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新たな資源評価と資源管理に
おける研究機関の役割
国立研究開発法人

水産研究・教育機構理事長

中山
生産量も漁業者数も減少傾向にあるわが国の水産

の拡大が求められています。精度の向上には、調査

業を、安定的、持続的に発展させるために、政府は

データの質・量ともに高めることが重要であり、調

2018 年 12 月に、水産資源の適切な管理と、水産業

査船調査を充実させ、調査データの収集の強化を図

の成長産業化を両立させる水産政策の改革を進める

る必要があります。また、得られたデータを解析す

ため、70 年ぶりに漁業法を改正しました。この水産

るにあたり、気候変動等による不確実性にも対応で

政策改革の中で、水産資源の適切な管理を実現する

きるように、コンピュータ・シミュレーションの活

ための「資源評価」が主要な柱の一つとなっています。

用も欠かせない事項です。対象種も、2023 年度まで

さらに、将来にわたって食料の安定供給を図り、

に栽培漁業対象種を含む 192 種まで増やしていくこ

持続可能な食料システムを構築するため、食料・農
林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーシ

とになります。
更に、DNA 解析などの新しい技術手法の導入や、

ョンで実現する「みどりの食料システム戦略」を策

漁業情報や沿岸環境情報等の各種データを効率よく

定しました。この中でも、
「新たな資源管理の推進に

収集・蓄積するシステムの構築が不可欠となってい

向けたロードマップ」に沿った水産資源の適切な管

ます。
水産研究・教育機構では、このような大きな期待

理が謳われております。
水産研究・教育機構は、長年にわたって、毎年、

を寄せられている、資源の科学的調査、評価に的確

主要な資源について調査・研究し科学的な評価を行

に対応するため、2020 年 7 月に組織を大幅に改変し

ってきましたが、今回の改革により、水産資源に関

て、それまでの 9 研究所体制を「水産資源研究所」

する調査研究を量的にも質的にも高めることが求め

と「水産技術研究所」に再編しました。「水産資源研

られています。新しい資源管理では、これまでの限

究所」には水産資源の適切な管理と水産業の成長産

界管理基準値に加え、最大持続生産量（MSY）を考

業化と水産業の成長産業化への科学的基礎となる資

慮した目標管理基準値を明確に定め、その実現を目

源評価を行う「水産資源研究センター」とさけます

指す管理を行うことになります。これまでの我が国

資源の回復・管理を目的とする「さけます部門」を

の資源評価では、資源量あるいは親魚量が、限界管

創設しました。

理基準値（Blimit：例えば、それ以下だと高い加入

安定的、持続的な水産業の振興を推進するため、

量が生じなくなる親魚量）を下回った場合、限界管

都道府県水産研究機関に対して、最新かつ実践的な

理基準値への資源回復が見込まれる ABC を算定して

水産資源の調査、評価、管理等のための手法等を伝

きました。一方、限界管理基準値を上回っている資

えることと、漁業の現場を担う方々に対して、共に

源については、将来的にもこれを下回らない範囲で、

水産資源を守るとの認識の下、水産資源の調査や管

多くは資源の現状維持をめざす管理方策が採用され、

理における科学的根拠、手法等についてわかりやす

資源をさらに増加させるための目標水準がありませ

く説明し、理解を得ることに努めます。

んでした。新しい資源管理では、これまでの限界管

これらの取組により関係者の知見を広げつつ知識

理基準値に加え、最大持続生産量（MSY）を考慮し

の底上げを図ることにより、資源評価の理解増進に

た目標管理基準値を明確に定め、その実現を目指す

貢献することを念頭に、水産研究・教育機構は、水

管理を行うことになります。目標管理基準値に資源

産資源の安定的・持続的利用に向けて科学的・技術

を増加させる科学的な道筋も示すことが新しい資源

的に全力で支えて行き、養殖や新しい技術の開発に

評価の柱であり、当該資源から最大の漁獲量を得る

も積極的に取り組んでいく所存です。皆様のさらな

漁業管理を目指すものです。

るご理解ご協力をお願いいたします。

さらにここでは、資源評価の精度の向上と対象種
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「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」
規

我が国水産業は、 水産政策の改革という
大きな転換期を迎えています。 水産政策の
改革では、 水産資源の適切な管理と水産
業の成長産業化を両立させ、 漁業者の所
得向上と年齢バランスの取れた漁業就業構
造を確立することを目指し、 取組が進めら
れます。 そして、 その礎となるのが、 ＭＳ
Ｙの実現を目指した “新たな資源管理の推
進” です。
皆様もご承知のように、 水産政策の改革
では、栽培漁業について “種苗生産・放流・
育成管理等は資源管理の一環として実施
するもの” と位置づけられています。 既に
第６次栽培漁業基本方針においても、 “栽
培漁業が沿岸資源の維持及び回復に確実
に寄与するよう、 親魚を獲り残して再生産
を確保する資源造成型栽培漁業を推進す
る” と明記されています。 こうした流れの中
で、 マダイ、 ヒラメ、 トラフグなど栽培漁業
対象種についても、 新たな資源管理の下で、
ＭＳＹの実現を目指したＴＡＣ管理が導入さ
れようとしています。
こうした情勢を踏まえ、 私たちは、 「明日
の栽培漁業 ・ 豊かな海を考える」 という連
載企画を立てることとしました。 来年 3 月末
を目処として次期水産基本計画が策定され

る予定です。 その後、 第 8 次栽培漁業基
本方針も公表されます。 また、 ＴＡＣ管理に
向けた検討プロセスも開始されますが、 そ
の検討のベースとなるマダイやヒラメなどの
資源評価結果が本年 12 月以降順次公表さ
れます。 様々な動きを分かりやすく伝えると
ともに、 こうした動きを現場がどのように受
け止め、 対応しているのかなど、 浜の様子
も伝えていければと考えています。 このこと
により、 栽培漁業に今後どう取り組んで行
くのか、 豊かな海を未来にどう繋いでいくの
かについて、 皆様自身が考えていく契機と
なれば幸いです。
その第 1 回となる豊かな海 No.55 では、
水産庁資源管理推進室の藤原課長補佐か
ら、「新たな資源管理に向けて」 との表題で、
新たな資源管理の方向性やスケジュール、
栽培漁業にどう係わってくるかなどについて、
ご報告をいただきました。 また、 福岡県宗
像漁協の桑村勝士組合長にインタビューを
お受けいただき、 栽培漁業や資源管理に
対する思いや、 現在進められている新たな
資源管理にどう向きあっていくべきかという
ような視点からお話を伺い、 「浜だより」 と
の表題でその内容を紹介させていただきま
す。

規
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新たな資源管理の推進に向けて
水産庁資源管理部管理調整課資源管理推進室
１. 新漁業法に基づく新たな資源管理

課長補佐

藤原

孝浩

推進によって、令和 12 年度に、444 万トンまで

令和２年 12 月１日に約 70 年ぶりに改正され

漁獲量を回復させることを目標とし、令和５年度

た漁業法（以下「新漁業法」といいます。）が約

までに、①資源評価対象魚種を 200 種程度に拡大

２年の準備期間を経て施行されました。

するとともに、漁獲等情報の収集のために水揚げ

我が国においては、漁業生産量が長期的に減少

情報を電子的に収集する体制を整備すること、②

傾向にあるという課題に直面しています。その要

漁獲量ベースで８割をＴＡＣ管理とすること、③

因は、海洋環境の変化や、周辺水域における外国

ＴＡＣ魚種を主な漁獲対象とする沖合漁業 ( 大臣

漁船の操業活発化等、様々な要因が考えられます

許可漁業 ) にＩＱ ( 漁獲割当て ) による管理を原

が、より適切に資源管理を行っていれば減少を防

則導入すること、④現在、漁業者が実行している

止・緩和できた水産資源も多いと考えられます。

自主的な資源管理の取組（資源管理計画）につい

このような状況の中、将来にわたって持続的な

ては、新漁業法に基づく資源管理協定に移行する

水産資源の利用を確保するため、新漁業法におい

こと、といった具体的な取組を進めることとして

ては、水産資源の保存及び管理を適切に行うこと

います。

を国及び都道府県の責務とするとともに、持続的

今後は、ロードマップに盛り込まれた行程を１

に生産可能な最大の漁獲量（ＭＳＹ（最大持続生

つ１つ、漁業者をはじめとする関係者の理解と協

産量）
）を達成することを目標として、資源を管

力を得た上で実施していくこととなります。

理し、管理手法はＴＡＣ（漁獲可能量）を基本と
することとされました。目標を設定することによ
り、関係者が、いつまで、どれだけ我慢すれば、

部屋」…新漁業法に基づく新たな資源管

資源状況はどうなるのか、それに伴い漁獲がどれ

理に関する情報をまとめておりますので、

だけ増大するかが明確に示されます。これにより、

御覧いただければと思います。

漁業者は、将来の資源の増加と安定的な漁獲が確

https://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/

保されるだけでなく、長期的な展望を持って計画

index.html

的に経営を組み立てることができるようになりま
す。この資源管理目標を設定する際には、資源を
いつまでに、どのように回復させていくのかとい
う漁獲シナリオや管理手法について、実践者とな
る漁業者を始めとした関係者間での丁寧な意見交
換を踏まえてその内容を固めていくこととしてい
ます。
新漁業法の施行に先立ち、新たな資源管理シス
テムの構築のため、科学的な資源調査・評価の充
実、資源評価に基づく漁獲可能量による管理の推
進等の具体的な行程を示した「新たな資源管理の
推進に向けたロードマップ」
（以下「ロードマッ
プ」といいます。
）を令和２年 9 月 30 日に決定・
公表しました。
ロードマップでは、新たな資源管理システムの

4
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２. ＴＡＣ魚種拡大に向けたスケジュール

体的かつ詳細なスケジュールを示した「ＴＡＣ魚

（１）背景

種拡大に向けたスケジュール」を令和３年３月に
公表しました。

ロードマップの中段の部分「ＭＳＹベースの資
源評価に基づくＴＡＣ管理の推進」のうち「ＴＡ

資源評価に関して中心的な役割を担う国立研究

Ｃ魚種拡大」とされている部分について、より具

開発法人水産研究・教育機構から、今後の資源評

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2年9月公表

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

⇒ 3. 管理目標と漁獲シナリオ決定
現行ＴＡＣ魚種
（ 魚種）
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⇒ 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）

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

•
•
•
•

目
標
４
４
４
万
ト
ン
＊

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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価のスケジュールが示されたことを受け、漁業者

必要なものだと考え、作成・公表したもので、令

をはじめとした関係者に対し、検討・議論の対象

和３年３月 26 日の水産政策審議会資源管理分科

となる各資源について、いつ・どのようにして検

会においても、水産庁から報告いたしました。

討・議論が開始されるのかを明確にする意味でも

水産政策審議会資源管理分科会では、このよう

資料２－１
令和3年3月公表

TAC魚種拡大に向けたスケジュール
 新たなTAC管理の検討は、以下の２つの条件に合致するものから順次開始する。
①漁獲量が多い魚種（漁獲量上位35種を中心とする）

②MSYベースの資源評価が近い将来実施される見込みの魚種

 専門家や漁業者も参加した「資源管理手法検討部会」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し、関係する漁業者の理解と協力を得た上で進める。
＜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＞
第１陣：利用可能なデータ種類の多いもの（Aグループ、Bグループ、Ｃグループ）

令和２年度

令和３年度

第２陣：利用可能なデータの比較的少ないもの（Ｄグループ、Ｅグループ）

令和４年度

令和５年度

漁獲量※
（現行TAC魚種）

改正漁業法施行
カタクチイワシ

累計

太平洋系群

神戸チャート
公表

対馬暖流系群

神戸チャート
公表

説明
会等
説明
会等

公表
公表

検討
部会
検討
部会

SH
会合
SH
会合

SH
会合
SH
会合

公表

瀬戸内海系群
ブリ

ウルメ
イワシ

対馬暖流系群

公表
神戸チャート
公表

説明
会等

公表
公表

太平洋系群
マダラ

本州太平洋北部
系群
本州日本海北部
系群

神戸チャート
公表

説明
会等

神戸チャート
公表

説明
会等

検討
部会
検討
部会

検討
部会

検討
部会

公表

検討
部会

SH
会合

SH
会合

公表

検討
部会

SH
会合

SH
会合

北海道日本海

公表

カレイ類

ホッケ
道北系群

神戸チャート
公表

説明
会等
説明
会等

検討
部会
検討
部会
検討
部会
検討
部会

公表
公表
公表
公表

SH
会合
SH
会合
SH
会合
SH
会合

公表
SH
会合

ムロアジ類東シナ海
サワラ

瀬戸内海系群

検討
部会

イカナゴ
瀬戸内海東部
マダイ

公表
公表

公表

瀬戸内海系群
ヒラメ

検討
部会

SH
会合
SH
会合

0.7 (80.8)%

公表

検討
部会

SH
会合

SH
会合

0.7 (81.5)%

公表

検討
部会

SH
会合

SH
会合

公表

検討
部会

SH
会合

SH
会合

検討
部会
検討
部会
検討
部会

SH
会合
SH
会合
SH
会合

SH
会合
SH
会合
SH
会合

公表

検討
部会
検討
部会

SH
会合
SH
会合

SH
会合
SH
会合

検討
部会

SH
会合

公表

フグ類

公表

公表
公表

1.0 (79.2)%
0.9 (80.1)%

SH
会合

0.7 (82.2)%
0.6 (82.8)%

SH
会合

SH
会合

SH
会合

SH
会合

1.8 (78.2)%

SH
会合
SH
会合

公表

検討
部会

SH
会合
SH
会合
SH
会合

検討
部会
検討
部会

公表

ニギス
日本海系群

SH
会合
SH
会合
SH
会合
SH
会合

SH
会合
SH
会合

SH
会合
SH
会合

太平洋北部
系群
日本海北・
中部系群
日本海西部・
東シナ海系群
トラフグ日本海・東シ
ナ海・瀬戸内海系群
トラフグ
伊勢・三河湾系群
キンメダイ
太平洋系群

検討
部会
検討
部会
検討
部会

2.0 (76.4)%

公表

公表

東シナ海系群

瀬戸内海中・
西部系群
日本海西部・
東シナ海系群
瀬戸内海東部
系群
ベニズワイガニ
日本海系群

SH
会合
SH
会合

SH
会合
公表

検討
部会
検討
部会

SH
会合
SH
会合

SH
会合
SH
会合

公表

検討
部会

検討
部会
検討
部会

SH
会合
SH
会合

公表

公表
済

3.2 (74.4)%

SH
会合

SH
会合

公表

神戸チャート
公表

4.6 (71.2)%

SH
会合

SH
会合

北海道太平洋

ソウハチ
日本海南西部系群
ムシガレイ
日本海南西部系群
ヤナギムシガレイ
太平洋北部
サメガレイ
太平洋北部
アカガレイ
日本海系群
ソウハチ
北海道北部系群
マガレイ
北海道北部系群

6.1 (66.6)%

SH
会合

SH
会合

SH
会合

SH
会合
SH
会合

60.5%

比率 (累計)

SH
会合

SH
会合
SH
会合

0.3 (83.1)%
0.2 (83.3)%
0.1 (83.4)%
0.1 (83.5)%
※ データ元：漁業・養

 公表：資源評価結果の公表、神戸チャート公表：過去から現在までの資源状況を表した神戸チャートを公表、
殖生産統計（平成28年
検討部会：資源管理手法検討部会、SH会合：資源管理方針に関する検討会（ステークホルダー会合）、説明会等：必要に応じ、説明会等を実施 ～平成30年平均））
（検討部会、SH会合、説明会等の開催スケジュールはイメージ。必要に応じ、複数回開催する。）
 資源評価結果は毎年更新される。
 資源評価の進捗状況によって、上記のスケジュールは時期が前後する場合がある。
 令和５年度までに、漁獲量ベースで８割をＴＡＣ管理とする。
（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。）
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なスケジュールを示すことに対する賛意だけで

ゆるステークホルダー会合を示しており、

なく、唐突感があるといった意見や、新たな資源

そこで、従来のＴＡＣ魚種と同様にＭＳ

管理を進めるに当たっては、関係する漁業者の意

Ｙベースの資源管理目標やそれを達成す

見をよく聴いて進めてほしいといった意見があり

るための漁獲シナリオの議論を進めてい

ました。新型コロナウイルス感染症が全国的に影

くことになります ( 注 : 以下の（エ）を

響を及ぼしている中、直接現場の皆様にお会いし

参照ください )。

て話をうかがう機会が設けにくい状況ではありま

④なお、一部の魚種、カタクチイワシやウ

すが、引き続き、ウェブ会議なども活用しまして、

ルメイワシ、マダラ、カレイ類の一部に

しっかり御説明・意見交換を行いながら進めてい

ついては、「公表」の前に、「神戸チャー

くこととしています。

ト公表」から始まるものがあります。こ

（２）概要

れらについては、科学的な検討を行った

（ア）新たなＴＡＣ管理の検討

結果として、資源評価結果の一部、神戸

新たなＴＡＣ管理の検討は、
①漁獲量が多い魚種（漁獲量上位 35 種
を中心とする）、
②ＭＳＹベースの資源評価が近い将来実
施される見込みの魚種
という２つの条件に合致するものから順次
検討・議論を開始していくこととしています。
こ れ ら の 条 件 に 合 致 す る も の が、 ス ケ
ジュールの図の矢印が書かれたもので、魚種・
分布域毎に分けて、今後のスケジュールを示
しています。

チャートという資源の現状を表したもの
が、令和３年３月に公表されております。
これらについては、令和３年度に将来予
測を含めた資源評価結果全体が公表され
る予定です。
⑤これら以外については、令和３年の第
２四半期以降に、順次、資源評価結果が
将来予測も含めた形で公表されることと
なっています。
⑥また一部の魚種について、「神戸チャー
ト公表」の後に「説明会等」と記載して

並んでいる順番は、魚種ごとに漁獲量の多

おりますが、これは一部の魚種に限って

いものから順に機械的に並べており、ロード

説明会を開催するということではありま

マップで掲げた、令和５年度までに漁獲量の

せん。どの魚種についても、必要に応じ

８割をＴＡＣ管理とするという目標との関連

て、説明会や意見交換会等を開催させて

で、参考までにその魚種がＴＡＣ管理となっ

いただきます。皆様からの御要望を踏ま

た場合の割合を右側に示しています。

え、開催の形式や時期等も含め、御相談

各年度４つに点線で区切られているのは、
それぞれ四半期を示しています。
（イ）検討のプロセス
検討のプロセスは、
「公表」⇒「検討部会」

させていただきますので、水産庁までお
気軽にお声掛けください。
（ウ）資源管理手法検討部会
先ほど、資源評価結果が公表された後の次

⇒「ＳＨ会合」⇒管理の実施という流れを基

のステップとして、資源管理手法検討部会と

本としています。

いうものを御紹介させていただきました。こ

①図中に「公表」と書かれているところで、
資源評価結果が公表され、

れは、水産政策審議会資源管理分科会の下に
設置された部会として、水産資源の特性及び

②その次の「検討部会」と書かれていると

その採捕の実態や漁業現場等の意見を踏まえ

ころでは、資源管理手法検討部会で、論

て論点や意見を整理するための場であり、関

点や意見の整理が行われます ( 注 : 以下

係する漁業者や専門家が参加し、オープンな

の（ウ）を参照ください )。

場で議論ができる機会となっています。

③図中の「ＳＨ会合」と書かれている部分

資源管理手法検討部会は、水産資源ごとに

が、資源管理方針に関する検討会、いわ

１回開催することを基本としていますが、必
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要に応じ、複数回開催することも検討してい

等は、http://www.jfa.maﬀ.go.jp/j/study/kento

ます。

ukai.html に掲載しております。）

こちらについては、令和３年３月 23 日の

新たなＴＡＣ魚種に関する検討に当たって

水産政策審議会資源管理分科会において設置

も、この会合を開催し、資源管理の目標やそ

が決定され、４月 26 日に第１回の会合が開

の目標に向かってどのように管理していくの

催され、同部会の運営体制に関する事項や、

かなどについて議論を行うこととしており、

今後どのような議論を行うのか、参考人等の

必要に応じ、複数回開催することとしています。

選定方法などの事務的な手続きが議論されま
した。参考人の推薦及び意思表明の申し出に

（オ）管理の実施

係る報告は、資源評価結果の公表予定の四半

ステークホルダー会合で、管理について一

期の直前の四半期末日までに行うこととなっ

定の方向性への共有認識が醸成された場合、

ています。

その水産資源を資源管理基本方針の「別紙」

今後は、資源評価結果が公表された水産資
源ごとに、具体的な議論を行っていくことと

に位置づけることになります（スケジュール
の図中の矢印の先）。
ＴＡＣ管理を導入するとなった場合には、

なっています。
※資源管理手法検討部会に関する情報は、以

この基本方針において、特定水産資源として
指定されることになります。このほか、その

下のページで公開しています。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/council/

「別紙」に、管理年度や資源管理の目標、漁獲
シナリオ、大臣管理区分の管理の手法、都道

seisaku/kanri/210416.html

府県及び大臣管理区分への配分の基準などが
定められることになります。また併せて、関

（エ）ステークホルダー会合
資源管理手法検討部会で、論点や意見の整

係する都道府県においても、都道府県が定め

理が行われた後、具体的な資源管理の議論を

る資源管理方針において、知事管理区分や各

行うため、ステークホルダー会合（資源管理

区分への配分基準などが定められることにな

方針に関する検討会）を開催します。

ります。

従来のＴＡＣ魚種を新漁業法に基づくＴＡ

資源管理基本方針の「別紙」を定めるに当

Ｃ管理へと移行する際にも、本会合は開催さ

たっては、パブリックコメント手続きや水産

れ、行政機関や研究機関、漁業者、漁業関係

政策審議会の諮問・答申を経ることとなって

団体のみならず、加工流通業者やＮＧＯ、マ

おり、こうした機会においても、幅広い関係

スコミ等、幅広い方に御参加いただき、活発

者から意見等を聴くこととしています。

な議論が展開されました。
（詳細な議論の内容

規

水産資源（一部抜粋※）

資源管理手法検討部会の
参考人の推薦等の期限

資源評価結果の公表時期

マダイ瀬戸内海中・西部系群
マダイ日本海西部・東シナ海系群
ヒラメ瀬戸内海系群

令和３年９月末日
（締切済）

令和３年度第３四半期
（令和３年10月～12月）

サワラ瀬戸内海系群
サワラ東シナ海系群
マダイ瀬戸内海東部系群
ヒラメ太平洋北部系群
ヒラメ日本海北・中部系群
ヒラメ日本海西部・東シナ海系群
トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群
トラフグ伊勢・三河湾系群

