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漁業の成長産業化と
「豊かな海づくり」について
水産庁長官

長谷
昨年４月には、新たな水産基本計画が閣議決定
されました。この新計画に基づき漁業の成長産業
化に向け、資源管理や種苗放流等による豊かな海
づくりを進めて行きます。
まず、資源管理を語る前提として、我が国周辺
水域での外国船操業が活発化していることに言及
しなくてはなりません。今後、我が国漁業者に更
なる資源管理の取組をお願いする上で、少なくと
も我が国水域での外国船の違法操業は放置できま
せん。昨年大和碓で北朝鮮漁船に対し展開した海
上保安庁との連携は当然ですが、水産庁としても、
補正予算の中に 55 年ぶりとなる取締船の新造に
よる増隻を盛り込みました。また、１月 15 日には、
長官を本部長とする漁業取締本部を立ち上げたと
ころです。
クロマグロの資源管理は、今年から TAC 法に
基づく本格的な管理に移行していきます。昨年末
には「クロマグロ資源管理促進対策」を取りまと
めました。我が国の沿岸漁業の特徴として魚種選
択性の低い定置網が漁獲量の４割を占めるなど漁
獲量管理の難しさがありますが、漁業収入安定対
策等を強化することによって、定置網を含む沿岸
漁業についても一定程度漁獲された後の休漁や放
流などにしっかり取り組んでもらおうと考えてい
ます。資源回復の兆しははっきりしており、何と
か本格的な資源回復につなげたいところです。
サ ン マ に つ い て は、 北 太 平 洋 漁 業 委 員 会
（NPFC）での管理強化に引き続き取り組んでい
きます。サンマで明らかなように、多くの魚種を
周辺水域で操業する外国漁船とともに利用する我
が国漁業で資源管理を進めるためには、隻数など
の努力量管理だけでは不十分であり、資源評価の
高度化とともに漁獲量管理をより重視した管理に
移行していきます。
この漁獲量管理の重視については、昨年 12 月
の「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂
に盛り込まれた「水産政策の改革の方向性」にも
記載されました。
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栽培漁業については、三位一体改革以来、各浜
そして地方自治体中心の取組となっていますが、
同プランの中でも資源管理の項目において「資源
管理上効果のあるものを見極めた上で重点化す
る」と明記されました。今後、更に、資源管理と
の連携を重視し、効果の検証をしながら取組を進
めていく必要があります。そのためには、従来の
外部標識だけでなく遺伝子による親子判別技術の
活用や、地球温暖化による海水温の上昇等の環境
変化に対応する種苗生産や放流手法の改良が必要
になってきていることから、これらを支援する新
規予算を平成 30 年度予算案に盛り込んだところ
です。
豊かな海づくりを進めるためには、種つくりだ
けでなく場つくりも重要です。これについては、
昨年の本誌 42 号で漁港漁場整備部の岡貞行部長
が紹介していますが、資源管理施策や栽培漁業施
策と連携を図りつつ、良好な生息環境を創出して
いくことが重要です。具体的には、沿岸海域では
近年の海水温の上昇などの影響もあり、藻場の減
少が見られます。これに加え、上流からの砂の補
給が減ったこと等により干潟も減少していますの
で、これらの対応も重要です。また、湧昇流を作っ
たり、耕耘をするなどにより海底の栄養塩を活用
して豊かな漁場づくりを進めて行きたいと考えて
います。特に沿岸域については、水産の世界だけ
で考えるのではなく、水産の外への働きかけ、連
携が重要です。これは、例えば瀬戸内海等の内海
や内湾で取り組み始めている下水処理場などから
供給される栄養塩を漁場で効果的に利用できるよ
う管理して、きれいな海から豊かな海にしていこ
うといった取組に代表されますが、今後きめ細か
く対応していくことが重要と思います。
様々な切り口、そしてアプローチはありますが、
それらを適切に組み合わせることにより豊かな海
づくりを目指して力を合わせて取り組んでいきま
しょう。

新規養殖マグロ類「スマ」の戦略的育種
～完全養殖による産業創出～
愛媛大学南予水産研究センター
教

授

准教授

１．はじめに

松原
後藤

孝博
理恵

とした漁獲規制や養殖漁場拡大の制限などが実施

私達が研究開発を行っている愛媛大学南予水産

され、天然種苗に依存しない質の高い人工種苗の

研究センターは、日本屈指のマダイ、ハマチの養

安定供給が切望されています。その研究は急ピッ

殖基地である愛媛県南予地域の愛南町に位置して

チで進められているものの、まだ時間を要する現

います。この研究センターは、車で 5 分ほどの距

状にあるようです。

離にある 2 つのステーションを持ち、私達が勤務
する西浦ステーションは、廃校となった旧西浦小

２．なぜスマ？

学校を改築して、愛南町と愛媛大学が共同利用す

「うみらいく愛南」には地元の小、中学校の生

る「うみらいく愛南」という施設としてリニュー

徒が大勢見学に訪れます。子供たちに魚は好きで

アルされたものです（図１）。水産養殖基地の真っ

すかと訊くと、ほとんどの子供たちが好きと答え

ただ中にある研究センターにいて周囲の声を聞く

ます。さらに、どんな魚が好きかと訊くとマグロ

と、魚価の低迷、燃油や餌代の高騰、赤潮や魚病

とサーモンが圧倒的な人気を示します。愛南町で

の問題など、養殖を取り巻く様々な問題が耳に

は、その他にマダイやブリという声も返ってきま

入ってきます。そうした声の中に、
「魚類養殖は

すが、これは産地ならではと思われます。現在、

少品目大量生産の弊害が顕在化しており、リスク

日本では「魚ばなれ」が進んでいると言われてい

を分散するために、もっと競争力の高い新養殖対

ますが、私たちが体感するのは、子供たちは魚が

象種を導入できないか」という地域からの強い要

嫌いなわけではなくて、畜肉などを含めた食のバ

望があります。すなわち、もっと儲かる新魚種を

リエーションが豊富になったために、魚が食卓に

見出してほしいという期待です。クロマグロはそ

のぼらなくなったことが大きな原因であるという

うした新魚種の代表として、近年、養殖生産が著

ことです。そんな中、人気沸騰のサーモンに着目

しい増加を見せてきました。しかしながら、資源

すると、大西洋サケ、ギンザケ、マスノスケ、ニ

量低迷を背景に天然若齢魚（ヨコワ）保護を目的

ジマスなど複数の魚種が含まれ、全て養殖もので、
日本に根強く存在してきた「天然魚信奉」を突き
崩す急先鋒となっています。一方、マグロ類で
は、食卓にのぼる多くは天然魚で、世界的にもク
ロマグロとミナミマグロが養殖（蓄養が主流）さ
れているだけです。これらはいずれも極めて大型
の魚種ですので養殖するには大掛かりな設備、資
本、人員が必要で、愛媛の地元業者さんが容易に

Since 2013 Apr.
南予水産研究センター
南予水産研究センター
西浦ステーション

図１

レジデント型水産研究拠点「うみらいく愛南」

行えるというものではありません。そこで愛媛大
学では、クロマグロに代わる美味で飼育容易な新
養殖対象マグロ類を見つけ出して、その養殖技術
を開発し、地元の産業を興すことで、マグロ類の
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新たなメニューを増やせるのではないかと考えま

養殖クロマグロに勝るとも劣らない味になります
（図３）。以下では、商業的養殖の本格的事業化を

した。
焦点を当てたのは「スマ」という魚です（図２）。

実現することを目標に、現在、鋭意取り組んでい

スマは熱帯、亜熱帯域の太平洋沿岸に広く分布す

る愛媛スマグループの研究・技術開発や実用化へ

る魚で、最大でも全長１ｍ、15kg 程度にしか達

のこれまでの経緯、また新たな取り組みについて、

しない小型のマグロ類の魚種です。喉もとにお灸

グループを代表してご紹介したいと思います。

の痕のような黒い模様をもつため、高知県や九州
では、
お灸を意味する「ヤイト」や「ヤイトガツオ」

３．養殖成功への第一歩

早期種苗生産

と呼ばれています。スマは西日本の太平洋沿岸が

クロマグロと違ってスマの天然幼魚を多数捕獲

分布の北限にあたるため、
「幻の美味な魚」とし

するのは困難です。スマ幼魚は沿岸域を回遊し、

て限られた地域で珍重されていますが、その味を

小群で生活しているようで、曳綱漁や一本釣りの

知る人は漁師さんや水揚げ港周辺の人たちに限ら

漁師の方々も、一度にたくさん捕獲するのは難し

れます。天然で漁獲されたスマはさっぱりした味

いと言います。そのため、スマ養殖の成否に直結

であるのに対し、養殖したスマは非常に脂がのり、

する最大の課題は、人工種苗を量産できるかとい
う点と、それらが天然種苗の性能に匹敵またはそ
れ以上の性能を有するか否かにあります。天然魚
は南方海域において 5 ～ 6 月頃に産卵し、生まれ
た幼魚は 8 月ごろに体重 100ｇほどに成長して高
知や愛媛にやってきます。そうした天然幼魚を愛
南町の海域で飼育すると冬期 12 月には 1.2-1.5kg、

図２ スマ Euthynnus afﬁnis
地方名：おぼそ、やいと

1 年 半 で 早 い も の は 2.5kg に 達 し ま す（ 図 ４）。
さらに、それらを飼育しておくと満 2 歳で親魚と
なり、7、8 月を中心に産卵することがわかりま
した。すなわち、産卵期は天然に比べて 2 ヶ月程
遅れます。これは、本来の産卵場である南方海域
に比べて、愛媛県愛南町周辺海域の水温が成熟・
産卵に適した水温に達するのが遅いためと考えら
れます。愛南町の海面生簀で産卵された受精卵を
用いて人工種苗生産をすると、100ｇの幼魚にな
るのは 9 月も中頃を過ぎ、幼魚は急速な成長を遂
げる夏の高水温期を十分に経験することができま
せん。そのため 1 kg 未満で初年の越冬に至って

図３ スマの刺身
全身トロで滑らかな口あたりが特徴

しまいます。天然幼魚を海面生簀で飼育し、その
成長を追跡した結果では、スマが高成長を示す期

出荷時

① 天然

MI

② 愛媛飼育

MI

③ 早期人工

出荷可能

図４
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間は、水温が 20℃を超える時期に限定され、冬

４．産業拡大への道

完全養殖

期は体重増加が見られませんでした。この傾向は

愛媛県でスマ養殖を産業として定着させ、さら

その後の飼育試験いずれにおいても確認されまし

には拡大していく上で最も重要な点の１つ「早期

た。図４の天然魚や通常期産卵の人工魚では、0

種苗生産」の技術開発には目途が立ったと言えま

歳時の高成長期を 20℃以上の水温帯で十分に過

す。しかし、実際に試験養殖してみると、出荷時

ごせていないことが成長を遅らせている最大の原

の大きさにばらつきが見られ、平均体重 2.5kg の

因であることがわかりました。すなわち、最初の

場合にも 2.0kg 以下から 3.0kg 超まで様々な大き

年の高水温期をいかに長く経験させるかが、製品

さの個体が見られます。製品としては大きな問題

になるまでの成長速度を決定付けると言えます。

で、生産者や販売業者の立場からは、サイズの揃っ

そこで、天然よりもさらに早いタイミングで受精

た魚の出荷が強く求められます。そこで必要とな

卵を獲得し、種苗を生産する「早期人工種苗生産」

る技術が「完全養殖」です。

が愛媛での養殖成功の鍵を握ると考えました。

一般の人々が「完全養殖」という言葉に抱くイ

早期人工種苗生産の技術開発では、１）人為的

メージは、完成度の高い養殖、あるいは完璧な養

に環境制御して親魚を早期成熟させる技術、２）

殖で、それによって良い製品、美味しい魚ができ

成熟・産卵を調節するホルモンを利用した産卵の

ると信じられていると思います。しかし、本来の

人為制御技術、３）受精卵以降の管理・育成に関

言葉の意味は、生活環の全てが人の手で管理され

する技術、４）産卵個体と種苗の親子鑑定や種苗

ているという意味で、卵から子供を育てて親にし

の性能の遺伝的評価技術、を中心にそれらの開発

て、また、産卵させてそのプロセスを繰り返すこ

を主眼とする研究を、愛媛を核とした産学官の強

とであり、そこには品物の良し悪しの概念は入っ

い連携により実施してきました。これまでの成果

ていません。例えば、成長が悪くて製品として見

では、平成 27 年に 5 月中旬の早期産卵誘導に初

劣りするものでも、生活環が人の管理下で回って

めて成功し、生産した種苗約 4,000 尾により養殖

いれば完全養殖です。まさに今のスマの状況がこ

業者２社による試験養殖が開始されました。その

れに当たります。では、「完全養殖」を皆が抱く

うち１社では、早期種苗は 12 月初旬に平均 2.2kg、

イメージ通りにするにはどうすれば良いか。私達

最大のものでは 2.9kg に達しました。生まれ日を

愛媛のスマ研究チームが、今まさに取り組んでい

早め、最初の高水温期を十分に過ごさせること

るのがこの点です。良い形質を持った個体を選び

で、自然環境で産卵させた場合の人工種苗と比べ

出し、それらを交配していく「戦略的な育種を組

て 2 倍の成長を遂げることが判明しました（図

み込んだ完全養殖」へと高めていくことが不可欠

５）。平成 28 年は前年よりさらに 12 日早い生ま

です。すなわち、完全養殖という技術を活用して、

れ日の完全養殖種苗を 11,000 尾生産、平成 29 年

魚の品質をどんどん良くしていこうということで

は 5 月 1 日生れの完全養殖種苗を 14,000 尾生産

す。一概に良い製品、良い形質といっても様々な

し、そのうち 11,000 尾を用いて試験養殖が実施

ことが考えられます。生産者側からみれば、成長

されており、産業規模での養殖に着実に近付いて

の良い形質、病気やストレスに強い形質などが良

います。

いとされるでしょう。また、販売や消費者側から
は、製品サイズが揃うような形質、身質の良い形

体重（ｋｇ）

㻞㻚㻡

質、味の良い形質など、品質が重視されると思わ

㻞㻚㻜

れます。また、南方性のスマでは、後で述べる低

早期人工種苗

温耐性も産業拡大のためには改良すべき重要な形

㻝㻚㻡
通常人工種苗

㻝㻚㻜

合わせているにこしたことはありませんが、簡単

㻜㻚㻡
㻜
図５

質です。もちろんこうした優良な形質を全て持ち
なことではないため、育種によって１つ１つ改良

㻢

㻣

㻤

㻥

㻝㻜

㻝㻝

㻝㻞

早期人工種苗（５月産卵）と通常人工種苗（７
月産卵）の越冬期までの成長差

していく地道な作業が求められます。私達はその
スピードを速めることを重視しており、前例のな
い新たな取り組みを進めています。その内容につ
いては、次の項目で紹介します。
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現在、スマの研究や試験養殖は愛媛最南端の愛
南町でのみ実施されています。なぜかというと、

育種

先に述べたように、現在養殖されているスマ

スマはもともと温暖な海域に生息する魚で、低水

は、成長の早さや姿形が個体により大きく違いま

温に対する虚弱性が見られるからです。愛媛県

す。商品競争力を高めるには、高成長でサイズの

南予地域の愛南町海域では、冬期間の最低水温

バラツキの少ないスマが求められてきます。通常、

は 14℃を下回らず、成長が停滞するものの死亡

良い形質を固定するには選抜育種が行われます

は見られません。しかし、内湾の御荘湾では冬

が、陸上の動植物とは違い、生簀の中にいる魚の

期 13℃を下回る場合があり、大学のスマを飼育

中から良い個体を選び出すのは容易ではありませ

中に大量に死亡したことがありました。その時に

ん。また、選抜育種には長い年月を必要とするほ

13℃はスマの生存限界水温であることがわかり

か、継代には大きな飼育コストがかかってしまい

ました。同時にその際、平均 1.2kg の 0 歳魚が全

ます。そのため、魚類の場合、育種により作られ

て死亡したのに対し、3 kg 以上の親魚は半数弱が

た系統であっても、継代飼育が叶わず現存してい

生き残りました。このことから、大きな魚のほう

ないケースが多くみられます。さらに、スマはク

が低温に強いこともわかりました。その原因とし

ロマグロ同様に、皮膚が弱く接触により魚体が傷

て体の中心温度が水温よりも高い、いわゆる「体

を受けやすいため、通常の選抜作業や人工授精は

温」の獲得が考えられました。温度データロガー

現実的ではありません。そのため、愛媛スマチー

を用いた試験から、約 1kg の個体では体温ができ

ムでは、新しい発想の育種として、「スマ次世代

はじめてきていることが示され、体温の形成が生

育種システム」を考案しました（図６）。このシ

理的な低水温耐性につながる可能性があります。

ステムは、種苗を作りたい優良なスマの生殖細胞

このことから、遺伝的に低温に強い魚を選抜する

（供与体：ドナー）を代理親となるスマ（宿主：

ことも重要ですが、併せて最初の冬になるまでに

ホスト）に移植し、産卵させる技術（借腹生産）

できるだけ大きく育てることが、より低水温とな

を主軸としており、選抜育種と組み合わせること

る愛南町よりも北部の低水温海域へ養殖を拡大す

で、選抜の過程を効率化し、育種を加速化するこ

るための鍵になると考えられます。

とができます。実際には、３つの要素技術から成

図６
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５．先端技術の導入
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り立っています。第１ステップでは、たくさんの

６．まとめ

スマの中から極めて優れた形質をもつスーパーエ

愛媛県では、2.5kg 以上で、脂質含有量が 25％

リートの選抜を行い、将来卵や精子になる生殖幹

を超え、活締めや輸送に使う氷など、細部にまで

細胞を凍結保存します。この際に、スマのあらゆ

こだわった養殖スマを県ブランド「愛育フィッ

る個体情報を取得し、データベース化し、凍結生

シュ」の一員「伊予の媛貴海：ヒメタカミ」とし

殖幹細胞とともにスマのバイオリソースとして管

て位置づけ、平成 28 年から出荷を始めています。

理します。第２ステップでは、生産者や消費者の

平成 27 年生産分は試験養殖により 1 年以内に出

ニーズに合った形質をデータベースから検索し、

荷できるサイズ（2.5kg 以上）に達する性能を見せ、

その生殖幹細胞を宿主に移植した代理親を生産し

成長速度は通常の人工種苗の 2 倍に当たることが

ます。第３ステップでは、代理親同士を交配し、

示されました。また、平成 28 年には完全養殖に

得られた種苗を商業的養殖に利用しながら製品の

成功した初代が試験養殖され、さらに、平成 29

良し悪しを評価し、良い製品を作り出した家系の

年には養殖初期の生残を高める技術が愛媛県水産

組み合わせを DNA 解析による親子鑑定により判

研究センターにおいて考案されるなど、生産量増

定し、その情報を次の生産へフィードバックしま

加に必要な技術は着実に進歩しています。研究か

す。もとになった生殖幹細胞は凍結保存されてい

ら生産に至る一貫した取組が高速で進んできた背

るため、最善の家系の掛け合わせを復活させる事

景には、第一に愛媛大学、愛媛県、愛南町、愛南

ができるのがこのシステムの最大の特徴になりま

漁業協同組合、生産企業の類を見ない強い連携が

す。私たちは、これを「夢のタイムマシン」と位

形成されてきたことがあげられます。さらに、第

置づけています。さらに、生殖幹細胞と共に保管

二には図７のように平成 28 年度までは文部科学

されるデータベースを活用し、これまで魚類の育

省「地域イノベーション戦略支援プログラム」と

種に利用されてこなかった“身質や味”などの食

農林水産省「農林水産業・食品産業科学技術研究

品として最も重要な要素を盛り込む事ができるの

推進事業」の省庁間連携事業が研究の大きな推進

が優れた点になります。また、家系管理と移植す

力になってきました。商業的養殖を実現、拡大さ

る生殖細胞の組み合わせを工夫することで、選抜

せていくために、平成 29 年度から新たに文部科

育種に起こりがちな近交弱性を防ぎ、少ない親

学省「地域イノベーション・エコシステム形成プ

魚（代理親）から多様性ある種苗を生産する事が

ログラム」と農林水産省「革新的技術開発・緊急

可能となります。一般に、
「借腹生産」と聞くと、

展開事業（地域戦略プロジェクト）」の支援を受け、

多くの人が「異種間」を想像しますが、私たちは

早期種苗の大量生産を可能とする初期飼育技術の

「スマにスマを産ませる（同種間）」借腹を行いま

開発、戦略的育種による成長や低水温耐性などに

す。異種間の借腹では、生殖細胞とそれを支えて

関する優良形質の固定化、製品の品質均質化など

育てる環境が異なる種のものとなります。そのた

に取組み、愛媛県内において 2022 年には 5 億円

め、免疫や細胞間のやりとりの不一致などにより、

規模の生産を可能にすることを目標に研究・開発

特に卵形成が成立しない例が多く見られます。ま

を進めていきます。日本中の人たちにその美味し

た、卵や精子ができたとしても、次の障壁である、

さを知っていただけることが私たちの願いです。

天然個体との交雑により遺伝子汚染を引き起こす
可能性を排除する方法を考える必要性に直面しま

農食事業（農水省）

す。しかし、同種間の借腹では、こうした問題は

地域戦略プロ（農水省）

なく、産業利用可能な技術となります。
「スマ次

優良親魚選抜
品種作出
大量生産技術
開発
完全養殖達成
出荷開始

世代育種システム」構築にあたっては、最先端技
術を駆使し、迅速かつダメージのない選抜、生殖
幹細胞継代培養、宿主不妊化（低妊性）誘導など
の技術開発を必要としますが、将来的には、「養
殖現場に即した簡便な産業技術」とすることを目
指しています。

地域イノベーション
エコシステム（文科省）

地域イノベーション戦略支援プログラム（文科省）

スマ養殖
スマ
マ養殖
殖の
本格事業化
化へ

試験養殖開始
天然種苗入手
産卵親魚養成

20172017
2016

人工種苗生産
成功

スマ研究
㻿㼀㻭㻾㼀

2012

早
早期産卵誘導
種苗生産成功
種

2013

2014

2015
ブランド名「伊予の媛貴海」

図７

研究開発の経緯と今後の推進力
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持続可能な水産養殖のための種苗認証制度への取組
特定非営利活動法人
持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会
理事長

升間

主計

国際連合の人口統計・人口予測によると世界の

や馬力数の制限等によって資源に対する漁獲の圧

人口は毎年約 8,300 万人ずつ増加を続け、2017

力を入口で制限）、テクニカルコントロール（産

年には 76 億人、2030 年までには 86 億人に達す

卵期を禁漁にすることや網目の大きさを規制する

ると推定されています。水産物への需要は、この

ことで、漁獲の効率性を制限し、産卵親魚や小型

ような人口増加と経済成長を背景として世界的に

魚を保護）、アウトプットコントロール（漁獲可

増加傾向にあります。一方、FAO（国際連合食

能量（TAC）の設定などにより漁獲量を制限し、

糧農業機関）の世界漁業・養殖業白書（SOFIA）

漁獲圧力を出口で規制）などのさまざまな資源管

の 2016 年版によると、水産資源の状況は、漁

理を実施してきています（水産庁 HP より）。し

業 資 源 の 31.4 ％ が 乱 獲 の 状 況 に あ り、 資 源 の

かし、資源の減少傾向がさらに加速している状況

再生産力と均衡した状況で利用されている資源

もあり、生産者側、受益者側からの資源管理の難

は 58.1％、適度または低・未利用状態の資源は

しさに直面しています。そこで、店頭にならぶ製

10.5％と評価されており、水産資源の持続可能な

品にラベルを張り付け、ラベルの張られた製品は

利用のためには、その保全と適切な利用の重要性

持続可能な資源から製造された商品であることや

が強く求められています。

環境への低い負荷の下で生産された製品であるこ

このような状況の中で、養殖産業は食用向け魚

と等々を消費者に対して証明（認証）することで、

介類の供給において成長を続け、FAO によると

その製品を選択して購入した消費者は水産資源へ

2025 年までに養殖生産量は漁業生産量を上回り、

の負荷の低減を支援することができるシステムが

全体の 52％に達すると予測されています。

認証制度です。これまでとは逆方向からの資源管

養殖は、対象とする水産動植物の管理と質的に

理のイメージです。ラベルは水産エコラベルと呼

も量的にも安定した水産物の生産を可能とし、水

ばれ、製品について様々な情報を消費者に与えて

産物供給において重要な役割を担っています。さ

いることになりますが、そのために透明性や公明

らに、種苗から市場までの養殖動植物が置かれた

性、公平性、中立性などが証明された情報を持つ

環境や飼育状況などの履歴（トレーサビリティ）

ラベルでなければなりません。

を把握し、その安全性について知ることが可能で

国内外にはすでにさまざまな水産エコラベル

す。このような利点を生かして、国内においてブ

があります。国際的に評価されている水産エコ

リ類を中心として 1960 年代から 1980 年代に掛

ラベルには、漁業活動に対して認証する Marine

けて急速に伸展してきました。しかし、1990 年

Stewardship Council（MSC）
、養殖では Aquaculture

代からは生産量が頭打ちとなり、近年は緩やかな

Stewardship Council（ASC）があります。また、国

減少傾向にあります。

内では 2007 年 12 月に水産物を対象にした日本
で 初 の 水 産 エ コ ラ ベ ル 制 度（Marin Eco-Label

１．水産認証制度とは

Japan : MEL）が発足しています。2014 年 2 月に

先述の通り、水産資源の開発が急速に進む中
で、資源の保全を目的としてこれまで政府機関・
研究機関はインプットコントロール（漁船の隻数
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は養殖エコラベル制度（Aquaculture Eco-Label）
も発足しています。
これらの水産エコラベルは 1995 年に FAO に

