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豊かな海をつくり活用する人材
を育てる
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
水産大学校代表

我が国の水産業界は水揚げの不振、魚離れによ
る魚価の低迷、経費の増大など経営困難に直面し
ており、その結果として高齢化と後継者不足に嘆
く状態が続いている。2，30 年前のピーク時の漁
獲量から半減してきた傾向をみて、先行きの見通
せない業界だと思われている。いくら担い手対策
をしても人はなかなか集まらないので、税金の無
駄遣いと揶揄する声も聞こえてくる。
そんな時代にあって、下関にある水産大学校で
は毎年の入学試験でほぼ５倍の競争倍率を維持し
ており、97％の就職率を誇っている。しかも就職
した者の 8 割以上が水産業界に進んでいる。景気
が悪いと言われる水産業界でも、世代交代を続け
る意欲のある会社は多く、毎年 100 社以上の求
人が集まっている。
たしかに水産に関する統計数字だけみていると
儲からない商売に見えるが、各地の現場の中には
1 千万円プレーヤーの漁師は結構いるものだ。そ
の生産物を大事に付加価値を付けて商っている流
通業者もいる。水産会社の中にも現場の苦労があ
り、ぼろ儲けはないけれど、堅実に経営できてい
る企業もある。
現場をじっくり眺め、汗をかいている仕事を丹
念に探せば、面白い仕事場が目につく業界である。
何よりも、魚好きの消費者と接して、こんな魚が
欲しかったと喜んでくれる人々の顔を見る楽しみ
がある。学生たちに、そんな現場に触れ、豊かな
生き方を見いだしてもらいたくて、大学校を運営
していると言っても良いくらいだ。
さて、豊かな海というのはどんな海だろう。昨
年、瀬戸内海環境保全特別措置法が改正され、こ
れまでの「きれいな海」から「豊かな海」を目指
すよう改められた。3，40 年前の汚濁にまみれて
いた瀬戸内海をきれいにする取り組みは、一定の
成果をあげ、水はおおむねきれいになってきた。
しかし、海苔の色落ちに代表されるような貧栄養
という新たな問題が出てきた。
海域の環境が持続的に維持されるレベルでの栄
養が供給され、生態系の物質循環が円滑に回るよ
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うな海というのが目指す方向である。水清ければ
魚棲まずと言われるような状態では困るので、多
様で季節感に富んだ海の幸が浜を潤すようになっ
てもらいたいという願いがそこにある。
これまでは経済成長を図るため、効率性が追求
されて、専門分野の得意種目を伸ばすことに力が
注がれてきた。しかし、その結果として省庁の縦
割りや業界間の軋轢が拡大してきた。また、首都
圏への一極集中が進む一方で、地方の過疎化や没
落が目立つ状況も拡大してきた。
これから地方創生が我が国の課題として上がっ
てきている時、地域資源としての水産を生かして、
伝統的な食べる知恵を発揮し、ふるさとの温かさ
と安心感を伝えていくことは、未来につながる生
き方といえるだろう。そのためにも、目の前の海
と向き合い、その自然の生産力を支えるものは何
か、手に入る資源の動態を観察し、大漁貧乏にな
らないように工夫して上手に売りさばくような、
しなやかで、したたかな水産人が求められている。
筆者は、養殖の餌に使われていた安いイカナゴ
を「くぎ煮」という食文化に仕立てて付加価値を
高めた。また、海苔の販売促進として「恵方巻」
の取り組みを仕掛けた。そんなアイデアと、一緒
に悪のりしてくれる仲間づくりがこれからのカギ
になると考えている。
その素材やアイデアのもとは漁村の暮らしの中
にたくさん眠っている。地元の人が気づかないよ
うな価値をよそ者が見いだし、名産品を仕立てた
例はたくさんあるだろう。その見本となる例を学
ぶことも大切だが、それを開発する上で多くの失
敗もあるだろう。その失敗の原因をしっかり見つ
めると、問題解決の糸口が見えてくることがある。
見聞を広め、地域の人びとの性格や文化を見通し、
共感の輪が拡がる仕組みを見いだすことは、たい
へん創造的で、心の豊かさをもたらしてくれる。
学生たちには「金持ちより、人持ちが大切だ」と
語りながら、ともに汗をかいて笑いながら仕事の
できる仲間を作ろうと呼びかけている。

キンメダイの人工ふ化と種苗生産試験
静岡県水産技術研究所伊豆分場

野田

上席研究員

はじめに

浩之

究対象魚種に採用されたことで、種苗生産技術開

キンメダイは世界各地の海山などの海底付近に

発を行うことになりました。研究を再開して 2 年、

生息する深海魚です。国内では主に九州南方から

未だ種苗生産の成功には至っておりませんが、今

関東東沖に至る太平洋沿岸から小笠原諸島海域に

回は 2 年間の研究実施状況と、今後に向けた課題

分布しています。伊豆諸島周辺および伊豆半島と

について紹介させていただきます。

房総半島に囲まれた海域では、静岡、神奈川、東京、
千葉の 1 都 3 県の漁船によって漁獲され、この地
方においては重要魚種の一つに数えられます。脂

１．受精卵の確保
種苗生産に必要な受精卵を確保する方法には、

ののった刺身や、甘辛いタレをたっぷりからませ

親魚を養成して産卵させる方法と、産卵期に親魚

た煮付けは絶品です。

を捕獲して人工授精する方法があり、当研究所で

静岡県では底立延縄、立縄、樽流しによって漁

は両方の技術開発を進めています。伊豆近海にお

獲されていますが、2014 年の漁獲量は約 2,100

けるキンメダイの産卵期は 6 ～ 10 月で、卵は直

トンで、1984 年のピーク時の約 25％にまで減少

径 1.2㎜程度の分離性の浮遊卵です４）。海底付近

しました（図 1）
。CPUE も減少しており、その

で産出された卵は発生が進むにつれて表層まで浮

傾向はここ数年より顕著になっています 。この

上すると推察されており５）、飼育実験の結果から

ような状況から、近年では関係業界から、本種の

ふ化の適水温は 20-22℃と報告されています ６）。

栽培漁業に関する技術開発の要望が出るようにな

以上の知見から、深海に生息する親魚の飼育には

りました。

低水温の海水が必須ですが、仔魚は、産卵期の表

１）

当研究所では、かつて伊東分場（平成 11 年廃
止）が昭和 40 年に初めてキンメダイの人工ふ化

層と同程度の水温で飼育が可能と考えられます。
１）親魚養成

に成功し 、翌年には仔魚の 10 日間の飼育も行

低水温の海水が必要な親魚の養成には、駿河湾

いました 。昭和 60 年以降人工ふ化試験は中断

の水深 270ｍと 397ｍから取水した海洋深層水を

していましたが、静岡県第 7 次栽培漁業基本計画

利用しています７）。捕獲は、表層と底層の水温差

（期間：平成 27 年～ 33 年）で、キンメダイが研

が少なくなる冬期に実施し、漁業者に伊豆半島東

２）
３）

岸沖漁場で立縄により漁獲してもらったキンメダ
イを、当研究所駿河湾深層水水産利用施設（焼津
市）に搬入しました。搬入は平成 27 年 2 月から
28 年 3 月の間に 5 回行い、計 113 個体を池入れ
しています。飼育には容積 20㎘のコンクリート
製円形池を使用し、1 池に 20 尾程度収容してい
ます。飼育水温は 10 ～ 14℃で、餌はイカやサン
マの切身等を給餌しています。
飼育開始当初に捕獲・搬入によるダメージと思
われる死亡が集中し、その後は餌を食べない個体
の死亡により生残率が低下しました（図 2）。さ
らに 90 日目以降からは腹部にガスがたまり、横
図１

静岡県のキンメダイ漁獲量の推移

転する症状を示す魚が出現するようになりまし
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た。600 日以上生残している個体もありますが、
生物学的最小形とされる 31.8cm 以上５）の個体で
あっても、これまでに飼育下での産卵は確認でき
ていません。ガスがたまる症状への対策等による
生残率の向上が今後の課題です。

写真１

船上での採卵作業

して当研究所伊豆分場（下田市）に輸送し、水温
22℃～ 23℃で飼育を行いました。その結果、第
3 回目の操業後に授精した卵のみが 2 日後にふ化
図２

親魚養成における生残率の推移
中村・野田（2016）より引用

し、ふ化率は 16.2％、ふ化率から推定したふ化
仔魚数は 2,300 尾でした。
３）ホルモン処理による採卵

２）船上人工授精
産卵期である夏には、天然親魚を捕獲して人工

未成熟魚は、ホルモン処理による採卵試験とし

授精を行っています。平成 27 年は 8 月から 9 月

て活かしたまま伊豆分場に輸送しました。衰弱個

にかけて 3 日捕獲を行いましたが、成熟魚は 9 月

体と概ね 700 g 以下の小型個体を除き、ゴナトロ

の上旬に雄 2 尾、雌 1 尾捕獲できただけでした。

ピンを魚体重 1kg あたり 500IU を目安に筋肉内

人工授精も実施しましたが、ふ化しませんでした。

に注射して、容積 2㎘の FRP 水槽に収容し、冷

平成 28 年は捕獲時期を早め、7 月 9 日、7 月

却海水を用いて飼育しました。7 月 9 日捕獲魚は

23 日、8 月 6 日、9 月 10 日に実施し、計 206 尾

1 尾、7 月 23 日捕獲魚は 10 尾、8 月 6 日捕獲魚

捕獲しました。このうち雄の成熟魚は、全ての調

は 2 尾、9 月 10 日捕獲魚は 2 尾、計 15 尾の雌か

査日に出現し計 31 尾捕獲できましたが、雌の成

ら採卵でき人工授精を実施しました。

熟魚は 7 月 9 日に 3 尾捕獲できただけでした。調

その結果、7 尾の雌から得た卵がふ化しました

査日毎の成熟魚の割合は、7 月は 17 ～ 25％でし

が、ふ化率は 0.1 ～ 2.6％と低く、ふ化仔魚も計

たが、8 月は 8％、9 月は 6％に低下したことから、

1,250 尾得られただけでした。この他に、排水口

船上人工授精を目的とした親魚捕獲の適期は 7 月

に設置したネットで回収された自然産出卵が 143

以前と考えられました（表 1）
。7 月 9 日は 3 回

千粒ありましたが、全て未受精卵でした。船上人

の操業いずれも雌雄の成熟魚が捕獲できたため、

工授精と比べてふ化率が低い原因として、採卵

操業終了直後に人工授精を実施しました。卵と精

した卵が 0.9 ～ 1.0㎜程度と小型であることから、

子の採取は搾出法で（写真１）
、授精は乾導法で

十分に成熟する前に採卵している可能性が考えら

実施しました。授精卵はビニール袋でパッキング

れました。また、授精に用いる精子は、船上で採
取し原液のまま冷蔵保存したものを用いました

表１

平成２８年親魚捕獲結果

が、4 ～ 5 日後には海水中で運動する精子が無く
なります。今後、ホルモン処理方法の改良と精子
保存技術の開発が必要です。

２．仔魚飼育
7 月 9 日（船上授精）、7 月 10 日および 7 月 23
日（ホルモン処理）に人工授精した受精卵を水槽
に収容し、仔魚の飼育試験を実施しました。飼育
容器には 500L アルテミア孵化槽を使用し、餌料
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仔魚の最長生残日数は 18 日でした。

物遺伝資源保存事業により配布を受けた SS 型ワ

昭和 40 年の人工ふ化成功以来半世紀、途中他

ムシタイ株を用いました。SS 型ワムシの一次培

機関で技術開発が進められた時期もありました

養は、スーパー生クロレラ -V12（クロレラ工業

が、キンメダイの仔魚飼育には 20 日目前後の壁

株式会社）を使用してバッチ式で行い、スーパー

があり、我々もこれまでのところ、この壁を越え

生クロレラ -V12 とタウリンおよびスーパーカプ

ることができていません。種苗放流の実現のため

セルパウダー（クロレラ工業株式会社）で 2 次培

には、養成親魚の自然産卵や人工ふ化方法の改良

養後に給餌しました。

など、良質卵を確保する技術開発や、仔魚の飼育

いずれの回次も授精 2 日後にふ化しました。ふ
化仔魚の大きさは 2.8 ～ 3.1㎜で、卵黄嚢が吻端

環境や初期餌料の適正化など、解決しなければな
らない課題が多くあります。

より突出しています（写真 2 上段）
。その前端に
油球があり、水槽内では頭部が上に向いた正立状
態で浮遊しています。日齢 3 には、眼球が黒色と

３．おわりに
静岡県における沿岸・沖合漁業の重要な対象種、

なってはっきりし、写真で黒く見える腹鰭も出現

キンメダイの漁獲量は経年的に減少しており、ま

します（写真 2 中段）
。また卵黄嚢が縮小し開口

た、資源水準も低位と評価されています。今後も

しますので、この時点から SS 型ワムシの給餌を

持続的に資源を利用していくためには、より一層

開始したところ、翌日には消化管にワムシが取込

の資源管理型漁業の推進が必要と考えられます。

まれていることが確認できました。日齢 6 の全長

その一方で、将来的に種苗放流による積極的な資

は 3.7㎜程度ですが、腹鰭が全長の 1/3 程度にま

源増大策を展開できるよう、技術開発を進めてい

で伸張します。日齢 9 にはさらに腹鰭が伸張し、

く必要があります。

飛行機のように斜め後方に拡げて水平バランスを
とりながら浮遊する姿が観察されました（写真 2
下段）
。しかし、この頃から急激に生残数が減少し、
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中段：日齢 3
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神奈川県におけるトラフグ放流種苗の追跡調査と
東京湾内における再生産の可能性
神奈川県水産技術センター
臨時技師

はじめに

山﨑

哲也

についての短期間な調査を実施したので、その結

トラフグといえば、下関や若狭湾などの日本海

果を報告します。また、近年になり東京湾口にお

側、九州、伊勢・三河湾などが産地として有名で

いて、トラフグが自然繁殖を行なっている可能性

あるため、
「ふぐ刺し」や「ふぐ鍋」などのフグ

がみられたことから、その経過を紹介します。

食の文化は西日本を中心に広まっています。生息
海域は広く、北海道以南の太平洋、日本海、朝鮮
半島西岸、黄海、東海で分布しています。

放流したトラフグ人工種苗の追跡調査
放流したトラフグ人工種苗の移動ならびに成長

これまでトラフグの水揚げがほとんどなかった

を確認することを目的に外部標識を装着して追

神奈川県でトラフグ人工種苗の放流を開始する契

跡調査を行いました１）。人工種苗は 2006 ～ 2009

機となったのは、2003 年度に、横須賀市の長井

年度、東京湾（横浜市金沢区および横須賀市新安

町漁協と大楠漁協において 1 t を超えるトラフグ

浦港沖 以下、東京湾放流群と略す）および相模

の水揚げがあったことにあります。まとまった水

湾（三浦半島西岸域沿岸 以下、相模湾放流群と

揚げにより両漁協は（公財）神奈川県栽培漁業協

略す）に、計 84 千尾を放流しました。

会を通じ、トラフグ人工種苗の放流を開始しまし

両放流群ともに、放流直後から遊漁者による釣

た。現在は神奈川県水産技術センターも種苗放流

獲あるいは再捕の報告がありました。東京湾放流

を行なっており、毎年 10 ～ 110 千尾の種苗を継

群は放流後半年が経過した頃から東京湾全域に分

続的に放流し、漁獲量は徐々に増加しています（図

散し、1 年が経過すると湾外へ移動する傾向がみ

1）
。

られました。伊勢湾外海域において、トラフグ漁

当センターは水産研究・教育機構と共同で、放

場の平均水深は約 50 ～ 130 m とされ、生息海域

流後のトラフグ人工種苗の生態を調べるため、移

はおおよそ水深 150 m 以浅とされていますが、東

動範囲と成長についての長期間にわたる調査並び

京湾の大分部は水深 50 m 以浅の海域が占め、生

に、放流直後の極く浅い海域における行動や生態

息水深としては浅くなっています２）。そのため、
成長に伴い水深の深い湾外へ放流魚が移動したこ
とが推測されます。本報告と同じようなトラフグ
稚魚の成長に伴う内湾から湾外への移動は、伊勢
湾においても報告されています３）。
さらに、両放流群の成長には差が見られました。
再捕された放流魚の全長から求めた両放流群の成
長曲線を用いて、3 歳までの各年齢における全長
を推定したところ、相模湾放流群は 1 歳で 232 ㎜、
2 歳で 341 ㎜、3 歳で 396 ㎜であったのに対し、
東京湾放流群ではそれぞれ 258 ㎜、366 ㎜、415

図１

6

長井町漁協および大楠漁協におけるトラフグの
漁獲量と神奈川県沿岸への種苗放流数
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㎜となり、東京湾放流群の成長が良好でした（図
2）。トラフグは低塩分環境下において、成長が早

いことが知られています４）５）。東京湾は河川から

0.24 ～ 0.83㎜ /日となりました（図 4）。2016 年

の流入量が多く、特に夏季は表層を中心に低塩分

のみ成長の鈍化がみられましたが、飼育実験によ

域が湾全体に広がっています。そのため、東京湾

り推定された成長率 0.85㎜ /日と比較しても、お

を主な生息場としていた東京湾放流群の成長が良

おむね順調な成長といえます 10）。

好になったものと考えられます。

写真１

ひき網の調査風景

トラフグは被食を防ぐことを目的に潜砂行動を
行なうことが報告されており、その発現の有無が、
図２

東京湾放流群 （○） および相模湾放流群 （▲） の
再捕時の全長と放流後の経過日数の関係

曲線は両湾で放流されたトラフグ種苗の von Bertalanffy
成長曲線を示す （一色 ・ 鈴木， 2012）

放流適地の判断材料の一つと考えられます。斉田
浜においても、放流直後から潜砂行動が確認され
ており、滞留状況および順調な成長などからも、
斉田浜がトラフグ人工種苗に潜砂行動を発現させ

A ： 東京湾放流群
B ： 相模湾放流群

る放流適地であると判断され、本調査が今後の放

外部標識を使い、トラフグ人工種苗の放流後の
移動や成長を調べた事例は複数の研究機関から報

流海域選定の際に、大きな手掛かりとなると思わ
れます。

告されていますが、放流初期の生態について調査
された事例報告はほとんどありません６）７）。トラ
フグは孵化後、河川水の影響を強く受ける河口域

放流効果と東京湾内における再生産の可能性
神奈川県沿岸においてトラフグは主に底延縄、

に接岸し、浅海域で幼稚魚期を過ごします。その

定置網、底曳網漁業により漁獲されます。主な漁

。放流した

場は相模湾であり、種苗放流をはじめた 2004 年

人工種苗の極浅海域における生態は不明な点が多

以降、漁獲量は増加しており、近年は年間 2 ～ 3

いため、当センターは水産研究・教育機構と共同

トンで推移しています（図 1）。トラフグ人工種

で、放流海域における小型種苗の滞留期間ならび

苗の一部は鼻孔隔皮が欠損しており、天然トラ

に成長を調べました。

フグと判別が可能です。当センターでは 2005 年

後、成長に伴い沖合に移動します

８）９）

2011 ～ 2016 年 の 6 ～ 8 月 に か け て、 各 年 12

から県内主要 7 市場で鼻孔隔皮の欠損を指標と

～ 70 千尾の人工種苗を神奈川県横須賀市の相模

して、トラフグ放流魚の混入状況を調査しまし

湾に面した斉田浜に放流しました。斉田浜へは小

た。その結果、2005 年の放流魚の混入率は 3.3 %

河川が流入しており、沖にはアマモ場が広がりま

と低く、ほとんどを天然魚が占めていましたが、

す。調査内容として、放流直後から 2 ヶ月間、1.2

放流開始から 3 年後の 2007 年には 60.8 % と半

m 以浅の海域でひき網を曳網し、採捕したトラフ

数以上を放流魚が占めました（図 5）。その後、

グの個体数及び成長を調べました（写真 1）。

2007 ～ 2014 年における混入率の平均は 70 % 程

その結果、各年とも、放流稚魚は 1 ～ 2 ヶ月間、

度と高い数値となりました。一方で、2015 年か

その場に滞留することが確認されました（図 3）。

ら混入率の減少がみられました。相模湾と東京湾

放流後、摂餌を開始するまでの 1 ～ 2 週間程度は

に分けてみると、東京湾の減少傾向は顕著です。

成長が停滞するため、各調査年、放流日より 2 週

東京湾への放流は 2006 年に開始し、2007 年には

間以内の調査日を起点とし、最も当てはまりの良

50 千尾を超える放流を行っています。東京湾内

い体長の回帰直線から日間成長率を推定すると、

では当歳魚の漁獲が主体となり、2008 年の混入
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7

率は 87.9 % と漁獲物のほとんどが放流魚でした。

ています。東京湾側の市場において放流魚の混入

2007 ～ 2013 年は平均 66.8 %（調査尾数 10 個体

率は低いため、漁獲量が増えたことは天然魚の増

以下の年を除く）と混入率が高く、2013 年が最

加が一因であると考えられます。

大値となりましたが、翌年の 2014 年には 21.9 %

天然魚が増えた理由として、関東近海において、

と大きく低下しました。その後も 2015 年は 7.2

トラフグの大規模な繁殖が行われた可能性があり

%、2016 年は 7.5 % で推移し、天然トラフグの割

ます。日本の周辺海域においてトラフグの産卵場

合が増加しました。また、東京湾に面している横

が確認されているのは有明海湾口、福岡湾、瀬戸

浜市の柴漁港の漁獲量は、従来 100 kg にも満た

内海および伊勢・三河湾口などの西日本が多く、

ないものでしたが、2014 年度には 400 kg を超え、

関東近海においては現在までにトラフグの産卵場

2016 年度は 2014 年度を超える漁獲量が見込まれ

は確認されていません 11）。しかし、2016 年にな
り、大きな転機がありました。同年 4 月に東京湾
口の千葉県富津市の大貫沖において、体重 1 ～
5 kg のトラフグが遊漁船により多く釣獲されまし
た。聞き取りによると、釣り上げ時に精子が出て
おり、繁殖のため東京湾口に来遊したと考えられ
ます。多い船では 1 日に 100 匹以上も釣り上げ
ましたが、釣れる期間は 4 月末の 1 週間程度に
限られ、この期間は東京湾口から最も近い既知の

図３

６月に種苗放流を行った 2012～2016 年における
各年の採捕個体数 / 曳網 / 万尾放流と放流後の
経過日数

産卵場である伊勢湾口での産卵時期と一致しまし
た 12）。さらに、2014 年および 2016 年 6 月下旬
に、東京都環境局が東京湾奥の荒川および江戸川
の河口で実施した調査において、トラフグ稚魚が
採集されました（http://www.kankyo.metro.tokyo.
jp/water/tokyo_bay/creature/aquatic_creature.
html，2017 年 2 月 10 日）。東京湾奥で採集され
たトラフグサンプルの鼻孔隔皮欠損および体長を
調査したところ、鼻孔隔皮欠損個体は確認されず、
体長 20 ～ 40 ㎜の個体がほとんどでした（写真 2）
。
両年の 6 月上旬に相模湾に面した斉田浜にトラ
フグ人工種苗の放流を行なっていますが、短期間
で三浦半島を回り、東京湾奥へ移動したとは考え

