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巻

頭

言

新たな漁港漁場整備長期計画に
思いを込めて
水産庁漁港漁場整備部
部長

今後 5 年間の水産基盤整備のあり方を示した新

貞行

災対策を急ぎます。

たな漁港漁場整備長期計画が去る 3 月 28 日に閣

最後の課題が、「漁港ストックの最大限の活用

議決定されました。我が国水産業が健全に発展し

と漁村のにぎわいの創出」です。今後、投資が飛

続ける上で重要な計画の一つです。私の水産基盤

躍的に伸びることが見込めない中で、これまで整

整備に関する思いはこの長期計画に十分盛り込み

備してきた漁港施設を長く大切に使っていく長寿

ましたので、その概要をご紹介したいと思います。

命化対策に加え、低迷している漁村の活性化につ

水産基盤整備事業は、漁港漁場整備法に基づき

ながるよう、たとえば貴重な漁港の静穏水域を増

漁港漁場整備長期計画を定めて計画的かつ総合的

殖場として活用するなど漁港の有効活用を進めて

に実施することになっています。今回の計画では、

行きたいと考えています。

世界的な水産物需要の増加など現下水産業を取り

このほか、４つの重要課題への対応において、

巻く様々な情勢を踏まえつつ、地方創生や国土強

ICT（情報通信技術）の活用を推進する方針を示

靱化などの政府課題に的確に対応するため４つの

したことも大きな特色といえます。漁港漁場管理

重点課題を設定しています。

の高度化の観点から、漁港・漁場・漁村を取り巻

まず、一つ目の課題が「水産業の競争力強化と

く様々な環境の変化を的確にとらえ、効果的な対

輸出促進」です。現在、農林水産省では、農林水

策を講じられるよう、漁港施設情報の集約・電子

産業の競争力強化戦略を展開していますが、輸出

化、藻場など海域環境の把握、漁港施設の点検・

促進の観点で一番有力視されているのが水産物で

管理などに ICT を活用していきます。

す。このため、高度衛生管理対策や漁船の大型化

今回の計画策定にあたっては、有識者のみなら

への対応など流通拠点漁港の機能強化とあわせ、

ず、地方公共団体や漁業者、水産関係者などでき

ホタテやブリなど輸出ポテンシャルの高い魚種の

るだけ多くの方から意見を伺うよう努めました。

漁場整備などを推進することとしています。

また、前計画では１つの課題に対して１つの成果

二つ目の課題が、
「豊かな生態系の創造と海域

目標を掲げていましたが、昨年夏の公開行政事業

の生産力向上」です。我が国周辺水域の水産資

レビューにおいて、事業と成果目標の関係が一般

源の状況が引きつづき厳しい状況を踏まえ、資源

国民には分かりにくいとの意見がありました。こ

管理施策や栽培漁業施策と連携を図りつつ、良好

のため、新たな計画では、全ての課題ごとにイン

な生息環境の創出を図るものです。特に、沿岸海

プットである事業量に対して、整備目標としての

域では近年の海水温の上昇などの影響もあり水産

アウトプットとその結果国民にもたらすメリット

生物にとって大変重要な藻場や干潟が減少してお

を示すアウトカムの２段階の成果目標を設定しま

り、これら対応が急務となっています。また、沖

した。これにより、国民への説明とともに、いわ

合域においても、海底の栄養塩などを活用した豊

ゆる PDCA（計画・実行・評価・改善）サイク

かな漁場づくりを進めて行きたいと考えておりま

ルが回しやすい形になったものと考えています。
水産業の発展を支える基盤として、単なる施設

す。

2

岡

三つ目の課題が、
「大規模災害に備えた対応力

整備ではなく、政策目的を見定めつつ、現場のニー

強化」です。東日本大震災の際には、319 の漁港

ズ等にもしっかり応え、効率的かつ効果的な水産

が壊滅するとともに、多くの漁業者が被災されま

基盤整備を推進していきたいと考えています。皆

した。我が国は、地震・津波、台風等による災害

様方からの、ご意見やアイデア等をお待ちしてい

大国です。安全な漁港漁村づくりに向け防災・減

ます。
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雌の小型化はクルマエビ資源の減少要因か？
：雌の体サイズと繁殖特性の関係
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所 海産無脊椎動物研究センター
甲殻類グループ長

雌の繁殖特性

佐藤

琢

の物理環境」や「餌環境や様々な捕食者による捕

近所のスーパーで、S 玉や M 玉、L 玉といっ

食圧といった生物的環境」の時空間変動によって

た SS から LL にかけての様々な大きさの鶏卵を

影響を受けます。それゆえ、長い期間にわたって

目にすることがあるかと思います。なぜ卵の大き

多様な質の子を数多く産出する大型もしくは高齢

さが違うのか、ご存知ですか？実は卵を産む親の

な雌がほとんどいない個体群では、各幼稚仔が自

年齢によって卵の大きさが異なるとのことで、年

身の生残に好適な環境に遭遇できる確率が低くな

齢の高い雌ほど大きな卵を産むようです。

り、加入量の減少および不安定化が予測されます。

実は近年、海産生物でも多くの分類群において

実際に、個体群における大型もしくは高齢個体の

同様な現象が報告されています。1990 年代以降、

減少が、1）産卵された卵数あたりの加入量の減

海産魚類ではタイセイヨウマダラ Gadus morhua

少や、2）加入量変動の増大に繋がっていること

やアラスカクロメヌケ Sebastes melanops、モンツ

が報告されています（例えば Hsieh et al. 2006）
。

キダラ Melanogrammus aeglefinus 等を対象とした

つまり、加入量は環境条件の良し悪しによって影

多くの研究によって、年齢や体サイズ、栄養状態、

響を受けるが、その影響の受け方は個体群の体サ

過去の産卵経験等によって雌個体の繁殖特性が変

イズ組成もしくは年齢構成によって変化しうると

化することが明らかになっています。例えば、産

いうことです。このことは漁獲対象個体群の体サ

卵あたりに産出する卵数（産卵数）や一繁殖期中

イズ組成や年齢構成を維持することによって加入

に行う産卵の回数、産卵を開始する時期や期間、

量の増加や安定が、種によっては望めることを意

卵質（卵径やふ化仔魚の体サイズや飢餓耐性、成

味します。

長速度等）といった繁殖特性が変化します。一般
に、大型もしくは高齢な雌ほど長い産卵期間にか

水産資源管理の現状

けて大きな卵を数多く産みます。加えて、生まれ

一方、私たちの漁業活動による資源利用パター

てくるふ化仔魚の体長は大きく、飢餓耐性が高い

ンはランダムなものではなく、大型個体を選択

こと等が知られています。ただし、このような傾

的に利用する傾向があります（Fenberg & Roy

向は必ずしもすべての種にみられる傾向ではあり

2008）。このような利用パターンは体サイズ規制

ません。

のような意図的な獲り方によって生じる場合もあ
れば、意図せずに生じている場合もあります。漁

雌の繁殖特性と加入量の関係

業活動の結果、実際に多くの水産資源において大

体サイズや年齢によって雌の繁殖特性に変化が

型（高齢）個体の減少がみられています。体サイ

認められる種においては、大型もしくは高齢な雌

ズや年齢によって雌の繁殖特性に変化が認められ

がある程度含まれる個体群では、そうでない個体

る種においては、このような大型（高齢）個体の

群に比べて、一般に長い期間にわたって多様な質

減少は個体群の加入量に減少と不安定化を招くこ

の卵がより多く産出されることになります。海産

とが懸念されます。

生物の幼稚仔の生残は幼稚仔期における「水温等

しかし、これまでの水産資源研究は産卵親魚量
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からだけで加入量を予測できるという考えに則

体サイズによって雌の繁殖特性が変化するとした

り、雌個体の繁殖特性が加入量に及ぼす影響は産

ら、雌の小型化は個体群の繁殖能力を低下させる

卵親魚量を産卵量の指標とした親魚量－加入量関

ことによって、加入量の減少や不安定化、ひいて

係といった量的なものに限られていました。この

は資源量低迷を招いている潜在的メカニズムのひ

ような量的管理手法に基づき、資源管理に多大な

とつかもしれません。

努力が払われてきたにもかかわらず、近年多くの

そこで、まず過去の漁獲物データから本種に小

水産資源において資源量の低迷が見られており、

型化が見られているのかどうかについて調べまし

資源量・親魚量に基づいた量的管理手法だけでは

た。漁獲量の減少がみられている最中の 1996 年

持続的な水産資源利用を達成するには不十分であ

から 2010 年にかけて豊後水道に面した大分県佐

ることが指摘されはじめています。

伯・鶴見市場に 9 月から 12 月に小型機船底引き
網によって水揚げされた本種の体サイズ（頭胸甲

クルマエビ資源の低迷と原因

長）データを大分県農林水産指導研究センター水

クルマエビ Marsupenaeus japonicus はインド洋

産研究部からご提供いただき、解析しました。そ

から太平洋西岸域に広く分布する大型のエビで、

の結果、雌雄ともに漁獲物の体サイズが上記 15

漁業と養殖業において世界的に重要な種です。日

年間で着実に小型化していることが明らかになり

本では「姿 イセエビ、味 クルマエビ」と称され

ました（図 2a, b）。体重に換算すると、1996 年

る人気の高級食材のひとつで、その漁業生産量は

から 2010 年にかけて雄で 33.1%、雌で 30.1% も

最盛期には 3,700 トン台を記録しました。しかし、

小さくなっていました。漁業者の感触の通り、近

その漁業生産量は 1980 年代半ば頃からほぼ直線

年本種では雌雄ともに小型化が起こっていたわけ

的な減少をみせ、2015 年には 334 トンにまで低

です。

下しています（図１）。そのため、本種資源の回
復は全国的に喫緊の課題となっています。資源量
減少の要因として乱獲や病気の蔓延、農薬などの
化学物質、底質の変化等が挙げられていますが、
資源量低迷の詳しいメカニズムは解明されていま
せん。

頭胸甲長

小型化の原因は？
なぜ、豊後水道における本種の体サイズは小型
図１

クルマエビの漁業生産量の推移

化したのでしょうか？海産生物の小型化を招く
要因として、漁業活動の他に海域水温の上昇が挙

クルマエビ資源の雌は小型化しているか？

4

げられます。水温の上昇に伴う平均体サイズの

そこで瀬戸内海区水産研究所 海産無脊椎動物

小型化は、甲殻類ではオーストラリアイセエビ

研究センターでは本種資源の回復を目指し、2015

Panulirus cygnus やヨーロッパミドリガニ Carcinus

年から資源量減少要因の解明に向けた研究に取り

maenas において報告されています。豊後水道域

組み始めました。

の表面水温は 1987 年から 1990 年頃を境に長期

研究を開始する際、ある漁業現場から本種では

的に上昇傾向となっています（木村 2004）。しか

資源量の急減に加えて、漁獲物の小型化が生じ

し、豊後水道に面した佐伯湾の奥の表層水温によ

ているという情報を聞きました。もし、本種でも

れば、今回小型化が観察された 1996 年から 2010
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図２

雌雄の体サイズの推移

年に限ってみると、水温の変動は見られるもの

後水道から様々な体サイズで、交尾済みかつ産卵

の、明らかな水温上昇は認められません（行平

間近の雌を複数購入し、それらが産む幼生の質に

2013）
。このことから豊後水道における本種漁獲

ついて室内実験によって調べました。

物に見られた 30% 近い体サイズの小型化が水温

まず、購入した雌を水槽内で 1 個体ずつ産卵さ

上昇によってのみ生じているとは考えにくく、経

せ、ふ化したノープリウス幼生の体サイズ（体長）

年の漁獲圧の蓄積によって引き起こされているこ

を測定することによって、雌の体サイズと幼生の

とが推察されました。

大きさの関係について調べました。その結果、大
きな雌から生まれた幼生ほど体サイズが大きいこ

ふ化幼生の体サイズと飢餓耐性の変化

とがわかりました（図 3a, b）。このような雌の体

では、本種では雌の小型化はふ化幼生の質に影

サイズとふ化幼生の関係は甲殻類のいくつかの種

響を与えるのでしょうか？そこで、ふ化幼生の質

においても認められています（例えばキタザコエ

を 1）ふ化時の体サイズと 2）飢餓耐性の 2 点に絞

ビ Sclerocrangon boreas、ヤシガニ Birgus latro、ヨー

り、それらに対する雌の体サイズによる影響を調

ロッパロブスター Homarus gammarus、しかし、

べることにしました。6 月から 10 月にかけて豊

アオガニ Callinectes sapidus では認められない）
。
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図３ 雌の体サイズとふ化幼生の体長の関係 : a）
親ごとでの平均値、b）一般化加法モデルによる解
析結果の一部。赤い破線より上で正、下で負の効果
を示す。詳しくは文末記載の文献を参照。

図４ 雌の体サイズとふ化幼生の飢餓耐性の関係 :
a）親ごとでの平均値、b）一般化加法モデルによる
解析結果の一部。赤い破線より上で正、下で負の効
果を示す。詳しくは文末記載の文献を参照。

次に、それぞれの雌からふ化させた幼生を 1 個

では大きいが、産卵期の中盤には一旦小さくなり、

体ずつ個別に容器の中に入れて無給餌条件で飼育

終盤になると少し大きくなりました。また、ふ化

することによって、雌の体サイズと幼生の飢餓耐

幼生の飢餓耐性も産卵時期によって変化し、産卵

性の関係について調べました。その結果、大きな

期の初期ほど飢餓耐性の高い幼生が産出されるこ

雌から生まれた幼生ほど無給餌条件下でも長い期

ともわかりました。

間生存することができ、飢餓耐性が高いことが示
されました（図 4a, b）。このような雌の体サイズ
と幼生の飢餓耐性の関係も甲殻類のいくつかの種

雌が小型化することによって、漁獲対象個体群

において報告されています（ヤシガニ、ヨーロッ

の加入には様々な影響がでることが予測されま

パエビジャコ Crangon crangon、しかし、アオガ

す。室内実験の結果、大型の雌が少なくなること

ニでは認められない）
。以上の結果から、本種で

によって、産出される幼生の平均体サイズは小さ

は雌の体サイズによってふ化幼生の質は変化し、

くなり、飢餓耐性は低くなると考えられます。海

大きな雌ほど飢餓耐性の高い、大きな幼生を産む
ことが明らかとなりました。

6

雌の小型化による資源の再生産への影響

産生物の幼稚仔の生産率を決定する主要な要因は
「飢餓」と「捕食」と考えられています。生息域

また、雌の体サイズ以外に、雌が産卵する時期

の餌環境は年によって良し悪しがありますが、本

によっても幼生の体サイズが大きく変化すること

種の大きな雌の産む「飢餓耐性の高い幼生」は餌

も明らかになりました。ふ化幼生は産卵期の初期

環境の悪い年でも生残に有利であると予測されま
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す。大きな幼生は遊泳能力が高く、利用可能な餌

されました。もしこのような仮説が間違っていな

の大きさも広くなることが考えられるため、一見

ければ、本種資源の適切な管理のため、私たちは

生残に有利なように見えます。しかし、魚類を対

これから漁獲対象個体群の体サイズ組成に注意を

象とした研究から、必ずしも常に大きな幼稚仔が

払い、小型化が進まないような漁業管理策を構築

生残において有利というわけではないことがわ

する必要に迫られるかもしれません。

かっています。これは時空間的に変動する環境（例
えば捕食者の種組成）によって、生残に有利な幼

今後の課題

稚仔の体サイズがその都度異なることによると考

これまでの研究の結果、雌の小型化が本種の加

えられます。一方、このことは時空間的に変動す

入量に悪影響を与える可能性があることがわかり

る環境の中でも、個体群から産出される幼生の質

ました。しかし、上述したようなメカニズムによっ

が多様であればあるほど、生残に有利な幼生が幼

て加入量の減少や不安定化が実際に起こっている

生集団の中に含まれている確率が高くなることを

ことを実証するデータはまだ得られていません。

意味しています。つまり、大型の雌を含んだ幅広

今後、上述の仮説を検証するための調査に加えて、

い体サイズの雌集団によって、多様な質の幼生が

雌の小型化以外の資源減少要因についても研究を

産出されることは個体群の加入量の安定に寄与す

行うことによって、本種の資源量低迷メカニズム

ると考えられます。

の解明と資源回復を目指していきます。

また、本種はハナサキガニ Paralithodes brevipes

最後に、大変貴重な漁獲物データや有益なご助

やヤシガニといった他の甲殻類の多くと同様に、

言・ご協力をいただきました中尾 拓貴 研究員を

大型の雌ほど産卵数が多く、産卵期の早くから産

はじめとした大分県農林水産指導研究センター水

卵を開始することがわかっています。そのため、

産研究部の皆様に、この場をお借りしまして御礼

雌が小型化した個体群では、まず産出される卵量

申し上げます。

が減少することにより、加入量の減少が懸念され

今 回 ご 紹 介 し た 研 究 は「Sato T, Hamano K,

ます。次に、大型雌の消失によって早い時期での

Sugaya T, Dan S : Effects of maternal influences

産卵が少なくなり、産卵期間の短縮化および遅延

and timing of spawning on intraspecific variations in

が起こることが予測されます。実際に、漁獲量が

larval qualities of the Kuruma prawn Marsupenaeus

多かった時代に見られていた初夏での干潟への幼

japonicus. Mar. Biol., 164, 70 (2017).」として発表

生の着底が最近ではほとんど見られなくなってい

されています。

ることが私たちの調査でみられています。初夏に
着底する幼生は高い水温によって急速に成長する
ため、被食リスクの高い体サイズ範囲を短期間で
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天然のヒラメ親魚集団から生産された放流用種苗の
遺伝的多様性について
東北大学大学院農学研究科附属女川フィールドセンター
准教授
大学院生

