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三国志の名言と資源管理
東京海洋大学教授

水産政策審議会会長

田中
私は水産資源の管理の研究を始めて 40 年にな
ります。博士論文は漁業者間の合意形成をするた
めのシミュレーションでした。日本の沿岸漁業は
多様で、小型魚を多獲する漁業や大型魚を拾い集
める漁業など「十人十色」です。資源管理を行う
場合、網目規制は前者に不利益を後者に利益をも
たらし、親魚保護はその逆になります。この利害
の不一致は規制導入の最大の障害であり、これを
解消するための管理手段の組合せと程度を見つけ
るためのシミュレーションでした。資源管理に限
らず利害関係の考慮は必要な社会常識です。
中国の三国志演義の中に私の仕事に関係した名
言や諺などがほかにもあります。その 1 つは「死
せる諸葛（孔明）
、生ける仲達を走らす」です。
博士取得の前後でお世話になっていたある人物は
〇〇の減船の仕事を頼むと私に遺言しその後亡く
なりました。是非もなく仕事を請け負った私は、
当時の常識を超える 2 割の減船のシミュレーショ
ンで難渋しました。その人物の名が正明だったこ
とから「死せる正明、生ける栄次を走らす」とか
らかわれました。私にとっての 1 つの財産は久宗
高元水産庁長官ら戦後の水産界の著名人と知合え
たことです。彼らもまた志高き人々でしたが、生
ける栄次は何度も走らされることになりました。
平均利益率 0% の状態での解体減船の仕事は訴
訟の可能性があるので計算しても論文にはできな
いし、かかわったことすら秘密になってしまい、
普通の大学教員からみれば全くの慈善事業です。
漁業を残したい行政と生残りたい漁業者の双方の
本気が激突するわけで、減船による効果予測が 1
割も外れるなどはあってはならない状態でした。
今日と比べデータも少ない中で苦労しましたが、
長期間の漁獲統計と内部に年齢構成をもつ余剰生
産モデルを使うことで多くの困難から逃れてきま
した。
この経験は今も生きており、齢 60 を過ぎて日
本水産学会の論文賞を頂いた論文を含め最近の論
文は当時の経験を発展させたものです。「学ぶこ
とで才能は開花する。志がなければ、学問の完成
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栄次

はない」との孔明の言葉に重みを感じます。
話は変わりますが、私がまだ 30 代で沿岸資源
の管理、特に異体類の管理に取組んでいたころで
す。そのうち当時のヒラメは 15㎝以下の幼魚が
成長に伴い沖に移動するともに大半が漁獲されて
いました。ヒラメは成長が早いのでその大きさな
ら 1 年も禁漁すれば体重は 2 倍になります。ヒラ
メの自然死亡率は 1 割程度なので 1 年も禁漁すれ
ば漁獲量は大きく増加することは明白でした。漁
業者の合意を得て自主規制で制限体長を 30㎝に
引き上げるのに 7-8 年以上かかりましたが資源も
漁獲も大きく回復したと思います。
一方、ヤナギムシガレイ資源は回復しないどこ
ろか絶滅するのではないか、という勢いで減少し
ていました。当時研究室で取り組んでいた岩手県
のエゾアワビ資源も同様で、船上からのかぎ取り
も口開けは年間高々 5 日、大量の種苗放流もして
いましたが、自然増加率 0% のモデルが妥当とい
う状態でした。ところがマイワシが減り始めると
レジームシフトの影響でこれらの資源はいわば勝
手に増え始めたのです。同県のあわびの漁獲量は
1990 年 に は 1980 年 の ２ 割 に 減 少 し ま し た が、
1998 年には 1980 年の 6 割に回復しています。隣
県の宮城県も同様の動向を示しています。生物に
とっての自然環境の重要さを思い知らされると同
時に、自然環境までは制御できないことを認識さ
せられました。自然変動は水産資源の 3 つの特色
（再生産、自然変動、無主物）の 1 つ、私が水産
資源学の講義の最初に教えていたことですが、そ
の私がよく理解していなかったわけです。
三国志に「事を謀るは人に在あり。事を成すは
天に在り」という名言があります。自然の力は偉
大であり規制すれば資源は計画通り回復するもの
ではありません。レジームシフトや温暖化などの
自然変動を考慮した資源管理を行うだけでなく、
漁業を自然変動に適応できる持続可能な産業形態
に変えてゆく必要があります。これは次期水産基
本計画の課題の 1 つです。
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「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

現在、 ３月中の閣議決定を目指した次期水産

担当者から説明が行われました。 そのなかから、

基本計画や６月を目処に公表される第８次栽培

水産資源研究所底魚資源部底魚第４グループ

漁業基本方針の検討が進められています。 並

長の山下夕帆様から説明のあったヒラメ瀬戸内

行して、 ＭＳＹの実現を目指した “新たな資源

海系群の資源評価結果等について紙面に掲載

管理の推進” の具体化に向けて、 資源評価結

いたしました。

果の公表、 資源管理手法検討部会における検
討などが鋭意進められています。

また、 浜だよりでは、 兵庫県漁業協同組合連
合会専務理事の突々淳様及び公益財団法人

こうしたなか、 昨年１２月２４日には栽培漁業

ひょうご豊かな海づくり協会専務理事の髙木英

の対象種であるヒラメ及びマダイの一部系群に

男様から、 美しく豊かな瀬戸内海の実現に向け

ついて、 資源評価結果が公表されました。 この

て取り組んでこられたこと、 本年１１月に兵庫県

内容については、 １月２６日に開催された第７回

明石市で開催される第４１回全国豊かな海づくり

海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議におい

大会への思いなどについて伺いましたので、 ご

て、 国立研究開発法人水産研究 ・ 教育機構の

紹介させていただきます。

令和４年１１月１３日（日）兵庫県明石市にて開催！

（公財） ひょうご豊かな海づくり協会で飼育中のマダイ ・ ヒラメ稚魚と 「全国豊かな
海づくり大会兵庫大会～御食国ひょうご～」 大会記念リレー放流に参加した小学校
児童の皆さん
（写真提供：兵庫県）
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ヒラメ瀬戸内海系群の資源評価結果について
第 7 回海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議から

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産資源研究所底魚資源部底魚第４グループ長

山下

夕帆

注１：以下に記載した内容は、当協会が会議での説明内容を取りまとめ、山下グループ長に確認いただい
たものです。
注２：図表については、以下で公表されています。
http://abchan.fra.go.jp/digests2021/simple/2021̲61.pdf
スライド 1
令和３年度海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議

栽培漁業対象種についての
新たな資源評価結果の概要
−ヒラメ瀬⼾内海系群−

2022.01.26
⼭下⼣帆（⽔産機構⽔産資源研究所 底⿂第4グループ）

1

においては、２点目の再生産関係式の推定や管理
基準値案の算定を行います。ここでは、この資源
がどういう特徴を持つ資源なのかということなど
についてまとめています。資源の特徴を基に、将
来どのように管理していくべきなのかを考えるた
めに、３点目の漁獲管理規則案を検討します。
最後に、この漁獲管理規則案、これからこの先
資源をどのように管理するのかという案を基に、
これから１０年、２０年と管理をしたときにどの
ような結果が想定されるかということを推定する、
資源の将来予測というものを行います。新たな資
源評価では大体こういったものが１つのセットと
なって検討されていくことになります。

御紹介ありがとうございます。水産機構底魚資
源部の山下と申します。
本日は、ヒラメ瀬戸内海系群について、昨年
スライド 3
12 月に公表された研究機関会議資料のうち、そ
•
瀬⼾内海の沿岸を中⼼に分布
分布域
のエッセンスをまとめた簡易版を基に説明させて
• 瀬⼾内海の沿岸を中⼼に分布
いただきます。
• 仔稚⿂は沿岸域で成⻑したのち沖合域へ移動
• 仔稚⿂は沿岸域で成⻑したのち沖合域へ移動

分布域

スライド 2

新たな資源評価における検討項⽬
1. 資源評価結果
2. 再⽣産関係式の推定、管理基準値案の
算定
3. 漁獲管理規則案
4. 資源の将来予測

3

まず、この新たな資源評価において、具体的に
どのような項目を検討するのかということについ
て、４点にまとめさせていただきました。
１点目にありますのが、これまでも毎年行って
いました資源評価結果です。これは資源がどのよ
うな推移をたどってきたかということを見るもの
です。この資源評価結果を基に、新たな資源評価
2
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具体的に、ヒラメ瀬戸内海系群についての説明
に移らせていただきます。
まず、皆様御存じのように、当系群のヒラメは
瀬戸内海に主に分布している群です。
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「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

スライド 4

スライド 6

漁獲量の推移
漁獲量の推移

再⽣産曲線
再⽣産曲線

• 主な漁法は⼩底、刺網、定置網、釣漁業
• 主な漁法は⼩底、刺網、定置網、釣漁業
• 漁獲量は1980年代にかけて増加、その後減少
• 漁獲量は1980年代にかけて増加、その後減少
するが 2017年以降は増加傾向
するが• 資源計算は1994年以降
2017年以降は増加傾向
• 資源計算は1994年以降
資源評価の対象期間

• ホッケー・スティック（HS）型
• ホッケー・スティック（HS）型
• 最⼩⼆乗法によりパラメータ推定
• 最⼩⼆乗法によりパラメータ推定
• ⾃⼰相関を考慮（同時推定）
• ⾃⼰相関を考慮（同時推定）

資源評価の対象期間
1994〜2020
1994〜2020

4

6

6

4

漁獲量の推移ですが、過去には非常に少ない時
代があり、その後一気に漁獲が増えました。その
後、一旦下がりましたが、直近では漁獲量がまた
回復してきているという状況です。このように増
減を繰り返している資源ですが、いろいろなデー
タの制約から、資源評価については直近の 1994
年以降のデータで評価を行っています。
スライド 5

資源量と年齢別資源尾数
資源量と年齢別資源尾数

• 資源量は徐々に減少していたが、2016年以降は
• 資源量は徐々に減少していたが、2016年以降は
増加増加

5

が増えたり減ったりしているなかで、子供の量は
ある一定の範囲内にあることから、子供の量は親
の増減とはあまり関係ないというように数値的に
も判断されました。このため、観測されている親
魚量の中では、平均的に見た加入量は一定だろう
との仮定を置いています。
ただ、親魚量が線の折れているところよりも少
ない場合については、情報が得られていないの
で、親魚の量に応じて子の量も減るであろうと仮
定しています。親魚量に応じて加入量が増えてい
き、途中からは頭打ちになるという、このような
形の再生産曲線のことをホッケー・スティック型
と呼んでいます。
また、この親子関係に関しては、子供の量は天
然で親から生まれたものだけとなっています。こ
こで、グレーで示された加入量の点は、種苗放流
の分を含めた加入量であり、参考として記載して
います。
スライド 7

5

漁獲尾数、あるいは漁獲努力量などの情報か
ら、資源量などを計算した結果をこのスライドに
示しています。資源量と年齢別漁獲尾数について
は、漁獲量と大体同じような推移を示しています。
1994 年以前、漁獲が少ないところから増えてき
たところについては情報が十分にないのですが、
その後、漁獲量の減少と同調するように資源も減
り、近年 (2016 年以降 ) ではまた漁獲量と同じく
資源量も増えてきています。
これらの資源評価の結果を基に、資源がどのよ
うな親子関係にあるのかを計算しました。この親
子関係の式のこと、水色で示した線・曲線のこと
を再生産曲線と呼んでいます。この資源では、親

MSYについて

• MSY：⻑期的に期待される最⼤の漁獲量
• SBmsy：↑ の漁獲が得られる場合の親⿂量

MSY算定のための将来予測計算の設定

• 加⼊量は再⽣産関係式から推定
• MSY算定においては⼈⼯種苗由来の加⼊尾数は
加算しない

管理の目標値として求められるＭＳＹは、長期
的に期待される最大の漁獲量であり、この漁獲量
が得られる場合の親魚量をＳＢｍｓｙと呼んでい
ます。これらの値をシミュレーションで計算して、
何トンぐらいの親魚量のときにどれぐらい漁獲が
期待できるかを計算して、管理基準値などを求め
るというプロセスを行っています。
また、この計算における将来予測計算の設定に
あたって、将来どのような加入があるのかについ
7
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ては、先ほどお示しした再生産関係式から誤差を
含めてシミュレーションを行い、どれぐらいの加
入が毎年あるのかという計算をしています。
なおＭＳＹの算定においては、まずは資源がど
のようなポテンシャルを持っているのかを評価
するために、人工種苗由来の加入尾数、つまりは、
放流による加入量の添加分というものは想定せず
に計算しています。
スライド 8

管理基準値案と禁漁⽔準案

管理基準値案と禁漁⽔準案
• 「平衡状態」における親⿂量と漁獲量の関係
• 「平衡状態」における親⿂量と漁獲量の関係
• ここで漁獲量が最⼤になる点がMSY⽔準
• ここで漁獲量が最⼤になる点がMSY⽔準

MSY
MSY

8

8

シミュレーションで得られた親魚量と漁獲量と
の関係が、ここに示した曲線となっています。漁
獲圧を非常に下げた時というのは親魚量がとても
増えますが、漁獲圧が低いために漁獲量は少なく
なると考えられます。逆に漁獲圧を一気に上げた
場合、瞬間的には漁獲量は多くなりますが、その
結果、資源量、親魚量が減ってしまうため、長期
的に見るとやはり漁獲量は少なくなると考えてい
ます。この間に、一番漁獲量が高いところでバラ
ンスする点が想定され、これがＭＳＹになります。
このような値が計算から推定されます。また、こ
のとき（親魚量が多いとき）では、漁獲圧をそこ
そこ下げて大きな魚が結構捕れる、という事など
が想定されます。

• 2020年の親⿂量は 2,190トン

管理基準値案と禁漁⽔準案
管理基準値案と禁漁⽔準案

管理基準

• 管理基準値案には標準値を提案
• 管理基準値案には標準値を提案
• 親⿂量が増えるに従い⾼齢⿂の割合が増加
• 親⿂量が増えるに従い⾼齢⿂の割合が増加
SB0.1msy

SB0.6msy

SB0.6msy

SB0.1msy

2,430 トン
(SBmsy)

806 トン
(MSY)

MSY

限界管理基準値案

857 トン
(SB0.6msy)

483 トン

禁漁⽔準案

121 トン
(SB0.1msy)

81 トン

MSYの
60％に相当

＊原則として諸数値は有効数字3桁で記述しています

MSYの
10％に相当
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MSYの
10％に相当
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スライド 10

管理基準値案まとめ

スライド 9

6

ＭＳＹ、そして将来の管理の目標になる管理基
準値をどのように決めるのかということですが、
この資源では、管理基準には標準値というものを
用いています。この標準値についてですが、まず
一番の資源の目標となる目標管理基準値には先ほ
どのＭＳＹを用います。また、ある程度漁獲圧が
高くなったり、加入が悪かったりして資源が減少
したときに、どの辺りから本格的な管理を始める
かということを提案するような限界管理基準値、
あるいは、もっと資源が少なくなってしまったと
きに資源を一気に回復させるために禁漁などを提
案する禁漁水準というものの案を提案させていた
だいております。
この基準値案、特に禁漁水準や限界管理基準値
については、それぞれの魚種・系群の特徴によっ
ても、いろいろと選択肢があります。ヒラメ瀬戸
内海系群については、漁業の歴史に比べて資源
評価を行うことができる期間が比較的短くて、情
報があまりないという状況にあります。このため、
これらの限界管理基準値案や禁漁水準案について
は、様々な魚種を用いた一般的なシミュレーショ
ンにおいて、これぐらいであれば資源が安全に管
理できるであろうという目安というものが別の計
算から得られています。その目安から導き出され
た標準値というものをまずは管理のための基準値
案として提案しております。
ヒラメ瀬戸内海系群における限界管理基準値案
としてはＭＳＹの漁獲量の６割の漁獲量が得られ
る点、禁漁水準案としてはＭＳＹの１割の漁獲量
まで漁獲が落ちてしまう点を想定し、これらの漁
獲量に対応する親魚量をそれぞれの管理基準値案
として提案させていただいています。これを、そ
れぞれＳＢｍｓｙ、ＳＢ０. ６ｍｓｙ、ＳＢ０. １
ｍｓｙと表現しています。

10

では、実際に今（2020 年）の親魚量と比べて
どういった水準にあるかをこの表にまとめました。
目標管理基準値については約 2,400 トン、限界管
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理基準は約 860 トン、禁漁水準案は約 120 トン
であり、2020 年の親魚量が大凡 2,000 トン強で
あると資源評価で推定されていますので、限界管
理基準値や禁漁水準と比べて、今の資源状態は結
構よい状況にあると考えています。
スライド 11

神⼾プロット（神⼾チャート）
神⼾プロット（神⼾チャート）

これらの基準値等を基にした漁獲管理規則案と
して、先ほどお示しした限界管理基準値案よりも
親魚量が多ければ漁獲圧は一定、限界管理基準値
案を下回るようであれば親魚量に応じて漁獲圧を
引き下げる、という漁獲管理規則案を提案してい
ます。
スライド 13
漁獲管理規則案
（調整係数を0.8とした場合）

• 漁獲圧：2017年以降はFmsyを下回る
• 漁獲圧：2017年以降はFmsyを下回る
• 親⿂量：SBmsyを下回るがSBlimitは上回る
• 親⿂量：SBmsyを下回るがSBlimitは上回る

• 親⿂量が限界管理基準値案を上回ると漁獲圧
漁獲管理規則案（調整係数を0.8とした場合）
は⼀定となるが、漁獲量は増加する
• 親⿂量が限界管理基準値案を上回ると漁獲圧
は⼀定となるが、漁獲量は増加する

11
13

11

これらの管理基準値とこの資源の過去の推移が
どうであったかを示しているのが、ここで示した
神戸プロット、あるいは、神戸チャートと呼ばれ
ている図です。基本的には、ＭＳＹが得られる漁
獲圧、あるいは、ＭＳＹが得られる親魚量という
ものをベースに、それぞれの毎年の親魚量と漁獲
圧がどこにあったのかということを表現したもの
です。
過去には、かなり漁獲圧は高めで、資源量、親
魚量については、限界管理基準値よりは高いので
すが、目標管理基準値よりは低いところを推移し
ていたと判断されます。その後、漁獲圧が経年的
に低下してきており、近年では、非常に漁獲圧が
下がったところで、少しよい加入などもあり、一
気に資源が回復しているというように考えてい
ます。〇（青丸）で示したこの場所が、直近年
2020 年の資源評価結果です。
スライド 12

親魚量が限界管理基準値案より上にあるのであ
れば漁獲圧が一定となるのですが、親魚量、資源
量はそれぞれの加入の状況などに応じても大きく
変わってきます。限界管理基準値案を超えた場合
は、漁獲量が一定になるのではなく、漁獲圧のほ
うが一定になるので、実際の資源量、親魚量の増
加に応じて漁獲量は増えていく、増やしていける
ということになります。
スライド 14

将来予測
将来予測

• 調整係数β＝標準値 (0.8)、現状の放流を想定

• 調整係数β＝標準値 (0.8)、現状の放流を想定
• 親⿂量と漁獲量は⽬標をやや上回る⽔準で推移
• 親⿂量と漁獲量は⽬標をやや上回る⽔準で推移
将来の親⿂量（トン）
将来の漁獲量（トン）
将来の親⿂量（トン）

将来の漁獲量（トン）

SBmsy 2,430トン
MSY 806トン

SBmsy 2,430トン

MSY 806トン
年

年

漁獲管理規則案に基づく将来予測（β=0.8の場合）
現状の漁獲圧に基づく将来予測
年
年
実線は予測結果の平均値を、網掛けは予測結果の90%が含まれる範囲を⽰す。

漁獲管理規則案に基づく将来予測（β=0.8の場合）
MSY
⽬標管理基準値案
現状の漁獲圧に基づく将来予測

漁獲管理規則案
（調整係数を0.8とした場合）
漁獲管理規則案（調整係数を0.8とした場合）

• 親⿂量が限界管理基準値案を下回ると禁漁⽔準案
• 親⿂量が限界管理基準値案を下回ると禁漁⽔準案
まで直線的に漁獲圧を下げる
まで直線的に漁獲圧を下げる
• F値の上限はFmsyに調整係数βを乗じたもの
• F値の上限はFmsyに調整係数βを乗じたもの

12

12

限界管理基準値案
禁漁⽔準案

14
実線は予測結果の平均値を、網掛けは予測結果の90%が含まれる範囲を⽰す。

MSY
⽬標管理基準値案
限界管理基準値案
禁漁⽔準案

14

最後にこれまでの各基準値及び漁獲管理規則を
基に将来予測を行っています。この将来予測とい
うのは今から大体１０年、２０年、３０年後ぐら
いまでの範囲において、この管理規則案を用いて
漁獲が推移した場合に、どのような資源の状態に
なるのかをシミュレーションで求めたものです。
ここでは実際に資源がどう動くかということを
想定しますので、種苗放流の効果についても現

豊かな海
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ヒラメ瀬戸内海系群に関しては、近年、比較的
資源状態がよいこともあり、また、種苗の放流分
の加入を合算しているため、将来、平均的には目
標管理基準値を上回る親魚量、あるいは、ＭＳＹ
を上回る漁獲量が期待できると考えているところ
です。ただ、これはやはりあくまでもシミュレー
ションで見た平均的なことですので、実際には大
きく増えたり減ったりということを繰り返しつ
つ資源は推移していくものと考えています。なお、
こちらで示したシミュレーションの結果は、調整
係数β（ベータ）という、基準の漁獲圧に掛ける
係数を０. ８、つまりＭＳＹの８掛けの漁獲圧で
漁獲した場合の結果となっています。

状程度の放流が続くという状況を想定しています。
具体的には、直近３年平均の種苗由来の加入尾数
をベースに、将来の人工種苗由来の加入量を加算
して計算しています。ここ（図中の細い線）に示
したように、シミュレーションですので、いろい
ろな加入状況の振れによって一気に資源が増える
と想定される場合もあれば、途中で減ってしまう
状況も想定されます。その中で、多数行ったシミュ
レーション全体のうちの９０％が大体この網かけ
で示した範囲の区間に収まるであろうと想定され
ました。また、この図では、この実線（太い実線）
で示したところが、全部のシミュレーションの平
均値を示しています。
スライド 15

将来予測（βを変えた場合）
将来予測（βを変えた場合）
将来予測（βを変えた場合）

• 親⿂量：10年後にSBtargetを上回る確率 ＞50%
•• 親⿂量：10年後にSBtargetを上回る確率
＞50%
親⿂量：10年後にSBtargetを上回る確率
＞50%
• 漁獲量：βが0.6以上の場合、2020年を上回る
•• 漁獲量：βが0.6以上の場合、2020年を上回る
漁獲量：βが0.6以上の場合、2020年を上回る
将来の平均親⿂量（トン）*
β

2032年に親⿂量が⽬標管理基準値案（2,430トン）を上回る確率

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

将来の平均親⿂量（トン）*
1.0
2,190 2,550 2,880 2,830 2032年に親⿂量が⽬標管理基準値案（2,430トン）を上回る確率
2,750 2,710 2,710 2,720 2,740 2,750 2,760 2,760 2,750 62%
2032年に親⿂量が⽬標管理基準値案（2,430トン）を上回る確率
将来の平均親⿂量（トン）*
0.9
75% 2032
2,190
2,880 2024
2,920 2,910
2,930
2,950 2027
2,980 3,010
3,0302029
3,040 3,040
β
2020 2021
20222,550
2023
2025
2026
2028
20303,030
2031
β
2020 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2028
2030 2031
0.8
85% 2032
2,190 2,550 2,880 3,020 3,100
3,170
3,230 2027
3,280 3,320
3,3402029
3,360 3,360
1.0
2,190 2,550
2,880 2,830 2,750 2,710
2,710
2,720
2,740
2,750
2,7603,360
2,760
2,750 62%
0.7
92% 2,750 62%
2,190
2,8802,750
3,130 3,290
3,430
3,530 2,720
3,610 3,670
3,710
3,730 2,760
3,740 3,740
1.0
2,190 2,550
2,8802,550
2,830
2,710
2,710
2,740
2,750
2,760
0.9
2,190 2,550 2,880 2,920 2,910 2,930 2,950 2,980 3,010 3,030 3,040 3,040 3,030 75%
0.9
2,190 2,550 2,880 2,920 2,910 2,930 2,950 2,980 3,010 3,030 3,040 3,040 3,030 75%
将来の平均漁獲量（トン）*
0.8
2,190 2,550
2,880 3,020 3,100 3,170 3,230 3,280 3,320 3,340 3,360 3,360 3,360 85%
0.8
2,190 2,550
2,880
3,020
3,1702025
3,230
3,3202029
3,340
3,360 3,360 85%
β
2020 2021
20223,100
2023 2024
2026 3,280
2027 2028
2030 3,360
2031 2032
0.7
2,190 2,550 2,880 3,130 3,290 3,430 3,530 3,610 3,670 3,710 3,730 3,740 3,740 92%
1.0
602
690
9433,290
929 3,430
906
900
901 3,610
906 3,670
911
914
916 3,730
915
913
0.7
2,190 2,550 2,880
3,130
3,530
3,710
3,740 3,740 92%
0.9