図４

６月に放流を行った 2012～2016 年における
採捕したトラフグの体長の推移

にくいと思われます。また放流サイズは平均 48
㎜（44 ～ 51 ㎜）であり、東京湾奥で採集された
トラフグより放流種苗の方が大きく、東京湾奥の

図５

8

相模湾および東京湾における水揚されるトラフグに
対する放流魚の混入率
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写真２

2014 年 （左１列） および 2016 年 （右２列） に
東京湾奥で採集されたトラフグ稚魚

稚魚が放流魚である可能性は極めて低いと考えら
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検討．日水誌，72，886～893．
15）清水大輔・崎山一孝・阪倉良孝・高谷智裕・高橋
庸一（2007）トラフグ人工種苗の減耗要因の検
討；天然魚と人工種苗の比較．日水誌，73，461
～469．
16）山根

晃・吉田

歩・山崎英樹・崎山一孝・河端

雄毅・阪倉良孝（2015）トラフグ人工種苗の成長
に伴う行動と食性の変化．63，141～149．
17）山口県（2000）種苗放流実態調査．平成 7~11 年
度放流技術開発事業報告書（トラフグ），山口県・
福岡県・長崎県・三重県・愛知県・静岡県・秋田県．
13～26．

豊かな海

No.41

2017.3

9

特

集

漁港水域の栽培 ･ 養殖への利用に向けて
―漁港水域の有効利用の現状と
今後に向けた動きについてー
魚介類の増殖や養殖を行う上で、 稚魚等の育成に静穏な水域を使用することにより歩留りの
向上や育成経費の低減が期待できますが、 全国的に見て育成に適した利用可能な静穏水域は
少ない状況です。
そのため、 防波堤や消波施設によって静穏度が保たれている漁港水域は、 稚魚の中間育成
や放流の場所等として期待され、 一部では使用事例があるものの、 漁港本来の目的から自ずと
使用できる場所や期間は限定されていました。
しかし、 漁業者や漁船の減少等に伴い、 近年の漁港整備においては生産 ･ 流通の機能強化
が進められる一方で、 漁港機能の集約化とともに既存の漁港ストックの有効利用を図ることが必
要になっています。 また、 水産資源の増養殖により漁業生産を確保するため、 漁港を増養殖等
の場として利用したいとする要望も増えているようです。
こうした状況を踏まえ、 水産庁では漁港水域の有効利用の円滑化を図るため、 漁業者や漁港
管理者等を対象とした 「漁港水域の有効活用に関する手引き （案）」 を作成し、 今後その充実
を進めていくと伺っています。
そこで、 特集では、 水産庁のご担当者に 「漁港水域の有効活用に関する手引き （案）」 を紹
介いただくとともに、 地方行政、 研究機関の方に漁港水域の栽培漁業等への利用状況や事例に
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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漁港水域の栽培・養殖への利用に向けて

1

特

漁港水域の増養殖への活用について
水産庁

漁港漁場整備部

計画課

課長補佐（利用調整班担当）

③

１．漁港水域の有効利用の趣旨

田中 健治

資金、人材の確保のための、民間活力の導入
に関するノウハウが不足

④
近年、漁港の整備においては、生産・流通機能

漁港水域を増養殖に利用する上で、生物面、
環境面等の技術情報が不足

の強化を図る一方、今後増大が懸念される漁港施

等の課題があり、必ずしも知見の集積が十分でな

設の維持管理・更新費の抑制を図るため、漁港機

かったことから、積極的な検討がなされてこな

能の集約化と併せて既存ストックの有効利用が課

かった。

題となっている。

このような状況を踏まえ、漁港水域の有効利用

また、地域漁業の情勢変化等を踏まえ、増養殖

に必要となる支援策、手続き、民間事業者との連

等の場として漁港を利用することによ
り、漁業所得の向上を図りたいとの声

１．漁港水域の有効活用に関する施策

が増している。今後、民間活力の導入

○ 漁港における既存ストック効果の最大化を図るため、拠点漁港への陸揚・集出荷機能等の
集約化及びそれに伴う既存ストックの再活用を推進

も視野に、このような取組みが進展す
れば、新たな雇用の創出等地域経済の

拠点漁港

活性化も期待される。
このようなことから、漁港水域の有
効利用の円滑な推進を図るため、地域

・機能再編・利
用の転換
・港内の効率的
利用の促進

の漁業者や漁港管理者である地方公共
団体等を対象に、
「漁港水域の有効活
用に関する手引き（案）」として、漁
港水域を利用する際の手続き、増養殖

藻場造成

浮桟橋

・拠点漁港
への機能
の集約化

に必要となる技術的な知見等を判りや

・地先の漁
場として
の利用が
有望

すく整理したところである。

岸壁から
護岸に転換

・陸揚げ機能の集約化によ ・増養殖機能の増進
る効率的利用
等の既存施設の再
・背後用地での地域活性化 活用
策のさらなる展開
拠点漁港において、陸揚げ機
能の効率化や高度化を図るた
め、浮桟橋等の整備促進。
また、背後用地での直販等の
さらなる展開。

水域に余裕のある漁
港において、増養殖
機能の増進を図るた
め、港内を活用した
藻場や養殖場等の整
備を促進。

今後、この手引き（案）の充実を図
りつつ、必要な手続きや支援事業等の
普及に努め、漁港を有効利用している
事例を少しでも増やしていきたいと考

２．漁港水域の有効活用に必要となる手続き
○ 漁港施設である泊地を増養殖場等に活用する場合には、漁港漁場整備法及び補助金等に係る予算
の適正化に関する法律に基づき所用の手続きを行う必要がある。
○ 漁港の泊地を有効活用するための検討フロ－、主な条件等は次のとおり。

えている。

○ 漁港の泊地を有効活用するための検討フロー
増養殖場の規模、条件の検討

２．手引き（案）の構成

漁港管理上
の支障となる

NO

漁港水域について、漁船の利用等の
本来の目的以外で利用するにあたって
は、
①

NO

財
産
YES 処
分
手
続
き

財産処分等の手続きが必要で、国
庫納付が条件となる場合もあること

②

国の
補助金等を受け
整備した漁港施
設を利用

YES

新たな取組みに必要となる資金、
人材､ ノウハウ等が不足

占用等の許可手続き

漁港の泊地の有効活用

○ 漁港の泊地を有効活用する者は、漁業協同組合のほか、建設業者
等の民間事業者でも可。
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条】
○ 補助事業等により取得等した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し､
譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、農林水産大臣の承認が
必要。
○ 承認に当たっては、国庫納付等の承認条件が付される場合がある。
○ 地域活性化等を図るため、地方公共団体が所有している長期利用財産を財産
処分する、次のものは国庫納付を要しない。
・目的外使用で、収益がないもの
・譲渡又は貸付けで、無償のもの
※当該泊地の財産処分により、他の補助施設の使用に支障がないことが前提。
・長期利用財産：補助目的に従った利用により10年を経過したものをいう。
・地域活性化等：近年における急速な少子高齢化の進展､産業構造の変化等の
社会経済情勢の変化への対応､又は既存ストックを効率的に
活用した地域活性化をいう｡

【漁港漁場整備法 第39条】
○ 漁港の区域内の水域又は公共空地において、水面若しくは土地の一部占用等
をしようとするものは、漁港管理者の許可を受けなければならない。
・ 許可の期間は原則1年以内
・漁港整備事業の施行、将来計画、漁港施設の維持管理、利用などに著しい影
響を及ぼす恐れのない区域
・永久又は半永久工作物の建設又は改良を目的とする占用等でないこと
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携、増養殖に関する技術と指導体制、
ICT 技術の活用、事例について整理し、
これまでの知見や事例等を広く関係者
と共有し、検討の一助となるよう取り
まとめたものである。

３．漁協と建設業者等の民間事業者との連携など体制の整備
○ 地元漁業者が、漁港の泊地を利用し新たに増養殖業に取り組む場合、その担い手の確保や地域経
済活性化の観点から、民間事業者と連携（民間活力の導入）することも有効。
○ 例えば、地元漁協が、建設業者等と連携し、増養殖事業を運営するとともに、漁港施設の維持管理に
関する業務を、漁港管理者から受託することも考えられる。
○ 漁港の泊地において、民間事業者が増養殖事業を行う場合は、事前に漁港管理者である都道府県又
は市町村と十分に調整する必要がある。
○ 漁港の泊地を利用した増養殖場の整備と管理・運営における連携イメージ

手引き（案）の具体的な内容は、次

漁港管理者（都道府県又は市町村）

のとおりである。
（１）漁港水域の有効活用に関する施
漁港水域の有効活用のための水産
庁の施策の紹介している。

金融機関

策

③

①
泊地占用
許可

②
委託料

②
業務委託

①

改良工事
（請負）

使用料

融資
民間事業者
（漁業協同組合、建設会社等）
返済

（２）漁港水域の有効活用に必要とな
る手続き
漁港漁場整備法に基づく占用許可

①

増養殖による
【事業内容】
収益
① 増養殖業の経営
② 漁港施設の維持管理に関する業務（受託）
（清掃、警備、災害時の緊急対応等）
③ 漁港施設の補修、改良工事

や補助金適正化法に基づく財産処分
の手続きや留意点について紹介して
４．漁港水域における増養殖に適した魚種と環境条件

いる。
（３）漁協と建設業者等の民間事業者
との連携など体制の整備
地元漁協が地元建設会社等民間事
業者と連携し、増養殖や漁港の管理
業務に取り組む際の体制のあり方や
留意点等について紹介している。
（４）漁港水域における増養殖に適し
た魚種と環境条件

○ 漁港水域で増養殖を行う場合、静穏なため、養殖生簀等の耐久性向上、給餌作業等が容易等のメリットがあるが、
港外に比べ、海水交流が悪く水質環境が悪化しやすいこと、比較的水深が浅く、水域が狭いこと等のデメリットがある。
○ 増養殖の実施にあたっては、その漁港の水域環境に適応できる魚種を選定することが重要である。
○ 増養殖対象として考えられる代表的な魚種及びその平均的な生息環境等は次のとおり。なお、増養殖の実施にあ
たっては、地域の水産研究機関等とよく相談して魚種を選定する。
○ また、漁港施設については、必要に応じて、対象魚種に適した生育環境の創出のための工夫を検討する。

（１）漁港水域における増養殖への適用が考えられる魚種の例
代表的
魚種
成長段階

の改良技術について紹介している。
（５）増養殖技術の普及指導方法

ウニ類

アワビ

サザエ

全ステージ

全ステージ

全ステージ

・保護育成場
・漁場

・保護育成場
・漁場

・保護育成場
・漁場

・浮遊幼生の着定基質（貝
殻礁等）の設置
・餌料の添加

・藻場造成
⇒一定の流れが必要
（ブロック積傾斜堤等）

・藻場造成
⇒一定の流れが必要
（ブロック積傾斜堤等）

・藻場造成
⇒一定の流れが必要
（ブロック積傾斜堤等

稚ナマコ：水深0～5m
未成体～成体：
水深0～30m*1

藻場の周辺
概ね水深10m 以浅*2

藻場の周辺
概ね水深8m 以浅*2

藻場の周辺
概ね水深10m 以浅*2

必要とされる
水温帯

8～19℃
20℃以上：成長が止まる
24℃以上：活動停止･夏眠
産卵水温：12～22℃*1

エゾバフンウニ：5～20℃
バフンウニ：12～16℃
産卵水温：10～13℃
ムラサキウニ：22～26℃
産卵水温：23℃*2

必要とされる
流動環境

幼生の着定限界流速は
6㎝/s*4

キタムラサキウニは、流速が 停滞域でなく、潮通しがよく、
0.4m/s以上で構造物に這い 岩礁の張り出しや起伏によっ
上がれない。*3
て渦流が形成される所。*2

生息域

代表的な魚種、必要となる水域の環
境条件（水深、水温等）
、漁港施設

稚ナマコ～成ナマコ

漁港内で期待され ・夏眠場
る水産環境の役割 ・漁場
改良・利用の
視点

漁港水域における増養殖に適した

マナマコ

16.1～23.2℃では高いほど成
13～30℃
長良
産卵水温：23～24℃*2
産卵水温：15℃～24℃*2

新たに増養殖に取り組む漁業者が、
技術面でのアドバイス等を受けるこ
とができる、水産業普及指導員につ
いて紹介している。

成長段階

（６）ICT 技術を活用した漁場監視や
漁場管理手法
ICT 技術の活用による海水温の
可視化等効率的な海洋環境管理シス
テムの事例について紹介している。
（７）漁港水域を活用した事例・構想
新たに漁港水域を利用して増養殖
に取り組む際の参考となる事例を紹
介している。
具体的には、通常の漁港利用や漁
港管理上支障とならない水域に生簀
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イセエビ

稚エビ～成エビ

メバル

クロソイ

稚魚～成魚

稚魚～未成魚

・保護育成場
・漁場
・産卵場

・保護育成場

・稚エビの着定基質（消波ブ
ロックに小指～親指大の孔）
・成エビの生息場整備

・藻場造成
⇒一定の流れが必要
（ブロック積傾斜堤等）

・藻場造成
⇒一定の流れが必要
ブロック積傾斜堤等）

沿岸部の岩礁帯
水深2～45m*2

稚魚：
水深2m以浅のガラモ場
未成魚～成魚：
水深5～60mの岩礁域*1

稚魚：浅場の藻場に生息。
未成魚：藻場や岩礁域に生息
し、成長とともに深みに移動*1

必要とされる
水温帯

13.2～27.7℃*5
産卵水温：22～26℃*2

16～20℃（青森・稚魚期）*1

14.4～18.5℃*1

必要とされる
流動環境

藻場の造成にあたっては、栄養塩濃
漁港奥部には分布せず、波当 度と流速の積（栄養塩フラックス）の
たりや潮通しのよい消波ブロッ 増加に伴って増加するため、海藻が
剥離や損傷しない範囲で流速が大き
クに分布*6
いほど生長は良い（他に共通）*7

・保護育成場
漁港内で期待され
・漁場
る水産環境の役割
・産卵場
改良・利用の
視点

生息域

－

参考文献
*1： （社）全国豊かな海づくり推進協会、主要対象生物の発育段階の生態的知見の収集・整理（2007）
*2： （社）日本水産資源保護協会、水生生物生態資料（1981）
*3： 川俣茂、北日本沿岸におけるウニおよびアワビの摂食に及ぼす波浪の影響とその評価水研センター研報（2001）
*4： 干川 裕 ・酒井勇一、底生水産動物の着底期に及ぼす流れの影響について（2009）
*5： （社）全国沿岸漁業振興開発協会、増殖場造成計画指針マダイ・イセエビ編（1988）
*6： 水産庁、（財）漁港漁場漁村技術研究所、副次機能を具備した漁港施設の整備に関する調査（2010）
*7： 水産庁、磯焼け対策ガイドライン（2015）

－

漁港水域の栽培・養殖への利用に向けて

を設置し、アワビ養殖を行っている
事例、海水交換型防波堤背後の蓄養
水面に生簀を設置し、ハマチ、サバ
等の蓄養を行っている事例等を紹介
している。

特

５．増養殖技術の普及指導方法
○ 新たに、漁港水域を活用した増養殖に取り組む場合、適切な対象魚種の選定、増養殖に関する
技術的ノウハウが必要となる。
○ 水産業改良普及事業は、沿岸漁業等の生産性向上、経営の近代化を図るため、道府県の設置
する水産業普及指導員を通じ、沿岸漁業者等に対し、沿岸漁業等に関する技術及び知識の普及
を行い、その自主的活動の促進を図っている。
○ 水産業改良普及事業の概要
【普及体制】
○普及指導員設置県
・東京、大阪、富山、鳥取県を除
く沿海35道府県、及び滋賀県
○普及指導員数（27年度）
・全国４４３名
うち北海道９４名
○普及指導所数（27年度）
・全国１４１カ所
うち北海道15カ所

３．今後の展開
この手引き（案）において、漁港水
域での増養殖に適している魚種と生息

【主な普及活動内容】
○栽培漁業の指導（採苗、種苗
の中間育成、放流場所・時期・
方法等）
○資源管理型漁業の指導（管理
の必要性の啓発、計画策定、実
施方法等）
○養殖指導（採苗、実施時期、餌
料・投餌、投薬、病害対策等）
○漁具、漁法等の改良
○意欲ある担い手の確保・育成

環境については、地域特性を考慮する
必要もあり、特に、充実が必要と考え
ている。
各地の漁港で、民間事業者等が漁港

普及指導員を通じて
施策・技術を浸透
最新の技術・知識

漁業の現場
水 産 庁

協同で
展開

各道府県の
普及指導員

細やかな
指導・支援

意欲ある漁業者
漁村女性の活躍

各種水産施策

で養殖を行っている事例があると思わ

現場ニーズの吸い上げ

現場ニーズの吸い上げ

れるが、このような事例を収集し、ど
のような手法で実現しているか、生息
環境等の条件等についてノウハウを蓄
積していきたいと考えている。
また、増養殖に限らず、地方創生の
観点から、いろいろな用途で漁港を利

６．ＩＣＴ技術を活用した漁場監視や漁場管理手法
○ 増養殖の運営において、効率的な水域環境の把握や増殖場の管理等を行うためには、ICT技術を
活用することも効果的。
○ 水産業へのICT技術の活用例としては、水産資源の可視化を図る水産資源管理システム、海洋環
境の可視化を図る海水温観測ネットワークがある。
○ 水産業へのICT技術の活用例（資料提供： 公立はこだて未来大学 和田教授）
うみのアメダス（海水温観測ネットワーク）
うみのレントゲン（水産資源管理システム）
北海道のマナマコを対象とした資源評価手法を開発

全国の沿岸を対象とした海水温観測ブイを開発

用している事例もあると思われる。
今後とも、いろいろな事例を参考に
手引き（案）の充実を図りながら、漁
港の有効利用として、増養殖を始めと
した様々な取組みが全国で展開される
ようにしていきたいと考えている。

漁業者が抱える課題
中国市場の開拓に成功した北海道産のマナマコは価格
が急騰 し、漁業者の漁獲意欲が向上したことから乱獲
状態となり、資源量が減少、枯渇の危機に面していた。

漁業者が抱える課題
地球温暖化に起因する海水温の上昇により､漁業では
漁場形成が変化し、養殖業では繋死が発生し､定置網
漁業では魚種が変化し､環境への順応に迫られていた｡

水産資源の可視化
・ iPadの導入
・ 漁獲情報の共有
・ 位置情報の共有

海洋環境の可視化
・ 海水温観測ブイの導入
・ 多点多層観測の実施
・ リアルタイム配信

ICT利活用の効果
・ 資源の状態がマップとグラフで可視化された
・ 漁業者主体の資源管理が実現した
・ 効率的な技術継承（後継者育成）が可能となった

ICT利活用の効果
・ 海水温の状態が数値とグラフで可視化された
・ 勘と経験の強化（補正と検証）が図られた
・ 効率的、かつ、計画的な生産が可能となった

社会実装の方法
ITベンダによるサービス化

社会実装の方法
ブイメー力ーによる製品化

事例 アワビの養殖場として活用（青苗漁港 北海道奥尻町）
○
○
○
○

青苗漁港では、防波堤背後の水域を、アワビの養殖場として有効活用
水温が安定し、養殖生簀に直接波浪があたらないため、安心してアワビ養殖に取り組むことが可能
試験養殖から始め、海水交流に配慮した施設整備等もあり、アワビ養殖生簀を設置して養殖経営
また、アワビ養殖生簀では、観光客向けのアワビ狩り体験漁業も実施
魚種

エゾアワビ

アワビ養殖生簀

事例 ハマチ、サバ等の蓄養水面として活用（富来漁港 石川県志賀町）
○ 富来漁港では、海水交換型防波堤背後の水面に、蓄養生簀を20基設置
○ 漁獲した魚を、一度、沖合の生簀（沖合約1Km）に入れ、漁獲量や市況を見ながら魚を運搬船で港内
の蓄養生簀に移動させた後に陸揚げして出荷
○ 地元漁協が、漁港に回転寿司店を開店。新鮮な魚介類を提供し大盛況

生産規模

養殖水面約3万㎡、養殖生簀49基

魚種

ハマチ、サバ、トラウト

漁獲

2万個、約1,000万円

生産規模

蓄養水面1.1万㎡、生簀20基

実施主体

漁獲

7トン、約3,500万円

実施主体

石川県漁協西海支所

施設整備

ひやま漁協奥尻支所
奥尻あわび養殖部会
海水交流施設、養殖岸壁の整備

手続き

水面の占用許可等

施設整備

海水交換型防波堤の整備

手続き

水面の占用許可

青苗漁港

漁港の回転寿司店

富来漁港

アワビ狩り体験漁業

海水交換型防波堤

蓄養生簀（港内）
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漁港水域の有効利用の現状と今後の展望
（一財）
漁港漁場漁村総合研究所

第 2 調査研究部長

第 2 調査研究部主任研究員

伊藤
三浦

靖
浩

ために、平成 18 年に事前に各都道府県漁港担当

１．はじめに

者に相談し、漁港水域を利用している可能性の高
い全国 333 の漁協及び自治体に対してアンケー

漁港は、漁船の停泊、準備、陸揚げ利用等に資
する漁業根拠地として沿岸の地形を改変して人
工的に整備された場所である。また、漁港水域は、
水産生物の生息場として機能していることが知ら

