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水産政策の改革を進める中での
豊かな海づくり施策の役割
水産庁増殖推進部栽培養殖課長

昭和62年に水産庁に入庁して以来、今年初めて、
全国豊かな海づくり大会に出席させていただくことが
できた。これまで調整関係の業務が多く、なぜか、

仁司

種苗生産を行える人材の育成確保などについての具
体的な対応やその時期が異なることになる。
令和元年度の水産予算は水産政策を推し進める

栽培漁業とか養殖漁業について直接担当することが

ものとして3,000億円を超える額が確保され、令和 2

なかったためである。しかし、天皇陛下御即位記念

年度もそのレベルを確保すべく折衝を続けている。し

の大会に出席できたことを光栄に思うとともに、少し

かし、施設の老朽化は進んでいる上に、地方自治

ではあったが、種苗生産にかける関係者の想いや陛

体の財政状況も以前と大きな変わりはない。むしろ、

下に御出席いただける海づくり大会というものの地域

労働人口の減少により種苗生産施設で働く職員の

における位置づけのようなものを感じることができた。

確保も今より苦しくなってくるのではないかと推測される。

また、この他にも出張の機会を利用して、さけ・ます

環境変化を認識した上で、しっかりと継続していけ

を含む種苗生産施設を見学するとともに、さけの採

るように考えていく必要がある。まず、今後、漁業者

卵・受精作業を見せていただき、北海道・東北地方

の数が減少することが予測されていることから、海域

におけるサケの位置づけについても、触れることがで

により漁場と資源の利用状況が、変化していく可能

きた。

性がある。これまでは、さまざまな地域の漁業者が、

時代は変わっても、現場における栽培漁業にかけ

自分が所属する都道府県や組織を意識しながら、自

る思いとか苦労の程度は変わらない ( もしかしたら増

分の地域が不利にならないように利用及び調整を進

えている ) ものと思われる。一方で、栽培漁業を巡

めてきた。しかし、利用状況が変わるのであれば、

る状況は、海づくり大会が始まった頃に比べるとずい

必要だとは思ってはいたものの、これまでにはできな

ぶん変わっている。水産政策の改革における栽培漁

かったような思い切った体長や漁期、漁場の制限を

業の位置付けは、前任の黒萩部長が、栽培養殖課

設けることはできないだろうか。当然のことながら、科

長の際に概略について説明されている。この機関紙

学的根拠を基本としつつ、冷静に議論をして、なお

を読まれる方は、その内容をご存知だろうが、それ故

かつ、検証と新たな取組を行いながらということが前

に今後の展開がどうなるのか、心配されている部分も

提である。組織にいると、前例主義に固執して、自

あるのではないかと思う。

分の主張を有利にしようとする輩が多数存在し、嫌

現在、多くの都道府県では平成 29 年に策定した

な思いをすることが多数あるので、なかなか将来の調

「栽培漁業基本計画」に基づいて、5 年間はこれ

整相手の柔軟性を期待して、一旦、自らが柔軟性を

で進めるということで種苗生産や種苗放流、さらには

示すというのは勇気のいることだと思うが、お互いさま

その効果の把握に努められているものと思う。

という信頼関係で進めてもらうことを期待したい。自

ただし、既に令和 2 年を迎えようとしており、令和

分達行政機関ができてないのにとの批判は甘んじて

2 年 12 月までには改正漁業法が施行される。その際

受け入れ反省しつつも、漁業関係者の方には同じ海

には、これまでよりも資源評価対象種を増やし、資

と資源を利用する仲間としての取組を期待したい。

源評価の程度に応じた形で TAC を中心とした資源
管理措置が順次導入されていくこととなっている。

2

藤田

そのような取組が進むことが、水産政策の改革の
中での栽培漁業の役割を実践することになるのだと

このため、そろそろ次回の栽培漁業基本方針及び

思っている。その際、当然のことながら新たな資源管

基本計画の見直しに向けた頭の体操をしておく必要

理措置の導入による収入減に対する不安が生じるだ

があるのではないかと思う。それによって、今後も種

ろうが、しっかりと収入安定制度を活用して頂けるよ

苗生産を行おうとする種類やサイズと量、その際に

うな環境整備を進めたいし、都道府県間、あるいは

必要となる老朽化した種苗生産施設の改修や更新、

異なる漁業種類間の調整にも取り組んでいきたい。
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マダコ養殖の実用化に向けた基盤研究の取り組み
国立研究開発法人
瀬戸内海区水産研究所

水産研究・教育機構

海産無脊椎動物研究センター

太田

センター長

影響を及ぼすほどの社会問題になっています。
16

4

術が確立されつつあり、将来、養殖の基盤となる
研究へと進展する可能性が高まっています。
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2015

がら、国内外でふ化幼生から稚ダコまでの飼育技
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り食されてきました。しかし、近年は漁獲量、輸
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とつであり、刺身をはじめ、寿司、天ぷら、酢の
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マダコは日本人にとって馴染みの深い食材のひ

1960

１．はじめに

健吾

マダコを含むタコ類の国内生産量と輸入量の推移
（FAO と水産庁の統計をもとに作成）

ここでは、国立研究開発法人 水産研究・教育
機構を中核機関とした 6 機関（岡山県農林水産

３．マダコ養殖、種苗生産技術研究の歴史

総合センター、香川県水産試験場、国立大学法人

本種の種苗生産技術開発は日本では 1960 年頃

東京海洋大学、株式会社くればぁ、マリンテック

から、海外ではスペイン等で 1990 年頃から着手

株式会社）で構成するコンソーシアムが、国立研

されています。当時は様々な魚類の種苗生産技術

究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 生

開発が盛んに行われていた時代であり、本種でも

物系特定産業技術研究支援センターの競争的研究

ふ化したタコに魚類の仔魚用餌料として有効なア

資金であるイノベーション創出強化研究推進事業

ルテミアやエビ、カニ類の幼生を与えながら様々

（2018～2020 年度）で取り組んでいるマダコ養殖

な研究が行われました。その結果、人工飼育下で

の実用化に向けた基盤研究の成果を中心に紹介し

本種の生活史を再現することには成功しました

ます。

が、依然として実用規模での大量生産には結びつ
いていないのが現状です。

２．市場供給の現状
国内のタコ類の漁獲量は 15 年ほど前から漸次

４．水流環境を改善した飼育技術の開発

減少する傾向にあります。また、近年ではヨーロッ

マダコはふ化後約 1 ヶ月間にわたって浮遊生

パ、アメリカ、アジアなど、それまでほとんどタ

活を送ります。魚類や甲殻類などの種苗生産では

コ類を消費しなかった地域でも需要が高まってい

一般的に底面に通気装置を設置した水槽が用いら

ることから、モーリタリアやモロッコなど西アフ

れ、これまで本種の飼育研究も同様の飼育方法で

リカ諸国からの輸入量も約 25 年前から減少して

行われていました。しかし、本種の幼生は外套膜

います（図 1）
。

伸縮による漏斗からの噴流で浮力を得るため、既

市場への供給が滞って生じた価格高騰は、庶民

存の方法では幼生は通気によって生じる水流で表

の味の代表と言われる「たこ焼き」の値上げにも

層から水槽の底面へと流され、再び表層に浮上す
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図３

マダコ幼生飼育用の水流装置

左側の水槽がマダコ幼生飼育水槽、右側水槽はポンプ
収容やエアレーションを配置した調整水槽

図２

従来のマダコ幼生飼育装置

るパターンを繰り返します（図 2）。
水産研究・教育機構では、本来、表層付近で摂
餌する幼生が水流によって強制的に底面へ流され
ることで摂餌行動が妨げられる点に注目し、水中
ポンプを用いて水槽内に恒常的に湧昇流を発生さ
せる水流装置を考案しました（図 3、4）。そして、

図４

水流装置の外観写真

当該装置を備えた 500L 水槽 3 基にふ化ダコを
各々 1,200 尾収容し、後述する餌を用いて 23 日

置を備えた 3L 水槽を用いてゾエア幼生とアルテ

間の飼育試験を行った結果、合計 2,769 尾の着底

ミアの給餌比率を変えた飼育試験を行い、マダコ

した稚ダコを取り揚げることに成功しました（平

幼生の成長と生残に及ぼす影響を比較しました。

均生残率 77.1％）。この結果から水流装置を用い

その結果、アルテミアのみを与えた試験区よりも

て水槽内に湧昇流を発生させることで幼生が表層

ゾエア幼生を給餌した試験区で高い生残率が得ら

付近で定位して摂餌できることがわかりました。

れ、ゾエア幼生の給餌割合が半分以上の試験区で

岡山県農林水産総合センターでは、この結果を

は、それ以下の試験区よりも試験終了時の個体の

受けて大量生産に必要な大型飼育装置の開発に

乾燥重量が有意に重いことがわかりました。この

着手し、2019 年度に大型水槽へ 7,384 尾の幼生

ことから、ガザミのゾエア幼生は本種の種苗生産

を収容して 18 日間の飼育試験を行いました。そ

の主餌料として高い効果を有することが示唆され

の結果、4,694 尾の稚ダコを取り揚げ、生残率

ました。

63.6％という好成績を収めました。これは平行し
残率 63.8％）と差が認められないことから、開

６．ガザミのゾエア幼生の高密度飼育方法の
検討

発した飼育技術が大型水槽にも応用可能であるこ

種苗生産を成功させるためには、餌料のガザミ

て実施した従来規模の小型水槽での飼育結果（生

とが示唆されました。

のゾエア幼生を安定して確保する必要があり、着
底した稚ダコ 1 万尾の生産には 2,000 万尾もの大

５．飼育に適した餌料の探索

4

量のゾエア幼生が必要になります。このため、高

前述したとおり、他魚種の種苗生産で一般的に

密度でゾエア幼生を飼育管理しつつ、その栄養価

使用されるアルテミアは本種の幼生に対する給餌

をマダコ幼生の栄養要求を満たす高いレベルに

効果が低く、飼育に適した餌料はなかなか見つか

維持する技術の開発を目指し、ゾエア幼生の高度

りませんでした。そこで、比較的容易にまとまっ

不飽和脂肪酸含量と生残率を指標として高栄養の

た量が確保できるガザミのゾエア幼生のマダコ幼

ゾエア幼生を高密度で大量飼育する方法を検討

生に対する給餌効果を明らかにするために水流装

しました。試験では 500L 水槽へゾエア幼生 25
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万尾を収容し、高度不飽和脂肪酸を含有する餌

に入れて当該システムを採用した大型水槽でも同

料（SV-12：クロレラ工業製）で培養したシオミ

様に好成績を収め、再現性に富む技術であること

ズツボワムシ（以下、ワムシ）を飼育水中に 20、

も確認しています。この他、ガザミのゾエア幼生

30、40 尾 /mL およびふ化アルテミアが 3 尾 /mL

の高密度飼育方法やクルマエビ幼生の代替餌料と

となるように給餌しました。そして、3、5 日後

しての効果も明らかにするなど、実用規模での大

のゾエア幼生の生残率、ふ化後と 5 日後のゾエア

量生産技術の確立に向けて大きな一歩を踏み出せ

幼生の粗脂肪と脂肪酸含量を各々比較した結果、

たと考えています。また、研究成果は平成 31 年

5 日後の生残率はワムシを 40 尾 /mL とした試験

度日本水産学会春季大会で公表し、外部に対して

区が最も低く、他の試験区では差が認められませ

積極的に情報発信しています。

んでした。また、脂肪酸含量はワムシを給餌した

今後、本事業では新たに出荷サイズまでの安定

試験区が高く、ふ化直後のゾエア幼生、ふ化アル

飼育技術の開発にも着手する計画であり、引き続

テミア幼生の順に低くなりました。このことから、

き、関係機関や漁業関係者の皆様のニーズに応え

高密度でゾエア幼生を飼育するには、ワムシの給

るべく、コンソーシアム内の各機関が創意工夫を

餌密度を 20 尾 /mL とすることで生残と栄養の両

凝らした社会実装研究に取り組んでまいります。

面で有利であることがわかりました。

７．クルマエビ幼生の餌料効果の検討
マダコの産卵期は春と秋にあり、春にふ化する
幼生は同時期に産卵期を迎えるガザミのゾエア幼
生を餌料として与えることが可能ですが、秋にふ
化する幼生には適切な餌料がなく、灯光採集した
天然プランクトンなどを与えざるを得ないのが現
状です。このため、ガザミのゾエア幼生と同様に
安定供給が期待できるクルマエビの幼生を用いて
本種の飼育を行い、餌料としての有効性を検討し

【参考文献】
Dan S, Iwasaki H, Takasugi A, Yamazaki H, Hamasaki
K (2018) An upwelling system for culturing common
octopus paralarvae and its combined effect with supplying
natural zooplankton on paralarval survival and growth.
Aquaculture 495, 98-105.
Dan S, Iwasaki H, Takasugi A, Shibasaki S, Yamazaki H,
Oka M, Hamasaki K (2019) Effects of co-supply ratios
of swimming crab Portunus trituberculatus zoeae and
Artemia on survival and growth of East Asian common
octopus Octopus sinensis paralarvae under an upwelling
culture system. Aquaculture Research 50, 1361-1370.

ました。
前述の水流装置を備えた 3L 水槽を用いてクル
マエビ幼生（ゾエア 3 ～ポストラーバ）を給餌す
る試験区と養成したアルテミアを与える試験区、
及び無給餌区を設定した飼育試験を行い、生残と
成長に及ぼす影響を比較しました。その結果、ク
ルマエビ幼生を与えた試験区では養成アルテミア
を与えた試験区よりも高い生残率が得られ、成長
も良好であったことから、クルマエビ幼生につい
ては養成アルテミア以上の一定の餌料効果を有す

ふ化直後のマダコ

ることが示唆されました。

８．今後の研究の進め方
本事業では 1 万尾規模の着底稚ダコを大量生
産する技術の開発を目指しており、種苗生産で解
決が急務な飼育環境の改善と飼育に適した餌料の
探索において、湧昇流を発生させる水流装置とガ
ザミのゾエア幼生の給餌を組み合わせることによ
り、高生残、高成長で稚ダコの生産が可能なこと

ふ化後 29 日目の稚ダコ、格子は１mm

を確認しました。また、実用規模での応用を視野

（国研）水産研究 ・ 教育機構 瀬戸内海区水産研究所提供
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初の自県産ホシガレイの大量生産と放流について
－福島県水産資源研究所－
福島県水産資源研究所
研究員

１．はじめに

佐々木

種苗研究部

つかさ

あり震災前には程遠いものであった（3 千～ 1.5

福島県では過去 25 年以上にわたり、単価が高

万尾）。なお、平成 28 年度以降の生産及び放流は、

く漁業者からのニーズが高いホシガレイの種苗

自県産の受精卵のほか、委託事業の一部として国

生産及び放流に取り組んできた。仔稚魚の大量斃

立研究開発法人水産研究・教育機構 東北区水産

死などにより生産が安定しないことが長年問題と

研究所宮古庁舎（以下、東北水研宮古庁舎）より

なっていたが、このたび、福島県水産資源研究所

譲り受けた受精卵や稚魚を用いて行った。そのよ

において、種苗 11 万尾の自県生産と放流が実現

うな状況を経て、新たな水産種苗生産・供給施設

したことを報告する。

及び沿岸漁業復興の拠点として、福島県水産資源
研究所が相馬市に新設、平成 30 年 6 月 1 日より

２．生産機関について

一部供用が開始され、本格的な種苗生産が再開さ

福島県におけるホシガレイの種苗生産は、平成

れることとなった（図 1、2）。新施設には試験研

3 年に大熊町にあった福島県水産種苗研究所（以

究施設のほかにヒラメ、アユ、アワビの生産施設

下、種苗研究所）で始まった。平成 5 年からは放

があり、そこでは公益財団法人福島県栽培漁業協

流試験が開始され、最も多い年には 7.1 万尾の稚

会（以下、栽培協会。種苗研究所隣接の福島県水

魚を放流した（平成 15 年及び平成 18 年）。また、

産種苗研究所付属ヒラメ栽培漁業振興施設及び福

福島県内で水揚げされたホシガレイに占める放流

島県水産種苗研究所付属アワビ ･ ウニ ･ アユ種苗

魚の割合が最大 91.0％（平成 16 年）に達するな

生産施設が被災したため移転）が仔稚魚や親魚、

どの効果を上げていた。

餌料生物を生産する。

しかし、平成 23 年の東日本大震災により既存
施設の使用が実質不可能となった。震災以降の種
苗研究所は、当時の福島県水産試験場（以下、水
産試験場）に統合され、水産試験場内に造られた
仮飼育実験施設で種苗生産を再開した。種苗放流
は平成 26 年に再開したが、施設規模等の制約も

図２
図１
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福島県水産資源研究所、種苗
研究所及び水産試験場の位置

３．生産について
生産には、国立研究開発法人農業・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（以下、生研センター）からの委託事業であ
る革新的技術開発・緊急展開事業の一部として、
東北水研宮古庁舎より譲り受けた受精卵（以下、
宮古卵）を用いた。宮古卵は２回分譲を受け、ビ
ニール袋に詰めて輸送し（図 3）
、到着後、ふ化
まで 200 Ｌのアルテミア水槽で管理した。東北
水研宮古庁舎では、採卵日が早い方を水温 8℃で、

図４

福島県海域で漁獲されたホシガレイ親魚

遅い方を 12℃で管理し、異なる採卵日の受精卵
のふ化日を合わせる管理法を採っていたことか

るもの）が設置されており、水質保持のための注

ら、輸送後の卵も採卵日ごとに 8℃または 12℃

水を必要としないことから、外気温や海水の取水

の水温で管理し、ふ化日を合わせた。これにより、

状況に関係なく水温を一定に保って飼育を行うこ

1 回目の宮古卵からは約 10 万尾、2 回目からは

とが可能であった。

約 11.3 万尾のふ化仔魚を得ることができた。

得られたふ化仔魚（図 5）は、ヒラメ生産施
設 の 30kL 水 槽 へ 収 容 し（ 図 6）、 ふ 化 後 72 ～
81 日まで飼育した。最終的な仔魚の収容規模は
30kL 水槽 4 面、39.1 万尾で、福島県では前例の
ない大規模生産となった。生産にあたっては数
十万尾規模の生産で安定して高い生残率を持つ東
北水研宮古庁舎の技術を導入し生産を行った。従
来、福島県で採ってきた管理手法と大きく違う点
としては、ワムシの給餌開始前後での 24 時間照
明、水温管理の方法（昇温タイミング及び上昇幅）
、
飼育初期に底面掃除を実施しないことなどがあげ
られる。特に、飼育初期に底面掃除を実施しない

図３

宮古卵の輸送準備

また、福島県海域で漁獲された親魚（図 4）か

ことで、大幅な省力化につながり、限られた人数
で生産を拡大する際の助けになったことは特筆に
値する。

ら、試験研究用の仔稚魚確保のため採卵を行って

仔稚魚には、5 ～ 20 日齢の間はワムシ、20 ～

いたが、想定以上の採卵数が得られ、10 万尾規

60 日齢はアルテミアを給餌した。人工飼料の給

模の仔魚収容が見込めたことから、急遽、放流用

餌は 48 日齢以降に開始した。ワムシ、アルテミ

種苗の生産用に採卵を行った（以下、福島卵）。
福島卵は、200 Ｌのアルテミア水槽に収容し、水
温を調整して異なる採卵日の卵のふ化日を合わせ
ることで、約 17.8 万尾のふ化仔魚を得た。福島
卵の親魚は、相馬双葉漁業協同組合（以下、相双
漁協）及び漁業者に活魚での水揚げを依頼したう
えで、仲買から買い上げて得た。購入した親魚は
2 回の淡水浴で寄生虫（カリグス）を除去した後、
新施設に備えられた閉鎖循環式水槽へ収容し水温
10℃で飼育した。この水槽には、ヒーター及び
クーラー、生物ろ過槽（槽内に硝化細菌を繁殖さ
せたろ材を入れ、アンモニアを硝化して低毒化す

図５

ふ化仔魚
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ふ化後 72 ～ 82 日にアリザリンコンプレクソ
ン（ALC）の二重標識（図 7）を行い、標識実施
後の稚魚 20 万尾を 75kL 水槽 3 面へ展開した（図
8）。約半数が有眼側体色異常（以下、白化）
（図 9）
とみられたため、職員 5 名が放流の 2 週間前から
選別を行った（図 10）。白化個体の割合は 45％
で、当県における過去の白化個体の割合（10 ～
30％）と比べて多く、対策が課題である。ホシガ
レイでは成長が遅いと白化個体の出現率が高くな
ることが知られているため、今後、仔稚魚の成長
を精査したい。
図６

ふ化仔魚の収容

アの生産については、生産規模に対して、設備、
技術、人手が圧倒的に足りないことから、栽培協
会と業務委託契約を結んで生産を依頼することと
した。栽培協会自体、平成 30 年 10 月に移転し
てきたばかりであり、各施設や設備を初めて使用
する中での生産となった。特に、アルテミア生産
においては、初期のアルテミアふ化率が 70％を
下回る中、エアレーションをより気泡の小さいも
のにするなどして改善に尽力し、アルテミアの生
産は安定した。
図８

