長そして独立行政法人

13 時から東京都千代田区内神田のコープビル会

水産総合研究センター和田理事のご臨席をいただ

議室で開催した。

いた。

来賓として水産庁増殖推進部長谷部長、栽培養

岸会長は、開催の冒頭で「25 年度は、栽培漁
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業発展の礎となった、瀬戸内海栽培漁業協会が昭

を獲り残すことによって再生産を行わせる資源造

和 38 年に発足してから満 50 年の節目となるこ

成型の栽培漁業を漁獲管理や漁場整備事業と一体

とから、
「栽培漁業のあゆみ 50 年」を刊行する等、

的に推進することとしております。

記念行事を実施することができました。ご協力い

全国豊かな海づくり推進協会におかれまして

ただきました皆様方に心より感謝申し上げます。

は、海域協議会を中心として、水産総合研究セン

本年度は国が第 7 次の「栽培漁業基本方針」策

ター、関係都道府県、漁協系統など、関係機関の

定のタイミングにあり、転換期にふさわしい、こ

連携を図り、適地放流の推進等により資源造成型

れからの「栽培漁業」のあり方を展望した方針と

栽培漁業にご尽力をいただいてきております。

なることを期待しております。
とりわけ、我が国周辺海域においては、トラフ

は、これまでに 2 回の検討準備委員会を開催し、

グをはじめとする水産資源の回復が喫緊の課題あ

現行方針の進捗状況等を整理してきております

ります。開催中の「あり方検討会」においても、

が、夏過ぎには、検討委員会を立ち上げ、現状の

資源管理にかかる国の基本方策について多角的な

課題や「資源管理のあり方検討会」の議論も踏ま

面から検討が行われていることは、大変こころ強

えて、しっかりと栽培漁業の将来方向を定めてい

い限りです。今後は､ 確実に資源回復に結びつく

きたいと考えております。

よう、栽培漁業の位置づけを今一度、しっかりと

「あり方検討会」でありますが、先日、具体的

したものにしていただきたいと考えているところ

な議論をするとして、スケトウダラ、クロマグロと

です。

並んでトラフグの議論を先日の検討会で行いまし

当協会は新法人に移行し、二期目の事業をス

た。

タートさせるに至りました。この間、会員の皆様

トラフグについてはゼロ歳魚が漁獲尾数の半分

とともに、全国 6 海域での「栽培漁業推進協議会」

を占めていること。小底や定置での漁獲も多く、

を核として、広域種の資源造成や、海域での連携

漁業管理との連携が重要であることが指摘された

強化に努めて参ったところです。

一方、放流についても、適地放流や尾びれの欠損

平成 26 年度の事業計画でありますが、①つに
は、豊かな海づくり活動の全国的な推進、②つに

を減らすことで、有効放流尾数を向上させること
ができるとの示唆があったところです。

は、広域に連携した種苗生産・放流体制をめざし

先日も水産総合研究センターの施設を見学し担

た取り組みの推進、③つには、栽培漁業の技術開

当者からトラフグの育成にはまだ改善の余地が

発と普及、並びに稚魚が育つ場の保全、この三つ

あり数ではなく質が大事であるとの話を聞きまし

の事業を柱にして、取り組んでまいります。

た。

また、東日本大震災から 3 年を経過いたしまし

「あり方検討会」ではどうしても IQ 論議に関

たが、引き続き被災地の栽培漁業の復旧と、豊か

心が行きがちで有効なものはそれで良いが、トラ

な海の再生へ、会員の皆様と一体となって支援し

フグなどでは混獲などで現実に現場が悪戦苦闘し

て参る所存です。

ている問題であるため、これには別な形の取り組

栽培漁業は、資源の回復と漁業経営の安定の両

みが重要であり、栽培漁業、放流魚についてもそ

方に直接的に寄与するものであり、栽培漁業の推

の取り組みとセットで考えないと有効な成果がで

進 ･ 発展が、我が国漁村と漁業者の未来につなが

ないものと考えています。

るよう、ここにおいでの水産庁、水産総合研究セ

また、震災復興の取り組みについて、水産庁と

ンター、そして関係の皆様の一層のご支援、ご協

しても当然のことながら、引き続き復旧、復興の

力をお願い致します。」と挨拶した。

ために努力を継続して参ります。」と挨拶いただ

来賓挨拶では、水産庁長谷増殖推進部長より「栽
培漁業は、昨年、50 周年の節目を迎え、新たな
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新たな栽培漁業基本方針の策定につきまして

いた。
定時総会の議事として第 1 号議案平成 25 年度

歩みの第一歩となる今年は「栽培漁業基本方針」

事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書及び

の策定の年であります。

財産目録に関する件、報告第 1 号平成 26 年度事

現在の基本方針においては、成長後に漁獲する

業計画、収支予算書に関する件、第 2 号議案平成

ことを前提とした従来の栽培漁業に加えて、親魚

26 年度会費に関する件、第 3 号議案平成 26 年度
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借入金の最高限度額に関する件、第 4 号議案平成