答を得た。
アンケート項目は①漁港水域における漁業操業
に関する項目と、②漁港水域での増養殖に関す

や、種苗放流、

る項目に大別される。具体的には① -a. 漁港水域

や出荷調整

における漁業操業の有無、① -b. 魚種・漁法・漁

のための蓄養等が行われている。このように漁港

期・操業人数、① -c. 利用する施設と築年数、①

水域を環境基盤として捉えると、沿岸域の構成要

-d. 漁港施設での操業に関する評価、② -a. 養殖、

素であり、外洋域に比べて高い静穏性を有し、構

中間育成、蓄養の有無、② -2. 魚種・大きさ・尾

造物を主体とした岩礁生態系の一部ともいえる。

数、② -3. 実施理由、② -4. 禁漁区の有無と理由・

漁港施設整備においても平成 6 年度以降「自然

期間等とした。また、回答者の連絡先を記入して

調和型漁港づくり推進事業」等により、水質の保

もらい、回答内容について不明な点については個

全や周辺環境への影響緩和等を目的とした海水交

別に確認を行った。

れており

、漁場としての利用

ト票を発送し、全体の 70％にあたる 232 通の回

1）
、2）

3）

中間育成等の幼稚魚の保護育成場

4）

換型防波堤の整備や、藻場の形成に配慮したマウ
ンドの造成等が行われ、一定の成果が得られてい

（１）漁港水域における漁業操業に関する調査
漁港における操業の有無

漁港施設（防波堤・

る。今後、漁村地域では、人口減少や高齢化等の

離岸堤・泊地等）を漁場として利用している漁協

社会環境の変化や漁港施設の老朽化が進行する中

は約 49％（114 漁協）とほぼ半数を占めた。次

で、既存の漁港の静穏域を増養殖場として活用す

いで、漁場価値に乏しくほとんど利用していない

る方向性が示されている 5）。

漁協が約 27％（63 漁協），禁漁区にしている漁

本稿では、構造物等への水産生物の蝟集状況や、
漁場としての利用実態及び漁港水域における増養

協が 12％（27 漁協）である。
漁獲または生息している魚介類

下記の回答で

殖等に関する全国的な動向を把握するために、平

漁場としての利用や魚介類の蝟集実態（回答①〜

成 18 年に実施した全国の漁港を対象としたアン

③）のある漁港施設で漁獲または生息している魚

や H22 〜 24 年に実施した漁

介類の上位３種は、アワビ・サザエ・ナマコであ

ケート調査結果

6）

港の水産増殖機能の技術開発に関する調査結果

7）

を紹介するとともに、漁港水域の生息環境として
の特徴を整理し、今後の漁港水域の特徴を活かし
た増養殖への活用方策についてとりまとめる。

る。アワビは該当漁協の６割を超える 93 漁協よ
り回答を得た（図 2）。
魚種別の操業者数

図１の「①漁場として利用

している」114 漁協における対象魚種別の操業者
数は、アワビが最も多く約 1,700 人を超え、以下

２．漁港水域の増養殖に関する
アンケート結果

ウニ、ワカメ、サザエ、コンブの順である。貝類・
海藻類で比較的操業者数は多く、一方のイセエビ
やタコ、ナマコなどの甲殻類・軟足類や魚類では、

漁港水域の増養殖に関する利用実態を把握する
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漁獲・生息している漁港数に比べて操業者数は少

特

漁港水域の栽培・養殖への利用に向けて

漁港内で養殖・中間育成・蓄養を行う理由

ない結果となっている（図 3）。
操業する漁港施設に対する評価

操業する漁港

養殖・中間育成・蓄養を行う理由としては、ほ

施設（防波堤・離岸堤・泊地等）に対しては、「漁

ぼ 2/3 を占める多数の漁協が、「静穏性が高い」

場価値はあるが面積が狭く水揚はわずか」とする

（68％）をあげ、
「事務所・倉庫に近く便利」
（41％）

漁協が最多で 5 割近くを占めたものの、
「漁場価
値に優れ水揚増加にも寄与している」とする漁協
も、次いで約 4 割を占めている（図 4）。

が次いでいる（図 7）。
漁港水域内での禁漁区の設定

管内の漁港水域

を禁漁区としている漁協数は 49、漁港数は 77 で
あった。漁港を禁漁区としている理由は、「休憩、

（２）漁港水域における増養殖に関する調査

準備、陸揚げ等の邪魔になる」（37％）が最も多

増養殖を実施している漁協の割合と実施内容

く、以下「種苗放流を行っている」（33％）、
「港

漁港水域において種苗放流、または養殖・中間

内の静穏性が幼稚魚の育成に適している」
（29％）

育成・蓄養が行われている漁協数は 168 と全体

と続いている（図 8）。

の約７割強を占めている。内訳は、種苗放流を

本アンケートでは、あらかじめ質問内容に適し

行っている漁協が 117（70％）、以下、中間育成

た漁港を選定していることから、アンケートの示

57（34％）
、蓄養 28（17％）、養殖 27（16％）の

す数字が全国平均を表すものではないことに注意

順となった（図 5）。

が必要なものの、漁港水域の有する特性として静

漁港内で種苗放流を行う理由

種苗放流を行う

穏域であること、構造物が餌料培養効果、隠れ場、

理由としては、4 割を超える漁協が「静穏性が高

産卵場効果といった魚介類の生息空間を創出する

い」
（46％）と「外敵生物が少ない」（43％）を

こと 4）、事務所に近く、中間育成や蓄用に際して

あげている（図 6）。

管理の容易性等が挙げられた。

図１

漁港における操業の有無

図３

魚種別の操業者数

図２

漁獲または生息している魚介類

図４

操業する漁港施設に対する評価
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図５

図７

増養殖を実施している漁協の割合と実施内容

漁港内で養殖・中間育成・蓄養を行う理由

図６

漁港内で種苗放流を行う理由

図８

漁港水域内での禁漁区の設定

る研究 7） では、日本国内の 6 海区（漁業センサ

３．漁港水域の生物の生息環境として
の特徴

ス、2010）から、各海区を代表する 2 〜 3 漁港
を抽出して、計 13 漁港において、海底地形、流況、
水質、底質、生物に関する調査を実施して各漁港

筆者らが実施した漁港の水産増殖機能に関す
表１
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の環境特性について整理した（表１）。

漁港の環境特性

特

漁港水域の栽培・養殖への利用に向けて

４．漁港水域の特徴を活かした増養殖
への活用

小型魚礁を設置等による生息場の創出、餌料培養
機能の付加により幼稚魚期の利用促進と生残率の
向上を図ることが考えられる（図 9）。③につい

上記の特性を踏まえ、水産生物の生息環境とし

ては、漁港と漁場のネットワークを考慮した施設

て漁港水域の有効利用に関する３つの視点として、

整備を行うために、漁港水域を出てから漁場へ加

①豊富な一次消費者（餌料）7）の活用、②増殖

入するまでの生息場・滞留場の造成を行い、生物

機能の強化に資する構造形式の改良 7）
、③天然

の生活史に即したアプローチが重要である。沿岸

の生息環境を含めたネットワーク化が挙げられる。

域に立地する漁港と沖合までの一連のネットワー

①については、豊富な餌料を活用した中間育成・

クが段階的に構築されることにより、漁港内の過

蓄養施設、種苗放流による水域利用を図ることが

剰な餌料を吸収して系外へ移送する系が確立され、

考えられる。また、②については、漁港水域にお

物質循環の正常化に寄与することが期待される

いて藻場造成や、海水交換の促進、餌料培養基質、

図９

（図 10）。

増殖機能の強化に資する構造形式の改良の一例

図10

天然の生息環境を含めたネットワーク化
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表２

対象生物別にみた漁港の役割と改良の視点

５．おわりに
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産工学会学術講演会，pp.237-238, 2008
７）三浦

浩，伊藤

靖，吉田

司：漁港の生態系構

造と生物現存量の推定，土木学会論文集 B2（海
岸工学），Vol.69, No.2, pp.1211-1215, 2013
８）中央環境審議会 地球環境部会：気候変動影響評価
等小委員会「日本における気候変動による影響に
関する評価報告書」，pp.1-429, 2015
９）藤原建紀：内湾の貧栄養化−窒素・リン負荷量削
減が海域の COD，栄養塩レベルにおよぼす影響
−，沿岸海洋研究，52.pp.11-27, 2014
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マナマコの栽培技術開発と漁港などの静穏域を活用した増養殖
北海道水産林務部水産局水産振興課

栽培・研究グループ 主事

藤島

洸

本道のナマコは、十勝、釧路地方を除く全海域

１．北海道のマナマコについて

に分布し、赤褐（アカ）、青緑（アオ）、黒（ク
ロ）の体色が異なっている３つのタイプが生息し

本道のマナマコの水揚げ（以下、
「ナマコ」と

ています。ナマコは、一般的に背面から体側にか

いう）は、平成 14 年に漁獲量 1,500 トン、漁獲

けて 4 列の疣足が付いていますが、本道のナマコ

金額 10 億円だったものが、近年では、2,500 ト

は、特徴が異なり、大小の疣足が縦に 6 列に並ん

ン、90 億円（平成 15 〜 27 年平均）と大きく増

でいます（図 4）。日本から中華料理の材料とし

加しており（図 1）
、その水揚げの約 7 割が日本

て乾燥ナマコを輸入している中国では、疣立ちが

海海域となっています（図 2、3）
。特に北海道南

良く疣足の数が多い本道産は最高級品として非常

西部に位置する檜山振興局管内では、平成 27 年

に人気が高く、こうした中国での需要の高まりや

のナマコの漁獲金額は約 6.5 億円と、スルメイカ

魚価高などを背景に本道の漁獲が増えています。

を抜いて管内で 1 位となっており、これまで水揚

生息場所は主に潮間帯から水深 40m までの砂

げの主力だったスルメイカやスケトウダラなどの

れき底や岩礁上でありますが、水深 100 〜 300m

回遊性の水産資源が不安定で漁業生産が低迷する

で採れることもあり、本道では、水深 40m 以浅

中、ナマコ資源に対する漁業者の期待が高まって

の陸側は、たも網や潜水器、以深の沖側は桁網に

います。

よって漁獲されています。

図１ 全道のマナコ漁獲量 ・ 漁獲金額 （北海道水産現勢より）

図２ 各海域別のナマコ漁獲量 ・ 漁獲金額

図３ 海域別割合 （Ｈ 27 漁獲量ベース）

（H27 北海道現勢より）

豊かな海

No.41

2017.3

19

集

に掲げています。これまでには、前述の宗谷漁協
の取組のほか、平成 11 年から道や水産試験場に
よって種苗生産や中間育成に関する基礎的技術及
び量産化技術、更には放流種苗の追跡調査などが
行われています。400 万個という大きな目標放流
数は、こうして開発された栽培技術に裏打ちされ
たものとなっています。なお、放流技術について
は、正確な放流効果を把握できないことから、現
在、地方独立行政法人北海道立総合研究機構

水

産研究本部函館水産試験場（以下、道総研〇〇水
産試験場という。※〇〇には名称が入る）におい
て、DNA を用いた放流効果の試験などを実施し
いぼ だ

図４ 各産地による疣立ちの違い

て技術開発を加速しているところです。また、日

（平成21年度道総研網走水産試験場事業報告書より）

本海の一部漁協では、道の事業を活用して 30 ㎜
以上の大型種苗を用いた養殖試験にもチャレンジ

２．ナマコの栽培技術開発
近年、日本海などを含めた本道の漁業生産が低
迷する中、ナマコは、漁業者の収入に繋がる貴重

しています。
これから、栽培技術に関して種苗生産、中間育
成、種苗放流の 3 つに分けて、道内の取組などを
紹介していきます。

な資源であることから、道では、資源の持続的な
利用とともに、栽培漁業によって積極的に資源増
大を図っていくことが重要と考えています。
ナマコの栽培技術の開発については、昭和 63

〇

種苗生産について
本格的な人工種苗生産技術の開発は、昭和 52

年に福岡県で始まりましたが、本道では、昭和

年から道北の宗谷漁協が種苗生産の取組を開始

63 年から宗谷漁協で種苗生産の取組が始まり、

し、道でも栽培漁業を計画的に推進するために策

平成元年から３年間、宗谷漁協に道の栽培漁業総

定した第 2 次栽培漁業基本計画（昭和 63 年度か

合センター（現 道総研栽培水産試験場）や稚内

ら平成 5 年度）において、技術開発を行っていく

水産試験場が加わり共同で技術開発に取り組み、

魚種として位置づけ、現在、第 7 次栽培漁業基本

採卵から幼生の着底までほぼ安定した生産ができ

計画（27 年度から 31 年度）では、種苗の生産及

るようになりました。しかしながら、基礎的技術

び放流並びにその育成を推進していく「事業推進

や量産技術の確立までには、親ナマコの成熟促進

種」として 5 ㎜種苗 400 万個放流することを目標

や着底以降の稚ナマコの低い生残率などの多くの

図５ ナマコ人工種苗生産～漁獲までの工程
（マナマコ人工種苗の陸上育成マニュアルより一部写真抜粋）
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課題を解決する必要があったため、栽培漁業総合

な種苗生産」に取り組み、育成、放流を行うなど、

センターは、平成 11 年度から既存のウニ・アワ

地域で一体となった取組が進められています（図

ビ種苗生産施設（陸上施設）を利用した生産技術

8）。

の開発（マナマコ栽培漁業技術開発試験 平成 11
年度〜 15 年度ほか）に取り組み、採卵、浮遊幼
生飼育、採苗の技術及び稚仔育成の技術の向上を
進めて基礎的技術を確立しました。さらに平成
18 年度からは栽培水産試験場と稚内水産試験場
が共同で本格的な量産技術の開発（マナマコ人工
種苗の陸上育成技術確立試験

平成 18 年度〜 20

年度）に着手し、①誘発剤を使用して産卵時期を
図７ 種苗放流数 （千個） の推移

コントロールする技術、稚ナマコの減耗要因の一
つである小型甲殻類（シオダマリミジンコなど）

（国立水産研究開発法人 水産総合研究センター発行栽培
漁業 ・ 海面養殖種苗の生産 ・ 入手 ・ 放流実績より）

による食害に対して、②小型甲殻類の密度を調整
して食害を防ぐ技術、③効率的に採苗する技術な
どを開発し、量産技術を確立しています。この中
で、小型甲殻類よる食害を防ぐ技術については、
親ナマコや波板などの基質からの侵入防除、食塩
などを使った侵入した個体の除去、これらを行う
タイミングなど、生産現場の業務の参考となる多
くの技術が開発され、栽培水産試験場と稚内水産
試験場では、これまでに開発した種苗生産技術を
まとめた「マナマコ人工種苗の陸上育成マニュア
ル」
（図 6）を作成し、漁協や市町村の生産業務

図８ 乙部支所ナマコ協議会における種苗生産の取組

に役立てられています。
〇

中間育成について
種苗放流数が増える中、放流効果を高めるため

には、より大型の種苗を用いた放流が有効である
と考えられますが、陸上の種苗生産施設では、30
㎜程度の大型種苗を育成することは可能である
ものの、生産コストや施設規模に制約があるため、
生産数量には限界があります。また、市場などの
水槽を活用して行う「簡易な種苗生産」も大型種
図６ マナマコ人工種苗の陸上育成マニュアル

苗まで育成する設備や技術が乏しく、着底稚仔の
段階で放流を行わざるを得ない状況です。

一方で陸上の種苗生産施設を有する漁協や市町

このため、道では、現在、市町村や漁協などと

村は一部に限られ、多くの漁協等に種苗を供給で

連携して、平成 26 年度から大型種苗を低コスト

きないことから、道立栽培漁業総合センターでは

で効率的に育成する技術の開発に取り組んでおり、

市場などの水槽を活用して、着底稚仔（5 ㎜未満）

外海に比べてナマコの成長が良く管理しやすい漁

を生産する「簡易な種苗生産」の技術も開発して

港や養殖場などの静穏域を利用した粗放的な海中

おり、水産技術普及指導所等による普及により、

中間育成技術の確立を目指しています。これまで

年々生産に取り組む漁協等が増え、平成 27 年の

小型種苗（10 ㎜程度）から大型種苗まで育成す

全道の種苗放流数は 360 万個に達しています（図

る技術は概ね開発できましたが、着底稚仔から小

7）
。特に道南のひやま漁協では、関係地区の組合

型種苗まで育成するための技術が開発されておら

員が所属する「乙部支所ナマコ協議会」が「簡易

ず、今後、更なる取組の検討が必要となっています。
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また、稚ナマコの陸上育成における餌料につい
ては、付着珪藻だけでなく、一般的に、飼料も用
いられていますが、広く使われている市販の海藻

３．漁港などの静穏域を活用した
増養殖の取組

粉末はナマコ専用ではないために成長が芳しくな
いことや、一部で使われ始めたナマコ専用配合飼

本道の漁港数は全国 2 番目の 244 港で、その

料は高価であることから、餌料価値が高くて安価

うち日本海の漁港は 129 港と全道の約半数を占

なナマコ専用の餌の開発が求められています。

めています（平成 28 年）。漁港は安全に漁船を係

このため、国立研究開発法人水産研究・教育機

留することや、水産物の効率的な陸揚げを行う生

構北海道区水産研究所や道総研函館水産試験場で

産拠点でありますが、防波堤にはコンブやウニな

は、数年前から農林水産業・食品産業科学技術研

どが生息しており、水産資源の良好な生息環境と

究推進事業などにより、ナマコ種苗生産用餌料の

なっているほか、防波堤によって外海の波浪から

開発に取り組んでおり、
「道東海域に繁茂する雑

守られている静穏域を有しています。こうした利

海藻を乾燥・粉末化し、大量の珪藻土を加えてナ

点を踏まえて、これまでに藻場を有する外防波堤

マコに給餌すると、良好な成長が見られる」など

の整備や、漁船の利用に支障のない範囲でナマコ

の知見が明らかになっています。

育成、ホッケやウニの養殖など、日本海を中心に

さらに漁港などでのナマコ増養殖を想定して、

漁港を活用した栽培漁業の取組が行われてきまし

ナマコの行動特性の把握や、消化管内の微生物叢

た。現在でも時化の多い日本海では、育成や養殖

を指標として増養殖に適する生息環境を明らかに

にあたって作業が容易であることなどから、漁港

する研究（平成 28 年度農林水産省補正 平成 28

水域の使用期間や範囲の拡大を求める声があると

年度輸出重要種資源増大等実証委託事業）も始

ころです。

まっており、結果が注目されています。

こうした中、道では、漁業生産が低迷している
日本海漁業の振興を図るため、平成 26 年 12 月

〇

放流技術について

に作成した「日本海漁業振興基本方針」において、

これまでの種苗生産や中間育成に関する様々な

「優れた静穏域を有する漁港を最大限に活用した

取組によって、種苗生産技術が開発、確立され、

増養殖の推進」を謳っており、道も支援（日本海

その技術が普及されて全道各地で種苗放流が実施

漁業振興緊急対策事業 平成 27 年度〜）しながら、

されていますが、ナマコの栽培技術に関しては、

ナマコ、ウニ、ホタテガイ、カキ、アサリ、バカ

生態を含めて明らかになっていないものも多いの

ガイ増養殖などの安定的な漁業生産に資する取組

が現状です。特に放流技術については、放流種苗

を進めています（図 9）。

の追跡調査は行われているものの、これまで有効

また、水産庁でも、漁港の機能分担の見直し等

な標識技術が開発されていなかったことから、天

により利用の少なくなった漁港の静穏水域につい

然種苗と人工種苗の判別ができず、小型種苗の放

て、増養殖場や畜養水面による活用を促進してお

流後の拡散や生残率の把握が難しく、正確な放流

り、その支援策（インフラの集約・縮減に向けた

効果や適サイズなどが不明であり、技術の確立に

漁港機能集約化・再活用推進事業

至っていません。つまり現状では、放流種苗がど

〜）を使って、本道でも渡島総合振興局管内の大

れくらい資源に添加されているか明確になってい

沢朝日漁港（ウニ、ホッケの養殖場）や檜山振興

ないのです。

局管内の乙部漁港（ナマコの増養殖場）で増養殖

平成 28 年度

このため、道総研函館水産試験場では、DNA

の実施に向けた検討が進められています。特に乙

を用いた標識技術を利用して、人工種苗を放流し、

部漁港では、港内の潮通しを改善し生息環境の向

放流種苗の追跡調査を行うことで、種苗の成長、

上を図るため、防波堤への海水交換機能の付加を

分散、残留率を明らかにしようとしているところ

検討中で、現在、環境調査及び海水交換シミュレー

です。

ションを実施しているところです（図 10）。
これまで述べたように、漁港などの静穏域を活
用した増養殖では、様々な魚種を対象として取組
が進められていますが、漁港などの静穏域は、周
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図９ 日本海漁業振興緊急対策事業のイメージ

図１０ インフラの集約 ・ 縮減に向けた漁港機能
集約化 ・ 再活用推進事業の道内での活
用事例

囲を防波堤やブロックで囲まれており、種苗の拡

どの静穏域の活用を踏まえた増養殖技術の開発な

散が少なく管理しやすく、餌となる珪藻類などが

どが期待されています。

豊富なことから、
「ナマコ増養殖」に非常に適し

放流効果の把握に繋がる放流種苗の残留につい

ている場所と考えられます。現在、
「ナマコ増養殖」

ては、全国で調査が実施され、残留率を高める

は、漁港区域内水域における増養殖の取組の約４

取組が行われていますが、依然として放流後の残

割を占めていますが、漁業者の期待が大きく、今

留率が大きく低下するといった課題が残っており、

後も増えていくものと思われます。

種苗放流の取組を行っている現場から、放流場所
や着定基質の選定など、種苗の逸散を防ぎ放流後

４．栽培技術を含めた漁港などの
静穏域におけるナマコ増養殖の
課題と対応

の生残と成長を高めるための放流方法が求められ
ています。
このため、（公社）北海道栽培漁業振興公社や
漁業協同組合が中心となり、波浪による影響が

漁港などの静穏域でのナマコ増養殖に対する期

緩和できる漁港内で逸散防止網を用いて放流した

待がある一方で、ナマコの増養殖については、基

種苗の着定基質や密度・分布に関する調査を行い、

礎となる栽培技術や増養殖に適した生息環境を正

放流種苗の生残、成長に影響を及ぼす要因等の解

確に把握していくことなど、課題も多く残されて

明に取り組んでいます（先述の平成 28 年度輸出

います。

重要種資源増大等実証委託事業）。

北海道は、
「２．ナマコの栽培技術開発」で述

また、道でも大型種苗を安価で効率的に海中育

べたとおり、ナマコ栽培技術に関して全国的に見

成する技術の開発に取り組んでいますが、課題と

れば先進地であると思いますが、資源の増大に向

なっている「着底稚仔から 10 ㎜程度の小型種苗

けては、行動生態の解明に加え、放流効果や放流

まで育成するための技術開発」について、垂下式

適サイズの把握やこれらを踏まえた放流技術、大

による育成の取組を検討しています（図 11）。

型種苗を安価で効率的に育成する技術などの開発
が必要であります。
行動生態については、道総研中央水産試験場、

一方、生息場所となる漁港は閉鎖水域であるた
め、夏場の海水温の上昇や水質・底質の悪化が懸
念されることから、「３．漁港などの静穏域を活

函館水産試験場や北海道大学が共同で、バイオロ

用した増養殖の取組」の中でも述べましたが、ナ

ギング技術を活用して底質別などの行動特性を把

マコに適した生息環境を確保するため、生息環境

握し、放流種苗が残留しやすい条件の解明が進め

の確保に配慮した効果的な漁港の整備も検討して

られており、確立された DNA の標識技術や増養

いるところです。

殖に適する生息環境に係る研究も併せて、漁港な
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図１１ 道における海中垂下式中間育成調査案

