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巻

頭

言

TPP 担当から
栽培養殖課長に就任して
水産庁増殖推進部栽培養殖課
課長

「攻めの農林水産業への転換」へ
私は、本年１月に栽培養殖課長に着任しました
が、前職は漁政部参事官で TPP 交渉を担当して
いました。TPP の水産関係では、漁業補助金や
水産品の関税、輸入制度等について国内への影響
を最小限にすべく守りの立場で全力を尽くした一
方、交渉が終盤を迎えてからは、TPP を契機に
我が国水産業はどのように転換していくのか、業
界は何を望んでいるのかが非常に気になりながら
昨年 10 月の大筋合意に至りました。その後は、
TPP の結果の国内説明と水産物への影響分析、
対応策をお手伝いした後に、本職に着任したとこ
ろです。
TPP の対策については、11 月に政府が「TPP
関連政策大綱」を策定、
「攻めの農林水産業への
転換」を柱とし、水産関係では、広域浜プランに
基づき水産業の体質強化を図るための水産業競争
力強化緊急事業（225 億円）や水産物輸出拡大緊
急対策事業（55 億円）等の補正予算が措置され
ました。このように TPP 対策として、農水省一
丸となって「攻めの農林水産業への転換」に取り
組み始めた矢先の年末に、私は、栽培養殖課長の
内示を受けました。今度は守る立場から攻める立
場として、微力ながら水産業界のお役に立たなく
てはならないと、身が引き締まった記憶が今でも
忘れられません。
着任以来日々の業務に追われる毎日ですが、栽
培養殖課の業務内容を改めてご紹介すると、魚介
類の種苗生産・放流を推進する栽培漁業の振興、
ぶり類、まだい、海苔等の海面養殖業の振興、配
合飼料・生餌の価格問題、回帰率の低下が続くさ
け・ます放流事業対策等に加え、昨年 10 月より
課内に内水面漁業振興室が設置され、内水面漁業・
養殖業のより一層の振興、また、うなぎ養殖業の
許可制度も開始されました。最近の話題としては、
去る６月１日に議員立法により「真珠の振興に関
する法律」が成立、７日に施行され、アコヤガイ
による真珠養殖業を中心に真珠産業全体の振興に
関する基本方針も国で定めることになりました。
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伊佐

広己

資源の回復・増大に国民の期待
前段が長くなりましたが、以下本誌「豊かな海」
の本題である栽培漁業について述べさせて頂きま
す。栽培漁業については、国が策定した第７次栽
培漁業基本方針の下、親魚を獲り残して再生産を
確保する資源造成型の栽培漁業の推進や種苗放流
と資源管理を一体的に実施すべく漁獲管理との連
携強化等に取り組んでいるところであります。ご
承知のとおり、我が国の漁獲量は減少を続け、今
から 60 年前の昭和 30 年頃の水準まで低迷して
いますが、私は、魚介類資源の増大が水産業発展
の原点であると認識しており、そのためには、適
切な資源管理、漁場整備と共に、資源添加の唯一
の手法としての種苗放流により造成した資源の利
用を図る栽培漁業を積極的に進めることが極めて
重要と考えています。
種苗生産施設の老朽化問題については、昨年末
の TPP 関連対策の補正予算として、競争力強化
のため必要となる種苗生産施設の整備を支援する
こととしており、既存施設の撤去費用とも併せて
助成できることになりました。また、種苗生産・
放流等に係る経費については、都道府県への財源
移譲後、財政悪化や漁業者の放流経費の負担能力
不足等から種苗生産・放流数が減少を続けていま
す。このため、水産庁としても国の支援として複
数の都道府県にまたがって移動する広域種（トラ
フグ等）については、適地において集中放流して
資源を造成する事業への支援を継続する他、消費
者・漁業者ニーズに合致した新たな栽培対象種の
種苗生産技術の開発促進についても積極的に取り
組むべきと考えています。アカムツ（ノドグロ）
は、
錦織さん効果で国民的魚に昇格したので、資源増
大を多くの国民が期待しているはずですし、また、
輸出につながる種（ナマコ等）も全国的に種苗生
産の拡大が必要と考えます。
最後に、微力ではありますが、資源増大・回復
対策の切り札として栽培漁業の振興に邁進してま
いりますので、この場をお借りしまして、栽培漁
業関係の皆様のご協力をお願い致します。

美しく恵み豊かな瀬戸内海の実現へ
～広島県が新たな瀬戸内海環境保全の県計画の策定へ～
広島県農林水産局水産課
参事

１．はじめに

横内

昭一

が多く聞かれるようになりました。

広島県は瀬戸内海中央部の北側に位置し、優れ

こうした中、瀬戸内海沿岸域の府県知事、市長

た景観や、温暖な気候、生産性の高い海からの豊

らで構成する「瀬戸内海環境保全知事・市長会議」

かな水産資源など「美しく、恵み豊かな瀬戸内海」

は、平成 16 年から瀬戸内海を豊かで美しい里海

から多くの恩恵を受けて発展しています。その恵

とするための法整備を求める活動を開始し、平成

沢は、将来の世代にわたり継代していかなければ

19 年には 141 万人の署名を国に提出するなどの

なりません。

取組を進めました。

しかし、昭和 40 年代には、高度経済成長期に

そのような中、国においては、平成 24 年 10

おける急速な産業の発展、沿岸域の人口増加、水

月に中央環境審議会から答申された「瀬戸内海に

質汚濁や赤潮による魚介類の大量死などにより、

おける今後の目指すべき将来像と環境保全・再生

瀬戸内海は「死にひんした海」とまで呼ばれ、深

のあり方」を踏まえて、国基本計画の変更につい

刻な環境問題に直面していました。

て調査検討が行われました。

このような社会情勢の中、昭和 53 年には、赤

答申の概要は、「瀬戸内海の多面的価値・機能

潮被害に対する富栄養化対策等の施策が加えられ

が最大限に発揮された『豊かな瀬戸内海』を実現

た恒久法として、瀬戸内海環境保全特別措置法（以

していくことが今後の目指すべき将来像である。」

下「瀬戸内法」と記す。）が制定されました。こ

として、豊かな瀬戸内海のイメージを下記のよう

の瀬戸内法に基づき、水質総量削減制度をはじめ、

にしました。

瀬戸内海環境保全基本計画（以下「国基本計画」

・

化的景観の保全と利用

と記す。
）が策定され、総合的な対策の着実な取
組が進められてきました。

・

多様な生物が生息できる海：生物多様性の保
全、高い生物生産性の維持

広島県も環境保全に関する施策を総合的に推進
するため、国基本計画に基づき、昭和 56 年に「瀬

美しい海：良好な水質の確保、自然景観・文

・

賑わいのある海：地域資源の利用、海とのか

戸内海の環境保全に関する広島県計画」
（以下「県

かわりによる地域活性化

計画」と記す。）を策定して、随時、変更を行っ

また、目指すべき将来像や、環境保全・再生へ

てきました。

のアプローチは、「湾・灘（なだ）ごとの規模、
その海域の特性に応じてきめ細やかに対応するこ

２．計画策定（変更）の背景

とが必要」としました。

水質総量削減などの取組の結果、水質改善等の

その後、瀬戸内海環境保全小委員会における議

一定の成果が見られ、瀬戸内海の赤潮の発生件数

論を踏まえて、平成 27 年 2 月 27 日、国基本計

は最も多かった時期からは半分以下に減少し、現

画の変更が閣議決定されました。

在は「横ばい」となっています。
一方で漁業者や漁業関係団体からは、
「漁獲量

【変更の主なポイント】
・

藻場・干潟の保全を含んだ「沿岸域の環境の

の減少」や「のりの色落ち」または「漁場がやせ

保全、再生及び創出」及び「水産資源の持続的

ている」など瀬戸内海の生産力低下を懸念する声

な利用の確保」を新たに目標立てし、施策の方
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向性を明確化
・

改正法は「美しい海」から「美しく豊かな海」

水質の保全については、地域性や季節性に応
じた「管理」の視点を追加

・

景観の保全については、文化的景観を追加

・

計画の期間を設け、施策の進捗状況について
点検を行うことを明確化

・

湾、灘ごとの課題に対応した、多面的な価値・
機能が発揮された瀬戸内海を目指す。

へ政策を転換し、多様な生物が棲み、水産資源に
恵まれた豊かな海を目指すものとなっています。
また、「海のゆりかご」と呼ばれる藻場・干潟
の保全と再生、海底ゴミや漂流ゴミの除去、生態
系の保全のほか、沿岸地域の生活にかかわってき
た文化的景観の保護もうたっております。
こうした多様な施策を、湾や灘など海域の状況

また、今後の施策を法律上位置づけるため、平

に応じて策定するため、行政や漁業者、住民で構

成 27 年 10 月 2 日に瀬戸内法改正法が公布、施

成される協議会の意見を聴くことなどが求められ

行されました。

ております。

改正法においては、瀬戸内海の環境保全に関す
る基本理念の新設、国基本計画及び県計画の規定
の改正並びに具体的施策の追加等の措置を講じる

３．計画の内容
県計画は、瀬戸内法第２条の理念にのっとり、
法第４条の規定により、国基本計画に基づいて

こととなりました。

定めるものとなっております。国基本計画が平成
27 年３月に変更されたことに伴い、広島県では
県計画を変更する作業を進めております。
計画の基本理念は、国基本計画等これまでの国
の動向を踏まえ、「美しく恵み豊かな瀬戸内海の
実現」とし、多様な主体により「里海づくりが継
続されている」ことを目指すこととしております。
これを実現するための基本的な施策は、国基本
計画に示された「沿岸域の環境の保全、再生及び
創出」「水産資源の持続的な利用の確保」などの
4 つの目標と、それらを推進する「基盤の整備」
広島県の代表的なアマモ場 （呉市安浦 三津湾）

の 5 分野とするものです。

図１ 国基本計画の変更イメージ （広島県計画 【変更】 より）
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図２ 県計画 【変更】 の基本方針 （広島県計画 【変更】 より）

また、県計画の基本理念は、広島県の実情に応

水産課としても、『恵み豊かな瀬戸内海の実現』

じたものとし、県計画の重点的な施策については、

に向けた「水産資源の持続的な利用の確保」のた

社会情勢の変化や、全計画の中で浮き彫りになっ

め、種苗放流による増加と、自然増加量を引き上

た課題を含め、県民や有識者等の意見の反映に努

げることで、資源が増大し、循環する環境を創り

めることとしています。県計画策定の具体的な方

出すことが重要であると考えております。

針は図３のとおりです。

そこで県の東部海域において、市町と連携して
藻場などの漁場整備計画を策定するとともに、今

４．計画策定までのプロセスと今後の取組
県民の皆様に瀬戸内海の環境について興味を
持って頂き、
意見を伺うため、平成 27 年８月に「瀬

年度から従来の３倍の放流尾数となる 100 万尾
のガザミ種苗など地域の核となる種苗を集中放流
します。

戸内海について語り合う集い」を県内３箇所で開

加えてこれら造成した水産資源を効果的に管理

催するとともに、県ホームページでも意見募集を

するため、地域の漁業者により、漁獲禁止区域の

行いました。

設定や、漁獲サイズの制限など資源管理計画を策

頂いた意見等を踏まえ、
「瀬戸内海の環境の保

定し、水産物流通業者の協力も得て、資源管理が

全に関する広島県計画」【変更】（素案）をまと

継続的に取り組まれるよう地域で協議を行ってお

め、平成 28 年１月～２月にこの素案に対するパ

ります。

ブリックコメントを実施しました。

今後、他の海域においても、藻場・干潟の整備

これらの過程を踏まえて、広島県変更計画を策

や底質環境の改善、地域の核となる魚種の集中的

定し、現在、環境省と協議を行っており、平成

な放流、漁業者が主体となった効果的な資源管理

28 年秋頃に計画を変更する予定です。

を市町や関係漁業団体等と連携して、一体となっ

今後、計画の基本理念を実現するため、多様な

て推進することで、漁業資源の増大を図り、恵み

主体による環境の保全・創造の取組を、総合的に

豊かな瀬戸内海を実現してまいりたいと考えてお

推進することが必要となります。

ります。

図３ 県計画策定の具体的な方針
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アサリ稚貝育成装置「かぐや」を開発
福岡県水産海洋技術センター
浅海増殖課長

１．はじめに

豊前海研究所

中川

清

にし、干潟への浮遊幼生の着底促進や着底稚貝の

福岡県の豊前海は、瀬戸内海西端に位置する遠

流失防止を図るためのものです。研究所は、漁業

浅で穏やかな内海性の海です。海に流れ込む川の

者が打った竹林の中で各種調査を行い、アサリの

河口には干潟が広がり、かつては全国有数のアサ

流失防止について一定の効果をみいだせたものの、

リ漁場を形成していました。しかし、その漁獲量

アサリ増殖の有効打にはなりませんでした。

は 1986 年の 11,000 トンをピークに急減し、近年
はわずか数十トンで推移しています（図１）。

厳しい状況が続く中、ある時、研究所の職員が
調査の際に朽ち果てた竹杭を蹴り倒したところ、

アサリ資源の減少は全国的にみられ、その原因

割れた竹の中からアサリがごろごろと出てきまし

として開発による干潟の減少や環境の変化、乱

た（図２）。これらのアサリには、殻長 40㎜を超

獲など様々な影響が考えられていますが、因果関

える成貝から、10㎜程度の稚貝まで、大小様々な

係の解明は難しいのが現状です。ただし、豊前海

サイズがみられ、浮遊幼生が竹の中に繰り返し着

における近年の資源低迷は、母貝の減少に伴う再

底し、成長したものと考えられました。これまで

生産サイクルの悪化、発生稚貝の波浪による流失、

竹の間の干潟を懸命に掘り返しアサリを探してい

近年増加したナルトビエイによる食害などが要因

ましたが、温度や乾燥など干潟より厳しい環境と

となっていると考えられます。

思われる竹の中から多くのアサリが見つかったこ

アサリ資源の回復を望む漁業者の声は強く、研

とは、職員一同にとって大きな衝撃でした。

究所では、市町、漁業者とともに稚貝や成貝の放
流、漁獲サイズの規制や保護区の設定に加え、干

３．装置開発の過程

潟での竹杭の設置、ナルトビエイの駆除など、あ

研究所では、さっそく再現試験に取り組みまし

らゆる対策を講じてきましたが、残念ながら資源

た（図３）。装置の素材には、アサリが見つかっ

の回復には至っていません。

た竹に加え市販の塩ビ管を用い、その中に研究所
で生産した着底直後の稚貝を入れたところ、厳し

２．「かぐや」開発のきっかけ

い夏を乗り越え成長、生残とも良好な成績をおさ

アサリ増殖対策で述べた「竹杭の設置」は、竹

めました。また、予想に反して塩ビ管での成績が

杭を多数干潟に打つことで潮流や波浪を緩やか

良かったことから、その後の試験は塩ビ管で行う
こととしました。

図１ 豊前海のアサリ漁獲量の推移
（福岡農林水産統計年報）
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図２ 竹杭の中から発見されたアサリ

これらの試験は、当初、干潟で行っていました

ました。そして、平成27年12 月に特許を取得し

が、波浪による装置の破損や潮汐による調査の

ました（登録番号「特許第 5857296 号

制約などを考え、試験地を漁港内に変更しました。

の養殖方法及び装置」）。

二枚貝

また、収容稚貝のサイズや適正密度、垂下の高さ
などを検討するとともに、装置自体のコンパクト
化を図りました。

４．稚貝から成貝へ
「かぐや」は、アサリ稚貝育成装置として開発

完成した装置は、塩ビ管に稚貝を収容するため

しました。成貝までの育成は可能ですが、装置の

ナイロンメッシュ網の仕切りをしたものです。こ

大型化などが必要となるため、現場への普及を考

れを野菜かごに入れ、漁港から垂下します（図４）。

えた場合、より低コストで簡易な方法が必要です。

稚貝は、殻長 0.5㎜の微小サイズから収容可能で、

稚貝育成の目処は立ちましたが10㎜サイズの

条件の良い春～秋期なら約２ヶ月で 10㎜程度に

アサリ稚貝を干潟に放流した場合、ナルトビエイ

成長することがわかりました（図５）
。もちろん、

による食害の問題があります。このため、現在は

その間は全く餌をやる必要はなく、作業も稚貝の

砂利を入れた網袋にかぐやで育成した稚貝を入れ、

成長やメッシュ網の汚れに応じ、網の交換を１～

出荷サイズの成貝まで育てる試験を行っています

２回行うだけです。

（図６）。試験では、設置場所や稚貝の収容サイズ、

アサリの種苗生産は、技術的には確立していま

密度など、効率的な手法を検討しており、結論は

すが、陸上の施設ではその設備に加え、餌となる

出ていませんが、十分な手応えを感じています。

プランクトンの培養や飼育水の管理など、非常に

「かぐや」による稚貝育成から網袋による成貝

コストや労力がかかります。今回、研究所が開発

育成までの一連の試験は、常に漁業者とともに実

した装置は、これらの問題を解決する足がかりと

施しており、少量ですが試験出荷も行われ、漁業

して期待されます。

者からも期待の声があがっています。

研究所では、“竹の中から生まれたアサリ”と

研究所では、アサリ資源の回復に向け、今後も

いうふれこみで、この装置を「かぐや」と名付け

漁業者とともにこれらの取組を続けていきます。

図３ 干潟での再現試験の様子

図５ 「かぐや」 で育成したアサリ稚貝

図４ 現行の 「かぐや」 （２段式）

図６ 網袋による干潟での育成試験
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東京湾

生き物生息場つくりに関する政策提案

～東京湾再生推進会議に対し、マコガレイ産卵場の底質改善について～
東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻教授
東京湾再生官民連携フォーラム生き物生息場つくり PT 長

１．政策提案までの背景

淳

かつては「江戸前」と称される豊かな魚介類に
恵まれていた東京湾は高度経済成長期の水質汚濁
の最悪の状況は脱したものの、漁業資源の衰退や
夏季の大規模な貧酸素水塊の発生といった問題を
抱えている。2001 年 12 月には内閣府地方創生推
進事務局（2001）による都市再生プロジェクト
（第三次決定）において、
「海の再生」が掲げられ、
「先行的に東京湾奥部について、地方公共団体を
含む関係者が連携して、その水質を改善するため
の行動計画を策定する」と謳われた。これを受け、
2002 年 2 月には国と地方公共団体から構成され
る「東京湾再生推進会議」が設置され、2003 年
3 月には「東京湾再生のための行動計画（第一期）」
が策定された。2013 年にはこの第一期行動計画
の 10 年間の取組が終了し、同 3 月には行動計画
（第二期）が策定された（東京湾再生推進会議、
2013）。行動計画（第一期）では底層 DO を指標
とし、具体的な目標を「年間を通して底生生物が
生息できる限度」としていたが、これが達成され

湾を再生するためのアイデアを醸成し、東京湾再
生推進会議への提案や実現に向けた活動に官民挙
げて取り組む、「生き物生息場つくりプロジェク
トチーム（生き物生息場つくり PT）」が発足す
ることとなった（佐々木、2013）。
東京湾はその多くが港湾区域であり、港湾・湾
域の事業実施や管理を行う港湾部局が重要なス
テークホルダーであることは間違いない。一方、
長年にわたる埋立等の開発や漁業補償等もあり、
生物や漁業資源に関する知見を有する水産部局と
港湾部局が連携したプロジェクトは従来ほとんど
なされてこなかったと聞いている。生き物生息場
つくり PT では、港湾部局と水産部局が連携し、
漁業者の協力を得ながら、江戸前の再興に向けた
生き物生息場つくりを目指す体制を整えることが
肝要と心得、水環境保全に知見を有する環境部局、
学識経験者、施工技術を有する企業等の協力を募
り、時には杯を交わしながら議論を重ね、2015
年 10 月に当 PT からの最初の政策提案となる「生
き物生息場つくりに関する提案書」をとりまとめ

ることはなかった。行政関係者の間では行政のみ
による取組には限界があるとの認識が広がったと
伝え聞いている。
このような状況下で、官民が連携して東京湾再
生に取り組むべきとの気運が高まり、官民が連携

た（生き物生息場つくり PT、2015a）。本提案書
は「生き物生息場つくりの基本的な考え方と進め
方についての提案」と「東京湾北部沿岸における
マコガレイ産卵場の底質改善の提案について」の
二部構成となっており、同 24 日の東京湾再生官

して再生を推進するためのアイデアを検討し、東
京湾再生推進会議へ提案する役割を担う「東京湾
再生官民連携フォーラム」が 2013 年 11 月に発
足した。また、行動計画（第二期）では、
「東京
湾全体でとれる新鮮な魚介類」を「江戸前」と再

民連携フォーラム総会で採択され、2016 年 2 月
に同フォーラムから東京湾再生推進会議に対し、
政策提案として提出されたところである。以下で
は同提案書の内容および期待される今後の展開に
ついて述べたい。

定義し、東京湾再生と「食」とを結びつけ、「江
戸前」が豊かに生息する環境、すなわち「江戸前
の再興」を目指すべき東京湾再生の姿の一つとし
て、目標の中に新たに取り入れられた。そこで、
江戸前の再興を含む豊かな生き物が育まれる東京
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２．政策提案の内容
本政策提案は東京湾再生推進会議に対し、東京
湾再生のための行動計画（第二期）での実施を提
案するものであり、政策提案の性質上 10 年程度

の時間スケールで効果の検証ができるものが望ま

れた際にはプロジェクトの見直しの必要性を謳

しい。一方、生き物生息場つくりにはある程度普

い、以上をひっくるめて、生き物生息場つくりの

遍的な理念や方法論があるはずであるとの認識も
PT メンバーの間で早くから共有されてきた。そ

基本的な考え方と進め方として提案を行った。

こで本提案書を二部構成とすることとし、第一部

（2）第二部：東京湾北部沿岸におけるマコガレイ

では生き物生息場つくりの普遍的理念を示すこと

産卵場の底質改善の提案について

を目指し、基本的な考え方と進め方についての提

第二部では生き物生息場つくりの最初の具体的

案をとりまとめた。この第一部は今後生き物生息

提案として何がふさわしいか議論を重ねた。筆者

場つくりに関する具体的な政策提案を行っていく
際に、常に留意すべき上位概念として位置づけら

を含むメンバーの何人かは水産庁の水産生物の生
活史に対応した広域的に連携する漁場環境形成手

れるものである。一方、本提案書第二部では具体

法検討委員会（2012 年度）の委員として同席し

的な政策提案の第一弾として、江戸前の再興とい
う大目標の中で、科学技術的裏付けに基づく実現
可能性、予期せぬ影響の最小化、小規模な取組か
らでも有効性の評価が可能、といったことを条件
に議論を重ね、提案に至ったものである。そこ
で、これら第一部と第二部の内容についてそれぞ
れ以下に紹介する。なお、提案の背景等に関する
詳細は補足説明資料（生き物生息場つくり PT、
2015b）を参照頂きたい。

ており、ある魚種を再興するためには、卵、稚仔
魚、成魚等の生活史全体にわたる生息場の確保が
必要であるとの認識を共有していた。また、現在
の東京湾の状況を考えたときに、再興の候補とな
るそれぞれの魚種にとって、何がボトルネックと
なっているかを整理し、10 年のスケールで解消
が可能なボトルネックにはどのようなものがある
か議論を重ねた。その際、中央ブロック水産業関
係研究開発推進会議東京湾研究会（2013）の資
料を参考にさせて頂いた。その結果、最有力の候
補としてマコガレイが挙がった。
マコガレイは江戸前を代表する魚と位置づけら
れ、東京湾内で生活史が完結しており、産卵場が
湾北部沿岸海域が主である等、その生態や課題に
ついてよく調べられている（石井、2015）。1970
年 代 か ら 90 年 代 に は 多 く の 漁 獲 が あ っ た が、
1990 年代後半以降は漁獲が大きく減少しており、
その主要なボトルネックが産卵場として好適な

（1）第一部：生き物生息場つくりの基本的な考え
方と進め方についての提案
生き物生息場つくりの理念に関する第一部で
は、10 年間という時間スケールにとらわれるこ
となく、東京湾再生における生き物生息場のある
べき姿を念頭に置いた提案を目指した。具体的に
は、東京湾の地史の中で生活、産業、文化と共に
育まれてきた生き物、生態系、景観の再生が目指
すべきものであり、陸から海への緩やかな景観の
連続性を取り戻すことの重要性を謳っている。こ
れは単に人工干潟や藻場等を造るだけでなく、長
期的には埋立地のセットバックによる連続性の再
生もオプションの一つとして検討すべきことを意
図している。また、一部の埋立地背後に今も残る
旧海岸線沿いの水路には貴重な東京湾在来種が残
存しており、その保全の重要性にも言及している。
生き物生息場つくりの進め方についてはまず合
意形成のあり方に言及し、従来必ずしも連携が十
分とは言えなかった、港湾部局、水産部局、環境
部局、海上保安部局といった関係行政部局を明示
し、官公連携の必要性を指摘している。これに加
え、当然ながら漁業者や遊漁船業者、環境 NPO
等の利用者の連携協力や広く市民の理解の必要性
を明記している。さらにプロジェクトの実施にお
いては事前事後を含む官民連携によるモニタリン
グの実施と結果の公開、および予期せぬ影響が現

「砂または砂礫（以降、砂質と表記）」の海底の不
足にあると推察されている。実際、マコガレイの
漁獲が豊富であった年代は湾奥部沿岸に埋立用材
の砂が仮置きされ、その周辺で稚魚が沸いていた
といった証言もある。マコガレイは粘性沈着卵で
あり、湾北部沿岸海底の多くが泥質で付着基盤が
ないことが孵化率の低下を招いている可能性や、
浅海域の窪みに親魚が集まっており、その外縁部
斜面が産卵場として機能している可能性が指摘さ
れた。そこで、そのような場を好適な環境である
砂質に小規模でも改善することが、マコガレイ生
活環の修復に有効であるものと判断し、湾北部沿
岸の海底の一部を砂質化する方法について、検討
を始めることとした。
海底面を砂質化する方法には覆砂があり、東京
湾においても実績がある。しかし、単に砂を敷き
ならしただけではその上にヘドロが堆積し、砂質
が維持できなくなる。そこで、実際の施工に当たっ
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り PT の担うべき役割と考えている。加えて、船
舶の航行安全上の課題や環境影響について、海上
保安部局や環境部局の協力を得ながら精査し、課
題を一つ一つクリアーしていく必要がある。
生き物生息場つくり PT での活動を振り返る
と、第一に共に議論してきた個々人の熱意や意識
の高さ、力量が原動力であったと感じる。特に官
側の参加者は、自身の本来業務には直接関わらな
いことに対しても、法的制度的制約の中で江戸
前の再興に向けてどのような協力の可能性があ
るか、真摯かつ熱心に議論いただいてきた。今後
図 1 マコガレイ産卵場の底質改善イメージ
（生き物生息場つくり PT， 2015b）

ては、図 1 に示すように、海底面の形状をマウン
ド状とする等、泥質分の堆積を抑制する工夫が必
要と考えられ、今後具体的な設計段階においては
砂質のマウンド地形を安定的に維持する方策につ
いて詳細な検討が必要である。
次に砂質マウンドを造成するためには材料とな
る砂が必要であり、また、工事を行うにはその
財源をどうするかが課題となる。材料については
様々な可能性が考えられるが、航路等の浚渫によ
り得られる良質な砂は有力な候補となる。航路浚
渫であれば港湾部局の担当となり、航路維持の必
要性から土砂の確保とその処分のための土砂運搬
に関わる費用は担保可能と考えられる。一方、産
卵場造成にはマウンドの造成が必要となるが、そ
の費用は水産部局の負担とするのが合理的であ
る。すなわち、材料の確保および運搬は港湾部局
が負担し、マウンドの造成工事は水産部局が負担
するというものである。このような官官あるいは
官公連携ができれば、今後も江戸前の再興に向け
た様々な可能性が開けるものと期待される。

３．期待される今後の展開
提案したマコガレイ産卵場の底質改善について
は今後、技術的課題および合意形成についてさら
なる検討が必要である。まず、技術的課題につい
ては、材料の確保の見通しとその材料を使用した
場合に意図したマウンド造成が可能であるか、学
術面や施工面での検討が必要である。その上で、
見込みがあると判断された場合には、小規模な実
証試験から始めるのがよいだろう。場所の選定に
際しては科学的裏付けに基づく絞り込みと、漁業
者の要望を考慮し、漁業者と連携して進めていく
プロセスが重要であり、まさに生き物生息場つく

10

豊かな海

No.39

2016.7

の展開が良い方向に発展していくかどうかは、現
状では、参画している個々人の力量、特に官側は
人事異動により担当者が短期間で交替していく中
で、その熱意が継承されていくかによる部分が大
きいものと感じる。今後は、個々人の力量だけで
なく、官民連携の体制が制度的にも成熟し、本
PT が提案している官官連携や官民連携が当然の
ごとく認知され、その敷居を下げていく努力も必
要であり、これからの PT 活動の中で議論を深め、
実践に繋げていきたいと考えている。
生き物生息場つくり PT（2015a）：生き物生息
場 つ く り に 関 す る 提 案 書， 東 京 湾 再 生 官 民
連 携 フ ォ ー ラ ム，http://tbsaisei.com/news/
pdf/2015/ikimonopt_seisakuteian2016.pdf
生き物生息場つくり PT（2015b）：生き物生息場
つくりに関する提案書 補足説明資料，東京湾
再生官民連携フォーラム，http://tbsaisei.com/
news/pdf/2015/ikimonopt_hosoku.pdf
石井光廣（2015）：東京湾のマコガレイの生態と
漁業 ―資源回復への取り組み―，豊かな海，
NO. 37，pp. 34-38．
佐々木淳（2013）：持続型社会の構築に向けた港
湾への期待，港湾，90 巻．
中央ブロック水産業関係研究開発推進会議東京
湾 研 究 会（2013）： 江 戸 前 の 復 活！ 東 京 湾 の
再 生 を め ざ し て． 東 京 湾 の 漁 業 と 環 境，4，
A-1-A-32．
東京湾再生推進会議（2013）：東京湾再生のた
め の 行 動 計 画（ 第 二 期 ），http://www1.kaiho.
mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/action_
program_2nd.pdf
内閣府地方創生推進事務局（2001）：都市再生
プ ロ ジ ェ ク ト（ 第 三 次 決 定 ），http://www.
kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/toshisaisei/dai5/
pdfs/5siryou31.pdf

特

現代の匠 栽培漁業センターの技術力
集 を次世代に繋ぐ！
―私が実体験で得た種苗生産技術を語るー

全国各地の栽培漁業センターでは効率的な種苗生産技術の構築や、種苗生産技術の継承を図るための
後継者の確保・育成が大きな課題となっているところです。
特集では、
“世界に誇れる”栽培漁業センターの技術力を次世代に繋ぐ！ために、各地のベテラン技術
者から、将来の栽培漁業・種苗生産を担う若い人たちへ、
“種苗生産技術継承への思い”を伝えていただ
きたい！、との趣旨で企画致しました。
お忙しい中、ご協力いただきました２０名の「匠（たくみ）」の皆様に感謝申しあげます。（編集部）