１．はじめに

池田
安藤

実
大樹

して用いることができますが、これらのマーカー

最近の栽培漁業では、天然集団の遺伝的多様性

に個体差がないあるいは少ししかない場合には、

に配慮した人工種苗の生産と放流が求められてお

正確な親子鑑定を行うことができません。そこ

り、ヒラメにおいても水産庁の栽培漁業基本方針

でこれまでに報告されているヒラメの DNA マー

や遺伝的多様性保全の指針に準拠して、多数の天

カーに関する情報を収集してスクリーニングを

然魚（100 尾以上）を親魚として用いた放流用種

行い、常に個体差がみられ、判定ミスの少ない

苗生産が各地で実施されています。しかし、この

DNA マーカーセットを構築しました 1, 2）。これら

ような親魚集団から集団産卵によって生産された

のマーカーを用いて天然ヒラメの個体同士を比較

種苗の遺伝的多様性について調べた例はなく、本

した場合、ミトコンドリア DNA が同じ型を示す

当に天然集団と同等の遺伝的多様性が付与されて

確率は 10-3、マイクロサテライト DNA の場合に

いるのかについては不明なままでした。私たちは

は 4.53 × 10-14 もの低い値となります。

平成 23 年度から水産庁の委託を受け、瀬戸内海
区水産研究所と共に各地で漁獲されたヒラメの天

３．親子鑑定

然集団、栽培漁業センターで飼育されている親魚

最初に調べたのは、（公社）青森県栽培漁業振興

集団とそれらから生産された放流用人工種苗の

協会において育成されている親魚集団とそれらか

DNA 分析を行ってきました。本稿では、この委

ら 2012 年に集団産卵により生産された人工種苗

託研究で得られた成果について紹介します。

です。親魚は青森県の日本海側沿岸で漁獲された
天然魚で、2 基の水槽内で 2012 年までに 4 〜 6

２．DNA マーカーセットの構築

8

年間飼育維持されており、水槽１は 58 個体、水

放流用人工種苗を含むヒラメ集団の遺伝的多様

槽 2 は 68 尾で合計 120 個体から構成されていま

性評価を行うにあたり、私たちが最初に取り組

す。親魚数 120 尾というのは従来のヒラメの人工

んだのは、高い個体鑑定精度を持った DNA マー

種苗生産と比べるとはるかに多い数ですが、全て

カーセットを構築することでした。対象とした

の個体が再生産に貢献しているとは限りません。

DNA マーカーは、マイクロサテライト DNA と

実際にどの程度の親が再生産に寄与したのか調べ

ミトコンドリア DNA です。マイクロサテライト

るため、親子鑑定から調査を始めました。この親

DNA は両親から受け継がれる両性遺伝ですが、

魚集団ですが、聞き取りによると、目視により各

ミトコンドリア DNA は母親のみからしか遺伝し

水槽の雌雄比は 3 : 2 と推定されていました。しか

ない母系遺伝です。人工種苗の遺伝的多様性を評

し、雌雄に関する外部標識を付けているわけでは

価する場合、親魚集団中のヒラメのうちどの程度

なく、DNA 分析用のサンプル（鰭の一部）も雌

の数の個体が本当に親になっているのかを親子鑑

雄別に採取していなかったため、性別不明のまま

定によって調べる必要があります。マイクロサテ

分析せざるを得ませんでした。人工種苗は、上記

ライト DNA は両親を特定でき、ミトコンドリア

の 2 つの親魚水槽より各 2 回の採卵によって生産

DNA は両親のうち母親を特定できるマーカーと

され、混合飼育されていた 192 尾を対象としま
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した。増養殖対象種におけるこれまでの親子鑑定

カーセットの有効性をあらためて確認できたとい

では、少数の親魚（50 尾未満）について雌雄別

うことになります。調べた種苗 192 個体のうち、

に遺伝子型データが取得されており、両性遺伝を

水槽 1 から生まれた個体は 49 尾、水槽 2 から生

するマイクロサテライト DNA の情報のみでも父

まれた個体は 143 尾でした。親となっていたの

母を決定できていました。ヒラメの人工種苗につ

は、水槽１ではメス 15 尾とオス 16 尾、水槽 2

があ

ではメス 21 尾とオス 12 尾で、再生産に寄与し

りましたが、親魚の数は 14 尾あるいは 18 尾と

た親魚の割合は両水槽とも 53% でした。水槽 1

少なく、いずれも雌雄別に親魚のデータが得られ

の中で 1 個体のメスが残した子供の最大数は 15

ているため、マイクロサテライト DNA 分析のみ

尾（30.6%）、1 個体のオスが残した子供の最大数

でも種苗の父母を特定できていました。しかし、

は 18 尾（16％）でした。また水槽 2 では、メス

本研究の場合は親魚の性別が全く不明なため , マ

の場合が 25 尾（17.5%）で、オスの場合が 36 尾

イクロサテライト DNA 分析だけでは両親は特定

（25.1%）となり。いずれの場合も再生産への寄

できても、父母までは決定できません。そこで、

与度が一部の親に偏っている傾向が認められまし

まずマイクロサテライト DNA のデータを用いて

た（図１）。

いても DNA 親子鑑定を行った先行研究

3, 4）

人工種苗の両親を探索し、その後に両親と子供の

次に（公社）北海道栽培漁業振興公社・羽幌事業

ミトコンドリア DNA のデータを照合して、両親

所で 2013 年に生産された放流用人工種苗とその

のうちどちらが母親であるかを決定するという方

親魚集団（やはり天然魚由来）についても同様に

法で鑑定を行いました。親子鑑定を行った結果、

調べてみることにしました。羽幌事業所でサンプ

種苗の全個体について父母を特定できました。人

リングさせていただいた親魚は 129 尾、人工種

工種苗の親子鑑定に関する研究はこれまでにも盛

苗は 384 尾でした。親魚ですが、生産時には 188

んに行われてきましたが、親の性別についての事

尾が飼育されていましたが、このうち 59 尾につ

前情報なしに全ての個体の父母を特定できた例と

いては採卵後の死亡などの事情によりサンプリン

いうのは実は多くありません。構築した DNA マー

グすることができませんでした。青森県の場合と

図１

青森県栽培漁業振興協会で 2012 年に生産された人工種苗と生産に用いた親魚集団の親子鑑定の結果
親子の結びつきを線で結んである （赤 ： メス親 ； 青 ： オス親）
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同様に親魚の雌雄は不明でしたので、先にマイク

北海道で 24.9 と理想的な有効親魚数の半分程度

ロサテライト DNA 分析によって両親を特定し、

となりました。個々の種苗生産場で理想的な状態

その後にミトコンドリア DNA 分析によって父母

に近づけるためにはさらに多くの魚を再生産に寄

を決定する方法で親子鑑定を行いました。その結

与させ、残す子供の数の偏りをなくすことが望ま

果、再生産に寄与した親魚の数は 58 個体（メス

れます。

34 尾とオス 24 尾）となりました。親となってい
た個体について子供の数を比較したところ、青森

多数の天然魚を親魚とした場合の再生産への

く、一部の個体が他よりも多くの子供を残してい

貢献度を DNA 親子鑑定により評価してきました

ることがわかりました。

が、生産された人工種苗の遺伝的多様性は天然集

青森県と北海道のヒラメ親魚集団のうち、実際

団と同程度のものなのでしょうか？このことにつ

に再生産に寄与した尾数について表１にまとめま

いて検討するため、日本の各地からヒラメの天然

した。この表には、少数の天然魚あるいは継代魚

個体（成魚）を集めて比較検討してみることにし

を用いて種苗生産が行われた場合の親の尾数につ

ました。天然集団は、北海道の日本海沿岸から宮

いても示してあります。少数の天然魚あるいは継

崎県沿岸で漁獲された 7 標本集団です。それぞれ

代魚を用いた種苗生産の場合、もともとの個体数

27 尾から 94 尾を対象にしてマイクロサテライト

が少ないので貢献した親数は割合こそ 50％を越

DNA 分析とミトコンドリア DNA 分析を行いま

えていますが、8 尾または 11 尾にしかすぎませ

した。その結果について図 2 に示します。図中、

ん。一方、多数の天然魚を用いた場合には、青森

平均へテロ接合体率（He）とアリルリッチネス

で 64 尾（メス 36 尾とオス 28 尾）、北海道で 60

（Ar）はマイクロサテライト DNA 分析で調べた

尾（メス 34 尾とオス 26 尾）とより多くの親が

場合の遺伝的多様性の指数です。またハプロタイ

再生産に寄与していました。遺伝的多様性を高く

プ多様度（h）はミトコンドリア DNA 分析で調

保つためには、再生産に寄与する親魚の数（有効

べた場合の多様性の指数となっています。さらに

親魚数といいます）を増やすことが必要です。多

青森と北海道の親魚集団についても天然集団とし

くの親魚を用いることで再生産に貢献した親魚数

て取り扱い、比較しています。天然集団について

は確かに増加しました。もしも、この親魚たちが

みると、その程度ですが、He で 0.76 前後、Ar で

子供を均等に残しているような理想的な状態であ

11 前後、h で 0.999 といずれの指数においても高

れば、有効親魚数は性比のアンバランスを考慮し

い値を示し、標本集団間に大きな差異がないこと

て青森で 63.0、北海道で 58.9 となります。しかし、

が示されました。一方の人工種苗ですが、He が

青森と北海道ともに親が残した子供の数には偏

0.733（青森）と 0.748（北海道）、Ar が 9.0 と 9.1、

りがあるため、実際の有効親魚数は青森で 31.0、

h が 0.927 と 0.941 で、いずれも天然集団の値よ

表１

10

４．天然集団との比較

の場合と同様にどの個体も均等というわけではな
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図２

青森と北海道の人工種苗と各地の天然集団における遺伝的多様性の比較

りも低いことが示されました。低下の割合として

て検討してみることにしました。図 3 はマイク

は、He で 0 〜 5.1%、Ar で 11.3 〜 23.0%、h で 5.6

ロサテライト DNA 分析ならびにミトコンドリア

〜 7.3% でした。少数の天然親魚あるいは継代さ

DNA 分析の結果をもとにして、主成分分析とい

れた親魚から生産された人工種苗の遺伝的多様性

う方法で標本集団間の遺伝的な関係を表現した結

、これらの研

果です。天然集団が近接した位置にプロットされ

究によれば天然集団に対する種苗の遺伝的多様性

るのに対し、青森と北海道の人工種苗は天然集団

He で 4 〜 27%、h で 20〜31% でした。
の低下率は、

からはやや離れたところにプロットされ、種苗同

多くの天然魚を用いた種苗生産であっても種苗の

士はさらに遠い関係になっていることがわかりま

遺伝的多様性が天然集団と同程度になっていない

す。これまでの DNA マーカーを用いた集団遺伝

という結果は少し残念なものでしたが、少数の天

学的な研究では、ヒラメ天然集団には海域間の遺

然魚あるいは継代魚を用いて生産された場合と比

伝的差異がほとんどないことが報告されてきまし

較してみると、低下の割合は小さく、種苗の遺伝

た。これは、ヒラメの卵および稚仔魚、さらに成

的多様性は確かに改善されていることがわかりま

魚が長距離を移動し、よく混じり合っているから

した。

だと考えられています。本研究の結果でも、天然

が調べられた研究がありますが

5, 6）

次に種苗と天然集団の遺伝的分化の程度につい

集団内における標本集団間の遺伝的分化の程度は
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図３

天然集団と人工種苗の遺伝的な関係を主成分分析によって検討した結果
上 ： マイクロサテライト DNA 分析
下 ： ミトコンドリア DNA 分析

12

マイクロサテライト DNA で 0.85%、ミトコンド

したが、個々の種苗の遺伝的多様性は天然集団に

リア DNA で 0.35% と小さな値を示しました。一

比べて依然として低く、遺伝的分化の程度も高く

方、これら天然集団と個々の人工種苗の間では、

なっていることが示されました。しかし、少数の

マイクロサテライト DNA で 0.76% 〜 1.94%、ミ

継代魚を親魚として生産された種苗と天然集団の

トコンドリア DNA で 1.15% 〜 5.06% の値を示し、

遺伝的分化の程度はマイクロサテライト DNA で

種苗と天然集団との遺伝的な違いが大きくなっ

2.6% 〜 8.6%、 ミ ト コ ン ド リ ア DNA で 7.9% 〜

ており、種苗間では 2.38%（マイクロサテライト

15.0% であることが報告されており 5）、多くの天

DNA）および 5.35%（ミトコンドリア DNA）と

然魚を親魚として使用することで、天然集団との

さらに違いが大きくなっています。種苗生産時に

遺伝的な違いは小さくなったと言えます。また、

おける貢献親魚数は従来の方法に比べて増加しま

人工種苗のデータをプールして天然集団との間の
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遺伝的分化を計算したところ、分化の程度はマイ

し、再生産に関与しているかどうかについて明ら

クロサテライト DNA で 0.45%、ミトコンドリア

かにすることができれば、放流効果の推定あるい

DNA で 1.0% となりました。これらの値ですが、

は種苗放流の遺伝的影響評価を行うことができま

統計的には有意な値ではなく実質的に 0% と判定

す。このことについては、構築した DNA マーカー

されましたので、プールした人工種苗と天然集団

を用いることによって、叔父・叔母と甥・姪ある

との間の遺伝的分化はほぼないことを意味してい

いは祖父母と孫といった血縁関係までも鑑定でき

ます。

る可能性が示されています 7）。私たちは、この鑑
定システムを用いて、ヒラメの漁獲物の中から種

５．まとめと今後の課題
多くのヒラメ天然魚を親魚として生産された放
流用人工種苗の遺伝的多様性は、少数の天然魚あ

苗生産に使用した親魚の孫（つまり放流された種
苗の子供）を見つけ出す試みをスタートさせたと
ころです。

るいは継代魚を親魚として生産された人工種苗よ
りも高く、天然集団に近いことが示されました。
多くの天然魚を親魚とする人工種苗の生産方法は
種苗に遺伝的多様性を付与する上でやはり効果が

謝辞
ヒラメ親魚と人工種苗のサンプリングにご協力

あると考えられます。個々の種苗についてみれば、

いただいた青森県栽培漁業振興協会ならびに北海

天然集団との間に遺伝的分化が確かに生じていま

道栽培漁業振興公社羽幌事業所のスタッフの方々

した。しかし、種苗をプールすれば分化がなくな

に厚く御礼申し上げます。また、天然ヒラメの収

ることから、種苗全体としては天然集団と同等の

集にご協力いただいた青森県産業技術センター水

遺伝的多様性を持っていることになります。つま

産総合研究所、秋田県水産振興センター、山形県

り、各地の人工種苗生産施設が、青森県栽培漁業

水産試験場、富山県農林水産総合技術センター水

振興協会や北海道栽培漁業振興公社と同じくらい

産研究所、宮崎県水産試験場の皆様にも感謝申し

の数の天然親魚を使用して種苗生産を行い、同

上げます。本研究は、水産庁の「広域種資源造成

程度の遺伝的多様性が種苗に付与されていれば、

型栽培漁業推進委託事業」の一環として行いまし

個々の種苗の遺伝的多様性が天然集団に比べて低

た。

くても、全体としては天然集団と同等の遺伝的
多様性を持った種苗を生産しているのと同じこと
になるでしょう。ヒラメは広域回遊魚なので、各
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水産関係長期計画の改定について
―新たな「水産基本計画」と
「漁港漁場整備長期計画」が策定されましたー
国の水産関係施策に係る長期計画には、 水産基本法に基づく 「水産基本計画」 と、 漁港漁
場整備法に基づく 「漁港漁場整備長期計画」 があります。
水産基本計画は、 国の水産に関する各種施策の基本となる計画という性格を持ち、 国が今後
１０年程度を見通して定めるものですが、 水産をめぐる情勢の変化及び施策の評価を踏まえ、 お
おむね５年ごとに見直し、 所用の変更が行われます。
また、 漁港漁場整備長期計画は、 漁港漁場整備事業の総合的かつ計画的な実施に資するた
めに、 国が５年を一期として定めるものです。
去る４月２８日におよそ５年ぶりに新たな水産基本計画が閣議決定を経て定められました。 ま
た、 それに先立つ３月２８日には、 新たな漁港漁場整備長期計画 （平成２９～３３年度） が同様
に策定されました。
そこで、 特集では、 水産庁のご担当者に 「新たな水産基本計画のポイント」 についてご紹介
いただくとともに、 豊かな海づくりや都市と漁村の交流に関係のある 「新たな漁港漁場整備長期
計画のポイント」 についてご紹介いただきました。
お忙しい中、 ご協力を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

新たな水産基本計画のポイント
前 水産庁漁政部

企画課長（現 資源管理部

管理課長）

中 裕伸

て触れさせていただきます。

はじめに

①

水産業をめぐる情勢
世界的な水産物に対する需要は増大の一途を

去る 4 月 28 日、
「水産基本計画」が閣議決定

辿っています。背景としては、FAO（国連食糧

されました。
「水産基本計画」とは、平成 13 年に

農業機関）の分析等によれば、まずは発展途上国

制定された「水産基本法」において、水産物の安

や新興国の人口増大です。アジア地域ではそろそ

定供給の確保及び水産業の健全な発展という基本

ろ限界というところですが、アフリカ地域では今

理念の実現に向けて、水産に関する施策の総合的

後も増加が続くと見込まれています。そういった

かつ計画的な推進を図るために、国に策定が義務

発展途上国や新興国が経済成長するにしたがって、

づけられているものです。おおむね５年ごとに見

タンパク源としての水産物への需要のシフトが起

直すこととされており、企業でいうところの「中

こってきており、最新のデータでも、2 億トンの

期計画」に当たるものです。

漁業生産に見合う需要が全世界にはあるとされて

最初に策定されたのが平成 14 年で、その後、
様々な情勢の変化等を踏まえて改訂され、今回が

います。
一方で、世界における水産物の供給の現状は、

３度目となっております。本稿においては、この

漁獲漁業についてはここ 10 年以上伸びが止まっ

改訂の背景及び新しい基本計画の内容について、

ており、資源的にもう満限の状況にあるのではな

私見も交えながら、説明させていただきます。

いかと言われています。
他方、養殖漁業については、中国における養殖

１．背景

の増大という要素はあるものの、これが今後も継
続するかというと、種苗や餌料の供給の限界、あ

水産基本計画の内容に入る前に、その前提とな
る我が国水産業を巡る情勢についての認識につい

るいは養殖適地等の限界があり、今後の伸びは鈍
化していくのではないかと言われています。
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このように、世界的には今後水産物の需要がま

のものは、マイワシ資源の大幅な減少、次に外国

すます伸びていく中、供給をいかに確保していく

の 200 海里からの遠洋漁業の撤退を含む国際的

かが課題となっています。

な漁業管理レジームの変更に伴う漁業機会の減少
など、我が国としてはコントロール不能な要因が

②

わが国の漁業をめぐる状況

そのほとんどを占めています。

このような中、日本の漁業生産の状況を見てみ

しかしながら、これらだけでは長期的な漁獲量

ると、国土面積に比べて広い排他的経済水域、し

減少のすべてを説明できるわけではありません。

かも世界三大漁場のうちの 1 つである黒潮と親潮

我が国水産業の供給能力の低下や過剰漁獲による

がぶつかる豊かな漁場を周辺に有しており、潜在

資源の減少などに起因する部分があるのではない

的な供給能力があることは間違いありません。

か。そしてこの部分については、水産業というシ

その一方で、漁業生産高は、30 年にわたって
減少し続け、ピークであった 1980 年代後半の 2

ステムの機能を改善することによって、回復可能
なのではないか。

分の 1 以下になっているという現状にあります。
生産が減少してきた要因を分析してみると、最大

実際に回復させるために、今、そして将来に向
かって何に取り組むべきなのか。このような根本

各国の排他的経済水域面積と国土面積の順位

我が国周辺に流れる主な海流と多種多様な魚介類

国連海洋法条約により、自分の国が自由に漁業ができる範囲
は、排他的経済水域の範囲内（自分の国から２００海里＝約３７０
㎞まで）に限られている。

国

名

領海＋
排他的経済水域面積

国土（内水面を含む。）
面積順位

１位

米国

７６２万ｋ㎡

３位

２位

オーストラリア

７０１万ｋ㎡

６位

３位

インドネシア

５４１万ｋ㎡

１５位

４位

ニュージーランド

４８３万ｋ㎡

７６位

５位

カナダ

４７０万ｋ㎡

２位

６位

日本

４４７万ｋ㎡

６２位

※日本の国土面積は約38万k㎡。
資料：米国国務省｢LIMITS IN THE SEAS｣、海上保安庁HP
米国中央情報局「The World Factbook」、FAO「Fishstat(Capture production)」
農林水産省「漁業・養殖業生産統計」

