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言

栽培養殖課長に就任して
水産庁増殖推進部

本年 1 月に栽培養殖課長を拝命いたしました黒
萩と申します。よろしくお願いします。
水産庁には、いわゆる魚介藻類の生産を担当し
ている課がふたつあります。ひとつは自然界で誰
のものでもない魚介藻類をとる漁業を担当する漁
業調整課で、もうひとつは人の手で魚介藻類をつ
くり育てる養殖業と河川や湖沼での漁業を担当す
る栽培養殖課です。前ポストが漁業調整課長でし
たので、今回の異動で我が国の魚介藻類の生産全
般に携われることとなり、大変光栄に感じていま
す。
さて、栽培養殖課の業務でもう一つの大きな柱
となっている栽培漁業についてです。水産庁に
入って間もない頃、漁業調整の大御所から、「栽
培漁業とは、単に採るだけの略奪漁業から、農業
の栽培のように魚を増やす手段を講じながら採る
漁業に変えていくことで、これを漁業の栽培化と
言っていたのを倒置して栽培漁業と造語したもの
だ。栽培漁業という漁業は存在しないから勘違い
しないように。」と教えてもらったことを思い出
します。栽培漁業こそが往時の漁業改革を体現す
るものだったということになりますが、残念なが
ら一般では養殖こそが栽培漁業だと認識されてい
るようです（大辞泉は「栽培とは、植物を植えて
育てること。魚介類の養殖にもいう。
」と解説）。
養殖や陸上の栽培は対象となる物を所有します
が、栽培漁業は対象となる魚介類を所有していな
いので、必要経費の負担と受益の関係が当初から
課題だったようです。サケ・マスの母川回帰や、
ホタテ・アワビ等の地先定着性といった生態特性
や、漁業権制度等によって所有に準じる利用実態
となることもあり、これらの対象種は受益者によ
る経費負担を確立させ、みごと漁業の栽培化に成
功していますが、ほかの多くの対象種ではなかな
か難しい現状ではないかと思います。
最近では、栽培漁業は、
「有用水産資源につい
て、種苗生産、放流、育成管理等の人為的手段を
施して積極的に増やしつつ、最も合理的に漁獲す
る漁業のあり方」と整理され、資源造成には、種
苗放流を継続するだけではなく、天然資源と一体
となった資源管理が重要であることが強調される
ようになり、国が定める栽培漁業基本方針にも同
様の趣旨が記載されています。
このような流れの中で、昨年４月に決定した水
産基本計画においては、種苗放流による資源造
成の推進、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について検討を進めること

2

豊かな海

No.45

2018.7

栽培養殖課長

黒萩

真悟

等が盛り込まれました。さらに、この基本計画に
基づき、「数量管理等による資源管理の充実や漁
業の成長産業化等を強力に進めるために必要な施
策」等について、水産政策の改革の検討が行わ
れ、本年６月に改訂された地域の活力創造プラン
に「水産政策の改革について」が位置づけられま
した。
栽培漁業については、資源管理上効果のあるも
のを見極めた上で重点化する方向で検討が進めら
れました。そして具体的には、種苗生産・放流・
育成等は資源管理の一環として実施することを前
提に、従来実施してきたものは資源評価を行い、
資源造成効果を検証し、その結果、資源造成の目
的を達成したものや効果の認められないものは実
施しないこととされる一方で、資源造成効果の高
い手法、対象魚種は今後も事業を実施し、その際、
国は広域種を対象として必要な技術開発・実証を
行うなど、都道府県と適切に役割分担をすること
とされました。また、広域種等については、複数
の都道府県が共同で種苗放流等を実施する取組を
促進することとされました。加えて、検討の過程
で、広域種において、放流を行い若齢魚の分布す
る地域と価格の高い成魚を漁獲する地域が必ずし
も一致しておらず、放流の受益に不公平感が生じ、
効果的な放流や漁獲抑制の合意形成を妨げている
ことが指摘され、その解消も課題とされました。
資源管理については、資源評価のできている主
要魚種について、回復・維持を目指す水準として
の「目標管理基準」と、乱獲を防止するために資
源管理を強化する水準としての「限界管理基準」
の２つの資源管理目標を設定して行われることと
されています。また、限界管理基準を下回った資
源については、10 年以内に目標管理基準を回復
するための「資源再建計画」を立てて実効するこ
ととされています。
このような改革の方向に対応して、資源造成効
果の検証・見極めの加速化は必要となりますが、
第７次基本方針で取り組んでいる方向が改革の方
向と大きく異なるとは考えていません。今後は、
広域種の種苗放流における受益と負担の不公平感
の解消に向けた取組や必要な技術開発について、
より一層の対策強化を検討するとともに、将来的
に資源再建計画が設定された場合に備え、種苗放
流等の位置づけと技術的課題の整理をしておくこ
とが必要と考えています。関係各位の引き続きの
御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

フグ毒研究から見えてきた
トラフグ種苗放流に大切なこと
長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科
教授

１．はじめに
トラフグ資源は、漁獲管理や種苗放流を行って

阪倉

良孝

た。1） これは素晴らしい成果で、この知見に基
づいて、トラフグの種苗放流事業では主に体長 7

いるものの非常に低い状態にあります。この問題

～ 10cm の比較的大型の種苗が使用されています。

を受けて、本会のホームページにも示されている

ところが、東海地方では当歳魚も漁獲対象となっ

ように海域栽培漁業推進協議会が組織され、トラ

ているところがあるために、
「より小型の種苗を

フグにも「栽培漁業広域プラン」が太平洋南、瀬

放流して放流効果が上げられないか（大型種苗だ

戸内海および九州の 3 海域で策定されて栽培漁業

とそのまま漁獲対象になりかねないからもったい

が推進されています。そして、栽培漁業の一翼を

ない）」という要望があったそうで、瀬戸内海区

担う種苗放流事業も積極的に行われているところ

水産研究所の崎山一孝博士たちからお声がけいた

です。資源回復のため放流効果を高めるには、よ

だいたのがこの研究の始まりとなりました。

り健全な種苗を生産して好適な生育場に放流し、

まず、「なぜ、小型種苗の放流効果が低いのか」

放流種苗の生き残りを高めていく必要がありま

を調べなければなりません。こういう場合には、

す。この点については、海域栽培漁業推進協議会

天然魚と人工種苗の行動を比較するというのが一

に所属される関連機関が努力されていますから、

つの手法です。天然稚魚はそれまでの間に過酷な

筆者が述べるまでもありません。実は筆者らの研

自然環境を生き残った個体ですので、彼らに学ぶ

究グループはトラフグの放流種苗の小型化を目指

ことは多いわけです。瀬戸内海区水産研究所の百

した研究をしたことがあり、巡り巡ってトラフグ

島庁舎にある塩田跡地を活用した砂干潟を模した

稚魚とフグ毒の機能についての研究にシフトした

実験池を利用して、実験池にスズキを入れておき、

経緯があります。これらの一連の研究から、フグ

そこにトラフグの天然稚魚と人工種苗を放流する

毒を通じて放流事業にも関わるようなトラフグ稚

という実験を重ねました。2） その結果、１）天

魚の生態が整理できてきたので、ここで紹介した

然稚魚よりも人工種苗の方が圧倒的にスズキの捕

いと思います。

食に遭うことがわかりました。後に天然水域でも
同じ現象が確認されました。トラフグ種苗の被食

２．天然稚魚と人工種苗を分けるもの

は小型魚ほど顕著で、大型種苗の放流効果が上が

もともとの研究の始まりは、
「放流種苗を小型

る理由の一つに被食に遭いにくいということが分

化できないか」というところでした。長崎県の松

かったのです。また、実験池の中で、２）天然稚

村靖治博士は、トラフグの放流サイズや放流海域

魚はプランクトンやベントスなどの餌料を摂餌し

の違いによる放流効果を探るために、受精卵から

ていたのに対し、人工種苗は餌をあまり食べてお

若魚に至るまでの様々なサイズと複数年に亘るト

らず痩せていっていることも分かりました。さら

ラフグ種苗の標識放流試験を実施しました。その

に、３）天然稚魚と人工種苗に行動の違いがある

結果、有明海では天然稚魚の主要分布域とされる

ことが分かりました。バケツで池に放流するとき

諫早湾や有明海湾奥域へ、全長 7.5cm でかつ尾

など環境が急激に変わると、天然稚魚は速やかに

鰭欠損率の低い人工種苗を放流することが採算性

底層を泳ぐのに対し、人工種苗は水槽の中と同じ

を考慮した最適な放流方法であると結論されまし

ように水中を泳ぐ個体が多いのです。この底層を
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泳ぐという特性は実験池の中では夜間に顕著にな

あったとしても、フグ毒に当たるためにはトラフ

り、天然稚魚は底質の上で休むような行動を取る

グ稚魚を一度に 1 kg も食べなければならないわ

のに対し、人工種苗は水中を泳ぎ回る個体が多い

けで、これではフグ毒以外の原因が死因になりそ

ことも分かりました。

うです…

閑話休題。

当然といえば当然ですが、
「小型種苗の放流効

さて、最近の研究 4） で、クサフグやトラフグ

果を上げたかったら、天然魚のように被食に遭い

の仔魚の皮膚にあるフグ毒が被食回避に役立って

にくい天然魚のような行動特性を持った種苗に仕

いるということが分かってきました。致死量にも

立て上げる必要がある」ということなのです。先

至らないごく微量のフグ毒ですが、ヒラメ等の捕

に挙げたとおり、人工種苗は、１）捕食者に出会っ

食者はこれを味覚で感知して吐き出すのです。天

たことがない、２）天然の餌を食べたことがない、

然トラフグ稚魚の皮膚からフグ毒が検出されたこ

３）砂や泥などの底質に出会ったことがない、と

とを述べましたが、これは仔稚魚期に限った現象

いう天然魚と異なる環境で飼育されてきたもので

です。おそらく、幼期の被食回避のためではない

す。
「これらを中間育成時に学習させ、そのあと

かと思われます。そこで、「無毒のトラフグ人工

放流すればよかろう」と考えました。捕食者（ス

種苗にフグ毒を持たせたら被食回避に機能するの

ズキ）を提示したり、水槽に砂を敷いてしばらく

ではないか」と考えて、市販の配合飼料にフグ毒

飼育したり、ということをすると、確かにトラフ

を混ぜてトラフグ人工種苗に 10 日間給餌しまし

グはこれらを学習してくれるのですが、放流実験

た。この間、生残や成長に影響のないことと、尾

の結果は芳しくありませんでした。

鰭欠損率が無毒の飼料を与えたときよりも低くな
ることが確認できました。次に、市販の餌を与え

３．フグ毒とトラフグ人工種苗

た人工種苗と、フグ毒添加飼料を与えた人工種苗

先ほどの結果を受けて、
「天然魚は経験してい

を、あらかじめスズキを入れた実験池に放流した

て人工種苗が経験していないものは他にないだ

ところ、生残率に大きな差が出ました。5） フグ

ろうか？」というので思いついたのがフグ毒で

毒添加飼料を与えることで、放流後の生残率が 2

す。トラフグ人工種苗を天然餌料が遮断された環

倍以上になったのです（図１）。天然トラフグが、

境で養殖すると無毒になることから、トラフグの

稚魚の間に皮膚にフグ毒を保有するのは、仔魚と

実際に

同じように被食回避のためだということが分かり

フグ毒は餌由来と解釈されています。

3）

人工種苗からはフグ毒は検出されませんでした。

ました。

一方、天然稚魚を調べてみると魚体 1 g あたりに
0.1 ～ 0.3 MU（マウスユニット）のフグ毒が検
出されたのです。2） マウスユニットという単位
は聞き慣れないものですが、フグ毒の毒性評価
に認められている公定単位で、1 g の組織で体重
20 g のマウスが 1 尾死ぬ毒量を 1MU と定めてい
ます。フグ毒によるヒトの致死量は 10,000MU と
されていますから、組織 1 kg を食べても致死量
を超えない毒力（10MU/g 未満）が厚生労働省で
は「無毒」と定義されているのです。興味深かっ
たのは、トラフグの天然稚魚の皮膚からフグ毒が
検出されたことでした。そうすると、多くの方か
ら「トラフグの皮に毒があるのは食品としてどう
なんだ！？」という質問を受けます。私は化学分
析上「フグ毒が検出された」と言っていますが、
トラフグ稚魚に検出されたフグ毒の濃度（0.1 ～
0.3 MU/g）は食品衛生上は「無毒」ですのでご安
心下さい。トラフグの稚魚を万が一食べることが

4
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図１ 異なる濃度でフグ毒を配合飼料に添加して 10 日間
給餌したトラフグ人工種苗を、 捕食者のいる実験池に放
流した時の 5 日後の生残率 （Sakakura et al. 2017 5） を改
変）。 アスタリスクは無毒飼料 （0MU/g ・ 飼料） に対して
統計的な有意差があることを示す （n=100, Tukey,s Wholly
Significant test, p<0.05）。 通常の無毒飼料に対してフグ毒
を添加すると、 放流後の種苗の生残率が高くなっている。

この結果は大きな驚きでした。フグ毒添加飼料

でした。6） したがって、大型種苗の方が着底し

を食べさせるだけで、トラフグ人工種苗の放流効

やすく、天然餌料に餌付きやすいということにな

果の上がることが期待できるのですから。しかも、

ります。現行の種苗放流の方針が確からしいとい

トラフグ天然魚が本来もっているものを人工種苗

うことが、実験的にも再確認された形です。

に付加するわけですので、生態学的にも問題はあ
りません。ところが、大きな問題に気がつきまし
た。放流種苗にフグ毒添加飼料を食べさせるため

４．おわりに
以上の結果をもとに、もし「トラフグ小型種苗

には、大量のフグ毒を管理しなければなりません。

（大型種苗でも）の放流適地を挙げよ」といわれ

我々は研究機関の定める規則に則って、実験魚が

たならば、『低塩分水が侵入し底質の流動の大き

天然水域に出て行かない実験池で実施してきたの

な河口域の砕波帯』という答えになります。砕波

ですが、これを放流事業に適用するとなると、属

帯というとなんとなくトラフグ稚魚にとっては厳

性の異なる沢山の機関がフグ毒を扱うための規則

しい環境のように思われますが、実際にいくつか

の整備が必要ですし、また、一般の方に「フグ毒

の放流事業において、放流したトラフグ種苗が膝

を食べさせる」という行為を納得してもらうこと

下くらいの水深の砕波帯で砂に潜っているところ

ができるか、といった種々の問題をクリアしない

が観察されています。放流前に、放流する場所を

限りは実施することができません。結局、現行の

再検討することをお薦めしたいと思います。また、

「尾鰭欠損の少ない大型種苗を放流する」という

これらのことは、種苗の質とともに、放流する場

方針が最も確からしい、ということに落ち着きま

所、すなわち漁場環境の整備と保全の重要性をあ

した。

らためて示していると考えます。健全な河口干潟

最初に、「小型種苗の放流効果を上げたかった
ら、天然魚のように被食に遭いにくい天然魚のよ

がないことにはトラフグ稚魚が生育することがで
きないからです。

うな行動特性を持った種苗に仕立て上げる必要が
ある」と指摘しました。放流前にこのような操作

文献

を加えた中間育成を実施することは可能ですが、

１） 松 村 靖 治（2005） 有 明 海 に お け る ト ラ フ グ
Takifugu rubripes 人工種苗の当歳時の放流効果と
最適放流方法．日本水産学会誌．71：805-814.
２）清水大輔・崎山一孝・阪倉良孝・高谷智裕・髙橋
庸一（2007）トラフグ人工種苗の減耗要因の検討；
天然魚と人工種苗の比較．日本水産学会誌．73：
461-469.
３）長島裕二・荒川修・佐藤繁（2015）第 2 章 フグ毒．
「毒
魚の自然史【毒の謎を追う】」（松浦啓一・長島裕
二 編著）、北海道大学出版会、pp. 33-103.
４）Itoi S., Yoshikawa S., Asahina K., Suzuki M.,
Ishizuka K., Takimoto N., Mitsuoka R., Yokoyama
N., Detake A., Takayanagi C., Eguchi M., Tatsuno
R., Kawane M., Kokubo S., Takanashi S., Miura A.,
Suitoh K., Takatani T., Arakawa O., Sakakura Y.,
Sugita H.（2014）Larval pufferfish protected by
maternal tetrodotoxin. Toxicon. 78: 35-40.
５）Sakakura Y., Takatani T., Nakayasu J., Yamazaki
H., Sakiyama K. （2017） Administration of
tetrodotoxin protects artificially-raised juvenile
tiger puffer Takifugu rubripes from predators.
Fisheries Science 83: 191-198.
６）山根 晃・吉田 歩・山崎英樹・崎山一孝・河端雄毅・
阪倉良孝（2015）トラフグ人工種苗の成長に伴う
行動と食性の変化．水産増殖．63：141-149.
７）田北徹・S. Intong（1991）有明海におけるトラ
フグとシマフグの幼期の生態．日本水産学会誌．
57：1883-1889.

残念ながら、フグ毒を与える以外には実験的には
芳しい結果が得られていません。そこで発想を変
えて、
「放流後に速やかに着底して、天然の餌生
物を積極的に食べてフグ毒を蓄積して被食に遭わ
なくなるような環境を特定しよう」ということに
なりました。まず、どのような塩分を選好するか
を調べました。その結果、体長 6.2cm 以上の種苗
は海水の半分程度の低塩分（15psu）を選好し、
小型種苗にもこの傾向が見られることが分かりま
した。次に、人工種苗が着底する条件です。種苗
の大きさを変えたり、塩分を変えたり、底質（砂）
の条件を変えたりして試した結果、
「トラフグ稚
魚は低塩分を選好し、大型種苗ほど底質が流動す
るような環境に着底しやすい」ということが明
らかになりました。6） 次に、餌生物です。過去
の天然水域での調査 7） によると、全長 3 cm 以下
のトラフグは甲殻類の幼生などを捕食し、全長 3
～ 5 cm になると巻貝類や魚類を食べ始め、全長
5 cm を超えると二枚貝類やカニ類を利用するとさ
れています。ところが、人工種苗は体長 9 cm く
らいまで大きくならないと、二枚貝を食べません
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高密度着生・集積区のアサリを用いた移殖試験
－各地域の特性に応じた有明海の漁場環境改善実証事業－
海洋エンジニアリング株式会社
主席研究員

１．はじめに

九州センター

伊藤

信夫

とで、最終的な生産量を増やすことができると考

全国のアサリ漁獲量は、昭和 50 年代に約 16

えられた。しかし、早期の減耗を抑えるための効

万トンのピークを記録した後、昭和 60 年以降は

果的な技術は、その減耗要因が食害にあるのか、

減少し、平成 20 年以降には 3 万トン前後となっ

逸散なのか、環境条件によるものなのかが不明で

た。主要アサリ生産海域（東京湾、三河湾、伊勢

あり、未だ検討の段階を脱していない。したがっ

湾、周防灘、有明海）では、様々な資源減少に関

て、着底後早期の減耗要因を明らかにすることが、

する研究・対策が継続されている。

今後の大きな課題である。

当有明海において平成 25 年度から実施された

本試験は上記事業の一部として、平成 29 年度

水産庁委託事業「各地域の特性に応じた有明海の

に実施したものであり、移殖により 15㎜以上の

漁場環境改善実証事業」では、有明海沿岸各地の

アサリの生残率向上と成長促進を図り、生産性の

様々な特性に対応し、漁業者自らが漁船や漁具等

向上を目指すものである。

生・集積区のアサリを用いた移殖試験
を活用して実施することができる効率的な漁場環

境の維持・改善のための技術開発・実証を行って

２．移殖試験に至る背景と目的

有明海では、アサリ稚貝は着生・集積するが、
きた。
域の特性に応じた有明海の漁場環境改善実証事業
－
過年度の実証試験成果より、成長段階ごとの減

成長の低下や減耗等により、漁獲に繋がらない場

耗要因は明らかになりつつあり、段階ごとの対

所が存在する。熊本県宇土市住吉地先でもこのよ

海洋エンジニアリング株式会社
九州センター
うな場所が存在することから、高密度着生・集積
策が必要で、各対策技術の組み合わせ、および技
術の導入時期を考慮した対策の必要性を見いだし
た。特に、潜砂能力が高まるまでの期間となる着
底後早期（殻長 1 ㎜～ 15㎜）の減耗を抑えるこ

区のアサリを移殖用種苗として有効活用すること
主席研究員
伊藤 信夫

とした。図 2 は平成 28 年 6 月 6 日に住吉地先の
高密度着生・集積域にて、アサリが大量に死亡し

、昭和 50 年代に約 16 万
後、昭和 60 年以降は減
3 万トン前後となった。
京湾、三河湾、伊勢湾、周
な資源減少に関する研究・

5 年度から実施された水
特性に応じた有明海の漁
は、有明海沿岸各地の様々
自らが漁船や漁具等を活
きる効率的な漁場環境の
開発・実証を行ってきた。
より、成長段階ごとの減
豊かな海
6
つあり、段階ごとの対策

図１ アサリ生残率向上の再構築 （（一社）マリノフォーラム 21 作成）

図 1 アサリ生残率向上の再構築（
（一社）マリ
ノフォーラム 21 作成）
（編集にて大きさを調整してさい）
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2. 移殖試験に至る背景と目的

ている現状を撮影したものであり、移殖による密
度調整が必要であることを確認した。

図４

移殖アサリの回収

図５

移殖アサリの運搬

図６

移殖アサリの放流

図２ 高密度着生 ・ 集積区において大量に死亡していた
アサリ （平成２８年６月６日）

３．試験方法
試験は緑川河口に位置する住吉地先にて実施し
た。
（1）移殖先の選定
移殖先は、
平成 28 年度に実施した予備試験（個
体識別が可能となるようナンバーリングを施した
アサリを用いたステンレスカゴによる成長試験お
よび小規模な移殖試験）の結果を参考に、アサリ
の成長が良好な沖合漁場とした。

注 ： ステンレスカゴへアサリを収容し干潟面へ埋設
埋設後毎月の殻長計測によりアサリの成長を確認

図３ ステンレスカゴによる成長試験

（2）移殖アサリの回収、放流および漁獲
移殖用アサリは、生息密度 3,000 ～ 5,000 個体
/㎡程度の高密度着生・集積域から腰巻きジョレ

漁獲はヨイショを用いて、殻幅 13㎜以上の漁
獲サイズアサリを回収し、総重量を計量・記録し
た後、直ちに近隣漁場に放流した。

ン（通称：ヨイショ）で回収した。その結果、放
流したアサリ（殻幅 13㎜以下）は平均殻長 25㎜
程度であり、移殖密度が 2,000 個体 /㎡となるよ
う調整し、放流した。

（3）試験区の設定
移殖試験区には間引き区と一斉漁獲区を設定し
た（図 9）。
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また、食害＋流出対策は、肉食性巻貝、イシガニ
等の侵入防止やナルトビエイによる捕食を防止す
ることに加え、波・流れによる流出を抑制する目的
として、目合い 10mm 程度の被覆網の設置を採用し
た（図 11）
。
なお、上記対策技術の効果を確認するために、地
蒔き区を配置した。
図７

