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豊かな海づくりと
都道府県水産試験研究機関の役割
全国水産試験場長会会長
島根県水産技術センター所長

達朗

昨年４月より全国水産試験場長会会長を務めさ

オド以降にある場合、具体的には、人工種苗を放

せていただいております島根県水産技術センター

流した以降に減少原因がある場合、放流効果は発

の村山です。全国水産試験場長会は都道府県の海

現しません。対象資源の減少原因が乱獲である場

面・内水面の水産研究機関の長で構成され、昭和

合は、漁業管理とセットで進めなければ効果が発

30 年の発足以来、試験研究の面から水産物の安

現しないことは自明の理です。また、対象となる

定供給と水産業の発展に努めて来ました。その中

水産資源の変動が大きい場合や、その水準がある

で、魚介類の種苗生産・放流・養殖技術の開発、

程度高い場合も、人工種苗の放流効果は見えにく

栽培漁業の効果調査や漁場造成調査は、我々地域

くなります。

の水産研究機関にとって重要な業務となっていま

しかしながら、資源の減少原因がいつも明確で
あるとは限りません。本年度、全国水産試験場長

す。

2

村山

さて、私が初めて栽培漁業を知ったのは、50

会会長賞を受賞した佐賀県の「アゲマキ漁獲再開

年前の少年時代に観たテレビ番組でした。内容は

に向けた 20 年の研究」の例でも、有明海のアゲ

うろ覚えですが、舞台は瀬戸内海の漁村、漁場か

マキの資源減少の原因は特定されていません。し

ら魚が消え、村が疲弊していく中、マダイの種苗

かし、地域の漁業者や消費者の為に、一刻も早く

放流を続ける試験場の職員と村の少年の交流を描

アゲマキ資源を回復させることは当地の研究機関

いたものでした。漁場に魚が戻り、少年が大きな

に課せられた急務であり、人工種苗生産・放流技

マダイを掴んで持ち上げるラストシーンを今でも

術の開発により母貝集団を創出し資源を回復さ

覚えています。当時は、海洋牧場や海中都市など

せ、漁獲の再開まで繋げたことが高く評価されま

が少年誌の口絵を飾るような時代でした。それか

した。資源減少の原因を解明することは重要な課

ら半世紀、今では全国に栽培漁業センターが設置

題ですが、政策的にはそれをいつまでも待てない

され、番組に取り上げられていたマダイを始め、

というのも現実です。また、原因が解明されて

多くの水産生物の人工種苗が生産され放流されて

も、それを直接解決することが困難なこともあり

います。しかし、人工種苗を利用した資源造成に

ます。

関しては、遺伝的多様性の攪乱を懸念する研究報

人工種苗を活用した資源の回復事例は幾つかあ

告が近年相次いで発表され、この度の水産施策の

りますが、いずれも成果があらわれるまで長い年

見直しの中でも、栽培漁業は効果が認められるも

月がかかっています。佐賀県のアゲマキや北海道

のに重点化することが謳われています。このこと

のマツカワも成果が現れるまでには 20 年が必要

は、栽培漁業が単に夢を追う時代から、メリット、

でした。毎年大きく変化する自然環境を相手にす

デメリットを考慮して利用する現実的な技術の時

る取組はどうしても時間がかかります。最近では

代に入ったことを意味しています。

1 つの研究課題の期間が３〜５年で区切られるこ

栽培漁業の理論的な背景は、水産生物に見られ

とが多いのですが、一度崩壊した資源を短期間で

る卓越年級群から類推される環境収容力の余剰

回復させることは困難です。豊かな海づくりを実

と、クリティカル・ピリオドと呼ばれる水産生物

現するためには、息の長い研究の取組が必要であ

の生残率が大きく変動する時期の存在です。生残

り、これを実現するには関係者の理解は勿論のこ

率の低いクリティカル・ピリオドを人の手で制御

と、国民理解を得ることが重要です。 地方の研

して生残率を高め、人為的に卓越年級を作り出す

究機関としても研究の必要性や途中経過を含めた

ことが栽培漁業の肝です。当然のことながら、対

研究成果の情報発信を一層努めていく必要がある

象となる資源の減少原因が、クリティカル・ピリ

と痛切に感じています。
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福島県水産資源研究所が運用開始
－栽培漁業施設が本格稼働へ－
福島県水産資源研究所

榎本

主任研究員

１．設立趣旨

種苗研究部

昌宏

２．施設の概要

福島県水産資源研究所は福島県の北部、相馬市

新施設の敷地面積は 32,318㎡、延べ床面積は

に新たに整備した施設で、平成 30 年 6 月 1 日に

8,098㎡で、工事費は約 91 億 9 千万円（東日本大

施設の一部供用を開始した（図 1）。

震災復興交付金を活用）でした（図 2）。

福島県の水産業の再生を進めるため、資源を管

生産能力はヒラメ全長 100㎜サイズ 100 万尾、

理しながら漁業者の所得向上をめざす「ふくしま

アワビ殻長 30㎜サイズ 100 万個、アユ全長 60㎜

型漁業」の実現に向けては、資源管理の適切な実

サイズ 300 万尾です。

行と、資源を確実に
安定化できる栽培漁

３．研究業務の概要

業の再開が不可欠で

本施設の研究面での役割は栽培漁業及び底魚資

す。本施設は、震災

源研究の拠点となります。具体的な研究内容とし

前と同規模の生産能

ては、

力を有し、質の高い
水産種苗の供給によ

（1）栽培漁業対象種の種苗生産技術に関する研究
○

産技術の開発（ヒラメ）

り、県と漁業関係者
が連携して栽培漁業

○

ホシガレイ優良種苗生産技術の開発

を推進することを目

○

地域重要魚種（ホシガレイ）の増養殖に関
する低コスト生産体系の確立

的に整備したもので
図１

福島県水産資源研究所
の位置

栽培漁業の再建に資する省力・低コスト生

す。

（2）栽培漁業対象種の放流技術に関する研究
○

ホシガレイの放流技術に関する研究

建物名称

面積
(㎡ )

構造

概要

管理棟

1,086.68

RC 造
3 階建て

研究施設と生産施設の管理室、生物実験室、病理実験室等が配置され
ています。（図 3）

魚類棟

971.16

木造
平屋

種苗生産に係る試験研究を実施します。県産木材を使用しています。
（図 4）

閉鎖循環式
水槽実験棟

225

RC 造
平屋

5㎥水槽で 4 面 2 系統の試験規模の閉鎖循環式飼育水槽を備えます。
閉鎖循環飼育は流水飼育と比較し、省コストで環境制御をしやすい場
合が多く、新しい種苗生産技術として期待されます。

ヒラメ・アユ
稚魚飼育棟

2,657.17

S造
平屋

75㎥水槽を 21 面配置し、ヒラメ 100㎜ 100 万尾、アユ 60㎜サイズ
300 万尾の生産が可能です。（図 5）

ヒラメ
親魚棟

553.5

木造
平屋

種苗生産用親魚を飼育します。魚類棟同様、県産木材を使用していま
す。

アワビ
飼育池

2,522

コンクリート
基礎

7.4㎥水槽を 80 面配置します。アワビ 30mm サイズ 100 万個の生産が
可能です。（図 6）
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図２

○

福島県水産資源研究所パース図

マコガレイ等、有用魚種の大量放流技術の
開発

（3）沿岸底魚の資源及び資源管理に関する調査研究
○

沿岸性底魚類の生態と資源動向の解明

○

ヒラメ、カレイ類等、底魚資源の管理手法
に関する研究

（4）松川浦の増養殖の安定化に関する研究
○

松川浦の水質・底質調査

○

ヒトエグサの生育と環境に関する研究

○

アサリ資源増殖技術の開発

○

松川浦における幼稚魚生息状況調査

図３

管理棟全景

図４

魚類棟全景

（5）福島県の内水面漁業の復活に向けた種苗生
産・供給技術に関する実証研究
○

アユ親魚養成技術の確立

等の研究項目があります。

４．施設の特徴
本施設の大きな特徴として、発電所温海水の有
効利用があり、自然海水の他、隣接する相馬共同
火力株式会社新地発電所の冷却海水を温海水とし
て取水可能となっています。温海水は、自然海水
に比べて約７℃程度水温が上昇します。
ヒラメやアワビの親の養成や稚魚飼育に温海水
を利用することにより、採卵時期を調整、また種
苗の成長を促進し、種苗の適期の大量放流を可能

図５

ヒラメ・アユ稚魚飼育棟内部

としています。
また、複数のポンプを組み合わせて運転するこ
とにより、必要水量に合わせた揚水電気料の節約
を可能としています。

５．業務の分担
福島県水産資源研究所は主に研究業務を担当
し、公益財団法人福島県栽培漁業協会は種苗生産
業務を担当します。
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アワビ飼育池

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12回

千葉県のアワビ漁業と資源管理について
千葉県水産総合研究センター 資源研究室
主任上席研究員

１．はじめに

永山 聡司

また、中央市場においても千葉県はアワビの一
大産地として知られ、「外房もの」のクロアワビ、

千葉県は、沖合を黒潮､ 親潮の寒暖両流が交わ

「ビワ貝」と称される大型のマダカアワビ（図 2）

る日本列島中央部に位置し､ 県土の三方を囲む海

など、身質の良いアワビの産地として知られてい

岸線は 529㎞に及びます。来遊する魚群や沿岸に

ます。

生息する生物の種類が豊富で多彩な海の資源に恵
まれ、それに伴い多種多様な沿岸・沖合漁業が発

２．アワビ漁業の状況

達してきました。
中でも岩礁域の多い県南部の内房、外房の沿岸
では磯根漁業が盛んで、古来よりアワビ漁業が営
まれてきています。（図 1）

（１）操業形態の変遷
ア

素潜り漁業（あま漁）
房総を代表するアワビ漁業として、あま（海士・

海女）による素潜り漁があります。素潜り漁は、
本県南部の太平洋側に面した外房地域（南房総市
～いすみ市）と、東京湾に面した内房地域（富津
市～館山市）の水深 20 ｍ以浅の岩礁域で広く操
業されています。
素潜り漁は、漁船を使用してアワビ類を中心に採
捕する漁と、漁船を使わずにタルや浮きを使って
岸から直接比較的浅い漁場に向かいアワビ類、サ
ザエ、トコブシ、海藻類を採捕する漁があります。
図１

千葉県におけるアワビ漁場

一般的に前者を「裸あま」
「あま」と呼ぶのに対し、
後者を営む者は「陸（おか）あま」と呼ばれてい
ます。
資源管理の観点から、多くの地域で上下のウ
エットスーツの着用が禁止されていますが、漁業
者の健康、安全上の観点からパンツとフードの着
用を認めている地域もあります（図 3）。
素潜り漁は技術と経験、加えて体力を必要とす
る漁であるため、深場を潜る本格的なあまは年々
減少しており、県調査では、1988 年の全県のあ
ま漁業者数（裸あまと陸あまの合計数）は 3,358
人でしたが、直近の調査では 1,927 人（うちアワ
ビ狙いのあま 1,290 人、それ以外の陸あま 637 人）

図２

マダカアワビ（御宿町）

となっており、24 年間で磯根を対象とした漁業
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者は半数近くに落ち込んでいます。
また、三重、石川に次いで女性のあま漁業者（海
女）が多い事も千葉県の特徴であり、1988 年に
は館山市、南房総市（白浜、千倉）、勝浦市（鵜原、
浜行川）
、御宿町（岩和田）などを中心に約 1,600
名の海女が操業していました。これは、あま全体
の 46％を占めていましたが、2015 年には 10％以
下となり、白浜、千倉地区を中心にわずかに 153
人が操業するまでに減少しました（表 1）。

図４

潜水器漁業

いすみ市大原沖の器械根漁場は、1885 年（明
治18）の漁場の発見から大型のマダカアワビの好
漁場として全国に知られ、当時は全国から50隻以
上の潜水器船が集まったとの記録もあります 1-3）。
1886 年の記録では年間 750 トンもの水揚げがあ
図３
表１
年

りましたが、その後、乱獲により漁獲量は減少し

あま出漁風景（勝浦市）

ました。詳細な水揚げ資料が残る 1955 年には４

あま従事者数の変遷

隻の潜水器船により 57 トンの漁獲に留まってい

1988 年 1993 年 1998 年 2005 年 2010 年 2015 年

裸あま

1,476 1,490 1,290

陸あま

808

907

637

あま＋陸あま

3,358 2,949 2,533 2,284 2,397 1,927

うち海女（女）

1,551 1,228 1,079

391

244

153

ます。以降は 50 ～ 100 トンの漁獲で推移しまし
たが 1969 年の 166 トンをピークに徐々に漁獲量
が減少し、操業船も 1986 年に 3 隻、1993 年に 2
隻、1994 年には 1 隻となり漁獲量は 2 トンまで
落ち込みました。アワビ資源について検討する現
地組織の「器械根資源管理協議会」では 1995 年
から積極的な資源保護策として自主的な全面禁漁

※千葉県調べ

措置に取り組むことなり、これは 2012 年までの

1988～1998年は「裸あま」と「陸あま」の合計人数として調査、2005年、
2010年は「裸あま」と「陸あま」を分けて調査、2015年はあま（裸あまとア
ワビ狙いの陸あま）とそれ以外の陸あまとに分けて人数を調査している

18 年間続きました。その後、2013 年から 2016

イ

の禁漁措置にもかかわらず資源の回復は見られず、

潜水器漁業
潜水器漁業は、素潜り漁の操業海域よりも沖側

年まで試験操業による採捕を行いましたが、長期
それ以降は再び禁漁となっています。

の水深 15 ～ 20 ｍ以深の海域で行われるヘルメッ
ト式潜水による操業で、千葉県では 1878 年（明

6

（２）漁獲量の変遷

治 11）、白浜町（現在の南房総市）で始まったと

千葉県でのアワビ類漁獲量は、1966 ～ 1977 年

されています 1-3）。この地域のあまが 1900 年代

には 700 トン前後で推移しました。しかし、こ

にアメリカに渡り、優れた潜水器技術でアワビ事

れ以降、クロアワビとマダカアワビが急激に減少

業を現地で大規模に展開したという事実も残され

しはじめ、次いでメカイアワビが 1980 年代前半

ています。

から徐々に減少し、1997 ～ 1999 年にはアワビ類

かつて潜水器漁業は、いすみ市から館山市に至

合計で 100 トンを下回りました。2000 年以降は

る地区の沖合海域で広く操業されていましたが、

増減を繰り返しながら 100 トン前後で推移して

資源の減少、潜水器船の老朽化や担い手不足によ

います。この時点で、当センターではアワビの減

り、器械根漁場（いすみ市）、真潮根漁場（御宿町）

少要因について、「年々漁獲が減少し資源が減少

での操業が 2017 年に休止されて以降、近年では

している状況から，成貝が減少して再生産に影響

行われなくなりました。（図 4）

し加入が減少していると推定され、再生産関係は
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明らかではないが，近年の状態は加入乱獲と呼ば

を目標に生産されており、直近の 2017 年では

れる状態」と考察をしています 。

165.2 万個のアワビ種苗が県内各地で放流されま

4）

以降、クロアワビ、メガイアワビとも同様の増

した（図 6）。

減傾向を示し、近年、クロアワビは 70 トン前後、

放流方法については、かつては船上から種苗を

メガイアワビは 30 トン前後で増減を繰り返して

ばらまいていた地区もありましたが、種苗放流

います。また、1960 年代後半から 1970 年代前半

の効果が漁業者に浸透するにつれ、潜水による手

にかけて 200 トン台の漁獲があったマダカアワ

まき放流、ブロック・Ｕ字溝に付着させての放流、

ビは 1991 年以降、10 トン未満、特に 2006 年以

塩ビ管を使った船上からアワビ礁への放流など、

降は 1 トン前後と極めて少ない状態が続いていま

各地区とも生残率を高める工夫をするようになり

す（図 5）
。

ました。また、放流時期も、県ではアワビの適水
温であり、ベラ、ウツボ、イセエビなど捕食生物

３．アワビの増産対策

の少ない時期を考慮して、秋から冬季にかけての
放流を推奨しています。

（１）人工種苗の生産・放流

県では放流効果の把握のため放流種苗の追跡調

千葉県では種苗放流が有効な手段であることが

査を行っており、2018 年のクロアワビ漁獲物に

明らかになってからは、積極的な増産への取り組

占める放流貝の割合は、南房総市、鴨川市、勝浦

みが始まり、1967 年には千葉県水産試験場（当

市の地先漁場では、それぞれ 9.0%、17.2%、12.5

時）でクロアワビ、メガイアワビの種苗生産事業

%（図 7）でした。一般的な漁場での平均的な回

が始まりました。その後、磯根漁業に熱心な千倉

収率は 8.8％と推定されています。

町南部漁協や鵜原漁協（いずれも当時）など、漁
協自らが単独で種苗生産事業に取り組むようにな

（２）人工魚礁・増殖礁の整備及び輪採方式の導入

り放流を開始しました。現在では、種苗は県から

種苗放流事業の展開に合わせて、県では 1970

公益財団法人千葉県水産振興公社に生産が委託さ

～ 1980 年代に外房地域を中心とした県南部の各

れ、公社白浜事業所及び同千倉支所において生産

地先に潜堤、BL 礁、SL 礁によるアワビの増殖

された種苗が、県内の各漁業協同組合に有償で配

礁の整備が行われました。また 1996 年～ 2001

布されています。

年には石積堤・平板礁による増殖礁の整備が行わ
れ、漁協自身による小規模な増殖礁と併せ、稚貝

放流は、近年では年間 160 万個（殻長 25㎜）

900

マダカアワビ

800

メガイアワビ

漁獲量（トン）

700

クロアワビ

600

アワビ類（全県）

500
400
300
200
100
0

年

図5図５千葉県アワビ種類別漁獲量
千葉県アワビ種類別漁獲量
（1960年までは漁業・養殖業生産統計からそれ以外は千葉県調べ）
（1960 年までは漁業 ・ 養殖業生産統計からそれ以外は千葉県調べ）
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放流数（千個）

2500

アワビ類

2000

クロアワビ

1500

メガイアワビ

1000
500
0

年
図６

千葉県アワビ類放流の推移

※ 1968-1979 年は県水試の種苗配布数。 1975 年以降、 アワビ類放流数 ( 千葉県調べ ) と、 クロアワビ
及びメガイアワビの放流数 ( 日栽協 ・ 海づくり協会調べ ・ 一部県調べ ) は調査方法が異なるため、
合計値は一致しない。

南房総市

間で操業や収益配分ルールの合意形成や、密漁監

50%

鴨川市

視や平板の修復、放流・取上げ作業など、地区の

40%

勝浦市

放流貝混入率

60%

30%

連帯による組織的な活動が必要になります。
南房総市千倉地区では、先駆的に 1982 年から
アワビの輪採方式に取り組んでおり、当初には千

20%

倉の 5 地区で 5 サイクル 15 漁場でしたが、現在

10%

は 9 地区で 14 サイクル 43 漁場に拡張して操業

0%

しています。さらに、千倉地区での成功を受けて
隣接する白浜地区や、勝浦市でも輪採方式が導入
年

図７

されているところです。

一般漁場におけるクロアワビ放流貝混入率
の推移

（３）資源評価・資源管理の実践
アワビ類を採捕する場合、千葉県海面漁業調整

礁、母貝礁、放流種苗の中間育成場として利用さ

規則で殻長 12 cm 以下のものは採捕してはならな

れています。

いこと（殻長制限）、9/16 ～翌 3/31 は禁漁とす

また、県では、漁場造成の一環として輪採方式
の導入を推進しています。これはコンクリート平

地域ごとに漁法（漁具、ウエットスーツの着用制

板等を用いてアワビの生息 に適した漁場を、３

限等）、操業期間の短縮、種苗放流、密漁対策及

年輪採ならば３ヶ所造成し、毎年、造成漁場に集

び禁漁区の設定等が漁業権行使規則や自主的な

中して種苗放流を行い３年後に収獲することを１

ルールにより定められており、これらにより資源

サイクルとして、これを繰り返す方法です（図 8）。

管理が進められてきました。しかし、1980 年以降、

南房総市千倉地区の事例では、殻長 25㎜の種

漁獲量の減少傾向が続き、各地先ごとの管理ルー

苗を 10 ～ 20 個／㎡の密度で放流し、３年後の

ルの見直しを図る必要が生じたため、1989 年（平

回収率は約 10％となりました。漁獲サイズとなっ

成元年）から資源培養管理対策推進事業により地

たアワビを効率よく一定の回収率で取り上げるこ

先の磯根資源の管理強化が図られました。

とができるため、安定した漁獲収入が期待できま
す（図 9）
。

豊かな海

さらに、2011 年（平成 23）には資源管理・収
入安定対策のもと「千葉県資源管理指針」（以下、

一方で、輪採漁場の管理には、利用する漁業者

8

ること（漁期の制限）が定められています。また、
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「県指針」）を定め、アワビについては資源水準の
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図８

輪採方式の仕組み

（第 19 回全国青年女性漁業者交流大会発表資料より）

50

一般漁場等漁獲（天然貝主体）
輪採漁場漁獲（放流貝主体）

漁獲量（トン）

40

近 26 年間の中では「高位」、最近 5 年間の資源
動向は「横ばい」と評価しています（図 10、11）。
同じく、メガイアワビは「中位」「増加」と評価
しています。資源の評価基準には「単位努力量あ

30

たりの漁獲量（CPUE）」を用いており、近年は
クロアワビ、メガイアワビいずれも増加傾向にあ

20

ります（図 11）。これは、漁獲量は大きく変わっ
ていないことから、近年のあまの減少や操業日数

10

の減少等、漁獲努力量が減少していることが影響
しているものと考えられます。

0
年

図９

南房総市千倉地域における
クロアワビ漁獲量の推移

４．現在の課題と今後の取り組み
近年、千葉県のアワビ漁業は、天然資源の加入

維持・向上を目指して、これまでの公的規制や自

が不安定なことに加えて、あまの高齢化や減少に

主的ルールの順守に加えて「休漁期間の設定」に

よる生産力の低下が顕著になり、漁獲そのものは

重点的に取り組むとされました。

横ばいとなっています。加えて、内房地区の一部

また、県指針に基づき、資源管理の高度化を推

の漁場では水温変化やそれによる植食性動物の増

進していくため 2015 年から資源評価を実施して

加を主原因とする藻場の衰退 5） など漁場の縮小

おり、アワビ類はクロアワビ、メガイアワビの 2

や荒廃が生じ、アワビ漁業にとって厳しい状況が

種について評価を行い、県のホームページで公表

続くものと考えられます。

しています。
2017 年におけるクロアワビの資源水準は、最

千葉県では、種苗の安定的な生産と放流、天然
資源のモニタリングや種苗の放流効果の把握、漁
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獲物のサイズアップと産卵による母
貝場機能の確保を目的とした輪採方
式の改良（３年輪採方式を４年に延
長）など、積極的な増産と効率的な
漁獲の導入及び改良に努めていると
ころです。
また、千葉の水産物の認知度を高
め、広く県内外にアピールするため
に平成 18 年に設立した千葉ブラン
ド水産物認定制度においてアワビを
認定し、特徴や歴史、取り組み等の
紹介と併せて、規格や期間で差別化
を図り、特産品としての価値向上や
販路開拓に努めているところです。

