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言

規制改革会議と資源管理
水産庁資源管理部
部長

崇

現在、内閣府の規制改革推進会議に水産ワーキ

いう反論、②「ノルウェーのような数量管理制度を

ング・グループが設置され、9 月 20 日の第 1 回

導入すべきだ」という主張に「多種多様な魚種を

会合を皮切りに会合が重ねられています。水産

多種多様な漁法で漁獲する日本にはなじまない」

ワーキング・グループでどのような結論が出され

という反論・・・等々様々な議論が行われてきま

るかについては今後の議論を待たねばなりません

した。どちらの主張も事実ではあるのでしょうが、

が、9 月 20 日の第 1 回会合で座長は「水産ワー

かといってそれが全てではない、つまり一方の主

キング・グループにおける今期の主な審議事項」

張ではカバーし切れていない部分があり、より細

を提示しています（ワーキング・グループの資料

かな分析と議論が必要ではないかと思います。

や議事録は規制改革会議のホームページで見るこ

細かな議論の入り口として、日本の EEZ 内の

とが出来ます）。それによれば、

漁業生産量はマイワシの漁獲を除いても減少傾向

１．漁業の成長産業化に向けた水産資源管理の点

にあるという事実の直視が必要です（詳しくは、
ワーキング・グループ第 2 回会合に提出された国

検
２．水産物の流通構造の点検

立研究開発法人 水産研究・教育機構の資料を参

３．漁業の成長産業化と漁業者の所得向上に向け

照ください）。我々はこの事実を出発点とし、①

た担い手の確保や投資の環境整備

2

神谷

漁獲が減少してきた原因は何かを魚種別に調べ

の 3 項目が挙げられており、中でも資源管理は最

（獲りすぎ？漁業者の減少？環境変動？外国漁船

初に示されています。各項目には補足説明が加え

の漁獲？）、②これまでの対策で減少を止められ

られていますが、資源管理の部分は次の様に説明

なかった原因は何かを調べ、③今後どのような対

されています。

策を講じていくか、の議論が必要となってきます。

“世界第 6 位の排他的経済水域（EEZ）を有効

一方で、TAC 魚種では太平洋のマサバのよう

に活用し持続可能で成長力ある漁業を実現するた

に資源が「早急に回復しなければならない水準」

めに、現在の水産資源管理手法等について評価・

から脱しつつあるものが出てきています。これは

検証し、産出量規制や個別割当の積極的活用を含

資源管理の次のステップとして資源を「どの水準」

め、必要な見直しを行う。その際、長年にわたる

まで「いつ」までに増大させるのが産業として望

栽培漁業の効果について事実に基づき検証し、水

ましいかを議論すべき段階に入ってきたことを意

産資源の将来見通しや管理手法の検討に当たり考

味します。例えば、日本は毎年 7 万㌧のサバを輸

慮する。
”

入しています。現在の漁獲に加え輸入と同じサイ

この方向性に基づき、これから様々な立場から

ズのサバ 7 万㌧を継続的に追加漁獲できるように

議論や検討が行われていくことになるのでしょ

するには資源をどこまで増大させれば良いか？と

うが、水産業の成長産業化の基礎は資源管理にあ

いった、過去からすれば夢のような議論が実際に

るという部分に異を唱える方はおそらくいないで

必要となりつつあります。

しょう。問題は、現状をどのように認識し、どの

資源管理といえばとかく漁獲規制という重いイ

ような手法で資源管理を推進していくかという部

メージが強調されがちですが、成長産業化に向け

分ではないでしょうか？

関係者が夢を持って前向きに様々な議論が出来る

これまで資源管理を論ずるときに、①「資源評

段階になりつつあるのも事実です。成長産業化に

価をもっとしっかりすべきだ」という主張に「資

向けて微力ながら頑張っていきたいと決意を新た

源は環境で変動する。資源評価は当たらない」と

にする今日この頃です。
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「キアンコウ」の初期飼育試験
～初期生態の解明に向けて～
（地独）青森県産業技術センター水産総合研究所
資源増殖部
資源管理部

１．はじめに

鈴木
竹谷

亮
裕平

２．始まりの初期飼育

「キアンコウ」は冬の味覚として有名な魚の一

津軽海峡では本種の産卵期である 5 ～ 6 月、漁

つで、青森県でも重要な魚種として位置づけられ

業者により、漁具に絡まったり海面を浮遊して

ています。青森県では主に産卵期である 5 ～ 6 月

いるキアンコウの卵が多く目撃されます。キアン

に、太平洋・日本海で底曳網、津軽海峡で刺網に

コウの卵は卵径 1.7㎜でカエルの卵に似た「凝集

より漁獲されています。また、津軽海峡東部に面

性浮遊卵」で、顕微鏡で拡大して見てみるとゼラ

する風間浦村では、地元漁協を中心に「風間浦村

チン状物質に 1 つ 1 つ包まれています（写真 1）。

きあんこう資源管理協議会」を組織して、生態調

平成 24 年 6 月 5 日、漁業者の協力を得て津軽海

査を目的とした標識放流や、未成魚である体重 2

峡を漂うキアンコウ受精卵を採集し、当研究所へ

㎏未満の小型魚の再放流等、資源管理に努めてい

搬入しました。これが私（鈴木）の初めてのキア

ます。しかしながら、青森県におけるキアンコウ

ンコウの飼育となりました。その年は、6 月 27 日、

の漁獲量は平成 21 年頃を境に減少傾向にありま

7 月 20 日と計 3 回の受精卵を搬入し、ふ化飼育

す（図 1）
。

試験に用いました。

図１

青森県のキアンコウ漁獲量（棒グラフ）と
単価（線グラフ）の推移

写真１

キアンコウの卵

飼育方法はいずれも受精卵を 1 t パンライト水

キアンコウの生態は解明されていないことが多

槽へ収容し、1.4 回転 / 日（60 L/h）になるよう

く、適正な資源管理を行うために、ふ化仔魚の飼

に自然水温 16 ～ 20ºC の濾過海水掛け流しで管理

育試験や天然海域における仔稚魚分布調査、標識

を行いました。餌料は、海産魚類の種苗生産で一

放流・バイオロギングによる行動解析、年齢査定

般的に用いられることが多いシオミズツボワム

や資源量推定等の研究を進めています。今回は、

シ（以下、ワムシ）とアルテミアを、成長に合わ

謎多き魚「キアンコウ」の初期生態の解明に向け

せて割合を変えて給餌しました。また、飼育水を

たふ化飼育試験で得られた結果について報告し

遮光して仔魚を落ち着かせることを目的に、冷蔵

ます。

濃縮淡水クロレラ（クロレラ工業㈱：生クロレラ
V12）を添加しました。
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図２

採取した仔魚と日本産稚魚図鑑の比較（左：採取した仔魚

右：稚魚図鑑の仔魚）

いずれのバッチも、当研究所へ搬入した時点で

化・飼育試験に初めて取り組みましたが、エアレー

受精卵がゼラチン状物質から脱落して、既にふ化

ションにより表層から水槽底部に対流を作り出し

している個体もいました。最初に、ふ化した仔魚

たバッチではワムシ及びアルテミアを摂餌させる

と「日本産稚魚図鑑」 を比較した結果、形態が

ことに成功し、背鰭第 4 棘までの伸長と形成、腹

同一であったことからキアンコウであると判断し

鰭の伸長と分岐と、22 日齢までの形態ステージ

て、飼育を継続しました（図 2）。

を確認することができました。

1）

1 回目の仔魚は表層に浮いている個体が多く、
中層を遊泳している個体は殆ど見られませんでし
た。卵のう吸収後の 3 日齢から冷蔵濃縮ナンノク

３．苦難の初期飼育
平成 25 ～ 27 年までは、自然水温の濾過海水か

ロロプシス（クロレラ工業㈱：ヤンマリン K–1）

ら 20ºC に加温した調温海水の掛け流しへの変更

で 24 時間栄養強化したワムシを 1 回あたり 4.5

や、冷蔵高度不飽和脂肪酸強化濃縮淡水クロレラ

～ 5.0 個体 /cc、1 日あたり午前と午後の 2 回給

（クロレラ工業㈱：スーパー生クロレラ V12）に

餌を行いましたが、摂餌している様子が見られず、

よるワムシの栄養強化等、飼育環境を変えながら

7 日齢に大量へい死が発生しました。原因は栄養

飼育試験を行いましたが、いずれのバッチでも

不足と考えられました。

14 日齢以降に大量へい死が起こり、18 日齢には

1 回目の結果を踏まえて、2・3 回目は、中層

全滅状態と、思うような飼育結果を残すことがで

に仔魚がとどまるように水槽中央からエアーを強

きませんでした。一方で、卵管理の水温を 20ºC

く出し、表層から水槽底部に行く対流を作ってみ

に加温すると、ふ化率が高くなることが分かりま

たところ、表層に浮遊している個体は殆ど見られ

した。

ませんでした。給餌は 1 回目と同様に卵のう吸収
後からワムシを与え、12 日齢からインディペプ
ラス（サイエンティック㈱）で 24 時間栄養強化

平成 24 ～ 27 年までは筆者（鈴木）が 1 人で飼

したアルテミアを 1.0 ～ 1.5 個体 /cc の給餌量で

育試験を行ってきましたが、5 年目の平成 28 年、

1 日 1 回給餌しました。13 日齢の個体の腹部を

キアンコウの生態・資源解析等を行っていた当

解剖して、消化器官内から胃内容物を確認したと

所資源管理部の竹谷主任研究員が参加するととも

ころ、ワムシ（写真 2：黄枠）及びアルテミア（写

に、（地独）青森県産業技術センターと連携協定を

真 2：赤枠）の摂餌を確認することができました。

締結している国立大学法人北海道大学大学院水産

その後、順調に成長していましたが、18 日齢に

科学研究院（以下、北大）の高津哲也教授・中屋

大量へい死が

光裕特任助教とともに、初期生態の解明に向け共

起こり、22 日

同研究することとなりました。

齢に最後の 1

平成 28 年 5 月 25 日に、津軽海峡で定置網に

個体がへい死

入網した受精卵を入手し、当研究所 1 t パンライ

し て、 こ の 年

ト水槽へ搬入・収容しました。飼育方法は、仔魚

の飼育試験は

の遊泳力等を考慮して、濃縮淡水クロレラの添加

終了しました。

を止め、通気は強通気から弱通気に変更しました。

こ の 年、 キ
写真２

4

４．兆しの初期飼育

消化器官内の摂餌状況
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アンコウのふ

また、卵から 10 日齢までは飼育水温 20ºC 調温
海水の掛け流し、回転数 0.25 回転 / 日（10 L/h）
、

11 日齢以降は北大における「低い水温で生残が

日齢で 3 本、13 日齢で 4 本、25 日齢で 5 本と増

高くなる」という知見

を参考に、水槽内の水

えました。一方、25 日齢でも 2 本しか形成して

温が 16 ～ 18ºC になるように 14ºC 調温海水を用

いない個体も確認されたため、キアンコウは個体

いて、0.5 回転 / 日（20 L/h）の掛け流しで管理

成長差がかなり大きい魚種であるものと考えられ

を行いました。

ました（図 4）。

2）

給餌は、4 日齢以降から常にキアンコウ仔魚の
視界に餌がある状態にするために、ワムシの給餌
量を 10 ～ 30 個体 /cc、アルテミアは 5 ～ 8 個体
/cc を 1 日 2 回（午前・午後）給餌しました。ワ
ムシは高度不飽和脂肪酸強化濃縮淡水クロレラ、
アルテミアの栄養強化にはインディペプラスを用
いて、24 時間栄養強化を行いました。
この年は、上記のように従前から大幅に飼育方
法を改善して初期飼育試験に臨みました。その結
果、相変わらず水面に浮いている個体はいるもの
の、個体の約 60％は中層から底付近を遊泳して
おり、ワムシを給餌した 2 日後の 6 日齢には個体
の約 40％がワムシを摂餌、8 日齢には全ての個
体がワムシを摂餌していることを確認しました。

図４ 日齢及び全長と背鰭棘本数の関係
（値は平均値，エラーバーは標準偏差）

５．発展の初期飼育
平成 29 年も 5 月 29 日に前年度同様、津軽海

アルテミアは給餌した 12 日齢から摂餌が確認さ

峡の定置網に入網した受精卵を搬入し、濾過海水

れました。8 日齢以降は空胃率が 50% を下回り、

で受精卵を洗浄後、1 t パンライト水槽へ収容し

これまでよりも摂餌する個体が増えました（図

ました。受精卵を洗浄した理由は、平成 28 年の

3）
。成長は、20 日齢で平均全長 7.3 ㎜・背鰭棘数

飼育試験の際、卵帯部に付着し混入したと思われ

4 本、25 日齢で平均全長 7.9 ㎜・背鰭棘数 5 本、

るカイアシ類、軟体動物など多くの生物の混入が

32 日齢には平均全長 8.5 ㎜・背鰭棘数 5 本、成

飼育水槽内に見られたためです。飼育環境の変更

長とともに腹鰭も長く鰭膜も形成する等、と順調

点は、平成 28 年の結果を踏まえ、飼育水への冷

に成長しました。しかし、それ以降から大型個体

蔵濃縮淡水クロレラの添加を再開したこと、ワム

のへい死が見られ始め、34 日齢には大きく減耗

シの栄養強化をアルテミアのものと同じインディ

し生残個体数は約 100 個体、38 日齢で約 30 個体、

ペプラスの 24 時間強化にしたことです。また、

43 日齢で 13 個体まで減耗し、最終飼育日数は 46

通気は行わず、飼育水温は 3 日齢から 15ºC 台と

日齢となりました（図 4）
。しかし、これまでの最

なるように管理しました。

高飼育日数である22日齢を大幅に更新すること

前年同様の日齢でワムシ及びアルテミアを摂餌

ができました。また、飼育密度が高いためか、キ

している個体が確認され、順調に成長しました。

アンコウの仔魚同士が相手の背鰭等の部位に噛み

40 日齢には平均全長 10.0 ㎜で背鰭は第 5 棘まで、

付いたまま遊泳している姿も確認されました。

腹鰭は全長と同程度まで伸長し、形態ステージは

日齢と背鰭棘本数をみると、早い個体で背鰭

これまでで最も進みました。飼育日数は 64 日で

棘本数は 3 日齢になると 1 本、9 日齢で 2 本、10

した。一方、53 日齢以降に大型の個体からへい
死する傾向が見られました。また、前年度のバッ
チ同様、キアンコウの仔魚同士が相手に噛み付く
姿も確認されました。

６．形態ステージ
これまでの初期飼育試験の結果から、当所にお
ける既存の生物餌料を用いた水槽での最高飼育日
数は 64 日となり、それまでの形態ステージを記
録することができました（写真 3）。
図３

キアンコウ仔稚魚の摂餌率

形態ステージについて、以下のとおり整理しま
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写真３

キアンコウの卵から 40 日齢までの形態ステージ

す。ふ化直後から 2 日齢の全長は約 4 ㎜で卵のう

を目的とした残留塩素濃度 0.5 ppm 電解海水によ

から栄養を摂取し、3 日齢には全長約 4.5 ㎜とな

る 1 分間の卵消毒、噛み合い防止を目的とした低

り、背鰭第 1 棘・腹鰭が形成、開口、消化器官が

密度飼育等に取り組む予定です。また、大型の仔

形成されました。9 日齢には全長約 5.5 ㎜で背鰭

魚のへい死について、死亡前、長く伸長していた

第 2 棘、12 日齢には全長約 6.0 ㎜で背鰭第 3 棘、

腹鰭が数日後には短くなり、その数日後にへい死

20 日齢になると全長約 7.5 ㎜で背鰭第 4 棘と形

している現象が観察されました。この原因につい

成、腹鰭も伸長し分岐を始めました。25 日齢に

てはキアンコウ同士の噛み合いによるものか、混

は全長約 8 ㎜で背鰭第 5 棘が形成、30 日齢以降

入生物によるものかは不明であるため、早急な解

は全長約 8.5 ～ 9.0 ㎜で各棘は長くなり、腹鰭は

明が必要であると考えられました。

分岐に伴い鰭膜が形成、尾鰭らしきものも形成さ

天然仔稚魚の生残条件や資源動向予測、適切な

れつつありました。40 日齢以降は全長約 10.0 ㎜

資源管理計画の策定に資するため、キアンコウの

となり各棘は伸長し、腹鰭は全長と同程度まで長

初期生態解明に向けたふ化・飼育試験を続けてい

くなりました。

きます。

７．今後の課題

引用文献

今後の課題は、飼育水槽内への卵帯付着生物の
混入防止、噛み付き防止、アルテミアの次に与

２）中谷光裕・竹谷裕平・鈴木亮・野呂恭成・高偉峰・

える餌料等であり、水面浮上防止を目的としたキ
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各年度の飼育環境

伊豆半島のメガイアワビ資源回復のための
稚貝の生態解明について
静岡県水産技術研究所伊豆分場
研究科長

１．はじめに

長谷川

雅俊

長 100㎜を超えると成熟し始めます。静岡県漁業

筆者が勤務する静岡県水産技術研究所伊豆分場

調整規則ではアワビ類の制限殻長が 110㎜と成っ

は、1957 年の設立以来、磯根漁業研究とその成

ていますので、産まれてから漁獲対象となるまで

果の普及を主な業務としてきました。磯根漁業と

5 年かかります。

は岩礁域に生息するアワビ、サザエ、イセエビ、

種苗放流サイズは満 1 歳時の殻長 20 ～ 30㎜で

テングサなどを採取する漁業で、その資源を如何

あり、そのサイズ以降は潜水調査で観察できるこ

に増やすかが当場の重要なテーマとなってきまし

とから、殻長 20 ～ 30㎜以降の生態などに関する

た。

知見はあります。それに対し、浮遊生活から着底

図 1 に静岡県におけるアワビ類漁獲量の年推

期、殻長 15㎜程度までの研究は伊豆半島沿岸で

移を示しました。近年減少が著しく、ピーク時の

はほとんどありません。その理由として暖流系ア

104 トン（1987 年）に対し 20 トン程度まで落ち

ワビにクロアワビ、メガイアワビ、マダカアワビ

込んでいます。漁獲増大を目的とした種苗放流事

の 3 種があり、幼生、稚貝の種判別が困難である

業は継続されているにも関わらず減少傾向が続い

ことが挙げられてきました。しかし、近年の遺伝

ていることから、抜本的な資源回復対策が望まれ

子解析技術の進展に伴い、幼生や稚貝でも種判別

ています。

ができるようになってきました。

図１

静岡県におけるアワビ類漁獲量の推移
（農林水産統計から）

図 2 にはアワビの生活史を示しました。産卵
期は秋季で、親貝から水中に放出された卵と精子

図２

アワビの生活史

が受精し、浮遊しながらトロコフォア幼生、ベリ

そこで、当場では遺伝子解析技術も利用しなが

ジャー幼生と発生が進み、5 ～ 7 日後に石に着底

ら 2014 ～ 2016 年にかけて、伊豆半島沿岸下田

します。浮遊生活時代には餌は必要ありませんが、

市白浜地先のメガイアワビの稚貝期の生態を明ら

着底後は珪藻や珪藻から分泌される粘液、海藻や

かにし、その知見を基に、天然稚仔の加入量の増

海藻の発芽体などを餌とし成長し、満 1 歳で殻長

加や生残率の向上を目指す稚貝場の造成や維持管

20 ～ 30㎜に達します。やがて、住み場を石の下

理方法、放流効果の向上を図る研究課題に取り組

から隙間、露天と成長に合わせて変えていき、殻

みました。本稿ではその成果について紹介します。
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２．産卵期は？

メガイアワビ初期稚貝は 11 月には採集はなく、

幼生の着底状況を次のような調査で明らかにし

12 月上旬から 1 月下旬まで採集されました。ク

ました。無節サンゴモの着生したアクリル板をコ

ロアワビ初期稚貝は 2015 年度には採集がなく、

レクターとしてカジメ群落内に設置し（図 3）、1

2014 年度は 12 月上旬が盛期、2016 年度は 1 月

週間ごとに回収設置を繰り返しました。回収した

下旬のみ採集であり年により採集時期は異なって

コレクターから付着生物を集め、そこからアワビ

いました。3 ヵ年のメガイアワビ初期稚貝着底数

類の着底初期稚貝（以下、初期稚貝と称します）

を比べると、2014 年度は最高 6.9 個体、2015 年

と思われるものを選別し遺伝子解析で種を判別し

度は最高 11.1 個体であるのに対し、2016 年度は

ました。

最高 64.2 個体と多く、着底数に年による変動が

図 4 に 2014 ～ 2016 年度 3 年間の初期稚貝の
採集結果を示しました。3 年間を通してみると、

ありました。
アワビ類の受精から着底までの期間とコレク
ター交換期間（1 週間）を考慮すると、採集日前
のおよそ 1 ～ 2 週間内に産卵が行われたとみな
されます。従って、近年の伊豆半島沿岸のメガイ
アワビの産卵期は 11 月中旬から 1 月中旬と、ま
た、クロアワビの産卵期は、2014 年度は 11 月中
旬から 12 月上旬、2016 年度は 1 月上旬から 1 月
中旬と考えられました。産卵始期については、暖
流系アワビ類では 10 月からとされています。本
研究では 3 ヵ年とも 11 月には初期稚貝は着底し
ていないことから、メガイアワビ、クロアワビと
も 10 月には産卵していないものと考えられます。
産卵終期はメガイアワビでは 1 月中旬と推定され
ましたが、伊豆南部海域に近接する暖流系アワビ
の生息地（千葉、神奈川）でも、近年は 1 月にも
産卵していると考えられる事例が報告されていま
す。

図３

アワビ類着底初期稚貝調査状況と初期稚貝
（上段写真：カジメ群落内でのコレクター
設置状況、下段写真：着底初期稚貝）

静岡県漁業調整規則ではアワビ類は 10 月 1 日
から 12 月 31 日まで採捕禁止期間となっており、
これは産卵期保護のためです。本研究によってメ
ガイアワビ、クロアワビの産卵期は採捕禁止期間
以降に及んでいると考えられますので、規則の改
正による 1 月への禁漁期の拡大や 1 月の自主的禁
漁などの産卵保護策が必要ではないでしょうか。
本来の産卵期保護を超えて、産卵期がずれている
現象には、長期の水温変動が関係しているのかも
しれません。下田市白浜地先では 9 ～ 3 月に統計
的に水温が上昇しており、その水温変化は 30 年
間で 0.48 ～ 1.25℃に及んでいます。一般に暖流
系アワビは水温が 20℃に低下したときに産卵が
開始されるとされていますので、秋冬季に水温が
上昇すれば、産卵期は遅れていくことが想定でき
ます。地球温暖化やレジームシフトに関連した長

図４

8

2014 ～ 2016 年度のコレクターに付着した
アワビ類着底初期稚貝密度の推移
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期の水温変動による産卵期の変動に注目する必要
があると考えられます。

３．着底条件は？

アワビ稚貝生息密度、横軸が各環境要因を表して

初期稚貝の着底条件を探るために、初夏～夏季

います。大型海藻（主にカジメ）との関係では被

に環境の異なる場所で殻長 30㎜以下のメガイア

度が 80％より高い場合にメガイアワビ稚貝の生

ワビ稚貝を探す潜水調査を実施しました。その結

息密度が高い例が多い、水深との関係では 4 ～

果を図 5 に示しました。縦軸が 10㎡当りメガイ

10 ｍで稚貝の生息密度が高い例が多いというこ
とが挙げられます。トコブシ稚貝との関係では統
計的に危険率 1％で正の相関関係があり、トコブ
シ稚貝が多いところで生息密度が高くなっていま
した。
また、室内実験、野外実験によって、着底条件
としての無節サンゴモの効果を検討してみました
（図 6）。これは、無節サンゴモを着生させたアク
リル板とそうでないアクリル板で初期稚貝の着底
数を比べたもので、明らかに、無節サンゴモにア
ワビ幼生の着底効果があることがわかりました。
その他の調査も含めて、メガイアワビの稚貝が
多い場所（稚貝場）として次のような条件が抽出
されました。この条件はメガイアワビ種苗の放流
条件となりうると考えられます。
・水深4～10m
・20 ～ 30cm サイズの石の多い場所
・ゴツゴツした石（丸みのある石は石が動く証拠）
・石には無節サンゴモが着生
・トコブシのいるような場所
・カジメ群落がある。
・カジメが漂着する場所

図６ 無節サンゴモの有無
によるメガイアワビ初期稚
貝の着底効果
縦軸は無節サンゴモの有無
を示す。バーは標準偏差を
表す。
図５

メガイアワビ稚貝の生息密度と各環境要因との
関係
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・大きくなった後の生息場所として、周りに岩の