移殖アサリの漁獲

図８

漁獲したアサリの計量

：トリカルネット（1cm角） 地中10cm、地上20cm
10m

10m

地蒔き
③

囲い網
④

5m

囲い網
②

漁獲

5m

10m

地蒔き
①

10m

10m

5m

10m

5m

被覆網
⑤

5m

一斉漁獲区

間引き区

図９

移殖試験区の設定 ・ 配置

図 9 移殖試験区の設定・配置（編集にて大きさ
ツメタ、アカニシ）の侵入防止策として、トリカ
間引き区とは、4 月にアサリを移殖した後、8
を調整してさい）

月までに 2 回、漁獲サイズに成長したアサリを間

ルネット（プラスチック（ポリエチレン）製の角

引く試験区である。一斉漁獲区とは、8 月に一斉

目ネット）による囲い網を採用した（図 10）。

に漁獲する試験区である。
なお、間引き区は食害対策を目的とした囲い網、

また、食害＋流出対策は、肉食性巻貝、イシガ
ニ等の侵入防止やナルトビエイによる捕食を防止

一斉漁獲区は囲い網と食害対策と流失抑制対策を

することに加え、波・流れによる流出を抑制する

目的とした被覆網を設置した。

目的として、目合い 10㎜程度の被覆網の設置を
採用した（図 11）。
なお、上記対策技術の効果を確認するために、

（4）採用した対策技術
食害対策は、食害生物として影響度が高いと考

地蒔き区を配置した。

えられる肉食性巻貝（ツメタガイ、サキグロタマ

の計量

斉漁獲区を設定し
図１０

図 10 食害対策（トリカルネットによる囲い
網）
食害対策 （トリカルネットによる囲い網）
図１１ 被覆網の設置

移殖した後、8 月
したアサリを間引
豊かな海
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、8 月に一斉に漁
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４．試験結果

kg/100㎡

漁獲試験結果（漁獲サイズアサリ
取り残し（20％）
果
250
8月22日：漁獲
生息量）を図 12 に示した。
206.4
結果（漁獲サイズアサリ生息量）を図
7月09日：漁獲
200
漁獲試験はヨイショにて実施した
6月09日：漁獲
た。
ことから、水深が膝から胸までの潮
4月29日：放流
146.2
141.6
150
はヨイショにて実施したことから、水
位に限られ、時間の制約を受けるこ
ととなる。漁獲試験後に各試験区に
胸までの潮位に限られ、時間の制約を
100
81.6
80.4
75.6
おいて取り残した漁獲サイズのアサ
となる。漁獲試験後に各試験区におい
リは約 20％であったことから、取り
50
た漁獲サイズのアサリは約
20％であっ
残し推定量を 20％加算し、漁獲サイ
0
、取り残し推定量を
20％加算し、漁獲
ズアサリ生息量とした。
①着生区 ②地蒔き ③囲い網 ④地蒔き ⑤囲い網 ⑥被覆網
平成 29 年 8 月 22 日時点において、
リ生息量とした。
参考値
間引き区
一斉漁獲区
4 月 29 日に移殖放流したアサリは生
年 8 月 22 日時点において、4
月 29 日に
残・成長し、以下の漁獲サイズアサ
図１２ 漁獲試験結果 （漁獲サイズアサリ生息量）
図
12
漁獲試験結果（漁獲サイズアサリ生息
たアサリは生残
・
成長し、
以下の漁獲サ
リ生息量に至った。なお、高密度着
量）
（編集にて大きさを調整してさい）
生息量に至った。
なお、高密度着生・集
生・集積域でも
8 月 22 日に漁獲試験を実施し、
参考値とした。
５．終わりに
月 22 日に漁獲試験を実施し、
参考値と
5．終わりに 本実証事業は、漁業者自らが漁船や漁具等を活
・参考値
用して実施することができる技術開発を行うもの
本実証事業は、漁業者自らが漁船や漁具等を活
① 高密度着生・集積域：81.6kg/100㎡
であり、漁業者の前向きな協力が不可欠である。
用して実施することができる技術開発を行うもの
・間引き区
本試験における現地作業では、実際のアサリ漁に
② 地蒔き：141.6kg/100㎡
係わる漁業者自身の積極的な目線から様々な指摘
着生・集積域：81.6kg/100
㎡
であり、漁業者の前向きな協力が不可欠である。
本
③ 囲い網：146.2kg/100㎡
を頂き、試験に有効活用させて頂きました。その
試験における現地作業では、実際のアサリ漁に係
・一斉漁獲区
結果、移殖技術の実用化に向け、一定の成果が得
：141.6kg/100④㎡地蒔き：75.6kg/100㎡
わる漁業者自身の積極的な目線から様々な指摘を
られたことを､ ここに感謝致します。
：146.2kg/100⑤㎡囲い網：80.4kg/100㎡
頂き、試験に有効活用させて頂きました。その結果、
⑥ 被覆網：206.4kg/100㎡
区
移殖技術の実用化に向け、一定の成果が得られた
： 75.6kg/100 ㎡
ことを､ここに感謝致します。
間引き効果は、地蒔き（図 12 の②と④）で 1.87
： 80.4kg/100
㎡
倍（75.6 → 141.6kg/100 ㎡）、 囲 い 網（ ③ と ⑤ ）
：206.4kg/100
㎡ 倍（80.4 → 146.2kg/100 ㎡） の 効 果 が 認
で 1.82
められた。本効果は、間引きにより残ったアサリ

が低密度となり、成長が促進されたことが漁獲量
果は、地蒔き
（図 12 の②と④）で 1.87
の増加に寄与したと考えられた。
141.6kg/100 ㎡）
、囲い網（③と⑤）で
食害・流出対策効果（被覆網）は、地蒔き（④
0.4→146.2kg/100
と⑥）で㎡）の効果が認めら
2.73 倍（75.6 → 206.4kg/100㎡）、囲い
図１３ 協力頂いた住吉漁業協同組合の皆さん
網（⑤と⑥）で 2.57 倍（80.4 → 206.4kg/100㎡）
果は、間引きにより残ったアサリが低密
の効果が認められた。
成長が促進されたことが漁獲量の増加
なお、ほとんどアサリの生息していない場所へ
参考文献
と考えられた。
放流したにも関わらず、一斉漁獲区における地蒔
水産庁増殖推進部（2013）：有明海漁場造成技術開発
出対策効果（被覆網）は、地蒔き（④と
き（④）の漁獲量は 75.6kg/100㎡となり、高密
事業 二枚貝漁場環境改善技術導入のためのガイド
度着生・集積区（①）の
81.6kg/100㎡とほぼ同
3 倍（75.6→206.4kg/100
㎡）
、囲い網
ライン．
程度の値が得られたことから、移殖技術は漁場を
水産庁（2008）
：干潟生産力改善のためのガイドライン .
で 2.57 倍（80.4→206.4kg/100 ㎡）の
拡大させ、生産性を向上させることも期待できる
熊本県（2006）：熊本県アサリ資源管理マニュアルⅡ
られた。
―アサリを安定的に漁獲するために―
技術であることを確認した。
とんどアサリの生息していない場所へ
図 13 協力頂いた住吉漁業協同組合の皆さん
も関わらず、一斉漁獲区における地蒔
漁獲量は 75.6kg/100 ㎡となり、高密度
参考文献
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区（①）の 81.6kg/100 ㎡とほぼ同程度
水産庁増殖推進部（2013）
：有明海漁場造成技術

特

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。

の水銀
下におい
要な水面
できる施

影響を及ぼす魚種の種苗生産では、細か
そこで、近年整備を行った又は現在整備中の種苗生産施設について、その目的や整備に当たっ
な水位調整により最適な水流環境を見つ
て取り入れた新技術や工夫、 活用した国の支援制度等について紹介することとし、 前回は秋田
け出すことがとても重要であり、それが
県と富山県の整備事例を紹介していただきました。
容易に行えるこの排水システムのメリッ
本号では、 第２回として、 数年前に施設整備を行い、 現在運用中の山口県外海第二栽培漁
トは大きい。
ちなみに有効水量は 50kl で 執筆をお願いしました。 執筆者及びご協力いただ
業センターのキジハタ種苗生産施設について、
あるが、
実際の種苗生産は 47kl で行われ
いた方々に御礼申し上げます。
ている。

しない中
置された
-90％）
とも可能

による対
中ポンプ
ションの
れを行っ
は、当該
として熟
。
るアンド
きな構造
魚の遊泳
、水槽外
（図 5）。
た水槽で
され、そ
追われて
ど問題に
、選定し
あったと
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そこで、水槽上端を足元から約 80cm 高い
位置にすることで、しゃがみ込むことな
図 3 ポリカーボネートで構成された屋
く自然体で魚を間近に観察できる構造と
ポリカーボネートで構成された屋根部
根部
した（図 10）。同時に、この構造は床の
粉塵や水洗作業時の飛沫などが水槽内に
入りにくいため、防疫面でも有効に機能
していると考えられる。

図 9 中層～底層の観察に便利な観察窓

中層〜底層の観察に便利な観察窓
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新たな種苗生産施設の整備について（第 2 回）

山口県外海第二栽培漁業センターに整備したキジハタ種苗生産

1 施設とその特徴

山口県水産研究センター外海研究部

１．はじめに
山口県では、高級魚キジハタの資源増大に期待
を寄せる沿岸漁業者からの強い要望を受け、平成
15 年度より新規栽培対象種として本種の種苗生
産技術開発に着手した。
その後、確立した種苗生産技術を量産機関であ
る（公社）山口県栽培漁業公社へ移転し、全国初
となるキジハタ専用生産施設を外海第二栽培漁業
センターに整備した。そして、平成 24 年度から（公
社）山口県栽培漁業公社で 10 万尾を生産計画と
する大量生産事業が始まり、現在では毎年 20 万
尾を超える放流用種苗を県内各地に安定供給して
いる。
この過程の中で、事業を軌道に乗せることがで
きた大きな要因のひとつは施設整備が奏功したこ
とにある。本稿では、当施設に導入した技術や構
造およびその理由や使い勝手などについて解説す
る。キジハタに限らず今後、施設整備を検討して
いる機関にとって、少しでも有益な情報となれば
幸いである。

２．施設整備の基本方針
施設整備は 2 つの基本方針のもとに行った。ま
ず、防疫体制が確保できる施設であること、そし
て県が確立した種苗生産技術を余すことなく再現
できる施設であることである。
作業性を犠牲にしている部分があるのは
計画策定にあたり国内各地の種苗生産施設を視
否めないが、防疫体制確保の観点からは
察し、当方針に沿って本県の施設整備に必要な要
理想的な構造となっている。
素を取捨した。もちろん、予算的な制約などもあ
・各水槽の隔離
る中で、全ての要素が盛り込まれたわけではない
各水槽エリアは厚さ 0.33mm のビニル
が、結果的にはたいへん満足のいく施設整備がで
きたと思っている。
製カーテンで周囲を囲まれ、個室空間を
快く視察を受け入れ、惜しげもなく情報提供い
形成している（図 2）
。これは隣接する水
ただいた関係機関の方々には、この場をお借りし
槽からの飛沫の混入を防ぎ、万が一の疾
て改めて深く感謝を申し上げたい。

病発症時に水平感染による被害拡大を防
ぐ目的である。ビニル製カーテンを選ん
だ理由は低コストであることと、容易に
全開閉できるため施設内全体の消毒や種
苗生産の準備を行う際の作業性に優れる
ことである。
防疫面のみならず、このカーテンは有

専門研究員

南部

智秀

３．施設の特徴
（１）防疫体制の確保
・候補地の選定
本種の種苗生産で最も脅威となる疾病が VNN
（ウイルス性神経壊死症）である。そこで、候補
地は、付近海域にハタ類やヒラメなど VNN ウイ
ルスの宿主となり得る可能性が高い魚種の種苗生
産施設や養殖場がない場所を選定した。
・ 海水の殺菌処理方法
種苗生産は紫外線殺菌装置で処理した海水を使
用している。予め懸濁物を十分に取り除くことで
当殺菌システムの処理効果がより高まるため、濾
過施設もあわせて整備した。排水は残餌や排泄物
などが多く含まれ、紫外線殺菌処理では効果が不
十分との考えから、電解殺菌装置で処理している。
ただし、処理前の排水貯水槽の容量に十分な余裕
がなく、複数の水槽を同時に全開排水した際の処
理能力が限界に近いことが難点である。
・出入口の制限
生産棟の出入口は１ヶ所に制限し、ここで人や
物の消毒を徹底している。また、棟内には有効
水量 50kl の種苗生産水槽 6 基が置かれ、水槽上
層部フロアとは階段で昇降する構造となっている
（図 1）。階段は各水槽につき 1 ヶ所しか設けられ
ていないため、飼育作業等の過程で目的外の水槽
に作業者が不必要に近づくことはない。このよ

図 1 水槽上層部フロアへの階段
図 1 水槽上層部フロアへの階段
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と、容易に
の消毒や種
性に優れる

ーテンは有
が、飼育初
境で仔魚の
ため人工照
苗生産中は
じている場
工照明の強
ことを防い
な本種の種
言える。

12
蛇口を整備

設となっている。
一方、高い照度環境を必要としない中
間育成期には各水槽の上方に設置された
手動ワイヤー式遮光幕
（遮光率 85-90％）
を展開して水面照度を下げることも可能
うに、当施設は人や物の出入が随所に制限され
になっている（図 4）
。
ており、少なからず作業性を犠牲にしている部
・水流環境の整備による減耗対策
分があるのは否めないが、防疫体制確保の観点
夜間の沈降防止には水流調整による対
からは理想的な構造となっている。
・各水槽の隔離
策が必要である。本県では、水中ポンプ
各水槽には取り外し可能な 400W の水銀
各水槽エリアは厚さ
0.33mm のビニル製カーテ
の吐水圧と、ごく弱いエアレーションの
灯 4 基を設置し、いかなる状況下におい
ンで周囲を囲まれ、個室空間を形成している（図
組み合わせで発生する水流でこれを行っ
ても本県が定める初期摂餌に必要な水面
2）。これは隣接する水槽からの飛沫の混入を防
てきた。その肝となる水槽形状は、当該
照度（10,000lux 以上）が確保できる施
ぎ、万が一の疾病発症時に水平感染による被害
水流発生システムの導入を前提として熟
設となっている。
拡大を防ぐ目的である。ビニル製カーテンを選
考した結果、正
8 角形を採用した。
一方、高い照度環境を必要としない中
んだ理由は低コストであることと、容易に全開
通常、水槽内に設置されているアンド
間育成期には各水槽の上方に設置された
閉できるため施設内全体の消毒や種苗生産の準
ンや立上管といった排水用の大きな構造
備を行う際の作業性に優れることである。
手動ワイヤー式遮光幕
（遮光率 85-90％）
防疫面のみならず、このカーテンは有用であ
物は、適正な水流の形成や仔稚魚の遊泳
を展開して水面照度を下げることも可能
る。後に詳しく述べるが、飼育初期の数日間は、
の阻害要因になるとの考えから、水槽外
になっている（図 4）
。
より明るい環境で仔魚の摂餌効率を高める必要
に設けた升の中にこれを設置した
（図 5）。
・水流環境の整備による減耗対策
があるため人工照明（水銀灯）を使用する。種
従前、技術開発に使用していた水槽で
夜間の沈降防止には水流調整による対
苗生産中は隣接する水槽間で日齢差が生じてい
は夜間調査のたびに沈降が確認され、そ
策が必要である。本県では、水中ポンプ
る場合も多く、このカーテンは人工照明の強い
の都度、夜遅くまで水流調整に追われて
の吐水圧と、ごく弱いエアレーションの
光の影響が隣接水槽に及ぶことを防いでくれる
いたが、現在では沈降がほとんど問題に
組み合わせで発生する水流でこれを行っ
ため、光刺激に敏感な本種の種苗生産には必須
ならなくなったことを鑑みると、選定し
のアイテムと言える。
てきた。その肝となる水槽形状は、当該
・水道の整備
た水槽形状や排水構造は正解であったと
水流発生システムの導入を前提として熟
各水槽エリア内に水道水の蛇口を整備した。飼
いえる。
考した結果、正 8 角形を採用した。
育管理に使用する器具類やサンプリング機器な
水流環境は、吐水圧と通気量が一定で
通常、水槽内に設置されているアンド
どは当然ながら各水槽専用に備え付けているた
あれば水深の大小によって左右され、そ
ンや立上管といった排水用の大きな構造
め、これらの水洗作業が当該水槽エリア内で完
の重要な水位の調整を担う排水口は先述
物は、適正な水流の形成や仔稚魚の遊泳
結するのは防疫対策としても非常に有効である。
のとおり、水槽外に設けられた升の中に
の阻害要因になるとの考えから、水槽外
設置されている。この排水口はスクリー
（２）本県の種苗生産技術の再現が可能な施設構造
に設けた升の中にこれを設置した
（図 5）。
ン板で水槽内と仕切られた升内の底部か
40 日以上におよぶ種苗生産期間の中で最も減
従前、技術開発に使用していた水槽で
耗の激しいステージがふ化からの
10 日間である。
ら立ち上がる蛇腹管を自由に伸縮させる
は夜間調査のたびに沈降が確認され、そ
この間には開口直後の初期摂餌の失敗に起因す
ことで微妙な水位調整が行える仕組みに
の都度、夜遅くまで水流調整に追われて
る死亡および夜間の沈降による死亡という
2つ
なっている（図
6）
。
いたが、現在では沈降がほとんど問題に
の大きな減耗要因があり、この対策が本種の種
図 1 水槽上層部フロアへの階段
本種のように水流環境が生残に大きく
ならなくなったことを鑑みると、選定し

トは大きい。ちなみに有効水量は 50kl で
あるが、実際の種苗生産は 47kl で行われ
ている。

影響を及ぼす魚種の種苗生産では、細か
な水位調整により最適な水流環境を見つ
け出すことがとても重要であり、それが
容易に行えるこの排水システムのメリッ
トは大きい。ちなみに有効水量は 50kl で
あるが、実際の種苗生産は 47kl で行われ
図 3 ポリカーボネートで構成された屋根部
図
3 ポリカーボネートで構成された屋
ている。
根部
・照度環境の整備による減耗対策
視力が乏しい仔魚の初期摂餌を成功させるた
めには高い照度環境が必要になるため、生産棟
屋根部は光透過率の高いポリカーボネート板（ガ
ラス繊維強化ポリエステル板）で構成した（図 3）。
さらに、照度不足が心配される天候や時間帯に
おいても必要十分な照度が確保できるよう各水
槽には取り外し可能な 400W の水銀灯 4 基を設
置し、いかなる状況下においても本県が定める
初期摂餌に必要な水面照度（10,000lux 以上）が
確保できる施設となっている。
一方、高い照度環境を必要としない中間育成
期には各水槽の上方に設置された手動ワイヤー
図 43 遮光幕を設置した状況
ポリカーボネートで構成された屋
図
式遮光幕（遮光率 85-90％）を展開して水面照度
根部
を下げることも可能になっている（図 4）。

苗生産のカギとなる。

た水槽形状や排水構造は正解であったと
いえる。
水流環境は、吐水圧と通気量が一定で
あれば水深の大小によって左右され、そ
の重要な水位の調整を担う排水口は先述
のとおり、水槽外に設けられた升の中に
設置されている。この排水口はスクリー
ン板で水槽内と仕切られた升内の底部か
ら立ち上がる蛇腹管を自由に伸縮させる
ことで微妙な水位調整が行える仕組みに
図
2 ビニルカーテンに囲まれた水槽
図 2 なっている（図
ビニルカーテンに囲まれた水槽
6）
。
本種のように水流環境が生残に大きく
（２）本県の種苗生産技術の再現が可能
な施設構造
豊かな海
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40 日以上におよぶ種苗生産期間の中で

図 4 遮光幕を設置した状況
図 4 遮光幕を設置した状況

・水流環境の整備による減耗対策
夜間の沈降防止には水流調整による対策が必要
である。本県では、水中ポンプの吐水圧と、ごく
弱いエアレーションの組み合わせで発生する水流
でこれを行ってきた。その肝となる水槽形状は、
当該水流発生システムの導入を前提として熟考し
た結果、正 8 角形を採用した。
通常、水槽内に設置されているアンドンや立上

新たな種苗生産施設の整備について（第 2 回）

管といった排水用の大きな構造物は、適正な水流
の形成や仔稚魚の遊泳の阻害要因になるとの考
えから、水槽外に設けた升の中にこれを設置した
（図 5）。
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水流環境は、吐水と通気の位置と量が一定で
あれば水深の大小によって左右され、その重要
な水位の調整を担う排水口は先述のとおり、水
槽外に設けられた升の中に設置されている。こ
の排水口はスクリーン板で水槽内と仕切られた
（３）その他、導入した施設構造等
升内の底部から立ち上がる蛇腹管を自由に伸縮
・施設の耐久性向上
させることで微妙な水位調整が行える仕組みに
施設整備を行った外海第二栽培漁業セ
なっている（図
6）。
本種のように水流環境が生残に大きく影響を
ンターは冬季の風波が非常に激しい環境
及ぼす魚種の種苗生産では、細かな水位調整に
にあり、既存の建造物の庇の多くは破損
より最適な水流環境を見つけ出すことがとても
している。その反省から、当施設の庇は
重要であり、それが容易に行えるこの排水シス
ラウンド状にして風害に強い構造とした
テムのメリットは大きい。ちなみに有効水量は
50kl であるが、実際の種苗生産は
47kl で行われ
（図 7）
。
そこで、水槽上端を足元から約
水槽上端を足元から約 80cm
80cm 高い
高い
ている。
そこで、

コンクリート製建造物ではコンクリー

図 5 水槽外に設置された升の中にある排水口

図 5 水槽外に設置された升の中に
ある排水口
従前、技術開発に使用していた水槽では夜間
調査のたびに沈降が確認され、その都度、夜遅
くまで水流調整に追われていたが、現在では沈
降がほとんど問題にならなくなったことを鑑み
ると、選定した水槽形状や排水構造は正解であっ
たといえる。

図 6 升の中にある排水口の蛇腹部
を伸縮させて水位を調整

図 6 升の中にある排水口の蛇腹部を伸縮させて
水位を調整

位置にすることで、しゃがみ込むことな
位置にすることで、しゃがみ込むことな
トの収縮や振動などによって生じると思
（３）その他、導入した施設構造等
く自然体で魚を間近に観察できる構造と
く自然体で魚を間近に観察できる構造と
われるクラックの広がりが施設の劣化を
・施設の耐久性向上
した（図 10）
10）
。同時に、この構造は床の
した（図
。同時に、この構造は床の
施設整備を行った外海第二栽培漁業センター
早めてしまうため、当施設では水槽部や
粉塵や水洗作業時の飛沫などが水槽内に
粉塵や水洗作業時の飛沫などが水槽内に
は冬季の風波が非常に激しい環境にあり、既存
階段部など、各部を独立させた分離構造
入りにくいため、防疫面でも有効に機能
入りにくいため、防疫面でも有効に機能
の建造物の庇の多くは破損している。その反省
とし、クラックが影響を及ぼす範囲を限
していると考えられる。
から、当施設の庇はラウンド状にして風害に強
していると考えられる。