図７

ALC の二重標識

（上段：稚魚の収容、下段：ALC 浸漬）
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図９

75 t 水槽での飼育

選別時のホシガレイ稚魚
a) 正常、b) 白化

流ということで注目度も高く、テレビ、新聞、ラ
ジオ等々で大々的に取り上げられた。

５．まとめ
平成 30 年度は、新しい施設において過去最大
の規模で生産及び放流を実施し、新たな水産種苗
生産・供給施設及び沿岸漁業復興の拠点としての
大きな一歩を踏み出すことができた。大量生産の
成功にあたっては、当県職員及び栽培協会職員ら
が昼夜を問わず飼育管理にあたったことはもちろ
ん、飼育時の問題への対処や受精卵の確保等にお
図10

白化個体の選別作業

いて、数十万規模の稚魚を生産している東北水研
宮古庁舎からの技術指導や受精卵の譲渡等を、生

４．放流について
生産した全長 6.0 ～ 8.0cm の稚魚約 11.1 万尾
（127 ～ 134 日齢）を、令和元年 6 月 10 日から
12 日までの 3 日間に放流した。放流は、水産業
改良普及員を通じて相双漁協所属の漁業者の協力
を得て、相馬市の松川浦湾口部岸壁より行った。
放流は、トラックに乗せたキャンバス水槽の排水
部から水と共に魚を海へ流し入れる形で行い、水
面まで魚を滑らせるスロープは、漁業者が提供の
ものを使用した（図 11）。
新施設で初めて生産されたホシガレイ種苗の放

研センター委託事業の一部としてスムーズに受け
られたことも大きかった。今回、漁業者の期待も
大きいホシガレイについて大量生産及び大量放流
を行うことができたことが、原発事故以降、様々
な制約がある中での操業を強いられている当県漁
業復興の一助となることを切に願う。今後も、ホ
シガレイ栽培漁業の事業化に向けて、安定的に種
苗を生産する技術を確立するため大量生産を実施
し手法を検討していく。

６．謝辞
本報告においては、飼育、放流に関しての指導
及び受精卵や稚魚を提供くださった東北水研宮古
庁舎の清水主任研究員及び職員の皆さまに心から
御礼申し上げます。また、親魚の確保や放流に御
協力いただいた相馬双葉漁業協同組合の皆さまに
厚く御礼申し上げます。さらに、飼育設備の準備
から飼育まで実務を担当いただいた公益財団法人
福島県栽培漁業協会の皆さまに深く感謝いたしま
す。併せて、ALC 標識や選別作業を行った福島
県水産資源研究所の職員各位に深謝いたします。
最後に、本報告のうち種苗生産と親魚養成は、
国立研究開発法人農業・食料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の「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」平成 28 ～ 30 年度「地域重要魚種の増養
殖に関する低コスト化に係わる生産体系の確立」
により行った。また、中間育成と放流は、水産庁「さ
け・ます等栽培対象資源対策事業」平成 31 年度「新
規栽培対象種技術開発（魚類）のうちホシガレイ
の種苗生産技術等の開発」により行った。記して

図11

スロープを用いた放流

厚く謝意を表します
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令和元年度
栽培漁業若手研修会
を開催しました

昨年度より栽培漁業若手研修会を開催しています。 本研修会は、 栽培漁業現場の若手技
術者を対象として、 対象種の生理 ・ 生態にあわせた親や仔稚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を、 先行機関の過去の取り組みに学びながら追体験し
ていただくものです。 今年度は、研修会の副題を 「佐賀県玄海水産振興センターでマナマコの、
佐賀県玄海栽培漁業協会でウニの、 種苗生産技術開発を追体験する」 として， 両機関との共
催で開催しました。 全国から１４機関１５名の受講者の参加を得て、 マナマコの生産終期にあ
たる８月１日、 ２日の２日間で開催しました。
唐津駅前に集合して、 佐賀県玄海水産振興センター波戸庁舎に移動し、 まず同庁舎の施設
について取水等のライフラインを中心に見学しました。 次に佐賀県玄海栽培漁業協会伊藤史郎
専務理事に佐賀県の種苗生産黎明期の研究開発の取り組み、 佐賀県玄海水産振興センター
江口勝久係長に２０００年以後現在に連なる佐賀県のマナマコの飼育技術開発の現状と課題、
について講演をしていただきました。 次に、 自己紹介とプレゼン練習を兼ねて、 受講者全員に
担当業務をプレゼンしていただきました。 その後、現場に移動し、佐賀県玄海水産振興センター
中原啓太技師より、 マナマコの親養成から採卵、 珪藻培養、 採苗、 稚ナマコ飼育からチグリ
オパス対策まで対象種の生理 ・ 生態に応じた施設や器具、 機材の説明を受け、 受講者から
の活発な質問に答えていただく現場ワークショップを行いました。 ここまでで初日が終わり、 夜
は唐津市内で遅くまで情報交換を続けました。
２日目は、 まず佐賀県玄海水産振興センター唐房庁舎に移動し、 永瀬りか技師に同センター
の中間育成と放流効果調査の現状と課題を講演していただきました。 その後、 佐賀県玄海栽
培漁業協会に移動し、 井上晃主任に説明していただいてウニ類を主体とした現場ワークショッ
プを行いました。
真夏の暑い中での熱い研修会となりました。 そこで、 参加できなかった皆様にもこの熱気を
お伝えすべく、 講演とワークショップの講師を担っていただいた佐賀県の両機関の皆様に寄稿
をお願いしました。 佐賀県の歴代の担当者
の方々がナマコやウニの飼育技術開発に取
り組む中で、 足りない生理 ・ 生態の知見を
どうやって得たか、 それに合わせた飼育法
と機材をどう考えて開発したのか、 が示され
ています。 違う魚種でも参考にしていただけ
れば幸いです。
次年度以後も場所と魚種を変えながら実
施していきます。 開催機関や対象魚種につ
いてご要望がありましたら当協会までお寄せ
ください。
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令和元年度栽培漁業若手研修会を開催しました

1 ＜講演＞佐賀県における種苗生産技術開発のあゆみ
− 特にマナマコの種苗生産 −

公益社団法人佐賀県玄海栽培漁業協会

１．はじめに

専務理事

伊藤

史郎

た、大きく異なる二つの海域を有している（図
1）。こうした海域において、種苗生産技術開発の

これからの栽培漁業を担う各県の若手技術者を

拠点となる県営の栽培漁業センターは玄海地区に

対象とした令和元年度研修会が佐賀県で開催され

整備され、玄海を中心に佐賀県の栽培漁業は始ま

るにあたり、佐賀県の栽培漁業の黎明期からたず

り、技術開発対象種も玄海の魚種が主体であった。

さわってきた一人として、佐賀県の種苗生産施設

ノリ養殖が主体である有明海域に対し、福岡県、

の整備や技術開発対象種の選定の背景などについ

長崎県に挟まれた玄海の漁場は狭隘であるが、屈

て紹介する。そして、今回の研修の対象魚種であ

曲した海岸線に沿ったリアス式海岸域での網漁業、

るマナマコについて、平成の初期に私が取り組ん

釣り漁業や海士漁業、内湾での小型底びき網漁

だ、既存施設を使ったマナマコの種苗生産技術開

業や魚類養殖など多種多様な漁業が営まれていた。

発のポイントなどを振り返り、技術を次世代に伝

こうした沿岸漁業を主体とした漁業実態から、定

承することの難しさなど自身の反省も含め紹介す

着性の強い魚種が技術開発の対象種となり、特に、

る。こうしたことが、若手技術者の皆さんが各所

磯根資源であるウニ類やマナマコ、アワビといっ

属において担当する業務の高度化、さらには今後

た介類に力点をおき種苗生産技術開発に取り組ん

出くわすであろう様々な課題を乗り越えるための

できた。

ヒントになれば幸いである。

佐賀県における種苗生産関連施設整備の沿革は
図 2 のとおりである。玄海を主体に始まった栽培

２．佐賀県の海域特性と種苗生産技術
開発の対象魚種

漁業は、平成に入り、有明海においても、クルマ
エビ、ガザミの種苗生産・放流技術開発、そして
アゲマキなどの有明海特有の貝類の種苗生産・放

佐賀県は対馬暖流の影響を受ける玄海と大陸遺

流技術開発に積極的に取り組んできた。

存種など独自の生態系を維持する有明海といっ

玄海

（公社）玄海栽培漁業協会

玄海水産振興センター

玄海水産振興センター
波戸庁舎

有明水産振興センター

有明海
有明海漁協
大浦栽培センター

図１

佐賀県の位置図と主な種苗生産機関等
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1975
1976

水産試験場栽培漁業センター着工
水産試験場栽培漁業センター一部稼働

1980

栽培漁業センターとして稼働（ウニ、アワビ、ナマコ、ガザミ他）

1985
83～87 水産種苗センター（現協会）整備、稼働（ウニ、アワビ、ナマコ、クルマエビ、ガザミ）

大浦漁協栽培漁業センター稼働（クルマエビ、ガザミ）

1990
1995
2000
2001
2005
2010
2012

（社法）玄海栽培協会設立（ウニ、アワビ）
（社法）玄海栽培協会稼働、栽培センター玄海水産振興センターに統合
有明水産振興センターに貝類研究棟整備（アゲマキ、タイラギ、クマサルボウ）

玄海栽培協会 社団法人から公益社団法人へ

2015

図２

佐賀県における種苗生産関連施設整備の沿革

３．マナマコ種苗の大量生産技術開発

しかし、着底後の餌の問題（当時は浮遊珪藻を継
続して投与）、水槽底面での原生動物の発生に伴

今日の佐賀県におけるマナマコの種苗生産技術

う稚ナマコの斃死など、大型種苗（体長約 10 ㎜）

は、
私が担当した昭和から平成初期にかけての「基

を安定して生産するためには、生産方式そのもの

礎編」により全国区となり、そして、江口勝久氏

を見直すことが重要と考えるに至った（既成概念

らが担当した平成 20 年前後の「応用編」により

にとらわれない、発想の転換）。

大きく進展したものと考える。個人的には、今日

佐賀県では昭和 49 年からアカウニの種苗生産

の佐賀県のマナマコ種苗生産技術は国内トップの

技術開発に着手し、その後、栽培漁業センターに

水準にあると確信する。

おいて、種苗の量産化に向けた技術開発を行って

私からは、
「基礎編」について、その技術開発

いた。このアカウニの種苗生産方式に着目し、マ

に至った経緯などについて紹介する。マナマコの
種苗生産の技術開発において、採卵から稚ナマコ
の飼育まで、様々な課題があったが、キーポイン
トとなった事項をあげるならば、ポイント 1 は「採
苗方式の導入」、ポイント 2 は「付着珪藻の培養」
である。キーワードは
（１）ポイント 1

発想の転換 。

採苗方式の導入

浮遊幼生

浮遊幼生

着底（稚ナマコに変態）

種苗生産技術開発としての稚ナマコまでの飼
育の成功は、昭和 50 年代初期福岡県の石田氏が

図３

マナマコ種苗生産の同一水槽方式のイメージ図

国内初で、この生産方式は浮遊幼生から着底初期
またはそれ以降の稚ナマコまでの飼育を一貫して
行うものであった（同一水槽方式と仮称する、図
3）
。それ以降、石田氏の生産方式を基本とした
様々な方法により稚ナマコの生産が試みられてい
た。佐賀県でも、昭和 54 年頃から同一水槽方式
で技術開発に着手した。その結果、昭和 57 年に

浮遊幼生

ドリオラリア幼生の割合が高まる

別水槽に幼生を投入（採苗）

は 500L パンライト水槽の底面に着底初期の稚ナ
マコを数万個レベルで生産することに成功した。
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図４

マナマコ種苗生産の採苗方式のイメージ図

令和元年度栽培漁業若手研修会を開催しました

ナマコの種苗生産に応用した。すなわち、アカウ

なかったが、種苗センターでは 10 ㎜以上の稚ナ

ニの種苗生産と同様に、浮遊幼生の飼育水槽とは

マコを数万個単位で生産することに成功した。

別水槽で培養した付着珪藻を使ってマナマコの浮

この成功の可否は、採苗に使用した付着珪藻の

遊幼生を稚ナマコへ変態させ、さらに、稚ナマコ

密度の差であり、その密度の差は付着珪藻の培養

の初期餌料として付着珪藻を利用する生産方式

方法の違いによるものと考えられた（写真 1：止

（採苗方式）である（図 4）
。この採苗方式が佐賀

水で培養した付着珪藻、写真 2：流水で培養した

県におけるマナマコ種苗生産の根幹である。
（２）ポイント 2

特

付着珪藻）。また、稚ナマコ飼育中にも栄養塩を

付着珪藻の培養

採苗方式の導入により体長 1 〜 2 ㎜の種苗を 10
万個単位で生産することが可能となったが、その
大きさ以上の種苗を大量に生産するまでには至ら
なかった。その壁を超えるポイントが付着珪藻の
培養方法であった。付着珪藻の培養とは、塩化ビ
ニールもしくはポリカーボネイト製の波板に初期
餌料となる付着珪藻類を繁殖させる工程のことで
ある。
私は昭和 56 年に佐賀県に入庁し栽培漁業セン
ターに赴任した。栽培漁業センターでの担当業務
はアカウニ、マナマコなどの種苗生産技術開発の

写真１

止水で培養した付着珪藻

写真２

流水で培養した付着珪藻

写真３

付着珪藻板上の稚ナマコ
（アカナマコ）

補助的なものであった。昭和 60 年から 62 年の
3 年間は現在の玄海水産振興センターに籍を置き、
種苗センター（現在の公益社団法人佐賀県玄海栽
培漁業協会）の稼働・立ち上げを主な業務とし
た。種苗センターの施設整備が進む中、昭和 60
年、61 年は、まだ取水施設が完成していなかった。
この条件下でアカウニ・バフンウニの種苗生産（加
えてクルマエビ・ガザミの種苗生産）に着手する
こと。これが業務命令であった。このため、当時
の栽培漁業センターでは流水・かけ流しで付着珪
藻を培養していたが、ウニ類の種苗生産に不可欠
な付着珪藻の培養は止水で行わざるを得なかった。
付着珪藻の培養は、止水条件下の水槽に付着珪藻
を繁殖させる波板を入れ、栄養塩を添加し、遮光
幕による照度調整、さらに、繁殖した付着珪藻を
凋落させるコペポーダを薬剤で駆除（現在は駆除
はできないが）することにより行った。その結果、
流水・かけ流しでの培養に比べ、高密度の付着珪
藻を繁殖させることが可能となった。その付着珪
藻の培養の違いが、マナマコの大型種苗の生産に
繋がっていくことになる。昭和 63 年 4 月に栽培
漁業センターで飼育したアオナマコの浮遊幼生を
二分し、栽培漁業センターと種苗センターで採苗
し、稚ナマコの飼育を行った。その結果、栽培漁
業センターでは 1 〜 2 ㎜の壁を超えることができ
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添加し、稚ナマコの成長に伴って遮光幕の透過率

要であろう。安易な改変は技術の退化を招きやす

を上げて飼育水槽を明るくし、大型の付着珪藻を

いと言える。

繁殖・維持できたことによって、10mm 以上の稚

５．最後に若手技術者に伝えたいこと

ナマコを数万個単位で生産することに成功したも
のと確信した。こうした飼育例を参考に栽培漁業
センターにおいても、付着珪藻の止水条件下での

昭和 50 年代の種苗生産技術開発の黎明期にお

培養、稚ナマコ飼育中の栄養塩の添加などにより、

いては、既成概念にとらわれない、発想の転換

1989 年以降は稚ナマコの生産が安定した（写真 3）

といったことが重要であったと考えるが、今日の

（既成概念にとらわれない、発想の転換）。

種苗生産現場においては、一定レベルの生産技術
を基礎とし、さらなる安定生産が求められてい

４．種苗生産技術の伝承

る。こうしたことから、次世代を担う若手技術者
の方々に伝えたいことは、それぞれの機関で新た

先に記載したような経過をたどり、マナマコ種

な魚種の技術開発に着手する際には、参考となる

苗生産の「基礎編」はできあがった。その基礎編

文献を熟読すること、他の生産機関の事例を十分

について取りまとめたのが、平成 8 年 3 月に発

に把握すること、これらを踏まえ、それぞれの海

刊した「佐賀県における種苗生産マニュアル：マ

域、生産機関の施設に応じた技術開発に取り組む

ナマコ編」である。このマニュアルの作成から約

ことが重要である、といったところである。そし

20 年が経過した今日、マニュアル作成後の種苗

て、技術の伝承については、前述したことを、一

生産状況を振り返ってみると、必ずしも「基礎編」

つの参考にしてもらいたい。

が着実に引き継がれ、そして改善されてきたわけ
ではない。江口氏らが担当するまでの間、明らか
な技術の改善、改良が行われてきたとは言い難い。

追記
今回の研修の場とは異なる有明海におけるアゲ

ただ、今回の研修で飼育現場ワークショップを担

マキの資源回復に向けた取り組みについて付け加

当した中原氏はマナマコ種苗生産の担当 1 年目で

えると、種苗生産技術開発に着手した平成 8 年か

ある。このことからも、江口氏らの「応用編」は

ら 20 数年が経過した今日、一部の海域で資源が

着実に伝承されている。この違いはなんなのか？

回復傾向にある。この成果は、この取り組みにた

その点について私なりに整理してみると、当然な

ずさわった一人として思うに、前述したような技

がら、各種苗生産機関では、数年おきに担当者が

術の伝承によって得られたものと確信する。

変わる、特に県などの公的機関では、転勤などに
より担当者の交代がよくみられる。こうした担当
者が変わった際に、技術の停滞が起こりやすいよ
うに思える。こうしたことが空白の期間を生んだ
要因の一つと考えられる。では、そのようなこと
が起こらないようにするためにはどうすればよい
か？まずは、前任者からの引継を確実に行うこと
（前例を踏襲する）、その際には、引き継ごうとす
る種苗生産技術に至った背景・根拠を十分に把握
すること、仮に、引き継いだ技術を変えようとす
る場合は、現手法の課題や改善点を整理すること、
その整理した内容について組織内で十分協議した
上で手法を変えること、そして、その改変の効果
については十分な評価を行うこと、これらの手順
を踏むことが重要であると考える。付け加えるな
らば、こうした一連の経緯について、振り返りが
できるよう、必ず記録として残しておくことが重
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令和元年度栽培漁業若手研修会を開催しました

特

2 ＜講演＞マナマコの種苗生産における技術開発の現状と課題
佐賀県玄海水産振興センター 資源研究担当係長

はじめに

江口 勝久

３）養成方法
調達した親ナマコは、産地別に密度 30 〜 50

当センターでは 1979 年からマナマコの種苗生

個体 /㎥を目安に水槽に収容する（図 1）。飼育

産技術開発に着手し、前項で伊藤が述べたとおり、

水には自然水温の砂ろ過海水を用い、換水率は

1990 年代には、浮遊幼生の飼育水槽とは別の水

約 10 回転 / 日とする。排水は、プランクンネッ

槽に、培養した付着珪藻板を収容し、そこで稚ナ

ト（目合い 63μm）で受けて産卵状況を確認して

マコへ変態（採苗）させ、その後付着珪藻板上で

いる。餌料は、冷凍ワカメの細片を、体重の 5 〜

飼育するという方式（採苗方式）を確立し、体長

10%、給餌頻度は週 2 回を基準とし、摂餌状況を

10㎜以上の稚ナマコが 10 万個体単位で生産可能

見ながら増減する。

となった 。
1）

その後、種苗生産各工程の技術改良を続け、現
在では採卵後 3 〜 4 ヶ月間の飼育で、体長 20㎜
程度の稚ナマコを 100 万個体以上生産すること
が可能な技術レベルに至っている。今回の研修で
私は、後に予定されている研修のメインパートで
ある現場ワークショップへの導入として、江口 2）
に報告している現在の生産方法を工程毎に説明し、
理解促進を図った。

１．親養成
１）産卵期（採卵時期）と産卵期の制御
計画的な採卵には、各地先での産卵期（盛期）

図１

親ナマコの飼育状況

これに加え、補助的な餌料として海藻粉末と貝

の把握が重要である。当センターでは、アカナマ

化石を主体とした配合餌料の給餌を行う。給餌量

コ、アオナマコとも産卵盛期の 3 月下旬〜 4 月下

は体重の 5%、給餌頻度は週 1 回を基準とし、摂

旬に採卵している。

餌状況を見ながら増減する。

水温制御による産卵期の制御（早期化）は北日

親ナマコ養成の課題は、成熟させる飼育条件が

本を中心に実施されているが、当センターではメ

不明であることである。特にアオナマコで顕著だ

リットが少ないため実施していない。

が、飼育期間の長期化に伴い、生殖腺が発達して
いない個体の割合が増える傾向にある。その原因

２）親の調達

は未解明だが、餌料が適していないのではないか

使用する親ナマコは、天然海域から生産開始直

と推測している。そのため、現在は、毎年新規の

前に潜水もしくは桁網で漁獲した 300 〜 800ｇ程

親を産卵期直前に、大量に調達することで対応し

度（平均 500ｇ程度）のものである。地域による

ているが、安定的かつ効率的な生産のためにはマ

産卵期や成熟状況の違い等のリスクに備えるため、

ナマコを成熟に導く、より適した養成餌料の検討

複数の産地から調達する。

が必要と考えられる。
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２．採卵

後、幼生飼育水槽に収容する。その後の飼育方法
の詳細は各項目別に述べる。

採卵方法は、水槽内で自然に産卵する卵をネッ
ト等で回収する方法（自然採卵法）
、昇温した紫
外線殺菌海水による刺激で産卵を誘発する方法
（昇温刺激法）、産卵誘発ホルモン「クビフリン」
（（株）産学連携機構九州）を使用する方法（クビ
フリン法）の 3 つの方法がある。
当センターでは、以前は昇温刺激法を中心とし
た採卵を行っていたが、クビフリンの開発後、採
卵の確実性、作業の効率化等を優先し、クビフリ
ン法を採用している。特にアカナマコの採卵で
は、これまでの昇温刺激では反応率が悪い事例が
多かったが、クビフリンの使用により、採卵効率
はかなり向上している（図 2）。

