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森林や河川、海を一体的に
小さな積み重ねが大きな変化を生む
毎日新聞社
論説副委員長

奈良県で昨年 11 月に開かれた第 34 回全国豊
かな海づくり大会は、これまでにない光景が繰り
広げられた。
「海なし県」での大会は、滋賀、岐阜での先例
がある。しかし、大滝村というとびきりの山深い
地で、恒例の天皇皇后両陛下による「ご放流」の
舞台がダム湖というのは新鮮だった。森林と水資
源に富んだ地から「山と川、海を一体にとらえる
発想」を日本中の関係者にアピールしたものと言
える。

山と海は別のものか
「山と海のどっちが好き？」
私たちは、なにげなくそんな会話をする。どう
好きかといった他愛のない話ならいいが、性格分
析にまで及ぶこともある。
たとえば、
「山好きは、気が優しく大らかな性格。
ただし保守的で融通が利かない」とか、
「海が好
きな人は、進取の気性に富み、好奇心も強い。もっ
とも気が短く、言動がころころ変わる」とか。当
たらずとも……、かもしれないが、とかく山と海
は別のもの、あるいは対立するものという図式で
とらえてきた。
だからというわけでないだろうが、行政も見事
に縦割りだ。最近の国による新たな事業もそうし
た問題は解消されていない。
森林では「美しい森林づくり」や「山村再生支
援センター」の取り組みが動き出している。地球
温暖化問題に貢献する温室効果ガスの森林吸収、
バイオマスエネルギー普及などの発想による新た
な動きだ。
森から少し下って農山村地域では、
「田園自然
再生」や「里地里山の保全」といった視点で、生
態系を回復し維持していく多様な活動をしてい
る。
河川に目を向けると「多自然型川づくり」が始
まり、護岸をコンクリートで固めるような防災重
視・環境軽視の河川行政転換を図っている。
そして沿岸、海洋では「海の自然再生」や「里
海」などの新たな観点でアマモ場の再生をはじめ、
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干潟や浜辺での生態系回復と保全の取り組みが広
がりつつある。
どれも、新機軸の施策として評価できる。民間
の活動を支援したり、新たな動きを引きだしたり
することに配慮しているのも、従来にはない発想
だ。だが、「あなたは山好きだけど、私は海好き」
とばかりに連携は乏しい。農水省林野庁と水産庁、
環境省、国土交通省と担当省庁が分かれているせ
いだろう。

新たな連携と協働の動き
「省庁がもっと連携を深めよ」というのは、もっ
ともな正論だが、容易ならばとっくに垣根を越え
ているのだろう。現状を変えるには工夫がいる。
香川県が全国の都道府県に先駆けた「かがわ里海
づくり協議会」はそのヒントになりそうだ。
小さな県で瀬戸内海の恵みが身近という特性も
あるが、２年前に県内全域をあげて里海づくり
に取り組むための連携と協働の場として協議会を
作った。県をはじめ漁協、農協、森林組合、経済
団体、消費者団体などが幅広く参加している。
事務局を担当する県環境管理課によると、「里
海」という考えを県内に広く浸透させながら、効
果的で持続的、すそ野の広い活動を根付かせるた
めに、さまざまな検討を重ねているという。この
２年でセミナーやシンポジウムなどを開き、地域
での体験活動などを支援してきた。
ホームページには、面白いコーナーがある。自
らを「里海女子・男子」と名乗る若者たちの活動
レポートだ。
会社員のすーちゃんは、こんなことを書いてい
る。「宮川流域を１日で回り、それぞれの活動場
所でゴミ拾いと水質検査を行った。山・川・まち・
海はすべてひとつにつながっていて、自然と人も
つながっていることを実感した」と。
小さな行為やささやかな思いは、大きな自然の
前では無力だと思いがちだが、そうではない。小
さな積み重ねや集まりが着実な一歩となって、大
きな変化を生むのだ。そうした動きを支え、後押
しすることを心がけていきたい。

地球温暖化による海とさかなの変化
～気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジエクト研究より～
（独）水産総合研究センター
研究員

１．はじめに

中央水産研究所

小 埜 恒 夫

（RCP8.5 シナリオ）、世界の海洋全体の平均表面

人類が放出した二酸化炭素によって地球の温暖

水温が 2050 年までに 1.2℃、2100 年には 3℃上

化が引き起こされつつあります。地球の温暖化は

昇すると予測しています 2）。ただし IPCC の報告

海とそこに棲む生物に対して、どのような影響を

書は地球全体を対象にしたものなので、日本周辺

与えるのか？この問いに対する研究は、21 世紀

の海の細かな状況についてはあまり詳しくとりま

に入ってから急速に進展してきましたが、まだま

とめられていません。そこで我々のプロジェクト

だ不明の部分も数多くのこされています。我々水

では、高解像度の数値モデルを使って独自に日本

産総合研究センターも、農林水産技術会議による

周辺海域の水温上昇の将来予測を行っています。

「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立の

その結果、2005 年から 2095 年までの間に日本周

ためのプロジエクト研究」の中で、日本周辺の海

辺でも 2℃から 3℃の水温上昇が引き起こされる

や海洋生物に対する温暖化の影響を調査してきま

事が予測されました。特に水温の上昇が大きいの

した。ここでは本プロジェクトによる調査結果を

は本州東方の黒潮と親潮の間の「混合水域」と称

中心に、日本周辺の海とさかなに起こっている温

される海域で、そこでは 2095 年までの間に 3 ℃

暖化の現状と、将来予測される変化についてご紹

以上の水温上昇が見込まれています（図 1）。

介します。

水温３℃の変化となると、現在の南関東近海と

なお、ひとくちに海の変化といっても、その中

奄美・沖縄近海の水温差に相当します。単純に考

身は様々な要素で構成されています。ここではそ

えれば、今年生まれた赤ちゃんが 80 歳になった

のなかでも特に海の生物にとって重要な３つの要

ときに南関東のスーパーに並んでいる「地魚」は、

素、水温と流れと「鉛直混合」についてとりあげ

現在の沖縄で見られる「地魚」に変化している可

ます。

能性もあるわけです。こうした将来見込まれる魚

２．水温の変化
温暖化によって最も直接的に引き起こされる海
洋の変化は、水温の上昇です。水温 1℃の違いが
魚の分布や行動に大きな影響を与えることは、海
に係わられている方なら日頃から肌で感じられて
いることだと思います。実際、日本海のブリの漁
獲量は約 1℃の水温変化で 10,000 トン程度変動
する事が当センターの解析により明らかになって
います 1）。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
が昨年とりまとめた第５次評価報告書では、将来
にわたって何も温暖化対策を取らなかった場合

図１ 2005 年から 2095 年までの間に予想される表面水
温の上昇量。各色は右端のグラフに対応した水温上昇量
［℃］を表す。
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のために卵や幼生をできるだけ広範囲に拡散させ
たい生物にとっては、海流が強い方が自分たちに
有利に働くことになります。逆に、餌等の条件の
良い限られた海域に卵を産んで、卵や幼魚期をそ
の海域内で過ごさせる事で生き残り率を高めてい
るような生物にとっては、海流が強くなる事はそ
図２ 東経 138 度線 [ 静岡県御前崎沖 ] の黒潮強流帯（赤）、
それより沿岸側（黄色）および外洋側（緑、青）で観測
された表層水温の経年変化。縦軸が水温［℃］、横軸が年
を示す。

の卵や幼魚がその海域に留まっていられる時間を
短くする事に繋がるので、不利に働く事になりま
す。また、海流は温かい水と冷たい水の境目に沿っ
て流れることが多いので、逆に言えば海流の位置

種の変化に水産業や社会がどのように対応してい

が変わる事により、暖かい海と冷たい海の境界の

くかを考えていくことが、今後の課題です。

位置が大きく変化する事になります。境界が変化

こうした水温の変化は、どうやら既に現在の海

した場所の沿岸の生物にとっては、海流の変化に

でも始まっているらしいことが、世界の海のモニ

よって自分の住んでいる海域が「冷たい海」から

タリングデータから明らかになってきています。

「暖かい海」へ、またはその逆へと急激に変化す

IPCC 第５次報告書では、1960 年から 2010 年ま

ることになるので、先に述べた全体的な水温の上

での 50 年間に、世界の表面海水の平均水温は約

昇よりも遙かに大きくて急激な変化にさらされる

0.6℃上昇していると報告しています。我々のプ

事になります。

ロジェクトでも、黒潮海域で長期の海洋モニタリ

IPCC の第５次報告書では、北太平洋の海流

ングを行って水温やその他の環境の変化をモニタ

の変化について詳しい事は述べられていません

リングしています。その結果、黒潮の強流帯の表

が、この報告書の作製過程とほぼ並行して行われ

面水温が 10 年間で 0.4℃の速度で上昇している

た「第 5 次気候モデル国際相互比較プロジェク

ことが判明しています（図 2）。

ト（CMIP5)」と呼ばれる国際的な数値モデルに
よる気候予測実験では、日本の太平洋側を流れる

３．流れの変化

代表的な海流である黒潮と親潮が、ともに温暖化

温暖化により、海の中の流れ、つまり海流の形

によって流速を早めること、ただし黒潮、親潮そ

や強さも大きく変化します。海洋生物の多くは卵

れぞれが流れている位置は温暖化後も現在とは大

や幼魚期、稚魚期など、遊泳力の小さな時期の移

きく変わらない事が予測 3） されています。一方

動能力を海流に依存しています。海藻や貝類等の

日本海を流れる対馬暖流については、我々の研究

沿岸固着性の生物も、卵や幼生の拡散は海流に依

により、2100 年までに対馬暖流の流れが強まり、

存しています。大まかに言えば、生息範囲の拡大

それにともなって対馬暖流の北端位置が沿岸、沖

図３ 数値モデルで予測された、左から 2025 年、2050 年、2075 年、2100 年の日本海表層水温（10 月の分布）。年とと
もに対馬暖流（黄色〜緑の部分）の北縁が北上していく。
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合い共に大きく北上することが予測されています
（図 3)。これは日本海の中で、低水温域に生息す
る魚の漁場が日本から北に大きく離れる可能性が
ある事を示唆しています。たとえ温暖化で資源量
が変化しなかったとしても、漁場が遠くなればそ
れだけ漁業の採算性は悪くなってしまいますの
で、資源量だけでなく、こうした漁場の変化につ
いても正確な温暖化予測を行えるよう、現在技術
開発を進めています。

４．鉛直混合の変化

図４ 2005 年から 2095 年までの間に予想される混合層
深度の変化量。各色は右端のグラフに対応した深度変化
量 [m] を表す。

海の中には太陽の光が届きにくいので、植物プ
ランクトンは海の表層にだけ棲んでいます。これ

暖化予測モデルに組み込んだところ、混合水域で

らの植物プランクトンも陸の植物と同様、成長す

は温暖化後の植物プランクトンの生産力が減少す

るためには窒素、リンなどの「肥料」
（海では栄

る事が予測されました。

養塩と呼びます）を必要としますが、この栄養塩

こうした混合層深度の変化は、現在の海でも既

は海の表層にはとても少なく、海の深層に沢山溜

に見られているのでしょうか？我々のプロジェク

まっています。このため、海の表層にいる植物プ

トによって、親潮域や親潮・黒潮混合水域におけ

ランクトンが成長するためには、表層の水と深層

る過去 50 年以上の混合層深度のデータを解析し

の水が適度に上下方向に混ぜられること、すなわ

てみましたが、混合層深度の明確な減少傾向は検

ち鉛直混合が起きる必要があります。ところが、

出されませんでした。しかし、北太平洋域全体で

海水は常に太陽の熱で表面から暖められている状

は既に混合層深度の減少が始まっている可能性が

態なので、おおむね海の表面で一番水温が高く、

あります。その傍証の１つとして、北太平洋亜寒

下に行けば行くほど冷たくなっていきます。暖か

帯域の混合層における栄養塩濃度が、少なくと

い水は冷たい水より密度が軽く浮きやすいので、

も 1975 年以降、一貫して減少し続けている事が

海の水は外から力が働かない限り、簡単には鉛直

幾つかの独立した調査によって発見されていま

混合が起きないようになっています。風の力で海

す 4)。混合層深度が減少し、鉛直混合が弱まった

の表層のわずか数十 m から 100m 程度がかき混ぜ

ことによって、深層から表層に運ばれる栄養塩の

られ、上下方向に一様な水が形成されます。この

量が少なくなった事がこの原因と考えられていま

層の事を「混合層」といいます。混合層が海の表

す。

面から深さ何 m まで形成されているかを表す言
葉が「混合層深度」です。一般には混合層深度が

５．「海の変化」のさかなへの影響

大きければ大きいほど、深い層の栄養塩が海の表

こうした様々な海の変化の影響が、さかなには

面に運ばれやすくなるので、植物プランクトンの

複合的に加わる事になります。個々の海の変化の

生育がよくなります。

影響にはさかなにとって良いものも、悪いものも

温暖化による水温の上昇はまず海面から起きま

あります。こうした影響を全て足し合わせたとき、

すので、温暖化が進むと海の表層と深層との間

温暖化は結局さかなにどのような影響を与えるの

の水温差がますます大きくなり、その結果海の鉛

でしょうか？このような「複合影響」を予測する

直混合が弱まる事が予測されています。先述の

ための研究も、ここ 10 年ほどの間に急速に進ん

CMIP5 の研究結果や我々のプロジェクトによる

できました。我々のプロジェクトでも、サンマ、

数値モデル予測では、日本南方の亜熱帯海域と本

イワシ、サケ、スルメイカ等の複数の魚種に関す

州東方の混合水域で、2100 年までに冬期の混合

る温暖化影響予測を開始しています。

層深度が 30m 程度浅くなると計算されています

例えばサンマでは、温暖化によって水温や餌環

（図 4）
。この混合層深度が浅くなる効果を、同じ

境が変化すると同時に、魚自身の産卵海域や回遊

く我々のプロジェクトで開発した海洋生態系の温

経路も変化することが予測されています。これら
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写真６

左：メジナ

右：イシガキダイ

の複合的な効果によって、サンマの資源量自体は
温暖化によって増加するものの、魚価の高い大型
の個体が減って小型の個体が増加すること、また
北海道沿岸や三陸沿岸における漁期が現在より 1
旬程度遅れる事などが予測されています（図５）。
このように資源量だけでなく、体長組成や漁期に
関しても将来予測の情報を発信する事により、他
魚種の操業との切り替え時期の調整や、加工・流
通側の受け入れ体制の準備等といった、水産現場
における温暖化対応の促進に貢献できるのではな
いかと考えています。
サケの様に増養殖技術を組み入れた水産業が成
立している魚種では、単に温暖化による将来予測
を行うだけでなく、予測された将来環境に対応す
るための新しい増養殖技術の開発も進められてい
ます。例えば温暖化による沿岸水温の昇温時期の
早期化に対応して、サケの孵化放流時期を早める
ための技術開発、また夏季の沿岸水温の上昇によ
り、海域によってはサケの河川回帰が可能になる
時期が遅くなると予測されている事に対応して、
河川回帰時期の遅い個体群の選抜等の試みが始め

図５ 道東海域（左）および三陸海域（右）における、
体長階級別のサンマ来遊時期と来遊尾数指標の将来予測
結果。青線が現在の状況、緑線が 2050-2060 年の予測値
を示す。

られています。
これまでご紹介してきた様に、温暖化によって
海には様々な変化が起こると予測されています。
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トラフグ日本海 ･ 東シナ海 ･ 瀬戸内海系群
の資源管理について
水産庁 資源管理部管理課 資源管理推進室

１．はじめに
トラフグ日本海 ･ 東シナ海 ･ 瀬戸内海系群（以
下「トラフグ」という。）は、日本海中西部～九

いて検討し、関係漁業者が統一的な方針の下で資
源管理を推進すべきとの提言が行われた。
また、トラフグの資源管理を効率的に進めるた

州沿岸～瀬戸内海に至る広範な海域で、はえ縄、

めには、漁獲の７割（尾数換算）を占める未成魚

小型底びき網、小型定置網及び釣りなど様々な漁

の抑制に取り組むとともに、種苗放流については、

業種類により漁獲され、高額で市場取引される漁

未成魚漁獲の抑制と組み合わせることで更に効果

業上の重要資源である。

的な資源増大が図られることから、資源管理と栽

近年の資源動向は低位、資源水準は減少傾向と
評価されており、現状のままの漁獲と人工種苗の

培漁業の一層の連携を図りながら実施していく必
要性が指摘されている。

放流が継続された場合、資源量は減少し続けると
推定されている。
これまでトラフグの資源管理は、九州 ･ 山口北
西海域でのはえ縄漁業者による取組を除いては各
府県バラバラの対応になっていた。

３．トラフグ資源管理の枠組みの構築
（１）トラフグ資源管理検討会議の立ち上げ
資源管理のあり方検討会の取りまとめを踏ま
え、水産庁は、トラフグ漁獲実績のある府県の行

本稿では昨年３月に水産庁に設置された有識者

政機関や関係団体等に対して説明と協力要請を

による資源管理のあり方検討会でのトラフグに関

行った。また、これまでトラフグ資源管理の検討

する議論、及びその後のトラフグ資源管理検討会

を行ってきた瀬戸内海及び日本海 ･ 九州西広域漁

議の立ち上げを中心に、今後のトラフグ資源管理

業調整委員会において、各委員会の所管する海域

の進め方を紹介する。

を越えて分布回遊するトラフグの資源管理につい
ては、トラフグ関係県等が参画する横断的な検討

２．資源管理のあり方検討会の提言
資源管理のあり方検討会では、調査研究機関に
よる資源解析結果、各地の資源管理の取組状況、

の場を設けて実施するとともに、適宜、広域漁業
調整委員会に報告等連携することを説明し、各委
員会の了承を得た。

関係県による種苗放流の現状、及び現漁業者から

このような経緯を経て、平成 26 年 11 月、我

の意見聴取等を踏まえ、トラフグ資源管理のあり

が国最大のトラフグ水揚げ地であり歴史的にもト

方について多角的な検討が行われた。

ラフグと関係の深い山口県下関市においてトラフ

検討の結果、今後の対応として、トラフグの生

グ資源管理検討会議が開催された。トラフグ資源

態には不明な点が多く資源減少要因は未解明であ

管理検討会議には、トラフグを漁獲している 20

ることから、調査研究の拡充強化を急ぐとともに、

府県（※府県名は末尾に記載）の関係漁業者、行

資源回復のための予防的措置として、成育場等に

政及び試験研究機関、全国漁業協同組合連合会、

おける未成魚及び産卵場における親魚を対象とし

公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会、独立

た漁獲規制や保護などに取り組む必要があるとさ

行政法人水産総合研究センターとともに、市場 ･

れた。そのために、トラフグを漁獲する全ての関

流通の側面から資源管理を支援するために下関唐

係漁業者、関係行政機関及び試験研究機関が参画

戸市場株式会社及び下関唐戸魚市場仲卸協同組合

する横断的な検討の場を設け、資源管理措置につ

にも参加いただいた。トラフグの生産から流通に
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至る幅広い分野が集うことになったのは、トラフ

作業部会を設けることとした（表１）。また、海

グの資源回復を多くの関係者が切望していること

域別作業部会の合同部会を適宜開催し、海域間相

の証左であろう。

互の情報共有と意見交換を通じて、トラフグ資源

トラフグは栽培漁業の重要種であり、資源管理
と種苗放流を組み合わせることで効率的な資源回

管理を総合的かつ効率的に推進していくこととし
ている。

復が期待される。このためトラフグ資源管理検討
会の取組と海域栽培漁業推進協議会（事務局：全

下関市で開催されたトラフグ資源管理検討会議

生産 ･ 放流事業を連動させるとともに、各地の試

では、（独）水産総合研究センター瀬戸内海区水

験研究研究機関により組織されるトラフグ全国協

産研究所より、トラフグ資源の解析結果と漁獲圧

議会（事務局：瀬戸内海区水産研究所）が科学的

の削減による資源回復の見通し（シミュレーショ

知見を通じて漁業者の取組や種苗放流の技術向上

ン）などが報告された。検討会に参加した全ての

等を下支えすることにより、資源管理、栽培漁業

関係者がトラフグ調査研究の最新情報に触れ、ト

及び調査研究が三位一体でトラフグの資源回復に

ラフグ資源管理の必要性について理解を共有する

取り組む体制が整備されることとなった（図１）。

機会が得られたことは、検討会開催による重要な

（２）海域別課題別作業部会の設置

意義の一つであるといえる。具体的には、①天然

トラフグの分布回遊範囲は極めて広く関係する

魚の加入が低水準かつ減少傾向にあるにも関わら

漁業も非常に多岐にわたり、トラフグの生態と漁

ず未成魚に漁獲が偏っていることから特に０～１

業の実態に即した取組を検討する必要があること

歳魚の獲り控え（再放流を含む）の取組を直ちに

から、関係府県を日本海中西部海域、九州 ･ 山口

開始することが必要、②それぞれの産卵場や成育

西方海域、有明海海域、瀬戸内海海域の 4 海域に

場において漁獲実態や資源状況に応じた漁獲規制

グループ化するとともに、それぞれの海域に未成

や保護を行うことが必要、③本種の成育場は沿岸

魚漁獲抑制（再放流を含む）
、種苗放流（広域プ

の海域であることから種苗放流の実施に当たって

ラン）
、成魚保護、産卵場 ･ 成育場保全の 4 つの

は環境収容力に注意を払うことが必要、④放流魚

図１

8

４．今後のトラフグ資源管理の進め方

国豊かな海づくり推進協会）によるトラフグ種苗

豊かな海

No.35

トラフグ日本海 ･ 東シナ海 ･ 瀬戸内海系群の資源管理の進め方

2015.3

表１

海域別 ･ 課題別作業部会構成表

り実施されることになっている。種苗放流の効果
を最大限期待するためには、放流された種苗が成
長し、再生産に寄与できるようにしていくことが
重要であるため、トラフグ資源管理検討会議や広
域漁業調整委員会等において関係者間の合意形成
等を図りつつ、稚魚段階での獲り控え等の資源管
理との連携強化に努めることが必要である。
特に、トラフグのように資源状況が悪化してい
る魚種については、適切な資源管理を種苗放流と
一体的に実施するよう留意することが求められて
いる。

６．まとめ
トラフグ資源管理検討会議の立ち上げを契機と
して、資源管理、栽培漁業及び調査研究が三位
一体となり、連携しながらトラフグ資源管理を推
進する体制が構築されることとなった。今後は検
討会議に設けられた作業部会を中心に具体的な管
理手法の検討を行い、実行可能なものから着実に
取り組んでいくこととなる。トラフグ資源を回復
の高い混入率を踏まえると集団構造や遺伝的多様

させるためには漁法や地域を越え、資源管理と栽

性に配慮した種苗放流が重要であることが指摘さ

培漁業の連携をこれまで以上に深化させ、全ての

れている。

トラフグ関係者が一体となって取り組む必要があ

検討会議では、それぞれの課題に取り組みつつ

る。

も、トラフグ漁獲の７割（尾数換算）を未成魚が

水産庁としてはトラフグ資源管理検討会議の事

占めている漁業実態を踏まえ、未成魚漁獲抑制に

務局として尽力するので、関係各位の一層の協力

優先的に取り組むことについて合意されたところ

をお願いするものである。

である。
※の 20 府県

５．平成 27 年漁期に向けた取組
優先的に取り組むこととなった未成魚漁獲抑制

石川県､ 福井県､ 京都府、鳥取県、島根県、山口
県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、

について、トラフグ資源管理検討会議の開催から

宮崎県、大分県、愛媛県、広島県、岡山県、兵庫

現在までに、瀬戸内海海域、九州 ･ 山口西方海域、

県、香川県、徳島県、和歌山県

有明海海域の 3 海域において未成魚漁獲抑制作業
部会が 2 回開催され、今春以降のトラフグ未成魚

関係ＨＰ

の回遊に合わせて､ 現時点で取り得る未成魚漁獲

○平成 26 年度トラフグ資源評価票（ダイジェス

抑制の具体策を検討するとともに、未成魚漁獲抑

ト版）

制の実効性確保や資源評価の精度向上のための各

http://abchan.job.affrc.go.jp/digests26/

府県による細やかな漁獲実態調査の実施について

html/2668.html

検討が続けられている。
資源回復への貢献が期待される種苗放流につい
ては、九州海域と瀬戸内海海域の栽培漁業推進協
議会が連携してトラフグ種苗放流の高度化による

○資源管理のあり方検討会取りまとめ
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kanri/other/pdf/
arikata_summary.pdf
○トラフグ資源管理検討会議概要