北海道
川下正己さん

岩手県
箱石和廣さん

秋田県
三浦 肇さん

山形県
余語 滋さん

茨城県
髙島葉二さん

富山県
鴨野裕紀さん

福井県
上奥秀樹さん

愛知県
水藤勝喜さん

三重県
瀬古慶子さん

滋賀県
松尾雅也さん

大阪府
大瀧庸平さん

鳥取県
金澤忠佳さん

岡山県
草加耕司さん

山口県
津田紀和さん

香川県
地下洋一郎さん

愛媛県
坂口秀雄さん

福岡県
柴田利治さん

大分県
元兼豊明さん

長崎県
久保田泰則さん

熊本県
礒村憲司さん
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マツカワーゼロに近い資源が回復！
（公社）
北海道栽培漁業公社

栽培推進部長

川下

正己

きるような市販容器などありません。何か代用で

旧日栽協宮古事業場からフェリーで

きないか、魚が抜けないようどうすればいいか、
試行錯誤の末、市販のプラスチック篭の内側に

川下正己さん

栽培漁業に携わりお陰様

ネットを貼り、蓋との間には隙間テープを貼るな

で 36 年が経ちました。現

ど加工した「ヒラメ輸送篭」を試作しました。材

在は、事務方として生産現

料費は僅かですが、製作には大変な手間と時間が

場を支援する立場で仕事を

かかりました。また、篭をたくさん積み重ねても

し て お り ま す が、 こ れ ま

タンク内全体に酸素が行き渡るのだろうかなど不

で、ヒラメ、ニシン、そし

安を抱きながら、これを 20 個、宮古事業場に持

てマツカワと 3 魚種の種苗

ち込み、試験輸送をすることにしました。

生産・放流事業に携わる機

事業場の職員の皆さんに、輸送方法を説明、篭

会をいただきました。今も、

に均一に魚を収容することをお願いしましたが、

たまに現場の手伝いに行くと、まさに水を得た魚

荷積みにものすごく手間がかったため、正直不評

の如く生き生きする自分を感じます。

でした。しかし、15 時間後に育成場に到着した

始めは、北海道南部の日本海側に位置する大成

とき、従来のタンクに比べ 2 倍の密度で運んだに

町（現せたな町）役場の職員としてヒラメの中間

も関わらず、輸送水は透明で泡も少なく、何といっ

育成の仕事に就きました。旧日本栽培漁業協会（以

ても取り上げが簡単に済み、運転手さんも上機嫌。

下、日栽協）宮古事業場で生産された稚魚を譲り

また、この方法に切り替えてから、滑走細菌症な

受け、10㎝前後まで育てて試験放流する仕事でし

ど疾病の発症が低下し、生残率も向上しました。

た。

楽をしようと考えたことですが、魚にも優しく、

8 月上旬、活魚専用トラックで、岩手県宮古市

当時の F 宮古事業場長に高く評価をしていただ

から途中フェリーにも揺られ、15 時間かけて輸

き、日栽協機関紙「さいばい」で紹介する機会を

送を行いました。2 ㎝前後の 10 万尾の稚魚は、1.5

いただきました。魚飼育ではまだまだ素人だった

トンタンク 7 基に揺られて真夏の長旅。育成場に

私が、プロに認められた大きな出来事でした。

到着した時には、輸送水はやや濁りぎみで泡立ち、

このことがきっかけで、魚の観察力や飼育環境

稚魚もふらふら。それをタモ網で掬い、育成槽に

への配慮、常に創造・工夫する努力など、生産

移す作業が何より大変で、時間がかかるばかりか、

の技術屋としての原点が形成されたと感じていま

魚を傷つけてしまうこともあります。運転手さん

す。

も、狭いタンク内に入り手伝ってくれましたが、
「なんかいい方法考えないとヒラメかわいそうだ
べ〜。
」と言われたものです。

ヒラメ稚魚輸送の技術と改良

ヒラメ、ニシンそしてマツカワの種苗
生産
それから約 10 年後、現在の職業に転職し、今
度はヒラメを種苗から作ることになり、宮古事業

当時、マダイ成魚などの活魚輸送には、専用の

12

場で長期研修をさせていただきました。またほぼ

篭が用いられるようになっていました。その様な

同時期に、ニシン放流事業も始めることになり、

方法でヒラメ稚魚を運ぶことができればどれだけ

宮古に加え、厚岸事業場でも研修の機会をいただ

楽なことかと考えたのですが、小さな魚を収容で

き、北海道日本海ニシン（石狩湾系群）の種苗生
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栽培漁業センターの技術力を次世代に繋ぐ！―私が実体験で得た種苗生産技術を語るー」

マツカワ取揚

マツカワ稚魚

産にも携わることになりました。さらに 10 年が

海域では、ヒラメは、５百トン前後だった年間水

経過し、今度は、マツカワの生産技術研修のため

揚量が千トン近くまで増え安定してきました。ニ

再び厚岸事業場で長期研修のお世話になりまし

シンも 200 トン前後から 1,000 〜 2,000 トンに増

た。

えました。マツカワについては、ほとんどゼロに

種苗生産研修で宮古、厚岸事業場に、また、疾

近かった資源が、150 トンほどの漁獲量のある資

病防除に関する研修で上浦事業場に、お世話に

源に回復しました。このことは放流の効果に加え

なったのは 3 か所の事業場ですが、複数回の研修

て、漁業者の資源管理、藻場造成等の努力により、

で多くの日栽協の職員の皆さんと知り合い、その

資源の増加につながったものと思います。しかし、

後皆さんが全国に異動され、私にとって重要な全

喜んでばかりではいられず、漁獲量が増加しても

国ネットワークが出来上がりました。

魚価安で収入に繋がりにくい場合や漁獲に地域間

この仕事は、何年経験しても新たな課題が生ま

格差がでるようになった場合など、課題も多くあ

れ、むしろ増えるばかりで、毎年悩み、苦しみ、

ります。今後は、これら栽培漁業に係わる皆で対

弱気になってしまうことばかりでした。そんな時、

話を重ね、少しずつ課題解決に向け努力していく

日栽協のみなさんに相談し、助言・指導をいただ

必要があります。そして、漁業者のみなさんの笑

き、勇気づけられ、支えてもらいました。各地を

顔が少しでも増えるよう、今後も微力ながらお手

転勤し、いろんな魚種の生産を任され新たなチャ

伝いできればと思います。

特

レンジをされている彼らは、多方面から物事を思
考する力があり、独自の技法を開発し、個々に違っ

努力を惜しまず緊張感を持って

た高い技術力を持った方たちばかりで、とても頼
もしく感じます。そんな方々からの応援によって、

事務方に移って 4 年が経過し、すでに、私よ

気付かぬうちにいろんな経験をしたと同じように

り若い職員の方が技術的にはるかに上回っていま

少しずつ思考力や技術力、忍耐力がつき、今日ま

す。しかし、努力を惜しまず緊張感を持って生産

で続けてこられたのだと感じています。

に向かう、魚と向き合う姿勢はまだまだ負けてい
ません。そんな栽培漁業に対する情熱と、これま

漁業者の笑顔に支えられ

で支えていただいた（応援くださった）皆様への
感謝の気持ちを、私が若いとき多くの先輩技術者

日栽協のみなさん以外にもたくさんの方々に支

の方々から教わったと同じように、次の技術者に

えていただきました。生産が無事終わった秋に、

伝えていくことが自分の役割と感じております。

「応援団の皆さんへ」と題して、生産終了のメッ

今、水産研究・教育機構の屋島庁舎のご指導を

セージを発信し、シーズンの報告と、感謝の気持

いただき、閉鎖循環装置の実験に現場職員と一緒

ちを伝えていました。私にとっての種苗生産技術

に試行錯誤で取り組んでいます。近い将来、北海

で最も重要なことは、
「応援団」のみなさんとの

道らしい装置の実用化を目指して。

コミュニケーションです。
これまで携わった栽培漁業３魚種ですが、放流
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ウニ種苗生産を通じた技術継承
ー マコガレイ稚魚の放流とアマモ場造成
ー
（一社）
岩手県栽培漁業協会 種市事業所

所長

箱石

和廣

平成23年 3 月の東日本大震災により施設は壊滅

はじめに

的な被害を受けましたが、皆様のご支援によりウ
ニについては半年後の 9 月に仮復旧施設で種苗生
（一社）岩手県栽培漁業

産を開始し、24年度末に施設が完全復旧したこと

協会種市事業所
（以下種市
事業所）は、ウニ種苗生産
施設として昭和63年に「岩
手県北部栽培漁業センタ−」
の名称で開所し、平成 6 年
から（一社）岩手県栽培漁業
協会が運営しています。

で、26年度からはナマコ種苗生産も再開し、現在
ウニ及びナマコ種苗生産に取り組んでいます。

箱石和廣さん

これまでの取り組み
私は、平成 5 年 7 月に岩手県北部栽培漁業セン
タ−の臨時職員となり、当時種苗生産部門の担当
だった山口仁さん（前岩手県水産技術センタ−副
所長、以下山口さん）と太田克彦さん（現岩手県
水産技術センタ−上席専門研究員、以下太田さん）
から技術指導を受けながらウニ種苗生産に従事し
ました。
平成 6 年 4 月、
（社）岩手県栽培漁業協会の設
立と同時に種市事業所職員となり、それまでの岩
手県北部栽培漁業センタ−は閉所し、山口さんが
技術移転のため 3 年間常駐することになり引き続
き技術指導を受けました。
その後、平成 17 年〜 18 年の 2 年間、大船渡
本所で魚類部に勤務し、平成 19 年に再び種市事
業所勤務となりました。

技術の習得
協会設立時、県からの技術移転期間は 3 年間の
予定であり、種市事業所職員は私 1 人だったため、
県の臨時職員期間を含めた 3 年 9 ヶ月の間に完全
に技術習得しなければならず、中途半端では関係
者に多大な迷惑をかけることになるため、必死に
取り組みました。
このことは指導する山口さんが一番理解してお
り、指導に当たり基本的に一度教えたことを二度
目は教えないとの方針でした。
そこで、種苗生産業務を行いつつ、いつもポケッ
トに野帳を携え、その日指導を受けたことをメモ
し、夜、家に帰ってから全てノ−トに清書し直し
て、ものによっては図解をつけて書き留めました。
指導いただいたことを忘れないようその日のうち
に清書していたため、当初は寝不足の日が続きま
した。
この時に記したノ−トは、後に後輩の「虎の巻」
として大いに役立ちました。
山口さんや太田さんから受けた指導は種苗生産
に関わる親仕立て、採卵、採苗、稚ウニ飼育、剥
離選別、出荷方法のほか餌料珪藻培養に関わる元
種保存、拡大培養方法、薬品調合、コ−ルタ−カ
ウンタ−等の機器類の操作方法や施設稼働のため
のポンプ、ブロワ−、ボイラ−、警報監視装置等
の操作方法、取水から各棟への各種配管の構成、
電気設備関係等ウニ種苗生産技術はもとより施設
を稼働し種苗生産を行うための全てを多岐にわた
り指導を受けました。

稚ウニの出荷作業をする箱石所長
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した。

特

そんな時、同じくウニの種苗生産を行っており

発足 2 年目、新たに新人職員が配属になり種市
事業所職員が 2 名体制となって一緒に技術指導を
受けるとともに、教える立場にもなりました。自

同様の悩みを抱えていた八戸漁連（現八戸みなと
漁協）の小又さんから観賞魚用に販売されている

分が十分に理解していないとうまく教えられない

木製の通気器具である「ウッドスト−ン」の気泡
が従来のエア−スト−ンより微細なため使えるの

ため、これまでの 1 年 9 ヶ月で覚えたことを復習

ではないかとの情報を提供いただきました。早速

しつつ後輩に教えていきました。
3 年目は技術移転最後の年であったため、山口

試してみると、少ない通気量で十分均一を保つこ
とがわかりました。

さんがいなくなることを前提に私が陣頭指揮をと
ることになりました。実際には山口さんといろい

これらの改善の結果、腕が長く遊泳力がありか
つウニ原基の大きな採苗期幼生が得られるように

ろ相談して業務を進めました。

なり、採苗が安定しました。

いよいよ 4 年目は技術移転期間が予定通り終了
し山口さんが県庁に赴任したため、本当の意味で
陣頭指揮をとることになり大変な重圧を感じまし
た。
そうした中、ベテランの労務職員が多かったた
め、経験の浅い私を大いにもり立ててくれ、その
年の種苗生産は順調に進みました。

これで唯一の大きな課題であった幼生飼育を解
決し、3 年間の技術移転を終了することが出来ま
した。現在は当時より少ない回数の採卵・採苗で
種苗が確保出来るようになっています。
これまで担当者は数回変わりましたが、現在も
竹高次長を中心に安定した生産を行っており、生
産目標を達成出来なかったことはありません。こ
れは山口さん、太田さんの技術指導の賜であり感
謝申し上げますとともに、受け継いだ協会職員、
労務職員、皆のがんばりだと思っており感謝の念
に堪えません。

ウニ飼育水槽の底掃除作業

技術の改善
ウニ種苗生産について技術的には県営時代にほ
ぼ確立していましたが、幼生飼育については約 2
週間の幼生飼育期間中に飼育水槽の底面に幼生が
沈殿し、へい死する現象がたびたび見られ、技術
移転期間中に改善する必要がありました。特に通
気に問題があるとの仮説を立て、確認検討するこ
ととしました。この時は大型ブロワ−による通気
を屋外、屋内水槽で共有しており、作業による屋
外水槽使用数の増減に伴い屋内幼生飼育水槽の通
気量が変化していることに気づきました。そこで、
屋内の幼生飼育水槽のみ独立させることとし、浄
化槽用の小型ブロワ−を用いて通気する方法に改
良するとともに、通気量は職員が目視による感覚
で判断していましたが、空気流量計を設置して誰
が調整しても同じ通気量になるよう改善を図りま
した。

通水、 通気量調整中の従業員

おわりに
種苗生産業務は生物を育てる特殊な仕事であ
り、初めは皆苦労すると思いますが、放流事業は
漁協、漁業者が期待しているやりがいのある仕事
だと思います。
それぞれの魚種の生態的特徴を把握し、今まで
学んだ基本を大切に技術の安定化、省力化等改善
に取り組むことが重要だと考えています。
今後も岩手の海がより豊かな海となるよう、微
力ながら種苗生産に励んでいきたいと思っており
ますので、引き続きご指導のほどよろしくお願い
致します。
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緊張感をもって稚魚と向き合う
（公財）
秋田県栽培漁業協会

主任技術員

三浦

肇

いため 1 年前の生産日誌をもとに生産を行った。

就職の背景と業務

この時頼りになったのが臨時職員のおばさん達
父は漁師、自宅近くに

男鹿水族館や旧秋田県水
産試験場戸賀分場があり、
幼少期から魚と触れ合う
機会が多く、そのため東
海 大 海 洋 学 部 に 進 学 し、
水産増殖学などを学んだ。
大学 4 年生時、卒業論文
三浦 肇さん
作成のため 1 年間、旧秋
田県栽培漁業センタ−（以下「栽培センタ−」と
いう。
）にお世話になり、時々種苗生産の作業に
携わった。
卒業後地元の魚卸問屋に就職し、当時県内では
先駆けであった活魚を取り扱った。約 7 年間勤務
後の（財）秋田県栽培漁業協会発足の翌年 1993
年職員となった。
入会当初、手がけた種苗生産はアワビ、クルマ
エビ、そしてマダイ、ヒラメでは中間育成とその
放流効果調査を行った。アワビは 1996 年、象潟
にアワビ種苗生産施設が完成し移った。
現在私の勤務する当協会本場で行っているの
は、ヒラメ、マダイの種苗生産、中間育成、放流
効果調査、そしてクロソイ、クルマエビの種苗生
産で、これら全てを手がけている。

経験の先にあること
ークルマエビの種苗生産
入会当時から種苗生産を続けているのがクルマ
エビである。当時は九州産の親エビを使用して 4
月中旬からの生産開始であった。県からの技術移
転・習得ということで、県水産振興センタ−増
殖部（以下「センタ−」という。）の前任者と一
緒に 1 回次 3 水槽で生産を行った。この年は計 3
回次 8 水槽で生産を行うが、前任者は 1 年前が初
めての生産を担当したので、良くわからないこと
が多く、またしっかりとした生産マニュアルも無
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であった。栽培センタ−開所当時からのベテラン
揃いであり、観察力に優れ、優秀だと感じた。当
時のセンタ−所長に「種苗生産の良不出来はおば
さん達によって決まる。」と教えられ、その教え
は今でも変わらない。おばさん達には今までの好、
不調水槽を思い出してもらい、それと比較しても
らいながら生産を進めた。
また、幸いにも大学時代の同期が、民間でクル
マエビの種苗生産を行っており、彼に遠慮なしに
電話で聞きまくった事が思い出される。今思えば、
ほんの些細な事も質問し、恥ずかしい限りである。
2・3 回次の 5 水槽生産は暗中模索で始まった。
初期生産の基礎となる珪藻培養が上手くいかず、
ナンクロとアルテミア栄養強化剤（ここでは秋田
方式と呼ぶ）を用いて生産を行い、なんとか乗
り切った。 1 回次の生産では気づかなかったが 2
回次の生産で、ポスト 7 〜 9 にかけて、突如稚エ
ビの姿が見えなくなり、慌てて水槽に潜水して稚
エビを確認した時のことは今でも忘れられない。
この時から、水槽底面の汚れと稚エビの状態確
認のため、潜水観察・潜水掃除を行い、それが現
在まで続いている。若い時は良かったが、今では
重労働で負担になってきた。その時、潜水掃除に
手間どったため、従来の通気方法をやめ、現在の
通気方法に変更した事により、おばさん達の撹拌
作業が大幅に軽減された。2・3 回次の生産は完
全に筆者に任されたため、従来方式を継承しつつ
も、大幅に生産方式を変更して行ったので当時の
センタ−増殖部長に、「これまでの生産手法を無
駄にするのか。」とこっぴどく叱られた記憶があ
る。
翌年からは、初年度行った秋田方式を用いるこ
とにより、初期餌料不足を解消した。 特に 1997
年からは微粒子餌料を用いる事により、（テトラ
＋ナンクロ + ワムシ）の生物餌料、（強化剤＋微
粒子）の化学飼料をミックスさせた給餌方法（改
良秋田方式）で生産した。また 2001 年からは新
たな微粒子餌料を使用し、給餌方法がシンプルに

「現代の匠

栽培漁業センターの技術力を次世代に繋ぐ！―私が実体験で得た種苗生産技術を語るー」

ヒラメ放流稚魚

マダイ放流風景

ヒラメ稚魚取り上げ

なり大幅な省力化につながった。クルマエビの種

いるわけではなく、同時に一人で何カ所もの生産

苗生産を始めた 1993 年から 2005 年までの毎年、
数水槽で生産不調・廃棄水槽が出たが、その要因
は、過密収容、秋田方式による水質悪化、原因不
明等が主たるものであった。しかし順調に生産が
できてきたので、疾病に対しては無防備であった。
そんな中、2006 年に真菌症を確認し、生産目標
に達せずこの年の生産を中止した。翌年から発
症事例のある西日本の生産事例を基に防除対策を
実施して、生産目標を達成したものの 2010、12、
14 年に真菌症が相変わらず確認され、また新た
に赤エビ病
（仮名）
が見られ、
脅威になりつつある。

現場を抱える中、作業の効率化を重視したシンプ
ルな種苗生産を目指してきた。 種苗生産会議の

ほっとけ飼育

で

ヒラメ、マダイ、クロソイは 2008 年センタ−
から生産移管されたが、実質 1998 年頃から技術
移転、習得を前提に数水槽を任されていた。各魚
種、数多くの成功事例と失敗事例を積み重ねてき
たおかげで、移管後ここまで大きなトラブルもな
く、順調に生産ができている。
特にヒラメに関しては、ここ数年は白化や黒化
の少ないほぼ天然魚に近い稚魚を生産している。
生産手法は各魚種ともセンタ―の生産方法を継
承、それ改良しつつ、
『ほっとけ飼育』を基本に
進めている。 通常、『ほっとけ飼育』では約 20
日間程は止水飼育であるが、筆者は水槽容量に合
わせ、徐々に注水（ナンクロ + 海水）し、10 〜
14 日で満水として、生物餌料投餌期間は流失ロ
スを防ぐため低換水率（5 〜 10％）で行い自分
ではこれを『ほっとけもどき』と呼んでいる。こ
だわりは、培養ナンノを使用しながら水質管理に
細心の注意を払っている。

若き種苗生産技術者へ

特

席や事業報告書等で得た情報、知識を実践してみ
て、実用化できると感じた技術を当施設に合わせ
て応用しているだけである。多少のオリジナリ
ティ―はあるものの、基本は『真似』である。秋
田弁では『まねっこ』と言う。
種苗生産において技術を習得する一番の早道は
この『まねっこ』と考えている。 これからの世
代の若者はこの『まねっこ』をもとに、オリジナ
リティ―を加え、どんどん新しいことに挑戦して
失敗を重ねてほしい。役に立つのは、成功事例は
当然だが、失敗事例が最も大事である。一つ一つ
根気よく解決してもらいたい。
これまでの種苗生産で感じたことは、こちらが
思う以上に魚（稚魚）は丈夫であるが、裏を返せ
ば非常に繊細である。『前日まで元気に泳いでい
た稚魚が翌日には全て死んでいたことがあった。』
出来事は、稚魚が何らかの合図を発していたのに
自分は気付いていなかったのかもしれないという
思いと同時に、機械と違い部品を交換して直ぐに
作り直すことができない生き物の尊さを感じさせ
る。それ故日々、緊張感と闘いながら稚魚と向き
合うことが大事である。

新施設整備に期待し
当協会が使用するセンタ―栽培漁業施設は今年
度から順次、施設更新を進め、2018 年全面完成、
2019 年完全稼働の計画となっている。 当協会の
財政状況が厳しいため、経費削減、省力化が求め
られ、数字にこだわってきているが、まだまだ改
良する点はあるはずである。これまで培ってきた
技術力が、果たしてどこまで新施設に通用するか
不安でもあり、楽しみでもある。

種苗生産において取り立てて特別なことをして
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新しい発見と発想を基にして
（公財）
山形県水産振興協会

栽培漁業課長

余語

滋

えたことが、今の私の種苗生産技術や、種苗生産

はじめに

に対する考え方を築く重要な影響になったと感じ
ています。
早いもので、私も種苗

生産生活が 30 年以上とい
う年月が経ってしまいま
した。入会当初にヒラメ
の種苗生産を 10 年間担当
してきて以来、その後は
アユやクロダイ、トラフ
グ等の魚類の飼育を担当
余語 滋さん
し、現在は主に餌料培養
を中心に、各魚種の種苗生産の補助業務を行って
います。
種苗生産 30 年間以上となった現在でも、現場
では未だに数多くの問題が発生しますし、同時に
新しい発見や、改めて気付くことも、まだまだ多
くあるものだと日々感じながら現場に立っていま
す。

種苗生産技術確立期に
入社当時を思い起こせば、私が入社した 80 年
代後半は、栽培漁業界での課題というのは、各種
の種苗生産で、種苗を安定的に量産するための技
術を開発するということであり、いわば、「種苗
生産の技術確立期」ともいう時代でありましたか
ら、全国では盛んに「種苗生産技術開発会議」な
る会議が開催されていたことを思い出します。
そこでは、全国の技術者や研究者が「種苗生産
の技術確立」という同じ目標に向かって、県や組
織の壁を越えて情報や意見の交換を行いながら、
同時に交流を図りながら、貴重な人脈をも築いて
いた環境でもありました。
幸せなことに、大学卒業したばかりの種苗生産
新人の私が、その時代に居合わせることができ
たことで、現在の種苗生産技術ができあがる基礎
の過程を体験できたことに加えて、当初から種苗
生産の技術開発に取組まれていた全国の諸先輩方
や、現在も第一線で活躍されている方々と知り合
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ヒラメの種苗生産現場で
当時、最初に担当したヒラメの種苗生産では、
現在のように飼育水槽での平飼い飼育ではなく、
浮遊仔魚を飼育水槽中に張った網生簀に移して管
理し、魚肉やオキアミミンチ等を使用しながら配
合飼料に餌付けるような作業をしていました。そ
こでは、底が汚れると、その都度稚魚を取り上げ
ては、きれいな飼育水槽に張った網生簀に移しな
がら飼育管理するといった、現在では思いもよら
ない手間を掛けた飼育を行っていたのです。
また、当時のワムシの餌料培養でも、現在では
当たり前のように使用している濃縮クロレラ等の
餌料は無く、各種苗生産施設でナンノクロロプシ
ス（当時は海産クロレラと呼んでいました）を餌
料として、ワムシ培養を行っていましたから、ナ

「現代の匠

栽培漁業センターの技術力を次世代に繋ぐ！―私が実体験で得た種苗生産技術を語るー」

特

ンノクロロプシスの安定培養が、ワムシの安定培
養を左右する条件だったために、今のように安定
的に大量のワムシ生産もできない時代でもありま
した。

塩分躍層の形成から
あるとき、ヒラメの受精卵を未通気の流水管理
をすることで、高いふ化率を得られる卵管理方法
に手応えを感じていたときのこと、流水していた
海水が、前日の大雨による河川水の影響を受けて
比重が下がり、管理水槽の中で浮上していたヒラ
メの受精卵が、水槽の中層に漂う状況を目にした
ときのこと、
「もしかしたら、自然界の海での浮
上卵は、紫外線や気温の影響を受ける海面に浮い
ているのではなく、海中で、受精卵と同比重の塩
分濃度層に漂っているのではないだろうか？」と
いう直感が働き、海水と低塩分の海水を同時に注
水することにより、飼育水槽中に塩分の躍層を形
成させる発想のきっかけになったのです。
その後、塩分躍層を形成した水槽での飼育試験
観察のなかで、沿岸域に生息する多くの魚類にお
いては、通常の海水塩分濃度より、塩分濃度が低
い海水のほうが（仔稚魚生育に適した塩分濃度だ
と）、成長や歩留りも良くなることも確認できま
したし、同じ魚種でも、稚仔魚の発育段階によっ
て、好む塩分濃度が変化することがあることも分
かりました。
私は、この塩分躍層の飼育をきっかけにして、
改めて、いかに飼育水槽での種苗の飼育管理が、
閉鎖的な単一環境下での管理であることかを気付
かされ、同時に自然界での仔稚魚の、さまざまな
生息に係わる条件に興味が湧き、そのことが、飼
育の新しい発想に役立ったのです。
現在、ある程度の種苗生産技術が確立されてい
るといわれているなかで、種苗生産の不調や問題
が発生すると、不調や問題が発生したときと、成
功していたときとを比較して、不調や問題の要因
を探り出そうとしますが、実は比較している成功
事例が、ともすると些細な要因で問題が発生して
もおかしくないギリギリの状況で、辛うじて成功
していただけの事例であったため、いくら比較し
ても、不調や問題の明確な解決に至らないことが
現場では意外に多いのです。
実際に飼育の現場で、同じ親から同じ日に収容
した卵からの種苗生産でも、水槽ごとに、生産結
果か大きく違うことがあることは、多くの飼育担

当者が経験していることだと思いますし、そのこ
とは、担当者が気付けないほど微妙な要因が飼育
結果を左右していることを裏付けている結果なの
です。

「技術の劣化」という落とし穴
ともすると、もう既に種苗生産技術は確立され
たものと思い込まれ、種苗生産が現在でも行われ
ていますが、実は、その技術が確立されたときの
時代や状況まで理解していなければ、それ以降か
らの技術の発展は無くなります。また人間である
以上、作業を省力化（楽に）していく方向に向か
うものですから、そこに「技術の劣化」という落
とし穴が生じてくるものなのです。
今年、20 数年振りにヒラメ種苗生産に携わる
機会があり、毎日のように実体顕微鏡を覗きなが
ら変態していく仔稚魚を観察すると、過去に担当
していたときには無かった発見や、新たな飼育手
法に対する発想が浮かぶのと同時に、やはり、日々
の観察が種苗生産の基本であることを再認識する
ことができました。

若手技術者の皆さんへ
これから種苗生産を担う若手技術者の皆様に
は、以前からの飼育技術の基本を理解することと
同時に、現在の技術レベルと比較し、慣れてきた
日常の飼育においては、再度、観察を大切にしな
がら、そこからから得られる新しい発見と発想を
基にして、未だ道半ばである種苗生産技術の安定
生産に向かって取り組んで頂きたいのと同時に、
自ら同じ種苗生産に取組んでいる技術者同士の人
脈を新たに築きながら、以前に私たちが歩んでき
た「種苗生産の技術確立期」から、新しく「種苗
生産技術の成熟期」の時代へと向け邁進されるこ
とを切に期待しています。
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漁業生産の安定化に繋げる
（公財）
茨城県栽培漁業協会 センター長

髙島

葉二

漁業センターが磯崎実験所の跡に開所しました。

スズキと鹿島灘はまぐりの技術開発から

開所と同時にスズキの種苗量産技術開発の担当

私が種苗生産業務に携

になったもののナンノクロロプシスの培養量が不
足しワムシが足りなかったり、アルテミアの栄養

わったのは、昭和 54 年に
茨城県職員として採用、水
産試験場磯崎実験所に勤務
したときからです。当時の
磯崎実験所では、アワビの
種苗生産 ･ 放流と鹿島灘は
まぐり（標準和名 チョウ
髙島葉二さん
センハマグリ）の種苗生産
についての研究を行っていましたが、魚類の種苗
生産については全く手つかずの状態でした。しか
し、茨城県でも全国の流れと同様、栽培漁業セン
ターを建設し、アワビ以外の魚種についても栽培
漁業を推進すべく栽培漁業対象候補魚種のフィー
ルド調査が進められていました。有力候補はスズ
キで、産卵時期が冬であるため天然親魚からの採
卵や冬期のワムシ培養などが課題とされていまし
た。
一方、茨城県の重要漁獲対象種で名産品でもあ

強化不足あるいは加温施設に不備があったりなど
で初年度、２年目とも目標数量にはとうてい足り
ない数百尾しか生産できませんでした。しかも開
鰾不良に起因する体型異常魚が多く混ざっていま
した。３年目にようやく香川県で使用していた皮
膜除去装置や市販の濃縮クロレラを用いたワムシ
培養あるいはアルテミアの栄養強化法の改良など
でどうにか十数万尾の生産・放流ができるように
なりました。

る鹿島灘はまぐりは、ようやく 1㎝ほどの種苗が
数百個単位で生産できる技術レベルでした。私の
担当業務は、スズキの種苗生産技術開発と鹿島灘
はまぐりの産卵期の解明・早期採卵技術開発など
でした。その後も、ヒラメ ･ クロソイの中間育成、

