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豊かな海づくり
「栽培漁業」思い出ばなし
国立研究開発法人水産研究・教育機構

理事

水産大学校代表

荒井
水産庁で働いた 10 数年間、もっとも印象に残
っている経験の一つが栽培漁業の担当班での 2 年
間です。国の委託費等によって日本栽培漁業協会
が運営する国営栽培漁業センターの整備と技術開
発、そして、都道府県の栽培漁業センターの整備
とパイロット事業等による、さまざまな魚介類の
種苗量産と放流事業などを経験しました。前半 1
年は KH 班長、そして後半 1 年は JY 班長の下、
係長としてご両名からの薫陶を受ける毎日でし
た。協会の役職員の皆様にも大変お世話になりま
した。仕事ではもちろんのこと、趣味についても
思い出深いことがあります。その頃、寒蘭の栽培
が巷でもちょっとしたブームでしたが、この道に
造詣の深い役員の手ほどきで、多くのにわか寒蘭
愛好家が周辺に現れ、私の自宅の狭いベランダに
も幾つもの鉢が並びました。ご承知のとおり、寒
蘭の栽培管理は大変難しく、手をかけ過ぎるとだ
めで、いくら経っても花芽が出ること無く、葉っ
ぱだけの観葉植物のまま。結局、実家の父親に譲
ってしまったことも、懐かしい思い出です。
1993 年に母校の教員として大学に戻り、一か
ら研究を始めて光陰矢の如し、20 数年、縁あっ
て昨年 4 月に水産大学校へ着任しました。その間
に、水研は独立行政法人となり、日栽協は水研セ
ンター、海洋水産資源開発センターと統合、その
後、水産大学校も統合されて、国立研究開発法人
水産研究・教育機構に。また同機構は、昨年 7 月
に水産資源研究所、水産技術研究所、水産大学校
の 3 拠点に統合。大規模な改革で生まれ変わった
ところです。水産庁勤務当時、お世話になった日
栽協および水研の皆さんの多くは退職されていま
すが、いまも現役でご活躍の方も各地におられ、
久しぶりに実家に戻ったような、大変懐かしい思
いがしているところです。
国の水産政策が大きく変革しようとしているな
かで、特に養殖業の高度化は、水産業の成長産業
化の重要な柱として位置づけられています。具体
的にはブリ類、マダイ、クロマグロ、サケ・マス
類、ハタ類等については、戦略的養殖品目として
設定されています。これらの魚種を含めて、養殖

2
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修亮

対象種の多くはかつて栽培漁業対象種として、親
魚養成、採卵、仔稚魚の養成管理など、幾多の技
術開発が行われてきました。また種苗生産に欠か
せない初期餌料の研究開発の積み重ねも営々と行
われています。なかには職人芸的なノウハウもあ
るでしょうが、一連の技術は我が国の水産増養殖
研究の成果であり、得難い資産です。また種苗の
放流技術についても、日本の各地で様々な魚種に
ついて試行錯誤しながら行ってきた歴史がありま
す。壮大な標識放流実験を積み重ねてきたとも言
えましょう。新しい水産政策においては、令和 3
年度までに資源評価の対象種を 200 種程度に拡
大するロードマップが示されています。いかにし
て効率的に資源調査を行っていくかについて、関
係者の一層の努力が求められているところです。
ICT、IoT の積極的な導入は言うまでもないこと
ですが、様々な海域、魚種で行われた試行錯誤の
結果の再検討も有効であるかもしれません。
最後にバイオロギングについて。標識放流の標
識をインテリジェント化する試みが、バイオロギ
ングです。私が水産庁の担当者であった頃には想
像もできないほど、バイオロギングの技術は進歩
しています。かつては大型でかつ、同じ海岸に戻
って上陸するようなアザラシ類やウミガメ類など
が対象でした。つまり大きな機材を装着し、かつ
それを確実に回収する必要があったからです。現
在、特に超音波バイオテレメトリーでは、ほんの
数 mm 程度の発信機も実用化されており、放流サ
イズの稚魚の行動を追跡することも可能となって
います。また AI（人工知能）によって研究者が
関心のある行動だけを自動的に記録するデータロ
ガー、発信機とデータロガーを組合せるとともに
近接したロガー間でお互いの情報を交換するデー
タロガー発信機なども開発されています。技術の
進歩には著しいものがありますが、それをいかに
上手く使っていくか。これには何と行っても現場
感覚が物を言います。是非とも日夜現場で活躍さ
れている研究者、技術者の皆さんのお知恵を拝借
したいところです。よろしくお願いいたします。
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東日本大震災からの水産業復興支援を振り返って
－海域を越えた日本海側からの支援－
公益財団法人

秋田県栽培漁業協会

前理事長

１

中村

彰男

2021 年 3 月には、東日本大震災の発災から丸

はじめに

10 年を迎える。折しも 2020 年度は宮城県が復興

2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分に発生した東

を成し遂げるための道筋を示した 10 年に渡る
「宮

北地方太平洋沖地震で起きた大津波は、北海道か

城県震災復興計画」の実施最終年度であり、それ

ら沖縄県まで伝播し、日本列島の太平洋沿岸に大

に合わせ宮城県石巻市で、
「第 40 回全国豊かな海

きな被害をもたらした。水産業の被害状況は、水

づくり大会～食材王国みやぎ大会～」が開催され

産庁公表の 2012 年 3 月 5 日時点のとりまとめ資

る予定になっていた。しかし、新型コロナウイル

料によれば、漁船 28,612 隻・1,822 億円、漁港

ス感染症（COVID-19）対策で、開催が見送りと

施設 319 漁港・8,230 億円、養殖施設 738 億円、

なった。その海づくり大会の基本方針のひとつに、

養殖水産物 597 億円、共同利用施設 1,725 施設・

東日本大震災からの復興状況の発信が据えられて

1,249 億円などで、東北地方は甚大な被害を受け

おり、全国から寄せられた多くの支援に対する感

た。中でも岩手、宮城、福島の 3 県（以下「被災

謝と復興を成し遂げた水産業の姿もその発信に入

3 県」）の被害が大きく、震災前の養殖業を含む

っていたことから、これをひとつの節目と捉え、

海面漁業生産額の比較では、秋田県の 40 億円の

時間とともに記憶が薄れていく当時の海域を越え

10 倍が岩手県、そして 20 倍が宮城県であったこ

た日本海側からの水産業復興支援、特に秋田県か

とから、水産業への影響は計り知れないものがあ

らのそれを中心に据えながら、収集できた事柄を

った。当時、東日本旅客鉄道（株）の列車には、
『が

まとめ、後世に残すことにした。なお、公益法人

んばろう日本！

がんばろう東北！』のステッカ

制度改革が行われた 2008 年 12 月 1 日から 2013

ーが貼られ、震災から立ち直る取り組みを呼びか

年 11 月 30 日までの移行申請期間と重なってい

けていた。

るため、各都道府県の第三セクター法人が、社団
法人や財団法人から、公益社団法人や公益財団法
人、一般社団法人に移行しており、各法人の名称
が現在と異なっている場合があることを予めお断
りしておく。

2

発災から 3 月末までの対応

発災から 1 週間を迎えた頃から、災害復旧のた
めに、全国知事会や中央省庁は、都道府県および
市町村へ支援をおこなうための要望調査を始め、
復旧に携わる職員の応援態勢にも乗り出した。年
東日本旅客鉄道（株）の列車ステッカー

度替わりを挟んでおり、定期人事異動との関係も
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あって、派遣を求められる側の調整に時間を要し

2011 年 11 月に約 350 本、長さにして 17,500 ｍ

ていた中、秋田県では、宮城県と岩手県から水産

分のワカメ種糸を供給している。秋田県産以外に

関係の問い合わせや応援を求められていた。宮城

も、青森市水産振興センターや徳島県立農林水産

県は県が自由に使用できる小型船舶の貸与を求め

総合技術支援センター水産研究所からもワカメ養

ており、秋田県は内水面の漁業取締に使用する小

殖の種苗確保支援が行われている（『秋田魁新報』

型漁船を、3 月末から 8 月下旬まで無償貸与して

2012.5.1）。秋田県産種糸の約 10,000 ｍは唐桑半

いる。当初、大型船の運航に不向きな離島への物

島地域で使用され、2012 年 5 月 9 日に宮城県漁

資の輸送や、行方不明者関連に使用する見込みで

協唐桑支所から、同支所運営委員長の礼状を添え

あったが、小野寺（2012）の報告にもあるとおり、

て、収穫したワカメのボイル塩蔵品 15kg が送ら

独自のサイドスキャンソナーを搭載して海底のが

れてきた。筆者はその礼状から、海域を越えた支

れき調査も行い、使用報告書からは稼働日数が

援の重みを感じ、秋田県の地元紙に情報を提供し、

58 日と確認され、活躍したことを伺い知ること

新聞記事にしていただいている。酒井（2012）は、

ができた。

ワカメ養殖について、宮城県の漁村には「復興は
ワカメから」という言い伝えがあり、施設が簡便

3

で収穫までの期間が短いことから、ワカメ養殖種

職員の派遣

苗の確保の必要性を述べるとともに、フリー配偶

全国の都道府県および市町村は、被災地支援の

体や種糸の提供を受け、養殖業者が生産した分を

ために各分野の職員を、被災県・市町村に派遣し

併せると例年の 1/3 程度のワカメの種苗が確保さ

ている。秋田県では、漁港の災害復旧業務に従事

れたと見られると報告している。

する職員を、岩手県久慈市にある県北広域振興局
に派遣することになり、漁港漁村の業務経験者を
2011 年 5 月中旬から 2013 年度までの間派遣して
いる。2011 年度は 2 週間交替で 2 ～ 3 名態勢で
対応し、2012,13 年度は派遣発令した各 2 名をそ
れぞれ派遣している。また、これとは別に 2012
～ 14 年度に、事務職員を人事課付けとし、被災
3 県への派遣発令を行っている。その中には、岩
手県水産振興課に 2012 年度 2 名、2013,14 年度
同一人 1 名が配属され、後述する「被災海域にお
ける種苗放流支援事業」にも従事していた。
宮城県漁協唐桑支所から届いたボイル塩蔵ワカメ

4

ワカメ種苗の無償供給

宮城県北部海域で盛んに行われているワカメ養
殖の施設が津波により流失し、翌 2012 年春に収

5

アユ種苗の有償供給

被災 3 県の各栽培漁業施設は壊滅状態となり、

穫する養殖ワカメの種糸生産に使用するメカブの

種苗生産ができないため、施設が復旧するまでの

確保が、ほぼ困難となっていた。海中からわずか

間、種苗供給・放流に支障を来さない対策が必要

に見つかった桁にワカメが残っていたものから、

となっていた。毎年度持ち回りで試験研究機関が

種糸づくりが行われる一方、宮城県水産技術総合

開催する東北・北海道内水面試験研究推進会議が、

センターは、他県からのワカメ種糸の支援を求め

2011 年 7 月 5,6 日に秋田市で開催された折、河

ていた。秋田県水産振興センターは、2011 年春、

川放流するアユ種苗の確保が協議され、被災 3 県

秋田県の漁業者向けにワカメ種糸生産を開始する

は協力要請をどうするか持ち帰って検討を進める

過程で、宮城県水産技術総合センターから提供の

ことになった。ところが、被災 3 県の足並みが揃

あった宮城県産ワカメからワカメ種糸を生産する

う前に、業界の活動が先行していた岩手県からは、

と共に、秋田県産の天然メカブ 60kg を供給し、

岩手県・岩手県内水面漁連・（社）岩手県栽培漁

4
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業協会による要望があった。秋田県内に供給して
いる中間育成前のアユ種苗を、南部馬淵川漁協の
中間育成施設にも供給してほしいというもので、
秋田県は県水産振興センターで行っているアユ種
苗を増産し供給することを決め、補正予算編成時
期の 7 月に手を上げ、県議会 9 月定例会で歳入見
合いの増産を内容とする補正予算案の議決を得
た。秋田県は、被災地支援の一貫でアユ種苗の無
償供与を岩手県と検討したが、岩手県に供与した
種苗は、中間育成事業者が自前の施設で育成後、
各河川漁協に販売、そして放流されたアユは、内
南部馬淵川漁協ヘのアユ中間育成用種苗出荷

水面漁業者が漁業権行使料を所属漁協に納め漁獲
すると共に、釣り人が遊漁券を購入して釣るとい

大船渡市に復旧を進めていた栽培漁業施設は

う一連の商行為が成り立つことから有償としてい

2013 年 9 月に完成したが、復旧後初めての生産

る。岩手県内の河川に放流する人工アユ種苗は、

となることから、不足する種苗を県外から調達し

大船渡市に岩手県が設置した栽培漁業施設を使用

なければならず、南部馬淵川漁協、下安家漁協そ

して、
（社）岩手県栽培漁業協会が生産したものを、

して盛川漁協へ合計 100 万尾を有償供給してい

岩手県内水面漁連が窓口になり、いくつかの中間

る。また、（財）山形県水産振興協会は、2011 ～

育成事業者が中間育成したものである。そのうち、

13 年度に盛川漁協などに、（公社）青森県栽培漁

主に県北部に放流するものは、南部馬淵川漁協が

業振興協会は、2012,13 年度に南部馬淵川漁協な

中間育成したもので、種苗をトラックで輸送し、

どに中間育成用種苗を供給している。

海水から淡水に馴致しながら育成した後、各河川
漁協に有償配付してきた。発災により、大船渡の
栽培漁業施設が使用できなくなったことで、2012

6

被災海域における種苗放流支援事業

年度に放流するアユ種苗を他から確保する必要が

震災復興対応は、国の 2011 年度第 1 次補正予

あった。秋田県としては、当初は 2011 年度のみ

算（5 月 2 日成立）で、「養殖施設復旧支援事業」

の中間育成前の種苗供給予定であったが、2012

ができ、さけ・ますふ化放流施設の緊急復旧が認

年度も供給し、両年度共に 0.4g サイズを 100 万

められ、その年の秋に、さけふ化事業が多くのふ

尾ずつ供給している。

化場で行われるまでになっている。さけふ化放流
表１

被災県名
青森県

被災県への種苗供給支援を行った機関（2011 ～ 2012 年度）

供給種苗名
エゾアワビ
エゾアワビ

被災地支援を行った機関名
（社）北海道栽培漁業振興公社（熊石事業所）
（社）北海道栽培漁業振興公社（熊石事業所）
（公社）青森県栽培漁業振興協会
ヒラメ
（財）秋田県栽培漁業協会
岩手県
（公社）青森県栽培漁業振興協会
アユ
秋田県水産振興センター
（財）山形県水産振興協会
（社）北海道栽培漁業振興公社（熊石事業所）
エゾアワビ
奥尻町アワビ種苗育成センター
（公社）青森県栽培漁業振興協会
ヒラメ
宮城県
（財）茨城県栽培漁業協会
青森市水産振興センター
ワカメ
秋田県水産振興センター
徳島県農林水産総合技術支援センター水産研究所
エゾアワビ
（独法）水産総合研究センター増養殖研究所南伊豆庁舎
福島県
ヒラメ
（公社）新潟県水産振興協会（村上事業所）
出所：2012 年第 32 回全国豊かな海づくり大会美ら海おきなわ大会表彰団体功績概要（栽培漁業部門），
2012 年 5 月 22 日水産経済新聞，2012 年 5 月 1 日秋田魁新報他から作成
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事業に 1 年の空白が生じれば、回帰に大きな影響

当該事業の一受託機関に過ぎないが、その事業状

を与えるため、多くのふ化場が懸命の取り組みを

況を取り上げると共に、宮城県と福島県が取り組

行ったといわれている。さて、水産庁が 2011 年

んだ同事業についても取り上げる。壊滅的な被害

6 月に発表した水産復興マスタープランによれ

を受けた栽培漁業施設の復旧までには年月を要す

ば、国は、被災海域における水産資源の回復を支

るため、種苗生産に従事していた技術員に空白期

援するうえで、種苗生産施設の復旧を進めるとと

間が生まれることで、身につけていた種苗生産技

もに、復旧までの間、他の海域の種苗生産施設な

術の低下を招くことが懸念され、被災県の要望か

どから種苗を導入して放流尾数を確保するため、

ら、同事業で種苗生産の委託を行う中で、その種

県域を超えた海域単位での連携・役割分担により

苗生産業務を指導・監督する職員を派遣すること

効率的な栽培漁業を推進する体制を構築すること

を付随して認めることとなった。（社）全国豊か

に取り組み、ヒラメ、アワビ、ウニ類などの栽培

な海づくり推進協会（2012）は、その機関誌「豊

漁業対象種の放流用種苗生産を、5 年を目途に被

かな海 No.27」に、『被災海域の栽培漁業の復興

災前の生産水準に回復することを目指していた。

を支援しよう！』を掲載し、概要を説明した。ま

そして、2011 年度第 3 次補正予算（11 月 21 日

た、第 32 回全国豊かな海づくり大会美ら海おき

成立）で、
「被災海域における種苗放流支援事業（以

なわ大会において、日本海北部海域栽培漁業推進

下「被災海域放流支援事業」
）ができ、事業メニ

協議会（2012）が、被災海域への支援の取り組

ューは、①「種苗放流計画・棲息環境整備計画策

みを評価され、功績団体表彰栽培漁業部門で水産

定事業」
、②「他海域の種苗生産施設から導入す

庁長官賞を受賞している。この事業を実施する中

る種苗の放流支援事業」、③「放流種苗の棲息環

で、岩手・福島両県は種苗生産を行う機関の職員

境整備」で構成された。①は定額補助、②と③は

を派遣している一方、宮城県の場合は、栽培漁業

被災 3 県が補助率 2/3、それ以外の都道府県は

施設が全壊したことから、種苗生産機関の任期雇

1/2 とされ、2011 年度から事業がスタートし、

用技術職員 10 数名全員を解雇せざるを得ず、詳

計画策定が行われた。他の栽培漁業施設に種苗生

細は後述するが、被災海域放流支援事業で種苗放

産を委託し、生産された種苗を被災海域に放流す

流を実施するものの、種苗生産を行う機関の職員

ることで、被災海域に継続してこれまでと同様に

派遣はできなかった（表 2）。

種苗を放流し、資源の維持を図る仕組みができ、
被災海域放流支援事業による被災 3 県への種苗放
流は 2012 年度に始まったが、この事業に因らな
い ワ カ メ や ア ユ の 種 苗 供 給 は、 前 述 の と お り

１）岩手県
（1）岩手県との契約
被災海域放流支援事業を活用した岩手県は、

2011 年度に始まっている。そのような状況下、

岩手県知事が（財）秋田県栽培漁業協会理事長

東北の被災 4 県（青森、岩手、宮城、福島の各県）

との間で「ヒラメ種苗生産等業務委託契約」を

に対し、2011 ～ 12 年度に初動的対応をした機関

2012,13 年度にそれぞれ結び、種苗の運搬・放流

を表 1 にまとめているが、うち東北・北海道の日

は岩手県が活魚運搬車を手配し、岩手県・（社）

本海側から種苗供給支援を行ったのは、5 つの第

岩手県栽培漁業協会が連携して放流を実施してい

三セクター種苗生産機関と 3 つの地方公共団体の

る。これと同様の契約は（公社）青森県栽培漁業

機関であり、以後その中の第三セクターが被災海

振興協会とも結び、放流種苗の生産の指導・監督

域放流支援事業に基づいて種苗を供給している。

を行う（社）岩手県栽培漁業協会の職員派遣の受

（財）秋田県栽培漁業協会は岩手県が取り組んだ
表２
被災栽培漁業法人名
（社）岩手県栽培漁業協会
（財）宮城県水産公社

け入れは、県同士の協議のうえに、詳細は協会同

被災栽培漁業法人からの職員等の受入状況

正職員
２名
２名

研修派遣職員

４名

受入法人名
（公社）青森県栽培漁業振興協会
（財）秋田県栽培漁業協会

１～２名
（公社）新潟県水産振興協会（村上事業所）
２名
（独法）水産総合研究センター増養殖研究所南伊豆庁舎
出所：
「豊かな海 No.27」被災海域の栽培漁業の復興を支援しよう、
（公財）福島県栽培漁業協会業務報告書から作成

（財）福島県栽培漁業協会

6

00 寄稿_中村.indd 6

豊かな海

No.53

2021.3

2021/03/05 16:46

士が協議して決め、それぞれで、2 名ずつの技術

で放流し、県民の震災復興の取り組みを鼓舞して

員を受け入れている（表 2）
。これまで磨いてき

いる。地元紙は、震災後初めて、6 月 29 日に広

た種苗生産技術のレベル低下を防ぐため、2012

田湾・大野湾・大船渡湾・綾里湾・越喜来湾・吉

年春季から受け入れた（社）岩手県栽培漁業協会

浜湾を抱える気仙地方の沿岸に放流されたヒラメ

の技術員 2 名は、種市事業所が復旧する 2013 年

稚魚に、漁協役員は「成長が早い」と喜び、資源

3 月いっぱいで 1 名が復帰し、大船渡の本所が一

の回復へ期待を膨らませたと伝えている（
『東海

部拡充復旧する頃の 2013 年 8 月下旬に、もう 1

新報』2012.6.30）
。両県の水産試験研究機関が立

名が秋田を後にしている。

地する秋田県男鹿市と岩手県釜石市のそれぞれの
沿岸表層海水温は、7 月で秋田県が岩手県より約
4℃高く、その差が成長差を生んでいると考えら
れる。2013 年度の秋田生産の種苗は、2012 年度
同様の方法で生産し、7 月中旬に宮古市以南の各
地先で放流している。また、（独法）水産総合研
究センター（2014,15）によれば、（社）岩手県栽
培漁業協会が（社）北海道栽培漁業振興公社の生
産したエゾアワビ放流種苗の供給を受け中間育成
し、それを各漁協が放流している状況が窺えるが、
詳細を把握するには至らなかった。

テレビ取材を受けながら（社）岩手県栽培漁業協会か
ら派遣された職員と共に種苗を出荷

被災海域の栽培漁業技術者を受け入れたこと
で、それまで身につけてきた種苗生産技術を低下
させることなく、施設の復旧後に活かすことがで
きたことは、大きな励みになったはずである。放
流種苗の供給では、系群の混入を防ぐため太平
洋北海域由来の受精卵使用が契約書に明記され、
（財）秋田県栽培漁業協会は階上町に立地する（公
社）青森県栽培漁業振興協会から、太平洋北海域
の受精卵を購入、生産を行っている。

（2）岩手海域への種苗供給
①ヒラメ放流種苗

供給したヒラメ放流種苗

２）宮城県
（1）（財）宮城県水産公社との契約
（財）宮城県水産公社（2013 年 4 月 1 日から（公

2012,13 年の 2 カ年度、全長 60mm サイズのヒ

財）宮城県水産振興協会）は、石巻市谷川浜の栽

ラメ種苗を、
（財）秋田県栽培漁業協会は各 15 万

培漁業施設が全壊したことから、非常勤職員など

尾、
（公社）青森県栽培漁業振興協会は各 10 万尾

任期雇用の技術職員 10 数名全員を解雇し、事務

供給した。2012 年 4 月 12 日に、（公社）青森県

局長を含め 3 名の事務職員を残した状態に陥って

栽培漁業振興協会からヒラメ受精卵を運び、種苗

いた。宮城県は、厚生労働省所管の東日本大震災

生産を開始しているが、放流する全長 60mm サイ

に対応した雇用創出基金事業（震災等緊急雇用対

ズに成長させるのに、
（財）秋田県栽培漁業協会

応事業）を活用して、栽培漁業施設が復興した暁

生産が（公社）青森県栽培漁業振興協会よりも約

に、栽培漁業に従事する技術職員の確保を視野に、

1 ヵ月早かった。種苗は、2012 年は秋田生産分

正職員候補者 4 名を研修派遣職員として（財）宮

を宮古市以南の各地先で 6 月下旬から 7 月上旬に

城県水産公社が採用し、（財）秋田県栽培漁業協

放流、青森生産分は 7 月末から 8 月に宮古市以北

会で研修に従事する内容を立案した。これは、事
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前の検討・協議が行われた結果を受けてのこと
で、これに基づき、宮城県水産業基盤整備課から

（2）宮城海域への種苗供給
①ヒラメ放流種苗

宮城県農林水産部長名で、秋田県水産漁港課に秋

（公財）宮城県水産振興協会事業報告書による

田県農林水産部長あての技術研修の受け入れ依頼

と、宮城県へのヒラメ放流種苗の供給は、（公社）

文が 2012 年 2 月に届いた。そして、両法人の間

青森県栽培漁業振興協会、（財）茨城県栽培漁業

で「震災対応栽培漁業人材育成事業職員派遣に関

協会、そして（社）岩手県栽培漁業協会が行っ

する協約書」を 2012 年 4 月と 2013 年 4 月に結び、

ている。被災翌年度の 2012 年度から宮城県水産

それぞれ 4 名の同一研修派遣職員を受け入れてい

技術総合センター種苗生産施設が竣工した 2015

る。当初は 1 年程度の予定であったが、2012 年

年度までの間に、合計 61 万尾を供給し、宮城県

5 月から 2013 年 12 月までの約 2 年の期間となっ

が同県の協会と連携して放流に取り組んでいる。

た。栽培漁業施設が復興したときに必要となる技

そして、復興した種苗生産施設が本格稼働した

術職員の育成を進める目的で、ヒラメとアワビ種

2016 年度には、同県の協会が現在行っている中

苗生産技術の習得と栽培漁業従事に必要な 7 つの

間育成から着手する業務に沿って、全長 30mm の

各種資格取得のために職場を提供した。その 7 つ

ヒラメ種苗を岩手と茨城の協会から入手し、全長

とは、二級小型船舶操縦免許、フォークリフト運

80mm に育て 20 万尾を放流している。

転技能講習、潜水士免許（スキューバダイビング）、
二級ボイラー技士免許、小型移動式クレーン運転

②エゾアワビ放流種苗

技能講習、玉掛け技能講習、危険物取扱者免状（乙

同様に、（公財）宮城県水産振興協会事業報告

4 類）で、資格免許や労働安全衛生法に基づく受

書によると、宮城県へのエゾアワビ放流種苗の供

講修了証の交付を受けることであった。講習会開

給は、奥尻町アワビ種苗育成センターと（社）北

催情報の収集、参加申込み手続きなど多岐にわた

海道栽培漁業振興公社が行っており、2012 ～ 15

る業務や、約 2 年間の労務管理などの事務的なこ

年度までの間、合計 99 万 5,600 個を供給している。

とも引き受けているが、受託費などは一切ない。

ま た、2015 年 秋 に は、 殻 長 10 ～ 20mm の 種 苗

宮城県が七ヶ浜町に建設を進めていた栽培漁業施

60 万個を、竣工した宮城県水産技術総合センター

設が 2015 年 10 月に完成し、（財）宮城県水産公

種苗生産施設に搬入して中間育成し、翌 2016 年

社からの研修派遣職員は、2013 年 12 月中旬に宮

6 ～ 7 月に殻長 24mm 以上で 31 万 6,200 個を放

城県に戻り、その後（公財）宮城県水産振興協会

流に供している。

の正職員に採用されたのは 2 名であった。（財）
秋田県栽培漁業協会は栽培漁業を推進する技術の
正職員 2 名の法人でありながら、被災地の同業 2
法人から 6 名の職員を受け入れ、震災復興支援に
取り組んだ類い希な存在であった。

３）福島県
（1）（財）福島県栽培漁業協会の契約
福島県は、被災海域放流支援事業の国費に県費
を加えた金額を（財）福島県栽培漁業協会に交付
し、これを同協会が種苗放流支援事業収入として
受け、当該事業を実施している。同協会は、（公
社）新潟県水産振興協会や（独法）水産総合研究
センター増養殖研究所との間で生産委託の契約を
結び、種苗放流の対応をしている。
（公社）新潟
県水産振興協会（2012）などによれば、
（財）福
島県栽培漁業協会は、ヒラメの種苗生産を（公財）
新潟県水産振興協会に委託し、2012 年度は 1 名
の技術員を指導・監督する職員として派遣する一
方で、増養殖研究所には南伊豆庁舎でのアワビ種
苗生産を委託し、2 名の技術員を派遣し、それぞ

（財）宮城県水産公社から派遣された
職員と共に種苗を出荷

8
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興協会の各年度業務報告書によれば、2018 年度

けで、ヒラメ種苗が 215 万 2,000 尾、エゾアワビ

までの計 7 年間、技術員 1 又は 2 名を受け入れ

種苗が 192 万 6,600 個となる。そして、供給数量

ながら、毎年度ヒラメ放流種苗の生産供給対応を

に減耗がないとすれば、ヒラメは 2016 年度に宮

している。
（財）福島県栽培漁業協会では、福島

城県の 32 万 1,000 尾が中間育成後 20 万尾放流さ

県からの 2018 年度種苗放流支援事業収入金額が

れているため、203 万 1,000 尾が放流数になり、

突出しているが、本格稼働する福島県水産資源研

エゾアワビは 2015 年度の宮城県の 60 万超が中

究所の種苗生産施設を、2019 年度より同協会が

間育成後 2016 年度に 31 万 6,200 個放流されて

使用して業務を開始することから、福島県から消

いるため、164 万 2,800 個が放流数となり、それ

耗資材購入の支援を受けたことが要因とされてい

ぞれ大きな数量の種苗が放流されたことになる。

る。

（2）福島海域への種苗供給
①ヒラメ放流種苗

7

海を守る運動推進委員会の被災地支援

海を守る運動推進委員会（会長は当時の全漁連

（公社）新潟県水産振興協会業務報告書による

会長）は、2010 年から豊かな海づくりを推進す

と、同協会から福島県に行ったヒラメ放流種苗の

る運動に寄与する事業や活動に役立てようと、大

供給状況は、毎年度約 10 万尾で、2012 ～ 18 年

手飲料メーカーの協力を得て、設置者の理解のも

度の合計供給量は 72 万 1,000 尾となっている。

と、飲料自動販売機で販売する飲料 1 本から 1 円

新潟および福島の両協会の業務報告書からは、使

が募金される「海を守る自販機」の全国設置の推

用したヒラメ親魚・受精卵の由来が明らかにでき

進に取り組んできた。ところが、東日本大震災に

なかったため、遺伝的多様性に配慮していたかど

より、東北地方の水産業は壊滅的な被害を受けた

うかは不明である。種苗生産・供給を受託する第

ことから、その復興を支援するため、自販機 104

三セクターが受けたこの事業の委託費がわかる

台（2012 年）から得るこの募金にメーカーの寄

数値を、
（公財）福島県栽培漁業協会業務報告書

付金を加えて、1 本あたり 2 円の震災復興支援金

から知ることができ、年変動はあるものの、全長

に切り替え、「がんばれ日本の漁業

70mm 程度のヒラメ種苗 10 万尾の生産で、毎年

かな海」を展開し、復興支援の財源に充てている。

度 650 万円程度となっており、経験上収益を生
む受託金額と判断される。

がんばれ豊

（財）秋田県栽培漁業協会は、同委員会事務局か
らの要請に応え、生産したヒラメ種苗をそれぞれ
7 月 に、2012 年 は 宮 城 県 気 仙 沼 市 日 門 漁 港 に