よって採択された「責任ある漁業のための行動規
範」
、2005 年の水産物エコラベルガイドライン，
2011 年の養殖認証に関するテクニカルガイドラ
インに準拠していることが必要です。

２．認証制度の必要性
日本国内ではこれまでエコラベルについて知ら
れてこなかったのが実状です。しかし、近年では
量販店等において、エコラベルを謳った広告や製
品の販売が行われるようになってきています。日
本でエコラベルが普及してこなかった理由とし
て、日本の水産物の多くは国内向けが多く、これ

図１

 続可能な水産養殖のための種苗認証のロ
持
ゴマーク

までの水産製品への信頼もあり、特に必要とされ
なかったからではないかと考えられます。しかし、

仔魚の餌として利用できることが明らかにされま

近年ではブリを始めとする日本の水産物輸出に向

した。その後、多くの日本の研究者、技術者によっ

けた活動が積極的に行われるようになってきまし

て、シオミズツボワムシの培養法や仔魚の必須栄

た。このような海外でのビジネスを展開するため

養素（DHA、EPA など）の発見、そのシオミズ

には、製品に対して持続可能な資源からの商品で

ツボワムシへの栄養強化法等、多くの技術が開発

あることを証明・保証されることが求められてい

され、海外へもその技術は伝わり、世界中で人工

ます。そのため、輸出を進めるためのツールとし

種苗の生産が行われるようになりました。生産さ

て認証ラベルが必須のアイテムとなってきていま

れた種苗は養殖業や栽培漁業（種苗放流）に利用

す。

されています。日本の種苗生産技術は世界トップ
の水準にあり、育てられた稚魚の品質も高いレベ

３．持続可能な水産養殖のための
種苗認証制度とその社会的意義

ルにあります。
先述の通り、漁業による漁獲量の維持、資源管

「非特定営利活動法人 持続可能な水産養殖のた

理を徹底することは重要な課題であるものの、旺

めの種苗認証協議会」は、2017 年 9 月に国内の

盛な需要がある以上、資源管理を徹底することは

水産科学分野の研究者（国立研究開発法人水産研

非常に困難であり、実行力を伴いにくいのが実情

究・教育機構、東京海洋大学、高知大学、近畿大

です。その理由の一つとして、希少価値が高まれ

学）
によって設立されました。英文名を「Seedlings

ばそれだけ価格が高くなることで、ルールを守ら

Council for Sustainable Aquaculture」 と い い、

ずに漁獲した場合の利得が大きいと考える経済行

略称を「SCSA」と言います（図 1）。この法人は、

動が働くことが挙げられます。そこで、必要な分

持続可能な水産物需給の実現に寄与することを目

を必要なだけ生産する「養殖業」は、不足してい

指し、また人工種苗の社会的認知を高めるために、

く供給を賄うひとつの解決策になると考えていま

我が国及び世界の養殖業及びその流通に対して、

す。人工種苗を必要な分だけ生産して「養殖業」

種苗認証制度の管理・運営を行うことを目的とし

へ供給することは、資源への環境負荷が低い養殖

ています（定款第 3 条）。

業を実現することを可能にします。さらに、近年

現在、世界中で行われている集約的人工種苗生

では人工種苗から育てた親魚から採った卵から育

産技術は日本発祥の技術です。なぜなら、人工

てられた養殖魚は「完全養殖魚」として広く知ら

種苗生産でふ化仔魚から稚魚まで育てる飼育工程

れるようになっていますが、完全養殖は資源への

の中で必須となっている生物餌料が日本で発見さ

負荷が最も低い養殖を実現します。

れ、世界に発展していったからです。その生物餌

また、人工種苗生産では選抜育種等によってよ

料は「シオミズツボワムシ」というプランクトン

り病気に強く成長の早い種苗を作り出し、餌の節

で、1965 年に現三重大学の伊藤

隆教授によっ

約や抗菌剤使用の低減による耐性菌問題対策など

て、養鰻池で大量発生するシオミズツボワムシが

持続可能な養殖業の構築にとって極めて重要な技
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術になる可能性を秘めています。良い形質の種苗

テークホルダーとして「要求事項」および「原則

の生産が行われることは、養殖業者の生産原価を

と基準」（認証要求事項：養殖業者が認証を受け

根本的に下げることにつながるため、経営の持続

るためのルールや基準を示したもの）の管理と運

性という側面でも重要です。また同様の側面で見

用や必要に応じた見直しなどを行います。「原則

ると、人工種苗によって種苗池入れ尾数が安定し

と基準」は FAO のテクニカルガイドラインに準

ていくことは、少なくとも供給側から養殖魚の相

拠し、国内の各専門の研究者を中心としたグルー

場の安定化を図ることにつながっていくため、こ

プによって作成されています。②では、国際基準

れも経営上大きな効果をもたらすと考えられま

の ISO17065（JIS Q 17065）に依拠して作成し

す。

ています。また、要求事項に沿って第三者認証機

さらに本認証の特徴は「種苗から商品」までの

関の認定作業を行い、2017 年 11 月には世界最大

トレーサビリティが確実に確保されることです。

で最古の認証会社であるビューローベリタスの日

特に「人工種苗」の場合には親魚から卵、ふ化の

本法人であるビューロベリタスジャパン株式会社

状況まで、商品の全てをトレースすることが可能

が最初の認証機関として認定され、各生産業者が

となります（図 2）。

種苗認証を受ける準備が整いました。③について
は、SCSA 認証について深く理解して頂くために

４．種苗認証協議会の事業

要望に応じて説明会や訪問説明などを行っていま

SCSA が行う事業は①持続可能な養殖水産物

す。

の需給を実現するための認証制度の運用（認証制
度の管理・運用業務）
、②認証制度の管理と認証
機関に対する認定（認証機関に対する認定事業）、

５．認証の仕組みと審査
種苗認証制度では公明性、透明性、公平性を保

③その他、定款の第 3 条の目的を達成するために

つために公正・中立な第三者機関（SCSA によっ

必要な事業、となっています。①については、ス

て認定された認証機関）によって認証審査が行わ

親魚

養殖生産

養殖業者が、人
工種苗を成魚にま
で育てる

種苗
採卵
加工

加工業者が、人
工種苗の成魚を仕
入れてフィレ加工す
る

種苗業者が人工種苗を
生産する

小売販売
小売業者がフィレを刺身
パックにして店頭販売する

図２
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持続可能な種苗による
マダイ刺身
500円

人工種苗による養殖の仕組み

消費者へ

れます（図 3）
。SCSA 認証は、種苗業者と養殖

とを中立的な第三者機関によって証明されたもの

業者に対しては持続可能な生産を行っていること

で、またトレーサビリティに関する情報も同時に

を証明する「養殖認証」と確実なトレーサビリティ

記録して公開し、安全でかつ水産資源の持続性を

を担保する「CoC（Chain of Custody）認証」、加

証明した認証商品として、天然資源の保全や環境

工・流通業者に対しては「CoC 認証」を行うこ

の保全などへの消費者の意識に対して強い訴求力

とで構成されています（図 3）。この構成によって、

を示すことができると考えています。その結果、

商品は消費者の手元に確実に SCSA 認証商品と

特にこのような意識の高い海外消費者へのビジネ

して届く仕組みになっています。

スには有利な条件となると考えています。

SCSA 認証を取得するためには、先ず、認証会
社と審査に関する契約書を締結し、日程を決めて

水産養殖の持続可能性において「種苗が持続可

審査が始まります。審査は、現地審査（書類と現

能であること」がひとつの重要な条件となってい

地）
、クライアントレビュー、ピアレビュー、パ

ます。そのためには、十分な天然資源から適切な

ブリックコメントおよび是正措置期間を経て、め

漁業管理の下で漁獲した種苗か、あるいは人工的

でたく認証の取得となります。書類審査と現地審

かつ計画的に生産された種苗の利用なのかが問わ

査は認証会社の担当者によって、「原則と基準」

れます。SCSA 認証は、種苗に関して後者にのみ

の各項目のチェックリストに沿って進められま

焦点を置いた認証となっています。そして、日本

す。審査期間は、概ね魚種×事業所の数で決まり

発祥といえる人工種苗から養殖された国産魚の世

ます。

界進出を後押しできるツールになることを期待し
ています。

６．認証取得のメリット

詳しくは SCSA のホームページ（https://www.

本認証は、持続可能な人工種苗を用いているこ

scsa.or.jp/）をご覧ください。

NPO法人持続可能な
水産養殖のための種苗認証協議会

認証制度を運営

認定・管理

規格に基づいて
審査実施

認証機関（認証会社）
認証

認証

認証

種苗業者

養殖業者

加工・流通業者

養殖認証

養殖認証

ＣＯＣ認証

ＣＯＣ認証

消費者

ＣＯＣ認証

図３ 「持続可能な水産養殖のための種苗認証制度」（ＳＣＳＡ）の全体像
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各都道府県の栽培漁業センター等の種苗生産施設は、 当初の施設整備からおよそ５０年が
経過する中で、 施設の老朽化や栽培漁業対象種の見直し、 養殖対象種の種苗需要の増加など
に対応して、 施設の新設や再整備が行われ、 またそのための検討が進められているところがみ
られます。
そこで、 近年新たに整備された種苗生産施設の整備の目的、 整備に当たって取り入れた新技
術や工夫、 活用した国の支援制度や予算などについて紹介することとしました。
本号では、 第１回として、 現在、 施設整備を行っている秋田県と数年前に施設整備を行って運
用している富山県の担当者に執筆をお願いしました。執筆をいただいた方々にお礼申し上げます。

栽培漁業施設の完成イメージ図 （秋田県）

大牟田のアサリ漁場（写真撮影：吉田司氏）
滑川栽培漁業センター 全景（富山県）
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新たな種苗生産施設の整備について

１

秋田県水産振興センター栽培漁業施設のリニューアルについて
秋田県農林水産部水産漁港課

１．はじめに

副主幹

三浦

信昭

により、種苗生産が行われています。技術が一定
レベルに達したマダイ、ヒラメ、クルマエビ等に

秋田県では、第７次栽培漁業基本計画の目標達

ついては栽培漁業協会が、試験段階にあるトラフ

成に向け、つくり育てる漁業の核となる水産振興

グ、アユ、ガザミ等については、水産振興センター

センター栽培漁業施設を、国の水産業競争力強化

が担っています。（なお、アワビについては、栽

緊急施設整備事業を活用し、平成 28 年度から３

培漁業協会が他所で種苗を生産しています。）

年間の計画で整備を進めています。既存施設の単

３．新たな栽培漁業施設の検討

なる更新ではなく、全く新しいコンセプトに基づ
いて整備していますので、その内容を紹介します。

平成 24 年 10 月に、本県の栽培漁業の近い将

２．秋田県の栽培漁業施設の沿革

来のあり方と、その実現のために必要となる栽培
漁業施設の構想を検討する委員会を立ち上げまし

秋田県では昭和 53 〜 54 年度、男鹿市の鵜ノ

た。

崎海岸沿いに、ワムシ培養棟、魚類甲殻類種苗生

その背景には、栽培漁業が本格化して 30 年以

産棟（後に「魚類棟」と改称。
）
、アワビ種苗生産

上経過したことによる、消費者ニーズや海洋環境

棟（後に「巡流水槽棟」と改称。
）などを整備し、

の変化がありました。例えば、かつては高級魚だっ

昭和 55 年度、栽培漁業センターとして開所しま

たが今はそうでないとか、昔ほとんど見なかった

した。これが本県の栽培漁業の幕開けであり、そ

魚が最近よく獲れるようになったとか、漁業者の

れまで他所で実験的に行っていたアワビ、マダイ、

求める魚が変化していたのです。そのため、栽培

クロソイの種苗生産を当所で本格稼働させるとと

漁業の対象種の見直しが必要となっていました。

もに、クルマエビ、ガザミ、ハタハタ、アユの種

新たな対象種の導入を検討するうえでネックと

苗生産にも着手することになりました。
昭和 58 年度、県が第１次となる栽培漁業基本

なったのは、栽培漁業施設の水槽が、50ｔや 100
ｔといった大型のものしかなかったことでした。

計画を公表し、これ以降、 つくり育てる漁業の

技術開発の初期段階では、様々な飼育条件下で比

推進による漁獲量の増大

を重点戦略として推進

較試験を行う必要があり、小型水槽が多い方が都

することになり、昭和 59 年度には、栽培漁業を

合よいのですが、そういう構造ではありませんで

強化するため、栽培漁業センターに魚類甲殻類棟

した。加えて、水槽の規模や形状などの設計が古

が増設されました。

いため、全国で開発された最新の生産技術を本県

その後、組織改編によって、水産試験場を始め

に適用させることにも困難を要していました。

とする水産の研究・指導施設の機能が、栽培漁

こうした理由から、栽培漁業のあり方と新たな

業センターの隣接地に集約されることになり、昭

栽培漁業施設の整備を一体的に検討することに

和 61 年度、各施設を統合した水産振興センター

なったのですが、いずれにしても、現有施設は老

が発足となりました。これにより旧栽培漁業セン

朽化が著しかったので、数年後には使用できなく

ターは、
水産振興センター栽培漁業施設（以後「栽

なることが予想されていました。海沿いに立地し、

培漁業施設」とする。）と呼ばれるようになります。

海水を多用する施設なので、塩害等による施設の

現在、栽培漁業施設では、県と公益財団法人秋

傷みが激しく、これまで幾度となく補修を行って

田県栽培漁業協会（以後「栽培漁業協会」とする。）

きましたが、水槽内の亀裂、施設内での漏電、鉄
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骨の腐食に伴うコンクリートの爆裂などが頻繁に

照らし合わせたうえで、考え方の適否を診断して

発生するような状態だったのです。

もらいました。その結果、対象種については、前

さて、検討委員会は、平成 24 年 10 月を皮切

述の方向性で概ね問題ないとのことでしたが、新

りに平成 25 年５月まで、県の行政及び試験研究

たな栽培漁業施設については、閉鎖循環飼育シス

機関と栽培漁業協会の担当者がメンバーとなり、

テムの導入等提言がありました（図 1）。

５回開催されました。
その結論として、既に種苗生産を行っている魚

泡沫分離装置

種については、放流効果、消費者ニーズ、漁業
者の意向などを踏まえ、将来的にマダイ、ヒラメ、

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー

トラフグ、ガザミ等を継続、ハタハタ、クルマエ
ビ等を終了することになりました。
その一方で、新たな対象として検討すべき種に、

ろ材

ⓥ

市場価値、受益者の多さ、技術の確立見込み、定

注
水

生物ろ過槽

着性、温暖化への対応等を考慮し、キジハタ、ス
ズキ、ナマコ、アカモク等が選ばれました。

受け水槽

飼育水槽

この方向性に沿って、種苗放流数、回収率、魚

Ⓟ

価等から、栽培漁業対象種の総水揚金額を算出し
たところ、効果は２億３千万円と推定されました。
これまで、本県での栽培漁業の直接効果は、約

飼育水槽からの排水

図１ 閉鎖循環飼育システムの模式図

１億円と試算されていたので、これを大幅に引き
閉鎖循環飼育システムとは、簡単に述べると、

上げる目標でした。
そして、これを実現するために必要とされる栽

排出された飼育水を浄化して再利用する方法で、

培漁業施設の規模を、シミュレーションにより算

国立研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸内海区

出しました。加えて、試験区を設定しやすくする

水産研究所屋島庁舎が、ワムシの連続培養で先駆

ため、10 〜 20ｔ規模の水槽を 10 槽程度含める

的に開発を行っています。従来の種苗生産は、掛

ことや、漁業者らによる中間育成、蓄養殖などの

け流し方式が一般的でしたが、経費削減や防疫面

取組に使用できる水槽の設置も検討されました。

などにおけるメリットから、閉鎖循環方式が各地

また、取水については、現有施設に毎時 200ｔ

で導入されるようになってきており、本県でも同

の海水をろ過できる施設が２基と、ろ過した海水

所との共同研究により、ワムシのほかアユ等への

500ｔを貯蔵できる貯水槽が備え付けられていま

応用試験に着手したところでした。

したが、規模が大きく、揚水やメンテナンスに多

本県のような寒冷地では、真夏以外、飼育水の

大な費用を要していたため、インバーター式ポン

加温が不可欠で、燃油代等の経費がかさむことが

プを使用することにより、小規模化を図っていく

悩みの種でしたが、閉鎖循環方式の導入で、大幅

ことも検討されました。

な省コスト化が図られると診断されたのです。
翌年の平成 26 年度は、第６次栽培漁業基本計

４．秋田型栽培漁業と第７次栽培漁業
基本計画

画の最終年度であったことから、次期計画策定
に取りかかりました。第７次計画の原案策定に当
たっては、秋田型栽培漁業構想や国の第７次栽培

検討委員会の結論は、秋田型栽培漁業と言える

漁業基本方針（素案）をベースにしつつ、漁業関

構想でしたが、本県の栽培漁業関係者だけで検討

係者から対象種や放流数量等について聞き取りや

したものであり、客観性に欠ける部分があったた

アンケート調査を改めて行ったうえで、意見・要

め、平成 25 年度に外部の専門機関として公益社

望を収集し、内容に反映させました。

団法人全国豊かな海づくり推進協会に内容の診断
を依頼しました。

タハタ、トラフグ、エゾアワビ、ガザミを前計画

最新の知見や全国の種苗生産の技術水準などと
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を新たに追加しました（表 1）
。キジハタは、近

これまでに決定した施設の基本的構想は前述の

年の環境変化に伴い、本県での個体数の増加が認

とおりですが、まとめると次のようになります。

められており、定着性が強く、価格も比較的高い

①

水槽規模と数量は、目標とする種苗生産計画

ことから、漁業者から強い期待が寄せられていま

から算出（10 〜 20ｔ の小型水槽を10 槽程度含

した。アユとワカメについては、以前から種苗生

む）

産を行っていたものの、内水面漁業や養殖業の振

②

閉鎖循環飼育システムを導入

興が目的であったため、これまで対象としていま

③

インバーター式ポンプの使用するなどし、取

せんでしたが、第７次計画では栽培漁業の概念の
枠を広げることとし、これらも含めることにしま

水設備を小型化
④

漁業者等も使用することを想定

した。ハタハタについては、種苗生産を休止して

しかし、設計に当たって問題となったのは、面

いましたが、資源状況に応じて生産を再開する可

積の限られた現有施設の敷地内で、現在使用して

能性があったため、対象種として残しました。

いる施設を解体しながら整備する必要があり、し

そして、これら対象種について、良質な種苗を

かも種苗生産に影響を与えないように、それを

低コストで生産することが、計画目標の到達に

行わなければならならないことでした。そのため、

不可欠であり、そのためには、新たな栽培漁業施

どこに何の施設を置くといった配置計画と、どの

設の整備が必要であることを計画に明記しました。

施設をどういった順番で整備していくといった

（第７次計画は、平成 27 年４月に公表しました。）

ローリング計画を同時に考えながら、設計しても
らうことになりました。

５．栽培漁業施設の基本設計

検討を重ねた末に、飼育に供する建物は、親魚
飼育と餌料培養を行う「親魚棟」と、種苗生産を

平成 27 年度、新たな栽培漁業施設の整備に係

行う「生産棟」及び「育成棟」の３棟となり、こ

る基本設計と実施設計を建設コンサルタントに委

れを毎年１棟ずつ３年間かけて整備することにな

託して行いました。

りました（表 2、図 2、3）。閉鎖循環飼育システ
表１ 第７次栽培漁業基本計画 （Ｈ 27 ～ 33） の対象種

表２ 栽培漁業施設の概要
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既存施設

新施設

図２ 栽培漁業施設の新旧平面図

図３ 栽培漁業施設の完成イメージ図

ムについては、親魚棟と生産棟に導入することが

全にも配慮した構造にしたほか、津波被害に考慮

決まりました。

した避難経路を確保するようにしました。

また、当方のリクエストどおり、コンパクトで
メンテナンス性に優れた海水ろ過システムなどの

から、周辺環境に配慮した外観にするとともに、

最新設備を導入するとともに、これらの施設を適

秋田らしさをアピールするため、県産材の活用を

切に運営するため、中央集中管理方式の機械棟を

図ることにしました。

整備することになりました。
さらに、漁業者のみならず、小中学生など多く
の見学者が出入りすることを想定し、利便性や安

16

その他には、施設が国定公園内に存在すること
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以上を踏まえたうえで、施設整備費については、
概算で約 24 億円と試算されました。

特

新たな種苗生産施設の整備について

施設の整備に、国の水産業競争力強化緊急施設整

６．広域浜プランでの位置づけ

備事業を活用することが可能となりました。本事
業は、競争力強化に資する施設の整備を補助する

平成 27 年 12 月、基本設計が完成した こ ろ、
浜の機能再編広域プラン（後に「浜の活力再生広
域プラン」と改称。以後「広域浜プラン」とする。）

もので、既存同種施設の撤去費も支援対象でした。
事業承認を平成 28 年６月に受け、間もなくし
て栽培漁業施設の建設工事が開始となりました。

の策定を進めました。広域浜プランは、平成 27
年度から始まった国の制度で、既に漁村単位の各

７．おわりに

地域で取り組まれていた浜プラン（漁業所得を向
上させるための具体的実行計画）を広域的に連携

平成 28 年９月、「第 39 回全国豊かな海づくり
大会」が平成 31 年度に本県で開催されることが

して行うための計画でした。
本県では、秋田県地域水産業再生委員会が、部

決定しました。平成 31 年４月には、現在建設中

会ごとに浜プランを策定しており、秋田県漁業

の栽培漁業施設の整備が全て完了しており、完全

協同組合、関係市町村、県などがメンバーとなっ

に共用開始となります。海づくり大会の放流行事

ていましたが、これに属さない漁業者もいたので、

に使う種苗は、新しい施設で生産されることで

広域浜プランの策定に当たっては、県内の全漁業

しょう。

者がメンバーとなるよう組織改変が行われました。

大会の基本方針で「つくり育てる漁業を中心と

なぜなら、広域浜プランの核となる部分は、 つ

した水産業の振興と地域の活性化」を掲げており、

くり育てる漁業の推進による漁獲量の増大

と内

〜平成 30 年度にリニューアルする秋田県水産振

定しており、それは全漁業者で取り組まなければ

興センター栽培漁業施設を核としながら、「つく

ならないことだったからです。

り育てる漁業」を進化・発展させる〜としています。

広域浜プランは、約３か月を経て完成しました。

県では、この大会を契機に、つくり育てる漁業

つくり育てる漁業を推進するため、栽培漁業施設

の一層の推進を図り、漁業者の所得向上と漁業生

を整備することが、計画に具体的に盛り込まれま

産額の増加につなげていく考えです。それに向け

した。そして、平成 28 年５月に承認となりました。

て今、新たな栽培漁業施設の整備を着実に進めて

広域浜プランを策定したことにより、栽培漁業

いるところです（写真）。

水産振興センター栽培漁業施設 完成済みの施設

写真 整備済みの親魚棟
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滑川栽培漁業センターに整備したヒラメ種苗生産施設が活躍
〜 富山県栽培漁業の新たな展開に向けて 〜
公益社団法人富山県農林水産公社

１．はじめに

水産部長

佐藤

建明

（２）公社への一元的管理（平成 7 年度〜）
この過程で、平成 7 年度には、栽培漁業をより

現在、富山県では、富山湾の

つくり育てる漁

業 を積極的に推進するため、県、市町、漁業関
係団体等（富山県漁業協同組合連合会、公益社団
法人富山県農林水産公社（以下「公社」という。）
ほか）で構成される富山県栽培漁業推進協議会の
もと、計画的に栽培漁業を展開しています。
こうした中、平成 23 年、24 年には、公社の滑
川栽培漁業センターに、新たなヒラメ種苗生産施
設が整備されました。
今回は、充実した親魚養成施設や早期採卵を可
能にする設備を備えた、このヒラメ種苗生産施設
の紹介を中心に、富山湾における今後の栽培漁業
の展開方向等について考えてみたいと思います。