加えて、新たにアサリやバカガイなどの無給餌養

５．本道における増養殖の推進に向けて

殖を進めていくこととしています。
しかしながら、本道では、海岸地形などで本州

昨年の本道の漁業生産量は、自然災害等による

に比べ養殖に適した静穏域が少なく、養殖適地を

オホーツク海や噴火湾におけるホタテガイの大

選定・確保し取組を進めていく必要があることか

きな減産や、秋サケやコンブ、イカの不漁があり、

ら、こうした点で、今回のテーマとして取り上げ

前年の 100 万トンを下回り、道が水産現勢とし

ている「漁港水域の静穏域」は、増殖も含めた養

て統計をとりはじめた昭和 33 年以降、最低の生

殖適地として大きな可能性を秘めている水域と考

産量となる見込みで厳しい状況となっております。

えられます。

このように天然資源が極端な落ち込みを見せてい

本道の増養殖は、これまで様々な魚種を対象と

ますが、生産量の早期回復を図り、将来にわたっ

し、様々な水域で行われてきましたが、今後は、

て安定的な漁業生産を続けていくためには、「増

これらに加えて「漁港などの静穏域」を活用した

養殖」を着実に進めていくことが何より重要です。

「定着性魚種」の増養殖が進むものと思われ、中

こうした中で、種苗放流による増殖については、

でも最も漁業者の関心が高いナマコの増養殖につ

種苗生産経費などを漁業者自らが負担していく

いては、本道の新たな漁業の形が作られ、資源の

わけですが、漁業者がこうした負担を継続してい

増大や漁業経営の安定に繋がることに大きな期待

くためには、安定的な漁獲をもたらし、漁業者の

が寄せられています。今後、道としては、漁業者

収入に直接結びつく取組とすることが肝要であり、

や試験研究機関と連携・協力を図りながら、これ

漁業者が効果を実感できるナマコなどの前浜の定

まで述べてきた「漁港などの静穏域を活用したナ

着性資源を対象とした取組を進めるべきと考えて

マコ増養殖」に関する様々な課題の解決に全力で

います。

取り組み、ナマコ増養殖を本道の取組の太い柱に

また、もう一つ、生産量の減少を補い、漁業経
営の安定を図っていくためには、種苗放流による
増殖に加えて、計画的で安定した生産が見込める
養殖の推進も必要であると考えています。ホタテ
ガイや秋サケ、コンブなど道内で水揚げされる水
産物は、天然物又はほぼ天然の環境で育った無給
餌養殖によるもので、高品質を強みとして高評価
を受けていることから、ホタテガイなどの養殖に
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漁港水域の栽培・養殖への利用に向けて

4

栽培漁業における漁港施設利用について
国立研究開発法人水産研究・教育機構

１．はじめに

瀬戸内海区水産研究所

小畑

泰弘

２．岡山県石島漁港を利用した
キジハタの種苗放流調査

漁港水域は漁船の係留拠点であるとともに、幼
稚魚の生息場としても重要な静穏水域である。近

玉野事業場では、1982 年から岡山県玉野市石

年、この特性を生かした増養殖への利用が全国で

島周辺においてキジハタの種苗放流調査を実施し、

行われている（三浦（2008）
）
。このうち、栽培

当初は 0 歳魚を漁場付近の岩礁帯に放流してい

漁業に関するものとしては、種苗放流としての利

た（図 1）。放流後の再捕が極めて少なかったた

用が最も多く、中間育成場としても利用されてい

め、1 歳魚での放流を行ったところ再捕率が 0 歳

る。種苗放流を行う主な理由として、静穏性が高

魚に比べ 20 倍以上となった（図 2）。しかし、1

い、外敵生物が少ない、放流種苗が漁業によって

歳魚での放流は中間育成期間が長くなり飼育コス

混獲されないがあげられている。

トがかかるため、漁業者による栽培漁業の実践に

漁港内への人工種苗の放流は、1980 年代後半

は向かない。このため、1996 年から 0 歳魚での

からマダイで行われるようになり、広島県では放

放流場所を石島漁港内に変更したところ、再捕率

流魚の逸散を防止するため手撒きや音響給餌に

が漁港外の岩礁域での放流による 0 〜 0.2％と比

よる飼い付けも行われた（高場・加藤（1995））。

較して 0.4 〜 1.1％と高くなった（図 3）。この結

1991 年代前半にはシマアジでも漁港内の飼い付
け放流が鹿児島県、大分県などで行われるように
なった。これらの飼い付け放流は、放流種苗を一
定期間外敵の少ない漁港内に留めることにより、
放流直後の減耗を低減できる効果はみられたもの
の、水温の低下に伴う漁港外への移動、遊漁によ
る小型魚の釣獲などが課題として残された。
近年は、マダイ、シマアジ等の遊泳力の強い魚
種に代わり定着性の強いキジハタ、カサゴ、オ
ニオコゼなどの種苗放流が漁港で行われるように
なっている。キジハタは主に太平洋側では東京都
以南、日本海側では新潟県以南の沿岸岩礁域に生
息しており、大きなものでは 2 kg 以上に成長する。

図１

玉野事業場における調査位置図

図２

０歳魚と１歳魚の再捕率の比較

主に釣りや刺網で漁獲され、刺身や煮付けなどの
高級食材として珍重されている。瀬戸内海におい
ては、1 kg 当り単価が 3,000 円を超える高級魚で
あるが、一時「幻の魚」と呼ばれるまでに漁獲量
が減少した。筆者は（社）日本栽培漁業協会玉野
事業場在籍時にキジハタの種苗放流調査に関わっ
たので、漁港への種苗放流調査を中心にその成果
を紹介する。
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図３

０歳魚の漁港内外における再捕率の比較

果を受け、1999 年から平均全長 87 〜 109 ㎜の種

ついて紹介する。なお、本調査は、2002 年度か

苗 1,500 〜 5,000 尾を用いて、腹鰭切除標識によ

ら 2004 年度までの 3 ヶ年間に水産庁委託事業の

る全数標識により放流効果調査を行った。石島で

水産基盤整備直轄調査として、岡山県、（財）漁

キジハタを漁獲する刺網漁業者全員を対象とした

港漁場漁村建設技術研究所と 3 者により共同で

漁獲記帳調査により放流魚の再捕調査を行ったと

行ったものである。

ころ、放流魚の漁獲に占める割合が 40 〜 55％と
なり高い貢献率を示し、0 歳魚の漁港内放流の有
効性が明らかとなった。

（１）幼稚魚育成施設の設置
調査は岡山県笠岡市白石島漁港で行った（図
4）。白石島漁港は、島の東側に新設された造成中

３．岡山県白石島漁港における幼稚魚
育成施設の開発調査
人工種苗の放流初期の減耗を防ぐためには、食
害魚のいない時期や場所に種苗を放流する、十
分な逃避能力などを備えた大型の種苗を放流する、
餌となる生物が豊富な時期や場所に種苗を放流す
るなどの方法が行われている。また、漁場などの
天然海域において人工種苗の放流を行う場合には、
放流初期の減耗を防ぐために放流基盤として人工
魚礁が利用されている。このような観点から、キ
ジハタ人工種苗の漁場における放流初期の保護及
び種苗の育成を目的として、キジハタの保護育
成施設が開発された（奥村ら（2003））。2002 〜
2004 年にこれを改良して、漁港内に設置できる
幼稚魚育成施設を開発し、漁港の幼稚魚の生息場
としての機能との相乗効果を調査した（奥村・小
畑（2006）
）
。この中から、キジハタ人工種苗の
放流実験による放流後の育成施設への滞留効果に
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図４

調査漁港の位置図

特

漁港水域の栽培・養殖への利用に向けて

の漁港であった。調査は漁港の東側防波堤を中心

73 ㎜種苗は 83 ㎜種苗の約 3 倍の尾数が滞留し

に行った。防波堤の全長は 230 m、港内側の高さ

ており、育成施設への放流キジハタの滞留は放流

は 7m であり、港口側から 92.5 m の位置から港奥

サイズに影響を受けることが明らかとなった（図

に向かって 15 m おきに 7 カ所 14 個の通水部（通

7）。再捕尾数の対数値から日間減少率を推定し

水口）が設けられている。

た結果、日間減少率に違いが見られなかったため、

2003 年 に 設 置 し た 育 成 施 設 は、3.0 × 2.2 ×

滞留尾数は放流初期の逸散の影響を受けると考え

1.1 m の鉄製のフレーム内に 2 段の棚を取り付け、

られた。この要因は、滞留基盤の収容量、サイズ

1 段当り 32 本の滞留基盤を設けたものである（図

による行動生態などが考えられるが、今のところ

5）
。放流直後の逸散を減少させるため、放流時か

不明である。しかし、調査の結果から、育成施設

ら放流後 10 日目まで縦 0.5m の逸散防止用ネッ

を用いた種苗放流により放流サイズを小型化でき、

ト（8 ㎜メッシュ）を育成施設下部の外側周囲に

中間育成時の減耗及び経費などを軽減できる可能

設置した。滞留基盤には直径 0.15 m ×長さ 1.0m

性が示唆された。このことは、キジハタなどの定

の円柱型トリカルパイプ（4 ㎝メッシュ）の中に

着性種の栽培漁業の促進に役立つものと思われる。

ホタテ貝殻を 3 ㎝のスペーサで区切って詰めたも

また、2002 年に放流したキジハタの再捕が 2 年

のを用いた。育成施設はその長辺が防波堤と平行

後になっても漁港内でみられたことから、漁港内

になるよう設置した（図 6）。

は人工種苗の放流場のみならず育成場としても評
価できると考えられる。

図５

幼稚魚育成施設

（２）キジハタ人工種苗の放流サイズの比較
キジハタ人工種苗の放流初期の逸散状況を把握
するため、2004 年 10 月下旬に全長 73 ㎜と 83 ㎜
のキジハタ種苗の比較放流を行った。放流は、そ
れぞれ 1,000 尾ずつを 1 基単独設置の育成施設へ

図７

育成施設における放流サイズ別の
滞留尾数の推移

（３）餌料の利用状況の把握

行った（図 6、①及び②）
。滞留尾数の把握は滞

育成施設に滞留していたキジハタ放流魚と他種

留基盤の引き揚げにより行い、各育成施設 8 カ

の天然魚を採集して、胃内容物分析を行った。分

所（16/64 本）を引き揚げて、キジハタを採集後、

析に供した主な天然魚は、ハオコゼ、メバル、ア

計数した。

ミメハギ、タケギンポ、アカオビシマハゼ、ムス
ジガジであった。餌料の利用状況を把握するため、
キジハタ及び天然魚の摂餌個体率（空胃でない個
体数 / サンプル数× 100）、胃充満度（胃内容物
重量 / 魚体重量× 100）を時系列で比較した。キ
ジハタと天然魚における摂餌個体率の推移を図 8
に示した。摂餌個体率は、キジハタが 0.54 〜 0.71、
天然魚が 0.67 〜 1.00 となり、相対的に天然魚の
方が高かった。キジハタと天然魚における胃充満
率の推移を図 9 に示した。胃充満率は、キジハタ、
天然魚ともに冬季より春季以降で高くなる傾向が

図６

白石島漁港の東側防波堤における育成施設の設置位置 みられた。これは、摂餌の季節変化と育成施設に
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おける餌料培養量の相乗効果と思われた。本調査

施設の小型化が必要と考えられる。また、我々が

では、育成施設を 10 月に設置したが、設置時期

行った調査では防波堤付近に限って評価を行った

により優占する付着動物が異なる可能性があるた

が、漁港全体を有効に利用するためには、それ以

め、今後は設置時期別の付着動物種類のモニタリ

外の場所の餌量培養や滞留効果を調査する必要が

ングが必要である。

あると思われる。さらに、人工魚礁の利用により
放流サイズを小型化することが期待できるが、放
流尾数に応じて育成施設の数を調整する必要があ
るため、事前に漁港の調査が必要である。石島漁
港も白石島漁港も防波堤に通水部があったことか
ら、放流魚の好適な生息環境や餌料の確保のため
には、施設の設置場所や放流場所の選定も重要と
なる。
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図９

育成施設に滞留していたキジハタと
天然魚における胃充満度の推移

４．今後の課題
漁港を放流場として利用することにより放流後
の食害による初期減耗や放流場所からの逸散が低
減されると期待できるが、一方では遊漁による釣
獲の問題もあるため、地域や周辺住民の理解も必
要である。
漁港内に放流後の保護や滞留を目的とした人工
魚礁を設置する場合は、施設を設置できる場所
が限られるため、より多くの施設を設置するには、
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第６回

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」

岩手県におけるエゾアワビ種苗放流事業
の現状と課題
岩手県水産技術センター 増養殖部長

１．はじめに

西洞

孝広

ておらず、より効果を上げるための対策が必要と
されている。特に、東日本大震災では、当時の稚

岩手県におけるアワビ漁獲量は（図 1）、かつ

貝が顕著に減耗したのに加えて、県内の種苗生産

て 1,000 トンを大きく上回る時期もあったが、昭

施設が壊滅し（写真 1）、その後数年間アワビの

和 50 年代以降は減少傾向が続き、平成元年には
200 トンを下回るまで減少した。その後は緩やか
に回復し、近年は 300 ～ 500 トン程度で推移し
ている。また、岩手県では、アワビ資源量、漁獲
量の増大を目指して人工種苗放流を行っており、
放流数は多い年では 900 万個以上にも上る。種苗
放流は一定の成果を上げ、年間 100 ～ 200 トン
程度の放流貝が漁獲されていると推定されており、
アワビ漁業において重要な役割を担っている。し
かし、費用対効果の面からは、赤字にはならない
ものの、当初想定されていたほどの効果は上がっ

図１

写真１

岩手県栽培漁業協会の被災状況

岩手県のアワビ生産量と種苗放流数
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種苗放流が休止、縮小しており、平成 27 年漁期

３．岩手県の磯根漁場の現状と課題

頃からその影響が漁獲量の減少として現れ始めて
いる。今後のアワビ資源の回復、漁獲量の回復を

岩手県沿岸のアワビ漁獲量は、震災後大幅に落

成し遂げるためには、種苗生産、放流技術の改善

ち込むことも懸念されていたが、これまでのとこ

や漁場における餌料対策など、まだまだ多くの課

ろ、顕著に落ち込むような状況には至っていない。

題を解決していく必要がある。本稿では、これま

震災後に実施されてきた資源量調査では、津波に

での種苗放流事業の状況と、震災後に行われてい

よる減耗は、主に 0 ～ 2 歳程度の稚貝にのみ確認

る種苗生産技術向上のための研究の状況等につい

（図 3）、震災後に初めて行った平
されたことが２）

て紹介させていただく。

成 23 年 9 月の岩手県南部の海域における調査結
果に顕著に表れている。この被害の程度は県南部

２．岩手県におけるアワビ種苗放流事業

で大きく、県北部では比較的少なかったものと考
えられる。しかし、一方では、震災以前に継続さ

岩手県におけるアワビ種苗放流事業は、昭和

れていた人工種苗の大量放流が停止し、当所で実

54 年に県南部の大船渡市に県の栽培漁業セン

施している混獲状況調査結果においても放流貝の

ターを開所し、大規模に種苗生産を行う体制が

漁獲量は、震災から 5 年を経過した平成 28 年度

作られた。当時の栽培センターでは、最大で 600

には顕著に減少している。

万個の人工種苗を生産し、これを県内各地区の漁
協が購入して放流する方式となっていた。当初は
種苗のサイズが 15 ～ 20㎜程度と小さかったこと
から、購入した漁協で一定期間中間育成してから
放流する流れとなっていたが、巡流水槽の導入や
技術の向上により、出荷する種苗サイズの大型化
が図られ、現在では購入した種苗を直接放流する
方式に変わっている。さらに、放流サイズ別の回
収率の調査結果から殻長 40㎜サイズでの春放流
（図 2）、よ
の放流効果が高いとされたことから１）
り大型の種苗が求められる傾向が高まった。

図３

エゾアワビ及びキタムラサキウニの殻長 ・
殻径階級別密度 （南部）

一方、アワビ同様に岩手県の磯根における重要
な対象魚種であるキタムラサキウニの資源につ
いては、津波によりアワビよりも大きな被害を受
（図
け、震災直後には個体数が顕著に減少したが３）
４）、震災年に発生した年級群が卓越していたこ
とから、急速に資源が回復しつつあることも確認
されている。
また、コンブやワカメなどの大型海藻の生育状
況は、震災後 2 カ年は比較的密度が高い状態が続
いたが、特にコンブについては年々生育量が減少
する傾向にある。岩手県沿岸では、コンブの生育
量は親潮系冷水が冬季から春季にかけて接岸した
年に多くなることがこれまでの調査から明らかに
されている。これは、冷水の接岸時期がコンブの
芽出し時期と重なっており、冷水接岸による水温
低下でウニなど食植動物の摂餌行動が停滞し、摂
図２
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なるためと考えられている。ウニの生息量の増加

い死が起きる例もあり、未ださまざまな点で改善

はコンブなど餌料海藻の生育状況に大きな影響を

の余地が残されている。その改善の取り組みの一

持つことから、ウニの密度を適正に保つことが必

つとして、農林水産技術会議の委託により先端技

要と考えられる。

術展開事業「アワビの緊急増殖技術開発事業」が
実施され、アワビ初期稚貝の好適餌料であること
が報告されている Cylindrotheca Closterium ４）など
の「針型珪藻」（写真 2 ～ 4）を用いた採苗・飼
育技術と、より良質の卵が得られる再成熟方式に
よる種苗生産の有効性の検討が進められ、前者に
ついては、すでに岩手県内の４か所の種苗生産施
設で効果が認められ、技術導入されている。アワ
ビ初期稚貝の餌料となる付着珪藻類については、
従来は飼育水槽に自然に繁茂してくる複数の種類
を利用して行っており、アワビの成長段階毎に異
なる好適な種類を選択的に増やすことはできない
のに対し、針型珪藻は浮遊性のキートセロスなど
を増やす時と同様に、通気培養によって容易に増
殖させることができ、それを水槽に投入すること
によって採苗板上に展開することができる。

図４

岩手県南部 A 漁場の動物個体数密度および
大型海藻の重量密度の経年変化

岩手県では、近年多くの漁場でキタムラサキウ
ニの密度が増加し、コンブなどのアワビやウニ
の餌となる海藻類の生育に影響が生じ、その結果、

写真２

フラスコを用いた針型珪藻の通気培養

アワビの成長が以前に比べて遅くなっていると考
えられる。このため、キタムラサキウニの積極的
な漁獲利用、海中林造成、投餌などの対策の必要
性が認識されているが、なかなか有効な方法が見
つからず、今後の研究に期待がかけられている。

４．種苗生産・放流技術の課題とその解決に
向けた取組
エゾアワビの種苗生産技術は、暖流系の大型ア
ワビ類に比べると安定しているが、震災後に再建
された種苗生産施設における種苗生産でも大量へ

写真３

針型珪藻
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上述の研究では、エゾアワビの採苗の際に、

貝がワカメを活発に摂取するだけでなく、配合飼

針型珪藻と従来から用いられている緑藻類の 1 種

料も摂餌することを観察しており、人工種苗の成

アワビモ Ulvella lens、および稚貝の匍匐粘液を組

長、生残の向上効果の有無を今後明らかにしたい。

み合わせた採苗板を用いることで、採苗直後から
殻長 0.8 ㎜程度までの成長が改善される効果を報
告し５）、さらにその後の稚貝の飼育に対して効率
よく給餌するための技術開発にも取り組んでおり、
今後は暖流系のアワビ類についても種苗生産現場
への技術導入が進むことを期待している。

写真５

写真４

アルテミアふ化槽を利用した餌料用の
ワカメの通気培養

針型珪藻を摂餌するアワビ稚貝

また、筆者らは、その次の段階として、呼水孔
形成以降に急増する摂餌量を十分に満たすための
技術として、ワカメなど大型褐藻類の芽胞体、幼
葉を餌として培養・給餌する技術開発を進めて
いる。高見は、殻長 2 ㎜前後に成長したエゾアワ
ビ稚貝が褐藻類の芽胞体を活発に摂餌し、良好に
成長することを明らかにし、天然漁場において有

写真６

通気培養したワカメ幼葉

効な餌料となっているとしており６）、芽胞体や幼
葉を大量に生産供給できれば、人工種苗生産の効

５．おわりに

率向上に役立つものと考えられる。ワカメ養殖で
は、人工種苗生産を行う際に、一旦配偶体の状態

三陸沿岸のエゾアワビの資源状況は、南方系の

でワカメを増殖させてから種苗生産に用いる技術

アワビ類に比べれば良好な状態を保っているもの

が開発されているが、筆者らは、これを応用し

の、かつての豊漁期に比べれば現状の水準は決し

て、陸上水槽でワカメの幼葉を大量に培養できる

て高いものとは言えない。潜水による資源量調査

ことを確認した。これまでの試験では、2,000 リッ

の結果を見ると、天然稚貝の発生が特に不調な様

ター程度の水槽で、最大で 40㎏程度のワカメを

子は無く、資源量の伸び悩みは餌料環境の悪化に

生産しており（写真 5，6）
、これを効率よくアワ

より成長が遅れ、漁獲対象サイズになるのが遅く

ビに給餌する方法について検討を進めている。水

なっていることが大きな要因ではないかと考えら

槽培養でアワビの餌をすべて賄うのは困難と思わ

れる。餌料環境を悪化させている主な要因は、キ

れるが、ワカメにはアワビ稚貝の摂餌を刺激する

タムラサキウニの過密であり、試験的にウニを除

物質の存在も報告されている 。筆者らの実験で

去した漁場ではコンブなど大型海藻が繁茂するこ

は、水槽中に配合飼料とワカメを同時に給餌した

とも確認できているが、非常に手間がかかること

場合に、飼育水温が低下する 3 月でも、アワビ稚

と、除去したウニを有効活用する方法がないこと

７）
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から、大規模に行われるには至っていない。行政

２）大村敏昭・堀越健・野呂忠勝・山口正希（2013）

や漁協の担当者のあいだでは、徐々にウニの密度

津波によるアワビ、ウニ等磯根資源への影響

管理の必要性の認識が高まりつつあるが、漁業者

に関する研究．平成 24 年度岩手県水産技術

のなかには「昔はもっとウニがいた」と話す方も

センター年報．45-49．

おり、なかなか理解が進まない面もある。しかし、

３）大村敏昭・貴志太樹・田老孝則・西洞孝広・

餌料環境の悪化は、放流するアワビ人工種苗の成

堀越健（2016）震災による磯根資源への影

長にも同様に影響があることから、解決すべき重

響を考慮したアワビ・ウニの持続的利用に関

要な課題であり、今後のアワビ資源の動向に大き

する研究．平成 27 年度岩手県水産技術セン

な影響を持つものである。我々の役目は、ウニの

ター年報．119-125．

密度管理による餌料環境の改善について取組を続

４）Kawamura, T., Saido, T., Takami, H., and

け、ひとつでも多くの成功例を漁業者に示して、

Yamashita, Y. (1995) Dietary value of

取組を促していくことにあると考える。

benthic diatoms for the growth of post-larval

また、人工種苗生産については、岩手県内の種
苗生産施設の生産はほぼ震災前の水準に回復し、

abalone Haliotis discus hannai. J. Exp. Mar.
Biol. Ecol., 194, 189-199.