602

690

863

877

0.8
602
690
781
818
将来の平均漁獲量（トン）*
将来の平均漁獲量（トン）*
0.7
602
690
695
752
β
2020 2021 2022 2023 2024

β
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7

2020
602
602
602
602
602
602
602
602

875

881

889

898

904

909

911

911

909

786

816

838

855

867

874

878

880

879

835

854

869

882

890

896

899

900

899

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
＊原則として諸数値は有効数字3桁で記述しています
690
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900
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＊原則として諸数値は有効数字3桁で記述しています
＊原則として諸数値は有効数字3桁で記述しています
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スライド 16

種苗放流の影響

種苗放流の影響
• ⼈⼯種苗由来の加⼊尾数が多い場合、将来の
• ⼈⼯種苗由来の加⼊尾数が多い場合、将来の
親⿂量、漁獲量は多くなる
親⿂量、漁獲量は多くなる
• ⼈⼯種苗由来の加⼊がない場合、β＝1.0では
• ⼈⼯種苗由来の加⼊がない場合、β＝1.0では
10年後に親⿂量がSBtargetを上回る確率は
10年後に親⿂量がSBtargetを上回る確率は
50％を下回る
50％を下回る
親⿂量が⽬標管理基準値案を上回る確率

（⼈⼯種苗由来の加⼊なしの場合）
親⿂量が⽬標管理基準値案を上回る確率
β
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2042 2052
（⼈⼯種苗由来の加⼊なしの場合）
1.0
0
100 100 100
68
52
45
44
44
44
45
45
46
44
40
0.9

0

β
2020 20210.820220
1.0
0
1000.7 1000
0.9
0
1000.6
10000
0.5
0.8
0
100
1000
Fcurrent
0.7
0
100 100
0.6
0
100 100
0.5
0
100 100
Fcurrent 0
100 100

100

2023
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

87

66

59

56

57

58

57

58

57

56

52

2024
2025982026
2028702029
203170 2032
2052
100 100
83 2027
74
71
70 2030
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69
69 2042
66
100
95
8644 83 4480 44
80
8045 80 4580
79
68 100 52100 45
46 7744
40
100 100 100
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98 100 8399 74
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このスライド 15 が、今
後皆様に御検討いただき
たい内容となります。ス
テークホルダー会議など
で検討される内容でもあ
り ま す が、 こ の Ｍ Ｓ Ｙ
に掛ける係数をどれぐら
いにしたほうがよいの
か、という検討です。漁
獲圧が大きいほど直近の
漁獲量は多くなりますが、
親魚量は低くなるという
ことが想定されます。こ
れをどの辺りでバランス
させることが望ましいか、
ということをステークホ
ルダー会議などで御議論
いただくために、このＭ
ＳＹの漁獲圧に掛ける係
数（β：ベータ）をそれ
ぞれ変えた場合の将来予
測の結果を示しています。
ただ、ヒラメ瀬戸内海
系群の場合は、現状の資
源状態がよいということ、
加 え て、 種 苗 放 流 の 効
果があるということから、
基本的にはよい状態を保
てると想定しています。
最後になりますが、今
回、栽培漁業関係の会議
であるということで、種
苗 放 流 の 影 響 に つ い て、
研究機関会議資料の詳細
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な資料から表を一つ用意させていただきました。
当然ながら、人工種苗由来の加入尾数、つまりは、
放流尾数が多いほど将来の資源は増える、資源が
天然の再生産に上積みされることから、漁獲量や
親魚量が多くなることが想定されます。逆に、種
苗放流が行われず、人工種苗由来の加入がない場
合には、β（ベータ）という漁獲圧に掛ける係数
を一番大きなもの（１. ０）に設定した場合であ
れば、将来、目標管理基準値を親魚量が上回る確
率というものが少し下がってしまうと想定されて
います。つまりは、種苗放流がない場合には、少
し漁獲圧を下げる必要があるというような判断が
あり得るのです。
駆け足になりましたが、ヒラメ瀬戸内海系群の
資源評価結果の説明は以上のとおりです。御清聴
ありがとうございました。
規

< 説明の後に行われた質疑について紹介させてい
ただきます >
【質問１】これまで行ってきた資源評価とＭＳＹ
による資源評価は、簡単に言うと何が違うので
しょうか。
【山下グループ長】この魚種に限った話ではない
のですが、これまでの資源評価では資源がある閾
値を下回らないように、この閾値であるＢ limit
（ビィリミット）をベースにして資源管理を行っ
てきました。それに対して、ＭＳＹによる資源評
価では、限界管理基準値がＢ limit に対応するよ
うな値になりますが、限界管理基準値を超えた資
源をどのように管理すべきかというところを含め
て、一番効率よく漁獲ができる目標管理基準値と
いうものを定めており、そこを目指すという管理
を行っていこうというのが、新旧のルールでの一
番大きな違いとなっています。
それ以外にも、将来の加入に関して、これまで
は経験的なＲＰＳ ( 再生産成功率 ) から加入量を
想定していましたが、新しい資源評価では、基本
的には密度効果を想定した再生産曲線を用いて将
来予測を行うという点も比較的大きな違いになる
と考えています。
【質問２（スライド 7 関係）
】ＭＳＹの算定におい
ては人工種苗由来の加入尾数は加算しないとの記
載がございますが、この理由について再度説明を
宜しくお願い致します。
【山下グループ長】ＭＳＹ算定において、人工種
苗由来の加入尾数は加算しないとしていますが、
確かに資源の挙動においては、人工種苗由来の加

入が影響を与えた結果による挙動というものも十
分考慮、検討する必要はあると考えています。
ただし、ここではもっと長期的に資源としてど
ういうような挙動をするのか、この資源はどのよ
うな特徴を持っているのかということをベースに
判断するため、人工種苗由来の放流による効果は、
まずは取り除いて基準を定めさせていただきまし
た。
【 質 問 ３（ ス ラ イ ド 11 関 係 ）】 漁 獲 圧 の 比 が
２０１０年以前に比べて２０１６年以降は半減に
なっていますが、漁獲圧が半減したと見てよいの
でしょうか。漁獲圧がこれほど急速に減少したの
は具体的にどのような取組の結果なのでしょうか。
【山下グループ長】漁獲圧に関しましては、資源
評価報告書において漁獲圧Ｆの推移を詳しく載せ
ています。神戸プロットにお示ししたように、漁
獲圧がぐっと下がってきていると判断していま
す。この原因としては、若齢魚保護などやはりい
ろいろな取組もあったと認識していますが、そ
れ以外にも、これは資源評価報告書からの抜粋
ですが、この海域の漁獲努力量が大きく減少して
きているという状況があります。出漁隻数ですが、
２０００年代前半に比べまして、現在では半分以
下の出漁隻日数になっており、こういった努力量
の削減が漁獲圧の低下につながっていると考えて
います。
【質問４（スライド 14 関係）】将来予測の部分に
ついて、天然由来と人工種苗由来の魚は同様に親
魚になっているとして扱われているのでしょうか。
【山下グループ長】御指摘のとおり、天然由来と
人工種苗由来の魚は同様に親魚になっている、資
源に加入した後は由来によらず同じ挙動をするこ
とを仮定して、現在のところ計算を行っています。
特にヒラメに関しては、（天然由来と人工種苗由
来で）そこまで大きな成長、生産、成熟などに違
いがあるというような情報も得られていないため、
まずは情報がないことから同じ扱いをしていると
ころです。
【質問５（スライド 15 関係）】この表は人工種苗
由来の加入が現状程度というふうに理解しており
ますが、加入が現状程度というのは、漁業者にも
理解しやすいように大ざっぱに言えば、最近年と
同じぐらいの人工種苗を放流した場合というよう
に言い換えてもよろしいでしょうか。
【山下グループ長】将来予測において現状の放流
を想定しているという点についてですが、現状の

豊かな海
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人工種苗由来の加入については、やはり毎年多少
の加入の振れがあります。放流尾数やその放流さ
れた魚が資源に加入するときの割合（添加効率）
にも毎年の変動があることから、これらの値とし
ては、直近年ではなく直近３年間の平均値を用い
ています。いずれにしても、大体今ぐらいの放流
と加入の状況があった場合というものを想定した
ものとなっています。

種苗放流の影響（研究機関会議資料

表10より抜粋）
• ⼈⼯種苗由来の加⼊尾数が多い場合、将来の親⿂量、
漁獲量は多くなる
• ⼈⼯種苗由来の加⼊がない場合、β＝1.0では10年後に
親⿂量がSBtargetを上回る確率は 50％を下回る

人工種苗由来
の加入尾数

放流なし
現状

【質問６（スライド 15・16 関係）
】公表されてい
る研究機関会議資料の詳細版の中には種苗放流の
影響や効果を定量的に分かりやすく表示している
ような資料もあるようですが、種苗放流の実施に
よって将来の親魚量や漁獲量にどのような違いが
出てくるか、もう少し具体的に説明いただけるよ
うにお願いいたします。
【山下グループ長】種苗放流の影響については、
研究機関会議資料の詳細版において表１０として
掲載されています。

放流なし
現状

10年後の
目標達成確率
β

1.0

0.8

予測平均親魚量
（トン）

予測平均漁獲量
（トン）

5年後

10年後

0年後

5年後

10年後

2027年

2032年

2022年

2027年

2032年

46％

2,435

2,441

934

810

809

62％

2,722

2,753

943

906

913

70％

2,939

2,981

773

789

797

85％

3,278

3,360

781

882

(親魚資源量が
目標管理基準値
案を上回る)

899
20

ば、現状程度の放流がある場合、10 年後の親魚
量は 2,700 トンぐらいになりますが、放流がない
場合ですと 2,400 トンぐらいというように 300 ト
ンくらいの差が出ます。それらの差を受けて、10
年後に親魚量が目標管理基準値を上回る確率も変
わってくると想定しています。
これは漁獲圧を下げた場合などでも同じで、漁
獲圧を下げれば親魚量は増える、達成確率も高く
種苗放流の影響
（研究機関会議資料 表10）
（研究機関会議資料
表10）
なりますけれども、放流があった場合、ない場合
10 年後の目標 予測平均親魚量
予測平均漁獲量
を比較しますと、やはり放流があることによって、
達成確率
（トン）
（トン）
人工種苗由来
β
達成確率や親魚量、あるいは、将来の漁獲量など
親魚資源量が 5 年後
10 年後 0 年後
5 年後
10 年後
の加入尾数
目標管理基準
にそれぞれ差が出ると判断されています。
2027 年 2032 年 2022 年 2027 年 2032 年
値案を上回る

種苗放流の影響

10 年後の目標

人工種苗由来
の加入尾数

親魚資源量が
目標管理基準
値案を上回る

放流なし
（0 尾）

～2019 年平

0 年後

5 年後

10 年後

2027 年

2032 年

2022 年

2027 年

2032 年

2,435

2,441

934

810

809

0.9

57%

2,671

2,691

855

803

806

放流なし

0.8

70%

2,939

2,981

773

789

797

（0 尾）

0.7

80%

780

3,244

3,318

689

766

89%

3,592

3,714

601

732

0.5

94%

3,991

4,182

510

682

1

62%

2,722

2,753

943

906

0.9

75%

46%
現状*（2017

0.8

85%

～2019 年平

92%

0.6

96%

3,034
863
2,435 2,982 2,441

882

2,671 3,997 2,691
4,184
606

855

0.9

均、19 万尾）
57%

0.8

70%

0.5

99%

1

88%

0.9

94%

過去年平均

0.7

80%
（1994～2019

0.6

尾）
89%

0.5

94%

3,278
3,614

3,360

898

781

0.7

3,739

695

4,435

4,710

514

3,510

3,615

877

2,939 3,208 2,981
3,281
958
3,244 3,852 3,318
4,002
793

0.8

98%

0.7

100%

0.6

100%

0.5

100%

816
759

913

810

809

855879
847

803

806

799

789

797

899

773
1,088

1,059

1,083

1,038

4,453

706

1,006

5,187

5,605

522

891

4,577
996
3,991 4,402
4,182
4,807
5,042
912

709

1,070

4,240

4,981
616
3,592 4,682 3,714

752

934909

958

689
1,071

766

780

1,009
601

732

752

1,519
510
1,512

682

709

943
1,460
1,493

906

913

863
1,326

1,407

898

909
19

1,047
951

1

100%

1,473

0.9

100%

1,455

（1998 年、
62%

0.8

100%

0.7

100%

0.9

75%

0.6

100%

0.5

100%

0.8

85%

3,278

3,360

781

882

899

0.7

92%

3,614

3,739

695

855

879

0.6

96%

3,997

4,184

606

816

847

0.5

99%

4,435

4,710

514

759

799

1

88%

3,208

3,281

958

1,070

1,088

1

均、19 万尾）

（トン）

10 年後

46%

年平均、51 万

現状*（2017

予測平均漁獲量

（トン）

5 年後

1

0.6

1

予測平均親魚量

達成確率

β

過去最大

130 万尾）

2,722 5,781 2,753
6,207
734
5,264
6,368

5,580
6,940

824
640

2,982 7,035 3,034
7,805
542

1,424
1,377
1,308
1,213

過去年平均

0.9

94%

3,510

3,615

877

1,059

1,083

（1994～2019

0.8

98%

3,852

4,002

793

1,038

1,071

年平均、51 万

0.7

100%

4,240

4,453

706

1,006

1,047

4,981

616

958

1,009

尾）

過去最大
（1998 年、
130 万尾）

100%

4,682

0.5

100%

5,187

5,605

522

891

951

1

100%

4,402

4,577

996

1,473

1,519

0.9

100%

4,807

5,042

912

1,455

1,512

0.8

100%

5,264

5,580

824

1,424

1,493

0.7

100%

5,781

6,207

734

1,377

1,460

0.6

100%

6,368

6,940

640

1,308

1,407

0.5

100%

7,035

7,805

542

1,213

1,326

0.6

結構煩雑で細かなものとなっていますが、ここ
では放流を行わなかった場合、現状の放流を行っ
た場合、あるいは、過去全年の平均だった場合、
そして、過去最大だった場合というように、いろ
いろなパターンで計算をしています。
その中から抜粋しますと、やはり人工種苗由来
の加入が多い場合では、どのパターンにおいて
も将来の親魚量、漁獲量が多くなります。例え

10
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種苗放流の影響（研究機関会議資料

表10より抜粋）
• ⼈⼯種苗由来の加⼊尾数が多い場合、将来の親⿂量、
漁獲量は多くなる
• ⼈⼯種苗由来の加⼊がない場合、β＝1.0では10年後に
親⿂量がSBtargetを上回る確率は 50％を下回る

親⿂量

漁獲量

親⿂量が
⽬標管理基準値を
上回る確率

21

これらを見やすくするためグラフに図示しまし
た。親魚量をβ＝ 0.8 で漁獲した場合がオレンジ
の実線で示したものです。同じβで放流がない場
合を想定してシミュレーションを行った場合では、
19
平均の親魚量や漁獲量は青色の実線で示したよう
になります。放流がない場合に比べて、現状程度
の放流がある場合では１割程度、それぞれ上積み
が見込まれると考えられます。
【質問７】ヒラメに限らず全ての魚種共通ですが、
栽培漁業の対象種というのは遊漁による漁獲と
いうのもかなり大きいと考えています。こうした
遊漁による採捕量については資源評価には反映さ

2022.3

2022/03/18 16:38

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

れていないと理解していますが、それが今後そう
いったデータが集まってくると、今回示された内
容についても変わってくるのではと感じています
が、研究機関としてどのようにお考えなのかご説
明をお願いします。
【底魚資源部養松副部長】栽培漁業もそうですが、
遊漁の対象となっている魚種の資源評価、あるい
は管理をどうするのかということは、どこの現場
に行ってもよく質問されます。
現状、確かに資源評価には遊漁のデータは入っ
ていません。特に、マダイの日本海西部・東シナ
海系群に関しては、遊漁のデータが入っていない
ために親魚の資源量が過小評価になっているので
はと考えられます。資源量を求めるコホート計算
というのは、年齢別に漁獲尾数がいくらだったか
というところが計算のベースになります。遊漁で
は大きいものを狙われるのが通常だと思いますが、
そういうデータが入ってないということは、大型
魚の年齢別漁獲尾数がちょっと過小評価になって、
資源尾数としても過小評価になっているのではな
いかというところが非常に懸念されています。一
緒にこれを検討した県の試験研究機関の方も同様
のことをおっしゃっていました。そういうデータ
が長期的に整備されるのであれば資源評価として
取り込めるのですが、現状、水産庁の方にも何度
もお伺いしていますが、まだ遊漁のデータは十分
得られていない状況です。また、データが得られ
るとしても過去に遡ってデータがないと資源評価
に反映するのは難しいかと思いますし、そこは課

題ではあると認識しています。
加えて、資源評価以上に、実際の管理のほうで
も、遊漁はどうするんだということは、先日、長
崎の対馬にマダイの資源評価の説明に行きました
けれども、その場でも漁業者さんが非常に懸念さ
れていました。
規

< この原稿の確認をお願いするなかで、山下グ
ループ長から以下のようなコメントがありました
ことをあわせてご報告させていただきます。>
種苗放流の効果は、資源状態がよい時には見え
にくくなりがちなのですが、加入状況が悪い時に
は、資源の底支えとなることが期待されます。
人工種苗は、放流された後は天然魚と同じく自
然の中で育ちます。しかし、この放流魚が自然環
境の中でどのように応答しているのかなどについ
ては、まだまだ解明されていないことも多くあり
ます。放流の効果を十分に評価するためには、放
流された後の魚をきちんと把握できることが重要
であり、このために、標識の装着や標識魚の把握・
報告など、人工種苗由来の個体を追跡できるよう
なモニタリング体制の充実も、栽培対象種の資源
管理において非常に重要な項目であると考えてお
ります。今後も資源を大切に利用できるよう、関
係各所で連携・協力していければ嬉しく思います。

――

了

――

（参考）今後のスケジュール（水産庁提供資料）
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浜だより（第２回）
高度経済成長期には、臨海工業地帯の造成や沿岸の都市化の進展により、瀬戸内海でも干潟や藻
場が失われ、漁場環境が急速に悪化しました。そうしたなかで、いち早く栽培漁業に関する取組が
瀬戸内海で開始され、関係府県や漁業協同組合連合会などの協力を得て、昭和 38 年に社団法人瀬
戸内海栽培漁業協会（会長：金井兵庫県知事、副会長：三浦兵庫県漁連会長）が神戸市に設立され
ました。また、瀬戸内海の豊かな海をとりもどすための運動が、長年にわたり関係府県や漁連・漁
協等幅広い関係者の連携によって展開されてきました。
今回は、兵庫県漁業協同組合連合会専務理事の突々淳様及び公益財団法人ひょうご豊かな海づく
り協会専務理事の髙木英男様から、栽培漁業や資源管理、さらには

美しく豊かな海

の実現に向

けた取組などについて、お話を伺いました。

新型コロナウイルスの感染拡大により思わぬ形で

もう一つ、コロナになってから値段がぐっと下

水産業に大きな影響が

がった魚種のなかでも、ＧｏＴｏキャンペーンで

―

新型コロナウイルス感染拡大によって、兵庫

一斉に皆さんが旅行を再開して、松葉ガニは 1.5

県内の水産業界にどのような影響が出ているで

倍、2 倍というような値段がつきました。民宿の

しょうか

方々もお客さんを断ったり、逆ざやになってもお

―

【突々専務】国内感染

客さんを迎えたりという状態になったとも聞いて

が問題となってもう２

います。

年 に な り ま す が、 こ ん

あらためて、自然のものをとっている漁業者に

な長く続くとは思って

とっても、需要と供給が安定的に動いていること

い な か っ た ん で す。 自

が重要だということを、コロナ禍の中で私自身が

粛ムードで外へ出るの

感じました。

もスーパーに行くのも
駄目みたいな雰囲気で、
外食や旅行に行く人も
激減しました。高級なもの、居酒屋で食べている
ものまでが売れなくなりました。安くなるし、獲っ
てきたものは冷凍せざるを得ませんでした。漁業
者のほうは漁を休まざるをえないような状態でし
た。
日本海のホタルイカ漁期は、例年２月から始
まって、３月に入ると価格が落ち着いてきます。
居酒屋の付け出しとしては最高に季節感が出て、

提供：兵庫県水産課

お客さんにも好評です。茹でたホタルイカは、市

12

場を経由し、小料理屋さんとか居酒屋さんでさば

―

けていたと思います。その需給バランスが崩れる

ジが強いのですが、生産状況は如何ですか

兵庫、特に瀬戸内海側ではノリ養殖のイメー
―

と、こんなにも価格が暴落し、売れなくなりました。

【突々専務】今年はノリの育苗の時期はまだ栄養

瀬戸内海側では、タイ、ハマチ、スズキなどの

があったんですが、本張りに入る 12 月に大型

浮魚が結構とれています。ただ、少し量が多過ぎ

珪藻のプランクトン型が大量に発生して、栄養

ると、例えば、マダイがキロの 200 円、300 円み

(DIN) が 1 マイクロ単位を切るような状態となっ

たいな世界になっています。

たため、本張りを 1 〜 2 週間ぐらい遅れてスター

豊かな海
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トしました。しかしながら、播磨灘西部は当初か
ら栄養不足でしたし、東部も 2 月には色落ちが広
まり大変厳しい状況です。

方々と共に運動をしてきました。
そして、平成 27 年には、国会議員でつくる
瀬戸内海再生議員連盟のお力添えで、議員提案

規

による改正瀬戸内海環境保全特別措置法（平成

「美しく豊かな海」の実現を目指して、行政との

27.10.2 施行）が成立し、さらに令和３年に本当

連携や県民の賛同を得て運動を展開

に私達が望んでいた栄養塩の必要性にも言及した

―

昨年、瀬戸内海環境保全特別措置法が改正さ

改正があり、漁業関係者も大変喜んでおります。

れました。長年にわたる豊かな海の実現に向けた

もう少し詳しい話は、兵庫県庁で私達とともに

漁業者の思いや取組について伺います

―

【突々専務】ノリの色落ちが平成 13 年頃から頻

この問題にも取り組まれてきた髙木さんから宜し
くお願いします。

繁に起こるようになりました。それまでは色落ち

【髙木専務】当時、魚が獲れなくなってきましたが、

があっても、もう１回海が回復してくる、そうい

振り返ってみたら、どうも海が痩せてきているん

う瀬戸内海だったんです。それが戻らないように

じゃないかという話になっていました。例えば窒

なったのがこの頃からだと思います。今考えてみ

素分などの数値で追っていくと、確かにそのとお

れば貧栄養の始まりだと思いますが、まだそこに

りだということが分かり、このことが瀬戸内海を

気がついていないような、気づきたくないような、

豊かな海へ再生していこうという正に出発点とな

そんな時代でしたね。平成 17 年には、瀬戸内海

りました。

環境保全臨時措置法（昭和 48.11.2 施行、以下「瀬

私 は、 兵 庫 県 で 水 産

戸法」という）を変えようという話が瀬戸内海の

行政に３７年間携わり

漁連連絡会議であり、里海の考え方で瀬戸法改正

ま し た が、 県 行 政 と し

が動き出し始めました。

て、 き れ い だ け で は な

平成 21 年には、海が本当に栄養不足になった

く美しく豊かな瀬戸内

と感じました。それまでは兵庫県は何とか漁獲高

を再生していこうとい

500 億円前後を確保していましたが、ノリ養殖が

う大きな節目になった

消えたら漁船漁業も含めて駄目になってしまうと

年は、やはり平成 21 年

の強い危機感がありました。ノリ養殖を潰して

だったのかなというふ

はいけない、何とか栄養を、肥料をまきたいぐら

うに考えています。そして、当時の兵庫県漁連会

いの思いのなかで、県知事、さらに環境大臣にも、

長さんから兵庫県知事に対して、豊かな瀬戸内海

海をもう１回かつての姿に戻したいという思いで

を再生する取組に協力してくれという強い要望が

お願いに伺いました。

ありました。私はその時、水産課で漁場環境保全

栄養塩の削減を進めてきたなかでこれを増やす

の担当課長補佐でしたが、下水処理場の栄養塩管

話をすれば、嫌がられるじゃないですか。どのよ

理のための運転であるとか、あるいはダム湖から

うに正しく伝えられるかを検討するなかで、生ま

の放水の実現に向けて走り回った年となりました。

れたのが「美しく豊かな海」という考え方で、けっ

下水処理は土木部局の下水道課の担当で、水産

してノリ養殖だけのためではなく、県民すべての

課の私が下水道行政一筋の副課長さんのところへ

ために瀬戸内海を「美しく豊かな海」にしていこ

何度お願いにいってもけんもほろろで相手にして

うということであり、県の方の正しい知恵であっ

もらえなかったんです。その時に当時の環境部局

たと思います。
「美しく豊かな海」という言葉の

の水質課長さんが「私が一緒に行きましょう」と

下で、県民の賛同も得て、我々も活動してきたと

言っていただいたことをきっかけに、下水道課の

いうことです。

副課長さんも、規制行政側の水質課の課長が中に

そして、現状ではどうして駄目なのか、何で窒

入るというんだったらということで、話し合いが

素やリンが環境基準に入ったのか、ＣＯＤ基準に

できるようになりました。それ以前から水質課に

無理が生じているのではないかというようなこと

は水産技術職の職員が代々籍を置いており、そう

について、科学的な理論武装をしつつ、国会議員

したなかで瀬戸内海を豊かな海にしたいという漁

や県会議員の皆さんに説明し、瀬戸内海の漁連の

業者の思いを環境部局の方々も理解し、協力して
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いただいたことが大きかったと思います。
こうして、県庁における環境施策が、瀬戸内海