災などの被害などで特別な事情により会費の減免

26 年度役員報酬に関する件が上程、報告された。

などの要請があった場合の対応については、その

事務局より会員数は正会員現在数 96 会員であ

取扱を本会会長に一任いただきたい旨説明した。

り、これに対し本会議には本人出席 10 会員、代

その後質問・意見を求めたが発言はなく、議決事

理出席 26 会員、議決権行使書による行使 56 会

項である第２号議案から第４号議案までの賛否を

員となっており、定款第 19 条第 1 項の規定によ

諮ったところ全員異議なく原案のとおり承認され

り総会が成立している旨報告を行った。

た。（議決権行使書面各議案賛成 56 会員）

岸会長が仮議長となって議長指名をしたい旨

議長は全ての議案の審議をいただいたとして

諮ったところ、議長一任となり会長は山本勇氏（大

せっかくの機会なので何かありませんかと問うた

分県漁業協同組合）を指名して、山本勇氏が議長

ところ、岸会長から、去る 5 月 12 日開催の平成

に就いた。

26 年度第 1 回理事会で当協会の澁川弘顧問が 6

第１号議案平成 25 年度事業報告、貸借対照表、

月末をもって退任し、後任として成子隆英氏に 7

正味財産増減計算書及び財産目録に関する件につ

月から就任していただくことが承認されたとの報

いて提案し、賛否を諮ったところ全員異議なく原

告を行い、澁川顧問には本会設立当初から 10 余

案のとおり承認された。
（議決権行使書面賛成 56

年にわたり副会長、そして顧問として本会を支え

会員）

ていただいたと謝意を述べ、また、後任の成子氏

続いて報告事項である報告第 1 号平成 26 年度
事業計画、収支予算書に関する件の報告と第 2 号

にあっては、水産庁幹部として活躍されところで
あり今後のご指導を賜りたいとして紹介した。

議案平成 26 年度会費に関する件、第 3 号議案平

これを受け、成子氏から、今年度は栽培漁業基

成 26 年度借入金の最高限度額に関する件、第 4

本方針の改定という大きな節目の年であり、皆様

号議案平成 26 年度役員報酬に関する件は関連議

方のご指導と力添えを賜りながら実りある年とな

案として一括して上程することを告げ報告及び提

るよう努力して参りたい。よろしくお願い申し上

案がなされた。

げますとの挨拶があった。

特に、第 3 号議案の会費について、東日本大震

以上をもって定時総会を終了した。

挨拶する成子隆英氏

平成26年度定時総会挨拶（岸会長挨拶）
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退任のご挨拶
顧問

弘

これまで協会の運営にご支援ご協力を頂いた関

（（社）日本栽培漁業協会を統合した）、都道府県、

係者の皆様に心から御礼申し上げます。取り分け、

（公社）全国豊かな海づくり推進協会により推進

栽培漁業 50 年のあゆみの編纂に参画させていた
だき感謝申し上げるものです。
ここに、あゆみの編纂を通じて、印象に残った

されることになり 10 年が経過しました。
この間、三位一体改革による栽培漁業関係補助
予算が税源移譲対象とされたことに加え、（社）

事柄の幾つかを記し、ご挨拶に替えさせていただ

日本栽培漁業協会を統合した（独）水産総合研究

きます。

センターの栽培漁業への対応が変容し、極めて不

50 年を通じて、栽培漁業の言葉の意味するも

透明になっています。原点に立ち返れば、センター

のとは何かを意識しつつ経過を辿りました。その

は、総合的に対応すべく組織を充実させることが

装いは、時代背景を反映して微妙に、変化してい

極めて重要と思われます。栽培漁業は、トータル

ます。発足当初の関係者の熱意は、人工種苗の生

システムであり、個々の要素の追求に埋没しては

産、放流、収穫という図式を意図したものではな

対応できないというべきでしょう。一方、漁業規

く、天然生産に依拠した採取産業から人の手で自

制措置による資源管理の限界が明らかになる中で

然界に積極的に関わることにより新しい生産体系

種苗放流を管理の手段として確たる位置付けを図

を築けないかという試みであったと思われます。

るべきであります。そのためには、全国に展開す

その後の（社）日本栽培漁業協会（国の委託）
と都道府県に支えられた種苗生産技術の目覚ま

る栽培漁業関係施設群の維持・充実と健全な運営
組織が確保されることが前提となります。

しい発展は、現在の栽培漁業体系の展開に繋がっ

これらの課題は、国が、法律に基いて策定する

ていくことになりましたが、200 海里時代到来の

基本方針で明らかにすべきであり、相応しい予算

背景の下に、足早な拡大を余儀なくされ、幾つか

措置が併せ手当てされるべきであります。

の大きな課題を積み残したままに走らざるを得な

栽培漁業発祥の海域である瀬戸内海で関係府県
により、資源管理の徹底と並行して共同してサワ

かったものであります。
大きな課題の一つは、自然界への働きかけへの

ラの種苗生産・放流に取り組まれており、また、

総合的配慮が、後追いになっているという事実で

トラフグでは、種苗放流と漁業規制を資源管理の

す。事業の急速な展開は、基礎的な対応を置き去

視点に立って、海域を越えて新たな取り組みが始

りにしていくことになりました。現在の栽培漁業

まろうとしています。これらの関係県間、さらに

への多くの批判的意見は、多くがその点の指摘で

は海域を越えた連携・協力の動きは栽培漁業の新

あります。自然界への積極的働きかけという原点

たな展開の方向性を強く示唆しているものと思わ

に立ち返れば当然のことでありますから、自然界

れ、国が自らの役割を再認識のうえ、積極的な支

と調和して、かつ、より有効、適切になるような

えを行うべきであります。

対応を期待しなくてはなりません。

（公社）全国豊かな海づくり推進協会は、これ

次の課題は、栽培漁業への取り組みの担い手の

らの課題の解決に向けて、都道府県、系統団体と

役割が不透明になっているという問題です。国、

共にその役割を果たさなくてはなりません。関係

（社）日本栽培漁業協会、都道府県が 40 年間に亘
り推進してきた体制が（独）水産総合研究センター
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機関のさらなるご支援ご協力を頂けるよう、宜し
くお願い申し上げる次第であります。

水産庁の第３回「資源管理のあり方検討会」、
トラフグ資源回復方策を議論
参考人として研究者、漁業者４名が意見表明
「種苗放流の有効化」と「漁獲圧削減」がカギ
漁業者、国の責任ある対策を求める
水産庁の「第３回資源管理のあり方検討会」が