図３

マナマコの幼生

上列左：アウリクラリア初期（ふ化後１日）、上列中央：
アウリクラリア前期（ふ化後４日）、上列右：アウリ
クラリア後期（ふ化後９日）、下列左：ドリオラリア
期（ふ化後 11 日）、下列中央：ペンタクチュラ期（ふ
化後 14 日）、下列右：稚ナマコ（ふ化後 16 日目）

１）飼育容器：1000L 容ポリカーボネイト水槽
を用いる。
２）飼育密度：1 〜 1.2 個体 /mL（100 〜 120 万
個体 / 水槽）としている。これまでの飼育結果で
は、これ以上の密度で飼育した場合、生残率や成
長（変態）等の飼育成績が不安定となる。
図２

３）通気：水槽中央底面にφ 50㎜のエアストー

産卵状況（アカナマコ）

ンを 1 個設置し通気を行う。通気量は幼生の発育

水槽壁に這い上がって産卵している親ナマコ

に応じて約 0.5 Ｌ / 分から約 1.5 Ｌ / 分に徐々に

クビフリンによる具体的な採卵方法は、山野 、
3）

増やす。

や商品の取り扱い説明書に記載のとおり

４）水温：マナマコの幼生飼育が可能な水温範

なので割愛する。成熟した親ナマコを調達できれ

囲は 15 〜 22℃程度である。その範囲内では、飼

ば、採卵の工程に技術的な課題はない。

育水温が低すぎると飼育期間の長期化とそれに伴

吉国

4）

採卵した後は、沈殿法により洗卵し、ふ化用の

う飼育成績の不安定化、餌料供給量の増加があり、

水槽に収容して、翌日までふ化（浮上）を待つ。

高すぎると、成長は早まるが、飼育成績の不安定

このときの水温は、幼生飼育水温の 18℃程度に

化や加温コストの増加といった問題が生じる。こ

合わせるが、その水温であれば、概ね受精後 18

れらの知見を勘案して、当センターでは 18℃に

時間でふ化が始まる。

設定している。
５）換水：収容後 4 日目より毎日半分量を一度に

３．浮遊幼生飼育

交換する換水を行う。
６）底掃除、設備洗浄：2 日に 1 回程度、水槽底

採卵の翌日、ふ化水槽でふ化（浮上）した幼生は、

16

面をサイフォンによって、全体の 1 〜 2% 程度排

浮上の状況（おおまかな孵化率）
、ふ化幼生の形

水する。底掃除は、残餌、死骸、糞等の飼育環境

態、動きで優先順位をつける。使用する幼生はサ

の浄化だけでなく、底面の状態（斃死、奇形個体

イフォンで上澄みだけをゆっくりと回収し、計数

の割合や有機物の量等）から飼育状況を把握する
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のも重要な役割である。飼育状況が良好な場合は、
期間を通じて底面は清浄である場合が多い。
飼育に使用するエアストーン、換水ネットは 2 〜
3 日に 1 回程度水道水で洗浄する。
７）餌料：自家培養したキートセロス・ネオグラ
シーレ Chaetoceros neogracile を使用し、給餌量は
0.5 〜 3 万細胞 /mL とするが、発育段階や摂餌状
況に応じて増減する。
以上の方法で、通常の飼育事例では、生残率が
60 〜 70% 程度、稚ナマコ変態直前のドリオラリ
ア期以降の幼生の割合が 50% 程度である。しか
し、アオナマコは比較的良好である場合が多いが、
アカナマコでは成長、変態の停滞、胃の萎縮、生
残率の低下等の飼育不良がしばしばみられる。マ
ナマコ種苗生産工程のうち、当センターで最も苦

図４

付着珪藻板

労することが多い工程はアカナマコの浮遊幼生飼
育である。

週間に 1 回程度の換水、海水シャワーによる洗浄、

幼生飼育不調の原因については回次によって異

施肥、波板の上下反転を行い、小型で付着力の強

なることも推測され、現時点で特定できていない

い珪藻を均一に繁茂させる。種組成は小型 （20

が、餌料の質や飼育水中の細菌叢による場合が多

μm 以下）の Navicula 類、Nitzschia 類、Amphora

いと考えている。

類などが主体である。

したがって、特にアカナマコの幼生管理におい
ては、良質な餌料、すなわち、対数増殖期（増殖

５．採苗

速度が早い時期）のもので、培養期間が短く、細
菌・原生動物等の混入が少ないものを給餌する

採苗とは、浮遊幼生を付着珪藻板等の付着基質

こと、および細菌類の影響を少なくするため、飼

上で稚ナマコへ変態させる工程のことである。当

育準備段階における飼育設備の殺菌、消毒の徹底、

センターでは幼生飼育を終了し、採苗に移るタイ

飼育期間中の器具（エアストーン、換水ネット等）

ミングとして、浮遊幼生の変態が進み、ドリオラ

の洗浄の徹底を心がけている。

リア期以降の幼生が 50% 以上となった時点を基
準としており、通常、飼育開始後 14 日前後での

４．付着珪藻培養

採苗となる。
１）採苗水槽：採苗には、加温が可能なポリカー

付着珪藻は、浮遊幼生から稚ナマコへの変態促

ボネイト製の屋根がある屋外の 7㎥ FRP 製水槽

進、およびその後の餌料としての役割がある。付

もしくは、屋内の 15㎥角形コンクリート水槽を

着板として塩化ビニルもしくはポリカーボネイト

使用する（図 5）。

製の 32 × 40cm の波板を 10 枚 1 組でホルダーに

２）付着基質：付着基質として前述の付着珪藻板

固定して使用している（図 4）。

を用い、出来るだけ細胞密度の高いもの（100 万

自然に増殖する天然の付着珪藻を屋外水槽で

細胞 /㎠以上）を使用するようにしている。また、

1 ヶ月半〜 2 ヶ月程度かけて培養する。付着板を

付着基質からのシオダマリミジンコ侵入を防除す

水槽に設置し、種となる付着珪藻が繁茂した種板

るため、炭酸ガスもしくは 0.2%KCL 溶液で事前

を全体の 3% 程度差し込み、農業用の肥料を投入

に処理し、採苗水槽に垂直に設置する。

後、止水状態で培養する。水槽上面には光量調

３）飼育水：シオダマリミジンコの侵入を防ぐた

節のための遮光幕を設置し、水面直上で 1,000 〜

め、50μm 以下の目合いのカートリッジフィル

10,000lx 程度となるように付着珪藻の繁茂状態を

ターと目合い 45μm のプランクトンネットでろ

見ながら遮光幕で調節する。培養期間中は 1 〜 2

過した海水を使用する。また、使用可能な水槽で
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よって値はばらつくことが多い。その一番の要因
は採苗に供した幼生の状態（質）であると考えら
れ、近年、幼生飼育の不調がよく見られるアカナ
マコの場合は、平均の採苗率で 5 % 程度と、かな
り低い年もある。
幼生の飼育状況と上記の基準となる採苗率を勘
案して、予定する付着数となるように収容幼生数
を決定する。予定する付着数は当センターの場合、
付着板 1 枚あたり 300 個体としている。これよ
りも多ければ、その後の飼育における成長停滞や
後述する大量減耗がみられる場合がある等飼育成
図５

採苗水槽（遮光幕を撤去して撮影）

績が不安定になり、これよりも少なければ、採苗
用に準備する水槽の増大、加温コストの増大等、

は紫外線殺菌海水を使用する。

非効率的な採苗となる。

採苗時の水温に関しては、12℃〜 20℃の範囲
では水温が高いほど採苗率が高まるが、加温コス
トとその効果の兼ね合いから、18℃に設定してい
る。また、幼生収容後 1 週間程度は基本的に止水
とし、その後定期換水で、0.5 〜 1.0 回転 / 日程度

目視確認が可能となる採苗後 10 日目前後で付

の換水を行う。

着数を計数後、稚ナマコ飼育の工程に移る。以下、

４）通気：当センターは塩ビ管を用いた通気管で

各項目について述べる。

通気を行っている。通気では、幼生と付着基質の

１）飼育密度：生残率や成長等の飼育成績と水槽

遭遇率を高めるためには、水槽全体を均一に撹拌

数の増加によるコストや作業量の増加を併せて考

することが重要である。

えると、飼育密度は付着板あたり 100 〜 150 個体

５）照度：強い光、紫外線は稚ナマコの減耗要因

程度（10 〜 15 万個体 / 水槽）が望ましい。したがっ

となるため、水面直上の照度が 3,000lx 以下とな

て、採苗時の付着数により 1 水槽を 2 〜 3 水槽

るように遮光幕を用いて調節する。採苗直後の稚

に分槽し、飼育密度を 100 〜 150 個体 / 枚程度に

ナマコは、付着珪藻の摂餌圧が低く、またその期

調整する。

間も短い。そこで、低照度による付着珪藻に対す

２）飼育水槽：採苗水槽と同型の屋外コンクリー

る悪影響よりも、紫外線による稚ナマコの減耗リ

ト水槽を使用する。当センターのコンクリート

スクを優先し、暗めに維持している。

水槽は二重底で、水槽の上半分に飼育用のネット

６）給餌：採苗率を上昇し、着底後の稚ナマコ餌

（100 目）を設置し、その中で飼育を行う方式で

料とするため、飼育水中に 2 〜 5 万細胞 /ml と

ある（実効水量は約 7㎥）。水深の浅い FRP 水槽

なるように、ネオグラシーレを給餌する。給餌は

で直に付着基質を設置して行う飼育方法と比べる

幼生収容後、15 日目前後まで継続する。

と、底に堆積した稚ナマコの糞や残餌等の有機物

７）計数：稚ナマコの計数作業を、目視による確

の腐敗が起きにくく、底掃除が不要になり、流水

認が出来る 10 日目を目安に行う。抽出率 1 % で

条件下でも配合餌料が流出しにくいという長所が

無作為に選んだ付着板上の付着数を計測し、全体

ある。

に引き延ばして推定値を算出する。

３）飼育水：採苗期間中、加温していた場合は、

以上の方法で、ドリオラリア期以降の幼生の割

18

６．稚ナマコ飼育
（採苗後10日目の計数後〜）

1 日に 1 〜 2℃のペースで自然水温に近づける。

合が 50% 程度である平均的な幼生群を採苗に用

注水は、採苗後 40 日程度の遮光幕を撤去するま

いた場合は、
収容全幼生数から算出した採苗率（付

では、シオダマリミジンコ対策として前述のカー

着率）は概ね 30% 前後、収容幼生中のドリオラ

トリッジフィルターとプランクトンネットでろ過

リア期以降の個体割合から算出した採苗率は 50%

したものを使用し、可能な場合は紫外線殺菌海水

前後である。しかしながら、年や回次、水槽に

を使用する。採苗後１週間程度は止水、その後飼
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育日数の経過とともに 0.5 〜 8 回転 / 日程度に増

およびコスト削減が可能となった。

加する。

９）底掃除：二重底の角形コンクリート水槽で飼

４）通気：採苗時と同様に水槽全体の飼育水が均

育している場合は、基本的に 1 回目の取り上げ

一に撹拌されるように通気する。

を行う採苗後 60 〜 70 日程度まで必要ない。二

５）遮光：照度別の稚ナマコ飼育試験結果では、

重底でない FRP 水槽で、付着板を水槽に直に設

稚ナマコに悪影響が無い範囲では、高照度下で

置して飼育する場合は、堆積した有機物が腐敗し、

成長が良い傾向にある 5）。実際の生産では、採苗

硫化水素を発生するため、2 週間に 1 〜 2 回程度

〜 20 日（平均体長で約 3 ㎜まで）の期間は遮光

の底掃除が必要である。

率 70% の遮光幕 1 枚を使って照度 3,000lx 以下に、

10）取り上げ選別：平均体長が 15 ㎜前後となる

その後 40 日程度（平均体長で約 5 ㎜まで）まで

採苗後 60 〜 70 日で、1 回目の取り上げ作業を行

は遮光率 50% の遮光幕 1 枚を使って 20,000lx 以

う。

下に、それ以降は遮光幕を撤去して晴天時照度

生残率は、採苗後 20 日以内に大量減耗が無け

80,000lx 以上としている。

れば、採苗〜 1 回目の取り上げを行う 60 〜 70

６）施肥：付着珪藻の繁茂を促すため、イオンカ

日までで 80% 以上である。年によってバラツキ

ルチャーパック（（株）不動テトラ製）とゲルカル

はあるが、アカナマコとアオナマコで差はほとん

チャー（第一製網
（株）製）を水槽内に設置し、栄

どみられない。

養塩を添加する。使用量は水槽あたりそれぞれ 2

成長は採苗後 20 日で約 3 ㎜、30 日で約 5 ㎜、

㎏とし、タマネギ袋に小分けして垂下する。

60 日で約 15 ㎜となり、アカナマコとアオナマコ

７）付着板の反転：5）、6）に加え、1 回 / 週程度（遮

で差はほとんどみられない。

光幕撤去後は 2 回 / 週程度）
、付着板の上下を入
れ替える反転作業を行うことで、付着珪藻の維持

７．シオダマリミジンコ対策

に努める。特に遮光幕撤去後は、稚ナマコの減耗
要因となり、取り上げ選別作業に多大な労力が必

シオダマリミジンコは匍匐性の小型の甲殻類

要となるシリオミドロ類が繁茂しやすい状態とな

（カイアシ類）で、稚ナマコに物理的な損傷を与

るため、頻繁に行う必要がある。

えたり、餌料競合をしたりすることで、場合によ

８）給餌：稚ナマコ飼育時の主な餌料は付着珪藻

り大量減耗を引き起こすマナマコ種苗生産にとっ

であるが、採苗〜 15 日目を目安にネオグラシー

ては有害な生物である（図 6）。

レ（2 〜 5 万細胞 /ml）を、それ以降は海藻粉末
を主体とした配合餌料の併用給餌を行う 6）。
ネオグラシーレは着底初期において餌料価値が
高く、海藻粉末等に比べ飼育水の水質悪化も少
ないが、一方で、成長に従い餌料価値が相対的に
低下し、培養の手間やコストもかかる餌料である。
したがって、給餌期間は、効果の高い採苗から
15 日程度（体長約 2 ㎜）までとしている。
配合餌料は海藻粉末（アスコフィラムノドサム
とマコンブ）と貝化石の同重量混合物であり、状
況 を み な が ら 週 に 2 〜 3 回 程 度、100 〜 200 g/
水槽程度給餌する。
配合餌料の給餌の効果については、その他の飼
育方法が若干異なるため、一概に比較すること
は難しいが、配合餌料を給餌せず、付着珪藻のみ
で飼育していた過去の事例と比較すると、配合餌

図６

シオダマリミジンコと斃死した稚ナマコ

このシオダマリミジンコに対して、①侵入防除、

料給餌期間中の成長や生残は大幅に向上している。

②侵入後の増殖防除、③減耗低減の 3 つの対策を

それに伴い、生産数量の増加、生産期間の短縮化

とっている。
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①侵入防除は、注水や飼育作業従事者、親ナマ

３）山野恵祐．産卵誘発ホルモン「クビフリン」を用

コ（採卵時点）、付着基質等からのシオダマリミ

いたマナマコの採卵技術．養殖 2009；577：40-

ジンコの侵入を物理的に防ぐものである。主な侵

42．

入経路である注水に対しては、卵のサイズ（50μ
m）以下のフィルターとプランクトンネットを併
用してできるだけ排除している（図 7）。

ﾌｨﾙﾀｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ

４）吉国通庸．第 3 章

成熟・産卵．「ナマコ学 - 生物・

産業・文化 -」（高橋明義、奥村誠一編）成山堂書
店．2012；35-60．
５）山浦啓治，江口勝久

2014．付着珪藻板飼育時の

照度が稚ナマコの成長と生残に及ぼす影響．佐玄
水研報第 7 号，1-4．
６）江口勝久

2014．稚ナマコ（アカナマコ）飼育に

おける付着珪藻以外の餌料の比較．佐玄水研報第
7 号，5-9．

ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
図７

注水のフィルターとネット

フィルターカートリッジはフィルター表面の付着珪藻
の繁殖を防止のための遮光カバーをかぶせて使用

②増殖抑制は、①をすり抜けてわずかに侵入し
てくるシオダマリミジンコを侵入後になるべく増
やさない対策である。これまでに、他県の事例を
参考に、飼育水をエアリフト等で循環し、シオダ
マリミジンコをネットトラップする方法や、小型
魚類を水槽内に放養して捕食させる方法等を試行
しているが、当センターでは有効な方法は見いだ
せていない。
③減耗低減は、付着珪藻の存在下では付着珪藻
を優先的に摂餌するシオダマリミジンコの生態特
性を基に、付着珪藻の密度を高く維持することで
稚ナマコの減耗を防ぐことと、減耗を受けにくく
なる体長 3 ㎜以上に速やかに成長させることが主
な対策である。成長が良好である場合、シオダマ
リミジンコの増殖がみられる採苗後 30 日前後に
は、減耗が抑制される体長である 4 〜 5 ㎜まで成
長させることが可能である。
【参考文献】
１） 伊 藤 史 郎

1995． マ ナ マ コ の 人 工 大 量 生 産 技

術 の 開 発 に 関 す る 研 究． 佐 栽 漁 セ 研 報 第 4 号，
1-87．
２）江口勝久

2014．マナマコ種苗生産技術の現状と

課題．佐玄水研報第 7 号，81-97．
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3 ＜講演＞マナマコの中間育成、放流効果調査の現状と課題
佐賀県玄海水産振興センター 資源研究担当 技師

１．佐賀県のナマコの現状やこれまで
の取組

永瀬 りか

佐賀県では、昭和初期からナマコの増殖事業が
行われ、親ナマコの放流や投石、禁漁などが行わ
れてきた 1）。平成に入るとナマコ人工礁の造成や

マナマコは、佐賀県玄海地先のほぼ全域に生息

生息状況調査、生態調査、種苗放流、中間育成技

する重要な水産資源である。そこで、佐賀県では

術開発に取り組んでおり 2）、現在は、2016 年度

1980 年頃からマナマコの種苗生産技術の開発に

より開始された事業で生息漁場調査や種苗放流、

取り組み、1992 年から有償配布による種苗放流

DNA 標識による放流効果調査を行っている 3）。

が行われている。
農林水産統計によると、佐賀県松浦海区にお

２．マナマコの中間育成手法の検討

ける「なまこ類」の漁獲量は 1970 年頃の 180 〜
200 トンをピークに減少し、1990 年には約 8 ト

現在、佐賀県玄海地区の各地でマナマコの種苗

ンまで減少した。その後は少々増加し、1995 年

放流が行われており、その中で放流後の減耗が少

頃から約 20 トン前後で推移している（図１）。

ない大型種苗を求める声も多い。そこで大型種苗
を得るための簡易的な中間育成手法（垂下式）を
検討することを目的とした試験を行った。
方法としては、タマネギ袋にカキ殻と平均体長
15.6㎜のアオナマコ種苗を 1 袋に 15 個体（以下、
15 個区とする）もしくは 30 個体（以下、30 個
区とする）入れ、そのタマネギ袋を提灯カゴに入
れて漁港内の水深 1.5m、4m、底層に垂下し、1 ヶ
月ごとに取り上げ、メントールで麻酔した後、体
長を測定した。

図１

佐賀県松浦海区における「なまこ類」
漁獲量の推移

その結果、中間育成開始 5 ヵ月後の発見率は
8 割〜 9 割以上と良好な結果が得られた。また、
15 個区では、中間育成開始 3 ヵ月後には体長が
15.6㎜から 43.0㎜、30 個区は 33.6㎜に成長し（図
3）、15 個区に比べ 30 個区はやや成長が悪いとい
う結果であった。両区とも 3 か月後（11 月）ま
では順調に成長していたが、それ以降の測定では
体長が徐々に縮小するという現象が見られた。
今回試験により設定した中間育成手法にはいく
つか課題があることが分かった。マナマコ種苗の
生残に関しては 8 割を超えており良い結果であっ
たと考えているが、垂下期間中に袋が破け、生残
及び成長が不明となった試験区があったため、タ

図２

調査対象の松浦地区
橙色丸：調査地

マネギ袋を使用するのであれば二重以上にするこ
とや破れにくい素材の袋を使用するなどの検討が
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たものであり、平均体
長 15㎜前後のアオナ
マコ種苗を 10 万個体
程度、ホースを用いて
陸上から海底へ直接放
流を行った（図 4）。
放流場所における追
跡調査の方法は、海底
に 10m の ロ ー プ を 張
り、その両側 0.5m（計
図３

