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海洋生物環境研究所における
種苗生産・飼育・放流
公益財団法人

公益財団法人海洋生物環境研究所（海生研）は、

海洋生物環境研究所

理事長

香川

謙二

旬）として評価が高いものです。詳しくは、当研

1975 年当時に議論となっていた発電所の温排水

究所の海生研ニュース No 143（ホームページか

が海洋資源に与える影響を調べるために設立され

ら入手可能）を見ていただきたいのですが、種苗

ました。その後、有害化学物質の影響、海洋放射

生産は非常にうまくいっていると考えています。

能の調査、気候変動による海洋環境変化などの研

まず、新潟県産の天然のヒゲソリダイを親魚と

究を行ってきました。皆さんは、海生研がフィー

して飼育し、自然産卵で多くの受精卵を入手しま

ルド調査しか行っていないかのような印象をお持

した。正常発生率もほぼ 100％で、良好な卵を得

ちかもしれませんが、実は、これらの要因が海洋

ることができ、これをふ化させ、ふ化後 48 日目

生物に与える影響を研究室で詳細に調べるため、

で体長４cm の稚魚を入手することができました。

海洋生物を飼育し再生産していくこと、即ち親魚

もちろん、難しい問題もあり、例えばふ化後９日

養成、産卵・種苗生産、稚魚の育成、ワムシなど

目前後で大量に死亡したことがありました。これ

の餌生物の培養などは得意な分野であり、そのた

については、光条件や収容密度を工夫し、現在減

めの研究者と施設を有しております。ちなみに、

耗の比率が大きく減少しています。もちろん稚魚

当研究所は、千葉県御宿町（中央研究所）と新潟

の飼育にも、ワムシ（SS 型及び L 型）系群、ア

県柏崎市（実証試験場）に研究所を有しておりま

ルテミア幼生、魚卵を成長にあわせて与えるなど

すが、取水能力で 60㎥ / 時（中央研究所）、200

の工夫を行いました。この魚は、水温への許容性

㎥ / 時（実証試験場）、水槽を合計 30 個以上（３

が大きく、暑くても寒くてもよく餌を食べ、短期

トン水槽以上）有しています。また、飼育専門の

間で大きく成長することがわかりました。１歳２

研究者・技術者が３人います。これまで 180 種

カ月での産卵を確認し、１歳半で全長 24cm、体

以上の生物を飼育し、50 種以上で種苗生産をし

重 340g という商品サイズとなりました。もちろ

てきました。

ん卵から稚魚、これを育てて親とし、また産卵さ

具体的には、例えば、実際に生物を飼育し、細

せるという完全養殖に成功しています。

かく水温条件を変化させて影響（選好水温、飼育

生産した種苗は、尾数は少ないながらも、地元

限界水温）を見ています。また、放射能でも、マ

漁協と協力して３年連続で地先海面に放流してき

ダイなどに一定の放射能濃度に調整した餌を与え

ました。今後、より効果的な放流技術の検討を進

て体内の濃度を時間の経過ごとに測定しました。

め、地域の栽培漁業に貢献していきたいと考えて

当研究所では、そのような生物飼育の能力を更

います。

に水産に活用すべく、現在、柏崎市の実証試験場

柏崎市では、地元の魚として市長さんをはじめ

において、国の栽培漁業関連の委託事業を受託し

非常に期待され、市による料理教室や PR イベン

ています。具体的には、水産研究・教育機構、関

ト、漁協による試食会等が開催されています。

係県等と協力してアマダイの親魚の短期成熟など

まずは地元の旬の魚として家庭や旅館・ホテル

の研究をしていますが、この事業の中で、海生研

で食べていただくとともに、全国的な流通に乗ら

独自のものとして、
「ヒゲソリダイ」の種苗生産

ない珍しい・おいしい魚を扱っている首都圏など

と放流技術の研究を行っています。この魚は、本

の魚屋さんや料理屋さんに扱って頂くことにより

州の青森県から九州まで分布するイサキ科魚で、

販路を拡大し、地元漁業に貢献していきたいと考

有名ではありませんが、非常に美味で、新潟県で

えています。

はカヤカリ（稲のカヤを刈る秋ごろに漁獲が多く

2
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山口県が挑む！
シロアマダイの栽培漁業の可能性
山口県水産研究センター
研究員

１．はじめに

外海研究部

内田

明

とが明らかになり、期間中に計 38 尾を集めること

シロアマダイ（図 1）は、あまだい類の中で最
も大型の種で、最大全長は 60㎝を超えます。国

ができました。これらは、主にアカアマダイ狙い
の延縄や底びき網により漁獲されたものでした。

内では本州中部以南、山口県内では日本海と瀬戸

瀬戸内海側では、夏にハモ、冬にトラフグを

内海の両方に分布しています。県内のあまだい類

狙った延縄漁が営まれますが、ごく少数の延縄漁

の漁獲量は 2018 年には 256t です １） が、そのほ

業者が春や秋にシロアマダイを狙って操業してい

とんどがアカアマダイで、シロアマダイの漁獲量

ました。漁場や漁法などの情報はとても秘匿性が

はごくわずかです。その希少性に加え、とても美

高いため、調査が難航することが予想されました

味であることから、市場では 1 〜 2 万円 /kg で取

が、一部の延縄漁業者から協力が得られました。

引されることもある、まさに

2017 年 8 月〜 2019 年 5 月までの間、漁獲個体

幻の高級魚

です。

また、県内の漁業者から、種苗放流の要望が強い

を買い取り、期間中に計 71 尾を集めることがで

魚種であり、本県が 2015 年度に策定した第七期

きました。また、1 日・1 隻あたりの漁獲尾数は

山口県栽培漁業基本計画では新規栽培対象種に位

最高で 17 尾と日本海側よりも多く漁獲されるこ

置付けられています。山口県水産研究センターは

とがわかりました。

2017 年度から水産庁委託事業（さけ・ます等栽

以上の結果から、瀬戸内海では日本海よりも効

培対象資源対策委託事業）に参画し、本種の種苗

率的に親魚を確保できると考え、瀬戸内海を中心

生産技術の開発に向けた研究を進めており、本稿

に調査を進めていくことにしました。

では、本委託事業の中で得られた成果の一部をご

３．基礎生態の把握

紹介します。

シロアマダイの生態的な知見は乏しいため、瀬
戸内海で入手したサンプルを用いて、サイズ、年
齢、成熟時期などを調査しました。
漁獲個体の年齢組成を図 2 に示しました。年齢
は耳石を用いた横断面法により査定しました。雄
は 2 〜 12 歳、雌は 1 〜 11 歳の範囲で確認され、
いずれも 2 〜 4 歳が漁獲の主体でした。
図１

シロアマダイ（全長 380 ㎜）

２．漁獲実態の把握

年齢と体長の関係を図 3 に示しました。各年齢
における平均体長は、雄が 2 歳で 322㎜、3 歳で
403㎜、4 歳で 417㎜、雌がそれぞれ 325㎜、379

まず、県内の漁獲実態について調査しました。

㎜、417㎜でした。最大体長は、雄が 510㎜、雌

県内の日本海側で最もあまだい類の水揚量が多

が 513㎜であり、雌雄による明瞭なサイズ差は確

い山口県漁協萩地方卸売市場において、2017 年

認できませんでした。東シナ海産のシロアマダイ

10 月〜 2019 年 3 月までの間、水揚げされたすべ

では体長 400㎜以上はすべて雄であると報告され

てのシロアマダイを買い取りました。その結果、

ています 2）が、瀬戸内海では体長 400㎜以上でも

年間を通じて毎月 1 〜 4 尾が水揚げされているこ

雌が出現することが分かりました。
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月に見られました（雄：0.22、雌：9.41）
。また、 を遅くすることにしました。通常の揚縄速度は 50
200 月に漁獲されたすべての雌から吸水卵が確
4～5
ないかと推測されました。
～60m/分程度ですが、30m/分前後の速度にしま
雄 n=37, Lt=514.4(1-exp(-0.464(t+0.174)))
4～5
100 月に漁獲されたすべての雌から吸水卵が確
認されたことから、概ね
4～5 月が産卵盛期では
雌 n=34, Lt=505.8(1-exp(-0.293(t+1.723)))
認されたことから、概ね
4～5 月が産卵盛期では した。また、漁獲個体は水圧の変化によって鰾が
0
ないかと推測されました。
４．親魚の確保
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
膨張しているため、その状態のまま活間に収容す
ないかと推測されました。
2018 年から親魚の確保を開始しました。シロ
年齢（歳）

アマダイの漁場に精通した漁業者の協力のもと、

ると腹部を上に向けて暴れ、やがて衰弱してしま

延縄による試験操業を実施しましたが、活魚での
雄図 3 年齢と体長の関係
0.3
0.2
雄
確保は決して容易ではありませんでした。

います（図 5）。そのため、漁獲直後に鰾のエア抜

生殖腺指数
生殖腺指数

0.3

0.2

その最大の理由は、漁獲水深が深いことです。
0.1

成熟時期を把握するため、漁獲個体の生殖腺指

0.1
シロアマダイは、
水深 50 〜 60m 前後で漁獲され、

0.0
数（生殖腺重量/体重×100）
を調べました（図 4）。

水面に揚がるまでの急激な水圧の変化に耐えられ
7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 月
0.0

漁獲時期が偏るため、周年変動は把握できません
7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 月
ずに死亡するケースが目立ち、脱腸や眼球が突出
2017年

2018年

2019年

でしたが、生殖腺指数の最高値は雌雄いずれも
5
2017年
2018年
2019年
した個体が多く見られました。そこで揚縄速度を

遅くすることにしました。通常の揚縄速度は
50
月に見られました（雄：0.22、雌：9.41）
。また、
〜 60m/
分程度ですが、30m/ 分前後の速度にし
4～5
月に漁獲されたすべての雌から吸水卵が確
ました。また、漁獲個体は水圧の変化によって鰾

認されたことから、概ね 4～5 月が産卵盛期では

きを行い、活間の中で魚が定位できるようにしま
鰾のエア抜きを行った個体
図 5 図６
鰾が膨張して衰弱した個体
した（図
。これらの対策により、親魚を活きた
図 5 6）
鰾が膨張して衰弱した個体
が膨張しているため、その状態のまま活間に収容

状態で確保できるようになりました。

すると腹部を上に向けて暴れ、やがて衰弱してし
まいます（図 5）
。そのため、漁獲直後に鰾のエ
ア抜きを行い、活間の中で魚が定位できるように
しました（図 6）
。これらの対策により、親魚を
活きた状態で確保できるようになりました。
ところが、さらに大きな問題に直面しました。

ないかと推測されました。
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低下しており、漁獲に伴うダメージに耐えられな

６．種苗生産試験

い個体が増えるためだと考えられます。それでも

種苗生産試験は、
（公社）山口県栽培漁業公社と

2019 年 5 月 25 日の試験操業では、過去最多とな

共同で実施しました。飼育方法は、本県が既に事

る 7 尾を活魚で確保し、うち 4 尾の雌を用いて採

業化しているアカアマダイの種苗生産技術をベ

卵試験を行いました。

Topics

ースにしました。

コンクリート製 50kl 八角形水槽 1 面に受精卵
親魚確保尾数（尾）

30

活魚

25

37.2 万粒を収容し、授精から 35 時間後にふ化を

後が最高となりました。なお、24 時間後では浮

鮮魚

確認しました（図 8）。ふ化尾数は 15 万尾（ふ化
上卵を得ることができず、授精可能な段階まで

率 40.3％）で、ふ化時の水温は 20.5℃でした。仔
卵の成熟が進まなかったものと推察されました。

20

10

魚は 3 日齢に開口し、6 日齢の時点で 90％が開鰾
６．種苗生産試験
しました。平均全長は、0 日齢（ふ化仔魚）で 2.2

5

㎜、15 日齢で 5 ㎜、24 日齢で 10 ㎜、35 日齢で

15

0

種苗生産試験は、（公社）山口県栽培漁業公社

と共同で実施しました。飼育方法は、本県が既
4

5

6

7

8

9

10 11 12

2018年

図７

図7

1

2

3

4

20 ㎜、45 日齢で 30 ㎜を超え、54 日齢で 40 ㎜の

に事業化しているアカアマダイの種苗生産技術を

5 月

種苗約 8 万尾を生産しました。過去にシロアマダ
ベースにしました。

2019年

イ種苗の大量生産に成功した事例はなく、全国初
コンクリート製 50kl 八角形水槽 1 面に受精卵

試験操業で確保した親魚尾数

試験操業で確保した親魚尾数

37.2
万粒を収容し、授精から 35 時間後にふ化を
の成果となりました。

それは、産卵期の個体は活魚で確保できる割合が

確認しました（図 8）。ふ化尾数は 15 万尾（ふ

低いことです。9 〜 11 月の操業では 16 尾中 14
５．採卵試験

化率 40.3％）で、ふ化時の水温は 20.5℃でした。
仔魚は 3 日齢に開口し、6 日齢の時点で 90％が

尾（88％）を活魚で確保できたのに対し、4
〜6
2019 年 5 月 25 日に確保した雌 4 尾に対し、ヒ
月では 39 尾中 13 尾（33％）しか活魚で確保で

開鰾しました。平均全長は、0 日齢（ふ化仔魚）

きませんでした（図 7）
。これは、産卵期の親魚

で 2.2㎜、15 日齢で 5㎜、24 日齢で 10㎜、35 日

は体力が低下しており、漁獲に伴うダメージに耐

齢で 20㎜、45 日齢で 30㎜を超え、54 日齢で 40

ト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）を 300IU/体重
1 ㎏を目安に打注しました。HCG は漁獲当日に打
注し、その
24、48、72 時間後に人工採卵を行い
えられない個体が増えるためだと考えられます。

ました。搾卵後は速やかに精子を加えて攪拌し、
それでも 2019 年 5 月 25 日の試験操業では、過
去最多となる 7 尾を活魚で確保し、うち 4 尾の雌
乾導法により人工授精を行いました。精子は同年
を用いて採卵試験を行いました。

㎜の種苗約 8 万尾を生産しました。過去にシロ
アマダイ種苗の大量生産に成功した事例はなく、
全国初の成果となりました。
図 8 受精卵およびふ化仔魚

５．採卵試験
2019 年 5 月 25 日 に 確 保 し た 雌 4 尾 に 対 し、
ヒ ト 絨 毛 性 ゴ ナ ド ト ロ ピ ン（HCG） を 300IU/
体重 1㎏を目安に打注しました。HCG は漁獲当
日に打注し、その 24、48、72 時間後に人工採
卵を行いました。搾卵後は速やかに精子を加え
図８

