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瀬戸内海における広域資源管理
水産庁瀬戸内海漁業調整事務所長

瀬戸内海漁業調整事務所長の江口と申します。
現職を拝命して約１年半が過ぎました。

静也

関係者の取組（規制や自粛）がどのように行われ、
どう効果があるのかといったことを、関係者間で

当所は、瀬戸内海及び周辺海域の違法操業の取

情報を共有し、ともに理解して取り組んでいくこ

締り、漁業調整、赤潮対策他漁場環境保全対策、

とが重要であり、ここ瀬戸内海ではサワラで実践

広域資源の管理等の業務を行っています。

されてきています。

瀬戸内海は、11 府県に囲まれ、大阪湾、播磨灘、

これまでの取組が功を奏し資源量は回復傾向と

備讃瀬戸、燧灘、伊予灘、周防灘等の湾灘を擁し、

なっていますが、一方、今後、この回復した資

多様な沿岸漁業等が営まれており、カキやブリ等

源をどの様に持続的かつ効率的に利用していくか

の養殖業も盛んです。明石や鳴門のマダイや広島

が、検討課題となっています。

等のカキ等をはじめ多様な魚介類が生産されてい
ます。

現在、各府県行政・研究機関で構成する「さわ
ら検討会議」及び各府県の漁業代表者で構成する

また、サワラはなじみの魚種であり、これを対
象とした漁業も盛んに行われ、重要な魚介類の一
つです。

「サワラ瀬戸内海系群資源管理漁業者協議会」に
おいて、その検討が進められています。
なお、昨年来、水産政策の改革が進められてお

さて、このサワラは、瀬戸内海では主に流し網

り、科学的・効果的な評価方法及び管理方法によ

漁業で漁獲されており、約 30 年前には約６千ト

る新たな資源管理のシステムの構築が検討されて

ンが漁獲されていましたが、過剰漁獲が原因で資

おり、資源管理目標の設定方式を従来方式から最

源が激減し、20 年前には 200 トンとピーク時の

大持続生産量の概念をベースとする方式に変更す

30 分の１にまで減少しました。このため、2002

ることや TAC 魚種を増やす方向となっています。

年に資源回復計画が策定され、2011 年の終了ま

現在、サワラは TAC 魚種ではありませんが、

で、操業日数の削減、網目規制の強化等が取り組

前述のとおり、関係者がしっかり取り組み資源が

まれました。また、資源回復計画終了後も、関係

回復している代表的な魚種です。今後、新たな制

者の協力の下、各府県の行政及び研究機関が参画

度の下、サワラの資源管理についても検討される

した「さわら検討会議」を開催し、広域的なサワ

こととなりますが、少なくとも、関係者の理解の

ラ資源を回復させる取組が検討され継続して取り

下、これまでの広域資源の管理体制を維持し、資

組まれています。また、関係府県が協力し、
（国研）

源の維持・回復のための取組を継続していくこと

水産研究・教育機構の支援の下、サワラ種苗の生

が重要であることは言うまでもありません。

産・放流の事業が取り組まれ、資源増大の一躍を
担ってきています。

最後に、瀬戸内海における広域資源は、サワラ
に限らず、他にも他海域を跨ぐトラフグ等があり

平成 29 年時点、資源量は 5,677 トンまで回復し、

ます。サワラでの取組や管理の枠組みを参考に他

漁獲量も 2,204 トンまで増加しており、現時点で

の魚種についても検討を進めていく必要がありま

は、資源量水準は中位を少し下回る低位で横ばい

す。当所としては、関係府県及び関係府県漁業者

となっています。

の調整役として、関係者の協力の下、情報共有・

このサワラ資源の回復の状況は、漁業関係者の
理解と協力なくしては進まなかったはずです。
持続的に資源を利用していくためには、科学的
な資源評価に基づき、資源の状況を的確に把握し、
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理解醸成を図り、今後とも漁業者が広域資源を持
続的かつ有効に利用していくことができるよう、
より一層取り組んでいきたいと思います。

22 年ぶりに待望のアゲマキ漁が再開
－有明海佐賀県－
佐賀県有明水産振興センター
資源研究担当係長

１．はじめに

佃

政則

2017 年と発生量が増加する傾向がみられた。

22 年ぶりにアゲマキ漁が再開したことで、地

この鹿島市周辺での資源回復の兆しから３年が

元によろこびの声が上がった。このアゲマキの復

経過し、一部では漁獲サイズに成長したアゲマ

活は、前報 1） で報告したように、佐賀県が 1998

キも見られることから、地元漁業者から漁獲の要

年から種苗生産・放流によって各地先に産卵母貝

望が上がるようになった。そこで、漁獲再開にあ

集団を創出してきたことにより、2015 年から一

たり、資源の状況を正確に把握する必要があるこ

部の地先ではあるものの、天然発生貝が増加し始

とから、2018 年 2 ～ 3 月に資源量調査を実施し、

めたことに起因すると考えられる。

漁獲に向けた検討を行った。

本報告では、これまでの資源回復への取組、漁
獲再開へ向けた資源量調査、その調査結果を基に
した漁業団体などの関係者間との協議を紹介し、

３．資源量調査の概要と結果
アゲマキ資源量調査は、2018 年 2 ～ 3 月に佐

実際の漁獲結果と資源量との関係から、今後の持

賀県有明海沿岸域の地盤高（大潮汀潮線からの高

続可能な漁獲の在り方について考察した。

さ）2 ～ 4 ｍの範囲の 150 点で実施した。それぞ
れの地点において、1 平方メートルの方形枠を用

２．資源回復への取組

いて、その中に生息するアゲマキの個体数を計数

アゲマキは有明海湾奥部沿岸の泥質干潟域に広

し、各地点 10 回の平均から生息密度を求めた。

く分布する二枚貝であり、漁業資源として重要で

また、各地点 30 個体を上限にアゲマキを採取し、

あったが、1988 年頃から漁獲量が激減し、1994

殻長及び湿重量について測定した。

年以降ほとんど漁獲がない状況となった 。資源

各調査地点の推定生息個数については、生息密

減少に対して、佐賀県では、1996 年から種苗生産・

度に調査地点の面積を乗じて算出した。また、推

放流により、各地先に産卵母貝集団を創出し、再

定生息重量についても同様に、各調査点の生息密

生産サイクル・漁獲の復活を目標に取り組んでき

度に各地点の平均重量を乗じて算出した。

2）

。特に、2009 年からは水産資源回復技術

アゲマキの生息密度を図 1 に示す。アゲマキの

確立事業（水産庁補助事業；国事業名：有明海漁

生息は鹿島市を中心に 57 地点で確認され、その

業振興技術開発事業）を活用して、それまでの放

生息密度は、鹿島市浜で最大 37.0 個 /㎡であり、

流規模を大幅に増やし（年間 100 ～ 200 万個規

それ以外の地点では 0.1 ～ 34.8 個 /㎡であった。

模）
、また、放流後に被覆網を施すなど放流技術

高密度域となる鹿島市浜地先の生息密度は、約

を改善することにより、放流後の稚貝生残率を高

40 年前にアゲマキが漁獲されていた時のおよそ

め、資源回復に努めてきた。このように放流量が

200 個 /㎡ 19）と比較すると少ない結果となった。

増大する中で、浮遊幼生が確認されるようになっ

鹿島市の中でも生息密度が高かった浜地先の生息

てきたことから、創出した母貝集団が再生産に寄

重量は、68.5 ～ 425.4gWW/㎡であり、約 40 年

与していると推定された。また、干潟域での天然

前に記録されている 331.8gWW/㎡と比較すると、

発生貝調査では、2015 年から佐賀県鹿島市周辺

2 調査地点でのみ多くなるが、ほとんどの地点で

において大量発生が確認され、その後、2016 年、

は、過去の値を超えることはなかった。

た

3-18）
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各地点の生息密度および重量を基に、鹿島市全
体の資源量を推定すると、生息個数で約 300 万個、
生息重量で約 20.2 t に達すると推定された。

４．漁獲再開までの協議
1996 年に漁獲が激減して以降、佐賀県のアゲ
マキ漁に対する規制の実態は、佐賀県漁業調整委

図２に鹿島市の 3 地先のアゲマキの殻長頻度

員会委員会指示により、2002 年～ 2016 年まで殻

分布図を示す。北鹿島のアゲマキ個体群は、主に

長による採捕制限があり、2016 年からアゲマキ

1 歳と 2 歳で構成されており、3 歳以上と推定さ

の採捕は全面的に禁止されていた。

れる殻長 60㎜以上の個体は見られなかった。浜

佐賀県では、今回の調査結果を受け、漁業者か

及び七浦地先については、1 ～ 4 歳の個体（殻長

らの漁獲の要望に対して、資源回復の流れを止め

30 ～ 90㎜）で構成されており、1 ～ 2 歳の殻長

ずに、一部で漁獲利用をするために、資源の利用

30 ～ 60㎜が 85％、3 歳以上の殻長 60㎜以上の個

方法を検討した。この検討には、今回の資源量調

体が 15％であった。

査結果から、資源回復が鹿島市の地先に限られる
こと、また、アゲマキの生態的特性から、アゲマ

佐賀市

キが産卵可能となるまでに産卵から 1 年以上、漁

白石町
鹿島市

獲サイズに成長するまでに 2 ～ 3 年程度かかるこ
となどを考慮し、図 3 のように漁場の利用計画を

有明海

作成した。この漁場利用案では、資源の拡大を図

密度（個/10m２）

北鹿島

100＜
21〜100
1〜20
0

太良町

るために高密度域を母貝場とし、また、60㎜以上
の個体が多く生息し、一定の漁獲が見込まれる場
所を 2018 年に漁獲する場所、60㎜以下の個体が

浜
密度（個/m2）

多く来年度以降漁獲が可能な場所など数か所に区
分けし、数年で漁場を利用する輪作の考えを盛り
込んでいる。
佐賀県では 2018 年 4 月にこの漁場利用計画を

10.0＜

佐賀県有明海漁業協同組合（以下、
「有明海漁協」
）

4.1〜10.0
2.1〜4.0
1.1〜2.0
0.6〜1.0
0.1〜0.5
0
図１

七浦
500m

アゲマキ生息密度の分布

北鹿島
1 

浜
1 

七浦
1 

図２

4

各地先別のアゲマキの殻長頻度分布
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図３

漁場利用計画

に提案し、資源量の状況、今後の資源回復の方向

イ ズ（55 ～ 70 ㎜） は 出 荷 さ れ、 小 サ イ ズ（55

性と漁獲再開の可能性について共に協議した。そ

㎜以下）は放流された。6 月の 15 日間で約 1 ト

の後も、有明海漁協内でも漁獲再開という意見と、

ン漁獲され、824kg が市場や直売所へ出荷され、

時期尚早・さらなる資源回復の継続が必要という

155kg が小サイズということで放流された（表

意見とがあり、協議が重ねられた。その結果、有

１）。このように、漁協内で操業場所、操業期間、

明海漁協は、過去にアゲマキ漁獲を行ったことの

漁獲サイズを定めて、資源保護に取り組みつつ漁

ある者 6 名を選定し、6 月の 15 日間に限り漁獲

獲が実施された。

を再開する案を作成した。
有明海漁協の作成した漁獲案については、5 月

再放流

の佐賀県有明海区漁業調整員会で諮られ、6 月の

漁獲

小サイズ
＜55mm

1 か月間に限り、現在、全面的に採捕禁止となっ

中サイズ(55-65mm)

ている漁業調整委員会指示が解除され、漁獲の再

大サイズ
＞65mｍ

開が決定した。しかしながら、調整委員会指示が
解除されたことで、共同漁業権対象種であるアゲ
マキは、漁業権を持つものであれば誰でも採捕可
能である。そこで、有明海漁協では、共同漁業権
行使規則に基づき、有明海漁協が定めた操業場所、

図４

操業期間、漁獲サイズ以外の採捕禁止と採捕者の
選定により、資源保護と漁獲再開を同時に取り進
めた。

５．漁獲再開と地元の反応

漁獲されたアゲマキの殻長頻度分布
表１

アゲマキ漁獲量（kg）

大

中

小

合計

再放流

出荷量

149

675

155

978

155

824

（佐賀県有明海漁業協同組合資料より）

アゲマキ漁獲は 6 月 8 日から漁場利用案を基
にした有明海漁協の指定する浜川右岸の 100m ×

漁獲されたアゲマキは、6 月 9 日にまず有明海

300m の範囲で再開され、初日の漁獲は 64.8kg で

の特産魚介類が多く出荷される地元の魚市場へ出

あった（写真１）
。図 4 に漁獲物の殻長頻度分布

荷され、久しぶりの天然有明海産アゲマキの出荷

図を示す。漁獲物の大サイズ（70㎜以上）、中サ

ということもあり、大いに賑わった。セリ値につ

写真１

アゲマキ漁獲から販売まで
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いても、初日は 3,000 ～ 4,000 円 /kg と非常に高
値が付き、期間を平均してもおよそ 3,000 円 /kg
と高評価を得た。
また、一部は有明海漁協の直売所である「まえ
うみ」に出荷され、販売開始 2 時間前から長蛇の
列となり、10 時の販売開始直後におよそ 20kg を
完売した。購入した方の話では、
「20 年ぶりにア
ゲマキを見て感動した」、「もう一生食べられない
と思っていた」など、アゲマキがいかに地元に根
付いたものであったか、そして、資源回復への期
待が高かったのかがうかがえる。また、
「この漁
獲が来年以降も続いてほしい」など、アゲマキの
資源回復に携わる一技術者として非常に感動を覚
えたとともに、今後、有明海でのアゲマキ資源の
全面的な回復を進めなければならない点で身の引
き締まる思いであった。