それと並行して改めて技術的な見直しに取り組ん

５）松本有記雄，野呂忠勝，高見秀輝，藤浪祐

でおり、今後生産効率の向上が期待される。この

一郎，久慈康支，河村知彦（2015）アワビ

人工種苗放流については、岩手県で大量放流が開

モ Ulvella lens と稚貝の匍匐粘液に針型珪藻

始された当初はアワビ資源増大の切り札として大

Cylindrotheca Closterium を 付 着 さ せ た 板 に

きな期待を担っており、
「岩手県あわび資源増大

よるエゾアワビ採苗法の検討．日水誌 , 81,

計画」が策定されてその到達目標は放流貝の漁獲

995-997.

量が 700 トン、天然貝との合計で 2,000 トンとさ

６）高見秀輝（2002）エゾアワビの生活史初期

れた。放流貝の漁獲については、一定の成果は見

における食性，生残，成長に関する研究．東

られたものの、当初期待されたような成果には遠

京大学学位論文．1-220．

く、県全体での放流貝の漁獲量は 100 トン程度、

７）Sakata, K., and Ina, K. (1983)

回収率にして 10％程度にとどまっている。その

Digalactosyldiacylglyceroles isolated from a

要因となっているものの一つは、さきに述べた餌

brown alga as effective phagostimulants for a

料環境の悪化であると思われるが、それ以外にも

young abalone. Agric. Biol. Chem., 47, 2957-

多くの要因が重なって、放流貝の漁獲への加入が

2960.

少なくなっていると思われる。種苗生産技術の面
からも、放流後の成長、生残が向上するような技
術開発を続けていき、アワビ資源の増加につなが
るような成果を提供しなければならない。
岩手県の漁業において、アワビは、県北地域で
は漁業者の主要な収入源であり、ワカメ、コンブ、
ホタテ、カキなどの養殖が盛んな県中部、南部に
おいても冬のボーナス的な存在であり、漁業者の
期待は非常に大きいものである。後継者不足が続
く漁業の現場をより魅力的なものにしていくため
にも、アワビ資源を増やし、その生産金額を増や
していくことは、後継者を浜に呼び戻すための重
要な取組であると考えている。
参考文献
１）青森県，岩手県，秋田県，神奈川県，福岡県
（1990）アワビ種苗放流マニュアル．1-118．
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【シリーズ】
第６回

リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」

浜名湖におけるアサリ資源回復の取組
〜漁業者とともに取り組む資源管理〜
静岡県水産技術研究所

１．はじめに

浜名湖分場

主任研究員

上原

陽平

金額が最も多い重要な地域産業となっています。
アサリ漁業は、船上又は湖内に立ち込んで、「か

これまでに本シリーズでは、三重県・愛知県・
北海道などにおけるアサリの資源管理の取組事例

くわ」と称される漁具を使用し、人力のみで行わ
れています。

が紹介されてきました。静岡県の浜名湖における

アサリの漁獲動向は、浜名漁業協同組合の集計

資源管理の取組については、本誌の No.31（2013

体制が整った 1982 年以降、増減を繰り返しなが

年 11 月 15 日発行）で紹介しましたが、今回は、

ら推移し、2009 年には 6,007 トンを記録しまし

2013 年以降における資源回復の取組を中心に紹

た（図 2）。しかし、2012 年には 2,432 トン、翌

介したいと思います。

2013 年には 1,402 トンまで急減し、統計上の最
低値を記録しましたが、2014・15 年には 4,127・

２．浜名湖とアサリ漁業

3,437 トンまで回復しました１）。一方、全国のア
サリ漁獲量は、かつて 16 万トン以上を記録しま

静岡県西部に位置する浜名湖は、幅約 200m の

したが、1980 年代半ばから減少傾向にあり、近

今切口を介して遠州灘と繋がっている、水域面積

年は 2 万トン前後で推移しています。このように

約 70㎢の汽水湖です（図 1）
。浜名湖では、県内

浜名湖のアサリ漁獲量は、近年増減が大きいもの

で唯一、アサリの採貝漁業（以下、アサリ漁業）

の、全国の漁獲量と比べると比較的安定していま

が行われており、湖内漁業の中で漁獲量及び漁獲

す。

図２

浜名湖と全国のアサリ漁獲量の推移

３．漁業者組織と漁業者の取組
アサリ漁業者は、湖内唯一の漁協である浜名漁
業協同組合に所属し、その数は約 600 名（2016
図１

34

豊かな海

浜名湖の位置

No.41

2017.3

年 12 月時点）で、全員が漁協の内部組織である
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採貝組合連合会（以下、採貝連合会）に属してい
ます。採貝連合会は地区別に 8 つに細分化されて
おり、各地区の役員計 28 名からなる役員会が採
貝連合会の意思決定機関として機能しています。
採貝連合会では、漁獲量や漁獲サイズ制限など
の操業制限、湖奥部に発生する稚貝を禁漁区へ移
設する稚貝移殖、アサリの食害生物であるツメタ
ガイなどを駆除する外敵駆除など、アサリ資源を
持続的に利用するために様々な取組を長年行って
きました２）。これらの取組の多くに当研究所の研
究成果が活用されており、採貝連合会と当研究所

図３

3,000 袋の採苗袋とアサリ漁業者

がともに協力して行ってきた歴史があります。こ
こでは、2015 年から取り組み始めた天然採苗や
人工種苗生産の進捗状況のほか、新たに取り組み
始めた資源調査について紹介します。
（1）天然採苗
天然採苗は、砂利などの基質を網袋に入れ、干
潟などに設置して、水中に漂うアサリの幼生が
袋内に自然に着底し成長することによって稚貝を
得る技術です ３）。採貝連合会では、2012 年の漁
獲量の急減を背景として同年に試験的に開始し２）、
2013 年度からは、国と県の補助事業により規模

図４

天然採苗で得た稚貝

を拡大して取り組んでいます。天然採苗の実施期
間はおよそ６か月間で、春に採苗袋を湖内に設置

（2）人工種苗生産

し、得られた稚貝を冬に放流しています。放流時

人工種苗生産の取組は、2012 年の漁獲量の急

には大きいもので殻長 35㎜ほどに達するものも

減を背景に、天然採苗と併せて開始しました。人

あり、その成長の早さには漁業者も驚いています。

工種苗生産は、既存の手法 ４） を簡略化した漁業

天然採苗は設置する場所により、得られる稚貝

者が仕事の片手間でもできる“浜名湖流”の生産

の数が異なるため、2014 年度は、1,500 袋の採苗

手法です２）。これまでに毎年おおよそ 2 万個の稚

袋を作製し、湖内 11 箇所に採苗袋を設置しまし

貝を生産していますが、生産量増大を目的として、

た。その結果、多いもので 150 個／袋ほどの稚

2015 年に採貝連合会の役員と著者で（独）水産

貝が得られ、湖南部の複数個所で多くの稚貝が得

総合研究センター（現：（研）水産研究・教育機

られました。翌 2015 年度は 3,000 袋の採苗袋を

構）瀬戸内海区水産研究所の兼松氏を訪問しまし

作製し（図 3）、新たな適地選定のため、湖南部

た（図 5）。生産作業の改良方法について色々お

の複数箇所に設置しましたが、残念ながら新たな

尋ねし、これまで幼生の飼育に使用していたすり

適地を見つけることはできませんでした。しかし、

鉢状の水槽は、底が平らな水槽と比べ、残餌など

2016 年度には、3,000 袋の採苗袋を湖内 3 箇所に

が溜まり易く細菌の繁殖を招き、生残に悪影響を

設置し、現在多いもので 400 個／袋ほどと、こ

与える可能性があることや、これまでの幼生への

れまでで最も多くの稚貝が得られる新たな適地を

給餌方法である 3 日に 1 度、3 日分を給餌する大

見つけることができました（図 4）。

量給餌は、残餌が溜まり易くなるため、毎日一定
量を給餌する方が良いことなどの助言をいただき
ました。この助言を基に、2016 年度の種苗生産
では、幼生飼育水槽を底の形状が平らなものに変
更し、餌の保冷（保存）が可能な発泡スチロール
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で自動給餌器を作製して幼生の飼育を行いました

サリ漁業者へ提供しています（図 7）。アサリ資

（図 6）。現在、着底稚貝の飼育中であり、殻長 5

源情報には、現在のアサリ漁場の推定資源量や 1

㎜ほどまで成長させた後に浜名湖へ放流する予

か月後の資源量を予測した資源予報のほか、維持

定です。

漁獲量などの情報が掲載されています。この取組
は今年で 2 年目であり、今後は、予測した資源量
の検証と予測精度の向上を行うとともに、データ
の取りまとめ法などを改良して、採貝連合会が主
体となってアサリ資源情報の発信ができるように
していく予定です。

【アサリ資源情報 27-8 号】

2016/1/18

提供 水産技術研究所浜名湖分場

１ 推定資源量 （殻長 28mm 以上を対象）
主要漁場
※調査実施日 2016/1/13
① ： 鷲津(0.38)
（１） 漁場別生息密度
② ： 村櫛(0.70)
主要 3 漁場(右図)内の生息密度（1m 四方の ③ ： 東湾(0.06)
中に生息するアサリの数）は、図 1(上)の
( )内は漁場面積を
とおりでした。
表す。単位は km2
（２） 漁場別資源量
②
主要 3 漁場内の資源量は、図 1(下)の
とおり推定されました。
（３） 漁場別・サイズ別資源量
主要 3 漁場のサイズ別資源量は、
下図のとおり推定されました。
①鷲津

600

鷲津

生
息
密
度

400

500

東湾

(

20～25 25～28 28～33 33～38

38～

300
200

)

0

村櫛

400

個
/
㎡

200

資源量 トン

②村櫛

100

0
4,000

600

H27.6

7

8

9
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12

11

12

H28.1

村櫛

200
0

600
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38～

③東湾

東湾

)

)

800

資 3,000
源
量
2,000
ト
ン
1,000
(

(

人工種苗生産の説明を聞くアサリ漁業者
( 写真下の一番右が兼松氏 )

10
鷲津

年月

400

図５

③

600

800

800

②
①

0

400

H27.6

7

8

200

9

10

H28.1

年月

図 1 生息密度(上)と資源量(下)の推移
0

ジャミ
ジャミ

4.5～4.8 分
4.5～4.8分

小小

中中

サイズ

殻長目安

ジャミ

20～25mm

4.5～4.8 分

25～28mm

小

28～33mm

中

33～38mm

大

38mm 以上

大大

２ 担当者からのコメント

殻長

鷲 津

大サイズの資源量が多いが、中以下のサイ
ズが少ないため注意が必要。

村 櫛

大サイズ中心の主漁場であるが、10 月以降
資源が減少しているため注意が必要。

東 湾

生息密度は漁場の中で一番高いが、漁場面
積が小さく資源量が少ないため注意が必要

３ 今後の予測
資源量 1 か月予報
２月の資源量
１，２１７トン

※

維持漁獲量
12 月並み

コメント

資源を維持するためには、１月の漁獲量を 12 月の漁
獲量並みにする必要があります。

資源状況

良

普通

悪

資源動向

増

横ばい

減

コメント

１月の資源量
１，３３７トン

資源状況は普通ですが、10 月以降資
源が減少し続けています。今後の資源
状況には注意が必要です。

※アサリ資源が維持できる浜名湖分場が推奨する漁獲量です

図７
図６

アサリ資源情報

幼生飼育水槽と自動給餌器

４．水産技術研究所の取組

（3）資源調査
当研究所では、浜名湖のアサリ漁場のアサリ生

36

息密度から現在の資源量を推定し、成長や漁獲な

2016 年は、浜名湖のアサリ資源の減少を背景

どの資源増減要因を考慮して 1 か月後の資源量を

に、渡船による潮干狩りが中止となり、地域の観

予測することにより、資源を持続的に利用できる

光産業などに大きな影響を与えました。このため、

適切な漁獲量（維持漁獲量）を求める手法を開発

当研究所では急遽、「安定的な利用を目指したア

しました ５）。この技術を活用するため、2015 年

サリ資源回復技術の開発」の研究を実施すること

から採貝連合会では、毎月 1 回、漁場のアサリ生

としました。アサリ資源が減少した要因の一つと

息密度の調査を行い、当研究所でデータを取りま

して、前年の夏季の断続的な降雨や台風の影響に

とめ、その結果を「アサリ資源情報」として全ア

よるアサリの幼生や稚貝のへい死が考えられまし

豊かな海

No.41

2017.3

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

たが、クロダイなどによる食害が大きな要因とし

試験は、アサリを 200 個収容した 1㎡の試験区を

て疑われました。本年度は、食害実態の把握と対

2 区画設け、片方の試験区に被覆網を張り、各試

策の試験を行ったので、その結果について紹介し

験区のアサリの数を定期的に数えることで被覆網

ます。

の有無による効果を確認しました。その結果、被

食害の実態を把握するために、浜名湖南部の浅

覆網がない試験区のアサリは試験開始 14 日後に

瀬において、アサリを撒き、水中にカメラを設置

は半分以下に減り、30 日後にはほぼなくなりま

して食害生物を撮影する手法で観察を行いました。

した。一方、被覆網がある試験区のアサリは 180

その結果、複数のクロダイがアサリを捕食する

日後でも多くが残っていたことから、被覆網の設

様子が撮影される（図 8）とともに、撒いたアサ

置はクロダイなどの食害対策に大きな効果がある

リがほとんどなくなっていたことから、食害は主

ことがわかりました（図 9）。

にクロダイによるものであることがわかりました。

この結果を受けて、現在、採貝連合会では、天

次に食害対策として、被覆網の設置効果の試験を

然採苗で獲得したアサリ稚貝を放流した場所に被

実施しました。これはアサリが生息する湖底に

覆網を設置して、アサリを食害から守りながら資

網を張ることでアサリを食害から守る方法です 。

源を増やす取組を実施しています（図 10）。

６）

撒いたアサリに集まる

潜砂しているアサリを探す

アサリをくわえる

アサリの殻を吐き出す
：砂中の餌を探した跡の採食跡

図８

撮影されたクロダイのアサリ食害写真
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これまで紹介したように、浜名湖では、ツメタガ
イなどの外敵駆除や天然採苗、人工種苗生産の継
続のほか、被覆網の設置による食害対策も新たな
取組として開始しましたが、これらの取組は先進
地の研究員や漁業者の方々の協力と情報共有な
くして実現することはできなかったと思います２）。
本稿の事例紹介も全国のアサリ資源の回復のため
の情報として役に立てればと願っています。最後
になりますが、アサリ資源の回復には、漁業者自
らによる資源管理の取組が非常に重要です。当研
究所では、浜名湖のアサリ資源の持続的利用を目
指して、これからも採貝連合会とともに歩み続け
て行きます。

38

豊かな海

No.41

2017.3

【シリーズ】

鹿児島県大隅半島東部にある高山漁協は、小規模の漁協ですが青壮年部を主体に種苗放
流や藻場造成などを積極的に行っています。第20回は、地元の水産高校生の協力や、鹿児
島県水産技術センター及び（公財）かごしま豊かな海づくり協会の支援を受けながら、藻場
の再生等に取り組んでいる同漁協「高山藻場保全会」の活動について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の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：
高山漁業協同組合
組合長 谷山 久男さん
会計主任 谷山浩貴さん
職員 木原 徳彦さん
高山藻場保全会
日髙 慎一さん（漁協理事）
谷川 亮太さん（漁協青年部長）
下福 千年さん（前漁協青年部長）

第20回

鳥居享司
鹿児島県大隅地域振興局水産課
係長 田中 敏博さん
鹿児島県水産技術センター
研究員専門 猪狩 忠光さん
（公財）かごしま豊かな海づくり協会
生産主任 有馬 康隆さん
主事 戸田 佳文さん

苦節10年、
ようやくみえた藻場再生の取組

ー鹿児島県高山漁協青壮年部「高山藻場保全会」の挑戦ー
鹿児島大学水産学部

鳥居
１．地域の漁業概要

享司

魚類養殖が主力漁業であるが、なかでも 9 ヵ統あ
る定置網は漁獲量の 52％、漁獲金額の 23％を占

高山漁協が属する鹿児島県肝付町は大隅半島
の東部に位置する。漁協には正組合員 33 名、准

める重要な漁業種類である。
しかし近年、高山漁協の漁業や漁場に「異常」

組合員 39 名がおり、年間の漁獲量は約 800 トン、

がみられるようになった。沿岸に設置された小

漁獲金額は 5.2 億円を記録する。大型・小型定置

型定置網を中心に漁獲量は減少傾向にある。また、

網、刺網、一本釣り、カンパチやヒラマサなどの

かつて地先海面には豊かな藻場が広がっていたが、
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いつしか藻場は姿を消した。
果たして漁協や漁業者は、この危機をどう乗り
越えようとしたのか。以下では、漁業経営の改善
を目指した漁業者の取組に焦点をあてた。

２．種苗放流で資源増殖を目指す
高山漁協では、漁獲量減少に対して、積極的に
種苗放流することで対応してきた。放流種苗はマ
ダイ、ヒラメ、カサゴ、スジアラ、オニオコゼな
ど多岐にわたる。

谷山組合長と鳥居准教授

鹿児島県のパイロット事業の一環で、マダイや

こうした種苗は「かごしま豊かな海づくり協会

ヒラメが放流されている。隣接する内之浦漁協と

（以下、海づくり協会）」が供給する。さらに、放

魚種を交互にしており、高山漁協は2015年ヒラメ

流後の効果調査についても海づくり協会が実施す

3.2万尾、2016年マダイ1.8万尾の放流を担当した。

ることから、漁業者からの評判は高い。

高山漁協の自主放流として、マダイ、ヒラメ、

2016 年の調査結果をみると、調査対象のヒラ

カサゴ、スジアラ、オニオコゼが放流されてい

メ 1,700尾のうち140尾が放流ものである。ここ 5

る。2016 年は、ヒラメ 8,000 尾、カサゴ 1.3 万尾、

年ほどは採捕率 8％前後で推移しており、海づく

スジアラ 1,000 尾、オニオコゼ 2,300 尾の放流規

り協会は外海としては良好であると判断している。

模であった。自主放流する魚種については、青

ただし、マダイの採捕率は低い。志布志湾の海底

壮年部などの意見をもとに決められる。年間 180

地形上、外海へ移動するものと考えられている。

万円から 190 万円の予算が必要になるが、肝付

漁業者も同様の傾向を指摘する。小型定置網を

町が半額を支援するため、漁業者は非常に助かっ

営む下福氏によると、水揚げするヒラメの約半数

ているという。

が放流ものであるという。同様に小型定置網を営
む日高氏によると、放流されたヒラメの水揚げは
少数であるという。漁場によって再捕獲の濃淡は
あるものの、ヒラメについては一定の評価がなさ
れている。一方で、マダイについては再捕獲して
いる印象をもつ漁業者は見当たらなかった。
2016 年、漁業者はスジアラやオニオコゼの種
苗放流も実施した。とくにスジアラは 1,500 円 /
kg から 2,000 円 /kg 以上の「高級魚」であるこ
とから、その成果に期待が寄せられている。その
一方で、オニオコゼについては、それほど価格が

インタビューの様子

見込めないこと、棘に刺されてけがをすると言っ
高山漁協における種苗放流実績の推移
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た声も聞かれること、などを理由に 2016 年限り

であった。高山漁協の谷山組合長は当時のことを

とした。

振り返り、「声をかけることだけは忘れないよう

３．危機感から始まった生態系保全
活動

にした」と。なかなか成果のみえない活動を継続
するのは精神的にも大きな負担になることは想像
に難くない。試行錯誤するときにかけられる言葉

高山漁協では、2006 年より藻場造成など生態

ほど心強いものはなかったはずだ。組合長は青壮

系保全活動も開始した。その担い手は「青壮年部」

年部のボランティア活動を経済面からも支えよう

である。青壮年部による生態系保全活動は、漁業

とした。肝付町へ支援をお願いするだけではなく、

者の強い危機感が原点にある。

漁協からも活動費の一部を支給した。こうして支

パイロット事業や漁協の自主的取組により種苗

えられた青壮年部の活動は 4 年間続いた。

放流を継続するものの、定置網漁業による水揚量
は一向に回復しない。その海をみると異常な状況
にあった。かつて地先海面にはホンダワラなど藻
類が豊かに繁茂していた。しかし、今は見る影も

４．鹿児島水産高校の協力を得る
青壮年部はウニ駆除を続けたが、いかんせん素
潜りの作業である。なかなか効率はあがらない。

ない。
果たして放流した種苗を十分に育成するだけの

そこで鹿児島水産高校に協力を求めた。水産高校

環境は残っているのだろうか。水産資源の再生産

の生徒は、授業の一環でダイビング技術を習得し

は行われているのだろうか。青壮年部に属する若

ている。旧指宿市岩本漁協（鹿児島県指宿市）に

い漁業者を中心に、漁業衰退と漁場環境悪化に対

おいて同様の活動を展開した実績もあった。青壮

する危機感が広がっていた。

年部はその経験に期待した。

なぜ藻場は姿を消したのか。鹿児島県水産技術

2008 年より年 1 回、水産高校の生徒はアクア

開発センター（以下、水技センター）による調査

ラングを用いてウニ駆除作業を手伝うようになっ

の結果、磯焼けの原因は「ウニの食害」の可能性

た。アクアラングを用いた作業は、素潜りに比べ

が高いことが次第に明らかになった。

て遙かに効率的であった。その姿をみた青壮年部

2006 年、青壮年部は藻場を荒らすウニの駆除

は、感謝の意を込めて交流会を開催し、地元の魚

作業を開始した。月 1 回程度、水温の暖かな時

などを振る舞った。生徒との交流の結果、高山漁

期を中心に活動を実施した。2008 年より独自の

協の主力漁業・定置網に興味を抱き、実際に水揚

スポアバッグを作成してホンダワラ母藻の設置も

げ作業を手伝う生徒も現れた。こうした若者のな

行った。ただ、素潜りでの作業ではウニを十分に

かから漁業後継者が生まれれば、と期待している。

駆除できなかった。ウニ駆除への理解が広まらな
かった点にも苦慮した。
「ウニをつぶすと、その
音で魚が寄りつかない」、
「人が潜ると魚が逃げる」
などの苦情が寄せられたこともあった。
こうした活動は青壮年部による「ボランティア」

５．支援事業を機に活動が拡大
2009 年、「環境生態系保全活動支援事業」（水
産庁）が始まったことを機に、青壮年部は「高山
藻場保全会」を組織、支援事業を活用して藻場造
成活動を活発化させた。ウニの駆除、ホンダワラ
母藻の設置に加えて、ワカメの種糸設置も本格化
させた。ワカメの種糸設置は 1988 年より漁協が
行ってきたが、本支援事業を活用して規模を一気
に拡大させた。
2010 年より、11 月から 12 月にかけてホンダ
ワラ・ブロックも設置しはじめた。海づくり協会
からホンダワラ・ブロックを購入（2,572 円 / 個）
、
ウニを駆除した海域を中心に設置した。従来、6

