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巻

頭

言

水産海洋学会がめざすもの
一般社団法人
会長

水産海洋学は、海洋の生物とそれを取り巻く環
境の関係について、水産業という実業の視点から
考える海洋学の一分野です。かつては、海流の流
路や水温分布などの海洋条件、資源量や年齢組成
などの水産資源の状態に応じて、漁場がいつ、ど
こに、どの様に形成されるかを分析、予測する漁
海況予測など、沖合域の水産資源と海洋環境の関
係が主要なテーマでした。しかし現在では、赤潮、
貧酸素水塊、磯焼け、急潮など、沿岸や内湾域の
問題にも対象を拡大しています。栽培漁業との関
係も深く、放流に適した場所や時期の選択、放流
後の種苗の生き残りの良否の原因の解明や種苗の
成育場の保全、造成された資源を対象とする漁業
の管理などは、水産海洋学にとっても重要なテー
マです。

水産業の現場に密着した活動で
水産海洋学会は、
「水産学・海洋学の研究者と
漁業者との対話に重点を置きながら，生物資源と
環境の相互作用を明らかにし、水産業の発展に寄
与する」ことを目的に、1962 年に水産海洋研究
会として発足しました。1988 年には名称を水産
海洋学会に変更し、2015 年 4 月には一般社団法
人に移行し今日に至っています。現在の会員数は、
個人会員と団体会員を合わせて約 900 名で、国
や都道府県の試験研究機関や行政機関に所属する
会員の比率が高いのが特徴です。決して大きな学
会ではありませんが、設立の当初から、先進的な
科学的知見の追求とともに、各地の漁業や養殖業
が直面する課題を取り上げ、その科学的な解決を
目指すなど、水産業の現場に密着した活動に重点
を置いてきました。
学会の活動としては、会誌として「水産海洋
研究」を年 4 回発行しているほか、国際学術誌
“Fisheries Oceanography” を 刊 行 し て い ま す。
毎年秋には研究発表大会を開催し、講演やシンポ
ジウムを通じて活発な議論が行われています。ま
た、当学会の特徴的な活動として、全国各地の会
員が中心となり、関係機関や大学、漁業団体や自
治体等と連携して、地域に特有の問題をテーマと
した地域研究集会を開催し、背景や原因の分析
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や対応策の検討などを行っています。すでに 20
年を超えて継続開催されている研究集会も多く、
2015 年度には、相模湾、南九州、日本海、伊勢・
三河湾、九州・沖縄、広島湾、東北、北洋（北海道）
、
熊野灘、駿河湾・伊豆海嶺の 10 の集会を開催し
ています。

わが国水産業の再生復活に貢献
成熟したわが国の社会が抱える、少子・高齢化
の進行、資源・環境・エネルギー面での制約の強
化、人口減少による内需の減少などの課題を背景
に、わが国の水産業は、漁業・養殖業生産量や水
産物消費量の減少・停滞をはじめとする様々な問
題を抱えています。しかしながら、寿司や刺身が
好きな料理の上位にランクされているように、水
産物自体が嫌われているわけではありません。ま
た、国内生産だけでは国内需要を満たすことがで
きず、毎年多くの水産物が輸入されています。し
たがって、わが国の水産業を再生・復活させるた
めには、まず、わが国周辺海域における漁業・養
殖業生産量を回復させることが重要です。
漁業・養殖業生産量の回復を図るにあたっては、
わが国周辺の各海域の多様な生態系に応じて様々
な漁業や養殖業が展開されてきたわが国の特徴を
踏まえ、地域の漁場環境や水産資源に立脚した漁
業・養殖業の再生がポイントになります。また、
沿岸域の開発や気候変動による漁場環境の変化や
動植物相の変化も踏まえ、現状に見合った漁業や
養殖業のあり方を目指す一方で、十分な科学的な
検討の下に、人工種苗の放流による資源造成や、
漁場環境の人為的な再生や改変についても積極的
に取組む必要があります。水産海洋学会も、地域
における連携や他学会等との共同を一層強化しつ
つ、漁場環境や海洋生態系の保全や機能の発揮、
水産資源の持続可能な利用を実現するための適切
な維持・管理などの側面から、わが国水産業の再
生・復活に貢献したいと考えています。栽培漁業
関係の皆様にも、最寄りの地域研究集会などにお
気軽にご参加いただき、連携・交流を深めてい
ただきますようお願いいたします。（学会 URL:
http://www.jsfo.jp/）

タイラギの種苗量産化技術開発に成功
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所海産無脊椎動物研究センター
貝類グループ

１．はじめに

兼松

正衛

有明海などが主要なタイラギ類の生産地で、主に

タイラギ類は大型の貝柱が珍重される、古くか

潜水器漁法により漁獲されていました。1990 年

ら我が国の和食文化で親しまれてきた高級二枚

代以降はつぎつぎとこれらの生産地の資源が激減

貝で、殻長 30cm 以上に成長します。国内の分布

してしまい、現在は三河湾と瀬戸内海だけに比

はこれまで本州以南と記載

1）

されていましたが、

較的健全な資源群を残すのみとなり、2012 年に

最近の情報では津軽海峡に面する北海道側にも生

は有鱗型と無鱗型の 2 種について準絶滅危惧種

息していることが分かり（
（地独）北海道立総合

に指定されました（第 4 次レッドリスト：2012

研究機構水産研究本部栽培水産試験場・清水洋平

年 8 月環境省）。かつての主生産地であった有明

氏私信）
、ほぼ全国の内湾の干潟から水深 50 ｍ

海（1960 年代に最大漁獲量 3 万 5 千トン）では

程度の深度まで広く生息しているものと思われま

直近 4 季連続で漁獲ゼロの状態が続いており（図

す。日本に生息するタイラギ類には、殻の表面に

1）、瀬戸内海でも 1970 年代にピークの 6 千トン

細かい鱗片状突起のある型（有鱗型、写真 1）と、

から、近年では備讃瀬戸海域を中心に 300 ～ 500

鱗片状突起がなくて殻の表面の平滑な型（無鱗型、

トンの低水準で推移しています（図 2）。このた

写真 2）の 2 タイプが存在し、前者はケンタイラ

め不足分は輸入に頼っており、例えば 2013 年に

ギまたはリシケタイラギ、後者はタイラギまたは

おける全世界のタイラギ生産量 17,323 トン（主

ズベタイラギと呼ばれています。これら二型は生

な生産国は中国、韓国、タイ、ベトナム）のうち、

息環境の相違による同一種内の形態変異とみられ

41％に相当する 7,134 トンが我が国に輸入されて

ていましたが、遺伝学的調査の結果、有鱗型と無

いる状況です（FAO 統計のうち、貝柱重量から

鱗型は別種であることが判明しています 。また、

殻付き総重量を推定）。

2）

大分県蒲江市には、そのどちらでもない遺伝子型
のタイラギが生息しています （写真 3）。

そこで、天然貝に頼らない人工種苗を利用した
増養殖技術の開発が強く要望されていました。

3）

これまで東京湾、伊勢湾、三河湾、瀬戸内海、

写真１ 有鱗型タイラギ

写真２ 無鱗型タイラギ

写真３ 大分県蒲江産タイラギ
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図１ 有明海におけるタイラギ漁獲量の推移
（貝柱重量から殻付き重量を推定）

２．タイラギ浮遊幼生の特殊性とこれまでの
種苗生産事例

しか飼育出来ません。この付着現象は、D 型幼生
から着底変態する稚貝までのあらゆる浮遊幼生ス

我が国におけるタイラギ類の種苗生産研究は

テージで観察されており、原因として幼生による

1960 年代に開始 ４） され、約 50 年の歴史があり

粘液分泌、殻の物理化学的性状などが考えられて

ます。しかしながら、タイラギ類は浮遊幼生期に

いますが、まだ明確な結論は得られていません。

以下の特殊な生理・生態を示すことから、これま

また、着底直前のフルグロウン期幼生は殻長 500

で飼育は極めて困難で、1995 年まで稚貝を得る

～ 700μm に達し、これまで知られている二枚貝

ことが出来ませんでした。タイラギ類は受精卵か

類浮遊幼生のなかで最も大型になります（写真

らふ化してトロコフォア幼生（写真 4、有鱗型、

8）。

以降同じ）となり、水温 23℃では約 24 時間後に

このような困難な状況の中で、1995 年に田崎

幼殻を形成して D 型幼生（写真 5）に変態し、摂

真珠株式会社の明楽らは、同様の浮遊幼生の特性

餌を開始します。この変態直後から個体同士が付

を示すウミウシ類の飼育経験をベースに、飼育水

着凝集（写真 6、7）し、気泡や飼育水槽の水面、

の撹拌に、通気の替わりに電動モーターとプロペ

壁面および底面へ付着して遊泳不能となり、摂餌

ラを組み合わせた回転流を用いた飼育方法を考案

出来ないことから短時間で死亡してしまいます。

し、我が国で初めて数十個体の着底稚貝の生産に

そのためアサリ・マガキ等で用いられる一般的な

（表１）。次いで 2003 年に佐賀県
成功しました 5）

二枚貝類幼生の通気式飼育方法では、わずか数日

有明水産振興センターの川原らは、１L 容器を用

写真４ トロコフォア幼生

写真５ D 型幼生（殻長100～140μm）

写真７ 付着凝集した幼生個体

4

図２ 瀬戸内海主要３県のタイラギ漁獲量の推移
（１９９５年からは推計値）

豊かな海

No.38

2016.3

写真６ 幼生同士の付着

写真８ フルグロウン期幼生 （殻長500～700μm）

いて止水・無通気・暗条件化で手作業による 46

幼生期飼育では、上記した全てのステージでみら

～ 50 日間の努力の末、10 個体の着底稚貝を生産

れる付着現象から誘引される死亡の他、飼育開始

しました 。そして 2006 年に、長崎県総合水産

初期の急激な減耗と、平均殻長 250μm 以上のス

試験場の大橋らによってタイラギ浮遊幼生専用の

テージで発生する長期間の減耗が量産を阻害して

飼育装置が考案され、着底稚貝 1,484 個体の生産

いました。タイラギは採卵そのものが難しく、個

に成功し 、世界で初めて千個体オーダーの生産

体や時期によっては干出・温度刺激を繰り返す強

が達成されました。この飼育装置は、特殊なノズ

い誘発処理を行わないと産卵しないことから、飼

ルにより効率的に少量の海水で広範囲に拡散する

育開始初期の減耗については、卵質が悪いことが

シャワーを作出し、飼育海水の表面に張り付いた

主因として考えられます。平均殻長 250μm 以上

幼生に吹き付けて水中に引き戻す仕組みと、小型

の時期に発生する減耗については、大型個体から

電動水中ポンプにより飼育水を上面から下方向へ

死亡が開始すること、生残している幼生について

幼生とともに吸引排出して撹拌する仕組みを組み

も、遊泳活力と摂餌量が徐々に低下していく特徴

合わせたもので、500L 容量規模の水槽を使用し

があります。そのため、餌料の栄養性や水温・塩

て飼育することが可能となり、量産化の糸口を切

分等の飼育環境の影響はもとより、「大型個体か

り開きました。本飼育装置は、当時一緒に共同研

ら死亡する」ことの要因解明が量産技術開発の鍵

究していた田崎真珠（株）、水産総合研究センター

を握っているものと考えられました。

6）

7）

とともに、2012 年に特許化されました （図 3）。
8）

水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所で
は、平成 23 年よりタイラギの種苗生産技術開発

３．飼育装置の改良による種苗量産化技術開発

の取り組みを開始し、平成 23 年は従来の二枚貝

有鱗型タイラギ（以下、タイラギと略）の浮遊

類の通気式飼育方法を用いて殻長 250μm のアン

表１ これまでのタイラギ種苗生産 （着底稚貝まで） の経過

図３ タイラギ浮遊幼生飼育装置の基本構造 （特許第4963295号） と飼育風景
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ボ期までしか飼育出来ませんでした。平成 24 年

始した西海区水産研究所では着底稚貝 28 万個体

には長崎県総合水産試験場の技術協力を受けて、

の生産を達成し、さらに平成 27 年には瀬戸内海

夏の産卵後期に初めて基本飼育装置をまじえた飼

区水産研究所で 190 万個体を生産（写真12）する

育試験に取り組み、殻長 500μm のフルグロウン

など、年々生産記録を更新しています。このよう

期幼生まで飼育出来ましたが、やはり一個体の着

に、タイラギ浮遊幼生期の飼育では、飼育装置と

底稚貝も得ることが出来ませんでした。平成 25

幼生の取り扱い方（ハンドリング方法）が、種苗

年 9 月、同じ由来の大型幼生群を複数の水槽に分

量産化のために重要であることが分かりました。

けて小型電動水中ポンプの排出流速を検討してい
たところ、ある改良を行った飼育水槽の中から、
殻の一部が破壊され再生したと思われる大型幼生
が観察されました（写真 9）
。また、その水槽の
飼育幼生は、他の水槽飼育群と比べて摂餌量が多
く、胃部が餌料微細藻で濃染していました。その
後、改良装置の水槽でのみ、大量の着底稚貝が出
現しました。

写真10 着底直後の有鱗型タイラギ （殻長 0.8 ㎜）

写真９ 殻の一部が再生したタイラギの大型幼生

このことから、飼育水の撹拌に用いる小型電動
水中ポンプに幼生が吸入された際に、物理的な強

写真11 着底 2 ～ 3 日後の有鱗型タイラギ （殻長 3 ㎜）

いストレスを受けているものと推測しました。
また、二枚貝類の浮遊幼生は一般的に細菌性疾
病に弱いため、飼育水槽が汚れた場合は速やかに
新しい清浄な海水を張った水槽へ移動する必要が
生じます。その際、ネットや急激なサイホンによ
る移動（幼生のハンドリング）を行うと、タイラ
ギ幼生は遊泳活力が低下して急減してしまうこと
が分かり、飼育装置と幼生ハンドリング方法の改
良に着手しました。
その結果、平成 25 年に有鱗型（写真 10、11）、
無鱗型および大分県蒲江産の 3 種タイラギ類の着

写真12 有鱗型タイラギの大量生産に成功
（平成27年 8 月）

底稚貝の生産に初めて成功するとともに、有鱗型
タイラギでは従来の生産記録であった 1,500 個体
（平成 18 年長崎県総合水産試験場）を大幅に更新

6

４．タイラギの成熟・採卵技術と餌料用微細
藻類について

する着底稚貝７万個体の生産を達成しました。平

種苗量産化技術を確立するためには、当然のこ

成 26 年には瀬戸内海区水産研究所で着底稚貝 2

とですが、まず良質な受精卵を大量に確保する必

万個体、技術協力を行いこの年から生産試験を開

要があります。そこで親貝を成熟させるための飼
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育方法と採卵技術については、増養殖研究所で生

６．おわりに

殖腺の組織学的な発達過程を詳細に調査し、成熟

これまで比較的健全な資源を維持していた三河

度の指標となる内臓重量指数（生殖腺を含む肝膵

湾と瀬戸内海の 2 海域でも、近年の減少傾向に歯

臓部位の重量を殻の体積で除した指数）を用いて

止めが掛かっていません。三河湾日間賀島周辺の

採卵のタイミングを適正化することにより、大量

無鱗型タイラギでは、昨年夏の貧酸素水塊の影響

採卵が可能となりました。また瀬戸内海区水産研

で大きな減耗が発生しています（日間賀島漁協理

究所では、親貝の陸上飼育での養成に取り組み、

事・宮地政満氏私信）。また瀬戸内海備讃瀬戸海

餌料として適した微細藻類の選定と、親貝軟体部

域の有鱗型と無鱗型タイラギについても、年々漁

重量当たりの適正給餌量を調査し、良質卵を得る

獲量が減少する一方のため、専業の潜水器漁業者

技術が確立されつつあります。さらに増養殖研究

も減り続けています。このままでは漁業者は生計

所では、これまでタイラギでは困難であった人工

の見通しが立たず、後継者を育成できません。高

切開法を用いた成熟卵の調整と人工授精について

級二枚貝タイラギ類が準絶滅危惧種から絶滅危惧

も室内実験規模で成功し、今後は計画的な採卵が

種にリストアップされないように、また日本の伝

可能になるものと期待されます。

統的食文化から国産タイラギ類が消失することの

また、二枚貝類の浮遊幼生の餌料は、摂餌を開
始する D 型幼生期から着底変態して稚貝になる

ないよう、至急の資源保護と増養殖対策が求めら
れています。

まで、一貫して海産浮遊性微細藻類を利用します
が、種の選択に際して栄養価が高いこと、幼生の
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オキナワモズクの品種登録：「イノーの恵み」
沖縄県水産海洋技術センター
主任研究員

１．オキナワモズクについて

岩井

憲司

になります。その結果、90 年代になると生産量

皆さんはモズクを食べていますか？そのモズク

が 10,000 t を超えるまでモズク養殖業が発展しま

が何処で生産されたのか調べてみると、ほとんど

し た。2000 年 以 降 は 10,000 t か ら 20,000 t の 間

が沖縄産であることに気付くと思います。つまり、

で変動を繰り返しながら推移しています（図１）。

沖縄は日本有数のモズクの産地なのです。沖縄県

生産量を変動させる主な原因は、天候等の影響で

におけるモズク類養殖生産は全国の約 99％（農

はないかと考えられています。

林水産省「漁業・養殖業生産統計」より）を占め
ており、国内で流通している加工モズクは沖縄産
であると言っても過言ではありません。
沖縄で養殖されるモズクは２種類あります。
１つは褐藻綱ナガマツモ科オキナワモズク属に
属するオキナワモズク Cladosiphon okamuranus
Tokida で、もう１つが褐藻綱モズク科モズク属
に属するモズク Nemacystus decipiens (Suringar)
Kuckuck です。
沖縄の漁業者は、前者を「本モズク」又は「モ

図１ オキナワモズク生産量の推移

ズク」
、後者は糸の様に細いモズクという意味か
ら「糸モズク」と呼んで区別しています。上記の

３．養殖の過程（図２）

とおり、この２つのモズクは科も異なる全くの別

①

種で、オキナワモズクは南西諸島を北限として生

種苗の確保
モズクの養殖は、種（養殖現場における遊走子

息し、日本本土には見られません。このように、

及び盤状体の呼称）を確保することから始まりま

オキナワモズクは沖縄で養殖されるモズクの９割

す。種は天然海域において母藻から得る場合（以

以上を占めていて、沖縄県水産業における重要な

下、天然採苗）と人為的に採取・培養して得る場

基幹養殖品目となっています。

合（以下、人工採苗）の 2 通りの方法があります。

２．養殖の沿革
オキナワモズク（以下モズク）養殖の技術開発
は、本土復帰を果たした 1970 年代より始まりま
した。当初は、モズクの種付きや芽出し（網地
からの藻体の立ち上がり）が不安定だったりの苦
労がありました。しかし、先人達の知恵と努力に
よって、種の培養方法や芽出しを促す技術開発お
よび改良がなされたことにより、着実に養殖技
術が進歩しました。80 年代には、技術の改良と
普及が進み、県内の各地で養殖が行われるよう

8
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図２ オキナワモズクの生産過程

天然採苗は簡便な反面、安定供給の面で難があり
ます。人工採苗は、安定的に種を確保できる反面、

⑤

収穫作業
成長したモズクは、海中からポンプによって収

培養する施設と技術が必要となります。どちらの

穫されます。収穫時期は 3 月～ 6 月で、種付けか

方法も一長一短で、2 つの方法を併用する漁業者

ら収穫までの期間は約 120 日です。

もいます。
②

４．「株」について

種付け

モズク網を入れた水槽に種を投入し 2 週間ほど

沖縄県内でモズク養殖が行われている海域は、

かけて種付けをします。種付けの時期は 10 月か

養殖に適した浅海域が少ない一部の離島を除き、

ら翌年 2 月頃で、この時期、生産地の漁港では、

ほぼ全域に及びます。その地域は本島から石垣島

モズク網の入った水槽がズラリと並んでいる光景

まで、距離として約 400km、およそ東京から大阪

が見られます。

くらいの距離に相当します。このような広範囲の

③

海域で養殖されるモズクには、産地海域によって

中間育成
種の付いた網を浅い海域の海底に張って芽を発

芽させます。この場所は「苗床
（なえどこ）
」と呼
ばれ、芽出しを促すために重要な場所となります。
④

本養殖

形質に特徴がみられ、海域によってモズクの形質
等に差異があることが明らかになりました（図４）。
こうした形質の特徴が海域によらず継代される
のであれば、モズク母藻の選抜が可能となり、農

芽が伸びた網は、礁池と呼ばれるサンゴ礁に囲

作物のような品種育成の道も開けることになりま

まれた浅い海域へ移動させて、海底から少し離し

す。そのため、母藻を採取した海域とは別の海域

た位置に張り直します。

においても、藻体の形質に再現性がみられるかを

この時期、モズク養殖をしている礁池を空から
見ると、正に「海の畑」といった光景になってい

養殖試験にて実証を試みたところ、これを確認す
る事ができました（図５）。
モズクの種となる中性遊走子は、母藻と遺伝的

ます（図３）
。

に同じクローンであり、自ら増殖するサブサイク
ルを持っています（図６）。種の培養は、そのサ
ブサイクルを利用しています。このようなクロー
ンのグループをそれぞれ「株」として扱うことと
しました。

５．品種登録：命名「イノーの恵み」
モズク漁業関係者からは、１網あたりの収穫量
が多く生産性の高い等、養殖に適したモズクが求
められていました。そうした中、周囲のモズクに
比べ特異的に長く生長していた野生のモズク藻体
図３ モズク養殖の風景

を、沖縄県海域において発見する機会に恵まれま
した（図７）。その藻体から種を採って、沖縄県

図４ オキナワモズクのバリエーション （一部）
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水産海洋技術センターで株の単離培養を行いまし

有望なこの株を農林水産省の品種登録制度に出

た。この株を用いて、モズク養殖生産地の協力に

願し、平成 27 年 9 月 29 日付けで品種登録番号

よる養殖試験を行った結果、これまでの結果と同

24443、品種名「イノーの恵み」として承認され

様に株の形質の再現性が確認できました。養殖に

ました。ちなみに、オキナワモズクでは初めての
承認となります。
登録品種名にあるイノーとは、昔から海の恩恵
を育んできた、親しみのある海のゆりかごの様な
礁池を意味する沖縄の方言です。そのイノーで育
まれるモズクのイメージが名前の由来となってい
ます。
「イノーの恵み」は、高い生産性によりモズク
養殖の生産安定に寄与する品種と考えています。
加えて、細く柔らかい藻体の特徴によって生食向
け利用のバリエーションが広がり、新たな市場の

図５ 母藻と継代された養殖藻体の形質比較

拡大に貢献することが期待されます。また、モズ
クの品種登録が初めて沖縄県により行われたこと
で、沖縄県産モズクの知名度向上にも貢献できた
と思います。

６．お勧め！生鮮モズクと今後の取り組み
沖縄では市街地のスーパーマーケットでも塩蔵
処理をしていないモズクが容易に手に入ります。
旬の時期には、冷凍をせず冷蔵のみで流通した生
鮮モズクも手に入れることができます。これら生
鮮モズクは加工モズクとはまた違う食材で大変美
味しいので、一度味わって頂きたいと思います。
（ 参 考 HP「 モ ズ ク 料 理 レ シ ピ 集 」http://www.
mozukukyo.org/uploads/e38282e3819ae3818fe69
699e79086e383ace382b7e38394e99b86.pdf）
図６ オキナワモズクの生活史とサブサイクル

近年、この生鮮モズクを他県の大手スーパーで
も売り出そうとする動きが加速しています。店頭
で販売している機会に出会うことが有りましたら
是非ご賞味ください。特に「イノーの恵み」は、
長く細く柔らかいという生鮮モズクに適した特徴
を持つので、この販売促進にも一役買うことが出
来るモズク品種と考えています。
「イノーの恵み」については、モズク生産者へ
の説明会等で情報を伝え、要望があれば、沖縄県
水産海洋技術センターから県内各漁協に対して株
を提供しています。沖縄の海域には、この他にも
太さや硬さ等、様々な形質や特徴を持つモズクが
存在すると考えられられます。今後も多様な株を
探索収集すると共に、その特性等を整理して、各
養殖、加工および流通の各現場に適したモズク株

図７ 「イノ－の恵み」 原藻
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を確保して生産性向上に繋げたいと考えています。

伊勢・三河湾における貧酸素水塊の漁業への影響問題で研究集会
～漁業者も参加し、活発な意見交換を行う～
愛知県水産試験場漁業生産研究所
主任研究員

中村

元彦

１．はじめに
伊勢・三河湾では、栄養塩の負荷削減が進めら
れているにもかかわらず、毎年夏季を中心に大規
模な貧酸素水塊が形成され、採貝漁業や底びき網
漁業等に脅威を与えています。干潟・浅場の造成
が全国に先駆けて実施され、水質浄化機能および
水産資源の局所的な回復が報告されていますが、
広域的な環境改善には至っていません。貧酸素水
塊の漁業への影響を軽減していくには、貧酸素水
塊の影響の実態を改めて整理し、環境改善では、
さらにどのような点に留意して対応を考えていく
べきかを検討するとともに、漁業サイドとしても
対応策を考えていく必要があります。
11 回目となる水産海洋地域研究集会「伊勢・
三河湾の環境と漁業を考える」では、平成 27 年
11 月 14 日に名古屋大学野依記念学術交流館に於
いて、
（一社）水産海洋学会、愛知水試、三重水
研の共催及び愛知県漁連、三重県漁連の後援のも
と、
「貧酸素水塊の漁業への影響と対策」と題し
て研究集会を開催しました。研究集会には、漁業
者を含む 88 名の参加があり、活発な意見交換が
行われました（図１）。

２．内容
前半部分では、貧酸素水塊の漁業への影響につ
いて 3 題の話題提供がありました。羽生和弘氏（三
重水研鈴鹿研究室）からは、伊勢湾における貧
酸素水塊は、1950 年代から出現期間が長期化し、
湾北西部ではアサリ母貝が分布する水深 5 ～ 10m
の浅場においても頻繁に貧酸素化していたこと、
湾北西部浅場における秋季の貧酸素水塊の出現が
稚貝発生量と負の相関があり，アサリ資源の形成
に大きく関与していることが報告されました。
下村友季子氏（愛知水試漁業生産研究所）から
は、伊勢湾の小型底びき網（まめ板網）では、夏

図１ 研究集会の開催

季の貧酸素水塊の拡大により、シャコやマアナゴ
など底生水産生物の分布域がごく狭い海域に限ら
れることで小型魚への漁獲圧が増加し、資源量減
少の一因となっていることが報告されました。
曽根亮太氏（愛知水試）からは、三河湾の小型
底びき網（えびけた網）では、若齢期のイシガレ
イやクルマエビの分布域が底層溶存酸素濃度（底
層 DO）約 3.0mg/L の境界で制限されており、夏
季の底層 DO の低下によって湾内の現存量が大き
く減少することが報告されました（図２）。
後半部分では、貧酸素水塊への対応について 3
題の話題提供がありました。澤田知希氏（愛知水
試漁業生産研究所）からは、夏季の貧酸素化に伴
う小型底びき網（まめ板網）の小型魚混獲の防
止対策として、まめ板網における魚獲り構造の改
良、網目拡大、低速曳網など漁具や曳網方法の改
良についての試験と効果について報告がありまし
た（図３、４）。
和久光靖氏（愛知水試）からは、三河湾の干潟・
浅場周辺には、デッドゾーンと呼ばれ、無酸素水
や硫化水素の供給源となる浚渫航路や埋め立て地
の後背水路等が存在し、アサリ等水産資源への脅
威となっていること、無酸素水や硫化水素発生の
軽減策を講じる上では溶存硫化物と鉄の動態を把
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図３ 小型底びき網における
小魚の混獲
図２ 貧酸素水塊と底生生物の分布

循環の機能を高めることが重要であるとの指摘が
ありました。

３．成果と課題

図４ 漁具改良試験

握することが重要であることが指摘されました。
児玉真史氏（国際農林水産業研究センター）か
らは、物質循環モデルを用いた数値実験によると、
三河湾では河川流量の増大が夏季の底層 DO 濃度
の改善と冬季の栄養塩濃度の増加の双方に効果が
あり、河川流量の制御が内湾環境の改善をとおし
て、アサリやノリ等の水産物生産性の向上に寄与
できることが報告されました。
総合討論では，沿岸開発にともなうさらなる貧
酸素化を危惧しており、昔に比べて砂が減少して
干潟が形成されなくなったこと、三河湾奥では漁
業が消滅して、海底が耕されなくなっていること
が環境悪化に繋がっているのではないかとの声が
漁業者からありました。また、貧酸素化の問題を
解決するには、貧酸素化と河川流量や漁業の変化
を今と昔で対比させて原因を解明すること、貧酸
素化の軽減には有機物の除去が重要であり、物質

12
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内湾の環境と漁業の問題では、漁業に影響する
環境の改善が根本的に重要です。貧酸素化につい
ては、埋立により失われた浄化能力の回復のため、
干潟・浅場の造成が行われてきました。しかし、
造成面積は失われた面積に比べて小さく、デッド
ゾーンの環境改善など追加方策が必要と考えられ
ます。また、河川流量制御による環境改善は大き
な効果が期待できることから、今後も議論される
べきであり、河川流量や気象、外海の海況の他、
漁業の影響などを含め、さまざまな外部要因と環
境との関係について、さらに理解を深めていく必
要があるでしょう。
一方、環境改善には限界もあることから、漁業
の存続・振興のためには、現在の環境に適応して
いく方策も必要です。アサリ資源では、貧酸素化
の影響を受けにくい水深 3 m 以浅の干潟・浅場に
おいて、母貝資源の保護、母貝場の再生・造成の
取組が進められています。また、小型底びき網等
の漁業では、漁具改良による資源管理の取組が検
討されています。これらの取組を漁業者とともに
今後も一層推進していく必要があります。
今回の研究集会により、貧酸素水塊の漁業への
影響の実態が改めて整理され、環境改善及び漁業
の今後の方向性を確認することができました。豊
かな海の実現のため、環境、生物、漁業の 3 者が
有機的に機能できるよう考えてまいります。

特
集

新たな栽培漁業基本方針の下で
協力・連携・共同して推進しよう！

平成２７年度栽培漁業推進全国会議 （27.12.3） と
種苗生産技術研修会報告 （12.4）
開催にあたって
栽培漁業推進全国会議
水産庁栽培養殖課

保科課長挨拶

例年であれば、東日

ど、各地域の需要に合った種苗の生産に柔軟に対
応されているものと思います。
国としても、平成 18 年度以降、税源移譲もあり、

本と西日本に分けて

栽培漁業は都道府県により自主的に進められてい

「栽培漁業推進ブロッ

るところですが、都道府県の後押しができるよう、

ク会議」を開催してい

ヒラメやトラフグなどの広域種に関しては、適地

ましたが、今年度は、

放流等による資源造成効果を実証する取組に対し

明日４日に全国的な研

て支援を行っているほか、全国的に資源の減少が

修 会 で あ る「 平 成 27

見られるアサリなどの二枚貝についても、資源造

年度種苗生産機関技術

成の実証に対し支援等を行っております。

者研修会」が開催される関係で、
「全国会議」と
して東京で開催することとなりました。

本日は、栽培漁業の技術を沿岸漁業の再生に活
かすための特別講演や海域内の連携協力体制の構

このように栽培漁業の関係者が一堂に会し、各

築に関する報告提案のほか、国立研究開発法人水

地の実践事例や研究成果の報告等を通じ、これか

産総合研究センターからの報告や水産庁からの７

らの栽培漁業のあり方を考え、明日の栽培漁業を

次基本方針の概要説明等が予定されております。

展望する機会とすることは、今後の栽培漁業の推

本会議が皆様方にとりまして有意義なものとなる

進に有意義なことと考えております。

よう、活発に意見交換などをしていただければと

昨年度末に、新たな栽培漁業基本方針である第

思います。

７次基本方針が策定されました。第７次基本方針
では、資源造成型栽培漁業を一層推進するほか、
漁獲管理との連携強化や広域プランを勘案した種

成子副会長挨拶

海づくり協会

苗放流の推進などを盛り込んでいます。都道府県

本日は多数お集りい

においても、７次基本方針に調和を図りながら地

ただき、また、常日頃

域の現状に合った計画を策定し、各々栽培漁業に

より栽培漁業推進にご

取り組んでいただいているところでありますが、

尽力いただいているこ

栽培漁業を取り巻く環境としては、依然厳しい状

とにこの場を借りてお

況にあります。

礼申し上げます。

今年度から資源管理との連携強化として、トラ

来年は、水産基本法

フグの資源管理と種苗放流の連携強化について全

に基づく水産基本計

国豊かな海づくり推進協会を事務局とし、本格的

画の見直しがあり、当然この中で栽培漁業の位置

に進められており、関係県においては資源造成を

づけをしっかりしていただかなくてはならないの

より推進するよう取り組んでおられると伺ってい

で、この運動を全国会議で起こしていく必要があ

ます。また、漁業者の収入増加が期待される新し

ると考えております。もう一つは、栽培漁業の研

い魚種の種苗生産技術の開発を積極的に進めるな

究を担っていただく水研センターが来年４月で水
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大校と統合して水産研究・教育機構として新しい