令和４年９月末日

令和４年度第３四半期
（令和４年10月～12月）

※この表に記載の水産資源以外にも、新たにＴＡＣ管理の検討を開始する水産資源がありますので、上記２で御紹介した「ＴＡＣ
魚種拡大に向けたスケジュール」を御覧ください。
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「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

資源管理手法検討部会に関するスケジュール


ＴＡＣ魚種拡大に向けたスケジュールに基づき、資源管理手法検討部会の開催に向けた参考人の選定等を進
める。



部会長は、資源評価結果が公表される予定の四半期の前四半期の末日までに、漁業関係団体、都道府県等か
らの参考人の推薦を踏まえ、参考人の選定を行う。このため、第１回検討部会において、関係各所に参考人の
推薦依頼を行うことを決定する。



部会長は、資源管理手法検討部会の開催までに、選定された参考人による意見書面の提出や然るべき者から
の意見表明の提出を関係各所に依頼することとする。

第（〇－１）四半期の末日まで

参考人の推薦・選定

第〇四半期

資源評価結果の公表
・参考人による意見書面の提出
・然るべき者からの意見表明の提出

検討部会開催まで
資源評価結果公表後、
次の水政審のタイミングなど

資源管理手法検討部会の開催
・必要に応じ、複数回開催
資源管理方針に関する検討会（ステークホルダー会合）
・必要に応じ、複数回開催

３. 栽培漁業の対象となっている魚種について

いて、栽培漁業対象種であるヒラメ、マダイ、ト

新たにＴＡＣ管理の検討を開始する魚種の中に

ラフグ等も、ＭＳＹベースの資源評価結果が公表

は、栽培漁業の対象となっている魚種が含まれて

されることになりました。ＭＳＹベースの資源評

います。例えば、サワラ、マダイ、ヒラメ、トラ

価では、系群等の評価単位毎に、年齢別漁獲尾数

フグなどが該当するかと思います。それらについ

等の漁業データに基づき、毎年の年齢別の資源量

て、今後の検討スケジュールは下表のようになっ

を推定します。さらに資源評価で得られた、親魚

ています。

量（卵を産む親の魚の量）と加入量（漁獲され始

具体的な管理の検討プロセスは、①資源評価結

める年齢の魚の量）から、親魚量と加入量の関係

果の公表⇒②資源管理手法検討部会での論点・意

である再生産関係を推定することが出来ます。す

見の整理⇒③ステークホルダー会合（資源管理方

ると、ある年の親魚量と再生産関係から、加入量

針に関する検討会）での議論⇒④パブリックコメ

を予測することができ、自然死亡率（漁獲以外の

ントの実施⇒⑤水産政策審議会での諮問・答申⇒

死亡を示す）と漁獲死亡率（漁獲の強さ）の情報

⑥管理の実施の順に進められていくことになりま

も合わせることで持続的に得られる漁獲量の最大

すが、①の前に②に参加いただく参考人の推薦や

値（ＭＳＹ）や、ＭＳＹを得られるときの親魚量

意見表明の申出については、期限が設けられてお

や漁獲の強さが推定されます。

りますので、スケジュールをよくご確認いただき、
都道府県や関係業界団体等と御相談いただければ

（イ）栽培漁業対象種における種苗放流効果の資
源評価への反映と課題

と思います。
規

４. ＭＳＹベースの資源評価における栽培漁業対
象種について
（ア）ＭＳＹベースの資源評価の流れ
「ＴＡＣ魚種拡大に向けたスケジュール」にお

栽培漁業対象種についてＭＳＹベースの資源評
価と管理方策を検討する場合、種苗の放流をどの
ように考慮するかが重要になります。例えば、Ｍ
ＳＹを推定する際に放流尾数を考慮するべきか否
か、また、毎年のＡＢＣ（生物学的許容漁獲量：
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ＴＡＣ設定の基礎となる値）算定や、目標管理基

に議論に御参加いただくことが大切と考えており

準値の達成に放流効果をどのように考慮すべきか。

ます。

このあたりが「ＭＳＹベースの資源評価における
栽培漁業による効果の反映」における重要なポイ

（１）資源管理手法検討部会

ントと思います。さらに、これらの検討ポイント

この資源管理手法検討部会は、何かを決定する

に加えて、日本の研究機関は十分な科学的根拠を

会議ではありません。現場の漁業者を含む関係者

有しているのか、この点もＭＳＹ管理における栽

の意見を十分に聴き、必要な意見交換を行うため

培漁業による効果の適切な評価を大きく左右しま

に設置したもので、資源評価結果や水産庁が検討

す。

している内容について報告し、水産資源の特性及

種苗放流における重要な科学的知見として、混
入率と添加効率があります。種苗放流の効果のＭ

びその採捕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する会議です。

ＳＹ推定や将来予測等の資源計算への影響につい

ここでは、水産政策審議会の学識有識者を委員

ては、一般には混入率（漁獲物のうち種苗放流魚

とし、関係する漁業者・漁業者団体等や専門的

が占める割合を示す）や添加効率（放流魚の漁獲

な知見を有する方に参考人として出席いただくこ

加入までの生残率を示す）が高いほど資源への影

とになります。また検討部会に出席しない場合で

響が大きくなります。特にトラフグは、主要な栽

も、幅広い方々の御意見をうかがうため、申し出

培漁業対象種の中でも混入率が高く、影響が大き

のあった者の中から適当と認められる方に意見表

い魚種の一つと考えられます。しかし、実際の資

明いただくこととしています。

源評価においては魚種毎に加え系群毎にも、情報
量にばらつきがあることから、混入率の計算方法

検討部会での議論の流れは、次のようになりま
す。

や添加効率の与え方が同じではなく、今後の課題
ともされています。栽培漁業対象種がＭＳＹベー

（ア）水産資源ごとに、資源評価結果について、

スの資源評価、管理対象になる中で、どのように

研究機関からの説明を聴取するとともに、科

栽培漁業による効果を反映させるかの方針決定と

学的な検討に関する質疑を行います。

共に、栽培漁業対象種の基本的な科学的知見であ
る混入率や添加効率の精度を向上させることが求
められていると思います。これからの新しい資源

ら基本的な考え方に関する説明を聴取した後、

管理、栽培漁業の役割について水産研究・教育機

参考人からヒアリングを行い、これらを踏ま

構、都道府県試験研究機関、有識者から構成され

えて検討を行います。このほか、必要に応じ、

る研究機関会議や資源評価会議等の場での有意義

然るべき者からの意見表明についても検討に

な議論の展開を期待しているところです。

加えることとします。
①検討の対象となる水産資源の漁獲報告の収

規

５. 具体的な管理の検討に当たって
水産政策の改革において、
“種苗生産・放流・
育成管理等は資源管理の一環として実施するも
の”と位置づけられており、新たなＴＡＣ管理の
検討プロセスのなかでは、上記４で示したような
視点から栽培漁業についても議論が行われること
このため、上記３において紹介した検討プロセ
スから、資源管理手法検討部会とステークホル
ダー会合（資源管理方針に関する検討会）につい
て、もう少し詳しくお話させていただきます。皆
様にも、資源管理手法検討部会の段階から積極的
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集体制の確認
②資源評価結果に基づく資源管理目標の導入
に当たって考慮すべき事項
③検討すべき漁獲シナリオの選択肢、漁獲シ
ナリオを採択する際の注意事項
④数量管理を導入・実施する上での課題及び
それら課題への対応方向

となると考えています。
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（イ）次に、以下の検討事項について、水産庁か
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⑤数量管理以外の資源管理措置の内容（体長
制限、禁漁期間等）
⑥予め意見を聞くべき地域、漁業種類、関係
者等の検討
⑦ステークホルダー会合で特に説明すべき重

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

ＡＣ管理が水産資源管理の基本とされており、令

要事項
⑧管理対象とする範囲（大臣管理区分、都道
府県とその漁業種類）

和５年度までに、漁獲量の８割をＴＡＣ管理とす
ることを目指しています。

※議論を円滑に進めるため、参考人に対し、

特に、今後ＴＡＣ管理が検討されている魚種を

事前に、上記事項に関する意見を書面にて

対象とした漁業を行っている漁業者の皆様には、

提出するよう依頼することができるものと

新たな資源管理について理解を深めていただくこ

します。

とが重要です。
栽培漁業は、こうした新たな資源管理の大きな

（ウ）上記（イ）での検討を踏まえ、委員・参考

枠組みの一翼を担うものと考えられており、資源

人で総合討論を行い、ステークホルダー会合

の維持・回復に向け、放流による資源への添加が

（資源管理方針に関する検討会）での議論に

期待されています。水産資源は、自然環境の影響

向けた論点及び意見の整理を行います。

等により、変動することが避けられない特徴があ
ります。こうした変動をできるだけ緩和し、漁業

（２）ステークホルダー会合（資源管理方針に関

者の経営の安定化や水産物の安定供給を図ってい
くことが、我々に求められていることだと思いま

する検討会）
従来のＴＡＣ魚種について、新漁業法に基づく

す。このためにも、漁業者の皆様におかれまして

管理へと移行する際に開催してきた会合で、今後、

は、現在利用している水産資源の状況をできるだ

新たなＴＡＣ管理の検討に当たって、水産資源ご

け正確に把握していただき、科学的な知見に基づ

とに、上記（１）資源管理手法検討部会で意見

く適切な管理を実行しつつ、資源の維持・回復に

や論点を整理した後、具体的な管理の方策につい

効果的な取組として栽培漁業に取組んでいただく

て議論していく場となります。ここでは、関係漁

必要があります。将来にわたって、持続的に水産

業者・団体だけでなく、加工流通業者や研究機関、

資源を利用していくためには、今回の水産政策の

行政、ＮＧＯ等の幅広い分野の方々に参加いただ

改革の機会をチャンスととらえ、積極的に議論に

き、資源評価の結果（資源管理の目標案や漁獲シ

参加いただければと思います。

ナリオ案）に基づき、目標に向かって、どのよう
に管理をしていくのかを皆さんで議論します。必

現在、新型コロナウイルス感染症が全国的に広

要に応じ、追加の科学的な検討を研究機関に依頼

がっているという難しい状況にはありますが、我

することで、議論を展開していくことも可能です。

が国を取り巻く漁業・水産業の現状を踏まえると、

ここでの議論を踏まえて、資源管理基本方針の別

水産政策の改革を進めていくことは待ったなしの

紙を作成・改正し、実際に管理を制度として定め

状態にあるため、ウェブ会議など様々な場を利用

ていくことになりますので、できるだけ多くの方

して、皆様と意見交換ができる機会をうかがって

に御参加いただき、常日頃感じておられる疑問点

いるところであり、漁業者をはじめとする関係者

の解消や懸念事項の確認など、また基本的・初歩

の御意見を聴きながら、進めていきたいと考えて

的な質問も大歓迎ですので、積極的に議論に参加

います。

いただきたいと考えています。

最後になりますが、新たな資源管理の推進に当
たっては、関係する漁業者の理解と協力を得た上
で進めてまいりますので、引き続き、よろしくお

（３）上記のほか
正式な検討プロセスとして設けている上記（１）

願いします。

や（２）の会合のほか、御要望に応じ、説明会を
随時開催しておりますので、都道府県や業界団体
等と御相談いただければと思います。
規

６. 最後に
繰り返しになりますが、新漁業法においてはＴ
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浜だより（第１回）
初めての浜だよりは、福岡県宗像市を訊ねました。宗像市は福岡地方北東部、福岡市と北九州市
の大都市のほぼ中間に位置し、響灘・玄界灘に臨む都市です。宗像市及び福津市の 6 つの漁協が合
併した宗像漁業協同組合は、主に中型まき網、ふぐ延縄、いか釣り漁業等が営まれ、水揚げの多く
が隣接する 2 つの大都市で消費されています。
今回は宗像漁業協同組合代表理事組合長で、福岡県ふぐ延縄漁業連絡協議会会長を務められてい
る桑村勝士さんに、トラフグの資源管理や現在進められている新たな資源管理について、漁業の現
場としてどのように向き合っておられるのかについて、お話を伺いました。
県職員から漁師を目指して

たいと思うようになり、出身地の福岡県職員とな

―

りました。はじめの 5 年間は、水産試験場でナマ

桑村組合長は、県職員から漁業者になられた

と伺っていますが

―

コの種苗生産や放流効果把握、小型底曳き網の漁

大学院では、野外に出て魚類の生活史の研究を

具改良などに取り組みました。スキューバで潜っ

しました。漁業の現場にもたくさん足を運び、自

てフィールド調査もしていました。その後 15 年

然科学と人間社会を両輪で考える大切さを学びま

間は、行政の仕事に携わり、主に漁業調整に走り

した。それで、水産の現場に近い仕事、研究をし

回りました。漁業者との話し合いで怒号が飛ぶこ
ともありました。そうした仕事の中で「理論と現
場をどう繋げるのか」と考えるようになりました。
役所の方法は、どうしても知識に偏りがちです。
知識はもちろん大切ですが、知識の裏付けを持ち
ながら、現場の経験的なノウハウを活かさないと、
現場の方々には理解してもらえません。
例えば、行政の立場から漁業者へ「経営改革を
しましょう！付加価値を向上しましょう！」など
と言いますが、数値目標を示したり、インフラを
整備したりするだけでは事は運びません。現場は、
自然と社会が複雑に絡み合っています。経営、労
働条件、自然環境の不確実性など、なぜうまくい

宗像市周辺地図
（国土地理院白地図をもとに加工して作成）
★：宗像漁協鐘崎本所
宗像市周辺地図（国土地理院白地図をもとに加工して作成）

かないのか、個々の要因がどう絡み合って作用し
ているのか、現実課題を複眼的に見なければ解決
の糸口は見つからないと思います。自分自身が壁
にぶつかる中で、もっと現場の経験知・文化感覚

★：宗像漁協鐘崎本所

に寄り添わないと本質がわからないのではないか、
そんな思いが次第に強くなっていきました。
40 代になって、机上の業務のウエイトが加速
度的に増えていくことに危機感を覚えました。現
場を離れることで自分の感覚が錆びていくのが恐
いと感じました。その思いが転じて、水産政策に
足りないのは、現場の身体感覚ではないかと考え
るようになりました。それを検証するには、自ら
身体を使ってやってみるしかありません。
宗像漁協の外観

12
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県庁を辞めた理由をたくさんの方から尋ねられ

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

ます。うまく説明できませんが、整理しますと概

す。漁業者がいて、市場・流通業者がいて、漁協

ねそんな経緯かなと思います。

などの組織が相互に関わり、はじめて成り立ちま
す。裾野の広い多様さを各セクターの連携によっ
て、どう活かしていくか、ではないでしょうか。
規

トラフグの資源管理に取り組んで
― 宗像漁協として積極的に資源管理に取り組ん
でこられましたが、最近の状況はいかがですか ―
トラフグ資源の状態は非常に厳しく、将来に大
きな不安を感じています。
福岡県の延縄業者は、かねてから漁獲管理に加
え、国、県や市町村の支援も多く頂きながら種苗
インタビューの様子

―

漁業者になってみてどうでしたか

放流の取組をしてきました。これまでの調査研究
―

によって、適地に適サイズで放流することで相当

まず、現場の経験を積んで漁の仕事に馴染むた

の効果があることが分かっています。トラフグ種

めに、中型まき網漁船の乗り子として漁業者の一

苗放流を事業の直接費で見れば、費用対効果のあ

歩をスタートしました。その後、自分の船を持っ

る栽培漁業の優良事例と言えるのではないでしょ

ていか釣り漁業を始めました。実際に漁業をやっ

うか。漁業者は放流による資源の下支え効果を実

てみて、理論と現場とのギャップを身に染みて感

感し、ありがたく思っています。

じました。漁業は職人技で、不確実性が非常に高

しかし、種苗放流のみでは今の厳しい資源状態

い海洋や魚を相手に、経験を積み、技術を日々磨

を脱するのは難しいと感じています。いかに天然

いていくものです。先輩のみなさんに絶対に追い

資源を管理して資源を増やすか。これが今の流れ

つけない差を感じました。

です。これまでも、平成 17 年に九州 ･ 山口北西

行政担当者には理屈やあるべき論があると思い

海域トラフグ資源回復計画を策定し、様々な取組

ます。そのこと自体は間違っていません。しかし、

を進めてきました。自主的に再放流サイズを引き

不確実性の高い漁業という生業を、理論と現場と

上げ、操業日数の削減も強化してきました。その

の距離感を感覚的に捉えることができる行政担当

上で種苗放流も行っていますが、資源はなかなか

者は少ないでしょう。もちろん、自分自身もそう

回復しません。各漁業者も「これ以上打つ手がな

でしたから、やむを得ないことだとは思います。

いのでは？」と不安を抱いています。

例えば、6 次産業化は、収益アップのために取
り組むべきものと理解しています。今もみんなが
付加価値向上のため努力しています。しかし、個
人で漁業（操業）をしながら、生産から販売まで
すべてを独りで担うのは物理的に困難です。家族
労働や雇用によって、分業しないと間に合いませ
ん。そのような業態は、資本や商才がある者にし
か出来ないように思います。最近では、様々な分
野において、目立った成果を上げているスターに
スポットが当たりやすく、様々な施策もそういっ
た方向を目指すような内容が多いように感じます。

下関唐戸魚市場の取扱量
（令和 2 年度トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系
群資源評価報告書（ダイジェスト版）より引用）

そこに現場とのギャップが生まれてくるのではな

―

海洋環境変化など、様々な外部要因もあるの

いでしょうか。多くの漁師は「頭ではわかってい

では

―

る。そうしたいけど、出来るわけないだろう」と

近年のトラフグ操業では、以前に比べ、漁期後

言うでしょう。漁業現場は飛び抜けたオールラウ

半の 2 ～ 3 月にまとまって漁獲がある年が多いよ

ンダーだけの場所ではない。水産業は総合力で

うです。また、日本海北部海域でも漁獲されるよ
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うになってきています。トラフグの成育適水温帯

の有無、経営への影響等、今後どうなるか依然と

の北上や、稚魚の成育場の環境変化もあると考え

して不透明であり、不安も抱いています。しかし、

ています。しかしながら、漁業者として出来るこ

沿岸漁業の再生待ったなしという状況にあって、

とはやっていかなければいけません。漁業者自身

改正漁業法を逆に武器と捉え、資源回復に向けて、

も、「自分たちが頑張らなければ」という意識が

私たち漁業者なりに創意工夫していくしかありま

高く、そのことはいい流れだと感じています。

せん。沿岸漁業者としても、協調的に連携して取
り組んで行く必要があるでしょう。
新たな資源管理のポイントは、目標となる数量
を定めることにあると思います。この目標は、科
学的な資源評価に基づくものです。しかしながら、
資源評価は不確実性を伴うので、目標を信頼して
取り組むためには関係者の合意が重要なのです。
今回の漁業法改正以前から、漁業者は資源管理
の取組を進めてきました。しかし、漁業者は経営
との兼ね合いから保守的な取組とならざるを得ず、
その取組が数量にしてどれくらい貢献していたの
か実感としては分かりづらいものでした。

鐘崎天然トラフグ

―

新型コロナウイルスの感染拡大による市場へ

の影響などはどうですか

―

事例は少ないですが、科学的な目標値を定めて
対策してきた地域は、資源管理に成功してきまし
た。愛知県のイカナゴ、静岡県のサクラエビ、磯

トラフグはスーパーの店頭に並ぶ総菜魚ではあ

根資源の管理、福岡県ですと糸島のハマグリの輪

りません。さらに、新型コロナウイルス感染症拡

作は成功事例と言えるのではないでしょうか。科

大によって外食需要が減少しました。宗像漁協全

学的な管理が実行しやすい一定の条件が揃った地

体の漁獲量は前年に比べ 100% を超えたのですが、

域では、数量目標を定めることで管理の成果が検

平均単価は 80％台に下がっています。特に、高

証できます。それによって漁業者の取り組み意欲

級魚であるトラフグは半値以下の状態で、トラフ

も上がるのです。

グ漁が最もコロナ禍の煽りを受けていると言って
もよいでしょう。また、マーケットでは養殖トラ

地域ごとの実態を把握し、同じテーブルでの議論を

フグのクオリティーが上がってきており、さらに

―

価格面からもシェアを伸ばしてきているとの危機

を進めていくポイントは ―

新たな資源管理に関して、関係者の合意形成

感もあります。強度の資源管理を行うことで一旦

同じ資源を利用する利害関係者が多いため、全

市場が縮小してしまうと、資源が回復しても買い

体像を把握し、ステークホルダーが同じテーブル

手がいなくなることも懸念されます。トラフグ漁

で議論することができなければ合意形成は困難で

へ経営依存度の高い漁業者が多くいる私どもの地

す。問題解決には、具体的な工程に落とし込むこ

域では、そのような実態をしっかりと分析してい

とが必要だと思います。

くことが重要だと考えています。

新たな資源管理は、魚種ごとに数量目標を設定
することを基本としています。すべての漁業で、

規
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規

新たな資源管理について現場は・・・

魚種ごとの漁獲量という形で管理できればよいの

― 改正漁業法に基づき新たな資源管理が進めら

ですが、例えば定置網など多魚種を混獲する漁法

れていますが、どのように感じていますか ―

では、単一魚種の数量管理が困難なケースが生じ

水産庁から「新たな資源管理の推進に向けた

ます。そのときは、漁獲努力量によって管理する

ロードマップ」で今後のスケジュールが公表され

しかありませんが、その管理効果を具体的にどう

ています。総論としては、水産資源回復や水産業

評価するかがカギだと思います。漁獲努力量管理

再生に資するもので、沿岸漁業の経営改善につな

を、漁獲量管理による数値へ変換して評価すると

がるものと理解しています。しかし、漁獲量削減

いった技術的な工夫によって、異なる管理手法を
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ひとつの土俵で評価、比較できるようにすれば、