６．持続可能な漁獲と資源回復を実現させる
ために
今回、漁獲再開した場所の事前の資源調査の結
果では、資源量はおよそ 1 トンと推定していた。
6 月の実際の漁獲量は、およそ 1 トンであり、事
前の推定資源量とほぼ一致した形となる。この
ことは、今回実施した資源量調査で、おおむね正
確にアゲマキ資源が推定できることが明らかとな
り、今後の資源量推定においても十分に活用でき
る手法であると考えられる。一方で、一旦漁獲に
踏み切れば、漁獲を行った場所では、アゲマキを
ほぼすべて採り尽くす可能性もあることも明らか
となり、アゲマキの資源量の把握と、計画的な漁
獲というものが今後非常に重要となると考えられ
る。
現在、佐賀県の中でも鹿島市周辺の限られた地
域での資源回復であることから、今後、有明海全
域での資源回復のためには、放流による母貝集団
の創出などの回復の取り組みを継続しながら、計
画的に漁獲を進める資源管理を徹底していく必要
がある。
参考文献
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希少な魚「ホシガレイ」の中間育成の取り組みについて
－宮城県の漁業者が実践－
宮城県東部地方振興事務所水産漁港部
技術主幹

小野寺

恵一

１．ホシガレイについて
ホシガレイは、マツカワ属に分類されるカレイ
科魚類で、成長すると大きいもので 60cm 程度に
なります。特徴としては、背ビレや尾ビレなどに
円形の斑点があり、宮城県では主に「はだがれい」
と呼ばれています（写真１）。

図１

宮城県におけるホシガレイ種苗の
放流尾数・漁獲量の推移

東北区水産研究所宮古庁舎（以下、「東北水研」
という）から供給された稚魚であり、国立研究開
写真１

ホシガレイの成魚

日本では、北海道以南から九州にかけて分布し、
宮城県では主に刺網や底曳き網などにより漁獲さ
れます。

発法人 農業 ･ 食品産業技術総合研究機構 生物系
特定産業技術研究支援センター「革新的技術開発・
緊急展開事業（うち地域戦略プロジェクト）」の
支援を受けて行った研究の成果物です。
（２）中間育成実施にかかる経費

ホシガレイは成長が早く、2 才魚で 30cm 程度

稚魚の輸送費は被災地への漁業復興支援を行う

まで成長し、大型になると市場での単価は最も高

「海を守る運動推進委員会」から支援をいただき

い時期で20,000 円/kg 近くになる高級魚であるこ

ました。中間育成に必要な餌料費などの経費は、

とから、新たな栽培漁業の対象種として注目され、

ホシガレイの水揚げ協力金を管理している宮城県

漁業者から稚魚放流が要望されていました。

資源管理型漁業実践協議会が全額負担し、県全体

宮城県では平成 7 年度から種苗生産に取り組
み、東日本大震災時の平成 23 年、24 年を除き、
平成 8 年度から放流を継続して行っています（図
１）
。

で 20 万尾の中間育成に要した経費は 264 万円（人
件費除く）となっています。
（３）中間育成実施体制
今回の取組は、北部地域沿岸漁業振興協議会、
中部地区栽培漁業推進協議会（以下、
「中部栽培協」

２．中間育成の取組状況
（１）種苗

という）、松島湾浅海漁業振興協議会が主体とな
り稚魚の中間育成先等の調整を行い、宮城県漁業

平成 30 年度に漁業者が中間育成に取り組んだ

協同組合、牡鹿漁業協同組合及び（公財）宮城県

種苗は、国立研究開発法人 水産研究・教育機構

水産振興協会の 3 団体が稚魚を受け入れました。
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漁業者によるヒラメ中間育成の事例はありまし
たが、ホシガレイの中間育成は全国でも事例はあ

組合表浜支所（以下「表浜支所」という）の事例
を報告します（図 2）。

りません。
中間育成に万全を期すため、飼育にかかる技
術指導は東北水研及び宮城県水産技術総合セン

（１）中間育成施設

ター、宮城県気仙沼・東部・仙台地方振興事務所

中間育成は、魚市場の荷さばき場を活用した事

水産漁港部の担当職員が現場を巡回し、必要に応

例もありますが、表浜支所では、生カキを剥くた

じて飼育技術等のサポートを行いました。

めの処理場を有していることから、施設に付属す

（４）搬入数量及び場所

る殻カキ浄化用水槽 4 槽（2 m × 2 m × 1 m）を

稚魚の搬入は、県中部地区は 5 月 23 日に石巻
市の表浜と牡鹿地区へ 7 万尾、南部地区の七ヶ浜

岸壁に配置し、2 台の水中ポンプを用いて海水を
取水しました（図 3）。

地区に 8 万 5 千尾を搬入、5 月 24 日には北部地

水槽内は、塩ビ管とトリカルネットを用いた

区の唐桑と志津川に 4 万 5 千尾、県全体では 20

オーバーフロー方式による排水を行い、ブロアポ

万尾の稚魚を受入れ、中間育成を開始しました。

ンプとユニホースによるエアレーション等を配置

このうち、今回は、中部地区の宮城県漁業協同

8

３．漁業者による実践活動状況
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しました（写真 2）。

図２

中間育成実施位置図

図３

中間育成取水配管図

写真４

写真２

飼育日誌

水槽内配管図

既存施設の改修は、種苗生産機関の水槽設備を
参考とし、ホシガレイの飼育環境が良好に保たれ
るよう給排水やエアレーションの位置等を考慮す
るとともに、屋外施設に水槽を設置することから、
日光による水温上昇を緩和するため遮光幕を水槽
上面に取り付けました（写真 3）。
写真５

飼育当番への注意事項

によっても残餌などを効率良く排出することがで
きなかったため、注排水の方法など改良が必要で
あると考えられました。
稚魚を 4 槽に収容したため、底掃除作業に 2 ～
3 時間を要したことから、漁業者の負担が大きく、
また、ホシガレイはヒラメなどに比べ、機敏に動
かないことから、底掃除の吸い込み口から稚魚が
吸い込まれ、作業に支障をきたすこともありまし
写真３

中間育成施設

（２）中間育成管理
中間育成は、漁業者や漁協職員が行い、ローテー

た。
そこで、底掃除の効率性と稚魚の吸い込みを軽
減させるため、漁業者が独自の掃除道具を自作し
ました（写真 6）。

ション表を作成し、担当する 5 名の漁業者は、朝
と夕方の 1 日 2 回の給餌と、2 日に 1 回の残餌な
どを除去するためのサイフォン方式による底掃除
を組み合わせ実施しました。また、飼育日誌を作
成し、翌日の飼育当番に引き継ぎました（写真 4、
写真 5）
。
飼育水槽には、1 日 1 水槽当たり飼育水が 12

当初
写真６

変更後（表）

（裏）

漁業者が考案した底掃除道具

回転するよう注水量を調整するとともに、エア
レーションは飼育水が一方向に循環するように配

これは、塩ビ管の径を大きくし、吸い込み口に

置し、残餌と糞が一ヶ所に集まり、底掃除が行い

網目のあるプラスチック片を設置することにより

やすいように調整しました。

稚魚の吸い込みを軽減し、残餌などを吸い込むも

しかしながら、本来、魚を中間育成するための
施設ではないため、注排水やエアレーション循環

ので、稚魚の吸い込み軽減による作業時間短縮の
効果が得られました。
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４．放流状況

さらに発展することを期待していました。

平成 30 年 5 月 23 日に搬入した稚魚を 40 日間

中部栽培協会長を務める表浜支所の木村千之運

ほど飼育した段階で、海水温の上昇により飼育水

営委員長は、「みんなが頑張ったおかげで見事な

温が 23℃まで上昇しました。

成長を遂げた。この日の放流は我々だけでなく、

水温の上昇による稚魚の大量へい死を防ぐた

県全体の水産振興にも貢献するはずだ。表浜の心

め、東北水研及び中部栽培協との協議を経て、健

意気を示した。」と笑顔で話し、今回の中間育成

苗放流を重視して、中間育成周辺海域に放流する

を経て放流したホシガレイが 1 年半後の漁獲サイ

こととしました。

ズまで無事に生残し、漁獲に繋がることに期待を

放流は平成 30 年 6 月 29 日に 4 水槽のうち 2

寄せていました（写真 8）。

槽を放流し、残りの 2 槽で飼育していた稚魚を分
槽し、水槽内の密度を調整しました。
最終放流は平成 30 年 7 月 4 日に、平均全長約
77mm まで成長した稚魚全量を放流しました。
放流当日は、漁業者ら約 20 人が中間育成を行っ
ていたカキ処理場前に集合し、稚魚を１ｔのスカ
イタンクにバケツリレーにて搬出、フォークリフ
トでスカイタンクを吊り上げ、船上に設置しまし
た。
放流は岸壁から 500m ほど離れた給分浜地先の
水深 10m 以浅の砂浜域を選定して、2 ヶ所に分け

写真８

中間育成について取材を受ける木村会長

て放流しました（写真 7）。
表浜支所における合計の放流尾数は、5 万 3 千

６．今後の課題

尾、生残率は 88% と、これまで試験研究機関が

県内の漁業者は平成 8 年以降、ホシガレイの全

実施した中間育成の生残率と比較しても大きな差

長 30cm 未満の再放流を実践しており、資源管理

はなく、良好な成績が得られました（表 1）。

に対する意識が根付いています。今回の中間育成
による種苗放流が漁獲に反映し、
漁業者の収入増に繋がるよう期待
しています。
今回は、ホシガレイの中間育成
に漁業者が取り組み、放流サイズ
まで飼育を継続できた功績は大き
いと考えています。

写真７
表１
支所名

月日

ホシガレイ資源の増加を目指し

放流した稚魚と放流作業

て、漁業者による中間育成により、

ホシガレイ中間育成結果

搬入状況
尾数 全長（mm）

県漁協表浜支所 5月23日

月日
6月29日
7月4日

放流状況
尾数 全長（mm)

生残率

機関名

月日
5月26日

尾数 全長（mm）

月日
7月5日

支所では 5 万 3 千尾の稚魚を放流
することができましたが、次年度

参考
宮城県水産技術総合センター

全体では 157 千尾、このうち表浜

尾数

全長（mm）

生残率

以降の取り組みに向けて、1 地域
への受入尾数や水槽の数、注排水

の方法、底掃除を含めた飼育体制などの課題を整

５．漁業者の感想や放流効果への期待

理したいと考えています。

中間育成を行った漁業者からは、
「漁業者自ら
が獲る漁業から育てる漁業に挑戦したことは意義

参考文献

深い。こうした動きが県内に広まり、漁業者の所

１）新・みやぎ・シー・メール第 6 号．平成 30 年 8

得向上にもつながれば」と自分たちの取り組みが
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月 31 日、宮城県水産技術総合センター．

特

特

集

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
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２回では秋
田県、 富山県及び山口県の整備事例を紹介しました。
本号では、 第３回として、 数年前に施設整備を行い、 平成２８年度から２９年度にかけて整備し、
平成３０年４月２４日に開所した鹿児島県ブリ人工種苗生産施設について、執筆をお願いしました。
執筆者及びご協力いただいた方々に御礼申し上げます。

ブリ人工種苗生産施設 （外観）

施設内部及び建材
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集

鹿児島県ブリ人工種苗生産施設の整備について
鹿児島県商工労働水産部水産振興課

技術主幹兼栽培養殖係長

吉満

敏

県水産業の基幹産業となっています。

１．はじめに

しかし、養殖をはじめ水産業を取り巻く環境は、
国内では水産物需要が減少し、水産物価格は低迷

鹿児島県は、八代海や鹿児島湾など静穏な海域
環境に恵まれていることから、魚類養殖が盛んに
行われ、養殖魚は国内外に出荷されています。
本県における輸出水産物のほとんどは養殖ブリ

しており厳しい状況が続いています。
一方、海外では水産物需要が増大し水産物価格
も上昇傾向にあり、水産業を成長産業に変えてい
くためには、国内に比べ市場規模が格段に大きく、

が占め、その養殖用の稚魚は、天然種苗（もじゃ

成長も続いている世界市場に進出することが必要

こ漁業による採捕）に頼っている状況にあります

と考え、県では平成 28 年３月に県水産物等輸出

が、海外においては、天然資源に影響を与えず生

促進戦略を策定し、平成 32 年度までに水産物輸

産履歴が明確なことから、人工種苗を活用した養

出額を 100 億円とする目標を立てました。

殖魚が高い評価を得ています。

この輸出促進戦略に基づき、県漁業協同組合連

このため、本県では、魚類養殖の生産能力を十

合会等の関係団体等と連携して、各種施策に取

分に活かし、水産物の更なる輸出促進を図るため、

り組んでいますが、この中で、水産物輸出額のほ

特に人工種苗を活用した養殖ブリの輸出促進に向

とんどを占める養殖ブリの更なる輸出促進を掲げ、

けて、ブリ人工種苗生産施設を国の水産業競争力

世界市場を見据えた養殖生産体制を整える観点か

強化緊急施設整備事業を活用し、平成 28 年度か

ら、海外輸出向けの養殖業の品質・量の確保のた

ら 29 年度にかけて整備し、平成 30 年４月 24 日

め人工種苗の導入を図ることとして、ブリ人工種

に開所しました。

苗生産施設の整備と人工種苗生産技術の習得の取

ブリの人工種苗の生産はこれからになりますが、
整備した施設の概要等について紹介いたします。

り組みを開始しました。
なお、県では農林水産業一体となって輸出促進
を図るため、平成 30 年３月に県農林水産物輸出
促進ビジョンを新たに策定し、平成 37 年度まで
に農林水産物輸出額を 300 億円とする目標を立
てました。その概要は次項のとおりです。
施設整備にあたっては、水産団体等から県に対
して、ブリ人工種苗生産の強い要望もあり、平
成 28 年７月に、ブリ養殖業に関係する漁協や市
町、県水産物等輸出促進協議会等を構成員とする、