推進の要望について特別決議をしていただくのが

組織になります。その機構での事業計画あるいは

本来のなすべきところであり、この様な栽培漁業

中期計画が作られ、その中に栽培漁業をどう位置

に関係する方々が一堂に会する機会に決議案をお

づけていただくかが重要とも考えております。日

諮り出来ないことを反省しお詫び申し上げます。

本栽培漁業協会の仕事を水研センターが実施して

ご出席の皆様においては、年末年始においては、

いるので、栽培漁業の位置づけをしっかりしてい

予算要望等々で水産庁や地元議員を回る機会があ

ただくことが今後の栽培漁業の推進の上では重要

ると思いますので、この会議内容を踏まえ、栽培

であります。

漁業の推進の一層の重要性を要望活動の中に盛り

この様に非常に大きな節目の年には、栽培漁業

込んでいただけたらと考えております。

種苗生産技術研修会報告
市村専務理事挨拶

海づくり協会

生田研究推進部長挨拶

種苗生産にかかる全

今般栽培漁業をとり

国規模の技術研修会を

まく情勢は大変厳しい

当協会が、水産庁及び

ものがありますが、こ

水研センターさんとの

の50年の歴史ある栽培

共催で、初めて開催す

漁業の技術は現場の皆

るに至った経緯につい

さまが尽力された成果

て簡単にご報告致しま

であると思っております。
先週中国無錫にて開

す。
栽培漁業センターの横の連携組織としては現

催された日中韓水産研究機関長会議におきまし

在、西日本、瀬戸内海、日本海、太平洋北海域の

ても、各国からの日本の先進的な栽培、種苗生産

４つの連携組織があり、それぞれ技術交流はじめ、

技術対する注目度は高く、世界的に見ても我々の

各海域でしっかりとした運営で成果を上げられて

持っている技術への評価は高いものと思います。

いるところです。

しかし、いずれの栽培漁業機関におきましても、

従って、今回の研修会は、海域単位を超えてよ

技術者、研究者の高齢化が進み、世代交代がなか

り広い観点で解決が求められる課題についてテー

なか進んでいない現状のなかで、その高い技術を

マを絞り、開催することと致しました。

どう継承していくのかということについても課題

具体的には、種苗期における疾病対策や、海水

になっていると伺っております。

温の上昇への対応、開発された最新技術の導入対

その一つの方策としてこのような研修会、技術

策、そして、コストを見すえた効率的かつ健全な

研修など通して、技術を次世代に継承していくこ

種苗生産手法の導入などでありますが、とりわけ

とが重要であります。また、基本方針でも謳われ

疾病対策などは各機関が全国で統一的な対策を講

るトラフグ等広域種の資源管理や、生物多様性へ

じることが求められているところです。

の配慮も我々に課せられた大きな命題であると考

また今回、せっかく各県の技術者の皆さんが顔

えております。当水研センターでは、現在水産大

を合わせることから、同じ技術者同士、人と人

学校との統合を前に、中長期計画の策定のなかで、

の顔の見える信頼関係を深めていただく場として

栽培漁業と資源管理とをどのように一体的に推進

も、大いに役立てていただければ幸いです。なお、

して行くのか、生物多様性や漁場環境の管理とど

研修会のプログラムですが、事前にアンケートを

の様に連携していくのかを検討しており、今後も

させていただき、できるだけご要望にお応えでき

都道府県や全国豊かな海づくり推進協会の皆さん

るよう、企画を組ませていただいたところです。

と協力しながら、技術開発に努めて参りたいと存

当協会は、各機関の連携体制の構築や運営面で
のサポートができるよう今後とも全力で取り組ん

豊かな海

じます。
この研修会が今後の技術の発展、栽培漁業の未
来にとって実り多いものとなること祈念いたします。

でまいります。
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新たな栽培漁業基本方針の下で協力・連携・共同して推進しよう！

特

（第１部）栽培漁業推進全国会議

1

北海道における日本海漁業振興対策について
― 新たな増養殖の展開を軸に、日本海漁業振興へ挑戦！
北海道檜山振興局長

特別講演
▌檜山（ひやま）振興局長に就任して
幡宮 自己紹介をさせていただきます。私は今、北 海
道の檜山振興局長をしていますが、道庁に 30 数年前
に技術系の水産職で入り、その後、水産一筋でずっと
仕事をしてきました。栽培漁 業については、栽培の事
業自体は直接担当したことはありませんが、水産試験
場に関する仕事を比較的長くやっていて、水産試験場
や栽培センターの栽培漁業の技術開発や調査研究の予
算確保などもしてきました。
その後は企画部門
や漁業経営等を経験
し、今は北 海 道の日
本海側の江 差町にあ
る檜山振 興局にいま
す。 この 地 域 は、 昔
ニシンが沢山とれて、
江 差 の５月は 江 戸に
も無いといわれたほ
ど、北 海 道では古い
歴 史のあるところで、
講演する檜山局長
江 差追分で有名な町
です。現在の私の仕事は振興局長ということで水産の
仕事だけではなく、地域の行政のうち警察と教育以外
を全部所管しています。昔でいうと、地方の代官みたい
な仕事でしょうか。檜山にくる直前は道庁の水産局長と
して、北海道の日本海漁業振興対策にも随分深く関わっ
てきました。
北 海 道における日本 海漁 業 振 興対 策についてです
が、まず１番目に、北海道全体と日本海地域の漁業の
現状と課題について、北海道の日本海側がどういう状
況にあるか、なぜ今日本海漁業振興対策をやるのかと
いうこと、２番目に檜山で自分が具体的にどのようなこ
とをやっているかの二つの話をしたいと思います。
私は５月まで道庁で日本海漁業振興対策の方針策定
や、国の事業や対策予算の確保、現地振興局の人員配
置の強化など色々進めてきたところ、最後、知事副知
事から、自ら現地に行き指揮をとるように言われて６月
に赴任し半年経ったところです。
まず、北海道海域の概要図の説明から始めます。北
海道周囲を流れる海流ですが、対馬暖流が北海道の日
本海側を北上しており、そのままサハリン方面に北上し
ていくものと、宗谷海峡で分岐してオホーツク海沿岸を
流れる宗谷暖流に分かれます。そのオホーツク海の宗
谷暖流の北側には東樺太海流という寒流が流れていま
す。また、対馬暖流は津軽海峡を抜けて太平洋側を三
陸方面に向きを変え南下していきます。
次に、太平洋側には千島列島に沿って親潮の本流が

幡宮

輝雄

流れておりまして、沿岸には沿岸親潮という枝分かれし
た寒流が流れています。これは襟裳岬を越えて一部は
道南に向かったり、真っ直ぐ三陸沖に向かったりしてい
ます。
次に等深線ですが、海の色が濃い青のところが水深
が深く青が薄くなると徐々に浅くなり、白っぽいところ
が大体 200 ｍ等深線になっています。図の日本海北部
の武蔵堆、オホーツク海の北見大和堆、あとは襟裳岬
から続く襟裳堆、これらは底引き網や沿岸漁業の非常
に良い漁場になっています。
日本海を見ると札幌近郊の小樽のある石狩湾から北
側の全域が白い海底、200ｍより浅いところが広がって
います。同様にオホーツク海も浅い海が広く、知床半島
周辺はかなり深くなっています。また、根室海峡はすご
く浅くていい漁場です。この先は国後島、色丹島、歯
舞諸島になりますが、ここもすごく良い漁場です。今は
ロシアが占有していて行けませんが。太平洋側にいくと
根室から釧路ぐらいまでは白いところが少し広い。
日本海側に行くと中央に積丹半島がありますが、こ
こから下は青いところばかりで岸深で浅いところはあり
ません。これが北海道全体の海の状況です。海流と水
深を見れば、多分皆さんはどのような漁場になるか分か
ると思います。
▌日本海の漁業の状況
次は北 海 道 全 体の漁 業 生 産 量と金 額の推 移です。
平成６年から 26 年までの 20 年間を見ていくと、全道
では大体 150 万トンぐらいの水揚げです。それより前は
300 万トンの期間もありますが、これは道東の釧路沖で
イワシが 150 万トン、サバも獲れた、北洋のロシア水域
でも漁業が盛んに行われた時代の話です。その後は全
体で 150 万トン位、このうち沿岸漁 業は 100 万トン位
で安定しています。漁獲金額は赤い丸がついている平
成 15 年は漁獲量が多く魚価安等で漁獲金額が落ち込
み 2,300 億円位に下がりましたが、そこから魚価は長期
的には回復傾向になっており、現在は 3,000 億円まで
持ち直している状況です。
北海道で獲れる主な魚種を 26 年でみると漁獲量は
122 万トンあり、ホタテが 46 万トン、スケトウダラが 17
万トン、サケ 11 万トン、サンマ 10 万トン、イカ７万トン
となっています。金額はホタテが数年前までは、500 億
円から 600 億円でしたが、直近では 900 億円に届こう
としている。中国、韓国など色々な国に輸出し値段が
跳ね上がっています。サケは 500 億円で安定しており、
イカが 200 億円、昆布 150 億円、このほか、スケトウ
ダラやサンマなどが主な魚種になっています。
次に栽培漁業の占める割合を見ると、近年では沿岸
漁獲量の 71％、金額では 68％と約７割を占めています。
ただし、栽培漁業の捉え方が国と北海道では違ってい
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ます。国は、サケ、マスを除く魚介類の人工ふ化放流に
限定し狭くとらえていますが、北海道では栽培漁業とい
う言葉ができる前からサケマスのふ化放流事業に取り組
み 100 年以上の歴史があり、ホタテの地まき放流や養
殖、コンブ養殖なども古くから取り組まれていることか
ら、これらを全部含めて栽培漁業と広くとらえ、いわゆ
る「つくり育てる漁業」と同じ意味で使っています。
また、沿岸漁業の範囲は、大臣許可の巻き網や沖合
底引き網、大中サンマ、中型サケマス流し網など、大型
の漁船での操業やロシア水域に行くような漁業を除い
たものを沿岸漁業と言っており、その中で栽培漁業の
占める割合が７割あります。
▌大きい海域間の格差
次は海域間格差の話です。北海道は広く陸上の面積
は九州の倍あり、海も先ほど説明したように海流の流
れや主な漁業種類も違うので、日本海、オホーツク海、
太平洋を二つに分けてえりも以東太平洋、えりも以西太
平洋の４海域に大きく分けています。
一番景気がいいのはオホーツク海域です。主な魚種
はホタテ、サケ。組合員一人当たりの水揚げでは 4,600
万円ほどになります。経費を引いても相当残ります。
次は、知床半島から太平洋側の根室、釧路から十勝、
えりも岬までのえりも以東太平洋 海域。ここは漁 船漁
業、サケ、サンマ、イカ、コンブなどが多いのですが、
大型漁船の経営体も含めて組合員一人当たり 2,200 万
円位。
えりも以西太平洋 海域、これはえりも岬から津軽海
峡を除く函館までですが、ここはホタテの養殖が盛ん
な噴火湾があり、函館の太平洋側のあたりはマコンブ
で有名な地区があります。この他にスケトウダラやイカな
どがあり、一人当たり 1,100 万円位になります。オホー
ツク海の 4,600 万円が太平洋の東で半分になり、西に
行ってさらに半分になる。最後に日本海に行くと、宗谷
海峡から津軽海峡まで全部含めた広い海域ですが、漁
業者が多いので、一人当たりにすると 960 万円とさらに
下がる。中でも私が勤務している檜山は日本海の平均
の更に半分に落ち込む。このように北海道の漁業の中
で海域間の格差が非常に大きくなっていることが大きな
問題になっています。
海域毎の漁業の推移を見ると太平洋海域全体では漁
獲量が 80 万トンから 66 万トンにやや減少していますが、
オホーツク海域は殆ど減っておらず横這いです。一方、
日本海は 35 万トンから 17 万トンと半分に減少し、特に
近年の減少幅が大きくなっています。漁獲金額も太平洋、
オホーツクは伸びているが、日本海は伸びておらず、特
に落ち込みが大きく厳しい状態にある地域が私のいる
檜山と後志です。
ここで沿岸漁業に占める栽培漁業の割合を海域別に
見ると、オホーツク海は生産金額の９割が栽培漁業で
太平洋は６割。日本海は４割と栽培漁業の占める割合
が低くなっています。日本海で栽培漁業の割合が低い
のは、最初にお話したように日本海の南部は岸深で海
が深く、栽培漁業に適した海面が狭いことや冬の季節
風が非常に強く静穏域が少ないことが主な理由と考え
ています。
▌落ち込み大きい日本海漁業
海域別の漁協組合員数の推移を最近の 10 年間で見
ても、太平洋は 15％減っていますが、オホーツクは殆ど
減っておらず、４％の減少。しかしながら、日本海は３
割減っている。また、全国的に漁業就業者の高齢化が
進んでいますが、檜山は 60 歳以上が７割で 40 歳未満
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が１割切っている深刻な状況です。今後の漁業生産の
安定を考えるとこれらの担い手対策も、すぐやらなけれ
ばならない状況にあります。
そして更に日本海側はトドやアザラシなどの海獣によ
る漁業被害が多い。檜山など道南に来るとオットセイの
被害があり、近年、全道では 20 億円ほどの被害があり、
その大半は日本海側に集中している。さらに追い打ち
をかけるように磯焼けがあります。磯焼けで、石灰藻に
より、海藻のない岩にはウニが数えきれないほどいる状
況になっています。
このように北海道の日本海側は、漁獲量が減少の一
途をたどり栽培漁業も少ない。漁業者も減り、高齢化
が進んでいる。磯焼けや海獣の被害もある。こういう三
重苦、四重苦にあえいでいることから、道としては昨年
の 11 月に日本海漁業振興をやろうとなりました。
昨年、私は道の水産局長としてこの日本海対策の方
針作成を作っており、特に落ち込みの激しい檜山と後
志をモデルにして、各浜で短期間のうちに所得向上が
期待できる即効性のある対策を集中して進めることにし
ました。もちろん、従来から取り組んできた広域で回遊
するヒラメの資源増大対策などは引き続き進めていきま
す。
その対策なのですが、即効性のあるものといっても海
洋条件から養殖業が進んでいない地域であり、このよ
うな地域でも出来ることからやっていこうと、ナマコの
放流や養殖、岩ガキやアサリの試験養殖等を始めてい
ます。あとは未利用資源の有効利用。また、漁業者が
高齢化してきて、前浜の漁場がうまく使えていないとこ
ろがあるので、この辺りも含めて色々なことをやっていこ
うと。あとはヒラメやニシン、サケの稚魚を放流して資
源増大とか、海獣被害対策も取り組み、上手くいった
ものをモデルとして他の地域に波及していく、という考
えで進めています。
次は、私がいま檜山で取り組んでいる対策について
の説明をします。
私が所管している檜山地域は南北に分かれています
が、この分断された地域も以前は檜山管内の熊石町だっ
たのですが、10 年前の市町村の合併で噴火湾側の渡
島管内八雲町と合 併して八雲町に編入となった結果、
檜山管内が飛び地になりました。海の等深線を見てわ
かるように、檜山の沿岸はすごく線が混んでいます。こ
の辺りで海岸線から 10㎞です。港から 5 マイル走るとも
う水深が 500ｍから 600ｍ、もう少し行くと 1,000ｍラ
インの海底が広がっている。このように沿岸漁業で使え
る良い漁場がすごく狭い。
逆にいうと、沖合の漁場がすごく近いのですが、海
岸線が断崖の岩場が多く、対馬暖流の影響をまともに
受ける。暖流は奥尻島の沖側と北海道の間を通り、再
び合流して北上すし、利尻島の沖側を回ったりするの
ですが、檜山では沿岸から近いところを通っています。
檜山管内の漁業の現状については、昔は日本海のマ
ス流し網、あとはスケトウダラの刺し網や延縄、イカ釣
りなどの漁船漁業で発展し、20 年前に当時８つあった
漁協が広域合併をしました。合併当時は 90 億円前後
の水揚げでしたが、平成 25 年に 36 億円まで水揚げが
減少し、昨年の 26 年は 42 億円と書いてありますけれ
ども、イカの管外水揚げを除くと 36 億円。今年はイカ
が大不漁なので水揚げはもっと下がり 30 億円位と見て
います。
漁獲量が 10 年で６割減。主力であったスケトウダラ
が 10 年前の 10 分の 1。組合員も 10 年で 36％減とい
う状況です。
一方、ヒラメやウニを見ると、ヒラメは北海道では日

新たな栽培漁業基本方針の下で協力・連携・共同して推進しよう！

本海側に毎年 220 万尾放流しています。南部の檜山や
後志 方面で 110 万尾、北部の石狩 や留 萌方面に 110
万尾の放流をしており漁獲量は伸びています。ウニも種
苗放流や移植などにより漁獲量は安定しています。次
は近年注目を浴びているナマコですが、ここ１、２年数
量が減っていますが、金額的には高い水準を維持して
おり、エゾアワビも安定しています。
檜山管内の主な魚種の平均単価の推移を見ると、一
番高いのがアワビです。これは韓国の輸入等の影響が
あり、8,000 円だったものが 6,000 円程度に低下してい
ます。
次がウニでは 5,000 円台で推移していたものが最近
は 上昇しています。 ナマコの 価 格も 10 年前は 2,000
円だったものが現在では 5,000 円です。ヒラメは生産
量が伸びたことや韓国からの養殖ヒラメの輸入により
1,500 円から 1,000 円位まで下がってきている。それに
比べてイカとかスケトウダラは漁獲量が減ったのに安い
ままです。まとめると、主力であったイカやスケトウダラ
は数量金額とも減少したが、種苗放流や資源管理をし
ている高級な磯根資源や栽培漁業は数量金額とも安定
しており、単価も高い状態を維持している状況です。
▌檜山の漁業振興対策の進め方
次に、私がおります檜山地域の漁業振興対策の進め
方ですが、道では日本海漁業振興方針をつくったので、
この方針に基づく対策を進めていきます。内容は漁業
生産体制の再構築や水産資源の増大ですが、これらは
直ぐに成果が出て今日、明日すぐお金が漁業者の手元
に入るわけではありません。資源づくりとか新しい養殖
が軌道に乗るためには何年もかかります。いわば、方針
に書いてあるのは中長期の対策で時間がかかる。私は
これに加えて、漁業者の経営が厳しい状態にあるので、
今行っている漁業でいかに稼がせるかが重要と考えまし
た。いわば短期的な対策です。
私は檜山に着任してから、これらの対策を進めるた
め、振興局内に独自に漁業振興対策室を設置しました。
稼ぐためには漁業だけではなく加工や六次産業化など
も必要と考えたので、水産課に加えて農務課や商工労
働観光課、保健所、地域政策を所管する地域政策課な
ど庁内の関係課６課で漁業振興対策室を構成しました。
ひやま漁協は７町 8 漁協が合併した広域漁協で檜山
管内を網羅しており、支所毎に対策を検討するのが妥
当と考え、水産課長を呼び係長や主査に漁協の７つの
本支所毎の振興対策の担当を割り振り、各地区の担当
となった主査が各浜に入り漁業者と膝詰めで直接話を
聞き、地域の実情に応じた対策を検討し実施するよう
指示しました。
▌最初は口が重かった漁業者も
最初は漁業者も口が重かったのですが、担当を決め
て、顔を突き合わせて膝詰めで話していると、漁業者も
危機感はあるので色々とやってみたいとか、新しい面が
出てきています。
次に、今説明した３つの対策の１つめのスケトウダラ
漁業の生産体制の再構築ですが、スケトウダラは国の
TAC 魚種になっていて、去年の漁期は檜山管内の沿岸
漁業の配分枠が 3,210トンあったものが、今漁期は 1,650
トンということで半減になりました。近年、非常に資源
状況も悪くなり、経営的にも成り立たなくなってきたこ
となどにより、知事の許可隻数も削減しようとなり、62
隻から 27 隻減に減船し、廃業スクラップが７隻、イカ
釣り専業に 12 隻転換することになりました。当初は養
殖への転換を提示したのですが、漁船漁業から養殖に

特

会場の様子

転換は簡単には進まないこともあり、賛否両論はあっ
たのですが、実行可能なものはイカ釣りだろうと考えて
進めました。
この減船や魚種転換を進めるため、国の再編整備等
の支援事業、もうかる漁業のマイルド型というのを全国
で初めてやろうとしています。この他に道の単独事業で
の支援なども国の地方創生の交付金を活用しています。
また、漁業者の設備投資に必要な近代化資金も 100％
融資するなど系統とも連携して進めています。
▌資源増大への取り組み
二つめは資源増大です。新たな養殖への取り組みに
ついては、養殖に適した海面があまり無いものですから、
奥尻島の東側とか、外海でも島影になり比較的波浪の
影響が少ない場所で先ずは試験的にやっています。全
体ではひやま漁協の組合員 720 名ほどの中で既に養殖
に取り組んでいた人も含めて 100 名余りがホタテやナマ
コ、ウニ、アワビなどの養殖に取り組んだり、規模拡
大などを進めています。
放流については、檜山と後志管内にヒラメが 80㎜サ
イズで 110 万尾を毎年放しています。ニシンも日本海の
石狩 湾以北で 100 万尾放 流しており、1,000 トンから
2,000 トン獲れるようになりました。放流開始前の一番
少ない年の漁獲量は 10 トンまで下がっており、今から
20 年位前にニシンの放流を始めた時は１億円の予算を
つけて始めました。このニシン放流は日本海北部でやっ
ていますが、檜山と後志管内からも日本海南部の資源
復活の要望が非常に強いので、本年、檜山管内のせた
な町にあるヒラメの栽培センターの施設を 5,000 万円ほ
どかけて改修を行い、新たにニシンを 100 万尾放流で
きる種苗生産体制をつくりました。
あとはナマコですが、約 150 万個の種苗生産をして
います。サイズは 10㎜だったり、20㎜だったりいろいろ
ありますが、最低 10㎜ということでやっています。栽培
公社生産が 60 万個、あとは漁協や民間企業で作って
いるものを合わせて 60 万個あります。この他に漁業者
が自家採苗して放流しているものがあり、私はこれらの
取り組みの成果が出て来ているのではないかと思ってい
ます。乙部町の事例ですが、スケトウダラの延 縄漁 業
がメインの地区です。そこの漁業者たちが荷さばき所に
水槽を沢山並べて、小さな水槽に一匹ずつナマコを入
れて薬剤を使って放卵放精させてオスメスの判別をしま
す。このナマコは放出したものに色がついているのでメ
スですね。このように雌雄を見分けて受精させる作業を
しています。受精させたものを少し大きな水槽に移し、
一番右の写真にあるようにオレンジ色の細かい網の袋
を入れると幼生はこの網に付着しますから、これを水
槽で少し大きくして海に網のまま入れるやり方をしてい
ます。次の写真は、栽培公社や民間から購入したナマ
コの種苗をダイバーが丁寧に隠れ家となるような場所に
そっと放しています。このように種苗の減耗をなるべく
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防ぐやり方を工夫しながら資源づくりに取り組んでいま
す。
▌ナマコの恩恵を受け浜に笑顔
先ほどの乙部町で自家採苗をやっている漁業者はス
ケソの延縄もやっている漁船漁業者です。このような人
が主導し、年寄も含めて地域全員で取り組むようになり
ました。今年はこの乙部地区だけでナマコの水揚げが
１億円。組合員が約 100 人で一人当たり 100 万円。
この水揚げから放流に関する経費や各組合員が払う
漁協の特別負担金を出して、配当が一人 60 万円程 度
だそうです。最初の頃はこのリーダー格の方は、回りの
漁業者から随分ときついことを言われたり嫌がらせされ
たりしたようですが、辛口を言っていた爺様達も作業に
出てくるようになったり、年配の漁家の奥さんからこの
年になってナマコの恩恵を受けられるとは思わなかった
と手を合わせて感謝されたとの話を聞いて、ああそうい
うふうに回りの意識も変わってきているのだと感じまし
た。
▌価格を上げるため
もう一つは、水産物の付加価値向上です。今はこれ
が重要だと思っています。当たり前の話ですが、漁獲量
が増えれば値段は下がっていきます。需要と供給の関係
がありますから。そうすると、栽培漁 業の種苗放流が
成功し、単価が一定程度安くなるのはやむを得ないの
ですが、下がり過ぎると生産コストが賄えないというこ
とに直面します。実際、ヒラメもそうですが、その中で
ブランドの確立や仕向け先の確保が非常に大事だと思っ
ています。現地にいて見ていると、この辺りの意識が薄
いと感じています。
北海道ではサケで非常に苦労した歴史があるので紹
介します。かつて、北海道には水産庁サケマスふ化場
という機関があり、ここが中心となってサケのふ化放流
事業をやっていました。昭和 50 年代の後半から成果が
出始め、北海道全体への来遊量が 1,000 万尾程度だっ
たのが、４年後には 2,000 万尾の来遊。その２、３年
後には 3,000 万尾の来遊となるなど、倍倍ゲームで増え
ていきました。平成 5 年までは 3,000 万尾から 4,000
万尾の水準で、トン数でいうと、10 万トンとか 12 万ト
ンの漁獲量でした。
単価はキロ当たり 300 円から 400 円で安定し漁獲金
額も増えてきたので、国はサケマスふ化事業から手を引
き民間に全部渡しますとの方針を出し、平成 7 年から
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移管の作業を開始し 9 年には民間でのふ化放 流体制
に移行することが決まりました。私もその移管作業に
関わったのですが。平成 7 年にサケが 15 万トンと豊漁
になり、魚価が一気に 183 円に暴落しました。全道で
500 億円以上あった漁獲金額が 200 億円以上減少し、
300 億円を割り込みました。サケも漁業者の漁獲負担
金でふ化放流事業をやっているのですが、増殖団体の
事業収支が赤字になり、定置漁業者も経営が傾くなど
大変なことになりました。
そこで、道漁連が魚価対策に取り組みました。当時
のサケの製品仕向けは塩蔵中心、いわゆる新巻サケが
殆どでした。当時は新巻の割合が６割から７割。生鮮
や切身の販 売が３割以内で輸出はありませんでした。
国内消費の低塩分、生鮮志向に合わせた製品供給へ
の転換や国内市場から余剰サケを切り離すため中国に
輸出するという方向を打ち出し、加工業界の協力も得て
仕向け先のシフトをしていきました。その結果、シフト
前と比べると、塩蔵は６割以上あったものが１割程度に
減少、生鮮は３割以上に増大、輸出は４割とかなり増
えています。その結果、平成 18 年にも漁獲量が 16 万
トンと豊漁だったのですが、平成７年の時には単価が
200 円を切るほどに暴落したのですが、18 年の年はそ
れほど下がらなかった。このように市場に合わせて仕
向けを変え、付加価値を維持することにより、その後
も 500 億円台をキープできるようになった。栽培漁業も
ただ作ればいいということではないことを学び、これを
契機として道庁と道漁連がタッグを組んで、輸出など魚
価安定に向けた流通対策などに取り組むことになりまし
た。
▌新たな流通対策
ヒラメ、アワビ、ナマコについて、ヒラメの平均単価
は 1,000 円位です。月ごとにみると、青の折れ線グラ
フが月毎の数量で、春は全然獲れていなくて、５月６月
７月に一回ピークが来ます。８月は休漁期間もあり少な
いのですが、秋にもう一山ピークが来る。多く獲れる時
には、値段が下がるので何とか平準化できないか。活
締めに取り組むなど鮮度保持をして、生鮮での付加価
値を上げようと。また、ヒラメの冷凍は駄目だという人
もいますが、良い状態で冷凍するとどれくらい品質が維
持できるのか、刺身にはならなくても他の商品で何か作
れないのかとか、色々なことを担当に指示し試験をやら
せています。
そして冷凍保管したヒラメを通年で供給でき、刺身用
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とは別の商材で流通させられれば、価格も安定してくる
のではないか、この様なことを考えています。
アワビも同じような感じです。一番高く売れる時期は
年末ですが、この時期には採っていません。アワビは
採る日を決めて漁業者が一斉に水揚げするため、量が
多い日には価格がかなり下がるのですね。そこをどうやっ
て価格を安定させるか、畜養して端境期に出荷できな
いかなど、色々なことを考えるよう話しています。
▌漁業者の手取りアップ
もう一つはナマコです。昔は北海道のナマコ漁業者
が自ら干しナマコを作って出荷していたのですが、今は
加工業者に生で出荷し、買った業者が塩蔵したり乾燥
させて製品にして中国に輸出している現 状です。生の
ナマコの単価自体でも５千円はするので高いのですが、
昔のように漁 業者自らが手間をかけて製品にして売れ
ば、手取りは倍にはなるのではないかと思ったりしてい
ます。作業が楽だから市場に生で出荷してハイ終わりと
いうのではなくて、全部は無理にしても、このようなこ
とも少しやらせようかと考えています。
現状の漁協での売り買いを見ていると、例えば大き
なアワビも小さなものも、一緒くたにして、単に重量だ
けで売れれば良いと思っているようなところがあります。
これを聞いたある町長は 50 インチのテレビも 20 インチ
も同じ値段で売るような話だと言っていました。このよ
うな意識を変えてもらい、少しでも高く売れるようにき
め細かくやらせなければダメだと思っており、商工会な
どとも話をしています。
▌栽培漁業の重要性
最後のまとめに入ります。今日は栽培漁業について思
うことを話しましたが、先ずは、栽培漁業の重要性は今
後ますます高まるというのが私の実感です。
環境変動、海流の変化など回遊資源の来遊などが非
常に不安定になってきています。例えば北 海道太平洋
側のサンマについては、北海道東部の沿岸で獲れてい
たものが、ここ数年、公海で台湾や中国船等の大型漁
船が大量に水揚げしています。北海道沿岸に近寄る前
に先取りされているとの話もありますが、漁場自体がど
んどん北上して北海道から離れたロシア水域に形成さ
れるようになってきています。また、ウニについては私
が若いころは日本海の各地にエゾバフンウニの種苗生
産施設を数多く整備しましたが、その後、エゾバフンウ
ニの主な漁場が南の方から縮小し、日本海北部の宗谷
管内の利尻島などに変わってしまい、南部の方はキタム
ラサキウニが優占種になっています。イカなども、北海
道では長年、函館や檜山などの道南地域がイカの水揚
げが多かったのですが、近年は夏場の水温が高いせい
なのか、道南へのイカが来遊しても短期間で他の地域
に移動してしまい、水温が比較的低い道北や道東方面
が主な漁場になるなど、魚の動きが相当変わってきてい
ます。
このように海洋環境等の変化により、従来から各地
域で採れていた水産物の漁場が全体的に少し北上しい
るのではないか。このような変化の中でも回遊魚を追っ
て移動できる漁船漁業者は対応できますが、前浜に定
着した資源を採っている漁業者は地域から動けません
ので、栽培漁業により漁獲を維持し経営を安定させる
ことは大事なことであり、今後、栽培漁 業の重要性は
益々大きくなっていくと思っています。
このような変化は北 海道だけではなくて、本州でも
同じような課題を抱えている地域が多いのだと思いま
すが、栽培漁業により漁獲を安定させ経営を好転させ