資料：農林水産省「水産物流通統計年報」及び「漁業・養殖
業生産統計」に基づき水産庁で作成

５
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と記述されています。これは、

漁業部門別生産量等の推移

水産基本法第３条第１項の規定

生産量（万トン）

1,500

昭和59(1984)年
生産量ピーク 1,282万トン
沿岸漁業＋沖合漁業の
漁獲量（マイワシを除く）
ピーク時：587万トン
（昭和53（1978）年）

1,000

を踏まえたものです。
そして「水産業がその期待さ

遠洋漁業

れる役割を十全に果たす」ため
には、「何よりも水産業の生産

平成27(2015)年
469万トン

沖合漁業

性の向上によって、そこで働く
人々の所得の増大を図る必要が

500
マイワシの漁獲量

ある」と記述されています。水

沿岸漁業

内水面
漁業・養殖業

産業は、わが国周辺にある豊か

海面養殖業

0
45
昭和40
(1965) (1970)

50
(1975)

55
(1980)

60
(1985)

7
(1995)

平成2
(1990)

12
(2000)

17
(2005)

22
(2010)

な資源を活用して、消費者にさ

27年
(2015)

資料：農林水産省｢漁業・養殖業生産統計年報｣

６

まざまな形の価値として届ける
システムです。
そ こ で は、 生 産 者、 加 工 業

的な問題意識の下に、今回の基本計画は策定され

者、流通事業者、物流事業者から消費者に至るま

ています。

で、さまざまな主体が、さまざまな条件の下、相
互作用を受けながら活動しています。

２．水産に関する施策についての
基本的な方針

水産業が、その直面している、例えば後継者を
含む人材の不足や資本装備の老朽化といった今日
的な課題を根本的に克服し、成長産業化を達成し

水産に関

ていくためには、逆説的ではありますが、所得の

する施策についての基本的な方針」の冒頭におい

増大を図ることが何より重要であることを、その

て、
「水産業は、我が国周辺の豊かな水産資源を

前提となる「資源管理の高度化」の重要性を含め

持続可能な形でフルに活用することによって、国

て鮮明にしたものと言えます。

基本計画においては、まず、「第１

民に対して水産物を安定的に供給することと同時

これ以降に記述される講ずべき施策の内容は、

に、漁村地域の経済活動や国土強靱化の基礎をな

基本的にこの目的に資するためのものとなります。

し、その維持発展を担うことが期待されている」

漁業就業者の減少
漁業就業者の推移
15～24歳
60～64歳

万人
25

隻数（隻）

21.2

(33.3）
(34.2)

15

(12.9)

350
20.3
17.8

(35.8)

(36.1)
(12.6)

(14.0)

(37.4)

(34.8)

(34.5)

(12.6)
(2.9)

(12.6)
(2.8)

5
(11.8)
(2.8)

(12.9)
(3.0)

(36.9)

18.1
16.8
(35.4)

(14.1)
(14.5)

(39.2)

17.4

(35.9)

10

0

漁船の高船齢化

40～59歳

23.8
22.2

20

25～39歳
65歳以上

(14.6)

(14.1)

(33.3)

(32.5)

(33.3)

(13.1)
(3.0)

(13.2)
(2.9)

(14.1)
(3.1)

平成15
20
21
22
23
24
（2003） （2008） （2009） （2010） （2011） （2012）

300
17.3

16.7

(35.2)

(35.0)

(36.3)

(14.3)

(13.2)

(12.6)

(33.9)

(33.1)

(14.5)
(3.4)

(14.3)
(3.7)

(33.6)

(13.9)
(3.0)

25
（2013）

250

中央値

200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

25

30～

年

26
27年
（2014） (2015）

船齢（年）
岩手県・宮城県・福島県の３県を除く
資料：農林水産省「漁業センサス」（H15、20、25年）、「漁業就業動向調査」（H21～24、26、27年）
注：１） ( )内は漁業就業者の合計を100％とした構成割合（％）である。
2） 2008年(平成20年）センサスでは、雇い主である漁業経営体の側から調査を行ったため、
これまでは含まれなかった非沿海市町村に居住している者を含んでおり、2003年(平成15年）
センサスとは連続しない。

資料：水産庁調べ
注：１） 指定漁業のうち、大型捕鯨業、小型捕鯨業及び母船式捕鯨業を除く。
2）大中型まき網漁業については、附属船を含む。

豊かな海

No.42

2017.7

14

17

集

のように自分たちの強みを見極め、目標を設定し

３．水産に関し総合的かつ計画的に
講ずべき施策

課題を特定して中期計画をつくる。その計画の
PDCA サイクルを回し、強みを高度に発揮させ、
課題を克服し目標を達成していく。そういった自

「第２

水産に関し総合的かつ計画的に講ずべ

き施策」では、まず、浜プランを着実に実施して

主的な取組を水産庁として全面的に応援していく
という考え方を示しています。

所得の向上を図っていくために必要な国際競争力

浜プランは 5 年単位で実施しており、まもなく

のある漁業経営体の育成やこれを担う人材の確保

5 年目の節目を迎えることとなりますが、浜プラ

のために必要な施策、そしてその前提となる国内

ンをどのように改訂し、さらなる所得の向上に結

資源管理の高度化と国際的な資源管理の推進、加

びつけていくか。あるいは、所得向上の目標が達

工・流通・消費・輸出に関する施策の展開等につ

成できなかった浜においては、目標が達成できな

いて記述しています。
続いて、漁業・漁村の活性化
を支える取組として、水産業に

浜プラン策定状況

おける試験研究や漁協系統組織
の役割発揮等、さらには、東日
本大震災からの復興に向けた取
組について記述しています。
以下では、紙面の都合上、こ
れらのうち一部の項目に絞って
解説します。
① 「浜プラン・広域浜プラン」
「浜プラン・広域浜プラン」に
ついては、本年６月末時点です
で に 643 地 区（ 広 域 浜 プ ラ ン
は 113 地区）が取り組んでおり、
その多くが計画において設定し
た所得向上の目標を着実に達成
しています。ここでは、今後とも、
「浜プラン・広域浜プラン」の実
施を水産施策の柱として位置付
け、その実効性を高めていくこ
とを明らかにしています。
漁業の成長産業化を図る中で、
特に沿岸漁業においては、個々
の漁業者がマーケテイングを
行ったり、新商品を開発したり
することは現実的ではありませ
ん。操業方法について単独で工
夫して生産性を高めることも可
能かもしれませんが、浜全体で
取り組む方がより効果的です。
浜単位で、まるで 1 つの経営体

18

豊かな海

No.42

2017.7

広域浜プラン策定状況

特

水産関係長期計画の改定について

かった原因をきちんと見極めていただく。成功事

として、支援施策を講じていくとの考え方を示し

例のような情報も提供していくので、そういった

ています。

こともフォローしながら、今後の第 2 期の浜プラ
ンを策定し、目標の達成につなげていくこととし

④ 「海技士等の人材の育成・確保、水産教育の
充実」

ています。

今回の水産基本計画の策定に当たっては、水産
② 「国際競争力のある漁業経営体の育成とこれ

政策審議会企画部会等において、利害関係者も含

を担う人材の確保」

めて精力的な議論がなされましたが、その際、水

ここでは、まず、国際競争力の強化のための課

産業がいま抱えている課題として特に多くの方か

題に取り組む者を、
「効率的かつ安定的な漁業経

ら指摘があったのがこの項目です。

営体となるべく育成し、今後の漁業生産を担って

沖合・遠洋における大型の漁船を航行させるた

いく主体として位置付ける」としています。

めには、安全を確保する観点から海技免状をもっ

ここで伝えたいメッセージは、これらの経営体に

た航海士、機関士等を船の大きさ等に応じた必要

経営施策を重点化し、その国際競争力の強化を図

人数を確保しなければなりません。しかしながら、

るということです。

漁船の乗組員については急速に高齢化しており、

5 年前に策定した基本計画では「いろいろな

そのような有資格者が退職する年齢となっても後

チャレンジャーを広く応援していきましょう」と

継者となる資格者を確保できないために仕事を継

の考え方に基づいていましたが、今回の計画では、

続してもらわなければならない、あるいは、そう

今後担い手になってもらえる方に経営施策を重点

いう方々が働けなくなって船が動かせなくなって

化していくこととしています。

いるという実態があります。

その上で、漁業のもつ多面的機能を維持・増進

一方で、毎年 1,000 人もの海技士資格者を輩出

するために必要な施策については、担い手以外の

する各県の水産高校が、水産業界としては最も安

漁業者の役割も十分考慮しながら講ずることとさ

定的に人材を確保できるルートと想定されるもの

れています。

の、現時点においては、限られた人数しか水産業
界として獲得できていません。このため、水産業

③ 「新規就業者の育成・確保」
ここでは、新規就業者の確保に当たって、「被

界を挙げて水産高校に計画的・組織的な働きかけ
を行い、毎年一定数を着実に獲得することによっ

雇用者としての就業にあっては、計画的な資源

て、水産高校との信頼関係を構築するとともに、

管理の下で効率的かつ安定的な漁業経営を目指

バランスの取れた乗組員の年齢構成の確立を目指

す「担い手」たる漁業経営体への就業を支援する。

すべく、業界と行政が連携して対応していくこと

独立・自営者としての就業にあっては、地域が「担

を打ち出しています。

い手」として育成することを認めた新規就業者に
対し支援し、定着を促進する」ことを政策的な方
向性として打ち出しています。
ここ数年、日本全体で毎年 2,000 人程度、新規
に漁業に就業しています。

⑤

魚類・貝類養殖業等への企業の参入
魚類・貝類養殖業等への企業の参入については、

「漁業者が、必要とされる技術・ノウハウ・資本・
人材を有する企業との連携を図っていく」ことが

一方で、いよいよ本格的に担い手となる 30 代

重要であるとするとともに、「国として、浜と連

から 50 代の人たちが、子育てでお金がかかった

携する企業とのマッチング活動の促進やガイドラ

り、給料がなかなか伸びない、又は雇用されてい

インの策定等を通じた企業と浜との連携、参入を

る経営体の都合により、途中で漁業から離れてし

円滑にするための取組を行う」こととしています。

まう例が多く見られます。

資源状況や気象、海洋状況の変化によって、水

そこで、今後の新規就業者の確保のための施策

揚高が大きく作用される漁獲漁業に対して、養

を講じるに当たっては、地域がこれらの新規就業

殖漁業は生産量や品質について一定程度のコント

者を将来の担い手として位置づけ、きちんとフォ

ロールが可能であり、生産計画が成り立ちます。

ローアップしていくことを明確にすることを条件

このため、定時・定量・定品質の商品を必要とす
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る量販店や海外の輸入業者等の需用者との直接の

売市場と消費地卸売市場を通じた流通構造に加え、

取引に親和性があると言えます。

最近では、IT 等の新しい技術を活用してコスト

浜プランが施策として講じられる前から、漁協

を削減つつ、産地の特徴を最大限活かして、需要

単位での品質管理やブランド化、新たな商品の

者や消費者の潜在ニーズに応えるような取組も進

開発や輸出などいろいろな取組によって、所得を

んできています。

大幅に向上させている養殖事業者の例が見られま

本項目においては、従来の流通構造の有用性を

す。その一方で、様々な背景があるとは思います

生かしながらも非効率な部分を解消するとともに、

が、養殖場が減少している地域もあります。世界

既存の流通構造の枠を超えた新たな取組みが進む

的には水産物の需要が今後も伸びるという状況の

よう、国として、水産物の取引や物流の在り方を

中で、せっかくある漁場資源を最大限活用する術

総合的に検討して、方向性を示すこととしていま

はないのか。

す。

このような観点から、この項目においては、養

４．結び

殖事業者が事業の高度化に向けて必要とされる技
術・ノウハウ・資本・人材を有する企業との連携
を図ることの重要性を強調するとともに、国とし

以上、水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき

て、漁業者側と企業側との連携や企業の参入を円

施策のうちいくつかの項目について説明させてい

滑にするため、企業とのマッチング活動の促進や

ただきましたが、これら以外にも、漁船の高船齢

企業の参入に当たってのガイドラインの策定等を

化への対応や水産物の輸出促進、漁業の多面的機

行うこととしています。

能の発揮の促進など様々な課題についての施策の
方向性が示されています。

⑥

資源管理の高度化

さらに、基本計画の一番最後には、これら方向

国内の資源管理の高度化と国際的な資源

性を示した事項に加えて、資源管理の充実や漁業

管理の推進」においては、まず、国として経済的

の成長産業化等を強力に進めるために必要な施策

な重要性や資源の性質状況に応じて、
「国が積極

について、引き続き検討することとされています。

的に資源管理の方向性を示し、関係する都道府県

今後水産庁としては、これらを計画的かつ総合

とともに、資源管理の効率化・効果的な推進を図

的に講じていくことによって、冒頭で触れさせて

る」こととしています。その中では、主要資源ご

いただいた、水産業の産業としての生産性の向上

とに、関係者との調整を図りながら、単なる現状

と所得の増大による漁業の成長産業化と、その前

維持ではなく、漁業者の長期的な所得向上につな

提となる資源管理の高度化を目指すこととなりま

がるような資源管理目標を国が示していくことも

す。

「２

想定しています。
沖合漁業については、資源管理や漁業調整上の
必要性から設けられているトン数制限等の規制に
より、我が国排他的経済水域のすぐ外で操業する
台湾、中国等の大規模な漁船と競争上不利な立場
にあるとの指摘があります。
このため、水揚げ地において漁獲量を的確に把
握する体制整備の検討等も含めて、数量管理等の
充実を通じて、既存の漁業秩序への影響も勘案し
つつ、規制緩和の在り方を含めて引き続き検討し
ていくこととされています。
⑦

産地卸売市場の改革と生産者・消費者への利
益の還元
水産物の流通については、従来からある産地卸
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新たな漁港漁場整備長期計画のポイントについて
水産庁漁港漁場整備部

１．はじめに
本年度を初年度とする新たな漁港漁場整備長期
計画（平成 29 〜 33 年度）が、平成 29 年３月 28
日に閣議決定されました。この長期計画は、我が
国水産業の基盤整備における課題に的確に対応す
る観点から、５年ごとに漁港漁場整備事業の実施
の目標及び事業量を定めるものです。
本稿では、
漁港漁場整備法（以下、
「法」という。）
に基づき、新たに策定された本計画の概要につい
て紹介します。

２．新たな漁港漁場整備長期計画の
主なポイント
（１）重点課題の設定
新たな漁港漁場整備長期計画では、世界的な水
産物需要の増大、地球温暖化に伴う気候変動、自
然災害の激甚化、本格的な人口減少社会の到来な
ど現下の水産業をとりまく情勢や、水産物の輸出
促進、国土強靱化、まち・ひと・しごとの創生な
ど新たな政府課題に的確に対応するため、重点的
に取り組むべき課題（以下、
「重点課題」という。）

計画課長

吉塚

靖浩

として、
① 水産業の競争力強化と輸出促進
② 豊かな生態系の創造と海域の生産力向上
③ 大規模自然災害に備えた対応力強化
④ 漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわ
いの創出
の４つの課題を設定しています。
特に、これまでの生産や流通、漁場、防災の観
点に加え、今回は地方創生の観点から「漁港ストッ
クの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出」を重
点課題として新たに打ち出した点が特徴の１つと
なっています。
また、これらの重点課題の実施に当たっては、
様々な環境の変化を的確に把握し効果的に対策に
反映するため、ICT を活用した漁港施設や漁場の
管理の高度化を推進することを実施上の共通課題
として新たに打ち出していることも、重要なポイ
ントです。
本稿では、各重点課題の要点を示すとともに、
豊かな海づくりに関係の深い「豊かな生態系の創
造と海域の生産力向上」及び「漁港ストックの最
大限の活用と漁村のにぎわいの創出」について主
な概要を紹介します。
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（２）実施の目標と事業量の設定
長期計画では、法に基づき実施の目標及び事業量を定めることとなっていますが、特に今回の計画にお
いては、「目指す主な成果」について、従来単一であった目標の設定をよりわかりやすく示していく観点
から、アウトカム型の成果目標とアウトプット型の整備目標（目標とする成果を得るために必要な整備水
準を中間的な目標として整理）の二段階を設定し、指標を充実させました。

３．重点課題ごとのポイント
（１）水産業の競争力強化と輸出促進

水産業の状況を見渡すと、国内の水産物消費の
落ち込みや海外からの安い水産物の輸入等により、
いまだ全国的に厳しい漁業経営の状況にあります。
その一方で、国外に目を向ければ、世界的に水産
物需要が増大しており、日本の水産物を世界に売
り込む大きなチャンスが到来しています。
これまで以上に、産地の水産物の生産・流通機
能の強化を推進し、国産水産物の安定供給体制を
確保していくとともに、輸出促進対策を強化して
いく必要があります。

大型漁船に対応した岸壁の整備

輸出増大が見込まれる水産物の漁場整備 （ブリ養殖）
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（２）豊かな生態系の創造と海域の生産力向上

水産資源の状況については、漁業生産量はピー
ク時の半分まで減少し、我が国周辺の資源水準に
ついても、資源評価の対象となっている系群の約
半分が低位にあります。また、特に昨今の地球温
暖化による海水温上昇は、夏場の貧酸素水塊の頻
出、植食性魚類やウニの活性化等による
磯焼けの進行等、沿岸の漁場環境に影響を
及ぼしており、沿岸環境の回復対策が喫緊
の課題となっています。このことから、引
き続き、水産環境整備の推進を図るととも
に、海水温上昇等がもたらす漁場環境の変
化に対応していく必要があります。
そこで、今回の計画では、主に次の事項
を取り組むこととしています。
① 沿岸環境対策
・ 広域的な視点からの環境悪化要因の
把握（ICT の活用等）
・ ハード対策とソフト対策を組み合わ
せた効果的な藻場・干潟の回復や貧酸
素水塊対策（藻場・干潟ビジョンの策
定の推進）

・
・

磯焼け対策やサンゴの増殖技術開発
海水温上昇等に対応した漁場整備 等
② 沖合域の生産力向上
・ 沖合の漁場整備等のさらなる展開

着底基質設置等による藻場造成

覆砂整備による干潟造成
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海水温上昇に対応し、 成長段階に応じた漁場整備

海域の生産力向上を図る沖合漁場整備
（マウンド礁の例）

（３）大規模自然災害に備えた対応力強化

東日本大震災の被災地では、ほぼ全ての漁港で
陸揚げ機能が回復し、全国的な拠点漁港において
は高度な衛生管理に対応した荷さばき所の供用が
開始される等、復旧と復興は着実に進んでいます。
今後は、東日本大震災を教訓とした地震・津波
対策を基本的な考え方とし、南海トラフ地震等の
切迫する大規模な地震・津波に備えて、全国で対
策を実行していく段階にあります。また、気候変
動に伴い激甚化が懸念される台風・低気圧災害に
対し、新たに備えていく必要があります。
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（４）漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出