中間育成における層別体長の推移

1m） に 分 布 し て い る
マナマコを潜水により

必要である。また、今回の試験では 1 袋の個体数

捜索・採集した。また、

が 30 個体以下と少ないため、今後は 1 袋 100 単

この時再捕したマナマ

位の個体数での検討が必要である。さらに、11

コは湿重量を測定した 図４ ホースでの放流の様子

月以降マナマコの成長の低下がみられた。こうし

後、触手および縦走筋を採取し天然個体と放流個

た現象が起き始めた 10 〜 11 月頃から垂下して

体の判別のため DNA 分析に供した。

いたカゴにコケムシの仲間やホヤなどが多く付着

2018 年度に追跡調査で再捕したマナマコの湿

するようになったことから、成長低下の原因は、

重量ごとの個体数を図 5 に示した。追跡調査で再

付着物が多く、カゴの水通りが悪くなったためで

捕したマナマコ放流個体の混入率を求めたところ、

はないかと考えられる。しかしながら、他にも収

2016 年度は 3.9%、2017 年度は 4.6%、2018 年度

容密度や餌の不足、競合生物の存在など考えられ

は 27.9% となった。2018 年度の混入率が他 2 年

る原因は多くあることから、昨年度の調査のみで

と比べて高いのは、他 2 年では行っていない放流

は原因の特定には至らなかった。

の 1、2 か月後に追跡調査を行い、その時に再捕

北海道でも垂下式中間育成について検討され

した 10g 未満のマナマコのほとんどが放流個体で

ており、収容密度が高いほど成長が悪く、1 袋に

あったためである。この放流後 1，2 か月の追跡

100 個体以下（50 〜 100 個体）がよいという結

調査を除いて、他 2 年と同時期の調査のみの結果

果となっている 。今後は他県の事例などを参考

を見ると混入率が 13.8% とそれでも比較的高め

にしながら、マナマコの収容個体数などの検討を

の結果となった。

4）

していく必要がある。

2018 年度に追跡調査で再捕したマナマコの湿
重量ごとの個体数を図 5 に示した。追跡調査で再

３．マナマコ放流効果調査

捕したマナマコ放流個体の混入率を求めたところ、
2016 年度は 3.9%、2017 年度は 4.6%、2018 年度

佐賀県は数十年前からマナマコ種苗の放流を
行ってきたが、マナマコにはタグのような外部標
識の装着が困難であることから追跡調査の際に天
然個体と放流個体の判別ができず放流効果の正確
な実態が把握できていなかった。しかし、近年
DNA マーカーを利用した標識放流技術が開発さ
れたことから、本県ではその技術を活用し、マナ
マコの種苗放流効果を明らかにすることを目的と
した調査を 2016 年から行っている。
まず、この調査で行ったマナマコ種苗放流は、
佐賀県唐津市の唐房漁港を放流場所として 2016
〜 2018 年の計 3 回、7 月から 10 月にかけて行っ
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追跡調査で再捕されたマナマコの湿重量と個体数
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は 27.9% となった。2018 年度の混入率が他 2 年

くすよう放流方法や追跡調査の検討が必要である。

と比べて高いのは、他 2 年では行っていない放流

以上をまとめると、近年、DNA 分析による標

の 1，2 か月後に追跡調査を行い、その時に再捕

識技術が開発され、放流後のマナマコを追跡する

した 10g 未満のマナマコのほとんどが放流個体で

ことが可能となった。しかし、現状、放流個体

あったためである。この放流後 1、2 か月の追跡

を継続的に回収することができていないことから、

調査を除いて、他 2 年と同時期の調査のみの結果

放流後のマナマコを十分に追跡できていないこと

を見ると混入率が 13.8% とそれでも比較的高め

が大きな課題となっている。したがって、マナマ

の結果となった。

コ放流に関する技術開発や調査技術・方法の改善

北海道や大分県でもマナマコ放流効果調査と

及び検討を継続的に行う必要があるものと考える。

して、DNA 分析による親子判定を行われており、
北海道では、佐賀県と同様に放流後の急激な減少
がみられ、潮流による流失や食害などが原因とし
ている

。また、2011 〜 2013 年の追跡調査に

5-7）

おける混入率は 1.1 〜 3.6% となっている。
一方、大分県では、2014 〜 2016 年の追跡調査
における混入率は 17.6 〜 69.9% とかなり高い値
となっている。しかし、この時に再捕された放流
個体はすべて放流時に設置した放流カゴやブロッ
クから再捕された個体であり、漁港内を広く捜索
した際には放流個体を 1 個体も発見できなかった
とのことである 8-10）。
今回の調査では、放流後のマナマコは発見する
ことが難しく追跡調査が困難であることや放流
後 2，3 年目個体が追跡できていないことが大き
な課題となった。その原因として考えられるもの
を 3 つほど挙げると、1 つ目は放流後に生き残っ
ていないのではないかということである。しかし、
中間育成試験での生残はとても良く、放流 1、2
か月後の追跡調査では放流した種苗が多く再捕さ
れていることからへい死による急激な減少は考え
にくい。
2 つ目は放流後、広範囲に移動しているのでは
ないかということである。マナマコ種苗を網篭に
入れて放流した後、潜水にて観察したところ 7 時
間後には 22.3％がネット壁面に移動し、2 日後に
は 22.0% しか残存していなかったという試験結
果 11） もあり、マナマコ種苗は放流場所にはとど
まらず早い段階で移動していくのではないかとも
考えられる。
3 つ目は追跡調査では発見できていないだけで
はないかということである。マナマコは日中に比

【参考文献】
１）伊藤史郎 1996：マナマコ種苗生産 ,11．稚ナマ
コ放流事業について．佐賀県栽培漁業センターに
おける種苗生産マニュアル，108-109.
２）永瀬りか・金丸彦一郎 2019：唐津市大浦浜地先
におけるマナマコ増殖と漁獲量との関係．佐賀県
玄海水産振興センター研究報告（9），1-4.
３）佐賀県玄海水産振興センター 2019：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書
p19-33．
４）北海道立栽培水産試験場 2009：マナマコ人工種
苗の陸上育成マニュアル
５）酒井勇一 2011：DNA 解析によるマナマコの放
流効果推定技術の開発と系群構造の解明．平成
21 年度道総研栽培水産試験場事業報告書，86-94.
６）酒井勇一 2012：DNA 解析によるマナマコの放
流効果推定技術の開発と系群構造の解明．平成
22 年度道総研栽培水産試験場事業報告書，6-13.
７）酒井勇一 2013：DNA 解析によるマナマコの放
流効果推定技術の開発と系群構造の解明．平成
23 年度道総研栽培水産試験場事業報告書，6-18.
８）酒井真梨子・木村聡一郎 2015：ナマコの増殖・
放流技術の開発及び環境浄化機能の検証．平成 26
年度大分県農林水産研究指導センター水産研究部
事業報告，157-163.
９）酒井真梨子 2017：ナマコの増殖・放流技術の
開発及び環境浄化機能の検証．平成 27 年度大分
県農林水産研究指導センター水産研究部 事業報
告，128-134.
10）宇都宮のぞみ 2018：ナマコの増殖・放流技術の
開発及び環境浄化機能の検証．平成 28 年度大分
県農林水産研究指導センター水産研究部 事業報
告，154-160.
11）真崎邦彦・山浦啓治・青戸泉・大隈斉 2007：マ
ナマコ種苗の放流後の発見率低下要因について．
水産増殖，55（3），347-354.

べ、夜間の表出率が高く、日中物陰に隠れていて
調査時に発見できていない可能性もある。した
がって、今後、より効率的に放流マナマコの追跡
調査を行うためにはこれらの考えられる原因をな
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4 ＜飼育現場ワークショップ＞

in 佐賀県玄海水産振興センター波戸庁舎

− マナマコの生理・生態とそれに合わせた施設・器具・飼育作業を考える −
佐賀県玄海水産振興センター 種苗生産担当

技師

中原

啓太

マナマコ飼育技術の概要は、前項で既に整理さ

て使い、１L 容器は更にオートクレーブ滅菌

れた。飼育現場ワークショップでは、実際の施設、

をしてから使う。大型の水槽の株を植え継ぐ

水槽、資機材、道具、生き物（餌料珪藻、マナマ

とコンタミの危険性が高いので、必ず滅菌が

コ親・仔稚等）を見ながら現場作業で大事なとこ

厳密に行える小容器から徐々に大型水槽に一

ろを説明し、質疑しながら進めた。以下に主要な

方通行で拡大していく拡大培養を厳守するこ

説明や質問と返答を記載する。

とが大事である。
Q：これを生産期は毎日続けるのか？キートセロ

１．餌料培養

スの培養作業に要する時間はどのくらいかか

浮遊期の餌料として重要なキートセロスは、生
産終了後に寒天培地に落として、次の生産開始

るのか？
A：採苗後 15 日間キートセロスを与えるので、

時はそこから寒天→ 5mL 試験管→ 100mL 三角

その期間は毎日続ける。慣れれば、1 時間で

フラスコ→１Ｌ平底フラスコ→５L 平底フラスコ

終わる。

→ 45L 角形水槽に拡大する。寒天培地の作り方
から、試験管やフラスコでの植え継ぎ作業の注
意点を説明した（写真１）
。恒温室内培養の通気

２．親養成
親ナマコは毎年 1 月から 3 月にかけて購入し、

は、当初は屋外の大型ブロワーから室内にひいて

2 kL 角形水槽で飼育している。養成中は海藻粉

いたが、コンタミ防止の観点から、室内に小型ブ

末とマコンブ粉末、貝化石粉末を混ぜ合わせたも

ロワーを設置して、カートリッジフィルターでろ

のと冷凍ワカメの細片を給餌している。

過し、長いホースで室温に冷ましてから各水槽に

Ｑ：飼育水槽の排水方法は？

通気する方式に変更した。

Ａ：排水口から塩ビ管を立ち上げ、オーバーフ

Ｑ：５Ｌ容器まではオートクレーブで滅菌するの

ローさせている。ナマコは自分の口位の小さ
な隙間を通れるため、塩ビ管をのぼって、排

か？
Ａ：ボイラーで 80℃に加温した温海水をそれぞ

水口に親ナマコが詰まったり、流れていった

れ入れて、５L 容器と 45L 水槽では冷まし

りすることがあるので、排水口には必ずネト
ロン製のネットを被せる。
Ｑ：貝化石粉末は消化できないのになぜ餌に混ぜ
るのか？貝化石粉末は砂の代わりになるの
か？
Ａ：おそらく消化を助ける作用がある。ナマコは
砂泥と一緒に取り込んだ有機物を消化すると
いう生態なので、それが砂泥の代わりになっ
ていると思われる。また、砂を敷くとその下
に硫化水素の層ができるが、貝化石粉末（グ
リーンカルチャー社製、ロイヤルスーパーグ

写真１
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３．飼育施設・器具の消毒
幼生飼育水槽への注水は、溜め水槽に紫外線殺
菌海水を溜めて、そこから水中ポンプで配管を

基入れ、ウォーターバス方式で飼育している。通
気は、幼生が壁面に衝突せずに循環する程度に調
整する。
幼生を収容後、4 日目から換水と底掃除を行う。

通じて各飼育水槽に送るシステムである（写真２、

底掃除は塩ビパイプで底をなぞるように行う。幼

３）
。飼育開始前の施設・水槽・器具の消毒の際

生が沈んでダマになっている状況を確認した際は、

もこのシステムをそのまま利用する。溜め水槽に

回収水の中の幼生の状況を必ず確認する。底掃除

塩素を添加して 1 時間後に、この塩素 260ppm 海

は飼育環境の悪化を防ぐ意味もあるが、生育状況

水を飼育水槽が満水になるまで、配管を通じて送

をモニタリングする意味でも重要である。幼生の

る。飼育水槽には採卵で使用する 100 Ｌパンラ

観察は午前中の早いうちに行い、胃の萎縮、奇形、

イトや排水ネットなどの器具も入れ、一斉に消毒

発達の遅れ等の有無を観察する。

する。翌日、溜め水槽に中和剤を入れ、これを水
中ポンプで各水槽に送り、中和する。

換水は 2 本の換水ネットを使用する（写真４）。
換水中は、幼生がネット部分に張り付くので、定
期的にネットを揺すって張り付いた幼生を振り落
とす。半水量（500L）排水後、今度は換水ネッ
トに注水用のホースをつないで注水する（写真 5）
。

写真２

溜め水槽

写真４

写真３

換水ネット

飼育水槽

４．採卵
ナマコの雌雄は、海水中でメスを用いて 1 ㎝程
度切開し、体内から押し出された生殖巣の色か

写真５

ら判別する。その際、強く押し出すと内臓を全て
吐き出してしまうことがあるので注意が必要であ
る。また、採卵誘発ホルモンのクビフリンを使用
する際は、体中央部に注射針を刺し、刺した針先
が、体内の腹腔で自由に動くことを確認する。

５．浮遊幼生飼育
角型 15kL 水槽の中に 1kL パンライト水槽を 5

換水時の注水

Ｑ：幼生の状態が良いものが最終的な飼育成績も
良いか？
Ａ：幼生の状態が判断できるのは球状体の形成時
期である飼育 10 日前後のアウリクラリア後
期からである。球状体が正常に形成される個
体が比較的多い水槽は、飼育成績も良くなる
傾向にある。
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水槽に収容する前に、炭酸ガスで pH5.0 以下に調

６．採苗

整した海水に 1 時間浸漬する。pH5.0 以下の海水

飼育 14 日前後になると、ドリオラリア幼生が

に浸漬したシオダマリミジンコは 30 分で死亡す

多く確認できるようになり、アオナマコは 5 割程

るが、卵は死なないのでフォルダーを強く揺すっ

度、アカナマコは 3 〜 4 割程度に達した段階で採

て卵をふるい落とす。それでも卵が残っている可

苗している。

能性があるので、余裕があれば 3 日後にもう 1 度

幼生の回収は、まずウォーターバスの水位を上
げ、飼育水槽と回収水槽（100L）に水位差を作る。

炭酸ガス処理を行う。
また、炭酸ガス処理直後に採苗すると、稚ナマ

次に、その水位差を利用し、サイフォンで飼育水

コが減耗した経験があることから、炭酸ガス処理し

を飼育水槽から回収水槽に移す。同時に、回収水

て 1 日以上経過してから採苗するようにしている。

槽にも幼生を残して飼育水だけ排水する換水ネッ
ト（写真６）を設置し、回収水槽から飼育水が溢
れ出さないように幼生を濃縮する（写真７）。
採苗に使用する幼生数は、15kL 水槽にドリオ

８．サイズ測定（メントール麻酔）
取り上げ作業前にメントールでサイズ測定を行
う。麻酔剤は l-menthol（特級、和光純薬）を使

ラリア幼生 40 〜 50 万個体を基準として収容して

用する。1 Ｌの海水に 0.5ｇの l-menthol を溶かし、

いる。

48 時間おいて、80％に希釈したものを麻酔薬と

採苗後 10 日目に計数を行う。密度が明らかに

して使用する。シャーレ等に麻酔薬とナマコをい

高い場合、初期減耗が激しい傾向にあることから、

れ、6 〜 7 分で完全に麻酔が効いた状態になるた

10 日を待たずに計数し、付着板１枚あたり 100

め、ノギス等で測定を行う。

〜 150 個体程度になるよう分槽することが望ま

Ｑ：身体が曲がって麻酔がかかり測定できないも
のもあるのか？

しい。

Ａ：曲がったまま麻酔がかかったものは、ピン
セット等で伸ばすことで測定が可能である。

９．取り上げ、選別
平均体長が 15㎜前後となる採苗後 60 〜 70 日
で、1 回目の取り上げ作業を行う。KCl を溶かし
た海水に付着板を浸漬し、ナマコを剥離し、選別
を行う。選別は、目合い 3 ㎜（対角線 4.2㎜）の
ステンレス金網製の篩いを使用し、大サイズと小
サイズに分ける（写真８）。
写真６

換水ネット（幼生回収用）

写真８
写真７

幼生回収の様子

Ｑ：１水槽あたりの剥離、選別作業に要する作業

７．付着珪藻培養

時間は？

シオダマリミジンコ対策として、付着板を採苗
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Ａ：2 時間程度かかる。

特

令和元年度栽培漁業若手研修会を開催しました

5 ＜飼育現場ワークショップ＞

in 公益社団法人佐賀県玄海栽培漁業協

− ウニの生理・生態とそれに合わせた施設・器具・飼育作業を考える −
公益社団法人佐賀県玄海栽培漁業協会

１．はじめに

主任

井上

晃

親ウニの成熟促進により 10 月に採卵し、翌年の
3 〜 5 月頃に平均殻径 10 ㎜の種苗を玄海地区一

佐賀県では栽培漁業センター（現：玄海水産振

円の漁協に配布し、放流を行っていた（秋生産）。

興センター）においてアカウニ及びバフンウニ

こうした中、玄海地区の浦々では主に 5 月の大

の種苗生産技術開発に取り組んできた。これらの

潮時期頃からバフンウニの漁獲が始まるため、放

種苗生産技術は社団法人佐賀県玄海栽培漁業協会

流直後の稚ウニが踏みつぶされるといった懸念か

（現公益社団法人）に移転され、バフンウニの種

ら、放流時期を遅くしたい旨の要望があった。ま

苗生産業務は平成 13 年度に、アカウニの種苗生

た、アカウニの種苗生産を協会に移転した場合、

産業務は平成 29 年度に、県から当協会へ移管さ

バフンウニと生産時期が重なるため協会の生産能

れた。

力（保有する飼育水槽数など）からも、バフンウ

アカウニ及びバフンウニの種苗生産技術は、県

ニの生産時期について変更する必要があった。こ

で開発されたものであり、その生産方法は「佐

うしたことから、平成 26 年度からは 3 〜 4 月に

賀県栽培漁業センターにおける種苗生産マニュア

採卵を行い、稚ウニの飼育を行う 春生産 を行っ

ル」、野口浩介氏が取りまとめた「アカウニ種苗

ている。

生産の現状と課題」で詳細に紹介されている。こ

生産規模は、アカウニは平均殻径 10 ㎜の種苗

のため今回の若手研修会では、県から移転された

約 100 万個、平均殻径 15 ㎜の種苗約 10 万個を

種苗生産技術をもとに、協会の施設に応じた方法

放流用（一部養殖用）、バフンウニは平均殻径 10

や、報告書などではあまり記載されていない生産

㎜の種苗約 60 万個を放流用として配布している。

現場における注意すべき事柄などについて種苗生
産工程に従い紹介する。

２．アカウニ・バフンウニの種苗生産
工程と生産規模

表１

アカウニ、バフンウニの種苗生産工程

月

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1

2

3

親ウニ（アカ）
付着珪藻培養

最初に、協会におけるアカウニ及びバフンウニ
の種苗生産工程を表１に示す。
アカウニは 9 〜 10 月に採卵し、翌年の 2 〜 4
月にかけて平均殻径 10 ㎜の種苗を放流及び養殖
用として配布している（一部は平均殻径 15 ㎜で
配布）
。バフンウニは 3 〜 4 月に採卵し、9 〜 10
月にかけて平均殻径 10 ㎜の種苗を放流用として
配布している。
なお、協会の稼働当初から種苗生産を行ってい
るバフンウニについては、当初、水温制御による

採卵
幼生飼育
採苗
稚ウニ飼育
種苗配布

月
親ウニ（バフン）
付着珪藻培養
採卵
幼生飼育
採苗
稚ウニ飼育
種苗配布
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３．アカウニ・バフンウニの種苗生産

水温制御は、アカウニについては、9 月中旬か
ら 10 月にかけて採卵できるよう県の方法に準じ

１）親ウニの養成

て行っている。一方、バフンウニについては、3

アカウニ、バフンウニともに、FRP 角形水槽
（1.8 × 0.9 × 0.7m：写真 1）にネトロンネットで

〜 4 月に採卵を行うため、従来の成熟促進では
なく抑制的な意味合いでの水温制御を行っている。

作成した飼育カゴ（0.8 × 0.7 × 0.6 m）を設置し、

具体的には、水温が 20℃となる 11 月頃から 2 月

水温制御下で飼育を行う（写真 2）。

まで 20℃で飼育し、その後 15℃で採卵まで飼育
する。
バフンウニは、生殖巣が成長期に発育した個体
を水温制御により成熟を抑制し採卵に使用してい
る。このため、特に採卵で問題を生じることはな
い。一方、アカウニでは、自然状況下の個体に比
べ早期に回復期へと発育させ、6 月から水温を降
下させ 20℃で採卵まで飼育を行う。その際、回
復期にある生殖巣において十分な栄養細胞が形成
されていない状況下で水温を降下させても成熟後
期への発育がスムーズにいかず、早期に十分量の
卵が得られない場合がある。

写真１

親ウニ飼育水槽

２）採卵
アカウニ、バフンウニとも採卵から浮遊幼生の
飼育までは、室温 20℃に調整した暗条件下の恒
温室内で行う。使用する海水は 50μm と 1μm の
カートリッジフィルターで濾過し（写真 3）、紫
外線殺菌装置（写真 4）で処理したものである。
また、この海水は 10kL 貯水槽で 20℃に調温し
てから使用している。また、パンライト水槽や飼
育に用いる器具については、約 80℃の温海水で
熱消毒したものを使用している。成熟が順調に進
んだ個体は、速やかに反応し、放卵・放精する。
飼育は、県の方法に準じ、アカウニでは殻径 5 〜