資源の維持 ･ 造成のためのトラフグ栽培漁業広域

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kanri/other/

プラン（広域プラン）を策定し、平成 27 年度よ

torafugu.html
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特
都道府県の種苗生産機関の
１ 集 経営・運営改革に向けて
平成２６年度栽培漁業推進ブロック会議

提案・報告

ー 「都道府県アンケート」 集計結果よりー
（公社） 全国豊かな海づくり推進協会
各地の種苗生産機関の運営・経営状況をみると、都道府県の財政状況の悪化や、漁業者の負担能力の低下、
燃油高騰・電気料金の値上げ、さらには、生産施設の老朽化、職員の高齢化に伴う技術の継承など、さまざま
な課題を抱えています。
今後、都道府県の種苗生産機関の連携体制を強化しつつ、栽培漁業の技術及び情報の交換、人材の交流
等を推進し、より効率的かつ効果的な栽培漁業を推進することが求められているところです。
特集は、都道府県の種苗生産機関の経営・運営改革に向けての課題や対処方策、
さらに、事業面での「見直し」
検討事項について、都道府県アンケートを取りまとめたものを報告します。
各地の改革に向けた取り組みの「智恵」や「工夫」を参考に、効率的な栽培漁業の推進に役立ていただい
たら幸いです。

（ヒラメ種苗の出荷作業）
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都道府県の種苗生産機関の経営・運営改革に向けて

1

Ａ

特
１集

都道府県種苗生産機関の
経営・運営の重点課題と対処方法について

種苗生産機関の経営・運営の重点課
題と対処方策について

○資金運用規定の見直しにより、基本財産運用益の
増収を図る。
○漁業者外の団体・グループ、企業などに放流用・

【重点課題】
１．
事業費の財源確保について

養殖用種苗の需要開拓を推進。
○漁業者要望の強いキジハタ等の新規魚種を導入し
た種苗生産体制の刷新。

・基金運用益の低下
・補助金等の削減
・魚価安による漁業者負担金減少

○放流技術の改良や指導の徹底など県と連携した取
り組みで種苗需要の増大対策。
○一般からの募金・寄付金の拡大。

・種苗の需要減少
・漁業者の減少・高齢化、市町や漁協からの財源

２．
事業コストの削減について

確保難
・基金の取り崩し
（基金減少）
【課題解決への対処方策】
○漁業者の負担軽減に向けて、種苗生産・放流経
費に対する直接的・間接的な支援策の構築を国に
要望すべき。
○ヒラメ運営費の不足分は、現行の負担率アップを
将来引き上げることで漁業者と協議。また、他県販
売で収益向上を目指す（放流協力金の増額要請
を検討）
。

・燃料費・電気代・餌料費等の高騰
【課題解決への対処方策】
○感染症の防除対策の徹底や生産業務の効率化等
によるコストダウン。
○デマンド（需要電力）監視機器の導入。加温飼育
魚種の生産手法の見直し。
○生産対象種の絞り込み。生産尾数・サイズの再検
討。種苗生産期間の見直し。
○夏期高水温対策へ井戸海水の掘削（施設整備）
。

都道府県種苗生産機関の
経営形態別状況
（平成 26 年度、40 機関）
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○中小企業向けのアドバイザー制度を活用。経営相
談を実施し、経営計画を策定。

○経営全般について将来方向の検討へ「会議」設
置。
○海域の栽培漁業推進協議会への積極的参加。

３．
要員の確保、技術の継承について

B

都道府県種苗生産機関の施設問題に
かかる対処方策について
１．
老朽化施設の
更新、改修・修繕、延命化について

・取水・配水管、飼育施設全般で老朽化。
・基本施設整備後30年以上経過し耐用年数を超
えて使用しており危険な状態。
【課題解決への対処方策】
○広域種にかかる種苗生産施設の維持・補修に対す
種苗生産機関職員の状況

る国の支援施策必要。公益性の大きい放流種苗
の生産施設整備には国の手厚い特例予算制度の

・職員の年齢構成バランスの適正化
・事務職の確保・育成

創設を要望。
○県と施設維持管理計画（修繕計画）を策定し、
優先順位を付けて工事・修繕予算の確保を図る。

【課題解決への対処方策】

○故障の危険性が高い箇所から順次改善しているが

○職員の再任用。

高額な機器や緊急対応の必要な修繕は、対応が

○県からの人的支援の要請。

困難。

○職員の資質向上を促す。職員研修の実施。

○ 5 カ年の整備改革案を策定し、種苗生産能力を維
持できるよう必要順に施設整備。

４．
中期的な栽培漁業センターの運営方式、
広域対象魚種への対応について

○長寿命化工事への補助制度必要。
○施設のコンパクト化を修繕と併せて推進。
○年間 300 万円程度の修繕費しか確保できず。今

・試験研究事業の見直しとの関連等

後大きな施設更新、改修は国・県の補助金がなけ
れば困難。

【課題解決への対処方策】
○栽培漁業の意義・役割のアピール。
水産資源の維持増大という直接目標だけではなく、
①海域全体の資源の適切な管理推進、②海洋の
積極的な管理と利用による県沖合海域の確保、③
県民への安定した食料の確保など重要かつ多様な

２．
安全・安心へー防除体制の整備について
【課題解決への対処方策】
○閉鎖循環システムの導入による、疾病対策や使用
水量の削減。
○底掃除機の更新、紫外線殺菌施設の整備必要。

公益的な効果があることを PR。その上で、県栽培
漁業センターの一元的かつ効率的運用による、安
定した栽培漁業推進体制を確立するために、県の
支援が必要であることを訴える。
○中期的な視点から効率的・効果的な栽培漁業推進
を図るための「検討会」設置。
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３．
省エネ機器の導入・夏季高水温対策
【課題解決への対処方策】
○海水井戸の掘削。
○デマンド装置など節電対策、等。

都道府県の種苗生産機関の経営・運営改革に向けて

2

特
１集

種苗生産機関での
事業面の「見直し」検討事項と対処方策について

種苗生産機関での事業面の「見直し」検討事項

放流に適した種苗を導入し配付する考え。

１．
栽培対象種
（生産種）
について

○現在 12 種を生産しているが、資源状況、市場・
漁業者のニーズ、自然環境要因、社会経済要因

○対象種の重点化・絞り込みを図る（ニーズの少な
い魚種の生産中止など）
。
○収益力の向上につながる新規魚種の導入が可能か
検討している。
○今後、地域の資源増大につながる定着性の水産
資源などを対象とした種苗生産事業への関わりを強
化していく。
○資源評価を踏まえた資源管理目標を達成するため

を考慮し、新規種を導入しながら全体の種類を絞り
込む方向で検討。
○担い手育成のための放流、他機関（県、市町など）
の種苗生産団体との提携、放流場所の整備、資
源管理との連携など、総合的に検討する。
○検討された「栽培漁業センター運営方針」に沿っ
て、資源評価や漁獲動向、放流技術などの各種
知見、さらにセンターの収益性、地域の栽培センター

に必要な措置として、放流の有効性を検討した上

との役割分担などを総合的に検討し、止める魚種、

で対象種の選定を行う。

新規魚種を決めて重点化に取り組んでいく。

○需要、放流技術、採算性などから検討を行う。
○近隣県から調達可能な魚種については生産を中止
し、外部調達に切り替えることを検討。
○県の試験研究により技術が確立された魚種を順次
事業として受け入れる方針となっている（基本計画
の見直しにより県主導で検討）
。
○要望数量が少ない魚種については、近隣の県から

○老朽化が進行する種苗生産施設の現状を踏まえ
て、中長期的な視点から効率的・効果的な種苗生
産を確保していく。
○広域種の種苗生産にあたっては、県を越えた統合
的な生産を検討していく必要がある。
○既存の大規模中間育成施設の活用方法の検討が
必要である。
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○生産性の向上により生産数量の増加が可能か検討

２．
種苗生産サイズについて

している。
○他県からの需要増に対応した増産を検討する。

○サイズは放流効果や事業の経済性を考慮しながら

○漁業者のニーズの多様化に対応するため、他県と

決めてきたが、一般的には「放流効果の高い大型

の種苗交換を軸に検討し、これに対応した生産数

種苗の放流が望ましい」と考えている。一方で、厳

量を見直す。

しい環境下で種苗生産経費の削減が求められてお

○対象種の重点化や高単価の魚種にシフトしたため、

り、放流効果を維持しつつ一部魚種の小型化（放

総生産尾数は 23% 減となった。今後、対象種の

流サイズ）の検討を始めている（ヒラメ、
アワビなど）
。

資源回復を可能とする必要尾数も考慮した数量を

○再捕率の向上を目指し、現在試験放流中の大型
種苗について、効果試験、生産技術の改良、採
算性の検討を行っている。
○漁協における中間育成能力の低下に伴い、大型種
苗の生産を検討している（クルマエビ）
。
○コスト面からのヒラメ放流サイズの小型化検討に加
え、餌料環境面から早期（7 月）放流の効果検証

検討していく。
○魚種によって需要量にバラツキがあり数量設定が難
しい。種苗生産の安定しない魚種については、死
亡率を考慮するため多大な労力を必要としている状
況。
○栽培対象種が決まった段階で、水槽の収容力を勘
案して決める。

を行っている。
○漁業の中間育成施設の老朽化、漁業者の高齢化
から管理者の確保が困難なことから、県や市営セン
ターなどの拠点施設での集中的な育成方式に転換
している。
○魚種苗で生産サイズにバラツキが見られたので、効
果的なサイズのみ生産する方針で、ナマコ、カサゴ
はサイズアップした。今後も放流技術にもとづく適正
なサイズの見直しを図る。
○漁業者からは大型種苗の配付を要望されるが、現
有施設では困難である。

３．
種苗生産の単価設定について

５．
事業面の見直し
（人材の確保・育成 ）について

○消費税の引き上げに応じた単価設定した。電気代、
燃料の値上げに伴う単価改定も検討する。
○消費税アップについて、できるだけ生産機関での吸
収に努めた（3 → 2.5%）
。消費税・エネルギーコス
トの転嫁しなかったが、今後検討する。
○コスト増の一方で、漁業不振による漁業者負担の
増加を見極め、単価を検討していく。

○高齢化の現状を踏まえると、技術後継者の育成を
図ることを重要としている。
○数年中の大量退職者を抱えていることから、職員確
保が困難な面もある。
○若手職員がおらず、将来を見通した新規職員の計
画的な採用が不可欠。
○どのような人材が必要か。①緊急時に的確な対応

４．
種苗生産数量について

能力やコスト低減等による効率的な種苗生産業務
を推進する資質・能力を持つ人材。②事務職（経

○センターの収支状況を踏まえた事業規模の縮小や
放流サイズの小型化の実施で、生産数量の増減が
想定される。
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の視察、研修会等への参加により、職員の知識・

特
１集

○県予算削減で生産費補助・施設維持費が削減さ

生産技術向上を図る。管理職としての資質の向上、

れているなかで、収支バランスをいかに取っていくか、

各種研修の充実、マニュアルや報告書の作成など

固定経費をいかに確保するか、必要経費が確保で

により人材の育成を図る。

きるかなど難題が多い。
○種苗の有償化、資金運用制限の緩和などを検討。

６．
事業面の見直し
（事業内容・事業分野 ）について

○公益移行に伴い、公益目的事業の充実が求められ
ており、幅広い視点から栽培漁業の展開を考えて
いく。

○理事会の諮問機関として「公益事業運営検討委
員会」を設置し、浜の意見を踏まえ、栽培漁業に
関する事業全般について、生産施設の効率化、

○経営の健全化（組織のスリム化含め生産コストの削
減等で経営の健全化を図る）
。
○「低コスト型」 生産魚種の検討（施設改良と新魚

運営体制の見直し検討などを進めている。委員会

種の双方から）
。地先種と広域種との施策バランス

には行政からも職員が参画している。

を検討。

○漁業者の高齢化・減少、漁業担い手の確保等の

○新魚種の種苗生産技術開発は、国の研究機関で

課題の下で、コストパフォーマンスの高い新魚種開

一括して行い、技術移転してほしい。少量多品種

発が必要で、これに向けた知見の集積と放流技術

生産への対応困難、受精卵を含む種苗供給の連

の開発が必要である。

携体制の構築必要。

○地先種の種苗生産拡大（地域種に特化）
、または
新規の種苗生産の検討を行う。
○高齢漁業者にターゲットを置いた栽培漁業（対象種）
の推進検討。

○「閉鎖循環方式」による生産手法への移行。
○エネルギーコスト削減へ。電力装置の変更や LED
照明への交換。
○受益者から応分の負担が得られるよう栽培漁業の

○養殖用種苗の供給拡大を狙い、スケールメリットによ
る単価低減を目指す。
○設備整備（井戸海水）による養殖用アワビ種苗の
増産、新規試験研究開発課題づくり。
○観光・教育分野を活用した放流。

成果の PR 及び生産・放流技術の見直しによる
コストの削減が急務。
○多額の損失金を抱えていることから、組織改革、
生産コスト削減、老朽化施設の機能維持など、経
営基盤、安定化のための課題克服。
○栽培漁業の評価方法の見直し（放流効果調査の

７．
収支改善対策、
その他について

精度向上、再生産効果、市場効果・非市場効果
などを検討する）
。

○遊漁団体からのヒラメ釣り協力金の徴収。
○公益法人化を契機に「寄付金」を集める活動を

○電気代の値上げや重油代の高騰に対して、国の
支援を得ることができないか。

強化。積極的な「栽培漁業」の広報。

アカアマダイ種苗

種苗の出荷作業
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全国の栽培漁業推進協議会の評価と課題

3

地域で栽培漁業を牽引する組織として大きな役割を担っている「栽培漁業推進協議会」はこれ
まで、組織実態も把握されていませんでしたが、初めて、その組織の全容が明らかになるとともに、
その評価や課題が浮き彫りにされてきました。
地域の沿岸漁業の振興をも担う、栽培漁業推進協議会をみんなで支え、発展させる一助となれば
幸いです。

海域別にみた栽培漁業推進協議会の設置状況 （海づくり協会まとめ）
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特
１集

○共同放流推進協議会では、標識放流と効果調査
にあたり、内湾で放流したものが県内の広域に分布
していることや、場所により放流効果が異なることが
判明した。
○特に市町を跨ぐ広域回遊資源について、関係者が
連携して「つくり育てる漁業」を計画的かつ効率
的に推進する組織として大きな役割を担っている。
○公益財団法人に移行したころにより、組織の役員
定数減で漁協長の多くが評議員・役員の構成メン
バーから外れたため、
これまでの法人の評議委員会・
理事会よりも栽培漁業推進協議会が実質的な話し
合いの場として重要度を増している。

２．
栽培漁業推進協議会の「課題」
○近年の魚価低迷や燃油価格高騰などで漁業経営
は苦しく、漁業者負担を伴う栽培漁業の取り組み
が容易ではなくなっており、各地の推進協議会が

１．
栽培漁業推進協議会の「評価」

漁業者負担の増加の問題に直面しており、対応策
に苦慮している。

○各地の栽培漁業推進協議会は栽培漁業を牽引す

○資源管理協議会はじめ資源管理にかかる体制が構

る組織として、放流方法など漁業者の要望に沿っ

築されているなかで、資源管理と栽培漁業の関係

た計画を立て、中間育成を担ったり、放流資金対

性を整理し、両体制の見直し（整理・統合）を行

策の役割発揮など、大きな役割を果たしている。

う必要がある。

○資源管理の組織である地区の漁業者検討会との連

○開催回数が少ないと協議会に出席した漁業代表者

携もあり、資源管理と栽培漁業を両輪とした推進に

などからの情報が個々の漁業者に十分に周知され

一翼を担っている。今後は稚魚が育つ環境整備、

ているのか不明なことが課題。

海況調査等の必要性が高まる。
○栽培漁業協会の運営や栽培漁業の取り組みにつ
いて、漁協だけでなく関係市町に対しても周知、

○放流にあたっては漁協の各支店単位で行っており、
放流場所の拠点化等のスケールメリットを活かすに
至っていない。

理解してもらう役割を果たしている。漁業者、関係

○近年は協議会の減少や漁業者の高齢化で現場で

市町、県、種苗生産機関が意見交換をできる場で

の活動が減少しており、受益者である漁業関係者の

あることから、円滑に栽培漁業を推進するために欠
かせない組織である。

「参画」を促す仕組みづくりが課題である。
○近年は協議会の母体である漁協や漁連の経営は苦

○これまでの種苗生産・放流事業に係る協議から、

しく、組織・事業運営にかかる予算の確保が困難

現在では流通対策まで幅広い活動を行ってきてお

となっていること、中間育成や放流時の作業員の

り、栽培漁業の取り組み推進に大きな役割を果た

減少、水揚げ減少による漁業者の種苗放流に対す

している。

る意識低下などの問題がある。

○栽培漁業基本方針の策定など、県全体の栽培漁
業の方向性を決める重要な役割を担っている。
○漁業者と県の水産試験場とのパイプ役を担うほか、

○沿岸漁業の振興施策として栽培漁業をどう活用す
るかといった視点に立った全県的な協議会が必要
である。

中間育成や放流に対する指導に役割を発揮してい
る。
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【豊かな海づくり企画委員会】

特
２ 集

国民全体の共感を獲得し、
「豊かな海の応援団」に
今後の取り組み方策のあり方など活発に議論
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

■
（公社）
全国豊かな海づくり推進協会
（岸宏会長）
は、
「豊かな海づくり」の取り組みに国民的な理解と支持を得な
がら、漁業者及び森・川・海の幅広い人々や関係機関が連携した
「豊かな海づくり」の取り組み方向を検討するた
め、有識者ら多彩なメンバーで構成する
「豊かな海づくり企画委員会」
を協会内に設置し、平成26年10月30日に
東京・大手町のＪＡビルで第１回委員会を開催した。
■日本の栽培漁業は、沿岸域を
「豊かな海」にしようという構想の下で生まれてから50年の歴史を積み重ね、種苗
の生産技術や放流技術も飛躍的に発展し、沿岸漁業の経営安定に寄与するとともに、国民の豊かな生活に貢献
してきた。
■かけがえのない「豊かな海」の恵みを国民共有の財産として、大切に
「つくり育て」
を次世代に引き継いでいくため
の様々な取り組みについては、国民的な理解と支持を得ながら、多くの関係者が連携して進めていくことが重要と
なっている。
■このような観点から、
「 豊かな海づくり」
に向けた推進方策や、全国豊かな海づくり推進協会と関係する機関が連
携した今後の取り組み方向について検討するため、豊かな海づくり企画委員会を設置したものである。
「豊かな海づくり」の推進方策に関すること、②「豊かな海づくり」
■第１回委員会では、①栽培漁業のあり方を含む
への国民的理解の醸成に関すること、
その目的達成に必要な事項に関すること―の２点について議論が行われ
た。
■参加した学識経験者、専門家、
ジャーナリストなど多彩な顔ぶれの委員からは、漁業者と海・森・川に関係する人々
をはじめとする幅広い連携によって生み出される
「豊かな海づくり」
が、社会的な共感と支持を得て、国民に価値あ
るものと認識されるために、
どのような考えや姿・形、行動が必要か―などについて、
それぞれ日ごろの活動に基づ
いて活発な意見が出された。以下、委員会の模様をレポートする。

干潟観察会
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子供たちの歓声があがる

「豊かな海づくり企画委員会」

国民全体を「豊かな海の応援団」に

まざまな視点から検討し、将来の方向性についても有
益な議論ができました。

岸宏会長は、「栽培漁業は、50 年の歴史の中で

陸上に比べ、海の中のことは人目に触れにくいのは

様々な技術を活用し、漁業者の期待に応えてきた。し

確かです。このため、海づくりの内容や意義を、消費

かし、環境条件や漁業の状況などが変化している中

者・一般国民に積極的に伝えることが求められていま

で、従来と発想を変えながら、新しい視点でこれから

す。これは海の保全だけでなく、水産物消費の拡大、

の豊かな海づくりに取り組んでいかなければならないと

ひいては漁師の「誇り」の回復にもつながる。「きれ

考えています。これからの視点を考えた場合、最も重

いな海も大事だが、同時に豊かな海をつくることも大

要なのは環境問題と資源。それから、漁業者と漁業、

事」ということを、情報に物語性を持たせて伝えていく

豊かな海づくりに国民から支持を得ることです。国民

ことが大切です。

や消費者、次代を担う子どもたちに、豊かな海の環境

委員の意見の中で、豊かな海づくりは、衰退から

と漁業をしっかり見守りながら、おいしい魚が食べられ

再生に向かいつつある林業に似ており、林業を盛り上

るように、自ら豊かな海づくりに参画したり、後方支援

げて行動する「林業女子」や外国人観光客の活用

として支えてもらう、海と漁業を愛する応援団になって

の話がありました。「応援団」は重要で、子どもたちに

もらうことが重 要だと

よるチリメンモンスター探しからも、いろいろなことで海を

考えています。そのよ

体験して知ることが環境保全や「豊かな海」への理

うな応 援 団を我々が

解につながることがわかります。

育てていかなければ

日本は、沿岸域の漁業資源を何世代にもわたって

なりません。それぞれ

利用し、配分し、管理してきた独自の歴史があります。

の分野でご活躍され

政府が漁業者に対して配分している対象は、欧米諸

ている委員の先生方

国では個別魚種の漁獲枠ですが、日本の場合は海

には、しっかりと議論

域を利用する権利が主体となっています。このためか、

し、ご提言をいただけ

日本の漁業者には、魚だけではなく、海の環境を広く

ますよう、お力添えを

保全する意識が存在します。

お願いしたい」と挨拶
した。

岸 宏 会長

特
２集

国際的には、近年、生物多様性や生態系の機能
を保全するべきとの声が高まっていますが、日本の沿
岸では何世代にもわたりそれが実施されてきた場所が

「豊かな海」を世界共通の言語に
第１回企画委員会・委員長まとめ

多いのです。
すでに世界では、「里山」や「里海」として、日
本発の保全に関する認識が広まっています。「豊かな
海」を世界共通の言語にすることを目指し、活動を国
際的な視点を持って充実させる気運が高まっていると

八木 信行 委員長

いえます。

東京大学大学院
農学生命科学研究科
農学国際専攻
国際水産開発学研究室
准教授
＜プロフィール＞

1987 年 東京大学農学部卒業。農林水産省入省後、 人事院
派遣による米国留学（ペンシルバニア大学ウォートンスクー
ル）、 外務省（在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官）、
水産庁勤務などを経て現職。著書に「食卓に迫る危機」、
「最
新水産ハンドブック」、「水圏生物化学入門」 など。

今回の委員会では、「豊かな海」づくりの現状をさ
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自然保護と漁業者の活動は相反しない