て攪拌し、乾導法により人工授精を行いました。

受精卵およびふ化仔魚

精子は同年 5 月 23 〜 25 日に漁獲した雄 7 尾か
取り揚げた種苗は親魚を確保した瀬戸内海で

ら採取し、人工精漿で希釈して保存したものを

放流しました（図 9）。放流した種苗の一部には、

使用しました。
採卵試験の結果を表 1 に示しました。すべて

左腹鰭切除による標識を施しました。放流後は

の個体から搾卵し、合計で約 40 万粒の浮上卵（受

瀬戸内海沿岸の県内漁協に再捕報告を依頼して

精卵）を確保することができました。浮上卵数

おり（図 10）、稚魚の移動生態についても詳しく

は 48 時間後が最多となり、浮上卵率は 72 時間

調査していく予定です。

表１

HCG 打注後
の経過時間

総採卵数
（粒）

採卵試験の結果

浮上卵数
（粒）

沈下卵数
（粒）

24 時間

136,000

0

136,000

0.0

48 時間

470,000

256,000

214,000

54.5

72 時間

209,000

149,000

60,000

71.3

計

815,000

405,000

410,000

49.7
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2 つ目は、遺伝的な系群把握の必要性です。本
種は県内では瀬戸内海と日本海に分布していま
すが、両者が遺伝的に同一の系群であるかは不
明です。そのため、今回生産した種苗は、親魚
を確保した瀬戸内海で放流しました。一方で、
日本海沿岸の漁業者からも種苗放流の強い要望
があるため、将来的には遺伝子解析により、系
群の差異を明らかにしていく必要があると考え
ています。

８．おわりに
図９

放流直後のシロアマダイ種苗

2019 年にはシロアマダイ種苗の大量生産に全
国で初めて成功し、今後の展開に向けて大きな
光が見えてきました。これはひとえに快く調査
にご協力いただいた漁業関係者の皆様のおかげ
であり、厚く御礼申し上げます。とりわけ、試
験操業に際し、是が非でも活魚で確保したい私
の思いを汲んでいただき、船長には素手で縄を
揚げていただくなど、無理難題をお願いしまし
たが、二つ返事で引き受けていただいたことは
感謝に堪えません。最後に、研究をサポートし
てくださった（公社）山口県栽培漁業公社の職
員の皆様、そして職場の先輩や同僚に対し、心
から謝意を表します。
参考文献
１）農林水産省（2019）：平成 30 年海面漁業生産統計
調査（http://www. maﬀ.go.jp/j/tokei/
kouhyou/kaimen̲gyosei/index.html）
２）林泰行・高木和昭・尾串好隆（1987）：東シナ海
産シロアマダイの生態学的研究 . 山口県外海水産
試験場研究報告 , 22, 20-29.

図 10

稚魚の再捕報告依頼のポスター

７．今後の課題
今後の課題は大きく 2 つあります。
1 つ目は、親魚の確保が不安定であることです。
シロアマダイは漁獲量が少ないうえ、漁獲水深
が深いため漁獲時に魚にかかるダメージが大き
く、活魚での確保が容易ではありません。特に
産卵期は活魚での確保がさらに難しくなります。
今後、受精卵を安定的に確保するためには親魚
養成技術の開発が必要になると考えており、人
工生産魚による親魚養成試験も検討していく予
定です。
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Topics
トピックス

富山県水産研究所に新設された
キジハタ・アカムツ種苗生産施設
富山県農林水産総合技術センター水産研究所
主任研究員

1．富山県の水産業
富山県は豊かな自然を有した小さな県です。南

町

敬介

ヒラメ、クロダイ、ウマヅラハギ（如月王）等々、
高級で味が良い白身魚も多様です。

東の立山連峰を中心に県境は山に囲まれ、北側に
は富山湾の海岸線が緩やかな弧を描いています。

2．富山県の栽培漁業

そのため、特に県西部の海岸から見る景色は壮観

このように多様な海産物が水揚げされる富山県

で、義経岩や「海の貴婦人」とも称される帆船海

では、沿岸漁業資源の維持・増大や漁業者や県民

王丸の後方に美しい立山連峰がそびえ立つ姿を目

の漁業資源管理に対する意識醸成を図るため、栽

に収めることができます。

培漁業を推進しています。現在は、ヒラメ、クロ

このような豊かな自然を有する富山県には、美

ダイ、エゾアワビ、クルマエビの 4 種が栽培漁業

味しい食べ物がたくさんあります。コシヒカリや

対象種として富山県農林水産公社の県内 2 か所に

最近売り出し中の「富富富（ふふふ）」等の美味

ある栽培漁業センターにおいて生産され、県内沿

しいお米、そして酒米の南砺産五百万石は県内の

岸市町の各地先に種苗が放流されています。

酒蔵だけではなく、全国の銘酒を造る酒蔵でも使

これらの放流事業は、漁業資源への添加効果や、

用されています。富山県内で醸される日本酒は淡

漁業者の資源管理への意識醸成に大きな貢献をし

麗辛口からやや旨口なものが多く、美味しい食事

ています。一方で、近年の漁業は魚価低迷や後継

にそっと寄り添う味わいです。また、神通川や庄

者不足等の大きな問題を抱えており、漁業者からは、

川のアユは全国でも有名です。塩焼きはもちろん、

新たな高級魚の種苗放流による資源維持・増大が強

落ちアユを米麹で発酵させたアユのなれ寿し等、

く要望されていました。そこで、富山県では特に要

地元でしか味わえないグルメもあります。

望の多かったキジハタとアカムツ（写真 1）について、

その中で富山県の確固たる地位を築いているの

まずは種苗生産技術の開発に着手することとなりま

が、富山湾が育む海産物の美味しさです。その美

した。本稿では、富山県のキジハタ栽培漁業に関す

味しさは全国的にも有名で、某雑誌による「魚が

る研究事例を中心に、令和元年度に竣工したキジハ

美味しい県のランキング」では、富山県は常に上

タ・アカムツ種苗生産施設について紹介します。

位で、過去にはあの北海道を抜いて 1 位になった
こともあります。
富山の魚が美味しいと言われる大きな理由に
は、定置網や刺網といった沿岸漁業が盛んなこと
が挙げられます。また、富山湾内に流入する河川
が多く、ごく沿岸に海底谷が形成される等、急深
で複雑な地形を有することで、深場に生息する魚
介類の漁場が近いです。そのため、多様な魚介類
が新鮮な状態で漁港に水揚げされます。有名なも
のでは、春のホタルイカ、夏のシロエビ、秋のベ
ニズワイ（高志の紅ガニ）、冬の寒ブリと、四季折々
の名産があります。加えて、アカムツ、キジハタ、

写真１

キジハタ（上）とアカムツ（下）
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3．富山県のキジハタ
キジハタは沿岸の岩礁域や転石域に生息する
ハタ科魚類です。実は富山県は小さい県ながら
キジハタの漁獲量は全国の中でも多く、年間 15
〜 40t 程度漁獲されています。漁獲量の 7 〜 9
割は 9 〜 11 月の秋季で、台風等による時化等
の後に定置網や刺網で多獲されます。県東部の
黒部市では「黒部市の魚」にも認定されており、
刺網漁業者の秋季の重要な収入源になっていま

写真２

既存施設の試験水槽

4．キジハタ・アカムツ種苗生産施設の紹介

す。平成 6 〜 13 年度にも本県で種苗生産に挑戦

本施設は、キジハタおよびアカムツ種苗の大量

していましたが、当時は SS 型ワムシの給餌がで

生産を行うための施設として、内閣府の地方創

きなかったこと等もあり、上手くいきませんで

生拠点整備交付金（3.96 億円：1/2 国補助）を活

した。その後、県内漁業関係者からの要望を受け、

用して建設され、令和元年 8 月に完成しました

平成 23 年度から種苗生産技術開発に再挑戦する

（写真 3）。大きさは約 43m × 15m で、建築面積

ことになりました。そして、先進知見を積極的

は 702.58m2 という、今までキジハタ種苗を生産

に導入することにより、平成 25 年度から 1 万 1

してきた飼育試験棟よりも量産に特化したもので

千〜 8 万 3 千尾の種苗生産（全長 3cm）に成功

す。外観の特徴として、種苗の搬出口上部に屋根

しています。生産した種苗は、放流効果を調べ

が設置されており、種苗の搬出口が床下から 750

るために毎年約 3 万尾（全長 6 〜 8cm）の稚魚

ｍｍ上がっています。これにより、トラックを施

を沿岸地先に標識放流し、近隣市場において放

設に隣接させるだけで、搬出が日陰で楽に行える

流魚の漁獲状況調査を実施しています。当時は

よう設計されています。そして、施設内には大き

富山県では初めてのキジハタの大量生産ができ、

く分けて「親魚水槽」
、「種苗生産水槽」、「植物プ

平成 27 年度には富山県で開催された豊かな海づ

ランクトン培養槽」、「餌料培養水槽」、「排水ピッ

くり大会において、天皇皇后両陛下にキジハタ

ト」の 5 つのエリアがあります。

種苗を御放流いただくなど、大変な盛り上がり
を見せました。
しかし、大きな期待を寄せて放流を実施したも
のの、期待とは裏腹に、あまり放流魚の再捕が
されていません。市場には時折放流魚が揚がるの
ですが、他府県の事例に比べると明らかに少ない
のです。原因としては、種苗性や放流場所、放流
時期の問題等が考えられますが、原因の解明には
至っていません。
そこで、まずは放流に適した場所を検討するた
めに、地点間の比較放流試験を実施することにし
ました。比較放流した地点間で放流効果の違いを

8
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写真３

キジハタ・アカムツ種苗生産施設

１）親魚水槽

検証することで、放流に適した条件を解明しよう

こちらは、キジハタやアカムツの親魚から受

という作戦です。そのためには、これまでの 3 万

精卵を得るための水槽です（写真 4）。25t 八角

尾の種苗生産ではなく、約 2 倍の 6 万 5 千尾を

形コンクリート水槽が 2 基と 6t 角型コンクリー

生産する必要があります。しかし、既存の試験用

ト水槽が 4 基あります。これらの水槽上部には

水槽は 3.6t が 4 基と 5t が 4 基しかなく（写真 2）、

LED 照明が合計 8 個設置されており、コンピュー

とても 6 万 5 千尾という尾数は生産ができませ

ターの事前設定により 24 時間の自動調光が可能

ん。そこで、これまでの生産規模を大幅に拡大さ

になっています。加えて、25t 水槽 1 基と 6t 水槽

せるために建てられたのが、今回ご紹介するキジ

2 基には、加温装置と深層水を利用した冷却装置が

ハタ・アカムツ種苗生産施設です。

設置されています。水槽内のチタン管内に加温もし
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くは冷却した水道水を通水することで、水槽内の水
温を自動で調温します。この装置は、キジハタでは
加温による採卵の早期化、アカムツでは冷却による
高水温期の越夏対策に効果が期待されます。

図１

富山県の底注水方式（矢印は水の流れを表す）

残率を高く維持することで、種苗生産成績を高い水
写真４

親魚水槽

２）種苗生産水槽

準で安定化させることを目指しています。
水槽の注水には表層海水、約 3℃の海洋深層水、
水道水の配管が設けられており、表層海水と海洋

キジハタやアカムツの受精卵を収容し、種苗を

深層水の混合により大まかな調温が可能です。加え

育てるための水槽です（写真 5）
。水槽は 25t 八角

て、水槽内には親魚水槽と同じチタン管による加温、

形コンクリート水槽が 4 基あり、全ての水槽に水

冷却装置が付属するので、混合水による調温と併

色の JWWA 認定品エポキシ樹脂系塗装耐塩塗装

用することで正確な調温が可能です。この調温設備

が施されています。この水槽には、左右に 1t 程度

により、水温変動の影響を受けやすい仔稚魚におい

の受水槽が設置されています。そのうち一つは、

て、成長に合わせて安定した水温環境での種苗生

後述する植物プランクトン培養槽から収穫した海

産が可能となります。また、水槽上部には親魚水槽

産ナンノクロロプシス（以下「ナンノ」
）を一時保

と同様の LED 照明が 1 水槽につき 12 個設置され

管するために使用します。もう一つは、スジアラ

ており（写真 6）
、コンピューターの事前設定によ

やクロマグロの種苗生産で実績のある底注水方式

り 24 時間の自動調光が可能となっています（写真

を使用するために用います。キジハタの種苗生産

7）
。これにより、仔稚魚に急な照度変化によるスト

では、仔魚期に適切な水流環境を整えなければ、

レスを与えずに飼育することが可能です。

浮上死や沈降死により大量へい死してしまいます。
そのため、富山県ではスジアラやクロマグロの方
法を参考に、図１のような底注水方式により種苗生
産を行っています。この方法の利点は、①排水あん
どんの交換が簡便であること、②受水槽で酸素通気
や注水を行うことで、飼育水槽に余計なものが入ら
ないこと等が挙げられます。この方法で仔魚期の生
写真６

写真５

種苗生産水槽

種苗生産水槽上部の照明

写真７

照明の調光設定画面

豊かな海
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３）植物プランクトン培養水槽
富山県におけるキジハタの種苗生産では、飼育
水槽に植物プランクトンのナンノを添加していま
す。ナンノは飼育水槽内でワムシの餌料となるた

雨の日や夜間などの光が確保できない環境下に
おいても、光合成に必要な光環境が確保される
構造となっています。
加えて、この水槽には夏場の高水温対策とし

め、飼育水槽内のワムシの状態維持に役立ちます。

て、全水槽に深層水が配管されています。深層

また、ナンノには海産魚の必須脂肪酸であるエイ

水を水槽内の配管に通水し、熱交換により水槽

コサペンタエン酸（EPA）が豊富に含まれており、

内の培養水を冷却することで、夏場の高水温に

ナンノを摂餌したワムシに EPA が取り込まれ、

よる培養不調を防ぎ、植物プランクトンの培養

それを仔魚が摂餌することで、仔魚の成長や生残

に適した水温を保つことが可能です。

に良い影響を与えます。富山県では、キジハタや
アカムツの種苗生産に毎年野外の水槽でナンノを
培養していましたが、雨水や原虫の混入、夏の高
水温による培養不調が起こっていました。

４）餌料培養槽
キジハタやアカムツの種苗生産の初期の餌と
なる動物プランクトン（ワムシ、アルテミア）

そこで本施設では、ナンノを屋内で培養する

を培養するための水槽です（写真 10、11）。キ

た め の 水 槽 と し て 14t 円 形 FRP 水 槽 が 4 基 設

ジハタの種苗生産では、初期餌料として SS 型ワ

置されています（写真 8）。屋内培養により、悪

ムシ、S 型ワムシ、アルテミアを培養して給餌

天候や原虫の混入におる不調のリスクを低くす

します。特に、キジハタ仔魚はふ化時の全長が

ることができます。一方、ナンノは植物プラン

2mm 未満と小さいことから、SS 型ワムシの安定

クトンのため、培養には光合成のための光が必

培養が種苗生産において大変重要です。したがっ

要です。そのため、天井の採光部や壁面の窓を

て、SS 型ワムシの培養時に S 型ワムシが誤って

広く確保し、水槽壁面も半透明とすることで、

混入しないようにする必要があります。

野外培養に近い光合成環境を整備しました。さ
らに、水槽上部にはナンノの効率的な光合成に
必要といわれる青色波長と赤色波長を出力する
LED 照明を設置しました（写真 9）。これにより、