写真２

親ウニの飼育

上：アカウニ、下：バフンウニ

28

豊かな海

No.49

2019.11

写真３ 海水濾過に用いるカートリッジフィルターの設
置状況 （50μm と 1μm のカートリッジフィルター 6 対。
交換作業が容易にできるように壁面に配置している。）

特

令和元年度栽培漁業若手研修会を開催しました

5） と呼ぶ作業を行う。これは、収容した受精卵
を水槽底面に均一に沈下させるために行うもので、
ふ化槽内の水流の乱れを手を差し入れることによ
り止める行為である。回転流により水槽底中央に
濃密に集まることを防いでいる。なお受精卵のふ
化槽への収容時間は午後 4 時頃である。
４）ふ化幼生の回収
ふ化幼生の回収は、受精後約 24 時間を目安に
行っている。正常なふ化幼生（プリズム幼生）は
ふ化水槽の表面、特に水槽の縁にパッチを形成
写真４

紫外線殺菌装置の設置状況

（紫外線照射量 7,500 μ ws/cm2）

している。こうしたパッチを狙ってサイフォンに
よりふ化幼生を回収する。その際は暗条件下でふ
化水槽内を側面からライトで照らしながら作業を

6cm のもので 500 〜 1,000 万粒、バフンウニでは

行う（写真 6）。回収容量は概ね 80L を目安とし、

殻径 4 〜 5cm のもので 100 〜 200 万粒の産卵がみ

水槽底部の幼生は回収しない。

られたものを使用している。卵は速やかに 20L
角形スチロール水槽に収容し、媒精する。媒精後
は約 2 時間毎に沈殿法で上澄みをすてる作業を 4
回繰り返す。なお媒精時間は通常午前 9 〜 10 時
頃である。
３）ふ化
最後の上澄みを捨てる作業を行った後、ふ化槽
である 100L 円形パンライト水槽に収容する。そ
の際の収容数は、経験的に底面積あたりの受精卵
の密度が高すぎると正常なふ化幼生が得られない
ことから、1 水槽あたり概ね 350 万粒としている
（底面での受精卵の密度は約 1,400 個 /㎠）。また、
ふ化槽に受精卵を収容した際に、 水切り（写真

写真６

ふ化幼生の回収作業

５）浮遊幼生の飼育
ふ化幼生は計数後、1kL 円形パンライト水槽に
収容する（収容密度 1 〜 1.2 個体 /mL）。こうし
た幼生の収容密度や投餌、換水等の作業について
も県の方法に準じて行っているが、餌については
市販の濃縮珪藻を使用している。協会設立当初は
餌であるキートセロス・ネオグラシーレは当協会
で培養したものを用いていたが、餌培養に要する
人件費などの生産経費、餌料価値を考慮した結果、
今日では市販のものを使用している。

写真５

受精卵をふ化槽へ収容した際の
“水切り”作業

浮遊幼生飼育の一日の流れとしては、8 時半頃
に飼育水槽内をライトで照らし浮遊幼生の浮遊状
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況（エアレーションの強さ、感覚的に幼生数の減
少がみられないか、など）を確認する。その後、
室内照明をつけ、飼育水槽の着色状況、水槽底面
に幼生の沈下が見られないか、などを確認する。
特に、飼育水槽の着色状況は、前日の投餌直後に
比べ透明感があるか否かを注視する。顕微鏡下で
飼育水中の残餌量を計数するが、前述した水槽の
目視観察により、幼生の発育に伴う正常な摂餌状
況か否かは概ね判定できる。
特段異常がなければ 9 時頃から飼育水の換水を

写真８ 飼育水表面の油膜取り作業
作業は 1 から 6 に向けて行い、 2 本の発砲スチロールで
水面全体を撫でて油膜を吸着する。

開始する（換水は、幼生収容日を 1 日目として、
4 日目から行う）
。換水終了後に投餌し一連の作
業は終了する（11 時頃）
。四腕期から六腕期へ移
行する 4 日目頃から 1 〜 2 日間隔で底掃除を行う
（写真 7）
。底掃除は、換水前の時間帯で行う。底
掃除の目的は、発生遅れの幼生や原生動物の発生
状況などの確認と除去である。

写真９

アカウニ、バフンウニの八腕後期幼生
上：アカウニ、下：バフンウニ

写真７

飼育水槽の底掃除の状況

こうした作業に加え、飼育日数の経過に伴い水

写真 10

八腕後期幼生の取り上げ・濃縮作業

槽表面に油膜が張りやすくなる。このため、長さ
70cm の棒状の発砲スチロール 2 本を用い、扇状
に広げて水槽表面を回して油膜を取り除く（写真
8）
。
６）採苗
採苗には、浮遊幼生の発育が進み

ウニ原基

が十分に発達した八腕後期幼生を使用する（写真
9）
。収容する幼生は飼育水槽から取り上げ約 60L
に濃縮する（写真 10）
。濃縮した八腕後期幼生は、
FRP 水槽（11 × 1.8 × 0.6m）に十分量の付着珪
藻を繁殖させた付着珪藻板（写真 11）124 セッ
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写真 11

採苗に用いる付着珪藻板
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トを横向きに設置し、5L カップで水槽全面に撒
きつける（写真 12）。
アカウニ、バフンウニともに付着珪藻との接触
刺激で稚ウニへと付着・変態するが、バフンウニ
の採苗の際には、ヒジキ（生鮮）500 ｇを入れた
タマネギ袋、10 袋を採苗水槽内に設置する（写
真 12）。これは、ヒジキを付着珪藻と併用するこ
とによって幼生の変態を促進させる効果があるた
めである。なお、アカウニ採苗でのヒジキ使用は、
この時期にヒジキが入手困難であること、バフン
ウニに比べ顕著な変態促進効果はみられないこと、
写真 13 紫外線殺菌装置

から行っていない。

（紫外線照射量 30,000μws/ccm2）

2 ㎜程に成長し、摂餌量が増えて付着珪藻が不足
する。このため、新たな付着珪藻板を用いて
し替え

差

作業を行う。具体的には、稚ウニが付着

した付着珪藻板 1 セットに対し、珪藻が十分に繁
殖した新たな付着珪藻板 1 セットを準備し、こ
れら 10 枚 1 組のセット間で 1 枚おきに付着珪藻
板を入れ替える（写真 14）。この作業で飼育水槽
は 2 倍となり、新たな付着珪藻が供給され、さ
らに飼育密度が低下して餌料不足を補うことにな
る。差し替えは、モジ網の生簀（10 × 1.8 × 0.6m、
写真 12

採苗作業（バフンウニ）

240 径）を張った水槽で行う（写真 15）。モジ網
生簀を使うことで、糞や残餌は網の下に落ちて

７）稚ウニ飼育

稚ウニがそれらに接することが少なくなる。なお、

アカウニ、バフンウニともに、低水温期の 1 〜
2 月頃に

棘抜け症

水槽内は二重底（写真 15）となっている。

による大量死が発生し、種

殻径 3 〜 4 ㎜に成長すると、再び付着珪藻が不

苗配布に支障をきたしていた。しかし、棘抜け

足する。今度は、アオサ（不稔性アオサ）の細片

症を引き起こす原因菌が特定され、稚ウニ飼育に

を水槽内に撒きつけ、付着珪藻の不足を補う。稚

使用する海水を紫外線照射により処理することで、

ウニがアオサを摂餌するのを確認後、アオサやア

原因菌の侵入を防除できるようになった。近年で
は棘抜け症による大量死は発生していない。紫外
線殺菌装置（写真 13）の導入は、棘抜け症の防
除に大きく貢献していると考えるが、まずは耐病
性のある健全な稚ウニを生産することが重要であ
る。そのためには、付着珪藻を餌料とした一次飼
育では、十分量の付着珪藻を摂餌させること、カ
ゴ飼育に移行した二次飼育ではヒジキ、アカモク
などの海藻に加えタンパク含量が高い配合飼料を
摂餌させること、などが重要である。
（1）一次飼育
採苗から約 1 か月が経過すると、稚ウニは殻径

写真 14

差し替え後の付着珪藻板
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カモクなどを入れた網袋（45 × 65cm：写真 16）

採苗から約 2 か月で殻径が 5 ㎜を超え、稚ウニ

を付着珪藻板の上に敷き詰める（１水槽 40 枚）。

の摂餌が更に増大して水槽壁面のモジ網の付着

さらに水槽側面にも網袋を吊り下げ（1 水槽 36

珪藻が枯渇した時点で、付着珪藻板から稚ウニ

枚）、稚ウニの餌として供給する。アオサは継代

を剥離しカゴ飼育（二次飼育）へ移行する。剥

培養したものを使用している。培養は、150kL

離した稚ウニはステンレス金網の篩（47 × 50 ×

角型水槽（水量 50kL）を用い、微絨水下で 1 週

10cm：対角線 6 ㎜）で選別し、篩上がりの稚ウニ（殻

間に 1 度施肥（硫安：5kg、過リン酸石灰：0.75kg、

径 5 ㎜以上）はカゴ飼育へ、篩落ちは新たな付着

クレワット 32：0.25kg）し、通気撹拌して行っ

珪藻板に再付着させ付着珪藻のみを餌料として成

ている（写真 17)。

長させ、その後カゴ飼育へ移行する。
（2）二次飼育
殻径 5 ㎜以上の稚ウニを飼育カゴ（0.75 × 0.75
× 0.35m：写真 18）に収容し、前述した海藻や
配合飼料を与え配布サイズまで飼育を行う。飼育
水槽には 24 個の飼育カゴを設置し、１カゴ当り
5,000 個の稚ウニを収容し飼育を行う（殻径 10
㎜以上では 1 カゴ 3,000 個に密度調整）。稚ウニ
の成長に伴い、摂餌量も増えると、水槽底面には
排泄物などが堆積しやすくなる。このため、定期

写真 15

モジ網を設置した飼育水槽と飼育用二重底

的に、飼育カゴを別水槽に移し（水槽替え）
、飼
育環境の悪化を防いでいる。一次飼育のモジ網生
簀に比べ、飼育カゴを使用することにより容易に
水槽替えができ、作業性が良い。特に、バフンウ
ニの二次飼育は高水温期（7 〜 8 月）にあたるこ
とから、稚ウニの活力の低下や飼育環境の悪化な
どにより滑走細菌症が発症しやすくなる。このた
め、摂餌の状況に注意し適量を投餌すること、水
槽替えをこまめに行うこと、こうしたことが重要
である。
なお、アカウニの一次飼育及び二次飼育で使用
する海藻は、棘抜け症の防除のため塩素殺菌処理
（有効濃度 100ppm の海水に 10 分間浸漬）を行っ

写真 16

稚ウニ飼育水槽に設置した餌料用網袋

真 17 不稔性アオサの培養状況
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写真 18

稚ウニ飼育に用いる飼育カゴと付着器

令和元年度栽培漁業若手研修会を開催しました

特

８）取り上げ・配布
配布サイズに成長した個体は、剥離後、アカウ

４．おわりに

ニは金網の篩（10 ㎜サイズは対角線 12.5 ㎜、15
㎜サイズは対角線 17 ㎜）
、バフンウニはモジ網

協会におけるアカウニ、バフンウニの種苗生産

の篩（対角線 11.5 ㎜）で選別し配布する。剥離、

は、県で開発された種苗生産技術を基本とし、協

選別作業において、バフンウニは前述したように

会の水槽の形状などに応じて改変した生産方式で

春から秋まで飼育を行うため、残暑などにより水

行っており、技術移転がスムーズに行われた。こ

温が高い（概ね 25℃以上）場合は、作業後に滑

うした中、気候変動の影響と思われる晩秋から春

走細菌症が発症しやすくなる。このため、剥離・

先までの極端な水温変動（2018 年期は著しい低

選別作業は直射日光を避けること（写真 19）、こ

水温、2019 年期は著しい高水温）、さらには夏季

まめな換水により水槽内の水温上昇を防ぐこと、

の高水温、ゲリラ豪雨による取水の急激な塩分低

が重要である。

下などが、種苗生産工程の中での「親ウニの養成」
に供する親ウニ生殖巣の発育や「稚ウニ飼育」に
おける疾病の発生に影響することが想定される。
このため、今後は、現在の種苗生産方式を基本と
して、アカウニ、バフンウニの生理・生態を考慮
しながら、気候変動に対応できるような技術の改
良が重要と考える。
参考文献
１）佐賀県栽培漁業センター（1996）佐賀県栽培漁業
センターにおける種苗生産マニュアル．1-167.
２）野口浩介（2015）アカウニ種苗生産の現状と課題．
佐玄水産セ研報．7, 107-120.

写真 19

配布用バフンウニの剥離・選別作業
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【シリーズ】

リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」

第13回【最終回】

アワビ類資源の回復をめざす取り組み
小島

元徳島県水産研究所
国立研究開発法人

水産研究・教育機構

西海区水産研究所

主任研究員
国立研究開発法人

水産研究・教育機構

清本

節夫

東北区水産研究所

生産環境グループ長

本誌のシリーズ

博

高見

秀輝

リレーでつなぐ、元気「アワ

占める割合は 65％前後で、大まかに見ると全国

ビ通信」の連載は、岩礁生態系の最重要資源であ

の多くの海域でアワビ類の漁獲量が、類似した減

るアワビ類資源の現状とその回復の取り組みにつ

少傾向をたどっていると考えられます。シリーズ

いて 9 道府県及び国立研究開発法人水産研究・教

では、各地のアワビ類資源の減少要因や漁業実態、

育機構でアワビ類の研究に携わっている 11 名の

アワビ類の栽培漁業の現状、資源回復を目指す取

方々が執筆されました。報告を寄せていただいた

り組みについて地域性に富んだ報告となっていま

北海道・岩手県・宮城県・千葉県・三重県・徳島

す。ここでは報告の中から、資源変動要因と資源

県・長崎県・福岡県・京都府は、我が国のアワビ

回復の取り組み、アワビ栽培漁業の新たな試みを

類の生息海域全体に分散しているので全国の状況

中心に紹介します。この報告は研究報告や教科書

をほぼ把握できたと考えられます。1987 年から

ではなく、全国各地のアワビ類資源回復への取り

2017 年まで 10 年間隔で、我が国のアワビ類の漁

組みを取り上げたことが特徴です。この報告を参

獲量とこれらの 9 道府県の漁獲量が占める割合を

考にして本誌に掲載された原報告を読まれること

図１に示しました。我が国のアワビ類は 1987 年

を期待しています。なお、報告書については著者

に 4,189 トンが漁獲されましたが、その後減少し

名と本誌の号数で示しました。ここではエゾアワ

て 2017 年には 964 トンの漁獲にとどまっていま

ビ・クロアワビ・メガイアワビ・マダカアワビを

す。報告を寄せていただいた 9 道府県の全国に

それぞれエゾ・クロ・メガイ・マダカと略記しま
した。

70

4,500

１．アワビ類の資源変動要因

漁獲量（トン）

3,500

65
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漁獲量の割合（％）
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西

図１

4
2017

50

暦

全国のアワビ類漁獲量と９道府県の占める割合

折れ線グラフは全国のアワビ類漁獲量 （トン）、 棒グラフは９道
府県の割合 （％） を示す
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1-1．大型海藻群落
長崎県では、1980 年代後半から台風やウニ類
などの摂食による藻場の破壊と密漁を含む過剰漁
獲により、アワビ類の漁獲量が減少しました（藤
井，40号 1））。1990 年代後半からの漁獲量減少は、
高水温化に伴う植食性魚類（アイゴ・ブダイ・ノ
トイスズミなど）の活発な摂餌と摂餌期間の長期
化による藻場環境の劇的な変化が関係しています
（藤井，40号 1））。五島列島小値賀町沿岸で 2000
年に高水温によりアラメ・カジメ類が減少し、野
母崎町地先では 2004 年に水温が 28℃以上に達し、

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

生理障害を起こしたクロメが黒変し藻場の衰退が

よっても一様ではなく、その変化に即してアワビ

さらに進みました（藤井，40号 ）。2013 年夏に

類の生息密度や成長・成熟の状況が変化している

は九州西岸から山口県沿岸にかけてアラメ・カジ

点は留意する必要があります。

1）

メ類の生存限界を超える 27℃から 31℃の高水温

北海道のエゾは、1970 年代以降には過剰漁獲

により、大量の寄り藻が発生しましたが、翌年は

及び親集団の縮小と磯焼けの影響により資源が減

藻類が著しく減少しました（清本，38号 ）。クロ・

。磯
少したと考えられています（干川，45号 3））

マダカの漁獲量はアラメ・カジメ類の消失と同時

焼けの発生原因は、対馬暖流の勢力増大と冬季の

。
に減少しています（藤井，40号 ）

季節風の弱化に起因する冬から春の高水温で、水

2）

1）

小値賀町地先ではアラメ・カジメ類が消失した

温上昇に伴うキタムラサキウニによる摂餌圧の増

2003 年以降はノコギリモクが優占していました

大が磯焼けの持続要因となっています（干川，45

が、2008 年にはノコギリモクも消失しました（清

号 3））。岩手県では親潮系冷水が冬季から春季に

。ノコギリモクはメガイの成長・成
本，38号 2））

かけて接岸するとウニ類などの植食動物の摂餌圧

熟を支えていたと考えられ、2008 年以降はメガ

が弱まり、コンブ類の生育量が増えます（西洞，

イの漁獲量が激減するとともに、アワビ類稚貝の

41号 4））。

調査で、稚貝が出現した地点数は減少し、多くは
クロ稚貝と推定されました（清本，38号 2））。

2011 年 3 月 11 日に東北地方太平洋沖地震及
び津波が東日本大震災を発生させ、甚大な被害を

南方系ホンダワラ類のキレバモクやツクシモク

与えました。東北地方太平洋沿岸に様々な爪痕を

などが 1992 年頃から分布域を拡大し、一部で藻

残しましたが、生物相や環境に対する影響は場所

場の構成種となりましたが、これらの藻類は冬季

により異なっています（高見，39号 5））。この一

の最低水温期に伸長を開始して初夏には藻長 1 ｍ

因として、津波が到達したときの強さや向きの他

にも達しますが、その後はごく小さい状態になる

に、襲来した場所の後背地形の違いが考えられま

ので（図 2）
、植食性魚類の摂食を回避でき、現

した。例えば、なだらかな丘陵に面した漁場では、

在の環境に適合しています（藤井，40号 ）。こ

津波が陸域内部まで遡上し、その後の引き波に

のような藻場でもクロアワビの生産を支える可

よって多くの土砂や瓦礫が流入したのに対し、岸

能性があると指摘されています（藤井，40号 1））。

壁や急な斜面に面した漁場ではそれらの流入が限

水温変動により大型藻類の密度だけでなく、藻場

られていました。加えて、なだらかな丘陵に面し

の構成種も変化し、アワビ類も種類により成長・

た牡鹿半島東岸泊浜の海岸では、地盤が約 1 ｍ沈

成熟に著しい影響を与え（清本，38号 、藤井，

下したため、陸域であった場所から震災後も恒常

、資源変動を引き起こす大きな要因となっ
40号 ）

的に土砂が流入し、特に稚貝の生息場となる転石

ています。前述の通り、長崎県沿岸で大型藻類の

や岩盤の間隙への土砂の堆積が目立ちました。
（高

生育密度や構成種の変化は時系列的にも海域に

見，39号 5））。このように、後背地の形状なども

1）

2）

1）

図２

長崎市三崎町の藻場。キレバモクやマメタワラなどから構成される

左は 2008 年 6 月 25 日、 右は 2008 年 12 月 3 日の状況 （写真は清本節夫撮影）
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生息環境の回復や生物相に時空間的に大きな影響