特

ていくことは地方創生や人口減少対策にも繋がることか
ら、檜山の取り組みが一つの人口減少地方創生のモデ
ルにならないかと思うところです。

栽培漁業の重要性を話す檜山局長

▌栽培漁業の技術開発
もう一つが栽培漁業に絶対欠かせない技術開発につ
いてです。私は試験研究担当などで６年ほど水産試験
場等と関わってきましたが、これまで取り組んだ技術開
発は出来ているのか、終了したのかということです。冒
頭の水産庁の保科栽培養殖課長の挨拶にもありました
が、国の栽培漁業基本方針にもあるように、国は広域
種の資源造成型に舵を切っています。これはこれで良
いのですが、過去の三位一体改革による国から地方へ
の税源移譲に伴い、基礎的な技術開発は国が実施し、
応用は都道府県が分担してという、栽培漁業の技術開
発の役割分担を扇形の図で示したものがありましたが、
その役割分担がどこかに行ってしまいました。現在は栽
培の技術開発は基本的に都道府県が実施し、県を跨ぐ
広域資源は国が手伝いをするというようになっています
が、本当にそれでいいのかなという疑問が正直なところ
あります。
そして北海道もそうなのですが、かつては定着性の
魚種の技術開発を中心に水産試験場でやっていました
が、行政的に新たに予算を獲得するためには、ある一
定の年月でその技術開発を卒業して新しいものに取り
組なまければ、予算確保が難しいなどの事情もあったり
して、新しいもの、新しいものへと進めてきました。多
分皆さんのところも同じような状況ではないかと思いま
す。しかし、近年のように海洋環境が変化してくる中で、
これまでの技術開発で定着種の栽培漁業は確立できた
のかなという疑問があります。
また、国は以前から検討していたようですが、先頃、
気候年度適応計画を 10 月末に政府案として公表してい
ます。私は、それを知った後、農水省のホームページで
８月に出された農林水産省版を見たのですが、農業は
品種ごとに、記述の量も多く育 種だとか色々書かれて
います。それに比べて漁業の記述がちょっと薄いです。
水産の育種については養殖のノリやワカメは品種登録さ
れていたりするので、これらの記述が若干あり、サケ資
源について環境に適応した放流技術開発に取り組むと
書いてある程度です。
水産物の育種については、育種した品種を栽培漁業
で放流してよいのかとの是非もあり、そういうことは出
来ないにしても、全国的に海洋環境が暖かくなってきて、
前浜の環境が変わってきているとすれば、過去には定
着型の栽培魚種の技術開発をやってきたが、現在の海
洋環境に合っているのかということも検証して、技術開
発をもう一度見直す必要があるのではないかと思ってい
ます。
▌基本計画に栽培漁業を位置づけて
開会のご挨拶で、来年は水産基本計画の見直しもあ
り、栽培漁業をどのように位置付けしていくのかが重要
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との話がありましたが、私もこれを考える時期に来てい
ると思っています。
次に、磯根資源主体の地域こそ栽培漁業が重要と考
えておりますが、栽培魚種というのはお金をかけて作っ
ているものなので、価格の安い魚種では誰も栽培漁業
としては手を出しません。価格が高いものでなければコ
ストは掛けられない、割に合わないという考えが根底に
あります。種苗放 流により漁 獲量が増えてくれば栽培
技術としては成功なのかもしれません。しかし、補助金
を入れ続けていることに対しては、いつまで、国や都道
府県の金に頼っているのかと財政当局には言われ続け
ており、漁業者による栽培漁業の自立という方向に向
かっていかなくてはならない状況にあります。
▌ 儲かる栽培漁業 に
このように自立して栽 培漁 業を持 続していくために
は、 儲かる栽培漁業 にならなければ駄目だというこ
とです。技術開発をやっている人は、目の前の技術課
題をどのように解決していくのかを考えるのが役割で、
餅は餅屋で間違いはありませんが、栽培漁業に取り組
んでいる漁業者とか団体を含めて全体を考えることも必
要です。コストを考慮した効果の高い放流ときめ細かい
管理と書いていますが、種苗を作って終わりではなく、
如何に効果的に放流していくか、地区に合ったきめ細か
な放流や管理が非常に大事だと感じています。
また、これまでは初期減耗を避けるため、なるべく
種苗を大きくしてから放流しようということが主流だった
と思いますが、コストの低い種苗生産、例えば放流サイ
ズは多少小さくても効果がそれほど変わらないのであれ
ば、安いコストでの小さい種苗で放流しても良いという
ことで、ヒラメなどは放流サイズの見直しが行われてい
ると聞いています。
先ほど話をした乙部町の漁 業者によるナマコの自家
採苗での放流ですが、あれはお金が殆どかかっていま
せん。産卵誘発のホルモン剤の薬品を買うぐらいです。
その他は漁業者が持っていた資材とか、農家で不要に
なった資材などを貰ってきてコストをかけないで取り組ん
でいます。放流サイズは数㎜も無いような本当に小さい
ものを漁港の中に放流しています。これを 6 年か 7 年
続けており、去年あたりは港の岸壁に 150 グラムから
200 グラムサイズのナマコが沢山くっついているのが見
えました。これまでのように大きなサイズで放流すると
いう従来型の栽培漁業の他に、この事例のようにコスト
が安く漁業者自身で直接取組める微小な稚ナマコ大量
に放流する手法も、科学的に効果検証が出来ないから
頭からダメだというのではなく、考えてみても良いと思い
ます。
▌自らが資源をつくり管理する
この他には、漁業者が自分たちで資源を作り管理す
るとの意識づけが重要です。私はニシンでそれを経験
しました。ニシンの放流を開始してニシンの漁獲が増え
てきたら、漁業者は来たニシンをいくらでも捕ろうとし
ました。最初は大きいニシンが来 遊するのですが、漁
期の後半になると次第に若く小さいニシンが増えてくる。
そうすると刺し網の目合をどんどんと小さくしてニシンを
捕りきろうとするのです。最初は 2 寸目より大きい網だっ
たのが最後は１寸８分とかに。こちらは資源保護のため、
小さい目合いの網は使うなと漁業者と相当やり合いまし
た。時間をかけて漁業権行使規則の中に２寸目以下の
網は使わないとかを入れることが出来ました。資源が安
定してくると地域によっては２寸目ではなく、自主的に
２寸２分以上にしようとかの話が出てきたりしています。
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このように種苗放流と併せて漁業者の意識を高めてい
くことも非常に大切だと思っています。
▌コストと技術の対策を
最後に、もうかる栽培漁業、魚価対策が重要という
ことです。栽培漁業は当然ながら、技術開発から入る
のですが、どうしても魚価対策のところは栽培の技術者
の仕事では無いと考えがちです。漁 業者も同じで、獲
るのは漁師の仕事、値段を上げて売るのは漁協や漁連
の仕事だ、みたいな意識がありますがそうじゃないでしょ
うということです。この流通の分野は商売上の話でもあ
り、行政も苦手にしており、技術者も苦手なところです
が、この部分を無視しては栽培漁業の自立は出来ない
と思っています。
大事なのはコストと技術です。技術と経営という言葉
がありますが、この二つを成り立たせていかないと栽培
漁業は持続できないし、これが出来て初めて沿岸漁業
に貢献できたといえるのではないかと思っています。こ
のことを最後に申し上げて終わりにしたいと思います。
会議の冒頭の副会長の挨拶で栽培漁業の位置づけをど
うするのかとの話がありましたが、栽培漁業を進めるた
めには、各県同士の連携、生産 者と栽培技 術 者、漁
連と技術者などの連携も必要ですし、栽培漁業を地域
や漁 業者の責任として預けてしまって本当にいいのか
など、今後の漁業の中で栽培漁業をどのように位置付
けていくのか、今後、関係者の皆様方で大いに議論し
て頂いて、浜にとって良い方向になるよう願っています。
長くなりましが、私の講演をこれで終わらせて頂きます。
ご清聴ありがとうございました。

質疑応答
市村（司会） これから質疑応答も含めて、沿岸漁業の
振興に栽培をどのように生かすのかということで今のお
話しのご感想なりご質問でも結構ですから、最初に何
人かの方々からご意見をいただきその後にお答えいただ
きたいと思います。
木下 福井県栽培漁業センターの所長をしています木
下です。大変貴重なお話ありがとうございました。この
お話の中にナマコについても幾つか出ていましたけれ
ども、福井県もナマコの種苗放流は今活用しています。
漁獲量は今 120 トン程度の８千万円位の福井県のナマ
コ漁ですが、今３センチの種苗で大体 10 万尾から 15
万尾位放流しています。３センチというと全国的には大
きな種苗になると思うのですが、これを漁業者の中間
育成ではなく、栽培センターの水槽の中でどうにか４か
月程度で大きくして成長させているということです。
少し特徴的なのは、県の予算を使うことなく漁業者
からの受託事業で生産している体制となっています。そ
れから福井県のナマコの漁業者も非常に積極的になっ
てまいりました。県内の約 10 カ所から 10 数カ所程 度
で漁業者自らが自家採苗した、あるいはナマコの種苗

福井県栽培漁業センターの木下さん
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生産時に出来る小さな６ミリから７ミリくらいの稚ナマコ
を持ち帰り、貝殻につけて中間育成をしている状況で
す。
また今年からは１つの漁協が自ら天然採苗しており、
漁業者の方もナマコに随分と力を入れてきているのが沿
岸漁業の小さな動きであると思います。そういった中で
お話を聞いていて、先ず大きな印象がありました。漁業
者の取組ということで、漁協の 8 支所に振興局の各担
当の方を置く体制をとり、その担当の方がすべてを仕
切るような形で膝詰め談判で漁業者と話をしているとい
うことを話されました。確かにそういった中で漁業者の
方々に危機感を認識していただく。それから漁業者の
モチベーションを上げて新しいやる気を出して頂くという
ようなことをしていると思いますが、非常に大事なこと
で重要なことであるのですが、なかなか言葉でいっても
漁業者のモチベーション、行動が伴っていくということ
ではありません。
我々のナマコの取り組みの話を紹介させていただき
ましたが、まだまだ漁業者の取組というものを引き出さ
ないと、これからの沿岸漁業の振興するためにも、や
はり栽培は漁業者の力なくしては成り立たないと思いま
す。言いたかったのは、漁業者のやる気の高め方といい
ますか、地域ぐるみでいかに漁業者の力を引き出して出
していく、そういった中のご苦労をあるいは工夫があれ
ば教えて頂けると沿岸漁業にも非常に役に立つのかな
と思います。
森 大阪の栽培センター森です。今、水産業以外の分
野もご担当されているということで、このことは僕は非
常に羨ましい。多分好きなことが出来るのではないかな
と。実は 20 年ぐらい前に、私、青森で建設技術研修
会があって発 表した後、奥尻島に行きました。奥尻島
に行ってその後、対岸のアワビ山荘というところに泊ま
りました。山の上で温泉水を利用して海から海水をひい
て、アワビの養殖をしているのですね。これは北海道
ならではだなと思いました。

特

にも実験的に渡したりと。これまでの栽培漁業は漁業
者のため、漁場にお売りするだけだったのですが、今
後はもう少し栽培漁業を運営している基金とか協会、そ
ういうところの収入を増やしながら、多分それが漁業者
の収入向上に繋がるような方策がいいのかなと考えてい
ます。その辺のお考えを一度お伺いしたいと思います。
菅谷 瀬戸内海区水研の菅谷です。貴重なお話をあり
がとうございました。２点教えて頂きたいのですが、価
格というのが大事だと伺ったのですが、とはいえ小売
りの大規模化、築地の相対取引など、魚価を下げよう
下げようとしているのをものすごく感じているのですが、
そのために何をどのように対応されているのか、誰が対
応されているのでしょうか。
もう一つは養殖業の中には、浜でまとまった共同体
制で価格が上がっていくと抜け駆けをする人たちが出て
くるというのを耳にしたことがあるのですが、そういっ
た浜の鉄則みたいなものは、どうなっているのか教えて
頂きたいです。
加賀田 大変勉強になるお話を頂きましてありがとうご
ざいました。参考になりました。私は個人的にはよく檜
山とか学生時代に行ったなと思い、懐かしく聞いており
ました。確かに我々今、香川県は瀬戸内海海域という
ところで広域連携という形で、トラフグやサワラといっ
た取組を実施しています。その三大漁業というものを、
かなり古くから、瀬戸内海でもやっています。その中で
一つ、非常に共感を得て、質問が一点ほどあるのですが、
ナマコのそのものについては、当然付加価値をつけて、
出すということも重要になってくると思うのですが、その
中でいわゆる出荷調整、単価の安い時には量を少なく
して、それから単価が高い時期には量を出すといったよ
うな出荷調整をされているかどうか。あと、当然蓄養さ
れている施設が必要になってきたりすると思うので、殆
ど生で出荷されてきているお話でしたから、そういった
施設があるのか、業者でも入っているのか考えていただ
きたい。
あと実際本当に共感をしたのは栽培漁業についても、
我々人の手でもそうなのですが、やはり根底には行政で
も研究者でも漁業者とのひざを交えた密なる話し合い、
協議がされていって初めて仕事が完結するのかなと思い
ました。

大阪府栽培センターの森さん

今のお話の中で、あの辺たくさん温泉があると思いま
すので、やっぱりそういう温泉を利用しながら地域の漁
業者関係ではなくて、それ以外の方と一緒になって新し
い陸上養殖をしてはどうかと思います。我々の大阪の栽
培漁業センターで、今かなり力を入れているキジハタと
いう魚種があります。これはキロ単価４千円から５千円
ぐらい。多分栽培漁業でペイする魚というのは、キロ単
価２千円以上する魚じゃないとペイしないと考えていま
す。
キジハタについては、我々毎年我々 10 万尾放流しま
す。ただ、余 剰 種苗というのが出ますので、今 現 在、
それまで余剰種苗というのは例えば 12 万、10 センチ足
らずで 12 万限定で 12 万全て大阪に放流していたので
すけれども、漁業財団大阪漁業振興基金と全体が赤字
だということもありまして、一部他府県に売却したりだ
とか、或いは一部養殖用種苗として欲しいというところ

香川県の加賀田さん

市村（司会） ありがとうございました。まとめて局長か
らお答えをいただきたいと思います。
4 4

▌ひざを交えた話し合いが重要
幡宮 質問と感想を含めて、私の話を好意的に受け止
めて頂けたのかなと大変うれしく思っています。重複す
るところもあるので、少しまとめてお話しさせていただき
ますが、先ずは漁業者の取組です。福井県の方からの、
地区ごとに担当を置いて協議させたことと、モチベーショ
ンの高め方。香川県の最後の方は、ひざを交えた話し
合いが重要だというお話。これらは同じような主旨なの
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で、合わせてお話しさせていただきます。
私は漁業調整の仕事を結構やっていたのですが、漁
業調整は表面で話していてもダメなのですね、本音のと
ころで話さないと。昔、私が若い頃の課長達のやり方
は、漁業者と胡坐かいて一升瓶を立てながら調整をする
スタイルでした。今の時代は昔とは違いますが、酒は抜
きにしても、漁業者のところに通って話をするということ
は変わらずすごく大事だと思います。これは試験場の方
も同じだと思います。
私が地区の担当を決めてやらせたことについてです
が、私が水産以外の仕事も何でも出来て羨ましいという
話を頂いたのですが、確かに大変ですがいろんな仕事
が出来て面白いです。ただし、私の空いている時間が
あると、ダーッと行事日程が全部入れられてしまいます。
私はこの日本海漁業振興対策が非常に大事だと思って
いたので、これから１カ月位は重要な行事以外入れるな
と指示をして、私が水産課長や主査を連れて、漁協の
各地区を 7 月から８月の間１カ月位の間に回ったのです。
地区によっては 70 過ぎのおじいさん方が６人、50 代の
人間一人。あと役場の職員とか、そういう 10 人位のと
ころから、2 〜 30 人来てくれた地区、何十人も来てくれ
た地区など、管内 8 カ所か 9 カ所を回り、漁協全体で
700 から 800 人位いる漁業者のうち合計で 100 人以上
の方が集まってくれました。地区毎に漁協の経営状態や
組合員の年齢構成、漁業の状況などを個別に話をして、
「地区で色々なことをやらなければ駄目だ。横にいるこ
いつがこの地区の担当だから、なんでもこいつに言って
相談してくれ」と。最初に、自分が一度管内を全部回っ
たあと、担当主査には兎に角、地域に通えと指示して
やらせています。
自分が回った際、漁業者にも担当主査を紹介したの
で担当の名前と顔が分かれば話がしやすくなるし、振
興局も本音で浜のこと考え、同じ目線に立ってやること
はすごく大事だと思います。まだ成果が出てきているわ
けではありませんが、このやり方をしたのは結果的には
良かったかなと思っています。今でも自分が課長を差し
置いてビシビシ係長達の尻を叩いているので、担当の
係長や主査、水産課長も大変だと思いますが。
自分が浜を回って具体的なアイディアを話し、こんな
ことをやってみたら良いのでは、などと話をしていると、
漁業者から「局長の言われたようなことは、俺も昔やっ
たことあるけれど、上手くいかなかった。だからやって
もダメだ。」と言うのです。自分はそう言われたときに、
「そ
れがダメだったのはやり方が悪かったからではないの
か。昔と今ではやり方も違うでしょ」と。
「俺は自分でやっ
て失敗したものじゃないと納得出来ない」というような
ことを言って、部下にやらせようとしています。局長が自
ら浜にいき漁業者を説得に行くようなことは前代未聞か
もしれませんが、それぐらい漁業は地域の基幹産業で
あり、役所も本気で必死になっていることが漁業者にも
伝わり、そういう気持ちに応えてくれようとしている人た
ちが出てきていると自分は思っています。このような中
で、地域のリーダーや若い漁業者達と色々な場面、酒
を飲んでの場面もありますが、ああいうことが出来ない
かな、こういうこと出来ないかということを、具体的に
話すことを意識してやっています。最初の質問に対して
はこのような感じです。
▌栽培漁業の出口は広い
あと陸上養殖の提案とか、余剰種苗を売却して運営
費にあてるとかのお話も頂きました。私もまさにそのよう
な観点は大事だと思います。ただ、養殖は全面に出しづ
らいところもあります。養殖用種苗を商売としてやるとし
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ても少人数で小規模になるので、広域性との関係などが
どうなのかという話が出てきます。技術開発により種苗
生産がある程度出来たら、放流以外に養殖にも十分役
立つので、実際の現場での対応はありだと思いますが、
建前である放流を目的とした技術開発や栽培センターと
の位置づけに対して、養殖をどう位置づけるのかという
問題になります。国の栽培漁業の考え方は種苗生産か
ら放流までという狭義に捉えていますが、栽培漁業の
技術開発の出口としての養殖が横にあるので、この辺り
の考え方は私も見直しが必要だと思っています。
それから水研の方からの価格の下げ上げの話です。
現在の量販店の力は非常に強いので、価格下げの圧力
が相当あることは私も感じています。そんな中でも漁協
の販売担当は、価格に関係なく従来からの決まった仲
買のところにしか売らないのですよ。そういうやり方だ
と先ほど言った 50 インチのテレビも 20 インチのテレビ
も同じ値段で売るのかという話になります。だから、大
きいアワビのような良い物をもっと高く買ってくれる人は
いないのか、そういう人を探せないのか、自分たちがこ
の値段は安いと思ったら売るなとか、そういうことを考
えろと言っています。このように高く売れる売り先を探
そうとしている地区や人も出てきました。これをやると多
分、既存の流通業者からは反発がでます。しかし、い
い物を安く買って儲けていたのは、一定程度は仕方な
いにしても、漁業者を食い物にしていたらお前らダメだ
ろうと、高く買ってはやっていけないというのなら、仲買
としての努力が足りないのではないのか、と逆に言って
いかなきゃいけないのではないかと。そこはある意味喧
嘩しながらでも、新しい売り先を見つけていく努力を惜
しんだら負けだと思っているので、これは口酸っぱく漁
業者側にも言っています。
また、養殖の共販の抜け駆けの話、非常に難しいです。
独禁法の関係もあるので、水協法では漁協への出荷義
務化は出来ませんから。これについて考えているのは、
岩手かどこかでやられたと思いますが、アワビにタグ付
けをしてブランド化して価格を上げる。そうやって、養
殖や正規に漁業者が採り漁協に出荷したものにタグ付
けし産地を明らかにすることによって付加価値をつけ、
一方、漁協以外に出荷したものはブランドにはならない。
こうすると多分値段の差が出てくるのではないか。この
ようなやり方で共販以外の抜け駆けを抑えることができ
るのではないかと思い、漁業者にとりあえずやってみた
らどうか、ダメだったら止めれば良いから、などと話を
しています。
あと、養殖の施設、漁業者側がもっている蓄養の施
設の話ですが、漁業者の所有ではありませんが、漁協
の荷さばき所には畜養に使える水槽があります。例えば
ナマコやアワビなどの活で出荷するものは、漁 獲時の
傷等により死ぬものが出るので、漁 業者が荷さばき所
内にある水槽に１日２日入れておきます。それで落ち着
いて元気に生きているやつは、そのまま活で出荷します
が、ダメージあるものはその間に落ちるので生鮮にまわ
ります。このように漁協が持っている畜養施設を共同で
使うというのが一般的かと思います。大体今のような回
答で良かったでしょうか。ありがとうございました。
市村（司会） ありがとうございました。まだまだ続けた
いのですが、これで第 1 部の栽培漁業をいかに沿岸振
興に役立てるのかというテーマでのご講演と意見交換
会を終わらせて頂きます。幡宮局長ありがとうございま
した。

新たな栽培漁業基本方針の下で協力・連携・共同して推進しよう！
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第７次栽培漁業基本方針の取組について
ー マコガレイ稚魚の放流とアマモ場造成
ー
水産庁栽培養殖課

はじめに
平成 27 年３月に策定された国の第７次栽培漁
業基本方針には、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」の一層の推進、各海
域栽培漁業推進協議会おいて策定されている「効
率的かつ効果的な種苗生産及び種苗放流に関する
計画」
（広域プラン）を勘案した種苗生産や放流
等への取組、資源管理との連携強化、生物多様性
の保全への配慮、種苗の育成の場の整備との連携
等が盛り込まれており、関係者がこれらの内容を
一歩ずつ着実に進めて頂きたいと思います。第７
次栽培漁業基本方針の概要については、今回特集
企画となった平成 27 年度栽培漁業推進全国会議
でも説明させていたところですが、その詳細につ
いては、既刊「豊かな海」2015.7.15.No36 の特集
記事に考え方とポイントを記載していますので、
是非一読して頂ければと思います。
今回は、
「豊かな海」No36 で触れなかった第７
次栽培漁業基本方針第１（７）に盛り込まれてい
る遺伝的多様性への影響リスクを軽減するための
技術的な指針（以下「指針」という。26 頁参照。）
の作成の背景及び経過について簡単に触れたいと
思います。なお、指針のポイント等については、
指針作成の検討委員を務めていただいた福山大学
生命工学部有瀧教授の頁を参考にして下さい。

背景と経緯
まず、作成の背景です。遺伝的リスクの問題提
起は、1980 年代以降、アイソザイムや DNA の
分析技術が進展するのに伴って大きく取り上げら
れるようになってきました。このため、種苗生産
に際して遺伝的多様性を担保するのに必要な親魚
尾数や継代飼育した人工生産親魚の危険性につい
て議論や検討は行われて来ましたが、必ずしも十
分浸透したとは言えない状況でした。今後も栽培
漁業による沿岸資源の造成・回復を「安心安全な
事業」として社会的な合意のもと推進して行くに

課長補佐

内海

邦夫

は、様々な分野からの遺伝的リスクの指摘をしっ
かりと受け止め、整理・対応することが重要と
なっていました。このようなことから、第６次栽
培漁業基本方針において、国及び水産総合研究セ
ンターは指針を作成することとされていました。
今回指針のベースとなった内容は、平成 19 〜 23
年度に実施された「種苗放流が遺伝的多様性に与
えるリスクの評価と低減技術の開発」（先端技術
を活用した農林水産研究高度化事業：農林水産省
農林水産技術会議）で得られた成果や平成24年
に開催されたシンポジウム「沿岸資源の増殖・管
理と分子生物学的手法によるモニタリング」の議
論となっています。次に、作成の経過です。平成
26 年９月及び 11 月に人工種苗放流の遺伝的多様
性に関する指針検討委員会を開催し、前述の研究
成果等を踏まえ、指針（案）を検討しました。さら
に、同年12月中旬に、全国の関係者にその指針
（案）を提示し、意見照会を実施し、多くの意見等
を頂きました。その意見等を踏まえた修正が行わ
れ、平成27年３月31日付けで作成されました。
以上が指針作成の背景と経緯です。

第７次基本計画において
平成 27 年 12 月末現在で、国の栽培漁業基本
方針と内容の調和を図りつつ都道府県が策定して
いる「第７次栽培漁業基本計画」は、27 計画となっ
ています。それら 27 の基本計画においても、生
物多様性、遺伝的多様性、生態系への配慮等の内
容が盛り込まれているところであり、また、本指
針を直接記載している都道府県も 11 計画あると
ころです。今後、指針の内容に係る具体的な実行
にあたっては、対象としている魚種、施設の規模
や能力、人員、予算等の状況により、一律的な対
応が難しい場合も想定されますが、遺伝的多様性
のリスクについて栽培漁業に携わる関係者が共通
認識を持ち、現状に応じた段階的な対応を行うよ
う努めることが重要となっています。
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人工種苗放流に係る遺伝的多様性への影響リスクを軽減するための
技術的な指針について

はじめに
表題をご覧になった読者の中には「ずいぶんと
長くて、わかりにくいタイトルだなぁ・・」と思
われる方も多いと思います。そこで、栽培漁業の
現場で活躍されている皆さんが、気軽に指針を手
に取り、理解していただけるよう、できるだけわ
かりやすい「解説」を心がけてまとめました。
指針の「作成の背景及び経過について」は既に
23 頁で水産庁栽培養殖課の内海課長補佐から概
要を報告していただいているので省きます。ここ
では、
「現場」の「担当者」がこの指針をどのよ
うに受け取り、どう対処していったら良いのか、
作成した側でなく、受け取り、実施する側からの
目線でお話ししていきたいと思います。

利便とリスク
さて、皆さんは車をお持ちですか？自動車は大
変便利な道具ですが、常に交通事故の危険と隣り
合わせです。我々は危険回避のため、運転技術を
習得し、免許を受け、安全運転に努めます。電気、
ガスはライフラインとして欠かせぬ存在ですが、
扱いを間違えると感電やガス漏れ、火事等を引き
起こします。そのため、電気やガスの特性を知っ
た上で、事故が起こらぬように日々注意して暮ら
しています。このように何事も利便性を得るには
必ず危険や損をする可能性（リスク）が伴いま
す。しかし、決して人や物にぶつかるから、火事
やガス漏れが起こるからと自動車に乗るのをやめ
たり、電気、ガスを使わなくなったりすることは
ありません。私たちは知らず知らずのうちに、そ
れを使うリスクと得られる利便を十分認識・評価
した上で、リスク管理を行い生活しています。逆
に言えば、突発的な自然災害（地震、津波、火山
活動）のように、リスクと利便を判断する情報や
リスク管理のない状況はきわめて大きな不安を生
じさせます。

栽培漁業が果たした社会的貢献とリスク
栽培漁業を振り返ると、一部の海産魚類を安定
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的に、量産規模で健全な種苗として生産する時期
を経て、これらの技術を様々な魚種、海域へ応用、
伝搬してきました。現在では 70 を超える魚介類
が全国津々浦々で放流されています。当然栽培漁
業は、育て、放流するだけでは終わりません。い
つ、どこに、どのようなサイズで、どれくらい放
せば良いかを十分検討した上で、放流魚の回収状
況を調査し、事業としての損益や資源への添加効
率を明らかにしました。技術開発の着手から 50
余年を経て栽培漁業の有効性が次第に検証され始
め、近年は上記で得られる直接的な効果ばかりで
なく、現場漁業者への資源管理意識の醸成や再生
産による資源への寄与という付加的な効果も大き
な注目を浴びています。また、これは陰に隠れが
ちですが、技術開発で得られた対象魚種の生物学
的な知見は、学術的な研究を大きく推進させまし
たし、飼育の現場や知識を社会や学校に公開した
ことは、水産の広報や教育活動として大きな功績
を上げています。このように栽培漁業が一般社会
へ大きな成果と利便をもたらすことは疑いようが
ありません。一方 大きな成果と利便 があると
いうことは、当然リスクを伴うということでもあ
ります。こちらも明白な事実です。

リスクは存在する
このたびの指針はいくつかのポイントを示して
いますが、一番重要なことは、栽培漁業に携わる
方々に 栽培漁業にはリスクが存在する という
ことをしっかりと認識していただくことにありま
す。先に例としてあげた、自動車や電気、ガスを
思い出してください。飲酒でリスクへの判断がつ
かない運転や幼い子供が電気やガスをおもちゃに
しているような状況は、危険極まりありません。
我々は、まずリスクのある物（栽培漁業）を道具
として手にしており、それをうまく使って利便（水
産物の安定供給等）を安全に手に入れていくのだ、
という意識を共有しなくてはなりません。では、
一体リスクの実態とは何なんでしょうか？これら
は「仮説」や「統計学的な可能性」として、対象
とする魚種の天然資源やそれらを含めた生態系へ
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の影響として様々あげられてきました。具体的な
例を挙げれば、種苗放流による病気の伝搬や資源
の置き換え、遺伝的な影響がそれにあたります。
ただ、対象としている海は広く、かつ陸上で生活
する我々とは別世界であるため、実態の把握はき
わめて困難です。そこで、ホシガレイとマダイを
モデルに栽培漁業の遺伝的なリスクについて検討
しました。その結果、現状で大きな影響を与えて
いないものの、遺伝的な攪乱や多様性低下の可能
性は存在することが明らかになりました。やはり
リスクはあります。

社会に向かって安心・安全を
現在、大企業の活動や公共事業ではリスクの評
価やアセスメントを実施・公表し、その対策も含
め社会的なコンセンサスを得ることが規範となっ
ています。栽培漁業は、全国規模で 40 を超える
機関が多くの予算とマンパワーをつぎ込んで実施
する大きな事業です。従って、国民に対し安心安
全でかつ利便性の高いことを提示する必要があり
ます。しかし、栽培漁業の遺伝的なリスクの管理
や軽減対策はまだ緒についたばかりで、関係者で
のコンセンサスや体制が整っていません。この指
針の 2 つ目のポイントは、関係機関がリスクの
存在を認識した上で、軽減に向けての方向性を共
有し、それを一般社会へしっかりとアピール出来
る土壌を作ることにあります。栽培漁業のような
半ば公的な取り組みの利便とリスクを最終的に評
価するのは国民の方々です。言い換えれば栽培漁
業の最大のサポーターは一般の人たちともいえま
す。外に向けて自信を持って「いいことやってま
す」と言うにはまず我々が、ちゃんとリスクと利
便を把握し、対処の方針を持っていなくてはいけ
ません。では、何をやればいいのでしょうか？そ
れが 3 つ目に重要なポイントとなります。

３つの対策で
指針の対策は大きく次の 3 つです。1）遺伝的
攪乱防除のため、放流海域の親魚を使うこと、2）
多様性確保のため、天然の親魚を用いること、3）
リスク評価のため、モニタリングを実施すること、
この三点に留意していただければ、大概ねどの魚
種でもリスクは回避できます。特に 1）
、2）は飼
育現場での対処が必要となります。残念ながら遺
伝的な均一性が明らかになっている魚種や海域は
きわめて少ないのが現状です。従って、放流する
海域の親魚を使用することでリスクを軽減してい
くことが求められます。一方、種苗生産を行うこ
とで、放流魚の遺伝的多様性は天然の集団より低
下します。それを抑えるには天然親魚を使用する
ことが最も効率的です。また、この点から親魚や

特

放流種苗に選抜育種された養殖魚を使うことは大
きなリスクであることが指針に明記されていま
す。しかし、栽培漁業の現場は予算やマンパワー
の低下、施設の老朽化により大きく疲弊していま
す。上記の条件を簡単に整えられない状況もある
かと思います。その場合は、まず現状の把握・評
価（どんな親魚をどのように使用しているか、特
に養殖魚や継代人工魚の使用）を行った後に対策
（天然魚の導入、親魚尾数の増加、使用親魚の定
期的な入れ替え等）を計画し、順位をつけて実施
していくことが求められます。これらを一気にや
れれば一番いいのですが、無理な場合は、まず現
状の把握・評価と今後の計画を立案することから
始められてはいかがでしょうか。一歩踏み出すこ
とが最も大切だと考えます。

モニタリングが重要−スクラムを組んで
栽培漁業のリスク管理を行うには、まずどんな
放流を行って、どのような効果があるのかを把握
しないと何も前に進みません。その点で 3）はき
わめて重要な意味を持ちます。しかし、事業の厳
しい中、モニタリングを行うのは困難を伴います。
加えて、指針で取り上げましたが、重要魚種の中
でも遺伝的な知見（管理単位、生産工程における
多様性の変化等）が集まっている対象種はごく限
られています。従って、遺伝的なモニタリングも
火急の課題です。これらを一機関や限られた都道
府県で実施するのはほぼ不可能であり、連携や広
域的な取り組み、モデル海域およびモデル魚種の
提示が不可欠です。3）のモニタリングに関して
は水産庁や水研センターの進行管理、指導のもと、
全国豊かな海づくり推進協会が中心となり、プロ
ジェクトの実施や、海域協議会での問題抽出・検
討が求められます。4 つ目のポイントは、困難な
ことは関係機関でスクラムを組んで対処すること
です。

おわりに
さて、私に与えられた紙面も残り少なくなって
きました。最後も自動車運転のリスク管理を例
としてあげ、終わろうと思います。交通事故の回
避はもちろん個人の安全運転意識と実施が最も重
要ですが、それをサポートする道路の整備や信号
機・標識の設置、時代によって変化する状況に合
わせた法整備が求められます。今後、栽培漁業は
まだまだ厳しい道を歩んでいかなければならない
と感じます。まずは、各機関が実態にあった栽培
漁業の遺伝的なリスク管理に着手し、国や水研セ
ンターおよび海づくり協会はハード、ソフト両面
からそれらの取り組みを支え、推進していただき
たいと思います。
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人工種苗放流に係る遺伝的多様性への
影響リスクを低減するための技術的な指針
独立行政法人