②エゾアワビ放流種苗

1,500 尾（全長 80mm）、2013 年は岩手県大槌町

同様に、
（公財）福島県栽培漁業協会業務報告

おおつち魚市場に 3,000 尾（全長 60mm）
、そし

書によると、増養殖研究所南伊豆庁舎から福島県

て 2014 年には福島県相馬市松川浦漁港に 4,000

に供給したアワビ放流種苗は、2013 ～ 2018 年度

尾（全長 80mm）を運搬し、地元関係者らの放流

各 5 ～ 6 万個ほどで、合計供給量 33 万 1,000 個

に供している。2012 年 7 月 5 日気仙沼市で行わ

となっているが、種類は明記されていない。鴨志

れたヒラメ種苗放流は、気仙沼市や宮城県漁協関

田（2019）は、アワビ類の種苗生産は南伊豆で

係者らが参加して行われ、気仙沼市が震災復興を

は初めてで、様々な苦労を伴いながら、遺伝的多

着実に推進していると実感している中、放流は意

様性に配慮して、福島県内で地元産親貝を使って

義のあることで、大事なことは真に豊かな海にす

採卵、ふ化した幼生を南伊豆庁舎に輸送し、エゾ

るために、こうした放流をこれからも続けること

アワビの放流種苗の生産を行ったと報じているこ

だと、同委員会会長代行があいさつしたと伝えて

とから、エゾアワビと特定できた。

い る（『 水 産 経 済 新 聞 』2012.7.15）
。 そ し て、
2014 年 7 月 8 日相馬市で行われたヒラメ種苗放

４）被災海域への種苗供給と放流

流では、相馬市・相馬双葉漁協などの関係者が参

以上のことから 2012 ～ 18 年度までの間、被

加し、同委員会会長代行が、15 年前この地で全

災海域放流支援事業を活用して行われた放流種苗

国豊かな海づくり大会が開催され、ヒラメを放流

の供給数量は、このとりまとめで把握できた分だ

した記念の漁港で、松川浦のヒラメをもう一度と

豊かな海
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いう希望をもってヒラメを放流することにした旨
のあいさつをしたと伝えている（『水産経済新聞』

観に、復旧の早さを実感した。
そのような中で、栽培漁業の取り組みは、被災

2014.7.10）。このように、被災海域放流支援事業

地における水産資源の回復を支援するため、種苗

とは別のチャンネルでも、種苗放流が被災 3 県で

生産施設の復旧・復興を進めるとともに、復旧・

行われ、復興に取り組む姿勢が報道されたことは、

復興までの間、放流数を確保する必要から、
（公社）

地域に希望を与える大きな意義を持ったといえ

全国豊かな海づくり推進協会のもと、他の海域な

る。

どの種苗生産施設から種苗を導入することに取り
組んできた被災海域放流支援事業を、被災 3 県が
三者三様の方法で実施していることは興味深い。
近隣の栽培漁業関係法人がそれぞれの立場から、
県域を超えた海域単位の連携・役割分担をし、被
災した太平洋北海域の県や栽培漁業関係法人に支
援を行っているが、各機関で復興支援に関わり、
職員らへの指示に当たっていた多くの方々は、発
災から 10 年が経過し、退職・退任されている。
そのような中、筆者は 2011 ～ 13 年度の支援対
応に関わった経験から、本報のとりまとめに取り
松川浦漁港におけるヒラメ種苗放流

8

秋田県の民間からの支援

このほかにも、民間独自の支援が行われている。

組んだのであるが、種苗生産では生産不調が常に
ついて回り、日頃から近隣協会間で、困窮時には
種苗を融通し、助け合ってきた栽培漁業の推進者
の心構えが、海域を越えた種苗供給支援につなが
り、希望ある話題として様々なマスコミ取材を受

大船渡市の盛川漁協は、岩手県内の河川に放流す

けて報道され、ここに大きな花を咲かせたものと

るアユの中間育成をしていたが、地震で停電とな

信じている。なお、本稿は、（公社）全国豊かな

り稚アユ約 87 万尾が斃死した。放流するアユを

海づくり推進協会のご厚意を受け、北日本漁業経

確保するため、以前から取引のあった秋田県の阿

済学会が 2020 年 8 月 31 日に発行した「北日本

仁川あゆセンターにも種苗を注文したところ、同

漁業第 48 号」に掲載の随想「2011 年東日本大震

センターは注文の約 5 万 5,000 尾に加え、復興支

災からの水産業復興支援

援として約 2 万 5,000 尾の無償供与を行った（『秋

側からの支援－」をもとに、加筆・修正を行った

田魁新報』2011.6.1）
。また、イワガキの稚貝出

ものです。

－海域を越えた日本海

荷先である大船渡市赤崎のカキ養殖漁業者が被災
し、稚貝の供給を望んでいるという情報が伝わり、
秋田県男鹿市のイワガキ稚貝生産グループが、価
格 を 4 割 下 げ て 供 給 し た（『 読 売 新 聞 』
2012.1.11）。これらは、新聞報道がなければ決し
て知り得ない支援であった。

9

おわりに

2011 年 3 月 11 日の震災から数えて、2021 年
3 月 11 日には 10 年になり、被災した漁港や施設

テレビ取材のライブ中継車

の多くがこの間に復旧している。震災から約 1 年
2 ヵ月後に、岩手県の県営太田名部漁港を見た時、

参考文献

譜代村広報誌「ふだい」に掲載された被災時の写

小野寺恵一（2012）
「宮城県における海底ガレキ調査」、

真の状況から完全に復旧した漁港・水産施設の外

10

00 寄稿_中村.indd 10

豊かな海

No.53

『宮城水産復興だより』p3

宮城県水産技術総合セ

2021.3

2021/03/05 16:46

ンター 2012 年 4 月発行 .
鴨志田正晃（2019）「復興対策としてのエゾアワビの
種苗生産」、
『増養殖研究レター第 8 号（2019 年 3 月）』
p8

国立研究開発法人水産研究・教育機構

研究所

増養殖

2019 年 3 月発行 .

酒井敬一（2012）
「宮城県における水産業の被害状況
と復興への取組」
、
『 日 本 水 産 学 会 誌 78（2）
』
pp.285-287 日本水産学会 2012 年 4 月 20 日発行 .
（社）全国豊かな海づくり推進協会（2012）「被災海域
の 栽 培 漁 業 の 復 興 を 支 援 し よ う！」、『 豊 か な 海
No.27』pp.52-53
進協会

社団法人全国豊かな海づくり推

2012 年 7 月 15 日発行 .

（独法）水産総合研究センター（2014,15）「種苗生産
実績表（放流用）および種苗放流実績表（人工種苗）」、
『平成 24（2012）
、平成 25（2013）年度各栽培漁業・
海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国）～
資料編』 独立行政法人水産総合研究センター
2014,15 年 3 月発行 .
（公社）新潟県水産振興協会（2012）「事業報告」、『平
成 24（2012）年度（公社）新潟県水産振興協会業
務報告書』 公益社団法人新潟県水産振興協会
2012 年 5 月発行 .
日本海北部海域栽培漁業推進協議会（2012）「栽培漁
業部門

水産庁長官賞」、『第 32 回全国豊かな海づ

くり大会美ら海おきなわ大会
pp.23-25

表彰団体功績概要』

豊かな海づくり大会推進委員会・第 32

回全国豊かな海づくり大会沖縄県実行委員会

2012

年 11 月発行 .

引用文献
「第 8 部農林漁業を支える 3
殖業再生の基盤に

あきた発東北再生

養

水産の「種」を送る」、『秋田魁

新報』、2012 年 5 月 1 日発行、p1.
「震災後初めてヒラメ放流」、『東海新報』、2012 年 6
月 30 日発行 .
「気仙沼でヒラメ「1500 尾放流」、『水産経済新聞』、
2012 年 7 月 15 日発行 .
「松川浦のヒラメもう一度」、『水産経済新聞』、2014
年 7 月 10 日発行 .
「支えあおう東北
アユ提供

秋田からできること

大船渡に稚

阿仁川あゆセンター」、『秋田魁新報』、

2011 年 6 月 1 日発行 .
「命を紡ぐ 7

岩手県のカキ業者支援」、『読売新聞』、

2012 年 1 月 11 日発行、秋田版 .

豊かな海

00 寄稿_中村.indd 11

No.53

2021.3

11

2021/03/05 16:46

寄 稿

種苗生産場のウイルス病との闘い
（ウイルス感染価を低減して、種苗を作る）
～② 水平感染の抑制と飼育手法の改善～
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産技術研究所

養殖部門

シラスウナギ生産部

研究支援職員

１

有元

操

ウイルス学的視点から防除対策を考えてきました

はじめに

が、今回はウイルス病にかかりにくい種苗生産に

現在、新型コロナウイルス感染症が拡大し、人

ついても少し考えて見たいと思います。

の移動や密集により感染者が増えたと考えられて

種苗生産場での水平感染の模式図を図 1 に示し

います。このため、感染予防対策として人の移動

ました。主に病魚から飼育魚への感染、飼育用水

や会食の自粛等のいわゆる“水平感染の防除”が

から種苗への感染、飼育器具や人を通じた種苗へ

重要と思われます。

の感染、病気が発生した水槽から別の飼育水槽へ

前回は、親からのウイルス感染を抑制すること
により少しずつ種苗ができるようになったことを
1）

のエアーによる飛沫感染等が考えられます。
種苗生産場では、ウイルスが小さく視認できな

紹介しましたが 、今回は種苗生産場での水平感

いことや現場の業務が煩雑なことから、水平感染

染の防除について考えてみます。また、これまで

の防除がないがしろにされている場合もありま

図１

12
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す。これを怠ると瞬く間にウイルスが種苗体内で

種苗生産場では生産に失敗しても計画目標の種

天文学的な数に増え、種苗はどんどん死んでいき

苗を確保しなければならないため、卵が確保でき

ます。従って、感染が成立しないうちにいろんな

るかぎり生産をやり直します。その場合、次の回

ところに潜むウイルス量（感染価）を少なくする

次へのウイルスの影響を想定し、次の作戦を練る

ことが肝心です。

ことが必要です。種苗生産場でウイルス病が発生
してからどれぐらいの期間ウイルスの活性が維持

2

まず、死亡魚は捨ててはいけない

突如として大量減耗が発生し、餌、海水、光等
の飼育要因による死亡に心当たりがなく、鰓、体
表等に寄生虫もなく、抗生物質も効かないとなる
とウイルス病を疑います。
種苗生産場で最もウイルスが存在するのは、死
亡魚です。まず、やらないといけないのは死亡魚
の確実な処分です。決して、死亡魚を外に捨てて
はいけません。ウイルス病であれば、病魚には天
文学的な数のウイルスが存在します。例えばシマ
アジのウイルス性神経壊死症ウイルス（SJNNV：
Striped jack nervous necrosis virus）は、100 兆
個 / 死亡魚 1g（仔魚 1 万尾当たり）と推定され
ています 2）。万が一、病魚が外に流れた場合、種
苗生産場がある小さな湾では、海水中のウイルス
濃度が新たな感染が成立するだけの濃さとなり、
取水を通じてウイルスが場内に進入、次の生産回
次でもウイルス病により大量減耗する可能性があ
ります。
病魚（仔稚魚の場合）は、体が崩れやすくウイ
ルス粒子が飛び散る恐れがあるので、丁寧に柔ら
かいタモ網等で採集し、消毒剤等でウイルスを不
活化してから処分します。当然ですが、水槽、器
具等も消毒することが必要です。
種苗生産場は、種苗を作らないと話になりませ
ん。何はともあれ種苗生産場は、次の回次に再感
染が起こらないようにすることが肝要です。これ
から、ウイルスとの闘いが始まります。まずは、
種苗生産場のウイルス量を少なくすることから始
めます。

3 “敵を知る”～ウイルスを知る～
ウイルスの特徴を感染防除に役立てます。例え
ば新型コロナウイルスはウイルス表面に“脂質の
膜（エンベロープ）”があります。石鹸、アルコ
ールは、このエンベロープを破壊するので、手指
の消毒に使うことができます。

されるかを知ることやどのような薬剤が効くかを
確かめることが必要です。

3-1.

ウイルスの活性維持期間

例として SJNNV を取り上げます。SJNNV は
エンベロープもなく直径約 25nm3 のウイルスで、
海水中や乾燥中でも活性を失いにくい、手ごわい
ウイルスです。ちなみに新型コロナウイルスは約
100nm と言われ（国立感染研究所ホームページよ
り）、SJNNV は新型コロナウイルスよりかなり
小さいウイルスです。
乾燥下（20℃）では SJNNV は約 40 日間、海
水中（自然海水、滅菌海水）では約 60 日間にわ
たり活性を維持できます。また、直射日光（3 月
初旬）に 8 時間暴露しても活性が維持できた事例
があります 2）。
これらの結果から推定すると、種苗生産場で一
旦 VNN が発生すると、1 カ月以上はウイルスが
環境中に生残して感染の危険があり、次の生産回
次も VNN が発生する可能性があります。勿論、
水平感染防除対策が不十分な場合です。

3-2.

水槽、器具、手指の消毒

表 1 に水槽、器具および手指の消毒に用いる薬
剤の SJNNV の不活化効果について示しました。
一般的に使用されている次亜塩素酸ナトリウム、
次亜塩素酸カルシュウム、ヨード剤、塩化ベンザ
ルコニウムではいずれも 50 μ g/mL で消毒効果
が認められました。一方、ホルマリン、クレゾー
ル石けんは本ウイルスを不活化するのに通常の消
毒剤に比べ高濃度が必要と考えられ、不活化は容
易でないことが推測されました。また、アルコー
ル系薬剤（エタノール 60 ～ 80％、メタノール
50 ～ 80％）も消毒効果が認められています 4）。
なお、ハロゲン系消毒剤（次亜塩素酸ナトリウ
ム、次亜塩素酸カルシュウム、ヨード剤）は有機
物の影響を受けやすいので、有機物の混入を防ぎ、
不活化効果を減衰させないよう注意することが重
要です。特に、ヨード剤による受精卵消毒では、
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採卵時に混入する糞、残餌等を除いてから消毒す

紫外線は海水中の水中懸濁物により効果が減衰し

ることが成功の秘訣です。

ます。このため、種苗生産場では清浄な海水を確
保することが重要と思われます。

表1

各種消毒剤を用いた SJNNV の不活化効果

表 3 にオゾンによる SJNNV の不活化について
示しました。残留オキシダント濃度が 0.1mg/L
で 0.5 分間の処理ではウイルス抗原量が 0.1 以上
に上昇し、仔魚は実験開始後 7 日以内に全滅しま
し た。0.1mg/L で 2.5 分 以 上 あ る い は 0.5mg/L
以上の残留オキシダント濃度で 0.5 分間の処理で
はウイルス抗原量は 0.1 以下と低く、仔魚も生残
しました 4）。この結果から、オゾンでは、残留オ
キシダント濃度が 0.1mg/L で 0.5 分間の処理で

3-3.

SJNNV を不活化できると判断されました。なお、

飼育用水の消毒

種苗生産場では、ウイルス被害を最小限に食い
止めるため飼育用水の殺菌処理に注意を払わなけ
ればなりません。SJNNV に対して仔魚期は感受
性が高く、微量なウイルスでも感染する可能性が
あります。
種苗生産場では主に飼育用水の殺菌には、紫外

残留オキシダントは、低い濃度でも魚類に毒性が
あることが報告 5） されています。残留オキシダ
ントは、活性炭で吸着し無毒化しますが、活性炭
の状態によりオキシダント濃度が多少振れます。
使用に際しては、オキシダント濃度を的確に把握
することが重要です。

線やオゾンによる殺菌が行われています。表 2 に

表3

オゾンによる SJNNV の不活化

紫外線による SJNNV の不活化効果に示しまし
た。10,000 μ w・sec/㎠を照射した SJNNV 液に
仔魚を浸漬し飼育すると、仔魚のウイルス抗原量
（ELISA 値）が高くなり、日齢 7 日までに全滅し
ました。しかし、100,000 μ w・sec/㎠以上で照
射した場合は、仔魚のウイルス抗原量は上昇せず、
仔魚も生残しました 4）。このため、SJNNV の不
活化には 100,000 μ w・sec/㎠以上が必要と考え
られました。
表2

紫外線による SJNNV の不活化

4

飼育手法の改善によるウイルス防除

これまでウイルス側から見た防除対策について
考えてきましたが、魚側（宿主）から見た感染軽
減方法について考えます。

4-1. “シーズン初期の卵を使う”
シマアジは水温と長日処理を施すことで、12
紫外線は飼育用水の理化学的な性質を変えるこ

月～翌 6 月まで長期間にわたり産卵が可能です。

となく処理できる点で良い殺菌方法です。しかし、

表 4 に 1988 年から 1992 年における VNN の月別

14
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発生回数を示しました。シーズン初期の 12 月、

本病の予防には虫明らが提唱 7） しているよう

1 月頃の種苗生産では VNN の発生回数は 36％、

に親魚の体力消耗を最小限に抑え、親魚を休ませ、

25％ですが、後期に当たる 5 月、6 月の生産では

再び産卵させることが必要です。なるべく親魚の

6）

すべての回次で VNN が発生しました 。
親魚が SJNNV を保有することから、親魚の産

リズムを崩さないように無駄な産卵は控え、
“こ
こ一番の時に産卵させる技術”が必要と考えます。

卵回数と VNN の発生との関係が示唆されます。
図 2 に同一親魚群の異なる産卵回次から得られた

4-2.

仔魚の生残率を示しました。種苗生産魚を 11 年

小分け飼育の奨め
～感染ふ化仔魚の混入を防ぐ～

間育成した人工 11 歳の親魚群では 1 回目の産卵

ウイルスを排除できなくてもどうしても種苗を

で得られたふ化仔魚では VNN の発生はなく、ふ

生産しなければならない場合があります。たくさ

化後 30 日の生残率は 21％でした。しかし、10

んの種苗は期待できませんが、そこそこの生産は

回 目、12 回 目 の 産 卵 で 得 ら れ た ふ 化 仔 魚 で は

期待できますので、小分け飼育（ふ化仔魚を小型

VNN が発生し、10 日以内に全滅しました。天然

水槽に分散して収容する）をおすすめします。

魚を 13 年間育成した天然 13 歳の親魚群では 3

SJNNV は親魚が保有すると考えられます。受

回目の産卵から得られたふ化仔魚では発病はみら

精卵消毒後も、一定の割合で VNN 陽性ふ化仔魚

れず、ふ化後 30 日の生残率は 41％でした。一方、

があり、このふ化仔魚を水槽に収容することによ

16 回目の産卵から得られたふ化仔魚では長期に

り、発病すると思われます。PCR 陰性親魚群か

わたって死亡魚がみられ、ふ化後 21 日には全滅

ら 得 ら れ た ふ 化 仔 魚 で も、12 万 尾 を 収 容 し た

6）

しました 。

60KL 水槽では VNN が発生し、種苗を生産でき

産卵回数が増えるに従い、ふ化後早い時期にウ

ませんでした。一方、同ロットのふ化仔魚を 0.5

イルスが検出され、仔魚の生残率も低下しました。

万尾ずつ 0.5KL 水槽 6 面に小分け収容した場合、

シーズン後期になると SJNNV が親魚体内で増殖

2 面の水槽では VNN は発生せず種苗を生産でき

する可能性も考えられ、親魚がウイルスにより汚

ました 8）。当然、ウイルスの保有率が高いふ化仔

染されている確率の低い時期（産卵初期）の卵を

魚群の場合は、この方法は通用しませんが、種苗

用いて生産を行うことも一つの防除法と考えられ

生産現場で本当に困った時“わらにも縋る思い”

ます。

で試してはいかがでしょうか。

表 4 1988 年から 1992 年における VNN の月別発生回数

2 ページタイトル

～②アケル水平感染の抑制と飼育手法の改善～
水産技術研究所アケル養殖部門

3 ページ左 3 行目 感染が成立しない内に→感染が成立しないうちに

5

まとめ

“生物生産は病原体との闘い”です。現場では、
ある程度量産できるようになるとさらに多くの種
苗を作ることを目指します。人、費用、施設・機
器等の拡充もなく突き進むと、どこかで破綻しま
す。ウイルス病の発生もその一つとして考えられ
ます。また、種苗の量産を進めると、同じ場所で
これまで以上に多くの種苗（宿主）が存在するこ
とになり、種特異的なウイルスが増えることも発
生要因として考えられます。
旧日本栽培漁業協会（現在の国立研究開発法人
水産研究・教育機構）では 1988 年に 80 万尾以
上のシマアジを生産し、意気揚々とさらなる量産
を目指しました。しかし、1990 年に VNN が初
めて発生し、51 回の種苗生産を行いましたが 1

図2
図2

同一親魚群の異なる産卵回次から得られたふ化
同一親魚群の異なる産卵回次から得られたふ化仔魚の生残率
仔魚の生残率

尾の稚魚も生産できませんでした。その後、少し
ずつ防除対策を講じることで何とか種苗を生産で
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きるようになりましが、VNN は依然として発生

treatments on the inactivation of striped jack
nervous necrosis

6)

しています（図 3） 。

virus(SJNNV).Aquaculture,

143,15-22.
5） 磯野 良介 , 伊藤 康男 , 木下 秀明 , 城戸 勝利
（1993）シロギス卵・稚魚の生残に及ぼす海水オ
ゾ ン 処 理 の 影 響 . 日 本 水 産 学 会 誌 ,599,P15271533.
6） 有元

操・丸山敬悟・古澤

巌（1994）シマア

ジのウイルス性神経壊死症の発生状況 . 魚病研究
.29（1）,19-24.
7） 虫明
澤
図3

旧日本栽培漁業協会におけるシマアジの種苗生
産尾数

種苗生産場でウイルスを駆逐することは困難で
行替え

6 ページ左

す。現場のウイルス量を低減すること、種苗を作
そして“いつかウイルス病を克服できる日がくる”
参考文献

りすぎないことにより“ウイルスとうまく付き合

学名は斜体に

っていくこと”が一番大事だと考えます。このよ

3）Mori K.,T. Nakai, K. Muroga, M. Arimoto, K.Mushiake, I. Furusawa(1992)

うな反省に立つと、現場では無理をせず、今の人
Properties
of a new virus belonging to Nodaviridae found in larval striped

敬一・中井敏博・室賀清邦・関谷幸生・古
巌（1993）シマアジのウイルス性神経壊死

症の仔魚の発病に対する親魚の抗体価および産卵
飼育方法の影響 . 水産増殖 41(3), 327-332.
8） Nishizawa T., K.Muroga, M.Arimoto(1996)
Failure of the Polymerase Chain Reaction(PCR)
method to detect Striped Jack Nervous Necrosis
Virus(SJNNV)in striped Jack Pseudocaranx

dentex selected as spawners. Journal of Aqutic
Animal Health,8, 332-334.

員や施設で可能な生産をすることが種苗生産を成

jack(pseudocaranx dentex) with nervous necrosis.Virology,187,368-371.

功させるコツかも知れません。

なお、種苗生産現場でウイルス病が発生した時、
種苗生産そのものも大きな痛手を負いますが、一
番痛手を負うのは飼育スタッフです。ウイルス病
に立ち向かうにはスタッフに闘う気力を醸成する
ことも重要で、現場関係者のみならず大学や研究
所等のサポートが必要と考えています。
そして“いつかウイルス病を克服できる日がく
る”ことを信じ、我々現場がしかるべき努力をす
ることが大事だと思います。

参考文献
1） 有元

操 (2020) 種苗生産場のウイルス病との闘

い（ウイルス感染価を低減して、種苗を作る）～
①

親からのウイルス感染を抑制する～ . 豊かな

海 , 52, 16-19.
2） 社 団 法 人

日本栽培漁業協会特別研究報告

（1996）シマアジのウイルス性神経壊死症に関す
る研究 .
3） Mori K.,T. Nakai, K. Muroga, M. Arimoto,
K.Mushiake, I. Furusawa(1992) Properties of a
new virus belonging to Nodaviridae found in
larval striped jack(pseudocaranx dentex ) with
nervous necrosis.Virology,187,368-371.
4） Arimoto M., J.Sato,K.Maruyama,G.Minura,I.
Furusawa (1996) Eﬀect of chemical and physical
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二枚貝を増やす最近の試み−２
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【特集】二枚貝を増やす最近の試み−２

本誌 「豊かな海」 では、 2015 年第 36 号から 2019 年第 49 号にかけての、 「リレーでつなぐ、 元気 『ア
サリ通信』」 （http://www.yutakanaumi.jp/pdf/yutakanaumi/clam.pdf） でアサリの、 また、 アサリ以外の二
枚貝についても、 折に触れて興味深い開発技術をご紹介してきました。
その後、 水産試験研究機関等でさまざまな二枚貝の増養殖技術が進展していることから、 本誌 52 号か
ら 「二枚貝を増やす最近の試み」 と題して特集を掲載しています。
第 2 回目は、 平成 26～30 年度に生物系特定産業技術研究支援センターの競争的研究資金を得て実施
された二枚貝養殖研究の研究リーダーを務められた水産研究 ・ 教育機構水産技術研究所﨑山部長と同研
究チームメンバーに、 二枚貝の工程別の種苗生産の考え方と事例を紹介していただきます。 また、 分業
化により大規模に発展している中国のアサリ養殖の現状について、 東京海洋大学鳥羽先生に紹介してい
ただきます。

1 施設の有効利用と分業化による二枚貝類の低コスト大量生産
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
水産技術研究所 生産技術部
部長

１．はじめに

﨑山 一孝

下や遊休化が問題となっています。
そこで、既存の生産施設や遊休施設を有効利用

アサリの資源と漁獲量が減少し、これに対して

した二枚貝の種苗生産が注目されています。ここ

さまざまな調査研究や取組が行われてきたことは

では、クルマエビ養殖池や養殖池跡地、魚介類の

本誌のシリーズ「リレーでつなぐ 元気『アサリ

生産水槽を利用して、アサリやイワガキ稚貝を低

通信』」にも紹介されてきました。アサリは昔は

コストで省力的に育てる試験研究の成果を紹介し

安価な庶民のおかずだったのですが、漁獲量が減

ます。なお、ここで紹介する内容は、平成 26 〜

少して輸入品に懸念がある中でも着実な需要があ

27 年度「攻めの農林水産業の実現に向けた革新

り、単価は徐々に上昇してきました。小型アサリ

的技術緊急展開事業のセミスマートな二枚貝養殖

を他産地から購入して撒いていた漁場が過去には

技術の開発と応用」と平成 28 〜 30 年度「革新

多数ありましたが、全国的な資源の減少により、

的技術開発緊急展開事業（地域戦略プロジェクト）

購入もできなくなっています。そのため、人工種

二枚貝養殖の安定化と生産拡大の技術開発」の研

苗への要望が高くなっています。また、夏場の観

究成果の一部であり、月刊『アクアネット』2017

光シーズンに旬を向かえるイワガキの人気が高ま

年 6 月号 １） と月刊『養殖ビジネス』2018 年 11

っていますが、天然採苗が限られる本種は人工種

月号２） に掲載されたものです。また、本誌 2016

苗によって養殖が支えられています。

年 3 月号にもこの時点での成果を紹介しているの

一方で、近年、国内の魚類やエビ類の種苗生産、

で参考にしていただきたい３）。

養殖生産量の減少に伴い、生産施設の稼働率の低
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産方法を紹介します。