高山藻場保全会の皆さん

月から 7 月にかけてホンダワラ母藻を設置してき

豊かな海

No.41

2017.3

41

たが、冬期にも活動を追加することで高い効果を
目指した。
潜水士免許の取得もすすめた。青壮年部 16 名
のうち、6 名が免許を取得、アクアラングを用い
たウニ駆除を開始した。これによって、素潜り海
面作業に比べて作業効率が飛躍的に上昇した。潜
水士の免許を持たない10名は、ワカメ種糸の展開、
陸上作業、潜水を必要としない海上作業など各自
ができることを担当した。
「藻場再生」と「経営
改善」という共通目標に達するべく努力を重ねた。
2013 年からはヒジキの母藻設置も開始した。

ホンダワラ母藻

鹿児島湾に繁茂するヒジキの母藻を高山地区に設
置、モニタリング調査を開始した。

た海域へ集中的に母藻を設置する取り組みも試み

駆除したウニの活用も検討した。近隣の漁協で

た。ウニの駆除活動により、その生息密度は活動

ウニ漁業を視察するとともに、板ウニ加工などの

開始当初の 6.3 個 /㎡から 2.5 個 /㎡にまで大幅

研修を受けた。水技センターの指導のもと、ウニ

に低下した。だが、藻場再生について特筆すべき

味噌づくりなども試した。駆除したウニを利用し

成果を得られないまま歳月は流れていった。

た堆肥作りを鹿屋農業高校と連携して実施したり、

漁業者によると、「活動を止めようと思ったこ

海藻の食害生物である貝類を採捕して直売イベン

とはなかった」という。かつて「青壮年部」といっ

トで販売したりした。その後、板ウニづくりにつ

てもお互いの顔をよく知らない状況、漁業者曰く

いては、ウニの身入りが悪く経営的に成り立たな

「活動は宴会程度であった」と。しかし、藻場再

いことから中止したが、食害生物を駆除するだけ

生活動という共通目標にむかって徐々に結束力が

ではなく、活用しようとする段階まで活動は進展

高まった。先を見いだしづらいなか 10 年にわた

した。

り活動を継続できたのは、共通目標の存在と「結

現在の年間活動スケジュールは、おおよそ次の

束力」であった。漁業者は潜水免許を取得、潜水

ようである。まず、4 月に藻場をモニタリングし

技術の習得、藻場造成の道具を整備、ノウハウな

て藻場の分布状況を把握する。5 月、ヒジキの母

どを蓄積しながら取り組みを継続した。ウニ駆除

藻を設置するとともに、ウニ駆除を行う。6 月か

を徹底した海域に母藻を設置するなど工夫を凝ら

ら 7 月にかけてホンダワラ母藻の設置とウニ駆除

した。

を行う。8 月から 10 月、引き続きウニ駆除を行

その結果、2015 年頃よりウニを駆除した海域

うが、台風の襲来シーズンでもあり、活動できな

にワカメが繁茂するようになり、その海域ではサ

い場合が多い。11 月から 12 月にかけて、ワカメ

ザエの生息をみることができた。ホンダワラがベ

の種糸やホンダワラ・ブロックの設置を行う。1

ルト状（約 50m × 3m ～ 4m）に生えそろい、そ

月から 3 月はウニの駆除、藻場のモニタリングを

の藻場ではアオリイカ、ガラスエビ、様々な稚魚

行う。とくに 3 月はホンダワラが芽生えはじめる

など「生命の息吹」を感じ取れるようになった。

ので、モニタリング作業の重要度は増す。こうし

極めて控え目な規模ではあるが、ヒジキの芽生え

た活動の頻度は月 1 回が基本である。

も確認することができた。
かつて高山漁協の沿岸に藻場が豊かに繁茂して

６．結束力が生んだ藻場再生の芽吹き
青壮年部の継続的な活動にもかかわらず、藻場
はなかなか復活しなかった。ホンダワラを止め
てワカメの森にしたらどうだろうか、と話し合う
こともあった。水技センターのアドバイスをもと
に、母藻の採取海域を工夫した。藻類が生え始め
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いた頃に比べたら、復活した藻場はごく僅かであ
る。しかし、それは「希望の藻場」であった。活
動を初めてちょうど 10 年目のことであった。

７．取組の成果と展望
－漁業経営の振興にむけて－
結果は「最良の薬」、青壮年部のモチベーショ

ンは高まっている。普段の会話のなかで藻場造

下で栽培漁業に取り組む漁業者を側面より支援す

成の話題が出るなど、漁業者の日常として活動は

るのが鹿児島県海づくり協会（鹿児島県垂水市）

すっかり定着した。周囲の活動への理解もすすん

である。海づくり協会では県下の漁業者に対し

だ。かつて厄介視されたウニ駆除活動であったが、

て養殖用種苗（カンパチ）、放流用種苗（ヒラメ、

今では「うちの網の近くのウニを潰してよ」と活

マダイ、フクトコブシ）、ホンダワラ・ブロック

動を求められる状況にある。活動の風景も一変し

などを供給している。また、水産技術開発センター

た。かつてウニを駆除する海域は砂漠であったが、

で生産したスジアラ種苗の中間育成を担い、それ

今では復活した藻場を愛でながら駆除活動を行う

を県下の漁業者に供給している。さらに、他県で

ことができる。今後はベルト状に生えたホンダワ

生産されたカサゴやオニオコゼなどの種苗を斡旋

ラ藻場を中心に藻場拡大を試みる予定である。

する事業も行っている。
高山漁協青壮年部へ供給するホンダワラ・ブ

漁業者は課題の存在も指摘する。
第 1 は、藻場が回復した要因を明らかにするこ

ロックについては、その母藻を 5 月中旬から下

とである。何故この 1 年から 2 年で藻場が急激に

旬の大潮時、桜島近海より採取する。採取したホ

回復したのか。その原因が分かれば、藻場の回復

ンダワラの母藻を用いて、陸上コンクリート水槽

だけではなく、その喪失を予防できるかも知れな

にて育成する。生海水を用いて育成しているため、

いと考えたのである。水技センターの協力を仰ぎ

貝類や汚れが付着する。それらを定期的に洗浄し

ながら、その原因を検討する。

ながら育成する。11 月には出荷可能なサイズへ

第 2 は、ホンダワラ・ブロックの設置時期の見

と成長することから、原藻が傷まないうちに出荷

直しである。現在、11月から12月にかけてホンダ

する。ただし、先述したとおり、水温が低い時期

ワラ・ブロックを設置しているが、この時期は食

に母藻を設置した方が食害にあいにくいことから、

害にあう可能性が高い。水温が下がる 2 月に設置

今後は、1 月から 2 月に出荷できるよう管理方法

すれば効果は高まるとみている。一方、ホンダワ

を検討するとしている。

ラ・ブロックを供給する海づくり協会は、良質な

海づくり協会では今秋を目処に、ブリの種苗生

ホンダワラを出荷したいという意向から 11 月か

産施設を建設中である。県下漁業者に必要とされ

ら 12 月かけて供給している。漁業者の意向を受

る種苗を安定供給することで、彼らの漁業経営を

けた海づくり協会では、ホンダワラの管理方法を

強力に支援することが期待されている。

見直し、遅い時期に供給することを検討している。
第 3 は、
最終的な目標である「漁
業経営の改善」を達成することで
ある。再生した藻場にはサザエ、
アオリイカ、多様な魚介類の稚魚
が生息する。藻場に戻ってきた水
産資源、それが漁業経営に反映さ
れるにはまだ相当な時間が必要で
あろう。それを実現すべく漁業者
は地道な活動を継続するつもりで
いる。
こうした活動を継続するには一
定の活動資金が欠かせない。水産
庁による継続的な支援事業の実施
が期待されている。

８．かごしま豊かな海づくり
協会による側方支援
高山漁協青壮年部をはじめ、県

左から

漁業者の谷川氏、下福氏、日髙氏、漁協会計主任 谷山氏、
谷山組合長、鹿児島県水技センター猪狩氏、鳥居先生、
鹿児島県大隅地域振興局 田中氏、漁協職員 木原氏、
海づくり協会 有馬主任、戸田主事
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「第37回全国豊かな海づくり大会福岡大会」に向けて
福岡県全国豊かな海づくり大会推進室

むなかた

平成 29 年 10 月 28 日 （土）、 29 日 （日） に 「第 37 回全国豊かな海づくり大会」 が福岡県の宗像市※をメイ
ン会場として開催されます。
福岡県では、 日本海南西部に位置し、 対馬暖流の影響を受ける 「筑前海」、 干満差が最大６ｍに達し、 広
大な干潟を有する 「有明海」、 瀬戸内海西部に位置し、 穏やかな内海である 「豊前海」、 九州最大の筑後川や
矢部川などの 「内水面」 において、 各水域の特性を活かした多種多様な漁業が営まれ、 マダイ、 トラフグ、 養
殖ノリなどは全国有数の生産量を誇っています。 これらの特色ある３つの海と内水面において、水産資源の保護・
管理やつくり育てる漁業を推進し、 海や河川、 水源地域の環境保全に取り組むとともに、 魚食普及や食育の推
進を図ることを大会の基本理念に据え、 開催に向けた準備を進めています。
１年前プレイベントや稚魚リレー放流等の大会に向けた機運醸成の取組とともに、 大会の内容についても紹介
します。
※福岡市と北九州市の両政令指定都市の中間に位置する人口約 10 万人の市。県内でも特に漁業が盛んな地域であり、最近
ではユネスコ世界文化遺産登録を目指す「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」があることでも注目を集めている。

１．大会の概要
○大会名称：第 37 回全国豊かな海づくり大会福
岡大会
○主催：豊かな海づくり大会推進委員会
第 37 回全国豊かな海づくり大会福岡県
実行委員会
○開催日：平成 29 年 10 月 28 日（土）・29 日（日）
○開催場所：式典行事

宗像ユリックス本館

（宗像市）
海上歓迎・放流行事

かねざき

鐘崎漁港（宗

像市）
関連行事

宗像ユリックス屋外施設

（宗像市）ほか県内各地
うみ

ひと

ちいき

計５箇所

○大会テーマ：育もう 海 人 地域 みんなの未来
○大会キャラクター：福岡県マスコットキャラク

会場の位置図
（宗像ユリックス以外の関連行事会場は今後決定）

ター「エコトン」を大会用
にデザイン
○御放流魚：トラフグ、マダイ
○お手渡し魚：クロアワビ、ノリ、アサリ、
オイカワ
大会キャラクター
「エコトン」
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２．
１年前プレイベント「豊かな海づくりフェスタ」

プレイベントは、
「海上歓迎・放流行事」「ステー

平成 28 年 10 月 29 日（土）、本大会の海上歓

ジイベント」「賑わいコーナー」で構成し、この

迎・放流行事会場でもある宗像市の鐘崎漁港にお

うち「海上歓迎・放流行事」については、本大会

いて、大会１年前を記念したプレイベント「豊か

を想定したプログラムとし、また、参加者の規模

な海づくりフェスタ」を開催しました。開催に当

も本大会と同等とし、本大会に向けた予行練習も

たっては、この時期に恒例となっている地元漁協

兼ねることとしました。

の「宗像漁協漁師まつり」と同時開催し、多くの
皆さんに来場してもらうことにしました。

（１）海上歓迎・放流行事
午前 10 時から記念式典を執り行い、冒頭で小
川福岡県知事が「来年の本大会を通じて、漁業や
水産物のことはもとより、歴史・文化・伝統といっ
た様々な福岡県の魅力を県内外に大いに発信して
いきたい」とあいさつしました。

記念式典であいさつする小川県知事

来賓のあいさつに続いて、福岡県のマスコット
イベントのチラシ
（大会キャラクターの周りに福岡県の主要魚種を配置）

キャラクターであり、大会キャラクターも務める
「エコトン」がステージ上に登場し、一般公募の
上、決定した大会用のデザインをお披露目しまし
た。デザインの考案者も並んで出演し、衣装のポ
イントや工夫した点を解説してもらいました。

大会キャラクター 「エコトン」 のお披露目
（右は大会用デザインの考案者）

また、「伝えタイ！プロジェクト」の出発式も
行われ、福岡県知事と宗像市長がタイのオブジェ
に目を入れました。「伝えタイ！プロジェクト」
とは、タイのウロコに見立てたカードに県内各地
賑わうイベント会場

の方々から「豊かな海づくりのために私ができる
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こと」をテーマに記入してもらい、タイのオブジェ
に貼っていくもので、県民の方々が「豊かな海づ
くり」について考えるきっかけとなることを狙っ
ています。さっそく、来場者の方に記入してもら
い、
多くのカードが集まりました。集められたメッ
セージは、本大会の行事の中で展示する予定です。

漁船パレードによる漁業紹介 （ごち網）

稚魚の記念放流では、来賓、漁業関係者、一般
来場者等の約 500 人が、筑前海を代表する魚種
であるトラフグとマダイの稚魚をバケツで放流台
から一斉に放流しました。
「伝えタイ！」 のオブジェに目を入れる
県知事 （右） と宗像市長 （左）

来賓及び主催者による稚魚の記念放流
（手前から宗像市長、 県知事、 県議会議長）
オブジェにメッセージを貼る来場者

記念式典に引き続いて、場所を漁港内の岸壁に
移し、漁船パレードと稚魚の記念放流が行われま
した。
漁船パレードでは、福岡県を代表する漁船漁業
あ

ま

として、海士、底びき網、ごち網、いか釣り、さ
し網、はえ縄、まき網の漁船が、漁法や資源管理
の取組等のアナウンスをバックに参加者の前をパ
レードしました。パレードの最後には、県の漁業
調査取締船「つくし」も参加しました。

招待者、 一般来場者による稚魚の記念放流

（２）ステージイベント
ステージのオープニングでは、宗像市の市民参
加型ミュージカル「むなかた三女神記」が上演さ
れました。「むなかた三女神記」は、「『神宿る島』
宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産登録推進
活動の一環として創作・上演されているものであ
り、沖ノ島にまつわる伝説を題材としています。
また、地元高校吹奏楽部や和太鼓の演奏、ゆるキャ
ラのパフォーマンスが行われ、多くの方が観覧し
漁船パレードによる漁業紹介 （まき網）
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ていました。

夕方には、
「宗像漁協漁師まつり」恒例のモチ
まきで大いに盛り上がり、最後まで来場者の方に
楽しんでもらえました。

（３）賑わいコーナー
賑わいコーナーには 44 ブースの出展がありま
した。
体験型の催しとして、魚のつかみ取りやタッチ
ングプールのコーナーが設けられました。どちら
も子供たちに大人気で、プールの中を縦横無尽に
泳ぎまわるブリやマダイ等を一生懸命に追いかけ
て捕まえたり、ナマコ、ウニ、サカタザメ等、あ
まり触れる機会がない海の生物を、触りながら興
味深く観察していました。

むなかた三女神記

魚のつかみ取り

エコトンも参加したゆるキャラパフォーマンス

タッチングプール

会場内の施設の調理室では、魚食普及を目的と
した「魚さばき教室」を開催しました。宗像漁協
女性部の指導のもと、親子で楽しくマアジとケン
和太鼓演奏

「宗像漁協漁師まつり」 恒例のモチまき

サキイカをさばいて刺身にし、おいしく食べても
らいました。

宗像漁協女性部による魚さばき教室
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また、次のような企画展示や物販・飲食ブース
も設け、本大会の PR にとどまらず、この機会を

○福岡県の３海区の水産加工品の販売
○県産農林水産物や６次化商品の試食・販売

利用して、県産農林水産物の PR や地域振興、福
岡県の多様な魅力の発信にも努めました。
＜企画展示＞

当日は、天候にも恵まれたこともあり、宗像市
内をはじめ県内各地から約 7,000 人もの来場者で

○全国豊かな海づくり大会の PR

賑わいました。来場者の年齢層も子どもから年配

○福岡県の３海区・内水面の魚介類の水槽展示

者まで幅広く、大会への機運醸成に大きな役割を

や主要漁業の紹介

果たしました。

○「平成 28 年熊本地震」復興支援
○「
『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」

２．機運醸成に向けた様々な取組
（１）稚魚リレー放流

の PR
○県立水産高等学校の活動紹介
○環境保全活動紹介

県内各地で園児や児童による稚魚等の放流を順
次実施することにより、県民への大会の開催や大

＜物販・飲食＞

会趣旨の周知を図っていきます。放流の他にも、

○宗像漁協による活魚、イカ焼き、穴子まん、
サワラ飯等の販売

県水産海洋技術センターによるミニ講座や水槽展
示等、子どもたちが水産生物や福岡県の水産業に
親しみを持ってもらうようなイベント内容として
います。１年前プレイベントの稚魚放流を第１回
として、大会までの１年間で約 20 回実施予定で
あり、これまでに、柳川市の海岸でクルマエビと
ガザミ、筑後市の河川でオイカワの放流を実施し
ました。筑後市の放流では、福岡ソフトバンク
ホークスの髙谷選手を特別ゲストに招待し、翌日
のスポーツ新聞にも記事が掲載されるなど、大き

宗像漁協の販売ブース
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な PR 効果がありました。

「熊本地震」 復興支援ブース

県水産海洋技術センターによるミニ講座

県産農林水産物の試食 ・ 販売ブース

クルマエビの放流
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（３）ふくおかのお魚 PR ロゴマークの活用
福岡県では、大会開催を契機に「ふくおかのお
魚 PR ロゴマーク」を制定しました。この取組は、
県産水産物を販売している店舗やイベント等でロ
ゴマークを積極的に使用し、県産水産物の認知度
向上と消費拡大を図るものです。大会の開催と連
動してこの取組についても推進していきます。
参加者とエコトンで記念撮影

ふくおかのお魚ＰＲロゴマーク

（４）広報活動などの取組
漁業者や地域団体が実施する豊かな海づくりに
つながる活動の PR や、地元企業との協働による
ソフトバンクホークスの髙谷選手とオイカワを放流

（２）大会協賛行事、「ふくおか海づくり大会 PR
隊」の募集

大会コラボ商品の発売などによっても大会の機運
醸成を図っています。また、大会の 200 日前や
100 日前等の節目となる時期に、カウントダウン
イベントを実施します。

企業・団体等による大会趣旨に沿った行事を協

広報活動としては、大会テーマや大会キャラク

賛行事に認定することとし、豊かな海づくりにつ

ターを活用した PR 活動を展開するとともに、テ

ながる取組を推進していきます。

レビ、新聞、インターネット等の多様なメディア

また、大会の PR に協力する企業・団体等を「ふ

を活用した情報発信や、各種イベントとの連携等

くおか海づくり大会 PR 隊」に登録することとし、

により、大会の開催、大会趣旨、行事内容等の幅

登録者へのノボリやノベルティグッズの配付等に

広い浸透を図っていきます。大会専用ホームペー

より、企業・団体等の自主的な大会 PR の参画を

ジも開設していますので、ぜひご覧ください。

促進していきます。

新聞の全面広告
ノベルティグッズ

ノボリの
デザイン

大会協賛行事の植林活動

大会専用ホームページ
（URL ： https://yutakanaumi-fukuoka.jp/）
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２．大会の計画

○資源管理型漁業、栽培漁業等の取組み紹介

全国から注目されるこの国民的な大会を実りあ

等

るものとすべく、現在、細部計画の検討や関係者
との調整等を行っているところです。各行事の内
容をご紹介します。

（３）関連行事
式典行事会場に隣接した宗像ユリックス屋外施

（１）式典行事

設、３海区・内水面の各地域の計５会場において、

厳粛で品位のある進行を基本に、豊かな海づく

式典行事などの映像中継により大会会場との一体

りの重要性を福岡から全国に発信する内容としま

感を醸成するとともに、資源管理型漁業、栽培漁

す。また、大会前から行ってきた水産振興や環境

業、環境保全の先進的な取組みの紹介、県内市町

保全活動を取り上げ、大会を通じて大切な海を守

村や県内各地の特産品の魅力などをアピールする

るためにできることを誓う場とします。

行事を開催します。

＜行事内容＞

なお、宗像ユリックス屋外施設以外の４会場で

○本県の魅力や「豊かな海づくり」に関する活
動の紹介

の行事開催に当たっては、各地域の農林水産まつ
りなどの各種イベントとの連携を図ります。

○本県漁業の映像放映とアトラクション披露
○功績団体等の表彰

＜行事内容＞
○先進的な資源管理型漁業、栽培漁業、環境保

○小中高生の代表者による最優秀作文の発表

全の取組みの紹介

○本県を代表する稚魚等のお手渡し

○式典行事、海上歓迎・放流行事の映像中継

○３海区の若手漁業者によるリレーメッセージ

○３海区・内水面の特色ある水産物を味わえる

等

イベント
○県産農林水産物とその加工品の試食・販売

（２）海上歓迎・放流行事

○タッチングプールなどの体験コーナー

県内随一の漁船漁業の根拠地である宗像市の鐘崎
漁港において、その活気を活かした海上歓迎行事

○「平成 28 年熊本地震」被災地の復旧・復興
を後押しする催し

等

及び稚魚の放流行事を開催し、資源管理型漁業や
栽培漁業に対する県民、国民の意識の高揚を図り

この大会の開催によって、「豊かな海づくり」

ます。

が一層推進されることはもとより、参加者の皆さ

＜行事内容＞

んに、特色ある漁業・水産業や歴史、伝統・文化

○海の神事｢みあれ祭※｣を再現した漁船パレー
ド

など福岡県の魅力を実感していただけるよう、万
全の準備を進めていきます。

○県を代表する漁業の紹介
○県産木材製の放流台からのトラフグ・マダイ

全国各地からの「第 37 回全国豊かな海づくり
大会福岡大会」へのご参加をお待ちしています。

稚魚の放流

「みあれ祭」 の大船団

会場となる鐘崎漁港の全景

※毎年１０月１日に宗像市沖で行われている宗像大社の海の神事。 沖ノ島、 大島で祀られている御神体を
地元漁船の大船団で守りながら宗像大社へお迎えしている。
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【海域栽培漁業推進協議会①】

第 2 回海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議を開催
平成 29 年 1 月 12、13 日にコープビル 6 階会
議室（東京都千代田区）にて、水産庁および国立
研究開発法人水産研究・教育機構（以下、水産機
構）との共催により第 2 回海域栽培漁業推進協議
会全国連絡会議を開催しました。第 7 次栽培漁業
基本方針に記載されているとおり、本会議は都道
府県や都道府県栽培漁業協会等の技術・情報の交
換、並びに効果的・効率的な栽培漁業の推進体制
構築等に向けた協議・意見交換等を行うことを目
的としています。

（２）生物と対峙して生まれる新発想
講師：（公財）山形県水産振興協会
栽培漁業課長

余語

滋

（３）微生物群集を利用した飼育水の管理
講師：（公財）愛知県水産業振興基金
生産課長

水藤

勝喜

（４）ヒラメ黒化対策と技術移転への対応
講師：（公社）島根県水産振興協会
生産係長

富室孝仁

（５）国東事業場におけるマコガレイの種苗生産

第 2 回となる今回は、初日を「平成 28 年度種
苗生産機関技術研修会」
、2 日目を「平成 28 年度
栽培漁業推進全国会議」と位置づけての開催とし、
両日で沿海都道府県行政、栽培関係法人等の関係
者 115 名が出席しました。