５．おわりに
アワビは千葉県の水産業や観光業
にとって大切な資源であり、漁獲
が低調であってもアワビに対する地
域の期待は今なお大きいものがあり
ます。千葉県のアワビ漁業は、最盛
期であった 1970 年代に比べると漁
獲量は落ち込んでいるものの、近
年の単位漁獲努力量あたりの漁獲
図10

ホームページで公表されているクロアワビの平成 30 年度資源評価票

量（CPUE）の増加から推測すると、

CPUE（kg/隻・日）

その資源状況は徐々に回復する傾向
にあるものと考えられます。

6

今後とも持続的なアワビ資源の利用と漁家経営
の安定のため、千葉県としても引き続き資源管

4

理をすすめアワビ資源量の増加に努めるとともに、

2

種苗放流による計画的な増産を図っていくことが
必要と考えます。

0

参考文献

CPUE（kg/隻・日）

5
4
3
2
1
0

年
図11

10

クロアワビ（上段）とメガイアワビ（下段）の
主要地区一般漁場素潜り漁業の漁獲努力量あた
りの漁獲量（CPUE）の経年変化
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１）歴史地理学紀要第 29 巻「太東崎器械根の発見と
利用－技術と空間の拡大－」千葉徳爾・山口昭博
歴史地理学会（1987）
２）『房総の潜水器漁業史』大場俊雄著 崙書房出版
（1993 年）
３）『房総アワビ漁業の変遷と漁業法』大場俊雄著
ふるさと文庫（1995）
４）清水利厚・田中種雄（2001）：千葉県におけるア
ワビ資源の減少要因の考察．千葉水試研報，57，
229-235.
５）武田淳悟・玉井雅史（2018）：南房総市富山湾に
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【シリーズ】
第12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」

海水池で生産したアサリ稚貝で母貝集団を造成へ
ー たい肥の利用で稚貝生産コスト低減を実現 ー
山口県水産研究センター 内海研究部

岸岡 正伸

増殖病理グループリーダー

１．はじめに

ていたと考えられます。これらの有機物を餌とし
てゴカイやエビ、カニが多数生息、活動すること

山口県瀬戸内海沿岸はかつて多種多様な二枚貝

によって栄養塩が増加すれば植物プランクトンも

の宝庫でした。特に 60 年代から 80 年代にかけ

再び増殖し、大きな物質循環が成り立っていたの

て、主として潜水器漁業でタイラギ、ミルクイ、

でしょう。

ウチムラサキ、ナミガイが、また、貝桁網でアカ

このように多種多様な生物が輻輳することで生

ガイやトリガイが漁獲されていました。アサリも

み出された生態系を取り戻すのは容易ではありま

1960 年代から採貝漁業によって年間 5 千トンの

せん。砂漠化した大地に植林してもとの原生林を

漁獲がされていました。ところが 1980 年代に入

作り出すようなものです。しかし放置していても

り、潜水器漁業の対象種が減少したため、アサリ

元に戻る様子も見られないので、まずはアサリの

の沖合資源を潜水器で漁獲するようになりました。

ように管理しやすい干潟に成育するタイプの二枚

この沖合資源の漁獲によって一時、漁獲が増加し

貝の増殖に取り組んでいます。アサリは河口干潟

た後、急速にアサリの漁獲量は減少して 2003 年

などに網で保護すれば順調に育つことがわかって

以降、ほとんどの干潟でアサリが獲れなくなりま

いますので、保護放流を行って過密になったアサ

した（図 1）
。他の二枚貝も再生産がほとんど見

リを間引き漁獲しつつ母集団を造成し、産卵によ

られなくなり、浅海域の中でもアサリの住む干潟

る海域全体のアサリ資源の回復を促します。

域は一変して有機質の少ない、まるで砂漠のよう
な砂浜が多くなってしまいました。かつての浅海

２．人工稚貝の必要性と問題

域では、多種多様な二枚貝が共存することで、海
洋中に含まれる低密度であっても全体では膨大な

これまでもアサリは天然発生した稚貝を採集し、

量の植物プランクトンを吸収し、干潟中に排泄・

漁場に移植することで生産の維持増大が図られて

蓄積しながら有機質に富んだ豊かな干潟を形成し

きました。近年は稚貝の発生量が激減し、他の地
域・国からアサリを移入するケースも見られます

20,000
その他

漁獲量(トン）

15,000
10,000

ミルクイガイ、アカガ
イ、タイラギ、トリガイ、
ナミガイ、ウチムラサ
キガイ、モガイ他

原性微生物が侵入するリスクを抱えています。こ

アサリ(潜水器）

の点、人工稚貝にはそのような有害生物が混入し

アサリ(採貝）

ないように管理することが可能ですし、地域を大
きく越えた遺伝的なかく乱も防ぐことができます。

5,000

しかし、アサリは安価な多獲性二枚貝であり、稚

0

貝を大量かつ天然並み（300 円 /kg）の低コスト
アサリ(採貝）

図１

が、稚貝とともにその地域にいない有害生物や病

アサリ(潜水器）

その他

山口県瀬戸内海側の二枚貝漁獲量の推移
(1958～2016年）
資料：山口県農林水産統計年報

で生産する必要があります。このため、当センター
の海水池（水域面積：110m × 140m、1.5ha、図 2）
に 2 ㎜サイズの人工稚貝を移植し、格安のたい肥
（発酵鶏糞）を施肥して 20㎜まで低コストで育成
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水池に移す理由は、この頃から大量の餌料と育成
面積が必要になるためです。
2 ㎜までの稚貝生産は（公社）山口県栽培漁業
公社において 10 月に採卵し、屋外 100 トン水槽
（10.5 × 7.0 × 1.4m）等を用いて生産したものを
使用します。屋外 100 トン水槽で生産する場合、
十分な量の着底稚貝が得られるまで何度か採卵を
繰り返し、これらを翌年 3 月まで粗放的に培養し
た植物プランクトンを餌として与えながら飼育し
図２

山口県水産研究センターの海水池（大型試験池）

ます。生産した 2 ㎜稚貝は、3 月に取り上げて目
合い 700 μm のフルイを用いて砂や殻長約 1 ㎜以

する技術開発に取り組んできました。

下の小貝を取り除いて計数後、海水池に撒きつけ
ます。撒きつける稚貝は池面積を最大に活用する

３．たい肥の安全性

ためには 4,000 万個程度が必要ですが、施設の 2
㎜生産能力の制約を受けて 2014 年、2015 年と

たい肥は家畜の排泄物等を原料にして微生物に

も約 2,000 万個を撒きつけました。

よる有機物分解作用を利用して作られ、発酵熱
が生じることで温度が 60℃近くまで上昇します。

５．広大な海水池で 20㎜まで育成

たい肥化の過程は施設や工程の違いにより必ずし
も一様ではありませんが、水分と悪臭が減少し運

稚貝の移植に際し、まず池を２週間程度干し上

搬しやすくなるとともに、人に対する病原菌や寄

げて魚類や甲殻類、大型藻類の徹底した駆除を

生虫が殺滅されます。

行っています。この干し上げによって開始時の生

たい肥の原料となる家畜排泄物の発生量は、飼

物相を単純にしてしまうことが高い歩留りにつな

養頭羽数と飼料の質、量などから国内だけで糞が

がっていると考えています。この際、前年に取り

6,340 万トン、尿が 2,880 万トン、合計で 9,220

残したアサリも一部へい死しますが、池の中央に

万トンに達すると試算されています。近年、循環

残った水たまりにも次亜塩素酸ナトリウム（食品

型社会形成に向けて家畜糞尿たい肥の製造量は増

添加物）を投入しながら徹底的に行います。

えていますが、依然として畜産経営体が利用しき

水門には大型魚類などの侵入を防ぐための網

れない過剰な家畜糞尿を抱えています。たい肥は

を設置する必要があります。当初は目合い 9.1㎜

主成分の含有量の多寡による一律的な評価をする

のステンレス製網戸を設置していましたが、アマ

ことができないため、肥料取締法において特殊肥

モ等の浮遊物による目詰まりが激しかったため、

料に分類され、農薬などの異物の混入や虚偽宣伝

2015 年から袋状に縫製した漁網を水門の前方に

が禁止されているとともに、公定規格の設定や保

張り込んでいます。

障票の添付義務等の品質に関する規制がなされ、
その安全性が担保されています。

海水池に施肥すると植物プランクトンだけでな
くアオサやシオグサなどの海藻類が増殖するリ

海水池でアサリを育成するためには大量の肥料

スクを抱えることになります。実際に運用初年度

が必要であり、たい肥を利用することによって生

（2014 年）は 7 月上旬頃からシオグサ科藻類が急

産物の安全性を確保できる上に、わが国の目指す

増し、一時池のほぼ全面に繁茂し稚貝への影響も

循環型社会の構築にも貢献します。

見られました。そこで、2015 年は干し上げた際
に海水がしみだす場所や葦場の中、タイドプール

４．2㎜稚貝を陸上水槽で大量生産

などに残存するアオサやシオグサなども次亜塩素
酸ナトリウムで可能な限り駆除しました。次に海

12

稚貝の生産は採卵から 2 ㎜までを陸上水槽で集

藻の生育抑制・除去や池底に堆積する有機物のア

約的に行い、2 ㎜から 20 ㎜までの中間育成を海

サリへの利用促進を図るため、毎週 3 〜 4 回を

水池（約 1.5ha）で育成します。2 ㎜前後から海

目処に、チエーンびきの小型底びき網（間口の幅
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ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

1.3m、総重量約 20 〜 25kg）を約 1 時間、箱船で

長 19 ㎜）の現存量に達しました。2015 年も 3 月

池全域をひき回しました。なお、池のコンクリー

に稚貝を移植後、5 月頃から移植区域周辺でフル

ト壁面や葦場に繁茂するアオサやアオノリ、シ

イにかかる稚貝が徐々に増加し、9 月に前年の取

オグサは、生長するとちぎれて浮遊・移動し、池

り残し分を含めて 27 トン（1,800 万個、1.8kg/㎡、

の中で急増します。このような過程で海藻が増殖

平均殻長 19 ㎜）に達しました（図 3）。このように、

するのを防ぐため、育成中に池の底面が干上がら

十分な干し上げの後に 2 ㎜サイズの稚貝を移植す

ないレベルまで水位を下げて、周囲のコンクリー

ると 4 月から 7 月にかけて急成長し、極めて高い

ト壁面や葦場を干し上げて枯死させることで、こ

歩留りで 20㎜サイズに成長することがわかって

れら海藻の繁茂を大幅に抑制可能であることがわ

きました。

かってきました。
試験を開始した 2014 年 3 月以前、海水池は長
期にわたり水門を閉じた状態で遊休化しており、

６．施肥による栄養塩濃度とクロロフィル量
の推移

アサリの自生は全く確認できませんでした。2014
年 3 月に初めて稚貝を移植後、5 月に 4 ㎜フルイ

これまで国内では海産二枚貝の施肥養殖例はな

にかかる稚貝が認められるようになり、9 月には

く、適正な施肥量・頻度と肥料の質についてほと

池全体で 19 トン（1,600 万個、1.3kg/㎡、平均殻

んど知見が見当たりません。このため、これまで
最もアサリの生産性の高かった 2013 年の施肥量

㻞㻜㻝㻠㻌

を参考にして研究を進めており、2014 年は試行
錯誤を繰り返しながら、発酵鶏糞や硫安などを年

（kg/P2)

㻡月㻌
10
5
0

㻜㻚㻣㻌トン㻌

10
5
0

㻝㻥㻌トン㻌

した。2015 年は前年に硫安の施肥効果があまり
見られなかったことや、発酵鶏糞を添加しても底

（kg/P2)

㻥月㻌

質が悪化しないことが確認されたので、発酵鶏糞

㻞㻜㻝㻡㻌
（kg/P2)

を単独で年間窒素量にしてトン当たり 60ｇまで
投与しました（表 1）。

回収㻌 㻔㻝㻝㻙㻝㻞月㻕㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻡㻚㻞トン㻌

㻡月㻌
10
5
0

㻡㻌トン㻌

10
5
0

㻞㻣㻌トン㻌

このように窒素の施肥量を増加させたにもか
かわらず、2 ヵ年とも、植物プランクトン量の多
い 3 月から 7 月頃まで無機態窒素濃度は 0.3 〜
22 μM ときわめて低く、施肥後 1 〜 2 日で植物
プランクトンに消費されている様子が窺えました。
しかし、9 月頃から池内の植物プランクトン量が

㻥月㻌
（kg/P2)

間、窒素ベースで海水トン当たり 46ｇ添加しま

減少し、これに伴い無機態窒素濃度は高い値を示
すことが多くなりました。なお、リン酸濃度は終
始高めでした。

回収㻌
㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻝㻙㻞㻜㻝㻢㻚㻞月㻕㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻜㻚㻞㻌 トン㻌

クロロフィル量は 2 ヵ年とも 4 月から 8 月に
かけて 1 〜 30 μg/L の範囲で変動しました。8
月以降は 2 〜 3 μg/L と低水準でした。池の水は
緑色〜緑褐色に着色しており、発生した植物プラ
ンクトンのほとんどは 2 〜 4 μm の微細藻（種不
明）でした。なお、池内の pH は概ね 7.5 〜 8.0
の範囲で外海水より低めに推移しました。

図３

池内の２０調査点におけるアサリ重量密度（kg/ ㎡）
の推移
囲みの中の数値は池全体の推定総重量を示す。

７．曳走式噴流ジョレンで効率的に回収
海水池から稚貝を回収するためには、稚貝の活
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表１ 2013～2015 年にかけて海水池に散布した肥料の種類別施肥量
および窒素、リン酸の施肥濃度

表1 2013～3015年にかけて海水池に散布した肥料の種類別施肥量および窒素、リン酸の施肥濃度

試験池

遊休クルマ
エビ養殖池

年

2013

面 積（m2）

5,000

15,000

3
水 量（ｍ ）

7,500

22,500

肥料の種類

フィッシャリー
ＭF

施肥量（kg/年）

の稚貝回収が可能になりました

2014

2015

硫安

フィッシャ
リーMF

発酵鶏糞
（深川産）

11,250

2,900

300

32,700

8.4
0.8

3.5
3.5

21
0.0

8.4
0.8

4.1
3.9

543
52

394
394

609
0

25
2

1,341
1,275

3

施肥濃度（成分g/m /年）
窒 素
リン酸

72
7

46
18

（図 4）。なお、回収直後の夾雑
物混入率（重量％）は 2014 年

6,460

窒素含有量（％）
リン酸含有量（％）
施肥量（成分kg/年）
窒 素
リン酸

で、稚貝を傷めることなく 1 日
当たり夾雑物込みで 2 〜 3 トン

海水池

発酵鶏糞
(広島産）

この噴流ジョレンを用いること

60
57

が 35％、2015 年が 25％であり、
夾雑物の多くは小石や砂、泥、
ウミニナ、貝殻でした。夾雑物
の混入率は、稚貝の回収を繰り
返すうちに年々減少しています。
生産した人工稚貝は、共同漁
業権区域内において網で保護
放流しながら母集団を造成する
ことを条件に県内の漁協に無償
で配布しています。なお、保護
区域内では母集団を健全に維持
するため、毎年 30㎜以上の成
貝を間引き漁獲・販売していま
す。この取り組みは 2010 年か
ら本格的に始まり、現在は県内
28 の地域であわせて 30,110㎡
の被覆網面積で行われています。

図４

曳走式噴流ジョレンによる回収

こうした母集団による再生産や
間引き漁獲によって県のアサリ

力を損なうことなく効率よく回収できる機械が必

漁獲量は増加傾向に転じています（図 5）。

要です。そこで、山口県漁業協同組合・藤曲浦支
店の漁業者と共同で曳走式噴流ジョレン（ジョレ

８．生産コストを大幅にカット

ン本体：重量 35kg、有効幅 80cm、スリット幅 8
㎜、回収篭：重量 10kg、ひき歩き速度約 20m/

アサリの育成に必要な肥料を格安のたい肥に置

min．
、可搬消防ポンプ：出力 30kw、高圧放水量

き換えることで肥料コストを大幅に削減すること

0.9 ㎥ /min.） を 開 発 し、2014 年 は 5.2 ト ン（ 平

ができました。この結果、1.5ha の海水池での育

均殻長 21 ㎜、298 万個）、2015 年は 10.2 トン（平

成経費（管理職員の人件費や施設の減価償却費を

均殻長 21 ㎜、521 万個）を回収、配布しました。

除く）は、人件費 205 万円、2 ㎜稚貝生産費 23 万円、

60

12

40

8

20

4

0

0

漁獲量（ｔ）

図５

14

放流量(トン）

漁獲量(トン）

電気代 70 万円、肥料代 20 万円、その他経費 82

No.47

価 300 円 /kg）販売することで収支が均衡化する
レベルに達しました。山口県内には利用可能な
3ha 以上の遊休池が今もなお残っており、水門や
底質環境を修復すれば利用することができます。
10ha 以上の海水池を利用すればさらに船舶導入

年

などによる機械化も可能になり、商業的に実施す

人工稚貝放流量（ｔ）

ることも夢ではないと考えています。

山口県アサリ人工稚貝放流量と漁獲量の推移
（2003 ～ 2016）

豊かな海

万円、計 400 万円となり、稚貝を年間 13 トン（単
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種苗生産を行う都道府県第三セクターの運営課題
−指定法人としての第三セクターを例に−
公益財団法人秋田県栽培漁業協会
理事長

１

都道府県営栽培漁業センターの発足

中村

彰男

漁業協会が、1979 年には（社）日本栽培漁業協
会に改組し、全国組織として各都道府県や漁業団

（公社）全国豊かな海づくり推進協会（以下「海

体を会員にしているが、この年に国営栽培漁業セ

づくり協会」
）
（2013）によれば、1960 年代に栽

ンターと都道府県営栽培漁業センターの役割が整

培漁業が国の政策で始まったが、全国への展開は

理されている。すなわち、国営では海域の特性に

国が全て責任を持って行う事業とは考えにくいこ

応じた技術開発を行い、都道府県営では事業段階

となどから、全国から設置要望のあった栽培漁業

に移すための種苗生産・放流に関する応用技術開

センターを、国営から県営方式補助に変えて対応

発を行うといった仕分けである。このことはその

したというのが都道府県営栽培漁業センターの始

後の栽培漁業推進の拠り所となって、回遊性魚類

まりである。以来、全国の都道府県で栽培漁業セ

共同放流実験調査事業などの全国の海域をブロッ

ンターが建設されることになるが、1974 年に公

ク割りした大規模な種苗生産・標識放流・調査の

布施行された沿岸漁場整備開発法（以下「沿整法」）

事業実施につながっている。

の第 16 条（現行は第 28 条）に、
「栽培漁業」の
用語が法令では初めて記載され、
「国及び都道府
県は、沿岸漁場整備開発事業及び特定水産動物育

2

都道府県栽培漁業センターの運営

成事業の実施を水産動植物の種苗の生産施設の整

さて、1983 年沿整法の一部改正が行われ、国

備運営と併せて推進することにより、栽培漁業の

は「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動

振興に努めなければならない。
」と規定されたこ

物の育成に関する基本方針」（以下「基本方針」
）

とにより、栽培漁業が政策展開の根拠を持つこと

を定めることになり、そして各都道府県はその基

となった。

本方針と調和を図りつつ、地先水面の実情に応じ

この沿整法の公布施行の 1 年前の 1973 年度か

た「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動

ら栽培漁業振興施設（基本施設）整備事業の実施

物の育成に関する基本計画」（以下「基本計画」
）

指定が始まり、最初の 5 箇所は栽培漁業センター

を定めることができることとされ、放流効果実証

設置要望の取り組みが早かった日本海ブロックの

事業と指定法人制度が創設された。

県（山口県、島根県、福井県、石川県、新潟県）

都道府県知事が定める「基本計画」の内容に、

であったが、以後この基本施設整備事業の指定は、

種苗放流による増殖手法により、生産増大に係る

海域を振り分け 1980 年度まで 8 年間続き、後に

経済効果を実証するとともに、その成果を漁協等

整備した東京都と大阪府を除く沿海 37 道府県で

に普及するという放流効果実証事業の内容を盛り

行われている。そして最後に基本施設が完成した

込むことで、栽培漁業を前進させる狙いがあった。

のは 1983 年度で、実に 11 年の歳月をかけて全

そして、その事業を行おうとする者で一定の要件

国に整備されている。

に該当する者の申請によって、各都道府県知事が

一方、1963 年に発足した（社）瀬戸内海栽培

一つに限ってその事業を行う法人に指定できるこ
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ととした。その法人が沿整法第 15 条に定める「指