ブリ人工種苗生産施設開所式の模様

鹿児島県ブリ等輸出拡大広域水産業再生委員会を
設立し、本県魚類養殖業の競争力強化を図るため、

２．県の水産物輸出戦略と施設整備

輸出拡大を取組方針とする浜の活力再生広域プラ
ンを策定して、12 月には国からプランの承認を

本県のブリ養殖業は、生産量全国一位であり、

12

受けました。この中で、先述したブリ人工種苗生

平成 28 年における本県の海面養殖業生産量の約

産施設の整備と種苗生産技術の習得等を、県の取

５割、海面漁業及び養殖業生産量の約２割を占め、

り組みとして位置づけています。

また、平成 29 年度の本県水産物輸出額の約 77

浜の活力再生広域プランの承認を受け、国の水

億円のうち、約９割が養殖ブリとなっており、本

産業競争力強化緊急施設整備事業の活用のため申
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請等の手続きを行い、平成 28 年度に交付決定を

建物の木材は、鹿児島県産の認証かごしま材を

受け事業に着手し、平成 29 年度にブリ人工種苗

使用し、その量は約 150㎥で標準的な木造住宅に

生産施設の完成に至りました。

換算すると約15戸分に相当する量となっています。

３．施設の概要
施設は、他の魚類種苗生産施設、ワムシ培養施
設やナンノクロロプシス培養水槽等の既存施設と
有機的な連携を図る必要があることから、垂水市
柊原（くぬぎばる）の県種苗生産施設敷地内に建
設しました。
施設内部及び建材

飼育水槽は、100 トン水槽を６面配置し、うち
２面は親魚用の水槽としても使用できるよう、産
卵時期をコントロールし受精卵を確保するため、
日長調整を行い人工的に日の出、日の入りの状態
を再現できる LED による調光装置と、夏場の高
水温期に冬場の水温環境を再現する水温調整のた
めの冷却装置を備えています。
疾病対策のため飼育海水は全て紫外線殺菌海
水とし、飼育水の温度調節には本場内で自噴する
温泉を利用した熱交換器を設置、さらに半閉鎖
循環式にすることで、省エネにも配慮しています。
この他、ゴミ除去のための泡沫分離装置や生物
ろ過槽、水温・注水量等の集中監視システムなど、
施設整備にあたっては、現時点において最良と
思われる設備を採用しています。
鹿児島県種苗生産施設の全景

構造等は、一部２階建ての鉄筋コンクリート造
り（１階：ＲＣ造、２階：木造）で、延床面積は
960.4㎡（建床面積：38,529㎡）となっています。
また、建物の外観は既存の施設との調和も考慮し、
海や陸から眺めても違和感のない景観となるよう
配慮しています。

ブリ人工種苗生産施設 （外観）

14
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技術開発センターから公益財団法人かごしま豊
かな海づくり協会への技術移転を、水産研究・
教育機構等の協力を得ながら行っているところ
です。
技術移転については、平成 28 年度から 30 年
度の間は、革新的技術開発・緊急展開事業を活
用し、水産研究・教育機構や大学、漁協、民間
企業等と、養殖ブリの輸出を促進するための人
紫外線殺菌装置

工種苗生産技術高度化及び高品質冷凍流通技術

泡沫分離装置

体系の開発について研究コンソーシアムを組み、
研究項目のオンデマンド人工種苗供給体系の構
築による養殖生産の効率化のうち、人工種苗安
定供給の構築として取り組んでいます。
施設整備や技術移転等の主なスケジュールは
下表のとおりです。

５．おわりに
現在、人工種苗の生産技術を種苗生産機関で
あるかごしま豊かな海づくり協会に移転してい
るところであり、種苗生産試験の開始は今年 11
月以降となっています。

施設平面図 （２階）

このため、養殖業者への種苗供給は始まって
いませんが、今後、ブリの人工種苗を安定的に

４．ブリ人工種苗生産技術

生産・供給し、養殖されたブリが海外に輸出され、
当施設が全国一の生産量を誇る本県ブリ養殖業

ブリ人工種苗の生産技術については、国立研

の振興に大いに寄与することを期待しています。

究開発法人水産研究・教育機構によって確立さ

また、本県においては夏場の赤潮による養殖

れていることから、当該機構から技術移転を受

業への被害も深刻な課題の一つですが、人工種

けているところです。

苗による早期種苗を用いた養殖では、赤潮発生

平成 28 年度から 29 年度にかけては、鹿児島

前に商品サイズまで育てて出荷することが可能

県水産技術開発センターの職員が、当該機構（西

となるため、赤潮被害の軽減にも期待を寄せて

海区水産研究所五島庁舎）において技術習得を

います。

受け、配布された受精卵を用いて県水産技術開

人工種苗の周年生産が確立されるには、課題が

発センターで生産実証試験を行い、生産目標を

山積していますが、人工種苗が持つ可能性、魅

達成するなど技術移転を順調に進めてきました。

力は大きいと感じています。

平成 30 年度から 31 年度にかけては、県水産

区分＼年度
施設整備
種
技術移転
苗
生
産 供
給

H28

29

設計，施工
水産研究･教育機構
→ 県水技センター

30
開所
(4/24)

31

32

33

34～

県水技センター
→ かごしま豊かな海づくり協会
(生産試験)

目標４５万尾
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【シリーズ】

リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」

第11回

京都府におけるクロアワビ資源管理事例
―潜水漁法と天然資源に注目したVPR型アプローチ―
京都府農林水産技術センター海洋センター
技師

１．はじめに

篠原

義昭

の傾向にある。また、太平洋側に見られるような
より長期的な漁獲量の減少は見られないことから、

京都府のアワビの生産量は他県に比べて少ない
が、本府での研究事例が、全国、特に暖流系アワ

天然のアワビ資源の再生産状況は比較的健全であ
ると考えられる。

ビ類に見られる資源減少の問題や、今後のアワビ

京都府では、これら大型アワビ類は潜水漁法

漁業の持続的な発展のために少しでも役に立てら

（素潜り）と水視漁法で漁獲される。水視漁法とは、

れれば幸いに思う。

他県では見突き漁法や、磯見漁法と呼ばれる漁法

京都府沿岸海域は暖流系アワビの生息範囲であ

で、京都府では古くから続けられてきた伝統的な

る。漁獲されている大型アワビ類は、クロアワビ

漁法と言える。多くの地区では、潜水漁法は禁止

とメガイアワビであり、そのうちの 70 ～ 90% を

されていたり、もともと従事する漁業者が少な

前者が占めている。マダカアワビについては、当

かったりしたが、いくつかの地区では漁業者の高

所の職員が最後に成貝を確認したのは 10 年も前

齢化・漁村の衰退をうけ、新規就業者でも取り組

であり、ほとんど漁獲もされていない。ただし、

みやすい潜水漁法を近年導入した。このような地

稚貝調査を行うと、まれにマダカアワビが含まれ

区では、アワビ漁獲量が急激に増加しており、こ

ており、ごく低密度、もしくは私たちが調査出来

のことから水視漁法に比べて潜水漁法の漁獲圧は

ない深いところには今でもマダカアワビの成貝が

非常に高いことが伺える。また、古くから潜水漁

生息していると思われる。また、京都府では毎年

法によりアワビを漁獲する地区では、近年の漁獲

10 万～ 20 万個体のクロアワビ種苗の放流を実施

量増加の傾向に反して、漁獲量が横ばいもしくは、

しており、漁獲されるクロアワビには放流貝も含

やや減少傾向にある。継続的に高い漁獲圧がかか

まれる。ただし、その混獲率は 1 ～ 20% 程度と

り続けるけることにより、成長乱獲もしくは加入

低く、本府で漁獲されるクロアワビの大部分は天

乱獲の状態にあることが心配される。

然資源である。図 1 に平成 2 年以降の京都府のア

本シリーズの第 9 回で紹介された「アワビ類の

ワビ類漁獲量を示す（農林水産省海面漁業生産統

生態に基づく資源管理・増殖」にて、東京大学大

計データより）。京都府のアワビ漁獲量は約 15 年

気海洋研究所の河村教授も述べられているように、

程度の周期で増減を繰り返しており、近年は増加

1970 年代後半から 40 年にもわたり全国で続けら

漁獲量 [t]

れている年間 3,000 万個体もの種苗の大量放流事
20

業は、漁獲を維持するために一定の役割を果たし

15

てはいるものの、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

10

の発生量の低迷と考えられており、現在の放流量

5

は天然の発生量に比べれば遙かに少なく、放流の
みによって資源量を回復させることは難しいこと

0

がわかってきている 1）。また同書で紹介されてい
図１

16
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る千葉県の器械根の例に見られるように、継続し

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

た放流や 20 年近い禁漁措置を持ってしても持続

３．資源評価・管理目標策定に用いたデータセット

可能なレベルまで資源が回復しておらず、そのメ
カニズムは明らかとなっていないものの、一度崩

当稿での解析に用いたデータセットには大き

壊させてしまったアワビ資源を回復させることが

く分けて、① 地先のクロアワビの成長、殻長 -

いかに困難であるか窺うことができる 。

年齢相関表（ALK）、年齢と単価の関係などの

1）

これらのことから、本府において持続的なアワ

資源特性値、② 漁獲量に関わるデータ、③ 資源

ビ漁業のためには、天然資源再生産の健全性を保

量や漁獲率を推定するための漁獲物の年齢組成

ち続けることが重要であり、充分な産卵量を確保

や CPUE などのデータが挙げられる。当所では、

するための母貝集団を残しつつ、高い生産金額を

潜水モデル地区にて、これらのデータセットの収

得るための資源管理技術の開発が重要な要素とな

集を行ってきた。①に関しては、参考文献のとお

ると考えている。そこで今回は、近年潜水漁を導

りであり 2）〜 4）、②は京都府漁業協同組合の統計

入した 1 地区をモデルに、京都府で最も漁獲量の

データが利用可能である。データセットのなかで

多い天然クロアワビ資源に焦点を絞り、その資源

も、特に工夫が必要となるのは③である。詳細は

評価と、有効と考えられる資源管理方策について

後述するが、当所では漁獲されるクロアワビを全

述べていきたいと思う。

数パンチングすることで、その資源量・漁獲率の
推定を試みており、当所がアワビ資源解析を行う

２．モデル地区のアワビ漁の特徴
今回、解析の対象とした地区では水視漁法と潜

上での重要ポイントとなる。

４．全数パンチング調査

水漁法の両漁法でアワビ類を漁獲している。しか
し、水視漁法での漁獲量は潜水漁法の 10 ～ 20%

クロアワビの漁獲個体数と殻長組成を把握する

程度であり、漁場もごく一部に限られることか

ために、潜水モデル地区において全数パンチング

ら、当地区は潜水漁法が主体の地区であるといえ

調査を実施している。図 3 はアワビ漁業者に配布

る。以降、この地区を潜水モデル地区と呼ぶ。

しているパンチングシートである。漁業者は漁獲

次に潜水モデル地区での潜水漁法の特徴を述べ

したクロアワビの螺頂部を軽く研磨し、グリーン

る。潜水漁法は、2006 年に初めて導入され、以降、

マークの有無から天然クロアワビ・放流クロアワ

漁獲量が大幅に増加し、現在、夏期における潜水
モデル地区のアワビ漁獲量は府内で最も多い（図
２）
。漁期は 7 月 1 日から 8 月 15 日までの 46 日
間を基本とし、その年々の資源量に応じて調整し
ている。1 日の操業時間は午前 11：00 から 3 ～
4 時間に限定している。漁業者数は 10 名前後で
ある。また京都府漁業調整規則により、殻長 100
㎜以下の漁獲は禁止されており、漁獲開始年齢は
3 歳＋となる。
1200

漁獲量 [kg]

1000
800

7-8月
7-8月以外

600
400
200
0

図２

潜水モデル地区の漁獲量

図３

パンチングシートと調査の様子
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ビに分け、シートに殻長がわかるようにパンチン