ことではなく、同じ目標に向かっているということです。
しかし、現場の漁業者の方々は、まだなかなか同じよ
うには見てくれていないと感じることがあります。中津
では、昭和 60 年に全国一の水揚げを誇っていたアサ
リが、たった数年で獲れなくなってしまいました。漁業
者が漁業をできなくなり、後継者をつくれず、高齢化し、

足利 由紀子 委員

どんどん疲弊しています。温暖化など、漁業者だけの

ＮＰＯ法人水辺に遊ぶ会代表

問題ではない状況で資源が減っているという部分もあり
ます。アサリがたくさん獲れていたころは、漁師さんた
ちも自分たちの仕事に誇りを持っていました。
豊かな海づくりの取り組みは、まず消費者や子ども

＜プロフィール＞

1987 年 お茶の水女子大学理学部生物学科卒業。学生時代
から環境保全のボランティア活動に参加し、 児童書の編集・
出版、広告デザイン業を経て、大分県中津市に転居し、フリー
デザイナー・編集者として活動。1911 年にボランティア団
体 「水辺に遊ぶ会」を設立し、 干潟や海域の保全を目的に、
観察会や環境学習など啓発活動、 干潟生物調査研究、 海岸
清掃などを実施している。

を啓発し、地域のお魚をしっかりした値段をつけて食
べてもらうことが大切です。値段のつかない魚をきちん
と評価し、市場を変えていくということが大事です。漁
業者が、開かれた漁村として、もう少し市民や消費者
の方を向いて、資源のことを一緒に考えてもらうことが
大事だと思います。「自然保護活動と漁業者の活動

私は大分県の中津で干潟の再生をメインに活動して
います。活動で感じるのは、自然や環境保護と漁業

は、決して相反さない」ということを、もっとたくさんの
人に理解していただきたいですね。

を持続可能に形で行っていくことは、決して相反する

「豊かな海づくり」 の関係イメージ図 （全国豊かな海づくり推進協会）

20

豊かな海

No.35

2015.3

「豊かな海づくり企画委員会」

生産から流通まで
総合的な取り組みが必要

漁村に賑わいを取り戻し、
「漁業の応援団」を増やそう

木村 尚 委員

日下部 敬之 委員

ＮＰＯ法人海辺つくり研究会
理事・事務局長

地方独立行政法人
大阪府立
環境農林水産総合研究所
水産研究部長

＜プロフィール＞

1979 年 東海大学海洋学部海洋資源学科卒業。日本ミクニ
ヤ㈱を経て、ＮＰＯ法人海辺つくり研究会を設立。 東京湾を
子どもたちが泳げる海にしたいと考え、 市民参加型でワカメ
の育成による水質浄化、アマモ場や干潟の再生、ノリ養殖の
復活、セミナー等を実施。日本テレビ系 「ザ！鉄腕ダッシュ !！
ダッシュ海岸をつくりたい」 にレギュラー出演。第６次栽培漁
業検討委員会委員なども歴任。

特
２集

＜プロフィール＞

1986 年京都大学農学部水産学科卒業。 大阪府水産試験場
に就職し、 東京大学海洋研究所外来研究員、 大阪府立環境
農林水産総合研究所主幹研究員を経て現在に至る。イカナゴ
の資源管理、ウシノシタ類の資源生態研究などに携わり、 著
書として「チリメンモンスターをさがせ！」（監修）などがある。

私は大阪で仕事をしていますが、漁業者は本当に
やはり近年の気候変動、水温の上昇は無視できな

危機的な状況になっています。漁業収入が低くて、

い問題になってきています。魚がどんどん北上していっ

漁業では一家を支えていけないので、辞めていく漁師

たときに、どのように対応していくのかが心配です。仮

がいる。漁業収入が低い原因は漁獲量の減少と価格

に、移り変わっていく魚種に漁業が対応できても、魚

の低さです。これはどちらも解決していく必要がありま

食文化は北上しない。大阪の食文化は東京では通用

す。漁業資源を回復するということは、いずれにして

しません。流通や宣伝も含めて一体的に考えていかな

も長期の原因究明の研究や対策が必要になってきま

ければならなくなってきます。

す。また、漁業者がそれを待っている間に生活してい

私は、横浜の漁師さんたちと一緒にアマモ場づくり

けるように、同時に短期的な対策も必要です。その一

を続けています。お金にならない活動で、漁師さんも

つが、漁村に賑わいを取り戻す取り組みだと思います。

最初は消極的でしたが、アマモ場づくりの活動のほか

漁業者、あるいは水産関係者だけでは力になっていか

に直売なども取り組むようになり、漁港内に人が入っ

ないので、陸上の一般の人たちの理解が必要であり、

てくるようになると、漁師さんの顔つきや人への対応の

海や魚や漁業の応援団となる人たちを増やしていく必

仕方が変わってきました。いい魚を出そうという努力が

要があります。

始まり、
マスコミに取り上げられ、築地での評価が上がっ
て、
魚価が上がった。本来こうあるべきなんだと思います。

その一環として、私は地元の博物館の仲間と一緒
に、一般の子どもたちを対象に「チリメンモンスターを

「何かを播いたから、何かが増える」という単純な話

探そう」という取り組みをしています。ちりめんじゃこの

ではなく、もっとトータルな視点での総合的な取り組み

中から、いろいろな混ざりものの生き物を探す遊びで

が必要だと感じています。

す。小学校の出前授業でチリメンモンスター探しをやっ

もう一つは流通の問題です。漁師は本当に涙ぐまし

て、アンケートを書いてもらっています。大阪湾で漁業

い努力をしていますが、中間の流通業者だけが恩恵

者が漁業をやっているという認知度が非常に低いで

を受け、漁師が報われない。このへんも何とかしてい

す。大阪府産のちりめんじゃこの中にいろいろな生き物

く必要があると思います。

が入っているのを見て、子どもたちは、大阪湾がいろ

私自身は、場の保全や再生などの仕事に携わって

いろな生き物のゆりかごになっているということを学習し

いますので、生物の基礎生産や物質循環を重視した

ます。子どもたちの中に海の大切さがスッと入り込んで

場を水産の事業できちんと整備していただきたいと考え

くる効果があるみたいで、非常に喜んでくれます。漁

ています。

師さんからは、最初のうちはチリメンモンスターの活動を
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やってほしくないと言われたことが何回かありました。ほ

の努力のおかげです」と、知事さんの談話がインターネッ

かの生物の子どもが入っていると、その生物を獲って

トで発表されていました。イベントでは、子どもだけでな

いる漁師から怒られるというわけです。私は「今、大

く親御さんも一生懸命遊んでいました。川に棲む魚な

阪湾で漁師が漁業をしていることすら知らない人がほと

どを水槽に入れて展示したり、いろいろなことをしてい

んどなんです。漁師同士がそんなことを言っているとき

ました。私は、参加された人たちは隅田川や東京湾

ではありません」と話しました。今では漁協祭りなどで

のことをどの程度意識されているのだろうかと思いまし

漁師さんが自分たちが獲ってきたちりめんじゃこを使って

た。奈良県の海づくり大会も、大阪湾をどれくらい意

チリメンモンスターの活動をしてくれています。

識しているのか、あるいは沿岸で漁業という産業と接

豊かな海づくりのためには、私はとにかく短期的な
対策として漁村に賑わいをつくらなければと思っていま

点を持っていることを、国民はどのようにとらえているの
かが重要だと思います。

す。国もいろいろな施策を講じてくれていますが、省

このような小河川の小さなイベントを集積したものが全

庁の縦割り的な発想が抜けない感じがします。６次産

国豊かな海づくり大会のように感じます。また、海づく

業化の施策も、あまり縛りをつけずに、漁村で賑わい

り大会はそのような小さなイベントの開催を刺激する起

をつくったら、何らかの手当てをするというふうに、間

爆剤であるべきだと思います。結局は国民に海をどのく

口の広い事業ができればと思います。

らい意識してもらえるかです。単に水産関係者だけの
お祭りでは、「豊かな海って何だろう、美しい海って何

国民がどれだけ
海とのつながりを意識しているか

だろう」ということが素通りしてしるように感じます。私
はそれが海づくり協会の仕事ではないかと考えていま
す。

「場」の保全、漁業サイドは理論武装を
澁川 弘 委員
前全国豊かな海づくり推進協会
顧問

鈴木 輝明 委員
＜プロフィール＞

1965 年 京都大学農学部水産学科卒業。一貫して水産行政
に関わり、 水産庁、 科学技術庁、 石川県を経て、 全国豊か
な海づくり推進協会副会長、 同顧問をつとめる。有明海の諫
早湾の淡水化工事、 筑後川河口堰建設、 琵琶湖総合開発策
定、 石川県の原子力発電所建設などに際し、 水産サイドとし
て関わってきた。

今年の全国豊かな海づくり大会は、奈良県で開催
されます。海なし県で海づくり大会が開催されるのは、
滋賀県、岐阜県に続いて３回目になります。奈良県か
ら流れている川は大阪湾や和歌山県に入っています。
また、熊野川になって三重県と和歌山県境にも流れ
込んでおり、多様な様相を呈しています。
９月に埼玉県の川で川遊びの大会があり、見てきま

22

名城大学大学院
総合学術研究科特任教授

＜プロフィール＞

1972 年 京都大学農学部水産学科卒業。愛知県水産試験場
技師となり、 東北大学で農学博士号を取得し、 愛知県水産試
験場長を退職後、 現在に至る。 水産海洋学会宇田賞、日本
海洋学会日高論文賞等、 数々の受賞や、 伊勢湾再生推進会
議海域検討委員、 中央環境審議会水環境部会環境基準専門
委員会委員等、 国土交通省、 環境省等の委員も歴任。 著書
に 「水産の 21 世紀」 など。

私が感じるのは、資源管理にしろ、栽培漁業にしろ
重要性は理解されていますが、今の状況は、それを
支える場が崩壊しているということです。

した。黒目川という小さな川は、隅田川に流れ、最

貴重な海の恵みをわれわれに与え続けてきた三河

後は東京湾に流れ込みます。昔は県内でも有数の汚

湾が、近年その豊かさを失いつつある。これは干潟や

染河川だったようですが、そのイベントに対し、「このよ

浅場を失ったことにあり、赤潮や貧酸素化が一気に進

うなイベントを開催できるようになったのも、地元の住人

行した。ここは二枚貝などのろ過食性生物が極めて豊
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富だったところで、貴重な海水浄化装置としての役割

養化の問題があります。海水温の上昇も多くの沿岸で

が大きく損なわれてしまった。低炭素化社会の実現が

被害が出ています。

叫ばれる中で、自然の潮汐や干潟減の生物力を賢く

７年ほど前から、漁師から「見たこともない魚が獲

利用する方向に舵をとることが経済的に合理的だと思

れた」と言われます。カレイ類やメバルなどの高い魚

う。

が減って、食用にならないような安い魚ばかり出てきて

資源管理にしろ、栽培漁業にしろ重要施策というこ

います。貧栄養化の問題は、ノリ養殖にとって大打撃

とは理解できても、今の状況はそれを支える場の崩壊

です。全国一位の生産を誇った兵庫県は平成 19 年

ということが大きい。

には３分の１に落ち込んだ。底質の悪化は二枚貝が

環境問題に対しては、場の保全を掲げて開発サイ
ド

疲弊し、アサリは全国で 16 万トン獲れていたのが３万

に漁業者の考えをぶつけて積極的に戦う。こうしたこ

トンになった。有明海ではほとんどいなくなり、瀬戸内

とを変えていくには、やはり漁連や系統団体の組織力

特
２集

海では 100 分の１以下に減った。

だ。国のため、地域社会のためにやむを得ないのだと

底質の悪化、貧酸素化というのは、物質循環の

いう論理に対して、抵抗してもらいたい。水産の研究

停滞ではないかと考えています。藻場・干潟が消失

者や行政がきちっと漁業者をフォローする立場に回り、

し、有機物を食べて無機化してくれていた二枚貝もい

漁業者が場の保全について積極的に発言できる環境

なくなり、貧酸素水塊や底質の悪化につながっている。

を整える。そのうえでのつくり育てる漁業だと思う。

これをいかにして物質循環を元の正常に戻すかという

それと、流通の問題で一番大きいのは、スーパーを

ことを一番注目しなければならない。これだけ環境劣

中心とした大規模流通です。中小の流通業者、加工

化のスパイラルに陥っていると、いきなり二枚貝を増や

業者がどんどん倒れていって、一方的にスーパーの流

すことは難しい。できるだけ多様な生物を増やし、いま

れの中に収れんし、魚価の形成過程で漁業者の声が

まで環境が劣化してきたのと逆のことを地道にやってい

全く届いていない。それで高く売ろうとしても無理では

くことが、場を修復させる唯一の方法ではないかと思

ないか。

います。これは鈴木先生が言われるように「漁業者
ではできないこと」です。公共事業でやるべきことと仕

物質循環を元に戻すことが何より重要

分けして考えていく必要があります。
流通の問題は瀬戸内海も全く同じです。今は瀬戸
内海に魚がいなくなってきていますが、元々少量多品
種で、スーパーの４定条件には当てはまりません。昔
は岡山に行商が 200 以上いて、浜の魚を大事に扱っ

田中 丈裕 委員
ＮＰＯ法人里海づくり研究会議
理事・事務局長

てくれていましたが、今は 70くらいに減ってしまった。
少量多品種の魚は、行商や町の魚屋に売ってもらう
のがいいのですが、流通ルートは崩壊しています。そ
れを再構築しなければならない。漁業者が直接売った
り、鮮度管理をよくする取り組みなどをバックアップす

＜プロフィール＞

る漁協の体制強化が欠かせないと思います。

1978 年 高知大学大学院農学研究科栽培漁業学専攻博士課
程修了。 高知県漁業協同組合連合会を経て岡山県農林部水
産課技師となり、 同水産課長、 海洋建設⑭水産環境研究所
所長を経て現在に至る。 水産庁の水産環境整備技術検討委
員会等、 行政委員を歴任し、 学会委員として日本水産学会水
産環境保全委員、 沿岸環境関連学会連絡協議会委員をつと
めている。著書に 「カキ殻による漁場環境の改善―カキ殻に
よる餌料培養、 沿岸の環境圏」（共著）など。

今、漁業サイ
ドから見て非常に問題になっている環
境問題は４つあります。海水温の上昇、貧酸素水塊、
底質の悪化、貧栄養化です。瀬戸内海は特に貧栄
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次の世代につなげていくことが大切

場をどんどん作っていくことも大事ではないかと思いま
す。
もう一つは、水産業だけでなく、観光の面から宣伝
して広げる手法です。外国人観光客は昨年 1,300
万人になり、すごい勢いで増えています。豊かな海、
海の恵みというのは世界共通の言語だと思います。私

中村 秀明 委員

たちが見慣れた瀬戸内海も、外国人からすると、小さ

毎日新聞論説副委員長

な島が点在し、たくさんの船が行き交う世界のどこにも
ない光景だと感じるようです。
豊かな海づくりというのは、海外の人から見ると観
光資源であり、それとうまくマッチングさせるような形で

＜プロフィール＞

1981 年に毎日新聞社入社、 徳島支局、 和歌山支局、 大阪
本社経済部、 東京本社経済部を経て、 2013 年から現職。
毎日新聞朝刊（毎週水曜）にコラムを掲載。豊かな海づくり
について 「衰退から再生に向かいつつある林業に似ている」
と、 長い目で考えて次世代につなぐ視点での取り組みを呼び
かける。

高知県の土佐清水では、漁師は魚を獲って水揚

展開できないでしょうか。また、イタリアで日本の食材を
紹介するイベントでは、石川県のおぼろ昆布が「海の
カシミア」と称して紹介されたと聞きました。我々には
ないような海外の感覚で、日本が持っている海の魅力
を消費者に再認識してもらう取り組みも面白いと思いま
す。

げしても、魚価の低迷と燃料費の高騰で生活できず、
宝石サンゴに走らざるを得ないという話を聞きました。
漁師も「本来は魚を獲って食べてもらってナンボの仕
事なのに」という思いはありますが、豊かな海が目の
前にあっても、恵みを受けられないような矛盾した状況
を感じました。
消費者は「健康のためにもっと魚を食べたい」と言
いますが、なかなか具体的に動いていかない。そこを
変えていけば状況は大きく変わると思うので、私たちメ
ディアが果たす役割は大きいのかなと考えています。
今年の春に「ＷＯＯＤ ＪＯＢ
！」という林業の映画を
観て、その中で林業に関わっている人の「どんな仕事
会議風景

をしたかわかるのは自分が死んだあと。それが林業だ」
というセリフが印象的でした。自分たちの世代で成果
が出なくても、次の世代につなげていくことが自分た
ちの仕事だと言っているのですが、豊かな海づくりも
同じようなことが求められていくのではないでしょうか。
長い視点で物事を考えていくことはやはり大事かと思
います。
林業では、いろいろな県に「林業女子会」というも
のがあります。大学生や会社員、主婦など、林業に
関心があって森や緑を守ろうという人たちのサークル的
な活動です。漁業にも持ち込んで漁業女子会をつくろ
うということではありませんが、そういう人は非常に意識
が高いので、森と海がつながっているということを話せ
ば理解してくれると思いますので、交流の場、接触の

24

豊かな海

No.35

2015.3

委員会の意義を話す
川口 恭一副会長

委員との意見交換を行う
成子 隆英 顧問

（海づくり協会）

（海づくり協会）

「豊かな海づくり企画委員会」

いかに消費者との良い関係を築くか

特
２集

ジネスで消費者との接点を地ながら水産物を売っていく
ことが必要だと考えています。消費者は現場に入って
みて、非常に感動を覚えることがたくさんあるわけです。
消費者が生産者サイ
ドの入って来られる仕組みをつく
れば、やり方によってはすごく可能性がある。現場を

波積 真理 委員
熊本学園大学商学部教授

体感してもらうことで、漁協の応援団になってくれると
いうこともあると思います。

子供のころから海に親しむことが
環境保全につながる
＜プロフィール＞

1992 年 九州大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退
学。2002 年 博士（経済学）の学位授与（京都大学）。熊
本学園大学商学部専任講師、 同助教授を経て、 2006 年か
ら同教授。 研究課題は農水産物のブランド化・フードビジネ
スの展開。 地域漁業学会副会長、 福岡県漁業管理委員会委
員、 福岡県水産業関係試験研究評価委員会委員等を歴任。
著書に 「水産物ブランド化戦略の理論と実践―地域資源を価
値創造するマーケティング」 等。

宮原 秀之 委員
日本放送協会 制作局
第１制作センター
生活・食料番組部ディレクター

私はブランドに関する研究をずっと続けています。関
アジ・関サバは非常に成功して誰でも知っていますが、
リーマンショック以降、魚価の低迷と資源の減少で非
常に厳しいです。ブランドとして高い評価を確立して
いても、今の経済状況の中では収入が本当に厳しく、
後継者が減っています。地域の消費者と結びつけた
新しいビジネス展開が求められていますが、リーダーシッ
プをとる人材がなかなか出てきません。
ブランドとは、簡単にいうと「モノ＋情報」です。魚

＜プロフィール＞

2001 年 学習院大学卒。2003 年 東京水産大学大学院博
士課程修了（漁業経済専攻）後、ＮＨＫに入局し、 津放送局
に配属。 三重県鳥羽市答志島の漁師一課と島の人々の海に
生きる１年間の暮らしを、１時間番組 「里海の四季」 として
制作。2007 年に放映され、 反響を呼ぶ。 その後、 岩手放
送局に転勤し、 奇跡の一本松番組等を制作後、 2014 年８月
に東京本部制作局に勤務し、 朝の 「朝イチ」 などを制作して
いる。

環境保全について「漁業者だからできること」と「漁

の持ついろいろな価値を伝えていくことが重要です。

業者じゃないからできること」は車の両輪のようなもの

以前は魚屋さんが行商や対面販売で消費者に情報を

です。漁業者、消費者のどちらか一方ではなく、両

伝えていたのですが、今、魚を売るのはスーパーなの

方が声を上げなければ機能しません。海に興味がな

で情報が伝わらず、特に若い世代の主婦の方の魚に

い人にどうやって興味を持ってもらうかが難しい。長期

関する知識が驚くほど不足しています。

スパンで考えて子どもに海というものを知ってもらうこと

以前、消費者調査を行い、栽培漁業や環境に優

です。私は子どものときに学校行事で海水浴が年一

しい漁法が購買行動に直接結びつくかどうかを調べた

回あった。「海は怖い。でも面白い。海のものはおい

ところ、結びつきませんでした。素晴らしい制度、魚

しい」と思ったことが、大人になってからも海を愛する

のおいしさといった機能的な価値をＰＲすることで、お

ことにつながっていると、この年になってわかります。

いしい魚を食べ続けるために資源管理型漁業が欠か

子どもに伝えることが環境保全につながり、素晴らしい

せないことを伝えていくことが必要だと感じました。

海を守っていこうという気持ちにつながっていくのでは

漁業者は消費者ニーズを知る機会がなかなかない

ないかと強く思いました。

ので、そういったチャネルをつくっていくことが非常に大

やはり海を守るためには漁協が強くなくてはならない

事です。生産者と消費者の関係をいかに良い関係を

と思います。強くなるためには資金が必要であり、人

築き、その中で購買のリピーターを増やしていく。例え

的な体力も経済的な体力もなければならない。

ば、漁協が今までは自分たちの市場で売るだけだった

豊かな海づくりが醸成されるために必要なことは、ト

のを、加工したり、直売所をつくったりして、新しいビ

レーサビリティで生産者の顔が見えるということはよく言
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われますが、それだけでは売れていかない。消費者
が求めているのはもっと違う「物語」ではないかと思っ
ています。ある水産物を獲るためには、どんな地域の
どういう海で、どんな漁をして加工して持ってきていると
いうところまでわかって、はおいしく食べられると思いま
す。テレビだけではなく、様々な力を使って、生産者
の苦しみや喜び、魚の生態などに思いを馳せながら食
べるとおいしく食べられて、環境保護に役立っていくの
ではないかと思っております。特に栽培漁業では、人
の手によって資源が海に放たれ、数年後に大自然で
育って再び人の手に戻りますので、「大切に育てた資
源を放つ瞬間、そして資源に再会する瞬間」に壮大
な物語があります。
以前、三重県で勤務していた頃に赤須賀でアサリ
の密漁が問題となっていました。海上保安庁と漁協が
連携して行った取締りを映像で記録し、テレビで放送
したところ、密漁がピタッと行われなくなりました。マス
コミを使うことも資源を守る一つの方法です。密漁とい
う行為も、海産物などに愛着を持っていれば、心のど
こかでブレーキがかかったりすると思います。子どものう
ちから海を愛するように育てていくために何かをしたい

“里海の四季” ポスター

なと思っています。

「豊かな海づくり」 へのアプローチチャート （全国豊かな海づくり推進協会）

26

豊かな海

No.35

2015.3

「豊かな海づくり企画委員会」

特
２集

栽培漁業の役割について
栽培漁業について、
「水産基本法」第二条（水

の存在が漁業の存立を可能とし、漁業の維持が

産物の安定供給の確保）では、「水産資源の

約束されてこそ、漁村の存在がある。漁村の存

適切な保存及び管理が行われるとともに、環境

在があって、
初めて均衡のとれた国の形成がある」

との調和に配慮しつつ、水産動植物の増殖及

ことは自明です。

び養殖が推進されなければならない」と栽培漁

全国豊かな海づくり推進協会は、全国的に栽

業の推進を明確に位置づけ、より積極的に水産

培漁業を推進する中核機関として、漁場と資源

資源の増大を図るための増殖及び養殖を推進す

の管理及び稚仔魚の育つ環境の保全・改善を

ることを明記しています。

一体的にとらえ、持続的な漁業と海の守り人とし

栽培漁業が、計画的かつ安定的な資源供給

ての漁業者と漁村の存立をもたらす「豊かな海

とその後の管理によって漁業生産の安定と漁業

づくり」の実現に向けた取り組みを一層強化して

経営の安定の両面に貢献できることは、一部の

いく考えです。

魚種で実際に証明されています。さらに、近年
では「一代回収型」の栽培漁業に加え、親魚
を獲り残して放流魚の再生産を確保する「資源
造成型」栽培漁業をめざしており、遺伝子解析
による放流魚の親子関係の解明技術も開発され
ています。
豊かな海づくりへ、「栽培漁業＝種苗の放流」
という従来の狭い意味での枠で栽培漁業をとらえ
ることなく、自然の生物再生産を人の手で支え、
持続可能な（自然や人々の間に循環的な関係
が成立し）資源の利用が図られるよう、創造す
る全ての活動を“栽培漁業”と再定義し、これ
らを推進する活動を、社会の人々から支持され
つつ、推進していくことが求められていると考えら
れます。
沿岸漁業が資源や環境面で危機的な状況で
あることは、依然として変わりません。「豊かな海