三陸沿岸ではエゾ資源は、①親貝の量、②産卵時

を及ぼしています。もう少し広いスケールで津波

期と産卵回数（大規模なしけが産卵誘発となる）、

撹乱の地理的な傾向をみると、0 歳～2 歳の稚貝

③産卵・着底過程とその後の親潮系水の接岸（し

の被害は震源に近い岩手県南部で大きく、それよ

けによる着底直後の剥離や低水温による稚仔貝の

りも離れた北部では比較的少なく済みました（西

死亡）、④初期減耗など多くの要因が資源変動の

。
洞，41号 ）

原因となると指摘されています（佐々木，37号 7））。

4）

エゾの産卵数は殻長の大きな個体ほど増大しま

北海道沿岸のエゾの分布域の境界は、生存限界と

すが、磯焼けは成長を悪化させ、産卵数を減少さ

なる低水温と考えられています（干川，45号 3））。

せるので対策が必要になります（干川，45号 3））。

三陸沿岸では数年に一度の頻度で接岸する親潮系

10 月～11 月にウニの密度を下げると除去区（水

水により当歳貝の生残率が低下することが明らか

深 2 ｍ）のホソメコンブ群落が回復し、春季に

にされています（高見，39号 5））。現在までアラ

水温が上昇し凪が続く頃にはホソメコンブやワカ

メ・カジメ群落に目立った変化のない徳島県美波

メは成長し、流れ藻となってウニ類の身入りが改

町阿部地先では高水温となった 1988 年級群のク

善されました。そして、エゾの産卵期（9 月）に

ロの漁獲加入量は大きく減少しましたが、産卵翌

はエゾの個体数が他の場所より 10 倍以上高まり、

年の 1 月～3 月の水温が他の年より高く経過して

この中には再生産に参加する成貝も含まれていま

いました。この事実をヒントに、2+ 歳貝（子世

した（干川，45号 ）。岩礁水域に生息する動植

代）の加入率が 1 月～3 月の積算水温に逆比例す

物の生活史と種間関係、自然環境の季節変化を調

ることが年級群解析により示唆されました（小島，

べ、適切な対応策を講じて磯根資源の回復に至っ

36号 8））。また、1980 年代後半から阿部地先での

たこの事例から多くの示唆が得られると思います。

クロの漁獲量は、全国の暖海系アワビの漁獲量変

アワビ類の大型個体を高密度で生息させ、加入量

動と類似した変動を示しています（小島，36号 8））。

を増やす対策を進めることが一般的だと思います。

1990 年以降の漁獲率は、漁獲努力量が減少した

しかし、多くのエゾの天然種苗を出荷しても加入

にもかかわらず年々高くなり、乱獲状態に陥った

量が維持されていた奥尻島では、コンブ類などの

ことが示唆されましたが、その原因として年級群

食物資源が十分でなくとも、小型の親貝が高密度

が漁獲の主群及び産卵主群となるまで、発生量の

で生息することで再生産が維持されていたと考え

少ない状態が明確になるのに 3 年～4 年のタイム

られます（干川，45号 ）。福岡県では投石事業

ラグがあり、その間に漁獲率が上昇するため再生

による生息場所の造成を継続していますが、環境

産関係が好転しないと考えられています（小島，

変化に対応して、ガンガゼなど南方系のウニ類に

36号 8））。これはクロの漁獲加入量が基本的に親

よる藻場の減少を防ぐため投石礁の間隔を約 20

貝の個体数に依存していることに関係します（小

ｍ幅とし、短軸を波浪方向に垂直に向け、ウニ類

島，36号 8））。エゾも親子の個体数の間で正の相

の漁獲にも配慮した漁場造成を行っています（秋

関関係が示されています（高見，39号 5））。アワ

。これらの事実は、生息環境を観察
本，42号 6））

ビ類の資源維持には、産卵期に十分な親の数が必

してその条件に合う対策を実行することが必要な

要なことを否定する人はいないと思います（佐々

ことを示しています。

木，37号 7））。

3）

3）

漁業管理は再生産資源であるアワビ類資源を維
1-2．漁業を含む複合要因

持・増加させることを目的としていますが、各水

藻場の消長以外にもアワビ類資源を変動させう

域では地質学的時間スケールで形成された自然環

る要因があります。例えば、福岡県では秋の高水

境と社会的習慣により様々な管理形態が見られま

温の継続により、①成熟や産卵期の遅れ、②大型

す。漁業管理を考えずに潜水器で漁獲した千葉県

藻類の成熟や着生の減少、③春先の卵持ちアワビ

いすみ市沖の器械根漁場は、1885 年に発見され、

の出現などがアワビ類資源の減少に結びつく可能

翌年、多くの潜水器船により 750 トンも漁獲し

性が指摘されています（秋本，42号 ）。長崎県

ましたが、その後は激減し、漁業管理を強めまし

でもクロは産卵期が水温の影響を受け、年を超え

たが 1994 年には 2 トンにとどまり、1995 年から

て産卵することが知られています（藤井，40号 ）。

18 年間全面禁漁としました。2013 年～2016 年

6）

1）
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の試験操業で資源回復が見られないので 2017 年

親貝の保護を図り、数回産卵した大型貝を漁獲

から再び全面禁漁としています（永山，47号 ）。

することが提案されています（佐々木，37号 7））。

これは、一度崩壊したアワビ資源を回復させるこ

アワビ類資源の回復を図るには再生産を拡大する

とが大変困難であることを示しており、資源が壊

こと、すなわち親貝の個体数を増大させ総産卵量

滅的な状況になる前に持続可能な漁業につながる

を増やすことが必要です。漁獲圧が強すぎること

管理がいかに必要かを端的に示しています。では、

が問題なのですが、産卵量を増やすには漁獲サイ

現在行われているアワビ類の資源管理（漁業管理

ズの引き上げが現実的で有効な対策と考えられま

と漁場管理・栽培漁業を加えた管理）について見

す。

9）

ることにします。基本は、都道府県の漁業調整規

アワビ類漁業は経済行為なので、収益を考慮し

則と共同漁業権行使規則です。多くの漁協がこれ

て漁獲サイズを引き上げるよう検討することが重

らの法規制を補強して操業しています。例えば、

要です。京都府では、資源経済モデルを用いたシ

千葉県では、漁獲努力量を制限してアワビ類の資

ミュレーションにより、加入してすぐの小型で単

源を保護する目的で多くの地域で現在もウエット

価の安い 3～4 歳貝を漁獲するよりも、漁獲開始

スーツの着用を禁止しています（永山，47号 ）。

年齢を 7 歳まで高め、単価の高い大型貝を中心に

また、福岡県宗像市大島では、福岡県水産海洋技

漁獲することで漁獲金額が 1.8 倍まで高まること

術センター（以下、福岡県水技センター）が算出

が明らかにされています（篠原，46号 10））。現在、

した資源量からその年の漁獲割当量の上限を資源

モデル海区を設定しこのシミュレーションの有効

水準の 5 割以下とする TAC 方式による漁業を実

性を検証しているところですが、このような管理

施しています（秋本，42号 ）。京都府では水視

による成功例を継続して提示することができれば、

漁法（かぎどり）と潜水漁法（海士）のモデル漁

漁業者への資源管理に対する動機付けにつながる

場を調べ、漁獲率の推定値が、前者の 20～25％

ことが期待されます（篠原，46号 10））。

9）

6）

に対し、後者は約 60％で高い漁獲圧による乱獲
状態の可能性が指摘されています（篠原，46号

２．栽培漁業

）。福岡県宗像市大島では、アワビ類の資源減

10）

少に対処するため① 2016 年度～2017 年度のア

2-1．種苗生産システムの再検討

ワビ漁の全面禁漁、②母貝保護区の設定、③受精

1980 年代に西日本の種苗生産施設で筋委縮症

卵放流、④刺し網漁業の禁漁区設定、⑤クロの殻

と呼ばれる感染症によるクロ種苗の生産個数の減

長制限を 12㎝以上にすることを福岡県水技セン

少に対し、エゾやメガイの種苗生産への切り替え

ターと相談しながら実施しています（秋本，42号

が試みられましたが、エゾは暖海系アワビと行動

6）

）
。発生量の多寡が明らかになるのに一般的に 4

が異なり、タコによる被害が大きく、多くの施

年～5 年のタイムラグがあるのと同様に、禁漁や

設で種苗生産を中止しています（小島，36号 8））。

殻長制限の引き上げなどの効果が現れるのに時間

福岡県水技センターは垂直感染防止のためクロの

のかかることも考慮しておく必要があります。

親貝飼育から浮遊幼生までを担い、付着以降の仔

京都府や徳島県、千葉県、三陸沿岸など大型海

稚貝の飼育を（公財）ふくおか豊かな海づくり協

藻の群落の残存する海域では、親貝の個体数を増

会が実施する分離方式としています（秋本，42号

やす対策あるいは産卵量の増大対策に取り組むこ

6）

とがアワビ類の資源復活に必要であると考えられ

稚貝飼育を行い、筋委縮症に侵されていない個体

ます。上述の通り、福岡県ではクロの殻長制限を

を新たな親貝としています。紫外線照射海水によ

千葉県（永山，47号 ）と同じ 12cm としましたが、

る稚貝飼育が有効なことを突き止め、健全なクロ

京都府では潜水漁法（海士漁業）の漁獲率を低く

。三
稚貝の生産に成功しました（秋本，42号 6））

してクロの資源を増やす方法として、％ SPR 解

重県でも種苗生産に感染症対策としてクロからメ

析から漁獲サイズを引き上げることを提案してい

ガイの種苗生産に切り替えましたが、紫外線照射

）。また、三陸沿岸では外海

海水を用いてクロ種苗の生産にも再び取り組んで

に面した浅所は本来エゾが多数生息し、天然稚貝

います（竹内，43号 11））。福岡県では天然稚貝の

の発生が期待されるので、資源回復を図るために

生息状況の観察と長年の水槽飼育経験に基づいて

9）

ます（篠原，46号

10）

）。毎年、50 個体の天然産親候補貝の飼育水で
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スリット式付着板を開発しました。これは、クロ

号 6））。千葉県では捕食者の少ない秋季から冬季

稚貝の光に対する負の走行性と流れに対する正の

の放流を推奨しています（永山，47号 9））。エゾ

走行性を利用し、付着板に均一に分散させ、殻

の放流時期は外敵が少なく、食物の多い春放流が

長 20㎜稚貝を一冬で 30㎜以上に成長させ、最高

適しています（佐々木，37号 7））。

6,250 個体 /㎡の飼育を可能としたもので、漁業

三重県国崎の 3 漁場で行ったクロ及びメガイの

者の中間育成技術として実用化されています（秋

累積回収率の調査では、同一種でも放流年、放流

。
本，42号 6））

場所により結果に大きな差が認められ、平均回収

東日本大震災で茨城県以北の太平洋沿岸にある

率はクロが 3.5％、メガイが 5.5％でした（竹内，

アワビ種苗生産施設は壊滅的な被害を受けました。

43号 11））。福岡県宗像市大島地先では、静穏域で

そのため、これまでの種苗生産過程を基に、エゾ

ある南側をメガイ、北側をクロの放流適地として

稚貝の生理・生態的な特性を考慮した新たな種苗

います（秋本，42号 6））。また長崎県で、アラメ・

生産システムを生産過程に導入しています（西洞，

カジメ類が維持されている海域と衰退した海域へ

。例えば、殻長 0.8㎜までの飼育に、餌
41号 ）

クロを放流し、3 年後に回収した結果、前者では

料価値が高く通気培養で容易に増殖可能で採苗板

回収率が 14.2％（殻長平均 13.5㎝）、後者では回

に展開できる針型珪藻の利用、呼水孔形成後に餌

収率が 8.1％（同前 11.9㎝）でした（藤井，40号 1））。

料の安定化と貝殻成長のために配合餌料にワカメ

三陸沿岸では湾内浅所は、エゾの食物となる藻類

幼葉を加えています。針型珪藻の利用については、

が豊富ですが、再生産力は低いので、エゾの放流

震災後に新設された岩手県内 4 箇所の種苗生産施

水域として一代再捕型で経済効果の追及に適して

設で効果が認められ技術導入されており、ワカメ

います（佐々木，37号 7））。

4）

幼葉の添加については、現在その効果を検証して
。
いるところです（西洞，41号 ）
4）

岩手県における 2000 年から 2017 年のエゾの
漁獲量と放流個体数を図３に示しました。震災前
には継続的に実施されていた大量放流は、震災に

2-2．放流場所の選定及び回収率
福岡県では種苗放流前にタコなどの駆除を行い、

よる種苗生産施設の破壊により中断されました
が、施設の再建により種苗放流数が 2015 年から

捕食者が不活発でアワビ稚貝の活性が高い 3 月ま

震災前の水準に戻っています。放流貝の漁獲量は

でに漁業者が素潜りで放流しています（秋本，42

震災から 5 年後に減少が顕著になりました（西洞，

図３

岩手県におけるエゾの漁獲量と種苗放流数の震災前後の比較

2009 年までは漁獲量を放流貝と天然貝に分けて集計しているが、 その後は無識別となっている
（岩手県水産技術センター提供）
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41号 4））
。これは種苗が放流されて漁獲主群を形

大きなスケールの環境変動に対応した沿岸生態系

成するのに 5 年かかることを示しています。

の人為管理と言う困難の多いチャレンジです。毎

毎年、岩手県では継続的に稚貝調査をしている

年の環境変化に対して生物群集がどのように構造

ので加入量の多寡を予測することが可能と考えら

的に変化するのかモニタリングが欠かせない時代

れますが、調査をしていない県では年級群の発生

に突入したと考えられます。モニタリングはアワ

量が漁獲加入年齢まで把握しにくいことを示唆し

ビ類資源の回復を支える礎になります。

ています。発生量の規模を早く把握できれば、再

暖海系アワビ類（クロ・メガイ・マダカ）は生

生産に重要な外海に面する漁場への放流量を増や

息水深、すみ場選択、移動・行動が異なり（清本，

すことや、漁獲サイズを大きくすることなどによ

38号 2））、また、エゾも含めて餌とする藻類の種

り、資源補強の方法を探れる可能性があると考え

類によって成長・成熟が異なります（清本，38号

られます。

2）

、藤井，40号 1）、干川，45号 3））。アワビ類の種

放流時期がアワビ類種苗の回収率に影響するこ

の特異性にも着目してモニタリングに取り組む必

とが知られています。しかし、回収率はアワビの

要があります。また、海域によりアラメ、カジメ

種類、放流場所、放流年により大きく異なり、そ

類、ホンダワラ類、コンブ類が種組成の異なる群

の原因については断片的、経験的な知見に限られ

落を形成していますが、年による環境変化により

ていると思われます。漁場環境のモニタリング調

種組成や生育密度、分布範囲が変化します（清本，

査などに合わせて、回収率に関連すると考えられ

38号 2）、藤井，40号 1）、高見，39号 5）、西洞，41

る知見の積み重ねが望まれます。

号 4））。アワビ類だけでなくウニ類をはじめ岩礁
生態系の資源動向も漁業資源として利用するうえ

2-3．人工種苗を用いた輪採制

で重要です（藤井，40号 1）、干川，45号 3））。ま

千葉県南房総市千倉ではコンクリート平板を用

た、水域固有の自然環境があり藻類の栄養塩の供

いた輪採漁場を多数造成し、殻長 25㎜のアワビ

給源や外敵の個体数変動も異なります。こうした

類稚貝を 10～20 個 /㎡で、放流年をずらして放

岩礁生態系の変化を一早く捉え、適切に対応する

流し、3 年後の回収率は約 10％です（永山，47

には定期的なモニタリングが必要になります。キ

。回収アワビの大型化を図るため 4 年サイ
号 9））

タムラサキウニの生息密度を抑え、ホソメコンブ

クルの輪採制の実施も検討されています（2019

を繁茂させてエゾを蝟集させ、ウニの身入りを改

年 9 月 3 日の水産経済新聞に「千葉県東安房漁

善した例（干川，45号 3））は参考になると思いま

協白浜あま連絡協議会が 4 年輪採により多くが殻

す。藻場対策は、実際には植食性魚類やウニ類な

長 12㎝以上に成長し、成功した」旨の記事が掲

ど植食性動物対策です。大変骨の折れる仕事です

載されています）。この輪採制は地区の連帯によ

が、漁業者が研究者と協力して磯焼け水域で植食

り組織的に行われています。その内容は、①操業

性魚類を駆除し、母藻移植やスポアバック方式に

や収益分配ルールの合意形成、②密漁監視、③平

より藻場の再生に取り組んでいる水域もあります。

板の修復、種苗放流、取り上げ作業などです（永

特に植食性魚類の密度を下げるには広域で同時に

。コンクリート平板を用いた輪採制
山，47号 9））

継続して取り組む必要があります。そのためには

は、南房総市の周辺漁場や三重県（竹内，43号

人的・経済的な問題もありますが、長崎県対馬市

）、徳島県（小島私信）でも試みられています。

11）

では島内の漁業集落を含む 16 組織が参加して駆除

人工種苗で資源補強することと同時に漁業所得を

事業を展開していることが最近報道されました＊。

補助する方法として注目に値すると考えます。

アワビ類資源に関連する新事業として紹介しまし
たが、今後多様な駆除事業への取り組みが期待さ

３．資源回復への取組

れます。
福岡県水技センターは漁業組合と協力してアワ

地球温暖化は、これまで経験したことのないス

ビ資源の回復や放流アワビの効果調査を実施して

ケールの大きな自然環境の変動に関連していると

います。こうした協力関係が出来るには、刻々と

考えられています。私達はアワビ類資源の減少を

変わる自然や生物の状況を的確に漁業者の視点で

食い止め、資源回復を目指していますが、これは

理解し、共有すること無しにはできないと指摘さ
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れています（秋本，42号 6））
。京都府では、漁業
者が漁獲したアワビ類の殻長の全数をパンチング
した資料に基づいて資源解析を行っています（篠
。三重県ではアワビ種苗放流マニュ
原，46号 10））
アル ＊＊ を作成・公表し、漁業組合へ配布し、直
接説明も実施しています（竹内，43号 11））。千葉
県南房総市千倉のコンクリート平板による輪採漁
場の管理運営は漁業者が自主的に行っていますが、
県の試験研究機関及び行政機関と協力して進めて
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アワビ種苗放流マニュアル〈H24 年度 改訂版〉

三重県水産研究所（平成 25 年 1 月）
http://www.pref.mie.lg.jp/common/
content/000394428.pdf
重な文献が公表されました。
大いに参考となりますので、ご活用されること
をお勧めします。
水産増養殖関係研究開発推進会議

養殖産業部会

2018：アワビ類の生態に基づ

く資源管理・増殖（山崎

誠・鴨志田正晃編），

国立研究開発法人水産研究・教育機構 増養殖
研究所，pp.104.
http://nria.fra.affrc.go.jp/hakko/awabi/index.
html
国立研究開発法人水産研究・教育機構
産研究所

東北区水

2018：エゾアワビの生理・生態に

基づいた新たな種苗生産技術の開発（高見秀輝
編）
，国立研究開発法人水産研究・教育機構 東
北区水産研所，pp.60.
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と栽培漁業を考える－．豊かな海．36，49－56．
９）永山聡司（2019）千葉県のアワビ漁業と資源管理
について．豊かな海．47，5－10．
10）篠原義昭（2018）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－．豊かな海．46，16－20．
11）竹内泰介（2017）三重県におけるアワビ類栽培漁

なお、本シリーズの連載期間中に次の 2 つの貴

アワビ研究会

博（2015）日本産アワビ類の諸問題と今後

の課題－大規模気候変動期のアワビ類の漁業管理

長崎新聞社（2019 年 9 月 19 日）

＊＊

裕（2018）磯焼けがエゾアワビの資源変動

に及ぼす影響について．豊かな海．45，15－20．

2019.11

業の現状と海女漁業の再生に向けた課題．豊かな
海．43，33－38．

「海づくり つながる未来 豊かな地域」
をテーマに
令和元年9月7日、8日に秋田県で開催
⼀．⼤会概要

を推進するための大きな契機となりました。
○主な行事の日程と参加人数

新しい令和の時代の幕開けに、天皇皇后両陛下

●式典行事

9 月 8 日（日）午前

の御臨席を仰ぎ、
「天皇陛下御即位記念 第３９回

場所：秋田県立武道館（秋田市）

全国豊かな海づくり大会・あきた大会」が、令和

参加人員：771 人

元年 9 月 7 日（土）、8 日（日）に秋田県で開催

●海上歓迎・放流行事

されました。

場所：秋田港飯島地区（秋田市）

秋田県は、県土の７割を森林が占めており、ブ

参加人員：364 人

ナの原生林が広がる世界遺産白神山地や日本三大

●関連行事

樹氷の一つの森吉山、さらには日本三大美林の一

県内 4 カ所

まれております。この美しい森で育まれた清流は、
て海の恵みを豊かにし、約１５０種類の魚介が、

参加人員：52 千人
⼆．式典⾏事
式典行事では、ナビゲーターに壇蜜さんと 3 人

四季折々で水揚げされております。
本県では、雪深い冬の期間が長く、食品を保存

9 月 7 日（土）、8 日（日）

場所：道の駅あきた港（秋田市）ほか

つ秋田杉の産地であるなど、豊かで美しい森に恵
河川となって肥沃な耕地を潤し、日本海に注がれ

の高校生を迎え、劇団わらび座の栗城宏氏が脚本・

する必要があったことから、味噌や醤油、漬物、

演出を担当しました。

清酒、納豆、さらには、海の恵みを活用したしょっ

１

プロローグ
プロローグでは、なまはげ太鼓の演奏から始ま

つるや飯ずしなど幅広く豊かな発酵食文化が発展
してきました。

9 月 8 日（日）午後

り、暖流と寒流、伏流水が育む秋田の豊かな海の

また、奈良時代に築かれた秋田城は、北海道や

紹介、奈良、平安時代から江戸時代にかけての秋

大陸の渤海国との交易・交流の拠点として重要な

田の人と海との関わりや、そこで育まれた祭りや

役割を果たしたと考えられており、江戸時代には、

魚食文化について、歌や踊りでミュージカル風に

北前船の寄港地として、上方の経済と文化が行き

表現しました。

交い、流通や人々の交流が活発に行われました。

２

式典

こうした風土が、重要無形民俗文化財の件数が

式典は、開会に先立ち、秋田太陽幼稚園・ベビー

日本一になるほど様々な祭りや行事、さらには秋

園の先導、県立男鹿海洋高等学校の旗手団により

田民謡など独自の郷土芸能を育んできました。

大会旗が入場し、幕を開けました。

今大会は、「海づくり つながる未来 豊かな地

加賀谷弘秋田県漁業協同組合代表理事組合長の

域」をテーマに、本県の有する豊かな森林や食文

開会のことば、大島理森全国豊かな海づくり大会

化、郷土芸能などを組み合わせて開催され、豊か

会長（衆議院議長）と佐竹敬久秋田県知事の主催

な海は豊かな森が育むということと、豊かな海を

者あいさつ、穂積志秋田市長の歓迎のことばが述

守り未来へつなげる、これが秋田だということを

べられました。

全国に広く発信することができ、豊かな海づくり

天皇陛下からは「豊かな海の環境を保全すると
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ともに、水産資源を保護・管理し、海の恵みと美