布する漁場と、人工造成藻場などの比較的深い海

グする。海底形状の特徴などから地先を複数の海

底に複層に大型の転石が積まれた漁場が存在する。

区に分けており、漁業者は同シートに漁獲した海

また漁場には毎年アワビが良く付く岩や構造物が

区名・漁獲した日付・漁業者名を記入して提出す

点在している。聞き取りから、漁業者は最初の 1

る。この調査は 2010 年から継続して実施してい

〜 2 週間の間には、そのような好適な漁場や漁獲

る。パンチングされたアワビ類の個数に漁獲され

の容易な浅瀬の単層帯で操業することが多く、あ

るクロアワビの平均重量を乗じて推定される総漁

る程度採りやすい場所のアワビを獲りきったのち

獲量と、府漁協統計データに基づく出荷量がほぼ

に、漁獲の難しい深場の複層帯で低密度に分布す

一致していることから、漁獲されたアワビ類はほ

るアワビを拾っていくような獲り方をしていると

ぼ全てパンチングされていると考えられる。つま

のことであった。これが CPUE が鋸歯状の変化

り、潜水モデル地区では 2010 年以降に漁獲され

をする要因と考えている。このような場合、漁期

た全てのクロアワビについて、その大きさと、い

中に漁獲効率が変化していることになるため、一

つ・誰が・どこで漁獲したのかがわかるようになっ

般的な Delury 法での資源量推定は難しい。当地

ている。

先での漁獲実態をモデル化した拡張 Delury 法を
考案する必要があり、筆者の宿題の 1 つである。

５．資源量と漁獲率

ただ、漁期後半の CPUE の減少の傾きを用いた
簡単なシミュレーションから推定される資源量が、

潜水モデル地区では、全数パンチング調査は

概ね当地先の初期資源量を示すようだ。それによ

2010年から継続して実施しているが、コホート解

ると当地先のクロアワビ資源量は 2,000 ～ 5,000

析による資源量推定をするにはデータ数が少ない。

個体で変動しており、漁獲率は 60 ～ 70% と推定

一方で潜水漁法の漁期は 45日間と比較的短いこ

された。また、クロアワビの全数パンチング調査

とから、漁期中の自然死亡や加入は少ないと考え

から得られた殻長組成を ALK にて年齢組成に変

られ、Delury 法を用いて資源量の推定を行った。

換し、完全加入する 5 歳から８歳のクロアワビ

平成 2010 年漁期から平成 2015 年漁期までの

の年齢と漁獲個数の対数値の変化から全減少係

全数パンチング調査から得られた CPUE（1 人 1

数（Z）を求めた。その結果、Z = 1.33 と推定さ

日の漁獲個数）と累積漁獲個数の関係は図 4 に示

れ、自然死亡係数 M = 0.25（寿命を 10 年とした田

される。いずれの年においても CPUE には、漁

中・田内の方法）を差し引くことで求まる漁獲係

期のはじめに低下したのち一度高まって、再度低

数 F = 1.08 となった。この値を漁獲率 E に変換す

下する鋸歯状の変化をする傾向が見て取れる。当

ると 60% となり、Delury 法による推定値に近い

地先には大きく分けて浅い海底に転石が単層に分

（図 5）。Delury 法は隠れ資源等の漁獲に寄与しな

図４

2010 年～ 2015 年の潜水モデル地区の CPUE と累積漁獲個数の関係と漁獲率
CPUE は漁期前半に減少したのち高まり （●）、 再び減少する （〇）。
〇の CPUE の近似直線の延長線と X 軸の交点を初期資源量とした。
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い資源を考慮しないため、資源を過小評価する性

%SPR は 30 〜 40% 程度と推定され、水視モデル

質があることを考慮しても、当地先の潜水漁法に

地区は持続的な漁獲が行われていることが示され

よる漁獲率は概ね 60% 程度であると考えている。

る。一方で、漁獲率 60％程度と考えられる潜水

一方で水視漁法のみでアワビ類を漁獲する別の 1

モデル地区の %SPR は約 5% であり、乱獲状態

地区（以下、水視モデル地区）にて、同様の全数

にあると診断される。%SPR を用いた資源診断

パンチング調査を 1996 年より実施しており、コ

は親子関係がその地先だけで完結している場合や、

ホート解析による資源量・漁獲率推定を実施して

同一個体群全体の資源診断を行う場合に有効であ

いる。こちらのデータは未報告であるため、詳細

る。浮遊幼生期を持つクロアワビでは、加入する

は省くが、当地先での近年の漁獲率は 20 ～ 25%

着底稚貝は必ずしも同地先の親に由来するわけで

と推定されている。今後、潜水モデル地区でもデー

はないと考えられるので、当診断はあくまで目安

タをさらに蓄積することで、コホート解析による

であることに注意する必要はあるが、少なくとも

資源量・漁獲率が推定できるようになれば、より

潜水漁を導入以降、潜水モデル地区で産まれる卵

正確に漁獲実態が把握できるようになるが、現状

数は非常に少なくなっていることは確かである。

得られるデータからでも、少なくとも潜水漁法は
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水視漁法に比べて、資源に対して短期間に非常に
高い漁獲圧を与えることは確からしいと考えてい
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図５

水視主体地区

潜水モデル地区で漁獲されたクロアワビの年齢
と漁獲個数の対数値の関係

完全加入する５歳から８歳までの傾きから漁獲率を推定した。

潜水主体地区

0

10 20 30 40 50 60 70 80

漁獲率 [%]
図６

水視モデル地区と潜水モデル地区における
クロアワビの %SPR の比較

７．管理目標の設定
潜水漁法は水視漁法に比べて漁獲効率が高く、
潜水モデル地区では、ごく短期間の操業でも過剰
漁獲になっている可能性が示唆された。本来な

６．資源診断

ら %SPR の値が 30％以上になる漁獲率 25％を管
理目標とするべきであるが、漁獲量を現在の半分

先から述べているように、潜水モデル地区での

以下に抑えることは潜水モデル地区での潜水漁業

全数パンチング調査データの蓄積は平成 22 年以

自体の持続性を失いかねない。十分な親貝資源を

降からであり、親子関係を用いたような資源診断

残しつつも、漁獲量ないしは漁獲金額を現在より

はまだできない。そこで、今わかっている漁獲率

も高められる管理方策の策定が有効である。また、

から、%SPR を用いた資源診断を行った。%SPR

今後管理を普及していく上でも、管理を実行する

とは、年齢と産卵数の関係から、任意の漁獲率で

ことで見込まれる漁獲金額の変化を具体的に漁業

継続して漁獲された場合に産まれる卵数の、全く

者に示すことは、漁村における合意形成に重要で

漁獲がなかった場合に産まれるはずであった卵数

ある 5）。当所が調査したところ、本府のクロアワ

に占める割合［%］であり、%SPR が 30% 程度

ビでは、10㎝程度の小型個体は 1 個体当たり平均

以下になると、その資源の持続性が失われると判

して 700 円程度で取引されているが、16㎝程度

断される。先に述べたように、水視モデル地区の

の大型個体では、1 個体当たり約 6,000 円で取り

近年の漁獲率は 20 〜 25％程度であり、図 6 から

扱われていることがわかっている 4）。そこで、潜
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水モデル地区には、小型貝を取り過ぎず、体重・

シミュレーションのように漁獲金額が増えるの

単価ともに大幅に高くなる大型貝を中心に漁獲す

か？」「資源管理の取り組みを行っても密漁者に

る管理方策が有効であると考えており、そのよう

先に盗られてしまうのでは？」といった不安感を

な資源管理には、加入量あたりの漁獲金額を最大

漁業者が感じていること、また実践当初の数年間

化する VPR（Value Per Recruitment）型の資源

は漁獲量が減るが、それをカバーする代替漁業が

管理が有効である。

ないことなども要因していると考えている。問題
の裾野は非常に広く、資源管理型漁業の普及の難
しさを痛感している。今後は地先の一部にモデル
海区を設定し、小さな範囲で管理による成功例を
提示していくことが重要と考えている。
一方で全国的に見られるアワビ資源の減少には、
卵は充分に供給されていても、資源が増加しない
事例が多くあるようだ。つまり産卵母貝集団の確
保は持続的なアワビ漁業にとって必要条件ではあ
るが十分条件ではないということである。近年の
研究から、浮遊幼生から着底初期稚貝の種判別技

図７

京都府におけるクロアワビの等漁獲金額曲線図

術が開発され 6）、その生態が徐々に明らかとなっ
てきている。特に着底～稚貝期における減耗がア

一定の加入量のもと、任意の漁獲開始年齢と漁

ワビ資源のボトルネックとなっていることも明ら

獲率で漁獲が行われた場合に期待される漁獲金額

かとなってきた 1）。各成長段階における好適環境

の等量線図（等漁獲金額曲線図）は図 7 となる。

は異なると考えられ、成長段階に即した連続性の

漁獲開始年齢が 3 歳＋、漁獲率が 60％の潜水モ

ある藻場整備技術も重要な要素となるだろう。今

デル地区の漁獲金額は星印の点で表される。一方

後のさらなる研究の進捗に期待するとともに、ア

で、漁獲開始年齢 4 歳＋、漁獲率 25% の水視モ

ワビ漁業の持続的な発展に向けて引き続き尽力し

デル地区の漁獲金額は○印で表される。両地先で

ていきたい。

毎年同じ資源量が加入すると仮定すると、潜水モ
デル地区は水視モデル地区に比べて漁獲率が高い
ため漁獲個数は多くなるが、加入してすぐの小型
で単価の安い 3 歳貝や 4 歳貝が漁獲物の主体と
なるため、漁獲金額ではやや劣ることが示された。
また、潜水モデル地区では、現在の漁獲率を保ち
つつ、漁獲開始年齢を 7 歳にまで高めると、黄色
の〇印で表されるようになり、漁獲金額は現在の
1.8 倍に高まることが示された。この漁獲方法で
はこれまで漁獲対象となっていた 3 ～ 6 歳のク
ロアワビが漁獲されないことになるため、%SPR
の値も 40 程度となり、充分に持続的なレベルの
親貝が保護されることとなる。

８．おわりに
これらの解析結果をもとに 2016 年度漁期から
潜水モデル地区に対して殻長制限の強化を提案し
ているが、現段階では実現していない。なかな
か思い切った管理に踏み出せないのは、
「本当に
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ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

【シリーズ】
第11回

リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」

東京オリンピックまでにアサリ漁業復活を目指す！

ー 震災後宮城県万石浦に造成された人工干潟でのアサリ初出荷までの道のりと今後
東邦大学理学部生命圏環境科学科教授・日本貝類学会会長

１．はじめに

大越

健嗣

万石浦や 50 年前にはじめて潮干狩りを楽しんだ
福島県相馬市の松川浦がとんでもないことになっ

2011 年 3 月 11 日の午後 2 時 46 分、私と学生

ている（図 2）ことは知る由もありませんでした。

の鈴木聖宏君（現、東邦大学理学部博士研究員）
は千葉県習志野市の谷津干潟で大きな揺れに襲わ
れました。石巻専修大学理工学部から異動して半
年、新年度からは東京湾の干潟をフィールドにア
サリやアサリを捕食する外来生物のサキグロタマ
ツメタ 1, 2）の研究を進めようと下見に来ていたの
です。その 2 週間前には「海のブラックバス サ
キグロタマツメタ 外来生物の生物学と水産学」3）
を上梓したばかりでした。
当日は小潮で、ちょうど潮が引いて干潟が現れ
てきたところで地震が起こりました。干潟面は波
のように揺れ、陽の光を反射してキラキラと光っ

図１

ていました。揺れがはじまってから水鳥が飛び、

液状化で泥が吹き上げたと考えられる場所
（ふなばし三番瀬海浜公園地先）
スケールは１ｍ

揺れがおさまると降りてきました。鳥は地震の予
兆を感じて飛び立つのではないことを知りました。
その後、周辺の団地では地割れした場所から水が
吹き出し、高さ 30cm ぐらいまでの水のカーテン
が出来ていました。地震前は澄んでいた谷津干潟
内のクリークは濁り、泥水が水路を伝って三番瀬
に流れていきました。このような「液状化現象」
は国道 14 号線よりも海側の場所で頻発し、潮干
狩りで有名なふなばし三番瀬海浜公園周辺では土
砂が吹き上げ、干潟でも泥が吹き出し火山の噴火
口（図 1）のようになった場所がいくつも見られ

図２

地震・津波後の松川浦（2011 年 4 月 8 日）

ましたが、これを確認したのは後日です。その時
は震源が近ければ「津波が来る」と直感し、急い

２．地震前のアサリ生産と外来生物の影響

で海岸から離れました。その後、三番瀬には 1.5m
程度の津波が押し寄せ海岸にあったグランドの

万石浦では 2 m 以上、松川浦では 5 m 以上の津

ネットが倒され、芝生も剝され、その上にはアオ

波が押し寄せ、アサリの生息する浦内は大きく攪

サ類がかぶっていました 4）。しかし、その時はふ

乱されました。アサリを含め、砂質潮間帯に生息

るさと宮城の海岸に巨大な津波が押し寄せ、20

するすべての生物に津波は大きな影響を与え、多

年近くアサリの調査を行っていた宮城県石巻市の

くの生物が流され、または土砂に埋められ死滅し
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ました。東北地方沿岸に生息する生物に対する津

す 11）。アサリの需要を補うために輸入したアサ

波の影響については多くの報告があります 5 〜 10）。

リに食害生物が混じっていて、それが国産アサリ

一部の研究者は、
「地震の影響＝津波の影響」と

の減少を助長するという皮肉な結果になりまし

考え、津波による攪乱の影響が見られなくなれば

た。宮城県では 2004 から潮干狩り場の閉鎖が相

地震の海洋生物への影響についての検討は終わる

次ぎ、万石浦でも 2007 年から潮干狩りができな

と考えていました。しかし、そうではありません

くなりました。そのため、地元の漁協ではサキグ

でした。万石浦では約 80cm の「地盤沈下」があり、

ロタマツメタの成貝と卵塊（卵嚢、砂ぢゃわん）
（図

それがアサリ漁業に大きな影響を及ぼすことにな

4）の一斉駆除を毎年行い、多い時は 2 時間で数

りました。そこで、本稿では地震後の地盤沈下が

100kg の卵塊を駆除しました。サキグロタマツメ

アサリ生産に与えた影響について述べます。

タの「発見」まで、その生活史や生態は不明でし

地震の前に宮城県ではどのぐらいアサリが採ら

たので、私たちは成長や成熟、産卵期などを検討

れていたのでしょうか。最盛期の 1985 年には年

し、その情報をもとに漁協は駆除をすすめ成果が

間 1,500 トン以上であった漁獲量が 2000 年には

上がってきた矢先に大地震が来ました。

500 トンを下回り、その後は 200 トン前後で推移

３．地盤沈下の影響

していました（図 3）
。漁獲量減少の一因は外来
巻貝サキグロタマツメタによる食害です 2）。1980
年代後半からアサリの輸入が本格的にはじまりま

約 80cm の地盤沈下により、万石浦のアサリ漁

したが、サキグロタマツメタは輸入アサリに混

場のほぼ全域が一瞬にして潮間帯から潮下帯にな

じって外国から移入し 、それらを起源とする個

り、干潮時にも干出しなくなり（図 5）「万石浦

体群が日本各地に広がっていったと考えられま

手掘りアサリ」は出荷できなくなりました。地震

す。遺伝子解析の結果もこのことを支持していま

前は、干潮時に漁場に入り熊手を使った採貝が行

1）

1,800

その他

1,600
1,400

万石浦

1,200

松島湾

(t)