欠かせない社会的共感と国民の支持
―栽培漁業で豊かな海づくりー
今回の委員会では、多角的な視点での幅広い議
論が行われまし。

を支援してくれる応援団づくりに結びつけるべき。この
ためには漁協や漁業の現場から声を強くし、発信し大
きな運動体を構築していくべきだ。」などの意見が活発
に出されました。
全国豊かな海づくり推進協会では、豊かな海づくり

多くの委員から特に、「漁業者と海・森・川の関係

に対する国民の応援をいただけるよう、今後ともいろい

する多くの人々の連携によって生み出される『豊かな

ろな角度から委員の先生方の協力を得て、提言をさら

海づくり』が、社会的な共感と支持を得て、国民の

に深化させ、これからの具体的な行動計画に結びつ

価値あるものと認識されるために、どのような行動が必

けてまいります。

要か。多様な命に満ちあふれた海を子供たちや消費

皆様からのご意見、ご提言をお願い致します。

者に知ってもらい理解してもらうことで、豊かな海づくり

＊（公社）
全国豊かな海づくり推進協会 ＊
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をテーマに、
「ゆたかなる 森がはぐくむ 川と海」
平成26年11月15日、16日に奈良県で開催
◆開催の意義
全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護・
管理と海や湖沼・河川の環境保全の大切さを広く
発信するとともに、水産業の振興と発展を図るこ
とを目的に、天皇皇后両陛下の御臨席のもと挙行
される国民的行事である。本年度は、奈良県にお
いて「第 34 回全国豊かな海づくり大会～やまと
～」が開催された。
奈良県は、紀伊半島のほぼ中央に位置する内陸
県で、吉野川に沿って走る中央構造線により北部
低地と南部吉野山地に大別される。特に南部吉野
山地は、
「近畿の屋根」と言われ、県土面積の約
3 分の 2 を占める豊かな森林が広がっている。
また、奈良県の河川は、大和川・淀川・紀の川・

公式ポスター

新宮川の 4 水系に大別され、これらの水系の河川
やダム湖では、アユやアマゴ、フナなどの内水面

◆式典行事◆
11 月 16 日（日）、天皇皇后両陛下ご臨席のもと、

漁業が行われている。
「海は、川に育てられ、川は山に育てられる。」

吉野郡大淀町文化会館あらかしホールにおいて式

という言葉がある。海のない奈良県での「全国豊

典行事が開催され、県内外から 525 名が参加した。

かな海づくり大会」は、海の幸は山の恵み、川の

式典開始に先立つプロローグでは、法螺貝吹奏

恵みのたまものであると考え、水が山、川、海を

で幕開けを告げ、山・川・海を巡る水循環を表現

循環する中で、山と川が大きな役割を担っている

した創作劇に併せ、奈良県にあった猿楽を継承す

ことを改めて認識し、感謝する大会として開催さ

る「ちびっ子桧垣本座」による「能」や国指定重

れた。

要無形民族文化財の「十津川の大踊り」、奈良市
立一条高等学校生徒の創作ダンスが披露された。

奈良県マスコットキャラクター

「せんとくん」

@NARA pref.
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式典は、和太鼓演奏に引き続き、きたの学園鼓
隊の先導、県立御所実業高等学校・青翔高等学校
生徒の旗手団による大会旗入場で幕を開けた。
大植正奈良県漁業協同組合連合会代表理事会長
の開会のことば、伊吹文明大会会長（衆議院議長）

◆放流・歓迎行事
式典行事終了後、会場を吉野郡川上村のおおた
き龍神湖に移し、放流・歓迎行事が開催され、県
内外から 331 名が参加した。
県立五條高等学校による歓迎演奏の後、水上歓

の主催者あいさつ、荒井正吾奈良県知事の歓迎の

迎が法螺貝吹奏で始まり、学校法人天理教校学園

ことば、功績団体表彰及び作品コンクール受賞者

天理教校学園高等学校による和太鼓演奏と併せ、

代表の表彰に続き、作文コンクールで大会会長賞

県南部地域の児童・生徒等による、海づくり大会

を受賞した更谷昴さん（天川村立洞川中学校 3 年）

史上初となるカヌーによる歓迎パレードが行われ

が作文「アマゴはどんぐりから生まれる？」の発

た。
その後、県南部地域の高校生の介添えにより、

表を行った。
次に、天皇皇后両陛下から五條市立西吉野中学
校生徒と川西町立川西小学校児童へ海産アユとフ

天皇皇后両陛下がアマゴとダム湖産アユを御放流
された。

ナのお手渡しが行われ、
「やまと海づくりメッセー
ジ」を林業従事者夫妻と県南部地域の小学生 3 組
が全国に向けて力強く発信した。
岸宏豊かな海づくり大会推進委員会会長が読み
上げた大会決議が満場の拍手で採択された。
大会旗を荒井奈良県知事から、次期開催県の石
井富山県知事へ引き継ぎ、山下力奈良県議会議長
の閉会のことばで式典は幕を閉じた。
カヌーによる水上歓迎

優秀作文発表
天皇皇后両陛下の御放流

放流魚お手渡し

放流・歓迎行事会場
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◆放流行事

◆関連行事

11 月 16 日（日）
、五條市の吉野川大川橋下流

11 月 15 日（土）・16 日（日）、橿原市の JA な

河川敷において、放流行事が開催された。放流・

らけんまほろばキッチンにおいて、関連行事とし

歓迎行事会場からの映像中継に合わせ、式典行事

て、やまと海づくりフェスタ in まほろばキッチ

で天皇陛下からお受けした海産アユが太田五條市

ンが開催され、延べ 18,000 人が来場した。

長により放流された。併せて、招待者と県民参加
により海産アユが放流された。

会場内に「企画展示」や「ステージイベント」、
「体験イベント」、「物産販売」のゾーンを設置し、

また、放流行事に先立ち、
「やまと海づくりフェ

放流魚の展示や絵画・習字コンクール受賞作品の

スタ in ごじょう」が開催され、ステージイベン

展示、金魚すくい、お魚タッチングプール、さか

トや物産販売などに約 2,000 人が来場した。

なクンや笑い飯のトークショー、県産農林水産物
や県南部東部地域特産品の展示・販売等が行われ
た。
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県民参加による放流

体験イベント
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◆絵画・習字コンクール優秀作品御覧

◆歓迎レセプション

11 月 15 日（土）
、歓迎レセプションに先立ち、

11 月 15 日（土）、橿原市内のホテルにおいて

橿原市内のホテルにおいて、大会行事の一環とし

行われた歓迎レセプションでは、天皇皇后両陛下

て実施した絵画・習字コンクールの優秀作品を展

御臨席のもと、県内外の大会関係者や功績団体表

示し、天皇皇后両陛下に御覧いただいた。

彰受賞者など 191 名が参加し、親睦を深めた。

作品御覧

歓迎レセプション

大 会 決 議

我が国の森、川、海は、その豊かな自然の恵みにより国民の生活を支え、多様で優れた食文化をも
たらしてきた。
ここ奈良県は、紀伊半島の中央に位置し、四季折々に変化を見せる広大な自然と豊富な水資源を有
している。
森林に蓄えられた水は、大阪湾に注ぐ大和川をはじめ、紀伊水道につながる吉野川など、四水系の
河川の清流となり、アユやアマゴ等の内水面漁業が営まれ、地域産業の発展に重要な役割を担ってき
た。
私たちは、かけがえのないこの自然が、生活と文化の基盤であることを再認識し、感謝するとともに、
我が国の恵まれた環境と水産資源を守り、誇りをもって将来に引き継ぐ重要な責務がある。
こんにち

今日まで 34 回にわたり開催されてきた「全国豊かな海づくり大会」の意義を、ここ奈良県におい
て改めて確認し、「ゆたかなる

森がはぐくむ

川と海」を合言葉に、さらなる環境・生態系の保全

に努めながら、森、川、海を守り育ててゆくことをここに決議する。

平成26年11月16日

第 34 回全国豊かな海づくり大会
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＜沿岸資源研究の最前線＞

ヒラメ放流種苗の初期生残向上を目指して
－アミ類等発生予測技術の開発－
（独）
水産総合研究センター
日本海区水産研究所
資源増殖グループ長

１．はじめに

資源生産部

山田 達哉

の餌として甲殻類の一種であるアミ類が重要であ
ると言われています。アミ類の発生場所と発生時

ヒラメ Paralichthys olivaceus は栽培漁業を代表

期を予測し、そこにヒラメ種苗を放流することで、

する魚種であり、日本各地で種苗放流が行われ、

放流初期の生残率が高まり、良好な成長が期待さ

その効果が期待されています。ヒラメに限ったこ

れます。

とではありませんが、放流の効果を得るために

独立行政法人水産総合研究センター日本海区水

は、放流初期の種苗の生残率を高めることが重要

産研究所では、京都府と福井県に接する若狭湾（図

です。そのためには、放流海域の餌料環境、食害

１）において、福井県水産試験場、福井県立大学

生物の生息状況、放流した人工種苗と競合する生

と共同でアミ類の発生を予測し、ヒラメを放流す

物の生息状況を調査し、放流に適した場所と時期

る試験を行ってきました。本稿では、その調査研

を決める必要があります。一般的に、ヒラメ稚魚

究の概要を説明します。

図１ 若狭湾における調査海域
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保有する幼生数、水温や餌の量により大きく変動

２．ヒラメ稚魚の餌生物であるアミ類

すると考えられるので、これらの条件を継続して
調査し、情報を蓄積することによりアミ類の発生

稚魚期のヒラメは主にアミ類を摂餌しますが、

量を予測することが可能になると考えられます。

成長に伴い魚類を捕食するようになります。餌生

３．小浜湾のアミ類の発生状況

物がアミ類から魚類へ変わるヒラメの大きさは海
域によって異なり、若狭湾では、全長 8 cm であ
ると言われています。そのため、全長 8 cm 以下

小浜湾のアミ類の発生を予測する技術を開発す

の種苗を放流する場合、放流海域のアミ類の発生

るために、2011 年から湾内のアミ類の発生状況

状況が放流後の種苗の成長や生残状況に大きく影

を調査しました。その結果、小浜湾とその周辺

響すると考えられます。したがって、小型サイズ

海域に生息するアミ類は Archaeomysis japonica と

の種苗の放流では、放流海域におけるアミ類の生

Neomysis awachensis（図３）が優占種であり、発

態や発生状況を熟知しておく必要があります。

生量の多い場所は湾の東部であることが分かりま

アミ類は 5 ～ 30㎜程度の小型のエビに似た甲

した。

殻類（写真１）であり、エビの脚に相当する部

小浜湾東部の水深 1m の砂泥域でアミ類の生息

位は先が羽のようになっています。アミ類の大部

量を年度別に調査した結果を図 2 に示しました。

分は海産であり、海底付近に生息し、植物プラン

アミ類の生息密度が 100 個体 /㎡と一時的に高い

クトン、付着珪藻、動物プランクトン、マリンス

時期がありますが、概ね 40 個体 /㎡程度となっ

ノーのような有機物を餌としています。雌は育房

ています。ヒラメ稚魚の成長に適したアミ類の生

を持っており、幼生はその中で親と同じ形態にま

息密度は 100 個体 /㎡以上と言われているので、

で育ってから放出されます。1 度に産まれる子供

ヒラメの放流に適した時期は限られます。調査海

の数は数十個体と少ないですが、1 年間に何回も

域のアミ類の生息密度は低いことがわかります。

子供を産むので、世代を繰り返す毎にネズミ算式

また、アミ類の発生量は年によっても異なります。

に個体数が増加します。また、環境によって親の

このように発生量が不安定なアミ類を、放流し

大きさが変化し、大きな親はたくさんの幼生を産

たヒラメの餌として有効に利用するためは、比較

むので、繁殖に適した環境であれば個体数が爆発

的アミ類の発生量が多い場所、多い時期を予測し、

的に増加することがあります。

適切な尾数のヒラメ種苗を放流することが重要で

若狭湾内のアミの個体群の動態を調査したとこ

す。

ろ、冬を越して生き残った親世代が春先に幼生を

４．アミ類の発生を予測する
調査研究の取り組み

産出し、次々に世代交代を繰り返すことで海域の
アミの生息数が増加することがわかりました。海
域のアミの発生量は、越冬した親世代の生息数や

アミ類の発生を予測しヒラメ種苗を放流する技
術を開発するために、日本海区水産研究所では、
発生場所と発生量の周年変化を調査しています。
福井県立大学では、アミ類の親世代から産出され
る第一世代の発生量を予測する研究を行っていま
す。これらの研究成果と種々の環境データを基に
して、福井県水産試験場と日本海区水産研究所で
は、アミ類の発生が多くなると予測される場所へ
ヒラメ種苗を放流し、市場調査や湾内での標本船
調査による放流ヒラメの再捕調査を行い、アミ類
の発生予測による放流方法の有効性を検証してい
ます。
写真１ 小浜湾で採集されたアミ類
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図２ 小浜湾東部水深 1m の砂泥域におけるアミ類の月別個体密度

した種苗が大きく育って市場に水揚げされると予
測されるので（写真３）、アミ類の発生予測によ
る放流方法の有効性について検討していく予定で
す。
アミ類の発生を予測し、適切な場所に適正な尾
数の種苗を放流する研究は始まったばかりです。
長期に亘る大量のデータや研究成果のある天気予
報に及ぶべくもありませんが 、調査の精度をあ
げながら研究を継続し成果を出していくことで、
種苗の放流効果の向上に貢献していきたいと考え
ています。

図３ Neomysis awachensis （BRANDT) の形態

５．今後の展望
現在、アミ類の競合生物や、アミ類の親世代と
子世代の量や割合の経時的な変化等、アミ類の発
生量に影響及ぼす要因につて研究を進めていると
ころです。また、今後、発生量が多い場所へ放流
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写真２ 漁獲された放流魚 （矢印）

1

【海域栽培漁業推進協議会】

平成２６年度種苗放流による
資源造成支援事業にかかる検討会を開催
第１回広域種資源造成検討会

会」を「第２回広域種資源造成検討会」と併せて
開催いたしました（表２）
。第１回広域種資源造成検

平成２６年９月２５日から１１月５日にかけて海域協議
会ごと、魚種ごとに合計７カ所で「第１回広域種資源
造成検討会」を開催いたしました（表１）
。

討会に引き続き「栽培漁業広域プラン」の検討が行
われました。
これらの検討にあたっては水産庁の担当官にご臨

検討会では、平成２６年度の事業の進め方、事業

席いだだくと共に
（独）水産総合研究センターよりアドバ

進捗状況についての報告に加えて、今年度に海域協

イザーを派遣いただき、適切な指導を頂いております。

議会ごと、
魚種ごとに作成する「栽培漁業広域プラン」
の素案について活発に議論が行われました。

第２回共同種苗生産・放流体制構築
検討会（第２回広域種資源造成検討
会と併設）
平成２７年１月２９日から２月２６日にかけて海域協議
会ごとに「第２回共同種苗生産・放流体制構築検討

瀬戸内海海域の検討会の様子
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2

【海域栽培漁業推進協議会】

“水産資源の回復こそ”豊かな海の再生へ力強い被災地支援を！
─ 被災海域における種苗放流支援事業の継続実施の要望活動を展開中 ―
太平洋北海域栽漁業推進協議会
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

１．
サケもアワビも危機的事態に
東日本大震災により太平洋北海域では、種苗生産
施設である栽培漁業センターやサケふ化場が壊滅的な
被害を受けた。さらに、沿岸の重要資源であるアワビ
は天然及び放流稚貝が津波で流出したり、がれきや
砂利につぶされるなどの影響を受け、これらが漁獲対
象年となる平成２７（２０１５）年以降のアワビの水揚
量が極端に少なくなるのではないかとの不安に、三陸
沿岸の漁業者が直面している。
また、サケ資源においても、大震災の影響を受けた

宮城県南三陸町でのアワビ水揚 （２７年１月）

平成２２（２０１０）年生まれのサケ稚魚が４歳魚となっ
て東北地方に回帰する２６年度秋冬については、４歳

種苗生産施設では宮城県及び福島県の栽培漁業

魚の姿が全く見えず、来年度はこの震災年級群が５

センターの整備完了が２７年度以降となったものの、国

歳魚となることから、真の震災影響は２７年度秋からと

の強力な復興事業によりその他の県・地域の施設整

懸念が深まっている。

備が整い、本格稼働に入ろうとしているところだ。復旧

秋サケの漁獲次第では東北地方沿岸の経済に大

した栽培漁業センターに対する漁業者の期待は大きい。

打撃を与えることとなり、アワビ漁の不安とも重なり、
三陸沿岸の「つくり育てる」漁業の根幹を揺るがしか

３．
これからが資源問題の正念場

ねない事態となる。
しかし現実には、２６年度においても他の道県等の

２．
助けられた国の復興支援事業

生産水準を充足するに至っていないこと
（表３）
。また、

国は震災後いち早く、栽培漁業の復興に向けて平

施設整備を終えても、稼働後に親の確保を行い、そ

成２３（２０１１）年度補正予算をたて、崩壊・流失

の後の種苗生産から放流サイズに育てるまでアワビで

した都道府県・漁協等の種苗生産施設やサケふ化

は約１年半を要し、放流の本格化はそれ以降となるこ

場の再建・整備を支援するとともに、「被災海域にお

とから、漁獲サイズに成長して生産に結びつくまではま

ける種苗放流支援事業」を実施し、放流種苗の確

だ時間を要する。

保支援、放流種苗の棲息環境整備支援により、被

一方、サケについても震災による来遊数減少に対

災海域の栽培漁業の復旧・復興を着実に推進してき

処した採卵用サケ親魚の確保等を支援する事業が平

た（表１、２）
。被災地の各漁協からは、震災後これ

成２６年度からスタートしており、被災地の水産資源の

まで種苗を供給いただいた他道県等の皆さんに感謝し

回復へ国の施策の果たす役割は大きい。

ていますとの声が聞かれた。

36

支援により確保できた種苗はアワビもヒラメも被災前の

豊かな海

No.35

2015.3

【海域栽培漁業推進協議会】 2

実現へ、政府・国会への要望活動を展開している。

4．
資源増殖へ復興支援事業の
継続・延長を

これは、栽培漁業において放流群が漁獲サイズに
成長するまで、資源増殖への取り組みを支えることが
復興支援にとって重要であることから、増殖事業が軌

上記「被災海域における種苗放流支援事業」は

道に乗り、安定的な生産サイクルが復活することで、

平成２７年度が最終年度となっていることから、太平

受益者負担がしっかりと成り立つまで、現在の支援事

洋北栽培漁業推進協議会は、アワビ・ヒラメ等の資

業の継続がどうしても必要だとの浜からの強い要望が

源増殖にかかる国の支援策の継続（５カ年延長）の

あるからだ。

表１ 被災海域における種苗放流支援事業による （ヒラメ ・ アワビ） 放流種苗の導入状況

表２ 被災海域における種苗放流支援事業によるその他魚種の放流種苗の導入状況
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表３ 被災道県における栽培漁業の被災状況と生産能力の回復状況
県名

被災状況

生産能力の回復状況

第６次基本計画等
における放流目標

H25年度

H26年度

北海道

太平洋岸の種苗生産施設１１施設中４施設で半壊

アワビ：650千個
ヒ ラ メ ：2,200千尾

アワビ：100％
ヒ ラ メ ：100％

同左

青森県

太平洋岸の種苗生産施設６施設中２施設で半壊

アワビ：2,100千個
ヒ ラ メ ：2,000千尾

アワビ：69.4％
ヒ ラ メ ：86.5％

アワビ：64.0％
ヒ ラ メ ：37.8％

岩手県

種苗生産施設１１施設中全ての施設が全壊

アワビ：8,000千個
ヒ ラ メ ：1,100千尾

アワビ：0％
ヒラメ ：0％

同左

宮城県

種苗生産施設３施設中全ての施設が全壊

アワビ：1,000千個
ヒ ラ メ ：200千尾

アワビ：0％
ヒラメ ：0％

同左

福島県

種苗生産施設１施設全壊

アワビ：1,000千個
ヒ ラ メ ：1,000千尾

アワビ：0％
ヒラメ ：0％

同左

茨城県

種苗生産施設５施設中全ての施設が半壊

アワビ：300千個
ヒ ラ メ ：850千尾

アワビ：31.7％
ヒ ラ メ ：49.1％

合計

４１施設中３０施設が被災

アワビ：33.3％
ヒ ラ メ ：32.9％

※生産能力の回復状況 ： 被災前と被災後における自県の施設で生産 ・ 放流した種苗の割合

５．
岩手県・宮城県の現地訪問レポート

稚貝の放流に頼っている海域では、さらに生産減
の打撃は大きいと考えられる。

全国豊かな海づくり推進協会では、平成 26 年
12 月 11 日から 16 日にかけて、岩手県（宮古市・
田老町ほか）及び宮城県（気仙沼市・三陸町・七ヶ
浜町ほか）を訪問し、資源増殖に取り組む現地状

（２）
田老町漁協アワビ種苗生産施設
（２６年２月竣工整備）
（漁協養殖課の大手嘉幸係長の話）
漁協では昭和 56 年からアワビ稚貝 60 万個の

況を聞き取りした。

放流の歴史あり、平成 7 年からは 120 万個の生産・
放流の実績があったが、津波で施設が全壊した。

■ 岩手県
（１）アワビ資源と漁場の状況について
（岩手県水産技術センター聞き取り）
岩手県では全般的に津波による稚貝の減耗が見
られ、特に県中部以南では顕著である。また、震
災以降は比較的大型貝が生産されているが、それ
は 5 ～ 6 年貝（震災影響を受けなかった貝）と
思われる。
津波被害にあったのは平成 22 年発生（震災前
年）の稚貝である。岩手県では漁業調整規則の 9
センチに達するために 5 ～ 6 年かかることから、
22 年発生群は今年で 4 歳となる。このため、来
年以降に生産減少のピークが来ると予測される。
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被災海域における種苗放流支援事業の延長・継続実施にかかる