再生産成功率低下にかかる原因究明とその対策、

５月 20 日、東京都港区の南青山会館で開催され

③資源回復のため、漁業者に新たな操業規制が課

た。会合では、太平洋クロマグロ、トラフグの資

せられる場合は国が責任を持って補償を行うこと

源管理について、関係漁業者らが参考人として意

―を改めて求めた。

見を述べ、資源管理のあり方について委員の間で
活発な議論が行われた。
トラフグの参考人として意見を述べたのは、①

片町氏
「資源減少の要因は再生産成功率の低下」

（独）水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究
所増養殖部資源増殖グループ・片町太輔研究員、
②西日本延縄漁業連合協議会事務局・松尾克樹氏、

１．片町太輔参考人
（水産総合研究センター瀬戸内海区水研増養
殖資源増殖グループ研究員）

③福岡県宗像漁協・中村忠彦組合長、④山口県漁
協越ヶ浜支店・吉村正義運営委員長の４氏。

トラフグは、日本海、東シナ海、瀬戸内海を一

この中で、片町氏は「トラフグ資源は減少傾向

つの資源として評価を行っている。雄は２歳、雌

が止まっておらず、再生産成功率の低下が要因の

は３歳で成熟する。下関の唐戸魚市場の取扱量を

一つと考えられる」と説明し、漁獲尾数に占める

みると、1980 年代後半から急激に減少している。

若齢魚の割合が高いことを問題点として上げると

資源水準は低位、動向は減少で、30 年近く減少

ともに、種苗放流について、高い効果がが確認さ

が続いている。人工種苗放流、漁期の規制、体長

れている全長７㎝以上などの一定条件を満たした

制限が実施されているが、資源量の回復の兆しが

「有効種苗」の割合を高めることが必要とした。
ただし「仮に現在の種苗放流の全てが有効種苗で

ない。
問題の一つは若齢魚に漁獲が偏っていること。

あった場合、若干の回復傾向になるが、現状の資

漁獲の半分近くが０歳魚で、０歳魚と１歳魚を合

源を維持するレベルと考えている。種苗放流の有

わせると７割近くを占めている。様々な海域で、

効化に加え、漁獲圧を削減した場合は資源が回復

様々な漁法で漁獲されていることが特徴。有明海

する」と述べ、早急に資源回復を目的とした方策

では０歳魚、瀬戸内海では０～１歳魚、日本海、

に取り組むことが必要とした。

東シナ海では１～２歳魚が漁獲の中心となってい

参考人の漁業者は、小型魚の再放流などの取り

る。

組みを説明し、「トラフグは種苗放流効果が高い

産卵親魚重量と再生産成功率の推移をみると、

ことを漁業者は身を持って実感している。資源を

2006 年以降、再生産成功率は低下傾向にある。

維持するためには種苗放流の増加と、さらなる操

資源水準は長期的にみても減少傾向で、この 10

業規制が必要だが、漁業者として今以上の取り組

年間の短いスパンでみても減少が止まっておら

みは困難」とし、昨年８月に国に要望した①広域

ず、再生産成功率の低下が資源が減り続けている

回遊魚であるトラフグの種苗放流について、特定

要因の一つと考えられる。2014 年以降、産卵親

の県ごとに実施するのではなく、国の責任におい

魚量が大幅に減少するという予測が出ており、よ

て適正規模の把握と放流の実施、事業の拡大、②

くないスパイラルに陥るのではないかと危惧して
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いる。

始した。平成 24 年からは広域資源管理方針に移

トラフグは種苗放流の対象種であり、近年は毎

行し、資源管理を継続している。

年 163 万尾の人工種苗が放流されている。有明

産卵親魚の保護を目的として禁漁期間を延長

海における種苗放流による回収重量に基づき、ど

し、小型魚の再放流サイズを原則 25㎝以下に拡

のような場所にどのような種苗を放流すれば効果

大している。５トン以上のトラフグ延縄漁船の操

が高いかということが検証されている。天然稚魚

業隻数の上限も設定している。

の育成場に、全長７㎝以上で尾びれの欠損のない

資源を増やすため、30 年以上前から県や地元

人工種苗を放流すれば高い効果が得られることが

市町村の協力を得て、漁業者も経費を負担し、人

わかっている。総放流尾数に対し、これらの条件

工種苗放流を行っている。トラフグは種苗放流の

を満たした「有効種苗」の割合は現在６割以上で、

効果が高く、延縄漁業者も身を持って種苗放流の

増加傾向にあるが、必ずしもこれまでは多くな

大切さを実感している。

かった。０歳魚に占める天然魚と放流魚の割合を

資源管理や種苗放流に取り組んでいるにもかか

みると、０歳魚に占める放流魚の割合は 20％で、

わらず、資源は今後減少すると予測されている。

増加傾向にあるが、一方で天然魚の０歳魚の加入

資源を維持するためには、種苗放流の増加とさら

量は減少が著しい。

なる操業規制が必要だが、漁業者の経営状況の悪

資源評価では、現状の漁獲圧と人工種苗の放流

化から、今以上の取組は極めて厳しいと言わざる

尾数、放流の条件が継続された場合の将来予測を

を得ない。資源減少の要因は、漁業者の獲りすぎ

すると、資源は減少していき、現状の資源量はお

というより、再生産成功率の低下が考えられてお

そらく維持できない。仮に現在の 163 万尾の種

り、原因として自然的な要因が考えられているが、

苗放流の全てが「有効種苗」であった場合、若干

明らかになっていない。広域に回遊し、様々な漁

の回復傾向になるが、おそらく現状の資源を維持

法で漁獲されているトラフグの資源管理に対する

するレベルと評価している。放流種苗の全ての有

負担を、他の漁業に先駆けて取り組みを行ってき

効化に加え、漁獲圧を９割、８割に削減した場合

た４県の延縄だけにさらに負わされることは、は

は資源が大幅に回復すると考えられる。早急に資

なはだ疑問を感じざるを得ない。

源回復を目標とした方策に取り組むことが必要。
まずは未成魚を対象に、これまで以上の漁獲規制
もしくは再放流による保護が必要。2014 年から

中村氏
「これ以上の厳しい資源管理は限界」

産卵親魚量が大幅に減少するという予測が出てい
ることから、産卵親魚についても何らかの漁獲規
制もしくは保護の施策が必要と考えている。

３．中村忠彦参考人（宗像漁協代表理事組合長）
３月まで福岡県フグ延縄船団の船団長をしてい
た。４月１日付で漁協が合併し、宗像漁協の代表

松尾氏
「漁業者は種苗放流の効果を身を持って実感」

理事組合長になった。協議会を代表し、延縄漁業
者の厳しい経営状況や、漁業者が前向きに資源管
理に取り組んでいることをご報告申し上げる。

２．松尾克樹参考人

トラフグの単価は、不景気の影響もあってか

（西日本延縄漁業連合協議会事務局）
昭和 57 年に、東シナ海、黄海の操業秩序維持
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年々下がり、ピーク時の４割程度に落ち込んでい
る。さらに、操業経費の多くを占める燃油代が、

