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巻

頭

言

「豊かでない海」の時代
水産庁資源管理部
部長

船上でタンクを担ぎ、マスクとレギュレーター

京子

クが増えていくのではないだろうか。

（給気装置）を装着して深呼吸、眼下の海に広が

だからといって、資源管理をしても無駄、と際

る世界への期待と未知の世界への緊張感とでドキ

限なく獲ってしまえば資源減少に拍車がかかって

ドキしながら海に飛び込む。潜行するにつれ、魚

しまい、将来にわたって漁業を続けられなくなっ

が行き交う紺青の別世界が広がる。

てしまう。逆説的な言い方だが、これからの時代

レジャーダイバーとして私は四半世紀にわたり

は、資源管理を行いつつも、これによって水揚げ

各地の海に潜ってきた。海外でも潜ったが、我が

が増えない、または安定しないかもしれないとい

国ほど魚影が濃く、バラエティー豊かな海はない

うことも想定範囲に入れて収入を確保する方策を

と思っている。しかし、ここ最近は、海に潜って

考えていく必要がある。

も「魚があまりいないなあ」と思うことが多くなっ
た。

まず、水揚げされた水産物を一番高く売り、産
地段階での利益の最大化を狙うことが大切だ。最

海洋環境は大きく変化している。水産白書（平

終購入者として誰をターゲットとし、ターゲット

成 27 年度）によると、この 100 年間で我が国周

に対してどのような経路で、またどのような形態

辺水域の平均海面温度が 1.07 度上昇し、今世紀

で供給するのか、日々変動する消費マーケットに

末までに世界の海洋の表層水温が 0.6 ～ 2.0 度上

対応すべく産地の段階で戦略をたてて漁獲する。

昇すると予想されている。これにより、高水温を

我が国の消費マーケットだけでなく、需要が伸び

好まないサンマ等が近海に来遊しなくなったり、

ている外国のマーケットに照準を置くことも有力

養殖生産が減ったり、磯焼けが進むといった影響

な選択肢であろう。

が指摘されている。漁師の皆さんからも「最近の

また、水揚げが海況や資源変動により安定しな

海はわからなくなったよ」という声を聞くことが

いというリスクを分散させるため、水揚げ収入だ

多くなった。さらに、浮遊するプラスチックや漁

けに頼るのではなく、漁村地域や海そのものを資

業系廃棄物など海洋汚染の問題も指摘されてお

源ととらえ、これらを活用して全体の利益を確保

り、魚にとって海は棲みにくくなってきているに

していくという戦略の拡大も必要だ。例えば、私

違いない。

は、その地域でしか見られない魚を見たいと思っ

我が国では伝統的に関係者の皆さんが話し合

て海に出向き、昼はダイビング、夜は漁村に宿泊

い、納得しながら、現場にあったやり方で漁獲を

し地元のおいしい料理を食べながら地元の人と交

抑制するという「資源管理型漁業」を通じて、資

流する。資源管理と漁業の継続のために、手間を

源の回復と漁獲とのバランスをとってきた。資源

惜しまず漁村にやってきて滞在する私のような人

水準が悪化したときには自らの判断で資源回復に

たちをぜひ利用し尽くして産地の全体利益の底上

つながる取組を行ってきたのである。しかしなが

げに結びつけていただきたい。

ら、資源は海洋環境に大きく左右されるため、漁

水産庁は、関係者の皆さんが限りある水産資源

獲を抑制しても資源水準が思ったように戻らな

を最大限に活用しつつ厳しい時代に勝ち残れるよ

い、これまでの経験則が適用しない場合もある。

う、生産から販売に至るまであらゆる施策を総動

むしろ、海洋環境が大きく変化（悪化）する中、

員し、皆さんの戦略的な取組への支援を強化して

これからは資源管理の取組をしても、自然要因に

いく考えである。

より漁獲が思ったように回復しないといったリス
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フジツボ養殖技術の開発
愛媛大学南予水産研究センター
准教授

はじめに

鶴見

浩一郎

ミネフジツボは約 20 年前に青森市内の高級割

フジツボが食べられる、と聞くと世間では驚く

烹の料理長が高級食材として再発見した２）。甲殻

人が多い。本誌の読者ならご存知の方も多いだろ

類ということで、味もエビ・カニ風味であるが、

うが、かつてはゲテモノ扱いされる例外的な食材

上品かつ濃厚である。十分な注意を払って調理さ

だった。しかし青森のミネフジツボが度々 TV で

れたフジツボの味は感動的であり、日本酒との相

紹介されたり、グルメマンガとして有名な「美味

性が抜群で、青森の居酒屋では常に品薄の状態で

しんぼ」にも取り上げられたりして 、以前に比

ある。

１）

べれば（少なくとも食通や水産関係者には）ずい
ぶんと認知が進んだように思われる。

海外も含めフジツボ類の食用の事例については
押野３） により紹介されている。フジツボ類を食

寒流種のミネフジツボは国内最大種であり、青

べているところでは、世界中どこでも大変美味し

森では美味しい地元特産海産物の七子八珍（コノ

い食材とされているが、同時に地元の特殊な珍味

コ、タラコなどの魚卵巣とナマコ、ウニなどの珍

という性格が強い。

味）のひとつとして高級食材（￥7,000/kg 以上）
の扱いを受けている。暖流系にもアカフジツボ、
オオアカフジツボなどの大型種が分布している。

普及しない理由
少量ではあるが養殖も行われ、食べてみれば誰

全国的に沿岸地域では古くからフジツボを食べる

でもその美味しさに驚くフジツボであるが、一般

習慣はあったようだが、水産物として認知されて

化しないのには理由がある。

いるとは言い難い。しかし実はフジツボは上品な

フジツボは自然状態では岩などの基盤に強固に

旨味のあるたいへんに美味しい食材である。しか

付着していて、殻を破壊せずにきれいに剥がし

も莫大な資源量があるにも関わらずほとんど利用

て収穫することが難しい。採取時に殻が割れたり、

されていない。

軟体部が少しでも露出するとすぐに斃死する。こ

我々はこのフジツボを一般的な水産物として利

のため流通させられない。固着性なので、ある地

用できるようにしたいと研究を行っている。現在

点で採取してしまうと、その地点で資源が回復す

までの到達点をご紹介したい。

るまで２、３年採取できない。これが他のベント
ス系海産物と比べても天然資源が利用しにくく、

食材としてのフジツボの現状

一般化しない理由と思われる。

フジツボよりもカメノテを食べたことのある人

天然採苗によるホタテ貝殻上での養殖も行われ

の方が多いかもしれない。両者とも分類学上は甲

ているが、採苗には熟達の技術と経験を要し、継

殻綱蔓脚亜綱完胸超目（広義のフジツボ類）に分

続して養殖できる漁家は極めて限られている。複

類される。カメノテが有柄目、フジツボが無柄目

数個が塊になって殻が癒着している場合が多く、

と分類されている。

個別に分離できず、カキやホタテなどに比べ商品

スペイン、ポルトガルではカメノテはペルセベ

性が劣っていると言わざるを得ない。他種付着生

スと呼ばれ、特にガリシア地方などの名物料理と

物が殻上で繁殖することも多く、管理しにくい。

して、€100（￥12,000）/kg 以上の高級食材・観

収穫時にもかなりの手間をかけて掃除をしなけれ

光資源として扱われている。また南米チリにはピ

ばならない。このため、実際に養殖を手がける漁

コロコという巨大フジツボが生息しており、地元

家が増えない。

の名物料理である。

一方、料亭や飲食店などでは、複数個の塊のま
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まで調理しなければならず、大変に食べにくい。

フジツボは船舶や養殖施設、発電所冷却水系な

しかし味を知っている客の需要は高く、常に品薄

どの海中構造物への付着が問題となる。有機錫防

状態であり、高価である。

汚薬剤による環境汚染が問題となった 1990 年代

もしも大型種のフジツボを安定して種苗生産し、

に付着対策を目的とした研究が進み、代表種であ

一個体づつ独立した完全剥離で収穫し、サイズ

るタテジマフジツボでは実験室内での幼生飼育と

分けして供給できれば、カキやホタテ、アワビな

付着変態実験法が確立している。しかし、基礎生

どと同列の水産物にすることが可能である。防除

物学、生態学あるいは付着対策としての研究が中

の対象となるくらい資源量は莫大である。人工種

心であり、養殖の視点に立った研究は行われて来

苗生産さえ確立できれば、ホタテやカキなどと同

なかった。

様の操作で養殖管理が可能であり、無給餌で育つ。
寒流系、暖流系とも 5cm を超えるような大型の
種があり、暖流系では１年、寒流系では３年程度
で収穫サイズまで成育する。
問題解決の具体的手段はあり、効率の良い養殖
が可能なはずだ、というのが我々のアプローチで
ある。

飼育技術
フジツボは進化論のダーウィン以来の研究の歴
図２ フジツボの生活史

史がある（図１）。雌雄同体だが、ペニスを伸ば
して交尾することにより受精する。受精卵は卵塊

1996 年に北里大学加戸隆介教授が、上述した

として殻内に保持され卵発生が進む。これはエビ・

ミネフジツボの食材としての評価を受けて、種苗

カニ類がふ化まで抱卵するのと同じである。甲殻

基板にまで言及した研究を報告した４）。これが世

類に特徴的なノープリウス幼生としてふ化し、珪

界的に見てもフジツボ養殖研究の嚆矢である。ま

藻などの植物プランクトンを摂餌する浮遊生活期

た青森県水産増殖センター（現地方独立行政法人

を経て、フジツボに特有の付着期幼生であるキプ

青森県産業技術センター水産総合研究所）も

リス幼生となる（図２）
。キプリス幼生は付着場

1998 ～ 2002 年に養殖手法開発試験を実施した５）。

所の探索行動を行って、適切と認めた場所で付着

しかし具体的な養殖手法の開発に至らなかった。

変態し、親と同じ形態のフジツボ幼稚体となる。

アカフジツボなど大型のフジツボは飼育下での

その場所に固着して成長し、世代交代を繰り返す。

人工付着が困難とされ、報告例は少なかったが、
2,000 年代に入って次第に技術の蓄積がなされて
いた６）。ミネフジツボの人工付着に関する報告例
は皆無だったが、2009 年から加戸教授の指導の
下に検討を開始した筆者らは、大量高密度飼育を
行えば、十分実用レベルでミネフジツボ、アカフ
ジツボの付着変態が生じることを確認した７）。
合成樹脂板上で人工種苗生産が実現できれば、
現在の養殖では困難な下記のような操作が可能と
なる。
１．収穫サイズを見越した間隔をあけて整列して
付着させれば、個別に独立した個体として成長
する。
２．発電所の防汚対策として使われる無毒型シリ

Charles Darwin, A Monograph on the Sub-class Cirripedia,
1851-54.
図１ ダーウィンによる解剖図
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コン防汚塗料を種苗板に塗布し、フジツボ付着
点として未塗装部を作っておくと、そこで付着

変態したフジツボが被覆の下に潜り込んで成長

餌された珪藻は大量の糞粒となって器底に沈降す

する（フジツボの成長点は殻底周縁部にあるた

るが、浮遊珪藻密度は上昇していく。１～２日

めシリコンのようなゴム弾性の被覆に欠陥があ

に１回の頻度で幼生をサイフォンで別容器に移

るとそのような状態が生じる）
。養殖中の付着

し、斃死個体、脱皮殻、沈降糞粒を分離し、換水

物除去などの操作が大変軽減される。

ロス分の珪藻、培地を補う。アカフジツボであれ

３．フジツボ人工種苗板はカキやホタテの養殖と

ば水温 23℃で１週間程度、ミネフジツボであれ

類似の施設・方法で海面に展開することができ、

ば 15℃ 15 ～ 20 日程度でキプリスまで育つ。

無給餌で育成できる。

付着変態：キプリス幼生出現後１～２日で水槽中

４．合成樹脂板上のフジツボは収穫サイズまで成

に付着基板を投入すると、キプリス幼生は基板上

長したあと、基板をひねることで、完全剥離さ

で付着変態をする。この際、バブリングなどによ

せることができる。ひとつひとつ独立した完全

る多少の水流が必要である。水槽内壁へも付着す

な形で商品とすることができる。

るので、付着操作に用いる水槽内面はシリコン防
汚塗料を塗布しておくとよい。

ミネフジツボの繁殖期は年１回 12 月であるが、

初期育成：付着変態直後は珪藻、ワムシが餌料と

アカフジツボは通年繁殖する。そこで、アカフジ

して適当である。3 ㎜程度になればアルテミアも

ツボの国内有数の生息地である愛媛で人工種苗生

捕食可能となる。シリコン表面にも付着するが、

産の基本的検証と海面展開試験を行い、その結果

3 ～ 5 ㎜程度までは正常に成長し、その後脱落す

をミネフジツボにも反映させつつ、寒流系のミネ

る。このサイズとなればピンセットなどで殻を破

フジツボ、暖流系のアカフジツボで養殖実証試験

壊せずに採取することが可能で、接着剤で他の基

を行った 。

板に自由に移植することもできる。

８）

海面展開：3 ～ 4 ㎜まで成長すれば海面展開可能

養殖手法の確立

である。それ以前は合成樹脂板から脱落しやすい。

幸いにも文部科学省地域イノベーション戦略支

海面付近は他種付着生物が多いので 10m 以深が

援プログラム「えひめ水産イノベーション創出事

望ましい。現場環境に合わせて付着生物の掃除な

業」
、JST 復興促進プログラム（マッチング促進）

どの維持管理が必要である。

などの支援を得て、検討を実施することができた。

収穫：殻底長径 40 ㎜程に育てば商品として出荷

今なお試行錯誤中であるが、現時点では下記のよ

可能である。アカフジツボは１年以内、ミネフジ

うなフジツボ養殖手順で種苗を生産し、海面展開

ツボは３年程度でこのサイズに到達する。種苗板

して実証試験を継続中である。

を回収後、板をひねるときれいな円錐形に独立し

大量幼生採取：海水かけ流し、あるいは循環ポン

て成長し、完全剥離したフジツボを収穫できる。

プによる上下２段式水槽を構成して、上段に繁殖

傷つくことなく収穫したフジツボは乾燥を避けて

期の親フジツボを収容する。親は殻内でふ化した

冷蔵すれば海水なしで１週間以上活発な状態で生

幼生をふ出した後は、水槽中に漂う幼生を蔓脚で

存させることが可能である。

捕食することに全く躊躇しない。従って上段水槽
から常に海水をオーバーフローさせてふ出幼生を

実証試験

下段水槽に導いて親と分離する必要がある。20ℓ

アカフジツボは 2012 年から人工種苗の生産に

程度の水槽に数十個体（１～ 2 kg）程度の親を収

成功し、１年で 40 ㎜程度まで成長し（図３）、完

容すれば、一日に十万個体の幼生を連日得ること

全剥離して収穫できることを確認した（図４）。

は難しくない。

ミネフジツボは 2015 年３月に漸く最初の種苗板

幼生飼育：幼生密度 1.5 個体 /㎖、市販のキート

を作製することに成功し（図５）、大船渡湾周辺

セロス（Chaetoceros calcitrans マリンテック社）

に展開した。2016 年８月までの１年５ヶ月で殻

を密度 50 ～ 200 万細胞 /㎖の条件でノープリウ

底長径 40 ㎜を超える個体もあり、平均値は 38

ス１～６齢を経て、キプリス幼生まで飼育可能で

㎜と順調な成育を示している（図６、７）。また、

ある。幼生飼育海水に珪藻用培地も加え、水槽上

両者ともそれぞれ食味調査を行い、良好な結果を

から照明を当てておくと、ノープリウス幼生に摂

得た（図８）。
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問題点と今後の対応
商品として理想的な形状のフジツボを実際に種
苗生産し、収穫できることが実証できた。しかし、
その過程で以下のような問題点も明らかになって
きた。
幼生飼育の不確実性：両種とも採取した幼生の
ロットにより、付着変態率に大差がでる。ふ出し
た日が１日違いなだけで、このようなことが起き
る。ミネフジツボで大量の付着変態した幼稚体を
得られるのは現在のところ飼育実施ロットの 30%
程度である。抗生物質を使用していても同様の現
図３ 養殖中の種苗板（１枚のサイズは10×20cm）

象は起こり、細菌感染が原因とは考えにくい。こ
の成否を分ける原因が判らない。親の個体差や後
述する餌料珪藻の問題が関係していると考えられ、
さらなる調査を計画中である。
類似の現象はガザミなどの幼生の大量斃死問題
として他の甲殻類種苗生産でもしばしば問題と
なっており９）、共通する要因が存在している可能
性がある。
餌料供給と規模拡大：キートセロスを飼育同時培
養で高濃度（150 万細胞 /㎖）を保ちながら幼生
飼育し、200ℓ水槽（30 万個体）で大量に付着変

図４ 完全剥離して収穫したアカフジツボ

態を達成した実績があるが、これを超える大型水
槽でキートセロスを高密度に保つことは、コス
トなど養殖実務としては困難である。一方で幼生
飼育にキートセロス以外の大型珪藻を併用・代替
すると、低密度でも良好な結果が得られることも
判ってきた８）。
実用的な幼生大量飼育と量産化手法について３
年前から共同研究を行ってきた公益社団法人青森
県栽培漁業振興協会の松橋聡氏によって、本年１

図５ ミネフジツボ種苗板

2015/03/25 海面展開

月に 500ℓ水槽でスケレトネーマを餌料として初

2015/08/25 成長良好
図６ ミネフジツボ種苗の成長 大船渡湾

6
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2016/8/8 維持管理作業が必要
残存率が問題

を検討している。

おわりに
一般的な水産物として知られていないフジツボ
を、高級水産物として養殖する具体的な手法を開
発できたと考えている。実用化できれば大きな経
済効果が期待できる。しかし最大の問題点は、フ
ジツボが他の漁業施設などにも付着被害をもたら
す汚損生物でもあるという点である。現在、既存
図７ 大船渡湾におけるミネフジツボ種苗の成長速度

魚種の養殖が行われていない海域での新規養殖品
目とするなど、慎重な展開の検討を進めている。
甲殻類の種苗生産は既に多くの種で実績がある
が、そこに至るまでには長年の先人の研究の蓄積
がある。それに比べればフジツボの養殖研究はま
だ始まったばかりである。経験豊富な読者諸兄姉
のアドバイスが頂けると幸いである。

図８ 完全剥離したフジツボの調理例
アカフジツボ （左）

ミネフジツボ （右）

めて良好な付着変態を達成し、大量のフジツボ幼
稚体を得ることができた

。今後この方式によ

10）

る大量飼育の検討を進める予定である。漸く大量
生産を実用的に実施できる段階に到達しつつある。
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に差がある。素材の表面粗度を上げるなどの対応
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特

集

「栽培漁業の新魚種の技術開発に向けて」
―アカムツ・アカアマダイの資源、
種苗生産技術等の現状と課題ー
近年、 アカムツ （のどぐろ） やアマダイなどは消費者ニーズが高く、 高値で取引されており、
漁業者の種苗生産 ･ 放流に対する要望が強いことから、 水産庁では平成２９年度予算概算要求
において、 これら魚種の種苗生産 ・ 放流技術の開発促進に係る経費を要求しています。
そこで特集では、 アカムツとアカアマダイを取り上げ、 これまでに資源の調査研究や種苗生産
技術の開発に関わり、 知見を有する研究者の方にお願いして、 両種の資源状況と生態的特性、
漁業の状況、 種苗生産技術の現状と課題等について記述していただきました。
お忙しい中、 ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。 （編集部）
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1

特

アカムツの生物特性と漁業
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
日本海区水産研究所 資源管理部 沿岸資源グループ
研究員

八木

佑太

では 1 尾で 1 万円を超えることもある高級魚で

１．はじめに

す。近年、日本の各地において、資源としての注
目度や重要度は増大しており、効果的な漁業管理

ア カ ム ツ Doederleinia berycoides は 全 長 50 ㎝、

1）

や種苗生産技術の開発 2、3）による資源の有効利

体重 2 キロ以上に成長するホタルジャコ科アカ

用や維持・増大に向けた取組が実施され始めてい

ムツ属の一種です。本種は大きな目を持ち、鮮

ます。本稿では、これまでに報告されているアカ

やかな赤色をした魚で、ムツ（ムツ科）という魚

ムツの生物特性と漁業に関する情報を整理し、そ

に似ていることから、アカムツという名前が付い

れらの概要について紹介します。

たといわれていますが、
「のどぐろ」という地方
名、呼び名の方が馴染み深いかもしれません（図

２．生物特性

1）
。また、本種は「白身のトロ」と言われるほど
脂がよくのっていてとてもおいしいと評判の魚で、
小さいものでも 1 キロあたり数千円、大きいもの

（１）分布
アカムツは日本沿岸からオーストラリア北西岸
の大陸棚から大陸棚縁辺に生息する（図 2）4） 暖
海性の底棲魚類で、日本周辺では主に南日本の
太平洋側、青森以南の日本海側および東シナ海
に分布しています 5）。本種の分布生態に関する調
査・研究は、東シナ海や山口県から新潟県にかけ
ての日本海沿岸で行われています。海域毎の主な
分布（漁獲）の水深・水温帯は、東シナ海では概
ね 100 〜 400 m・14 〜 18℃ 5）、五島南部海域では
160 〜 420 m・9 〜 16℃ 6）、日本海南西海域では
80 〜 150 m・9 〜 16 ℃ 7、8）、 新 潟 県 沖 で は 60 〜
140 m・7 〜 19℃ 9）と報告されています。このよ
うに、分布する水温帯には海域間で大きな違いは
みられませんが、分布水深は日本海沿岸に比べて
東シナ海でより深くかつその幅が広いことが示さ
れています。この違いについては、本種の分布が
日本海では水深約 200 m 以深の日本海固有冷水の
影響を受ける水深帯ではみられないのに対し、東
シナ海では暖流系水の影響を受け、本種の生息可
能な水温帯がより広く深所まで存在しているため
と考えられています 5）。また、いずれの海域にお
いても、成長や季節に伴う分布水深の変化が示さ