アワビでは母貝が多く、産卵前の水温が高く、冬

裂け目や 1m 位の岩のある場所（大きくなると、

場の水温が低く、春季の水温が高いほど、加入は

岩の裂け目や割れ目に移動する）

多くなることが示唆されました。環境要因（水温）

このような場所を稚貝場として維持管理するこ

だけでなく母貝量とも関係があると考えられるこ

と、種苗放流場所とすること、この条件にそった

とから、親資源の保護や母貝場の維持などの産卵

場の造成がメガイアワビ資源増大に関して重要な

保護・管理が重要であると言えます。

ことと考えられます。

５．おわりに
４．加入量の変動は？

当場が設立された当時、あるいは筆者が就職し

当場の前面海域に、2011 年から継続して春と

た 30 余年前と比べ、伊豆半島の磯根漁業を取り

秋にアワビ類の生息密度を調査してきた面積 936

巻く環境は大きく変化しています。磯焼けや長期

㎡の調査域があります。アワビの産卵期は秋なの

の水温変動、港湾構造物の建造による流れの変化

で、春の調査で前年秋生まれの稚貝の加入量を把

などの自然環境もさることながら、地区毎の漁業

握することができます。図 7 にメガイアワビの各

暦に則り、季節ごとに漁獲対象種を替え、漁場を

年発生群の翌年春における調査域全域の観察数を

複合的に利用しながら生産を上げてきた伝統的な

示しました。最小で 2014 年発生群の 1 個体（936

磯根漁業が、従事者の高齢化・減少とともに崩壊

㎡当り）であるのに対し、最大は 2012 年発生群

するといった社会環境の変化もあります。

の 522 個体であり、年により加入量に大きな差

これからは、少数でも新規に就業している方々

が生じることがわかりました。伊豆半島ではサザ

と協働しながら、新しい磯根漁業を構築していく

エの大発生が時折起きることが知られており、加

必要があります。今後は単一魚種の生産性向上技

入量に大きな変動があると考えられてきました

術の開発に加え、地区全体の収益の最大化を狙う

が、メガイアワビでも加入量に大きな変動がある

という観点から、漁場の海藻群落や生物分布など

ことがわかりました。

の自然条件、深さや底質などの操業条件、漁業従

図 8 には、加入量と関係の高い要因を示しまし

事者の数や年齢、収入目標などの社会経済的条件

た。相関が高い要因は、母貝量（相関係数の符号：

を考慮して漁場を目的、機能、用途に応じて区分

正）、前年 8 月下旬～ 9 月平均水温（正）
、1 月下

し配置するというゾーニング管理の概念が重要と

旬～ 2 月中旬平均水温（負）、3 月下旬～ 4 月中

なってきているのではと思います。

旬平均水温（正）でした。この結果から、メガイ

図７ メガイアワビの加入量の変動
発生翌年春季の調査結果、棒の上の数値は観察数

10
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図８

加入量と各種要因との関係

特

集

―有明海における貝類・甲殻類の
栽培漁業技術開発の取組ー
有明海は、 干満差が大きく、 多数の流入河川があり、 広大な干潟を有する九州を代表する内
湾で、 ノリ養殖業においては国内随一の生産高を誇っています。
また、 以前は、 アサリやタイラギ、 アゲマキなどの貝類、 クルマエビやガザミ等の甲殻類も多
く生産されていましたが、 これらの漁獲量は以前に比べて大きく減少しており、 有明海に面する
県の漁業関係者は、 水産資源の回復を強く望んでいます。
こうした状況を受けて、 関係県の研究機関等では、 資源回復のため、 種苗生産や放流など栽
培漁業技術の開発 ・ 改良に力を入れて取り組んでいるところです。
そこで、 特集では、 有明海関係県の研究機関の皆様に、 現在取り組んでいる貝類 ・ 甲殻類
の資源を回復するための技術開発の状況についてご紹介いただくことにしました。
お忙しい中、 ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。 （編集部）

大牟田のアサリ漁場（写真撮影：吉田司氏）
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有明海福岡県地先におけるアサリ資源増産の取組

1

−砂利袋を用いたアサリ天然採苗の埋没対策とその効果−
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所資源増殖課

１．はじめに

12

福岡県有明海区におけるアサリ漁獲量の推移
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２．天然採苗試験

福岡県有明海区の平成元年以降のアサリ漁獲量
は、平成７年の6,095トンをピークに増減を繰り
返し、近年は 100トン前後で推移しており、アサ
リの資源回復が喫緊の課題となっています（図１）。
資源増殖の取り組みとして、福岡県は覆砂によ
る漁場造成、福岡有明海漁業協同組合連合会は保
護区の設定や天然採苗による産卵母貝の保護、育
成、高密度に発生した稚貝の移殖放流を行ってい
ます。
アサリの天然採苗は、近年、各地の海域で網袋
に砂利などの基質を収容して干潟域に設置する方
法で試験が行われており１−６）、有明海福岡県地先
では、アサリ資源が減少した平成 25 年以降、漁
業者により毎年 4,600 〜 7,600 袋の砂利袋が設置
されています。
しかし、平成 25 年度に調査した結果、複数の
漁場で砂利袋が埋没し採苗数が少ないことがわか
りました（図２）
。三重県の海域では埋没した採
苗器にはほとんどアサリが採苗されていないこと
から２）、有明海福岡県地先においても砂利袋の埋
没が大きな課題として考えられました。埋没対策
としては砂利袋を定期的に掘り起こす方法があり
ますが、砂利袋が多くなるほど労力がかかること
から、根本的な対策が求められています。
そこで福岡県では、有明海福岡県地先において
漁業者が自ら行え、かつ砂利袋が埋没しにくいア
サリ天然採苗の方法とその効果について検討しま
した。

図１

研究員

2017.11

過去にアサリが多く生息していた Stn.１及び
事前調査で砂利袋が埋没した Stn.２の２カ所に
試験区を設定し、平成 27 年５月から試験を開始
しました（図３）。試験区は、30×60㎝、目合い
4.5㎜のラッセル網袋に粒径１㎝程度の砂利を約
５kg 収容した砂利袋を干潟表面に平たく置いた
「平置き区」、砂利袋の埋没を防止するため目合い
18mm のポリエチレン製のネットを干潟表面に広
げ、その上に砂利袋を平たく置いた「ネット区」、
砂利袋の高さを確保するため砂利袋を広げず立て
て置いた「縦置き区」、ポリエチレン製の二重底
プレート（40×40×10cm）の上面を干潟表面ま

図２

埋没した砂利袋（設置３ヶ月後）

図３

調査位置図

豊かな有明海の復活に向けて

で埋め込み、その上に砂利袋を平たく置いた「二
重底プレート区」、砂利袋を設置しない「対照区」
の５区としました（表１、図４、図５）。
１）埋没状況
Stn.１の試験開始約 12 ヶ月後となる平成 28 年
５月の砂利袋の埋没状況をみると、干潟表面から
砂利袋の上面までの高さは、縦置き区が最も大き
く 8.0cm となり、次いで二重底プレート区 4.7cm、
平置き区 3.5cm、ネット区 2.6cm となりました。
また、干潟表面から砂利袋を取り上げた後にでき
る窪みの底面までの深さは、二重底プレート区で
最も小さく 1.0cm となり、次いで平置き区 5.0cm、
縦置き区及びネット区 6.4cm となりました（図
６）
。砂利袋をみると、縦置き区や二重底プレー
ト区の砂利袋は埋没が少なく形を確認できました
が、ネット区や平置き区の砂利袋は埋没してお
り形を確認することが困難な状況でした（図７）。
これらのことから、砂利袋を立てて置いたり砂利
袋の下に二重底プレートを敷くことで埋没が軽減
されることが判明しました。
表１

特

また、Stn.２の試験開始約 19ヶ月後となる平
成 28 年 12月の砂利袋の埋没状況を同様の方法で
みると、Stn.１と同様に縦置き区や二重底プレー
ト区で埋没が軽減されました。

図６

Stn. １における試験区別砂利袋の高さ及び深さ

試験区の概要

ネット区

平置き区

縦置き区

縦置き区
ネット区

図４

二重底プレート区

試験区の設置状況

二重底プレート区
図５

二重底プレート

図７

試験区別砂利袋の状況（一部撤去）
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２）採苗数
Stn.１における平成 28 年５月の各試験区の採
苗数は、平置き区では 73 個体/袋でしたが、埋
没対策を行ったネット区、縦置き区、二重底プ
レート区では 65 個体/袋、95 個体/袋、201 個体
/袋となり、各試験区の採苗数を平置き区のそれ
と比較したところ、ネット区で 0.9 倍、縦置き区
で 1.3 倍、二重底プレート区で 2.7 倍でした（図
８）
。同様に Stn.２における採苗数は、平置き区
では 16 個体/袋でしたが、埋没対策を行ったネッ
ト区、縦置き区、二重底プレート区では 60 個体/
袋、61 個体/袋、71 個体/袋となり、各試験区の
採苗数を平置き区のそれと比較したところ、ネッ
ト区で 3.6 倍、縦置き区で 3.7 倍、二重底プレー
ト区で 4.3 倍でした（図８）。
これらの結果から、平置き区と比較して埋没が
軽減された縦置き区及び二重底プレート区で採苗
数が多いことが判明しました。
３）殻長組成
Stn.１における平成 28 年５月の各試験区のア
サリは、平置き区で殻長６㎜、22㎜をモードと
する２つの群、ネット区で殻長６㎜、17㎜、22
㎜をモードとする３つの群、縦置き区で殻長６㎜、
18㎜、25㎜をモードとする３つの群、二重底プ
レート区で殻長６㎜、17㎜、26㎜をモードとす
る３つの群に区分され、平置き区と比較して埋没

図８

試験区別採苗数（平成２８年５月）

図９

対策を行った試験区で多くの群のアサリを確認し
ました。さらに平置き区、縦置き区、二重底プレー
ト区で漁獲可能な殻長 30㎜を超えるアサリを確
認しました（図９）。同様に Stn. ２の各試験区の
アサリは、平置き区で殻長９㎜、30㎜をモードと
する２つの群、ネット区で殻長８㎜、14㎜、21㎜、
28㎜をモードとする４つの群、縦置き区で殻長７
㎜、16㎜、26㎜をモードとする３つの群、二重
底プレート区で殻長８㎜、17㎜、24㎜、31㎜をモー
ドとする４つの群に区分され、平置き区と比較し
て埋没対策を行った試験区で多くの群のアサリを
確認しました（図 10）。さらに全ての試験区で漁
獲可能な殻長 30㎜を超えるアサリが確認されま
した。
これらのことから、縦置き区及び二重底プレー
ト区のアサリの群数は両調査点とも平置き区と比
較して多いことが判明しました。砂利袋を設置し
た直後は全ての試験区で袋の表面が露出し、アサ
リ稚貝が砂利袋内に入りやすい状況ですが、平置
き区の砂利袋は時間の経過とともに埋没し、アサ
リが入りにくくなります。一方、縦置き区や二重
底プレート区の砂利袋は、埋没が軽減され袋の表
面が地表に露出しているため長期間アサリが入り
やすい状況になっており、砂利袋内に様々な群の
アサリが多く入り、保持されたと考えられます。
４）天然採苗の有効性
Stn.１における平成 28 年５月の各試験区の分
布密度は、対照区では 64 個体/㎡でしたが、平置
き区、ネット区、縦置き区、二重底プレート区で
は 406 個体/㎡、360 個体/㎡、1,621 個体/㎡、1,114
個体/㎡となり、各試験区の分布密度を対照区の
それと比較したところ、平置き区で 6.3 倍、ネッ
ト区で 5.6 倍、縦置き区で 25.3 倍、二重底プレー
ト区で 17.4 倍でした（図 11）。同様に Stn.２に

Stn. １における試験区別殻長組成（平成２８年５月）

図１０ Stn. ２における試験区別殻長組成（平成２８年５月）
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おける分布密度は、対照区では５個体/㎡でした
が、平置き区、ネット区、縦置き区、二重底プレー
ト区では 91 個体/㎡、331 個体/㎡、1,033 個体/㎡、
394 個体/㎡となり、各試験区の分布密度を対照
区のそれと比較したところ、平置き区で 17.1 倍、
ネット区で 62.1 倍、縦置き区で 193.7 倍、二重
底プレート区で 74.0 倍でした（図 11）。
両調査点の全ての試験区で対照区を大幅に上
回ったこと、神奈川県の試験結果と一致したこと
から３）、改めて砂利袋を用いた天然採苗の有効性
が示されました。

図１１ 試験区別分布密度（平成２８年５月）

３．砂利袋を用いた今後の展開
今回の結果から、砂利袋が埋没しやすい場所で
採苗する場合は、砂利袋を立てて置いたり、砂利
袋の下に二重底プレートを敷いたりすることでよ
り高い採苗効果が期待できます。
網袋あたりの採苗数に着目すると、砂利袋の下
に二重底プレートを敷く方法が最も良いと考えら
れます。また、この方法では、砂利袋を設置して
１年経過すると袋内に殻長 30㎜を超えるアサリ
がみられ、これらのアサリを選別して出荷するこ
とが可能になります。ただし、この方法は、二重
底プレートを設置する労力や経費がかかったり、
時化等により二重底プレートが流出し環境や様々
な漁業に影響を与える懸念があります。実用にあ
たっては、設置に必要な労力や経費、漁場の環境
等を考慮して適した設置方法を選択する必要があ
ります。このため、本格的に採苗を行う場合、埋
没しにくく労力や経費が少ない立てて置く方法で
広域に展開するとともに、波浪や潮流の影響が少
ない場所では、砂利袋の下に二重底プレートを敷
く方法でアサリを保護、育成すると効率的と考え
られます。
今後は、砂利袋内に入ったアサリの生残率など
を含めさらに詳細な検証を行うとともに、埋没対
策を施した天然採苗を広域に展開するため、効果
的な設置場所などを把握し、有明海におけるアサ
リ資源回復のための増殖技術を確立する必要があ
ります。

４．アサリ資源回復に向けて
今回の結果を踏まえ、福岡有明海漁業協同組
合連合会では平成 28 年度から一部の漁場におい
て天然採苗用砂利袋の設置時に二重底プレートを
用いた埋没対策を行い、効果的な天然採苗母貝の

図１２ 春季におけるアサリ推定資源量の推移

保護、育成に取り組んでいます。また、一部の漁
場にアサリ稚貝が発生したことから、産卵母貝の
確保のため保護区を設定するとともに、ツメタガ
イ等の食害生物の駆除を行いアサリの保護に努め
ています。そのような取組もあり、平成 25 年以
降低位で推移していたアサリ推定資源量は、平成
29 年３月に約 5,500 トンとなり近年最も低かっ
た平成 26 年の約 25 倍に増加し 10 年ぶりに 5,000
トンを超えています（図 12）。
今後は、アサリ漁獲量の安定のためこれらの取
組を継続していく予定です。
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種苗放流によるアゲマキ母貝集団づくりと資源の現状
佐賀県有明水産振興センター 特別研究員

はじめに

佃

政則

ながら、1988 年頃から漁獲量が激減し、1994 年
以降ほとんど漁獲がない状況となった１）。

アゲマキ（Sinonovacula constricta）は、ナタマメ

漁獲量激減が始まった 1988 年当時、佐賀県藤

科の二枚貝であり、有明海佐賀県沿岸の泥質の干

津郡太良町地先で原因不明の斃死が発生し、わず

潟域に広く分布し（図 1）
、漁業資源として重要

か 2 年のうちに有明海の佐賀県東部の地先へと

な二枚貝であった。農林水産統計によると、1970

広がり、全域でアゲマキが斃死する現象がみられ

〜 1980 年代まで、年間約 100 〜 700 トンの漁獲

た。この原因については、ビルナウィルスなどに

があり（図 2）
、夏場の貴重な漁業収入となるこ

よる斃死が指摘されたものの、明確な原因究明に

とから、
「オタスケガイ」と呼ばれていた。しかし

は至っていない。
斃死原因究明も重要であるが、まずは資源の回
復が急務ということもあり、佐賀県では、資源回
復を目指して、1996 年から種苗生産・放流技術
の開発（写真 1、2）に着手し 2−9）、現在までに年
間約 1 万〜 340 万個の種苗を放流してきた。こ
の取り組みは、図 3 のフローに示すように、種苗
放流により各地先に産卵母貝集団を創出し、再生
産サイクルを再構築して漁獲を復活させることを
目標に取り組んでいる。
特に、2009 年からは有明海漁業振興技術開発
事業を活用して、それまでの放流規模を大幅に上
回る年間 100 〜 200 万個規模での集中放流を実施
し、資源回復に努めてきた。

図１

有明海湾奥部におけるアゲマキ漁場

写真１

図２

16

佐賀県におけるアゲマキ漁獲量の推移
（農林水産統計より）
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図３

種苗生産・放流によるアゲマキ資源回復に向けたフロー

このように放流量が増大する中で、これまでの

ロスセラミック（株式会社ノーラ、以下「砂」と

資源量調査では、2015 年から佐賀県鹿島市周辺

する）を用いて、殻長 8 〜 10 ㎜程度までなら飼育・

において、アゲマキの大量発生が確認され、その

生産することが可能となり、この技術によりどこ

後 2016 年、2017 年と発生量が増加する傾向がみ

ででも一定の水槽施設があれば、種苗生産が可能

られている。そこで、本報告では、佐賀県がこれ

となった 6）。

まで取り組んできた資源回復策として、種苗生産

これらの生産技術は 2000 年台初期に技術確立

及び放流技術開発について紹介する。また、資源

し、その後、生産過程での取り扱いやすさから、

量調査を行う中で、近年、資源回復が見られてい

砂粒子を用いた種苗生産が通常化するとともに、

ることから、これまでの資源回復過程についても

当初、数万個規模であった放流サイズである殻

紹介する。

長 8 ㎜の種苗の生産が、2009 年までの 10 年間に
100 万個規模となった。この大量生産技術につい

種苗生産技術開発

ては、津城ら 10） によって種苗生産マニュアルと
して取り纏められた。

佐賀県におけるアゲマキ人工種苗の生産に関す

種苗生産で砂を用いることは、泥に比べて入手

が着底稚貝の飼

しやすく扱いやすいことはもとより、泥に含まれ

育に成功した後、大量生産技術の開発は行われて

る生物や有機物などの影響がなくなり、種苗生産

いなかった。その後、1996 年から有明水産振興

時の不確定要素を排除することが可能である。し

センター（以後、
「センター」とする）で餌料環境、

かしながら、砂を用いる方法は、種苗の取り上げ

着底基質、飼育密度などに関する検討が重ねられ

等が簡便になる一方で、殻長 2 ㎜から 8 ㎜までの

る研究は、1977 年に異儀田ら

た

2）

。

飼育の際に大量へい死が起きる場合もみられた。

3− 9）

これらの研究の中で、アゲマキの浮遊生態の詳

この大量へい死は、殻長 3 〜 6 ㎜で発生し、泥を

細が解明され、9 月から 10 月に雌雄異体の親か

基質に用いた時にはほとんど発生せず、砂を基質

ら放卵放精後、水中で受精した卵が発生し、受精

にした時に多く発生している現象である。この原

後 1 日で 110 〜 120μm の D 型幼生となり、そ

因については、泥分が基質に含まれていれば、ア

の後、1 週間ほど浮遊し、200μm 前後で着底す

ゲマキは生息孔を十分に形成することができるが、

ることが明確となった。成長段階に応じた飼育密

砂のみを基質に用いた場合、生息孔を形成できな

度の研究としては、アゲマキの生態的特性に応

いため、ストレスがかかり、大量へい死につながっ

じ、浮遊幼生を着底直前に有明海の干潟の泥（以

ている可能性が考えられた。

下「泥」とする）を底面に敷いた水槽に移すこと、

この原因を解明するため、基質別、殻長別の生

殻長 2 ㎜時に密度を調節し稚貝を大型水槽に移す

息孔面積との関係について実験した結果、泥では

ことで、種苗生産全体における生残率を飛躍的に

生息孔は小さく、砂で大きくなること、また、殻

向上させた 。

長が大きくなると生息孔も大きくなることが分っ

6）

生産基質の研究としては、アゲマキは本来泥干

た 11）。このことは、砂を飼育基質に使用した場

潟に生息する生物であるが、砂粒子であるマイク

合、殻長が大きくなるにつれて過密となり、生息
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孔同士がぶつかることでストレスを受けていると

で種苗生産マニュアルを改訂し、技術のさらなる

考えられた。表 1 はこの実験結果を基に推定した

改善と普及を図ることとしている。

適正生息密度であり

、この結果から、砂は飼

11）

放流技術開発による母貝集団の創出

育基質として取り扱いやすい反面、種苗生産時に
斃死リスクも伴うことが明確となった。したがっ
て、面積の限られる水槽において、単位面積当た

佐賀県では、生産した種苗を干潟に放流し、母

りの生産個数を増やすためには、泥を基質に用い

貝集団の創出を目指してきた。放流技術開発で

る方法の方が手間はかかるが、種苗生産の安定性

は、当県佐賀市、鹿島市や藤津郡太良町などの

という点で有利であることが確認された。

沿岸の干潟域に、1 〜 4 月の冬季から春季にかけ

表１

稚貝の殻長と飼育基質別の推定飼育適正密度

て、殻長約 8 ㎜の人工種苗を約 1,000 個/㎡の密
度で放流し、生残及び成長の追跡調査を実施し
てきた 7 − 9）。その結果、干潟の環境等がよい場合、
半年後に約 200 〜 400 個体/㎡で生残し、殻長 3
〜 5 ㎝に成長した。図 4 に放流から半年後の 9 月
と 11 月のアゲマキ（約 1 歳）の生殖巣組織切片
を示した。雌雄ともに 9 月の組織切片は成熟した

上述のとおり泥については大量に入手すること

状態であり、11 月については放出した状態であ

が困難であるが、実験の中で泥の代替物質として

ることから、人工種苗であっても、天然個体の産

ベントナイトを用いることにより、生息可能密度

卵時期と同様に 9 月から 11 月までの間に産卵し、

を大幅に改善できることが明らかとなった。なお、

母貝として機能することが明らかとなった。

このベントナイトは、モンモリロナイトを主成分
とし、石英、クリストバライトなどの鉱物を含む
粘土状物質で 12）、有機物を含まず、高い粘性や
粘着性、吸水性、吸着性から多くの産業に利用さ
れ 13）、一般的に市販されているものであり、大
量入手が可能である。また、有明海の干潟の泥に
ついてもモンモリロナイトやカオリナイトなどの
微細な粗粘土鉱物から構成されており 14）、ベン
トナイトは、干潟の泥と物質特性が似ていること
から、泥の代替物質になりえると考えられた。
このベントナイトを用いて、種苗生産を行った
実験結果については、2 ㎜までの種苗生産及び 8
㎜サイズまでの中間育成についても、泥と同様

18

図４

放流から半年後の９月及び１１月の生殖巣の状況

に高密度に生産することができている 15）。直近

これまでの技術開発の過程で、人工種苗生産・

の 2016 年度の種苗生産においては、ベントナイ

放流がアゲマキの天然資源回復に寄与することが

トを用いることで、放流サイズである 8 ㎜の稚貝

明確となった。しかしながら、種苗放流後は必ず

を、これまでの 2 倍以上となる 340 万個の生産

しもすべて高い生残結果とならず、ほとんど残ら

が可能となった。

ないことも多くあった。特に、殻長 8 ㎜以上のサ

以上のことより、ベントナイトを有効に活用す

イズで放流した稚貝については、その後一定割合

ることによって、これまで泥が手に入らない生産

で生き残るが、一方で、平均殻長 7 ㎜未満で放流

現場でも、基質入手の制約を受けることなく、ア

した場合、1 ヶ月後にほとんどいなくなる現象が

ゲマキ種苗生産を行うことができると考えられた。

観測されていた。

これまで、佐賀県では種苗生産マニュアルという

種苗放流後の密度減少要因について、巻貝、エ

形で技術の開発に一定の目処が付いていたが、今

イ類、泥干潟特有のワラスボなどによる捕食も考

後、ベントナイトを用いた手法を取り入れること

えられるが、急激な減少の要因として、アゲマキ
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豊かな有明海の復活に向けて

稚貝の生態的特性である自らが移動することで起
こる散逸が考えられた。このアゲマキ稚貝の移動
について、Wang & Xu 16）は、1 〜 2 ㎜までの稚貝
の移動について検討した結果、餌、光、温度条件
により稚貝が這い回りまたは水中に浮遊し移動す
ることを報告している。吉本・首藤 17） は、佐賀
県白石町の地先において、秋季の着底から春季（3
〜 4 月）までの殻長およそ 10 ㎜までは岸方向に
写真３

移動することを報告している。また、アゲマキ養

囲網及び被覆網試験状況

殖の経験のある漁業者も、着底以降約 20 ㎜まで
は再び這い出し移動することを指摘している。
これらの報告を受け、アゲマキ稚貝のサイズと
移動に関して室内実験により検証した結果、海水
温が 10℃の時に、殻長 8 ㎜未満の稚貝では這い
出し移動が起こり、4 日間で最大約 25％の密度
減少につながる可能性が明確になった 18）。この
ことは、現在、放流に用いている平均殻長 7 〜 8
㎜のサイズの稚貝では、環境条件によって這い
出し・移動が発生する可能性があり、種苗放流を

図５

試験開始から２週間後の各試験区別の生残密度
（藤津郡太良町地先）

主体としたアゲマキ資源回復に取り組む上で、野

佐賀県沿岸における資源の現状

外での散逸対策が必要となった。
そこで、放流後の這い出し・移動対策として、
まず、第一に生産・放流サイズを出来る限り 8 ㎜

佐賀県では、資源回復に向け 1996 年から種苗

以上とすることをめざした。7 〜 8 ㎜未満の稚貝に

生産・放流技術開発に取り組んできたことは上述

対しては、放流地の周囲を網で覆う囲網及び、放

したとおりであるが、その放流効果を把握する上

流地全体を網で被覆する被覆網を敷設することで

で、2006 年から佐賀県の各地先で天然稚貝発生

（写真 3）、物理的に移動を制限する実験を行った。
図 5 は、放流後に囲網及び被覆網を施し、2 週間
後の試験区別の生残密度について示している

。

19）

状況調査を実施してきた 20、21）。この調査は、毎
年 7 〜 9 月に、有明海佐賀県東部の佐賀市広江地
先から西部の鹿島市七浦地先までの 8 地先におい

この実験結果により被覆網を敷設することで、稚

て（図 6）、地盤高 3 〜 4 m の範囲内で 6 調査点を

貝の移動が抑制され、他の試験区に対して約 3 倍

設定し、各地点において、少なくとも 100㎡以上

も高密度で生残することが明確になった。本実験

を踏査し、発見したアゲマキの個数を記録すると

以降、2016 年の 2 月にも被覆網を用いた試験放

ともに、一部を採捕し殻長を測定している。

流を実施し、放流から約 90 日経過した 2016 年

アゲマキの発見地点数並びに発見個数の推移

5 月には、180 〜 630 個/㎡と非常に高い密度で

に つ い て、 図 7 に 示 す。 発 見 地 点 数 に つ い て

生残している状況が確認されている。この被覆網

は、調査開始時には全く発見されなかったものの、

技術を用いることで、7 ㎜未満の稚貝であっても、

2007 年に初めて発見された後、2014 年までは 1

健全な種苗を用いれば高密度に生残することが明

〜 7 地点で推移していたが、2015 年及び 2016 年

確となった。

にはこれまでの調査の中で最も多い 17 地点及び

今後、母貝集団創出による資源回復の加速化を

16 地点となった。発見個数についても、発見地

目指すにあたっては、放流したアゲマキ種苗を高

点数の増減に伴い推移し、2015 年に 200 個体を

密度に残す必要があり、本実験で非常に高い効果

超え、特に、2016 年には 1,000 個体以上となった。

が得られた被覆網を用いる放流手法の確立などさ

直近の 2017 年についても、鹿島市を中心にこれ

らなる技術の改善と継続した種苗放流が必要であ

までで最も多い 30 調査地点でアゲマキが生息し、

る。

1,000 個以上の発見が確認されている。
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アゲマキの発見地点及び 1 地点あたりの発見