水産総合研究センター
水産庁

１．はじめに
栽培漁業は、減少傾向にある魚種の資源量を人為的に回復させる仕組みとしてスタートし、その母体であった社団法人瀬戸内海栽
培漁業協会が発足してから50年が経ったところである。その間、国や都道府県の栽培漁業センターを基盤に技術開発が進み、現在で
は70種を超える魚介類が、全国各地で約15億尾放流されている。その結果、神奈川県や鹿児島県のマダイでは、放流魚が安定して漁
獲の40％以上を占めていることが確認された。また、漁獲量が著しく減少した北海道のマツカワや東北海域のホシガレイでは、ごく
短期間の放流によって、水揚げ量を回復させた。さらに、親魚の養成や採卵技術、人工種苗を生産する飼育技術、質の高い放流種苗
を育成する技術、生き残りを向上させる放流技術など、栽培漁業工程全体を検討、改善したことにより、人工放流種苗が成熟年齢ま
で生き残り、再生産に関与する二次的な資源造成の可能性が示されている。具体的には、マダイ、マツカワ、ホシガレイでは天然の
海域において人工放流種苗の成熟が明らかとなっており、同様のことは、他の魚種でも把握されている。
このように栽培漁業は多くの成果を挙げてきた一方、天然の海域に大量の人工種苗を放流することについて、様々な生物学的リス
クがあることも指摘されている。特に遺伝的な攪乱は大きな問題として検討を求められてきた。これは、放流される人工種苗が天然
の稚魚に比べ親魚の絶対数が極めて少なく、それらが人為的に管理された環境で生き残ってきたものであることを考えると当然の懸
念と言える。遺伝的多様性は、環境適応や種の分化など生物進化の基であり、低下すれば対象種の存続のみならず関係する生態系に
大きな危険をもたらす可能性（遺伝的リスク）があるとされている。遺伝的リスクの問題提起は、1980年代以降、アイソザイムや
DNAの分析技術が進展するのに伴って大きく取り上げられるようになってきた。我が国の栽培漁業の対象種においても、クロダイや
マダイ、ホシガレイについて人工種苗の遺伝的多様性が野生魚に比べると明らかに低いことが示された例もある。
このような状況を受けこれまでにも、種苗生産に際して遺伝的多様性を担保するのに必要な親魚尾数や継代飼育した人工生産親魚
の危険性について議論や検討は行われて来たが、必ずしも十分浸透したとは言えない。さらに、今後も栽培漁業による沿岸資源の造
成・回復を「安心安全な事業」として社会的な合意のもと推進して行くには、様々な分野からの遺伝的リスクの指摘をしっかりと受
け止め、整理・対応することが求められる。
本指針は、上記の背景を踏まえつつ、栽培漁業の第6次基本方針に盛り込まれている遺伝的多様性への影響リスクを低減するための
技術的な指針として作成したものである。内容は、2007〜2011年度に実施された「種苗放流が遺伝的多様性に与えるリスクの評価と
低減技術の開発」（先端技術を活用した農林水産研究高度化事業：農林水産省農林水産技術会議）で得られた成果をもとに、2012年
に開催されたシンポジウム「沿岸資源の増殖・管理と分子生物学的手法によるモニタリング」の議論をふまえ、現在事業を実施して
いる地方自治体、業界団体等が理解、納得できるよう、人工種苗の放流における遺伝的リスクとは何か、遺伝的リスクを低減するに
はどのようにすればよいのかを概説した後に、栽培漁業のモデルとなる6魚種の具体的な事例や遺伝的リスクのモニタリングを含めた
管理体制及び今後の方向性について示したものである。
なお、本指針に係る現場での具体的な実行にあたっては、対象としている魚種、施設の規模や能力、人員、予算等の状況により、
一律的な対応が難しい場合も想定されるが、その場合には、 ２．人工種苗放流が遺伝的多様性に与えるリスク 及び ３．リスク
への対処 を参考にし、現状に応じた段階的な対応を行うよう努めることが重要である。
２．人工種苗放流が遺伝的多様性に与えるリスク
１）野生集団の遺伝的多様性の低下リスク
一般に、ある生物種は分布域全体に均一に存在しているわけではなく、幾つかの個体群が互いに離れた地域に生息している。こ
のとき、各個体群はそれぞれの環境下での自然選択によって生存に有利な遺伝子を蓄積し、独自の遺伝的特性を有することが可能
である。このことは、子孫の適応度を高く保ち、個体群が世代を超えて安定して存続する上で非常に重要と考えられている。
また、多くの場合、各個体群は他の個体群から完全には分断されておらず、互いにある程度交流し、個体数を安定的に維持して
いる。近年では、こうした交流による遺伝的多様性の補完が、生物種の新たな環境への適応に有利に働く可能性が示されている。
以上のように、各海域の個体群が独自の遺伝的特性を持ち、それらが組み合わさって種全体の遺伝的多様性が保たれていること
は、生物種が永続的に繁栄する上で非常に重要である。水産生物においても、ホシガレイ、ニシン、大西洋タラ等で海域特有の遺
伝的特性が確認されており、遺伝的な多様性が種の存続に重要な役割を果たしてきた可能性が示されている。
一方、各個体群の遺伝的特性は、自然選択、突然変異、再生産及び個体の移出入のバランスによって動的に保たれており、外部
から遺伝的に異質な個体が大量に導入された場合には容易に乱され得る。実際に、サケやマス類、及びコイでは、異なる河川や海
域に由来する種苗の放流によって遺伝的多様性が攪乱されるリスクが指摘されている。さらに、人工種苗は野生集団に比べて親の
数が少なく、遺伝的多様性が低くなっている。このため、無計画な人工種苗の放流が各海域の遺伝的多様性を低下させる可能性が
あり、対応が求められている。
以上のように、栽培漁業は野生集団の遺伝的多様性を攪乱し、低下させるリスクを潜在的に有しており、十分な対策が必要である。
２）近交弱勢の発生リスク
近交弱勢とは、遺伝的に近い個体の交配（近親交配）が繰り返されたことによって子孫の生存能力や繁殖能力が低下する現象で
ある。継代を繰り返した隔離集団に多く観察され、最初の世代の遺伝的多様性が低いほど発生しやすい。水産生物においても、ニ
ジマス、クルマエビ及びカキ等で近交弱勢による成熟及び成長の鈍化や生残率の低下が報告されている。これらのことから、栽培
漁業においても継代飼育によって人工種苗に近交弱勢が発生するリスクが懸念されており、対策が求められている。
また、野生生物においても、個体数が著しく減少した集団では近交弱勢が観察されることがあり、生存能力の低下が個体数の減
少を加速し、更なる遺伝的多様性の低下と近交弱勢の発生を促す 絶滅の渦 に陥るリスクが指摘されている。このことは、栽培
漁業においても、野生個体を含めた対象種の資源全体の遺伝的多様性に留意する必要があることを示しており、中長期的な視点に
立った遺伝的リスクの回避に向けた取り組みが必要であることを示している。特に、それらの再生産によって資源造成を行おうと
する場合は、再生産個体の近親交配が進まないように配慮しなければならない。
３．リスクへの対処
１）対象資源の遺伝的多様性の把握と管理単位の設定
人工種苗を放流する栽培漁業において遺伝的多様性が低下するリスクを最小限に抑えるには、対象種の遺伝的な集団構造に基づ
いて放流計画を策定することが重要である。また、遺伝的な管理は、少なくとも放流事業が展開されている期間中は継続されなけ
ればならない。このため、管理単位は放流海域周辺の栽培漁業関係者の情報共有と合意形成が無理なく実施できる範囲で設定する
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特

ことが望ましい。加えて、現状の技術で遺伝的な差異が把握できていない可能性も考慮する必要がある。従って、日本沿岸の海域
間に遺伝的な違いが認められない場合でも、これら全体を一つの管理単位とするのではなく、既存の資源管理体制に準じた設定が
有効と考えられる。
２）親魚の遺伝的管理
人工種苗の個体群が持ち得る遺伝的多様性の最大値は、種苗生産に用いられた親魚の数や質によって決定される。このため、親
魚の遺伝的管理を適切に行うことは人工種苗の放流による遺伝的多様性低下のリスクを低減する上で非常に重要である。特に、①
十分な遺伝的多様性を保持した親魚群を構成するための尾数と由来の管理、②親魚の遺伝的多様性を最大限人工種苗に反映させる
ための採卵と受精卵の管理は適切に実施されなければならない。以下に、各項目の具体的な内容について示す。
（1）尾数と由来の管理
人工種苗の遺伝的多様性は、親魚の個体数と由来に強く依存する。このため、各種苗生産機関が一定数以上の親魚を保有する
ことは遺伝的多様性低下のリスクを低減する上で非常に重要である。種苗生産に必要とされる親魚の個体数について、FAO（国
際連合食料農業機関）及びUNEP（国連環境計画）は野生個体であれば50、継代された個体であれば500としている。ただし、こ
れらの値は雌雄が同数で全ての個体がほぼ均等に次世代に関与することを前提としており、実際にはより多くの親魚を確保しな
ければならないことが多い。例えば、雌雄比が1:2である場合には、推奨される尾数は計算上約60尾となる。加えて、産卵や受精
に寄与する個体が全数でなく一部に限られる場合も、より多くの親魚が必要となる。このため、種苗生産に用いる親魚は、推奨
される尾数を基本とし、実現可能な雌雄比や産卵関与個体数を踏まえて管理単位毎に決定することが理想的である。また、単一
の種苗生産機関では理想的な数の親魚の確保が難しい場合は、管理単位内の他の生産機関と連携して親魚群を構成することが望
ましい。
さらに、遺伝的多様性の攪乱におけるリスク低減の観点から、野生集団が絶滅に瀕している等の特別な理由が無い限り、親魚
は各管理単位内で採集された野生個体を用いるべきである。入手した個体は、それぞれ採集場所や時期等の履暦を記録し、管理
単位外で採集された野生個体や人工種苗の混入を防ぐことが重要である。
（2）採卵と受精卵の管理
現在、人工種苗の生産現場では、自然産卵と人工授精の2種類の方法によって採卵が行われている。前者は、多数の親魚を一つ
の水槽に収容し、水槽内での自発的な産卵と受精によって受精卵を入手する方法である。自然産卵は親魚への負担が少なく、産
卵の盛期に良質な卵を大量に入手できるものの、常に全ての親魚が産卵や放精を行うわけではなく、繁殖への寄与の程度が個体
によって異なることから、生産された人工種苗が親魚群の遺伝的多様性を反映していない事例が多い。このため、自然産卵を行
う場合には可能な限り多数の親魚群を用いるとともに、各群で複数回の採卵を行い、より多くの親魚を関与させることが望まし
い。また、それぞれの親魚群は、体サイズや成熟段階、雌雄の割合に留意し、より多くの個体間で交配が行われるよう飼育環境
を整えることが有効と考える。
一方、人工授精では、できるだけ多くの親魚から卵及び精子を採取するとともに、雌雄の各ペアが同数の子孫を残すよう、授
精前の卵を雄の数に従って均等に分け、それぞれ異なる雄の精子で授精させることが望ましい。また、親魚間の血縁関係が明ら
かになっている場合には、近親交配を回避するため、近縁な個体同士の授精は避けるべきである。このことは、継代された親魚
を用いざるを得ない状況では特に重要である。
（3）その他の管理技術
一般的に、同じ親魚群を長期間用いて遺伝的に同質の人工種苗を放流し続けることは、放流を行う期間全体の遺伝的多様性を
高く保つうえで不利と考えられる。このため、ある時点で十分に遺伝的多様性の高い親魚群を構成できた場合でも、定期的に野
生個体を入手し、親魚を入れ替えることが望ましい。また、これら親魚については、必要に応じて遺伝的な特性を把握できるよ
う、入手履歴と併せて鰭、筋肉あるいは血液の一部などをDNA分析用の試料として保存しておくことが重要である。さらに、希
少種等では、遺伝的資源保存の観点からも精子を保存しておくことが望まれる。
３）遺伝的リスクの簡易チェック
ある対象種での人工種苗放流が、遺伝的多様性の低下リスクや遺伝的攪乱リスクをどの程度有しているかは、野生集団と人工放
流種苗の長期間の遺伝的モニタリングに基づいて評価されなければならない。しかし、遺伝的リスクの大きさは、親魚管理や人工
種苗生産の体制によって大きく左右されるため、人工種苗放流に先駆けて、できるだけリスクの少ない体制を構築しておくことが
重要である。以下のフローチャートに従って現状を分析し、大きなリスクが見込まれる点については改善に努めることが望ましい。
４．具体的な対応
本項は、6魚種を栽培漁業のモデルとしてピックアップし、①資源状況と管理単位、②放流効果と遺伝的リスク、③遺伝的リスクを
低減するには、の3項目についてまとめたものであるが、以下の点に留意する必要がある。
今回提示した魚種は、複数県を跨がって移動するような魚種を取り上げているが、移動範囲が小さい、または定着性が強い栽培対
象種についても、管理単位を絞ることにより、同様の手法を活用できるものであることから、本指針を参考にして積極的に取り組む
ことが重要である。
また、受精卵や人工種苗を購入して生産・放流する場合には、それらの親魚構成（野生魚の使用状況や継代魚の有無）をしっかり
と確認した上で使用する必要がある。特に、選抜育種等により養殖用として生産された種苗は、遺伝的多様性が顕著に低下している
ため、用いるべきではない。
１）マダイ
（1）資源状況と管理単位
マダイの分布は、北海道〜九州南岸の日本海・東シナ海・太平洋沿岸の広
範囲に及んでいる。近年の漁獲量は 1.5 万トン程度で安定し、九州及び四国
で多く水揚げされている。
日本沿岸域におけるマダイは、日本海西・東シナ海、日本海北・中部、瀬
戸内海中・西部、瀬戸内海東部、太平洋南部、太平洋中部の6系群で資源が
評価されている。マイクロサテライト多型分析によると、海域間に顕著な遺

親魚管理（遺伝的多様性の低下リスク）に関するチェックフロー

放流体制 （遺伝的攪乱のリスク） に関するチェックフロー
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伝的差異は認められておらず、全国的に一つの大きな遺伝的集団であると考えられている。しかし、マダイの管理単位について
は、遺伝的リスクを含め資源を管理するといった観点からも上記6系群を元に設定することが望ましい。
（2）放流効果と遺伝的リスク
マダイの栽培漁業は、都道府県栽培漁業センターもしくは財団法人等によって人工種苗生産が実施され、毎年1,100万尾に及ぶ
人工種苗が放流されている。漁獲に対する放流魚の混入率は海域によっても異なっているが、50％に及んでいることもある。そ
のため、人工種苗放流による野生集団への遺伝的影響が問題視され、農林水産省農林水産技術会議における「新たな農林水産施
策を推進する実用技術開発事業委託事業」により、2007〜2011年度の5年間で遺伝的リスクの研究を実施した。これらにより、人
工種苗は野生集団に比べ、遺伝的多様性が低下している傾向があり、広域で詳細なモニタリングを実施し、実態把握を行う必要
がある。
（3）遺伝的リスクを低減するには
① 遺伝的攪乱の回避：本種の遺伝的集団構造は、全国的に単一の集団とされているが、僅かに地理的な分化がみられる。その
ため、同じ管理単位内の親魚・受精卵もしくは種苗を用いて、遺伝的攪乱が生じないように配慮することが求められる。
② 遺伝的多様性の確保：それぞれの種苗生産施設では100〜200尾程度の親魚を1水槽もしくは複数の水槽に収容し、自然産卵に
より受精卵を得ている。これらの親魚から生産する人工放流種苗については、年1回ではなく複数回の種苗生産を実行すること
で野生集団に近いレベルまで遺伝的多様性が高まることが報告されている。また、同じ管理単位に属する複数の近隣県の親魚
から得られた受精卵を使用することでも遺伝的多様性が高まることが確かめられているため、各機関で連携して人工種苗生産
を実施することが望ましい。
養殖用種苗については、採卵親魚を継代飼育するだけでなく、成長の良いもの、形が良いものなどの選抜を受けているた
め、野生集団と比べ近親交配が進んでおり、遺伝的多様性が顕著に低下している。したがって、人工放流種苗として用いるべ
きではない。
２）ヒラメ
（1）資源状況と管理単位
ヒラメは北海道から九州が主な生息海域となっている。近年漁獲量は7,000トン前後で安定しており、本州の北部太平洋沿岸と
日本海〜九州西岸で多く水揚げされている。我が国周辺海域において本種の遺伝的多様性について検討が行われているものの、
管理単位を提示するには至っておらず今後の課題となっている。
（2）放流効果と遺伝的リスク
ヒラメは栽培漁業の代表種として事業が進められてきた。近年も、1,500万尾を超える人工種苗が各海域で放流されている。漁
獲量に対する放流魚の混入率が20％を越える海域も認められ、減少が続く沿岸漁業の対象種の中では、資源の底支えに貢献して
いると評価されている。人工種苗生産過程での多様性の減少など、遺伝的リスクの可能性は指摘されているが、広域で詳細なモ
ニタリングは実施されておらず、実態の把握が求められる。
（3）遺伝的リスクを低減するには
① 遺伝的攪乱の回避：本種の遺伝的な管理単位は未定であるため、海域間で親魚、卵、種苗の安易な交流はさけるべきであろ
う。具体的には調査体制が構築されている資源評価の系群を基本に、増殖事業を進行管理することが求められる。
② 遺伝的多様性の確保：概ね本種の人工種苗生産は自然産卵で卵を得ていることから、計画的な遺伝的多様性の管理は困難で
ある。従って、親魚は個体（雌雄）識別をした上で野生魚を用い、可能な限り雌雄比を1：1とした上で50尾以上保有すること
を基本とする。さらに、放流ロット、放流年度により親魚群を変える、一定間隔で親魚を更新するなど、遺伝的多様性の高い
人工種苗の生産・放流を心がけることが求められる。一方、親魚の年齢やサイズが産卵にどのように関わるのか、また、一産
卵期でこれらがどのように変化するのかなど、遺伝的多様性の確保に向けヒラメの産卵生態に関する基礎的な知見の収集が望
まれる。
３）ホシガレイ
（1）資源状況と管理単位
ホシガレイの分布域は、東北地方沿岸、伊勢湾、瀬戸内海、及び有明海・八代海にほぼ限定され、広域な回遊は行わない。東
アジア大陸沿岸にも生息するが、黄海付近に集中している。本種の漁獲量が把握されている場所は宮城県、福島県及び長崎県と
限られており、最盛期でも20トン未満、近年は放流魚を含めても10トン未満と推測される。本種の主要産地から採集された野生
魚の遺伝的多様性を調べた結果、ホシガレイは生息海域ごとに遺伝的な特徴が確認でき、それぞれに管理する必要があると判断
された。
（2）放流効果と遺伝的リスク
宮城県、福島県および長崎県では1990年代以降増殖事業が進められ、毎年数万〜10万尾の人工種苗が放流されてきた。天然の
資源が減少しているため、漁獲物に占める放流魚の混入率は極めて高く、宮城県では50％、福島県、長崎県では70〜90％となっ
ている。一方、放流魚は野生魚に比べて遺伝的多様性が低下していることも明らかとなり、栽培漁業が天然資源に与えるリスク
の存在も指摘された。
（3）遺伝的リスクを低減するには
① 遺伝的攪乱の回避：生息海域ごとに遺伝的多様性が異なっているため、海域間で親魚や卵、種苗を交流させることは遺伝的
な攪乱を生じさせる。したがって、親魚は放流海域で漁獲された野生魚を用い、人工生産した種苗を遺伝的な管理単位外で放
流することを慎まなくてはならない。
② 遺伝的多様性の確保：遺伝的多様性は親魚の構成によって大きく左右され、野生親魚を用いることが最も効果的である。加
えて、本種は人工授精で卵を得ることから、使用する親魚を個体（雌雄）識別により管理し、放流ロット、放流年度ごとに親
魚構成を変えるなど、遺伝的多様性の高い人工種苗生産・放流を心がけることが必要である。また、放流魚及び野生集団に関
しては、増殖事業を実施している海域で遺伝的リスクに関する定期的なモニタリングを行うことが望ましい。
４）クルマエビ
（1）資源状況と管理単位
日本沿岸では北海道南部から沖縄まで分布が確認されている。ただし、本州の太平洋側では仙台湾での記録が最北である。近
年の漁獲量は1985年の約3,700トンをピークとして全国的に急減しており、現在は年間500トン前後で推移している。海区別に見
ると、瀬戸内海区、東シナ海区及び太平洋中区の3海区が全国の漁獲量の9割以上を占めており、海区間で漁獲量が大きく異なっ
ている。
また、これまでに生息域内の遺伝的差異は確認されておらず、遺伝的には全国的に均質な一つの集団と考えられている。しか
し、有明海や周防灘では標識放流等により、各海域の個体群の生活範囲は比較的限られていることが示唆されている。これらの
ことから、クルマエビについては、各海区を一つの単位とした管理が妥当と考えられる。
（2）放流効果と遺伝的リスク
クルマエビの人工種苗放流は秋田県沿岸から八代海までの各地で行われており、現在は全国で約1億尾が放流されている。しか
し、多くは回収率（回収尾数/放流尾数）が1%前後であり、経済的に十分な効果を上げられた事例は必ずしも多くない。しかし、
瀬戸内海東部での放流事例のように、20%近くの回収率を示す場合もあり、現在も海域や時期にあった放流手法の検討が続けられ
ている。
また、一般に、人工種苗生産にはその年に漁獲された野生の成熟雌が数十〜数百尾用いられており、人工種苗における遺伝的
多様性の低下リスクは比較的低いものと考えられる。しかし、最近では、継代された養殖用種苗が市場に流通しており、人工種
苗の入手先によっては、このようなリスクが高まってしまうことが懸念される。
（3）遺伝的リスクを低減するには
① 遺伝的攪乱の回避：これまでのところ、海域間に顕著な遺伝的差異は観察されていないものの、海域によって生活範囲が比較
的限られている可能性も示唆されていることから、十分に留意すべきである。具体的には、人工種苗の生産に際しては、放流海
域が属する管理単位内の雌親を用いるとともに、定期的に各地の野生集団の遺伝的特性をモニタリングすることが望ましい。
② 遺伝的多様性の確保：各生産機関で、野生の雌親が比較的多数用いられているため、現状の体制を維持することが重要と考
えられる。特に、継代が行われている養殖用種苗は用いるべきではない。
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５）マツカワ
（1）資源状態と管理単位
マツカワは、北海道周辺及び茨城県以北の東北太平洋海域を主な生息域としている。本種は、1960年代〜1970年代に北海道の
太平洋沿岸で年間100トン以上が水揚げされていたものと推測されている。しかし、その後漁獲量は急減し、1990年代には絶滅が
危惧される様になった。現在漁獲量は（2）に示す栽培漁業の実施により、100トンを超えるなど、V字回復している。なお、近年
の研究によって、マツカワは北海道太平洋（育成場）と東北南部太平洋（産卵場）の間を広く回遊することが明らかになった。
そのため、管理単位はこれらの海域で一つと考えてよい。
（2）放流効果と遺伝的リスク
マツカワの放流尾数は、取り組み開始当初の1980〜90年代前半には年間5万尾程度であったものが次第に増加し、2006年からは
年間100万尾以上が放流されている。漁獲量もそれに伴って増加し、2008年には100トンを超え、2010年には174トンに及んだ。
このように本種の現有資源は、ほぼ放流された人工種苗で構成されており、遺伝的リスクの回避に向けた最大限の配慮が必要で
ある。特に親魚は、野生集団からの入手が極めて困難な状況にある。従って、現在までに収集した野生魚が保有している遺伝的
多様性を可能な限り後世へ伝えるように、計画的に親魚管理することが極めて重要である。
（3）遺伝的リスクを低減するには
① 遺伝的攪乱の回避：本種の遺伝的多様性は日本沿岸の生息範囲内で単一とされている。今後、親魚の減少などにより、上記
の管理単位以外から野生集団の導入等を考える場合は、十分に調査を行うなど、遺伝的な攪乱を回避する必要がある。
② 遺伝的多様性の確保：本種の現有資源はほぼ栽培資源で構成されていることから、親魚各個体を雌雄別に識別・管理した上
で、それらの遺伝情報に基づき人工授精により計画的に交配し、近親交配を回避するなど、遺伝的リスクを低減すべきであ
る。マツカワの精子については、短期及び長期冷凍保存技術が確立されている。人工種苗の遺伝的多様性や親魚集団を維持す
るためにも、本種の精子を永久的に保存する精子バンクの設置が望まれる。なお、親魚、人工種苗並びに漁獲物の遺伝的多様
性については、定期的なモニタリングを実施し、遺伝的な偏りの有無を把握する必要がある。
６）トラフグ
（1）資源状況と管理単位
トラフグは、北海道南部から黄海、東シナ海に広く分布し、広域に回遊する。
主な産卵場は秋田県沿岸、七尾湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明海、八代海などであり、高い回帰性が確認されている。一部海域
の遺伝的特性の検討も行われ、大きな差異はないとされているが、広域での取り組みは未着手である。本種の資源は、日本海・
東シナ海・瀬戸内海系群及び伊勢・三河湾系群の2系群に区分され、資源状態や人工種苗放流の効果が評価されている。近年の漁
獲量は、前者では200トンレベル、後者は100トン前後といずれもピーク時の数分の一に過ぎない。
（2）放流効果と遺伝的リスク
先にあげたように近年漁獲が急減しているため、人工種苗による放流事業が実施されている。種苗生産は、概ね野生集団から
得られた親魚を用い、人工授精で行われている。放流尾数は、主産卵場である伊勢湾、瀬戸内海、有明海等を中心に、全国で250
〜350万尾に及ぶ。また、有明海では成育場に集中放流することで平均20％前後の混入率が認められている。本種について人工種
苗の放流による遺伝的なリスクの存在は、詳細な検討が行われていないため、実態の把握が求められる。
（3）遺伝的リスクを低減するには
① 遺伝的攪乱の回避：トラフグは広い海域を移動・回遊する広域種であり、栽培漁業の重要魚種と位置づけられるため、管理
単位等、遺伝的多様性の詳細な検討が求められる。一方、本種は資源評価等により2つの系群で管理されていること、回帰性が
高いことから親魚、受精卵、精子、人工種苗等の移動にあたっては、両系群の分布・回遊範囲を考慮して、その管理単位内に
とどめるべきである。また、漁協等が民間業者から人工種苗を購入し自主的に放流する場合においても、種苗の生産履歴を確
認し、管理単位外や親魚の由来が不明な種苗の持ち込みが無いように指導することが重要である。
② 遺伝的多様性の確保：トラフグの種苗生産では概ね漁獲物を用い、人工授精により採卵しているため、継代飼育した親魚の
使用による遺伝的多様性の低下リスクは低い。しかし、近年漁獲物には成熟した人工種苗が高い割合で混入していることか
ら、これらを排除するとともに可能な限り、親魚数や採卵ロットを増やす努力が必要である。また、継代が行われている等の
養殖種苗は放流に用いるべきではない。一方、トラフグ精子は、短期及び長期の冷凍保存技術が確立されているため、積極的
に利用し遺伝的多様性の確保に努めることが望まれる。
５．モニタリングと管理体制
１）モニタリング
これまで、この指針は人工種苗放流による遺伝的リスクの実態とその低減策について例を示しながら提示してきた。しかし、
「４．具体的な対応」で示したように、対象種の遺伝的特性に基づいた管理単位や種苗生産段階における多様性の低下及びそれら
人工種苗を用いた放流によるリスクの詳細を明らかにした例はわずかにとどまる。今や多様性をはじめとした生態系全体の保全、
保護は社会的な規範として求められており、継続的な資源の利活用という面からも人的行為に対する影響のモニタリングと評価は
不可欠である。特に、人工種苗を放流する栽培漁業では、①どんな遺伝資源を対象にしているか、②どのような人工種苗を放流し
ているのか、③放流した人工種苗の遺伝的リスクの可能性はあるのかについて実態把握していくことが「責任ある栽培漁業」とし
て求められる。ただし、遺伝的なモニタリングを行うには相応の予算とマンパワーの配分が必要であるため、重点種や広域種を中
心に内容、対象魚種ならびに海域をしぼった上で計画的にモデルとなるケースを示していかなければならない。また、種々の事情
で必要なモニタリングが困難な場合は、後々に対応が可能なよう、遺伝解析用のサンプル収集は必須事項として位置づけるべきで
ある。
一方で、このようにリスクを検証し、対策を立てるには、先にあげた遺伝的なモニタリングの遂行はもちろんのこと、どんな親
を何尾使用して、どこへどれだけの人工種苗を放流し、いつ、どこでどのように漁獲されているのかという栽培漁業工程全体を実
態把握していないと 何もわからない 。沿岸における増殖事業のリスクをしっかりと管理するためにも、市場調査を中心にした
栽培漁業モニタリングの継続的な実行が不可欠である。
２）管理体制
ここで述べてきたように、「責任ある栽培漁業」を進めていくには、遺伝的リスクや栽培漁業の計画的、継続的なモニタリング
が必要となる。また、本指針の「3.リスクに対する対処」で記しているように、遺伝的リスク低減のためには、対象魚種の遺伝的
管理単位に従った放流事業を行った上で、適正な親魚管理等を実施する必要がある。特に複数の都道府県の境を超えて移動する広
域種では、単一の機関でこれらに対応することは不可能であり、遺伝的、生態的特性を考慮し、資源管理の枠組みに合致した「管
理体制」の構築が求められる。現在、広域種の栽培漁業に関わる問題や課題を解決するため、全国を6海域に分けた海域栽培漁業推
進協議会が設立され、関係機関、都道府県、漁業団体が連携して対応している。将来的には各海域で取り組んでいる対象種におい
て、遺伝的リスク回避に関するモニタリングや栽培漁業の実施体制、特に親魚の使用等を含めた管理について、実態把握、問題点
の抽出、検討、解決を担うワーキンググループを設置するのが望ましい。また、この枠組みを効率的、効果的に推進するには国や
水産総合研究センターの指導・助言のもと資源評価など資源管理体制との一層の連携が必要である。
６．今後の方向性
生物多様性については、もともと国民の関心事項でもあるが、近年の遺伝子判別技術の進歩により、特に遺伝的多様性に注目が集
まっている。しかし、人工種苗の放流は自然界に一定の影響を与える行為であり、注目の有無にかかわらず、各種知見の蓄積を図
り、必要な技術を導入し、生物多様性、特に遺伝的多様性に与えるリスクの低減に努めながら人工種苗放流を実施していくことが重
要である。このため、今回策定された本指針等を基に、栽培漁業に携わる関係者で共通の認識を持って対応していく必要がある。
また、本指針については、栽培漁業の6次基本方針の基に、 1.はじめに で触れた事業の成果等を踏まえて取りまとめたものであ
り、最新の知見を基に、人工種苗放流が遺伝的多様性に与えるリスク低減に係る技術を整理したものであるが、今後、新たな技術的
な知見等が蓄積された場合には、それらを踏まえた対応が必要である。
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栽培漁業推進全国会議

水研センターからの報告について
国立研究開発法人 水産総合研究センター 研究推進部部
研究開発コーディネーター

センターの研究・開発課題について
国立研究開発法人水産総合研究センター（以下
水研センター）からは、運営費交付金で実施して
いる栽培漁業関連課題、及び外部機関と共同で実
施している栽培漁業関連の共同研究課題について
提出資料を用いて紹介しました。平成 27 年度は、
交付金課題合計 20 課題、共同研究 9 課題が水研
センターにおいて実施されていました。また、本
年度、水研センターでは 13 種の種苗が生産され、
そのうち放流用種苗は 7 種であると報告しました。
続いて、各研究所の栽培漁業担当部長（北海道
区水産研究所、西海区水産研究所は重複会議の
ため欠席）より、それぞれの研究所における栽培
漁業関連のトピックスを報告しました。東北区水
産研究所沿岸漁業資源研究センター黒川忠英セン
ター長からは、エゾアワビ浮遊幼生に対する着底
誘引効果が高い緑藻 Ulvella lens（アワビモ）と初
期稚貝の好適餌料である Cylindrotheca closterium
（針型珪藻）を併用した低コスト、かつ餌料環境
が整った採苗板の開発について報告がありまし
た。瀬戸内海区水産研究所増養殖部小畑泰弘部長
より、水産庁委託事業平成 27 年度資源造成型栽
培漁業推進事業委託事業の概要について説明があ
りました。また、海産無脊椎動物研究センター
（瀬戸内海区水産研究所百島庁舎）、西海区水産研
究所で実施している二枚貝資源緊急対策委託事業
（水産庁委託事業、タイラギ）についても情報提
供がありました。増養殖研究所資源生産部桒田博
部長より、アワビ類資源管理・増殖に向けた方策
案として、アワビ研究会の活動概要が報告されま
した。日本海区水産研究所資源生産部崎山一孝部
長から、日本海区水産研究所で実施されている、
ヒラメ、アカアマダイ、ワムシなど初期餌料の栽
培漁業技術開発課題の概要について説明がありま
した。西海区水産研究所からは、ハタ類資源解析
研究会と有明海ガザミ資源増殖に向けた取り組み
に関する情報を紹介しました。

ウェブサイトに栽培事業効果マニュアル
本年 5 月に、当センターウェブサイトにて公開
した「栽培漁業の事業効果マニュアル」について、
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水研センター本部からの情報提供として筆者よ
り紹介しました。本マニュアルの完成直前に東日
本大震災があり、かなりの資料が流出・消失した
が、そして震災の混乱の中、3 年の空白期間を経
て完成に至りました。本マニュアルでは、栽培漁
業の「効果」と「費用」の算出方法、ならびにお
金の価値に換算が困難な「効果」も含めた新たな
事業効果評価方法をわかりやすく解説し、エクセ
ルシートを実地的な練習問題でその技法をトレー
ニングできるようになっています。事業効果評価
手法では、①放流魚が漁獲されることによる経済
波及効果、②放流魚が流通することによる経済波
及効果、③放流魚が加工原料として使用される場
合の経済波及効果のほか、遊漁の効果として、④
遊漁者が増加することによる経済効果、⑤放流に
より釣果が上昇したことの価値額、⑥遊漁者によ
る放流負担金の支払い意思額、さらには⑦再生産
効果を貨幣換算が可能な「効果」として、これら
を計算するため、①〜③は産業連関分析法、④は
放流の効果で増加した遊漁者数と遊漁者が 1 回
の釣行で県内にもたらす利益額（GRP の増分）
を求める方法、⑤はトラベルコスト法（TCM）
、
⑥は仮想的市場評価法（CVM）を紹介しました。
なお、利用希望者には、水研センターウェブサイ
トから関係ファイルをダウンロードできるように
なっています。
当センターにおけるトラフグ栽培漁業の取り組
みのうち、「本州中部内湾域における重要水産資
源の培養と合理的利用 −トラフグ−」について、
増養殖研究所資源生産部（南伊豆庁舎）鈴木主任
研究員より報告が行われました。トラフグ種苗生
産・放流技術の高度化に関連した成果として、（1）
市販の細胞培養用液体培地でトラフグ精子を保存
する技術を開発したこと、（2）トラフグ卵をコチ
ニール色素の溶液で染色することにより、死卵の
判別を容易にする技術を開発したこと、（3）放流
直後の潜水観察から、トラフグ稚魚に潜砂行動を
速やかに発現させることが、放流直後の生残に有
利であり、干潟、河口や砂浜の極浅海域を放流場
所に選定したこと等が紹介されました。
以上を、水産総合研究センターの栽培漁業関連
研究の事例として、紹介しました。