定的にしている（図
い構造とした（図
7）。

8）
。
・仔稚魚の観察作業の効率化
水槽底から約 60cm 上方に設置した観
図 99 中層～
中層
図
察窓（図 9）は水面からは見えない個体
の観察にとても役立つ。多くの場合、配
合飼料への餌付きの判断は給餌の際に水
面に群がって摂餌する個体の数や行動を
見て決められる。担当としては、少しで
も早く配合飼料に餌付けることができれ
ば生物餌料の培養にかかる労力が軽減さ
図 77 図破損した既存生産棟の庇（左）と
破損した既存生産棟の庇（左）と
7 破損した既存生産棟の庇 （左） と
図
れるため、希望的観測から餌付け完了の
キジハタ生産施設の庇 （右）
キジハタ生産施設の庇（右）
キジハタ生産施設の庇（右）
判断が早められている傾向があるように
図 10
10 上端
上端
図
思う。ところが、実はこの時点で配合飼
水槽
水槽
料に餌付いていない、つまり水面に分布
していない個体は想像以上に多く、これ
は観察窓から中層～底層の魚群を見れば
（４）反省
（４）反省
一目瞭然である。生物餌料の給餌終了の実際に施
実際に施
タイミングを誤らないことが最終的な生
った反省点
った反省点
産尾数および種苗のサイズ差などに直結
水槽エリア
水槽エリア
殺菌装置や
することから、この観察窓は本県の生産
殺菌装置や
隅に集約し
図 8 分離されたコンクリート製構造物
隅に集約し
図 88成績を底上げしているアイテムのひとつ
分離されたコンクリート製構造物
図
分離されたコンクリート製構造物
の水洗作業
の水洗作業
と言っても過言ではない。
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はマニュアル化された作業で生産が可能
13たことも悔
由は、既存
由は、既存
になったとはいえ、やはり種苗生産の根

コンクリート製建造物ではコンクリートの収
縮や振動などによって生じると思われるクラッ
クの広がりが施設の劣化を早めてしまうため、当
施設では水槽部や階段部など、各部を独立させ
た分離構造とし、クラックが影響を及ぼす範囲
を限定的にしている（図 8）。
・仔稚魚の観察作業の効率化
水槽底から約 60cm 上方に設置した観察窓（図
9）は水面からは見えない個体の観察にとても役
立つ。多くの場合、配合飼料への餌付きの判断は
給餌の際に水面に群がって摂餌する個体の数や
行動を見て決められる。担当としては、少しで
も早く配合飼料に餌付けることができれば生物
餌料の培養にかかる労力が軽減されるため、希
望的観測から餌付け完了の判断が早められてい
る傾向があるように思う。ところが、実はこの
時点で配合飼料に餌付いていない、つまり水面
に分布していない個体は想像以上に多く、これ
は観察窓から中層〜底層の魚群を見れば一目瞭
然である。生物餌料の給餌終了のタイミングを
誤らないことが最終的な生産尾数および種苗の
サイズ差などに直結することから、この観察窓
は本県の生産成績を底上げしているアイテムの
ひとつと言っても過言ではない。

約 80cm
80cm 高い
高い
込むことな
込むことな
きる構造と
きる構造と
構造は床の
構造は床の
が水槽内に
が水槽内に
有効に機能
有効に機能

（４）反省点
実際に施設を使用してみて明らかになった反
省点が幾つかある。その一つが各水槽エリアの
狭さである。とくに紫外線殺菌装置や各種配管、
水道などをエリア隅に集約したため、日々使用
する器具類の水洗作業時には不便さを感じる。
生産棟屋根部に換気扇を設置しなかったこと
も悔やまれる。設置しなかった理由は、既存の建
造物の換気扇の多くが塩害により腐食しており、
耐久性が期待できないと判断したことと、防疫の
観点から風雨や生物等の侵入を危惧したことで
ある。本種の種苗生産は真夏に行われ、かつ高
い照度を確保するための屋根構造や水槽フロア
が天井に近いことも相まって、棟内の気温は 40
度を超え、過去には耐熱温度 50 度のエアー用配
管が熱で曲がってしまうトラブルが発生したこ
ともある。魚に影響のない範囲内であれば、出
来る限り快適に作業をしたいのが本音ではある。

４．おわりに

9 中層〜底層の観察に便利な観察窓
図 99 図中層～底層の観察に便利な観察窓
中層～底層の観察に便利な観察窓
図

庇（左）と
庇（左）と
（右）
（右）
図 10上端を高くして観察を容易にした
上端を高くして観察を容易にした水槽
図10
10
上端を高くして観察を容易にした
図
水槽
水槽

14

たとえ量産技術が確立され、ある程度はマニュ
アル化された作業で生産が可能になったとはい
え、やはり種苗生産の根底にあるのは日々の繊
細な観察である。そこで、水槽上端を足元から
約 80cm 高い位置にすることで、しゃがみ込むこ
となく自然体で魚を間近に観察できる構造とし
た（図 10）。同時に、この構造は床の粉塵や水洗
作業時の飛沫などが水槽内に入りにくいため、防
疫面でも有効に機能していると考えられる。
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山口県では、大量生産事業の開始にあわせ、そ
の放流種苗が確実に漁獲に繋がるよう、適正な
放流手法の徹底および漁場整備や資源管理を積
極的に進めてきた。近年、県内のキジハタ漁獲
量は右肩上がりで増大しており、本種の関連施
策は、付加価値向上対策としての効率的な蓄養
技術や効果的な出荷技術の開発などにシフトし
てきた。
つまり、重要なのは施設整備で完結すること
なく、それを起点に様々な取り組みを進めるこ
とで、最終的には施設整備を行ったことが、漁
業者の所得向上、ひいては県内水産業の進展に
繋がらなければならないと考える。

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

【シリーズ】

リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」

第10回

磯焼けがエゾアワビの資源変動に及ぼす
影響について
地方独立行政法人北海道立総合研究機構

中央水産試験場

専門研究員

１．はじめに

干川 裕

けではなく、交易品として利用していた 4）。北海
道の貝塚は気候が温暖となった縄文海進期および

北海道は我が国におけるアワビ類の分布北限に

縄文後期海進期から増加し、特に 13 世紀になる

位置している。ここに生息するアワビは主にエゾ

と日本海の奥尻島や礼文島の海岸部にヤスで突か

アワビである。例外として松前小島という北海道

れたエゾアワビの殻だけが大量に出土する遺跡が

南西部の離島にマダカアワビとトコブシが分布し

みられるようになった。この貝塚は「串鮑」と呼

ていることが確認されているが、その量はわずか

ばれる干しアワビの生産と関係があり、本州を介

で産業的に寄与してはいない。

して中国との交易に用いられていたと考えられて

北海道におけるエゾアワビの分布域は日本海沿

いる。

岸の宗谷岬から津軽海峡の函館市戸井町、およ

漁業としてエゾアワビが本格的に漁獲され始

び噴火湾の一部である 。分布の制限要因は冬季

めたのは、水中を覗くための硝子箱が導入され

の低水温と考えられており、道北の礼文島では流

た 1880 年頃からで、1930 年頃には 1,500 トンに

氷接岸時にはエゾアワビが死亡したことが報告さ

達した 5）。その後は減少し、第二次世界大戦後は

れている。また、冬季の低水温により、津軽海峡

600 トン前後で推移したが、1970 年代から再び

に面した函館市戸井町より東側にはエゾアワビは

減少して 1984 年に 100 トンを切った。1970 年

分布していなかった。戸井町には武井ノ島（むい

代以降の減少要因として過剰漁獲による親集団の

のしま）と呼ばれる小島がある。かつて、ムイと

縮小に加え、磯焼けの影響等が考えられる 6）。こ

呼ばれるオオバンヒザラガイとエゾアワビの戦が

こでは、北海道の磯焼けがエゾアワビに及ぼす影

あり、この場所を堺に東をムイの国、西をエゾア

響とその対策について紹介する。

1）

ワビの国と取り決めたという伝説が残っている
（http://wsnr.web.fc2.com/wsnr/ooban.html、2018

２．北海道における磯焼けの現状

年 5 月 30 日）。実際にオオバンヒザラガイは寒
流の影響を受ける太平洋および噴火湾沿岸に生息

北海道における磯焼けは 1930 年頃に発生し、

し、オホーツク海、ベーリング海および北米西岸

1950 年代から 1960 年代には範囲が拡大したこ

にかけて寒冷な海域に分布している 。さきほど

とが報告されている 7, 8）。北海道水産試験場では、

の伝説は、アワビ類とオオバンヒザラガイの生物

磯焼けの発生原因は対馬暖流の勢力増大と冬季の

的特徴を良く反映した内容となっている。噴火湾

季節風の弱化に起因する冬から春の高水温化であ

には元々エゾアワビは分布していなかったが、餌

り、持続要因は冬季水温の上昇に伴うウニ（主に

が多く事前の移殖試験で成長がよいことが明らか

キタムラサキウニ）による摂食圧の増大と考えて

になり 、日本海の奥尻島などから殻長 5cm 前後

いる 9）。

2）

3）

の天然貝が人為的に移殖されるようになった。噴

冬季水温の長期変化について、北海道南西部日

火湾でエゾアワビが漁業資源として利用できるよ

本海に面した寿都町で長期間にわたって気象庁寿

うになったのは 1960 年代からである。

都測候所が観測して公表されている水温データ 10,

北海道では、かなり昔からエゾアワビを食料だ

、および（社）北海道栽培漁業振興公社が「養

11）
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殖漁場海況観測とりまとめ」および「北海道沿岸

する海藻を用いて、5 月から 7 月にかけて水槽で

漁場海況観測取りまとめ」として公表している水

飼育してエゾアワビの成長（殻長および体重）を

を、北海道中央水産試験場が観測

比較すると、ホソメコンブとワカメ、スジメでは

している水温データと合わせた結果を基に、1 ～

成長が良好であったが、ヒバマタ目の海藻やエ

3 月の平均値を図 1 に示した。磯焼けが始まった

ゾヤハズ、小型紅藻類ではほとんど成長しない

時期とされる 1930 年より前では、1915 年が異常

か、体重は減少した（図 2）。アナアオサは殻長

に低いほかは 4 ～ 6℃の範囲にあり 4℃付近の年

と体重とも増加したが、高見ら 19） によれば、ア

が半数ほどであったが、磯焼けが拡大した 1950

オサやアカモクでは産卵数が増加しないため、成

～ 1960 年代になると 4℃まで下がる年はなくな

熟という点では餌料価値が低いと考えられる。し

り、5℃付近で推移していた。磯焼けが深刻化し

たがって、磯焼け海域で藻場を回復する場合には、

た 1989 年以降は 6℃以上の年が多くなっており、

ホソメコンブやワカメなど餌料価値の高い種を対

2015 年には 7℃を超えた。このように北海道南

象に行う必要がある。

温データ

12, 13）

温が変動しながら上昇を続けている。
小樽市忍路湾で行われているホソメコンブ生育
状況調査から、冬季水温が高いと海藻繁茂期のホ
ソメコンブ現存量が少なくなることが報告されて
いる 14）。忍路湾ではホソメコンブは 10 ～ 11 月
に遊走子を放出し、配偶体の成熟盛期は 10 月下

日間成長量（μm/日）

西部日本海沿岸では、この 100 年間で冬季の水
120

殻長

100
80
60
40
20
0

旬から 12 月下旬、胞子体の出現時期は 11 月か
濃度との間には負の相関関係があることが報告さ
れており

、冬の水温が高い年にはホソメコン

16）

ブの成熟や初期成長に必要な栄養塩が不足してい
る可能性が考えられる。
8

120
100

体重

80
60
40
20
0
-20
-40
-60

6
水温（℃）

日間成長量（μg/日）

ら 5 月と考えられている 15）。冬季水温と栄養塩

4

図２
2
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5ｶ年移動平均
0

５月から７月に実施した海藻別飼育試験結果

1月～3月平均水温

図１

寿都湾における冬季水温の長期変化

エゾアワビを含む大型アワビ類の餌環境を示す
指標として肥満度が一般に用いられるが、我々
が行った給餌量別飼育試験では、肥満度よりも筋
肉含水率が餌料環境の差をより正確に検出できる
ことが明らかになった（図 3）
。この筋肉含水率

３．磯焼けがエゾアワビに及ぼす影響

を用いて磯焼けが起こっている日本海の古平町と、
磯焼けが起こっていない噴火湾の豊浦町で春、夏

磯焼けが顕著な漁場のエゾアワビと、ホソメコ

および秋に漁場から採集したエゾアワビの筋肉含

ンブやワカメなどが豊かな漁場のエゾアワビを比

水率を調べた。その結果、筋肉含水率は産卵後の

較すると、磯焼け海域では同じ年齢でも殻長が小

11 月に磯焼け海域で高くなることが確認された

型であることが分かった 17）。親貝の大きさは産

（図 4）。この理由として、産卵後の回復期に摂餌

卵数にも影響し、大型の個体ほど産卵数が指数的

活動が活発にも関わらず、日本海では餌となる海

。北海道南西部日本海沿岸に生育

藻がないのに対して、噴火湾ではマコンブ等の餌

に増加する

16

18）
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料価値が高い海藻が生育していることが挙げられ

ウニ除去によりホソメコンブ等の有用海藻群落を

る（図 5）。また、この時期の成長差が日本海の

回復する適地を事前に選定するための評価モデル

磯焼け海域で成長が悪い原因と推測される。

が国立研究開発法人水産研究・教育機構「水産工
学研究所」によって開発された。

c
c

75

除去区内の藻場について季節毎に変化を調べる
70
3%

10%

と、5 月にはホソメコンブやワカメ以外にケウル
シグサやその他の海藻が生育していたが、7 月に

給餌量別飼育試験における日間給餌率と
肥満度および筋肉含水率の関係

なるとホソメコンブとワカメ以外の海藻は枯死流
失して被度が低くなり、エゾアワビの産卵期であ

異なるアルファベット間で有意差あり
（Steel-Dwass test, p<0.05)

る 9 月にはホソメコンブが優占していた（図 6）
。

11月

美国1
美国1

海域別・季節別のエゾアワビ筋肉含水率の変化

ケウルシグサ

その他

ソメコンブ加入強化等の対策技術の研究を進め
美国1
美国2
古平1
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0

美国2

調査地点
ている 20）。ウニ類の密度管理（ウニ除去）によ

21, 22）
、近年では、
り藻場が回復した事例は多いが
ホソメコンブ ワカメ ケウルシグサ
その他

100
場所によっては必ずしもホソメコンブ群落が回復

7月

しない事例も多くなっている。このような中で、

美国3

古平1
調査地点

古平2

古平3

図６

積丹町美国から古平町沿岸における
５月から９月の海藻生育状況
（古平町水深２ｍ地点がウニ除去区）
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古平町のウニ除去区内では、5 月にはホソメコン

されながらも主要産業種であるキタムラサキウニ

ブとワカメが周囲よりも多くなり、10 月でもウ

の身入り（生殖巣指数）も改善されていたと考え

ニ除去区内にはホソメコンブが残存していた（図

られる。

７）
。ウニ除去区では、10 月にもコンブは残存し

30

餌となるとともに、子嚢斑（しのうはん）を形成
して次世代の母藻としても機能していると考えら
ホソメコンブ ワカメ

れた（図
5月 7）。
ウニ除去区

ケウルシグサ その他

ウニ除去区

生殖巣指数（%）

ていたことから、エゾアワビの産卵後の回復期の
20

10

100
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積丹町美国から古平町沿岸における
７月のキタムラサキウニ生殖巣指数
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ホソメコンブ ワカメ ケウルシグサ その他

10月

ホソメコンブ ワカメ ケウルシグサ その他

60
100

ウニ除去区

ウニ除去区

ことが観察された（図 9）。これらの個体の大き
さは殻長 3 ～ 7cm であり、再生産に参加する成
貝も含まれていた（図 10）。アワビ類では雌雄間
20

10 11 12

5

海藻生育状況に影響される。積丹町美国から古平
町沿岸に 8 本の調査定線を設定し、水深別にキタ

美国2

ムラサキウニの生殖巣指数（可食部の量）を比較
した（図 8）
。ホソメコンブやワカメが多かった
浅所で生殖巣指数は高く、海藻が生育しない深所

美国3

古平1

古平2

古平3

調査地点

図９

積丹町美国から古平町沿岸における産卵期
（９月）のエゾアワビ生息密度

で値は低下した。ホソメコンブ加入時期にウニ除
去を実施しホソメコンブ群落が回復した「古平 1」
の除去区（水深 2m）の生殖巣指数は調査対象海
域で最も高く 20％を超えた。10 月から 11 月に
ウニ類の密度を下げると、冬季は低水温と時化で
深所や隣接する漁場からのウニの侵入は抑制され
る。水温が上昇し、凪が続く春には除去区内のホ
ソメコンブやワカメはすでに成長しており、ウニ
類も群落の周辺に生育する海藻や、流れ藻となっ
て供給される海藻を摂餌することで、群落が維持
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が主要な漁業対象種であり、その生産量は漁場の
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除去区のホソメコンブ群落にエゾアワビが蝟集し、
その密度は他の場所に比べて 10 倍以上に高まる

100

0
40

また、エゾアワビの産卵時期にあたる 9 月には、

図10

古平町ウニ除去区内における産卵期
（９月）のエゾアワビ

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

ことが報告されている 23）。産卵時期に高い密度

必要であると考えられる。単なる禁漁区の設定で

で雌雄が蝟集することは受精率の向上など再生産

はなく、その漁場の餌となる海藻群落の状況や親

力の改善にも寄与すると考えられる。

貝の殻長組成および成長特性を把握し、再生産用
親集団を保全するために地元の条件に合った取り

５．エゾアワビの再生産力増強のための親貝
と藻場の保全

組みを検討することが重要と考える。

６．おわりに
北海道の重要産業魚種であるホタテガイの産卵
数は約 1 億個であり 24）、ウニ類の産卵数は 2000

北海道をとりまく海洋環境は近年大きく変化し

。それに比べエゾ

ており、日本海では磯焼けが深刻化している。こ

アワビの産卵数は 200 万個と非常に少ない 。そ

のような中で人間ができる対策としてウニの食圧

のため、親貝集団の減少は次の世代の加入量に直

制御が中心とならざるを得ない。実際に水産多面

接影響を及ぼす。また、エゾアワビの産卵数は雌

的機能発揮対策事業によりウニ除去に取り組んで

の大きさに比例しており、殻長 6cm では 10 万個

いる海域も多いが、潜水漁業がない北海道では船

万個から 3,000 万個である

25）

1）

であるが、10cm になると 100 万個以上になる

。

18）

上からウニを取り上げて移殖する作業に限定され

そのため、大型の個体が高い密度で生息できる環

る。そのため、転石の陰などにいるウニの残留や、

境を整備しないと次世代の加入を維持することが

コンブ加入時期（11月）には時化が多くなり磯船

難しい。北海道海面漁業調整規則ではエゾアワビ

による除去作業が困難になるといった課題が残る。

の漁獲殻長制限は 6.5cm であり、同じエゾアワ

毎年でなくとも、数年に 1 度でよいから漁業生

ビを漁獲している青森県や岩手県、宮城県の 9cm

産に結びつくような大規模な藻場回復事業をソフ

に比べると小型である。北海道内でも成長が良好

ト的公共事業でダイバーにより実施し、その除去

な海域では自主的に行使規則で 7.5cm もしくは

効果を維持するために漁業者による漁業と船上か

8cm としている地域もあるが、磯焼けにより成長

らのウニ密度管理を数年間行ってもらい、それで

が悪い海域では主に 6.5cm で漁獲している。

もウニ類の取り残しが増えた場合には、再び公共

1930 年代に北海道日本海沿岸で標識放流によ

事業で大規模にウニの密度管理を行う、という流

では、当

れが作れたら良いと思うが、実現は難しいのが現

りエゾアワビの成長を比較した報告

25）

時でも道南の奥尻島では成長が悪く、一方で道北
の焼尻島では成長が良かったことが示されている。

状である。
藻場が回復すれば、ウニ類の生産だけではなく

1930 年代は磯焼けが始まった頃と一致しており、

アワビの資源も回復する可能性が明らかになって

餌不足による成長不良がすでに起こっていたと考

きた。また、水産工学研究所の藻場回復適地選定

は日本海の増毛で採集され

モデルや、ホソメコンブ群落の年変動と遊走子供

たエゾアワビを寿都町と噴火湾の有珠（現在の伊

給機能に関する研究等の高水温貧栄養下でのホソ

達市）に標識放流した結果、産地ではなく移殖先

メコンブ加入機構に関する研究も進んでいる。こ

の餌料環境が成長に影響していることを明らかに

れらの研究成果を基に、ウニ類やアワビの餌とな

した。このような研究を基に、日本海の成長が悪

るホソメコンブ群落形成と、その群落が秋まで残

い海域から小型の天然貝を天然種苗として道内お

存して母藻として機能するための藻場回復・維持

よび道外へと移殖する事業が盛んに行われるよう

技術を開発していくことで磯根資源に依存する漁

になった。奥尻島のように、多くの天然種苗を毎

業者の収入底上げにつながる対策が可能になると

年出荷しても加入量が安定して維持された要因と

考える。

えられる。木下ら

3）

して、親貝が小型でも高い密度で生息していたこ
とが挙げられる。

海洋環境は年によって大きく変動するが、その
中にあっても再現性のある優良事例を小規模でも

エゾアワビの親集団を保護する場合に、漁場に

少しずつ増やしていくことが、「北海道の水産試

藻場を回復させて成長を改善し大型貝からなる親

験場は、いったい何年研究すれば磯焼けの問題を

貝集団を造るか、あるいは大規模な藻場回復が困

解決できるのか？」という浜の声に応えるために

難な場合には、小型の親貝を高密度で残すことが

は近道ではないかと考えている。
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【シリーズ】
第10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」

アサリ資源の増殖と環境要因について
国立研究開発法人水産研究・教育機構
養殖システム研究センター 増養殖環境グループ長

１．はじめに

増養殖研究所

渡部

諭史

いう「里海」という考え方も定着しつつあります。
本稿では、特に餌料環境に焦点を当ててアサリ

本シリーズも第 10 回を迎え、これまで様々な

の生息環境に関する情報をまとめました。残念な

地域でのアサリ漁業の動向や漁業管理の取り組み

がら、現段階では資源回復の取り組みに直結する

が紹介されてきました。今回は「アサリ資源増殖

技術の提案には至っていません。アサリ資源に関

と環境要因」という難しいテーマが与えられまし

する一般的な情報と昔の文献からの知見の紹介を

た。最初にお断りしなければなりませんが、アサ

交えて、今後の方向性に関しても考えてみたいと

リ増殖のための漁場環境管理といっても、水産の

思います。

側から可能な対策は非常に限られています。陸域
での人間の様々な活動、例えばダム管理、河川の

２．アサリ漁獲量、消費量、輸入量

治水や利水、下水の処理、護岸構造物の配置など
はアサリが生息する沿岸の環境に多大な影響を与

日本のアサリ生産量が 1980 年代半ばから 30

えます。これらの活動は環境保全に配慮して改善

年以上の長期にわたり減少し続けていることは本

されるべきですが、水産資源の都合にあわせて改

シリーズでもたびたび紹介されています（図 1）
。

変するまでは、社会的な同意が得られ難いのが現

アサリの全国漁獲量は 1983 年の約 17 万トンを

状です。また、地球規模の気候変動に伴う温暖化

ピークに大幅に減少し、2016 年には 9 千トンを

によって、アサリ生産に適した漁場が北方へずれ

割り込みました。95% 減という深刻な状況です。

る可能性があります。これに対しても既存漁場で

シリーズ 1（豊かな海 No.36）に県別アサリ漁獲

取り得る最も合理的な対策は、アサリの増殖では

量の推移の図が示されていますが、これを見ると

なく漁業対象種の変更かもしれません。海洋酸性

各地のアサリが単純に減少の一途を辿っているわ

化についても同様で水産業として可能な対策は限

けではありません。アサリ資源の減少は 1970 年

定的です。

代の東京湾で始まりました。千葉県での漁獲量は

アサリの増殖を環境管理によって図るには「ア

1966 年の７万８千トンを最高に、その後減少し

サリにとっての好適環境」についての基礎的知見

続けて 2016 年には 412 トンまで減りました。当
180

といっても、そもそも人間活動がない環境下でア

160

サリが干潟の優占種になるかも不明です。人為的

140

な環境破壊とは無縁な縄文時代の貝塚からはマガ

120
100
80

の影響もあると思いますが、アサリは多くは採れ

60

なかったようです。また、生活排水などによる適

40

度な富栄養化（水中の栄養が増えること）はアサ

20

リ資源を増やす方向に作用するという意見も近年
よく聞かれるようになりました。人手が加わるこ
とで沿岸域の生物生産や生物多様性が高くなると
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キやハマグリの貝殻が多く出土され、当時の気候