１地点あたりの発見数は、2015 年に 100 個を超

個数の詳細について図 8 に示す。アゲマキは、

え（写真 4）、2016 年には 500 個を超える調査点

2008 年以降主に県西部地先で確認され、2010 年

が確認されるなど、急激な資源の回復が確認され

以降は県中部地先でも確認されるようになった。

た。2016 年の発生状況については、図 8 に詳細
を示すとおり、鹿島市地先の浜川河口域周辺及び、
七浦の音成から飯田地区までで確認され、最も多
いところでは、100㎡踏査する中で 500 個以上発
見された調査点もみられた。
県中部地先では、2014 年及び 2015 年に 1 〜
2 個体発見された地点が 4 及び 6 点見つかるなど、
この地域についてもわずかに資源回復の兆しが期
待されたものの、2016 年には発見されなくなっ
た。また、大隈ら 22） の報告によると、佐賀市の
広江から東与賀地先一帯では、2002 〜 2004 年に
一時的に卓越年級群による発生がみられたが、そ
の後は個体群を維持できず、稚貝の発生もほとん
どみられなくなった。これらのことから、当該地
先には、連続して個体群を維持できない、不安定

図６

アゲマキ資源量調査実施地先

写真４
図７

アゲマキ発見地点数と発見個数の推移

図８
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豊かな有明海の復活に向けて

な状況となる要因があると推測された。
佐賀県では、1996 年以降アゲマキ資源の回復

成長と成熟．佐賀有明水振セ研報、（21）、45-50．
８）津城啓子・大隈

斉・藤崎

博・有吉敏和（2009）
：

に向け種苗生産に取り組み、1998 年から平均殻

有明海におけるアゲマキ人工種苗の成長と成熟 -

長 7 〜 8 ㎜以上の個体を県内の各地先で放流し

Ⅱ．佐賀有明水振セ研報、（24）、1-4．

母貝集団の創出に努めてきたことは上述のとお

９）津城啓子・佃

政則・大隈

斉・古賀秀昭（2013）
：

りである。特に、鹿島市地先での放流数は多く、

アゲマキ放流稚貝の生残・成長と底質（物理環境）

2015 年度までに全放流個数の約 38％（285 万個

との関係．佐賀有明水振セ研報、（26）、25-31．

体）にも達する。これらの放流個体については、
生残・成長し母貝として機能することを確認して
おり、鹿島市周辺での天然個体の発生に対して、
卵や幼生を供給していた可能性が考えられる。し
たがって、2015 年からの大量発生は、これまで
の種苗放流が大きく寄与し、また、その他の環境
などの条件があいまって起きたものと推定された。
これまでの調査で、2015 年から鹿島市を中心
にした大量発生を確認することができたが、佐賀
県では大規模な種苗放流の継続により更なる母貝
集団の形成を進め、幼生ネットワークの構築によ
る県内全域での資源回復および漁獲の復活を目指
している。この取り組みをより加速化させるため
にも、種苗放流および天然個体の発生状況調査を
継続して実施し、資源状況を適宜把握していくこ
とにより、資源回復策を着実に進めていく必要が
ある。

10）津城啓子・佃

政則・大隈

斉・古川泰久（2013）
：

アゲマキ稚貝（7 〜 8 ㎜）の生産技術マニュアル．
佐賀有明水振セ研報、（26）、93-100．
11）佃

政則（2017）：穿孔基質の違いによるアゲマ

キ殻長と巣穴面積との関係．佐賀有明水振セ研報、
（28）、29-31．
12）動力炉・核燃料開発事業団

東海事業所（1993）
：

ベントナイトの鉱物組成分析．
13）近藤三二（1981）：ベントナイト関連製品の物性
と応用．粘土科学第（21）1-13．
14）飯盛喜代春（1994）：有明海および筑後川底泥の
化学成分．低平地研究、（3）、6-13.
15）佃

政則・伊藤史郎（2017）：アゲマキ種苗生産

における穿孔基質の検討．佐賀有明水振セ研報、
（28）、33-37．
16）Wen-Xiong Wang, Zhen-Zu Xu (1997) : Larval
swimming and postlarval drifting behavior in the
infaunal bivalve Sinonovacula constricta. Mar
Ecol Prog Ser, (148), 71-81.
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有明海諫早湾の干潟に移植したタイラギ人工稚貝の生残と成育
長崎県総合水産試験場

種苗量産技術開発センター 介藻類科
主任研究員

はじめに

岩永

俊介

タイラギ潜水器漁業等は休業しています（図 2）
。
このような状況のため、漁業者や関係する機関等

タイラギ（写真 1）はハボウキガイ科に属し、

から、タイラギ資源の回復が強く望まれています。

大きい個体では殻長が 35cm 前後に成長し、国内

そこで、長崎県ではタイラギ資源の回復を目的

房総半

に、国や地元の漁業協同組合、民間の種苗生産機

島から九州、日本海に広く分布し、潮間帯から水

関等と連携して、天然採苗、天然貝の成育、人工

深約20m までの砂泥質の海底に生息しています。

種苗の生産方法、生産された稚貝の成育や受精卵

主な産地である伊勢湾、三河湾、瀬戸内海および

を供給する母貝団地の造成等に関する技術開発に

有明海では、潜水器漁業や貝桁引き漁業等で漁獲

取り組んできました。3-14）今回は、これらの取り

される重要資源です。長崎県における産地は諫早

組みの中で、2015 年から有明海漁業振興技術開

湾で（図 1）
、冬の味覚の 1 つとして一般の家庭

発事業により行っている干潟を利用した人工稚貝

に広く親しまれ、甘味がある貝柱やコリコリとし

の移植試験の結果について紹介します。

では食用となる最も大きな二枚貝です。

1）

2）

た食感が良いビラ（外套膜）の刺身は、特に正月
には欠かせない食材となっています。しかし、長
崎県の漁獲量は有明海全体のそれと連動しながら
大きな変動を繰り返し、1993 年の 67 t を最後に

写真１

タイラギ

図２

長崎県におけるタイラギ漁獲量の推移

移植場所の検討
タイラギ人工稚貝の移植試験を行うにあたり、
移植に適した干潟漁場を選定するため、2014年
に諫早湾における天然タイラギの生息状況を調べ
ました。タイラギは諫早湾沿岸の干潟の数か所で
のみ確認され、その生息密度は0.0004 〜 0.03個体
。
/m2 と極めて少ないことがわかりました（写真 2）
次に、天然タイラギの生息数が最も多かった干
潟における地盤高（CDL）別の生息状況を把握
図１
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するため、2014 年〜 2016 年に調査を行いました。
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豊かな有明海の復活に向けて

タイラギは 3 ヵ年で地盤高 0 〜 80cm に計 346 個

中でも、8 月区（5、6 月採卵群）は移植時の殻

体が確認され、特に 2015 年には 79 個体の生息

長が最も小さかったにも関わらず高い成長と生残

が確認されるなど、地盤高 30cm での生息数が最

を示し、移植時の日齢が早いほど生残率や日間成

も多く全体の 34％を占めました（図 3）。

長量が高いことがわかりました（図 4 〜 7）。また、
2016 年に移植したタイラギの生殖腺の組織学的
観察を行ったところ、放卵や放精個体が確認され、
7 月が産卵盛期であることがわかりました。13）

写真２

天然タイラギの生息干潟（左）
と天然タイラギ（右）

図４

図３

試験期間中の生残率の推移

天然タイラギの地盤高別生息数

このような調査結果を踏まえ、最も多くの生息
が確認された干潟の地盤高 30cm の場所に試験区
を設け、2015 年から人工稚貝の移植試験を行い

図５

試験期間中の平均殻長の変化

ました。

移植時期の検討
人工稚貝の移植に適した時期を検討するため、
2015 年 5 月と 6 月に採卵し生産した人工稚貝（平
均殻長：1.5 〜 9.3cm）を用い、その年の 8 月〜
12 月の間、月毎に移植し、2017 年 8 月までの成

写真３ 人工タイラギ
（５、 ６月採卵群 ： ２０１６年１２月撮影）

育状況を調べました。人工稚貝の移植はあらかじ
め砂を満たした市販のカップを干潟に設置し、そ
の中に殻長のサイズに合わせて 3 〜 7 個ずつ移植
しました。その結果を時期別にみると、11、12
月区ではへい死は移植直後からみられ、翌年の春
までには全滅しました（図 4）
。一方、8 月区〜
10 月区では 4 月〜 7 月にへい死はあるものの全
滅することはなく、現在は 34 〜 46％の生残率を
示しています。平均殻長は毎年夏〜秋に増加して
2017 年 1 月には 17.6 〜 20.1cm、2017 年 8 月に
は 18.0 〜 20.9cm に成長しています（図 5、写真 3）。

図６

移植時日齢と生残率の関係
（各区の色は、図４と同色で示す）
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図８
図７

試験期間中の生残率の推移

移植時日齢と日間成長量の関係
（各区の色は、図５と同色で示す）

2016 年には 6 月と 8 月に採卵し生産した人工
稚貝（平均殻長：1.6 〜 7.1cm）を用い、前試験
と同じ方法でその年の 8 月〜 11 月に移植試験を
行ったところ、6 月採卵群は前試験と同様に、移
植時の日齢が早いほど生残率や日間成長量が高い
ことが確認されました（図 8 〜 11）
。一方、8 月
採卵群は、
2016 年 11 月に日齢 85（平均殻長 3.5cm）

図９

試験期間中の平均殻長の変化

で移植し、翌月の 12 月にはへい死個体はみられ
ませんでしたが、翌年の 1 月には他区（6 月採
卵群 8 月区〜 11 月区）より多い、70％のへい死
個体がみられました。その後、生存した個体は
2017 年 8 月に平均殻長 12.7cm まで成長しました
が、生残率は 6 月採卵群の 9 月区〜 11 月区（移
植日齢 103 〜 162）より移植時の日齢が早かった
にも関わらず、23％と著しく低い値を示しました。
これまでの結果から、5、6 月に採卵した種苗
は 8 月に採卵した種苗より移植後の生残率が優れ
ていることがわかりました。また、8 月採卵群を
11 月に移植した場合、6 月採卵群より生残率が
著しく低かった要因については、今後詳細に検討
する必要があります。

図１０ 移植時日齢と生残率の関係
（各区の色は、図８と同色で示す）

移植地盤高の検討
人工稚貝の時期別移植試験では天然タイラギ
の生息数が最も多かった地盤高 30cm で実施しま
したが、タイラギの生息は地盤高 0 〜 80cm の範
囲で確認されていることから、ここでは人工稚貝
の移植に適した地盤高を解明するための移植試験
を行いました。試験は、前試験と同じタイラギが
生息する干潟の、30、60cm の他に作業性の利点
を考慮して非生息域である 90、120cm を加えた
地盤高に、2015 年 10 月に人工稚貝（平均殻長：
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図１１ 移植時日齢と日間成長量の関係
（各区の色は、図９と同色で示す）
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8.2cm）を移植し、2017 月 8 月までの成育状況を
調べました。

特

実験は 2015 年と 2016 年に干潟に移植した人
工タイラギ（2015 年 5 月採卵群〜 2 歳貝：平均

そ の 結 果、30、60cm 区 で は 4 月 〜 7 月 に へ

殻 長 20cm、2016 年 6 月 採 卵 群 〜 1 歳 貝： 平 均

い死がみられたものの、2017 年 8 月の生残率と

殻長 14cm）を用い、松田らの方法 14） に準じて

平均殻長は、30cm 区でそれぞれ 34％と 18.8cm、

2017 年 7 月に行いました（表 1）。放卵、放精し

60cm 区でそれぞれ 32％と 19.2cm となり、両区

た個体の誘発率は、2 歳貝で 64％、85％、1 歳

の生残と成長に差はみられませんでした（図 12、

貝で 53％、69％となり、天然タイラギを用いた

13）。一方、地盤高 120cm 区は移植直後から、地

誘発実験結果と差はみられませんでした。14） ま

盤高 90cm は移植 5 ヵ月後からへい死が確認され、

た、2 歳貝の 1 個体あたりの放卵数は 928 万粒で

両区は移植翌年の 2016 年 5 月までに全滅しまし

天然貝と差がなく、14）1 歳貝より約 16 倍高い値

た（図 12）
。

を示しました。さらに、実験で得られた 2 歳貝と
1 歳貝のそれぞれの卵と精子を交配した受精率や
ふ化率（ベリジャー幼生の出現率）では、1 歳貝
が 2 歳貝より低かったものの、これまでの天然タ
イラギを用いた実験と同程度の結果でした（写真
4）。10-12）また、2 歳貝で得られたベリジャー幼生
については浮遊幼生の飼育管理 6-9）を行い、日齢
28 より着底個体が確認され、日齢 77 で平均殻長
約 3 cm の稚貝に成長しています（写真 5）。

図１２ 試験期間中の生残率の推移

表１

人工タイラギの放卵・放精実験等の結果

図１３ 試験期間中の平均殻長の変化

本干潟における地盤高別の天然タイラギ生息調
査（2014 年〜 2016 年）では、30 〜 60cm の地盤
高の範囲に、全体の 71％のタイラギが生息して
いることを考慮すると（図 3）
、今回移植試験を

写真４

干潟で成育された人工タイラギより生産された
ベリジャー幼生 （日齢１）
（写真左、 右はそれぞれ２、 １歳貝より生産された幼生）

行った干潟では、タイラギ人工稚貝の移植に適し
た地盤高は 30 〜 60cm と考えられました。

干潟で飼育した人工タイラギの放卵・
放精誘発実験
干潟に移植した人工稚貝の成長、成熟等の再生
産に関する基礎的知見を得るため、1、2 歳時に
おける放卵・放精の誘発実験を行いました。

写真５

干潟で成育された人工タイラギ （２歳貝） より
生産された稚貝（日齢７７）
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したがって、干潟に移植したタイラギ人工稚貝
は 1、2 歳貝で成熟し、天然タイラギと同様に受
精卵を供給することにより、人工稚貝が再生産に
寄与する可能性が示唆されました。

おわりに
今回の結果から、有明海のタイラギ成熟期 13,
15-18）

としてはやや早い 5、6 月に採卵したタイラ

ギ人工稚貝を諫早湾の干潟域で成育するには、1）
移植場所は天然タイラギが生息する干潟で、かつ
生息数が多い地盤高を選ぶこと、2）殻長 1.5cm
以上の種苗を、成長が良くてへい死が少なくなる
梅雨明け後の早い時期（8 月〜 10 月）に移植す
ることで、高い生残率が得られることがわかりま
した。
さらに、これらの条件を満たすことで、移植さ
れたタイラギは移植翌年の冬季までに漁獲対象と
なる殻長 15cm 以上に成長することがわかりまし
た。また、移植された稚貝は 1、2 歳時には成熟し、
人為的な放卵・放精から得られた受精卵が稚貝ま
で成長することを確認するなど、人工タイラギに
よる母貝団地造成に必要な基礎的な知見も得るこ
とができました。
今回はこれまでに取り組みました人工稚貝の干
潟を用いた成育に関する技術開発の結果を紹介し
ました。しかし、タイラギ資源を回復するために
は、人工種苗の安定した量産技術の開発や低コス
ト化、量産された種苗の効率的な中間育成および
移植の技術開発、再生産への寄与など、解決すべ
き多くの課題があります。そのため、今後も総合
水産試験場では県内関係機関は勿論、タイラギが
有明海共通資源の認識のもと、関係県や国と広域
に連携しながら、資源回復を図るための技術開発
に取り組んでいきたいと考えています。
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特

有明４県で取り組むDNA標識技術を用いた

4 クルマエビの効果的な放流技術の開発について
熊本県水産研究センター資源研究部

研究参事

宗

達郎

１．はじめに
有明海は、九州西岸に位置する閉鎖性の強い内
湾です。最大約 6 ｍにも達する日本最大の干満差
と多数の流入河川などが複雑に絡み合い、湾奥部
を中心に広大な干潟域が形成され、環境的にも生
物的にも多様性に富んだ海域となっています。
クルマエビは有明海の重要資源であり（写真

写真１

１）
、げんしき網、小型底曳網、三重流し刺網、

クルマエビ

竹羽瀬、あんこう網などで漁獲されています。
また、クルマエビの産卵期は 5 〜 10 月で、産
卵場所は湾央から湾口部及び橘湾で、ふ化後は
ノープリウス→ゾエア→ミシスの各幼生期を経て
稚エビに変態し、上げ潮に乗って干潟域に着底し
ます。稚エビは 8 cm 程度まで成長すると徐々に
干潟域を離れ、生息域を拡大し、成長に伴い次第
に深部へと移動南下します（図 1）。1）2）
図２

全国及び有明海のクルマエビ漁獲量の推移
（農林水産統計）

図１

有明海におけるクルマエビ生態知見概要図
（栽培漁業技術中央研修会資料より抜粋）

図３

農林水産統計によると、有明海のクルマエ

有明海の 4 県クルマエビ漁獲量の推移
（農林水産統計）

ビ漁獲量は昭和 58 年の 528 トンをピークに、そ
の後は徐々に減少し、平成 7 年には 385 トンと
一時増加したもののその後は急減、近年は 10 〜
20 トン程度と低位で推移しており、平成 27 年の
漁獲量は 15 トンと最盛期の約 3％程度でした。

２．これまでの取組
昭和 62 年の九州北部 3 県知事サミットにおけ
るクルマエビを対象とした連携調査の実施に関す
る合意形成に端を発し、平成 6 年から有明 4 県（福
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岡県・佐賀県・長崎県・熊本県）による共同調査

プロタイプが一致した個体については、さらにマ

が行われてきました。

イクロサテライト DNA 分析を行い、遺伝子型を

その結果、有明海におけるクルマエビの生態な

決定します。親の遺伝子型と一致し、かつ漁獲時

どが明らかになり、これらの知見を基に平成 15

期や体長等も考慮して放流クルマエビかどうか判

年から有明四県クルマエビ共同放流推進協議会に

断します。

よる放流事業が行われました。
クルマエビ資源の回復を図るためには、資源の

４．種苗放流と効果調査

積極的な培養が必要であり、その手法のひとつと
して種苗放流があげられます。種苗放流の効果把

有明 4 県では、有明海クルマエビ四県共同放流

握のための標識放流として、平成 9 年以降、尾肢

事業で 30 〜 40 ㎜サイズのクルマエビを４県合計

の片側をカットする尾肢切除法が用いられてきま

で 400 万尾、有明海漁業振興技術開発事業で 14

したが、再生尾肢の判定や尾肢カットによる放流

〜 40 ㎜サイズ DNA 標識種苗約 600 万尾を放流

種苗への影響などの課題がありました。

しています（写真 2、3）。

3）

このような中、独立行政法人水産総合研究セン
ター（当時）は、問題を解決すべく、DNA 標識
技術を開発しました。
現在、有明 4 県では、DNA 標識技術等を用いて、
クルマエビの放流効果推定とより効果的な放流技
術の開発に取り組んでいます。4）5）

３．DNA 標識技術
DNA 標識とは親子関係を基軸に推定する生物

写真２

熊本県玉名市地先に放流した 14 ㎜サイズ
のクルマエビ種苗

学的な標識手法で（図 4）
、放流種苗の生産に用
いた全ての親クルマエビと漁獲されたクルマエビ
の DNA を抽出し、クルマエビの場合は、まずミ
トコンドリア DNA 分析により親クルマエビと漁
獲クルマエビのハプロタイプ照合を行います。ハ

写真３

熊本県宇土市地先での 14 ㎜サイズ
クルマエビ種苗放流状況

有明海漁業振興技術開発事業で DNA 標識を用
いることにより放流群ごとの追跡が可能となり、
4 県共同での追跡調査などにより、放流効果を検
証した結果、7 月中旬に 30 ㎜サイズで放流する
従来の放流より、6 月上旬に 45 ㎜サイズで放流
した方が放流効果指数が高いことが判明し、平成
28 年度からは有明 4 県統一で 6 月に 40 ㎜サイズ
で放流するように改善しました。
また、放流種苗の混入率は全体を平均すると約
1％と算出されます。しかし、一時的ではありま
すが夏季漁期中に混入率が約 20％に達した事例
図４
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豊かな有明海の復活に向けて

５．小型種苗の放流技術開発

７．おわりに

クルマエビは、食害から身を守る潜砂能力や夜

昭和 62 年の九州北部 3 県知事サミット以来、

行性が 25 〜 30 ㎜サイズで備わることから、種

有明四県クルマエビ共同放流推進協議会のもと、

苗放流は 30 ㎜以上のサイズで行われてきました。

各県の漁業者が受益割合に応じて種苗放流費を負

しかし、有明海のクルマエビは濁度の高い干潟

担し、県境を越えた集中放流を進め、積極的に活

域で成長することから、30 ㎜以下の小型種苗で

動しています。

も放流効果が得られる可能性があります。また、

今後は、小型種苗放流の有効性とクルマエビの

DNA 標識技術が開発されたことで、従来は追跡

生息環境や漁獲盛期の移動を把握しながら、人工

することができなかった小型種苗でも識別する

種苗を効率よく漁獲できる方法についても検討し

ことが可能となり、平成 25 年度と平成 26 年度

ていく必要があると思います。

に佐賀県が 10 ㎜サイズの放流効果の検証を行い、
一定の効果があることがわかりました。

６）

さらに小型種苗の最適な放流手法を明らかにす
るため、平成 28 年度から熊本県が 14 ㎜サイズを
用いて試験を行っています。

最後に、4 県の歴代担当者に対して敬意を払い
ますとともに、指導いただきました水産研究・教
育機構

瀬戸内海区水産研究所のアドバイザーに

対し心から謝意を表します。
なお、本調査は有明海漁業振興技術開発事業費
等を充当しましたことを記します。

６．クルマエビ漁場環境調査
参考文献
クルマエビの資源量及び漁獲量を増大させるた

１）黒木善之、宮本博和、山口忠則、鈴木洋行、小畑

め、平成 27 年度から熊本県がクルマエビ漁場環

泰弘：有明海海域クルマエビ．平成 18 年度栽培

境調査を行っています（写真 4）
。これまでの試

漁業資源回復等対策事業報告書，291-316（2007）．

験操業と環境調査の結果から、漁獲尾数の多い漁
場では硫化物量が少ないことが確認されました
（図 5）
。

２）金澤孝弘：有明海沿岸４県連携によるクルマエビ
共同放流の経緯と効果．平成 17 年度栽培漁業技
術中央研修会テキスト集，1-18（2005）．
３）豊田幸詞、宮嶋俊明、上家利文、松田裕二、大槻直
也：クルマエビ標識放流における尾肢切除法の有
効 性 に つ い て― Ⅱ． 栽 培 技 研，25（2），95-100
（1997）．
４）菅谷琢磨：クルマエビの放流調査への DNA マー
カーの応用．豊かな海，12，18-20（2007）．
５）金澤孝弘：有明 4 県で取り組む遺伝子標識を利用
した広域回遊魚種の種苗放流と共同効果調査．豊
かな海，28，12-15（2012）．

写真４

有明海（熊本県地先）におけるクルマエビ漁場
環境調査状況

６）佃

政則、神﨑博幸、三根崇幸、横尾一成、菅谷

琢磨：有明海佐賀県海域におけるクルマエビ人工
種苗（体長 10㎜サイズ）の放流効果の検証．佐賀
有明水振セ研報，28，89-92（2017）．

図５

クルマエビ漁獲尾数と硫化物量の相関
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有明４県で取り組むDNA標識技術を用いた

5 ガザミの放流群の追跡調査について

熊本県水産研究センター資源研究部

１．はじめに
現在、標記調査につきましては、有明 4 県（福
岡県、佐賀県、長崎県、熊本県）が主体となり、
国立研究開発法人 水産研究 ･ 教育機構のアドバ
イスのもと、取組を進めています。今回、構成県
の一機関として、取組内容をご紹介します。

２．有明海のガザミについて
ガザミは、北海道函館以南の日本海及び太平洋
沿岸から東シナ海にかけて分布する大型のカニ
類（写真 1）で、有明海では、小型底曳網、刺網、
カニ籠及びすくい網等で漁獲されており、沿岸漁
業の重要な漁獲対象種となっています。
有明海におけるガザミの産卵期は 5 〜 10 月（盛
期は 6 〜 8 月）で、同じ個体が年 3 回以上産卵
すると考えられています。産卵から孵化までの期
間は 2 〜 5 週間程度で、孵化後はゾエア幼生期か
らメガロパ幼生期の 2 〜 4 週間の浮遊期間を経て
稚ガニに変態し、主に干潟域に着底します。稚ガ
ニは干潟域で全甲幅長 5 cm 程度まで成長すると
徐々に干潟域を離れ、生息域を拡大します。

図１
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農林水産統計年
報によると有明海
における漁獲量は、
昭和60年の1,781ト
ンをピークに徐々
に減少し、平成 12
年には 143 トンと
それまでの過去最
低を記録しました。
そ の 後、 平 成 14
年には 337 トンま
写真１ ガザミ
で増加したものの、
平成 15 年以降は、100〜200 トンと低位で推移し
ており、平成 27 年は 66 トンでした（図 1）。

３．これまでの取組
平成 20 年 3 月、国は ｢有明海ガザミ資源回復
計画｣ を公表し、資源回復のために講じる措置と
して、漁獲努力量の削減措置及びより一層の資源
回復を図るための種苗放流による資源の積極的な
培養措置を提言し、24 年度以降は、「有明海ガザ
ミ広域資源管理方針」において引き続き実施され

有明海におけるガザミの漁獲量の推移（出典：農林水産統計年報）

2017.11

松尾
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豊かな有明海の復活に向けて

ています。
有明 4 県では、ガザミの種苗放流の効果を把握
するため、これまでいくつかの外部標識を試みて
きたものの、種苗放流全数の標識は困難でした。
このような中で、先行するクルマエビの親子判
別技術を応用し、国立研究開発法人水産研究 ･ 教
育機構及び有明 4 県により、DNA マーカーを用
いたガザミの親子判別手法が開発され、実用化に
一定の目途が立ち、外部標識では装着が不可能な
小型サイズでも全数標識が可能となってきました。
そこで、有明 4 県が共同で本手法を用いた放流
効果評価技術の開発を行い、生活史等を把握する
とともに、混入率等を推定し、より放流効果の高
い放流手法の確立を目指しています。