２．二枚貝種苗生産の課題〜高いコスト
３．遊休海水池を利用したアサリ稚貝
の大量生産技術

従来の二枚貝種苗生産では、幼生飼育に 1 〜
5kL の小型水槽が用いられ、専用の機器や餌料と
なる珪藻類の大量培養も必要であるため、大量の

山口県水産研究センター・山口県栽培漁業公社

稚貝を低コストで生産することが重要な課題とな

アサリ稚貝（殻長 2mm サイズ）を低コストで

っています。これに対し、ここで紹介するアサリ

大量に生産するために、既設のコンクリート製の

とイワガキの種苗生産技術は、既存の種苗生産場

陸上大型水槽（100kL）を利用する生産技術の開

や養殖場の施設、機材を有効利用するので、新た

発に取り組みました。この生産方法では、種苗生

な設備投資を必要としません。また、既設の水槽

産の低コスト化と労力軽減のために、海水に養分

を利用して粗放的に培養した植物プランクトンや

供給することで自然発生した植物プランクトン

魚介類飼育排水を稚貝の餌に利用するので、従来

を着底期以降のアサリの餌に利用します。この

の種苗生産に比べて大幅な省力化と低コスト化、

方法により、2mm サイズのアサリ稚貝を 26 年度

大量生産を可能としました。厳密な管理により確

は 1,650 万個、27 年度は 1,700 万個生産しました。

実な生産を達成できるが手間とコストが多大な従

アサリ稚貝の生産単価は、従来の 1kL 水槽を用

来法を、既設の水槽や池にアレンジすることで、

いた方法の 1/9 の 0.014 円 / 個となり、大幅な低

安定性は若干劣っても経済的で実用的な方法を模

コスト化が図られました。

索したものです。

続いて、陸上水槽で飼育した稚貝（2mm サイズ）

アサリ稚貝の生産方法として、山口県水産研究

を 3 〜 4 月に海水池に収容し、20mm サイズの稚

センターと山口県栽培漁業公社では、コンクリー

貝生産の技術開発に取り組みました。この技術で

ト製大型水槽を利用して殻長 2mm サイズの稚貝

は、海水池にアサリの餌となる植物プランクトン

を 大 量 に 生 産 す る 技 術 と、 遊 休 化 し た 海 水 池

を自然発生させ、その密度を長期間維持するため

（1.5ha）を利用して、池内に施肥することで植物

に、食品残渣を原料とする格安の家畜用飼料（エ

プランクトンを発生させ、殻長 20mm サイズの稚

コフィード）を 600 〜 1,200kg（海水 1 トンあた

4）

貝を大量に生産する技術を開発しました 。また、

り 27 〜 53g）/ 週の頻度で散布しました。また、

熊本県水産研究センターでは、カキ用の養殖カゴ

屋外池の栄養塩と植物プランクトン密度（クロロ

と網袋にアサリ稚貝を収容してエビ養殖池跡地に

フィル濃度）の動態、海藻や他生物の生息状況を

設置し、潮位の干満を利用して池内の海水交換を

調査したところ、平成 26 年度の生産では、池の

行い、自然海水中の餌だけで稚貝を放流サイズま

中に繁茂する海藻に栄養塩が利用され、また、発

で育てる技術を開発しました。

生した植物プランクトンが動物プランクトンやア

一方、イワガキ稚貝の生産方法では、島根県水

ナジャコなどの小型甲殻類に摂食される割合が高

産技術センターでは、以前は魚類飼育に使用して

いことが判明しました。そこで、平成 27 年度は

いた屋根付きの屋外の大型水槽（半屋外水槽）を

生産開始前に海藻や他生物を可能な限り除去し、

利用して、日常的な底掃除や換水作業を行わない

さらに、アサリを捕食する生物の池内への侵入を

省力的な方法により幼生を管理し、さらに屋外で

防止するために、注水口にネットを設置するなど

粗放的に大量培養した植物プランクトンを給餌す

の対策を講じました。その結果、海藻の繁茂を軽

ることで、生産コストを大幅に削減し、1 回の生

減し、食害生物の個体数を減らすことができまし

産で数千万〜 1 憶個以上の付着期幼生の生産に成

た。

5）

功しました 。また、佐世保市水産センターでは、
これまで排出されていた魚類や甲殻類の飼育排水

装置（曳走式噴流ジョレン）を用いて回収しまし

を利用して、陸上水槽でイワガキ稚貝を中間育成

た（図 1）。この装置は噴流の反力で自動曳走し、

する技術を開発しました。以下に、それぞれの生

最大 500㎏ / 時の収獲が可能です。この生産方法

18
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図２

図１

エビ養殖池（遊休池）を利用したアサリ稚貝の
大量生産技術
写真上：遊休池
写真下左：アサリ収穫装置
写真下右：収穫風景

集

エビ養殖池（遊休池）を利用したアサリ稚貝の
大量生産技術
（干満差を利用した海水交換のみによるアサリ
稚貝の生産）
写真上：遊休池
写真下左：池内に設置した稚貝飼育カゴ
写真下右：食害防止網（被覆網）の設置

により、20mm サイズの稚貝を 26 年度は 1,100

月間でしたが、生産した稚貝を養殖池の中で継続

万個（11 トン）、27 年度は 1,000 万個（16 トン）

飼育すると、さらに成長し、商品サイズ（殻長

生産することに成功しました。稚貝の生産単価は

30mm 以上）のアサリを生産できる可能性があり

250 円 /kg（約 0.33 円 / 個）であり、放流用とし

ます。今後、養殖池で生産可能なアサリの量を明

て流通している天然アサリよりも安価です。

らかにし、生産途中で間引いた稚貝を養殖や放流
用として販売するとともに、残したアサリを大き

４．遊休エビ養殖池を利用した省力的
なアサリ稚貝の生産技術
熊本県水産研究センター
熊本県にはかつて盛んだったクルマエビ養殖に

く育て、商品として販売または潮干狩りに利用す
る等、エビ養殖池跡地の有効利用が考えられます。

５．屋外大型水槽を利用したイワガキ
稚貝の粗放的大量生産技術

疾病の発生が頻発して使われなくなった築堤式
のクルマエビ養殖池がたくさんあります。そこで、

島根県水産技術開発センター

その池を活用して、施肥等の作業を行わないで、

この技術の詳細は、本特集で島根県水産技術開

省力的にアサリを生産する技術の開発に取り組み

発センター佐々木氏により紹介されています。ま

ました。具体的には、潮位の干満差を利用してク

た、隠岐のイワガキ養殖については、本誌 38 号

ルマエビ養殖池（遊休池）の海水を交換し、地先

に紹介してあるのでご参照ください 6）。

の海水のみでアサリ稚貝を飼育する試験を行いま

従来のイワガキの種苗生産では、1kL 水槽を多

した（図 2）。その結果、10 月に殻長 5 〜 10mm

数用いて幼生を飼育し、別途、培養した珪藻類を

サイズの稚貝を養殖池に収容すると、低水温期

給餌する方法が一般的です。これに対し、開発し

であるにも拘らず、翌年 1 月には平均殻長 10 〜

た飼育技術は、屋根付きの屋外大型水槽（100kL）

20mm に成長し、生残率は約 80％と高く、養殖や

を幼生の飼育水槽に利用し、大量の付着期幼生を

放流用の稚貝として利用できることがわかりまし

省力的に生産するものです。（図 3）。

た。この飼育試験では、カキ用の養殖カゴや網袋

飼育事例を重ねてさまざまな条件を検討した結

を用いて稚貝を飼育したので、収獲作業が容易で

果、イワガキの粗放的大量生産では、幼生の飼育

す。

密度は 1 〜 2 個 /mL とし、餌料には珪藻類のイ

今回の飼育試験は 10 月から翌年 1 月までの 3 ヵ

ソクリシス・タヒチとキートセラス・グラシリス
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既設の大型水槽の利用
図３

粗放培養した植物プランクトン

屋外大型水槽を利用した
イワガキ稚貝の低コスト・大量生産

が適していることがわかりました。また、この生

図４

産方法では、給餌した植物プランクトンが水槽内

魚介類飼育排水を利用した
イワガキの中間育成技術

で自然増殖するので、給餌量を減らすことができ
ます。この方法で飼育したイワガキ幼生の生残率
は 48 〜 80％であり、従来の飼育事例と遜色はな
く、1 回の飼育で数千万〜 1 億個の付着期幼生を
生産することが可能となりました。

６．魚介類の飼育排水を利用した
イワガキの中間育成技術
図５

佐世保市水産センター

藻食性魚類を利用した大型藻類の繁茂抑制

従来、イワガキの中間育成は、稚貝が付着した
採苗器をネットに入れて海中に垂下する方法で
行われています。しかし、この方法では、魚類や
ヒラムシ等による食害やネットの目詰まりにより、
養殖用稚貝として出荷までの生残率が低下し、生
産が不安定です。また、天然環境では、餌となる
植物プランクトンの濃度が低下すると稚貝の成長
停滞や、個体差が大きくなる等、海上でのイワガ
キの中間育成には多く問題がありました。
そこで、海面で行っていた中間育成を陸上水槽
で行うために、甲殻類や魚類の飼育排水に含ま
れる大量の植物プランクトンと有機物を稚貝の餌

図６

イワガキ稚貝の生産コストの比較
従来法：付着した稚貝を海上で飼育
新技術：飼育排水を利用して陸上水槽で飼育

に利用するシステムを開発しました。これにより、
従来の海面飼育での死亡率は 40％と高かったの

去作業が必要なくなり、陸上での中間育成作業が

ですが、これを 2％程度に大幅に低下させること

大幅に省力化され、イワガキの生産コストは従来

に成功しました。さらに、飼育装置（アップウ

の 1/4 以下となりました（図 6）。80 万個のイワ

エリング装置 ）の改良に取り組み、殻高 15mm

ガキを飼育するために毎日 200kl の排水を利用し、

以上の稚貝 80 万個を生産できるようになりまし

これを市販の植物プランクトンで賄うと 100 万円

た（図 4）。また、飼育排水を貯留する水槽（餌

の経費を要するので、開発した技術による経費低

料培養水槽）に藻食性魚類を混養することで、水

減効果は非常に大きいものです。この技術は、日

槽内での大型藻類の繁茂を抑制することが可能と

本各地にある種苗生産機関で利用可能であり、今

なりました（図 5）
。これにより、大型藻類の除

後の普及利用が期待されます。

7）
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７．アサリの放流と養殖
各地のアサリ漁場では、干潟にアサリ稚貝を撒
く方法（放流）と稚貝を容器に入れて海中に吊る
す方法でアサリが育てられています 8）。干潟放流
では、撒いたアサリを網で保護する方法がとられ
（図７）、場所によって「養殖」と「放流」に区別
されています。これは適用される漁業権の種類に
よるものです。また新たな養殖方法として、クル
マエビ養殖池でエビとアサリを混用する複合養殖
も試みられています。

図８

アサリの養殖試験を行った
クルマエビ養殖場
（株式会社拓水 大島事業場）

干潟放流において、撒いたアサリを網で覆う理

株式会社拓水の大島事業場（山口県周防大島）で

由は他の生物による食害からアサリを保護するた

行われたのが最初です（図８）。養殖には自社で

めです（被覆網と呼ばれる）
。アサリ漁場を観察

生 産 し た ア サ リ 稚 貝 が 使 用 さ れ、6 月 に 殻 長

すると、砕かれたアサリの貝殻や小さな穴が開い

10mm の稚貝をクルマエビ養殖池に収容すると 11

た貝殻を頻繁に目にします。これらは食害の跡で

月には商品サイズである殻長 30mm 以上に成長し

あり、食害生物にはチヌなどの魚類、エビ・カニ

ました。この養殖方法は、池内に大量に存在する

等の甲殻類、ツメタガイ類、タコ等，ナルトビエ

有機物と植物プランクトンをアサリの餌に利用す

9）

イ等の様々な生物が存在します 。また、被覆網

るものであり、アサリの飼育に係る作業は不要で

は波浪等によりアサリが漁場から流出、分散する

す。一方、アサリの収穫作業は干潟養殖と同様に

ことを防止する効果もあります。

人力に頼らなければならないため、収穫装置や選

垂下養殖は，砂を入れたコンテナにアサリを収

別装置の開発が必要です。

容し、筏に吊るして育てる方法です。この養殖は
京都府のトリガイの垂下養殖を参考に、2000 年
代前半に兵庫県室津漁協の磯部公一氏が始めたの

８．技術の組み合わせと
分業化による生産の効率化

が発祥です 10）,11）。アサリの餌となる植物プラン
クトン等が豊富で静穏な海域で垂下養殖されたア

本報告では、アサリとイワガキについて、陸上

サリは干潟養殖より成長や身入りがよくなる傾向

大型水槽とエビ養殖池跡地、魚介類飼育排水を有

があり、兵庫県で生産されたアサリは高値で取引

効利用した生産技術を紹介しました。しかし、こ

されています。

れらは個別した技術ではなく、それぞれを組み合

クルマエビとアサリの複合養殖は、2010 年に

わせることにより、より生産性が向上し、各機関
が保有する施設設備に応じて様々な生産スタイル
に発展させることができます。しかし、採卵用の
親貝の確保、採卵と幼生飼育、稚貝の生産、養殖
と放流のすべての工程を実施できる機関は限られ
ています（立地条件や生産施設の種類、規模に左
右されます）。また、１機関ですべての工程を行
うことは生産性において非効率です。種苗生産機
関や企業、漁協によって得意とする生産工程があ
るのであれば、その生産を専門に担当し、生産し
た稚貝を他の工程を得意とするところに生産を委
託（販売）することで、全体の二枚貝生産量が増

図７

アサリを保護するための被覆網
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440.
６）乾

政秀（2016）牡蠣の王様、隠岐のいわがき -

みんなでブランドを育て、全国の消費者に！豊か
な海 No.38: 65-69.
７）﨑山一孝（2012）自然海水を利用した陸上アップ
ウエリングシステムによるアサリ稚貝の飼育方法
の検討 . 水産技術，5（1），27-31.
８）日向野純也・浅尾大輔（2017）アサリ垂下養殖の
意義と普及に向けた課題（総論）. 水産技術，3，
7-100.
９）重田利拓・薄
図９

アサリ養殖の生産拡大のための分業化

加すると考えられます（図９）。例えば、浮遊幼
生飼育（種苗生産）に特化した機関は、生産した
着底稚貝を稚貝生産が得意な機関（中間育成）に
生産を委託することで、放流・養殖用の稚貝が大

浩則（2012）魚類によるアサリ食

害 - 野外標本に基づく食害魚種リスト -. 水産技術，
5（1），1-19.
10）安信秀樹（2012）垂下カゴ式飼育によるアサリの
中間育成．水産技術，5，33-38.
11）安信秀樹（2014）播磨灘におけるアサリ垂下養殖
の取り組み．豊かな海，33，29-32.

量に生産され、稚貝を必要としている場所に流通
させることが可能になります。また、生産した稚
貝を養殖業者に販売し、そこで商品サイズに育っ
た二枚貝の一部を買い取り販売することも可能で
す。二枚貝の種苗生産や養殖を新たなビジネスと
するためには府県や地域をまたいだ公的生産機関、
漁協、
企業等による生産の「分業化」が必要であり、
そのためには関係機関の連携協力が欠かせません。
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2 アサリ養殖生産における分業

−中国のアサリ養殖産業の実像−
国立大学法人 東京海洋大学

産学・地域連携推進機構

客員教授

１．はじめに

鳥羽

光晴

稿では、中国のアサリ生産を例として、二枚貝生
産における分業というものを考えてみたい。

図1，横幅1段

本特集 2 回目のテーマは二枚貝生産における分

中国のアサリ生産量は 2018 年で 4 百万トンを

業である。これまで私が訪れた米国や中国では大

越えている（図 1）1,2）。かつての我が国の最盛期

きな二枚貝の養殖産業があり、それらは確かに育

のアサリ生産量が 15‒16 万トン（1980 年代）で

成工程ごとに異なる業者が存在している。しかし、

あったことを考えると、中国の生産がいかに巨大

彼らは始めから効率的な生産システムとして分業

なものであるかわかる。しかし、驚くべきはその

制を目指して発展してきたものではない。利益を

生産量だけでなく、生産の主体が放流種苗に依っ

追求する中で様々な紆余曲折を経て、現在の体制

ていることである。

になった。それが分業といわれる形であったとい
うことである。つまり、分業は一つの到達点であ

２．中国のアサリ生産の歴史

るが、終着点であるとは限らない。一方このこと
は、分業とは確かに実績に裏打ちされた経済的妥
当性を持つシステムであることを示している。本

中国のアサリ生産の中心は遼東半島（遼寧省）
の黄海および渤海沿岸である（図 2）。我が国の
主要なアサリ生産海域は、東京湾、伊勢・三河湾、

5000

瀬戸内海、有明海などいずれも内湾である。この

生産量（千トン）

a
4000
3000

ため我々日本人はアサリの漁場は閉鎖的な内湾や

中国
その他

入り江だと思っている。遼東半島の地図を見ると
海岸線が直線的に数百 Km も続いており、
「内湾」
とは見えない。しかし、黄海は中国大陸と朝鮮半

2000

島に囲まれた陸棚部にあたる湾である。山東半島、

1000
0

遼東半島、北部朝鮮半島に囲まれた黄海北部は黄
海の支湾であり、さらに渤海はその奥部に続くも
1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

生産量（千トン）

250
200
150

b

イタリア

る。その沿岸には沖出し数 km に及ぶ大規模な干

韓国

潟が広がっている（図 3a）。渤海から遼東半島沿

その他

岸は黄河、遼河、鴨緑江などの大河川の影響域と
見ることができる。
中国のアサリ生産の現状およびその成立経緯を

50

図1

るかに大きいが、遼東半島は「内湾」に面してい

日本

100

0

う一つの支湾である。規模は我が国の内湾よりは

理解するには、その歴史から見ていくとわかりや
すい。以下は文献 3-7）と著者の視察結果から、遼東
1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

世界のアサリ生産量の変化（1981–2018 年，GCP
+GAP 1,2)）。（a）全生産量（中国以外の生産量は一
括）、（b）中国を除いたその他の主要国の生産量

半島におけるアサリ生産の歴史的経緯をまとめた
ものである。簡単のために年次を 10 年単位で区
切っているが、
これらは目安と考えられたい（表 1）
。
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図 3，横幅 1 段

図 2，横幅 1 段

遼河
営口 遼寧省

錦州

a
a

河北省
普三店

天津

庄河 東港

渤海

北朝鮮

皮口
大連

平壌

黄河
済南

ソウル

山東省

青島

黄海

韓国

中国
江蘇省

図2

0

図 3a

100 km

b
b

黄海の沿岸地形と遼東半島における主要なアサ
リ漁場（皮口、庄河、東港）
。渤海沿岸と北朝鮮
に至る黄海沿岸には大きな干潟が広がっている

1950‒1970 年代

沖合数 km に及ぶアサリの干潟漁場に採捕に向
かう養殖場従業者（庄河）

人民公社による経営が行わ

れていた時期である。国の指示によって地元村落
が天然アサリを採取し、地域（村）の加工場でボ
イルや冷凍加工品の生産が行われていた。アサリ
の価値は低く、人民公社以外の生産はほとんど行
表 1 横幅 2 段
われていなかった。採り残した貝は誰でも自由に
採取できたが、販売されることはなく、ほぼ自家
消費のみであった。活貝が流通することはなかっ

図 3b アサリ養殖に転用されていた旧エビ養殖の陸上池

た。
1980 年代半ば以降 1978 年に中央政府で提示

地域（村）あるいは地域から経営権を獲得した企

された改革開放政策が各地域に広がっていく段階

業体による養殖生産が始まる。この時期はまだ天

である。海外市場（日本）が開拓されてアサリ漁

然貝の採取による漁業生産が中心だった。当時の

業が産業化し、大規模な活貝の生産が始まった。

調査によると、遼寧省沿岸でのアサリの資源密度

中国産アサリの低価格と日本国内でのアサリの減

は約 2.0kg ／㎡であり（主産地の庄河および東港

少とによって、日本向けの活貝の輸出が急増した。

では 5.4kg ／㎡）、干潟面積は 43,300ha だったと

表１

表１ 中国のアサリ生産の歴史
年代

*

24
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経営主体

業態

中国のアサリ生産の歴史

*

生産方法

問題

流通形態

販売先

1950-70

人民公社

漁獲

漁獲

加工品

国内

1980 半ば以降

地域，企業

漁獲

漁獲

乱獲

活貝

海外（日本）

1990

地域，企業

天然種苗供給
漁獲＋養殖
流通，総合

漁獲，養殖

大量死亡

活貝

海外（日本）

2000

企業，地域

天然種苗供給
粗放人工種苗供給
養殖
流通，総合

養殖

大量死亡

活貝
加工品

海外，国内

2010 以降

企業

天然種苗供給
粗放人工種苗供給
集約人工種苗供給
養殖
流通，総合

養殖

加工品（多様化）
活貝

国内，海外

「分業」
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いうことから、当時のアサリ資源量は 80 万トン

然稚貝が不足したこともあって、福建省、山東省、

を越えていた計算になる。天然貝が豊富な場所で

江蘇省などからの稚貝の導入が本格化した。これ

は 3‒4 時間で成貝を 1 人当たり 400kg 以上採取

らの稚貝には大規模築堤池で粗放的に種苗生産さ

図 4，横幅 1 段

できたという。しかし、資源管理の意識は低く、

集

a

競争的な乱獲によって、毎年天然貝は獲り尽くさ
れた。このため短期間で資源は減少し、安定的な
生産ができるレベルではなくなった。さらに、少
なくなった資源をめぐって業者間、地域間のトラ
ブルが頻発した。この時期は、資源の枯渇と生産
現場での混乱にもかかわらず、輸出ルートを独占
していた流通業者が多くの利益を得ていた。
1990 年代

持続的な生産を目指して、計画生

産（輪作）、大量出荷、密漁対策が進んだ。自然

b

発生貝に依存する漁業生産から、稚貝を放流して
採捕する養殖生産への移行が始まった。遼東半島
では渤海側が稚貝の発生が豊富であったことから、
同地域から黄海側の成貝養殖場への種苗の導入が
本格化した。またこの時期に養殖業者、流通業者、
養殖と流通を行う総合業者という業態の区分が生
まれた。さらに一部では、日本の商社が参入し、
経営の合理化が進んだ。
しかし、高い利益が得られる輸出への魅力から、
それまで利用されていなかった多くの場所がアサ

c

リ養殖場として拡大利用された。このころは養殖
業者にはアサリ生息の好適条件（底質、地盤標高、
淡水や波浪の影響、水質、汚染など）に関する意
識はほとんどなく、やみくもに干潟の利用権を獲
得して漁場を拡大していった傾向が強かった。廃
棄された 3,000ha 以上のかつてのエビ養殖用陸上
池までアサリの養殖場に転換されたという（図
4）
3b）
。

しかしこれは、アサリの生息条件を無視した不

d

適な場所へ性急な拡大につながり、そのことが養
殖アサリの大規模な死亡につながった例が少なく
ない。死亡の原因は赤潮、異常高温、貧酸素、大
雨、荒天、病気などといわれた。これ以降、各地
のアサリ養殖場で大量死亡現象が頻発するように
なり、このことが現在につながる遼寧省のアサリ
産業の構造変化をもたらした一つの要因となって
いく。
2000 年代

遼寧省のアサリ養殖場で毎年必要

とされるアサリ稚貝（殻長 1.5cm）は約 11 万ト
ンであり、このうち省内で調達できるのは 5 万ト
ンであったという。渤海産を中心とした省内の天

図4

庄河付近沿岸の養殖池の Google マップ映像。
（a）
黄海沿岸、
（b）遼東半島、
（c）庄河付近沿岸、
（d）
沿岸の養殖池。写真 d の横幅は約 7km、中央の
細長い池は長さ約 700m ×幅約 80m。養殖池は沖
出し約 6km まで建設されており、湾全域が養殖
池で占められている。養殖対象種はエビ類、ア
サリなどその時の事情によって変わる
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れた人工種苗（例えば福建省産）が含まれる 8）。

として使用されていたが（図 5b）、皮口の業者の

しかし、省外産の稚貝は省内産に比べて長距離輸

養殖漁場は潮下帯であり、放流と漁獲には大型船

送による品質低下のため放流後の歩留まりが悪か

を使っていた（図 5c）。また漁場拡大・改善のた

った（10‒15％）。

めの覆砂や構造物の設置などを行っているという

一方では、養殖アサリの大量死亡が毎年のよう

（図 5d）。潮下帯への漁場拡張は干潟域の養殖場

に続いていた。特に 2003 年には遼寧省のアサリ

で頻発した大量死亡への対策の一つでもあるとい

養殖場の 6 割以上（庄河、東港では 8 割以上）で

う 3）。活貝は、かつては漁場で採取した貝をその

アサリが死滅した。こういった大量死亡によって、

まま出荷していたが、泥選別（図 5e）
、洗浄、割

倒産する業者が相次ぎ、アサリ養殖事業はリスク

れ貝・異物の除去（図 5f）など消費市場向けの

が大きいという認識が広がった。また、日本市場

品質確保が配慮されていた（図 5g）。また同業者

での国産志向の高まりから、中国産アサリの買い

は日本向けの加工品も生産していた（図 5h）
。

控え、価格低迷が発生した。こういった市場環境
の悪化は経営の不安定さを加速させ、アサリ養殖

３．中国のアサリ生産の課題

から撤退する業者が続いた。しかし一方では、経
済成長によって中国国内市場が拡大していった。
また、加工方法の多様化、低温流通の普及などが

市場の動きを受けて生産形態が変化、発展し、生

加わって、アサリの生産、加工、流通は多様化し

産技術は改善されてきた。それによって、かつて

ていった。

は活貝輸出一辺倒だった業態は多様化し、現在は

2010 年代以降

経済成長による食材の高級志

新たな発展段階を迎えている。しかし一方では、

向の一つとして海鮮料理が広まり、それによって

乱獲による資源減少や大量死亡といった問題で参

中国国内での活貝消費が増加した。また、輸出向

入と撤退が目まぐるしく入れ替わってきたことは

けと国内向けの価格差が縮小したことも、国内向

見てきた通りである。利益の追求のための急速な

けの出荷を加速させた。現在では内外の価格差は

事業展開を旨とし、成功すればさらなる拡大を目

ほとんどなく、輸出は輸送日数、品質保持の手間、

指し、失敗すれば撤退するという動きの速いハイ

手続きの煩雑さなどから国内出荷に比べて不利な

リスク・ハイリターンの世界であることは変わっ

ため、国内市場の開拓が経営上重要になっている。

ていない。我々日本人から見ると性急に過ぎる感

遼寧省産のアサリは活貝として北京、上海などの

はあるが、国民性の違いでもあり、この点の比較

巨大市場に出荷されるようになった。

は措くことにする。

また、国内外を含めて消費の多様化が進み、加

生産工程の始めから消費市場への出荷までを一

工品の市場が拡大した。現在では、殻付き生冷凍

つの業務と考えたとき、分業として明確なのは種

アサリ、殻付き冷凍加熱アサリ、ボイル冷凍剥き

苗の生産供給とそれを使った成貝養殖の区分であ

身アサリなどが、一般用、業務用として生産され

る（表 1）。この両者はそれぞれ設備、技術など

ている。さらに、アサリを使ったレトルト食品、

専門的に特化しており、我が国や米国でもこの分

いわゆる中食用加工品（半調理品）などが生産さ

業は珍しくない。中国でも少なくともすでに 30

れ、これらの加工品は国内だけでなく、日本、米

年近くは続いている。一方、成貝の養殖生産とそ

国、ヨーロッパなどにも輸出されている。活アサ

の後の加工、流通はむしろ統合される方向に進ん

リ、加工用アサリの需要の増大に伴って、原料を

でいるように見える。これは、多様化する消費市

供給する養殖業者の存在感が高まっている。

場の要求に迅速、的確に対応していくためにはそ

2014 年に著者が見学した遼寧省皮口の業者の

の方が有利なためだろう。冒頭で述べたように、

生産パターンは、省内外からの稚貝の導入（図

分業と統合は経営上の有利さを追求した結果の反

5a）
、放流と育成管理、需要に応じた生産と、基

映であり、それは現在でも生き物のように動き続

本的には以前と変わっていなかった。しかし、養

けている。

殖方法はかつて 2004 年に庄河と大鹿島で見たも

技術開発に着目するなら、最近の中国の動きに

のとは大きく異なっていた。以前は干潟が養殖場

おいて注目すべきは市場と研究開発の連結だろう。

26
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図 5，横幅 2 段

a

e

b

f

c

g

d

h

図 5 （a）福建省から遼寧省に到着した粗放的種苗生産による放流用アサリ稚貝（貝殻混じりなので価格はその都
度の交渉で決める）、（b）干潟域の養殖場でのアサリ採取風景（東港付近，2004 年）、（c）潮下帯漁場での稚
貝放流および成貝採取に使われる大型船（皮口，2014 年）、
（d）アサリ漁場への覆砂に使われる大型船（皮口、
2014 年）、（e）活貝の泥選別作業（生貝は浮くが砂を含んだ死貝は沈む）、（f）手選別作業、（g）中国国内の
消費市場向け荷姿、（h）日本向けの殻付き加熱冷凍アサリとボイル冷凍剥き身アサリ
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図 6，横幅 2 段

図6

a

d

b

e

c

f

民間アサリ種苗生産施設（庄河付近、2018 年）。（a）稚貝飼育棟、（b）稚貝飼育棟内部のコンクリート飼育水
槽と飼育稚貝、（c）保存培養されている単種培養餌料藻類、（d）拡大培養中の餌料藻類、（e）大量培養用の
コンクリート水槽、（f）屋外の餌料培養池

人工種苗生産

冒頭で述べたように、遼寧省の

さ 1m（水槽の大きさは目視推定、以下同じ）の

アサリ生産は放流種苗によって支えられている。

屋内コンクリート水槽で稚貝の育成が行われてい

種苗用のアサリ稚貝は、天然稚貝および粗放的に

た（図 6a, b）。水槽はコンクリートの平底であり、

種苗生産された人工育成稚貝 * である。さらにこ

砂等の基質は用いていない。見学時には数 mm‒1

れらに加えて、安定的な稚貝供給を目指して山東

cm の稚貝（産卵後 2 か月）が飼育されていた。1

省

飼育棟当たり約 40 面の水槽があり、飼育棟は合

6）

や遼寧省で民間企業による陸上水槽を使用し

た集約的人工種苗生産が始められている。
アサリの集約的種苗生産の方法は、基本的には
日本や欧米で用いられている二枚貝の種苗生産手

計 4 棟である。餌料は初期段階では単種培養した
微細藻類であり、保存培養（図 6c）、拡大培養（図
6d）、給餌用大量培養（図 6e）を経て給餌する。

法と同様である。2018 年に訪問した庄河近郊に
ある民間種苗生産施設では、横 5m ×縦 10m ×深

28
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給餌用の大量培養は横 6‒7m ×縦 10m ×深さ 1.5