行われてきました。同じ資源を獲るとしても、沿

利害関係者の話もし易くなるのではないでしょう

岸の刺網や定置網では、沖合の底曳き網などに比

か。もちろん、数値評価の透明性が確保されなけ

べて混獲のリスクが高く、どうしても漁獲量で管

れば関係者には不信や不満が残り、実効性にも疑

理することが難しくなります。そのため、沿岸漁

問が出てきます。誠実な分析と評価が必要なのは

業の対象魚種や操業形態によっては、漁期の制限

言うまでもありません。

や網数を減らすなどの漁獲努力量制限による管理

親魚確保のため未成魚の保護を考える場合も、

の方が現場に馴染むと思います。

同一系群の中で、地域によって多様な利用方法が

しかし、定性的な管理では、ゴールが曖昧なた

あることを知る必要があります。トラフグの例で

め、管理効果がわかりづらいという課題もありま

みれば、瀬戸内海と外海とでは、漁獲するサイズ

した。管理効果の検証には、その取組がどの程度

が異なります。瀬戸内海の小フグは古くから食文

数量的に貢献するのか、定量的な評価が必要です。

化として地域社会で是とされてきました。その多

そこが従来の資源管理型漁業で足りなかった視点

様性を認めた上で、小規模な漁業も実態をとこと

です。しっかりモニタリングし、質の良いデータ

ん調べ、それぞれ地域・漁業の資源への影響度を

が積みあがれば、漁獲努力量による管理効果を漁

評価し、管理の負担をシェアしていくことが重要

獲量に換算評価する精度も上がるでしょう。将来

だと思います。ひとつひとつの地域・漁業を同じ

的には、その漁業について、定量的な漁獲量によ

基準で数値評価、比較する工夫が、解決の糸口に

る管理がよいのか、定性的な漁獲努力量による管

なるのではないでしょうか。

理がよいのか、より適切に判断できるようになっ

地域ごとの多様な漁業実態を把握するためには

てくると思います。

国及び都道府県の支援と連携が非常に重要になっ

北海道のホッケなどは漁業法改正以前からこの

てきます。資源への影響度の大小によって、関係

ような定量と定性のハイブリットな管理に取組み、

者が応分の管理をしていく。そんな共通認識を育

成果を上げつつあると聞きました。複雑な操業形

てることができれば、利害関係者がテーブルにつ

態に合わせて実効性のある管理を行えるような制

くことが出来るのではないでしょうか。

度に成熟させるためにも、もっと掘り下げた議論
が必要です。
規

関係者が安心して資源管理に取り組んで行く環境
づくりも重要
― 厳しい漁業経営の中で、トラフグなど資源管理
の強化も想定されますが ―
漁業収入安定対策、いわゆる積立ぷらすは、不
確実性の高い漁船漁業の経営安定策として、沿岸
漁業者にとっては大変ありがたい制度です。しか
ふぐ延縄漁船
規

し、その制度設計上、支援水準は過去の漁獲水準
が基準となるので、水揚げ低迷が続けば、支援額
も目減りしていきます。このため、トラフグのよ

現場に応じた柔軟な資源管理を

うに資源状態が芳しくない魚種の資源管理を裏支

―

数量管理を基本とした新たな資源管理を進め

えする仕組みとしては不十分のように思います。

ていく上で、どういったことに留意していくべき

水産資源の不確実性のひとつとして、卓越年級

とお考えですか ―
数量目標に向けて、全ての関係者が応分の管理

群の発生があります。卓越年級群によって管理目
標よりも資源量が増えることは十分にあり得ます。

に取り組むことが、新たな資源管理の重要な考え

そのとき、制限がなかったときに期待できる漁

方だと思います。その考え方を法律に盛り込んだ

獲を逸することになります。操業区域が限られた

ことについては、改正漁業法を評価しています。

沿岸漁業では資源変動だけでなく、魚群の偏りに

これまでも地域ごとに、定性的な柔軟な管理が

よっても同様の問題が懸念されます。その期待値
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を放棄するのは漁業者の心理として相当な違和感

報の収集や漁業者間の調整が可能です。ただ、今

があるでしょう。将来的に資源回復によって中長

の人員予算では、すべての調整・管理を業界へ丸

期的な収益改善が見込まれるとしても、すでに経

投げされても手が回りません。国の主体的な指導

営状態が悪化している漁業者は、どうしても直近

と支援の下、行政・研究機関と連携・分担の中で、

の確実な収益を確保せざるを得ません。また、獲

地元漁協が役割を担える体制づくりに取り組んで

り残した魚群は移動するので、それを翌年自分が

ほしいと思います。

漁獲できるかもわかりません。こういったケース

全国の沿岸には小規模で多様な漁業があります。

への対策についても、掘り下げて検討していただ

そこに資源管理の難しさがありますが、地域の実

きたいところです。

情に応じてきめ細やかに制度を運用することが重
要だと考えています。

―

不確実性という言葉がたびたび出てきました

が、資源評価の精度を上げるには漁獲データが重
要になってきますね

―

―

最後に一言、宜しくお願いします

―

福岡市で開催されたマアジ、マイワシなどの

資源評価の精度向上に質の高い漁獲データが重

「資源管理方針に関する検討会（ステークホルダー

要なのは言うまでもありませんが、もうひとつ、

会合）にも、宗像漁協組合員とともに参加しまし

TAC 配分調整においても、精度の高い水揚実績

た。資源管理の第一歩は、資源評価結果を理解す

データが不可欠なのです。過去の水揚実績値が信

ることであると思います。しかしながら、実際に

頼できないと、漁獲シェア調整の拠りどころがな

は多くの漁業者にとって、なかなか理解し辛い内

くなってしまいます。全国統一ルールで漏れなく

容だったかなと思います。

漁獲実績を把握することが、円滑な TAC 配分調
整につながると思います。
今、宗像漁協では、ベンチャー企業が経済産業

今後は、マダイやヒラメなど沿岸漁業が対象と
する魚種の資源評価結果が順次公表されようと
しています。水産研究・教育機構とともに、水産

省の支援を受けて実施しているＤＸ（デジタル

庁や都道府県の水産試験場・行政機関が連携して、

トランスフォーメーション）技術開発試験に協力

資源評価結果等を沿岸漁業者にも分かりやすく説

しています。この事業は、魚種、漁獲量、操業海

明していただきたいです。

域など様々な漁獲情報を、デジタル技術を用いて

新たな資源管理は、「誰ひとりとして置き去り

できるだけ簡便に収集するシステムを開発するも

にしない」ように、すべての関係者の理解と協力

のです。スマートフォンに触れたことのないよう

の下で進めるべきものです。我々漁業者自身も努

な漁業者からも、漏れなくデータ収集できること

力しなければなりません。関係機関におかれまし

を目指しており、ミッションは「すべての漁業者

てもその思いを共有していただけるようお願い申

が使えるしくみを」です。漁獲情報のデジタル化

し上げます。

は漁業者にメリットがある一方で、漁業者にとっ
て重要な事業情報である漁獲データが、なし崩し
的に流出したり、知らないところで目的以外に流
用されたりするリスクも心配されます。取得した
データの管理のあり方も、国や県において早めに
検討していただきたいと思います。
―

新たな資源管理において、漁協の役割につい

てどうお考えですか

―

ＴＡＣ制度の下で、割り当てられた数量の管理
を、それぞれの地元に定着 ･ 馴染ませていくこと
が都道府県の重要な役割だと思います。その中で

インタビューを受ける桑村勝士代表理事組合長

漁協の果たす現場実務の役割は大きいでしょう。

最後まで熱い思いを語っていただきました。

漁協ならば、地元に密着したきめ細かい漁獲情

16

豊かな海

No.55

2021.11

特

二枚貝を増やす最近の試み－３

特

【特集】二枚貝を増やす最近の試み－３

集

厳しい環境の中でシジミを守る挑戦

本誌「豊かな海」では、2015 年第 36 号から 2019 年第 49 号にかけて「リレーでつなぐ、元気『アサリ通信』」
と題してアサリに関する各地の各機関によるさまざまな試みを伝えてきました。 その後、 アサリ以外のさま
ざまな二枚貝でも増養殖の取り組みが進められていることから、 本誌 52 号から 「二枚貝を増やす最近の
試み」 と題した特集を掲載しています。
第３回目は、 シジミを取り上げました。 シジミが棲息するところは、 出水、 温度、 塩分濃度、 餌環境、
貧酸素水塊などの環境が厳しかったり、 あるいは変動が激しいところが多く、 資源はその影響を受けて激
しく変動します。 一方で、 健康食として堅調な需要があり、 価格は高い状態にあります。 その中で、 資源
管理や増殖に取り組まれている網走湖、 八郎潟、 琵琶湖、 小川原湖の取り組みを紹介していただきます。

1 網走湖とシジミ漁業
地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

水産研究本部

専門研究員

中島

網走水産試験場

調査研究部

美由紀・主査 真野

修一

１．網走湖の概要
（１）地理と環境
網走湖は北海道東部の網走市と大空町にまたが
る一級河川網走川水系の下流に位置します。湖面

オホーツク海

積が 33.0㎢、周囲長が 44㎞にわたり、湖の北東
から延びる 7.2㎞の流出河道によってオホーツク
海とつながります（図１）
。網走湖への流入量が
最も多い網走川は湖の南部に位置し、集水域は
1291.7㎢と湖面積の約 40 倍です 1）。主な流入河
川は他に女満別川やトマップ川があります。網走

網走湖

湖の形状は南北の流路が約 12.0㎞の長軸となり、
その東西に川が膨らむ湖盆形態となり、最大水深
は 16.1m で、平均水深が 7.0m です。湖岸は一部
が道路や漁港などのために護岸されていますが、
国定公園に指定されており、ハンノキ、ヤチダモ、
ミズナラなどの広葉樹とヨシに囲まれた自然豊か
な景観を見ることができます（図２）。

女満別川
網走川

トマップ川

図１

（２）歴史的経緯

網走湖の位置

図１ 網走湖の位置

網走湖の成因は海跡湖で、海水面の変動や漂砂
などによって現在の地形となりました。この湖は、
湖面の標高がわずか 0.4m で海面との差がほとん
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の塩分がこのとき急激に増加したのは、それまで
の数年にわたる少雨 2） か、あるいは港湾整備に
よる流出河道や河口沿岸の浚渫などが影響したと
されます。その後、塩淡境界層は徐々に上昇し、
1960 年で水深 10m、1986 年に水深 6m、1987 年
には夏期に水深 4m まで上昇しました。塩淡境界
層が浅くなると、シジミなど底生生物の生息域が
狭まるだけではなく、無酸素で硫化水素を多量に
含む下層水が強風により湧昇して引き起こされる、
いわゆる青潮の発生確率が高くなります。1987
年には日最大風速 10m/ 秒以上、または瞬間最大
風速 15m/ 秒以上の強風によって 8 回の青潮が発
生しました 5）。その後も、度々、塩淡境界層の上
昇と強風によって青潮が発生しています。青潮は
下層水の塩分や栄養塩を上層水に供給します。し
図 2 網走湖上から国の名勝の天都山を望む風景
上段；2021
年 7 月 14 日撮影。中央奥の複数の送信所
図2 網走湖上から国の名勝の天都山を望む風景
のある山が天都山（標高
207 ｍ）で、その左の
図2
網走湖上から国の名勝の天都山を望む風景
上段；2021年7月14日撮影。中央奥の複数の送信所の
稜線の下がったところが海への流出河道の位置
ある山が天都山（標高207ｍ）で、その左の稜線の下
上段；2021年7月14日撮影。中央奥の複数の送信所の
下段；2021
年 3 月 3 日撮影。上段とほぼ同一方向を撮
がったところが海への流出河道の位置
ある山が天都山（標高207ｍ）で、その左の稜線の下
影。結氷した湖面の積雪に風紋が生じる。
がったところが海への流出河道の位置

かし、青潮そのもので魚類などがへい死するため
に、公共用水域の水質管理に加えて、漁業資源の
シジミ（ヤマトシジミ）やワカサギ・シラウオの
生息に影響します。また、発生時期や場所によっ

下段；2021年3月3日撮影。上段とほぼ同一方向を撮影。
結氷した湖面の積雪に風紋が生じる。
下段；2021年3月3日撮影。上段とほぼ同一方向を撮影。
どなく、オホーツク海から海水が流れ込みます。
結氷した湖面の積雪に風紋が生じる。
海水の遡上のタイミングと量は、湖と海の水位差、

ては網走地区の基幹漁業を支えるサケ増殖事業に

海水と淡水の密度差や河川流入量の変化といった

に関する当地域の諸会議では、これまで塩淡境界

種々の水理状況に年間寒暖差や降水量や強風など

層の変動抑制について多くの検討を行ってきまし

の気象条件が加わります。その諸条件の微妙なバ

た。青潮の発生回数を軽減するために河川管理者

ランスのもとで湖水の塩分量がこれまで変動して

である国土交通省北海道開発局は、湖の流出河道

きました。網走湖は地史学上、過去に淡水化と汽

に設けた河口堰で冬期の塩水遡上を抑制し、境界

2）

とっても放流稚魚や回帰した親魚のへい死を招く
深刻な問題です。網走湖の環境対策やシジミ資源

水化を繰り返してきたとされます 。網走湖の表

層の上昇を制御する事業を実施しています。その

面水温は、夏期の 8 月から 9 月にかけては年によ

事業は、2007 年（平成 19 年）1 月から 2009 年

って表層水温が 25℃以上と沿岸の海面水温（年

までの間に仮ゲートによる試験運用が行われ、

別最大値の平均 18.1℃ 3））より高く、冬期の 12

2014 年（平成 26 年）1 月からこれまで本事業と

月から 4 月は結氷してその厚さは最大で 50㎝を

して継続されています。なお、2021 年夏季で塩

超えます。年間のうち最低水位となる冬季の渇水

淡境界層は水深 5.5m となっています。

期にとくに海水が遡上し、流出河道よりも深い湖
底に海水が入り込み滞留して下層水を形成します。
下層水は、現在では高塩分、無酸素、高濃度の硫

一方、塩淡境界層の上層の水質は淡水ではなく、

化水素の水質を有するようになりました。この下

おおむね６psu 以下の汽水です。この上層の水域

層水と上層水の境界面を塩淡境界層と呼びます。

が網走湖の漁場であり、シジミやワカサギ、シラ

網走湖は大正末期には淡水湖であり、1925 年（昭

ウオ漁業が営まれています。2016 年から 2018 年

和 2 年）の調査でこの境界層はほぼ湖底に近い水

に か け て、 そ の 漁 場 と な る 上 層 水 の 塩 分 量 が

4）

18

（３）厳しい環境の中での漁業

深 14m でした 。1935 年頃から急激に高鹹水と

0.5psu まで低下し、調査でもシジミの浮遊幼生を

なり、次第に下層水の体積も増えました。下層水

確認できず、シジミの資源維持にとって深刻な状
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況になりました。上層水の湖内での滞留時間は 1
6）

殖事業を行ったとの記録もあります。この頃から、

か月程度のため 、漁業水域である上層水の水質

網走湖は鹹水化してシジミの再生産に適した塩分

には河川水が作用し、河川水量は降水量の多寡に

環境となり、底質、水温、餌料などの生息に必要

影響されます。そこで、記録がある 1890 年から

な諸条件も適合して、資源が増えたとされていま

2020 年まで網走湖に近い気象庁網走地方気象台

す。その後、1933 年（昭和 8 年）にシジミの漁

7）

が観測した年降水量データを解析しました 。こ

業権が設定され、漁獲物として記載がある 1945

の 130 年間の年降水量の平均は 830.8mm、最も

年（昭和 20 年）でシジミの漁獲量は 300 トンで

多かったのは 1912 年の 1231.4mm、また、最も

した（図 4）8、9）。それから 1970 年代までは漁獲

少なかったのは 1905 年の 544.8mm でした。各年

量は 400 から 500 トン前後で推移し、
その後は年々

の降水量からこの年平均を差し引いたものを偏差

増加して、1990 年代以降は 800 トン前後を漁獲

とし、降水量の変動傾向を偏差の 3 か年の移動平

するようになりました 10）。それが、2018 年から

均で示しますと、上層水の塩分が低下した 2015

は減少し、2020 年で 608 トンとなりました。なお、

年から 2018 年は降水量が多く、その変動幅も過

これらの漁獲量には、湖の他に流出河道で漁獲す

去と比較して大きくなっていました（図 3）。塩

る量が含まれ、年によっては最大で 30 トンほど

分濃度は汽水性生物の生息を規定する重要な環境

ありました。2020 年には、網走湖は道内の全漁

要因であり、降水量つまり河川水量は上層水の塩

獲量 646 トンのうちの 94％を占める北海道を代

分濃度に影響します。降水量の偏差の変動が大き

表する漁場であり、国内有数のシジミ漁場となっ

いことから、近年はシジミ資源もより不安定にな

ています（図 5）。

っていると推察されます。
300
200
100
0
偏
差-100
- 2 00
- 3 00
1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950年 1960 1970 1980 1990 2000 2010

図3 年降水量の偏差（各年降水量から1890～2020年の
図3
年降水量の偏差（各年降水量から1890～2020年の
130年平均値を差し引いたもの）の3か年移動平均
130年平均値を差し引いたもの）の3か年移動平均
（気象庁網走地方気象台網走の降水量に基づく。）
（気象庁網走地方気象台 網走の降水量に基づく。）

２．網走湖のシジミ漁業と資源を守る
取り組み
（１）シジミ資源と漁業の推移

図 5 網走湖のシジミ水揚げ
図5 網走湖のシジミ水揚げ
(2021年 西網走漁業協同組合
川尻敏文氏撮影）
(2021年 西網走漁業協同組合 川尻敏文氏 撮影）

このように、漁獲量は 2013 年にカビ臭などで

大正時代から昭和初期の網走湖は淡水湖とされ

出荷を漁期中に停止したこともありますが、毎年

ており、当時の漁獲物資料でワカサギ、コイ・フ

ほぼ安定して漁獲されてきました。というのも、

ナ類が散見され、シジミは記載されていませんで

操業日と 1 日あたりの 1 隻の漁獲量を決めて、適

4）

した 。網走湖のシジミは大正時代には近隣の藻

切な漁獲管理を行っているからです。さらに、漁

琴湖から人為的に数度の移植がなされ、河口で増

獲する貝の大きさは漁業権行使規則では殻幅

1,000
資源量

800

漁獲量

漁 600
獲
量
（ｔ） 400

14mm を、漁協では 18㎜以上での出荷としていま

15,000

す。実際には殻長 24mm 程度のより大型のシジミ

12,000

を漁獲するようにし、船上で選別作業を行って規

9,000

格外のしじみは即時に湖に戻すことで、資源に対

6,000
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0
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3,000
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0

年

図図4
4 網走湖のシジミ漁獲量と資源量の推移
網走湖のシジミ漁獲量と資源量の推移

資
源
量
（ｔ）

する負荷を最小限に抑えています。漁期は 5 月か
ら 10 月にかけてで、噴流式じょれん底曳き網で
漁を行っています。漁獲作業は早朝の気温が上が
らない時間帯にほぼ終了しています。そのため、
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鮮度の高いしじみとして、色・艶が良く食べごた
えがある人気食材であると評価されており、東京
都中央卸売市場では全国平均の約 1.5 倍の高値で
取引されています。網走湖のシジミは、
2020 年（令
和 2 年）に農林水産省の地理的表示保護制度（GI）
にも登録されました（図 6）11)。
（２）漁業者とともに行うシジミの資源量調査
網走湖のシジミ漁獲資源を安定維持できるよう
に、これまで資源量調査が行われてきました 12）。
年間生産計画を立てて、漁業者が遵守し、安定し
た漁獲量を維持するためには、漁業者が納得でき
る資源量調査が重要です。そこで、調査には漁業
者が参加し、水産試験場と西網走漁協協同組合や
網走市、水産技術普及指導所など地域の関係機関
の協力のもとで実施しています。その調査の第 1
回目は 1963 年に行われました。2 回目は 1976 年
に、 さ ら に 塩 淡 境 界 層 の 上 昇 が 深 刻 に な っ た
図6

網走湖のシジミ

図6
網走湖のシジミ
図6 網走湖のシジミ

1986 年と、翌年の 1987 年に資源量調査を行いま
した。それ以降はほぼ 5 年毎を基本とし、湖環境
が不安定な年に塩淡境界層の上昇や上層の淡水化
の問題に応じられるように実施してきました。
2017 年からは資源が減少傾向にあるため、毎年、
実施しています。資源量調査は漁業者が噴流式じ
ょれんを使い一定面積を曳網して採集したシジミ
を港に持ち帰り、一斉に測定します（図 7）
。他
にスミス・マッキンタイヤー型採泥器による定量
採集調査を資源量調査と合わせて行い、稚貝など
の小型サイズのシジミの個体数を把握します。
ここ 10 数年の資源量では、2003 年に 16,336
ト ン と こ れ ま で の 調 査 で 最 も 多 く、 そ の 後 は
2007 年に 8,018 トンまで減り、そこから再び増
加傾向を示し 2015 年には 15,210 トンに回復しま
した（図 4）12）。それ以降は減少が続き、2021 年
の資源量は 4,222 トンにまでなりました。とくに
2016 年～ 2018 年は次世代の漁獲物である着底稚
貝（殻長 1㎜以下）が少ない状況でした。その後、
2021 年の採泥器による調査では殻長 1㎜の稚貝

網走湖シジミ資源量調査風景
図図7
7 網走湖シジミ資源量調査風景
図7 網走湖シジミ資源量調査風景
上段：噴流式じょれんに調査用目合のグリーンのネッ
上段：
噴流式じょれんに調査用目合のグリーンのネットを
上段： 噴流式じょれんに調査用目合のグリーンのネットを
トを取り付けてシジミを採集。（2011 年 6 月）
取り付けてシジミを採集。（2011年6月）
取り付けてシジミを採集。（2011年6月）
下段：漁業者総出で採集物からシジミを選別。(2021
下段： 漁業者総出で採集物からシジミを選別。 (2021年6月）
下段： 漁業者総出で採集物からシジミを選別。
(2021年6月）
年 6 月）
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（３）漁業者が主体のシジミ種苗生産
産卵と幼生の発生量が年級群で偏りがあると資

致し、かつ、効率的でコスト面を考慮した飼育法
はまだ開発途上にあります。資源添加のために必

源の加入量にばらつきが生じるので、シジミの漁

要な種苗サイズなどの諸条件も未解明のままです。

業資源を安定して維持するのは難しく、これまで

一方で、網走湖は青潮の他に、気象条件によって

も問題になってきました。そこで、その対策のひ

は富栄養湖に特徴的なアオコやシジミ貝のカビ臭

とつとして着底稚貝を一定程度、漁業資源に安定

の問題もあります。余談になりますが、餌料生物

して加入させるため、2020 年から西網走漁協の

が多量に増殖するには一定程度の栄養塩等が必要

シジミ部会や青年部が主体となり種苗生産試験を

です。富栄養の水質はシジミの成育にとってむし

再開しました。なお、網走湖では 2011 年（平成

ろ望ましく、シジミ資源を育む水質は、公共用水

23 年）に種苗生産による幼生放流を行いました

とは異なる「漁業用水」として、冷水域の網走湖

が、当時はその放流効果が検証されないままでし

の生産力に適合した基準値の確立が必要でしょう。

た。2020 年の種苗生産では、7 月に人工誘発し

依然として、シジミ資源を支える湖内の水環境

た受精卵から飼育開始し、給餌と加温による成長

は、下層水の存在もあり、強風や降水など制御で

促進試験を取り入れて 10 月末に放流しました（図

きない気象の影響が大きいと想定されます。そこ

8）
。同時に放流効果の検証のため、放流地で垂下

で、網走湖でのシジミ資源の安定維持のための方

かごを用いた試験と採泥器による採集を翌 2021

策として、その一部を補填するように種苗生産事

年 5 月に行った結果、期待できる生残結果が得ら

業の確立が急務と考えます。そのためにも、種苗

れました。このことは、次の機会にご紹介します。

生産の数量や放流サイズなどの目標設定を明確に

種苗生産は今年度（2021 年）も漁業者が主体

する調査を継続して実施し、同時に効率的な種苗

となり実施しました。しかし、国内でも有数の寒

生産手法の構築に取り組んでまいります。

冷地で特殊な水塊構造である網走湖の諸条件に合
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図図8
8 2020
年の網走湖でのシジミ種苗生産
2020年の網走湖でのシジミ種苗生産
上段：漁業者が設置した種苗生産施設。
上段： 漁業者が設置した種苗生産施設。
下段：10 図8
月 272020年の網走湖でのシジミ種苗生産
日種苗を入れたビニール袋を開けて放流。
下段：
種苗を入れたビニール袋を開けて放流。
上段： 10月27日
漁業者が設置した種苗生産施設。

網走

234pp.