新たな栽培漁業基本方針の下で協力・連携・共同して推進しよう！

A 1

（第２部）種苗生産技術研修会

特

A 疾病対策

種苗期疾病の病原体とその防疫･防除について
北海道大学大学院水産科学研究院
招聘教員

吉水

守

種苗期に発生した主な疾病は中間育成施設も含

り、病原体ごとに適切な消毒薬を選択する必要が

めるとリンホシスチス病、ウイル性腹水症、ヒラ

あります 4）。各種消毒薬の中で、魚介類に対し比

メラブドウイルス病、ウイルス性表皮増生症、ウ

較的毒性が少なく、除去が容易でかつ多量に使用

イルス性神経壊死症、レオウイルス感染症、クル

しても安価なものが用いられています。幸い魚類

マエビ急性ウイルス血症（＝ WSSD）等、多く

の病原細菌およびウイルスは、いずれも公称有効

はウイルスによるものです 。これらは大きな被

濃度で十分殺菌・不活化されますが、冬期間の低

害をもたらす大量死として認識されたが、現在は

温下での使用や飼育魚の糞・残餌、体表粘液等有

ほぼ防除可能な状況にあります。今回、種苗生産

機物が付着したものの殺菌には一部不適な消毒薬

機関において実施されている防除・防疫対策を中

があります。塩素やヨードといったハロゲン系の

心に紹介します。現在用いられている疾病防除対

消毒薬は低温下でも効果の減少は見られないもの

策は、飼育器具・機材および施設の衛生管理、病

の、反復使用は避けるべきであり、アルデヒド系

原体フリー飼育用水の確保、健康親魚の確保ある

の消毒薬は反復使用に耐えるものの温度の影響を

いは選別、卵洗浄および卵消毒、稚仔魚の健苗性

受けやすいです。魚介類の病原ウイルス・細菌

の確認のための病原体検査、飼育水温の管理、飼

に限ってみれば、逆性石鹸液が臭いもなく両者の

育排水の殺菌等であり 、生簀への移動および放

条件をクリアーしています。後述のオゾン処理海

流に際しての防疫対策は健苗性の確認です。さら

水あるいは電解海水を消毒剤として使用すること

に養殖に際してはワクチン開発と耐病系統の確立

は、消毒剤購入経費の削減になり一石二鳥の効果

などが求められています。魚類防疫に関しても、

があります 5）。さらに、消毒済み区域への立ち入

魚種および病原体ごとのリスク評価を行い、重要

りに際しては専用の長靴を使用し、着衣も専用の

な管理点の抽出とその実施記録は重要です。

ものに着替えるといった心構えが必要です。

1）

2）

１．飼育器具・機材および施設の
衛生管理

２．病原体フリー飼育用水確保のため
の殺菌

作業者の手指や長靴をはじめ、陸上施設では飼

飼育用水の殺菌に関しては、水そのものの理化

育水槽、飼育器具・機材の微生物管理が病原体の

学的性状を変えることなく大量の水の殺菌処理

伝播防止上きわめて重要です。飼育水槽、飼育池、

が安定して行える装置が求められます。現在のと

生け簀等の飼育施設は種苗の搬入前に病原体を殺

ころ、紫外線、オゾンあるいは電解による殺菌が

菌あるいは排除しておく必要があり、飼育器具お

一般的です 6, 7）。紫外線を用いる場合、病原体の

よび機材は日頃から常時消毒し防疫に努める必要

紫外線感受性を求め、安全率を 10 倍程度にして

があります 。

照射線量を決めています。細菌の光修復作用を考

3）

消毒薬は種類が多く、その作用機序も異なり、

慮しても 10 倍量程度で大丈夫でした。魚介類の

また病原体によって感受性も異なります。さら

病原体は紫外線感受性から、高感受性グループと

に水棲生物は種ごとに飼育温度や塩分濃度も異な

低感受性グループに分けられます（図１）。エン
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ベロ−プを有する各種ウイルス、DNA ウイルス

能ですが。海水ではまずオゾン処理水槽で殺菌後、

およびグラム陰性細菌が高感受性グループに含ま

活性炭槽を過し残留オキシダントを除去して飼育

れ、10 μW・sec/cm （=10mJ）の紫外線照射で

水とする。魚類病原細菌およびウイルスを 99.9%

99.9％以上の殺菌あるいは 99％以上の感染性ウ

以上殺菌あるいは不活化させる残留オキシダン

イルスの不活化が可能です。一方、2 本鎖 RNA

ト濃度と処理時間は 0.5mg/L で 1 分程度であり、

ウイルスやグラム陽性細菌、カビ、原虫は感受性

安全率を考慮して通常 0.5mg/L で５分間処理さ

が低く 106μW・sec/cm2 程度の照射が必要です。

れています。この場合、飼育水中の一般細菌の生

水深は紫外線の透過率（5 cm で 10％減衰）を考

菌数は 99.9％以上減少します。上記中圧紫外線

慮してなるべく浅くとり、影になる部分がないよ

殺菌装置を用いた 106μW・sec/cm2 照射時の生

う水中の大型粒子を除去する必要があります。ま

菌数の減少率も 99.9％以上となり共に４桁近い

た低温下では効力が若干低下します。現在の紫外

減少を見ます。この数値を魚類病原微生物を殺菌

線ランプの出力は 8,000 時間経過で約 20％低下

する際の指標値としてもよいです 7, 8）。

4

2

します。年 1 回の交換が望ましいです 7）。
海水をオゾン処理すると海水中のブロム等のハ

海水を電気分解すると食塩が分解されて次亜塩
素酸ナトリウムが生成され、殺菌効果を示します。

ロゲンと反応してオキシダントが生成され、これ

海水を白金コートチタン電極間を流すのみという

が殺菌効果を示します。もちろん、魚にも毒性を

簡単な構造であり装置が単純で、かつ海水は無尽

示します。殺菌効果はオゾンガスの酸化力とオキ

蔵であり、経費的に最も安価です 6）。飼育にはオ

シダントの効果がほぼ 1：1 です。淡水では曝気

ゾン殺菌同様、活性炭を用いた脱塩素処理が必要

によりオゾンガスを除去後飼育用水として使用可

です。機能水学会が示した水産分野における電解
水利用のガイドライン（表１9））では、飼育海水
の殺菌に用いる場合、有効塩素濃度 0.5mg/L で 5
分あるいは 1mg/L で 1 分間の処理後、活性炭を
通して脱塩素を行って使用します。有効塩素濃度
0.5mg/L で 5 分の処置で海水中の一般細菌の生菌
数は 99.9％以上減少します。カキなど貝類やウ
ニの浄化には有効塩素 0.3mg/L 以下の電解海水
で 24 時間飼育すれば大腸菌は陰性となり 10）、ウ
ニ腸管内の腸炎ビブリオは排除されます 11）。水

図１ 魚類病原微生物の紫外線感受性．

産物の食品加工には食品添加物として認められて
いる食塩電解水を用います。

ウイルスは感染価を 99％以上、 細菌は生菌数を 99.9％以上減
その他、中空糸濾過膜を用いた濾過除菌やホッ
少させるのに必要な線量、 真菌は菌糸の伸長を阻止する線量
と遊走子を殺す線量、 原虫は殺虫に要する線量．
トプレートを用いた加熱殺菌あるいはヨードを滴
表１ 水産分野における電解水の利用ガイドライン 9）
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下する方法も有効でありますが、電解殺菌以外は

ラ期に残留オキシダント濃度 0.5 mg/L・5 分ある

経済的な面や魚毒性等で問題があり、実用化には

いはポピドンヨード 25 mg/L・15 分で消毒する

至っていません。

のが一番安全であり、ヒラメでも同濃度での消毒

特

の安全性が報告されています。

３．健康親魚の確保あるいは選別
表２ 魚類受精卵のポピドンヨード感受性

採卵用親魚の健康状態の把握とその管理は、種
苗生産の成否を左右します。催熟畜養中に病原体
を出す個体が存在しますと、群全体に水平感染が
起こり、生み出された卵あるいは精子は病原体に
汚染され、孵化仔魚に感染します。このリスクを
避けるために、採卵用親魚候補個体の検査を実施
し、催熟中の水平感染を防止します。北日本のヒ
ラメおよびマツカワなどの異体類では、親魚候補
個体は全て個体標識され、天然海域での捕獲後、
施設への搬入時に抗体検査を実施し、高リスク個
体を排除しています 12, 13）。さらに、成熟３ヵ月
前に再度検査を行い、親魚候補個体を選別してい
ます。採卵時に卵および精子を対象に、RT-PCR 表３ 代表的な魚類病原ウイルスと細菌のポピドンヨード感受性
を用いてウイルス遺伝子の有無を検査し、陽性個
体があれば受精卵を廃棄しています。上記の飼育
用水の殺菌と親魚の検査により、ウイルス性神経
壊死症の発生は見られなくなっています。

４．卵洗浄および消毒
サケ・マス類の IHN を教訓に、卵表面に付着
している病原体を殺し、病原体フリーの孵化・飼
育用水で卵管理をする方法が広く用いられていま
す

５．稚仔魚の病原体検査・健苗性の確認

。受精後、ポピドンヨードで卵表面を消毒

13）

すれば、孵化施設への病原体搬入が阻止できま

孵化仔魚は親魚群毎に水槽に収容し隔離飼育を

す。海産魚介類でも、この卵消毒が導入されてい

行います。当然、飼育器具は各水槽専用とし、定

ますが、種により卵径・卵膜の厚み、消毒剤感受

期的に消毒を行います。異常遊泳個体あるいは発

性が異なり、それぞれの魚種に適した消毒剤の濃

症個体を見つけた場合は、速やかに検査します。

度と処理時間が検討されています（表２ ）。こ

発症魚の検査には病患部を含む部位のスタンプ標

のときの消毒対象となるウイルスの不活化濃度を

本を作製し、モノクローナル抗体を用いた蛍光抗

表３に示しました。卵消毒では完全殺菌を求める

体法を用いて行う検査が最も早く精度良く診断で

必要はなく、対象とする病原体を不活化あるいは

きます。発症の有無にかかわらず定期的に検査す

殺菌できれば目的は達成されます。魚類ではマダ

る場合は、培養可能ウイルスは一度細胞に接種し

イ卵が一番感受性が高く、安全に消毒できる濃度

て１〜２日培養し、培養細胞を PCR に供する培

は 10mg/L・５分処理程度であす。クルマエビの

養併用 PCR 法が最も精度が高いです。ウイルス

ホワイトスポット病対策には 5 mg/L・5 分が採

性神経壊死症、ウイルス性腹水症、ヒラメラブド

。神経壊死症ウイルスのオキ

ウイルス病、マダイイリドウイルス病には 培養

シダントによる不活化は残留オキシダント濃度

併用 RT-PCR が、ウイルス性表皮増生症には蛍

0.5 mg/L で 30 秒です。マツカワ卵の場合、モル

光抗体法あるいは PCR が、リンホシスチス病に

14）

用されています

14）
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は PCR が適している。採血が可能なサイズにな

ていますが、被害の大きいウイルス病では伝染性

れば、抗体検査を行い感染履歴の把握に務めるこ

造血器壊死症のようにウイルスの変異が魚の耐病

とも重要です。

化を上回り、耐病性獲得には至っていません 17）。
現在まで、伝染性造血器壊死症ウイルスに抵抗性

６．飼育水温の調節

のあるギンザケとニジマスとの異種間交配により
感受性の低いギンザケの性質を受け継いだニジマ

サケ・マス類の伝染性造血器壊死症や赤血球封

スの選抜や、伝染性造血器壊死症抵抗性を示すク

入体症候群、ウイルス性出血性敗血症およびヒラ

ローンニジマスの選抜 18）、ニジマス４倍体とブ

メラブドウイルス病などのウイルス感染症は、水

ラウントラウトを掛け合わせ OMV 抵抗性の信州

温が 15℃あるいは 20℃を越えると自然終息する

サーモンを作出した例 19）、さらにリンホシスチ

ことが知られています。ヒラメラブドウイルス病

ス病耐病性遺伝子座をマーカーに選抜したヒラ

では実験感染試験でも 15℃では死亡が見られな

メ 20） やホワイトスポット病抵抗性ウシエビの樹

かったことから、以後飼育水温を 18℃に設定す

立などが報告されています。しかし、伝染性造血

るよう指導がなされ、翌年から、わが国では発症

器壊死症ウイルス抵抗性ニジマスおよびホワイト

報告はなくなっています
通称

穴あき病

。コイ・キンギョの

15）

は 30℃への昇温療法が有効で

あり、鰻養殖では加温養鰻の普及により路地池で

スポット病抵抗性ウシエビはビブリオ病に弱く、
ニジマスではワクチン投与で対応可能であります
が、ウシエビは養殖系とはなりませんでした。

見られた赤点病等の病気は見られなくなっていま

９．ワクチン開発の現状

す。

７．飼育排水の殺菌

現在市販されているワクチンは、投与方法によ
り浸漬ワクチン、経口ワクチンおよび注射ワクチ

飼育排水はその量が多く、前述の紫外線あるい

ンに大別されます。従来は細菌性疾病に対する浸

はオゾンでの殺菌はコスト的に困難です。しかし、

漬および経口ワクチンが主でありましたが、マダ

魚病対策はもちろん環境対策からも効果的な排水

イイリドウイルス病や連鎖球菌症、類結節症に対

の殺菌が必要です。前述のように海水を電気分解

する注射ワクチンが開発され、３種混合ワクチン

すると、次亜塩素酸が発生します。この次亜塩素

も市販され、高い予防効果が得られています 21）。

酸は、魚類病原微生物に対し 0.1 〜 0.5ppm、1 分

注射は最も有効な投与方法でありますが、対象魚

の処理で良好な殺菌・不活化効果を示します。こ

数万尾に接種するのは容易な作業ではありませ

れに必要な装置は簡単な構造でよく、小型で安

ん。ブリ属およびヒラメを対象としたワクチン注

価であり、毎時 200 〜 500 トンの飼育排水の生

射装置が開発されています 22）。本装置には電気

菌数を 99.9% 以上減少させることができます 16）。

麻酔装置を組み込むことも可能です。注射時の麻

排水中に含まれる塩素の環境影響評価を行い、適

酔の効き過ぎによる死亡や逆に麻酔がかからない

切な運転条件を設定すれば、排水の殺菌処理が可

等の事故の防止に役立ちます。

能です。タンパク質を凝集させ加圧浮上などの処
理を行えば飼育排水の COD、SS、TOC、全リン

10．おわりに

量、全窒素量およびアンモニア態窒素量を減らす
水圏に生息する生き物は多種多様であり、魚類

ことが可能です。

のみならず、甲殻類をはじめ軟体動物、藻類さら

８．耐病系の選抜

にはプランクトンまでも研究の対象に入れれば、
多くの未知の病原体が存在すると考えられます。

34

病原体に感染しても生き残る個体が存在し、一

現在まで、主に産業的に被害の大きい魚類ウイル

般的には 10 世代で抵抗性を獲得した個体が優性

スや細菌、真菌、原虫を対象に研究が展開されて

となり生物は耐病性を獲得するようになります。

きましたが、非病原ウイルスや病原体の生態学的

魚類でも主要養殖魚種を対象に選抜育種が行われ

な研究が今後の課題です。同じ増養殖現場でも、
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施設の形態や規模の違いで、採用される対策が異

candidates of barﬁn ﬂounder using an ELISA

なります。また海面をそのまま利用する場合は、

system with recombinant protein of barfin

病原微生物に感受性の高い時期を避けるか、ワク

flounder nervous necrosis virus. Dis.Aquat.

チンを利用する以外に現実的な対処法がありませ

Org., 41: 219-223.

ん。今後新たな病原微生物に水産業が脅かされな

13）Yoshimizu, M. (2009) Control strategy for

いためにも、国内未侵入の疾病に対する防疫体制

viral diseases of salmonid ﬁsh, ﬂounders and

を整えると共に、国内でも未侵入の地域に対して

shrimp at hatchery and seeds production

は同様の対策を講じる必要があります。

facility in Japan. Fish Pathol., 44: 9-13.
14）渡邉研一・佐藤
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A 2

近年問題となっている種苗期の疾病とその対策について
国立研究開発法人 水産総合研究センター 増養殖研究所

病害防除部

西岡 豊弘

混合した精子を重層し、遠心処理後に精子を回収

はじめに

します。未受精卵では人工卵巣腔液と良く混合し

種苗生産過程で発生するヒラメのクドア症、

た後に静置し、未受精卵が沈殿した後に上清を除

ハタ類のウイルス性神経壊死症（Viral nervous

きます。精子、未受精卵ともに洗浄処理を３回繰

necrosis；VNN）、アワビ類のキセノハリオチス

り返し（図２）、人工授精により得られた受精卵

症および異体類のアクアレオウイルス感染症につ

を種苗生産に供します。配偶子の洗浄は受精率や

いて、感染経路や防除対策および研究の現状を紹

ふ化率に大きな影響を及ぼさず、配偶子洗浄後の

介します。

受精卵を用いた種苗生産において、VNN の発生
がないことを大型水槽を用いて量産規模で複数年

ヒラメのクドア症

にわたり確認しており、VNN 防除に有効である

ヒラメのクドア症の原因体は、粘液胞子虫の
Kudoa septempunctata（以下、クドア）で、筋肉
内にクドアが高密度に感染したヒラメを生食す

ことが明らかとなりました。

キセノハリオチス症

ると食中毒になり問題となっています。クドア

アワビ類のキセノハリオチス症は、感染貝の

の生活環は不明ですが、宿主のヒラメから放出さ

腹 足 が 萎 縮 す る こ と か ら Withering syndrome

れた粘液胞子が交互宿主に取り込まれ、その体内

（WS） と 呼 ば れ、 リ ケ ッ チ ア 目 の Xenohaliotis

で変態し放出された寄生体がヒラメに感染すると

californiensis［Rickettsia-like organism（WS-

考えられています（図１）
。ヒラメ生産場では用

RLO）］がアワビ類の消化管上皮細胞内に感染す

水の生海水とともに侵入した寄生体がヒラメに感

る細菌病で、日本では 2011 年にクロアワビで感

染すると考えられ、用水処理による防除効果を試

染が確認されています３）。本症は WS-RLO を含

験した結果、生海水を砂ろ過した後、紫外線照射

む感染貝の糞便を、未感染貝が経口的に摂取し感

（46mJ/cm2）処理により、感染を防ぐことが明ら

染し、感染が消化盲嚢に進行した重篤個体では消

かとなりました 。

化機能が低下し死亡に至り、国際獣疫事務局（O.

１）

ＶＮＮ
VNN は種々の海産魚で発生し、仔稚魚期
では死亡率が高いウイルス病で２）、種苗生
産での防除対策として、PCR 検査による親
魚選別、オキシダント等を用いた卵消毒お
よび電解や紫外線処理海水による飼育が有
効ですが、さらに高度に親魚からの垂直伝
播を防ぐため配偶子洗浄法をクエにおいて
開発しました。すなわち、精子では 60％パー
コール溶液を入れたチューブに人工精漿と
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図１ 種苗生産場 ・ 養殖場で想定されるクドアの生活環
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特

図２ 配偶子洗浄法

I.E.）のリスト疾病に指定されています４）。
感染の拡大防止のため、種苗生産には PCR 検
査による未感染親貝の使用や生産貝は PCR 陰性
を確認し放流されています。WS-RLO は培養で
きないため、感染貝を用いたバイオアッセイによ
り蒸留水や紫外線による殺菌効果が検討され、蒸
留水では 5 分間以上の処理により、紫外線では強
度が 30mJ/cm2 の処理により殺菌される可能性が
示されており５）、淡水による飼育器具の浸漬や用
水の紫外線処理が、水平感染の防止に有用と考え
られます。

２）西岡豊弘・藤本

宏・岡

雅一・有元

操（2009）

海産魚介類における種苗生産期の疾病発生状況
（2000 〜 2006 年度）
．水産技術、２、57 − 66．
３）Kiryu I., J. Kurita, K. Yuasa, T. Nishioka, Y.
Shimahara, T. Kamaishi, M. Ototake, N. Oseko, N.
Tange, M. Inoue, T. Yatabe and C. S. Friedman
（2013）First Detection of Candidatus Xenohaliotis
Californiensis, the Causative Agent of Withering
Syndrome, in Japanese Black Abalone Haliotis discus
discus in Japan. Fish Pathol., 48, 35-41.
４）Oﬃce Internationale des Epizooties (2015) Infection
with Xenohaliotis californiensis. In: Manual of

アクアレオウイルス感染症
異体類のアクアレオウイルス感染症は、マコガ

Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2012. World
Organization for Animal Health, Paris, pp. 511‒523.
５）西岡豊弘・釜石

隆・内村裕之・池上直也・桐生郁

レイ、ヒラメ、大西洋オヒョウなどの仔稚魚で確

也・湯浅

認され、ウイルスが肝臓や消化管に感染し大量死

蒸 留 水 お よ び 紫 外 線 の Candidatus Xenohaliotis

亡を引き起こす疾病です

。診断法として

６、７、８）

新たに RNA ポリメラーゼ遺伝子を増幅する RTPCR 法を開発し、発病が確認された機関の親魚
ヒラメを検査した結果、肝臓からウイルス遺伝子
が検出され、垂直伝播により感染する可能性が示
されました。今後、ウイルスの分離や薬剤による
不活化効果を検討し、防除対策の構築につなげた
いと考えています。

啓・嶋原佳子・乙竹

充・大迫典久（2015）

californiensis に 対 す る 殺 菌 効 果． 魚 病 研 究，50,
85-88.
６）一色

正・長野泰三（2011）合胞体形成を伴った

壊死を主病徴とするマコガレイ仔稚魚のウイルス学
的検討 :CHSE-214 細胞に発現した細胞変性効果と
その電子顕微鏡観察，香川試研報，12, 19-22.
７）西岡豊弘（2015）ヒラメ等における疾病防除対策
の現状と課題．豊かな海，35, 46-47.,
８）Blindheim S., A. Nylund, K. Watanabe, H. Plarre,
B. Erstad and S. Nylund (2015) A new aquareovirus
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種苗生産施設での疾病対策
ー 千葉県におけるアクアレオウイルス感染症発生事例とその対応状況 ー
千葉県水産総合研究センター種苗生産研究所
主任上席研究員

１．はじめに
千葉県では、過去にマコガレイ及びヒラメにつ
いて、種苗生産期間中にアクアレオウイルス感染
症（以下「レオウイルス症」）が発生し、大きな
被害を受けました（図 1）。
このため、平成 22 年度に「種苗生産における
アクアレオウイルス感染症対策講習会」を開催し、
講師としてお招きした三重大学生物資源学研究科
の一色 正准教授に講義をいただくとともに、本
県の状況報告や対策の検討を行いました。その後、
県内関係機関で検討を重ねて種々の対策を講じる
とともに、PCR 法による種苗のキャリア検査を
実施するなど対策を講じており、現在までのとこ
ろ千葉県では両魚種ともに同症の発生は見られて
いません。
今回は、当時の状況や対応について報告させて
いただくことで、関係機関における対策検討のお
役に立てれば幸いです。

富津生産開発室

深山 義文

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、眼球の水疱状突出が認められ（図 2）、異
常が発生した水槽では、その後一日あたり 1 〜
数％程度の死亡が続きました。（独）水産総合研
究センター増養殖研究所（当時）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、レオウイル
ス症は同時期に飼育していた水槽の半数程度に発
生したものの、水槽間での水平感染は起こらな
かったため、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
槽にレオウイルス症が発生しすべてを殺処分した
ため、自県卵による生産は皆無となりました。

図２ マコガレイ病魚の外観症状

図１ レオウイルス症発生前後の生産尾数

２．マコガレイの事例
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
に、ふ化後 20 日目頃以降、腹水症状や摂餌不良
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千葉県で発生したマコガレイのレオウイルス症
では、外観症状としての「眼球の水疱状突出」（水
疱は頭部、特に眼球付近に最も多く観察されまし
たが、背鰭や尻鰭にも観察されました）と、慢性
的な死亡が特徴的でした。
感染経路は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
なって免疫機能の低下を起こし体内のウイルスの
増加をもたらしたことや、タンニン酸処理による
粘着性の除去が受精卵への感染を助長した可能性
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が考えられました。このため、平成 22 年度以降
の生産では天然の成熟親魚を購入してホルモン打
注せずに採卵し、タンニン酸処理を行わずに卵管
理を行っています。卵の粘着性の除去を行わない
ことによりオキシダントによる卵消毒が困難とな
りましたが、この対応として、平成 24 年度から
は卵と精子の段階で 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。
また、平成 22 年度の生産開始前に給水系統や
水槽、床面等、塩素剤による大規模な施設消毒を
行うとともに、以後はゾーニングの徹底により水
平感染の防止に努めています。以上のような対応
により、平成 22 年度以降、レオウイルス症の発
生は見られていません。
しかし、平成 25 年度には天然の成熟親魚から
得た卵にもレオウイルス陽性反応が出ていること
から、天然海域に感染魚が存在していることは確
実と考えています。引き続き十分な警戒を続けて
いく必要があると思います。

３．ヒラメの事例
平成 22、23 年度に種苗生産研究所勝浦生産開
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。これ
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（図 3）、こ
れらの水槽ではその後 10 日前後の間に大量死亡
が発生し、累積死亡率は 80％前後あるいはそれ
以上に達しました。
（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
カ年には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例があった
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。
千葉県で発生したヒラメのレオウイルス症で

図３ ヒラメ病魚の外観症状

特

は、マコガレイの場合と異なり急性的な大量死亡
の発生が特徴的でした。
勝浦では、平成 22 年度に塩素剤による大規模
な施設消毒を行ったにもかかわらず翌 23 年度に
も再度の発症が見られたこと、また富津で別途生
産した非感染魚を勝浦に搬入して行った中間育成
中にも発症が見られたことから、感染経路として、
勝浦で継続して養成していた親魚からの垂直感染
や親魚水槽からの排水による水平感染が強く疑わ
れました。このため、勝浦生産開発室では、保有
していたヒラメ親魚を平成 23 年度末にすべて殺
処分するとともに、再度、施設の大規模な消毒を
行いました。なお、処分した親魚について PCR
検査を実施した結果、一部の個体の肝臓組織でレ
オウイルスの陽性反応が確認されています。
平成 24 年度以降、同室ではヒラメ中間育成を
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。

４．今後に向けて
千葉県の場合、ヒラメ、マコガレイのレオウイ
ルス症は親魚由来のものだったと考えています。
また、同症の発生当時、両魚種ともにオキシダン
ト海水による卵消毒や飼育水の UV 処理を行って
いたにもかかわらず発生を防ぎきれなかったこと
から、ウイルス性疾病対策の困難さを痛感しまし
た。
結果として、レオウイルス症の危険因子を排除
するため、ヒラメについては親魚の全数処分とい
う大きな犠牲を払いました。またマコガレイにつ
いては、入手タイミングがシビアな天然の成熟親
魚に依存した採卵方法に変更したため、採卵親魚
の確保に不安を抱えながら生産を行うことになり
ました。さらに両魚種に共通して、多大な労力を
要する施設の大規模消毒を実施しました。こうし
た代償を払うことにより、ようやくレオウイルス
症の発生を抑え込むことができました。
種苗生産段階でのレオウイルス症の発生を防止
するための現実的な手段としては、卵や精子の段
階でのウイルス検査や卵消毒等が有効と考えられ
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による生産を行う
べきだと考えます。また当然のことですが、ゾー
ニングや、作業員・資材等の消毒を徹底すること
で、万が一の場合にも水平感染による被害を最小
限にとどめる取り組みが必要です。
種苗生産段階でのウイルス性疾病の発生は、放
流の目標達成を困難にするのみならず、周辺海域
へのウイルス拡散の危険性という大きな問題をは
らんでいます。対策技術の高度化・確立に向け、
国を中心とした取り組みをこれまで以上にスピー
ドアップする必要があると考えます。
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種苗期疾病の発生及びまん延防止のために
国立研究開発法人 水産総合研究センター 増養殖研究所
病害防除部長

１．はじめに

森

広一郎

２．種苗期疾病の感染経路とその対策

近年の魚病被害額は 100 億円と推定されてお

まず種苗期の疾病の感染経路と必要な対策につ

り、給餌養殖の生産額に対する被害の割合は概ね

いてご紹介します。種苗生産過程で発生する疾病

4% 程度で推移しています。90 年代には、200 億

（主にウイルス病）の伝播には、垂直伝播と水平

円を超える魚病被害が発生していましたが、90

伝播の両方が深く関与しています。垂直伝播につ

年代後期よりワクチンの普及や防疫技術の進歩に

いては、種苗生産過程で発生する幾つかのウイル

より疾病の発生が減少し、その魚病被害額も大き

ス病で、親魚が主たる感染源になっていることが

く減少しました。種苗期の疾病においても、ウ

報告されています。一方、水平伝播では、現段階

イルス性神経壊死症（VNN）やクルマエビ類の

で想定される経路としては、①親魚候補として搬

急性ウイルス血症など、かつて猛威を振るった疾

入した天然魚からの感染、②親魚育成用の餌料と

病に対する防疫技術が進歩し対策が講じられ、魚

して使用される天然魚介類から親魚への感染やそ

病被害は減少しました。その一方で、国際水生動

の餌自体による施設の汚染及び③天然魚から放出

物衛生規約に定められた疾病（国際獣疫事務局

されたウイルスが混入している沿岸海水を飼育用

（OIE）リスト疾病）であるアワビのキセノハリ

水として導入することによる親魚や種苗の感染が

オチス感染症の発生や、以前より異体類で散見さ

想定されます（図 1）。種苗期の疾病対策としては、

れていたアクアレオウイルス感染症の全国的な流

これらの感染経路を遮断する対策を講じる必要が

行、さらには農林水産
省令で定める疾病（特
定疾病）であるレッド
マウス病がサケの増殖
現場で発生するなど、
依然として魚病被害は
増養殖業の大きな問題
となっています。ここ
では、種苗期の疾病対
策について取りまめる
とともに、魚類防疫に
係わる法律やガイドラ
インなど責任ある栽培
漁業を推進する上で留
意すべき点について紹
介します。
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あります。具体的には、垂直感染に対しては、①

疾病が発生した際の届出や知事による移動制限や

ウイルス感染を検出する手法に基づく親魚の選別

消毒命令の実施などの規則が定められています。

やオキシダントなどによる卵消毒、また新たな試

一方、輸入防疫については、「水産資源保護法」

みとして人工授精前の未受精卵と精子を洗浄する

の中で輸入に伴い省令で定める疾病（前述の特定

配偶子洗浄法を対策として講じます。水平感染に

疾病と同じ）の侵入、国内まん延を防止する規則

対しては、②ウイルス汚染の無い安全な親魚用飼

が定められています。対象となる水産動物の輸入

餌料の使用、③沿岸海水からのウイルスの汚染を

に際しては、農林水産大臣の輸入許可が必要です。

防除するためのオキシダントあるいは紫外線を用

また、平成28年 1 月27日付けで、これら施行規

いた飼育用水の殺菌を対策として講じます。これ

則の一部を改正する省令が公布されており、これ

以外にも飼育密度などの飼育環境を再考した適切

により特定疾病が現在の 11 疾病から 24 疾病に

な飼育や水槽、器具、手足の消毒など飼育管理、

なるなどの改正が行われました。国内の魚類防疫

衛生管理の徹底が必要です。なお、②の対策は、

についてはこの他、「キセノハリオチス症防疫対策

VNN の事例では親魚の餌となるマアジなどの天

ガイドライン」
（平成23年７月 14 日付け畜水産安全

然魚からもウイルスが検出されていることから、

管理課長通知）や「養殖ヒラメに寄生した Kudoa

親魚の餌として生餌を使用せず、安全な配合飼料

septempunctata による食中毒の防止対策」（平成

を使用していくことが対策として望まれます。

24 年 6 月 1 日付け水産庁増殖推進部長通知）で、

特

該当疾病に関し対象となる水産動物の種苗生産、

３．責任ある栽培漁業を推進するため
に留意すべき点

放流に際し防疫対策の実施が求められています。
次に魚病の治療等に用いる水産用医薬品の使用
に関する法令ですが、こちらでは「医薬品、医療

次に魚類防疫に係わる法律やガイドラインなど責

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

任ある栽培漁業を推進するために留意すべき点に

る法律」（旧薬事法）において、承認を受けた水

ついて表 1 にまとめました。まず、国内の魚類防

産用医薬品について、その効能・効果の対象となっ

疫に関する法律ですが、国内の養殖水産動植物に

ている水産動物、用法・用量、使用禁止期間・休

重大な損害を与える特定疾病のまん延防止や養殖

薬期間・水揚げ禁止期間、及び使用上の注意を守っ

漁場の自主的な改善の促進など持続的な養殖生産

て使用することが定められています。これら水産

の確保を図ることを目的とし「持続的養殖生産確

用医薬品の残留基準については、「食品衛生法」

保法」が制定されています。この法律では、特定

の中で一定量を超えて残留する食品の販売を禁止

表１ 魚類防疫関連法律等 （種苗期疾病に係わるもの）
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する制度（ポジティブリスト制度）が設けられて

生は減少したものの、新興感染症や海外から侵入

おり、現在は全ての薬品が規制の対象となってい

したと思われる海外伝染病の発生が後を絶たない

ます。また、国際的な魚類防疫に関しては、我が

現状です。海外伝染病について言えば、水産動物

国は世界の動物衛生の向上を目的とした政府間機

の世界的な貿易が盛んになり、それに伴い海外か

関である OIEに加盟していますので、OIEリスト

らの新たな疾病が持ち込まれる機会も増している

疾病の拡散防止のため、該当する疾病が発生した

ように思われます。海外からの養殖種苗・魚卵の

場合などは直ちに報告を行わなければなりません。

導入や活魚や活貝での食品の輸入を極力行わない

留意すべき点の最後になりましたが、放流種苗

のが良く、関連法律に従い管理を徹底していくこ

による天然海域への病原体の拡散を防止する目的

とが必要と考えています。一方で、生産の現場で

で、
「防疫的見地からみた放流種苗に関する申し

は、適切な飼育管理、死亡魚の速やかな取り上げ

合わせ事項」が栽培漁業技術開発推進事業全国協

など日常の衛生管理の徹底はもちろんのこと、飼

議会で設定されています。この中で責任ある栽培

育魚の異常が認められた場合は、図 2 の通り、都

漁業を推進するために栽培漁業に携わる機関は、

道府県の水産試験場の魚病担当者等に速やかに診

放流種苗による天然海域への病原体の拡散を防止

断を依頼するなど、疾病の早期発見とそれによる

する義務があり、①飼育管理技術による疾病防除

速やかな措置を行うことが重要です。都道府県の

対策、②病原体の蔓延防止対策、③放流種苗の取

水産試験場は、依頼診断を通じ、いち早く地域で

り扱いに関する留意事項などがまとめられてお

の新たな感染症の流行を把握することが可能とな

り、これらを遵守することが求められています。

り、疾病の国内他所への蔓延防止や早期の適切な

以上説明しました通り、責任ある栽培漁業を推

対策の構築に大きく貢献します。また水産試験場

進するためには、国内防疫に係わる法律やガイド

において不明となった疾病あるいは OIE リスト

ライン、水産用医薬品の使用と残留に関する法律、

疾病や特定疾病の疑いのある疾病については、増

国際的な防疫規約、及び栽培漁業に携わる機関で

養殖研究所において原因究明や確定診断がなされ

取り決められた申し合わせ事項に留意し、これら

る体制が取られています。

を遵守していく必要があります。

このような体制により、新たな感染症の流行を
早期に掌握し、増養殖研究所のみならず関係水産

４．おわりに

試験場や大学の専門家と連携した対策研究を実施
し、速やかに対策を構築していくことが魚介類の

種苗期疾病の発生及びまん延防止について紹介
しましたが、防疫技術の進歩により重大疾病の発

疾病の発生及びまん延防止に重要であると考えて
います。

図２ 我が国の魚類防疫体制
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（第２部）種苗生産機関技術研修会