４．DNA を用いた放流効果調査
現在、放流効果調査でのガザミの親子判別に
は 7 つのマイクロサテライト DNA マーカーが用
いられています。マイクロサテライト DNA とは、
数塩基の繰り返し配列のことで、放流効果調査で
は、この繰り返しの数が個体間で異なることを利
用して個体を識別しています。また、この塩基配
列の繰り返し数は親子で一致します（両親から
DNA を受け継ぐ（遺伝する）
）から、この性質も
利用することによって親子判別が可能となります。
この放流効果調査では、開始当初は 3 つのマー
カーを用いていました。その後、判定精度の向上
や新たなマーカーの活用を進め、平成 27 年度に
は 7 つのマーカーの活用に至り、理論的には、ほ
ぼ 100％の確率で識別することが可能となりまし
た（偶然一致確率は全体で 5.61 × 10 -12）。現在

図２

はこの手法による解析事例を積み重ねるとともに、
より効率的な解析体制の確立に取り組んでいます。

５．放流ガザミの再捕時期
今回の解析で得られたデータを基に、各年度の
放流群の再捕時期とその尾数を図 2 に示しまし
た。各年度の放流群とも放流年の漁期後半にあた
る 10 月頃から再捕され始め、放流翌年には多く
が再捕され、翌々年にも一部再捕されることが確
認されました。

６．放流ガザミの成長・移動
解析で得られた平成 27 年度までの再捕データ
を合算して雌雄別に図 3 に示しました。なお、黄
土色丸印は放流場所周辺での短期追跡調査による
雌雄判別が出来なかった小型個体で、白抜丸印は
漁獲前サイズ混獲による雄個体でした。
再捕された種苗放流ガザミの成長について検討
したところ、雌雄とも放流後 100 日程度で急成長
していることが明らかとなりました。さらに、漁
獲物として再捕が確認され始めるのは、最短で雄
は 88 日、雌は 85 日で、春季の放流によって秋
季に漁獲加入することが改めて確認されました。
次に、図 4 に放流当年の放流場所と再捕場所を
示します。湾奥からの放流群については、主に大
牟田沖で再捕されていました。また、放流翌年の
再捕場所については、福岡県柳川市地先（放流場
所）から島原市有家地先（再捕場所）まで長距離
を移動する個体の存在も明らかとなりました。

平成 24 年から 27 年放流ガザミの再捕時期とその尾数

（出典 ： H28 有明海漁業振興技術開発事業魚種別検討会資料より抜粋）

豊かな海

No.43

2017.11

31

集

率は有明 4 県全体で数 % と非常に低い状況です。
このため、今後は放流の適期、適正な場所や体サ
イズ等を明らかにして、より放流効果の高い放流
手法を確立し、ガザミの積極的な資源の培養措置
の実用化を目指していきます。
最後に、本調査は、有明海漁業振興技術開発事
業等に基づき実施しておりますが、有明 4 県の歴
代の担当者に対し敬意を表しますとともに、ご指
導いただきました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のアドバイザーの
方々に心から謝意を表します。
図３

再捕ガザミの成長

（出典 ： H28 有明海漁業振興技術開発事業魚種別検討会資料より
抜粋し一部改編）

７．おわりに
現在までの DNA 標識技術開発によって、これ
までガザミでは不可能であった有効な放流サイズ
の把握などの複数放流群による追跡調査が可能
となりました。しかし、現段階の放流種苗の混入

図４

参考文献
鈴木洋行（2017）：DNA マーカーを用いたガザミの
種苗生産及び放流技術開発について，水産育種，46
巻 2 号，水産育種研究会，93-94.
金澤孝弘（2012）：有明４県で取り組む遺伝子標識を
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平成 26 年度放流群の放流場所と当年の再捕場所

（H27 有明海漁業振興技術開発事業魚種別検討会資料より抜粋し一部改編）
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第８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」

三重県におけるアワビ類栽培漁業の現状
と海女漁業の再生に向けた課題
三重県水産研究所

１．はじめに

主幹研究員

竹内

泰介

が期待できる。このため、アワビ類の人工種苗放
流による栽培漁業は 1970 年代後半から全国で本

三重県において、アワビ類は伝統的な素潜り漁

格的に実施され、1990 年代まで種苗放流数は増

業者である「海女」が漁業の中心を担っており、

加し続けた。その後、徐々に減少傾向にあるもの

漁村の文化と密接な関係がある。三重県では鳥羽・

の、栽培漁業は現在でもアワビ類の増殖のための

志摩地域を中心にリアス式海岸が発達し、岩礁域

重要な手法として位置付けられている。三重県で

が広がる好漁場となっており、鳥羽市立海の博物

はメガイアワビとクロアワビの 2 種が生産・放流

館の 2014 年の調査によれば日本全国の約半数の

されてきたが、1990 年代から発症が見られた「筋

海女 761 人が鳥羽志摩地域に存在している。三重

萎縮症」を原因としてクロアワビの生産が中止さ

県における海女漁業の歴史は古く、現代において

れた後は、ほぼメガイアワビ主体の生産・放流が

も信仰や祭りを通じて鳥羽志摩地域の伝統・文化・

されてきた。しかし、近年紫外線殺菌装置の導入

風習との関わりが大きい。また、近年では、三重

等、筋萎縮症の発症を抑える技術が進んできたた

県において開催された「伊勢志摩サミット」等を

め、現在ではまだ少数ながら、クロアワビの生産

契機に「海女」に対する注目度が高まっており、

が再開されている。2015 年には、メガイアワビ

2017 年には「鳥羽・志摩の海女漁の技術」が国

とクロアワビの 2 種類で 71 万個が鳥羽市以南の

の重要無形民俗文化財に、また、同年に鳥羽・志

各地で放流されている（図 1）。

摩の海女漁業が日本農業遺産に認定される等、生
業としての海女の歴史的な価値が見直されてきた。
しかし、三重県の海女にとって重要な漁獲物であ
るアワビ類（クロアワビ、メガイアワビおよびマ
ダカアワビ）の漁獲量は、1986 年の 451 トン以
降一貫して減少傾向が続いており、2015 年には
45 トンにまで減少した。さらに、海女の高齢化
と後継者不足もあり、三重県の海女漁業は存続の
危機ともいえる厳しい状況に直面している。この
ため、資源管理等に加えて海女漁業の支援策とし
て、アワビ類資源の底上げのための種苗放流、海

図１

三重県におけるアワビ類の種苗放流数の推移

女による協議会の運営支援等を通じた海女の所得
向上を目指した取組が推進されている。

栽培漁業の推進において、人工種苗の放流後の
再捕状況を把握することは種苗放流の費用対効果

２．三重県におけるアワビ類栽培漁業の現状

を判断するうえで必要不可欠であるが、アワビ類
放流種苗が漁獲により再捕される割合（以下、回

アワビ類は地先での定着性が強く、放流後も地
先に留まることから栽培漁業による高い増殖効果

収率と記述）を算出した事例は全国的に少ないの
が現状である。
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三重県ではアワビ類の放流効果を把握するため、

殻長はいずれの年も両種ともに約 35㎜であった。

県内の主要なアワビ類漁場において調査を実施し

放流方法は、潜水により海底の岩の隙間等に数個

てきた。このうち、長期間にわたって詳しく調査

体ずつ付着させる手撒き放流である。

が行われた鳥羽市国崎（くざき）地先の天然漁場

放流貝の再捕状況を把握するための市場調査は、

におけるメガイアワビとクロアワビの放流効果の

1992 年に放流した種苗が水揚げされ始めた 1994

および志摩市甲賀地先の人工投石漁

年から開始した。市場調査での放流貝と天然貝の

場における調査事例 ２） を紹介するとともに、こ

判別は、放流種苗に特有なグリーンマーク（殻の

れらの調査から見えてきたアワビ類の種苗放流に

螺頂部の緑色）の有無を目視により行った。調査

おける問題点を考察する。

では、水揚げされたメガイアワビとクロアワビそ

調査事例

１）

れぞれを、天然貝、放流貝に分けた後に、デジタ

３．放流効果調査事例

ルノギスを用いて殻長を測定した。調査は原則と
して、調査対象とした 3 漁場の全ての漁獲日に、

（１）三重県鳥羽市国崎地先の天然漁場

水揚げされた全ての個体を対象として行った。放

調査漁場とした国崎地区は漁場を 7 つに区分

流貝の回収率は、各年の放流数（種毎に 1 万個体）

し、順次漁獲を行う「輪採」を実施するとともに、

に対し、複数年にわたって漁獲される総再捕数の

それぞれの漁場における操業を、年間 3 ～ 5 回

割合とし、次式により算出した。

程度にとどめること等、徹底した資源管理が実施
されている。アワビ類は個体毎の成長差が大きい

R i+n / N × 100
X i ＝Σ
n
ここで、

ことに加え、放流後長期にわたって再捕されるた

X i ：i 年放流群の回収率（％）

め、毎年標識されずに放流している地先では、再

R i+n ：i 年放流群の i + n 年における漁獲数（n≥2）

捕された放流貝の放流年を特定することが困難

N ：放流数（全ての群で 1 万個体）

で、放流群毎の回収率を正確に算出することが難

である。種苗放流による経済効果は、経済効果指

しい。このため、漁獲物における再捕貝の放流年

数として次式３）により放流群毎に推定した。
/ N × s）
C i ＝Σ（W i+n × P i+n ）
（

を特定するため、国崎地先の 3 漁場（A ～ C と

n

表記）に対し、3 年に 1 度順番に放流を実施し（表

ここで、

1）
、再捕貝の殻長から放流年を特定しやすくする

C i：i 年放流群の経済効果指数

ことで、放流群毎の回収率の算出を試みた。試験

W i+n：i 年放流群の i + n 年における漁獲重量（㎏）

放流は、1992 年から 12 年間にわたり実施し、そ

P i+n：i 年放流群の i + n 年における漁獲物の単価

れぞれの漁場で 3 年に 1 度、メガイアワビとクロ

（円 /kg）

アワビを同数（各 1 万個体）放流した。種苗は三

N ：放流数（1 万個体）

重県栽培漁業センターで生産されたもので、平均

s ：放流種苗単価
である。漁獲物単価（P i+n）は、メガイアワビ、

表１

三重県鳥羽市国崎地区３漁場における放流年

クロアワビで異なることから、その年の種毎の平
均値を計算して求めた。種苗単価 s は、三重県栽
培漁業センターの販売単価 45 円とした。経済効
果指数は、水揚げ額を種苗放流経費で割った値で、
種苗単価 45 円に放流数の 1 万個を掛けた 45 万
円が直接的な種苗放流経費となり、この種苗放流
経費と等しい放流貝の水揚げがあった場合は 1 と
なる。
調査期間中に再捕された全ての放流貝について、
放流後の経過年数毎の漁獲割合を図 2 にまとめた。
放流貝は、メガイアワビ、クロアワビともに
放流の 2 年後から再捕され、3 年後にピークを迎
え 4 年後までの間に約 8 割が漁獲された。その後、
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図２

全ての漁獲された放流貝の放流後経過年数
毎の漁獲割合

放流の 5 ～ 7 年後で再捕は終了し、放流の回収状
況を全て追跡するためには、放流後 7 年という長
期間にわたる市場調査が必要であることが分かっ
た。しかし、放流から 4 年間で約 8 割が漁獲され
ることから、放流後 2 ～ 4 年の 3 年間の調査で
もおおよその回収率の算出は可能であると考えら
れた。

図３

次に、3 漁場における漁獲数に占める放流貝の

三重県鳥羽市国崎地区３漁場におけるメガイ
アワビとクロアワビの放流貝の混獲率の推移

混獲率の推移を図 3 に示した。3 漁場ともにクロ

均値± SD、以下同じ）、クロアワビで 3.5 ± 2.4％

アワビと比較してメガイアワビの混獲率が高い傾

であり、メガイアワビはクロアワビより回収率が

向にあり、メガイアワビで 4％～ 76％、クロア

高い傾向があった。

ワビで 1％～ 23％で変動した。放流貝の混獲率は、

放流群毎の経済効果指数について、表 3 にまと

漁獲された放流貝の数よりむしろ天然貝の漁獲動

めた。「アワビ種苗放流マニュアル」４）では、栽

向に影響を受けた。

培漁業を有効に行うためには経済効果指数は 2 以

回収率はメガイアワビで 1.4 ～ 15.8％、クロア

上が目安とされている。国崎地先の各放流群にお

ワビで 0.6 ～ 7.3％と放流群によって大きく変動

ける経済効果指数の平均値は、メガイアワビ、ク

した。回収率を漁場間で比較すると、漁場 B で

ロアワビともに 2 を下回ったが、漁場 B のメガ

最も高く、漁場 A、漁場 C の順に低くなる結果

イアワビで 2.5、クロアワビで 2.3、漁場 A のク

となり、両種において回収率に大きな差が生じた

ロアワビで 2.0 と、漁場によっては 2 以上の経済

要因となっている。また、メガイアワビは同じ漁

効果指数が得られた。これらの漁場ではアワビ類

場であっても放流年により大きな差が生じた（表

の栽培漁業を行うことの経済的有効性は大きいと

2）
。

考えられた。このため、放流に際しては適切な漁

メガイアワビとクロアワビの 3 漁場を合わせた
平均の回収率は、メガイアワビで 5.5 ± 4.8％（平

表２

場を選択していく必要があることが明らかとなっ
た。

三重県鳥羽市国崎地区３漁場におけるメガイアワビとクロアワビの放流群別回収率（％）
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表３

三重県鳥羽市国崎地先３漁場におけるメガイアワビとクロアワビの経済効果指数

（２）三重県志摩市甲賀地先の人工投石漁場

では、メガイアワビはクロアワビより回収率が高

志摩市甲賀地先の人工投石漁場 4 漁場（1 漁場

い傾向があった。また、漁場によっても回収率に

の面積は 1,000㎡）に、メガイアワビとクロアワ

差が生じており、漁場 2 で高く、漁場 3 で低い傾

ビの種苗を用いて、異なる放流密度による試験放

向が見られた。

流を 2000 ～ 2002 年に実施した（表 4）。各年、4

ここで特筆すべきは、漁獲物に占める放流貝の

漁場のうち 2 漁場に放流し、うち 1 漁場には、1

混獲率である（図 5）。4 漁場全体のメガイアワビ

種類当たり 1.5 個体/㎡（1,500 個体）、もう 1 漁

の混獲率は 90％以上であった。クロアワビにつ

場には 1 種類当たり 7.5 個体/㎡（7,500 個体）と

いても 4 漁場全体の混獲率は 80％で、両種とも

なるように放流した（2 種合わせたアワビ稚貝の

に図 3 に示した天然漁場の調査結果と比較すると

放流密度は、3 個体/㎡と 15 個体/㎡となる）。な

人工投石漁場の混獲率が高い結果となった。なお、

お、2000 年に放流した 2 漁場には放流密度を入

三重県内の他の人工投石漁場での漁獲物調査にお

れ替えて 2002 年に再度放流した。

いても、混獲率は 90％を超え、天然貝は少数で
あった。

表４

三重県志摩市甲賀地先における各漁場の
１種当たりの放流密度

調査は、試験放流後 2006 年までの毎年の口開
け日に、全ての漁獲物について、種別に天然貝
と放流貝を判別するとともに、殻長を測定した。
2000 年と 2002 年に放流した 2 漁場については、
放流貝の殻長から放流年を区別した。
図 4 に 2006 年までの調査によって算出したメ
ガイアワビとクロアワビの放流群毎の回収率を示
した。両種ともにいずれの年の放流においても低
密度群の回収率が高い傾向があった。種間の比較
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図４

三重県志摩市甲賀地先における放流年、密度、
漁場別のメガイアワビとクロアワビにおける放
流種苗の回収率。なお、Ｈは 7.5 個 / ㎡、Ｌは
1.5 個 / ㎡で種別に放流されたことを示す

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

高めていこうという意識づくりが必要と考えられ、
放流後の生残率を向上させるための研究を実施し、
この結果を基にして、三重県ではアワビ種苗放流
マニュアル６） を作成し、漁業協同組合に配布す
るとともに必要に応じて直接海女らに説明を行っ
ている。また、近年開発されたアバロンタグを用
いて、放流後の生残状況を追跡するとともに、千
葉県のコンクリート板を用いた漁場造成によるア
ワビ類の増殖事例 ７） を参考に、女性である海女
でも反転しやすいコンクリート板漁場の造成と同
漁場における試験放流を実施している。同漁場で
のこれまでの追跡調査により、放流後 3 年程度で
漁獲間近のメガイアワビの生残率が 10％を超え
ていることが確認されている８）。
2 点目として、クロアワビの方が、メガイアワ
ビより回収率が低い傾向があることについて、人
工投石漁場に生息するアワビ類資源のうち、実
際に漁獲が可能な資源量はメガイアワビで 50％
程度、クロアワビで 5％程度９）と報告されている。
図５

志摩市甲賀地先の人工造成漁場における
メガイアワビおよびクロアワビの放流貝
の混獲率（４漁場平均）

一般的にクロアワビは、岩の奥へ潜む傾向がある
ことから、岩の表面や亀裂に生息することの多い
メガイアワビと比較してクロアワビの方が、両種
が同数生息している漁場でも漁獲量が少なくなる

４．放流効果調査から見えてきたこと

ものと考えられる。しかし、クロアワビは、メ
ガイアワビより浅所に分布し 10），11）、高齢の漁業

これらの調査結果から、アワビ類の栽培漁業に

者でも漁獲が可能であること、またメガイアワビ

関する以下の問題点が明らかとなった。

より高値で取引されていることから、クロアワビ

・漁場や放流年により、放流効果が異なること。

種苗放流に対する漁業者からの要望は根強くある。

・クロアワビは、メガイアワビより回収率が低い

千葉県のコンクリート板漁場で、クロアワビの放

傾向にあること。
・天然漁場より人工投石漁場の方が、放流貝の混

流種苗の回収率が 10％を超える良好な結果７）が
得られていることから、放流条件によってはクロ

獲率が高いこと。

アワビでも高い放流効果を得ることが可能と考え

これらについて、要因等を考察する。

られる。三重県では、筋萎縮症の発生により中断

１点目の、漁場や放流年により、放流効果が異

していたクロアワビ種苗の生産を再開しているの

なることについて検討した。アワビ類の種苗の放

で、今後はクロアワビに焦点を当てた回収率の向

流効果に影響を及ぼす要因は、すみ場、餌料、水

上に向けた研究に取り組んでいくこととしている。

質、他の生物との競合関係等の多岐に渡り、放流

3 点目として、天然漁場より人工投石漁場の方

効果が異なるのは、これらの要因による複合的な

が放流貝の混獲率が高いことは、三重県だけでは

であるとされる。また、放流される種苗

なく他県でも報告されており、神奈川県では、人

の活力等も大きな影響を及ぼすと考えられる。こ

工投石漁場におけるメガイアワビとマダカアワビ

のため、放流に際しては、放流に適した漁場を選

の混獲率が 90％を超える事例 12）が報告されてい

択するとともに、漁業者による放流前の害敵駆除

る。このことは、人工投石漁場で種苗放流を中断

や、放流種苗の活力を低下させない適切な輸送手

すればその後の水揚げが絶えてしまうこと、人工

段を講じること等も必要であると考えられる。

投石漁場に多くのアワビ類種苗を生育させる環境

結果

５）

さらに、漁業者自らが放流に際して放流効果を

条件が整っていたとしても、放流数が少なければ、
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人工投石漁場の本来有する増殖効果が十分に発揮
されないことを意味している。この要因として、
人工投石漁場では、放流サイズである殻長 30㎜
程度のアワビ類稚貝は生息可能であるものの、天
然の初期稚貝が着底しにくいこと、あるいは、着
底してもその後の生存ができない可能性が考えら
れるが、残念ながら現状では詳しくは明らかに
なっていない。このため、人工投石漁場において
天然貝の着底を増加させ、その後の生残を向上さ
せる技術の開発が期待される。
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けると、およそ 3 万 6 千個の貝が漁獲されている

32, 193-198.

と推定できる。乱暴な計算ではあるが、漁獲され
ているアワビ類の大きさを 1 個 200 g と仮定する
と、2015 年におけるアワビ類の漁獲量 45 トンは
22 万 5 千個となり、三重県におけるアワビ類の
全漁獲数の 16％を占めることになる（実際には、
三重県ではアワビ類 3 種が漁獲されるため、メガ

10）神奈川県（2000）：平成 10 年度浅海域複数種放
流技術開発事業報告書（磯根グループ）．神 1- 神
20.
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。これらは、いくつ

1235-1237.

もの仮定によっているため、数字自体の信ぴょう
性は低いものの、アワビ類の漁獲量のうち無視で
きない量が放流貝によって占められていることは
言えそうである。
鳥羽・志摩地域の漁村における伝統・文化・風
習に不可欠な存在である海女の人数の減少を食
い止めるためにも、長らく低迷しているアワビ類
漁獲量を増やすこと等、海女の所得向上に取り組
むことは三重県にとって急務であると言える。ア
ワビ類の漁獲量を増加させるうえで、天然貝の資
源量を増加させることはもちろんのことであるが、
今後は漁獲量の底上げにつながる人工種苗の放流
効果を向上させる技術開発の重要性が益々増して
くると考えられる。
参考文献
１）竹内泰介・松田浩一・徳沢秀渡，山川卓（2010）
：
三重県国崎地先におけるクロアワビとメガイアワ
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【シリーズ】
第８回

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」

瀬戸内海西部のアサリ資源の変動と
漁場環境変化
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

生産環境部干潟生産グループ主任研究員

１．はじめに

手塚 尚明

1980 年代に福岡県沿岸で（藤本ら 1985）アサリ
幼生分布調査が行われており、最大 10000 個体 /

瀬戸内海西部に位置する周防灘はアサリ漁獲量

㎥以上の幼生分布が確認されています。近年のア

が激減した海域として知られています。周防灘の

サリ激減後の幼生分布状況は調べられていません

アサリ漁獲量はピーク時約 4 万トン、そのうち大

でしたが、2004 年から 2007 年にかけて周防灘で

分県沿岸では２万 7 千トンの漁獲量が記録されて

アサリ幼生分布調査が行われました。調査結果の

いましたが、近年の周防灘のアサリ漁獲量は 100

詳細は Tezuka et al. (2016) にまとめられていま

トン未満、そのうち大分県沿岸では 10 トン未満

す。調査の結果、アサリ幼生は 5 月から 11 月に

と、ほとんどアサリが漁獲できない状態です（図

かけて断続的に出現し、最大 2000 個体 /㎥の密

１）
。このような漁獲量の激減はなぜ生じたので

度で出現することが確認されました。図 2 に結果

しょうか。漁獲量を再び増やすことは可能でしょ

の一部を示します。近年の周防灘では 1970～80

うか。本稿では、周防灘およびかつて周防灘の主

年代に比べアサリ親貝の現存量が少ないため、か

要アサリ漁場であった中津干潟で近年行われた、

つてに比べ幼生の分布密度も低めになっていると

アサリ幼生分布調査や着底後の成長生残調査の結

考えられますが、残存している親貝個体群により

果をもとに、当海域におけるアサリ激減の原因に

一定規模の産卵が行われていることが伺えます。

ついて考察し、今後の対策について考えてみたい
と思います。

３．幼生の着底
アサリ幼生の分布が確認されたとしても、幼生
は干潟に着底できるとは限りません。幼生分布調
査と同時期の 2005 年から 2007 年に周防灘大分
県沿岸の中津干潟で行われたアサリ着底稚貝モ
ニタリング調査の結果、干潟に殻長 0.5㎜以下の
着底稚貝が出現するのは、主に 10 月下旬から 11
月の秋季に限られることがわかりました。着底稚
貝の密度は秋季には 10,000 個体 /㎡以上に達し
ますが、春から夏季は最大 1,000 個体 /㎡以下と、
1/10 以上の差が見られました。前述のように周

図１

周防灘のアサリおよびガザミ漁獲量の推移

防灘のアサリ幼生は 5 月から 11 月にかけて断続
的に発生しますが、5 月から 9 月に発生した幼生

２．幼生の分布

の大半は干潟に着底することなく死んでしまうと
考えられます。ただし、アサリの着底稚貝の出現

アサリが激減した近年の周防灘でアサリは産卵

は秋が主体というのは、近年に限った話ではなく、

し、幼生の分布は見られるのでしょうか。周防

1970 年代および 1980 年代に周防灘沿岸の干潟で

灘では、1970 年代に山口県沿岸で（井上 1980）、

行われた調査でも報告されており、また程度の差
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干潟近くに来遊した幼生が着底期前後に死亡す
るとしたらその原因は何でしょうか。最近の研究
により夏場には干潟の地温が 40℃前後の高温に
なることが確認され、幼生が夏場に干潟に着底
できない主な要因であることが示唆されていま
す（梶原ら 2017）。秋季に着底稚貝が出現する頃
には干潟の地温は十分に低下し、好適な着底環境
が形成されると考えられます。なお、アサリ幼
生の着底は低塩分下で促進され、塩分が高いと着
底しにくいことが実験的に確かめられています
（Tezuka et al. 2013）。野外でもアサリ着底稚貝は
河口干潟域に多く観察され、淡水流入による塩分
低下が幼生着底のキーとなっている可能性が考え
られます。アサリの着底には、地温、塩分等の好
適な着底環境が必要と考えられます。

４．着底後の成長生残
漁獲量の激減した近年でも、周防灘沿岸の干潟
には着底稚貝が 10,000 個体 /㎡以上の高密度で
出現することが確認されました。干潟に着底稚貝
が出現しても漁獲につながらないのはなぜでしょ
うか。2005 年から 2007 年にかけて中津干潟の
2 定点で着底後の成長生残を調べました。詳細は
Tezuka et al. (2012) を参照ください。秋から冬の
間、アサリの着底稚貝密度は次第に減少し、翌春
に 5 ㎜前後の目に見えるサイズの稚貝となるまで
生き残る割合は約 3 ～ 36％でした。秋の着底稚
図２

周防灘のアサリ幼生分布調査結果の例

貝密度と着底後の生残率は年によって変動がある
ものの、中津干潟では春には 5 ㎜前後の目に見え

はありますが東京湾以南の他の海域でも見られる

るサイズの稚貝が数千個体 /㎡以上の密度で確認

比較的一般的な現象と考えられます。

できる年が多いことがわかりました。つまり、稚

夏季の幼生はなぜ干潟に着底できないのでしょ

密度で出現する場合が多いことがわかりました。

では夏季の成層期には表層の流れが強くなり、夏

しかしながら、春に 5 ㎜前後となった稚貝がその

季は幼生の湾外への流失、いわゆる無効分散が大

翌春まで生き残る割合は 0 ～ 15％と低く、アサ

きくなることがその原因である可能性が考えられ

リ稚貝が漁獲サイズに至る前に死亡する実態が明

ました。しかしながら、実際に観察された幼生分

らかとなりました（Tezuka et al. 2012）。中津干

布調査結果を見ると、180μm 以上の着底期幼生

潟では、殻長 5 ㎜の稚貝が漁獲サイズの殻長 30

密度は夏季にも秋季と同程度かそれ以上の密度で

㎜に成長するにはさらに 2 年程度の期間を要しま

出現し、干潟には着底期の幼生が秋に限らず来遊

す。春に稚貝が確認されたとしてもその翌年には

していると考えられました。つまり、夏季に干潟

既に消失していることが多く、稚貝の大量発生が

に着底稚貝が出現しない原因は幼生期の無効分散

なければ漁獲サイズまで生き残る個体は非常に少

ではなく、着底期前後の死亡であろうと考えられ

ない状態となっています。

ます（Tezuka et al. 2016）。
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貝が発生しないわけではなく、むしろ、比較的高