千トン

が必要ですが、未だ不十分です。また、環境管理

図１
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時の主漁場であった東京湾でアサリが採れなく

大きく、2001 年には 4 万 7 千トンありましたが、

なったために、熊本県や福岡県などの有明海、大

2006 年以降は経済制裁のため統計上はありませ

分県の周防灘、三重県の伊勢湾でのアサリ漁業が

ん。2017 年の中国からの輸入量は 3 万 2 千トンと、

活発になりましたが、これらの漁場でも 1980 年

家庭内消費がほぼ賄える量で、輸入額は 50 億円

代後半から漁獲量が漸減しています。さらには長

に達します。この統計にはむき身など加工品は含

期に渡り１万～２万トンの間で比較的安定して

まれていません。また産地偽装の問題が後を絶た

いた愛知県でも近年は減少傾向に転じ 2016 年に

ないことを考えると、実際の輸入量はさらに大き

は 4 千トンとなっています。このように、アサリ

いと考えられます。

は全国同時に減少したのではなく、各地のアサリ

80

漁場が異なる時期に様々な原因で機能しなくなり、

70

結果として全国的に採れなくなったということで

60

す。例外的に北海道では漁獲量が 1 千トン前後で
国産アサリが激減した割には、アサリの入手が

千トン

今も安定しています。

50

中国

40

韓国

30

北朝鮮

困難になったと感じる人は少ないでしょう。スー

20

パーで簡単に買うことができます。一般消費者が

10

日本のアサリ激減を実感しないのは大きな問題で

0

合計

す。アサリの家庭内消費量の推移を図 2 に示し
図３

ました。これを見ると、アサリの全国生産量が減

アサリ輸入量（加工品は含まず）
財務省貿易統計より

少し始めた 80 年代以降も、2000 年代初頭まで消
費量は 6 万トン前後の高い状態が保たれていた

日本のアサリが減る一方で世界のアサリ生産は

ことがわかります。その後は減少傾向に転じます

激増しています（図４）。日本での生産量が減少

が 2017 年でも 3 万 5 千トンあり、最大値からは

し始めた 1980 年代半ばから急速に増加をはじめ、

半減しているものの生産量が 10 倍以上あった 60

1983 年の 95 万トンから 2015 年には 405 万トン

年代よりも高い水準にあります。

にまで増加し、生産額では 37 億ドル（$1= ￥110
換算で 4,070 億円）に達しています。1983 年に

80

は世界生産に占める国産アサリの割合は 18% で

70

あったものが、2015 年では 0.2% にまで減少した

60

ことになります。世界生産の大部分は中国による

千トン

50
40

もので、爆発的な生産増加もほぼ中国での生産

30

増を意味します。なお、明治 40 年頃に日本産の

20

アサリがマガキ種苗と一緒に北米に渡り、その後

10

ヨーロッパに移植されました。現在、イタリアで
4500
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アサリの家庭内消費量

総務省統計局家計調査年報のデータから、二人以上の世帯
（世帯主が一次産業従事者を除く）での年間アサリ消費量に
世帯数（国勢調査）をかけて求めた。
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の輸入で補っており、近年の主な輸入元は中国と
韓国です（図３）
。北朝鮮からの輸入もかつては
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ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

は日本を上回る量が生産されており、在来種の

４．アサリの生息環境

ヨーロッパアサリよりも多く食されています。
アサリの生息環境として、水質や底質に関する

３．昔からあるアサリ研究

様々な調査研究が行われています。しかし、アサ
リの資源変動が説明できる決定的な単一要因はな

過去 30 年間の長期的なアサリ資源減少を紹介

く、複数の要因に影響を受けて事態は複雑である、

しましたが、アサリ資源が短期的に大きく変動す

という結論に落ち着きます。アサリが生息する潮

ることは明治時代から報告されていて、1929 年

間帯や潮下帯上部は生物に影響を与える環境要因

には以下のよ

が多く、かつ相互に影響しあう場です。水質と底

発行の有明海干潟利用研究報告

1）

うなものが載っています。明治 30 年（1897 年）

質に与える陸域と海洋からの影響や人間活動の影

頃まで有明海ではアサリ漁業はほとんど行われて

響が混沌と絡み合っていて、個々の要因を詳しく

いなかったが、それ以降肥料に利用する目的で漁

調べても全体像を組み立てるのは困難です。

業が盛んになった。アサリの発生は毎年多く、二

一般的なアサリの生息環境の特性について、既

人乗り一隻に十数石（１石は 180 リットル）採

に 1915 年の水産研究誌 4）に東京湾のアサリ生息

れることもあった。明治 40 年頃から食用のため

場の環境が体系的に示されています。例えば、底

の漁業が増加し、大正時代（1912 ～）に入ると

質に関しては、泥分 21.5% ～ 30% のややしまっ

肥料に使うことはできなくなった。この頃から豊

て波浪で攪乱されない砂質が 9 〜 12cm の深さ必

作の年が少なく不作の年が増え、明治 44 年の豊

要である。流れの緩慢な底面には河川からの有機

作の後は、大正 8 年までの 9 年間にわたり大発生

物の沈殿堆積により腐植土層が形成されて、表

がなかった。この報告は、現代の沿岸域が抱える

面 3㎝程度に砂の層が覆っていたとしても、その

様々な環境問題が発生する以前の明治から大正の

ような場所では成長が止まり、殻が黒ずみ丸みを

時代においても、乱獲により資源が不安定化して

帯びて見劣りするようになるので、底質表面だけ

いたことを示していると思われます。

で判断するのは早計である、という具体的な記述

また、1921 年出版の論文「有明海貝類蕃殖保

があります。水質に関しては主に淡水の影響が調

護方策私見」2, 3）に以下の一文があります。時代

べられており、比重 1.015 ～ 1.024 が適しており、

を感じて面白いので原文で載せます。
「現今浅利

降雨は急激でない限り稚貝発生を促進することが

利用事業上の最大欠陥は、貝類の発生場が干潟の

ある、と書かれています。なお、近年では温暖化

一部分に限局せられ、而も其発生が年に依り富凶

に伴うゲリラ豪雨による河川の氾濫で、短期間に

不定なる事なり。而して其理由は全く天然状態に

大量の淡水がアサリ生息場に流入して貝をへい死

放任して、殆ど人為的施設を加えざるに因るもの

させることが問題となっています。

とす。為に内湾浅海に於ける漁業並みに養殖業は

近年の大きな環境問題として、内湾域で形成さ

甚だ、不安定なるを免れずして、之れ実に斯業不

れる貧酸素水塊が長期化、大規模化 5） して起こ

振の最大原因なりとす。
」干潟でのアサリの発生

る潮下帯でのアサリの大量へい死があります。大

場所は局所的で発生量が大きく年変動する。そ

規模な貧酸素水塊の発生は、伊勢湾では 1970 年

れにも関わらず人為的な管理をしないでいるこ

代から頻発するようになりました。しかし、貧酸

とが、養殖業が不安定で不振である原因となって

素水塊の発生自体は古くから報告があり、伊勢湾

いる、という指摘です。100 年も昔にアサリの資

では 1929 年に観測されています 6）。また東京湾

源管理や増養殖の必要性が説かれているわけです。

では、1954 年に「東京湾の夏季の奥底部の貧酸

現在では、稚貝が大量発生する種場から生育場と

素層の発達は底生生物の死滅をきたすもので、貧

なる漁場に移殖することが一般的に行われていま

酸素層の発達及びその持続度合の程度はその年の

す。しかし一方で、100 年前には考えつかなかっ

底生生物の豊凶を支配するものと考えられる 7）」、

たであろう遺伝的多様性の攪乱や移殖時の有害生

という報告があり、伊勢湾よりも早くから貧酸

物や病気の拡大が問題になっています。

素問題が顕在化していたと思われます。東京湾も
伊勢湾も今では当時より水質が改善していますが、
海底に貧酸素の原因となる大量の有機物が堆積し
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ているために、貧酸素の改善には長い時間がかか

の安定同位体比が、採取場所の地盤高に対応して

ると言われています。

変化することが報告されています。これは、波浪

アサリの成長に関して、大正時代の有明海で着

や潮汐流によって海底から巻き上がる付着藻類の

底稚貝が約半年で殻長 22.7㎜、重量 2.8g に達し、

量が地盤高によって異なるため、アサリが餌とし

１年６か月で殻長 36.4㎜、重量 10g、満 2 年で殻

て利用する付着藻類と植物プランクトンの比率が

長 41.5㎜、重量 13.9g、満３歳で殻長 50㎜、重

変わることを示していると考えられます。このよ

量 22g に達するという報告があります 1）。一方で、

うに、安定同位体比を用いた研究が進むにつれて、

1990 年代初頭に有明海でのアサリの成長をモデ

餌として付着藻類が重要であるという報告が増え

では、5 月に殻長 4㎜の春発生群

ました。アサリは海底面近くで水管を伸ばして海

が、半年で 23㎜、1 年で 27㎜にまで、2 月に 3㎜

底直上の水を吸い込みますから、海底面に高密度

の秋発生群が 1 年で 31㎜にまで成長するとあり

で生息している付着藻類が巻き上がりやすい環境

ます。大正時代と比べて成長速度は同等です。大

は、アサリにとって餌が豊富だと考えられます。

ル化した報告

8）

正時代の報告では、アサリが何を食べるかは不明
であるが、有明海は他に類を見ないきわめて貝の

６．アサリの餌料環境

成長が速い海域であることから、過剰に餌があり、
場所によって成長に良否があるのは底質や水質お

アサリの餌料環境を調べるために、水中のクロ

よび地盤高（干出時間）に原因があるのではない

ロフィル濃度が良く測定されます。アサリが吸っ

かと考察されています。

ているのは海底直上水なのですが、直上水に含ま
れる有機物組成は潮汐の影響で刻々と変化するた

５．それではアサリは何を食べるのか？

め、漁場の定期モニタリングで測定するのは困難
です。そのため採水しやすい表層水で代用される

現代でもアサリの食性は必ずしも明らかではあ

ことが多いのが現状です。他のアサリ餌料の推定

りません。アサリは水管から吸い込んだ餌粒子

方法、安定同位体比の測定は専門的な知識が必要

をエラでこしとり、口のわきにある唇弁と呼ばれ

で、かつ測定装置が高額であり一部の研究所でし

る器官でより分けて食べます。昔の文献 4）では、

か扱えませんし、微細藻類を顕微鏡で観察する方

貝類の餌料は藍藻、珪藻類、その他の下等植物、

法は大変な手間と時間がかかり、頻繁に調査する

腐敗有機物の破片（デトリタス）及び橈脚類（コ

ことは困難です。従って現実的には、クロロフィ

ペポーダ）等の小さな有機物だとあります。アサ

ル濃度を環境中のアサリ餌量のある程度の目安に

リの消化管内容物にはこれらの粒子が観察されま

し、それに加えてアサリの状態から餌料環境の良

すから、食べているのは間違いありません。しか

し悪しを判断することが多くなります。

し、これら全てが消化吸収されるとは限りません。
また、見た目では識別できないデトリタスが大半

餌を十分食べているアサリは、成長が速く身入
りも良いです。また、貝の栄養貯蔵物質であるグ

を占め、顕微鏡で見てもよくわからないのが実際
のところです。現在ではアサリの餌は植物プラン
クトンなどの微細藻類が主であり、動物性有機物
は餌として利用されないという考えが主流ですが、
これに関してもより詳しく調べる必要があります。
近年ではアサリの餌を推定するのに、窒素炭素
安定同位体比という手法がよく使われます。詳
しい説明は省きますが、これによって餌が植物性
か動物性か、細藻類の中でも浮遊性（いわゆる植
物プランクトン）と底生性（付着藻類）のもの
を、どの程度の割合で利用しているのかなどが推
測できます。横浜市の海の公園で行った研究例 9）
では、岸沖方向の調査ライン上で採取したアサリ
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アサリの殻形

好適な環境に育ったアサリは丸形指数が低い（右列）

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

リコーゲンを多く含むようになります。グリコー

ノリの色落ちに歯止めをかけるために、愛知県が

ゲン測定には専門的な薬品や分析機器が必要です

平成 29 年から三河地方で下水処理のリンの濃度

が、身入りは軟体部重量を全体重量で割った値や、

を上げる実験を行っています。これらの対策の成

軟体部の重量を殻長・殻高・殻幅の積で割った

果はまだ目に見えていませんが、豊かな海の回復

値（肥満度）

などで簡単に求められます。また、

10）

が期待されています。

餌環境が悪くて成長の遅いアサリは殻が厚くてず
んぐりした形になる傾向があります（図５左列）。

８．最後に

そこで丸形指数（殻長に対する殻高と拡幅の比）
といわれる殻の形から、アサリの大まかな

ここからは、私見です。可能性の一つとして読

成長状態を判断することができます。アサリの成

んでください。海水浴場の造成などで浜に砂をま

長は同じ干潟の中でも地盤高や岸からの距離など

くと二枚貝が大量に湧くことが昔から知られてい

で変わりますので、丸形指数を目安に成長の悪い

ます。この現象を利用して干潟に砂をまく覆砂の

場所の貝を成長の良い場所へ移殖することで、ア

事業が行われています。覆砂をすると一旦アサリ

サリ生産の向上を図ることができます。

が発生するのですが、数年するとその効果が失わ

11, 12）

れます。これには、砂が流されたり泥が溜まった

７．近頃流行りの貧栄養問題

りという理由の他に、生物群集の遷移が関係して
いるのではないかと考えています。

高度経済成長期には海域の富栄養化による赤潮

覆砂は生物がいない裸地を干潟に作ることです。

の発生や、海底に堆積した有機物の分解による貧

そこに最初に定着する生物の一つがアサリです。

酸素水塊の発生が大きな問題になりました。その

東日本大震災の津波で破壊された沿岸域でも、ア

ため東京湾、伊勢湾、瀬戸内海といった富栄養化

サリが最初に戻ってきたと聞いたことがあります。

しやすい閉鎖性海域では窒素やリンなどの栄養塩

アサリやその餌となる付着藻類などの生物が定着

の排出量規制が行われています。他の海域でも下

すると、そのこと自体が環境を変化させ、新しい

水処理の高度化などによって栄養塩レベルは年々

環境に適した別の生物が定着するようになります。

低下（貧栄養化）しています。近年では、アサリ

これの繰り返しで生物相が変化していくのが遷移

や底魚類の資源量が激減しているのは、貧栄養化

で、安定した環境では生物相も最後に極相に達し

が進みすぎて海が痩せたことが原因だという考え

て安定します。アサリは遷移初期に現れる先駆種

。窒素やリンは微細藻

であり、干潟が新しい状態に保たれていることが

が広まりつつあります

13）

類の増殖（基礎生産）に必要な栄養素であり、基

適した状態なのではないかと考えています。

礎生産が低下すると食物網全体が痩せてしまうこ

中規模撹乱仮説という考えがあります。生息環

とになります。なお、環境要因による生態系の変

境の攪乱が生物群集に与える影響について、生物

化は、徐々に起こるのではなくあるところを境に

の種の多様性は攪乱が少なすぎても多すぎても低

。徐々に進んだ貧

く、中規模の時に高くなるという説です。アサリ

栄養化が、近年の急な沿岸性魚介類の減少を招い

が生息する干潟は、本来は河川の流路変化に伴っ

た可能性も考えられます。

て砂を入れ替えながら場所を移動する動的な状態

激変すると言われています

14）

貧栄養化への対策として、瀬戸内海では「瀬戸

にあるものだと考えられます。生息環境としては、

内海環境保全特別措置法」の一部を改正する法律

定期的に大規模な攪乱がある不安定な場であり、

が平成 27 年から施行されました。この改正法に

アサリはそこで大量に加入して優占する繁殖戦略

よって、瀬戸内海の環境保全について、水質保全

をもった生物なのかもしれません。それが現代で

だけでなく生物の多様性と生産性が確保されるよ

はダムなどの影響で砂の供給が減り、また護岸工

うに、基本理念の新設、基本計画・府県計画の規

事などで河川の位置が固定された結果、干潟面積

定の改正、具体的施策の追加等の措置を講ずるこ

が減少するだけでなく、環境が安定して生物相の

ととされました。つまり、今よりも多くの栄養を

遷移も進むために、アサリが優占できなくなった

海に流して生物が増えるように試みるということ

のではないかと考えています。この考えは、砂や

です。同様に三河湾では、アサリの生産量低下や

アサリが波浪に飛ばされないよう生息場を安定さ
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せることを目的とした従来の漁場造成とは対立す

８）林

るものになります。しかし生物相遷移を初期化す

福岡水技研報，1，151-154.
９）Watanabe, S., Katayama, S., Kodama, M., Cho,

る観点から、海底耕耘などにより干潟の環境管理
をすることでアサリ資源回復の可能性もあるので
はないかと考えています。

variation in feeding environments for the Manila clam
Ruditapes philippinarum in a tidal flat in Tokyo Bay.
10）鳥羽光晴・深山義文（1991）飼育アサリの性成

１）有明海干潟利用研究報告（1929）福岡県水産試験
場，福岡県．

熟過程と産卵誘発．日本水産学会誌，57，12691275.

２）藤森三郎（1921）有明海貝類蕃殖保護方策私見
（上）．水産界，466，14-17.
３）藤森三郎（1921）有明海貝類蕃殖保護方策私見
（下）．水産界，467，13-18.
義男（1915）東京湾に於ける「あさり」「ば

かがひ」の養殖．水産研究誌，10，6-34.
５）日向野純也（2005）貧酸素・硫化水素・浮泥等の

11）柿野

純（1996）丸形指数を指標とした籠試験に

よるアサリの成長と生残の特性．日本水産学会誌，
62. 376-383.
12）Watanabe, S. and Katayama, S. (2010) Relationships
among shell shape, shell growth rate, and nutritional
condition in the Manila clam (Ruditapes philippinarum)
in Japan. Journal of Shellfish Research, 29: 353–359.

環境要因がアサリに及ぼす影響．水産総合研究セ

13）海と湖の貧栄養化問題（2015）山本民治・花里孝

ンター研報，3，27-33.

幸編著．地球書館，pp195.
14）Scheffer, M., Carpenter, S., Foley, J.A., Folke, C. and

６）羽生和弘（印刷中）伊勢湾の貧酸素水塊が湾奥部
で大規模化した年代．三重水研報 .
７）菅原兼男（1956）東京湾奥に於ける沿岸水温と沖
合底層酸素量との相関について．昭和 29 年度千
葉県水産試験場事業報告，14-20.

26

N., Nakata, K. and Fukuda, M. (2009) Small-scale

Fisheries Science, 75, 937–945.
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【シリーズ】

1980 年代には漁獲量がほとんど皆無となり、「幻の魚」と呼ばれるようになったマツカ
ワ。その後、100 万尾種苗放流や資源管理に取り組む関係者の努力によって、近年マツカ
ワの漁獲量は 120 トン程度で推移し、確かな効果が表れています。 本格的な資源回復に向
け、種苗生産・放流や消費拡大・魚価対策等の課題に奮闘する北海道栽培漁業振興公社と
えりも以西栽培漁業振興推進協議会、道行政の取組について北海道大学大学院宮澤晴彦教
授に取材していただきました。
インタビュアー：北海道大学大学院

水産科学研究院

出席者等：
マツカワ漁業者
大島 秀樹さん（苫小牧漁協監事）
えりも以西栽培漁業振興推進協議会
細川 正さん（いぶり噴火湾漁協専務理事）
赤澤 一貴さん
（苫小牧漁協総務部長代理兼総務課長）
今藤 康之さん（伊達市水産林務課長）
山田 秀一さん（伊達市水産林務課係長）

第24回

教授

宮澤晴彦

（公社）北海道栽培漁業振興公社
今 満人さん（伊達事業所長）
川下 正己さん（栽培推進部長）
北海道水産林務部水産振興課
笠谷 映二さん（主幹）
荒野 拓弥さん（主事）
（地独）北海道立総合研究機構水産研究本部
栽培水産試験場
三原 行雄さん（調査研究部長）
吉村 圭三さん（主査）

北海道えりも以西海域における
マツカワ復活への取り組み
北海道大学大学院
教授

水産科学研究院

宮澤

晴彦

たその味はヒラメを凌ぐと言われ、古来、高級な

１．「幻の魚」復活への願い
マツカワは、別名「タカノハ」 １） または「タ
ンタカ」

と呼ばれる冷水性の大型カレイである。

２）

刺身魚として市場で珍重されてきました」３） と
の記述があるように、極めて高価であることが認
められている。
そのマツカワの漁獲量は、2006 年以前は統計

その生息範囲は若狭湾以北の日本海と茨城県以北

上の区分がなかったため不確実ではあるが、水産

の太平洋で、特に太平洋側の生息数が多い。また、

試験場の調査によると、1975 年以前は日高沿岸

その商品価値については、
「白身のわりに脂がのっ

で年間 50 トン以上の水揚げがあったとされてい
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２．技術開発の経緯
まず初めに、マツカワの種苗生産技術開発の経
緯について述べよう。1974 年に施行された沿岸
漁場整備開発法に基づき、北海道では 1984 年に
「水産動物の種苗の育成及び放流並びに水産動物
の育成に関する基本計画」（以下、「基本計画」と
略す。）が策定されている。この基本計画では栽
培漁業の対象魚種や技術開発及び種苗放流の目標
宮澤先生

る。しかし、その後は漁獲量が激減し、1980 年
代にはほとんど皆無となったことから、以来マツ
カワは「幻の魚」と呼ばれるようになる。
そのため当時の漁業者や釣り人、あるいはその

せられたのは 1988 年度から開始される第２次基
本計画（1988 ～ 1993 年度）以降である。
表１に示したように、第２次から現在の第７次
に至る基本計画の中で、1990 年代末までの第２
次・第３次基本計画の期間は、種苗の量産化に向