３．環境耐性が強い貝の生産技術

集

養殖時の大

m のコンクリート水槽で行われており、餌料培養

量死亡対策として水温、塩分などへの耐性が強い

棟には培養水槽が 20 面ある（棟数は不明）。飼育

貝の開発が望まれている。そのため、育種への応

棟と餌料培養棟はともに水温を維持するために温

用を目指して、低水温耐性や低塩分耐性が高い貝

室になっている。さらに後期飼育で給餌する餌料

の遺伝特性の解明が行われている 17,18）。

を培養するために屋外培養池（面積約 2.7ha ×深

４．我が国の今後

さ 3‒4m）を備えていた（図 6f）。
とは言うものの、集約的に種苗生産したアサリ
稚貝は、アサリ成貝の養殖生産に大きく寄与する

技術と経営

我が国のアサリの生産は、自然発

までには至っていない。これは人工種苗の高コス

生貝の漁獲と移植放流した稚貝による漁獲に依存

トのためである 。一方では、人工種苗生産に対

してきた。後者は農林水産統計では漁業生産に含

しては、天然稚貝の不足を補うだけでなく、養殖

まれるが、外国では養殖生産と見られることが多

用種苗として要望されている特性を備えた稚貝を

い 2）。かつては我が国でもアサリ養殖という言葉

生産することが期待されている。

が普通に使われていたことを考えると 19,20）、日本

6）

新たな研究開発

養殖業者および流通業者から

のアサリ養殖は百年以上の歴史を持つことになる。

要望されているアサリの特性には以下のようなも

しかし、天然稚貝の発生が豊富であったことが逆

のがあり 、それらに対応すべく様々な研究開発

に禍して、特に沿岸開発が広がった 1960 年代以

が行われている。

降は養殖手法の改善が本格的に行われたことは少

3）

現

なく、単に漁場内の在庫量を増やすための安易な

在用いている天然稚貝および省外産の粗放的種苗

放流が行われていた場合もあった 21）。また販売は

生産稚貝は、量と質においてかならずしも満足で

基本的に売り手市場であり、漁獲物を漁港で流通

きるものではない。このため集約的種苗生産によ

業者に引き渡すことで漁業者と漁協の仕事は終わ

る高品質な稚貝の大量供給

っていた。

１．効率的な人工種苗生産および養殖技術

った効率的な成貝生産

10,11）

*、およびそれを使

6,9）

に関する技術開発が行

しかし現在は、地先の資源量は大幅に減少し、
域外からの天然稚貝の導入も期待できず、かつて

われている。
活貝食材

の生産形態は到底望めない。このような中で志向

として差別化を図るための要素として貝の外見的

されるのは、本特集に象徴されるように、自然発

な美しさがある。そのため貝殻表面の模様や色彩

生稚貝の効率的な育成、あるいは人工種苗の導入、

が美しい貝の育種技術開発が行われている

。ま

高品質な成貝の育成、そして生産した貝の高価格

た成長が良い貝は輸送時に貝殻が破損することが

での販売といった、新たな養殖生産である。その

多いため、輸送に十分に耐える強い貝殻を持った

ためには、すでに言い古された感はあるが、市場

貝の開発が求められている。育種に関しては、交

の探索と開発、商材の開発、そのための貝の育成

配による生理特性の変化（近交弱性など）も重要

手法の開発、つまり下流から上流を一体視した手

視されている

法開発が必要になる。

２．殻の色彩が美しい貝の生産技術

12）

。2018 年に大連で開催されたア

13-15）

サリ国際シンポジウムでは育種関係の研究成果が

紹介した中国の例では、彼らは生産、加工、流

数多く紹介されており 、アサリ養殖における育

通、輸出までをどのような流れに載せるかという

種の位置づけが高いことがうかがわれた。また、

視点で事業を見ている。彼らが生産を分業するの

同シンポジウムにはアサリ養殖業者と研究者との

はその方が事業として合理的な場合であり、必要

情報交換会（中国国内関係者のみ参加）が併設さ

ならば統合を考える。分業や統合は目的ではなく

れており、研究開発と産業応用の連携が強く意識

手段である。これはむしろ経済事業としては当然

されているようだった。

であり、徹底した B/C の追求姿勢である。繰り

16）

返しになるが、中国では乱獲や大量死亡による資
* 本項目での文献は例示。これら以外にも多数の研究が
ある。

源崩壊を繰り返してきた。しかし現在も新たな方
向に向けての事業展開や技術開発を躊躇なく急速
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ではなく、双方の関係者が集合して定期的に意見

に進めている。
一方我が国では、アサリ資源が崩壊してから

交換ができる場の設定も一つのアイデアである

20 年以上を経たにもかかわらず、新たな方向の

（中国のように）。そこでは開発側にとって現場に

アサリ生産が大きく動き出しているようには見え

直結した研究のシーズが豊富に示される可能性が

ない。資源の減少によって漁業現場は意気消沈し

ある。
もう一つは、養殖技術のライブラリ化である。

たままであり、新機軸として打ち出された垂下養
が実現しているのはまだ一部の地域に限ら

想像するに、本特集で紹介される育成手法の例は

れている。もし中国のアサリ生産に参考を求める

地域の環境や蓄積されたノウハウに立脚するもの

なら、答えは技術論ではなく経営論であることは

が多く、おそらくは個別性が高いだろう。多様で、

自明である。市場が買い手市場であることを認識

細分化され、地域性、専門性が高い技術の紹介は、

し、それに応じた生産、加工、販売を柔軟に作り

利用する側から見ると手法の羅列であり、個々の

上げていくことが必要になる。これは言わば、従

得失がわかりにくく、比較と選択が容易ではない。

来の目的変数と説明変数の逆転であり、これまで

利用する立場に立って、技術群をライブラリとし

旧来の漁獲生産しか経験したことがなかったアサ

て体系的にわかりやすく提示し、それを改訂し続

リの生産地、特に大産地といわれた地域ほどこの

けていくことは開発側の責任のように思える。

殖

22）

ような転換は容易ではない。しかし、こういった
経営姿勢は、中国だけでなく、養殖産業として成
功している多くの米国企業にも共通するものであ

文献
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3 大型水槽（既存施設）を活用した

イワガキ付着期幼生の低コスト・大量生産の取り組み
島根県水産技術センター 内水面浅海部浅海科
浅海科長

佐々木

正

１．はじめに
島根県では隠岐郡の漁業者が 1992 年に全国に
先駆けてイワガキの人工種苗生産・養殖に成功し
たことをきっかけにイワガキ養殖が普及し、近年
の生産量は 2 億円前後を推移しています。
養殖用の種苗の大部分は 1998 年以降、隠岐郡
西ノ島町にある県の栽培漁業センター（以下、栽
培センター）で生産された人工種苗が供給されて
おり、2015 年からはその生産業務は公益社団法
人島根県水産振興協会（以下、公社）に引き継が
れ、年間 100 万個（採苗器 10 万枚）以上の種苗
が県内の養殖業者に出荷されています。

図1

イワガキ浮遊幼生の飼育
（従来の方法）

担の増加に繋がることや、養殖業者からは稚貝の

本県のイワガキ養殖については、本誌 38 号

成長が良い生産初期の種苗の配布を望む声が多い

（2016）に詳しく記載されていることから、ぜひ

こともあって、生産初期に効率よく多くの種苗を
生産することが求められていました。

そちらをご覧下さい。

そこで、栽培漁業科では、技術移転の業務（既

２．取組みの経緯

存の生産マニュアルに基づく従来の方法による生
産）に加えて、さらに効率的で安定的な生産体制

著者が栽培センター（島根県水産技術センター

ができないものか検討を行いました。その結果、

栽 培 漁 業 科、 以 下、 栽 培 漁 業 科 ） に 赴 任 し た

打開策として取組んだのが今回ご紹介する大型水

2012 年は、数年後に予定されていた県から公社

槽を用いた生産方法でした。

への生産業務の移管に向けて、各種苗生産の技術
移転の最中であり、イワガキにおいても県（栽培

３．大型水槽を用いた生産試験

漁業科）と公社（新規採用職員）の担当者が一緒
になって種苗生産を行っていました。
一方で、栽培センターにおけるイワガキ浮遊幼

イワガキ幼生は、約 2 週間の飼育で殻長 300

生の飼育は 1kL の小型水槽約 50 槽（図 1）を用

μ m 以上の付着期幼生となってものに付着する

いて行っていますが（以下、従来の方法）、当時は、

様になります。この時期にホタテ殻の採苗器を水

イワガキ養殖業者の増加に伴って養殖用種苗の需

槽内に設置して採苗を行いますが、付着期幼生が

要が拡大した時期でもあり、種苗の供給が十分に

水槽内に十分にいることにより適正な密度で採苗

追いつかず、採卵が可能な 6 〜 10 月の長期に渡

器に付着させることが可能となります。通常はこ

って種苗生産を繰り返し実施することにより対応

の採苗さえうまくいけば、その後の生産は順調に

している状況にありました。

推移し、採苗から約 2 週間後には海面施設の飼育

しかし、生産の長期化は生産コストや職員の負
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二枚貝を増やす最近の試み−２

減耗を如何に抑えるかが安定生産の鍵となります。

タヒチは初期餌料として用い、0.5 〜 1kL の透

そこで考えたのが浮遊幼生のバックアップ体制づ

明ポリカーボネイト水槽で 4 〜 6 日程度の培養を

くりです。

行い、約 300 万細胞 /mL の細胞密度に増殖した

栽培センターには生産体制の見直し等により使

ものを給餌しました。ネオグラシーレは後期餌料

用していない数十〜 100kL 規模の大型水槽があ

として用い、主に 5kL の角形 FRP 水槽で 6 〜 8

りました（図 2）
。これらの既存の水槽をうまく

日程度の培養を行い、約 200 万細胞 /mL の細胞

利用して浮遊幼生を生産し、従来の方法と組み合

密度に増殖したものを給餌しました（図 3）。添

わせることでより効率的な生産が行えないか検

加する栄養塩類には、タヒチは市販品の液体培養

討しました。とは言え、従来の生産と同じよう

液（KW21、第一製網）を、ネオグラシーレは前

に人手と予算はかけられないことから、あくまで

述の培養液の他にケイ酸栄養塩（ゲルカルチャー、

もバックアップとしての補完的な生産と位置づけ、

富士シリシア化学）を用い、添加量は培養水 1L

その生産方法は低コストで省力的であることを基

当たり前者が 0.3mL、後者が 0.2g としました。

本条件としました。このため、餌料には屋外で粗
放的に培養した低コストのものを用いることとし、

集

2014 年の 6 〜 7 月のタヒチとネオグラシーレ
の屋外培養水槽の細胞密度の推移を図 4 に示しま

さらに、従来の方法では毎日実施している換水や
600

切った省力化を図りました。

500

（２）餌料の培養
餌料は屋外培養が可能とされるイソクリシ
ス・ タ ヒ チ Isochrysis sp. (Tahiti Isolate)（ 以
下、タヒチ）とキートセロス・ネオグラシーレ
Chaetoceros neogracile（以下、ネオグラシーレ）

細胞密度（細胞数/ｍｌ）

底掃除の日常的な管理作業を実施しない等の思い
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ネオグラシーレの培養（容量 5kLl）

図４

とから、その後の試

屋外における餌料培養結果（2014 年）

図 5 屋外における餌料培養結果（2014 年）
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判断し、幼生が飢
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日々の給餌量の決定にあたっては、幼生および

した。2013 年の試験開始当初は、強光阻害によ
り接種直後に餌料が枯死することもありましたが、

原生動物の摂餌量と光合成による水槽内での餌料

培養初期に適度に遮光することによりほぼ安定し

藻類の自然増殖分とのバランスを総合的に判断し、

た培養が可能となりました。

幼生が飢餓状態とならないこと、逆に給餌過多に

（３）幼生の飼育試験

より水槽内で餌料が必要以上に増えすぎないこと

大型水槽を用いた幼生の飼育期間は D 型幼生
から付着期幼生までとし、飼育水槽には未使用と

に留意しました。給餌量は、前日の給餌量と当日
図 7 に大型水槽を用いた幼生の飼育試験にお
の朝の残餌量の関係を基に、原生動物の密度や水
けるイワガキ幼生の生残率の推移を示しました。

大型水槽を用いた

と並行的にかつ補完

式フィルターでろ過したものを用い、飼育水の撹

槽換えからの日数等を勘案し、翌日に餌料がある
8 回の試験のうち 6 回の試験では、飼育が順調
程度残ることを目安に決定しました。
に推移し、D 型幼生から付着期幼生までの生残
図 6 に大型水槽を用いた幼生の飼育試験におけ
率は 48～80％と従来の方法と同様かもしくは
るイワガキ幼生の生残率の推移を示しました。8
それを上回る高い値となりました。特に、生残
回の試験のうち
6 回の試験では、飼育が順調に推

拌には 4 隅に固定したユニホースと中央に垂下し

が良好だった
2 回の試験（2013 年の試験 2 と
移し、D
型幼生から付着期幼生までの生残率は

費用は人件費を除く

たエアーストーンからの通気により飼育水がゆっ

48
〜 年の試験
80％と従来の方法と同様かもしくはそれを
2014
2-2）では、1 水槽で従来の方法

養塩、殺菌剤等の購

くり回転する様に通気量を調整しました。飼育水

上回る高い値となりました。特に、生残が良好だ
における生産数の約 3 倍に相当する約 1 億 2 千
った
2 回の試験（2013 年の試験 2 と 2014 年の
万個体もの多数の付着期幼生が得られたことは

なっていた屋外の屋根付きコンクリート製角形
100kL 水槽（10 m × 5 m ×深さ 2 m、水量は 70
〜 80kL）を用いました（図 5）。
飼育水には砂ろ過海水を 1 µm のカートリッジ

には、細菌叢の安定を目的にナンノクロロプシス
Nannochloropsis oculata（以下、ナンノ）を 0.5
〜 1 万細胞 /mL の濃度を維持する様に 1 日 1 〜
2 回添加しました 1）。飼育水のモニタリングとし
て、水温、各餌料藻類および浮遊性の原生動物の
密度を毎朝測定しました。

試験 2-2）では、1 水槽で従来の方法における生
驚きでした。
産数の約 3 倍に相当する約 1 億 2 千万個体もの
一方、幼生の飼育が不調だった 2 回の試験
多数の付着期幼生が得られたことは驚きでした。
（2014 年の試験 1-1、1-2）では、飼育開始か
一方、幼生の飼育が不調だった 2 回の試験
（2014
ら幼生の成長が停滞して大量沈下が発生したた
年の試験 1-1、1-2）では、飼育開始から幼生の

使用した水槽には加温設備がないことから、試

め、途中で試験を終了しました。この原因とし
成長が停滞して大量沈下が発生したため、途中で

験は幼生の飼育に適した水温となる 6 月下旬以降

試験を終了しました。この原因としては、飼育初
ては、飼育初期に飼育水の安定を目的に添加し

に実施し、2013 年に 2 回、2014 年に 6 回の計 8

期に飼育水の安定を目的に添加したナンノの細胞
たナンノの細胞密度が適正濃度（0.5～1
万細胞
密度が適正濃度（0.5
〜
1
万細胞
/mL）をはるか
/mL）をはるかに越える濃度（3～4 万細胞/mL）

回行いました。D 型幼生の収容密度は、2013 年
の 1 回目の試験では初めての試みということもあ
り従来の方法（1 〜 2 個 /mL）より低めの 0.8 個
/mL で実施しました。しかし、1 回目の試験で問
題なく付着期幼生が生産できたことから、その後
の試験では 1.0 〜 2.4 個 /mL と従来の方法と同

おいたため、低コス

徹底しました。幼生

外の大型水槽を用い

の用いたため、試験

飼育作業の省力化

除を省略しましたが

した水槽換えを飼育

～7 日毎）で行いま

に越える濃度（3 〜 4 万細胞 /mL）まで増殖した
まで増殖したことが幼生に悪影響を及ぼしたも
ことが幼生に悪影響を及ぼしたものと考えられま
2)。このため、以降の試験
のと考えられました
した 2）。このため、以降の試験では、ナンノの添
では、ナンノの添加量に留意し、遮光幕で光量
加量に留意し、遮光幕で光量を調整して適正な濃
を調整して適正な濃度に維持しました。
度に維持しました。

程度かやや高い密度で収容しました。
100

生残率（％）
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図６
図５

浮遊幼生の飼育水槽（100kL）

大型水槽における幼生の生残率の推移

図７
大型水槽における幼生の生残率の推移
（生残率：3 日移動平均値）
（生残率：3 日移動平均値）
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は 25 mm 口径のフレキシブルホースを十数本

た 2 年間の飼育試験結果 3、4)をもとに、2015 年

用いてサイフォンにより水量を一気に落として

からは公社のイワガキの種苗生産において大型

大型のネットに幼生を回収します（落差が無く

二枚貝を増やす最近の試み−２
水槽を用いた生産方法が導入され、主に従来の

なった時点で排水口からの回収に切替え）。一

方法の補完的な生産として活用されました。

特

集

連の作業の所要時間は、作業員一人で約 3 時間
20

であることから 5～7 日毎の作業量としてはか

15

成長率（％）

（幼生の移動に 2 時間、準備・片づけに 1 時間）
なり省力的であると言えます。
（5）大型水槽を用いた飼育方法の特徴
図 9 に 2014 年の試験 2-1 におけるイワガキ

浮遊幼生の日間成長率

水槽換え

10
5
0

1

幼生の日間成長率、飼育水中の原生動物の出現

本生産方法では、餌料での競合関係にある原
生動物の出現状況に常に留意する必要があり、

密度（個/ｍｌ）

よび合計）の関係を示しました。

で、適切な水槽換えのタイミングを決定するこ

（水槽換え直後、晴天続き）、グラフの 12～13
日目の様に飼育水中で餌料が自然増殖する利点

密度（細胞数/ｍｌ）

半屋外の環境であることから条件が良ければ

餌料ロスが大きく、餌料の給餌密度は従来の方

を防ぐために、この時は 17 日の飼育期間中に 2

密度（細胞数/ｍｌ）

（残餌）が不足して幼生の成長率が低下するの

給餌量を増やすことにより最長で 15 日間水槽
密度（細胞数/ｍｌ）

4. 開 発 し た 技 術 の 応 用 と 波 及 効 果
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2014 年に各種の種苗生産技術の移転が無事

図８ 2014 年の試験 2-1 における幼生の日間
水槽換え作業
に完了し、県の栽培漁業科が廃止されました。
図 9 2014 年の試験 2-1 における幼生の日間
成長率、飼育水中の原生動物の密度および餌
写真上：飼育後半の水槽換え前の飼育水
著者を含め 3 名の県職員が栽培センターから離
成長率、
飼育水中の原生動物の密度および餌
料密度（残餌、給餌、合計）の推移
写真中と下：サイフォンによる幼生の回収
れることになりましたが、栽培漁業科で実施し

（４）低コスト、省力化の取組み

料密度（残餌、給餌、合計）の推移

日毎）で行いました（図 7）。水槽替えでは 25

大型水槽を用いた飼育試験では、従来の生産と

mm 口径のフレキシブルホースを十数本用いてサ

並行的にかつ補完的に実施することを念頭におい

イフォンにより水量を一気に落として大型のネッ

たため、低コスト化や飼育作業の省力化を徹底し

トに幼生を回収します（落差が無くなった時点で

ました。幼生に供給する餌料は、全て屋外の大型

排水口からの回収に切替え）。一連の作業の所要

水槽を用いて粗放的に大量培養したもの用いたた

時間は、作業員一人で約 3 時間（幼生の移動に 2

め、試験 1 回分の餌料培養にかかる費用は人件費

時間、準備・片づけに 1 時間）であることから 5

を除くとわずか数千円でした（栄養塩、殺菌剤等

〜 7 日毎の作業量としてはかなり省力的であると

の購入費が主体）。

言えます。

飼育作業の省力化では、日常的な換水や底掃除

（５）大型水槽を用いた飼育方法の特徴

を省略しましたが、原生動物の除去を目的とした

図 8 に 2014 年の試験 2-1 におけるイワガキ幼

水槽換えを飼育期間中に 1 〜 2 回の頻度（5 〜 7

生の日間成長率、飼育水中の原生動物の出現密度
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しかし、2018 年に町営（隠岐郡海士町）のイ

および餌料藻類の細胞密度（残餌、給餌および合

ワガキ人工種苗生産施設が開設し、栽培センタ

計）の関係を示しました。

ーに求められる種苗生産数が減少
（採苗器数 20
本生産方法では、餌料での競合関係にある原生

1kL 水槽を用いた生産となっています。
（２）屋外の餌料培養技術のさらなる改良
現在、著者が所属する浅海科では、汽水性の二

万枚→10 万枚）したことから、現在では従来の
動物の出現状況に常に留意する必要があり、幼生

枚貝であるサルボウガイやシカメガキの人工種

の成長、給餌量および省力化を考慮した上で、適
1 kL 水槽を用いた生産となっています。

苗生産技術開発に取り組みました。技術開発では、

なポイントとなります。

栽培漁業科で取り組んだ餌料の屋外培養技術を導

切な水槽換えのタイミングを決定することが重要
（2）屋外の餌料培養技術のさらなる改良

現在、著者が所属する浅海科では、汽水性の

漁業者による人工種苗生産を念頭に置いたため、

半屋外の環境であることから条件が良ければ

入し、5kL 水槽を用いた粗放的な幼生飼育により

（水槽換え直後、晴天続き）、グラフの 12 〜 13

低コスト化を図りました。その結果、両種とも低

二枚貝であるサルボウガイやシカメガキの人工

種苗生産技術開発に取り組みました。技術開発
日目の様に飼育水中で餌料が自然増殖する利点も

コストで安定した種苗生産技術を開発することが

では、漁業者による人工種苗生産を念頭に置い
ありますが、実際には原生動物の摂餌による餌料

できました 5）。

図 10 遮光幕を用いた屋外の餌料培養
（遮光率は 75％で開閉可能）

ロスが大きく、
餌料の給餌密度は従来の方法（0.5
たため、栽培漁業科で取り組んだ餌料の屋外培
〜 2 万細胞 /mL）よりもかなり高くなりました。

養技術を導入し、5 kL 水槽を用いた粗放的な幼

原生動物の増加により飼育水中の餌料（残餌）が

生飼育により低コスト化を図りました。その結

餌料の屋外培養の安定化を目的に実施した試験
では、利用価値の高い餌料であるものの従来から
参画されていた佐世保市水産センター（以下、
屋外培養が困難とされていたキートセロス・カル

水産センター）の生産事例を紹介します。

不足して幼生の成長率が低下するのを防ぐために、

シトランス Chaetoceros calcitrans （以下、カル

果、両種とも低コストで安定した種苗生産技術

シトランス）についても、屋外培養が十分可能で

この時は 17 日の飼育期間中に 2 回の水槽換えを

水産センターでは、当県の栽培漁業科で行っ

を開発することができました 5)。
行いました。他の飼育試験では、給餌量を増やす

6）
た試験結果をもとに、2015
年からカキ類の浮遊
あることを確認しました
。また、タヒチやネオ

ことにより最長で
15 日間水槽替え無しでの飼育
餌料の屋外培養の安定化を目的に実施した試

幼生の飼育に大型水槽（水量
40 kL）を用いた
グラシーレを加えたこれら
3 種の屋外培養にお

も可能でしたが、水槽換えは早めに行う様にして
験では、利用価値の高い餌料であるものの従来

いて、遮光幕を用いて培養水温を下げることによ
生産が導入されています。

います。

から屋外培養が困難とされていたキートセロ
ス・カルシトランス Chaetoceros calcitrans（以
４．開発した技術の応用と波及効果
下、カルシトランス）についても、屋外培養が

6）
り盛夏期でも実用的な培養ができること
（図 9）
表 1 に水産センターにおける 2015 年から

や低塩分の条件（1/5 〜 2/3 海水）でも培養が出

2020 年までの大型水槽を用いたカキ類浮遊幼

来ること 7）が明らかとなりました。

生の飼育結果（水産センター提供）を示しまし

十分可能であることを確認しました 6)。また、
（１）公社における取組み

た。幼生の飼育を屋内施設で行っていることや

2014 年に各種の種苗生産技術の移転が無事に
タヒチやネオグラシーレを加えたこれら
3 種の

室内培養由来の餌料を用いている等の条件は当

完了し、県の栽培漁業科が廃止されました。著者
屋外培養において、遮光幕を用いて培養水温を

県の方法とやや異なりますが、日常的な換水や

下げることにより盛夏期でも実用的な培養がで

底掃除を行わず、原生動物の除去を目的とした

きること 6)（図 10）や低塩分の条件（1/5～2/3

水槽換えを約 5 日毎に実施する粗放的な管理方

を含め 3 名の県職員が栽培センターから離れるこ

とになりましたが、栽培漁業科で実施した 2 年間
の飼育試験結果 3、4） をもとに、2015 年からは公
7)

海水）でも培養が出来ること が明らかとなり
社のイワガキの種苗生産において大型水槽を用い

法により省力的で安定的な付着期幼生の生産が

ました。
た生産方法が導入され、主に従来の方法の補完的

行われています。飼育担当者のお話では、大型

な生産として活用されました。
（3）大型水槽を用いた生産技術の波及

水槽を導入する前に行っていた
1～1.5 kL の小
図９ 遮光幕を用いた屋外の餌料培養

しかし、2018
年に町営（隠岐郡海士町）のイ
一方、大型水槽を用いた飼育方法は、現在で

ワガキ人工種苗生産施設が開設し、栽培センター

も他県の種苗生産機関の一部で応用されていま

に求められる種苗生産数が減少（採苗器数 20 万

す。ここでは、当県とともに後述の共同研究に

枚→ 10 万枚）したことから、現在では従来の

（遮光率は 75％で開閉可能）
型水槽を複数用いた生産と比較しても効率的な

（３）大型水槽を用いた生産技術の波及

生産ができており、特にマガキでは 6 年間に実
一方、大型水槽を用いた飼育方法は、現在でも

施した 24 回の生産においてほとんど失敗が無

他県の種苗生産機関の一部で応用されています。

kl ）を用いたカキ類浮遊幼生の飼育結果
表１ 佐世保市水産センターにおける大型水槽（40
表1 佐世保市水産センターにおける大型水槽（40kl）を用いたカキ類浮遊幼生の飼育結果
収容数＊2

生産回数
（回）
マガキ＊1
＊1

イワガキ

取上げ数＊2

（万個/水槽） （万個/水槽）

収容密度＊2 取上げ密度＊2

生残率＊2

（個/㎖）

（個/㎖）

（％）

24

3,250

2,019

0.81

0.50

66.3

10

2,624

1,094

0.66

0.27

47.0

＊1：2015年～2020年の集計、＊2：平均値
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二枚貝を増やす最近の試み−２

ここでは、当県とともに後述の共同研究に参画さ

行い、天候や季節に応じて適切な管理をすれば比

れていた佐世保市水産センター（以下、水産セン

較的安定した培養が可能で、二枚貝の餌料に低コ

ター）の生産事例を紹介します。

ストで大量に供給できることを確認しました。こ

水産センターでは、当県の栽培漁業科で行った

れについても、生産機関毎に培養環境が異なるた

試験結果をもとに、2015 年からカキ類の浮遊幼

めどこでも安定してできる保証はありませんが、

生の飼育に大型水槽（水量 40kL）を用いた生産

条件さえあえば低コスト化の一つの選択肢として

が導入されています。

活用できる可能性があると考えられます。

表 1 に水産センターにおける 2015 年から 2020

集

なお、栽培漁業科で実施した本試験の一部は、

年までの大型水槽を用いたカキ類浮遊幼生の飼育

平成 26 年度独立行政法人農業・食品産業技術総

結果（水産センター提供）を示しました。幼生の

合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター

飼育を屋内施設で行っていることや室内培養由来

（攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊

の餌料を用いている等の条件は当県の方法とやや

急展開事業）の「セミスマートな二枚貝養殖技術

異なりますが、日常的な換水や底掃除を行わず、

の開発と応用」の一環として実施したことを記し、

原生動物の除去を目的とした水槽換えを約 5 日毎

あらためて同事業の関係各位に謝意を表します。

に実施する粗放的な管理方法により省力的で安定
的な付着期幼生の生産が行われています。飼育担
当者のお話では、大型水槽を導入する前に行って
いた 1 〜 1.5kL の小型水槽を複数用いた生産と
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（持続可能なアサリの被覆網保護に向けて）
山口県水産研究センター
内海研究部
専門研究員

多賀

茂

4 漁業者によるアサリ放流種苗確保の取り組み

（持続可能なアサリの被覆網保護に向けて）

1. は じ め に

山口県のアサリ漁獲量は、昭和 50 年代以降急

山口県水産研究センター 内海研究部

激に減少し、平成 16 年度に 3t となった。

専門研究員

平成 18 年にアサリ資源回復計画が策定され、漁
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業者は禁漁期の設定や殻長制限を厳しくするな
どの資源管理を行ったが、その後の漁獲も低迷
を続けている（図１）。
１．はじめに