はまぐりの生産目標数量であった殻長２㎜、400
万個体を、新栽培漁業センターでは２㎜サイズ、
1,000 万個体とするものでした。
しかし、これまでと同じ生産方法では人手不足
になることが明らかでした。当時の餌料用プラン
クトン（パブロバ ルテリィ）の培養規模は 50㍑
を基本とした室内培養でしたが、最盛期には毎日
およそ 500㍑超の餌料を飼育水槽までバケツで運
び給餌していました。1,000㍑パンライト水槽を
用いた幼生飼育水槽も数個並べれば飼育場に余裕

鹿島灘はまぐりやホッキガイの種苗生産さらに内
水面魚種の種苗生産も含めて通算 20 年間種苗生
産業務に携わってきました。

県初の栽培漁業センター開所
茨城県でスズキの種苗生産業務をはじめた頃に
は、水産試験場には魚類種苗生産経験者がいな
かったことから、私を含めた当時の増殖部若手２
名が、魚類の種苗生産の先進県において、ワムシ
の培養手法とスズキの種苗生産研修を受けました。
昭和 57 年４月に、アワビ、鹿島灘はまぐり、ホッ
キガイ、スズキを対象種とした茨城県最初の栽培
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ホッキ、鹿島灘はまぐりで新センター
その後内水面水産試験場勤務を経て再度水産試
験場勤務となった平成２年には、ホッキガイ、鹿
島灘はまぐりの担当になりました。このときには、
アワビやホッキガイ・鹿島灘はまぐりの生産規模
拡大と新たにヒラメを対象とした新栽培漁業セン
タｰ建設の検討がされていました。当時の鹿島灘

がなくなり、日々の換水作業にも多くの作業量が
費やされていました。２㎜サイズ 1,000 万個体の
生産には、50㍑規模の餌料プランクトン培養で最
大使用量は毎日 2,000㍑の給餌が必要となる計算
であり、人力での給餌は考えられない状況でした。
このため給餌は機械化を図ることとして、定量ポ
ンプを用いた給餌でかつ、止水飼育から流水飼育
に改良し換水作業量を軽減することとしました。

「現代の匠

栽培漁業センターの技術力を次世代に繋ぐ！―私が実体験で得た種苗生産技術を語るー」

特

ほぼ同等の生産サイズ数量を満たすことができま
した。新しい施設・設備が設定した目標数量を
生産できる機能を有しており、むしろ種苗生産
マニュアルだけでは生産技術をうまく引き継げな
かったのでしょう。単なる作業マニュアルになら
ないように、基本情報を加えつつ作成したつもり
でしたが、ノウハウとなるようなことを詳細には
記述できていなかったのでしょう。

1,000 ㍑餌料培養

技術進歩に目標をもって

50 ㍑餌料培養

一方、餌料培養にはこれまで使用していた 50
㍑規模では容器数が毎日 40 槽になりこの洗浄に
も多くの労力が必要になるため、より効率的な生
産ができるように 1,000㍑規模での培養を想定し
ました。幸い、福島県でナトリウム灯を用いた餌
料培養試験結果があり、当時餌として培養してい
た藻類のうち数種がナトリウム灯下で培養できる
ことが解りましたので、新たな栽培漁業センター
では、空調室内でのナトリウム灯下の 1,000㍑規
模で大量培養することになりました。

種苗生産マニュアルづくりで
新しい栽培漁業センターが開所し、鹿島灘はま
ぐりとホッキガイを対象とした種苗生産マニュア
ルを作成して生産業務を引き継ぎしたものの、そ
の後２カ年の生産は順調とは言い難く、生産目標
達成にはいたりませんでした。生産マニュアルだ
けではうまく技術を引き継げなかったことや新し
い施設や濾過設備であり、その施設特有の取り扱
いなどの問題があったのでしょう。
開所３年目に私自身が二枚貝の生産担当とな
り、同じ施設で種苗生産を行い、目標生産数量と

アワビ飼育水槽

かつて、担当者が変わると生産数量が減少した
り、生残が悪いことを補うために生産回次が増え
たりしますので、種苗生産は技術ではなく技能で
あるとよく言われていました。しかし、16 年ぶ
りに再度栽培漁業センター勤務となり、この原稿
を執筆することとなりましたが、その間に、フィッ
シュポンプによる種苗の移送、アワビの波板飼育
時の追加餌料、磁性アルテミア、二枚貝用の濃縮
プランクトンの販売等様々な技術が進歩していま
した。このような技術の進歩は、大学や水産研究
所、水産試験場等の基礎研究や民間企業も含めた
方々の努力や連携の賜です。現場の担当者レベル
で見れば、組織間・個人間での連携や情報交換が
不可欠であったと思います。一人で出来る事には
限界があり、生産担当者同士の連携を大事にする
とともに、失敗事例や失敗したときの対応策を共
有することも重要なことと思います。
疾病対策や遺伝的多様性の確保などの課題は残
されていますものの、種苗生産技術の大きな流れ
は、魚価安を反映したコスト低減対策や安定生産、
施設の老朽化対策などでしょう。コスト低減や安
定生産のためには、今後も新たな技術の開発が必
要です。生産現場ではどうしても生産目標達成に
目がいきがちになりますが、日々の業務の中でほ
んの少しでも技術が進歩するように目標を定め、
最終目的である放流効果が発現し漁業生産の安定
化に繋がるようにしていきたいと考えています。

アワビ飼育水槽前にて

正門とアワビ飼育水槽
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ヒラメ種苗生産から学んだこと
（公社）
富山県農林水産公社

滑川栽培漁業センター 係長

鴨野

裕紀

ところが、ヒラメの種苗生産において一番気を

はじめに

使う変態の時期も無事に乗り越え、このまま順調
私は、滑川栽培漁業セン
ター（以下、滑川センター）
で平成 27 年度までヒラメ
の種苗生産、餌料培養を担
当していました。
「してい
た」というのは、平成 28
年度からエゾアワビの種苗
生産担当になり、14 年間
付き合ったヒラメから離れ

鴨野裕紀さん

たからです。
平成 9 年 4 月の採用から13年度までの 5 年間
は氷見栽培漁業センター（富山県栽培漁業セン
ター）に配属され、その間、サザエの種苗生産、
ナンノクロロプシスの培養を担当し、平成 14 年度
から滑川センターに異動となり現在に至ります。
滑川センターでは、ヒラメを担当しつつ、平成
17 年度から 22 年度までの 6 年間は冬の閑散期に
アユの種苗生産試験、平成 23、24 年度には早期
生産、適期放流による放流効果の向上を目的とし
た新ヒラメ種苗生産施設の設計、建設に関わる各
種許可の申請、備品購入等いろいろな業務を経験
させてもらいました。
諸先輩方に比べ技師としてまだまだ半人前の私
が寄稿させていただくことは大変僭越ではありま
すが、今回は、長く担当し、最も苦労したヒラメ
種苗生産を中心に、今までの経験から感じたこと
について書かせていただこうと思います。

大きな変換点で
ヒラメ種苗生産の担当を命じられた時、私は魚
類種苗生産については、先輩職員の補助をしてい
た程度で主務は初めてのことでした。
滑川センターでは磯野文英所長（当時 : 主任）
から付きっきりの指導を受け、ヒラメについて右
も左も分からない状態からでも何とか種苗生産を
始めることができました。
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に成長してくれると思っていた矢先、日令 49 か
ら稚魚が大量にへい死し、最終的には全滅すると
いう最悪の事態が起きました。つい先ほどまで元
気に摂餌していたヒラメがバタバタと死んでいく
状況を目の当たりにし、それを防げなかった自分
の力不足を痛感すると同時にヒラメ種苗生産の難
しさも教えられました。
現場の収拾に追われる私に、当時の公社水産部
長から『職務怠慢 !』という激励を含む叱咤のお
言葉をいただき、沿海市町、漁協へ説明に行く部
長、主任の姿を見て、事の重大さと、たとえ初め
てであろうと漁業者から見れば種苗生産ができて
当たり前なのが技師の立場であることも理解しま
した。これが私の種苗生産へ取り組む姿勢の大き
な変換点であり、どんな結果になろうと言い訳を
せず、その原因を冷静に見極め、対策を練り、必
ず次に活かして同じ過ちは繰り返さないと心に決
めました。

常に先を読んで
長い間種苗生産に従事していると、結果が良い
年や悪い年、いろいろな出来事があると思います
が、それには自然環境を含めて必ずそうなった理
由があると私は考えています。ただの運、不運で
済ませてしまってはその経験を次の生産に活かせ
ません。
種苗生産現場では、悪いことが起きるとその場
の収拾のみに気を取られ、現実から目を背けて短
絡的に設備や環境に原因を求めたり、次は大丈夫
と根拠の無いことを考えがちです。しかし、そん
な時ほど冷静に目の前で起きている状況を受け入
れて観察し、そこから原因を推測し、確証が得ら
れなければ比較試験を行ってでも原因を可能な限
り確定し、次回の生産に少しでも効果的な対策を
取り入れて安定性を追求していくことが種苗生産
技術向上の本質であると思います。
日々の業務においては作業に追われるのではな

「現代の匠

栽培漁業センターの技術力を次世代に繋ぐ！―私が実体験で得た種苗生産技術を語るー」

採 卵

給 餌

出 荷

く、常に先を読んで業務を行い、精神的な余裕

て手法を改良することが種苗を量産しながらでも

を確保するよう心掛けることでアクシデントが起
きた際でも冷静に対応することができると思いま
す。

技術の向上を図れる近道ではないかと思います。
その際、アレンジした改良区と従来手法の対照区
を設ければ、リスク分散になりますし、効果がはっ
きりと分かります。いきなり多くのアレンジを加
えてしまうと、それぞれの効果が分からなくなっ
てしまいます。
前述の大量へい死以降も、有眼側体色異常（白
化）の出現や腸管白濁症など様々な問題を経験し
ましたが、毎年試行錯誤を重ね、安定生産できる
自分なりの手法を習得することができたと思って
います。しかし、無眼側体色異常（黒化）の防除、
種苗性の向上などまだ検討課題が残ってしまいま
した。

防疫体制づくり
それでも、担当初年度の大量へい死については、
残念ながら次年度も同じような事態が発生しまし
た。関係機関に診ていただいたところ疾病の可能
性が高いとのことでしたので、施設、使用器材の
消毒、日常における手足の消毒を徹底したうえで、
一時的に他県から卵の分譲を受け生産を開始した
ところようやく終息しました。以降はこの消毒体
制を継続し、疾病の持ち込み、持ち出しを防止す
るため生産施設への関係者以外立ち入り禁止等の
防疫体制を徹底して行っています。
加えて、原因の究明、対策を考えるうえで、広
い知識を持つことも大切なことだと思います。私
にとって、担当者会議などでの他機関担当者との
意見交換の場、日本栽培漁業協会（当時）の栽培
漁業技術研修、ワムシ培養研修、魚病研修などが
知識を広げる良い機会でした。

改良区と対象区を設けて
それぞれの機関では、種苗生産手法がご当地の
方法とも言えるぐらい様々で、その中で良いと感
じた技術や品物は積極的に取り入れて比較検討を
行いました。自分の考えに固まるのではなく、常
にアンテナを広げて情報を収集し、柔軟な発想を
持つことも技術の向上に欠かせないことだと思い
ます。
ただし、栽培漁業センターは試験研究機関では
なくあくまで量産の場なので、あまり冒険はせず、
諸先輩方が築き上げた自県の生産手法の基礎を習
得したうえで、徐々に自分なりのアレンジを加え

特

観察『眼』が重要
経験を積み重ねるうちに感じたことをいろいろ
と書いてきましたが、よく言われるように最も重
要で必要不可欠なものは生き物を観察する『眼』
だと思います。相手と会話ができれば楽なのです
が、残念ながらそれはできません。できることと
言えば、摂餌状況、動き、糞の状態、体色などを
よく観察し、稚魚の状態を推測することだけです。
それが正解かどうかは分かりませんが、相手の気
持ちを察することにより見えてくるものがあるは
ずです。

おわりに
種苗生産技師は必ず結果を要求される難しい仕
事です。これから携わる方々には、命じられた業
務に責任を持って誠実に向き会うとともに、創意
工夫を忘れずに良いことも悪いことも技術向上の
糧にし、種苗を見る『眼』を養い、受益者が納得
し喜んでもらえる種苗づくりを目指していただき
たいと思います。
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小さな変化を見逃さない！
福井県水産試験場

栽培漁業センター 主任研究員

上奥

秀樹

司から十分なご指導を受けられたことも幸いだっ

はじめに

たと思っています。この職場では、11 月ごろに
私は、昭和61年に福井県

に 就 職 し30年 余 り が た ち
ました。この間、県の職員
であるため異動は避けられ
ず、一貫して種苗生産の業
務に従事していたわけでは
なく、種苗生産に従事して
いた期間は 16 年余りです。
また、異動を繰り返しなが
上奥秀樹さん
ら４回種苗生産機関に勤務
しましたが、それぞれ異なる魚種を担当したので、
ある魚種の種苗生産のスペシャリストという訳で
もありません。こんな私がこのような企画の原稿
を執筆することにおこがましさを感じています。
私が種苗生産機関に勤務してきた経歴をお話し
ます。まず、昭和 63 年から平成３年の４年間、
栽培漁業センターに勤務しヒラメの種苗生産を担
当しました。私は大学時代、種苗生産や栽培漁業
とはまったく縁遠い漁労学を専攻しており、種苗
生産どころか魚の飼育もしたことはありませんで
したが、全長 30㎜サイズのヒラメを20万尾生産
しました。ヒラメの種苗生産を行っていくうえで
分からないことや、不安になることも度々ありま
したが、そんな時には、すぐに経験豊富な先輩や
前任者に相談していたことを思い出します。

あゆ種苗センターにて
平成４年から６年の３年間、あゆ種苗センター
に勤務し初期餌料であるシオミズツボワムシの培
養を担当しました。この職場は、所長とアユ種苗
生産担当の上司１名と私のみという非常に少人数
の職場でした。このため、一応、私の担当はシオ
ミズツボワムシの培養でしたが、アユの種苗生産
も上司と一緒にすることになり、アユ種苗生産に
関する知識や技術を習得することが出来ました。
また、現場の職員が２名のみであり経験豊かな上
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シオミズツボワムシの増殖が不調となり、県外の
種苗生産機関に種ワムシを譲渡していただくなど
苦労したことを覚えています。
その後 3 年間、福井県立大学生物資源学部海洋
生物資源学科の臨海施設に勤務し、様々な分野の
先生方と繋がりを持つことができ、その後の仕事
に役立っています。
その後 4 年間、県庁水産課に勤務し、水産業改
良普及員と浜まわりをしながら漁業者の生の意見
を聞くことができました。

バフンウニ生産の問題点と解決策
平成 14 年から 17 年の４年間、再び栽培漁業
センターに勤務しバフンウニとアユの種苗生産を
担当しました。バフンウニは「このわた」「から
すみ」とならぶ日本三大珍味の「越前うに」の原
料となるウニです。これまで、魚類の種苗生産の
経験はありましたが、棘皮動物であるバフンウニ
の種苗生産は初めての経験でした。バフンウニの
種苗生産で苦労したことは３点あります。１点目
は、バフンウニは浮遊幼生から変態、着底し稚ウ
ニに移行していきますが、この着底率が低く、ま
た、安定していないことでした。ここでも先輩の
アドバイスにより着底時の水槽に有節石灰藻の一
種であるカニノテを懸架することで着底率の向上
と安定化を図ることができました。２点目は、稚
ウニの餌についてでした。バフンウニには配合飼
料がなかったため、乾燥昆布を購入して給餌した
り、近くの海岸からホンダワラ類を採集して給餌
していましたが、乾燥昆布給餌ではコストが、ホ
ンダワラ給餌では夏季から秋季にかけてホンダワ
ラが採集できないことが問題でした。そこで、本
県以外に唯一バフンウニを種苗生産している佐賀
県の種苗生産機関を視察させていただき不稔性ア
オサがバフンウニの餌として利用できることを知
り、不稔性アオサの培養方法や種アオサをいただ
きました。この不稔性アオサは、現在も栽培漁業
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センターで継続培養さ
れバフンウニの餌とし
て利用されています。
３点目は、浮遊幼生の
餌である珪藻の培養に
大きな労力がかかった
ことでした。これは、
市販の濃縮珪藻を給餌
することで解決しまし
た。

トラフグ採卵

選別作業

トラフグ養殖用種苗ならでは
平成 23 年から５年余り、現在の職場である栽
培漁業センターで「若狭ふぐ」としてブランド化
されている養殖用のトラフグ種苗生産を担当して
います。これまでは、放流用の種苗生産をしてき
ましたが、養殖用の種苗生産は初めてであり、養
殖用種苗ならではの苦労もありました。トラフグ
養殖では５月から６月にかけて全長７㎝程度の稚
魚を購入して養殖を始めます。このため、５月か
ら６月に全長７㎝の稚魚を生産する必要がありま
すが、本県での天然トラフグの産卵期は５月なの
で長日処理、加温飼育およびホルモン刺激を行っ
て２月上旬に早期採卵しています。この早期採卵
では、加温飼育に入るタイミングやホルモン刺激
から採卵までの期間の見極めが難しいと感じてい
ます。また、養殖漁業者は当センターの種苗のみ
ではなく、他県の種苗生産機関の種苗も購入する
ので他の種苗生産機関の種苗に勝る品質（成長が
良い、病気に強い等）の種苗を生産、出荷するこ
とが求められています。このため、親魚の掛け合
わせに工夫するなど努力を重ねているところであ
り、今後は育種にも取り組むべきと考えています。
さらに、加温飼育に必要な重油代等のさらなるコ
スト削減にも努めていかなければなりません。

おわりに
これまで私が種苗生産で経験してきたことをお
話してきましたが、私の場合、経験豊富な先輩や
同僚に恵まれたおかげで分からないことや何か問
題が発生した場合、すぐに先輩や同僚に相談し解
決策を一緒に考えていただくことができました。
また、他県の同魚種の種苗生産担当の方に相談す
ることも重要だと考えており、他県の種苗生産機
関の職員とのネットワークを作っておくことも必

出 荷

要です。種苗生産の技術を習得するきっかけは多
くの失敗をすることなのかもしれません。失敗し
て先輩や同僚やいろんな人に相談し解決策を見つ
けることで経験や技術が身につくのではないで
しょうか。
もし「種苗生産をする者に必要な資質」という
ものがあるとしたら、それは「小さな変化を見逃
さない」ことではないかと考えています。各種苗
生産機関には魚種ごとの生産マニュアルがあるこ
とと思いますが、マニュアルの中の数値や言葉だ
けでは表せない、読み取れない「飼育のキモ」み
たいなものがあると考えています。この「飼育の
キモ」は、魚をよく観察し「小さな変化を見逃さ
ない」ことで対応策をとっていくことではないで
しょうか。また、日常の種苗生産の場合、朝、種
苗生産棟に入ったとき、魚の様子を確認するのは
もちろんのこと、日頃と違う音、匂い、光などが
無いか注意を払うことが必要です。例えば日頃と
違う音がしている場合、ブロアーやポンプの故障
や配管の破裂などのトラブルが発生している可能
性があります。日頃と何かが違うと感じ、その原
因を見極め直ちに対処することでトラブルを最小
限にとどめることが可能になります。
私の種苗生産での経歴や考えを最後まで読んで
いただきありがとうございました。何かの参考に
していただければ幸いです。
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クルマエビ種苗生産全国担当者会議で得た人とのつながり
（公財）
愛知県水産業振興基金

栽培漁業部

生産課長

水藤

勝喜

飼育の担当者は、出勤するとすぐに水槽に向か

はじめに

い観察を行うことと思います。私の場合、朝一番
私は昭和 61 年に現所属

の前身である愛知県栽培漁
業協会に採用され、放流用
種苗の生産に従事してきま
した。当時の愛知県は、新
たな放流魚種の生産に向け
て大規模に施設を拡張する
など、昭和 53 年にスター
水藤勝喜さん
トした栽培漁業が隆盛期へ
と転換する時期でした。栽培漁業に係わる予算や
人員は現在よりも充実しており、私は比較的恵ま
れた環境で生産技術の習得に専念することができ
ました。一方、現在の栽培漁業センターは、施設
の老朽化や経費の節減など、これまで以上の効率
化が求められています。この時代に私の体験がど
れほど参考になるかわかりませんが、折角の機会
をいただきましたので、最も長く担当したクルマ
エビの種苗生産を振り返りたいと思います。

観察による飼育技術の習得
クルマエビは私が生まれた昭和 39 年に藤永、
橘髙の両博士が考案した生態系方式により種苗の
量産技術が確立されました。この技術は現在も多
くの幼生飼育に応用されており、当時から既に高
い水準にあったと考えられます。また、当所でも
クルマエビは開所から生産を始め、8 年を経過し
ていました。このため、新任の私には他の栽培魚
種に比べると、より確かな技術が引き継がれたは
ずでした。しかし、しばらくはマニュアルどおり
に飼育しても不調となる場合が多く、歩留まりや
成功率は前任者に及びませんでした。試行錯誤を
繰り返すうちに、マニュアルに記載されている餌
料系列や飼育環境は標準的な値であり、状況に応
じて調整が必要であることに気づきます。同時に、
この調整には「観察」が必要不可欠であることを
認識しました。
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の観察は、始めに注水やエアレーションの状況、
飼育水の色、幼生の蝟集、分散など、水槽の周り
から見える範囲をチェックし、次いで飼育水と幼
生をすくいとり、幼生、残餌および糞の状態を観
察します。担当に就いた当初は、観察の際に前日
よりも幼生が偏在している、脱皮殻が多い、摂餌
がやや悪いなどの所見があれば、すべて異常で
は？と心配になりました。しかし、やがてその理
由が成長や外部環境の変化によるものとわかる頃
には、観察結果をもとに給餌量や飼育環境を調節
することで、安定した歩留まりが得られるように
なりました。これで一応、クルマエビ幼生の飼育
技術は習得できたかに思えたのですが、私の観察
はまだまだ不十分でした。
クルマエビを担当して 20 年を過ぎた頃から、
これまでにない症状で突然、幼生が大量に死亡す
る事例がみられるようになりました。飼育環境や
餌飼料および感染症の可能性を、専門家と相談し
ても原因がわかりません。この症状は他の生産機
関でも発生するようで、担当者の会議でも話題と
なりましたが結論はでませんでした。しかし、あ
る会議の懇親会で解決のヒントとなる情報が得ら
れます。その方はクルマエビを担当して 1 年目と
のことでしたが、この大量へい死の経過を詳細に
観察されており、私の見落とした所見を幾つか示
されました。その一つが大量へい死の予兆ではな
いかと疑い、翌年の生産で注視していると、はた
して 1 水槽が指摘された経過で大量へい死に至り
ました。以後はその所見の観察と同時に対処する
ことで、この大量へい死は発症しなくなりました。
この一件は、先入観を持って漫然と行った自分の
観察を反省すべき出来事でした。
個別飼育であれば異常が起きた際に個体の状態
に応じた給餌、環境調整、投薬などの処置が可能
です。しかし、食料生産や資源の維持・増大に向
けた種苗生産では、環境耐性が脆弱なふ化幼生を
大規模かつ高密度に飼育しなければなりません。
この飼育方式としては前記した生態系方式やこれ
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を海産魚類に応用した「ほっとけ飼育」などが広

人間関係の広がりについて

く用いられています。これらは何れも飼育水中に
幼生と餌料生物、微生物、微細藻類などを高い密
度に保つことで、栄養供給ばかりでなく、各々の

種苗生産は魚種ごとに専門性があるため、通常

相互作用で飼育環境を維持できる利点がありま

は一人が一魚種を担当し、飼育の方向性や効率化

す。この飼育方式では微生物群集のバランスが重
要であり、これが崩れると幼生の異常と飼育環境

などを検討します。この担当者が所内で技術的な
相談をできる相手は、その魚種の飼育経験がある

の悪化が同時に起こります。この時に慌てて飼育

上司や同僚に限られます。このような比較的閉鎖

水の交換や投薬などの処置をしても、通常の生残
や成長は見込めません。したがって、種苗生産で

的な環境で仕事をする全国の担当者が年に一度集

は不調に対処する技術よりも不調の予見が重要と

この会議には、担当者の他に種苗生産で生じる問
題の専門家や助言者も同席します。また、会議後
の懇親会は、飼育期間中の喜怒哀楽を知る者同士
の忌憚のない意見交換で盛り上がります。この会
議や懇親会をより有意義なものとするために、話
題提供などの発表をお勧めします。これは得られ
たデータを解析、考察して自分の考えを整理し、
客観的な意見を伺うためにも重要です。
また、私の場合、話題提供を通じて、これまで
接することのなかった基礎研究者との人間関係が
広がり、やがて共同研究へと発展しました。しか
し、近年の会議では、発表は主に指導的な立場の
方々が行われ、担当者からは少ないように感じま
す。基礎研究者の方々もその応用となる現場の情
報には興味があるはずです。種苗生産の担当者は
積極的に意見を発信することで人間関係を広げ，
後の生産や技術開発に活かしていただきたいと考
えます。

なります。日々管理している水槽のわずかな変化
を見いだすために、常日頃から行う詳細な観察は、
種苗生産で最も大切な作業だと考えています。

データ解析の必要性について
栽培漁業センターは、既に確立された技術で機
械的に種苗を生産する工場に喩えられることもあ
りますが、実際には、気候、取水、天然親魚の質
や量などの変化に絶えず対応しなければなりませ
ん。この検討では業務で日々記録した採卵、幼生
の成長、水質環境などのデータを見直します。大
規模な生産を長年、繰り返して得られた膨大な
データは、目的に応じた処理、解析を施すことで
有益な情報となり、生産のトラブルや新たな技術
開発の際に活用できます。また、同じ方法で長期
間、収集したデータは、研究的な価値もあり、例
えば同一海域で採取した天然親魚の採卵記録は、
種苗生産だけでなく繁殖生態の調査にも寄与しま
す。データ解析は、飼育作業を終えてからの仕事
となりますが、このような日々の研鑽がなければ
毎年同じノルマを達成し続けることは難しいと考
えています。

う会議は、人間関係を広げる大きなチャンスです。

おわりに
栽培漁業をとりまく環境は今後さらに厳しさを
増す可能性もありますが、これまでにも資金や
施設の不足を技術で乗り越えた事例は多々ありま
す。若手技術者の積極的な取り組みで責任ある栽
培漁業が一層推進され、豊かな海になることを
願っております。

研究成果の発表

県の魚クルマエビ

飼育水槽の観察
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苦しみ楽しめば、この仕事は面白くなる！
（公財）
三重県水産振興事業団

三重県栽培漁業センター 三重県尾鷲栽培漁業センター
所長

瀬古

慶子

の林政博氏の下、安定して効率的な量産技術を開

はじめに

発する段階にありました。林氏は、技術開発への
1981年（ 昭 和56年 ）春 に

三重県栽培漁業センターが
開所し、アワビ、クルマエ
ビ、 ア コ ヤ ガ イ の 3 魚 種
の生産を開始しました。当
初は、所長、新採技師 3 人、
臨時職員 3 人、庶務 1 人と
技術指導のため県水産試験
瀬古慶子さん
場（現水産研究所）から出
向の研究員 3 人という陣容で、私は臨時職員で技
術見習いとしてこの中に加わることができました。
はじめの 12 年間は、アコヤガイの種苗生産
を、並行して 4 年間ヒオウギガイの種苗生産を経
験しています。1993 年から魚類のマダイ、ヒラ
メ、トラフグの 3 魚種を、1997 から 2004 年の
間は補助的役割ですが再びアコヤガイに戻り、同
時期にアラメ種苗生産を担当しました。しかし
2005 年からは尾鷲栽培漁業センター（1996 年開
所）で 6 年間、2011 年からは三重県栽培漁業セ
ンターで業務総括となり生産現場から離れていま
す。あっという間に 35 年の歳月が流れ、私は今
最も古株の職員となっていますが、取り組んでき
た仕事で、自信を持って披露するものがありませ
ん。そのため、いにしえの体験から絞り出して、
私が最初に技術を習得し、最も長く携わったアコ
ヤガイ種苗生産の事を振り返りたいと思います。

アコヤガイの種苗生産
アコヤガイは、真珠養殖に使われる二枚貝であ
り、真珠産業が三重県の重要な位置を占めること
から、開所当初から現在に至るまで、養殖業者に
種苗を供給している魚種です。当時は、既に県水
産試験場の種苗生産技術開発試験の成果を基本に、
「アコヤガイ人工採苗の手引き」が発行され、民
間でも生産が行われており、栽培漁業センターで
の生産開始にあたっては、県水産試験場から出向
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明確な目標があり、実現への強い意志を持って、
三重県のアコヤガイ種苗量産の様々な技術（林ら
1986）を確立されました。私は、技術者へのスター
トを切った最初の 3 年間に林氏からの指導を受け、
種苗生産へのアプローチの方法や技術を追求する
姿勢を間近で学ぶ機会を得ることができ、非常に
幸運でした。

採卵と幼生飼育技術で
当初開発された技術で、特に印象が強く重要な
ものは、加温飼育による親貝の産卵期調整技術で
あり、それに伴う生殖巣の成熟を前提とした切開
法による採卵技術の導入です。これにより、設定
した時期に良質な受精卵を量的に確保できるよう
になり、種苗生産工程を計画的かつ効率的に組む
事が可能となりました。また、幼生飼育において
は、微粒子計数機（コールターカウンター）によ
る飼育水中の餌料濃度の測定データから、給餌量
の決定や飼育の好不調の判断が可能になりました。
このデータは、栽培センター内だけでなく、民間
種苗生産機関との情報共有にも大いに役立ちまし
た。なお、微粒子計数機は、非常に高価であった
が林氏らの主張により当初から導入され、今も生
産現場において、飼育管理や培養餌料の良否の判
断など様々な用途に活用されています。
私が、技術の基本を押さえれば、生産目標数を
クリアーできると思うようになった頃、1988 〜
1989 年にアコヤガイ幼生飼育が大変な不調とな
りました。原因が全く分からずに、「数打てば当

魚類種苗生産施設
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たる」方式で何度も採卵と幼生飼育を繰り返し、
なんとか稚貝となったものをかき集めました。私
は図太いと高く評価されていたにもかかわらず、
夜も眠れないほど神経が参ってしまいました。
ヒントが得られたのは、同施設と同じ培養餌料
を用いたヒオウギガイ種苗生産においてで、状況
はアコヤガイよりさらに深刻で、幼生が全く育た
ないレベルでした。アコヤガイ飼育は、幼生の成
長不良と突然死する事例が非常に多く出ましたが、
付着稚貝に至る飼育事例もあったことから、私は