培漁業の推進業務を追加したところの二つに大別

定法人」で、都道府県による栽培漁業の推進の要

できる（表 1）。これら第三セクターのうち設立

の一つと期待された放流効果実証事業を営む「指

年と指定法人指定年が同一年か 1 年程度異なる

定法人」は、2000 年に全国で 19 法人を数え、財

10 法人の場合は、「指定法人」を意識した設立で

団法人が 14 と圧倒的に多い。これに前後するよ

あったと考えることができる。

うに、栽培漁業を業務とする第三セクター（多く

都道府県営栽培漁業センター建設後の運営は、

は社団法人と財団法人の２タイプ）が全国に発足

本来都道府県が建設した栽培漁業センターであれ

し、35 都道府県の第三セクターが栽培漁業の推

ば、直営で運営することを念頭に置くはずである

進を担っていたが、新たに「栽培漁業」の文字の

が、第三セクターを設立した意図は、種苗生産を

入った法人を設立したところと、既存の法人に栽

事業と捉え、試験研究の範囲から切り離す時期が

表１

発足時の栽培漁業推進第三セクターと指定法人
設立年

指定法人
指定年

（財）兵庫県水産業改良普及協会

1958

1985

（公財）ひょうご豊かな海づくり協会

（財）福岡県栽培漁業公社

1962

（株）長崎県漁業公社

1964

（社）大分県漁業公社

1971

1984

（公社）大分県漁業公社

（財）香川県水産振興基金

1974

（財）静岡県漁業振興公害対策基金

1978

1985

（公財）静岡県漁業振興基金

（財）三重県水産振興事業団

1978

1987

（公財）三重県水産振興事業団

（社）北海道栽培漁業振興公社

1979

1993

（公社）北海道栽培漁業振興公社

（財）愛知県水産業振興基金

1979

（財）京都府水産振興事業団

1979

1985

（公財）京都府水産振興事業団

（財）福島県栽培漁業協会

1980

（財）徳島県水産振興公害対策基金

1980

（財）青森県栽培漁業公社

1981

1987

（公社）青森県栽培漁業振興協会

（社）新潟県沿岸漁業振興協会

1981

（財）鳥取県栽培漁業協会

1981

1996

（公財）鳥取県栽培漁業協会

（社）広島県栽培漁業協会

1981

（財）山形県栽培漁業協会

1982

1985

（公財）山形県水産振興協会

（財）滋賀県水産振興協会

1983

（財）富山県沿岸漁業振興公社

1984

1984

（社）山口県漁村振興協議会

1984

1984

（公社）山口県栽培漁業公社

（財）熊本県栽培漁業協会

1984

1984

（公財）くまもと里海づくり協会

（財）和歌山県栽培漁業協会

1985

（財）鹿児島県栽培漁業協会

1985

1985

（公財）かごしま豊かな海づくり協会

（財）神奈川県栽培漁業協会

1986

1986

（公財）神奈川県栽培漁業協会

（財）愛媛県栽培漁業基金

1986

1987

（公財）えひめ海づくり基金

（財）大阪府漁業振興基金

1987

（財）東京都島しょ振興公社

1991

（財）秋田県栽培漁業協会

1992

1992

（公財）秋田県栽培漁業協会

（社）島根県栽培漁業協会

1992

1992

（公社）島根県水産振興協会

（財）宮崎県栽培漁業協会

1992

1992

（一財）宮崎県水産振興協会

（社）岩手県栽培漁業協会

1994

（財）茨城県栽培漁業協会

1994

（財）千葉県水産振興公社

1994

（財）宮城県水産公社

1995

1995

（公財）宮城県水産振興協会

（社）佐賀県玄海栽培漁業協会

2000

発足時の栽培漁業推進第三セクター
名称

2018 年時点の指定法人名称

（注）石川県，福井県，岡山県，高知県，沖縄県には該当第三セクターがない
出典：栽培漁業のあゆみ 50 年（（公財）全国豊かな海づくり推進協会）及び同協会資料、
（公財）秋田県栽培漁業協会
資料から作成
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到来するとの考えがあったとみるべきである。近

えない部分があったり、さらには両者で同一魚種

年、指定管理者制度が地方公共団体の各分野の施

を生産・販売していることもあるため、都道府県

設に導入されているが、種苗生産施設でこの制度

機関と第三セクターが同一機関だと誤解されてい

の利用は広島県と山口県に見られ、多くの場合、

る場合もある。そのような中で、第三セクターへ

管理は都道府県、運営は使用許可で第三セクター

の都道府県の関与については、設立当初は補助金

としていたり、管理と運営となる種苗生産の双方

や委託費を支払い、行政サービスの補完をする役

を併せた内容を第三セクターに業務委託している

割を担わせていたはずであるが、後述する税源移

のがほとんどである。

譲を契機にその事情も変化し、これから先の都道
府県栽培漁業施策の展開をどうしようとしている

3

都道府県栽培漁業センターの運営課題

栽培漁業に係る業務は、都道府県では種苗生産
技術開発や放流技術開発、放流効果調査を行い、

のか、疑問を持たざるを得ない状況にある。

4

公益法人の運営

第三セクターは種苗生産・中間育成・放流・放流

栽培漁業を推進する第三セクターの設立後の運

調査を行っている例が多く、種苗の量産は圧倒的

営状況は、どのように変化してきたのか、秋田

に第三セクターが担っている状況である。海づく

県栽培漁業協会（以下「協会」）を例に取り上げ

り協会（2015）は、2014 年度栽培漁業推進ブロッ

る。協会は、設立登記から約 1 カ月後の 1992 年

ク会議で提案・報告した都道府県アンケート調査

11 月には、秋田県知事から指定を受け、放流効

集計結果で、各地の種苗生産機関が抱える様々な

果実証事業を行う団体となった。指定法人の栽培

課題を明らかにしている。このアンケート集計は

漁業推進基金への出捐金について、租税特別措置

都道府県単位の種苗生産機関 40 を対象に行って

法施行令の一部改正が 1984 年度の税制改正に盛

いるが、その内訳は公益財団法人 21、一般財団

り込まれ、漁協が拠出する出捐金は損金勘定とな

法人 1、公益社団法人 8、一般社団法人 2、株式

り、基本財産の積み上げを押し進め、協会の場合

会社 1、県営 7 となっている。アンケートの結果、

1992 年度から 1996 年度までの 5 年をかけて基

事業費の財源確保では、
「①基本財産運用益の低

本財産を造成した。しかし、その基本財産の運用

下」、
「②補助金等の削減」
、
「③種苗の需要減少」、

益と補助金・委託費，種苗売却益で運営していく

「④魚価安による漁業者負担金の減少」といった

考えは、先ず銀行の預金金利の引き下げにより運

課題を挙げている。都道府県種苗生産機関の施設

用益の目論見が外れた。海づくり協会アンケート

問題では、
「取水・配水管や飼育施設全般の老朽

調査結果の「①基本財産運用益の低下」の状況が

化」、「基本施設整備から 30 年以上経過し耐用年

ここにある。協会に残る 1995 年の資料によれば、

数を超えた使用で危険な状態」といった課題を挙

基本財産運用の預金に係る平均金利は、1992 年

げている。また、種苗生産機関の事業面の見直し

の計画では 4.0% で実績は 4.0%、1993 年の実績

検討事項では、「栽培対象種の重点化・絞り込み」、

は 4.1%、1994 年の実績は 2.8%、そして 1995 年

「近隣県から調達可能な魚種は外部調達に切り換
える」などを挙げている。
都道府県と第三セクターの棲み分けは、一義的

の実績は 2.0% となっており、1994 年から協会設
立構想時の預金金利を大きく下回り始めた。銀
行預金では充分な運用益の確保ができないため、

には都道府県は種苗生産については技術開発が主

2004 年度からは国債を保有して、他の第三セク

目的で、技術が確立した段階で第三セクターに移

ター同様、基本財産の運用益確保対策を図り、運

転し、量産化を進めてもらうスタンスがほとんで

用益を確保しているが、2017 年現在の運用益は

あるが、中には技術開発を第三セクターに委託し

1990 年代の約 1/2 となり、大幅な減収状況になっ

ている都道府県もある。種苗生産では多額の予算

ている（図 1）。このため、基本財産の運用益に

を伴うため、たとえ種苗生産技術開発と言っても、

のみ頼ることができず、売却益も確保するために

歳入見合いの歳出予算を計上することが多く、都

国債を売却して、公債を買い入れるなどしている。

道府県であっても生産した種苗を生産物として販

日本銀行の近年の政策により債券の利回りが著し

売している。このため両者の役割分担が明確に見

く低下するとともに、国債などの買い入れが一時
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期困難となったことで、多くの公益法人の財産運

る事業に取り組むことが必須であり、他方では公

用は窮地に立っている。

益法人として主力とする公益目的事業を実施しな

そしてさらには、三位一体改革の税源移譲に

ければならない。その公益目的事業で指定法人と

よって、2006 年度に栽培漁業関係事業
の国庫補助金がなくなり、都道府県の
1,600

詳 細 は 後 述 す る が、 最 初 の 2006 年 度

1,400

と 2007 年度、秋田県は国庫補助分をそ

1,200

れまでの県補助分に上乗せする形で事

1,000

業支援を行ったものの、地方公共団体
の考えが変わり、補助金の削減に転じ、

金額（万円）

裁量による事業実施となったことで、

年度を追う毎に金額が逓減しており（図

800
600
400

2）
、海づくり協会アンケート調査結果

200

の「②補助金 等の削減」が認められ、

0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

公益法人の事業運営に陰りが出ている。
その上、種苗の需要減少が起き、販売

年

額が最高となった 1997 年度の 6,082 万
図１

円から 2001 年には 5,000 万円を割り、
その後上下変動はあるものの 4,000 万円

1,800

台半ばとなっており（図 3）
、海づくり

1,600

協会アンケート調査結果の「③種苗の

1,400

需要減少」の状況がここにある。漁業
する市町村支援が財政難で縮小してい
ることも原因であると考える。

1,200

金額(万円）

生産額の伸び悩みの他、漁業団体に対

基本財産運用益

1,000
800
600

そのような状況下、協会では、秋田

400

県が定めた第 7 次の「基本計画」で栽

200

培対象種から外れたクルマエビについ

0

て、需要があることから種苗生産を継
続しており、近隣県ではこの種苗の生

年

産 を 行 っ て い な い た め、 新 潟、 山 形、
図２

青森の計 3 漁業団体にも販売し、2017

補助金

年度はそれが当該種苗供給の 1/2 近い
7,000

ら中間育成用ヒラメ種苗を、他の第三

6,000

セクターに有償供給する機会をいただ

5,000

第三セクター経営の健全化等に関する
行動計画において、経営改善の取組を

4,000
3,000

維持するとともに、公益目的事業の安

2,000

定実施に努めることが求められており、

1,000

安定した経営体制を維持するため、収
益を得る事業の拡大について検討する

0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

いている。協会は、秋田県が策定する

金額(万円）

数量を占めている。また、2017 年度か

年

課題を持っている。このため一方では
種苗の売却益を伴う事業で、利益の出
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図３

種苗販売額

して放流効果実証事業を実施してきたが、補助金

修繕費さえも都道府県の水産部局でなかなか予算

の削減と放流協力金の伸び悩みから、毎年度のよ

化できないため、不具合や不便を感じながら或い

うに同事業関係で赤字が発生している。そして、

は危険を心配しながら、種苗生産業務を行ってい

種苗生産・供給（販売）事業でも赤字が発生し、

る現状がある。放流効果実証事業に、秋田県はマ

全ての事業を総括すると赤字経営となっている。

ダイとヒラメを指標種に掲げ、第 3 次（1994 年

他の都道府県第三セクターの中には、収支が赤字

公表）から第 7 次（2015 年公表）までの「基本

にならないよう、事業実施状況に応じて、都道府

計画」に一貫して掲げてきている。それ以前の秋

県から支援を得る仕組みを講じているところがあ

田県栽培漁業センター開設時の 1980 年度から，

り、第三セクター設立の意図をしっかりと持ち続

栽培対象種にマダイとヒラメがあり、延々と 39

けている点で大きな相違がある。このほか、第三

年間種苗生産・中間育成・放流を継続してきてい

セクターの中には、種苗生産・中間育成施設を建

ることになる。2006 年の税源移譲により、国庫

設や取得したところがあり、経年劣化による修

補助事業がなくなり、その結果栽培漁業施策は都

繕ために自前で財源を準備しなければならないな

道府県の裁量で自由に行えることとなったが、現

ど、重い負担を抱えているところもある。

実は産業構造上水産業の生産額や就業人口のシェ
アが小さい場合は、必然的に当該施策の予算が縮

5

放流効果実証事業

石原（1983）によれば、放流効果実証事業を

小されていくことになり、秋田県の場合はそのよ
うになっていると考える。放流効果実証事業に係
わる補助金は、2006 年度以後毎年度減少を続け、

実施することは、水産動物の種苗を人工的に量産

13 年間で 2006 年度の 6% にまでなっている（図

し、それを放流することにより沿岸漁業の生産力

4）。これは県の財政事情によるものであるが、さ

増大を図り、水産物の供給増大につなげるという

らに 2008 年度からは補助金が減る中、県水産振

政策の中で、栽培漁業の一層の拡大発展を図るね

興センターからの種苗飼育等補助業務受託費の大

らいがある。そして、その事業を通して、大量か

幅な削減を伴いながら（図 5）
、マダイとヒラメ

つ継続的な人工種苗放流によって、漁業者が放流

について、種苗生産から放流・調査までの全てを

由来の水産動物を採捕することで、漁業者に栽培

協会が行うことになり、負担が増加している。こ

漁業の経済的効果を認識してもらい、その結果、

のような状況から、協会が現在のままの放流効果

国および都道府県の負担だけでなく、種苗生産か

実証事業を継続実施できるのは時間の問題と考え

ら放流、その後の育成に至るまで、受益者である

ている。

漁業者の負担によって実施する仕組みをつくるこ
とが、最終目標であると考えることができる。放
流効果実証事業の実施者は、沿整法で指定法人に

6

放流効果実証事業の指標種

限定されている。しかし、沿整法で当該事業が基

2000 年までに「指定法人」を指定している 19

本計画の記載事項になっているが、これは記載必

道府県に関して、前述の放流効果実証事業の指

須要件ではないことから、第 5・6・７次の各「基

標種について、2000 年から 2017 年までの間の

本計画」に未記載の都道府県が散見される（表 2）。

変化を調べてみる（表 2）。指標種が 2000 年か

その放流効果実証事業について、協会の 2001

ら 2017 年まで変化していないのは、秋田県、山

年度以降を整理してみると、2001 ～ 2005 年度ま

形県、三重県、島根県の 4 県と途中不明のある宮

での間は国費と県費の合計補助額は 960 ～ 1,500

城県、指標種の変更があっても同数は山口県の 1

万円あったが、2006 年の税源移譲があってから

県、指標種の途中増減が有るものの同数は青森県

は県費のみとなっている。ところで、
「②補助金

の 1 県、2000 年に比べ追加されているのが北海

等の削減」には委託費の削減も含まれており、管

道、神奈川県の 2 道県、2000 年度に比べ減って

理と運営（種苗生産業務）の双方を、都道府県か

いるのは静岡県、愛媛県、熊本県、大分県、宮崎県、

ら業務受託している第三セクターでは、栽培漁業

鹿児島県の 6 県、基本計画から放流効果実証事業

施設が建設から 40 年近く経過し、老朽化が進み

の記載がなくなったのが、富山県、京都府、兵庫

大規模修繕か建て替えの必要に迫られているが、

県、鳥取県の 4 府県となっている。
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表２

都道府県名

2000年時点の指定法人名

基本計画に記載の放流効果実証事業の状況
2000年

第５次計画

第６次計画

第７次計画

指定法人

(2005～2009年度)

(2010～2014年度)

(2015～2021年度)

指標種

指標種

指標種

指標種

北海道

（社）北海道栽培漁業振興公社 ヒラメ

ヒラメ、マツカワ

青森県

（社）青森県栽培漁業振興協会 ヒラメ

ヒラメ、マコガレイ ヒラメ、マコガレイ ヒラメ

（財）宮城県水産公社

ヒラメ

岩手県
宮城県

ヒラメ
ヒラメ

ヒラメ、マツカワ
マナマコ

ヒラメ、マツカワ
エゾアワビ、マナマコ
ヒラメ

秋田県

（財）秋田県栽培漁業協会

マダイ、ヒラメ マダイ、ヒラメ

マダイ、ヒラメ

マダイ、ヒラメ

山形県

（財）山形県栽培漁業協会

ヒラメ

ヒラメ

ヒラメ

ヒラメ

ヒラメ

ヒラメ

福島県

記載なし

茨城県

ヒラメ

記載なし

千葉県

マダイ、ヒラメ、ク マダイ、ヒラメ、ア マダイ、ヒラメ、アワ
ルマエビ
ワビ、クルマエビ
ビ、クルマエビ

東京都

記載なし

神奈川県 （財）神奈川県栽培漁業協会

マダイ

マダイ、ヒラメ
クロアワビ

クロアワビ

記載なし

クルマエビ

クルマエビ

記載なし

記載なし

石川県

記載なし

記載なし

福井県

ヒラメ

ヒラメ

マダイ、ヒラメ、ト
ラフグ、クルマエ
マダイ、ヒラメ
ビ、ガザミ

マダイ、ヒラメ

新潟県
富山県

静岡県

（財）富山県水産公社

（財）静岡県漁業振興基金

マダイ、ヒラ
メ、クルマエ
ビ、ガザミ

愛知県
三重県

記載なし
（財）三重県水産振興事業団

滋賀県
京都府

（財）京都府水産振興事業団

マダイ、ヒラメ

記載なし

マダイ、ヒラメ マダイ、ヒラメ
マダイ、ヒラメ
ホンモロコ、ニゴロ
記載なし
ブナ
マダイ、ヒラメ マダイ、ヒラメ
マダイ、ヒラメ

大阪府

記載なし

マダイ、ヒラメ

記載なし

記載なし
マダイ、ヒラメ
記載なし
記載なし

記載なし

マダイ、ヒラ
（財）兵庫県水産業改良普及協会 メ、クルマエ
ビ、ガザミ

ヒラメ、マコガレ
イ、クルマエビ、ガ 記載なし
ザミ
記載なし

記載なし

記載なし

鳥取県

（財）鳥取県栽培漁業協会

ヒラメ

記載なし

記載なし

記載なし

島根県

（社）島根県水産振興協会

マダイ、ヒラメ マダイ、ヒラメ

マダイ、ヒラメ

マダイ、ヒラメ

オニオコゼ

記載なし

兵庫県
和歌山県

岡山県

ガザミ

広島県
山口県

（社）山口県漁村振興協議会

徳島県
香川県
愛媛県

（財）愛媛県栽培漁業基金

マダイ、ヒラメ
マダイ、ヒラ
マダイ、ヒラメ、ト
メ、トラフグ
ラフグ
記載なし
ヒラメ、クルマエ
ビ、ガザミ
マダイ、ヒラメ ヒラメ

記載なし

記載なし
トラフグ、ヒラメ、 トラフグ、ヒラメ、ア
アカアマダイ
カアマダイ
記載なし
記載なし
記載なし

記載なし

キジハタ

キジハタ

高知県

記載なし

記載なし

記載なし

福岡県

記載なし

記載なし

記載なし

佐賀県

記載なし

長崎県

記載なし

記載なし

記載なし

マダイ、ヒラメ

マダイ

マダイ

マコガレイ

イサキ

イサキ

熊本県

（財）熊本県栽培漁業協会

大分県

（社）大分県漁業公社

宮崎県

（財）宮崎県栽培漁業協会

鹿児島県 （財）鹿児島県栽培漁業協会

マダイ、ヒラ
メ、クルマエ
ビ、ヨシエビ、
ガザミ
マダイ、マコガ
レイ
マダイ、ヒラ
メ、クルマエビ
マダイ、ヒラ
メ、クルマエビ

記載なし

マダイ、ヒラメ、ク マダイ、ヒラメ、カ
ヒラメ、カサゴ
ルマエビ
サゴ
マダイ、ヒラメ

マダイ、ヒラメ

沖縄県

マダイ、ヒラメ
記載なし

(注)第5次，第6次，第7次計画指標種の空欄は水産庁資料作成時に提出がなく不明なもの
出典：（公財）秋田県栽培漁業協会資料，「栽培漁業基本計画集」水産庁増殖推進部栽培養殖課（2007年7月）（2012年3月）
（2018年3月)から作成
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秋田県からの業務受託費

このように大別された指標種の数の変化につい

に放流魚が混入している割合が高いと、放流効果

て、数の減少又は記載なしの場合は、第一に事業

が発現していると受け止めることができ、受益者

効果を明確にできないことにより、協力体制を得

負担がある程度理解を得られる可能性があること

るに至らないと判断した結果と考えられる。しか

から、当該事業の目的の一部は達成されることに

し、放流効果実証事業の実施から外れた魚種を、

なる。しかし、放流効果がほとんど認められない

種苗生産・放流（供給）事業で対応している場合、

場合は、理解を得ることは難しいと考えられ、放

技術開発水準の到達が「事業実証期」か「事業化

流効果実証事業の指標種の変更又は事業の終了に

検討期」の段階にあることが、栽培の「基本計画」

結び付く。

で確認できるケースがあり、事業目的の達成に取

では、放流効果実証事業によって、指標種にあ

り組んだものの、何らかの理由で当該事業を継続

る程度放流効果が発現し、受益者負担が行われる

できない状況になったことが考えられる。追加又

ようになった場合、その後の当該種苗の生産・放

は変更された場合は、有望な指標種として期待で

流はどうなるのであろうか。栽培の「基本計画」

きる調査結果が背景にあること、変更のない場合

に記載の「事業実施期」の段階に入っていると判

は、同じ種でそれなりの効果が認められ、協力を

断でき、放流効果は程度に差があっても実証はさ

得られる状況が続いていることが考えられる。放

れており、当該事業の役割は終わったとみるべき

流効果実証事業を長期間にわたり実施し、漁獲物

ではないだろうか。そうであれば、例えば「種苗
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生産・放流事業」を興し、種苗生産機関の財源と

を中心に長年開催されている男鹿半島において、

受益者の負担金で事業を展開するのが基本とな

漁業者による「おばこ鯛ふやす会」が発足し、自

り、財源不足の場合には行政が支援する枠組みが

分たちで栽培漁業に貢献できることとしてマダイ

なければ、事業の継続は成り立たなくなる。一定

放流協力金制度を考え 1991 年から始めた。この

の成果が確認されたとき、行政がそれから先の政

会の理解が広まり、水揚げ金額の 2% をマダイ種

策をどう考え、次の段階に移すかは行政の責務で

苗放流協力金として天引きして、各漁協から協会

あるはずだ。
「基本計画」に放流効果実証事業の

に 1993 年度末の 3 月に一括納付され、全県規模

実施を記載するからには政策であり、政策実施の

の取り組みとなった。この年度の納付額 266 万

ための財源の確保はもちろん、調査・実験結果か

円に始まり、以後最高額は 2002 年度の 397 万円

ら実証事業に移せる見込みを得たうえでの開始の

となったが、2012 年度からは遊漁者団体から定

はずである。従って、放流効果実証事業実施後の

額の納付が始まったものの、単価の低下から伸び

終結を見据え、それまでに動き出させる受益者負

悩み 2017 年度は 237 万円ほどになっている。

担のスキームとそのときの行政の対応を明確にし

この漁業者のマダイ放流協力金の取組をバネ

て始めなければ、前述の次の段階である「種苗生

に、もう一つの指標種ヒラメについて、種苗放

産・放流事業」には進めず、政策に必要な補助金

流協力金の導入を秋田県・協会が 1995 年 11 月

が続く限りは、放流効果実証事業をエンドレスで

に漁業者に投げかけ、以後 1998 年 3 月までの間

行うことになるはずである。

地区説明会を開催し、1998 年度から水揚げ金額
の 1% のヒラメ放流協力金納付が始まった。その

7

結果、両魚種合わせた放流協力金は 1998 年度の

放流協力金

523 万円に始まり、最高額は 2002 年度の 570 万円、

事業費補助が変化する中、放流効果実証事業の

そして 2017 年度は 376 万円となっている。放流

財源の一部となる主に漁業者からの放流協力金

協力金の増加が見込まれないため、放流協力金の

は、一時増額が見られたが、海づくり協会アン

算定基準である水揚げ金額の 1% から比率を引き

ケート調査結果の「④魚価安による漁業者負担金

上げるお願いをすることも方策の一つと 2016 年

の減少」の状況をここに見ることとなり、魚価の

度理事会で意見が出されたが、魚価が上昇しない

上昇がないことから端的な増加現象は起きていな

環境下では、漁業生産者の経営自体が厳しく、理

い（図 4）。この放流協力金は、放流効果実証事

解を得るのは難しいと言わざるを得ない。

業制度を創設した目的と手法にある「定着した段
階で受益者も応分の負担をする」に該当するもの
であり、
「そのためには放流効果を漁業者に見せ

栽培漁業のビジョン

実感してもらう」ことから、前述の回遊性魚類共

県営栽培漁業センター開設前後から秋田県が栽

同放流実験調査事業による標識魚の漁獲物への混

培漁業対象とし種苗生産している種類には、マ

入把握が大きな役割を果たしている。マダイにつ

ダイ、ヒラメ、エゾアワビ、クルマエビ、クロソ

いては、秋田県ではアンカータグのほか、背びれ

イ、ガザミ、アユ、ハタハタがある。2018 年現在、

カットを施した標識魚を大量放流している。中村

これらのうちマダイからクロソイまでの 5 種類に

（1985）は、1983 年 11 月から 1 年間に 146 日の

ついては協会が生産を続け、秋田県はガザミとア

精力的な産地市場調査を行い、1980 ～ 1982 年生

ユ、1995 年からはトラフグを加えた種苗生産を

まれ放流魚が、それぞれの年級漁獲尾数に占める

行う一方で、ハタハタを 2011 年に終了している。

割合を調べ、この 3 つの年級全てを合計して得た

このように、県営栽培漁業センター開設時から種

占有率を 6.65% と報じている。標識魚の漁獲を

苗生産対象種類について、ほとんど変化なく継続

このような頻度で確認したことで、産地仲買人か

している例は全国で珍しいと考えており、予算の

らも放流効果を認識してもらうこととなった。

縮小や臨時従業員を含めた従事する人員の減少が

そのような下地があって、春季に産卵回遊で来

22

8

続く中では、これら種苗生産対象種類を見直し、

遊するマダイを、大型定置網で多くを漁獲し、5

再編しなければ経営および生産体制が立ち行かな

～ 6 月にマダイを食べる「鯛まつり」が宿泊施設

くなっていくはずである。このことは、海づくり
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協会アンケート調査結果の「種苗生産機関の事業