６）今田和史（2000）網走 4 湖沼の物理環境

33-49.

網走市湖沼環境総合調査成果最終報告書
市・東京農業大学

網走

234pp.

下段： 10月27日 種苗を入れたビニール袋を開けて放流。
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７）気象庁

網走地方気象台

年ごとの降水量 (1890-

2020） https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/
etrn/view/annually_s.php?prec_no=17&block_no=
８）多田匡秀（1988） 日本陸水学会第 52 回大会シン
シンポジウムⅡ「網走湖の湖環境

変動と漁業生物」シジミガイ漁業 .

陸水学雑誌

９）北海道開発局官房開発調査課（1961）網走地域の
浅海資源の現況について .

北海道開発計画調査

網走地域開発計画調査資料

132pp.

昭和 39 年度事業報告書（1965）北海

道立網走水産試験場 .
1964 年～ 1975 年； 昭和 51 年度事業報告書（1976）
北海道立網走水産試験場 .
昭和 51 ～平成 21 年度事業

成績書（1977 ～ 2010）北海道立水産孵化場
2010 年～ 2019 年、2020 年； 平成 22 ～令和元年
度、令和２年度事業報告書（2011 ～ 2020、
印刷中）
北海道立総合研究機構

さけます・内水面水産試

験場
11）登録の公示（登録番号第 101 号）：農林水産省
(maﬀ.go.jp)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/
register/101.html
12）資源量データ
1963 年、1976 年；

昭和 39、51 年度事業報告書

（1965、1978）北海道立網走水産試験場
1986 年；

昭和 61 年度事業成績書（1988）北海

道立水産孵化場
1987 年、1993 年、1998 年、2003 年；

昭 和 62、

平 成 5、10、15 年 度 事 業 報 告 書（1989、1995、
2000、2005）北海道立網走水産試験場
2004 年、2005 年；田村亮一（2006）試験研究は今
No.565 「網走湖のシジミ資源－最近の動向につ
いて」 北海道立総合研究機構

水産研究本部

https://www.hro.or.jp/list/fisheries/marine/
o7u1kr0000008i0c.html
2007 年；

渡辺智治（2010）試験研究は今 No.659

「網走湖のヤマトシジミ資源（2009 年の資源回復
傾向）」 北海道立総合研究機構
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2015、2017）北海道立総合研究機構

平 成 21、
さけます・

内水面水産試験場
2017 年、2018 年、2019 年；

2021.11

立総合研究機構

平成 29、30、令和

網走水産試験場

2020 年、2021 年； 令和 2、3 年度事業報告書（印
刷中）北海道立総合研究機構

10）漁獲量データ

1976 年～ 2009 年；

2009 年、2011 年、2013 年、2015 年；

元年度事業報告書（2019、2020、2021）北海道

49（4），299-301.

1963 年；

o7u1kr0000006a00.html
23、25、27 年 度 事 業 報 告 書（2011、2013、

47409&year=&month=&day=&view=a1
ポジウム記録

https://www.hro.or.jp/list/fisheries/marine/

水産研究本部

網走水産試験場

二枚貝を増やす最近の試み－３

特

2 八郎湖におけるヤマトシジミ種苗放流後の食害対策
秋田県水産振興センター 資源部
上席研究員

高田 芳博

どが漁獲されています。令和 2 年の総漁獲量は
１．はじめに
八郎湖におけるヤマトシジミ種苗放流後の食害対策
224 トンで、魚種別ではワカサギが 198 トンで最

八郎湖は秋田市の北方約 20km に位置し、面積
47.3㎢、平均水深 3m ほどの淡水湖 1）で、東部承
水路、西部承水路および八郎潟調整池から構成さ

3）
も多く、
シラウオの
17 トンがこれに続いています
。
秋田県水産振興センター
資源部

上席研究員 高田 芳博
２．海水の流入とヤマトシジミの大発生

れています（図 1）
。二級河川の馬場目川を始め
として中小
20に
あまりの河川が湖東部から注いで
1. はじめ

防潮水門が完成した 1961 年以降、八郎湖は淡

おり、八郎湖の水源となっています。かつては我
八郎湖は秋田市の北方約 20km に位置し、面積 47.3水湖として管理されてきました。ところが、1987
㎢、平均水深 3m ほどの淡水湖 1）で、東部承水路、
が国第
2 位の面積を誇る汽水湖でしたが、1957
年 8 月下旬から防潮水門の放流ゲートを開放しな
西部承水路および八郎潟調整池から構成されています（図
1）
。二級河川の馬場目川を始めとして中小 20
年から八郎潟干拓事業が始まり、1961
年に完成
がら防錆工事を実施していたところへ、9
月上旬
あまりの河川が湖東部から注いでおり、八郎湖の水源となっています。かつては我が国第
2 位の面積を誇

る汽水湖でしたが、1957 年から八郎潟干拓事業が始まり、
1961 年に完成した防潮水門によって海水の流入
した防潮水門によって海水の流入が遮断され、淡
に台風が来襲し、大量の海水が湖内へ流入したの
が遮断され、淡水湖となりました。淡水化された以降は、干拓地に発足した大潟村を始めとして隣接市町
水湖となりました。淡水化された以降は、干拓地
です。これにより、湖内の塩素量は翌 10 月に最
2）

の農業用水に利用されています 。
に発足した大潟村を始めとして隣接市町の農業用

大 15,300mg/ℓ（塩分 27.6psu）に達し、八郎潟

八郎湖では現在も漁業が行われており、ワカサギ、シラウオ、コイ、フナ類、ハゼ類、エビ類などが漁
水に利用されています
調整池では、少なくとも年内は 1,000mg/ℓ（塩
。
2）

4）
獲されています。令和 2 年の総漁獲量は 224 トンで、魚種別ではワカサギが
198 トンで最も多く、シラウ
分 1.8psu）を上回る塩分状態が続きました
八郎湖では現在も漁業が行われており、ワカサ
。

3）

オの 17 トンがこれに続いています 。
ギ、シラウオ、コイ、フナ類、ハゼ類、エビ類な

ヤマトシジミの産卵期は、隣県の青森県小川原
湖では主に 7 月下旬から 9 月上旬とされており 5）、

八郎湖

ふ化後の浮遊幼生期には海水の 1/10 ～ 1/4 程度
の塩分を必要とします 6）。八郎湖へ海水が流入し
N

た時期はちょうどヤマトシジミの産卵期に当たっ
ており、淡水化される以前から残存していたヤマ

男鹿半島

トシジミが、海水流入を刺激として一斉に産卵し
西部承水路

東部承水路

たのでしょう。翌 1988 年 3 月には、大量のヤマ
トシジミの稚貝が確認されることとなりました。
この年の 7 ～ 10 月にかけて、八郎潟調整池で発
生状況を調査した結果、殻高 3 ～ 5mm の稚貝が
平均約 3,000 個体 /㎡の密度で分布していること

■ 稚貝の放流場所

が明らかになりました 4）。1989 年にはこれらの

八郎潟調整池

防潮水門

八郎潟
調整池

0

馬場目川

下であった漁獲量は 1989 年に 1,755 トン、1990
年には 10,750 トンに達し 3）、全国 1 位となりま
した。しかし、その後のヤマトシジミの発生はな

船越水道
日本海

一部が漁獲サイズに達し、それまで 100 トン以

2km

八郎湖の概略図
図図
1 1 八郎湖の概略図

かったことから漁獲量は急速に減少し、1997 年
以降は 10 トン未満、さらに 2011 年以降は 1 ト
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下旬から防潮水門の放流ゲートを開放しながら防錆工事を実施していたところへ、9 月上旬に台風が来襲
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の稚貝が平均約 3,000 個体/㎡の密度で分布していることが明らかになりました 4）。1989 年にはこれらの
一部が漁獲サイズに達し、
それまで100トン以下であった漁獲量は1989年に1,755トン、
1990年には10,750
3）
トンに達し 、全国 1 位となりました。しかし、その後のヤマトシジミの発生はなかったことから漁獲量
は急速に減少し、1997 年以降は 10 トン未満、さらに 2011 年以降は 1 トン未満で推移しています 3）
（図 2）
。
けた様々な取組が検討され、二枚貝であるシジミ
類を活用した水質浄化効果が注目されるようにな
りました。これをきっかけとして、秋田県水産振
興センターでも 2014 年から八郎湖のシジミ資源
の増殖に向けた調査・研究を再開することとなり
ました。

４．近年のヤマトシジミの分布状況
研究に先立ち、湖内にヤマトシジミがまだ生存
図
図22 八郎湖におけるシジミ類の漁獲量
八郎湖におけるシジミ類の漁獲量
3）

ン未満で推移しています （図 2）。

しているかどうかを確かめるため、2014 年に八
郎潟調整池の計 16 点で、貝けた網による分布調
査を行いました。残念ながらヤマトシジミは全く

イの食害と思われる貝殻の破片が多数観察された事例があったことから、夏以降の稚貝の減耗要因の一つ
確認することができず、1987 年の大発生に由来
3. として、食害生物による捕食の影響が考えられました。
八郎湖が指定湖沼に
するヤマトシジミの個体群はすでに消滅してし
３．八郎湖が指定湖沼に
1987そこで、どのような生物がヤマトシジミの稚貝を捕食しているのかを明らかにするために、水槽を使っ
年の大発生以降はヤマトシジミの新たな加入がなかったため、
1993 年からは秋田県水産振興センタ
まったものと考えられました。なお、防潮水門と
た食害試験を行いました。
まず、
大きさが
2〜11mm
までのヤマトシジミの稚貝を殻長
1mm ごとに 1〜3 個体
ーで採卵を行い 2000 年まで浮遊幼生の放流試験を行ってきましたが、
放流した翌年夏以降の生残個体が確
1987
年の大発生以降はヤマトシジミの新たな
日本海を結ぶ船越水道（図
1）は干拓事業以降も
ずつ用意し、水槽に収容しました。なお試験を行うに当たり、秋田県ではこれらのサイズ群の稚貝を準備
認できず、資源回復には至りませんでした。しかしこれ以降も、八郎湖のシジミ資源の復活に対する漁業
加入がなかったため、1993
年からは秋田県水産
感潮域となっており、同様に実施した分布調査で
できなかったため、試験用の稚貝は茨城県水産試験場内水面支場から提供していただきました。この稚貝
関係者の要望は根強く残っていました。そうした中、2007
年に八郎湖が指定湖沼の指定を受けたことから
振興センターで採卵を行い
2000
年まで浮遊幼生
は、わずかながらヤマトシジミの生存を確認する
が入った水槽に、食害を引き起こす可能性が予測された生物を一緒に入れて 3 日間飼育し、稚貝の生残状
水質改善に向けた様々な取組が検討され、二枚貝であるシジミ類を活用した水質浄化効果が注目されるよ
の放流試験を行ってきましたが、放流した翌年夏
ことができました。
況を調べました（図
3）
。準備した生物は、スジエビ、ウキゴリ、アシシロハゼ、ヌマチチブ、ウグイ、ギ
うになりました。
これをきっかけとして、
秋田県水産振興センターでも
2014 年から八郎湖のシジミ資源の
以降の生残個体が確認できず、資源回復には至り
ンブナ、モクズガニ、コイの合計 8 種類です。ギンブナとコイについては、小型と中型の 2 種類の大きさ
増殖に向けた調査・研究を再開することとなりました。
ませんでした。しかしこれ以降も、八郎湖のシジ
を用意しました。これらは、いずれも八郎湖の調査でよく見かける生物です。実験の結果、ウグイと小型
５．ヤマトシジミの食害生物
のギンブナが殻長
までの稚貝を捕食しました。また、小型のコイが殻長
6mm までの稚貝を、モクズガ
4.ミ資源の復活に対する漁業関係者の要望は根強く
近年のヤマトシジ4mm
ミの
分布状況
ニと中型のコイはすべてのサイズの稚貝を捕食することが分かりました。湖内の生息数の多さを勘案する
残っていました。そうした中、2007
年に八郎湖
八郎湖に再びシジミ資源を増やすための方法と
研究に先立ち、湖内にヤマトシジミがまだ生存しているかどうかを確かめるため、2014
年に八郎潟調整
と、コイが最大の捕食種と推測されます。
が指定湖沼の指定を受けたことから水質改善に向
して、今回は浮遊幼生ではなく、着底以降の稚貝
池の計
16 点で、貝けた網による分布調査を行いました。残念ながらヤマトシジミは全く確認することがで
きず、1987 年の大発生に由来するヤマトシジミの個体群はすでに消滅してしまったものと考えられました。
捕食 1）は干拓事業以降も感潮域となっており、同様に実施した
生残
なお、防潮水門と日本海を結ぶ船越水道（図
個体
4
スジエビ
ギンブナ 4
分布調査では、わずかながらヤマトシジミの生存を確認することができました。
2
2
体長52mm,
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5. ヤマトシジミの食害生物
ウキゴリ 4
ギンブナ 4
八郎湖に再びシジミ資源を増やすための方法として、今回は浮遊幼生ではなく、着底以降の稚貝放流が
（中型）
2
2
全長43mm,
44mm
検討されました。2014
年から種苗生産を開始し、この年の秋には生産した稚貝（殻長
0.2〜0.7mm）4,200
全長270mm,
0
0
286mm
2
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8
9
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11
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万個体を早速八郎湖に放流しました。放流後の追跡調査を行った結果、放流翌年の 6 月まではある程度の
密度で稚貝を確認することが出来ましたが、
8 月以降はほぼ確認することが出来なくなってしまいました。
アシシロ 4
モクズガニ 4
2
ハゼ
全甲幅34mm, 2
これについて、八郎湖では過去に八郎湖増殖漁業協同組合がヤマトシジミの親貝を放流した数日後に、コ
48mm
全長81mm,
82mm
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ヌマチチブ 4
全長74mm,
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3 ヤマトシジミの食害試験結果
図 3 図ヤマトシジミの食害試験結果
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放流が検討されました。2014 年から種苗生産を

での稚貝を、モクズガニと中型のコイはすべての

開始し、この年の秋には生産した稚貝（殻長 0.2

サイズの稚貝を捕食することが分かりました。湖

～ 0.7mm）4,200 万個体を早速八郎湖に放流しま

内の生息数の多さを勘案すると、コイが最大の捕

した。放流後の追跡調査を行った結果、放流翌年

食種と推測されます。

特

集

の 6 月まではある程度の密度で稚貝を確認する
ことが出来ましたが、8 月以降はほぼ確認するこ

６．種苗放流後の食害対策

とが出来なくなってしまいました。これについて、
八郎湖では過去に八郎湖増殖漁業協同組合がヤマ

食害試験と並行して、放流したシジミを食害生

トシジミの親貝を放流した数日後に、コイの食

物から保護する対策についても検討しました。プ

害と思われる貝殻の破片が多数観察された事例が

ラスチックや網製のかごへの収容などいくつかの

あったことから、夏以降の稚貝の減耗要因の一つ

方法を試しましたが、放流場所の湖底にネットを

として、食害生物による捕食の影響が考えられま

敷設する方法で比較的良い生残結果が得られたた

した。

め、2017 年からは敷設するネットの目合の大き

そこで、どのような生物がヤマトシジミの稚貝

さについて検討していくことになりました。

を捕食しているのかを明らかにするために、水槽
を使った食害試験を行いました。まず、大きさが

１）ネットの敷設試験 -1（2017 年放流群）

2 ～ 11mm までのヤマトシジミの稚貝を殻長 1mm

2017 年 9 月に八郎湖でヤマトシジミの稚貝（平

ごとに 1 ～ 3 個体ずつ用意し、水槽に収容しま

均殻長 1.5mm）約 300 万個体を放流し、放流場

した。なお試験を行うに当たり、秋田県ではこれ

所の湖底にネットを敷設する試験区を設定しまし

らのサイズ群の稚貝を準備できなかったため、試

た（ 図 1、 写 真 1、 表 1）。 防 風 ネ ッ ト（ 目 合

験用の稚貝は茨城県水産試験場内水面支場から提

区、および対照区としてネッ
5mm）を使用し設置場所を変えた試験区を
3 区、

区、および対照区としてネッ

供していただきました。この稚貝が入った水槽に、
食害を引き起こす可能性が予測された生物を一緒
に入れて 3 日間飼育し、稚貝の生残状況を調べま
した（図 3）
。準備した生物は、スジエビ、ウキ
ゴリ、アシシロハゼ、ヌマチチブ、ウグイ、ギン
トリカルネット
ブナ、モクズガニ、コイの合計
8 種類です。ギン
試験区

防風ネット
ブナとコイについては、小型と中型の 2 種類の大
試験区

対照区
きさを用意しました。これらは、いずれも八郎湖

の調査でよく見かける生物です。実験の結果、ウ
グイと小型のギンブナが殻長 4mm までの稚貝を
写真 1 ネットの敷設状況（2017 年放流群）
捕食しました。また、小型のコイが殻長 6mm ま

トリカルネット
試験区

防風ネット
試験区
対照区

写真11 ネットの敷設状況（2017
ネットの敷設状況（2017 年放流群）
写真
年放流群）

表91月2017
年 9 月 22 日に放流したヤマトシジミ稚貝（平均殻長
1.5mm）の生残率の推移
表 1 2017 年
22 日に放流したヤマトシジミ稚貝（平均殻長
1.5mm）の生残率の推移
表 1 2017 年 9 月 22 日に放流したヤマトシジミ稚貝（平均殻長 1.5

トを敷設しない試験区 1 区を設定しました。ネッ
トを敷設しない試験区 1 区を設定しました。ネッ
トは鉄筋で固定するとともに、ネットの各縁辺部には鉄筋を縫い付け、波浪による舞い上がりを防止しま
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トは鉄筋で固定するとともに、ネットの各縁辺部には鉄筋を縫い
した。
した。

能性も考えられました。さらに、この試験ではネットの洗浄など手入れを行わなかったため、ネットに浮
泥のような付着物が顕著に認められ、特に目合が細かい防風ネットの試験区では、ネットの汚れに伴う水
質悪化が減耗要因となった可能性が考えられました。
敷設しなかった対照区では生残個体が確認されま
せんでした。このことから、ネットがないと稚貝
は食害により全滅してしまいますが、ネットを敷
設すれば外敵生物からの食害が軽減され、減耗を
ある程度は抑制することが出来たと考えられまし
た。しかし、ネットを敷設した試験区でも 9 月の
生残率は 1 ～ 10％にまで減少しており、夏季を
中心とした減耗が生じていたことが明らかになり
ました。トリカルネットの 2 つの試験区では、ヤ
マトシジミの稚貝のものと思われる数 mm サイズ
の貝殻の破片が散見されたことから、食害の影響
各試験区におけるヤマトシジミの生残率
図 4図 4各試験区におけるヤマトシジミの生残率

が軽減されたとはいいながらも、若干は食害を受
けていたことが示唆されました。また、トリカル

この試験では、目合 5mm の防風ネットを使った試験区で生残率が高い傾向が見られましたが、防風ネッ
プラスチック製のトリカルネットを使用し目合の
ネットの試験区ではネットの目合が稚貝の大きさ
トよりも目合が一回り大きいトリカルネット細目試験区との比較が出来ず、最適な目合の大きさを結論づ
大きさを変えた試験区を 3 区、および対照区とし
を大幅に上回っていたため、稚貝が成長する前に
けるまでには至りませんでした。
てネットを敷設しない試験区 1 区を設定しました。

試験区外へ逸散してしまった可能性も考えられま

ネットは鉄筋で固定するとともに、ネットの各縁

した。さらに、この試験ではネットの洗浄など手

能性も考えられました。さらに、この試験ではネットの洗浄など手入れを行わなかったため、ネットに浮
*1
辺部には鉄筋を縫い付け、波浪による舞い上がり
入れを行わなかったため、ネットに浮泥のような
表
2 2019 年 6 月 25 日に放流したヤマトシジミ稚貝（平均殻長
1.8mm ）の生残率の推移
泥のような付着物が顕著に認められ、特に目合が細かい防風ネットの試験区では、ネットの汚れに伴う水
を防止しました。
付着物が顕著に認められ、特に目合が細かい防風
質悪化が減耗要因となった可能性が考えられました。
放流後の追跡調査は、放流翌年の 2018 年 5 月、