２．背景と経緯
（１）種苗生産を担う県と公社の 2 つの拠点
（昭和 50、60 年代中心）
富山県では、昭和 50 年代前半から県西部の氷
見市に県栽培漁業センターが整備、増強（以下、
「氷
見栽培漁業センター」。ヒラメ、アワビ、クルマ
エビ等）されるとともに、昭和 60 年代前半から
県東部の滑川市に、現在の公社の前身となる㈶富
山県沿岸漁業振興公社の栽培漁業センター（以下、
「滑川栽培漁業センター」。ヒラメ、クルマエビ等）
が整備され、以降、県西部及び東部の 2 つの拠点
として本県栽培漁業の着実な推進に貢献してきま
した。

滑川栽培漁業センター 全景
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効率的、効果的に推進するため、県の種苗生産業
務（氷見栽培漁業センター）を公社が全面受託する
こととなり、2 つの栽培漁業センターを公社が一
元的に管理運営する種苗生産体制に移行しました。
（３）施設の老朽化と今後のあり方検討
（平成22年度）
一方、初期の整備から 40 年以上が経過し種苗
生産施設の老朽化が大きな問題となる中で、本県
の栽培漁業をさらに効率的、効果的に推進するた
め、平成 22 年度に「栽培漁業センターのあり方
検討委員会」が設置され、①今後さらに栽培漁業
を推進する必要があること、② 2 つの拠点の役割
分担を見直し、ヒラメを滑川栽培漁業センターに
集約するとともに、機能を拡充すること。などが
確認されました。
（４）新たなヒラメ種苗生産施設の整備
（平成 23・24 年度）
このように本県における今後の栽培漁業のあり
方が示されたことを受け、国の「産地水産業強化
支援事業」の採択を得て、公社が事業実施主体と
なり、平成 23・24 年度に公社が事業主体となり、
滑川栽培漁業センターにヒラメ種苗生産施設が整
備されました。
現在、施設完成後 5 年が経過しますが、この間、
平成 27 年度には 全国豊かな海づくり大会富山
大会 が成功裏に開催されています。滑川栽培漁
業センター職員の奮闘により、この新施設の機能
が十分発揮され関係各所からの評価をいただいた
ところです。

滑川栽培漁業センター 平面図

特

新たな種苗生産施設の整備について

３．新施設に求めた基本的機能
新たなヒラメ種苗生産施設の整備に当たっては、
次の（1）〜（3）のとおり求められる基本的機能を
優先し、滑川栽培漁業センターに隣接する新たな
用地（約 3,700㎡）を最大限に活用するための検
討が行われました。
（１）放流効果を高める早期生産、早期放流
富山県では、放流するヒラメ稚魚の生残を高め
るため、平成 19 年度から放流適期、適地調査を
実施しました。
その結果、ヒラメ稚魚の好適な餌料生物と推察
されるアミ類が豊富に分布する時期が、海水温が
高くなる 7 月下旬（従来の放流時期）よりも早期
の 7 月上旬頃であることが示されました。
こうした、科学的な調査結果とともに、これま
での放流時期である 7 月下旬頃は海水温が 25℃
を超え、稚魚へのストレスが高まることが心配さ
れてきたこと等と併せ、放流用ヒラメ種苗の早期
生産の必要性が確認されました。
また、参考までに、放流適地は、沖合では広い
砂域であれば良く、海岸では高塩分下の地先で、
潜堤や消波ブロックで囲まれていないような、海
水の交換が良好な場所が良いとの結果も得られて
います。
（２）遺伝的多様性の確保
遺伝的多様性を確保し種苗性を向上させるため、
天然ヒラメを飼育し産卵親魚候補として養成する
ための複数の水槽が必要となります。
（３）疾病対策の徹底
疾病の予防は種苗生産過程において重要である
ことは当然ですが、特に親魚養成においては、一
旦 VNN（ウイルス性神経壊死症）等の伝染性疾
病が発生すると長年の飼育努力が無になるばかり
でなく、新たな親魚を養成するには数年の時間を
要すること等から、その予防対策は極めて重要で
あり、飼育海水を高いレベルで殺菌できる設備が
不可欠となります。

４．新施設の概要
こうした検討結果を基に建設された新施設の概
要を紹介します。
（１）種苗生産棟
ヒラメを卵から 80㎜サイズまで育てる施設と
して計画され、その目標数量は 18 万尾となって
います。このため、初期養成水槽を 4 面、後期養

富山湾と２つの栽培漁業センター位置図

成水槽を 8 面、計 12 面を配置し、排水・清掃等
の効率的作業性を考慮したものとなっています。
これらの水槽にはチタン配管を施し、早期生産
のための温水による調温が可能となっています。
また、種苗生産棟内には、ワムシを計画的に培
養できる餌料培養室を設け、15㎥の培養槽 6 面の
ほか 2 次培養槽を 12 槽配置できる十分なスペー
スが確保されています。

種苗生産棟の内部

（２）親魚養成棟
当施設は、早期採卵を可能とする飼育海水調温
機能を有する親魚水槽 2 槽（この水槽には、生
み出された卵を採集する卵収容槽が併設されてい
る）と、天然未成魚を数年かけて親魚に育てる養
成水槽 3 槽で構成された施設です。
また、親魚を周年、健全に飼育するため、夏場
の飼育水温が 25℃を超える期間（8 月〜 9 月の
約１カ月半）には、通常の飼育水（表層水かけ流
し）に注水段階で深層水を混入させることにより、
25℃以下の適水温に調整できる機能が確保され
ています。
さらに、親魚養成棟内には、水質測定や生産魚
の魚体測定、ワムシの計測等が可能な計測室が設
けられるとともに、製氷、餌料の保管等を目的と
した冷凍冷蔵庫が設置されています。
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（２）全国豊かな海づくり大会開催の平成 27 年度
全国豊かな海づくり大会富山大会が 10 月に開
催された平成 27 年度は、前年度の課題を踏まえ
初期飼育密度を高めに設定するなどにより飼育に
取り組んだ結果、問題となるような粘液状細菌の
発生もなく、良好な状態で生産が進み、結果、約
31 万尾（平均全長約 88㎜）を生産し放流するに
至りました。
もちろんこれには全国豊かな海づくり大会富山
ヒラメ稚魚への給餌作業

大会への対応という特別な背景もありましたが、
新しいヒラメ種苗生産施設を十二分に活用して見
せたという達成感とともに、良質な放流用種苗を
受け取った関係者の好評価が、今後の取組に大き
な自信となったところです。

６．放流効果を踏まえた今後の対応

親魚養成棟の内部

（３）その他
飼育水温を制御できるボイラー（加温用）及び
深層水ポンプ設備（夏場冷却用）等が整備される
とともに、高度な殺菌能力を持つ紫外線殺菌装置
（150 ㎥ /h1 基、58 ㎥ /h1 基、 そ れ ぞ れ 100,000
μWS/㎠）が整備されています。

５．本格的な種苗生産
（１）本格稼働となった平成 26 年度
施設完成直後の平成 25 年度は、早期採卵のた
めの親魚の加温飼育等が行える時間的条件下に
なかったことから、従来型のスケジュールで試験
的な運用に努めましたが、本格稼働となった平成
26 年度は、加温飼育、日長処理した天然由来の
親魚から予定どおりの産卵がみられ、その後の飼
育も順調に進んだことから、漁業関係団体の要望
を満たす約 18 万尾（平均全長約 90㎜）の早期生
産・放流を実現できました。
一方で、飼育途中に（日齢 35 〜 55 にかけて）
飼育水槽底面に粘液状細菌が発生し、底掃除に多
大の労力をかけることになりました。原因とし
ては、計画段階の飼育密度では、ヒラメ着底期の
水槽底面に空き面積が多く生じ、配合飼料の残餌
が外に排出されにくくなったものと考えられまし
た。こうしたことを受け、翌年度には初期の飼育
密度及び配合飼料の種類や給餌量に検討が加えら
れ、課題が克服されています。
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放流効果を継続的に把握することは、栽培漁業
を推進する上で不可欠なものであり、海の環境や
餌料生物等のモニタリングと併せ、効果的な対応
を検討するために基本となるものと考えます。
富山県水産研究所がとりまとめた平成 27 年度
実施の放流効果調査結果では、回収率が向上す
るとともに、2 歳以上の年齢で採捕される放流ヒ
ラメの割合が増加する等の傾向が示されています。
この要因としては、① 健苗育成の技術が向上し
たこと、② 漁業者の資源管理に対する意識（小
型魚を獲らない等）が向上してきていることによ
るものと考えられます。
当公社としては、今後とも、富山県水産研究所
及び漁業関係団体等と連携し、継続して放流効果
を把握していくこととしています。また、滑川栽
培漁業センターヒラメ種苗生産施設が本県栽培漁
業の拠点となることはもとより、広域的な期待に
も応えられるよう、その機能を磨き続けていきた
いと思います。

７．おわりに
現在、富山県では、栽培漁業の新たな魚種とし
て「キジハタ」及び「アカムツ（ノドグロ）
」の
事業化に向けた技術開発等に取り組まれていると
ころです。今後、放流効果の把握を加速化させる
としていますが、公社としても、栽培漁業の推進
が富山湾の漁業振興に大きく貢献できるよう県、
市町、漁業関係団体と連携を深め、取組を進めて
いきたいと考えます。

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

【シリーズ】
第９回

リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」

アワビ類の生態に基づく資源管理・増殖
（山崎誠・鴨志田正晃編、水産増養殖関係研究
開発推進会議養殖産業部会アワビ研究会監修）
が発刊されました

国立研究開発法人水産研究・教育機構増養
殖研究所から、平成 30 年 2 月にアワビ類資
源及びアワビ漁業が抱える問題点の整理と、
新たな資源管理や増殖に向けた方策の提言を
目的として「アワビ類の生態に基づく資源管
理・増殖」が発刊された。
同書は、第 1 章アワビ類漁業と資源管理・
増殖の現状、第 2 章アワビ類の生態と資源変
動要因、第 3 章新たな資源管理・増殖に向
けた方策の提言で構成されている。日本国内
だけでなく海外の漁獲量の動向や養殖の現状、
種苗生産技術の現状と問題点や今後の展望、
防疫対策、放流効果、各地の資源管理の取組、
エゾアワビ及び暖流系アワビの生態、生息環
境などが記述され、アワビ類増殖に日々努力
されている関係者に利用・応用されることを
目的に編集されている。
【問い合わせ先】
国立研究開発法人水産研究・教育機構増養殖
研究所南伊豆庁舎
量産実証グループ長

鴨志田正晃氏

本全景

電話０５５８−６５−１１８５

アワビ研究会
アワビ類の栽培漁業が定着し、種苗放流による積極的な資源管理方策が講じられているが、特に暖流系
アワビ類の資源回復の兆しが見えていない。そこで全国の都道府県試験研究機関、行政機関、漁業者団体
等と連携・協力して、寒流系アワビ類を含めた全国的な資源動態を把握するとともに、アワビ類資源の回
復及び増殖のため、国立研究開発法人水産研究・教育機構の水産増養殖関係研究開発推進会議養殖産業部
会の下にアワビ研究会が設置されている。同研究会は、アワビ類資源に関する情報を一元化し、資源のモ
ニタリング体制を整え、アワビ類の資源状態を整理・分析し、得られた増殖手法を踏まえ、資源回復及び
管理計画を検討し我が国アワビ漁業の発展に寄与している。
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はじめに
アワビ類は，日本では太古の昔から食材として利用され，現在でも磯における代表的な漁獲対象種である。中国や
韓国を含むアジア諸国での需要も非常に大きく，国際的に見ても最も高価な水産物の一つである。現在，世界中の
多くの国で漁業と養殖業が行われている。
しかしながら，日本におけるアワビ類の総漁獲量は 1969 年を境に減少しつづけ，現在では全盛期の 3 分の 1 ほど
に落ち込んでいる。漁獲対象となっている 4 種の大型アワビ類（エゾアワビ，クロアワビ，マダカアワビ，メガイア
ワビ）のうち，唯一の寒流系種であるエゾアワビの漁獲量は，1990 年頃まで減少し続けた後横ばいとなり，1996 年
頃からやや上昇に転じた。一方，暖流系の大型アワビ類 3 種の漁獲量は，1985 年頃から急激に減少し始め，現在も
回復していない。
1970 年代後半からアワビ類種苗の大量生産が可能となり，
放流事業が始まった。
現在では年間 3,000
万個近くの種苗が全国で放流されている。各地で放流種苗の混入率は上がっており，仮に種苗放流を行っていなか
ったとしたらさらに漁獲量は減少したと考えられるため，種苗放流事業は，資源量の減少を食い止め，ある程度の
漁獲を維持するために重要な役割を果たしていると言える。しかし，放流数の増加は必ずしも漁獲量（資源量）の増
加にはつながっていない。40 年にわたり続けられてきた種苗の大量放流事業は，残念ながら資源量を回復させるに
は至っていない。
資源量が増加しない主な原因は，天然稚貝発生量の低迷と考えられる。現在の放流量は自然の発生量に比べれば
はるかに少なく，漁業を継続しながら種苗を放流することのみによって資源量を回復させることは難しいことがわ
かってきた。1990 年代半ば以降にエゾアワビの漁獲量が増加したのは，一部の海域での天然発生量の増加によるも
のである。すなわち，天然稚貝の発生量が増加しない限り漁獲量の増加は望めないと言える。これまで長年にわた
って日本中で行われてきた資源管理や種苗放流事業は，必ずしもアワビ類各種の生態的特性を考慮したものではな
く，それらの再生産力を高めることにつながっていなかったと考えざるを得ない。
日本のアワビに関する研究の歴史は短くはないが，90 年代以前の研究の多くは種苗生産技術や放流技術の開発に
関するものであり，天然におけるアワビ類の生態についての研究は限られていた。天然稚貝発生量の低迷要因を解
明するため，90 年代以降にエゾアワビの繁殖生態や初期生態に関する研究が活発に行われ，稚貝の発生量変動要因
が明らかになってきた。さらに，暖流系のアワビ類についても近年，同様の目的で複数のグループにより生態研究
が実施され，多くの新しい知見が得られている。しかし，現時点ではまだ，アワビ類の資源管理や種苗放流がそのよ
うな生態学的知見に基づいて実施されているわけではない。
今後，漁業を継続しながら,アワビ類各種の資源量をかつての水準に回復させるためには，現状の資源管理や種苗
放流のあり方を全面的に見直し，アワビ類本来の生態的特性に基づいた科学的に根拠のある資源管理や資源添加，
あるいは漁場管理・造成のしくみを作っていく必要がある。
本書は，まさにその新たな資源管理や増殖に向けた方策の提言を目的として，
「アワビ研究会」の幹事を中心とし
たメンバーによって執筆された。まず第 1 章（Ⅰ）では，アワビ類漁業と資源管理・増殖の現状について，養殖業を
含めた日本および海外のアワビ漁業の現状（Ⅰ-１）
，日本における種苗生産と放流事業の現状（Ⅰ-２），および資源
評価と資源管理の現状（Ⅰ-３）を整理した。第 2 章（Ⅱ）では，日本産アワビ類各種の生態（Ⅱ-１）
，漁場環境の
現状（Ⅱ-２）
，および資源変動要因（Ⅱ-３）に関するこれまでの科学的知見を，最近の研究成果まで含めて整理し
た。第 3 章（Ⅲ）では，新たな資源管理・増殖に向けた方策の提言として，資源評価に基づく漁業管理（Ⅲ-１）
，漁
場の保全と管理（Ⅲ-２）
，親貝集団の造成（Ⅲ-３）
，種苗放流事業の見直しと放流技術の改善（Ⅲ-４）
，種苗生産技
術の改善（Ⅲ－５）
，および日本における養殖の方向性（Ⅲ-６）としてまとめた。アワビ類の資源管理，種苗生産，
種苗放流に携わる多くの方にお読みいただき，各地のアワビ類に関する資源管理や増殖事業に役立てていただきた
いと思うとともに，アワビ類漁業がかつての盛況を取り戻してくれることを願うばかりである。
平成 30 年 2 月
東京大学大気海洋研究所
教授 河村知彦
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リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」

大分県豊前海におけるアサリ漁業の現状と
アサリ増養殖の取組
大分県農林水産研究指導センター水産研究部

浅海・内水面グループ

浅海チーム 主任研究員

１．はじめに

山田 英俊

上が砂原（砂質）漁場で、その他に石原（転石）
漁場が各地に点在しています（図 1）３）。かつて

本シリーズではこれまでに、三重県・愛知県・

大分県のアサリ主要漁場であった中津干潟は、福

福岡県・北海道・静岡県・有明海・周防灘などに

岡県との県境を流れる一級河川・山国川とその分

おけるアサリに関する資源管理の取組事例が紹介

流である中津川の両澪筋に挟まれた干潟で、今回

されてきました。

紹介する中津市小祝地先は中津干潟の西端に位置

リレー連載の執筆者の皆さんが各地の状況を報

しています。

告しているのと同様に、大分県においてもアサ
リ資源は減少しています。本シリーズ第１回目

１）

大分県のアサリ漁獲量の推移をみると、1985
年の 27,646 トンをピークに減少し、1989 年以降

の鳥羽さんが整理しているように、アサリ資源が

は 4,500 トンを下回り、さらに 1994 年には 1,000

減少した原因として、沿岸開発や温暖化・水質悪

トンを割り込んでしまいました（図 2）。その後、

化・生物移入・漁業の変化など複数指摘されてい

2002 年までは 600 ～ 800 トン前後の漁獲で安定

ますが、各地と同様に大分県でも最終的な原因の

していましたが、2003 年にさらに激減してしま

解明はされていません。また、特効薬のような資

いました。2006 ～ 2007 年に一旦漁獲量が回復し

源回復策についても見つかっていない現状にあり

たものの、2008 年以降はほとんど漁獲が無い状

ます。一方で、アサリ資源の回復を阻害している

態に陥っています。各地先では漁業者が石原漁場

要因については、地道な現場実証試験よって確認

において手堀りでアサリを僅かに漁獲しているの

されつつあり、アサリ増養殖方法のヒントが見え

みで、砂原漁場でジョレンを使うような漁業は現

てきているような状況です。

在行われていません。

前報

２）

の手塚さんより大分県を含

む周防灘海域における浮遊幼生や着
底稚貝の動向・アサリ減少要因や今後
の対策について整理していただきま
した。そこで今回は、大分県豊前海の

周防灘

中津干潟におけるアサリ漁業の現状
と干潟に発生した稚貝を活用したア
サリの増養殖の取組事例についてご
紹介したいと思います。
●

２．大分県豊前海のアサリ漁場と
漁業の現状

小祝

瀬戸内海西部の周防灘に属する大
分県豊前海は、約 30k㎡の広さの干潟
を有しています。干潟面積の 90% 以

図１

大分県豊前海のアサリ漁場
（福田３）の図を改変
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図２

大分県におけるアサリ類の漁獲量の推移

（出典

農林水産省漁業・養殖業生産統計年報）

３．近年のアサリの生息状況

た、採集したアサリの殻長分布をみると、4 月頃
まで生息が確認された殻長 10㎜前後の年級群は、

大分県豊前海域における近年のアサリの生息状

5 月以降、ほとんど確認されず、新しい年級群に

況の特徴として、各地に小規模に点在している石

置き換わっていることが確認されました（図 4）
。

原漁場では成貝が確認されるものの、干潟面積の

つまり、中津市小祝地先の砂原漁場では局所的に

大半を占める砂原漁場では成貝がほとんど確認さ

天然稚貝が大量発生するものの、成貝まで成長せ

れないことが挙げられます。また、局所的に天然

ずに消失しているような状況と言えます。このよ

稚貝（殻長 10㎜前後）が発生するものの、成貝

うな傾向は、2007 ～ 2010 年にかけて実施された

まで成長せずに、消失していく傾向がみられます。

過去の調査５）でも確認されており、過去 10 年間

浅海・内水面グループが大分県豊前海域の主要

は同じような傾向が継続しているものと考えられ

なアサリ漁場において行ったアサリの資源量調査

４）

ます。

の結果、2015 年秋のアサリ資源量は 2,668 トン
と推定されました。しかし、そのうち漁獲対象と
している殻長 30㎜以上のアサリ資源量は 117 ト

４．アサリ稚貝吸引装置を用いたアサリ稚貝
の採集試験

ンと推定されており、資源量のほとんどが小型の
アサリとなっています。また、単位面積あたりの

秋から冬に消失していく稚貝の有効活用を図る

アサリ生息資源量は砂原漁場で 79 g/㎡、石原漁

ため、アサリ稚貝の採集試験を実施した結果、ア

場で 202 g/㎡と石原漁場の方がアサリの生息量が

サリ稚貝吸引装置を用いれば 100 万～ 1,000 万個

多い傾向にあります。また、殻長 30㎜以上の成

単位で採集が可能であることが確認できました。

貝については、砂原漁場では殆ど確認されません。

26

前述のように、干潟に発生したアサリ稚貝は成

2007 ～ 2014 年の調査についても同様の結果が得

貝まで成長せずに消失していくことから、アサ

られています。つまり、ほとんどの干潟に稚貝が

リ資源を回復していくためには、天然発生した稚

一定量存在するものの、漁獲対象となるような大

貝を適地へ移植・保護するなどして成貝まで成長

型のアサリがいない状況となっています。

させる方策が重要であると考えられます。そこで、

中津市小祝地先の砂原漁場でアサリ生息密度

砂原漁場に高密度に発生したアサリ稚貝の効率的

の定点モニタリング調査を行った結果、6 月前後

な採集方法を検討するため、漁業関係者と共にア

に高密度（3,000 ～ 10,000 個 /㎡）に発生した天

サリ稚貝吸引装置によるアサリ稚貝の採集試験を

然稚貝は、9 月中旬以降減少し、翌年の 5 月には

実施しました。アサリ稚貝の採集には、水産研究・

消失してしまう傾向がみられました（図 3）。ま

教育機構水産工学研究所等が開発したアサリ稚貝
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図３

図４

中津市小祝地先の調査定点におけるアサリ生息密度の推移

中津市小祝地先の調査定点で採取されたアサリの殻長分布の推移

吸引装置６） を用いました（図 5）
。アサリ稚貝吸
引装置による 2013 ～ 2017 年のアサリ稚貝（殻
長約 10㎜）
の採集実績は、約 35 万～ 1,468 万個（操
業日数 15 ～ 33 日間）となりました（表 1）。以
上のことから、砂原漁場に発生した殻長 10㎜前
後の稚貝であれば、発生状況に応じて 100 万～
1,000 万個単位での採集が可能であることが中津
市小祝地先においても実証されました。

５．アサリ稚貝吸引装置で採集したアサリ稚貝
の成長能力
アサリ稚貝吸引装置で採集した稚貝を用いて飼

図５

採集試験に用いたアサリ稚貝吸引装置

育試験を実施したところ、吸引採集された稚貝は、
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表１

アサリ稚貝吸引装置による採集試験実績

条件の良い場所へ移植すれば成貝まで成長するこ

～ 2017 年 9 月まで飼育カゴを用いた移植試験を

とが分かりました（図 6）。

実施しました。試験の結果、2016 年 9 月に殻長

アサリ稚貝吸引装置で採集された天然稚貝の定

11.8㎜で移植した吸引採集稚貝は、1 年後の 2017

着活力・成長を把握するため、中津市小祝地先の

年 9 月には平均殻長 29.1㎜に成長し、42％の個

人工的に造成した石原漁場において 2016 年 9 月

体が漁獲サイズである殻長 30㎜まで到達しまし
た（図 7）。また、1 年後の平均生残率は 33％（図 8）
と、人工種苗を用いた過去の飼育事例と同様な生
残率になりました。以上のことから、アサリ稚貝
吸引装置で採集しても、アサリ稚貝は定着・成長
する活力を持っていることが確認されました。な
お、2017 年 4 月に採集した標本の一部において、
測定作業中に放卵・放精する様子が観察されたこ
とから、アサリ稚貝吸引装置で採集した稚貝を移
植・保護することで再生産にも寄与できると推測
されます。
この結果は、吸引採集した稚貝は成貝までの成

図６

成貝まで成長した吸引採集アサリ

（黄色い部分が吸引採集した時点の大きさ）

図７
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図８

人工造成石原に設置した飼育カゴ内に移植した吸引採集稚貝の生残率

ない環境ではない）ことを示唆しており、今後ア

に実施した調査の結果、人工造成石原漁場に直接

サリ資源を回復させていく中で希望が持てる結果

散布した吸引採集稚貝のうち、1％の個体が成貝

だと感じています。

として定着していることが確認されました。過去
の研究事例７～８）では、石原漁場においては被覆網、

６．アサリ稚貝吸引装置で採集したアサリ稚貝
の移植試験

砂原漁場ではステンレス製カゴを用いて、アサリ
人工種苗を殻長 10㎜から殻長 30㎜に成長するま
での生残率を 40 ～ 50％前後に維持できる技術が

アサリ稚貝吸引装置で採集したアサリ稚貝の漁

確立されていますので、漁業現場の都合に合わせ

場への移植試験を実施したところ、石原漁場で

て移植手法を選択しアサリ増殖につなげていけれ

あれば、直接散布する移植方法でも一定量定着し、

ばと考えています。

成貝に成長することが分かりました。
前述のように、干潟に発生し減耗していく天然

７．漁業者らによる取組

稚貝は、条件の良い場所であれば成貝まで成長す
ることが確認されたため、アサリ稚貝吸引装置で

現在、大分県中津地区の漁業者で構成される「中

採集した稚貝を人工造成石原漁場に移植した場合

津干潟を元気にする会」では、水産多面的機能発

の定着率を確認する試験を 2016 年 9 月から実施

揮対策事業を活用して、アサリ漁場に発生した競

しました（図 9）
。移植から 1 年後の 2017 年 9 月

合生物のホトトギスをアサリ稚貝吸引装置で吸引
回収して除去するとともに、混獲されたアサリ稚
貝を石原漁場へ散布移植する取り組みを行ってい
ます。また、ナルトビエイの駆除や浮遊堆積物の
除去などの活動項目を継続実施しています。また、
吸引採集されたアサリ稚貝をコンテナカゴに収容
して養殖を行う取組についてもアサリ漁業関係者
によって近年試行されています。2012 年と 2017
年に九州北部豪雨の影響を受けるなど、近年、気
象変化が激しく、思い通りに行かないこともあり
ますが、アサリ生産量の増加を図るべく、漁業者
を主体とした漁業関係団体が連携して増養殖の取
組を行っています。大分県豊前海各地の漁業関係

図９

人工造成石原での移植試験風景

者のこのような地道な取組が、本海域で、アサリ
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稚貝が毎年一定量発生することに貢献しているも

感や、回復への熱意を失わずに－．豊かな海，36，

のと考えられます。

57-63.
２）手塚尚明（2017）瀬戸内海西部のアサリ資源の変
動と漁場環境変化．豊かな海，43，39-42.