を行う第三セクターの向かう方向について、どの

面の見直し検討事項の栽培対象種の重点化・絞り

ように考えていくか、この寄稿文が各都道府県の

込み」に通じるもので、種苗生産対象種類の見直

中で議論する一助になれば幸いである。

しと関連づけながら放流効果実証事業の扱いを、

本寄稿は、海づくり協会のご厚意を受け、北日

第 8 次基本計画樹立検討前年度の 2020 年度末ま

本漁業経済学会が 2017 年 8 月 31 日に発行した「北

でに、議論を深めていく対策を講じていく必要が

日本漁業第 45 号」に掲載の投稿論文「種苗生産

あると考える。

を行う都道府県第三セクターの運営課題に関する

折しも、2018 年 6 月 1 日、国は「農林水産業・

一考察

－秋田県の第三セクターを例に－」をも

地域の活力創造プラン」に「水産政策の改革につ

とに、加筆・修正を行い、最新の状況を取り込み

いて」を位置づけ、栽培漁業について、資源管理

ながら、都道府県第三セクター、特に指定法人に

上効果のあるものを見極めた上で該当魚種を重点

係わることを中心に取り上げたものです。

化する方向を打ち出した。税源移譲により栽培漁
業は都道府県の裁量による事業となっているが、
国のこの考えに都道府県が追随するならば、これ

参考文献
（公社）全国豊かな海づくり推進協会（2013）「第１章

まで行ってきた種苗生産・放流等については、資

－あゆみ－」，『栽培漁業のあゆみ５０年

源管理の一環として実施するものであることか

海へ－』pp.3-29 （公社）全国豊かな海づくり推進

ら、資源評価と資源造成効果の検証を行い、その

協会

結果次第では、資源造成の目的を達成したものや

－豊かな

2013 年 11 月発行．

海づくり協会（2015）「特集１

都道府県の種苗生

効果の認められないものは実施しないこととな

産 機 関 の 経 営・ 運 営 改 革 に 向 け て 」，『 豊 か な 海

る。資源評価を行うのは基本的には都道府県の試

No.35』pp.10-17 （公社）全国豊かな海づくり推進

験研究機関の役割であり、早急に 2020 年度末ま

協会

でに作業を進め、これまで県営栽培漁業センター
発足前後から延々と 7 種類の種苗生産を継続して
いる秋田県の状況について、まさにこの重点化の
視点に立った施策を樹立することが待たれる。

9

おわりに

有薗（2011）は、2010 年 12 月に公表された
水産庁の第 6 次の「基本方針」について本誌に寄
稿しており、その時点で、すでに 1990 年代から
低金利時代に入り基金の運用益が大きく減少し、
加えて「指定法人」として独立した故に、財政難

2015 年 3 月 15 日発行．

石原一郎（1983）「沿岸漁場整備開発法の一部を改正
する法律について」，『月刊漁協経営第 21 巻第 8 号
'83No.246』pp.10-13 漁協経営センター出版部
1983（昭和 58）年 8 月 1 日発行．
中村彰男 (1985)「秋田県報告

第6章

市場調査」，

『1984（昭和 59）年度回遊性魚類共同放流調査実験
事業報告書（日本海北部海域マダイ班）
』pp.45-52
秋田栽セ・新潟栽セ・石川増試・福井栽セ・京都
海セ・京都栽セ

1985（昭和 60）年 3 月発行．

有薗眞琴（2011）「第 6 次栽培漁業基本方針の公表に
寄せて」，
『豊かな海 No.23』pp.14-16 （公社）全国
豊かな海づくり推進協会

2011 年 3 月 15 日発行．

に苦しむ地方行政による財政支援が大きく後退す
る結果を招いたと論じている。そして、2003 年
10 月に（社）日本栽培漁業協会が（独）水産総
合研究センターに統合され、それまでの栽培漁業
推進に係る国と地方の役割分担が一気に崩れ、栽
培漁業が迷走を始めたとしている。
これらのことは、栽培漁業に携わってきた多く
の方々が感じていることと考えるが、都道府県営
栽培漁業センターが設立された当時を知る都道府
県職員はすでに定年退職しており、その原点を知
る職員は在職していない。そのような中で、これ
から先の都道府県栽培漁業施策の展開と種苗生産
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明治150年記念
第38回 全国豊かな海づくり大会～高知家大会～
「森・川・海 かがやく未来へ 水の旅」
をテーマに
平成30年10月27日、28日に高知県で開催
森・川・海
かがやく未来へ
水の旅

◆開催の意義
全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護・
管理と海や湖沼・河川の環境保全の大切さを広く
発信するとともに、水産業の振興と発展を図るこ
とを目的に、天皇皇后両陛下の御臨席のもと実施
される国民的行事である。
本年度は、高知県において「明治１５０年記念
第３８回全国豊かな海づくり大会〜高知家大
会〜」が開催された。
高知県は四国南部に位置し、北に四国山地、南
に太平洋を臨む東西に長い扇状をしており海岸線
の総延長は 713Km になる。県土の 84％が森林で

の県として自然環境の基盤を形成している。
水産業では、伝統の遠洋・近海かつお・まぐろ

３８

全国豊かな海づくり大会

回

構造と温暖多雨の気候は、全国有数の森、川、海

明治１５０年記念
第

はあるが、海岸部に至る複雑で多様な地形・地質

［大会テーマ］

森・川・海 かがやく未来へ 水の旅

［式典行事］10月28日（日）午前：高知市
高知市
文化プラザ

［海上歓迎・放流行事］10月28日（日）午後：土佐市

・28日
（日）
：高知市
［関連行事］10月27日（土）

かるぽーと 宇佐しおかぜ公園 高知市中央公園

主催：豊かな海づくり大会推進委員会／第38回全国豊かな海づくり大会高知県実行委員会 後援：農林水産省／環境省
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土
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sun
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～高知家大会～
◎問い合わせ
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内１丁目7番52号
第38回全国豊かな海づくり大会 高知県実行委員会事務局
高知県水産振興部水産政策課

豊かな海づくり大会推進室内

TEL.088-821-4812 FAX.088-821-4527
mail

38umidukuri@ken.pref.kochi.lg.jp

海づくり大会

高知

Search

大会キャラクター
「くろしおくん」

大会公式ポスター

漁業をはじめ、釣・はえ縄、定置網、中型まき網、
魚類養殖などの沿岸・沖合漁業や、あゆ漁などの

興と地域活性化を図るとともに、森と川からつな

内水面漁業から構成され、多種多様な漁業が営ま

がる豊かな海づくりに向けた取り組みを推進する

れている。しかし、水産資源の減少、魚価の低迷、

大きな契機となった。

漁業就業者の減少と高齢化など水産業を取り巻く
環境は厳しい状況にある。本県では、官民協働に

◆式典行事

よる地産外商を戦略の柱とする産業振興計画の推

10 月 28 日（日）、高知市文化プラザかるぽー

進を図り、漁業生産量の確保をはじめ、水産物の

とを会場に、天皇皇后両陛下の御臨席のもと、全

販売力の強化などに取り組んでいる。

国各地からの招待者 682 名が参加し、式典行事

こうしたなか、高知県での「全国豊かな海づく
り大会」の開催は、自然豊かな本県の魅力やそこ
で育まれた水産資源を全国に発信し、水産業の振

を開催した。
プロローグでは、
「土佐の 偉人 に学ぶ水の旅」
をテーマとして、環境保全活動を行ってきた
ども海援隊

子

たちが、「舟母船」で水の旅をしな

がら､ 土佐の偉人たちから「高知の森・川・海の
つながりの大切さ」を学んでいくことを表現した。
式典は、認定こども園潮幼稚学園・うしお保育
大会キャラクター
「くろしおくん」
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園の鼓笛隊の先導により、県立高知南高等学校の
旗手団による大会旗入場で幕を開けた。

次に、天皇皇后両陛下から漁業関係者へアマゴ、
カジメ、ニホンウナギ、アサリの稚魚等のお手渡
しが行われた。
続いて、環境保全活動を行う

子ども海援隊

たち、防災を学習している高校生、県内若手漁業
者が海づくりメッセージとして「高知家発！未来
の

海づくり八策 」を未来に向かって発信した。

プロローグフィナーレ （海の賛歌）

稚魚等のお手渡し

大会旗入場

瀧澤滿高知県漁業協同組合連合会代表理事会長
の開会のことば、大島理森大会会長（衆議院議長）
と尾﨑正直高知県知事の主催者あいさつ、岡﨑誠
也高知市長の歓迎のことば、功績団体及び作品コ
ンクール受賞者代表の表彰に続き、作文コンクー
ルで大会会長賞を受賞した明神陽奈子さん（土佐
市立土佐南中学校３年）による作文「思い出とと
もに」の発表が行われた。

「高知家発！未来の “海づくり八策”」 メッセージ

岸宏豊かな海づくり大会推進委員会会長（全国
漁業協同組合連合会代表理事会長）が読み上げた
大会決議を満場の拍手で採択し、大会旗を尾﨑知
事から、次期開催県の佐竹敬久秋田県知事に引継
ぎ、土森正典高知県議会議長の閉会のことばで式
典は幕を閉じた。
◆海上歓迎・放流行事
式典行事終了後、会場を土佐市宇佐しおかぜ公
園に移し、海上歓迎・放流行事が開催され､ 全国
各地からの招待者 314 人が参加した。
県立岡豊高等学校吹奏楽部による歓迎演奏によ
最優秀作文発表

り始まった。
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明徳義塾中学・高等学校和太鼓部による勇壮な
太鼓の音が響き、高知の夏の「よさこい祭り」を

土佐市立高岡第一小学校の児童が「そらとうみ」
を合唱するなか、両陛下が御退席をされた。

華やかに彩る旗組頭によるフラフが豪快に舞う
中、漁船５隻と高知県海洋漁業調査船「土佐海洋
丸」、高知県高速漁業取締船「くろしお」による
海上パレードが行われ、高知県の代表的な漁法を
わかりやすく紹介した。

「そらとうみ」 の合唱

◆絵画・習字コンクール優秀作品御覧
10 月 27 日（土）、歓迎レセプションに先立ち、
高知市の城西館において、大会行事の一環として
和太鼓演奏

実施した絵画・習字コンクールの優秀作品を展示
し、天皇皇后両陛下に御覧いただいた。両陛下に
は、受賞した児童生徒に温かいお言葉をかけてい
ただいた。

漁法紹介と豪快なフラフ

その後、県立高知海洋高等学校、土佐市立土佐
南中学校の生徒の介添えにより天皇皇后両陛下

作品御覧

が、イサキ、イシダイの稚魚を放流され、続いて
参加者が放流を行った。
◆歓迎レセプション

同日、城西館での歓迎レセプションでは、天皇
皇后両陛下御臨席のもと、県内外の大会関係者や
功績団体表彰受賞者など 202 人が参加し､ 高知
県の農林水産物を豊富に使った食でのおもてなし
をするとともに、両陛下には、県内漁業関係者等
と親しく御懇談をいただいた。

稚魚の御放流
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歓迎レセプション

ステージイベント

◆関連行事
10 月 27 日（土）
、28 日（日）の両日、高知市
中央公園で「豊かな海づくりフェスタ in こうち
（第 9 回土佐のお魚まつり）」を、28 日（日）には、
県東部会場として室戸市「海の駅とろむ」、県西
部会場として黒潮町「道の駅ビオスおおがた」に
おいて関連行事が開催された。各会場では、ステー
ジイベント、物産販売やふるまい、式典行事や海
上歓迎・放流行事のライブ中継など多彩な催しが
行われ、約 33,000 人が来場した。
式典行事や海上歓迎 ・ 放流行事のライブ中継

大 会 決 議
我が国は、四方を海に囲まれ、この海からの

を将来に引き継ぐとともに、国民に対し水産食

恵みにより、古より多様で優れた食文化を育ん

料を安定的に供給するという重要な責務があ

できた。ここ高知県は、全国一の森林率を誇る

る。本年は、ここ高知県において、「森・川・

山々から、四万十川、仁淀川、物部川などを経

海

て太平洋へ注ぐ壮大な水の循環が、美しい自然

産資源の維持・管理と、環境・生態系の保全の

と豊かな資源を支え、沿岸域や内水面等におい

重要性を認識し、力強く取り組んでいくことを

ては、多種多様な漁業が営まれ、地域産業の発

ここに決議する。

かがやく未来へ

水の旅」をテーマに、水

展や文化の継承に重要な役割を担ってきた。
私達水産関係者には、
「豊かな海」という財産

平成30年10月28日

第 38 回全国豊かな海づくり大会

（高知県水産政策課 全国豊かな海づくり大会推進室）
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「第39回全国豊かな海づくり大会・あきた大会」
に向けた取組について
秋田県農林水産部水産漁港課
全国豊かな海づくり大会推進室

参加予定人員：約 500 人

一．はじめに

●関連行事

「第 39 回全国豊かな海づくり大会・あきた大会」
が、今年の 9 月 7 日（土）
、8 日（日）に秋田県

参加予定人員：
６

で開催されます。

9 月 7 日（土）、8 日（日）

場所：道の駅あきた港ほか
数万人

大会キャラクター

秋田県では、大会を契機に、特色ある水産資源

秋田県の PR キャラクター「んだッチ」

や農山漁村の環境・歴史・文化などを全国に広く

公募デザインを基にコスチュームを決定。

発信するとともに、水産業の振興や観光産業等と

（県の魚「ハタハタ」を背負っています。）

の連携により、地域の活性化を図ることとしてお
ります。
このため、平成 30 年度より水産漁港課内に全
国豊かな海づくり大会推進室を設置し、大会に向
けた様々な準備や取組を行っております。
今回は、その中でも広報や 1 年前プレイベント
等についてご紹介します。

⼆．⼤会の概要
大会の概要は次のとおりです。
１

名

称

Ⓒ 2015 秋田県んだッチ

第 39 回全国豊かな海づくり大会・あきた
大会
２

主

催

秋田で生息している魚介は約 550 種類と言わ

豊かな海づくり大会推進委員会

れ、そのうち、150 種類程度が水揚げされていま

第 39 回全国豊かな海づくり大会秋田県実

す。1 魚種ごとの取れる量は多くはありませんが、
たくさんの種類の魚がとれる少量多魚種です。

行委員会
３

テーマ

さらには、天然物がほとんどで、季節ごと、場

海づくり
会期

５

主な日程等

つながる未来

４

豊かな地域

平成 31 年 9 月 7 日
（土）
～8日
（日）

●式典行事

9 月 8 日（日）午前

参加予定人員：約 1,000 人
●海上歓迎・放流行事

9 月 8 日（日）午後

場所：秋田港飯島地区

豊かな海

所ごとにとれる魚介が違うという特徴がありま
す。
また、秋田には、日本三大魚醤の一つ「しょっ

場所：秋田県立武道館
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つる」や、ハタハタ寿司など、独自の発酵文化が
あります。
これは、秋田に住んでいる人は、季節ごとに天
然のいろいろな魚介を味わうことができるだけで
なく、海の恵みと気候、風土を存分に活用してき

た先人の知恵が凝縮された食文化も堪能できる豊

魚の普及啓発です。1 月末現在で延べ 59 件のイ

かな地域に暮らしているということになります。

ベントに参画し、そのうち 33 件にブース出展し、

四．地⿂の消費拡⼤・⾷⽂化の発信
今の時代は、魚食離れと言われ、伝統的な食文

12 件でステージで PR を行っています。
直営のほか、9 月末からは民間会社に PR キャ
ラバン業務を委託し、実施しております。

化の継承も難しくなりつつあります。
このため、この大会を契機に、秋田の人は豊か
な地域で暮らしているんだということを再度認識

PR の手法は、会場によって異なりますが、配
布しているパンフレットや主なノベルティ、PR
コンテンツなどをご紹介します。

していただくとともに、伝統的な食文化の未来へ
継承や、秋田の魚介類や食文化の魅力を国内外に
発信したいと考えております。

五．広報宣伝業務について

（１）パンフレット
●「全国豊かな海づくり大会が秋田にやってくる !」
海づくり大会の内容を説明するパンフレット。
●「秋田旬の地魚」

昨年 4 月に発足した推進室では、大会準備と開

秋田の代表的な地魚を紹介するパンフレット。

催の周知等に取り組んできました。

漁獲量ととれる時期が記載されています。

このうち広報宣伝業務については、①大会機運
の醸成、②つくり育てる漁業と環境保全の啓蒙、
③地魚の消費拡大・食文化の発信を３つの柱とし

（２）ノベルティ
①

地魚カード

て、また、これを発信する手法として、①「のぼ

ダムカードをヒントに作成しました。全 11 種

り」等の配置、②県民総合リレー放流事業、③イ

類あります。表面には秋田の地魚の写真と漢字表

ベント出展、④漁協との連携、⑤包括連携小売店

記、裏面には、旬の時期、食べ方、特徴を記載し

等との連携、⑥メディア等 PR、⑦ 1 年前プレイ

ています。

ベントを実施してきました。

職員の手作りなので、作成に非常に手間がかか
るのがネックです。

１

県内各地での「のぼり」「パンフレット」の
配置

「大会のぼり」と「パンフレット」を、県・市
町村関連施設、空港、道の駅、さらには、県と連
携している小売店など、県内各地 123 か所に配
置し、海づくり大会が開催されることと、どうい
う大会で、何をいつ、どこで行うのかを、PR し
ました。
２

県民総合リレー放流事業
昨年は、
「県民総合リレー放流」を海面５カ所、

【地魚カード

表】

【地魚カード

裏】

内水面 17 カ所、計 22 カ所で行い、そのほかに
も８カ所の放流行事に参加しました。
すべての放流会場に職員が訪問し、放流魚の「缶
バッチ」などを配布し、また、放流魚の生態など
を話していただくことで、海づくり大会の PR と
大会の目的の一つでもある「つくり育てる漁業と
環境保全」の重要性とを訴えて参りました。
３

イベント出展
イベント出展の目的は、大会の PR と秋田の地
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②

缶バッチ
ノベルティの定番メニューです。秋田の地魚や

大会キャラクター「んだッチ」を配置したもので
す。クニマスなどレア商品もつくりました。これ
も職員の手作りなので、イベント前には、推進室
の一部が缶バッチ工場と化します。
県民総合リレー放流など稚魚の放流に放流魚の
缶バッチを配布することで、つくり育てる漁業や
環境保全の啓蒙に役立っています。
【さかなつりゲームの様子】

【さかなつりゲーム】

【缶バッチ】

③

ポケットティッシュ
イベントに来場している方をブースに呼び込む

最強アイテムです。秋田では、11 月に農業の祭
典「種苗交換会」があり、ブース出展しましたが、
寒くなる時期の必需品です。
（３）コンテンツ
①

さかなつりゲーム
当室職員手作りの「秋田の地魚のぬいぐるみ」

を釣るゲームです。釣った魚の地魚カードを渡し

【おさかなクイズ】

ています。
②

おさかなクイズ・ジェスチャークイズ
ステージイベントのコンテンツで、秋田のおさ

井優香さんによる、ジェスチャーでさかなを当て
るクイズも行いました。

かなに関するクイズです。
海づくり大会キャラクターの「んだッチ」は、
秋田県の魚、
「ハタハタ」を背負っています。

あきた大会の開催に向け、秋田の豊かな海の恵

「んだッチ」は、海づくり大会に向けて「ハタ

みや、魚食文化等を紹介する動画。ロングバージョ

ハタ」さんから、
「秋田の海」についていろいろ

ン（42 分）とショートバージョン（6 分）の 2

教わっていて、それをクイズにしているという設

種類あります。ブースにモニターを持ち込んで上

定です。

映しました。

また、PR キャラバン隊のご当地アイドル、澤

30

（４）秋田の水産業 PR 映像「さかなきた」
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（５）ポスター

（２）「秋田のさかなを食べようキャンペーン」

秋田の県の魚「ハタハタ」や、魚醤「しょっつ
る」を PR するポスターなどを掲示しました。

季節の魚介類と食品メーカー４社の商品を使用
した様々な魚介レシピと、秋田の伝統的な郷土料
理の魚介レシピを県と包括連携協定を結んでいる

４

漁協との連携

～県産魚介直売会「美の国

あきた海味（うみ）めぐり」～
秋田県漁業協同組合が、あきた大会を記念して、

小売店で配布するというものです。
今の時代は、魚食離れと言われておりますが、
各食品メーカーの考案した斬新なレシピを紹介す

4 月～ 10 月の毎月最終土曜日に、魚介の直売会

ることで、魚食の新たな魅力を発見していただく

を開催して下さいました。普段なかなかお目にか

とともに、オーソドックスなレシピも紹介するこ

かれない地魚等の食べ方を漁協職員が教えてくれ

とで、本県魚食の伝統も継承していただき、魚介

ます。

に恵まれた秋田での生活を満喫してほしいと考え

地魚を購入できる絶好の機会であることから、
推進室では、プレスリリースなど広報の手伝い
や、パンフレットなどを配布して、海づくり大会
の PR と地魚の普及啓発を図りました。
推進室スタッフの地魚に対する知識や調理技術
も自ずと高まりました。