漁業就業者等の生活の場である漁村においては、
全国平均を上回る早さでの人口減少や高齢化の進
行及びこれまで人々の暮らしや仕事を支えてきた
漁港施設等の老朽化の進行により、漁村の活力が
低下しています。今後は、漁港施設等の長寿命化
対策や漁村における生活環境や就労環境の改善と
ともに、魅力的な地域資源や漁港ストックを最大
限に活用し、漁村のにぎわいを創出していくこと
が重要な課題となっています。
そこで、今回の計画では、主に次の事項を取り
組むこととしています。
① 既存ストックの最大限の活用
・ 計画的な機能の維持・保全や施設情報の電
子化による効率的な管理技術の導入
・ 漁港水域を増養殖場としての利用やプレ
ジャーボート受け入れなどに活用 等

②

漁村のにぎわいの創出
・ 浜プランと連携し、水産業の６次産業化や
都市漁村交流、観光振興を促進
・ 再生可能エネルギーの活用
・ 漁業集落排水施設や浮桟橋の整備の推進
等

４．最後に
新たな長期計画の策定及び基本方針の見直し
に当たり、昨年の７月 22 日以降、水産政策審議
会漁港漁場整備分科会において計５回の審議を経
るとともに、関係都道府県や漁業者との意見交換
会を全国各地で計８回開催し、現在の漁港、漁場、
漁村が抱える課題などについて様々なご意見をい
ただきました。
その際、寄せられた貴重なご意見については、
今後の施策を推進する上での参考としながら、本
計画で定めた目標を達成すべく、漁港、漁場、漁
村の総合的かつ計画的な整備に努めてまいります
ので、引き続きご協力、ご支援いただきますよう
お願いいたします。
なお、新たな「漁港漁場整備長期計画」に関す
る詳細な内容は、水産庁ホームページにてご覧い
ただけます。（http://www.jfa.maﬀ.go.jp/j/gyoko̲
gyozyo/g̲hourei/index.html）

漁港の有効活用 ・ 多目的利用 （北海道 寿都漁港）
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【シリーズ】

リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」

第７回

福岡県におけるアワビ類の調査と
増殖への取組
福岡県水産海洋技術センター研究部

１．現場目線を培う伝統の潜水業務

資源環境課長

秋本

恒基

しかおらんよ。」
「えっ？イワセってどこですか？」
「・・・・・」多分、その時の海士さんの気持ち

2017 年 10 月 28、29 日 に 開 催 さ れ る「 第 37
回全国豊かな海づくり大会

は「あんたネェ。わかっとらんよね。おいら（海

福岡大会」の放流会

士）の目線で、海の状況をみれてないんだよ。伝

場となる宗像市鐘崎は日本の海士の発祥の地と知

えたい内容は理解できないよね？！」って思われ

られ、９世紀頃の文献にも海士のことが記載され

ていたかもしれません。これでは実際に海で何が

ています。また、沖合には世界遺産の登録をめざ

起こっており、漁業者は何をそこから感じ取って

している「神宿る」沖ノ島があり、古から海上交

いるのか？何が不安なのか？など現場の思いを理

通の要衝でした。当地は昔から潜る文化のある土

解できるはずはありません。そこで駆け出しの頃

地柄なのです。その例にもれず本県の水産技術職

は、積極的に港で見かけた漁師さんには声を掛け

員にもフーカー式潜水から SCUBA 潜水へと使

ることにしました。今日は調査の目的は何か、漁

用機材は代わったものの潜水調査の伝統が脈々と

場で調査をしたらこうだった、など漁業者に積極

受け継がれています（図１）
。歴代のアワビ主担

的に話しかけ、依頼された調査にはトライして、

当職員は、アワビの採捕の腕前は、皆が自分が一

その結果を報告し、感想を聞いてさらに検証して

番だと思っている次第なのです。調査で獲ったア

いきました。そのうち、「今日は何しに来たと？」

ワビが少ない時には、
「俺のアワビおこしは真っ

「アワビはみえるね？今年は獲れるかね？」など

すぐでソリがなく獲れなかった。
」
「キャッチバッ

漁業者の方から先に話しかけられるようになって

クが破れていて、獲ったアワビを落とした（FU

きました。「黒瀬で獲りよるもんね。」「あぁ！黒

川さん）。
」「タコに襲われてナイフを盗まれたの

瀬ですね。夏場は獲りにくいでしょ？深場の転石

で、取り返すのに時間がかかった（HY さん）。」

の縁辺部か浅場にいますね。だけど、奥の奥です

など・・・いずれにしても、長時間の潜水調査で

よね。」「うむ！うむ！こいつわかってるな！」目

経験を積み重ねて技術を向上させてきたのは言う

線が少しずつ近づき、見ている視点が一致した瞬

までもありません。潜り初めのころは海士漁師か

間でした。「おまえ、俺らが見て、感じているも

ら「イワセでアワビを獲ってきたけど、投石の奥

のをある程度、理解しているな！」この現場の視
点を共有できるかどうかの感覚は、特に自然に関
わる環境で仕事をしている我々にとって漁業種類
が何であろうと、刻々と変化する自然や生物の状
況を的確に理解して、正確に現状を把握する大切
な素質だと感じます。因果関係を説明しやすい（理
屈づけやすい）観測データのみに迷わされること
なく、五感を研ぎすまして生物目線、自然の摂理
の複雑さを肌身で感じと取ろうとする姿勢で観察
すると自ずと身についてくるものであることを潜

図１
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ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

２．大島における先進的な漁獲管理

査を実施し、静穏域の南側海域にメガイアワビを、
北部海域にはクロアワビを放流することで漁場の

大島でのアワビ漁は夏季の海士漁と冬季の磯見

棲み分けを図り、漁獲の効率化を検討しました 4）。

漁（鉾付き漁）に大別されます。大島には両者で

大島は静穏域が広くメガイアワビの漁獲割合は、

組織する「大島磯根管理組合（以下、管理組合）」

これまでも比較的高かったことから、仲買業者に

があり、1981 年から組織化されています。管理

注目されていたことに加え、有害プランクトンの

組合では地域漁業の発展に寄与するため①組合員

カレニア・ミキモトイへの耐性がクロアワビより

の生活の安定、②資源の増殖、③漁場管理、④操

も高かったことから検討を始めました 5）。メガイ

業の合理化に取り組み、種苗放流、事故防止や健

アワビの放流種苗の入手先には、筋萎縮症の発生

康管理、漁場行使の適正化と漁業秩序の維持及び

履歴のない地域や生産施設から導入することを優

漁場造成を実施しています。なかでも漁獲管理に

先して疾病が拡散しないように安全性に留意して

は特に徹底しており、福岡県水産海洋技術セン

購入先を選定しました。今でも継続してメガイア

ター（以下、センターという）が算出した資源量

ワビを放流し、安定して漁獲されています。

からその年の漁獲割当量の上限を海士漁と磯見漁

その後のアワビの漁獲状況は、定めた割当量の

に割当て、オリンピック方式で漁獲していく漁獲

上限枠には達するものの、
「アワビがみえん！」
「投

管理を続けています。このため出漁日には、港

石の奥にしかおらん！」などの声が浜で聞こえて

で漁獲したアワビを個人毎に組合職員が計量し、

いました。確かにアワビ漁の解禁直後の CPUE

厳格な漁獲量管理を実施しています

1, 2, 3）

。また、

は一時的には高いものの長続きはせず、急激に減

アワビの集荷日には、まとまった量のアワビが集

少し、累積漁獲量の経日変化も緩やかにしか立ち

まることから、センターでは仲買業者の協力を得

上がらない状況でした。さらに放流アワビの混獲

て数百個体の漁獲されたアワビを測定し、種類

率が徐々に増加してきました 3）。当初は放流数の

毎の組成割合やサイズなど資源管理に必要な基

増加に伴っての効果と期待しましたが、累積漁獲

礎データを 1982 年から継続して収集しています。

量の経日変化からも、もっと効率的に漁獲される

管理組合の財源は、磯根漁獲物の歩金、賦課金で

はずが、その兆候がみられなかったことから天然

まかない、種苗の購入費や中間育成施設の維持・

アワビの再生産を懸念し始めました。併せて春先

管理経費に充てられています。資源量の推定値が

の親アワビの卵持ちアワビがみられたり、水温上

減少した時に管理組合の会長さんに漁獲割当量の

昇期の斃死がみられたりなど、秋の水温降下の遅

縮小を提案したことがあります。その時、会長さ

れから成熟や産卵への影響を懸念しています。こ

んに割当量の削減は漁獲に応じて負担している管

のような中では、放流アワビの生産を安定させ、

理費の減少にもつながることから「割当量の減少

放流群を確実に漁獲する体制を整えることが重要

も理解できるが、放流数量の減少への懸念も含め

で、2016 年には長年の切望であった陸上アワビ

て総合的に判断してほしい！」との指摘を受けま

中間育成施設の大規模な改修をしました。新たに

した。当時は資源量の現状にとらわれ資源水準の

整備した水槽には、センターで技術開発した高密

維持にのみ注視し、割当量の削減を提案しようと

度飼育技術を導入しており、歩留まりの向上によ

考えましたが、放流も含めた管理組合の全体の運

る放流数の増加と、より大きくて健全なクロアワ

営に関してまで思慮が及ばなかったことに恥ずか

ビ種苗の放流が可能となることを期待しています

しくなりました。また、漁業者らが獲ることだけ

（図２）。この中間育成技術は、クロアワビの生態

でなく、資源面、管理組合の運営や今後の展開方

を良く反映しており、まさに天然稚貝の生息状況

向を真剣に考えていることに感動したものでした。

を観察し、陸上水槽での長年の飼育経験に基づい

このような取組にも漁業者らが実感できるよう

た育成技術です。簡単に言うと、クロアワビの特

な漁獲量の顕著な増加はありませんでした。理

性である光に対する負の走行性と流れに対する正

由として中間育成の歩留まりが不安定で年間の放

の走行性を利用して均一に付着板に分散して付着

流数量が安定していかなったことが一因と考えて

させることにより、高密度でアワビにストレスを

います。そのため、クロアワビ中心の放流に加え、

与えずに飼育が可能となる上に、ランニング経費

新たにメガイアワビの放流を検討するため効果調

がかからないようにバランス良く設計させていま
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３．アワビ放流種苗の供給体制
１）県内のアワビ生産・育成施設
福岡県では 1979 年に（財）福岡県栽培漁業公
社（現在、（公財）ふくおか豊かな海づくり協会）
が設立され、アワビ等の放流種苗の供給体制が整
備されました。生産されたアワビ種苗の中間育成
は、筑前海全域分を大島（旧、大島村、現在は宗
像市）、相島（新宮町）と馬島（北九州市）の３
図２

水技センターで技術開発したスリット式付着
板を用いたアワビ種苗の高密度飼育

カ所で集中管理する手法で始まりました。海上中
間育成は、海上筏に２ｍ角の生け簀網を垂下して

す。センターでの中間育成試験では、殻長 20㎜

管理する方式で、施設にかかる設備投資は比較的

程度をひと冬で 30㎜以上に成長させるには、１

に安価なものの①海上作業が煩雑で労力がかかる。

㎡当たり 6,250 個体を収容することが可能である

②管理者の高齢化。③餌料となる天然海藻の供給

ことが検証されています 。これらの飼育技術は

が時化などで不安定であったり、他の組合からの

多くの先輩らの観察眼と飼育経験が活かされて開

餌料供給が不安定。④天然海域であるため防疫面

発、改良されてきたものであり、漁業者が実施し

で管理に限界がある。⑤管理技術等の差により歩

ている中間飼育施設において実用化されている点

留まりが安定しない。などの課題がありました。

は、後述する本県のアワビ種苗生産技術と併せて

このため、海上中間育成から陸上施設での中間育

評価される成果と思っています。

成または直接放流できる殻長 30㎜以上の直接放

6）

大島では 1994 年からアワビ漁に係る漁獲規制
を実施し、漁期前の資源量推定から漁獲量を資源
水準の５割以下に留めるように総漁獲量を規制す

流種苗の供給へと変化していきました。
２）（公財）ふくおか豊かな海づくり協会での
アワビ種苗の生産

る管理を実施してきました（図３）。しかし、最

県内のアワビ種苗の供給を担っているふくおか

近では、夏季から秋季の高水温によるアラメ類の

豊かな海づくり協会（以下、協会という）の施設

枯死・流出や有害プランクトンの発生により漁場、

では、飼育施設と給水量が制限されることから高

蓄養中や中間育成中のアワビの斃死やヤセ貝など

密度で育成せざるを得ない状況にありました。施

の問題が発生しています。そのために新たな取組

設の稼働後は順調に生産を継続してきましたが、

として、① 2016 ～ 2017 年度の２カ年間のアワ

1984 年には生産中に大量斃死が発生し、その対

ビ漁を全面禁漁にすること、②母貝の保護区を設

策に追われました。当初は病気説、生理障害説な

定すること、③受精卵放流を実施すること、④さ

ど原因が特定できず、様々な想定に基づいた可能

し網漁業についても禁漁区を設置すること、⑤ク

な限りの対策を実施してきました。当時の対策の

ロアワビの殻長制限を 10cm 以上から 12cm に規

主体は、生産施設を徹底的に消毒することでした。

制強化することなど新たにセンターが提案した方

協会の職員をはじめセンターや行政の職員も可能

策を管理組合と協議して調整しながら実施してい

な限り総動員して、２日がかりで泊まり込みの作

ます。

業をしていました。消毒作業は取水を止め、ろ過
水槽、配管、水槽、飼育用のカゴ、付着板などの
塩素消毒を基本に、飼育中の水槽付近では風呂
釜を改良した熱湯シャワーによる消毒をしました。
当然、施設の入場者制限と施設内外での長靴類な
ど使用器具の使い分けと入退出時の消毒、水槽の
排水飛沫が他の水槽に入らないように給水管にカ
バーを設置したり、水槽内壁の FRP をはぎ取り
消毒液が浸透しやすくしたりなど、考えられる方

図３

28

大島におけるアワビ資源量と漁獲量の推移

豊かな海

No.42

2017.7

策を徹底的に実施しました。

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

また、親アワビからの垂直感染を防止するため
に、種苗生産施設と母貝飼育施設を分ける「福岡
方式」と呼ばれる手法を導入しました。採卵に用
いる親アワビは、センター職員が毎年、潜水によ
り天然クロアワビのみを採捕することから始まり
ます。親候補となる天然アワビの採捕は、放流を
していない沖ノ島や豊前海など天然アワビの採集
のために方々で潜水して採捕しました。親アワビ
の潜水採捕中は、グリーンマークのクロアワビに
は絶対に触れないようにして、採捕したアワビも

図４

ふくおか豊かな海づくり協会のアワビ種苗生産
の防疫施設

採捕年には採卵親アワビとしては使用せずに、親
アワビの飼育排水で稚アワビを飼育し、筋萎縮症

４．県内のクロアワビ種苗の放流体制

の感染の疑いのない親アワビのみを翌年以降に使
用しました。生産用の親アワビは使用できるまで

協会のクロアワビ種苗の出荷は、種苗の放流サ

に年数がかかることや、遺伝的な多様性を確保す

イズと適正放流時期から逆算して生産を計画して

るために毎年 50 個体以上の採捕を目標に職員ら

います。殻長 30mm 以上の放流種苗を漁業者らが

が自ら採捕して生産に用いる親候補となるクロア

放流する時期は、アワビの外敵の活性が低い３月

ワビの確保に努めました。しかし、最近では天然

中旬までで且つアワビの活性が高い時期に放流で

クロアワビの潜水採捕が難しく、漁獲されたクロ

きるように目標を定めています 3, 14）。大島や藍島

アワビからも選別して親アワビを確保せざるを得

では漁業者らが中間育成施設を整備しており、中

なくなってきています。生産用の親アワビの候補

間育成用の 10㎜種苗を受け入れ１年弱で殻長 30

となる母貝は、センターのクロアワビ専用の隔離

㎜以上に育成して放流しています。センターでは、

飼育棟で飼育しており、採卵から浮遊幼生飼育ま

漁業者らが円滑に中間育成できるよう育成施設で

でをセンターのクロアワビ専用施設で飼育し、付

の飼育密度、付着板及び投餌量などの管理を指導

着飼育以降に協会に搬入して垂直感染の分断を図

し、成長、生残率の測定をしています。また、ア

りました。センターでは当時、併行して斃死要因

ワビ種苗の放流は漁業者らが素潜りで３月末まで

の究明に尽力していましたが感染源を特定するの

にそれぞれの地先で実施しています（図５）。潜

は容易ではありませんでした。クロアワビ種苗の

水して岩の間隙に可能な限り分散するように広範

斃死が発生する時期は、水温 20℃前後の上・下

囲に放流していますが、最近では SCUBA 潜水

降期に顕著であることや軟体動物の細胞培養系が

により効率よく実施するところもみられます。水

確立しておらず実験室での感染試験や防疫試験が

温が高い時期のアワビ放流が好ましくない理由

できなかったことが関係します。それでも本斃死

は、潜水調査による観察から明らかで、観察して

の原因はろ過性の病原体が感染原因であることを

いるとベラなどが移動しようするアワビの触覚を

特定し、ウイルス様の病原体まで探り出すことに

ついばむため、アワビは移動できなくなりその場

成功しました

。これと前後して紫外線照射

7 ～ 12）

海水による飼育で疾病の発生を抑制することが可
能となり、協会に殺菌装置を整備し、健全なクロ
アワビの生産が全国で先駆けて事業規模で実施で
（図４）。安定生産がで
きるようになりました 13）
きるようになってから以降も現在まで福岡方式に
よる育成方法を継続して健全なクロアワビ種苗の
供給体制をセンターと協会で連携して実施してい
ます。
図５

放流直後のクロアワビ種苗
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から動けなくなりました。その状態が続けばタコ
類、ヒトデ類やカニ類などの移動能力の低い捕食
者からの食害も受けやすくなります。また、稚ア
ワビの生息が少ない深い水深帯への放流において
も同様に食害圧が高まる可能性があります。深場
での標識アワビの追跡調査の事例では、追跡を容
易にするため放流点に集中して放流し、水中ブイ
で定点が確認できるようにしていました。その後
の追跡調査で潜水直後にベラが群れている地点が
あり、周辺の状況と様子が異なることから「おか
しいなぁ！」と近づいたところ、放流点のブイが