ネットの試験区では、ネットの汚れに伴う水質悪

7 月および 9 月に行いました。各試験区で、一定

化が減耗要因となった可能性が考えられました。

面積からエクマンバージ型採泥器やタモ網を使っ

この試験では、目合 5mm の防風ネットを使っ

て稚貝を採集し、殻長を測定しました。測定後の

た試験区で生残率が高い傾向が見られましたが、

稚貝は、すべて元の試験区へ戻しました。採集さ

防風ネットよりも目合が一回り大きいトリカルネ

れた稚貝の個体数から月ごとに分布密度を求め、

ット細目試験区との比較が出来ず、最適な目合の

月の密度を
100％として
大きさを結論づけるまでには至りませんでした。
２5）
ネットの敷
設試験-2（270月と
19 年9放月の生残率を
流群）
そこで 2019 年は、比較的小さな目合のネットを用いた比較試験として、防風ネット（目合 4mm）を敷設
算出し、敷設したネットの効果を比較検討しまし
する試験区を
2 つ、またこれよりも一回り大きい目合のプラスチック製のネット（目合
8mm）を敷設する
た。
２）ネットの敷設試験 -2（2019
年放流群）
試験区を
1
つ、計
3
つの試験区を設定しました（表
2）
。2017
年に使ったネットと同じ目合の商品が入手
追跡調査の結果を表 1 に、生残率の推移を図 4
そこで 2019 年は、比較的小さな目合のネット
できなかったため、この試験ではこれに近い規格のもので代用しました。防風ネットの試験区では、6〜9
に示しました。設定した 7 試験区のうち、トリカ
を 用 い た 比 較 試 験 と し て、 防 風 ネ ッ ト（ 目 合
月まで月
1
回ブラシを使ってネットの汚れを洗浄する試験区と、洗浄をしない試験区を設けました。放流
ルネットの細目試験区ではネットが流出してしま
4mm）を敷設する試験区を 2 つ、またこれよりも
種苗は、
（地独）青森県産業技術センター内水面研究所が
2018
年に採卵し生産した小川原湖産のヤマトシ
図
4
各試験区におけるヤマトシジミの生残率
い、データを得ることが出来ませんでした。7 月
一回り大きい目合のプラスチック製のネット（目
ジミの稚貝（平均殻長
4,440 個体をこの試験のために提供していただきました。この種苗
この試験では、目合1.8mm）で、計
5mm の防風ネットを使った試験区で生残率が高い傾向が見られましたが、防風ネッ
の調査では、生残状況に差はあったものの、残る
合 8mm）を敷設する試験区を 1 つ、計 3 つの試
を重量で
3
等分して
1,480
個体ずつとし、2019
年 6 月 25 日に各試験区へ放流しました。放流後の追跡調
トよりも目合が一回り大きいトリカルネット細目試験区との比較が出来ず、最適な目合の大きさを結論づ
全ての試験区で稚貝の生残が認められました。し
験区を設定しました（表 2）。2017 年に使ったネ
査は
2019 年 9 月、2020 年 6 月および 9 月に行いました。追跡調査では、各試験区からタモ網を用いて全
けるまでには至りませんでした。
かし 9 月の調査では、ネットを敷設したすべての
ットと同じ目合の商品が入手できなかったため、
てのヤマトシジミを回収し、単位面積当たりの生残個体数を求めました。
試験区で生残個体が見られたのに対し、ネットを
この試験ではこれに近い規格のもので代用しまし
追跡調査の結果を表 2 に、放流した稚貝の分布密度の推移を図 5 に示しました。放流直後に 411 個体/㎡
*1
であった稚貝の分布密度は、
放流
1 年後の 2020 年 6 月に、目合 4mm の防風ネット試験区で
6.1 個体/㎡（生
表 62 月2019
年6月
25 日に放流したヤマトシジミ稚貝（平均殻長
1.8mm*1）の生残率の推移
表 2 2019 年
25 日に放流したヤマトシジミ稚貝（平均殻長
1.8mm ）の生残率の推移
残率 1.5％）
、防風ネットの月 1 回洗浄試験区で 7.5 個体/㎡（生残率 1.8％）
、目合 8mm のプラスチック製
ネット試験区では 11.7 個体/㎡（生残率 2.8％）となり、目合 8mm のプラスチック製ネット試験区がやや

２）ネットの敷設試験-2（2019 年放流群）
そこで 2019 年は、比較的小さな目合のネットを用いた比較試験として、防風ネット（目合 4mm）を敷設
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2 つ、またこれよりも一回り大きい目合のプラスチック製のネット（目合 8mm）を敷設する
試験区を 1 つ、計 3 つの試験区を設定しました（表 2）
。2017 年に使ったネットと同じ目合の商品が入手

かし実際には、想定よりも深く潜砂していた個体があって試験区からすべての個体を回収することが出来
ず、一部取り残しが生じたと考えられました。このため、推定した各試験区の分布密度は過小評価となっ
特
ている可能性がありますが、2020 年 6 月まではプラスチック製ネット試験区が防風ネットの試験区よりも
二枚貝を増やす最近の試み－３
集
相対的に高い分布密度で推移している傾向が見られました。したがって稚貝の生残状況は、目合 4mm の防
風ネットよりも目合 8mm のプラスチック製ネットの方がやや優れていると考えられました。
水温が比較的高い時期にはヤマトシジミが底質の
表層に分布していると想定し、放流個体の回収は
表層のみで行いました。しかし実際には、想定よ
りも深く潜砂していた個体があって試験区からす
べての個体を回収することが出来ず、一部取り残
しが生じたと考えられました。このため、推定し
た各試験区の分布密度は過小評価となっている可
能性がありますが、2020 年 6 月まではプラスチ
ック製ネット試験区が防風ネットの試験区よりも
相対的に高い分布密度で推移している傾向が見ら
れました。したがって稚貝の生残状況は、目合
図5

放流した稚貝の分布密度の推移

図 5 放流した稚貝の分布密度の推移

4mm の防風ネットよりも目合 8mm のプラスチッ
ク製ネットの方がやや優れていると考えられまし

これまでの結果を要約すると、2017 年放流群の追跡調査では目合が異なる 3 種類のネット（目合 5mm の
た。防風ネットの試験区では、6 ～ 9 月まで月 1
た。
防風ネット、目合 20×30mm および 15×15mm のトリカルネット）を敷設した試験区で放流後の生残状況を
回ブラシを使ってネットの汚れを洗浄する試験区
これまでの結果を要約すると、2017 年放流群
比較し、目合 5mm の防風ネットで生残率が高い傾向が見られました。また 2019 年放流群の追跡調査では、
と、洗浄をしない試験区を設けました。放流種苗
の追跡調査では目合が異なる 3 種類のネット（目
目合 4mm の防風ネットよりも目合 8mm のプラスチック製ネットの方が、さらに優れた生残状況を示しまし
は、（地独）青森県産業技術センター内水面研究
合 5mm の防風ネット、目合 20 × 30mm および
た。防風ネットの目合に若干の違いはあるものの、これまでの試験結果から、湖底に敷設するネットの目
所が 8mm
2018で年に採卵し生産した小川原湖産のヤマ
15 × 15mm のトリカルネット）を敷設した試験
合は
4〜5mm よりもさらに高い生残を期待できると結論づけました。
トシジミの稚貝（平均殻長
1.8mm）で、計
4,440
区で放流後の生残状況を比較し、目合
5mm の防
ヤマトシジミの平均殻長の推移を図
6 に示しました。2019
年 6 月に平均殻長 1.8mm で放流した稚貝は、
個体をこの試験のために提供していただきました。
風ネットで生残率が高い傾向が見られました。ま
放流
1 年後の 2020 年 6 月には防風ネット試験区で 15.9mm、防風ネットの月
1 回洗浄試験区で 16.4mm、プ
この種苗を重量で
3
等分して
1,480
個体ずつとし、
た
2019
年放流群の追跡調査では、目合
4mm の
ラスチック製ネット試験区で 16.3mm まで成長しました。この中では、防風ネットの月 1 回洗浄試験区が最
2019 年 6 月 25 日に各試験区へ放流しました。放
防風ネットよりも目合 8mm のプラスチック製ネ
も高い値を示しましたが、統計学的には各試験区間の平均殻長に差はありませんでした。また
2020 年 9
流後の追跡調査は
2019 年 9 月、2020 年 6 21.8mm
月お であったのに対し、
ットの方が、さらに優れた生残状況を示しました。
月の調査でも、
防風ネット試験区で平均殻長
防風ネットの月 1 回洗浄試験区で
は平均殻長
22.4mm と若干高い値を示しましたが、統計学的には差がありませんでした。以上のことから、
よび 9 月に行いました。追跡調査では、各試験区
防風ネットの目合に若干の違いはあるものの、こ
放流後のヤマトシジミの成長は目合
4mm の防風ネットと目合
8mm のプラスチック製ネットの試験区間で差
からタモ網を用いて全てのヤマトシジミを回収し、
れまでの試験結果から、湖底に敷設するネットの
はなく、さらに月
1 回のネット洗浄については、稚貝の成長という点からも必ずしも必要な作業ではない
単位面積当たりの生残個体数を求めました。
目合は 8mm で 4 ～ 5mm よりもさらに高い生残を
ことが示唆されました。
追跡調査の結果を表 2 に、放流した稚貝の分布
期待できると結論づけました。
密度の推移を図 5 に示しました。放流直後に 411

ヤマトシジミの平均殻長の推移を図 6 に示しま

個体 /㎡であった稚貝の分布密度は、放流 1 年後

した。2019 年 6 月に平均殻長 1.8mm で放流した

の 2020 年 6 月に、目合 4mm の防風ネット試験

稚貝は、放流 1 年後の 2020 年 6 月には防風ネッ

区で 6.1 個体 /㎡（生残率 1.5％）、防風ネットの
月 1 回洗浄試験区で 7.5 個体 /㎡（生残率 1.8％）、
目合 8mm のプラスチック製ネット試験区では
11.7 個体 /㎡（生残率 2.8％）となり、目合 8mm
のプラスチック製ネット試験区がやや高い値を示
しました。放流から 1 年 3 か月が経過した 2020
年 9 月の調査では、防風ネット試験区が 8.6 個体
/㎡（生残率 2.1％）、防風ネットの月 1 回洗浄試
験区が 5.6 個体 /㎡（生残率 1.4％）で、月 1 回
ネットを洗浄することによる生残率の向上は特に
認められませんでした。また防風ネット試験区で
は、分布密度が 6.1 個体 /㎡から 8.6 個体㎡へと
見かけ上増加しました。この放流追跡調査では、

図6

放流した稚貝の平均殻長の推移

図 6 放流した稚貝の平均殻長度の推移

7. 今後の課題
放流場所にネットを敷設することにより、放流翌年の夏以降で
たが、その生残率は 2％前後と低く、もう少し改善する余地があ
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枚貝類のアサリでも、食害対策として放流場所にネットを被せる

ト試験区で 15.9mm、防風ネットの月 1 回洗浄試

上の飼育期間が必要であり、その間、餌として使

験区で 16.4mm、プラスチック製ネット試験区で

用する珪藻濃縮液や飼育管理のコストが課題とな

16.3mm まで成長しました。この中では、防風ネ

ります。将来的にヤマトシジミの大型種苗が安定

ットの月 1 回洗浄試験区が最も高い値を示しまし

的かつ安価に量産できる技術が確立されれば、放

たが、統計学的には各試験区間の平均殻長に差は

流後の生残率ももう少し向上するのではないかと

ありませんでした。また 2020 年 9 月の調査でも、

期待されます。

防風ネット試験区で平均殻長 21.8mm であったの
に対し、防風ネットの月 1 回洗浄試験区では平均
殻長 22.4mm と若干高い値を示しましたが、統計
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ます。同じ二枚貝類のアサリでも、食害対策とし

７）柴田輝和、早川美恵、須田隆志（2001）干潟での

て放流場所にネットを被せる研究が行われていま

被覆網によるアサリ人工稚貝の中間育成 . 栽培技

すが、ネットの縁辺部を埋設した方がより多くの
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7）

稚貝が残留するという結果が得られています 。
干潮時にネットの敷設作業が出来るアサリと違っ
て、八郎湖では水深 0.6m 以深の底質にネットを
敷設する必要があり作業はやや困難を伴いますが、
ネットの縁辺部を埋設する効果は検証しておく必
要があると思っています。
また、これまでの放流試験で使用したヤマトシ
ジミはいずれも平均殻長 1 ～ 2mm サイズで、敷
設したネットの目合よりも小さく、稚貝がネット
から抜け出て逸散してしまう可能性は否定できま
せん。殻長 1 ～ 2mm サイズの稚貝を留めておく
ことが出来るように、目合がこれより小さいネッ
トを敷設する方法も考えられますが、ネットが目
詰まりして環境の悪化を招くリスクが高くなって
しまいます。一方、ネットの目合よりも大きな稚
貝、例えば今回使用した目合 4mm の防風ネット
には留まることができるような殻長 6mm 以上の
稚貝を大量に生産するためには、採卵から 1 年以
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3 琵琶湖におけるセタシジミ増殖の取り組み
滋賀県水産試験場
専門員

１．はじめに

漁場保全係

井戸本

純一

などの社会環境の変化によって南湖の漁場が消滅
し、昭和の終わりころには 200 トン前後が広い

京と東国をむすぶ「瀬田の唐橋」が有名な交通
の要衝にちなんで名づけられたセタシジミは、琵

北湖の沿岸部に点在する漁場と瀬田川の一部で採
られるだけになりました（図 2）。

琶湖固有種の純淡水産シジミです（図 1）。かつ
て八郎湖や諏訪湖に移植された経緯がありますが、

２．独特な繁殖生態

現在漁業の対象になっているのは琵琶湖だけです。
大津市内の縄文遺跡からは大規模なセタシジミの
１）

雌雄異体の本種は、淡水の貝ではめずらしく体

貝塚がいくつもみつかり 、昭和のなかごろには

外受精を行います。しかし、ヤマトシジミや多く

瀬田川につながる南湖 ( 平均水深約 4 ｍの浅い水

の海産二枚貝とは異なり、幼生が浮遊生活を送る

域 ) の漁場を中心に年間数千トンの漁獲がありま

ことはありません。水中で受精した卵はすぐに湖

した。しかし、高度成長期に水質汚染や砂利採取

底に沈み、ヴェリジャー期までの数日間は卵膜内
で発生が進みます。その後いわゆるＤ型幼生のす
がたでふ化しますが、面盤（velum）を広げて浮
遊することはなく、足を出してほふくするだけの
底生生活に入ります２）。そこで、私たちはこの時
期の幼生をほかと区別する意味を込めてＤ型仔貝
と呼ぶことにしています（図 3）。このような発
生様式のため、セタシジミの資源は基本的には親
貝のいる範囲で再生産することになり、安定的で
ある反面、いったん枯渇した資源が外部からの浮
遊幼生の漂着によって爆発的に回復するという現
象は期待できません。

図１

セタシジミのバリエーション

図３

ふ化直前の卵（左）とＤ型仔貝（右）

図２ 琵琶湖における 1950（昭和 25）年から
1988（昭和 63）年までのシジミ漁獲量
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ます。翌朝、産卵が終わった親貝を取り上げると、

３．これまでの経緯

卵はすでに採卵槽の底一面に広がって沈んでいま
す（図 4）。あとは 4 ～ 5 日後ふ化するまでそっ

１）種苗生産への挑戦

としておくだけです（…というよりも発生途中の

滋賀県水産試験場では、1988（昭和 63）年度

胚は振動に弱いので動かせないのです）。ふ化後

からはじまった国の「地域特産種増殖技術開発事

は底近くまで静かに排水し、残りの水とＤ型仔貝

業」
（二枚貝グループ）に淡水の貝類で唯一参加し、
人工種苗放流によるセタシジミの増殖をめざして
３）

（殻長約 0.18㎜）をプランクトンネット地の濾し
器で受けながら水道水で洗い流します。このとき、

種苗生産技術の開発に取り組みました 。浮遊生

排水口の周りを浅くくぼませただけの改良が作業

活をしないということは、その間エサを与える必

を格段にスムーズにしてくれます。

要がなく、産卵さえコントロールできれば短期間

このような採卵作業をたくさんの採卵槽をなら

で繰り返し大量の着底仔貝を生産できるはずです。

べて数日ごとに繰り返すことにより、平成 10 年

この点に着目し、この事業ではつぎのような基礎

度からは毎年約 20 億個以上のＤ型仔貝を生産し、

的な知見と技術を得ることができました。

放流する事業を実施することが可能になりました。

セタシジミの産卵は琵琶湖の水温が 20℃以上
に達した夜間に行われます。種苗生産では、成熟

２）資源管理への応用

した天然の親貝を採捕し、18℃に冷やした水槽に

生まれたばかりのＤ型仔貝の放流は、原則とし

収容して産卵を抑制します。この状態でおよそ１

て湖底環境が良好と考えられる現役の漁場が対

か月間は採卵に供することができます。採卵する

象となります。琵琶湖北湖のセタシジミ漁場では、

ときは、常温にもどした親貝に産卵誘発処理を施

以前から漁獲圧が高すぎることが指摘されていま

します。誘発には最初にセロトニン（１時間浸漬

した。これは、南湖にくらべて深く、個体数密度

処理）を用いますが、これは一部のオスに少しの

も高くない漁場に対応するために動力曳きの貝桁

放精を促すだけです。この放精から１時間ほど間

網漁法が発達してきたことが要因と考えられます。

をおいて、ほかのオスが徐々に放精しはじめ、つ

一方で、漁業の継続は昔から耕うん効果や資源の

づいてメスが産卵をはじめます。この連鎖反応を

代謝促進によって良好な漁場の維持に不可欠であ

ひとつの水槽で共有させることにより、大量の親

るともいわれています４）。

貝から確実に採卵することができるようになりま

種苗生産の技術が開発されたことによって、セ

した。なお、産卵誘発の作業は夕方からはじめ、

タシジミのサイズと産卵量の関係が明らかになり

反応によっては深夜におよぶこともあります。

ました。それによると、産卵は殻長 14mm からは

２度目の放精を確認したら親貝を 1.5kg 前後ず

じまり、１個体あたりの産卵量は殻長と直線関係

つ小分けにし、排水口を改良した 1 トン角型Ｆ
ＲＰ水槽（以下、採卵槽）の表層に広げて収容し

図４
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にあるので、親貝の体重あたりの産卵量は 23mm
で最大となります５）。滋賀県漁業調整規則では産
卵期にあたる５月～７月の貝桁網漁と殻長 15㎜
以下の採捕を禁止していますが、これでは８月以
降に 14㎜以上に成長した若貝は一度も産卵する
ことなく漁獲されてしまう可能性があります。そ
こで、2006（平成 18）年度に漁業者と行政が議
論を重ねて殻長 18mm までは採らないことを取り
決め（図 5）
、種苗放流をステップとして個体数
密度を高め、採りながら増やすことをめざす現在
のスタイルにつながりました。

図６

殻長 0.3 ㎜以上に育った稚貝

図７

湖底耕うんによる水草の除去

３）漁場再生への取り組み
北湖の漁場では資源管理を進める一方、種苗放
流はかつての主要漁場で一時にくらべて水質が改
善された南湖の漁場を復活させる取り組みに移行
していきました。2007（平成 19）年度以降、毎
年計画的に覆砂工区を設けて砂地を少しずつ増や
し（水産基盤整備事業）
、セタシジミの種苗を放
流しています。ここでの放流も当初はＤ型仔貝で
したが、現在は殻長 0.3㎜まで育てた稚貝を放流
しています（図 6）。
稚貝を育てるのには、琵琶湖の水から単離した
小型のクロレラ（Chlorella .sp）を使用しています。
2007（平成 19）年度から試験を開始して培養方

４．あらたな危機

６）

法や給餌条件を工夫し 、アップウェリング方式
を導入して 2012（平成 24）年度には 600 万個あ

このような取り組みを続けてきた琵琶湖のセタ

まりを放流できるようになりました。Ｄ型仔貝は、

シジミですが、残念ながら漁獲量のトレンドが上

泥化した底質では生残率が著しく低下し、イトミ

向きに転じることはなく、2006（平成 18）年度

ミズのような微小な底生動物にも捕食されやすい

以降は 100 トンを切る状態がつづいています（図

のに対して、0.3㎜稚貝は小さくても一定の抵抗

8）。その大きな原因と考えられるのが、産卵期の

力を獲得するようで、600 万個はおよそ 5 億個の

親貝肥満度の低下です。この現象は、はじめは種

Ｄ型仔貝に相当（南湖の場合）すると試算されて

苗生産の現場で採卵量の減少としてあらわれまし

７）

います 。

た８）。2004（平成 16）年頃のことです。

2014（平成 26）年度以降は、毎年約 1200 万

図 9 は、水産試験場が毎年禁漁期に北湖の主要

個の 0.3㎜稚貝を造成した砂地に放流しています

漁場（７か所）で実際の漁具を使って調査してい

が、生息密度は一進一退を繰り返し、まだ漁場を

る資源密度のグラフです。この値は入網数なので

再生するには至っていません。南湖では、1994（平

生息密度の半分程度と考えられますが、ほとんど

成 6）年の異常渇水をきっかけにして沈水植物群

が殻長 14㎜以上（選別前）であり、産卵に参加

落が全域で繁茂するようになり、造成した砂地に

する親貝密度の指標になります。2007（平成 19）

も 2 ～ 3 年で定着して湖底環境を悪化させるた

年度以降、この調査では採れた親貝の肥満度も測

め、漁業者による貝桁を使った湖底耕うんが不可

定しています。親貝の密度は 2010（平成 22）年

欠になっています（図 7）。

に増加していますが、これは殻長制限を引き上げ
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図８

琵琶湖における 1989（平成元）年以降の
シジミ漁獲量

図 10

図９

採卵用親貝の西の湖（真珠漁場）への垂下

主要漁場における禁漁期の殻長別資源密度と肥
満度の推移（肥満度の参考値は当時の種苗生産
における採卵量から推定した値）
図 11

西の湖に垂下した親貝の積算温度の推移

た効果があらわれた可能性があり、殻長 18mm 以
上の比率も高くなっています。ところが、2012（平

大だけではありませんでした。琵琶湖とくらべて

成 24）年、2017（平成 29）年、2019（令和元）

冬には水温が低くなる内湖ですが、春にはより早

年と肥満度が極度に低下し、その後親貝密度も低

く水温が上昇します。セタシジミの産卵時期と水

下しました。肥満度（軟体部乾燥重量／生体全重

温の関係を調べたところ、日平均水温の 10℃以

量）が 2％を下まわるほど低くなると、産卵が見

上を有効温度とした積算温度が 300℃ ･ 日ほどで

込めないだけでなく、漁場でへい死する貝もみら

産卵可能になることがわかりました 10）。残存す

れるようになります。

る内湖で最大の西の湖では、年によって変動はあ
るものの、琵琶湖よりも１か月程度早くこの温度

５．「内湖」で親貝を「育てる」

に達していました（図 11）11）。その結果、従来
は６月中旬以降であった採卵が５月中旬から可能

親貝の肥満度低下は、漁場の再生産力を低下さ
せるだけでなく、それを補うべき種苗生産も困

であることがわかり、種苗生産期間の延長につな
がりました。

難にしています。そこで、現在は種苗生産に用い
る親貝を人為的に肥らせる技術を開発しています。

６．放流種苗の増産をめざして

琵琶湖の周囲には内湖と呼ばれる付属水面が多数
あり、多くは干拓などですがたを消しましたが、
いまでも農業や淡水真珠養殖に利用されています。

的高く、ほっとしていますが、来年どうなるかは

琵琶湖よりも富栄養なその水面に、冬から春にか

わかりません。内湖での親貝肥育にしても、いつ

けてセタシジミの親貝を垂下しておくと（図 10）、

までも同じ効果が得られる保証はありません。そ

水温の上昇とともに肥満度が上昇することがわか

こで水産試験場では、限られた親貝から生産でき

９）

りました 。

る種苗を最大化する技術の確立を目標に、これま

内湖を利用した親貝肥育の効果は、産卵量の増

32
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の現象は、時期的に卵黄の消耗や変態に関係して

ハードの面では、2019（令和元）年度に「地方
創生拠点整備交付金」を活用して水産試験場の施

いる可能性が高く、親貝の肥満度低下も要因の一
つかもしれません。

設内に餌料藻類の培養室を新設しました（図 12）。
また、老朽化した砂ろ過装置に替えて高性能なス

７．立ちはだかるのは気候変動か

クリーンろ過装置を導入し（図 13）
、セタシジミ
の餌となる微細粒子を残しつつ肥満度低下の一因

では、そもそもなぜセタシジミの肥満度が低下

と考えられる大型植物プランクトンを除去した湖

しているのでしょうか。個人的には地球温暖化の

水を潤沢に利用できるようになりました。これら

影響である可能性が高いと考えています。図 14

によって作業効率が向上した結果、0.3㎜稚貝の

は、主要漁場の一つで水産試験場に近い松原漁場

生産量を倍増させることができ、それまでは南湖

の水深 10 ｍラインで毎月モニタリングしている

にだけ放流していた 1200 万個に加えて 2020（令

肥満度の年変動です。産卵後に最低となった肥満

和 2）年度には北湖の主要漁場にも 1200 万個を

度は、本来であれば秋には回復しはじめ、寒シジ

放流することができるようになりました。今後は、

ミといわれる旬を迎えるはずです。ところが、近

漁場の特性や時期に応じてさらに大型の種苗生産

年では 12 月になってもほとんど回復せず、年が

や休止しているＤ型仔貝放流のための生産にも併

明けてようやく上昇しはじめるパターンが多く

用するなど、施設の運用効率も最大化していく必

なっています。

要があります。

温暖化の影響を確かめるため、水産試験場の

一方で、技術の向上によって飼育初期における

沖で深度 30 ｍに達するサーミスターチェーン

生残率が安定して高まった反面、ふ化から約２週

を設置し、水温の変化を詳細に観測しました 13）。

間後に原因不明の減耗が発生することが明らかに

2018（平成 30）年度は 12 月になっても 30 ｍ付

なり、あらたな課題として浮上しました

12）

。こ

近に明瞭な水温躍層があり、表層混合層はほぼ均
一な水温のまま推移していましたが、翌年１月に
は大きな乱れが発生するようになり、躍層の上下
で混合が起きていることがうかがわれました（図
15）。この年度には琵琶湖で観測史上初めて「全
層循環」が不全に終わり、マスコミにも大きく取
り上げられました。これを温暖化が進行した結果
だとするなら、秋にセタシジミの餌の発生を促す
と考えられる「部分循環」が人知れずその働きを
弱めていたとしても不思議ではありません。