要望書
受益者負担がきちんと成り立つところまで、
支援を継続していく必要があります
― 現支援事業（被災海域における種苗放流支援事業：期限27年度）の継続実施を！―
（１）東日本大震災により太平洋北海域では、種苗生産施設である栽培漁業センターやサケのふ化場が
壊滅的な被害を受けました。さらに、沿岸の重要資源であるアワビは天然及び放流稚貝が津波で流
失したり、がれきや砂利につぶされるなどの影響を受け、これらが漁獲対象年となる本年度以降のア
ワビ漁が極端に少なくなるのではないかとの不安に直面しています。
しかも、栽培漁業センターの復旧も遅れており、宮城県では平成２７年度中、福島県では２９年度
中の完成を目指しています。
アワビ・ヒラメ等の安定的な漁獲には、定期的・安定的な稚魚・稚貝の放流が貢献してきたところ
ですが、放流数量は未だ震災前の水準に届かず、漁獲までにはアワビで５～６カ年、ヒラメで３カ年
を要することから、施設整備後においても相当期間の支援を継続していく必要があります。
（２）東北の沿岸の基幹漁業たるサケ漁は、大震災によりふ化場が被災し、ふ化場に残っていた仔稚魚
も放流した仔稚魚も、その多くが生残出来なかったと考えられます。そのため、大震災の影響を受け
た 2010 年生まれのサケ稚魚が４歳魚となって東北地方に回帰する本年度については来遊尾数の
大幅減（４割減）が予測され、さらに来年度は震災年級群が５歳魚となり、震災後はふ化施設が
復旧過程にあり放流稚魚も少なかったため、真の震災影響は来年とも懸念されています。
秋サケが獲れないことは東北地方沿岸の経済に大きなダメージとなり、さらに漁協の自営定置漁業
の収益でアワビ等の種苗生産費の大半を賄ってきた地域も多く、サケ定置漁業の危機は「つくり・
育てる漁業」の根幹を揺るがす事態です。
（３）困難な状況が続く被災地の漁家は、種苗確保のための購入資金の手当の目処も立たない実状下に
あります。
このため被災海域においては、放流群が漁獲サイズに成長するまで、資源の増殖への取り組みを
支えることが重要です。これにより、増殖事業が軌道に乗り、安定的な生産サイクルが復活することで、
受益者負担がしっかりと成り立つまで、現在の支援事業の継続がどうしても必要です。
また、この支援事業を促進するためには、太平洋北海域内での県間連携、及び北海道等の他
海域からの支援など、広域での調整を図っていくことが重要です。
真の漁業復興へ水産資源の増殖に向けた国の支援対策の継続を、以下のとおり要望致します。

記
１．
被災海域の漁業実態が震災前の姿に戻り、漁業者（漁協）
の受益者負担がきちんと成り立つまでの
間、資源増殖にかかる国の支援策を継続
（５カ年間延長）
すること。
２．
種苗生産等の施設整備が大幅に遅れる福島県に対して、県内での種苗生産・放流体制の整備をはじ
め、漁業の本格再生に向けた諸対策を実施すること。
太平洋北海域栽培漁業推進協議会
（ＪＦ岩手県漁連 代表理事会長）

会長
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国の支援のお陰で、ヒートポンプ利用の最新式

と理解している。放流が資源の底支えをしている

の施設整備を得て初年度のアワビ生産となる。１月の

と思っているが、震災で天然も放流も稚貝を流さ

親の確保、春の採苗、11 月末には 25㎜に、27 年

れているため、放流稚貝の増産に期待がかけられ

春の放流時には 30 ～ 35㎜サイズになる。組合員皆

ている。水研センター（宮古庁舎）の指導で、生

の期待を背負っており、責任を感じている。

産技術も良くなり感謝している。
（４）田老漁協摂待川サケふ化場、宮古漁協津軽石
川サケふ化場、重茂漁協サケふ化場
それぞれ津波で全壊状態だったが、国の復興事
業で整備され、効率化された新施設で被災２年目
からふ化放流を再開している。
どの施設でも、遡上シロサケの年齢組成を聞く
と震災年にあたる 4 齢魚の回帰状況が極端に悪
く、来年度以降のサケ漁に大きな不安を抱いてい
た。また、震災の影響を受けなかったふ化場もあ
るが、どれも老朽化が著しいとして、国の支援を

田老町漁協の大手係長

求める声が強かった。

（３）
重茂漁協アワビ種苗生産施設
（２６年２月竣工）
（漁協種苗生産課の中村満課長の話）
漁協では震災前は 100 万個の稚貝を生産・放
流していた。組合員数約 500 名のうち約半数近
くがアワビ漁に従事しており、アワビ漁業は経営
を支えている。
しかし津波でアワビ生産施設が全壊した。新施
設はガラス張りで、組合員が集まる港の目前にあ
り、外から組合員の視線が集まり、期待の大きさ
を感じている。
27 年春の 150 万個の放流めざして頑張ってい
る。この地区では、天然と放流物の比率は 8：2

重茂漁協のアワビ種苗生産施設
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重茂漁協のサケふ化場 （説明する梅沢さん）

水揚げ後に計量中のエゾアワビ （宮城県 ・ ２６年１月）

■ 宮城県
（１）
震災被害の状況と回復状況

（２）
宮城県漁協唐桑支所

（宮城県気仙沼水産試験場聞き取り）

（千葉直司磯根部長、吉川弘支所長の話）

①震災による被害状況

放流については震災前はエゾアワビ 12 万個を

エゾアワビの親貝の被災状況は場所によって

放流していた。被災後は、支援事業で 24 年度 か

異なり、震災前と比較して 30 ～ 50％減少した。

ら 3 年間、毎年 3 万個の供給を受けてきたが、

一方、エゾアワビの稚貝は本県沿岸の広範囲

本当に助かった。感謝している。

で甚大な被害を受けており、22 年秋季に生ま
れた 0 歳貝（3 月時点で殻長 10㎜前後）が震
災前に比べて 90％以上減少し、26 年度以降の
漁獲量減少が懸念される。
さらに、津波による磯根漁場への被害は、外
洋に近い湾口部は比較的軽度だが、湾奥部では
瓦礫や土砂が大量に流入するなど重大であっ
た。
②震災後の回復状況
23 年度から県内沿岸 11 カ所で調査（※）を実
施した結果、3 カ所（地区）で、親貝分布密度が

宮城県漁協唐桑支所 ・ 磯根部長の千葉さん

極めて低い状態が継続していることが分った。
0 歳貝の分布密度は親潮の接岸などの影響で
震災後 3 カ年連続で低水準にあると考えられ、
資源回復が遅れることが懸念される。
キタムラサキウニの分布密度が卓越年級群の
発生によって増加傾向にあり、海藻群落が維持
される上限の密度とされている 200g/㎡（成体
でおよそ 2 ～ 3 個体）を超過している漁場が
認められ、今後、食害による藻場の縮小に注意
が必要である。
（※）水産庁補助事業（被害漁場環境調査事業、
漁場生産向上対策事業）により実施。

水揚げされたアワビを説明する唐桑支所長の吉川さん
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私たちは、放流経費にあてるため、震災前は水
揚げの 10％の賦課金では足りずに、1 人 5 千円
を追加徴収していた。
平成 23 年は稚貝が津波で流されてしまったが、
秋口には天然稚貝の発生があり、安心していたが、
翌年の冷水、25 年の低気圧で稚貝が多く打ち上
げられた。かわりに、ウニが多く発生しており、
ウニ駆除を 7 ～ 8 回行っている。
今後の見通しだが、昨年度漁獲できたのは、21
年頃発生したものが成長し漁獲に繋がったと思う
が、27 年の生産につながる 22･23 年稚貝を失っ
ているとすると、来年は本当に心配だ。
（３）
宮城県漁協志津川支所
（佐々木憲雄支所運営委員長、佐藤俊光支所長

資源の回復まで気が抜けないと話す
県漁協 ・ 志津川支店運営委員長の佐々木さん

の話）
アワビ稚貝放流は、震災前は年に約 13 ～ 15

り、アワビも 7 カ所を水揚げ拠点にしている。

万個放流していた。震災後は、支援をいただき

震災以降は小さなアワビがないことと、ウニの

なんとか 1 ～ 3 万個程度の放流できたが、宮城

食害が大問題であること等に、頭を悩ませている。

県の新栽培センター完成に期待している。また、

東北大学の先生方の支援で、ウニ養殖に向けた

27 年度で支援が切れることを心配している。資

動きが進んでおり、これがアワビの食害対策とウ

源あっての漁村であり、資源増大へ踏み込んだ復

ニ資源の有効活用と両面で成果が上がるか、期待

興支援策をお願いしたい。

をしているところだ。

この地区の天然と放流物の比率は 40％：60％
で、放流物のウエイトが高い。
志津川支所、組合員数は 770 名。うちアワビ
に関わる組合員は 350 名。
過去の合併漁協のため地区数は多く 17 地区有

（４）宮城県漁協七ヶ浜支所（鈴木直哉磯根部会長、
斎藤吉勝支所運営委員長の話）
七ヶ浜町には３つの浜があり、合計 41 名が「磯
根資源部会」を構成している。

アワビ資源について話す県漁協七ヶ浜支所磯根部会長の鈴木さん （左端） と
同支店運営委員長の斎藤さん （右端）

42

豊かな海

No.35

2015.3

【海域栽培漁業推進協議会】 2

震災前は毎年約 12 万個のアワビ種苗を放流

期待している。（今年は不漁だ！）

してきた。そのため組合員は、アワビ生産高の

私（磯根部会長）は、子どもが 3 名いるが、海

12％を賦課金として集めて、種苗放流費を賄っ

の仕事で生計を立てていく覚悟なので、資源の先

てきている。

が見えないことが一番の心配だ。国、県行政は、

毎年 5 月 1 日から 7 月末までが漁期で、40 日
程度の操業だ。12 月に数回の鈎取り採取もある

被災漁業者の経営を考えて海・資源の状況が良く
なるよう支援して欲しい。

が主体は夏場
（ウェットスーツを着ての潜水採捕）
＊現地訪問を終えて

だ。
アワビの殻長制限は 9㎝。天然資源もあるが、
放流資源に頼っている部分も大きい。これまで生
産も安定し、経営を支えてきた。

三陸沿岸各地のエゾアワビの水揚げは、震災翌
年の 24 年から 26 年までの 3 カ年間は大型貝が

最大の問題は、震災後小さいサイズのアワビが

混じる一定の生産があったものの、現場を訪問し

見られないことから、来年以降の資源が心配だ。

「稚貝、小型貝が見えない！」「今後は極端な不漁

自分たち沿岸漁師は、磯根資源以外では刺し網

に陥るのではないか！」と懸念するの声が各地で

でアイナメやメバル漁を行っているが、将来に向
けてアワビ資源が持続出来るのか不安であり、役
員会では資源を取り尽くさないよう資源管理の話

あがっていました。
岩手県、宮城県の関係の皆様のご協力に感謝申
し上げます。

が中心話題だ。漁船漁業ではマコガレイの資源に

コラム

エゾアワビ資源への東日本大震災による影響深刻！
「水産総合研究センターによる東日本大震災復興支援活動―三年間の記録」26 年 12 月より

（１）
宮城県牡鹿半島の潜水調査より

親貝、震災後の 2011 年に発生した稚貝に対する津波の影
響は場所によって異なることも明らかになった。

大型の稚貝（殻の大きさが 30mm ～ 40mm）や親貝（大
きさ40mm 以上）の生息密度は、震災後に減少しその後も

しかし、特に震災当時 0 歳だった 2010 年級群は各地で
共通して震災後に大きく減少したことが明らかになった。

回復せずに低迷していた。（右図参照）
付着力の弱い小型の稚貝（殻の大きさ30mm 以下の 0 歳
と 1 歳貝）に対する被害はもっと深刻で、震災当時 0 ～ 1
歳だった小型稚貝（2009 年 2010 級群）の発見数は、震
災前後
（2011 年 2月と同年 6月の比較）
で約 9 割も減少した。

※縦棒は標準偏差

特に、震災後に発生した群（2011 年級群）は、震災に
より親貝が減少し産卵量が減ったことに加え、違いが育成す
る場所で震災後に砂泥の堆積が目立つことが影響したと考え
られる。

（２）
三陸沿岸の状況
図：エゾアワビ大型稚貝・親貝
（殻長30mm以上）
の
同様の調査を三陸沿岸各地で行った結果、大型稚貝・

東日本大震災後の生息密度の経時変化
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ヒラメ種苗期疾病対策勉強会・研修会の開催報告
〈種苗期疾病対策勉強会〉平成２６年１０月７日
〈種苗期疾病防除研修会〉平成２６年１２月３日に開催
太平洋北海域栽漁業推進協議会
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

当海域の本州での平成２６年度のヒラメ種苗放流数は、生産過程で発生したアクアレオウイルスが原
因と思われる感染症による大量へい死や新たに復興された施設では、親魚養成不足による採卵不調
等々があり、県によっては放流出来なかったところもあり、大きく減少いたしました。その疾病対策とし、
独立行政法人水産総合研究センターや千葉県水産総合研究センター等から病原体研究の専門家等を
講師として招聘しヒラメ疾病対策の勉強会・研修会を開催した。

１．種苗期疾病対策勉強会
・開催日時

平成２６年１０月７日（火）
（９：３０～１２：００）

・開催場所

TKP 仙台カンファレンスセンター カンファレンスルーム３A

・協議事項
１）ヒラメ種苗の疾病対策について
①細菌性腸管白濁症・ＶＮＮ・アクアレオウイルス
（独）
水産総合研究センター増養殖研究所病害防除部
病原体研究グループ グループ長

西岡豊弘

②平成２６年度ヒラメ種苗生産概要（各道県から報告）
２）その他
・出席者

関係行政機関、栽培漁業関係法人等の２６名

・開催概要 事前に各道県のヒラメ種苗生産概要として親魚（卵）の来歴、生産ロット毎の収容状態、餌料や
その洗浄法など飼育状況や発病時の状況等を道県毎の一覧表を取り纏めて資料とし、その状況から
細菌性腸管白濁症、VNN、アクアレオウイルスに関する研究成果等の情報提供と各道県の生産概
要報告を行い、その後、意見交換を行った。
 今回の不調はアクアレオウイルス感染症が原因と考えられる事例が多いこと。その対策としては、
VNN で確立されている対策を励行することが考えられると方向が見出された。水研センターより１２月
にホシガレイ等を用いた生殖腺産物のサンプリング等の講習会が予定されているので、その場を当該
海域の担当者の研修の場と利用することとなり、１２月３日の研修会開催に繋がった。
２．種苗期疾病防除研修会
・開催日時

平成２６年１２月３日（水）
（１４：３０～１７：３０）

・開催場所 （独）
水産総合研究センター東北区水産研究所宮古庁舎
・開催内容
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１）話題提供
①ヒラメ等における疾病防除対策の現状と課題
（独）
水産総合研究センター 増養殖研究所 病害防除部
病原体研究グループ グループ長

西岡豊弘

②千葉県におけるヒラメ等のアクアレオウイルス症発生事例とその対応状況
千葉県水産総合研究センター 種苗生産研究所 富津生産開発室

主任上席研究員 深山義文

２）実習
カニュレーションによる生殖腺産物の採取方法
（独）
水産総合研究センター 東北区水産研究所 沿岸漁業資源研究センター
資源増殖グループ 主任研究員 藤浪祐一郎
主任研究員 清水大輔
３）疾病防除対策に関する意見交換
・出席者

栽培漁業関係法人担当者を中心に２４名

・開催概要 水研センターの西岡グループ長からは疾病と勉強会後に実施した当該海域のヒラメ親魚及び
稚魚の RT-PCR 検査結果などの講義の後、岩手県内水面技術センター小林上席専門研究員
からアクアレオウイルス検査等について報告された。そして、実際にアクアレオウイルス対策を実施
した千葉県水産総合研究センター深山主任上席研究員からの発症事例とその対策について事
例報告を受けた。その後、ホシガレイ、ヒラメのウイルス検査を目的としたカニュレーションによる生
殖腺産物採集方法の実習を参加者が実際に行った。
 意見交換では、アクアレウイルスについては、現時点では不明点が多いがここ数年でかなり研
究が進んできている。具体的な防除方法は未だないが、ＶＮＮ対策として行われている卵消毒、
機器の分別・消毒の徹底等をまずは実施することになる。
 現場で出来ることは限られるので、発症後防除対策を講じて現時点で再発していない千葉県
の事例を各機関は現場に活かし再発防止の参考にする。高齢の親魚を使わないことも有効であ
ると考えられる。などの意見が出された。
以下、講師をお願いした方々よりその内容について紹介する。

勉強会

研修会
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ヒラメ等における疾病防除対策の現状と課題
（独）水産総合研究センター 増養殖研究所 病害防除部
病原体研究グループ グループ長

ヒラメは海産魚の栽培漁業対象種の中で最も重要
な魚種と言え、
年間1,800万尾以上の人工種苗が放流
１）
しかし、種苗生産や育成中に発生する疾
されている 。
病により、安定生産に支障を来すことがある。
ヒラメの
仔稚魚期の主な疾病としては、
ウイルス病では、
ウイル
ス性神経壊死症
（Viral nervous necrosis:VNN）
、
ウ
イルス性表皮増生症、
ビルナウイルス病、細菌病では細
菌性腸管白濁症、細菌性腹部膨満症、滑走細菌症、
シュードモナス症、寄生虫病ではイクチオボド症、
スクー
2）
チカ症がある 。
ここでは、細菌性腸管白濁症、VNNと最近、確認さ
れたレオウイルス科アクアレオウイルス属のウイルスによ
る感染症について紹介する。

１．
細菌性腸管白濁症
ヒラメの細 菌 性 腸 管白濁 症は、原 因 菌（ Vi b r i o
ichthyoenteri）
に汚染されたワムシを浮遊期のヒラメが
経口的に摂取することで発症する3）。対策として紫外
線照射海水などによりワムシの洗浄が行われている
が、洗浄のみではワムシ体内の細菌数の減少が期待
できず、原因菌の増殖を抑制する競合生物の探索や、
ファージ利用など生物的な防除法の開発が求められて
いる。
また、最近、育成中のヒラメ稚魚で本菌による死
亡があり、
育成時にも問題となることが示されている4）。

２．VNN
VNNは世界的に発生が認
められ、30種以上の魚種で感
染が確認されている5）。種苗生
産過程における本症の発生
は、主として親魚からの垂直
伝播によるため、親魚生殖腺
のPCR検査に基づく陰性親
魚の選別やオキシダント海水を
用いた受精卵の消毒およびオ

46

豊かな海

No.35

2015.3

西岡豊弘

キシダントによる飼育水の殺菌が防除に有効である6）。
人工授精により受精卵を得る魚種では、人工授精前
に行う人工卵巣腔液や人工精漿を用いた配偶子の洗
また、高齢の親魚は使
浄が防除効果を上げている7、8）。
用せず、飼育管理では必要尾数を生産するように努
め、収容密度を低くするなどの工夫も必要である。

３．
アクアレオウイルス属によるウイルス
感染症
最近、
ヒラメ、
マコガレイの仔稚魚でアクアレオウイルス
属のウイルス感染による死亡が認められている。原因ウ
イルスは直径が60～80nmで二本鎖のRNAを持つアク
アレオウイルス属に分類され、1株はアクアレオウイルス
Aに同定されたが、未同定のウイルスによる死亡例もあ
る。
原因ウイルスは消化管や肝臓に感染し、組織学的に
は腸管上皮細胞や肝細胞が融合して合胞体を形成
し、空胞や細胞壊死による空隙が見られる。外観的に
は特徴的な症状はないが、
しばしば、仔魚の脾臓が肉
眼的に赤く観察される事がある。感染部位が消化管で
あることから、消化管が白濁して観察されることも考えら
れ、生産現場では細菌性腸管白濁症との識別が必要
と思われる。診断用にはRT-PCR法が確立されている
（図）
。
感染経路は不明であるが、発症を確認した機関で
は、産卵親魚の入れ替えや9）、生殖腺のPCR検査結

図 レオウイルス診断用 RT-PCR の電気泳動像
M ： サイズマーカー， 1-4 ： 病魚， 5 ： 健全魚
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果による親魚選別の対策が実施され、
その後は発生
していないことから、親魚からの垂直伝播が示唆され、
VNN防除対策を応用できる可能性もある。
さらなる、疫
学調査により確実な防除対策を確立する必要がある。
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千葉県におけるヒラメ等のアクアレオウイルス症
発生事例とその対応状況
千葉県水産総合研究センター 種苗生産研究所
富津生産開発室 主任上席研究員

１．
はじめに
平成 26 年度、東北ブロックのいくつかのヒラメ種苗
生産機関においてヒラメアクアレオウイルス症が発生し、
大きな問題となりました。
千葉県では、過去にヒラメ及びマコガレイの種苗生
産でアクアレオウイルス症を経験していたことから、「平
成 26 年度被災海域における種苗放流支援事業に係
る種苗期疾病防除研修会」にお招きいただき、当時
の状況や対応についての話題提供をさせていただきま
した。

２．
ヒラメアクアレオウイルス症の発生と
対応
平成 22、23 年度、種苗生産研究所勝浦生産開

深山義文

発室で生産中のヒラメ種苗が、ふ化後 30 日頃の変
態・着底期に摂餌不良となり、体色が黒化した衰弱
魚が水面を浮遊するようになりました。病魚を検鏡した
ところ、多くの個体で腹水の貯留や脾臓の発赤、消
化管の白濁が認められ、これらの水槽ではその後大
量死亡が発生しました。（独）
水産総合研究センター増
養殖研究所に検査を依頼した結果、「ヒラメアクアレオ
ウイルス感染症」と診断されたことから、これら種苗の
殺処分を行いました。
また、この 2 カ年間に、レオウイルス症以外にもウイ
ルス性表皮増生症や腹水症により殺処分を行った水
槽があったため、勝浦生産開発室における両年度のヒ
ラメ生産実績は皆無となりました。
関係機関で対応を検討した結果、感染源として親
魚や親魚水槽からの排水が強く疑われたため、勝浦
生産開発室で保有していた親魚は平成 23 年度末に
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すべて処分しています。なお、平成 24 年度以降、
同室でのヒラメ中間育成は行っておりますが、現在ま
でレオウイルス症の発生は見られていません。

３．
マコガレイアクアレオウイルス症の
発生と対応
平成 19 年度～ 21 年度にかけて、種苗生産研究
所富津生産開発室で生産中のマコガレイ種苗から、
ふ化後 20 日目頃以降に腹水症状や摂餌不良の仔魚
が観察されるようになりました。病魚を検鏡したところ、
多くの個体で腹水の貯留や脾臓の発赤、水疱状の
眼球突出が認められ、異常が発生した水槽では、そ
の後 1 ～数％程度の日間死亡率が継続し、増養殖
研究所に検査を依頼した結果、「マコガレイアクアレオ
ウイルス感染症」と診断されたことから、これらの水槽
で飼育していた種苗の殺処分を行いました。
なお、平成 19、20 年度の例では、こうした異常は
同時期に飼育していた水槽数の半数程度の発生であ
り、水槽間での水平感染は起こらなかったものと考え
られたことから、非感染群の種苗を放流することができ
ました。しかし平成 21 年度は、すべての飼育水槽で
発生したため、生産実績は皆無となりました。

マコガレイについては、感染経路として親魚からの
垂直感染が強く疑われ、ホルモン打注による人為催
熟が親魚のストレスとなり免疫機能の低下による体内の
ウイルス数増加をもたらしたことや、タンニン酸による粘
着性の除去が受精卵への感染を助長した可能性が考
えられたため、平成 22 年度以降の生産ではこれらの
作業を行わずに生産を行っています。また、平成 24
年度からは、受精卵の段階で PCR 法によるウイルス
検査を行い、陽性と診断された受精卵は生産に使用
せず廃棄しています。
こうした対応により、現在までのところレオウイルス症
の発生は見られていません。

４．
今後に向けて
千葉県の場合、ヒラメ、マコガレイのアクアレオウイ
ルス感染症は親魚由来のものだったと考えています。
種苗生産段階での発生を防止するための現実的な手
段としては、受精卵段階でのウイルス検査や卵消毒が
有効と考えられますが、最終的には、親魚のキャリア
検査技術を確立し、ウイルスフリーの親魚群による生産
を行うべきだと考えます。