特

B 施設の有効利用と省エネ・低コスト対策

施設の有効活用による二枚貝生産の取り組みについて
国立研究開発法人 水産総合研究センター 日本海区水産研究所
資源生産部長

崎山 一孝

アサリやイワガキの養殖では，大量の稚貝を低

低コストで生産する技術開発に取り組んだ（山口

コストで生産する技術が必要とされている。近年，

県水産研究センター）。また、エビ養殖池跡地に

クルマエビ養殖場や養殖場跡地，既設の大型水

殻長 6.2 〜 10.7㎜の稚貝 36.8 万個をカキ用の養

槽を有効活用し、さらに、魚介類の種苗生産水槽

殖カゴと網袋に収容設置し、施肥を行わないで潮

の排水に含まれる植物プランクトンや有機物をア

位の干満を利用して池内の海水交換を行い、自然

サリやイワガキの餌料に利用することで，二枚貝

海水中の餌だけで稚貝を放流サイズまで育てる

稚貝を低コストで大量に生産する技術の開発が進

技術の開発を行った（熊本県水産研究センター）。

められている。その一つとして、攻めの農林水産

イワガキでは、アサリと同様に屋外大型水槽を利

業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業におい

用して、大量の付着稚貝を省力的に生産する技術

て、複数の研究機関と種苗生産機関が共同で「セ

と、養殖稚貝として出荷するまでの生残率を高め

ミスマートな二枚貝養殖技術の開発と応用」に参

るために、従来、海面で行っていた中間育成を陸

画し、栽培漁業センター等が保有する既設の大型

上水槽で行う技術の開発に取り組んだ（佐世保市

水槽を有効活用し、二枚貝稚貝を低コストで大量

水産センター）。イワガキの中間育成の技術開発

に生産する技術を開発した。この研究課題の対象

では、他の魚介類飼育の排水に含まれる大量の植

種はトリガイ，アサリ、イワガキであり、新たな

物プランクトンと有機物を稚貝の餌に利用するシ

技術として①トリガイの垂下養殖に適した水深を

ステムの開発を行った。

リアルタイムで把握し，成育に適した水深に移動
させる技術、②クルマエビ養殖場でアサリを生産

開発した技術の概要

する複合養殖技術、③既存施設や未利用資源（飼
育排水）を有効活用し，アサリ，イワガキ種苗を

陸上大型水槽を利用した殻長 2 ㎜サイズの稚

低コストで大量に生産する技術が開発されたの

貝の生産では、26 年度は平均殻長 2.1㎜を 1,650

で、ここでは、
「アサリとイワガキの低コスト大

万個、27 年度は 12 月の時点で殻長 0.2 〜 2 ㎜を

量生産技術」を紹介する。

1,700 万個の飼育に成功した。この方法でアサリ
を生産すると、生産単価は従来の 1 kl 水槽を用い

技術開発の方法

た方法の 1/9（0.014 円 / 個）となり、大幅な低
コスト化が図られた。養殖に利用する 20 ㎜サイ

養殖や放流用の二枚貝稚貝（アサリ、イワガキ）

ズの稚貝生産では、26 年度は平均殻長 18 ㎜の稚

を低コストで大量に生産するために、多大な経費

貝を 1,100 万個（11 kl ）、27 年度は平均殻長 19 ㎜、

と労力を要する餌の培養、給餌作業を大幅に削減

1,000 万個（16 kl ）の生産に成功した。また、稚

する技術の開発に取り組んだ。アサリでは、陸上

貝の生産単価は 250 円 /kg（約 0.33 円 / 個）であり、

大型水槽を利用して着底稚貝（殻長 2 ㎜）を生産

放流用として流通している天然アサリよりも安い

し、この稚貝を用いて、エビ養殖の遊休池を有効

金額で生産することが可能となった。屋外池で植

利用して、施肥により池の中に直物プランクトン

物プランクトンを発生させ濃度を維持するため

を大量に発生させ、20 ㎜サイズの稚貝を大量に

に、肥料（発酵鶏糞）を 600 〜 1,200kg（海水ト
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ンあたり 27 〜 53 g）/ 週の頻度で散布することで、

池跡地を有効利用してアサリ稚貝を大量に低コス

アサリの成長が期待できる 4 〜 8 月に十分な量の

トで生産する技術が開発された。生産した稚貝は

植物プランクトンを維持できることがわかった。

垂下養殖や干潟域での養殖、放流に利用され、天

また、屋外池の栄養塩と植物プランクトン量（ク

然稚貝に依存しないアサリの養殖と稚貝放流の実

ロロフィル濃度）の動態、海草や他生物の生息状

施が可能になった。人工生産した稚貝を養殖や放

況を調査したところ、池の中に繁茂する海草に栄

流する場合、稚貝の販売単価が問題となるが、開

養塩が利用され、また、発生した植物プランクト

発した技術で生産したアサリ稚貝は、現在、放

ンが動物プランクトンやアナジャコなどの小型甲

流用として流通しているアサリの販売価格（現在

殻類に摂食される割合が高いことが判明した。そ

400 〜 500 円 /kg）よりも安く、殻長 2 ㎜サイズ

こで、生産開始前に海草や他生物の除去を徹底し、

で 0.014 円 / 個、10 〜 20 ㎜ サ イ ズ で は 250 円 /

フィルターを設置するなど海水注水方法の改良を

kg（約 0.2 円 / 個）であることから、各地の養殖

行ったところ、海藻の繁茂と他生物の混入が軽減

や放流の事業の推進に大きく貢献すると考えられ

された。潮位の干満差を利用して池の海水を交換

る。

し、海水のみでアサリ稚貝を生産する技術では、
10 月に殻長 6 〜 11 ㎜サイズの稚貝を池に収容す

稚貝を生産技術と、養殖可能なサイズまで高い生

ると、
翌年 1 月には平均殻長 10 〜 20 ㎜に成長し、

残率で育成する技術を開発した。特に、魚介類の

稚貝の生残率は約 80% と高く、生産した稚貝は

飼育排水を稚貝の餌料に利用する技術では、80

養殖や放流に利用できることがわかった。この生

万個のイワガキを飼育するために毎日 200 kl の排

産方法では、カキ用の養殖カゴや網袋を用いるの

水を利用するが、これを市販の植物プランクトン

で収穫作業は容易であった。

で賄うと 100 万円の経費を要するので、開発し

イワガキ稚貝の生産では、屋外の陸上大型水槽

た技術による経費低減効果は非常に大きい。また、

を利用した付着稚貝の種苗生産技術と、甲殻類や

この技術は、日本各地にある種苗生産機関で利用

魚類の飼育排水を稚貝の餌に利用し陸上水槽で養

可能であり、今後の普及利用が期待される。

殖用稚貝を生産するシステムを開発した。これに

本研究課題では、アサリとイワガキについて、

より、従来の海面飼育では死亡率が 40％と高かっ

陸上大型水槽とエビ養殖池跡地、魚介類飼育排水

たが、これを 2% 程度に大幅に低下させることに

を有効利用した生産技術を開発し生産コストの低

成功した。2 年目は装置の改良に取り組み、殻高

減に成功した。しかし、これらは個別した技術で

15 ㎜以上の稚貝 80 万個の生産に成功し、達成目

はなく、それぞれを組み合わせることにより、よ

標を大きく上回った。イワガキ稚貝の餌となる植

り生産性が向上し、各機関が保有する施設設備に

物プランクトンを粗放的に大量に培養する技術の

応じて様々な生産スタイルに発展させることが可

開発では、魚類飼育で生じる有機物等を利用した

能である。本研究で開発した技術が、国産アサリ

培養に成功し、甲殻類飼育を利用する場合より早

の大量生産、アサリ漁場や潮干狩りの復活、イワ

期（5 月）の培養が可能となった。これにより、

ガキ等の高級二枚貝の生産販売の拡大に貢献する

生産時期が早いマガキにも対応することができる

ことを期待したい。

ようになった。さらに、培養槽に藻食性魚類を混
養することで、大型藻類の繁茂を 7 カ月間抑制す
ることができた。これにより、従来欠かせなかっ
た大型藻類の除去作業が必要なくなり、さらなる
省力化に成功した。最終年度には、生産効率の向
上と、省力化により、生産コストを従来の 4 分の
1 以下に削減した。

技術開発の成果と今後の取り組み
本研究により、既設の屋外大型水槽やエビ養殖

44
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B 2

施設の有効活用によるアサリ稚貝の低コスト・大量生産技術
山口県水産研究センター内海研究部

栽培増殖グループ

専門研究員

岸岡 正伸

ン）は、7 カ月後に 15 トンに増加し、高歩留り

はじめに

で稚貝が定着・成長することを確認しました。

アサリの人工稚貝は元来、寄生虫や有害生物の
混入していない安全な稚貝を比較的安定的に供給
できるというメリットがあります。しかし、これ
まで大量に流通していた天然稚貝なみに大量かつ
低コストに生産できないため実用化に至っていま
せん。この問題を解決するため、まず 2 ㎜稚貝を
生産水槽の大型化などによって低コストに大量生
産し、この 2 ㎜稚貝を広大な池に移植して漁業者
の利用可能な 20㎜まで大量育成する技術開発を
行ってきました。

研究成果

図１ 移植区域内のアサリ総重量と総個体数

育成のポイント

2 ㎜稚貝は（公社）山口県栽培漁業公社で毎年

池では春から初夏にかけてさまざまな甲殻類・

1,700 〜 1,900 万個を生産し、飼育水槽の大型化

魚類の卵稚仔が海水とともに侵入し、急速に成長

や粗放的に培養した餌料プランクトンを活用する

します。またこの時期はアサリの餌となる植物プ

ことで生産工程を簡素化し、生産コスト（直接費）

ランクトンも大量に発生します。このため、2 ㎜

を従来の 0.13 円/個から 0.015 円/個に削減しま

稚貝をできるだけ早く 20㎜サイズに成長させる

した。

ために 3 月中に移植します。稚貝の移植は 1㎡あ

これらの稚貝を 3 月に内陸型の遊休池（面積
1.5ha）に移植し、9 カ月後に歩留り 60 〜 70％で

たり 3,000 〜 3,600 個の密度で均一に散布します
（写真 1）。

20㎜前後（1,200 万個、16 トン）に育成できるこ
とを確認するとともに、たい肥（発酵鶏糞）を肥
料に使用することでコストを大幅に削減しました
（図 1）
。さらに、前事業（農林水産業・食品産業
科学技術研究推進事業、平成 23 〜 25 年度）で
実施した築堤式のクルマエビ遊休池（0.5ha）と
比べると、より広大で独立性の高い内陸型の池で
も、雑藻繁茂や食害・競合生物をうまく制御すれ
ば、安定生産が十分可能であることを確認しまし
た。また、26 年 3 月に漁場展開した稚貝（7.8 ト

写真１ ２㎜稚貝の移植
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池でアサリを育成するためには、施肥やアサリ
以外の植物プランクトン食者の制御によって餌

海水交換能力を備えており適しています。また、

料となる植物プランクトンを安定的に維持するこ

干拓地の海面に面した休耕田などは、埋め立てた

とが重要です。昨年度から使用している格安のた

場所を昔の干潟の地盤高まで掘下げてしまえば利

い肥（全窒素量 3.5 〜 3.7%）は、少なくとも毎

用可能な池になると考えられます。例えば 100m

週 600 〜 1,200㎏（27 〜 53g/海水 kl ）を散布す

× 200m の独立した池が隣接して 4 面あると少人

る必要があります。施肥により、4 月から 7 月に

数で船舶による管理が可能となり理想的です（図

かけて池の海水が緑色に着色し、3 月に池入れし

3）。

た 2 ㎜稚貝は撹水機による流れの十分ある場所で

アサリは世界的に見て養殖生産が主流になって

は、7 月までに 18 〜 20㎜に成長します。また、

います。我が国においても天然アサリ資源が減少

池の水が着色していると、池底ではアオサなどの

する中、国産アサリを養殖生産可能な体制づくり

雑藻も繁茂しにくくなります。

が食の安心・安全を確保するためにも必要である

さらに、主として雑藻防除を目的に幅 1.3m の
小型底びき網を週 3 〜 4 回程度、箱船で 1 時間
ほど引き回し、海底をかく乱しながら網にかかる
夾雑物を除去します。

と考えています。
この研究は、農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センターが実施する
「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊

なお、26 年度に生産したアサリは、試作した

急展開事業（うち産学の英知を結集した革新的な

曳走式の噴流ジョレンを用いて 5 日間で 5.2 トン

技術体系の確立）､ セミスマートな二枚貝養殖の

回収し、県下各地のアサリ漁場に保護放流しまし

開発と応用」により実施しました。

た。

技術の活用方向
開発した稚貝生産技術は、①池を干しあげて耕
耘し育成環境を整える、②種苗をつくり池にまく、
③施肥して雑藻・有害生物を排除する、④機械的
に収穫する、といった農作業に近いプロセスを実
施するもので、規模の大型化・機械化が可能で、
規模の大型化に伴い収益性も高くなります。
この技術を用いて民間企業においてアサリ稚貝
生産事業を行うのであれば、管理職員を含めた人
件費を 1,500 万円（収益の 30 〜 40％）確保する
ために年間 4,000 万円の販売収入が必要になると
試算しています。この収入を 20㎜稚貝販売で得
ようとすれば、販売単価を 400 円 /kg として 100
トン（6,700 万個）の稚貝を回収・販売する必要
があります。今の回収方法では池の稚貝を 50％
程度しか回収できないので、200 トンの稚貝を育
てなければなりません。これまでの最大生産密
度は 3 kg 円 /㎡ですので、育成に必要な池面積は
6.7ha、余裕を見て 8ha の池面積が必要になりま
す。また、2 ㎜の稚貝を年間 2 億個生産するため
の陸上池や採卵等に使用する施設が必要になりま
す（図 2）
。
このような施設としては、遊休化したクルマエ
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特

B 3

魚介類の飼育排水を利用したイワガキの種苗生産について
佐世保市水産センター
係長

シングルシードで

新山 洋

種苗生産水槽（有効水量 250 kl ）です。この水槽
からは、毎日 200 kl のエビ汁が排出されており、

佐世保市水産センターでは、イワガキの種苗生

その中に含まれるプランクトンの量は、当セン

産コストを下げるため、稚貝を陸上水槽で飼育す

ターが専用の培養室で培養しているプランクトン

ることに取組んでいます。生産しているイワガキ

の 70 倍量に匹敵します。このエビ汁を使ってイ

は、シングルシードと呼ばれるタイプのもので、

ワガキの稚貝を陸上で飼育すると、海面で飼育す

稚貝が一個一個ばらばらになっています。作り方

るよりも早く成長させることが出来ます。

は、付着期幼生をプラスチック製のコレクターに
一度付着させ、稚貝がある程度大きくなってから
はく離する方法（長崎県総合水産試験場考案）を
とっています（スライド１）。

スライド 3 のように、稚貝が付着したコレク
ターを海面筏に垂下して飼育を行うと、コレク
ターの隙間が狭いため、コレクターの中央付近に
付着した稚貝は餌不足となります。ところが陸上
従来、イワガキ稚貝の飼育は、餌となる植物プ

水槽で飼育を行うと、餌の濃度や飼育水の流れを

ランクトンの大量確保が困難であったため、海面

自在に調整できるため、全ての稚貝に十分な餌を

筏に沖出しをして飼育してきました。しかし、海

食べさせることが出来、コレクター 1 枚から得ら

面筏での飼育は、飼育篭や稚貝の汚損、ヒラムシ

れるはく離稚貝の数と大きさが著しく向上しました。

やカニ、魚による食害など、多くの問題を抱えて
いました。その点、陸上飼育は、餌さえ確保でき
れば、これらの問題を一気に解決することが出来
ます。当センターでは、エビの飼育排水（通称：
ブラウンウォーター

以下エビ汁という）に植物

プランクトンが大量に含まれている点に着目し、
それまで廃棄していたエビ汁を餌に、陸上で「安
く」
「大量に」
「楽に」生産する技術を開発しました。

エビの種苗生産水槽から
スライド２は、当センターが保有するエビの

このようにして、大型のはく離稚貝を多く得る
ことが出来るようにはなりましたが、はく離稚貝
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を網篭に入れて海面筏に沖出しをすると、やはり

エビ汁を利用できる期間は、エビの生産時期であ

以前のように半分近い稚貝が食害などによって減

る 7 月から 10 月に限られます。ところが多くの

耗してしまいました。

二枚貝は 5 月から種苗生産が始まりますし、エビ

そこで、はく離稚貝を引続き陸上水槽で飼育す

の飼育をしていない機関では当然エビ汁は利用で

ることを試みました。そのためには、陸上で飼育

きません。そこで、エビの飼育に頼らずに、ブラ

するための装置を開発する必要がありました。市

ウンウォーターを作ることを試みました。エビの

販のアップウェリング水槽を参考に、より低コス

代わりに使ったのは、当センターが種苗生産して

トかつ簡易なものを目指して作製したのがスライ

いるカサゴの稚魚です。スライド６のように、水

ド４の装置です。ホームセンターで入手可能な、

槽に小割の網生簀を張り、5 月から飼育を開始し

漬け物樽（50リットル）と樹脂製の植木鉢（29リッ

たところ、4 日目には濃いブラウンウォーターが

トル）
、塩ビパイプ（VP20）で作製しました。ス

出来上がりました。日々の管理は、1 日に 1 回、

ライド４右上の写真のようにセットして、赤色の

配合餌料と肥料をまくだけです。ところが、連続

バルブからエビ汁を混ぜた海水を注水すると、植

培養が長期間におよぶと水槽の壁面等にアオノリ

木鉢の底から水が上がってきて、塩ビパイプから

のような大型の藻類が繁茂しました。ちぎれた大

排水されます。植木鉢の中に、はく離稚貝 6,000

型藻類は、イワガキ給餌用パイプを目詰まりさせ

個ほどを収容すると、順調に成長させることが出

るので、それを毎日取り除く必要がありました。

来ました。

また、大型藻類の繁茂は、植物プランクトンの増
殖にとってもマイナスです。対策として、藻食性
の強いイスズミやアイゴ、メジナなどの魚類をこ
の水槽の中に泳がせると、水槽に生えてくる大型
の藻類を、きれいさっぱり食べてくれることが分
かりました。ちなみに、藻食性魚類としてボラを
入れると、肝心な植物プランクトンも食べてしま
うのでご注意ください。

この装置を 2 ｍ× 5 ｍのコンクリート水槽に並
べて水中ポンプで海水を循環させたものがスライ
ド５になります。このシステムで、はく離稚貝を
4 週間飼育して沖出ししたところ、生残率 98％
を達成し、15㎜サイズの稚貝 80 万個を生産する
ことが出来ました。

おわりに
陸上飼育のメリットは、省力化と効率化です。
今回の技術開発により、餌料コストと人件費を抑
えながら増産できたことで、15㎜サイズの稚貝 1
個当たりの生産コストを、従来の 10.6 円から、2.4
円まで削減することが出来ました。また、エビの
飼育が必須であった植物プランクトンの連続大量

ブラウンウォーターをつくる
陸上飼育の要となる餌（エビ汁）の確保ですが、
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特

B 4

閉鎖循環飼育システムの概要と各栽培漁業関係施設への導入事例
国立研究開発法人 瀬戸内海水産研究所増養殖部閉鎖循環システムグループ

山本義久・今井

正・森田哲男

（研）水産総合研究センター

特長は、泡沫分離処理系と生物ろ過処理系の２つ

瀬戸内海区水産研究所増養殖

の系統内での処理回転率を高め処理効率を向上さ

部閉鎖循環システムグルー

せる工夫をしています。

プ（以下、瀬戸水研屋島）で

２．閉鎖循環飼育の有効性の検証と
導入事例

は、 開 発 し た 泡 沫 分 離 装 置
（写真 1、特許5130428号）及
び高効率生物ろ過装置（特許

閉鎖循環飼育システムの特徴は、水を換えない

4670087号）等で構成する閉
鎖循環飼育システムを用い、

飼育が出来ることから、省エネルギー、高生産

高生産性・疾病防除・省エネ

性（低塩分飼育・高密度飼育）、外部リスク回避

化等の有効性を県の試験機関 写真１ 水研開発の
に技術移転を進行中です。

泡沫分離装置

（疾病防除）、環境保全（廃水ゼロ）等の有効性が
提唱されています。本システムを普及型の基本シ
ステムとして全国の水産試験場及び栽培漁業セン

１．閉鎖循環式種苗生産システムの構成

ター等と共同研究を実施し、海産魚類の種苗生産・
親魚養成・養殖・ワムシ培養などの各分野に適し

瀬戸水研屋島では、飼育研究者が独自に閉鎖循

たタイプを用い実証試験及び有効性の検証を行っ

環飼育システムに必要な高性能、省メンテナンス

ています（表 1）。

の浄化装置について開発を行っています。

①

省エネルギー効果（閉鎖循環式親魚養成の事例）

本システムは、泡沫分離装置＋生物ろ過装置＋

トラフグ親魚養成での早期採卵のための冬季

紫外線殺菌装置＋受け水槽＋循環ポンプのみであ

の加温費の削減を目的とした省エネルギー事例

り（図 1）
、これまでの陸上養殖に用いられてい

では、大きな省エネルギー効果が試算されまし

たものよりも単純化されています。本システムの

た。消費カロリーは、閉鎖循環飼育の導入により

表１ 瀬戸水研屋島が連携している水産研究機関等と閉鎖循環飼育システム
を用いた実証事例

図１ 水研開発の閉鎖循環飼育
システム
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87.9％削減が実現できることが
判明しました
（図 2）。また、山口
県栽培漁業公社に閉鎖循環シス
テムを導入した成果では、年間
130万円前後の燃油経費削減が実
現しています。また、かごしま
豊かな海づくり協会では人工カ
ンパチ種苗の 5㎝から10㎝まで 図２ トラフグ親魚養成での冬季の
加温時における省エネ化の事例
の中間育成時に導入し、換水率
を75％削減が可能となり、省エ

写真２ 鹿児島県に設置した閉鎖循環飼
育システム

ネ化が図れる可能性が示されました（写真 2）。

で VNN 防除が出来、閉鎖循環飼育の疾病防除が

②

実証されました（図 4）。

高生産性（低塩分条件での閉鎖循環式種苗生

この様に本システムを用いて閉鎖循環飼育の有

産事例）
沿岸魚種の多くは、低塩分条件が適し、広島県

効性を各県の水産研究機関と綿密な連携を組んで

立総合技術研究所水産海洋技術センターと共同研

実証出来ましたことは、本研究成果が産業普及に

究を実施し、カサゴの閉鎖循環式種苗生産事例で

繋がる大きな第一歩を踏み出したと考え、今後の

御堂岡らが低塩分条件で、閉鎖循環飼育と掛け流

波及効果に期待したいです。

しの流水飼育の比較試験を実施し、閉鎖循環飼育
の方が生残率は 1.6 倍になりました（図 3）
。同じ
低塩分条件にもかかわ
らず、閉鎖循環飼育の
方が好成績であります
ことは、低塩分効果の
みならず閉鎖環境条件
がもたらす何らかの有

図３ カサゴ低塩分種苗生産での
効性が示唆され、興味
流水飼育と閉鎖循環飼育の
生残率の比較
深いです。

③

写真３ 沖縄県に設置した半閉鎖循環式養殖システム

高生産性（超高密度閉鎖循環式養殖事例）
閉鎖循環飼育では、工場生産の様に高生産性が

求められ、その飼育密度は 100kg/kL 以上が淡水
魚の閉鎖循環式陸上養殖の世界基準です。海産魚
の高密度養殖の可能性をヤイトハタについて沖縄
県栽培漁業センターと共同研究を実施し、現在、
最大 190kg/kL の超高密度養殖の半閉鎖循環式陸

写真４ 香川県に設置した完全閉鎖循環式種苗生産システム

上養殖の実証試験を進行中であります（写真 3）。
④

疾病防除（閉鎖循環式種苗生産での VNN 防
除の事例）
閉鎖循環飼育では台風津波などの自然災害や病

気等の外部リスク回避効果が期待されます。香川
県栽培漁業センターではこれまでに VNN の猛威
でキジハタ種苗が全滅し生産出来なかった事例が
頻発しました。そのためキジハタの VNN 防除を
目指し共同研究を実施し、瀬戸水研屋島が開発し
た普及型の閉鎖循環飼育システムを香川県栽培漁
業センターに設置した結果（写真 4）、7 年間連続
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特

B 5

閉鎖循環システムによるワムシ連続培養
ー マコガレイ稚魚の放流とアマモ場造成
国立研究開発法人 ー
水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所
増養殖部閉鎖循環システムグループ

ワムシの培養効率化と安定化めざし

森田 哲男

した結果、平均収穫数は 17.0 〜 17.2 億個体/日
で、流水式の 16.5 〜 17.2 億個体/日と同等でした。

種苗生産における仔魚の餌として重要なシオミ

システム内には硝酸の蓄積は生じるものの、有害

ズツボワムシ（以下、ワムシ）の培養効率化と安

な非解離アンモニアの蓄積や水中懸濁物は流水式

定化を目的にワムシ収穫後の廃水を浄化処理して

培養と同じレベルに維持できました。

再利用する閉鎖循環式連続培養システム
を開発したので紹介します。本システム
は 1KL アルテミアふ化水槽 2 基と 500L
生物ろ過水槽 2 基、泡沫分離器、循環ポ
ンプ及び収穫用の水槽で構成されました
（写真 1、図 1）。
本システムを用いて S 型ワムシ八重
山株を水温 25℃、塩分 26psu（人工海水）、
循環水量 650ℓ/日の条件で 25 日間の培
養実験を行って従来の流水式培養と比較

写真１ 閉鎖循環式連続培養システムの外観

図１ 閉鎖循環式連続培養システムの模式図
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図２ システムを用いた様々な条件下での収穫量の比較

さらに、本システムは幅広い水温、塩分、飼育
密度に対応可能で、1 日当たりの平均収穫量は、
最大で 35 億個体でした（図 2）
。本システムでの
廃水量は 20ℓ/日程度（ワムシの抜き取り分

また、培養水に人工海水粉末を用いることで省
エネや疾病防除、異なる株種の混入防止などの効
果および内水面での活用が期待されます。

も含む）で流水式の約 1/30 となり、大幅な
廃水削減が可能となりました。
以上のように実験用システムを用いて実
験を行ってきましたが、既存の水槽、ろ材、
ポンプ、泡沫分離装置を組み合わせれば、
様々なバリエーションのシステムが簡単に
できてしまいます（図 3）。また、スケールアッ
プ、SS 型ワムシ（図 4）や L 型ワムシで導
入も可能であることがわかっており、本シ
ステムは様々な培養条件に適応可能です。

図３ 角型水槽を用いたシステム

図４ SS 型ワムシの培養システムと収穫量の推移

参考文献
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義久（2013）循環式培養システムを用いたシオ
ミズツボワムシの連続培養，水産技術，6（1）、
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【シリーズ】
第３回

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」

高水温条件下の藻場と暖海系アワビ類の変遷
ー暖海系アワビ類に対する海水温上昇の影響についてー
国立研究開発法人 水産総合研究センター 西海区水産研究所
主任研究員

１．はじめに

清本

節夫

３．高水温の直接の影響

筆者が主に調査を行っている長崎県沿岸では

暖海系アワビ類の分布の南限は九州本土の南岸

1990 年代後半以降藻場の変化が顕著である。特

であり５）、暖海系アワビに類別されているものの

に、アラメ・カジメ類の藻場からホンダワラ類の

高水温には適していないと考えられる。2013 年

1 種であるノコギリモクの藻場への変化、さらに

夏季は、九州西岸から山口県沿岸で記録的な高水

は、ノコギリモクも消失し小型海藻のみとなるな

温となり、表面水温が 30℃を超えた６）。そこで、

ど、比較的短期に藻場の状況が大きく変化してい

まず、このような高水温が暖海系アワビ類にどの

る 。このような変化の背景には近年の海水温上

ような影響を与えるのか、これまでの飼育実験の

昇があると考えられる。そこで、海水温上昇とそ

結果から考えてみたい。

１）

れが引き起こす藻場の変化などが暖海系アワビ類
に及ぼす影響について考えてみたい。

これまでの知見で高水温は暖海系アワビ類の生
理状態に負の影響を与えるとされている。猪野は
暖海系アワビ 3 種の水温と心拍数の関係を調べ、

２．暖海系アワビ類について

30℃を超えると急激に減少し、33 ～ 34℃で停止
すると報告している５）。また、山元らはクロアワ

黒潮の影響下にある千葉県以南、および対馬暖

ビの換水量、酸素利用率、酸素摂取量を測定し、

流の影響を受ける青森県の日本海沿岸以南から九

28℃以上では高温障害が代謝機能に現れ始める

州沿岸にはクロアワビ、メガイアワビ、マダカア

と推測している７）。

ワビが生息する２）。ここでは小島氏に倣って、こ

クロアワビでは水温が上昇すると食べた餌の量

れらを暖海系アワビ類と呼ぶ 。この 3 種は生息

に対する成長量の割合（転換効率）が低下すると

水深が異なっており、クロアワビが最も浅く、次

報告されている８）。クロアワビを異なる水温で飼

いでメガイアワビで、マダカアワビが最も深い 。

育した結果では、水温の上昇とともに成長量は減

また、生息場所も違っており、神奈川県のアワビ

少し、27℃ではほとんど成長しなかった９）。筆者

礁でスキューバ潜水による漁獲の後、礁を解体し

が、水温別にクロアワビの摂餌量を調べた結果で

て船上に引き揚げて生息状況を調べた結果、生息

は、水温が 25℃を超えると水温の上昇とともに

するアワビのうち漁獲されたのは、マダカアワビ

摂餌量が減少する傾向があった（図 1）。これら

が 50 ～ 90％、メガイアワビが 20 ～ 30％、クロ

のことから 25℃以上になると、転換効率の減少

アワビが 10％であり、種により漁獲されやすさ

に加えて、摂餌量も低下することから、アワビ類

が違っていた 。また、移動行動の活発さも異なっ

の成長を抑制すると考えられる。

３）

２）

２）

ており、活発な方からクロアワビ、マダカアワビ、
メガイアワビの順であるとされている４）。このよ

４．高水温の間接的な影響

うな行動特性の違いが漁獲や環境変化の影響に種
間の差をもたらしていると考えられる。

海水温の上昇は暖海系アワビ類に直接影響を及
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もまた高水温時に多いとされる 13）。これらのこ
とから、水温の上昇は、植食動物の活動期間の延
長をもたらし、藻場の衰退に拍車をかけるととも
に、アワビ類の餌料環境悪化の引き金になると考
えられる。
アワビ類を捕食する動物、特に、稚貝を捕食す
る動物は多数知られ、マダコ、肉食性巻貝類、イ
図１ クロアワビの水温別平均摂餌量。 クロアワビ （平均
殻長 13.8cm） の４個体を用い、 水温を 19～30℃に
変化させて摂餌量を測定した。 餌料は塩蔵コンブを
用いた。 括弧の中の数字は測定回数を示す。

シガニ類・ヤドカリ類等の甲殻類、ヤツデヒトデ
をはじめとするヒトデ類、クサフグ等の魚類があ
げられる２）。これらの捕食者の多くは水温の上昇
とともに活動が活発となり、捕食するアワビの量
も増加する。また、捕食者が捕食できるアワビの

ぼすのみでなく、藻場や他の生物を介して影響を

サイズは決まっており２）、アワビが成長するとと

及ぼすことも考えられる。

もにこれらの捕食者から受ける影響は小さくなる

アワビの主餌料である大型褐藻類の生育上限水

と考えられる。上述の様に、高水温および藻場の

温は 27～31℃とされる６）。2013 年夏の九州西岸

衰退によりアワビの成長が悪化した場合には、捕

から山口県沿岸ではこの上限水温を超え、広い範

食者の食害を受ける期間が長期化することによ

囲でアラメ・カジメ類の消失が観察された

。

６, 10）

り、生残率が低下する可能性も考えられる。

過去、アラメ・カジメ類の藻場が消失した海域で

天然の当歳貝や放流直後の人工種苗がムラサキ

はアワビ類の漁獲量が急激に減少したことが知ら

ウニの下から見つかることから（図 3）、ムラサ

、高水温による藻場の消失はアワ

キウニの棘の間は捕食者からの隠れ場となってい

ビ類の餌料環境の悪化をもたらし、アワビ類の資

ると考えられる 14）。藻場造成においては除去の

源量の大幅な減少につながることが容易に推定で

対象となるムラサキウニであるが、海藻に影響が

きる。

出ない程度であればアワビ稚貝の好適な隠れ場と

れており

11, 12）

海藻を餌とする植食動物とアワビ類とは競合関
係にある。特に、ウニ類の密度が高い場合には磯

なる可能性もあり、過剰な除去には注意が必要で
ある。

焼けが持続し餌料環境が悪化する。九州西岸域に
おいて磯焼けの要因と考えられるウニ類のうち、
ムラサキウニとガンガゼ類の摂餌量は水温の上昇
とともに増加する（図 2）
。植食性魚類の摂餌量

図３ アワビ類当歳貝のすみ場。 上段はムラサキウニの
棘の下で発見された例、 下段はムラサキウニと無
関係の例。

５．漁場での藻場の変化とアワビへの影響
ここからは、実際の漁場でどのような変化が起
こったのかを長崎県五島列島北部に位置する小値
図２ ウニ類の水温別平均摂餌量。 ガンガゼとアオスジガ
ンガゼは殻径約４㎝の個体を、 ムラサキウニは殻
径約 4.5 ㎝の個体を用いた。
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賀町を例に見てみたい。小値賀町は古くからアワ
ビ漁が盛んな所であり、最盛期には 250名余りの
漁業者が年間 60 t を漁獲していたが、現在は数百