８．おわりに

３）福田祐一（2010）豊前海におけるアサリ資源回復

今回、大分県豊前海におけるアサリ漁業の現状

ラム成果集，29-32.

と干潟に発生した稚貝を活用したアサリの増養殖

４）金澤健（2017）地域重要魚介類の資源動向及び回

の取組事例についてご紹介してきました。大分県

復施策に関する研究－ 7，②豊前海アサリ現存量

豊前海では、局所的に天然稚貝が発生するものの、

調査．平成 27 年度大分県農林水産研究指導セン

成貝まで成長せずに消失していくような傾向がみ
られています。この状況は、
「まだ稚貝が一定量
発生する条件下にあり、資源回復が可能な状況」
と捉えることもできます。消失していく稚貝は条
件の良い場所へ移植すれば成貝まで成長すること
が分かりましたので、この稚貝資源を有効活用し

ター水産研究部事業報告，173-176.
５）木村聡一郎（2013）小祝地先における二枚貝類の
分布．大分県農林水産研究指導センター研究報告
（水産研究部編），3，13-20.
６）桑原久実・南部亮元（2014）天然アサリ稚貝の
回収装置を用いた資源回復の試み．豊かな海，33，
39-43.
７）片野晋二郎・江頭潤一・原朋之（2011）豊前海に

ない手はありません。
過去を振り返ると、1998 年秋発生群や 2004 年
秋発生群のように、まとまとまった稚貝の新規加
入（大量発生）があった際に、そのまま漁獲につ
ながった事例９） もあります。漁獲につながるよ
うな大量の稚貝を継続的に産み出すためにも、大
分県豊前海各地でのアサリ資源回復の取り組みが

おけるアサリ資源回復計画に関する調査研究－ 7，
放流技術開発研究．平成 22 年度大分県農林水産
研究指導センター水産研究部事業報告，217-223.
８）平川千修・林亨次・江頭潤一（2010）アサリ資源
回復計画推進事業（4）放流技術開発研究．平成
20 年度大分県農林水産研究センター水産試験場
事業報告，228-232.

必要です。石原漁場への直接散布法は定着率が低

９）木村聡一郎（2012）1999 ～ 2010 年における中津

いものの、漁業関係者がアサリ成貝を数万～数

干潟のアサリ分布状況．大分県農林水産研究指導

十万個単位で増殖可能な現実的かつ簡便な手法
と考えられます。今後、石原漁場への移植や飼育
カゴでの増養殖等を組み合わせることで、消失し
ていく大量の天然稚貝を産卵母貝として残存させ、
アサリ資源の自立的な回復力を向上させていくこ
とが望まれます。なお、天然稚貝の発生量は年変
動が大きく、不安定な部分もあります。近年、ア
サリ人工種苗生産技術が向上し、浅海・内水面グ
ループでは人工種苗（殻長 1㎜）を 3,000 万個ほ
ど生産できるようになりました 10）。天然稚貝が
発生しなかった年や残念ながら天然稚貝が発生し
ないような海域では、人工種苗を活用した資源増
殖策を併せて進めていくことも必要です。アサリ
資源回復の道のりは、長く険しい気配がしますが、
地元漁業関係者の皆さんと力を合わせて、地道な
資源回復・増養殖の取組を引き続き進めていきた
いと考えています。
参考文献
１）鳥羽光晴（2015）アサリの資源回復をめぐるこれ
までとこれから－アサリ資源の減少に対する危機
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センター研究報告（水産研究部編），2，25-30.
10）山田英俊（2017）養殖・種苗生産に関する技術指
導－ 1，アサリ増養殖推進事業②養殖用アサリ種
苗生産．平成 27 年度大分県農林水産研究指導セ
ンター水産研究部事業報告，232-233.

【シリーズ】

トラフグは栽培漁業の主要対象種の一つですが、資源の回復が課題となっています。第
23 回は、第 37 回全国豊かな海づくり大会・資源管理部門・大会会長賞を受賞した「福岡
県ふぐ延縄漁業連絡協議会」の中で、多くのトラフグ漁業者が所属する宗像漁業協同組合
鐘崎本所において、漁業者達が取り組んでいる資源管理や種苗放流、鐘崎天然トラフグブ
ランド化等の取組、そして、それに対する（公社）福岡豊かな海づくり協会や県行政及び試
験研究機関の支援や協力等の状況を三輪千年元水産大学校教授に取材していただきました。
インタビュアー：三輪千年

元 独立行政法人水産大学校教授

出席者：

福岡県漁業協同組合連合会

トラフグ漁関係漁業者

小嶋

福岡県水産振興課

鐘崎ふく延縄船団
権田清人（船団長）、八尋時男、権田

優（企画指導課）

修、

杉野浩二郎（技術主査）
福岡県水産海洋技術センター

宗岡健一、松本久人
宗像漁業協同組合

研究部

秋本恒基（資源環境課長）

中村忠彦（代表理事組合長、福岡県ふぐ延

中本

崇（研究員）

（公財）ふくおか豊かな海づくり協会

縄漁業連絡協議会会長）
松尾克樹（理事、鐘崎ふく延縄船団顧問）

井ノ口雅洋（事務局長）

石橋欣也（業務課長）

内野雄介（技師）

第23回

冬の海での苛酷な操業から生まれた資源管理
福岡県宗像漁協（鐘崎）のフグ延縄漁業における
資源の回復への取組
元 独立行政法人水産大学校

教授

三輪

千年

今回は、筑前海を主漁場としてトラフグ漁を営

北九州市の２大都市の中間に位置する田園都市で

む宗像のフグ延縄漁業者から、トラフグの栽培漁

ある（図 1）。両都市から自動車で約 1 時間の距

業とトラフグ資源の回復計画を中心とする資源管

離にあり、これらの都市に勤める人も多く、ベッ

理型漁業の話を聞きに行った。

ドタウンとしての機能も兼ねている。一昨年には、

訪れた宗像市は人口約 9 万 7 千人の、福岡市と

玄界灘に浮かぶ沖ノ島と、宗像大社を含む関連遺
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産群が世界遺産として登録されたことでも知られ
ている。
また、同市は、まき網や延縄、一本釣など数多
くの漁業が営まれる福岡県内でも有数の漁業都市
でもある。
宗像で水揚げされる水産物（表１）は、隣接す
る福岡や北九州の都市圏で多くが消費される。宗
像の漁業は、地先の豊かな玄界灘を生産の場とし、
巨大な２つの都市が消費・需要の場を提供するこ
とで発展してきた。そうした宗像の漁業にあって、
年末から早春にかけて冬場の海で操業する漁業が
フグ延縄である。宗像市漁協の中でも最大の水揚
げを占める鐘崎本所（以下「鐘崎」とする）で獲
れる多くの魚は近隣の都市に流通するが、フグ延
縄漁で揚がるトラフグは、大半が袋セリで有名な
下関の南風泊市場を経由して、関西や関東のフグ
料理店に向けて出荷される。フグ料理は冬の贅沢
な鍋料理で、鐘崎のフグは「天然トラフグ」、「天
然フグ」として高値で取引されている。
鐘崎のフグ延縄漁業者は、トラフグのふ化放流
による栽培漁業と資源の回復計画に取り組み、資

図１
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宗像市周辺地図

表１

宗像市の魚種別漁獲量

源管理型漁業を実践して成果を上げてきた。昨年
（平成 29 年）の 10 月には、天皇・皇后両陛下が

お話しいただきたい。
杉野（福岡県水産振興課

漁船漁業係

技術主査）

ご臨席されて宗像市で開かれた第 37 回全国豊か

福岡県のトラフグの資源管理は鐘崎を始めと

な海づくり大会において、福岡県ふぐ延縄漁業連

した福岡県ふぐ延縄連絡協議会が中心となって

絡協議会（以下「協議会」）は「操業方法の調整

資源管理や種苗放流を行っている。種苗放流は、

をはじめ、県や国の協力を得て資源管理の取り組

昭和 58 年から水産試験場（現在の水産海洋技

みを推進し」
、
「再放流するサイズを 35㎝以上と

術センター）が栽培漁業公社と協力して、効果

するなどより厳しい漁獲規制による資源管理方策

調査を始めたことがきっかけとなり、その成果

を実践している」として、資源管理型漁業部門で

をもとに、漁業者による放流が始まった。

名誉ある大会会長賞を受賞した。
協議会は、冬場の短期間での操業ではあるが、

当時のトラフグ延縄漁業は黄海や東シナ海の
奥深くの沖合で操業しており、沿岸では資源管

トラフグ種苗放流を行うなどトラフグの資源回復

理を意識することなく操業できた。200 カイリ

に努める資源管理型漁業に取り組んでいる。協議

時代となって、漁場が縮小して沿岸資源の重要

会の会員である鐘崎のフグ延縄船団が資源管理型

性が高まる中、資源を持続的に活用していこう

漁業に転換したのは、トラフグへの資源圧力を逓

と平成 15 年頃に西日本延縄漁業連絡協議会で

減することに当初は目的があったのではなかった。

話し合われ、平成 17 年度からトラフグの資源

冬場の荒れたトラフグ漁場で、苛酷な操業環境か

回復計画がスタートした。資源回復計画の策定

ら漁業者（人的資源）自身を守るために取られた

前は、全長 15㎝以下のトラフグを再放流して

措置であり、休漁日を設けるなど、過剰な操業に

いたが、回復計画が始まって、資源の有効活用

歯止めをかけ操業の秩序化を行うことから始まっ

と再生産への寄与を目的として、再放流のサイ

た。こうした話を始め、資源管理型漁業に取り組

ズを全長 25㎝以下にまで引き上げた。しかし､

む漁業者の意気込みや、彼らを支えてきた福岡県

福岡県のフグ延縄連絡協議会では､ それでも不

の水産行政や試験・研究機関、そして海づくり協

十分として見直しを独自に行い、現在では 12

会などのサポーターからも話を聞いた。

月までは 30㎝､ 1 月以降は 35㎝以下を再放流
している。

>>

インタビュー

福岡県でのトラフグの栽培漁業と
資源管理への取組
－苛酷な操業から生まれた資源管理－
三輪

先ず、福岡県におけるフグの資源管理につ

いて、その概要を福岡県の杉野技術主査から、

種苗の放流方法も改善され、最初は地先での
放流が主だったが、現在では県の枠を越えて、
放流効果が高い産卵場所の近くで、稚魚が育つ
環境に放流するように変わった。いわゆる「適
地放流」で、適地として長崎県の島原や、山口
県の才川の河口、福岡県では矢部川がある。種
苗のサイズも昔は 30㎜と小さかったが、現在
は 70㎜サイズまで育てて放流している。
松尾（宗像漁業協同組合理事：鐘崎ふく延縄船団
顧問） 昭和 58 年から始めた資源管理は、県の
呼びかけで始まったのではなく、鐘崎のフグ延
縄漁師から当時のフグ延縄操業における苛酷な
労働環境から漁業者自身を守るために「このま
まの操業でいいのか」という漁師の叫びから始
まったのである。当時のフグ延縄漁は一旦出漁
すると、簡単には帰って来れなかった。漁場は
遠く、危険で、厳しい労働。荒れる海上での生
活は苛酷で、漁業者からも「こんな厳しい操業
をずっと続けるのか」という声が上がり、つい

インタビューする三輪先生

にフグ延縄操業の「規制を強化しよう」となった。
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八尋（鐘崎ふく延縄船団） 昔は出漁日が決まる
と、漁業者はいつ出漁しても、またいつ切り
上げてもよかった。優良漁場を見つけると、海
にいる限りフグが釣れなくなるまで漁が続いた。

栽培漁業や資源管理を引き継ぎ、鐘崎
の漁業を発展させる後継者について
三輪

鐘崎で、漁業者の間で資源管理システムが

波が 5 m 以上ある時化の時も、沖にアンカーを

根付いていることが判る。漁業者自身が主体と

打って帰らない。そういう漁師生活を長年続け

なって管理システムを運用しており、資源管理

てきた。これでは安全が確保できないと、話し

システムが上手く機能している。資源管理が機

合いで操業日を決めるようになった。いまでは、

能しているところでも、その資源管理システム

時化になると家に帰って、ちゃんと休みが取れ

を引き継ぐ人がいないと、システムを維持する

る。

ことが出来ない。漁獲する資源が減って管理が

昔は 1 週間連続操業するのも 10 日間操業

出来なくなるという問題もあるが、フグ延縄漁

するのも、出漁者個人に任されていた。現在

業を継承していくためにも管理システムを引き

は、出漁する日を決め一斉に全員で出港し、3

継ぐ後継者の確保が課題となる。

～ 4 日間操業すると、全船がまた一斉に帰港す

八尋

現在、3 日操業して帰ったら、3 日休んで

る。漁場に出る操業日数も話し合って決めてい

いる。その休漁日に「船頭寄り合い」（会議）

る。また、延縄を入れるポイントもクジ引きで

を必ず開いている。「船頭寄り合い」を頻繁に

決め、出漁者がローテーションで漁場を平等に

開くことで、高齢の船頭から若い船頭に上手く

使っている。

代替わりしている。「船頭寄り合い」の構成メ

権田（フグ延縄漁船船団長） 漁師は、普通獲っ

ンバーも自然と若返る。

た者勝ちの勝負をする。親爺の時代は、まさに

航海が終わると次の航海をいつ始めるかなど、

その時代だった。それを改善しようと、そして

寄り合いで決めている。また、資源の話とか国

同時に若齢魚を残して資源を大切にしようとい

や県からの話など、船頭同士が腹を割って話し

う意識が漁業者の間で育ち、資源管理型漁業に

合う。それを積み重ねて、鐘崎のシステムが受

取り組んできた。漁業を継いでいる息子にも、

け継がれてきた。

資源の大切さを教えている。
中村（宗像漁業協同組合代表理事組合長、以下中
村組合長とする） 鐘崎のフグ延縄漁業者には、
皆さん後継者がいる。漁業後継者が育っている

鐘崎では、寄り合いを通して自然と若い人を
巻き込み、若い人がだんだん覚えていく ･･･ と
いう形でシステムが受け継がれている。
杉野

福岡県のフグ延縄をみると、鐘崎が操業隻

ので、フグ延縄漁業を残さねばという意識も強

数や、従事者数も一番多い。そのため鐘崎で資

い。漁業を残すには、資源を大切に使わないと。

源管理の取組が決まると県全体の取組に拡大し
やすい。
他の所に鐘崎ルールを押し付ける訳ではなく、
鐘崎がまとまった理由を説明すると、他の漁業
者も聞き入れてくれる。
秋本

鐘崎のルールが県全体の取組となって、そ

れを契機に西日本延縄の各県がそれに合わせて
導入していく。鐘崎から始まった取組が県域を
越えて広がりを見せていく。フグ延縄の獲り方
（漁法）の伝承も同じで、鐘崎の漁師は、自分
たちが何をやらなければならないかを考えて行
動している。それが資源管理に意識的に取り組
んでいる鐘崎の漁業者の姿。
宗像漁業協同組合代表理事組合長（福岡県ふぐ
延縄漁業連絡協議会会長）の中村忠彦さん
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産地であることを知ってもらう狙いでブランド
化した面も確かにある。福岡に来たら、「鐘崎
がある」⇒「フグがある」⇒「鐘崎に行ってフ
グを食べよう」という連想で、トラフグを食べ
に鐘崎に来て頂きたい。「鐘崎産」の天然フグ
がブランドとして全国的に定着すると、フグを
取り扱う店でも鐘崎産ブランドのフグを意識的
に買い付けてくれる。
杉野

地元の人でも、意外と鐘崎が全国的にトッ

プレベルのトラフグ産地であることを知らない
松尾理事

（表 2）。「フグと言えば下関」と思っている人
が意外と多い。そこで、市では地元鐘崎のフグ
を全国に押し出していこうと、鐘崎の天然トラ

資源管理型漁業を出口で支えるフグ
のブランド化戦略
三輪

フグと天然フグを「ふるさと納税」の返礼品と
した。

せっかく獲ったフグの価値を上げるために、

フグの種苗生産で見る悪夢
「あ、全滅している！」

「鐘崎天然とらふぐ」のブランド化が取り組ま
れている。道の駅・むなかたの直販施設では、
地元の魚の販売とともにフグの身欠きも保冷の

三輪

放流事業とか資源管理に県や試験場（水産

陳列ケースに入って販売されている。フグのブ

海洋技術センター）が取り組んでいるが、漁業

ランド化について、どのように考えているのか。

者との協力のあり方、そういった面での苦労な

中村組合長

ブランド化に取り組んだ要因には

色々あるが、フグが安くても下関市場（南風泊）
に出荷するしかない。出荷先が南風泊市場一つ

り、成果について、豊かな海づくり協会からも、
お話しがあれば ･･･。
中本

鐘崎の漁業者には色々と協力して頂いてい

で、南風泊市場で競り値が安いとどうにもなら

る。標識放流では、漁から帰って漁港でトラフ

ない。ブランド化して付加価値を付けて、高値

グをトラックに積み込む作業時に魚体を計測す

で売りたい。ブランド化に取り組むことで、市

るが、漁業者は数日かけて漁を終えたばっかり。

場等の流通業者に対して交渉力が持てるのでは

おそらく「早く家に帰って一風呂浴びて、ビー

と考えた。同時に市場関係者と交渉するなかで、

ルでも飲みたい」と思っているに違いない。そ

放流フグの課題も明確となった。

のような状況でも、調査に協力してもらってい

尾ビレの切れた見栄えの悪い放流魚は、価格

る。最も疲れ切っている時に協力してもらい、

が二分の一に下がり、ひどい時には四分の一
にもなる。放流魚が天然魚より味が落ちるので
値が安いのなら、まだ納得できるが、味は天然
と変わらないのに見栄えだけで価格差が大きい。
フグ漁師が、真冬の時化の中苦労してトラフグ
を獲ってきても、市場で評価されないと報われ
ない。そこで、地元の観光協会とか、旅館組合
などの協力を得てブランド化を行った。ブラン
ド化することで地元の直販施設や旅館等へ流通
させ、地元消費を少しでも増やし、地域活性化
につなげていきたいと考えている。
松尾

市場を経由すると「鐘崎産」という銘柄が

消えていくこともある。鐘崎がトラフグの大生

鐘崎ふぐ延縄船団
左から八尋時男さん、権田清人船団長
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ている。

感謝の一言に尽きる。
秋本

調査を行う人数も限られている中で計測な

どを行っている。漁業者に出荷を待ってもらう

フグは、初めは鹿児島県の業者から購入した。

こともあり、「まだ、
（調査員が）来んのか」と

その後も県外から購入していたが、買い付ける

注意されることも多い。漁業者の協力があって

フグは十分に成熟した天然の親フグで、入手が

始めてデータが集められ、それが資源管理の基

難しく高値でしか手に入らなかった。そのため、

礎となっている。

現在では山口県栽培漁業公社と長崎県漁業公社

八尋

種苗生産業者が使う親フグは、地元で揚

がったものを種苗業者に使ってもらうようにし

鐘崎ふぐ延縄船団
左から松本久人さん、宗岡健一さん、権田修さん

表２
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井ノ口（海づくり協会事務局長） 当協会では親
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から受精卵を購入している。
杉野

福岡県豊かな海づくり協会の若手職員であ

福岡県水産振興課の杉野浩二郎技術主査

トラフグの県別漁獲量

る内野氏がトラフグの種苗を作り始めて丸 2 年
が経つ。種苗生産の苦労話などがあれば聞かせ
てほしい。
内野

協会で仕事をして 2 年で、前任者から稚

魚の生産マニュアルを頂き、マニュアルを確認
しながら生産を行っているが、未だ自信を持っ
て生産できない。稚魚や水槽の状態は日々変化
するためマニュアルの通りいかない場合が多い。
そのため、自分の目で観察し、確認しながら餌
の量とか注水の量を調整している。結構、こ
れで良いのかなという不安が毎日ある。
「次の

（公財）ふくおか豊かな海づくり協会
井ノ口雅洋事務局長

日の朝、水槽を見てみたら魚が全部死んでいる、
どうしようか」という夢をよく見る（笑）。水
槽を覗くと大丈夫だったので一安心。そしてま

稚魚を満腹状態にすることでも抑制できる。冷

た不安に駆られることのくり返し。種苗の出荷

凍した三陸アミを飼育水槽に浮かべて稚魚にか

時に、種苗の大きさや出荷尾数がノルマを達成

ませて「共食い」を防ぐ方法も試みている。少

していると、これで良かったと安堵する。苦労

しでも尾ビレが綺麗な稚魚を出荷できるように

は数え切れないほどあるが、やり甲斐もある。

工夫していきたい。

昨年の春、勉強のために長崎県内の民間種苗

秋本

福岡県の海づくり協会の施設は設備が限ら

業者を視察させてもらった。こちらでは、本

れている。水槽の数とか、面積とか、色んな魚

県とは異なる方法で種苗生産が行われており勉

種を集約的に作らざるを得ない状況にある。こ

強になった。いまでは、先輩のマニュアルを基

の限られた施設で高密度で作るためには、たい

本にしつつ、視察で学んだやり方も取り入れて、

へんな苦労があると思う。

良質な種苗生産に努めている。
トラフグは飼育して 1 ヵ月くらい経つと歯が
生え出し、
「かみ合い」とか「共食い」を始める。
種苗を生産するに当たって、
「かみ合い」と「共
食い」を防止し抑制するのが必要となる。こま
めに飼育水槽を清掃し、ストレスの少ない環
境にすることで、この現象はある程度減らせる。
また自動給餌機を使って絶えず餌を与え続け、

鐘崎での水産養殖業の可能性について
－漁業者の意見－
三輪

日本の水産業の再生と絡めて、水産養殖に

対する期待が高まっている。水産資源が減って、
漁業の回復は養殖業技術にあると期待を高めて
いる。何も日本だけでなく世界的な傾向でもあ
る。養殖に成功すれば水産業は再起するという
論調。本当に、そうだろうか。私自身は天然の
魚資源とか、獲る漁業とかが再生しないと、水
産業自体は元気づかないという考えだが。
日本の漁業を再生するには、その手順として、
先ずは海を豊かにして、そして栽培漁業で放流
して豊かになった魚資源を獲る。漁業者が活き
活きと操業できる環境を作って行くことこそ必
要と考えているが、実際に漁業に従事されてい
る漁業者の皆さんはどのようなお考えか。