うか。流動モデルを使った研究によれば、周防灘
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2005 年の春は、中津干潟で稚貝の大量発生が

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

見られ、干潟全域にアサリ稚貝
の分布が見られました（図 3）
。
その結果、2006 年から 2007 年
にかけて大分県沿岸では一時的
に 700 トン前後の漁獲量が記
録されています。稚貝の大量発
生原因は不明ですが、2004 年
は夏から秋にかけて台風が通過
し干潟のかく乱が大きかったこ
とや、雨が多かったため、小型

図３

２００５年６月の中津干潟におけるアサリ稚貝大量発生時の稚貝分布

捕食種および競合種の減少や、
好適な着底環境の形成、餌の増加が生じ、2004
年秋の着底や着底後の成長生残にプラスに作用し
た可能性が考えられます。

５．捕食防除の有効性
稚貝はどういった原因で死んでしまうのでしょ
うか。中津干潟では、捕食による死亡や砂面変
動による埋没死が主な要因であろうと考えていま
す。被せ網やカゴは捕食を防除する有効な手段で、

図４

漁業者によるコンテナカゴを用いた
アサリの生産

中津干潟においても有効性が確認されています
（Tezuka et al. 2014）。被せ網の場合、捕食性の巻

６．再びアサリが獲れるようになるか？

貝類やカニ類の侵入を防ぐことが困難で、中津干
潟で行った被せ網調査では網下にこれら捕食生物

カゴや被せ網を設置し、稚貝を捕食や砂面変動

の侵入が見られました。捕食性の巻貝類やカニ類

から防ぐことで、アサリの激減した周防灘沿岸の

が多い場所ではカゴを用いることでより高い生残

干潟でもアサリの生産が可能であることがわかっ

率が期待できます。一方、中津干潟では、捕食以

てきました。しかしながら今後海域全体でアサリ

外にも、出水後の砂泥の堆積や波浪に伴う砂面変

資源量が増加し、かつてのように自然とアサリの

動による埋没死がしばしば発生します。被せ網や

漁獲が可能になることがあるでしょうか。現在の

カゴは砂泥の堆積に弱いため、被せ網やカゴを設

周防灘のアサリ個体群は稚貝の生残率が低く、稚

置する際には、砂泥の堆積や波浪による砂面変動

貝の大量発生がない限り漁獲サイズまで生き残

の少ない場所を選定することや、リスク分散のた

らない状態です。アサリの漁獲が可能になるには、

め複数地点で行うことが重要でしょう。また、被

稚貝の発生量が増大するか、稚貝の成長生残率が

せ網を干潟面から浮かすことや、ある程度高さの

向上する必要があります。

あるカゴを使用することで、埋没死のリスクを軽

周防灘では、近年の温暖化傾向や、栄養塩負荷

減できると考えられます。最近の調査では、中津

量の削減、水資源開発に伴う干潟への河川水流

干潟の砂面変動の少ない場所にある程度高さのあ

下量の減少等の環境変化により、かつてに比べア

るメッシュバッグを設置することで、アサリが高

サリの着底や成長生残率が低下してきた可能性が

密度に生産可能であることが示されています（梶

考えられます。温暖化により、ナルトビエイの出

原ら、投稿中）。漁業者によるコンテナカゴを用

現をはじめ、ガザミ、クロダイ、ツメタガイ類等、

いたアサリ生産も試みられ、一部出荷もされてい

暖海性の捕食者が増加している可能性があり、ア

るようです（図 4）
。カゴや網を用いたアサリの

サリへの捕食圧は増大してきた可能性があります。

生産はまだ始まったばかりですが、今後の発展が

ガザミの漁獲量は、アサリ漁獲量が増加した年代

期待されます。

には非常に少なく、かつては捕食者不在の状況で
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アサリが増加した可能性が考えられます（図 1）。

うです。栄養塩負荷量や河川水流下量を人為的に

栄養塩負荷量の削減によりアサリの餌となる植物

変えた実験を行うことは困難ですが、毎年の環境

プランクトンが減少し、アサリの成長が遅くなる

変化やアサリを含めた生物群集構造の変化、つま

ことで着底後の生残が低下している可能性も考え

り生態系のモニタリングを行うことで、時間はか

られます。干潟への河川水流下量が減少し、低塩

かりますが、環境変化が生物群集にどういった変

分化による好適な着底環境が形成されにくくなっ

化をもたらすかを予測できるようになるでしょう。

てきた可能性や、干潟の底質環境が変化し、波浪

また、対象が生態系となると、限られた労力でス

による着底稚貝の流失や埋没死のリスクが増大し

ケールの大きな対象を評価する方法の検討や、調

てきた可能性も考えられます。

査機関の連携が必要でしょう。短期間でアサリを

これらの環境変化がアサリ激減の原因だとすれ

増やすことは難しいかもしれませんが、ある程度

ば、対策は可能でしょうか。捕食者の増加には、

長い視点とスケール感をもった取り組みにより、

網やカゴの設置や、漁獲利用できる種であれば漁

アサリが増えやすい環境を整備していくことは可

獲により捕食者を減らすことができるかもしれま

能ではないでしょうか。

せん。富栄養化によりアサリの成長が速くなれば、
着底後の生残率が向上するかもしれません。河川

参考文献
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本稿では、周防灘海域でこれまで行われてきた
調査研究結果を振り返りながら、同海域のアサリ
減少原因や、今後の対策について考えてみました。
アサリを根本的に増やすには、スケールの大きな
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前回の第 21 回で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准教授に、瀬
戸内海のサワラの復活のために漁業者と栽培漁業技術者が一致団結して行う熱い取組に
ついて、共同種苗生産と香川県での中間育成の事例を紹介いただきました。今回は山本
准教授による兵庫県五色町漁協と大阪府西鳥取漁協の中間育成に携わる漁業者へのインタ
ビューを通じて、サワラの栽培漁業がもたらした波及効果と今後の課題についても言及い
ただきました。両漁協へのインタビューには、共同種苗生産の生産管理者の長野泰三氏と
水産庁瀬戸内海漁業調整事務所の後藤正行資源保護管理指導官に同行いただき、中間育成
現場の生の声を聴いてもらいアドバイスいただきました。

第22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
その二：サワラ栽培漁業の取り組みから見える漁業の課題とビジネスモデル
国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校
准教授

平成 10 年から開始されたサワラの種苗放流で
あるが、全長 4 ㎝で陸上水槽から取り上げて計数
をし、放流海域へ設置した網生け簀を利用して中
間育成をする。全長 8 ～ 10㎝まで漁業者が中心

山本

義久

１．大阪府でのサワラ種苗生産と
西鳥取漁協でのインタビュー
１）大阪府でのサワラ漁獲量の動向と種苗生産の

となって育成し、放流する。今回は本企画のおか

経緯

げで積極的に携わっている大阪府と兵庫県の漁業

大阪府での主なサワラ漁業は、特に西鳥取漁協

者との活発な意見交換ができ、サワラ栽培漁業に

と尾崎漁協などで盛んで、サワラ流し網や曳き縄

対する熱い想いと直面する課題から炙り出された

などで漁獲される。瀬戸内海全体と同様な漁獲傾

今後の方向性についても話題が広がった。

向で推移し、平成 10 年に漁獲量は 3ｔまで低下
したが、栽培漁業と漁獲管理の効果により近年は
増加傾向で 70 ～ 118ｔで推移し、この 3 年間は
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100ｔを超えて安定維持している。
大阪府では水産機構の技術移転を受け、地方独
立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所水産
技術センターで睦谷一馬主任研究員と辻村浩隆主
任研究員の両名が中心になって、平成 15 年から
平成 26 年までサワラの種苗生産技術開発を行っ
た。その結果、全長 4 ㎝サイズのサワラ種苗を 1
～ 4 万尾生産し、中間育成し放流してきた。その
間、サワラ仔魚の餌となるマダイやクロダイのふ
化仔魚の給餌尾数と生残率に正の相関があること
から、ふ化仔魚確保の重要性について報告してい
る。また、平成 27 年から平成 29 年は前回紹介

西鳥取漁協での給餌の様子

したように、サワラ共同種苗生産が瀬戸内海区水
産研究所屋島庁舎に拠点化されたことに伴い、睦

３）魚の資源が減少した「魚庭」の海～サワラの

谷主任研究員がその期間、生産技術員として従事

漁獲が補てん～

し、サワラの特性を踏まえた新たな種苗生産技術

大阪湾では生物生産の基礎となる栄養塩の低下

を開発し、現在のサワラ共同種苗生産技術の進展

が著しく、この 25 年で三分の一に減少するなど

に大きく貢献した。

貧栄養化が進んだことや埋立などの様々な影響で

当時は筆者が屋島庁舎の責任者であったが、睦

大阪湾の水産資源は低下傾向である。特に近年の

谷主任研究員とサワラの飼育技術や特性について

温暖化の影響と思われるイカナゴ資源の減少など

技術論をかわし、大いに触発されたことを覚えて

様々な水産資源の漁獲量の低迷と魚価の低迷によ

いる。

り、漁業収入は低下し漁業者の経営がひっ迫して

また、大阪府では全漁連が企画・推進している
プライドフィシュに秋の魚として「魚庭のサワラ」
が掲載されている。
「魚庭」は「なにわ」とよみ、

いる。さらに最近のアニサキスの風評被害は深刻
であった。
しかし、部会長や組合長によれば、近年のサワ

大阪の古称とされ古くから大阪湾が魚介類の豊富

ラの漁獲量の増加による収益で上記の減収を補

な海であったことを物語っている。

てんしている状況であるとのことである。組合長
は、「流し網漁のみならず、曳き縄漁においても

２）大阪府の西鳥取漁協での事例

サワラの水揚量が増加したことから、大阪湾のサ

大阪府での独自の種苗生産及び共同種苗生産で

ワラに関する漁業を営んでいる漁業者はサワラの

確保したサワラ種苗の中間育成は、サワラの漁獲

水揚げの増加で近年は収入の底支えをされている

量が多い西鳥取漁協で実施されている。今回は西

といっても過言ではない」との意見だ。

鳥取漁協の大阪府サワラ流し網漁業管理部会の横
田憲一会長と相良康隆組合長にインタビューした。

４）サワラの漁獲量の増加に伴う魚価低迷

西鳥取漁協では、これまで地元の大阪府が種苗生

しかし、近年、我が国周辺のサワラの資源量の

産してきたこともあり、サワラの採卵や中間育成

増加に伴い、瀬戸内海全体で 2,000ｔ前後、我が

及びサワラの餌となるシラスの確保など様々な協

国全体では約 2 万ｔの水揚げがあり、サワラの

力をしてきている。また、中間育成は漁港付近の

水揚げが急増した。大阪市中央卸売市場では平成

消波ブロック護岸の内側に設置した 5.5 ｍ角、深

27 年にサワラ銘柄は 2,280ｔの取扱いがあり、地

さ 3.5 ｍの生け簀２面を使用し、サワラ流し網漁

元の大阪産 100ｔの 23 倍もあり、国内外から生

業管理部会の関係者が小型船を横付けにして、解

鮮のサワラが搬入されている。そのため市場原理

凍したイカナゴシラスを様々な工夫を講じながら

によりサワラの単価は低下し、大阪市中央卸売市

サワラの摂餌活性に合わせて丁寧に給餌していた。

場では 639 ～ 926 円/㎏と和歌山市中央卸売市場
の 1,000 円/㎏前後と比べても低く推移している。
このような状況は、サワラの資源回復に携わって
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きた関係者としては、巨大な大阪のマーケットが

後に１日間の飢餓で概ね死亡するとの報告があり、

あるにもかかわらず「魚庭もん」が優遇されずに、

全長 4 ㎝でも飢餓耐性は５日間、全長 7 ㎝では９

市場原理で価格が推移する現状の流通体制による

日間程度しかない。特にふ化直後に海域に餌料と

魚価低迷は歯がゆいものであろう。そのため、生

なるカタクチイワシのシラスが存在しない状況で

産者と流通と消費者を繋ぐフードシステム全体を

あれば、親魚が大量に産卵したとしても、ふ化後

考えて、取り組んでいく必要がある。

にサワラの仔魚は死滅する可能性が高い。1990
年台の瀬戸内海でのサワラ資源の急減はこの要因
である可能性がある。今のサワラの年齢構成は 3
歳までが主体であり、2 ～ 3 歳でほぼ獲り尽して
いる状況である。このことを考えると 2 ～ 3 年連
続して天然発生が少ない場合、資源量は 1990 年
台の様に急減する可能性が高い。このことは、サ
ワラ資源の継続的な下支えとなる種苗放流を継続
することの重要性を示唆している。
サワラの栽培漁業について、横田部会長は以
下のように熱く語った。「これまで、大阪府では
サワラの種苗生産、中間育成の実績があり、毎年、

西鳥取漁協でのインタビュー

継続して中間育成を実施し、放流できたことがサ
ワラの資源回復につながったとの手ごたえを感じ

５）サワラ共同種苗生産・放流の継続について

ている。そのため、これまで行政からやらされた

ところで、現在サワラの瀬戸内海系群の資源量

感で協力してきたつもりはなく、漁業者が必要と

は増加傾向で、資源評価結果がこれまでの低位か

感じているからこそ実施してきた。また、自発的

ら中位になったことから、一部に「種苗放流の必

に受精卵放流も継続してきた」。このように、サ

要性も薄れてきて、漁獲管理での取組だけで良い

ワラの種苗放流や資源管理に積極的に関わろうと

のではないか」という意見もあるようだ。

する漁業者がいることはたいへん心強い。

しかし、サワラの生物特性として、飢餓に極め

ただし、種苗生産と放流を継続するためには資

て弱く、連続して天然発生群が少ないと資源は

金と人が必要である。現在、府県の漁業関係団体

急激に枯渇する可能性がある。特にふ化して開口

等の経費負担と人的支援、国の資金支援や水産機

西鳥取漁協の中間育成施設にて
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構の施設使用の協力等により、種苗生産及び放流
事業は行われているが、サワラは瀬戸内海中央部
で産卵し、生まれた魚は成長に伴って瀬戸内海全
域を広く回遊し、多くの府県の漁業者がサワラを
対象とした漁業に携わっている。このような特性
を持つ水産資源を適正な水準に保ち、安定的に漁
業が営めるようにするには、どのような機関が責
任を持って主導し、漁業者と関係機関の協力を得
て的確な種苗放流と漁獲管理を行うようにするの
か、また、それに必要な資金は誰がどのように負
担すべきか、技術者をはじめとする人員の確保は
どうするかについて、あらためてしっかりと検討

五色町漁協での給餌の様子

し、結論を出すべきであろう。
筆者が私案として、水揚げしたサワラ一本５円

２）五色町漁協の関係者のサワラ栽培漁業にかけ

程度の供出金を募りサワラ基金を創出し、種苗生

る熱き想い

産・放流や資源管理の資金の一部に充てるアイデ

今回のインタビューでは五色町漁協の福島組合

アについて問いかけたところ、組合長も部会長も、

長を筆頭に、副組合長、理事、幹事、青年部会長、

「可能性はあり、他のサワラで潤っている漁業者

副会長、主任など 10 名と、兵庫県洲本農林水産

も含めた全体で協力する体制作りを検討する必要

振興事務所の瓢氏、田村氏の総勢 12 名がインタ

があるだろう」とのコメントであった。

ビューに応じてくれた。五色町漁協は資源回復計
画の当初から中間育成に従事するとともに、様々

２．兵庫県五色町漁協でのインタビュー
と淡路島の食のブランド化の取組
１）サワラ栽培漁業への兵庫県の貢献と兵庫県五

な情報交換会にも積極的に参画してきた。組合長
は、「当初から中間育成にかかわってきて、サワ
ラ種苗放流は強く期待もしているし、やり甲斐も
ある」との意見、青年部会長は、自分たちがサワ

色町漁協での事例

ラ資源を守っている意識が強く、「サワラが増え

サワラの種苗生産において最も重要な仔稚魚の

れば増えるほど充実感がある。青年部会としても

初期餌料であるマダイふ化仔魚の大量確保の協力

中間育成の受け入れ尾数も多くしてほしいし、今

では、毎年、兵庫県の協力が不可欠であった。屋

後もサワラの共同種苗生産を継続してほしい」と

島庁舎よりも 4 ～ 5 月の水温が低いこと、多数の

の意見である。福島組合長ら関係者は総じてサワ

マダイ親魚を育成していたこと等から屋島庁舎で

ラの栽培漁業への自らの貢献の認識と良い方向へ

マダイの産卵が終息した後は、兵庫県栽培漁業セ

結果が反映していることへの充実感が感じられ、

ンターと但馬栽培漁業センター（共に運営は（公

五色町漁協全体で意思統一されている。

財）ひょうご豊かな海づくり協会）にマダイ受精

今回のインタビューには参加しなかったが、多

卵をもらい受けにトラックで出向いた。この協力

くの組合員が当方らを出迎えてくれたことがその

が無ければこれまでの屋島庁舎での生残率は実績

姿勢の表れであろう。また、インタビューではサ

の半分以下になっていたであろう。

ゴシの漁獲規制の徹底など、瀬戸内海全体で柔軟

五色町漁協では、今年は都志港に設置した 4 ｍ

な対応が必要であることを説く関係者が多かった。

角の生け簀 2 面で全長 4.2 ㎝のサワラ稚魚を収容

それだけ漁獲規制により良い魚に育ってから漁獲

し、10 日間の中間育成を実施し、全長 8.4 ㎝ま

する意義を強く意識している漁協である。

で成長した種苗を 6,000 尾放流した。生残率は
92％であり、毎年 8 割以上の生残率を誇る育成
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３）五色町漁協での単価の向上の要因

に熟練した漁協である。以前は鳥飼漁港でも中間

水揚げされたサワラは主に島内と島外近傍での

育成を実施していた。受精卵放流も積極的に漁業

消費であり、価格の良い岡山や高松に送っており、

者自ら実施している。

首都圏などには出荷していない。サワラの単価
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の平均は、平成 27 年は約 700 円/㎏、平成 28 年

載せて食べる。その『づけ丼』は、サワラの甘み

は約 800 円/㎏、平成 29 年は約 900 円/㎏と徐々

とづけの風味がご飯に絡まり、ほっぺが落ちるほ

に高値がついてきた。これは後述する生サワラ丼

ど旨い（パンフレット参照：http://nama-sawara.

の宣伝効果も大きいと考えられ、生サワラ丼の取

city.sumoto.lg.jp/about）。

組が単価の底上げをしている可能性がある。また、

一方、産卵が終わり夏から秋にかけて餌をたく

消費者がサワラを刺身で食べることが広まってい

さん食べてサワラは脂が乗り、身質的にはより美

ることは今後の高付加価値化に繋がる良い傾向で

味しくなる。その食材としての魅力をよりアピー

あろう。瀬戸内海物は秋から冬にかけて脂が乗っ

ルするために、全漁連のプライドフィッシュには

てくるため、日本海との差別化が図れるであろう。

「秋の魚」として登録が行われた。

また、庄内おばこサワラをはじめ各地で取り組ま

洲本市では市の魚がサワラでもあり、このよう

れる神経締め＋脱血処理といった高鮮度保持技術

に古くから郷土料理として愛されてきたことから、

は、五色町漁協では漁法が流し刺網であるため、

平成 26 年 4 月に五色町漁協、五色町商工会、地

すべての魚に処理することができず、一部の漁業

域の飲食店や民宿、兵庫県、洲本市などにより「淡

者が生きて上がったサワラにのみ施している。処

路島サワラ食文化推進協議会」を設立し、積極的

理したサワラは直接料理店に出荷し高値で取引さ

に美味しいサワラをアピールし地域振興を実現す

れるため、処理の有効性は認知されており、一部

る取組をスタートさせた。平成 26 年 10 月に「島

では網を上げるタイミングを早くするような措置

の漁師めし

が行われ、サワラの本当の美味さを消費者に認知

とに独自の生サワラ丼を創作し、一斉展開した。

させるために、この方法が広がることを期待する。

取り扱う店舗数は発足当初 9 店舗であったが現在

淡路島の生サワラ丼」として店舗ご

は 29 店舗まで拡大し、広くマスコミにも紹介さ
れ、淡路島への観光客誘致に一役買っている。休
日には数千人が生サワラ丼を目当てに来島し、そ
の経済効果は大きい。特に今年は淡路島のもう一
つの名物「生しらす丼」とコラボレーションした
「丼」の対決企画で島全体を大いに盛り上げてい
た。他にも淡路産タマネギなど、多くの「食」の
名産を活用したブランド化の典型的な事例となっ
た。
ここでも五色町漁協は宣伝の中核的役割をし、
福島組合長ほか関係者が、自ら生サワラ丼のパン
フレットや HP そして facebook などの SNS で生
五色町漁協でのインタビュー

サワラ丼のアピールで活躍している。まさにサワ

３．兵庫県淡路島での食のブランド
化によるビジネスモデル
１）生サワラ丼で地域活性化
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、春に多くとれるため、春にはサワラの押
し寿司をつくりご近所に振舞うなどの食文化があ
る。特に五色地域では、田植えが終わると、「泥
落とし」と呼ばれる慰労の宴が広げられる。まず
はサワラの刺身で舌鼓をうち、つぎにタタキを堪
能。宴も大いに盛り上がり、いよいよ終焉にさし
かかる頃、サワラをづけにしてあつあつのご飯に

サワラ丼
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ラの地産地消を目指した生産から流通そして消費
までの 6 次産業化に貢献している事例である。
２）食のブランドを維持するための必要条件

４．まとめ
２回連載でサワラの栽培漁業の取組の現状とそ

現在様々な地域で名産品のブランド化が行われ

の過程で生じた課題について、インタビューを通

ている。しかし、そのブランドを維持するため

じて、筆者なりに解説した。サワラ栽培漁業に携

には、以下の条件が必要である。①食材や料理の

わる関係者の熱き想い、サワラの種苗を中間育成

高品質維持、②食材の量的安定確保、③地域全体

して放流し、且つ漁獲規制を遵守する漁業者の積

で構築する体制作り、④販売戦略。淡路島での食

極的な姿勢、さらに漁業収入安定のための流通の

のブランド化の取組では、①は五色町漁協が鮮度

課題や、高付加価値化のためのブランド化、さら

保持のための三日月型氷を用いた急速冷却技術や

に次世代のための食育活動など、サワラ栽培漁業

一部神経締めや脱血処理、②は不安定な漁を補完

をめぐる様々な人間模様を見ることができた。栽

する電磁波を用いた冷凍しても刺身商材として活

培漁業で増えた魚をいかに高く売り地域振興につ

用できる高性能冷凍機の導入、③は自治体が導き

なげるか、多くのヒントが提示されたと考えてい

農商工連携（漁協・商工会・飲食・観光）を実現、

る。関係者の今後の一層の頑張りを期待する。

④は「生サワラ丼」のネーミングやビジュアルを
意識した SNS 等によるアピール、各店舗で独自
の生サワラ丼を創出することによる多様化による
リピーターの確保、等条件が整っている。

五色町漁協の皆さんやインタビュー同行者との集合写真
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平成30年度予算概算要求（栽培漁業関係）の概要について
水産庁栽培養殖課
栽培企画班

１．はじめに
栽培漁業の基本的な方向性を定める「水産動物
の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関
する基本方針（以下、
「基本方針」という。）」は、
沿岸漁場整備開発法に基づき、昭和 59 年に第 1
次基本方針が策定されました。その後、平成 27
年 3 月に、33 年度までを期間とし、資源造成型
栽培漁業の推進、漁獲管理との連携の強化、対象
種の重点化等による効率的かつ効果的な栽培漁業
の推進、広域プランに基づく広域種の種苗放流の
推進、環境変化に適応した技術開発の推進、等の
取組を定めた第 7 次基本方針が策定されています。
（全国では 40 都道府県で、この基本方針に調和し
た基本計画が策定されています。）
また、本年 4 月に新たに策定された水産基本
計画では、第 7 次基本方針を踏まえ、
「種苗放流
による資源造成の推進」及び「対象種の重点化等
による効率的かつ効果的な栽培漁業の推進」のた
め、上記の取組について定められているところで
す。
（なお、第 7 次基本方針は、新たな水産基本

石田

直也

計画の策定に伴い、6 月に技術的な改正を行って
います。）
平成 30 年度の栽培漁業関係予算は、この水産
基本計画及び基本方針に沿って概算要求していま
す。

２．平成30年度概算要求の内容について
栽培漁業に関係する平成 30 年度概算要求中の
予算として、以下の 2 事業を紹介します。なお、
現在財政当局と折衝中であり、金額の変動等があ
りうることをあらかじめお断りさせていただきます。
（1）栽培漁業総合推進事業
（平成 30 年度概算要求額：125 百万円）
本事業は 29 年度の新規予算として、
「新たな栽
培対象種の種苗生産技術の開発促進」、「遺伝的多
様性の検証」、「広域種の放流効果・資源造成効果
の実証」の 3 項目について実施しています。
30 年度は拡充要求しており、以下の 3 つの事
項から構成されています。
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①
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環境変化に対応した種苗生産及び放流効果の