被覆網をした場所ではアサリの漁獲を続けること

漁獲は低迷しているが、ナルトビエイ等の食

山口県のアサリ漁獲量は、昭和 50 年代以降急
害生物から保護する目的で、放流したアサリを
激に減少し、平成
16 年度に 3t となった。
被覆網で保護する方法は、アサリを定着させる
平成 18 年にアサリ資源回復計画が策定され、
のに確実な方法として、漁業者の間に定着して
漁業者は禁漁期の設定や殻長制限を厳しくするな
きている。被覆網をした場所ではアサリの漁獲
どの資源管理を行ったが、その後の漁獲も低迷を
を続けることができるため、各地の干潟には被
続けている（図１）
。
覆網が多数設置されている（図
2）。

ができるため、各地の干潟には被覆網が多数設置
されている（図 2）。
ここ数年は、放流するためのアサリ種苗が入手
図 2 被覆網の設置された干潟
困難となっており、漁業者が続けてきた被覆網に

2.よるアサリ保護の継続が難しくなってきた。
放流用アサリ種苗
かつては、減少したアサリ資源を補うための

２．放流用アサリ種苗
放流種苗を県外から購入し放流を行ってきた。

漁獲は低迷しているが、ナルトビエイ等の食害
しかし、アサリ資源の全国的な減少に伴い、現
ここ数年は、放流するためのアサリ種苗が入
かつては、減少したアサリ資源を補うための放
生物から保護する目的で、放流したアサリを被覆
在では、他県種苗の入手は困難となっている。
手困難となっており、漁業者が続けてきた被覆
流種苗を県外から購入し放流を行ってきた。しか
網で保護する方法は、アサリを定着させるのに確
そこで、本県では、放流用の人工種苗生産に
網によるアサリ保護の継続が難しくなってきた。
し、アサリ資源の全国的な減少に伴い、現在では、
実な方法として、漁業者の間に定着してきている。
取り組んできた。平成 23 年度～平成 29 年度に
他県種苗の入手は困難となっている。
かけては試験事業を導入し、遊休クルマエビ養
そこで、本県では、放流用の人工種苗生産に取
殖池や大型海水池を用いて、放流用アサリを大
り組んできた。平成 23 年度〜平成 29 年度にか
量生産する試験に取り組んだ(図 3,4)。それに
けては試験事業を導入し、遊休クルマエビ養殖池
より、殻長
20 ㎜以上の放流用アサリを平均
山口県水産研究センター
や大型海水池を用いて、放流用アサリを大量生産
10.2t/年)、7 年間の合計で 40t
内海研究部 5.7t/年(最大
する試験に取り組んだ（図 3,4）。それにより、殻
生産することができた。生産したアサリは、県
長 20㎜以上の放流用アサリを平均 5.7t/ 年（最大

るアサリ放流種苗確保の取り組み

なアサリの被覆網保護に向けて）

専門研究員

図1
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図1

山口県のアサリ漁獲量の推移

山口県のアサリ漁獲量の推移

和 50 年代以降急

内の各浜で放流され、その全てが被覆網により
10.2t/ 年）、7 年間の合計で 40t 生産することが
保護された。その成果もあって、アサリ漁獲量
できた。生産したアサリは、県内の各浜で放流さ
は徐々に増加し、また被覆網周辺に天然アサリ
れ、その全てが被覆網により保護された。その成
発生が見られる場所もでてきたことが加わり、
果もあって、アサリ漁獲量は徐々に増加し、また

被覆網周辺に天然アサリ発生が見られる場所もで

となった。

てきたことが加わり、平成 27 年度のアサリ漁獲

画が策定され、漁

量は 52t となった。しかし、当該技術は、大型海

限を厳しくするな

水池等を用いることが必要であり、施設的な面で

の後の漁獲も低迷

のハードルが高く、放流アサリを継続的に生産す
る体制を構築するまでには至らなかった。そのた
め、試験事業の終了によって放流用アサリの生産

ルトビエイ等の食

と放流は大きく減少し、漁獲量も減少傾向に転じ

放流したアサリを

た（図 5）。

サリを定着させる

図2

被覆網の設置された干潟

者の間に定着して

図2

ではアサリの漁獲

2. 放 流 用 ア サ リ 種 苗

各地の干潟には被
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のアサリ種苗が入

しかし、アサリ資源の全国的な減少に伴い、現

在では、他県種苗の入手は困難となっている。
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が必要であり、施設的な面でのハードルが高く、
放流アサリを継続的に生産する体制を構築する
放流アサリを継続的に生産する体制を構築する
放流アサリを継続的に生産する体制を構築する
までには至らなかった。そのため、試験事業の
までには至らなかった。そのため、試験事業の
までには至らなかった。そのため、試験事業の
終了によって放流用アサリの生産と放流は大き
終了によって放流用アサリの生産と放流は大き
終了によって放流用アサリの生産と放流は大き
く減少し、
漁獲量も減少傾向に転じた
く減少し、
漁獲量も減少傾向に転じた（図 5）。
く減少し、漁獲量も減少傾向に転じた（図 5）。
そのため、放流するアサリを被覆網保護する
そのため、放流するアサリを被覆網保護する
そのため、放流するアサリを被覆網保護する
ことで、アサリの定着を図ってきた漁業者は、
ことで、アサリの定着を図ってきた漁業者は、
ことで、アサリの定着を図ってきた漁業者は、
とで、アサリの定着を図ってきた漁業者は、新た
新たな種苗確保手段として、天然採苗に取り組
新たな種苗確保手段として、天然採苗に取り組
な種苗確保手段として、天然採苗に取り組み始め
新たな種苗確保手段として、天然採苗に取り組
み始めたのでその内容を紹介したい。
み始めたのでその内容を紹介したい。
たのでその内容を紹介したい。
み始めたのでその内容を紹介したい。

図 3 大型海水池(1.5ha)
図 3図 3大型海水池(1.5ha)
大型海水池（1.5ha）
図 3 大型海水池(1.5ha)

図 4 噴流ジョレンによるアサリ回収試験
図 4 噴流ジョレンによるアサリ回収試験
図 4 噴流ジョレンによるアサリ回収試験
図 4 噴流ジョレンによるアサリ回収試験

図 5 直近 15 年のアサリ漁獲量と放流量

図 5 直近 15 年のアサリ漁獲量と放流量

図 5 直近 15 年のアサリ漁獲量と放流量
図 5 直近 15 年のアサリ漁獲量と放流量
３．天然採苗の方法

物を混合して収容した採苗器が用いられること
が多く紹介されており、本県漁業者にも技術は
が多く紹介されており、本県漁業者にも技術は
が多く紹介されており、本県漁業者にも技術は
認識されている(図6)。
6)。
しかし、
カキ殻加工固形
認識されている(図
しかし、
カキ殻加工固形
認識されている(図 6)。しかし、カキ殻加工固形
物は安価で手に入りやすい資材とは言えず、天
物は安価で手に入りやすい資材とは言えず、天
物は安価で手に入りやすい資材とは言えず、天
然採苗に取り組むためのハードルを高くしてい 特
然採苗に取り組むためのハードルを高くしてい
二枚貝を増やす最近の試み−２
然採苗に取り組むためのハードルを高くしてい
集
た。そこで、漁業者は県農林水産事務所の協力
た。そこで、漁業者は県農林水産事務所の協力
た。そこで、漁業者は県農林水産事務所の協力
を得ながら、ホームセンター等で入手可能な資
を得ながら、ホームセンター等で入手可能な資
を得ながら、ホームセンター等で入手可能な資
で、漁業者は県農林水産事務所の協力を得ながら、
材を活用した天然採苗の取り組みを始めた。
材を活用した天然採苗の取り組みを始めた。
ホームセンター等で入手可能な資材を活用した天
材を活用した天然採苗の取り組みを始めた。
天然採苗に用いる資材の内、網袋については
天然採苗に用いる資材の内、網袋については
然採苗の取り組みを始めた。
天然採苗に用いる資材の内、網袋については
農業用資材である「種もみ洗浄袋
40×65
農業用資材である「種もみ洗浄袋
40×65㎝」
㎝」
天然採苗に用いる資材の内、網袋については農
農業用資材である「種もみ洗浄袋 40×65 ㎝」
(51
円/袋)が使いやすいが、
袋内部に収容する砂
(51
円/袋)が使いやすいが、
袋内部に収容する砂
業用資材である「種もみ洗浄袋
40 × 65㎝」
（51
(51 円/袋)が使いやすいが、袋内部に収容する砂
利等の資材は工夫の余地が多い。そこで、一般
円 / 袋）が使いやすいが、袋内部に収容する砂利
利等の資材は工夫の余地が多い。そこで、一般
利等の資材は工夫の余地が多い。そこで、一般
的なホームセンターの園芸コーナーで販売され
等の資材は工夫の余地が多い。そこで、一般的な
的なホームセンターの園芸コーナーで販売され
的なホームセンターの園芸コーナーで販売され
ホームセンターの園芸コーナーで販売されている
ている山砂(41
ている山砂(41円/L)、砂利(12
円/L)、砂利(12円/L)、瓦チップ
円/L)、瓦チップ
ている山砂(41
円/L)、砂利(12
円/L)、瓦チップ
山砂（41
円
/L）
、
砂利（12
円
/L）
、瓦チップ（24
(24
(24 円/L)を用いて採苗器内に出現するアサリ稚
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４．天然採苗の結果
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ることとなった。栽培公社生産施設の都合上、
ることとなった。
栽培公社生産施設の都合上、
大型海水池等を用いた、県のアサリ人工種苗生
販売されるアサリの殻長は 15 ㎜以下となる
販売されるアサリの殻長は
15 ㎜以下となる
産試験事業が終了し、今後は山口県栽培漁業公社
ため、殻長 20 ㎜以上の放流で用いてきた被覆
ため、
殻長 20 ㎜以上の放流で用いてきた被覆
がアサリ人工種苗を生産・販売することとなった。
網の網目合(9 ㎜)では、保護効果が必ずしも
栽培公社生産施設の都合上、販売されるアサリの
網の網目合(9
㎜)では、保護効果が必ずしも
十分とは言えない。そこで、15
㎜以下のアサ
殻長は 15㎜以下となるため、殻長 20㎜以上の放
十分とは言えない。そこで、15
㎜以下のアサ
リを放流する場合の技術開発を行った。
流で用いてきた被覆網の網目合（9㎜）では、保
リを放流する場合の技術開発を行った。
護効果が必ずしも十分とは言えない。そこで、15
放流したアサリを保護するための被覆網は、
放流したアサリを保護するための被覆網は、
㎜以下のアサリを放流する場合の技術開発を行っ
これまでと同じ目合
9 ㎜の網を用い、試験区
これまでと同じ目合 9 ㎜の網を用い、試験区
た。
ではその網を
2 枚使った二重網とし、対照区
ではその網を
2 枚使った二重網とし、対照区
放流したアサリを保護するための被覆網は、こ
は従来通りの 1 枚網で保護放流試験を行った
は従来通りの
1 枚網で保護放流試験を行った
れまでと同じ目合
9㎜の網を用い、試験区ではそ
(図 12)。ただし、二重網とした試験区では、
(図
12)。ただし、二重網とした試験区では、
の網を
2 枚使った二重網とし、対照区は従来通り
アサリの平均殻長が 20 ㎜以上に成長した段
の 1 枚網で保護放流試験を行った（図
12）。ただ
アサリの平均殻長が
20 ㎜以上に成長した段
階で、
上網を取り除き、
以後は
1
枚網とした。
し、二重網とした試験区では、アサリの平均殻長
階で、
上網を取り除き、以後は 1 枚網とした。
が 20㎜以上に成長した段階で、上網を取り除き、
以後は 1 枚網とした。

図 12図 12
二重にした被覆網
二重にした被覆網
図 12 二重にした被覆網

図 13残存率と殻長の推移
残存率と殻長の推移
図 13
図 13 残存率と殻長の推移

６．今後について
天然採苗のハードルが下がったことで、県内各

試験区、対照区それぞれ 4㎡とし、平均殻長

地で採苗への挑戦が始まっている。それぞれの浜

15.6㎜のアサリを 2,190 個 /㎡の密度で放流した

で利用しやすい砂、砂利および貝殻片を用いて採

後に、目合 9㎜の網で被覆保護した。試験区につ

苗器を作成し、採苗結果を見ながら設置場所等の

いては、さらに同じ網をもう 1 枚重ねて二重網と

工夫を繰り返すことで徐々に採苗数が増加してい

し、1 年間の追跡調査を行った。

くこと期待している（図 14,15）。

その結果、1 年後の残存率と殻長は、試験区で

また、人工種苗生産が県の試験研究から栽培漁

51% および 27.8㎜、対照区で 19% および 28.5㎜

業公社に移行したことで、漁業者は安定的に種苗

となった（図 13）
。試験区の残存率は、大型海水

を購入することが可能となる。生産数量や殻長サ

池で生産されていた殻長 20㎜以上のアサリを放

イズが限られているものの、適切に活用すればア

流し 1 枚の被覆網で保護していた結果に遜色ない

サリ増殖を行うための貴重なアイテムとなる。今

ものであった。今後、栽培漁業公社から販売され

後も、持続的にアサリの被覆網保護を続けていく

る予定のアサリ種苗についても二重網にするとい

ためには、これまでのように人工種苗だけに頼る

ったひと手間をかければ、アサリ増殖に有効と思

のではなく、人工種苗を利用しつつも、漁業者自

われる。

らで種苗を確保する取り組みと人工種苗の利用を
組み合わせることが重要になると思われる。
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と思われる。
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被覆網と採苗器
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被覆網と採苗器
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被覆網と採苗器

図 15種苗の回収作業を行う漁業者
種苗の回収作業を行う漁業者
図 15
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【シリーズ】元気いっぱい！

水産高校生の活動

第２回

二価鉄イオンの水域環境に対する効果
神奈川県立海洋科学高等学校
実習助手

１

はじめに

畑中 佐知子

から編成されている。
本校から少し離れた場所には、飼育設備を備え

本校は、神奈川県唯一の水産・海洋系専門高校

た長井海洋実習場があり、一般コースの海洋生物

である（https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kaiyoka

系列を選択した生徒が、ヒラメ・アワビといった

gaku-h/）。平成 20 年度、三崎水産高校から単位

水産上重要種となる水産生物の種苗生産技術など

制の海洋科学高校に改編し、現在、海洋科学科一

を学ぶ場となっている（図 1、２）。

般コース（海洋生物・海洋食品・海洋電子・情報

１）豊かだった長井の海

通信系列）と船舶運航コース（航海・機関系列）

海洋実習場がある横須賀市長井の海は、三浦半
島の相模湾側に位置し、海岸線沿いに大きな磯が
連なり、春にはヒジキ、冬には天然のワカメが育
つ。岩礁には、アラメやカジメの藻場があり、そ
れら海藻類を基盤とした豊かな生態系が築かれて
いた。そのため長井には漁業者が多く、刺網、定
置網、海藻養殖を始め、豊かな岩礁藻場で育つア
ワビ・サザエを捕る潜水漁も盛んに行われてきた
（図 3）。

図1

長井海洋実習場

図3

長井の潜水漁

２）きっかけは「磯焼け」
磯焼けとは、カジメやホンダワラといった海藻
図2

実習風景

左上）アワビの標識付け 右上）シュノーケリングでのアワビ放流
左下）シオミズツボワムシの計数 右下）着底したヒラメ

類が減少・消失すること 1）で、進行すると海藻だ
けではなく、それまで藻場を住みかや産卵場所と
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していた生物までも姿を消してしまう。2000 年

になった。

頃から北海道や九州などで、磯焼けが社会問題に

４）鉄に着目！研究材料は「二価鉄イオン」

なっていたが、私が 2010 年に着任した時点では、

海藻の生育に必要な栄養素には、窒素、リン、

まだ長井の磯は健全な藻場が生い茂っており、
「対

カリウムがあげられるが、実は鉄も不可欠な栄養

岸の火事」のような気持ちであった。しかし、そ

素である。「森は海の恋人」運動で知られている

れから程なくして、突如、相模湾で磯焼けが起き

とおり、森の腐葉土内のフルボ酸などの栄養素と

た（図 4）
。カジメ・アラメの群落をはじめとし

二価鉄イオンがキレート化し、河川を下り、海藻
や植物プランクトンの生長を促し、豊かな海が形
成される 2）。しかし現在、森林の減少や海や川の
護岸工事によって、森と海のつながりが希薄とな
り、海は鉄不足、貧栄養の状態となってしまった
のではないか。
本校職員より、二価鉄イオン（Fe²+）が自然界
で重要な役割を持つことを知り、早速、無垢な二
価鉄イオンを継続的に溶出できる「鉄イオン溶出

図4

磯焼け前後の岩礁

体（PAT.5258171）3）」を開発した無有産研究所
の杉本幹生氏にコンタクトをとった。以降、今日
まで研究の指導を受けるようになった。
鉄イオン溶出体は鉄と炭素の密着体で、一辺が
4㎝程の図 6 のような形をしている。水に入れる

図5

磯焼けになった磯根にあったアワビ死殻

た海藻類の大規模な消失により、アワビは痩せ細
り、次第に数が減った（図 5）
。今では熟練した
漁業者が潜っても 1 ～ 2 個体を見つけるのがやっ
との状態だと聞いている。
長年、アワビの種苗生産・放流等多くの実習の

図6

場となっていた海の異変に皆が愕然とした。そし
て「何か対策はないのか？」
、
「できることは何

と酸化還元反応により、二価鉄イオンが継続的に

か？」と考え、本校は生徒とともに研究を開始し

溶出する。二価鉄イオンを含めて鉄に着目した事

たのである。

例は他にもあるが、鉄イオン溶出体のように副産

３）磯焼けの原因は何か？

物なく簡単に二価鉄イオンのみを発生させるもの

磯焼けの原因は、海況変動、植食動物の摂食圧、

は他にない。

栄養塩不足などの要因が複雑に絡み合っていると

二価鉄イオンの働きとして、フルボ酸等とキレ

されている 。長井周辺でも、2014 年頃に植食動

ート化すれば植物の生育を促し、それにより他生

物であるアイゴやウニ類の増加により深刻さが増

物の活性化も導くとされている。また、水域に過

したように思われた。しかし、地元の漁業者の話

剰にあるリン（P）などと反応すれば富栄養化を

によると、藻場の衰退はそれ以前から起きていた

抑制するといった浄化作用もあるとされている。

という。磯焼けの根本的な原因は、海藻の生育に

そこで、二価鉄イオンの効果を調べるため、鉄

必須となる栄養塩の不足ではないかと考えるよう

イオン溶出体を用いて「海藻類の生長」
「光触媒」
、
、

1）

44

鉄イオン溶出体
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「ヘドロ分解」の 3 つの試験を行ったので紹介し

水産高校生の活動

さで震えながら測定した教員も生徒たちも、皆が
二価鉄イオンの効果を実感した瞬間であった。

たい。

並行して、実習場屋上に設置した 0.5kL 水槽に

２ 生徒たちの研究
二価鉄イオンの働きとして、フルボ酸等とキ
レート化すれば植物の生育を促し、それにより他

１）海藻の生長に対する効果
生物の活性化も導くとされている。また、水域に
海藻の生長に対する二価鉄イオンの効果を調べ
過剰にあるリン(P)などと反応すれば富栄養化を
るため、実海面と陸上水槽で実験を行った。
抑制するといった浄化作用もあるとされている。
本校では毎年、長井町漁協の協力を得て、長井
そこで、二価鉄イオンの効果を調べるため、
地先の養殖場の一角で毎年ワカメ養殖実習を行っ
鉄イオン溶出体を用いて「海藻類の生長」、「光触
ている。そこで、2015 年 12 月 7 日より、実習で
媒」、「ヘドロ分解」の 3 つの試験を行ったので
行っているワカメ育成実験の中で二価鉄イオンの
紹介したい。
効果試験を行った。まず細かく砕いた鉄イオン溶
出体と腐葉土を混ぜ団子状にし、それをネットに
２．生徒たちの5研つ作製した。腐葉土は、広葉
究
包んだ。同じ物を

取水海水をかけ流しにし、二価鉄イオンの効果を
ワカメの種糸を挟み込んだ植え込みロープ
調べた（図
9）。海藻の種は海水から入ったもの
に、約 2m 間隔で前述の手順で作製した鉄イオン

だけであり、意図的に入れたものはない。この場
溶出体・腐葉土入りネットをくくり付け、海に設
合も、約 1 年後に鉄イオン溶出体の有無で実験水
置し（図 7）、定期的に葉状体やメカブの生長を
槽全体の様相に変化が見られた。対照（鉄無し）
比較した。
水槽は、緑藻類、褐藻類が 1、2 種ちらほらと生
ちなみに、この試験を行った 2015 年は、12 月
えただけだったのに対し、鉄イオン溶出体をぶら
の水温が例年より 2℃ほど高く、ワカメの生育に
下げた水槽は、アマモの他に、緑藻、褐藻、紅藻
は不利な条件だった。それでも開始から 57 日目
と多様な海藻が覆い茂った（図 10）。鉄有り水槽
には鉄の有無により生長に差が見られるようにな
のみに紅藻類が生えたのには驚いた。実験区と対
り、84 日目の
3 月 1 日の計測で、鉄有りロープ
照区とも各
1 水槽だけの予備試験のため、今後の

１） 海 藻の 生長 に 対す る効 果
樹を原料とし、かつ自然発酵されたものを購入し

が鉄無しより葉状部やメカブが大きく育っている
検証が必要であるが、紅藻類の生長には鉄などの
ことが確認された（図 8、表 1）。雪が舞う中、

用いた。腐葉土を加えた理由は、二価鉄イオンを

寒さで震えながら測定した教員も生徒たちも、皆

海藻の生長に対する二価鉄イオンの効果を調
貧栄養水域で使用すると、二価鉄イオンが海中の

が二価鉄イオンの効果を実感した瞬間であった。

僅かな栄養分と結合して貧栄養化を進行させて逆
べるため、実海面と陸上水槽で実験を行った。

効果となる可能性があると考え、念のため栄養分
本校では毎年、長井町漁協の協力を得て、長
を組み合わせることにしたからである。
井地先の養殖場の一角で毎年ワカメ養殖実習を行

ワカメの種糸を挟み込んだ植え込みロープに、
っている。そこで、2015
年 12 月 7 日より、実
約 2m 間隔で前述の手順で作製した鉄イオン溶出
習で行っているワカメ育成実験の中で二価鉄イオ
体・腐葉土入りネットをくくり付け、海に設置し
ンの効果試験を行った。まず細かく砕いた鉄イオ
（図 7）
、定期的に葉状体やメカブの生長を比較し
ン溶出体と腐葉土を混ぜ団子状にし、それをネッ
た。
トに包んだ。同じ物を 5 つ作製した。腐葉土
ちなみに、この試験を行った 2015 年は、12 月
は、広葉樹を原料とし、かつ自然発酵されたもの
の水温が例年より 2℃ほど高く、ワカメの生育に
を購入し用いた。腐葉土を加えた理由は、二価鉄
は不利な条件だった。それでも開始から 57 日目
イオンを貧栄養水域で使用すると、二価鉄イオン
には鉄の有無により生長に差が見られるようにな

鉄有り

鉄なし

鉄有り

鉄なし

が海中の僅かな栄養分と結合して貧栄養化を進行
り、84
日目の 3 月 1 日の計測で、鉄有りロープ
させて逆効果となる可能性があると考え、念のた
が鉄無しより葉状部やメカブが大きく育っている

め栄養分を組み合わせることにしたからである。
ことが確認された（図
8、表 1）。雪が舞う中、寒
図8

67 日目の各試験ロープのワカメの生長と
鉄有りロープで大きく育ったメカブ
表1

図8

84 日目の各部の測定結果

67 日目の各試験ロープのワカメの生長と
鉄有りロープで大きく育ったメカブ

ワカメ

鉄イオン溶出体入りネット

図図
7 7実験時のワカメ養殖施設概略図
実験時のワカメ養殖施設概略図
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表 1.

84 日目の各部の測定結果

紅藻

微量金属が他種より必要とするのかもしれない。

２）二価鉄イオンで作った光触媒

合比をさまざまに変えて作った光触媒液に大腸菌
紅藻

を注入後、15 分間インキュベーター内の蛍光灯

2016 年 3 月頃、杉本氏から連絡があり、国立

を使用し可視光線を当てた。そして水中の大腸菌

研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農
並行して、実習場屋上に設置した 0.5kL 水槽
研機構）が、鉄化合物と還元性物質で合成したキ

鉄イオン溶出体入りネット
群の検査で一般的な
LB 寒天培地に植菌し、12

に取水海水をかけ流しにし、二価鉄イオンの効果
レート鉄に可視光型光触媒の作用があることを発
を調べた（図
9）。海藻の種は海水から入ったも
見した ことを知った。杉本氏は、この作用が自
4）

鉄有り
鉄なし
時間以上置き、大腸菌の繁殖の有無を見た（図

図 10 約 1 年後の各水槽の様相
11）。実験当初は、簡単に出来るのだろうと考え
（注水口付近）

然界でも起こり、水域環境の改善に関わっている
のだけであり、意図的に入れたものはない。この
のではないかと推測されている。そこで、まずは
場合も、約
1 年後に鉄イオン溶出体の有無で実験
光触媒が実際に合成できるのか、どれほどの効果
水槽全体の様相に変化が見られた。対照（鉄無
があるのかを確かめることとした。環境問題に関
し）水槽は、緑藻類、褐藻類が
1、2 種ちらほら
心があり、また部活動とも授業とも違う研究に興
と生えただけだったのに対し、鉄イオン溶出体を
味をもった生徒 11 名が集まり、農研機構の報告
ぶら下げた水槽は、アマモの他に、緑藻、褐藻、
を参考に、鉄イオン溶出体から溶け出す二価鉄イ
紅藻と多様な海藻が覆い茂った（図 10）。鉄有り
オンとアスコルビン酸で光触媒を合成できないか
水槽のみに紅藻類が生えたのには驚いた。実験区
と考え、研究を開始した。アスコルビン酸と二価
と対照区とも各 1 水槽だけの予備試験のため、 +
鉄イオンの光触媒（以後、アスコルビン酸・Fe²
今後の検証が必要であるが、紅藻類の生長には鉄
光触媒と記載）の効果は、大腸菌（K-12）を殺

などの微量金属が他種より必要とするのかもしれ
菌するか否かで判断した。
ない。
二価鉄イオンとアスコルビン酸の合成方法と配

２） 二 価鉄 イオ ン で作 った 光 触媒
2016 年 3 月頃、杉本氏から連絡があり、国立
研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
図 11

実験風景

（農研機構）が、鉄化合物と還元性物質で合成し
ていた。しかし、何度やっても大腸菌は殺菌され
たキレート鉄に可視光型光触媒の作用があること
ない。生徒達は放課後や土日も実験を繰り返した
を発見した 4)ことを知った。杉本氏は、この作用
が、失敗の連続…。しかし、生徒はくじけなかっ
が自然界でも起こり、水域環境の改善に関わって
た。むしろ、次第に主体的に取り組むようになり、
いるのではないかと推測されている。そこで、ま
「次はこうしてみよう！」、
「これをしてみたい！」
ずは光触媒が実際に合成できるのか、どれほどの
という意見が自然と出てくるようになった。そし
効果があるのかを確かめることとした。環境問題
て試行錯誤の実験を繰り返すこと 3 ヶ月。努力は

実り、ようやく大腸菌が抑制され、アスコルビン
に関心があり、また部活動とも授業とも違う研究
酸・Fe²+ 光触媒が完成した（図
12）。
に興味をもった生徒
11 名が集まり、農研機構の

報告を参考に、鉄イオン溶出体から溶け出す二価
鉄イオンとアスコルビン酸で光触媒を合成できな
いかと考え、研究を開始した。アスコルビン酸と
二価鉄イオンの光触媒（以後、アスコルビン酸・
Fe2+光触媒と記載）の効果は、大腸菌(K-12)を殺
菌するか否かで判断した。

鉄イオン溶出体入りネット

鉄有り

鉄なし

図
水槽
図99 実験開始時の
実験開始時の 0.5t
0.5t 水槽
・黒バットには、ヘドロもしくは海砂を入っている。
・黒バットには、ヘドロもしくは海砂を入っている。

測定結果

二価鉄イオンとアスコルビン酸の合成方法と
配合比をさまざまに変えて作った光触媒液に大腸
菌を注入後、15 分間インキュベーター内の蛍光
灯を使用し可視光線を当てた。そして水中の大腸
水のみ アスコルビン酸＋ Fe²⁺ アスコルビン酸
図 12 光触媒の合成が成功した瞬間
菌群の検査で一般的な
LB 寒天培地に植菌し、12
* 再現性を見るために各条件 3 枚シャーレを用意した。

時間以上置き、大腸菌の繁殖の有無を見た（図
この研究活動は、生徒に大きな変化をもたらし
た。人前で話すことが好きだと気付いた生徒や、

紅藻

人間関係を深めた生徒が出てきた。そして、光触

紅藻

媒を含め二価鉄イオンの研究に強く関心をもった
生徒は、翌年、農研機構も成功していないクエン
酸と二価鉄イオンとの光触媒（クエン酸・Fe²+

鉄イオン溶出体入りネット

した 0.5kL 水槽

鉄有り

価鉄イオンの効果

図
図10
10 約
約11年後の各水槽の様相
年後の各水槽の様相
（注水口付近）
（注水口付近）

海水から入ったも

鉄なし

光触媒）の合成に成功！という快挙を成し遂げた
（図 13）。アスコルビン酸で合成した光触媒は、
配合比が繊細なうえ可逆性があった。しかしクエ

ものはない。この

出体の有無で実験

た。対照（鉄無
1、2 種ちらほら

鉄イオン溶出体を
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元気いっぱい！

水産高校生の活動

ン酸・Fe²+ 光触媒の場合、可逆性はなく、殺菌

心暗鬼であった。しかし、2 週間後に水槽を見る

作用も高く（図 14）、また LED でも効果を発揮

と、ドロドロだったヘドロの表面が砂状となって

することが分かった（図 15）。

おり、揺らすとフワっと舞い上がるではないか！
驚きのあまり、しばらくの間、舞う粒子をじっと
見つめていた。もちろん、対照区の水槽（鉄無し）
のヘドロはビクともしない。それからは驚きの連
続で、鉄有り水槽は、砂が舞い、常に水は濁って
いる。さらにヘドロ独特の臭いは減り、そして、
4 ヶ月後には、ヘドロの深さが 5mm も減少して
いた（図 16、表 2）。目を疑うようなことが起きた。