て開催しました。
また、オープニングセレモニーでは、タラ鍋の
ふるまいを行いました。
●開催期間
平成 31 年 1 月 28 日（月）から 2 月 17 日（日）
●開催店舗

県内 72 店舗

●提供レシピ（県庁 HP に掲載）
５

包括連携小売店との連携

・「たらの極みだし鍋」

県と包括連携協定を締結している小売店では、

・「たらと秋田県産野菜のトマトパッツァ」

大会や地魚のパンフレットの配置はもちろんのこ

・「たらと長いもと春菊のサラダ」

と、秋田の水産業 PR 映像「さかなきた」など秋

・「たらと小松菜のシチュー」

田の地魚に関する動画をモニターで上映していた

・「鱈の子炒り」

だいております。また、地魚の消費拡大に向けて
次の取組を展開しました。
（１）
「あきたうまいもの市」
秋田産の地魚の購入機会を増やすため、イオン
グループが秋田県うまいもの販売課と連携して
実施した秋田産食材等販売イベントに、秋田産の
「鮭」を入れてもらい、販売していただきました。
たいへん好評で地元産のニーズの高さを知ること
ができました。
【鱈

レシピ紹介】

【秋田のさかなを食べようキャンペーンＰＯＰ】

豊かな海

No.47

2019.3

31

●オープニングセレモニー

観光部局等では、
JAL 機内誌「SKYWARD」
また、

・日時

1 月 28 日（月）午前 11 時～

2 月号の外国語版に「ハタハタ寿司」など本県発

・場所

イオンスタイル御所野

酵文化を紹介する記事を掲載しており、秋田の魚

・内容

レシピ紹介、

介類や食文化の魅力を海外に発信することで、今

季節の魚介（タラ鍋）のふるまい

後、秋田へのインバウンドの増加や水産業の振興
につながることを期待しております。
７ 「第 39 回全国豊かな海づくり大会・あきた
大会 1 年前プレイベント
～地魚フェスティバル 2018 ～」
大会機運の醸成、つくり育てる漁業と環境保全
の啓蒙、地魚の消費拡大・食文化の発信、本大会
での検証を行うため、昨年 9 月に 1 年前プレイベ
ントを「地魚フェスティバル」と同時で開催しま
した。
「地魚フェスティバル」は、あきた大会に向け

【オープニングセレモニーふるまい】

た機運の醸成と、本県水産業の振興を図ることを
目的として、水産関係者等で構成する「秋田の地

６

マスメディア等 PR

魚消費拡大協議会」が主催するもので、今回が 2

（１）パブリシティ

回目の開催となりました。

マスメディアによる PR は、県広報や主催イベ

台風による荒天で 2 日目が中止になり、1 年前

ントでの経費負担した広報を除き、基本的にはパ

プレイベントの式典や放流行事等は開催できませ

ブリシティになります。放流行事やイベントなど

んでしたが、1 万人を超える方々に御来場いただ

のプレスリリースを通して記事にしてもらうなど

き、海への関心の高さがうかがわれました。

です。今年度は 1 月末まで新聞記事に 20 件ほど
掲載されました。対象は県内です。

また、地魚バーベキューや漁船クルーズなど新
たに実施したコンテンツが好評で、特にノドグロ
のホイル焼きや、しょっつるテイスティングなど、

（２）インターネット配信

秋田の地魚や魚食文化を活用したコンテンツのポ

あきた大会専用ホームページの開設や動画サイ

テンシャルの高さを再認識させられました。

ト YouTube による「さかなきた」の配信も行っ
ております。是非御覧ください。

なお、海上歓迎・放流行事の検証は、1 年前プ
レイベントの翌週に、本大会の放流会場となる秋
田港飯島地区で実施しております。

（３）JAL 国際線ビデオプログラム
県観光部局等と連携し、海外へ向けたプロモー
ションとして、JAL 国際線 2 月の機内エンター

（１）コンセプト
「秋田の豊かな海を「知って」「感じて」「楽

テイメントビデオプログラムで「さかなきた」42
分バージョンを上映しました。

しむ」2 日間」
（２）開催日時
平成 30 年 9 月 29 日（土）～ 30 日（日）
※台風接近に伴い、9 月 30 日は中止。
（３）会場

道の駅あきた港とその周辺施設

（４）主催
第 39 回全国豊かな海づくり大会秋田県実
行委員会、秋田の地魚消費拡大協議会
（５）主なプログラム
【機内エンターテイメントガイド紹介内容】
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①

ステージイベント

○男鹿海洋高等学校なまはげ太鼓

マダイ、トラフグ、ハタハタ、サクラマス、

○番屋の母さんのふるまい鍋

エゾアワビ、ワカメ

○秋田の海を知ろう！地魚クイズ

・パネル展示

○漫画家「倉田よしみ」と料理研究家「野口

「魚」 ～秋田の魚介類～

かおり」による「土崎湊とあきたの魚」トー

「港」 ～秋田港の紹介～

クショー

「守」 ～資源を守る～

○漁業の新規就業者の体験談を紹介する「漁

～環境を守る～

師になろう」トークショー
②

～人を守る～

物販・体験・展示
○地魚飲食・物販ブース

「学」 ～男鹿海洋高校の取組み～
③

○全国豊かな海づくり大会 PR ブース
○観光 PR ブース

稚魚放流（中止）
マダイ・トラフグの稚魚記念放流

④

1 年前プレイベント記念セレモニー（中止）

○男鹿海洋高等学校製品販売

主催者挨拶、お手渡し、着ぐるみ披露

（さば水煮缶、かまぼこ）

（６）出店 18 事業者等が出展。地魚鍋料理の振

○しょっつるテイスティング

舞い、魚介類等の飲食・物販・試食提供を行っ

○地魚ＢＢＱコーナー

た。

○水産振興センター「お魚ふれあいプール」

（７）来場者数

12,377 名

○男鹿水族館ＧＡＯ「お出かけ水族館」

（８）同時開催

県産魚介類直売会「美の国あき

○漁船クルーズ体験

た海味（うみ）めぐり」 秋田県漁業協同組合

○お魚ミュージアム

本所

直売センターで実施

・放流魚種稚魚展示

【ノドグロホイル焼き ＴＶ生放送中】

【地魚フェスティバル２０１８チラシ】

【しょっつるテイスティング】
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六．秋⽥の⿂介と観光との融合について
秋田の魚介類は、天然物がほとんどで、少量多
品種で、季節ごと、場所ごとに漁獲する物が違う
という特徴があります。
これは、観光の視点から見ると、その時期にそ
こに行かなければ、食することができないという

アなどとの連携が不可欠です。そういった所と相
談しながら進めていければと考えております。

七．おわりに
夕陽が沈む水平線、釣り糸を垂らしてゆっくり
と過ぎていく時間、新鮮な海の幸。
「豊かな海」を思うとき、頭に浮かぶものは人

ことになります。
また、現在秋田では、朝取り水産物の販売や、

それぞれだと思います。一人一人が、海がもたら

新鮮な地魚等を活用した食事を提供する施設など

すその大きな恵みを見つめ直し、感謝の念を抱く

が増えてきております。

ことが、今後の漁業振興の礎になるものと思いま

例えば道の駅おが（オガーレ）や道の駅てんの
うなどです。さらには地魚料理や伝統食を提供す
るレストランなども増えております。

す。
推進室では、県内外からの大勢のお客様をしっ
かりとおもてなしすることはもちろん、大会を通

そういった所を組み合わせて、観光コンテンツ

じて皆様が「豊かな海」を再認識し、次世代へと

にできないか、例えば、地魚提供施設や観光施設

つないでゆく契機となる秋田ならではの大会を目

等をつなぐモデルコース「あきた地魚街道」など

指してまいりますので、御協力方よろしくお願い

を設定しプロモーションできないかということを

いたします。

検討しております。
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平成31年度予算概算決定（栽培漁業関係等）の概要について
国の平成 31 年度予算概算要求（栽培漁業関係）

り、一本化したもので、＜事業の内容＞１．資源

の概要については、前号（No.46）で水産庁栽培

回復に向けた種苗生産 ･ 放流 が栽培漁業関係で

養殖課の石田直也氏に紹介していただきました。

す。これにより､ ①栽培漁業関係団体等が行うト

その後、昨年末に平成 31 年度予算案が概算決定

ラフグ等都道府県の範囲を超えて回遊する広域種

され、現在、第 198 回通常国会において審議が

の種苗放流による資源造成効果の検証や適切な放

行われています。今号では、そのうちの栽培漁業

流費用等負担のあり方の検討及び仕組みづくり、

関係等事業予算を紹介します。なお、各事業の予

②漁業協同組合等が行う海水温上昇等の環境変化

算額は概算要求時から変更されているものがあり

に対応した種苗生産及び放流等の増殖手法の改良、

ますが、内容には大きな変更はありません。必要

③民間団体等が行う資源回復に向けて漁業者から

な場合は前号をご参照下さい。

のニーズが高い魚種の種苗生産・放流技術の開発
に対して、国が補助（①、②）又は委託（③）に

さけ・ます等栽培対象資源対策は、前年度の栽

より支援を行うものです。

培漁業関係予算とさけ・ます増殖関係予算を大括

73 さけ・ます等栽培対象資源対策

【平成31年度予算概算決定額 573（507）百万円】

＜対策のポイント＞
種苗生産・放流・育成管理等について、資源管理の一環として実施し、若齢魚の漁獲抑制を行う取組とも連携しつつ、資源造成・回復効果の高い手法や対
象魚種の重点化を図るとともに、さけ・ますの回帰率の向上に必要な稚魚生産能力に応じた放流体制への転換等の取組を支援します。
＜政策目標＞
主な栽培対象魚種及び養殖業等の生産量の増加（1,739千トン［平成34年度まで］）

＜事業の内容＞
○ トラフグ等の広域種の資源造成効果の検証及び適切な放流費用負担の仕組
み作りを支援します。また、海水温上昇等の環境変化に対応した種苗生産及び
○ 資源回復に向けて漁業者からのニーズの高いキンメダイやアマダイ等の種苗生

〔資源造成〕

資源造成・回復効果の高い手法
放流の受益と負担の公平化

〈新規栽培対象種の技術開発〉
アマダイ

キンメダイ

※若齢魚漁獲抑制
とも補償

○ ふ化場の種苗生産能力に応じた適正な放流体制への転換を図る取組を支援

〈サケ稚魚の放流体制の転換〉

及する取組を支援します。
○ 放流後の河川や沿岸での減耗を回避するための技術開発や厳しい環境条件
下でも生き残る健康性の高い種苗の育成手法の開発、効率的で持続的なふ化

＜事業の流れ＞

〈ふ化放流技術の開発〉
健康性の高い
稚魚育成

復

放流事業を構築するための手法の開発を行います。

低密度飼育へ

・ 回

回帰率の向上

します。また、放流魚の回帰効果を調査・検証するとともに、得られた技術を広く普

効
果
の
高
い
手
法
・

成

（※新資源管理導入円滑
化等推進事業で対応）

２．さけ・ます資源回帰率向上

対
象
魚
種
に
重
点
化

造

産・放流技術の開発を行います。

〔現状〕

源

放流等の増殖手法の改良を支援します。

＜事業イメージ＞
〈種苗放流による資源造成〉

資

１．資源回復に向けた種苗生産・放流

定額、1/2

民間団体等

国

民間団体等
委託（定額）

被災海域における種苗放流等支援事業は、東日

放流後の減耗回避

［お問い合わせ先］水産庁栽培養殖課（03-6744-2385）

うまでの間の種苗放流事業を支援するものです。

本大震災による被災地における種苗生産体制が整
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被災海域における種苗放流⽀援事業

【平成31年度予算概算決定額 714（816）百万円】

＜対策のポイント＞
被災地の⽔産資源の回復と漁業収⼊の向上を⽬指すため、被災県の種苗⽣産体制が整うまでの間、他海域からの種苗の導⼊等による放流種苗の確保、
震災によるサケの来遊数減少に対処した採卵⽤サケ親⿂の確保等を⽀援します。
＜政策⽬標＞
我が国⽔産業において重要な位置を占める被災地の⽔産業の早期復興［平成32年度まで］

＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．被災海域における種苗放流⽀援事業

被 災 地 の ⽔ 産 資 源 回 復

〈放流種苗の確保〉

○ 東⽇本⼤震災により、ヒラメ、アワビ等の放流⽤種苗を⽣産している各県の種苗⽣

他海域から導⼊した種苗の放流

産施設が壊滅的被害を受けたことから、被災県の種苗⽣産体制が整うまでの間、
他海域の種苗⽣産施設等からの種苗の導⼊等による放流種苗の確保に対して
⽀援します。
○ 資源の全てがふ化放流事業によって造成されているサケについては、平成23年春
に放流予定の稚⿂の⼤半が津波に流され、その後も必要数の放流ができなかったこ
とにより漁獲数が減少しています。このため、被災県の種苗⽣産体制が整うまでの間、

（ヒラメ）

震災によるサケの来遊数減少に対処した採卵⽤サケ親⿂の確保等に対して⽀援
します。

（アワビ）

〈採卵⽤サケ親⿂の確保〉
遡上する親サケの確保

採卵

＜事業の流れ＞
２/３

国

県

［お問い合わせ先］⽔産庁栽培養殖課（03-6744-2385)

8
浜の活力再生・成長促進交付金は、従来の浜の
活力再生交付金から名称が変更されましたが、水

流等資源増大のための施設整備に対する支援は同
じです。

産業強化支援事業による都道府県等が行う種苗放

65 浜の活力再生・成長促進交付金

【平成31年度予算概算決定額 5,365（－）百万円】

＜対策のポイント＞
漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン（浜プラン）」の着実な推進を支援するため、浜プランに位置付けられた共同利用施設の整備、密漁防止
対策、浜と企業の連携推進、水産業のスマート化の推進等の取組を支援します。
＜政策目標＞
浜の活力再生プランを策定した漁村地域における漁業所得向上（10％以上［取組開始年度から５年後まで］）

＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞
浜の活力再生プラン（浜プラン）

１．浜の活力再生プラン推進等支援事業
○ 浜プランの着実な推進を図るため、浜プランの見直しを行う活動、漁村女性
による実践的な取組、漁業等への参入を希望する企業等と漁村地域とのマッチ

・地域自ら策定する「浜の活力再生のための行動計画」
・漁業所得10%以上向上させることが目標

課題

検討

プラン作成

実践

＜以下の事業により、浜プランの推進を支援＞

ング等を支援します。

１．浜の活力再生プラン推進等支援事業
２．水産業強化支援事業
○ 漁業所得の向上を図るため、共同利用施設等の整備、密漁防止対策、コスト
削減、作業の軽労化など水産業のスマート化を推進する取組等についてハード・
ソフト両面から支援します。

２．水産業強化支援事業
＜ハード事業＞
・漁業収益力や水産物流機能の強化のための共同利用施設等の整備を支援
・種苗放流、環境整備等水産資源の増大のための施設の整備を支援
・漁港漁場の機能高度化、漁業地域の防災減災等に必要な整備を支援
・生産コストの削減や作業の軽労化等に必要な施設・機器の整備を支援

＜事業の流れ＞
荷さばき施設

交付（定額（定額,１/２））

地域水産業再生委員会、民間団体等
国

（１の事業）

定額（１/２,４/１０,１/３等）

交付

都道府県

事業実施主体

（２の事業）

鮮度保持施設

種苗生産施設

津波避難タワー

荷受け情報の電子化

＜ソフト事業＞
・漁場の利用調整、密漁防止対策、境界水域における操業の管理徹底等を支援
・内水面の調査指導、生産履歴の記録等の取組を支援
・災害の未然防止、被害の拡大防止、ハザードマップ作成等を支援

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-6744-2391）
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー】

第４回海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議を開催
平成 31 年 2 月 19、20 日にコープビル 6 階会
議室（東京都千代田区）で、水産庁および国立研
究開発法人水産研究・教育機構（以下、水産機構）

Ⅰ．平成30年度栽培漁業推進全国会議
水産庁、各海域栽培漁業推進協議会、水産機構

との共催により第 4 回海域栽培漁業推進協議会全

から以下の事項の報告と水産機構の研究者から 2

国連絡会議を開催した。

つの話題提供が行われた。また、最後に（一社）

第 7 次栽培漁業基本方針に記載されているとお

日本釣用品工業会（以下、日釣工）の柿沼理事よ

り、本会議は都道府県や都道府県栽培漁業協会等

り日釣工が社会貢献事業の一環として自主財源に

の技術・情報の交換、並びに効果的・効率的な栽

より実施している LOVE BLUE 事業（釣り場の

培漁業の推進体制構築等に向けた協議・意見交換

水中清掃や種苗放流支援など）についての平成

等を行うことを目的としており、今回は、初日を

30 年度事業報告と次年度の協力要請があった。

「平成 30 年度栽培漁業推進全国会議」
、2 日目を
「平成 30 年度種苗生産機関技術研修会」として開
催した。両日で沿海都道府県行政、栽培関係法人
等の関係者 101 名の出席があった。

（１）報告事項
１）平成 31 年度栽培漁業関係予算概要につい
て（水産庁）
２）各海域栽培漁業推進協議会の事業進捗状況
等について
３）水産機構の栽培漁業にかかる研究開発につ
いて（水産機構）
（２）話題提供
１）ヒラメのアクアレオウイルス感染症に対す
る防除技術の開発
講師：水産機構

増養殖研究所

魚病研究センター
主幹研究員

西岡

豊弘

２）魚病はいかにまん延するか？
講師：水産機構

増養殖研究所

魚病診断・研修センター長

三輪

理

水産庁加藤課長補佐開会挨拶

平成３１年度栽培漁業関係予算概要説明

全国会議の様子
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Ⅱ．平成30年度種苗生産機関技術研修会
「異体類栽培漁業のコスト低減に役立つ革新技
術」をテーマに講師を招き以下のプログラムで
開催した。講師からは、閉鎖循環型飼育や緑色
LED 光を採用することによる生産効率化や種苗
放流時期を捕食者の活動が低下する冬期にするこ
とによる回収率の向上などの講演が行われた。
（１）平成28～30年度 革新的技術開発・緊急展開
事業
「地域重要魚種の増養殖に関する低コスト
濱田専務開会挨拶

化に係わる生産体系の確立」の概要
講師：全国豊かな海づくり推進協会
参与

桑田

博

（２）ホシガレイ種苗を安価に大量につくる技術
講師：水産機構
東北区水産研究所（宮古庁舎）
沿岸漁業資源研究センター
		

主任研究員

清水

大輔

（３）緑色 LED 光が照らす異体類の明るい未来
講師：北里大学

海洋生命科学部
教授

高橋明義

（４）長崎県におけるホシガレイ資源回復に向け
た取り組み状況
講師：長崎県総合水産試験場
		

漁業資源部

技師

辻

貴大

総合討論
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研修会の様子

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

漁獲物の鮮度保持技術について
京都府水産事務所

海のにぎわい企画課

米村

技師

明莉

開催日時：平成 30 年 10 月 12 日（金）14:00 〜 15:30
開催場所：京都府水産事務所
講

研修室

師：国立研究開発法人 水産研究・教育機構

水産大学校 食品科学科 教授

前田 俊道 氏
出席者数：約 50 名（漁業者、漁協職員、仲買人組合、海の民学舎生、市町及び府職員等）

１

はじめに

校 食品科学科の前田 俊道教授から、活締め、神
経抜き等漁獲物の鮮度保持技術や、高鮮度漁獲物

京都府では、消費者に高品質な魚を供給してい
くため、漁獲物の活魚出荷や活締め出荷の推進に

の効果的な生産、流通方法等についてご講演いた
だきました。

取り組んでいます。府の基幹漁業である定置網漁

その後、前田教授による電気刺激装置による魚

業において、高鮮度な漁獲物の生産を促進するた

の鎮静化や圧縮空気を用いた神経抜き等、活魚を

め、電気ショッカーの活用、活締め、神経抜き等、

高鮮度漁獲物として出荷するまでの一連の流れに

鮮度保持技術に係る研修会を開催しました。

ついて実演が行われました。

２

３

研修会の概要

「漁獲物の鮮度保持技術について」と題して、

講

演

「漁獲物の鮮度保持技術について」
国立研究開発法人 水産研究・教育機構

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学

水産大学校

食品科学科

前田俊道

（１）漁獲物の鮮度保持技術について
・漁獲物の鮮度保持には、①蓄養、②魚を暴れさ
せない取上げ、③即殺（延髄刺殺＝活締め）、
④脊髄破壊（神経抜き）、⑤脱血、⑥冷却の全
てが必要。
・蓄養の効果は、漁獲時のストレス及び筋肉疲労
の回復、消化器官内容物の消化促進などで魚体
の状態を整えるとともに、出荷調整ができると
いう利点がある。魚体のストレス回復について
は、漁獲から１〜２日蓄養するだけでも効果が
前田講師の講演風景

ある。
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実演の様子（電気刺激装置）

・取り上げ時に魚が暴れると、死後硬直が速くな

て高値で売れる。）

り高鮮度な魚特有の歯ごたえが失われ、蓄養の
効果が減退するため、電気刺激やスラリーアイ

・脱血処理は、死後硬直等の遅延、血生臭さの低

ス、炭酸ガスなどで魚の鎮静化を行う。また、

減効果がある。延髄刺殺の際の出血だけでは脱

鎮静化して魚を締める方が処理労力の削減にな

血率が低いため、エラ下腹動脈等を切断する必

る。

要がある。

・電気刺激による筋肉の劣化はないが、脊椎の骨

・魚を冷却するために、スラリーアイスがよく用

折が見られることがある。その結果内出血が起

いられる。歯ごたえを重視する場合には、冷や

こり品質悪化につながる。特に中・小型魚の内

しすぎると死後硬直が速くなってしまうので、

出血は大型魚と比較し品質への影響が大きくな

２〜３℃まで冷やしたあとは、下氷の状態で出

る。マグロに関しては、暴れさせてヤケになる

荷するのが最適。

方がより品質に悪影響を与える。
・即殺（活締め）というのは、延髄刺殺を行い、
脳からの運動命令を遮断することを目的に行
う。
・脊髄破壊（神経抜き）は、脊髄反射による運動
を抑制することを目的に行う。ピアノ線や樹脂
棒でも行えるが、圧縮空気を用いると簡単に行
える。
・圧縮空気を用いた神経抜きは、魚体に刃を入れ
る必要があり、見栄えが悪い。（但し、地域に
よっては刃の跡があるものが高鮮度の証とし
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圧縮空気を用いた神経抜き実演

（２）刺身のおいしさとは
（高鮮度漁獲物の流通について）
・魚体の死後硬直時に歯ごたえがあるというのは
誤解で、死亡直後が最も歯ごたえがある。ま
た、魚の旨味成分であるイノシン酸は、死亡後
しばらく時間を経てから増加する（魚種による
が、マグロであれば死後１日程度）。よって、
生食の食べ頃には、死亡直後でより高鮮度な歯
ごたえ重視型と、少し時間をおいた旨味重視型
の２種類がある。大消費地では旨味重視型が好