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

kg に減少している。小値賀町におけるアワビ類の

た。調査を開始した 2003 年には既にアラメ・カ

資源変動、特に漁獲の影響については堀井ら

ジメ類は消失しており、多くの場所がノコギリ

15）

が詳述しているので、ここでは 2000 年以降の藻

モクの藻場となっていた。2003 年と 2005 年は 6

場の変化とアワビの状況について紹介したい。

割以上の調査地点でアワビ当歳貝が発見され、メ

小値賀町沿岸においては 1990 年頃まではアラ

ガイアワビと思われる個体が多かった。一方、ノ

メ・カジメ類および多数のホンダワラ類から構成

コギリモク藻場も消失し、メガイアワビの漁獲量

される藻場が分布していた。その後、2000 年前

も急減した 2009 年以降は、当歳貝が発見される

後にアラメ・カジメ類が消失しノコギリモクが優

地点が半数にも満たないことが多く、発見される

占する藻場に変化した後、2008 年にノコギリモ

当歳貝の種類もクロアワビが占める割合が増え、

クの藻場も消失し、現在はほとんどの海域で小型

2014 年と 2015 年にはメガイアワビは発見されな

海藻のみが見られる状況である（図 4）
。この間、

かった。小値賀町においては、餌料環境の悪化は

2000 年前後からクロアワビとマダカアワビの漁

メガイアワビの再生産量の低下をもたらし、現在

獲量が減少し、一方でメガイアワビの漁獲量は

は加入を望めない状況にあるのかもしれない。

2007 年までは比較的安定していたが、2008 年に
急減し、現在では漁獲量の 95％以上をクロアワ
ビが占める状態になっている 16）。2006 年秋に行
われた成熟調査ではクロアワビ、メガイアワビと
もに成熟していたが、2008 年以降はクロアワビ
では雌雄の判定が可能であったのに対しメガイア
ワビではほぼ全ての個体で雌雄の判定ができない
状態であり、餌料環境の悪化が成熟阻害を生じさ
せている状況にあるものと考えられた 17）。

図５ 小値賀町地先におけるアワビ類当歳貝の探索地点
数と発見地点数 （上）、 及び 1 時間当たりの種別
発見数 （下）。

他の海域ではどうだろうか。長崎県下でまだ、

図４ 小値賀町地先における海底の様子。 2001 年のアラ
メ場 （左）、 及び 2015 年の小型海藻 （右）。

アラメ・カジメ類が残っている調査地の結果を

このような変化は、アワビの加入量にどのよう

を実施しているが、調査地点の多くで当歳貝が見

な影響を与えたのであろうか。この連載の第 1 回

つかる状況にある。また、年による変動があるも

では小島氏が資源解析から加入量の変動を 、第

のの、クロアワビ、メガイアワビともに発見され

2 回では佐々木氏がプランクトンネットによる幼

ている。しかし、グラフをよく見ると 2015 年に

生の採集や礫表面に生息する着底初期の稚貝から

は発見地点数が減少しているのが分かる。この海

。筆者の場

域では 2013 年夏季の高水温によりアラメ・カジ

合には、調査地が離島のため足繁く通えず、「モ

メ類の衰退が生じた。2013 年秋には大量の寄り

タモタしていると姿を消してしまう」幼生や着底

藻が発生したことにより餌料環境の悪化は回避で

稚貝の調査を行うことはできなかった。このため、

きたものと考えられるが、翌 2014 年には餌不足

5 ～ 8 月に小値賀町沿岸の数地点で天然の当歳貝

になってアワビ類の発見数が減少したことは十分

の探索を時間単位で行うこととした。

に考えられる。2015 年の調査で対象となるのは

３）

産卵期や着底場所を推定していた

18）

調査は各地点でおよそ 30 分間の探索を行い、

図 6 に示す。ここでは 2012 年以降、同様の調査

2014 年秋に生まれたアワビであることから、こ

殻の形状からクロアワビとメガイアワビとを判別

の減少はアラメ・カジメ類の衰退による餌料環境

した。実際には両種の区別が難しい場合もあるた

の悪化が主たる原因と考えられ、今後、その動向

め、厳密な数値ではない。その結果を図 5 に示し

には注視していく必要がある。
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る生物学的研究．東海水研報，5, 1-102.
６）村瀬

昇（2014）藻場が消えた ?! ～ 2013 年、

夏から秋にかけての山口県日本海沿岸の藻場
の異変～．豊かな海，32, 67-70.
７） 山 元 憲 一， 半 田 岳 志， 津 野 地 達 也（2011）
季節的水温上昇がクロアワビの呼吸に及ぼす
影響．水産増殖，59, 529-534.
８）菊地省吾，浮

永久（1974）アワビ属の採

卵技術に関する研究

第5報

クロアワビ

Haliotis discus Reeve の性成熟と温度との関
図６ アラメ ・ カジメ類の残る地域でのアワビ類当歳貝の
探索地点数と発見地点数 （上）、 及び 1 時間当た
りの種別発見数 （下）。 2013 年は調査を 8 月末に
実施したため、 発見数が少なくなった可能性がある。

係．東北水研報，34, 77-85.
９）清本節夫，村上恵祐，木村
薄

量，丹羽健太郎，

浩則（2012）異なる水温および給餌条

件下における暖流系アワビの成熟と成長．日
本水産学会誌，78, 1198-1201.

６．終わりに

10）八谷光介，桐山隆哉，清本節夫，種子田
雄，吉村

拓（2014）2013 年に発生した長

今後も地球温暖化の影響で水温の上昇傾向が続

崎県壱岐市郷ノ浦町地先におけるアラメ・カ

くとされる中で、アワビ資源の持続的な維持のた

ジメ場の衰退過程について－夏季の高水温に

めにはどのような対策が考えられるだろうか。小

よる発生と秋季の食害による拡大－．Algal

島氏はこの連載の第 1 回で、
「環境変動の周期性

Resources, 7, 79-94.

はアワビ類の加入が好転する期間があることを

11） 河 尻 正 博， 佐 々 木

示す」と述べており、その時期に備えて母貝集団

正， 影 山 佳 之（1981）

下田市田牛地先における磯焼け現象とアワビ

を維持することの重要性を指摘している 。長崎

資源の変動．静岡水試研報，15, 19-30.

県沿岸では 2013 年の夏は 30℃を超える高水温で

12）長谷川雅俊（2005）カジメ藻場の磯焼けか

３）

あったが、
翌 2014 年は28℃を下回る低水温であっ
た。このためか、アラメ ･ カジメ類が消失した海

らの回復．水産工学，42, 165-169.
13）桐山隆哉，野田幹雄，藤井明彦（2001）藻

域においても、新しい芽が伸び、一部では藻場が

食性魚類数種によるクロメの摂食と摂食痕．

回復してきている。アワビに関しても、高水温の

水産増殖，49, 431-438.

年や藻場の衰退した年には加入量は大きく減少す

14）小島

博（2005）クロアワビの資源管理に

るであろうが、条件の良い年に備えて藻場やアワ

関する生態学的研究．徳島水研報，3, 1-120.

ビ母貝集団の維持に努めることで、アワビ資源を

15）堀井豊充，清本節夫，中村慶幸（2011）五

持続的に維持できるのではないかと考えている。

島列島小値賀町における暖流系アワビ類の再
生産関係からみた過剰漁獲．黒潮の資源海洋
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【シリーズ】
第３回

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」

三河湾一色干潟におけるアサリ資源管理
ー広大な漁場におけるアサリ資源管理の成功例ー
愛知県西三河農林水産事務所

１．はじめに

水産課

課長補佐

山田 智

好な再生産ネットワークが重要です。三河湾では
三河湾東部湾奥の豊川河口にわずかに残った干潟

全国のアサリ漁獲量は 1980 年代半ば（12 ～ 16

である六条潟（図 2）で大量の稚貝が発生し、そ

万トン）から急激に減少し、1990 年代後半には

の稚貝を三河湾中のアサリ漁場へ大量に移植放流

約 1/4（ 3 ～ 4 万トン）となりました 。しかし、

し、そこで母貝となり、母貝から放出された浮遊

愛知県のアサリ漁獲量は 1970 年頃から約40年間、

幼生が再び六条潟へ戻り着底すると言う良好な再

1 ～ 2 万トンの間で推移し、全国に占めるシェア

生産ネットワークが維持されています４）。これら

は近年急上昇し、6 ～ 7 割となっています（図 1）。

のことが、全国的にアサリ資源が減少する中、三

１）

河湾でのみアサリ資源が維持されている最大の原
因と思われます。

図１ 全国と愛知県のアサリ漁獲量及び愛知県の
全国に占めるシェアの推移

本シリーズの第 1 回目の鳥羽さん２）によると、
「アサリ漁獲量が急減して以降、全国的に様々な

図２ 共同漁業権８４号及び六条潟

対策が行われ、水産としては最大限の投資を行っ

この一色干潟を中心とした共同漁業権 84 号で

てきたにもかかわらず資源は減少してしまい、回

のアサリ漁獲量の変遷をみると（図 3）、1970 年

復傾向が見られない。その最大の原因は、アサリ

代から 1980 年代半ばまでは約 3,000 トンで推移

資源回復手法の適用範囲と海域資源の規模がかけ

していましたが、1984 年に水流噴射式けた網が

離れたものであった。
」と述べています。これか

許可され、漁獲量は一時的に 1 万トン近くに増加

ら述べる三河湾の一色干潟を中心とした共同漁業

しました。その後、大規模な苦潮の発生等で漁獲

権 84 号のアサリ漁場は三河湾北部に位置し、面

量は落ち込み、5,000 トン前後で推移しましたが、

積 26.5㎢（三河湾の面積の 4.4％）と広大な漁場

1999 年に六条潟の稚貝採捕が特別採捕制度で可

です（図 2）
。さらに、本共同漁業権漁場は三河

能となり、さらに、4 年後の 2003 年以降、稚貝

湾のアサリ漁獲量の 90％以上を占めていること

の採捕が 7 月に前倒しされました。その結果、年

から、三河湾のアサリ資源を代表しており、本共

間、2,000 ～ 3,000 トンの大量の稚貝を採捕・放

同漁業権漁場で行っているアサリ資源管理の適用

流するようになってから数年後に漁獲量が増大

範囲と海域資源の規模がちょうど合っていると言

し、2008 ～ 2010 年は 15,000トン前後に達し、県

えます。また、第 2 回目の三重水研の羽生さん

内の 8 割、全国の 6 割を占めるに至りました。こ

３）

が指摘しているように、アサリ資源維持には良

の様に漁獲量増大には六条潟の稚貝の移植放流の
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貢献が大きいわけですが、決してそれだけではな
く、漁業者が自ら行っている資源管理が極めて重
要であると考えられます。

図５ 共同漁業権８４号と漁場区分、 資源管理
図３ 愛知県のアサリ漁獲量と共同漁業権８４号における
アサリ漁獲量及びその県全体に占めるシェアの推移

ます。例えば、アサリを採り終わった区画は休漁
し、稚貝の放流や、小さいアサリの多い区域から
資源の移植を行い、アサリが大きくなるまで漁場

２．共同漁業権漁場でのアサリ資源管理

を休ませるなどして資源を管理しています。手三
貝協会（底びき網）では、操業前に役員会で操業

ここで 3 漁協共有の共同漁業権 84 号のアサリ

場所及び場所ごとの隻数が決められ、協会員はそ

漁業の形態を簡単に説明しますと、主に小型機船

れに従って漁獲を行っています。また、漁獲量の

底びき網漁業と採貝漁業の 2 種類に分けられま

上限も決められ、プール制を採用する等、厳密に

す。底びき網漁業による方法は、けた網に水流噴

資源管理を行っています。一方の腰マンガ協会で

射ポンプの噴射口が取り付けてあり、水流により

は、会員数が 370 人もいることから、輪採方式

アサリなど貝類を底泥中から巻き上げて漁獲する

での操業は難しいため、一日の操業時間、アサリ

方法で、通称ポンプ漁業と呼ばれており、96 隻

のサイズ別の漁獲量の上限を決めて操業を行って

が従事しています（図 4 左）
。もう一方の方法は、

います。そして、いずれの団体でも休漁日を設定

腰マンガ漁業で他県などではこしまきなどとも呼

しています。また、六条潟におけるアサリ稚貝特

ばれ、人力でマンガ、ジョレンを使って漁獲する

別採捕許可に関しては、資源量（許可量）を決め

方法で、約 370 人の方が従事されています（図 4

る試験びきに参加するとともに、許可日以降は、

右）。ポンプ、腰マンガともに漁業協同組合ごと

漁業者自ら六条潟で稚貝採捕を行い、各漁場に移

ではなく、漁業種類ごとに組織化されており、ポ

植放流するという作業を毎年 7 月から 10 月にか

ンプ漁業では手三貝協会、腰マンガ漁業では西三

けて繰り返し行い、本共同漁業権漁場では最終的

河腰マンガ協会という任意団体が設立され、それ

に約 2,500 トンの稚貝を移植放流し、漁獲量の安

ぞれで組織的に漁場の管理をするという特徴があ

定化に努めています。さらに、移植したアサリ稚

ります。

貝を有効に活用するために、漁業者は愛知県西三
河農林水産事務所水産課（水産業普及指導員）と
共に、様々な取り組みを行っています。それらに
は、漁場内のアサリ及び食害生物のモニタリン
グ、水質調査等があり、特にヒトデやツメタガイ
等の食害生物については、大量に発生している漁

図４ 共同漁業権８４号におけるアサリ漁業

共同漁業権 84 号は、漁場の沖側と岸側で区分
され、沖側の部分では底びき網が操業し、岸側の
部分では腰マンガが操業しています（図 5）。底
びき網漁場では、この漁場をさらに 60 あまりの
区画に細かく区分けして、輪採方式で操業してい
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図６ 底びき網全船によるツメタガイの駆除
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場があれば、
全員で駆除に当たる等により（図 6）、

条潟で毎年大量に発生する稚貝は秋季発生群で

アサリ資源の保護に努めています。

す。2009 年 10 月の調査は、この年の六条潟の稚

以上のように、広大な漁場を漁業者自らきめ細

貝放流が終了した後に行われ、22 ～ 25㎜（前年

かに管理することにより、恵まれた放流稚貝を漁

の秋仔）にモードのあるほぼ単峰型の分布を示

獲まで繋げることができています。

していました。2010 年 8 月は稚貝放流が盛んに
行われている最中であり、殻長組成は、4 ㎜、15

３．共同漁業権漁場でのアサリ資源量

～ 18㎜及び 29 ～ 36㎜にモードを持つ三峰型でし
た。これは、小さい順に漁場に自然発生した春

アサリ資源量調査

４）

は愛知県水産試験場が

仔、放流稚貝（秋仔）及び漁獲群です。2011 年

2009 ～ 2011 年の異なる時期（10 月下旬、8 月下旬、

7 月の調査は、稚貝放流直前に行われており、前

7 月上旬）に計 3 回行いました。方法は、共同漁

年放流稚貝が成長した 27 ～ 31㎜にモードを持つ

業権 84 号漁場内に岸から沖に向けて測線を 6 ～

単峰型でした。また、この殻長組成から漁場内で

7 本設定し、各測線上に 3 ～ 4 地点を設け、18 ～

はその年の秋仔の自然発生が極めて少ないことが

32 地点て実施しました（図 7）。

分かります（図 9）。このことから、本共同漁業
権漁場のアサリ個体群は放流稚貝に大きく依存し
ているのではないかと考えられました。各年の殻
長組成から本共同漁業権漁場の漁獲対象群である
殻長 30㎜以上の個体数で占める割合を求めると、
2009 年 10 月 が 17.0%、2010 年 8 月 が 18.1% お
よび 2011 年 7 月が 39.0% であり、重量による全
体に占める割合は、それぞれ、43.6%、64.8% お
よび 60.1% となりました。
各年の調査において地点ごとの重量を用い、ス
プライン補間法により漁場全体に広げ、算出さ

図７ ２００９年１０月の調査地点 （赤枠 ： 漁業権）

れた本共同漁業権漁場全体のアサリ資源量（湿重
量）は、2009 年 10 月が 54,694 トン、2010 年 8

各 地 点 に お い て SCUBA 潜 水 を 行 い、25 ×
25cm 枠のステンレス製コドラートを使用し、枠
内 10cm の砂泥をスコップにて 3 回採取し、採集
したアサリの殻長、殻重を測定しました。
アサリ出現個体数の 3 年間の分布をみると、最
大で 3,211 ～ 4,544 個体／㎡、漁場全体に平均す
ると 522 ～ 681 個体／㎡でした。これを地盤高
（DL）で整理すると、DL が -80cm より浅いと
ころで 1,000 個体／㎡以上出現した地点が多く、
DL が -150cm 以深となるとそのような地点は見
られず、出現個体数は少なくなりました（図 8）。
各年の調査における全地点をまとめたアサリの
殻長組成（図 9）から、本共同漁業権漁場のアサ
リ個体群は六条潟の稚貝を反映していました。六

図８ 地盤高とアサリ分布密度

図９ ３年間の調査におけるアサリ殻長組成
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月が 44,510 トン及び 2011 年 7 月が 59,632 トン

2）。従って、単純にこの両者を割り算し、翌年の

と計算されました（図 10、表 1）
。また、漁獲対

生残率とすると、30.3％となり、その 48.8%（表

象である 30㎜以上の資源量は、殻長組成から求

1）を漁獲しているとすると放流稚貝の約 15％を

めた重量換算割合により、それぞれ、23,847 トン、

翌年に回収していることになります（表 2）。

28,842 トンおよび 35,839 トンと算出されました
（表 1）
。また、本共同漁業権漁場でのアサリ漁獲

表２ 放流稚貝の翌年の生残率及び回収率

量は調査を行った 3 カ年とも 14,000 トン前後で
あったので、資源量全体に対する漁獲量の割合は、
30% 前後（23 ～ 32%）
、30㎜以上の漁獲対象群に
対しては 50% 前後（39 ～ 62%）でした（表 1）。

５．おわりに
本調査から得られたアサリ資源量に対する漁獲
割合及び放流稚貝生残率は、アサリを管理しなが
ら持続的に資源量を維持できる目安となる数値と
図１０ 各調査におけるアサリ現存量分布 （スプライン
補間法） 及び推定資源量

思われます。このように良い結果が得られている

表１ 各調査における推定資源量と漁獲割合

なく、稚貝放流後の漁業者自らの努力によるきめ

のは、先に述べたとおり、稚貝を放流するだけで
細かい資源管理が重要であることは言うまでもあ
りません。
しかし、これらの調査が行われてから約 5 年
が経過し、現在の本共同漁業権漁場でもアサリ資
源量（漁獲量）の減少が懸念されています。今後

４．共同漁業権漁場での放流稚貝の生残率

は、本共同漁業権漁場で同様な調査を実施し、現
時点でのアサリ資源量及び稚貝の生残状況を明ら

前述のとおり、本共同漁業権漁場では六条潟の

かにし、本調査結果と比較することで、現在のア

稚貝を夏～秋に大量に移植放流しています。例え

サリ資源がどの様な状態かを把握することができ

ば、2009 年の本共同漁業権漁場に放流された稚

れば、適切な資源管理（対策）を行うことが可能

貝（平均殻長 9 ～ 18㎜）は、重量で 2,394 トンで

であると思われます。

す。これを放流時の平均殻長から算出した殻重を
用い、個体数に換算すると 113 億 4 千万個体と
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「海と森 つながる未来 命の輪」をテーマに
平成27年10月24日・25日に富山県で開催
◆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、富山県において「第 35 回全国豊か
な海づくり大会～富山大会～」が開催された。
富山県は、本州の日本海側のほぼ中央に位置し
ており、標高 3,000ｍ級の立山連峰から水深 1,000
ｍを超える富山湾まで、高低差 4,000ｍを、直径
40 ～ 50㎞の富山平野がつなぐというダイナミッ
クな地形を有し、美しく豊かな自然や魅力ある伝
統・文化に恵まれている。
とりわけ、富山湾は、蜃気楼、ホタルイカや海

大会公式ポスター

底林などから世界的にも珍しい「神秘の海」と称
され、多くの魚介類が生息する「天然のいけす」
と呼ばれる好漁場となっている。遠洋・沖合では、

◆式典行事
10 月 25 日（日）、天皇皇后両陛下御臨席のもと、

さんま棒受網漁業を中心に、遠洋まぐろはえ縄漁

高周波文化ホール（射水市）において式典行事が

業、いか釣漁業が、沿岸では、定置漁業を基幹とし、

開催され、県内外から 1,117 人が参加した。

底びき網漁業やかごなわ漁業といった特徴ある漁

プロローグとして、富山県出身の女優室井滋さ

業が営まれている。また、内水面漁業では、コイ

んによる語りを交えながら、富山県の高低差 4,000

やイワナなどの養殖のほか、サケ・マス類やアユ

メートルのダイナミックで美しい自然やそこで育

を中心に増殖事業が行われている。

まれた伝統・文化などを大型スクリーンでの映像

しかし、魚種ごとの漁獲量の年変動が大きく、

や県内団体による創作舞踊、伝統芸能などで表現

近年、就業者の高齢化、魚価安、燃料価格の高騰

し、富山県の特徴や魅力を全国からの参加者にア

などにより漁業経営は厳しい状況にあり、これら

ピールした。

課題の克服が急務である。また、富山県では、
「森・
川・海」の環境を守るため、藻場の保全や海岸清
掃など豊かな海づくりへの取組みを推進するとと
もに、森づくり活動が盛んに行われている。
こうしたなか、富山県での「全国豊かな海づく
り大会」の開催は、
「おいしい富山のさかな」を
はじめとした富山県の魅力を全国に発信するとと
もに、県民一人ひとりが豊かな海を育む環境保全
の大切さを理解し、水産資源の保護・管理やつく
り育てる漁業が一層推進される契機となった。

創作舞踊
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式典は、ジャスタ・イン・トヤマの演奏に引き

岸宏豊かな海づくり大会推進委員会会長（全国

続き、学校法人鷹寺学園あおい幼稚園鼓隊の先導、

漁業協同組合連合会代表理事会長）が読み上げた

独立行政法人国立高等専門学校機構富山高等専門

大会決議を満場の拍手で採択し、大会旗を石井富

学校商船学科学生の旗手団による大会旗入場で幕

山県知事から、次期開催県の吉村山形県知事に引

を開けた。

き継ぎ、横山栄富山県議会議長の閉会のことばで

森本太郎富山県漁業協同組合連合会代表理事会

式典は幕を閉じた。

長の開会のことば、大島理森大会会長（衆議院議
長）と石井隆一富山県知事の主催者挨拶、夏野元

◆海上歓迎・放流行事

志射水市長の歓迎のことば、功績団体及び作品コ

式典行事に引き続き、好天に恵まれた海王丸

ンクール受賞者代表の表彰に続き、作文コンクー

パーク（射水市）で、総帆展帆した帆船海王丸

ルで大会会長賞を受賞した岡本春希君（高岡市立

や新湊曳山全 13 基が勢ぞろいする絶好のロケー

野村小学校５年）による作文「人とブリと富山湾」

ションのもと、県内外から 865 人が参加し、海

の発表が行われた。

上歓迎・放流行事が行われた。

優秀作文発表

越中万葉の朗唱

続いて、富山海づくりメッセージとして、オペ
ラ歌手の澤武紀行さんや高野百合絵さんによる越
中万葉の朗唱、中学生の皆さんによる漁業体験や

帆船海王丸と新湊大橋

国際環境協力の活動発表、花とみどりの少年団に
よる森づくり活動の発表、ホールの壁面や天井を

まず、天皇皇后両陛下のご到着とともに、地元

使っての富山県の四季を代表する美味しい魚を紹

射水市の下地区に伝わる伝統行事である「国指定

介した迫力ある映像、そして地元の若い漁業後継

重要無形民族文化財 稚児舞」の歓迎演舞が披露

者夫妻による決意表明など、富山らしい演出で、

された。続いて、全国的にも珍しい地元新湊地区

来場者を魅了した。

に伝わる海上神事「ボンボコ舞」や、越中大島太
鼓の音が響きわたるなか富山湾で操業される様々
な漁法を紹介した漁船パレードが披露され、漁船
上でも漁具を展示するなど、来場者に富山県の水
産業をわかりやすく紹介した。

こどもたちのメッセージ

稚児舞
決意表明

四季の魚の紹介
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◆絵画・習字コンクール優秀作品御覧
10 月 24 日（土）、歓迎レセプションに先立ち、
ANA クラウンプラザホテル富山（富山市）にお
いて、大会を記念した絵画・習字コンクールの優
秀作品を展示し、天皇皇后両陛下にご覧いただい
た。両陛下には、受賞した児童生徒や保護者の皆
様に温かいお言葉をかけていただいた。

漁船パレード

その後、両陛下から若い漁業後継者へ、本県の
栽培漁業対象種であるクロダイ、アワビ、サクラ
マス、アマモの稚魚などのお手渡しが行われた。
続いて、両陛下は、会場の招待者や子供たちとと
もに、歌と尺八による祝い唄「新湊めでた」が流
れるなか、ヒラメとキジハタの稚魚を御放流され
た。

作品御覧

◆歓迎レセプション
10 月 24 日（土）、ANA クラウンプラザホテル
富山（富山市）で行われた歓迎レセプションでは、
天皇皇后両陛下の御臨席のもと、県内外の大会
関係者や功績団体表受賞者など 261 人が参加し、
富山の美味しい「食」や地酒でおもてなし、親睦
を深めるとともに、両陛下には、県内の漁業関係
者などと親しく御懇談いただいた。
稚魚等のお手渡し

歓迎レセプション
稚魚の御放流
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◆関連行事

海藻おしば教室等の体験コーナーや、さかなクン

10 月 24 日（土）、25 日（日）の２日間にわたり、

のトークショー等のステージイベント、式典会場

海王丸パーク（射水市）において、関連行事とし

や海上歓迎・放流行事会場の大会中継等のアトラ

て、とやま豊かな海づくりフェスタ in 海王丸パー

クションのほか、県内各市町村の物産品やご当地

クが開催され、延べ 33,000 人が来場した。

グルメ等の物産販売・飲食など多彩な催しが行わ

会場では、富山の水産業や環境保全活動などを

れた。

紹介する企画展示をはじめ、漂着物アートづくり、

企画展示

ステージイベント

体験コーナー

物産販売

大 会 決 議
我が国は四方を海に囲まれ、その海からの恵

私達には、我が国の恵まれた水産資源を守る

みは、国民に豊かな生活と優れた食文化をもた

とともに、海の環境や生態系保全の取組みによ

らしてきた。

り、豊饒の海という財産を、将来に引継ぐ重要

ここ富山県は、本州日本海側の中央部に位置

な責務がある。

し、立山連峰から富山湾に至るまで、高低差

今日まで 35 回にわたり開催されてきた「全

４千メートルの変化に富んだ地形を有し、壮大

国豊かな海づくり大会」の意義を改めて認識し、

な水の循環が美しい自然を支えている。

ここ富山県において、「海と森

「天然の生け簀」とも呼ばれる富山湾は、ブリ、

つながる未来

命の輪」を合言葉に、新たな決意を持って、

シロエビ、ホタルイカに代表される海の幸に恵

豊かな環境と生態系の保全に努めていくことを

まれ、定置網漁業を基幹とする沿岸漁業、さら

ここに決議する。

には、海域の環境や特徴を生かした様々な漁業
の営みが、地域産業の発展に重要な役割を担っ

平成27年10月25日

第 35 回全国豊かな海づくり大会

てきた。

（富山県農林水産部 水産漁港課分室 『全国豊かな海づくり大会推進班』）
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【シリーズ】

「日本海のミルク」と PR する隠岐のイワガキ。独自に定めた衛生管理基準を満たした
ものだけが「隠岐のいわがき」の名称で出荷されている。
隠岐のいわがきブランドを創りだしたのは、生産者と研究者、そして県 ･ 地元の行政、
イワガキ種苗を供給する栽培センター、流通・販売を担当する漁業協同組合ＪＦしまねの
連携があったからこそである。
隠岐郡西ノ島町 ･ 浦郷で、関係者が協力して生み出す、地域の「宝」、隠岐のいわがき
生産の取り組みを取材した。
インタビュアー：漁村研究家・水産アドバイザー
出席者等：
漁業協同組合ＪＦしまね（浦郷支所）組合員
イワガキ生産者 中上 光さん
同
山下義人さん
同
川上澄夫さん
漁業協同組合ＪＦしまね浦郷支所
販売課長
平木和久さん
島根県水産技術センター
嘱託研究員
勢村 均さん
島根県隠岐支庁水産局島前出張所
主任
近藤徹郎さん
水産業普及員
佐藤勇介さん

第17回

乾

政秀

同支庁
水産局水産課

水産業普及員

富田賢司さん

※（「隠岐のいわがきブランド化推進協議会」事務局）

西ノ島町地域振興課
主任
木下陽一さん
公益社団法人島根県水産振興協会
栽培漁業センター
所長
廣中哲郎さん
生産係長 富室孝仁さん
主任
小中大輔さん

牡蠣の王様、隠岐のいわがき
ーみんなでブランドを育て、全国の消費者に！
漁村研究家

乾

政秀

知夫里島の３つの島で構成される。隠岐はこの４

１．イワガキ養殖の島・隠岐
島根半島の北東約 65㎞沖に位置する隠岐諸島
は、島後と島前にわかれ、島前は西ノ島、中ノ島、

つの有人島と大小 180 の島々からなる群島型離
島で、約 500 万年前の火山噴火でできた。
島後は隠岐の島町、西ノ島は西ノ島町、中ノ島
は海士町、知夫里島は知夫村で、各島は１島１町
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村である。この島々に約１万世帯、２万人が暮ら
す。このうち島後が 3/4 を占め、知夫里島は人口
が約 600 人と最も少ない。隠岐は歴史と伝統を
受け継ぐ島で、後鳥羽上皇や後醍醐天皇の配流地
としても知られる。
島の産業は、まき網を中心とする漁業と黒毛和
牛の繁殖を中心とする畜産業であるが、漁業のウ
エイトが圧倒的に高い。この隠岐諸島で 2000 年
頃からイワガキ養殖が普及し、特に島前の西ノ島
と中ノ島を中心に発展してきた。

イワガキ生産者の中上さん

島根県がイワガキの種苗生産研究に着手、1995

２．イワガキ養殖ことはじめ
イワガキは秋田県から鳥取県にかけての日本海

年には島根県水産試験場鹿島分場でイワガキ種苗
生産が開始された。この時に研究を主導したのが
勢村均さんである。

側で古くから食べられてきたローカルな食べ物で

1998 年には島根県栽培漁業センターでイワガ

あった。マガキよりも産卵期が遅いため、いわゆ

キの種苗生産が量産化され、県内への種苗の配付

る「夏ガキ」として知られていたが、1990 年代

が始まった。種苗の量産化を契機にイワガキ養殖

から関東地方でも食べられるようになってくる。

に取り組む漁業者も増えたのである。

イワガキの分布水深はマガキよりも深く、かつ
ては潜水漁業によってのみ漁獲されていた。つま

３．15 年で２億円産業へ

り以前のイワガキの漁獲は天然ものに限られてい
たが消費の増加に伴い、天然イワガキは次第に減

島根県は市場動向を十分に調査せずにイタヤガ

少した。このイワガキの産業規模での養殖に取り

イ養殖を普及させたことの反省から、2000 年に

組んできたのが隠岐であった。隠岐におけるイワ

イワガキのマーケティング調査を実施する。首都

ガキ養殖の歴史をふり返っておこう。

圏を中心とするイワガキ需要の増加と天然ものの

隠岐で最初に本格的に導入された二枚貝養殖は
イタヤガイである。鳥取県の有名な民謡・貝殻

供給減少という分析結果を受けてイワガキ養殖の
推進に踏み込んだ。

節は山陰沖にしばしば大量発生したイタヤガイを

2003 年には「隠岐のいわがき」が島根県のブ

獲る時に歌われたもので、この地方の代表的水産

ランド化重点産品に選ばれた。種苗の量産化、イ

資源であった。この資源の安定的生産をめざして

ワガキ養殖の参入者の増加によってイワガキ生

1970 年代にイタヤガイ養殖が始まり、80 年代前

産 は 急 速 に 増 加、2007 年 に は 1 億 円 を 突 破 す

半にかけて順調に拡大した。これとほぼ種苗生産

る。さらに 2014 年には２億円を突破、隠岐の新

技術が類似するヒオウギガイも加わり、生産量は、

しい産業として定着することになったのである。

ピーク時に 200 トンを超えるまでになったので

2015 年の出荷個数は 100 万個を超え、生産額は

ある。しかし、作業に手間がかかることに加え、

2.6 億円に達している（図１）。

折から北海道・東北地方でホタテガイの増産が始
まる時期から価格競合や種苗供給の減少などの要
因から、これらの生産から撤退していった。
こうした状況のなかで注目されたのがイワガキ
であった。イワガキ養殖はイタヤガイ養殖と同じ
技術で可能なこと、隠岐周辺に昔から分布してい
たこと、魚類養殖に較べて手間がかからないこと、
価格が高いこと、などが背景にあった。最初にイ
ワガキの種苗生産に成功したのが、中上光さんで
あった。1992 年のことである。ほぼ同時並行で
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図 1 イワガキの出荷個数と生産額の推移

島前地区３島の畜産業は上述したとおり黒毛和
牛の子牛繁殖であるが、最近の出荷金額は 3.7 億
円である。イワガキの生産額はこの額に迫る勢い
である。

４．養殖経営体
過去５年間に栽培漁業センターから種苗を購入
した経営体は、島後：５経営体（2014 年購入は
3 経営体）
、西ノ島：11 経営体（同 11）、中ノ島：