を目的として、山口、福岡、佐賀、長崎、大分の

この 10 年間で２倍に値上がりしている。フグ延

５県のトラフグ延縄漁業者が「西日本遠洋延縄漁

縄の水揚げ減少に加えて、副次的な漁業の水揚げ

業連合協議会」を組織化した。その後、昭和 63

も減少し、生活は年々苦しさを増しており、漁業

年に大分県が脱退し、現在の４県で「西日本延縄

を廃業して陸に上がる人も増えてきている。

漁業連合協議会」として新たに設立した。平成

このように苦しい経営状況だが、大事なトラフ

17 年に、国の資源回復計画制度の下で「九州・

グ資源を回復させるために前向きに取り組んでい

山口北西海域（瀬戸内海、有明海、八代海除く）

る。獲りすぎを防ぐため、３～４日操業したら２

トラフグ資源回復計画」を策定し、資源管理を開

～３日休み、連続して漁に出ないようにつとめて
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いる。小型魚の再放流は 35㎝以下という厳しい

な議論が交わされた。田添伸委員（長崎県水産部

ルールでやっている。

技監）は、長崎県が行っている有明海における種

我々も過去の獲りすぎが現在のトラフグ資源の

苗放流では、非常に高い確率で産卵回帰すること

危機的状況を招いている原因の一つであることは

が確認され、有明海では産卵親魚が増えている実

わかっている。資源を増やすためには、思い切っ

態を紹介し、種苗放流の効果をさらに高めて小型

た獲り控えも必要であることは承知している。し

魚の再放流などと組み合わせた管理措置、九州・

かし、救済措置もないまま、延縄漁業者がこれ以

瀬戸内海海域が連携した共同放流体制が必要とし

上の厳しい資源管理や放流経費の負担をするとい

た。また、牧野光琢委員（（独）水産総合研究セ

うことは、もう限界。漁村地域の雇用を守るため

ンター中央水産研究所経営経済研究センター漁業

にも、一定のトラフグの水揚げを確保しなければ

監理グループ長）は、トラフグのように広域に回

ならない厳しい状況にあることも、十分に理解し

遊する魚種にとって、沿岸の都道府県がばらばら

ていただきたい。

に管理していることが効果が出にくくなっている
と問題を指摘した。

吉村氏
「種苗放流は国の責任で
適正規模の把握と拡大を」

勝川俊雄委員（三重大学生物資源学部准教授）
は、片町氏のシミュレーションについて、「２～
３年がまんして漁獲圧を下げることで、将来的に
資源が回復し、漁獲も伸びていくのであれば、迅

○吉村正義参考人
（山口県漁協越ヶ浜支店運営委員長）

速に何らかの手当てを急ぐべき」と、漁業者、行
政、研究者が協力して取り組む必要性を強調した。

近年の資源減少の大きな原因は、瀬戸内海など

田添委員は、「有明海では種苗放流の効果が出

の産卵場などの何らかの要因による再生産成功

ている。長崎県では、平成 16 年度からトラフグ

率が低下していることではないかとされる。資源

を毎年 50 万尾放流し、効果調査を行っているが、

を維持していくためには、種苗放流の強化に加

放流したトラフグは外海域で索餌回遊した後、有

え、さらなる操業規制が必要なことは承知してい

明海に 95％の非常に高い確率で産卵回帰するこ

る。しかし、漁業経営は危機に瀕しており、我々

とがわかっている。平成 16 年度から種苗放流を

の協議会単独の力では困難。トラフグは広域に回

開始したが、トラフグ全体の資源は悪い中で、有

遊する魚種であり、様々な海域で様々な漁法で利

明海は横ばいであり、産卵親魚がどんどん増えて

用されている。我々４県の延縄漁業者だけに偏っ

いる」と説明した。今後の国の方向性として、①

た負担が強いられることは不公平といわざるを得

科学的知見の充実、②トラフグを漁獲する全ての

ない。このような経緯から、昨年８月に国に３点

関係漁業者などが参加し、資源管理の取り組み検

を要望した。第一に、広域回遊魚であるトラフグ

討、③資源管理と種苗放流の連携による効果的な

の種苗放流は、特定の県ごとに実施するのではな

資源増大―が重要とし、「具体的な目標の設定と

く、国の責任において適正規模の把握と放流の実

達成のための管理措置や必要種苗放流数の検討が

施、さらに事業の拡大に尽力いただきたい。第二

必要。放流効果を出すには、小型魚保護を組み合

に、瀬戸内海などで再生産成功率が低下している

わせた管理措置が効果的。また、優れた種苗を生

原因を調査し、原因が判明した暁には早急に対策

産できるところはまだあまりないため、優れた種

を講じていただきたい。第三に、資源回復のため、

苗を共同生産する体制の確立が必要。関係県が連

漁業者に新たな操業規制が課せられる場合は、負

携して放流効果が高い海域への放流を行い、有効

担軽減のため、国の支援をお願いしたい。

放流尾数を増やしながらやっていけば、資源は回
復するのではないか」と述べた。

委員から活発な意見
「全ての関係漁業者が参加した資源管理が
必要」

牧野委員は、「トラフグのように広域に分布し、
沿岸でも多く獲られているような資源の場合、沿
岸の都道府県がばらばらで管理すると効果が出に
くい。特に地方分権が進んで財源が地方に移譲さ