脱血処理について質問する参加者

まれる傾向にあるが、消費者の好みに応じて、
生産者等が魚体処理の選択をするべきである。

ままになり、苦悶死に見えてしまうこと。い
ずれも見栄えが悪くなる。

・関あじ、関さばというのは、大消費地である東
京で珍しかった「歯ごたえ重視型」の刺身を提

定置網での電気ダモの実用の事例はあるか。

供して成功した例である。

今のところ聞いたことがない。。
・高鮮度処理された魚が当たり前のものになると
値が上がらないので、処理を行うものを厳選

５

謝辞

し、取組を継続することが重要であるる。
講師をお引き受けいただいた国立研究開発法人
４

実

演

水産研究・教育機構 水産大学校 食品科学科 前
田 俊道 様には、大変お忙しい中、漁獲物の鮮度

・講師により、電気刺激装置を用いた活魚（ツバ

保持技術等に係るご講演に加え、実演までしてい

ス（体長20〜30cmのブリ））の鎮静化、延髄

ただき、今後に向けたご指導ご助言を賜りました。

刺殺、圧縮空気を用いた神経抜き、脱血の実演

心からお礼申し上げます。

が行われた。

本研修会は、受講した漁業者や漁協職員、関係
機関の職員等にとって大変有意義な研修会とな

（主な質疑応答）

り、今後の漁獲物の高鮮度な生産の取組みに役立

定置で漁獲したゴマサバの蓄養事例で、１ヶ
月無給餌だったのはなぜか。

つものと考えます。

生残状況を確認したかったため。補足として、
無給餌にすると脂がのると言われており、実

くり推進協会様には、本府からの研修会の要望を

最後に、主催者の公益社団法人全国豊かな海づ
採択していただき、厚くお礼申し上げます。

際アジでは少し脂がのった例があるらしい。
電気ダモは、どこのメーカーの製品か。
ニチモウ株式会社製。サイズは魚種、魚のサ
イズに合わせて多数ある。
死後硬直が速くなる以外に、スラリーアイス
を使うデメリットはあるか。
スラリーアイスは６％海水で塩分濃度が高い
ので、目が白く濁ってしまうことと、スラリー
アイスが口に入った状態で死ぬと口を開けた
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豊かな海づくりに関する現地研修会報告２

キジハタ種苗生産の初期飼育について

開催日時：平成 30 年 6 月 28 日（木）13:30 〜 15:00
開催場所：公益財団法人くまもと里海づくり協会牛深事業場
講

師：山口県水産研究センター

増殖加工グループ

会議室

専門研究員

南部

智秀

氏

出席者数：７名（協会職員、県職員）

１

はじめに

40% 以上となるように管理すること。

熊本県では、県内におけるハタ類の種苗放流要

・10 日齢までの減耗要因には、初期摂餌の失敗・

望に応えるため、平成 29 年度からキジハタ種苗

摂餌不良による死亡や夜間の沈降による死亡

生産技術開発に取り組んでいる。

がある。

しかし、本県ではこれまでキジハタ種苗生産に

・初期摂餌を失敗させないためには、増殖期のタ

取り組んだ事例がなく、県の栽培漁業対象種にも

イ産ワムシを給餌し、水面照度をできる限り

なっていないため、基礎的な知見に乏しい状況に

明るくすることと、仔魚が摂餌できる適度な

ある。

水流をつけることが重要である。

そこで、キジハタ種苗生産の先進県である山口

・初期摂餌が成功したかどうかの判断基準は、開

県から講師をお招きし、平成 29 年度の生産試験

口日の仔魚のワムシ摂餌が 5 個体以上 / 尾、

で問題となった初期飼育に関する現地研修会を開

群摂餌率 80% 以上であるかどうかで判断でき

催することにした。

る。
・夜間の沈降対策は、水中ポンプにより底層に水

２

研修会の概要

流を付け、飼育水の水流を適正に保つことが

山口県におけるキジハタ種苗生産技術開発を担
当され、キジハタ種苗生産における初期飼育につ

必要である。また、水深の深い水槽を使用す
ることが望ましい。

いて熟知されておられる南部専門研究員から御講

・夜間沈降対策が成功したかどうかの判断基準

演を頂き、最後に全体を通した質疑が行われた。

は、4 日齢〜 8 日齢での夜間の底層の分布状
況が 20% 以内であるかを調査することで判断
できる。

南部専門研究員による講演風景

３

講

演

・初期飼育のポイントは、10 日齢での生残率が
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研修会の様子

・飼育水の水温、溶存酸素量、pH は定期的に測

わからない。形態異常対策はまだまだ課題が
多いと考えている。

定して、急激な変化を避ける。
・ウィルス性神経壊死症に感受性があるため、立
ち入り制限、入棟時の消毒、各水槽での専用

放流適地はあるか？

器具の使用、ウィルス性神経壊死症の検査対

湾外より内湾、内湾より漁港内が良い。
理由は、隠れ場所が多く餌も豊富である。

策の整備等の防疫体制を最大限、可能な限り
実施することが重要である。
４

質

放流後の移動は？

疑

摂餌は何 Lux くらいから可能か？

1 才までは殆ど移動しない。2 才から少しず
つ深場へ移動していく。成長するに従って深

飼育水中の濁度にもよるが、2,000Lux 程度
から摂餌可能である。

場に移動する。30㎝までは水深 10 ｍ以内に
いることが多い。

沈降を防止するポンプはいつ頃から使用して
いるか？

放流効果は？
比較的移動が少なく、放流効果の見え易い魚
種であると言える。

沈降対策だけが目的ではなく、底層の攪拌の
目的があるため 0 日齢から使用している。

腹鰭カットで標識した個体の再生状況は？
中央のエアーは使用しないのか？

基底部の再生細胞をしっかり除去できていれ
ば、再生しにくい、もしくは再生しても歪な

中央に限らずエアーはできるだけ使用しない
方が良いと思う。

形状になることが多い。鰭カットだと放流効
果が過小評価される可能性があるので、鰭抜

ワムシの栄養強化は？

去がベストである。

形態変化してくる 6 日齢までは栄養強化は不
要であると考えており、タイ株は栄養強化を

山口県ではキジハタはどこで漁獲されるか？

していない。

県内全域で漁獲されるが、日本海側の漁獲が
多い。

仔魚が朝、目覚める時間は？
明るくなると起きる。日長で変わる。

山口県内でキジハタの養殖は行われているの
か？

睡眠を取らないと良くないか？

出荷までに 3 年程度を要するため、コストが
合わずに、山口県内では殆どされていない。

サーカディアンリズムが狂うので、できるだ
け通常のリズムで成長させるのが望ましいと
考えている。

５

謝辞
大変お忙しい中、快く講師を引き受けて頂きま

形態異常の対策はあるか？

した、山口県水産研究センター

形態異常の対策は、活力の良いワムシを給餌
することが大変重要であると考えている。一

プ

礼申し上げます。今後の本県におけるキジハタの

般的には開鰾率が高い方が形態異常の発生が

種苗放流の取組に大変役立つ知見を多数頂きまし

少ないとされているが、山口県ではさほど開

た。今回の研修会で教えて頂いた知見を基に、安

鰾率は気にしていない。

定した種苗放流ができるよう努めて参りたいと思

形態異常は、物理的な要因も影響している可

います。

能性があるかも知れないと考えている。

専門研究員

南部

智秀

増殖加工グルー
氏には、心から御

最後に、本県からの研修要望を採択して頂きま
した主催者の公益社団法人全国豊かな海づくり推

冷凍コペポーダの給餌は形態異常の防除に有
効か？

進協会に厚く御礼申し上げます。

豊かな海

No.47

2019.3

43

【豊かな海づくり推進協会コーナー②】

第５回トラフグ資源管理検討会議開催報告
平成30年11月27日
日本海・東シナ海・瀬戸内海系群のトラフグ
については、平成 26 年 7 月の「資源管理のあり
方 検討会」において「関係漁業者等が参画する
横断的な検討の場を設け、統一的な方針の下で資
源管理を推進していくべき」との提言がなされた。
この提言を受け、水産庁は第 1 回トラフグ資源
管理検討会議を平成 26 年 11 月に山口県下関市
で、第 2 回を平成 27 年 10 月に同市で、第 3 回
は山口県萩市の山口県漁業協同組合はぎ統括支店
（越ヶ浜支店）で、第 4 回は長崎県長崎市で開催
した。第 5 回は福岡県福岡市 TKP ガーデンシティ
天神Ｍ 1 会議室で 95 名の関係者の参加を得て開
催された。
例年行われるトラフグの資源状況と管理の方向
性やトラフグの調査研究について加えて、九州・
山口におけるトラフグ種苗放流の取り組みとその
効果を議題として検討・協議が行われた。当協会
は会議の運営支援を担当した。
なお、
会議資料は後日水産庁のオームページ「と
らふぐの部屋」に掲載される。
１．開催日時等
・開催日時 平成30年11月27日（火）
15：00 ～ 17：00
・開催場所 TKPガーデンシティ天神M1会議室
福岡県福岡市中央区天神2-14-8
・参集範囲 漁
 業者（団体）、行政、試験研究機関、
種苗生産機関（秋田県、石川県、福
井県、山口県、福岡県、佐賀県、長
崎県、熊本県、宮崎県、大分県、広
島県、岡山県、兵庫県、香川県）全
国漁業協同組合連合会、水産研究・
教育機構、水産庁、瀬戸内海漁業調
整事務所、九州海漁業調整事務所
・参加者数 95 名
２．開催概要
冒頭に九州漁業調整事務所佐々木拓所長より
「現在、国会で漁業法等の改正法案を審議中とい
うことで、残念ながら水産庁本庁の幹部が本日は
出席できず、私から主催者を代表してご挨拶を申
し上げる。
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福岡県福岡市で開催

佐々木所長挨拶

本日はご多用の中、このようにたくさん出席い
ただき、遠くは東北の秋田県からも参加されてい
るとのことで感謝申し上げる。あわせて、出席者
の皆様が水産業の振興を通じて地域の発展等に尽
力されていることに心から敬意を表する。
今日の議題であるトラフグは、我が国の食文化、
特に我が国固有の食文化を支える重要な資源で
あって、この資源の持続可能な利用を図ることが
大きな課題となっている。ご承知のとおり、この
資源は稚魚や親魚がいろいろなところに生息、回
遊しているので、さまざまな漁業でさまざまなサ
イズのものが漁獲されており、非常に資源の管理
が難しいという特色がある。
広い海域を回遊するトラフグの資源を回復させ、
増やしていくことについては、関係の漁業者の
方々、行政、研究機関が一体となって連携してい
くことが重要なので、この会議は平成 26 年から
関係者を一同に集めて開催している。
九州漁業調整事務所の管内である九州と山口県
においても、関係の漁業者、行政、研究機関が連
携してトラフグの資源管理に鋭意取り組んでいる。
本日も多くの漁業関係者をはじめ、関係の方々が
この会議に出席しているが、天気が良いのに、漁
を休んで来ていただいていることになる。この
資源を利用する多くの方々の活動がこの会議を実
りあるものにすることによって取り組みがより深
まっていくことや、さらなる資源管理の改善が図
られることを切に祈っている。
本日の会議では最新のトラフグの資源状況の説
明に加えて、種苗放流を含めた管理の参考になる
議題を予定しており、資源状況に対する理解が一

層深まること、そして、各浜における資源管理の
一層の深掘りへの一助になることを期待している。
1 年に 1 回の機会であるので、疑問点は積極的に
質問していただきたい。また、幅広い関係者が出
席しているので、研究者の方々には、出来るだけ
わかりやすい説明をお願いする。
最後に、この会議が実り多いものとなることを
心より祈念する。」と挨拶があった。
開催県である福岡県濱田弘之水産振興課長より、
「本日は、5 回目となるトラフグ資源管理検討会
が当福岡で開催され、このように多くの皆様にお
越しいただいたことを感謝申し上げる。

濱田課長挨拶

トラフグは、福岡県では、日本海側の筑前海で
はえ縄漁業で盛んに漁獲されて冬場の大変重要な
漁業となっている。それだけに本日出席されてい
る本県のはえ縄漁業の皆様方は、資源管理に対し
て非常に高い関心、そして非常に強い思いを持っ
ている。九州・山口のはえ縄漁業者は広域資源管
理指針に基づいて連携、協力し合いながら禁漁区、
禁漁期の設定や小型魚の再放流、種苗放流など資
源管理に取り組んでいる。
福岡県ではさらに、1 月以降は 35 センチ以下
のトラフグを再放流するという厳しい資源管理に
率先して取り組んでいる。また、一本釣りが行わ
れる関門海峡や有明海でも漁期短縮などの取り組
みを始めており、県を挙げてトラフグの資源管理
を推進している。
このような取り組みが資源の維持に非常に大き
な効果を上げていると確信しているが、なかな
か資源状態が右肩上がりに上向くところまでには
至っていない。加えて魚価も、かつては年の平均
で 1 万円 /kg を超えていたものが、今では 5,000
円を割り込んでおり、漁業者にとっては大変厳し
い状況にある。私もかつてトラフグの資源管理、
放流技術開発に携わっており、当時、下関の唐戸
魚市場でトラフグ測定をしたり、仲卸の平越商店

から標本を買い上げたりした。そういう経験も踏
まえてトラフグ資源の回復、トラフグの豊漁を心
から願っている。
本日の会議には全国の行政機関、研究機関の
方々、それから、山口県、長崎県、本県のフグは
え縄の漁業者の皆さん、そして、下関唐戸魚市場
からも出席をいただいている。さまざまな立場の
方々が直接意見を交わすことができる非常に貴重
な場であるので、ぜひとも忌憚のない意見の交換
を行っていたただき、我が国におけるトラフグの
資源管理が一歩でも二歩でも前進することを祈念
する。」と挨拶があった。
その後、九州漁業調整事務所松本貴弘資源管理
推進官の進行のもと、議題 1「トラフグ日本海・
東シナ海・瀬戸内海系群の資源評価について」瀬
戸内海区水産研究所の片町主任研究員から、議題
2「トラフグ親魚調査から見た今後の資源造成に
ついて」同研究所平井主任研究員から、議題 3「九
州・山口におけるトラフグ種苗放流の取り組みと
その効果について」長崎総合水産試験場の松村部
長から、議題 4「トラフグの資源管理について」
水産庁管理課山崎いづみ係長から、最新の調査・
研究結果等について説明があり、その後に質疑応
答、意見交換が行われた。

松本資源管理推進官

（１）国立研究開発法人水産研究・教育機構報告
１）トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の
資源評価について
瀬戸内海区水産研究所 片町太輔主任研究員

漁獲量と人工種苗の放流尾数の推移
人工種苗の放流尾数は 1977 年からスタートし
て右肩上がりで上昇しており、2011 年前後にピー
クを迎えて、その後、一旦、放流尾数は落ちてい
るが、これは放流の努力を減らしたのではなく、
種苗の大型化や尾びれ欠損防止を図った結果であ
り、その後は横ばいで推移している。現状では 1
年間にこの系群の範囲内で 183 万尾程度が放流
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されている。
漁獲量は、右肩下がり
で、2002 年 漁 期 に 360
トン程度あったが、直近
年 の 2017 年 漁 期 で 214
トンと推定されており、
大きく減少し続けている
片町主任研究員
のが現状である。海域別
の漁獲量は、日本海・東シナ海は比較的横ばいで
推移し、瀬戸内海は右肩下がりで大きく減少傾向
にあり、有明海は横ばいで推移している。

漁獲努力量と資源量指標値の推移
日本海・東シナ海の中の九州・山口北西海域の
はえ縄漁業の漁獲努力量は 2005 年の資源回復計
画が始まって以降、大きく減少して、その後、増
減はしたが、ここ 10 年では概ね横ばいで推移し
ている。最近 3 年で見ると針数は減少傾向にある。
一方で、CPUE が漁獲量の推移と異なっており
この海域では 2005 年から増加傾向にある。
瀬戸内海の西部のトラフグを対象とするはえ縄
漁業の出漁日数は 1980 年代から 90 年代初頭ま
で横ばいで推移した後、一度ピークを迎えて減少
傾向であった。CPUE も 1980 年代の前半に大き
な上昇と低下があって、その後、低位で横ばいと
なっている。
瀬戸内海中央部の主に春先の親魚を対象とし
た 漁 業 の 努 力 量 は 1983 年 か ら 2000 年 初 頭 ま
で横ばいで推移して、その後、減少し続けてい
る。CPUE は先ほどの瀬戸内海西部と同じよう
に 1980 年代前半にやはり高い上昇と低下があっ
た後、低いレベルで推移して、近年も減少し続け
ている。
備讃瀬戸では、2002 年以降出漁隻数は総じて
減少傾向で、
CPUE は 2008 年に大きな上昇があっ
たが、近年、5 ～ 6 年を見ると横ばいから低下傾
向となっている。親魚を対象とする瀬戸内海の両
海域でも、CPUE の推移はあまり良い状況でな
い状態が続いている。

年齢別漁獲尾数の推移等
資源評価の一番根幹となる年齢別の漁獲尾数の
推移については、漁獲量と同じようにトータルの
尾数は減少傾向にある。0 歳と 1 歳の割合が全体
として多く、2002 年から 2006 年の今から 15 ～
16 年前のデータを見ると 0 歳と 1 歳が全体に占
める割合が高いが、近年の 2011 年以降は、全体
に占める 0 歳、1 歳の漁獲尾数の割合は減少して
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いる。一方、3 歳以上の大型魚の漁獲尾数には大
きな変化はないので、大型魚は安定して漁獲され
ていて、小型魚の漁獲がどんどん低下傾向にある
状況が漁獲尾数の推移からわかる。
海域別でも漁獲の特性がはっきり分かれている。
有明海は 0 歳魚に高いピークがあり、2 歳以上の
成熟個体も多く漁獲されている。瀬戸内海は 0 歳
も高いが、全ての年齢を漁獲対象としている。一
方で日本海・東シナ海は、0 歳を漁獲対象とする
割合が極めて少なく、1 歳以上の個体を漁獲対象
としている。
資源量は 2002 年から 2006 年に 1,008 トン前
後に一度は回復したが、その後、減少傾向にあり、
直近 2017 年は 697 トンと推定された。過去 5 年
の推移から資源動向は減少していると判断してい
る。
漁獲割合については、比較的横ばいで推移して
おり、2017 年漁期は資源量に占める漁獲量の割
合は 31％ということで、重量ベースで 3 割程度
が漁獲されているという結果になった。

再生産関係
雌は 3 歳から成熟するので、3 歳以上の資源量
を親魚量としている。親魚量と天然加入尾数には
緩やかな正の相関があり、つまり、親魚量が増え
れば高い加入が認められることになる。ただ一方
で、同じぐらいの親魚量であっても加入量の尾数
が大きく変動して振れ幅が大きいので、明瞭な再
生産の関係は認められない結果になっている。そ
れから、資源量が多かった頃の情報も得られてな
いので、これ以上漁獲してはいけないという閾値、
Blimit の設定はこの再生産の関係からトラフグは
求めない、ということにしている。
それから、親魚量は 2002 年から増減はありつ
つも横ばいで推移し、2013 年以降、緩やかに減
少傾向に入っている。
一方で、再生産成功率は変動が大きく、2002
年、それから 2005、6 年当時は高いピークが見
られた。それ以降はずっと低いレベルで推移して、
2015 年は比較的高い加入があったが、それ以降
の 16 年、17 年はまた低いレベルに戻っているの
で、天然加入の割合はどんどん下がってきている
のが近年の傾向となっている。
それから、年齢別のＦの推移について、Ｆは漁
獲強度を数値として示したもので、0 歳は近年減
少傾向にあって、一度上ってその後下がっている。
1 歳も変動がありつつも、近年 7、8 年を見ると
下がっていて、2 歳もずっと下がってきている。

つまり、0 歳、1 歳、2 歳については計算上出て
くる漁獲強度は下がってきている。一方で、3 歳
以上の個体に対する漁獲強度はどんどん上がって
きている。若齢にかかる漁獲圧力は下がってきて
いるけれども、大型魚にかかっている漁獲圧はど
んどん上がってきている。

資源水準の評価
資源の水準については、この系群は 2002 年以
降のデータしかない。唯一長期的なデータとして
使えるのが下関唐戸魚市場のトラフグの取扱量の
推移となる。1999 年以前、この外海産の中には
こちらの1984年のフグはえ縄の漁具ごとの漁獲量
が示しているように、今の日本の EEZ の外の漁
獲も含まれているので、今の漁獲量と単純に比較
できないという問題がある。そこで瀬戸内海産の
取扱量のみを抽出して資源の水準を評価している。
但し、これは漁獲努力量を無視しているので、
一番取扱量が高かった 2 年分は除外して、0 から
一番高かったものの間を 3 等分して、高位、中位、
低位と判断し、現状の取扱量の値から現状の資源
水準は低位としている。
これは昨年度からの課題で、資源水準を決める
には好ましくないので、過去のデータを発掘中で、
1989 年から 96 年までの漁獲成績報告書を収集し
た。この期間に現存の日本の EEZ 内外での漁獲
量がどれぐらいあったのかという数字を割合とし
て算出しているところであり、次年度の資源評価
の中では、内海産だけを使うのではなくて、外海
産についても 1989 年までさかのぼって水準を何
とか出す方法を考えている。

放流の効果
それから、放流の効果については、0 歳魚の漁
獲尾数に占める放流魚の割合は直近で 24% と出
ているが、一番高かった 2010 年であれば 30％
以上で、海域によっては 8 割近かった。系群全
体で見ると 20％から 30％で推移している。ただ、
割合だけではなくて尾数そのものを見ると、近
年は天然の資源尾数も 0 歳は下がってきていて、
2013 年度以降は放流魚による加入尾数も減って
きていて、両方の数字が下がってきているのは将
来予測の中で憂慮すべきことと考えている。
それから、添加効率は変動が大きいが 2012 年
以降に 1 度ピークがあって、それ以降、添加効率
がずっと減少傾向にある。2017 年に出てきた数
字は 0.03 なので、放流した 3％前後が生き残っ
て資源に加入している状況である。

各年齢の漁獲圧を 5％低下させることと、同じ
結果を種苗放流だけで得るためにはどれくらいの
放流尾数を増加させる必要があるかと試算すると、
238％、436 万尾と今の 2 倍以上に増加させる必
要がある。現状の資源状態からすると、放流は底
支えで必要であるが、漁獲圧の削減によるほうが
10 年後の資源量の増加のためには容易であろう
という評価になる。