恒温培養室

親貝の成熟などに、原因を求めていました。一方
ヒオウギガイは、幼生が全く摂餌せずに 10 日令
までに力尽きて消滅したり、ふ化幼生が奇形と
なったりなど、現象が明確であったことから、基
本的な要因について調べました。ヒオウギガイ種
苗生産において、2 年にわたり、通気、換水方法、
場所等を変えた飼育方法を検討した結果、1 年目
は別棟の施設での生産は可能で飼育室という場
所に問題があること、2 年目は飼育室の加圧ポン
プを通過した海水で、幼生が育たないことが分か
りました（三重県栽培漁業センター事報 1988 〜
1990）
。原因は、幼生に有害な金属イオンが、ポ
ンプの砲金製の羽根車から溶出したためでした。
加圧ポンプの接液部を非金属タイプのものに変更
したところ、ヒオウギガイが生産可能となっただ
けでなく、アコヤガイでも幼生の眼点出現や付着
変態が数日早くなり、また壊滅的な死亡事例が少
なくなりました。このことは、アコヤガイも、当
初の量産開始時から金属イオンの影響を受けてい
たが、ヒオウギガイより感受性が低かったため、
その現象は日和見的な顕れ方をしていた事を示唆
しています。

問題解決し、量産から育種へ
私は、鈍感でした。無脊椎動物に対する金属イ
オンの有害性について、知識が皆無で情報収集す
ることもなく、その前年にポンプをオーバーホー
ルした事も気にしていませんでした。そして、ヒ
オウギガイがアコヤガイ飼育室で育たないと分
かった１年目に、この問題を同じ二枚貝であるア
コヤガイにまで広げて考えませんでした。そのた
め翌年も同施設でアコヤガイ生産を繰り返しまし
た。それは、私が慣れによってその時点の技術水
準に疑問を持たず、
「従来の方法で生産できてい
た、飼育不調はある程度出てくるものだ」とどこ
かで思っていた事、生産ノルマへのプレッシャー

甲殻類水槽

から、「数打てば当たる」方式でこなすしかない
という意識が強かった事などで、顕れた現象を広
い視野で見られなかったからだと思います。
なおその後、アコヤガイ種苗生産は、担当者に
よってさらに設備や飼育管理が改良され、幼生の
成長についても初期の頃より 5 日程早まるなど生
産が安定し、技術は量産から育種へ重心が移って
います。

志を高くもって！
現在の技術は、私が 30 年以上前に習得した頃
より格段に進歩し安定しました。しかし種苗生産
技術は、対象生物だけでなく、環境、細菌相、疾
病、設備等々多岐にわたる知識と、これらを総合
的に組み合わせる創造力や判断力が必要で、取り
組む課題が無限にあります。そして今、種苗生産
に取り組む世代は、生産できるのが当たり前とい
う雰囲気のなかで、遺伝的多様性への対応、経費
削減など様々な課題に直面し、閉塞感を持つこと
があるかもしれません。そのときには、本来技術
には完成形がなく、常により良いものに発展させ
る余地があることを意識してください。また将来
は、成熟した技術が、他の分野の知見を取り込む
だけでなく、逆に他の分野に広く利用されるツー
ルになるとも考えています。
でも最後に、私から若い技術者の皆様に伝えた
い事は、結局技術論ではなく、月並な精神論に
なりました。「志を高く持って、苦しみ楽しめば、
この仕事はより面白くなる！」
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ニゴロブナの資源増大に関わって
ー マコガレイ稚魚の放流とアマモ場造成
ー
（公財）
滋賀県水産振興協会

部長

松尾

雅也

ウミジンコが多かった場合です。大きさ 2.5ｍ×

はじめに

2.5ｍ、0.15 ミリ角目の網生簀に 20 日間飼育する
滋賀県水産振興協会は琵

琶湖のニゴロブナ、ホンモ
ロコなどの資源維持のた
め、 昭 和58年 に 設 立 さ れ
ました。私は設立の年から
当協会で働いてます。設立
当時は琵琶湖栽培漁業セ
ンター ( 以下、
「栽培セン
松尾雅也さん
ター」といいます ) はまだ
無く、滋賀県水産試験場で技術指導を受けながら
ニゴロブナ、ホンモロコ種苗を生産していました。
その後は平成 2 年度に竣工した栽培センターなど
で種苗生産に関わって来ました。現在、種苗生産
は、草津市北山田町地先の筏の網生簀と草津市志
那町の栽培センターの屋外水槽で行ってます。

琵琶湖の筏の網生簀での生産
生産方法は栽培センターの親魚から採卵し、卵
を湖上の筏の網生簀に収容、そのままふ化させ、
初期の餌料は筏の近辺でとれるプランクトンを与
え飼育するというものです。プランクトンは、自
家発電機をタイマーで夜間に起動し、電照に集
まったものをポンプアップしてネット採集しま
す。給餌、網交換などは山田漁業協同組合の方達
に手伝ってもらってます。
筏を整備する前の試験的な飼育では数例の良い
結果がありました。採集したプランクトンにゾ

作業風景
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と全長 1 〜 2cm の種苗数万尾を生産できました。
琵琶湖で夜間に電照すると多く集まるのはケンミ
ジンコとゾウミジンコです。ふ化直後のニゴロブ
ナはサイズの大きい前者は摂餌できませんが、後
者は摂餌できます。ゾウミジンコを多く採集でき
れば、これを餌料とした種苗生産が可能であると
考えました。事業として確立された方法ではな
かったので、筏を整備することに慎重な意見があ
りましたが、
「できます」と約束して整備しました。
筏 1 基は「田」の形で、3.5ｍ× 3.5ｍの網生簀が
4 つ張れます。26 基の筏は平成 3 年度に竣工し、
平成 4 年度から種苗生産を始めました。
平成 4 年度の生産尾数は全長 1 ㎝を 1 張り平均
約 2 万尾、重量にすると約 2 キロです。できなかっ
たと言われても、何も言えない数字です。当時の
担当は私と新採の 2 人でしたが、新採に相談する
わけにもいかず、「できます」と言った自分で解
決する以外にありませんでした。
原因は、ゾウミジンコが不足すると人工飼料を
与える、この時に網が目詰まりしてると外との
水交換が無くなり水が悪くなるという問題だと考
えました。しかし、事前の試験飼育の結果、0.15
ミリ角目の網で網交換をせずに 20 日間飼育した
ら数万尾できたことが頭から離れず、「できるは
ず」と思い込み、同じ方法で平成 5 年度の事業を
行いました。平成 4 年度と同じような結果でした。
2 年続けての失敗です。試験でできたら、事業で
もできると思い込んだのが間違いでした。
そのころ、陸上水槽でも網生簀でニゴロブナを

山田の筏

2016.7

屋外水槽
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生産していました。聞くと、陸上水槽では 10 日
目前後に網交換をしていました。筏でも網の目詰
まりが始まるのが、おおよそ10日目なので、ゾウ
ミジンコでふ化後 20 日間ほど飼育する計画を 10
日間に変更しました。10日目用の 1 ミリ角目の
生簀網を準備し、平成 6 年度の生産を始めました。
平成 6 年は、生産体型が全長 1cm から 2cm に
変更され、担当も私１人になりましたが、予算は
確保してもらえました。生簀の水を悪くしないこ
と、餌不足にならないことに注意して飼育した結

栽培漁業センター全景

果、全長約 2cm 種苗を 1 張り平均 5 万尾、71 張
りで 350 万尾という陸上の屋外水槽と同等の結
果を残すことができました。平成 7 年度はやや少
なくなりましたが、266 万尾を生産してます。な
お、ふ化後 10 日目のニゴロブナはタモ網を使う
と傷むので、
「既設の網に新しい網をつなげて魚
を水ごと流し込む」または「既設の網の外側に新
しい網を張ってから内側の既設の網をとる」の方
法で網交換をしました。
平成 9 年度に網生簀の担当から離れましたが、
現在もこの筏での生産は行っており、平成 27 年
度でホンモロコ、ニゴロブナの全長 2cm 種苗を
合計で273万尾、ホンモロコ親魚を3.2トン、ニゴ
ロブナの体重20g 種苗を16万尾生産してます。ホ
ンモロコは栽培センターでは飼育しておらず、当
協会ではホンモロコの全量、ニゴロブナの約 4 分
の１の量を筏で生産しています。今の担当は平成
4 年度の新採の田中満君ですが、彼は当時できな
かったホンモロコの種苗生産も成功させました。

栽培センター屋外水槽での生産
栽培センターのニゴロブナ種苗生産の担当と
なったのが平成 12 年度です。この後、16 年間、
栽培センターでニゴロブナの体重 20g 種苗の生産
を行いました。私は種苗生産結果の良し悪しを尾
数ではなく重量で判断しますが、当時の 20g 種苗
の生産量は 100㎡あたり約 200 キロでした。注水
量、曝気量を増やしても約 300 キロでした。
これが施設の限界かと思ってましたが、角型の
水槽でもエアーの出し方によって飼育水を回せる
という話を聞き、平成 15 年度は水を回して飼育
しました。生産重量は 100㎡あたり 350 キロに増
えましたが、満足はできませんでした。水槽の水
を回転させることは、アユなど他の魚の飼育で普
通に行われてますが、注水が水槽の壁側、排水が
中央にあります。栽培センターの場合、注水、排

水とも壁側にあります。溶存酸素量を測ると、水
槽の壁側は高いのですが、中央は低い値でした。
工事で排水を中央にできないかと思いましたが、
経費もかかるので、既設の注水管に塩ビ管をつな
ぎ、フロートで支えて、水槽の中央まで延長しま
した。注水は中央、排水は壁側となります。
私が作ったので見た目は悪いですが、水槽中央
の溶存酸素量は高くなり、水槽全体の平均は 1 割
以上高くなりました。次の年、平成 17 年度には
曝気ポンプも使ったところ 100㎡あたり 940 キロ
を生産できました。現在も同じような方法で飼育
してますが、放流計画量の減、電気代の高騰もあ
り、曝気ポンプは使わずに飼育してます。平成
27 年度の生産量は 100㎡あたり 430キロです。こ
の方法は他にも例があるかもしれませんが、私の
知る限りでは無かったので、ここで紹介しました。

おわりに
この原稿には苦労したことも書いてほしいと依
頼されましたが、苦労したとは思いません。多く
の間違い、失敗をし、数え切れないほど魚を死な
せましたが、来年はこうしよう、あれを試そうと
考えて準備をしました。次の年度が始まるのが楽
しみでした。私は、種苗生産量は種苗生産を始め
るときには決まっていると考えてます。幸運にも
生産量を増やせたのは、準備をしたからだと思い
ます。
近年、天然の再生産を考えた放流を行ったとこ
ろ、再生産は増加しました。ニゴロブナに関わっ
た者にとって実にうれしいことです。このことを
故藤原公一さんに捧げます。
これまで種苗生産のほか施設整備、標識調査な
どに関わり、多くの方のお世話になりました。来
年 3 月で定年です。この場を借りましてお礼を申
し上げます。ありがとうございました。
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一足先にこの世界に入った新人として
（公財）
大阪府漁業振興基金

自己紹介を兼ねて
私は今、大阪府漁業振興
基金栽培事業場でキジハタ
とトラフグの種苗生産を担
当しています。大学の淡水
の施設でアユの生産を１年、
高知県の大月町にある民間
の養殖種苗会社で１年、そ
して今の職場で２年、今年
で３年目といった、まだま
大瀧庸平さん
だ駆け出しの新人です。
ある日、机に戻ると場長から原稿依頼を渡され、
内容を確認すると『ベテラン技術者の種苗生産技
術の継承への想い』とのこと。なにか間違いかと
思いつつも、断る勇気も無く「３年も働いてまだ
新人気分でいるつもりか」と自分を叱咤してみた
り「今の職員の中では、一番長く在籍しているか
ら相対的にはベテランなのか」とか、勝手に解釈
してみたりしつつ、筆を進めている次第です。
せっかくの機会を頂きながら申し訳ないのです
が、他の先輩方に比べ足下にも及ばない私がベテ
ランたる文章を書けるわけもありませんので、こ
こは「種苗生産技術を受け継ぐ側」としての想い、
そして、これからこの世界に入ってくる新しい若
い世代に（いるのかな？）一足先にこの世界に入っ
た一人の先輩として、ありのままの実体験を記さ
せて頂こうかと考えています。参考になるのかど
うかは全くわからないですが、お付き合い頂けた
らと思います。

「観察」出来る余裕が生まれて
基礎の基礎にあたる技術（作業）の習得は民間
会社勤務の 1 年でした。小さな会社でしたが、社
長の野望は壮大で「猫の手も借りたい」を体現し
たような環境でした。だから一日も早く戦力とな
るように、徹底して技術（作業）をたたき込まれ
ました。
とはいえ、最初は使い物になるはずも無く、日
常のルーティンワークをこなしていくことで精一
杯でした。とにかく最初の方は余裕なんてものが
全く無いんです。例えば、ワムシひとつとっても、
カウントするスピードがまず遅い。計算するのも
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栽培事業場

特認嘱託員

大瀧

庸平

遅い、そして作業も遅い、けど魚（とその担当者）
は待ってくれない、といった具合に。
あと、毎日の仕事をする中で、ただひたすらに
膨大で刺激的な生のデータ流れ込んでくるんです。
だけど、脳がその入力に全然ついていかない。情
報が脳内でオーバーフローしているような、そん
な感覚にとらわれていました。
しばらくして体が作業に慣れた頃から、ようや
く目の前で起きている「モノ・コト」に対して「な
ぜ・どうして」という興味がわいて、そこから「観
察」が出来る余裕が生まれていったんです。そし
て「観察」が出来ると、そこに「発見」があって、
それが「理解」に繋がるようになっていって。こ
のサイクルのプロセスを「体験（発見）」させて
もらえたのは、非常に大きかったのかなと。
たかだか一年でしたが、種苗生産業を濃く煮だ
したような環境に漬け込まれたあの一年は、私に
とっては「されどの一年」でした。諸事情により
今の職場に転職しましたが、今でも不意に、その
ときの記憶（データ）を咀嚼していて、未だに新
たな「発見」や「理解」があったりします。当時
は辛かったですが、今では良い修行だったと感謝
しています。

一番苦労していること
「親魚の仕上げが」とか「歩留まりが」とか「餌
の食わせ込みが」だとか、そういった類の苦労は
常にあります。
また、現在担当しているキジハタという魚種は
初期飼育に非常にうるさく、一筋縄ではいかない
魚種だとも感じています。さらに、そこに輪をか
けて自身の至らなさが積み上がり、さらに難度を
上げていたりするのですが。
それはそれとして、個人的に一番の苦労と思う
のは、これは基本中の基本だと思っているのです
が「同じタスクを同じクオリティーで毎日実行す
る」これが一番大切で、一番難しい。つまり、一
番苦労していることです。

頑張ろう！
私の場合、前述のとおり解決しているわけでは
なく、現在進行形で苦労しているのですが「同じ
事を同じ質で」というのは、すなわち日々の「仕

「現代の匠

特

栽培漁業センターの技術力を次世代に繋ぐ！―私が実体験で得た種苗生産技術を語るー」

事」そのものと同義なので、
「仕事（種苗生産業）
を辞めずに（今のところ）続けている理由」とい
う切り口で書いていきます。
私の場合、ここまでこられたのは、そういう日々
の苦労のなかで、辛いとき、苦しいときに、いつ
も周りに支えられ、助けられ、時には正してもら
い、そして導かれてきたからこそ、と感じます。
特にベテランの方々には、仕事に臨むスタンス
というかスピリットというか、もちろん今の自分
はそういう方々の模倣すらままならない、体たら
くなんですけど、それを仕事を通して肌で感じて
得るものは、決して少なくありません。
そしてやはり、目標となる人の傍らにいると「自
分も頑張ろう」とモチベーションも上がり、気持
ちもポジティブになります。これは仕事を続ける
中で非常に重要なプロセスだと思います。
とは言いつつも、それは同時に重圧にもなり、
自分は果たしてこうあれるのだろうか、と気持ち
がネガティブになり、モチベーションが低下する
こともあるのですが・・・。
とにかく、周りの方々への感謝は当然の事です
が、しかし一方、悪く言えばそれは、おんぶにだっ
こ。いつまでも甘えている訳には、と感じている
次第です。

引き継がれる側として
ロストテクノロジーというか、例えば今は市販
品として入手できるとか、技術が成熟していくな
かでどんどん失われてゆく技術があると思うんで
す。
私個人としては、仕事をいかに簡略化するか、
いかに省力化するか、というのは、そういう時代
なので、むしろ大切であると考えます。しかし同

キジハタ種苗に給餌中

トラフグ標識付け作業

時に、そういう技術を使えない（知らない・持っ
ていない）のと使わない（知っている・持っている）
のでは雲泥の差があると考えます。なので、機会
を見つけてはそういう技術を（昔に存在したとい
う事実だけでもいいので）教えて頂きたいなと思
う次第です。

これからの皆さんへ
簡単なことだと、ちょっとした疑問を解決しな
くてもいいので常に集めておいて欲しいです。経
験則ですが、ある日、突然、何の前触れも無くブ
レイクスルーが来たりします。
あと、これからのことだと、世間的に「まずは
３年」というけども歳を重ねる毎にチャンスや選
択肢が減るのも事実。努力の結果であれば、例え
１年で職を辞しても致し方ないです。その職場に
「合う・合わない」は現にあります。それに、一
定の努力を超えた無理の先には、はっきり言って、
双方の不幸しかないです。城を枕に死ぬるべし、
というような時代でも無いですし（というか自身
がそうなので）。
ちょっと補足するなら、やっぱりその職場の「カ
ラー」（雰囲気や仕事の進め方など）はそれぞれ
で「がらり」と違うものなので、いろいろな「カ
ラー」に触れることは良いことだと思います。

さいごに

先輩諸氏には、今までに様々なチャンスや体験
を頂いているので、今度は、私がその機会を次の
人にも、という使命感はあります。しかし残念な
ことに、それは自身が、次の人に施せるだけの余
裕が持てるように努力しないといけない、という
ところからなのですが。
今回、寄稿していいの
かというようなレベルの
文章ですが、原稿を書く
と言うことが実は初めて
の経験なので、ここは一
つ大目に見てやって頂け
たらと思います。
関係ないのですが、私
キジハタ卵分離中
は実は任期付きの職員な
ので現時点では次の就職
先が「未定」です。世知
辛い世の中です。この記
事を読まれた方の中には、
もしかしたら次の職場で
ご厄介になるかもしれま
せん。そのときはよろし
くお願いします。
放流作業風景
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種苗生産の「面白さ」を実感して欲しい
（公財）
鳥取県栽培漁業協会

忠佳

だった私は、アワビの採卵から採苗、そして波板
私が勤務する鳥取県栽培
漁業協会（以下協会）は、

昭和 56 年、鳥取県中部に
位置する栽培漁業センター
内に財団法人として設立さ
れました。平成 24 年４月
には公益財団となり、栽培
漁業の推進母体として沿岸
漁業の発展に日々努力して
金澤忠佳さん
いるところです。
現在、協会では貝類のアワビ・サザエ・イワガ
キ、魚類のヒラメ・キジハタ・マサバ・アユ、藻
類のワカメ・アラメの種苗生産を行っています。
私が採用された昭和 58 年当時は、県の試験研
究機関である栽培漁業試験場（現在の栽培漁業セ
ンター）の研究員から生産技術を移転する段階で
あり、毎日研究員と共に生産業務や実験を行いな
がら、技術を習得していました。私は漁師町で生
まれ育ちましたが、水産とはまったく関係の無い
工業高校出身ということもあり、業務の上での会
話や作業などが分からず、困惑と驚きの毎日だっ
たことを覚えています。

ゼロから始めた種苗生産
私の最初の担当業務はアワビの種苗生産でした
が、その後はサザエ、ヒラメ、イワガキ、バイ、
マサバ、そしてメイタガレイ、オニオコゼの生産
技術の開発にも携わりました。

マサバ親魚にホルモンを打注する著者 （左側）

豊かな海
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先にも触れましたが、生物について全くの素人
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飼育と、刻々と姿を変えていく生命の不可思議と
向き合いながら、ただただ云われた通りに業務を
こなすだけの日々でした。しかし、栽培漁業試験
場の研究員の懇切丁寧な指導によって徐々に種苗
生産技術を会得することができ、中でも昭和 58
年から行った「サザエ種苗生産技術開発試験」に
当初から関われたことは、大変有意義な経験とな
りました。担当研究員の試験の設定方法や飼育方
法を間近で体験できたことが、私の種苗生産の基
礎となり、この時に培った生物の観察、様々の事
象の捉え方がその後の様々な魚種の種苗生産を行
う上で大いに役立ったと思います。
当時の種苗生産技術は現在と比べてまだまだ未
熟であり、試験場の研究員と共に試行錯誤を行い
ながら生産目標の達成を目指していました。担当
していたアワビの種苗生産では、孵化幼生の流水
管理や孵化幼生のオーバーフローによる分離など
の飼育技術の開発に取り組みました。また、その
頃の稚貝の剥離作業は金属製ヘラで稚貝を 1 個ず
つ剥がしていましたが、麻酔液の導入により作業
効率が上がると共に、稚貝へのダメージを減らす
ことができました。あの頃は生産担当者同士で良
く協議し、試験場の研究員からのアドバイスを受
けながら何度もチャレンジしたことを覚えています。

いつも悪戦苦闘・・
現在私は 10 万尾を目標としたマサバ種苗生産
を担当していますが、本年度は採卵が不調で悪戦
苦闘しています。マサバの成長はとても早く、ふ
化後 30 日程度で全長 6cm を越えるため、生物餌
料の生産、共食い対策等の業務に追われ、なかな
か落ち着いて採卵不調について考える余裕が無い
状態です。
そんな中、センターの研究員が相談に乗ってく
れ、問題点の解決の為に一緒に汗をかいてくれま
す。種苗生産にトラブルが起きれば隣に研究員が
いて、問題点をフィードバックすると共に技術面・
精神面で支えて貰えることは大変心強いと思って

「現代の匠

特

栽培漁業センターの技術力を次世代に繋ぐ！―私が実体験で得た種苗生産技術を語るー」

努力で低コストを図っておりますが、更なる削減
のためには新たな発想を取り入れるなど、技術向
上を行っていく必要があります。
そんな中で昨年、新採用の職員が配置されまし
た。先ずは各種苗生産工程を理解し、早く独り立
ちできることが先ですが、私が今までに色々な問
題点を解決した時の達成感を体験し、種苗生産の
「面白さ」を実感して欲しいと思っています。

図１ 鳥取県のアワビ漁獲量

おり、今後も協会と栽培漁業センターが車の両輪
のような協力体制を継続できたらと願っています。
問題点のフィードバックといえば、協会は設立
当初から、種苗生産のほかに放流技術の開発に
も携わってきました。アワビの放流が始まった当
初はなかなか放流効果が現れず、試験場の研究員
と一緒に試験と調査を積み重ねる日々を送ってい
ました。放流方法を改良しながら漁業者に普及を
していたのですが、今では一般的となっている潜
水放流がなかなか徹底されず、相変わらず船上か
らのばら撒きが主流と判りました。その為、平
成 16 年からは放流の際には協会職員もウェット
スーツを着て出掛け、漁業者と共に現場で実践し
ながら理解を深めていきました。その結果、アワ
ビ漁獲量が増加し始め（図１）、平成 14 年頃の５
ｔ前後から 10ｔ以上の倍増に繋がったものと確
信しています。現在も漁業者と一緒に種苗の放流
を行い、餌の状況や生残・成長の様子など漁業者
の声に耳を傾けながら放流方法の改善に努めてい
ます。

種苗生産業務について思うこと
沿岸漁業を取り巻く経営状況は厳しく、種苗代
の負担は漁業者にとって小さくありません。他方
で種苗生産経費は上昇しており、値上げができな
い中で協会の経営も容易ではありません。様々な

センター研究員と協力した放流用ヒラメの取上げ

毎年、同じ様に取り組んでも結果は大きく変わ
ります。なるべく結果を平準化するために生産マ
ニュアルを作って安定生産を図っていますが、不
調となった時のシビアな状況下では、最終的に
は飼育担当者の判断が重要となります。その為に
も普段から飼育状況の注視は欠かせません。それ
を怠ると、しっぺ返しとなって返ってきます。そ
のためには多くの様々な経験が必要であり、また、
見方を変えるためにも同僚との協議を重ねること
が必要となります。問題点を解決できれば大きな
自信となって、困難な中での「面白さ」を実感で
きるのではないかと期待しています。
また私がそうであったように、栽培漁業セン
ターの研究員と意見を多く交わし、専門的で様々
な知識を吸収していって欲しいと考えています。

おわりに
今回、この企画を書くことで、私自身がこれま
でを振り返りながら、改めて仕事に対して見つめ
直すことができました。最近は種苗生産に追い立
てられ、毎日の仕事をこなすだけになっていたよ
うに感じます。昨日より今日、今日より明日。昨
年より今年、今年より来年の技術が向上すること
を目指していた若いころの気持ちを思い起こすこ
とができました。今後も協会職員同僚や栽培漁業
センターの研究員と協力しながら、安定した種苗
生産技術を追求すると共に、鳥取県栽培漁業の発
展に努力していきたいと思います。

試験放流ヒラメの鰭カット
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県庁マンからの転身！ やりがいと醍醐味ある仕事です
岡山県農林水産総合センター 水産研究所

研究者として、また種苗生産技術者として
「県庁マンからの転身」。

専門研究員

草加

耕司

して残すことができるはずです。

「C 難度」のキジハタをやり遂げて

今から 15 年ほど前、私は
30 歳代半ばにして県庁水

しかし、「副担当の経験が無い魚種はどうする

産課から当時の栽培漁業セ

の？」。私の場合、ヒラメを除く 3 魚種がこの事

ンターへ転勤し、種苗生産

例で、そんなときはことある毎に前任者に電話で

に関わる技術者としての

問うのはもちろんですが、他機関の職人に教えを

キャリアをスタートしまし

請うことで乗り切ってきました。①事前に職人を

た。それ以来、キジハタ 2

訪ねて準備段階の生産施設を見せていただきなが

年、オニオコゼ 3 年、ヒラ

ら作業の要点を聞く。②厚かましくも基本となる

メ 1 年、コウライアカシタビラメ 2 年と短いスパ

飼育表や関連文献をいただいて参考にする。③生

ンで担当が変わり、一貫して取り組んだ魚種はあ

産が始まってからの同業者への電話連絡は双方に

りません。そんな私は、長年の経験と勘を頼りに

余裕のある午後とし、メールでの問い合わせを主

魚を意のままにコントロールする「匠の技」など

体とする。こうして初年度は、前任の飼育を再現

持ち合わせておらず、
「職人」とは程遠いド素人

しつつも職人の技を可能な限り真似ることから始

かもしれません。しかし、このような境遇のお陰

めました。これらのマニュアルは、施設や魚種の

か、短期間で飼育に必要な情報を入手し、なんと

特性を考慮したうえで出来上がったいわば作品な

かノルマ（生産目標数）を死守する術は身につい

ので、とにかく 1 年その方法に準じてみて、2 年

たように思います。いささか邪道かもしれません

目以降から自分の考えを入れて改変することにし

が、今回はこうした目まぐるしい経験に基づいた

ました。私は、着任していきなりの担当が当時 C

種苗生産の進め方を紹介したいと思います。

難度のキジハタでしたが、スリリングな思いをし

草加耕司さん

岡山県農林水産総合センター水産研究所では、
現在、オニオコゼ、アユ、ガザミ、ヨシエビ、モ

ながらも、この「パクリ」によってなんとかやり
遂げることができました。

クズガニの種苗生産を行っています。本県は全国

次に「担当魚種について、ある程度分かってき

では少数派となった県直営での生産事業を行って

たら？」。オフシーズン、魚種ごとに開催される

いるため、職員は水産の研究職としての側面を併

研究会（分科会）へ積極的に参加して情報収集に

せ持ち、ほぼ 3 年で異動を繰り返す一般行政職

努めました。会議中、特に新しい試みで成果を上

ほどではないものの、転勤がつきものです。4 月

げている他機関の数名に目星をつけては、懇親会

には毎年のようにメンバーが入れ替わり、新任は
別の勤務地に去ってしまった前任者に代わって突
然、生産を担当する訳ですから、引き継ぎは容易
ではありません。そこで、普段から心がけている
のは、副担当として生産している魚種についても、
お手伝いとは捉えず、次に任されてもレベルを落
とさず飼育を再現できるよう、作業を記録してお
くことです。今ならデジタルカメラひとつで、水
槽周辺の機器の配置や魚の様子まで手軽に画像と

36

豊かな海

No.39

2016.7

写真１ 空いた量産水槽内で行う比較飼育試験

「現代の匠
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特

で根掘り葉掘り質問しました。教示いただいた新
技術、新製品等は、その理論に納得できたら可能
な限り次年度の生産に採用し、取組の結果は次の
研究会で自分が話題提供する中でまた意見をいた
だいて、飼育にフィードバックさせました。
このように種苗生産での成果を研究会等で発表
し、他人に伝えるとなると比較試験やデータ取り
が不可欠です。量産で使う複数個の大型水槽間で、
比較する餌や操作以外の設定を可能な限り揃えて
おき、設定条件と経過や結果をできる範囲で数値
化しておけば、簡易な研究報告書くらいはできま
す。たいへんな作業にはなりますが、これら科学
的データを残すことで、後任にも伝えられる客観
性のある飼育表やマニュアル作成に繋がります。

写真２ コウライアカシタビラメ仔魚 （左上， 8 ㎜），
生産された稚魚 （左上， 20～30 ㎜），
親魚 （下， 大きい方が雌）

さらに余裕があれば、量産水槽の脇に小型水槽を

ですが、以後、飼育では「A 型人間になろう！」

並べての試験へと続き、論文作成に至れば、他魚

と心がけています。

種の事例等も含めた様々な文献に触れる機会も増

以上、手間暇のかかる提案ばかりを思いつくま

えてレベルアップが図れます。先にも述べたよう

ま並べてみました。しかし、数か月から半年に

に、当所の職員は研究員でもあるので、本来この

および気の抜けない日々の続く種苗生産作業の中

段階まで求められますが、実際なかなか容易なこ

で、こうした余裕はないかもしれません。朝から

とではありません。できるところから始めれば、

晩まで飼育棟内を行き来するため、私も期間中は

きっと技術者として成長できると思います。

3kg 前後減量してしまうほどの重労働ですが、手
間を掛けた分だけ生残率や生産数量等の数値に反

Ａ型人間になろう

と心がけ

映される、分かりやすくてやりがいのある業務と
感じています。また、何かと制約の多いフィール

一方、手の込んだ比較試験をやっても、そもそ

ドでの調査等とは異なり、飼育棟内ではほぼ担当

も魚をうまく飼えていなければ、その差は意味を

者の裁量のままに仕事を進められて結果を出せる

持ちません。そこで肝心な「飼育操作の基本はど

醍醐味もあります。この辺のおもしろさと元気に

うなの？」という問いについてです。着任当初、

泳ぎ回る稚魚の姿を拠り所に生産を楽しめたら最

キジハタ生産のサポートをしていただいた先輩の

高でしょうね。私はまだまだそのレベルにはあり

操作を見習い、手本としました。その先輩は元々

ませんが・・・。

ヒトに対して常に優しい方なのですが、魚、飼育
水、器具、時間に至るまで扱いが丁寧で、無駄が

おわりに

ありません。飼育棟で使うビーカーやバケツ類は
用途ごとに最小数で、必要に応じてラベリングさ

そして最後にお伝えしたいのは、飼育でのトラ

れ、洗浄後、下向きに伏せて定位置に置かれてい

ブルや原因不明の異変の際は、ひとりで悩まず周

ます。日々使う長いホースは使用時以外にはリー

囲に相談すること。これが最も重要です。私も分

ルに巻かれ、不要な物が置かれてない飼育棟内は、

科会参加機関の担当者で構成されたメーリングリ

整然としています。ミスや事故が起こりにくい作

スト等を活用して、助けていただいたことが幾度

業環境を整えているのです。加えて、事前の段取

か有ります。やはり経験豊富な職人は、引き出し

りが完璧で、作業がスピーディーなので魚へのス

の数が違うことを実感させられ、勉強になるもの

トレスも最小限で、採卵から出荷までもたつくこ

です。栽培漁業に携わる方々は他の分野と比べて

ともなく、もちろんノルマ割れとは無縁の生産で

も特に親切なので、最善の方法をとことんまで指

した。
「几帳面、計画性、気遣い」まさに A 型の

導してくれるはずです。遠慮せず、迅速に対応し

性格こそが最適と確信して、大雑把な O 型の私

ましょう。
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センスを磨け！
（公社）
山口県栽培漁業公社 内海生産部