立って海や漁師をイメージして作った「秋田港の

しさを次世代に引き継いでいくことは、私たちに

唄」が披露されました。

課せられた大切な使命であると考えます。」とお
ことばをいただきました（全文は別掲）。

そしてフィナーレは、秋田県の県魚であるハタ
ハタをモチーフに、秋田県内に溢れる魅力を余す
ところなく伝える歌「秋田ハタハタロック＆サン
バ」で盛大に幕を閉じました。
また、式典行事終了後、昼食会場の県立スケー
ト場で竿燈が披露され、参加された方に竿燈との
ふれあいを楽しんでいただきました。
三．海上歓迎・放流⾏事
天皇皇后両陛下は、台風 15 号の接近により、
予定を早めて帰京され、海上歓迎・放流行事への
御出席は取りやめになりましたが、大島大会会長

「おことば」

功績団体及び作品コンクール受賞者代表の表
彰、作文コンクールの小学校低学年の部で最優秀
賞を受賞した小林桜和さん（秋田県八峰町立八森

はじめ全国からの漁業関係者等の参加の下、行事
は開催されました。
最初に、漁船等のパレードにより本県の代表的
な漁法を紹介しました。
県漁業調査指導船「千秋丸」が沖合に停泊し、

小３年）による「海とわたしの家族」の作文朗読

指揮を執り、次の漁船と官公庁船がパレードを行

に続き、天皇皇后両陛下から漁業関係者の西方強

い、その後マダイとトラフグの稚魚の放流を行い

さん（ハタハタ）
、湊屋啓二さん（サクラマス）、

ました。

齊藤一成さん（エゾアワビ）
、三浦幹夫さん（ワ

（１）県漁業取締船くぼた

カメ）へお手渡しいただきました。

（２）第百十八兼丸（底びき網漁業）

そして県内若手漁業者の佐藤栄治郎・未来夫妻、

県漁協天王支所所属

伊藤徳洋・歩夫妻、小林優大・雅子夫妻が、豊か

（３）第三天龍丸（定置網漁業）

な海を将来に引き継いでいく決意を「海づくり

県漁協天王支所所属

メッセージ」として力強く表明し、ベテラン漁業
者の杉本貢秋田県漁業協同組合理事が、激励しま
した。

（４）新洋丸（さし網漁業）
県漁協天王支所所属
（５）第２文丸（はえなわ漁業）

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

県漁協天王支所所属
（６）男鹿海洋高等学校実習船 NAMAHAGE

た大会決議を満場の拍手で採択し、大会旗を佐竹
知事から次期開催県の村井嘉浩宮城県知事に引継
ぎ、加藤鉱一県議会議長の閉会のことばで式典は
閉幕しました。
３

エピローグ
秋田の海の伝統を継承し、未来に繋いでいく気

持ちを、秋田の海にちなんだ民謡・踊り・歌曲で
伝えました。
「ユネスコ無形文化遺産」に登録されました、
「土崎神明社祭の曳山行事」の港ばやしから始ま
り、北前船の船乗りたちによって伝わったと言わ
れている「秋田船方節」と「本荘追分」、さらには、
秋田市出身の劇作家である金子洋文が、土崎港に
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「海上歓迎 ・ 放流行事」

四．関連⾏事
関連行事は、道の駅あきた港、JR 男鹿駅およ

び道の駅おが、にかほ市観光拠点センター「にか

て、写真や映像等を使った展示を行いました。

ほっと」
、県漁協北部総括支所・八森観光市、秋

JAMSTEC の展示は秋田で初開催です。また、

田駅周辺の 5 カ所で開催され、式典行事・海上歓

隣接する NHK 秋田放送局の大型スクリーンで

迎・放流行事の映像中継のほか、様々なイベント

は、NHK と JAMSTEC が製作した深海等の番

が開催されました。

組が放映されました。

１

豊かな海づくりフェスタ in あきた

（２）JR 秋田駅東西連絡自由通路会場

～道の駅あきた港～

ワンダフルバザールあきた散歩

「魚」にかかわるイベントを中心に人気者の「さ

県内各地の事業者が一堂に会して旬の農林水産

かなクン」のトークショーや地魚バーベキュー、

物や加工品、お菓子など秋田ではの商品を販売し

おでかけ水族館、アユのつかみどり体験、ハタハ

ました。

タの稚魚やあきたの豊かな海のパネル展示などを

（３）アゴラ広場会場

行いました。

軽トラガーデンコンテスト２０１９

当会場が、海上歓迎・放流行事の昼食会場でも
あり、参加者の方も楽しんでいただきました。

アゴラ広場では、軽トラックの荷台に造られた
庭園のコンテストが開催されました。

また、隣接する秋田県漁協では地魚の直売会を
開催しました。
２

また、竿燈も披露されました。
（４）JR 秋田駅西口大屋根下会場

男鹿市会場（男鹿グルメマーケット 2019）

まるごと秋田・男鹿・潟上

～ JR 男鹿駅および道の駅おが～
海鮮バーベキュー、地魚や地元の農産物の直売、
マグロの解体ショー、鍋の振る舞いなどを行いま
した。
３

にかほ市会場（にかほグルメまつり）
～にかほ市観光拠点センター「にかほっと」～
海鮮バーベキューのほか、秋田由利牛や地魚、

市（いち）

秋田、男鹿、潟上の 3 市が自慢の地場産品や加
工品の飲食物販を行ったほか、式典行事と海上歓
迎・放流行事の映像中継を行いました。
五．あきた⼤会で特に⼒をいれたこと
１

本県の木材加工技術を活用

「豊かな海は豊かな森が育む」をコンセプトに、

地元の農産物の直売などを行いました。

いにしえの時代から現代までの本県で培われた木

４

材加工技術を随所に活用することで、豊かな森の

八峰町会場（豊かな海の産直まつり）
～県漁協北部支所・八森観光市～
海の幸バーベキュー、漁船乗船体験、競り体験、

漁協施設視察、地魚や地元の農産物の直売などを
行いました。
５

秋田駅周辺会場

（１）秋田拠点センターアルヴェ会場
アルヴェでは、学術系のイベントが開催されま

恵みが稚魚を守り、育てていることと、次世代へ
の豊かな海の継承を願う気持ちを表しました。
（１）海上歓迎・放流行事会場
御放流所は、日本一高い天然秋田杉を有する能
代市二ツ井町で伐採した秋田杉を挽いた柾目材を
中心に、側面の一部に板目材、床面には柾目の集
成材を用いました。また３本ある放流樋の支柱に

した。

は秋田県立大学が開発した「円筒 LVL」を活用

①

しました。

海洋教育フォーラム in 秋田（9 月 7 日）
「海の研究最前線～海の未来、担うは秋田の
私たち～」と題して、中高生向けに海洋ごみ問
題や海中ロボット、南極海の生態系などについ
て、環境省や東京大学、東京海洋大学などの研
究者等による講演を行いました。

②

海と地球を学ぼう in 秋田
「しんかい 6500」などで海洋調査などを実施
している海洋研究開発機構（JAMSTEC）が
秋田大学鉱業博物館と連携し、海と地球や秋
田と深海の関わり、海の環境問題などについ

「御放流所」
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御放流容器は、アケビ蔓（つる）とクルミ樹皮

の技術を活用し、天然秋田杉を使って制作しました。

を活用した「かご」の技術を活用し、底面と側面
をアケビ蔓、側面と持ち手をクルミ樹皮で装飾し
たオリジナルの容器を製作しました。

「お手渡し容器」

式典会場の司会台は、本荘由利森林組合が秋田
杉を用いて製作し、農林中央金庫、秋田県漁業協
「御放流容器」

同組合、秋田県森林組合連合会より寄贈いただき
ました。

放流行事会場の司会台は、株式会社丸松銘木店
（能代市）に協賛いただき、同社が開発したツキ
板編み込み化粧板 Almajiro（アルマジロ）の亀
甲文様を使用しています。

「式典会場の司会台」

天皇皇后両陛下におしぼりをお渡しするために
用いるおしぼり受けとお盆は、ヤマザクラの樹皮
「放流行事会場の司会台」

を用いた秋田の伝統工芸品である樺細工を活用し
たものを用意しました。

天皇皇后両陛下におしぼりをお渡しするために

２

おもてなしコーナー

用いるおしぼり受けとお盆は、国指定の伝統工芸

おもてなしコーナーでは、本県の食文化を紹介

品である大館曲げわっぱを活用したものを用意し

するための試食や試飲と、今大会で使用した木材

ました。

加工技術や伝統工芸品の展示を行い、本県の魅力
を広く発信しました。
（１）試食・試飲
・あめこうじ甘酒・ぎばさしょっつるポン酢
・しょっつるスープ・もろこし・いぶりがっこ
・白神山水・ポカリスエット
・男鹿海洋高校かまぼこ
（２）主な展示
・曲げわっぱ工芸品・樺細工工芸品
「お盆」

（２）式典行事会場

・放流容器、お手渡し容器

放流魚のお手渡し容器は、「大館曲げわっぱ」
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・男鹿海洋高校の取組紹介など

樺細工で制作したメダル （モーグルワールドカップ）

３

地魚の普及、啓発

（１）地魚バーベキュー

「秋田港クルーズ列車」

６

秋田の魚介の観光 PR
秋田では、朝取り水産物の販売や、新鮮な地魚

地魚の普及啓発を図るため、魚の味が最もわか

等を活用した食事を提供する施設等が増えてきて

るといわれている地魚バーベキューを秋田駅前を

おり、そういった施設等をつなぐモデルコース「あ

除く各関連行事会場で実施しました。

きた地魚街道」を設定し、県内向けには地元の新

（２）地魚加工品の開発・試験販売
秋田の地魚の消費拡大や普及啓発を目指す漁協
や食品加工事業者団体などで構成する秋田の地魚
消費拡大協議会が、海づくり大会にあわせて新商
品を開発し、関連行事会場で試験販売しました。
（３）
「秋田のさかなを食べようキャンペーン」
9 月 1 日～ 30 日までの間、本県と包括連携協

聞に掲載し、国内向けには、大会に合わせた 9 月
に JAL 機内誌に掲載し PR しました。
六．おわりに
あきた大会では、地元のメディアにより大会に
合わせて、漁業にまつわる様々な課題や解決の
糸口になるような新たな取組み、地魚や魚食文

定を締結している県内 87 店舗の小売店等におい

化、地魚を購入したり食べられるお店の紹介など、

て、季節の魚介と各食品メーカーの商品を使用し

様々な切り口で番組等の制作や特集記事を連載し

た様々な魚介レシピや、秋田の伝統的な調味料

ていただきました。

「しょっつる」を活用した魚介レシピを配布する

また、各スーパー等の小売店では「秋田のさか

「秋田のさかなを食べようキャンペーン」を開催

なを食べようキャンペーン」の実施や、キャンペー

しました。また、関連行事会場でもレシピを紹介

ンのチラシへの掲載、地魚の取扱いなどを行って

し、地魚と本県魚食文化の普及啓発を図りました。

いただきました。

４

農林・科学技術関連行事の開催

さらには、大会時の「秋田港クルーズ列車」の

水産関係の関連行事だけでなく、農林関係のイ

運行や、「海洋フォーラム」等の開催、「豊かな海

ベントも開催することで、本県の食文化や木材の

は豊かな森が育む」をコンセプトにした本県木材

魅力を発信しました。

加工技術の活用など、水産業のみならず、観光や

また、海洋環境や深海などの科学技術関連につ
いて、最先端の研究員等を招聘した講演会や映像、
展示による紹介を実施し、未来を担う本県の子供

科学技術、木材加工など、幅広い分野の方々にも
ご協力いただきました。
このように大会前から応援していただいた方々

たちへの海洋研究の理解促進を図りました。

のご尽力と、本大会の開催により、本県水産業へ

５

の注目度は格段に高まったものと考えております。

秋田市関連行事会場間のクルーズ列車の運行

JR 東日本秋田支社で、旅客クルーズ船の入港
にあわせて秋田港に隣接する秋田港駅より運行し

今大会に関わっていただきましたすべての皆様
にこの場をお借りして感謝申し上げます。

ている「秋田港クルーズ列車」を、運行していた

この機会を逃さずに、水産業の更なる振興と環

だきました。これにより、関連行事会場の秋田駅

境保全、豊かな海づくりを推進してまいります。

前（農林業、
科学技術エリア）と道の駅秋田港（魚

なお、大会の模様は YouTube で公開しており

エリア）を連結することができました。また秋田

ます。是非御覧いただければ幸いです。

港駅では竿燈も披露されました。
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天皇陛下のおことば
第 39 回全国豊かな海づくり大会が、日本海に面したここ秋田県で開催されることを喜ばしく思い
ます。
四方を海に囲まれたわが国は、古くから豊かな海の恵みを受けてきました。また、山や森から河川
や湖を経て海へ至る自然環境と、そこに育まれる生命や文化は、私たちにさまざまな恩恵をもたらし
てくれます。
私自身、以前に鳥海山に登った折に、鳥海山の雪解け水がブナ林を養い育て、伏流水となって山ろ
くの田畑を潤し、やがて日本海に注いで良質な岩ガキを育んでいると聞き、山と海、そして人間との
大切なつながりを感じたことを思い出します。
このような豊かな海の環境を保全するとともに、水産資源を保護・管理し、海の恵みと美しさを次
世代に引き継いでいくことは、私たちに課せられた大切な使命であると考えます。
このたび、初めて全国豊かな海づくり大会に臨み、本大会が、海などの環境保全や漁業の振興、さ
らには海に関わる文化の継承に果たしてきた役割と意義に思いを致し、大会に携わってこられた多く
の関係者の努力に深く敬意を表します。
ここ秋田県においても、特産のハタハタの産卵場所となる藻場を作ったり、マダイやトラフグなど
の稚魚を保護し育てるなどの「つくり育てる漁業」を奨励する一方、
「しょっつる」など海産物を使っ
た食文化の伝承にも積極的に取り組み、漁村や水産業の振興に努められていると聞き心強く思います。
本日表彰を受けられる方々をはじめ、全国各地において日頃から豊かな海づくりに尽力されている
皆さんの活動が、今後も多くの人々によって支えられ、さらに発展していくことを期待します。
「海づくり

つながる未来

豊かな地域」をテーマとして行われるこの大会を契機として、海や漁

業への理解と関心がさらに深まり、豊かな海づくりの輪が、ここ秋田の地から全国へ、そして未来に
向けて大きく広がっていくことを願い、私のあいさつといたします。

大 会 決 議
我が国は四方を海に囲まれ、人々は古来より
海と親しみ、豊かな恵みを享受してきた。

提供し、併せて環境・生態系保全の取組により、
豊かな海を永続的に育む責務がある。

ここ秋田県は、世界自然遺産の白神山地など

新たな令和の時代を迎え、ここ秋田県におい

雄大な山々を有し、そこから流れ出る清冽な水

て、「海づくり

がやがて日本海へと注ぎ、米どころ秋田を支え

をテーマに、豊穣の海を次世代に引き継ぎ、水

る肥沃な大地を形成し、豊かな歴史と食文化を

産業の振興に向けた取組を一層力強く進めてい

培い、地域産業の発展に重要な役割を担ってき

くことをここに決議する。

つながる未来

豊かな地域」

た。
我々水産関係者には、水産資源を守り育てつ
つ、安全で美味しい水産食料を安定的に食卓へ

令和元年９月８日

第 39 回全国豊かな海づくり大会

秋田県農林水産部水産漁港課
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令和２年度予算概算要求（栽培漁業関係）の概要について
水産庁

１．はじめに
栽培漁業については、沿岸漁業整備開発法に基
づき、平成 27 年 3 月に第 7 次栽培漁業基本方針
が策定され、資源造成型栽培漁業の推進、漁獲管
理との連携の強化、対象種の重点化等による効率
的かつ効果的な栽培漁業の推進、広域プランに基
づく広域種種苗放流の推進等の取組を進めている
ところです。
一方、29 年 4 月に策定した水産基本計画に基
づき、「数量管理等による資源管理の充実や漁業
の成長産業化等を強力に進めるために必要な施
策」等について検討が進められ、昨年 6 月に「水
産政策の改革について」が取りまとめられました。
その中で、栽培漁業については、
「資源管理上効
果のあるものを見極めた上で重点化する」との方
向性の下、資源造成効果の高い手法や対象魚種に
ついて、今後も実施していくこと等が定められま
した。
令和 2 年度の栽培漁業関係予算は、令和元年度
に引き続き水産政策の改革を実現していくための
概算要求となっています（表１）。

２．令和２年度概算要求の内容について
栽培漁業に関係する令和 2 年度概算要求中の予
算として、次の事業を紹介します。なお、現在財
政当局と折衝中であり、金額の変動等がありうる
ことを、あらかじめお断りさせていただきます。
（1）さけ・ます等栽培対象資源対策
（令和 2 年度概算要求額：588 百万円）
本事業は平成 31 年度の新規予算として、従来
の栽培漁業関連予算とさけ・ます関連予算を大括
り化し、一本化したものです。本事業のうち、「1．
資源回復に向けた種苗生産・放流」が栽培漁業関
連予算となっています。従来の「栽培漁業総合推
進事業」及び「二枚貝資源緊急増殖対策事業」を
継承する事業として、以下の事項について、要求
しています。
① 新規栽培対象種の技術開発事業
栽培漁業においては多くの全国的な共通課題が
あり、その一つとして資源回復に向けて資源管
理に取り組んでいるものの、資源の回復には至っ
ておらず、種苗生産技術がないことから、これま

栽培養殖課

栽培養殖企画班

佐藤

陽

で種苗放流が行われてこなかった魚種については、
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、
このような魚種について、人工種苗の量産及び放
流技術の開発を促進し、資源管理と一体となって
早急な資源回復を図ることで、漁業者の取得向上
に繋げていくことが重要です。
本事業では、アカムツ（ノドグロ）、アマダイ、
キンメダイ、タイラギ等について取り組み、これ
らの新規栽培対象種について、関係機関が連携し
て、種苗の量産技術や適切な放流手法の開発を加
速化させ、早急に効果的な種苗放流を確立しよう
とするものです。
② 環境変化に対応した種苗生産・放流技術の改良
地球温暖化等による環境変化により日本の沿岸
海域では海水温の長期的な上昇が見られる中、例
えばキジハタのように生息域の拡大により新たな
栽培対象種として種苗生産・種苗放流に取り組み
始められた魚種がある一方で、アワビのように種
苗生産状況の悪化や放流効果の低下が全国的に見
られる既存の栽培対象種もあります。また、二枚
貝では、アサリなどで全国的に漁獲が低迷してい
る状況にあります。このような状況に対応して種
苗生産・放流手法の改良を行う取組について支援
しようとするものです。
③ 種苗放流による資源造成・回復効果及び受益
の公平化の検証事業
水産政策の改革にあるように、種苗生産・放流
については、効果のあるものを見極めた上で重点
化していくことが必要です。また、対象種が目標
とする安定した資源状態となった際には、漁獲管
理による資源の維持に重点を置き、当該対象種の
種苗放流については中止するなど柔軟な対応が必
要です。このほか、種苗放流に係る適切な費用負
担の体制づくりを進めていくことも必要です。こ
のように、関係都道府県間での広域連携について
は、種苗生産・中間育成の取り決め、適地放流の
調整、種苗生産・放流並びに育成に係る費用負担
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
共通資源であって、早急な資源回復と安定が困難
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なトラフグ等の広域種について、資源管理と連携
した種苗放流の効果の検証や負担の公平化につい
て支援を行うものです。
なお、遺伝的な標識手法を用いれば、市場調査
等でサンプリングした魚の遺伝子情報を種苗生産
の親魚のデータベースと照合することで、漁獲物
が放流魚であるか、さらには放流魚を親にもつ個
体かどうかの判別が可能となるとともに、種苗の
由来、移動状況など様々な情報を得ることが可能
となります。これにより、詳細な放流効果の検証
を行い、効果を見極め、資源造成回復効果の高い
手法の実証を進めるとともに、種苗生産・放流の
費用負担の公平化に向けた体制づくりに大きく貢
献することができます。
表１

また、令和 2 年度の拡充事項として、複数の都
道府県による共同種苗生産・放流体制の構築支援
と、その実際的な取組を支援します。全国的な栽
培種苗生産施設の老朽化や、技術者の高齢化を背
景に、効率的な種苗生産・放流を進めるためには、
都道府県域を越えた共同化が喫緊の課題です。将
来の栽培センターの拠点化や集約化のため、共同
化のグランドデザインを作り、実生産規模での実
証を行うための要求です。
（2）その他
上記でご説明した事業の他に、「被災海域にお
ける種苗放流支援事業」等の栽培漁業関係予算が
ありますが、誌面の都合もあり、省略させていた
だきます。