ABC の再評価
ＡＢＣの再評価は資源量、それから ABClimit、
target それぞれが上方修正されている。これは、
回復目標が変更されたことにより大きく変更され
たものである。それから、2018 年の再評価で資
源量が上方修正された要因の一つとしては、近年、
比較的加入が良好であった 2015 年級の有明海発
生がよかったが、1 歳時点の 2016 年はあまり漁
獲されなかった。2 歳の段階の 2017 年漁期では
それが多く漁獲されたので、資源の評価では資源
量は上方修正されている。

ABC 以外の管理方策
最後にＡＢＣ、漁獲量の管理以外の管理方策の
提言をすることもやっている。「本系群は複数の
産卵場、成育場を有しており、それらを由来とす
る個体が日本海、東シナ海で混合して、産卵回帰
している可能性が高い」ことはよくご存じだと思
う。したがって、それぞれの各産卵場と成育場の
漁獲量のコントロールに加えて、成育場そのもの
の保護も必要だと考えられる。
それから、二つ目は水産庁主催の資源管理のあ
り方検討会では、「漁獲の多くを占める未成魚の
漁獲抑制と種苗放流の高度化を検討する。」と提
言された。今年の資源評価の結果から見ると、近
年の未成魚、いわゆる 0 歳、1 歳の漁獲圧Ｆに上
昇傾向は見られないが、天然及び放流由来の加入
量は減少傾向にあるので、現在進められている未
成魚の漁獲抑制と種苗放流の高度化の取り組みに
ついては、さらなる強化が求められるという表現
を加えている。
それから、三つ目は、今年から加えたものであ
るが、
「未成魚に加えて 3 歳以上の大型魚の漁獲
圧Ｆは上昇傾向であるので、資源管理の効率化の
ためには未成魚に加えて、成魚の漁獲抑制にも着
手するべきであろう。」と資源評価の中では述べ
ている。
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２）トラフグ親魚調査から見た今後の資源造成に
ついて
瀬戸内海区水産研究所 平井慈恵主任研究員

産卵回遊の現状
産卵回遊の現状につい
て説明する。先ほどの資
源評価の報告のとおり、
瀬戸内海は非常に資源量
が低下しており、CPUE
も非常に悪化している。
現在、瀬戸内海には関門
平井主任研究員
海峡、それから備後灘、
しまなみ海道のあたりと一番東側が香川県と岡山
県の間の備讃瀬戸海域と大きな三つの産卵場があ
る。親魚量は近年低下傾向で、しかも再生産成功
率があまりよくないということで調査を実施して
いる。
特に一番東側の備讃瀬戸の海域を主に調査して
いる。その理由は、関門海峡の漁法は、ひっか
け釣りと定置網が主で、ちょっと性比が偏る傾向
があり、備後灘は、過去にはかなり漁獲量があっ
たが現在は定置網を用いた漁が中心で、漁獲量が
少ないのが現状となっている。その中では備讃瀬
戸は備後灘に比べるとまだ漁獲量が安定しており、
なおかつ漁法は曳き網や底曳きが中心なので、こ
の海域では性比が安定したサンプルが得られるこ
とと、その年の親魚の成熟状態を把握しやすいか
らである。
もう 1 点は、回遊経路から見て、関門海峡は奥
地の産卵場へ向かう魚や関門海峡で産卵する魚も
生息していて、混じるという問題点もある。その
点、東側の備讃瀬戸は産卵場としては一番後の終
着地で、そこに加入してくるものの増減はその年
の瀬戸内海の加入量を反映すると考えられるので、
代表としてここで調査を行っている。
備讃瀬戸の東部のここ 4 年間の親魚の水揚げ量
は、2017 年、18 年は非常に水揚げ量が減少して
いる。18 年の今年は過去最低であり、その尾数
は 2 年前に比べて半減以下と非常に厳しい状況で
ある。

再生産への影響
産卵状況についても非常に低い産卵率である。
通常は、産卵経験のある大きな個体のほうが産卵
をしやすいが、なぜか小さい個体が中心になって
産んでいて、大きい個体はあまり産卵していない
という問題点が明らかになった。この点は以前の

48

豊かな海

No.47

2019.3

会議でも紹介しており、産卵率が低いままという
のは変わっていない。加えて、漁獲される親魚数
が明らかに減ってきている。
親魚の回遊状況があまりよくない海域の再生産
への影響を明らかにするために稚魚の調査も引き
続き行っている。現在は、関門内海、福山の芦田
川の河口域、岡山の児島湾の湾内でトラフグが着
底する場所を見つけている。備讃瀬戸の東部の産
卵親魚と児島湾の着底稚魚の出現状況を比較する
と、総水揚げと着底稚魚の発生量には関係がなく、
雌の総水揚げにも関係ない。産んだ雌の数が着底
稚魚の出現量にきれいに関係が見られた。2018
年は児島湾で着底稚魚は発見できず今年の結果は
0 となる。産卵雌の水揚げに対して、着底稚魚の
発生量に影響が見られ、中でも、2017 から 18 年
にかけて急激に落ち込んでいるので、大体これぐ
らいの尾数を下回ると閾値に近いところまで減少
していることがわかる。そして、その後の漁 獲加
入してくる子フグの水揚げ状況ともリンクしている。

産卵成功率の向上のために
ではどうしたら産卵成功率を上げていけるかと
いう点で、雌親魚の標識再放流を試みている。16
年から調査をしており、最初は瀬戸内海を中心に
採捕されている。中には、産卵して採捕されると
いう個体も確認できている。漁業者から採捕の連
絡をいただき情報が集まるようになり、本当に感
謝している。昨年度は、遠いところでは北は鳥取
から西は長崎で採捕されている。採捕することで、
産卵ができた個体というのも複数確認できていて、
今年は現在 10 個体が採捕されている。
同じような調査として、福岡県鐘崎のフグ船団
の方から協力を得て外海で放流している。2、3
月に放流をし、産卵場に行った事例は、有明海の
湾口に行った事例と、産卵後に採捕された事例
としては鳥取沖で採捕された事例がある。しか
し、瀬戸内海での報告がまだ全然得られていない。
採捕率は 10％以上と安定して漁獲されているが、
瀬戸内海での事例が今のところ少ない点について
は、放流をしている調査時期が遅いことが一つの
原因として考えられる。また、3 月に放流しても
あまり採捕されないということは、その年に産卵
回帰をしない個体がまだ外海に残っていることも
考えられる。
水揚げ物の中の産卵個体が 2 割前後で今年は
17.8％という値が得られた。標識して再放流する
ことにより、3 年間の雌の再放流した間に産んだ
割合は平均 35.9％の産卵成功率となっているの

で、通常の水揚げのほぼ 2 倍の効果が得られるこ
とがわかった。
また、同じように標識技術を活用してロガー
を装着し、産卵場を特定する調査を行っている。
2017 年に 4 個体、2018 年にも 4 個体採捕してい
る。このうち 3 個体は放流してから産卵をした
個体であった。ロガー装着調査から産卵個体はか
なりの深度まで潜っていて、未産卵個体は潜って
いる個体や全然潜っていない個体もいることがわ
かった。
雄は 1 個体しか採捕されていないため 1 個体の
事例ではあるが、同じように 50 メートルまで潜っ
ていて、雌よりも長い時間潜っているという結果
が得られた。
今年度から船上からの採卵調査を開始した。卵
は採取出来たが、今年の場合は残念ながら全部ト
ラフグの卵ではなかった。現在の所、トラフグが
ここで産卵している保証はまだないので、今後も
重要視して調査を引き続き行っていく予定である。

現状からできる取り組み
今の結果から言えることは、
「雌親魚を放流し
たら産卵は増えそうだ。
」と思うが、産めるから
といっても、漁業者の大事な収入源を止めること
になるのですぐに放流できるものではない。
では、どうやって資源を増やすかは、当たり前
ではあるができることからということになる。種
苗放流がその代表的な例であり、引き続きそれに
取り組んでいく必要がある。
また、売り上げにならない、まだ実入りが少な
くて若い親魚を 1 年、2 年先まで残していただく
取り組みをしていくのが、今得られている結果か
ら考えられる一つの方法である。
沖縄県の八重山漁協の事例では、スジアラとい
う、中国などに持っていくと非常に高く売れる高
級魚はサイズが小さいと単価も下がって値段がつ
かないので、水試と協力して 35 センチまでは売
らないという漁協の自主的な取り組みで制限体長
を設定している。また、備讃瀬戸の東部の高松地
区の組合では 1 キロ未満の小さいトラフグについ
ては、標識を必ずして、放流しようという取り組
みを今年から始めている。同じ海域の岡山県では、
漁協と水試が協力して親魚を活用したふ化仔魚放
流での効果について検討を開始しているなど、自
主的な取り組みは海域ごとにいろんなところで行
われている。事例以外にも休漁や小型魚の再放流
など自主的取り組みをまずやっていくことが、実
効力のある資源管理につながると考えている。そ

して、それらの取り組みに対して公的機関側も
しっかり評価して、共同で取り組んでいけるよう
な体制づくりも必要と思っている。
最後にまとめとして、親魚の産卵状況はとても
良くなく、毎年悪くなってきている。そして稚
魚の発生にも影響が出ている。産卵環境について、
まずはできることからとして、再放流すれば産卵
成功率は上がることはわかってきているので、そ
の効果がなるべく上がるように若齢の個体は再放
流する。ただし、みんながこれを取り組めるよう
に標識による管理をし、お互いとらないような体
制づくりをしていく、そのようなことが必要かと
思っている。
（２）長崎県総合水産試験場報告
九州・山口におけるトラフグ種苗放流の取り組
みとその効果について
長崎県総合水産試験場 松村靖治漁業資源部長

トラフグ産卵場
トラフグの系群は日本に
は 2 つある。本日対象とし
ている日本海・東シナ海・
瀬戸内海系群は 9 箇所の
産卵場を有しており、非常
に複雑である。資源状態は
「低位」で「減少」であり、
松村部長
21 年前から変わっていな
い。しかし、産卵場ごとに見ると変化している。

放流魚の移動
放流魚の移動と回遊について有明海を例にとる
と、有明海に種苗放流すると 2 カ月後の 9 月から
12 月頃当歳魚で漁獲される。そして、年を越え
て 1 歳になる前から外海域に大きく索餌回遊を行
う。雄は 2 歳、雌は 3 歳で産卵回帰することはよ
く知られているが、一連の調査では 95％という
海域選択率があり非常に高い回帰性がある。

放流技術と放流効果
標識技術としては、外から見てわかりやすい胸
鰭カットと、耳石標識を組み合せたダブル標識を
平成13年から各機関連携で行っている。これまで
に 7 県 1 機関で172 群770万匹に標識を実施して
いる。古今東西いろいろな栽培魚種があるが、こ
こまで行っているのはこの海域のトラフグだけで、
放流魚全体の 3 割近くを標識していることになる。
放流技術については、放流サイズと種苗の質が
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重要となる。有明海でふ化仔魚から 10 センチサ
イズまで標識をパターン化して放流して回収率を
求めた結果、費用対効果含めて 7 センチが適サイ
ズであるということになった。トラフグは噛み合
いにより尾鰭が欠損することがよくあるが、正常
なものに比べて放流効果は著しく下がる。
放流場所によっても放流効果は大きく異なる。
放流場所をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクに分けている。
Ａランクは、基本、天然稚魚の育成場がある場所。
Ｂランクは、天然稚魚の育成場の近傍域。Ｃ、Ｄ
は中間水域や外海域である。
平成 18 年から 25 年まで 16 カ所に 40 放流群
を 4 歳まで追跡調査した結果、場所によってばら
つきはあるが、最大 40 倍の効果の違いが明らか
になった。特に有明海の湾奥で高い効果が得られ
た。Ｂクラスの有明海の島原半島地先も高い効果
が得られている。
天然稚魚の育成場は幾つかあるが、それより島
原半島のＢランクのほうが上回る。瀬戸内海西部
を見てみると、Ａランクである山口県埴生地先と
いう天然稚魚の育成場の近傍域の秋穂（Ｂ）や対
岸の福岡県苅田（Ｂ）でほぼ同等な効果が得られ
ており、直近の情報に基づき現在のランクを見直
す必要があると考えている。
長崎県は全国に先駆けて 16 年から適サイズ、
適地の拠点放流を実施し、23 年から水産庁の補
助事業を活用して九州海域協議会と各関係県が連
携して実施し、今の放流が形成されている。
放流効果は放流サイズと場所と種苗の質で決ま
るので、放流効果の指標として有効放流尾数を検
討している。
例えば、サイズ別に見ると適サイズ 70 ミリを
1 とした場合、60 ミリでは 0.68 で 7 掛けの効果
にしかならない。放流場所のランクに対しては、
Ａランクを 1 とした場合、外海域のＤランクだ
と 10 分の 1 の効果となる。種苗の質については、
尾鰭がしっかり生えそろったものを 1 とした場合、
半分では 4 分の 1 の効果となる。3 つの要素をそ
れぞれ掛け合わせたものを有効放流尾数としてい
る。したがって有効放流尾数の増加そのものが効
果の増大につながることになる。
サイズの経年変化は、一時期は各県の諸事情に
よりバラバラなサイズが放流されていたが、平成
23 年以降は見事に適サイズ化が図られ、現在は
平均で 74 ～ 75㎜となっている。
場所については、平成 20 年は長崎県で拠点放
流（Ａ、Ｂ）を行うが、それ以外のＣやＤランク
の場所でも結構放流されていた。しかし、資源造
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成支援事業が始まって 2 年経過し平成 25 年では
適地化が進み、8 割がＡクラス、Ｂも入れると 9
割が適地での放流となり、直近年の 29 年にはほ
ぼ 100％がＡ、Ｂという状況である。
広域回遊に対応した各県連携の調査体制につい
ては、有明海では長崎県が当歳魚も産卵親魚も調
査している。外海域は役割分担で、山口県では下
関南風泊市場、長崎県では福岡魚市場調査や各単
協の調査、福岡県と佐賀県は鐘崎と呼子の地先で
水際調査を行っている。
放流効果の集計方法については、横軸に調査年、
縦軸に群とすると例えば平成 20 年に放流した群
を追う方法があり、回収率とか資源添加効率とか
を求めることが出来る。
もう一つは、ある年度にいろんな群から構成さ
れているものを集計する方法で、事業レベルでの
評価であり、回収重量、金額、混入率や費用対効
果等を求めることが出来る。一つの群を追う方法
で 16年の50万尾放流の、10歳までの効果は回収
率で 8％弱、回収重量で 17.6 トンその金額は 6,700
万円となる。4,000 万円弱の経費がかかるので、
四捨五入して 1.8 が効果となる。これと同様の方
法で25年放流群まで計算すると、年により違いは
あるが放流経費以上の費用対効果があるといえる。
混入率をそれぞれの成長段階別に経年的に見る
と、当歳魚は最大 80％であり、放流がなければ、
5 分の 1 まで下がることになる。平均でも44％な
ので、放流によって倍増していることになる。
産卵親魚についても最大で56％、平均で34％
になる。外海域の場合は、有明海以外の産卵場か
らの加入があるため当才魚や産卵親魚に比べ混
入率は下がることになるが、それでも最大で31％、
平均で20％と資源の底支えに大きく貢献している
ことが言える。

有明海産卵親魚と外海での漁獲量の推移
有明海の産卵親魚と外海域における漁獲量の推
移について、まず有明海では、平成 30 年には過
去最大の水揚げが得られている。冒頭の系群の全
体評価とは異なり、低位でなく中位から高位、動
向も減少ではなく横ばいもしくは増加という見方
ができる。一方、外海域では著しく不漁であった
平成 20 年以降は何とか上向きになりながら、山
谷ありながら横ばいになっているが、その背景に
は放流が資源の底支えになっていると考えている。
試算では外海域の平均 50％が有明海由来とな
り有明海が外海での大きな補給源であると考えら
れる。

今後の課題
１）放流の高度化
放流の高度化については、サイズの有効率は、
5 県ともに平均 70 ミリ以上、放流場所も A クラ
スが 97、98％になる。有明海で 70 万尾ぐらいが
4 県で放流されており、そのうち十数万尾が放流
効果が一番高い湾奥であるが、それより低い島原
半島のほうが多いので、今後議論を積み重ね有明
海の湾奥での拠点化を図るとより効果が得られる
ようになると考えている。それと、種苗の質につ
いては、長崎の場合でも結構その年々の出来、不
出来があるように、種苗生産の技術がまだまだ未
熟な証である。県間の変動もあり、広域プランで
は生産の拠点化に向けた方向づけがされているの
で、今後の生産技術向上も含めて、供給体制に関
する議論が必要かと考えている。
２）モニタリングの高度化
系群的な構造を解明し、九州・山口の今の取り
組みの波及効果をしっかり調べるためにも、系群
対応に向けた広域的な取り組み、モニタリングの
広域化が必要であると考えている。
３）資源管理の高度化
資源管理については、
「卓越年級群を活用した
管理措置」が必要である。有明海では平成 27 年
に卓越が発生し、結果的には外海域の 2 歳魚、有
明海産卵親魚では 2 歳、3 歳に反映しているので、
今後卓越年級群をどう活用するかも考える必要が
ある。
種苗放流と資源管理についてはまだまだ十分で
はないと思っている。そして、トラフグの資源対
策として次の一手をどう踏み込むかを決めるため
には、深い議論が必要であり、今回の発表がそう
いう議論のきっかけになればと考えている。
●質疑応答
【秋田県水産漁港課斎藤和敬主幹】秋田県では現
在、トラフグの種苗生産について費用対効果に
ついて検討している。説明で経費として九州・山
口県で 8,000 万円程度かかっているということで
あった。その中には正職員の給料は含まれている
などその経費の内訳を教えてほしい。
【松村漁業資源部長】他県の詳細までは把握して
いないが、長崎県の場合、現在、1 尾 7 センチ、
70 円で供給されている。その中には職員の人件
費も含まれている。一部、補助的なところもあ
るが、基本係る経費は全て網羅されていて、「こ
の項目だけ外す」ということはない。当然、施設

の減価償却も含まれていて、それを総じた結果が
70 円となっている。
（３）水産庁報告
トラフグの資源管理について
水産庁資源管理部管理課 山崎いづみ調整係長

トラフグの分布・生態・成長・漁獲について
トラフグの分布範囲は
日本海、東シナ海、瀬戸
内海と広範囲であり、そ
の中に複数の産卵場が存
在 し て い る。 こ れ ら の
産卵場由来の魚が漁場で
混ざり合って漁獲される。
山崎係長
そして、トラフグは成長
するに従って広い海域に
回遊・分布していくため、分布範囲を一つの単位
として扱うのがいいので、日本海・東シナ海・瀬
戸内海系群となっている。
資源管理を考える上で最大どれぐらいまで大き
くなるかといったことは重要ではなく、次の世代
を残せるかどうか、その魚をいかに残すかが重要
となるので、成熟年齢の 2 歳、3 歳というのが一
つの切れ目になる。雄が先に成熟するが 40 セン
チまでが大体未成熟と考えてよい。
海域を全く無視して年齢別の漁獲割合を見てみ
ると、0 歳、1 歳が半分以上を占めている。結局、
2 歳になる前に一度も産卵しないまま大半のもの
が漁獲されてしまっている。もともと少ない魚が
さらに繁殖の機会が一度もないままに獲られてし
まっていることは、資源に対してすごく影響が大
きいということになる。

資源状況について
資源尾数の推移を年齢別に見てみると 2000 年
前半から現在までの大体の傾向としては、0 歳、
1 歳がすごく多く、2 歳以上はあまり多くない。
そして 0 歳、1 歳の比率がどんどん下がってきて
いる傾向がわかる。
加入量は 2008 年以降、2015 年を除いてどんど
ん減少してきており、これに漁獲と自然死亡が加
わるので、3 年後、4 年後に親魚になる頃にはか
なり減少していることになる。したがって少ない
加入を、どの程度次の世代に取り残していくかに
よってが将来の資源の動向が変わってくる。
資源量自体は 2015 年の加入が良かった年の影
響を考慮しても減少傾向は変わらないので、何も
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しないでおくと、どんどん減っていってしまうこ
となりかねないので、資源管理の取り組みが不可
欠である。

資源管理について
では、実際にはどういう考えで資源の管理を進
めるかであるが、今後は、できるだけ未成魚の漁
獲を下げていき、成魚になるものを増やしてやる
ことである。もちろん、そこには種苗放流の力を
得ながらより次の世代を産めるものを増やしてい
くことが必要であると考えている。
資源管理の方向性として、トラフグは複数の産
卵場から魚が生まれてくること。それから、生
まれた産卵場に回帰する性質があること。成長に
従って広範囲にどんどん魚が移動していくので、
分布域に広がる全ての関係者が協力しないと管理
は出来ない。また、次世代を産み出す魚を残すた
めには、一つの漁業で取り残した分をほかの漁業
がとらないことについても協力しないと難しいの
で、
「資源を利用する全ての漁業が皆で一致団結
して資源回復のために協力すること」が必要であ
る。
トラフグは海域ごとに漁獲サイズが異なり、資
源管理への取り組みを 1 カ所で重点的にやれば良
いというものではない。これまでは地区ごとに継
続的に取り組んでいるが、今後はその取り組みを
さらに系群全体として効果的なものにするために
は、管理の対象サイズ、季節、それから実施の海
域に切れ目がないように、広い範囲で連続するよ
うに設計する必要があると考えている。
各県での取り組み状況は、取り組んでいる地域
の数が多いので、個々の取り組みについてはここ
では取り上げられないが、多くの地区で一定サイ
ズ以下は放流、禁漁、休漁、それから種苗放流の
取り組みが行われている。また、取り組みの掘り
下げについては、毎年少しずつでも進む地域とあ
まり進まないところが混在し、管理の足並みが全
体としてはそろっていないのが現状である。
継続的にここまで進めてきているのに、資源の
回復につながっていないと見ている人は多いかと
思う。
「これでは取り組んでいる意味がない。こ
の取り組みは大丈夫なのか？」︎と考えている方も
多いか思う。そう考えるのも当然なので、今後は
現状で使用できるデータで、取り組みや内容につ
いて効果があるのかを検証、見直しをしていきた
いと考えている。
例えば瀬戸内海の 4 月から 7 月に漁獲されて
いるサイズは全長 45 センチぐらいのものが一番
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多くて、次に 50 センチぐらいのものが多い。し
かし 8 月から 11 月になると今度は 25 センチぐ
らいのものが多くとれているということを海域
ごとに傾向をつかんでいる。そして再放流の取組
基準が明らかであるので、組み合わせることによ
り、単年の結果を見ると基準以下のサイズを漁獲
しているところは少ないので、多くの人が決まり
を守って操業していることがわかる。しかし、こ
の再放流の取り組みが始まって数年たっているが、
なかなか現状、回復の兆しが見えていない。この
取り組みの効果の有無について今後過去にさかの
ぼって検証し、その結果については来年以降に提
示していきたい。
種苗放流については、残念ながら、日本海、東
シナ海、瀬戸内海系群全体に平均してしまうと加
入の尾数がすごく少ないため、添加の効率が悪い
よとしか言えない。
水産庁は、どうやったら海域全体で小さい魚を
とり残して資源を回復させていくことができるか
を考え、現在平成 31 年度予算で新資源管理導入
円滑化等推進事業という予算を要求している。そ
の中の相互扶助漁獲支援事業で成魚をとって利益
を得ているところに拠出金を募り、基金を作り、
小さいトラフグを漁獲している漁業者が適地で再
放流することにその基金から補助を出して再放流
の取り組みを促進するものである。ただし、外海
の成魚漁獲者からの拠出のみでというわけではな
く、小さいトラフグを漁獲している瀬戸内側でも
再放流の基準を今よりもぐっと引き上げ、双方あ
る程度の負担をしながら全体にいい循環につなげ
ていこうという考えで予算要求中である。
最後に水産庁ではトラフグの資源管理に関して
「とらふぐの部屋」というホームページを用意し
資料等々を開示しているので参考にして欲しい。
●総合的な意見交換
【山口県延縄協議会吉村正義会長】魚が一番敏感
なのは水温だと思う。県水産試験場からトラフグ
の産卵水温は、18 度前後と聞いている。私が漁
業で今現場に出ていて、秋は年々水温が遅くまで
高く、春になると早く水温が上がると感じている。
18 度というトラフグの産卵期間が年々短くなっ
てきているのではないかと現場で思っている。
トラフグは年々資源が減ってきていて、その一
因は天然トラフグの産卵する期間が短くなってき
ており、しかもトラフグ親魚も少ない状態で、雄、
雌の出会いの期間が短いのではないかと思ってい
る。