写真 10

写真８

餌料培養水槽（ワムシ）

植物プランクトン培養水槽

写真 11

餌料培養水槽（アルテミア）

そのため、本施設の餌料培養エリアは、SS 型
ワムシ培養用、S 型ワムシ培養用、アルテミア
培養用の 3 つのスペースに区切られています。
また、S 型ワムシ培養スペースを SS 型ワムシ培
写真９

10
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とで、SS 型ワムシに S 型ワムシが混入するリス

次第、次はアカムツ種苗（写真 14）の大量生産

クをより低くしています。水槽は、SS 型ワムシ

に着手する予定です。

には 6t 角形水槽が 4 基と 1t 円形水槽が 3 基、S
型ワムシには 6t 角形水槽が 3 基と 1t 円形水槽が
2 基、アルテミアには 1t 円形水槽が 6 基設置さ
れています。

５）排水ピット
こちらは全水槽の排水が流れる地下排水ピッ
トです（写真 12）。本施設では、水槽周りの衛
生環境を整えるため、排水は全て地下に流れる
構造になっています。それにより、作業スペー
スが排水で汚れないため飼育作業が行いやすく
なっています。また、万が一飼育魚に疾病が出

写真 13

キジハタ稚魚

写真 14

アカムツ稚魚

た際も、飼育排水が作業員の足元を通らないた
め、他の水槽に感染しにくい環境となっていま
す。

写真 12

排水ピット

今後、富山県のキジハタやアカムツ資源が栽培

5．本施設の今後の運用

漁業により維持・増大され、新たな富山県の特産

本施設は、令和元年 8 月に完成したため、令

として広く認知されていくことを目標に、まずは

和元年度は従来の試験水槽で生産した 3 万 3 千

栽培漁業の事業化を実現できるよう、頑張ってい

尾のキジハタ種苗を 9 月から収容し、中間育成

きたいと思います。

を実施しました。8cm サイズまで育成された 2
万 7 千尾の種苗は、11 月に無事に県内地先に放
流されました。令和 2 年度からは、キジハタ種
苗（写真 13）を 6 万 5 千尾生産する予定として
おり、現在は、本格的な運用に向けて種苗生産
の準備が進められています。
本施設で生産された種苗は、放流効果の高い
条件を探索するための比較放流に用いられる予
定です。また、大型水槽における種苗の効率的
な生産方法の確立や種苗の生産コストの算出等、
キジハタの栽培漁業の実現に必要なデータも併
せて収集する予定です。なお、本施設の運用に
より、キジハタの栽培漁業事業化の目処が立ち

豊かな海
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トピックス

愛媛県水産研究センターの
「スマ生産施設」の整備について
愛媛県農林水産研究所水産研究センター
研究企画室

室長

渡邉

昭生

１．はじめに
愛媛県の宇和海はリアス海岸の波静かな入り江
を利用した魚類養殖業や真珠・真珠母貝養殖業が
盛んにおこなわれ、全国屈指の養殖生産地となっ
ています。
愛媛県では新たな養殖対象種として「スマ」
（図
1）に注目し、平成 25 年度から愛媛大学と連携

図２

して、種苗生産や養殖試験に取り組んできました。

種苗生産棟の外観

スマは種苗生産時の共食いによる減耗が大きな問
題となっていました。共食いによる減耗を低減す
るには、全長 25mm 前後に成長した時点でスリッ
ト選別し、サイズ毎に複数の水槽に分槽すること
が有効です。しかしながら、既存の施設では水槽
や飼育水が不足しており、種苗の大量生産は困難
でした。
このため、愛媛県ではスマの量産を図るため、
平成 30 年度に 70kL 水槽 6 面を配置したスマ生
産施設を整備したので、その概要を紹介します。
図３

70kL コンクリート水槽

（２）高架水槽棟（図 4）
ＲＣ造４階建（地上３階、地下１階）：延べ床面
積 170.8㎡
ろ過装置
（50kL/hr × 4 基）
、
紫外線殺菌装置
（100kL/
図１

スマ

hr × 2 基）
、地下貯水槽、ポンプ類、高架水槽

２．施設の概要
新施設は種苗生産棟と高架水槽で構成され、総
工費は 6 億 8,700 万円で水産業競争力強化緊急施
設整備事業費交付金を活用しました。
（１）種苗生産棟（図 2、3）
鉄骨スレート造平屋：延べ床面積 528㎡
70kL コンクリート水槽 6 面、加温用ボイラー、
温水循環ポンプ、通気用ブロアポンプ、酸素ガス
発生装置。

12
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３．施設の特徴

４

スマの生産について

種苗生産棟は直径 6.5m ×深さ 2.2m の水槽を 6

今年度は、当センターの 100kL 円形 FRP 親魚水

面有することから、選別したスマの稚魚をサイズ

槽に 16 尾の親魚を収容し、加温・長日条件で飼育

別に最大 6 水槽に分槽することができます。また、

した後ホルモンを打注し、4 〜 5 日後に採卵しまし

1.3m 掘り下げて水槽を設置していることから、

た。採卵は 4 月 14 日（超早期生産）
、4 月 24 日 ( 早

水槽の上部からの作業が容易となっています（図

期生産 ) 、
6 月 22 日
（通常期生産）
の３回行いました。

5）
。LED 照明は初期生残の向上を図るため、3,000

早期に採卵した種苗は、12 月までに 2kg に成長し、

ルクスの水面照度を確保するとともに、波長が偏

年内出荷が可能です（図 7）
。

らないよう太陽光に近い波長のライトを採用しま

採卵した卵は 100kL 水槽に収容し、日齢 2（TL

した。また、スマは稚魚期に餌が不足すると激し

3.3mm）からワムシ、日齢 7（全長約 5mm）からマ

く共食いすることから、以前は日の出から日没ま

ダイのふ化仔魚、日齢 16（全長約 25mm）からイカ

で断続的に給餌していました。一方、新施設では、

ナゴミンチを給餌しますが、この時期から共食いが

出入り口や窓にはシャッターを設け明暗を調節で

激しくなり、死亡率が急激に高くなります。そのた

きることから、開放時のみに給餌すればよくなり、

め、この時期に図 8 のようにスリットを使用した選

職員の労働環境の向上に貢献しています。また、

別を行い、サイズ別に 4 〜 6 水槽に分槽します。そ

スマは常に高速で水槽内を遊泳し酸素消費量が多

して、全長約 50mm で水産研究センター地先の網生

いことから、常に十分な酸素が供給できるよう酸

簀に沖出しして、全長 100mm まで中間育成し、県

素ガス発生装置（60ℓ /min）を設置しています。

内の養殖業者に出荷します（図 9）
。スマの成長は

高架水槽棟には４基の濾過装置（50kL/hr）と

他の魚種と比較して驚異的に早く、約 1 か月の飼育

２基の高性能紫外線殺菌装置（100kL/hr）を設

期間で全長 100mm に達します。今年度は新施設の

置しており、病原体フリーの飼育水の供給が可能

活用により目標の 2 万尾を大幅に上回る 28,500 尾

です。特に紫外線殺菌装置は高殺菌性能中圧紫外

を生産し、養殖業者に配布することができました。

線ランプを使用し、病原細菌やウイルスの殺菌に
有効な 120mj/cm2 以上の照射量が維持されてい
ます（図６）。

図７

図５

スマ稚魚の選別作業風景

図８

図６

採卵のスケジュール

高性能紫外線殺菌装置

図９

サイズ選別に使用するスリット

出荷前のスマ（全長 100mm）

豊かな海

愛媛県.indd 13

No.50

2020.3

13

2020/03/11 15:01

寄 稿

資源評価結果から考える瀬戸内海の
サワラ資源の今後の利用
国立研究開発法人水産研究・教育機構

瀬戸内海区水産研究所
主幹研究員

１

資源生産部

石田

実

属し、本州以南の日本各地、朝鮮半島沿岸、東シ

先人の知恵

ナ海に分布しています。瀬戸内海では春に産卵回

西暦前 4 世紀、中国の戦国時代、梁（魏）の惠

遊し、秋から冬は紀伊水道から太平洋沿岸、伊予

王と対話した時の言葉として「不違農時、穀不可
勝食也、數罟不入洿池、魚鼈不可勝食也、斧斤以

灘から豊後水道で越冬します。春に孵化したサワ

時入山林、材木不可勝用也」が四書五経のひとつ

体重は 1 歳で 2kg、2 歳で 3kg、3 歳魚で 4 〜 5kg

である孟子に伝わっています。書き下しは「農の

ほどになり、6 〜 8 年生きるものもいます。瀬戸

時に違わざらしむれば、
穀は勝（みな）は食（くら）

内海では約 8 割を流し網で、約 2 割を延縄、曳縄

う可からず、
数（こまかき）き罟（あみ）は洿池（い

などの釣りで漁獲しています。底びき網に入るこ

け）に入らざらしむれば、魚鼈（ぎょべつ）は勝（み

ともあります。流し網の主漁期は春で、海域は両

な）は食う可からず、斧斤は時に以（よ）りて山

水道を除く瀬戸内海全域です。釣りは各地で行わ

林に入らしむれば、材木は勝（みな）は用う可か

れていますが、中心は紀伊水道と豊後水道です。

ラはその年の暮れには約 50cm、1㎏になります。

らず」
、現代語では「農繁期に土木工事や戦争に
農民を駆り出さなければ豊作になり、細かい網の
使用を禁止すれば豊漁になり、濫伐を禁止すれば
材木が豊かに採れる」です。瀬戸内海のサワラは
漁具漁法の改良、漁船数の増加、0 歳魚を狙う秋
漁の普及などにより、1980 年代までに濫獲に陥
り、漁獲量は 1980 年代後半に 6 千トンの天井を
打ったのち急減して、1998（平成 10）年は 200
トンを下回りました（図 1）
。この年から一部海
域における秋漁の自主休漁と人工種苗放流が始ま

写真

水揚げされ、市場に並べられたたサワラ

り、
2002（平成 14）年度からの資源回復計画では、
瀬戸内海全域で小型魚の保護と人工種苗放流を実
施しました。漁獲量は資源量の回復とともに次第

3

漁業の変化と漁獲量の推移

に増加しました。まさに細かい網によって魚を減

サワラ流し網では 1968（昭和 43）年頃から機

らし、それをやめて魚を増やしたわけです。これ

械で網揚げを行うようになりましたが、当時の漁

を少し詳しく見てみましょう。

獲量は 1 千トン台でした。その後、流し網漁船の
隻数が増加するとともに、主体の春漁だけでなく

2

瀬戸内海のサワラ漁業

サワラ（Scomberomorus niphonius）はサバ科に

14
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秋漁でその年生まれの 0 歳魚を多く漁獲し、漁獲
量は 3 千〜 4 千トンに増加しました。1985（昭
和 60）年頃から流し網にナイロンテグスが導入

2020.3

2020/03/11 15:09

され、漁獲効率が向上しました。この年から 3 年
間の漁獲量は 6 千トン前後に達しました。しかし、

4

資源評価と資源量の推移

小型魚まで見境なく獲ることで資源は急減し、漁

サワラ瀬戸内海系群の資源評価は、年齢別漁

獲量も急降下して 1998（平成 10）年は 199 トン

獲尾数の値が入手できた 1987（昭和 62）年か

にまで落ち込みました。これに先立つ 1990（平

ら、標準的な計算方法のコホート解析により、資

成 2）年に香川県と兵庫県のサワラ流し網漁業者

源尾数、資源量、漁獲の強さの指数を求めていま

間で漁場を巡る紛争を契機に両県漁業者協議会が

す。1987（昭和 62）年は漁獲量が減少を始めた

発足していましたが、1997（平成 9）年から岡山

頃に当たります。資源量は 1987（昭和 62）年に

県と徳島県も参加し、サワラ資源の回復を目指す

16,000 トンを超えていましたが、大きく減少し、

ことになりました。1998（平成 10）年から播磨

1998
（平成 10）年は 710 トンの最低となりました。

灘と備讃瀬戸で小型魚の漁獲を抑制するために秋

その後、2003（平成 15）年まで増加、2004（平

漁の自主休漁を開始しました。2001（平成 13）年、

成 16）〜 2008（平成 20）年は 3,000 トン前後で

水産庁瀬戸内海漁業調整事務所、瀬戸内海 11 府

伸び悩みましたが、2009（平成 21）年から再び

県の漁業者、行政、試験研究機関、瀬戸内海区水

増加し、2015（平成 28）年は 7,065 トンとなり、

産研究所、日本栽培漁業協会がサワラ資源管理検

その後やや減少して 2018（平成 30）年は 6,040

討会を開催、資源回復計画を策定しました。サワ

トンとなりました（図 2）。サワラ瀬戸内海系群

ラ瀬戸内海系群資源回復計画は 2002（平成 14）

では 5,900 トン未満を低水準、それ以上を中水準

年度から 2011（平成 23）年度まで 10 年間実施

としていますので、2018（平成 30）年の資源量

されました。小型魚保護のために瀬戸内海全体

6,040 トンは中水準の下の方となります。

図2 サワラ瀬戸内海系群の年齢別資源量

(令和元年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価結果より)

16,000

長 50cm 以下のサワラを獲り逃がすとともに、秋

14,000

漁を中心に各灘の休漁期を設定して小型魚を保護

12,000

し、さらに、日本栽培漁業協会と一部府県がサワ
ラの人工種苗を放流しました。その結果、2011
（平成 23）年の資源量は目標である 2000（平成

資源量(トン)

で流し網の目合いを 10.6cm 以上に拡大して尾叉

10,000
8,000
6,000
4,000

12）年の資源量の 1.65 倍を大きく上回る 3.0 倍

2,000

の 4,633 トンを達成しました。この計画が終了し

0

た現在も、毎年、瀬戸内海広域漁業調整委員会指
示を出して同様の措置を継続しています。漁獲量

0歳
1歳
2歳
3歳
4歳（以上）
5歳以上

1990

1995

2000

2005

2010

2015

図 2 サワラ瀬戸内海系群の年齢別資源量
（令和元年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価結果より）

は 2002（平成 14）年に 1 千トンを超え、2015（平
成 27）年以降は 2 千トン台で推移しています（図
1）
。

漁獲量(トン)