1,000
800
600
400
200

図３

宮城県における地震前のアサリ漁獲量の推移
（須藤 2011 を改変）
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図４

駆除されたサキグロタマツメタの卵塊
（直径約 10cm）

地盤沈下

図５ 地盤沈下前と後の万石浦大浜の干潮時の様子
（約80cm の地盤沈下により干潮時でも干潟があらわれなくなった。）
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われていました。地盤沈下後はとくに高齢の漁業
者は、胴長をはいても胸まで水に浸かる状況にな
り採貝ができなくなりました。潮干狩り場だった
大浜地区も、地震前は駐車場だったところまで満
潮時には冠水するようになり、マガキやホソウミ
ニナなどが駐車場に生息するようになりました。
干出しなくなった場所にはアマモが繁茂し（図
6）
、アサリは激減しました。そのため、宮城県は
地盤沈下した漁場に山砂を客土することにより人

図７

工的に潮間帯を造成することを決め、2013 年か

万石浦広瀬南地区に造成中の人工干潟
(2016 年 6 月 )

ら 2016 年にかけて造成工事が行われました（図

実は今回の津波で、北海道の厚岸湖や根室の

7）
。この漁場造成には北海道での造成事業を参考

トーサム・ポロ沼などのアサリ漁場でも砂やアサ

にしたことはあまり知られていません。

リの流失が起こりました。しかし地震が起こった
3 月中に、流失したアサリの被害額の算定が行わ
れるなど、津波被害者の捜索さえ進んでいなかっ
た宮城県や福島県とは異なり、北海道では迅速に
漁場復旧が進みました。このことは本シリーズの
北海道のアサリ漁獲量の推移にも表れており、漁
獲量が地震後に激減していないことがわかります 12）。
万石浦での人工干潟を囲む石積みやシートによる
底質の流出防止策などは北海道での先例を参考に
しており、加えて表層にはカキ殻を 10% 混ぜて

図６

サキグロタマツメタの進入防止策も講じました 13）。

アマモに覆われたかつての潮間帯
（万石浦大浜地区）

一方、地盤沈下した漁場では、客土前にアサリの
現存量を調査し、その情報を漁協に提供（図 8）

客土前にアサリ母貝の採集と移動を！
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アサリの大きさ（殻長） 単位：mm
★万石浦湾口部では、１平方メートルあたり、80～100個体（200～300g)のアサリが生息。
★1cm以下の小型個体（昨年新規に着底した稚貝）と成貝（産卵に寄与する母貝）が生息。
１平方メートルあたりのアサリの重量が300gとすると、客土予定の石巻湾支所管内

９トンのアサリが生息している。

３万平方メートルには、0.3kg x 30,000=9,000kg=
図８

客土前にアサリ母貝の移動を依頼するビラ
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することにより、人工干潟へのアサリの移動を提

を行いました。最終的には、合計で約 25 トンの

案しました。移動は限定的でしたが、仙台湾沿岸

漁獲があり、地震が起こった 2010 年度の漁獲量

、地震後も生き残っ

33 トンのレベルまで、あと少しのところまでき

のアサリの幼生数は多く

14）

た個体の一部が母貝となり、再生産に寄与したも

ました。

のと考えられます。

５．今後の環境管理と資源管理
４．人工干潟へのアサリの着底と成長、初出荷
今後の課題は資源管理です。これまでの人工干
2013 年に部分的に完成した約 1 ヘクタールの

潟での漁獲は 2013 年造成区に限って行われてき

区画（以下、2013 年造成区）では、同年夏以降

ました。来年度以降は 2015 年造成区、2016 年造

アサリを含めた生物の発見が相次ぎ、とくにアサ

成区に順次拡大していく予定です。そのためには

リは大量の着底が確認されました。アサリは順調

環境管理と資源管理が重要です。2017 年度の東

に成長し、2015 年には販売可能サイズの殻長 30

邦大学と JF 宮城石巻湾支所による主な共同調査

㎜以上の個体が多数生息するようになりました。

は 4 月の新規加入アサリ調査、5 月の開口時の漁

密度は 2015 年 5 月には平均で１平方メートルあ

獲量調査、6 月の成長試験用アサリ放流、7 月の

たり約 3,000 個体に達し、2016 年 5 月には、１

放流アサリ成長調査、組合員に対する研修会、8

平方メートルあたり 3 kg 以上の生息を確認しま

月の海藻・ホトトギスガイ駆除（図 11）、9 月の

した（図 9）
。そこで、2013 年造成区を管轄する

サキグロタマツメタ及び卵塊駆除でした。人工干

JF 宮城石巻湾支所は 6 月に組合員・準組合員を

潟全体では 18 の定点を設けて毎月コドラート調

対象とした地震後初となる 2 日間限定のアサリ

査を行い、成長解析や資源量の推定を行っていま

漁開口を実施しました。その後 2017 年 3 月には、

す。また、食害生物のサキグロタマツメタの駆除

１平方メートルあたり約 5 kg、2013 年造成区全

や産卵期での卵塊駆除なども時期に合わせて行っ

体では約 50 トンのアサリが生息していることが

ています。一方、造成時にはほぼ一様だった底質

推定されたことから、5 月と 6 月に計 9 回の開口

の粒度組成や地盤高も澪筋側や干潟中央部などの

を行い、6 年 3 か月ぶりとなる「地震後初の万石

違いにより年々変化しており、土嚢の崩壊した場

浦手掘りアサリの出荷」を実現しました。地元の

所では底質の流出も散見されます。また、地震後

新聞 2 紙は何れもトップニュースとして取り上げ

沈下した地盤は徐々に隆起しており、万石浦周辺

ました（図 10）
。2018 年にはさらに開口日数を

では 40cm ほど隆起しました。今回の地震と同規

増やし、大（殻長 50㎜以上）、中（殻長 40㎜以上）、

模の地震は東北・北海道沿岸で 500 年に 1 回程

小（殻長 30㎜以上）に分けて、出荷時には入札

度の割合で起こっていますが 15）、沈下した地盤

密度
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1506

1508

1509

1510

1603

1604

1605

1607

1609

1703

2013 年造成区におけるアサリの生息密度と重量変化（1505 は 2015 年 5 月）。2017 年 3 月には、
１平方メートルあたり 1,000 個体以上、重量では約 5kg のアサリが生息していたと推定される。
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図10

アサリ開口初日の様子（地元紙ではトップニュース）

ホトトギスガイ

図11

アサリ漁場被覆生物（ホトトギスガイ・海藻類）の一斉駆除
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はその後隆起に転じ、もとにもどっていることが

カゴに入れて垂下した状態で成長・生残させて出

わかっています。今回の地震でも同様のことが起

荷まで持っていくことはまだ難しい状況です。地

こると考えられており、客土して造成した人工潮

震後 10 年もの間、アサリの生産が復活できなかっ

間帯は何れ潮上帯になり、さらにはアサリの生息

た一因は地盤が一気に下がった後に徐々に上昇し、

できない「陸」になる可能性があります。これま

連続的に「砂」の部分が変化する環境におかれた

で各地で行われている人工干潟の造成では、造成

からと言えるかもしれません。砂フリーのアサリ

後しばしば地盤沈下が起こっていますが、今回は

養殖法が開発されれば、国内さらには世界のアサ

逆に、これまでに経験したことがない継続的な隆

リ生産の現状を大きく変えることになるでしょう。

起が起こります。移動ができない固着生物のマガ

中国ではアサリの生産量が年間 300 万トンを

キやフジツボ類は、すでに固着している上部から

超え、砂を入れない状態で給餌する陸上養殖も行

。人工干潟のアサリ

われています。１つの企業で日本のアサリの生産

にもこのままでは同様のことが起こる可能性があ

量の半分を賄うところもあります。日本はアサリ

り、潮間帯を継続して維持する方策が今後必要に

の生産をやめて中国に任せてはどうかという声も

なってきます。

聞こえてきます。国内生産量が 1 万トンを下回っ

死滅がはじまっています

16）

た現在、これはお話しの世界ではなくなりつつあ

６．合言葉は「東京オリンピック」

ります。しかし、アサリは内湾や河口域の優占種
であり、漁業者がそこに定常的に漁獲のために立

地震前の漁獲量に並ぶまであと少しのところま

ち入ることはとても重要です。その環境やアサリ

できました。私たちの目標は 2020 年の東京オリ

を含めた生物の状況をずっと把握することができ

ンピックの年までに万石浦のアサリ資源を地震前

るからです。漁業活動や潮干狩りがなくなると漁

のレベルまで復活させることです。マガキやホタ

業者も一般の人も内湾や干潟から関心がなくなり、

テガイの生産量が地震後数年で増えていく中、同

身近な海の状況がわからなくなるでしょう。まわ

じ二枚貝の中でなぜアサリの生産量は復活しない

りを海に囲まれた島国に生活する私たちが、身近

のでしょうか。その主な理由は、アサリには「水」

な海に関わらなくなることを私は危惧しています。

の他に「砂」も必要だからです。マガキは 1970

縄文時代から 3000 年以上、私たちとかかわって

年代までに、ホタテガイは 1980 年代までに、そ

きたアサリ 17） が生息する海こそ、私たちが出か

の養殖方法が確立しました。マガキもホタテガイ

け活用する海であると思います。

も垂下養殖法によって固着基盤や海底から引き離

今回 25 トンのアサリを漁獲した場所の面積は

すことが可能になり、水中に吊るしたままで成長

約１ヘクタールで、そのほとんどは天然発生の

させることができるようになりました。もともと

地元産アサリです。全国的にアサリが減少する中、

潮間帯に生息していたマガキを延縄や筏から垂下

非常にポテンシャルの高い漁場となっています。

することにより潮下帯で飼育することになったの

その生産機構を解明する中に日本のアサリ復活に

です。これは生物としてのマガキにとっては生息

つながるヒントがあるかも知れません。

場所を大きく変えることになり、さらに干出と冠
水のサイクルがなくなり、ホタテガイにとっては

７．最後に福島のこと

耳吊りでぶら下げられ、あるいはカゴに入れて吊

26

るされることになるなど大きな変化が生じまし

万石浦と同様の広さを持ち、東北地方有数のア

た。しかし、それで成長や生残にマイナスの影響

サリの生産地である福島県相馬市松川浦の現状に

はほとんどありませんでした。そして両種の成長

ついて最後に少し述べたいと思います。湾口部に

や生残には、吊るされている場所の海水の塩分や

あった大きなカキ礁がなくなる 18） ほどの大きな

溶存酸素、餌となるプランクトンの量など、つま

津波に襲われた松川浦ですが、地盤沈下が 30cm

り、そこの「水」だけが重要な環境要因になった

ほどだったこともあり、地震後も干潮時の干出域

のです。一方、アサリの垂下養殖法の開発はまだ

は広く残っています。また、アサリも 2013 年に

途上です。アサリは埋在生物のために「水」の他

大量に着底したものが万石浦と同様に成長して漁

に「砂」
（底質）が生息には重要と考えられており、

獲サイズに達しています。しかし、風評被害の影
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響でほとんど漁獲は行われていません。アサリは
いるのに採れないもどかしい状況が続いています。
私たちは松川浦でも地震前から調査を行ってお
り 19）、現状については別の機会に報告したいと
思います。
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【シリーズ】

山形県では県内のはえ縄漁業者により「山形県トラフグ研究会」が組織されており、「ト
ラフグで地域を活性化しよう」という志のもと、漁業者自らトラフグの種苗放流や資源管
理に取り組んできました。自ら始めたその取り組みは県を動かし、トラフグが県の定める
栽培漁業基本計画の対象魚種に位置づけられ、また、最近では県の推進する地域活性化対
策の一つとして「食の都庄内天然とらふぐキャンペーン」が企画されています。山形県の
漁業者自らの意思により始まったこれらの取り組みを国立研究開発法人水産研究・教育機
構水産大学校山本義久准教授に取材していただきました。
インタビュアー：国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校
出席者等：
山形県トラフグ研究会
五十嵐 健生さん（会長）
鈴木 重作さん
鈴木 重慶さん
はえ縄漁業者
本間 祥さん
山形県漁業協同組合
佐藤 健さん（指導課長）
公益財団法人山形県水産振興協会
余語 滋さん（業務部長（兼）栽培漁業課長）

第25回

准教授

山本義久

山形県農林水産部水産振興課
桜井 浩美さん（水産加工・流通主査）
野口 大悟さん（主査）
古山 遥さん（技師）
山形県水産試験場
本登 渉さん（副場長（兼）浅海増殖部長）
斎藤 祥司さん（研究員）
山形県庄内総合支庁産業経済部水産振興課
大川 恵子さん（主任専門水産業普及
指導員（兼）水産振興主査）

漁業者発！
庄内浜トラフグの栽培漁業とブランド化
国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校
准教授

山本

義久

り、これらの河川流域に広がる庄内平野は我が国

１．芳醇な地、庄内の幸とその源

28

有数の大稲作地域である。更に地先の海に湧き出
る地下水は豊富なミネラルを供給し、豊かな海の

山形県の庄内地方は、北の鳥海山から出羽三山

幸の源となっている。270 種（余語部長私信）と

が連なる出羽山地が山菜などの豊富な山の幸を育

も言われる多様な魚種を育む海域は必然的に餌と

み、山地に蓄えられた豊富な地下水が流れ込む最

なる生物も多い。そのため里山、里海という言葉

上川や赤川には、春はサクラマスが秋はサケが遡

がぴったり当てはまる地域である。
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２．トラフグという魚の特性
～地域群としての産卵回帰～