象種の種苗放流については数量を削減するなど柔

実証

軟な対応が必要です。このほか、種苗放流に係る

新規要求事項です。
地球温暖化等による環境変化により、日本の沿

適切な費用負担の体制づくりを進めていくことも
必要です。このように、関係都道府県間での広域

岸海域では海水温の長期的な上昇が見られる中、

連携については、種苗生産・中間育成の取り決め、

例えばキジハタのように生息域の拡大により新た

適地放流の調整、種苗生産・放流並びに育成に係

な栽培対象種として種苗生産・種苗放流に取り組

る費用負担など様々な困難な課題を解決しなけれ

み始められた魚種がある一方で、アワビのように

ばなりません。

種苗生産状況の悪化や放流効果の低下が全国的に
見られる既存の栽培対象種もあります。このよう

このため、複数の都道府県の漁業者が利用する
共通資源であって、早急な回復と安定が求められ

な環境変化に対応した種苗生産・放流手法の改良

ており、関係者間の放流経費の負担調整が困難な

を行う取組について新たに支援しようとするもの
です。本事業は 1/2 の補助率で支援を行うもので、
新たな魚種の種苗生産に取り組んでいるが既存の
技術を用いても良好な生産には至っていない場合
や、今まで良好に生産出来ていた魚種であっても、
近年の環境変化により種苗生産成績の低下が見ら
れたり、親魚の養成不良が見られる等の解決すべ
き課題がある場合を補助対象として想定していま
す。
② 広域種の放流効果・資源造成効果の実証
拡充要求事項です。
基本方針にあるように、広域種においても、多
種・少量・分散放流とならないよう重点化に努め、
適地、適サイズ、適期などを考慮した効果的な放
流を実施していくことが必要です。また、対象
種が目標とする安定した資源状態となった際には、
漁獲管理による資源の維持に重点を置き、当該対

トラフグ等の広域種について、漁獲の抑制や親魚
の獲り残し等の資源管理と連携した集中的な種苗
放流の効果の実証や、全国 6 つの海域協議会が策
定する広域プランに基づき各都道府県が連携して
行う適地放流の効果の実証について引き続き支援
を行うものです。
また、遺伝的な標識手法を用いれば、市場調査
等でサンプリングした魚の遺伝子情報を親魚の
データベースと照合することで、放流魚を親にも
つ個体かどうかの判別が可能となるとともに、種
苗の由来、移動状況など様々な情報を共有するこ
とが可能となります。これにより、広域種の栽培
漁業の推進体制づくりに大きく貢献できるととも
に、放流種苗を親魚として獲り残して再生産を確
保する「資源造成型栽培漁業」の効果検証にも有
効です。このため、これまでに「遺伝的多様性の
検証」事業で蓄積した遺伝子分析による親子判別

豊かな海

No.43

2017.11

技術を用いることにより、放流種苗の子を天然海

有明海で資源量が顕著に減少しているタイラギ

域から検出する等の放流種苗の再生産効果の実証

については、資源増大の有効な手法として種苗放

について、新たに拡充要求しているものです。
③ 新たな栽培対象種の種苗生産技術の開発促進

流が考えられます。しかしながら、タイラギの人
工種苗生産技術は確立しておらず天然採苗も困難

継続要求事項です。

であることから、人工種苗の量産技術及び中間育

栽培漁業においては多くの全国的な共通課題が

成技術の開発を引き続き推進します。この事業で

あり、その一つとして漁業者や消費者ニーズの変

は、人工種苗量産の安定化、さらには効果的な中

化を踏まえた新たな栽培対象種の種苗生産・放流

間育成技術の開発について、生活史に沿って段階

が求められていますが、都道府県単独では、なか
なか進展が見込めない状況になっています。将来

的に確立することを目的としています。
② 二枚貝増殖実証事業

にわたって栽培漁業が安定的に実施されていくた
めには、消費者からのニーズが高く、また、高い
魚価が期待できることから漁業者からの種苗放流
の要望も強い魚種について、大量種苗生産・放流
技術の開発を促進し、資源造成を図ることで漁業
者の所得向上に繋げていくことが重要です。この
ような中、アカムツやアマダイ等について、関係
機関が連携して、種苗の量産技術や適切な放流手
法の開発を加速化させ、早急に効果的な種苗放流
を確立しようとするものです。
（2）二枚貝資源緊急増殖対策事業
（平成 30 年度概算要求額：47 百万円）
本事業は 26 年度からの予算として、
「二枚貝人
工種苗生産技術開発事業」及び「二枚貝増殖実証
事業」の 2 項目について実施しており、30 年度
は特に後者について拡充要求しています。
① 二枚貝人工種苗生産技術開発事業
拡充要求事項です。

拡充要求事項です。
資源の減少が著しいアサリ等の二枚貝について、
新たに開発された垂下式養殖の技術や網袋等によ
る稚貝の採苗技術を用いて、人為的に天然発生を
上回る多量の浮遊幼生を発生させたり、稚貝の定
着を促進させること等により効果的・効率的な増
殖手法を実証する取組について、補助率 1/2 の支
援を行うものです。今年度は 9 地区で取り組んで
いますが、平成 30 年度からは、水産基本計画に
沿って、新たに漁港の静穏水域のスペースを活用
した二枚貝の増殖手法の取組についても支援を行
うことを考えています。
（3）その他
上記（1）、
（2）でご説明しました 2 事業の他に、
「被災海域における種苗生産支援事業」等の栽培
漁業関係予算がありますが、誌面の都合もあり省
略させて頂きます。
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー①】

海域栽培漁業推進協議会平成29年度通常総会開く
全国 6 海域の海域栽培漁業推進協議会（以下、

組 3 年目の中間年でもあることから、必要に応じ

海域協議会）は、7 月 20 日の太平洋北海域協議

プランの修正を行うことも念頭に置き、引き続き

会を皮切りに、平成 29 年度通常総会を開催しま

関係道府県が連携・協力して栽培漁業を推進して

した。

いくことといたしました。また、海域協議会設立

水産庁栽培養殖課加藤課長補佐、石田企画係員

から 6 年が経過した本年度は役員の改選期（任期

や各漁業調整事務所の担当官、また国立研究開発

2 年）にあたり、下表の方々が新任・再任されま

法人水産研究・教育機構本部及び各海区水産研究

した。

所からの出席をいただきました。
通常総会では以下の議案を会員に諮り、各海域
全ての議案について滞りなく承認されました。
◦第 1 号議案

平成 28 年度事業報告書、貸借対
照表、正味財産増減計算書及び
収支計算書等に関する件

◦第 2 号議案

平成 29 年度事業計画書、収支計
算書に関する件

◦第 3 号議案

平成 29 年度会費に関する件

◦第 4 号議案

役員の選任に関する件

平成 29 年度事業計画では、各海域協議会が魚
種別に策定した「海域栽培漁業広域プラン」の取

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会通常総会の様子

平成２９年度海域栽培漁業推進協議会通常総会の開催状況と役員名簿
通常総会開催日程
海域

開催日

場所

会長

副会長

太平洋北

7月20日
（木）

岩手県水産会館
（岩手県盛岡市）

岩手県漁業協同組合
代表理事会長 大井 誠治

（公社）北海道栽培漁業振興公社
代表理事副会長 渡辺 鋼樹

青森県水産振興課
主幹 白板 孝朗

宮城県水産基盤整備課
技師 上遠野 拓也

太平洋南

8月31日
（木）

名古屋ダイヤビル
（愛知県名古屋市）

神奈川県漁業協同組合
代表理事会長 高橋 征人

（公財）三重県水産振興事業団
理事長 林 文三

千葉県漁業資源課
副主幹 三井 美咲子

愛知県水産課
主任主査 原田 誠

8月17日 エッサム神田ホール 青森県漁業協同組合連合会
（木）
（東京都千代田区） 代表理事会長 三津谷 廣明

（公社）新潟県水産振興協会
専務理事 土屋 貞男

青森県水産振興課
主幹 白板 孝朗

秋田県水産漁港課
技師 青柳 辰洋

日本海中西部

8月2日
（水）

三宮研修センター
（兵庫県神戸市）

福井県漁業協同組合連合会
代表理事会長 平野 仁彦

（公社）島根県水産振興協会
会長 久保田 章市

石川県水産課
課長補佐 田中 正隆

京都府水産課
主査 西垣 友和

瀬戸内海

8月24日
（木）

三宮研修センター
（兵庫県神戸市）

大分県漁業協同組合
代表理事組合長 山本 勇

（公財）大阪府漁業振興基金
代表理事 岡 修

兵庫県水産課
主査 佐藤 政男

愛媛県水産課
係長 田村 稔治

九州

9月4日
（月）

福岡県水産会館
（福岡県福岡市）

長崎県漁業協同組合連合会
代表理事会長 川端 勲

山口県漁業協同組合
代表理事組合長 森友 信

福岡県水産振興課
技術主査 杉野 浩二郎

佐賀県水産課
副主査 明田川 貴子

日本海北部
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協議会役員
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監事

【海域栽培漁業推進協議会コーナー②】

「平成29年度第 1 回広域種資源造成型栽培漁業推進検討会」を開催
平成 29 年度の水産庁補助事業「栽培漁業総合

また、検討会には国立研究開発法人水産研究・教

推進事業」のうち資源造成推進事業により、海

育機構各海区水研の資源評価担当の方々にアドバ

域毎に広域種資源造成型栽培漁業推進検討会（以

イザーとして出席いただき、事業実施にあたって

下、検討会）を開催しました。今回の検討会は平

の指導・助言をいただいています。海域魚種によっ

成 29 年度の第 1 回目（年 2 回開催予定）であり、

ては最新の資源評価結果（案）についてご報告い

各海域栽培漁業推進協議会の通常総会に合わせて

ただき、検討会での協議の参考としました。

開催しました。

平成 29 年度は海域栽培漁業広域プランを策定

検討会では、海づくり協会より本事業の計画等

してから 3 年目の取組となることから、年度内に

を説明した後に、各道府県より平成 29 年度の事

広域プランのレビューを行い、進捗を確認した上

業実施計画と進捗状況を報告していただきました。

で必要に応じプランの修正を行うこととしました。

検討会の対象魚種、 開催日、 場所およびアドバイザー
海域

魚種

開催日

場所

アドバイザー

太平洋北

マツカワ
ヒラメ

7月20日
（木）

岩手県水産会館
（岩手県盛岡市）

太平洋南

トラフグ
ヒラメ

8月31日
（木）

名古屋ダイヤビル
（愛知県名古屋市）

増養殖研究所
中央水産研究所

日本海北部

ヒラメ

8月17日
（木）

エッサム神田ホール
（東京都千代田区）

日本海区水産研究所

八木

佑太

研究員（ヒラメ）

日本海中西部

ヒラメ

8月2日
（水）

三宮研修センター
（兵庫県神戸市）

日本海区水産研究所

八木

佑太

研究員（ヒラメ）

瀬戸内海

サワラ
トラフグ

8月24日
（木）

三宮研修センター
（兵庫県神戸市）

瀬戸内海区水産研究所
瀬戸内海区水産研究所

石田
片町

実
太輔

主幹研究員（サワラ）
研究員（トラフグ）

九州

トラフグ

9月4日
（月）

福岡県水産会館
（福岡県福岡市）

瀬戸内海区水産研究所

片町

太輔

研究員（トラフグ）

東北区水産研究所

※（

栗田

鈴木
木下

）内は対象魚種

豊

重則
貴裕

グループ長
（マツカワ・ヒラメ）
主任研究員（トラフグ）
主幹研究員（ヒラメ）
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【豊かな海づくり推進協会コーナー①】

「都道府県栽培漁業関係施設・種苗生産機関要覧」について
（公社）全国豊かな海づくり推進協会
平成 29 年 3 月、
「都道府県栽培漁業関係施設・
種苗生産機関要覧」を作成し発刊しました。
全国の栽培漁業センターの当初の施設整備が展
開されてから凡そ 50 年が経過しようとしていま

主務役

小迫

智宏

調査では 40 都道府県の栽培漁業センター等（一
部に中間育成施設等を含む）69 施設、及び当該
施設において管理運営・種苗生産業務を行う 42
団体等について回答を得ました。

す。この間に全国各地で地方自治体や漁協等によ

本稿では、回答をとりまとめ、概要を整理した

る種苗生産施設が整備され、また、栽培漁業を巡

ものを紹介します。関係機関に配付している要覧

る情勢は大きく変動してきました。

と併せてご活用いただけたら幸いです。

栽培漁業センター等の概要については平成 8 年
度に「栽培漁業センター要覧」
（水産庁開発課・

（1）全国の栽培漁業センターとその運営について

（社）日本栽培漁業協会）にとりまとめられました

水産生物の種苗生産は、海面（琵琶湖等の湖沼

が、その後 20 年間に、老朽化対策として補強・

を含む）を有する 40 都道府県で実施されていま

補修や新たに効率的な施設へと更新を行ったセン

す。種苗生産を行っている施設として栽培漁業セ

ター等がある一方、財政事情等から老朽化への対

ンター等（中間育成施設、事業所、支所等を含む）

応が遅れているところもみられています。施設の

は 69 箇所です。設置主体別にみると都道府県に

老朽化により種苗の疾病対策への影響や用水関係

よる設置が 61 箇所、地方独立行政法人によるも

のトラブルが発生し、種苗生産という本来の機能

のが 1 箇所、栽培漁業関係法人によるものが 7 箇

を損なうことに加え、日々の業務における安全性

所です。栽培漁業関係法人による施設のうち 5 箇

も懸念されるような事例もあるようです。

所は中間育成施設や事業場として設けられていま

28 年度版の要覧は、このような状況に鑑み、

す。なお、都道府県が設置主体となっている施設

これからの栽培漁業を推進するための関係者の参

の一部を栽培漁業関係法人が設置、保有している

考資料として、都道府県の栽培漁業センター等施

場合があります。

設の現状と種苗生産業務を行う団体等の運営概要

施設において業務を行う主体は都道府県により

等をとりまとめたものです。作成にあたっては平

様々ですが都道府県の直轄、財団法人、社団法人、

成 29 年 2 月に、調査時点における施設の更新等

株式会社、漁連に分けられます（表 1）。施設の

の情報、その施設において管理運営・種苗生産業

運営方式は都道府県による直轄運営や委託方式、

務を行う団体等を調査対象として、全国 40 都道

補助金方式、指定管理方式、また自主運営等、法

府県の水産行政担当部局に、調査及び資料作成を

人形態同様に都道府県により様々です。

依頼し、回答をとりまとめました。
表１
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種苗生産機関の法人形態について

（2）栽培漁業センターの人員について
平成 29 年 3 月現在の都道府県栽培
漁業センター等の正規職員に区分され
る人員数は管理部門 87 人、技術部門
293 人です。これに対し技術部門での
非正規職員、再雇用職員は 471 人で
した。在職者の平均年齢は管理部門で
53.5 歳、技術部門で 47.0 歳です。
平成 28 年度における年齢階層別の
在職者数を図 1 に示しました。技術部
門では 40 ～ 44 歳をピークに、年齢が
高い方にバランスが偏っています。25
～ 29 歳にスパイクがみられますが 30

図１

年齢別在職状況＊（全国）

（＊）データは回答のあった正規職員の年齢をベースとするが、報告に
よって若干数の常勤役員、非正規職員、再雇用職員の数値が含まれるも
の、平均年齢のみの回答があったため補正している。なお、管理部門の60
歳以上において常勤役員の割合は44%を占める。

～ 34 歳、35 ～ 39 歳 が 凹 み の 年 次 と
なっています。今後 10 年で離職期を迎える世
代が 3 分の 1 程度を占めていることから（図 2）、
種苗生産に関する技術の継承や人員の確保におい
ての影響が懸念されます。
（3）栽培漁業センターにおける種苗生産について
「平成 27 年度栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・
入手・放流実績（
（研）水産研究・教育機構）」に
よると、平成 27 年度に滋賀県を除く 39 都道府

図２

技術部門正職員の世代構成

県で種苗生産対象となった種類（養殖用ギンザケ
種苗以外のサケ・マス類、アユ、ウナギ、藻類を
除く）は 65 種でした。全国 40 都道府県の栽培
漁業センター等において種苗生産対象種（放流用・
養殖用）としてアユ、藻類を含む 66 種が生産され、
うち 53 種は放流用に生産されています。アワビ
類、ヒラメ、マダイ、アユ、クルマエビ、トラフグ、
ガザミの順に多くの都道府県で生産されています。
（4）栽培漁業センター等の施設について
都道府県の栽培漁業センター等の設置後の経過
年数別施設割合を図 3 に示しました。

図３

栽培漁業関係施設の設置後の経過年数

関の自主事業だけでなく、強い水産業づくり交付
金や総務省予算を活用し対応していますが、一部

建設後 25 年以上経過した施設が全体の 67% に

を除き大きな更新や改良は行われておらず、老朽

及び、平均 28 年が経過しています。種苗生産に

化に対しては補強や補修といった長寿命化による

海水を使用することから、塩害による物理的な損

対応が主になっています。

耗が著しく、施設・設備に関する問題点として耐

現在、機能的にクリティカルな箇所や業務上の

用年数の超過、建物の屋根、外壁の劣化や鉄骨の

安全を優先し、応急処置的な修繕によって対応さ

腐食、水槽のコンクリート壁の爆裂、取水設備の

れている老朽化対策も、今後は、取り替えの方が

老朽化等が多く挙げられていました。

経済的に得策となる経済的寿命を迎えることで全

東日本大震災により被災した施設においては全

国的に大きな再整備が必要となってきます。施設

面的な更新、大規模な修繕を行ったところもあり

整備に対する国や都道府県の積極的な対応が期待

ます。再整備にあたっては県単事業や種苗生産機

されます。
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【豊かな海づくり推進協会コーナー②】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告

「スマ」の完全養殖の取組について
鹿児島県南薩地域振興局林務水産課
技術主査

槐島

光次郎

開催日時：平成 29 年 7 月 4 日（火）15:30 ～ 16:30
開催場所：かごしま県民交流センター東棟 3 階大研修室第 2（鹿児島市山下町 14-50）
研修対象者：漁業者、漁協、市町村、県
講

師：愛媛大学南予水産研究センター

教授

松原孝博氏

出 席 者：65 名

１

はじめに

会では、愛媛大学南予水産研究センターの松原孝

鹿児島県では養殖業が盛んに行われており、平

博教授より『「スマ」の完全養殖の取り組み』と

成 27 年においては本県の漁業生産額の約 78% を

題し、愛媛大学南予水産研究センターにおけるス

養殖業が占めている。また養殖業のうち、平成

マの親魚養成・種苗生産等の取組や、「伊予の媛

27 年は本県におけるブリ・カンパチ・ヒラメ・

貴海」としての完全養殖スマのブランド化の取組

ウナギの養殖生産量が日本一となっており、本県

等についてご講演いただいた。また最後に質疑応

水産業の基幹漁業となっている。

答が行われ、活発な意見交換が行われた。

しかし近年では生産過多による魚価の低迷や、
餌料高騰などにより、養殖漁家は厳しい経営状況
となっている。

３

講演

（１）スマ養殖の背景・目的

そのような中、近年、新たな養殖対象種として

・愛媛県の一次産業はみかんに代表されるように

出荷までの期間が短くブリ類等よりも高値の魚

果実類の生産が盛んなイメージが強いが、愛

価が期待できるスマの養殖が脚光を浴びるように

媛県での養殖業の生産額は、みかんを含めた

なってきている。

果実類の生産額よりも多く、水産業は愛媛県

そこで今回、スマ養殖の先進地である愛媛県か
ら講師を招聘し、スマ養殖の知見を深めるために
研修会を開催することとした。

の基幹産業となっている。
・日本における近年の水産物の消費量の減少状
況から、日本人の魚離れが如実に現れてきて
おり、愛媛県で大きな産業であるマダイ養殖

２

56

研修会の概要

やブリ養殖も苦戦を強いられている。

研修会は、平成 29 年 7 月 4 日（火）に鹿児島

・水産物消費が低迷する中でもサーモンやマグロ

市のかごしま県民交流センターにて開催した。当

などは若者を中心に根強い人気があるが、特

日は鹿児島湾に隣接する市町村・漁協で構成され

に人気の高いクロマグロは資源状態の悪化が

る鹿児島湾水産業改良協議会の総会等と併せて実

懸念されおり、また完全養殖においても質の

施し、県下各地より 65 名の出席があった。研修

高い人工種苗の生産がうまくいっていない状
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工種苗による１年半での出荷を技術開発の達
成ゴールとして設定した。
・早期産卵誘導技術の開発で、光と水温の管理
とホルモン処理による催熟により、陸上水槽
での４～５月産卵を実現した。
・早期種苗生産技術の開発として、愛媛県海域
の水温がまだ低い時期に陸上水槽での早期産
卵させた種苗の餌や飼育管理、沖出し技術の
確立、優良親魚の識別の技術開発等に取り組
んでいる。
松原教授による講演風景

・2013 年度から御荘湾という内湾域で大規模な
海面養殖試験に取り組んでおり、冬場の水温
が 13℃を下回ると死亡率が高くなり、特に０

況にある。

歳魚（１kg 未満）は 100％、３歳魚（３～４

・愛媛県では、クロマグロに代わる新たなマグ

kg）は半数程度が死亡してしまうことが判明

ロ類養殖魚種として、小型のスマに着目して

したため、冬場は暖かい外海域で飼育するこ

養殖にチャレンジするようになった。

とにした。

・スマは沿岸域に生息し、おそらく岩場等の障

・海面生簀飼育下で、水温が 20℃を超える時期

壁を認識することができるため、網にぶつか

は高成長するが、20℃を下回ると体重が全く

りにくく、クロマグロと比較して非常に飼育

増加しないか減少してしまう。

しやすい。
・スマの完全養殖の利点として、マダイ・ブリ

・０歳魚の時期に 20℃以上の水温で長期飼育す
ることが、早期出荷の鍵となる。

養殖等の既存施設で養殖可能なため初期投資

・卵は浮遊性で、産卵時期に海面生簀で産卵さ

が抑えられる、１年半未満で出荷可能なので

れたものを、採卵ネットを使って回収できる。

赤潮・台風等のリスクを軽減できる、新たな

・平成 26 年度に低水温で生き残った天然親魚を

養殖魚種の導入で商品を多様化できる等があ

選抜して海面生簀で産卵させ、孵化したもの

り、完全養殖によってより強い養殖商品を作っ

を２年間飼育して平成 28 年に親魚とし、完全

ていこうと計画している。

養殖が達成された。

・何故スマ養殖かというと、カツオ漁師はカツ
オよりうまいと言い、マグロ養殖業者はクロ
マグロよりうまいと言う、とにかく「うまい」
魚ということで養殖に取り組むこととなった。

・今後は優良品種を選抜していくことが課題と
なっている。
・スマは卵から体長５cm 程度になるのが 19 な
いし 20 日程度（クロマグロは 27 日程度）と
成長スピードが速い。

（２）成功の鍵
（早期産卵誘導、早期種苗生産技術開発）
・養殖に取り組むにあたり、まずは天然魚より
も早く生育する種苗の開発に取り組むことと
した。
・愛媛県海域において、天然魚は６月に産卵して
翌年秋に３kg まで生育するのに対し、産卵時

・孵化仔魚は陸上水槽で飼育し、体長５～ 10cm
程度になると壁にぶつかるようになるので、
その頃に沖出しを行う。
・クロマグロでは沖出しの直後に大量死の事故
がよく起こるが、スマの場合はそのような事
故が起きないので飼いやすい。
・沖出ししたものを１年半飼育後、水温を 20℃

期が７～８月の人工種苗は翌年秋には２kg ま

にキープした陸上水槽に移して成熟を促し、

で、産卵時期が４～５月の人工種苗は翌年秋

春には早期産卵のためのホルモン投与をして

には４kg まで生育することが判明し、早期人

卵を回収する。
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・平成 27 年度には５月中旬に 10.5 万粒の受精卵

ず体温を獲得していないが、１kg では体内温

を回収し、６月頭に 3,800 尾の仔魚を回収・沖

度が水温より１℃高くなって体温を獲得する

出しし、商業的試験養殖を開始した。

ことが判明した。

・早期産卵種苗の試験養殖を年間平均水温が

・13℃以下の低水温期に１kg 未満サイズの種苗

22.5℃、23.7℃、24.5℃と最大で２℃異なる３

が全滅したのに対し、３～４k サイズでは半分

箇所の海域で実施して成長を比較したところ、

しか死ななかったことから、体温を獲得でき

最も暖かい海域では生後７ヶ月となる 12 月に

れば低水温への耐性がより強くなると考えら

平均体重が 2.3kg と半数が出荷可能となり、非

れ、現在は体温がどのように獲得されるかを

常に成長が良いことが判明した。

研究しているところである。

・28 年度も同様の試験養殖を行い、完全養殖魚

・商品として、スマはクロマグロ同様ある程度
大きくなると肉の色の赤みが増して商品価値

として出荷を行っている。
・これまでは全長５cm で種苗を業者に渡してい

が出てくることが分かり、現在は体長と赤み

たが、今年度は 10cm 弱と大きくしてから渡す

の関係、年齢と赤みの関係について研究して

ようにしたところ、初期減耗を非常に少なく

いる。
・現在愛媛県では養殖スマを「伊予の媛貴海」と

することができた。

いう名前でブランド化して販売しており、こ
（３）養殖技術・品質の向上

の「伊予の媛貴海」の基準として脂質が 25%

・スマもクロマグロと同様に体温があることが
判明し、成魚の大きなサイズでは平熱が水温

以上、体重が 2.5kg 以上と設定している。
・実際に体重２kg のものの脂質を測ると脂質は
23% と基準を若干下回るが、体重３kg になる

より３～４℃高くなる。
・クロマグロ同様、出荷時に暴れさせると体温

と 38% と基準を大幅に上回る。

が上昇して身が焼ける原因となるが、魚体が

・脂質量は養殖クロマグロに匹敵し、全身に脂

小さいので早く冷やせるというメリットがあ

がよく乗っていてクロマグロの中トロ・大ト

るので、身の焼けはクロマグロほど問題となっ

ロのような味がするという評価を受けている。

ていない。
・体重 100 g と体重１kg 弱の種苗の体内に超小

（４）将来に向けた研究

型のデータロガ―を埋め込んで体温を測定し

・これからの研究としてまずは種苗の大量生産

たところ、100 g では体内温度が水温と変わら

技術の開発のため、初期餌料の開発が求めら

研修会場の様子
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れている。
・現在は初期餌料としてマダイの孵化仔魚を与え
ており、１尾のスマを育てるのに約１万５千
尾のマダイの孵化仔魚が必要となっている。
・現在、養殖業者に依頼して生簀から大量のマダ
イの卵を効率的に確保して孵化仔魚を確保で
きるような体制づくりに取り組んでおり、同
時並行で孵化仔魚に代わる人工餌料の開発を
計画している。
・３年後には愛媛県の水産研究センターで年間
４万尾の種苗生産を見込んでおり、その後水
槽を増設するなどして年間８万尾の種苗生産