跳ねて知事が大喜びされたというような話も栽培
担当者には語り継がれています。

を豊かな海にという方向に舵を切る大きな分岐点
になったのではと思っています。もちろん突々専
務さんもおっしゃったように、豊かな瀬戸内海と
いう取組はそれよりも前から動き出していました
が、やっぱりこの年、平成 21 年は大きな転換点
となったと思います。
今では、水産業界と環境部局が、水産課を通さ
なくても直接話合いできるような非常に良い関係
声上げましたら、どうしても世間の人には漁業者

兵庫県瀬戸内海側におけるクルマエビの漁獲量、
放流数量の推移
提供：兵庫県水産課

のわがままに聞こえてしまうことがあると思うん

また、マダイについては、ちょっと値段が下が

です。兵庫県では環境部局が先頭に立って対応し

るくらい増えており、漁獲量は、放流を始める

ていただいている、これは本当にありがたいこと

前よりも 10 倍以上という大きな効果があります。

だと思っています。

兵庫県では、栽培漁業が今後も果たす役割はやっ

になっています。海の環境を漁業者だけが大きな

法律改正はそんなに簡単なことではないのです

ぱりまだ非常に大きいと考えています。

が、県漁連さんの行動力がなかなかすごいものが

一方で、例えば先ほどのクルマエビですが、最

あり、国会議員の先生方にも県会議員の先生方に

近は放流しても増えないという課題に直面し、令

も多大な御支援、御協力をいただいて、地方から

和３年度をもってクルマエビの種苗生産を中止す

の動きで法律改正が実現できたというのは誇れる

るとの決断をいたしました。来年度からは、ク

ことだと思っております。

ルマエビの代わりに、ナマコやクマエビの種苗生

ただし、大事なことは、市民、県民の方々がお

産を本格的に始める予定です。クルマエビの放流

られるということをちゃんと忘れずに活動してい

効果がなぜ減少してしまったかというのを考えて

くことが大事なのかなと思っております。

いくと、やっぱり瀬戸内海の環境変化に突き当た
ります。同じように育てて放流しているのに効果

規

栽培漁業は豊かな海づくりと二人三脚で

が出ない、それはやっぱり瀬戸内海の環境変化に

―

よってクルマエビを育ちにくくしているんだろう

豊かな海の実現に向けて、栽培漁業の果たす

役割についてどうお考えですか

―

【髙木専務】平成 27 年の瀬戸内海環境特別措置法
の改正で、国及び地方公共団体の責務として、水

なと考えています。栽培漁業も瀬戸内海を豊かに
再生していく取組に足並みをそろえて進めて行く
必要があると考えています。

産動物の種苗の放流に努めることとするという条
文が加えられました。水産庁の方々にも頑張って
いただき大変感謝をしております。やっぱり法律
の中に種苗放流をしっかりやることを書いて頂い
たことは大変重要なことであると思います。瀬戸
内海を豊かな海に再生する重要な手段として、国
も県も栽培漁業の推進に一層力を入れていただき
たいと思っています。
日本の栽培漁業は、瀬戸内海のクルマエビやマ
ダイから始まっています。当時、クルマエビの放
流効果が高く漁業者からも期待が大きかった。淡
路島のある漁協組合長さんが、新鮮なクルマエビ
を木箱に入れて知事室に持ち込み、坂井時忠知事
が木箱を開けた途端にクルマエビが部屋中に飛び

14
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（左：クマエビ、右：マナマコ）
提供：（公財）ひょうご豊かな海づくり協会

特にナマコは、海底の有機物の分解補助者です。
ナマコが有機物を食べてフンを出すことにより微
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生物が分解しやすい形になっています。エビ類も

をつけて、これを保護するには、呼びかけだけで

実は同じです。クマエビはクルマエビより泥場を

はできないから、みんなから千円ずつ会費を集め

好み、漁獲もまだ維持されています。兵庫県では、

て、そのお金で大きさ別に買い上げを行い、わざ

まずはこの２種類を

わざ白いペイントマーカーで

豊かな海づくり魚種

とい

う新しいカテゴリーをつくり、本格的に種苗生産

とるな

という名

前を書いて放流しました。

を行い、放流していくこととしています。今後さ
らに

豊かな海づくり魚種

を増やしていきたい

と思っているところです。
【突々専務】浜では栽培漁業はものすごく大切だ
と思っている方がもうほぼ 100％です。今回の水
産基本計画の見直しにあたっても、栽培漁業の位
置づけをしっかりとやっていただきたいと思いま
す。これは、ほぼ全国の漁業者の方々の総意です。
栽培漁業は、新たな資源管理のなかに組み入れ
られようとしています。栽培漁業は高度成長期以
降に行われた埋立や公害の問題を償うために、小

“とるな”と書いて再放流
提供：兵庫県水産課

さい稚魚のところを補って、自然の力で漁獲に
結びつけていこうというのが基本的な考えだと思

兵庫県下の青年部、そして組合からもこの活動

います。失われた沿岸の干潟や藻場の再生もまだ

への賛同を頂きました。私が、お隣の岡山県や大

できていない状況で、数量管理による資源管理の

阪府にも行って、一緒に活動するように働きかけ

なかに埋もれさせて、栽培漁業を違う形に変えて

て、徐々に賛同を得ることができました。その後

いこうとしていることは、そもそもの考え方が違

この活動は全国に広がっていきました。
「ガザミ

うのではと感じています。稚魚を育成する部分で

ふやそう会」の活動は 30 年経った今も、みんな

は人間の力を借りますが、自然の海の力を有効に

が千円ずつ出し合って続いています。この活動の

使って大きく育てていこうというのが栽培漁業で

考え方こそが、これからの資源管理で、いろんな

す。稚魚が育つ漁場環境がまだ全然駄目で、栄養

取組を進めていく上で活きていくのではないかと

不足に苦しんでいる状態のなかで、栽培漁業が本

考えています。

来の役割を果たすときだと私自身は思います。

一方で、サワラに関しては、瀬戸内海系群資源
管理漁業者協議会で現在もいろんな議論が行われ

規

これまで漁業者が築き上げてきた資源管理の取組

ています。これまで、サゴシ網の目合いを変えた

を活かしていくことが重要

り、漁期を１か月休漁するとか、自分たちができ

―

ることをいろいろと話合いながら、成果を出して

兵庫県におけるガザミやサワラの資源管理へ

の取組についてご紹介ください

―

【突々専務】私の今の仕事の原点は「ガザミふや
そう会」です。ある漁協青年部が抱卵したガザミ

きたと思います。国の役割としては種苗放流も行
われました。その結果、資源状況も良くなってき
ています。

を水槽に飼っていて、産卵したゾエアを海に放流

こうしたなか、令和４年度にはＴＡＣ管理検討

し、親ガニはタグ打って海に戻すという試験をし

に向けた資源評価の結果が公表される予定となっ

ていたんです。皆でいろんな話をしているなかで、

ています。これまでの漁業者の自主的な管理でさ

抱卵ガザミを保護したら、540 万のゾエアが生ま

え、いろいろと漁業者間の調整には難しい問題が

れて、脱皮したら 1.5 倍の大きさになる。その後、

ありました。今までの自主管理を残しても、漁模

冬の鍋シーズンにはきっちり堅いカニになって漁

様が悪くなったときに獲り切ったりしないか、と

獲されたら値段も倍になり、重さも倍になる。青

いうことをすごく心配します。

年部のなかで一気に、ガザミの保護運動が盛り上
がっていったわけです。
わかりやすく「ガザミふやそう会」という名前
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れまでの間、どう対応していくのか、失敗しない

規

環境要因を十分に考慮した資源評価の実現に期待
―

ようにして頂きたいと思います。

栽培漁業対象種についても、ＭＳＹを目指し

た資源評価が公表されていますが

―

生まれてから 2 〜 3 年で獲っているような魚種
の場合、漁業者自身は、すぐに不漁 ( 加入が悪い )

【髙木専務】1 月 26 日の海域栽培漁業推進協議会

かどうかを現場にいて分かるじゃないですか。だ

全国連絡会議で栽培漁業対象魚種について、新た

から、これまでならば操業をやめるんですよ。で

な資源評価結果を水産研究・教育機構の研究者の

も、それでも間に合わないぐらい資源が駄目に

方々から説明を聞かせていただきました。

なっている場合もあります。瀬戸内海のように、

ＭＳＹを目指した資源評価を正確に行っていく

そこで発生して、そこで生活を終えるような魚種、

には、もっともっと膨大なデータ、研究が必要じゃ

それも３歳ぐらいまででとるような魚種が本当に

ないかと思いますし、漁業現場に即したような形

この資源評価に基づいてＴＡＣ管理がやれるのか

で管理ができるのかも不安に感じているのが、正

なと疑問を感じています。ちょっと一歩踏みとど

直な気持ちです。

まりながら、きっちりと研究を重ねて、ＡＩの力

兵庫県に関連する魚種としてヒラメ瀬戸内海系

も借りながら自然環境の状況も少しその中に入れ

群の説明がありました。ヒラメの種苗放流が資源

て頂きたいと思います。漁業者に丁寧に説明する

量の増大に一定の効果があるというような記述が

というより、漁業者に本当に理解してもらえる仕

あり、ちょっとほっとしているところですが、示

組みが必要ではないかと思います。

された資料や説明内容だけでは十分に理解できな

特に、漁業者は自分が操業している現場を知っ

いところも多く、もう少し詳しい説明があったら

ています。今年は魚が多いか少ないか肌身で感じ

なと思っています。特に、環境要因の考慮が十分

ています。ですから加入量自体が漁業者の現場感

なのか、将来予測の不確実性はとても大きいので

覚と違っていたら、漁業者は最初から全てを信じ

ないのかなといった思いもあります。今後のヒラ

ないということになります。

メの栽培漁業について考える重要な資源評価結果
ではありますが、もう少し分析の経過あるいは条

試験研究の一層の充実を図り、現場からの情報や

件などについて説明を尽くしていただきたいと思

漁業者の考えも活かせる仕組みづくりを

います。

―

瀬戸内海のイカナゴ資源は、栄養塩環境の悪化
で稚魚が必要なときに必要な餌をとれていないと

国や水産研究・教育機構に対する期待につい

てお願いします

―

【髙木専務】水産資源を数量管理しなければなら

いうことが分かってきています。瀬戸内海ではこ

ないというような背景はもちろん理解しています。

うした環境要因が極めて重要と考えています。Ｍ

一方で、資源評価から導き出される目標数字のぶ

ＳＹを目指した資源評価については、魚種による

れを補う意味でも、現場の漁業者の意見や状況を

濃淡があると思いますが、影響が想定される環境

正確に丁寧に把握していくような仕組みが必要と

要因もちゃんと組み入れたものとしていただきた

思います。そして、管理の実施については、少し

いと思います。

でも漁業現場や資源状況に合った柔軟な対応をし
て頂きたいと思います。特に、我々の一番本丸は

規

漁業者の現場感覚を大切に、分かりやすい説明を

試験研究なんです。だから、水産に関わる試験研

―

究機関、もちろん県の試験場も含めて、大事な役

資源評価を漁業者はどう見ていますか

―

【突々専務】サワラ協議会のときに、毎年の加入

割があると思います。現場の情報を丁寧に、人と

数量が変更される理由を伺うのですが、漁獲サイ

コストもちゃんとかけて集める組織・仕組の構築

ズになって正確になるとの説明で、本当に TAC

をお願いします。国には、地方を含めて予算や人

管理ができるのかなと、私は思っています。

員の増大・確保ということに力をいれて頂きたい

水産庁からは丁寧な説明を漁業者にするとして

16

規

と思います。

いますが、説明の中身をわかりやすくして欲しい

そして、資源管理は規制が全てでなく、資源を

と思っています。また、もう少し精度を上げてい

増やして持続的に利用していくために、種苗放流

くということが一番重要なのではと思います。そ

も含めて、あの手この手を使って行くというよう
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「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

に、進めていっていただきたいなと思います。

した。この大会は全国を回りきっていないなかで、

【突々専務】私も、試験研究はものすごく大切だ

本県は二回目という部分もありましたが、新天皇

と思います。だから、試験研究こそ、全てを明ら

陛下が即位されたという機会でもあり、本当に豊

かにして、できていることとまだ足らざる部分を

かな海とは何か、全国豊かな海づくり大会の場で

明確にしていくべきだと思います。海を年間 200

兵庫県から発信していけたらとの思いを、漁連会

日見ているのは漁師だけです。漁師は基礎的なこ

長から知事にお話して、賛同を得ることができま

とが分かれば、試験研究に役に立つ情報をいくら

した。

でも提供してくれると思います。そういう漁師か

栽培漁業の歴史は、高度経済成長の中で失われ

らの情報や意見を試験研究の中に吸い上げていく

た漁場環境、そして資源を、少しでも種苗放流を

ことが重要だと思います。資源管理の話の際に、

行うことによって補うといった罪滅ぼし的な部分

漁師を納得させるとか丁寧に説明するとか、トッ

があったと思います。そうしたなかで、種苗を放

プダウンのような言い方ではなくて、一緒にやっ

流することによって、豊かな海にしていくんだと

ていくんだというようなことが重要だと思います。

いう強いメッセージがこの大会には込められてい

水産研究・教育機構の理事長さんが「豊かな海」

ると思います。

55 号書かれているように、新しい組織で最先端

私達が美しく豊かな海を目指して進めようとし

の技術も入れて試験研究を進めていこうとされて

ているなかで重要なのは、畑づくりです。種が生

いますが、自然のものというのはいくら数字を入

き生きと育つような畑に瀬戸内海をするのが今の

れても分析しきれない部分もあります。経験値み

兵庫県の考え方です。新たな時代に入ったという

たいなところを最先端の技術、ＡＩなども活用し、

ことを発信していく大会にしたい思います。兵庫

解かるように説明してくれればみんな納得できる

県の海づくり大会推進室も、本当に

と思うんです。研究と現場の人間とを繋いで、共

は何か

にうまいこといくような方向に進んでいって欲し

す。

いなと思います。また、理事長さんからの

豊かな海と

というテーマで発信していただいていま

資源

そして、漁業って、国民への食糧供給をきち

評価の理解増進に貢献することを念頭に試験研究

んと担っていく産業 ( 食糧安保 ) やでということ

をやっていきます

という言葉に関して、研究熱

を見ていただきたいと考えています。明石海峡で

心な方も本当に多いと思いますから、漁師の意見

100 隻の漁船によるパレードを行って、漁業が元

とかを上手いこと吸い上げるようなアンテナを立

気やねんということ、本来の豊かな海とは何かと

て、研究に活かしていく仕組みを是非作っていた

いうことを全国に訴える大会にしたいというの

だきたいと思います。

が、第 41 回全国豊かな海づくり大会にかける私
規

達、兵庫県漁業者の思いです。

本来の豊かな海とは何かを全国に発信

第 41 回全国豊かな海づくり大会 兵庫大会
イメージパース
提供：第41回全国豊かな海づくり大会兵庫県実行委員会

―

本年 11 月開催予定の第 41 回全国豊かな海

づくり大会の開催にかける兵庫県の漁業者の思い
を伺わせてください

―

瀬戸内海で操業する漁船
提供：第41回全国豊かな海づくり大会兵庫県実行委員会

【突々専務】今回の全国豊かな海づくり大会の誘
致は、兵庫県漁連から知事に是非にとお願いしま
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京都府宮津湾のマナマコの取り組みに学ぶ資源管理
〜大学・海洋高校・京都府海洋センター・漁業者が連携したナマコ資源管理〜

今回のナマコ特集では、 京都府宮津湾におけるナマコの資源管理について、 宮津市と舞鶴
市周辺の水産関係機関である大学、 高校、 京都府、 漁業者が連携して行ってきた取り組みを
取り上げました。 宮津湾では、 ナマコの価格高騰を受けて、 平成 18 年からナマコの漁獲量が
増えましたが、 過剰漁獲により資源状態が悪化しました。 その状況に危機感をもった漁業者の
声に呼応して、 京都大学舞鶴水産実験所と京都府海洋センターによってナマコの生態や資源の
調査が精力的に行われました。 また、 京都府立海洋高校の高校生も漁業者と連携して調査や
研究を行いました。 宮津周辺に位置する水産関係機関が一致協力して、 それぞれの立場で知
恵を絞って汗をかいて調査研究が行われました。 そこから得られた知見が漁業者にフィードバッ
クされて、 行政を交えてあるべき資源管理方針が検討され、 決定され、 実施されたことで、 最
悪の状況から回復しています。
今回のナマコ特集では、 関係機関の方々に寄稿をお願いしました。 まず、 フィールド科学教
育研究センター海域ステーション舞鶴水産実験所益田玲爾所長に、 水中から見たマナマコの生
態と行動について寄稿していただきました。 次に、 全国漁業協同組合連合会 （以後、 全漁連）
が平成 29 年度に開催された第 23 回全国青年 ・ 女性漁業者交流大会において農林水産大臣
賞を受賞した 「宮津湾におけるナマコ漁業と資源管理の取り組み」 の表彰論文を、 全漁連のご
厚意を得て再掲させていただきました。 その表彰以後に実施された京都大学 ・ 漁業者 ・ 京都府
の共同調査と資源管理の試みについて、 京都府海洋センター篠原義昭主任に寄稿していただ
きました。 その後、 宮津湾のなまこ漁業者の方にお集まりいただいて、 漁業者から見た連携調
査とナマコ資源管理についての体験談を語って頂いたので、 概要を紹介します。 最後に、 京都
府立海洋高校 長岡智子先生に高校生によるマナマコの天然採苗と人工種苗生産の取り組みに
ついて、 寄稿していただきました。
一地方での取り組みの紹介ですが、 限りある地域の重要資源であるナマコを末永く持続的に
大事に活用する方策を模索するために、 産官学が連携して取り組まれました。 地先種では海や
資源および漁業形態がさまざまであり取り組み方は一律ではありませんが、 地元の貴重な資源
を大事にしたいという想いはどこも同じだと思います。 各地 ・ 各魚種で何らかの参考になれば幸
いです。
京都府海洋センター

京都府⽔産事務所

福井

京都⼤学
舞鶴⽔産実験所

若狭湾

宮津市

京都府漁業協同組合
宮津⽀所
(宮津なまこ組合拠点)
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特

京都府宮津湾のマナマコの取り組みに学ぶ資源管理

集

1 水中から見たマナマコの生態と行動
京都大学 フィールド科学教育研究センター 舞鶴水産実験所
教授

１．はじめに

益田 玲爾

DNA の配列を分析した研究者らは、赤と青・黒
との遺伝的な差異は種内変異の範囲内であると主

マナマコを始めとするナマコ類は、水産物とし

張しています 6）。遺伝学の素養に乏しい筆者には、

て価値が高いだけでなく、生態系でも「海底の掃

いずれが確からしいかの判断はつきかねるのです

除屋さん」という重要な役割を担っています。し

が、資源の保全を考える上では、赤は遺伝的に異

かし、その生態については意外と知られていませ

なることを前提にした方が安全です。もっとも、

ん。

潜水目視調査の野帳では、3 色のタイプを区別せ

筆者はこれまで各地で、雑多な目的で潜水調査

ずマナマコとして記録してきました。

をしてきました。代表的な 3 つの調査地点は、長

舞鶴湾内の砂泥の海底では青ナマコ、湾内外の

期のモニタリングを続けている京都府舞鶴湾長浜

岩場では赤ナマコが多く見られます（図 1、2）。

1）

（2002 年から毎月 2 回） 、高浜原発の温排水が

湾外の水深 15m 付近では黒ナマコばかりを見か

生物群集に与える影響を調査している福井県高浜

ける場所もあります。気仙沼舞根湾で見られるマ

町音海（2004 年から毎冬 4 回、2012 年からは毎
月 1 回）2）、および津波後の生態系回復を記録し
ている気仙沼舞根湾（2011 年 5 月から 2 ヶ月に
1 回）です 3）。これらの潜水調査では、基本的に
は魚類を対象としていますが、最近 10 年ほどは
ナマコの個体数や体長も記録してきました。本稿
では、上記以外での潜水も含めて、主に潜水調査
中に出会ったナマコの生態を紹介しながら、その
素顔に迫ります。

２．ナマコの種類とサイズ

図1

舞鶴湾内の長浜の砂泥底で普通に見られる、い
わゆる青ナマコ

図2

舞鶴湾外（瀬崎）の岩場に多い、いわゆる赤ナ
マコ

マナマコには赤、青、黒の 3 タイプのあること
が知られてきました。マイクロサテライト DNA
を分析した研究では、宮城県と大分県で採集され
た赤ナマコ同士は遺伝的に近く、かつそれぞれの
地域の青ナマコ・黒ナマコとは遺伝的に大きく異
なることなどから、赤は青・黒とは別種と結論づ
けています 4）。これと外部形態や骨片の形状の違
いを踏まえて、青と黒のタイプをマナマコ（学名
は Apostichopus japonicus ），赤のタイプはアカナ
マコ（学名は A. armata ）を正式な和名とするこ
とが提唱されました 5）。一方、ミトコンドリア
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とフジナマコが共存し、トラフナマコは見られて
いません。こうした局所温暖化海域での観察結果
から、今後の温暖化傾向により、長期的にはマナ
マコがフジナマコやトラフナマコに置き換わるこ
とが危惧されます。
いずれの地点でも、マナマコの大型個体は全長
が 30cm を超えますが、5cm 以下の個体は滅多に
見ません。海底表面の目視観察で 2cm に満たな
い稚ナマコを見たのはこれまでに一度だけです
図3

気仙沼舞根湾のマナマコで、舞鶴の個体に比べ
ると棘が長い。大量の糞をしている

（図 6）。岩やカキ殻の下を丹念に探すと、5cm 以
下の個体も見つかります。おそらく 5cm くらい
までは、丸呑みしてしまう捕食者がいるため、海
底表面にはあまり出てこないのでしょう。

図4

暖温帯が主な分布域となるフジナマコ。高浜町
音海内浦湾で撮影

ナマコは、舞鶴のものよりも棘の長い個体が多い
です（図 3）。最近では舞鶴湾を含む若狭湾周辺で、
南方種であるフジナマコを頻繁に見かけるように
なりました（図 4）
。高浜町音海では、原発 4 基
が稼働していた 2012 年までは、熱帯種であるト
ラフナマコがナマコ類の中でも優占しマナマコは
ほぼ見ない状態でしたが（図 5）
、原発停止とも
にトラフナマコはすべて死滅しました 2）。その後、
原発 2 基が再稼働した現在の音海では、マナマコ