専門研究員

津田 紀和

ガザミ種苗生産も好調で意気揚揚でした。しかし、

はじめに

計画尾数の 80％を生産しゴールが見えかけた頃、
私が栽培漁業に携わるよ

うになって、今年で 15 年
目になります。大学を卒業
した後、故郷姫路の中央市
場に就職しましたが、大学
で学んだことを生かせるよ
うな専門的な仕事がしたい
と強く思うようになりまし
津田紀和さん
た。フリーターを経験した
後、母校のある山口県の栽培漁業公社に運よく入
ることができ、これまで主にガザミ、モクズガニ、
アユおよびカサゴの飼育を経験し、今はクルマエ
ビの飼育に取り組んでいます。
最初に担当したのはガザミ種苗生産ですが、当
時は種苗生産そのものが初めての中、熟練者が退
き作業を共有できない状況でのスタートでしたの
で、とても苦労したことを思い出します。施設内
には他魚種のベテランの方々がいましたので、魚
種が違っても種苗を生産するうえで共通する作業
や飼育技術を勉強させてもらいながらガザミ種苗
生産に反映できるように努めました。
テキスト的なもので役に立ったのが分科会等の
アンケート資料でした。成績が良好な機関の生産
方法を参考にさせてもらったり、大量へい死の対
策と対処方法を実践してみたりして、それらを毎
年の自分の経験とリンクさせながら取り組んだこ
とが技術の向上につながったと思います。

飼育棟に「不撓不屈」の書
振り返れば、経験したどの魚種においても何ら
かのトラブルと直面し、シーズンを通して順調
だったと思える生産は一度もありません。
いちばん苦労したのは、入社 7 年目のガザミ種
苗生産です。主担当としてある程度テーマを持っ
て実行できるようになってきており、春先のモ
クズガニ種苗生産では 100 万尾以上を取り上げ、
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ゾエア 2 に脱皮できずに大量へい死が起こる事例
が多発しました。
飼育用水やふ化方法等色々変更を試みて、日本
海側の施設を使用させてもらったりもしました
が、同様の症状が続きました。その中で、ワムシ
無給餌飼育を試みたところ概ね順調にゾエア 2 に
脱皮したので、ワムシに原因があると考えてその
培養を見直したいと思いました。しかし、ワムシ
の一次培養をしている他班の職員からはワムシは
悪くない、ワムシのせいにしてもらうと困ると言
われ、とても残念な思いをしました。たとえワム
シに原因がなくとも、施設内で発生しているトラ
ブルに向き合って協力する姿勢を見せてほしいと
思いましたし、自分が逆の立場になった時はみん
なで協力し合える体制を築きたいと思いました。
私自身も反省するところがあり、なんとか一人で
解決しようと空回りして、周りが見えていない状
況だったと思いますので、もっと色々な人にアド
バイスを求めたり、他の職員に頼ったりすること
も必要だったと思います。
結局、8 月末までに 39 回の生産を行い、やっ
とのことで計画尾数を生産することができまし
た。大量へい死が続く悔しい日々も飼育棟に「不
撓不屈」の書を掲げ、くよくよせずに次の生産、
また次の生産と取り組むことで、精神面が鍛えら
れたことは少なからず収穫となりました。
この苦難を機に種苗生産におけるワムシの重要
性にようやく気付きました。ガザミの大量へい
死原因はワムシにあったと考えられましたが、私
の二次培養においても問題があり、水温差による
ショックや過給餌により活力を損なわせたりする
こともあったと思います。ちょうどこの頃、水産
総合研究センター能登島庁舎で行われていたワム
シ研修会を受講する機会に恵まれ、気にも留めて
いなかったワムシの生態や増殖にかかわるバイオ
リズム、培養方法等を学ぶことができました。ま
た、他の機関からの参加者たちと情報交換も行
え、ほとんどの魚種の種苗生産において必須とな

「現代の匠
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クルマエビのゾエアの遊泳チェック

クルマエビのゾエアへの給餌

特

ワムシ回収作業

由や生物餌料のコンディション、水質や底質の状

クルマエビのノープリウスの回収作業

るワムシについての知識を深めることができたこ
とは、とても有意義であったと今でも思います。

飼育日誌やスケッチで情報を残す
これまで複数の魚種を担当してきましたが、ど
の魚種に対してもより知識を深めたい、生産工
程を極めていきたいと思う気持があります。しか
し、異動に伴う担当魚種の変更があり、後任への
引き継ぎを行うことになります。作業工程や計画、
施設管理等については表現しやすいですし目安と
しての作業マニュアルも作成することはできます
が、飼育するうえで肝要となるところを表現する
のはとても難しいと思います。給餌量に関してい
えば、給餌率は結果を遡って数字として表わすこ
とができますが、飼育尾数や飼育重量を 100％把
握できないので必ずしも正確な数字ではありませ
んし、飼育をされている方のほとんどが感覚で給
餌量を増減させていると思います。給餌に限らず、
注水量や水温の調整、取り上げや選別、そして好
不調の判断においては、表現できる部分はあって
も表現しにくい感覚によるところが大きいのでは
ないでしょうか。この感覚は失敗と成功の繰り返
しの経験を重ねなければ得られないでしょうし、
伝えにくく、伝わりにくいものと思います。
感覚を伝える方法の一つとして飼育日誌があり
ます。飼育魚の状態や成長記録、へい死の経過
や処置方法〜結果はもちろん、給餌量の増減の理

況等担当者自身が日々の飼育で感じたことも飼育
日誌に書き留めて、時にはスケッチを差し込むな
どより細やかな情報を残すことにより、後任が微
妙な感覚を養うためのヒントになったり、不安を
拭ったりできると思います。現場作業を全うする
ことが第一かもしれませんが、経験を重ねるうち
におろそかになりがちな記録をしっかり残すこと
も大切な仕事だと思います。

人の意見に耳を傾け、協力し合って
私には後世に引き継ぐ技術はありません。しか
し、大量へい死や失敗は多く経験しており、これ
らは次の世代に伝える財産と考えています。経験
の浅い人達に同じような失敗をしてもらわないた
めにも、自身の苦い経験を伝えることにより、リ
スク回避やトラブル時の参考になればと思ってい
ます。
生産担当者は自分なりの考えや信念を持って生
産に取り組んでいると思います。それは絶対に必
要なことですが、トラブルが発生しない限り他人
の意見にあまり耳を傾けようとしないのではない
でしょうか。トラブルや危険を感じるレベルに個
人差があると思いますし、そのような危機感も経
験の積み重ねによる感覚により養われると思いま
す。アドバイスとして成功事例の話をして選択肢
を増やしてあげることも大切ですが、それよりも
失敗事例を話してあげた方が生産リスクを減らす
ことができるでしょうし、相手も聞き入れやすい
と思います。
最後に、種苗生産に限ったことではないのです
が、技術の向上において自身の感覚、センスをい
かに磨いていくか、これが一番大切なことだと考
えています。そのためにも、人の意見に耳を傾け、
失敗を恐れずにチャレンジすることを忘れない
で、栽培漁業と向き合っていきたいと思います。
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種苗生産現場の30年を振り返って
ー マコガレイ稚魚の放流とアマモ場造成
ー
（公財）
香川県水産振興基金栽培種苗センター 地下

洋一郎

200 個体 /ml 程度）、クロレラの送水にも時間が

はじめに

かかりますし、ワムシの回収や水槽の洗浄に多大
な時間が必要でした。現在では濃縮淡水産クロレ
当センターは、昭和57年 4

ラが販売され、クロレラの連続給餌による高密度

月 1 日に香川県と財団法人香

培養技術が開発されるなど、ワムシ培養にかかる

川県水産振興基金との種苗生

労力がずいぶん軽減されたと感じています。

産業務委託契約に基づき、水
産種苗の生産を行うことを目

スズキの飼育

的として開設されました。
地下洋一郎さん

当初の生産対象種は、クロ

次に、主に担当した魚類の飼育についてです。

ダイ・クルマエビ・スズキの

スズキは、昭和 63 年にマコガレイに魚種変更す

3 魚種でしたが、センター施設の立地場所は屋島

るまで 6 年間担当しましたが、当時、スズキの

湾奥部に位置し、河川からの淡水流入があること、

種苗生産技術は確立されておらず、手探りの部分

地先の水深が 4 〜 5 ｍと浅いため、夏場は高水温、

が多くありました。卵はすべて天然親魚から採卵

冬場は低水温となること、湾口部にハマチ養殖漁

し、徳島県鳴門市まで出かけて行って、人工授精

場があることなど、種苗生産の環境としては課題

を行っていました。また、配合飼料に付きにくい

も多く、常に生産技術の工夫や魚病との戦いが続

魚種であったため、アルテミア幼生以降の生物餌

いています。

料として色々な試みをしました。当時、給餌した

私は、センター設立当初から現在まで、種苗生

ものとしては、養成アルテミア（活、冷凍）
、天

産の現場に 32 年、総務に 3 年間在職してきまし

然コペポーダ（活、冷凍）、淡水産ミジンコ（冷凍）
、

たので、この間に特に印象に残っていることをお

汽水産ミジンコ（活、冷凍）、冷凍スケトウダラ卵、

話したいと思います。

アミエビ、イカナゴミンチ等があり、全長 30㎜
まで育てるのに大変苦労したのが印象的です。

ワムシの培養から

特に、主体として利用した養成アルテミア（冷
凍）は、夏場の水温の高い時期に 3 〜 5㎜のもの

まず、餌料の培養についてですが、当時のワム

を1,500〜2,000kg 生産するなど、種苗生産期間外

シ培養は、屋外の 70㎥水槽（8 面）で培養した

の準備も大変でした。また、最近では各生産機関

海産クロレラ（ナンノクロロプシスを、当時はこ

でよく用いられている、エアーを利用した自作の

う呼んでいました）とパン酵母を餌料としており、

水面油膜除去装置を使い始めたのも、この頃です。

ワムシ担当者の他にクロレラ培養専属の職員が 1
名いました。パン酵母は毎日 5 〜 6 kg を使用し

飼育現場の皆

ており、町のパン屋さんよりも使用量が多かった

で知恵を出し

と思います。

合って種苗生

クロレラ培養は天候に左右されて不安定で、特

産に取り組ん

に梅雨時期には日照不足で培養不調がよく起こっ

だ結果、当時

たため、頻繁にクロレラやワムシの計数を行い、

としては画期

増殖状況のチェックが必要でした。ワムシ水槽は

的な 16 〜 79

40㎥水槽（8 面）を使用し（当時の培養密度は

40

全くの手探り状態からスタートしたスズキも、
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作業風景 （地下氏）

万尾の種苗を
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特

生産できるようになり、昭和 62 年には、月刊養
殖の「スズキの種苗生産技術の現状」という特集
で紹介されました。

クロダイの生産
続いて、クロダイです。クロダイは、当初順調
に生産できていましたが、平成 3 年頃から腹部膨
センター全景

満症が頻発するようになり、生産が不安定となり
ました。その後、種々の対応を試みましたが、な

しかし、工夫しながら数万尾単位の生産に成功

かなか適切な対応策が見つからないまま経過し、

した矢先の平成14年に VNN が発生したため、種

平成 10 年になって、やっと効果のある方法にた

苗生産を中止しました。翌年は、1 年間委託魚種

どり着きました。

から外し、県の栽培漁業センター担当者を中心に、

それは、種苗生産に使用する海水は全て精密ろ

疾病対策を強化した実験的な種苗生産を行いまし

過フィルター（0.5μ）を通し、その後紫外線殺

た。その結果、VNN は発生せず 10 万尾を超える

菌装置で殺菌を行うこと、給餌するワムシやアル

種苗の生産ができましたので、平成 16 年度から

テミア幼生の回収後は十分に洗浄し、かつ栄養強

再度、種苗生産事業としてスタートしたのですが、

化水槽でニフルスチレン酸ナトリウムの薬浴を行

平成 19 年には再度 VNN が発生して種苗の生産

う方法でした。長年苦労して腹部膨満症の対応策

に至らず、飼育していた親魚についても半数が

が見つかったものの、平成 13 年でクロダイの種

VNN 陽性と診断されたため全数を処分しました。

苗生産は終了してしまい、少し残念な思いがあり
ました。

翌 20 年度は、他機関から譲り受けた卵を用い
て種苗生産を試みましたが、やはり VNN が発生
したため、種苗生産が行き詰りました。

印象深いキジハタ種苗生産

そこで、平成 21 年度から独立行政法人水産総
合研究センターとの共同研究で、閉鎖循環方式を

平成 7 年から当センターで取り組むこととなっ

使用した種苗生産に取り組むことになりました。

たキジハタの種苗生産は、最も印象に残っている

閉鎖循環方式では、飼育環境を外界と完全に隔離

魚種です。私は、平成 9 年から総務課に異動する

することが可能であり、用水は全て電解殺菌海水

前年の平成 24 年まで、16 年間担当していました。

を使用することや、飼育棟の出入り口での手足の

当初は全く生産できず、水槽の稚魚に名前を付け

殺菌、関係者以外の立入りを禁止するなどの防疫

られるほどの尾数しか生き残りませんでした。皆

対策を組み合わせることにより、その後は安定し

さんもご存知のとおり、キジハタの卵径は 0.7㎜

て 10 万尾を超える種苗が生産できています。

ぐらいと小さく、ふ化仔魚の口が小さいため、初
期餌料として従来の S ワムシよりも小型のタイ

おわりに

産ワムシを使用していましたが、上手くいきませ
んでした。

種苗生産と魚病は、切っても切れない関係にあ

そこで発想の転換を行い、卵からハッチしたば

り、私の飼育担当業務も、その対応に追われた

かりの子虫を摂餌させるため、仔魚の飼育水槽内

30 数年だったと感じています。現在でも、全国

でワムシの培養を行うことにしました。水質の悪

的に広まった細菌性疾病やウィルス病がいくつも

化を懸念しましたが、少しでも栄養強化できるよ

ありますが、これまで生産現場の知恵と工夫、関

うに DHA が強化されたスーパー生クロレラ V12

係機関の協力によって、様々な対応策や技術が開

を添加しました。この方法では、S ワムシの増殖

発されてきました。今後の種苗生産に携わる皆さ

スピードが速い分、安定培養するのは大変でした

んにも、更なる技術の向上と安定した種苗生産に

が、仔魚が水槽内で増殖した小型ワムシを摂餌し

向け、新しいアイデアとチャレンジを期待してい

ているのが確認でき、初期生残率が向上しました。

ます。
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かなりの強敵！キジハタ種苗生産
愛媛県農林水産研究所

水産研究センター 栽培資源研究所
増殖技術室長

成功までもう一歩のところまできていました。

はじめに
故郷の岡山を離れ、就
職のため縁もゆかりもない
愛媛に来て 34 年になりま
す が、 県 に 就 職 し て 3 年
目に水産試験場に配属にな
り、その後、行政機関に勤
務した 5 年間を除いて通
算 29 年間、種苗生産を含
む試験研究に携わっていま
坂口秀雄さん
す。当時の愛媛県には宇和
島市に水産試験場、東予市（現西条市）に東予分
場があり、現在、所属している栽培資源研究所は、
平成 2 年 12 月に中予水産試験場・中予栽培漁業
センターとしてオープンしました。

キジハタとの出会い
宇和島では、最初、養殖場の環境調査、魚礁効
果調査、赤潮調査などに従事していましたが、次
第に漁業資源調査や資源管理調査をおこなうウエ
イトが高まり、平成 6 年 4 月に中予水産試験場（現
栽培資源研究所）に配属になってからも、当初は
主に資源関係の調査を担当していました。種苗生
産業務にはじめて出会ったのは平成 14 年 4 月に
中予水産試験場増殖室に異動したときのことで
す。当時はナガニシ、ミミイカ、ホシガレイなど
の種苗生産技術開発に取り組んでいましたが、何
といっても最重要であったのはキジハタでした。
キジハタは温帯性のハタ類で、マハタやクエほど
には大きくなりませんが、瀬戸内海では最も高級
な魚の一つとされています。本県ではアコウと呼
ばれ、来島海峡周辺で特に珍重されており、漁業
関係者からは放流用種苗を供給してほしいとの声
が数多く寄せられていました。
愛媛県におけるキジハタの種苗生産技術開発
は、昭和 58 年度に宇和島市にある水産試験場で
スタートしましたが、種苗生産は大変難しく、平
成 12 年度からは中予水産試験場に移管されてい
ました。私が中予水産試験場増殖室に異動となっ
た平成 14 年度には、キジハタの種苗生産技術は
確立していなかったものの、種苗生産に関する技
術情報は水産試験場時代からの蓄積が多くあり、
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受精卵を安定的に確保する体制へ
キジハタの種苗生産を成功させるためには、ま
ず、受精卵を安定的に確保する体制を整える必要
があります。当然、親魚養成も行われていました
が、平成 14 年当時は一日当たり数十万粒程度の
受精卵を得るのが精一杯でした。採卵がうまくい
かない原因として、餌料の質が考えられました。
当時は、小エビ、イカ、イカナゴに栄養強化剤を
まぶして親魚に与えていました。天然のキジハタ
と同じような餌料なので、栄養的には問題ないだ
ろうと考えていましたが、大量の受精卵を得るこ
とはできませんでした。その当時、玉野栽培漁業
センターでは一日当たり数百万粒単位で採卵でき
ていましたので、受精卵をいただくために片道 3
時間かけて玉野まで出向いていました。1 回の生
産で成功すれば良いのですが、1 回でうまくいっ
たためしはなく、何度も何度も玉野とを往復した
記憶があります。

成功への一番の近道は
成功への一番の近道は、うまくいっているとこ
ろのやり方を見習うことです。そこで、玉野栽培
漁業センターのキジハタ担当の方から親魚養成用
モイストペレットの作り方や親魚管理方法を教え
ていただき、まったく同じ方法で親魚養成をおこ
なうことにしました。また、親魚を長期間飼育し
続けると魚体内の VNN ウイルス量が増加すると
いわれていますので、親魚は 3 年程度で更新する
ようにしました。その結果、現在では種苗生産に
必要な受精卵を自前で確保することができるよう
になりました（図 1）。

二つの難関を解決し
キジハタの種苗生産で、最初に突き当たる難関
は、マグロなどでも起こるようですが、開口前夜
に発生する仔魚の沈降死の問題です。まったく対
策をとらないと、ここで全滅してしまいます。対
策として、エアブロックを水槽の四隅にセットし、
エアーの力で上昇流を発生させる方法をとりまし
た。この場合、生産水槽はできるだけ水深の深い
ものを使用する方が有利です。当所では水深が 2
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ｍの 100ｔ水槽 2 面で
生産をおこなっていま
す
（図 2）
。さて、エアー
の話にもどりますが、
最初のころは、通気量
の表し方として、感覚
的に「強」
「中」「弱」 図１ 産卵するキジハタ
「微弱」などのように表現していましたが、人に
よりとらえ方が異なり、技術の継承といえるもの
ではありませんでした。キジハタ仔魚は非常にデ
リケートで、少し流れが強すぎただけでもどんど
ん死んでいきますし、流れが弱すぎると沈降死の
割合が増えていきます。そこで、最終的には、エ
アー量を、流量計により数値化することにしまし
た（図 3）。これにより、エアーの微調整も簡単
にでき、技術の引き継ぎも容易になりました。

図２ キジハタ種苗生産水槽

図３ エアー量調整用の流量計

次の問題は、ふ化直後の初期摂餌です。キジハ
タは、卵径が 0.7 〜 0.8㎜と小さく、ふ化仔魚自
体も小さいため、初期餌料にはおもにタイワムシ
が用いられています。しかし、摂餌初期の仔魚を
観察するとワムシの卵しか摂餌していないことが
よくあり、キジハタふ化仔魚にとってタイワムシ
ですら餌料としては大き過ぎるのではないかと思
われました。そこで、タイワムシよりも小さな初
期餌料はないものかと、いろいろと試行錯誤を繰
り返した結果、フロック（ワムシのフンやクロレ
ラなどが集まってできた塊）をふ化仔魚に食べさ
せることで、ワムシを食べられるサイズまで仔魚
を成長させることが可能となりました。そして、
水槽に受精卵を収容する一週間程前から S 型ワ
ムシとクロレラを投入することによりフロックを
発生させ、仔魚を飼育することに成功しました。
残念なことに現在は、この方法ではなく、通常の
タイワムシを用いる方法で生産がおこなわれてい
ますが、個人的にはタイワムシを用いないでキジ
ハタを生産する自信はあります。
また、初期摂餌に関連して、照度の問題が挙げ
られます。キジハタのふ化仔魚は暗い所では摂餌
することができず 1,000lx 以上の照度が必要です。
当所のキジハタ生産水槽は屋内にあり、晴天時に
は 1,000lx を超える照度を確保できますが、仔魚
の開口時期が曇天や雨天であった場合、良好な生

特

産結果を期待することはできませんでした。安定
生産を目指すためには、天候に左右されることな
く、1000lx 以上の照度を確保する必要がありま
す。このため、水槽 1 面当たり 1000W マルチハ
ロゲン灯を 4 基増設しました（図 2）。

安定生産への道筋
キジハタはかなり手強い相手でしたが、施設や
生産方法の改善により、近年では安定的に 20 万
尾程度の生産ができるようになってきました（図
4）。しかしながら、奇形率の問題が解決していま
せん。現在のところ奇形の発生要因が特定されて
おらず、出荷時の選別に時間と労力がかかってお
り、生産コスト面や労力面で非効率な状態が続い
ています。奇形率が低下すれば、生産尾数をもっ
と少なくすることができ、コストや労力を抑える
ことができますので、奇形率を下げることが今の
最大の課題となっています。
キジハタの種苗生産が安定してきたことによ
り、愛媛県では毎年 10 万尾程度の種苗を放流し
ています（図 5）。キジハタは大きな回遊をせず、
放流地点周辺に滞留する傾向が強く、魚市場での
水揚げも急増しており（図 5）、本県瀬戸内海側
における最も人気のある放流魚種となっていま
す。大変美味で以前はまぼろしの魚と言われたキ
ジハタがスーパーなどで普通にみられるように
なったことはうれしいことですが、単価が下がっ
て高級魚でなくなってしまうのではないかと少し
心配しているところです。

図４ 愛媛県におけるキジハタ種苗生産尾数

図５ キジハタ放流尾数と松山地方卸売市場での
キジハタ取扱量
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３７年間アワビの種苗生産一筋に
（公財）
ふくおか豊かな海づくり協会

参事補佐

柴田 利治

ただし、UV 海水による産卵誘発刺激や幼生の

はじめに

無通気流水飼育も一朝一夕に完成したものでは無
く、飼育ネットのサイズや、それをセットする水
1979年 に
（ 財 ）福 岡 県 栽

培漁業公社（現：
（公財）ふ
くおか豊かな海づくり協
会）設立に併せ採用された。
当初、右も左も分からない
状 態 で あ っ た が、'81年 ま
での 3 年間は、出向として
きていた福岡県水産試験場
（現：福岡県水産海洋技術
柴田利治さん
センター）の職員から手ほどきを受けながら技術
を習得した。4 年目からは独り立ちし、以来37年
間アワビの種苗生産一筋に携わってきた。その間
は種々な要因で生産が不調に陥る事も多く、その
都度、原因を推測しながら対処して生産を続けて
いるのが現状である。

少しずつ問題点を解決し
種苗生産開始当初、10㎜稚貝を 100 万個体生
産するためには、一億粒以上の採卵数量が必要で
あった。産卵誘発刺激も早朝の干出、紫外線照射
海水（以下，UV 海水と記す）に浸漬、昇温と 3
つの方法を併用して行っていたため、採卵作業が
終了するのは昼過ぎになることが多く、大変重労
働であった。
'89 年には、浮遊期に幼生牽引筋が発達せず、
採苗後 2、3 日で大量へい死を起こしてしまった。
原因究明には至らなかったが、対策としてこれま
で行っていた止水による幼生管理を、無通気流水
飼育に変更し調温も実施したことで、ふ化幼生の
発生が安定すると共に生残率も上がり、採苗率が
向上した。この技術は現在でも使用され、当初
一億粒以上必要であった採卵数量は 1 〜 2 千万粒
位で十分となった。また、産卵誘発刺激も改良を
行った結果、現在では UV 海水のかけ流しのみで
採卵可能となり、作業も午前中で終了し、大幅な
省力化となった。
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槽、温度設定、UV 海水の使用等、少しずつ問題
点を解決しながら 5、6 年掛かって安定して使え
る技術になったのである。

最も対策に苦労したこと
私の長い種苗生産業務の中で、最も対策に苦労
した事は、クロアワビの筋萎縮症による大量へい
死が長年に渡って（'84 〜 '97 年）発生した事であっ
た。
'83 年までは 10㎜ 100 万体制を維持して、県
内 3 ヶ所にある漁業者による中間育成場に出荷を
行っていた。'84 年の 5 月下旬、中間育成場への
出荷終了後、当協会内で残しておいた稚貝に、貝
殻縁辺部の欠刻や腹足筋肉の痩せ等を主症状とす
る大量へい死が発生した。以来、同様の大量へい
死は当協会施設内だけではなく、すべての中間育
成場に於いても発生した。これまで、中間育成場
における 30㎜までのクロアワビの生残率は約 7
割程度であったが、'84 年度以降は 1 〜 3 割と急
激に落ち込んだ。この現象は、ほぼ同時期に西日
本一帯で見られるようになった。
当初、衰弱稚貝の死亡状況から筋萎縮症による
ものと推定されたが、'89 に組織標本の観察によ
り同症と確認されるまでには時間が掛かった。
'89 年には、筋萎縮症に比較的強いとされるエ
ゾアワビの生産も行い、翌年には中間育成場に導
入も試み、導入当初の中間育成場における生残率
は約 6 割と好調なスタートを切ったかに見えた。
しかし、導入 3 年目以降はクロアワビと同様、
低い生残率となり '93 年には当協会での種苗生産
の生残率が 2 〜 3 割にまで落ち込み中間育成場へ
の出荷を断念した。一方、漁業者からは、放流後
の生息生態の違いもあり、健全なクロアワビ種苗
の供給を望む声が年々強くなった。そこで '94 年
の秋採卵からクロアワビ一本に絞る事にした。
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こでクロアワビの種苗生産を再度
軌道に乗せることが出来た。

漁業者の要望に応えて
量産体制が確立されたことに伴
い、漁業者から当協会での直接放
付着板飼育

30 ㎜計数

流用種苗（殻長 30㎜以上）の生産
要望が強くなってきた。
しかし、県内の放流需要数は 40
万前後と見られ、飼育密度を上げ、

飼育方法を改良しなければ対応で
きない状況であった。そこで '00
年には高密度飼育による 30㎜量産
化に取り組み、新たな付着器の開
発、飼育方法を平面からカゴを使
採卵
平面飼育測定
い立体的に変更、給水量は UV 海
水を用いるために 12 回転 / 日に絞
る等の改良を行った。当初は残餌による飼育環境
の悪化等で、飼育カゴ単位で所々にへい死も発生
クロアワビの種苗生産を再軌道に
したが生産に影響を与える程では無く、飼育密度
筋萎縮症の感染経路については同一施設内で飼
を 5,600 個体 /㎡までに上げる事に成功した。ま
育されている感染耐過貝及び採卵用親貝からの水
た、福岡県では 3 月までに 30㎜サイズを放流す
平感染が指摘されていたため、越年貝や母貝の施
る事になっており、現在では成長を重視し飼育密
設からの撤去を行った。また同時に場内の消毒、
度を下げて 3,500 個体 /㎡とし、県内需要を賄っ
受精卵の洗浄、担当職員以外の立ち入り制限等の
ている。
防疫体制を講じながら種苗生産を行った。
翌 '95年 は 出 荷 ま で の 生 産 率 も70%と 良 好 で
いざという時の協力体制こそ
あったが、生残率は年々低下し'97年には 2 割を
切った。防疫体制を敷いて臨んだ種苗生産であっ
たが、結果は思わしくなく、このままでは種苗生
産が、出来なくなるという危機感が非常に高まっ
た。
これまでのへい死発生状況や付着板及び平面飼
育での餌料試験、密度試験、防疫の徹底化等、種々
の事から推察すると、給水を介しての感染が疑
われる様になってきた。それを確かめるため '97
年の秋採卵で、生海水、ろ過海水、UV 海水と 3
種類に分けて小規模な飼育実験を行ったところ、
UV 海水を使用した水槽のみ筋萎縮症が発生しな
かった。この時は、給水に問題が有るという自分
の推測が間違いではなかったと快哉を上げた。
そこで、'98 年に UV 海水を全工程に使用した
ところ、筋萎縮症は発生せず、量産規模で全国で
初めて防疫飼育に成功し、現在まで筋萎縮症の発
生は見られていない。筋萎縮症での大量へい死が
発生して 10 年以上経ってしまったが、やっとこ

種苗生産に於いては、日々何らかの変化があり、
それを見逃さずに対応することが重要では無いか
と思う。その変化は担当者のこれまでの経験や知
識で簡単に解決できる問題も有れば、筋萎縮症や
新しい飼育方法の開発等、県の行政や研究所と協
会職員が一体となって当たらなければ解決出来な
い事もある。筋萎縮症の対策で、場内の消毒と書
けば一行で終わってしまうのだが、実際には県庁
職員、研究所職員の応援も得て、2 日掛かりで行っ
ていた。いざという時にお互いが協力出来る体制
を常日頃から構築する事も大事だと思う。後は、
この技術や経験をいかに継承して行くかだろう。
いくら詳しいマニュアルが有ったとしても、現場
でマニュアル片手に仕事が出来るものではない。
後継者を育てていくというのも自分達の世代では
大事な仕事の 1 つではないかと思っている。
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私が伝えたいこと
（公社）
大分県漁業公社