して、トラフグによる地域活性化を目指して平成
19 年に「山形県トラフグ研究会」がトラフグを
獲るはえ縄漁業者 9 名の参加により発足した。初

トラフグは産卵回帰する魚であり、日本周辺に

代会長は鈴木重作氏であり、平成 22 年に発足し

いくつかの産卵場があって、その場所に産卵親

た「庄内おばこサワラブランド推進協議会」の会

魚が集まってくる習性がある。現在は日本海・東

長も兼任する山形の水産業普及やブランド化など

シナ海・瀬戸内海系群、伊勢・三河湾系群に大別

に尽力してきた「仕掛け人」である。

されているが、日本海北部では秋田、山形、新潟、
石川などに地域群があり、産卵期前には各産卵場
付近で成熟した親魚が捕獲されることからも地域
性があることを物語る。産卵場は底が砂礫場であ
ることが多く、山形県沿岸のようにミネラル豊富
な地下水が湧き出る海域ではプランクトンが多く、
塩分濃度が低い環境にあり、トラフグ仔稚魚に
とっては餌が多いだけでなく低塩分環境を好む特
性に適合している環境である。

トラフグ研究会

鈴木

重作さん

４．山形トラフグ研究会のリーダー
後継者等の人材育成
山形県トラフグ研究会では、リーダーの後継者
の人材育成のため若手のリーダー格の五十嵐健
生氏を平成 28 年から代表に抜擢した。今回のイ
ンタビューでも五十嵐会長のリーダーとしての風
山本准教授

格を強く感じ、重作氏の人材育成は着々と根付い
ていると感じた。五十嵐会長は元々は漁業者では

３．庄内浜のトラフグ資源と
山形県トラフグ研究会の発足
山形県の海岸線は約 135km（飛鳥を含む）と、

なく、洋服販売店のオーナー兼店長をしていたが、
釣り好きが高じて一生をかけて働ける職として、
心機一転、平成 22 年に鶴岡市の漁業後継者育成
事業の研修を受け、平成 23 年に山形県漁協由良

全国最短の鳥取県と僅か 2 km の差で全国 2 番目

総括支所所属の漁業者になった人である。即ち新

の短さである。平成 26 年度の資料ではトラフグ

規漁業者が 5 年後にリーダーとして活躍するよう

の漁獲量は全国で 290ｔ前後で、そのうち日本海

になったのである。ここでは値が高い時に出荷で

北部では約 20ｔの水揚げがあり、冬場の収入源

きるように各自で小さな蓄養水槽を備え、切磋琢

として貴重である。トラフグ漁業は比較的新し

磨している。浜に営業的センスを植え付ける効果

く平成 13 年からはえ縄漁を開始し、スレや噛み

もあったかに思う。また、今回のインタビューで

合い防止のため、漁獲されたトラフグは歯切りを

はこの数年で新規参入したはえ縄漁業者の本間祥

して塩ビ管に入れて輸送するなどの工夫をし、蓄

氏の声も聴けた。１年の研修で叩き込まれたはえ

養水槽で高値を待って築地市場に活魚で出荷する

縄の技術を活用して生計を立てている。ここで重

体制を平成 15 年から継続してきた。取り扱いの

要なことは漁業者が自主開発した仕掛けや技術を、

良さなどもあり市場では高い評価を得ている。そ

トラフグ研究会の関係者で共有し、教えあってい
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ることである。それは、インタビューでの五十嵐

浜に産卵に来るトラフグ親魚から採卵した卵での

会長と鈴木前会長の「若い人が何を見、何を学ん

種苗生産、放流が開始された。地元の親魚から確

でいくかが大事。若者には先輩の背中を見ろと

保した受精卵から得られた良質なトラフグ種苗の

いっている。元気のある地域は若い人が先人を見

量産技術が山形で確立し、その後の体制作りの前

ている。そこに若い人の発想が入り地域活性の引

提条件がそろったのである。

き金になるだろう。活性化のためには今いる人間
が実践し継承せねばならない。
」という発言に象
徴されている。

６．山形県のトラフグ栽培漁業と
資源管理の充実
庄内産トラフグ種苗放流を受けて平成 24 年か
らの第６次山形県栽培漁業基本計画、平成 28 年
からの第７次山形県栽培漁業基本計画で体系的に
トラフグの栽培漁業体制が確立した。トラフグの
はえ縄漁業が無かった山形県で、漁業者の発案で
始まったトラフグ研究会が発足して僅か８年で庄
内浜の地元種苗によるトラフグ栽培漁業体制が確
立したことになる。インタビューで余語部長が力
説したのは、「漁業者からの声が起点になりトラ
フグの栽培漁業が山形で始まったことは大きい。
速やかな自治体のバックアップや協力体制の構築

トラフグ研究会

五十嵐会長（中央）

ができたこと、更に漁業者の自主規制として産卵
期前後の禁漁期間、漁獲サイズ規制を設けるなど、

５．漁業者の声を受けた熱い種苗
生産のプロフェッショナル

自分たちでトラフグの資源をつくり維持する体制
を築いてきたことは特筆すべきものだ。これは山
形県が誇る人材のネットワークがあったからこそ

山形県では栽培漁業対象種や将来の養殖対象種

だ。」と熱く語った。実際、関係者の意見を総括

の種苗生産事業を推し進めるための中核的な施設

すると、理想的な流れで栽培漁業、資源管理が充

として山形県栽培漁業センターが鶴岡市にあり、セ

実してきた事例であると感じた。

ンターでの種苗生産等の業務を委託されている公
益財団法人山形県水産振興協会が、山形県水産試
験場とともにこの地に適した栽培漁業を展開して
いる。そこには種苗生産のプロフェッショナル、余
語滋業務部長兼栽培漁業課長が存在している。以
前は筆者も在籍した日本栽培漁業協会の技術者集
団が海産魚の種苗生産技術の開発や普及を先導す
る存在であったが、今、独自の技術を駆使した種
苗生産システムを用いて種苗を生産している余語
部長は我が国を見渡しても秀でる存在である。即
ち頼れる栽培漁業技術者がここにはいるのである。
庄内浜のトラフグ資源の増加及び安定維持を目

県水産振興協会

余語業務部長（右）

指した山形県トラフグ研究会は、当初自治体から
の資金提供なしに自己資金で独自に種苗放流を開
始した。しかし、それでは限界があるためトラフ
グ研究会が余語部長に相談したところ、余語部長
の栽培漁業魂に火が着き、その熟練の技で、庄内

30

豊かな海

No.46

2018.11

７．種苗放流による栽培漁業と漁期、
サイズ規制による資源管理の効果
種苗放流による栽培漁業と資源管理はセットで

実施して初めて効果が上がるものである。特に

あれば２kg/ 尾としても 1,500 尾程度は１年間で

産卵回帰する魚種では標識放流調査により数年後

チェックできる。また、トラフグの状態や漁獲量

には放流効果が数値として示され、特に外部標識

等も漁業者と共同で調査することでリアルタイム

により市場でも放流効果を認知できる。トラフグ

に確認できることは効率的である。他県放流のト

では内部標識の耳石の ALC 標識と外部標識の組

ラフグが混獲されていることもあると思われるが、

み合わせで区別でき、山形県水産試験場の調査で

放流魚の混入率は２～４割程度あり、放流効果が

様々なことが判明してきている。また、上述した

目に見えて示されていることも、関係者の活動を

ように漁獲サイズの自主規制の効果は大きいと考

熱くしている。そこで思い出したのが、日本栽培

える。ここでは、体重 700ｇ未満は水揚げしない

漁業協会の屋島事業場と南伊豆事業場で、トラフ

こととしている。700ｇと言えば瀬戸内海や有明

グ放流効果調査を昭和後期から平成初期にかけて

海では十分に商品サイズである。また、自主禁漁

日本全土を駆け回って実施したトラフグ栽培漁業

は４月から９月までの６か月間設けていて、産卵

の先駆者町田雅春氏の存在である。当時の HP
（独

前後の親魚を保護する効果を期待している。産卵

立行政法人水産総合研究センター栽培漁業セン

期前後には特定の産卵場に回帰する特性を考慮し

ター（H23 年 4 月 1 日に更新修了））の“さいばい

て親魚保護の効果を上げ、再生産を促すことを目

コラム”にその武勇伝が掲載されている。ここで

的としている。この方法は産卵回帰する特性をも

は詳しくは述べないが、７回連載した「トラフグ

つ魚種には再生産効率の底上げが期待でき、資源

栽培漁業の舞台裏」を熟読すれば、筆者がトラフ

保護には最も効率的な方法である。山形県では自

グ栽培漁業の先駆者と称する意味が分かると思う。

らが設定した自主規制による資源管理を行ってい

以下はサブタイトル、①すべては信頼関係から

ることの重要性を漁業者が強く認識している。こ

始まった、②簡単じゃなかった親魚確保、③コミュ

の言葉はインタビュー中に歴代会長から繰り返し

ニケーションがモノを言う、④伝授された妙技

発言され高い意識を関係者全員が有していること

と雄集めがポイント、⑤三人寄れば文殊の知恵試

を物語っている。この点が栽培漁業の成功に結び

行錯誤で深まる連帯感、⑥交渉決裂！・・転じて、

付いているといっても過言ではない。

これが栽培だ！、⑦フグブランドと栽培漁業、是
非一読を（“さいばいコラム”URL：http://ncse.
fra.affrc.go.jp/06column/index.html）。

水産試験場

本登

副場長

８．漁業者と試験場が協働で調査し
連携する重要性
種苗放流効果調査は、トラフグ研究会のメン
バーが釣獲したトラフグの外部標識をチェックし

トラフグの種苗生産を行う水槽

９．日本海での冬季の沿岸漁業経営と
地域活性に繋がるトラフグ漁の重要性

そのデータを野帳に記載することで、ほぼ全数が

トラフグは単価が高い高級魚である。しかし

チェック可能である。例えば、年間 3ｔの漁獲が

我が国の全体のトラフグ資源は近年激減してお
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り、回復の目途すらたっていないのが現状であ

カの状態で回遊する個体がオホーツク海沿岸の漁

る。一方、地域資源として日本海北部の地域群の

獲量増加にも貢献するといった発想の「メジカの

資源量は多くはないが堅調に増加している傾向で

里」構想である。この活動を実践している山形県

ある。日本海北部では冬場に停滞する低気圧の影

北部にある遊佐町の枡川鮭漁業生産組合の尾形組

響で海は荒れ、特に小型漁船で操業する沿岸漁業

合長は、自然の資源を入会地の様な発想で共有し、

では操業日数が限られていることから漁業収入は

ともに利益を得る考え方である。

激減する。前述したように山形県では冬場の新し

今回のインタビューの端々にこの考え方が見え

い操業形態として、はえ縄漁により獲れたトラフ

隠れする。この地の人と自然の奥深さを感じる。

グは貴重な収入源となることや、地元の水揚げが
少ない時期の季節限定の海の幸という側面もある。
冬場の庄内浜では寒鱈汁が伝統的な食文化として
有名ではあるが、新たな冬の味覚として地元でブ
ランド化する動きが高まっている。漁業としての

11．庄内産トラフグの地域ブランド
化による観光とのマッチング
「庄内浜天然とらふぐキャンペーン」が漁協と

観点ではトラフグは冬のボーナス的な立ち位置で、

自治体との協働で平成 28 年から開始され、平成

その資源量の維持、向上は直接的に収入の増加に

29 年には漁業、流通、料理人、行政等の関係者

もつながる。一方、天然トラフグの全国的な単価

が一体となってブランド化を進める「庄内浜ブラ

の推移は、夏場には産卵後であることから身質が

ンド創出協議会」が発足した。そこでは「トラフ

悪いため約 3,000 円 /㎏と低いが、年末年始の冬

グ部会」と「サワラ部会」があり、トラフグ部会

場には身も太り、貴重な白子持ちであることから

では冬に獲れるトラフグを美味しく地元で味わっ

10,000 円 /㎏前後に急上昇する。いわば天然トラ
フグは商材としてみると旬が明確であり、資源管
理のためには旬の高価格の時期に漁獲することが
効率的である。しかし乱獲につながるような過剰
な漁獲圧を加えると早晩資源減少を招くことにな
る。一方、日本海の冬場の荒天や山形県の主漁法
がはえ縄漁であることから、過度の漁獲圧になら
ないことは資源管理に自ずとつながるものと考え
る。

10．増えた資源を広く共有する奥深さ
県農林水産部水産振興課

桜井主査（右）

上記の関係者の努力により、漁獲量が活動の前
の３倍に増加したことは事実である。今回のイ
ンタビューからわかったことは、資源の安定維持
のために過度の漁獲はしないことが前提条件と
なっていることである。ほどほどに自然を共有
するという発想である。また漁獲されたトラフグ
を十二分に活用して、地域ブランドとして地域振
興を図ることを念頭に活動していることもわかっ
た。「我が我が」ではなく、
「三方よし」の精神で
ある。少し話は逸れるがこれは同じ山形県のサケ
に関して象徴的な事例がある。サケ増殖事業では
種苗放流による回帰資源の増大が最終目的ではあ
るが、山形県に回帰途中のブナ化していないメジ
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レストラン「沖海月」の天然トラフグのテッサ

てもらうため、「食の都庄内」を前面に出した観

の速さには驚きをもった。

光と連携するキャンペーンをスタートした。最初
は地魚の美味しさや浜の食文化を伝える人材とし
て認定された「庄内浜文化伝道師」が講師となり、
地元料理人を対象とする調理技術講習会を実施し、