福岡県水産海洋技術センター
左から中本崇研究員、秋本恒基資源環境課長

権田

鐘崎には、まき網の経営者でカキを養殖し

ている人もいる。地先は水深も浅く、地形的に
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（公財）ふくおか豊かな海づくり協会
内野雄介技師

左から宗像漁業協同組合の石橋欣也業務課長、
福岡県漁業協同組合連合会の小嶋優さん

タイ等の魚類養殖には適していない。カキ以外

布している魚種はクルマエビ、ヨシエビ、カザ

に養殖は行われていない。フグ船団の仲間でも、

ニ、アワビ、赤ウニ、アユ、トラフグの 7 魚種。

何年か前に養殖業に乗り出したが、上手くいか

最近は、ヨシエビの需要数が増えたり、ガザミ

なかった。そういう難しい面も鐘崎にはあるが、

は県内のすべての海区から要望が上がっている。

自分たちも出来れば、養殖もやってみたい。

アワビも放流効果が上がり、毎年 40 万個はほ

八尋

船団長（権田さん）が言うように、鐘崎の

しいと要望が上がっている。赤ウニは、磯焼け

漁業者は出来るのであれば養殖もしたいと思っ

の問題もあり、少し数が減りつつある。トラフ

ている。しかし地形の問題など課題も多く、い

グは、現在、出来る限り種苗を増やしている状

まのところ漁船漁業に専念する以外ない。

態。施設の規模からこれ以上の生産は困難とい

中村組合長

全くその通りで、鐘崎の漁業者が養

う状態で、施設を作り替えるか、種苗生産の魚

殖業に転換しても、生活が出来るのかと懸念

種を変えるか、色んな課題が少なからず残って

される。養殖業で生活が出来るようになるには、
相当の投資が必要で、莫大な施設を造らないと

いる。
杉野

種苗のニーズが多様化する中で、近隣県と

無理。私個人としては、天然があって養殖があ

の連携やトラフグのような広域種については国

ると思っている。養殖にいくら力を入れても、

による支援が必要と思う。

天然が獲れて初めて養殖。天然をしっかり資源
管理して残していかなければいけない。
松尾

養殖ということになれば魚種が限られてく

秋本

各県が各々の思惑で種苗を生産すると言う

こともあるが、最近では、国が広域資源につい
てはある程度技術的な開発も行っている。複数

る。漁業はやっはり漁業者しか出来ないことで、

県にまたがる魚種は国指導で取り組まれている。

天然資源をどう活かしていくのかが大切。例え

今後、各県の調整をスムーズにして、各県の独

ば、トラフグみたいに放流効果が明確な魚種は、

自性を出した得意な分野も、国・県の連携の中

放流事業を今後も続けてもらいたい。

で取り組むことが必要となる。広域海域で大回
遊する魚種については、ソフト面、ハード面も

ふくおか豊かな海づくり協会の
種苗生産状況

含め国に引き続き関わってほしい。
三輪

長時間にわたって、お付き合い頂き、有難

うございました。これで終わらせて頂きます。

－県内の多様なニーズに応える生産体制－
三輪

最後に、豊かな海づくり協会がトラフグ以

インタビューを終えて

外に色々な種苗生産に取り組まれているその現
状について教えて欲しい。
井ノ口
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れている栽培漁業や資源管理型漁業について、生

のために管理型漁業を導入したケースとして知ら

物学や資源学とは違った視点で捉えてみた。つま

れている。このように、操業や経営の安全管理と

り漁獲の対象である水産資源やその管理ではなく、

資源管理には相性が合うところが多い。そういう

水産資源を利用している漁業者の組織運営や行動

点からも資源管理型漁業を考える場合、もっと経

様式からの視点である。この視点から見ると、鐘

営学や経営管理あるいは経営工学の手法から学ぶ

崎のフグ延縄漁業者の資源管理に対する取組では、

べきことも多いように思う。鐘崎で漁業者の話し

水産資源に対する管理だけでなく、経営を成り立

を聞く中で、私の頭をそのようなことがよぎった。

たせる人的資源にも配慮した経営管理が行われて

改めて、勉強ができたことに感謝したい。鐘崎の

いる点が明らかとなり、非常に興味深い。興味を

漁業者を始め、インタビューに参加頂いた皆さま

持った点は、標題の副題でもある－苛酷な操業か

に感謝を申し上げる。

ら生まれた資源管理－である。漁業に携わる漁業
者自身の安全を確保するシステムとして資源管理
型漁業がフグ延縄漁業者の間で根付いたことであ
る。こうしたケースは、資源管理型漁業の先進地
域でよく見られることである。例えば、香川県の
屋島近くの庵治漁協の小型底曳網漁業も安全操業

（前列左から）ふくおか海づくり協会の内野さん、鐘崎ふぐ延縄宗岡さん、鐘崎ふぐ延縄船団の権田修さん、鐘崎
ふぐ延縄船団の八尋さん、鐘崎ふぐ延縄船団船団長の権田清人さん、鐘崎ふく延縄船団の松本さん、三輪先生
（後列左から）同センターの中本さん、技術センター資源環境課長の秋本さん、福岡県漁連の小嶋さん、ふくおか
海づくり協会事務局長の井ノ口さん、福岡県の杉野さん、漁協組合長の中村さん、漁協の石橋さん、漁協理事の
松尾さん
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【寄

稿】

太平洋南海域トラフグ広域プランの中間評価
− アドバイザーの視点から −
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 増養殖研究所
主任研究員

１

鈴木

重則

び「種苗放流による資源造成支援事業 H23-26」

はじめに

からの経過を踏まえて、今回の検証では静岡県、

平成 27 年より第 7 次栽培漁業基本方針がス

愛知県及び三重県の 3 県のデータを用いて評価を

タートしたことに伴い「広域種資源造成型栽培漁

行った。また、調査期間については、我が国周辺

業推進事業」が措置された。当該事業の推進に際

水産資源調査・評価等推進委託事業においてトラ

しては、
「効率的かつ効果的な種苗生産及び種苗

フグ伊勢・三河湾系群（静岡県、愛知県及び三重

放流に関する計画」（広域プラン）が策定され、

県が漁獲対象とする資源）の資源量、加入量及び

海域別魚種別に資源造成目標及び漁獲目標が設定

放流魚混入率等が推定されている 1993 〜 2016

された。また、広域プランに基づき適地放流によ

年漁期を対象とした。なお、トラフグ伊勢・三河

る種苗放流効果等の把握を目的として、標識放流

湾系群の産卵期は 4 〜 5 月とみられることから年

等による混入率調査が構成県の水産試験研究機関

齢の加算は 4 月 1 日とし、4 月〜翌年 3 月の漁期

により進められている。千葉県から宮崎県が関わ

年単位で集計した値を評価・検証に用いた。

る太平洋南海域栽培漁業推進協議会においては、
ヒラメとトラフグが資源造成の取組対象種として
位置づけられ、適切な資源管理との連携による沿
岸資源の維持・回復に寄与する栽培漁業が推進さ
れている。

40

２

資源造成目標の達成状況

太平洋南海域トラフグの広域プランでは「資源
造成目標は加入量を 100 千尾とする」との目標

著者は太平洋南海域トラフグのアドバイザーを

が掲げられている（天然魚と放流魚の加入尾数の

当該事業の開始当初から担当し、関係行政、水産

合計数が 100 千尾を下回らないように、特に種

試験研究機関、種苗生産機関等と意見を交わしな

苗放流による加入量の底支えに努める、と解釈す

がら、当該事業の着実な推進に助言や提案をして

る）。1993 年漁期以降の天然魚および放流魚の加

きたつもりである。当該事業の 2 年目が終わる平

入尾数の推移を整理し、当該事業実施期間の中間

成 29 年度末の中間年の段階において、太平洋南

年における資源造成目標の達成状況を評価した。

海域トラフグの広域プランが掲げる（1）資源造

なお、4 ～ 5 月に産まれたトラフグ伊勢・三河湾

成目標の達成状況、
（2）漁獲目標の達成状況をア

系群の 0 歳魚は、その年の秋季には伊勢湾及び

ドバイザーの視点から評価してみた。また、（3）

三河湾で操業する小型機船底びき網により漁獲さ

資源管理による資源造成効果、
（4）適地放流の推

れはじめることから、漁獲加入のタイミングは便

進に向けた体制改善の進展状況について中間評価

宜的に年齢加算から半年後（10 月）を仮定した。

を試みたので、その結果を報告する。なお、太平

また、放流魚の添加効率は、放流時点から漁獲加

洋南海域トラフグの構成県は、神奈川県、静岡県、

入時点までの生残率とした。

愛知県及び三重県の 4 県であるが、前身の事業と

図 1 に 1993 〜 2016 年漁期のトラフグ伊勢・

なる「栽培漁業資源回復等対策事業 H18-22」及

三河湾系群の天然魚及び放流魚のそれぞれに由来
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する加入尾数の推移を示した。総加入尾数（天

で掲げた資源造成目標を当該事業の終了年度まで

然魚加入尾数と放流魚加入尾数の合計）は 59 〜

達成し続けるためには、現状規模（70 万尾 / 漁

1,132 千尾の範囲で大きく変動していた。天然魚

期年）の安定した種苗放流の継続が不可欠である。

の加入尾数は 40 〜 1,097 千尾 / 漁期年、放流魚
の加入尾数は 8 〜 44 千尾 / 漁期年で推移し、天
然魚加入尾数の年変動が激しい一方で、放流魚

３

漁獲目標の達成状況

加入尾数は、特に 2004 年漁期以降においては 40

本広域プランでは、太平洋南海域のトラフグ漁

千尾程度で非常に安定していた。資源造成目標の

獲量の具体的な数値目標が示されており、年間漁

100 千尾との比較では、1993 〜 2016 年漁期の 24

獲量 100 トンを維持することが当面の目標とさ

年間において総加入尾数が 100 千尾を上回った

れている。そこで、1993 年漁期以降の漁獲量の

のは 20 回、総加入尾数が 100 千尾を下回ったの

推移、並びに資源量及び漁獲割合（漁獲量 / 資源

は4回
（2003, 2010, 2011, 2012 年漁期）であった。

量）の推移を整理すると同時に、当該事業の実施

一方、天然魚のみの加入尾数が 100 千尾を上回っ

期間における漁獲目標の達成状況を評価した。

たのは 16 回、100 千尾を下回ったのは 8 回であっ

図 2 に静岡県、愛知県及び三重県の漁業者が漁

た。2009 年漁期以降の直近 8 年間においては、

獲対象とするトラフグ伊勢・三河湾系群の 1993

天然魚のみの加入尾数が 100 千尾を上回ったの

〜 2016 年漁期における漁獲量、資源量及び漁獲

は 2 回と少なく、放流魚による加入の底支えがな

割合の推移を示した。漁獲量及び資源量は、不定

ければ、資源造成目標は達成されていなかった。

期に発生する卓越年級群の影響を受けて大きく増
減し、漁獲量は 2002 年漁期に 550 トンの豊漁、
2013 年漁期に 67 トンの不漁を記録した。当該事
業の実施期間である平成 27 年度（2015 年漁期）
の漁獲量は 170 トン、平成 28 年度（2016 年漁期）
の漁獲量は 98 トンであったことから、本広域プ
ランが掲げる漁獲量の数値目標は、ほぼ達成され
ていると評価することができる。

図１ 天然魚および放流魚の加入尾数の推移
（トラフグ伊勢 ・ 三河湾系群）
図中の点線は資源造成目標の 100 千尾を示すライン

当該事業がスタートした平成 27 年度以降の総
加入尾数は、平成 27 年度（2015 年漁期）が 104
千尾、平成 28 年度（2016 年漁期）が 120 千尾で
あり、目標とする 100 千尾を辛うじて上回って
いた。ただし、放流魚の加入尾数を除いた天然魚
のみの加入尾数は平成 27 年度（2015 年漁期）が
68 千尾、平成 28 年度（2016 年漁期）が 79 千尾

図２ トラフグ伊勢 ・ 三河湾系群の資源量、 漁獲量及び
漁獲割合の推移
図中の点線は漁獲目標である 100 トンを示すライン

一方、本系群の資源量は 1993 年漁期以降では、

であったことから、種苗放流による直接的な加入

1996 年 漁 期 に 130 ト ン の 最 低 値、2002 年 漁 期

の底支えがなければ、広域プランが掲げた資源造

に 863 トンの最大値を記録した。2010 年漁期か

成の数値目標を達成することはできていなかっ

らは資源水準の低い漁期年が続き、特に 2011 ～

た。2009 年漁期以降、天然魚の加入が少ない漁

2013 年漁期の資源量は 200 トン以下の極めて低

期年が連続しており、今後も同様の傾向が続くと

い水準で推移した。2014 年漁期からは 200 トン

いう悲観的なシナリオを想定すれば、広域プラン

以上に回復し、2016 年漁期の資源量は 215 トン
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と推定された。近年の資源量は 300 トン以下の

す適切な漁獲管理を行うことにより、再生産を確

低い水準が続いており、資源量を早急に回復させ、

保して資源を造成する効果を期待している（資源

安定した漁獲を持続させるためには、適切な漁獲

造成型栽培漁業の推進）。天然魚および放流魚の

管理と種苗放流を一体的に実施する体制の改善に

それぞれに由来する親魚量の推移、並びにトラフ

一刻も早く取り組む必要がある。

グ各年齢に対する漁獲係数（漁獲を死亡原因とし

本広域プランが掲げる漁獲目標である「100 ト

て資源量の減少率の大きさを表す係数）の変化か

ン」の数値設定の妥当性については、1993 年漁

ら、親魚資源の造成に対する種苗放流の効果を評

期以降の過去 24 年間において、漁獲量が 100 ト

価した。さらに、親魚を獲り残す漁獲管理への漁

ン を 下 回 っ た 漁 期 年 は 約 3 割（7/24） で あ り、

業スタイルの改善が進んでいるのかを検証した。

数値目標を達成することの難易度はそれほど高く

なお、本種の成熟年齢は雄で 2 歳、雌で 3 歳で

ない。一方、漁獲量が 238 トンから 133 トンに

あることから、成熟率を 2 歳で 50%、3 歳以上で

落ち込んだ 2004 年漁期には、地場産天然トラフ

100%、雌雄比を 1 対 1 と仮定して親魚量を推定

グをブランド化し観光資源として集客に活用する

した。また、放流魚由来の親魚量を推定する際に

温泉観光地域において、トラフグ食材の不足から

は、各年級群の漁獲加入時における放流魚混入率

予約客の受け入れを中止する事態が発生するな

が、生涯にわたって変化しないことを仮定した。

ど地域産業に混乱を及ぼした経緯がある（図 3）。

放流魚の混入率は 1993 年漁期以降について整理

また、当該事業の前身である「栽培漁業資源回復

されていることから、1993 年級群が 3 歳魚とな

等対策事業 H18-22」における資源管理目標は「最

る 1996 年漁期以降について放流魚に由来する親

低 200 トンの漁獲量の確保」とされていた。以

魚量を推定し、総親魚量との差を天然魚に由来す

上の経緯を踏まえて、太平洋南海域におけるト

る親魚量とした。以下、天然魚に由来する親魚を

ラフグ漁獲量の数値目標は、あくまでも毎年 200

天然親魚、放流魚に由来する親魚を放流親魚と略

トンの安定的な漁獲を目指し、100 トンを下回ら

す。

ない漁獲量の確保を最低限の数値目標として位置
づけることが妥当ではないかと考える。

図４ 天然魚および放流魚のそれぞれに由来する親魚量
の推移 （トラフグ伊勢 ・ 三河湾系群）

トラフグ伊勢・三河湾系群の天然親魚量と放流
親魚量の推移を図 4 に示した。1996 〜 2016 年
漁期の総親魚量は 29 〜 172 トンの範囲で大きく
変動した。放流親魚量は 2 〜 35 トンの範囲で変
図３ トラフグの不漁を伝える新聞記事

動し、1996 〜 2005 年漁期までは 10 トン以下と

（静岡新聞 2004 年 12 月 21 日朝刊掲載）

少なかったが、2010 年漁期以降は 10 トン以上で
安定して推移した。また、総親魚量に占める放

資源管理による資源造成効果の検証

流親魚量の割合は、2004 年漁期までは 10% 以下

当該事業では、種苗放流と併せて親魚を獲り残

で推移し、特に 2006 年漁期及び 2014 年漁期を

４
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の低い割合で推移したが、それ以降は 10% 以上

ピークとする 2 度の増減が見られた。ピーク時に

1 歳魚に対する漁獲係数の変化と照らし合わせて

おける放流親魚量の割合は順に 33%、45% と高

みると、その減少傾向は変動しながらも類似し

く、天然親魚量の水準が低い時期には放流親魚に

た経過を辿っており、親魚資源のみをターゲット

よる親魚量の底支え効果が大きかった。当該事業

として計画的に漁獲努力量が削減されている様子

の実施期間を含む近年の総親魚量は緩やかに増加

は認められなかった。なお、0 歳魚に対しては、

する傾向にあり、2013 年漁期には 59 トンであっ

2002 年漁期から小型機船底びき網漁業で漁獲さ

た親魚量が、2016 年漁期には 110 トンに増加し

れる 25cm 以下の小型魚（0 歳魚）を再放流する

た。また、当該事業の実施期間における 2015 年

という資源管理措置（伊勢湾・三河湾小型機船底

漁期及び 2016 年漁期の放流親魚量の割合は、順

びき網漁業対象種資源回復計画）が導入され、漁

に 34%、18% と推定され、放流魚が親魚資源の

獲努力量が大幅に抑制されている。

造成に大きく寄与していることが推察された。

親魚の獲り残しに向けて現状の漁業スタイルを
改善するためには、産卵時期の漁業の在り方、食
材としての親魚の付加価値の評価、そして漁家経
営の安定という視点も含めて、総合的かつ実践的
な方策について漁業者を交えて協議を進める必要
がある。

5

放流適地の再検証

太平洋南海域トラフグの広域プランでは「適地
放流の推進」が謳われており、具体的な適地とし
て、伊勢湾・三河湾内の三重県有滝地先、愛知県
知多半島沿岸及び愛知県矢作川河口、静岡県浜名
図５ 年齢別漁獲係数の推移 （トラフグ伊勢・三河湾系群）
赤の折れ線は親魚に対する漁獲係数の推移を示す

湖・太田川等河口砂浜域が挙げられている。これ
は当該事業の前身事業となる「栽培漁業資源回復
等対策事 H18-22」及び「種苗放流による資源造

一方、近年における総親魚量の緩やかな増加が、

成支援事業 H23-26」に関連する成果でもあり、

親魚を獲り残す漁業スタイルの改善に起因するの

太平洋中海域トラフグ総括報告書（2011）には、

かについては、親魚に対する漁獲努力量の変化及

放流魚の添加効率は伊勢湾・三河湾海域で最も高

び、親魚以外に対する漁獲努力量の変化などを勘

く、浜名湖・太田川河口域の 1.6 〜 1.7 倍、熊野

案しながら評価する必要がある。そこで、2 歳魚

灘海域の 10 〜 14 倍と推定されたことが記載さ

以上に対する漁獲係数の変化等から、親魚の獲り

れている。

残しを見据えた漁業スタイルの改善に向けた動き
を評価した。

本報告では、平成 23 年度以降に新たに加わっ
た標識放流結果も含めて放流適地を再評価した。

図 5 に 1993 〜 2016 年漁期における年齢別漁

再評価に用いたのは 3 歳までの漁獲回収尾数が

獲係数の推移を示した。1993 年漁期からの親魚（2

集計されている平成 12 〜 25 年度（2000 〜 2013

歳魚以上）に対する漁獲係数は、変動しながらも

年漁期）に標識放流された合計 70 放流群とした。

削減される傾向にあり、1990 年代には 1.0 程度

標識種類別の放流群ロット数はイラストマー標識

で変動していたものが、2000 年代には 0.9 程度、

が 43 放流群、ALC 耳石標識が 20 放流群、胸鰭

2010 年代には 0.7 程度に低下していた。長期的

切除標識が 7 放流群であった。また、海域別の

には適正な漁獲努力量に向けて改善が進んでいる

放流群ロット数は伊勢湾・三河湾海域が 43 放流

ものと推察されるが、平成 27 年度（2015）の当

群、遠州灘海域が 18 放流群、熊野灘海域が 9 放

該事業の開始に呼応して、漁業スタイルの改善が

流群であった。なお、太平洋中海域トラフグ総括

急速に進展した様子は見られなかった。また、親

報告書のとりまとめの際に解析に用いられた放流

魚（2 歳魚以上）に対する漁獲係数の削減傾向を

群ロット数は、平成 14 〜 19 年度（2002 〜 2007
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年漁期）に放流されたイラストマー標識
28 放流群及び ALC 耳石標識 11 放流群
の合計 39 群であった。再評価において
も放流海域を伊勢湾・三河湾海域、遠州
灘〜駿河湾海域および熊野灘海域の 3 海
域に大別して添加効率を指標として効果
を比較した（図 6）
。海域別の添加効率を
比較する際には、放流時における体サイ
ズを同一の条件とする必要があることか
ら、放流海域別に体サイズと添加効率の
関係を回帰式で整理した（図 7）。

図６ トラフグ放流海域の大別 （駿河湾〜熊野灘海域）

近年、駿河湾〜熊野灘海域においてト
ラフグ種苗放流の主流サイズとなってい
る全長 45㎜で海域別の添加効率を比較す
ると、伊勢・三河湾海域が 0.074、遠州
灘海域が 0.039、熊野灘海域が 0.007 と
なり、伊勢・三河湾海域の添加効率は遠
州灘海域の約 2 倍、熊野灘海域の約 11
倍と効率が高かった（表 1）。なお、伊勢・
三河湾海域では、放流時の体サイズの
アップに伴う添加効率の増加率も高く、
体サイズを高める効果についても優れて
いた。以上の結果から、最新のデータを
加えた再評価においても、伊勢湾・三河
湾がトラフグ種苗放流の最適地であるこ
とに変わりがないことが確かめられた。

6

適地放流への取り組み状況

当該事業の開始に伴い適地放流への取
組が一層推進されたのかを、放流尾数の
推移を海域別に比較することにより評価
した。なお、トラフグ放流海域の大別は
「５．放流適地の再検証」と同様に伊勢湾・

図７ 放流海域別の添加効率と放流時の体サイズの関係
図中の直線は
伊勢湾・三河湾：K= 15.3 × 10-4TL ＋ 0.00108
遠州灘〜駿河湾：K= 6.75 × 10-4TL ＋ 0.00307
熊野灘
：K= 2.43 × 10-4TL − 0.00976

三河湾海域、遠州灘〜駿河湾海域および
熊野灘海域の 3 海域とした。図 8 に海域
別放流尾数の推移を示した。放流最適地
である伊勢・三河湾海域への放流尾数は
2001 年 漁 期 を 除 け ば、1993 〜 2003 年
漁期において 20 万尾 / 年以下、2004 年
漁期以降は 30 〜 40 万尾 / 年で安定して
推移していた。遠州灘〜駿河湾海域への
放流尾数は、2000 年漁期及び 2002 年漁
期に突出して多いことを除けば、2003
年漁期までは 10 万尾 / 年以下、2004 年
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表１ 海域別放流サイズ別トラフグ放流魚の添加効率

漁期以降は変動しながらも 10 万尾 / 年程度で推

い要望があること、また、栽培漁業センターの立

移していた。熊野灘海域への放流尾数は 1997 年

地が、清浄な海水が安定して取水できる外海寄り

漁期までは 10 万尾 / 年前後であったが、2000 年

であるために種苗の輸送コストや輸送の手間を省

漁期以降は 20 万尾 / 年前後で推移していた。3

ける栽培漁業センター周辺で放流が実施されるこ

海域を合計した放流尾数は 1998 年漁期までは 30

となどが挙げられる。苦労して育てた種苗を効果

万尾 / 年以下で推移していたが、1999 年漁期よ

的に漁業生産並びに資源造成へ結びつけるために

り急激に増加し、2004 年以降は 70 万尾 / 年前後

は、試験研究機関による放流効果調査の結果を尊

で安定した種苗放流が実施されていた。なお、当

重し、適地放流の推進に向けた意識改革と体制改

該事業の実施期間である平成 27 年度及び 28 年

善を早急に進める必要がある。

度の放流尾数は、前述 3 海域（駿河湾〜熊野灘海
域）の合計は順に 71 万尾、62 万尾、神奈川県を
含めた全構成県による総放流数は順に 74 万尾、
73 万尾であり、広域プランが掲げる「総放流数
70 万尾の確保」は達成されていた。