二つの海域の特性に応じて
私が仕事をしているこの大
分県は、佐賀関半島を境に
大きく分けて 2 つの特性を
もつ海域を有しています。
北部は砂浜海岸が連なる瀬
戸内海に属し、南部はリア
ス式の海岸線となり外洋性
の特色を有した海域となっ
ています。砂地の広がる北
元兼豊明さん
部域では、アサリ、ハマグ
リなどの二枚貝をはじめとし､ クルマエビ、ガザ
ミなどの甲殻類、マコガレイ、ヒラメなどの異体
類など多くの内海性魚介類に恵まれています。
また、リアス式の海岸線が連なる南部域では広
がる岩礁域がもたらす複雑な潮の流れで育まれた
関あじ、関さばは有名でありますが、マダイ、イ
サキなど多種類の魚類の他、アワビ類、ウニ類な
ど外洋性の魚介類が豊富に生息しています。また、
鶴見、米水津、蒲江などでは養殖業も盛んであり、
ブリをはじめとしてマダイ、ヒラメなどいろいろ
な種類の養殖が行われています。
このような 2 つの海域を持つ大分県の種苗生産
施設である（公社）大分県漁業公社は、北部の国
東事業場と南部の上浦事業場の 2 事業場を有し、
それぞれの海域特性に応じた種苗を生産し安定供
給を行っています。

上浦と国東の二つの事業場を経験
私が大分県漁業公社の職員として魚介類の種苗
生産に従事するようになって、はや 29 年の月日
が経過しました。昭和 63 年に上浦事業場の貝類
科に配属になり、約 8 年間アワビ、ウニ、トコブシ、
ヒオウギなどの種苗生産に取り組みました。その
後、魚類科に異動し、ワムシ培養を基本としてマ
ダイ、クロソイ、スズキなどの魚類の種苗生産に
携わり、平成 9 年に現在の国東事業場に配属とな
りました。国東事業場では､ ワムシ培養を基本と
してヒラメ、マコガレイの異体類の種苗生産を主
に行いながら､ アユやクルマエビ、ガザミなどの
甲殻類の生産にも携わり、現在 19 年目となって
います。
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国東事業場

次長兼生産課長

元兼

豊明

本当の原因究明につなげるには
私の種苗生産技術と言われましてもまだまだ未
熟で大変おこがましいのですが、現在のこの技術
を習得できたのは、やはりその当時のそれぞれの
諸先輩方のおかげだと考えています。それぞれの
魚種の担当の先輩に教わった生産工程、作業工程
が私の現在の技術の基礎となっていると思ってい
ます。それは、先輩方がその当時の技術を駆使し
て知恵をしぼり、その種苗の生態に合わせて確立
したものであるからです。その工程で使われる水
槽形体、作業道具等ひとつひとつが意味があって
のものであり、私には絶対無視の出来ないもので
あるからです。種苗生産技術が急速に進歩した現
在でも、自然相手の生き物を扱う以上、常にへい
死と向かい合わせであります。大量へい死の壁に
直面したときこそ「温故知新」昔のやり方に戻っ
てものを考えることが大切であると思います。ま
た、それだけではありません。現在の私の技術は
これまでの多くの試験研究機関の研究報告や、分
科会、研究会、報告会等から得た知見及びアドバ
イスの積み重ねがあったからこその技術であると
言うことを確信しています。
私がこの仕事をして来たなかで苦労したことと
いえば､ 親飼育、採卵、種苗生産、中間育成と
全ての分野において通じることで、具体的に言い
ますと皆さんもご存じの通り、魚が死んでいくと
き、また今まで取れていた卵が取れなくなったり
したときなどです。何度も何度も失敗したり､ 種
苗をへい死させたりしました。こういうことに関
しては、1 年間で適切な対応策､ 解決策を見いだ
せることは少なく、数年かかることが多くありま
す。適切ではなかった対応策は失敗することで適
切ではなかったという実証がなされたことになり
ます。
これらの実証を積み重ね、経験していくことで、
その中からちょっとしたコツ、タイミング､ 変化
をつかんでいくことができました。これらは、例
えば、へい死が出現する前に起こる微妙な水槽の
変化や魚の行動の変化であったりします。仮にへ
い死が出現しても、へい死が出たということでこ
の対応をしてもダメだったという経験になり､ 次
はそのファクターを消して本当の原因究明が出来
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オニオコゼ移槽

マコガレイ採卵

ることもあります。このような経験が現在の生産
に役に立っていることの一つであります。

種苗生産に思うこと
私が種苗生産について思う事は、まず一つは物
を作るのではなく、命ある生き物を作るという
ことであります。人がそれぞれ十人十色であるよ
うに、同じ生産は二度とないということです。親
の個体も違うし､ 時期、気候、天候など全く同じ
条件はありません。だから、日々実際に種苗の様
子、状態をしっかり見ていきながら､ 飼育を行っ
ていくことが大切であります。人間の赤ちゃんを
育てるということにたとえたらいいでしょうか。
1+1=2 になるという固定観念は危険であります。
しかし、そんなに怖がることもありません。なぜ
なら生きようとして生まれて来ている以上、元気
な魚は殺そうとしてもそう簡単には死なないから
です。だから、問題は、簡単には死なないこの魚
を、どんどん弱らせたり死なせていく要因が、ど
こにもないことを日々確認しながら飼育していく
事が生産ではないかと思います。
二つ目は、種苗生産は陸上水槽という人工的、
閉鎖的環境下で行っているということを常に意識
することが大切だということであります。例えば、
見落としがちでありますが、陸上水槽では海と違
い換水量 1 回転でもエアーレーションの位置、形
状等によって水が全く変わらない部分が出てきて
いたりすることや、池替え 1 週間後の飼育水槽環
境と 2 週間後の飼育水槽環境はたとえ同じ様に元
気に魚が泳いでいても変わって来ていて、それが
水温の高い時と低い時で違うというようなことで
す。従って、種苗生産ではこのような閉鎖的環境
がいま現在魚に与えているリスクを常に考えてお
くだけでなく、その魚の海域特性、特色及び性質
など広い視野を持ちながら日々魚を観察していく
ことが大切であると思います。

次の世代に伝えたい
私が、今後次の世代に伝えたいことを 3 つ述べ
させて頂きます。
まず、現在の種苗生産技術はさまざまな省力
化、効率化を取り入れた生産方法及び､ 高品質な

マコガレイ出荷

特

マコガレイ選別

配合飼料、栄養剤等の開
発によりかなり進歩して
きています。しかし、便
利なプラス要因によって
引き起こされるマイナス
要因を見落としてはいけ
ないのです。例えば､ ワ
ムシに替わる微粒子配合
飼料を使用する場合、ワ
マコガレイ卵管理
ムシ使用時には見受けら
れない配合飼料による飼
育水の汚れが発生します。この汚れ及び汚れ方の
違いに配慮した飼育方法が必要になるということ
です。プラス要因に対するマイナス要因を見落と
さず、その対応を的確に行うことが大切です。
2 つめは､ 日常的に起こるちょっとした環境変
化を意識した飼育を行うことです。生き物は急激
な環境変化に対応出来ないので、これが原因とな
り病気、大量へい死を引き起こすことが多く見受
けられます。日常の作業時にこのような急激な環
境変化は頻繁に起きています。人が作業時に気づ
かずに起こしていることもあります。これらの環
境変化を常に意識しながら慎重な飼育に取り組ん
で頂きたいと思います。
3 つめは､「正常時」すなわち、元気な魚の状態、
正常な水槽状態、それに係る正しい飼育状態を知
る事です。そこから、
「正常でない状態」すなわち、
元気のない魚、汚れた水槽、良くない飼育方法を
知ることとなり、その違いに気づく事となります。
正常を知ることで異常を学ぶということです。そ
のためには、労を惜しまず、魚のそばに寄り添い、
目で見て､ 耳で聴き、鼻で嗅ぎ、手で触れ、体全
体を使った飼育を根気強く何度も繰り返すことが
大切です。これらの経験を積み、感覚を磨き､ 正
常でない異変を早めに察知し対応する事が、少し
でも多くの種苗を生き残らせてて行く事に繋がる
のではないかと私は考えます。
最後になりましたが、これからの種苗生産に携
わる次世代の若い技術者の皆様に、私のこれらの
考え方が、少しでも参考になり､ 生産技術の向上
に役立つことを願っております。
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原点となる「初期の技術」を大切にして！
（株）
長崎県漁業公社

生産課課長

久保田 泰則

タといった魚種を担当しました。どの魚種もそれ

これまで取り組んできた仕事

ぞれ違った特徴があり、生産の際に苦労したこと
が思い出されます。

皆さん、こんにちは。今
回、各地栽培漁業センター
のベテラン技術者の１人と
してご指名をいただき、筆
を執らせていただくことに
なりました。正直、私でい
いのかと恐縮に思う部分も
あったのですが、記事を読
久保田泰則さん
まれる方、特に若い技術者
の方の何か参考になればと思い、これまでの経験
や思いを紹介させていただくことにしました。
私の勤務する㈱長崎県漁業公社は、長崎県北部
の佐世保市小佐々町にあります。施設のある佐世
保市から平戸市に及ぶ地域一帯は「九十九島」と
呼ばれており、大小さまざまな島が織りなす景観
が美しいことで知られています。特に夕日がきれ
いなことで有名なのですが、私自身はその夕日を
眺め「１日の疲れが癒されるなー」と感じています。
生産施設は、小佐々町の楠泊と矢岳の２カ所にあ
ります。楠泊の施設は長崎県栽培漁業センターの
施設で、長崎県漁業公社が管理・運営を委託され
ています。一方、矢岳は自社保有の施設となって
います。
生産しているのは、放流用、養殖用となる 15
種の魚介類です。放流用種苗としてはクエ、トラ
フグ、カサゴ、ホシガレイなどの魚類と、ガザミ、
クロアワビ、アカウニなどの魚類以外の生物を生
産しています。
私は間接的にすべての魚種の生産に関わってい

技術を習得するきっかけ
種苗生産の技術は、一緒に仕事をした先輩から
学びました。入社して最初の 2 年間は海面生簀で
中間育成を担当し、その後、魚類の種苗生産に業
務が変わりました。その魚類の種苗生産に変わっ
たときに一緒に仕事をすることになった先輩が、
私に種苗生産技術の基礎を教えてくれました。
教えるといっても、ていねいに説明してくれる
わけではありません。その先輩は、「技術は見て
盗め」というタイプだったので、一緒に仕事をやっ
ている中で学びました。
技術を習得するのに特に苦労した記憶はありま
せん。仕事をする中で、自然と身についたように
感じます。そこで身につけた技術をベースに、自
分なりに改良を加えていきながら現在に至ってい
ます。

苦労したことと解決法
これまでいろいろと苦労はありました。その中
で、特に苦労したこととして思い浮かぶのは２つ
の出来事です。
１つは、ブリを担当していたときのことです。
ブリの卵は分離浮性卵で、ふ化直前に卵が沈下す

るのですが、直接はクエを担当しています。クエ
は、放流種苗として漁業者の方に大変喜ばれてお
り、長崎県が力を入れている魚種です。今年で生
産を始めて６年目となりますが、これまで安定的
に生産することができています。昨年は、約 12
万尾を出荷しました。
現在はクエの担当ですが、過去にはマダイを皮
切りにクロダイ、イサキ、ヒラマサ、ブリ、マハ
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生産を行う長崎県栽培漁業センター施設

「現代の匠

特

栽培漁業センターの技術力を次世代に繋ぐ！―私が実体験で得た種苗生産技術を語るー」

るという現象が起こります。私は、この沈下に苦
しめられました。
1 年目、ブリの受精卵は水槽内に設置したふ化
ネットの中で管理していました。しかし、前述の
とおり、放っておくとブリの卵はネットの底に沈
んでしまいます。そのため、定期的にネットを軽
く持ち上げて卵を浮かびあがらせなければなりま

クエ種苗

クエ親魚

せん。これは 24 時間体制で行わなければならず、
卵管理の期間はとても大変でした。
この苦労は、2 年目に自身で考案したふ化器を
使用することで解決しました。ふ化器というのは
アルテミアふ化槽を改良したものです。アルテミ
アふ化槽内に穴を開けた塩ビのパイプを立て、そ
クエの生産水槽。 水面にあるのが
クエの採卵の様子
のパイプに水を流し込むことで水流により卵を動 油膜除去装置
かすようにしました。これは試してみたらうまく
技術は、初期の技術をベースに改良を繰り返し
いったもので、苦労が改善されて良かったです。
て向上させています。変えた結果、良いほうにい
もう１つは、マハタです。マハタはふ化してか
くことばかりとはいえません。基本を大事にし、原
ら 30 日齢ぐらいになるまで非常にデリケートな
点を崩さないように技術を向上させていくことが重
魚で、この期間は少しの通気量の変化で死んでし
要なのです。
まいます。微通気で管理しなければいけないので
次の世代に伝えたいのは、「安易に作業の手抜き
すが、この通気量の調整がわずかな差で生産の明
をしてはいけない」ということです。生産工程で手
暗を分けるためとても苦労しました。
抜きを行えば、何かしらかの不具合が生じます。
長崎県の試験場から指導を受けたのですが、そ
底掃除１つとってもそうです。基本は毎日するこ
の通気量というのがほんのわずかで、どのレベ
とだと思いますが、手抜きして１日おき、２日お
ルが正解というのが分かりませんでした。違いも、
きになっていったとします。そうすると、魚のどこ
数量で定義できるレベルではなく感覚的な世界で
した。結局は、経験的なもので何とかクリアして
いました。
あと、マハタで苦労したのが開鰾です。マハタ

かで調子がおかしくなってくるでしょう。そのとき、

は初期に鰾に空気が入らず、２次開鰾でなんとか
空気を取り込ませていました。
なぜそうなるのか分からず、２次開鰾で取り込
ませる方法が正しいのかも分かりません。同じハ
タ類でもクエでは水面にできる油膜の除去を徹底

くなり、大きな失敗につながってしまうように思い

することにより解決できるので、魚種による違い
を感じずにはいられません。

産は、毎日の積み重ねが大事なので、まずは手抜き

原因が底掃除であることに気づければよいのですが、
病気ではないか、エサではないかと原因が分からな
ます。
１日しなかったから、すぐにダメになるものでは
ないかもしれません。しかし、明日すればいいやと
先延ばしにしていくことが良くないのです。種苗生
を覚えずにていねいな仕事をしてもらいたいです。
そのようにしっかり仕事をしていけば、自然と何

種苗生産について思うこと

が大事なのかが分かってきます。そうすれば自ずと、
手を抜いても大丈夫なポイントが見えてくるはずで

技術に関して、私が常に心掛けているのが原点
となる「初期の技術」を大切にするということで
す。生産の最中に何かおかしなことがあると、常

す。

に初期の技術に戻って考えるようにしています。
例えば、形態異常が発生したとします。その場
合は、一度原点に立ち返って、技術の見直しを行
います。初期のときから通気量を変えていたとし
たら、元となっていた水準に戻します。

す。手の抜き方が分かってくれば、仕事もまた一段

生産に支障をきたさない部分を見極め、上手に仕
事を進めていくのが、ベテランの技術者だと思いま
と楽しくなるはずです。若い方たちには仕事を自分
自身の手でしっかり取り組んでもらい、 一段上の

技術者を目指してもらいたいと願っています。
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「種苗生産技術マニュアル」に残す思い
（公財）
くまもと海づくり協会

参与

礒村

憲司

餌料培養池は３分の２を占めていました。

はじめに

平田さんに「心眼で見よ」と言われ、毎日肉眼
私は当協会の事務局長を

最後に、平成 28 年 3 月に
定年を迎え、4 月から参与
として 2 年間の期間限定で
仕事に取り組んでいます。
今の主な職務は、県下の沿
海市町及び漁協で構成する
｢熊本県栽培漁業地域展開
礒村憲司さん
協議会事務局の運営｣ 及び
｢種苗生産マニュアルのリニューアル版作成｣です。
地域展開協議会はマダイ、ヒラメ、イサキ、ガザミ、
クルマエビの共同放流事業を実施しており、厳し
い財政事情の中、いかに地域の栽培漁業の熱を冷
まさないように事業を推進していくか難しい局面
を迎えつつあります。
今回の原稿のテーマは種苗生産技術なので、二
番目の種苗生産マニュアル作りを意識しながらこ
の原稿を書き進めていくことにします。

優れた技術持つ先輩に恵まれて
私が当協会の前身である天草市牛深町の熊本県
栽培漁業センターに体育会系のノリで来たのは、
水産大学校を卒業してすぐの昭和 53 年４月１日
でした。
ここで、私は幸運にも優れた技術を持つ二人の
県水試の先輩方に恵まれます。
お一人は県水産研究センター所長を最後に退職
された、当時 37 歳の平田満さんで、全国に名を
馳せていた種苗生産の四天王と呼ばれた中のお一
人であり、主にマダイ
種苗生産技術開発を担
当されていました。
当時は海産クロレラ
とワムシ培養を制する
者は種苗生産を制する
アユ緊急放流 （熊本地震）
と言われ、施設的にも
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と顕微鏡でワムシを観察していくうちに、肉眼で
Ｌ型ワムシの抱卵、海産クロレラの取り込み具合
が見えるようになり、就寝時に瞼の裏に顕鏡した
ワムシの残像が浮かんだものです。
もう一方は同様に後に県水産研究センター所長
を勤められた伊勢田弘志さんで、私の入所当時
33 歳でした。
伊勢田さんは天才肌で嗅覚が鋭いというのか、
問題の本質を見抜く力が人並み外れていたと思い
ます。
主にマダイの脊柱屈曲症の防除対策とヒラメ種
苗生産技術開発が担当でした。
マダイでは、仔魚が自由に深浅移動できる通気
量調整と水面の油膜除去（当時は表面送気）によ
り開鰾を促す伊勢田さんの技術は、県外の大手民
間種苗生産機関にも広まり、マダイ人工種苗によ
る養殖をも強く後押ししたのです。
私はそれらの試験を手伝うことで、技術と知見
を吸収しようとしました。
このように、私はお二人を勝手に師匠と決めつ
けて背中を追い続けたのです。
それと、年齢が近い現県農林水産部水産局長の
平岡政宏さん、同水産振興課長の木村武志さん、
県水産研究センター次長の中野平二さん等と酒を
飲んで議論し、仕事の合間に日没で球が見えなく
なるまでテニスをし、拓郎や陽水を歌ったりと、
同じ釜の飯を食ってきたことはかけがえのない財
産となっています。
また、ワムシ栄養強化や配合飼料について大学
との共同研究が盛んでした。
余談ですが、かつての東京水産大学の渡辺武教

牛深マダイ沖出

牛深海面飼育

「現代の匠

栽培漁業センターの技術力を次世代に繋ぐ！―私が実体験で得た種苗生産技術を語るー」
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授と大学の同窓会の話になり、「私は滄溟会です」
と言うと、紳士然の教授が「楽水会の恐ろしさを
教えてやる」と、危険な夜間の飼育水槽上の渡り
通路を走って追って来られたのです。
渡り通路は幅が狭く、勝手知ったる私はまさか
捕まるとは思わず、｢楽水会に負けました｣ と言
わされました（滄溟会の同胞諸氏、ごめんなさい）。

マダイ種苗生産の取り組み
この頃の技術開発期は関係者が一様に燃え、大
らかで良い時代でした・・・。
その後、昭和 59 年に栽培センター運営が財団
法人へ移行し、私はマダイを受け継ぐことになる
のですが、当時の上司である岩下徹主任の指導の
下、全国のマダイ種苗生産機関を対象にアンケー
トを取り、熊本方式に一部手直しを加えて、やっ
てやるぞと意気込んでマダイ種苗生産に取り組み
ました。
その結果、260 万尾のマダイ稚魚が生産され、
ここに県水試の諸先輩方が築いてきた技術と苦労
が大量生産という形になって現れたと自負してい
ます。
この頃は未だ餌付けは魚介ミンチで、水槽底掃
除も潜水しておりました。
木村さんと現協会大矢野事業場長の鱶口良喜さ
んは潜水作業の常連で、日の出から日没までのミ
ンチ給餌も職員総がかりで「手作り」種苗生産で
した。
ところが、大量生産成功の喜びに浸って高揚し
ていたのも束の間、以前から危惧されていた事態
がこの後に進行することになります。

二つの難問に直面し
一つ目の事態は、昭和 60 年から牛深事業場で
イシダイの VNN、ヒラメの表皮増生症と立て続
けにウイルス病が発生し、平成 24 年には大矢野
事業場でクルマエビに初めて PAV が発生して問
題となりました。
協会は県水産振興課及び県水産研究センターと
協議をし、その指導の下、イシダイは当時の防除
手段がないため生産を中止し、ヒラメは広島大学
の室賀清邦教授の助言により親魚養成及び採卵を
牛深事業場で行い、ヨード消毒後の卵を大矢野事
業場に運搬して種苗生産することにしました。
また、大矢野事業場ではクルマエビ採卵棟が新

大矢野ガザミ取り上げ

大矢野クルマエビ取り上げ

たに建設され、飼育棟と隔離して種苗生産を行う
ことになりました。
二つ目は、平成の時代に入って牛深事業場で魚
類の成績が低下し始めました。マダイ担当は私か
ら鱶口良喜さんに代わっており、彼は苦労の連続
でした。
実は、牛深は海水が清浄との理由で、元々施設
にろ過槽が無かったのです。
平成 10 年に専務理事として就任した伊勢田さ
んが「原因は水だ」と見抜き、ようやくろ過槽が
１億円かけて整備されました。
私は県財政の窮状から遠慮があり、「水」との
確証を持てぬまま引きずったため無用の時が経過
し、伊勢田さんの眼力と行動力に救われました。
事実、平成 12 年にろ過槽が整備されて以降、
牛深事業場の成績は飛躍的に向上したのです。
このことは技術屋の責任や存在価値とは何なの
かを自問した出来事でした。

種苗生産技術を引き継ぐ
種苗生産技術レベルは協会発足から 32 年経っ
た今、生残率は当時の２倍以上に向上したうえ、
種苗生産種も技術開発種を含めて 13 種に増え、
これまでに取り組んだのは 20 種を超えます。
また、新事務局長は水本哲郎さんになり、管理
部長 清田圭一郎さん、業務部長 今福久さん、大
矢野事業場長 鱶口さん、牛深事業場 中村真敏さ
んと現場の主力職員が要職に就いて、技術は若手
職員達に引き継がれつつあります。
種苗生産技術は失敗例を含めて過去からの積み
重ねで発展して行きます。
私はこれまでの努力で培われた協会の種苗生産
技術をマニュアルとして残し、若手職員がこれを
踏み台にして更に高みを目指していくことを期待
しています。
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【シリーズ】

リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」

第４回

三陸沿岸のエゾアワビ資源に対する
東日本大震災の影響
国立研究開発法人 水産研究・教育機構

東北区水産研究所

主任研究員

高見

秀輝

ワビの新規加入量調査を実施していた。いずれの

１．はじめに

調査場所も沖合に遮蔽する島や大きな岩礁が無い
ため、外洋からの波浪の影響を受けやすい。震災

岩手県から宮城県にわたる三陸沿岸はエゾア

前の長根では水深 2 ～ 10 m にエゾノネジモクや

ワビの一大生産地であり、震災前の 2009 年には、

ホソメコンブの濃密な群落が形成され、それより

両県で合計 744 トンが漁獲され、全国における大

も深い場所では直立型の大型海藻はほとんど見ら

型アワビ類総漁獲量の約 40% を占めていた。ま

れず、殻状の紅藻である無節サンゴモが優占して

た、震災前には岩手県で約 800 万個、宮城県で

いた。同様に岩井崎や泊浜では水深約 5 m まで大

約 120 万個のエゾアワビ種苗が毎年放流され、放

型褐藻のアラメが優占し、それ以深では無節サン

流事業は漁獲量の底上げに貢献してきた。しかし、

ゴモが優占する海底となっていた。これら 3 カ所

2011 年 3 月 11 日に発生したマグニチュード 9.0

の調査点では共通して 30 ㎜以下のエゾアワビ小

の東北地方太平洋沖地震とそれに伴う巨大津波に

型稚貝は無節サンゴモ域に高い密度で見られ､ そ

より､ 三陸の沿岸環境は大きく攪乱され、またほ

れよりも大きな大型稚貝や成貝は大型海藻群落を

とんどの種苗生産施設が壊滅した。震災による生

主要な棲み場としていた。一方、キタムラサキウ

息環境の攪乱や数年間にわたる放流事業の中断に

ニはエゾアワビのような成長に伴う棲み場の変化

よって、今後のアワビ資源の動向が危惧されてお

が見られず、稚ウニから成体までが無節サンゴモ

り、実際に本連載第 2 回では、震災後のエゾアワ

域に多く生息していた。

ビについて「まだ本来の資源水準には回復してい

岩井崎と泊浜では 2011 年 6 月に震災後初めて

ない」との所感が寄せられている 。我々は岩手

の調査を実施した。泊浜に近接する集落では、海

県と宮城県の岩礁域で震災前から定期的にエゾア

抜 15 m 以下にある建物に津波による被害が認め

ワビを中心とした底生生物の生態調査を行ってお

られたことから、この周辺では少なくとも遡上

り 2-4）、本稿では、これらの調査から得られた震

高 15 m の津波が襲来したと考えられる。この時

災前後の比較結果をもとに、震災が及ぼしたエゾ

点では両調査点共に震災前と比較して水中の濁り

アワビの生息環境や資源に対する影響およびその

が目立ち、エゾアワビ稚貝の棲み場となる転石や

後の変化の過程について紹介したい。

岩礁の間隙には砂泥が堆積していた（図 1a、b）。

1）

このような濁りや砂泥の堆積は、少なくとも震災

２．調査場所の概要と震災直後の海底の様子

から１年間、継続してみられた。泊浜では地震に
より地盤が約 1 m 沈下したため、かつて陸域だっ

岩手県大槌湾湾口部に位置する長根および宮城

52

た場所から恒常的に土砂が流入したことが砂泥堆

県気仙沼湾南端に位置する岩井崎、同県牡鹿半島

積の長期化につながったと考えられる（図 1c、d）
。

東岸の泊浜の岩礁域で調査を行った。長根と泊浜

アラメ群落の縁辺部では、葉状部がちぎれて流失

では震災前から継続してエゾアワビやキタムラサ

し仮根部だけが残された藻体が散見されたが（図

キウニの現存量調査、海藻群落の景観被度調査を

1e）、群落中のアラメ現存量は震災前と変わらな

行ってきた。また、岩井崎では震災前からエゾア

かった。無節サンゴモ域では、多くの転石が反転
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してサンゴモが付着していない裸面が露出し、岩
盤には多くの亀裂や損傷が見られた（図 1f、h）。
津波による物理的な攪乱は、アラメ群落よりも無
節サンゴモ域で大きかったように思われた。
長根では 2011 年 7 月に震災後初めての調査を
実施した。ここでは津波による土砂の流入や海底
の物理的な攪乱は、岩井崎や泊浜と比較して軽微
であった。このように調査場所によって攪乱の程
度に違いがみられた原因として、津波が到達した
ときの強さや向きのほかに、襲来した場所の後背
地形の違いが挙げられる。岩井崎の調査点はなだ
らかな丘陵地、泊浜は比較的緩やかな斜面に面し
ているのに対し、大槌湾口長根の岸は切り立った
岸壁となっている。したがって、岩井崎や泊浜で
は津波が陸域内部まで遡上し、その後の引き波に
よって陸域から土砂や瓦礫がより多く流入したた
め、これらによる海底への土砂の堆積や物理的な
攪乱がより大きかったものと考えられる。一方、
岸壁に面した長根では、陸域からの土砂や瓦礫の
流入が限定的だったのかも知れない。震災後に宮
城県内 10 箇所でアワビ漁場の攪乱状態を潜水調
査したが、砂泥の流入の程度はやはり後背地形に
よって異なり、切り立った岸壁に面した調査点で
は震災による砂泥の堆積や攪乱影響が少ない印象
を受けた。

３．震災後のキタムラサキウニの減少と
海藻群落構造の変化
長根と泊浜では、無節サンゴモ域を主な棲み場
とするキタムラサキウニの生息密度が震災直後に
大きく減少した（図 1 g、h）
。その後、長根では
生息密度が急速に回復し、震災から 1 年後には、
震災前の水準を上回った（図 2）
。回復したキタ
ムラサキウニは多くが大型個体で占められていた
ため、津波により深場に流された個体が浅場に
戻ってきことが考えられる。一方、泊浜では長根
と同様に震災直後にキタムラサキウニの生息密度
が大きく減少したが、震災後約 2 年間は生息密度
が低いまま推移した。その後、稚ウニの発生量が
増加したため現在では密度が回復傾向にある（図
3）
。
泊浜では、震災後の長期間にわたるキタムラサ
キウニの減少により藻類に対する摂食圧が低下し、
これまで直立型の大型海藻がほとんど繁茂してい

図１ 調査海域の震災前後を比較した写真。 a ： 震災前
の無節サンゴモ転石間に生息するエゾアワビ稚貝
（殻長約 20 ㎜） （宮城県牡鹿半島泊浜、 2009 年 1
月）。 b ： 震災後にみられた転石および岩盤の間隙
への砂泥の堆積 （泊浜、 2011 年 12 月）。 c ： 震災
前の泊浜調査点の航空写真 （2001 年 10 月、 東北
区水産研究所村岡大祐氏提供）。 d ： 震災から約１
年後の泊浜調査点の航空写真。 陸域からの土砂の
流入が目立つ （2012 年 2 月、 東北区水産研究所
村岡大祐氏提供）。 e ： 津波により葉状部が失われ
仮根部が残されたアラメ （赤矢印） （2011 年 6 月、
宮城県気仙沼湾南端岩井崎）。 f ： 津波攪乱による
岩盤の損傷 （2011 年 6 月、 岩井崎）。 g ： 震災前
の無節サンゴモ域に高密度で生息するキタムラサキ
ウニ （方形枠サイズ ： 2 m × 2 m） （泊浜、 2010 年
11 月）。 h ： 震災後の無節サンゴモ域。 転石が反転
しキタムラサキウニが見られない （泊浜、 2011 年 6
月）。 i ： 震災後、 無節サンゴモ域に加入したアラメ
幼体 （方形枠サイズ ： 2 m × 2 m） （泊浜、 2012 年
11 月）。 ｊ ： 震災後、 無節サンゴモ域に形成された
フシスジモク群落 （泊浜、 2012 年 11 月）。
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なかった無節サンゴモ域でアラメ、ワカメ、フ