図６

藍島のアワビ陸上中間育成施設

あり放流場所であることが解りました。付近には

トンや付着生物などの流入がなく、水槽も汚れま

放流アワビの殻が散乱しており、ヤツデヒトデ、

せん。有害プランクトンは、通常仕様のろ過フィ

マダコやカニ類が付近に蝟集していました。水温

ルターでは流入を防ぐには膨大な経費と取水量の

が最も低い時期で食害種の活性が低く、逆にアワ

低下を余儀なくされます。しかし、藍島では周辺

ビの活性が高い時期に放流できるように生産や育

海域で有害プランクトンが発生した時にも、飼育

成スケジュールを定め、食害種の駆除や丁寧な潜

水に流入せず、周辺海域でアワビなどの斃死が発

水放流により分散して放流することが重要と考え

生しても施設内で育成中のアワビ種苗の斃死は全

ます。また、外敵種のマダコの漁獲をしていない

くみられませんでした。今では飼育当初と比較し

地先は、明らかにタコによる食害が多くみられま

て約２倍量のアワビを中間育成することが可能で、

す。タコの巣穴の前にアワビの殻が散乱している

歩留まりは 98％以上を維持しています。組合で

のをたびたび目撃しますし、穴の開いた殻が散在

は漁獲されたアワビに標識アワビや放流アワビが

しています。タコ壷漁による漁獲もアワビの生残

混じっているかをチェックをしています。初めは、

を高める上では重要と考えています 。

集荷の手伝いをしている奥さんらに無理にお願い

9）

して調べてもらいましたが、今でも継続して調査

５．明らかになった藍島の漁獲実態

をして頂いています。磯根資源を漁獲している漁
業者らの家族ぐるみでの真摯な取組に脱帽するば

アワビなどの磯根資源の漁獲状況は、直接販売

かりです。

が主体であることから組合へ依頼するアンケート
の集計結果でしか把握することができません。し

６．磯の現状と今後の課題

かも回答がなかった藍島の漁業実態は全容が把握
できない状況でした。そこで出荷伝票や仕切書を

行政から数年ぶりに異動となり、久しぶりに大

組合から入手して、センターで集計しました。す

島地先で潜水調査に同行したときのことです。ア

ると驚くことに藍島は県下でもトップクラスの漁

ラメ場だった藻場がガラモ場に変化していました。

獲量であることが解りました。藍島のアワビ陸上

夏季の高水温によるアラメ類の枯死によってガラ

飼育施設は、魚類の蓄養が主たる目的で整備した

モが優先する地先に変化していたのです。その海

もので、アワビの育成数量を経費をかけずに増加

域の藻場の極相はアラメ場なので今後は、徐々に

させるために、既存の雨樋を利用して、２倍量を

アラメ場へと遷移すると思われますが、このよう

収容させるため試作品を作成しました 。その後

な予期しない気象変動による変化が頻発する状況

もセンターで開発したスリット式の付着板への変

になっています 15, 16）。また、秋の高水温期の継

更や水槽施設の改良を図りました（図６）
。藍島

続はアワビの成熟、産卵の遅れや生残、アラメ類

の取水施設は埋め立てた漁港の先端部にあるた

の成熟や着生と生残などに影響している可能性も

め、ボーリングした井戸からろ過海水の取水が可

懸念されます。春先の卵もちアワビの出現やヤセ

能で陸上にろ過施設等はありません。しかも浸透

貝は成熟に関する生理的な要素が加味されての結

したろ過性の高い海水であるため、有害プランク

果と推察されますが、天然域で具体的な対策を講

6）
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じることが困難な状況が危惧されます。
県では投石事業により生息場を継続して整備し
ています。これまでは投石漁場の安定性を重視し、
造成面積を確保することにより形状を保つ構造で
した。しかし、現在ではガンガゼなどの南方系の
ウニ類の増加により藻場が減少しています 17 ～ 19）。
そのため、近年の施工は、投石の間隙に波浪流が

29-32（2001）．
３）秋本

平・後川

繰り返すようですが、何事にも先入観にとらわ
れすぎないことは重要です。どうしても人間目
線で発生した事象に対して考察し推測する傾向に

敦

博之：筑前海における健

正・河尻正博・野中

忠：南

伊豆町入間地先におけるメガイ種苗の放流効果，
静岡水試研報，21，7-17（1986）．
後川

います。

宗徳・深川

9-15（2006）

５）秋本

の造成も、環境変化に応じた対策が重要と考えて

龍男・佐藤

４）青山雅俊・佐々木

に垂直に短軸を配置するように設計を見直し、３
うな構造に変更しています。このような生息場所

透・林

全クロアワビ種苗の放流効果．福岡水技研報，16，

流れやすくするため、20 ｍ程度の幅で波浪方向
段以上に積上げてウニ類の採捕に支障がでないよ

恒基・太刀山

恒基・太刀山
龍男・佐藤

透・林

宗徳・深川

敦平・

博之：藍島地先におけるメガ

イアワビの放流効果．福岡水技研報，16，17-22
（2006）．
６）資源増大技術開発事業報告書

地先型定着性種（暖

水域）グループ．福岡県（平成 12、13、14、15 年度）．
７）地域特産種量産放流技術開発事業報告書（あわび
類種苗大量斃死要因調査）. 福１- 福 12（1994
８）中津川俊雄：クロアワビの筋萎縮症に関する研究．
京都府海セ研究論文，５，61（2000）．

あります。見やすい（利用しやすい（入手しやす

９）中津川俊雄・畑井喜司雄・窪田三郎：筋萎縮症を

い）データ）である水温などのデータばかりを注

伴うアワビ稚貝の病理組織学所見．魚病研究，23

視するあまりに、説明のつきやすい結果と因果関
係がいかにも存在するように考える傾向はありま
せんか？考察して推定する場合も、一歩引いた側
面から見直したり、客観的な視点からでもぶれな
い結果となるのかを何度も検証し、それ以外に起
因する事象や要因はないのかを検証する必要があ
ります。ただし、検証に時間をかける必要も、生

（3），7-14（1988）．
10）桃山和夫・中津川俊雄・由良野範義：アワビ属
稚貝の筋萎縮症による大量死．魚病研究，34
（1），
7-14（1999）．
11）中津川俊雄・岡部三雄・室賀清邦：クロアワビ
筋萎縮症の水平感染．魚病研究，35
（1），11-14
（2000）．
12）岡田一宏・西村守央・河村

剛：クロアワビ当

業としての現場ではさほど重要ではないと考えま

歳貝の隔離飼育による筋萎縮症の予防．水産増殖，

す。それよりも原因が解ってからのアプローチに

48（4），657-663（2000）．

すばやく対処して現場に実施できる対策を講じる

13）柴田利治・筑紫康博・中本

ように努めるべきだと思っています。ある程度の
アタリがつけば、そこを突き詰めて時間を費やす
のではなく少しでも早く現場対応に取り組むべき
です。また、変化の要因は一つとは限らないので
少しずつの原因が輻輳して相乗的に作用している
かもしれません。そうなると本当の原因を特定す
るのは至難の業です。また、時間をかけると状況

崇・渡辺健二・永島

孝之：給水の紫外線消毒によるクロアワビ筋萎縮
症の予防．水産増殖，50（2），227-232（2002）．
14）青森県・岩手県・秋田県・神奈川県・福岡県：ア
ワビ種苗放流マニュアル．放流漁場高度利用技術
開発事業，10（1990）．
15）秋本
筑紫

恒基・中本

崇・渡辺

大輔・渕上

哲・

康博：筑前海における藻場の遷移と現状．

福岡水技研報，18，65-75（2008）．

はまた、刻々と変化していくので因果関係を特定

16）日高研人・森慎也・梨木大輔・後川龍男・内藤剛：

するのはより困難になってきます。環境の変動が

筑前海における藻場の現状および藻場造成に関す

顕著な今こそ、生物の視点に立ったアプローチが
必要と考えます。

男・後川

節夫・鈴木

健吾・前野

幸

龍男：宗像市大島におけるガンガゼ類

18）谷口和也 , 吾妻行雄：磯焼け域における海中林造
透・二島賢二：筑前海におけるアワビの

種苗放流効果．福岡水技研報，1，129-136（1993）．
２）太刀山

恒基・清本

の分布と駆除．福岡水技研報，18，77-83（2008）．
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【シリーズ】
第７回

リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」

有明海におけるアサリ漁業と資源の動向、
今後の再生方策について
国立研究開発法人水産研究・教育機構

西海区水産研究所

有明海・八代海漁場環境研究センター資源培養グループ長

１．はじめに

松山 幸彦

２．有明海のアサリ漁業

有明海は南北に細長い閉鎖度の高い内湾であり

このように、有明海には広大な干潟が存在し、

（図１）
、その独特の構造から副振動による潮汐振

当然ですが、アサリ漁場も国内の他海域では例を

幅の増幅が著しく、湾奥では大潮時に 6m もの潮

見ないほど広大です。特に有明海東岸は日常的に

汐差が発生します。このため、全国の干潟のうち、

数キロ先まで干出する干潟であり、徒歩による採

面積でその約 40％にあたる 18,841ha が有明海に

貝は時間的、物理的に困難であるだけでなく、満

存在するなど、国内でも干潟生態系が卓越した内

潮時に帰還できずに漂流・溺死する危険もありま

湾となっています。有明海の干潟は筑後川河口か

す。従って、アサリ漁は船による沖合移動が基本

ら宇土半島までの東岸に砂泥干潟が、筑後川右岸

です。さらに熊本県海域では、アサリ漁場の先端

から諫早湾までの湾奥西部は泥質干潟となってい

近くまでコンクリートで舗装された立派な海中道

ます。東岸の砂泥干潟はアサリやハマグリ、泥質

路「海床路」が整備されており、そこを軽トラッ

干潟はサルボウやアゲマキの漁場として利用され

クが隊列をなしてアサリや作業員を乗せて走る情

ており、沖合の非干出域はタイラギやウミタケの

景は、まるでモーゼが海を割った後のような風景

生息域として知られています。

です（図２）。
有明海のアサリ漁場は、長崎県海域の一部を除
いて天然漁場であり、その資源は天然発生稚貝に
ほぼ全面的に依存しています。アサリなど採貝の
みに生計を依存した漁業者は少なく、多くの漁業
者は冬期にノリ養殖に従事し、ノリの非操業期を
中心にアサリ漁業を営むなど兼業形態が多く、後
背地である農地で農業を兼業している人もみられ

図２

図１
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有明海の干潟上に設けられた海床路
（熊本県宇土市付近で撮影）

写真奥が岸側となり、ここから船に乗り換えてアサリ
漁場へ向かう

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

ます。長崎県海域では諫早湾を中心に区画漁業権

第２の山が発生したと考えられています。2007

を設定して種苗の移植による地撒き養殖が取り組

年には「熊本県アサリ資源回復計画」が定められ、

まれており、同時にカキの垂下養殖も兼業してい

目標として県内漁獲量が 7,000ｔを下回らない資

ます。ここでは、有明海におけるアサリ漁獲量の

源水準の維持が定められました。2006 年の漁獲

大半を占めている有明海東岸にけるアサリの現状

量は過去最大漁獲量の 10 分の 1 ではありました

を中心に述べます。

が、浜の豊漁感（漁業者マインド）はかなり高揚
したものでした。しかし、アサリ資源回復計画が

３．有明海におけるアサリ資源の長期的動向

設定され、熊本県以外でもアサリ資源管理を強化
したにも拘わらず、2009 年以降漁獲量が低迷し

アサリは有明海で最も漁獲される二枚貝で、図

ている理由については明らかにされていません。

３に示したように、かつては国内の総漁獲量の

有明海におけるアサリ資源の減少要因については、

およそ半数が有明海で漁獲されていましたが、近

堤（2005）や松川ら（2008）などの総説があり、

年は資源の減少に喘いでいます。この資源の長

ここで詳細は割愛します。本稿では最近とりまと

期変動について、図４に示した有明海区におけ

められた環境省有明海・八代海等総合調査評価委

る県別の漁獲量を参照しながら考察します。有明

員会報告におけるエッセンス、および各県からご

海のアサリ漁獲量は、長期的に２つの山と谷が

提供いただいた情報に基づく最新の状況について

認められています。第１の山は 1977 ～ 1983 年

述べます。なお、本稿作成にあたり、有明沿岸４

で、1983 年には最大漁獲量 90,386
ｔに達しました（有明海・八代海等
総合調査評価委員会，2017）。これ
は単一の湾あるいは灘において過去
に漁獲されたアサリの最大記録だと
思われます。漁獲量は 1980 年代中
頃を過ぎると急減し、1997 年から
2001 年頃にかけて、低迷期に入り
ま す。2001 年 の 漁 獲 量 は 2,411ｔ
とピーク時の 40 分の 1 まで落ち込
んでいます。その後、2003 ～ 2008
年にかけて有明海全体で資源が増加
し、2006 年には 9,655ｔの漁獲量に
達しています。しかし、2009 年以

図３

全国および有明海区のアサリ漁獲量の推移（1970 ～ 2015 年）
農林統計より整理した

降再び漁獲量が低迷し、2015 年に
は 391ｔと過去最低に近い漁獲レベ
ルまで減少しています。この近年の
減少は、有明沿岸 4 県（福岡県、佐
賀県、長崎県、熊本県）でほぼ同時
期に発生しています。
1980 年 代 後 半 の 漁 獲 量 の 低 下
は、発生した資源量の 9 割を漁獲
するという「過剰漁獲」も原因の一
つであることが指摘されています
（有明海・八代海等総合調査評価委
員会，2008）
。こうした反省に基づ
き、各県で資源管理が強化された結
果、2003 年から資源回復がみられ、

図４

有明海における県別アサリ漁獲量の推移（1970 ～ 2015 年）
農林統計より整理した
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県から貴重な資料等をご提供いただいたことにつ

取されたことが指摘されていますが（有明海・八

いて、ここに記して謝辞と代えさせて戴きます。

代海等総合調査評価委員会，2017）、漁獲量が急
減した時代とは 20 年以上の開きがあります。ア

４．アサリ資源減少要因：漁業者の目線

サリ漁場が存在する干潟の細粒化、浮泥の増加
については、残念ながら 1970 年代からの長期の

水産資源の変動は、基本的に気象、水質、底質

変動を捉えたデータは存在しません。熊本県で

など様々な環境要因が対象生物へ複合的に及ぼ

は 1992 年以降緑川干潟におけるアサリ生息に関

す影響が重層的に作用し、さらに生息場をめぐる

する一斉調査が行われています（例えば那須ら

生物間の競争や捕食－被捕食関係などの要因も加

2004）。これらの調査で取得されたデータを見る

わって起こりますが、結果として「漁獲量が変動

と、年変動はあるものの、長期的にアサリ漁場の

する」という事象として現れます。こうした要因

細粒化、底質の顕著な悪化は認められていないよ

がすべて長期的に一定なのは深海に限られ、アサ

うです（有明海・八代海等総合調査評価委員会，

リ漁場（などの干潟域）は数ある水産生物の生息

2017）。また、他海域で顕著な埋め立てや干拓

場の中で、最も関与する要因が多く、その変動も

によるアサリ漁場の減少も、豊漁期である 1970

ダイナミックであると言えます。従って、そこに

～ 1980 年代以降はほとんど認められていません。

関与するすべての問題点の原因・要因が定量的に

単一の河口干潟の中で、州ごとに漁場としての優

明らかにならない限り、明確な解を示すことは困

劣が変遷することがあり、その過程で干潟底質の

難でしょう。こうしたことから、アサリ資源変動

変動がアサリ資源の盛衰へ強く影響している事実

に関しても、ほとんどの調査研究は、関連すると

はありますが、干潟全域あるいは有明海全域で巨

推定される原因・要因を「定性的に羅列する」か、

視的にみて、底質の変化が大きな資源変動の原因・

「まだ不明な点が多い」と先延ばしにするか、い
ずれかに終始することが多くなります。アサリ

です。

に関する研究者は国内の二枚貝研究者の多数を占

一方で、既存のアサリ漁場に海砂などを覆砂す

めるなど比較的潤沢ではありますが、それでも膨

ることで、アサリの着生が大幅に促されるとの

大な問題点の原因・要因を解明するためには、最

知見が多数あります（例えば熊本県 2008，堤ら

初に問題点の絞り込みが必要です。こうした場合、

2002）。実際に 2000 年前後に資源が低調になっ

アサリを日々漁獲している漁業者の実感ほど、問

た時期に資源管理だけでなく、干潟への覆砂な

題点の原因・要因の絞り込みに役立つものはあり

ど、土木工学的な対策と移植を組み合わせること

ません。有明海のアサリ漁業者との意見交換にお

で、2003 ～ 2008 年にかけての資源増加に繋がっ

いて、アサリ減少要因として頻繁に指摘されるの

たとの指摘もあります（熊本県水産研究センター

は、１）ダム等による土砂供給の低下、２）１）

2008）。これは覆砂によって干潟表面の底質環境

および陸地の開発等に伴う干潟の細粒化、浮泥の

が改善されることと、比重の高い覆砂材による生

増加、３）酸処理剤や農薬の影響、４）エイやホ

息場の安定化（稚貝期の逸散抑制）の相乗効果に

トトギスガイなどの食害・競合生物、などです。

よるものと推定されます。

この４つの要因の中で、少なくとも３）について

特に長崎県海域である諫早湾では、元々アサリ

は実海域での検出濃度はほとんどないか微量であ

の生息に厳しい泥質干潟へ人為的に海砂を投入す

り（長崎ら 2016）
、４）については明確にアサリ

る漁場整備が盛んに行われてきた結果、今では好

資源減少要因のひとつとなっていることが分かっ

適なアサリ漁場に生まれ変わっており、覆砂など

ています（有明海・八代海等総合調査評価委員会，

底質改善効果がアサリの生産性を高めることにつ

2017）
。

いては、疑いようのない事実となっています。

５．アサリ資源減少要因：干潟における底質の変化

６．食害生物・競合生物がアサリ資源へ及ぼす影響

漁業者から指摘のある土砂供給に関しては、
1950 年代から 1970 年代にかけて川砂が盛んに採
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有明海の干潟では恒常的に食害生物が認めらま
す。肉食性巻貝（ツメタガイ、キセワタ）、頭足類（タ