イワガキ生産者の山下（左）さんと川上さん

19（同 13）
、知夫里島：７（同２）の合計 42 経
営体（同 29）である。

５．イワガキの養殖方法

西ノ島のケースを見ておこう。11 経営体のう
ち企業経営は２社で、残りの９経営体は個人経営

隠岐は外洋に浮かぶ島なので、冬季は厳しい波

である。企業経営のうち１社はまき網が本業で、

浪の影響を受ける。こうした条件にもかかわらず

以前ハマチなどの魚類養殖をしていたが、採算が

養殖が可能なのは、島前湾がカルデラで、リアス

悪化したためイワガキに転換した。もう１社は隠

式の入り組んだ湾が多いためである（島前の３島

岐諸島の内航船を運航している。最初からイワガ

は外輪山に相当）。これに対し、島後はほぼ丸い

キ養殖に取り組んできた中上さん以外の個人経営

形をしており、あまり深い入り江がなく、したがっ

体がイワガキ養殖を営む前に従事していた職業あ

て養殖適地が少ない。イワガキ養殖が島前を中心

るいは兼業内容は、建設業が４人、飲食業１人、

に発達したのはこうした理由による。養殖場は図

歯科技工士１人、魚類養殖１人、まき網の乗組員

２に示すとおり北西の季節風を避ける入り江に位

１人の内訳である。つまり漁業から養殖業に転換

置している。

した人は皆無である。養殖業はよく農業に例えら

イワガキは筏式と延縄式の２種類の方法で養殖

れるが、
「ハンターにはイワガキ養殖は無理」と

されている。どちらの方式を採用するかは、養殖

いわれて納得した。最年少は 43 歳である。

場の条件と漁業者の作業のしやすさによる。筏式

中ノ島の場合は、１つの会社組織と、個人経営

は通常 10 × 12 ｍの大きさで、筏の材料は FRP

12 経営体がイワガキ養殖を営んでいる。このう

製のコンポーズパイプである。延縄式は業者に

ちＩターン者が９経営体を占め、
「むしろ白紙の

よって異なるが長さ 100～200 ｍである。

Ｉターンの方がイワガキ養殖に向いている」とい
われている。ちなみに会社の専務もＩターンである。
知夫里島は５経営体で全員個人経営、こちらも

図２ 隠岐諸島の
イワガキ養殖場

Ｉターンが２経営体を占める。

イワガキを手にインタビューする乾さん
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隠岐の水産を支える県水産局の
（左から） 近藤さん、 佐藤さん、 富田さん

JF しまね浦郷支所販売課長の平木さん

栽培漁業センターから購入したイワガキ種苗
は、イシダイ、クロダイ、カワハギなどの食害を
避けるため周囲を網で囲った筏に吊るす。食害を
受けない殻高 10㎝ほどに育ててから、沖合に展
開する。ホタテガイの原盤に付着したイワガキは
ボール状の塊に成長する。このボールを砕いて１
個体づつにばらし、垂下ロープに取り付けさらに
１年間養殖する。
垂下するイワガキの数は垂下連１本に３個ずつ

島根県水産技術センターの勢村さん

14 段つけるので合計 42 枚になる。長さは 2.5 ｍ

のと、栽培漁業センターが生産するものに分けら

ほどなので、筏１基で２万個の生産が可能である。

れるが、センターが生産するものが圧倒的に多い。

垂下ロープにイワガキを取り付ける方法は２種類

つまり、隠岐のイワガキ養殖はセンターが供給す

である。一つは従来から行われている方法で、イ

る公的生産が支えているのである。

ワガキに穴をあけてテグス糸で縛る耳吊り方式。

島 根 県 栽 培 漁 業 セ ン タ ー は 1976 年 に 発 足、

もう一つはカイデライト（太平洋セメントの商品

1998 年からイワガキの種苗生産を担ってきたが、

名）というコンクリートで垂下ロープに固定する

2010 年４月から公益社団法人島根県水産振興協

セメント方式である。

会に種苗生産業務を委託（民営化）することになっ

イワガキは、採卵後概ね３年間の養殖期間を経

た。県職員が５年間かけて新しく採用した職員に

て出荷されるが、近年では、生産個数の増加に伴

技術を移転し、昨年３月時点で種苗生産技術の移

い、４年目に出荷するものも増えてきている。

転は完了している。
協会は正職員５人（所長、技師４人）、パート

６．イワガキの種苗と栽培漁業センター

５人（事務 1 人、作業員 4 人）で運営されており、
イワガキの種苗は小中大輔さん（2010 年に島にＵ

イワガキの種苗は、天然種苗と人工種苗に分け

68

ターン）ともう１人の２人で生産している。ただ

られる。島前海域にイワガキ養殖が定着したた

し、選別などの繁忙期の作業は全職員で対応する。

め、養殖イワガキに起源をもつ天然種苗は増えて

イワガキの種苗生産は５月下旬から始まる。イ

きていると考えられる。一部の養殖業者が９月末

ワガキの親から卵巣、精巣を切開して人工授精。

から 11 月の間にホタテガイ原盤でつくったコレ

陸上に置かれたパンライト水槽（１㎥）に採苗器

クターを海中に吊るして天然採苗をしている。採

（ホタテガイの殻）を吊るして採苗し、プランク

苗海域は海水が滞留しやすい西ノ島の黒木海域と

トンの餌を与えて約１カ月間飼育した後、殻長１

知夫里島の知夫湾である。しかし、採苗量は安定

㎜に成長するとセンター前面の海面生簀（４×４

せず、種苗の中心は人工種苗である。

ｍ）に移す。周囲には食害魚類の侵入を防ぐため

人工種苗は、西ノ島の中上光さんと中ノ島の海

にネットが張ってある。１カ月ほどすると採苗器

士いわがき生産㈱の２つの民間機関が生産するも

のイワガキは 10㎜サイズに成長、イワガキの付
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ているので１個当たりの単価は 13 円以下となる。

７．衛生管理と流通
「隠岐のいわがき」のブランドとして販売する
のは 200ｇ以上に限定している。200ｇアップの
も の は、 Ｓ（200～249ｇ ）、 Ｍ（250～299ｇ ）
、
Ｌ（300～349ｇ）、２Ｌ（350～399ｇ）、３Ｌ（400
インタビュー会場

～499ｇ）の５つの段階に区分している。むき身
の歩留まりは平均 18％、最も多いもので 25％と

着個体数が採苗器１枚あたり 10 個以上のものを

いうから、Ｍサイズのむき身重量は 50ｇほどに

選んで、出荷する。室内水槽で飼う時の餌は、自

なり、マガキに較べると際立って大きい。

ら培養するものと、市販の餌を購入するものとに
分かれる。

イワガキは基本的に生食用なので、衛生管理に
は万全の態勢がとられている。イワガキは各島に

水槽１基あたりの生産量は 1,520 枚である。水

整備されている浄化処理施設に集められ、紫外線

槽は 48 基あるので、１回の生産量は最大 7.3 万

滅菌海水を流して 20 時間以上浄化する。ノロウ

枚に相当する。2009 年度に初めて要望数が 10 万

イルスの検査は２週間に１回、一般細菌の検査は

枚を超え、2015 年度には 18 万枚に増えている。

４週間に１回の頻度で施設ごとに実施している。

要望数を満たすためには、上述の種苗生産を少な

検査費用は１回あたり約２万円。検査の約２日後

くとも３回は繰り返す必要がある。採苗の成績が

に速報がでる。

悪ければ５回転することにもなるので、種苗生産

衛生管理の中心的役割を担うのが「隠岐のいわ

作業が最近では 11 月までずれ込むこともあると

がきブランド化推進協議会」（事務局：隠岐支庁

いう。

水産局水産課）である。隠岐のいわがきの検査結

イワガキ種苗の販売単価は原盤１枚当たり 130
円である。１枚に 10 個体以上イワガキが付着し

JF しまね浦郷支所イワガキ浄化施設

島根県水産振興協会の栽培漁業センター
イワガキ種苗生産棟

果を公表するとともに、トレーサビリティも実施
している。
美味（おい）しまね認証
生食用イワガキ「生産工程管理基準」
（「県産品認証制度を利用する生産者は、 常に消費者に安全
で安心な水産物を提供することを考えながら、 次の認証基準
（チエックリスト） に基づく各項目に取り組むとしている。）
○生産工程管理基準 （項目のみ）
水産物の安全 （１． 県内産種苗の導入、 ２． 生産海域の安
全性確保、 ３． 水揚げ時の安全性確保）
作業工程の衛生管理 （４． 作業工程における安全性確保）
出荷における安全性 （５． 出荷に関わる安全性確保）
販売管理 （６． 消費者への対応）
環境への配慮 （７． 環境への配慮）
生産者の安全 （８． 生産者の安全）
（詳しい内容は HP で検索できます。）

栽培漁業センター所長の廣中さん
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イワガキの販売は、①個人的なつてを頼って直
販するケース、②境港の系統市場経由、③消費地
の飲食店等への直接出荷、④カキの取扱業者への
出荷など様々である。

８．新規産業定着の要因と今後の課題
隠岐のイワガキ養殖はこの 15 年間に２億円産
栽培漁業センターでのイワガキ採苗生産作業

業となり、島の新たな産業として定着した。しか
もその担い手は異業種からの参入者と島にＩター
ンした人たちが中心であり、島の雇用の形成に少
なからず貢献している。島の経済は一時期公共工
事に大きく依存していた。新しい産業おこしの知
恵が多くの島にあれば、こうした事態にはならな
かったはずである。実際西ノ島の場合、イワガキ
養殖業者のうち４人はもと建設業にたずさわって
いた人である。イワガキ養殖は島の新しい産業の
受け皿となったことを示しているのだ。

イワガキ養殖場 （筏式）

このように隠岐でイワガキ養殖という新しい産
業が定着した最大の要因は、県・町村の行政機関、
種苗生産を担ってきた試験研究機関、そして様々
な工夫を重ねてきた養殖生産者が協力してきたこ
とにあるだろう。行政機関は衛生管理やイワガキ
養殖に参入するための条件整備、試験研究機関は
イワガキの人工種苗の安定供給を果たしてきたの
である。そして養殖業者は様々な工夫を重ね、養
殖技術を磨いてきた。イワガキ養殖発祥の地とし
て、今後さらなる“隠岐のいわがき”の発展を祈

イワガキ取り上げ作業

りたい。

前列左から島根県技術センターの勢村さん、隠岐水産局の佐藤さん、富田さん、JF しまねの平木さん
後列左から水産局の近藤さん、生産者の川上さん、山下さん、乾さん、西ノ島町役場の木下さん、
生産者の中上さん、栽培漁業センターの小中さん、同所長の廣中さん、富室さん
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【豊かな海づくり推進協会】報告①

「こども豊かな海づくり教室」開催報告
企画委員の協力による学びの場と地元小学生の体験発表など
１．はじめに
当協会では、平成 26 年秋に「豊かな海づくり
企画委員会」（委員長：八木信行東京大学大学院
准教授）を設置し、①栽培漁業のあり方を含む「豊
かな海づくり」の推進や、②「豊かな海づくり」
への国民的理解の醸成に向けた方策等について議
論を行い、各委員から、
「豊かな海づくり」に向
けた多様な提言をいただいた。
平成 27 年度は、
「豊かな海づくり」の推進に向
けて、「企画委員会」委員の協力で、
「こども豊か
な海づくり教室」を開催した。
「こども豊かな海づくり教室」 募集チラシ

八木委員長の開会挨拶

木村委員によるアマモの話

足利委員によるカブトガニの話

田中委員による里海の話

２．開催趣旨

にその意義や内容を積極的に「伝える」ことが求

海は「生命のゆりかご」として多種多様な生命

められており、特に子どもたちに対しては、色々

を育み、人々に豊かな恵みを与えている。このか

なことで「海」を体験し知ることが海の環境保全

けがえのない「豊かな海」を次世代に引き継いで

や「豊かな海づくり」についての理解につながる

いくことが私たちの使命である。

と考えている。

豊かな海づくりには、多くの消費者や一般国民

そこで、横浜市・海の公園での「こども豊かな
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海づくり教室」を企画し、アマモなどの藻場やア

４．概要

サリなどの育つ干潟の話、栽培漁業の話、川と海

ふれあい研修室では、八木委員長の開催挨拶に

の話など実習や遊びを通じて学び交流する場を設

続き、足利由紀子委員による「干潟とカブトガ

けるとととした。

ニの話」、田中丈裕委員による「里海の話」、横浜
市立金沢小学校の生徒の皆さんの「体験活動の発
表」、最後は木村尚委員のよる紙芝居を使った「ア
マモと豊かな海の関係」の教室を開催した。
ふれあい工房では、体験教室として「ちりめん
モンスターをさがせ！」「ホタテ貝殻に絵を描い
てみよう」を開催した。
会場入り口には、タッチングプールと公益財団
法人神奈川県栽培漁業協会で生産されたマダイと
クロダイ、公益財団法人大阪府漁業振興基金栽培

３．開催日時及び場所

事業場で生産されたキジハタ稚魚の水槽展示、栽

①

培漁業のパネル展示等も行い各コーナーともに多

②

開催日時
平成 27 年 11 月３日（火・文化の日）

くの人々に参加いただき豊かな海づくりの意義や

午前 11 時～午後３時

内容の一端を理解していただいた。

開催場所
横浜市金沢区海の公園内「海とのふれあいセ
ンター」ふれあい研修室・ふれあい工房

ふれあい教室の様子

ちりめんモンスターをさがせ
コーナー

金沢小学校の皆さんが海の体験活動の発表
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タッチングプールコーナー

【豊かな海づくり推進協会】報告②

第２回トラフグ資源管理検討会議開催報告
中尾下関市長を招き、トラフグ資源管理の方向性等を協議
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は、平成 26 年から「ト
ラフグ資源管理検討会」を開催し、具体的な資源
管理の取り組みを検討・推進しており、本年は平
成 27 年 10 月 29 日に山口県下関市で開催された。
当協会は水産庁の資源管理指針等高度化推進事業
の一環として本会議の開催を担っている。
１．開催日時等
①

九州海域

・平成27年10月29日（木）14：00～17：00
・開催場所：海峡メッセ下関

木島課長主催者挨拶

国際会議場

・参集範囲：関係漁業者。各府県水産主務課、
関係市町村、各府県の水産研究機
関・大学、種苗生産機関、市場流
通関係者、全国漁業協同組合連合
会、国立研究開発法人水産総合研
究センター
・参加者数：115 名
２．開催概要

中尾下関市長挨拶

第２回トラフグ資源管理検討会議は水産庁木島
利通管理課長の主催者挨拶、中尾友昭下関市長の

組みについては、現在取り組みのないところは取

来賓挨拶のあと協議に入った。概要は以下のとお

り組み事項の検討、現在行っている所は、より深

りである。

い対策の可能性の検討を作業部会ごとに進めるこ

第１部

と。来年のトラフグ資源管理検討会で報告するこ

＜水産庁＞

（１）水産庁報告

と。が合意された。また、作業部会については日

「トラフグ（日本海、東シナ海、瀬戸内海系群）
の資源状況と管理の方向性について」
水産庁管理課

本海中西部作用部会に秋田県に入ってもらい「日
本海海域作業部会」との名称を考えており、名称

竹越攻征課長補佐

これまでのトラフグ資源管理の検討状況、浜周
りの状況、トラフグ産卵場マップ、トラフグ育成
場マップ、トラフグ漁業に係る府県別漁業種類等
の説明があり、資源管理の方向性として、当面の
管理目標は 2015 年資源評価における 2002 年か
ら 2014 年までの平均資源量である 960 トン程度
とし 10 年前後を一区切りとして目指していくこ
と。
この目標を達成するために、資料で提示したト
ラフグ漁業に係る府県別漁業種類一覧の取り取り

竹越課長補佐
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も含め手続き等は事務局に一任することも了承さ
れた。
（２）水研センター報告
「国立研究開発法人水産総合研究センター瀬戸
内海区水産研究所におけるトラフグ試験研究へ
の取り組み」
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所

小畑泰弘増養殖部長
福岡県ふぐ延縄漁業連絡協議会会長
中村忠彦氏

様々なルール作りを行い漁場利用に関する調整を
実施してきた。
平成に入り暫くすると、水揚量が減少し始めた
ため、鐘崎ふくはえ縄船団内で協議を行い、連続
出漁日数を最高４日、帰港後最低２日以上の休漁、
また、船団内での競争を避けるため漁場を平等に
利用できるシステムづくりなどの取り組みを行っ

小畑部長

た。

トラフグの初期生態の解明等のために実施し調

４県漁労長会議で取り組んだトラフグ資源回復

査結果報告、産卵親魚調査の結果概要と次年度

計画は、操業禁止期間の拡大、再放流サイズの引

調査計画、天然未成魚の標識放流調査の現状と協

き上げ、操業隻数の上限を決め、トラフグの資源

力依頼、平成 27 年度瀬戸内海ブロック水産業関

回復に取り組んできた。同時に従来から実施して

係研究開発推進会議増養殖部トラフグ全国協議会

きた人工種苗の放流も、７センチサイズ以上の大

（案）について報告があった。

型種苗を適地に放流することにより放流効果をさ
らに高める取り組みを行い、平成 27 年には４県

第２部

トラフグの資源管理と食文化を現場から
発信する＜海づくり協会＞

苦しい経営状況ではあるが、過去の獲り過ぎの

（１）ふぐ延べ縄漁業者からの報告

反省を踏まえ、大事なトラフグ資源の回復のた

「ふぐ延べ縄漁業者の資源管理の取り組み」
福岡県ふぐ延縄漁業連絡協議会会長
（福岡県・宗像漁協

74

で 160 万尾の放流を実現した。

代表理事組合長）

めにと思い、できる限りのことはやってきた。し
かしながら、このような取り組みを行っても資源
はさらに低下している。資源の減少は再生産成功

中村忠彦氏

率の低下が大きな要因であり、その原因として自

私は中学を卒業と同時に漁師になり、23 歳で

然的な要因が考えられるという研究者の報告を聞

独立し、28 歳で念願の 19 トン型の新船を建造し、

き、また、広域に回遊し様々な漁法で漁獲されて

はえ縄漁業に従事した。当時の漁場は、対馬西海

おり、４県の延縄漁業者だけの努力に限界を感じ

域から済州島海域で、トラフグの価格も漁獲量も

た。このため、西日本延縄漁業連合協議会の総意

良かった。しかし、当時は操業ルールが無かった

として、トラフグ資源回復へ国が積極的に取り組

ため、昭和 57 年に東シナ海・黄海での操業秩序

んで欲しいと陳情した。その後、トラフグ資源管

の維持を目的に西日本遠洋延縄漁業連合協議会が

理検討会議が昨年からもたれるようになったこと

設立された。その後漁場が九州北西海域を中心と

は大変心強く、感謝している。

する沿岸域に移ったため、昭和 63 年に山口、福

資源への危機感から、福岡県ふぐ延縄漁業連絡

岡、佐賀、長崎の４県で西日本延縄漁業連合協議

協議会は独自に、１月から３月の漁期終了までは

会、俗に言う「４県漁労長会議」を新たに組織し、

再放流サイズ 25㎝以下を 35㎝以下に委員会指示
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で拡大し、より大型の未成魚を残す取り組みを実
施しており、今後も、次に何ができるか、関係機
関と協議しながら今後も可能なことに取り組んで
いきたい。
特に、和食が世界無形文化遺産に登録され、そ
の中でもトラフグはその最たるもので、このトラ
フグ食文化を消すことは絶対にできないと考えて
いる。４県の漁業者は「４県漁労長会議」を核と
して、過去の操業実態を踏まえつつ、今後も連携
してトラフグの資源回復に取り組んで行く決意で
あり、国も県とともにトラフグ資源回復のため積
極的に取り組んでいただきたい。

会場風景

網で生かしていたところ、関門海峡に大きな客船

（２）スペシャル対談

等が入る際に魚が傷むなどいろいろな問題があり

「トラフグの食文化を下関から発信する」

ました。それをどうにかしなければいけないとい

＜対談者＞
協同組合下関ふく連盟
下関市立大学

教授

理事長

松村

久氏

濱田英嗣氏

フグ部門だけの市場ができ上がりました。また、
その南風泊市場の前に６社で加工場がつくられ

＜司会＞
全国豊かな海づくり推進協会

うことで、昭和 49 年 11 月に今の南風泊市場に

市村専務

【司会】協同組合下関ふく連盟の松村理事長と下

た。だから、フグが一元集荷できるようになった
というのが大きな要因です。

関市立大学の濱田教授とのスペシャルトーク「ト

昭和 53 年に、養殖のフグが愛媛県の宇和島で

ラフグの食文化を下関から発信する」に入ります。

最初に生産され、仲卸と一緒に漁場に見に行って、

いよいよフグシーズンが到来しました。最初に

魚を買うようになりました。昭和 50 年代、昭和

松村さんに、今年のフグ商戦の状況はいかに (・・・)

60 年代は、養殖と天然のフグを区別せずに販売

ということを、ずばりお話を伺いたいと思います。

されておりました。私は、昭和 49 年に南風泊の

【松村】今年は天然のトラフグが最初はたいへん

市場にフグの新しい市場ができた、それが今の下

不漁でありまして、高値スタートになりました。

関の名声を保っているのではないかと思います。

養殖のフグの成長が悪いということもあり養殖業

【濱田】おそらく要因は三つ。一つは、下関のフ

者があまり出荷してくれなくて、生産量が少し

グ流通業界を中心とした徹底したフグへのこだわ

減っており、非常に重苦しいスタートを切りまし

りがあったと思います。そして流通業者間で品質

た。10 月１日に愛知・三重・静岡、東海地区が

向上に向けていい意味での競争といいますか、切

解禁になりまして、５日の競りには下関にどっと

磋琢磨、これによって下関のフグというのは間違

入荷しましたし、全国に天然のフグが配られるよ

いないという品質の高さ、信頼を得ていったとい

うになりまして、相場も少し落ちついてきたとこ

うのが二つ目の要因です。さらにそれを、下関市

ろです。

という行政が適宜サポートしていったということ

【司会】ありがとうございました。今日のスペシャ

です。

ルトークでは四つのテーマをお願いしておりま

【司会】時代が変化する中で、食文化を守ってい

す。最初のテーマは、下関にトラフグ文化が築か

くために何をすべきか、ということも含めて、食

れてきた背景は何だったのかということを教えて
いただきたいー。

文化についてお話しいただければと思います。
【松村】食文化ということですが、我々としては、

【松村】私は、昭和 45 年 10 月 12 日に唐戸魚市

トラフグの消費拡大を考えなくてはいけません。

場に入社したんですが、入社のときに、ほんとう

東京都が条例を緩和してチャンスだと思いました

に船がたくさん入っておりました。生産者がフグ

が、トラフグじゃなくて、サバフグやゴマフグ、

を持ってきますが、水槽もないので、船のへりの

マフグとかいう唐揚げ用のフグがよく売れるよう
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になりました。トラフグはそんなに伸びていない

資源管理の努力をしているのか、またフグの生態

んです。だから、これからトラフグの文化を広げ

なども含めて消費者に訴えて、PR していくこと

ることが我々の課題で、和食だけでなくて、イタ

も重要と思います。
【司会】最後のテーマになります。トラフグをもっ

リアンやフランス料理、中華等にフグを広げるこ
とも大事かと思います。

ともっと消費者に愛していただく、トラフグの文

【濱田】国内には、島原のガンバ料理であったり、

化を広げる、下関から世界に発信するといった、

萩にマフグがあったり、石川県にはゴマフグの

これからの夢を語っていただきたいと思います。

卵巣の食文化があったり、多種多様なフグ食文化

【濱田】札幌にラーメン横丁があります。お好み

があるわけです。ですから、食文化の維持発展と

焼きはもちろん広島です。下関にはここに行った

いうことで、そろそろ全国のフグ食文化全体を維

ら簡単に食べられるトラフグ横丁というのはない

持発展させることを検討すべき段階に来ているの

んです。最初の入門となるようなトラフグ横丁が

ではないかという気が私はします。下関が中心と

あればいいなと私は思っております。

なって、フグ食文化を組織し、そして、フグ食に

【松村】フグの輸出です。先日、シンガポールに

対する国民の関心を高めていく、そういう戦略が

参りました。現地にフグ料理屋がありました。そ

必要ではないかという意見です。

のオーナーともいろいろ話しましたが、これから

【司会】いま、天然トラフグの資源が危機的な状

二、三年頑張ってアジアで展開していきたいと

況にあります。資源を回復させることに、期待

言っていました。それから、2020 年の東京オリ

を込めてお二人に一言ずつお願いしたいと思いま

ンピック・パラリンピックが、我々業界の一番の

す。

ポイントじゃないかと思っています。「フグバー

【濱田】国の役割の重要性を強調させていただき

ガー」、フグのハンバーグを何かの形で世界の人

たいと思います。その根拠として、キリスト教

に発信したい。2020 年、みんなで力を合わせて

の欧米人は、資源を管理するということは神から

何か仕掛けることで、フグをもっともっと多くの

の与えられた使命です。一方、日本人は、人間も

人に、また世界中にフグのことを知っていただけ

自然の一部なので自分たちは最終的には関与しな

るのではないかと思っております。

い、そういう考え方、思考が強いんだと思います。

【司会】これで本日の日程を終了いたしました。

私たち日本人の DNA は、欧米人に比べて、資源

トラフグ資源の回復については、資源管理と栽培

なり資源管理に対するアプローチ、問題意識が低

漁業の連携により、目標をしっかり持って、多く

い？、だから国の役割は重要と考えます。

の関係者の皆さんの協力のもとで取り組んでいく

【松村】天然のフグも､ 養殖のフグも、漁業者が

ことが重要と考えているところです。本日はあり

寒い荒波の中でどのような操業の苦労があるか、

がとうございました。

対 談
協同組合下関ふく連盟 理事長 松村 久氏 （右）
下関市立大学 教授 濱田英嗣氏 （中）
全国豊かな海づくり推進協会 市村専務 （左）
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【豊かな海づくり推進協会】報告③
豊かな海づくりに関する現地研修会報告

千葉県における藻場の現状と今後の対策について
館山水産事務所
普及指導員

改良普及課

五味

勇気

開催日時：平成 27 年 10 月 17 日（土）13：30 ～ 16：00
開催場所：館山市コミュニティーセンター
講

師：東京海洋大学

海洋科学部

第１集会室 （千葉県館山市北条）

准教授

藤田大介氏

出 席 者：約 40 名（漁業者、漁協職員、公社職員、市町及び県職員）

１

はじめに

２

千葉県内房～外房海域における沿岸岩礁域は、

研修会の概要
講師である東京海洋大学藤田大介准教授から

アワビ、サザエ、イセエビ等の生息する磯根資源

「磯焼けの現状と回復の手法」と題してご講演を

が広がり、水深 20 ｍ以浅の岩礁域にはアラメ、

していただきました。その後、館山水産事務所と

カジメ、ホンダワラ類、テングサ類など藻類が繁

県水産総合研究センターから外房海域と内房海域

茂する藻場が形成されています。

の藻場消失状況について情報提供がありました。

近年、内房海域や外房海域の一部岩礁域におい
て藻場の消失が観察されており、現状把握とその

最後に、講師から各地区への意見や助言をいただ
いた後、全体を通した意見交換を行いました。

回復に向けた今後の取り組みについて、関係者間
で情報を共有し対策を検討する必要があると本県

３

講演
「磯焼けの現状と回復の手法」

漁業士会館山支部会において議論がなされてきま
した。そこで今回当支部会が中心となって本研修

東京海洋大学海洋科学部准教授

会を開催しました。

藤田大介
①

藻場を取り巻く環境

・藻場は、いろいろな動物、植物そして環境要
因のバランスの上に成り立っている。
・千葉県の環境要因について、内房、外房海域
では透明度が高いので光環境は問題ない。そ
の他の環境要因についても外房、内房等海域
によっても様々である。
・温暖化による水温上昇は藻場の減少に影響を
与えている。日本は世界のホットスポットに
入っている。
・人間の諸活動により環境のバランスが崩れて
いる。
・ガンガゼ、アイゴ等の磯焼けの原因となる生
千葉県漁業士会館山支部長の挨拶

物は千葉県においても昔から観察されていた。
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②

全国の藻場の様子

・千葉県においても約 100 年前から磯焼けが観
察されていた。その後大きな問題となってい
なかったが、2000 年代に入り再び問題となっ
てきた。
・全国で約 20 万 ha あった藻場は現在 15 万 ha
まで減少しており、西日本ほど深刻である。
・長期的な磯焼けになるほど回復に係るコスト
や労力が増大するため深刻化しないうちに対
策を講じる必要がある。
③

太平洋岸を中心とした藻場回復の取組

・奄美大島ではアオリイカ等の産卵場を取り戻

講師による講演

すため、ブロックを設置してカゴで覆ったと
移動し、現在海藻の付着は観察されていない。

ころ海藻が生えてきた。
・大分県名護屋では少ない漁業者でウニを駆除

（２）岩井地区における藻場消失状況（内房海域）
千葉県水産総合研究センター

する等の取り組みを行い、藻場が回復してき

生産技術研究室

ている。
・伊豆の内浦湾はガンガゼが多かったので、網に

玉井雅史

・岩井地区における藻場消失はアワビ輪採漁場の
調査により平成 23 年頃から観察されていた。

より瀬切りを行い、ウニ駆除やホンダワラの
母藻供給を行ったところ春藻場が形成された。

室長

・平成 27 年の第 1 回目の潜水調査では海藻（ア

磯焼け対策ガイドラインの改訂について

ラメ・モク類）に摂食痕が観察され、定置網

・平成 27 年 3 月に改訂版磯焼けガイドラインが

で漁獲されたアイゴ胃内容物調査では海藻片

④

が観察された。

発行された。
・藻場回復の対策フローについて効果の薄い対

・今後は年度内に未調査箇所について調査を実
施し、来年度以降「磯焼け」に至る現象であ

策については省き、シンプルなものにした。

るか検討を行う予定である。また、岩礁着生

・各地の取り組み事例の充実を図った。

面の清掃、スポアバッグの設置、ガンガゼ駆
４

除等の漁業者活動を支援していく。

情報提供

（１）
「鴨川地区における藻場消失状況等」

・参考情報として館山市伊戸地区では平成 25 年
の台風により藻場消失がみられたが、翌年に

（外房海域）
館山水産事務所
普及指導員
①

あることが紹介された。

五味勇気

県の聞き取り調査

・平成 27 年 1 月から 4 月に館山水産事務所及び
勝浦水産事務所で各管内における藻場消失状
況の聞き取り調査を行った。

５

意見交換

（１）情報提供に対する講師からの意見及び助言
①

鴨川地区

・内房側の地区の多くは２～３年前から消失が

・藻場消失について、漁場が漁港等構造物の近

見られ、岩礁が石灰藻に覆われる、ガンガゼ

くにあるためこれによる潮流変化等の影響も

等のウニが観察されるという状況であった。

考えられる。

・外房側の地区の多くは砂の影響、台風の影響
による消失が観察される状況であった。
②

藻が消失した。平成 27 年 1 月に海藻の着生し
やすい基質を投入したが、基質が時化により
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・基質が動くと海藻は着生しないので、固定す
る必要がある。
・基質の設置場所は静穏な場所が良いと思われ

鴨川地区の状況

・鴨川地区では平成 25 年の台風により漁場の海
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はコバタ等が観察され、現在では回復傾向に
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る。
・アラメ、カジメだけではなく他の海藻の観察
も必要である。

・今後は基質、設置場所等地区の状況に合わせ

で、各地区にあった海藻の利用を検討して欲

て検討する必要がある。
②

岩井地区

しい。
Ｑ：食害について、ガンガゼが 100㎡に何個体い

・漁場は広くない印象なので、ガンガゼ駆除を
行うなら全漁場で行うと良い。

ると藻場消失が起きるか。
Ａ：１個体でもいれば芽生えた幼体が食害にあう。

・輪採漁場の平板はガンガゼの住みかになって
いないか確認する必要がある。

その意味では１個でも影響すると言える。
Ｑ：自分の漁場（内房地区）はガンガゼもアイゴ

・大きな岩の隙間がガンガゼの住みかとなるの

も多くないが藻場の消失が見られる。なぜな

で、駆除するときは重点的に観察が必要であ

のか。たまに生えている海藻に小さいサザエ

る。岩棚の崩落により、その周りがガンガゼ

がたかっている。

の住みかとなる地形的変化で起こる磯焼けも

Ａ：サザエは海藻をよく食べるので地区に多いの

観察されている。

であれば影響しているかもしれない。

・アイゴの利用方法については研究の余地がま

Ｏ：アワビ養殖をやっているが、ロープにコバタ

だまだあると思うので、検討する必要がある。

が生える。これを移植する取り組みを考えて

（２）漁業者と講師の主な意見交換
Ｑ：カジメ、アラメの成熟期と成熟する大きさは。

いる。
Ａ：是非取り組んでいただいてまた報告して欲し

Ａ：一般的に成熟期は 8 ～ 11 月である。基質を

い。

入れようと思ったら成熟期とほぼ同時に入れ
た方がよい。最近の研究では１～２年で枯死
する地区ではコバタ程度で成熟する事例も観
察されている。
Ｑ：砂浜が近くにあり、岩盤が砂で洗われてしま
う様な場所は藻場への悪影響があるのか。

６

謝辞
東京海洋大学

海洋科学部

准教授

藤田大介

様には、大変お忙しい中、講師をお引き受けいた
だき、磯焼けの現状と回復の手法についてご講演
をしていただきました。心から御礼申し上げます。

Ａ：沖か岸近くか等の条件にもよるが、多少砂が

今回受講した漁業者や関係機関職員にとって有意

あると砂により磯が掃除され、海藻は残ると

義な研修会となり、今後本県における藻場回復の

考えられる。

取り組み役立つものと考えます。

Ｑ：場所によってはテングサ等の下草に覆われて
カジメ、アラメが少なく悪い印象がある。
Ａ：テングサが多い場所が悪いということはな

最後に、本県からの研修の要望を快く採択して
いただいた主催者の公益社団法人全国豊かな海づ
くり推進協会に厚く御礼申し上げます。

い。テングサ自体も利用できるものであるの
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