船も年々減っていき、漁獲量も減っているのに
資源が増えない。その理由は、私は、自然の中で
の 18 度というトラフグの産卵の適水温の時期が
短いからではないかと思っている。
こういう中で資源を増やすとなると、今よりサ
イズを大きくして、しっぽや形が整った、ある程
度に成長したフグを放流する方法しかないのでは
と考えている。また、フグの漁場は年々北上して
いる。北上するということはやはり水温が関係す
るわけであるので、放流したらそれでいいという
わけにもいかない。水温が高いと、トラフグの成
長が早いと思う。トラフグの放流した稚魚は、水
温が早く高くなれば、成長は早くなるのではない
かと考えている。水温との関係について説明して
欲しい。
【平井主任研究員】水温が急激に高くなるので産
卵できる期間が短いのではないかということに対
して、それを示唆するようなデータが調査海域で
あった。
場所によって、産卵水温の許容幅が若干異なる
が、備讃瀬戸の場合は 11 度ぐらいから産卵親魚
の加入があって、12 度から 15 度ぐらいで産卵後
の個体が出てくると考えられている。過去 5 年間
の調査結果では、2017 年、18 年という水揚げが
少ないこの 2 年間は、それまでの 3 年間に比べる
と 10 日から 2 週間近く該当する水温の期間が実
は減っているので、ご指摘の影響があることは否
定できないと考えている。
具体的なシミュレーションやモデルづくりは
行ってないが、この期間の気象庁が出している海
況情報などを見てみると、2018 年は特に春期に
黒潮の蛇行が発達したので、日向灘に黒潮が接岸
していて、比較的内海にも高水温が入ってきやす
い環境であった。通常は暖水海が潮岬沖ぐらいに
できるのが、土佐沖という西のほうにずれ、そう
いう年には、最近のデータを見ていると瀬戸内海
はすごく水温が上がっている傾向があると思う。
そうはいっても地球は冷やせないので、その中
でどうしていくか、短い期間をどう有効活用をし
ていくかという点で考えると、山口県延縄協議会
でも産卵親魚の再放流をしていると思うが、その
取り組みは今後に向けて効果があると考えている。
【松村漁業資源部長】有明海で長期間調査をして
いると、水温が高くなると産卵場がなくなって
しまうと心配する漁業者は多い。有明海の場合は、
湾口付近に漁場、産卵場が形成されおり、雌がま
ずそこに座ってその上をぐるぐる回る雄がいるの
で、それをひっかけ釣りで漁獲している。その漁

獲と海水温から見ると、この 20 年間で、水温が
最大で 4 度上昇している。産卵のスタートはどう
いう水温であろうと大体 3 月の下旬であり、終わ
りは 5 月上旬である。それが例えば 4 月中旬に終
わったりしたことは、少なくともこの 20 年間で
はない。したがって、どういうリズムなのか、メ
カニズムが不明であるが、水温ではなく、別の要
因で回帰し産卵行動を起こしていると考えている。
もう一つは、産卵行動というよりは、その後の
生き残りとして見たときに、水温が高いほうが生
き残り易い。2018 年は過去 20 数年で有明海では
最も卓越した年である。30 トン以上、小フグが
とれた年で、そのときの環境としては最高水温で
あった。そして、その年以外にも卓越は時々起こっ
ているが、2016 年は 18 年も同様の傾向であった。
ということで、産卵行動というよりは、その後の
生き残りについては 4 月の産卵時期の水温が高い
ほうが発生にとって非常に良い環境なのかなと感
じている。
次に、高水温に伴って放流魚の成長が早くなる
のではという理屈は確かにあると思う。トラフグ
を人工的に飼育していると、大体 25 度を過ぎる
くらいまでは成長がどんどん伸びて行く。種苗生
産者はよく現場水温が 18 度あったときには、そ
れより 3、4 度上げて種苗生産を行っている。そ
のほうが同じ 7 センチに到達する日数が少なくな
る。
現在、放流時期の検討を行っているが、有明海
で天然の 7 センチというのは 7 月上旬になる。8
月に 7 センチサイズを放流するということは、既
にサイズが天然に負けていて外海に出て行けず、
翌年まで何とか寒さをこらえて生き長らえて、1
歳魚で有明海で当歳魚にまじって漁獲されている。
全体的な成長には、水温だけではなくて放流時期
も非常に大事な要素である。
瀬戸内海についての知見はないが、有明海は、
瀬戸内海と違って、基本、0 歳魚が全部出て、1
歳魚は残らないので、回帰してくるのは 2 歳、3
歳になる。ところが、毎年わずかながら 1 歳魚が
0 歳魚にまざって漁獲されて、ほぼ放流魚である。
天然ではまずそのケースはないので、時期がかな
り遅れて放流されたものと考えている。
有明海の漁業者にとって 1 本 700 グラムあっ
たら 2,000 円、3,000 円の値がつくので、当歳魚
にまじって 1 箱分の値段が立てば、それはいい副
収入となるが、トラフグの生態面から見ると議論
する必要がある。
瀬戸内海に放流した場合は、半分は外海に出る
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が半分は残るので、瀬戸内海はあまり放流時期は
関係しないのかもしれない。
結局、放流時期を早めることは、ある時点での
魚体サイズが大きくなる、放流の理屈からすると
費用対効果も確実に高まるというメリットがある。
【平井主任研究員】水温と成長の件で、瀬戸内海
での天然の当歳魚の事例を今日ご紹介したが、着
底魚の出現場所によって、産卵期の長さや水温帯
が若干ずれる傾向がある。関門内海でとれる稚魚
と備讃瀬戸でとれる稚魚について、耳石からふ化
日を推定し、どれぐらいの時期に該当するかを調
査すると、山口県、関門内海でとれる稚魚は 3 月
中旬から 4 月中旬ぐらいまでに生まれた個体が多
く、備讃瀬戸では 4 月後半から 5 月前半生まれだ
けで期間がすごく短い。ところが、8 月ぐらいに
なるとほとんどサイズが変わらないぐらい備讃瀬
戸の個体が追いつくことになる。水温の上昇率が
備讃瀬戸のほうが高いので、備讃瀬戸のほうは短
い期間に生まれて、その後、早いスピードで成長
し、片や、関門内海のほうの稚魚は早く生まれる
分、3 月に生まれた個体だと 4 月、5 月のまだ水
温が上がらない時期を経験するので、かなりゆっ
くり成長する個体もいるということになる。
【大分県水産振興課大塚猛課長補佐】本日の説明
や水産の政策改革の動きから、トラフグは早いう
ちに TAC 制度に移行するのではとの印象を得た
が、国の考えを教えてほしい。
【九州漁業調整事務所小林一彦次長】本日水産庁
管理課からその質問に責任を持って答えられる者
が出席していないが、具体的に TAC を今後どう
広げていくかについて検討中であると思ってい
る。今聞いている範囲では、TAC 魚種については、
例えば漁獲が多いものに限らず、資源状況とかあ
るいは漁業の実態、数量を把握する体制の整備が
できているか等々を踏まえながら数量管理の必要
性が高いものから順次導入していこうと考えてい
るようである。
【福岡県鐘崎ふく延縄船団松尾克樹顧問】昨年、
長崎でも同様な発言をしたが、本日も各県のはえ
縄業者が参加している。漁業者は資源の減少は身
に染みてわかっている中で、5 年前に 4 県のはえ
縄業者の総意として国に陳情したが、漁業者から
すれば、なかなか進んでいないのかなという印象
がある。
そういう中で、平井主任研究員の研究報告の最
後に、自主取り組みへの評価が十分ではないの
ではないか、そこは公的機関が対応を検討すべき
との報告があった。福岡県の場合は、1 月以降は
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35 センチ以下を再放流する取り組みを行ってい
る。長崎県でも他県が 35 センチ以下再放流をす
るのであれば 40 センチにしてはどうかという話
も漁業者の現場の中である。ただ、やはり生活も
あるので、やりたいがなかなかそこまで行けない
というのが現状である。
そういう取り組みについて、水産庁は把握して
おり、それに対して何か施策を講じることがあ
れば、もう少し漁業者としても取り組めるのでは
思っている。こういう場ではなかなか漁業者から
発言は出ないので、担当官が現場を訪問し、膝を
交えて一緒に議論すれば色々な取り組みのアイ
ディアが出てくると思う。
【長崎県延縄漁業者協議会西寛会長】ここをどの
ようにするか水産庁、九調、九州、瀬戸内海でよ
く検討していただきたい。31 年度要求している
支援事業の説明があったが、トラフグのとも補償
を説明のあった基金制度でやってもらいたい。そ
の中身については、数量も減り、単価も安いので、
水産庁と九調により検討してもらい実施をしてい
ただきたい。クロマグロの取り組みを参考にすれ
ば、フグもマグロの対策のようなことが可能と考
えている。
【福岡県水産振興課杉野浩二郎技術主査】瀬戸内
海と日本海、東シナ海と有明海で分けて漁獲量の
推移と努力量、CPUE を表記されている。資源
評価では全部一つの系群として見て評価されてい
るが、見ると、それぞれがかなり違った動きをし
ているという印象がある。別々に資源評価した場
合にどういった評価になるのか教えてほしい。
【片町主任研究員】海域ごとに漁獲の動向は違う
ことは十分わかっていたが、全体の評価では、そ
れが資源評価票に反映されてなかったので、一つ
の系群として示した。ご指摘のとおり、海域間の
動向が違うのは確かである。系群の区分について
は、私個人がこうしたいというのは言えない。
ただ、試算の後に吟味する点がある。先ほど松
村部長から説明があったが、九州・山口北西海
域が主で、どこ由来のものがどれくらい混ざって
いるかになる。重量ベースでは示され、有明海由
来のことも私もなるほどという結果が出ているが、
日本海と瀬戸内海生まれのものも混ざっている。
それを分離するだけの知見があるかどうかである。
今の知見は、濃淡があるにしろ個体の行き来は間
違いなくあって、これは疑う余地がないことだと
思っている。ただ、漁獲実態は海域ごとでかなり
違っているので、ご指摘はもっともであるが、有
明以外の海域のものが何％混ざっているかを明ら

かしないと、試算したが正しいかどうかを議論で
きないというのが現状である。
【九州漁業調整事務所佐々木拓所長】先ほど水温
が高くなってきて、分布域が北上しているのでは
ないかとの話があった。テレビのニュースなどの
報道では、トラフグが北海道に行って、ほかのフ
グとトラフグが交配して雑種ができたという話題
もある。本日秋田県から出席されているので実感
について教えてほしい。
【秋田県水産漁港課斎藤和敬主幹】2 年ほど前は
試験場にて種苗生産等を行っていた。水温のデー
タはないが、秋田県も表層水温で 18 度ぐらいが
産卵期であり、ちょうどゴールデンウイーク以降
が産卵期になっている。そのことは毎年同じよう
な感じで推移している状況である。資源について
は 6 トンぐらいの漁獲量でここ何年間は安定して
いる。定置網で漁獲される産卵親魚が半分、残り
は延縄でとられる回遊魚である。

うに、トラフグの資源を利用する全ての漁業者が
協力して、できる限り未成熟魚を残して親にして
行くことが大切である。種苗放流については、放
流の場所やサイズ、あるいはその時期の検討や種
苗の質を向上させていくことで資源の好循環を促
進していくことの必要性が示された。
トラフグの資源を増やして漁獲につなげていく
ことは関係者全員の共通の思いであるので、本日
の発表も参考にして、各浜において資源管理の一
層の取り組みの深掘りに役立てていただきたい。
また、水産庁として、今後とも漁業者の方と意
見交換ができるこうした機会を設け、よりよい資
源管理につなげていけるよう努力していきたい。」
との閉会挨拶があり、第 5 回トラフグ資源管理検
討会議は閉会となった。

以上で総合的な質疑応答が終わり、閉会に当た
り九州漁業調整事務所小林一彦次長より「トラフ
グ資源については、まだまだ解明していかなけれ
ばならない部分が多くあるが、今後ともトラフグ
の研究が一層進展することを期待している。本日
の会議では、研究機関と水産庁から話があったよ

小林次長閉会挨拶

全景
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【豊かな海づくり推進協会コーナー③】

平成29年度輸出重要種資源増大等実証委託事業
成果報告会開催報告
平成31年2月20日

東京都千代田区で開催

はじめに

佐賀県、長崎県で調査・試験が行われ、各都道府

国内で漁獲されるナマコ類は、マナマコ、キン
コ、シカクナマコなどあるが、この研究開発対象

県、栽培漁業関係法人及び漁連（漁協）等を対象
に成果報告会を行った。

としたのは、最も漁獲されるマナマコである。
マナマコは生鮮や干しナマコで利用される身だ
けでなく、腸はコノワタに、卵巣はクチコに加工

１．開催日時等
・開催日時

平成 31 年 2 月 20 日（水）

されるなど様々で、いずれも高価で流通している。
加えて干しナマコは中国等へ輸出する重要品目と

13：00 ～ 16：00
・開催場所

コープビル第３会議室

なっていて、その輸出金額は 200 億円以上であり、
その需要は年々拡大し、輸出を増大させる好機と

東京都千代田区内神田 1-1-12
・参 加 者

行政、試験研究機関、漁連（漁協）

なっている。

水産庁他 58 名

しかし、マナマコの資源は各地で減少傾向にあ
り、種苗放流により資源の増大を図る地域も増え

２．開催概要

てきている。放流の効果を高めるためには、放流

冒頭に当協会専務理事濱田より代表機関として

後の生残が良好な大型種苗に育成する中間育成技

挨拶、引き続き、水産庁栽培養殖課加藤英雄課長

術の開発が課題となっている。

補佐より挨拶、当協会参与桑田より事業の趣旨等

このような状況の下、平成 28 年度輸出重要種

の説明後、各参画機関から成果報告が行われた。

資源増大等実証委託事業では、ナマコの主産地

最後に、外部有識者として当該委託事業の助言・

である北海道において、漁港の静穏域で貝殻など

指導等をしていただいた弘前大学桐原慎二教授よ

を用いた効率的な中間育成技術等の開発を行った。

り「マナマコの生態と増養殖」について話題提供

平成 29 年度補正予算で措置された本事業は、北

をしていただき成果報告会は閉会となった。

海道では平成 28 年度事業の成果も活用して継続

なお、委託事業の報告書については、後日各都

調査を行った。加えて全国各地の状況に応じたナ

道府県に配付するとともに水産庁 HP で公開され

マコの生態や生息環境等の把握、効率的・効果的

るので、本誌では各機関の成果概要のみ掲載する。

な中間育成、放流技術の開発を目指し、広島県、

専務挨拶
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話題提供

桐原教授

（1）バイオテレメトリー手法を用いたマナマコの

た。また、陸上の水槽において、稚ナマコの隠れ

行動特性・生息環境調査

家となる基質を入れた実験区と入れない対象区を

（地独）北海道立総合研究機構函館水産試験場

設け、負の走光性と明条件下で物陰に隠れる習性

主査

酒井勇一氏

を確認した。窒素ガスを吹き込んで作った貧酸素

発信機と受信機を活用したバイオテレメトリー

海水を密閉容器に入れた中に稚ナマコを収容し水

手法を用いて、放流ナマコの移動・分散範囲を把

温別貧酸素暴露試験を行った。中間育成手法の検

握した。また、水温、照度、波高等の海況条件も

討としては、提灯カゴによる垂下式中間育成試験

調査し、移動分散に影響する要因を明らかにした。

等を行った。

（2）効率的な天然採苗、中間育成、標識および放

（4）環境 DNA を用いたマナマコの生息調査手法

流技術開発

の開発と広島湾でのマナマコ資源再生策の検討

長崎県総合水産試験場

科長

戸澤

隆氏

水産研究・教育機構

天然採苗による増殖手法の検討として、大村湾

瀬戸内海区水産研究所
グループ長

浜口昌巳氏

内の静穏な水面と開放的な水域において、貝殻

まず、室内実験によりナマコ飼育水に溶出して

や竹等の基質を用いた稚ナマコ着定状況の比較検

いるナマコのミトコンドリア DNA 情報を検出す

討により効果的・効率的な天然採苗手法の検討を

る技術の有効性を確認した。その後、広島湾内

行った。また、放流後の生残率向上を目的として、

各地で海水を採取し、開発した技術によりナマコ

餌料別等の飼育試験に取り組み効率的・効果的な

DNA を分析し、マナマコの生息調査を行った。

中間育成手法を検討した。さらに DNA による親
子判別手法を用いた技術を習得し、時期、サイズ
および環境別に放流と生残状況等の追跡調査を行
い、適地、適時期、適サイズ等を検討した。
（3）佐賀県玄海地区における中間育成と放流技術
開発
佐賀県玄海水産振興センター
資源研究担当係長

藤﨑

博氏

種苗放流を行う海底直上の水温、塩分、照度の
連続観測を行い、放流・生育漁場の環境を把握し

会場風景

【プログラム】
Ⅰ． 開 会 ・ 挨 拶
Ⅱ． 事業の趣旨
Ⅲ． 成果報告
（１） バイオテレメトリー手法を用いたマナマコの行動特性 ・ 生息環境調査
（地独） 北海道立総合研究機構函館水産試験場 主任主査 酒井勇一
（２） 効率的な天然採苗、 中間育成、 標識および放流技術開発
長崎県総合水産試験場 科長 戸澤 隆
（３） 佐賀県玄海地区における中間育成と放流技術開発
佐賀県玄海水産振興センター 資源研究担当係長 藤﨑 博
（４） 環境 DNA を用いたマナマコの生息調査手法の開発と広島湾でのマナマコ資源再生策の検討
水産研究 ・ 教育機構 瀬戸内海区水産研究所 干潟生産グループ長 浜口昌巳
（５） 総合討論
Ⅲ． 話題提供
マナマコの生態と増養殖
講師 ： 国立大学法人弘前大学地域戦略研究所 教授 桐原慎二
Ⅳ． 閉会
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【豊かな海づくり推進協会コーナー④】

平成30年度栽培漁業若手研修会を開催
平成30年11月27、28日に北海道栽培漁業伊達

伝的多様性の確保、VNN 対策、サイズ別放流効

センターで、国立研究開発法人水産研究・教育機

果調査に基づいた技術開発の講義が行われた。

構と公益社団法人北海道栽培漁業振興公社の協力

（4）講義「鷹の羽（タカノハ）復活を目指して」

を得て、栽培漁業若手研修会を開催した。

北海道栽培漁業振興公社

川下正己部長

本研修会は、昨年度行ったアンケートの要望を

100万尾放流のための採卵、量産、形態異常や

受けて、栽培漁業現場の若手技術者を主対象とし

疾病対策から放流効果までの事業化の講義が行わ

て、初めて開催したものである。初回の今年度は、

れた。

「北海道栽培漁業伊達センターのマツカワ栽培漁
業技術開発を追体験する」という副題を設けて実
施し、県種苗生産機関等の若手受講者 7 名を迎

（5）飼育現場ワークショップ
―マツカワの生理・生態と施設・器具・飼育作
業の関係を考える―

えて開催した。対象種の生理・生態にあわせた親

北海道栽培漁業振興公社伊達事業所

魚や仔稚魚の飼育から放流までの技術開発、それ
に合わせた施設や器具の準備の経緯を現場の施設、

今

満人所長

ワムシ培養、親魚養成、種苗生産、管理室、機

機器、道具や飼育魚を見ながら、追体験していた

械室等の現場を見ながら、水槽、器具および飼育

だいた。

作業について説明があり、受講者からの疑問に対

当初、9 月 13、14 日に開催を予定していたが、
9 月 6 日未明に発生した北海道胆振東部地震を
受けて延期となり、2 ヵ月遅れでの開催となった。
地震で被災した方々にお見舞い申し上げるととも
に、延期にもかかわらず研修を受け入れていただ

して説明が続いた。
（6）講義「プロ意識が技術を磨く」
北海道栽培漁業振興公社

川下正己部長

種苗生産、栽培漁業のプロとしての心構えが熱
く語られた。

いた北海道栽培漁業振興公社と、講演とともに質
疑に熱心に対応していただいた講師各位にお礼を
申し上げる。
【研修内容】
（1）伊達センター現場概要見学
北海道栽培漁業振興公社伊達事業所
今

満人所長

細かい説明に先だって、同センターの施設配置
や海水・電気等主要な配管類の概要を見学した。
（2）講義「ハタ科魚類の人為催熟・種苗生産技術」
水産研究・教育機構

本部

照屋和久研究主幹

同じ宿に泊まり、夜遅くまで質問と答えが続き、
侃侃諤諤の議論が続いた。

ハタ科魚類の親魚養成、採卵、仔魚飼育、疾病

どのような考え方のもとで、足りない情報をど

対策の技術開発について、対象種の生理・生態に

うやって実験して解明したか、残された問題には

応じて飼育手法が開発されてきた経緯と考え方に

何があり今後どう取り組もうとしているか、につ

ついて講義が行われた。

いて講師とともに考えた経験は、受講者が自県に

（3）講義「旧日本栽培漁業協会厚岸栽培漁業セン
ターにおけるマツカワ栽培漁業技術開発」
水産研究・教育機構

北海道区水産研究所
中川

亨主任研究員

天然親魚が少ないマツカワの特性に対応した遺
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飼育現場ワークショップでの質疑の様子
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帰って担当種の栽培漁業に取り組む際の考え方に
役立つものと期待しています。
次年度以後も場所と魚種を変えて実施する予定
です。開催機関、対象魚種のご要望がありました
ら、当協会にお寄せ下さい。