主要な棲み場が無節サンゴモ域から小型海藻群落

シスジモクなどの幼体が高い密度で着生した（図

へ移行し、殻長 30 ㎜以上からアラメなどの大型

1i、j）
。現在ではこれらが生長し、特に多年生の

褐藻群落内に生息するようになる 5）。

アラメがかつての無節サンゴモ域で群落を拡大し

岩井崎と泊浜の調査点では、無節サンゴモ域

つつある。長根では、震災直後のキタムラサキウ

で当歳貝の新規加入量調査を震災前から継続し

ニの一時的な減少に伴い、無節サンゴモ域に小型

て行った。岩井崎では 2010 年に発生した当歳貝

紅藻類幼体の着生が見られたがこれらの海藻が定

（2010 年級群）の CPUE（潜水調査によるダイ

着することはなく、震災前後で海藻群落構造に大

バー 1 人 1 時間当たりの発見個体数）は、震災

きな変化は認められなかった。この場所では、キ

発生 1 ヶ月前の 2011 年 2 月では 10.3 であった

タムラサキウニの生息密度が震災後に比較的早く

のに対し、同年 6 月に行った調査では全く発見さ

回復したことに加え、一年生のホソメコンブが優

れなかった。対照的に、前年に行った 2009 年級

占するため海藻の現存量は季節や年により大きく

群の調査では、CPUE は 2010 年 1 月から 6 月に

変動し、これらを上回るほどの震災による変化は

かけてほとんど減少しなかった（図 4）。泊浜で

無かったものと考えられる。

も、2010 年級群の CPUE は 2011 年 2 月の時点
で 28.6 であったのに対し、震災後の同年 6 月で
は 2.8 に大幅に低下した。ここでは 2007 年級群
から当歳時の CPUE の変化を継続して調査をし
ているが、2010 年級群では震災前後でこれまで
に無い著しい低下が起こった（図 5）。なお、三
陸沿岸では数年に一度の頻度で 2 ～ 4 月に発生す
る親潮系冷水の接岸により、当歳貝の生残率が低
下することが知られているが 6）、2011 年は冷水
の接岸が見られず、むしろ他の年と比較して高め

図２ 大槌湾湾口長根の無節サンゴモ域におけるキタムラ
サキウニ生息密度の変化。 点線は東日本大震災の
発生を示す。

の年間最低水温を記録した。したがって、岩井崎、
泊浜の両調査点で見られた当歳貝の大きな減少は、
平時の主要減耗要因である冷水の接岸ではなく地
震・津波の直接的な攪乱によるものと考えられる。
岩手県水産技術センターが実施したエゾアワビ資
源量を震災前後で比較した調査でも、同県の中部
と南部で震災後に稚貝の減少が見られたことから
、2010 年級群は地震・津波の影響によって三陸

7）

沿岸の広い範囲にわたり減少した可能性が高い。

図３ 宮城県牡鹿半島泊浜の無節サンゴモ域におけるキ
タムラサキウニ生息密度の変化。 点線は東日本大
震災の発生を示す。

４．エゾアワビ稚貝に対する震災影響
エゾアワビは 8 月下旬から 10 月上旬にかけて
主産卵期を迎え、浮遊幼生として発生し約１週間
程度の浮遊期を経てから選択的に無節サンゴモ上
で着底・変態して底生生活に移行する。個体によ
るバラツキは大きいが稚貝は生後１年でおおよそ
20 ～ 30 ㎜に成長する。殻長 10 ～ 20 ㎜になると

54

豊かな海

No.39

2016.7

図４ 宮城県気仙沼湾南端岩井崎における 2009、 2010
年級群の当歳時 CPUE （１人１時間あたりの発見個
体数） の変化。

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

る調査でも、震災後に稚貝の
減少は見られたものの、成貝
に対する影響は限定的であっ
たことが報告されている 7）。岩
井崎では震災直後には成貝の
生息密度に大きな変化は見ら
れなかったが、2014 年以降
に生息密度が低下傾向にある。
一方、泊浜ではアラメ群落内
における大型稚貝、成貝の生
息密度が震災直後に大きく減
図５ 宮城県牡鹿半島泊浜における 2007 ～ 2010 年級群の当歳時 CPUE （１人１時間
あたりの発見個体数） の変化。

少し、現在も回復せずに密度
が低い状態が続いている（図
8）。

また、泊浜で当歳貝 CPUE をさらに継続して
調査した結果、震災以降、当歳貝の加入水準の
低下が現在も続いていることがわかった（図 6）。
これは、後述するように震災により成貝が減少し
産卵量が減ったことに加え、稚貝が成育する無節
サンゴモ域で震災後に砂泥の堆積が目立つように
なったことが影響したと考えている。さらに、震
災後に顕著となったアラメなど大型海藻群落の
拡大によって、成貝にとっては餌料環境が好転す
る可能性も考えられるが、一方で幼生の着底場や
稚貝の成育場である無節サンゴモ域が縮小し（図
1i、j）
、このことがエゾアワビの新規加入量の低
下が存続する一因となっているのかも知れない。

図７ 岩手県大槌湾湾口長根のホソメコンブ群落における
エゾアワビ大型稚貝・成貝 （殻長 30 ㎜以上が主体）
の生息密度の変化。 点線は東日本大震災の発生
を示す。

図６ 宮城県牡鹿半島泊浜における 2007～2014 年級群
の加入密度（１人１時間あたりの発見個体数）の変化。

５．エゾアワビ大型稚貝、成貝に対する震災影響

図８ 宮城県牡鹿半島泊浜のアラメ群落におけるエゾアワ
ビ大型稚貝 ・ 成貝 （殻長 30 ㎜以上が主体） の生
息密度の変化。点線は東日本大震災の発生を示す。

長根では、大型海藻群落内に生息する殻長 30
㎜以上の大型稚貝や成貝の生息密度には、震災

泊浜で、生殖巣が充分に発達するようになる殻

による目立った減少は認められなかった（図 7）。

長 67㎜以上の成貝の産卵期生息密度とその後に

また、先に紹介した岩手県水産技術センターによ

発生した当歳貝の CPUE の関係を震災前後で調

豊かな海

No.39

2016.7

55

べた。両者には正の相関関係が見られ、震災後に

判断材料とすべく情報を発信していく必要がある。

成貝の生息密度が低下するとその年に発生する
当歳貝の CPUE も低下する傾向にあった（図９）。
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Research 18: 47-56.
４）Takami, H. and Nakaie, H. (2015) Impacts of
the 2011 mega-earthquake and tsunami on
Ezo abalone Haliotis discus hannai at Iwaisaki,
Miyagi, Japan. In: Marine Productivity:

６．おわりに

Perturbations and Resilience of Socio-

東日本大震災の直接的な攪乱がエゾアワビの大
型稚貝や成貝に及ぼした影響は場所によって異
なったが、多くの調査点では限定的であった。し
かし、震災当時の当歳貝（2010 年級群）は、広
い範囲で共通して震災後に減少した。また、震災
から少なくとも 5 年間は本格的な稚貝の放流事業
が中断したことから、この間の稚貝は大幅に減少
した可能性が考えられる。エゾアワビは漁獲サイ
ズの殻長 9 ㎝に成長するまで 4 ～ 5 年以上かかる。
震災により減少した 2010 年級群が漁獲加入し始

ecosystems. H.J. Ceccaldi, Y. Hénocque, Y.
Koike, T. Komatsu, G. Stora, M.-H. TusseauVuillemin (eds) Cham: Springer International
Publishing AG, pp. 17-21.
５）高見秀輝・元

南一・河村知彦（2012）エ

ゾアワビの成長に伴う棲み場の変化 . 日本水
産学会誌 78: 1213-1216.
６）Takami, H., Saido, T., Endo, T., Noro,
T., Musashi, T. and Kawamura, T. (2008)
Overwinter mortality of young-of-theyear Ezo abalone in relation to seawater

めるのが 2014 年からとなるが、一昨年から複数

temperature on the North Pacific coast of

の海域で漁獲量や成貝資源量の減少が確認されて

Japan. Marine Ecology Progress Series 367:

いる。本連載第 1 回で指摘されているように、一

203-212.

度減少したアワビ類資源はなかなか回復しない 。
8)

７）後藤朋明・大村敏昭（2012）岩手県沿岸域

三陸沿岸ではこれまで全国的に見ても比較的豊か

の海洋環境と資源に対する東日本大震災の影

なアワビ資源を誇っていた。今後もこの豊かな資

響．月刊海洋 44: 328-335.

源を失うことなく持続的に利用できるように、長
期的視点に立って生息場の生態系の変化やアワビ
資源の動態を追跡・解明すると共に、漁業管理の
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８）小島

博（2015）日本産アワビ類の諸問題

と今後の課題．豊かな海 36: 49-56.
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【シリーズ】
第４回

リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」

これからのアサリ漁場造成に向けて
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
水産工学研究所

１．はじめに

研究員

南部

亮元

るためと考えられます。この問題点を解決するた
めには、アサリ浮遊幼生が移動分散する湾・内湾

前々回１） は鳥羽さんから漁場改善や漁場造成
について湾スケールでの場づくりについて提案さ
れていました。また、前回

スケールでの調査やアサリの生息に関わる環境モ
ニタリングが必要となってきます。

は羽生さんから再

そこで、私たちは 3 年間にわたり年 2 回、伊

生産関係の修復と再生産関係を維持するために母

勢湾 9 地区の約 1,000 地点での調査を実施してい

貝場の再生・造成が重要であると指摘がありまし

ます（図１）。調査では殻長別のアサリの有無に

た。今回はこれらの指摘を踏まえて、漁場造成に

ついて取得します。また、環境データとして底質、

向けた中身に少し具体的に踏み込んで、アサリ分

食害生物を現地調査から、波浪環境を数値計算か

布調査、その結果に基づく局所的な空間スケール

ら、河川の影響、水深、海底勾配については海図

によるアサリの生息環境評価、さらにアサリの好

を利用して平面図として算出します。

２）

適な環境づくりについて、私たち研究グループが

解析方法は次の通りです。平成 25 年 5 ～ 6 月（春

取り組んできた伊勢湾を事例３） に紹介していき

季調査）に実施したアサリ資源分布調査から、成

ます。また、これからのアサリ漁場造成に向けた

貝のアサリ個体数、競合生物としてカシパン、キ

取り組みについて述べたいと思います。

セワタガイ、ツメタガイ、ヒトデ類、カニ類、底
質として中央粒径、シルト含量、淘汰度、強熱減

２．アサリの生息環境評価

量、淡水の影響として河川幅と河口距離から算出
した河川指数、地形として水深、海底勾配、波浪

アサリ資源回復に向けた取組みの成果や指針

環境として底面波浪流速を地区別にデータセット

は水産庁４） やアサリ資源全国協議会５） によって

を作成します。調査地点におけるアサリの有無を

取りまとめられています。成果が上がっている

応答変数、各環境因子を説明変数として、アサリ

地先や海域は見られます
が、全国的な資源の底上
げにはつながっていませ
ん。これは、おそらく私
達は、アサリが浮遊幼生
の移動分散によって広域
の漁場形成に寄与してい
ることは理解しているも
のの、実際にアサリ浮遊
幼生が介する漁場全体の
アサリ生息環境の調査や
その調査に基づく生息環
境の評価が不十分であり、
各地先でもっとも効果的
な対策の実施が困難であ

図１ 伊勢湾におけるアサリ分布調査地区の概要
プロットが調査地点を示す。
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の出現確率と環境因子の関係性について、二項分

区は貧酸素の有無が強く関与していました。明和

布を仮定した一般化線型モデル（GLM）によっ

地区および香良洲・三渡川・松名瀬地区は、底質

て予測しました。解析するにあたり、調査地区に

の安定性に関する最大波浪流速と中央粒径が選択

よっては地点数が少ないため、AIC が改善され

され、愛知県地区は潮下帯にカシパンが広く分布

る地区を組み合わせてモデル予測を行います。地

しており、負の要因として選択されました。潮下

区の組合せは次のとおりです：1. 伊勢・鈴鹿地区、

帯と潮間帯を通して共通した環境因子として、強

2. 明和地区、3. 香良洲・三渡川・松名瀬地区、4. 鬼

熱減量が負の要因として選択されました。

崎・常滑・小鈴谷・野間地区（愛知県地区）。なお、

もう少し詳細にモデルの中身を、表１の香良

底面波浪流速の計算は平均水位に基づいて行って

洲・三渡川・松名瀬地区で見ていきます。係数の

いるため、4 つの区域について底面波浪流速が計

絶対値が大きいほどアサリ生息の予測に強く影響

算できる潮下帯と計算できない潮間帯に分けてモ

します。すなわち、中央粒径が大きいとアサリの

デル予測を行いました。ソフトウェアは R2.15.2

生息に正の効果を与え、逆に底面流速が強いほど

を利用し、モデルは AIC に基づいて選択します。

アサリの生息に負の効果を与えることを意味しま

最後に選択されたモデルの説明変数を用いてアサ

す。この説明変数や係数の大きさは地区によって

リの出現確率の空間分布を計算して、平面図とし

異なってきます。このことは、次に述べる漁場整

て可視化します。

備による生息環境を整えるための方針に強く関

図２に 2013 年春の調査データの解析結果を示

わってきます。

します。また、アサリ成貝の分布に関連する一般
化線型モデルで選択された環境因子を表１に示し

３．アサリの生息環境改善効果の予測

ています。潮下帯の解析において、伊勢・鈴鹿地
これまで分布調査をとおして、
アサリの生息に関わる環境因子が
明らかにできること、そして地区
によって選択される因子や大きさ
は異なること示してきました。ア
サリの生息にとって制限要因とな
る環境を取り除いて、好適な環境
に改善する方法は２つあると考え
ます。１つめは波浪制御や海底基
質の改善を目的とした漁場造成な
どの対策です。２つめは競合生物
の駆除や底質改善のための耕耘と
いった対策です。ここでは、粒度
組成や波浪といった底質の安定性
に関わる環境因子が選択された香
良洲・三渡・松名瀬地区における
図２ 一般化線型モデルに基づいたアサリの生息予測
2013年春（５～６月）の調査データを利用。暖色系ほどアサリの生息環境として
適していることを示す。

造成による効果予測と実施場所の
選定方法について紹介します。ま
ずは図３に選択された予測モデル

表１ 各地区において一般化線型モデルで選択されたアサリ成貝の分布（平成25年春季調査）に関連する環境因子

数値：選択された環境因子の係数、＋：カテゴリ変数として選択された環境因子、-：選択されなかった環境因子、
空欄：解析に含めなかった環境因子
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を利用したアサリの生息適地予測を示します。こ

適していると想像できると思います。そこで、砕

こで分かることは、天然の環境下でアサリが 5 割

石を利用した造成による波浪制御および底質改善

以上の確率で採集できる場所はごく限られた場所

を目的としたアサリ生息環境改善を地区全体に実

にしかないということです。また、天然環境下で

施した場合に、アサリの生息環境がどのように変

のアサリ生息環境に関わる底面波浪流速と中央粒

化するか予測してみました。条件としては中央粒

径の空間分布を図４と図５に示します。これらの

径 4.0㎜、淘汰度 -0.8 に底質改善すると仮定しま

図から底面波浪流速は深いところほど、また中央

した。なお、施工効果の算出には、仮定した砕石

粒径は大きいところほどアサリの生息環境として

に置き換わったときのアサリ生息適地予測を求め、
天然のアサリ生息適地予測の差で求めます。
砕石施工による予測モデルを用いたアサリ生息
予測を図６に示します。砕石による造成をするこ
とで、潮下帯の広範囲にわたり生息適地が広がる
こと、さらに施工前の生息適地予測からの差分を
とること（図７）で、各地区のより水深の深い場
所で施工効果が高いことが分かると思います。ま
た、施工によって好適な環境となっても改善の効
果が低い場所もあることが分かります。現在、こ
の予測に基づいてアサリ漁場。造成を実施して、
アサリ稚貝の移殖放流を行い、モデル予測の効果

図３ 香良洲 ・ 三渡川 ・ 松名瀬地区におけるアサリ成貝
の生息適地予測
暖色系ほどアサリの生息環境として良いことを示して
いる。

の検証を実施しています３），６）。

図４ 2013 年春に出現したアサリ成貝がさらされた期間の
底面波浪流速の空間分布図

図６ 砕石 （中央粒径 4.0 ㎜、 淘汰度 -0.8） 施工にした
ときのアサリの生息適地予測

図５ 中央粒径の空間分布図

図７ 砕石 （中央粒径 4.0 ㎜、 淘汰度 -0.8） 施工にした
ときのアサリ生息環境の改善効果予測
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４．すべては現地調査から始まる

と思います。また、耕耘や競合生物の駆除などの
対策を組み入れながら、漁業者らが造成地を持続

一般化線型モデルによってアサリ漁場に関わる
環境因子を明らかにし、好適な生息環境を示しま

的に利用できるためのシステム作りが必要である
と考えています。

した。漁場造成については解像度が粗いと具体的
な場所の提案ができないため、解像度を上げた調

本稿は、水産庁水産基盤整備調査委託事業「ア

査やデータ収集が必要であり、また具体的な目標

サリ資源回復モデルの開発と実証（H24-H26）」

値を提示するためには定量的なデータとして解析

および「アサリ資源回復のための母貝・稚貝・成

を進めていく必要があることが理解できたと思い

育場の造成と実証（H27-）」の成果の一部として

ます。これは前回

まとめています。関係各位にお礼申し上げます。

２）

紹介されたように、アサリ

資源量の推定精度を保ち、かつ湾・内湾スケール
で現地データを収集したことで得られます（ただ

参考文献

し、アサリ資源量の推定精度と分布予測の推定

１）鳥羽光晴（2015）．アサリの資源回復をめぐ

精度は分けて考える必要があります）。本稿では、

るこれまでとこれから－アサリ資源の減少に
対する危機感や、回復への情熱を失わずに－．
豊かな海，36：57－63．
２）羽生和弘（2015）．伊勢湾におけるアサリの
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the small-scale spatial distribution of newly
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a tidal flat. Estuarine, Coastal and Shelf Science,
99: 1-9.

アサリ成貝を中心に解析を進めてきましたが、一
般的にアサリは着底初期から稚貝期において大き
く減耗し、特に波浪環境によって生息場が左右さ
れます７～８）。稚貝の好適環境の把握についても成
貝と同様のアプローチが有効であると考えますが、
着底場所や着底量は季節・年変動が大きいため、
時系列データの収集が重要となるでしょう。幸い
にもアサリに関しては多くの知見があり９）、また
新しい情報も蓄積され e.g. ７～８）、重要な環境要因
に焦点を絞って調査することができますが、やは
り生活史や生息環境に応じた空間スケールや時間
スケールを決定するためには、地道な調査を行う
以外方法はないのです。

５．アサリ漁場造成に向けて
本稿では現地調査に基づいて生息適地予測を行
い、制限要因を明らかにして、どこに手立てを
打たなければいけないか、砕石による造成を例に
GIS によって可視化して示しました。現在、私た
ち研究グループでは 50ｍ四方規模のアサリ漁場
を造成して、成育場として成長・生残のモニタリ
ング調査を継続していますが、新たな課題が出て
います。それは、造成による生物相、底質、水質
の変化が予測できていないことです。過去の事業
でも造成後の利用方法や持続的利用の方法はまと
められていません。今後、より多くのアサリ漁場
造成をすすめていくためには造成後の環境変化の
予測、維持・管理、母貝場や成育場といったどの
ような場所として利用すべきか、今回示したよう
に造成効果の高い場所を見つけ出すことができる
か、あるいはアサリ浮遊幼生の移動分散を考慮し
た母貝場造成の提案 10） といったことが鍵になる
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130pp．
10）畑直亜（2014）．伊勢湾におけるアサリ母貝
場の造成と保護．水産海洋地域研究集会第
10 回伊勢・三河湾の環境と漁業を考える
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【シリーズ】

放流後は地元に根付くといわれ、漁獲物は高値で取引されるキジハタとオニオコゼ。第
18 回目となる今回は、大分県姫島でこれらの増殖に向けた共同研究に取り組む漁業者、
研究者らにインタビューを行いました。
インタビュアーは鹿児島大学水産学部鳥居享司准教授にお願いしました。
インタビュアー：鹿児島大学水産学部

准教授

出席者等：
大分県漁業協同組合姫島支店
地区漁業運営委員長 北村昭雄さん
漁業者 松原 利博さん
同
奥
信義さん
同
中城 英二さん
支店長 谷
勇さん
姫島村水産・観光商工課
課長
山際 正英さん
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所
資源増殖グループ長 太田 健吾さん

第18回

鳥居享司
大分県農林水産部水産振興課
主任 田北 寛奈さん
技師 横山 純一さん
大分県東部振興局
主任 波多野 良介さん
大分県農林水産研究指導センター水産研究部
主幹研究員 伊藤 龍星さん
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大分県姫島を舞台にした
キジハタ・オニオコゼ増殖の挑戦

ー水産研究所、大分県、漁業公社、姫島村、漁業者一体の取り組みー
鹿児島大学水産学部
准教授

１．はじめに

鳥居

享司

業の秩序化と漁業経営の維持を図ってきた。しか
し、近年は漁獲量および漁獲金額の減少に直面し
ており、漁業経営も厳しさを増している。

大分県姫島は漁業の盛んな地域であるととも

以下では、大分県姫島を舞台にしたキジハタと

に、
「漁業期節」と呼ばれる漁業権行使規則の存

オニオコゼの栽培漁業の現状と展望について紹介

在で名が通った地域である。漁業者自らが細やか

したい（図 1：地図）。

な漁業管理にかかるルールをつくりあげ、漁業操
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産し、各方面の調査海域へ放流、移動分散や放流
効果などの分析を重ねてきた。そして、古くから
資源管理に取り組んでいるにも関わらず漁獲量の
減少が著しく、漁業経営が窮地に陥っている大分
県東国東郡姫島を新たな調査海域に選定し、同県
に対して種苗放流による地域振興のための資源培
養技術のモデルの構築、検証を提案、了承された。
大分県は、漁業振興の観点から前向きな姿勢を
示し、姫島の漁業運営を取り仕切る「姫島地区漁
業運営委員」へ事業の実施を打診、漁業者もこれ
を快諾して、2011 年より共同研究が始まった。
漁業者が快諾した背景として、第 1 に、漁業
経営への危機感が挙げられる。姫島の基幹産業は
漁業であり、県内でも有数の漁獲量と漁獲金額を
誇っていた。しかし、1990 年代以降、漁業は縮
図１ 大分県姫島地図

小傾向にあり、県を通じて共同研究を打診され
た 2011 年当時の漁獲量と漁獲金額は、最盛期の
25％前後にまで落ち込んでいた（図 2 参照）。組
合員数も 1980 年代初頭には 300 名を超えたが、
2011 年には半分程度にまで減少していた。漁業
経営の安定化には、資源量の回復が必要であるこ
とから、漁業者は栽培漁業の取組に前向きな姿勢
を示した。第 2 に、種苗放流による効果への期待
を指摘できよう。漁業者によると、共同研究の対
象となったキジハタやオニオコゼは「地につく魚」
であり、高い放流効果に期待が寄せられた。第 3

インタビューの様子

２．共同研究実施の背景

は、キジハタやオニオコゼの単価が高いことであ
る。漁業者にとって両種は「獲って嬉しい魚」で
あり、姫島の主力漁業である沖建網、藻建網、釣
りなどでの漁獲に期待が高まった。第 4 は、共同
研究の実施に際して、漁業者には負担が求められ

瀬戸内海区水産研究所（以下、水産研究所）は、

ない点である。

瀬戸内海の重要資源の維持にむけた資源評価、重
要魚種にかかる資源増殖、藻場・干潟などの環境
管理技術の開発、有害・有毒藻類などのモニタリ
ングと被害防除技術の開発などを行う研究機関で
ある。
資源増殖にむけた活動のひとつに、オニオコゼ
やキジハタの種苗生産技術、放流技術の開発があ
る。オニオコゼとキジハタは定着性が強く、沿岸
漁業における重要な収入源であることから、漁業
者をはじめ，関係機関からは種苗放流による資源
回復が切望されている。水産研究所では、かつて
は岡山県玉野市の玉野庁舎と愛媛県今治市の伯方
島庁舎で、現在は伯方島庁舎でこれらの種苗を生
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図２ 大分県漁協姫島支店における漁獲量 ・
漁獲金額の推移

姫島へ運ばれた後、大分県や漁業者などによって

３．共同研究の推進体制

適地と思われる海域へ放流される。

2011 年より、水産研究所と大分県の共同研究
が始まった。研究内容は大きく分けて 2 つある。
ひとつは、放流後の移動範囲の把握であり、全長
160 ～ 180㎜のキジハタ、オニオコゼの 2 歳魚の
魚体に長さ 80㎜の黄色いプラスチック製の標識
（ダート型タグ）を装着して放流、再捕情報を入
手する。この調査は、よく目立つ標識を用いるこ
とで漁業者以外に釣り人などの一般者も放流魚を
見つけやすくすることが重要である。また、標識

鳥居先生

には研究所名や連絡先電話番号，個体識別番号を
印字し、その旨を記したポスターを関係機関へ事
前に配布するなど、なるべく多くの情報を入手す
る必要がある。もうひとつは、放流効果の把握で

４．キジハタ
キジハタの種苗は、9 月中旬頃、水産研究所か

あり、全長 60 ～ 80㎜の当歳魚の腹鰭（キジハタ）

ら漁業公社へ陸送される。漁業公社は 60㎜ほど

や背鰭のトゲ（オニオコゼ）の一部を抜去、市

の種苗 1 万尾を受け入れ、40 日から 50 日ほどか

場調査において調査担当者が識別することにより、

けて 80㎜前後へ仕上げる。

混入率の解明と放流の最適化を目指す。

放流海域については、水産研究所、大分県、漁

共同研究は当初、水産研究所で生産した種苗を

業者などが協力しながら最適な場所を探す。2011

トラック便にて姫島へ輸送、姫島において漁業関

年から 2013 年にかけて北浦、2014 年と 2015 年

係者が中間育成後に放流するといった体制であっ

は姫島港内へ放流した。高い放流効果の確保を目

た。しかし、姫島の施設は設備も十分ではなかっ

的に、放流海域へホタテガイの殻を利用した簡易

たため、疾病がたびたび発生するなど、中間育成

人工魚礁を設置している。

時の管理に課題が残った。

放流後は、水産研究所と大分県農林水産研究指

こうしたことから、2013 年より大分県漁業公

導センター水産研究部浅海・内水面グループ（以

社・国東事業場（以下、漁業公社）が中間育成の

下、大分県水産研究部）がキジハタの状況を周年

役割を担うこととなった。漁業公社では、キジハ

にわたって調査する。2014 年度は、放流後 6 日間、

タやオニオコゼの中間育成にかかる時期は「閑散

潜水観察やカゴ網の設置などによって放流種苗の

期」にあたり、受け入れ可能であると判断した。

滞留状況を調査した。さらに、2013 年までに放

また、中間育成にかかる費用は、キジハタは大分

流したキジハタの滞留状況や成長具合を調査する

県、オニオコゼは大分県資源管理協議会の支援を

ため、北浦において刺網による試験操業を実施し

受けた。

た。大分県漁業協同組合姫島支店と国見支店にお

ただ、漁業公社の職員はキジハタやオニオコゼ
を育成した経験はなかったため、苦労も多かっ

いて市場調査を実施、標識魚の検出と全長測定を
実施した。

たようである。キジハタは VNN（ウイルス性神

その結果、放流海域については、北浦よりも姫

経壊死症）に罹患しやすい、オニオコゼは水槽の

島港内の方が外敵による捕食被害が少ない傾向に

汚れによって発生する真菌症などに罹患しやすい、

あることが明らかになった。また、種苗放流を重

などの特徴を有する。職員はカレイやヒラメなど

ねるに従い、先住キジハタによる捕食なども課題

を育成した経験を活かしながら、日々の育成管理

として浮上した。キジハタの放流は外敵の少ない

を行った。また、放流魚の識別を目的に標識作業

姫島港内が良いこと、大型のキジハタが定着して

を行うが、慣れない作業でオニオコゼの背鰭のト

いるとみられる海域への追加放流は避けた方が良

ゲに指などを刺されることもあった。

いこと、などの知見が蓄積していった。

このように苦労を経て生産・育成された種苗は、

また、市場調査では、2014 年の調査以降、放

豊かな海

No.39

2016.7

63

流したキジハタを確認できるようになった。2014

を行い、滞留状況を確認した。さらに放流海域沖

年度の調査では、126 尾中 42 尾が放流したもの

において刺網による試験操業を行い、オニオコゼ

であることが判明し、混入率は 33.3％を記録した。

の滞留状況や成長具合を調査した。さらに、大分

2015 年度の混入率は 19.4％であり、放流後は一

県漁業協同組合姫島支店と国見支店において市場

定のキジハタが周辺海域に滞留することを確認し

調査を行い、標識魚の検出と全長測定を実施した。

た。

市場調査の結果、2013 年 12 月より放流したオ

さらに、2014 年度に実施した北浦沖における

ニオコゼを確認できるようになり、その混入率

試験操業では、2011 年放流群（3 歳魚）13 尾、

は 2014 年 2.6％、2015 年 4.1％であった。また、

2012 年放流群（2 歳魚）10 尾を確認した。その

2014 年度に実施した放流海域沖における試験操

サイズは 3 歳魚 300㎜超、2 歳魚 250㎜超であり、

業では、放流魚の採捕獲はできたものの、その総

天然のキジハタと同様の成長を遂げていることが

数は 4 尾であった。キジハタに比べると、放流効

明らかになった。

果はささやかな水準ではあるが、市場での混入率

ただし、キジハタは 400㎜を超えると水深の深
い海域へ移動することが、山口県での調査結果よ

は徐々に上昇しており、今後に期待が寄せられて
いる。

り明らかになっている。姫島において 400㎜を超
えるのは 5 歳以降であることから、姫島で放流さ
れたキジハタは 5 年ほど周辺海域に滞留した後、
深場へ拡散していくものと考えられる。

６．漁獲の推移と漁業者の評価
2011 年から行われている栽培漁業によって、
キジハタやオニオコゼの漁獲はどのように変化し
ているのだろうか。
ま ず、 統 計 を み る と、 栽 培 漁 業 を 開 始 し た
2011 年以降、キジハタの漁獲量は横ばい、単価
はやや上昇している（図 3 参照）。オニオコゼの
漁獲量は 1 トンから 2 トン、単価は 1,900 円 /kg
前後を推移している。ともに 2011 年以降、安定
的に推移していると言えよう。

漁業者の皆さん （左から３名） と支店長 （右）

５．オニオコゼ
オニオコゼの種苗は、8 月末頃、水産研究所か
ら漁業公社へ陸送される。漁業公社は 45㎜ほど
の種苗 2 万尾を受け入れ、60 日から 90 日かけて
60㎜ほどへ仕上げる。その後、姫島へ輸送、大分
県や漁業者などが協力しながら最適と思われる海
域へ放流する。