技術とワムシ培養
講師：（公社）大分県漁業公社
次長兼生産課長

元兼

豊明

（６）山口県のキジハタ事業化への道のり
講師：山口県水産研究センター外海研究部
専門研究員

南部

智秀

Ⅱ．平成 28 年度栽培漁業推進全国会議
水産庁、各海域栽培漁業推進協議会（以下、協
議会）、水産機構から以下の事項の報告をいただ
くとともに、水産機構の研究者から 2 つの話題提
供をいただきました。
（１）報告事項
１）平成 29 年度栽培漁業関係予算概要につい
て（水産庁）
２）各海域栽培漁業推進協議会の事業進捗状況
等について（各海域協議会）

研修会の様子

３）水産機構の栽培漁業にかかる研究開発につ

Ⅰ．平成 28 年度種苗生産機関技術研修会
「経験から生まれた技術革新」をテーマに、栽
培漁業関係法人や水産試験場から 6 名の講師を招

いて（水産機構）
（２）話題提供
１）「外部標識の使用法と注意点」
水産機構瀬戸内海区水産研究所

き以下のプログラムで開催しました。講師の皆様

資源増殖グループ長

からは、科学的知見に基づいた種苗生産技術、種

２）「市場調査の手法と注意点」

苗生産現場での心得や教訓、技術を移転する側と
受ける側の苦労話などを講演いただきました。

太田

健吾

水産機構西海区水産研究所
魚介類生産グループ長

藤浪

祐一郎

【研修プログラム】
（１）栽培漁業～人と魚に支えられた 33 年
講師：
（公社）北海道栽培漁業振興公社
栽培推進部長

川下

正己

特に、報告事項２）では各協議会の幹事長等か
ら、それぞれの協議会の事業進捗状況等について
以下の報告をいただきました。
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①

太平洋北海域協議会

あり、直近の 700 ～ 900 トンの維持に努め

（報告者：岩手県水産振興課 野澤 主任主査）

ることとしている。

・太平洋北海域協議会ではマツカワとヒラメを

・種苗放流については、南部系群は資源の下支

プランの対象としている。

えを目指し、健苗性の高い種苗 1,000 千尾の

・マツカワでは、平成 22 年度の漁獲量である

確保・維持に努めることとしており、平成

200 トンを目標として、効率的な種苗放流と

27 年度は 86 万尾の実績であった。中部系群

再生産による資源造成に努めている。

では、直近年の資源量、漁獲量を維持するた

・北海道えりも以西海域では毎年 100 万尾の

め、健苗性の高い種苗 1,800 千尾の確保・維

計画で放流が行われているが、平成 27 年度

持に努めることとしており、27 年度の実績

は約 105 万尾の実績になっている。

としては 140 万尾であった。

・ヒラメについては、東日本大震災で種苗生産

・モニタリングについては、千葉県、神奈川県、

施設等が壊滅的な被害を受けたが、震災前の

静岡県、高知県、大分県および宮崎県におい

放流数 470 万尾までの回復を目指しており、

ては、一部に標識装着した種苗を放流し市場

資源管理を行いながら資源維持を図っている。

調査等を実施している。資料に掲載している

平成 27 年度の放流は約 158 万尾であった。

ポスターを作成し、情報の収集体制を構築し

・ヒラメ受精卵の供給体制は復旧した施設等で

ている。

の疾病の発生などにより不安定であるため、

・トラフグは静岡県、愛知県、三重県、神奈川

親魚を有する青森県、岩手県および茨城県の

県が参加している。資源量は低位水準であり、

生産施設において、各施設での防除対策の徹

加入量 100 千尾を目標としている。漁獲量

底、受精卵や種苗の融通を行うことにより、

は減少傾向にあるが 100 t を目標にしている。

必要とされる種苗数の確保に努めている。

・本海域でのトラフグ種苗放流目標は 70 万尾

・受精卵の安定確保のため、太平洋北と日本海

放流としており、平成 27 年度は約 72 万尾

北部協議会の会員で構成されるメーリングリ

を放流した。

ストを立ち上げ、迅速な情報の共有化に努め

・モニタリングはヒレカット、アンカータグ等

ている。

各種標識をしている。

・平成 27 年度までは水産庁補助「被災海域に
おける種苗放流支援事業」に取り組み、種
苗放流事業に係る計画及び生息環境の整備に
係る実施計画の策定や種苗放流支援を行った。
ヒラメに関しては種苗生産にかかる国の補助

③

日本海北部海域協議会
（報告者：青森県水産振興課

白板

主幹）

・日本海北部海域ではヒラメを広域プランの対
象としている

事業の継続が認められていないため、予算確

・日本海北部海域の資源・漁獲の状況は日本海

保や種苗生産コストの削減が喫緊の課題と

北・中部海域の資源評価と類似していること

なっている。コスト削減については生産担当

から、平成 25 年度資源評価において低位・

者らがかなりの努力をしている。

減少傾向であるの資源状況を中位・横ばい傾
向にすることを目的としている。

②

太平洋南海域協議会

・北海道では 220 万尾を目標に、青森県から

（報告者：神奈川県水産課

井塚

主査）

・太平洋南海域協議会ではヒラメとトラフグを
対象としている

標としている。平成 27 年度の実績は北海道
で 220 万尾、青森から富山で 143 万尾を放

・ヒラメの資源造成目標と漁獲量については南
部系群と中部系群を対象としている。南部系
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富山県の海域では 180 万尾の種苗放流を目

流した。資料にあるとおり放流種苗の一部に
標識を施している。

群では資源重量 600 トンの維持、漁獲量は

・太平洋北協議会から報告があったように、太

近年の漁獲実績である 160 ～ 200 トンの維

平洋北、日本海北部海域の会員で構成した

持を目標としている。中部系群では資源量

メーリングリストを立ち上げ受精卵安定確保

3,000 トンの維持、漁獲量は近年増加傾向に

のための連携強化に努めている。

豊かな海

No.41

2017.3

屋島庁舎の施設を使用して、瀬戸内海 11 府
県が連携した効率的な共同種苗生産体制に
より 12 万尾を目標に種苗生産を行っている。
平成 24 年から共同生産体制を構築しており、
協議会の関係府県で役割分担を決めながら実
施している。
・28 年度は 97,800 尾であった。目標達成に向
けて今後努力していきたい。
⑥

（報告者：山口県水産振興課

幹事長らの報告

④

湯之上

主任）

・九州海域ではトラフグを広域プランの対象と

日本海中西部海域協議会
（報告者：福井県水産課

九州海域協議会

している。
児玉

主任）

・日本海中西部海域ではヒラメを広域プランの
対象としている。

・瀬戸内海海域と連携し、資源量 700 t が維持
できる有効放流尾数 170 万尾の確保を目標
としている。

・平成 25 年度資源評価において、資源が横ば

・協議会事務局の試算では、平成 27 年度の有

い状態にあることから、効率的な種苗放流に

効放流尾数は瀬戸内海・九州併せて約 150

より加入量の維持増大に努め、直近の資源量

万尾であった。

の維持・増大することを資源目標としている。
・受精卵や種苗の融通を行い効率的・効果的な
親魚養成や種苗生産に取り組む。

・瀬戸内海では山口県が受精卵の供給拠点とな
るべく体制を整えている。九州海域では主
に長崎県が親魚養成・採卵体制の構築を図り、

・目標とする放流尾数は 190 万尾を設定して
いる。平成 27 年度は約 173 万尾の放流となっ
た。

受精卵の要望ある関係県への安定供給を目指
している。
・ヒラメについてだが、九州協議会が該当する

・放流については、広域に回遊することもあり、

系群は日本海西部・東シナ海系群東シナ海系

一部に外部標識をした種苗を放流している。

群であり、資源状況は親魚量は減少していな

・また、日本海中西部海域における新規栽培漁

いにもかかわらず、再生産成功率の低下が著

業対象種となる可能性を持ち、資源生態が不

しい状況にある。これを受けて、ヒラメの広

明な魚種の生態調査等を日本海区水産研究所

域プランを作成しヒラメの広域連携を進めて

と連携して進めることを検討している。

いくかどうかの検討を進めている。
・山口県の話になるが、瀬戸内海の東部で国な

⑤

瀬戸内海海域協議会
（報告者：香川県水産課

どの研究機関からトラフグ稚魚のナーサリー
加賀田

副主幹）

・瀬戸内海海域ではトラフグとサワラを広域プ
ランの対象としている。

として認められており、瀬戸内海側に集中放
流を行っている。20cm 以下０～ 1 歳魚が沿
岸域にかなり蝟集する。これを保護する目的

・トラフグについては九州海域と連携して、有

で漁業調整委員会指示により 20cm 以下の採

効放流 170 万尾を目標としている。トラフ

捕規制の検討を進めている。県内調整と関係

グの詳細は九州海域の報告をする山口県に説

県の行政間調整も行っている。熊本、佐賀、

明をしてもらう。

長崎、福岡、山口の 5 県において日本海・九

・サワラについては、平成 25 年の資源状況は

州西広域漁業調整委員会指示でトラフグ延

低位・増加傾向にあるため、種苗放流と資源

縄漁業での 25cm 以下の採捕を禁止している。

管理を相乗的に図りながら、資源水準を 5,900

今年 5 月に委員会指示の更新があることから

トンの中位にすることを目標としている。

これを 30cm 以下に強化することを検討して

・種苗生産は、水産機構瀬戸内海区水産研究所

いる。
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【海域栽培漁業推進協議会②】

第 2 回「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

結果などを確認するとともに、種苗放流の有効化、

成型栽培漁業推進事業」のうち資源造成推進事業

標識放流調査体制等について意見交換を行いまし

により、海域毎に今年度第 2 回広域種資源造成型

た。

栽培漁業推進検討会（以下、検討会）を開催しま
した。

特に、太平洋北および日本海北部海域では、東
北大学大学院池田実准教授と水産機構瀬戸内海区

検討会では、各アドバイザー（国立研究開発法

水産研究所菅谷琢磨主任研究員から「DNA 血縁

人水産研究・教育機構（以下、水産機構）各水

鑑定によるヒラメ栽培漁業の評価」について、水

産研究所資源評価担当者）から最新の資源評価結

産庁栽培養殖課の委託事業によるこれまでの研究

果の紹介、各道府県から平成 28 年度の事業実施

成果を紹介していただきました。

結果の報告および次年度事業計画の説明をいただ
きました。また、各海域で進めている「海域栽培

検討会の対象魚種、開催日、場所およびアドバ
イザーは下表のとおりです。

漁業広域プラン」の目標とそれに対する今年度の

海域

魚種

開催日

場所

アドバイザー

太平洋北

マツカワ
ヒラメ

2月17日
（金）

TKP仙台
（岩手県盛岡市）

太平洋南

トラフグ
ヒラメ

2月7日
（火）

TKP名古屋駅前
（愛知県名古屋市）

日本海北部

ヒラメ

2月28日
（火）

庄内産業振興ｾﾝﾀｰ
（山形県鶴岡市）

日本海区水研

八木

佑太

研究員 ( ヒラメ )

日本海中西部

ヒラメ

3月3日
（金）

ラッセホール
（兵庫県神戸市）

日本海区水研

八木

佑太

研究員 ( ヒラメ )

瀬戸内海

サワラ
トラフグ

2月21日
（火）

TKP岡山
（岡山県岡山市）

瀬戸内海区水研
瀬戸内海区水研

石田
片町

実
太輔

主幹研究員 ( サワラ )
研究員 ( トラフグ )

九州

トラフグ

2月13日
（月）

福岡県水産会館
（福岡県福岡市）

瀬戸内海区水研

片町

太輔

研究員 ( トラフグ )

東北区水研
増養殖研
中央水研

栗田
鈴木
木下

豊

※（

グループ長 ( マツカワ・ヒラメ )

重則
貴裕

主任研究員 ( トラフグ )
主幹研究員 ( ヒラメ )

検討会の様子 （左 ； 九州海域、 右 ； 日本海中西部海域）
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）内は対象魚種

【豊かな海づくり推進協会コーナー①】

ホシガレイ・マコガレイ種苗の低コスト化に係る
生産体系の確立に向けた実証研究について
を締結し、各構成員が試験研究業務を実施してい

はじめに

るところです。

国立研究開発法人水産研究・教育機構（東北区

図に今回の実証研究の全体像を示しましたが、

水産研究所）、学校法人北里研究所（北里大学）、

ここでは、研究の背景等と実証研究業務の内容に

宮城県水産技術総合センター、福島県（福島県水

ついて概要を紹介します。

産試験場）
、神奈川県水産技術センター、スタン
レー電気株式会社と（公
社）全国豊かな海づくり
推 進 協 会 は、 連 携 し て
「異体類増養殖共同研究
グループ」を構成し、国

地域重要魚種の増養殖に関する低コスト化に係わる生産体系の確立
～革新的技術を用いて異体類 （ホシガレイ、マコガレイ）の種苗生産工程を最適化し、大幅コストダウン～

ホシガレイ

《解決すべき技術的課題》

《背景・ニーズ》

実⽤化に⾄らない理由
⼈⼯種苗の⽣産コストが⾮常に⾼い

の平成 27 年度補正予算
に よ る「 革 新 的 技 術 開
発・緊急展開事業（うち
地域戦略プロジェクト）
に、当協会が代表機関に
なって実証研究型の研
究課題「地域重要魚種の
増養殖に関する低コス
ト化に係わる生産体系
の確立」で応募し、採択
されました（平成 28 ～
30 年度の 3 年間）。
この実証研究課題で
は、異体類のホシガレイ
とマコガレイを対象に、
前者が東北太平洋沿岸
域（宮城県石巻市等、福
島県相馬市等）
、後者が

《研究概要》
希少（東北沿岸で10t程度） 東北太平洋沿岸域
震災復興の⽬⽟として増殖
種苗単価：200円／尾

マコガレイ

東⽇本⼤震災
原発問題

東京湾
漁獲激減（500t→100t未満） 東京オリンピック
江⼾前マコガレイの復活
種苗単価：140円／尾
増養殖対象種として

期待が⾮常に⾼い

１．革新的技術の移転および技術の改良
(1)飼育技術の普及と改良、マニュアル化
(2)飼育システムの製作・改良・維持
(3)新たな飼育手法が魚類生理に与える影響解明

⾰新的技術を導⼊
健全な種苗の安定供給と⽣産コストの⼤幅な
低減化に係わる⽣産体系を確⽴
①閉鎖循環型飼育による親⿂養成
②省⼒省コスト型飼育による種苗⽣産
③特定波⻑光照射飼育による中間育成
《期待される成果》
⼈⼯種苗の
安定⽣産
低コスト化
技術

増殖事業
地域重要⿂種の資源回復
沿岸漁業の振興
養殖業（副次的成果）
新⿂種養殖業へ発展
⾼級⾷材として輸出

革新的技術を実証研究実施機関へ移転
研究結果より更なる技術改良
飼育システムの製作
マニュアル作製

２．革新的技術の導入による生産体系の確立
(1)親魚養成、(2)種苗生産、(3)中間育成
実証研究実施機関で実施：結果は課題1.へフィードバック
2－（1）閉鎖循環型飼育による親⿂養成

2－（3）波⻑光照射による中間育成

最小限の用水で飼育→海水・重油使用量の削減

異体類において高成長・肥育に有効
さらに、閉鎖循環型飼育でコスト削減

東 京 湾（ 神 奈 川 県 三 浦
市）を研究・実証地区と
して実施します。
平成 28 年 5 月に、国
立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機
構

生物系特定産業技

術研究支援センターと

2－（2）省⼒省コスト型飼育による種苗⽣産
水槽内でワムシ密度を管理しながら飼育
日々のワムシ培養や底掃除等の作業は不要

３．技術の普及
地域の種苗生産機関、漁業者等、
さらには全国の種苗生産機関へ
技術普及

代表機関である当協会
で試験研究委託契約書
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Ⅰ

ます。

研究の背景・課題

２．革新的技術の導入による生産体系の確立

東北太平洋沿岸域ではホシガレイを震災復興の
目玉として、また江戸前マコガレイは 2020 年東

閉鎖循環方式によるホシガレイ親魚養成を行い、

京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

流水飼育（従来法）と比較して海水使用量 80％、

もあり食材として、それぞれ漁業者からの資源造

重油使用量 75％の削減をします。

成・回復に対するニーズが強く、グループ関係県

２-（2）種苗生産（省力省コスト飼育方式による

も栽培漁業基本計画対象種として取組を図ってい

コスト削減）

るところです。

省力省コスト型飼育と流水飼育（従来法）飼育

これらの増殖事業を進めるためには、種苗が低

によるホシガレイの種苗生産試験を行い、流水飼

コストでできる生産体系（親魚養成・種苗生産・

育（従来法）と比較して餌料培養経費 80％、人

中間育成）の確立が喫緊の課題となっています。

件費 50％の削減をします。

生産コストの低減に有効な革新的技術を用いて
ホシガレイ・マコガレイ種苗の各生産工程の最適

２-（3）中間育成（光環境制御方式によるコスト
削減）

化に取り組み、これらの生産技術を体系的にとり

促成飼育に有効な緑色 LED 光照射によるホシ

まとめた上で、健苗かつ安価な生産手法を地域の

ガレイの中間育成試験を行い、自然光（従来法）

種苗生産機関、関係漁業者等へ普及を図ることに

と比較して、成長促進効果（10％）を実証します。

しています。

３．技術の普及

Ⅱ

本研究の成果から、ホシガレイ・マコガレイの

研究の目標

生産（親魚養成～中間育成）運用マニュアルを作

実証研究試験の結果に基づいて革新技術の導入

成し、現地研修会・現地指導等により、地域又は

による種苗の生産経費や作業時間の削減効果を分

全国の種苗生産機関や関係漁業者等への普及を図

析し、総括的な生産体系として、従来法と比べて

ります。

ホシガレイでは生産コストを 40％削減、マコガ
レイでは 15％削減できることを実証したいと考

Ⅳ

最後に

人工種苗（稚魚）の低コスト化に係わる生産体

えています。
またこの実証研究で開発した成果に基づいて、

系を確立し、成果を普及することにより栽培漁業

ホシガレイ・マコガレイの種苗生産機関で運用で

に取り組む種苗生産機関（栽培協会）の生産業務

きるようマニュアルを作成することにしています。

費の軽減、漁業者の費用負担の軽減あるいは種苗

Ⅲ

放流数の増加が期待されます。

研究計画の概要

次のステップとして、今後は資源研究者や浅海

１．革新的技術の移転および技術の改良

生態系研究者の力も借りて、実証規模での放流試

１（1）飼育技術の普及と改良、マニュアル化

験、貧酸素水塊や生育場に関する調査を進め、種

革新的技術を導入したホシガレイ・マコガレイ

苗放流と適切な資源管理による資源造成を行うこ

の種苗生産技術を体系化し、実証研究実施機関へ

とで、地域の漁獲量の増大・安定化に結び付くも

の技術移転を行うとともに、最終年には技術的改

のと考えています。

良を加えてマニュアル化します。
１（2）飼育システムの製作・改良・維持

旬には、ホシガレイが 1 万円 /kg 以上、マコガ
レイが 1 万円 /kg 前後で取引される高級魚とさ

マコガレイの促成飼育に有効な特定波長光を見

れ、刺身やすしネタの高級食材であり、漁獲量増

いだすための飼育実験に用いる灯具（青、緑、赤

大・安定化は漁業者の収益向上、後継者不足の解

色 LED）
、およびホシガレイの実証試験に用いる

消、地域産業の活性化、海外旅行者への食の PR

灯具（緑色 LED）を製作、改良します。

にもつながることも踏まえて、この 3 年間の実証

１（3）新たな飼育手法が魚類生理に与える影響解明

研究試験を着実に執行し、今後に向けて、さらに

ホシガレイとマコガレイを対象として、特定波
長光・色覚・内分泌ホルモンの関係を明らかにし
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【豊かな海づくり推進協会コーナー②】

トラフグ資源管理検討会議開催報告
平成28年11月25日 山口県萩市で開催

日本海・東シナ海・瀬戸内海系群のトラフグに

常に管理が難しいことである。そうした中、資源

ついては、平成 26 年７月の「資源管理のあり方

状況が悪化しているため、昨年の第２回の検討会

検討会」において「関係漁業者等が参画する横断

議では、当面の管理目標として、トラフグの資源

的な検討の場を設け、統一的な方針の下で資源管

量を 10 年前後の期間をめどに 960 トン程度まで

理を推進していくべき」との提言がなされた。こ

回復させることとし、その目標に向かって各浜で

の提言を受け、水産庁は第１回トラフグ資源管

の資源管理の取組の徹底とさらなる検討を進める

理検討会議を平成 26 年 11 月に山口県下関市で、

ため、科学的データを参考として、浜ごとの必要

第２回を平成 27 年 10 月に同市で開催した。第

性に応じて深掘り策の検討を行うことが合意され

３回はトラフグ延縄船団を有する山口県萩市の山

た。その後、合意を受け、各府県の協力を得なが

口県漁業協同組合はぎ統括支店（越ヶ浜支店）講

ら各浜において、資源管理の取組について検討が

堂に 114 名の関係者を集めて開催され、トラフ

進められている。本日は、担当よりトラフグ資源

グの資源状況と管理の方向性やトラフグの調査研

の状況や全体的な資源管理の取組の検討状況につ

究等について検討協議が行われた。当協会は会議

いて説明し、出席者の皆様方から今後の取組方法

の運営支援を担当した。

について、忌憚のないご意見をいただきたい。併
せて、水産研究・教育機構から資源の調査研究の

１．開催日時等

状況について説明があるので、理解を深めていた

・開催日時

だきたい。」と挨拶があった。

平成28年11月25日（金）
15：00～17：00

・開催場所

山口県漁業協同組合はぎ統括支店

東シナ海、黄海、日本海で多くの船がトラフグを

（越ヶ浜支店）

漁獲していた。100 隻を超える船が、ここ萩の地

山口県萩市大字椿東6446番地５
・参集範囲

引き続き、来賓の野村萩市長より、「かつては、

にあり、その漁獲高は 70 億から 80 億円であった。

漁業者 ( 団体）、行政、試験研究機関、

現在は減ってしまっているが、漁船の装備も良く

種苗生産機関（秋田県、石川県、福

なったので「何とか資源を守っていく」「管理し

井県、京都府、鳥取県、島根県、山

ていく」という思いが必要である。本日、全国各

口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊

地からお集まりになった皆様にトラフグの資源管

本県、鹿児島県、宮崎県、大分県、

理について検討していただき、実りある会議にな

愛媛県、広島県、岡山県、兵庫県、

ることを願っている。」との挨拶があった。

香川県、徳島県、和歌山県、大阪府
（オブザーバー）
）全国漁業協同組合
連合会、水産研究・教育機構、水産庁、
瀬戸内海漁業調整事務所、境港漁業
調整事務所、九州海漁業調整事務所
・参加者数