7

まとめ

太平洋南海域トラフグ広域プランの具体的数値
目標の達成状況並びに基本方針に基づく推進体制
の改善状況の中間評価をまとめると、（1）資源造
成目標である加入量 100 千尾は 2 年連続して達
成、（2）漁獲目標である 100 トンについては、2
年連続してほぼ目標を達成していた。（3）資源管
理による資源造成効果については、放流親魚によ
る親魚資源の底支え効果が大きいことが確かめら
れた一方で、当該事業の開始に呼応して、漁業ス
タイルの改善が急速に進んだ様子は残念ながら確
認できなかった。（4）適地放流の推進については、
伊勢・三河湾海域が放流最適地であることが改め
て確認された一方で、海域別にみた放流尾数の割

図８ 放流海域別トラフグ放流尾数の推移
（神奈川県海域は含まない）
適地放流の割合：全放流尾数に占める伊勢湾・三河
湾海域へ放流された種苗数の割合

合に大きな変化は認められず、広域プランが掲げ
る適地放流が、より一層推進された様子は見られ
なかった。
当該事業がスタートして 2 年が経過した中間

放流最適地とされる伊勢・三河湾海域へ放流さ

点においては、策定された広域プランに沿って漁

れる種苗の割合は、突出して高い 2001 年漁期を

獲管理および栽培漁業の推進体制が順調に改善さ

除くと 1993 〜 2003 年漁期は 20 〜 30% で推移

れているとは評価できなかった。今後、残された

し、2004 〜 2016 年漁期は 60% 前後で推移した。

当該事業の実施期間において（公社）全国豊かな

2004 年漁期から伊勢・三河湾海域へ放流される

海づくり推進協会が主体となって運営されている

種苗の割合が高まった原因は、東海 3 県共同放流

海域栽培漁業推進協議会が有効に機能し、県の壁

群が伊勢・三河湾へ集中放流されはじめた影響が

を越えた連携した取組が一層推進されることによ

大きかった。伊勢・三河湾海域への放流割合が変

り、トラフグ資源の持続的利用に向けて適切な漁

化した 2004 年漁期以降において、平成 27 年度

獲管理と種苗放流が一体的に実施されると同時

の当該事業の開始前後でその割合を比較すると、

に、基本方針に基づく効率的かつ効果的な種苗生

前後の期間において適地放流の割合は 60% 前後

産及び種苗放流の推進体制が早急に構築されるこ

で大きな変化はなく、広域プランが掲げる「適地

とを期待する。

放流の推進」に呼応して一層の適地放流が推進さ
れた様子は見られなかった。この理由としては、

本報告は、我が国周辺水産資源調査・評価等推
進委託事業で得られた資料をもとに実施した。

いまだに放流に適さない海域であっても、トラフ
グの好漁場に近い漁村集落からの地先放流への強
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「育もう 海 人 地域 みんなの未来」をテーマに
平成29年10月28日、29日に福岡県で開催
◆開催の意義
全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護・
管理と海や湖沼・河川の環境保全の大切さを広く
発信するとともに、水産業の振興と発展を図るこ
とを目的に、天皇皇后両陛下の御臨席のもと実施
される国民的行事である。
本年度は、福岡県において「第 37 回全国豊か
な海づくり大会

福岡大会」が開催された。

福岡県は、温暖な気候で、三方を筑前海、有明
海、豊前海の特徴ある海に囲まれ、筑後川、遠賀
川、矢部川などの河川沿いに広がる肥沃な平野か
ら、筑紫山地、筑肥山地、耳納山地などの山地ま
で変化に富む地形を有し、自然環境に恵まれてい
る。
大会公式ポスター

水産業では、日本海南西部に位置し対馬暖流の
影響を受ける外海の筑前海、広大な干潟を有する
内湾の有明海、瀬戸内海西部に位置し穏やかな内
海の豊前海の３つの海と筑後川、矢部川などの内
水面において、各水域の特性を活かした多種多様
な漁業が営まれており、タイ、フグ、養殖ノリな
どは全国で有数の生産量を誇っている。 しかし、
水産資源の減少、魚価の低迷、消費者の「魚離れ」、
漁業就業者の減少など、水産業を取り巻く状況は
厳しい状況にあり、資源管理型漁業や栽培漁業を
推進するとともに、漁場環境保全、水産物の消費

◆式典行事
10 月 29 日（日）、宗像市の宗像ユリックス本
館「イベントホール」を会場に、天皇皇后両陛下
の御臨席のもと、全国各地からの招待者など 1,191
名が参加し、式典行事を開催した。
プロローグでは、「４つの水辺の物語」をテー
マとして、特徴ある３つの海と内水面で営まれる
多種多様な福岡県の漁業について映像と個性豊か
なパフォーマンスで紹介した。

拡大などに取り組んでいる。
こうしたなか、福岡県での「全国豊かな海づく
り大会」の開催は、水産資源の保護・管理、つく
り育てる漁業を一層進める契機となるとともに、
豊かな海づくりに欠かせない海や河川、水源地域
の環境保全に対する県民の意識向上につながり、
さらに、福岡県が誇る水産物を大会を通じて、県
内外に発信・ＰＲすることで、県内漁業者の意欲
を更に高め、本県水産業の振興・発展に大きく寄
与するものとなった。
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式典では、開会に先立ち、平成 29 年 7 月に発

続いて、豊かな海づくり活動に取り組む子ども

生した九州北部豪雨災害で犠牲になられた方々に

たちと、各海区の若手漁業者夫妻が、福岡の豊か

対し、黙祷を捧げた。その後、玄海ゆりの樹幼稚

な海を将来に引き継いでいく思いを“福岡海づく

園の鼓笛の先導により、県立水産高等学校の旗手

りメッセージ”として力強く発信した。

団による大会旗入場で幕を開けた。

稚魚等のお手渡し

大会旗入場

佐藤政俊福岡県漁業協同組合連合会代表理事会
長の開会のことば、大島理森大会会長（前衆議院
議長）と小川洋福岡県知事の主催者挨拶、谷井博
美宗像市長の歓迎のことば、功績団体及び作品コ
ンクール受賞者代表の表彰に続き、作文コンクー
ルで大会会長賞を受賞した野田光輝君（宗像市立
東郷小学校 2 年）による作文「ぼくのたいせつな
海や川」の発表が行われた。

福岡海づくりメッセージ発表

岸宏豊かな海づくり大会推進委員会会長（全国
漁業協同組合連合会代表理事会長）が読み上げた
大会決議を満場の拍手で採択し、大会旗を小川知
事から、次期開催県の尾﨑正直高知県知事に引継
ぎ、樋口明福岡県議会議長の閉会のことばで式典
は幕を閉じた。
最優秀作文発表

◆海上歓迎・放流行事
次に、天皇皇后両陛下から漁業関係者へクロア

式典行事に引き続き宗像市の鐘崎漁港で予定し

ワビ、ノリ、アサリ、オイカワの稚魚等のお手渡

ていた海上歓迎・放流行事は、台風による荒天の

しが行われた。

ため中止となった。
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予定では、県立玄界高等学校が作成したオリジ

ンクールの優秀作品を展示し、天皇皇后両陛下に

ナル曲をバックに、宗像漁業協同組合所属約 100

御覧いただき、受賞者の子ども達にお声をかけて

隻の漁船が航行し、県内外の招待者を歓迎するこ

いただいた。

ととなっていた。その後、漁船８隻と、県漁業調
査取締船「つくし」で福岡県の代表的な漁業を紹
介し、最後に御放流魚の放流をする予定としてい
た。

作品御覧

◆歓迎レセプション
同日、リーガロイヤルホテル小倉での歓迎レセ
海上パレード （２か月前リハーサルの様子）

プションでは、天皇皇后両陛下御臨席のもと、県
内外の大会関係者や功績団体表彰受賞者など 267
人が参加し、豊かな福岡の食でおもてなしすると

放流行事が中止となったため、11 月 27 日には
鐘崎漁港で、12 月 12 日には地島漁港で、地元児

ともに、両陛下には、県内漁業関係者等と親しく
御懇談いただいた。

童、漁業者等で大会当日に放流予定だったトラフ
グ・マダイ稚魚を放流した。

歓迎レセプション

大会会場予定地 （鐘崎漁港） での放流

◆関連行事
10 月 28 日（土）、29 日（日）に大会行事の一
環として、県内 5 会場で関連行事を実施。福岡県

◆絵画・習字コンクール優秀作品御覧
10 月 28 日（土）
、歓迎レセプションに先立ち、
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の水産業や大会についての企画展示や、福岡県の
海の幸が一つの会場で味わえる「ふくおか海の幸

北九州市小倉北区のリーガロイヤルホテル小倉に

グランプリ」のほか、県産農林水産物を使用した

おいて大会開催を記念して実施した絵画・習字コ

メニューの販売などを行った。
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放流魚に関するミニ講座

「ふくおか海の幸グランプリ」 の様子

また、県内各地のリレー放流や、ＰＲイベント

◆開催のあゆみ（リレー放流）
大会に向けた機運を高めるとともに、豊かな海

等で、参加者のみなさんに豊かな海づくりに対す

づくりへの意識向上や水産業に対する理解促進

る「想い」をうろこに見立てたメッセージカード

を図るため、県内漁業協同組合、市町の協力のも

に記入してもらい、「伝えタイ！」を作製し、大

と、児童等による稚魚の放流を 1 年前記念イベン

会当日、式典会場などに展示した。

ト「豊かな海づくりフェスタ」を皮切りに県内各
地でリレー方式で 19 回実施した。

稚魚等の放流

「伝えタイ！」 プロジェクトパネル

大 会 決 議
我が国は、四方を囲う海からの恵みによって、
古 ( いにしえ ) より多様で優れた食文化を享受

本年は、ここ福岡県において、
「育もう

海

人

地域

みんなの未来」

をテーマに、新たな決意を持って、水産資源の

してきた。
ここ福岡県は、筑前海、有明海、豊前海の三
つの海と、筑後川、矢部川などの内水面におい

維持・管理と、環境・生態系の保全に努めてい
くことをここに決議する。

て多種多様な漁業が営まれ、地域産業の発展や
伝統文化の継承に重要な役割を担ってきた。
私達には、「豊かな海」というかけがえのな
い財産を、将来に引き継ぐ重要な責務がある。

平成29年10月29日

第 37 回全国豊かな海づくり大会

（福岡県農林水産部水産局漁業管理課全国豊かな海づくり大会推進室）

豊かな海

No.44

2018.3

49

「第３８回全国豊かな海づくり大会～高知家大会～」に向けて
高知県水産政策課豊かな海づくり大会推進室

平成 30 年 10 月 27 日 （土）、 28 日 （日） に 「第３８回全国豊かな海づくり大会」 が高知県で開催されます。
高知県の漁業は、 伝統の遠洋 ・ 近海かつお ・ まぐろ漁業をはじめ、 釣 ・ はえ縄、 定置網、 中型まき網、 魚
類養殖などの沿岸 ・ 沖合漁業や、 あゆ漁などの内水面漁業から構成され、 多種多様な漁業が営まれています。
中でも、 本県を代表するかつお一本釣り漁業は、 一尾ずつ魚を釣り上げて高い鮮度で水揚げする水産資源に
やさしい漁業となっています。
しかしながら、 高齢化などによる漁業就業者の減少や魚価の低迷、 水産資源の減少、 燃油価格の高騰など、
水産業を取り巻く環境は厳しい状況が続いています。
高知県では、 平成 21 年度から、 官民協働による地産外商を戦略の柱とする産業振興計画の推進を図り、 漁
業生産量の確保をはじめ、 水産物の販売力の強化などに取り組んでいます。 近年は、 安定的な種苗の供給に
よる養殖生産の拡大を図るため、 クロマグロやカンパチの人工種苗生産の取組も新たに進めています。
こうした中、 「全国豊かな海づくり大会」 を高知県で開催できることは、 県民一人ひとりが豊かな海を育む環境
保全の大切さを理解するとともに、 長年培われてきた本県漁業の魅力や新たな挑戦について、 全国に向けて発
信することができる絶好の機会と捉え、 併せて、 高知県の魅力である豊かな自然、 食、 歴史、 文化等について
も県内外に発信 ・ ＰＲしていくよう開催に向けた準備を進めていきます。
ここでは、 １年前プレイベントや豊かな海づくりキャラバン等の大会に向けた機運醸成の取組とともに、 大会の
内容についても紹介します。

１．大会の概要

○御放流魚：イサキ、イシダイ

○大会名称：第３８回全国豊かな海づくり大会

○お手渡し魚：カジメ類、アサリ、ウナギ、アマゴ

～高知家大会～
○主催：豊かな海づくり大会推進委員会
第３８回全国豊かな海づくり大会高知県
実行委員会
○開催日：平成 30 年 10 月 27 日（土）・28 日（日）
○開催場所：
式典行事

高知市文化プラザかるぽーと
（高知市）

海上歓迎・放流行事

宇佐しおかぜ公園
（土佐市）

関連行事

高知市中央公園（高知市）

○大会テーマ：森・川・海

かがやく未来へ

水の旅
○大会キャラクター：高知県イメージキャラクター
「くろしおくん」
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高知県イメージキャラクター 「くろしおくん」

２．
１年前プレイベント開催
平成 29 年 11 月 11 日（土）に本大会の海上歓迎・
放流行事会場である土佐市の宇佐しおかぜ公園に
おいて、大会１年前を記念した１年前プレイベン
トを開催しました。
プレイベントは「記念セレモニー」
「記念式典」
「海上歓迎・放流行事」で構成し、このうち「海
上歓迎・放流行事」については、本大会を想定し、
参加者数を同規模とし、本大会に向けた予行練習
も兼ねることとしました。

宇佐しおかぜ公園

（１）記念セレモニー
午前 10 時から開始された記念セレモニーでは、
大会テーマにあわせて“かがやく森・川・海のス
テージ”とし、
３部構成で展開しました。まず、
“森
の章”では県立梼原高等学校「梼原ディスカバー
クラブ」による津野山神楽の演舞披露、次に“川
の章”では地元土佐市の高岡第一小学校合唱部に
よる合唱、最後に“海の章”では、明徳義塾中学・
高等学校和太鼓部による演奏を披露しました。
また、大会キャラクター「くろしおくん」や土
佐市のキャラクター「とさごん・お竜」などによ
るキャラクターショーも行われ、多くの来場者の
方に楽しんでいただきました。

記念セレモニー
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（３）海上歓迎・放流行事

（２）記念式典
午後１時から行われた記念式典では、高知県知
事と土佐市長による主催者挨拶、水産庁増殖推進
部長より来賓挨拶をいただいた後、大会テーマ・
コスチュームデザインの表彰式が行われました。

記念式典に続いて、海上パレードとイサキ、イ
シダイの稚魚の記念放流が行われました。
海上パレードでは、高知県を代表する漁法の漁
船４隻が、漁法紹介のアナウンスをバックに参加
者の前をパレードしました。また、県の漁業調査
船「土佐海洋丸」、漁業取締船「くろしお」も参加し、
パレードの最後を締めくくりました。

高知県知事による主催者挨拶

漁船パレードによる漁法紹介
大会テーマ表彰式

稚魚の記念放流では、来賓、漁業関係者、一般
来場者等の約 500 人が、イサキとイシダイの稚

続いて、高知県知事、高知市副市長、土佐市長

魚をバケツで放流台から一斉に放流しました。

によるフラフへのフィンガーペイントが行われま
した。このフィンガーペイントフラフは、森・川・
海のつながりとその恵みを象徴するフラフを子ど
も達を中心に県民の皆さんと一緒に作成するもの
で、作成したフラフは関連行事会場などで掲示し、
高知の豊かな海やそれを育む森や川を全国に向け
て発信します。

フィンガーペイントフラフ
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稚魚の記念放流

（４）おもてなしエリア
おもてなしエリアでは、地元の方々のご協力に

ました。また、大会開催に向けた機運醸成に大き
な役割を果たすことができました。

より、大鍋によるつみれ汁が来場者にふるまわれ
ました。他にも県立高知海洋高等学校の生徒によ
るツナ天などの販売や仁淀川漁協協同組合による

３．機運醸成に向けた取組
（１）豊かな海づくりキャラバン

アユやアマゴの塩焼きの販売など地元の食材を使

県内の海や魚にちなんだイベントや集客力の高

用した物販・飲食ブースを設け、多くの来場者に

いイベントと連携を図り、ブースの出展や大会

喜んでいただきました。

キャラクターくろしおくんによる大会ＰＲを行っ

また、大会公式弁当の販売も行い 100 食を完

ています。これまでに県内 20 箇所で実施してお
り、１月 21 日（日）に高知市中央公園で開催さ

売しました。

れた「第８回土佐のおさかなまつり」では、ブー
ス出展やステージイベントでの大会ＰＲを行い、
約１万 3,200 人の来場者に周知を図ることができ
ました。この「土佐のおさかなまつり」は今秋に
も開催され、大会関連行事として大会前日と当日
に同時開催する予定です。
今後も大会開催に向けて県内各地のイベントと
連携し、大会ＰＲを実施する予定です。

おもてなしエリア

当日は、天候にも恵まれ、土佐市内をはじめ県
内各地から多くの方が来場され、海上パレードや
記念放流など大会に向けた検証を行うことができ

各イベント会場でのＰＲ活動
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（２）大会記念リレー放流
県内各地で行われている稚魚の放流に園児や児
童にも参加してもらい、大会記念リレー放流を実
施しています。大会記念リレー放流では大会の開
催ＰＲや放流魚の説明などをわかりやすく行い、
高知県の水産業に親しみを持ってもらう内容と
なっています。これまで、安芸市や土佐清水市、
四万十市など県内各地で実施し、多くの園児や児
童たちに参加してもらいました。今後も県内各地
で大会記念リレー放流を実施し、高知県の水産業
や大会のＰＲを実施する予定です。

大会記念リレー放流

（４）協賛行事、ＰＲ隊の募集

（３）魚食・食育普及活動
子ども達に魚を「見る・触れる・食べる」機会

企業や団体等が行うさまざまな「森・川・海」

を提供し、環境教育や家庭での魚食普及を図って

の環境保全活動などを大会協賛行事として募集

いくため、県内の各学校等で魚食・食育普及活動

し、大会のＰＲや行事内容の紹介などで連携しま

を実施しています。県内の各学校等で、児童達が

す。また、大会の趣旨に賛同する企業や県内キャ

講師の方と一緒に魚を捌いたり、カツオの藁焼き

ラクター等をＰＲ隊として募集し、事業所へのの

やキンメダイの炊き込みご飯など地元の魚を使用

ぼり掲示などＰＲ活動にご協力いただいていま

して調理を行ったり、高知県の水産業や調理に使

す。

用した魚の学習を行っています。
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魚食 ・ 食育普及活動
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（５）広報活動などの取組
報道機関への情報提供やインターネット等の多
様なメディアの活用により大会に関する情報を

○高知県を代表する稚魚等のお手渡し
○子ども達や若手漁業後継者等による海づくり
メッセージ

等

迅速かつ広域的に発信していきます。インター
ネットによる広報として、大会専用ホームページ

（２）海上歓迎・放流行事

や高知県のイメージキャラクターくろしおくん

高知県の代表的な漁法紹介（漁船による海上パ

が大会ＰＲ隊の県内キャラクターと一緒に県内の

レード）等で招待者を歓迎します。また、海への

豊かな自然や関連する活動などを紹介する動画を

感謝の心を養い、次の世代へ豊かな海を継承する

Youtube で「くろしおＴＶ」として発信したり、

ため、それぞれが願いをこめて稚魚の放流を行い

県内全市町村と連携して、県内の豊かな「森・川・

ます。

海」のＰＲをインターネット等で公開しています
ので、ぜひご覧ください。

【行事内容】
○高知県を代表する漁法の紹介、漁船パレード
○県産材を使用した放流台からのイサキ、イシダ
イの稚魚の放流
○高知海洋少年団等による活動紹介

等

（３）関連行事
本県水産業の特色や、森・川・海の環境保全に
関する活動、おいしい魚や食文化など、高知県の
魅力である豊かな自然、食、歴史、文化等につい
大会専用ホームページ
（URL ： https://yutakanaumi-kochi.jp.）

ても県内外に発信することを目的として関連行事
を開催します。
【行事内容】
○式典行事、海上歓迎・放流行事の映像中継
○県産農林水産物とその加工品の販売
○タッチングプールなどの体験コーナー

４．大会の計画
（１）式典行事
厳粛で品位のある進行を基本に、豊かな海の重

この大会の開催によって、「豊かな海づくり」
が一層推進されることはもとより、参加者の皆さ
まを、高知家の家族が「おもてなしの心」でお迎

要性を高知から全国に発信する内容とします。大

えし、高知にまた来たいと思っていただけるよう、

会前から行ってきた水産振興や環境保全活動を取

大会開催に向けて万全の準備を進めていきます。

り上げ、大会を通じて大切な海を守るためにでき

全国各地からの「第３８回全国豊かな海づくり

ることを誓う場とします。

大会～高知家大会～」へのご参加をお待ちしてい
ます。

【行事内容】
○高知県の自然や漁業、食など紹介映像の放映
○功績団体等の表彰
○小中高生の代表者による最優秀作文の発表
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平成30年度予算概算決定
（栽培漁業関係等）
の概要について
平成 30 年度の栽培漁業関係予算要求の概要に
ついては、前号で水産庁栽培養殖課の石田直也氏

56

今号では、そのうちの栽培漁業関係等事業予算
を紹介します。

に紹介していただきましたが、昨年末に平成 30

なお、各事業の予算額は概算要求時から変更さ

年度政府予算案が概算決定され、現在、第 196

れているものがありますが、内容は特に変更あり

回国会において審議中です。

ません。必要な場合は前号をご参照下さい。
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「浜の活力再生交付金」は、漁業所得の向上を

この交付金の「水産業強化支援事業」では、浜

目指すために漁業者団体等が策定する「浜の活力

プラン策定地域における水産資源の管理・維持増

再生プラン（浜プラン）
」の着実な推進を支援す

大等に必要な種苗生産施設など施設の整備に対し

るものですが、予算額が前年度より大幅に増額さ

て支援が行われます。

れています。

浜の活力再生交付金

【平成30年度予算概算決定額 ： 6,770（5,400）百万円】

漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン（浜プラン）」の着実な推進を支援するため、
自ら浜プランの見直しを行う活動や漁村女性による実践的な取組等を支援
浜プランに位置付けられた共同利用施設の整備、水産資源の管理・維持増大、漁港漁場の機能高
度化や防災・減災対策等の取組を支援

①
②

浜の活力再生プラン
・地域自ら策定する「浜の改革」を目指す計画
・漁業所得の10%以上の向上を目標

課題

検討

プラン作成

実践

＜以下の事業により、浜プランの推進を支援＞

浜の活力再生交付金
浜の活力再生プラン推進事業

浜プランの着実な推進を支援するため、プランの見直しに関する活動や漁村女性による実践的な取組等を支援

水産業強化支援事業
浜プランに位置付けられた共同利用施設の整備、浜プラン策定地域における水産資源の管理・維持増大、漁港漁場の機能高度化や防災・減災対
策に必要な整備等を支援
＜ソフト事業＞
・漁場の利用調整、密漁防止対策、境界水域に
おける操業の管理徹底等を支援
・内水面の調査指導、生産履歴の記録等の取組
を支援
・災害の未然防止、被害の拡大防止、ハザード
マップ作成等を支援

＜ハード事業＞
・漁業収益力や水産物流機能の強化のための共同利用施設等の整備を支援
・種苗放流、環境整備等水産資源の増大のための施設の整備を支援
・漁港漁場の機能高度化、漁業地域の防災・減災等に必要な整備を支援

荷さばき施設

鮮度保持施設

種苗生産施設

津波避難タワー
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー①】

第３回海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議を開催
平成 30 年 1 月 29、30 日にコープビル 6 階会
議室（東京都千代田区）で、水産庁および国立

主任研究員

野々村

卓美

（５）瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会

研究開発法人水産研究・教育機構（以下、水産機

香川県におけるタイラギの増殖技術開発

構）との共催により第 3 回海域栽培漁業推進協議

講師：香川県水産試験場

会全国連絡会議を開催した。

主任研究員

第 7 次栽培漁業基本方針に記載されているとお

山本

昌幸

（６）九州海域栽培漁業推進協議会

り、本会議は都道府県や都道府県栽培漁業協会等

種苗放流によるアゲマキ母貝集団づくりと

の技術・情報の交換、並びに効果的・効率的な栽

資源の現状

培漁業の推進体制構築等に向けた協議・意見交換

講師：佐賀県有明水産振興センター

等を行うことを目的としており、今回は、初日を

特別研究員

佃

政則

「平成 29 年度種苗生産機関技術研修会」、2 日目
を「平成 29 年度栽培漁業推進全国会議」として
開催した。 両日で沿海都道府県行政、栽培関係
法人等の関係者 103 名の出席があった。