図6

舞鶴湾長浜で見つけた天然の稚ナマコ

３．ナマコは何を食べているか
ナマコ類は海底の堆積物（泥）を食べ、糞をし
ます（図 3）。マナマコの餌の由来を調べてみると、
海藻や植物プランクトンの死骸が主たる栄養源だ
そうです。砂泥の海底で植物プランクトンの死骸
が堆積したり、岩場で海藻の枯れたものが溜まっ
た場合、これらはやがてヘドロになりますが、ナ
マコがいれば綺麗にしてくれるわけです。その結
果、海の透明度が高まれば、植物プランクトンが
増えるし、新たに海藻も着床しやすくなります。
さらには、マナマコは二枚貝の糞を食べることも
知られています 7）。そこでたとえば、カキ養殖筏
の下に積もったマガキの糞は、そのままでは環境
を劣化させますが、これをマナマコが掃除してく
れます。養殖筏の下は漁獲もしにくいですし、そ
このナマコは残しておくのが得策と思われます。

図5
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４．マナマコの季節性と水温依存
舞鶴湾のマナマコは、毎年水温が 17℃を下回

マナマコ密度

5

る 11 月下旬に現れ、17℃を超える 6 月には夏眠
った個体を見ることはありますし（図 8）
、岩をひ
っくり返せばナマコはいます。気仙沼舞根湾でも
同様の出現傾向ですが、全体に水温が低いため、
マナマコの出現する期間は長くなります（図 9）
。
気仙沼舞根湾では、2011 年の東日本大震災に
より海底が一面泥に覆われたため、調査の開始時
にはマナマコをほとんど見ない状態でしたが、津

3
2
1
0

25
海底水温（℃）

に入ります（図 7）
。夏場でも、岩の隙間にはさま

4

20
15
10
5
0

図9

0

24

48

72
津波後の経過月数

96

120

気仙沼舞根湾における調査で 2011 年 5 月から
2022 年 1 月までに記録されたマナマコの生息密
度。長さ 50m、幅 2m の調査測線（すなわち 100
㎡の範囲）× 40 本の平均

波から 3 年後以降には安定して見られるようにな
りました（図 9）3）。このことから、資源が枯渇
した海域においても、適切な環境が残されていれ
ば、3 年間程度の休漁により資源は回復するであ
ろうと予想できます。また、より現実的な管理方
策としては、ホタテガイの放流で行なっているよ
うな輪採を 3 年サイクルで回すのはいかがでしょ

海底水温（℃）

マナマコ密度

うか。

５．マナマコの日周性と学習
ナマコには日周性はあるでしょうか？

冬季の

マナマコは昼も夜も摂餌しています。舞鶴湾で
11 月に潜水すると、ナマコは見ないが糞は海底
に残されている、ということがよくあります。活
動と夏眠の境界水温では、夜行性の傾向があるよ

40

うです。人工種苗の稚ナマコを用いた実験では、

30

天敵であるカワハギのいる水槽では、ナマコは昼

20

は隠れて夜に活動し、カワハギのいない水槽では

10
0

昼夜とも活動していました 9）。この実験では、マ

25

ナマコの日周性がフレキシブルであるということ

15

に加えて、本種の人工種苗が先天的に捕食者を認

30
20
10

5

2013

14

15

16

17
調査年

18

19

20

21

図 7 （上）舞鶴湾長浜における定例潜水調査で 2013
年 5 月から 2021 年 12 月までに記録されたマナ
マコの生息密度。長さ 200m、幅 2m の調査測線（す
なわち 400 ㎡の範囲）× 3 本の平均。（下）その
日の海底水温。図 9 も同様

識するらしいということもわかります。
ナマコは学習するのでしょうか？

自動給餌器

を使って餌場と給餌時刻の条件付けが成立するか
どうかを確かめた研究では、「学習しない」との
結論でした 9）。その後、捕食者の匂いに対する条
件付けを試みても、学習はしなさそうとのことで
す 10）。マナマコには明るいところを避け接触を
求めるといった単純な走性があることは確認され
ています 11）。これら走性の組み合わせによる、
比較的シンプルなアルゴリズムのアウトプットと
して、ナマコの行動を捉えることができます。

６．マナマコの繁殖
マナマコは海底から立ち上がって放卵放精しま
図8

舞鶴湾長浜にて、夏眠するマナマコ

す。少し高くなった岩の上に上がり、あちこちの
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岩の上でナマコが首を振る様子は壮観です（図
10）
。
たまたま見かけたナマコの繁殖行動は 2 回とも
満月の日の午後であったため、産卵に月周期があ
るかを調べるべく、集中的な潜水調査を行いまし
た。舞鶴湾で 2014 年の 4 月から 6 月にかけて 3
日に 1 回ずつ潜水し観察したところ、繁殖行動が
見られたのは 5 月 14 日と 6 月 13 日の 2 回だけで、
それぞれ月齢は 14.9 日と 15.3 日でした（図 11）。
この結果と当日の水温を見比べて、当地のマナマ
コは水温 15℃を超えた十五夜に産卵すると推測
できます。もっとも、これはこの年のこの場所に

図 12

繁殖のために立ち上がるマナマコと、放卵（ま
たは放精）の邪魔をするマツムシガイ。舞鶴湾
長浜で撮影

特徴的なことであった可能性もあります。なお、

ナマコに感情移入して眺めると、多分にストレス

舞鶴湾で繁殖行動を示していたマナマコには、立

を感じる光景です。

ち上がって首を振っているのに卵も精子も放出し

ナマコはなぜ満月に産卵するのでしょうか？

ていない個体がしばしばいました。よく見ると、

話は少し飛びますが、ニホンウナギは海山の周辺

マツムシガイという小さな巻貝がはりついて、放

で新月に産卵することがわかっており、これは親

出される卵か精子を食べているようです（図 12）。

魚や卵が捕食されにくいための適応と考えられて
います 12）。岩によじ登って満月に産卵するナマ
コは、ウナギのパロディーのようにも見えます。
ウナギの卵は直径が 1.6mm ほどあるため、おそ
らくウナギの卵を狙う仔魚などは月明かりでこれ
を見つけることができるでしょう。一方、ナマコ
の卵は直径が 0.2mm ほどしかなく、その天敵と
しては、仔魚などの視覚捕食者よりもむしろ、小
さなエビなどの濾過捕食者が重要と考えられます。
そこで、満月の日にはエビの捕食者であるメバル
などの魚類が活動するため、ナマコにとっては安

図 10
20

個体数

15

繁殖行動のために立ち上がるマナマコ。高浜町
音海大鍋にて

全に産卵するチャンスであるのかも、という「3
すくみ」仮説を立てていますが、検証はまだして
いません。

◯：総個体数

▼：繁殖個体数

７．マナマコの天敵

10

水温（▲，℃）および月齢（●，日）

5

05_0-2 特集

魚類はこれを嫌います。稚ナマコを用いた水槽実

25
20

験によると、魚類ではカワハギ、甲殻類ではイシ

15

ガニやツノガニ、そして大半のヒトデ類が捕食者

10

となります 10）。時化のあと、傷ついたナマコが

5

海底にころがっていることがあり、これらはイト

0

4月8日

図 11

22

マナマコの体表にはサポニンが含まれ、大半の

0
30

5月14日

6月13日

マナマコの個体数、繁殖個体数と水温・月齢
との関係。4 月から 6 月にかけて、3 日に 1 回、
合計 25 回の潜水調査で、繁殖行動が見られた
のは 5 月 14 日と 6 月 13 日の 2 回のみであった
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マキヒトデなどに捕食されています（図 13）
。
舞鶴水産実験所では、以前にマナマコを種苗生
産し、試験的な放流を行ったことがあります（図
14）。放流後、ナマコはすぐに見られなくなりま

2022.3

2022/03/17 11:43
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特

集

the 2011 tsunami in Japan as determined by
bimonthly underwater visual censuses conducted
over ﬁve years. PLoS One , 11, e0168261.
4）Kanno, M., Suyama, K., Li, Q., Kijima, A.（2006）
Microsatellite analysis of Japanese sea cucumber,

Stichopus （Apostichopus） japonicus , supports
reproductive isolation in color variants. Marine

Biotechnology , 8, 672-685.
5）倉持卓司・長沼毅（2010）相模湾産マナマコ属の
図 13

時化の後、弱ったマナマコとこれを襲うイトマ
キヒトデ。舞鶴湾外瀬崎

分類学的再検討．生物圏科学．49, 49-54.
6）Sun, X.-J., Li, Q., Kong, L.-F.（2010）Comparative
mitochondrial genomics within sea cucumber

（Apostichopus japonicus） : Provide new insights
into relationships among color variants.

Aquaculture , 309, 280-285.
7）Yuan, X., et al.（2006）The influence of diets
containing dried bivalve feces and/or powdered
algae on growth and energy distribution in sea
cucumber Apostichopus japonicus （Selenka）
（Echinodermata: Holothuroidea）. Aquaculture ,
256, 457-467.
図 14

舞鶴水産実験所で種苗生産したマナマコを試験
的に舞鶴湾へ放流し、直後に潜水観察している
様子

した。稚ナマコには適切な標識をつけることがで
きないため、これらがすぐに死んでしまったのか、
無事に生き延びたのか、といったことはわかりま
せ ん。 放 流 後 の ナ マ コ の 動 態 に つ い て、 環 境
DNA を用いたモニタリングができないかと計画
しているところです。

8）Yokoyama, H.（2013）Growth and food source of
the sea cucumber Apostichopus japonicus cultured
below ﬁsh cages ‒ Potential for integrated multitrophic aquaculture. Aquaculture , 372-375, 28-38.
9）Yamaguchi, M., Masuda, R., Yamashita, Y.（2016）
Diel activity of the sea cucumber Apostichopus

japonicus is aﬀected by the time of feeding and the
presence of predators but not by time‒place
learning. Fisheries Science , 82, 29-34.
10）河野ゆか子（2022）底生生物に対する着底後マナ

【参考文献】
1）Masuda, R. （2008） Seasonal and interannual
variation of subtidal fish assemblages in Wakasa
Bay with reference to the warming trend in the
Sea of Japan. Environmental Biology of Fishes , 82,
387-399.
2）Masuda, R.（2020）Tropical ﬁshes vanished after
the operation of a nuclear power plant was

マコの被食回避機構．京都大学農学研究科修士論
文．
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japonicus juveniles. Fisheries Science , 84, 33-39.
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研教育出版．

suspended in the Sea of Japan. PLoS One , 15,
e0232065
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全国漁業協同組合連合会
平成29年度第23回全国青年・女性漁業者交流大会
農林水産大臣賞受賞論文 ＜再掲＞

宮津湾におけるナマコ漁業と資源管理の取り組み
宮津なまこ組合

栗田 紘一

１．地域の概要

－京都府－

人が組織するグループで、うち 16 人が主に桁網
で、6 人が水視でナマコを漁獲している。

宮津湾におけるナマコ漁業と資源管理の取り組み

京都府宮津市は、京都府北部にある人口約 1

４．研究・実践活動取組課題選定の動機

宮津なまこ組合
万 8,000 人の市で、日本三景のひとつである「天
栗

田  紘 一

橋立」を有している。私たちの住む宮津地区は、

１．地域の概要
丹後半島と栗田半島で囲まれた宮津湾の湾奥に位
京都府宮津市は、京都府北部にある人口約  万  人の市で、日本三景のひとつ
である「天橋立」を有している。私たちの住む宮津地区は、丹後半島と栗田半島で囲
置している（図 1）。
まれた宮津湾の湾奥に位置している（図１）
。

宮津湾では従来から冬場にナマコ漁が行われて
きたが、アサリ漁業が主要な漁業であったことや、
ナマコの単価が低かったことから積極的には利用
されておらず、一部の漁業者が漁獲するのみであ
った。ところが平成 18 年ごろになり福井県など
の近隣県でナマコの単価が高騰し始めると、宮津
湾でもナマコに対する収入源としての期待が高ま
るようになり、地区の漁業者がこぞってナマコ漁
を行うようになった。それまで 5 〜 10 隻程度だ
４．研究・実践活動取組課題選定の動機

った一日当たりの最大出漁隻数は平成
19 年度に
宮津湾では従来から冬場にナマコ漁が行われてきたが、アサリ漁業

は 20 隻にまで増加し、平成
14 年度に 8.4 トンで
あったことや、ナマコの単価が低かったことから積極的には利用され

２．漁業の概要

宮津湾では宮津地区を含む湾岸の複数地区の漁

３．研究グループの組織と運営
業者が入り会いで漁業を行っており、ナマコやト
宮津なまこ組合は、宮津湾でナマコ漁業を営む約  人の漁業者のうち、宮津地区に
在住する
 人が組織するグループで、うち  人が主に桁網で、 人が水視でナマコ
リガイの桁網漁業の他、採貝漁業や刺網漁業とい
を漁獲している。

った複数の漁業種類が季節に合わせて営まれてい

る。宮津湾における年間の水揚げ量は平成 24 年

でナマコの単価が高騰し始めると、宮津湾でもナマコに対する収入源
過去最大を記録するに至った（図
2）
。また、宮

高まるようになり、地区の漁業者がこぞってナマコ漁を行うようにな
～ 隻程度だった一日当たりの最大出漁隻数は平成  年度には  隻
についても、平成
14 年度の
9.1％から平成 18 年 平成  年度には約  ト
平成  年度に
 トンであった漁獲量は、
度には 43.6％まで上昇し（図
3）、ナマコは宮津
記録するに至った（図２）
。また、宮津湾全体の漁獲量に占めるナマコ
についても、平成  年度の ％から平成  年度には ％まで上
湾における主要漁獲物となっていった。
マコは宮津湾における主要漁獲物となっていった。
しかし、平成 20 年度からナマコの漁獲量は徐々
しかし、平成  年度からナマコの漁獲量は徐々に減少し、同時に漁
に減少し、同時に漁獲サイズについても小型化を
ても小型化を感じるようになった。このままではいずれ資源が枯渇し
感じるようになった。このままではいずれ資源が
ないかという意識が芽生え、ナマコ資源の向上を図ることとした。

津湾全体の漁獲量に占めるナマコの漁獲量の割合

50

から平成 28 年の 5 カ年平均で 57.3 トンで、その
獲量の約 22％を占め、魚種別漁獲量において最
も比率の高い主要な魚種である。

３．研究グループの組織と運営

漁獲量（トン）

うちナマコは水揚げ量 12.5 トンと、宮津湾の漁

25
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宮津なまこ組合は、宮津湾でナマコ漁業を営む
約 40 人の漁業者のうち、宮津地区に在住する 22
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２．漁業の概要
宮津湾では宮津地区を含む湾岸の複数地区の漁業者が入り会いで漁業を行っており、
ナマコやトリガイの桁網漁業の他、採貝漁業や刺網漁業といった複数の漁業種類が季
節に合わせて営まれている。宮津湾における年間の水揚げ量は平成  年から平成 
年の  カ年平均で  トンで、そのうちナマコは水揚げ量  トンと、宮津湾の漁
獲量の約 ％を占め、魚種別漁獲量において最も比率の高い主要な魚種である。

の漁業者が漁獲するのみであった。
 年ごろになり福井
あった漁獲量は、平成
19 年度には約 44.7 ところが平成
トンと

最大出漁隻数（隻）

図 1 図１．宮津地区の位置
宮津地区の位置









H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

図２．宮津湾のナマコ漁獲量と最大出漁隻数
図
2 宮津湾のナマコ漁獲量と最大出漁隻数

0


+

+

+

+

図３．宮津湾のナマ

５．研究・実践活動状況および成果
（１）漁獲規制による資源管理
平成  年度にナマコの漁獲量が減少し始めた
ことを受け、平成  年度から体長 FP 未満の小
型個体について漁獲規制を開始したものの、漁獲
量の減少と漁獲サイズの小型化は進む一方だっ
2022/03/17
た。地区担当の普及指導員に対策について相談し

11:43

るのみであった。ところが平成  年ごろになり福井県などの近隣県
高騰し始めると、宮津湾でもナマコに対する収入源としての期待が
、地区の漁業者がこぞってナマコ漁を行うようになった。それまで
一日当たりの最大出漁隻数は平成  年度には  隻にまで増加し、
トンであった漁獲量は、平成  年度には約  トンと過去最大を
（図２）。また、宮津湾全体の漁獲量に占めるナマコの漁獲量の割合
 年度の ％から平成  年度には ％まで上昇し（図３）、ナ
の動機
ける主要漁獲物となっていった。
年度からナマコの漁獲量は徐々に減少し、同時に漁獲サイズについ
コ漁が行われてきたが、アサリ漁業が主要な漁業で
枯渇してしまうのではないかという意識が芽生え、
るようになった。このままではいずれ資源が枯渇してしまうのでは
かったことから積極的には利用されておらず、一部
ナマコ資源の向上を図ることとした。
が芽生え、ナマコ資源の向上を図ることとした。

漁獲割合（％）

最大出漁隻数（隻）

。ところが平成  年ごろになり福井県などの近隣県

25

、宮津湾でもナマコに対する収入源としての期待が

20
がこぞってナマコ漁を行うようになった。それまで

15
最大出漁隻数は平成
年度には  隻にまで増加し、 その他
アサリ


10 年度には約
獲量は、平成 
 トンと過去最大を ナマコ

宮津湾全体の漁獲量に占めるナマコの漁獲量の割合

5

から平成  年度には
％まで上昇し（図３）
、ナ
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となっていった。
獲量と最大出漁隻数
図３．宮津湾のナマコ及びアサリの漁獲割合
図
3 宮津湾のナマコ及びアサリの漁獲割合
の漁獲量は徐々に減少し、同時に漁獲サイズについ
。このままではいずれ資源が枯渇してしまうのでは
動状況および成果
による資源管理
コ資源の向上を図ることとした。
５．研究・実践活動状況および成果

特

京都府宮津湾のマナマコの取り組みに学ぶ資源管理

集

急に資源を保護する必要があると考えられたため、
漁獲サイズ、操業期間および出荷量からなる総合
的な漁獲規制案を作成した。漁獲規制案はその年
の宮津湾漁業権管理委員会にかけられ、他地区か
らの賛同も得ることができ、平成 24 年度漁期か
ら漁獲規制を強化することとなった。協議におい
ては、規制強化により水揚げ額が減少することか
ら宮津地区内外からの反対意見があったが、若手
漁業者が資源管理に意欲的であったことや、府が
科学的な裏付けをしてくれたこともあり、最終的
には合意を得ることができた。
表 1 に宮津湾における漁獲規制の推移について
示した。漁獲サイズについては、平成 21 年度か
ら既に体長制限による規制を開始していたが、ナ
マコは柔軟に伸縮する生物であることから、より

23

0

漁獲割合（％）

最大出漁隻数（隻）

ナマコの漁獲量が減少し始めた
合理的な資源管理を行うために体長制限から重量
 年度から体長
FP
 未満の小
25
（１）漁獲規制による資源管理
制限に変更することとした。規制重量を決定する
獲規制を開始したものの、漁獲

平成 20 年度にナマコの漁獲量が減少し始めた
に当たって、宮津市内に唯一あるナマコ加工業者
イズの小型化は進む一方だっ

20
ことを受け、平成
21
年度から体長
10cm
未満の
及指導員に対策について相談し
に意見を求めたところ、300g 未満は加工品原料

小型個体について漁獲規制を開始したものの、漁
格な漁獲規制が必要であるとの
としての商品価値が非常に低いと指摘を受けた。

15
獲量の減少と漁獲サイズの小型化は進む一方だっ その他
地区では本格的にナマコの資源
アサリ そこで、300g を最終的な規制重量にすることに

ととした。そこで、平成
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た。地区担当の普及指導員に対策について相談し
ナマコ 決めたが、いきなり 300g 規制をかけると、漁家
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源管理に関する勉強会を開催
たところ、より厳格な漁獲規制が必要であるとの
経営の面から非常に厳しいとの判断から、150g

会では、普及指導員に講師を
意見があり、宮津地区では本格的にナマコの資源
図４．勉強会の様子
未満から規制を開始し、徐々に規制を強めていく
の生態に関する知見や資源管理

5
管理を検討することとした。そこで、平成
24
年
んだ。

こととした。


11 月にナマコの資源管理に関する勉強会を開催

+
+ +
+ + + + + + +
した（図
4）
。勉強会では、普及指導員に講師を

お願いし、ナマコの生態に関する知見や資源管理

隻数

図３．宮津湾のナマコ及びアサリの漁獲割合
の手法について学んだ。

勉強会で得た知見を基になまこ組合内で協議を
重ね、漁獲規制を強化する必要があると結論付け

果

た。この時点でナマコは既に乱獲状態にあり、早

が減少し始めた
FP 未満の小
たものの、漁獲
は進む一方だっ
について相談し
必要であるとの
にナマコの資源
で、平成  年
る勉強会を開催
指導員に講師を
知見や資源管理

漁期については、従来の漁獲開始時期である
12 月は、規制サイズに満たない小型の個体ばか
りが漁獲されることから開始時期を遅らせること
とし、現在では 1 月下旬からの解禁としている。
一方、漁獲終了日は漁獲や単価の状況を勘案して
漁期中に協議を行い決定している。近年は終了日
も早まってきており、おおむね 4 月上旬までとな
っている。加えて、平成 24 年度以降は新たに休
漁日を設定しており、操業可能日数は大幅に削減
され、規制強化前の 40％程度になっている。また、
1 日の操業可能時間も 07:00 〜 14:00 の 7 時間か
ら、07:00 〜 11:00 までの 4 時間に削減した。
宮津湾ではかつては主に府外へナマコを出荷し
ていた名残として、ナマコを一斗缶に詰めて市場
へ出荷しており、出荷量については一日に出荷で
きる一斗缶の個数によって制限が決められている。
従来は一日に 4 缶まで出荷することができていた
が、現在は 1 缶（18kg）までとしている。

図4

勉強会の様子

図４．勉強会の様子

豊かな海

05_0-2 特集

前書き_益田_栗田.indd 25

No.56

2022.3

25

2022/03/17 11:43

大幅に削減され、規制強化前の ％程度になっている。また、 日の操業可能時間も
～ の  時間から、～ までの  時間に削減した。
宮津湾ではかつては主に府外へナマコを出荷していた名残として、ナマコを一斗缶
に詰めて市場へ出荷しており、出荷量については一日に出荷できる一斗缶の個数によ
って制限が決められている。従来は一日に  缶まで出荷することができていたが、現
在は  缶（NJ）までとしている。

表１．宮津湾におけるナマコの漁獲規制の推移
（２）ヒトデ駆除の取り組み
表 1 宮津湾におけるナマコの漁獲規制の推移

操業可能
宮津湾ではナマコの他にトリガイも桁網漁業の主要な漁獲対象種であることから、
年度
サイズ
期間 
休漁日
時間
出荷量
日数
種の害敵生物であるヒトデの駆除に取り組んでいる。操業中に混獲されたヒトデの
なし
+～+
なし

～  缶 NJ 日人
+
規
制
FP
以上
+～+
なし

～  缶 NJ 日人

分に加え、平成 +
年度以降は有志による宮津湾内のヒトデの一斉駆除を行っている。
強
化
FP
以上
+～+
なし

～

缶
NJ
日人
+
前
斉駆除はナマコの漁期終わりを目処に行われ、宮津湾でナマコ漁業を営む漁業者が
なし

～  缶 NJ 日人
+ FP 以上 +～+
まり、桁網によりヒトデを採捕し、焼却処分している。また、処分するヒトデの一

～  缶 NJ 日人

+ ｇ以上 +～+ 毎月  日 日 ～ 月 
規 制
毎週金曜 ～ 月 

～  缶 NJ 日人
制 限
+ ｇ以上 +～+
は同じ宮津市内にある京都府立海洋高等学校へ提供し、ヒトデ堆肥の原料として利
（２）ヒトデ駆除の取り組み
強 強
化 化
+～+
毎週月曜、金曜

～  缶 NJ 日人
+ ｇ以上
されている。平成
 年度は  人の漁業者が  日にわたり、各日  時間ずつ駆除作
後 前
宮津湾ではナマコの他にトリガイも桁網漁業の主要な漁獲対象種であることから、
+～+
毎週月曜、金曜

～  缶 NJ 日人
+ ｇ以上
を行い、合計で約
NJ のヒトデを駆除することができた（図５）
。
両種の害敵生物であるヒトデの駆除に取り組んでいる。操業中に混獲されたヒトデの
毎週月曜、金曜