図１

刺網による漁獲直後のアカムツ（上）と
「のどぐろ」と呼ばれる所以（下）

れており、大型魚はより沖合の深所に分布し、季
節的には夏季には浅い水深帯に移動するようです。
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集

新潟県沿岸における仔魚期から若魚期にかけて

多く残されています。着底後の分布状況をみると、

の分布特性の概要を図 3 に示しました。当海域

春季には全長 5㎝前後の当歳魚と 10㎝前後の 1

において、本種の仔魚は 9 月上旬から 10 月下旬

歳魚が水深 100 m 付近で高い密度で出現していま

にかけて出現し、沿岸から沖合まで広い範囲に分

した。それらの魚体サイズは季節的に大きくなっ

。仔稚魚の鉛

ていたことから、当海域で成長している様子が窺

直的な分布特性や着底過程については不明な点が

えましたが、夏季には 60 〜 80 m 前後のやや浅い

散していることが分かりました

10）

水深帯で、秋季と冬季には 120 m 以深のやや深い
水深帯で多く出現していました。このような分布
水深の変化は海洋環境の季節変化と関連すると考
えられ、また、夏季に高密度となる水深帯は年毎
の底層の水温構造によって異なるようです。
本種は、仔稚魚期にはカイアシ類、若魚期には
オキアミ類やエビ類などの大型甲殻類、成魚期に
は魚類やエビ類を主食としています 5、7、11）。この
ように、成長に伴う餌生物の変化が認められます
が、季節的な分布変化との関連は明らかとなって
いません。
（２）年齢と成長
アカムツの年齢と成長については日本海南西
海域 8、11、12）、新潟県沖 13）、山形県沖 14）において、
いずれも鱗の観察結果に基づく知見が得られてい
ます。この内、雌雄毎に年齢と全長の関係が示さ
図２ アカムツの分布．
Yamanoue and Matsuura (2007) を基に作成．

図３
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ています。全長は雌雄それぞれ 1 歳で約 10、9㎝、

れるようになり、2000 年代に入り漁獲量は増加

2 歳 で 約 16、14 ㎝、3 歳 で 約 21、19 ㎝、4 歳 で

傾向にあり、近年では 600 トンを超える漁獲が

約 25、22㎝となり、より長く生きるとされる雌

あります。九州西方海域が主な漁場となってい

では 6 歳で約 33㎝、8 歳で約 36㎝、10 歳で 40

る以西底びき網漁業の漁獲量は、2000 年代以降

㎝前後に成長します。成長は、新潟県沖に比べ日

100 〜 350 トンの間で推移しています。日本海北・

本海南西海域のものでやや良いようです。本種の

中部（青森県から京都府）の沿岸漁業（小型底び

寿命に関する情報は限られていますが、確認され

き網や刺網主体）では近年 140 〜 220 トンの漁

ている最高年齢は雄では 5 歳、雌では 10 歳です

獲があり、太平洋中・南部の沖合底びき網漁業で

8）

。雌雄比については、全長 20㎝以上では雄の割

も 100 トンを超える漁獲があります。漁業種類

合が著しく低下し、全長 25㎝以上の雄は稀とさ

別の漁獲物のサイズや年齢組成などの漁獲実態に

れています。本種では、これまでに性転換、雌雄

関する情報は限られていますが、各地における底

の棲み分けや雄の特殊な生息域への移動を示す情

びき網漁業では、比較的価格の安い若齢（1 〜 3

報は得られておらず、大部分の雄は 3 〜 4 歳で産

歳程度）の小型魚（図 4）が多く漁獲されるといっ

卵に関与した後、その寿命を終えるものと推察さ

た不合理漁獲が問題視されるとともに、それらの

れています 。

保護をはじめとする適切な資源管理の必要性が広

8）

特

く認知されています。
（３）産卵期
アカムツの産卵期は、東シナ海では 9、10月15）、
対馬周辺海域では 8、9 月（ただし 7 月以前にも
産卵の可能性あり）16）、日本海南西海域では 7 〜
9 月で盛期は 8 月 7、8）、新潟県沖では 8 〜 9 月で
盛期は 9 月 13）、山形県沖では盛期が 10 月上・中
旬 14） と報告されています。調査された年代が異
なることから詳細は不明ですが、本種では産卵期
の地理的な変異は明瞭ではないようです。東シナ
海と日本海南西海域では、水深 100 m 前後の浅い
水深帯で親魚の漁獲がほとんどないことや、大型
魚がより沖合の深所に多く分布することから、そ

図４

市場に水揚げされたアカムツ若齢魚

れぞれ陸棚縁辺から斜面域、陸棚より深い岩場周
辺で産卵を行うものと考えられています 5）。成熟

近年、日本海南西海域では、本種の若齢魚を主

年齢やサイズについては、雌では 3 〜 4 歳（全長

な対象として、機動的な禁漁区の設定による沖合

20㎝以上）
、雄では 3 歳（全長 15㎝以上）とされ

底びき網漁業の管理システムの開発 1） が進めら

ており、各海域における雌の生殖腺の組織学的な

れています。その中では、最新の漁獲情報に基づ

観察によって、本種の卵成熟は非同時発達型で、

き禁漁区を設け、禁漁とする場所を随時変化させ

1 産卵期に複数回産卵を行うことが示されていま

ていくことで若齢魚の保護効果を高める工夫がな

す

。

13、15、16）

されるとともに、漁獲や分布の予測モデルの構築
が進められています。実証試験においても若齢魚

３．漁業

の保護効果が確認されており 17）、資源の有効利
用や管理方策の策定に向けた先駆的な取組として

アカムツは底びき網、延縄、刺網などで漁獲さ

注目されています。

れます。日本海南西海域では、1960 年代には沖

資源の適切な評価と管理には、正確な漁獲情報

合底びき網漁業により 1,500 トンを超える漁獲が

はもとより、基礎的な生物特性に関する詳細な情

ありましたが、漁船数の減少に伴い、漁獲量は大

報が必要不可欠ですが、本種では集団構造や広域

きく減少し、1990 年代には 200 トン前後となり

的な移動の有無、産卵生態など未解明な部分が多

ました。その後、本種を主対象とする操業が行わ

く残されています。今後も各地において、それら
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の情報の整理と蓄積が望まれます。

けるアカムツの年齢と成長，山口県水産研究
センター研究報告，8, 45‒47.
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アカムツ種苗生産技術開発のこれまでとこれから
富山県農林水産総合技術センター水産研究所

主任研究員

飯田 直樹

の記憶に新しいところです。

１．はじめに

富山県では、かねてより漁業関係者から、アカ
ムツの漁獲量増大を目指して種苗放流して欲しい

アカムツ（Doederleinia berycoides）は、北海道

との要望があがっていました。これに対し、知見

以南で漁獲されるホタルジャコ科の魚類で、最大

が不十分で、未だ成功例のないアカムツの種苗生

で 50㎝くらいまで成長し、産地市場でも大きい

産技術の開発に、二の足を踏んでいましたが、平

ものでは 1 尾 1 万円以上のセリ値が付くことがあ

成 23 年度に意を決し、親魚を確保するところか

ります（写真 1）
。喉の奥が黒いことから全国的

らスタートしました。それから 5 年、現在では、

には、 のどぐろ

試験的ではありますが数万尾の稚魚を放流するま

の名で呼ばれています（写真

2）
。ここ数年ほどでアカムツは、
「高級魚」から
「超高級魚」
へと進化しました。その要因としては、
脂の乗ったとろけるような白身が絶品なことはも

でに至りました。
今回は、この間の研究成果と今後に向けた課題
などについて紹介させていただきます。

ちろん、有名テニスプレイヤーの「のどぐろ食べ
たい」発言や北陸新幹線の開業による日本海側の

２．受精卵の確保

魚介類ブームも相俟って、認知度が高くなってき
たことがあげられます。また、昨年（平成 27 年）、

まずは、受精卵を確保しなくては種苗生産試験

富山県で開催された「豊かな海づくり大会」でご

が始められません。現在、アカムツ種苗生産試験

来県いただいた天皇皇后両陛下に、当水産研究所

には、天然魚からの人工授精により得た受精卵を

で生産したアカムツ稚魚を御覧いただき、 富山

使用しています。本県では、平成 23 年以降、親

県にアカムツあり

魚の養成にもチャレンジしていますが、養成親魚

をお伝えできたことも、筆者

からは、未だ受精卵を得るに至っていません。漁
業者が漁獲したアカムツを水槽に収容するもの
の、漁獲時のスレや水温・水圧変化による衰弱な
どで、多くの個体は死亡してしまいます。そのな
かで、状態の良い個体は、摂餌するまでになるの
ですが、半年から 1 年程度飼育すると眼球が突出
してくることなどから、数年にわたって飼育する
写真１

アカムツ成魚

ことが困難な状態です。
そこで、現在は、天然魚に加え、平成 26 年か
らは当所で生産した稚魚も親魚とするため継続飼
育しています。もし、生産魚から採卵できるよう
になったとしても、十分な卵が採れるまでに成熟
するには、早くても 5 年以上は要すると考えてい
ます。ですから、それまでは、種苗生産試験に使
用する受精卵の確保は、天然魚からの人工授精が
メインとなるでしょう。
人工授精は、平成 22 年に新潟市水族館「マリ

写真２

喉の奥は真っ黒

ンピア日本海」（以下、新潟市水族館）が漁獲し
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た親魚から人工授精により受精卵を得ることに成

型ワムシからの開始を考えています。

功したのが最初で、平成 25 年には、独立行政法

飼育開始時は、止水とし、飼育水にはナンノク

人水産総合研究センター日本海区水産研究所（当

ロロプシスを 100 万 cells/ml 以上の密度となる

時）、新潟市水族館および富山県農林水産総合技

ように添加します。その後、流水飼育開始から

術センター水産研究所の 3 機関の共同研究の一環

45 日齢頃までは、栄養強化された濃縮淡水クロ

として人工授精を行いました。それ以降、当水産

レラを併用して添加します。

研究所の人工授精は、新潟市水族館と共同で新潟

底掃除は、底が見えないため、ナンノクロロプ

県沖で、さらには独自に富山市沖で、それぞれ漁

シスや栄養強化された濃縮淡水クロレラの添加が

獲された親魚を用いて行なっています。

終了次第行うこととしています。それまでの間は、

人工授精の方法は、卵と精子を採集し混ぜ合わ
せて受精させる、いわゆる

乾導法

です。産卵

期の 9 月頃に漁業者が漁を行う船に同乗させてい
ただいて行うのですが、天候や漁模様により左右

貝化石（商品名：フィッシュグリーン、株式会社
グリーン・カルチャア）を毎日添加することで水
質、底質の改善を図っています。
底掃除開始から数日が過ぎ 50 日齢頃になると、

され、かつ受精させることのできる完熟卵を持つ

それまで浮遊生活を送っていた稚魚は、次第に着

メスは、数 10 尾に 1 尾程度ですから、かなりの

底し始めます。水槽底面の稚魚同士は、触れ合う

低率です。さらに、一度に数 10 万から数 100 万

ことなく、一定の間隔を保ちながら流れに頭を向

単位の受精卵を得ることは困難なため、事業規模

けて静止した状態となることから、水槽底層の流

で安定的な種苗生産を行うことは、現状では極め

れの様子が見てわかるようになるくらいです（写

て難しいと言わざるを得ません。

真 3）。底面が満員となると底面の群れに重なる

このため、アカムツ種苗生産・放流の事業化を

ように 2 層、3 層となるもの、壁際に付くものも

考える場合は、親魚養成が必要不可欠となってき

現れます。この頃の大きさは、全長 18㎜程度で、

ます。しかし、天然魚の飼育で度々起こる眼球突

主食は配合飼料になっています。

出などの死亡は、生産した稚魚にも少なからず認
められるため、その防除について今後研究を進め
ていく必要があります。

３．種苗生産試験
ここでは、毎年改良しながら行っている種苗生
産の直近の方法の概要を報告します。
飼育水の水温は、開始時は、おおよそ 23℃で、
その後自然水温（取水水温）の低下に伴い、翌年
3 月には 10℃程度まで下がります。
光周期は、15 日齢までは 24 時間照射とし、そ
の後体内のリズムを正常に戻すことを目的に 12
時間照射に切り替えています。しかし、40 日齢
を越えてくると、消灯時に水面付近で暴れる個体

14

写真３

流れに頭を向けて静止するアカムツ稚魚たち
（160 日齢，平均全長 45 ㎜）

採卵（人工授精）から 5 ヶ月経った翌年 2 月、

が続出し、まるで激しい雨に打たれた水面のよう

約 150 日齢では、全長 40㎜を超えてきます。こ

に波立つので、やむなくこの頃からは再度 24 時

こまでくると、稚魚も外見でアカムツと分かるく

間照射に変更しています。

らい鮮やかな朱色となり、親にそっくりになって

給餌系列は、SS 型（タイ産）ワムシ→ S 型ワ

きます。150 〜 200 日齢、時期的には 2 〜 4 月頃

ムシ→ L 型ワムシ→アルテミア幼生および配合

には、全長 40 〜 50㎜に達し、鱗や魚体もしっか

飼料の順としていますが、昨年の種苗生産試験で

りしてきて、ある程度のハンドリングに堪えられ

は、SS 型ワムシを省いて S 型ワムシからの給餌

るようになること、富山湾の表層水温がアカムツ

でも、良い結果を得られたことから、今年は、S

の生息水温である 11 〜 15℃になることから、稚
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魚の放流にはこの頃が向いているのではないかと

となっており、まだ幅はあるものの、平成 26 年

考えています。

の平均 8％から大幅にアップすることができまし

特

た。

４．これまでの種苗生産試験の結果

５．輸送および放流方法の検討

これまでのアカムツ種苗生産試験の結果の概要
を表 1 に示します。種苗生産試験を開始した平成

平成 26 年に生産した約 9 千尾の稚魚は、親魚

25 年においては、150 日齢で 0.2％と極めて低い

候補および今後の試験用として継続飼育を行いま

生残率でした。しかし、平成 27 年の種苗生産試

したが、27 年に生産した約 3 万尾の稚魚のうち、

験では、3㎥水槽を 4 槽用いて 150 日齢、全長 4

約 2 万 5 千尾は輸送および放流方法の検討を行う

〜 5㎝の稚魚を約 3 万尾生産することに成功しま

ための試験に使用した後、放流に供しました（写

した。4 槽の生残率は、5 〜 23％、平均で 19％

真 4、5、6）。輸送・放流試験毎に問題点を見つけ、

表１

写真４

これまでのアカムツ種苗生産結果の概要

輸送タンク内のアカムツ稚魚

写真５

ホースの中を通って海へ向かうアカムツ稚魚
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水面に浮上して横たわり衰弱死する原因の解明、
種苗生産中後期の適正水温や光周期、照度の検討
などがあります。また、この 3 年間で生残率は飛
躍的に高くなったものの、種苗の質という面では、
鰓蓋欠損、短躰などの形態異常が数パーセント程
度見受けられることから、健苗性にも着目してい
く必要があると考えています。
種苗放流では、最適な放流方法の検討、放流適
地の探索などが挙げられます。現在の放流は、船
写真６

放流に供したアカムツ稚魚

（210 日齢，平均全長 55 ㎜）

で適地と思われる地点まで輸送し、船上からホー
スを用いて、水深 5m 程度に放流していますが、
その後の種苗はどうなっているか不明なため、放

次回に対応策を反映させ技術の改良を図ることを

流後の種苗の追跡等により、放流後の行動生態も

目的に、4 回に分けて試験を実施し、最終的には

考慮した放流方法の検討が必要と考えています。

放流まで行ったわけです。試験のついでに放流し

また、物理的な刺激に対して敏感（過剰？）に反

たようなかたちにはなりましたが、これが我が国

応するアカムツに相応しい輸送方法も必要と思わ

（おそらく世界でも）初めてのアカムツの種苗放

れます。一方、放流適地についても、餌料環境や

流だと思われます。

天然稚魚の調査を行うことにより、今より放流に

ここまで漕ぎ着けたことは、感無量ではありま

相応しい場所を選定できると考えます。

したが、輸送中のアクシデントによる死亡や、な

現在は国内で富山県のみが種苗生産に関する技

かには放流時に衰弱していた種苗も見受けられた

術開発を行っている状況ですが、今後、全国的

ことから、感傷にふけっている時間はなく、速や

なアカムツ人気により需要増大は避けられないと

かに問題点を改善していく必要があることを痛感

考えられます。そうなれば、富山県に限らず、資

した次第です。

源管理のあり方が問われることとなると思われま
す。そのため、転ばぬ先の杖となるよう、飼育に

６．これまでとこれからの研究について

よって生態的知見を収集するとともに、資源管理
の重要なツールの１つである種苗放流が安定的に

アカムツの種苗生産試験に関しては、これまで
知見がほとんどなかったことから、他魚種の生産

富山県の限られたマンパワーと予算の中で試験

経験をベースに、平成 25 年からの数回にわたる

等を進めているところですが、これら山積みの課

生産試験を踏まえて、より良いと考えた飼育方法

題を乗り越え、種苗生産技術を加速していくため

を執った結果、生残率を向上させ、生産尾数を増

には、今後、国等の十分な支援が必要と考えてい

加させることができました。併せて、生産初期に

ます。

おける最適な水温や光周期の検討、稚魚の適切な
輸送方法の検討および放流時の標識についてなど
の試験を進めており、その結果は別の機会に報告
したいと思っております。
今後、アカムツを栽培漁業対象種として確立す
るためには、大きく分けて①親魚養成、②種苗生
産、③種苗放流の 3 つの分野の研究を進めていく
必要があると考えています。
親魚養成では、前述した長期飼育個体の眼球突
出の防除はもとより、親魚として重要な成熟に関
する研究を進めることが必要です。
種苗生産では、10 〜 100 日齢頃まで発生する
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新たな栽培対象種の開発促進に期待−アカアマダイ
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
日本海区水産研究所 資源生産部
主任研究員

竹内

宏行

（図 1）、延縄、一本釣り、底びき網、漕ぎ刺網等

はじめに

で漁獲されます。東シナ海は我が国のアマダイ類
の主要な漁場で、1980 年代までは年間１万トン

アカアマダイは白身で淡泊な身はくせがなく、

以上の漁獲がありましたが、中国等との漁場競合

甘みのある上品な味で、関西圏、特に京都では京

や資源の悪化により漁獲量が急減し、2010 年以

料理の食材として重用されています。アカアマダ

降は千トン以下となっています。東シナ海以外で

イを使った料理では、
「一汐ぐじ」と呼ばれる一

は、アカアマダイは日本海南西部（島根県沖〜対

夜干しの焼き物が定番ですが、西京漬け、お造り、

馬海域）、若狭湾、日向灘、高知県沿岸で漁獲さ

しゃぶしゃぶ、酒蒸しなどでもおいしくいただけ

れています。これらの海域では、一本釣りや延縄

ます。アカアマダイは全国に流通する程一般的な

で釣獲されます。

魚ではありませんが、各生産地の食文化に無くて
はならない重要な漁業資源です。
我が国では、東シナ海がアカアマダイの主漁場
であり、底びき網漁が盛んに行われていましたが、
近年、外国漁船との競合や資源量の減少により漁
獲量が著しく減少しました。
しかし、日本海南西部、若狭湾、日向灘では、
延縄漁業や一本釣りにより釣獲された品質の良い
アカアマダイを地域ブランドとして出荷販売する
取組が行われています。この重要な地域資源を保
護し有効利用するために、海域ごとに資源量調査
が行われ、また、資源の安定化を目的とした種苗

図１

アカアマダイの成魚

放流による栽培漁業に期待が寄せられています。

アカアマダイは身が柔らかく魚体が傷つきやす

本稿では、アカアマダイの栽培漁業対象種とし

いのですが、延縄漁や一本釣り漁で釣獲され、丁

ての可能性と、栽培漁業の実施に必要な種苗生産

寧に扱われたものは高値で取り引きされています。

技術と放流技術の現状について報告します。

また、釣り漁業は沿岸に近い場所で行われ、釣獲
されるアカアマダイは大型魚でも 1kg を超える

アカアマダイの漁業

程度なので、他の漁業に比べて経費や労力を必要
としません。そのため、アカアマダイの一本釣り

アマダイ類にはアカアマダイ、キアマダイ、シ
ロアマダイ、スミツキアマダイ、ハナアマダイが

や延縄漁は高齢者でも操業しやすく、京都府では
90 歳代のベテランが現役で活躍しています。

存在します。我が国では、漁業の主対象はアカア
マダイとシロアマダイであり、そのうち約 9 割を

地域特産種としてのアカアマダイ

アカアマダイが占めています。アカアマダイは日
本海側では青森県以南、太平洋側では本州中部以

福井県、長崎県、島根県、山口県、京都府など

南の水深 30 〜 150m の砂泥域に生息する底魚で

の産地では、アカアマダイの付加価値向上のため
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ブランド化が進められています。京都府では、ア
カアマダイの漁獲から管理、出荷までの各工程に