味を知る多くの関係者や消費者は、マツカワの復

けて試行錯誤が続けられた期間であったといえる。

活を願い、資源の増殖に大きな期待を寄せた。こ

この時期には、採卵の不調や仔魚の大量斃死、ウ

のことがマツカワ栽培漁業の取り組みが開始され

イルス性神経壊死症（VNN）の発症等、様々な

る背景となったのである。

問題が発生し、技術開発に携わった関係者は悪戦

現在は「えりも以西栽培漁業振興推進協議会」

苦闘を強いられたという。しかし、90 年代末頃

（えりも漁協から南かやべ漁協に至るエリアの沿

には 10 万尾程度の種苗がコンスタントに生産で

海地区漁協と市町村が加入する協議会。以下「協

きるところまで技術開発が進み、第４次基本計画

議会」と略す。
）が中心となり、マツカワの種苗

の期間（2000 ～ 2004 年度）に入ると民間への技

生産を行う拠点センターの運営経費を一部負担し

術移転に向けた技術改善が図られる。

て、毎年 100 万尾の種苗放流体制が維持されてい

また、北海道では 1998 年 3 月に「栽培漁業海

る。後述するようにその成果は顕著なものであっ

域拠点センター構想」が策定され、具体的には北

たが、そこに至る道程は必ずしも平坦ではなかっ

海道周辺海域を５海域に区分して、海域特性に応

たし、現在もなお種々の課題を抱えているという。

じた広域魚種の種苗生産・供給拠点を整備してい

関係者の弛まぬ努力とその重みを的確に記すのは

く方針が示される。そしてこの方針に沿って、マ

難しいが、以下では種苗生産技術開発の経緯、放

ツカワの種苗供給拠点となるセンターをえりも以

流実績と放流効果、種苗生産体制の仕組みと魚価

西海域に設置することが決まり、2005 年に「北

対策の課題、本格的な資源回復に向けた資源管理

海道栽培漁業伊達センター」と「北海道栽培漁業

の課題等について報告する。

えりもセンター」が開設されたのである。

えりも以西協の細川正さん（中央）

28

等が定められているが、マツカワが基本計画に載
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種苗生産の様子

表１

マツカワ栽培漁業の技術開発目標

この両センターの開設により、2006 年からえ
りも以西海域で 150 トンの資源造成を目指した
マツカワの 100 万尾種苗放流が開始され、その
後ほぼ 100 万尾前後の種苗供給が確保されてい
る。また、2005 年以後の第５次から第７次基本
計画の期間においては、技術開発の目標も、開発
というより技術の定着とその効果の実証に重点が
置かれるようになった。
ただし、当然といえば当然のことではあるが、
技術開発が 100％完成したというわけではない。

伊達センターの今満人さん

2017 年度には生産途中の仔魚の多くが死亡する
という異常事態が発生したが、その原因は未だ

マツカワに限らず、ウイルスや細菌等による仔

不明である 。奇形魚や白化個体の発生数も少な

魚の発病・斃死は種苗生産現場につきものの大問

４）

くなく（前者の発生率は 15 ～ 20％、後者は 5％

題であり、種苗生産に携わる現場担当者の多くは

程度）
、それらの除去作業（完全な手作業である）

「病気との闘い」で相当の重圧を受けている。そ

はセンター従業員の重荷となっている。マツカワ

もそも種苗生産技術については、
「100％完成」な

の種苗生産を一手に担う広大な伊達センター（え

どあり得ないというのが偽らざる実態なのかもし

りもセンターは３～４cm 種苗・40 万尾を放流サ

れない。

イズの８cm まで育てる中間育成施設）には、常
駐する正規職員が僅か２名いるだけで、あとは女
性のパートさんに多くの作業を頼っている。現
場の職員さんからは、
「手が足りないが経費を

３．種苗放流実績とマツカワの漁獲
動向

抑えるため簡単に人手を増やすわけにはいかな

とはいえ、2017 年を除けば、これまでのとこ

い」、
「肉体的にもきついが、魚の状態を常に注視

ろ 100 万尾放流という目標はほぼ着実に達成さ

し、問題を見つけたら直ちに対処しなければなら

れている。図１にみられるように、伊達センター

ず、いつも相当なプレッシャーを感じており、精

が稼働した 2006 年以後、放流数が 100 万尾を下

神的にきつい」といった声が聞かれた。

回った年は 2013 年（89.2 万尾）だけである。
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また、これによってえりも以西海域におけるマ
ツカワの漁獲量は著しく増加した。放流数の少
なかった 2005 年以前の漁獲量は年間 10 トン程
度に過ぎなかったが、放流魚が成長し、漁獲対
象資源として加入し始めた 2007 年には約 20 ト
ン、2008 年には約 85 トンとなり、2009 年以後
は毎年 100 ～ 140 トン程度の漁獲量をコンスタ
ントに記録している。漁獲物の価格は期待されて
いた水準（3,000 円 /kg）をかなり下回っているが、
量的には放流効果が顕著に表れているといえよう。
マツカワ漁業者の大島秀樹さん

このため、地域別種苗放流数の配分割合は当
初、日高 35％、胆振太平洋 20％、噴火湾胆振
20％、噴火湾渡島 20％、渡島太平洋 5％とされ
ていたが、地域別放流数と地域別漁獲量の乖離が
大きいため、2014 年に日高を 40％、2017 年に
胆振太平洋を 25％に引き上げる措置がとられた。
またそれに伴い、噴火湾胆振と噴火湾渡島の配分
割合が 12.5％と 17.5％に引き下げられた。しか
し、2015 ～ 2017 年度までの３カ年平均値でみる
と、地域別漁獲量割合は日高 59.7％、胆振太平
図１

マツカワ放流数と漁獲量の推移
（えりも以西海域）

洋 30.9％、噴火湾胆振 1.2％、噴火湾渡島 4.2％、
渡島太平洋 4.0％となっており、乖離はまだかな

ただし、地域別の漁獲量をみるとかなりの格差

り大きいといわざるを得ない。種苗生産コストの

がある。図２に示したように、マツカワの漁獲は

漁業者負担分（正確には「協議会」としての負担

日高地域と胆振太平洋地域に集中しているのであ

部分）については、漁獲割に加えて放流尾数割に

る。種苗放流は日高から渡島太平洋までの全域で

よる徴収も行われていることから、
「協議会」では、

行われているが、このように漁獲量の地域的偏り
が大きいことから、栽培漁業の取り組みに関する

「放流効果の向上を図るために更なる適地放流と
負担配分の検討が必要」との認識が示されている。

漁業者の意識には、地域によってかなりの温度差
があるという。

４．種苗生産体制の仕組み
では、種苗生産体制を維持するための費用負担
の仕組みはどのようになっているだろうか。ま
ず種苗生産コストの総額であるが、これについて
は通常、年間 9,500 万円ほどが必要とされている。
2016 年度の実績をみると、費用総額は約 9,200
万円で、その内訳は人件費が約 3,500 万円、餌料
費、薬品費、消耗品費、水光熱費等が合わせて約
4,500 万円、役務費、委託料、管理費等が合わせ
て約 1,200 万円となっている。

図２
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この費用を賄う収入部分としては、まず第１に
道内の漁業者（漁協・系統団体）や市町村、北海

道の 3 者が栽培漁業のために造成した基金の運用

ようにみるか、つまり「ある程度の見通しの立っ

益がある。これについては、毎年ほぼ 2,200 万円

た段階」というのをどのように判定するかという

がマツカワの種苗生産向けに配分されている。第

問題は依然として残る。理論的にはマツカワ漁業

２に、100 万尾を超えた余剰生産種苗のえりも以

の利益が機会費用＋アルファ（安全係数部分）を

東方面への供給見合い収入がある。これも種苗生

下回らない状況ということになるかもしれないが、

産が順調に行われれば、毎年 1,500 万円程度の収

マツカワが定置網や刺網の混獲（後者は専獲に近

入が見込める。そして第３は、北海道の補助金で

いが）であること等を考慮すると事実上判定不能

あり、これについては毎年 1,500 万円余りが拠出

に近いといわざるを得ない。

されている。
以上の収入部分は年による変動を伴うものの、

だとすると何よりも肝心なのは、漁獲量と魚価
を目標値に近づけることであろう。実際、漁獲割

ほぼ固定的とみることもできる。そうすると、約

の負担率を引き上げた 2014 年度には、「協議会」

9,500 万円の支出に対して上記収入部分の合計、

と北海道、北海道ぎょれんの協力により、マツカ

約 5,200 万円は恒常的に見込めるということにな

ワ魚価対策プロジェクトチーム（以下 PT と略す）

るから、残りの約 4,300 万円を「協議会」が負担

が設立されている。そこで次に、この PT の取り

すればよいことになる。既に述べたように「協議

組み内容とその成果について述べよう。

会」におけるマツカワ資源造成の目標は年間漁獲
量 150 トンであり、また漁獲物販売価格の期待
値は 3,000 円 /kg であるから、この目標が達成で
きれば年間漁獲金額は 4 億 5 千万円が見込めると

５．魚価対策プロジェクトチームの
取り組み

いうことになる。そして、この年間漁獲金額に対

この地域におけるマツカワ消費拡大の取り組み

して 10％の漁獲割負担金を漁業者に納めてもら

は、実は 2003 年度から始められていたが、当時

えば、約 4,300 万円の「協議会」負担分は十分賄

はまだ各地域ばらばらの取り組みにとどまってい

える。以上が種苗生産体制を維持するための仕組

たため目に見えた成果が得られず、2014 年度に

みとして想定されていたのである。

PT を立ち上げて広域的、かつ本格的に魚価対策

しかしながら、これも既にみたように漁獲量は

に取り組むことになった。そこでまず PT が行っ

150 トンに近づく実績を確保しているものの、魚

たのは、各地域で仲買業者からマツカワに関する

価は期待値である 3,000 円 /kg とかなりの差があ

情報（取扱状況や活〆ニーズ等）を収集し、PT

るのが実態であり、10％の漁獲割負担金では必要

内でそれら情報の共有化を図ることであった。こ

額の半分も賄えない状況となっている。またその

のような市場調査を行った結果、マツカワの多く

結果、残りの部分を放流尾数割として、各地域の

は札幌市場に流通していること、流通量が多い時

協議会に負担してもらう形が不可欠となっている。

期に価格が下がる傾向があること等が明らかとな

だが、先述したように地域別放流数と地域別漁獲

り、札幌での知名度向上が１つの課題として浮か

量の乖離が大きいため、放流尾数割の負担部分が

び上がる。また、意外にも産地での知名度が低く、

大きくなると、地域毎の負担の公平性が損なわれ

マツカワを取り扱う店舗や宿泊施設も少ないとい

ていく。そのため、2014 年度には漁獲割の負担

うことが明らかとなり、消費地・札幌に加え地元

率を 10％から 15％に引き上げる措置がとられた

での PR ももう１つの重要課題とされた。

のである。

そこで PT は、2015 年度から宿泊施設や飲食

この負担率をどのようにみるか、という点につ

店を対象にマツカワを提供（一部有償）し、それ

いては種々議論があり得よう。受益者負担の原

ら施設でマツカワ料理を特別提供してもらうとい

則に照らせば、「放流尾数割を廃止し全額漁獲割

う「消費拡大イベント」を毎年実施していく。そ

にすべき」といった考えや、
「北海道の補助金も、

して初年度は札幌や産地周辺の９施設で 601 食を

ある程度見通しの立った段階で打ち切るべき」
（北

提供、２年目は産地の 15 施設で 1,063 食、３年

海道としてもそのような立場にたっている）と

目は札幌と産地周辺の 17 施設で 5,573 食と、年々

いった考えも妥当なものといえる。だが、受益

取り組みの規模を拡大させている。

者負担の許容限度（漁獲割の負担率上限）をどの

また、この取り組みは雑誌「北海道じゃらん」
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で毎年紹介され、PR 効果も徐々に出てきてい
るという。「北海道じゃらん」の読者アンケート
によると、マツカワを知っているかという問に
対して、「知っている」との回答した者の割合は、
2015 年・48％→ 2016 年・58％→ 2017 年・64％
と年々増加している。また、同じアンケートでマ
ツカワを「食べたことがある」と回答した者の
割合も、21％→ 29％→ 34％と年々増加しており、
PT はこのような結果から、PR 活動の成果につ
いてはっきりとした手応えを得たとしている。今
後は、イベントに参加した飲食店が自らマツカワ
を購入し、定番化・看板商品化を図っていくかど
うかがポイントとなり、この点に関する追跡調査

図３

えりも以西海域におけるマツカワの月別
漁獲量と月平均価格－ 2015 ～ 2017 年度－

や追加的働きかけが必要とされるが、PT として
は、まずはこの取り組みをさらに規模を拡大しつ

なるが、この時期は成魚が産卵のため常磐沖ま

つ継続していく意向である。

で南下してしまうので５）、漁獲量を増やすことは

加えて PT は、2015 年に「王鰈（おうちょう）」

できない。だが、春先のまだ痩せている魚を大量

の定義、出荷ルールの見直しについて検討してい

にとってしまうのではなく、そこでの漁獲努力を

る。これまでサイズや品質が区々のものが「王

少し抑制して、肉質が向上し価格の上昇する夏以

鰈」として取り扱われ、そのためブランド価値が

降の時期に漁獲を増やすといった対応については、

曖昧化していたのである。PT は 2016 年に「王鰈」

検討の余地があるのではないか。春先の漁獲対象

の定義を、
「えりも以西海域で漁獲される 35cm

が限られていたり、夏から秋にかけては別の漁業

以上の活・活〆のマツカワで、漁協及び漁協が認

種類が優先されるなど、個別の事情が種々あり得

めた漁業者が品質を認めたもの」と定めた。今後

るので難しいことは承知している。しかし、素通

PT としては、その周知徹底を図り、ブランドの

りしてよい問題ではないと思う。

イメージアップと一層の浸透を図る意向である。

また、秋はサケ定置網で混獲されるケースが
増えるが（特に日高地域）、そのような場合はど
うしてもマツカワの取り扱いが雑になってしまい、

６．もう１つの魚価問題

その結果、11 ～ 12 月の価格低下を招いているの
ではないか。この点も現場では対応の難しい問題

以上のように PT が行ってきた魚価対策は一定

であると思うが、マツカワ取り扱いを改善し、鮮

の成果をあげているが、3,000 円 /kg という目標

度・品質向上を図る取り組みについても検討の余

値にはまだかなりの距離がある。そこでもう１つ、

地を探って頂けないかと思う。ともあれ、魚価対

別の視点から魚価の動向をみてみる。

策は需要の掘り起こしだけでなく、供給側の対応

図３は、えりも以西海域におけるマツカワの月

についても目を向けるべきであろう。

別漁獲量と月別平均価格をみたものである。こ
の図に示したように、過去３か年の状況をみる
と、毎年漁獲量は４～６月と 11 ～ 12 月に多いが、

７．本格的な資源回復に向けて

この時期の価格は相対的に低く、漁獲量の少ない
７～９月に価格が上昇している。つまり、漁獲量

以上、述べてきたように、マツカワの栽培漁業

が多いので価格が低下するという側面もあるとは

は間違いなく一定の成果をあげたといえる。種苗

思うが、価格の低い時期に多く漁獲し、価格が高

放流の拡大によって漁獲量は大きく増加し、それ

くなる時期にあまり漁獲していないという可能性

によって漁業者には追加的な収益がもたらされた。

もあるということである。

そして、そこで得られた利益は、15％の負担金を

漁獲量が僅少となる１～３月は価格が最も高く
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支払ってもなおかなりのプラスであったと推察さ

れる。
しかしながら、現状では 100 万尾放流体制を
維持するのがぎりぎりのところであるというのも
否めない事実である。率直に言って、消費者の購
買力が低下している現状においては、これまでの
魚価対策の成果を十分認めつつも、それのみに大
きな期待を寄せるのは無理があると思う。だとす
ると、放流魚の再捕を中心とした現段階を超えて、
天然魚を含む資源全体の回復・拡大が望まれよう。
要は 150 トン・3,000 円 /kg という目標を、魚価
の部分のハードルを多少下げて、たとえば 250
トン・1,800 円 /kg といった目標に切り替えられ
ないかということである。
もちろん、そのためには産卵場や回遊経路を含
む広域的な資源管理の取り組みが必要とされよう。
遊漁に対する調査や対策も検討すべきであるし、
特に産卵前の親魚保護は重要な課題である。現場
の漁業者や行政の努力だけでなく、試験研究の更
なる発展も求められ、その道程は困難を伴うもの
と思われる。しかし、これまでの取り組みに関わっ
てきた関係者の層の厚さと豊富な経験、そして強
い熱意をもってすれば、必ずや着実な前進を勝ち
取れるものと思う。今後の成果に更なる期待を寄
せたい。

注
１）ヒレの模様が鷹の羽に似ていることからこのよう
に呼ばれる。
２）タンタカというのはアイヌ語で大型カレイ類を意
味する。
３）萱場隆昭（2015）「幻のカレイ・マツカワ」の産
卵生態の解明と新たな栽培漁業体系の構築を目指
して、育てる漁業、471 号、P3
４）伊達センターでは考えられる原因（問題発生個所）
として、主に①取水ライン、②親魚のコンディ
ション、③飼育方法の３点を取り上げ、各々につ
いて抜本的な対策を講じている。たとえば①につ
いては、パイプ、ポンプ、ろ過機の清掃・消毒（水
槽の消毒は毎年行っている）やろ過材の入れ替え、
②については、夏場・高水温期のえりもセンター
への移管や秋以降の天然親魚導入、③については
摂餌量調整のための電照時間短縮やナンノクロロ
プシスの自家培養などがあげられる。このような
対策によって 2018 年度種苗生産は順調に展開し
ているが、何が問題の根源で、どのような対策
が有効だったのかは特定できていない。また、マ
ツカワの種苗生産はかつて社団法人日本栽培漁業
協会や北海道区水産研究所厚岸栽培技術開発セン
ターでも行っていたが、今では伊達センターのみ
となっており、外部からの技術的支援や交流の機
会が得られなくなっていることも問題とされてい
る。
５）前掲、萱場（2015）を参照。

左から道公社の川下さん、道水産振興課の笠谷さん、荒野さん、宮澤先生、道総研の三原さん、
苫小牧漁協の大島さん、道総研の吉村さん、道公社伊達センターの今さん、伊達市の山田さん、
いぶり噴火湾漁協の細川さん、伊達市の今藤さん、苫小牧漁協の赤澤さん
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【寄

稿】①

ヒラメ稚魚の生残に関連する諸特性と
成育場における餌・水温の関係
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所
部長

資源環境部

栗田 豊

ヒラメは日本のほぼ全域の沿岸に生息してい

それでは、年ごとの加入量は生活史のどの段階

る。資源量や再生産特性［加入量（漁獲対象とな

で決まるのだろうか？ヒラメは産卵後、2 ～ 3 週

る年齢に達した時点での資源重量または資源尾

間の浮遊期を経た後、全長約 1cm で水深 15m 以

数）や再生産成功率（加入資源尾数 / 親魚資源

浅の砂底域成育場に着底する。砂底域はアミ類が

重量：RPS）
］の変動特性は海域ごとに異なって

豊富である。稚魚はアミ類を主食として、魚類仔

いる。このことは再生産に関わる諸々の環境およ

魚も食う。着底後一定期間、成育場に滞在した後、

びその変動特性が異なっていることを意味してい

早ければ着底の数ヶ月後、全長 10cm から深場に

る。これらの環境要因を特定し、その特性を知る

移動する。深場では、小型魚類（カタクチイワシ、

ことは、資源管理方策の策定や種苗放流場所・時

イカナゴ等）やエビ類を食う。卵・仔魚期の浮遊

期を決定する際に重要である。
本報では、最近の研究から明らかになった、仙

期を経て特定の場所に着底する生活史は、異体類
（ヒラメ・カレイ類）の特徴である。異体類では

台湾の環境と稚魚生態の特徴について、海域間比

一般に、浮遊期の輸送成功が加入量の概量を決め、

較を交えて説明する。さらに稚魚成育場の環境収

着底後の成育場において密度依存的に調節される

容力モデルの解析結果から、適切な種苗放流につ

と考えられている（Van der Veer (2000)。密度依

いて考察する。

存的な調節とは、着底数が多い場合は着底数が少
ない場合と比べて死亡率が高くなるために、一定

１

系群ごとの再生産特性

和されることを表す）。輸送成功とは、遊泳力の

太平洋北部系群（青森県太平洋岸～茨城県）の

乏しい仔魚が浮遊期中に適切な場所に滞留または

再生産成功率は、平均値が高く、変動が大きいこ

流され、成育場に着底することを意味する。仙台

とが特徴である（図 1(a)）
。震災前は他の系群と

湾・常磐海域のヒラメの場合は、水深 30 ～ 50m

同様の親魚量水準であったが、数年に一度の頻度

付近で産卵された仔魚は、成育場であるごく沿岸

で大きな加入群（卓越年級群）の発生が認められ

近くに滞留できることが重要と考えられる。次に、

た（図 1(b)）
。また、震災後は、直前に発生した

成育場における生残については、一般論として、

卓越年級群（2010 年生まれ）と震災に伴う低い

成長が良好な個体は生残も良好であると考えられ

漁獲死亡の影響で、資源量が飛躍的に増大した。

る。さらに、成育場における滞在期間も生残に影

震災後における再生産成功率（図 1(b) において、

響する可能性がある（後述）
。成育場における成

原点とデータを結ぶ直線の傾き）は高くないが、

長および滞在期間（沖合への移出のタイミング）

親が非常に多いので、加入量は高い水準を維持し

を決めるのは餌密度と水温である。

ている。なお、資源量変動の系群ごとの特徴につ

34

期間後の稚魚数の変動の程度が着底時と比べて緩

輸送の海域ごとの特徴はよくわかっていない。

いては、栗田（豊かな海 34, 21-24）および資源

仙台湾・常磐海域では、輸送成功が加入量決定に

評価報告書（水産庁・水産機構）も参照されたい。

重要であることを示唆するデータが示されている
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せて、25℃前後がヒラメ稚魚の生息水温
の上限であると考えられる。
仙台湾では親魚は 6 ～ 8 月に産卵し、
稚魚は 6 ～ 9 月に水深 15m 以浅の砂底
域（成育場）に着底する。仙台湾成育場
では、アミ類の量が長期的に多く、水温
25℃を超えないのが特徴である（図 2、
Kurita et al. 2018）。具体的には、アミ
類は６～ 11 月に 100 個体 /㎡を超えて
いる。つまり 6 月に着底した個体にとっ
ては、着底後 6 ヶ月にわたり、成育場に
餌が十分にあることになる。成育場付近
の水深 10m の 6 月の水温は 15℃、深場
（水深 30m 以深）、例えば 30m では 10℃
程度である。水温は 9 ～ 10 月が最高で、
水深 10m、30m ともに 22℃程度である。
また、冬の最低水温は 6 ～ 8℃になる。
このことを反映して、全ての稚魚が 11
月、全長約 15cm まで、成育場に生息す
る。15cm を超えると深場に移動する個
体が出現するが、一部の個体は越冬し、
翌夏 25cm になるまで生息する個体が存
図１