Ⅰ

平成29年度種苗生産機関技術研修会

「各海域の栽培漁業技術革新」をテーマに各海
域栽培漁業推進協議会から講師を招き以下のプロ
グラムで開催した。講師からは、種苗の放流追跡
調査、種苗生産技術開発や種苗放流による母貝集

濱田専務開会挨拶

団づくりなどに関する地域特性の豊かな講演が行
われた。
（１）太平洋北海域栽培漁業推進協議会
北海道で行っているマナマコ放流追跡調査
講師：
（地独）北海道立総合研究機構
函館水産試験場

主査

酒井

勇一

（２）日本海北部海域栽培漁業推進協議会
アカムツ種苗生産技術開発の今後
講師：富山県農林水産総合技術センター
水産研究所

研修会の様子

主任研究員

福西

悠一

（３）太平洋南海域栽培漁業推進協議会
トラフグ放流種苗の追跡調査と東京湾にお
ける再生産の可能性
講師：神奈川県水産技術センター
臨時技師

山﨑

哲也

（４）日本海中西部海域栽培漁業推進協議会
鳥取県西部海域美保湾におけるヒラメ等栽
培漁業の取り組み
講師：鳥取県栽培漁業センター
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質疑応答

Ⅱ

３）水産機構の栽培漁業にかかる研究開発につ

平成29年度栽培漁業推進全国会議

いて（水産機構）

水産庁、各海域栽培漁業推進協議会、水産機構
から以下の事項の報告と水産機構の研究者から 2

（２）話題提供
１）瀬戸内海におけるアサリ増殖の取り組み

つの話題提供が行われた。また、最後に（一社）

（研）水産研究・教育機構

日本釣用品工業会（以下、日釣工）の柿沼理事よ

瀬戸内海区水産研究所

り日釣工が社会貢献事業の一環として自主財源に

海産無脊椎動物研究センター

より実施している LOVE BLUE 事業（釣り場の

貝類グループ

水中清掃や種苗放流支援など）についての紹介と

主任研究員

伊藤

篤

２）DNA 標識の有意義な使い方

協力要請があった。

（研）水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所

（１）報告事項

海産無脊椎動物研究センター

１）平成30年度栽培漁業関係予算概要（ソフト・

甲殻類グループ

主任研究員

菅谷

琢磨

ハード）につい て（水産庁）
２）各海域栽培漁業推進協議会の事業進捗状況
等について

平成３０年度栽培漁業関係予算概要説明

各海域栽培漁業推進協議会の事業進捗状況報告

全国会議の様子
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー②】

第２回「広域種資源造成型栽培漁業推進検討会」を開催
平成 29 年度の水産庁補助事業「栽培漁業総合

特に、日本海北部海域では、東北大学大学院池

推進事業」による、海域毎の第 2 回広域種資源造

田実准教授と国立研究開発法人水産研究・教育機

成型栽培漁業推進検討会（以下、検討会）を開催

構瀬戸内海区水産研究所菅谷琢磨主任研究員から、

しました。

栽培漁業総合推進委託事業による DNA マーカー

検討会では、各道府県から平成 29 年度の事業

を用いたヒラメの親子判定手法や再生産個体の検

実施結果の報告および次年度事業計画の説明をい

出法などのこれまでの研究開発成果や、今後に向

ただきました。また、各海域の魚種毎の「栽培漁

けたサンプリングの方法等についてご紹介いただ

業広域プラン」の目標とそれに対するこれまでの

きました。

取り組み状況などを確認するとともに、種苗放流

検討会の対象魚種、開催日、場所およびアドバ

効果の向上、標識放流調査体制等について意見交

イザー（国立研究開発法人水産研究・教育機構各

換を行いました。

水産研究所資源評価担当者）は下表のとおりです。

海域

魚種

開催日

場所

アドバイザー

太平洋北

マツカワ
ヒラメ

2月15日
（木）

北海道水産ビル
（北海道札幌市）

太平洋南

トラフグ
ヒラメ

2月6日
（火）

名古屋ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸ
（愛知県名古屋市）

増養殖研
中央水研

日本海北部

ヒラメ

2月15日
（木）

エッサム神田ホール
（東京都千代田区）

日本海区水研

八木

佑太

主任研究員（ヒラメ）

日本海中西部

ヒラメ

3月5日
（月）

三宮研修センター
（兵庫県神戸市）

日本海区水研

八木

佑太

主任研究員（ヒラメ）

瀬戸内海

サワラ
トラフグ

2月21日
（水）

三宮研修センター
（兵庫県神戸市）

瀬戸内海区水研
瀬戸内海区水研

石田
片町

実
太輔

主幹研究員（サワラ）
主任研究員（トラフグ）

九州

トラフグ

2月1日
（木）

福岡朝日ビル会議室
（福岡県福岡市）

瀬戸内海区水研

片町

太輔

主任研究員（トラフグ）

東北区水研

栗田
鈴木
木下

豊

※（

グループ長（マツカワ・ヒラメ）

重則
貴裕

主任研究員（トラフグ）
主幹研究員（ヒラメ）

検討会の様子 （左 ； 太平洋北海域、 右 ； 日本海中西部海域）
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）内は対象魚種

【豊かな海づくり推進協会コーナー①】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告

「アワビ類の増殖と管理の再構築」
～よりよい栽培漁業と資源管理を実現する～
徳島県漁業協同組合連合会
指導部主任

森

啓介

開催日時：平成 29 年 11 月 1 日（水）14:00 から
開催場所：徳島県南部総合県民局（海部郡美波町奥河内字弁才天 17 番地 1）
講

師：国立研究開発法人水産研究・教育機構
管理グループ

清本

西海区水産研究所

資源生産部 藻類・沿岸資源

節夫主任研究員

出席機関：海部郡広域水産業再生委員会を構成する漁協・3 町役場、阿南市管内漁協、阿南市役所、
徳島県水産振興課・水産研究課・南部総合県民局、徳島県漁連

１

はじめに
徳島県海部郡の海岸線には 12 の漁協が点在し、

全 61 名

浜プランを策定し、アワビ漁業の振興を核に漁村
を元気にしようと取り組んでいます。時を同じく

県内全漁業者の 4 割に当たる約 1,100 人が釣・採

して県でも、藻場造成と併せ放流効果を高める取

貝・定置漁業等を営んでいます。まき網や底びき

組を行うことで、県南アワビの V 字回復を目指

網等効率性の高い漁法を持たず、販売収入はアワ

す取組を始めました。

ビ、イセエビ等高級魚に支えられる構造です。近

このようなことから、西海区水産研究所でアワ

年の、資源レベルの低下や消費減退による魚価低

ビの研究に長年携わられ、暖海系アワビ研究の第

迷等は特に高級魚に顕著であるため、採貝等の漁

一任者である清本節夫主任研究員から、アワビの

業経営は厳しさを増しています。

増殖に関する話をお聞きしました。参加者は、現

長年種苗放流や資源管理に取り組んできたもの

場でアワビ漁業に従事し資源の有効利用について

の、期待どおりには効果を上げていません。漁協

取り組む漁業者の方々、アワビ漁業の振興を進め

合併の可能性もありましたが、実現には至ってい

ていく県・町等の職員です。

ません。
海部郡の漁業を何とかしたいと漁協関係者と話
をすると、｢海部郡の浜は共通して、これまで磯
根漁業や磯根資源で支えられてきたし、今でもそ
うだ。水温上昇、磯焼けも加わり、漁獲量や資源
水準は低下しているとはいえ、最優先で手当てす
べき魚種はやはりアワビだ。今も昔も、アワビは
漁獲の中心だ。アワビの漁業や資源を何とか改善
して、海部郡の漁業全体を昔のようによくした
い。
」という声が挙がりました。
そのため、域内の漁協と町役場、県と県漁連で
構成する海部郡広域水産業再生委員会では、｢ア
ワビ漁業の再生｣ と題する取組を織り込んだ広域

清本節夫講師による講演風景

豊かな海

No.44

2018.3

61

２

講演内容

同じところへ放流してもよいか。

「アワビ類の増殖と管理の再構築」

➡基本的には、放流種苗と同じサイズの稚仔が

～よりよい栽培漁業と資源管理を実現する～

生息している場所が、よい放流場所だと考えて

（1）アワビ類の生態
①

いる。特に激しい放流初期の減耗をどう減らす

アワビ類は殻長の増加とともに産卵量が増

かが、よい放流の決め手だ。一般的には、天然

加・・・殻長制限の重要性
②

稚貝が生息している場所は、それらが死なずに

アワビ類は体外受精、雌雄の距離が離れると

生息できるだけの環境 ( 外敵の密度や餌の量な

受精率が低下・・・禁漁区の重要性

ど ) があり、放流しても多く生き残ることがで
きるだろうということである。実際には、それ

（2）種苗放流について
①

以外に、餌がどれ位あるか、外敵はいないか等

種苗放流はアワビ人工種苗にとって大きなス

をよく調べて放流場所を決めたらよい。クロア

トレス
②

ワビとメダカアワビでは生息水深が違っている

放流直後は食害動物が多い・・・外敵駆除の

はずだから、種苗の放流場所もそれぞれ異なる

実施、被食圧の低下する低水温期の放流実施

適地があると思う。

放流場所の選定・・・隠れ場となる狭い隙間

（2）高水温が餌料海藻の減少にそれほど大きい悪

のある場所、時化で簡単にひっくり返らない場

影響を与えているなら、それに耐えられる餌料

所

海藻を開発してほしい。

③

➡高水温が餌料海藻に与えている影響には二と
（3）アワビ類の成長・成熟と海藻の種類の関係に

おりある。一つは海藻そのものの成長や生存に

ついて
①

直接働きかけるもので、もう一つは魚類の摂食

大型褐藻類（アラメ・カジメ類、ホンダワラ

活動の長期化や旺盛化による海藻食害の時間と

類）が消失すると漁獲量は急減

量の増加である。最初の原因は地球規模のもの

②

餌料不足による成熟不良、再生産量の低下

で、これに抗うことは難しい。後者について、

③

特にメガイアワビで深刻

仮に新しい種類の海藻を開発できたとしても、
自然界に与える遺伝子レベルの問題もあり、す

（4）藻場対策・アワビ資源回復の取組について
①

ぐに自然界でそれを展開することにはならない

大型褐藻類消失の原因・・・長崎では高水温

だろう。アワビの餌だけに着目するとアラメ・

＋アイゴやイスズミ等魚類の食害
②

カジメに目がいくが、そもそも自然界には多様

大型褐藻類が消失した場所での対策・・・藻

な種類の海藻がお互いに関係性をもちながら生

場造成＋種苗放流
③

息している。このような他種類の海藻からなる

アラメ・カジメ類藻場－かつての規模までの

海中林を形作ることも、重要なことだと考えて

回復は困難
④

いる。多種多様な海藻の存在は、アラメやカジ

春藻場・小型海藻藻場はアワビ類にとって良

メに対する被食の低減にもつながるものだ。

い藻場かどうか不明
⑤

さらに、種苗放流時の外敵駆除が必要

４

所感
講演では、アワビ類の生態とそれに合った種苗

（5）まとめ
①

放流、アワビ類の成長と海藻種類等について、大

藻場の維持が大事・・・なくなると回復が困
難

変分かり易く説明いただいた。
｢単純に雄と雌が存在するだけで再生産が成立

②

資源管理・・・再生産の確保

するのではなく、1 m 以内にいて同じタイミング

③

種苗放流・・・適地選定と放流前の外敵駆除

で放卵・放精が起こらないと受精効率が悪くなる。

３

質疑、要望

だから、濃密な母貝集団を形作る必要がある。一
方で、母貝の濃密な場所はすなわち好漁場なので、

（1）クロアワビとメダカアワビ（マダカアワビ）、
それぞれ適放流場所はどこか。また、それらを
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高い漁獲の圧力にさらされることになる。このた
め、そのような場所を禁漁にすることが極めて重

は、水温上昇による藻場衰退、親貝減少による受
精機会の減少、効果的な種苗放流の実施、実効的
な資源管理等、様々な課題が横たわっています。
しかし、藻場回復では海底への母藻設置等、そし
て何より種苗放流やその後の管理等、人為的にコ
ントロールできる部分が多いのが幸なことです。
我々は、アワビの生態を反映し理屈に合う放流や
管理に努めなければなりません。そして、天然資
源と放流資源から持続的にかつ最大の利益を得ら
れる、｢放流－管理－漁獲｣ のサイクルを回さね
研修会の様子

ばなりません。それには、受益や管理の主体であ
る各浜の海士会での検討・決定が鍵です。正しく
知り、試行して、軌道修正する。よく議論し、意

要だ。｣ この話を初めて耳にされた漁業者もおら

思形成する、主導者が戦略的に対処することの重

れるかも分かりません。

要性を改めて感じた次第です。

アワビ漁獲量の維持・増大のために餌料藻場の
維持が必須であるのは論を待ちませんが、高水温
等様々な阻害要因が強く働くなかでそれを成功に

５

謝辞
西海区水産研究所

清本節夫主任研究員には、

導くことは、非常に難しいものと思われます。清

大変お忙しいなか、講師を引き受けていただき、

本主任研究員の主要フィールドである九州におい

熱心にご講演をいただきました。心から御礼申し

ては、藻場衰退の速度が極めて速く、維持するた

上げます。

めのハードルもかなり高いとお聞きしました。本

いずれも、取組の課題を現場で解決するための

県の現状をみても、海藻がまったく見えない箇所

具体的示唆にあふれており、今回受講した漁業者

も多いなど状況は深刻ですし、これからの更なる

や関係機関職員にとり極めて有意義な研修会とな

悪化も懸念されます。その意味で、｢藻場もアワ

りました。今後、本県における取組に大きく役立

ビも激減してしまってからの回復は極めて難し

つものと考えます。

い。そうなる前に現状の維持から始めた方がよい」

最後に、研修を採択いただいた主催者の公益社

という言葉は、私どもの今後の方向性を示すもの

団法人全国豊かな海づくり推進協会に厚く御礼申

でした。

し上げます。
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【豊かな海づくり推進協会コーナー②】

第４回トラフグ資源管理検討会議開催報告
平成29年11月20日 長崎県長崎市で開催

日本海・東シナ海・瀬戸内海系群のトラフグに
ついては、平成 26 年 7 月の「資源管理のあり方
検討会」において「関係漁業者等が参画する横断
的な検討の場を設け、統一的な方針の下で資源管
理を推進していくべき」との提言がなされた。こ
の提言を受け、水産庁は第１回トラフグ資源管
理検討会議を平成 26 年 11 月に山口県下関市で、
第 2 回を平成 27 年 10 月に同市で、第 3 回は山
口県萩市で開催した。第 4 回は初めて山口県外に
開催場所を移し、長崎県長崎市の長崎県漁協会館

久保寺室長挨拶

大会議室に 84 名の関係者を集めて開催され、ト
ラフグの資源状況と管理の方向性やトラフグの調

告がなされ、個々の報告について出席者との質疑

査研究等について検討協議が行われた。当協会は

応答を⾏った。

会議の運営支援を担当した。

冒頭の挨拶では、資源管理推進室久保寺室⻑が
「こういう全国的な会議は数が少なく、関係者が

１．開催日時等

一堂に会して取り組むことは非常に重要だと思っ

・開催日時

ている。

平成29年11月20日（月）
14：00～16：20

・開催場所

長崎県漁協会館５階大会議室
長崎県長崎市五島町2-27

・参集範囲

ながら親魚の資源量があまり芳しくない。
資源管理については、いかに科学的に物事を進

漁業者（団体）、行政、試験研究機

めるかが大切と考えている。漁業者は、総論的

関、種苗生産機関（秋田県、石川県、

には資源管理を進めるべきだという意見であるが、

福井県、京都府、鳥取県、島根県、

資源の利用方法や漁法も異なっているので、当然、

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、

各論ではさまざまな意見が出てくる。

熊本県、鹿児島県、宮崎県、大分県、

残念ながら、科学で解明できることのほうが少

愛媛県、広島県、岡山県、兵庫県、

なく、不明な点が多い。そして、海の中の資源は

香川県、徳島県、和歌山県、大阪

直接数えることが出来ない。

府（オブザーバー）
）全国漁業協同

・参加者数

既に各地で様々な取組が行われているが、残念

しかし、今までの蓄積があり、漁業者からの情

組合連合会、水産研究・教育機構、

報提供があり、それで資源評価を毎年行うことが

水産庁、瀬戸内海漁業調整事務所、

出来ている。この評価の結果に基づいて、今後の

境港漁業調整事務所、九州海漁業

取組などをどうしていくのか検討する必要がある。

調整事務所

従って資源評価の結果がスタート時点となる。

84名

評価の結果を理解するのは難しいとの意見があ
るが、非常に単純に考えると、親魚の量が増えて

２．開催概要

いるのか減っているのか、あるいは変わらないの

冒頭に⽔産庁管理課資源管理推進室および⻑崎

64

か、ここに尽きると考えている。

県⽔産振興課の挨拶が述べられた。続いて、⽔産

この検討会議では、これを論じるために様々な

庁よりトラフグ資源の管理の⽅向性についての報

資料や関連する調査結果を用意しているので、不

告と⽔研機構よりトラフグの試験研究に関する報

明点があれば積極的に質問し十分に理解してもら
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いたい。評価があって管理がある。例えば資源が

検討会議で熱心な議論が交わされ、実りの多い会

減ったら、その理由は何なのか、あるいは増えな

となることを祈念いたしたい。」と資源管理にお

いのはなぜなのか、ここを掘り下げていくと、お

ける関係者の連携と協⼒の重要性について強調し

のずと取組む道が見えてくる。

た。

特に漁業者には生活があり、日ごろの取組を大
きく変えることは容易ではないが、まずは評価の

（１）水産庁報告

結果を理解し、その先に何をすべきかを考えて進

「トラフグ資源の管理の方向性について」
水産庁管理課

めて行けばと考えている。
トラフグ資源を子々孫々まで利用するために、

トラフグは小さいもの

資源管理をしっかりやって、成果を世の中に問え

から外海の大きいものま

るような形にしていきたい。
」と、トラフグ資源

で、多くの漁業者が利用

管理の進むべき⽅向について⾔及した。また、つ

する資源である。そして

づく中村振興課⻑は「近年のトラフグの漁獲量は、

産卵場に回帰するという

平成 25 年までは 1,000 トン前後でおおむね横ば

特徴がある。

いで推移をしてきたが、平成 26 年には 790 トン

竹越攻征課長補佐

雄 が 2 歳、40 ㎝ の 1
竹越課長補佐

に減少している。そして最近の資源水準は低位で、

キロオーバーぐらい、雌

資源の動向は減少傾向であると評価をされている。

が 大 体 3 歳 で 2 ㎏、45 ～ 6 ㎝ で 成 熟 す る の で、

また、全国的な魚価の低迷や中国産養殖トラフグ

やはり資源管理を行う上では成熟すること、いわ

の輸入などの影響により、キロ当たり 1 万円を

ゆる卵を持つかどうかということが一つ大事な議

超えていた価格が平成 27 年度には 5,000 円程度

論になる。しかし、現場で雄と雌を区別してサイ

まで下落するなど、漁業者の経営は大変厳しい状

ズ別に管理することは難しいので、一つの目安と

況にある。このような中で、本検討会議において、

して 40㎝でラインを引き、40㎝より小さいもの

漁業者、市場流通関係者、行政、試験研究機関が

を未成魚、40㎝以上を成魚としている。

県域を超えてトラフグ資源の回復に取り組まれて

最近の漁獲量は、残念ながら、毎年下がって減

いることに深く敬意を表すとともにその努力が安

少傾向にある。最新の平成 28 年は 189 トンと聞

定した漁獲につながるよう期待を寄せている。

いている。漁獲量は、ここ十数年分のデータはあ

長崎県では、トラフグ資源の回復に向けて、こ

るが、1970 年代からずっとあるのは唐戸市場の

れまでの研究成果に基づき、放流適地とされてい

取扱量だけである。従って、唐戸市場の取扱量と

る有明海奥部の佐賀県、福岡県の海域への種苗放

最近の漁獲量の二つで傾向を見ている。全体的に

流を継続するとともに、資源管理の面からは、九

はここ十数年は低水準で横ばい傾向にあるが、こ

州・山口北西海域広域資源管理方針に基づいた休

の 10 年に絞ると漁獲量は右肩下がりの状況に

漁や小型魚の再放流といった漁獲努力の削減にも

なっている。

取り組んでいる。

漁獲の構造は 6 割以上が 0 歳魚と、1 歳魚であ

今後とも、資源回復を確実に進めるためには、
関係者の連携と協力がますます重要であり、本日

る。有明海や瀬戸内海は産卵場もしくは生育場が
あるので、やはり 0 歳魚の漁獲が多く、漁獲物
の大きさは外海に行くに従って大きいものになる
傾向がある。従って、0 歳魚だけ非常に厳しい管
理をすることは特定の海域に偏重することになる。
そういった意味でも、行政、漁業者、研究者が参
集する場で方向性を考えて行くことが重要である。
資源の状況は、2006 年が 1,000 トンぐらいで
大きかったが、その後は減少傾向が続いている。
最新の 2016 年で 580 トンである。資源量が低減
している中で、漁獲割合は過去から現在まで変わ

中村課長挨拶

らないので、非常に資源的には厳しい状況になり
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つつある。

種作業部会で検討した結果である。

それから、今年の資源評価は数字を最新値に置

現行の取組内容とさらなる改善方向としては、

きかえている。数式も最新にかえて科学的な精度

昨年まで「取組がない」とされていた 41 地域が

を上げている。パラメーターあるいは数式を最新

今年は 25 に減り、「取組がある」は 58 から 74

のものに変えても傾向は変わっていない。

に増えている。

0 歳魚の発生が去年はややよかったが、今年は

また、改善方向の一例としては、去年から外海

いつもの傾向のように下がっている。昨年発生し

を中心に緊急ルールとして、卓越発生があった場

た 0 歳魚は今年 1 歳になっているが、残念なが

合の管理方法として、今までは全長 25㎝を 30㎝

ら 1 年だけのデータでは明確に成果は見られてい

以下は再放流するということを決め、平成 28 年

ない。成魚の量もやや減っているし、発生量も減

度漁期での緊急対応として、今年の 5 月に委員会

少の傾向が出ている。このままいくとやはり資源

指示として継続している。

が減っていく傾向は続くと予想される。それから、

種苗放流については、放流尾数 170 万尾を目

漁獲量の見込みも今より減ってくるとの予想とな

標に、適地・適正サイズで健苗放流ということで

る。

進めている。種苗放流は資源を後支えするものと

具体的にどうしていけば下がる傾向を食いとめ

して継続していきたいと考えている。

られるのかを科学的に見ると、漁獲努力量削減と

それから、瀬戸内海では、未成魚の買い取り・

なる。その手法は休漁や針数減、再放流など色々

再放流事業も実施している。毎年 1,000 尾程度を

あるが、やはり漁獲努力量を下げていかないとい

目標に行ってきたが、今年は残念ながら 329 尾

けない。現在の漁獲量を大体 2 割削減すれば資源

の買い上げとなった。この 329 尾を瀬戸内海水

量は現状維持程度となる。

産研究所伯方島庁舎で一時飼育し、それを 10 月

資源管理の方向性のイメージとしては、未成魚

に標識放流を行った。残念ながら放流尾数は 37

の漁獲圧を少し下げて、漁獲努力量を 2 割以上削

尾となり、今年の放流数は少ないが、このような

減すると効果が現れるが、どの段階を保護するか

ことを地道につなげ、瀬戸内海の中央部分で放流

についてはいろいろな議論が予想される。当然全

し稚魚の動きを調査、分析するという調査なので

体を守らなくてはならないが、科学的に最初にど

継続していきたいと考えている。

の段階を管理するのかを考えると、卵から未成魚

最後に水産庁ホームページには「とらふぐの部

になる段階は、それなりに厳しい海洋環境をかい

屋」がある。本日の資料を含め議事概要も掲載す

くぐらなければならないので、その海洋環境をか

ることとしている。色々な意見を聞きながらトラ

いくぐって未成魚になったものを管理し、成魚に

フグ資源管理を進めていきたいと考えている。

することで速く効果が出ると考えている。
沿岸と沖合、それから沿岸の中でもそれぞれ漁
業者で漁獲している成長段階が異なっている。一

【石川県水産課（永井課長補佐）】未成魚、0 歳魚

つの漁業でとり残した分を他の成長段階を漁獲す

の資源状況は資料では 20 ～ 30 万尾であり、放

る漁業種類がとらないようにして、みんなで管理

流尾数は 170 万となっている。その数値から放

することがこの会の理念である。

流しても殆ど資源に寄与していないと理解してい

再度になるが、今回、資源評価の数値が最新の

いのか教えてほしい。

ものに置き換わっている。960 トンまで資源量を

【水研機構（片町主任研究員）】放流された後に資

回復させようという目標を第 2 回で定めたが、そ

源に添加されるのは、概ね 1 〜 8％と計算上推定

の時より科学の精度が向上したので、目標とする

されている。

10 年後の資源量は 960 トンから 840 トンに、現

【石川県水産課（永井課長補佐）】その説明で考え

状の資源量は 790 トンから 580 トンに、そして 5

ると、170 万尾放流して 10％資源に添加するの

年後の目標は 875 トンから 682 トンに置き換え

であれば、0 歳魚の半分程度かそれ以上の割合を

るということが本日の提案である。

放流魚が占めることになると理解していいのか教

ただこれは数字が単に置き換わったものであり、
去年の 11 月以降から今年の今日に至るまで、各
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えてほしい。
【水産機構（片町主任研究員）】ご指摘のとおり、