栽培漁業の技術開発

品質を高めるための規則を設け、体重 300g 以上
で傷のない魚を京都ブランドの「丹後ぐじ」とし

西日本各地において、アカアマダイの漁獲量の

て出荷しています。同様に、一定の基準を満たし

安定化と魚価を高めることによる漁業収入の増加、

たアカアマダイを福井県では「若狭ぐじ」、長崎

地域の活性化に期待が持たれています。そのため

県では「紅王」という名称でブランド化し、石川

に、沿岸の漁業資源としてのアカアマダイの重

県では「輪島のアマダイ」
、島根県では「小伊津

要性が高まり、資源の保護や管理に必要な調査が

のアマダイ」、山口県では萩市で水揚げされたア

継続して行われています。また、生態調査等によ

カアマダイは「新鮮やまぐちブランド魚」のひと

り、アカアマダイは移動範囲が狭く地先に定着す

つとして取り扱われています。徳島県や高知県、

る可能性が高いことから、資源の安定化または漁

宮崎県においても資源量調査や漁獲実態の調査が

獲量を増加させる手段として種苗放流の導入が検

行われ、西日本各地の重要な漁業資源として認識

討されています。アカアマダイの栽培漁業対象種

されています。

としての可能性を検討するためには、資源解析調

アカアマダイは周年にわたり比較的高値で取

査と合わせて、種苗生産の安定化と放流技術の開

り引きされ、1kg 以上の大型魚は時期によって

発が必要であることから、関連する技術の開発の

は 4,000 円 /kg 以上の値段が付くことがあります。

概要を以下に記しました。なお、アカアマダイの

300g 未満のブランド対象外の小型魚でも 1,000

生態については本誌 No.6、種苗生産技術につい

円 /kg 以上の値段がつけられるので、多くの魚種

ては本誌 No.13、放流試験の取組については本誌

で魚価が低迷するなか、とても魅力のある漁業資

No.34 に記載されているのでご参照ください。

源です。

採卵

資源・生態的特徴

アカアマダイの種苗生産では、人工授精により
アカアマダイの資源を保護管理し、漁獲を安定

得られた受精卵が用いられています。若狭湾西部

化させるためには、各地のアカアマダイの資源

海域と山口県日本海側では、9 月下旬から 10 月

状態を把握するとともに、生態や生物学的特徴を

中旬に成熟度の高い天然魚が漁獲されるので、こ

明らかにしなければなりません。しかし、本種は

れらの個体を人工授精に使用します（図 2）。漁

50m 以深の海底に棲んでいるため、その生態は充

獲直後の雌親魚にヒト胎盤性性腺刺激ホルモン

分に明らかにされていません。いくつかの研究に

（HCG）を注射し、翌日と翌々日に腹部を圧迫し

より、アカアマダイは海底に巣穴を掘って縄張り

て卵を搾出します。人工授精に使う精子の確保で

を作ること、昼間は穴から出て行動し、夜は穴の

は、雄の精巣は非常に小さく、体重 800 g 以上の

中に隠れることがわかっています（水産機構、京

立派な雄でも最大 3 g 程度しかなく、腹部を押し

都大学および近畿大学との共同研究）。アカアマ

ても精液は採取できません。そこで、解剖して摘

ダイは巣穴を中心に生活し広範囲に移動すること

出した精巣をハサミで細かく刻み（図 3）、滲み

はないと考えられるので、放流した種苗はそれぞ

出た精子をろ過して人工の精漿で希釈してから人

れの海域に留まる可能性があります。しかし、仔

工授精に使用する方法が用いられています。これ

稚魚期の生態学的、生物学的知見はわずかであり、

らの方法により得られた卵と精子を用いて人工授

また、生息水深が深いために若齢魚と成魚の生態

精を行うことで、まとまった量の受精卵を得るこ

等については充分に解明されていないので、今後

とが可能となりました。

の調査研究の進展が望まれます。アカアマダイの
資源解析調査では、海域ごとに年齢と成長との関

種苗生産

係、雌雄別の成長と成熟年齢、漁獲個体の年齢組
成等が明らかにされ、資源管理方策の立案が検討

（VNN：ウイルス性神経壊死症）の防除、飼育初

されています。
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特

天然のアカアマダイ雌の生殖腺指数

■および実線は平均値
生殖腺指数（GSI） ： 生殖腺重量×100/魚体重で表される生殖腺の成熟度の指標

形態異常魚の出現防止では、仔魚期に鰾が形
成されないと脊椎骨が屈曲することから（図 4）
、
速やかに鰾を形成させるため飼育水表面の油膜を
除去することが重要であり、これにより形態異常
個体の出現率が大幅に低下しました。
これらの方法によりアカアマダイを量産できる
ようになりましたが、ふ化から取り揚げサイズ
（30 〜 40㎜）までの生残率は 10 〜 20％でありヒ
ラメやマダイに比べて低く、本種の種苗生産技術
図３

精子の抽出作業

期の大量死亡の防止、形態異常魚の出現防止が

を確立するためには、仔稚魚期の生理、生態、栄
養学的な試験研究とさらなる飼育技術の改良と開
発が必要です。

重要課題となっています。ウイルス性疾病対策で
は、ウイルス遺伝子が検出されなかった親魚から
得られた精子と、ウイルス除去のために洗浄した
未受精卵を用いて人工授精を行います。また、仔
稚魚の飼育には電解殺菌装置（オキシダントによ
り殺菌、ウイルスを不活化する装置）で処理した
後、オキシダントを活性炭で除去した海水を使用
します。装置で生成されたオキシダント海水は水
槽の周囲と飼育機材の消毒に使用されます。
飼育初期の大量死亡を防止するために、アカア
マダイ仔魚（ふ化直後の大きさ：全長約 2㎜）が
充分に摂餌できるように小型ワムシ（S 型ワムシ）

図４

背骨が曲がった形態異常魚

を給餌します。また、強めの通気による水槽底へ
の沈降防止と、照度調整、飼育開始 14 日間の 24

種苗放流

時間照明等を併用することで、初期の生残率が高
まることが量産規模の飼育試験で実証されていま
す。

アカアマダイの種苗放流試験は 1998 年に若狭
湾で実施され、その後、長崎県対馬沖、福岡県、
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山口県および島根県の各地先で行われ、最近では

放流魚の再捕調査は漁協や魚市場で行われます。

日向灘で放流調査が始められました。アカアマダ

また、漁業者に漁獲したアカアマダイの標識の有

イの種苗放流は、放流魚に標識を装着し、再捕場

無を確認、報告してもらう方法もあります。現在、

所や採捕魚の大きさを調べることで、移動範囲と

アカアマダイの種苗放流が行なわれている、島根

成長を明らかにすることを目的として実施されま

県、山口県、宮崎県では調査体制が構築されつつ

した。日本海区水産研究所が 2016 年まで実施し

ありますが、まだ充分とは言えません。アカアマ

た若狭湾での種苗放流試験では、放流種苗は放流

ダイに適した資源管理方策の策定および正確な放

10 カ月〜 3 年後に放流場所から 20km 以内の場

流効果を把握するためには、放流魚かどうかを確

所で採捕され、アカアマダイの移動範囲は比較的

実かつ容易に識別できる標識方法の開発や、漁協

狭く、放流海域に長期間留まることがわかりまし

および魚市場での調査体制の拡充、漁業者だけで

た。

はなく遊漁者からの再捕報告を得るための広報活

放流した種苗の追跡調査では、放流魚に標識を
装着しなければなりません。従来はアカアマダイ

動等、調査精度をさらに高める方法が必要とされ
ています。

種苗の背部にアンカータグ（プラスチック製の標

おわりに

識）を取り付けていましたが（図 5）
、魚体を傷
つけ、魚の行動に影響を及ぼすことから、近年は
着色されたシリコン樹脂を皮下に注射する方法や、

栽培漁業は資源管理方策のひとつなので、種苗

腹鰭の左右どちらかを切除する方法が用いられて

放流の対象種は資源調査が行われ、漁獲管理が適

います（図 6）
。いずれの方法とも一長一短はあ

切に実施されている魚種でなければなりません。

りますが、標識技術は実用可能なレベルに達して

本稿で紹介したように、アカアマダイは西日本
各地で沿岸性の重要魚種であることが漁業者や流

います。

通業者に認識され、漁獲されたアカアマダイは丁
寧に扱われ、より高値で売るための流通販売体制
が構築されています。
また、それぞれの海域ごとに府県の水産試験場
を中心として資源量調査や漁獲実態調査が行われ、
一部の海域ではすでに種苗の放流調査が取り組ま
れています。これらの調査により多くのデータが
集積され、海域によって異なりますが漁獲サイズ
や漁獲方法に規制が設けられるなど、より実効性
のある資源管理方策が導入されるようになりまし
図５

アンカー型標識を装着した稚魚

た。
さらに、アカアマダイの資源を保護し有効利用
するためは、本種のふ化から成熟産卵に至るまで
の生態や繁殖生理などの基礎的な研究が必要であ
り、現在、少しずつですが関連する調査研究が進
められています。アカアマダイ種苗の飼育技術は
充分に開発されたとは言えませんが、量産が可能
なレベルに達しています。これらの状況から判断
すると、アカアマダイは栽培漁業に適した魚種で
あると考えられます。
かつてアカアマダイは沖合（東シナ海）の重要
資源でしたが、今後は資源管理と種苗放流を併用
することで、日本各地の沿岸漁業を支える重要な

図６
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ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

【シリーズ】
第５回

リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」

長崎県のアワビ漁業を支えてきた
藻場環境の変化と今後の課題
藤井

１．はじめに

明彦（元長崎県総合水産試験場）

２．長崎県のアワビ漁獲量の推移

振り返ると長崎県は、アワビ漁獲量が 1972 年

長崎県に分布する産業上重要なアワビ類は、ク

には 859ｔと過去最高を記録し、全国の 15％程

ロアワビ、メガイアワビ、マダカアワビの暖海系

度を占める日本有数のアワビ生産県であった。し

アワビ類３種で、近年はその漁獲量の 90％以上

かし、その漁獲量は 1980 年代後半から減りはじ

をクロアワビとメガイアワビが占める。

め、減少に歯止めがかかることなく、2013 年に
は 85ｔと最低を記録した。

漁獲量の推移（図１）を長崎農林水産統計年
報でみると、1960 年代後半から 1980 年代後半に

この間の漁獲量の減少は、密漁を含む過剰漁獲
が要因と考えられたが、特に 1990 年代後半以降
の減少は、磯根資源の生産を支えてきた藻場環境

かけての約 20 年間は、600 ～ 700ｔ台で推移し、
1972 年には 859ｔと過去最高を記録した。
漁獲量の減少は、1980 年代後半から始まり、

が劇的に変化したことが影響したものと考えられ

1993 年には 378ｔと 300ｔ台まで減少した。その

る。

後 4 年間は 300ｔ台を維持し、低位で安定したか

ここでは、長崎県総合試験場等の調査結果に基

に思えたが、再び 1998 年から減少し始め、1998

づいて、1990 年代後半以降に起こった藻場の変

年と 1999 年、2007 年 と 2008 年に大きな減少が

化とそれに伴ってみられたアワビ資源への影響に

みられた。2013 年には 85ｔと過去最低となり、

ついて紹介し、今後も沿岸域（藻場）をアワビ等

2014 年 は 101ｔ と な っ て い る。1980 年 代 か ら

磯根資源の生産の場として活用するために取り組

1990 年代にかけての減少は、漁業現場でみられ

むべき課題を示したい。

た管理不足の事例などから、密漁も含めて獲りす

図１

アワビ漁獲量の推移
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ぎが影響した可能性が高いと考えられている 1，2）。

ところが、1998 年以降に起こった藻場の変化

この時期の減少は、全国規模のアワビ漁獲量の変

は、これまでとは原因を異にするもので、長崎県

動と一致するものであったが、1998 年以降の減

では、試験規模等で観察例があった植食性魚類の

少は、これまでとは質を異にし、長崎県のアワビ

摂食が、藻場の現存に大きな影響を及ぼすまでに

資源に悪影響を与える地域性の強い要因が働いて

なり、県内広い範囲で大型褐藻類の衰退・消失が、

いると考えられている 。

これまでみられなかった規模を伴って相次いで確

3）

認された。

３．1998 年以降にみられた藻場環境の変化

まず、その変化は、1998 年の 9 月に長崎半島
の南端部に位置する野母崎町沿岸で、海岸線約２

（１）1998 年にみられた藻場の変化とその原因

㎞にわたって多数のクロメ個体の葉状部が欠損し、

長崎県は北海道に次いで長い海岸線を有し、そ

ひどいものは茎部のみとなる現象が観察されたこ

の約半分には多種多様な海藻種からなる豊かな藻

とで明らかになった 5，6）。このような現象は、そ

場が形成されていた（図２）。

の後の聞き取りおよび潜水調査から、県内全域で
認められ、特に五島列島、平戸、壱岐、対馬の広
い範囲で認められた。
この現象は、いずれの場所でもアラメ、カジメ
類の葉状部の欠損、ひどいものは茎部のみとなる
特徴を示し（図３）、一部ではアキヨレモク等の
ホンダワラ類やイシゲ、ウミウチワ等の小型海藻
でも確認された。

図３

葉状部が欠損し茎部だけとなったアラメ
（１９９８年１１月長崎県壱岐市）

また、発生場所は深所で多くみられる傾向があ
図２

長崎県の藻場（クロメ、アラメ場）

しかし、1980 年代後半に実施された調査で、

内にパッチ状にみられたりと、ゲリラ的様相を呈
していた。

大型海藻が衰退し回復しない「磯焼け」が、長崎

この現象の発生原因については、葉部の縁辺に

半島の大瀬戸、上五島、生月西岸、対馬東岸など

共通して弧状の痕跡があり、葉体には退色等の

の場所に集中してみられることが広く知られる

生理障害を示す変化は認められなかったことから、

ようになった。原因は、断片的に得られた情報か

植食性魚類の摂食による影響が疑われた。その後、

ら、台風などの波浪による藻場の破壊と、それに

室内での植食性魚類の飼育試験、胃内容物調査、

続くウニ類などの植食動物の摂食や、藻場構成種

フィールド調査が重ねられ、アイゴ、ノトイスズミ、

が激減したことによる海藻の生殖細胞の供給不足

ブダイがクロメなど大型褐藻類を積極的に摂食し、

が加わったものと考えられた。4）また、特定の場

葉部や葉の断面に残る痕跡には、これら魚類の顎

所に集中した理由は、台風の進路や地形的特徴な

骨の形状を示すなどの特徴があることが分かった。

ど、いくつかの局所的条件が重なったものと考え

これらの結果から、本現象の直接的な発生原因

られていた。
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能性が高いと考えられた。

は、植食性魚類の摂食の影響で 2002 年にはアラ

な お、 ア イ ゴ で は 18 ℃ 以 下 で、 ノ ト イ ス ズ

メ、カジメ類が衰退、消失し、代わってノコギリ

ミ、ブダイでは 15℃以下で海藻を摂食しなくな

モクが一旦増加したが、ノコギリモクも 2008 年

り、これを上回る水温では多様な海藻を摂食する

以降衰退し 2009 年には消失して、小型海藻のみ

こと、また海藻に対する選択性が認められ、トゲ

がみられる状況に変化した 9）。

モク、ノコギリモク等は相対的には摂食されにく

さらに、対馬では、2003 年 9 月に上県町南部
から厳原町に至る西岸一帯のアラメ、カジメ群落

いことなどが分かった。
長崎県では、1998 年には本現象のほかに、県

が、台風 14 号（最低気圧 912hPa、最大瞬間風

内全域で潮間帯のヒジキが藻体長数㎝程度に止ま

速 74.1m/s）が対馬西沖を通過したのに伴って壊

るなど、極端な生育不良の状態にある現象が発生

滅的な攪乱を受けて消失し、その後は植食性魚類

したほか、有明海の島原半島沿岸では、養殖ワカ

やウニ類の摂食が継続してみられて回復に至って

メが幼葉の先端部が切れて短くなり、ひどい場合

いない。

は茎のみとなって、生産に大きな影響を与える現

一方、壱岐市郷ノ浦町の本現象が確認された場

象が発生した。これら現象についても後に、アイ

所では、翌年の 1999 年にアラメ、カジメ群落が

ゴなどの植食性魚類の摂食による影響であること

消失し、「磯焼け」状態へと変化したが、2005 年

が明らかになった。

頃から回復傾向に転じ、2007 年には漁業者から

このように 1998 年には、植食性魚類が大型褐

もアラメ、カジメの回復情報が寄せられるように

藻類に影響を与える異常現象が立て続けに発生し

なった。しかし、2013 年 9 月には、長崎県から

た。なぜこのような現象が発生したのかについて

山口県にかけて、アラメ、カジメが茎の付け根か

は、1998 年は、気温が世界の観測史上最も高い

ら折れるなどして流出し、浜に大量に打ち上げら

年であり、海水温についても長崎県沿岸では五島

れる現象が発生した 10）。8 月の高水温の影響と考

列島南方の女島の年平均水温が過去 50 年間で最

えられるこの現象は、県内では、壱岐のほか対馬

高値を更新するなど高く、特に例年より秋から冬

や松浦でも観察され、その後の回復が心配されて

期にかけて高めに推移した。このため、植食性魚

いる 11）。

類の摂食活動を活発化・長期化させて、秋期に最

以上のように、1998 年を契機に発生した藻場

も現存量が少なくなる大型褐藻類に大きなダメー

の変化は現在も続いている。地球温暖化の影響な

ジを与えたものと推察されている 。

のか、秋から冬期の海水温が高めに推移する傾向

7）

（２）その後の藻場の変化

が常態化し、植食性魚類の摂食による影響が継続

1998 年に起こった現象は、当初は一過性のも

してみられ、加えて数年おきに過去の記録を更新

のとも思われたが、その後も秋から冬期の海水温

するような夏期の高水温が発生するなどの特異的

が高い状態が続き、県内の広い範囲で植食性魚類

な事象が海藻に直接影響を及ぼすことで、一部回

の摂食による影響は引き続き認められた。1998

復の兆しがみえた場所もあったが、総じて藻場の

年以降の藻場の変化について、継続して観察され

衰退に歯止めがかからない状況にある。

た場所の状況等を以下に示す。
最初に本現象が確認された野母崎町では、2001

４．過去との比較からみた藻場の変化

年と 2004 年にも再び藻場に大きなダメージを与
える植食性魚類の摂食が認められ、クロメに限ら

1998 年以降の藻場の変化を概観するため、県

ずホンダワラ類にも影響が及んだ。さらに 2003

内の藻場を構成する大型褐藻類の種組成や分布の

年、2004 年には夏期に 28℃以上の高水温が継続

変化について調査された結果を示す。

し、30℃に達する状況も発生して、クロメの大型
個体の多くが、藻体全体が黒変し枯死したように

（１）藻場の構成種と形成時期の変化
藻場の実態とその変化を明らかにするため、

なる生理障害が観察されるなど、大型褐藻類の衰

1978 年に県内の南北に広い範囲（九州本土に面

退はさらに進行した 8）。

した 15 地区）で実施された藻場の一斉調査を踏

また、県内有数のアラメ、カジメ類の豊かな
藻場に恵まれていた五島列島北部の小値賀町で

まえ、2007 年と 2008 年に同じ地区で、同時期
（６、９月）に同様な調査が実施された。その結果、
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長崎県沿岸域では、過去に比べて藻場を構成する

ける分布の北限と考えられていたが、近年は、県

大型褐藻類の種組成に次のような変化がみられた。

内広い範囲で確認され、対馬沿岸の一部でも認め

・過去には県内広い範囲でみられ、周年群落を

られている（図５）。

形成していた種、アラメ、クロメ、オオバ
モク、ホンダワラ、ヨレモク等が多くの場
所で衰退、消失していた（「衰退種」）。
・多年生のマメタワラやヤツマタモク、一年
生のワカメやアカモク、浅所のウミトラノ
オやイソモク等は引き続きみられた（
「維持
種」
）
。
・ホンダワラ類のキレバモクやツクシモク、コ
ンブ目のアントクメ等、南方系の海藻が新
たにみられ、分布域を広げていた（「新出種」）。
また、藻場の形成時期にも大きな変化が認めら
れた。上記の「衰退種」からなる周年形成されて
いた藻場が、多くの場所で認められなくなり、春
から初夏に限定的に形成される、
「維持種」や「新
出種」からなる藻場に変化していることが分かっ
た。また、春から初夏に形成される藻場は、過
去の同時期の藻場と比較して、種組成は異なるが、
海藻の現存量には差は認められなかった。しかし、
晩夏から初冬にかけては、この場所は外観上海藻
がほとんど認められなくなり、現存量は大きく減
少して、貧海藻帯あるいは「磯焼け」の景観を呈
していた

図４

長崎県におけるアラメ・カジメ場の消失場所

。

12）

（２）アラメ、カジメ類の藻場が消失した場所
図４は、これまでの調査結果から過去にアラメ、
カジメ類を主な構成種として周年形成されていた
藻場が、現在は消失してしまった場所を示したも
のである。赤丸が消失した場所、青丸は現在も維
持されている場所、白抜きの青丸は小規模な群落
が確認された場所を示す。
このように過去には、アラメ、カジメ類の藻場
が県内全域でみられていたが、現在は、橘湾の一
部と、平戸以北の県北、壱岐、対馬の限られた場
所になっている。
（３）南方系ホンダワラ類の分布域の拡大
従来から長崎県に生育していた海藻種が衰退、
消失する一方で、新たに 1992 年頃からキレバモ
ク、ツクシモクといった南方系ホンダワラ類等が
分布域を拡大し、藻場の構成種となっていること
が分かってきた。
長崎県沿岸域における南方系ホンダワラ類の分
布は、1960 年頃に五島市（旧福江市）や野母崎
町沿岸で生育が確認され、当時の九州西岸域にお