各系群ヒラメの再生産成功率の長期変動 (a) と親子関係 (b)
(b) の図中の数字は年級を表す。

在する。着底した年の 8 ～ 10 月の成長
速度は平均 1.40mm/day であり、水温と
全長から期待される最大の成長速度を示

（Ooshima et al. 2010）。次章では、近年の研究で

した（Kurita et al. 2017）。胃内容物はアミ類か

明らかになった、仙台湾におけるヒラメ稚魚成育

魚類仔魚のみであり、11 ～ 12 月においても 2%

場の環境（餌料環境と水温）と稚魚の生態の特徴

近い胃内容物重量の体重比 (SCI) であった（Kurita

を、鳥取県沿岸、香川県沿岸の知見と比較しなが

et al. 2018；空胃個体を含む平均値、午前中に採

ら説明する。

集）。同時期・同サイズ範囲の稚魚の SCI を成育
場と深場で比較すると、成育場が深場より高いか、

2

成育場の環境と稚魚生態比較

同レベルであった。また空胃率は、成育場が 0 ～
20% であったのに対して、深場では 20 ～ 90% と

稚魚の生息場所として重要な環境は、餌の密度

高かった。以上をまとめると、仙台湾では、成育

と水温である。主食であるアミ類の現存量が 100

場の餌は豊富で、稚魚の成長は良好であり、成育

個体 /㎡以上だと稚魚の成長が最大となる（Fujii

場滞在期間が長く、大きくなるまで（全長 15 ～

& Noguchi 1996）ことから、この密度が良好な

25cm）成育場に滞在する。

成育場の指標となる。一方、ヒラメの成長適水温

これに対して、鳥取県沿岸（古田ほか 1997）

は、20 ～ 25℃と考えられている。飼育実験によ

や香川県沿岸（Yamamoto et al. 2004、Yamamoto

り、25℃を超えると餌が十分であっても成長が

& Tominaga 2014）では着底後数ヶ月で水温が

悪化することが知られている（Iwata et al. 1994,

25℃を上回り、アミ類も非常に少なくなる。その

Fonds et al. 1995）。天然海域では、20 ～ 25℃を

ため、稚魚は着底後 2 ～ 3 ヶ月、全長 10cm を超

超えるとアミ類（ニホンハマアミ（Akiyama et

えると沖合に移出する。つまり、成育場滞在期間

al. 2015; 20℃）、ミツクリハマアミ（Yamada &

が短く、小型サイズで沖合に出る（図 2、Kurita

Yamashita 2000; 25℃））が急減することと合わ

et al. 2018）。
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ヒラメ稚魚による浅海域成育場の利用様式

仙台湾 (a) と他海域（鳥取県の研究例をベースに作図）(b) の比較。Kurita et al. (2018) を改変。

一般に、水深が浅い場所（成育場）は捕食者が

と考えられることから、餌密度と水温は稚魚の生

少なく、小型の餌が多いと考えられている。従っ

き残りにも影響を及ぼすと考えられる。本報で紹

て、小型の稚魚にとって、成育場は深場よりも成

介する環境収容力モデル（Yamashita et al. 2017）

長・生残に有利な環境である。一方、深場は捕食

は、餌密度と水温から、一定期間（例えば 30 日間）

者が多く、小型の餌が少ない。そのため深場にお

におけるヒラメ稚魚の成長を予測するモデルであ

いて、小型の稚魚は餌を十分にとれないことに加

る。一定期間としているのは、ヒラメ稚魚が成育

えて捕食されやすくなるため、大型の稚魚よりも

場に滞在する期間における餌料環境の影響を評価

生残が悪くなる可能性がある。従って、ある程度

するためである。

大きくなってから深場に移動した方が生残に有利

餌密度と摂餌量の関係は、一般的に、餌密度が

であると考えられる。仙台湾では、成育場の餌が

ある閾値 A 以下の場合は餌密度と摂餌量は比例

長期間豊富であり成長が水温・全長から期待でき

し、A 以上では餌密度に関わらず摂餌量は一定と

る最大値であること、大型サイズまで成育場に滞

なる（図 3）。一方、アミ類密度は、アミ類の生

在出来ることが、他の海域とくらべて再生産成功

産速度（水温依存）、被食（主に魚類による）、自

率の平均値が高いことに関連している可能性があ

然死亡によって増減する。稚魚は、摂餌量が多く

る。

なるほど成長は良くなるので、摂餌量は成長量に
置き換えて解釈できる。従って、アミ類密度と成

3
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環境収容力モデル解析結果の
栽培漁業への示唆

長量の関係の特徴は、アミ類密度が閾値 A より
低い場合は、アミ類密度の増減に応じて成長量は
増減するが、A 以上では成長量は変わらず一定で

ヒラメ稚魚の成長速度は摂餌量と水温で決ま

ある。このことから、アミ類密度が閾値 A を上回っ

り、摂餌量は主要な餌であるアミ類密度に依存す

ていることが、最大の成長を保証する良好な餌料

る。一般に、成長が早い個体ほど生き残りが良い

環境といえる。
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度、水温、ヒラメ稚魚量から、放流が稚魚の成長
におよぼす影響を定量的に評価出来る（Tomiyama
et al. 2017）。
アミ類の生産速度と水温の関係は種特異的であ
る。また水温等の環境の季節変化は海域に特異的
である。種苗の全長が 10cm 以下で、主要な餌が
アミ類である時期に放流する場合は、アミ類生産
速度と水温に関する海域の特性を理解し、さらに
天然のヒラメ稚魚密度を把握した上で、適当な量
を放流することが望ましい。現実的には、年々変
図３

アミ類密度（餌料環境）と摂餌量の関係

アミ類密度は、密度 (t +1)= 密度 (t )＋生産量 (t )－被食
死亡 (t )－自然死亡 (t ) で変化。 t 、 t +1 は日。

動する特性に応じて放流尾数や場所を調整するの
は困難であると思われるが、海域における餌密度、
水温、ヒラメ天然稚魚密度の平均的な値と季節変
化の特徴を把握し、ある放流サイズの稚魚の放流

状況を単純化して、アミ類の被食量の増減はヒ
ラメ稚魚による捕食量に依存すると仮定する。ア

適期や適切な尾数を理解しておくことは重要であ
ろう。

ミ類が非常に多い場合は、ある程度ヒラメ稚魚が
多くても、アミ類密度が閾値 A 以下になるまで

本報では、アミ類の密度と水温が、ヒラメ稚魚

に長い時間がかかる（図 3 の点 a）
。逆にアミ類

の成育場の質を決める 2 大要因であること、また、

が閾値 A よりもやや多い程度であっても、ヒラ

それらの特性は海域によって異なることを示し

メ稚魚が少なければ、やはり閾値 A 以下になる

た。さらに、そのことが、着底後のヒラメ稚魚の

のに時間がかかる（図 3 の点 b）
。アミ類の密度

生残に影響を及ぼしている可能性を指摘した。本

が閾値 A 以下になるまでの時間は、アミ類の密度、

報で比較した海域は、「水温が高い海域（鳥取県

生産速度（水温）とヒラメ稚魚の密度（捕食量）

および香川県沿岸）」と「水温が高くなく、かつ

で決まる。ヒラメの放流は、アミ類密度の変動の

開放的な海域（仙台湾・常磐海域）」である。水

視点からは、アミ類密度を減少させる要因を強く

温が高くなくても閉鎖的な海域（三陸）ではアミ

する行為である。

類の生産生態、水温、底質などの条件が異なる。

アミ類密度が閾値 A 以下である環境（図 3 の

天然稚魚の着底後の生残や放流適期等を検討する

点 d）にヒラメを放流しても成長は最大値よりも

ために、個別の海域における水温の季節変化、主

低く、また、一定期間後のアミ類密度が閾値 A

要な餌であるアミ類密度の季節変化等の情報を把

以上になりにくくなる。逆にアミ類密度が非常に

握することが重要である。

多ければ、多くの種苗を放流しても、閾値 A 以
下になりにくい。アミ類密度が閾値 A 以上か以
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稿】②

愛媛県における
ヒラメの栽培漁業と放流効果
愛媛県水産研究センター 栽培資源研究所
主任研究員

１

高島

景

使った戦車漕網漁業で漁獲されています。

はじめに

その他、共同漁業権内における磯建網や小型定

ヒラメは、昔話の「浦島太郎」において竜宮城
で登場するなど、太古から日本人にとって、マダ
イと並んで馴染み深い魚です。また、成長が速く、

置網のほか三崎半島周辺などでは一本釣りなどが
営まれており、多岐に渡っています。
漁期は、ほぼ周年ですが、冬から春（2 ～ 5 月頃）

単価も高いことから、種苗放流が全国各地で行わ

が主体で、市場では全長 40 ～ 50㎝程度の魚体が

れており、栽培漁業の代表種でもあります。

多く取り扱われています。

本種は、北海道から九州にかけて広範囲に分布

単価は、時期やサイズなどにもよりますが、松

しており、全国各地の沿岸漁業において漁獲され

山市公設水産地方卸売市場での月別の平均単価

ています。愛媛県は燧灘・伊予灘・宇和海の 3 海

（2008 ～ 2017 年平均値）は、常に 1,000 円 /kg

域がありますが（図１）、主に瀬戸内海（燧灘・

を超えて推移しており、特に 10 月～翌 2 月頃ま

伊予灘）で漁獲される重要な水産資源となってお

では 2,000 円 /kg を超える高値で取引されていま

り、愛媛県農林水産統計年報によると、過去 10

す（図２）。

年間
（2007 ～ 2016 年）の平均漁獲量は約 270 トン、
生産額は約 4.5 億円に上っています。

これまでに、愛媛県栽培資源研究所では、
（国研）
水研機構 瀬戸内海区水産研究所（以下 瀬戸内水

漁法は、本県では小型機船底曳き網漁業での漁

研）や沿海府県、県内漁業者と連携しながら、ヒ

獲が多く、特に燧灘では 12 ～ 3 月まで、桁網を

ラメの放流効果の調査や漁獲動向、資源状態等に
ついて情報の収集や解析を行っています。今般、
放流魚の混入状況（市場調査）や県内の放流状況
など、これまでの調査データ等を整理・解析して、
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松山市公設水産地方卸売市場での
ヒラメ月別取扱量と平均単価

県内各海域におけるヒラメの放流効果を算定して

では、現在、（公財）えひめ海づくり基金（以下

みたので、紹介したいと思います。併せて、ヒラ

海づくり基金）や市町・漁協などが実施主体となっ

メ資源の維持・増大に関して、考察を加えてみた

て、県内の各地先で種苗放流が行われています。

ので、最後の章で述べたいと思います。

図４に県内の海域ごとの漁獲量と、種苗放流数の
推移を示しました。愛媛県では、放流数よりも漁

２

獲量の増加時期が先行している感はありますが、

種苗放流と漁獲動向

概ね瀬戸内海と同様な傾向を示しています。この

ヒラメは、特に瀬戸内海において、栽培漁業の

ことから、本県においても種苗放流による資源添

対象種として沿海の各府県による種苗生産・放流

加が効いているものと考えられます。

事業が盛んに行われています。
600

これまで、漁獲量と種苗放流数はどのように推
移してきたのでしょうか。

500
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一方、放流事業は 1979 年より開始され、その
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ここ数年は減少傾向にあり、2016 年には 505 ト
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ン程度だったのですが、その後急増して、多い年
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愛媛県のヒラメ漁獲量と種苗放流数の推移

３

放流効果試算にあたっての
解析の現状と課題

後急増して、2004 ～ 2006 年には年間 500 万尾
を超える種苗が放流されました。近年は漁獲量同
様減少気味ですが、2015 年には約 250 万尾の種
苗が放流されるなど、依然、毎年多くのヒラメ種
苗が漁場に放流されています。こうした漁獲量と
種苗放流数の増減は同じ動向（トレンド）となっ

【調査概容】
愛媛県は伊予灘・燧灘・宇和海の 3 海域あり、

ており、放流魚が漁獲を下支えしていることが伺

調査範囲が広いため、海域ごとに各担当者が分担

えます。

しています。伊予灘は伊予市にある県栽培資源

次に、愛媛県についてはどうでしょうか。本県

研究所、燧灘は西条市にある同研究所 東予駐在、
宇和海は宇和島市にある県水産研究センターの職

1200
漁獲量

1000

放流尾数
漁 800
獲
量 600
ト
ン 400

600

員が各海域において、定期的に市場に赴き、水揚

500

げされるヒラメをその場で測定、あるいは一部を

400 放
流
尾
300
数

購入して、研究所内で水揚げ魚の大きさや標識魚

200 万
尾
100

200

0

1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016

0

図３

瀬戸内海のヒラメ漁獲量と種苗放流数の推移

の混入率をチェックするほか、標本漁協を対象と
して、各種統計調査なども行っています。
周知のことですが、放流ヒラメは漁業関係者か
ら「パンダヒラメ」と呼ばれており、体の裏側（無
眼側）が程度の差はあるものの着色（黒化）して
いるため、着色の有無を標識＊ 2 として、放流魚
と天然魚を区別しています（写真１）。

＊1

ヒラメの漁獲量については、漁業・養殖業生産統計年報（農林水産省統計部）、種苗放流数については、栽培漁業・
海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（（国研）水研機構）の資料を用いた。
なお、ヒラメ種苗は愛媛県栽培資源研究所において 80㎜サイズを生産・供給している。
＊2
標識の有無については、「市場調査におけるヒラメ人工魚（放流魚）の判断基準について」（2008 年 水産総合研
究センター作成）を参考に調査している。
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4

放流効果試算の見直し

解析手法について検討した結果、下記のフロー
チャートに示した手順で見直しました。
フローチャート① ②
現状では、年齢別の調査魚及び標識魚の尾数が
算定できていないため、瀬戸内水研が年度ごとに
策定しているＡＬＫ（エイジ・レングスキー：全
長と年齢の関係）を用いて、2004 ～ 2016 年まで
の 13 年間の市場調査で得られた調査魚と標識魚
写真１

市場調査と水揚げされたヒラメ

こうした調査結果を基に、放流効果試算にあ
たっての、これまでの解析（現状）と課題を述べ
たいと思います。

の尾数・サイズを年齢別の尾数に変換する。
変換された調査年ごとの年齢別の調査魚と標識
魚の尾数から、重量を算出する。
フローチャート③ ④
①②で試算した標識魚（尾数・重量）を、放流
種苗の標識装着率（黒化率）で補正を行い、年ご

【解析方法】
○現
①

状

種苗放流効果の試算手順
～フローチャート～

市場調査の結果から、年ごとに調査魚及び標
識魚の尾数と重量（体長 - 体重の関係式から重
量を算出）を計算する。

②

①の結果を基に、市場調査で確認した標識魚

①魚市場調査
調査魚

については、放流する時にチェックした種苗の

尾数
重量

①精密調査（買い上げ）

調査魚

標識魚

尾数
重量

標識魚

標識装着率（黒化率）で補正し、調査魚に含ま
れる放流魚の漁獲尾数・重量を算定する。
③

放流魚の漁獲尾数・重量を、調査魚重量と統
計の重量との割合（調査率）から引き伸ばし、
灘全体における年間の放流魚混獲尾数・混獲重

ＡＬＫ
②年齢別に分解

調査魚

標識魚

量を計算する。
④

標識率

統計値から得た平均単価から放流魚の水揚げ
金額を算定（混獲重量×年平均単価）する。
しかしながら、解析を進めるにあたって、これ

までの計算手法では、次の課題があることが判り

尾数
重量

③放流魚を推定

尾数
重量

④混獲率

尾数
重量

放流魚

調査魚

放流魚

調査魚

ました。
〇課

統計値

題

・調査魚及び放流魚の年齢構成が判らないため、
年齢ごとの漁獲尾数及び重量が計算出来ない。
・放流年ごとの放流魚の混獲率、回収率及び費用
対効果の算定ができない。
特に回収率・費用対効果の算定については、放
流事業を継続していくうえで重要であるため、解
析の精度向上を図りました。

⑤灘全体に引き伸ばし
漁獲量（統計値） 放流魚

漁獲量

尾数
重量

⑥回収率
放流魚漁獲尾数
放流尾数

⑦混獲率

漁獲量（統計値）

⑧Ｂ／Ｃ

放流経費
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重量

放流魚漁獲量

放流魚漁獲金額

40

尾数

重量×単価
種苗単価×尾数

との放流魚（尾数・重量）を算定し、調査魚中に

魚）の割合が漸減している。特に 0 歳魚の割合は

おける放流魚の混獲率（尾数・重量）を計算する。

2004 には 23％を占めていたが、2016 年には 3％

フローチャート⑤

にまで減少した。

調査率（調査魚重量 / 統計の重量）から、年ご
とに各灘の年齢別の放流魚の漁獲尾数及び漁獲重
量を計算する。（灘全体に引き伸ばし）

70
60
50

フローチャート⑥～⑧

40

得られた結果と毎年の放流尾数、種苗単価等か

30

ら年ごとに放流魚の回収率・費用対効果 (B/C) 等

20

を試算する。

10

Age0

析ファイルを作成しました。

図５

当該ファイルでは、毎年の調査結果や統計値を
入力（更新）することにより、自動的に年級群ご

100

との混獲率・回収率・費用対効果が一括して自動

80

的に計算できるよう、システム化を図りました。
表１

解析にあたっての基礎データ

Age1

Age2

Age3

Age4

Age5

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

を基に、フローチャートの手順に従って新たに解

2005

0

2004

なお、以下のデータ等（表１）や市場調査結果

Age6+

燧灘でのヒラメ年別・年齢別漁獲尾数

60
40

標識装着率

燧灘
年
漁獲量
漁獲金額

1998
1999
2000
2001
2002
2003
5 2 0 ,0 0 0 5 1 9 ,0 0 0 3 7 0 ,0 0 0 3 6 1 ,0 0 0 2 1 1 ,0 0 0 3 0 9 ,0 0 0

～

2016
1 8 1 ,0 0 0

ヒラメ

漁獲量：トン

1998
325
7 1 ,6 0 6

1999
285
4 0 ,7 7 5

2000
310
3 1 ,9 8 0

Age0

漁獲金額：万円
2001
342
7 4 ,6 5 2

2002
358
6 1 ,4 7 5

放流尾数
燧灘
年
放流尾数

ヒラメ

放流尾数

図６

Age1

Age2

Age3

Age4

Age5

2016

2016
122
1 3 ,9 5 5

漁獲量・漁獲金額

2015

～
～

0

2014

2003
324
5 1 ,4 7 4

20

2013

2016
40
40

2012

～
～

2011

2003
100
100

2010

2002
100
100

2009

％
2001
100
100

2008

2000
100
100

2007

1999
100
100

2006

標識装着率

1998
100
100

2005

ヒラメ

2004

燧灘
年
市場調査
精密調査

Age6+

燧灘でのヒラメ年別・年齢別漁獲割合

【年別 放流魚の混獲率・漁獲尾数】
2004 ～ 2016 年までの放流魚の平均の混獲率
は、6.7％（全調査魚 19,571 尾中、放流魚 1,310

５

解析結果

作成した解析ファイルを基に、各海域（燧灘・
伊予灘・宇和海）において試算を行いました。今
回は、3 海域中、最も漁獲量が多い燧灘について、
2004 ～ 2016 年までの調査データを整理・解析し
た結果を紹介します。
【年齢別漁獲尾数・割合】
年間漁獲尾数については、2004 ～ 2007 年まで
は、0 ～ 6 歳までのヒラメが 50 ～ 60 万尾程度、
+

漁獲されていたが、その後減少を続け、2015 年
は約 11 万尾、2016 年は約 7.5 万尾となった。
漁獲量（農林水産統計値）も、2006 年の 349
トンをピークに減少して、2016 年は 122 トンに
留まった。
年齢別の漁獲割合は、2011 年頃までは 0 ～ 2
歳魚が主体であったが、その後 0 ～ 1 歳魚（若齢

尾 混入）となった。燧灘における年間の放流魚
の漁獲尾数は、平均約 23,000 尾となった。
年齢別では 1 歳魚が 35％、2 歳魚が 32％と、1・
2 歳魚の漁獲割合が高かった。
【年級別 放流魚の漁獲尾数・回収率】
年別の結果を年級別に置き換えて計算を行っ
た。
ここでは、0 ～ 6+ 歳まで揃った 2004 ～ 2010
年級群の解析結果を採用した。
2004 ～ 2010 年級群の放流魚の平均漁獲尾数
は、26,523 尾となった。
この期間の燧灘における年間の平均種苗放流数
は 309,571 尾となり、放流種苗の回収率は平均で
8.6％となった。
年級ごとの放流魚の回収率・回収尾数は、年に
より差がみられた。
回収率では、2010 年級群の 5.1％が最も低く、
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表２
燧灘
年
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
平均

調査尾数

燧灘

調査 放流魚 混獲率

2,344
2,790
1,465
1,387
1,699
2,020
1,271
1,388
1,879
1,176
840
781
531
1,505

年
19 98
19 99
20 00
20 01
20 02
20 03
20 04
20 05
20 06
20 07
20 08
20 09
20 10
20 11
20 12
20 13
20 14
20 15
20 16

188 8.02%
223 7.99%
99 6.76%
70 5.05%
100 5.87%
129 6.38%
109 8.60%
83 6.00%
107 5.67%
43 3.66%
48 5.74%
57 7.26%
54 1 0.19%
101 6.69%

平均

放流魚
0

8,27 7
7,94 6
5,08 0
2,46 9
3,54 8
3,75 8
1,39 4
2,99 8
1,62 7
92 7
93 6
2,11 0
50 1
3,19 8

1

14,884
18,541
11,152
9,064
8,674
10,009
6,709
6,202
6,500
3,626
3,980
3,393
3,590
8,179

放流魚の漁獲尾数・回収率など解析結果

推定漁獲尾数
2

12,350
15,158
12,811
10,426
7,021
6,796
9,649
5,102
5,570
3,850
3,674
2,650
2,269
7,487

3

4,347
4,733
4,180
3,927
2,792
1,743
3,515
2,113
2,090
538
946
528
1,222
2,513

4

燧灘
5

6+

尾数

年級
199 8
199 9
200 0
200 1
200 2
200 3
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
201 4
201 5
201 6

1,2 22
3 48
49 4 41 ,9 22
1,1 02
3 61
28 5 48 ,1 26
8 41
4 54
49 8 35 ,0 16
2,3 92 1 ,2 83 2,68 0 32 ,2 42
1,5 42
7 06
61 9 24 ,9 02
5 75
2 38
23 3 23 ,3 52
1,6 67
7 05
94 0 24 ,5 79
7 04
2 15
12 1 17 ,4 56
7 97
2 46
14 3 16 ,9 74
52
15
7 9 ,0 15
2 21
1 35
30 6 10 ,1 98
85
27
1 5 8 ,8 10
3 97
1 55
7 5 8 ,2 10
8 92
3 76
49 4 23 ,1 39

平均

放流魚
0

1

14,884
8,27 7 18,541
7,94 6 11,152
5,08 0
9,064
2,46 9
8,674
3,54 8 10,009
3,75 8
6,709
1,39 4
6,202
2,99 8
6,500
1,62 7
3,626
927
3,980
936
3,393
2,11 0
3,590
501
－
－

推定漁獲尾数
2

3

1 2,350
1 5,158
1 2,811
1 0,426
7,021
6,796
9,649
5,102
5,570
3,850
3,674
2,650
2,269

4

4 ,3 47
4 ,7 33
4 ,1 80
3 ,9 27
2 ,7 92
1 ,7 43
3 ,5 15
2 ,1 13
2 ,0 90
5 38
9 46
5 28
1 ,2 22

－

－

1 ,2 22
1 ,1 02
8 41
2 ,3 92
1 ,5 42
5 75
1 ,6 67
7 04
7 97
52
2 21
85
3 97

－

5
6+
尾数
放流
回収率
494
49 4 520,000
0.10%
34 8
285
63 4 519,000
0.12%
36 1
498 2,08 1 370,000
0.56%
361,000
45 4 2,680 8,58 3
2.38%
1,28 3
619 19,82 6 211,000
9.40%
70 6
233 37,55 3 309,000 1 2.15%
23 8
940 46,27 5 534,000
8.67%
70 5
121 33,71 7 337,000 1 0.01%
7.60%
21 5
143 24,93 4 328,000
24 6
7 22,41 2 259,000
8.65%
15
306 26,43 7 247,000 1 0.70%
13 5
15 17,86 2 189,000
9.45%
27
75 14,02 7 273,000
5.14%
5.30%
15 5
14,53 5 274,000
9,85 2 150,000
6.57%
8,78 0 186,000
4.72%
6,59 8 208,000
3.17%
5,70 0 144,000
3.96%
50 1 181,000
0.28%
－
－ 15,83 2 294,737
5.37%
1998 ～2 016の平均