5,000
4,000
3,000

周防灘
伊予灘
安芸灘
備後芸予瀬戸
燧灘
備讃瀬戸
播磨灘
大阪湾
紀伊水道

Analysis）とも呼ばれ、年齢別漁獲尾数に基づい
て年齢別資源尾数を計算します。この方法は大変
優れているのですが、最近の若齢魚ほど、特に直
近年の 0 歳魚の推定精度が低いという欠点があり
ます。その理由は、同じ年に発生した同級生を年
級群と言いますが、ある年級群の資源尾数は、0

2,000

歳魚の漁獲尾数、1 歳魚の漁獲尾数、2 歳魚の漁

1,000

獲尾数、〜最高齢の漁獲尾数に基づいて計算する
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018

0

図1

資源計算方法の特性

コ ホ ー ト 解 析 と は VPA（Virtual Population

7,000
6,000

5

瀬戸内海におけるサワラの灘別年別漁獲量
（漁業養殖業生産統計年報及び
瀬戸内海漁業調整事務所集計値）

ため、漁獲尾数として 0 歳魚のものしか情報がな
い直近年の 0 歳魚は、1 歳魚やそれ以上でどれだ
け漁獲されるかによって、資源量が上方修正され
たり、下方修正されたりすることがあるからです。
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例えば、0 歳の時に漁場にほとんど出現しなかっ

び 2016（平成 28）2 年前やそれ以前までの情報

たのに 1 歳魚や 2 歳魚として大量に漁獲されれ

によって推定した資源量を並べたものです。これ

ば、0 歳魚の資源尾数は遡って上方修正され、逆

は全年齢分を合計したものです。例えば、
2016
（平

に 0 歳の時に多く漁獲されたものの 1 歳以上では

成 28）年の資源尾数は最初に推定した時は 6 千

あまり漁獲されない場合は下方修正されます。図

トン余りでしたが、1 年後は 8 千トン弱、最新で

3 は 0 歳魚の資源尾数の推定値を、0 歳魚のみの

は約 7 千トンとなっています。

情報により求めた値、1 歳魚の情報を加えた場合、
2 歳魚やそれ以上の年齢まで加えた場合の修正を
表しています。例えば、青丸で示す 2016（平成

6

成長と年齢構成から見た資源の現状

28）年級群の 0 歳時の資源尾数は、0 歳のみの漁

資源状況を量ではなく質から見てみるとどうな

獲情報では約 250 万尾と推定しましたが、その後

るでしょうか。図 5 は年齢別の体重を過去から並

の 1 歳魚、2 歳魚の情報を追加すると下方修正さ

べたものです。瀬戸内海のサワラは 5 月が最盛期

れて 160 万尾程度になっています。逆に、赤ひ

で年による大きな変動は見られないことから、こ

し形の 2009（平成 21）年級群は 0 歳のみでは約

の図で示した漁獲物の平均体重によって成長の速

50 万尾の推定値でしたが、その後の情報追加に

い遅いを判断することが可能です。1990 年代半

より 100 万尾近くに上方修正されています。この

ばまでの資源量の多かった年代の成長は遅く、そ

ようなことにより、ある年の資源量の推定値は新

れ以降の減少とともに急に速まっています。発生

しい年ほど精度が低く、過去になるほど落ち着い

量が多いとサワラ同士の餌を巡る競合が厳しくな

たものとなります。図 4 は現状で最善と考えられ

り、少ないと多くの餌に遭遇出来ることが理由と

る方法で推定した 2018（平成 30）年までの資源

考えられます。最近の成長は、資源量が最低であっ

量の経年変化と、同じ方法で 2017（平成 29）年

た 2000（平成 12）年前後と比較するとやや遅く

までの漁獲の情報によって推定した資源量、およ

なっていますが、1990（平成 2）年前後よりは速
やかです。これらのことから、餌の面からは瀬戸

2008年級群
2009年級群
2010年級群
2011年級群
2012年級群
2013年級群
2014年級群
2015年級群
2016年級群
2017年級群
2018年級群

0歳魚推定尾数(千)

2,500
2,000
1,500
1,000
500

0

0歳魚尾数推定に用いた年齢別漁獲尾数の情報

サワラ瀬戸内海系群の用いた年齢別漁獲尾数に
よる 0 歳魚資源尾数推定値の変化
( 令和元年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価結果より )
9,000

推定資源量(トン)

8,000
2010年まで計算
2011年 〃
2012年 〃
2013年 〃
2014年 〃
2015年 〃
2016年 〃
2017年 〃
2018年 〃

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

では 1990（平成 2）年頃は 5 歳魚以上も見えま
すが、近年はやっと 4 歳魚が見える状態です。も
う少し資源量が増加すれば 5 歳魚以上も図に現れ
る可能性があります。成長がさらに遅くなり、高
齢魚の占める割合がより大きくなることが資源の
図5 サワラ瀬戸内海系群の漁獲物平均体重の推移
10,000

図3

6,000

推定できます。また、図 2 で示した年齢別資源量

(令和元年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価結果より)
本格回復の指標となります。

0歳のみ 0～1歳 0～2歳 0～3歳 0～4歳 0～4歳+

7,000

内海のサワラは今以上に増加させる余地があると

漁獲物の年齢別平均体重(g)

3,000

8,000
6,000

5歳以上
4歳（以上）

4,000

3歳
2歳

2,000

1歳
0歳

0
1990

1995

2000
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図 5 サワラ瀬戸内海系群の漁獲物平均体重の推移
（令和元年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価結果より）

7

人工種苗放流

0
2000

2005

2010

2015

図4

サワラ瀬戸内海系群の資源量を過去の漁獲尾数
に基づいて計算した結果
( 令和元年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価結果より )
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一方、人工種苗放流の効果はどのくらいと見積
もられるのでしょうか。図 6 は 2000 年以降の資
源量の推移を表しています。黒丸は実際の値で

2020.3
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す。白丸は資源回復計画が始まった 2002（平成

は一時期の低迷から脱して中位水準まで回復しま

14）年から小型魚の保護措置のみを実施し、種苗

した。これからも、大型魚中心の漁獲を続け、こ

放流を行わなかった場合の仮想の資源量の推移で

の資源が末永く利用されることを願ってやみませ
図7 サワラ瀬戸内海系群の年齢別漁獲尾数

す。2018（平成 30）年の資源量は 4,545 トン台

ん。

(令和元年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価結果より)

4,500

は人工種苗放流のみを行い、小型魚を 2000 年以

4,000

前と同じ獲り方をした場合であり、推定資源量は

3,500

1,187 トンで、実際の資源量の 20% に減少してい
ます。また、何も行わなかった場合を白三角で示
していますが、わずか 771 トン、13% にとどまっ
ています。これらのことから、資源の増加のかな
りの部分を小型魚保護の効果が占め、人工種苗放
流の効果もそれなりにあったと考えられます。但
し、資源回復計画開始当時より資源量が相当増加
した近年では人工種苗放流の効果は限定的と考え
図6 サワラ瀬戸内海系群の小型魚保護と種苗放流の資源量増大効果

られます。
(令和元年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価結果より)
8,000
7,000

資源量(トン)

5歳以上
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図 7 サワラ瀬戸内海系群の年齢別漁獲尾数
（令和元年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価結果より）

実際(小型魚保護+種苗放流)
仮定(小型魚保護のみ実施)

仮定(種苗放流のみ実施)
6,000

漁獲尾数（千尾）

で実際の資源量 6,040 トンの 75% です。黒三角

6,040

仮定(両方策とも無し)

5,000

4,545

4,000
3,000
2,000
1,187
1,000

771

0

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

図6

8

サワラ瀬戸内海系群の小型魚保護と種苗放流の
資源量増大効果（令和元年度サワラ瀬戸内海系
群の資源評価結果より）

資源回復と今後の漁獲

漁獲尾数を年齢別に分けて表したのが図 7 で
す。0 歳魚の漁獲尾数を見ると、資源量が底を打っ
た 1987（昭和 62）年から 1994（平成 6）年まで
はかなり多く獲っていたことと、資源回復の取り
組みを始めた 1998（平成 10）年以降はほとんど
獲っていないことが分かります。資源量を示す図
2 を見ると、この年の前後で 0 歳魚資源量にそれ
ほど大きな差がないことから、最近 20 年は 0 歳
魚を避けて漁獲していることが明らかです。小さ
なサワラは現在の流し網の網目から逃げることが
出来ます。また、秋にその年生まれの 0 歳魚を
狙う漁業も行われていません。関係漁業者が資源
管理に真剣に取り組むとともに、行政、研究担当
者も全力で支援した結果、瀬戸内海のサワラ資源
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かぶせ網を活用した新たな
クルマエビ馴致放流の取り組み
大分県南部振興局

農山漁村振興部水産班

副主幹

１

西山

雅人

はじめに

クルマエビ

Marsupenaeus japonicus は大分県

周辺海域では小型底びき網、刺網、小型定置網等
で漁獲され、商業上重要な水産物です。
そのため、本県では 1963 年から資源の増大を
目指して、積極的に人工種苗を放流しています。
農林水産統計によると本県のクルマエビ漁獲量
は、1990 〜 2002 年まで 13 年連続で日本一の漁
獲量を誇っていましたが、1986 年の 640 トンを
ピークに漁獲量は低下しています（図 1）。

図１

大分県海域におけるクルマエビ
漁獲量と種苗放流尾数の変遷

2

佐伯湾でのクルマエビ種苗馴致放流

図2

佐伯地区の位置図

佐伯は、江戸時代から ｢佐伯の殿様、浦でもつ」
といわれるほど漁業が盛んな地域で、現在でも底
びき網の他、まき網、定置網、船びき網、はえ縄、

佐伯市は大分県の南東端に位置し、東側には市

潜水、魚類養殖など様々な漁業が営まれています。

内を流れる番匠川が流入する佐伯湾、その先には

佐伯湾における栽培漁業の発展と振興を図るこ

豊後水道の漁場が広がり、沿岸部は日本有数のリ

とを目的に佐伯湾栽培漁業推進協議会（以下、
「本

アス式海岸が発達しています（図 2）。

協議会」とする）が 1985 年 4 月に設立されました。
大分県漁業協同組合上浦支店、佐伯支店、鶴見支
店の底びき網漁業者および佐伯市で構成された団
体です。

18

寄稿_西山.indd 18

豊かな海

No.50

2020.3

2020/03/11 17:00

本協議会は、例年 6 〜 8 月に番匠川河口域で囲
い網を利用したクルマエビ種苗の放流を実施して
います。放流までの一定期間、馴致し、十分な潜
砂能力を獲得させるためです。
放流効果を高めるには、クルマエビ種苗の潜砂
能力の改善、向上が必要となります。潜砂能力が
劣る種苗は、放流後、すぐには砂に潜らず遊泳し、
この期間に魚類から捕食されることが指摘されて

図3

いるからです ¹）。

陸上で展開したかぶせ網の全景
目合の異なる 2 枚を重ねた状態

囲い網による馴致放流は 2005 年から実施して
いますが、解決すべき課題として①作業従事者の
高齢化に伴い、設置作業が困難となり、作業負
担の軽減が必要。②大雨の増水に伴う流木や漂流
物による囲い網の破損の恐れがあり、馴致に必要
な日数が確保できない。③囲い網の破損による修
繕費や作業量が増大する。等がありました。そ
こで課題解決に向けて、2018 年度には囲い網と
かぶせ網を併用した馴致放流に取り組みました。

図4

番匠川河口域でのかぶせ網設置作業

2019 年度は、かぶせ網だけでも十分な馴致が可
能かを検証するため、目合の異なる 2 枚のかぶせ
網を用いた新たな手法を試みましたので、簡単に
ご紹介します。

3

かぶせ網の仕様と設置

かぶせ網は目合の異なる 2 枚を重ねて使用し、
外側のかぶせ網の目合は 5㎜× 5㎜で細かく、内

図5

側のかぶせ網の目合は 25㎜× 20㎜と粗く、サイ

ドローンで撮影したかぶせ網設置状況
かぶせ網設置場所は白枠部分

ズはともに 25m × 20m です。網の縁辺部は、潮

込んだ鉄杭で隙間がないようにしたもの」で、内

流による浮き上がりを防止するため比重 1.38 と

側のかぶせ網に装着したフロートの浮力により 2

重い 14㎜エステルスパンロープを装着しました。

枚のかぶせ網は海底から常に浮いており、種苗の

かぶせ網の経費は 1 枚あたり約 40 万円でした。

潜砂行動の妨げにはならない構造となっていま

設置前に陸上で展開した網の全景を図 3 に示しま

す。

した。設置は、2019 年 6 月 15 日の干潮時間帯に

なお、かぶせ網内に種苗を収容する時は上げ、

12 名で実施、40 分で完了しました（図 4）。設置

下げ潮に応じて収容箇所を変更できるように、か

海域は番匠川河口域で最干時でも干出しない場所

ぶせ網の 3 箇所にチャックを装着しました。
（図

でした。かぶせ網の設置状況を確認するため、上

7）。つまり放流時間帯が上げ潮であれば、下流側

空からドローンで全景を撮影したところ、網なり

のチャックから種苗を入れ、上げ潮に乗って種苗

は良好で綺麗に展開できていることがわかりまし

が広くかぶせ網内に拡散する仕組みになっていま

た（図 5）。

す。

設置時の断面図は図 6 に示したとおり、2 枚の
かぶせ網が水中で「ドーム状」になるよう、内側
のかぶせ網にフロートを装着し、浮力を持たせま

4

放流

した。イメージとしては「天井付きの囲い網を水

種苗は県外の民間クルマエビ養殖業者から購入

没させ、海底部に接する縁辺部は、等間隔に打ち

し、6 月 15 日（491 千尾、平均体長 32.4㎜、平
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図6

かぶせ網の設置時の断面模式図

図8
図7

チャックから種苗をかぶせ網内へ収容

種苗放流用ホースを入れ込む
場所にはチャックを装着

均体重 0.40g）と 28 日（484 千尾、平均体長 36.3㎜、
平均体重 0.47g）の 2 回に分けて受け入れました。
活魚トラックからサクションホースを用いてか
ぶせ網内の海底近くへ収容しました（図 8）。
馴致期間中は、バイタルプローン中間育成前期
（株式会社ヒガシマル社製）を 1 日 1 回、かぶせ
網の上から給餌しました（図 9）。

図9

かぶせ網の上からの給餌作業

第 1 回放流群は 15 日に受入れ、2 日間の馴致後、
17 日に外側のかぶせ網を撤去し放流しました。
第 2 回放流群受入れに備えて、20 日に外側のか
ぶせ網を再設置しました。第 2 回放流群は 28 日
に受入れ、3 日間の馴致後、7 月 1 日に外側のか
ぶせ網を撤去し放流しました。
外側のかぶせ網の撤去作業は、船外機船で現場
海域に近づける潮が満ちた時間帯に 8 名で行い、
撤去した網は潮流で流されないよう岸側の鉄杭部