24
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これらが分布域を拡大している要因には、植食

水温の上昇による直接的あるいは間接的な影響と

性魚類の摂食を回避して１月頃から幼芽が出て、

考えられている 7，9）。なお、海面水温の長期変動

その後、近年の冬期の最低水温の上昇を背景に急

について、五島列島南方の女島（図６）における

激に伸長し、初夏には藻体長１m 前後となる生態

気象庁が発行した MGDSST ＊ を利用して解析さ

的特徴から、今の環境に適合して分布域を拡大し

れた結果を参考までに示す（図７）。年間平均海

ていると考えられている 。

面水温からみた変動は、1950 年代からみられた

7）

寒暖の周期性が 1980 年代に入ると短くなり、さ
以上のような長崎県沿岸域でみられた、主に多

らに 1980 年代後半から不明瞭となって、1990 年

年生の大型褐藻類の衰退・消失、それに伴う藻場

代後半からは水温が急激に上昇していることが示

の構成種の変化、春から初夏に限定的に形成され

されている 13）。

る藻場への変化など、これら一連の変化は、沿岸

＊；Merged Sattelllliitte and IIn--siittu Datta Glloball
Daiilly SST

５．藻場の変化がアワビ資源に与える影響に
ついて
長崎県沿岸域でみられた藻場の変化、特に大型
褐藻類の衰退・消失は、アワビの生産に大きな影
響を与えていると考えられるが、その相互関係に
関する情報は必ずしも多くはない。本シリーズ第
3 回では、清本氏が高水温や藻場の変化がもたら
す影響について、これまでの知見や長崎県小値賀
町での観察結果を整理して示している 14）。ここ
でも、清本氏が長崎県内で長年に亘って調べられ
た内容を援用するため重複する部分もあるが、大
型褐藻類の衰退・消失に伴い長崎県の小値賀町や
平戸市などで認められたアワビの変化に関する事
図６

女島の位置図

図７

象等について示す。

女島付近の年間平均海面水温の経年変化

豊かな海

No.40

2016.11

25

小値賀町では、2000 年前後からアラメ、カジ
メ類の消失時期と同じくしてクロアワビとマダカ
アワビの漁獲量が減少し、1997 年に 29 ｔあった

変動が大きく、年を越して産卵している年もある
ことが示されている 18-20）。
以上、長崎県の一連の藻場の変化はアワビ類の

漁獲量は、
2002 年には 10.9 ｔに減少した。その後、

再生産や成長に大きな影響を及ぼし、アワビ資源

アラメ、カジメ類に代わってノコギリモクが優先

の減少に大きく関与していると推察される。

した時期にはメガイアワビが低位で安定して漁獲
されたが、ノコギリモクが消失するとメガイアワ

６．今後の課題

ビも激減した。小型海藻のみの状態に変化した現
在は、主にクロアワビがわずかに漁獲されている。
また 2008 年から 2010 年にかけて 11 月中旬にア

く減少した。これには、密漁を含む過剰漁獲等

ワビの成熟調査が実施され、クロアワビでは年々

が大きく影響してきたものと考えられるが、近年

成熟状態が悪化し、メガイアワビではノコギリモ

はこれらに加えて、海水温の上昇と、それに伴う

クが消失した 2010 年にはすべての個体が未成熟

藻場環境の変化が影響しているものと考えられる。

状態であったと報告されている

。

特に藻場環境の変化は、アワビの好適餌料とされ

9，15）

平戸では、藻場が変化した 2001 ～ 2003 年に

るアラメ、カジメ類等の大型褐藻類の衰退・消失

おいて調べられたクロアワビとメガイアワビの

を招き、これまでアワビ漁業を支えてきた生産基

孕卵数が、1980 年代に千葉県で調べられた結果

盤を大きく揺るがす状況となっている。このよう

と比較して約半分と少なくなっていた

。また、

16）

な状況と今後の気候変動の予測から判断すると、

2010 年にアラメなど多年生の大型褐藻類が維持

全盛期の生産を回復させることは難しいにしても、

されている場所と衰退した場所の 2 ヵ所で、同

今後は現状の藻場環境が持つ場の生産力を見極め

じ飼育群のクロアワビ人工種苗を同時期に放流し、

て、それらを最大限に活用して漁業生産に繋げて

4 年 後 の 2014 年 に 2 ヵ 所 の 回 収 率 と 成 長 が 比

いくことが重要な課題と考えられる。

較された。その結果、前者では回収率が 14.2％、

これまでの研究から海藻群落の質的違いによっ

再捕されたクロアワビの平均殻長が 13.4㎝であっ

て、アワビの種により成長・成熟に差があり、成

たのに対し、後者では、8.1％、11.9㎝と前者に

育場としての良否が異なることが明らかになって

比べていずれも劣っていた

。

きている。例えばノコギリモク群落にはメガイア

17）

さらに、2006 年に小値賀町、平戸市、壱岐市

ワビの生産を支える可能性があり、ワカメやアカ

郷ノ浦町で①アラメ群落、②クロメ・ホンダワラ

モク群落のように季節限定の藻場や、南方系と小

群落、③ホンダワラ群落、④ノコギリモク群落、

型海藻にも餌料価値の高い海藻種があり、クロア

⑤ワカメ・アカモク群落の５つの優占種が異なる

ワビの生産を支える可能性があることが指摘され

海藻群落から採集したクロアワビとメガイアワビ

ている 9，21，22）。これまでは、場の持つ生産力に

で成熟状況と成長等が比較された結果、成熟、成

関して十分な検討がなされてきたとは言えないが、

長は、①アラメ群落、②クロメ・ホンダワラ群落

今後は、定性的な検討に止まらず、定量的な検討

でクロアワビ、メガイアワビともによく、この２

に重点を置いた研究が急がれる。

つの群落に比べ、④ノコギリモク群落では、クロ

長崎県の場合、藻場環境の変化に伴いアワビ類

アワビは劣ったが、メガイアワビは同等で、また、

の再生産力が低下し、資源水準が低位である状

⑤ワカメ・アカモク群落は、クロアワビでは同等

況においては、自然の自立的再生産に期待するこ

であったが、メガイアワビは劣り、③ホンダワラ

とは難しい。しかし、長崎県には県内７ヵ所に県、

群落は、クロアワビで成長は同等、成熟は劣った

市などが運営するアワビ種苗生産機関があり、各

が、メガイアワビではいずれも劣っていた 。

地域に応じた人工種苗を供給する体制が整ってい

9）
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長崎県のアワビ漁獲量は、全盛期に比べて大き

また、この点は、海水温にも依存すると考える

る。これまでも暖海系アワビ類の種苗放流数では

が、2007 ～ 2009 年に五島市、平戸市、対馬市の

全国一を誇ってきた。今後は、今まで以上に人工

３ヵ所で調べられたクロアワビとメガイアワビの

種苗を有効に活用し、様々な様相を呈する藻場で

産卵盛期が、過去と比較して１か月以上遅くなっ

人工種苗を使った実証的研究を重ね、変化した藻

ている年があり、特にクロアワビでは、年による

場環境がもつ場の生産力を見極める必要がある。
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これは、アワビ類に止まらずウニやサザエなど産

（2013）平成 25 年度夏～秋に発生したアラメ・

業上重要種を含めて定量的に検討し、その場所に

カジメ類の大量流失について，平成 25 年度

適した増殖対象種を選択して漁業生産に繋げるこ

西海ブロック水産業関係研究開発推進会議意

とが重要である。

見交換・情報交換用資料，2-5．

長崎県では、本年度から「長崎県藻場回復ビジョ

11）桐山隆哉・塚原淳一郎・岩永俊介・大橋智志・

ン」を制定し、地元の地道な藻場回復活動の支援

渡邉庄一・伊藤智洋（2013）アラメ・カジ

とともに水産基盤整備事業等（公共事業等による

メ類の流出現象調査，長崎水試事報，72．

漁場整備等）を活用し、2,000ha の現在の環境に

12）塚原淳一郎（2009）長崎県本土沿岸におけ

適した藻場の回復を目指す取組が始められている。

る大型褐藻類の出現種類・量の変化～ 30 年

この取組が成果を上げるため、特に地道な地元の

前との比較～，水産開発，102，14-18．

活動に報いるためには、研究と行政機関が連携し

13）高木信夫（2012）女島付近の年間平均海面

て藻場の様相に応じた場の生産力を見極める実証

水温からみた海の変化～昔の海と今の海とは

的研究に取り組むことが緊要な課題と考える。

違う？～，長崎県漁連だより，211，11-12．
14）清本節夫（2016）高水温条件下の藻場と暖
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【シリーズ】
第５回

リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」

北海道東部海域におけるアサリ漁業と
その管理について
北海道立総合研究機構

１．はじめに

釧路水産試験場

研究主任

近田 靖子

資源の維持への取組が行われております。そこで
私からは、北海道で行われている事例について述

全国のアサリ漁獲量は 1980 年代半ばに減少し

べたいと思います。

始め、各地で回復を目指した技術開発が行われて
います。一方、北海道はといいますと、1980 年

２．北海道のアサリ漁業

代後半から 2000 年代中盤までは増加傾向にあり
ましたが、その後、冬季の結氷被害や東日本大震

北海道のアサリは、その約 97％以上が釧路・

災による津波の影響で減少に転じ、ここ数年は回

根室管内（以下道東海域、図 2、図 3）で漁獲さ

復傾向にあるものの、1000 トン程度で推移して

れています。この地域では、各漁協の沿岸域に比

います（図１）
。ここ数年は漁獲量で全国 4 ～ 5
位・シェア約 4％前後でしたが、2015 年（概数値）
にはついに 3 位に浮上し、シェアは 7％となりま
した。

図１ 全国と北海道のアサリ漁獲量の推移

本シリーズ「アサリ通信」のテーマは「資源回
復に向けた栽培漁業と資源管理の推進、そして漁
場環境の問題へアプローチ」とされており、第 1
回の鳥羽さん 1） が書かれているように「アサリ
の資源回復に関するレビューが連載される予定」
とありますが、北海道は資源が大きく減少してい
ないから該当しないのでは？とお考えの方もい
らっしゃるかもしれません。しかし北海道でも、
アサリ資源の減少とその後の回復対策、回復した
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魚種別生産金額をみますと、散布漁協では、コン
ブ、サケ ･ マス、ウニ、サンマ、毛ガニが収入の
多くを占めており、これらの漁期は大部分が春～
秋です。
散布漁協のアサリ漁業は、毎年 9 月頃に行う資
源量調査に基づいて漁獲許容量を算出し、12 月
～ 3 月の漁期を迎えます。直近 5 年間の平均漁獲
量は約 100 トンとなっています（図 5）。漁期前
半は、昼間に干出しないため、冬の風物詩となっ
図３ 北海道各漁協のアサリ漁獲量の推移

ているハサミという漁具による機械掘りが行わ
れ、漁期後半になると、昼間の干潮時に熊手を用
いた手堀りで漁獲しています（写真 1）。アサリは、

較的大きな湖沼があり、それらの砂浜域がアサリ

生産額としては全体の 3％程度ですが、冬季は他

漁場となっています。

の漁獲対象種が少ないため、この時期の重要な収

道東海域でのアサリ漁業は、北海道海面・内水

入源となっています。また他地域のアサリ漁獲量

面漁業調整規則で定められている禁漁期（7 月 16

が少ない時期でもあるため、高めの単価で取引さ

日～ 8 月 31 日）以外、漁協単位で管理されており、

れ、漁獲される大粒のアサリは特産品となってい

他魚種との兼ね合いの中、採取するサイズや漁期

ます。

が決められ、資源量調査に基づく漁獲量管理が行
われています 2）。アサリ漁業専業者がいるのは厚
岸のみで、禁漁期間以外周年操業しています。根
室海峡側に面している野付・別海・根室湾中部漁
協は結氷期（1 ～ 3 月）を除いて周年、ホタテガ
イやホッキガイ（ウバガイ）
、魚類の操業の合間
にアサリ漁を行っています。太平洋側の歯舞・浜
中・散布（ちりっぷ）漁協では、初夏～秋はコン
ブなど他の操業があるため、冬～春に操業を行っ
ています。このように、多くの地域では、主とな
る漁業の収入の補完としてアサリ漁業が行われて
います。

３．大量死亡と回復、その後の保全

図４ 散布漁協の魚種別生産金額

散布のアサリ漁業
散布漁協のアサリ漁場には火散布沼および藻散
布沼の二つの湖沼があり、そのうち火散布沼が主
漁場となっています。火散布沼は、面積 3.58㎢・
平均水深 70cm の海跡湖であり、太平洋と最低幅
80m・長さ 1.5km の水路でつながる汽水湖です 3）。
また、淡水供給量よりも潮汐による外海水の流入
量が多く、火散布沼の基礎生産は外海水や底生生
物による再生産によって供給される栄養塩に支え
られています 4）。アサリ漁場は湖口周辺の干潟約
30ha で行われており、沼内では他にウニやカキ
の養殖、チカ漁業などが行われています。図 4 の

図５ 散布漁協のアサリ漁獲量の推移
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なったことにより発生したものであり、
漁場環境の大きな変化等によりアサリ
が生存できなくなったということでは
ないと考えられます。火散布沼では古
くからアサリ漁業が行われていました
が、「アサリは自然に湧いてくるもの
だ」という感覚があり、漁業者自らが
漁場を維持・管理する意識は薄く、そ
の体制も整っていませんでした。しか
し、今回の大量死亡により、死亡への
対策や漁場管理を行っていく上で、火
散布沼での知見が不足していたことか

写真１ 散布漁協のアサリ漁業

ら、漁協・役場・水試・水産普及指導

左 ：ハサミ機械掘り
右上：熊手による手堀り
右下：漁獲物のアサリ

所など関係機関で協力し、再生計画の
中でアサリの分布や資源状況のモニタ
リングを行うこととしました。その結

大量死亡から回復へ

果、火散布沼のアサリ漁場の問題点がいくつか明

2002 年 3 月の漁期終盤に、火散布沼の漁場で

らかとなりました。

アサリの大量死亡が発生しました。そこで、散布

１）地盤高の低下：地盤高が低い干潟では、干

漁協、浜中町役場、釧路地区水産技術普及指導

潮時も冠水している状態のため、アマモ等海

所、北海道庁、道水試、民間調査会社と、関係機

草の繁茂・泥の堆積がみられ、アサリは成長

関総出で原因探索を行いました。原因として、疾

不良や死亡が起こっていた。

病や環境の変化等が考えられました。その後、各

２）害敵生物の増加：マヒトデやチシマタマガ

種試験をした結果、病気等はなく、死亡発生前の

イといった害敵生物が増加傾向であった。

秋～初冬が例年にない餌不足となり産卵後の肥満

３）死殻の堆積：潮流の影響で干潟の一部に死

度の回復が悪かったこと、これに悪天候：強風に

殻が集まることにより、泥の堆積や死殻を基

より高頻度で発生した海底かく乱による濁水が長

質とした海草・海藻が繁茂し、操業に支障が

期間に渡ったことが重なり、大量死亡に繋がった

発生していた。

と考えられました。資源量調査の結果から、火散

４）耕耘効率：硬度の高くなった干潟の耕耘を

布沼のアサリ推定資源量は、2001 年は 850 トン

行っているが、人力では限界があることがわ

であったのに対し、大量死亡後には 60 トンに減

かった。

少し、85％が死亡したと考えられました。そこで
2003 年に、アサリ漁の禁漁、死殻の除去、漁場耕

2009 年度に散布漁協所属のアサリ部会員（95

亡が発生していなかった藻散布沼等からの母貝移

名）が構成員となって「火散布沼干潟を保全する

が

会」が立ち上げられ、環境・生態系保全活動支援

殖といった、火散布沼アサリ漁場再生計画

5）

立てられました。

事業を活用して関係機関と協力しながら、上記の

死貝を除去しながら耕耘し、そこへ母貝を移殖

30

回復から保全へ

耘、土砂堆積により埋没していた潮切りの掘削、死

問題点を改善していくことを目的に活動していく

した結果、2003 年の肥満度は、成熟・産卵によ

こととなりました。

る低下と産卵後の回復といった例年通りの変化

１）地盤高の低下対策として「客土」

が見られ、その後の稚貝調査でも良好な発生が

同時期に火散布漁港の浚渫工事が行われてい

確認されました。アサリ漁も 2004 年 12 月から

たので、この工事で発生した海砂を有効利用

徐々に再開し、近年は安定した漁獲が行われてい

し、低下している干潟 2ha へ客土を行い、事前

ます。数年という比較的短期間で回復が見られて

調査をもとに、干潮時に完全に干出する高さに

きたことから、大量死亡は、複数の負の要因が重

調整しました（写真 2）。その後の追跡調査では、
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アマモ等の海草の着生はみられず、アサリの稚
貝が大量に着底していることが明らかとなりま
した。
２）害敵生物の「駆除」
ヒトデについては、ヒトデの活動力の下がる
低水温期に、移動しやすい船上から、ヤスデ（ヤ
ス・手銛）で突いて行いました（写真 3）。小
型のヒトデについては、スターモップを用いて
駆除を行いました。タマガイは、潜砂中は写真
4 のように干潮時に発見しやすいため、干潮時
間が昼間に長くなる春季に、同時期に産出され

写真３ ヒトデ駆除

る卵塊（すなぢゃわん）とともに、駆除活動を
行いました。その他、オオウヨウラクやエゾチ
ヂミボラといった通称三角ツブ（写真 5）もア
サリを捕食するため、駆除とともにアサリ部会
全体での情報共有が図られました。害敵駆除は、
継続することが重要であるため、毎年の作業と
して行われています。
３）堆積した死殻の「除去」
死殻の除去作業は、春の大潮時にアサリ部会
員全員で行い（写真 6）
、2010 年で延べ 33 ト
ン、その後は毎年 8 トン程度除去を行っていま

写真４ タマガイ

す。8 トンの死殻はおよそ 159 万個と推定され

左 ：潜砂中
右上：中にいたタマガイ
右下：アサリを捕食中

ます。1 個 10g（殻長 40㎜程度）だったとする
と、死亡が起こらなければ、約 16 トンの漁獲
増を見込めることから、低位ではありますが発
生の続く死亡対策について、検討課題として取
り組まれています。
４）耕耘の効率化
大量死亡発生当時は、死殻除去時に人力での
耕耘作業も行っていましたが、効率が悪く、限
界があるため、農業用の小型耕耘機を用いて作
業の効率化が図られました（写真 7）
。小型耕
耘機は船外機船への積み込みが可能で、1 分あ

写真５ アサリと三角ツブ

たり 6 ～ 8㎡を耕耘することができました。ま
た、貫入式土壌硬度計により耕耘前後の硬度を
測定したところ、耕耘後の硬度は低くなり、効
果が認められました。今後のモニタリングによ
り、耕耘効果の持続期間、アサリの成長や稚貝
発生量への影響等を調査し、より効果的な漁場
管理手法が検討されています。
写真２ 客土
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り勉強会」を 2012 年度に立ち上げ、各取組や新
しい技術の情報交換の場として活用されています。
道東海域のアサリ漁場は、先の大量死亡のよう
な突発的な資源減少が生じることはありますが、
人の手を入れることによって回復が見込まれ、漁
場管理や新たな技術によって更なる増産の可能性
も考えられると言った状況です。しかし近年は、
「数十年に一度の」というような異常気象が毎年
のように発生しており、突発的な事象の発生頻度
写真６ 死殻の除去作業

が増加しています。そのためにも北海道では、ア
サリの資源状況とそれをとりまく漁場環境のモニ
タリングを続けることにより、アサリ資源や漁場
の動向を把握し、その動きに合わせて対策を重ね
ていくことが重要であると思います。
参考文献
１）鳥羽光晴（2015）アサリの資源回復を巡る
これまでとこれから―浅い資源の減少に対す
る危機感や、回復への情熱を失わずに―，豊
かな海，36，57-63.

写真７ 小型耕耘機

２）佐々木正義（2012）北海道東部海域におけ
るアサリ漁業と漁業管理の実態，北水だより，
84，1-5.

以上のような活動がアサリ部会員の意識改革へ

３）新西正昭 ･ 齋藤俊信 ･ 渡邉哲也（2006）北

繋がり、環境保全に対する共通認識を持ち、積極

海道霧多布地区湖沼湿原調査，国土地理院時

的な活動を行う体制へと発展する契機となりまし

報，109，99-108.

た。アサリ生産量は増加傾向にあり、引き続き資

４）菅夏海 ･ 柴沼成一郎 ･ 山田俊郎 ･ 檜垣直幸 ･

源量や分布密度のモニタリングや死亡対策、害敵

門谷茂（2011）亜寒帯汽水湖の火散布沼（北

駆除、耕耘等、効果的な管理手法を検討しながら、

海道）における栄養塩の時空間分布とその起

一丸となってアサリ資源維持に取り組まれていま

源，海の研究，20（1），19-36.
５）散布漁業協同組合（2003），散布沼アサリ大

す。

量斃死と今後の漁場再生について .