水産政策の改革について（栽培漁業関連抜粋）

（平成 30 年６月１日決定「農林水産業・地域の活力創造プラン（改訂）」別紙８
改革の方向性

改革の具体的内容

１．漁業の成長産業化に向けた水産資源管理
１Ｂ
栽培漁業については、資源管理上効果のあるもの
を見極めた上で重点化する。

種苗生産・放流・育成管理等については、資源管理の一環として実施するものであることを踏まえて、
以下のとおり、効果のあるものを見極めた上で重点化する。
①

従来実施してきた事業については、資源評価を行い、事業の資源造成効果を検証する。
検証の結果、資源造成の目的を達成したものや効果の認められないものは実施しないこととする。

②

資源造成効果の高い手法や対象魚種については、今後も事業を実施するが、その際、国は広域魚種を

対象として必要な技術開発・実証を行うなど、都道府県と適切に役割を分担する。
また、広域回遊魚種等については、複数の都道府県が共同で種苗放流等を実施する取組を促進する。

令和２年度概算要求事項

さけ・ます等栽培対象資源対策

【令和２年度予算概算要求額 588（573）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種苗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［令和4年度まで］）
＜事業の内容＞
〈種苗放流による資源造成〉

○ トラフグ等の広域種の資源造成効果の検証、適切な放流費⽤負担や共同放
流体制へ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

放流の受益と負担の公平化
共同放流体制

〈新規栽培対象種の技術開発〉
アマダイ

キンメダイ

○ 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

○ 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＞

定額、1/2

⺠間団体等

国

⺠間団体等
委託
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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

〈ふ化放流技術の開発〉

・ 回

〈サケ稚⿂の放流体制の転換〉

及する取組を⽀援します。

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

※若齢⿂漁獲抑制のための
とも補償
(相互扶助漁獲⽀援事業で
対応)

効
果
の
⾼
い
⼿
法
・

成

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。

〔資源造成〕

資源造成・回復効果の⾼い⼿法

源

た種苗⽣産及び放流等の増殖⼿法の改良を⽀援します。
○ 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

〔現状〕

資

１．資源回復に向けた種苗⽣産・放流

＜事業イメージ＞
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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）

被災海域における種苗放流⽀援事業

【令和２年度予算概算要求額 700（714）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

＜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

〈放流種苗の確保〉

被 災 地 の ⽔ 産 資 源 回 復

○ 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)

浜の活⼒再⽣・成⻑促進交付⾦

【令和２年度予算概算要求額 5,600（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、漁村⼥性の経営能⼒の向上や⼥性を中⼼
としたグループ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

・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＞

村地域とのマッチ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、共同利⽤施設の整備、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に必要な施設・機器の整備、産地市場
の統廃合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去やプラン策定地域に
おける密漁防⽌対策等について⽀援します。

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
・産地市場の統廃合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去を⽀援
・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
・産地市場の電⼦化や⽣産コストの削減、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,1/2）

⺠間団体等
国

交付

（１の事業）

1/2,4/10,1/3等

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
・漁業現場のICT化に向けた調査・検討等の取組を⽀援
・地域資源の活⽤推進、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）

豊かな海

No.49

2019.11

49

【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 令和元年度通常総会を開く
域栽培漁業広域プラン」を事務局から説明し、追

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、7 月 23 日の太平洋北海域協議

認をいただきました。今年度からは改定した「海

会を皮切りに、令和元年度通常総会を開催しまし

域栽培漁業広域プラン」を関係道府県が連携・協

た。

力した栽培漁業を推進していくことになります。
また本年度は役員の改選期にあたり、第 4 号議案

水産庁栽培養殖課加藤課長補佐、中村栽培養殖

でお諮りした下表の方々が選任されました。

専門官や各漁業調整事務所の担当官、また国立研
究開発法人水産研究・教育機構本部及び各海区水
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 30 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

令和元年度事業計画書、収支計算
書に関する件

◦第 3 号議案

令和元年度会費に関する件

◦第 4 号議案

役員の選任に関する件

第 1 号議案では、昨年度に水産庁が示した「水
産政策の改革について」に対応して見直した「海

太平洋北海域栽培漁業推進協議会通常総会の様子

令和元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

50

協議会役員

開催日

場所

会長

副会長

7月23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 綱樹

主幹 東野 敏及

技師 上遠野 拓也

8月9日

名古屋ダイヤビル

静岡県漁業協同組合連合会

（公財）三重県水産振興事業団

愛知県水産課

大分県水産振興課

（金）

（愛知県名古屋市）

代表理事会長 薮田 国之

理事長 林 文三

主任主査 大橋 昭彦

技師 森田 将伍

7月31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

（水）

（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

主査 東野 敏及

技師 柳原 陽

8月21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

（水）

（兵庫県神戸市）

代表理事会長 平野 仁彦

会長 久保田 章市

主事 金吹 実佐子

主査 野口 俊輔

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

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2日
（月）

大分センチュリー
ホテル
（大分県大分市）

8月26日

福岡県水産会館

福岡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）

（福岡県福岡市）

代表理事会長 佐藤 政俊

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】

「令和元年度第 1 回広域種資源造成型栽培漁業推進検討会」を開催
平成 31 年度の水産庁補助事業「種苗放流によ

検討会では、海づくり協会より本事業の計画等

る広域種の資源造成効果・負担の公平化検証事業」

を説明した後に、各道府県より令和元年度の事

のうち資源造成推進事業により、海域栽培漁業広

業実施計画と進捗状況を報告していただきました。

域プラン毎に広域種資源造成型栽培漁業推進検討

その他、事業実施に係る意見交換を行いました。

会、また瀬戸内海海域サワラについては共同種苗

検討会には国立研究開発法人水産研究・教育機

資産・放流体制の構築・高度化の実証検討会（以

構各海区水研の資源評価担当の方々にアドバイ

下、検討会）を開催しました。今回の検討会は令

ザーとして出席いただき、事業実施にあたっての

和元年度の第 1 回（年 2 回開催予定）であり、海

指導・助言をいただいています。

域栽培漁業推進協議会の通常総会に合わせて開催
しました。

検討会の対象魚種、 開催日、 場所およびアドバイザー
海域

魚種

開催日

場所

アドバイザー

太平洋北

マツカワ
ヒラメ

7月23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

8月9日
（金）

名古屋ダイヤビル
（愛知県名古屋市）

日本海

ヒラメ

8月21日
（水）

三宮研修センター
（兵庫県神戸市）

九州・瀬戸内海

トラフグ

8月26日
（月）

福岡県水産会館
（福岡県福岡市）

瀬戸内海区水産研究所

片町

瀬戸内海

サワラ

9月2日
（月）

大分センチュリー
ホテル
（大分県大分市）

瀬戸内海区水産研究所

石田 実

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

日本海区水産研究所
西海区水産研究所

※（

）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）

八木 佑太 主任研究員（ヒラメ）
中川 雅弘
藻類・沿岸資源管理グループ長（ヒラメ）

太輔

主任研究員（トラフグ）

主幹研究員（サワラ）
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【豊かな海づくり推進協会コーナー①】

令和元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

なるように、自分たちの組織に足りない点や今後

保全」
「海の安全確保」
「多面的機能の理解・増進

積極的に取り入れていくべき点を自己診断によっ

を図る取組（教育・学習）
」に係る活動の技術水

て明確化し、その上で課題解決に向けた意見交換

準の向上と適切な組織運営の推進を図ることを目

を行った。平成 29 年 4 月に閣議決定された水産

的として、今年度は下記の青森、東京、広島、福

基本計画には、多面的機能の発揮について、「一

岡の４会場で開催した。

層の国民の理解の増進を図りつつ効率的・効果的
な取組を促進する」ことが明記された。そこで、

１
２
３

４

青森会場

藻場、干潟、内水面、サンゴ礁の各部会では、昨

令和元年 7 月 16 日（火）青森県観光物産館

年度開催した「教育・学習部会」の内容を実践的

東京会場

に行うため、サポート専門家による資料づくりや

令和元年 8 月 28 日（水）コープビル

活用方法の講習が行われた。

広島会場

なお、全国各地で活動が行われていることから

令和元年 9 月 27 日（金）

藻場部会は全会場で開催したが、干潟、内水面、

ホテルチューリッヒ東方 2001

海の安全確保については 3 会場で、サンゴ礁部会

福岡会場

は福岡会場のみで開催した。

令和元年 10 月 29 日（火）

出席者数は、表１に示すとおりであり、部会数

福岡県中小企業振興センター

が多い福岡会場が 183 名と最も多く、4 会場の合

講習会は、水産庁からの事業の概要や変更点お

計は 480 名であった。部会の出席者は、4 会場で

よび会計実地検査の結果等を伝える全員が参加し

開催した藻場部会は合計 263 名、3 会場で開催し

た全体講習と、その後の活動項目別の部会とで開

た干潟部会は 145 名、内水面部会は 91 名、海の

催した。なお、開催する部会が 4 つ以上となる広

安全確保部会は 82 名であった。1 会場のサンゴ

島会場と福岡会場では会議室の関係から午前と午

礁部会は 18 名であった。

後の二部制とした。

また、特に、藻場と干潟については、技術が多

各部会においては、まずサポート専門家のコー

岐にわたるので開催地ごとにテーマを決めて技

ディネートのもと、他の組織の模範となる活動組

術水準の向上を図った（表２）。なお、質疑応答

織の代表などが講師となって取組の要点を紹介し

と意見交換は、テーマに限られることなく幅広く

た。その後、参加活動組織の今後の活動の参考と

行った。

表１

52

会場

出席者

青森

講習会出席者数一覧

部会

全体講習

藻場

干潟

内水面

５５

４０

－

－

１４

東京

１２６

６１

４０

２５

広島

１１６

４３

５５

福岡

１８３

１１９

合計

４８０

２６３
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海の安全 サンゴ礁

第１部

第２部

－

５５

－

－

－

１２３

－

３６

１９

－

６２

９０

５０

３０

４９

１８

９９

１６７

１４５

９１

８２

１８

３３９

２５７

表２

会場名

藻場部会及び干潟部会のテーマ

藻場部会

干潟部会

青森会場

海藻のタネ不足対策とウニ類を中心とした
（開催なし）
食害対策について

東京会場

藻場の維持管理について

底質の改善について

広島会場

アマモの活動について

稚貝の確保について

福岡会場

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

各会場のコーディネーターと事例紹介者は表３
のとおりである。各コーディネーターは、事例紹
介をする活動組織について事前の資料確認や聞き

活動実績票から問題点を把握して、講習会内で問
題点の解決を図った。
事例紹介者は、活動組織の代表者だけでなく、

取りに加えて現地調査に行くなどの準備をして臨

活動を行っている漁業者、関係漁協や市町の担当

んでいただいた。講習会当日も、事例紹介組織の

者と幅広く、各人から苦労した点や効果的な活動

ポイントの解説を行うことによって参加者の理解

とするためのコツなど有意義な事例紹介が行われ

を促進し、参加活動組織から事前提出されている

た。

表３

会場名

部

会

藻場部会
青

東

広

福

各会場のコーディネーター及び事例紹介を行った活動組織

コーディネーター
中嶋泰氏

森

京

久遠地区藻場保全活動組織（北海道）
高森直也氏

海の安全確保部会 益原寛文氏

小泊海の監視ネットワーク活動組織（青森県）
小林寿伸氏

藻場部会

中嶋泰氏

城ヶ島藻場保全活動組織（神奈川県）
石橋英樹氏

干潟部会

吉田司氏

船橋市漁業協同組合活動グループ（千葉県）
柴田進介氏、梅田新也氏

内水面部会

樋田陽治氏

桜川多面的機能活動組織（茨城県）
鈴木清次氏

藻場部会

片山貴之氏

柳井藻場保全グループ（山口県）
酒井章氏

海の安全確保部会 益原寛文氏

香住の海の会（兵庫県）
駒居慧一氏

干潟部会

吉田司氏

前潟干潟研究会（広島県）
下戸成治美氏

内水面部会

崎長威志氏

江の川かっぱ道場（広島県）
西村亮氏

干潟部会

吉田司氏

鏡町あさり活動組織（熊本県）
徳田司氏、石澤修氏

島

岡

事例紹介活動組織

海の安全確保部会 益原寛文氏

勝本地区活動組織（長崎県）
土肥栄幸氏

藻場部会

南里海児氏

外海地区活動組織（長崎県）
林実氏

内水面部会

稲田善和氏

上桂川を守る会（京都府）
奥居正敏氏

サンゴ礁部会

岩瀬文人氏

伊豆 FNY 活動組織（静岡県）
石川憲一氏
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講習会の様子

青森会場

開会挨拶

青森会場

全体講習

東京会場

藻場部会

東京会場

干潟部会

広島会場
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広島会場

福岡会場

内水面部会

個別相談

【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

日本の水産業を再構築するための技術戦略
鹿児島県鹿児島地域振興局
技術主査

小路口

拡輝

開催日時：令和元年 7 月 19 日（金）15:30 〜 16:30
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：国立大学法人鹿児島大学

産学・地域共創センター

特任教授

木村

郁夫

氏

出席者数：47 名

１

はじめに

には、活発な質疑応答や意見交換が行われた。

近年の水産業においては、水産資源の減少、魚

その他、「ブリ養殖の ICT 生産管理システム導

価低迷、燃油高騰など、漁業経営を取り巻く環境

入の取組と成果について」と題して、水産研究・

は非常に厳しい状況であるというのが共通の認識

教育機構・（株）南日本情報処理センターからス

である。

マート養殖業に関する情報提供も行われた。

しかし、この現状を打破するため、各地域では、
経営効率化や流通改善など様々な取組を行い、水
産業の儲かる化に取組んでいる事例がある。

３

講演の内容

（１）日本の水産業

現状と課題

そこで、本研修では、長年水産加工に関する研

・世界の漁業・養殖業生産量は約２億トンで水産

究をはじめ、地域と連携した流通改善に取り組ま

の生産能力はかなり高い。内訳を見ると、漁

れている木村氏を招聘し、漁業者、漁協職員、自

船漁業は約 9,000 万トンと頭打ちで、養殖業

治体職員を対象に「日本の水産業を再構築するた

が伸びている。

めの技術戦略」と題して研修会を実施した。

・その中でも、中国の生産量は増加しており、公
海漁業の活発化により漁船漁業が増加、養殖

２

研修会の概要

業も内水面養殖を中心に増加している。

本研修会は、令和元年 7 月 19 日（金）に鹿児

・日本の生産量は減少しており、特に漁船漁業が

島地域振興局（鹿児島市）で開催された。当日は

減少しているが、世界の中では、日本周辺の

鹿児島湾に隣接する県出先機関・市町村・漁協で

資源量は豊富であり、重要な位置にあるとい

構成される鹿児島湾水産業改良協議会の総会等と

える。

併せて実施し、県内各地より 47 名の出席があっ

・一方、消費量を見てみると、世界人口の増加に

た。研修会では鹿児島大学産学・地域共創センター

より、水産物の需要・消費量は増大。日本は

特任教授の木村郁夫氏から「日本の水産業を再構

減少傾向にあるが、中国は増加しており、日

築するための技術戦略」と題し、日本における水

本の消費量に近づきつつある。

産業の現状や水産物の輸出戦略で重要となる加工
技術、また、その技術を活用した島嶼域での流通
改善事例等についてご講演いただき、講演の最後

・日本の漁業者は高齢化・後継者不足、また、魚
価低迷、需要低下など厳しい状況。
・このような背景の中、儲ける水産業とするため
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講演の様子

に、マーケットを拡げ、従来の漁獲・加工・
流通システムからの脱却を図る必要がある。
（２）水揚げ方法と品質への影響
・農林水産省が示した水産物の輸出戦略の中に、
「品質保持（冷凍・解凍・一次加工）技術の向
上」があり、ここを押さえなければ輸出は伸び
ない。

・経験則では、獲れたての魚を冷凍すれば美味し
いということはわかっている。
・ATPは筋肉タンパク質の変性を抑制する重要
な機能がある。
・以上により、冷凍水産物の高品質化のため、
ATPの冷凍変性に及ぼす作用を明らかにする

・苦悶致死（野〆）と即殺致死（活〆）では、死
後硬直の起こり方など、品質に及ぼす影響差が
大きい。

ため、研究を行った。
・研究の結果、冷凍時のATP濃度が高いものほ
ど、タンパク質が変性しにくく、タンパク質が

・死後硬直は魚体中のエネルギー物質ATPが無

安定化することがわかった。また、ATPがあ

くなると起こる。従って、ATPを残せば、死

ると、褐変化を抑制する機能があることを発見

後硬直は遅れる。

した。

（３）養殖魚高品質流通の取組

・鹿児島県の地域戦略として、養殖ブリの生産性

・鹿児島県のアクションプランによると、ブリ類

向上と輸出拡大が策定された。そこで、農水省

輸出額はR2年までに100億円を目標としている

の競争的資金を活用して、「養殖ブリの輸出を

が、達成に近づいている。

促進するための人工種苗生産技術高度化及び高

・農水省のブリ類輸出統計を見てみると、米国向

品質冷凍流通技術体系の開発」プロジェクトを

けが伸び、全体の8割を占めている。その理由

立ち上げた。この中で、CO処理に代わる褐変

はCO処理が認められているから。CO処理は血

抑制技術の実証試験・技術開発を関係者ととも

合肉の褐変化を防ぐが、EU、アジア、豪州で

に行った。ATP濃度を高く維持しながら養殖

は禁止されている。

現場で行えるよう複数の課題を立て、以下の技

・CO処理以外で褐変化を防ぐには超低温流通だ
が、高いコストがかかり、米国以外の国への輸
出が伸び悩んでいる。

術開発を行った。
・水揚げ時の背骨骨折防止やストレス軽減のた
め、電気刺激専用タモを開発した。電気ショッ

・-20℃で1ヶ月保存が国際流通の基準で、水産物
の冷凍保存中の変色は水産業界で解決されてい

56

必要がある。

クにより約90秒沈静化することが可能となっ
た。

ない重要な技術課題であった。CO処理に代わ

・大量に素早く活き〆、フィレ化ができるよ

る冷凍品質保持方法の技術開発を行えば輸出増

うに、1,500尾/hが可能な、高速魚体処理機

加が可能。

（ヘッドカット機・内臓除去機）を開発した。

・EUやニューヨークでは、アニサキス中毒を防

・ATP濃度が高く、高品質水産冷凍品という証

ぐ観点で、魚を生食する場合は、一度冷凍する

明のため、「ATP Yellowtail ®」という商標を
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取得した。流通時には、緩慢解凍することが必

べき姿を理解し、技術課題を把握する必要があ

要なことを技術情報として示し、世界中のどこ

る。

にでも生食が可能な高品質ブリを輸出できるよ

・技術課題を乗り越えるための基礎研究が必要で

うになった。

あり重要。この基礎研究を実用化できる実証研

（４）島嶼圏水産物の高品質流通の取組

究を行い、実業へ落とし込むための関連技術構

・島嶼圏水産業の課題は大消費地が遠いことや島
内での消 費 量が限られるなど、魚 価が上がらな

築が必要。
・事業の完全実施のため関係者を巻き込き、志を

い 。また、台 風 や 熱 帯 低 気 圧 の 影 響により、時

一つにする必要がある。

化が多く、漁獲が安定しないことが挙げられる。
・与論島で漁獲されるキハダ等地魚を刺身として

４

主な質疑応答

観光客に安定して提供したい。また、大漁時の

再凍結した場合の品質はどのようなものか？

魚価低下を何とかしたいと地元から相談を受け
た。そこで、魚肉中のATPによる冷凍変性抑

一度解凍すると ATP が分解されてしまう。
再凍結時は ATP が０の状態。よって品質は

制作用を利用した刺身として扱える高品質冷凍

悪い。

品の技術開発について、与論町漁協との共同研

期待されるブリ類の次の輸出魚はどのような
ものがあるか？

究を行った。
・ATPをできるだけ損なわないように、漁獲
後、すぐに活け〆を行い、海水氷で保蔵、漁獲

ノルウェーがサーモンで成功したのは、身が
赤く、血合いが少ないから。これからはマダ

後1〜6時間の試験区を設定。帰港後、フィレ

イ、ヒラメなどの白身魚と考えられる。

にし、アルコールブライン凍結（-35℃）を行

エイ、サメなどの軟骨魚類は高品質化できる
のか？

い、４ヶ月半冷凍した。pH値、ATP濃度を計
測し、その後、解凍したそれぞれの魚肉の官能

可能だろうが、漁獲時にしっかり冷やすこと
が重要。現状は行っていないと思う。

試験を実施した。
・同様の冷凍キハダの刺身を島内のホテル・飲食
店に対して品見会を実施ししたところ、高い

５

謝辞

評価を得た。また、流通大手である（株）西原

講師をお引き受けいただいた木村教授には、大

商会からも注目を受け、出荷を行うようになっ

変お忙しい中、冷凍技術開発による流通改善、輸

た。

出促進の取組と島嶼域での冷凍技術の応用による

・今回の冷凍キハダは「ATPシビ®」として商標

流通改善取組事例まで幅広い内容でご講演いただ
きまして厚く御礼申し上げます。

登録を行った。
（５）まとめ

最後に、本研修会の趣旨にご賛同いただき、ご

・日本の水産物の高品質付加価値化を支援する技
術研究としては、まず現状把握と未来の有る

支援いただきました公益社団法人全国豊かな海づ
くり推進協会に厚く御礼申し上げます。

質疑応答の様子
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