114名

２．開催概要
冒頭に藤田管理課長より「トラフグ資源の特徴
は、産卵場、稚魚、親魚で様々生息環境が異な
り、しかも親魚は大きく回遊する一方、色々な漁

藤田管理課長

野村萩市長

業でそれぞれのサイズの魚が利用されていて、非
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（１）水産庁報告

当面の目標に向かって、今後 10 年の推移を考え

「トラフグ資源の管理の方向性について」

ると、現状の漁獲を続けていくと目標の達成は難

水産庁管理課

竹越攻征課長補佐

トラフグの主な産卵場

を全体的に１割削減した場合、２割の場合と削減

は、秋田の八郎潟から石

割合を上げれば上げるほど、どんどん回復は早く

川の七尾湾、若狭湾、そ

なっていくが、漁業者の所得等のバランスを考え

し て、 福 岡 湾、 有 明 海、

ると皆さんに大体２、３割の漁獲圧削減のご協力

八代海、関門海峡、瀬戸

をいただきたいと考えている。

内海では備讃瀬戸と各地

資源管理の方向性については、科学的な全体的

にある。産卵期は大体３

竹越課長補佐

なデータを踏まえて考えると、トラフグの未成

月から６月頃で、水温の上昇とともに北上してい

魚から成魚まで同じ漁業者が漁獲するのであれば、

く。生まれたフグは産卵場から生育場に場所を移

未成魚を取り残して成魚を漁獲すればよいことに

し、成長に伴って回遊して、再び産卵場に回遊し

なるが、沿岸で成魚をとる漁業者、別な漁業者は

てくるという生態である。

０歳魚、また沖合の外海で漁獲する漁業者など

生態的には２歳から成熟が始まり、大体 40㎝

様々である。この検討会議の場を利用して皆さん

で雄が成熟し、３歳で 46㎝になると雌が成熟す

で一緒になって、それぞれ少しずつ痛み分けをし

るが、資源管理を行う場合、漁業の現場で雌雄を

ながら管理を進めて行くことを考えている。

区別し、細かくサイズで判別するのは困難なので、

昨 年 の こ の 検 討 会 で は、10 年 前 後 で 目 標 の

この検討会の場では指標として 40㎝より小さい

960 トンまで回復させていくこと。そして、科学

ものを未成魚、大きいものを成魚とすることで進

データを参考としながら各浜で資源管理の取組を

めている。

徹底して行い、必要に応じた深掘り策を検討して

トラフグの漁獲動向は減少傾向ではあるが、今
年は昨年よりは若干良いという状況である。

いくこと。さらに、しっかり漁獲モニタリングや
生物生態調査を実施し研究していくことが決まっ

トラフグの年齢別の漁獲は、０歳から１歳の漁

ている。その後の 1 年間では、研究グループはト

獲が少し多いので、漁獲を少し減らして、我慢し

ラフグの研究者の全国会議を開催している。行政

て成魚にして再生産につなげるというのが、資源

には、関係 20 府県を通じて浜ごとの資源管理の

管理上のポイントとなる。しかし各年齢別に様々

取組の徹底、深掘り策を検討してもらっている。

な漁業で漁獲されているので、バランスも見なが

浜ごとの資源管理は、外海を含めトラフグ漁業

ら進める必要がある。
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しくなるだろう。現状の０歳魚と１歳魚の漁獲圧

に関係する 20 府県 99 地域で漁法を対象に資源

現在の資源状況は、790 トンから 883 トンと昨

管理の取組が検討され、そのうち取組がなかった

年よりは若干少し上向いたと判断している。尾数

ところが 41 地域、取組があったものが 58 地域

から見ても、減少傾向には一旦歯止めがかかった

であった。取組のなかった 41 地域についても「新

かなと判断している。若干気になるのは成魚が横

たに取り組み・検討」、「これから検討を調整」は

ばい又は少し減っているようにも見え、これが今

16 地域、「まずは調査から」というのが３地域で

後減っていくとなると、一旦子供の量は増えては

あった。一方、取組がある 58 地域についても、
「さ

いるが、仮にこれが減った場合には、未成魚、成

らに取組を進めていく」ところが 33 地域、
「現行

魚とも減少するのではないかと憂慮している。良

の取組を徹底して行く」ところが 25 地域であった。

い兆しとしては、０歳魚の資源状況が良くなって

また、九州漁業調整事務所が中心になり、卓越

きていることから、大事に管理していくのがポイ

的な発生があった時に関係県が連携して、一定

ントである。トラフグの寿命は約 10 年と言われ

程度の取り残し策を検討するという緊急ルールの

ていて、多く産まれた時の資源を大事に管理して

検討も行っている。具体的には、山口県、広島県、

いく必要がある。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の外海のトラフ

今後の長期的な将来予測については、様々な仮

グはえ縄の広域漁業調整委員会の承認船・届出船

定を置いて水産研究・教育機構に予測を立てても

に対して、全長 30㎝以下の小型魚の再放流につ

らっている。昨年決めた 960 トンという我々の

いて、さらに今年１年かけてルールの文書化を進
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めて行きたいと考えている。

とを検討している。遊漁については、現在山口県

種苗放流については、2015 年も例年と同様に

で遊漁者の小型魚採捕を規制できないか検討され

放流尾数 170 万尾を目標に、資源管理と連携し

始めているところ。今後県とよく相談しながら何

ながら集中的な放流を実施した。また、未成魚の

ができるか、検討していきたい。

買い取り再放流を昨年から、水産研究・教育機構

【藤田課長】この３月まで沿岸・遊漁室長を務め

と岡山県の協力のもとで行っているが、今年度は

ていた。いきなり遊漁を規制するのは難しいが、

７月から８月に 1,255 尾を買い取り、水産研究・

遊漁者の中にも組織化されている人と組織化され

教育機構で平均 13.7㎝まで飼育し、本年 10 月に

ていない人がいて、水産庁は全国団体に所属して

瀬戸内海中央部に再放流した。標識を装着してい

いるような方とは、漁業者の資源管理の状況や、

るので現在、追跡調査行っている。

実際に現場での問題点など情報交換を行っている。

最後に、水産庁のホームページに「とらふぐの

ご意見については、担当から全国団体のほうに伝

部屋」を設けている。本日の資料や皆様が一番気

え、今後も漁業者の取組に対し相応の協力が得ら

になる他の浜の資源管理の状況等について情報開

れるよう努めていきたい。

示し、連絡を密にして、この一年は作業部会を通

【山口県（吉村）】山口県延縄協議会の会長を務

じて、各浜での取組内容の横串を刺しながら、一

めている。４月頃産卵に来た親魚が定置網に入っ

歩一歩着実に進めていきたいと考えている。

たのを買い付けて、再放流を行っている。具体的
には４年ぐらい前から、定置網で揚がった産卵親

●質疑応答

魚を山口県延縄協議会として買い取って、再放流

【福岡魚市場（橋元）】昨今、海水温の上昇が各

している。これには資金が要ることなので国から

地で見られている。産卵場が海水温の上昇変化に

助成してもらいたい。

より移動しているのか教えてほしい。
【平井主任研究員】今の段階では、水温の上昇と

遊漁者と同様に規制のない外国船、特に韓国船
の漁獲量や漁獲場所等について教えてほしい。

産卵場の移動、消滅等の因果関係を示す証拠は得

最後に、山口県は放流稚魚を育てるのにエビの

られていない。特に産卵場に関する調査は瀬戸内

養殖場を利用し尾びれ欠損のない種苗を生産して

海を中心に開始しており、複数年のデータの経過

いると聞いているが、各県の状況を教えてほしい。

を見ないとわからない部分もあるので、今しばら

【竹越課長補佐】親魚の買い取りについては、親

く待ってほしい。

魚も大変高価であり、80 匹も買い上げているの

【山口県（竹本）】各浜での資源管理の取り組み

はかなり高額のことと思う。今後検討させていた

状況の小型魚再放流の仕組みが異なるので、一本

だきたい。

化を提案したい。また、漁業者は自主規制をして

韓国船についてデータは持っていない。調査し

いるが、他方で遊漁者が対象外になっていること

てもし何かあれば回答することとしたい。

に対して水産庁の考えを教えてほしい。

【小畑部長】韓国船については、唐戸市場でも情

【山本課長】広島県、岡

報が出てこないので調べようがない状況である。

山 県 の 一 部 で は 10 ㎝、

種苗放流については、「2012 年以降の放流尾数の

山 口 県、 愛 媛 県 で は 15

減少は、適地・適正サイズによる有効放流の取組

㎝以下と異なっているの

拡大によるもの」ということで、昨年度から海づ

は、広島県、岡山県の中

くり協会を中心にトラフグの適正な種苗の放流が

間に産卵場があり小型魚

続けられている。特に有明海を中心とした九州・

しかとれないためである。瀬戸内海漁業調整事務所
山本資源課長

山口県海域では、サイズが全長 70 ミリぐらいの

また、日本海側では大き

種苗で、尾びれのきっちりとしたきれいなものを、

な親魚が漁獲されるなど、各浜でとれるサイズが

できれば適地とされるところに放流しようという

少しずつ異なっている。各浜で漁獲されるサイズ

取組がなされている。他県でもトラフグの種苗放

の中で、小さいものを守っていこうということで、

流について同様な方向に進んでいる状況である。

１本化するよりは、その地域にいる魚のサイズを

【山口県（吉村）】この萩の地元ではトラフグを

考えた上で、少しずつサイズアップをしていくこ

シロ、カラスをクロといい、どちらもホンフグと
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呼んでいる。昔は、この沖でのホンフグ釣りで

後、20㎝のダートダグを背中側に装着し再放流を

100 匹とれたら、カラスフグは７割から８割ぐら

行った。

いで、トラフグは２割ぐらいであった。ここ４～

具体的な採捕の状況は、まず放流したのが４月

５年前まではカラスは全然いなくなったが、最近、

21 日から 25 日の間であったが、４月中に、放流

カラスが大変増えてきた。また、今年になり韓国

点と同じ海域で６尾、それから、隣の漁協の海域

から週に２トンぐらいは輸入されていると聞いて

で４尾が採捕された。

いるが詳細について教えてほしい。

卵の成熟度合については、再捕までの期間が１

【小畑部長】確かにカラスがここ数年増えてきて

日だとあまり卵の状態に変化はないという結果

いる情報は把握しているが、漁業の状況、資源等

であった。４日ほど経った場合は、検鏡すると吸

詳細までは把握していない。おそらく県の水産試

水を開始し始めており、最終成熟が始まっている

験場の方のほうが詳しいと思う。

ことがわかった。10 日以上経って再捕された個
体は、外見ではっきり産卵後であることがわかり、

（２）水産研究・教育機構報告

カニューレーションでは抜けた濾胞が出てきたの

「産卵親魚への標識再放流調査について」

で、産卵後が確認された。

瀬戸内海区水産研究所

平井慈恵主任研究員

再捕地点は、４月には放流点近辺と隣の東側の

トラフグの資源回復を

海域だけだったが、５月になると西側の岡山県

目指していく上で、一つ

や香川県中西部で再捕され、西へ回遊し始めてい

の資源の指標になる資源

る。その後は、愛媛県今治沖で５月 16 日と６月

評 価 で は、 こ こ 10 年 以

14 日に２尾、それから、９月 17 日は境港のフグ

上にわたって産卵親魚量

料理屋さんから標識魚の連絡が来ている。した

は安定している。しかし、
再生産効率が下がってい

がって、夏の間に瀬戸内海の中を通って外海に出
平井主任研究員

るので、未成魚の保護の取組が行われているが、

ていったと考えられる。
放流した 94 尾のうち、産卵前の雌は 69 尾で

親に問題はないのかと考え、産卵親魚の研究を昨

あった。現在雌は 17 尾再捕されており、その中

年度から開始した。親魚は、大型個体ほど持って

で産卵後と判別された個体は５尾であり再放流後

いる卵の量が多く、小型個体はあまり卵がないと

約３割が産卵に貢献したことになる。

いう事実があるが、瀬戸内海中央部での以前の調
査によると、産卵親魚は全体の雌のうちの２割程

今後は、３月に外海で標識し、内海の産卵場の
どこに移動していくのかを調査したい。

度しか産卵しておらず、産卵個体と未産卵個体の
サイズを比較すると、小型の個体の方がなぜか産
卵していた。実際に産卵にかかわっているサイズ、
その割合や時期、海域を把握することも資源の状
態を見ていく上では重要なことであるので、標識
調査を行っている。
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「瀬戸内海中央部におけるトラフグ０歳魚の標識
放流調査について」
瀬戸内海区水産研究所

小畑泰弘資源生産部長

広域連携による資源管
理を進めるための基礎情

具体的には、カニューレーションにより卵を採

報として、生育場となる

取し成熟状態を判別している。雄は白子の価値が

瀬戸内海中央部からトラ

高いので、雌を中心に調査を行っている。雌雄の

フグの最近の移動分散や

判別は、産卵期に限った話ではあるが、既に精液

成長を把握することを目

を出している個体は雄と判別し、何も出ていない

的としている。

小畑資源生産部長

個体は雌の可能性が高いので、カニューレーショ

方法は、漁獲されたゼロ歳魚をそのまま放流し

ンを行い、卵が採取されると産卵前の雌と判別し

移動分散を調査したいが、標識をつけて放流をす

ている。

るには、装着可能なサイズにまで育てないといけ

今年はまず４月に、内海から外海への移動を見

ない。そこで、８月に岡山県笠岡市の大島の美の

ていく調査を開始した。備讃瀬戸の４カ所で概

浜漁協と倉敷市の黒崎連島漁協の小型定置網でと

ね 40㎝を超える個体 94 尾にカニューレーション

れた大体５～８㎝サイズの０歳魚を全国豊かな海
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づくり協会が買上げ、当方の伯方島庁舎で標識を
つけられるサイズまで育て、10 月に標識をつけ
て放流し、再捕情報を収集している。
昨年度は、
７月下旬から８月上旬に０歳魚 1,121
尾を確保し、トラックで伯方島に輸送し、２トン
水槽で飼育を行った。餌は、最初にいきなり配合
飼料を与えてもなかなか餌付かないので、冷凍ア
ミで餌付けをした後に配合飼料を中心に給餌した。
サイズが大きくなってくると、少し大きい水槽に
入れ、かみ合い等にも配慮しながら飼育を行った。
次に結果であるが、10 月 15 日に 12㎝弱まで

会場の様子

成長した 465 尾に全長 45㎜のスパゲティーアン
カータグを装着し、翌日トラックと船を使い捕獲

はかなり増えているとのことであるが、親魚の移

された地先に放流を行った。

動及び産卵状況が不明であるので、先ほど説明し

昨年の 11 月の状況は、放流した近くの東側の

た調査を開始した。

定置網を中心に、一部小型底引き網で 41 尾再捕

【山口県（中島）】関門海峡で産卵していることは、

された。今のところ残念ながら放流地点付近だけ

釣り上げたときに白子を流しているフグがかなり

しか採捕の報告がない。

いて、その数が増えているように感じられるので、

今後の課題としては、搬入直後の生残率をどれ

産卵をしていると思っている。稚魚が発生しない

だけ上げるかということである。高水温とか、漁

状況がとにかく不思議でならない。

獲されたときの外傷も影響があるので、基本的に

【山本課長】漁業者の皆さんのご意見を踏まえな

は、飼育密度を下げて、生き残りを上げていく必

がら、調査研究を進めていければと考えている。

要がある。
再捕情報の収集については、ポスターを瀬戸内

●まとめ

海全域、日本海も含めて送付し報告をお願いして

【藤田課長】水産庁報告では、今後の課題は、い

いるが、必ずしも全ての方に情報が行っているわ

かに横の連携をうまくとって、資源管理の効果を

けではないので、さらなる情報の提供のお願いが

発揮させるようにするかだという話があった。そ

必要と考えている。

れについては、今後、関連する部会でよく議論を

本年度も 10 月下旬に 635 尾、サイズは昨年度

煮詰め、さらにその資源管理措置の効果を深めて

より大きな 13.7㎝のものを放流したので、再捕

いく取組をするということで皆の認識が一致した

報告をお願いするとともに、来年度のこの検討会

と考えている。

議で調査結果等を報告したいと考えている。

漁業者の資源管理の取組については、遊漁者に
もできる限り理解してもらうように努めていきた

●質疑応答

い。

【山口県（中島）】山口県漁協伊崎支店で関門海

水産研究・教育機構の報告では、様々な調査が

峡の付近で漁業を行っている。産卵で回遊してく

始められたばかりであるが、標識放流によって

る親の量はかなり増えているが、稚魚がいなく

いろいろ明らかになると思っている。再捕された

なっている。ここ 10 年間で稚魚の発生がほとん

ものがきちんと報告されないと成果が出ないので、

ど見られない状況になっている。その要因として

遊漁者を含めて皆様に協力をいただいて、タグの

産卵場である関門海峡で浚渫が行われその汚れに

ついた魚を見つけたら最寄りの試験場や水研に連

よって稚魚が窒息する率がすごく増えると聞いた

絡してもらうことが重要と考える。皆様にはぜひ

が、その様なことになるのか教えてほしい。

協力をいただきたい。

【平井主任研究員】そういう可能性が考えられる
ことは否定できないが、実際にどの程度の汚れな
のか全く情報がない。産卵で回遊してくる親の量
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【豊かな海づくり推進協会コーナー③】

平成 28 年度水産多面的機能発揮対策事例報告会を開催

平成 29 年１月 31 日ヤクルトホール（東京都

一部改定されて第２期目に入り、引き続き全国で

港区）において、平成 28 年度水産多面的機能発

活発かつ有意義な活動が展開されている。本日参

揮対策事例報告会を開催した。

加した皆様には、報告会の内容を今後の組織間で

この報告会は、各地の活動組織における取組の
参考にしてもらうとともに、活動組織間の情報交

の連携や活動内容を向上させる上で役立てていた
だきたい。」と主催者挨拶を行った。

換の場を提供するほか、一般市民への周知を図る

次に、来賓の岡貞行

ことを目的として実施したものであり、水産多面

漁港漁場整備部長から、

的機能発揮対策の支援事業を本会とともに推進し

「水産業の持つ多面的

ている（一社）水産土木建設技術センターと（株）

機能は、漁村に人々が

水土舎が選定して１年間活動をサポートした組織

生 活 し、 水 産 業 が 継

であって、取組の模範又は参考となる拠点的な組

続して営まれることに

織のほか報告を希望した組織を含む合計 22 組織

よって発揮されるが、

に、これまでの活動の成果や課題について報告を

漁村人口の減少や高

してもらうこととした。

齢化等の進行により、多面的機能の発揮に支障を

岡部長挨拶

来すことが懸念されている。このような状況の下
で、水産庁では平成 25 年度より漁業者を中心と
した組織が行う多面的機能の発揮に資する地域活
動の支援を行っている。平成 26 年秋の行政事業
レビューの指摘を踏まえ支援メニューの見直し等
を行い、平成 28 年度から第２期対策として新に
スタートした。今後とも地域の活動が一層充実し
たものとなるよう推進していきたい。平成 25 年
度以降、藻場・干潟・内水面の保全、海難救助訓
練等の活動を中心に、700 以上もの組織で水産多
面的機能発揮対策の取組が実施され、多くの成果

会場の様子

が上がってきている。一方で成果が見えにくいと

冒頭、
濱田専務が「水

か、活動の効率性を上げるべき、活動のつながり

産業及び漁村は、食糧

を横に広げていくべきなどの課題もあるため、活

供給の機能だけでなく、

動の PR や活動と合わせた教育学習の取組を通じ、

海や内水面の環境生態

一層の国民の理解の増進と横の展開を促進するこ

系の保全や漁村地域の

とが大切と考えている。」との挨拶があった。

振興、海難救助による
国民の生命の保全等の
多面的機能を有してい

続いて、漁村研究家の乾政秀氏をコーディネー
濱田専務挨拶

が行われた。各組織からは、それぞれの藻場・干

る。水産多面的機能発揮対策事業は、水産業 ･ 漁

潟・内水面・サンゴ礁に関する保全活動を成功さ

村の持つ多面的機能が効果的に発揮され、その効

せるために苦労したことや、活動のポイントなど

果を広く国民が享受すること、そして活動により

を中心に報告が行われ、その後、各活動分野の専

水産業 ･ 漁村が活性化されることを目的として実

門家や来場者を交えて質疑応答等が行われた。

施されている。今年度から事業の仕組みや内容が
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ターとして 12 活動組織（表１）からの口頭発表
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事例報告後には、各活動組織やそれを支えたサ

ポート組織、普及担当者と乾コーディネーター、

の連携も必要になって来ている。また、森川海の

各分野の専門家が壇上に上がり意見交換会を行っ

流域による連携も必要である。多くのしわ寄せが

た。活動組織からは、小学生の体験学習など横展

海に来てしまうことを陸の人々は知らないでいる。

開していくための特徴点や注意点、会場からの技

この活動を一緒にすることで初めて知る人も多い。

術的な質問に対する回答等がなされ、最後に乾氏

今後はさらに地域間の連携、流域間の連携を強化

が「漁業者が少なくなり高齢化している現状では、

していく必要がある。」と総括し閉会した。

漁業者のみで海の環境を守り、生産基盤を守るこ
とが難しくなってきている。漁業者だけでなく多

また、ロビーでは 10 組織（表２）のポスター
掲示による発表も行われた。

くの人を巻き込み、地域ごと、または湾の単位で

表１

口頭発表をした活動組織

第１事例

【神奈川県】城ヶ島藻場保全活動組織

第２事例

【福岡県】相島地区藻場保全活動協議会

第３事例

【長崎県】有家の浜を守る会

第４事例

【長崎県】江の浦地区藻場を大切にする会

第５事例

【青森県】小川原湖地区漁場保全の会

第６事例

【滋賀県】愛知川清流会

第７事例

【鹿児島県】高尾野川をきれいにする会

第８事例

【滋賀県】南湖再生活動組織

第９事例

【長崎県】深江ブループロジェクト

口頭発表

第 10 事例 【広島県】前潟干潟研究会
第 11 事例 【三重県】伊勢干潟保全会
第 12 事例 【沖縄県】伊江島海の会

表２

ポスター発表をした活動組織

第１事例

【青森県】新深浦町漁協地域多面的機能発揮
活動組織

第２事例

【北海道】余別・海ＨＵＧくみたい

第３事例

【長崎県】北九十九島地域活動組織

第４事例

【大分県】名護屋地区藻場保全活動組織

第５事例

【鹿児島県】あいら藻場・干潟再生協議会

第６事例

【北海道】湾中地区干潟保全協議会

第７事例

【熊本県】川口二枚貝保全活動組織

第８事例

【長崎県】長与浦再生活動組織

第９事例

【茨城県】かすみがうら市地区環境・生態系
保全活動組織

意見交換会

第 10 事例 【富山県】富山市水辺をきれいにする会

ポスター展示
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