参加者からの質問

を予定している。
・種苗の大量生産技術開発の他、良い品質のも

稚魚から生産に至るまで、運用や取り上げな

のを作るために選抜育種を行い、高成長エリー

どの形態はクロマグロと同じと考えて良い

ト、低水温耐性、養殖しやすい品種等を考慮

か？

に入れながら育種を進めて行く必要がある。

基本的にだいたい同じだが、取り上げは皮膚

・今年は満１歳で産卵に誘導させることに成功

が弱いためにブリ等のようにたもですくうの

しており、今後１年サイクルで育種していく

ではなく、今のところ釣りで取り上げている。

ことが可能となった。

大量出荷の体制も見据え、現在ほかの取り上
げ方法も検討している。

・今後、選抜育種の先の段階として、優良品種
ができた段階で生殖細胞を凍結させて永久保
存し、永続的に活用する計画を検討している。
・最終的に愛媛型スマ養殖モデルとして１年を

５

謝辞
講師をお引き受けいただいた愛媛大学南予水産

待たずに出荷すること、周年出荷を可能にす

研究センターの松原教授には、大変お忙しい中、

ることを目標としている。

遠路はるばる鹿児島県までお出でいただき、近年

・昨年１月には「伊予の媛貴海」のプレミアム

全国的に注目を集めているスマの完全養殖の取組

試食会を実施し、様々な料理に活用できると

や今後の課題等についてご講演いただきまして厚

いう評価を得た。

く御礼申し上げます。

・2016 年から商業出荷が始まったところで、現

本研修会は、養殖関係者にとって新たな養殖対

在飼育している種苗の出来が良いことから、

象種として、スマの実践的な養殖に関する知見を

来年からはさらに出荷量の増加が見込まれて

深める有意義な機会になったと思います。

いる。

最後に、研修会の趣旨にご賛同いただき、ご支
援いただきました公益社団法人全国豊かな海づく

４

主な質疑応答

り推進協会に厚く御礼申し上げます。

現在の「伊予の媛貴海」の販売単価は？
現在は出荷量が限られていてキロ４千円と
なっているが、ご祝儀価格だと思っている。
将来的には大量出荷が構築された段階でキロ
2,000 ～ 2,500 円を予想している。
生産原価はどのくらい？
まだ試験養殖の段階で薄飼いしている状況で
不明確だが、キロ 1,800 円程度である。

豊かな海

No.43

2017.11

59

【豊かな海づくり推進協会コーナー③】

平成29年度水産多面的機能発揮対策講習会の開催報告、
事例報告会のお知らせ
Ⅰ

水産多面的機能発揮対策講習会

定や先進地区活動組織事例紹介等を取り入れるこ
とにより、昨年度より参加者が 3 割程度増加した。

今年度の講習会は、活動組織による「環境・生

講習会は活動項目別の藻場部会、干潟部会、内

態系保全」
「海の安全確保」「多面的機能の理解・

水面部会と教育・学習部会を基本に、福岡会場

増進を図る取組（教育・学習）
」に係る活動の技

ではサンゴ礁部会、大阪会場では海の安全部会を

術的水準の向上と適切な組織運営の推進を図るこ

加えた部会形式で開催した。特に、藻場・干潟に

とを目的として、下記のとおり東京、福岡、大阪

ついては技術が多岐にわたるので、開催地ごとに

の３会場で開催した。

技術的なテーマを決めて技術水準の向上を図った
（表２）。

１

東京会場
平成 29 年 7 月 4 日（火）
国立オリンピック記念青少年総合センター

２

福岡会場
平成 29 年 8 月 9 日（水）福岡国際会議場

３

大阪会場
平成 29 年 9 月 7 日（木）マイドーム大阪
参加数は、表１に示すとおりであり、福岡会場

が延べ 316 名と最も多く、3 会場で延 べ 755 名
が参加した。平成 28 年度は札幌、名古屋、岡山、
福岡の 4 カ所で開催し、4 会場で延べ 567 名の参

写真１

加であったが、従来の開催形式に加えテーマの設

表１

開会（東京会場）

講習会参加者数一覧

（人）

部会別参加人数
会場

開催日

合計

東京

7月4日

福岡
大阪

藻場

干潟

内水面

２１１

５３

３４

３２

－

8月9月

３１６

９８

４９

１８

9月7日

２２８

２９

４０

４８

７５５

１８０

１２３

９８

合計

サンゴ礁 海の安全

教育・学習 教育・学習
（藻場） （干潟・内水面）

－

４５

４７

２７

－

９２

３２

－

２５

２７

５９

２７

２５

１６４

１３８

※福岡会場の教育・学習（藻場）にはサンゴ礁部会出席者を含む。
※大阪会場の教育・学習（藻場）には海の安全部会出席者を含む。
表２
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各会場別テーマ

各会場とも受付後、水産庁担当官が事業の概要

には、事例紹介を行った地区と自分たちの活動を

説明、全国漁業協同組合連合会及び全国内水面漁

比較してもらい、自分たちの組織に足りない点や、

業協同組合連合会担当者が活動の評価についての

今後、積極的に取り入れていくべき点を認識して

説明を行った。その後、参加者が活動を行ってい

もらった。その後、サポート専門家、講師、参加

るそれぞれの部会に別れ、サポート専門家のコー

活動組織間で課題解決策等について意見交換等を

ディネートのもと、模範となる活動組織の代表な

行い、活動組織間の横展開を図る形で進めた（写

どが講師となって取組の要点を紹介した。参加者

真１）。

表３

表４

会場名

部会
藻場部会
教育・学習部会
（干潟・内水面）

東京

教育・学習部会
（藻場）

干潟部会
内水面部会

プログラム

各会場部会別コーディネーター及び事例報告組織

コーディネーター 先進地区活動組織事例紹介
名護屋地区藻場保全活動組織（大分県）
中嶋泰氏
吉田忠氏
船橋市漁業協同組合活動グループ（千葉県）
大浦佳代氏
柴田敬一氏
江ノ島・フィッシャーマンズ・プロジェクト（神奈川県）
大浦佳代氏
山下由香里氏
小川原湖地区漁場保全の会（青森県）
吉田司氏
沼田広樹氏
富山市水辺をきれいにする会（富山県）
樋田陽治氏
東秀一氏
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藻場部会
教育・学習部会

大浦佳代氏

（干潟・内水面）

福岡

サンゴ礁部会

岩瀬文人氏

教育・学習部会
（藻場・サンゴ礁）

大浦佳代氏

干潟部会

吉田司氏

内水面部会

稲田善和氏

藻場部会

片山貴之氏

教育・学習部会

大浦佳代氏

（干潟・内水面）

大阪

海の安全部会

益原寛文氏

教育・学習部会
（藻場・海の安全）

大浦佳代氏

干潟部会

吉田司氏

内水面部会

崎長威志氏

◤東京会場

榛南磯焼け対策活動協議会（静岡県）
松本匡広氏
益田川と海をつなぐ自然環境保全活動組織（島根県）
佐々木隆志氏
恩納村美ら海を育む会（沖縄県）
比嘉義視氏
名護屋地区藻場保全活動組織（大分県）
吉田忠氏
網掛川干潟再生の会（鹿児島県）
木村毅氏
高尾野川をきれいにする会（鹿児島県）
髙崎正風氏
日生藻場造成推進協議会（岡山県）
天倉辰己氏
富山市水辺をきれいにする会（富山県）
東秀一氏
愛南地区沿岸海難（津波）救助協議会（愛媛県）
下田雅一氏
海のゆりかごを育む会（福井県）
西野ひかる氏
前潟干潟研究会（広島県）
下戸成治美氏
京の川の恵みを活かす会（京都府）
竹門康弘氏

中嶋泰氏

藻場部会◢

し、平成 7 年頃から磯焼けが確認され始め、年々

先進地区活動組織事例紹介概要
名護屋地区藻場保全活動組織

藻場が消えていき、そして、その頃からウニ類の
吉田

忠氏

「豊かな藻場を子供たちに受け継ごう！」をス
ローガンにして磯焼け対策に取り組んでいる。
大分県佐伯市は、大分県の一番南側に位置し平
成 17 年、
市町村合併により九州一大きな市となっ

繁殖が目立ちはじめた。
その後、自主的にウニ除去等の対策を実施して
きたが、効果はほとんどなく、地先の大部分が磯
焼け状態になってしまい、アワビやトコブシがほ
とんど獲れなくなった。

た。昔から「佐伯の殿さま浦でもつ」と言われる

大分県の調査によれば、海水温の上昇、ウニ・

ほど漁業が盛んなところである。その佐伯市の一

ガンガゼによる食害、藻食性魚類による食害、海

番南に、蒲江・名護屋地区がある。

藻のタネ不足が名護屋の磯焼けを持続させる要因

所属する大分県漁業協同組合名護屋支店は、現

とのことであった。

在、正組合員数が 78 名で、主な漁業はリアス式
の地形をいかして、潜水漁業、定置網漁業、刺し
網漁業、魚類養殖、岩牡蠣養殖、かご漁業などさ
まざまな漁業を行っている。
潜水漁業は共販体制をとっているが、磯焼けに
より水揚金額は落ち込んでいる。子どもたちに受
け継げるような海ではなくなったこと、将来に対
する危機感から、なんとかしたいと常々考えてい
た。
名護屋地区の藻場は、磯焼けが始まる前は、名
護屋全体で約 20 ha の豊かな藻場があった。しか
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写真２－１

吉田氏（左）中嶋コーディネーター（右）

確かに海に潜ってみると冬でも水温が高いと感
じることがある。棘の長いガンガゼも多く、海藻
を食べる魚類も見かける。
名護屋支店の潜水協議会は、平成 19 年 8 月に

ンテナンスが必要となる。
平成 24 年からは、対岸の名護屋崎にも設置を
始め、現在では、6 ヶ所に設置している。年に
60 万から 70 万個程度のウニを除去しているが、

「磯焼け対策部会」を発足させ、佐伯市や大分県

完全に除去は出来ていない。平成 28 年度は約 50

の試験研究機関、並びに藻場の専門家のサポート

万個のウニ除去を行った。特にトゲの長いガンガ

を受けながら磯焼け対策を開始した。組織の人数

ゼは侵入が早いので、一度駆除しても、再びウニ

は７名と少ないが、皆、自分たちの海を子供たち

密度が高くなってしまう。

に受け継ぎたい強い思いで、積極的に取り組んで
いる。

モニタリングを継続することで、定期的な除去
の必要性を実感することが出来る。

磯焼け対策を始める前には、何度もみんなで集

このような母藻設置の取り組みは、当初は 2、

まり話し合い、

3 か所であったが、現在は 20 か所以上に増やし

①自分たちができる対策から始める、

ている。

②磯焼けを持続させる要因を一つでも少なくする、

また、平成 25 年からは岩盤清掃（ソフトコー

③徐々に規模を拡大させる

ラルの除去）に取り組み、海藻のタネが付着しや

という 3 つの基本方針を立てた。

すい環境を整えているが、岩盤の上をホンダワラ

具体的な目標は、まず 2 年後に 0.4 haの藻場を

類が覆うようになると、ソフトコーラルは自然と

回復させる、10年後には 4 ha、そして将来的には

減少するようなので、岩盤清掃の取組の必要性は

昔の20 haまで藻場の回復を目指すこととした。

低いのかもしれない。
活動開始後 3 年目あたりから徐々に海藻がみら
れるようになり、さらに、藻場はどんどんと広がっ
ている。
いまでは、最初に藻場が形成されたところは、
軽微な管理でも藻場が安定している。
一昨年度から植食性魚類の食害による磯焼けが
進行していた名護屋崎でブダイなどの藻食性魚類
の駆除を開始し、平成 27 年は 10 日間の活動で、
645 尾（418 kg）、平成 28 年も 10 日間の活動で、
285 尾（195 kg）を駆除した。その結果、名護屋
崎の藻場は回復した一方で、他の区域でクロメの

写真２－２

藻場部会

また、毎年、10月ごろには、県や市の行政、試

食害が確認されたので、今年度も引き続きブダイ
等の駆除の活動を継続している。
活動も 10 年目になり、当初計画を立てた 4 ha

験研究機関、専門家を招いて、報告会を行ってい

以上の藻場を回復させることができた。しかし、

る。ウニ除去等の効果や藻場の変遷について活発

まだ磯焼けの所もある。磯焼け対策を継続的に

に議論し、次年度の計画づくりの参考としている。

行ったことで、素晴らしい成果が得られたと自負

磯焼け対策としては、葛原という場所で区域を

している。そして、海域の特徴を理解した計画的

区切るためのウニフェンスを設置、その中にいる
ウニを定期的に除去し、ある程度ウニが減ったと
ころで、成熟した海藻を設置した。
平成 19 年から平成 23 年まで年度ごとに、様
子を見ながら、片方のウニフェンスを移動させて、
帯状に規模を拡大していった。
なお、ウニフェンスは、効果もわかりやすいの
で、よい方法であるが、波浪には弱いので時々メ

な取組が重要であることもわかった。
環境生態系保全活動から水産多面的機能発揮対
策へと財政支援も充実したので、この機会を活か
して、昔の藻場をできるだけ早く復活させたいと
考えている。
この現状を広く知ってもらう必要があると感じ、
9 年前の春から地域にある生徒 40 名ほどの小さ
な小学校と一緒に磯焼け対策の活動を行っている。
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今年から小中学校を統合した蒲江翔南学園となっ

程度高くなっても藻場が維持されるが、あるレベ

ても、5 年生を対象に活動は継続されている。

ルを超えると一気に磯焼けになる。逆に、回復は

藻場の勉強会は、海の状況やどのような活動を

ウニ密度をある一定のレベルまで下げないと回復

しているのかを中心に行っている。そして、佐伯

し始めない。世界的には磯焼けが始まるウニ密度

市をはじめ大分県や佐伯海上保安署・関係機関な

と回復するウニ密度は 10 倍前後差があるといわ

ど多く協力を得て開催している。

れている。名護屋でも同じようなことが起きてい

毎年、子供たちに思い描く海や夢を書いても

た。3 つ目のポイントは「次の手を考える」であ

らったヨレモクモドキの母藻が入ったオープンス

る。名護屋では藻場が回復することによって、ブ

ポアバッグを船上から自ら投入してもらっている。

ダイなど植食性魚類の生き残りが良くなり増えて

昼食は漁協女性部から食育の一環として、海藻を

しまい、回復した大型海藻が減ってきている。現

使用したドーナツや美味しい料理がふるまわれ、

在はブダイの除去という次の対策に取り組んでい

年に一度、楽しい磯焼け対策を行っている。

る。最後のポイントは「地元と一緒に」である。

藻場ができたところでは、少しずつ小魚も集ま

名護屋の磯焼け対策は、地元小学校をはじめ佐伯

り始め、アワビ、トコブシ稚貝やイセエビの稚エ

市、大分県や佐伯海上保安署・関係機関など多く

ビ、アオリイカの卵も見られるようになった。ま

協力を得て認知された活動となっている。

た、今まで商品価値がなかったアカウニやムラサ
キウニは、藻場の回復によって身入りが良くなり、

◤東京会場

出荷ができるようになった。

先進地区活動組織事例紹介概要

一方で、藻場の回復が、アワビの漁獲量の増加

内水面部会◢

富山市水辺をきれいにする会

東

秀一 氏

につながっていないことが課題となっている。藻

本組織は平成 25 年 6 月に発足し、内水面の富

場をいくら再生させても育つ物がいなくては意味

山漁協、婦負漁協と海面のとやま市漁協で構成さ

がない。今までは藻場の再生を中心に活動してき

れている。

たが、今後は水産資源を回復、保護し、増やして

神通川に関係する 3 漁協が中心であり、内水

いくかを藻場再生とともに考えて行く必要がある

面の活動については、全国のモデル地区に選定さ

と考えている。

れている。神通川は飛騨山脈から富山湾に流れ込

現状は大変厳しく、なかなか後継者も出来ない

む一級河川で、流域面積が 2,720㎢、流路 120 km

状況であるが、この保全活動を続けることで、少

の急流河川である。県内の中央を南から北に流れ

しでも、昔のような豊かな海に近づけるようより

る富山県を代表する河川のひとつであり、富山市

一層努力して行こうと思っている。

内中心部を流れており、流域の人口は約 38 万人
となっている。

▶中嶋泰コーディネーターによるポイント解説
日本中で一番対策が進んでいて、苦労され、10
年頑張った成果の発表であった。
名護屋地区の活動から学ぶ 4 つのポイントが
ある。活動を開始した頃の名護屋の海は一面磯焼
けの海であった。1 つ目のポイントは「基本を守
る」である。自分達が「出来る対策」から始める。
磯焼けの持続要因を「1 つでも少なくする」。欲
張らないで「徐々に規模を拡大させる」という磯
焼け対策の基本を守っている。2 つ目のポイント
は「きちんと除去」である。ある地先では 3 年続
けてウニを徹底的に除去し、ウニ密度を下げ、そ
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写真３－１

東氏（左）樋田コーディネーター（右）

れに応じて藻場が回復している。ウニの密度と海

戦前はサクラマス、サケ、アユの皇室の御猟場

藻被度は不連続フェーズシフトすることが知ら

に指定されており、豊かな漁場を形成していた。

れている。ウニによる磯焼けは、ウニ密度がある

なかでもサクラマスは、神通川のシンボルとして
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重要な魚であり、富山名物として有名な「ます寿

型土嚢を設置し、周囲に通常の土嚢を設置するこ

し」も元々は神通川のサクラマスを用いてつくら

とで、安定性と以前より高い強度を得ることが出

れていた。アユは現在でも好漁場として全国的に

来た。

有名である。

モニタリングは、①修復した魚道がどれほど利

神通川のサクラマスは、春に海から河川に入っ

用さているかの定量的な把握、②神通川の有用

てからも、産卵場に向けて長い距離を遡上しなけ

な水産種であるアユが利用できるかの２点に的を

ればならない。しかし、近年では、神通川の本川、

絞って行っている。

支流に、大小合わせて 19 か所のダムや堰が建設

神通川のシンボルであるサクラマスの稚魚が

されたことにより、サクラマスの遡上範囲は 9.2％

16 尾と多く確認されたほか、コイ科の魚やアカ

まで激減した。その結果サクラマス漁獲量は明治、

ザまでもが利用していることがわかったことは、

大正のころは 100 トン以上であったが、今では１

大きな成果であった。ちなみに、魚道のない堰堤

トン前後に激減してしまった。こうした状況から、

直上部の網には、魚は１尾も入っていなかった。

本組織では、サクラマスをはじめとした様々な生

もうひとつの目的としていたアユは１尾も入って

き物を復活させるために、神通川の魅力を高め、

いなかった。その理由としては、放流から間もな

豊かな川を取り戻したいとの思いから活動を実施

い時間での実験であったことから、アユが落ち着

している。

いて遡上にいたるまでに時間が足りなかったもの

平成 25 年度から実施している主な活動は、毎
年、海岸や河川で積極的に行っている清掃活動で

と推測され、アユの魚道利用の評価については今
後の課題である。

ある。加えて、内水面の活動として、平成 25 年、
26 年には産卵場近傍の小学校の児童を招き、自
然産卵観察会を実施した。平成 26 年度には、神
通川水系の上流部で、簡易的な魚道の設置も試み
た。この魚道についてはメンテナンスをしながら
現在もモニタリングを実施している。平成 27 年
度には、県内の高校生や一般の方々を相手に、河
川に遡上してきたサケを観察してもらうための観
察会を開催した。そして、昨年度、28 年度には、
サクラマス飼育体験として、小学校やます寿し屋
さんの店頭などでサクラマスの簡易飼育体験を実
施した。

写真３－２

内水面部会

魚道は破損している魚道がある神通川支流の熊
野川水系の黒川に設置した。予算が 200 万円程

▶樋田陽治コーディネーターによるポイント解説

度しかないので、大掛かりな工事をせず、木材や

活動のポイントは、サクラマスは海・川ともに

土嚢といったものを使って、手づくりでできる魚

重要資源であること。河川清掃は海岸のゴミを少

道設置となった。近年、北海道や京都、滋賀など

なくすることになることなどから、海の漁協と川

で作られているのを参考に県内のスギの間伐材や

の漁協が一緒に活動している点である。次に神通

土嚢、プラスチック製の強靭な網などを使って作

川の魅力の向上を一番の目的として、サクラマス

成した。作業最終日には地元大学生や海の漁協関

に焦点を当てたことは富山県らしいといえる。ま

係者からの協力を得て完成させた。完成後は神通

す寿しは江戸時代から地域の名産として作られて

川のサクラマスで作ったます寿しを味わってもら

おり、一般の人たちの認識も高い。堰堤が一番の

い活動を通じて河川生態系保全の重要性や伝統的

課題であり、落差工、床止め、床固めに対する魚

な食文化の大切さを学んでもらうことが出来た。

道について漁協関係者は設置を要望するが、費用

魚道完成後１年半後に土嚢の中身流出による破

等の問題から漁協の要望は聞き入れられていない

損が確認され、補修を行った。
土嚢を敷き詰める際には中核部分に１トンの大

現状がある。この事例は、予算は 200 万円と少
額で、そして自分達で改善を行えたことは積極的
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な対策事例である。また、簡易魚道を作る際に海

恩納村が発生源といわれているオニヒトデ大発

の漁協や大学生が参画している点や、高校生の教

生が1971年、1984 年、1996 年と約 12 年周期で起

育の場としたことなどは、地域にとって広い意味

きている。４回目を起こさないよう注意している。

を持つと思われる。魚道はメンテナンスが必要で

沖縄本島周辺は時計回りで潮が回っている。恩

あり、これからも皆で一緒に行っていくことにな

納村で発生すると本部、伊江島辺りまで大発生が

ると思う。今後 5 ～ 6 年の実績を積めば、サク

連鎖する。そして国頭に移り、本島のどこかで大

ラマスなら産卵床の数を数えれば遡上数がわかり、

発生をしていることになり、12 年から 13 年で一

生まれた稚魚の数もわかる。そのことは、孵化

周回ってくる。

場での稚魚生産に係る経費に換算することも可能
となる。アユが遡上すれば、０の漁場が価値のあ
る漁場となり大きな効果となる。堰堤を全面階段
式にすれば遡上可能となる。そこまで行かなくて
も、簡易魚道ではなく本格魚道設置の気運となる。
一般の人、海の漁協も含めた要望は、県、国に対
して大きな力となる。今後も継続することに加え、
結果を地域住民に情報発信することや、この場で
の事例報告が“横展開”に繋がっていくと考えて
いる。
◤福岡会場

写真４－１

サンゴ礁部会◢

先進地区活動組織事例紹介概要
恩納村美ら海を育む会

オニヒトデは、①親の大発生、②幼生の漂着率
比嘉義視 氏

の増大、③稚ヒトデのエサになるサンゴ藻の増大、

恩納村は沖縄本島北部西海岸に位置する人口約

④深みのサンゴ資源量の増大の 4 つの要因が重な

１万名の村である。海岸線の長さは約 46 km、国

ると大量発生を起こす。その 4 つの要因に対す

内有数のリゾート地として観光で有名であるが漁

る人為的な対策としては、親ヒトデの効果的な駆

業も盛んである。岸から水深 50ｍまでのサンゴ

除しか策はない。海域を 5 分割し、浅瀬は素潜り、

礁域の面積が約 3,000 ha、１村１漁協で１漁業権

深場は潜水器を使用して駆除している。全てのオ

を有している。

ニヒトデは捕獲場所、サイズを記録している。

復帰前の 1970 年に恩納村漁協は設立され、主

概ね大きいサイズから捕るので、除去を繰り返

な漁業はヒトエグサ、モズク、海ぶどう養殖であ

すと、密度とサイズが低下してくる。サイズ組

る。それらの収穫量は増加傾向であったが、昨年

成により、よく除去した区域と駆除が足りない区

サンゴが白化するような高水温となり、その前年

域が明らかになる。また、7 月から 10 月が産卵

より 2 年連続不作であった。高水温はサンゴだけ

期に当たるので、その時期に密度を下げることで、

でなく色々影響が出ている。

効率的に 2 年後の発生数を抑えることが出来る。

岸から帯状に環境が変化している。岸側の干潟

この事業を活用し、多くの人員で駆除を行ってい

ではヒトエグサ養殖、そしてアマモ場とモズク

るので、前回の大発生から 21 年が経過しても大

苗床、モズク養殖場、シャコガイ養殖場、サンゴ

発生に至っていない。駆除には限界があるが、活

養殖場となる。その沖は天然サンゴのリーフとな

動を継続すれば大発生は起こらないと考えている。

り、枝サンゴ、そして沖にテーブルサンゴとなる。
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岩瀬コーディネーター（左）比嘉氏（右）

サンゴの増殖のため、特別再捕許可を取得し、

リーフの天然サンゴがよく生息するということは、

ひび建て式で 11 科 15 属 54 種の養殖を行ってい

リーフ内の水産資源が育まれるということである。

る。枝サンゴは光が届かないと生育しないが、ひ

組織は 50 名程度の構成員であり、延べ活動人数

び建て式は光が届くので上手くいっている。サン

は 400 名弱である。1969 年からオニヒトデの駆

ゴは漁業調整規則では無主物になるので、人工的

除、大規模な白化が起きた 1998 年からサンゴ養

に増やしたものは人工基板に植えて、天然と区別

殖、2003 年から養殖サンゴの移植を行っている。

している。
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四角柱の基板にステンレス線でまき止める方法

性が有り、多くのところで上手くいく方法である

が上手くいっている。マグホワイトという海水

と思うが、水深が浅いと、光の影響で白化しやす

のにがりを主成分としている基板は付着しやすい。

くなる点を注意する必要がある。チップを作って

ひび建て式だと、20 日程度で付着する。風に当

移植しているが、岩に穴を開け、接着しないで植

たるとすぐに死んでしまうので、種苗は水槽で運

え込んでいるだけである。水中ボンドで接着する

搬し、海中で保管している。その後、ごつごつし

場合は、横に寝かせて植えるが、立てたままの方

た岩盤を選び、小さめの穴を開け植え付けを行っ

が後の成長がいいとの研究結果が出ている。立て

ている。

て植えるのは手間がかかるが、小さめに穴を開け

モニタリングについて、赤土は県の指導を受け

て入れ込むこの方法は、手軽に出来るよい方法だ

ながら SPSS 法で行っている。植え付けたサン

と思う。沖縄県はサンゴの移植に規制が設けてあ

ゴは、昨年より基点の杭からラインを張り、5 cm

り、全てをクリアしないと許可されないが、本日

単位でラインに印を付け、直下のサンゴの有無を

の事例は上手くいっていない地区の参考となる。

調べている。前回、活動面積と計測数の自己評価
の講習があったが、今年から活動面積が広くなっ

◤福岡会場

教育・学習部会（干潟・内水面）◢

たので、測定数を増やす必要がある。基点があれ

先進地区活動組織事例紹介概要

ば、ラインを伸ばすだけなので、対応は可能と考

益田川と海をつなぐ自然環境保全活動組織

えている。オニヒトデの駆除により、天然のテー

佐々木隆志 氏

ブルサンゴが守られているので、直径を計測して

活動組織は島根県益田市にある。益田市は過去

いる。最大は、直径 2.8ｍのテーブルサンゴが成

に清流日本一に選ばれたことがある高津川を有す

育している。

る。活動の拠点はその隣を流れる益田川下流域に
している。活動内容は益田川下流域におけるヨシ
帯の管理、内水面の生態系調査、ゴミ回収、海岸
部でのチョウセンハマグリ資源管理およびそれら
に関わる教育・普及活動としている。構成員は街
づくりグループである NPO 法人アンダンテ 21、
地元漁業者等約 70 名となっている。河川と海を
繋ぐ環境で育つチョウセンハマグリを環境のシン
ボルと捉え、活動のテーマにするにあたっては地
元漁業者に協力を仰ぐため話し合いをした。そう
すると、高津川のみをきれいにするだけではなく、
県下ワースト 1 の益田川を何とかしなければいけ