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

コ）
、棘皮動物（ヒトデ）、甲殻類（カニ類）、ク

少要因については、着底稚貝の発生量が少ないこ

ロダイなどの硬骨魚類、エイ類が頻出しています。

と、特に高密度の出現域の面積が大幅に縮小して

また、カモなど鳥類もアサリを補食します。また、

いること、夏を過ぎると急激に資源が減少するこ

ホトトギスガイ、ニホンスナモグリ、アナジャコ

となどが特徴です。この要因としては、産卵母貝

などは、アサリの漁場に侵入して生息に悪影響を

の減少は当然として、何らかの要因で浮遊幼生の

及ぼすこともたびたび見られます。鳥類、クロダ

発生量低下、もしくは着底稚貝の減耗が大きく

イ、ニホンスナモグリ、アナジャコを除いて、ア

なっている可能性が示唆されます。こうしたこと

サリ漁場に侵入したこれら食害・競合生物は漁業

もあり、関係者は資源減少の新たな局面に入りつ

者によって駆除されていますが、その中でもナル

つあるという危機意識が強くなっています。特に

トビエイによる食害は広域的かつ集中的に発生し

着底稚貝の減少は資源再生策を実施する上での足

ており、特に近年の有明海における顕著な資源減

かせであり、近年は従来以上に母貝の保護が叫ば

少要因となっているようです（有明海・八代海

れる状況です。

等総合調査評価委員会，2017）。ナルトビエイは

熊本県によって緑川干潟で 1992 年以降取得さ

1989 年に東シナ海で初めて出現が認められた新

れてきたアサリ一斉調査のデータを紐解くと、有

種のエイで（White et al. 2013）、有明海には水

明海では、少なくとも 1992 以降、春と秋の 2 回、

温が上昇する 5 月頃から晩秋まで来遊し、アサリ

浮遊幼生、稚貝の加入ピークがあることが分かっ

をはじめとして二枚貝類を探索しながら捕食しま

ています。加入量としては春の方が多いのですが、

す。同所的に出現するアカエイなどは主にスナモ

実際の漁獲サイズである 30㎜以上まで成長して

グリなどの甲殻類を中心に捕食し（Takeuchi and

残り、漁獲を支えているのは秋加入群（以降秋仔

Tamaki 2014）、アサリへの捕食は気まぐれです。

と称します）であることが分かってきました（熊

漁業者のナルトビエイへの関心が高いこともあり、

本県 2008、有明海・八代海等総合調査評価委員

有明海では本種の調査研究が盛んに行われてきま

会，2017）。しかも、資源が低調に推移する期間

した。その結果、表１に示したように、有明海に

は、秋仔の加入が低調か見られなくなります（図

おける年間来遊量は 16 万個体、二枚貝への補食

６）。なぜ秋仔は残り、春仔は徐々に消滅して漁

圧は 3 千ｔ程度と推定されています。また図５に

獲まであまり繋がらないのか、科学的なメカニズ

示された胃内容物解析結果から、小型の幼魚では、

ムは良く分かっていません。ただ、熊本県で取得

胃内容物の半数がアサリで占められることもあり

されてきた膨大な調査データの統計的な解析結果

ます（図５）
。こうしたことから、有明海では国、県、

は、粛々と秋仔の重要性を示しています。

漁業協同組合がナルトビエイの駆除事業を実施し
ているところです。

一つの仮説としては、国内のアサリ漁場で最も
南方に位置する有明海では、夏場の干潟環境が厳
しく（大雨による低塩分化、台風による逸散、高

７．2009 年以降のアサリ資源の減少要因

水温）、体サイズが小さくて体力の弱い春仔では
夏を越せないためではないかと推定されます。資

ここまでアサリの資源の長期的な傾向を中心に

源管理上重要な秋仔の発生にも、先行する夏場の

述べてきました。しかし、2009 年以降の資源減

肥満度が影響していると推定されています（有

表１

有明海における二枚貝の食害生物による食害量の推定

出典：有明海・八代海等総合調査評価委員会報告書
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出典：有明海・八代海等総合調査評価委員会報告書

図５

ナルトビエイの胃の内容物重量の合計値に占める各貝類の重量割合

出典：有明海・八代海等総合調査評価委員会報告書（原図を著者が一部改変）

図６

緑川河口におけるアサリ浮遊幼生の出現状況（平成８年～平成２４年）

明海・八代海等総合調査評価委員会，2017）。そ

の原稿を執筆している 2017 年の 5 月の段階では、

うしたなか、2014 年の秋には、久々に待望の秋

図７に示したように、2014 年生まれの秋仔は見

仔が比較的多く発生しています。もし「漁獲の

事漁獲サイズにまで達して、2009 年以降低迷し

ためには秋仔が重要」という仮設が正しければ、

ていたアサリ資源が増加に転じています。まだ一

2014 年の秋仔は漁獲サイズまで残る筈です。こ

度だけではありますが、仮設が正しかったことが
証明されています。

８．次世代を見据えたアサリ資源再生への
取り組み
これまで有明海では、漁獲サイズ制限、産卵期
を中心とした出荷自主規制、覆砂、海底耕耘、作
澪などの土木工学的な漁場改善策、食害生物の侵
入防止や駆除、移植や放流などアサリを増やす取
図７

緑川河口において2014年秋期発生群を中心とした
アサリ
高密度生息域において、両手で底泥を一度だけ軽く
すくった状況
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り組みが盛んに実施されてきました。特に有明海
における土木工学的な漁場改善策は規模も大きく、
福岡県海域のアサリ漁場では、ほとんどのアサリ
漁場が過去に覆砂されている状況です。さらに稚

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

貝の着生が低調になった近年は、網袋による採苗

に取り組んでも何も問題は発生しませんでした。

も盛んに行われています。こうしたなか、科学的

しかし、資源の水準が下がってしまい、一方で漁

データの解析により、資源の再生のためには、ま

業の再生に投資できる公的資金が減少している現

ずは十分な量の着底稚貝の確保（特に秋仔）が重

状では、より効果的で具体的な対策を打ち出して

要であること、このためには秋の時点まで産卵母

ゆく必要があります。そのためには、各漁業者一

貝を残し、十分に肥満・産卵させることが資源再

人一人が実施できる小さな取組は当然として、こ

生のためにきわめて重要であることが改めて示さ

れまで見過ごされてきた、「４県が協調した海域

れました。すなわち、アサリの生活史のステージ

全体での取組」が求められつつあります。今後は

で考えると、最も後期の産卵母貝と初期の着底稚

アサリ漁場へ効率的に秋仔を誘導できるよう、親

貝をうまく結びつけること、浮遊幼生のステージ

貝資源の配置や管理、アサリ漁場のさらなる整備

をうまく管理することが重要になります。現在有

（実施時期や手法を含めた改善）など、関係県が

明海ではアサリ浮遊幼生の一斉調査が国と県の共

より一層連携することで、有明海全域でシナジー

同事業として実施されており、今後三次元シミュ

効果の高いアサリ資源回復方策が推進されること

レーション解析技術によって、海域内のアサリ浮

を期待します。

遊幼生ネットワークが定量的に明らかとなること
が期待されます（図８）。また、秋に効率的に産
卵させるための母貝の育成技術、配置などについ
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【シリーズ】

瀬戸内海のサワラの復活のために漁業者と栽培技術者が一致団結して熱く取り組んだ事
例を今回、次回の 2 回に分けて紹介します。今回はサワラ栽培漁業の全体の取組の流れを
中心に、香川県での中間育成や放流祭の状況を、次回は代表する中間育成海域の漁業者の
インタビューから、この取組の本質に迫る取材から見えることを紹介します。
インタビュアーは国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校の山本義久准教授に
お願いしました。

第21回

瀬戸内海関係府県が一致団結して取り組む
サワラの栽培漁業・資源管理
その一：世界のパイオニア！サワラの種苗生産と栽培漁業。それを支え、盛り上げる
人間模様
国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校
准教授

１．瀬戸内海の豊かさとその象徴で
あるサワラ

山本

義久

め、はるか昔から現在まで瀬戸内海では重要な水
産資源である。

瀬戸内海の春の旬魚といえば、魚偏に春と書く
その名の通り、「鰆（サワラ）
」である。瀬戸内海
に棲むサワラは春に小豆島周辺や燧灘に産卵のた
めに戻ってくる産卵回帰性がある魚と言われ、春

38

２．サワラ種苗生産
１）サワラの種苗生産技術の進歩とその変遷

に多くとれるため、春にはサワラの押し寿司をつ

サワラの漁獲量は昭和 60 年のピーク時には

くりご近所に振舞う食文化があるなど、瀬戸内で

6,000ｔを超えていたが、平成 10 年には僅か 1/30

愛されてきた魚である。サワラは孵化して最初に

の 196ｔまで大幅に減少し、このまま絶滅するの

食べる餌も他の魚の仔魚であるなど魚食性の魚で

ではと危惧された。その際に、香川県、岡山県、

あり、主にカタクチイワシやイカナゴを食べて成

兵庫県などの漁業者や関係府県から「サワラの稚

長し、瀬戸内海では生態系の上位に君臨する魚で

魚を生産して放流してくれないか！」との陳情が

ある。成長が早く 1ｍを超えるまで大型になるた

あり、当時の（社）日本栽培漁業協会屋島事業場（現
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（研）水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所

会が発足し、翌 24 年度から水産庁及び水産研究・

屋島庁舎、以下屋島庁舎）でサワラの大量種苗生

教育機構の協力による瀬戸内海沿岸 11 府県が連

産が開始され、その年に放流も実施された。筆者

携した効率的なサワラ共同種苗生産体制が構築さ

も平成 13 年から屋島庁舎で種苗生産に従事した

れ、屋島庁舎と大阪府の 2 拠点で全長 40㎜の種

が、サワラの種苗生産は他の魚種とは明らかに異

苗 12 万尾を目標に種苗生産が開始された。平成

なり、非常に難しい。さらに世界的にみても他機

27 年度からは生産拠点を屋島庁舎に一元化し 6

関では実施されておらずパイオニアの技術であっ

年間継続中で、関係府県や関係団体が資金と人材

たが、同じ年にすぐに種苗放流が開始できたのは、

と知恵を出し合い、これまでに瀬戸内海水研から

事前に一定のレベルの技術開発が達成されていた

受け継いだ技術を基に様々な生産技術の向上がな

からである。昭和 56 年度から当時の（社）日本栽

され、健全な種苗が生産されている。

培漁業協会玉野事業場と屋島事業場において量産
に向けた技術開発が試験的に開始され、マダイや

３）サワラ種苗生産は段取りが最重要

ヒラメのふ化仔魚と冷凍シラスの餌料系列で昭和

サワラの種苗生産は、餌料であるマダイふ化仔

63 年までに数万尾の全長 40㎜のサワラ種苗が生

魚とシラス（イカナゴ、イワシ類）が大量に必

産できる技術開発が蓄積されていたからである。

要になる。そのため餌料の確保などの事前準備が

その後、サワラの大量種苗生産技術は、瀬戸内

最重要である。現在、これらの段取りをしている

海区水産研究所（以下、瀬戸内海水研）の 6 名の

のは香川県である。共同種苗生産体制になってか

研究者の様々な技術展開により、瀬戸内海水研の

らは、餌料用のマダイふ化仔魚の確保のためマダ

2 場（屋島庁舎、伯方島庁舎）で 40 万尾の量産

イ親魚の手配と飼育、およびシラス類の購入をす

ができるまでに至った。さらに、平成 14 年に策

る。シラス類の購入ではサイズが重要である。餌

定され漁業者と一体となって取り組んだ水産庁の

サイズが大きすぎるとサワラ仔魚はシラスを摂餌

「サワラ資源回復計画」により、漁獲努力量の削

できない。そのため、適正なサイズを成長に併せ

減措置として漁期及び漁具の規制などが開始され、

て数銘柄、飼育に使う十分量確保することが極め

同時に漁業者による自主的な船上での受精卵放流

て重要である。言葉では簡単であるが、その手配

も開始された。これらの積極的な資源回復措置の

は、並大抵ではできない。その重役を担っている

効果により、瀬戸内海のサワラの漁獲量は徐々

のが、香川県水産課の加賀田副主幹、牧野課長補

に増加し、平成 21 年以降、1,500ｔ前後を維持し、

佐などの面々である。シラスの購入は筆者も対応

現在では 2,000ｔ近くまで増加した。

した経緯があるため、その大変さと確保できない
ことを考えてしまうと、そのプレッシャーは相当
なものであるが、彼らは、地元の瀬戸内海のみな
らず、震災復興の協力として宮城県に派遣された
時の人脈を駆使して、宮城県でのシラス買い付け
のルートを開発するなど縁の下の力持ちというべ

瀬戸内海におけるサワラの漁獲量と放流尾数

２）瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会の発足と
サワラ共同種苗生産
平成 23 年度から全国豊かな海づくり推進協会
が事務局となって瀬戸内海海域栽培漁業推進協議

シラスを摂餌しているサワラ種苗
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き存在である。こうした関係者の力がサワラ共同
種苗生産には欠かせない。

サワラ共同種苗生産の中核を担う人物が長野泰
三生産管理者で、香川県水産試験場を退職された
年に共同種苗生産の責任者となり今年で 6 回目の

４）漁業者の絶大な協力によるサワラの受精卵確保

生産になる。その間、8 ～ 10 万尾のサワラ種苗

種苗生産には良質な受精卵確保が重要であ

をコンスタントに生産している。サワラ種苗生産

る。いわゆる種苗生産の肝と言っても過言ではな

のスペシャリストの中野昌次主任研究員（当時：

い。サワラの種苗生産に用いる受精卵は、全て香

現西海区水産研究所長崎庁舎）は、生産期間の 1

川県が確保し、屋島庁舎で瀬戸内海水研職員が受

か月余り屋島庁舎に長期滞在し、密着して丁寧な

精卵の管理と ALC 標識をした後に、共同種苗生

技術指導をしサワラ種苗生産の基本技術移転を実

産に使用する。2 隻の調査船を用いてサワラ流し

施してくれた。森岡泰三主任研究員（現在：西海

刺し網漁業者と連携をとり、良質の天然親魚の確

区水産研究所奄美庁舎）は、ノウハウも含めた生

保を行っている。毎年、5 月連休明けの第一週に

産マニュアルの原案を作成し、中野氏の確立した

受精卵確保のために、調査船はサワラ流し網の操

技術を取り纏めてくれた。それは共同種苗生産の

業海域に夜 7 ～ 10 時ぐらいに陣取り、事前に協

技術指針として、今もバイブルとして役立ってい

力依頼した漁業者から「親魚を漁獲した」の無線

る。

の一報を待つ。サワラの卵の特徴として、卵巣内

各府県からの人的サポートとして研修生の立場

で最終成熟した卵は排卵後に急速に過熟するた

で屋島庁舎に来てくれる関係者についても触れて

め、刺し網で漁獲されたサワラ親魚からの人工授

おこう。山口県水産研究センターの南部智秀専門

精は時間との競争である。即ち漁獲―親魚の確認

研究員はキジハタ種苗生産の我が国の第一人者で

―漁船から調査船への移送―人工授精のタイムス

あるが、その探究心旺盛な技術者魂で、毎年様々

ケジュールをできる限り迅速に実施することが良

な種苗生産のアイデアも提供してくれている。ま

質な受精卵の確保に必要となる。親魚確保時に活

た、（公財）えひめ海づくり基金の松木氏は愛媛

躍してくれているのが東讃の鴨庄漁協、津田漁協、

県の漁業者を代表する形でサワラのサポートに従

四海漁協などに所属するサワラ流し刺網漁業者

事し、欠かせない人材となっている。

である。サワラ流し刺網漁業者協議会の漁業者は、

大阪府立環境農林水産総合研究所水産技術セン

サワラの受精卵確保や様々な取組に積極的にかか

ターの睦谷一馬主任研究員は、もともと水産技術

わってくれている。彼らは透明卵が出るメスや精

センターで実施していたサワラ種苗生産に従事し

子が出るオスを確保したら、速やかに無線で調査

ていて、生産が屋島庁舎に拠点化された平成 27

船に連絡し、調査船は連絡がきた漁船まで夜の海

～ 29 年の 3 回にわたり、種苗生産の約 1 か月間、

をフルスピードで疾走する。自家製の親魚受け渡

香川県水産試験場に滞在し屋島庁舎に張り付いて、

し箱で船員に預けられた親魚は、搾り役の瀬戸内

長野生産管理者と技術論をかわしながら、資金が

海水研屋島庁舎職員らに手渡されて、人工授精作

少ない状況で如何に効率的にサワラ種苗生産を行

業が船上で始まる。その後、十数分程度で人工授

うかを追求し、様々な技術改革を先導してきた。

精は完了する。このように迅速な対応がなされて
いる。十分量確保できたら受精卵を管理する屋島
庁舎に向けて、調査船はまたもやフルスピードで
疾走する。夜の海に夜光虫が船の波できらめく中
の寄港はなかなか良いものである。
５）豊饒な海復活を誓い。その一つの想いに集う
瀬戸内の関係者
当時、筆者は屋島庁舎の責任者であったが、施
設の共同利用や生産の段取り、様々な技術移転を
サポートした中で、共同種苗生産には様々な関係
者が尽力していることに触れておきたい。
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手前から長野管理者、睦谷主任研究員、筆者、
瀬戸内海水研手塚グループ長

このように各府県から充実した技術を持ち、漁業
現場を熟知した栽培関係者や普及員の方々が研修
生として集い、現場の話に花咲かせながら、タイ
トな作業が続く種苗生産に従事している。

３．香川県さぬき市小田でのサワラ
の中間育成と放流祭
１）試行錯誤の池管理を克服して、より良い種苗
を育成

６）効率的に生産できる技術革新、元気な種苗が

香川県ではこれまでに女木島漁協や引田漁協で

中間育成施設へ旅立つ

の中間育成の取組もなされてきたが、現在はさぬ

現在のサワラ種苗生産技術は、水産研究・教育

き市小田にある中間育成施設が香川県分のサワラ

機構が確立した量産技術をさらに実用的にし、コ

種苗のすべてを受け入れて中間育成している。こ

ストや作業面を効率化した技術になっている。長

こでは 5,000㎡の面積を有する底が砂地の角型の

野生産管理者と睦谷主任からのインタビューから

育成池 1 面を用いて中間育成を行っている。他

わかるのは、現場に技術を移転するために必要な

府県の中間育成は小割網生簀であるが、ここでは

第一条件は、既存の技術体系を可能な限りブラッ

天然環境により近く、低密度で薄飼いでの育成に

シュアップすることである。お金と人の手間がか

より、健全な放流魚を育成するという方向性でこ

かるサワラ種苗生産体系を、必ずしも必要ではな

の施設を活用している。この施設の責任者は、上

いところを 6 年間かけて少しずつ削ぎ落としてき

村達也生産課長と植原達也生産係長である。筆者

た結果、①給餌時間の削減、②生餌と死餌の切り

も 10 年ぐらい前からこの中間育成に興味を持ち、

替えなど、これまでに水産研究・教育機構が十分

体成分分析により小割網育成と育成池での種苗の

に成しえなかった課題が克服された。①はイカナ

違いを調査したことがあり、それぞれの種苗の体

ゴシラスを冷凍状態でバンドソーを用いて細片化

成分は明らかに異なり、筋肉の成分や酵素は小田

して、サイズにばらつきがある餌を、サワラ仔魚

池の方が天然魚により近いことが明らかになって

が概ね食べやすいサイズに加工し、餌のサイズの

いる。しかし、池管理はなかなか難しくて経験則

ばらつきが大きいことが原因によるサワラ稚魚の

が無いとなかなか徹底した管理はできない。彼ら

摂餌のばらつきを軽減し、成長差を少なくするこ

は長年にわたりヒラメ、クルマエビ、ガザミなど

とで共食いを防止する効果がある。その方法の導

をこの育成池で中間育成しているスペシャリスト

入により、飼育するサワラ種苗は夕方には概ね満

であり、信頼して育成を任せることができる。10

腹状態で、これまでよりも給餌作業が 1 時間短縮

日間ほどの中間育成で全長 4cm で収容したサワ

できている。②の餌の切り替え時の問題として死

ラ種苗は 8 ～ 10cm になり、全身銀色の滑らかな

餌に餌付かない個体は成長が悪くその後、共食い

質感のサワラ放流魚に育ち、元気に池内を遊泳し、

の対象になってしまうことである。これは生残に

時に餌に反応して飛び跳ねている。これらの行動

大きな影響を及ぼす。その対策としてマダイふ化

が活性の高さや種苗の質として反映しているとい

仔魚を冷凍して十分量確保しておき、日齢 10 前

う。彼らとの技術論がよもやま話も含めて面白い

に生きたマダイふ化仔魚が概ね食べつくされ死餌

ため、この小田池には育成中に漁業者も含めて多

に切り替えるときに、冷凍したふ化仔魚を給餌し、

くの関係者が集う。

死んだものでも餌であることをサワラ仔魚に認識
させるために利用する方法の導入である。この方
法の導入により円滑に切り替えができることが分
かった。他にもいくつかの課題も克服して、これ
までとは確実に効率化できた技術に進歩したこと
は、特筆すべき事項である。ここでは書ききれな
いほどの切磋琢磨があって、ここまで技術レベル
が向上した要因は、サワラの豊漁を願い屋島に集
まった面々が持つ熱い想いがあったからだと思う。
小田中間育成施設
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２）讃岐のサワラおかえり、毎年の恒例行事、