カニュレーションによる生殖腺産物の採取方法
（独）水産総合研究センター

東北区水産研究所

沿岸漁業資源研究センター資源増殖グループ
主任研究員

種苗生産現場において、疾病発生のリスクを軽減
するための手段の一つとして親魚の病原体保有検査
があります。（独）水産総合研究センター東北区水産
研究所宮古庁舎（以後、宮古）ではヒラメのウイル
ス性神経壊死症（VNN）防除対策として PCR によ
る親魚生殖腺産物のウイルス検査を毎年産卵開始の
約 1 か月前と産卵終期の計２回実施しています。本
稿では、ウイルス検査用のサンプルを採取するための
カニュレーション（卵巣内に管を挿入して組織を採取
する方法）について紹介します。
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１．
必要な器具類
生殖腺産物を採集する場合に必要な器具類は（写
真１）の通りです。左上が採取した生殖腺産物を保
存するためのマイクロチューブです。フタの部分と本体
部分に通し番号をふっておきます。その下が親魚の
個体識別をするための埋め込み式標識（pit-TAG：
BIOMARK 社）と標識を装着するためのインジェクター
です。 右 上の専 用 読み取り機（BIOMARK 社
BIO.601）をかざすだけで個体識別番号を読み取る
ことができ、親魚管理には最適の標識といえます。そ
の下が生殖腺産物を採取するためのシリンジで、雄用

【海域栽培漁業推進協議会】 3

は 1ml、雌用は 10ml を使っています。雌用には卵
巣内に挿入し、組織を採取するためのシリコンチューブ
（内径 2mm ×外径 4mm、長さ10 ～ 20cm）を装着
しておきます（左最下段）
。経験上、ヒラメであれば
20cm 程度が使いやすいです。シリコンチューブの先
端は卵巣の開口部に挿入しやすいように斜めにカットし
ておきます。シリコンチューブを誤って肛門に挿入して
しまった場合には廃棄して新しいチューブに交換します
ので、シリンジとシリコンチューブは個体数よりも余分に
用意しておきます。

２．
採取方法
生殖腺産物を採取する際には親魚を麻酔します。
宮古の場合は 68 × 45 × 28cm のプラスチックコンテ
ナにフェノキシエタノールを 200ppm の濃度で溶解させ
た海水を麻酔液として使用しています。２分ほどで麻
酔がかかりますので、親魚を取り上げ、ウレタンマットも
しくは発泡スチロールの上に親魚を置きます。標識が
装着されている場合は専用読み取り機で個体識別番
号を読みとり、未装着の場合はこのタイミングで標識を
装着します。
次に総排泄腔付近をペーパータオル等でふき取った
後、雌であれば生殖腺の開口部にシリコンチューブを
挿入します（写真２：被写体はヌマガレイ）
。成熟が十
分に進んでいれば開口部が広がっていますので、容
易に挿入することができます。卵巣は後方に伸びてい
ますので、うまく卵巣に入ればチュ - ブは尾側に進ん
でいきます。背側や頭部方向に進んだら肛門に入っ
ています。シリコンチューブを半分程度の長さまで挿入
したらシリンジを引いて生殖腺の組織を吸引します。成
熟が進んでいない場合は組織の採取が困難です。こ
のような場合はシリンジを引いたまま、チューブをさらに

写真１

奥まで挿入します。この作業では生殖腺の組織に損
傷を与えるので、十分に成熟が進み、サンプルが採取
しやすいタイミングで実施するのが好ましいといえます。
採取する組織は肉眼で確認できる程度のごく少量で
構いません。
組織が採集できなかった場合、卵巣腔液（卵巣
内の透明な液体）でもPCR によるウイルス検査は可
能です。卵巣の組織は一般にピンクやオレンジ色で
す。グレーっぽいサンプルが出てきた場合は誤って肛
門に挿入されています。シリンジとチューブを交換して
再度挑戦してください。チューブの先端を細かく前後さ
せ、時には少し回すようにすると卵巣の開口部を探し
当てやすくなります。採取したサンプルをマイクロチュー
ブに移す際には、コンタミネーションを避けるため、作
業者がマイクロチューブに直接触れないように注意しま
す。このため、マイクロチューブの蓋の開け閉めやシリ
ンジの受け渡しを担当する作業者を別に用意したほう
が良いでしょう。雄であれば腹部を圧迫し、精液を採
取します。滲出した精液をシリンジで吸い取り、マイク
ロチューブに移します。このようにして採取したサンプ
ルは冷凍保存し、検査機関に送付して検査を依頼し
ます。

３．
最後に
カニュレーションは産卵直前に親魚にストレスをかける
ことになるので、担当者としては産卵行動に影響しな
いか心配になる作業です。しかし、宮古のヒラメ親魚
養成ではこれまでカニュレーションで産卵行動に影響が
出た例はありません。生殖腺産物のウイルス検査は疾
病のリスクを軽減するための第一ステップとして非常に
有効です。本項を参考にし、実施してみてはいかがで
しょうか？

写真２
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 シリーズ 

放流稚魚がスクスク育つ環境づくり

＜最終回＞

調査手法を実習し、磯焼け対策の一層の促進を図る
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

はじめに

府県の水産試験場・行政担当者や水産高校教諭に
対し、藻場保全・回復に必要な調査手法等の実習

シリーズ「放流稚魚がスクスク育つ環境づくり」
も今回で連載 7 回目を迎えました。これまで東京

を行い、全国的な磯焼け対策の一層の促進を図る
ことを目的としました。

海洋大学藤田大介准教授の第 1 回に始まり全国

実習会の開催にあたり、藤田准教授から磯焼け

の藻場保全・回復活動とその研究及び指導を専門

対策の概要及び環境測定調査について講義があ

とする皆さんに連載いただき、各地の藻場の現状

り、全国の藻場と磯焼けの現状や国内各地で特に

や回復活動の方法と成功例等を紹介いただきまし

顕著な影響がみられる近年の高水温傾向について

た。

報告いただきました。

最終回となる今回は今年度 6 月に（公社）全国

そのなかで、緊急磯焼け対策モデル事業の成果

豊かな海づくり推進協会が実施した「藻場調査・

として全国に広く浸透した「磯焼け対策ガイドラ

磯焼け対策実習会」の概要を報告します。

イン」の策定から 7 年を経て今年度はその改訂を
行うが、この 7 年間で国内の藻場や磯焼け対策

実習会の概要

を取り巻く現状は大きく変化しているとされまし
た。高水温傾向のみならず、様々な問題が深刻化

平成 26 年 6 月 14 ～ 15 日に東京海洋大学館山

してきているが保全・回復に係る技術面の進歩は

ステーション ( 千葉県館山市 ) にて、
「藻場調査・

大きく、それらの成果を活かしながら、現場での

磯焼け対策実習会」を開催しました。本実習会は

取り組みを長く実行し続けられるものとしてもら

平成 20 年～ 22 年度の水産庁委託事業「岩礁域

いたい、と取り組みでの注意点や近年の技術的な

における大規模磯焼け対策促進事業」において当

成果を紹介いただきました。

協会が担っていた同名の実習会を、東京海洋大学

50

藤田准教授をはじめ、下記の講師の皆さんと東京

本実習会では広域の藻場をより簡易にモニタリ

海洋大学館山ステーション益子正和氏の協力によ

ングするための非潜水調査手法に焦点を当て、バ

り今回、協会独自事業として実施したものです。

ルーンやラジコンヘリを利用した空中写真撮影方

地先毎の磯焼け対策及びその指導にあたる都道

法やその画像処理方法及び GPS を用いた藻場面
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積測定法について講義・実習を行いました。
実習会当日はバルーンが飛ばないというハプニ

ング方法の事例としての「たべてみ天」といった
話題に関心が集まっていました。

ングもありましたが、ラジコンヘリを用いて館山
ステーションにある藻場を撮影し、その操作性の
高さと映像の鮮明さに参加者の強い感心を生んで
いました。

講義の様子
ラジコンヘリから撮影した坂田地先

桑原氏・梶原氏から画像処理ソフトを用いた空

参加者からもそれぞれが磯焼け対策に取り組ん
でいる地先の現状、磯焼け対策手法について紹介
いただきました。同様の課題を抱えている地域、

撮画像の処理方法と藻場面積計算法を紹介いただ

異なる手法で対策に取り組む地域と情報を交換

きました。中嶋氏・安藤氏からは GPS の操作方

し、地先毎の藻場の現状と対策の成功例・失敗例

法を講義いただいた後、館山ステーション内を歩

について講師のアドバイスを交えながら議論が行

測し、その GPS データから面積を測定、実際の

われました。

操作を確認しました。また、植食動物（アイゴ・
ウニ）の解剖・観察では、磯焼けの原因生物に直
に触れることで理解を深めました。

おわりに
実習会に参加いただいた方から、実習会で今ま
で対策を講じていなかったものに気づけた。モニ
タリングの簡便化を図ってみたい、実習やそこで
情報交換したことをそれぞれの地先で活かしたい
と新しい技術等への積極的な声が多く聞かれまし
た。
また実習会後、藻場モニタリングにラジコンヘ
リを実際に利用してみた、間欠 ( 水中 ) カメラを
使って植食性魚類を観察してみたといった報告も
いただきました。本実習会が全国の藻場保全・回
復活動の一助となり拡がりをもつことができれば

GPS 操作をレクチャー

と考えています。
本実習会の開催にご協力いただいた先生方と東

各講師から魚やウニの食害対策に係る技術と課

京海洋大学館山ステーション益子氏、東京海洋大

題、新しい播種方法や植食動物の有効利用につい

学応用藻類学研究室の皆様に厚く御礼申し上げま

て各地での磯焼け対策の事例を踏まえて話題提供

す。

いただきました。

今年度に引き続き「藻場調査・磯焼け対策実習

そのなかでも、刺網を用いたノトイスズミの駆

会」の開催を来年度も予定しております。来年

除法や離岸堤に蝟集するノトイスズミの映像、地

度の実習会内容についてのご要望などありました

域を巻き込んだ藻場回復活動としてオープンスポ

ら、当協会までご意見・ご相談をお寄せください。

アバッグの利用、植食性魚類の利用とマーケティ
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【シリーズ】

第１４回目は福山大学の有瀧真人教授をインタビュアーに、全国でも先進的な取り組み
として注目されている、宮崎県のカサゴの栽培漁業と資源管理の成果について、種苗生産
機関である宮崎県水産振興協会と地域栽培漁業推進協議会（県北・県中・県南地域）が連
携・協力した取り組みを、延岡市で取材しました。また、アカアマダイの栽培漁業につい
て現在挑戦されている内容も伺いました。
インタビュー：平成 27 年 1 月 23 日（金）
インタビュアー：有瀧真人 福山大学 教授
出席者：宮崎県漁連 会長 宇戸田定信氏（北浦漁協代表理事組合長）、指導部長 阪元和輝氏
島浦町漁協 代表理事組合長 岩田末幸氏（県北地域栽培漁業推進協議会会長）
（一財）宮崎県水産振興協会 理事長 是澤喜幸氏（日向市漁協代表理事組合長）、
同 常務理事 那須司氏、事務局長 外山秀樹氏、次長 児玉真由美氏、
生産販売課長 甲斐勲氏
宮崎県水産試験場 資源部長 河野秀伸氏
場 所：（一財）宮崎県水産振興協会（延岡市）

第14回

漁業現場と種苗生産機関、
行政・研究機関が連携
育て・ふやす

宮崎県地域栽培漁業推進協議会の挑戦！
福山大学

教授

有瀧真人
１．始まりは一本の電話から

に縁遠かった私は、興味半分、真冬に南国宮崎に
行ける !! という喜び半分で、内容もお聞きせず二
つ返事で了解しました。浅はかさを悔やんだのは、

それは、師走も押し迫った時期に鳴った一本の
電話から始まりました。
「有瀧さん、宮崎へ一緒
にいきませんか？栽培漁業で熱心に取り組まれて

した後でした。
また、この電話ではもう一つ、事前情報として

いる事例があるんですよ。興味ありませんか ??」

カサゴの栽培漁業というキーワードをいただきま

海づくり協会の市村専務からでした。

した。本種は、栽培漁業の対象としても古くから

長崎で 6 年間、増養殖の技術開発、研究に関わっ
ていましたが、海域ブロックが違うため、宮崎県
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インタビュアーの役割と原稿のとりまとめを確認
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取り組まれ、全国各地で盛んに放流が行われてき
ました。ただ、漁獲加入までの期間が長いため、

放流の効果という点ではあまりはかばかしい成果
をこれまで聞いたことがありません。キーワード
に対する第一印象は「カサゴか・・・」といった
ところでしたが、これも後日浅はかさを悔いるこ
とになります。
1 月 23 日、春のように暖かな延岡の駅に降り
た私を出迎えてくださったのは、JF 宮崎県漁連
の阪元指導部長。とりあえず、お昼をということ
で、道の駅北浦へ向かい、この地域でブランド化
を進めている“へべすブリ（柑橘類のへベすを餌

写真１ インタビューの様子

に混ぜた、フルーツ魚）丼”をいただきました。
宮崎といえばカツオ、マグロの沖合漁業がまず頭

のピーク以降、主体となる

に浮かびますが、ブリ、カンパチをはじめとした

カツオ一本釣り、マグロは

魚類養殖も盛んで、有数の生産県となっています。

え縄、巻き網、底引き網の

さて、おいしい海の幸でおなかも満たされました。

水揚げ量、金額ともに下降

いざ、今日の会場へ出発です。

傾向。昨年度は 12 月末で、
11 万トン、314 億円となっ
ているとのことです。

２．宮崎県北部海域の沿岸漁業と
増殖事業

先に触れたように宮崎
写真２ 有瀧先生

県はブリ類をはじめとし

インタビューは、一般財団法人 宮崎県水産振

た養殖が盛んで、平成に入ってからは唯一、生産

興協会で行われました。当日のテーマはカサゴな

量が右肩上がりで上昇してきました。しかし、平

どを中核とした宮崎県北部海域における栽培漁業

成 12 年以降以降、魚価の下落が著しく、こちら

の現状と今後についてです。少々、緊張気味の私

も苦しい状況が続いています。

を岩田島浦町漁協組合長、宇戸田宮崎県漁連会長、

そのような中、良いニュースもありました。巻

是澤宮崎県水産振興協会理事長のお三方が暖かい

き網では、今年、マイワシが 20 年ぶりの大漁で、

笑顔で迎えてくださいました（写真１、２）。

浜に活気がでてきているとのことです。皆さん、

日本全国、水産業界はきわめて厳しく、どこへ

「マイワシがこなくなってから、沿岸の漁模様が

いっても苦労話が絶えません。今回の舞台となっ

おかしくなった」、「餌となるマイワシが岸まで来

た宮崎県海域も同様で、海面漁業・養殖業の生産

てくれれば、それを追って様々な魚が穫れる」と

量・生産額は平成 2 年の約 24 万トン、490 億円

口を揃えておっしゃいます。以前は季節、季節で

位置図
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対象魚種が替わり、周年浜は潤ったとのことです。
マイワシが呼び水になり、少しでも良い方向へ向
かうことを願わずにいられません（写真３）。
このように、宮崎県における漁獲は減少傾向で
すが、沿岸漁業の漁獲も同様に減少しています。
そのため、宮崎県では昭和 63 年以降、資源管理
型漁業の取り組みに着手され、つくり育てる漁業
と資源管理を両輪とし、マダイ、ヒラメ、カサゴ
等の資源回復および増殖事業を進めてこられまし
た。

図１ 資源管理予測結果 （豊かな海 No.27 より）

実施されます。この取り組みは、種苗放流（30
万尾）と資源管理の二本立てですが、後者の中身
は公的管理として 1）漁業の承認制、2）7 ヶ月（10
月〜 4 月）の全面禁漁、3）放流区域での 2 年間
の禁漁、4）全長 18㎝未満の採捕禁止、5）地区
別 TAC 制を執った上で、自主的管理として 1）
自主的な禁漁区の設定、2）漁法（針サイズ、本数）
の規制を課すなど、きわめて厳格で重い内容です。
写真３ 資源の変化を熱く語る宇戸田県漁連会長
（写真右）

３．カサゴの資源を増やせ !!

様々な場所や事例で、資源管理と種苗放流を包括
的にしっかりと実施する困難さを見聞きしてきた
ため、思わず「前に進めるにはさぞやご苦労なさっ
たんでしょうね」とお聞きしました。
しかし、返答は思わぬものでした。皆さん曰く、

カサゴは日本に広く分布する沿岸の根魚です。

各種の規制はすんなりと現場漁業者に受け入れら

ごく浅い海域に生息し、貧欲で釣やすいカサゴは、

れ、むしろ前向きに行われたそうです。少々驚い

なじみ深い魚です。赤みの強い体色は祝いの魚と

た私が、「なぜですか？」と重ねた質問の答えは

してお善に添えられ、地方によっては、厳つい姿

もっと意外でした。理由は単純、漁業者自体がカ

を武者に見立て、子供達の健やかな成長を願う、

サゴ資源の減少に危機感を覚え、なんとかしなく

お食い初めや端午の節句の縁起物に用いられま

てはいけないという意識を強く持ったからだとの

す。九州ではアラカブ、ガラカブ、ホゴと呼ばれ

ことです。資源管理の模範解答ですが、言うは易

ることが多いのですが、宮崎ではガガラ、ゴチョ、

し、行うは難しです。

トビカカリと称されるそうです。

理の元となる資源状態の綿密な調査やしっかりし

変美味で、煮付け、唐揚げ、みそ汁などで珍重さ

た種苗生産、放流技術の構築があり、さらには全

れ、高値で取引されます。しかし、定着性が強く、

体の調整、指導、監督など、サポートする漁協や

25cm になるまで 5 〜 7 年程度かかるなど成長が

行政機関の理解と協力があったからでしょう。

遅いため、漁獲による資源の減少が顕著に現れる
タイプの魚です。

現在もこの海域では、漁業者から報告された漁
獲量や県で行われている市場調査から資源量を推

宮崎県でも平成 2 年には 43 トン漁獲されてい
ましたが、平成 16 年には 11 トンまで落ち込んで

54

もちろん、このような状況を醸成するには、管

見かけによらず、しっかりとしまった白身は大

定し、カサゴの漁獲可能量を各地区に割り当ててい
ます。資源も順調に回復しているとのことでした。

しまいました。そこで、同県では平成 17 年度に

宮崎県のカサゴ資源回復事業は単に栽培漁業の

種苗放流と資源管理措置を柱とする「宮崎海域カ

優秀事例のみならず、漁業現場と行政・研究機関

サゴ資源回復計画」を策定スタートしました
（図１）。

の連携による資源管理の成功例としても特出した

回復計画は現在 2 期目が進行中で 26 年度まで

ものだと強く感じました。カサゴの増殖事業はき

豊かな海

No.35

2015.3

わめて難しいと思い込んでいた私は、ただ「う〜

５．沿岸漁業を支えるために

〜ん、恐れ入りました。
」と頭を垂れるしかあり
ませんでした。
この内容は「豊かな海 27 号」のトピックス ＊

インタビューの最後に、今後、どのように栽培

としてまとめられております。詳細はそちらをご

漁業を推進し、沿岸漁業を振興していくか意見交

覧ください。ただ、話はこれで終りません。

換しました。
ポイントは「後継者」、「魚価安」、「魚食離れ」
にしぼられました。話の中で、これまで関係業界

４．カサゴに続け！
アカアマダイでの取り組み

の中だけで対策を立て、対応してきたが、今後は
社会全体に問題点を提示し、沿岸漁業を支えてい

カサゴで驚いた私は、栽培漁業の次の展開をお

くことが必要ではないか、という意見がでてきま

尋ねして、さらに眼をむくことになります。アカ

した。

アマダイをターゲットにしていくと皆さん声を揃

私のほうから、栽培漁業は沿岸の環境や水産資

えておっしゃいました。

源をわかりやすく一般の方々に示すことができる

宮崎県でアマダイ類は、水深 100m 帯を中心に

ツールであると申し上げました。例えば、種苗生

重要な漁獲対象となっているそうです。ただ、昭

産の現場は対象となる魚介類の一生を目の前に広

和 60 年頃から平成のはじめにかけて生きたエビ

げることができます。また、種苗を放流し、それ

を餌に使ったところ乱獲状態となり、現在の資源

が漁獲され市場に並び、購入してその地域の料理

水準は「低位」
、
「横ばい」で小型化も顕著との判

として食される、これらを体験できれば、漁業の

断が下されています。

実態や沿岸環境の重要性、各地の食文化を実感で

アカアマダイは日本海で栽培漁業が実施されて

きます。農業のオーナー制度は少し前からトレン

きましたが、太平洋側では聞いたこともありません。

ドですが、栽培漁業にも一般参加型のオーナー制

一つには種苗生産が困難で量産するのが難しいこ

を導入してもいいかもしれません。

と。加えて、巣穴を海底に掘って生息するため、

私は栽培漁業を人間には覗くことのできない

定着性が強く、棲息場となる沖合域での漁業管理

「海の窓」として使っていくことが重要だと考え

をどのように実施していくかが強く問われます。

ます。栽培漁業をきっかけとして、何かが変わっ

難易度でいえばカサゴの比ではありません。
「な

ていかないか。前途はそんなに甘くないことはわ

ぜアマダイですか？」と声を出した私に、これま

かっていますが、動かずにしぼんでいくことだけ

た理由は単純で、定着性の強い魚種だからこそ、

はさけたいなぁ・・・と参加者の皆さんの顔を見

地域で力を合わせ、増やし、守っていくことがで

ながら思っていました。

きるとのことでした。漁業者の危機意識も高く、
今では生き餌は禁止、休漁日や禁漁期間も設定さ
れているそうです。
残るは、放流する種苗ですが、こちらも「今年

６．現場の技術に裏打ちされた
栽培漁業

初めてやったんですけど、万尾単位でできちゃい

インタビュアーの手際の悪さで、話にまとまり

ました」と振興協会の那須常務がニコニコ笑いな

はつきませんでしたが、久しぶりに活気のある現

がら、こともなげにおっしゃいます。良質卵の確

場の雰囲気を感じられ、良い時間を過ごすことが

保や初期の減耗など、高い技術力がなければでき

できました。

ない魚のはずですが、先進県である山口県の技術

何よりも、沿岸の漁業をなんとかしようという

も参考に 60㎜サイズで 1 万尾を取り上げ、70㎜

強い意気込みがこちらにも伝わり、元気が出まし

サイズでの 2 月初旬の放流に向けて準備万端整っ

た。会議終了後、お待ちかねのアカアマダイの種

ているとのことです。もう言葉もありません。種

苗を見せていただけるとのことで、甲斐課長に現

苗は後ほど見せてもらうこととなりました。

場をご案内いただきました。水槽には鮮やかなピ

＊ http://www.yutakanaumi.jp/pdf/yutakanaumi/No027.pdf
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ンク色の種苗が元気そうに泳いでいます。魚の状
態にも感心しましたが、何より、眼についたのは
飼育現場の整った環境です。水槽周りのみならず
飼育棟全体がよく片付けられ、動きやすいように
整理されています。
私も飼育技術者の端くれですから、高い技術は
きれいな現場にしかないことは身にしみてわかっ
ています。先ほど、那須常務は「できちゃった」
と謙遜されましたが、できるべくして今年のアカ
アマダイが生産されたことがよくわかりました。
アカアマダイの他にもシマアジやカサゴ、アユの
飼育水槽も拝見しましたが、どこも同じように