寄稿_西山.indd 20

かぶせ網の撤去作業

分に土嚢で固定しておきました。この作業は約

しました（通算 19 日間馴致）。内側のかぶせ網撤

20 分で完了しました。外側のかぶせ網を撤去す

去と併せて海底に固定しておいた外側のかぶせ網

ることで種苗は自由に移動が可能となりますが、

も回収しました。2 枚のかぶせ網には微細な藻類

内側のかぶせ網をしばらく残すことで、すぐに移

が繁茂しており、設置当初よりも重量が増してい

動しない種苗を食害魚から保護する効果は維持さ

たため、船外機船への収容が困難でした。そのた

れます。

め、回収は 10 名で岸壁へ引き上げ、作業時間は

なお、最後に 7 月 4 日に内側のかぶせ網を撤去

20

図 10
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5

かぶせ網の効果調査

かぶせ網内の 3 定点、かぶせ網外の 2 定点で潜
水し、タモ網で海底の砂泥を一定量掻き取るカデ

が確認されました。馴致後では、15 秒経過後に
9 個体が、50 秒後に残り 1 個体が潜砂しました。
馴致により種苗の潜砂能力は飛躍的に向上したこ
とが示唆されました。

ラート調査を実施しました（図 11）。

6

漁業者からの声

2016 ～ 2019 年までの佐伯市公設水産地方卸売
鶴見市場におけるクルマエビの月別水揚げ量を図
12 に示しました。2019 年 10 月の水揚げ量は前
年比 181% の 2,805㎏、11 月は前年比 147% の 2,960
㎏と非常に豊漁でした（図 12）。
クルマエビ豊漁で賑わう鶴見市場では、放流に
従事した漁業者から「放流しないと今の漁獲量は
維持できない

｣ や ｢放流手法の改善が漁獲に結

びついている」といった喜びの声が多数寄せられ
ました（図 13）。
また、佐伯地区以外（例えば、県の北東部に位
置する杵築地先など）でもかぶせ網を利用した放
流を試みるなど取り組みが広がりつつあります。
県下全域へ放流手法の改善が波及することで、ク
図 11

カデラート調査定点模式図

採捕されたクルマエビを計数した結果を表 1 及
び 2 に示しました。かぶせ網内での分布密度が高
く、
かぶせ網が種苗にとってシェルターの役割（馴
致機能）を果たしていることが示唆されました。
なお、種苗の健全性を評価するため、馴致前後で
潜砂試験を実施しました。供試個体は、無作為に
抽出した放流直前の 10 個体、3 日間の馴致後の
10 個体で、バケツ内に放流海域の砂と海水を入
れた試験区を設け、5 分間で潜砂する個体を計数
しました。
馴致前の個体は 3 分で 9 個体が潜砂しました。

図 12

潜砂できなかった 1 個体は、歩脚先端部分に欠損
表1

第 1 回放流群を対象にした
カデラート調査結果

表2

第 2 回放流群を対象にした
カデラート調査結果

図 13

鶴見市場におけるクルマエビ
月別水揚げ量（2016 ～ 2019 年）
ただし、2019 年は 12 月まで

鶴見市場に水揚げされたクルマエビ
（2019 年 11 月 6 日に鶴見市場で撮影）
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ルマエビ漁獲量日本一の奪還につなげたいと思っ
ています。

平成 30 年度から国立研究開発法人 水産研究・
教育機構 瀬戸内海区水産研究所では、脱皮して
も脱落しない、個体を傷つけない、生残や成長を

7

考察および今後の課題

従来の馴致手法である囲い網の設置は、約 20

阻害しない、装着型外部標識の開発が進められて
います ²）。このような新技術を用いた放流効果調
査が望まれるところです。

名の作業員で 1 時間以上を要していましたが、か
ぶせ網では 12 名の作業員により約 40 分で設置
が完了しました。前述した課題①の作業負担の軽
減は達成されました。
かぶせ網を設置期間中、長雨による河川の増水
で上流域から木片などの漂流物が流れ出ました
が、かぶせ網が破損することはありませんでした。
アオサ等の海藻やビニール片が覆い被さることも
ありませんでしたが、設置期間が延びるに従い、

図 14 かぶせ網に繁茂した微細な藻類
（設置後 13 日経過：第 2 回放流群収容）

微細な藻類の付着が目立ってきました（図 14）。
かぶせ網はフロート部以外の大部分が水面下にあ
ることから、漂流物が直撃することなく、スムー
ズにかわせたことが破損防止につながったと推測
され、前述した課題②も解決されました。
なお、課題③については、全てのかぶせ網を
撤去し、陸上で洗浄して詳細に確認したところ、
複数の箇所で小さな破損が確認されました（図
15）
。今回、鉄杭の増設等が容易に出来るよう、
かぶせ網と鉄杭の連結には脱着可能な結束バンド
｢リピートタイ｣（ヘラマンタイトン社製）を用い

図 15

ました。この連結部位に負荷がかかったようでし

かぶせ網の洗浄作業

た（図 16）。次年度以降は、この部分の補強やロー
プでの固定など工夫を重ねる必要があると考えて
います。
本調査では、種苗に尾肢切除などの標識を装着
していませんでした。種苗放流前に、調査海域（定
点）で天然クルマエビが採捕されなかったことか
ら、効果調査期間（6 月 15 日～ 7 月 3 日）に採
捕した個体は全て放流個体であると仮定しまし
た。採捕した個体のサイズが、放流種苗とほぼ同

図 16

サイズであったことから、この仮説は支持された
と思われます。
一方で、本協議会メンバーからは、種苗放流の

22

寄稿_西山.indd 22

結束バンドで鉄杭と連結した
箇所で確認された破損
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「第40回全国豊かな海づくり大会
〜食材王国みやぎ大会〜」に向けて
宮城県水産林政部
全国豊かな海づくり大会推進室

１

はじめに

令和 2 年 9 月 26 日（土）・27 日（日）に「第
40 回全国豊かな海づくり大会〜食材王国みやぎ
大会〜」が宮城県石巻市をメイン会場に、宮城県
では初めて開催されます。
宮城の海は世界有数の三陸沖漁場の南方に広が
り、沖合には季節ごとに行き交う黒潮、親潮が豊

（２）主催
豊かな海づくり大会推進委員会
第 40 回全国豊かな海づくり大会
宮城県実行委員会
（３）開催日
令和 2 年 9 月 26 日（土）・27 日（日）
（４）開催場所
式典行事：石巻市水産物地方卸売市場

富な海の幸を運んできます。宮城県は、全国屈指
の水産県であり、震災以前は、全国第 2 位の漁業
生産量を誇っていました。
しかし、平成 23 年 3 月 11 日に東日本大震災が

石巻売場（石巻魚市場）
〔石巻市〕
海上歓迎・放流行事：石巻漁港〔石巻市〕
関連行事：石巻会場：中瀬公園及びその周辺

発生し、
県内に 142 ある漁港の全てが被災したほか、

〔石巻市〕

本県で営まれている様々な漁業，沿岸部に集積し
ていた流通・加工に関する産業は壊滅的な被害を
受け、漁業生産量は震災前に比べ半減しました。
そこで、今後 10 年間で復興を成し遂げるため
（の道筋を示す「宮城県震災復興計画」を策定す
るとともに、国や民間事業者等から多くの支援を

仙台会場：勾当台公園〔仙台市〕
（５）大会テーマ
よみがえる

豊かな海を

輝く未来へ

（６）大会キャラクター
仙台・宮城観光ＰＲキャラクター
「むすび丸」

受けながら、県民一体となって早期の復旧・復興
に取り組んでまいりました。その結果、震災以前
の「豊かな海」が戻りつつあります。
震災から 10 年目の節目の年に開催される「第 40
回全国豊かな海づくり大会〜食材王国みやぎ大会
〜」を通じて、全国からいただいた数多くの御支援
に対する感謝の気持ちを伝えるとともに、復興が進
んだ本県水産業の姿を御覧いただくほか、本県自
慢の「食」の魅力を全国に発信してまいります。
今回は、本大会開催に向けた機運醸成の取組と
ともに、大会の内容についても紹介します。

２

⼤会の概要

（１）名称
第 40 回全国豊かな海づくり大会
〜食材王国みやぎ大会〜

※コスチュームデザインは、全国公募に
より選ばれたオリジナルデザイン
（７）御放流魚
ホシガレイ、ヒラメ
（８）お手渡し魚
イワナ、マガキ、エゾアワビ、ノリ
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３

ティバル 2019」
と合わせ、
2日間通して7 万 5 千人で、

宮城の豊かな海

本大会に向けた機運醸成を図ることができました。

本県は、海面養殖業をはじめ沿岸・沖合漁業、
遠洋漁業など、多種多様な漁業が営まれており、
また水産加工業も盛んです。
海面養殖業では、生産量が全国 1 位を誇るホヤ、
ギンザケのほか、ノリ、カキ、ワカメなど多くの
養殖物が生産され、そのいずれも全国の上位にラ
ンクされています。これほど多種多様な養殖が行
われている事例は他県には見られません。近年で
は、県産ギンザケの最高級ブランド「みやぎサー
モン」の GI（地理的表示）登録、南三陸町や石
巻市のカキ養殖場が国際認証（ASC 認証）を取
得するなど、新たな取組も行われています。
また、本県には、気仙沼漁港、石巻漁港、塩
釜漁港の 3 つの特定第 3 種漁港を始めとする 142
の漁港があります。一つの県で複数の特定第 3 種
漁港を有するのは本県が全国唯一で、これらを背
景に多種多様な漁獲物を水揚げするための 9 か所
の産地魚市場が整備されています。また、産地魚
市場の周辺には、ねり製品、塩蔵品、魚卵製品、
冷凍水産物等の特徴ある水産加工品を生産する全
国有数の水産加工団地が形成されており、そこで
生産された製品は産地魚市場に水揚げされた生鮮

「豊かな海づくりフェスタ 2019」のポスター

魚介類とともに全国各地に出荷されています。
これら特徴ある本県水産業の姿を、大会を通し
て広く PR してまいります。

４

機運醸成に向けた取組

（１）豊かな海づくりフェスタ 2019
本大会の県民への開催趣旨の周知と機運醸成、
県産品の消費拡大及び地場産業の振興を図ること
を目的に、令和元年 10 月 19 日（土）
・20（日）に

「豊かな海づくりフェスタ 2019」

「豊かな海づくりフェスタ 2019」を仙台市の勾当台
①主催

公園で開催しました。
当日は、本県の水産業の魅力や地場産業を知っ
てもらい、感じてもらえる体験型ブースにたくさん
の行列ができるなど、家族連れをはじめ多くの県民
の方々に御来場いただきました。
また、出展にあたっては、地元の大学や専門学
校などの教育機関、民間企業、仙台うみの杜水族館、
水産関係団体，沿海の市町、林業団体などの関係
各所に御協力いただき、オール宮城の姿を体現し
来場者数は同時開催した「みやぎまるごとフェス
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宮城県実行委員会
②開催日
令和元年 10 月 19 日（土）・20 日（日）
③開催場所
仙台市青葉区「勾当台公園」
④出展者数
出展団体数：50 団体テント数：48 張
⑤出展内容

たイベントとなりました。
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東日本大震災から復興までの歩み、本県水
産業の特色や漁法のパネル展示
ロ

ミを用いたアクセサリー製作体験など
ホ

豊かな森ふれあいゾーン
ＣＬＴ

注1

飲食・物産販売ゾーン
沿 海 12 市町の自慢の飲食物や物産販売、
ＭＫプロジェクト注 2 参画企業からサンプ

を使用した構造物の展示、木を

ルプレゼント、みやぎの水産物を使ったレ

使ったアクセサリー製作体験など

シピのお振る舞い

ＣＬＴを使用した構造物の展示

ハ

豊かな海ふれあいゾーン
お魚タッチプール、ミニ水族館

飲食・物産販売ゾーン

ヘ

その他
ス
 テージイベントにおいて「第 40 回全国豊
かな海づくり大会〜食材王国みやぎ大会〜」
の PR を実施

豊かな海ふれあいゾーン

ステージ PR

⑥その他
令和元年東日本台風で被災した方々の支援のた
め、会場内１か所に募金箱を設置するとともに、
むすび丸が会場内において募金活動を行いました。
お魚タッチプール

（注 1）ひき板を繊維方向が直交するように積層接着した重
厚なパネルであり、既に欧米を中心に中高層建築物
等に利用されています。中高層建築物等へのＣＬＴ
の活用による新たな木材需要の創出が期待されてい
ます。
（注 2）平成 18 年キリン一番搾り生ビールのテレビＣＭで
「宮城の牡蠣」編を放映することを契機に、宮城県
とキリンビール株式会社との間で、お互いの有する
得意分野を活用しながら県産食材のＰＲを行い、地
産地消や販路拡大の促進に連携して取り組むことを
目的に立ち上げたプロジェクト。

ミニ水族館

ニ

キッズ体験ゾーン
海藻を使った流行のハーバリウムや海洋ゴ

（２）大会記念リレー放流
本大会に向けた PR と機運醸成を図るとともに、
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児童の環境教育活動の一環として各漁協や市町村

第 2 回から第 6 回のリレー放流は、気仙沼市、

等の協力のもと、県内各地で大会記念リレー放流

南三陸町、石巻市、女川町で実施し、それぞれホ

を実施しています。令和 2 年 1 月末現在で、石巻

シガレイとヒラメの放流を行いました。

市、気仙沼市、栗原市、七ヶ浜町、女川町、南三

第 7 回は、
「内水面キックオフイベント」として、

陸町で計７回のリレー放流を開催してきました。

栗原市の一迫川河川敷で開催しました。当日は放

なお、参加児童に自然環境や放流魚に興味を

流するヤマメの説明のほか、漁協による投網の実

持ってもらえるよう、放流魚に関するミニ講座や

演やヤマメのタッチプールを行い、参加児童が河

水槽展示などの様々なコーナーも設けています。

川の環境を直接見て体験し、河川に親しみを持っ

第 1 回目は、
「スタートイベント」として、令和

てもらえるような内容としました。

元年 7 月 4 日（木）七ヶ浜町の花渕浜魚市場で開
催しました。当日は、くす玉開披のほか、大会キャ
ラクター「むすび丸」のお披露目と「リレー放流メッ
センジャー」への任命式、代表児童が稚魚の記念放
流への思いを宣言する「豊かな海づくり宣言」を行
いました。さらに、放流するホシガレイの生態や漁
業に関するミニ講座を行った後、魚市場前岸壁から
参加児童 111 人全員が放流を行いました。
投網の実演（栗原市）

今後も、県内各地で大会記念リレー放流を行
い、本大会に向けた PR と機運醸成を行っていき
ます。
（３）魚食・食育普及活動
県民の方に魚を「見る・触れる・食べる」機会
を提供することで、魚を身近に感じ、興味をもっ
大会記念リレー放流（七ヶ浜町）①