漁村センターでの食育教室は、香川県水産課の

サワラ放流祭

若手職員による魚食の基礎情報としての魚の体の

香川県では平成 18 年から小田の中間育成施設

仕組みの説明から始まる。そしてサワラの栽培漁

にて、放流するまで成長したサワラ種苗を放流す

業や漁業者のサワラ資源を守る自主規制の仕組み

る際に、育成に関わった関係団体や漁業者を集め

の寸劇での説明、サワラの捌き方のコツなど、サ

てサワラ放流祭を毎年開催している。この催しは

ワラを楽しく美味しく食べることを伝えて、特に

地元の幼稚園や小学校の児童たちがサワラ種苗を

魚食の重要性を説いている。毎年のことながら子

小田漁港内に放流する体験を通じて、サワラの栽

供たちは楽しく興味深く学習し、最後のお待ちか

培漁業について学習することのみならず、これま

ねの試食会でのインタビューでは「美味しー」
「こ

でのサワラ種苗生産に関わる関係者への感謝を表

んな料理初めて」「今日、我が家で作ります」な

明する式典である。今年も地元の子供たち約 20

どの参加者の声が聴かれる。この食育教室は、サ

名と関係者約百数十名余りが参加した。この放流

ワラの稚魚をつくり育てる関係者の大変さや、サ

祭は地元のケーブルテレビなどで毎年放映される

ワラの美味しさを知る機会であり、「作るところ

などマスコミの取材も多い。実際に育成したサワ

から食べるところ」までを濃縮した企画であり、

ラ稚魚を見る機会は、この瀬戸内海で種苗生産と

もっと様々な機会で実施することで、魚食普及の

中間育成を実施している地域のみであり、参加し

サワラのモデルとしてアピール出来ると考えてい

た子供たちや保護者には貴重な体験であり、今後

る。参加した子供たちが美味しいサワラの本質を

のサワラ栽培漁業の良き理解者となってくれるこ

理解し、次世代に伝えてくれることを期待してい

とを期待している。

る。
また、この活動によりサワラの和洋中の創作料

４．次世代に繋げ！美味しいサワラ
を学び食べる活動
サワラ放流祭での最後の〆は、サワラのことを
学び、その美味しさを体験する食育教室であり、
これまでに 11 回開催されている。場所はさぬき

理はこれまでに 22 品紹介できた。割烹なか渓主
人の中條氏とともに継続は力であることを実感し
ている。これらの料理はサワラの栽培漁業の活動
とともに、いずれ取り纏めて広く公表することが
私の使命と考えている。
このようにサワラの栽培漁業に関わる面々は熱

市漁協小田支所に隣接する漁村センターである。

い想いを持ち、次世代への継承も含めて取り組ん

筆者はこの企画が始まった当初から関わっており、

でいる。今回、サワラの栽培漁業を紹介できたこ

毎回、
「シェフ山本の食育教室：サワラ丸ごと食

とについてあらためて関係者に感謝したい。また、

べまいよ～」のキャッチフレーズでサワラ栽培漁

今後様々な魚種や様々な浜の現場で、こうした取

業の学習とサワラの食文化や栄養、さらにその美

組が展開することを期待する。

味しい食べ方を子供達とその保護者に伝えている。
毎年、サワラの創作料理は 2 品つくり、参加し
た子供たちと関係者に試食とレシピの説明により、
サワラの美味しさを広く知ってもらう企画である。
最初は筆者が中心で企画してきたが、最近は割烹
なか渓の主人の中條昭夫氏が創作料理と捌き方の
指導を担当し、筆者はサワラを学ぶ講演を担当す
る役割分担で、正しく二人三脚で行っている。忘
れていけないのが地元のさぬき市漁協小田支所女
性部や関係者方のボランティアである。彼女達の
協力があるからこそ、この食育教室が継続できて
いて、インタビューしたところ、嬉しいことに女
性部の方たちはこの企画を毎年楽しみにしている
そうだ。
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【海域栽培漁業推進協議会】

各海域栽培漁業推進協議会の平成29年度第1回幹事会を開催
各海域栽培漁業推進協議会（以下、各協議会と
いう）は、平成 29 年度の事業を進めるに当たり

業「栽培漁業総合推進事業」の実施内容等につい
て意見交換を行いました。

幹事会を開催しました。幹事会では、議題 1 とし

特に瀬戸内海海域協議会では、平成 29 年度で

て各協議会の平成 29 年度通常総会に関して、総

6 年目を迎えるサワラ共同種苗生産の実施計画や

会の議案（①平成 28 年度事業報告、②平成 29

各府県の協力体制の確認等を行いました。また、

年度事業計画、③平成 29 年度会費、③役員の選

九州海域協議会では、資源が減少傾向にあるヒラ

任）と開催日等について協議を行いました。議題

メについて、平成 28 年度に引き続き、広域連携

2 では規約の改正について、議題 3 では海づくり

を見据えた打合せ会を開催することといたしまし

協会が各協議会と連携して実施する水産庁補助事

た。

各海域協議会における平成 29 年度第 1 回幹事会の開催実績
海域

開催日

場

所

太平洋北

5月23日(火)

エッサム神田ホール1号館902（東京都千代田区）

太平洋南

5月16日(火)

名古屋ダイヤビル133会議室（名古屋市）

日本海北部

5月23日(火)

エッサム神田ホール1号館902（東京都千代田区）

日本海中西部

5月25日(木)

三ノ宮研修センター904（神戸市）

瀬戸内海

5月13日(金)

TKP岡山カンファレンスセンター（岡山市）

九州

5月18日(木)

福岡県水産会館第1研修室（福岡市）

幹事会の様子
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】

平成２８年度 第３回理事会
平成 28 年度第 3 回理事会は、平成 29 年 3 月

きたいと考えている。新規予算として栽培漁業総

16 日（木）13 時半から東京都千代田区内神田の

合推進事業、平成 29 年度 1 億 1 千 7 百万円ほど

コープビル 6 階第 5 会議室で開催した。

計上している。また、「浜プラン」の着実な実行

来賓として水産庁栽培養殖課伊佐課長、同課加

を支援するための事業として「浜の活力再生交付

藤分析官並びに国立研究開発法人水産研究・教育

金」の予算も確保した。種苗生産施設など、水

機構中島総括研究主幹のご臨席をいただいた。

産資源増大のための施設整備を助成する事業であ

岸会長は、開催の冒頭で「浜の活力再生交付

り、是非、積極的な活用をお願いしたい。水産庁

金の大幅増などを盛り込んだ平成 29 年度予算案

としても資源の増大、回復対策の切り札として

が衆議院を通過し、年度内成立が見込まれること

の栽培漁業が将来にわたり安定的に実施されるよ

になった。予算の確保をはじめ、浜の担い手対策

う、引き続き最大限の支援を行っていく所存であ

や増養殖対策など、全国の沿岸漁業者をご支援い

る。また、現在策定中の新しい水産基本計画につ

ただいている水産庁さんのご尽力に感謝申し上げ

いても栽培漁業についてきちんと重要性を示し、

る。また、栽培漁業については既に第７次基本方

種苗放流、資源管理、漁場整備の三位一体で資源

針が定められ、当協会もその方針に添って、鋭意

を増大させることも是非盛り込みたいと考えてい

６海域の栽培漁業推進協議会の「広域プラン」に

る」との来賓挨拶をいただいた。

基づく取組を進めているが、種苗生産施設の老朽

本理事会では、理事 10 名のうち 7 名の理事及

化、若手技術者の不足、温暖化による種苗生産へ

び監事 2 名が出席し、第 1 号議案平成 29 年度事

の影響などの課題があるため、こうした課題の解

業計画及び収支予算（案）に関する件、第 2 号議

決に向けて会員とともに努力している。水産政策

案平成 29 年度会費に関する件、第 3 号議案平成

が進められるに際して、水産庁、水産機構の皆さ

29 年度負担金に関する件、第 4 号議案平成 29 年

んには、栽培漁業の課題への対応をはじめ、豊か

度役員報酬に関する件について審議し、各議案と

な海づくりに対する一層のご支援を賜るようお願

も原案どおり承認された。また、報告事項の報告

いする」と挨拶した。

を行った。

続いて、水産庁栽培養殖課伊佐課
長より「栽培漁業については、第７
次栽培漁業基本方針の下、資源造成
型栽培漁業の推進や種苗放流と資源
管理を一体的に実施すべく漁獲管理
との連携強化等に 取り組んでい る。
一 方、 栽 培 漁 業 を 取 り 巻 く 環 境 は、
種苗生産施設の老朽化、漁業者の放
流経費の負担能力の低下、都道府県
の財政状況の悪化など、様々な課題
に直面している。こうした状況を踏
まえ、水産庁としては、引き続きト
ラフグやヒラメなどの広域種への支
援を継続する他、消費者・漁業者ニー
ズに合致したノドグロなど新たな栽
培対象魚種の種苗生産技術の開発促
進についても積極的に取り組んでい
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平成２８年度 第３回理事会

平成２９年度 第１回理事会
平成 29 年度第 1 回理事会は、平成 29 年 5 月 9

漁業については、第７次栽培漁業基本方針の下、

日（火）15 時から東京都千代田区内神田のコー

資源造成型栽培漁業の推進や種苗放流と資源管理

プビル 5 階第 1 会議室で開催した。

を一体的に実施すべく漁獲管理との連携強化等に

来賓として水産庁栽培養殖課伊佐課長、同課佐

取り組んできているが、先月、新たな水産基本計

藤専門官並びに国立研究開発法人水産研究・教育

画が策定され、栽培漁業の推進に関する施策も数

機構和田理事のご臨席をいただいた。

多く盛り込んだものとなった。また、栽培漁業の

岸会長は、開催の冒頭で「28 年度の当協会の

推進として漁獲管理や漁場整備と一体となった種

豊かな海づくりに関する諸事業は、滞りなく実施

苗放流を推進することも記載した。一方、栽培漁

することができた。これまでの水産庁、水産機構

業を取り巻く環境は、種苗生産施設の老朽化、漁

の皆様のご支援、また、会員、役員の皆様方のご

業者の放流経費の負担能力の低下、都道府県の財

協力に感謝を申し上げる。本年３月に漁港漁場整

政状況の悪化など、様々な課題に直面しており、

備長期計画、4 月 28 日には水産基本計画が閣議

水産庁としても、資源の増大、回復対策の切り札

決定された。今年度からは、この二つの長期計画

としての栽培漁業が将来にわたり安定的に実施さ

と調和を図りながら、「第７次培漁業基本方針」

れるよう、今年度から新たに栽培漁業総合推進事

に沿って、資源造成型栽培漁業や種苗放流と資源

業を立ち上げた。この中では、従来からの広域種

管理の一体的な推進、各海域の「栽培漁業広域プ

に係る取組に対する支援に加え、ノドグロなどの

ラン」に基づく取組を進めていくことになる。当

ニーズの強い新たな魚種の種苗生産技術の開発に

協会としては、水産庁、水産機構のご指導をいた

着手したところである。また、平成 30 年度の予

だき、会員をはじめ、漁業者の皆さん、国民から

算編成も始まり、必要な予算を確保できるよう、

の支持を得られるよう、栽培漁業の推進による「豊

引き続き努力していく」との挨拶をいただいた。

かな海づくり」に努力するので、皆様のご協力を

本理事会では、理事 9 名のうち 6 名の理事及

お願いしたい」と挨拶した。
続いて、水産庁栽培養殖課伊佐課長から「栽培

び監事 2 名が出席し、第 1 号議案平成 28 年度事
業報告書、同附属明細書、貸借対照表及び正味財
産増減計算書、同附属
明細書並びに財産目録
に 関 す る 件、 第 2 号
議案平成 29 年度事業
計画書及び収支予算書
の変更に関する件、第
3 号議案役員の改選に
関する件、第 4 号議案
平成 29 年度定時総会
付議事項及び開催に関
する件、第 5 号議案会
員の加入について審議
し、各議案とも原案ど
おり承認された。また、
報告事項の報告を行っ
た。

平成２９年度 第１回理事会
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平成２９年度 定時総会
平成 29 年度定時総会は、平成 29 年 5 月 29 日
（月）13 時 15 分から東京都千代田区内神田のコー
プビル 6 階第 3 会議室で開催した。
来賓として水産庁増殖推進部保科部長、同栽培
養殖課加藤課長補佐、同課佐藤専門官並びに国立
研究開発法人水産研究・教育機構和田理事のご臨
席をいただいた。
岸会長は、冒頭「平成 28 年度の当協会の豊か
な海づくりに関する諸事業は、滞りなく実施する
ことができた。これも、会員の皆様のご協力と、
水産庁及び水産機構のご支援 ･ ご指導によるもの

挨拶する岸会長

であり、深く感謝を申し上げる。さて、本年４

となるよう、引き続き努力していく」との挨拶を

月 28 日に新たな水産基本計画が策定され、現在、

いただいた。

水産庁ではこの基本計画に基づいて展開する具体

定時総会の議事として、第 1 号議案平成 28 年

的な施策と平成 30 年度予算要求についてご検討

度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書

中と伺っている。ぜひ、栽培漁業をはじめ、豊か

及び財産目録に関する件、第 2 号議案平成 29 年

な海づくりを促進する事業、関連予算の充実を

度会費に関する件、第 3 号議案平成 29 年度役員

図っていただくようお願いしたい。当協会として

報酬に関する件、第 4 号議案規程の改正に関する

は、国の事業・予算も活用させていただきながら、

件及び第 5 号議案理役員の選任に関する件並びに

会員をはじめ、漁業者、関係団体はもとより、国

報告事項として平成 29 年度事業計画書及び収支

民からの支持を得られるよう、「豊かな海づくり」

予算書に関する件が上程、報告された。

に努力するので、皆様には引き続き、ご支援・ご
協力をお願いしたい」と挨拶した。
続いて、水産庁増殖推進部保科部長より「栽培
漁業については、第７次栽培漁業基本方針の下、
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事務局より、現在正会員数 97 会員のところ、
本人出席 6 会員、委任状代理出席 22 会員、議決
権行使書による行使 68 会員であり、総会が成立
している旨報告を行った。

資源造成型栽培漁業の一層の推進や種苗放流と資

総会の議長には一般社団法人海洋水産システム

源管理を一体的に実施すべく、資源管理との連携

協会津端英樹会長が就任。議長は議事録署名人と

強化等も取り組んできているところであるが、今

して一般社団法人マリノフォーラム 21 井貫代表

年度から新たに栽培漁業総合推進事業を立ち上

理事会長及び公益財団法人海と渚環境美化・油濁

げ、従来からの広域種に係る取組に対する支援に

機構松本専務理事の 2 名を指名した。

加え、ノドグロなどのニーズの強い新たな魚種の

議事に入り、第１号議案平成 28 年度事業報告

種苗生産技術の開発に着手したところである。さ

書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目

らに、本年 4 月には、栽培漁業の推進に関する施

録に関する件について、濱田専務が資料に基づい

策も数多く盛り込んだ新たな水産基本計画が策定

て 28 年度の事業について概要を報告するととも

された。栽培漁業を取り巻く環境は、種苗生産施

に、財務諸表の説明を行った。続いて渡辺監事か

設の老朽化、漁業者の放流経費の負担能力の低下、

ら平成 28 年度監査結果について「監事は理事会

都道府県の財政状況の悪化など、様々な課題に直

等に出席し、理事等から職務の執行状況について、

面している中、本計画を着実に実施することによ

報告を受けるなどにより、業務及び財産の状況を

り、栽培漁業がさらに機能を発揮して、漁業者の

調査し、事業報告について検討した。さらに、会

資源の確保とひいては輸出の振興にも繋がるもの

計帳簿等の調査を行い当該年度に係る計算書類等
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について検討した。監査の結果、その内容は適正

く原案どおり承認された。

なものと認る」との報告があった。質問、意見は

次に報告事項として平成 29 年度事業計画書及

なく議長が賛否を諮ったところ、全員意義なく原

び収支予算書に関する件について、濱田専務が資

案どおり承認された。

料に基づき説明した。質問意見はなく、了承され

次に第 2 号議案平成 29 年度会費に関する件、
第 3 号議案平成 29 年度役員報酬に関する件及び

た。
以上をもって定時総会を終了した。

第 4 号議案規程の改正に関する件は関連議案とし
て一括して上程され、濱田専務が資料に沿って説
明を行い、
「震災等に伴う会費の減免の申請があっ
た場合などの対応は会長に一任いただきたい」旨
発言した。質問、意見はなく議長が賛否を諮った
ところ全員異議なく原案どおり承認された。
次に第５号議案役員の選任に関する件につい
て、議長が「候補者の名前をおひと方づつお呼び
しお諮りする」とし、事務局が理事候補者 12 名
と監事候補者 2 名の名前を読み上げ、全員異議な

総会全景

平成２９年度 第２回理事会
平成 29 年度第 2 回理事会は、平成 29 年 5 月

案の役付理事の選定に関する件につき、濱田理事

29 日（月）コープビル 6 階第 5 会議室において、

が議長となり審議を行った。その結果、会長に岸

平成 29 年度定時総会終了直後 13 時 50 分から開

宏氏、副会長に山本勇氏、専務理事に濱田研一氏

催した。本理事会では定時総会で選任された理事

が再任された。

12 名のうち 9 名の理事と監事 2 名が出席し、議

新役員名簿
公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会
理事・監事
会

長

氏

名

岸

所

宏

全国漁業協同組合連合会

勇

大分県漁業協同組合

属

備考

副 会 長

山

本

専務理事

濱

田

研

一

理

事

大

井

誠

治

岩手県漁業協同組合連合会

理

事

佐

藤

伸

治

北海道

新任

理

事

平

野

仁

彦

福井県漁業協同組合連合会

新任

理

事

立

岡

大

助

千葉県

新任

信

山口県漁業協同組合

理

事

森

友

理

事

中

村

勝

行

長崎県

新任

理

事

内

海

和

彦

全国漁業共済組合連合会

新任

理

事

菅

原

幸

洋

全国漁青連

理

事

大

森

敏

弘

全国漁業協同組合連合会

監

事

佐

藤

政

俊

福岡県漁業協同組合連合会

監

事

渡

辺
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告１

イワガキの資源管理と岩盤清掃、流通対策の取組
石川県水産総合センター企画普及部
普及指導課長

池森

貴彦

開催日時：平成 29 年 1 月 27 日午後 1 時 30 分から 3 時 30 分まで
開催場所：石川県水産会館

5 階研修室

石川県金沢市北安江 3 丁目 1-38

研修対象者：石川県内関係漁業者、関係漁業者団体、石川県内水産主務課、石川県水産総合センター
講

師：鳥取県栽培漁業センター
石川県水産総合センター

研究員

門脇慧史

普及指導課長

池森貴彦

出 席 者：25 名

１

はじめに
石川県においてイワガキは重要な漁獲物であ

り、かつて（平成 13 ～ 17 年）には 500ｔほど
の漁獲があったが、最近では 200ｔ前後の漁獲と
なっている。県内の羽咋市柴垣や加賀市橋立など
一部の海域では天然の岩場で漁獲されているが、
大部分は消波ブロックや潜堤などのコンクリート
構造物に付着したものを漁獲している。
一般的にコンクリートに付着したイワガキを採
取した跡にはイワガキが再付着しにくいため、イ
ワガキを漁獲するには次々と新しい漁場（消波ブ