図 13

二価鉄イオン 8ppm とクエン酸 30 ㎎ /10mL の
光触媒の殺菌作用

鉄有り水槽

・E.coli を入れて 24 時間光を照射し植菌した。

図 14

アスコルビン酸、クエン酸を用いて合成した
光触媒の殺菌作用の比較

図 15

光源が異なる環境下での殺菌作用

実験で試みたキレート鉄はほんの一部であるこ
とから、多種あるキレート鉄は光触媒の作用があ

鉄なし水槽

図 16

して、以前から生徒が興味をもっていた研究が
るのではないかと考えた。

表 2表 2.
試験終了時の各水槽の状態
試験終了時の各水槽の状態

2017 年秋にいよいよ始まった。
３）ヘドロに対する二価鉄イオンの効果

ヘドロには、落ち葉などの植物由来の堆積物も
方法は簡単で、30cm のガラス製水槽に採取し
多く、二価鉄イオンとキレートとなる多種の物質
たヘドロ 5 ㎏と河川水を入れた。そこに鉄イオ
が含まれている。そこで鉄イオン溶出体によって
ン溶出体 50g を細かく砕いたものをお茶パック

不足している鉄イオンをゆっくりと補給してやれ
に入れ、水槽内にぶら下げ、経過観察をした。
ば、ヘドロ中の物質と二価鉄イオンがキレート鉄
果たして効果は見られるのか？やはり最初は

となり、光触媒の作用でヘドロの分解を促進する
疑心暗鬼であった。しかし、2 週間後に水槽を見
のではないかと考え、調べることにした。こうし
ると、ドロドロだったヘドロの表面が砂状となっ
て、 以 前 か ら 生 徒 が 興 味 を も っ て い た 研 究 が
ており、揺らすとフワっと舞い上がるではない
2017 年秋にいよいよ始まった。
か！驚きのあまり、しばらくの間、舞う粒子をじ
方法は簡単で、30cm のガラス製水槽に採取し
っと見つめていた。もちろん、対照区の水槽(鉄
たヘドロ 5㎏と河川水を入れた。そこに鉄イオン
無し)のヘドロはビクともしない。それからは驚
溶出体 50g を細かく砕いたものをお茶パックに入
きの連続で、鉄有り水槽は、砂が舞い、常に水は
れ、水槽内にぶら下げ、経過観察をした。
濁っている。さらにヘドロ独特の臭いは減り、そ
果たして効果は見られるのか？やはり最初は疑
して、4 ヶ月後には、ヘドロの深さが 5mm も減

二価鉄イオンのヘドロ分解に対する効果

・実験開始より約４カ月後に撮影したもの。
・上）鉄有り水槽、下）鉄無し水槽とし、各水槽のヘドロの深さの
変化を右側に示した

鉄イオン溶出体有り

対照区(鉄なし)

COD

10.2mg/L(開始時)→2.0mg/L 未満

14.0 mg/L(開始時)→2.9 mg/L

粘度

粘り気がない。

粘り気がある。

砂が舞い上がる

砂が舞い上がらない

濁っている。

濁っていない。バイオフィルム

バイオフィルムがない。

が表層を覆っている。

4 ヶ月ほどで約 5mm 減少した。

変化なし

目視

ヘドロ
の深さ

・COD は、共立理化学研究所パックテストにて測定した。
・COD は、共立理化学研究所パックテストにて測定した。

水槽実験なので、基本的には止水である。で
水槽実験なので、基本的には止水である。では
はヘドロはどこへいったのか？高校では分析機器
ヘドロはどこへいったのか？高校では分析機器が
がないので分解過程をモニターすることはできな
ないので分解過程をモニターすることはできなか
かったが、おそらく二価鉄イオンの効果でヘドロ
ったが、おそらく二価鉄イオンの効果でヘドロと
と化した粒子が砂状の微細な粒子となり、水中を
化した粒子が砂状の微細な粒子となり、水中を漂

漂ったと考えられた。二価鉄イオン本来の効果と

少していた（図 16、表 2）。目を疑うようなこと

キレート鉄の光触媒のＷ効果でヘドロを分解、さ

が起きた。

らにヘドロ中の微生物が活性化し更なる分解を促
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ったと考えられた。二価鉄イオン本来の効果とキ

４

最後に

レート鉄の光触媒のＷ効果でヘドロを分解、さら
にヘドロ中の微生物が活性化し更なる分解を促進

これらの研究内容を、神奈川県漁業者交流大会、

したのではないかと推測された。因果関係は仮説

日本微生物生態学会第 31 回大会、環境微生物系

に過ぎないが、目の前で起こったことに偽りはな

学会合同大会 2017、第 17 回世界湖沼会議（いば

い。この実験で、二価鉄イオンの作用の威力を目

らき霞ヶ浦 2018）（図 17）、平成 30 年、31 年日

の当たりにした。

本水産学会等で生徒たちが発表した。人前で話す
ことに慣れず、不安いっぱいの表情で学会当日ま

３

仮説
―二価鉄イオンの効果とは―

で練習していた生徒も、発表を終えると、達成感
を得た顔に変わる。こちらもホッとする瞬間であ
る。生徒の発表を聞いてくださった専門家の方々

これまでの結果から、二価鉄イオンの効果につ
いて、以下のように考えられないだろうか。
ヘドロには落ち葉などの植物由来の堆積物も多

からは、驚きとともに助言のお言葉をたくさんい
ただいた。この場をお借りして、お礼を申し上げ
たい。

く、二価鉄イオンとキレートとなる物質が含まれ
ていることは確かである。推測ではあるが、河川
に溜まったヘドロの上に鉄イオン溶出体を撒くこ
とで、まずキレート鉄ができる。そのキレート鉄
が光触媒の作用でヘドロ分解したり、海へ下り、
植物の生育を促進したりと効果を発揮し、磯焼け
解消、さらには水域の環境改善につながっていく
のではないだろうか。
それではなぜ鉄不足が起きたのだろうか？戦後
の人口増加、高度成長期による生活排水や工業排

図 17

第 17 回世界湖沼会議での発表風景

水、多肥料投下型の農畜産業への移行によって、

参考文献

川や浅海に流れ込むリンや窒素、有機物負荷は激

１）水産庁（2015）改定 磯焼け対策ガイドライン .

増した。さらに、地球温暖化に影響を及ぼすと言
われている二酸化炭素も、今日、「海洋酸性化」
が懸念されるほどに海に溶け込んでいる。反対に、
過去には森から腐葉土を通して自然に補給されて
いた鉄イオンやキレート鉄は、多数建設されたダ

pp188.
２）畠山 重篤（2012）鉄で海はよみがえる．文春文
庫 pp208．
３）杉本 幹生（2013）鉄イオン溶出体 . 特許公報（B2）
特許第 5258171 号 .

ム、堰堤、河口堰に阻まれ、河口や海に供給量が

４）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機

減ってしまったのではないか。また、例え鉄イオ

構（2018）還元性有機物を利用した光触媒．特許

ンが河川にたどり着いても、海藻の生育に有効な

公報（B2）特許第 6340657 号．

フルボ酸やコハク酸などとキレート化する前に、
過剰にあるリンや二酸化炭素などと化合し沈殿
し、結果的に鉄不足を引き起こしている可能性も
大いに考えられる。こうして、河川底や浅海底に
ヘドロが溜まり、海は海藻が減少するという負の
連鎖になったのではないかと推測される。
現在のところ、これまで報告した実験は、本校
内で行った水槽実験に留まっている。今後、漁協
などの協力を得て、フィールドで実験を実施した
いと考えている。
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省力化装置・機器は、
コンセプトがいかに良くても、実際に導入してみたら故障が頻発、
メンテナンス
に手間が掛かかる、
トラブルがあると致命的打撃を受ける等の予想外の事態によりお蔵入りとなること
が少なからずあります。かごしま豊かな海づくり協会を訪問する機会があり、ワムシとアルテミアを百ｍ
以上も離れた飼育水槽まで配管ラインを通じて送ることで給餌されているのを拝見しました。同装置は
種苗の量産現場で導入から10年以上を経て活躍していることから、生物餌料給餌作業の省力化事例
として読者の皆様に参考になることがありそうなので、寄稿をお願いしました。

第2回

編集子

生物餌料を数百ｍ離れた場所に送る搬送ユニット
公益財団法人

かごしま豊かな海づくり協会

1．はじめに

主任

坂口 欣也

協会職員が発案し、鹿児島県が具体的に、設計

鹿児島県垂水市に位置する当協会は、昭和 60
年９月に旧鹿児島県栽培漁業協会として設立さ

業者に指示し、荏原実業株式会社と相談しなが
ら製作したものです。

れました。その後、平成 23 年に公益認定を受け、
公益財団法人かごしま豊かな海づくり協会へ名
称変更しました。

2．生物餌料搬送ユニットが整備された経緯
①ワムシ培養棟は、隣接するマダイ、ヒラメ

現在、放流用種苗としてマダイ、ヒラメ、ト

の種苗生産施設とともに昭和 54、55 年に整備さ

コブシを、養殖用種苗としてカンパチ、ブリを、

れ、使用してきました。そのため、マダイ・ヒ

鹿児島県から委託を受けて生産しています。そ

ラメ仔魚飼育用のワムシは、ワムシ培養棟内で

の他に、シラヒゲウニ、スジアラ（中間育成）

培養し、栄養強化したものを濃縮して、ポンプ

の生産・放流や、藻場造成用としてホンダワラ

もしくはバケツに入れて隣接するマダイ・ヒラ

類種苗ブロックの生産も行っています。

メ種苗生産水槽に運んできました。ところが、

生産に使用している施設は鹿児島県有施設で、
２

総面積 41,268 ｍ です。
今回ご紹介する機器は、施設の図 1 の中の①

①ワムシ培養棟は近年整備された③カンパチ種
苗生産棟から、約 150m、④ブリ生産棟とは約
320 ｍも離れています。遠距離になれば、ワムシ

ワムシ培養棟から②既設親魚棟中の餌料栄養強

等の生物餌料の給餌作業を手作業で行う場合、

化槽へ（図１中の赤色線）ワムシを搬送し、２

作業員がバケツで各棟まで 1 日に何度も往復し

kLFRP 水槽で栄養強化後に、③カンパチ種苗生

なければならないため、要する時間と労力が膨

産棟（図１中の緑色線）と④ブリ生産棟（図１

大になります。

中の黄色線）に供給するものです。また、②既

一方、ワムシは生物特性上、物理的な衝撃に

設親魚棟のアルテミアふ化槽でふ化したアルテ

強くポンプでの収穫やネットに収容してもみ洗

ミアノープリウスについても栄養強化後に③カ

いする洗浄操作に耐える 1） こと、短時間であれ

ンパチ種苗生産棟と④ブリ生産棟に供給します。

ば酸欠にも強いこと、が知られています。アル

この機器は鹿児島県が平成 22 年度に整備した③

テミアノープリウスも同じように丈夫です。そ

カンパチ種苗生産棟と平成 29 年度に整備した④

こで両生物餌料の活力を低下させず、遠距離ま

ブリ生産棟に付帯する形で設置されました。当

で運ぶ方法として、①ワムシ培養棟の採集水槽
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③カンパチ
②既設親魚棟

種苗生産棟

④ブリ
生産棟

アルテミアふ化槽とワムシ・
アルテミア栄養強化槽在中。
①ワムシ
培養棟

赤線：①から②までの配管（約 120m)
緑線：②から③までの配管（約 30m）
黄線：③から④までの配管（約 190m）
鹿児島県種苗生産施設 全体図
図 1図 1 鹿児島県種苗生産施設
全体図

横にワムシ搬送ユニット、②既設親魚棟のワム
2. 生 物 餌 料 搬 送 ユ ニ ッ ト が 整 備 さ れ た 経
シ二次強化水槽とアルテミア培養水槽横に生物

ん（図２）。また、できるだけ空気を巻き込むこ
一方、ワムシは生物特性上、物理的な衝撃
とがない構造にして、配管内でワムシやアルテ

緯
餌料給餌ユニットが整備されました。２台は基
①ワムシ培養棟は、隣接するマダイ、ヒラ
本的には同じものですが、送付元と送付先の用

に強くポンプでの収穫やネットに収容しても
ミアのダメージも最小にしています。そのため、
1）
こと、短時間
み洗いする洗浄操作に耐える
給餌する生物餌料の数量減や活力低下を感じた

メの種苗生産施設とともに昭和 54、55 年に整
途によって、若干のアレンジがされています。

であれば酸欠にも強いこと、が知られていま
ことはありません。

ここでは、2
台をまとめて生物餌料搬送ユニット
備され、使用してきました。そのため、マダ
くは飼育水槽に送ることで、ワムシやアルテ
と呼称します。
ミアがポンプを通って攪拌されることがない
イ・ヒラメ仔魚飼育用のワムシは、ワムシ培

す。アルテミアノープリウスも同じように丈

生物餌料搬送ユニットの特徴としては、ろ過
ようにしてあり、物理的な衝撃に曝されるこ
養棟内で培養し、栄養強化したものを濃縮し
海水送水ポンプの配管にユニットを設置して、
とがありません（図２）。また、できるだけ
て、ポンプもしくはバケツに入れて隣接する
海水と生物餌料を一緒に、強化水槽もしくは飼
空気を巻き込むことがない構造にして、配管
マダイ・ヒラメ種苗生産水槽に運んできまし
育水槽に送ることで、ワムシやアルテミアがポ
内でワムシやアルテミアのダメージも最小に
た。ところが、➀ワムシ培養棟は近年整備さ
ンプを通って攪拌されることがないようにして
しています。そのため、給餌する生物餌料の
れた③カンパチ種苗生産棟から、約 150m、④
あり、物理的な衝撃に曝されることがありませ
数量減や活力低下を感じたことはありません。
ブリ生産棟とは約 320ｍも離れています。遠
距離になれば、ワムシ等の生物餌料の給餌作
生物餌料投入
エアー抜き弁
ホッパー
業を手作業で行う場合、作業員がバケツで各

３．ワムシ培養、株、培養量の変遷
夫です。そこで両生物餌料の活力を低下させ
ワムシ培養は平成 13 年度まで 100kL 水槽を
ず、遠距離まで運ぶ方法として、①ワムシ培

使用したＳ型ワムシの間引き培養（100 ～ 300
養棟の採集水槽横にワムシ搬送ユニット、②
個 /mL）を実施していました。餌は自家培養の
既設親魚棟のワムシ二次強化水槽とアルテミ
ナンノクロロプシス、生クロレラ V12、イース
ア培養水槽横に生物餌料給餌ユニットが整備
トを用い、給餌基準はあったものの、担当者の
されました。２台は基本的には同じものです
経験や勘に頼る部分が多々ありました。
が、送付元と送付先の用途によって、若干の
その後、省力化・省エネ化の為に、平成 13 年
アレンジがされています。ここでは、2
台を
度
に ２kL
角 形 FRP 水 槽 を 用 い た 高
密度培養
写真２
生物餌料給餌ユニット

まとめて生物餌料搬送ユニットと呼称します。
（1,000
～ 3,000 個 /ml） を 試 験 的 に 実 施 し、 翌

14養年度から本格的に高密度培養に変更しま
生物餌料搬送ユニットの特徴としては、ろ
棟まで 1 日に何度も往復しなければならない 3. ワ平成
ム
シ培
、株、培養量の変遷
海水注入
した。しかし、培養が安定せず、フロック増、
過海水送水ポンプの配管にユニットを設置し
ため、要する時間と労力が膨大になります。
ワムシ培養は平成
13 年度まで 100kL 水槽を
ゴミ取りマット増、植え継ぎ回数増により作業
て、海水と生物餌料を一緒に、強化水槽もし
使用したＳ型ワムシの間引き培養（100～300
量が増えました。

2
個/mL）
を実施していました。餌は自家培養の

供給
生物餌料搬送ユニット

そこで、平成 14 年度に旧日本栽培漁業協会能

ナンノクロロプシス、生クロレラ V12、イー

登島事業場で開催された第２回ワムシ研修を受

生物餌料搬送ユニットによる搬送概念
ストを用い、給餌基準はあったものの、担当
図２図２
生物餌料搬送ユニットによる搬送概念図
講し、ワムシの生物学の基礎から大量培養まで
図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ液
図
者の経験や勘に頼る部分が多々ありました。
の経路を示す。
を学び、平成 15 年度から連続給餌・連続注水の
図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ
その後、省力化・省エネ化の為に、平成 13
液の経路を示す。

年度に２kL 角形 FRP 水槽を用いた高密度培養
（1,000～3,000 個/ml）を試験的に実施し、
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写真２

生物餌料給餌ユニット

均増殖率 40％前後の安定した培養が実現できて
います。

４．生物餌料搬送ユニットの作業の流れ
１）ワムシ搬送ユニット
ワムシ搬送ユニットは、①ワムシ培養棟で培
養したワムシを収獲後に②既設親魚棟内の二次
写真１

ワムシ搬送ユニット

培養水槽に搬送するものです。具体的な作業手
順は以下です。

粗放連続培養に変更、平成 18 年度から連続給餌・

まず、ワムシ搬送ユニットの排水バルブを閉

連続注水のケモスタット式間引き培養に変更し

め、ろ過海水を 70L バッファータンクの 1/3 程

ました。

貯水します。これは、空の容器底に収獲ワムシ

平成 19 年以降はＳ型ワムシから、現在のＬ型

が打ち付けられることを防止するためのもので

ワムシ長崎牧島株に変更し、それ以後は、80％

す。貯水時は、内部のエアーの出口が必要なため、

海水使用、水温 22 ～ 24℃、餌料には淡水クロ

エアー抜きバルブは開のままにしておきます。

レラと自家製ナンノクロロプシスの条件で、平

次に培養水槽から収獲したワムシをバケツで

漏斗状ホッパー
エアー抜き
バルブ

タンク注入バルブ

塩ビ製７０Ｌ
排水バルブ

バッファータンク
写真３
ワムシ搬送ユニット外観
写真３
ワムシ搬送ユニット外観
図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ液の経路を示す。

図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ液の経路を示す。
漏斗状ホッパー
エアー抜き
送液バルブ

バルブ
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ろ過海水注入バルブ
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タンク注入バルブ
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塩ビ製７０Ｌ
排水バルブ

バッファータンク
写真３

ワムシ搬送ユニット外観

図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ液の経路を示す。
漏斗状ホッパー
エアー抜き
送液バルブ

ろ過海水注入バルブ

バルブ

タンク注入バルブ

塩ビ製７０Ｌ
排水バルブ
図３

バッファータンク

図３ ワムシ搬送ユニット図面（左図は側面、右図は正面）
ワムシ搬送ユニット図面（左図は側面、右図は正面）
図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ液の経路を示す。

図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ液の経路を示す。

運んできて、ワムシ搬送ユニット上部の漏斗状

No.1 に入れれば、カンパチ No.1 水槽に給餌され

ホッパーに入れて、バッファータンク内にワム
２）生物餌料給餌ユニット
シを収容します。収容後、ろ過海水注水バルブ
②既設親魚棟で二次強化したワムシとアル
を開け、満水直前にエアー抜きバルブを閉めま
テミアを、③カンパチ種苗生産棟や④ブリ生
す。タンク内にエアーが残っていると、送りこ

る、というように 1 対 1 で対応しています。具
ータンク No.1 に入れれば、カンパチ No.1 水
体的な作業手順は以下です。
槽に給餌される、というように 1 対 1 で対応
まず、前回給餌の後で配管内にわずかに残っ
しています。具体的な作業手順は以下です。
ていることが懸念されるたまり水を排出するた

産棟に送ります。バッファータンクは 6 個あ
む際に巻き込んだエアーでワムシが傷むことが
り、カンパチあるいはブリ水槽にそれぞれ専
あるので、このエア抜き作業は重要です。流量

まず、前回給餌の後で配管内にわずかに残
め、それぞれの飼育水槽へ送る配管内に海水を
っていることが懸念されるたまり水を排出す
送りこみ事前の洗浄を実施します。この時に送

計の目盛りとタイマーにより約
600L の海水を送
属に配管されています。そのため、バッファ

る水は飼育水槽には入れないで、捨てるように
るため、それぞれの飼育水槽へ送る配管内に

り込むことで、バッファータンク内のワムシを 5

します。その後、給餌予定の二次強化済みのワ

全て二次強化水槽へ送ることができます。２kL

ムシかアルテミアを 100L ポリカーボネイト水槽

のワムシ二次強化水槽へは水槽底に搬送された

に入れ、給餌予定の水槽毎の割合に応じて、そ

ワムシが打ち付けられることを防止するため、

れぞれ対応したバッファータンク内に収容しま

また搬送元と搬送先の温度差を少なくするため、

す。収容後、ろ過海水注水バルブを開け、満水

事前に調温した海水を 1kL 溜めおきしておくと、

直前にエアー抜きバルブを閉めて、バッファー

ワムシ搬送後はおおよそ 1.6kL になっています。

タンク内のワムシ、アルテミアを送ります。遠

これに紫外線殺菌海水を足して２kL として、翌

距離のブリ生産棟へ搬送する際は、ポンプを稼

日の給餌に備えて栄養強化を行います。バッフ

働させます。他施設で海水を使用している場合、

ァータンク 2 個が二次強化水槽２面に 1 対 1 で

流量が落ちるので、バッファータンク内にワム

対応させてあり、作業ミスを防止しています。

シ、アルテミアが残っていないか目視で確認し、

ワムシ搬送ユニットバッファータンクは、二

搬送作業を終了します。この一連の操作によっ

次強化水槽までの配管より低い位置に設置され

て、透明ポリカーボネイト水槽に入れたワムシ

ているので、タンクの水を排水すると配管内の

やアルテミアが、飼育中の最大 6 水槽に配分さ

残り水はほぼなくなるようになっています。

れて一斉に給餌されます。飼育水槽へは 25mm

２）生物餌料給餌ユニット

径の塩ビで配管されており、出口は 32mm 径の

②既設親魚棟で二次強化したワムシとアルテ

カナラインホースで水槽内へ餌料が入るように

ミアを、③カンパチ種苗生産棟や④ブリ生産棟

セットしています。当日の作業終了後には、翌

に送ります。バッファータンクは 6 個あり、カ

日の給餌時の配管洗浄水が飼育水槽に入らない

ンパチあるいはブリ水槽にそれぞれ専属に配管

ように、飼育水槽側に向いたカナラインホース

さ れ て い ま す。 そ の た め、 バ ッ フ ァ ー タ ン ク

を水槽外に出します。
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注水バルブを開け、満水直前にエアー抜きバ

にセットしています。当日の作業終了後には、

ルブを閉めて、バッファータンク内のワムシ、

翌日の給餌時の配管洗浄水が飼育水槽に入ら

アルテミアを送ります。遠距離のブリ生産棟

ないように、飼育水槽側に向いたカナライン

へ搬送する際は、ポンプを稼働させます。他

ホースを水槽外に出します。

施設で海水を使用している場合、流量が落ち
るので、バッファータンク内にワムシ、アル
200L（現在は 100L 使用）

生物餌料

透明ポリカーボネイト水槽

流入バルブ
塩ビ製 50Ｌ
バッファータンク

注水バルブ
エアー抜きバルブ
搬送バルブ

等

写真４ 生物餌料給餌ユニット
写真４ 生物餌料給餌ユニット
図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ液の経路を示す。

図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ液の経路を示す。
200L（現在は 100L 使用）
エアー抜きバルブ

透明ポリカーボネイト水槽

生物餌料

塩ビ製 50Ｌ

流入バルブ

バッファータンク

6

搬送バルブ

注水バルブ
図４

 物餌料給餌ユニット図面 正面
生
図４ 生物餌料給餌ユニット図面 正面
図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ液の経路を示す。

図中の水色線は海水の経路、黄色線はワムシ液の経路を示す。

５．使用上の注意

配管の塩素消毒を必ず実施しています。また、

１）ワムシ搬送ユニット
5. 使 用 上 の 注 意
（ワムシ培養棟→既設親魚棟）
1） ワ ム シ 搬 送 ユ ニ ッ ト

日々の注意点としては、搬送先のワムシ二次強
取れていないので、送液後でも多少のたまり
化水槽が毎日変わるので、作業終了後、バルブ
水が残っています。そこで、日々の注意点と

始前の生産はシーズンオフとなり、ワムシとアルテ
9 月とカンパチの生産開始前の 2 月には、
ミアの給餌はありません。ユニットの使い始
疾病対策として、バッファータンク内の洗浄と、

ワムシ搬送ユニットと同様に、疾病対策とし
6
.
トラブル事例及び対応
て生産開始前にはバッファータンク内の洗浄と、
1)機器の破損事例
配管の塩素消毒を必ず実施しています。また、

当協会での種苗生産期は、10,11
月のブリから
（ワムシ培養棟→既設親魚棟）
始まり、1,2 月のヒラメ、3,4 月のカンパチを経て、
当協会での種苗生産期は、10,11 月のブリ
3,4,5 月のマダイまで断続的に続きます。逆に 6
から始まり、1,2 月のヒラメ、3,4 月のカンパ
月から 9 月までは、魚類種苗生産はシーズンオ
チを経て、3,4,5 月のマダイまで断続的に続
フとなり、ワムシとアルテミアの給餌はありま
きます。逆に 6 月から 9 月までは、魚類種苗
せん。ユニットの使い始めとなるブリの生産開
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操作で翌日使用する水槽への切り替えが必要で
しては、毎日このたまり水の排出を実施して
す。
います。この排出後に給餌口を飼育水槽内へ
２）生物餌料給餌ユニット
向けます。夕方給餌終了後に飼育水槽外へ給
（既設親魚棟内二次強化水槽→カンパチ棟、ブ
餌口を向けます。
リ生産棟）

めとなるブリの生産開始前の 9 月とカンパチ

ワムシ搬送ユニット稼働当初、バッファー

の生産開始前の 2 月には、疾病対策として、

タンクが割れる事例がありましたが、FRP 樹

バッファータンク内の洗浄と、配管の塩素消

脂で補強しました。
豊かな海
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毒を必ず実施しています。また、日々の注意

また、平成 30 年度の運用時には、朝のたま

点としては、搬送先のワムシ二次強化水槽が

り水の排出中にバッファータンクに亀裂が入

毎日変わるので、作業終了後、バルブ操作で

りました。これは経年劣化によるものと考え
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この配管は距離が長く、十分な勾配が取れてい

個ものワムシを収容するので、酸欠対策として

ないので、送液後でも多少のたまり水が残って

分散器による酸素通気も使い始めました。

います。そこで、日々の注意点としては、毎日

３）作業ミスの事例

このたまり水の排出を実施しています。この排

朝、配管内のたまり水の廃棄を実施した後に、

出後に給餌口を飼育水槽内へ向けます。夕方給

給餌口の先を飼育水槽の内側に向け変えること

餌終了後に飼育水槽外へ給餌口を向けます。

を忘れ、給餌予定の生物餌料が全て飼育水槽外
に排出された事故がありました。そこで、操作

６．トラブル事例及び対応

合、青い架台で水の容量が見えないとの指摘
１）機器の破損事例
があり、架台も透明な 100L ポリカーボネイト
ワムシ搬送ユニット稼働当初、バッファータ
水槽に変更しました。また、一時的に 100L
ンクが割れる事例がありましたが、FRP 樹脂で
水槽内に 20 億個ものワムシを収容するので、
補強しました。
酸欠対策として分散器による酸素通気も使い
また、平成 30 年度の運用時には、朝のたまり
始めました。
水の排出中にバッファータンクに亀裂が入りま
合、青い架台で水の容量が見えないとの指摘
した。これは経年劣化によるものと考えられた
3) 作業ミスの事例
があり、架台も透明な 100L ポリカーボネイト
ので、FRP
樹脂で補強しました。
朝、配管内のたまり水の廃棄を実施した後
水槽に変更しました。また、一時的に
100L
共に作業者の怪我等に繋がるようなものでは
に、給餌口の先を飼育水槽の内側に向け変え
水槽内に 20 億個ものワムシを収容するので、
なく、これ以外には、機器の破損はありません。
ることを忘れ、給餌予定の生物餌料が全て飼
酸欠対策として分散器による酸素通気も使い
２）不具合の改善事例
育水槽外に排出された事故がありました。そ
生物餌料給餌ユニット稼働当初、カンパチ種
始めました。
こで、操作方法のマニュアル作成、使用しな
苗生産棟６水槽に生物餌料を送る際、仮に
200L
3) 作業ミスの事例
いバルブのハンドルの撤去、役割毎にバルブ
ポリカーボネイト水槽から各
33L 送る場合、青
朝、配管内のたまり水の廃棄を実施した後
ハンドルの色を変更、ラベリング等、作業工
い架台で水の容量が見えないとの指摘があり、
に、給餌口の先を飼育水槽の内側に向け変え
程でミスが起こらないよう工夫し、平成
26
架台も透明な
100L ポリカーボネイト水槽に変更
ることを忘れ、給餌予定の生物餌料が全て飼
年度以降、給餌ミスは発生していません。
しました。また、一時的に
100L 水槽内に 20 億
育水槽外に排出された事故がありました。そ
こで、操作方法のマニュアル作成、使用しな
破損防止の為、
いバルブのハンドルの撤去、役割毎にバルブ
FRP 樹脂で補強
ハンドルの色を変更、ラベリング等、作業工