てもらいながら、水産資源の理解及び環境教育や
家庭での魚食普及を図ることを目的に、関係団体
との連携のもと実施しています。
令和元年 10 月には、専門学校調理師科の学生
による、旬のサバとサンマに協力企業の調味料を
組合わせたレシピの作成と、
「豊かな海づくりフェ
スタ 2019」において、お振る舞い・レシピ配布
を行いました。

大会記念リレー放流（七ヶ浜町）②

大会キャラクター「むすび丸」による放流（気仙沼市）
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また、親子料理教室では、
「お魚かたりべ」によ
る講義、調理、試食の後、調理した魚からその場
で耳石を採取する「耳石ハンター」講座も実施し
ました。参加した子どもたちには、普段なかなか
触れる機会のない生の魚を自分で料理し、美味し
く食べ、魚の生態を学んでもらうことで、魚食を
身近に感じるきっかけとなることを願っています。
このほか、宮城県漁業士会によるこども食堂へ
の食材提供と連携した活動を行っており、本大会
開催後も県民運動として定着するよう、県内漁業
協同組合をはじめ、企業・学校等と連携を図りな
がら、魚食・食育普及活動を実施していきます。
（４）豊かな海づくりキャラバン
本大会の関心度と認知度の向上とともに、海や

「うめぇがすと鍋まつり in 加美」
（加美町）での活動の様子

開催とその趣旨について理解していただけるよう
な内容としています。

魚に関連したイベントや集客力の高いイベントと
連携し、機運醸成を図ることを目的に豊かな海づ
くりキャラバンを実施しています。
キャラバンでは、オリジナル缶バッジ作り体験

（５）ホームページ等を活用した情報発信
県 内 外 に 本 大 会 の 魅 力 を 広 く 発 信 し、 関 心
度 及 び 認 知 度 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 に、 大

やさかなの折り紙作り体験、リーフレットや広報

会 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ や 公 式 SNS（Facebook，

グッズの配布など、一人でも多くの方に本大会の

Instagram）を開設し、随時、大会記念リレー放
流や豊かな海づくりキャラバンなどの各種情報を
発信しています。また、県政だより等の県で発行
する紙媒体でも情報発信を行っています。
【大会公式ホームページ】

【Facebook】

【Instagram】

「第 16 回日本一はっとフェスティバル」
（登米市）での活動の様子

「第 78 回 umihama そうじ＠渡波海水浴場×ブルーサンタ」
（石巻市）での活動の様子
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（６）大会ＰＲ用グッズの作成

（２）海上歓迎・放流行事

大会キャラクター「むすび丸」を使用したロゴ

伝統芸能・演奏などにより招待者を歓迎

マーク入りの様々な広報グッズを作成し、豊かな

するほか、震災を乗り越えて操業を再開し

海づくりキャラバンなどで配布するなど、大会の

た漁船などによるパレードを行います。ま

PR に活用しています。

た、次世代へ豊かな海を継承するため、そ
れぞれが願いを込めて、稚魚の放流を行い
ます。
【内容】
①震災を乗り越えて操業を再開した漁船等
によるパレード
②伝統芸能の披露
③前大会の開催県である秋田県から想いと
ともに受け継いだ御放流台からの稚魚の
放流

広報グッズの一例

など

（３）関連行事
東日本大震災から復興が進んだ姿や本県

（７）協賛行事

水産業の特色、環境保全の取組、
「食材王国

本大会を県民に広く周知するとともに、開催に

みやぎ」を印象づける本県食文化などにつ

向けた県民総参加の機運を高めることを目的に協

いて県内外に発信することを目的として開

賛行事を募集しています。

催します。

協賛行事は、県内で行われる各種イベントのう

【内容】

ち、本大会の趣旨に関連するものを協賛行事と位

①式 典行事、海上歓迎・放流行事の映像

置づけ、広報物の掲示や広報グッズを配布するな

中継

どの御協力をいただくものです。

５

②震災復興の歩みや本県水産業の特色、森
や河川・海の環境保全の取組などに関す

大会の計画

る企画展示

（１）式典行事

③伝統芸能団体や著名人などによるステー

厳粛で品位のある進行を基本に、豊かな

ジイベント

海づくりの重要性を宮城から全国に発信す

④「食材王国みやぎ」を印象づける県産農

る内容とします。併せて、宮城の自然環境

林水産物等の販売・飲食

や水産業・食産業の魅力を発信するととも

⑤海 の生物や環境教育などに関する体験

に、東日本大震災から復興が進んだ宮城の
水産業の姿と全国への感謝の気持ちを伝え
る式典とします。

６

おわりに

本大会が開催されることで、本県の「豊かな

【内容】
①復興支援に対する感謝の想いや宮城の自

海づくり」が一層推進され、県内水産関係者の

然・漁業・伝統芸能などの魅力を発信す

意欲が更に高まるとともに、豊かな自然と豊富

るステージイベント

な食材、歴史ある文化に育まれた「宮城県」の

②功績団体等の表彰

魅力を全国に発信するまたとない機会であり、

③作文コンクール最優秀作文の発表

大会開催に向けて引き続き万全の準備を進めて

④宮城県を代表する稚魚等のお手渡し

まいりますので、御協力のほどよろしくお願い

⑤若手漁業者や水産関係者などによる海づ

いたします。

くりメッセージ
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【特別会員紹介コーナー】

「いであ」は現場に役立つ技術力で
海の環境を守るお手伝いをします
技術顧問
１.

はじめに

横山

雅仁

伊勢湾シミュレーター）は、「貧酸素水塊の挙動
の予測（図 1）」と「貧酸素水塊がさまざまな生

いであ株式会社は、1953 年に我が国初の民間

物に与える影響の再現」に注力して開発・改良が

気象予報会社として業務を開始し、2006 年に現

行われ、当社はその開発・運用に携わってきまし

在の社名となった環境・建設に関わる総合コンサ

た。伊勢湾シミュレーターでは海の食物連鎖の高

ルタント会社です。公害問題が顕在化し始めた

精度な予測を可能としています（図 2）
。1950 年

1960 年代より、環境を多角的に高い精度で調査

代の伊勢湾では、湾奥の生物量が現在より約 3 倍

する体制を全国に展開してまいりました。環境を

多く豊かであったものの、浅場が消失することに

幅広い視点で調査し、解析・評価・予測・対策立

よって生物量が大きく減少することが明らかにな

案までを一貫した社内体制で実施しています。

りました（図 3）。

当社はこれまで、環境保全、社会基盤整備にか

現場の物理・化学・生物の調査（モニタリング）

かわる数多くの業務を手がけてきました。水産業

と各種モデルを組み合わせた解析は、環境変化の

と直接、間接に関わりのあるものも多く、最新の

予測や保全対策の効果検討など、沿岸域の環境保

機器を駆使した調査分析技術を用いて、ニーズに

全において不可欠の技術となっています。これら

応じた提案と質の高い成果を提供してまいりまし

は、人為的な開発行為の漁業等への影響や、近年

た。現在、水産庁によって、適切な資源管理と水

問題が顕在化しつつある気候変動の影響を予測し、

産業の成長産業化を目指した水産政策の改革が進
められていますが、言うまでもなく水産業の基盤

溶存酸素濃度が2mg/L以下の水塊

は生物が生息する環境としての水域です。
そこで、本稿では、水産政策の改革のポイント

四日市
名古屋
津

である「水産資源の持続的な利用」の実現に貢献
できる、当社が持つ水域環境に関わる技術のいく
つかについて紹介します。
２.

現場観測からシミュレーションを駆使した

蒲郡
鳥羽

豊橋

海の再生
我が国では、高度経済成長期に多くの海で水質
汚濁が進み、赤潮・青潮の発生、生物の斃死等の

図1

貧酸素水塊発生の予測例（伊勢湾・三河湾）

環境問題が顕在化しました。豊かな海の再生方策
を検討するうえでは、海水の循環や底質性状だけ
でなく、光合成によって増殖する植物プランクト
ン、それを捕食する動物プランクトン、さらには
我々の食料となる魚類につながる物質循環を正確
に予測する必要があります。国土交通省の伊勢湾
再生海域推進プログラムにおける「伊勢湾の汚濁
機構の解明」と「各施策の改善効果の検証」のた
めの海洋環境のシミュレーションモデル（通称：

図2

海の食物連鎖による炭素循環予測例
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図 3 高度経済成長期に生じた環境変化の影響による生
物量の推測例

あるいはそれらへの適応策を検討する際に威力を

図4

水中 3D スキャナ（BV5000）を搭載した ROV（左図）
と魚礁の測量結果（右図）および主な仕様

発揮します。
当社では、環境影響評価に必要となる各種現地
調査・分析から、コンピュータシミュレーション
による予測まで一貫して実施しており、特に水環
境分野では、富栄養化モデル、生態系モデル等の
自社モデルを多数有しています。沿岸の増養殖漁
場における環境変化の予測や保全対策の効果検討
等において、精度の高い予測を提供できます。ま
た、近年発展のめざましい ICT、IoT 技術を活用
した沿岸漁業者への情報提供技術の開発にも取り
組んでいます。
３.

図 5 ROV による魚類蝟集状況の映像（上段）と水中
3D スキャナ（BV5000）による魚礁・魚群の測定
結果（下段）

最新の音響機器による“水中の可視化”技
術とその応用

導入しており、深海での調査のご要望にもお応え
できます。

さまざまな海洋開発の事業では、海底状況や潮

各種の観測機器によって取得された環境データ

流等を効率的に調査することが求められます。近

の表現を工夫し、環境の傾向や特徴が一目でわか

年の観測機器の進歩は著しく、小型化・省力化・

る「可視化」を図っています。マルチビームソナー

高分解能化・自律化により、従来の枠にとどまら

やサイドスキャンソナーによって探査された海底

ない観測が可能となっています。

状況は、GIS（地理情報システム）を活用し、地

当社では、社会ニーズに応えるべく、最新機器

図上に色付けして展開します。魚礁等の様子をよ

の導入と新たな観測技術の開発に取り組んでおり、

り詳細に把握するためには、大きさの目安になる

ビデオカメラとマニピュレータ、全周囲ソナーを

格子や方位と合わせた 3D 表現を用います。3D

搭載し、水深 300m まで潜行可能な可搬型の小型

表現では視点を自由に動かすことができるので、

無人探査機（ROV）を導入しています。音響機

対象をより直感的に理解することができます。ビ

器の一つである水中 3D スキャナを ROV や調査

デオカメラによる視覚的な調査と 3D スキャナに

船に搭載・艤装することにより、従来の船上から

よる 3 次元測量の組み合わせにより、例えば、魚

の観測では把握が困難であった魚礁や港湾施設

礁に蝟集する魚群を種判別し、そのボリュームを

（桟橋下、暗渠、ブロック等）の複雑な構造を、3

定量化することができます（図 5）。この技術に

次元点群データとして詳細に計測することが可能

より水産資源量や魚礁機能を正確に評価すること

となっています（図 4）
。さらに当社では、最大

が可能となります。

潜航深度 2,000 ｍの自律型の探査機（AUV）を
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可視化”技術の開発に取り組み、水産資源の評価

的に分布調査することも可能です。一方で、環境

や、漁港漁場施設の点検・長寿命化、養殖漁場の

DNA 調査は間接的に生物の生息を把握するもの

管理、有休漁港の活用などに関するさまざまな調

であり、人為排水や流れ等の影響を受けることが

査に対応してまいります。

あり、調査結果の評価には留意が必要です。この
技術が生物調査の標準的な手法として確立され活

４.

環境 DNA 分析による生物調査の新展開

用されるようになるためには更なる研究や技術開
発が必要です。

環境 DNA とは、水や土壌といった環境試料

当社は、今後も環境 DNA 分析についての技術

中に含まれる DNA の総称です。環境 DNA には、

的な工夫を重ね、河川・湖沼～海域における水産

バクテリアや菌類のような目に見えない微生物

資源の持続的な利用や、生物多様性の保全に貢献

の生体内にある DNA と、魚類など比較的大型の

します。

生物に由来する生体外の DNA が含まれます。魚
類の場合、エラや表皮から剥がれ落ちた細胞片や、
糞や粘液、繁殖行動時に放出された精子などに

５.

幅広い環境影響・食品安全に関する分析・
検査技術

由来する DNA が環境 DNA として検出されます。
近年、水域の生体外 DNA を対象とした調査技術

当社では、長年、さまざまな環境試料中の化学

が注目され、さまざまな活用が期待されています。

物質の分析を実施してきました。これらの実績を

環境 DNA 分析の最大の長所は、水環境の場合、

踏まえ、当社は食品衛生法に基づく登録検査機関

現場の作業が水を汲むだけでよいという簡便性と

として、有害化合物（メラミン）・残留農薬（ピ

迅速性です。一方短所としては、検出感度が非常

レスロイド系）検査、遺伝子組換え食品検査、細

に高いため、採水時および分析時の試料への外部

菌類検査、栄養成分分析などの食品衛生検査を通

DNA の混入による誤検出のおそれがあります。

して、食品のリスク評価、リスク管理のための技

当社は、次世代シーケンサーやリアルタイム

術提供を行っています。

PCR 装置など環境 DNA 分析に必要なすべての分

また、「化学物質の審査及び製造等の規制に関

析機器を社内に整備しています。また、環境 DNA

する法律」により、新規の化学物質の製造または

分析ではコンタミネーションへの対策として環境

輸入を行う場合に審査や規制が行われますが、当

DNA 分析を行う実験室を複数確保し、汚染が生

社では、同法に定める審査のうちの「化学物質の

じやすい分析工程をそれぞれ物理的に隔離された

生態影響試験」の実施機関として、環境省の認証

室内空間で実施するとともに、超高性能

クリー

（Good Laboratory Practice：人員、設備、試料・

ンゾーン生成装置を導入し、環境 DNA 分野にお

資料の保管・管理、標準作業手順の配備、試験精

ける国内最高レベルの分析精度を目指しています。

度の管理等について、基準に従って適正運用され

環境 DNA に関しては、各省庁等からすでに多

ている施設で実施される試験）を取得しています。

くの業務を受託する一方、大学や行政機関の研究

食物連鎖に着目し、藻類、甲殻類、魚類を対象と

者、NPO 等の方々にご協力いただきながら、さ

し環境省の「生態影響試験実施に関する基準」に

まざまな共同研究も行っています。有明海におけ
る二枚貝類の漁獲量減少の一因として、ナルトビ

従った化学物質の生態影響試験を実施できます
（図 6）。

エイによる食害が挙げられていますが、ナルトビ

さらに、当社は高度な分析機器を駆使した環境

エイの行動などの生態について不明な点が多いこ

化学分析、食品や先端的バイオテクノロジーに関

とから、ナルトビエイの来遊量を把握する手段と

連した成分を分析する技術などを持ち、機能性食

して、
環境 DNA 分析技術の有効性を検討しました。

品や医薬品開発支援のためのプロテオーム解析な

環境 DNA 分析技術は、従来の捕獲や観察によ

どを社内で実施する体制を整えています（図 7）。

る生物調査がもつ欠点を補うことができる画期

ほぼオーダーメードのカスタム解析をご提供し、

的な調査手法です。環境 DNA 分析技術を活用し、

さまざまな種類の検体に対応しています。増養殖

生息密度の低いサンショウウオ類や絶滅危惧種の

場の環境保全や食の安全においても、検査・分析

淡水魚類を捕獲によって傷つけることなく、効果

などの面でもご支援することができます。
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図6

６.