門脇氏の講演

ロックや潜堤）に行く必要があるが、公共事業も
頭打ちになり、今後も新しい漁場が次々と造成さ

型イワガキの蓄養試験を実施している。まだ試験

れることは難しい。これからは、今あるイワガキ

中ではあるが、その取組について報告した。

資源を管理しながら有効利用していくこと、再生
産されやすい環境を整えることが大事と考え、本

講演の概要
〔鳥取県〕

研修を開催した。

◦
２

たイワガキを素潜りやボンベ潜水で漁獲し

研修会の概要
鳥取県では、漁獲量は一旦減少したのちは一定

ている。漁獲量は平成元年から 12 年にかけ

量で維持されている。以前からイワガキの資源管

て増加し、12 年には 266ｔの漁獲があった。

理に取り組まれ、かつて漁場だったところの岩盤

しかしその後平成 16 年にかけて減少し、16

清掃やその後の管理を積極的に実施されている。

年には 125ｔと半減した。しかしその後は資

その取組についてご講演いただいた。

源管理の実施や深い漁場での漁獲などによ

そして本県においても、橋立地区で漁業者が小

48

鳥取県では、岩礁域や人工構造物に付着し
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り 170ｔ前後の漁獲を維持している。

◦

平成 18 年に鳥取県イワガキ資源回復計画を

こともあり、冬季の波浪に耐え効果的に蓄養

策定した。漁期は 6 ～ 8 月、殻高 10㎝以上

できる方法を検討中である。

または重量 200ｇ以上。さらに場所によって
操業時間や漁獲量規制を設けた。
◦

◦

人工構造物の漁場では漁獲後そのままではイ

３

質疑応答

〔鳥取県に〕

ワガキの幼生が付着できないため漁場とし

岩盤清掃はどれくらいの効率ででき、金額は

て使えなくなる。そのため岩盤清掃にも取り

いくらかかるか？

組んでいる。岩盤清掃にはケレンや水中グラ

１時間で黒板ぐらいの面積を清掃することが

インダーなどを用いたが、どれも水中での体

できる。まず、機材を用意するのにも費用

への負担が大きい。清掃時期も重要であり、

が要る。消波ブロックを 100ｍほど清掃する

鳥取県ではイワガキ幼生が多く出現する 9

のに約 240 万円かかった。清掃する時期は、

月から 10 月にかけて実施している。

イワガキ幼生が付く時期にやる必要がある。

平成 17 年より殻高 13㎝以上のひらがきを「夏
輝（なつき）
」としてブランド化しており、

「夏輝」の販売先は県内か、それとも県外か？

それにともなって漁獲量は一定にもかかわ

市場出荷と直販とどちらが多いか？

らず単価や漁獲金額が上昇した。

ブランド化したイワガキは関西への出荷が多
く、市場出荷によるものが多い。

〔石川県〕
◦

石川県でのイワガキの漁獲量は平成 16 年の

〔石川県に〕

522ｔをピークに減少し始め、近年は 200ｔ

イワガキは間引いているのか？間引いたとこ

前後となっており下げ止まってはいない。イ

ろのイワガキは大きくなっているのか？

ワガキの漁獲は、一部の海域では天然の岩場

イワガキは過密な所を間引いており、殻は大

で漁獲されているが、大部分は潜堤や消波ブ

きくなっているが身入りはあまり良くない。

ロックで漁獲されている。
◦

イワガキがコンクリートの壁面に過密に付着

ノロウィルスに対して紫外線殺菌海水は効果

していると大きく生育できない。加賀市橋立

があるのか？

地区では、平成 25 年からこのイワガキを採

ノロウィルスはカキ類に少量でも残っている

集し網カゴに入れ、漁港の沖側にある堤防の

と、人体に入り発症するのであまり効果は見

内側の蓄養水面に張ったロープに垂下し、蓄

込めない。しかし、イワガキのシーズンであ

養を試みている。冬季の波浪により、カゴや

る夏は発生しにくい。

重りが砂に埋まって回収できずに失敗した

ノロウィルスの完全除去は難しいが一般細菌
には効果がある。しかし、殺菌海水に長く浸
けすぎると産卵してしまうので、浸漬時間は
24 時間としている。
４

謝辞
鳥取県栽培漁業センターの門脇慧史研究員には

大変お忙しい中、鳥取県でのイワガキに関する取
組みについて講演していただきました。心からお
礼申し上げます。受講した漁業関係者や行政関係
者にとって、これからのイワガキ資源について考
える大変有意義な研修会となりました。
最後に、主催者の公益社団法人全国豊かな海づ
くり推進協会には、本県からの研修の要望を採択
筆者の講演

していただき、厚くお礼申し上げます。
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豊かな海づくりに関する現地研修会報告２

漁獲物の品質向上と高品質な水産物供給に向けて
京都府水産事務所
海のにぎわい企画課長

梅本

和宏

開催日時：平成 29 年 2 月 20 日（月）14:00 ～ 16:20
開催場所：京都府宮津市字文珠
講

ホテル北野屋

師：お魚かたりべ・お魚アドバイザー

ハーモニーホール

やまさき

山嵜

きよはり

清張 氏

（元兵庫県明石浦漁協及び兵庫県漁連職員）
出 席 者：約 120 名（漁業者、漁協職員、仲買人組合、海の民学舎研修生、関係機関職員、市町及
び府職員等）

１

はじめに

けて」と題して、お魚かたりべ・お魚アドバイザー

京都府では、漁獲物の品質向上、高品質な水産

として、全国で活躍されている山嵜講師から、兵

物供給に向けて、漁獲物の活き締め出荷等を推進

庫県明石式の活き締め出荷技術等について、講演

しています。今回、京都府漁業協同組合と連携し

していただきました。

て、府内の漁業関係者による活き締め出荷等の更

その後、ヒラメを対象魚として、明石産の活き

なる推進に役立てるために、兵庫県明石式の活き

締め魚（活き締めから 1 日及び 3 日経過した魚の

締め出荷技術等に係る研修会を開催しました。

切り身）と京都府産の鮮魚（野締めから 1 日及び
2 日経過した魚の切り身）を試食し、最後に、全

２

研修会の概要

体を通した質疑、意見交換が行われました。

「漁獲物の品質向上と高品質な水産物供給に向

山嵜講師の講演風景
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研修会の様子

３

講

演

見えない方の尾の一部を切って、背骨が見え

「漁獲物の品質向上と高品質な水産物供給に向けて」
お魚かたりべ・お魚アドバイザー

山嵜清張

（１）明石のセリと魚の取り扱い等
・明石（明石浦漁協）では、活魚が基本で、生
きた魚がセリにかけられる。
セリの時間は、午前 11 時 30 分からで、セリ
場は禁煙である。
・セリ後、仲買人は購入した魚を直ぐに生け簀
に収容して活け越しを行う。
・魚の活け越しには、漁業者が魚を落ち着かせ
るために行うものと、仲買人や料理屋がセリ
で興奮した魚を落ち着かせ、餌を吐かせ、お
いしくするために行うものがある。
・活け越しは、単に魚を生かしておけば良いとい
うものではない。活け越しでは、十分な海水
とエアーが必要で、収容量は魚種にもよるが、

る状態で針金を通す方法である。
・頭の方から神経を抜く方法もあるが、マダイ
は頭側の骨が堅いため、明石では、尾側から
針金を入れている。
・神経抜きは、慣れるまでは、まっすぐで細め
の針金で行うのが良い。
・魚の血抜きは、魚を流水に入れて、水から血の
気がなくなれば良い。魚の血は、料理人にとっ
ては不要なもので、魚に血残りがあると、身
に臭いが残るとともに、色も悪く、熱を入れ
ると堅くなり、食感が変わる。
・血抜き後の魚の予冷に関しては、魚は締める
と、細胞が緊張し、特に神経のある背骨部分
の温度が微妙に上がるので、それを元に戻す
ため、海水温より、少し低い温度で魚を冷やす。
・活魚を締めると鮮魚になるが、鮮魚は、活かっ

魚はできるだけ広めの所に入れ、水槽の蓋を

ている状態（死後硬直までの状態）、身が締まっ

して概ね半日、長くて１日保管する。

ている状態（死後硬直状態）、戻っている状態

活け越しが長くなると、魚が海水に慣れ、餌
を食べようと動き出す、また、慣れた魚は逃
げようとして暴れ、ヒレや体表がスレたり、
鱗に傷が付くなど、商品価値が下がる。

（死後硬直が解け柔らかくなった状態）の３段
階がある。
・魚の神経抜きは、身が締まるまでの時間が長
くなるとともに、その間に身が分解され旨味

・活け越した魚は、手カギ等で即殺して締める

や甘みが出てくる。また、締まった状態の時

が、1 回で即殺しないと魚が暴れ興奮状態に戻

間も長くなるため、お客さんへ提供できる時

る。小型魚は、手間の関係から即殺せずに締

間も長くなる。活け越しをして、きっちりと

める。

締めて処理すれば、青魚でも数日後であって

・締めは、エラ蓋をめくり、背骨部分を包丁で
切り、神経を切断するとともに、その下側に

も刺身で提供できる。
・魚の背骨の上側に神経が、下側に血管があるこ

ある血管を切って血を出させる。魚は、この

とを理解して、慣れるまでは、尾の一部を切り、

段階で活魚から鮮魚になる。

背骨が見える状態で針金を通して、神経抜き
をするのが良い。

（２）神経抜き等
・神経抜き用の針金は、基本的には背骨の上側

・魚の神経抜きは、何のために行うかというと、
食べる人のために、また魚価向上のために行

の神経部分に通すだけである。

うもので、自らの技術を、人に自慢するため

神経に針金を刺すと、魚の表面の色が直ぐに

に行うものではない。また、確実に行うこと

白くなる。専門用語で「飛ぶ」という。また、

が大事である。

閉じていた背ヒレがパッと開くため、神経に
針金が入ったかどうかは直ぐにわかる。後は、
神経部分に入った針金を抜き差して神経を完
全に破壊する。
・一番簡単なのは、魚を左頭にして、切り口が

（３）温度管理の重要性等
・魚の取り扱いや流通で、一番大事なのは、温
度管理である。温度の上下変化が大きいほど、
品質が不安定となることを十分踏まえておく
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（主な質疑応答）

必要がある。
・魚を処理して保管する場合は、空気に触れさ
せないようにする。

神経抜きについて、マダイは鼻の穴から針金
を入れる方が簡単なような気がするが、どう

・定置網等で魚が大量に獲れた場合は、生け簀

か。

で可能な範囲で持ち帰り、１尾だけでも神経

明石では、普通の魚は頭から、マダイは尾か

抜きをして出荷するようにしていくのが良い

ら針金を入れる。マダイの頭の骨は硬いため、

と思う。

鼻の穴からも入れるようになっているが、尾
から針金を入れるよりも、慣れが必要である。

（４）今後に向けて

鼻の穴からでは、まっすぐの針金は上手く入

・魚の価格は、漁業者だけは簡単には上がらな
い。仲買人、料理人に理解してもらう必要がある。

らないし、針金が曲がり、その後使えなくな
るケースもある。

・魚の流通では、魚を左頭にすることと、漁業者、
仲買人、料理人が連携してバトンをしっかり

神経抜きの練習をする場合に、実施しやすい

渡すことを頭に置いて対応してほしい。最終

魚や難しい魚があれば教えてほしい。

的なゴールは、消費者が食べることであるが、

頭から針金を入れるのあれば、マダイなど白

魚が自分の所を早く通過さえすれば良いとい

身で骨が硬い魚は避ける方が良い。スズキや

う考えではなく、おいしい魚を、良い状態で

ヒラメは実施しやすい魚種である。小型のカ

提供していく取り組みを進めてほしい。

サゴなども練習用には良い。また、青魚も、

・そのために、現場では、常に温度計（非接触

どちらかというと実施しやすい。最初は、背

形式）を持ち、温度管理の実践に取り組んで

骨を見なが実施し、慣れてくれば、背骨を見

いただきたい。

ずに実施するようにするのが良いと思う。

４

試食

あえて神経を抜かずに提供する場合があるよ

ヒラメを対象魚として、明石産の活き締め魚（活

うであるが、どのような場合に、そのような

き締めから 1 日及び 3 日経過した魚の切り身）と

対応をされているのか教えてほしい。

京都府産の鮮魚（野締めから 1 日及び 2 日経過し

お客さんへの提供時間によっては、神経抜き

た魚の切り身）の試食が行われ、出席者で、甘み、

をせず早く締まった魚を提供する方が良い場

旨味の違いなどを確認しました。

合があり、お客さんの予約状況を見て、神経
抜きの実施を判断している。

試食風景
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講師からの活き締め魚の紹介

参加者からの質問

講師との意見交換

底びき網でマダイが多く漁獲される場合があ

理屋さんから神経締めの魚がほしいと依頼が

るが、漁船の水槽数から全てを生かして持ち

あっても、現状では、仲買人が活魚で買った

帰れれないため、活魚以外は、血抜きをし

ものを神経締めして提供するしかない。神経

て持ち帰るようにしている。この時に神経抜

締めをした魚を買いたいという料理屋が多数

きをする方が効果があるか。血抜きは、流水

ある中で、明石では、仲買人から漁業者への

で処理すればよいと説明があったが、夏場

働きかけをどのようにされたか、今後、府で

は、海底は 15℃前後でも、漁船での流水温

は、どのように働きかけをする方が良いかな

は 24℃から 25℃程あるが、氷を使用する方

ど、教えてほしい。

が良いか。

京都府の漁業や流通の現状を踏まえると、漁

漁獲物が大量の場合は、全てを処理できない

協にお世話になり、進めていくのが良いと思

が、生かして持ち帰る、また神経抜きを実施

う。

しようという考えがあるなら、もう 1 つ水槽
を増やす方向で考えるのが良いと思う。神経
抜きの効果に関しては、魚の商品価値がぜん

５

謝辞
講師をお引き受けいただいた、お魚かたりべ・

ぜん違うため、やるだけの効果はあると思う。

お魚アドバイザー

夏場の流水での血抜きに関しては、氷を使用

い中、兵庫県明石式の活き締め出荷技術等に係る

して、温度を少し下げた方が良いと思う。

講演と活き締め魚の試食を通じ、今後に向けた指

山嵜清張様には、大変お忙し

導助言をいただきました。心からお礼申し上げま
神経締めをして、特においしくなる魚はある
か。

す。
今回、受講した漁業者や漁協職員、仲買人組

神経締めは、購入後の使い勝手の面で大きな

合、関係機関の職員等にとって有意義な研修会と

差が出る。また、鮮度面では青魚で、味的に

なり、今後、府内での活き締め出荷等の更なる推

は白身の魚の方で効果がある。神経締めをし

進に役立つものと考えます。

て、長く置けるのは、同じ魚種でも大型の方

最後に、主催者の公益社団法人全国豊かな海づ

である。神経締めの効果は、その魚が、どの

くり推進協会には、本府からの研修の要望を採択

漁業で獲れたかにもよって異なる。

していただき、厚くお礼申し上げます。

販売先の料理屋さんからも神経締めをしてほ
しいというニーズはすごくある。府では、料
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】

平成29年度藻場調査・磯焼け対策実習会開催報告
◤はじめに◢

のモニタリング

平成 29 年 6 月 10 日（土）～ 11 日（日）、東

が求められる機

京海洋大学館山ステーションにおいて、平成 29

会も増えてきて

年度藻場調査・磯焼け対策実習会を開催しました。

います。潜水実

この実習会は磯焼け対策に取り組む都道府県の行

習では、誰もが

政、水産試験場、栽培漁業関係法人、都道府県漁

実施できる手法

連（漁協）の担当者や水産高校教諭を対象に具体

として景観被度

的な生物観察及び調査手法等の実習を通じて、相

の記録を実習し、その後、参加者が記録した結果

互の情報共有・交流、全国的な藻場環境保全・磯

を参加者と講師とでレビューを行いました。潜水

焼け対策の一層の促進を図ることを目的に東京海

実習の際に水中間欠カメラを設置し、2 日目には

洋大学海洋科学部の藤田大介准教授の協力を得て、

そのときに撮影した写真を確認し、カメラの活用

同大学学生実習と合同で開催しています。

方法の紹介がありました。

◤概要◢

藻場面積測定の手法として、安藤氏、綿貫氏か

全国から研究機関の担当者や水産高校教諭等

らハンディ GPS の使用とデータの処理方法、ス

14 名と海洋大学生 30 名が集まり、現場での調査

マホアプリの活用について講義を行いました。ド

手法を実習し意見交換を行いました。藻場調査・

ローンを活用した藻場面積算出方法では、ドロー

磯焼け対策の最前線で活動される藤田准教授、オ

ン導入を視野に入れた参加者も多く、空撮画像処

フィス MOBA 中嶋泰氏、株式会社アルファ水工

理の手順、導入の留意点が参考になったようです。

コンサルタンツ綿貫啓氏、
（一社）水産土木建設

南里氏からウニの侵入を防ぐ方法の一つとして、

技術センター安藤亘氏、株式会社ベントス南里海

ウニフェンスの作り方の講義がありました。

児氏に講師をお願いし、実習でも指導をいただき

◤おわりに◢

ました。また、2 日目の藻場調査におけるドロー

意見交換会では講師と参加者また海洋大学生と

ン活用のデモンストレーションでは、沿岸域の調

で和気藹々と活発な情報交換が行われ、都道府県

査・解析の専門的な技術をもつ株式会社水域ネッ

や立場の垣根を越えた繋がりができたことも成果

トワークにご協力いただきました。

の一つです。本実習会が全国の藻場保全・回復活

はじめに「館山市沿岸の藻場の現状」について
藤田准教授が講義を行いました。引き続き、南里
氏から「潜水時の安全管理」と題して潜水調査で

です。
実習会にあたりご協力いただいた先生方、東京

の注意点を、中

海洋大学応用藻類学研究室、館山ステーションの

嶋氏より「潜水

皆様に厚く御礼申し上げます。

ガイダンス・潜
水による調査又
は磯の観察」と
題して磯焼け対
策に関わる主な
調査とその内容
や藻場の被度調
査の方法につい
て紹介しました。
最近は漁業者
自身による藻場

54

動の一助となり拡がりをもつことができれば幸い
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