～  缶 NJ 日人
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処分に加え、平成  年度以降は有志による宮津湾内のヒトデの一斉駆除を行っている。
ヒトデによるナマコの被害量や駆除の効果は定かではないが、ヒトデの採捕量が
（２）ヒトデ駆除の取り組み
市内にある京都府立海洋高等学校へ提供し、ヒト
一斉駆除はナマコの漁期終わりを目処に行われ、宮津湾でナマコ漁業を営む漁業者が
々減少してきていることから、
宮津湾内のヒトデが減ってきているものと考えられ、
宮津湾ではナマコの他にトリガイも桁網漁業の
デ堆肥の原料として利用されている。平成 23 年
集まり、桁網によりヒトデを採捕し、焼却処分している。また、処分するヒトデの一
害によるナマコの減耗も軽減されているのではないかと期待している。
主要な漁獲対象種であることから、両種の害敵生
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部は同じ宮津市内にある京都府立海洋高等学校へ提供し、ヒトデ堆肥の原料として利
物であるヒトデの駆除に取り組んでいる。操業中
ずつ駆除作業を行い、合計で約 500kg のヒトデ
用されている。平成
 年度は  人の漁業者が
を駆除することができた（図
日にわたり、各日  時間ずつ駆除作
に混獲されたヒトデの処分に加え、平成
22 年度
5）。
以降は有志による宮津湾内のヒトデの一斉駆除を
ヒトデによるナマコの被害量や駆除の効果は定
業を行い、合計で約
NJ のヒトデを駆除することができた（図５）
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ナマコ資源の増加を図るため、宮津市や公益社
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より天然採苗試験に取り組んでいる。採苗器の垂
NJ のヒトデを駆除することができた（図５）
。
図５．ヒトデの一斉駆除と採捕されたヒトデ
下場所や材質など条件を変えながら継続している
の被害量や駆除の効果は定かではないが、ヒトデの採捕量が が、平成 28 年度までは採苗器 1 基当たり 1 〜 10
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（３）天然採苗の取り組み
も軽減されているのではないかと期待している。
とができなかった。平成 29 年度は垂下時期を早
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 年度は垂下時期を早
に取り組んでいる。採苗器の垂下場所や材質など条件を
ることで、
個体基を採苗することができた。
変えながら継続しているが、
平成  年度までは採苗器 
天然採苗による稚ナマコの採取は、宮津湾内でナマコ
基当たり図 ～
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５．ヒトデの一斉駆除と採捕されたヒトデ
図６．採苗された稚ナマコ
することができなかった。平成  年度は垂下時期を早
再生産されていることを実感できるため、資源管理に
めることで、 個体基を採苗することができた。
り組むモチベーションの維持につながっている。
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京都府宮津湾のマナマコの取り組みに学ぶ資源管理

めることで、67.8 個体 / 基を採苗することがで

平成 28 年度は府の平均単価よりも約 200 円高く

きた。

なったとともに、全国的なナマコ需要の増加にも

天然採苗による稚ナマコの採取は、宮津湾内で

押されて単価が向上しており、1,000 円 /kg の大

ナマコが再生産されていることを実感できるため、

台を超えることもあった。その結果、平成 28 年

資源管理に取り組むモチベーションの維持につな

度の宮津湾におけるナマコの漁獲金額は約 1,100

30

平成  年度以降は増
がっている。
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H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
でき、ゆとりをもって操業することができている。
図 8 宮津湾の漁獲金額と宮津湾及び京都府の平均単価
図８．宮津湾の漁獲金額と宮津湾及び京都府の平均単価
また、地元の加工業者からの品質に関する評価も良く、特級品として扱っていると

聞いており、資源管理に取り組んで良かったと感じている。
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入ると、経験上ナマコが内臓を体外に吐出しやす

６．波及効果

くなる傾向があり、そうした個体は加工原料とし
ての価値が下がるとの加工業者からの意見もある

隣接する宮津市栗田地区でも、宮津湾と同様の

ことから、慎重に検討したい。

重量規制が開始されるようになり、宮津湾のナマ

また、現在の漁獲量の中で収入を向上させるた

コ資源管理の取り組みが評価されているものと感

めに、単価向上に向けた取り組みを進めて行きた

じている。

いと考えている。一例として出荷形態の変更を検

その他、宮津湾のナマコを取り巻く状況として

討している。現在の一斗缶による出荷では漁獲物

は、教育機関、行政、漁協および漁業者が一体と

が見えないことから、時折、規制サイズよりも小

なってナマコの資源回復に向けて取り組みを行う

さな個体や状態の悪い個体が混入していることが

体制ができつつある。宮津市はこれまでの私たち

あり、品質が安定しないことから単価向上を妨げ

の取り組みを認めてくれ、地元でのナマコ漁業と

ている可能性がある。そこで、出荷容器を透明な

加工業の一層の振興に向け、平成 28 年度から「海

ものに変更し内容物を可視化することで、各自の

の地域資源活用事業」としてなまこ組合が生産拡

出荷物に対する責任意識を高め、品質の安定・向

大に向けて実施している天然採苗への支援や、魚

上を図り単価向上につなげたい。

礁設置、加工品開発、販路拡大といった取り組み

今後も重要な資源であるナマコを守りながら有

を実施してくれるようになった。また、海洋高校

効活用すべく、漁協や海洋高校、宮津市、京都府

とは前述のヒトデ駆除に加え、天然採苗でも生徒

等の協力を得ながら、地区の漁業者が一丸となっ

の協力を受けて稚ナマコの取り上げ作業を行って

て宮津湾の漁業の活性化に向けて頑張っていきた

いる。一方、海洋高校が平成 26 年度から実施し

いと考えている。

ているナマコの人工採苗の取り組みには親ナマコ
を提供しており、相互に協力し合って宮津湾のナ
マコ資源の増加に取り組んでいる。さらに、京都
大学が実施した宮津湾におけるナマコの資源量調
査にも協力しており、教育機関とも連携を取りな
がら宮津湾のナマコ資源の回復を図っている。

７．今後の課題や計画と問題点
漁獲規制については府が京都大学の調査結果を
基にナマコ資源の状態と漁獲規制内容についてよ
り詳細に解析してくれることとなっているので、
分析結果を受けて今まで以上に適切な資源管理を
進めていきたいと考えている。当面は、現状の規
制でも十分な資源管理効果があるものと考えられ
ることから、現状の規制を継続することで宮津湾
におけるナマコ資源の増加を図りたい。一方で、
操業期間についてはさらなる繰り下げが必要では
ないかと考えている。現在の操業開始時期である
1 月下旬ごろは、まだナマコが十分に成長してお
らず 300g 未満の個体が多く漁獲されるため、解
禁日を遅らせることで小型個体への影響を減らし、
終了日を 4 月下旬まで遅らせることで漁獲量を確
保することを検討している。しかし、4 月下旬に

28
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京都府宮津湾のマナマコの取り組みに学ぶ資源管理

集

3 宮津湾のマナマコ桁曳漁業の資源管理とその波及
京都府農林水産技術センター海洋センター研究部
主任

１．資源管理普及の難しさ

篠原

義昭

評価を行ったところ、重度の乱獲状態であること、
さらに殻長の制限を現行の 10cm（3 〜 4 歳）か

私が初めてマナマコ（アオナマコ、以下ナマコ

ら 13cm（5 〜 6 歳）にまで高めることで乱獲の

とする）に関する仕事に関わったのは、平成 27

範囲を脱し、さらに漁獲金額は今の 1.4 〜 1.6 倍

年度の京都府に入庁 2 年目のことでした。当時、

ほどで安定させられることがわかりました 2)。し

宮津湾内（図 1）で藻場造成を行うことが決定し、

かし、新参者がベテランの漁業者相手に「殻長制

増殖対象魚種としてサザエとナマコがあげられま

限を高めましょう！」と提案しても全く相手にさ

した。当時潜水チームのバディを組んでいた先輩

れず、資源管理普及の困難さをつくづくと感じて

がナマコを、私がサザエを担当し、造成適地選定

おりました。また、私自身もパソコン上での計算

のため、湾内各地の主要な藻場にてナマコやサザ

から、「こうすれば良くなるはず。」ということま

エ稚貝の分布密度を調査しました。その調査の中

ではわかっていても、「本当にそんなにうまくい

で、稚ナマコの見つけ方や、夏眠期のナマコの見

くのだろうか？」という疑念がぬぐい切れず、な

つけ方などのナマコ研究を進めるうえで重要とな

かなか思い切った提案をすることができずにいま

る経験を積むことができました。

した。その不安がクロアワビ潜水漁業者にも強く

当時（現在も）の私のメインの仕事は、本誌第

伝わってしまっていたものと思われます。

46 号の「リレーでつなぐ、元気アワビ通信」に

２．ナマコ資源管理研究へ

も掲載していただいたクロアワビ潜水漁業におけ
1)

る資源管理に関することでした 。潜水漁業が盛
んな１地区をモデルに漁獲データを収集し、資源

一方で、宮津湾のナマコ桁曳漁業では、平成
17 〜 18 年ごろからのナマコ単価の高騰に伴って
急激に漁獲量が増加したのち、低下する事態とな
りました（図 2）。乱獲による資源の崩壊を危惧
した地元漁業者が中心となり、京都府水産事務所
の水産業普及指導員や宮津市と連携して、平成

若狭湾
宮津湾

60

漁獲量 [t]

阿蘇海

24 年ごろから自主的な資源管理の導入に向けて

図2

舞鶴湾

図1

京都府宮津市宮津湾と舞鶴市舞鶴湾

50

需要の⾼騰
漁獲努⼒UP

急激な漁獲量減

40

取り組み開始

30

10トン程度
で安定

20
10
0

図2 図
宮津湾におけるマナマコ漁獲量の推移
2 宮津湾におけるマナマコ漁獲量の推移
平成18年から急激に漁獲量が増え、その後急減し、平成24年か
平成
18
年から急激に漁獲量が増え、その後急減し、
ら資源管理の取り組みが開始された。

平成 24 年から資源管理の取り組みが開始された。

図1 京都府宮津市宮津湾と舞鶴市舞鶴湾
豊かな海
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図3

動き始めていました。平成 23 年までは体長 15cm

調査していたナマコの測定項目の１つであった推

（約 150g）以下の漁獲を禁止していたところを

定標準体長 3)（図 4）の組成からナマコの成長式

年々強化し、平成 24 年には 150g 以下（体重制

が作れそうだということに先輩が気づきました。

限に変更）
、平成 25 年には 180g 以下、平成 26

作成した成長式によれば、漁業者が加工業者の意

年には 300g 以下の漁獲を禁止することになりま

見をもとに取り入れた 300g という体重制限は、

した。漁獲許容量に関しても、平成 23 年までは

私がクロアワビで達成したいと考えていた 13cm

1 人 1 日 72kg までであったところを、平成 24 年

（5 〜 6 歳程度）の殻長制限と同齢であること、

には 54kg、平成 25 年には 36kg、平成 26 年には

またナマコが乱獲状態にあったと考えられる平成

18kg にまで強化されました。さらに漁期も平成

23 年以前における 15cm の体長制限は、現在のク

23 年以前は 4 ヵ月以上あったところを、平成 26

ロアワビにおいて京都府漁業調整規則により定め

年以降は 2 ヵ月程度にまで縮められました（図 3）。

られる殻長 10cm（3 〜 4 歳）と同齢にあたるこ

なお、300g の体重制限は、乾燥ナマコの商品サ

とがわかりました 4)（図 5）。制限強化に伴い漁獲

イズとして湿重量 300g 以上ないと価値が低いと

量はむしろ年々減少していた時期にありましたが

いう地元加工業者の意見から採用されたと伺って

（図 2）、自身がクロアワビを対象に行ってきた解

います。

析が間違っていないのであれば、宮津湾で取り組
まれているナマコの資源管理は非常に合理的な制

H27年以降

H23年以前
〇サイズ規制

限であり、今後資源量が回復し、大型のナマコが

300g以下は商品価値が低い

150g以下

安定して漁獲されるようになるはずです。宮津湾

300g以下

内の資源量が回復していく過程を記録しておくこ

〇出荷量規制

とができれば、資源管理による具体的な成功事例
を説明できるようになります。私が悩んでいるク

18kg

18kg 18kg 18kg 18kg
１⽇⼀⽃⽸４杯

ロアワビの潜水漁業や、そのほか様々な魚種・漁

１⽇⼀⽃⽸１杯

〇漁期
１２⽉〜４⽉

業における資源管理の推進に大きな影響力を持つ
研究になるに違いないと考えました。当時の直属

１⽉下旬〜４⽉

の上司にナマコ資源管理研究の必要性を説明し、

図 3 平成 23 年以前と平成 27 年以降の制限内容の比較
図3 平成23年以前と平成27年以降の制限内容の比較

漁業者が自主的に資源管理を進める一方で、私
たち研究者側は伸び縮みするナマコの成長式（年
齢と体重の関係）の作成方法や夏眠という特殊な
生態を持つナマコの資源量の推定方法についてな

平成 28 年 4 月の先輩の異動を機に宮津湾のナマ
図5

コ資源管理の研究を担当することになり、成長式
を作成するための調査から取り掛かりました。

マナマコ

かなか良いアイディアが浮かばず、宮津湾での取
り組みに研究的側面から協力することができてい
図4

ませんでした。そんなおりに、藻場造成のために

メントール⿇酔で伸びきった体⻑が標準体⻑
通常の状態
⿇酔により弛緩した状態
体幅

B
体⻑L

画像解析で体⻑と体幅を簡単に測定

標準（⿇酔）体⻑ Le
𝐿𝐿� � ���� � ���� � 𝐿𝐿 � � �⁄�

曲がった体⻑も測定可能︕

図 4 マナマコの標準体長の推定方法
図4 マナマコの標準体長の推定方法
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図 5 マナマコとクロアワビの年齢とサイズの関係
マナマコとクロアワビの年齢とサイズの関係
図5

3．京都大学×漁業者×京都府の
共同調査へ
資源解析を進めるうえで最低限必要なデータは、
対象とする生物の成長式と資源量・漁獲率です。
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特

京都府宮津湾のマナマコの取り組みに学ぶ資源管理

成長式に関しては先輩が道筋を作ってくれていた

い旨を説明しました。漁期後の調査を重要視する

ため平成 28 年 4 月中にデータを揃えることがで

理由は、ナマコの夏眠行動にあります。ナマコは

きましたが、もう一つの重要な要素である宮津湾

高水温期には転石の隙間などに身を隠し動かなく

のナマコ資源量の推定方法に関しては依然見当が

なりますが、11 月ごろに水温が低下してくると

ついていませんでした。

転石帯から出てきて周辺の砂地に分布するように

平成 28 年 6 月、京都大学フィールド科学教育

なり、それを桁網で漁獲します。漁期前の 1 月で

研究センター舞鶴実験所の澤田特定助教が当セン

はまだ多くのナマコが転石帯に分布しており、転

ターへ来所されたことで大きな転機が訪れました。

石帯を曳くことのできない桁曳網調査では真の資

来所の目的は、すでに海洋センターがフィールド

源量を求めることができません。一方で、漁期後

として調査を始めていた宮津湾でナマコの生態に

の 4 月であれば多くのナマコが転石帯から移出し

関する調査をさせてほしいとのことでした。澤田

ていると考えられ、より真の資源量（獲り残し量）

先生はそれまで隣の舞鶴湾でナマコの生態に関す

に近い値を求められると考えたためです 5)。そし

る研究をされていましたが、舞鶴湾では 11 月下

て、平成 29 年 1 月（漁期前）および 4 月（漁期後）

旬より潜水漁業および桁曳漁業によるナマコ漁が

に、漁業者の協力のもとで宮津湾全域を対象に、

解禁され、多くのナマコが夏眠から覚めてすぐに

38 地点にて桁網を一斉に曳網する調査を実施し

漁獲されてしまうことから、活動期におけるナマ

ました（図 6）。

コの生態を調査することが困難でした。転石帯内

漁期後の獲り残し資源量および京都府漁業協同

の資源をほとんど漁獲せず、さらに 300g 以下の

組合が集計するその年の漁獲量から、宮津湾の漁

漁獲を禁止する宮津湾は、ナマコの生態を研究す

獲率は 30% 程度であることが明らかとなりまし

るのにとても優れたフィールドでした。澤田先生

た。1 人 1 日の漁獲量を 18kg までに規制するこ

が実施したいと考えていた調査の一つに、漁業の

とで漁獲率を抑えつつ、また、体重 300g 以下の

影響が最も少ない漁期直前の平成 29 年 1 月中旬

漁獲を禁止し 4 歳以下のナマコを保護することで、

に、宮津湾内全域の複数地点で一斉に桁網を曳き、

非常に合理的かつ持続的な管理がなされているこ

水深や地形などの環境要因と曳網面積あたりの入

とが成長・生残モデルで計算される YPR 型およ

網個体数から算出する分布密度の関係を調査する

び SPR 型の資源解析から明らかになりました 6)

というものがありました。ちょうど資源量の推定
方法に悩んでいた私は、ぜひその調査に協力させ

図6

図7

ナマコの年齢
（平均体重）

150g 以 上 の サ イ ズ 制 限
50%の漁獲率
20％の⾃然死亡率

300g 以 上 の サ イ ズ 制 限
30%の漁獲率
20％の⾃然死亡率

30匹

てほしいこと、および漁期前だけでなく漁期後の

スタート 4歳（170 g）

30匹

4 月にも同じ調査を実施し、面積密度法により漁

１年後

5歳（270 g）

12匹

期直後に獲り残された資源量・漁獲率を推定した

２年後

6歳（390 g）

5匹

３年後

7歳（530 g）

2匹

漁獲15匹、⾃然死3匹

漁獲0匹、⾃然死6匹

24匹

漁獲6匹、⾃然死1匹

漁獲0匹、⾃然死5匹

19匹
漁獲6匹、⾃然死2匹

漁獲3匹、⾃然死0匹

11匹

7歳までにはほぼ獲りつくす

６年後

集

漁獲3匹、⾃然死1匹

2匹

10歳（930 g）

10歳まで漁獲できる

漁獲したナマコの重量を⽐較
⼩さいナマコを
たくさん漁獲

⼤きなナマコを
少し漁獲

漁獲制限を強化した⽅が漁獲量は1.4倍増加

図6

一斉桁曳調査を終え集合写真

図6 一斉桁曳調査を終え集合写真

図 7 YPR 型シミュレーション
同一年休群を平成 23 年以前の規制で漁獲した場合と、
平成 27 年以降の規制で漁獲した場合の漁獲量を比較す
ると、 厳しい規制の方が漁獲量は 1.4 倍に増える
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図8

ことも大きく影響して、1 年で 40㌧以上を漁獲
した平成 18、19 年に並ぶ漁獲金額となりました
（図 9）。
しかし、いつまでも漁獲量が増え続けるという
ことにはなりませんでした。平成 31 年の漁期後
調査で、獲り残し資源量が急減したことに気づく
こととなります（図 10）。私は 300g 規制と 1 人
1 日 18kg の制限（テクニカルコントロール）が
あれば、漁獲率は 30％を大きく上回ることには
ならないだろうと高を括っていました。しかし、
漁期後調査で初めて平成 31 年は漁獲率にして 40
図8

図8 宮津湾の桁曳漁業で漁獲された大型のナマコ
宮津湾の桁曳漁業で漁獲された
（図
7）。実際に漁獲量は平成 28 年から回復に転じ、
大型のナマコ

％を漁獲してしまったことに気づいたのです（図
10）。

大型のナマコ（平均体重 500 〜 600g）が漁期を

漁業者は 1 人 1 日 18kg までとする制限をしっ

通して獲れ続けました（図 8）
。漁業者も私も資

かり守っていたものの、単価が非常に高かったた

源管理の効果を強く感じることができました。そ

め、１人１人がこれまでより少しずつ頑張って漁

こから平成 30 年、31 年と同様の調査を続け、デ

獲したことにより、私の予想を上回って漁獲して

ータを蓄積していきました。

しまっていたと思われます。この時初めてテクニ
カルコントロールの難しさを痛感することとなり

４．テクニカルコントロールの難しさ

ました。さらに、漁獲の影響を受けていない未加
入群の資源量も平成 29 年以降年々少なくなって

漁獲量は平成 29 年の 11㌧から、平成 30 年の

いました（図 10）。獲り残し資源量および未加入

14㌧、平成 31 年の 16㌧と順調に増えていきまし

資源量が減ったということは、翌令和 2 年の資源

た。さらに、資源管理の効果がみられ始めた平成

量もそれに応じて少なくなるということです。令

28 年ごろから宮津産のナマコの市場での評価が

和 2 年にこれまで通りの制限で漁獲すれば、資源

高まり、他地区よりも 300 円 /kg ほど高値で取

はさらに減少してしまうことが予想されます。あ

引されるようになりました。さらに平成 31 年は

る程度の漁獲量を維持しつつ、獲り残し資源量を

例年に比べても非常に高値でナマコが取引された

維持または増加させられる漁獲量制限（アウトプ
ットコントロール）を考える必要がありました。

図9
図10

テクニカルコントロール
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図 10 漁期直後に実施する一斉桁曳調査から推定さ
漁期直後に実施する一斉桁曳調査から推定され
図10
た未加入資源量と獲り残し資源量および京都府
れた未加入資源量と獲り残し資源量および京都府漁
漁業協同組合の漁獲統計による漁獲量の関係
業協同組合の漁獲統計による漁獲量の関係
0
平成 31 年に漁獲率が 40％を上回り、獲り残し
平成31年に漁獲率が40％を上回り、獲り残し資源量
資源量が減少。令和 2 年より総量規制 (10 ㌧ )
が減少。令和2年より総量規制(10㌧)を導入したこと
を導入したことで令和 2 ～ 3 年は獲り残し資源
図
9
宮津地区のマナマコ漁獲量と金額の推移（上）
図9 宮津地区のマナマコ漁獲量と金額の推移（上）で令和2～3年は獲り残し資源量が少しずつ増加傾向
300

と宮津地区と舞鶴地区のナマコの単価の比較（下）
と宮津地区と舞鶴地区のナマコの単価の比較（下）
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布する 50g 以下の稚ナマコ）が確認されました。

５．今あるデータを最大限活用する

また、150g 以下の漁獲を禁止する舞鶴湾では、

先述した夏眠の特性から、漁期前に調査を行っ
て資源量予測し、その結果から漁獲量の制限を決
めることができません。平成 29 〜 31 年に実施
してきた資源量調査から、
「獲り残し資源量（300g
以上）と未加入資源量（300g 未満）の和」と「翌
年の初期資源量（獲り残し資源量＋漁獲量）」の
関係を 2 年だけではあるものの見ることができま
した（図 10）
。資源は 1 年のうちに一回り大きく
なり、また漁期後の時点で 300g に満たなかった
資源も成長して、翌年に漁獲可能な資源として加

令和 3 年より漁獲量が大幅に増加しました。本府
沿岸は、加入資源量の回復期に差し掛かったと考
えられます。宮津湾は 300g 規制なので、舞鶴湾
より 2 年遅れの令和 5 年から加入の回復期が訪れ
ることが予想されます。ちょうど本稿が掲載され
る頃に行われている令和 4 年の漁期までは 10㌧
規制を継続することで漁業者間の合意が得られて
います。令和 4 年漁期の調査結果は、翌年の規制
緩和の可否判断のために非常に重要なものとなり
ます。

入します。その成長量と加入量から年間の自然死

６．ナマコから他漁業への展開

亡量を差し引いた分が翌年の資源の増加量となり
ます。この 3 年間のデータからは、翌年の資源量

令和元年夏季にアワビ潜水漁業者の皆さんに集

は、獲り残した量＋未加入資源量の 1.2 〜 1.3 倍

まっていただき、クロアワビの殻長制限の強化を

に増加したことが示されます。3 年分しかないあ

再度提案しました。

まりにも不十分なデータではありましたが、この

✓クロアワビはナマコとよく似た成長・漁獲開始

時点で使えるデータがこれしかなかったため、平

年齢であること、

成 31 年に獲り残された資源量と未加入資源量を

✓宮津ではナマコの体重制限と漁獲量制限を徹底

足した 26㌧に、2 年間の増加率の中間値 1.25 を

し、大型のナマコが安定して漁獲されるように

掛けて、令和 2 年の初期資源量を約 33㌧と予想

なり、さらに漁獲金額が大幅に増加したこと、

しました。そして、その 30％にあたる 10㌧を制

✓クロアワビは大型ほど単価が高くなるため、金

限漁獲量とすることで、平成 31 年と同等の 23㌧

額面でナマコ以上に高い効果が期待されること 7)