2008 年級群の 10.7％が最も高かった。

12.0

回収尾数では、2010 年級の 14,027 尾が最も少

10.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

8.0
6.0
4.0
2.0

なく、2004 年級の 46,275 尾が最も多かった。
【費用対効果】
0 ～ 6+ 歳まで揃った 2004 ～ 2010 年級群の放
流魚の漁獲金額 ＊ 3 は、約 2 億 3,800 万円（年間
約 3,400 万円）と算定された。
2004 ～ 2010 年級群の放流経費＊ 4（種苗経費）

0.0
Age0

Age1

図７

Age2

Age3

Age4

Age5 Age6+

燧灘でのヒラメ放流種苗の回収率

表３
燧灘

放流魚

は、約 1 億 3,000 万円（年間約 1,800 万円）と算
定され、費用対効果 (B/C) は 1.83 と見積もられた。

燧灘でのヒラメ放流効果解析結果
推定漁獲金額・Ｂ／Ｃ

千円

千円

年級
0
1
2
3
4
5
6+
金額
費用 Ｂ／Ｃ
1998
6 ,5 3 4 6 ,5 3 4 3 1 ,2 0 0 0 .2 1
1999
1 ,8 9 3 2 ,2 7 7 4 ,1 7 0 3 1 ,1 4 0 0 .1 3
2000
5 ,6 9 8 2 ,1 6 4 4 ,2 6 9 1 2 ,1 3 0 2 2 ,2 0 0 0 .5 5
2001
1 4 ,0 0 6
5 ,5 2 7 2 ,7 3 7 1 6 ,9 2 1 3 9 ,1 9 2 2 1 ,6 6 0 1 .8 1
2002
1 8 ,4 9 3 1 4 ,9 1 9
3 ,8 7 8 7 ,1 5 4 4 ,3 8 1 4 8 ,8 2 5 1 2 ,6 6 0 3 .8 6
2003
7 ,0 4 6 2 1 ,9 0 9 1 2 ,8 1 6 1 0 ,9 1 3 4 ,1 9 8 1 ,7 9 1 5 8 ,6 7 3 1 8 ,5 4 0 3 .1 6
2 0 0 4 1 ,9 9 1 8 ,6 5 0 1 8 ,9 7 0 1 1 ,9 7 9
8 ,3 8 6 1 ,5 8 8 1 2 ,4 8 8 6 4 ,0 5 1 3 2 ,0 4 0 2 .0 0
2 0 0 5 1 ,9 5 4 5 ,9 4 7 1 0 ,6 3 1
9 ,7 2 4
3 ,2 5 7 5 ,2 4 8
8 3 9 3 7 ,6 0 0 2 0 ,2 2 0 1 .8 6
9 ,9 1 7 1 ,4 5 5
9 8 6 3 0 ,9 7 8 1 9 ,6 8 0 1 .5 7
2 0 0 6 1 ,0 3 9 3 ,7 3 6
8 ,3 9 5
5 ,45 1
2007
5 5 4 3 ,7 6 8
9 ,2 9 7 1 4 ,0 1 1
4 ,0 1 7 1 ,4 9 2
1 7 3 3 ,1 5 6 1 5 ,5 4 0 2 .1 3
2008
8 1 1 4 ,7 5 8 1 5 ,4 4 1
8 ,0 0 2
4 ,3 4 8
3 8 3 ,2 4 3 3 6 ,6 4 1 1 4 ,8 2 0 2 .4 7
2009
8 7 2 4 ,4 4 7
7 ,1 8 3
7 ,6 7 2
1 2 1 1 ,1 0 3
4 6 2 1 ,4 4 3 1 1 ,3 4 0 1 .8 9
2010
5 5 5 3 ,1 2 8
7 ,9 0 8
1 ,0 3 8
1 ,2 5 5
80
2 7 0 1 4 ,2 3 5 1 6 ,3 8 0 0 .8 7
2011
7 2 8 3 ,7 7 3
5 ,3 7 2
2 ,5 9 2
262
529
1 3 ,2 5 7 1 6 ,4 4 0 0 .8 1
2012
6 0 5 2 ,2 7 8
4 ,7 2 3
1 ,2 7 7
1 ,2 3 6
1 0 ,1 1 9
9 ,0 0 0 1 .1 2
2013
3 1 3 2 ,3 0 5
3 ,0 5 9
2 ,7 7 2
8 ,4 4 9 1 1 ,1 6 0 0 .7 6
5 ,8 3 6 1 2 ,4 8 0 0 .4 7
2014
2 9 4 1 ,8 7 8
3,6 6 4
2015
7 5 8 2 ,6 9 3
3 ,4 5 1
8 ,6 4 0 0 .4 0
2016
179
1 7 9 1 0 ,8 6 0 0 .0 2
平均
－
－
－
－
－
－
－ 2 3 ,6 2 7 1 7 ,6 8 4 1 .3 4
※金額算定では、農林統計の漁獲金額/ 漁獲量より求めた年別平均単価を乗じた

＊3

金額(千円）
2 3 8 ,1 0 4
費用（ 千円）
1 3 0 ,0 2 0
Ｂ／Ｃ 1 .8 3

放流魚の漁獲金額を算定するにあたっての単価については、時期やサイズ、入荷量や魚の状態などにより変動す
るが、値が不確定であるため、今回は、農林水産統計値の漁獲金額 / 漁獲量より年間の平均単価を灘ごとに求めて、
これを用いた。
＊4
放流経費については、種苗放流を海づくり基金や市町・漁協などが実施しているが、機関によって運搬経費や人
件費は様々であるため、今回はこれらの費用は計上せず、種苗単価に放流尾数を乗じて算定した種苗経費とした。
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（解析結果まとめ；愛媛県燧灘）

調査魚の年齢分解を雌雄一体で行った。しかし、

・2004 ～ 2016 年まで調査したヒラメのうち、

ヒラメは雌雄で成長差があることから、今後は、

放流魚の混獲率（尾数割）は 6.7％であった。

雌雄別の ALK を用いて、灘別の年間漁獲尾数・

・漁獲されたヒラメは、0 ～ 2 歳魚が主体で
あった。近年は 0 歳魚の割合が減少してい
た。

重量を雌雄ごとに分けて算定する。
（2）資源量と再生産の解析・評価
県内灘別に資源量解析を行い、年齢別の資源量

・放流魚の回収率は年により変動が大きかっ

や資源動向の解析・評価を行う。また、成熟と年

た。0 ～ 6+ 歳まで揃った 2004 ～ 2010 年

齢の関係から産卵親魚量を求め、再生産の状況（再

の平均回収率は 8.6％であった。

生産成功率；産卵親魚１kg あたりの翌年 1 歳の

・放流魚の費用対効果は回収率同様、年によ
り変動が大きかった。0 ～ 6 歳まで揃っ
+

た 2004 ～ 2010 年の平均値は 1.83 となり、
放流魚の漁獲金額が放流経費を上回った。
（＊放流魚の漁獲金額は、放流魚の漁獲重量に農
林水産統計値の漁獲金額 / 漁獲量より年別に求め
た平均単価を乗じて計算）

資源尾数）について解析・評価を試みる。
（3）灘別の漁獲特性等の評価
これまでの解析結果を灘ごとに整理して、水揚
げ魚と放流魚の年齢構成や回収率など、灘別・年
級群ごとに比較・評価する。
近年、若齢魚の漁獲割合が減少していることが
確認された。これまで、本県では春～夏にかけて、

また、同様の手順で伊予灘・宇和海についても

燧灘においてソリネットによる天然発生量調査を

放流効果の試算を行ったところ、費用対効果（B/

行っており、こうした調査結果も整理・解析しな

C） は、0 ～ 6 歳 ま で 揃 っ た 2004 ～ 2010 年 の

がら、減少要因について考察する。

+

平均値は伊予灘が 1.35、宇和海が 1.00 となり、
県全体では 1.54 と見積もられた。

（4）費用対効果の検討
費用対効果を試算するにあたって、放流に要す

このことから、ヒラメの放流効果は県内 3 海域

る人件費・運搬経費や漁獲物の単価など、コスト

において、値がいずれも１以上となり、海域や年

とベネフィットの算定についても再検討したうえ

によって差はあるものの、本県では、放流経費以

で、Ｂ / Ｃを見積もる。

上の金額が回収されているものと推測された。
表４

愛媛県各灘での放流効果解析結果
ヒラメ

区分

漁獲統計

（トン）

混獲率
（％）

回収率
（％）

７

ヒラメ資源の維持・増大に向けて

【瀬戸内海のヒラメ資源状況】
Ｂ／Ｃ

放流尾数
（尾）

瀬戸内海の各府県は、各市場での全長組成調査、

灘

251 ｔ

6.7%

8.6%

1.83

309,571

主要漁協からの水揚げ統計調査等を実施し、ヒラ

伊予灘

36 ｔ

33.6%

7.0%

1.35

205,571

メに関する各種データを収集しており、瀬戸内水

宇和海

19 ｔ

18.6%

2.6%

1.00

97,571

306 ｔ

13.1%

7.1%

1.54

612,714

研では、こうしたデータを基に、各府県の意見を

燧

計
備考

2004～2016年平均

2004～2010年平均

※種苗：60円／尾として計算 混獲率は尾数割合

踏まえてヒラメの資源評価や将来予測を行ってい
ます。
図８に、瀬戸内水研が公表している瀬戸内海に

６

放流効果試算にあたっての
今後の課題

今後は、以下の事柄について、更に解析を進め
ていきたいと考えています。
（1）雌雄別の漁獲尾数・重量の算定
今回は、瀬戸内水研から提供頂いた ALK から、

おける年別のヒラメ資源量と、漁獲割合の推移を
示しました。推定値ではありますが、瀬戸内海の
ヒラメ資源量は 2016 年時点で約 1,600 トン程度
と見積もられ、動向は減少傾向にあります。特に
朱色で示した若齢魚（未成魚）の減少が激しく、
天然発生群の漁場への加入量低下が懸念されてい
ます。本県では、近年、若齢魚の漁獲が減少 ＊ 5

＊5

愛媛では、安価な小型魚であっても、市場で少しでも値がつけば持ち帰る漁業者が多いため、獲り控えではなく、
実際に若齢（小型）魚の漁獲割合が減少しているものと推測している。
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していますが、瀬戸内海全体でも、同様な傾向と

る知見を収集・評価して、生態系にも配慮した栽

なっていました。一方、漁獲割合（漁獲圧）はほ

培漁業を展開してゆく必要があると思います。

ぼ横ばいの状況にあります。
【今後の課題・展望】

こうしたことから、現在の瀬戸内海のヒラメ資

〇調査結果の紹介・啓蒙

源は、水準は中位であるものの、動向は減少傾向

ヒラメの放流効果について、愛媛県の 3 海域に

にあると評価されており、将来の資源量、ひいて

おける調査データを整理・解析して年級群ごとに

は漁獲量の減少が危惧されます。

放流魚の混獲率・回収率・費用対効果 (B/C) など
3,500

0.5

未成魚 資源量
親魚 資源量
漁獲割合

3,000
資
2,500
源
量 2,000

0.4
漁
0.3 獲
割
合
0.2

ト
ン 1,500
1,000
500

図８

その結果、費用対効果 (B/C) は各灘とも１以上
で（2004 ～ 2010 年平均値）、放流魚の漁獲金額
が放流経費（種苗経費）を上回っていました。
今後は、こうした結果を県内で開催される各種
報告会などで紹介・報告したいと考えており、漁

0.1

業関係者に対し、栽培漁業への理解を一層深めて

0

頂くとともに、市場調査などへの更なる協力も呼

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

0

を取りまとめました。

瀬戸内海のヒラメ資源量と漁獲割合の推移

びかけていきたいと考えています。
また、調査体制の課題としては、データ収集に
あたって、近年、ヒラメの漁獲量が落ち込んでい
るため、以前と比べてヒラメの測定（調査）尾数

【資源回復に向けた提言】

が少なくなってきています。このため、漁協等の

瀬戸内水研の資源評価（2017 年度）では、ヒ

協力を得ながら、調査回数や調査箇所を見直すな

ラメの資源動向は減少傾向にあることから、今後

ど、調査率のアップにも努めていきたいと思いま

は関係府県や漁業者等と連携して対策を講じ、資

す。

源回復に努めることが重要だと考えます。

〇最後に ･･･

対策としては、若齢魚の再放流や、広域かつ定

前項において若齢魚の再放流や効果的な種苗放

期的な休漁日の設定などの資源管理方策を検討す

流など、若干の考察を加えましたが、将来のヒ

る必要があるのではないでしょうか。実際、周防

ラメ資源の維持・増大のためには、こうした適切

灘に隣接する大分・福岡・山口県では、小型機船

な資源管理と種苗放流とを上手く組み合わせた管

底曳き網漁業において全長 25cm 以下のヒラメの

理方策を検討することが重要ではないかと考えま

漁獲制限が設けられており、カレイ類などヒラメ

す。そのためには、愛媛県のみならず、公設の研

以外の魚種についても包括的に取組んでいるよう

究機関が中心となり、漁業者に対して、調査デー

です。若齢魚の加入が減少している中、こうした

タを基に科学的な数値・根拠を示したうえで、行

試みが愛媛も含めた瀬戸内海全体に波及すること

政と連携しながら、資源増大に向けた具体的な取

を期待しています。

組みを提言・発信していく必要があるのではない

種苗放流に関しては、種苗生産現場において、
健全な種苗を生産するとともに、放流にあたって

果の試算」は愛媛県での一解析事例ではあります

は、育成場の保全も含めて、餌料環境等を鑑みな

が、当研究所では、引き続き、こうした事柄に真

がら、適地放流に努める必要があります。

摯に取り組むことで、ヒラメなど、重要水産資源

また、これまでヒラメに限らず各種放流事業で
は、一箇所に大量の種苗が放流されてきましたが、
残念なことに放流から回収（漁獲）といったこと
に主眼が置かれ、生態系に対する影響については
ほとんど議論されてきませんでした。このため、
これからは環境収容力や他魚種への影響等に関す
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でしょうか。今般紹介させていただいた「放流効
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の維持・増大、ひいては県内水産業の振興に繋げ
ていきたいと考えています。

【海域栽培漁業推進協議会コーナー】

平成30年度のサワラ共同種苗生産・中間育成放流を実施しました
瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会事務局
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会（以下、協議

行い、受精 4 日後の 5 月 12 日にふ化した仔魚約

会）では、（公社）全国豊かな海づくり推進協会

28 万尾を 200 t 水槽に収容し種苗生産を開始しま

と連携して平成 24 年度から水産庁の補助事業（平

した。なお、放流効果を把握するため、ふ化仔魚

成 30 年度は栽培漁業総合推進事業）を活用しな

の段階で ALC 標識を施しています。標識装着作

がら、サワラの共同種苗生産・中間育成放流に取

業は、200 t 水槽への収容前に瀬戸内海区水産研

り組んでいます。共同種苗生産は、協議会を構成

究所により実施されています。今年の中間育成実

する瀬戸内海 11 府県等による経費負担や人員派

施府県への種苗の配付日はサワラの受精卵が必要

遣、餌料提供などの連携・協力体制を組み、国立

量確保できた時点で 6 月 6 日と決めましたが、予

研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸内海区水産

定通りこの日に平均全長 39㎜種苗合計 89 千尾を

研究所屋島庁舎（以下、屋島庁舎）の施設を借用

配付することができました。各府県に配付された

して実施しています。屋島庁舎では平均全長約

種苗は 8 ～ 15 日間かけて平均全長 63.9 ～ 78.1

40㎜まで飼育し、大阪府、兵庫県、岡山県、香川県、

㎜まで中間育成され、合計 70 千尾が放流されま

愛媛県および大分県に配付し、中間育成後に全長

した（表１）。

約 70㎜で放流する体制を整えています。

なお、サワラの共同種苗生産・中間育成放流の

本年度の種苗生産は、5 月 8 日に得られた受精

取組の経緯や、餌となるイカナゴシラスやマダ

卵を用いて行いました。サワラの受精卵は香川県

イ等ふ化仔魚の確保、中間育成に携わる漁業者の

のサワラ流し網漁業者が確保した親魚から得た卵

声などは、豊かな海 No.27 の「特集Ⅱ」や、同

と精子を人工授精させたもので、この受精卵の確

No.42,43 のシリーズ「いつも二人三脚」にまと

保は毎年香川県が行っています。得られた約 110

められていますので併せてご参照ください（参照

万粒の受精卵を屋島庁舎の水槽に収容し卵管理を

URL: http://www.yutakanaumi.jp/yutakanaumi）
。

表１

平成 30 年度

瀬戸内海におけるサワラ種苗生産・中間育成・放流結果
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船上での採卵
（提供：香川県水産課大澤氏）

日齢 11 のサワラ稚魚
（小さな仔魚はサワラの餌となるマダイの仔魚）

屋島庁舎での給餌風景

配付時の種苗
（写真はＨ２５年のもの）

愛媛県大浜での放流の様子
（写真提供：瀬戸内海漁業調整事務所）

香川県の放流種苗
（写真提供：瀬戸内海漁業調整事務所）
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【豊かな海づくり推進協会コーナー①】

平成２９年度 第３回理事会
平成 29 年度第 3 回理事会を、平成 30 年 3 月

進事業に、新たに環境

15 日（木）13 時半から東京都千代田区内神田

変化等に対応した種苗

1-1-12 コープビル 6 階第 5 会議室で開催した。

生産及び放流効果の実

来賓として水産庁栽培養殖課の黒萩課長及び佐

証や、遺伝子分析によ

藤専門官、国立研究開発法人水産研究・教育機構

る再生産の検証を支援

の和田理事のご臨席をいただいた。

するメニューを追加し

岸会長は、冒頭の挨拶で「国会審議中の平成
30 年度予算案は、既定の予算の確保をはじめ漁
業人材の育成や増養殖対策など多くを盛り込んで

ているほか、「浜プラ
黒萩栽培養殖課長挨拶

ン」の着実な実行を支
援するための事業とし

頂いており、今後の対策に予算を活用していきた

て「浜の活力再生交付金」に、種苗生産施設など

い。本会の本年度事業は、会員のご協力のもとで、

水産資源増大のための施設整備を助成する予算も

栽培漁業「広域プラン」に基づく取り組みなどを

引き続き計上している。貴協会には、全国の栽培

概ね計画通り実施することができた。今後は水産

漁業の中心的役割を担っていただいており、今後

政策の改革、水産機構の研究体制のあり方の見直

とも貴協会と関係機関が一体となって、栽培漁業

しなど、しっかりと対応していくので、皆さんに

の一層の発展に繋げて欲しい」との挨拶をいただ

もご協力を頂きたい」と述べた。

いた。

来賓挨拶では、黒萩栽培養殖課長より「栽培漁

本理事会では、理事 12 名のうち 10 名の理事

業については、第７次栽培漁業基本方針や、昨年

及び監事 2 名が出席し、第 1 号議案平成 30 年度

４月に閣議決定された新たな水産基本計画の下、

事業計画及び収支予算（案）に関する件、第 2 号

資源造成型栽培漁業の推進や種苗放流と資源管理

議案平成 30 年度会費に関する件、第 3 号議案平

を一体的に実施すべく資源管理との連携強化等に

成 30 年度負担金に関する件、第 4 号議案平成 30

取り組んでいるところである。栽培漁業と資源管

年度役員報酬に関する件、第 5 号議案 規程の変

理を一体的に行うことは、栽培漁業が始まった当

更に関する件（就業規則の一部改正）が審議され、

初から考えられていたことだが、今、水産政策の

各議案とも原案どおり承認された。また、職務の

改革が議論されている中で、栽培漁業が原点に立

執行状況等の報告を行った。

ち返ってやっていく体制
に改革できたらと私個人
としては期待している。
栽培漁業を取り巻く環境
は、種苗生産施設の老朽
化、 漁 業 者 の 放 流 経 費
の負担能力の低下など、
様々な課題に直面してお
り、水産庁としても、栽
培漁業が将来にわたり安
定的に実施されるよう必
要な予算の確保に努力し
ている。平成 30 年度予
算 は、29 年 度 か ら 実 施
している栽培漁業総合推

平成２９年度 第３回理事会
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平成３０年度 第１回理事会
平成 30 年度第 1 回理事会を、平成 30 年 5 月

の成長産業化に向けた水産資源管理をはじめと

7 日（月）13 時 30 分から東京都千代田区内神田

する水産政策改革について検討をしている。平

1-1-12 コープビル 5 階第 1 会議室で開催した。

成 31 年度の予算編成作業が始まったところだが、

来賓として水産庁栽培養殖課の佐藤専門官にご

今後、水産政策の改革を踏まえ、栽培漁業が更に

臨席をいただいた。

機能を発揮できるよう、必要な予算の確保に引き

岸会長が急遽欠席となったため、山本副会長が挨

続き努力していく」との挨拶をいただいた。

拶し、
「29 年度の当協会の「豊かな海づくり」に

本理事会では、理事 12 名のうち 7 名の理事及

関する諸事業は、滞りなく実施することができた。

び監事 2 名が出席し、第 1 号議案 平成 29 年度事

水産庁、水産機構の皆様のご支援 ･ ご指導と、理

業報告書、同附属明細書、貸借対照表及び正味財

事 ･ 監事各位のご協力に感謝する。現在、政府で

産増減計算書、同附属明細書並びに財産目録に関

は、漁業の成長産業化に向けて施策の検討を進め

する件、第 2 号議案 平成 30 年度事業計画書及び

ていると思うが、栽培漁業は減少した水産資源を

収支予算書の変更に関する件、第 3 議案 平成 30

種苗放流によって直接増やすことのできる重要な

年度定時総会付議事項及び開催に関する件、第 4

手段であり、漁獲管理と一体的に推進することで、

号議案 会員の加入に関する件 が審議され、各議

一層効果的な資源管理が実現できる。水産庁には、

案とも原案どおり承認された。また、職務の執行

広域に回遊する魚種をはじめ、我が国の水産資源

状況等の報告を行った。

の管理を進める上で、ぜひ施策を充実していただ
くようお願いする。当協会としては、会員をはじ
め、漁業者、国民からの支持を得られるよう、栽
培漁業の推進をはじめとする「豊かな海づくり」
に引き続き努力するので、水産庁、水産機構及び
役員の皆様のご指導、ご協力をお願いしたい」と
述べた。
来賓挨拶では、水産庁栽培養殖課黒萩課長に代
わり佐藤専門官から、栽培漁業に関する現状認識
を踏まえた平成 30 年度予算措置など国の対応状
況についての説明とともに、
「水産庁では、漁業

平成３０年度 第１回理事会

平成３０年度 第２回理事会
先の平成 30 年度第 1 回理事会で承認された第
3 号議案平成 30 年度定時総会付議事項及び開催
に関する件について、岸会長から政府において検
討が進められている水産政策改革への対応等のた
め定時総会の日程変更が必要になったとして、本
会定款第 37 条（決議の省略）の規定に基づき、
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定時総会の開催日時及び開催場所の変更の提案が
なされた。この提案に対して書面による理事全員
の同意とともに、監事全員の異議を述べない旨の
回答を得たことから、平成 30 年 6 月 8 日に理事
会の決議があったものとみなして、定時総会の当
初の開催日時及び開催場所を変更した。