化学物質の生態影響試験

おわりに

図7

臓器別タンパク質マップデータベース

これら以外にも数多くの特徴的な技術を有してい
ます。当社のホームページに掲載の技術資料およ

水産政策の改革が進められる一方で、地球温暖

び技術広報誌「i-net」をご参照ください。

化などの気候変動の影響が懸念され、洋上風力発

https://ideacon.jp/technology/leaflet/

電に関わり海域利用の在り方も変化するなど、水

environment.html

産業を取り巻く状況は変わりつつあります。当社

https://ideacon.jp/technology/inet/index.html

は今後とも、安全・安心で快適な社会の持続的発
展と、健全で恵み豊かな環境の保全と継承を支え

当社の事業内容についてのお問い合わせは、下記

る総合コンサルタントとして、社会的な使命を果

のフォームをご利用ください。

たしてまいります。

https://ideacon.jp/form/idea-quay.html

本稿では当社の技術の一部をご紹介しましたが、
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー】

第５回海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議を開催
令和 2 年 1 月 30、31 日にコープビル 6 階会議

（３）クエおよびキジハタに発現する形態異常と

室（東京都千代田区）において、水産庁および国

防除技術

立研究開発法人水産研究・教育機構（以下、水産

講師：（国研）水産研究・教育機構

機構）との共催により第 5 回海域栽培漁業推進協

区水産研究所

議会全国連絡会議を開催した。

生産技術グループ

亜熱帯研究センター

主任研究員

第 7 次栽培漁業基本方針に記載してあるとおり、

西海

岩崎

隆志

本会議は都道府県や都道府県栽培漁業協会等の技

（４）人工孵化マハタに発現する形態異常と対策

術・情報の交換、並びに効果的・効率的な栽培漁

講師：三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室
主査研究員 辻 将治

業の推進体制構築等に向けた協議・意見交換を行
うことを目的としている。今回は、初日を「令和
元年度種苗生産機関技術研修会」
、2 日目を「令
和元年度栽培漁業推進全国会議」として開催した。
両日で 112 名の沿海都道府県行政、栽培漁業関係
法人等の関係者の出席があった。

研修会の様子

（５）総合討論概要
座長：今回の研修会は、平成 26 年度日本水産学
会春季大会で行われたシンポジウム「ハタ科魚
濱田専務開会挨拶

１. 令和元年度種苗生産機関技術研修会

類の繁殖の生理生態と種苗生産」を元に、主に
種苗生産の部分を切り取って企画した。同シン
ポジウムの詳細は、水産学シリーズ 181 号「ハ
タ科魚類の水産研究最前線」に掲載されている

今年度の研修会では、
「ハタ類に考える健苗生

ので参考にして欲しい。ハタ類数種の種苗生産

産の取り組み方」をテーマとして以下の講演をお

がブレイクスルーしたのは、旧日本栽培漁業協

願いし、質疑応答と総合討論を行った。

会に事業場横断のハタ類チームが結成され、発

（１）ハタ類種苗生産の技術開発
講師：
（国研）水産研究・教育機構 本部
研究推進部

育に応じて刻々と変わる仔稚魚の生理生態を
把握し、それに合わせて餌と飼育環境をコント
ロールする飼育技術を整理し、それが県水産試

次長 照屋 和久

験場や県栽培漁業センター等に普及していった

（２）山口県のキジハタ量産事業化への事例と対策

ことが大きい。それは他の魚種にも当てはまる

講師：山口県水産研究センター
外海研究部 増殖加工グループ
専門研究員 南部 智秀

か？
水産機構本部照屋：今回紹介したハタ類の種苗生
産手法の中で、減耗要因と時期はおおまかに
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はどの魚種にも当てはまる。ポイントさえ押さ

いているかは分かっていない。どれかの栄養と

えておけば、どの魚種でも一緒である。魚は成

言うより、成長とのバランスが重要である。ア

長段階に応じて沈むし、浮く。魚種によって強

ルテミア、天然コペ、配合飼料などを組み合わ

いか弱いかはあるが、普遍的である。マダイや

せて、成長とのバランスを見ながら飼うのが大

ヒラメは沈降しても全滅することがないから見

事である。

逃しているだけである。それを理解していれば、

座長：南部さんの配合飼料の話には目から鱗だっ

マダイだろうがマハタだろうが高い生残率で種

た。稚魚に給餌する時に、腹一杯食べてくれ

苗はできる。ただし、論文やマニュアルでは記

たら喜んでいたが、実は違うという指摘だった。

載しきらないこと、言葉では伝えきれないこと

VNN 発症との関係や免疫がどうなっているか

があるので、現場で一緒に見て一緒に作業をし

は大変に興味深い。また、現在の生物餌料には

ながら伝えていることが大事である。

まだ栄養的に足りないところがありそうである。

座長：三重県と山口県では、基礎的な技術を県水
試でつくり、その技術を県栽培漁業センターに
伝えて種苗の大量生産に成功された。その際に
大事にされたことを説明してほしい。

そういった事は県水試ではできないので、水研
や大学の研究者の方に解明をお願いしたい。

２. 令和元年度栽培漁業推進全国会議

山口県南部：一つ一つの作業の意味を、なぜそう

水産庁、各海域栽培漁業推進協議会、水産機構

するのかまで詳細に説明し、現場で事細かく伝

から以下の事項の報告と水産機構の研究者から 2

えた飼育方法を、そのままやってもらった。難

つの話題提供が行われた。また、最後に（一社）

しいキジハタの種苗が実際にできたのを見ると、

日本釣用品工業会（以下、日釣工）の柿沼理事よ

研修生の意識が変わった。公社に技術移転した

り、日釣工が社会貢献事業の一環として自主財源

後でも更に生残率が向上したのは、その成果だ

により実施している LOVE BLUE 事業（釣り場

と思う。

の水中清掃や種苗放流支援など）についての平成

三重県辻：いろいろある飼育のポイントの要点を
マニュアルとしてまとめてくわしく説明し、20

31 年度事業報告と次年度の協力要請があった。
（１）報告事項

万尾のマハタ種苗生産成功という結果を実際に

１）水産庁令和 2 年度予算について（水産庁）

体験してもらったことが大きかった。説明内容

２）各海域栽培漁業推進協議会の事業進捗状況

を納得してもらった上で、動いてもらうことを

等について（海域協議会）
３）水産機構の栽培漁業にかかる研究開発につ

意識した。
座長：クエにアルテミアを給餌する時期が遅くな
ると形態異常が多くなるのは、栄養的な問題と

いて（水産機構）
（２）話題提供
１）雌クルマエビの小型化と資源減少

考えて良いのか？
西水研岩崎：栄養と言っても高度不飽和脂肪酸や
タウリンなど多様な要素があり、どの成分が効

（国研）水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所
海産無脊椎動物研究センター
甲殻類グループ長 佐藤 琢
２）生態特性に基づく種苗放流～放流効果を高
めるための育て方・放流方法・その効果～
（国研）水産研究・教育機構 本部
研究推進部
研究主幹 崎山 一孝
（３）LOVE BLUE 事業のお知らせ
（一社）日本釣用品工業会
理事 柿沼 清英

総合討論で質問に答える講師
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水産庁藤田課長開会挨拶

令和２年度水産庁栽培漁業関係予算概要説明

全国会議の様子
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【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

アカムツ資源管理講習会
石川県農林水産部水産課企画流通グループ
主任技師

坂本

龍亮

開催日時：令和元年 12 月 3 日（火）
開催場所：石川県漁業協同組合輪島支所
研修対象者：県内漁業関係者および行政関係者
出席者数：35 名（講師 2 名、漁業者 21 名、漁協職員 6 名、県職員 6 名）

１

研修会の開催経緯

が盛んに行われている輪島市、珠洲市、能登町の
漁業者及び行政関係者等 33 名の参加があった。

アカムツは、日本海及び千葉県以西の太平洋側

講師には長崎県対馬振興局水産課係長の坂口昌

沿岸の水深 100 ～ 200 メートルに生息している

生氏、同県対馬市の豊玉町漁業協同組合所属のア

魚類で、高級魚として知られている。日本海側で

カムツ延縄漁業者の阿比留廣義氏を招き、対馬で

多く漁獲され、北陸から島根など山陰地方、九州

取り組まれているアカムツやアマダイの資源管理

北部の特産として有名である。

や操業調整の概要について講演いただき、講演後

石川県内におけるアカムツは、県北部に位置す
る輪島地区や珠洲地区において、刺網漁業や底

には質疑応答形式による意見交換を行った。
講演内容は以下のとおり。

びき網漁業によって多く漁獲されている。近年は
漁獲量が減少傾向にあり、地元の消費地市場でも
小型個体や韓国産の輸入品も多く流通するように

（１）講演『アカムツ及びアマダイの資源管理に
ついて』
長崎県対馬振興局水産課

なってきているため、漁業者はアカムツの資源管
理を行い、地元産のアカムツを持続的に漁獲でき
る方法を日々模索している状況である。
そこで、今後、資源管理と漁業経営の両立を図

係長

坂口昌生

坂口氏より、対馬地区で取り組まれているアカ
ムツとアマダイに関する資源管理と今後の課題、
取組の方針などについて説明していただいた。

るうえでの参考とするため、他県漁業者との調整

＜概要＞

により、アカムツの資源管理に取り組んでいる長

・アカムツは長崎県対馬においても市場価値が高

崎県対馬地区の知見を学ぶため、公益社団法人全

く重要な魚種であるが、沿岸漁業者が行う延縄

国豊かな海づくり推進協会主催のもと、現地研修

漁業以外にも沖合底びき網や韓国の底びき網漁

会を開催することとなった。

船と漁場が競合しており、漁獲圧が高まってい
る。

２

研修会の概要

・アカムツは漁獲変動が大きく、これら他漁業種
とも競合することから、対馬のアカムツ漁業者

本研修会は、令和元年 12 月 3 日（火）に石川
県北部に位置する輪島市で開催した。アカムツ漁
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・近年、アカムツの単価は上昇しており、単価は

・沖では、漁労長同士で操業等について無線で連

4千～1万円/kg。5kg1箱が約15万円で取引され
たこともある。

絡をやりとりするまでの関係になった。
・まだ全ての取組が良好に進んでいるわけではな

・アカムツの他に、アマダイの資源管理の取組も

いが、今後とも良い協力関係を持続していくた

行っているので、その概要を紹介する。

めに、資源管理の取組についての協議を継続し

‐対馬海域におけるアマダイ漁獲量が減少傾向

たい。

にあったことから、平成21年度にアマダイ
資源回復計画を作成した。
‐保護区域を設定し、毎月第2、第4金曜日を
休漁日に設定、針の大きさを“たい針”11
号以上に制限といった取組を行っている。
‐また、対馬周辺では、他県船も入会で操業し
ていることから、関係4県アマダイ延縄漁業
者協議会を開催して、他県船との操業上の申
し合わせ事項を確認し、資源回復計画の取組
への協力を得ている。
‐計画は3年毎に継続更新を行い、現計画では
平成21年当時の資源水準まで回復させるこ

坂口氏の講演

とを目的としている。
３

質疑応答・意見交換等

（２）講演『漁業調整による資源管理の取組』
豊玉町漁業協同組合

阿比留廣義

アカムツ延縄漁業を営んでいる阿比留氏から、

どのようにして延縄漁を行っているのか。

対馬地区におけるアカムツ資源管理の取組につい

自分の海域ではタルを落としてから 3 ノット
で投縄している。操業回数は 1 日 2 回程度

て、他漁業種との調整の苦労話とともに説明して

だが、他地区では 1 マイルに 7 隻操業する

いただいた。

ほど密集して操業しており、1 日 5 ～ 6 回操

＜概要＞

業する場合もある。昔はヨコワ（クロマグロ

・沿岸の延縄漁業にとってアカムツは重要魚種だ

の小型魚）も多く漁獲していたと聞いている

が、近年は資源が減少してきたことから資源管

が、近年はヨコワの漁獲制限があるためアカ

理をしていく必要があると感じた。

ムツに集中している。地区によっては 1 日平

・競合する沖合底びき網漁業は、特に漁獲圧が高

均 50 箱で、良い船では 100 箱以上水揚げし

いことを懸念し、沖合底びき網漁業者と話し合

ている。（阿比留氏）

い、保護区の設定を試みた。

アマダイやアカムツの資源管理をして、目に
見えて資源が増えたのはいつからか。

・話し合いを始めた1～2年目は話を聞いてもら
えず、3年目でどうにか設定に至った。
・保護区での禁漁期間は現在、沖合底びき網の休

アマダイは H17 年から地元協議を始め、H22
から回復計画に取り組んでいる。H25 頃まで

漁期間終了の8月15日から更に1か月間延長す

は減少傾向であったが、H28 以降やや増加傾

る等、操業自粛に協力してもらっている。

向にある。資源の増加とともに大型個体が多

・操業自粛期間の延長により、双方の単価は上が

くなったようだ。アカムツは韓国の底びき網

り、一部の底びき網漁業者から肯定的な評価を

漁獲の影響も大きいと考えているが、資源動

得ている。

向についての資料は持ち合わせていない。

・操業調整は、顔を合わせて話し合いを続けるこ

（坂口氏）

とが大事。協議の時はお互いにらみ合っていた
が、現在は会議後に懇親会をするほどになって
いる。

豊かな海

200129̲現地研修会.indd 37

No.50

2020.3

37

2020/03/11 12:58

保護区以外でアカムツは獲れるのか。

ここ 1 ～ 2 年獲れなかったのはなぜか。

保護区は稚魚や抱卵魚の多い一部の海域。ア
カムツは獲れる時期、獲れる場所が年によっ

漁業者の話では全体的に水温が高く、海の状
況が変わっているのではないかと考えてい

て変わるので、かなり回遊している魚なので

る。サワラなども水温が高いせいか例年より

はと漁業者は認識している。（坂口氏）

1 ～ 2 ヶ月漁が遅れているといった話も同様

資源管理の取組により箱数が減ったとのこと
だが、経営を上手く行う方法などはあるのか。

に聞いている。（坂口氏）
アマダイの資源回復の目標を H21 年にして
いるがそれはなぜか。

現在は収入が少なくても我慢している状態。
（阿比留氏）

H21 年は漁獲量が持ち直した年であり、現
計画ではそこを目標としている。
（坂口氏）

アカムツはどのように流通しているのか。神
経締めなどをして値段を上げたりしないのか。
対馬地区内での消費はなく、福岡市中央卸売
市場鮮魚市場のセリにかけている。他には、
金沢市中央卸売市場にも出している。
神経締めなどをしている時間がないため、何
回かアカムツを活出荷しようとしたが、魚槽
で暴れて傷がついたり、鱗が剝れたりして逆
効果であったため行っていない。（阿比留氏）
刺網漁業でアマダイは獲っていないのか。
対馬は網漁業が少ない土地柄であり、刺網漁
業は行われていない。対して、輪島地区では
刺網で多くアカムツを獲っているとのことで