の資源量を獲り残すことができます。そうするこ

などを説明しました。その結果、令和元年漁期よ

とで、未加入資源量が現状を維持した場合には令

り殻長制限を 10cm から 11cm に高めることで漁

和 3 年も 10㌧までは漁獲可能となります。そし

業者間の合意を得ることができました。私も宮津

図11
て加入資源量が再び増加するまでの間
10㌧の漁
獲量でしのぐことが出来れば、漁業者 1 人当たり

湾での経験をもとに自信をもって殻長制限の強化
による資源管理の導入をお勧めすることができま

の収入をそれほど落とすことなく、漁業は維持さ
れると考えました。その提案を受けた漁業者は 2
日間にもおよぶ議論の末、10㌧の規制を導入する
ことで合意しました。そして、令和 2、3 年漁期
は自主規制に従って約 10㌧が漁獲され、それぞ
れ漁期後に実施した調査から令和 2 年は 23㌧、
令和 3 年は 25㌧のナマコを獲り残し、2 年間少
しずつながらも獲り残し資源量を増やすことがで
きていることが示されました。資源加入が悪い状
態においても 10㌧の漁獲量を維持しつつ、資源
量を少しずつ増やすことができたことも素晴らし
い資源管理の成果の 1 つと考えています。
また、令和 2、3 年と府内の各地の藻場でたく

図 11

阿蘇海で漁獲されるハマグリ。2 年間の完全禁
漁ののち、厳格な殻長制限と漁獲個体数制限の
もと令和 3 年より解禁された

図11 阿蘇海で漁獲されるハマグリ。2年間の
完全禁漁ののち、厳格な殻長制限と漁獲個体
数制限のもと令和3年より解禁された。

さんの稚ナマコ（桁網を曳網できない転石帯に分
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した。その後 3 年間 11cm の規制を継続しており、

ていくことで、いずれは「実を伴った資源管理」

未だ反発の意見もありますが、若手を中心に小さ

をすることが当たり前と認識される大きな炎に変

く安い 10cm 程のアワビを漁獲するのはもったい

えていくことができるのではないでしょうか？そ

ないと認識する漁業者が増えてきたように感じま

んなことを願いながら、これからも京都府の沿岸

す。また、天橋立で有名な阿蘇海でのハマグリ漁

漁業における資源管理研究とその発信に努めてい

業においても、令和 3 年より殻長制限と厳密な漁

きたいと思います。

獲個数制限による自主的な資源管理がスタートし
ました（図 11）
。さらに、宮津に引き続いて他地
区でもナマコの体重制限を含む資源管理に取り組

【参考文献】

まれ始めていたり、府内で最も多くナマコを漁獲

1）篠原義昭（2018）：京都府におけるクロアワビ資源

する舞鶴湾での資源管理に向けた研究事業も始ま

管理事例 - 潜水漁法と天然資源に注目した VPR 型

りました。それらはまだ始まったばかりですので、

アプローチ -．豊かな海 46、16-20

次の機会にはお話しできるようにしっかりと追
跡・調査していきたいと思っています。

2）篠原義昭（2019）：宮津市養老地区潜水漁法におけ
るクロアワビの資源管理．京都海セ研報 41，1318

７．さいごに

3）山名祐介・五嶋聖治・浜野龍夫・遊佐貴志・古川
佳道・吉田奈未（2011）：北海道および本州産マナ

資源管理の取組が資源の持続的な利用に有効で
あるかどうかを判断するためには科学的調査が必
須です。この仕事に就いて様々な府内沿岸漁業に

マコの体サイズ推定のための回帰式．日本水産学
会誌 77，989-998
4）篠原義昭・西垣友和・瀬田智文・道家章夫 (2017)：

おける資源管理の取り組みに関わってきましたが、

宮津湾におけるマナマコ Apostichopusjaponicus の

設定した禁漁期間や漁獲量制限では漁獲圧がほと

成長．京都海セ研報 39，17-21

んど下げられていなかったり、対象生物がほとん

5）篠原義昭・澤田英樹（2022）：宮津湾のマナマコ桁

ど生息していない海域を禁漁区としていたりなど、

曳漁業における操業データに基づく資源量推定方

効果を得るには不十分な制限がほとんどでした。

法の検討．京都海セ研報 44，印刷中

私の所属する研究チームは長年栽培漁業や藻場造

6）篠原義昭・澤田英樹・鈴木啓太（2020）：宮津湾に

成などの増殖に関する研究に重きを置いてきたた

おけるマナマコの資源評価と資源管理．京都海セ

め、沿岸漁業における資源管理（ルール設定）に

研報 42，1-8

ついて研究的側面からほとんど介入してこなかっ

7）篠原義昭・道家章夫・西垣友和（2018）：京都府に

たことが大きな問題であったと思います。沿岸漁

おけるクロアワビの殻長と単価の関係（短報）．京

業における管理方策は漁業者が決めるものであり、

都海セ研報 40，9-12

介入しない・できない、そして、研究員は生き物
の生態を研究し増殖する手法を開発するものとい
う認識があったように感じます。
沖合漁業における資源管理に比べて、沿岸の限
られた範囲に生息する資源の管理は比較的効果が
見えやすいと思われます。また、広域回遊魚の資
源管理を達成するためには、私たち日本人だけで
なくその資源を利用する海外の関係者とも議論し
ていかなくてはならず、そのハードルの高さはは
かりしれません。ですが、沿岸漁業における資源
管理であれば、同じ地域または近隣の者同士で話
し合って考えていくことができます。できるとこ
ろから少しずつ、各地で小さな火種をつくり広げ

34

06_3 特集

篠原.indd 34

豊かな海

No.56

2022.3

2022/03/17 11:45

特

京都府宮津湾のマナマコの取り組みに学ぶ資源管理

集

4 宮津なまこ組合のその後の活動インタビュー
出席者

宮津なまこ組合

正明さん
和彦さん
副組合長（会計） 神田
靖さん
組合員 本藤
組合長

井上

京都府農林水産技術センター海洋センター研究部
主任

篠原

義昭さん

京都府水産事務所 海のにぎわい企画課
企画・海の民学舎係課長補佐兼係長

久門

道彦

宮津地区担当普及員

尾崎 仁さん
インタビュアー 全国豊かな海づくり推進協会
桑田 博

インタビュアー：本日は、コロナウイルスの感染
が再拡大しはじめている状況となり、宮津にお伺
いすることができず残念です。オンラインでの聞
き取りとなり、マスク超しでお顔も十分に見えな
い状況ではありますが、今日はよろしくお願いし
ます。本誌「豊かな海」では、全国各地の漁業の
現場で行われている豊かな海づくりの模範事例や
元気な活動をご紹介してきました。全国のいろい
ろな話題やイベントを拝見する中で、全国漁業協
組合長

井上正明さん

同組合連合会の平成 29 年度全国青年・女性漁業
者交流大会で宮津なまこ組合が農林水産大臣賞を
受賞されていることを知りました。同時に、京都
府農林水産技術センター海洋センターが行われた
同センターのナマコに関する研究論文を拝見しま
した。さらに、同じく宮津にある京都府立海洋高
校でもナマコの人工種苗生産の研究が行われてお
り、宮津なまこ組合とも連携していることを知り
ました。宮津に隣接する京都大学フィールド科学
教育研究センター舞鶴実験所でもナマコに関する
フィールド調査・研究が行われており、関係者が
集まって平成 30 年には舞鶴ナマコシンポジウム

副組合長（会計）神田和彦さん

が開催されたことも拝見しました。産官学が連携
して知恵と技術を寄せ合って調査研究を行って、
資源管理をどうすべきかを考えて決めて実行され
ました。その結果厳しい状況になっていた宮津湾
のナマコの資源と漁業が、持続的な管理に軌道修
正されたすばらしい事例であることを知りました。
大学、高校、府海洋センターからはそれぞれ報告
していただきますので、今日は漁業者のみなさん
の視点から、これまでの活動のご苦労や経験をお
聞かせいただけるとありがたいです。よろしくお
願いします。

組合員 本藤

靖さん

質問

：全漁連の全国青年・女性漁業者交流大会
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資料を拝見しましたが、桁網によるアオ

くらい違うこともありましたが、2010

ナマコ漁が中心の記載となっていました。

年頃からはほぼ同じくらいの単価になっ

アカナマコも居ると思うので、宮津湾の

てきました。

ナマコ漁の全体像について教えてくださ
い？
答え

：宮津なまこ組合について、教えてください？

：宮津湾内のナマコ漁獲量は、桁網主体で

：宮津なまこ組合は、宮津地区在住の桁網 16

漁獲されるアオナマコが 9 割で、水視主

名と水視 7 名で構成しています。組合長は 1

体のアカナマコは１割くらいとわずかで

年で交代しています。昭和 50 年頃に結成さ

す。大型のアオナマコは主に加工向けに、

れ長い歴史がありますが、平成 14 年に一度

柔らかいアカナマコはほとんどが生鮮向

解散状態になったのち、平成 18 年に再結成

けに、それぞれ出荷されます。昔はアカ

されました。宮津地区以外に田井地区や江尻

ナマコの方が高価で 2000 年頃には 2 倍

地区在住の方を合わせた宮津湾全体の桁網従
業者は 20 名程度なので、宮津なまこ組合が
大多数を占めています。
：宮津湾でのなまこの漁獲規制は、どのように
決まっているのですか？
：宮津湾のナマコ資源管理の取組は、宮津なま
こ組合が湾内各地区の代表が寄り合って運営

桁網漁の曳網状況（写真奥の砂浜が名勝天橋立）する宮津湾漁業権管理委員会へ提案し、管理

水視漁
桁網漁の曳網状況（写真奥の砂浜が名勝天橋立）
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（京都府漁業協同組合統計資料より）
（京都府漁業協同組合統計資料より）

07_4 特集

Q：宮津なまこ組合について、教えてください？
A：宮津なまこ組合は、宮津地区在住の桁網
16 名と水視 7 名で構成しています。組合
豊かな海
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長は 1 年で交代しています。昭和 50 年頃に結成され長い歴史がありますが、平成
14 年に一度解散状態になったのち、平成 18 年に再結成されました。宮津地区以外
に田井地区や江尻地区在住の方を合わせた宮津湾全体の桁網従業者は 20 名程度なの
なまこ組合.indd
36
で、宮津なまこ組合が大多数を占めています。
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京都府宮津湾のマナマコの取り組みに学ぶ資源管理

委員会で協議されて、行使規則として決定さ

定された規則は、湾内でナマコを漁獲する全

れます。決定した規則は宮津湾でナマコを漁

員に適用され、皆守っています。

特

集

獲するすべての漁業者に適用されます。人数・
漁獲量ともに宮津なまこ組合員が大半を占め
るため、宮津なまこ組合の提案が受け入れら
れることがほとんどです。

：操業期間の繰り下げは、その後どうなりまし
たか？
：令和 2 年からの資源量の減少を受けて、桁網
漁はさらに 2 月 1 日解禁に繰り下げました。

：平成 24 年に勉強会を開催し、ナマコの生態

水視漁業は 12 月１日から解禁されますが、

や資源管理を勉強されました。日頃の操業で

桁が解禁されるまで体重 200g 以下の漁獲は

納得することと、にわかに信じられなかった

禁止されます。水視漁業は浅所のみで操業さ

ことがあったと思いますが、いかがだったで

れ、浅所には大型のナマコが少ないことを考

しょうか？

慮したものです。体重 300g 以下の漁獲を禁

：あたりまえですが、操業時には毎日ナマコを

止、１人１日一斗缶１缶までとする規則は桁

さわっています。しかしながら、ナマコの成

網漁業に対するものであり、水視漁業には別

長や湾内に何個のナマコが居るかなど知りよ

の規則が適応されます。

うがありません。勉強会を実施した時点では、
ナマコについてはわからないことばかりであ
ることを関係者みんなで認識しました。

：１日の水揚げ量が少なくて物足りなく感じる
ことはないですか？
：かつて弁当を持って寒い中を一日中頑張って

：勉強会の後に組合内で協議を重ねて、漁獲規

やっと規定量を集めていました。今は午前中

制を強化すべきと結論されました。知識とし

にさっと規定量が集まるため、他の作業に従

ては理解できても、収入が減るので激論があ

事する時間が取れます。また、単価も高いの

ったと思います。桁網の方と水視の方で思い

で、短時間の作業でかつてと同等かそれ以上

が異なることはなかったですか？合意づくり

を稼ぐことが出来ています。今の方がよっぽ

はどうされたのでしょうか？海洋センターの

ど良いです。抜け駆けする人もいないから、

科学的な裏付けの説明を漁業者の皆さんが納

安心してその日の漁を終えることが出来てい

得された要因は何でしょうか？

ます。

：水視漁業が利用する浅所には大型のナマコが
少なく、体重 300g のルールは厳しいため、

：報道では、ナマコの密漁が話題になることが

水視漁業は 12 月から解禁とし、桁網の漁期

あります。宮津湾では、密漁の心配はないで

が 始 ま る 1 月 中 旬（ こ こ 3 年 は 2 月 1 日 ）

すか？密漁対策は何かされていますか？

までの間は体重 200g 以下漁獲禁止としまし

：密漁は他県に比べると少ないと思います。湾

た。反対派もいたと思いますが、平成 23 年

の一番奥から湾口までが見通せ、湾奥には海

頃には制限がなくても満足に獲れない状況に

上保安署があります。漁業者は日々の操業に

なっていました。また、海洋センターの調査

おける監視（漁場監視員（知事許可）を各地

に基づく科学的な説明や予測結果が操業時の

区に設置）にも努めており、漁協がナマコも

感触と合致していたため、みんな納得しまし

含めた密漁の注意喚起の看板を設置していま

た。さらに令和 2 年から再度資源量が減少し

す。さらに、京都府水産事務所の巡視船「ら

ましたが、事前に海洋センターから資源が減

くよう」も巡視しています。海に親しむレジ

少傾向にあることや、その原因について説明

ャー客や遊漁者に対しては、道の駅や観光施

を受けていたため、速やかに改善策を実施す

設等に密漁等の啓発用のチラシやパンフレッ

ることができました。厳しい規制ではありま

トを配置して周知徹底を図っています。

したが、なまこ漁業者はみなさん納得してい
たと思います。宮津湾漁業権管理委員会で決

：出荷容器は、その後どうなりましたか？
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：平成 31 年漁期から、一斗缶ではなく平たい
容器（通称、青白コンテナ）に変更しました。
これにより傷や内蔵の吐き出しの有無が仲買
に見てもらいやすくなり、漁獲物を大切に扱
っていることが評価してもらいやすくなった
と思います。

かつて行っていた一斗缶によるナマコ出荷

：地元の加工業者からの品質評価には、大きさ
以外の評価項目はあるでしょうか？

平成 31 年採用のナマコ出荷用新容器
（通称：青白コンテナ）

漁業者に参加義務はないのですが、一部の方
は参加してくれます。海洋高校生が以前からウ

：大きさ以外に傷や内蔵の吐き出しの有無が品

ニ堆肥を作成していたので、海洋高校と漁業

質の評価項目となっています。そのため、限

者間で駆除ヒトデの堆肥化のアイデアが生まれ

られた量の中で高品質のナマコが多くなるよ

ました。現在は日々の操業で捕獲されたヒトデ

うに、桁網の１回の曳網時間を長くしすぎな

をいつも持ち帰り、漁港の隅に置いたコンテナ

いよう注意しながら操業しています。また、

に保管しておき、随時引き取っていただける海

宮津ではナマコをスカリに入れて 1 日泥を吐

洋高校では堆肥づくりに使われています。堆

かせてから、翌日の早朝に出荷します。出荷

肥化する以前は、宮津市の補助をもらって処

の前にはできるだけ海水も吐かせるように気
をつけています。
：ヒトデの駆除はその後いかがでしょうか？
：減っているという印象はなく、毎年同じくら
いの量のヒトデが入っています。ヒトデ駆除
は、ナマコの食害防止もありますが、初夏に
盛期を迎える天然トリガイの資源保護が主な
目的で続けています。
：ヒトデの駆除はみなさんで行うのでしょう
か？駆除ヒトデの処分はどうされているので
すか？
：ヒトデ駆除は、宮津なまこ組合の独自の取り組
みとして全員参加で続けています。他地区の

38
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特

京都府宮津湾のマナマコの取り組みに学ぶ資源管理

分していたので、有効活用されて助かりました。

集

て調査を引き継がれています。今でも京都大
学の先生や学生が調査に参加していただいて

：天然採苗はその後どうなりましたか？また、

おり感謝しています。水産事務所からは、
「ら

天然の稚ナマコを見られることはないです

くよう」が密漁監視をして下さいます。海洋

か？

高校は、種苗生産に関する研究を続けてくれ

：天然採苗は労力を要する割に採集できる種苗

ています。宮津市と行っていた天然採苗事業

の数が限られていたため、今はやっていませ

はなくなりましたが、できることがあればこ

んが、稚ナマコの生態について知る良い機会

れからも協力をいただけます。このような関

になりました。また、資源を大切にしたいと

係者間の繋がりが構築できるとともに、ナマ

いう意識を漁業者が持つようになりました。

コ漁業を盛り上げようとする意識の熟成や研

資源管理によって親資源が安定して分布する

究意欲の向上が図られました。

ようになったためか理由ははっきりしません
が、ここ数年は漁港の斜路や各地の藻場のな
かに沢山の稚ナマコがみられるようになりま

：なまこ組合で今後取り組みたいことや、これ
からの夢を教えて下さい。

した。天然採苗をしなくても十分な量の稚ナ

：稚なまこの着底場を自分たちが作っていけた

マコが着底していることを実感しています。

ら、資源量の増強に繋がると考えており、何
かできないか考えているところです。宮津な
まこ組合員は、桁網漁でトリガイも漁獲して
いるので、天然トリガイの資源管理にも力を
入れて取り組んで成果をあげています。また
の機会に取り上げてもらえたらうれしいです。
国や行政には、ナマコだけでなくその他様々
な魚種の資源を増やすことができる種苗生産
技術や放流技術の向上に資する研究を期待し
ています。
：温暖化や北海道で赤潮が出たり瀬戸内海では

斜路転石下でみかけた天然発生の稚ナマコ

：京都大学の舞鶴ナマコシンポジウム（https://
fserc.kyoto-u.ac.jp/main/etc/h30/18news̲
namakosympo.pdf）に参加されたと聞きまし
た。そこで感じたことがあれば教えて下さい。
：一橋大学赤嶺淳先生の海外におけるナマコの
乱獲の話は興味深くお聞きしました。今後ナ

栄養塩不足が問題になったりします。宮津の
海で何か変わったという印象はあるでしょう
か？
：ヒョウモンダコやガンガゼが顕著ですが、亜
熱帯性の生き物が増えています。また、海藻
が減っており、ムラサキウニが異常に多くな
りました。

マコがワシントン条約の対象になる可能性が
あること、そうなった場合には今の単価での

インタビュアー：宮津湾の大事ななまこ資源と漁

取引が難しくなる可能性を聞いて驚きました。

業が末永く続き、宮津なまこ組合の活動が他魚種
や周辺地域に広がっていくことを楽しみにしてい

：大学、高校、宮津市、京都府水産事務所・海

ます。今日はありがとうございました。

洋センターとの連携で得たものを教えて下さ
い。
：大学と海洋センターが共同で資源量調査を実
施してきましたが、調査手法がある程度固ま
ったので、現在は海洋センターが主体となっ

豊かな海
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ペシャリスト」の育成を目指す近畿唯一の水産・

平成 2

海洋系単独の専門高校です。文部科学省「環境の

おいて、

ための地球規模の学習及び観測プログラム

マコの天

（GLOBE）」、京都府教育委員会「スペシャリストネ

時期等の

高校生もナマコ研究 頑張っています！
5ットワーク京都校」等の指定を受け、関連機関や

ナマコ天

地域との連携の下、専門性を生かしたな研究活動

垂下時期

京都府立海洋高等学校

を推進しています（図１）
。

教諭

長岡 智子

なお、令

採捕が禁

いません

３）マナ

マナマ

大学フィ

験所の研

して本校
図1

京都府立海洋高等学校全景

図１ 京都府立海洋高等学校全景

１．はじめに

本校は、海洋科学科、海洋工学科 ( 航海船舶コ

２．研究の経緯

ナマコに

重ねまし

１）研究の動機

ース・海洋技術コース )、海洋資源科 ( 栽培環境

平成 24 年度に『「丹後の海の恵みを生かす」試
本稿では、海洋科学科の生徒による研究活動と
験研究成果発表会（京都府農林水産技術センター

コース・食品経済コース ) を設置し、「水産・海

洋のスペシャリスト」の育成を目指す近畿唯一の

海洋センター主催）』が開催され、本校生徒が視
して取り組むマナマコの資源増殖について紹介し
水産・海洋系単独の専門高校です。文部科学省「環
聴しました。京都大学フィールド科学教育研究セ
境のための地球規模の学習及び観測プログラム

ンター舞鶴水産実験所の研究員による発表の中で、

ます。
（GLOBE）」、京都府教育委員会「スペシャリス

「舞鶴湾において、牡蠣殻を海水中に垂下するだ

トネットワーク京都校」等の指定を受け、関連機

けで簡単にマナマコ種苗が得られた」という報告

関や地域との連携の下、専門性を生かしたな研究

がなされました。生徒数名が「舞鶴湾でマナマコ

活動を推進しています（図１）。

が採苗できるなら、栗田湾（本校が位置しており、

２．研究の経緯

本稿では、海洋科学科の生徒による研究活動と
して取り組むマナマコの資源増殖について紹介し

１）研究の動機

ます。

舞鶴湾に隣接する）でも採苗可能かもしれない。」
「本校桟橋内でマナマコ漁をしている漁業者がい
るから、親ナマコはいるはずだ。」と、牡蠣殻を
詰めた丸篭を本校桟橋に垂下し、翌年、稚ナマコ

平成 24 年度に『
「丹後の海の恵みを生かす」試
を得ることができました。これが、活動の始まり
です。

験研究成果発表会（京都府農林水産技術センター
40

海洋センター主催）
』が開催され、本校生徒が視聴
豊かな海
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ター舞鶴水産実験所の研究員による発表の中で、
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教

諭

長岡

智子

を販売されています。
そこで、宮津市からの要請もあり、さらに地元

学科(航海船舶コー

得ることができました。これが、活動の始まりで

漁業者から現状や悲痛な思いを聞き（図３）、マナ

す。

マコ資源の積極的添加を目標として、平成 26 年度

源科(栽培環境コー

京都府宮津湾のマナマコの取り組みに学ぶ資源管理
から本校で人工採苗に取り組むことにしました。

特

２）天然採苗技術の確立

、「水産・海洋のス

平成 25 年度から平成 31 年度まで、本校桟橋に
２）天然採苗技術の確立
おいて、牡蠣殻を詰めた丸篭を採苗器としてマナ
平成 25 年度から平成 31 年度まで、本校桟橋
マコの天然採苗試験を継続しました。垂下水深や

す近畿唯一の水産・

文部科学省「環境の

び観測プログラム

図４ 親ナマ

において、牡蠣殻を詰めた丸篭を採苗器としてマ
時期等の検討を行った結果、本校桟橋におけるマ
ナマコの天然採苗試験を継続しました。垂下水深
ナマコ天然採苗の最適水深は２ｍ、採苗器の最適

「スペシャリストネ

を受け、関連機関や

親ナマコについて

査（後述）時に、宮

や時期等の検討を行った結果、本校桟橋における
垂下時期が１～４月であることが分かりました。
マナマコ天然採苗の最適水深は２ｍ、採苗器の最
なお、令和２年 12 月１日より、特定水産動植物の
適垂下時期が１〜４月であることが分かりました。
採捕が禁止されたため、現在は天然採苗は行って
なお、令和２年 12 月１日より、特定水産動植物
いません。
の採捕が禁止されたため、現在は天然採苗は行っ

生かしたな研究活動

ていません。
３）マナマコを取り巻く現状の理解

マナマコの天然採苗を始めたことを機に、京都
３）マナマコを取り巻く現状の理解
大学フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実
マナマコの天然採苗を始めたことを機に、京都
験所の研究員や宮津なまこ組合の漁業者を講師と
大学フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実
して本校に招聘して講演会を実施（図２）し、マ
験所の研究員や宮津なまこ組合の漁業者を講師と
ナマコに関する知見や資源増殖についての学習を
して本校に招聘して講演会を実施（図２）し、マ