平成３０年度 定時総会
平成30年度定時総会

挨拶する岸会長

策を打ち出していただき、ぜひそれを活用して浜

を、 平 成30年 6 月 26

が良くなるように取り組みたい。本日、都道府県、

日（火）13時から東京都

漁協系統や浜で栽培漁業等に取り組んでおられる

千代田区大手町 1-8-1

方々の前で敢えてそのことを強く申し上げたい。

KDDI 大手町ビル TKP

今、水産庁により水産政策の改革に係る説明会

東京駅大手町カンファ

が全国で開催されており、賛成も反対も色々な議

レンスセンターホール

論もありますが、将来のためになることをするの

22Fで開催した。

が我々に与えられた道であります。どうぞ、それ

来賓として水産庁増
殖推進部保科部長、同

栽培養殖課黒萩課長、同課佐藤専門官、同石田技
官のご臨席をいただいた。

ぞれの立場でご尽力、ご支援をお願いします」と
述べた。
来賓挨拶では、水産庁増殖推進部保科部長より
「栽培漁業については、種苗生産施設の老朽化や

岸会長は、開催の冒頭の挨拶で「今、国では水

漁業者の放流経費の負担能力の低下、都道府県の

産政策の改革を進めていますが、栽培漁業は優良

財政状況の悪化など、様々な課題に直面している

漁場をしっかり守りながら漁獲サイズのものを獲

ことから、「第７次栽培漁業基本方針」や、昨年

るというのが本来のあり方で、自然界に逆らうよ

４月にとりまとめられた「水産基本計画」の下で、

うな漁獲のしかたや管理などでは将来に良い結果

資源造成型栽培漁業の推進や種苗放流と資源管理

が残せないと考えますし、自然界の力をしっかり

を一体的に実施すべく、資源管理との連携強化等

受け止めることが重要です。今回の水産政策の改

に取り組んでいるところです。

革では、資源管理と漁業の成長産業化を両立させ

岸会長からもお話があった水産政策の改革につ

るとしていますが、大きな課題も山積しており、

いては、昨年４月にとりまとめられた「水産基本

これを一つ一つ取り除きながら取り組んでいく必

計画」をベースに検討され、本年６月１日、政府

要があります。行政が打ち出した改革の方向性に

の農林水産業・地域の活力創造本部において、そ

ついては、我々も自らの課題として受け止めなが

の具体的内容が活力創造プランに位置づけられ、

らしっかり取り組んでいくこと、将来必ずや日本

政府の成長戦略や骨太の方針にもそのエッセンス

の漁業・浜が良くなると信じて対応していくこと

が盛り込まれている状況にあります。全体の具体

が大切です。そうした中で、資源管理と栽培漁業

的な説明は各地で開催されている説明会に譲り、

の推進に本協会が果たす役割は極めて大きいもの

ここでは栽培漁業に限定してお話しすると、今後

があると思います。

の栽培漁業は資源管理の一貫として実施されるこ

今後大事なことは、国には水産政策の改革に基

とを前提に、資源管理上効果のあるものを見極め

づいて将来展望をしっかり示していただくこと、

た上で重点化し、しっかりとした資源造成効果の

また水産業の改革を進め展望を開いていくための

検証や、資源造成に係る役割分担、広域回遊魚種

具体的な施策をきちんと出していただくこと、も

等への関係都道府県での共同の取組を促進するこ

う一つはその施策に必要な財政措置・予算措置を

ととしています。水産庁としては、この水産政策

しっかりしていただくことであり、31 年度予算

の改革により、栽培漁業がより効果的に実施され

や 30 年度補正予算等を含めて画期的な政策を打

るものとなるよう引き続き努力して行く所存で

ち出していただきたい。

す。全国豊かな海づくり推進協会には、全国の栽

先般、安倍総理に会ってじっくり話をしまし

培漁業の中心的役割を担っていただいており、今

た。漁業者も頑張ると話をしたのに対して、国が

後とも貴協会、関係機関が一体となって栽培漁業

成長産業化の方向に漁業界をしっかり引っ張って

を一層盛り上げ、発展に繋げて欲しい」との挨拶

いただけるとのことでした。国がしっかりした施

をいただいた。
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定時総会の議事は、第 1 号議案 平成 29 年度貸
借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録に関
する件、第 2 号議案 平成 30 年度会費に関する件、
及び第 3 号議案平成 30 年度役員報酬に関する件
についての審議、並びに報告事項として平成 29
年度事業報告書、平成 30 年度事業計画書及び収
支予算書に関する件についての報告である。
事務局より現在正会員数は 96 会員であり、そ
のうち本人出席 6 会員、委任状代理出席 22 会員、
議決権行使書の行使 68 会員となっており、総会
が成立している旨報告を行った。
総会の議長には一般社団法人マリノフォーラム
21 の井貫晴介会長が選出され、議長は議事録署
名人として一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所
の長元常務理事及び全国漁業共済組合連合会の内
海常務理事の２名を指名した。
議事に入り、報告事項 1 平成 29 年度事業報告
書、第１号議案 平成 29 年度貸借対照表、正味財
産増減計算書及び財産目録に関する件について、
濱田専務が資料に基づいて説明し「事業は、公益
事業である「水産資源の維持 ･ 増大や生育環境の
保全等を通じた豊かな海づくり推進事業」の 1 本
の柱で実施した。第 1 の事業は「豊かな海づくり
推進事業」であり、全国豊かな海づくり大会につ
いては、福岡県で開催された第 37 回大会関係の
サポートや、功績団体表彰の公募・審査業務等を
行い、豊かな海づくり活動支援として地域版海づ
くり大会 15 カ所に助成した。また、広報事業と
しては、海づくり大会のパンフレット、機関誌「豊
かな海」の発行、HP での情報発信などを計画通
り実施した。第２の事業は「広域に連携・共同し
た種苗生産、放流体制をめざす栽培漁業広域連携
推進事業」であり、種苗放流による資源造成推進
事業は、6 海域の栽培漁業推進協議会が策定した
広域プランに基づいて、補助事業を活用し、関係
道府県・栽培漁業協会等の団体と、マツカワ・ヒ
ラメ、トラフグ、サワラの種苗放流による資源造
成事業を行った。共同種苗生産・放流体制構築事
業は、親魚養成の拠点化やなどの相互協力体制の
構築の取組や、瀬戸内海のサワラの共同種苗生産・
放流事業を水産機構、関係府県等の協力の下で実
施した。また、種苗生産情報等の提供事業は、全
国の種苗生産情報の取りまとめ・提供、親エビ情
報、水産機構の委託事業による種苗生産・入手放
流実績調査事業を行った。第３の事業は「栽培漁
業技術の開発と普及促進・生息環境の保全推進事
業」で、栽培漁業技術定着推進のため、魚種別・
地域別の種苗生産機関の担当者会議の支援や連携
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を図るとともに、栽培漁業技術研修等事業として、
4 カ所での現地研修会のほか、種苗生産機関技術
研修会を開催した。豊かな海づくり実践活動推進
事業では、17 のテーマの実践活動を助成したほ
か、農林水産技術会議の委託事業で、緑色 LED
を使ったホシガレイ・マコガレイの中間育成の低
コスト化技術開発に関係機関とともに取り組ん
だ。また、生息環境調査・漁場整備推進事業につ
いては、磯焼け対策実習を行うとともに、水産多
面的機能発揮対策支援事業を JF 全漁連、全内漁
連等と水産庁から受託して講習会、事例報告会を
開催した。」と説明するとともに、貸借対照表等
の財務諸表について説明した。続いて佐藤監事か
ら平成 29 年度の監査結果について「監事は理事
会等に出席し、理事等から職務の執行状況につい
て、報告を受けるなどにより、業務及び財産の状
況を調査し、事業報告について検討した。さらに、
会計帳簿等の調査を行い当該年度に係る計算書類
等について検討した。監査の結果、その内容は適
正なものと認める」との報告があった。
質問意見はなく議長が賛否を諮ったところ異議
なく、議決権行使を含む全員賛成により第 1 号議
案は原案どおり承認された。
次に第 2 号議案 平成 30 年度会費に関する件、
第 3 号議案 平成 30 年度役員報酬に関する件は関
連議案として一括して審議することとし、濱田専
務が、まず報告事項である 30 年度事業計画及び
30 年度収支予算を説明した後、資料に沿って議
案の説明を行った。なお、「第 2 号議案の会費に
ついて、震災等に伴う会費の減免の申請があった
場合などの対応は、会長に一任いただくことを提
案する」旨発言した。質問、意見はなく、議長が
賛否を諮ったところ異議なく、議決権行使を含む
賛成多数により原案どおり承認された。
議長がそのほかに発言はないか質したところ特
になく、定時総会を終了した。

総会全景

【豊かな海づくり推進協会コーナー②】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告１

マナマコの種苗生産・放流手法について
庄内総合支庁産業経済部水産振興課

工藤

水産業普及指導員

充弘

開催日時：平成 30 年 2 月 6 日（火）14:30 ～ 17:00
開催場所：鶴岡市由良コミュニティセンター
講

師：（公社）青森県栽培漁業振興協会

大ホール
栽培部長

松橋

聡

氏

出席者数：約 40 名（漁業者、漁協職員、栽培漁業センター職員、県職員）

１

はじめに

ン、水揚げ金額は1,000～1,500万円で推移して

山形県では、漁業者からマナマコ種苗放流の要
望を受けて、水産試験場と栽培漁業センターが連
携して、平成 28 年度から小規模な種苗生産試験
に取り組んでいる。しかし、本県ではこれまでマ
ナマコの種苗生産に取り組んだ事例がなく、県の
栽培漁業対象種にもなっていないため、基礎知見
が乏しいのが現状である。そこで今回、マナマコ

いる。
・12月～6月に磯見漁業で漁獲され、最盛期は海
況が安定する4～6月。
・平成28年度まで本県における種苗放流の実績
はない。
（２）種苗生産試験の取組状況
・「ナマコ種苗生産マニュアル」（青森県産業

種苗生産の先進地である（公社）青森県栽培漁業

技術センター水産総合研究所

平成22年3月発

振興協会から講師を招き、種苗生産・放流手法に

行）を参考に、栽培漁業センターの現状に合わ

関する現地研修会を開催することにした。

せて、種苗生産試験に取り組んだ。
・平成28年度、平成29年度それぞれ2回ずつ採

２

研修会の概要

卵を実施し、採卵数は平成28年度は計161.8万

はじめに、山形県水産試験場から、山形県にお

粒、平成29年度は計440.8万粒となった。

けるナマコ漁業の現状と種苗生産試験の取り組み
について、情報提供してもらった。その後、講師
である（公社）青森県栽培漁業振興協会松橋部長
から「青森県におけるマナマコの種苗生産につい
て」ご講演いただいた。最後に、全体を通した意
見交換を行った。
３

情報提供

「山形県におけるナマコ漁業の現状と種苗生産試
験の取り組みについて」
山形県水産試験場

研究員

櫻井克聡

（１）ナマコ漁業の現状
・山形県におけるマナマコの漁獲量は15～20ト

山形県水産試験場櫻井研究員からの情報提供
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・受精率は平成28年度は99％、平成29年度は85
～90%であった。

・採卵直後に受精させるため、あらかじめ親ナマ
コの水槽内に精子を添加しておく。

・浮遊幼生は流水管理ではへい死が多発したた
め、止水管理（20℃ＷＢ）で行った。

・幼生飼育には500Lパンライト水槽を用い、
キートセラス・グラシリスを給餌させる。約2

・採苗は2トン水槽にアワビ種苗生産に用いる波
板を設置し幼生を散布した。

週間で稚ナマコに成長する。
・幼生の発生スピードには、ばらつきがあり採苗

・採苗後1か月で2～3㎜、3か月10～30㎜に成長
した。

のタイミングが難しい。採苗器にはアワビ飼育
用の波板を使用する。

・平成28年度は4,200個体、平成29年度は3,170個
体の稚ナマコを生産した。

・波板飼育初期には簾等で遮光した方が歩留りが
良い。波板上の付着珪藻（ナビュキュラ等）を

（３）課題

給餌させ、底掃除と栄養塩の添加をこまめに行

・着底後の減耗要因になっているコペポーダによ
る食害を阻止することで、着底から稚ナマコま
での生残率を向上させる。また着底率の向上も

う。
・成長を見ながら3か月～1年後に剥離選別作業
を行う。
（２）放流手法について

必要。

・天然海域では稚ナマコは転石区、貝殻区に多
４

講演

い。成長すると藻場に移動する。

「青森県におけるマナマコの種苗生産について」
（公社）青森県栽培漁業振興協会
栽培部長

松橋

聡

（１）種苗生産技術について

・ホタテの貝殻をあらかじめ設置した海域に稚ナ
マコを放流する。
・放流時期は10月～3月で、放流サイズ（20㎜以
上）に達した群から順次放流する。

・親ナマコは採卵の2～3か月前には確保し、充

・放流後の稚ナマコの減耗要因としては、潮流に

分な餌を与え養成する必要が有る。配合餌料を

よる流出が最も大きく、放流場所の選定が重要

与える場合には貝化石を混ぜて給餌する。

である。内湾が無い山形県であれば、漁港内へ

・陸奥湾では水温が14℃を越えると産卵が始ま
り、16℃でピークを迎える。海域によって産

放流するのも一つの方法と考えられる。
（３）マナマコ増殖の新しい取り組み

卵生態が異なるので、地場における産卵期を

・採卵から採苗までを陸上水槽で行い、採苗器を

しっかり把握しておくことが重要。産卵誘発法

海面に吊るし育成した稚ナマコを放流する方法

は昇温刺激よりも薬剤（クビフリン）処理が確

もある。北海道で盛んに行なわれている。

実。

松橋部長による講演風景
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５

意見交換
放流効果はどれくらいか？
標識がつけられないため、放流個体と天然個
体の識別が難しく放流効果を把握しづらい。
ただし、太平洋側の外海で、本来マナマコ
が生息していない漁港内に種苗放流したこと
で、後に分布が確認されるようになった事例
がある。
放流した稚ナマコは何年後に漁獲されるよう
になるか？
乾燥ナマコのサンプル

マナマコには有効な標識方法がなく、年齢形
質もないため、天然海域における成長は不明
である。
６
マナマコの加工方法はどんなものがあるか？

謝辞

（公社）青森県栽培漁業振興協会

栽培部長

乾燥ナマコが主流だが、塩蔵もある。小型の

松橋 聡 氏には、大変お忙しい中、講師をお引き

ものは柔らかく生食が好まれる。

受けいただき、マナマコの種苗生産・放流手法に
ついてご講演していただきました。心から御礼申

ナマコの単価はどれくらいか？

し上げます。今回受講した漁業者や関係機関職員

生で高値が 6,000 円 /㎏くらい。乾燥品にす

にとって有意義な研修会となり、今後本県におけ

ると重量が 3 ～ 5％になる。

るマナマコの資源造成の取り組みに役立つものと
考えます。

加工処理を漁業者自ら行っている事例はある

最後に、本県からの研修の要望を快く採択して

か？

いただいた主催者の公益社団法人全国豊かな海づ

製品の良し悪しを決める内臓抜き処理が難し

くり推進協会に厚く御礼申し上げます。

く、乾燥前の下処理にも手間がかかるため、
加工業者が買い取って行う場合が多い。青森
県川内町漁協には専用の加工処理施設があり
加工が盛んに行なわれている。個人で取り組
むのは難しいと思われる。

参加者からの質問
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豊かな海づくりに関する現地研修会報告２

活イカ出荷を成功させるために
京都府水産事務所

海のにぎわい企画課

主幹

岩尾

敦志

開催日時：平成 30 年 3 月 13 日（火）14:00 ～ 16:00
開催場所：京都府京丹後市網野町
講

師：有限会社

末広水産

京都府漁業協同組合網野支所
代表取締役

おおうち のぶあき

大内 信明

氏

出席者数：約 60 名（漁業者、漁協職員、仲買人組合、市町及び府職員等）

１

はじめに
京都府では、魚価向上や高品質な水産物供給に
向けて、漁獲物の活魚出荷等を推進しています。
今回、府内の漁業関係者による活イカ出荷に取り
組むに当たり、京都府漁業協同組合と連携して、
漁業関係者を対象に、活イカの取扱い等、流通技
術に係る研修会を開催しました。
２ 研修会の概要
「活イカの出荷 ～流通を経て 地域の活性化
に繋げる～」と題して、愛知県名古屋市を拠点に、
活魚輸送、販売を行うとともに、自らが海鮮料理
店を経営しておられる大内講師から、活イカを扱
う際の技術等について、ご講演していただきまし
た。
その後、府漁協から府内の活イカ出荷に向けた
取り組み予定について説明され、最後に、大内氏

大内講師の講演風景
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が用意されたイカの刺身を試食しつつ、全体を通
した質疑と意見交換が行われました。
３ 講 演
「活イカの出荷
～流通を経て 地域の活性化に繋げる～」
㈲末広水産 代表取締役 大内 信明
（1）活イカを扱う際のポイント
・イカ釣り漁業者の高齢化や後継者不足により釣
りの活イカが減少してきたことで、定置網や
棒受網で漁獲された活イカも扱うようになった
が、網で漁獲されたイカも、扱いさえ良ければ
飲食店の水槽で元気に泳いでいる。
・活イカの取扱いで肝心なのは、如何にストレス
を与えないかである。
・イカは、漁獲された地域や時期により耐性が全
く異なる。トラック用の濾過槽や冷却装置を整

研修会の様子

備することも重要であろうが、体調の変化を見

てしまえる、②選別が出来る等の利点があり、

極める目を持つことが重要である。

輸送中の活力の低下を防げる。

・体調の変化（ストレスの状態）を知るために
は、良く観察することである。ストレスを与え

・スレた弱いイカは、他のイカに抱きつき、傷つ
けるので早めに揚げるべきである。

ると、色は透明でなく白く濁ってくる、そのま

・水槽は、海水の掛け流しができれば良いし、ト

ま放置すると身が痩せてくる。
・ストレスを軽減させるポイントは、①詰め込ま
ない、②適温を保つ、③落ち着かせる、の３点

ラックへの積み込み時には海水ポンプがあると
良い。夏季は冷海水を用い、なければ、氷で冷
やすと良い。

である。
・トラックでの輸送においては、積み込んでから

（4）地域の活性化に向けて
・北海道函館市はスルメイカを市の魚に選定して

30分が勝負である。その間はゆっくりと、出

おり、青森県八戸では毎月10日をイカの日と

来るだけ揺らさないよう心がける。
・また、水交換も必要である。１トンの海水に
30kgのイカを入れた場合、６時間でアンモニ
ア亜硝酸が増加する。これを目安に交換する。
・夜間は、作業や体調確認のために照明を付ける
とイカが驚くので、照明は点けたままにしてお
くのが良い
・水槽内に柿渋を塗るのもストレス軽減に有効で
ある。濾過槽や冷却装置の利用も含め、出来る
ことは全てやってみるべきと考える。
（2）漁業者の取り扱い
・活魚槽への収容数は少量を心がけ詰め込まない
ようにするのが一番である。イカ同士のスレに
より体表の粘液が剥離するのを防ぐことができ
る。
・活魚槽へはエアー注入と海水の散水を行うこと
が望ましい。
・水温上昇が早い夏季は、早朝の水温が低いうち

している。佐賀県呼子町では呼子イカ検定を実
施している。その他、須佐男命いか、萩のけん
さきいか、灯いか、吟いか等、各地で様々に名
付け、地域興しに役立てている。
・京都府でも、白い宝石と呼ばれるほどの白イカ
があり、秋にはアオリイカが、冬にはヤリイカ
が漁獲されている。是非、ブランド化し、ご当
地丼などの食べ方とともに、また、他の地方特
有の食材とともに情報発信してはどうか。近畿
圏の市場も近いことから評判を呼ぶものと思わ
れる。
・近年、飲食業界はめまぐるしく変化している。
今年、成功したことが来年も成功するとは限ら
ない。消費者の立場になって考え、絶えず変化
していくことが必要である。
いのち
いのち
・「“生”をいただくこと、“生”を繋いでいく
ことに感謝を忘れない」ことが私のモットー
であり、食品を提供するに当たっての３つの要

に操業を終えられると良いが、そうもいかな
いと思われるので、冷水機があると良い。複数
の活魚槽があるならサイズ毎に分けるとなお良
い。
（3）漁協での取り扱い

素、①品質、②安全、③価格を常に意識するこ
とが重要であると考えている。
４ その他
（1）京都府における活イカ出荷の取り組み予定

・漁協に出荷された物は、一時備蓄できると良
い。①イカが落ち着く、②胃の中の餌を吐かせ

（京都府漁業協同組合）
・先日の山口県への先進地視察、今回の現地研修

生姜醤油（左）、コチュジャン風味噌（右）

試食の様子
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質問に答える大内講師

会、関係支所への活魚水槽の設置と活イカ出荷
に向けて一定の準備は整った。
・まずは、地元での販売を推進し、地元での知名
度向上を図りたい。
・ケンサキイカを主体に、状況を見ながら他の種
類にも取り組んで行きたい。
（2）試食
・千葉県産のヤリイカ（急速冷凍真空パックした
ものを解凍）を生姜醤油とコチュジャン風味噌
で試食。
・味噌で刺身を食べるのは初めての方が多かった
が、評判は良かった。
（主な質疑応答）
タモ網やカゴでイカを掬うと傷ついてしまう
が、どうすれば良いか。
体表にぬめりがしっかりとあれば、タモ網な
どで掬っても問題ない。ぬめりがないもので
も備蓄している間に復活することもある。黒
くない、目の細かいタモ網が良い。
黒いタモ網を使わない方が良いのは何故か。
黒色はイカにとって警戒色であり、イカが驚
き、ストレスを受けるためと思われる。白や
透明のものが良い。

体表のぬめりの有無の見分け方は？
身体がきれいな透明になっているのが良い状
態。くすんだ色や虹色だとぬめりが少ないサ
イン。
海水１トン当たりの収容の目安はどれくらい
か？
ヤリイカだと 60kg、ケンサキイカなら 30kg。
塩分濃度の低下は影響するか？
多少は塩分濃度が低くても問題ない。それよ
りは、酸素濃度が重要。ただし、酸素供給は
しない方が良い。（空気供給が良い。）
海～運搬時～店で水質が均一になるようにす
ると長く生きる。
４

謝辞
講師をお引き受けいただいた、㈲末広水産 大
内 信明 氏には、大変お忙しい中、活イカ出荷の
根幹である取扱い等に係る講演と試食を通じたＰ

柿渋塗った水槽にイカを入れると落ち着くの
は何故か。

Ｒ方法の提案など、今後に向けた指導及び助言を
お世話になりました。心からお礼申し上げます。
今回、受講した漁業者や漁協職員、仲買人組
合、関係機関の職員等にとって有意義な研修会と
なり、今後、府内での活イカ出荷の取組に役立つ

ＦＲＰ等のトゲ（アク）が取れると言って、
呼子の漁業者は愛用している。青い水槽より
朱色の水槽にいれた方が、イカの色が早く透
明に戻る。

ものと考えます。
最後に、主催者の公益社団法人全国豊かな海づ
くり推進協会には、本府からの研修の要望を採択
していただき、厚くお礼申し上げます。

墨を吐くと弱ると言われているが、どうか。
墨を吐くことがストレスとなり弱る。吐いた

56

墨で水質が悪化するというよりは、ストレス
が衰弱の要因になっていると思う。
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