図 12

新設された餌料藻類培養室

気候の変化は、より直接的なかたちでも影響を
強めています。2017（平成 29）年と 2018（平成
30）年には、強大な台風（ともに 21 号）による

図 13

自動洗浄式スクリーンフィルター（25 μ m）

図 14

松原漁場水深 10 ｍにおける肥満度の推移

豊かな海

No.55

2021.11

33

集

図 15 琵琶湖北湖水深 30 ｍ地点における水温鉛直分布の時系列サーモグラフィ
深度 1 ｍ：1 時間間隔の実測値を 11 日間ずつエクセルの３Ｄグラフでプロット

かつてないほどの風が琵琶湖を襲い、北湖の主要
な漁場で湖底が荒れ

14）

、いまもその影響から立

ち直っていません。

５）井戸本純一（1997）セタシジミの体型別産卵量の
推定 . 平成 8 年度滋賀県水産試験場事業報告 . 2527.
６）久米弘人（2008）セタシジミ種苗の初期育成技術

８．おわりに

開発 . 平成 19 年度滋賀県水産試験場事業報告 .
24.

昭和から平成にかけて激変してきた琵琶湖の環

７）石﨑大介、幡野真隆、大澤宏史（2013）平成 24

境になんとか耐えてきたセタシジミですが、その

年度（2012 年度）セタシジミ種苗放流結果と生

琵琶湖はいま地球規模の異変にさらされています。

息状況 . 平成 24 年度滋賀県水産試験場事業報告 .

この状況下でセタシジミの漁業を持続可能なもの

40.

にするためには、気候変動にも左右されない安定
した種苗の量産技術とより効果的な資源管理手法

８）井戸本純一（2007）セタシジミ種苗生産効率化研
究 . 平成 18 年度滋賀県水産試験場事業報告 . 25.

の確立が不可欠です。そのためには、セタシジミ

９）石﨑大介、礒田能年、松尾雅也（2016）西の湖で

の餌の実態や仔稚魚の発生生理、個々の漁場にお

垂下肥育したセタシジミの肥満度増加時期 . 平成

ける再生産の現状、年による成長生残の違いなど、

26 年度滋賀県水産試験場事業報告 . 25.

これまで十分に究明されてこなかった基礎的なこ

10）井戸本純一（2019）天然貝と肥育親貝の産卵状況

とがらを一つ一つ明らかにしていく総合的な取り

から推定したセタシジミの成熟と積算温度の関係 .

組みが必要です。

平成 29 年度滋賀県水産試験場事業報告 . 30.
11）井戸本純一、草野充、礒田能年（2020）温度履歴
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二枚貝を増やす最近の試み－３

特

4 小川原湖産大和シジミの資源管理と販売促進に向けた取り組み
小川原湖漁業協同組合
会計主任

１．はじめに
八甲田山系に源を発する高瀬川水系の下流部、

細井

崇

２．小川原湖漁業協同組合の概要
昭和 24 年 6 月 25 日に小川原沼漁業協同組合

青森県の東部中央に位置する小川原湖（おがわら

として設立、昭和 34 年に現在の小川原湖漁業協

こ）は、周囲 67.4㎞、面積 63.2㎢、水深は最大

同組合（以後、漁協と記載します）に変更登録さ

25m（平均水深 11m）と国内 11 番目の大きさです。

れています（図 2、表 1）。

また、汽水湖としては国内５番目、東北地方では
最大の湖です。湖の東北端の出口から約７㎞の長
さの高瀬川を通じて太平洋に注ぎ、潮汐により海
水が逆流して湖に入り込む汽水湖となっておりま
す。湖岸を青森県上北郡東北町、上北郡六ヶ所村、
三沢市と接し、全国で唯一、地籍（青森県上北郡
東北町大字大浦字小川原湖 191 番地）を持って
います（図 1）
。

図2
表1

小川原湖漁業協同組合

小川原湖漁業協同組合員の構成

組合員
正組合員数
准組合員数
役職員
理 事
監 事
職 員
図1

199 名
215 名

9名
3名
13 名

小川原湖の位置

古くからヤマトシジミ、シラウオ、ワカサギ、

３．小川原湖の漁業の概要

ウナギなどの水産資源の宝庫で、その水産資源を
育む豊かな自然は地域住民の憩いの場ともなって

小川原湖では、シジミ（第一種共同漁業権）、

おり、地元では「宝湖」
（たからこ、たからぬま）

ワカサギ、コイ、フナ、ウグイ、エビ、ウナギ（第

の愛称で親しまれています。以後ヤマトシジミを

五種共同漁業権）、シラウオ、ハゼ、カレイ、ボ

シジミと記載します。

ラ、サヨリ（知事許可漁業）の漁業が営まれてお
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り、令和元年度の年間漁獲量は 1,780 トンで青森

シラウオが多く、この３種で全体の約８割を占め

県の内水面漁獲量 3,959 トンのうちの 45 パーセ

ています（図 3）。
小川原湖のシジミは、船上からジョレンを曳く

ントを占めています。
シジミ漁業には漁協に所属する漁業者 414 名の

方法（図 4 上）と、湖に入りジョレンを人力で曳

うち 230 名（令和 3 年度）が携わっており、全

く通称「アヒル」と呼ばれる方法（図 4 下）で漁

組合員の半分以上を占めています。そのため魚種

獲されています。人力による漁獲方法は、エンジ

別漁獲量でもシジミが最も多く、令和元年度のシ

ン動力により漁船を動かしながら漁具を曳いて漁

ジミ漁獲量は 850 トンで、小川原湖全体の漁獲

獲する方法に比べて、漁獲時にシジミに与える衝

量 1,780 トンの半分近くを占め、次いでワカサギ、

撃が極めて小さい方法です。このためシジミの貝
殻を傷つけたり、弱らせたりすることがなく、外

ボラ, 4 サヨリ, 3
エビ, 15 フナ, 9
ウナギ, 1
ハゼ, 20
カレイ, 41
その他, 7
コイ, 74
ウグイ,
121

シラウオ,
287

ことができます。

４．シジミ資源管理
（１）シジミ漁獲量

シジミ,
850

小川原湖のシジミ漁は歴史が古く、小川原湖周
辺に多数存在する縄文時代の貝塚からも海産の貝
類に混じってヤマトシジミが出土しており、古く

ワカサギ,
348

からシジミ漁が行われていた形跡がうかがえます。
単位（トン）

図3

見も良く、出荷後にも鮮度の良い状態を保持する

小川原湖の魚種別漁獲量（令和元年度）

小 川 原 湖 の シ ジ ミ 漁 獲 量 の 資 料 は、 昭 和 15
年以降の記録が残されており、昭和 15 年には
562.5 トンの漁獲があったとされています。その
後、漁獲量は減少し、昭和 30 年まで 100 トン未
満の年が見られるなど漁獲量は低迷しました。背
景には、小川原湖上流で稼働していた上北鉱山の
採掘現場から流れ込む排水によって湖のシジミ資
源が急激に減少したことがありました。このため、
資源回復に向けて鉱山からの排水処理を進め、漁
業者によるシジミの移殖放流などの努力の甲斐が
あり昭和 40 年台後半から資源が回復し、漁獲量
も増えていき、昭和 50 年台中頃には 3,000 トン
を超えるまでになりました（図 5）。
その後、平成 5 年まで 3,000 トンを超える漁獲
4,000
3,500

シジミ漁獲量（トン）

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500

S15
S18
S21
S24
S27
S30
S33
S36
S39
S42
S45
S48
S51
S54
S57
S60
S63
H3
H6
H9
H12
H15
H18
H21
H24
H27
H30

0

図4
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シジミ操業の風景（上 : 船曳、下 : 通称アヒル）
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図5

シジミ漁獲量の推移

量を維持していましたが、平成 6 年にシジミの大
量斃死が発生し、漁獲量は 2,300 トンに減少しま
した。平成 7 年以降、漁獲量は徐々に回復し、平
成 13 年には再び 3,000 トンを超えましたが、以
降は、減少傾向が続き、近年は 1,000 トン前後で
推移しています。
（２）シジミ資源を守る取組み
昭和 40 年台後半からの資源の回復、漁獲量の
増加に伴い、シジミ漁業を営む組合員も増加しま
した。このため、乱獲を防ぐために漁協では昭和
58 年から１日あたりの漁獲量を 100kg までとす
る制限を設けました。その後、平成 6 年にシジミ
の大量斃死が発生し、漁業者のシジミ保護に対す
る意識が高まり、一日の漁獲制限量を 70㎏に見
直しました。その後、平成 14 年には、後述する
資源量調査結果などを踏まえて制限量を 50㎏と
し、
平成 16 年には 35㎏としました（現在は 38㎏）。

特
二枚貝を増やす最近の試み－３
護に対する意識が高まり、一日の漁獲制限量を
70㎏に見直し
集
後述する資源量調査結果などを踏まえて制限量を 50㎏とし
（現在は 38㎏）。
平成
14 年からは、（地独）青森県産業技術センター内水面
護や種苗生産などに取組むこととなりました。
す）と共同でシジミ資源量調査を開始しました。この資源量
その他、選別等に用いる篩の改良や目合の拡大
稚貝を含めたサイズ別シジミ資源の状況と経年変化が明らか
資源量調査を開始した平成
14 年から平成 16 年にかけて、
などを行い、小型貝の保護に努めてきました。
ら 1.6 万トンと大幅に減少しました。調査から漁獲できる大
また、平成 23 年からは資源管理計画を策定し、
の貝が少ない状況が明らかになり、稚貝がほとんど発生して
稚貝が発生しない原因として、小川原湖の塩分が低すぎる
シジミ資源を回復させるための自主的管理措置と
ことが考えられました。ヤマトシジミの産卵には 2～8psu 程
して、禁漁期間、週 1 日以上の休漁日を設定し、
ますが、小川原湖の塩分は
1～2psu 程度と低く、時には 1 を
塩分が低く推移する年には産卵が進まないことが考えられま
令和 3 年 4 月現在、シジミ漁業者全員が計画に参
一方で産卵後、浮遊幼生や着底稚貝にまで成長したシジミ
加しております。
十分に成長できることがわかってきました。そこで、これま
えて、シジミ資源の維持、回復に向けたシジミ産卵場の保護
りました。
（３）シジミ資源を増やす取組み
その他、選別等に用いる篩の改良や目合の拡大などを行い
シジミ産卵場の保護
また、平成
23 年からは資源管理計画を策定し、シジミ資源を
として、禁漁期間、週
1 日以上の休漁日を設定し、令和 3 年
小川原湖からの唯一の流出河川である北部の高
に参加しております。
瀬川付近では、潮汐変動により湖内へ海水が流

(3)入することから、塩分濃度が高くなり、シジミの
シジミ資源を増やす取組み
シジミ産卵場の保護
好適な産卵漁場となっております。このことから、
小川原湖からの唯一の流出河川である北部の高瀬川付近で
流入することから、塩分濃度が高くなり、シジミの好適な産
平成 16 年からシジミの産卵時期にこの水域を禁
とから、平成 16 年からシジミの産卵時期にこの水域を禁漁区
漁区域とし、
産卵親貝の保護に努めています
（図 6）
。
います（図
6）。

平成 14 年からは、
（地独）青森県産業技術セン
ター内水面研究所（以後、内水研と記載します）
と共同でシジミ資源量調査を開始しました。この
資源量調査により、操業ではわからない稚貝を含
めたサイズ別シジミ資源の状況と経年変化が明ら
かになってきました。
資源量調査を開始した平成 14 年から平成 16
年にかけて、湖全体の推定資源量は 3.0 万トンか
ら 1.6 万トンと大幅に減少しました。調査から漁
獲できる大型サイズのシジミに比べて、小型の貝
が少ない状況が明らかになり、稚貝がほとんど発
生していない状況が推測されました。
稚貝が発生しない原因として、小川原湖の塩分
が低すぎるために、シジミの産卵が進まないこと
が考えられました。ヤマトシジミの産卵には 2 ～
8psu 程度の適度な塩分が必要とされていますが、
小川原湖の塩分は 1 ～ 2psu 程度と低く、時には
1 を切る状況もみられます。このため、塩分が低
く推移する年には産卵が進まないことが考えられ
ました。
一方で産卵後、浮遊幼生や着底稚貝にまで成長
したシジミは小川原湖のような低い塩分でも十
分に成長できることがわかってきました。そこで、

図66 シジミ産卵母貝保護区域（赤塗部分）
シジミ産卵母貝保護区域（赤塗部分）
図

シジミ種苗生産と放流
シジ
ミ種苗生産と放流
シジミ資源減少の背景には、湖水の塩分が低いためにシジ
シジミ資源減少の背景には、湖水の塩分が低い
とがわかり、平成 16 年から種苗放流による増殖の可能性につ
ためにシジミの産卵が進まない状況があることが
まず、塩分
6～8psu に調整した湖水を入れた屋外の水槽に
親貝を収容すると容易に産卵することがわかりました。得ら
わかり、平成 16 年から種苗放流による増殖の可
なり、この浮遊幼生を塩分の低い小川原湖水に移しても着底
能性について内水研と検討を始めました。
されました。
この結果は、湖内の親貝は塩分が低いために産卵できない
まず、塩分 6 ～ 8psu に調整した湖水を入れた
産卵すること、また、人工的に生産した浮遊幼生を湖内に放
屋外の水槽に、湖から採取した十分に成熟した親
ることを示しています。
この結果を踏まえて、漁協では平成
17 年からシジミの人工
貝を収容すると容易に産卵することがわかりま
当初の種苗生産では、大型のコンクリート水槽などを使って
した。得られた受精卵は翌日には浮遊幼生となり、
が煩雑となることから、現在は図
7 のような 34 基の 1 トン水
この浮遊幼生を塩分の低い小川原湖水に移しても

着底稚貝まで無事成長することが確認されました。
この結果は、湖内の親貝は塩分が低いために産

これまでの漁獲制限による資源保護に加えて、シ

卵できない状態にあるが、塩分条件が整えば産卵

ジミ資源の維持、回復に向けたシジミ産卵場の保

すること、また、人工的に生産した浮遊幼生を湖
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内に放流すれば生き残りが十分期待できることを
示しています。
この結果を踏まえて、漁協では平成 17 年から
シジミの人工種苗生産と放流を始めました。
当初の種苗生産では、大型のコンクリート水槽
などを使っていましたが幼生や稚貝の回収作業が
煩雑となることから、現在は図 7 のような 34 基
の 1 トン水槽を使っています。

表2

年度
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30

小川原湖漁協のシジミ種苗生産実績
（億個）

浮遊幼生 着底稚貝
6.8
12.2
9.5
15.0
67.2
33.9
54.8
58.6
49.7
68.3
68.2
105.9
36.1
64.7
96.9
149.5
112.7
181.8
180.4
179.0
102.5
327.0
62.5
209.6
38.4
119.9
127.3
215.0

合計
19.0
24.5
101.1
113.3
118.0
174.0
100.8
246.4
294.5
359.4
429.5
272.1
158.3
342.2

※数字は浮遊幼生時の推定値

水槽を取り入れ、コストの安い餌としてナンノク
ロロプシスとヨーグルトの混合餌を与えるなど内
図7

シジミ種苗生産用 1 トン水槽

水研で開発した新しい技術を導入しています 1）。

この水槽に塩分調整した湖水を入れ、約 1kg の
親貝を収容し産卵、放精させます。翌日親貝を取

（４）その他の取組：シジミラーバ（浮遊幼生）調査

り出し、緩くエアレーションを行い管理するとい

小川原湖のシジミ資源の増減に最も影響するシ

う簡易な方法です。この方法で、1ℓあたり数万

ジミの発生量を把握するために、漁協の協力組織

個～ 10 万個、1 トン水槽 1 基で数千万個～ 1 億

である蜆生産部会と青年部が中心となり、県八戸

個の浮遊幼生が得られます。

水産事務所と共同でシジミラーバ調査に取り組ん

浮遊幼生放流は、産卵から 2 ～ 3 日間管理して

でいます。

1 トン水槽を湖岸の桟橋までトラックで運び、湖

ラーバ調査は、産卵期とされる 7 月から 9 月

へ放流しています。また、着底稚貝放流は、産卵

の間、週 1 回、湖内全域の 11 地点で水深別にプ

から 1 週間管理し着底稚貝となったものを同様に

ランクトンネットでラーバを採取し、漁協の万能

放流します。この工程を産卵期である 7 月初旬か

投影機を使い計数し、ラーバの発生状況を把握し

ら 8 月下旬まで繰り返して行うことで、大量放流

ています。この調査から、平成 29 年や令和 3 年

に繋げています。

のように発生のピークが見られる年がある一方で、

放流数は、 平 成 17 年 の 19 億個から始 ま り、
水槽などの施設を整備しながら生産数を増やし、
平成 27 年には 400 億個を超える種苗放流を行い
ました（表 2）
。生産する水槽には、加温設備が
ないため、冷夏の年には水槽の水温が十分上昇せ
ず、産卵が順調に進まない場合があるため毎年の
生産量にはバラツキがみられますが、近年はおよ
そ 200 億個を超える放流を続けています。
平成 25 年からは、着底稚貝（0.2mm）に比べ
て放流後の生残率が高いことが期待される殻長
1mm の大型稚貝の生産に取組んでいます。稚貝
飼育には、飼育作業の省力化のため閉鎖循環型の
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図8

シジミラーバ調査（サンプリング）

特

二枚貝を増やす最近の試み－３
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図9

小川原シジミラーバ調査結果（例）
図 12

小川原湖漁協で使っている選別用のトオシ

のトオシ（図 12）に残ったものだけしか漁獲で
きません。このため、水揚げされるシジミは殻長
で 18mm を超える大型のものばかりで、4 年～ 6
年の歳月をかけてこの大きさに成長すると考えら
れています。
この大型のシジミは、1 年を通して濃厚な出汁
図 10

噴流式マンガンによる耕うん

が出るだけでなく、身もしっかり味わうことがで
きるなど、利用の幅が広い食材としても知られて
います。
また、小川原湖では前述のように人の力だけで
シジミを漁獲するため、貝殻を傷つけたり、弱ら
せたりすることがなく、外見も良く、出荷後にも
鮮度の良い状態を保持することができます。

６．販売方法
図 11

浮遊堆積物（水草等）除去作業

平成 30 年や令和元年のようにほとんど発生が確

漁協では、平成 5 年 9 月から全国に先駆けてシ

認できない年があることが改めて確認できました

ジミ専用の市場（小川原湖地区卸売魚市場）を整

（図 8、9）
。

備し、シジミ出荷体制の一元化を図っております。

その他、シジミ漁場の環境改善のために、噴流

市場は土曜、日曜、祝日、年末年始（お盆）を除

式マンガンを使った湖底耕うん（図 10）を行い

き毎日開場し、漁業者が漁獲したシジミは全て市

硬く締まった湖底を柔らかくしたり、岸に打ち上
げられた水草などの腐敗を防ぐために湖岸堆積物
の除去作業（図 11）等も併せて行いながらシジ
ミの持続的な生産管理に努めています。

５．小川原湖産シジミの特徴
全国有数のシジミ漁場として知られる小川原湖
では小型シジミの資源保護のために、11mm の幅

図 13

市場に出荷されたシジミ
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場に水揚げされます（図 13）。平成 8 年 3 月には

れました（図 15）。

ワカサギ、シラウオ等の魚を扱う分場を整備しま

７．高付加価値化・ブランド力向上・
積極的な販路拡大

した。
水揚げされたシジミは、指定仲買人 21 社によ
り入札で取引されております（図 14）
。同市場で、

漁協では、近年、不振が続く漁業経営の向上・

全てのシジミを管理することで、安定的に高品質

安定を図るべく、漁協自ら売る努力を実践するた

なシジミの出荷が可能となっております。このた

め、令和 2 年 4 月新たに「流通販売課」を新設し、

め、消費地市場の卸売業者からは、品質管理が徹

小川原湖産魚介類の販売促進に積極的に取組んで

底し、消費者からのクレームも少ないなど、品質

おります。流通販売課では、漁獲物の加工による

管理への取組について高い評価を得ています。

高付加価値化やブランド力向上、漁協直送を活か

また漁協では、平成 20 年 3 月にシジミの信頼
確保等を目的とした「トレーサビリティシステム
基本構想書」を作成し、生産情報の開示と問題発

した販路拡大をポイントに事業を展開しています。
（表 3）。
特に、加工による高付加価値化については、最

生時の迅速対応を図りながら、安全・安心な出荷・

表3

最新の冷凍技術を用いた製法 によ って 魚介 類の

QR コードから産地・生産者・買受人を検索する

① 付 加 価 値 を 高め 、季 節変 動に 限ら ず1 年通 して
安定的な出荷体制の実現

ことができます。
このようなシジミの高い品質管理への取組が評
価され、平成 29 年 12 月 15 日に農林水産物・食
品の産地ブランドを守る地理的保護制度（GI）