これらの参考人の意見を受け、委員の間で活発

れたあと、県によって対象とする資源の重要度が
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違うため、それぞれ財政事情が厳しい中で、どう

これに対し、参考人の漁業者は、「従来通りの

しても各自が優先順位をつけて、資源全体でみる

種苗放流はやっていくが、トラフグはこれだけ広

とばらばらなってしまうという問題がある」と指

域に、いろいろな漁業で獲られている資源なので、

摘した。

種苗放流はぜひとも国にお願いしたい」と述べ、

重義行委員（大日本水産会専務）は、
「トラフ
グは資源状況がまだよくわかっていない。なぜ

都道府県ごとの放流ではなく、国の責任で種苗放
流を行う体制が必要であることを強調した。

こうなってしまったのか、環境要因なのか、再生
産成功率の問題など、研究機関が
しっかり押さえた上で漁業者に求
めていかなければならない。人工
種苗生産をしっかりやって、たく
さん放流すれば、若齢魚の部分は
漁業者に負担をかける必要もない
ということになる。漁業者は、自
分たちの負担がかかる話の前に、
もっと種苗放流をしっかりやって
ほしいという希望はないのでしょ
うか。このような漁業規制を行う
際は、国としても調査研究や種苗
放流について、国がしっかりやる
べきところは両輪を併せてやるこ
とが重要」と、参考人の考えを質
した。

写真左より大枝周二萩越ヶ浜はえ縄船団団長、吉村正義山口県延縄協議会
会長、中村忠彦宗像漁業協同組合代表理事組合長、松尾克樹西日本延縄漁
業連合協議会事務局

資源管理のあり方検討会（平成26年７月１日）
資源管理のあり方検討会取りまとめ（案）抜粋
トラフグ

トンの低水準で推移しており、2012 年（平成 24
年）は 114 トンである。また、2002 年（平成 14

（１）資源の状況等

年）以降の資源量は 2006 年（平成 18 年）の 1,039

トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群は、
20 府県にわたり、はえ縄、小型底びき網、小型

年）は 717 トンで過去最低である。これらのこ

定置網及び釣りなど様々な漁業種類により漁獲さ

とから、近年の資源水準は低位、資源動向は減少

れている。

と判断され、資源は危機的な状況にある。

長期の漁獲量の指標である下関唐戸市場㈱にお

88

トンをピークに減少しており、2012 年（平成 24

資源管理については、2005 年（平成 17 年）か

ける取扱量は、1971 年（昭和 46 年）～ 1993 年（平

ら 2011 年（平成 23 年）まで、山口県、福岡県、

成 5 年）の間は 600 トン以上の中位～高位の水

佐賀県、長崎県、熊本県及び広島県の浮きはえ縄

準にあったが、1994 年（平成 6 年）から急激に

及び底はえ縄漁業者によって九州・山口北西海

減少し、1997 年（平成 9 年）以降は 106 ～ 313

域トラフグ資源回復計画が実施された。2012 年
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（平成 24 年）以降も資源管理指針・計画体制の