方法のマニュアル作成、使用しないバルブのハ
7. メ リ ッ ト ・ デ メ リ ッ ト
ンドルの撤去、役割毎にバルブハンドルの色を
メリットは労力削減であり、ワムシ搬送ユ
変更、ラベリング等、作業工程でミスが起こら
ニットではワムシ培養棟から既設親魚棟内の
ないよう工夫し、平成 26 年度以降、給餌ミスは
ワムシ栄養強化水槽まで最大
60 億個、２槽分
発生していません。
の搬送を作業員が施設間を移動することなく
実施できるところです。
７．メリット・デメリット
7. メ リ ッ ト ・ デ メ リ ッ ト
メリットは労力削減であり、ワムシ搬送ユニ
また、生物餌料搬送ユニットは栄養強化し
メリットは労力削減であり、ワムシ搬送ユ
ットではワムシ培養棟から既設親魚棟内のワム
た生物餌料を各飼育水槽へワムシであれば最
ニットではワムシ培養棟から既設親魚棟内の
60 億個、２槽分の搬送
大 30シ栄養強化水槽まで最大
億個／回、６槽分を一度に搬送できます。
ワムシ栄養強化水槽まで最大 60 億個、２槽分
を作業員が施設間を移動することなく実施でき
朝一番のたまり水を排出した後に配管の先の
の搬送を作業員が施設間を移動することなく
るところです。
ホースを水槽内に向ける作業と、午前、午後
また、生物餌料搬送ユニットは栄養強化した
実施できるところです。
の給餌後夕方に配管の先を水槽外に出す作業
生物餌料を各飼育水槽へワムシであれば最大
また、生物餌料搬送ユニットは栄養強化し 30
の２回だけ、作業員が施設間を往復すること
億個／回、６槽分を一度に搬送できます。朝一
た生物餌料を各飼育水槽へワムシであれば最
で済みます。
番のたまり水を排出した後に配管の先のホース
大 30 億個／回、６槽分を一度に搬送できます。
搬送前後のワムシの状態は生産開始時に必
を水槽内に向ける作業と、午前、午後の給餌後
朝一番のたまり水を排出した後に配管の先の
ず確認していますが、活力の低下や数が極端
夕方に配管の先を水槽外に出す作業の２回だけ、
ホースを水槽内に向ける作業と、午前、午後
作業員が施設間を往復することで済みます。
に減少する事例はありません。
の給餌後夕方に配管の先を水槽外に出す作業
搬送前後のワムシの状態は生産開始時に必ず
の２回だけ、作業員が施設間を往復すること
確認していますが、活力の低下や数が極端に減

程でミスが起こらないよう工夫し、平成
26
ラベリング

で済みます。
少する事例はありません。
搬送前後のワムシの状態は生産開始時に必
デメリットとしては、バルブが多く、作業員

年度以降、給餌ミスは発生していません。

ず確認していますが、活力の低下や数が極端
が工程を一つでも間違えると生物餌料が給餌さ
に減少する事例はありません。

破損防止の為、
FRP 樹脂で補強
ラベリング
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作業書への記入時に記入ミスが起こると、予
定数量の生物餌料が給餌されない可能性もあ
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れない可能性があります。また、指示書、作業

した。今回ご紹介した餌料生物搬送ユニットは

書への記入時に記入ミスが起こると、予定数量

運用次第ではかなりの労力削減になります。た

の生物餌料が給餌されない可能性もあります。

だし、機材を導入しさえすれば良いわけではな

ミスは必ず起こるものと考え、そのミスをいか

く、疾病防除の徹底、作業員がわかりやすい簡

に少なくするかを考え、指示書、作業書の書き方、

易マニュアルの作成等、ミスを極力減らす不断

簡易アニュアル作成をし、ミスは限りなくゼロ

の工夫が必要です。

に近づいています。

毎年、水温、水質、卵質等の条件が変わる中、

生物餌料の搬送や海水注水などに伴うバルブ

確実に生産ノルマ（数量）を確保し、種苗の質

の開閉を電動弁で自動化することも可能とは思

を高める工夫や努力を行っています。最終的に

われますが、初期投資が大きくなること、シー

は受益者の方々に喜んでもらえる種苗を生産で

ズンオフで使わない期間が半年以上あるので電

きるよう、協会職員全員で取り組んで参ります。

動機器の劣化が早いことが想定されること、作
業者が確認しながら作業を行うことも重要なこ
と、を勘案して導入していません。

参考文献
1） 日本栽培漁業協会 （2000）海産ワムシ類の培養

８．作業員の意見

ガイドブック p.5

作業員Ａ：バルブが多く、当初は操作手順を
覚えることができるかとても不安だった。操作
手順を間違えると、飼育水槽内に生物餌料が全
く入らない可能性があるということで、最初は
時間をかけて一つ一つ確認しながら作業を行っ
た。作業マニュアルの改訂、バルブハンドルの
色変更や使用しないバルブのハンドルをはずし
てもらったことで、ミスは無くなった。
作業員Ｂ：慣れるまでに時間がかかったが、
バケツで何度も往復することを考えれば、非常
に楽になった。慣れた頃に、一度ミスがあり午
前のワムシが給餌されていなかったことがあっ
た。バルブ操作、飼育水槽への給餌ホースの出
し入れだけは、確認を徹底することによりミス
は無くなった。
作業員Ｃ：作業工程が多く、手順を考えなが
ら作業をするうちに、効率的に時間を使うには
どの手順が良いか考えるようになった。
他作業員にも聞き取りをした結果、入社当初
は、バルブ操作に慣れるまで、不安だったが慣
れてしまえば、ルーティンの作業になり、問題
ないという意見が多かった。
作業員は平均年齢 59.7 歳と高齢になっており、
労力削減、効率化は今後さらに必須と考えてい
ます。

９．おわりに
20 年前の入社当時から労力、コスト削減、効
率化を意識するように先輩方から言われてきま

豊かな海

00 便利な道具箱.indd 55

No.53

2021.3

55

2021/03/08 10:07

【特別会員紹介コーナー】

豊かな漁場・漁村をプランニング
株式会社海中景観研究所

１.

はじめに

専務取締役

安藤

亘

そこで、本稿では、水産に関わる弊社の主要な

（株）海中景観研究所は、1986 年 7 月に島根県
隠岐の島に設立されました。弊社は、豊かな隠岐

3 つの技術を、沖から岸へと順にご紹介したいと
思います。

の海を活用し、長期に亘って藻場に関する調査・
研究を行ってきました。また、親会社である（株）

２.

魚礁等の効果調査（ROV 調査）

金田建設（本社：隠岐の島町）の海洋土木の豊富

ROV とは、水中カメラを搭載した遠隔操作型

な知識と経験を共有できたことから、地方の会社

の小型潜水艇です（図 1）。水深 100 ｍを超える

としては珍しくメーカーと調査・コンサルタント

深場でも、自由に動き回り、映像を撮影すること

の 2 つの顔を持つ会社となっています。加えて、

が可能であることから、魚礁等の効果調査や定置

各種研究機関の専門家や漁業者との情報収集ネッ

網の点検等に利用されています。

トワークを活用して地域と密着した漁村地域の再

調査の方法は、調査船で対象物の近くまで移動

生に向けた取り組みのお手伝いを行っています。

し、船上から ROV を投入後、モニターを見なが

令和元年には、本社を隠岐の島町から松江市へ

ら遠隔操作で対象物の撮影を行います（図 2）。

移し、これまで培ってきた技術を活かして全国に

魚礁等の効果調査の場合は、蝟集する魚類を撮影

技術展開をしているところです。

し、映像から魚種の判別や個体数の計測をし、魚

図１
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礁の高さ別に魚類の蝟集状況等を解析します。弊

いため海藻がよく育ちます。また、高さがあるこ

社では、これまでに北海道や長崎県、島根県に設

とから海藻の成育水深帯を広く確保できます。こ

置された魚礁やマウンド礁の効果調査の実績があ

のことは、気候変動により海水温が上昇して海藻

ります。

種が変化したとしても、成育水深帯をカバーでき
ると考えています。また、立体的な藻場空間は、
餌料生物（プランクトン、アミ類等）を育み、稚
仔魚の育成場となるほか、根魚から回遊魚まで
様々な魚介類を蝟集させることから、魚礁や増殖
礁としても機能します。
この他にも、高い柱が海藻とウニの住み場を分
けるため、磯焼け海域でも食害を抑えることがで

図２

きます。また、深場の砂地においても、柱は埋ま

ROV で撮影したメダイの群れ

型式は古いですが操作性に優れ、パワーがある

らないので藻場を形成・維持できます。柱状礁は

この ROV で、これからも安全で高品質な映像を

様々な条件下で藻場をつくることができるのが特

撮影していきたいと考えています。

徴です。
このような特徴を活かし、柱状礁は藻場づくり

３.

藻場をつくる柱状礁

から魚礁・増殖場、磯焼け対策と、様々な水産基

弊社は、1990 年代初頭から藻場礁の開発に着

盤整備事業で利用できるようになっています。柱

手し、藻場をつくる柱状礁を開発してきました。

状礁はこれまでに通算 700 基以上の設置実績が

柱状礁は、底版から柱を建てたユニークな形状

あります。実績の中から以下に 3 つの取り組み事

の鉄筋コンクリート製の藻場礁です。標準タイプ

例をご紹介いたします。

には高さの異なる 2 ｍ型と 4 ｍ型があります（図

図 4 は砂地に柱状礁を設置した事例です。近傍

3）
。アメリカ・カリフォルニアのジャイアイント

の天然藻場から自然に加入したクロメとホンダワ

ケルプの藻場の景観と、長年の藻場調査の経験よ

ラ類の藻場が形成されています。ここは港から近

り生まれました。柱部は海底より突出するように

いことから、安心して漁業ができると高齢漁業者

立ち上がり、底部まで光が良く届き、潮通しも良

から大変喜ばれています。

タイプ
4m
2m

重量 (t)
15.665
8.124
図３

表面積 (m2)
30.76
19.92

縦・横・高さ（m）
3.0 × 3.0 × 4.1
3.0 × 3.0 × 2.1

柱状礁（左 4m タイプ，右 2m タイプ）
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図４

島根県隠岐の島の事例
図６

カルセラリーフ柱状礁（プロトタイプ）

図 5 は北海道日本海側で、キタムラサキウニの
食害による磯焼け海域での事例です。ここでは、
毎年、柱状礁にホソメコンブが繁茂しています。
ホソメコンブは、身入りの悪いウニや痩せたエゾ

４.

漁村・漁業者へのサポート

次に、漁村地域の再生を図る様々なお手伝いに
ついて紹介します。

アワビに餌を提供することから、身入りが改善し

１）環境学習サポート

たと、こちらでも漁業者から大変喜ばれています。

隠岐の島では、小学生 15 人を対象に、伝統漁
法である「カナギ漁（箱めがねとヤスを用いて，
磯場の魚や貝類を漁獲する漁法）」の漁具（ヤス）
作りから模擬体験、サザエ剥き体験を企画し、高
齢漁業者との交流から、海と漁業の関係と豊かな
人間性を育む学習をコーディネートしています。

図５

北海道古平町の事例

図 6 は弊社と日本リーフ（株）がコラボして、
島根県の特産品である石州瓦を使用した「カルセ
ラリーフ柱状礁」です。弊社は自社だけでなく他

図７

カナギ漁の模擬体験の様子

社や大学、研究機関など異業種、異分野の技術や

２）藻場・磯焼け対策のサポート

アイデア、ノウハウとコラボした新しい商品の開

上記に示した柱状礁の販売では、自主的に潜水

発を目指しています。第 1 弾の「カルセラリーフ

調査を行いデータ収集・分析を行っています。そ

柱状礁」は、海藻の活着がよく、甲殻類の蝟集に

して、この技術と知見を活かして漁業者に磯焼け

効果が高いことを確認しており、今後も調査を行

対策の技術サポートを行っています。

い、機能性の高い柱状礁を作って行こうと考えて

ウニの食害により磯焼けしている浜では、潜水
によるウニ除去が最も効果的な方法です。しかし、

います。

高齢漁業者が潜水するのは難しく、船上からや素
潜りでは、なかなか藻場を回復させるには至りま
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せん。このため、一般市民や学生と連携させるコ

考えています。特に、これまで力点を置いてきま

ーディネートを行っています（実施にあたっては、

した藻場・磯焼けのハードとソフト対策の分野に

事前に都道府県の漁業調整担当部局等との調整が

おいては、国のグリーン社会に関わる脱炭素社会

必要です）
。例えば、図 8 の長崎大学ダイビング

への実現に資するものと捉えており、藻場による

部の学生と一緒に取り組んでいる磯焼け対策では、

CO2 の削減効果を活用したグリーンインフラの取

小型の海藻が繁茂しウニの身入りが改善するまで

り組みと、漁村に適した地産地消型エネルギー開

回復させています。また、ウニを除去したことの

発に注目しているところです。

ない学生には、ウニの潰し方の指導を行うととも

弊社のホームページで、一部本稿で触れました

に、彼らでも容易にウニが潰すことが可能な空気

技術をご紹介していますのでご参照ください。

ボンベを利用したウニ除去装置（通称、ウニバス

http://www.aqua-scape.co.jp/

ター）の開発にも携わっています。

また、弊社についてのお問い合わせは、下記の
フォームをご利用ください。
http://www.aqua-scape.co.jp/publics/index/5/
【参考文献】
図８

学生と漁業者がコラボする磯焼け対策

この他にも、官民と連携して藻場・干潟、サン
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隠岐の砂地に設置された柱状藻礁に成立したクロ

ゴ礁などの保全活動者向けスマートフォンアプリ

メの極相群落，日本藻類学会第 27 回大会．

の開発や植食動物の有効利用や商品開発にも携わ

2） 中山恭彦・新井章吾（2005）：柱状型魚礁の陰影

り、幅広く漁業者の支援を行っています。

効果，日本水産増殖学会第 4 回大会，468-469．
3） 峰 寛明・藤井淳夫・渡辺浩二・安藤 亘・木村智

５.

おわりに

お話ししました弊社の技術については、データ
を集積して研究成果として取りまとめ、学会やシ
ンポジウム等で公表するとともに、弊社の技術へ
フィードバックさせています。
最後に、我が国はポストコロナに向けた経済対
策の中で、デジタル改革・グリーン社会の実現と

也（2008）：柱状型藻礁におけるウニ這い上がり
抑制効果について，平成 20 年度日本水産工学会
学術講演会，263-264．
4） 峰 寛明・藤井淳夫・渡辺浩二・安藤 亘・木村智
也（2009）：海藻の分布とウニ類の生息環境をす
み分ける藻礁の開発，平成 21 年度日本水産工学
会学術講演会，177-178．

いう攻めの成長戦略を始めようとしています。そ

5） 細澤 豪志・安藤 亘・斎賀 守勝（2019）：海藻の

して、漁港漁場整備においては、次期長期計画が

分布とウニ類の生息環境をすみ分ける藻礁の開

令和 4 年度からスタートする予定です。こうし

発，2019 年度日本水産工学会学術講演会，37-

たことから、弊社のこの 1 年は、現状の再認識と

40．

今後の方向性を見出すウォーミングアップの時と
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令和３年度予算概算決定（栽培漁業関係）の概要について
水産庁

１．はじめに

栽培養殖課

栽培漁業企画班

石川

聡子

施し、漁獲管理等の取組とも連携しつつ、資源造

栽培漁業については、沿岸漁場整備開発法の規
定に基づき、平成 27 年 3 月に第 7 次栽培漁業基

成・回復効果の高い手法や対象種の重点化を図る
ことが必要です。

本方針を策定し、資源造成型栽培漁業の推進、漁

このため、広域種については、遺伝子解析等に

獲管理との連携の強化、対象種の重点化等による

よる資源造成効果の検証や放流費用負担体制構築

効率的かつ効果的な栽培漁業の推進、広域プラン

に対する支援を行います。
遺伝子解析については、市場調査等でサンプリ

に基づく広域種の種苗放流の推進等の取組を進め

ングした魚の遺伝子情報を種苗生産の親魚のデー

ているところです。
また、平成 29 年 4 月に策定した水産基本計画

タベースと照合することにより、漁獲物が放流魚

に基づき、
「数量管理等による資源管理の充実や

であるか、さらには放流魚を親にもつ個体かどう

漁業の成長産業化等を強力に進めるために必要な

かの判別が可能となるとともに、種苗の由来、移

施策」等について検討が進められ、平成 30 年 6

動状況など様々な情報を得ることが可能となり

月に改訂された農林水産業・地域の活力創造プラ

ます。これにより、詳細な放流効果の検証を行い、

ンに「水産政策の改革について」が位置付けられ

資源造成効果の高い手法の実証を進めるとともに、

ました。この中で、栽培漁業については、資源管

種苗生産・放流の費用負担の公平化に向けた体制

理上効果のあるものを見極めた上で重点化すると

構築を推進します。

の方向性の下、資源管理の一環として実施するも

② 環境変化に対応した種苗生産・放流技術の改良

のであることを踏まえて、資源評価を行い、資源

海水温上昇等の環境変化に伴い、生息域が拡大

造成効果を検証し、その結果、資源造成目的を達

している栽培対象種がみられる一方で、種苗生産

成したものや効果の認められないものは実施しな

状況の悪化や放流効果の低下がみられる栽培対象

いこととされる一方で、資源造成効果の高い手法

種があります。このため、種苗生産技術が確立し

や対象種は今後も事業を実施し、その際、国は広

ていない海域における従来の種苗生産技術を適応

域種を対象として必要な技術開発・実証を行うな

させるための改良や現在の海洋環境に適した放流

ど、都道府県と適切に役割分担をすること等が定

時期・場所等の見直し等、環境変化に対応した種

められました。

苗生産・放流技術改良の取組への支援を行います。

令和 3 年度の栽培漁業関係予算においても、引
き続き、水産政策の改革を実現していくための取
組を推進していきます。（表 1）

③

新規栽培対象種の技術開発
栽培漁業においては全国的な共通課題が多くあ

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

２．令和3年度概算決定の内容について
（1）さけ・ます等栽培対象資源対策事業
①
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遺伝子解析による広域種の資源造成効果の検

おらず、また、種苗生産技術がないため、これま
で種苗放流が行われていない魚種について、漁業
者からの種苗生産・放流の要望が強くなっていま

証、適切な放流費用負担体制構築支援

す。このため、都道府県単独では技術開発が難し

栽培漁業については、資源管理の一環として実

い栽培対象種について、人工種苗の量産及び放流
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技術の開発を促進し、資源管理と一体となって早

付けられた種苗生産施設の整備及び関連する旧施

急な資源回復を図ることにより、漁業者の所得向

設の撤去に対して支援を行います。
なお、水産業競争力強化緊急施設整備事業にお

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、

ける種苗生産施設整備に係る要件については、令

キンメダイ、タイラギ等について、関係機関が連

和 2 年度補正予算から、B/C が 1 みなしとなっ

携して、種苗の量産技術や適切な放流技術の開発

たため、種苗生産施設整備の際には、当該事業の

を行い、効果的な種苗放流技術の開発を行います。

活用も含めてご検討いただきたいと思います。

（2）浜の活力再生・成長促進交付金及び水産業
競争力強化緊急施設整備事業

（3）被災海域における種苗放流支援事業
被災海域における種苗放流支援事業につきまし

浜の活力再生・成長促進交付金においては、漁

ては、被災地の水産資源の回復と漁業収入の向上

業所得の向上を目指す浜の活力再生プラン（浜プ

を目指すため、令和 3 年度においても、被災県の

ラン）の着実な推進を支援するため、資源の増大

種苗生産体制が整うまでの間、他海域からの種苗

を目的とした種苗生産施設の整備に対して支援を

の導入等による放流種苗の確保や震災によるサケ

行います。

の来遊数減少に対処した採卵用サケ親魚の確保等

また、水産業競争力強化緊急施設整備事業にお

に対して支援を行います。

いては、競争力強化のため、広域浜プランに位置
表１

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。
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令和３年度概算決定事項

さけ・ます等栽培対象資源対策事業

【令和３年度予算額 535（525）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放流体制への転換や河川ごとの増殖戦略の策定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（1,713千トン［平成22年度］→ 1,739千トン［令和４年度まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞
〈種苗放流による資源造成〉

〔資源造成〕

〔現状〕

資源造成・回復効果の高い手法

構築を支援します。また、海水温上昇等の環境変化に対応した増殖手法改良の

放流の受益と負担の公平化

〈新規栽培対象種の技術開発〉
キンメダイ

アマダイ

※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)

○ 低密度飼育による適正な放流体制への転換を図る取組や河川ごとの増殖戦

〈ふ化放流技術の開発〉

〈サケ稚魚の放流体制の転換〉

○ 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

低密度飼育へ

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放

定額、1/2

Aふ化場

●
●

これまでの知見を元に、河川ごとの
増殖効果を最大化するための計
画を策定

Cふ化場

（例）高い増殖効果が見込まれる
時期・サイズの稚魚を生産・放流

民間団体等

国

民間団体等

委託

復

Bふ化場

●

＜事業の流れ＞

放流後の減耗回避

〈増殖戦略の策定〉

・ 回

健康性の高い
稚魚育成

に、得られた技術を広く普及する取組を支援します。

流事業を構築するための手法の開発を行います。

回帰率の向上

略を策定する取組を支援します。また、放流魚の回帰効果を調査・検証するととも

成

２．さけ・ます資源回帰率向上

造

生産・放流技術の開発を行います。

源

取組を支援します。
○ 資源管理に取り組む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

資

○ 遺伝子解析による広域種の資源造成効果の検証や適切な放流費用負担体制

効果の高い手法・
対象種に重点化

１．資源回復に向けた種苗生産・放流

［お問い合わせ先］水産庁栽培養殖課（03-6744-2385）

浜の活力再生・成長促進交付金
【令和３年度予算概算決定額 2,655（2,004）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。
＜事業目標＞
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＞

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村地域
とのマッチング等を支援します。

浜の活力再生プラン（浜プラン）
・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＞

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 １．浜の活力再生プラン推進等支援事業
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
２．水産業強化支援事業
廃合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去、漁村交流人口の増加に
向けた施設の整備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。 ＜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
・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
・漁村交流人口の増加に向けた施設の整備を支援（令和３年度から）

＜事業の流れ＞
交付（定額,1/2）

民間団体等

（１の事業）

国
都道府県
交付

事業実施主体

1/2、4/10、1/3等

（２の事業）

荷さばき施設

鮮度保持施設

荷受け情報の電子化

種苗生産施設

津波避難タワー

＜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
・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）
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水産業競争力強化緊急事業
【令和２年度第３次補正予算額 26,800百万円】
＜対策のポイント＞
意欲ある漁業者が将来にわたり希望を持って漁業経営に取り組むことができるよう、「広域浜プラン」等に基づくリース方式による漁船導入や産地施設の再編
整備、生産性向上や省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入、漁港施設の整備等を支援することにより、持続可能な収益性の高い操業体制への転
換を推進するとともに、浜の活性化を主導すべき漁協の経営・事業改善の取組を促進します。
＜事業目標＞
１経営体当たりの生産額の向上（10％以上［令和７年まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業
9,500百万円
中核的漁業者へのリース方式による漁船の導入を支援します。
２．競争力強化型機器等導入緊急対策事業
4,000百万円
生産性の向上、省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入を支援します。
３．水産業競争力強化緊急施設整備事業
4,500百万円
競争力強化のために必要となる共同利用施設の整備、産地市場の再編の推
進に必要な施設の整備及び関連する旧施設の撤去を支援します。
1,121百万円
４．広域浜プラン緊急対策事業
漁協の経営・事業改善の取組等を促進するための意欲ある漁業者の収入向上・
コスト削減等の実証的取組（養殖用生餌の安定供給、機能再編、真珠の品質保
持等）を支援するとともに、安定的な操業に必要なクロマグロの混獲回避活動を支
援します。
５．水産業競争力強化金融支援事業
269百万円
漁船の建造・取得・改修、漁業用機器等の導入を図る漁業者等が借り入れる資
金について、無利子・無担保・無保証人等での融資が可能となるよう支援します。
1,000百万円
６．水産業競争力強化漁港機能増進事業
漁港の機能を増進し、競争力のある生産・流通体制を構築するために必要とな
る漁港施設等の整備を支援します。
6,300百万円
７．漁業構造改革総合対策事業
新たな魚種・漁業形態や養殖業への転換など、収益性の高い操業・生産体制へ
の転換を図るため、高性能漁船の導入や大規模沖合養殖、マーケットイン型養殖
のための関連技術の開発等による収益性向上の実証の取組を支援します。
＜事業の流れ＞
国

定額、1/2
1/2等

民間団体等
都道府県

1/2等

（１、２、４、５、７の事業）

市町村・漁協等

（３、６の事業）

広域浜プラン（浜の活力再生広域プラン・漁船漁業構造改革広域プラン）
広域な漁村地域が連携して取り組む浜の機能再編や中核的漁業者の育成、
漁船漁業の構造改革を推進し、あわせて漁協の経営・事業改善の取組を促進





＜

広域浜プランに基づき以下を実施 ＞

中核的漁業者を認定し、漁船の導入促進
生産性の向上、省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入促進
施設の再編整備等を推進
収入向上・コスト削減等の実証的取組（養殖用生餌の安定供給、複数の漁協に
よる共同出荷・販売、機能再編、 真珠の品質保持等）への支援を通じた漁協の
経営・事業改善の取組を促進及び安定的な操業に必要なクロマグロの混獲回避
活動への支援
水産業の体質強化を図り持続可能な操業体制への転換を推進

＜ 導入例 ＞

＜実証的取組例＞

漁船

機器等（エンジン）

水産加工処理施設

［お問い合わせ先］ 水産庁研究指導課 （03-6744-2031）

被災海域における種苗放流支援事業
【令和３年度予算額 529（700）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。
＜事業目標＞
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＞
被災海域における種苗放流支援事業
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

〈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

＜事業イメージ＞

他海域から導入した種苗の放流

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）

（アワビ）

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。

〈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）
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【海域栽培漁業推進協議会コーナー】

第６回海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議を開催
令和 3 年 1 月、31 日にアットビジネスセンター

していた方から聴講できて良かったという声も寄

東京駅八重洲通り 501 号室（東京都千代田区）に

せられました。コロナ禍の動向をにらみながら、

おいて、水産庁との共催により、国立研究開発法

今後の開催形態を考えていきたいと思います。以

人水産研究・教育機構（以下、水産機構）の後援

下の研修会全体の概要の報告は、基調講演をお願

を受けて、第６回海域栽培漁業推進協議会全国連

いした山本先生にお願いしました。

絡会議を開催しました。
本会議は、第 7 次栽培漁業基本方針の記載に
従って、都道府県や都道府県栽培漁業協会等の技
術・情報の交換、並びに効果的・効率的な栽培漁
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ます。今回は、コロナ禍の
動向が不透明な中での開催準備となりました。そ
のため、通常の会議室参加と WEB（Zoom 使用）
参加の併用会議により、初日を「令和２年度種苗
生産機関技術研修会」
、2 日目を「令和２年度栽
培漁業推進全国会議」として開催のご案内をしま
した。その後、年明けからのコロナ感染者数の増
加を受けて 10 都県に緊急事態宣言が発出された

濱田専務開会挨拶

期間での開催となったこともあり、主催関係者以
外の会議室参加は都内から参加された 3 名のみ
で大半は WEB 参加となりました。しかしながら、
例年より多い 144 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を得ました。WEB
併用開催は主催者にとっても初めての試みでした
が、参加者も WEB 会議参加は初めての方が大半
でした。そのため、事前の Zoom の接続テストを
4 回行い、不具合があった方にはそれ以外でも個
別の接続テストを実施しました。慣れない機器の
設定、Zoom 使用やセキュリティー対応について、
参加者の皆様には会議直前まで多大なご苦労をお
かけしましたが、なんとか開催できたことに感謝

１. 令和２年度種苗生産機関技術研修会

申し上げます。
会議進行については、従来の会場開催とは異な

64

水産庁櫻井課長開会挨拶

（概要報告：水産大学校

山本義久）

り、web 参加者にはチャットでの質問も活用して

今年度の研修会の企画に当たって、当初は養殖

いただきました。初めての試みのため、当初は慣

対応として開発され、近年種苗生産用としても技

れないチャット質問に戸惑いもあったようですが、

術開発が著しく進展した閉鎖循環飼育をテーマと

徐々に活発な質問が寄せられるようになりました。

することを考えました。そこで、この分野の第一

Web 併用という新しい会議開催様式については、

人者である水産研究・教育機構水産大学校山本義

顔を合わせて協議ができない寂しさはあるものの、

久教授にご相談しました。その結果、多数の興味

従来は出張旅費や時間の捻出が困難なために断念

深い講演が想定されたことから、2 年間に分けて
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実施することとしました。間接的効果については