地理的表示保護制度（GI）登 録に よる ブラ ンド

② 力（高品質化）と認知度の向上

漁協直送を「生産地の見える 化」 、「 価格 の安

③ 定」、「本物の産直品」と位 置づ け、 全国 各地
で積極的なPR活動を展開し販売促進を図る

の対象品目に「小川原湖産大和シジミ」が登録さ

図 14

図 15
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流通販売課の主な目的

販売に取組んでおり、現在はシジミに添付された
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図 16

著名シェフによる小川原湖産魚介類を使用した
プロモーションイベント

図 17

香港で開催された展示会の様子

二枚貝を増やす最近の試み－３

新の衛生・加工設備を備えた水産物加工施設の完

特

ら、早急な対策が求められています（図 18）。

成（令和 4 年 3 月完成予定）によって、より品質

さらには、新型コロナウイルス感染拡大に伴う

の高い加工製品の安定供給体制が整備されること

営業自粛や外出自粛等によって魚価等に影響が出

から、
「小川原湖産」のブランド確立と販路・消

ており、先行きが懸念されています。

費拡大に向けて、国内は勿論、現在、取引のある
香港、シンガポールをはじめとする海外における

９．おわりに

商談会、展示会等にも積極的に参加し、不振が続
く魚介類の消費拡大、価格向上に努めていきたい
と考えています（図 16、17）。

漁業資源を長期的、安定的に利用していくこと
は、閉鎖的水域である小川原湖において重要であ
ります。シジミに関する取組みのほかに、その他

８．効果、課題

魚介類に関しても産卵場調査や稚仔魚調査を実施
し、発生状況をモニタリングするとともに、漁獲

小川原湖のシジミ資源は、最盛期に比べると減

量の制限措置や産卵保護区域の設定に取組み、資

少しているものの、資源管理対策や種苗生産・放

源管理による資源の持続的利用に努めています。

流、各種調査の取組みにより、湖全体の資源は比

また、水質浄化機能を持つシジミの資源量の増

較的安定しています。シジミ資源の長期的、安定

加と安定は、小川原湖の水質環境の改善に大きく

的な利用は漁家の経営安定にも大きく貢献してい

寄与することから、今後も内水研の指導・協力を

ます。

得ながら、資源管理型漁業の推進、種苗生産・放

また漁協では、全国に先駆けて平成 5 年 9 月か

流、各種調査に取組むとともに、シジミが生息し

らシジミ出荷体制の一元化（市場制導入）を図っ

やすい環境作りを目指し、湖底耕うんや湖岸の堆

ており、これにより小川原湖におけるシジミ漁獲

積物除去作業に引続き取組みます。

量が正確に把握できるようになりました。漁獲量

さらに、長期化の様相を呈する新型コロナウイ

の把握は湖内シジミ資源量の状況を反映するもの

ルス問題について、巣籠需要をターゲットに通販

であり、これが資源管理の必要性、推進を後押し

サイトを活用した販売戦略の構築を目指し、関係

しています。

機関と連携を図りながら小川原湖産魚介類の販売

一方で、小川原湖の水質は中～富栄養化の段階

促進に努めます。

にあり、水環境に影響が出始めています。特に近

小川原湖が育む豊かな恵みを、未来永劫子孫の

年は、長年蓄積された栄養塩の影響などで植物プ

世代まで引継ぎ、漁家経営の安定と地域発展のた

ランクトンが増加し、水質や漁業への影響も出始

めに、より一層の資源管理型漁業の推進と販売促

めています。

進に努めてまいります。

また、小川原湖周辺は農・畜産業が盛んで、加
えて工業排水等、これに関連して流入する負荷
も小川原湖の水環境に悪影響を与えていることか

【参考文献】
１）長崎 勝康（2020）ヤマトシジミ種苗生産数の大
幅増加とコストダウンの取り組み．豊かな海，52
号，40-46．
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【特別会員紹介コーナー】

日本大型人工魚礁協会のご紹介
日本大型人工魚礁協会
事務局長 谷内 修

１.

はじめに

ご理解を頂いているところです。

日本大型人工魚礁協会（以下「日礁協」という）
２.

は、コンクリートを主要材料とした人工魚礁を開

ここで、会員各社が開発した魚礁の代表機種を

発するメーカー８社で構成される任意団体で、昭

写真でご紹介します。

和５２年（１９７７）3 月の設立以来、会員各社
の開発した人工魚礁・増殖礁や関連した技術を通

図１の左上から Z の順に、株式会社ＩＨＩ建

じて、水産庁はじめ都道府県等地方自治体が実施

材工業のジャンボ魚礁、海洋土木株式会社のＦＰ

する水産基盤整備事業に貢献してまいりました。

魚礁、広和株式会社のピラミッド魚礁、スミリー

会員各社の開発した製品や効果事例あるいは新し

フ株式会社のテトラリーフです。

い技術はホームページにとりまとめ、事業関係者

図２の左上から Z の順に、太平洋マテリアル

や一般の皆様に広くご紹介させて頂き、事業推進

株式会社のドラゴンリーフ、日本コーケン株式会

の一助にして頂くとともに、私どもの取り組みに

社のコーケン魚礁ブロック、日本リーフ株式会社

図１
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各社の魚礁 1

図２

各社の魚礁２

のネットブルリーフ、ライトンコスモ株式会社の

を魚礁性といい、魚種によってその強さが変化し

ハニカム魚礁です。

ます。魚群の分布様式は 4 つの型に分類され、Ⅰ

高さ２ｍ～１５ｍ、重量８ｔ～５０ｔで、それ

型は魚礁に体の大部分、もしくは一部を接触させ

ぞれの開発コンセプト、大きさ、製造方法に違い

るアイナメ・カサゴ等、Ⅱ型は体を魚礁に接触さ

がありますが、共通するのは全てコンクリート構

せることは少ないが、魚礁に極近い所に位置する

造物であることです。事業を計画する自治体担当

マダイ・イサキ等、Ⅲ型は主として魚礁から離れ

者の皆様には、これら多彩なラインアップの中か

た表中層に位置するブリ類・アジ類等、Ⅳ型は主

ら、漁場造成計画海域の海象条件や漁業種類、対

として魚礁周辺の海底に位置するヒラメ・カレイ

象とする魚種等に適合する魚礁を選考頂いており

類です。

ます。

日礁協の会員各社は、これら魚礁に蝟集する魚
類の生態や特性を踏まえ、各地海域に設置された

３.

魚礁の効果について

魚類等水産生物が人工魚礁に蝟集する理由は、

自社の魚礁を潜水・ROV 等により調査を実施し、
効果の発現状況を事業主体や漁業者の皆様に報告

人工魚礁表面の付着生物や流れの変化によるプラ

する活動を通じて、魚礁事業に対するご理解を深

ンクトン、ベントス等の蝟集による餌場の形成、

めて頂いております。そうした活動の中から得ら

産卵場や稚仔の育成場所としての役割、遊泳力の

れた映像で、魚礁の効果が分かる写真を図 3 ～ 5

小さい魚種の棲み場、隠れ場の形成等です。この

に示します。

ことから人工魚礁は、水産生物を蝟集させるだけ
でなく保護培養する機能を併せ持っています。

図 3 は魚礁に集まるメバルの群れ、図 4 はネン
ブツダイ・イシダイの群れ、図 5 はマアジの群れ

魚類は聴覚、視覚、嗅覚、味覚、触覚等の感覚

です。これらの映像はホームページ上に掲載する

器官によって魚礁の存在を感知して蝟集している

とともに、様々なイベントでパネル展示するなど

と考えられます。水産生物が魚礁に集まる度合い

の活動も実施しております。
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図３

図４

図６

魚礁に集まるメバルの群れ

長崎大会での魚礁現物展示

魚礁に集まるネンブツダイ・イシダイの群れ
図７

神奈川大会での模型・パネル展示

の皆様から大変ご好評を頂きました。
これまでの展示活動を列記しますと、第 6 回福
井大会、第 21 回静岡大会、第 22 回長崎大会（図
6）、第 23 回島根大会、第 25 回神奈川大会（図 7）
、
第 28 回新潟大会で、福井・静岡・長崎大会では
魚礁の現物展示を実施しました。
5.
図５

魚礁に集まるマアジの群れ

藻場造成事業への対応

磯焼けは古来、限定された海域で観察され、藻
場の衰退と回復を繰り返す現象でしたが、沿岸域

4.

全国豊かな海づくり大会での展示活動
日礁協では全国豊かな海づくり大会において、

拡大し、藻場を回復させるための人為的な対策が

魚礁の模型や魚類の蝟集状況写真のパネル展示と、

必要不可欠になっています。対策は公益社団法人

来場者への説明を通じて、魚礁と漁場造成事業へ

全国漁港漁場協会と水産庁が発行する「磯焼け対

の理解を深めて頂く活動を実施してまいりました。

策ガイドライン」（第 1 版～第 3 版）に取り纏め

また、会場にスペースが確保できた大会では、

られており、これに沿って原因の究明と対策手法

魚礁の現物展示を実施し、魚礁の構造や大きさを

が検討され、各種事業に反映されることになって

実体験して頂くとともに、魚礁の壁面に海へのメ

います。

ッセージや絵を自由に書き入れてもらい、来場者

44

の開発行為や地球温暖化の影響を受け全国各地に
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日礁協では魚礁だけではなく、会員各社が開発

図８

藻場礁に繁茂するコンブ類

図 11

30 年以上経過した魚礁に集まるメバル類

材とした魚礁は、耐用年数経過後も効果を発揮し
続けており、漁業者の皆様からも、埋没や網掛か
り等が発生していない魚礁は、30 年以上経過し
ても効果が維持されているという評価を頂いてお
ります（図 11）。
前述のように日礁協は今年で設立から 44 年と
なり、会員会社の開発した魚礁で設置後 30 年以
上経過したものが数多く存在しております。図
11 の事例の様に、効果が持続している魚礁は良
いのですが、埋没等が原因で効果が低下している
図９

藻場礁に繁茂するカジメ類

魚礁の現状把握と、今後の対策に有用となる知見
の収集が課題として挙げられます。
先ずは現状把握が重要と考えられ、会員会社が
保有する調査データ・映像の中から、30 年以上
に該当するものを抽出して取りまとめ、機能回復
の一助となるよう、ホームページ等でご覧いただ
ける取り組みを進めて参りたいと考えております。
日礁協ホームページ
http://www.nissyoukyou.com/

図 10

藻場礁に繁茂するモク類

【参考文献】
1） 沿岸漁場整備開発事業人工魚礁漁場造成計画指針

した藻場礁とその効果事例の紹介も行っており、

（2000）
：人工魚礁漁場造成計画指針編集委員会編、

ホームページや「日礁協の藻場礁」という冊子に

（社）全国沿岸漁業振興開発協会

取り纏めております（図 8 ～ 10）。

2） 沿岸漁場整備開発事業構造物設計指針（1978・
1985・1993）：設計指針編集委員会編、
（社）日

6.

今後の課題
着底型の魚礁の耐用年数は 30 年とされており、

本水産資源保護協会（1978）、（社）全国沿岸漁業
振興開発協会（1985・93）

様々な物理的、経済的設計条件は、これを前提に
設定されます。しかしながら、コンクリートを素
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【第 8 次栽培漁業基本方針検討会】

第8次栽培漁業基本方針第1回検討会が開催
第 8 次栽培漁業基本方針第 1 回検討会が、10
月 5 日水産庁で開催されました。

れ、意見交換が行われました。検討会の資料や議
事概要については、水産庁ホームページにおいて

この検討会は、本年度末に沿岸漁場整備開発法

公開されていますので、ご覧下さい。

第 6 条に基づく水産動物の生産及び放流並びに水
産動物の育成に関する基本方針（以下「栽培漁業

https://www.jfa.maff.go.jp/j/study/saibai8_
kentokai.html

基本方針」という。
）について、第 8 次栽培漁業

なお、今後の予定は、以下のようになっており、

基本方針案作成にあたり、所要の検討を行うこと

全国豊かな海づくり推進協会としても、適宜情報

を目的として開催されるものです。

提供してまいりますが、第 2 回検討会の終了後に

検討会では、開催要領が確認され、座長に和

は、第 8 次栽培漁業基本方針の方向性と骨子案に

田時夫委員 ( 一般社団法人漁業情報サービスセン

ついて、水産庁から説明をいただき、皆様からの

ター会長 ) が選任され、座長代理に有瀧真人委員

ご意見を伺うための機会を設定したいと考えてお

( 福山大学教授 ) が指名されました。その後、栽

り、詳細については後日連絡する予定としており

培漁業の現状として、第 7 次栽培漁業基本方針の

ます。

内容に沿った検証結果が、栽培養殖課から報告さ

第 8 次栽培漁業基本方針検討会
〇検討会第 1 回

スケジュール（案）

10 月 5 日（火）

議題：栽培漁業の現状（第 7 次栽培漁業基本方針の検証）
〇検討会第 2 回

11 月中旬～下旬

議題：第 8 次栽培漁業基本方針の方向性の骨子案
〇検討会第 3 回

令和 4 年 1 月

議題：第 8 次栽培漁業基本方針の本文案
（参考）水産政策審議会
令和 4 年 2 月

企画部会のスケジュール（案）

水産政策審議会企画部会
・第 8 次栽培漁業基本方針の骨子案について

令和 4 年 5 月

水産政策審議会企画部会
・第 8 次栽培漁業基本方針の審議（諮問）

令和 4 年 6 月

46

豊かな海

No.55

公表

2021.11

海域栽培漁業推進協議会

令和３年度通常総会開く

全国 6 海域の海域栽培漁業推進協議会（以下、 海域協議会）は、8 月 5 日の瀬戸内海海
【海域栽培漁業推進協議会コーナー】
域協議会及び九州海域協議会を皮切りに、令和３年度通常総会を web 会議併用で開催しま

海域栽培漁業推進協議会

令和３年度通常総会開く

した。水産庁からは栽培養殖課石川課長補佐、田畑係長や各漁業調整事務所の担当官の出
席をいただきました。

通常総会では主に以下の議案を会員に諮り、各海域全ての議案について滞りなく承認さ
全国 6 海域の海域栽培漁業推進協議会（以下、
れました。

表、正味財産増減計算書及び財産目録等に関す

海域協議会）は、8 月 5 日の瀬戸内海海域協議会

● 第 1 号議案

る件

令和２年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録

及び九州海域協議会を皮切りに、令和３年度通常

●第 2 号議案

等に関する件
総会を web 会議併用で開催しました。水産庁か

令和３年度事業計画書、収支計算

書に関する件

● 第 2 号議案 令和３年度事業計画書、収支計算書に関する件
らは栽培養殖課石川課長補佐、田畑係長や各漁業
●第 3 号議案 令和３年度会費に関する件
調整事務所の担当官の出席をいただきました。
● 第 3 号議案 令和３年度会費に関する件
通常総会では主に以下の議案を会員に諮り、各

● 第 4 号議案

役員の選任に関する件

海域全ての議案について滞りなく承認されました。

●第 4 号議案

役員の選任に関する件

本年度は役員の改選期にあたり、第 4 号議案で
お諮りした下表の方々が選任されました。

本年度は役員の改選期にあたり、第
4 号議案でお諮りした下表の方々が選任されました。
●第
1 号議案 令和２年度事業報告書、貸借対照

令和３年度海域栽培漁業推進協議会通常総会の開催状況と役員名簿
令和３年度海域栽培漁業推進協議会通常総会の開催状況と役員名簿
通常総会開催月日及び場所
場所
※すべてweb会議併用

協議会役員

海域協議会

開催日

会長

副会長

太平洋北

8月25日
（水）

航空会館 ２０５号室
（東京都港区）

岩手県漁業協同組合連合会
代表理事会長 大井 誠治

公益社団法人
北海道栽培漁業振興公社
代表理事副会長 三宅 博哉

青森県水産振興課
主査 田澤 亮

宮城県水産業基盤整備課
技師 長岡 生真

太平洋南

8月19日
（木）

航空会館 ２０４号室
（東京都港区）

静岡県漁業協同組合連合会
代表理事会長 薮田 国之

公益財団法人
三重県水産振興事業団
副理事長 遠藤 晃平

愛知県水産課
主査 村内 嘉樹

大分県水産振興課
主任 安部 洋平

監事

日本海
北部

8月18日 富山県民会館 402号室 富山県漁業協同組合連合会
（富山県富山市）
代表理事会長 尾山 春枝
（水）

公益社団法人
新潟県水産振興協会
専務理事 藤田 利昭

青森県水産振興課
主査 田澤 亮

秋田県水産漁港課
主任 福田 姫子

日本海
中西部

8月19日
（木）

福井県漁業協同組合連合会
代表理事会長 平野 仁彦

公益社団法人
島根県水産振興協会
会長 久保田 章市

石川県水産課
主任主事 浅井 あかね

京都府水産課
副主査 野口 俊輔

瀬戸内海

8月5日
（木）

福岡朝日ビル 11号室 大阪府漁業協同組合連合会
（福岡県福岡市）
代表理事会長 岡 修

一般社団法人
広島県栽培漁業協会
理事長 宮林 豊

兵庫県水産課
主幹 榎本 陽子

愛媛県水産課
係長 田村 稔治

九州

8月5日
（木）

福岡朝日ビル 11号室 福岡県漁業協同組合連合会
（福岡県福岡市）
代表理事会長 佐藤 政俊

山口県漁業協同組合
代表理事組合長 森友 信

佐賀県水産課
主査 吉武 愛子

熊本県水産振興課
主任技師 諸熊 孝典

航空会館 ２０４号室
（東京都港区）
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「第 8 次栽培漁業基本方針の策定に向けた意見交換会」を開催
本年度は第 8 次栽培漁業基本方針の検討が行われる年度であり、検討に先立って開催さ
れた令和 3 年 6 月の水産政策審議会企画部会では「適切な資源管理の着実な実行」の議題
の中で「栽培漁業のあり方」について報告・議論がありました。当協会といたしましては、

｢第8次栽培漁業基本方針の策定に向けた意見交換会」を開催

これらの内容は第 8 次栽培漁業基本方針の策定に向けてベースとなりうる極めて重要なも
のと考え、水産庁栽培養殖課のご理解を得た上で「第 8 次栽培漁業基本方針の策定に向け
た意見交換会」を企画・開催いたしました。意見交換会は、令和 3 年度海域協議会通常総
本年度は第 8 次栽培漁業基本方針の検討が行わ
参加者数は延べ 151 名となりました。
会に併せて開催し、海域協議会会員である道府県の行政・漁連（協）・栽培漁業関係法人

れる年度であり、検討に先立って開催された令和

議題は、

に加え、東京都、滋賀県、沖縄県の関係者の参加をいただきました。参加者数は延べ 151

3 年 6 月の水産政策審議会企画部会では「適切な

名となりました。
資源管理の着実な実行」の議題の中で「栽培漁業
のあり方」について報告・議論がありました。当
議題は、

（１）第 8 次栽培漁業基本方針の策定に向けて
（水産政策審議会企画部会資料）
（２）意見交換

協会といたしましては、これらの内容は第
8 次栽
（３）その他
（１）第 8 次栽培漁業基本方針の策定に向けて
（水産政策審議会企画部会資料）,
培漁業基本方針の策定に向けてベースとなりうる

とし、水産庁栽培養殖課石川課長補佐より水産基

極めて重要なものと考え、水産庁栽培養殖課のご

本計画変更に向けた検討状況 ( 栽培漁業関連 ) 等

（３）その他
理解を得た上で「第
8 次栽培漁業基本方針の策定

の資料に基づき説明をいただいた後に、意見交換

（２）意見交換

に向けた意見交換会」を企画・開催いたしました。
を行いました。参加者からは、第 8 次基本方針策
とし、水産庁栽培養殖課石川課長補佐より水産基本計画変更に向けた検討状況(栽培漁業
意見交換会は、令和 3 年度海域協議会通常総会に

定に向けた検討の進め方やスケジュール、第 7 次
関連)等の資料に基づき説明をいただいた後に、意見交換を行いました。参加者からは、

併せて開催し、海域協議会会員である道府県の行

方針から追加や変更すべき内容として想定される

政・漁連（協）
・栽培漁業関係法人に加え、東京都、

事項、広域種と地先種に関する国と都道府県の役

第 8 次基本方針策定に向けた検討の進め方やスケジュール、第 7 次方針から追加や変更す

べき内容として想定される事項、広域種と地先種に関する国と都道府県の役割分担など、
滋賀県、沖縄県の関係者の参加をいただきました。
割分担など、多くの意見・質問をいただきました。
多くの意見・質問をいただきました。

第 8 次栽培漁業基本方針の策定に向けた意見交換会の開催日場所、参加者数
第 8 次栽培漁業基本方針の策定に向けた意見交換会の開催日場所、 参加者数
開催日、場所

48

参加者数

参加者の構成

8月5日（木）
福岡朝日ビル 11号室
（福岡県福岡市）

58名

瀬戸内海・九州海域協議会関係府県（大阪府、和歌山県、兵庫県、岡山県、
広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、鹿児島県）の行政・試験研究機関・漁連（協）・栽培関係法人、
沖縄県、水産庁栽培養殖課、瀬戸内海漁業調整事務所、九州漁業調整事務
所、（公社）全国豊かな海づくり推進協会

8月18日（水）
富山県民会館 402号
室
（富山県富山市）

22名

日本海北部海域協議会関係道県（北海道、青森県、秋田県、山形県、新潟
県、富山県）の行政・試験研究機関・漁連（協）・栽培関係法人、
水産庁栽培養殖課、（公社）全国豊かな海づくり推進協会

8月19日（木）
航空会館 ２０４号室
（東京都港区）

50名

太平洋南・日本海中西部海域協議会関係府県（千葉県、神奈川県、静岡県、
三重県、愛知県、和歌山県、高知県、宮崎県、石川県、鳥取県、島根県）の行
政・試験研究機関・漁連（協）・栽培関係法人、
東京都、滋賀県、水産庁栽培養殖課、（公社）全国豊かな海づくり推進協会