写真４ 生産中の水槽で

きっちりと整理されており、宮崎県水産振興協会
の技術力がよく示されておりました（写真４、５）。
現場見学の中で、当協会運営費の内、約 6 割を
種苗販売でまかなっておられるとのお話も聞きま
した。ここの魚であれば、養殖用、放流用の種苗
として文句のつけようがありません。
このような技術やそれに裏打ちされた種苗を元
に、宮崎県の栽培漁業は進められているというこ
とをひしひしと感じました。つくり育てる漁業は
曲がり角といわれて久しいですが、この技術があ
れば何とかなりそうです。
この日何回目かの「恐れ入りました」をつぶや
きながら現場を後にしました。

写真５ アカアマダイ種苗生産に驚く有瀧先生と
説明する那須常務

取材を終えてカサゴ生産水槽を前に、
後列左から、県漁連阪元指導部長、県水産振興協会是澤理事長、
県漁連宇戸田会長、
有瀧先生、
島浦町漁協岩田組合長、
宮崎県水産試験場河野資源部長、
前列左から、県水産振興協会外山事務局長、
那須常務理事、
児玉次長、
甲斐課長
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】

平成26年度栽培漁業推進ブロック会議開催報告
〈東ブロック〉平成26年11月25日・
〈西ブロック〉平成26年12月３日に開催

国の「第７次栽培漁業基本方針」策定年度であ
り、都道府県においては「同基本計画」策定にも
とづき新たな取り組みが開始されることとなる。
また、全国の６海域で設立された栽培漁業推進協
議会に対しては、海域で「連携・共同」して取り
組む新たな栽培漁業の推進体制として益々、役割
発揮が期待されているところです。
そのような状況の中、栽培漁業が直面する様々

研究本部函館水産試験場主査

酒井勇一氏

○西ブロック
「ナマコの生態と資源増殖の取り組みについて」
徳島大学総合科学部教授

浜野龍夫氏

（４）独立行政法人水産総合研究センターからの
報告について
水研センターが関わる栽培漁業課題につい
て、他

な課題の克服と､ 今後の栽培漁業のあり方や推進
方向を議論するために関係者が一堂に集まる栽培

３．参集範囲

漁業推進ブロック会議を東西ブロックで水産庁栽

（東ブロック）太平洋北海域栽培漁業推進協議会

培養殖課とともに水研センターの協力のもと開催

会員、太平洋南海域栽培漁業推進協議会会員、日

した。

本海北部海域栽培漁業推進協議会会員、東京都
（西ブロック）日本海中西部海域栽培漁業推進協

１．開催日時等
①

議会会員、瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会会員、

東ブロック

・開催日時

九州海域栽培漁業推進協議会会員、滋賀県、沖縄県

平成 26 年 11 月 25 日（火）
（13：00 ～ 17：30）

・開催場所
②

コープビル６階

第３会議室

４．参加者数
①東ブロック 59 名

②西ブロック 56 名

西ブロック

・開催日時

平成 26 年 12 月３日（水）
（13：00 ～ 17：30）

・開催場所

５．開催概要
東西ブロック共通テーマとしては、水産庁より

追手門学院大阪城スクエア

第７次栽培漁業基本方針（平成 27 年７月発刊予

大手前ホール D

定「豊かな海 36 号」にて特集）の策定状況につ
いての後、当協会より栽培漁業関係法人の運営課

２．テーマ
（１）水産庁提案テーマ

題の解決に向けての各法人の状況報告（詳細は今
号特集に掲載）等を行い、意見交換を行った。水

①

第７次栽培漁業基本方針の状況について

研センターより水産大学校との統合など情勢報

②

遺伝的多様性への影響リスク軽減のための

告、共同研究の状況や栽培漁業に関係する新技術

技術的な指針の概要について
（２）公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会
提案テーマ
①

都道府県の種苗生産機関の経営・運営の改
革に向けて

②

全国の栽培漁業関係法人の連携強化につい
て（別掲）

（３）事例紹介
○東ブロック

開発の紹介等が行われた。
■東ブロック事例発表「北海道のマナマコ種苗放
流事業の現状」概要
ナマコの最近の漁獲量は 42 千トンで、1980 年
代から日本韓国での漁獲が増えている。世界の漁
獲量は日本の４倍の 17 万トンで主に中国による
ものである。北海道の単価推移をみると 2004 年
以降単価が急騰し、これに伴い漁獲量も増えてい
る。ほとんどが中国向けの輸出となっている。ま

「北海道のマナマコ放流事業の現状について」

た、北海道では単価急騰に伴い 2005 年以降ウニ・

地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産

アワビを生産していた施設でナマコ生産が盛んに

豊かな海

No.35

2015.3

57

行われるようになった。最近では、市場のあいた

稚ナマコを集めるために竹、ノリ網を利用し、

スペースで養成飼育まで行い 0.3㎜の種苗を中心

その下に建材ブロックや貝殻などの稚ナマコの生

に放流するところが増えて、ほとんどの地域で種

息環境を整えることで人工的に場づくりをするこ

苗放流が行われている。

とができる。

放流効果の確認として msDNA が使えるという
ことを確認されている。そして、サイズ別時期別

事例紹介後、東ブロックでは（質問）「我が県

放流も実施しており、いつどこでどのサイズで放

では、平成 17 年に資源回復計画を策定して体長

流すれば放流効果が上るかを調査している。

制限や禁漁期を設けた。併せて種苗放流は 100

■西ブロック事例発表「ナマコの生態と資源増殖

万個放流を実施したが効果が全く把握できない。

の取り組みについて」概要

今後技術的な支援なりをお願いしたい。中に急激

関東ナマコに比べ関西ナマコの価格は安価であ

に漁獲量が上がっているがその要因について教え

り、関東ナマコの価格が関西ナマコの価格を引っ

て欲しい。」（回答）「急激に漁獲量が上がってい

張ってきた。

るのは今まで獲っていなかったところなどの漁場

中国では養殖により大量生産が可能となり、中
国での需要が価格を引っ張ってきたが下落傾向に
ある。今後は日本国内での消費を拡大しなければ

が広がっていることが要因の一つであるので、非
常に心配要因でもある。」
西ブロックでは（質問）「年が明けてからでな
いと獲れなくなったと聞いている。農林統計の対

ならない。
ナマコは基質のあるところで１～２年生活し、

象から外れ、加工業者に直接流通されるため、漁

それから沖へでるが生息環境により異なる場合が

獲実態をなかなか把握できていない。」
（回答）
「見

ある。

えないところで獲っている例もあると思うので、

ナマコの環境収容力は、落ちてくる餌により決
まるので、有機物の降るような場所が生息環境と

普及員に浜の実態を調べてもらいたい。」など活
発な質疑応答が行なわれた。

なり養殖筏の下はナマコにとって好条件となる。
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酒井勇一氏

浜野龍夫氏

東ブロック質疑応答

西ブロック質疑応答

東ブロック （海づくり協会説明）

西ブロック （水産庁説明）
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全国の栽培漁業関係法人の連携強化に向けて
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

平成 25 年 11 月に、初めてとなる「栽培漁業

極的な取り組みが期待されています。

関係法人全国連絡会議」が、全国から 24 法人の
役職員等 29 名が参加し、東京・大手町ＪＡビル
で開催された。会議では栽培関係法人が抱える経

３．「自立化」が求められる中で、課題解決へ新
たな連携模索

営・運営問題の解決に向けて意見交換を行うとと

都道府県の栽培漁業関係法人については、当然

もに、今後の法人間の連携・協力関係の構築に向

ながら県行政・県試験研究機関と密接に連携し、

けた課題などが話題となりました。

栽培漁業に関する方針、技術開発、経営・運営な

今後に向けた具体的な取り組み方向について現

どの諸課題、問題点等について協議、対策、情報

状や取り巻く環境を踏まえ、以下のとおり提案し

共有など、関係機関が連携のもとで事業推進が図

ました。

られています。
しかしながら、栽培漁業関係法人が抱える悩み

１．栽培漁業関係法人の会議等の現状について
栽培関係法人の連携組織として、以下の４つが

（種苗生産にかかる技術・運営課題、人的課題、
施設問題、緊急対応など）について、求められる

活動しています。

法人の「自立化」など、取り巻く環境変化の中で、

①

苦悩している状況がみられます。

太平洋北海域 ―「種苗生産機関所長・技術者
会議」

②

日本海 ―「日本海栽培漁業センター所長連絡
会議」
「日本海種苗生産研究会」

③

瀬戸内海 ―「瀬戸内海水産公益法人連絡会」

④

西日本 ―「西日本種苗生産機関連絡協議会

４．栽培漁業関係法人・種苗生産機関職員の技術
研修の場づくりから
これからの全国の栽培漁業関係法人の連携に向
けて、既存の連絡会組織の活動との重複を避け

場・所長会議」

つつ、栽培漁業関係法人のこれからに「何が必要

（分科会）

か？」について、意見・アイデアを出し合って、

「魚類・餌料分科会」、「貝類・甲殻類分科会」
＊

太平洋南区の千葉県から三重県までには

“連絡会議”が未組織となっています。
＊

連絡会議等を通じ、種苗生産にかかる成果

具体的な行動を起こしていくこととします。
海づくり協会としては、27 年度に、水産庁、
水研センターの協力を得て、以下の取組を提案し
ます。

や課題について情報を共有し、問題点の解決

（１）「栽培関係法人全国連絡会議」（仮称）とし

策等の意見交換から政策要望まで幅広い意見

て緩やかな連携の下で、
「種苗生産機関職員技

交換を行うほか、水研センターからの参加を
得るなど最新の研究開発の成果提供・普及の
場にもなっています。

術研修会」の企画・開催。
（２）趣旨・内容

種苗生産機関の人材の確保・

育成を図り技術を継承していくことが極めて
重要な課題となっている中で、例として、①

２．
「海域栽培漁業推進協議会」の活用と役割強化

種苗期の疾病対策、②効率的な種苗生産シス

平成 23 年に全国６海域で組織された。新しい

テム、③事業の見直し・点検にかかるノウハ

栽培漁業推進組織としての「栽培漁業推進協議会」

ウ、④その他現場の要望課題の研修を行う。

は、全国の①都道府県行政、②栽培関係法人、③

また、研修会を通じて、職員同士の交流に

県漁連（漁協）が参画し、広域種の栽培漁業の推

より新たな連携の場をつくりだすことが出来

進、共同種苗生産・放流体制の構築、共通課題の

ると考えます。

解決などの役割を担って活動しており、今後は「広
域プラン」の策定による栽培漁業の推進など、積

豊かな海

No.35

2015.3

59

豊かな海づくりに関する現地研修会報告①

イワガキの資源管理について
京都府水産事務所 海のにぎわい課
主幹

梅本 和宏

開催日時：平成 26 年 10 月 22 日（水）14:00 ～ 16:00
開催場所：京都府宮津市字鶴賀 2062
講

師：（株）自然産業研究所

京都府水産事務所

上級研究員

3階

研修室

田村 典江

出席者数：50 名（講師：１名、漁業者 24 名、漁協職員 6 名、市町職員 4 名、
（独）水産総合研究センター
職員 2 名、（公社）全国豊かな海づくり推進協会職員 1 名、府職員 12 名）

１

研修会の開催経緯

ました。

京都府では、近年、イワガキの大型貝の減少や
漁獲量の低下等が見られ、資源管理の取組が必要

また、講演後には、参加者及び講師等で質疑、
意見交換が行われました。

になってきています。そこで、今後の府内でのイ
ワガキ資源管理の実践等に役立てるため、本研修

３

講

演

会を開催しました。

①

資源管理の基本的な考え方等
・共有資源管理は難しい。イワガキは、「なく

２

研修会の概要

なりやすい（＝回復しにくい）資源」であ

講習に先立ち、京都府水産事務所から、「京都
府におけるイワガキ漁業の現状等」（漁獲状況、
資源保護等の取組状況）を説明しました。
その後、「イワガキの資源管理について」と題
して、講師の田村上級研究員からご講演いただき

京都府水産事務所からの説明
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り、水産資源の中でも持続的な利用を図って
いくことが難しいほうの資源である。
・府の漁業者は、「難しい」ことに取り組むと
いう自覚を持って、イワガキの資源管理に取
り組んでほしい。

田村講師の講演風景

【豊かな海づくり推進協会コーナー】

②

資源管理の方法と留意事項

Ｑ；MSC 認証制度は、どのような制度であるか。

・ 資源管理の方法は、入口規制（休漁期、漁場

Ａ；簡単に言うと、資源管理する漁業で獲られた

制限等）
、出口規制（出荷量制限、サイズ規

魚に認証マークを付け販売し、消費者が、そ

制等）
、環境の整備（岩盤清掃、害敵駆除等）

れを購入することで漁業者の取組を支援する

があるが、対象資源の生態にあわせること、

もの。

経済性を損なわないこと、集団で取り組むこ
とが大事である。
・ また、科学的な研究に裏付けされた規制の導
入、遵守に向けて、試験研究機関との連携に

③

Ｑ；府のイワガキ漁業について、海のエコラベル
等の取得の可能性はあるか。取得することで
ブランド価値は向上するか。

留意すること。経済性に関しては、長い目で

Ａ；海のエコラベル等に関しては、イワガキ漁業

経営を考えることが大事であるとともに、資

は、漁業権漁業でルールに従って営まれてお

源管理のための努力は、漁業を経営していく

り、乱獲がない仕組みがあることを示すこと

ための必要経費であると考えてほしい。集団

ができれば取得の可能性はある。ブランド価

での取組では、漁業者グループを作り、相互

値は、取得することのみで向上することはな

の監視、統制ができるようにする必要がある。

い。府のイワガキの価格向上に向けては、イ

また、集団で取り組むことにより、関係機関

ワガキ漁業では資源管理に努めていることを

との連携も可能となる。

アピールするのが、マーケテｨング的には良

今後に向けて

いのではないか。

・京都府の漁業は、ズワイガニやアカガレイ等
の資源管理の実績があり、資源管理型漁業の
トップランナーであると思う。また、各地先
でも様々な資源管理が実施されてきた。
・府の各地先にはルールを作り出す力があり、
府漁業者には、これまでの知恵と経験を生か

Ｑ；イワガキのカゴでの養殖方法の可能性等を教
えてほしい。
Ａ；イワガキのカゴ養殖は手間はかかるが、現在、
舞鶴地区等でも実施されており、府内で十分
可能である。

し、できる所から、イワガキの資源管理に取
り組んでほしい。

Ｑ；イワガキ漁業を開始して、3 ～ 5 年で資源が
少なくなり、また、その後、新たな稚貝の付

（質疑応答及び意見交換）

着がなく、現在は休止状態である。漁場によっ

Ｑ；資源管理では、
「元本に手をつけず利子だけ

て、稚貝が育たない状況があるのではないか

獲る」というのは現実的には難しい。漁業で

と思う。新たな稚貝が付く方法があれば教え

は、親をとらないと収入にならない状況があ

てほしい。

るが、生き物には寿命があるため、結局は親

Ａ；付着直前の浮遊幼生が出現する時期に、新た

も全て獲った方が良いようにも思うが、どう

な基質があれば稚貝は付着すると思う。イワ

か。

ガキを漁獲した後には既に害敵生物も多く生

Ａ；親の資源に関しては、１回は産卵させるなど、

息していることから、稚貝が付着しても、害

一定役割を果たしたものを利用していくのが

敵に食べられているのではないかと思われ

良いと思う。

る。他県では、イワガキ稚貝が付着し易いよ

Ａ；親を、どの程度残すかについては、基本的に

うに岩盤清掃の取組を実施している例がある

科学的データに基づくのがよいが、魚種に

が、投資にあった効果が十分得られていない

よっては、親の数だけでなく海の環境が深く

ようである。

関係するものもあり簡単ではない。イワガキ
では、親貝が 1 千万粒以上産卵するとともに、
殻高５㎝以上では害敵による影響も少ないた
め、成長した資源を如何に有効に利用してい
くかが大事なポイントではないかと思う。

Ｑ；イワガキの産卵数は多いのに、稚貝の定着率
が悪いのはなぜか。
Ａ；イワガキは、条件にもよるが、全重量 300g
の個体で 1 千万粒以上を産卵する。産卵後は
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プランクトン生活が１カ月ほどあり、その間

て行われている状況がある。これについて、

に逸散するとともに、付着場所がなければ減

府の方から説明してほしい。

耗する。また、付着後 1 ～２㎝サイズまで

Ａ；科学的なデータがないため、言い切れない部

は肉食性の生物による食害があるため減耗す

分があるが、当該地区周辺では、以前から養

る。産卵数が多くても、環境条件に生き残り

殖も行われ、イワガキの母貝集団はあるため、

が大きく左右されるのが二枚貝類の特徴であ

天然採苗により種苗は確保できる状況にある

る。

と思われる。しかし、幼生が付着する岩盤を
他生物が占有していたり、幼生が付着したと

Ｑ；イワガキは年々漁獲が減少し、いろいろ制限
しながら続けているが、単価が上がらない状

しても、途中で害敵に食べられるため、稚貝
が見られないのではないかと思われる。

況にある。イワガキの価格の状況や今後の市
場での取組の考えを教えてほしい。
Ａ；イワガキの平均単価（円／個）は、今年は過
去と比べ 10 円程度アップしている。今後、
なるべく高くなるよう販売していきたい。

Ｑ；イワガキの天然採苗では、水温調査やプラン
クトンの検鏡を実施しているのか、付着のタ
イミングに合わせ、磯場の清掃をすれば稚貝
が付着する可能性はあるのか。
Ａ； 幼生数と付着数の関係については、よくわ

Ｑ；資源管理の方法として、
「休漁」も方法の一

かっていない。産卵時期は水温変化がポイン

つと言われたが、全国で効果のあった例があ

トで、その変化後に種見をした上で、天然採

るのか教えてほしい。

苗の本垂下をするようにしている。付着のタ

Ａ；イワガキではないが、休漁の成功例としては
秋田県のハタハタ漁業がある。

イミングに合わせ、岩盤清掃をすれば、稚貝
が付着する可能はあると考えられる。なお、
稚貝が付着したとしても、害敵に食べられる

Ｑ；府内のある地区では、地先でのイワガキ漁業

可能性もある。

は不調であるが、一方で、天然採苗が継続し

参加者からの質問

４

謝辞
㈱自然産業研究所

田村上席研究員には、大変

資源管理の実践等に役立つものと考えます。

お忙しい中、イワガキの資源管理について講演し

最後に、本府からの研修の要望を快く採択いた

ていただきました。心からお礼申し上げます。今

だいた主催者の公益社団法人全国豊かな海づくり

回、受講した漁業者や関係機関の職員等にとって

推進協会に厚くお礼申し上げます。

有意義な研修会となり、今後、府内でのイワガキ

62

講師を交えた質疑、意見交換
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】

豊かな海づくりに関する現地研修会報告②

アサリの天然採苗と垂下養殖について
北海道立総合研究機構
釧路水産試験場 調査研究部
研究主任

近田 靖子

開催日時：平成 27 年 1 月 15 日（木）10：00 ～ 12：00
開催場所：北海道立道民活動センター

かでる 2・7（札幌市中央区北 2 条西 7 丁目）

研修対象者：漁業者、市町村・漁協・北海道庁水産関係行政・水産技術普及指導所・北海道内試験
研究機関の職員
講

師：浦村アサリ研究会

代表

浅尾 大輔

（代理発表：増養殖研究所養殖システム部長
公栄水産

代表

日向野 純也）

磯部 公一

出席者数：90 人

１

はじめに

会を行いました。

近年、本州沿岸域にてアサリの天然採苗および
養殖技術が開発されつつあり、北海道においても、
天然採苗による稚貝確保や資源増大、垂下養殖に

３

講演

（1）「カキ殻を有効活用した新しいアサリ養殖」

よる生産安定化など、本技術の活用に対する期待
の声が大きくなっています。そこで、農林水産祭

浦村アサリ研究会

代表

浅尾大輔

（代理発表：（独）水産総合研究センター

において天皇杯を受賞した浦村アサリ研究会を始

研究所

め実際に天然採苗及び養殖を行っている本州の生

＜概要＞

養殖システム部長

増養殖

日向野純也）

産者からの先行事例紹介や、北海道におけるアサ

鳥羽市浦村地区では、三重県のカキ養殖生産量

リ垂下養殖事業実現と資源管理や生産量の増大へ

のうちの 6 割以上を生産している。カキ以外の水

向けた技術の活用について意見交換・情報共有を

揚げはごくわずかで、カキに依存した経営形態で

行うため、本研修会を開催しました。

あるが、近年の自然災害や低価格競争で経営は厳

２

研修会の概要
本研修会は、北海道立総合研究機構主催の「第

2 回北海道あさり勉強会」と併せて開催したため、
全道から 90 名と、多数のご参加をいただきまし
た。浦村アサリ研究会代表の浅尾大輔氏（ご欠席
のため、増養殖研究所養殖システム部長

日向野

純也氏により代理発表）からは「カキ殻を有効活
用した新しいアサリ養殖」、公栄水産代表の磯部
公一氏からは「兵庫県西部地域でのアサリ垂下養
殖について」と題し、ご講演いただきました。そ
の後、講師の方々と研修会参加者による意見交換

浅尾氏の代理である日向野氏による講演
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しい。平成 22 年にカキ養殖若手メンバー 6 名で
浦村アサリ研究会を立ち上げ（現在 11 名）、カキ
養殖以外の収入を模索した。
天然採苗では、設置場所により採苗器の網袋に
入るアサリの量が大きく異なり、砂に完全に埋没
した袋のアサリは死亡した。袋中の基質は砂利だ
けでも採苗できるが、ケアシェルを入れた方が大
きく成長し生き残りも良い傾向が見られた。今で
は、100 ～ 500 個 / 袋の稚貝を年 2 回安定して採
ることができる。採苗器は繰り返し使用できる。
採苗器を設置してから半年～ 1 年後に、採苗器

研修会の様子

の中身を目合い 1cm のふるいにかけると、殻長
2 cm 以上のアサリが残る。この残ったアサリは
垂下養殖へ、ふるいから落ちたアサリは再び採苗

の下敷きを引くこと。アサリは基質が波浪等で揺

器に戻して再設置すると、半年後には成長してい

れると成長しないため、下からの流れによる突き

るので再度ふるいがけを行う。

上げを防ぐためにカゴの底面に 1 枚敷いて、その

垂下養殖では、平成 23 年 9 月の開始時に殻長

上に内袋を入れる。波浪の強いところでは、コン

24㎜・全重量 3 g だったアサリが、1 年後には 35

テナ容器よりも成長が悪くなる可能性がある。水

㎜・10 g になり、垂下養殖では天然よりもはるか

中ポンプを作業用筏に常備しておくと、ネットや

に短い期間で出荷サイズまで成長した。肥満度は、

養殖カゴの清掃をその場でできるため、その後の

2 月には 20 を超え、4 月にピークを迎え、初夏

選別の作業性が向上した。コンテナの汚れ対策に

の産卵期後には低下が見られず 9 月まで維持し、

ナマコを入れてみたところ、夏場の高水温がナマ

10 月以降の産卵後にやや低下した。垂下養殖ア

コには厳しいようだが、冬場は頑張ってくれた。

サリを販売してみると、天然よりも身入りが良く

今後も改良を続け、儲かるアサリ養殖を実践する。

大変おいしいと好評だった。販売先の期待を裏切

最後に、なぜ養殖が必要なのかについて、ホタ

らず、単価を維持するためにも、秋の産卵後の肥

テ・カキ・アサリを比較すると、ホタテ・カキは

満度が落ちる時期は出荷せず、身入りが良くおい

安定しているが、アサリは激しく減少している。

しい時期に限定して出荷を行おうと考えている。

ホタテ・カキは養殖しているから安定して供給で

稚貝は天然採苗で集めているため、種苗購入費は

きているが、アサリは養殖していない。ホタテ・

ゼロである。資材は繰り返し使用できるため、初

カキにできてアサリにできないことはない。国産

期投資は 2 年目以降かからず、数年で回収できる。

アサリの底上げを目指して、一産地だけではなく、

現状の問題点は，稚貝を垂下養殖するコンテナ

全国の漁業者と協力してアサリ資源の復活に取り

や筏が不足していること。清掃作業に手間がかか

組んでいきたい。

ること。今後の計画として、浜の採苗器の中で稚
貝を大きくして、垂下養殖期間をできるだけ短く

（2）
「兵庫県西部地域でのアサリ垂下養殖について」
公栄水産

して出荷量を増加できればと考えている。垂下期
間の短縮によりコンテナなどの清掃作業減少にも
つながる。引き上げ作業を機械化すれば、垂下容
器の多段化も可能になるだろう。
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代表