が避けられない漁業種の実情を調査し、関係者が

下、熊本県から山口県西方海域（瀬戸内海、有明

連携して、未成魚漁獲の抑制や未成魚の再放流を

海、八代海を除く）において 5 トン以上漁船の隻

検討する必要がある。

数管理、休漁期間の設定、25 センチ（一部海域

種苗放流については、未成魚漁獲の抑制と組み

では 20 センチ）以下の小型魚再放流の取組が実

合わせることで更に効果的な資源増大が図られる

施されている。また、これら関係県は連携して近

ことから、資源管理と一層の連携を図りながら、

年 150 万～ 250 万尾の人工種苗を放流してきて

十分な放流尾数を確保しつつ放流効果の高い場所

おり、0 歳魚の資源尾数に占める放流魚の割合は

での集中的な放流、尾びれの欠損のない種苗の放

平均 20％となっている。その他の府県において

流など種苗放流の有効化を検討する必要がある。

も独自に漁具規制、小型魚再放流などの取組が行

今後の資源管理への期待

われているものの、横断的に資源管理を検討する
体制は脆弱な状況にある。
一方、多種多様な漁業による漁獲の 7 割（尾数

本取りまとめは、5 回にわたる会合を踏まえた

換算）以上は未成魚（0 歳～ 1 歳）が占める実態

検討会の提言として、検討会を設置した水産庁に

にあり、これら操業の多くは産卵場や成育場が多

提出される。今後、水産庁は関係部局及び漁業関

い瀬戸内海や有明海で行われている。このため、

係者と調整を進め、より具体的な措置を早急に検

従来の取組のまま大量の未成魚の漁獲が継続する

討し、可能な部分から速やかに取組を実施すべき

限り、現状の種苗放流を継続しても資源量は減少

である。

を続けると推定されている。
（２）今後の対応
トラフグの生態には不明な点も多く、資源減少

冒頭にも述べたとおり、本検討会は可能な限り
我が国漁業の実態に即した検討を行うことを旨と
し、漁業関係者の意見を聴取しつつ検討を行った。

要因は未解明であることから、調査研究の拡充強

本検討会で取り上げたマサバ太平洋系群、スケト

化が急がれるが、資源回復のための予防的措置と

ウダラ日本海北部系群、太平洋クロマグロ、トラ

して、成育場等における未成魚及び産卵場におけ

フグの 4 魚種に対する資源管理は、それ自体が重

る親魚を対象とした漁獲規制や保護などに取り組

要であるだけでなく、今後、他の魚種について資

む必要がある。

源回復を図る際にも有用な知見を提供すると考え

そのためには、トラフグを漁獲する全ての関係

る。

漁業者、関係行政機関及び試験研究機関が参画す

もちろん、我が国の資源管理のあり方に関する

る横断的な検討の場を設け、資源管理措置につい

検討は、本検討会で完結するものではなく、様々

て検討し、関係漁業者が統一的な方針の下で資源

な場において継続されるべきものである。特に、

管理に取り組むことが望ましい。

今後行われる資源管理指針・計画体制の評価・検

具体的には、これまでのはえ縄漁業者の資源管

証は、我が国漁業管理の特徴である漁業者の自主

理の取組の効果分析を行うとともに、その他の小

的な取組をより高度化させ、公的管理との連携を

型底びき網、小型定置網及び釣り等で漁獲する漁

図るものとして極めて重要である。次期水産基本

業者を含め、それぞれが取り組むべき資源管理措

計画も視野に入れつつ、所要の作業を進める必要

置について検討した上で、関係者の合意の下で統

があろう。

一的な資源管理指針を策定し、関係する府県や漁

これら取組は、水産日本の復活に向けた貴重な

業者が資源管理指針や計画を策定して、資源管理

一歩であり、本検討会の取りまとめがその羅針盤

を進めていく仕組みをすることを目指す一方で、

となることを期待するものである。

先行的に資源管理に取り組む漁業者の取組を併せ
て促進するため、その円滑な実施のための方策を
検討する必要がある。
トラフグの資源管理を効率的に進めるために
は、漁獲の 7 割を占める未成魚の抑制に取り組む
必要があるが、未成魚しか分布しない地域や混獲
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日本海西部海域（浜田沖～対馬東海域）の
沖合底曳網漁場における
ヒラメ資源量の計算と再生産関係の推定
公益社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
豊かな海づくり企画委員会

１．はじめに

専門員

安達二朗

法は、28 年前、元東海区水産研究所・土井長之
博士に、資源の加入率 Q（土井、1975）の求め

これからの栽培漁業について、水産庁栽培養殖

方をご教示いただいた時、単年の漁獲物年齢組成

課（2010）は、「資源造成型栽培漁業による資源

から資源量を求める方法を思い付いたことを付記

の回復、維持の推進」を考え方の一つとして掲げ

する。

ている。その内容は、これまでの一代再補型栽培
漁業に加えて、種苗の適地放流、放流後の混獲抑
制等の育成管理をすること、放流魚の再生産によ
り資源を造成すること、漁獲管理をしていくこと
等となっている。特に漁業管理については、従来

安達（2013 b ）が示した 2009 年 4 月～ 2010 年

の漁期、漁場、漁具、体長等の制限という入口規

3 月の浜田漁港におけるヒラメ漁獲物年齢組成

制から適正漁獲を目標とする出口規制が挙げられ

（表 1）から、完全加入年齢は 4 歳である。完全

ている。

加入後の漁獲尾数から対数回帰法により全死亡係

それらのことについて、これからの栽培漁業は

数 Z を計算すると、Z ＝ 0.863 が得られる。生

資源を増やすことを目的とする増殖研究と漁獲

残率 S（＝ e － Z）に変換すると、S=0.422 となる。

管理を目標とする資源研究とが関係しあってこそ

また、1 ～ 3 歳までの完全加入未満の年齢ついて

発展があると考えている（安達、2013 a ）。また、

の加入率は、土井（1975）の方法により計算す

上述の漁獲管理は資源研究の分野となるので、資

る と、1 歳 の 加 入 率 Q 1 は 0.024、2 歳 の 加 入 率

源研究者は、これからの栽培漁業のために、水産

Q 2 は 0.449、3 歳の加入率 Q 3 は 0.486 となる。4

資源学の知識を活用する役割と義務があるのでは

～ 9 歳の加入率 Q t は 1.0 である。また、資源量

なかろうか。筆者は 2008 年 10 月から現在まで、

を推定するために必要なパラメータである漁獲係

浜田漁港においてヒラメの市場調査を続けている

数 F は、F ＝ Z － M、ただし、自然死亡係数 M

が、その結果を栽培漁業の発展のために適用しな

は 0.2（安達、2007）である。また、漁業がない

ければならないとも考えている。

時の生残率 S 0（＝ e － 0.2）は 0.819 である。漁獲

それらのことから、この報告は島根県浜田漁港

率 E は、E ＝（1 － S）F/Z な の で、 漁 獲 物 年

における市場調査結果から推定されたヒラメ漁獲

齢組成からは、F ＝ 0.663、E ＝ 0.444 が得られ

物年齢組成を用いて、浜田沖～対馬東海域の沖合

る。このようなパラメータ類が得られたので、沖

底曳網漁場のヒラメ資源量を計算し、ヒラメの再

合底曳網漁場のヒラメ資源量を計算することがで

生産式を推定したものである。

きる。

なお、この報告に用いたヒラメ資源量の計算方
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表１

浜田漁港におけるヒラメ漁獲物年齢組成（2009 年 4 月～ 2010 年 3 月）

３．沖合底曳網漁場におけるヒラメ資源
量の計算
表 1 のヒラメ漁獲物年齢組成から得られた全死
亡係数 Z は 0.863 であるが、これは年齢ｔと完

らないので、上述の完全加入未満の生残率に S
を掛け、新たに得られた生残率に N1 を掛けるこ
とで、各年齢の資源尾数が計算される。それらを
合計すれば漁期間の資源尾数となる。
それを具体的に示したものが、表 2・1 列目、