してきた。今回は、国内外の閉鎖循環システムの

来年度のサブテーマとして、今年度は「１．水浄

事例及び導入の状況を網羅的に紹介した。養殖分

化の原理とシステム及び直接的効果」をサブテー

野では国外特に欧米での研究開発や実用化が秀で

マとして開催しました。

ているが、種苗生産段階での閉鎖循環式の導入は
我が国が先行している。それは、もともと優れた

（基調講演）閉鎖循環飼育システムの原理と国内外
の施設・システム

種苗生産技術を有する技術者集団が栽培漁業の普
及とともに培われていたからこそであり、今後そ

講師：
（国研）水産研究・教育機構 



の展開の広がりに期待する。

水産大学校水産流通経営学科
教授 山本 義久
今年度のサブテーマに沿って、近年の閉鎖循環

（１）閉鎖循環飼育システムを用いた親魚養成と
採卵

－水産機構宮古庁舎のヒラメ・ホシ

飼育システムの研修のトップバッターとして、水

ガレイの事例－

浄化の原理とシステムをおさらいし、直接的効果

講師：
（国研）水産研究・教育機構

の基調講演を行った。
陸上でそれぞれの仔稚魚の生物特性に適した環

術研究所

養殖部門

水産技

生産技術部

技術開発第２グループ長

清水

大輔

境で効率的に育成することが可能な閉鎖循環式種

ホシガレイとヒラメの親魚養成への閉鎖循環シ

苗生産は、環境保全、高生産性、疾病防除などの

ステムの導入とその成果が報告された。宮古庁舎

特長から近年特に脚光を浴び、
「次世代型養殖シ

での閉鎖循環システムは沈殿槽、スクリーンフィ

ステム」として期待されている。

ルター及び生物ろ過槽とシンプルなものであるが

筆者は 2005 年から旧（社）日本栽培漁業協会

養成親魚密度は低い分、排出される有機物負荷は

屋島事業場で閉鎖循環式システムの研究を開始

少ないため、本システムで十分に水浄化が可能で

した。水浄化の原理は有機物の除去（物理ろ過）
、

あり、良好な水質環境での親魚養成ができた。そ

アンモニアの除去（生物ろ過）
、再利用水の殺菌

の結果、従来の流水飼育と同等の成績で、閉鎖循

（殺菌処理）が基本である。これらを海産魚の種

環システムで養成した親魚から量産規模で良質な

苗生産段階に導入するために様々な工夫を行った。

受精卵が得られた。また、本システムの導入によ

例えば工学系の水処理領域の研究者と連携しマイ

り適正水温維持のためのボイラー重油代が 9 割削

クロバブルを利用した高効率泡沫分離装置を開発

減でき、換水の海水使用量もほとんど必要なかっ

し、従来のろ過方式よりも高能力な間歇式生物ろ

たことにより、親魚養成コストは 7 割削減できた

過装置などを開発し、さらに種苗生産環境を好適

ことは、大きい成果である。更に生物ろ材の硝化

に保つためのシステムの工夫の試行錯誤を通して、

細菌の動態が把握できるなど重要な知見が収集さ

海産魚の種苗生産に特化した閉鎖循環式システム

れたことも今後に繋がる貴重な成果である。

を構築した。そのシステムを基軸としてこれまで
に 20 件を超える栽培漁業センター等の水産試験

（２）後付けの閉鎖循環飼育システムを用いた省

研究機関等との共同研究を行い、親魚養成、種苗

エネヒラメ親魚養成

生産、中間育成、養殖、餌料培養の各工程で実

講師：一般社団法人

証試験を実施してきた。その成果により、香川県


岩手県栽培漁業協会

主任専門技術員

三川

朋晃

ではキジハタ VNN 対策等の疾病防除が可能な閉

宮古庁舎清水氏の技術開発成果を基に指導を受

鎖循環式システムの開発、沖縄県と共同開発した

けて、岩手県の既存のヒラメ親魚養成施設に後付

極めて高い生産性の閉鎖循環式養殖システム開発

けの閉鎖循環飼育システムを導入し、自作システ

や、更に今回のテーマである省エネ効果は当方で

ムにより必要なコストを低減する工夫をした実用

のトラフグ親魚養成での成果を受けて山口県、鹿

的事例である。既存の水槽及び資材を活用し、現

児島県等様々な事例がある。また、筆者の念願で

場に合わせたシステムを設計した結果、システム

あった廃水ゼロの完全閉鎖循環式養殖システムを

導入費用が約 80 万円という低コスト化が達成で

DHS リアクターの嫌気性細菌処理を導入して開

きた。また本システムでヒラメの産卵は従来と同

発する等、独自の閉鎖循環式養殖システムを構築

様な成績が得られたとともに加温コストが年間約
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280 万円も削減でき、初年度で設備導入費用の償
却のみならず約 200 万円の親魚養成経費の節減が
できた。この様に現場に適したシステムを創意工
夫することの意義は大きいと考える。


（３）閉鎖循環冷却システムの活用による
マツカワ親魚の越夏対策



講師：（公社）北海道栽培漁業振興公社
伊達事業所

技術参与

川下

正己

マツカワは冷水性魚類のため、夏季の水温が
22℃以上になると活力低下や死亡がおこる。近
年水温が上昇傾向にあるため、後付けで自作の閉

Web で講演者と受講者を結んだ
研修会での総合討論の様子

座長：山本先生がそもそも閉鎖循環飼育に取り組
まれた経緯は？

鎖循環システムを導入し小型の冷却装置でも管理

山本：屋島で閉鎖循環飼育の研究開発に私が取り

可能な省エネ型の親魚養成を行った結果、従来と

組んだのは、友田氏、鴨志田氏に続き３代目で

同等の採卵結果が得られた。この閉鎖循環飼育シ

ある。当時の屋島庁舎の地先海面は汚染が酷く

ステムは夏季の親魚の越夏だけでなく、冬季の種

赤潮の頻発、近隣のハタ類等の海面養殖ではビ

苗生産・養殖試験など多面的に利活用できた。電

ブリオ病や VNN の発症など海水由来の外部リ

気を用いた冷却は効率が悪くランニングコストが

スクが非常に大きい環境であった。更に時化の

かかる。また大量の飼育水を冷却する装置のイニ

日に海底の泥が舞い上がると、ろ過海水を使っ

シャルコストも大きな課題であることから、今回、

ても飼育魚が全滅するなどのトラブルが頻発し

コンパクトな自作システムで親魚養成の飼育水の

ていた。種苗生産で良好な環境を維持し良い成

冷却が実証できた意義は大きい。

績を上げるためには、その影響を回避すること
が最大の課題であった。

（４）閉鎖循環飼育によるエゾアワビの親貝養成 
講師：
（国研）水産研究・教育機構
術研究所

環境・応用部門

座長：困った人から素晴らしいアイデアは出てく

水産技

る、ということをあらためて思った。閉鎖循環

沿岸生

システムは養殖で先行して開発されていたが、

有記雄

えば餌料生物も含めた対象生物の大きさや脆弱

態システム部

養殖と種苗生産では明らかに条件が異なる。例
研究員

松本

アワビの親貝養成に活用した事例を紹介する。

さなどの生物特性がちがい、導入するための飼

エゾアワビは加温により親貝を養成するが、加温

育環境が明らかに異なる。また、飼育期間が 1

コストが高い。一方でクロアワビなどの暖流系ア

～ 2 ヶ月と短い。閉鎖循環システムを導入する

ワビでは、高水温での成熟阻害が報告されており、

ためのコンセプトの違いをどう解決したのか？

近年の水温上昇が採卵へ与える影響が懸念されて

山本：種苗生産では仔稚魚の段階であるため、生

いる。そこで、生物ろ過槽に安価で手に入る焼成

物量は養殖と比較すると圧倒的に少なく飼育期

カキ殻を収容した小規模な自作閉鎖循環式システ

間も短く養殖とは大きな相違がある。

ムを用いてエゾアワビの親貝養成を実施した。本

そのため養殖とは明確にコンセプトを変えな

システムにより、水温は外海水温に影響されること

いといけない。種苗生産での水界の特性として、

なく安定化が図れ、塩分調整は必要となるが、生

脆弱な仔稚魚がいて、餌料プランクトンが高い

物濾過槽により水質も良好に維持できた。掛け流

密度で存在し、有機懸濁物が多い。また、最後

しと同等の採卵成績が得られることも確認できた。

の過程で水を戻す際には殺菌もしないといけな
い。一定の清浄さを保ちアンモニアを除去する

（５）総合討論

ために、仔稚魚が正常に行動できる水流の環境

講師も 4 名が web 講演で、大半の受講者は web

66

も重要である。そのためには、飼育水槽の循環

参加となり、慣れない状況であるが座長の采配に

率は 1 日に数回転に止めつつ、生物ろ過槽など

より活発な総合討論が行われた。

の浄化系の処理回転率は上げるという考え方に
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至ったところが大きいと思う。試行錯誤の中で、

山本：それぞれの現場では、より安く、使い勝手

現象をつぶさに観察・測定しながら重要なポイ

が良いものを自分達で吟味してシステムを組み

ントを整理して開発した。

こんでいる。今日の自作システムのアイデアを

座長：生物ろ過の硝化能力と水温の関係が宮古で

それぞれ共有できたことは研修会として素晴ら

行われた清水さんの事例とは違っていた。宮古

しい成果と考える。是非とも活用してほしい。

では高温側で活性は低く、屋島では低水温で活

座長：宮古の松本さんは、鶏の餌に使っているカ

性が低いのかと思ったらそうでもない。しかし、

キ殻はどこで見つけられたのか？

よく考えたら瀬戸内海は冬季の水温は結構下が

松本：インターネットで見つけた。安すぎて１ト

るので、それぞれの地先の海の状況を反映して

ン単位でしか買えなかった。探せば他にもある

いるのかもしれない。

かもしれない。粒径も３種類あり、使い易いも

山本：水研機構の坂見さん・安藤さんと私とでい
ろいろな実験を行った。厚岸から石垣島の研究

のが選べた。焼成してある、焼いてある、とい
うのがポイントのようである。

所において屋島で培養した硝化細菌がついてい

山本：高温で焼くと、焼成石灰カルシウムになっ

るろ材を元種にして生物ろ過槽を立ち上げて細

て、粉になる。適度の焼成は形も保持でき有

菌叢を調査すると、元種の古細菌の細菌叢がそ

機物が燃えて、バクテリアやウイルスも滅菌さ

のまま反映するが、真正細菌叢は現地の海水の

れるが、加えて炭酸カルシウムを溶出しやすく

ものが反映した。その他の事例では真正細菌は

なる。硝化作用はアルカリを消費するのでｐ H

数週間で変化した。実は、この分野は研究がほ

が低下するが、その時にカキ殻から炭酸カルシ

とんど進んでいない。今回示されたデータには、

ウムが出てｐ H を上げてくれるため、生物ろ

宮古の前田さんの研究で硝化細菌の組成の変化

過槽のろ材として適している。

も興味深い。今まで常識だと思っていたことが

座長：川下さんはこれからさらに挑戦していきた

覆されるような成果でもある。発展途上の分野

いと言われていたが、種苗生産での応用も考え

であり、水産機構で継続して研究するべきだと

られているのか？

考える。
座長：生物ろ過のろ材として、プラスチック系の
ものもいろいろ開発されていると思うが、結局

川下：マツカワでは親魚には 7 月から使うので、
それまでに使える種苗生産でも試してみたいと
思っている。

サンゴ砂やカキ殻に戻っているのも面白く拝見
した。サンゴ砂はだんだん入手が困難になって
いるのではないか？
山本：サンゴ砂は輸入がほとんど出来なくなって

２. 令和２年度栽培漁業推進全国会議
水産庁、各海域栽培漁業推進協議会、水産機構
から以下の事項の報告と水産機構の研究者から２

いる。一方で、産業廃棄物で出していたカキ殻

つの話題提供が行われた。また、最後に（一社）

は近年有効活用が進められている。今回、鹿児

日本釣用品工業会（以下、
日釣工）の柿沼理事より、

島との共同研究で錦江湾の海面に浮いて漁業

日釣工が社会貢献事業の一環として自主財源によ

のじゃまになり、波打ち際に打ち上げられる軽

り実施している LOVE BLUE 事業（釣り場の水

石の有効活用として多孔質である軽石をろ材と

中清掃や種苗放流支援など）についての令和元年

して利用した。カキ殻と併用した生物ろ過は十

度事業報告と次年度の協力要請があった。

分に機能し鹿児島モデルと称して検討している。
観賞魚にも応用できるので、それらの業界との
連携も今後必要になると考えている。
座長：宮古での親魚養成では、年に３回は親魚を
触るために水を抜かないといけないので、脱窒
までは必要ない。親魚、種苗生産、中間育成の
各工程で、魚種ごとに本当に必要な条件だけを
選んで、コストも手間も最低限でシステムを構
成されていたという理解で良いか。

３密を回避した全国会議の会場風景
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２）東北太平洋海域におけるホシガレイの大量
放流と放流効果調査
（国研）水産研究・教育機構
究所養殖部門

水産技術研

生産技術部

技術開発第２グループ長

清水

大輔

令和３年度水産庁栽培漁業関係予算概要説明
プロジェクターと同内容を web 会議配信

（１）報告事項
１）水産庁令和 3 年度予算について（水産庁）
２）各海域栽培漁業推進協議会の事業進捗状況
等について（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
いて（水産機構）

宮古庁舎清水グループ長の web 講演

東北太平洋海域のホシガレイの栽培漁業技術の
開発に、岩手、福島、宮城県とともに、水産庁事

（２）話題提供

業や生研センター事業を使って取組み、放流試験、

１）マダコ種苗生産技術の進歩 - 種苗放流と養
殖・生産化に向けて -

効果解析法開発、に取り組んできた。その結果、

（国研）水産研究・教育機構
究所

市場調査、ALC 耳石標識や外部標識開発、放流

養殖部門

水産技術研

生産技術部

技

術開発第３グループ
研究員

東北 3 県で年間約 40 万尾の大量種苗の放流が可
能となっており、今後継続的な調査を続け、ホシ
ガレイ東北集団の増殖・管理体制を確立し、事業

関澤

彩眞

化に向けた検討が期待される。
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

百島庁舎関澤氏の web 講演

マダコの国内漁獲量が減少する中で、世界的に
は需要が増大して価格も高騰しており、マダコの
養殖への期待が高まっている。従来困難だった種
苗生産については、水槽内の水流を稚ダコの摂餌

日本釣用品工業会柿沼理事の説明

生態に合致するように改良し、餌料にはガザミゾ

2018 年度からは、全国の専門機関のご協力を

エアが現状候補の中では最適なことを解明したこ

受けて、釣りにも利用できる魚種のまとまった尾

とによって、ふ化から着底まで 77％の高い生き残

数での稚魚放流に取り組んでおり、2020 年度は

りを実現した。また、養殖技術については、共食

11 府県のご協力を得て事業を実施した。2021 年

いと脱走を防ぐ個別飼育技術を開発し、稚ダコか

度以降も引き続き放流事業を実施するので、ご協

ら出荷サイズの 500g までを 41％の高い歩留まり

力をお願いする。

を実現した。
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】

第 7 回トラフグ資源管理検討会議開催報告
令和２年11月19日

岡山県岡山市で開催

日本海・東シナ海・瀬戸内海系群のトラフグに

市 TKP ガーデンシティー岡山バンケット４Ｂで

ついては、平成 26 年 7 月の「資源管理のあり方

開催されたが、本会は第 2 回検討会議から会議開

検討会」の取りまとめにおいて「トラフグを漁獲

催にかかる運営面を担当している。

する全ての関係漁業者、関係行政機関及び試験研

今回の検討会議は、数量管理を基本とする新た

究機関が参画する横断的な検討の場を設け、資源

な資源管理が柱となっている改正漁業法が 12 月

管理措置について検討し、関係漁業者が統一的な

１日から施行される直前に開催される会議であり、

方針の下で資源管理に取り組むことが望ましい」

行政や研究の側からの資源管理に関する情報や考

との提言がなされた。この提言を受け、水産庁は

え方の説明を踏まえて、現場のフグ漁業者をはじ

第 1 回トラフグ資源管理検討会議を平成 26 年 11

めとする関係者が意見交換をする大変重要な会議

月に山口県下関市で開催して以降、毎年度、当該

となった。

検討会議を開催してきている。第 2 回は下関市、

検討会議は、新型コロナウイルス感染症に対す

第 3 回は山口県萩市、第 4 回は長崎県長崎市、第

る感染防止策を講じた上での会場への直接参加と

5 回は福岡県福岡市でそれぞれ開催され、第 6 回

Ｗｅｂによる参加を併せた形式で開催された。

は産卵場、生育場がある瀬戸内海沿岸に会場を移
して兵庫県神戸市で開催された。

なお、会議資料等は水産庁のホームページ「と
らふぐの部屋」に掲載されている。

第 7 回は、令和 2 年 11 月 19 日に岡山県岡山

質疑応答・意見交換
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１．開催日時等
・開催日時

【魚谷室長挨拶】


本日は御多用のところ、また、コロナ感染症の

令和2年11月19日（木）14：00～17：00
・開催場所



状況が厳しくなる中で、たくさんの皆さんにお集
まりいただき、誠にありがとうございます。Ｗｅ

TKPガーデンシティー岡山

バンケット４Ｂ 

岡山県岡山市北区中山下1－8－45
・出席者：漁業者（団体）、行政、試験研究機関、

ｂ参加の方々も含めて御出席に対して改めて感謝
を申し上げます。
トラフグの資源管理については、平成 26 年に

種 苗 生 産 機 関 （ 秋 田 県 、 山 形 県 、 石 川 県 、

資源管理のあり方検討会において、漁業者が参画

福井県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、

する横断的な検討の場を設け、統一的な方針の下

熊本県、宮崎県、大分県、広島県、岡山県、

で資源管理を推進していくべきとされ、検討の場

兵庫県、大阪府）、トラフグ市場流通関係者、

としてトラフグ資源管理検討会議を平成 26 年か

(国研)水産研究・教育機構、水産庁資源管理部

ら開催しています。今回で第 7 回目の検討会議に

及び、瀬戸内海漁業調整事務所、九州海漁業調

なります。昨年の第 6 回の検討会議では、行政、

整事務所、境港漁業調整事務所、公益社団法人

研究機関、漁業者の皆様がそれぞれ課題を検討し、

全国豊かな海づくり推進協会

課題の解決に向けて取り組んでいくこととなりま

・会場参加者数４１名、Ｗｅｂ参加者４０名

した。これを受けて、水産庁では作業部会等の場
で各府県から御意見等をいただきながら、資源管

２．開催概要

理の取組について検討を進めてきました。

開会挨拶 魚谷敏紀
資源管理推進室長

70

冒 頭、 令 和 2 年 1 月 に

令和 2 年 12 月 1 日に改正漁業法が施行されま

就任した水産庁資源管理部

すが、改正漁業法の大きな柱の 1 つが数量管理を

管理調整課の魚谷敏紀資源

基本とした「新たな資源管理」です。水産庁では、

管理推進室長より主催者挨

新たな資源管理の進め方あるいはスケジュール等

拶があり、その後、同室の

を示した「新たな資源管理の推進に向けたロード

内藤隆介係員の進行のもと、

マップ」を 9 月に作成・公表しました。ロード

議題 1「トラフグ日本海・

マップでは、トラフグはＴＡＣ管理に向けて議論

東 シ ナ 海・ 瀬 戸 内 海 系 群

を行っていく対象魚種の候補に挙げられています。

の資源評価について」及び議題 2「トラフグ調査

このＭＳＹ（最大持続生産量）ベースの新しい資

の現状について」については、水産研究・教育機

源評価の結果が公表された後、数量管理に向けた

構水産資源研究所の平井慈恵主任研究員から、議

議論を開始することになります。従いまして、こ

題 3「トラフグの資源管理について」は水産庁各

の会議での議論は、今後の議論や検討につながっ

担当から、最新の調査・研究結果等を踏まえた管

ていくものです。皆様から、現場からの意見が大

理の現状や、新たな資源管理の推進に向けたロー

変重要になると考えていますので、本日の会議で

ドマップ、第６回検討会議であげられた課題の整

は積極的な発言をお願いします。

理と対応策、関門海峡、九州・山口北西海域、有

現在、低位で減少傾向にあるトラフグ資源を将

明海の遊漁の実態及び対応、瀬戸内海における

来にわたって持続的な形で利用していくため、資

20cm 以下のトラフグ採捕禁止の検討状況等の説

源管理について漁業者、流通加工業者、関係府県

明があり、その後に会場出席者及びＷｅｂ参加者

など皆様の意見をこうした全国会議や浜回りなど

との活発な質疑応答及び意見交換が行われ、予定

を通して丁寧にお聞きし、具体的な管理手法を常

時間を 30 分程度超過して 17 時に閉会となった。

に改善しながら進めることが重要と考えています。
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【新たな資源管理の推進に向けたロードマップ】
「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」
には、令和 12 年度には漁獲量を 10 年前と同程度、
具体的には 444 万トンまで回復させることを当

会での検討・整理を踏まえてステークホルダー会
合を開催し、漁業者等の関係者からの意見を積極
的に聞きながら進める。
トラフグをＴＡＣ管理対象とするための検討は、

面の目標に掲げており、それに向けてどのような

まずＭＳＹベースの資源評価結果が公表され、そ

取組をしていくのかが 4 つの項目毎に示されてい

れに基づいて数量管理に向けて、前述の「資源管

る。

理手法検討部会」による論点等の整理を経て、ス
テークホルダー会合で、定置網やその他の多種多

1 つ目が資源調査・評価の充実・精度の向上で

様な漁法で漁獲されるトラフグ漁業の実態を踏ま

あり、平成 30 年度では 50 種類程度だった資源

えながら、漁業者等関係者と議論を進めることに

評価対象魚種を令和 5 年度までに 200 種程度に

なる。スケジュールとしてＴＡＣによる資源管理

拡大し、同時に漁協や産地市場の水揚げ情報の電

の開始が令和 3 年度から 5 年度の間とロードマッ

子化をして速やかに情報収集ができる体制を整備

プには明示されているが、水産庁は漁業者との議

する。

論を進め、漁業者の理解と協力を得ることが重要
と考えている。

2 つ目がＭＳＹベースの資源評価に基づくＴＡ
Ｃ管理の推進であり、現行の資源評価をＭＳＹに

3 つ目はＩＱ管理の導入についてであり、改正

基づく評価に移行する他、漁獲量の多い魚種を中

漁業法の下で、数量管理についてはＩＱ（個別割

心に、その資源評価の進捗状況等を踏まえてＴ

当）による管理が基本とされているので、まずは

ＡＣ管理を順次検討・拡大する議論を進めていく。

準備の整った大臣許可漁業からＩＱの導入を進め

トラフグは漁獲統計上、
「フグ類」として、魚種

て行くことになる。

別漁獲量第 29 位に位置づけられており、また、
水産研究・教育機構により累年にわたって資源評

4 つ目は、現行の資源管理計画を、改正漁業法

価のためのデータが集積されており、評価結果も

に基づく資源管理協定に順次移行していくことで

蓄積されていることから、カタクチイワシやブリ

あり、管理目標を定めて、その達成を目指して管

等と並んで、ＴＡＣ拡大候補魚種の第 1 陣として

理して行くことになる。

あげられている。現在のＴＡＣ魚種（マアジ、マ

なお、新たな資源管理の推進にあたっては、関

イワシ、サンマ、マサバ及びゴマサバ、クロマグ

係する漁業者と議論を進め、理解と協力を得た上

ロ、スケトウダラ、スルメイカ並びにズワイガニ

で進めることとしている。

の 8 魚種）の漁獲量の合計は、全魚種（国際資源
等を除く。
）の漁獲量の約 6 割程度となっている。
今後は、漁獲量ベースで 8 割がＴＡＣ管理の対象
となるように、順次ＴＡＣ管理魚種を拡大してい
くこととなる。
ＴＡＣ魚種拡大の具体的な進め方としては、ま
ず、現場の漁業者の意見を十分に聞くことを大切
にする考えであり、専門家や漁業者も参加した「資
源管理手法検討部会（仮称）
」を水産政策審議会
の下に設け、資源ごとの管理の実態や漁業現場等
の意見を踏まえて論点や意見の整理を行い、同部
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新たな資源管理の推進に向けたロードマップ
令和２年度

令和４年度

令和３年度

令和５年度

令和12年度

改正漁業法施行

対象の拡大

資源調査・評価の充実・精度向上

国が資源評価対象魚種の候補を都道府県に提示し、都道府県の要望も踏まえつつ
資源評価対象魚種を順次拡大し、当該魚種の調査を開始。（調査後、評価を実施）
52種について調査を開始
（累計119種）

資源評価対象魚種を
200種程度に拡大し、
資源評価のための調査を実施

80種程度について調査を開始
（累計200種程度）

漁協や産地市場から水揚げ情報を電子的に収集する体制を構築

漁獲等情報の収集

漁協・産地市場における水揚げデータの取り扱いの現状を調査し、情報収集体制の構築
(400市場以上に拡大)
(200市場を目途に着手)
漁協・産地市場等からの情報収集の実証
（10カ所程度）

主要な漁協・産地市場から、
400市場以上を目途に
産地水揚げ情報を収集

情報を収集する漁協・産地市場等を
段階的に拡大

全国データベースを構築

データベース運用

漁獲等報告
義務化の開始

改正漁業法の施行に伴い、大臣許可漁業の漁獲報告に加えて、知事許可漁業における漁獲報告と漁業権
漁業における漁場の活用状況報告が義務化

大臣許可漁業の電子的報告
の実装（全漁業種類）
知事許可漁業へも順次拡大

電子的漁獲報告体制の構築（大臣許可漁業から順次拡大）
実装・対象の拡大

システムの開発

⇒ 4. 管理目標と漁獲シナリオの定期的見直し（おおむね５年ごと）

⇒ 3. 管理目標と漁獲シナリオ決定
現行ＴＡＣ魚種
（ 魚種）

8

ー

M
S
Y
ベ

令和３年漁期（法施行後最初の漁期）から、MSYベースの管
理に移行（マサバ・ゴマサバは令和2年漁期から先行実施）。

管理の実行（管理目標と漁獲シナリオの見直し）

マサバ・ゴマサバ（R2.7.1開始）
マアジ、マイワシ、サンマ、クロマグロ（R3.1.1開始）
スケトウダラ、スルメイカ（R3.4.1開始）

漁獲量ベースで
８割をＴＡＣ管理

注：国際機関で管理されているものは、当該機関の決定に基づく。 ズワイガニ（R3.7.1開始）

ス
の
資
源
評
価
に
基
づ
く
T
A
C
管
理
の
推
進

ＴＡＣ魚種拡大

漁獲量の多いものを中心に、その資源評価の進
捗状況等を踏まえ、ＴＡＣ管理を順次検討・実
施する資源を公表

・専門家や漁業者も参加した「資源管理手法検討部会（仮称）」を水産政策審議会の下に設け、論点や意見を整理
・漁業者及び漁業者団体の意見を十分かつ丁寧に聴き、現場の実態を十分に反映
遠洋漁業で漁獲される魚類、国際的
な枠組みで管理される魚類（かつ
お・まぐろ・かじき類）、さけ・ます
類、貝類、藻類、うに類、海産ほ乳
類は除く。

管理の検討・導入
Ａグループ
Bグループ

第１陣
（利用可能なデータ種類多）

Cグループ
Dグループ

第２陣
（利用可能なデータ種類少）

Eグループ

＜漁獲量の多いもののうち、ＭＳＹベースの資源評価が実施される見込みのもの＞
（○内数字は漁獲量順位

データ元：漁業・養殖生産統計（平成28年～平成30年平均））

第１陣：利用可能なデータ種類の多いもの（A～Ｃグループ）
③カタクチイワシ、⑦ブリ、➇ウルメイワシ、⑪マダラ、⑫カレイ類、⑭ホッケ、⑯サワラ、⑱マダイ、㉒ヒラメ、
㉙トラフグ、○キンメダイ
第２陣：利用可能なデータの比較的少ないもの（Ｄ・Ｅグループ）
⑮ムロアジ類、⑰イカナゴ、⑲ベニズワイガニ、㉟ニギス
注：トラフグは「ふぐ類」の一部として集計。キンメダイは「その他の魚類」の一部として集計。

国際的な数量管理が行われている魚種は、国際約束を遵守する観点からも、TAC対象化を進めていく。
ミナミマグロと大西洋クロマグロは、令和３年漁期（法施行後最初の漁期）からTAC魚種とする。

1
0
年
前
と
同
程
度
ま
で
漁
獲
量
を
回
復
さ
せ
る

。。（（

国際資源

•
•

、、

1. MSYベースの資源評価実施、管理目標と漁獲シナリオの提案 ⇒ 2. ステークホルダー会合で議論 ⇒

新
た
な
資
源
管
理
の
推
進
に
よ
っ
て

ミナミマグロ（R3.4.1開始）
大西洋クロマグロ（R3.8.1開始）

ＩＱ管理の導入

大臣許可漁業のうち、IQ的な数量管理が行われているもの、
現行制度で漁獲量の割当てを実施しているものについて、改正漁
業法に基づくIQ管理を導入。

TAC魚種を主な漁獲対象とする
大臣許可漁業からIQ管理を導入。

太平洋のマサバ・ゴマサバ、北海道のマイワシ、クロマグロ（大型魚）等（R3年度導入）
ミナミマグロ（R3.4.1開始）
大西洋クロマグロ（R3.8.1開始）

TAC魚種を
主な漁獲対象とする
大臣許可漁業には、
原則IQ管理を導入

沿岸漁業においてもIQ的な数量管理が行われているものは、資源管理協定の管理措置に位置づけて実施（魚種、地域によって改
正漁業法に基づくＩＱ管理に移行）。
現行の資源管理計画を、改正漁業法に基づく資源管理協定に順次移行。
資源管理協定においては管理目標を定め、この達成を目指していく。
資源管理の効果の検証を定期的に行い、これにより取組内容をより効果的なものに改良。
資源管理協定及び検証結果は公表。

））

資源管理
協定

•
•
•
•

資源管理協定への
移行を完了

新たな資源管理の推進にあたっては、関係する漁業者の理解と協力を得た上で進める。また、都道府県・関係機関との協力・連携の下に、スマー
ト水産業等関係施策の進捗を図りながら、効率的に進めることとする。
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＊農林水産業・地域の活力創造
本部（第28回）「農林水産
政策改革の進捗状況」
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