では、漁業操業を通じてキジハタやオニオコゼ

2011 年以降、姫島周辺の藻場へ放流してきた
が、2015 年より新たに設定した保護区域や金漁

64

図３ キジハタ ・ オニオコゼの漁獲量 ・ 単価の推移

の資源に接する漁業者は、栽培漁業の取組や漁獲
の推移をどのように捉えているのだろうか。

港を中心に放流している。ともに豊かな藻場が広

まず、キジハタについては、数は多くないもの

がっており、オニオコゼの放流に適しているとみ

の、以前よりも漁獲できるようになったことを指

られる。

摘する漁業者が多く、栽培漁業の取組は高く評価

放流後は、水産研究所と大分県水産研究部がオ

されている。ただし、漁獲するにはややサイズが

ニオコゼ種苗の状況を周年、調査する。2014 年

小さいことから、2 年後、3 年後の漁獲に期待感

度はキジハタ同様、放流後 6 日に渡って潜水観察

が示された。オニオコゼについては、200 g から
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250 g サイズの漁獲があがっていることが指摘さ
れた。市場での標識魚混入率はキジハタよりも低
いものの、キジハタ同様、2 年後、3 年後の漁獲
に期待感が示された。

７．展望
栽培漁業の取組によって、漁獲は安定的に推移

そして、姫島地区の漁業運営委員会は、水産研

している。今後の課題や展望について、水産研究

究所や漁業公社などによる栽培漁業の成果を高め

所、漁業公社、漁業者はどのように捉えているの

ることを目的に、下記を内容とする資源管理の強

だろうか。

化を推し進めている。

水産研究所では、キジハタを「親魚の飼育技術
の改善余地を残した魚種」と位置づけており、親
魚管理技術の充実を目指す。また、大分県との共
同研究では、キジハタの好適な放流条件について
更なる解析を行う。2011 年、姫島周辺へキジハ
タ種苗を初めて放流したが、2012 年、2013 年も
同じ海域へ放流したことから、先住のキジハタの
影響が現れる可能性がある。例えば、キジハタの
餌料が先住キジハタと競合する可能性もある。ま
た、先住のキジハタによる捕食も考えられる。共

北村運営委員長

第 1 は、オニオコゼの漁獲サイズ制限の引き上

同研究の一環として、将来的には放流年ごとの成
長曲線の分析、環境収容力に見合った放流規模の
解明など行い、放流効果の更なる向上を目指す。

げである。2015 年までは 200 g 以下のオニオコ

オニオコゼについては、まだ混入率が低いため他

ゼを再放流してきたが、2016 年よりサイズ制限

県の事例を参考にしながら適切な放流場所の解明

を 300 g へ引き上げた。水産研究所や漁業公社か

を共同研究の課題とする。

ら無償提供される種苗を「大切に漁獲したい」と
の考えが背景にある。

なお、キジハタについては、姫島以外からも放
流希望が届いている。漁業公社では試験的に種苗

第 2 は、キジハタの漁獲サイズ制限の引き上

生産を行っているが、VNN に罹患しやすいなど

げ検討である。現在の再放流の基準は 200 g であ

技術的な課題も少なくない。また、種苗生産を担

るが、オニオコゼと同様 300g にする予定である。

当する職員は 3 名であるうえ、施設の老朽化もす

このサイズであれば、産卵による再生産が見込め

すんでおり、種苗生産の規模拡大や多様化は容易

るうえ、市場での高単価を期待できるとしている。

でない。生産技術が未確立なキジハタへの生産切

第 3 は、保護区域の増設である。南浦地区の

り替えは、漁業公社の経営リスクにつながりかね

沿岸には藻場が繁茂しており、種苗を放流したり、
仔魚を育成したりする場として適していることが、

ないため、今のところ慎重に判断している。
漁業者は、資源管理の取組を強化する。キジハ

大分県水産研究部などの調査によって明らかに

タの漁獲サイズの引き上げ、保護区域の増設を「広

なった。そこで 2015 年、漁業運営委員会は南浦

域浜プラン」に打ち出すとともに、水産多面的機

地先海域を保護区域とし、すべての水産動植物の

能発揮対策交付金（水産庁）を活用した藻場の再

採捕を禁止するとした。この海域を操業の場とし

生活動を推進する。食害生物の除去などを通じて

ていた漁業者から反対意見も出されたものの、漁

藻場造成を積極的にすすめ、姫島周辺海域の環境

業地区の代表者が同意を取り付けた。現在は、こ

収容力の向上を目指すとともに、そこにキジハタ

の保護区域へオニオコゼはもちろん、タコの卵や

やオニオコゼなどの種苗を放流して資源増殖に結

マコガレイ等種苗の放流などを行っている。漁業

びつける計画である。また、高単価（2015 年、1,373

運営委員会は、姫島の 7 漁業地区それぞれに保護

円 /kg）が期待できるアイナメの種苗放流を希望

区域を設定したいとしている。

する漁業者もみられるなど、今後も栽培漁業へ積
極的に取り組む姿勢を示している。
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成を担っている漁業公社は、種苗生産を担当する
職員は 3 名に過ぎないうえ、施設の老朽化が著し
い。人力や施設に制限があるなかで、種苗の更な
る質的向上を実現できるのだろうか。共同研究の
成果が上がるにつれて、これら種苗への要望も高
まることが考えられるが、要望に応えられるのだ
ろうか。漁業者は現在、種苗放流に対する費用を
求められていないが、共同研究終了後は他の種苗
放流と同様、一定の負担を求められる可能性があ
る。漁業経営の厳しさが増すなかで、費用負担に

８．おわりに

応じられるだろうか。
検討課題はいくつもある。しかし、幸いなこと

2011 年から始まった共同研究も、2016 年で 6

に共同研究グループに属するのは、熱心な研究

年目を迎えた。水産研究所、漁業公社、大分県、

者や職員ばかりである。また、姫島の漁業者は資

漁業者の継続的な努力により、栽培漁業の取組は

源管理の必要性を熟知しており、漁業管理の豊富

成果を生みつつある。漁業者による資源管理強化

な実践がある。マコガレイ、クルマエビに続い

や環境整備活動と相まって、資源水準の回復と漁

て、キジハタやオニオコゼが「姫島の名産品」と

業経営の安定化が期待される。

なるよう、技術者と漁業者が“これからも二人三

もちろん、課題も残されている。キジハタは、

脚”で栽培漁業の取組を継続することを期待した

市場調査において高い混入率を記録する一方で、

い。そして、こうした熱意や努力が継続できるよ

放流適地や放流規模について更なる検討が必要で

う、国や県による適切な支援の継続にも期待した

ある。オニオコゼは、まだ混入率が低く、資源増

い。

殖にかかる知見の積み重ねが求められる。中間育

上段左から 県漁業公社の元兼さん、県研究センターの山本さん、漁業者の松原さん、県水産振興課の横山さん、
姫島支店の谷さん、県水産振興課の田北さん、瀬戸水研の太田さん、姫島村水産・観光商工課の山際さん
下段左から 漁業者の奥氏、支店の北村さん、鹿児島大の鳥居先生、漁業者の中城さん、県研究センターの伊藤さん、
県東部振興局の波多野さん
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【海域栽培漁業推進協議会】

第 1 回海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議を開催
平成 27 年 3 月に策定された第 7 次栽培漁業基

も解決策を見出してほ

本方針において、都道府県栽培漁業協会等の連携

しい」とのご挨拶をい

体制の強化を図るため、
「栽培漁業を効率的に推

ただきました。その後、

進するため、都道府県、都道府県の栽培漁業協会

海づくり協会成子副会

その他の栽培漁業推進団体は、各海域毎に配置さ

長より開会のご挨拶を

れた海域栽培漁業推進協議会（以下、海域協議会）

申し上げ、議事に入り

の下で連携を強化するとともに、海づくり協会を

ました。

事務局とする海域栽培漁業推進協議会全国連絡会

議事１）各海域栽培

議（以下、全国連絡会議）の下で、栽培漁業の技

漁業「広域プラン」の

術及び情報の交換、人材の交流等を推進し、効率

進捗状況報告では、各海域協議会の幹事長より平

的かつ効果的な栽培漁業の推進体制の構築に努め

成 27 年３月に策定した海域栽培漁業広域プラン

る。
」ことが新たに加えられました。

の内容と 1 年目の取り組みの進捗状況についてご

これを受け、海づくり協会は、平成 28 年 3 月
17 日（木）に、水産庁中央会議室で第 1 回全国
連絡会議を開催しました。

挨拶する水産庁佐藤長官

報告いただきました。
議事２）第７次栽培漁業「基本計画」策定状況
等では、水産庁栽培養殖課内海課長補佐より、都

水産庁から佐藤長官、栽培養殖課伊佐課長、内

道府県が策定している第 7 次栽培漁業基本計画に

海課長補佐、手塚係長、国立研究開発法人水産

おける「種苗放流目標」と「放流における技術水

総合研究センター（以下、水研センター）本部か

準」について、第 6 次基本方針の数値等と対比さ

ら伊藤理事、清水研究開発コーディネーター、同

せた表をもとにご報告をいただきました。

瀬戸内海区水研から小畑増養殖部長の臨席のもと、

議事３）水研センターの栽培漁業に係る研究開

各海域協議会の幹事、東京都、滋賀県の栽培漁業

発では、水研センター伊藤理事より平成 28 年度

担当者等の総勢 48 名が出席しました。

からスタートする第 4 期中長期計画の内容及び、

冒頭に、水産庁佐藤長官から、
「平成 27 年度補

瀬戸内海区水研小畑増養殖部長より広域種資源造

正予算では TPP 対策で栽培漁業センターの整備・

成型栽培漁業推進委託事業の取り組み内容につい

改修がメニュー化されていることなど栽培漁業の

てご報告いただきました。

推進にかかる国の事業の積極的な活用と全国の都

議事４）アンケート概要報告と意見交換では、

道府県が一堂に会する本会議では、それぞれが抱

全国連絡会議に向けて都道府県を対象に実施した

えている問題・課題について意見交換し、一つで

「栽培漁業を効率的かつ計画的に推進するための
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今後の全体の方向付けにかかるアンケート」の概

業の推進施策案について提案いたしました。概要

要ついて、各海域協議会幹事長より海域別に、北

報告等を終えた後は、海づくり協会市村専務理事

海道、東京都、滋賀県からは個別に報告がありま

進行のもと意見交換が行われました。

した。この他、海づくり協会からは今後の栽培漁

アンケートの内容
１．海域栽培漁業推進協議会と水産総合研究センターとの連携について考える技術開発課題及びこの
進め方について
２．これからの栽培漁業の方向付けにかかる提案・アイデア
A）次の我が国の水産政策との関連で必要と思われること
①浜プラン・広域浜プランとの連携
②漁港機能を活用した増養殖事業の展開との関連及び漁場整備関連事業との連携
③資源管理施策との連携
B）将来を見据えた栽培漁業のあり方・新たな方向性への提案・アイデア
C）その他の意見・要望事項

各海域栽培漁業推進協議会の
平成 28 年度第１回幹事会を実施
各海域栽培漁業推進協議会（以下、各協議会と

画、②平成 28 年度会費、③平成 28 年度通常総

いう）は、平成 28 年度の事業を進めるに当たり

会の開催について協議を行いました。議題 2 では、

幹事会を開催しました。幹事会では、議題 1 とし

海づくり協会が各協議会と連携して実施する水産

て各協議会の平成 28 年度通常総会に関して、①

庁補助事業「広域種資源造成型栽培漁業推進事業」

平成 27 年度事業報告および平成 28 年度事業計

の内容等について意見交換が行われました。

各海域協議会における平成 28 年度第 1 回幹事会の開催実績
海

68

域

開

催

日

場

所

太平洋北

平成28年5月17日(火)

小伝馬町松村ビル会議室（東京都中央区）

太平洋南

平成28年5月12日(木)

名駅セミナーオフィス別棟ルームＣ（名古屋市）

日本海北部

平成28年5月17日(火)

小伝馬町松村ビル会議室（東京都中央区）

日本海中西部

平成28年5月24日(火)

神戸市教育会館201号室（神戸市）

瀬戸内海

平成28年5月13日(金)

ＴＫＲ岡山カンファレンスセンター（岡山市）

九州

平成28年5月18日(水)

福岡県漁連第1研修室（福岡市）
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】

平成２７年度 第２回理事会
平成 27 年度第 2 回理事会は、平成 28 年 3 月 8

苗放流の推進を図るため「広域種資源造成型栽培

日（火）14 時から東京都千代田区内神田 1-1-12

漁業推進事業」等を実施している。また、昨年末

コープビル 5 階第 1 会議室で開催した。

成立した 27 年度補正予算では、TPP 関連対策と

来賓として水産庁栽培養殖課伊佐課長、同課内

して水産業競争力強化のための予算措置がなされ

海課長補佐及び同課清水課長補佐、並びに国立研

た。「浜の活力再生広域プラン」に基づき、競争

究開発法人水産総合研究センター和田理事のご臨

力強化のため必要となる施設の整備を支援するこ

席をいただいた。

ととしており、既存施設の撤去費も併せて助成の

はじめに、岸会長が「水産庁さんには、全国の

対象となる事業となっている。水産庁としては、

漁業者が取り組んでいる「浜プラン」及び「広域

引き続き資源の維持増進と栽培漁業の推進のため

浜プラン」を支援する様々な予算立てをし沿岸漁

最大限の支援を行っていく所存である。貴協会に

業者を支援いただいておりご尽力に感謝申し上げ

は全国の栽培漁業の中心的役割を担っていただい

る。本年は次期水産基本計画の策定年にあたり、

ており、今後とも貴協会の指導の下で海域協議会

すでに水産庁では検討がはじまっていると伺って

を中心に関係機関が一体となって、栽培漁業が効

いる。栽培漁業については、第７次の「栽培漁業

果的に実施されるよう期待する」との来賓挨拶を

基本方針」が 27 年よりスタートしており、当協

いただいた。

会も新方針に沿って、全国６海域の海域栽培漁業

本理事会では、理事 12 名のうち 10 名の理事

推進協議会での「広域プラン」の策定と実行など

及び監事 2 名が出席し、第 1 号議案平成 28 年度

に鋭意取り組んでいる。ご承知のとおり、我が国

事業計画及び収支予算（案）に関する件、第 2 号

の栽培漁業は世界をリードする技術力を有し、か

議案平成 28 年度会費に関する件、第 3 号議案平

つ全国津々浦々に栽培漁業センターが整備されて

成 28 年度借入金の最高限度額に関する件、第 4

いる。漁業者は、トラフグやマツカワをはじめ、

号議案平成 28 年度役員報酬に関する件、第 5 号

ナマコやアワビ、岩ガキなど多様な資源を海から

議案規程の変更に関する件、第 6 号議案平成 28

の恵みとして漁獲し経営安定につなげようと、地

年度定時総会付議事項及び開催に関する件、第 7

域を支える栽培漁業の展開に大いに期待をかけて

号議案その他が上程され、各議案とも原案どおり

いる。ついては、国の次期「水産基本計画」のも

承認された。また、報告事項の報告を行った。

とで、
「資源と経営」の両面で沿岸漁業
の振興・発展が図られるように、ご出席
の伊佐課長をはじめ皆様方のご尽力を賜
り、栽培漁業の推進施策の構築や一層の
技術開発に取り組んでいただくようお願
い申し上げる」と挨拶した。
続いて伊佐課長より「栽培漁業をめぐ
る状況は、種苗生産施設の老朽化や都道
府県の財政状況の悪化など、依然として
厳しい状況であると承知している。この
ような情勢に対処するため、水産庁とし
ては、27 年度からスタートした第７次
栽培漁業基本方針に基づき、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

平成２７年度 第２回理事会
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平成２８年度 第１回理事会
平成 28 年度第 1 回理事会は、平成 28 年 5 月 9

政状況の悪化など、依然として厳しい状況である

日（月）11 時から東京都千代田区内神田 1-1-12

と承知している。一方、水産業を取り巻く状況も

コープビル 6 階第 2 会議室で開催した。

大きく変化しており、特に TPP 関連対策である

来賓として水産庁栽培養殖課伊佐課長、同課加

水産物の輸出拡大を図るためには、栽培漁業によ

藤漁場環境情報分析官及び同課清水課長補佐そし

る資源の増大が重要であり、栽培漁業と資源管理、

て国立研究開発法人水産研究・教育機構中島総括

漁場造成は一体的に取り組まなくてはならない課

研究主幹のご臨席をいただいた。

題と考えている。水産庁としては、第７次栽培漁

岸会長が、冒頭「おかげさまで 27 年度の当協

業基本方針に基づき、資源造成型栽培漁業を一層

会の事業は、皆様方のご協力を頂き当初の目的を

推進するほか、漁獲管理との連携強化や広域プラ

達成する事業ができたものであり、お礼を申し上

ンを勘案した種苗放流の推進を図るための「広域

げる。本日は、
27 年度の事業の結果と決算につき、

種資源造成型栽培漁業推進事業」等を実施してい

後ほど詳細に説明申し上げるので十分にご審議を

るが、さらに、27 年度補正で予算措置された「水

頂くようお願いする。また、人事案件であるが、

産業競争力強化緊急事業」では、現在、複数の県

当協会の市村専務理事よりこの６月末をもって理

から種苗生産施設を整備する計画が上げられてい

事を辞任したい旨の申し出があり、本人の意志を

る。水産庁としても、引き続き、資源の維持・増

尊重することとした。会員の皆様の市村専務に対

大のための支援を行っていく所存。貴協会には全

するこれまでのご協力に、あらためてお礼を申し

国の栽培漁業の中心的役割を担っていただいてお

上げる。後任の専務については、５月末の定時総

り、今後とも貴協会のご指導の下で海域協議会を

会後の理事会で選定することとしている」と挨拶

中心に関係機関が一体となって、栽培漁業が効果

した。

的に実施されるよう期待している」との来賓挨拶

続いて伊佐課長から「栽培漁業をめぐる状況は、
施設の老朽化や技術職員の高齢化、都道府県の財

をいただいた。
本理事会では、理事 9 名のうち 8 名の理事及び
監 事 2 名 が 出 席 し、 第 1 号
議案平成 27 年度事業報告書、
同附属明細書、貸借対照表及
び正味財産増減計算書、同附
属明細書並びに財産目録に
関 す る 件、 第 2 号 議 案 平 成
28 年度事業計画書及び収支
予算書の変更に関する件、第
3 号議案平成 28 年度役員報
酬 に 関 す る 件、 第 4 号 議 案
理事の補欠選任に関する件、
第 5 号議案平成 28 年度定時
総会付議事項及び開催に関
す る 件、 第 6 号 議 案 そ の 他
が上程され、各議案とも原案
のとおり承認された。そのほ
か報告事項の報告を行った。

平成２８年度 第１回理事会
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平成２８年度 定時総会
平成 28 年度定時総会は、平成 28 年 5 月 31 日
（火）13 時 30 分から東京都千代田区内神田 1-112 コープビル 6 階第 3 会議室で開催した。
来賓として水産庁増殖推進部保科部長、同栽培
養殖課加藤漁場環境情報分析官、同課清水課長補
佐及び同課手塚係長そして国立研究開発法人水産
研究・教育機構宮原理事長及び和田理事のご臨席
をいただいた。
岸会長が、冒頭「当協会は 27 年度の豊かな海
づくりに向けた事業を滞りなく推進することがで
きた。これもひとえに会員各位のご協力の賜と感

挨拶する岸会長

謝申し上げる。昨年度から国の「第７次培漁業基

培漁業基本方針の策定、水研センターは栽培漁業

本方針」がスタートし、新方針に沿って資源造成

に関する技術の開発及び指導助言、海づくり協会

型栽培漁業の推進や、種苗放流と資源管理の一体

は水研センターと連携を取りながら情報の収集と

的な実施、さらには全国６海域の海域栽培漁業推

提供による栽培漁業の普及推進を行うこととし、

進協議会が連携して策定した「栽培漁業広域プラ

それにより国、水研センター、海づくり協会が全

ン」のもとで取組が進められている。当協会とし

体の方向付けと進行管理をうまく連携して行うこ

ては、水産庁、水研・教育機構のご指導のもとで、

ととした。このような体制のもとで栽培漁業がさ

国民から共感や支持を得られるような栽培漁業の

らに機能を発揮して漁業資源の確保と、ひいては

推進によって、「豊かな海づくり」のための全国

輸出振興にも繋がるものとしていきたい」との挨

機関としての役割発揮に一層努力して行くので、

拶をいただいた。

会員の皆様のご支援・ご協力をお願いする。また、

引き続き、宮原理事長から「水産研究・教育機

当協会の市村専務から 6 月末での辞任の申し出が

構は、この４月に水産大学校と統合して教育面も

あったが、市村専務には 6 年間、会員の皆様との

カバーすることとなり、あらゆる水産に関係した

密接な連携構築のもとで充分仕事をしてもらい、

活動をすることになった。今後ともよろしくお願

栽培漁業の全国的な推進のためにがんばっていた

いする。当機構は、過去に日本栽培漁業協会、さ

だいた。本総会後に理事会を開き、新専務を決定

け・ますふ化場を統合してき関係もあり、今でも

していただく予定としているので、皆様のご理解

45 カ所と大変大きい数の出先を抱えている。予

をいただきたい」と挨拶した。

算と人員のやり繰りが厳しい状況であるとはいえ

来賓挨拶では、保科部長より「昨年、栽培漁業

必要な皆様から望まれる放流事業は是非実施して

基本方針を作り直して、資源造成型栽培漁業を一

行きたい。今後ともブロック、各県との対話をよ

層推進するほか、資源管理との連携強化やブロッ

り深く密にして今後の我々の活動にご協力をお願

クごとに一番効率のよい種苗の放流について方向

いする」との挨拶をいただいた。

性を示したところであり、現在、トラフグやサワ

定時総会の議事としては、審議案件が、第 1 号

ラ、ヒラメ、マツカワの資源造成に取り組んでい

議案平成 27 年度事業報告書、貸借対照表、正味

ただいているところ。一方、栽培漁業にあっては、

財産増減計算書及び財産目録に関する件、第 2 号

施設の老朽化や人材育成の難しさのなか、関係者

議案平成 28 年度会費に関する件、第 3 号議案平

がうまく連携していくことが大事である。これま

成 28 年度借入金の最高限度額に関する件、第 4

でも水産庁、水研・教育機構、海づくり協会がそ

号議案平成 28 年度役員報酬に関する件及び第 5

れぞれの役割を果たしてきたが、今回は、国は栽

号議案理事の補欠選任に関する件であり、報告事
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項が平成 28 年度事業計画書及び収支予算書に関

針の下で、海域ごとに栽培漁業の「広域プラン」

する件である。

を策定し、一層の連携強化を図っている。

事務局より、正会員は現在数 96 会員であり、

第３の事業は、「栽培漁業技術の開発と普及促

本総会は本人出席 8 会員、委任状代理出席 21 会

進及び生息環境の保全推進事業」であり、栽培漁

員、議決権行使書による行使 66 会員となってお

業の技術研修や、推進会議の開催などのほか、全

り、総会が成立している旨報告を行った。

国 19 箇所で実施された各地の豊かな海づくり実

総会の議長には山本勇氏（大分県漁業協同組合）

践活動への助成、放流稚魚の育成場となる藻場 ･

が選出され、議長が議事録署名人として公益財団

干潟の保全対策などを実施した」と説明するとと

法人海洋生物環境研究所香川理事長及び一般社団

もに、財務諸表について説明した。続いて佐藤監

法人マリノフォーラム 21 井貫代表理事会長の２

事から平成 27 年度の監査結果について「監事は

名を指名した。

理事会等に出席し、理事等から職務の執行状況に

議事に入り、第１号議案平成 27 年度事業報告

ついて、報告を受けるなどにより、業務及び財産

書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目

の状況を調査し、事業報告について検討した。さ

録に関する件について、市村専務が資料に基づい

らに、会計帳簿等の調査を行い当該年度に係る計

て「当協会の公益事業は、
「水産資源の維持 ･ 増

算書類等について検討した。監査の結果、その内

大や生育環境の保全等を通じた豊かな海づくり推

容は適正なものと認める」との報告があった。質

進事業」として整理している。第 1 の事業が「豊

問意見はなく議長が賛否を諮ったところ全員意義

かな海づくり推進事業」であり、全国豊かな海づ

なく原案どおり承認された。

くり大会の取り組みや、地域での豊かな海づくり

次に第 2 号議案平成 28 年度会費に関する件、

活動を推進・支援する事業などに取り組んだ。ま

第 3 号議案平成 28 年度借入金の最高限度額に関

た、26 年度からの「豊かな海づくり企画委員会」

する件及び第 4 号議案平成 28 年度役員報酬に関

において、栽培漁業の国民的な理解醸成への課題

する件は関連議案として一括して上程され、事務

に取り組んできた。

局が資料に沿って説明を行い、「第 2 号議案の会

第２の事業は、
「広域に連携 ･ 共同した種苗生

費について、東日本大震災による被災など特別な

産、放流体制を目指す栽培漁業広域連携推進事業」

事情により会費の減免などの要請があった場合の

である。23 年に全国６海域で設立された海域栽

対応について、その取扱を本会会長に一任願うこ

培漁業推進協議会を核として、資源造成事業や共

とを提案する」旨発言した。質問意見はなく議長

同した種苗生産や共同放流体制の構築に取り組ん

が賛否を諮ったところ全員異議なく原案どおり承

できた。27 年度は、国の第 7 次栽培漁業基本方

認された。

総会全景
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次に第 5 号議案理事の補欠選任に関する件につ

の名前を読み上げ、議長が賛否を諮ったところ、

いて議長が「本来は一人ずつの採択であるが、時

全員異議なく原案どおり選任された。

間の関係で一人ずつ名前を読み上げた後、一括し

次に報告事項として平成 28 年度事業計画書及

て承認願うことでよろしいか」と諮ったところ異

び収支予算書に関する件につき事務局が資料に基

議はなく一括で承認することとした。事務局が資

づき説明した。質問意見はなく、了承された。

料に沿って冨髙健伯氏（北海道）
、根本均氏（千

以上をもって定時総会を終了した。

葉県）
、髙屋雅生氏（長崎県）の理事候補者 3 名

平成２８年度 第２回理事会
平成 28 年度第 2 回理事会は、平成 28 年 5 月

事と監事 2 名が出席し、議案の専務理事の選定に

31 日（火）東京都千代田区内神田 1-1-12 コープ

関する件につき、本年 6 月末日をもって理事を辞

ビル 6 階第 5 会議室において平成 28 年度定時総

任する市村隆紀専務理事の後任の専務理事の選定

会終了直後 14 時 15 分から開催した。

を行い、濱田研一理事が本年 7 月 1 日から就任す

本理事会では直前の定時総会で選任された新た

ることが理事全員の総意で決定された。

な理事 3 名を加えた理事 12 名のうち 11 名の理
平成２８年７月１日

役

員

名

簿

公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会
理事・監事
会

氏

名

所

属

長

岸

宏

全国漁業協同組合連合会

副 会 長

山

本

勇

大分県漁業協同組合

副 会 長

成

子

隆

英

―

専務理事

濱

田

研

一

―

理

事

大

井

誠

治

岩手県漁業協同組合連合会

理

事

冨

髙

健

伯

北海道

理

事

根

本

均

千葉県

理

事

森

友

信

山口県漁業協同組合

理

事

髙

屋

雅

生

長崎県

理

事

菅

原

幸

洋

全国漁青連

監

事

佐

藤

政

俊

福岡県漁業協同組合連合会

監

事

渡

辺

鋼

樹

公益社団法人北海道栽培漁業振興公社
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≪就任のご挨拶≫

≪退任のご挨拶≫

漁業者 ・ 会員の期待に応えられるよう

“いつも二人三脚”で、 そして組織の力を支えに

専務理事

濱田 研一

７月１日に専務理事に就任いたしました。会員
各位をはじめ、協会の活動にご支援、ご協力を賜っ
ている皆様、どうぞよろしくお願い致します。
私は、６月まで全国漁業共済組合連合会で漁業
共済や積立ぷらす関係の仕事をして参りました
が、３年前から協会の非常勤理事を務めておりま
した。
また、若い頃に水産庁で何度か栽培漁業関係の
仕事に携わり、都道府県や日本栽培漁業協会（当
時）の皆様と一緒に栽培漁業センターの施設整備、
種苗生産や放流技術の開発、栽培漁業基金の造
成等の仕事をしましたので、ご存知の方もいらっ
しゃるかと思います。
平成 15 年に国の栽培漁業の技術開発業務が現
在の国立研究開発法人水産研究・教育機構に移管
され、海づくり協会が設立されたほか、三位一体
の改革による税源移譲と補助金削減、超低金利な
ど、十数年の間に栽培漁業を取り巻く環境は大き
く変わりました。
しかし、種苗放流により直接資源を増やし、漁
業経営に貢献する栽培漁業への漁業関係者の期待
には変わらないものがあると思います。今日も新
たな技術開発が進められ、海域栽培漁業推進協議
会を中心に各種の連携した取組が進められている
のも、全国各地域の漁業関係者の期待を受けての
ことでしょう。
第７次栽培漁業基本方針に示されている新たな
切り口での取組方針を踏まえ、全国の栽培漁業の
現場で苦労されている皆様が抱える課題や要望を
しっかり把握し、的確な施策や対応が採られるよ
う、水産庁、水産研究・教育機構、全漁連と十分
相談しながら取り組んでいく考えです。
また、都道府県、漁連、栽培漁業協会等の連携
の下で豊かな海づくりが一層推進されるよう力を
尽くしていきたいと存じますので、皆様方にはこ
れまで同様、協会に対するご支援、ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
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前専務理事

市村

隆紀

協会の運営にご支援ご協力を頂きました関係の
皆様に心より御礼申しあげます。
在任中に印象に強く残ったことを記し、ご挨拶
に替えさせていただきます。
機関誌「豊かな海」 いつも二人三脚 のシリー
ズ企画で６年間栽培の現場を歩いてきました。漁
業者と栽培漁業技術者の連携を趣旨としていま
す。栽培漁業が水産資源の回復と沿岸漁業者の経
営安定に貢献していくために、研究・技術開発を
担う者と海の守り人としての漁業者との連携を強
くすることの大切さを実感じてきました。
海域栽培漁業推進協議会が全国６海域に設立さ
れ６年目に入ります。５年間の活動を通じて、
「組
織の力って大きい！」とかねがね思っています。
大震災・津波で崩壊した三陸の栽培漁業の復興を
支えたのは、太平洋と日本海の海域協議会の仲間
どうしの連携・協力が大きかった。瀬戸内海では
海域協議会でサワラの共同種苗生産が続けられて
います。その他にも、各ブロックで栽培漁業セン
ターの連携組織が、それぞれの栽培センターに元
気を吹き込んでいます。まさに組織は力なりで
す！
海づくり協会は、会員の皆様から頼られる組織
であるために、海域栽培漁業推進協議会の活動を
現場で支えるとともに、水産庁、水産研究・教育
機構、全漁連などとの一層の連携のもとで、中央
機関としての役割を果たさなければなりません。
平成 26 年度に設置の「豊かな海づくり企画委
員会」で委員長の八木信行先生から、「豊かな海
＝ YUTAKANAUMI を世界共通の言語に」と提
言いただいたように、栽培漁業が持つ多面的かつ
社会的な役割を一般社会にアピールできる土壌づ
くりも必要と考えるところです。関係機関のさら
なるご支援ご協力を頂けるよう、よろしくお願い
申し上げますとともに、関係機関のご発展をお祈
りし退任のご挨拶とさせていただきます。