等学校全景

いただいております

青森水試種苗生産

扱説明書３）等を参考

４）
。初年度である

判別、27 年度は月の

図 3 宮津湾のマナマコ資源の現状を聞く生徒

決定、28 年度は採卵

図３ 宮津湾のマナマコ資源の現状を聞く生徒
４）本校版人工採苗マニュアルの確立

軽減、29 年度は採卵

マナマコの採卵には、自然採卵法、昇温刺激法
１）
４）本校版人工採苗マニュアルの確立
及びクビフリン法の３つが一般的 ですが、高

縮といった改善を重

マナマコの採卵には、自然採卵法、昇温刺激法
校生が授業で取り組むということを踏まえ、親ナ

あり、試行錯誤の連

ができました。その

及びクビフリン法の３つが一般的
ですが、高校
マコの取扱いが最も手軽であり、操作も簡便なク

20mm 程度の稚ナマ

重ねました。
ナマコに関する知見や資源増殖についての学習を

ビフリン法を用いることにしました。ちなみに、
生が授業で取り組むということを踏まえ、親ナマ

ました。

重ねました。

クビフリンとは、（株）産学連携機構九州が開発
コの取扱いが最も手軽であり、操作も簡便なクビ
した産卵誘発ホルモンのことです。
フリン法を用いることにしました。ちなみに、ク
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林水産技術センター
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図５ 稚ナマコを確認する漁業者と本校生徒
また、漁期の前後に京都大学や京都府農林水産
技術センター海洋センターが実施するナマコ資源
も初めてであり、試行錯誤の連続でありましたが、
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技術センター海洋センターが実施するナマコ資源
量調査にも参画することで、生徒の研究者として
量調査（図 6）にも参画することで、生徒の研究
の視点を養うことにもつながっています。
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表びらん等、ナマコ特有の生態に悩まされること
も多くあります。平成 31 年度には、親ナマコを
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想いや展望を語り合うこともできました（図７）
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図 7 漁業者に研究内容を発表する生徒

図７ 漁業者に研究内容を発表する生徒
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自らの責務を認識し、研究活動への意欲を向上さ
せることができています。
７）コロナ禍の研究活動
平成 31 年度３月頃から、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、学校の教育活動が大きく
制限されることになりました。臨時休業中はもと
より、緊急事態宣言やまん延防止重点等措置等の
期間中は、その制限も特に厳しくなりました。校
外での教育活動は実施できず、宮津なまこ組合の
漁業者の多くが高齢であることもあり、交流実習

図９ マナマコ体表に生息するウミミズムシ
は控えています。しかし、校内でのマナマコ飼育

図 8 マナマコ種苗を宮津湾に放流

図８ マナマコ種苗を宮津湾に放流
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行政、
加工業者等の取組に生徒が参画することで、

飼育管理ができなかった親ナマコ水槽内に小型甲
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」と助言をいただきまし
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「稚ナマコの大量斃死の主因であるコペポーダを
「稚ナマコの大量斃死の主因であるコペポーダを
アゴハゼが駆除した」という北海道檜山北部地区
こと、マナマコへの影響はないことを確認するこ
水産技術普及指導所での先行研究を参考に、本校
アゴハゼが駆除した」という北海道檜山北部地区
とができました。また、ドロメは成長に伴ってハ
桟橋付近に生息するアゴハゼの近縁種ドロメを用
水産技術普及指導所での先行研究を参考に、本校
ゼ科魚類の特徴である底生性や排他性が強くなる
いて、実験することにしました（図
11）
。
桟橋付近に生息するアゴハゼの近縁種ドロメを用

こと、大型ドロメよりも小型ドロメの方がウミミ
実験の結果、ドロメはウミミズムシを捕食する
いて、実験することにしました（図
10）。
ズムシを積極的に捕食することもわかりました
こと、マナマコへの影響はないことを確認するこ

（図 11）
。

限されることになりました。臨時休業中はもとよ
り、緊急事態宣言やまん延防止重点等措置等の期
間中は、その制限も特に厳しくなりました。校外
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での教育活動は実施できず、宮津なまこ組合の漁
業者の多くが高齢であることもあり、交流実習は
控えています。しかし、校内でのマナマコ飼育管
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ドローンを活用した海洋調査の取組み

【シリーズ】元気いっぱい！

愛知県立三谷水産高等学校

水産高校生の活動

1．研究動機
本校は水産高校として、愛知県の三河湾に隣接し海に恵まれた環境にある
27 年度より 3 年次の課題研究の授業や学科に属する部活動において、電波技
したドローンの製作などを行っている。また、ドローンを藻場調査に活用す
いる。これらドローンの製作・研究や藻場調査を通じて、水産に貢献しようと
と藻場の空撮及びマッピングは本校情報通信科が、藻場のフィールド調査は
して行った。

第３回

ドローンを活用した海洋調査の取組み

１

研究動機

本校は水産高校として、愛知県の三河湾に隣接
し海に恵まれた環境にある。本校の情報通信科
では、平成 27 年度より 3 年次の課題研究の授業
や学科に属する部活動において、電波技術や電子
回路、3DCAD を利用したドローンの製作などを
行っている。また、ドローンを藻場調査に活用す
るための研究も並行して行っている。これらド
ローンの製作・研究や藻場調査を通じて、水産に
貢献しようと研究を開始した。ドローン開発と藻
場の空撮及びマッピングは本校情報通信科が、藻
場のフィールド調査は本校海洋資源科がそれぞれ
担当して行った。

２

背景

愛知県にある三河湾は、埋め立て、透明度の低
下、化学物質の流入などによりアマモが減少して
いる。そこで、本校ではアマモ場の再生を行って
いるが、適した場所の選定や再生後の状況把握の
ためには、現場のモニタリングが欠かせない。海
洋リモートセンシングは人工衛星を利用してすで
に実施されているが、さらに詳細な場所を計測す
るために、ドローンの空撮画像が利用されている。
一方、本校海洋資源科では、藻場の経年変化を
調査するために潜水によるフィールド調査を行な
っている。限られた潜水時間で行う調査では、場
所の選定がまず重要である。当初、どの辺りに藻
場があるのかを周辺地形から推測していたが、正
確な場所を把握できていなかった。そこで、ドロ
ーンの空撮画像が役立つのではないかと考えた。
これらの背景から、ドローンにより空から探索す
る藻場調査（図 1）と船上からのピンポイントの

2．背景
愛知県立三谷水産高等学校
愛知県にある三河湾は、埋め立て、透明度の低下、化学物質の流入などによ
情報通信科 教諭 渡邊 誠
で、本校ではアマモ場の再生を行っているが、適した場所の選定や再生後の
ニタリングが欠かせない。海洋リモートセンシングは人工衛星を利用してす
詳細な場所を計測するために、ドローンの空撮画像が利用されている。
一方、本校海洋資源科では、藻場の経年変化を調査するために潜水によるフ
限られた潜水時間で行う調査では、場所の選定がまず重要である。当初、ど
地形から推測していたが、正確な場所を把握できていなかった。そこで、ドロ
藻場のフィールド調査（図 2）の融合を目指して
ないかと考えた。これらの背景から、ドローンにより空から探索する藻場調
研究を開始した。
ントの藻場のフィールド調査（図
2）の融合を目指して研究を開始した。

ドローンによる藻場調査風景
図図
1 1ドローンによる藻場調査風景

図2

３

船上からの藻場視認フィールド調査風景

研究目標

以上の背景のもとで、本校が位置する三河湾の
アマモ場の再生に資するため、以下の 4 つの研究
目標を設定した。
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図2

船上からの藻場視認フィールド調査風景

3．研究目標
以上の背景のもとで、本校が位置する三河湾のアマモ場の再生に資するため、以下の 4 つの研究目標を設
見失う危険性があった。そこで、安全安心に自動
1）ドローンによる藻場の撮影飛行
図
2
船上からの藻場視認フィールド調査風景
定した。
航行しつつ、かつ効率よく空撮するための設定方
2）空撮画像からの藻場の輪郭・面積の取得
1）ドローンによる藻場の撮影飛行
法についてさらに研究を行った。
3）藻場のマッピング
3．研究目標
2）空撮画像からの藻場の輪郭・面積の取得
4）藻場のマッピング画像の利用促進
2）空撮画像からの藻場の輪郭・面積の取得
以上の背景のもとで、本校が位置する三河湾のアマモ場の再生に資するため、以下の 4 つの研究目標を設
3）藻場のマッピング
藻場の経年変化を調べるため、平成 31 年 4 月
定した。
4）藻場のマッピング画像の利用促進
から令和
3 年 6 月までにわたって定期的に空撮を
４ 研究方法
1）ドローンによる藻場の撮影飛行
行った。この空撮画像から藻場の画像のみを取り
2）空撮画像からの藻場の輪郭・面積の取得
4．研究方法
出して面積を計算するには、藻場は形状が複雑で
この 4 項目の研究計画に対する具体的な研究方
3）藻場のマッピング
この
4
項目の研究計画に対する具体的な研究方法として、それぞれ以下を行った。
数も多く容易ではない。そこで、空撮画像から海
法として、それぞれ以下を行った。
4）藻場のマッピング画像の利用促進
1）ドローンによる藻場の撮影飛行
色と切り分けて藻場の範囲のみを抽出し、藻場の
1）ドローンによる藻場の撮影飛行
まず、藻場を効率よく空撮できるようにするためのドローンの飛行練習が必要である（図
3）。
面積を解析できる QGIS というアプリケーション
まず、藻場を効率よく空撮できるようにするた
4．研究方法
ソフトを利用した。QGIS は、地理情報システム
めのドローンの飛行練習が必要である（図 3）。
この 4 項目の研究計画に対する具体的な研究方法として、それぞれ以下を行った。
の閲覧、編集、分析機能を有する無料の GIS ソ
1）ドローンによる藻場の撮影飛行
フトウェアである。藻場と海に分離するためには、
まず、藻場を効率よく空撮できるようにするためのドローンの飛行練習が必要である（図 3）。
光の三原色である赤・緑・青のうち 2 色の波長を
2）空撮画像からの藻場の輪郭・面積の取得
ブレンドし、波長ごとの特徴を生かして、植生や
藻場の経年変化を調べるため、平成 31 年 4 月から令和 3 年 6 月までにわた
水分量などを目立たせることができる計算式があ
この空撮画像から藻場の画像のみを取り出して面積を計算するには、藻場は
る。2 種類の波長における反射率の違いを明らか
ない。そこで、空撮画像から海色と切り分けて藻場の範囲のみを抽出し、藻
にする（A － B）/（A ＋ B）式の A と B にどの
いうアプリケーションソフトを利用した。QGIS は、地理情報システムの閲覧
ような波長を当てはめるかで、調べたいものを明
料の GIS ソフトウェアである。藻場と海に分離するためには、光の三原色で
らかにすることができる１）。各種の波長を検討し
波長をブレンドし、波長ごとの特徴を生かして、植生や水分量などを目立た
た結果、藻場の抽出には、（青色－緑色）／（青
る。2 種類の波長における反射率の違いを明らかにする（A‐B）/（A＋B）
色＋緑色）が適当なことを見いだした。以上の操
を当てはめるかで、調べたいものを明らかにすることができる１）。各種の波
図 3 ドローンによる藻場の空撮の練習風景
作で、藻場と海の範囲を上記の式から割り出し、
図 3 ドローンによる藻場の空撮の練習風景
出には、（青色－緑色）／（青色＋緑色）が適当なことを見いだした。以上
藻場の面積を QGIS で求めることが可能となる。
本校の情報通信科では、比較的初心者でも操縦
記の式から割り出し、藻場の面積を QGIS で求めることが可能となる。
できるドローンとして
DJI
社製
PHANTOM
４
3）藻場のマッピング
本校の情報通信科では、比較的初心者でも操縦できるドローンとして
DJI 社製 PHANTOM４PRO を利
PRO
を利用している。当初、手動による藻場空
次に、藻場のマッピング方法と藻場の経年変化
用している。
当初、手動による藻場空撮を行っていたが、
飛行高度や撮影位置のばらつきが多く、複数の撮影
3）藻場のマッピング
図 3 ドローンによる藻場の空撮の練習風景
撮を行っていたが、飛行高度や撮影位置のばらつ
について調べる必要がある。藻場マッピングには
画像の合成や撮影時期別の映像の比較が困難であった。
そこで、
同じ空撮画像を得るために、DJI 社製 GSPRO
次に、藻場のマッピング方法と藻場の経年変化について調べる必要がある
きが多く、複数の撮影画像の合成や撮影時期別の
次のような方法を考案した（図
5）。
な方法を考案した（図
5）。 PHANTOM４PRO
(Ground
Station Pro)（図 4）と呼ばれる iPad 用アプリケーションソフトを利用し、高度と範囲をあらかじ
本校の情報通信科では、比較的初心者でも操縦できるドローンとして
DJI 社製
を利
映像の比較が困難であった。そこで、同じ空撮画
①ドローンで藻場を空撮後、その複数の画像から
①ドローンで藻場を空撮後、
その複数の画像から共通の特徴点を抽出してアプ
め設定した自動航行による空撮に変更した。すると、毎回自動航行しても、同じ高度と経路で空撮できるよ
用している。当初、手動による藻場空撮を行っていたが、飛行高度や撮影位置のばらつきが多く、複数の撮影
像 を 得 る た め に、DJI 社 製 GSPRO（Ground
製共通の特徴点を抽出してアプリケーションソ
Metashape
で藻場を空撮した画像を
1 枚に合成する（図
6）。
うになったが、
自動航行するドローンを見失う危険性があった。
そこで、
安全安心に自動航行しつつ、
かつ効
画像の合成や撮影時期別の映像の比較が困難であった。
そこで、
同じ空撮画像を得るために、
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GSPRO
Station Pro)（図 4）と呼ばれる iPad 用アプリケ
フト Agisoft 社製
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②合成した画像を
GoogleEarthPRO
に表示できる形式に変換して貼り付ける
率よく空撮するための設定方法についてさらに研究を行った。
(Ground Station Pro)（図 4）と呼ばれる iPad 用アプリケーションソフトを利用し、高度と範囲をあらかじ
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②合成した画像を
GoogleEarthPRO
に表示でき
GoogleEarthPROやAvenzaMapに貼り付けることを可能とし、調査画像を
うになったが、自動航行するドローンを見失う危険性があった。
そこで、安全安心に自動航行しつつ、かつ効
と、毎回自動航行しても、同じ高度と経路で空撮
る形式に変換して貼り付ける。
④藻場の経年変化は、前出のQGISにより解析画像から確認した。
率よく空撮するための設定方法についてさらに研究を行った。
できるようになったが、自動航行するドローンを
③スマホや iPAD で現地を撮影し、GPS 情報を

図 4 DJI の GSPRO によるドローンの空撮範囲
図4

DJI の GSPRO によるドローンの空撮範囲

図 4 DJI の GSPRO によるドローンの空撮範囲
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藻場マッピングの方法について
図5
5 藻場マッピングの方法について
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元気いっぱい！ 水産高校生の活動
図7 海洋資源科に提供した複数枚のドローン空撮画像を合成した
図7 海洋資源科に提供した複数枚のドローン空撮画像を合成した画像

利用することで、現地で撮影した調査画像を
直接 GoogleEarthPRO や AvenzaMap に貼り付
けることを可能とし、調査画像をマップ（地図）
化する。
④藻場の経年変化は、前出の QGIS により解析画
図 5 藻場マッピングの方法について
像から確認した。

図 88 ラミネート加工した空撮合成画像に海洋資源科
図
ラミネート加工した空撮合成画像に海洋資源科が藻場調査
が藻場調査時に記載したアマモ・コアマモの分
図 8 ラミネート加工した空撮合成画像に海洋資源科が藻場調査時に記
布状況

図 6 Agisoft 社製 Metashape による画像合成
図6 Agisoft社製Metashapeによる画像合成

4）藻場のマッピング画像の利用促進

本校海洋資源科が藻場調査を行っており、3 年
前より連携している。そこで、藻場調査に効率的
に藻場画像を利用してもらうにはどのような方法
4）藻場のマッピング画像の利用促進
があるかを考えた。
本校海洋資源科が藻場調査を行っており、
当初、空撮画像を紙媒体で提供した（図
7）。 3 年前より連携している。そこで、藻場調査に効率的に藻場画
像を利用してもらうにはどのような方法があるかを考えた。
しかし、現在位置と藻場の位置の照合が難しいこ
当初、空撮画像を紙媒体で提供した（図 7）。しかし、現在位置と藻場の位置の照合が難しいことが分か
とが分かった。そこで、空撮画像をプリントアウ
トし、ラミネートすることで観察後のデータの記
った。そこで、空撮画像をプリントアウトし、ラミネートすることで観察後のデータの記録を取ることは
録を取ることは容易となった（図
8）。しかし、
容易となった（図 8）。しかし、これもその後のデータ処理に活かせないことが分かり、現地で空撮画像の
図 9 図9
AvenzaMap を利用した GPS トラックによるボー
AvenzaMapを利用したGPSトラックによるボートの軌
これもその後のデータ処理に活かせないことが分
トの軌跡
図9
AvenzaMapを利用したGPSトラックによるボートの軌跡
地図上の現在地をスマホで表示できる Avenza 社製アプリケーションソフト
AvenzaMap を利用してもら
かり、現地で空撮画像の地図上の現在地をスマホ
った（図 9）。作成した藻場画像を地図として利用でき、スマホや iPad 上で藻場や現在地などの調査場所
で表示できる Avenza 社製アプリケーションソフ
で表示可能となる。また、ボートの軌跡とし調査
の利用方
ト を地図上で表示可能となる。また、ボートの軌跡とし調査経路として記録するため、AvenzaMap
AvenzaMap を利用してもらった（図 9）。作成
経路として記録するため、AvenzaMap の利用方
法について研究を行った。
した藻場画像を地図として利用でき、スマホや
法について研究を行った。
iPad 上で藻場や現在地などの調査場所を地図上

５

研究結果

1）ドローンによる藻場の撮影飛行
Metashape（ 図 10） と DJI の GSPRO の ２ つ
のアプリケーションソフトを利用することで、藻
場の範囲を効率よく自動航行で飛行させ、空撮し、
三谷温泉周辺の藻場画像を作成することが可能と
なった。しかし、自動航行で広範囲をドローンが
飛行するため、注視しておかなければドローンを
見失うので観察者を複数人必要とすることがわか
った。
適切な撮影時については、干潮で風が弱く、凪
で海面が波だっていないほうがはっきりと藻場を
図 7 海洋資源科に提供した複数枚のドローン空撮画
図7 像を合成した画像
海洋資源科に提供した複数枚のドローン空撮画像を合成した画像
空撮することができた。また、太陽が高い時間帯
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5．研究結果
5．研究結果
1）ドローンによる藻場の撮影飛行
1）ドローンによる藻場の撮影飛行
Metashape（図 10）と D J I の GSPRO の２つのアプリケーションソフトを利用することで、藻場の範囲
である。
ではハレーションにより太陽光が反射して撮影さ
Metashape（図 10）と D J I の空撮し、
GSPRO
の２つのアプリケーションソフトを利用することで、藻場の範囲
を効率よく自動航行で飛行させ、
三谷温泉周辺の藻場画像を作成することが可能となった。
しかし、
を効率よく自動航行で飛行させ、空撮し、三谷温泉周辺の藻場画像を作成することが可能となった。
しかし、
今後も、Metashape、GoogleEarthPRO、Avenza
れてしまうため、早朝に空撮すると良いことがわ
自動航行で広範囲をドローンが飛行するため、注視しておかなければドローンを見失うので観察者を複数人
自動航行で広範囲をドローンが飛行するため、注視しておかなければドローンを見失うので観察者を複数人
Map
および
QGIS
を継続して利用し、現地調査
かった。昼頃の撮影の場合には、太陽の反射光が
必要とすることがわかった。
必要とすることがわかった。
での活用やさらに広範囲の藻場面積を解析し、藻
カメラに直接入らないように撮影時間によりカメ
適切な撮影時については、干潮で風が弱く、凪で海面が波だっていないほうがはっきりと藻場を空撮するこ
適切な撮影時については、干潮で風が弱く、凪で海面が波だっていないほうがはっきりと藻場を空撮するこ
場マッピングを効率よくできるように研究してい
ラの角度を変えると良かった。
とができた。また、太陽が高い時間帯ではハレーションにより太陽光が反射して撮影されてしまうため、
早朝
とができた。また、太陽が高い時間帯ではハレーションにより太陽光が反射して撮影されてしまうため、
早朝
きたい。
に空撮すると良いことがわかった。昼頃の撮影の場合には、太陽の反射光がカメラに直接入らないように撮
2）空撮画像からの藻場の輪郭・面積の取得
に空撮すると良いことがわかった。昼頃の撮影の場合には、太陽の反射光がカメラに直接入らないように撮
影時間によりカメラの角度を変えると良かった。
QGIS のアプリケーションソフトにより、調査
影時間によりカメラの角度を変えると良かった。
2）空撮画像からの藻場の輪郭・面積の取得
対象の藻場の面積を空撮画像から解析したとこ
2）空撮画像からの藻場の輪郭・面積の取得
QGIS のアプリケーションソフトにより、
調査対象の藻場の面積を空撮画像から解析したところ、
指定した
ろ、指定した計測範囲では
2019 年 4 月は
1,444
２
２
QGIS
のアプリケーションソフトにより、
調査対象の藻場の面積を空撮画像から解析したところ、
計測範囲では 2019
年 4年月は
1,444ｍ
だった藻場が 2020 年 6 月は 9,922ｍ と増加し、2021 年の 指定した
6 月には
㎡だった藻場が
2020
6 月は
9,922㎡と増加し、
２
２
計測範囲では
2019 年 4 月は 1,444ｍ だった藻場が
2020 年 6 月は 9,922ｍ２と増加し、2021 年の 6 月には
5,284ｍ
と減少していることがわかった（図
11）。昨年度藻場が増加し、今年度減少した理由は現在調査中
2021 年の
6 月には 5,284㎡と減少していることが
5,284ｍ２と減少していることがわかった（図 11）。昨年度藻場が増加し、今年度減少した理由は現在調査中
である。
わかった（図
11）
。昨年度藻場が増加し、今年度
図 12 GoogleEarthPRO による令和３年６月
である。
減少した理由は現在調査中である。
図 12 GoogleEarthPRO
による令和３年６月
の三谷温泉周辺の藻場画像の貼り付け
の三谷温泉周辺の藻場画像の貼り付け

図 10 Metashape により作成された令和３年６月
図
により作成された令和３年６月の
図 10
10 Metashape
Metashape
により作成された令和３年６月
の三谷温泉周辺の藻場の合成画像
三谷温泉周辺の藻場の合成画像
の三谷温泉周辺の藻場の合成画像

4）藻場のマッピング画像の利用促進
4）藻場のマッピング画像の利用促進
藻場の空撮画像をAvenzaMapで藻場マップとして利用し、さらにiPADの
図 12 GoogleEarthPRO による令和３年６月の三谷温
藻場の空撮画像をAvenzaMapで藻場マップとして利用し、さらにiPADの
調査場所をすぐにiPADで確認した。また、撮影画像などの調査記録を藻場マ
図 12泉周辺の藻場画像の貼り付け
GoogleEarthPRO による令和３年６月
調査場所をすぐにiPADで確認した。また、撮影画像などの調査記録を藻場マ
ことが可能になり、調査場所や調査記録がとても分かりやすくなった。また
の三谷温泉周辺の藻場画像の貼り付け
4）藻場のマッピング画像の利用促進
ことが可能になり、調査場所や調査記録がとても分かりやすくなった。また
の画像もG
P S内蔵のカメラを海洋資源科の課題研究で利用してもらうこと
藻場の空撮画像を
AvenzaMap で藻場マップと
の画像もG
P S内蔵のカメラを海洋資源科の課題研究で利用してもらうこと
置を後から確認することも可能となった。（図13、14）
4）藻場のマッピング画像の利用促進
して利用し、さらに
iPAD
の GPS を利用するこ
置を後から確認することも可能となった。（図13、14）
藻場の空撮画像をAvenzaMapで藻場マップとして利用し、さらにiPADのG
とで、藻場の調査場所をすぐに iPAD で確認した。
調査場所をすぐにiPADで確認した。また、撮影画像などの調査記録を藻場マ
ことが可能になり、調査場所や調査記録がとても分かりやすくなった。また
の画像もG P S内蔵のカメラを海洋資源科の課題研究で利用してもらうことに
置を後から確認することも可能となった。（図13、14）

図 13 iPADのGPSを利用し、AvenzaMap上にピンを立て、調査画像を添
iPAD の GPS を利用し、AvenzaMap 上にピンを
図13
立て、調査画像を添付したもの
図13 iPADのGPSを利用し、AvenzaMap上にピンを立て、調査画像を添
図図
1111 平成
3131
年年
4 月と令和
2 年2 6年月、令和
3 年36年
月6 月における藻場の経年変化
平成
4 月と令和
6 月、令和
図 11 における藻場の経年変化
平成 31 年 4 月と令和 2 年 6 月、令和 3 年 6 月における藻場の経年変化