8月25日（水）
航空会館 ２０５号室
（東京都港区）

21名

太平洋北海域協議会関係道県（北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県）の行政・試験研究機関・漁連（協）・栽培関係法人、
滋賀県、水産庁栽培養殖課、（公社）全国豊かな海づくり推進協会
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】

令和３年度水産多面的機能発揮対策講習会を開催
活動組織が行う「環境・生態系保全」
「海の安
全確保」に係る活動の技術的水準の向上や課題の
解決、適切な組織運営の推進を図ることを目的に、

保全活動の技術的水準の向上や課題の解決を図っ
ている。
なお、令和 3 年度「水産多面的機能発揮対策講

活動組織や協定市町村、地域協議会、都道府県事

習会」はひとうみ JP でもリンクにより公開して

業担当者を対象とした令和 3 年度水産多面的機能

いる。関係者との一層の情報共有を図っている。

発揮対策講習会は新型コロナウイルス感染症蔓延
状況から当協 HP で Web 形式により開催してい
る。
（公開期間～令和 3 年 11 月 30 日（火））

藻場部会
①藻場の機能と磯焼け対策
講師：藤田大介氏（東京海洋大学学術研究

Ⅰ．全体講習

院海洋生物資源学部門准教授）

水産庁担当官による来年度予算要求状況等を説

②サカナ対策とモニタリング

明する全体講習は、令和 3 年 9 月 6 日（月）午

講師：中嶋泰氏（水産多面的機能発揮対策

後 1：30 から ZOOM による参加型で講習会を開
催し、全国から 172 名の視聴者参加者があった。

事業サポート専門家）
③ウニ対策とモニタリング

その講習内容は、当日参加できなかった関係者の

講師：南里海児氏（水産多面的機能発揮対

ために YouTube 形式に編集し、当協会 HP で公
開することで多くの関係者との情報共有を図って

策事業サポート専門家）
④アマモについて

いる。
（公開期間：令和 3 年 9 月 22 日（水）か

講師：片山貴之氏（水産多面的機能発揮対

ら令和 3 年 11 月 30 日（火））

策事業サポート専門家）

Ⅱ．環境・生態系保全活動部会及び

干潟部会

海の安全確保部会

①干潟の機能と水産多面的発揮対策活動の重要

環境・生態系保全活動部会及び海の安全確保
部会に関する保全活動やモニタリング等の技術

性
講師：桑原久実氏（（国研）水産研究・教育

の講習は、専門家やサポート専門家よる講習を

機構

水産技術研究所

研究主幹）

YouTube 形式にて当協会 HP で令和 3 年 9 月 6
日（月）から令和 3 年 11 月 30 日（火）の間公開し、

ZOOM による参加型全体講習

豊かな海

No.55

2021.11

49

②成果指標である二枚貝の生息環境の改善手法

サンゴ礁部会

とモニタリング

①サンゴという生きものとその機能

講師：吉田司氏（水産多面的機能発揮対策

②サンゴ礁モニタリング法

事業サポート専門家）

講師：岩瀬文人氏（水産多面的機能発揮対
策事業サポート専門家）

内水面部会
①河川湖沼の機能と環境保全対策

海の安全確保部会

講師：桐生透氏（水産多面的機能発揮対策

国民の生命と財産を保全する機能と国境・水域

事業サポート専門家）

の監視と海の監視ネットワーク、海難救助活動

②河川湖沼の環境と植生

について

講師：浅枝隆氏（水産多面的機能発揮対策

講師：益原寛文氏（水産多面的機能発揮対策

事業サポート専門家）

事業サポート専門家）

③河川湖沼の生き物調査方法
講師：藤岡康弘氏（水産多面的機能発揮対

【令和３年度

策事業サポート専門家）
水産多面的機能発揮対策Ｗｅｂ講習会】
公開：2021 年 9 月 6 日～11 月 30 日

協会ＨＰトップ

協会ＨＰ水産多面

ここをクリック
クリックし、ＩＤ/パスワードを入力
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告

令和３年度豊かな海づくりに関する現地研修会
ハタ科魚類の種苗放流（山口県キジハタ放流を例として）
沖縄県栽培漁業センター
研究員

山内

岬

開 催 日 時：令和３年９月２日（木）13：30 〜 16：30
開 催 場 所：オンライン開催（Zoom ミーティング方式）
研修対象者：沖縄県栽培漁業センター、水産課栽培流通班、水産海洋技術センター本所・石垣支所、
北部農林水産振興センター
出 席 者 数：18 名（沖縄県関係者）
講

師：山口県農林水産部水産振興課

南部智秀

氏

講 演 名：キジハタ放流における山口県の取組
１

はじめに
沖縄本島北部の本部町に位置する沖縄県栽培漁

業センターは、昭和 58 年に沖縄県水産試験場の

施している山口県より、講師をお招きし、効果的
な放流手法に関する知見と情報収集を行うため、
研修会を実施することとした。

支場として設置された県農林水産部の出先機関で
ある。昭和 63 年の組織名称変更後、約 30 年以

２．研修会の概要

上に渡って県内唯一の水産魚介類種苗生産施設と

本研修は、当初、ヤイトハタの放流海域として

して、本県の放流・養殖用種苗の配付要望に応え

選定した本部町地先を利用する漁業関係者、研究・

てきた。現在は、放流対象種としてハマフエフキ・

教育機関、水産行政関係者等を対象に実施する予

シラヒゲウニ・シャコガイ類、養殖対象種として

定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大に

ヤイトハタ・スギ・マダイ・ハマフエフキ・シラ

よる緊急事態措置の区域に沖縄県全域が追加され

ヒゲウニ・シャコガイ類・モズク種の種苗を生産

たことから、現地開催を見送り、感染拡大防止の

し、主に県内各漁協に所属する漁業者への有償配

観点から参加者を限定した形によるオンライン開

付を行っている。

催に変更して行なった。主な参加者は、沖縄県の

近年、種苗生産技術が確立しつつあるハタ類に

水産関係機関に所属する水産技師であり、特に魚

ついては、ヤイトハタと同じマハタ属に含まれる

類の増養殖分野に関わる研究員・普及員を中心に

キジハタやクエが、瀬戸内海や九州各地において

声掛けを行なった。

盛んに放流されており、一部で漁獲物への高い混

講師として、山口県におけるキジハタの種苗生

入と漁獲量の増大が話題となっていることから、

産・放流技術開発および生産事業化等に長年関

ヤイトハタについても同様の放流効果が期待され

わってきた南部智秀氏を迎え、キジハタ放流に関

ている。沖縄県栽培漁業センターでは、要望に基

するこれまでの取組を中心に具体的手法やその有

づく種苗生産・配付業務とは別に、有望な魚介類

効性についての講義をしていただいた。沖縄県に

の種苗放流技術開発事業も実施しており、2018

おけるハタ類放流の取組はまだ始まったばかりだ

年以降はヤイトハタを対象とした放流試験によ

が、参加者の関心は高く、活発な質疑が寄せら

り、その放流適性に関する情報を集めている。そ

れ、効果的な放流技術の開発に向けて多くの有用

こで、ハタ類放流に関して先進的な取り組みを実

な情報を集めることができ、今後の研究や行政支
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援・組織連携についての推進力を得られる研修会

で、底部にロープを結索したカゴに種苗を収容し、

であった。

海底付近まで沈降させ、ロープを引き、カゴを転
倒させることで目標とする魚礁へ効率的に誘導す

３．講演内容

る尾道方式を利用するなど、工夫が必要である。

（１）山口県のキジハタ関連施策の流れ
山口県では、平成 15 年よりキジハタ種苗生産技
術開発が実施され、その後の放流調査を経て、平

浅い場所を推奨する理由は？

成 24 年より栽培漁業公社において放流用種苗生産

放流種苗の害敵となるカサゴやキジハタの生
息水深は、成長に伴い深場へ推移することが

が事業化された。また、事業化とほぼ時期を同じ

わかっており、これらの食圧を避ける意味で

くして、沈設魚礁による漁場整備や漁獲サイズ制

浅い場所を勧めている。

限を伴う資源管理の取組が始まり、平成 28 年から

河川流入域は放流適地？

ブランド化への取組も行なっている。キジハタ種
苗の生産・放流は、瀬戸内海を中心に複数の府県

河口域は、漁業者からもよく放流適地ではな
いかと質問のある場所である。確かに、餌料

で行われるが、山口県は毎年日本一の尾数を放流

環境がよく、放流直後から高い摂餌率が確認

しており、高い活力に定評がある。

されている。ただし、雨天時には急激な環境

最近では、外海側の魚市場で 1 日あたり 100 尾

変化が生じやすく、害敵種も多い場所があり、

以上のキジハタが一度に水揚げされる日が続く時

注意が必要である。特に土砂が大量に流入す

期も見られ、過去に例のない好漁となっている。

るような場所は、稚魚が逃避行動をするため、

その要因として、①本格的な人工種苗の大量放流、

クロダイやスズキ、コチといった魚に捕食さ

②幼稚魚から成魚までを保護対象とした成長段階

れやすくなる。

別の漁場整備、③海区漁業調整委員会指示による

１ヶ所に放流する最適尾数は？

小型魚（全長 30cm 未満）漁獲禁止の取組が挙げ
られ、それぞれの取組による相乗効果がキジハタ

物理構造や害敵種の有無、餌量環境は各港で
それぞれ異なり、稚魚の収容力も違うことか

漁獲量の増大へ繋がっていると考えられる。

ら適正な尾数を決めることは難しい。また、
カサゴなどは音で集まる習性もあり、一ヶ所

（２）効果的な放流手法

に多く放流することは得策でないと考え、経

放流場所を選定する際には、①波浪、②外敵、

52

験上、少量分散を行なっている。

③餌料の３つのポイントに注意する必要がある。

正しい放流方法は？

キジハタ成魚が漁獲されるような外海に面した磯
や潮通しの良い深場、防波堤の外側といった場所

放流後に滞留してほしい構造物（岸壁・保護
礁）の直上から落とすなど、最短距離で放流

は、放流種苗にとって環境が厳しく、強い波浪や

することが重要である。同じ港内であっても

潮流によって流されたり、害敵に襲われたりする

船から放流すると、岸壁まで稚魚が辿り着け

ことから、湾内や港内の静穏域を放流場所として

ない場合や海藻・岩場の影に潜む害敵にも狙

勧めている。放流開始当初は、人工護岸や消波ブ

われやすくなる。

ロック、敷石など港内でよく見かける水深１〜２m

カサゴを放流している場所でも大丈夫？

程度の構造物周辺を推奨していたが、その後、調
査を続ける中で何の変哲もない岸壁に放流すると

カサゴを放流魚していても放流効果が認めら
れる場所もあるが、住み家や餌料を競合する

滞留率が高いことがわかった。特に、直下に敷石

ことは明らかなので、可能な限り別の場所に

などの構造物がなく、海底は泥で潮通しの悪い港

放流した方が良い。

の奥の岸壁の方が害敵も少なく、高い放流効果が

毎年同じ場所に放流しても大丈夫？

期待できると考えている。また、水深５m よりも
深い場所に設置された魚礁に放流する場合は、放

幼稚保護礁は稚魚のみが出入りできる構造に
なっている上、放流種苗の生息場所は１年程

流種苗を確実に魚礁内へ誘導することがポイント

度で岸壁から敷石等に移っていることから、
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問題は生じない。中には、平成 18 〜 26 年

山口県では意図的にスリムな種苗を作ってお

にかけて毎年放流しても高い放流効果が確認

り、これが高い放流効果に繋がっていると考

された優良な事例もある。

えている。

岸壁は稚魚が大きくなったら住めないので
は？

スリムな種苗は飢餓に弱そうだけど？

岸壁は天然海域への馴致期間をより安全に長
く確保するための場所であり、大きくなった

絶食後の死亡率は、肥満度に左右されないこ
とを水槽実験で確かめており、キジハタは飢
餓耐性の高い魚だと考えている。

ら移動する。

放流後どれくらいの期間、絶食でも大丈夫？

港内に放流した稚魚はいつ港外に出て行く？

絶食期間が 30 日以内であれば飢餓による死
亡の可能性は低くなるため、それまでに摂餌

水深や潮通しによっても異なるが、概ね２年
後と考えている。水深８m の港内から７年後

させる必要がある。

に再捕された事例もあるが、一般的には３、

放流種苗に形態異常が多い？

４歳魚が港内で獲れることは少ない。

他魚種に比べるとキジハタの異常率は高いの
が現状である。最近では、種苗生産初期の浮

具体的な害敵種は？
キジハタ、カサゴ、クエ、マハタ、タケノコ
メバル、ソイ類、ヒラメ、オニオコゼ、マア

上斃死を防除するために使用する油膜を早め

ナゴ、ミノカサゴ、ギンポ類、アイナメ、ス

どめることができている。

ズキ、アオリイカ、マダコ、イシガニ等。放

傷ついた小型魚は再放流しても死ぬのでは？

流場所にはメバルも多いが、食害は確認され
ていない。

建網で混獲された小型魚を無給餌で飼育し、
その後の死亡率や傷痕を観察した結果、約

害敵種はどれくらいの稚魚を食べるの？

99％が生残することを確認しており、１ヶ月

キジハタは２〜３歳以降に食圧が高まる。水
槽実験では全長 28cm の個体が一晩で 13 尾

で傷もほぼ治癒することを確認している。傷

の稚魚（全長５〜６cm）を摂餌することを

深場から釣り上げて胃が出た個体は？

確認した。カサゴも同様の食圧を有する。

適正なエアー抜き処理をすることでほぼ死な
ない。処理後の傷痕も再生治癒することを確

大型種苗を放流した方が効果が出るのでは？
大きい方が食害の影響も少なくなるが、中間
育成が長期化するとウイルス性神経壊死症
（以下、VNN）の発症リスクが増加し、飼育

に除去することで７〜８％程度の異常率にと

があっても再放流すべきである。

認している。
適正なエアー抜き技術とは？

コストも高くなる。５〜６cm でも 10cm 種

ポイントは内臓を傷つけず処置すること。詳
細は山口県水産研究センターだより第７号に

苗と同等の放流効果が認められていることか

手順を解説している。

ら、総合的に判断して放流サイズを決定して
いる。
中間育成で野性の強い種苗は作れないの？

（３）中間育成における種苗性の検討
前述の飢餓耐性と回復可能な絶食期間について

過去にシェルターを敷き込んだ水槽で警戒心
の強い種苗を育成することができたが、同時

は、水槽内実験を行い、その成果を種苗性の評価

に VNN を発症させてしまった。対策が万全

耐性は、肥満度（以下、CF）25、30、35 の試験

ではない現在の飼育技術では、リスクが高い

群（n=50）を比較した結果、絶食 60 日後に死亡が

ため、通常の小割網によるシェルター無しの

始まり、180 日後に CF30、35 の群が全滅し、210

飼育を行なっている。

日後に CF25 の群が全滅した。中間育成中のコス

いかにも強そうな太った種苗が良い種苗？

トで比較すると、CF25 を目標に飼育することで

肥満度の高い種苗は、俊敏性に欠け、天然へ
の馴致が遅く、疾病リスクも高まることから、

飼料コストを約１／２に抑えることができ、日間

や放流適地選定の根拠として活用している。飢餓

成長量に差は生じなかった。また、VNN の発症が
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確認された群はいずれも CF30 以上であったこと、
天然キジハタは CF25 〜 27 が多いことなども意図
的に肥満度を抑えた種苗を生産する根拠として漁
業者に説明している。
回復可能な絶食期間は、CF25 の群を絶食後 30

各海域の放流尾数の決定はどのように行って
いるか。

日、45 日、60 日目から給餌する群にそれぞれ分

海域特性（餌料環境・岸壁の有無等）によっ
て様々であり、一概に言えない。基本的には

け（n=50）
、その後の生残率を比較した。その結果、

少量分散としており、これまでに最も放流効

飼育開始 210 日後の生残率は、それぞれ 100％、

果が高いと見られた事例は 500 尾／港であ

72％、48％であり、絶食が 30 日以内であれば飢

る。1 カ所に多く放流してしまうと餌を得る

餓による死亡の可能性は低いことがわかった。ま

ために移動する必要が生じてしまうため、捕

た、30 〜 45 日の間に飢餓による死亡から回復可

食されるリスクが増大する。移動しないで済

能なタイミングがあると推察された。

むような密度であれば、サイズも大きくする

以上の２つの試験から、放流後なるべく早い時
期（30 日以内）に摂餌させる必要性が明らかとなっ

54

水平距離は数百 m から離れていても 1km 程
度である。底質は砂泥底。

必要はない。

たことから、餌料環境を軸に放流場所を選定した

早期採卵など、産卵時期をずらした採卵に取
り組んでいるか。取り組んでいるのであれば、

結果、外洋に面した岩礁帯に比べてゴカイ類や甲

具体的な方法（環境制御、ホルモン等）を教

殻類の幼生等が豊富に観察される内湾の港内岸壁

えてもらいたい。

に放流すべきだと結論づけた。このような放流手
法は、特にキジハタ成魚の生息場所を熟知する漁

キジハタは水温操作による自然産卵を行なっ
ている。5 月下旬から 1 日あたり 0.1℃で昇

業者から反対する意見も聞かれたが、港内放流を

温し、6 月上旬に 22℃から 24℃台へ昇温す

続ける中で実際に高い効果が得られ、漁獲量にも

ることで大量産卵を誘発できる。親魚は 3 年

反映されてきたことで理解を得ることができてい

で全て更新し、天然漁獲個体から PCR 検査

る。実際に、放流後の消化管内容物を調査すると、

で VNN 陰性が確認されたものを養成してい

いずれも 2 週間以内に 100％の個体で内容物が確

る。

認されており、飢餓による死亡の可能性は低くなっ
ていると考えられる。

人工生産魚に対して種本来の摂餌生態を獲得
させる特別な馴致方法はあるか。

４．主な質疑と意見交換

現在のところは、スリムな種苗を作ることに
取り組んでおり、VNN の発症リスクを高め

放流後の被捕食圧、遊漁を含めた人的な漁獲
圧の低減化対策は取られているか。

ることにつながる恐れのある育成方法は実施

隠れ場や餌場となる魚礁設置だけでなく、漁
獲サイズ規制・港内における釣り禁止の周知

種苗生産（中間育成の段階）において、ハタ
類の共食いの被害を抑える工夫を教えてほし

等によって対策している。

い。

沈設魚礁の設置は、放流種苗の保護育成にど
の程度役立っているか。

基本的にはサイズ選別で対応している。頻度
は 4、5 日毎に一回（週 2 回）程度を目安と

潜水調査による目視観察では、魚礁内部に隠
れる個体まで確認することは難しく、保護効

し、モジ網を使用している。給餌は、自動給

果の定量化には至っていない。魚礁整備を行

るよう肥満度を測定しながら細かく調節して

なった海域で漁獲が増えていることから、結

いる。

果的に効果が上がっているとして漁業者は納
得している。

漁業者と遊漁者が一体となって取り組んでい
る資源管理方法はあるか。

保護礁の設置について、各礁の水平距離や設
置に適した底質を教えてほしい。

漁獲サイズ規制は厳格に実施しており、小型
魚はほとんど市場に上がってこない。遊漁も
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していない。今後の課題として捉えている。

餌機と手撒き給餌を併用し、少量多頻度とな

規制対象である。遊漁者の中には、獲れ過ぎ

所を発見することができたとも言える。また、

た場合に自主的にリリースするなど、意識の

3 〜 4 歳魚のバイオロギング調査では時速

高い方もいる。

1.5km で 4 時間連続して泳ぐ移動性を持つこ

高次捕食者であるハタ類を自然界に放流する
ことは、天然資源や周辺生態系へ与える影響

ともわかっており、社会性や個体間の関係性

（餌生物に与える負荷を含め）が大きくなる
と考えているか。
マダイやヒラメといった大規模放流が行われ
る魚種に比べると、ハタ類の放流はまだ少な

など、まだまだ不明なことは多く、天然魚の
生態からヒントを得ることも重要である。
受益者となる漁業者や遊漁者らの費用負担に
よる活動（例えば、生息環境改善のための漁
場清掃、研究データ取得への無償協力、小型

く、今後の動向に注意すべき課題だと考えて

魚混獲に配慮した操業調整、協力金等による

いる。ただし、放流魚の餌生物は 5 〜 10cm

種苗生産のための基金造成、放流効果検証の

程度の付着生物や甲殻類幼生がほとんどであ

ための釣獲データ報告など）の取り組みがあ

り、待ち伏せ型で食い溜めもできることか

れば紹介してほしい。

ら、毎日大量の餌を必要とする青物のような
イメージとは異なる。また、大型になると縄

漁業者らによる研究への協力はもちろん、遊
漁者からも協力が得られている。例えば自主

張りを形成することから、生息密度も低くな

的調査データの提供や遊漁利用者らで集め

る傾向があり、周辺生態系にすぐに悪影響を

た募金を使った放流種苗の購入、または山口

及ぼすものではないと考えている。

県への寄付などがある。背景には、キジハタ

費用対効果はどれくらいか（生産・放流にか
かる経費、放流魚が漁獲される産出額）。

放流を主体的に行なった山口県の取組に対す

漁獲物への高い混入が見られるとはいえ、経
済回収率の算出ではやはり厳しいものがあ

漁獲が増えたことに対する感謝の気持ちがあ

る。そもそも底棲のハタ類として寿命も 30

入れなどもある。

る応援の気持ちや人工種苗の放流のおかげで
り、中には島根県籍の遊漁船から寄付の申し

年を超えることから、漁獲対象期間が長期に
及ぶため、放流効果が得られにくい魚種でも

５．謝辞

ある。最近では、遊漁による漁獲が予想以上

ご多忙の中、本講師の依頼を快諾して頂いた山

に多いこともわかっており、市場の水揚げ情

口県の南部智秀氏に心より感謝申し上げます。時

報だけでは正確に評価できないことも推察さ

節柄、現地での開催見通しが立たず、急遽オンラ

れる。県外遊漁船からのニーズも高いことか

イン研修という形になった中でも、大変わかりや

ら、このようなレジャー目的の経済効果を考

すい内容で講演して頂き、多くの質問にも答えて

慮して評価した方が栽培漁業として成り立つ

頂きました。

と考えている。
これまでに沖縄県が放流した種は、再補率が
低く、資源の添加効果は低いとされている。

また、本研修の開催にあたり、多大なご協力と
ご支援をして頂いた公益社団法人全国豊かな海づ
くり推進協会に厚く御礼申し上げます。

今後、放流技術開発に取り組む上で、どの
ようなアプローチが必要かアドバイスはある
か。
放流は、やはり色々と試行錯誤することが重
要である。天然魚の移動・成長の情報を得な
がらも、既成概念にとらわれず総合的に取り
組むことで成果が出る。キジハタでは、放流
種苗を放つまで港内に天然魚はいなかった。
放流することで新たに生育場として適した場
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