全加入（4 歳）後の漁獲尾数 C t の対数値との関

3 列目の 1 歳の資源尾数 N1 を用いて表した各年

係（右下がりの直線、ｒ＝－ 0.976）から計算し

齢の資源尾数の表現である。表 2・2 列目は各年

たものである。

齢の加入率を示してある。

この直線の持つ意味は 2 つがあり、1 つは年々

1 歳 か ら 2 歳 の 生 残 率 は、{Q 1 S ＋（1 － Q 1）

に新しく発生したヒラメが資源に加わってくる量

S0} ＝ {0.024 × 0.422 ＋（1 － 0.024） × 0.819}

（加入尾数 N1）に大きな変動がないこと、他の 1

＝ 0.8095 である。ただし、Q 1S は漁獲死亡と自

）も、

然死亡とで資源が減少している時の生残率、
（1

それほど大きくは異ならないことである。もし、

－ Q 1）S0 は自然死亡だけで減少している時の生

年々の加入量に大きな変動があるならば直線式は

残率である。2 歳の資源尾数 N 2 は N 1 × 0.8095

成り立たない。例えば、ある年に卓越年級群が現

となる。

つは年々の生き残りの割合（生残率 S ＝ e

－Z

れていたら、ある年齢の漁獲尾数が異常に多くな

2 歳から 3 歳の生残率は、0.8095{Q 2 S ＋（1 －

る。典型的な例としては、1951 年の北海道春ニ

Q 2）S0} ＝ 0.8095{0.449 × 0.422 ＋（1 － 0.449）

シンの漁獲物年齢組成（石田、1952）に見られる。

× 0.819} ＝ 0.5187 である。したがって、3 歳の

したがって、沖合底曳網漁場では、年々のヒラ

資源尾数 N 3 は N 1 × 0.5187 となる。

メ加入量は、ほぼ一定と考えても良い。言い換え

3 歳から 4 歳の生残率は、0.5187{Q 3 S ＋（1 －

れば、ヒラメ資源は定常状態にあるので、単年の

Q 3）S0} ＝ 0.5187 × {0.486 × 0.422 ＋（1 － 0.486）

漁獲物年齢組成から資源量を推定することが可能

× 0.819 ＝ 0.3247 であり、4 歳の資源尾数 N 4 は

になる。すなわち、1 歳の資源尾数 N1 を求めさ

N 1 × 0.3247 となる。4 歳から 5 歳の生残率は、

えすれば、以下に示す手順により漁期間の資源尾

加入率 Q 4 が 1.0 なので、0.3247{1.0 × 0.422 ＋（1

数を計算することができる。

－ 1.0）0.819} ＝ 0.3170 となり、5 歳の資源尾数

まず、1 ～ 3 歳については、加入率 Q 1 ～ 3 を考
慮して、1 歳から 2 歳までの生残率と 2 歳から 3

N 5 は N 1 × 0.1730 となる。6 ～ 9 歳の資源尾数は、
加入率が 1.0 なので、5 歳と同じ計算になる。

歳までの生残率を求め、1 歳の資源尾数 N1 にそ

すなわち、5 歳から 6 歳の生残率は 0.1370（1.0

の生残率を掛けることで 2 歳、3 歳の資源尾数が

× 0.422} ＝ 0.0578 となるので、6 歳の資源尾数

計算できる。完全加入 (4 歳 ) 後の生残率 S は変

N 6 は N 1 × 0.0578 となる。以下、7 歳の資源尾
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表２

浜田沖 沖合底曳網漁場におけるヒラメ資源量の計算（2009 年 4 月～ 2010 年 3 月）

数 N 7 は N 1 × 0.0244、8 歳の資源尾数 N 8 は N 1

重を掛けると資源重量が計算される（表 2・7 列

× 0.0103、9 歳の資源尾数 N 9 は N 1 × 0.0043 と

目）。2009 年 4 月～ 2010 年 3 月までの資源尾数は、

なる。それらを合計すれば N 1 × 2.8867（表 2・

128,978 尾、資源重量は 116,011.8㎏と計算され

3 列目の計）となり、2009 年 4 月～ 2010 年 3 月

る。なお、資源尾数＝ N 1 × 2.8767 尾

までのヒラメ資源尾数を、1 歳の資源尾数 N 1 を

44,680 × 2.8867 ＝ 128,977.8 尾と計算される。

からは、

用いて表現したものとなる。したがって N 1 を求
めることにより 1 年間の資源尾数を計算すること
ができる。
次に 1 歳の資源尾数 N 1 を計算する方法を述べ

４．沖合底曳網漁場におけるリッカーの
再生産式の推定
日本海におけるヒラメの再生産関係を示したも

る。すなわち、浜田漁港に水揚げされた沖合底曳
網漁船によるヒラメ漁獲量は 36,459.0㎏（表 1）

のは、安達（2013 a）の島根県石見海域における

なので、N 1 を用いて表した各年齢の漁獲重量を

リッカーの再生産式しかない。その再生産式は次

求め、その合計を 36,459.0㎏と置けば、1 歳の資

式である。

源尾数 N 1 が計算される。年齢別漁獲重量は各年

N 1 ＝ 3.8771851・A・exp（－ 1.135796515・10 － 5・A）

齢の資源尾数 N t に、漁獲率 E と各年齢の平均体

・・ ①

重（表 2・4 列目）を掛けることで得られるが、

2006 年の 8 年間の親魚尾数 A と 2000 ～ 2007 年

1 ～ 3 歳にはさらに加入率 Q t（表 2・3 列目）を

の 8 年間の加入尾数 N 1 をリッカーの理論に当て

掛けることにより各年齢の漁獲重量が計算され

はめたものである。しかし、この報告では単年の

る。そのようにして計算した N 1 で表した年齢別

データしかないので、以下の方法を用いて再生産

漁獲重量を表 2・5 列目に示した。その合計は N 1

式を推定した。

× 0.8160 となり、N 1 × 0.8160㎏＝ 36,459.0㎏か
ら N 1 ＝ 44,680 尾が得られる。
1 歳の資源尾数 44,680 尾に各年齢の生残率 S t
（表 2・3 列目）を掛けると、各年齢の資源尾数（表
2・6 列目）が得られ、それらに各年齢の平均体
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こ の 再 生 産 式 の 推 定 方 法 は、1999 ～