４．終わりに
今回は、散布漁協の取組について述べましたが、
他の漁協もそれぞれに問題を抱え、解決へ向けた
対策に取り組んでいます。北海道の漁場は、本州
と比較すると、連続した広い海域を共同で利用す
るのではなく、一つ一つの漁場が狭く漁協単位で
あるため、各漁協独自のアサリ漁業が行われてい
ます。そのため、各漁協のアサリ漁業者の意識統
一がしやすく、活動の範囲とアサリ資源の規模が
比較的近いと言えます。漁協それぞれで行われて
いる対策は、他の漁協でも活用できることでもあ
りますので、水試が事務局となって「北海道あさ
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【シリーズ】

「県の魚」ヒラメをはじめ、様々な対象種の栽培漁業に取り組んでいる青森県。第 19 回
は、栽培漁業に取り組む漁業者、栽培漁業技術者、研究者並びに県 ･ 市町の行政担当者らに、
階上町の公益社団法人青森県栽培漁業振興協会に参集していただき、これまでの取組の成
果や今後の課題等についてインタビューを行いました。
インタビュアーは弘前大学北日本新エネルギー研究所の桐原慎二教授にお願いしました。
インタビュアー：弘前大学北日本新エネルギー研究所
出席者等：
階上漁協協同組合
漁業者 坂下 利助さん
八戸鮫浦漁業協同組合
漁業者 関野 稔さん
八戸みなと漁業協同組合
業務部次長 野田 好文さん
市川漁業協同組合
代表理事組合長 木村 義博さん
百石町漁業協同組合
副組合長 工藤 徳康さん
理事 北向 清吉さん
会計係長 松本 徹さん
青森県総合販売戦略課
主査 松浦 孝幸さん

第19回

教授

桐原慎二

青森県三八地域県民局八戸水産事務所
普及課長 榊 昌文さん
（地独）青森県産業技術センター水産総合研究所
資源増殖部長 吉田 雅範さん
八戸水産高等学校
教諭 河村 明見さん
八戸市水産事務所
所長 磯嶋 美徳さん
階上町産業振興課
参事兼課長 南 正人さん
（公社）青森県栽培漁業振興協会
業務執行理事 松宮 隆志さん
栽培部長 松橋 聡さん
技師 福田 慎作さん

青森県の栽培漁業の現状と課題
弘前大学北日本新エネルギー研究所
教授

１．はじめに

桐原

慎二

公社を創立しエゾアワビの種苗生産を行うととも
に、平成 2 年からは県・市町村・水産業界の基金
により青森県栽培漁業振興協会（以下「県栽培協

青森県は、太平洋、津軽海峡、陸奥湾、日本海

会」。）を設立し、ヒラメについて漁獲金額の 3 %

の４海域に囲まれ、各沿岸では多様な漁業が営ま

の拠出により種苗生産に取り組むなど、官民一体

れており水産業が基幹的産業の一つとなっている。

となって栽培漁業を推進してきた。県栽培協会で

県では、水産振興を目的に昭和 56 年に栽培漁業

は、これら魚種に加え、キツネメバル、マナマコ、
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マコンブなど自主開発した種苗を配布しているほ
か、これまでアイナメ、アユ、コンブ目褐藻スジ
メの種苗生産に取り組むなど、県の栽培漁業の中
核機関として特色ある活動を展開してきた。
しかし、青森県では漁獲の総量、金額とも長期
的に減少しており、栽培漁業においても施設の老
朽化や公的支援の縮小、漁協・町村営施設の廃止
などの課題が表出している。これらは、全国の漁
村が抱える共通の課題とも言える。そこで、他地
域の栽培漁業の展開にも参考になればと考え、先
駆的に栽培漁業に取り組んでいる青森県の現状や
課題をインタビューにより整理した。

図１

青森県のヒラメ漁獲量と漁獲金額
（資料：青森県水産振興課）

なお、県栽培協会松宮理事のご尽力により、イ

在籍中に数万尾の標識放流用種苗を生産した実

ンタビューには漁業者、漁協職員や青森県の行政・

績があったので、それを踏まえ平成 2 年から 200

試験研究機関、水産高校、県南（青森県太平洋南

万尾生産を計画した。当初県から技術者が派遣さ

部沿岸）地域の市町担当者に参集いただいた。

れたこともあって、初年度から目標を達成できた。
その後も目標を上回る種苗を生産し、400 万尾生
産技術をつくりあげた。細菌性疾病が発生し、一
晩で十万尾単位の減耗もあったが、検査体制が整
い薬剤で対処できるようになった頃に、ウイルス
性疾病が発生し種苗生産に支障をきたした。ヒラ
メの親魚が卵を産むまでに３年かかるが、種苗が
ウイルス病に感染することがあったので、今年、
餌料生物や親魚を全て取り替えたところ、おおむ
ね生産は順調だが、施設の老朽化に伴い色々問題
が出てくることを実感している。

松宮理事

坂下指導漁業士（階上漁協）
：栽培漁業が始ま
る前にヒラメは網にも釣りにもかからず、幻の魚
みたいな状況だったが、種苗生産が始まってから

２．ヒラメの栽培漁業について

釣れるようになり、今では資源としては多いので
はないか思う。
関野青年漁業士（八戸鮫浦漁協）
：年が若く栽

（1）種苗生産と放流効果
青森県では、昭和 62 年 7 月にヒラメを「県の魚」

培漁業が始まってから漁業に就いたので以前の様

に指定するとともに、平成 2 年から全国に先駆
けて人工種苗の大量生産放流に取り組んだところ、
昭和 50 年頃から減少し続けていたヒラメ漁獲量
が、平成元年の 200 トンを底に増加し続け、平
成 12 年には 1,807 トンを記録し（図１）、平成 5
年から 26 年までの 22 年中 15 回もヒラメ漁獲量
が全国第 1 位となった。そこで、技術者から青森
県のヒラメ栽培漁業の立ち上げからの経緯を、漁
業者から放流効果の実感の有無を聞いた。
福田技師（県栽培協会）
：ヒラメ栽培漁業の初
年から種苗生産に関わってきた。それ以前の青森
県水産増殖センター（現青森産技水産総合研究所）
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福田技師

子は分からないが、年によって漁獲が多い少ない、

（2）資源管理

良い型のヒラメがまとまる年とそうでない年があ

栽培漁業と資源管理は資源増大の両輪に例えら

るものの、全く獲れない年がないというのは種苗

れるものの、漁獲制限を伴う資源管理に漁業者の

放流のおかげと思う。

賛同が得られず、栽培漁業のみが不安定な一輪走

木村市川漁協長：漁師になったときにはすでに

行を余儀なくされることがある。そこで、青森県

栽培漁業があったが、当初より今は格段にヒラメ

行政担当者から資源管理の概要を、漁業者からは

が増えてきている。カレイ、ヒラメ漁を主体にし

資源管理への取り組み状況を聞いた。

ている漁業者は助かるので、これまでどおりヒラ
メ種苗を生産してもらいたい。

榊普及課長（県八戸水産事務所）
：青森県では
35㎝未満のヒラメを獲らないこととし、釣りでは
再放流するように指導している。刺網では再放流
が難しいので、漁具改良による資源管理への取組
が欠かせないと思う。
坂下指導漁業士：遊漁船業を営んでいるが、資
源管理は完璧にできている。サイズは見た目でも
分かるが船にスケールを積んでいる。釣り客には
指導もしているが、むしろ、釣り客の方が資源管
理を常識と心得ている。しかし、岩手県では 30
㎝未満採捕禁止となっているため、たまには持ち

木村市川漁協長

帰る岩手県からの釣り客もいる。県ごとに規制が
異なることに疑問があり、統一して欲しいと思う。

北向指導漁業士（百石町漁協）
：小型刺網の漁
業者はヒラメに助けられているのが実情。当初、
パンダ（色素異常）が多かったが、最近はたまに
しか見ないし、型のいいヒラメ資源が増えている。
福田技師（県栽培協会）
：ヒラメでは稚魚期に
目が片側に移動するときに目のない面の色素が要
らなくなるが、人工種苗では天然のヒラメに比べ
稚魚の成長が劣るため、色素が残る。餌の量を通
常の２〜３倍与えたところ天然に近い成長となり、
色素異常を低減できるようになったが、生産コス

坂下指導漁業士

トがかかるため、年によって餌の量を調整しなが
ら生産している。

松宮理事：青森県が全国に先駆けてヒラメの自
主規制サイズを 35㎝と設定した。その後、各県
も資源管理に取り組んだが、35㎝に設定できない
県では当面 30㎝としたためバラツキが生じてい
る。
関野青年漁業士：刺網は短時間で漁獲できる利
点もあるが人手がないため釣りに切り替えたり、
大型クラゲ発生時に釣りや曳き釣りではヒラメが
出荷できたため、再放流できる釣りへの転換が進
んでいる。刺網で小さいヒラメを獲っても価格が
安い。目合い４寸２分の刺網なら小さい魚は抜け、
それなりに単価もよい魚が獲れる。今日も父親と
目合いを４寸 5 分か５寸目にしようと話していた

インタビューの様子

ところ。
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木村漁協長：刺網の目合いは、最初、小さいも

と漁協では、大畑町、佐井村、脇野沢村の 3 漁協

のを使っていたが、手間ばかり掛かり、身にしみ

と「青天ヒラメ協議会」を発足させて４年経過し

てだんだん大きくしてきた。網の太さも 2 号から

た（青天ヒラメは、青森県産業技術センター食品

2.5 号、3 号と太いものを使うようになった。定

総合研究所が開発した究極の活き締めを施した青

置網の漁業者には小さいヒラメは出来るだけ再放

森県産天然ヒラメ）。当初、漁協が定置網からヒ

流するようにお願いしているが、どうしても小さ

ラメをどう買い上げるかが問題だったが、産直業

いのも混じってしまう。

者からの申し出もあり、２年前から漁業者が直接

北向指導漁業士：県栽培協会で放流したヒラメ

取り組むようになった。飲食店に視察や活き締め

を獲らせてもらっているが、刺網で小さいヒラメ

の体験をしてもらったこともあり、通常の浜値の

を獲らない方向に持って行かないといけない。県

倍から２倍半、ほぼ倍値で販売できるようになっ

の刺網漁業許可ではヒラメが６寸目であるが、カ

た。特に使い勝手がよい 1.5kg サイズの需要が強

レイが 3 寸 5 分目になっていることから、カレイ

い。テレビ取材の申し込みもあり、今後の広がり

網でヒラメが混獲される問題がある。しかし、漁

に期待している。

師たちの意識がだんだんに目合いを大きくしよう
と変わってきている。カレイでも 3 寸五分目では
小さく、最低４寸目以上にすると自ずと資源が残
るようになる。県も許可の見直しが必要だと思う。
関野青年漁業士：ヒラメ網とカレイ網の区別が
つかないので、許可を統一するのはよい思う。小
さいカレイの需要があるから獲るのだろうが、考
える時期に来ている。これまでの網が使えなくな
るのは問題だが。
磯嶋所長：ヒラメの放流効果を漁業者の皆さん
から直接聞き安心した。八戸では「湯のみ」と
言われる手のひらサイズのヒラメを獲っていると
批判を受けたが、漁業者が資源管理に高い意識を
もって取り組んでいることもわかった。

図２ 青天ひらめのパンフレット
（青森天然ひらめ供給協議会）

関野青年漁業士：東北新幹線新青森開通を機に
青森県の魚を PR しようとなった。青森県では海
域によって漁獲時期がずれるため魚が周年確保で
きるので、それを全国に発信しようとした。それ
が大型クラゲ発生時期と重なり、刺網で漁獲でき
なくなったため曳き釣りへの転換による資源管理
と合わせて活き締めにも取り組んだ。この活動を
平成 22 年の漁村青壮年女性団体活動実績発表大
会で発表した。
松浦主査（県総合販売戦略課）
：県では青天ヒ
ラメなど 27 魚種の西日本向けの輸送を試みたと

桐原先生

（3）魚価対策

ばれ、福岡や鹿児島で取引に繋がった。しかし、

ヒラメの漁獲金額は、平成 10 年の 18 億 6 千

活魚文化が根付いた地域ではコリコリとした歯応

2 百万円から減少し、最近は 8 億円程度にとど

えを好み、うま味はあるが身が柔らかいものはあ

まっている（図１）。この主因は魚価安とされるが、

まり好まれなかった。加えて養殖ものとの競合も

行政、漁協や漁業者が価格向上にどのように取り

あり、西日本に大きく売り出すには課題が残った。

組んでいるかを聞いた。

なお、県ではヤマト運輸と提携し航空便で遠方に

野田業務部次長（八戸みなと漁協）
：八戸みな
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ころ、青森産は天然で身が厚くホテルなどでは喜
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早く届ける「A! Premium」事業を進めており、沖

縄から海外への輸送試験にも取り組み始めた。海

年にエゾアワビに代わる魚種として生産に取り

外では検疫の問題もあるが、全日空とカーゴに入

組み、現在、陸奥湾地域を中心に注文が 20 万個、

れられるボックスの改良にも取り組んでいる。

潜在的にはその倍以上あるが、10 万個程度しか

榊課長：一昨年、京都の料亭と京都大学が下北
の食材探しに訪れた際に、青天ヒラメを食べても

生産・販売できていない。年々生産技術が向上し
ているので、生産体制を整えたい。

らったが、味を受け付けてもらえず食文化の違い
を感じた。
野田次長：八戸水産高校で試食会をやったとこ
ろ、身の柔らかい青天ヒラメは和食に、冬眠ヒラ
メ（八戸水産高校の生徒らが考案した無水輸送法）
は身が硬く洋食にあうことがわかった。青天ヒラ
メは、締めから 48 〜 72 時間後にうま味が出る
ため身が柔らくなるが、関東の和食にはよく合う。
磯嶋所長（八戸市水産事務所）
：八戸市ではサ
バがブランド化（八戸前沖サバ）でき、次いで水
揚げ日本一のイカでもブランド化を試行錯誤して

松橋栽培部長

いる。一方、これら大量に漁獲される魚種の影に

坂下指導漁業士：マゾイは美味しくて、鯛に匹

あるヒラメなどは 6 次産業化で漁業者の所得に結

敵する価値があるものの水揚量がまとまらず、高

びつけることが重要と思う。

級感に欠けるのが残念。三沢市ではホッキ祭りな

３．ヒラメ以外の魚種の栽培漁業に
ついて
県栽培協会では、表に示すようにヒラメ以外に
アワビ、ナマコなど多様な魚種の種苗生産に取

ど取り組んでいるが、県南地域では地元の人に売
るという考えがないのかなと思う。県南の内陸部
の人に魚を売る方法を考えたい。そうすれば、内
陸との交流ができ、内陸の人も浜に農産物などを
売りに来るようになる。

り組んでいるほか、八戸みなと漁協がエゾアワビ、

松宮理事：キツネメバルは寄生虫もなく、稚魚

キタムラサキウニの人工種苗を配布しているので、

の需要もあるが、ヒラメと種苗生産時期が重なる

種苗生産の苦労と漁業者の放流効果に対する考え

ため、今年のようにヒラメ生産が順調な年には水

を聞いた。

槽に余裕がなくなり生産が難しくなるものの、有

（1）アワビ、ナマコ、キツネメバル、ウニ

望な栽培魚種であると認識している。

松橋栽培部長（県栽培協会）：エゾアワビは 30

坂下指導漁業士：アワビとウニは継続的に放流

年以上にわたり生産してきた。キツネメバル（マ

しているが、生産が上がらない部会（地区）もあ

ゾイ）はクロソイに近い魚種であるが、成長が遅

る。海水温や磯焼けなど磯の環境が違うためと思

いため栽培対象種ではなかった。しかし、試験的

うが、生産が上がっている部会もあり、何より地

に作ってみたらヒラメの技術を応用して生産でき

域の基幹魚種なので放流を継続する。

たが、購入者が少ないのが悩み。マコンブは県内

関野青年漁業士：今年は海藻が少なく、餌が足

外に種苗を販売している。マナマコは、平成 16

りないためウニの身入や色が良くなかったが、値

表１

青森県栽培漁業振興協会の種苗生産実績
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段が思った以上によかった。種苗放流を継続する

要望がある。縄張りを作るため、歩留まりが悪い

ことに異論ないと思う。

と言われるが、人工種苗を養殖するとそのような
ことなく成長が良い。ヒラメがキロ 1,500 円のと

（2）階上町の魚アイナメ

き 2,500 円で取引されている。青森県は、寒冷で

栽培漁業担当者が苦労して技術開発したものの、
生産が途切れた魚種も全国で散見される。県南地

海面養殖にあまり向かないが、陸上養殖できれば
面白い魚種と思う。

域で栽培漁業による漁獲増と販路開拓を期待され
ながら、取組が中断しているアイナメについて経
緯と将来性を聞いた。

４．栽培漁業への提案と今後の取組

坂下指導漁業士：平成６年にアイナメが階上町

インタビューで出された意見などに対する所感

の魚になり、種苗生産から販売まで、資源を増

や提案、今後の取組について、出席者に聞いた。

やして管理しながら高く売ろうと漁業者が活動し、

坂下指導漁業士：これまでいろいろな魚種で種

全国に先駆けて 3 〜 5 万尾の種苗を生産した。こ

苗生産をやってもらったが、継続して生産放流し

の地域では殿様が食べた高級な魚だが、輸送中の

ている魚種が少ない。今は、温暖化で魚も獲れな

減耗があったため長距離輸送を諦め、隣の八戸市

くなっている。どこかで思い切って栽培漁業に先

内での活魚販売に取り組んだものの、需要が少な

行投資しないといけないと思っている。

かった。では物語を作ろうとホテルで「殿様御膳」

河村教論（八戸水産高校）
：水産高校で栽培漁

の試食会を開催し、八戸市内の販路が期待できた

業の実習を担当しているが、県栽培漁業協会や漁

ところで突然事業が中断し、種苗生産もストップ

協と連絡を取り合いながら新しい技術を導入した

して 20 年経ってしまった。

い。

南参事兼課長（階上町）
：町では補助金を出し

南参事兼課長：階上町では浜の活力推進広域活

てウニやアワビの稚貝放流を進めているが、今は

用プランの中で浜の駅を造りたいと考えている。

アイナメ事業の計画がない。しかし、ヒラメでも

ここで扱うヒラメ、アイナメに今日の話を参考に

アイナメでも水産振興に繋がることがあれば、つ

したい。

くり育てる漁業とあわせて支援したい。

吉田資源増殖部長（青森産技水産総研）
：水産

松橋部長：アイナメは地域によって寄生虫が入

総研では種苗生産技術を開発しており、マコガ

ることがあるため主に煮付けで調理されるが、階

レイの技術を確立して４〜５万尾放流し、効果を

上町が町の魚にしているだけあって、県南海域で

調査している。マダラはデリケートでまだ技術を

は問題なく刺身で食べられる。関西では高級魚

確立していない。また、第７次県栽培漁業基本計

として扱われるが、種苗生産が難しい魚種とされ

画で追加されたアサリの天然採苗を試験しており、

ていた。県栽培協会で試したところ７千尾生産で

今後も新魚種の技術開発を継続する。

きたため、階上漁協に技術移転し、数万尾作れる

松宮理事：県栽培協会では、低金利による基金

体制が整ったものの、資金面の問題で中断となっ

運用益、魚価安による漁業者からの負担金とも

た。アイナメは、ヒラメの水槽が空いている時期

に減少しているため、マナマコなどの新魚種の生

に種苗生産できるので、注文を受けて単年度１万

産販売に力を入れている。協会の会員である漁協、

尾作ったこともあり、今からでも要望があれば対

市町村、県の利益を尊重し、沿岸漁業の振興に繋

応できる。

げていきたい。

北向指導漁業士：昔は 50㎝以上のアイナメが
獲れていたが、最近は大きいものものを見ない。
魚価はキロ 1,500 円から２千円ちょっとだが、大
きいと一本４〜５千円することもある。
関野青年漁業士：先週６本（計 4kg 程度）釣り

インタビューを終えて、漁業者がヒラメの放流
効果を実感し栽培漁業を高く評価していること、

９千円で販売した。小さいので安いが、最近では

増えつつある資源維持のため、刺網目合いの規制

これでも良い方。

強化など資源管理に自主的、積極的に取り組もう

松橋部長：アイナメは、石巻から養殖用種苗の
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とする姿勢が強く印象に残った。全国に先駆けて

実現した青森県のヒラメ栽培漁業は、着手から四

マコ、技術が確立したもののヒラメ生産と両立し

半世紀の間を通じて成功を納めており、栽培漁業

にくいキツネメバル、ヒラメ生産と両立できるが

が漁業生産の増大に寄与したモデル事例と評価で

中断したアイナメなど様々な状況にあることも分

きる。

かった。

一方、ヒラメの魚価安は、漁家収入の減少に留

青森県では、13 万食を売り上げた深浦町のマ

まらず、水揚に応じた負担金によって種苗生産

グロステーキ丼やデビュー 420 日あまりで 3 万

事業を実施している県栽培協会の経営にも直接影

食を達成した北津軽郡中泊町のウスメバル膳など、

響する。長引く景気低迷による高級魚の売上不振、

地域の特産魚を町おこしに活用しようとする特色

大手流通企業の値決め関与、消費者の魚離れなど、

ある取組が広がっている。階上町が取り組んだア

ヒラメに限らず魚価が向上しにくい構造が指摘さ

イナメの「殿様御膳」は、その先駆的な試みとし

れて久しく、また、水産分野では衝撃が比較的少

て評価できるものであり、現在、資源が減少傾向

ないとされるものの TPP 発効による畜肉価格の

にあることから漁業者によるアイナメ栽培漁業の

低落が魚価に及ぼす影響も懸念される。魚価安は、

復活を期待したい。

近年の漁業現場で普遍的な懸案と言っても差し支

インタビューの後、全国豊かな海づくり推進協

えないが、このような中で、６次産業化、すなわち、

会から、瀬戸内海の漁業者に放流用のアイナメ種

直販や漁獲物の付加価値向上の取組は、漁業者の

苗を生産可能な機関がないか質問を受けたことの

手に魚価決定を戻す切り札の一つと思われ、青天

紹介があった。栽培漁業施設間での生産魚種の分

ヒラメのようなブランド化の取組が、さらに拡大

業や遠隔地向け種苗の生産については、天然資源

することを期待したい。また、漁業者から提案が

への遺伝的影響の問題や生産と受益が異なる自治

あった内陸部住民との交流を通じた直販拡大の取

体間にまたがることなど様々な課題が指摘されて

組は、山間の農産物の販路拡大にも繋がることか

いるが、栽培機関での技術の継承や経営安定、施

ら、海山の生産者・消費者にとって互恵的であり、

設の有効活用、漁業者による新魚種の養殖や多様

食文化の異なる遠隔地への販路開拓とは異なる魅

な魚種による６次産業化の取組を推し進めるため

力を感じた。

にも、課題の整理や体制整備などについて検討し

このほか、県栽培協会による新魚種開発の取組

てはどうかと感じた。

は、需要に技術と生産体制が追いつかないマナ

（上段左から）百石町漁協 松本氏、八戸みなと漁協 野田氏、八戸市水産事務所 磯嶋氏、階上町 南氏、
八戸水産高校 河村氏、百石漁協 工藤氏、県八戸水産事務所 榊氏、市川漁協木村氏、
百石町漁協 北向氏、八戸鮫浦漁協 関野氏、青森県総合販売戦略課 松浦氏、協会 福田氏
（下段左から）水総研 吉田氏、協会 松橋氏、弘前大 桐原氏、協会 松宮氏、階上漁協 坂下氏