片町主任研究員

放流したものの 1％から

【水産機構（小畑部長）】再生産成功率の低下要因

8％未満ぐらいが資源に

の解明ということで、資料は最新の資源評価の数

添加すると計算されてい

値をグラフ化している。今回の資料では、資源評

るので、0 歳魚に占める

価の精度等の改善よって数値の置き換えを行って

放流魚の割合はかなり高

いる。全体的に産卵親魚量もトータルの資源量と

いことになる。ここ 4 ～

同じように減少している傾向があり、さらに再生

5 年は低下傾向にあるが、

産成功率も低下してきている。

一番高かった 2010 年は、

再生産成功率の低下要因については、現在のと

全体の混入率が 3 割を超えていた。海域によって

ころ解明できていない。例えば環境要因なのか親

濃淡はあるが、3 ～ 4 割近くが放流由来という年

魚の産卵の問題なのか産卵場や育成場などの減少

も過去にあった。結局、放流の生き残りは一見低

なのかまだ明らかになっていない。3 年ほど前か

いように見えるが、天然資源が低いので相対的に

ら産卵親魚量の調査や着底量の調査など実態につ

混入割合は高くなると理解してよい。

いて調査を行っている。

【九州漁業調整事務所（廣山所長）】近年の混入率

【福岡県鐘崎ふくはえ縄船団（八尋氏）】我々は今、

について教えてほしい。

休漁や縄の数の制限など

【水産機構（片町主任研究員）
】15％前後で、10

資源管理に取り組んでい

～ 15％の間となっている。

る。1 月から 3 月までは、
35 ㎝ 以 下 の 小 型 魚 の 再

【福岡県宗像漁協（松尾理事）
】4 年前に 4 県のフ

放流にも取り組んでいる。

グはえ縄漁業者が、それ

資料では、現在の 0 歳～

まで資源回復計画をずっ
と行ってきたが、これ以
上は漁業者にとって非常

1 歳魚の漁獲圧を 2 割以
福岡県鐘崎ふくはえ縄船団
八尋氏

上削減しなければ、今後
も資源は減少するとなっ

に負担がかかるので国に

ているが、水産庁として漁業者に何らかの指導や

3 点陳情を行った。

規制をかけることは考えているのか教えてほしい。

1 点目は種苗放流につ

【水産庁（竹越課長補佐）】それぞれ漁業者の実態

い て で あ る。 こ れ は 当

が異なっている。現在、水産庁では県ごとに、ど

然漁業者が行って行くことでもあるが、国でもっ

んな漁業種類があって、主漁場がどこで、どのよ

と力を入れて欲しいということ。2 点目が、再生

うな資源管理の取組を行っているのか、そして今

産成功率が低いとのことなので、その原因究明を

後はどうして行くのかという調査行っている。

宗像漁協

松尾理事

行って欲しい。それから 3 点目がやはり資源管理

99 地域、20 府県が全て統一的に同じように 2

をする上で、漁獲努力量を今以上に下げないとい

割削減とした場合、漁獲量に関しては非常に少な

けない場合、漁業者に新たな支援を行って欲しい。

い所から多い所まで、千差万別にある。従って統

であった。今後の種苗放流等の予算措置について

一的に何割削減というのはそぐわないと考えてい

教えてほしい。

る。現在は年 1 回ではあるが、こういった会議で

【水産庁（竹越課長補佐）
】放流予算は、栽培漁業

皆さんの意見を聞いて考えて行きたい。

総合推進事業の中の資源造成費ということで、ト

資料の資源管理目標のところは、今回、科学的

ラフグだけでなく全体額で 5,000 万程度予算措置

な数字が全て置きかえられている。従って目標は

を行っている。それから、資源が今まで以上に

960 トンが 840 トンになっている。今回皆さんに

厳しくなった時点での漁業者の管理の取組支援は、

同意していただけるのであれば、目標等の置き換

今の取組をまた一歩先に進めて、厳しい管理を行

えを行いたい。

う場合には対応して検討を行おうと考えている。

これからは、新しい目標 840トン回復を目指し、

あと、再生産成功率に関する資料は瀬戸内海区水

また来年のこの会議に向けて、各県、各浜の協力

産研究所に資料提供していただいている。

いただき取組内容を改善していきたいと考えている。
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特に異議がなければ、こういう形で進めさせて

（２）国立研究開発法人水産研究・教育機構報告
「国立研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸内海

いただきたい。

区水産研究所におけるトラフグ試験研究への取

＜資源評価更新後の目標について＞
竹越課長補佐からの説明に対し、「異議なし」
とのことであったので、資源評価の数値が最新の

組」
１）瀬戸内海におけるトラフグ生態調査の概況と
親魚標識放流調査の進捗状況
瀬戸内海区水産研究所

ものに置き換わったことにより、
＜資源管理目標＞

平井主任研究員

瀬戸内海におけるトラ

現状の資源量 580 トンを 10 年前後を目途に

フグ生態調査は継続中で

840 トン程度（2017 年資源評価における 2007

あり、本日は概略的な説

年から 2016 年までの資源量の平均値）まで回復。

明となる。

※中間的には 5 年前後を目安に 682 トン程度

トラフグの生態調査は

を目指して取り組み

1980 年代、90 年代には、

とすることが承認された。

山口県、福岡県と瀬戸内
平井主任研究員

海区水産研究所が調査を

実施してきた。しかし、2000 年代に入りあまり
調査されなくなったので、現状の資源を支えてい
る 0 歳～ 10 歳程度の資源についてはあまり調査
されていないというのが実状である。
2014 年から本格的に調査に取り組んで行こう
ということになり、色々な調査を行っている。

資源管理目標について

68
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②

稚魚調査について
稚 魚 調 査 は、 親 魚 調 査 よ り も 早 い

2014 年から開始している。これまで 4
年間で、瀬戸内海沿岸 5 県約 20 サイト
について調査を行った。
稚魚のいる場所は、有明海では有明海
湾奥が稚魚のよく育つ場所だと知られて
いるが、この場所はほとんどが泥の干潟
である。瀬戸内海には有明海のような泥
の干潟が一面に広がるところは無いが、
この広い海の中で、稚魚はきれいな粒の
細かいシルトや細砂がある場所や泥干潟
のある場所を選んで生息している。
関門内海、児島湾、芦田川河口のいず

会議の様子

大きく三つの時期に分けて調査に取り組んでい
る。一つは親・産卵場について。二つ目は着底場・

れの場所も 2017 年の採集数は非常に少
ない結果であり、稚魚の発生もあまり期待できな
い状況になっている。

稚魚について、三つ目は生育場についてである。
①

産卵場について

稚魚が少ないというのは、大もとをたどると、
産卵量そのものが少なかったのではないか。それ

瀬戸内海では、一番西から関門海峡、備後灘、

から、産卵量が稚魚の加入量に直接影響する可能

備讃瀬戸の 3 カ所が主な産卵場と考えられている。

性も考えながら、今後いろいろなケースを想定し

近年親魚量は減少してきているが、調査開始段
階では、まだ親魚量は多かった。しかしその時点
で再生産成功率が若干下がっていたので親魚調査
を開始した。

ていかなければならないと考えている。
③

生育場調査について
昨年度から調査を始めているので状況把握まで

至っていない。

この調査は、2015 年から行いこれまで 3 年間

昨年度の結果では、関門内海の方が岡山県笠岡

行っている。調査場所は主に備讃瀬戸の東部と備

周辺に比べるとかなり成長がいいとの結果が得ら

後灘の 2 カ所であり、備讃瀬戸は西部でも若干調

れた。ところが、秋以降になるとこの笠岡周辺の

査を行っている。

群は、急に大きくなるとの結果となり、笠岡周辺

備讃瀬戸東部の産卵率は、2015 年 26％、2016
年 16％、今年 14％と非常に低くなっていて、備
後灘はもっと低い値を示している。

には秋以降は別の群が混じっている可能性が考え
られる。
一方、関門内海の方は、まず 9 月ごろまでは大

産卵率低下の原因究明のためサイズ組成の調査も

きく育つが、10 月以降になると小型の物が混じ

行っている。

る結果となっている。東側で発生しているものが

雌の 10 歳以上の大きな個体は何回も産卵して

ここ移動してきているのではないかと推定される。

いると思われがちだが、実際はそういう大きい個

具体的な取り組みとして一つは、まず親魚の標

体はなぜか産卵していない。逆に、初めて親とし

識再放流を行い、少しでも卵を産ませる方法がな

て加入したであろうと思われる 45 ～ 50㎝といっ

いかということを研究している。また、産卵実態

た小型の個体のほうが産卵している割合が多いと

をもう少し把握するために、北海道大学に協力得

いう結果になった。

て、CREST という事業の中でロガーを活用して

現状では小さい個体しか産卵していない。なお

産卵期中の分布水深などを調査している。

かつ、雄も小さいのしかいない。そして今年はそ

調査結果をまとめていくに当たっては、漁業者

の小さい雄も水揚げ量は減ってしまった状況なの

からの報告が重要であるので、今後とも標識魚が

で、現状としては、親の側から見ても再生産にあ

揚がった場合は基本的に全数相場で買い取らせて

まり貢献できていない結果となっている。

いただくので協力をお願いしたい。

豊かな海

No.44

2018.3

69

２）瀬戸内海中央部におけるトラフグ 0 歳魚の標
識放流調査

今のところ再捕については 1 回再放流限定でやっ
ている。

瀬戸内海区水産研究所

小畑資源生産部長

通常の水揚げの場合、2016 年の備讃瀬戸東部

瀬戸内海中央部の天然

の産卵率が 16％、それから 2017 年は 14.2％と

0 歳魚の標識放流の調査

なっている。同じ群の中から 100 尾程度毎年選び

目的は、天然稚魚の発生

再放流すると、その再捕された個体のうち、もと

が非常に少ないので、そ

もと放流前に卵を産んでいなかった個体が、2016

の基礎的な情報収集と、

年が 21 尾 2017 年は 13 尾再捕されている。その

特に瀬戸内海中央部の育

2016 年の 21 尾のうち再捕した時点で 6 尾が産卵

成場から 0 歳魚の移動を

していた。2017 年は 13 尾中 5 尾が産卵していた

明らかにすることである。

小畑資源部長

ので、大体 3 割から 4 割程度、通常の水揚げの

方法は、漁獲された 0 歳魚を、標識をつけるの

15％程度しか産まないものに比べると、2 倍ぐら

が可能なサイズまで養成して放流するものである。

いの確率で産卵を行うことになる。つまり産卵し

そしてポスター配布等により再捕報告を関係漁業

ないまま水揚げてしまえばそれまでであるが、1

者に呼びかけ、その再捕報告によって放流後の移

回再放流をするだけでも、通常の水揚げの倍ぐら

動や成長等の情報を収集している。

いの確率で産卵ができるようになると考えている。

稚魚の買上は例年 1,000 尾を目標に行っている
が、今年度は 329 尾であった。養成後最終的には

●全体を通じての質疑応答

37 尾の放流となった。28 年度と 27 年度は、大

【山口県延縄協議会（吉村会長）】東京での資源管

体 1,200 尾程度を買って、大体 600 尾前後放流を

理のあり方検討会から

行ってきた。

ずっと出席している。

本年度は、できれば 100 尾ぐらい残したかっ

平成 24 年度と平成 28

たが、今年は稚魚の総数が少ないためか捕獲され

年度の 4 年間で 50 トン

た体長が非常に大きく、そのため外傷や漁獲のダ

減っているが、減り方が

メージや輸送後の飼育時のダメージ等と飼育時の

緩やかになってきている。

若干ミスもあり、大きく減耗してしまった。
特に、サイズについては、今年の発生量が少なく、
密度効果から過去の同時期より非常に成長が早
かったのではないかと考えている。
本年度は、昨年と一昨年も使っていた標識より
も目立つ標識もつけることにして再捕報告数の向
上を図った。

現在、産卵期に漁獲しな
山口県延縄協議会
吉村会長

い、 そ し て 小 型 魚 を 再
放流、親魚の再放流、そ

して種苗放流し放流箇所の選定など生産者として
色々な取組を行っている。
しかし、平成 28 年度からの計画では、資源量
を 600 数トンに引き上げるという目標が提示さ

放流は、漁獲された笠岡市の沖に船で運んで
行った。ポスターには今年はこの二つの標識をつ

れたが、生産者からの取組はこれ以上出来ないの
が現状であると思う。

けたので、図を増やし再捕報告の依頼を行った。

平成 23 年、24 年度は 1 年間で 80 トン減って

今年度については、放流した尾数が少なかった

いたのが 4 年間で 50 トンの減少と我々の取組の

ためか再捕結果が今のところまだゼロである。

成果があったと考えている。その間、国から稚魚
放流の支援があったが、今後の計画数を考えると

●質疑応答

国からの何らかの支援がなければ達成できないと

【石川県水産課（永井課長補佐）
】雌の親魚を 1 回
再放流するだけでも、通常の水揚げの倍ぐらいの

もう一つは、平成 14 年に 960 トン、平成 18

確率で産卵ができるようになるという点について

年に 1,072 トン、この 4 年間に 100 トン増えてい

もう一度説明して欲しい。

る。この 100 トン増えた原因について、来年の

【水産機構（平井主任研究員）
】現在、複数回にな
ると、再度再捕される確率の予測が立たないので、

70

思っている。

豊かな海

No.44

2018.3

会議でその要因を明らかにして欲しい。その要因
が明らかになれば目標達成は出来ると考えている。

【水産庁（竹越課長補佐）】漁業者の努力はもちろ
んであるが、例年 39 万尾程度の 0 歳魚の発生が
平成 14 年、15 年、2005、6 年あたりは 66 万尾

なれば、過去にさかのぼって修正されることにな
る。
【長崎県総合水産試験場（戸澤漁業科長）】平成

と発生が非常よかった。こういった自然要因、0

27 年の当歳魚の発生がよかったことに関して、

歳魚がどうすれば沢山発生するのか、多く生き残

その後の状況は、今年の春、有明海の産卵親魚の

るためには如何すればよいのかという点が課題と

中にかなりの数がまざっていると考えている。2

考えている。その要因は水温なのか、僅かな環境

歳の雄の産卵回帰が確認されているので、近年に

要因の差なのかだと思う。

なく産卵親魚の漁獲量がよかったという結果が見

例えば卓越年級が発生した場合には外海の漁業

られており、やはり発生がよかった年の管理は、

者が先んじて関係県連携して一定程度の取り残し

資源の回復につながっていくのかなと感じている。

策を検討し作成するという緊急ルールを策定して

まだここまでの情報しか得られていないが、来

いる。
それから、漁業者が今以上に厳しい管理を行う

年春、またこの産卵親魚がある程度量的に増える
のではないか思っている。

ことは収入に影響するので、その様な管理を行う
のか、卓越年級発生時に外海が取り組む全長 30

【石川県水産課（永井課長補佐）】金沢の市場で能

㎝制限など、可能なことは何か十分検討し、来年

登半島の内側の定置で漁獲された魚の朝競りとい

に向けて関係者とともに議論していきたい。

うのがあり調査を行っている。定置網でトラフグ
が漁獲されるが、2016 年では 114 尾の中に九州

【山口県延縄協議会（吉村会長）】昨年の会議で有

海域で放流されたものと推測される胸びれカット

明海で卓越した稚魚が発生したと聞いたが、今後

魚 が 6 尾（5 ％）、2017 年 は 243 尾 の 中 の 12 尾

の資源増加につながることはあり得るのか教えて

（4.9％）、とこの 2 年間九州海域の放流魚の混入

ほしい。
【水産庁（竹越課長補佐）】最近の当歳魚の状況グ

率が概ね 5％ほどとなっている。体重は 2 キロ程
度、体長は 40㎝余りである。

ラフで 2015 年が少し上がっている。2016 年は

放流している九州海域の混入率や回帰の数値そ

17 万尾で、その 1 年前が平均値 39 万尾までは行

して昨今の海水温の上昇による産卵場の移動変化

かないが、ここ数年よりは多く発生している。し

について教えてほしい。

かし、2005 年の 66 万尾のような大量発生ではな

【水産機構（片町主任研究員）】石川県の漁獲物に

い。いつもよりは少し多く生まれた程度と報告を

標識魚が多数含まれていることは資源評価の中

受けている。

でも報告済である。今説明があったとおり左胸び

従って、近年の資源状況の詳細でははっきりと

れカット魚で、焼印標識がもしついていなければ、

まだ出ていない。もう少し時間を見ないと、結論

有明海放流魚の可能性が高いと思う。過去の知見

は出てこないと思っている。

で移動することは明らかであったが、混入率は不

【水産機構（片町主任研究員）】0 歳魚の状況は

明であったので貴重な情報である。

2002 年に一回落ちて、2006 年に全体の資源量が

有明海で春先に放流したときに、成熟した状態

1,072 トンにまた上がって回復傾向にあった。そ

の親魚は能登半島の 5％というレベルではなくて、

の要因は、竹越課長補佐の説明のとおり、2004、

15％から 30％の間で比較的高い。回帰性が高い

5 年と連続で、要因はまだ不明であるが天然発生

ので、有明海放流魚は有明湾口部に回帰していて、

がよかったので、2006 年に資源量が大きく増え

親魚、成熟魚としての混入率も比較的高い状況で

た要因である。ただ、その後加入量がどんどん少

ある。

なくなり、全体の資源量がそれによって下がって

現在、親魚の混入率が明らかになっているのは、

きている。2015 年の加入量が比較的近年の中で

おそらく有明海の湾口部だけである。瀬戸内海で

はよかったが、去年の漁獲では、期待したほどの

も、成熟した放流魚が山口県の関門の内海側とか

漁獲はなかったという状態である。ただ、1 歳魚

瀬戸内海の中央部で揚がっているが混入率まで詳

が漁獲の網にかからないで残って 2 歳になってい

細には調査されていない。

る場合があるので、今漁期に 2 歳魚が比較的高く

おそらく九州や瀬戸内海の関係県では、自分た
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ちの漁場の範囲内のデータが主流なので、その

たがいかに効果的なものとなるのかを細かく検

他の海域で当該海域の放流魚が混獲されているこ

証していくことが、今後さらに重要になってくる。

と等は貴重なデータである、情報の共有等すれば

漁獲量の多い地域、少ない地域、それから大型の

様々なことが明らかになると考えている。

魚を漁獲している地域、それから 0 歳魚、1 歳魚

【石川県水産課（永井課長補佐）】トラフグは非常

を漁獲している地域と様々である。本日は、産卵

に放流効果が高く、放流価値があり、そして回帰

数をいかに確保するのか。親魚をいかに増やすの

性も高いと思われる。この取組は非常に有効と考

か。ということで、やはり全世代通じて魚をいか

えており、是非水産庁には継続しての支援をお願

に残すのかということが重要だということであっ

いしたい。

た。
水産庁としては、2 割を目途にということであ

●まとめ

れば、それぞれの地域でそれぞれ小さい魚、大き

【水産庁（久保寺室長）】本日様々な資料説明を

い魚を 2 割残していただくというのはどうか。い

行ったが、まず今日のトピックとして、管理目標

ろいろなやり方があると思うので、それぞれの地

の更新ということで、新たな数字を提示した。現

域でその取り組みを再度点検し色々な世代で 2 割

状の資源量が 790 トンから 580 トンに、それか

とり残すことを考えて欲しい。

ら、回復の目標とする資源量が 960 トンから 840

毎年評価が行われるし、それから評価に付随し

トンに数字が変更されている。この変更は、縮小

た調査について水研から報告を行っている。取り

ではなく単なる置き換わりである。目標を下げた

組んだ成果は毎年効果があれば数字に表れてくる。

のではないので、ぜひそこは誤解のないようにお

本日の資料以外にも、水研では、かなり細かい資

願したい。この目標の数字は象徴的なものなので

源評価結果を毎年出している。資源量や親魚量に

ある。

ついて経年的にも公表しているので、是非参考に

一つの考え方として、2 割以上漁獲圧を下げる

して、効果があればきちんと評価されて、また次

ということが一番取り組みとして適当ではないか

の年に発表されるので、その効果があるように取

ということになる。それから、今までも行ってき

り組んで欲しいと考えている。

熱心に話を聞く参加者
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【豊かな海づくり推進協会コーナー③】

シンポジウム「漁師と市民がつなぐ海・川・森」里海保全の最前線
（平成29年度水産多面的機能発揮対策事例報告会）を開催
平成 30 年 2 月 10 日、第一生命ホール（東京

第 1 部は事業のサポー

都中央区）においてシンポジウム「漁師と市民が

ト専門家で NPO 法人海

つなぐ海・川・森」里海保全の最前線（平成 29

辺つくり研究会理事であ

年度水産多面的機能発揮対策事例報告会）を開催

る木村尚氏のご自身の活

した。

動紹介（「東京湾でのア

報告会は、平成 29 年度水産多面的機能発揮対

マモ場再生をする意味」）

策支援事業をともに推進している一般社団法人水

から始まり、島根県の「益

産土木建設技術センター及び株式会社水土舎が選

田川と海をつなぐ自然環

定した取組の模範、あるいは参考となる活動をし

境保全活動組織」、長崎県の「外海（そとめ）地

ている 22 組織に、これまでの活動の成果や課題

区活動組織」、鹿児島県の「あいら藻場・干潟再

について報告してもらい、他の活動組織の参考に

生協議会」からそれぞれの活動を成功させるため

してもらうとともに、活動組織間の情報交換の場

に苦労したことやポイントなどを中心とした事例

の提供と一般市民への周知を図ることを目的に開

報告が行われた。その後はお互いの活動で気に

催した。

なったことや意見などトークセッションを行った。

岡部長挨拶

休憩をはさみ第 2 部は、藻場の活動事例として、
長崎県の「大島地区藻場を守る会」、静岡県の「榛
南（はいなん）磯焼け対策活動協議会」、干潟の
活動事例として、北海道の「火散布（ひちりっぷ）
沼干潟を保全する会」サンゴ礁の活動事例として
愛媛県の「愛南さんごを守る協議会」、内水面の
活動事例として京都府の「京の川の恵みを活かす
会」から報告がなされ、それぞれの分野の専門家
から助言や来場者を交えて意見交換等が行われた。
また、ロビーでは 15 組織のポスター掲示による
シンポジウムは、冒頭、

活動内容発表も行われた。

主催団体を代表して JF

最後に八木先生は「本日の口頭発表 8 件、ポ

全漁連大森常務が挨拶を

スター 15 件は大変すばらしいできであると思う。

行い、次に、来賓の岡貞

良いと思った点の 1 つ目は、様々な人を巻き込ん

行水産庁漁港漁場整備部
長が挨拶した後、東京大
学大学院農学生命科学研
究科教授の八木信行氏が

大森常務挨拶

コーディネーターとなって進められた。
最初に八木先生より「日本の漁業・漁村の多面
的役割と国際評価」についての講演が行われた。
続いて口頭発表として、第 1 部のトークセッショ
ン「これからの市民参加を考える」と、第 2 部の
事例報告「先進事例に学ぶ－沿岸・河川の環境保
全活動－」の形式で行われた。

八木信行教授講演
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で、横方向の展開をしていることが特によかった。
二つ目は、10 年ぐらい活動が続いているという
話が多くあり、時間方向の展開がよかった。3 つ
目は、プレゼンやポスター作成が大変上手である
と思った。練習を随分として、ポスターも繰り返
しつくり直しをしたのだと思う。
浜で保全活動するだけでも大変なのに、発表練
習をしなければいけないのか等色々思われる方は
いらっしゃったかもしれないが、そういった裏方
作業は大変だということは自身もいろんな学会等
に出ていてよく知っているため、高く評価をした
い。
こういった国土の保全や環境の保全、里海の保
全は本来、国が主導すべき仕事であるが、皆さん
が主導で行い結果的に、国がやるよりうまくいっ

木村尚氏講演

ているのではないかという事例が沢山あった。是
非、活動を継続していただければと思う。」と総
評し閉会となった。

第２部事例報告

第 1 部トークセッション

会場の様子
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●プログラム

●ポスター発表

ポスター展示
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