講習会風景

あり、かねてから話を聞いてみたかった。
４

（阿比留氏）

おわりに

漁具制限は行っていないのか。
今回の研修会では、主目的であるアカムツの資

特に漁具制限は行っていないが、生きている
小型個体は基本的に放流している。また針の

源管理について、他の漁業種類と話し合い、漁業

サイズが大きいと小型個体はあまりかからな

調整により取組を実施されている阿比留氏、また、

いため、大きな針を使用している。
（阿比留氏）

長崎県対馬地区の担当職員である坂口氏にご講演

保護区の決め方はどうしているのか。

いただき、有益な情報を提供していただきました。

抱卵している個体や小型個体が多く獲れる海
域で設定したと聞いている。（坂口氏）
沖合底びき網漁業者に協力を求める際に苦労
した点は。
底びき網漁業者との話では、何度も交渉し、
折り合い点を探すのが一番苦労した。話し合

本県の漁業者、及び県としましても、大変参考
になり、今回の研修会で得た知見をもとに、アカ
ムツをはじめとした沿岸域における重要魚種の資
源管理をさらに発展させていこうと思います。
５

謝辞

いは国や県に間を取り持ってもらった。
（阿比留氏）

38

大変お忙しい中、講師として遠路はるばるお越

1 箱 15 万円の個体は大きかったのか、それ
とも何かブランドなどの価値があったのか。

しいただいた豊玉町漁業協同組合の阿比留氏と、

1 箱 15 万円は最も良かった時のことで稀な
ケース。全体的に水揚量が少なく、かなり大

し上げます。

型の個体につくような値段。平均は 1 箱 5㎏

いた主催者の公益社団法人全国豊かな海づくり推

として、2 ～ 5 万円程度。（阿比留氏）

進協会へお礼申し上げます。
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長崎県対馬振興局水産課の坂口係長に厚くお礼申
また、本県からの研修の提案を快く採択いただ
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豊かな海づくりに関する現地研修会報告２

漁獲物の有効利用と魚価向上に向けて
京都府水産事務所

海のにぎわい企画課

技師

米村

明莉

開催日時：令和元年 11 月 12 日（火）14:00 ～ 15:30
開催場所：京都府水産事務所

研修室

講

取締役

師：有限会社大浦水産
（静岡県

大沼健一氏

アジ・タイ養殖、小型旋網漁業、活魚販売）

出席者数：約 60 名（漁業者、漁協職員、仲買人組合、市町及び府職員等）

１

はじめに

れる際の注意点および問題点、定置網漁獲物の蓄
養種苗としての利用の可能性等、ご自身の経験談

京都府では、漁獲物の価格向上を図るため、活

を交えてご講演していただきました。
その後、講演の内容を踏まえ、出席者と講師と

き締め出荷や活魚出荷等、高品質な水産物供給に
ついて支援、指導を行ってきました。今年度は、

で活発な意見交換が行われました。

一次蓄養や養殖種苗への利用など活魚としての付
加価値を高めるための手法に注目し、研修会を開

３

講演

催しました。
「定置漁獲物の魚価向上のために－養殖・蓄養種
２

研修会の概要

苗としての可能性－」
有限会社大浦水産

取締役

大沼健一氏

「定置漁獲物の魚価向上のために－養殖・蓄養
種苗としての可能性－」と題して、有限会社大浦

約 30 年、まき網での漁獲物を種苗として蓄養

水産 取締役 大沼健一氏から、蓄養種苗を受け入

を行っている講師から、蓄養に取り組んだ背景、
蓄養における問題点と解決策、漁獲物を蓄養種苗
として販売するための留意点、定置漁獲物の種苗
としての可能性等について説明。
◎蓄養に取り組んだ背景
旋網船での就業経験から、獲れる魚が減ってい
ることを実感し、養殖・蓄養の必要性を感じ
た。また、当時、飲食店以外にも、水族館や漁
業用の餌としてなど、様々な業界で活魚の需要
が高いことに目をつけた。

講演風景
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◎蓄養における問題点および解決策

・定置網に限ったことではないが、漁場から蓄

①：種苗受取時のスレ等による魚の傷み

養場所への運搬方法、目的、用途に合わせた

⇒バケツや水ダモを使わず運搬船の舷門から

実施体制の検討も行わなければならない。

魚を流し込むようにした。
②：他魚種の混入
⇒スリット選別機、魚の習性（マアジ：下に
潜る、イワシ：表層に上がってくる、マル
アジ：網の縁を泳ぐ等）を利用した選別な
どを行う。
③：漁獲から現地買付までの種苗の活力低下
⇒酸欠を防止するため夏場を避ける。また、
万が一病気にかかっても経口摂取の薬で対
処できるように、配合飼料で餌付け済みの
種苗を選ぶ。
④：出荷魚の仕上がりのムラ

意見交換の様子

⇒種苗の産地ごとの育成期間管理や、スリッ
ト選別機によるサイズ選別を行う。
◎漁獲物を養殖・蓄養種苗として販売するための
留意点
・販売時に高く評価されるには、スレが少ない

４

意見交換

（主な意見交換・質疑応答）
カワハギの良い生け捕りのしかたがあれば教
えて欲しい。定置で獲れたカワハギを蓄養用

こと、混じり物が少ないこと、漁獲後に配合

にしたいが、腸が出てしまう。

飼料で餌付けされていること、痩せていない

腸が出る場合、数が多ければカゴに収容して
水深 10 ｍほどに沈めれば半数ほどは元に戻

ことなどがあげられる。

る。高価な魚の場合は、針を刺して浮き袋の
・種苗とする魚種としては、安定して入手でき

空気を抜いたほうが良いが、カワハギでやる

るもの、生簀で飼育可能であるもの、成長の

のは手間の割に高い値段で売れないので現実

そろいが良いものが好ましい。具体的にはマ

的でない。

アジ、秋口～年明けのカワハギなどが良い。

マアジにこだわる理由はあるか。マルアジ
（ア
オアジ）の養殖もしているか。

逆に、いくら給餌しても成長しないイサキや
イリドウイルスで全滅するイシダイは不向き。
◎定置漁獲物の種苗としての可能性
・定置網漁獲物は、近年まき網で漁獲される種
苗が不足していること、比較的漁場が近く運

マルアジに比べ、①味が良い。②漁獲量があ
る。③大人しく扱いやすい。などの理由から
マアジを養殖している。
マアジのスレ対策は。

搬時の魚への負担が少ない漁法であることか

水ダモなどの道具を使って、水と一緒に魚を
動かすよう注意している。

ら、養殖・蓄養種苗として期待が高まる可能

どうしても網を使用しなければならない場合

性がある。

には、網目が細かく、やわらかい網を使用す
るようにしている。

・定置網漁獲物を種苗として活用するためには
解決すべき点も多い。小ロットで多くの魚種
が獲れる漁法であることから、特に魚種の選

40

これまでの取組を通じて、養殖は難しいと
思った魚種はあるか。

別方法、必要尾数を確保するまでのストック

カワハギ。水温が下がりきる前に売り切って
しまえば、それなりに利益は出るが、低水温

体制（港内生簀、金庫網の活用等）について

に弱く、病気にも弱いので難しい。カマスの

検討が必要。

養殖も試みたが、受入数の５割くらいしか餌

豊かな海

200225̲現地研修会2.indd 40

No.50

2020.3

2020/03/09 10:18

講師に質問する参加者

質問に答える講師（左）

を食べなかった。

取締役

大沼健一様には、大変お忙しい中、漁獲

魚を漁獲する方が楽しいし、養殖は面倒だっ
た、と講演中にあったが、それでも養殖・蓄

物の効率的な利用、特に未利用魚を種苗とした蓄

養をやろう、と気持ちが変わったのはなぜか。

けたご指導ご助言をお世話になりました。心から

水族館など、いろんなところから活魚が欲し
いと言われ、活魚の需要の高まりを感じたの

お礼申し上げます。

がきっかけで、利益も一定確保することがで

機関の職員等にとって大変有意義な研修会とな

きたため、本格的に実施していくこととした。

り、今後の漁獲物の有効利用、魚価向上の取組み

養等に係る貴重なお話をしていただき、今後に向

本研修会は、受講した漁業者や漁協職員、関係

に役立つものと考えます。
５

謝辞

最後に、主催者の公益社団法人全国豊かな海づ
くり推進協会様には、本府からの研修会の要望を

講師をお引き受けいただいた有限会社大浦水産

採択していただき、厚くお礼申し上げます。
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【豊かな海づくり推進協会コーナー②】

第６回トラフグ資源管理検討会議開催報告
令和元年11月20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 回も平成 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、第 5
回は福岡県福岡市とフグ延縄船団の地元で開催し
てきた。第 6 回は産卵場、育成場がある瀬戸内海
に会場を移し、兵庫県神戸市 TKP 神戸三宮カン
ファレンスセンターホールで 71 名の関係者の参
加を得て開催された。
会議は、例年行われるトラフグの資源状況と管
理の方向性、トラフグ調査研究の現状や九州・山
口における種苗放流の取組とその効果等に加えて、
資源管理を推進していく上での課題を議題として
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ホー
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 令和元年11月20日（水）
15：00 ～ 17：45
・開催場所 TKP神戸三宮カンファレンスセン
ターホール5A
兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目
1-12
・参集範囲 漁
 業者（団体）、行政、試験研究機関、
種苗生産機関（石川県、福井県、大
阪府、兵庫県、岡山県、山口県、香
川県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊
本県、大分県、宮崎県、トラフグ市
場流通関係者、報道関係者、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 71 名

42
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兵庫県神戸市で開催
２．開催概要

瀬戸内海漁業調整事務所廣山所長

冒頭、瀬戸内海漁業調整事務所廣山久志所長よ
り主催者挨拶があり、その後、水産庁の進行のも
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」は瀬戸内海区水
産研究所の片町主任研
究員から、議題 2「2019
年度トラフグ調査の進
捗状況について」は同
研究所平井主任研究員
か ら、 議 題 3「 ト ラ フ
水産庁管理調整課
山崎いづみ係長
グの資源管理について」
では水産庁管理調整課山崎いづみ係長から最新の
調査・研究結果等を踏まえた管理の現状について
説明があった。
休憩をはさみ、議題 4「トラフグ日本海・東シ
ナ海・瀬戸海系群の更なる資源管理の推進への課
題について」は水産庁資源管理部管理調整課竹川
義彦課長補佐が、資源管理、資源評価・調査、資
源管理体制の現状の整理と今後検討すべき漁業
者・行政・研究それぞれの課題点の提案を行い意
見交換、質疑応答が行われた。
【資源管理の現状】
東シナ海、日本海では委員会指示に基づく取組
が進んでおり、その中で、再放流や体長制限が行
われている。瀬戸内海では、地区ごとの管理の取
組の深掘りを進めているが、現状では近隣県との

2020.3
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水産庁資源管理部管理調整課

竹川義彦課長補佐

足並みがそろってない。
【資源評価・調査の現状】
ここ数年、評価が変わっており、その評価結果
について本当に正しいのかというご意見がこれま
でも何度か出ていた。また、産卵海域の実態が明
らかになっておらず、瀬戸内海の加入が少ないの
に外海でとれる理由についても、解決策やその調
査結果が出ていない。従って漁業者、特に外海の
漁業者の感覚と資源評価結果が乖離しているので
はないかと思われる。
【資源管理体制の現状】
詳細な漁獲情報をはじめ必要な情報が関係者に
共有されてない、今の資源状況といったものが漁
業者までなかなか伝わらないという指摘がある。
一方で、資源評価結果・調査結果に対する関係
者の理解の醸成は重要であり、事務局から資源評
価結果に解説を交えて説明したが、こういった取
組をより進めていくことが、今後資源管理を進め
ていく上での理解醸成に必要なことであると考え
ている。また、当事者の参加を促す体制づくりに
ついては地域によって異なっており、九州では進
んでいるところもあるが、瀬戸内海では漁業者同
士が集まって話す場や漁業者も含め関係県が集ま
る場がない状況である。
【今後検討すべき漁業者・行政・研究それぞれの
課題点】
漁業者には、それぞれの地域で資源管理に関し
てできることの深掘りを行ってもらっているが、現
状はなかなか資源が回復しないという状況にある。
このため、例えば、瀬戸内海での体長制限が各県
バラバラな点について、共通の体長制限ができな
いか、もしくは、もっと深掘りできないかというと
ころを考えていただきたい。また、何センチ未満
は何トンまでといった漁獲量規制の導入について
も、例えば外海で小さい魚をとり控えて、単価を
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上げてより利益を上げていくなどの共通の理解を
得たうえで、検討できないかと考えている。
行政に対しては、水産庁としても情報共有を密
にするべきであり、それぞれの都道府県おいて
も各漁業者に情報をしっかり伝えていくことが重
要であろう。資源評価の調査結果についても漁協、
漁業者に如何に浸透させていくかということが課
題である。
研究に対しては、例えばなぜ瀬戸内の加入が少
ないのに外海で漁獲されるのか、再生産が低下し
た理由は何なのか、など研究結果についてその原
因・理由がわからない場合があるが、より深い調
査と詳細な研究結果説明が必要である。
最後に竹川課長補佐がこの会議をとりまとめ、
「開催は 6 回を重ねたが、現状トラフグ資源は未
だ回復しておらず、特に瀬戸内海の資源が下がっ
ているという状況の中で、もう一歩進めるために
は、課題を整理し、それを克服しながら段階的に、
前に進む必要がある。今後、検討すべき課題につ
いては、本日の意見なども踏まえ水産庁管理調整
課で整理し提示するので、それぞれの立場で課題
を検討し、その結果を第 7 回で持ち寄り解決策
を協議したい。また、この会議に瀬戸内海の漁業
者に参加してもらい皆で検討する必要があるので、
そのことは行政の課題として、漁業者に呼びかけ
をしながら説明して、参加してもらう形をつくっ
ていきたい。研究については、疑問点が色々ある
ので、次回の検討会議では、可能な範囲で持って
いる情報を開示し、解明されている点と未解明な
点を明確にして、漁業者等が疑問に思うことを解
決して、資源管理に向けて一歩でも進めるような
形にしたい」と発言し、閉会となった。
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