豊かな海

No.40

2016.11

39

【特別寄稿】

江戸内湾漁業議定書
200周年記念「神奈川集会」
東京大学大学院農学生命科学研究科
准教授

１

八木

信行

このように古くから漁業が盛んであった日本で

はじめに

は、資源や漁場を巡る紛争も古くから存在してい

平成 28 年 6 月 18 日（土）、一般財団法人横浜

ます。200 年前の文化 13 年（1816 年）６月には

港湾福利厚生協会万国橋会議センターにて標記の

江戸内湾で操業する漁師が集まり、紛争解決のた

会合を開催しました。これは日本の漁業管理制度

めの合意を図り、江戸内湾漁業議定書を策定した

の歴史的な価値を再確認することを趣旨としたも

記録が残っています。そして、注目すべきは、こ

ので、筆者の研究室が主催し、日本水産学会政策

の議定書には現在の漁業にも共通する考え方が存

委員会および公益社団法人全国豊かな海づくり推

在しているようにも読めるところです。

進協会が共催、一般財団法人東京水産振興会と水

そこで我々は本企画を開催し、現在東京湾で操

産・食料研究会が協賛しました。会合には研究者

業している漁業者と東京湾に関わっている人々と

や漁業者、学生など約 50 名の参加者があり、大

ともに 200 年前の漁業者による合意形成の歴史

変活気のある議論ができました。

を振り返るとともに、多種多様な魚種や漁法が存

四方を海に囲まれ中山間地域が多い中で、日本

在するダイナミックな東京湾の漁業の姿を振り返

人は古来から漁業を行い、水産物と食料や農耕用

るもこととしました。会合では、実際に現役の漁

肥料などに利用してきました。奈良時代から江戸

業者によって東京湾の現在、そして未来への課題

時代ごろには肉食は禁忌の対象であり、魚食文化

についてのディスカッションを行い、これらを通

が形成されていきました。同時期の欧米では牧畜

じて日本人と海との関わり方を更に理解すること

に基づく肉食文化が存在し、魚の消費が限定的で

を目指しました。

あったことと比較すれば、日欧は総じて対照的な
食文化を有していたといえるでしょう。

発表者等は、佐久間國治（千葉県富津漁協組合
長）、丸裕二（東京都芝漁協代表監事）、小山紀雄
（元神奈川県横浜市漁協組合長）、市村隆紀（全国
豊かな海づくり推進協会）、八木信行（東大院農）
でした。また、徳永佳奈恵（東大院農）、杉野弘
明（東大院農）、杉本あおい（東大院農）が議論
のファシリテーターとして参加しました。

２

今の東京湾

まず、高度成長期前後に急速に変化した東京湾
の自然環境に漁業者はどう対応したのか、また、
今後予測される温暖化などの海の環境変化にどう
写真１ 会合の様子 （筆者撮影）
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向き合っていくのか議論を行いました。ここで

は、東京湾で直立護岸が建設されゴカイやハゼの

議論を行いました。ここで文化 13 年（1816 年）

生息数が減少したこと、潮の流速が低下しヘドロ

の議定書の内容をまず議論しました。

がたまり貧酸素水塊が発生したこと、伏流水の湧

重要なポイントですから、その内容を図１に忠

水がなくなり豊かな生物相がなくなったこと、レ

実に書き写すことにします。内容は 1971 年に出

ジャーフィッシングが増えて投棄魚も多くなった

版された藤森三郎．多田稔．鈴木順．西坂忠雄．

こと等の問題提起がありました。

三木慎一郎（編）．「東京都内湾漁業興亡史」
．東

また問題を話し合うために以前は水産試験場と

京都内湾漁業興亡史刊行会．120-121 ページから

漁協関係者などで研究会を開催していたが、最近

の引用です。この協定に加盟した浦の数は 44 を

ではそのような機会も減少したとの指摘もありま

数えています。

した。加えて、海ほたる周辺水域のような禁漁区

現代語風に簡単に要約すれば、その内容は、武

が増えても良いとの声もありました。今後とも東

蔵、相模、上総国の漁業者は、（1）毎年会議を開

京湾で「豊かな海づくり」に取り組むためには、

くこと、（2）既存の 38 漁具・漁法以外の新たな

藻場干潟などの環境を回復させる取組を行うこ

漁業を始めないこと、（3）規約を遵守すること、

と、関係者と対話を進めて合意形成しこれを遵守

という要約になるでしょう。

することが将来的にも重要との認識が共有されま

当時の文化・文政期は市民文化も華やぎ、魚の

した。

需要も増えた時期でした。議定書からも、当時す
でに江戸湾には多種多様な漁業が存在し、更にそ

江戸時代の漁業による取り決め

れを拡大させたいという動きがあったことが伺え

続いて、江戸時代の教訓を現在に活かすための

与し、江戸時代にすでに飽和状態にあったことが

３

ます。つまり、多くの関係者が東京湾の漁業に関

記
文化 13 年 6 月江戸内湾漁業協同組合 44 浦規約書
議定一札之事
武蔵，相模，上総国内湾の儀は前々より浦方参会を遂げ所持申合わせ，相互に睦しく漁業致し来り候儀にて，
小前猟師共へも篤と申合わせ，浦方差障りに相成り，猟業は申すに及ばず，すべて新規の義は相始めず，い
よいよ以て睦み合い申すべき儀は勿論の事に候条，左の箇条の趣，きっと相守り，前々議定の通り万一難破
船これ有り候時は，相互に厚く世話致し候様取計ひ申す可く候事
一．年々春の内一度づつ海浦方残らず参会致し，取計ひ方相談を遂げ申す可く候。尤も御菜七ヶ浦年番にて
引受け，参会廻状差出し，断絶無く申合わせ致す可く議定致し候事。但浦々郡中限り年番惣代相定置き何事
に依らず相互に申合わせ，取計ひ申す可く候事。
一．新規漁猟の儀は前々より御停止に候条，いよいよ以て仰せ渡され候趣き相守り，みだりの儀之れ無き様
取計らい申す可く候。且浦役相勤めざる百姓方にて，肥魚取揚候村方へは，最寄浦方より申し通し，前々内
湾議定の趣洩れざる様達し置き，其の土地により仕来りも之れ有り候間，すべて猟業の儀に付，みだりの儀
之れ無き様取計ひ申す可く候事。但海辺付村々へ時々仰せ渡りし之れ有り候趣はきっと相守り，惣じて猟師
方相互に難儀及び候筋は勘弁致し，睦ましく申合す可く候事。
一．浦方相申合候儀忘却致し，相用ひざる村方之れ有り候節は，郡中限り年番惣代又は最寄り浦方より，掛
合を遂げいよいよ相止めず，猥りに相成候節は一統申合せ其筋へ，訴へ出つ可く候。猟船差障に相成候儀は
捨て置かず取計ひ，相互に実意を以て諸事申合候様仕る可く候事。
右の通り今般浦方参会の上，先例を以て議定致候上は，小前猟師共へも夫々申渡し，違失無く相守り申す可
く候。後日の為め議定印形致し置候処如件。
以上
図１ 文化１３年 （１８１６年） の議定書の内容
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会は、江戸時代から学ぶべきことは多いと言える
でしょう。
特に、日本では江戸時代から「規約を遵守する」
ことが強調されている点は注目に値するものであ
り、これは現在の国際社会でも教訓として活用
されるべきでしょう。国際社会では、約束を守っ
ているのは一部の国だけといった状況に陥りがち
で、発言権が強い国の方が率先して枠組みから離
脱し、また国際裁判で負けても不履行を続ける状
況は普通に見られています。これでは真面目に約
束を守っている国や、約束を守らざるを得ない弱
小な国が損をしてしまう不公平な状況が生じてし
まいます。
それではどうすれば良いのでしょうか。1 つは、
社会のつながりを高めて、社会の規範を広い範囲
で共有するということだと考えます。日本沿岸で
は今日でも漁業者が主体的に漁業管理の細部につ
いてルールを定めており、政府による介入は免許
制を敷くといった大枠の部分に留まっています。
これは今回見たような江戸時代以前の慣習が現在
写真２ 会合に向けて作成した江戸湾の模型 （筆者撮影）

まで続いていることによるとされています。地域
のことは地域で決めるということで、参加型意思

伺えるわけです。そして、当時、高度に組織化さ

決定（participatory decision making）と呼ばれて

れた漁業調整の仕組みが存在したことも明らかで

国際的にも現在では評価の高い管理の方式です。

す。通信手段や交通手段が現代とは比較にならな

しかし、欧米ではそのような参加型意思決定が

いほど乏しい当時、44 の浦が同じ場所に時間を

なされているケースはあまりないと思われます。

合わせて参集したこと自体、私には驚きです。更

日本では資源保全が漁業者に任されているとの話

に物別れにならずに合意形成がなされ、そして利

をすると、欧米人の視点から見れば「取締りが散

害関係が輻輳する中で、議事録を簡潔かつ明確に

漫でフリーライダーが生じるので、政府による強

要点をまとめた行政能力や、それを支えた社会の

権を伴う規制でなければ遵守されないのではない

規範などには驚嘆せざるを得ません。

か」と受け止める人もいます。ところが、逆説的
に聞こえるかもしれませんが、むしろ自主的な枠

４
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組みだからこそ規制が遵守される側面もあるで
しょう。規制を無視して抜け駆けする者が出れば、

この状況を、現代の漁業と比較してみると面白

保全の利益はその者が不当に得る一方で、多くの

いでしょう。今では、世界の海で漁業が概ね飽和

真面目な遵守者は損害を被ります。よってそのよ

状況にあることが FAO（国連食糧農業機関）の

うな不届者が身内から出ないよう内部で相互監視

報告書などで指摘されています。その中で操業

し、結果的に、自主的な取決めも法律と同等かそ

ルールに関する様々な国際約束が作られていま

れ以上に遵守される状況になるという側面もある

す。しかし現在でも 44 もの地域の代表を集める

のです。

ことは大変です。またお互いがエゴを主張して合

2009 年 10 月にノーベル経済学賞を受賞したイ

意形成は進まず、そうしている間にも漁獲対象資

ンディアナ大学のオストロム教授による研究で

源は減少を続けるケースも散見されます。更に合

も、このように地域の当事者が主導する資源の保

意が成立しても、約束を守らない国も多く、これ

全活動が有効であるとの指摘があります。共有資

が IUU 漁業として問題となっています。現代社

源を巡るこれまでの議論には、「共有地の悲劇」
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在すること、そのような場所については、政府が
見当違いの介入を行えば、長年にわたり築かれた
地域の制度的資本を崩壊させる結果につながるこ
となどを述べています。
筆者の知る限り、オストロム教授の研究にはこ
の江戸湾における 200 年前の議定書は取上げら
れていませんが、もしこの議定書の事例が英訳さ
れていれば注目された可能性もあったでしょう。
今後はこのような国内会合の開催に加えて、日本
の事例を英語で発信する活動を強化することも重
写真３ 会合の様子 （筆者撮影）

要になると思っています。日本の素晴らしい事例

というものがありました。共有地では資源管理し

について、それがどうして素晴らしいのかを分か

ようとする人よりも資源を収奪しようとする人の

りやすく国際発信する活動を今後も続けていきた

方が強い動機を持っているため、資源枯渇が起こ

いと思っています。

るという話です。そして、これを避けるために、
資源を分割して私有地化するなどの対応が有効と
されていました。しかし、オストロム教授は、
「共

１）長崎福三．肉食文化と魚食文化．農山漁村文
化協会．東京．1995. 208p.

有地の悲劇」は、当事者同士がお互いに連絡を取

２）羽原又吉．江戸湾漁業と維新後の発展及そ

り合わないという不自然な仮定を置いた上での特

の資料第１巻．財団法人水産研究会．1951.

殊事例に過ぎず、普遍的な現象ではないとの認識

182p.

を示しました。共有地でも、当事者同士が連絡を

３）藤森三郎．多田稔．鈴木順．西坂忠雄．三木

取り合えば、自主的な努力で悲劇を回避しながら

慎一郎（編）．東京都内湾漁業興亡史．東京

自然管理ができると指摘しています。実際、オス

都内湾漁業興亡史刊行会．1971. 853p.

トロム教授は、トルコの沿岸漁業や日本の里山の
ように、地域の自主管理で極めて長期間にわたり

４）Ostrom, E., Governing the commons,
Cambridge University Press, 1990. pp 280.

共有資源の維持に成功している例が世界に多数存
■⽇時
2016年6⽉18⽇(⼟) 14:00 〜 16:30(開場13:30)
■会場

横浜港湾福利厚⽣協会万国橋会議センター401・402号室

日時：6月18日（土） 14:00 〜16：30
会場：横浜港湾福利厚生協会 万国橋会議センター 401・402号室
【プログラム】
14:00 ‒ 14:10 開会挨拶
市村 隆紀 (全国豊かな海づくり推進協会 専務理事)
14:10 ‒ 14:25 江戸内湾（東京湾）漁業の多様性と神奈川集会について
八木 信行 （東京大学農学生命科学研究科 准教授）
14:25 ‒ 15:10 東京湾漁業のこれまでとこれから
佐久間 國治さん （千葉県 富津市漁協組合長 ）
丸 裕二 さん（東京都 芝漁協代表監事 ）
小山 紀雄 さん（神奈川県 元横浜市漁協組合長 ）
15:10 ‒ 15:20 休憩
15:20 ‒ 16:20 再現！神奈川集会(会場参加型討論会)
進行：杉野 弘明・徳永 佳奈恵・杉本 あおい（東京大学）
16:20 ‒ 16:30 閉会挨拶
八木 信行（東京大学農学生命科学研究科 准教授）
＊ 閉会後17時より懇親会を行います。参加希望の方は，６月10日（金）までに参加申し込
みを行ってください。

本来，漁業活動には紛争が伴うことが多く，その紛争は漁業者が話し合って解決してきました。200年前
の文化13年（1816年） ６月にも江戸内湾で操業する漁師たちが神奈川宿に集まり，紛争解決のための合
意を図り，江戸内湾漁業議定書を策定しました。この議定書は，現在の日本の漁業の基礎となるものであ
るとともに，200年前にすでに表面化していた問題は，現在の漁業を始めとする海の資源をめぐる問題と
通じるところがあります。
そこで，江戸内湾漁業協定から200年を記念し，いま東京湾で操業している漁業者と東京湾に関わってい
る人々が一緒に， 200年前の漁業者による合意形成の歴史を振り返るとともに，多種多様な魚種や漁法が
存在するダイナミックな東京湾の漁業の姿を振り返ります。
シンポジウムでは，日本人と海との関わり方を紐解きながら，現役の漁業者による東京湾の現在，そして
未来へ向けてディスカッションを行い，東京湾漁業の将来そして，豊かな海を育んでいくための基礎を築
くことを目指します。

内湾漁業議定書の調印について
内湾漁 業の 発展 上この 情勢 を憂 慮した 浦々 の先
覚者 達は 、 種々 協議 の 結果 、 文化13 年(1816)6
月武蔵 、相 模、 上総 三国 沿岸44浦 の名 主、 漁業
総代 等が 、 神奈 川浦 に集 会 して 、「 内 湾漁 業議
定一 札の 事」 と いう 契約 をな し 、署 名押 印し た。
これ が有 名 な文 化年 度に お ける 神奈 川 会合 であ
る。
こ の議 定 書の 前文 から み ても 、こ の 内海 では
相当 以前 か ら、 この 種の 協 議を 行っ て きた もの
と思わ れる が、 この 年44ケ浦 の大 会合 を開 き、
使用漁 具と して38 職を 明確に 規定 した こと は、
画期 的な も のと いう べき で あろ う。 会 合は この
後も しば し ば行 われ たが 、 常に 、神 奈 川駅 を撰
んで いる 。 これ は船 運と 陸 運の 便に よ った もの
であろう。
こ の協 定 は内 湾漁 業に 関 する 最初 の もの で、
これに より その 後内 湾漁 改上 の基本 とな った38
職制 が確 立 した ので あっ た 。な おこ の 規約 は浦
万間 のも の であ るが 、規 約 中に 肥魚 採 取を 主と
する 磯付 村に 対 して も、 この 規 約の 主旨 に従 い、
操業 する よ う最 寄り の浦 方 から 説示 し 、相 互に
睦し く操 業 する よう にす る こと 、も し これ を用
いず 聞か な い場 合は 、そ の 筋へ 訴へ 出 るこ とに
申合せをしている。
し たが っ てこ の協 約は 東 京内 湾全 漁 業者 を抱
合したものといえる。
（出典：東京都内湾漁業興亡史
史刊行会 昭和46年）

東京都内湾漁業興亡

万国橋会議センター（神奈川県横浜市中区海岸通４−２３）
みなとみらい線「馬車道駅」6番出口より徒歩５分

参加申し込み
お名前，ご所属，ご連絡先（電話番号またはEメールア
ドレス）を下記のFAXまたはウェブサイトにてご連絡く
ださい。懇親会に参加ご希望の場合は，「懇親会参加希
望」と明記してください。
FAX：０３５８４１５０１８
ウェブサイト：http://goo.gl/forms/3IYPHXDV0wL9kkuh1

本シンポジウムは，科研費課題「新海 洋像： その持 続的利 用を図 る国際 レジー ム」（24121010）の一環と して行 うもの です。

再現！神奈川集会チラシ

豊かな海

No.40

2016.11

43

い の ち

「森と川から 海へとつなぐ 生命のリレー」
をテーマに
平成28年9月10日・11日に山形県で開催
◆開催の意義
全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護・
管理と海や湖沼・河川の環境保全の大切さを広く
発信するとともに、水産業の振興と発展を図るこ
とを目的に、天皇皇后両陛下の御臨席のもと挙行
される国民的行事である。
本年度は、山形県において「第 36 回全国豊か
な海づくり大会～やまがた～」が開催された。
山形県は、東北の日本海側に位置し、村山、最
上、置賜、庄内の４つの地域から成り、県内を貫
くように流れる最上川が日本海に注いでいる。庄
内地域が面している山形県の海は、最上川、赤川
等の河川を通して森の豊富な栄養がもたらされ、
鳥海山の伏流水や珊瑚群生地の北限である飛島な
ど、多様な環境を形成している。
水産業では、底びき網、いか釣り、はえなわ、

大会公式ポスター

定置網等の漁業により、スルメイカ、ズワイガニ、
ハタハタ、マダイ、マダラなど、四季折々に約
130 種類の魚介類が水揚げされている。しかし、

◆式典行事
９月 11 日（日）、天皇皇后両陛下御臨席のもと、

漁業就業者の減少と高齢化、水産資源の減少、魚

酒田市民会館「希望ホール」において式典行事が

価の低迷、燃料の高騰など、水産業を取り巻く状

開催され、県内外から 829 人が参加した。

況が年々厳しくなっており、地球温暖化に伴う海

プロローグでは、県の魚サクラマスを題材に生

水温上昇への対応とともに、これらの問題を克服

命のリレーをテーマとした物語が、四季折々の美

することが重要な課題となっている。

しい風景を写し撮った映像や県内団体による演舞

こうしたなか、山形県での「全国豊かな海づく
り大会」の開催は、多様な自然環境と豊かな漁場

等により展開され、山形県の特徴や魅力を全国か
らの参加者にアピールした

が形成される山形県の水産業の魅力を全国に発信
するとともに、水産業を取り巻く諸課題に対し官
民一体となって取り組む大きな契機となった。

大会キャラクター
「もっけだのん」
プロローグ （やまがた生命のリレー）
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式典は、酒田市立浜田保育園の鼓笛隊の先導、

大使である奥田政行シェフによる生命の循環につ

県立加茂水産高等学校生徒の旗手団による大会旗

いてのメッセージ発表の後、地元の若い漁業後継

入場で幕を開けた。

者夫妻が力強く決意表明を行った。

大会旗入場

稚魚等のお手渡し

五十嵐安哉山形県漁業協同組合代表理事組合長
の開会のことば、大島理森大会会長（衆議院議長）
と吉村美栄子山形県知事の主催者あいさつ、丸山
至酒田市長の歓迎のことば、功績団体及び作品コ
ンクール受賞者代表の表彰に続き、作文コンクー
ルで大会会長賞を受賞した前田樹一君（酒田市立
宮野浦小学校２年）による作文「海」の発表が行
われた。

決意表明

岸宏豊かな海づくり大会推進委員会会長（全国
漁業協同組合連合会代表理事会長）が読み上げた
大会決議を満場の拍手で採択し、大会旗を吉村知
事から、次期開催県の小川洋福岡県知事に引き継
ぎ、野川政文山形県議会議長の閉会のことばで式
最優秀作文発表

典は幕を閉じた。

次に、天皇皇后両陛下から漁業関係者へヒラメ、
アワビ、サクラマス、イワナの稚魚等のお手渡し
が行われた。
続いて、山形海づくりメッセージとして、はじ
めに詩人吉野弘さんの作品「生命は」の朗読に

◆海上歓迎・放流行事
式典行事終了後、会場を鶴岡市の鼠ヶ関港に移
し、海上歓迎・放流行事が開催され、県内外から
430 人が参加した。

続き、東日本大震災の被災地における復興支援活

県立鶴岡南高等学校吹奏楽研究会による歓迎演

動と被災地からのメッセージが紹介された。その

奏、木野俣獅子踊の歓迎演舞で始まり、港内に大

後、テノール歌手の市原多朗さんによる山形県民

瀬鯛縄協議会と念珠関発動機船船主会に所属する

歌「最上川」の朗唱、酒田市立新堀小学校と酒田

28 隻並びに県立加茂水産高等学校の漁業実習船

海洋少年団による活動報告と「食の都庄内」親善

「鳥海丸」が揃い漁船披露が行われた。
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漁法紹介 （漁船披露）
稚魚の御放流