12．最後に

料理人の人材育成を図るとともに、漁業者は地元

今回のインタビューでは、躍動する浜の魅力が

へのトラフグ出荷量の増大に力を注いでいる。浜

地域振興に結び付いており、そのストーリーに同

値が同じでも輸送代の削減が料理代金に還元され、

じ方向性を向いた元気な人材がいて、将来の持続

お得に美味しいトラフグが食べられる仕組みであ

性の課題に双方に向き合い解決していくパワーを

る。加茂水族館のレストラン「沖海月」では地元

強く感じた。山形県のトラフグは資源量としては

天然トラフグのテッサや定食が堪能でき、庄内浜

小さいが、それを大切に維持、増加させ、共有し

文化伝道師でありトラフグ料理の講師でもある料

ながら活用していく心意気は、将来の水産のモデ

理長のトラフグやサワラの熟成技術のうん蓄も聞

ルになると考えている。今後の庄内浜の水産業と

くこともでき、楽しい空間であった。地元の食の

食文化の継承・発展に期待したい

産物を結び付けて行う食を核とするビジネス展開

前列中央左から山本准教授、トラフグ研究会鈴木氏
後列左から、トラフグ研究会鈴木氏、山形水試本登氏、山形県庄内総合支庁産業経済部水産振興課大川氏、
山形水産振興協会余語氏、山形県水産振興課野口氏、トラフグ研究会五十嵐氏、山形水試斎藤氏、
山形県漁協佐藤氏（奥）、山形県農林水産部水産振興課古山氏（手前）、桜井氏、はえ縄漁業者本間氏
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平成３１年度予算概算要求（栽培漁業関係）の概要について
水産庁

栽培養殖課

栽培漁業企画班

１．はじめに

石田

直也

２．平成31年度概算要求の内容について

栽培漁業については、沿岸漁場整備開発法に基

栽培漁業に関係する平成 31 年度概算要求中の

づき、平成 27 年３月に第７次栽培漁業基本方針

予算として、以下の事業を紹介します。なお、現

が策定され、資源造成型栽培漁業の推進、漁獲管

在財政当局と折衝中であり、金額の変動等があり

理との連携の強化、対象種の重点化等による効率

うることをあらかじめお断りさせていただきます。

的かつ効果的な栽培漁業の推進、広域プランに基
づく広域種の種苗放流の推進等の取組を推進して

（1）さけ・ます等栽培対象資源対策

いるところです。

（平成 31 年度概算要求額：697 百万円）

一方、29 年４月に策定した水産基本計画に基

本事業は 31 年度の新規予算として、従来の栽

づき、「数量管理等による資源管理の充実や漁業

培漁業関連予算とさけ・ます関連予算を大括り化

の成長産業化等を強力に進めるために必要な施

し、一本化して要求しているものです。本事業の

策」等について検討が進められ、本年６月に「水

うち「１．資源回復に向けた種苗生産・放流」が

産政策の改革について」が取りまとめられました。

栽培漁業関連予算となっています。従来の「栽培

その中で、栽培漁業については、
「資源管理上効

漁業総合推進事業」及び「二枚貝資源緊急増殖対

果のあるものを見極めた上で重点化する」との方

策事業」を継承する事業として、以下の事項につ

向性の下、資源造成効果の高い手法や対象魚種に

いて要求しています。

ついて、今後も実施していくこと等が定められた

①

費用負担の仕組み作りの実証

ところです（表１）。
平成 31 年度の栽培漁業関係予算は、この水産

水産政策の改革にあるように、種苗生産・放流

政策の改革を実現していくための概算要求となっ

については、効果のあるものを見極めた上で重点

ています。

化していくことが必要です。また、対象種が目標

表１

34

広域種の資源造成効果の検証及び適切な放流

水産政策の改革について（栽培漁業関連抜粋）
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とする安定した資源状態となった際には、漁獲管

体かどうかの判別が可能となるとともに、種苗の

理による資源の維持に重点を置き、当該対象種の

由来、移動状況など様々な情報を得ることが可能

種苗放流については中止するなど柔軟な対応が必

となります。これにより、詳細な放流効果の検証

要です。このほか、種苗放流に係る適切な費用負

を行い、効果を見極め、資源造成回復効果の高い

担の体制づくりを進めていくことも必要です。こ

手法の実証を進めるとともに、種苗生産・放流の

のように、関係都道府県間での広域連携について

費用負担の公平化に向けた体制づくりに大きく貢

は、種苗生産・中間育成の取り決め、適地放流の

献することができます。

調整、種苗生産・放流並びに育成に係る費用負担

②

など様々な課題を解決しなければなりません。
このため、複数の都道府県の漁業者が利用する

環境変化に対応した種苗生産・放流手法の改
良の実証
地球温暖化等による環境変化により、日本の沿

共通資源であって、早急な資源回復と安定が求め

岸海域では海水温の長期的な上昇が見られる中、

られており、関係者間の放流経費の負担調整が困

例えばキジハタのように生息域の拡大により新た

難なトラフグ等の広域種について、資源管理と連

な栽培対象種として種苗生産・種苗放流に取り組

携した種苗放流の効果の検証や負担の公平化につ

み始められた魚種がある一方で、アワビのように

いて支援を行うものです。

種苗生産状況の悪化や放流効果の低下が全国的に

なお、遺伝的な標識手法を用いれば、市場調査

見られる既存の栽培対象種もあります。また、二

等でサンプリングした魚の遺伝子情報を種苗生産

枚貝では、アサリなど全国的に漁獲が低迷してい

の親魚のデータベースと照合することで、漁獲物

る状況にあります。このような状況に対応して種

が放流魚であるか、さらには放流魚を親にもつ個

苗生産・放流手法の改良を行う取組について支援
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しようとするものです。
③