磯部公一

＜概要＞
兵庫県たつの市室津では、漁業者の多くが底引
き網漁業に従事しているが、近年の漁獲量の低迷

現在進めている改良点について。垂下養殖で

から、カキ養殖が始まり、現在では 13 件が行っ

は、容器にカキ養殖で使用する丸カゴを、基質に

ている。宮津に視察に行った際にトリガイ養殖を

軽石を使う。軽石がカゴから抜け落ちないように、

知り、室津でも沖合でアカガイやトリガイがとれ

内袋として 4 ～ 5㎜目合いの網袋に基質とアサリ

るため、宮津の手法を参考にまずはアカガイとト

を入れ、この袋を 1 カゴ当たり 2 ～ 3 袋入れる。

リガイを垂下した。すると垂下していたコンテナ

重要なポイントは、カゴの底面にビニール袋など

にアサリが入り込み、1 年で出荷サイズに成長し
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試験を行っているところ。また、筏を使ったアサ
リ養殖は区画が狭いため、生産量を増やそうとす
ると垂下コンテナが密集となり、品質の高いアサ
リが出来なくなった。そこで、延べ縄による新方
式開発に取り組んでいる。
（3）意見交換会
Ｑ：ケアシェルの効果はどのようなものか。機能
を発揮する期間は。
Ａ：私たちが試験を行った際にはケアシェルが無
磯部氏による講演

いとアサリの成長・生残が低下するという
データは得られなかった。一方、漁業者から
はケアシェルを使った養殖コンテナの方が生

たため、アサリ養殖に取り組むことにした。
2.5 g/ 個の稚貝を 9 月頃から垂下したところ、

き残りがよいとの話がある。特に魚類養殖業
が盛んで汚濁の強い場所や底質が汚れやすい

翌年の 3 ～ 4 月には、重量が 5 ～ 6 倍になって

場所では効果があるようだ。ケアシェルの主

いた。試験的に販売してみると、2,000 円 /kg と

成分は炭酸カルシウムで、固化させるために

高値で販売できた。カキ養殖の筏にコンテナ 1 つ

水酸化マグネシウムを使用している。ケア

あたり 150 ～ 200 個入れた容器を垂下してアサ

シェルは蒸留水に入れると pH10 程度に、海

リ養殖を始めた。以前は 8 ～ 9 月から小さめの

水では pH9 程度になり、アルカリ性を高く

アサリを垂下していたが、夏場に垂下すると付着

保つ。底質が汚れると硫化水素が発生し、そ

物が大量に付いて清掃や砂の入れ替え作業が大変

の毒性は pH に左右される。pH8 台だと毒性

になり、生産量増加のネックになった。そこで、

はないが、腐敗したような底質では pH7.5 以

商品サイズである 10 g 以上 / 個のアサリを 10 ～

下になり、毒性のある硫化水素として存在す

11 月から垂下するようにした。垂下開始時に 15

る比率が高くなる。このことから、ケアシェ

程度だった肥満度は、1 月には 25 になり、3 月に

ルで pH が調整され、硫化水素の毒性が消さ

ピークを迎え味も一番良くなる。4 月になると卵

れるのではないか。使用可能期間は、天然採

を持つため味が落ちる。肥満度が 30 を超えると、

苗で用いる場合は、見た目の摩耗状況からは

身が太りすぎて殻に入りきらなくなって、殻を閉

5 年くらい使用しても変化はない。淡水域で

めようとしても身が入りきらなくなる。垂下した

はあっという間に溶けて無くなると言われて

アサリは、天然よりも身入りが 1 カ月早いため、

いる。

はしりの時期に天然よりも身入り・味の良い高品
質のものを出荷できることから、養殖アサリの需

Ｑ：ケアシェルはカキ殻を改良したものだが、カ
キ殻を直接使うことは出来ないのか。

要は高い。販売単価は、1,000 円以下では販売し

Ａ：カキ殻は炭酸カルシウムの層がタンパク質に

ない。2,000 円でも販売先があるため、量よりも

はさまれて何層にも積み重なっている。カキ

品質重視で生産している。3 名で 6 ～ 7 t の生産

殻を直接使う場合、炭酸カルシウムが最初は

を行っている。

溶出してくるが、そのうちラップに包まれる

垂下養殖の流れは、10 ～ 11 月に養殖を開始し、
1 月後半から 5 月頃まで出荷をする。1 月に出荷
して空いたところに新たなアサリを垂下して 4 ～
5 月に出荷する。秋の産卵までほしいという注文
が来れば、春にも垂下を開始する。

様になって機能が発揮されなくなるので、効
果の減少が早いと考えられる。
Ｑ：天然採苗の適地はどのように選定すれば良い
か。
Ａ：目安は小潮で干上がらず大潮で干上がるよう

問題点は、養殖に使うアサリはすべて購入して

な、大潮と小潮の間の潮間帯。小さい湾では

おり、昔は 300 円 /kg だったが近年は 600 円 /kg

湾口などの水通りの良い所の方が良さそうだ

になり、収入減となっている。県で人工種苗生産

が、大きな湾では栄養の供給も関係してくる
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だろうから一概には言えない。幼生調査や着

Ｑ：丸カゴ方式の具体的な方法は。

底稚貝調査を行ってから判断するのは大変な

Ａ：カキを垂下連からばらした後に詰めるような、

ので、採苗器を色々なところに設置し、1 年

直径 45cm くらいの丸カゴの底面にシートを

後くらいに袋の中のアサリ数量を調べて比較

敷き、基質として 5L の軽石、500g のアサ

すると良いのでは。

リをいれた網袋を 2 つ入れる。入れるアサリ

Ｑ：採苗器の中身はどのようなものを入れるのが

の量を倍にすると成長が悪かった。目安とし

良いか。

ては、1 つの丸カゴに、基質 10L とアサリ 1

Ａ：中に入れる基質は色々試したが、軽いものは
浮いてしまい、稚貝がつきにくい。砂利のみ

キロ。
Ｑ：垂下養殖を行うにあたっての、身入り・味の

でも十分稚貝を採集できるが、とても重いた

向上以外のメリットは。

め作業が大変である。また、砂に沈んでしま

Ａ：採貝漁業では、生産量はアサリの資源量に左

うと還元状態になりやすい。そのため砂利に

右される。養殖は計画を立てられ、身入りが

やや比重の軽いケアシェルを 20 ～ 25％程度

入ってからなど自分で出荷を調整でき、在庫

混ぜたものを用いている。

管理ができる。とりあえず採ってくるのでは

Ｑ：浦村での垂下養殖開始サイズを 20㎜にして
いる要因は。出荷サイズはどれくらいか。
Ａ：20㎜にしているのは、三重県の海面漁業調整

なく、注文を受けてから出荷ができる。
Ｑ：販売のマーケティング戦略は。
Ａ：兵庫の場合は、基本的には地元周辺のみで販

規則の関係。20㎜以下だと特別採補申請が必

売している。本業のカキ養殖の取引関係上、

要になる。垂下養殖のメンテナンスを軽減す

築地等から要望が来たら出荷している。良い

るため、養殖開始サイズをもっと大きくし、

アサリを作れる量のみ生産しているため、量

開始時期を秋にした方が良いと考えているの

産は出ない。たまたま生産できたアサリに対

で、干潟の天然採苗器の中でなるべく大きく

して地元で要望が大きくなり、ブランドに

して 30㎜くらいからスタートする試験をし

なっている。

ているところ。

鳥羽の場合は、自分たちでホテルやレストラ

Ｑ：採苗器にはアサリ以外に沈着するものはある

ン、地元の道の駅、朝一などで直接販売を行っ

のか。

ている。有名観光地が近いため行えることで

Ａ：採苗器には、ホトトギスガイやシオフキなど

ある。販売先が少ないような地域の場合は、

がいるが、ほとんど成長せず、アサリだけが

どのような販売をするか、漁業関係者だけで

生き残る。採苗方式がアサリに合っているよ

はなく、行政や観光業とタイアップ等考える

うだ。他には、カガミガイ、ヒメシラトリ、

必要があるだろう。

オオノガイが入る。兵庫の垂下養殖では、ト
リガイ、アカガイ、タイラギ等が入る。
Ｑ：養殖するに当たって、筏と延べ縄では作業性
はどちらが良いか。

おわりに
本研修会では、アサリ天然採苗と垂下養殖の最

先端事例をご講演いただき、参加者にとって大変

Ａ：見た目は筏の方が楽そうに見えるが、延べ縄

有意義な研修会となりました。今後は本研修会で

の場合は船にロープをかけて作業できるので

習得した知見を参考に、北海道に適した技術開発

延べ縄の方が作業性は良い。量的には 1 本の

に取り組んでいきたいと考えています。

ロープに 1 列なので少なくなる。
Ｑ：コンテナで養殖する場合、砂が偏ったり、容
器がひっくり返ったりしないか。
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４

最後に、大変お忙しい中、講師としてお越しい
ただいた、公栄水産代表
サリ研究会代表

磯部公一氏と、浦村ア

浅尾大輔氏の代理発表をしてく

Ａ：筏で養殖する場所は穏やかな場所なので起き

ださった（独）水産総合研究センター増養殖研究

ない。延べ縄の所は波が荒いので砂が出てし

所養殖システム部長の日向野純也氏に、厚く御礼

まうこともある。筏にしばらく下げると穏や

申し上げます。また、本研修会を開催していただ

かな揺れで砂がしまるので、その後延べ縄に

きました公益社団法人全国豊かな海づくり推進協

移すと砂は全然流出しない。

会に対して、お礼申し上げます。
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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近年のヒラメ資源の現状
およびヒラメ種苗放流と資源管理の比較
（公社）全国豊かな海づくり推進協会
豊かな海づくり専門員

１．はじめに
2010 年 12 月に策定された「第６次栽培漁業基
本方針」においては、栽培漁業による資源の積極
的増大が重要視されている。すなわち、従来の「一
代回収型栽培漁業」と共に、親魚を取り残して再
生産を確保する「資源造成型栽培漁業の推進、種
苗放流と漁獲管理との連携」が強調されている。
それらを実行するための基本的な作業は、まず
は対象魚種の資源の絶対量を推定することであ
り、それに基づいて親魚量と加入量との関係、い
わゆる再生産関係を明らかにすることであろう。
これまで栽培漁業における資源の絶対量について
は、安達（2003）が島根県隠岐島前湾周辺海域
のマダイ資源の絶対量を推定し、放流魚がマダイ
の資源量を大きく増加させていることを報告して
いる。
ヒラメについては、厚地・増田（2004）が鹿
児島湾におけるヒラメ天然魚と放流魚の資源量
を推定し、また、安達（2014 b ）は島根県石見海
域における小型底曳網漁場のヒラメ資源量を計算
し、再生産関係から小型底曳網漁場におけるヒラ
メの漁獲管理の方法を示している。
この報告は、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近年のヒラメ資
源の現状を検討し、同時にヒラメ放流魚の再生産
に必要なヒラメ親魚 1 尾を得るために何尾の放流
魚が必要なのか、言い換えれば、ヒラメ種苗放流
と資源管理との比較を検討したものである。

２．用いた資料とヒラメ資源量の計算
用いた資料は、2009 年 4 月～ 2014 年 3 月ま
で 5 年間の市場調査結果から求めたヒラメ年齢組

安達二朗

成の平均である（表 1）。年齢組成を年度で求め
たのは、日本海西部海域のヒラメの産卵期が 3 ～
5 月にあるためで、4 月を産卵期として 3 歳以上
を親魚とした。
資源量の計算方法は安達（2014 a ）に従った。
すなわち、表 1 の漁獲物年齢組成の 5 年平均から
資源の完全加入年齢を 4 歳とし、未加入年齢のそ
れぞれの加入率を土井（1975）の方法で計算し
た（表 1 の欄外）。さらに 4 歳の完全加入後の年
齢と漁獲尾数の対数値との右下がりの直線式を計
算し、その傾斜を全死亡係数 Z（＝ 0.862）とし
て生残率 S（＝ 0.422）を求めた。また、漁獲が
ない時の生残率 S 0 は e － 0.2 ＝ 0.819 とした。
計算手順は、表 2 に示したように、1 ～ 3 歳に
ついて加入率 Q 1 ～３ を考慮し、1 歳から 2 歳まで
の生残率〔{0.089 × 0.422 ＋（1 － 0.089）× 0.819}
＝ 0.7837〕と 2 歳から 3 歳までの生残率〔{0.475
× 0.422 ＋（1 － 0.475）× 0.819} ＝ 0.630425〕を
求め、１歳の資源尾数 N 1 × 1.0 に、それらの生
残率を掛けることで 2 歳の資源尾数は N 1 × 1.0
× 0.7837 ＝ N 1 × 0.7837、3 歳の資源尾数は N 1
× 0.7837 × 0.630245 ＝ N 1 × 0.4941 が計算でき
る。また、完全加入した 4 歳の生残率は、{0.534
× 0.422 ＋（1 － 0.534）× 0.819} ＝ 0.607002 とな
るので、4 歳の資源尾数は N 1 × 0.4941 × 0.607002
＝ N 1 × 0.2999 となる。5 歳以降は直前年齢の資
源尾数に生残率 S（＝ 0.422）を掛けていくこと
により各年齢の資源尾数が計算できる（表 2・2
列目）。このような方法で各年齢の資源尾数を N 1
を用いて示すことができる（表 2・4 列目）。
1 歳の資源尾数 N 1 を求める方法は、N 1 を用い
て各年齢の漁獲重量を求め（表 2・6 列目）、その
合計である N 1 × 0.7770 を平均漁獲重量 48,863.4
㎏に等しいと置くと、N 1 ＝ 62,887 尾が得られる。
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表１

浜田漁港における沖合底曳網ヒラメ漁獲物年齢組成（2009 年 4 月～ 2014 年 3 月）

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（５ヶ年平均）

したがって、62,887 に表 2・4 列目の生残率を掛
けることにより各年齢の資源尾数が計算される。
その計算結果は表 2・7 列目に年齢別資源尾数を、
表 2・8 列目に年齢別資源重量を示した。資源尾
数 N は 175,687 尾、資源重量 P は 146,376.8㎏で
ある。また、親魚資源尾数は 63,515 尾と計算さ
れる。
このように近年の沖合底曳網漁場におけるヒラ
メ資源量が推定されたが、この資源の状態が正常
であるのかどうかを次の方法で判断することがで
きる。すなわち、土井（1977）によると、親魚
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の数が漁獲のない時（処女資源時）の 1/2 近くに
最大持続生産量の水準があり、親魚数が 1/2 以上
ならば未開発（未活用）、それ以下ならば資源は
乱獲状態にあるとされている。
ここで、表 3 に（安達、2014 b ）の方法を用い
て計算した漁獲係数（F）を変化させた場合の資
源量と親魚量および漁獲量を示した。漁獲がない
時（処女資源時、F ＝ 0）の資源尾数 N を表 2・
4 列目のように N 1 を用いて示すと、N 1 × 4.6090
と計算され、親魚資源尾数 A も N 1 × 2.7900 で
示すことができる。また、安達（2014 a ）の方法

による浜田沖～対馬東海域の沖底漁場におけるヒ
ラメの再生産式は、N 1 ＝ 3.245659351・A・exp
（-1.8692・10 － 5・A）― ① 再生産率は、N 1 /A
＝ 3.24565931・exp（-1.8692・10 － 5・A）― ②
と計算される。
また、上に述べた親魚尾数 A ＝ N 1 × 2.7900
か ら 再 生 産 率 は、N 1 /A ＝ 0.3584 と な る の で、
これを②式の左辺に代入すると、A ＝ 117,877 が
得られる。すなわち、処女資源時の親魚資源尾数
は 117,877 尾である。表 2 に示した現状（F=0.662）
の親魚資源尾数は 63,515 尾なので、処女資源時
における親魚尾数の 0.539 で、約 1/2 近くを占め
ることになる。すなわち、資源量は最大持続生産

表３

量が得られる良好な状態にあると推定される。
表 4 は表 3（F=0.7～1.5 の計算過程は省略）を
整理したものであるが、漁獲重量をみると、最大
は漁獲係数 F が 0.662（現状）の時で 48,863.4㎏
である。漁獲係数 F が 0.3 ～ 0.9 では漁獲重量に
大きな差がみられないのが特徴的である。また、
漁獲係数 F が 1.2 までは、漁獲係数 F が大きく
なるほど漁獲尾数は増えていく。現実には漁獲係
数 F の値が 1.5 になる（生残率：S ＝ 0.182、漁
獲率：E ＝ 0.777）ことはあり得ないので、現在
の浜田港を基地とする沖合底曳網漁船によるヒラ
メの漁獲は適切であると考えられる。

漁獲係数（Ｆ）を変化させた場合の資源量・親魚量と漁獲量

表４

漁獲係数（Ｆ）に対応する資源尾数とその他の数値
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３．ヒラメ種苗放流の目的
栽培漁業が始まってから 50 年余りが経過した
が、その目的は獲る漁業から作る漁業への転換を
目指したものである。すなわち、漁業を略奪の状
態から資源の増殖により安定的に持続生産する段
階へ発展させることが本来の目的なのだろう。現
在、栽培漁業には一代回収型と再生産期待型があ
ると考えられている（安達、2014）。一代回収型
は天然魚の加入に人間が生産した種苗を添加させ
ることにより短期間の漁獲量の増加を目指してい
る。再生産期待型の目的は、種苗放流で親魚を増
加させ、さらに次世代の天然魚の加入量そのもの
を増加させることにある。
ヒラメ種苗放流の目的は、最近まで一代回収型
の考え方が重視されていた。例えば、2006 年に
報告された「日本海中西部ヒラメ広域連携調査（石
川県・福井県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県、
2006）
」における主目的が、ヒラメ放流魚の混入
率と回収率の推定となっていたことが典型的な例
である。それは、当時、漁業者を含めた多くの栽
培漁業関係者が、栽培漁業とは「種苗生産→放流
→放流魚の回収」という一連の技術体系にあると
いう固定された観念に縛られていたからなのかも
しれない。
しかしながら、近年では瀬戸内海や鹿児島湾の
ような閉鎖性海域を除いて、ヒラメ種苗が放流さ
れているほとんどの海域で、先述の再生産期待型
の栽培漁業、言い換えれば、ヒラメの種苗放流が
天然資源の維持・増大のための資源管理手法の一
つと考え始められてきたのではなかろうか。
各種魚類の資源研究を行ってきた筆者のヒラメ
に関するこれまでの多くの報告は、ヒラメ資源の
絶対量を推定することを主体にしてきた。例えば、
前項においても、最大持続生産量を与える状態を
資源の適正水準として示すためには、どうしても

表５
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資源の絶対量を資源力学的に計算しなければなら
ないし、持続漁獲量などの数値計算もしなければ
ならない。それらの作業はヒラメ資源の管理方策
を得るためには必然のことである。

４．ヒラメ種苗放流と資源管理の比較
前項で述べたヒラメ資源の維持・増大という枠
の中で、種苗放流と漁業規制による効果とを比較
すると、種苗放流の効果を資源管理に置き換える
ことができるかもしれない。この項ではそのこと
についての検討を試みる。
表 5 に漁獲がない時（F=0）の 1 ～ 9 歳までの
年齢群を 1 尾増加させるのに必要な放流尾数を示
した。この場合、放流魚の添加効率（放流から 1
歳までの生残率）を 0.05 としたが、年々の添加
効率は一定ではない（厚地・増田、2004）ので、
全国の各放流海域における平均的な値として 0.05
を仮定したものである。表 5・1 行目は F=0 の時
の年間生残率（＝ 0.8187）を用いて、1 ～ 9 歳ま
で生き残る数学的確率を示してある。言い換えれ
ば、1 歳時に 1 尾だったヒラメは 2 歳時で 0.8187
尾、3 歳時には 0.6703 尾が残り、以下 9 歳時（＝
0.2018 尾）までの残存尾数を示していることに
なる。
表 5・2 行目は 1 歳が 1 尾である時、2 ～ 9 歳
も 1.0000（=1 尾）となる確率を示してある。例
え ば、2 歳 の 場 合 は 1/0.8187 ＝ 1.2214、3 歳 で
は 1/0.6703 ＝ 1.4919、 以 下 9 歳（1/0.2018 ＝
4.9554）までの確率を示した。したがって、添加
効率αが 0.05 なので、各年齢が 1 尾となる放流
尾数は、上述の確率を 0.05 で割ることで得られ
る（表 5・3 行目）。このことは、0 歳で 20 尾放
流された種苗が 1 年後の 1 歳時には、1 尾が生き
残ることを示しているので、全体的には 20 尾放
流することで 1 尾を増やしていることになる。2

漁獲がない（F=0）時の各年齢群を 1 尾増加させるための放流尾数
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～ 9 歳までについても同様のことが成り立つ。例
えば、9 歳の場合、99 尾の種苗が放流されると、
9 年後に 1 尾が生き残り、9 歳魚が１尾増えると
いうことになる。
このような考え方に基づいて、現状（F ＝ 0.662）
における親魚 1 尾を増やすための放流尾数を示し
たのが表 6 である。ヒラメ親魚は 3 歳以上なの
で、1 ～ 2 歳の放流尾数は参考値である。3 歳の
親魚 1 尾は、0 歳での種苗放流尾数が 112 尾であ
り、
4 歳の親魚 1 尾は放流尾数 267 尾から生き残っ
たことになる。これらのことから種苗放流の効果
を資源管理に置き換えることができる。すなわち、
ヒラメでは、全長 6 ～ 8㎝くらいの放流魚 112 尾
と 3 歳の親魚 1 尾、放流魚 267 尾と 4 歳魚の親
魚 1 尾の漁獲規制が同じ効果を持つことになる。
つまり種苗放流と漁獲規制の関係を比較している
ことになる。

５．おわりに
近年、栽培漁業は対象魚種の漁獲量の安定や資
源の回復などを目的とした資源管理の一つの手法
と考えられるようになってきた。すなわち、栽培
漁業の効果には、ただ単に漁獲量を増加させるこ
とだけでなく、天然資源の減少により悪化した資
源状態を下から支えるという役割や、放流による
親魚尾数の増加による再生産関係の補強などがあ
る。このためには、まず対象魚種の資源状態を適
切に評価した上で、計画的な種苗放流が行われる
べきであろう。
この報告は、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の近年の現状を示したも
のであるが、解析手法は 5 年間の平均的な現象に
対応させたものである。とりあえずは、沖合底曳
網漁場におけるヒラメの資源尾数、資源（重）量
を求めた。また、本来はそれに加えて、ヒラメの

表６

漁獲を多くするための最適な漁獲率を考えなけれ
ばならないだろう。すなわち、表 1 に示した年齢
組成からみて、年々の加入量はあまり大きく変化
しないとみなせるので、漁獲の強さを適切に定め
て、年々の加入量から漁獲（重）量を大きくする
方法を考えるべきであろう。
また、ヒラメ資源の増大という枠の中で、表 6
に種苗放流と漁獲規制による比較を示したが、今
後、この海域のヒラメ資源全体に占める放流魚の
繁殖能力（再生産能力）の割合を示す必要もある。
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