写真４－２

サンゴ礁部会

▶岩瀬文人コーディネーターによるポイント解説
この事例にはいくつもすばらしい点がある。

ないということになった。
活動のコンセプトはチョウセンハマグリ資源の
安定化、ヤマトシジミ復活のための益田川の水環
境再生としている。活動する上でシンボル生物を

リーフの中は満潮時は流れるが干潮時は流れない

設定することが重要と考えている。ヤマトシジミ

ので水がよどみやすいが、岸側で海藻養殖が行わ

が消失した原因は水質だけではないと思うが、水

れていて栄養塩の増加を抑えている。栄養塩が増

環境をきれいにしようというよりも、この復活を

えるとサンゴは育ちにくい環境になるので、上手

掲げた方が一般にアピールできると思う。

く全体をコーディネートしてサンゴの増殖を行っ

活動するにあたって住民・行政・漁業者との「協

ていると思う。また、過去に赤土の被害があった

働」の実現、自然環境・資源に対する住民意識の

ようだが、多少赤土の影響が残っているところで

向上、次世代プレーヤーの増加・地域内での教育

も、ひび建てによりその影響を最低限に押さえて

システムの形成といった教育・啓発活動の必要性

いる。ひび建てによるサンゴ増殖の方法は恩納村

を特に感じている。活動内容は調べる、実践する、

で開発された方法と聞いている。この方法は汎用

伝えるという 3 本を軸に、一般参加型の石倉カ
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ゴ調査や生態系モニタリング、市民参加型ハマグ

み、漁業者や地域住民への講師依頼、教員、公民

リ稚貝調査、水質検査、ヨシの刈取り、ハマグリ

館職員への環境教育講習会の実施等住民、子ども

貝アート展などの活動をしている。活動組織と行

等の巻き込みが重要と考える。活動組織の構成員

政、県土整備事務所や河川に排水している企業を

の多くは本業があり、イベント的な活動は土日に

加えて協働による益田川環境再生協議会を作って

出来るが、学校の授業のある平日に活動するには

活動しており、調査のような活動でも一般市民や

限りがある。そのため今年度から学校の先生等に

子どもたちを巻き込みながら実施していることも

対する講習会を企画している。

特徴だと思う。地元小学校と連携し、川で「ガサ

アクションラーニングを取り入れ、自分たちで

ガサ教室」というフィールド体験授業を行ってい

課題を設定し、グループで講堂・振り返りを重

る。身近な川に様々な生物がいることを実感して

ねて解決方法を見い出すように一年間プログラム

もらえる。

している。1 学期に河川についての座学、水質調
査・生物採集、2 学期には班で調べ学習をし、河
川清掃をして学習発表を行う。3 学期には市民向
けに子どもたちから河川についてセミナーし、学
習・活動を通じ大人へのインパクトを与えるもの
になっている。
環境や資源保護に関しては、地域住民や行政が
一体となった取組が不可欠である。取組は決して
短期間で成果が出るものではないので、地道に複
数世代に亘る継続をし、次世代の担い手に対する
教育・啓発活動を行うことが重要である。

写真５－１

大浦コーディネーター（左）佐々木氏（右）

調査などはなかなか広く一般市民に活動を啓発
できないところもあるので、古来の遊びである貝
合に着想を得てハマグリ貝アート展を地元美術館
で開催している。様々な作品を幼稚園児から 80
代まで幅広い世代に応募いただき、毎年来場者は
1,000 人以上、今年の作品数は 300 程度が全国各
地から集まる。もう一つの狙いとしてハマグリに
絵を描く際に、子どもたちの掌にハマグリの感触
を刻みつけたいという思いがある。

写真５－２

教育・学習部会（干潟・内水面）

教育・啓発活動をしていくなかでノウハウが必
要となり、例えば安全対策がある。会場の選択、
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▶大浦佳代コーディネーターによるポイント解説

気象条件、服装、熱中症対策もある。高津川源流

この組織のポイントは環境 NPO や漁業者発で

に子どもたちに入ってもらう体験も実施している

はなく、街づくりのグループからスタートしたこ

が、そこでは低体温対策も必要となる。フィール

とだと思う。どんな街にしたいかという延長で

ドで学習してもらうには教材も必要である。「高

この多面的の活動もされているように思う。先日、

津川流域デジタルさかな図鑑」を作成して、ネッ

活動組織に伺ったが、こういった成り立ちのため、

トからダウンロードできるようにし、この他にも

様々な分野の専門家、世代の方が集まっていた。

水辺でみられる植物図鑑も作成した。ハマグリの

そのため、地域を巻き込んだ大きな活動が出来て

成長標本などの生物標本も用意している。

いるのだと思う。河川清掃ではレジンペレットが

教育・啓発活動のポイントは小学校、公民館等

多かったとのことだった。これはプラスチックの

との連携・協働や子どもを通じた親世代の巻き込

細かな破片だが、単に体験させ、ゴミをどれだけ
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回収したかではなく、そのゴミがどこから来たも

練を実施した。

ので、人がどう関わったものなのか考えさせる取

参加者は愛南漁協職員、深浦海難局職員、消防

組になっている。教職員や公民館職員に対する講

署、海上保安部、無線機メーカー、AED メーカー

習会を教育システムの構築という言葉で表現され

であり、オイルフェンスの展張の講師を（公財）

ていた。この活動がなくなったら学校では何もや

海と渚環境美化・油濁対策機構に依頼し、訓練を

らないということになってはいけない。この活動

実施した。

組織はそのための次のステップに進んでいると思
う。活動組織が関われるところはある程度できて
きたので、次は地域の方が自分たちでどのように
取り組んでいけるか手法を手渡す段階になってい
る。全国にこのような課題を持つ組織はたくさん
あると思うが、実際に取り組まれているというの
は聞いたことがない。先駆けとなる活動だと思う。
◤大阪会場

海の安全部会◢

先進地区活動組織事例紹介概要
愛南地区沿岸海難（津波）救助協議会
下田雅一 氏
愛南町は四国南西部、愛媛県の最南端に位置し、

写真６－１

益原コーディネーター（左）下田氏（右）

西に豊後水道、南に太平洋を望み、沖合から黒

訓練の概要

潮が流れ込み、各種一本釣りをはじめ、中、小型

平成 25 年度海難救助訓練

まき網、小型定置網漁業等の漁船漁業により多種

釣り人が、誤って船から転落したとの想定で宇

多様な魚が多く水揚げされている。また、鰹一本

和島海上保安部指導のもと信号紅炎・救命浮環を

釣りによる水揚げ量が四国一を誇る深浦港は、春、

使用した海難救助訓練を行った。海難訓練実施初

愛南町から二時間の漁場で朝釣り上げられたばか

年度という事で、総合的な訓練をし、消防署、海

りの鰹が日戻りで水揚げされている。中でもブラ

上保安部、AED メーカー、デジタル無線機メー

ンド管理をされ、町内 6 店舗の飲食店で提供さ

カーの協力のもと、人命救助における基礎知識を

れている「愛南びやびやかつお」は、上品な脂の

学び、訓練の最後には、深浦海岸局からデジタル

乗りと、船上脱血、特殊な氷で保存をし、そのこ

無線機搭載の船舶局 41 隻に対し、
「日々において

だわりにこだわった鮮度から鰹とは思えない食感

常に安全操業に努める」との安全宣言が文字デー

が味わえ、その味わいを求め、県外からも多くの

タで一斉送信され、各船が受信を確認後、第一回

観光客が鰹を食べるためだけに愛南町を訪れてい

目の訓練を終了した。

るほどである。また、太平洋からの潮の流れ込み

平成 26 年度海難防災訓練

により海水の交換の激しい海域の特性を生かした

高知県沖でマグニチュード 8.2 の巨大地震が発

養殖業も盛んで、タイ、ブリ、カンパチ、アワビ、

生し、宇和海沿岸に大津波警報が発令されたと

真珠、スマなどの養殖が盛んに行われ、時価総額

の想定で、海難防災訓練（沖出し訓練、捜索訓

200 億円の魚が愛南町の海で育てられている。

練、曳航訓練）を実施した。沖出し訓練では、深

そのような太平洋を望む自然豊かな環境のもと、

浦海岸局から 11 グループ・計 41 隻の船舶に対し、

愛南地区沿岸海難（津波）救助協議会は、平成

地震発生の第一報が無線連絡され、同時に地震情

25 年度に事業採択を受け、文字データ通信機能

報・津波情報が文字データで各船に一斉送信され

をもつデジタル無線機を 35 隻と海岸局１局を整

た。その文字情報を受信した船舶は、深浦湾・久

備し、海難訓練をさまざまな角度から行ってきた。

良湾・御荘湾の 3 海域から安全な沖合に同時避難、

平成 25 年度は海難救助を、26 年度は防災と

各湾のリーダー船から深浦海岸局へ沖出し完了を

救命、27 年度は油防除のオイルフェンスの展張、

無線連絡した。この訓練により愛南町の特徴的な

28 年度は油防除の基礎知識の講習ポイントに訓

リアス式海岸においても文字データ通信が可能な
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ことが確認された。その後、漂流者捜索訓練（要
救助者発見を想定した救命浮環投下）及び漂流船

訓練において、①構成員による構成員のための

の曳航訓練を実施し、帰港後は、愛南漁協厚生施

訓練という事を念頭において、シナリオは事務局

設において、救命胴衣、信号紅炎、AED の救命

が作成するが、あくまで構成員（船長）が主導し

機器使用法の講習会が開催された。

て訓練を実施するように心がけた。②訓練の内容

平成 26 年度海難救命訓練

に沿った資料の作成・配布、③新聞社に取材依頼

愛南漁協厚生施設において、愛南町消防署救急

をし記事にしてもらうことにより、多くの人に協

救命士を講師とし、心肺蘇生法、AED 使用法な

議会の活動や日ごろの訓練の大切さを知ってもら

どの普通救命講習会を開催した。午前と午後の部

うことを工夫した。

に 69 人の構成員を 2 班にわけ、それぞれが 3 時

活動の目標は、漁船に搭載したデジタル無線機

間の講習を受講後、消防署の発行する「普通救命

による文字データ情報通信機能を活用した無線通

講習Ⅰ終了証」を取得した。

信訓練を通じて、海難救助における知識を多方面

平成 27 年度海難油防除訓練

から学び、多種多様な災害に対応することのでき

愛南町高茂岬沖に大型貨物船が座礁したとの想

る組織の体制づくりを目指し実施している。

定で、無線通信訓練及び油防除訓練を実施した。

また、その年の訓練では救助、防災、救命、油

無線通信訓練では、深浦海岸局から 11 グループ・

防除、消火等をテーマとして設定し、通話による

計 40 隻の船舶に対し、事故発生の第一報が無線

無線通信だけでなく、メールとしての文字情報を

連絡され、同時に事故情報が文字データで送信さ

使用したデジタル無線機の活用、その分野におけ

れた。事故情報を受信した船舶は、深浦湾、久良

る専門家への講師派遣依頼により、正しい知識の

湾、御荘湾の 3 海域を出港し、海域情報の収集

習得のためにシナリオの作成と事前説明会の実施

にあたった。御荘湾沖の船舶から、御荘湾に油流

を行っている。一年に一度の訓練なので、同じ内

入のおそれありと無線連絡を受けた深浦海岸局は、

容でも反復して行うことが重要であり、そのこと

各湾の海況情報を文字データで全船に送信、併せ

が有事の際には実戦に活かされることになると考

て今後の活動情報なども船舶に送信し、沖合での

えている。

無線通信訓練を終了した。その後、愛南漁協港内

今後の予定として、今年度は愛媛県民総ぐるみ

において、海と渚環境美化・油濁対策機構の指導

で同時刻に地震防災訓練を行うシェイクアウトえ

のもとオイルフェンスの展張訓練を実施した。

ひめに登録し、12 月にはシェイクアウト訓練（南

平成 28 年度海難油防除訓練

海トラフ地震を想定したデジタル無線訓練）への

前年と同様の無線通信訓練を実施した後、愛南

参加を計画している。

漁協厚生施設において、海と渚環境美化・油濁対

また、当協議会の活動を主導している愛南漁協

策機構の方を講師に迎え、Ａ重油とＣ重油の特性

は、インドネシアからの技能実習生受入機関と

と海上に油が流出した場合の処理の方法について、

なっており、構成員の組織するまき網船団員の中

資料をもとに水槽実験をまじえ、学んだ。また無

に 12 名ほど、18 ～ 20 歳の技能実習生が含まれ

線通信訓練は沖出しをせずに通信したため、あい

ている。この実習生にもこの訓練を伝えていくこ

にくの雨という天候もあってか、電波状態が非常

とで、交流を通しより相互が刺激し合い、知識を

に悪く、うまく通信をする事ができなかった。愛

深めていくことができるのではと考えている。災

南町はリアス式の入り組んだ地形のため、天候次

害が起きてから動くのではなく、今後は事前のマ

第では沖出ししなければ超短波無線機の電波は届

ニュアル作成、消防署、海上保安部、各種専門家

かないということが訓練を通し、把握することが

へテーマに沿った講師依頼、町や県の防災訓練と

できた。

の連動により、より集中した訓練、どんな状況に

また、深浦海岸局が平成 29 年 3 月末で閉局と

おいても冷静な判断のできる組織作りを目指し、

なったため、愛南漁協深浦本所へ深浦海岸局のデ

今後も安全第一で訓練を行っていきたいと考えて

ジタル無線機を移設した。アンテナ位置が以前に

いる。

くらべ低い位置となっているため、通信訓練につ
いては今後、模索していく必要があると考えてい

70

る。
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め、現在では漁場のほぼ全面で網掛けが行われて
いる。網の目合いは概ね 16 ㎜である。網掛けの
下のアサリは順調に育っており、好調な場所で
は 1㎡当り 5 ～ 10 kg 程度の密度を維持している。
食害がないので安心して大きくすることが出来
る。網掛けにより資源減少はなんとか留めること
が出来ているが、資源増大は運任せである。従っ
て、稚貝が少ない年は他産地から稚貝を購入し放
流して来た。しかし、近年、他産地からの稚貝の
導入が難しくなってきている。
写真６－２

海の安全部会

そこで、地元産アサリ稚貝の確保のため、春先
に米粒大のアサリが沢山確認されていた長浦干潟

▶益原寛文コーディネーターによるポイント解説

で全国的に流行していた袋網採苗に挑戦した。し

愛南地区沿岸海難（津波）救助協議会は 2 年

かし、網袋が埋まる、アオサが生える、流される

前に訪問・取材している。平成 25 年度から多岐

など散々な結果で、１袋当たり平均 45 個しか確

に亘る訓練を実施している。様々な災害に対する

保することが出来なかった。研究会では失敗原因

知識、技術、意識を向上させることを目的として、

を検討し、この方法では網袋を長期に設置する必

組織づくり、防災マニュアルの作成、専門家講師

要があり、その結果、網袋が埋まる、アオサが生

依頼、県の防災訓練との連動等々、日々努力して

える、流されることとなる。そこで目に見えない

いる。また、インドネシアからの技能実習生にも

浮遊幼生の確保ではなく、目に見える稚貝の確保

訓練に参加してもらう計画もある。多様な組織と

を目指す新方式への転換を行った。

の連携を深めることになり、自己評価における組
織体制の評価ポイントにも貢献する。

従来は網袋を設置したところにアサリ微少稚貝
が流れてこなければ得られない待受型であったが、

問題点は少ないが、１点気になるのは、諸般の

新方式は稚貝が集積した場所を見つける必要があ

事情により今年の 3 月に深浦海岸局が閉鎖され、

るが、干潟上の 4 ㎜ ほどの稚貝を砂ごと採取して

これから愛南漁協がその任を担うことになる点で

しまう積極型である。

ある。深浦海岸局は海抜 100ｍの高台にあり、津
波等の被害が受けづらい場所にあったが、沿岸域
の愛南漁協に移ったということで海岸局の津波被
害を想定した訓練も必要になると思う。
◤大阪会場

干潟部会◢

先進地区活動組織事例紹介概要
前潟干潟研究会

下戸成治美 氏

前潟干潟研究会は地域の漁業者を中心に構成さ
れた 17 名の小さな組織である。
広島県の廿日市市には、世界遺産として有名な
安芸の宮島がある。その宮島の北に位置する大野
瀬戸には、大小様々な干潟が点在しており、県内

写真７－１

下戸成氏（左）吉田コーディネーター（右）

一のアサリ産地である。その中で中心が前潟干潟

大野方式の手順は 4 ～ 5 月前半に稚貝分布調査

である。宮島の西には、タネ場として重要な長浦

し、採取場所を特定する。5 ～ 6 月前半に稚貝採取、

干潟がある。大野アサリは大粒で味が濃いことで

5 ～ 8 月に採取場所の干潟で、袋網で保護育成し、

有名な地域ブランドである。この大野アサリを支

8 月から各人の被覆網保護区に移植し殻長 3 ㎜以

えているのは魚類からの食害を保護する網掛け保

上まで成育させる。地元では考案者の苗字から戸

護である。平成 20 年頃より本格的に普及しはじ

井方式とも呼ばれている。
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稚貝分布調査は干潟に等間隔に定点を定め、稚

画に放流し個人的な管理を行い、30 ㎜以上を出

貝密度と地盤測量を行っている。その結果、地盤

荷している。実際に現場を訪問し作業も行ってき

高 50 ～ 75 cm の範囲が密度が高く、且つ、まん

た。運営体制として重要なのは、若い頃広島市な

べんなく分布していることが明らかになった。ま

どで働いていて、定年後戻ったＵターンシニア層

た、その中で 1㎡当り 5,000 個以上の分布密度で

を受け入れていることである。近くに稚貝発生場

あった 6 地点から稚貝を採取することとした。

があることや就労する都市があること、地理的要

稚貝の採取は、干潟に網袋を置いて網袋に沿っ

因やカモの飛来が少ないことなど自然的要因も有

て線を引く。この面積は 0.22㎡となる。その後、

利に働いていると思う。一つ一つ課題を解決しな

表土を深さ 3 cm 程度採取し、砂ごと網袋に収容

がら活動組織が目標に向かって努力をしている事

した。計算上は一袋当たり 1,000 個程度のアサリ

例であった。しかし、労働量の軽減や地元漁業者

稚貝を採取したことになる。

をより多く取り込むことなど未解決な課題も明ら

稚貝の保護・育成は、稚貝を採取した場所にそ

かになってきた。さらに、大野方式は沈着して目

のまま網袋を殻長 10 ㎜まで育つ 8 月まで置いて

視できるサイズの稚貝を採取して活動を行ってい

おいた。

るという特徴がある。

稚貝の分別・回収は、網袋内の砂を 4 ～ 5 ㎜の

稚貝の供給に関連する浮遊幼生期については、

フルイに移し、海水で砂を流し残ったアサリをタ

伊勢湾では湾奥で発生し、流れに乗り南下し拡散

ライにため、定量して回収量を把握した。回収し

するが、愛知県側に多く着底するなどシミュレー

た稚貝は漁場で 30 ㎜以上まで成育し、出荷する。

ションを用いた検討が行われている。大野のアサ

平成 27 年度の回収実績は 57 万個であった。28

リも同様に資料を整理すれば可能であり、浮遊幼

年度は 250 万個の回収実績となった。

生を確保するためにはどの地区を守ればよいかシ

モニタリング調査ではアサリ資源量が順調に伸
びてきている。

ミュレーションでの検討が可能である。海上保安
庁の潮流図等から大野周辺は流れが緩やかなので

これまでの取組で、地元産アサリ稚貝確保に
ついて基礎的な技術を確立することができ、「大

発生した幼生が付近で着底している可能性も考え
られる。

野方式」の誕生となった。平成 28 年 11 月に地
域の漁業者 50 名を集め、成果報告をしたところ、

Ⅱ

水産多面的機能発揮対策事例報告会

この春から新たに 50 名が活動に加わり体制が固
事例報告会は、全国の先進的、効果的な取組を

まりつつある。

行う活動組織がこれまでの活動の成果や課題につ
いて報告することにより、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
の情報交換の場を提供するほか、一般市民への周
知を図ることを目的として開催している。
今年度は参加対象を活動組織、協議会等に加え
首都圏の高校、専門学校、大学にも広げて開催案
内を行い、特に市民活動や環境問題等に興味関心
がある学生の参加を呼びかけるとともに有識者の
講演などを予定している。
現在、平成 30 年 2 月 10 日（土曜日）第一生命ホー
写真７－２

干潟部会

ル（東京都中央区）で開催予定の平成 29 年度水
産多面的機能発揮対策事例報告会の開催準備を関

▶吉田司コーディネーターによるポイント解説
前 潟 干 潟 研 究 会 の 活 動 は、 地 盤 高 50 か ら
75 cm の所で砂ごと稚貝を採集した袋網を設置し、
アサリ稚貝の保護育成を行っている。その後各区
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係団体等とともに行っている。
詳細は次ページ。

平成２９年度水産多面的機能発揮対策事業
開催場所

第一生命ホール（東京都中央区晴海１－８－９）

開催日時

平成３０年２月１０日（土）１０：００～１５：３０

＜申込締切＞

事例報告会

開場は９：００～

平成３０年１月２６日（金）

＜問合せ及び申込先＞
公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会

事業推進部

宛

電話：０３－５６５１－３５０１
FAX：０３－５６５１－３５０２
E-mail：sanka@yutakanaumi.jp
※会場の席数は十分余裕がございますが、定員（550 名）以上の参加は消防法により禁止さ
れております。
申し込み受付は先着順に定員までとさせていただきます。

●プログラム
口頭発表
時刻

内容

9：00～

開場・受付

10：00～10：15

開会、挨拶、オリエンテーション

10：15～10：45

講演

第１部

日本の漁業・漁村の多面的な役割と国際的評価（仮）
八木信行氏（国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科 教授）

これからの市民参加を考える（仮）

事例報告及びパネルディスカッション
10：45～12：30

12：30～13：30
第２部

東京湾でアマモ場を再生する意味（仮）
木村尚氏（NPO 法人海辺つくり研究会理事）
第１事例

【長崎県】外海地区活動組織

藻場

第２事例

【鹿児島県】あいら藻場・干潟再生協議会

干潟

第３事例

【島根県】益田川と海をつなぐ自然環境保全活動組織

内水面

休憩

先進事例に学ぶ－沿岸・河川の環境保全活動－（仮）

13：30～13：50

第４事例

【長崎県】大島地区藻場を守る会

藻場

13：50～14：10

第５事例

【静岡県】榛南磯焼け対策活動協議会

藻場

14：10～14：30

第６事例

【北海道】火散布沼干潟を保全する会

干潟

14：30～14：50

第７事例

【愛媛県】愛南さんごを守る協議会

サンゴ礁

14：50～15：10

第８事例

【京都府】京の川の恵みを活かす会

内水面

15：10～15：30

意見交換

15：30

閉会

ポスター発表（会場内に掲示）
第１事例
【北海道】 余別・海ＨＵＧくみたい

藻場

第２事例

【神奈川県】 城ヶ島藻場保全活動組織

藻場

第３事例

【大分県】

藻場

名護屋地区藻場保全活動組織
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第４事例

【長崎県】

深江ブループロジェクト活動組織

藻場

第５事例

【熊本県】

芦北地域アマモ場再生・保全活動組織

藻場

第６事例

【北海道】

湾中地区干潟保全協議会

干潟

第７事例

【愛知県】

幡豆地区干潟・藻場を保全する会

第８事例

【広島県】

前潟干潟研究会

干潟

第９事例

【広島県】

広島県東部アサリ協議会（浦島地区）

干潟

第10事例

【熊本県】

川口二枚貝保全活動組織

干潟

第11事例

【長崎県】

長与浦再生活動組織

干潟

第12事例

【富山県】

富山市水辺をきれいにする会

内水面

第13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

ヨシ帯

第14事例

【沖縄県】

恩納村美ら海を育む会

サンゴ礁

第15事例

【愛媛県】

愛南地区沿岸海難（津波）救助協議会

海難救助

※プログラムの時間及び内容（発表順序を含む）は変更する場合があります。

●会場案内

勝どき駅Ａ２ａ出口から徒歩８分
〇東京駅から
●東京駅（ＪＲ京浜東北・根岸線 磯子行）→浜松町駅→徒歩７分
→大門駅（都営大江戸線 都庁前行）→勝どき駅
●東京駅（ＪＲ東海道本線 小田原行）→新橋駅→徒歩１０分
→汐留駅（都営大江戸線 都庁前行）→勝どき駅
〇羽田空港から
●羽田空港（京急本線エアポート急行 京成佐倉行）→泉岳寺（乗り換え不要）
→大門駅（都営大江戸線 都庁前行）→勝どき駅
●羽田空港（東京モノレール 浜松町行）→浜松町駅→徒歩９分
→大門駅（都営大江戸線 都庁前行）→勝どき駅
都営バス
〇東京駅から〈都０５系統〉
「東京駅丸の内南口」より乗車→「晴海トリトンスクエア前」下車
〇有楽町から〈都０３／０５系統〉
「数奇屋橋バス停」より乗車→「晴海トリトンスクエア前」下車
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干潟藻場