鳥海丸の船上で演奏する念珠関辨天太鼓創成会
による勇壮な太鼓の音が響きわたるなか、漁船８

◆絵画・習字コンクール優秀作品御覧
９月 10 日（土）、歓迎レセプションに先立ち、

隻と県漁業監視調査船「月峰」による海上パレー

鶴岡市の湯野浜温泉「亀や」において、大会行事

ドが行われ、山形県の代表的な漁法をわかりやす

の一環として実施した絵画・習字コンクールの優

く紹介した。

秀作品を展示し、天皇皇后両陛下に御覧いただい
た。両陛下には、受賞した児童生徒に温かいお言
葉をかけていただいた。

念珠関辨天太鼓 （鳥海丸船上）
作品御覧

◆歓迎レセプション
９月 10 日（土）、湯野浜温泉「亀や」で行われ
た歓迎レセプションでは、天皇皇后両陛下の御臨
席のもと、県内外の大会関係者や功績団体表彰受
賞者など 139 人が参加し、親睦を深めた。

漁法紹介 （海上パレード）

その後、加茂水産高等学校の生徒の介添えによ
り天皇皇后両陛下がヒラメ、トラフグ、クロダイ
の稚魚を御放流された。
歓迎レセプション
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◆関連行事
大会期間中、「豊かな海づくりフェスタ」と銘
打ち、沿岸の３市町（酒田市、鶴岡市、遊佐町）
において関連行事が開催された。会場では、山形
の水産業を紹介する企画展示や体験コーナー、ス
テージイベント、式典行事や海上歓迎・放流行事
の映像中継、記念放流のほか、物産販売やふるま
いなど多彩な催しが行われ、約 29,000 人が来場
した。

体験コーナー

ステージイベント

物産販売

大 会 決 議
我が国は四方を海に囲まれ、その海からの恵
みは、国民の豊かな生活を支え、多様で優れた

とともに、環境や生態系保全の取組みにより、
「豊かな海」というかけがえのない財産を、将

食文化をもたらしてきた。
ここ山形県は、名峰に数えられる秀麗な山々
と多様な水系を有し、「母なる川

私達には、我が国の恵まれた水産資源を守る

最上川」に

来に引継ぐ重要な責務がある。
今日まで、36 回にわたり開催されてきた「全

代表される河川を通じ、やがて日本海へと注ぐ

国豊かな海づくり大会」の意義を改めて認識し、

壮大な水の循環が、美しい自然と豊かな資源を

ここ山形県において、「森と川から

支えている。

なぐ

沿岸域では、寒暖を織り交ぜた海流によって
豊かな漁場が広がり、底曳き網やいか釣り漁業

海へとつ

生命のリレー」を合言葉に、新たな決意

を持って、豊かな海を育み、環境と生態系の保
全に努めていくことをここに決議する。

をはじめとする様々な漁業が営まれ、地域産業
の発展と振興に重要な役割を担ってきた。

平成28年９月11日

第 36 回全国豊かな海づくり大会
（山形県庄内総合支庁産業経済部 全国豊かな海づくり大会推進課）
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【海域栽培漁業推進協議会①】

海域栽培漁業推進協議会平成2 8年度通常総会開く
全国６海域の海域栽培漁業推進協議会（以下、

通常総会では以下の議案を会員に諮り、各海域

海域協議会）は、７月７日の太平洋北海域協議会

全ての議案について滞りなく承認されました。

を皮切りに、それぞれ平成 28 年度通常総会を開

◦第 1 号議案

平成27年度事業報告書、貸借対

催しました。

照表、正味財産増減計算書及び

水産庁栽培養殖課の加藤漁場環境情報分析官、
手塚企画係長や各漁業調整事務所の担当官、また

収支計算書等に関する件
◦第 2 号議案

平成28年度事業計画書、収支計

国立研究開発法人水産研究・教育機構本部及び各
海区水産研究所からの出席をいただきました。

算書に関する件
◦第 3 号議案

平成28年度会費に関する件

平成 28 年度事業計画では各海域協
議会が魚種別に策定した「海域栽培漁
業広域プラン」の取組 2 年目の年とし
て、引き続き関係道府県が連携・協力
した栽培漁業を推進していくこととし
ました。また、日本海中西部協議会で
は新規栽培漁業対象種の掘り起こしに
向け、国立研究開発法人水産研究・教
育機構日本海区水研への調査依頼を検
討することや、九州海域協議会では資
源が減少傾向にあるヒラメ九州西・東
シナ海系群の栽培漁業広域連携に向け
た検討を進めることについて提案し了
承を得ました。海域協議会設立 5 年を
経て、それぞれの協議会の取組に特色
がでてきました。

太平洋南海域栽培漁業推進協議会通常総会 （28.7.22）

平成２８年度海域栽培漁業推進協議会通常総会の開催状況と役員名簿
通常総会開催日程
海域
太平洋北

太平洋南

日本海北部

日本海中西部

瀬戸内海

九州
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協議会役員

開催日

場所

7月7日
（木）

8月4日
（木）

会長

副会長

岩手県水産会館

岩手県漁業協同組合

（公社） 北海道栽培漁業振興公社

青森県水産振興課

宮城県水産基盤整備課

（岩手県盛岡市）

代表理事会長 大井 誠治

代表理事副会長 渡辺 綱樹

主査 白板 孝朗

主任主査 中家 浩

TKP名古屋駅前
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ
（愛知県名古屋市）

監事

神奈川県漁業協同組合

（公財） 三重県水産振興事業団

千葉県漁業資源課

愛知県水産課

代表理事会長 高橋 征人

専務理事 林 文三

副主幹 三井 美咲子

主査 原田 誠

8月25日

ＡＰ秋葉原

富山県漁業協同組合連合会

（公社） 新潟県水産振興協会

青森県水産振興課

秋田県水産漁港課

（木）

（東京都台東区）

代表理事会長 尾山 春枝

専務理事 土屋 貞男

主査 白板 孝朗

技師 高橋 佳奈

8月18日

ラッセホール

福井県漁業協同組合連合会

（公社） 島根県水産振興協会

石川県水産課

京都府水産課

（木）

（兵庫県神戸市）

代表理事会長 平野 仁彦

代表理事 松田 和久

主任技師 須沼 俊和

副主査 谷本 尚史

7月22日

三宮研修センター

大分県漁業協同組合

（公財） 大阪府漁業振興基金

兵庫県水産課

愛媛県水産課

（金）

（兵庫県神戸市）

代表理事組合長 山本 勇

代表理事 福本 三郎

職員 瓢 雄介

係長 竹中 彰一

7月15日

福岡県水産会館

長崎県漁業協同組合連合会

山口県漁業協同組合

福岡県水産振興課

佐賀県水産課

（金）

（福岡県福岡市）

代表理事会長 川端 勲

代表理事組合長 森友 信

主任技師 中岡 歩

副主査 西山 嘉乃
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【海域栽培漁業推進協議会②】

「広域種資源造成型栽培漁業推進検討会」を開催
平成 28 年度の水産庁補助事業「広域種資源造

計画を説明した後に、各道府県より平成 28 年度

成型栽培漁業推進事業」のうち資源造成推進事業

の事業計画と進捗状況を報告していただきました。

により、海域毎に広域種資源造成型栽培漁業推進

その他、事業実施に係る意見交換を行いました。

検討会（以下、検討会）を開催しました。今回の

なお、検討会には国立研究開発法人水産研究・

検討会は今年度第 1 回目（年 2 回開催予定）であ

教育機構各海区水研の研究者の方々にアドバイ

り、各海域栽培漁業推進協議会の通常総会に合わ

ザーとして出席いただき、事業実施にあたって指

せて開催しました。

導・助言をいただいています。

検討会では、海づくり協会より本事業の全体

検討会の対象魚種、 開催日、 場所およびアドバイザー
海域

魚種

開催日

場所

太平洋北

マツカワ
ヒラメ

7月7日
（木）

岩手県水産会館
（岩手県盛岡市）

太平洋南

トラフグ
ヒラメ

8月4日
（木）

TKP名古屋駅前
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ
（愛知県名古屋市）

日本海北部

ヒラメ

8月25日
（木）

ＡＰ秋葉原
（東京都台東区）

日本海区水産研究所

八木

佑太

研究員（ヒラメ）

日本海中西部

ヒラメ

8月18日
（木）

ラッセホール
（兵庫県神戸市）

日本海区水産研究所

八木

佑太

研究員（ヒラメ）

7月22日
（金）

三宮研修センター
（兵庫県神戸市）

瀬戸内海区水産研究所
瀬戸内海区水産研究所

石田
片町

太輔

主幹研究員（サワラ）
研究員（トラフグ）

7月15日
（金）

福岡県水産会館
（福岡県福岡市）

瀬戸内海区水産研究所

片町

太輔

研究員（トラフグ）

瀬戸内海

九州

サワラ
トラフグ

トラフグ

アドバイザー
東北区水産研究所

増養殖研究所
中央水産研究所

※（

栗田

鈴木
木下

）内は対象魚種

豊

重則
貴裕

グループ長
（マツカワ・ヒラメ）

主任研究員（トラフグ）
主幹研究員（ヒラメ）

実

検討会の様子 （左 ； 太平洋北海域、 右 ； 日本海中西部海域）
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【豊かな海づくり推進協会コーナー①】

トラフグ関係者資源管理協議会開催報告
（九州海域）
平成28年７月15日・
（瀬戸内海海域）
平成28年７月22日に開催

トラフグ資源の回復に向けては一昨年より未成

２．開催概要

魚の漁獲抑制や､ 産卵場 ･ 育成場の保全などの作

（１）水産庁報告

業部会が設置され。具体的な対策検討が進められ

「トラフグ資源の管理の方向性について」
九州海域

ている。
九州及び瀬戸内海の海域栽培漁業推進協議会が

水産庁管理課

瀬戸内海海域

森拓通漁獲情報係長

水産庁管理課
鈴木兵衛資源管理計画官

連携を図りながら、トラフグの資源管理と種苗放
流を一体的かつ効果的に実施するため、関係県が
より連携を深め、それぞれの「資源管理指針」と「資
源管理計画」をより高度なものに改善していくこ
と等を目的に、漁連、漁協、行政 ･ 研究機関、学
識経験者など、幅広い関係者を参集し、漁業現場
でどのように具現化するかなどを関係者間で協議
する場であり、種苗放流作業部会として位置付け
られているトラフグ関係者資源管理協議会を下記
森

のとおり開催した。

九州海域
拓通 漁獲情報係長

瀬戸内海海域
鈴木兵衛 資源管理計画官

トラフグは広範囲にわたって分布し、漁獲する
１．開催日時等

時期やサイズが地域や漁業種類によって様々であ

①

ることから、資源管理の対象としては非常に難し

九州海域
・開催日時

平成 28 年 7 月 15 日（金）
14：15 ～ 16：20

・開催場所

・参集範囲

・参加者数
②

資源管理の現在の取り組み状況は、昨年 10 月

福岡県漁業協同組合連合会

に開催した第２回トラフグ資源管理検討会議にお

大会議室

いて浜ごとの資源管理の取組内容の取りまとめを

福岡県福岡市中央区舞鶴 2-4-19

行い、まずは現在取り組んでいる資源管理の取組

福岡県水産会館５階

の徹底をお願いし、当面の管理目標について原状

九州海域栽培漁業推進協議会、水

の資源量 790 トンを 10 年程度の間に 2002 年か

産研究・教育機構、水産庁、九州

ら 2014 年の平均資源量 960 トン程度まで回復さ

漁業調整事務所、瀬戸内海漁業調

せることのコンセンサスが得られた。その目標に

整事務所

向かい、現在、多くの地域で未成魚の漁獲抑制に

36 名

向けた体長制限 25㎝から 30㎝への拡大、漁期短

瀬戸内海海域
・開催日時
・開催場所

縮など資源管理取組策の深堀の検討が各浜で行わ

平成 28 年 7 月 22 日（金）

れている。次回第３回トラフグ資源管理検討会議

14：15 ～ 16：00

では各浜の取組の取りまとめを行い、より実効性

三宮研修センター

505 会議室

兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-12
・参集範囲

・参加者数

い魚種である。

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会、

のある資源管理につなげていきたい。
（２）水産研究・教育機構報告
「瀬戸内海区水産研究所が行うトラフグ資源に

水産研究・教育機構、水産庁、瀬

係る調査研究について」

戸内海漁業調整事務所

瀬戸内海区水産研究所

44 名

瀬戸内海区水産研究所におけるトラフグに関す

小畑泰弘資源生産部長

る調査研究は、①産卵親魚調査②着底場調査③
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瀬戸内海区水産研究所
小畑泰弘 資源生産部長

生育場調査を以前からの

表する産地市場は、山口県下関市にある下関市公

データがある地域や協力

設地方卸売市場南風 泊 市場である。南風泊が日

が得やすい山口県、広島

本を代表するトラフグの市場になった歴史を簡単

県、岡山県、愛媛県、香

に紹介しておこう。豊臣秀吉の朝鮮出兵時（文禄・

川県の地先で行っている。

慶長の役、1592 ～ 1598 年）、兵士や加 子がフグ

今後は微量元素分析や安

を食べて食中毒になり、兵力の衰退を恐れた秀吉

定同位体分析等の調査を

は「フグ禁食令」を出す。以後、フグ食は公には

重ねていくことにより、

途絶することになった。ただ、庶民は隠れて食べ

成長のどの過程でどこに

ていたらしい。明治の元勲、伊藤博文が下関に帰っ

生息していたかを推測できるようになる。
（３）海づくり協会からの報告
①

は

え どまり

か

こ

しゅん

た時、ちょうど時化で美味い魚がない。そこで春
ぱんろう

帆楼の女将ミチがフグを食べさせた（フグは〆て、

平成28年度天然トラフグ未成魚買上輸送実施

日を置いた方が美味くなる）。明治 20（1887）年

計画

のことである。フグの美味さに感激した伊藤は、

昨年度に引き続き岡山県笠岡市大島美の浜漁協

翌年フグ食を解禁する。つまり下関は日本のフグ

及び倉敷市黒崎連島漁協において小型定置網に入
網した７㎝前後の天然トラフグ未成魚を買い上げ、

食解禁の地だったのである。
1933 年に下関市地方卸売市場が開場し、1950

水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所伯方島

年には唐戸魚市場㈱が誕生した。日本の経済復興

庁舎に輸送し、15㎝程度まで飼育し、標識装着後

とともに、下関には西日本一帯のフグ延縄漁船が

再放流する計画である。

集中して水揚げするようになる。これに対処すべ

②

く、1974 年に狭い関門海峡を避け、彦島の西端

平成 28 年度トラフグ資源管理検討会議
平成 28 年 10 月から 12 月の間の午後半日で第

にフグ専門の南風泊市場が整備された。こうして

３回目となる平成 28 年度トラフグ資源管理検討

全国でもユニークなフグ専門の市場が誕生し、今

会議の開催を予定し準備している。具体的な内容、

日に至っているというわけだ。

開催場所については、水産庁及び関係者機関と協
（４）トラフグの流通調査結果について

天然トラフグの流通と取引の特徴
乾

政秀（㈱水土舎）

天然トラフグの正確な

漁村研究家、㈱水土舎
乾 政秀 最高顧問

南風泊市場の天然トラフグは、瀬戸内海、日本
海、東シナ海の主力産地の他に、東海３県など全

議し決まり次第案内を行う。

国各地から入荷する。1990 年以前の入荷量は年
間 1,000 トンを超えていたが、天然トラフグの漁
獲量の減少に対応して、最近は 100 トン強で推移
している。西日本産の天然トラフグに限れば、南
風泊市場の取扱シェアは 50％以上に及んでいる。

統計はないが、近年の生

福岡、長崎などの産地市場、瀬戸内海の主要都市

産量は 300 トンほどであ

の消費地市場でも天然トラフグは取り扱われてい

る。これを日本の人口で

るが、ロットがまとまらない生産者（多くは延縄

割れば、１人当たり年間

漁業以外の漁法で獲れた混獲物）が出荷するもの

３ｇにすぎない。つまり

で、その取扱規模は地域需要の範囲に限られてい

フグ刺１切れ分で、希少

る。ちなみに西日本を中心に年間 4,000 ～ 5,000

性の際立って高い食品の

トン生産されている養殖トラフグの南風泊のシェ

一つである。人生このかた、天然トラフグなど食

アは 20 ～ 30％である。

べたことがない人が圧倒的に多いに違いない。こ

このように日本最大の天然トラフグの市場であ

のように希少性の高い高級魚であることから、需

る南風泊は、川下に向けた加工・流通の業界が発

要先は高級料亭を中心とした特別の店であり、天

達しており、わが国のトラフグの相場を決定する

然トラフグの流通はきわめて特殊といえる。

上で重要な位置を占めている。

フグ相場を決定する南風泊市場

天然トラフグの流通

このように特殊な商材であることから、その流

天然トラフグは、主として「ふぐ刺」「ふぐ鍋・

通も際立って特徴的である。トラフグの日本を代

雑炊」「唐揚げ」「白子焼」「にこごり」などで食
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べられる。天然トラフグの流通する時期はこの鍋

いる。放流物は毎日トラフグを見ているプロによ

物のシーズンに対応しており、11 ～３月の約半

ると、①鰭の欠損、②尾鰭の変形・傷み、③トラ

年間が中心である。価格は需要が最も増える年末

柄の形や色の違いという外見的特徴で区別できる

を中心に高くなり、年が明けると下落、４月にな

という。放流物の肉質は、①身の締りが悪い、②

ると大幅に安くなる。

水抜けしない、③日持ちが悪いなどの欠点がある。

天然トラフグはもっぱら活魚で流通している。

全ての放流トラフグに共通した欠点ではないが、

漁獲時に活かすのが難しいと判断されるものだけ

身質が劣る確率が天然物に較べて高いため、パン

が生鮮品として入荷するが、価格が大幅に安いこ

ダヒラメと同様市場で敬遠され、取引価格は天然

とから、その割合はきわめて低い。取引された活

物の 0.6 ～ 0.7 掛けである。

魚はセリで購入した仲買人が陸上の水槽で活かし

南風泊以外の市場では、天然物と区別して売買

ておき、注文に応じてみがき加工（内臓を除去し

されているわけではないが、売る側も買う側も放

皮を剥ぎ、身と中骨、皮に分ける）して販売する。

流物であることを認識して、価格を形成している。

東京都を中心とする関東市場では、活魚の割合

南風泊市場における放流物の占める割合は、近

は極端に少なく、南風泊市場の仲買人がみがき加

年 10％前後で推移している。天然資源の減少を

工したものが流通している。東京・築地市場では、

補うため、人工種苗が毎年 250 万尾前後放流さ

ラウンド換算したトラフグ（養殖物を含む）の入

れているが、南風泊市場の漁獲割合から推定した

荷量はみがきが大きく上回っている。

採捕率は約１％程度である。

サイズと価格
南風泊市場では、700 ｇ未満の天然トラフグ
は「小トラ」として規格外品で取り扱われている。
ただ、その入荷割合は全体の１％未満であり、ほ
とんど流通していないに等しい。700 ｇ以上の天
然トラフグは、約 10㎏収容のプラスチック製コ
ンテナに１、２、３、４、６、８、10、12 尾入
りの８段階（12 尾入は例外）に分けて取引され
ている。すなわち１尾入りは約 10㎏であり、４

天然物の産地と養殖物の評価

尾入りは 2.5㎏前後ということになる。この仕分

南風泊市場に入荷する天然トラフグは内海（瀬

作業は市場に入荷後、目視で迅速に行われ、セリ

戸内海）と外海（日本海・東シナ海）に分けて

は原則としてこのコンテナ単位で行われている。

取引されている。なお、東海３県のものは内海に

南風泊以外の市場では原則として１尾単位（小型

分類される。産地による評価は内海物が最も高く、

サイズでは２～３尾の複数）で活魚箱に入れられ、

中でも山口県徳山周辺や豊後水道で獲れるものが、

セリによって販売されている。

肉の歩留まりが高く、身質も優れているといわれ

サイズ別で単価が高いのは６入（1.5㎏前後）、
８入（1.2㎏前後）である。これを基準に大きく

ている。これに外海物が続き、東海３県の評価が
最も低い。

なればなるほど単価は下がる。ただ、地域によっ

一方、養殖トラフグはすっかり定着し、トラフ

て若干好みに差があり、関東は比較的小さいサイ

グの総供給量の９割以上を占めており、今や私

ズ、関西はすこし大きいサイズが高い。大きくな

たちが食べるトラフグはブリやマダイのように養

ればなるほど単価は下がる。それは、①中骨が多

殖物に代わっている。この養殖物は技術の発展と

く刺身の歩留まりが低い、②味が「濃い」「荒っ

ともに肉質が改善され、プロ筋は天然物との差が

ぽい」と表現されて劣る、③肉の繊維が粗くなり

分かるが、一般的にはほとんど区別できない状態

肉が硬い、という理由による。

になっている。天然物と養殖物の価格格差は縮小

放流物の取扱とその評価

しており、季節によっては両者の価格が逆転する

南風泊市場では、放流物は天然物と区別して取

ケースも出ている。

引されている。入荷後、プラスチックケースに
サイズ別に選別する時に瞬時に放流物を識別して
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【豊かな海づくり推進協会コーナー②】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告１

徳島県海部郡の漁業現場での取組に向かう道行き
徳島県漁業協同組合連合会
参事

森

啓介

開催日時：平成 28 年 7 月 12 日 15:30 から，及び，8 月 23 日 15:30 から
開催場所：牟岐町漁協 2 階会議室 ( 徳島県牟岐町大字中村 )
講