リッカーの再生産式の一般式は、
N 1 ＝ a・A・e －ｂ・A・・②
e

N 1/A（＝ K）＝ a・

－ｂ・A

ただし、K は再生産率
ln（N 1/A）＝ lna －ｂ・A・・③

ｂ＝（lna ＋ lnA － lnN 1 ）/A・・④
パラメータ a は N 1/A ＝ a・e

－ｂ・A

ように計算される。再生産率 K は生残率 S が 0.422
において、

なので、K ＝（1 － 0.422）/0.4222 ＝ 3.245659351、

パラメータｂ＝ 0、親魚尾数 A ＝ 1 の時の N 1 の

が得られる。③式の右下がり直線は、傾斜ｂとす

値なので、
その時、a ＝ N 1 ＝ K である。したがって、

る lnK{ ＝ ln（N 1/A）} の軌道を示すと共に、縦

再生産率 K を求めることでパラメータ a を推定

軸の切片（ｂ =0、A=1）は lna である。その時、

することができる。パラメータｂは④式から計算

a ＝ N 1 ＝ K な の で、a ＝ 3.245659351 と な る。

される。また、パラメータ a、ｂの意味は、a は

また、表 2 より、N 1 ＝ 44,680、A ＝ 48,130 なので、

N 1 の大きさを決める定数で密度独立な変動に関

a と共に④式に代入すると、

係する。ｂはｂ・A が死亡係数なので、ｂは死亡

b ＝（ln3.245659351+ln48,130 － ln44,680）

係数の大きさを決める値で、密度依存的な変動に

/48,130）＝ 2.6006617・10 － 5 が計算され、N 1 ＝

関係する。e －ｂ・A は生残率であり、A が大きくな

・・
3.245659351・A・exp（－ 2.6006617・10 － 5・A）

るにしたがって低くなる。

⑤となる。それらを図示したものが図 1 である。

再生産率 K は、親魚 1 尾（A ＝ 1）から産卵さ
れたものが、何尾生き残って 1 歳になるか（加入

上段は③式、下段は⑤式を示したものである。
ここで推定した沖合底曳網漁場の⑤式と安達

するか）という意味で、A ＝ 1 の時最大となる。

（2013 a）が報告した小型底曳網漁場の①式とは、

その値は、ほとんどの魚種で 5.0 以下である（黒

パラメータ a、ｂの値が僅かに異なっている。し

木、1973）
。 ま た、 再 生 産 率 K（ ＝ N 1/A） は、

かしながら、密度独立的な変動に寄与する a は、

資源が定常状態にある時、K（＝ N 1/A）＝（1 － S）

どちらも 3 コンマ台であり、密度依存的な変動に

/S で求めることができる（安達、2008）。

関係するｂにおいても、単位がいずれもコンマ以

2

下 10 － 5 台なので、両者の差は、実用的には問題
はないと考えられる。浜田漁港に所属する沖合底
曳網漁船の漁場は、浜田沖から対馬東海域の水深
100 ～ 150m、小型底曳網漁船の漁場は、浜田沖
から日御碕沖の水深 70 ～ 130m なので、漁場が
東西に分かれている。季節によっては両漁場間に
おいてヒラメの交流があるかもしれない。

5．おわりに
第 4 次栽培漁業基本方針が策定されて以来、栽
培漁業には二つの目標があると考えられる。1 つ
は、放流した種苗が成長した後に、それを直接回
収すること、2 つは種苗を放流することにより天
然資源への加入量を増やし、適切な資源管理（漁
業管理）により親魚を増加させ、それにより天然
資源の持つ再生産力を補強することである。
この報告はヒラメを対象に資源管理のための資
源の絶対量を把握する計算方法を示したこと、資
源管理技術のための再生産関係を推定したもので
ある。
図１

沖合底曳網漁場におけるヒラメの再生産関係
上段：親魚尾数Ａと再生産率Ｋの対数との関係
下段：親魚尾数Ａと 1 歳の資源尾数Ｎ 1 の関係

近年、資源量を求める計算は、1 つの年級群に
ついて、年々の変化を追跡して、資源量、漁獲係
数などのパラメータを計算する方法（コホート解

このようなリッカーの再生産式のパラメータを

析）が主流であるが、この報告では、ヒラメ資源

求める方法から沖合底曳網漁場の再生産式は次の

が定常状態にあることを前提として、単年の漁獲
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物年齢組成から資源量を計算する方法を示した。

安達二朗（2008）ヒラメ放流魚の再生産率に関

コホート解析も、この報告の方法も函数関係を利

する数理的検討（1 尾の放流親魚から何尾が生

用したもので、推定方法ではなく単なる資源量を

き残って加入するか）．平成 19 年度栽培漁業資

求める計算方法にすぎない。この報告の計算方法

源回復等対策事業報告書、日本海中西部ヒラメ、

は、市場調査を始めてからの年数が少ない時には

173 － 188、全国豊かな海づくり推進協会．
安 達二 朗（2013 a） 島根県 石見 海域 にお ける ヒ

有効であろう。
ま た、 ヒ ラ メ 資 源 が 定 常 状 態 に あ る こ と か

ラメ資源造成型栽培漁業について．豊かな海、

ら、リッカーの再生産式を推定したが、これは先

2013．3.15．№．29、87 ー 92、全国豊かな海

で、資源管理技術の 1 つである最大持続生産量

づくり推進協会．

（MSY）を推定するためのものである。筆者は島

安達二朗（2013 b）浜田漁港におけるヒラメの漁

根県石見海域の小型底曳網漁場における生物学的

獲 物 年 齢 組 成（2009 年 4 月 ～ 2010 年 3 月 ）
．

許容漁獲量（ABC）をリッカーの再生産式を用

浜田市水産業振興協会総会・資料、7．

いて推定した（安達、2013 a）が、いずれ沖合底
曳網漁場においても、同じことを試みようと考え
ている。

土井長之（1975）年齢別漁場来遊率．水産資源
力学入門、日本水産資源保護協会・月報、№．
130、18．
石田昭夫（1952）ニシン漁業とその生物学的考察．
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