これまで、アカムツ（ノドグロ）、アマダイを

新規栽培対象種の種苗生産・放流技術の開発

対象に取り組んでいるところですが、新たにキン

栽培漁業においては多くの全国的な共通課題が

メダイ等についても取り組み、これらの新規栽培

あり、その一つとして資源回復に向けて資源管

対象種について、関係機関が連携して、種苗の量

理に取り組んでいるものの、資源の回復には至っ

産技術や適切な放流手法の開発を加速化させ、早

ておらず、種苗生産技術がないことから、これま

急に効果的な種苗放流を確立しようとするもので

で種苗放流が行われてこなかった魚種については、

す。

漁業者からの種苗生産・放流の要望が強くなって
います。しかしながら都道府県単独では、なかな
か進展が見込める状況になっていないことから、

上記でご説明しました事業の他に、「被災海域

このような魚種について、人工種苗の量産及び放

における種苗放流支援事業」等の栽培漁業関係予

流技術の開発を促進し、資源管理と一体となって

算がありますが、誌面の都合もありますので、省

早急な資源回復を図ることで、漁業者の所得向上

略させて頂きます。

に繋げていくことが重要です。

36

（2）その他
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー①】

海域栽培漁業推進協議会平成30年度通常総会開く
平成 30 年度事業計画では、各海域協議会が魚

全国 6 海域の海域栽培漁業推進協議会（以下、
海域協議会）は、6 月 26 日の日本海北部海域協

種別に策定した「海域栽培漁業広域プラン」の取

議会を皮切りに、平成 30 年度通常総会を開催し

組 4 年目の年として、引き続き関係道府県が連携・

ました。

協力した栽培漁業を推進していくとともに、水産

水産庁栽培養殖課黒萩課長、加藤課長補佐、石

庁が示した「水産政策の改革について」に対応す

田企画係員や各漁業調整事務所の担当官、また国

るため、必要に応じて広域プランの見直し・修正

立研究開発法人水産研究・教育機構本部及び各海

をすることとしました。

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

平成 29 年度事業報告書、貸借対
照表、正味財産増減計算書及び
財産目録等に関する件

◦第 2 号議案

平成 30 年度事業計画書、収支計
算書に関する件

◦第 3 号議案

平成 30 年度会費に関する件

◦第 4 号議案

広域プランの修正に関する件
（※日本海中西部海域のみ）

太平洋北海域栽培漁業推進協議会通常総会の様子

平成３０年度海域栽培漁業推進協議会通常総会の開催状況と役員名簿
通常総会開催日程
海域
太平洋北

太平洋南

日本海北部

日本海中西部

瀬戸内海

九州

協議会役員

開催日

場所

会長

副会長

7月24日
（火）

監事

岩手県水産会館

岩手県漁業協同組合

（公社）北海道栽培漁業振興公社

青森県水産振興課

宮城県水産基盤整備課

（岩手県盛岡市）

代表理事会長 大井 誠治

代表理事副会長 渡辺 鋼樹

主幹 白板 孝朗

技師 上遠野 拓也

7月31日

名古屋ダイヤビル

神奈川県漁業協同組合

（公財）三重県水産振興事業団

千葉県漁業資源課

愛知県水産課

（火）

（愛知県名古屋市）

代表理事会長 高橋 征人

理事長 林 文三

主査 宮部 多寿

主任主査 原田 誠

6月26日

青森県水産ビル

青森県漁業協同組合連合会

（公社）新潟県水産振興協会

青森県水産振興課

秋田県水産漁港課

（火）

（青森県青森市）

代表理事会長 三津谷 廣明

専務理事 土屋 貞男

主幹 白板 孝朗

技師 寺田 幹

8月6日

三宮研修センター

福井県漁業協同組合連合会

（公社）島根県水産振興協会

石川県水産課

京都府水産課

（月）

（兵庫県神戸市）

代表理事会長 平野 仁彦

会長 久保田 章市

技師 坂本 龍亮

主査 西垣 友和

7月10日

大分県水産会館

大分県漁業協同組合

（公財）大阪府漁業振興基金

兵庫県水産課

愛媛県水産課

（火）

（大分県大分市）

代表理事組合長 山本 勇

代表理事 岡 修

主査 佐藤 政男

係長 田村 稔治

9月3日

長崎県漁協会館

長崎県漁業協同組合連合会

山口県漁業協同組合

福岡県水産振興課

佐賀県水産課

（月）

（長崎県長崎市）

代表理事会長 高平 真二

代表理事組合長 森友 信

技術主査 杉野 浩二郎

副主査 寺田雅彦
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー②】

「平成30年度第 1 回広域種資源造成型栽培漁業推進検討会」を開催
平成 30 年度の水産庁補助事業「広域種の放流

また、検討会には国立研究開発法人水産研究・教

効果・資源造成効果実証事業」のうち資源造成

育機構各海区水研の資源評価担当の方々にアドバ

推進事業により、海域毎に広域種資源造成型栽培

イザーとして出席いただき、事業実施にあたって

漁業推進検討会（以下、検討会）を開催しました。

の指導・助言をいただいています。アドバイザー

今回の検討会は平成 30 年度の第 1 回（年 2 回開

には直近の資源評価結果についてご報告いただき、

催予定）であり、各海域栽培漁業推進協議会の通

検討会での協議の参考としました。

常総会に合わせて開催しました。

また、検討会翌日には行政担当者を中心とした

検討会では、海づくり協会より本事業の計画等

作業部会を開催し、広域プランのレビューにより

を説明した後に、各道府県より平成 30 年度の事

課題を抽出するとともに、今後の取組に向けた論

業実施計画と進捗状況を報告していただきました。

点等について意見交換を行いました。

検討会の対象魚種、 開催日、 場所およびアドバイザー

38

海域

魚種

開催日

場所

太平洋北

マツカワ
ヒラメ

7月24日
（火）

岩手県水産会館
（岩手県盛岡市）

太平洋南

トラフグ
ヒラメ

7月31日
（火）

名古屋ダイヤビル
（愛知県名古屋市）

日本海北部

ヒラメ

6月26日
（火）

青森県水産ビル
（青森県青森市）

日本海区水産研究所

八木

佑太

主任研究員（ヒラメ）

日本海中西部

ヒラメ

8月6日
（月）

三宮研修センター
（兵庫県神戸市）

日本海区水産研究所

八木

佑太

主任研究員（ヒラメ）

瀬戸内海

サワラ
トラフグ

7月10日
（火）

大分県水産会館
（大分県大分市）

瀬戸内海区水産研究所
瀬戸内海区水産研究所

石田
片町

実
太輔

主幹研究員（サワラ）
主任研究員（トラフグ）

九州

トラフグ

9月3日
（月）

長崎県漁協会館
（長崎県長崎市）

瀬戸内海区水産研究所

片町

太輔

主任研究員（トラフグ）
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アドバイザー
東北区水産研究所

増養殖研究所
中央水産研究所

木所

鈴木
阪地

※（

）内は対象魚種

英昭 沿岸資源グループ長
（マツカワ・ヒラメ）
重則
英男

主任研究員（トラフグ）
主幹研究員（ヒラメ）

【豊かな海づくり推進協会コーナー①】

平成30年度水産多面的機能発揮対策講習会を開催
この講習会は、活動組織による「環境・生態系

ネートのもと、他の組織の模範となる活動組織の

保全」
「海の安全確保」
「多面的機能の理解・増進

代表者などが講師となって取組の要点等を紹介し、

を図る取組（教育・学習）
」に係る活動の技術的

活動組織の参加者には、成功・先進地区と自分

水準の向上と適切な組織運営の推進を図ることを

たちの活動を比較して、自分たちの組織に足りな

目的として行っているもので、今年度は下記の４

い点や今後、積極的に取り入れていくべき点を自

会場で開催した。

己診断してもらい、その後、サポート専門家、講
師、参加者間で課題解決策等に向けて意見交換等

１

札幌会場

を行った。

平成 30 年 7 月 19 日（木）北海道自治労会館
２
３

なお部会は、全国各地で活動が行われている藻

鹿児島会場

場については全会場で、干潟、内水面、海の安全

平成 30 年 8 月 27 日（月）ホテル自治会館

については活動組織数を考慮し３会場で、サンゴ

金沢会場

礁部会は鹿児島会場のみで開催した。

平成 30 年 9 月 19 日（水）金沢商工会議所
４

参加者数は表１に示すとおりであり、部会数

名古屋会場

が多い鹿児島会場の出席者が 184 名と最も多く、

平成 30 年 10 月 16 日（火）ウインクあいち

４会場で合計 461 名が参加した。部会の出席者
は４会場で行った藻場部会が合計 213 名、３会

講習会では、参加者全員が水産庁からの事業の

場で行った干潟部会が 90 名、内水面部会が 87 名、

概要や平成 30 年度事業の変更点等の内容説明を

海の安全部会が 62 名であった。サンゴ礁部会は

主体とする全体講習を受講し、その後に活動項目

22 名の参加であった。国民の理解増進を図るた

別の部会を行う形式で開催した。特に、平成 29

め、鹿児島、金沢、名古屋の３会場で全受講生を

年４月に閣議決定された水産基本計画に多面的機

対象として行った教育・学習部会には 329 名の

能の発揮について「一層の国民の理解の増進を図

参加があった。

りつつ効率的・効果的な取組を促進する」ことが

特に、藻場・干潟については技術的な事項が多

明記されたことから、鹿児島・金沢・名古屋の３

岐にわたるので、開催地ごとに技術的なテーマ

会場で開催した「教育・学習部会」は、現在の活

を決めて技術水準の向上を図った。各会場の部会

動における教育・学習活動の実施の有無に係わら

のテーマは表２のとおりである。なお、質疑につ

ず参加者全員に受講してもらった。

いてはテーマに限られることなく幅広く質疑応答、

各部会においては、サポート専門家のコーディ

表１

会場

意見交換が行われた。

講習会参加者数一覧

（人）

藻場

干潟

内水面

９２

４８

２０

－

２４

－

－

－

１８４

１００

２９

３０

２４

２２

５４

１０２

８３

３８

－

２９

１４

－

７６

－

名古屋

１０２

２７

４１

２８

－

－

９７

－

合計

４６１

２１３

９０

８７

６２

２２

２２７

１０２

札

幌

鹿児島
金

沢

海の安全 サンゴ礁

教育・学習 教育・学習
（午前）
（午後）

出席者
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表２

藻場部会及び干潟部会のテーマ

会場名

藻場部会

干潟部会

札

海藻のタネ不足対策とウニ類を中心とした
食害対策について

底質の改善

鹿児島

魚類を中心とした食害対策について

食害等の対策について

金

藻場の維持管理について

幌

沢

名古屋

（干潟部会開催なし）

アマモの活動について

稚貝の確保について

各会場のコーディネーターと先進事例紹介者は

把握し講習会内での問題点の解決等を図った。

表３のとおりである。各コーディネーターは事

事例紹介を行ったのは活動組織の代表者だけで

例紹介をした組織に対し資料の提出を求めたり事

なく、活動を行っている現役の海女や漁業者、関

前に聞き取りや現地調査に行くなど準備して臨み、

係漁協や市町の担当者そして水産高校教諭と幅広

講習会当日も事例紹介組織のポイントの解説を行

く、各人から苦労した点や効果的な活動とするた

うことにより参加者の理解促進や参加活動組織か

めのコツなど有意義な事例紹介が行われた。

ら事前に提出されている活動実績票から問題点を

表３

会場名

札

幌

鹿児島

金沢
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各会場部会別コーディネーター及び事例報告組織

部会

コーディネーター 先進事例紹介地区活動組織

海の安全部会

益原寛文氏

奥尻地区水域監視活動組織（北海道）
横田稔氏

藻場部会

大塚英治氏

美国・美しい海づくり協議会（北海道）
高橋亜野氏

干潟部会

吉田司氏

野付地区干潟造成保全会（北海道）
大西廣和氏、楠拳氏

教育・学習部会

大浦佳代氏

愛知川清流会（滋賀県）
田中進氏

藻場部会

中嶋泰氏

鴨居瀬地区藻場保全組織（長崎県）
築城茂徳氏

干潟部会

吉田司氏

あいら藻場・干潟再生協議会（鹿児島県）
栫健一氏

教育・学習部会

大浦佳代氏

山川地区藻場保全会（鹿児島県）
川畑友和氏

内水面部会

稲田善和氏

万之瀬川振興会（鹿児島県）
小薗義文氏

海の安全部会

益原寛文氏

伊木力漁場保全の会（長崎県）
小川正幸氏

サンゴ礁部会

岩瀬文人氏

枕崎の海を守る会（鹿児島県）
有田浩氏

教育・学習部会

大浦佳代氏

滑川高校海洋科海洋クラブ（富山県）
澤田和之氏

海の安全部会

益原寛文氏

香住の海の会（兵庫県）
駒居慧一氏
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藻場部会

石川竜子氏

米ヶ脇里海を守る会（福井県）
鹿倉幸子氏

内水面部会

樋田陽治氏

魚達の住みよい川・湖づくりの会（福井県）
田辺喜代春氏

教育・学習部会

大浦佳代氏

南川ラインレスキュー隊（福井県）
山本聡氏

内水面部会

崎長威志氏

益田川と海をつなぐ自然環境保全課集う組織（島根県）
齋藤遼氏

藻場部会

片山貴之氏

蒲郡市漁場環境保全協議会（愛知県）
浦田圭太氏

干潟部会

吉田司氏

赤須賀漁業協同組合青壮年部研究会（三重県）
長谷川裕志氏

名古屋

講習会の様子

札幌会場

金沢会場

開会

全体講習

札幌会場

名古屋会場

全体講習

教育・学習部会
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鹿児島会場

海の安全部会

名古屋会場

鹿児島会場
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金沢会場

名古屋会場

札幌会場

藻場部会

内水面部会

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

ブリ類の生産流通・消費について～業界誌記者の視界
鹿児島県鹿児島地域振興局
水産技師

小路口

拡輝

開催日時：平成 30 年 7 月 6 日（金）15:15 ～ 16:00
開催場所：鹿児島地域振興局 5 階

大会議室（鹿児島市小川町 3 番 56 号）

研修対象者：漁業者、漁協、市町村、県
講

師：有限会社湊文社

月刊アクアネット編集長

池田

成己

氏

出席者数：47 名

１

はじめに

では講師の池田氏から「ブリ類の生産流通・消費

鹿児島県ではブリ類養殖が盛んである。農林水

について～業界誌記者の視界」と題し、スーパー

産統計によると、平成 28 年は 46,217 トンと日

等の小売りの販売状況、ノルウェーサーモン養殖

本一の生産量を誇っており、輸出促進に向けた県

との比較、国内の特徴的な養殖経営事例などにつ

内産人工種苗の導入や新たな水揚げ技術の開発な

いてご講演いただき、講演の最後には、質疑応答

ど、養殖業者の経営基盤強化のため、関係機関が

が行われ、活発な意見交換が行われた。

一体となった取り組みを行っているところである。
そのような中で、鹿児島湾は当県の主要なブリ
類養殖の産地であり、取り組みに対する関係者の

３

講演の内容

（１）ブリ類養殖の位置付けと経営状況

関心は高い。しかし、国内消費の縮小、燃油や飼

・日本の海面魚類養殖業の産出額に占めるブリ

料価格の高騰による経営圧迫など養殖業を取り巻

類の割合は平成27年時点で約50%、漁業・養殖

く課題は多く、経営改善に向けた更なる取組が必

業全体の産出額に占めるブリ類養殖の割合は

要となっている。

7.4%となっている。

そこで、長年国内外の養殖業や流通状況につい

・1993年時点2013年時点を比較すると、ブリ類

て取材をされてきた月刊アクアネット編集長の池

養殖の経営体数は4割未満に減少し、１経営体

田成己氏を招聘し、漁業者、漁協職員、自治体職

当たりの生産量は3倍弱に増加している。

員を対象にブリ類養殖の生産・流通について研修

・ブリ類の養殖生産量は1960年代初頭から増加

会を開催し、今後の養殖業の経営改善のヒントを

し、1990年代以降はほぼ横ばいとなってい

掴むための研修を行った。

る。
・東京都中央卸売市場での天然ブリ、天然ワラ

２

44

研修会の概要

サ、養殖ハマチの月毎価格の推移（平成28年）

本研修会は、平成 30 年 7 月 6 日（金）に鹿児

を見ると、ブリは400～1,100円/kgと変動が大

島地域振興局（鹿児島市）にて開催した。当日は

きく、ワラサは300～400円/kg、養殖ハマチは

鹿児島湾に隣接する市町村・漁協で構成される

1,000円/kg前後で推移しており、通年では養殖

鹿児島湾水産業改良協議会の総会等と併せて実施

ハマチの評価が明らかに高いことがわかる。

し、県内各地より 47 名の出席があった。研修会

・ブリ養殖の個人経営体、会社経営体とも、近年

豊かな海

No.46

2018.11

はエサ代が漁業支出の６～７割を占めており、

・マダイに関しては、ほとんどが韓国向け（活

輸入魚粉価格の上昇が大きく影響している。

魚）となっており、政府による「輸出強化に向

（２）量販店との関係

けた対応方向」でも、韓国・中国以外での市場

・食品スーパーマーケットの売り場面積が2007
年頃まで拡大してきたのに対し、年間販売額は

拡大は多くを望みにくいとされている。
（４）ノルウェーサーモンとの比較

2000年頃で頭打ちとなっている。水産物の販

・ノルウェー、チリを中心とした世界のサーモン

売額は1990年代前半から減少傾向にあり、小

養殖生産量は増加傾向にあり、ノルウェーのア

家族化や可処分所得の縮減も背景と考えられ

トランティックサーモン生産量は年間130万ト

る。月別に見ると、水産物の購入額は12月に

ンに達している。

多く、ハレ消費の対象になっている側面も感じ

・ノルウェーのサーモン養殖では機械化・自動化

られる。

が進み、収獲後も、蓄養生け簀からフィッシュ

・寿司の１世帯あたりの年間支出金額の変化を見

ポンプで加工場内へ運ばれている。

てみると、外食での支出は2000年の17,000円

・サーモンはブリに比べて飼料効率に優れている

から減少し、2013年頃から14,000円前後で推

が、ブリでは成熟による成長停滞があるのに

移。一方、中食での支出（寿司弁当）は12,000

対し、サーモンでは3年は成熟しない系統が確

円前後で推移している。

立されていることも要因。生産原価の低さは、

・回転寿司を含む「すし店」の市場規模は1975

国際マーケットでの価格競争力につながってい

年以降拡大し、1992年には１兆５千億円を

る。

超えた。その後は増減を繰り返し、最近では

・NSC（ノルウェー水産物審議会）が世界各国

１兆４千億円前後とされている。ただし、近年

で、市場調査・分析、品質訴求、セミナー開

の回転寿司チェーンではラーメン、うどんな

催、ロゴの普及などのマーケティングを展開し

ど、すし以外のメニューが増えているため、売

ており、その活動資金は、自国の水産物輸出会

り上げに占める水産物の割合は下がっているか

社等から輸出額に応じた賦課金を徴収し確保し

もしれない。

ている。

（３）輸出振興

・かつてはFOS（ノルウェー養殖業者販売協

・ブリの輸出については、近年、アメリカ向け

会）という組織があり、最低価格保証制度を運

のCO処理を行った冷凍フィレが最も伸びてい

営していたが、世界的な増産に伴う魚価下落に

る。

よって破綻した経緯がある。

講演の様子
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４

（５）経営事例紹介

主な質疑応答

・高知県宿毛市のＭ水産ではブリの早出しを行っ

養殖エコラベル（ASC）について、日本で
の定着について教えてほしい。

ている。モジャコ導入翌年の４～10月に３～
４kg台主体で出荷するやり方で、一般的な出荷
盛期である２年魚の11～12月には出荷を終え

欧州発の ASC の審査基準は、消費者による
不買運動が起こりやすい風土でそのリスクを

ている。

回避したい大手のスーパーマーケットや外食

・熊本県天草市のＳ水産では、側網が化繊網、底

チェーンの要望を反映している。日本におい

網が金網の生簀（10×10×10m）を開発。その

ても一定の需要はあるだろうが、多くの消費

底網は、四隅の滑車とロープにより水面から

者は、その認証取得に要するコストに見合う

1mの深さまで上昇させられるので、収獲時の

価値を認めないかもしれない。

ダイバーによる追い込み作業が不要である。ま
た、底網を金網にすることで、ブリが自発的に
寄生虫を落とすことができ、魚病対策にもなっ

５

謝辞
講師の月刊アクアネットの池田成己編集長に

は、大変お忙しい中、鹿児島県までお出でいただ

ている。
・大分県・長崎県・高知県に漁場を展開している

き、これまで取材されてきた中から、ブリ類養殖

Ｈ社では、60×40×25mの大型生簀を使ったブ

について生産から流通まで幅広い内容でご講演い

リ類養殖を行っており、「ひろびろいけすぶ

ただきました。厚く御礼申し上げます。

り」などのブランド名で販売されている。コー

最後に、本研修会の趣旨にご賛同、ご支援をい

プこうべの「人と自然にやさしい食べものづく

ただきました公益社団法人全国豊かな海づくり推

り」のガイドラインにいち早く合致した養殖魚

進協会に厚く御礼申し上げます。

としても知られている。
・三重県では、地元の水産加工業者がブリ養殖に
参入。すでに年間2,000トンを超える生産規模
であり、自社加工場でフィレやロインにして外
食や中食企業などに販売している。

研修会場の様子
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