師：山口県漁業協同組合

前田

宏

常勤監事、及び、

千葉県館山水産事務所改良普及課

庄司

紀彦

上席普及指導員

出 席 者：海部郡水産振興会（郡内全漁協の協議組織、郡内 3 町役場、徳島県水産振興課・南部総合
県民局）

１

はじめに
徳島県海部郡には 12 の漁協が点在し、県内全
漁業者の 4 割に当たる約 1,100 人が釣り・採貝・
定置漁業等を営んでいます。網漁法等積極的漁法
を持たず、アワビ、イセエビ等 ｢高い魚｣ が漁獲
金額を支える漁業構造にあります。近年の、資源
レベルの低下に消費減退による魚価低迷等が加わ
り、漁業・漁協の経営は厳しさを増しています。
長年栽培漁業や資源管理に取り組んできたもの
の、期待どおりには奏効していません。漁協合併
の可能性もありましたが、実現には至っていませ
ん。遊漁やダイビング等にも手をつけましたが、
集客の問題等でつまずき苦戦しています。
漁協は、財務改善のために人件費等固定経費を
圧縮しました。日々の定常業務の処理に忙殺され、
新規事業や定常外業務への対応ができないことか
ら、改善策の検討にも至っていませんでした。高
齢化や後継者不足、地理的不利もあり、日本の元
気のない漁村の象徴のような存在でした。
そのようななか、浜プランの策定等を契機に、
もう一度自分たちの浜を見直そうという風潮が少
しずつみられてきました。今回は、それらの動き
への一助として、振興取組を実践する際に現場で
役に立つ情報を提供したいと、2 課題についての
研修会を開催しました。
市場統合に関する講演
｢牟岐町内 2 漁協の市場統合による ｢豊かな海

からの賜物｣ の価値向上～山口県漁協における事
例から牟岐での実施方途を探る～｣
山口県漁業協同組合 前田 宏 常勤監事
ア 経緯
先に記したとおり、漁業収入の低下と漁協財務
の結果人件費（職員数）削減が起こり、これが組
合員サービスの低下につながっています。更に、
集荷量の減少により、買う側（仲買人・運送会社）
の事業意欲に低下がみられます。すなわち、買参
人数の減少や運送便の撤退・減少が起こり、生産
者側の価格形成力を減退させるという悪い連鎖が
起こっています。
一方、漁協の販売事業は、組合員の暮らしの礎、
漁協経済事業の核であること、郡内全漁協が直営
する共通性があることから、これを改善すること
が必要との意見が集約されました。具体的には、
単協の漁獲（集荷）量が減少傾向にあるなか、複
数漁協が連携／共同して販売事業を行わないと、

２

前田

宏

常勤監事（最も右が前田氏）
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販売事業の改善も実現できない（市場の統合や販
売事業統合をしよう）との意見が提起されました。
しかし、市場統合といっても具体的にどんな方
針でどんなことを検討したらよいのか分かりませ
んでした。そのようななかで、過去に大規模な統
合を成し遂げた担当者から具体的な情報を得たい
と、山口県漁協に講演を依頼した次第です。
イ 内容
当日御説明いただいた内容は、概ね次のとおり
です。
（1）山口における市場統合の目的、利点、戦略
① 市場統合の目的は、魚価の向上、漁業者の所
得増、漁協の機能発揮、そして地域活性化であ
る。
② 市場統合のねらいとして、出荷先を拡大し安
定供給を図る、販売経費（直接費と管理費）を
削減する、人・発信力・交渉力等の経営資源を
有効活用する、付加価値の向上を図ることであ
る。
③ 漁業生産と販売事業が組合員の生活の礎であ
るという認識のもと、すべての関係者が一丸と
なって取り組むことが重要。
（2）統合に向けた検討
次のような項目について、検討し、あるべき統
合の姿を描く。
① 地域・地区の状況
② 漁獲状況（魚種・漁業種類・月別漁獲量と額、
最大日間漁獲量、魚価）
③ 販売・出荷先（市場・問屋、量販店、料理店、
地元）
④ 集荷・出荷形態（活魚、鮮魚、貝類等、海藻
等別に）
⑤ 輸送（直営便、運送業者への委託）
⑥ 統合後誰が販売の主体になるのか
（3）統合に向けた具体的検討項目
① 事業部署、責任者
② 集荷（主体、場所、施設）
③ 仕訳と仕立（主体、魚種・サイズ・漁業種類
別、組合員との分担）
④ 販売先（決定方法、現場担当への権限付与範
囲）
⑤ 仕切・支払
⑥ 組合事務（組合の役割、手数料、経費）
ウ 市場統合に関する所感
販売事業統合は、集荷量増大による価格形成力
の強化、漁協販売事業経費の削減を主なねらい
として行うが、仲買との関係等で良好な統合が実
現すると販売単価の向上も得られる場合もありま
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す。このように、組合だけでなく組合員にとって
も有益なものです。山口でも、いろいろな障害を
乗り越えて市場統合を実現されたが、統合は両者
にとって有効に働いたとお聞きしました。これか
らの漁業継続を考えると正しい選択であったとの
見解が印象的でした。これから、統合の具体を検
討していく我々にとって、極めて有益な内容を分
かり易く説明いただきました。
３

アワビ輪採制に関する研修会
｢輪採制採用に向けた意識醸成と現場での取組
技術の習得｣
千葉県館山水産事務所改良普及課
庄司 紀彦 上席普及指導員
ア 経緯
前記のような厳しい環境にさらされた海部郡に
あって、アワビ等磯根資源は郡内漁獲金額を構成
する最重要魚種の 1 つで、特に京阪神においても
高い評価を得てきました。
漁獲の底上げを図るには、アワビを核にする必
要があると考えます。郡内共通の重要資源である
こと、磯根の資源として管理になじむ、放流とい
う有力な増殖手段があるという魚種の特性がある
ことから、適当だと考えられるからです。
このなか、千葉県においては、輪採制を積極的
に採用し高効率の漁業を実現していると聞きまし
た。海部における輪採制導入の可能性を探り、か
つてのアワビ漁業の復興を図りたいと考えていま
す。このような経緯から、千葉県における輪採制
の実施方法や効果等を講演いただくよう、お願い
しました。
イ 内容
（1）千葉県におけるアワビ増殖手法等の紹介
① 1 漁場 30 × 30m（=900㎡）程度の漁場を最
低 3 箇所選定する。
② 初年度には、第 1 漁場で、80 × 60㎝、 高さ
10㎝のコンクリート平板（10㎝足付）を、1 漁

庄司

紀彦

上席普及指導員（写真中央立位者）

場当たり 1,200 枚程度配置し、稚アワビ種苗を
放流する。
③ 第 1 漁場で 3 年程度管理（密漁防止活動、平
板の飛散防止、海藻供給等）を行い、構成員が
共同で集約的に漁獲する。
④ 第 2 漁場では第 1 漁場の翌年に、第 3 漁場
では第 2 漁場の翌年に、漁場造成と種苗放流を
行い、それぞれ 3 年後に漁獲する。
⑤ このように、3 つの漁場でそれぞれ造成・放
流・漁獲のサイクルを形成し、切れ目なく効率
的な資源と漁場を利用する。
（2）輪採制実施の効果、課題
① 漁業者は、輪採と一般、双方漁場の採捕で受
益する。
② 輪採漁場では、費用労力負担と受益の双方を
地域共同で行う（ある意味協業制）。
③ 輪採漁場の水揚収益の配分は地区で規定。
④ 次が、当該地区の会員に配分される
関連輪採漁場水揚金－（漁協の水揚手数料
8％ + 種苗放流費用 22％ + 採捕経費や今後の漁
場整備への準備金など）
⑤ 多いところで、1 漁場から 700㎏以上の水揚
が、参加者 1 人当たり 10 ～ 70 万円の収入が
得られる見込。一般漁場での収入を加えると、
アワビ漁期の約 4 月は安定収入時期として見込
める。
⑥ 輪採漁場からの水揚量は、当初合計で 1 トン
以下、最近は約 5 ～ 6 トンで推移。ここ数年
は千倉地域でのアワビ水揚の約 10 ～ 25％を占
める（本県水揚量の約 4％）
。回収率は平均約
10％（優良漁場 15％以上も）。
（3）成功に至る経緯
① 成功に導く鍵は、1 にも 2 にも漁場選定。優
良漁場を供出できれば成功、そうでなければ成
果は期待できない。このため、地区内で何度も
話合を重ねた。
② 一方で、これまで好漁場と目される場所を輪
採漁場とすることには、地区漁業者からの反対
も強く、同意を得ることに大変苦労した。
③ 3 年間管理した漁場から、大きく育ったアワ
ビがたくさん水揚げされたことで ｢やりがいの
ある取組だ｣ との実感が広まり、仲間の士気も
高まった。
④ 支部間でも積極的に情報交換を行い、作業内
容を改善・工夫していくことで、次第に輪採漁
場からの水揚が増えていった。平成 9 年の漁協
合併を契機に、輪採漁場の取組は他地区にも拡
大。

（4）今後の課題
① アワビ漁業の基盤である生育環境と漁場は、
将来のあまのためにも地域の財産としてしっか
りと受け継いでいく必要がある。
② 今後は地区の垣根を超えて後継者を育ててい
かなければいけない。
③ 資源管理・漁場管理にしても、千倉地域の漁
業者全体でアワビ漁業を支えていくため連携し
ていくことが大切。
ウ 所感
80 ～ 90% の成功率を誇る輪採制。実績のある
取組だけに、実践する価値は極めて高いと感じま
した。根底には、実践する漁業者の決断力とやる
気が必要です。要諦となる優良漁場提供の問題は、
集落の共同意識を試される場でもあると思いま
す。高い採捕成績を提示すれば、関係者のやる気
や優良漁場提供に向けた機運は高まります。その
意味では、最初に優良な漁場で始められれば、事
後の実施に結びつきます。しかし、当初の実施で
は効果の実感ができておらず、優良な漁場供出に
は至りにくいというジレンマを感じます。
もう 1 つの現実的な問題として、資金確保が挙
げられます。特に、3 つの漁場で初年度には平板
設置を伴うことから、各漁場 600 万円程度の多
額の出費を余儀なくされます。公的助成を含め、
しっかりした資金計画をしないと、所期の成果は
得られません。
このように課題はあるものの、高い成功率と労
務・経済面での集約性、集落の共同実施による連
携の確保など、秀逸な実行策だと考えられます。
輪採制をテコに、地域のアワビ漁業が往事の隆盛
を取り戻す夢に向かって、積極的に実行を検討し
たいと考えています。
４

謝辞
山口県漁業協同組合常勤監事の前田 宏様、及
び千葉県館山水産事務所改良普及課上席普及指導
員の庄司 紀彦様には、大変お忙しい中、講師を
お引き受けいただき、熱心にご講演をいただきま
した。心から御礼申し上げます。
いずれも、取組の課題を現場で解決するための
具体的示唆にあふれており、今回受講した漁業者
や関係機関職員にとって有意義な研修会となりま
した。今後、本県における取組に大きく役立つも
のと考えます。
最後に、本県からの研修の要望を快く採択して
いただいた公益社団法人全国豊かな海づくり推進
協会に厚く御礼申し上げます。
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豊かな海づくりに関する現地研修会報告２

「隠岐のいわがき」ブランド化の取組について
鹿児島県南薩地域振興局林務水産課
技術主査

槐島

光次郎

開 催 日 時：平成 28 年 9 月 27 日（火）15:15 ～ 17:00
開 催 場 所：かごしま県民交流センター東棟 4 階大研修室第 4（鹿児島市山下町 14-50）
研修対象者：漁業者、漁協、市町村、県
講

師：島根県隠岐支庁水産局島前出張所

水産業普及員

佐藤 勇介

出 席 者 数：49 名

１

はじめに
鹿児島県では、平成 26 年度より県水産技術開
発センターと連携して県下 15 箇所においてイワ
ガキの試験養殖が開始され、新たな養殖対象種と
してイワガキが注目を集めている状況にある。し
かし未だ本格的な出荷に至っておらず、今後の流
通対策が喫緊の課題となっている。そこで今回、
イワガキ養殖の先進地である島根県隠岐地区より
講師を招聘し、養殖イワガキの出荷にあたっての
衛生対策や流通対策について関係者の理解を深め
るために本研修会を開催することとした。
２

研修会の概要
本研修会は、平成 28 年 9 月 27 日（木）に鹿
児島市のかごしま県民交流センターにて開催され
た。当日は鹿児島湾に隣接する市町村・漁協で構
成される鹿児島湾水産業改良協議会の総会等と併
せて実施し、県下各地より 51 名の出席があった。
研修会では、島根県隠岐支庁水産局島前出張所の
佐藤水産業普及員より『
「隠岐のいわがき」ブラ
ンド化の取組について」と題し、島根県隠岐の島
におけるイワガキの種苗生産や養殖の手法、出荷
にあたっての衛生対策等についてご講演いただい
た。また最後に質疑応答が行われ、活発な意見交
換が行われた。
３ 講演
（１）隠岐地区のイワガキ養殖の歴史
・平成４年に島根県水産技術センター指導のも
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研修会場の様子

と、西ノ島町の漁業者が日本で初めてイワガ
キの人工種苗生産に成功した。
・平成 10 年には島根県栽培漁業センターでイワ
ガキ種苗の大量生産を行い、種苗の配布を開
始した。
・平成 12 年には隠岐地域のイワガキ生産者・漁
協・町村・県による「隠岐のいわがきブラン
ド化推進協議会」を設立し、マーケティング
調査や PR 活動等を開始した。
・平成 15 年には「隠岐のいわがき」が島根県の
ブランド化重点産品に選定され、生産及び衛
生管理体制に構築に着手した。
・平成 19 年には販売額が１億円を突破し、平成
26 年には販売額２億円を達成した。
（２）「隠岐のいわがき」とは？
・隠岐で生産された種苗を、隠岐の漁業者が隠
岐の海域で養殖した生食用イワガキで共通規

佐藤水産業普及員による講演風景

格を設定し、紫外線殺菌海水での一定時間の
浄化蓄養や、統一した衛生管理を実施し、貝毒・
ノロウイルス・大腸菌検査をクリアしたもの
を「隠岐のいわがき」ブランドとして出荷し
ている。
・出荷はおいしさの指標となるグリコーゲン量
が多くなる３～７月頃に行われ、７月以降は
エグみや抱卵後のカキ（ミズガキ）が出るため、
ブランドイメージを損なわないよう出荷を自
粛している。
（３）隠岐地区でのイワガキ養殖の状況
・隠岐地区では、イワガキ養殖に適した波の静
かな場所の多い西ノ島町や海士町で特に盛ん
に行われている。
・養殖は筏と延縄の２種類の方法で行われてい
る。筏は一つで多くのイワガキを養殖するこ
とができ、作業効率が良いというメリットが
ある反面、初期投資がかかり時化に弱いとい
うデメリットがある。延縄式は初期投資があ
まりかからず筏よりも時化に強いというメ
リットの反面、密集して養殖ができず作業効
率が悪いというデメリットがある。
・イワガキ種苗は、一部で自家生産や天然採苗が
行われているが、ほとんどは（公社）島根県
水産振興協会栽培漁業センターで生産される。
パンライト水槽で飼育し、ホタテ殻に付着さ
せたイワガキが殻長 1 ㎜程度になると海面生簀
に移行する。10 ㎜サイズに成長するとヒラム
シ対策の濃塩水処理を行った後、選別して生
産者へ出荷される。
・生産者による本養殖では、垂下したイワガキ
の成長具合に応じて通し換え作業を行う。通
し換え後も定期的にイワガキを観察して食害
の有無や成長具合を確認する。順調に成長す
れば、垂下から 3 ～ 4 年目で 200 ～ 300 g の出
荷サイズとなる。
・養殖中はヒラムシや魚類による食害が発生する
ため、対策が必要である。ヒラムシ除去は定

期的な濃塩水浴を行うことが重要である。イ
シダイ・クロダイなどの魚類は食害防止の保
護ネットを付けることが有効である。
・出荷時は、ホタテ殻に付いた 10 ～ 20 個のイ
ワガキの塊を空気式のエアハンマーを用いて
慎重に分解作業を行う。その後グラインダー
と高圧洗浄機で付着物の除去・洗浄を行い、
サイズ別に選別し、専用水槽を用いて紫外線
殺菌海水による一昼夜の浄化処理を行った後、
「隠岐のいわがき」は生食用として消費者の元
へ出荷される。
（４）販売と流通の状況
・「隠岐のいわがき」の販売方法は、主に①消費
地の飲食店等への直接出荷、②ＨＰ等による
個人等への直販、③漁協を通じて地元や境港
産地市場への出荷、④大手カキ取扱業者への
出荷の４通りの方法がある。
・出荷サイズは、平成 27 年シーズンでは 200 ～
300 g サイズが全体の 55% 以上を占めており、
売れ筋となっている。その一方で、400g 以上
の大きなサイズを好む消費者もいる。
・出荷先として主に地元である隠岐地区内や松
江・境港、関西・関東などの巨大消費地への
流通が主な流れとなっており、このうち 4 ～ 5
割が地元の隠岐地区や松江・境港に出荷され、
残りの 5 ～ 6 割が関西・関東などの遠方の消
費地へ出荷されている。
（５）衛生管理
・
「隠岐のいわがきブランド化推進協議会」では、
衛生管理マニュアルを策定し、イワガキ生産
者への衛生管理の周知・指導を行っている。
・「隠岐のいわがき」の衛生管理基準として、紫
外線殺菌海水により浄化処理したイワガキに
対して、出荷シーズン前の検査で大腸菌、ノ
ロウイルス、腸管出血性大腸菌、一般生菌数、
腸炎ビブリオ、貝毒について基準値を設けて
いる。また、大腸菌とノロウイルスについて
は２週間に一度、一般生菌数については４週
間に一度の定期検査を行っている。
・「隠岐のいわがき」衛生管理マニュアルではさ
らに「水揚げ時の管理」、「作業場にかかる管
理」、「紫外線殺菌海水による浄化」、「ろ過、
浄化施設の管理」などの注意点を細かくマニュ
アル化している。
・通常の衛生管理からさらに一歩進んだ衛生管理
の取組として、検査結果判明後出荷を行う「隠
岐のいわがき『清海』」というブランドでの出
荷も行っており、徹底した衛生管理を求める
消費者にマッチした商品となっている。
・「隠岐のいわがきブランド化推進協議会」では
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さらに消費者に対する安心安全の取組として
独自のＨＰを開設し、出荷情報などのトレー
サビリティに対応している。出荷シーズン前
検査や定期検査の結果も、生産者ごとにＨＰ
で全て公開し、消費者への情報発信を行って
いる。
（６）課題と今後の取組
・近年では全国のイワガキ他産地が増加してお
り、競争が激化している。またイワガキの出
荷量が増加してくるのに伴い、求められる衛
生面・品質面でのハードルもさらに上がって
きている。
・今後の取組としては、新たな養殖手法による
イワガキの高品質化（身入りのばらつきや成
長不良の改善）
、機械の導入等による作業の省
力化・効率化、これまで以上の徹底した衛生
管理の推進、イワガキ種苗の安定供給かつ要
望数の確保、新規イワガキ生産者の受け入れ
促進などに取り組んでいく必要がある。
４ 主な質疑応答
Ｑ：ヒラムシ駆除用の濃塩水は何％の濃度を使っ
ているのか？
Ａ：飽和濃塩水を使用しており、これに 30 秒か
ら１分漬ければヒラムシを駆除できる。
Ｑ：販売にあたっての価格設定は？
Ａ：浜値でだいたい 1g あたり 1 円で、キロあた
り千円程度となっている。
Ｑ：ホタテ殻に付着した複数の種苗をそのまま大
きな塊状に生育させているが、バラして形
を整えながら大きくする方法はしていないの
か？
Ａ：塊状に大きく生育させる手法が一番最初から
行われている基本的な手法で、バラして生育
する生産者もいる。
Ｑ：平均的な生産者（夫婦で操業）の年間の種苗
導入数は？
Ａ：平均 3,000 ～ 5,000 個程度。
Ｑ：消費地の飲食店への出荷割合は出荷量全体の
どの程度を占めているのか？
Ａ：４～５割程度。イワガキは丈夫で消費期限も
長いので、飲食店へ直接出荷するのに向いて
いる商材だと言える。
Ｑ：養殖の過程で曲がり等の異形のものはどの程
度出て、その処理方法はどのようにしている
のか？
Ａ：異形のものは２～３割程度出ると聞く。処理
としては出さないのが一番だが、形をあまり
求められない大手のカキ業者へ出荷する生産
者もいる。
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参加者からの質問

Ｑ：検査費用はどの程度かかっているのか？
Ａ：ノロウイルスが 1 回につき 1 万 5 千円程度、
大腸菌が 1 回につき 2 ～ 3 千円程度で、生
産者の個人負担は年間を通して 15 万円程度。
Ｑ：島根県水産振興協会栽培センターで生産され
た種苗は全て県内向けなのか？他県から種苗
を取り寄せたりしないのか？
Ａ：種苗は島根県内の生産者の要望に応じて生産
し、全て県内向けに出荷されている。「隠岐
のいわがき」ブランドの定義上、あくまで島
根県内の種苗となっていることと、魚病のリ
スク上、今後も他県から種苗を取り寄せるこ
とは無いと思う。
Ｑ：種苗の販売価格は？
Ａ：ホタテ殻１枚につき税込みで 140 円。
Ｑ：イワガキ養殖の生産コストは？
Ａ：水揚げ高の 3 ～ 4 割程度。
Ｑ：出荷の際の消費期限の設定は？
Ａ：検査機関に調べてもらったところ、10℃保存
で 10 日間まで大丈夫とのことだったが、と
りあえず７日間を推奨している。
５

謝辞
講師をお引き受けいただいた島根県隠岐支庁水
産局島前出張所の佐藤様には、大変お忙しい中、
遠路はるばる鹿児島県までお出でいただき、イワ
ガキ養殖の具体的な手法やブランド化確立の為の
徹底した衛生対策等についてご講演いただきまし
て厚く御礼申し上げます。
本研修会は、イワガキ養殖を開始して間もなく
未だ本格的な流通に至っていない本県のイワガキ
養殖関係者にとって、より実践的な養殖・流通に
関する知見を深める有意義な機会になったと思い
ます。
最後に、本研修会の趣旨にご賛同いただき、ご
支援いただきました公益社団法人全国豊かな海づ
くり推進協会に厚く御礼申し上げます。