3）藻場のマッピング
3）藻場のマッピング

3）藻場のマッピング
3 年前より三谷温泉周辺の藻場の空撮を行って
年前より三谷温泉周辺の藻場の空撮を行っており、昨年度、GoogleEarthPRO
上に藻場のマッピングを
図13 iPADのGPSを利用し、AvenzaMap上にピンを立て、調査画像を添付
3
3 年前より三谷温泉周辺の藻場の空撮を行っており、昨年度、GoogleEarthPRO
上に藻場のマッピングを
行った藻場は（図
12）、フィールド調査により、ほとんどがコアマモのみであった。昨年度に比べ広範囲に
おり、昨年度、GoogleEarthPRO 上に藻場のマッ
２
行った藻場は（図
12）、フィールド調査により、ほとんどがコアマモのみであった。昨年度に比べ広範囲に
藻場が生育しているが、今年度は昨年度に比べ、調査範囲で 4,500ｍ 近く減少していることがドローンの空
ピングを行った藻場は（図 12）
、フィールド調査
藻場が生育しているが、今年度は昨年度に比べ、調査範囲で 4,500ｍ２近く減少していることがドローンの空
撮と画像解析よる経年変化で分かった。一昨年度は台風の影響により藻場が生育しなかったのではないかと
により、ほとんどがコアマモのみであった。昨年
撮と画像解析よる経年変化で分かった。一昨年度は台風の影響により藻場が生育しなかったのではないかと
考えているが、今年度の藻場の減少の理由については調査中である。
度に比べ広範囲に藻場が生育しているが、今年度
考えているが、今年度の藻場の減少の理由については調査中である。
今後も、Metashape、GoogleEarthPRO、AvenzaMap および QGIS を継続して利用し、現地調査での活用
は昨年度に比べ、調査範囲で
4,500㎡近く減少し
今後も、Metashape、GoogleEarthPRO、AvenzaMap
および QGIS を継続して利用し、現地調査での活用
やさらに広範囲の藻場面積を解析し、藻場マッピングを効率よくできるように研究していきたい。
ていることがドローンの空撮と画像解析よる経年
やさらに広範囲の藻場面積を解析し、藻場マッピングを効率よくできるように研究していきたい。

変化で分かった。一昨年度は台風の影響により藻
場が生育しなかったのではないかと考えている
が、今年度の藻場の減少の理由については調査中
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図 14 AvenzaMap上に添付した調査画像
AvenzaMap 上に添付した調査画像
図14
図14 AvenzaMap上に添付した調査画像

図14

AvenzaMap上に添付した調査画像

2022/03/17 11:55

をマッピングできるようにしていきたい。
AvenzaMap の利用で空撮画像を藻場の地図として利用できることが
影した GPS の位置情報を利用し、直接 AvenzaMap や Google Earth
ッピングの情報として追加できることが分かった。
また、企業や大学、市民活動団体などが保有するオープンデータの
元気いっぱい！ 水産高校生の活動
河オープンデータポータルサイト「Open
Data HIGASHI-MIKAWA」
イトに藻場マッピングしたデータをアップロードし、誰でも利用でき
ことで、地域課題の解決に繋げ、社会貢献を目指
また、撮影画像などの調査記録を藻場マップにピ に繋げ、社会貢献を目指した。
ンを立てて直接残すことが可能になり、調査場所
や調査記録がとても分かりやすくなった。また、
潜水によるフィールド調査時の画像も GPS 内蔵
のカメラを海洋資源科の課題研究で利用してもら
うことにより、AvenzaMap 等に調査位置を後か
ら確認することも可能となった。（図 13、14）

６

した。

考察

DJI の GSPRO と呼ばれるアプリケーションソ
フトの利用により、毎回同じ高度と経路で、効率
の良い空撮が可能になった。しかし、藻場の空撮
を行うためには、天候が凪で潮位が低く海底の海
図 15 東三河オープンデータポータルサイト
東三河オープンデータポータルサイト
藻・海草が見やすいタイミングが重要であった。 図１15
「Open Data HIGASHI-MIKAWA」
それには、時間的制限があるため安全航行に注意
「Open Data HIGASHI-MIKAWA」
し、空撮する必要があることが分かった。
現在はまだ藻場画像の利用者が少ないため、藻
QGIS というアプリケーションソフトを利用
場マッピングの方法の是非や藻場マッピングをど
現在はまだ藻場画像の利用者が少ないため、藻場マッピングの方法
し、藻場の面積を求められるようになった。しか
のように水産関係者に利用してもらうか、今後検
水産関係者に利用してもらうか、今後検討していく必要がある。
し、海面の潮位が高い時や天候が曇天の場合など
討していく必要がある。
においては海色と藻場の色が近似して藻場の輪郭
が捉えづらいということも分かった。定期的に空 7．あとがき
７ あとがき
藻場調査については今年度もコロナウイルスや天候不順が続き、高
撮を行うことで藻場の経年変化の調査が可能とな
潮汐時間に合わせた活動も困難であり、多くの藻場の空
ったので、藻場の増減について今後も継続して調 は制約があり、
藻場調査については今年度もコロナウイルスや
査する必要がある。また、藻場の有無については QGIS
天候不順が続き、高校生が部活動・課題研究で行
を利用した藻場の面積を求める方法については、より効率的な方
空撮画像で確認できるが、アマモとコアマモの違 をしていきたい。その中でも本校近くの藻場について
う時間には制約があり、潮汐時間に合わせた活動
3 年間の経年変
いについては空撮では分からないため、両種の反
も困難であり、多くの藻場の空撮をすることがあ
減は一部の場所でしか調査していないため、どのような環境変化によっ
射率の違いなどの教師付きデータによりさらに研
まりできていない。QGIS を利用した藻場の面積
より専門的な本校海洋資源科や愛知県水産試験場などと連携し、今後
究を深めていきたい。
を求める方法については、より効率的な方法があ
Agisoft の Metashap お よ び GoogleEarthPRO ていきたい。また、近年発展が著しい水中ドローンなども活用し、三
ると考えられるのでさらに研究をしていきたい。
できるように研究をさらに深めていきたい。
いうアプリケーションソフトの利用により、藻場
その中でも本校近くの藻場について 3 年間の経年
のマッピング化が可能となり、経年変化の確認に
変化を解析することができた。藻場の増減は一部
も利用できることが分かった。現在は Google
の場所でしか調査していないため、どのような環
EarthPRO には三谷温泉周辺の藻場画像しか空撮
境変化によって増減しているのか分からないた
できていないため、今後はより多くの藻場の空撮
め、より専門的な本校海洋資源科や愛知県水産試
を行い、三河湾の広範囲の藻場をマッピングでき
験場などと連携し、今後も継続して藻場の空撮と
るようにしていきたい。
調査を継続していきたい。また、近年発展が著し
AvenzaMap の利用で空撮画像を藻場の地図と
い水中ドローンなども活用し、三河湾の藻場調査
して利用できることが分かった。また、スマホや
を安全に行い地域貢献できるように研究をさらに
iPAD で撮影した GPS の位置情報を利用し、直
深めていきたい。
接 AvenzaMap や Google EarthPRO に 貼 り 付 け
ることができ、藻場マッピングの情報として追加
参考文献
１）宙畑 SORABATAKE
できることが分かった。
https://sorabatake.jp/5192/
また、企業や大学、市民活動団体などが保有す
２）東三河オープンデータポータルサイト
るオープンデータの活用を促進するための専用サ
「Open Data HIGASHI-MIKAWA」
イト東三河オープンデータポータルサイト「Open
２）
https://opendatatoyohashi.jp/
Data HIGASHI-MIKAWA」 がある（図 15）。
そこで、このサイトに藻場マッピングしたデータ
をアップロードし、誰でも利用できるようにする
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第40回全国豊かな海づくり大会
〜食材王国みやぎ大会〜
「よみがえる 豊かな海を 輝く未来へ」
をテーマに
令和3年10月3日に宮城県で開催
１

開催の意義

新型コロナウイルス感染症の影響により、一年
延期された「第４０回全国豊かな海づくり大会
～食材王国みやぎ大会～」が、天皇皇后両陛下の
オンラインによる御臨席のもと、令和３年１０月
３日（日）に宮城県で開催されました。
宮城県は、東北地方の南東部に位置し、東は太
平洋に面し、西部は奥羽山脈、北東部には北上山
地、南部には阿武隈山地が連なり四季折々の姿を
見せ、中央部の仙台平野には北上川、阿武隈川と
いった大きな河川が流れ、肥沃な大地は日本有数
の穀倉地帯となっています。
また、宮城の海は、世界有数の三陸沖漁場の南
方に広がり、沖合には季節ごとに行き交う黒潮、
親潮が豊富な海の幸を運んできます。水産業は、
豊かな食と生活を実現しながら、固有の風土や文
化も育んでおり、震災以前は、全国第２位を誇る
漁業生産量を背景に、全国各地に良質な水産物を
安定的に供給する役割を担ってきました。加えて、
水産業は漁獲、水揚げ、流通及び加工の各段階で

大会公式ポスター

多種多様な産業を構築しており、本県経済、とり

しかしながら、平成２３年３月１１日に東日本

わけ沿岸地域の振興に重要な役割を果たしてきま

大震災が発生し、県内に１４２ある漁港の全てが

した。

被災したほか、本県で営まれている様々な漁業、
沿岸部に集積していた流通・加工に関する産業は
壊滅的な被害を受けました。これにより、漁業生
産量は震災前に比べ半減するとともに、水産加工
関連事業所も激減しました。
そこで宮城県では、平成２３年度から令和２年
度までの１０年間で復興を成し遂げるための道筋
を示す「宮城県震災復興計画」や、本県水産業の
復旧・復興に向けた取組の継続・強化と新たな水
産業の創造を視点に「水産業の振興に関する基本
大会キャラクター 「むすび丸」
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事業者等から多くの支援を受けながら、県民一体
となって早期の復旧・復興に取り組んでまいりま
した。
こうした中、本県において「全国豊かな海づく
り大会」を開催できたことは、東日本大震災で全
国の皆様からいただいた数多くの御支援に対する
感謝の想いと復興が進んだ本県水産業の姿を全国
に伝える絶好の機会となりました。
なお、大会を通して、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止の観点から、招待者数を 1,000
名以下にする（当初計画 3,000 名）など、開催規

天皇皇后両陛下の御臨席

模を大幅に縮小したほか、運営スタッフを含めた

その後、寺沢春彦宮城県漁業協同組合代表理事

全ての参加者に対して事前の体調管理と検温の徹

組合長の開会のことばで式典の幕が開き、宮城県

底、大会中におけるマスクの常時着用、移動バス

出身・在住でシンガーソングライターの熊谷育美

や会場の座席指定などを実施してまいりました。

さんの国家独唱、大島理森全国豊かな海づくり大

２

会会長（衆議院議長）と村井嘉浩宮城県知事の主

式典行事

催者あいさつ、齋藤正美石巻市長の歓迎のことば

石巻市複合文化施設「マルホンまきあーとテラ

が続きました。

ス」を会場に、天皇皇后両陛下のオンラインによ

天皇陛下からは、「この大会が、海や漁業への

る御臨席を仰ぎ、県内外の招待者３７１名が参加

関心と理解を深め、豊かな海づくりを目指して更

し、式典行事を開催しました。

に多くの人々が協力していくための契機となるこ
とを願い、挨拶といたします。」との『おことば』

（１）プロローグ

をいただきました（全文は別掲）。

プロローグでは、ナ
ビゲーターに宮城県出
身で女優の鈴木京香さ
んを迎え、
「創造的復興
の海への新たな船出 ～
東日本大震災を乗り越

プロローグの様子

え、宮城の海の豊かさを創りだす人々の輪～」を
テーマとして、宮城の豊かな海、そして四季を彩
る海の恵みと浜の伝統・文化を紹介した後、大震
災を乗り越え、創造的復興の海を創りだしていく
県民の想いと試み、国内外からの支援に対する感
謝の気持ちを映像と音楽によりストーリー性を持
たせて表現しました。

天皇陛下のおことば

功績団体と作品コンクール受賞者代表の表彰の
後、最優秀作文の発表では、石巻市立蛇田小学校
４年生の大森心結さんが「わたしの体は海ででき

（２）式典行事
開式に先立ち、東日本大震災の犠牲者に哀悼の

ている」を朗読し、大会記念放流稚魚等のご紹介
では、石巻市立桜坂高等学校生徒の介添えにより、

意を表して、参加者全員で１分間の黙祷を捧げま
した。
大会旗入場では、地元石巻市のひばり幼稚園鼓
隊の先導で宮城県水産高等学校旗手団が入場し、
旗手団長から石川光次郎宮城県議会議長へ大会旗
が手渡されました。

最優秀作文の発表
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石森隼人さん、鈴木颯太さん、工藤忠司さん、千

式典終了後、遠藤信哉宮城県副知事から、功績

葉純一さんに、それぞれマガキ・ノリ・エゾアワ

団体表彰受賞者と作品コンクール受賞者へ表彰状

ビ・イワナをご紹介いただきました。

の授与が行われました。

なお、稚魚等のご紹

その後、鈴木京香さんと熊谷育美さんが再度登

介 で 使 用 し た 容 器 は、

壇し、お二人の震災当時の体験や復興への想い、

「宮城伝統こけし」を活

未来への希望などが語られました。

用して制作し、FSC 認

エンディングは、熊谷育美さんが本大会のため

証の県産スギ材のお盆

に制作したイメージソング「海よ」を披露し、宮
ご紹介用の容器

に乗せることで、海と
森の繋がりを表現しました。

城県仙台南高等学校音楽部合唱団のコーラス（映
像出演）とともに、宮城県各地の情景や子ども

海づくりメッセージでは、１１人の漁業者・水

達の笑顔、そして広く

産加工業者・林業者の方々に映像を交えて登場

美しい宮城の海がスク

していただき、震災から１０年間の復興の歩みを

リ ー ン に 映 し 出 さ れ、

踏まえた自らのチャレンジや、未来への決意をリ

会場全体を感動の渦に

レー形式で発表しました。

包みながら幕を下ろし
ました。
３

イメージソング 「海よ」

海上歓迎・放流行事

海上歓迎・放流行事会場の「石巻市水産物地方
卸売市場石巻売場（石巻魚市場）」と「石巻漁港」
では、３６６名の招待者の皆様をお招きし、各企
業・団体様からの協賛品や県内市町村提供の特産
品により、おもてなしを行いながら、式典行事の
録画映像をご覧いただきました。
海づくりメッセージの発表

式典の締めくくりは、岸宏豊かな海づくり大会

その後、式典行事に参加された招待者も合流し、
合わせて７３７名の皆様に、選りすぐりの県産食
材により製作した大会記念弁当『食材王国みやぎ

推進委員会会長（全国漁業協同組合連合会代表理

まるごと御膳』をご賞

事会長）による大会決議が満場の拍手をもって採

味いただきました。

択され、大会旗を村井知事から次期開催県の齋藤
元彦兵庫県知事に引き継ぎ、石川県議会議長の閉
会のことばで閉式となりました。
大会記念弁当 「食材王国
みやぎまるごと御膳」

（３）エピローグ
（１）海上歓迎行事

式典行事同様に、天皇皇后両陛下のオンライ
ンによる御臨席を仰ぎ、「雄勝町伊達の黒船太鼓
保存会」（石巻市）による勇壮な歓迎太鼓演奏と、
航空自衛隊第４航空団所属の第１１飛行隊「ブ
ルーインパルス」の祝賀飛行で海上歓迎行事の幕
を開けました。
漁船パレードでは、水産県宮城が誇る漁業取締
エピローグの様子
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乗り越えたエピソードを交えながら招待者の皆様

として譲り受けました。

を歓迎しました。

上段 ： 御放流の様子
下段 ： ホシガレイ （左） とヒラメ

天皇皇后両陛下の御臨席

そして、誓いの言葉では、石巻市立寄磯小学校
代表児童が「美しく豊かな海を復興への感謝の気
持ちと一緒に守り、育てていきます。」と力強く
宣言し、天皇陛下からの『おことば』をもって大
会行事の全てが無事に終了しました。
歓迎演奏
「伊達の黒船太鼓」

祝賀飛行
「ブルーインパルス」

御放流台全景

４

誓いの言葉

リモート会場等

コロナ禍での大会開催となったことで、式典行
事等への招待者規模は縮小せざるを得なくなりま
したが、一人でも多くの方に大会を肌で感じてい
漁船パレードの様子

ただけるよう、仙台市内に特設の「リモート会場」
を設営し、１２９名の招待者の皆様に中継映像を

このほかにも、歓迎装飾として石巻魚市場前岸

ご覧いただくという形でご参加いただきました。

壁では宮城県沖合底びき網漁業協同組合の所属船

また、ＪＲ仙台駅構内においては、県産の水産

が、石巻漁港（西港）では宮城県近海底曳網漁業

物・林産物を取り揃えた販売会「仙台エキナカイ

協同組合の所属船が、大漁旗を掲げて皆様をお迎

ベント」を開催しました。

えしました。
（２）放流行事
続いて行われた稚魚の御放流では、宮城県で生
産している種苗の中から選定された「ホシガレイ」
と「ヒラメ」が、大島大会会長をはじめとした全

リモート会場の様子

招待者の皆様により放流されました。
メインの御放流台は、令和元年に開催された「第
３９回あきた大会」で使用されたものです。秋田
杉の柾目材を用いた大変美しい作品で、東北の絆

５

仙台エキナカイベントの様子

宮城大会の特色（開催に込めた想い）

開催に当たっては、震災から１０年、そして
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４０回目の大会という二つの節目に当たり、強い
決意を持って臨むとともに、水産業・林業をはじ
めとする各業界の団体や企業の皆様から多大なご
協力をいただいてきました。
また、内陸も含めた全ての市町村との連携も図
り、オール宮城として総力を挙げて取り組んでき
ました。
大会テーマである「よみがえる 豊かな海を 輝
く未来へ」のもと、基本方針に以下４つの柱を立
て企画・運営を進めてきました。
（１）東日本大震災からの復興状況の発信

宮城県知事賞受賞作品 「たのしいうみ」
（絵画 ・ 小学校低学年の部）

（２）豊かな自然環境の保全
（３）多様な漁業を中心とした水産業の発展と地

（２）豊かな海づくりキャラバン
大会の機運醸成に繋げることを目的に、海や魚

域の活性化
（４）食材王国みやぎの発信

に関連したイベントのほか、集客力の高いイベン
トと連携を図り、県内各地でキャラバン活動を全

特に注力した点としては、世界三大漁場といわ

３５回行いました。

れる三陸沖漁場を背景とした豊穣な海への感謝、
震災の悲しみから立ち上がり復興に邁進してきた
県民の姿、全国・世界中から数えきれないほど寄

（３）大会記念リレー放流
県内の小中学校を対象に、海面ではホシガレイ、

せられた支援への感謝、そして輝きを取り戻しつ

内水面ではヤマメなどの稚魚放流を全２４回開催

つある宮城の海と明るい未来を次代に引き継ぐ決

し、約８百名の児童・生徒が参加、約２万６千尾

意、こうした想いや願いを伝える大会にしたいと

の稚魚を放流しました。

考えてきました。
また、本大会では、豊かな自然環境の保全を「森
と海の繋がり」や「脱プラスチック」で表現した
いと意識してきました。林業関係の団体・企業の
皆様の協力を得て、会場は多くの木製品や紙製品
で彩られ、招待者の皆様に木の温もりを感じてい
ただけたことと思います。

大会記念リレー放流の様子

（４）魚食・食育普及活動
大会理念の水産資源保護や環境教育、家庭での
魚食普及を目的に、各関係団体と連携し出前講座
や料理教室などを全１０回開催しました。
県産材に仙台箪笥金物を
あしらった司会者台

６

ＣＬＴ製の報道取材台

また、宮城県庁内レストランにおいて、毎月開
催している「みやぎ水産の日」に、チラシやグッ
ズを配布し、大会ＰＲを行ってきました。

開催までの歩み

（１）作品コンクール
当初開催予定であった令和２年と、一年延期し
た令和３年の二か年に渡り作品を募集し、作文・
絵画・習字の応募総数は２，８７９点を数えまし

魚食普及活動の様子

た。
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（５）大会開催記念イベント

小学生等で記念放流を行いました。それぞれマガ

大会のプレイベントとして、令和元年１０月に

キは石巻湾内に、ノリは松島湾内に、エゾアワビ

『豊かな海づくりフェスタ２０１９』を、令和３

は志津川湾内に、イワナは八幡川（南三陸町）に

年２月に『開催記念イベント』を、同じく６月に

放流されています。

『１００日前イベント』を開催しました。各イベ
ントでは、多くの県民の皆様に「魚とのふれあい」
や「ステージイベント」にご参加いただいたほか、
ギネス世界記録に認定された「魚の折り紙のモザ
イクアート」や「大会イメージソング」の披露も

大会記念放流稚魚等の放流の様子

行いました。
（２）大会理念の継承
今回の大会開催を一過性のものとせず、理念を
次代に継承するため、子ども達による稚魚放流や
森との繋がり、ブルーカーボンや脱プラスチック
への取組、海浜清掃ボランティアとの連携など、
海づくりフェスタ
２０１９の様子

ギネス記録に認定された
「魚の折り紙モザイクアート」

（６）ブルーカーボンオフセットみやぎ
大会協賛金等を活用し、ブルーカーボンオフ
セットのモデル事業として、大会開催により発生
した一定割合のＣＯ２を吸収（オフセット）する
ための藻場造成を行いました。

豊かな海づくり活動の継続・発展を推進します。
８

結びに

今回の大会は、前例のないコロナ禍における開
催となり、関係者・招待者の皆様にはご不便・ご
迷惑をおかけしたことと思います。
大会の慣例となっている歓迎レセプションや関
連行事など、一部行事の中止も余儀なくされま
したが、天皇皇后両陛下にオンラインで御臨席い

（７）海洋プラスチックごみ対策

ら多くの皆様をお迎えして無事に開催できたこと

全国一斉海浜清掃旗

を、この上ない喜びと感じています。

揚げ式への参加のほか、

震災から１０年、宮城の海はかつての輝きを取

「宮城海ごみなくし隊」

り戻しつつあります。当たり前にある日常への感

などの地域のボランティ
ア団体等と連携し、海

ただけたこと、規模縮小にはなりましたが全国か

海浜清掃参加の様子

浜清掃に参加してきました。

謝、豊饒な海への感謝、そして復興に際して寄せ
られたご支援への感謝を忘れることなく、今大会

また、１００日前イベントにおいても、「海洋

の「よみがえる 豊かな海を 輝く未来へ」のテー

プラスチックごみに関するシンポジウム」を開催

マのように、宮城の将来像・本県水産業の明るい

しました。

未来を描いてまいります。
末筆になりますが、大会開催に当たりご尽力を
いただきました関係各方面の皆様、多大なご協賛・
ご協力をいただきました各企業・団体の皆様に、
改めて深く感謝を申し上げます。

全国一斉海浜清掃旗揚げ式

７

シンポジウムの様子

大会を終えて

（１）大会記念放流稚魚等の放流
式典行事において参加者の皆様にご紹介した
「大会記念放流稚魚等」は、紹介者の各氏と地元
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天皇陛下のおことば
第４０回全国豊かな海づくり大会に、オンラインという形で、皆さんと共に出席できることを大変
うれしく思います。
四方を海に囲まれた我が国は、古くから豊かな海の恵みを享受してきました。また、山や森から河
川や湖を経て海へ至る自然環境と、そこに育まれる生命や文化は、私たちに様々な恩恵をもたらして
くれます。この豊かな海の環境を保全するとともに、水産資源を適切に保護・管理し、海の恵みと海
に関わる文化を次世代に引き継いでいくことは、私たちに課せられた大切な使命であります。
は
今回で４０回を数える本大会が果たしてきたこのような役割と意義に思いを馳せ、大会に携わって
こられた多くの関係者の努力を多といたします。
今大会の開催地宮城県は、沖合で親潮と黒潮が交わり、サンマやカツオ、マグロなどの海の幸に恵
まれてきました。また、沿岸では、カキやノリ、ギンザケなどの養殖が盛んに行われ、全国有数の生
産地となっています。
その宮城県では、今から１０年前に東日本を襲った巨大地震とそれに伴う津波により、１万人以上
の尊い命が失われました。また、多くの家屋やあらゆる産業基盤にも甚大な被害が発生しました。震
災後、皇后と共に訪れた被災地の光景は、今も目に焼き付いて、私たちの脳裏を離れることはありま
せん。この震災によって亡くなられた方々に対し、深く哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた
全ての方々に対し、改めて心よりお見舞いを申し上げます。
震災発生から今日まで、数多くの被災者が共に助け合い、また、国内外から多くの支援を受けながら、
復興への歩みが進められてきました。その地において、震災を乗り越えて、初めて全国豊かな海づく
り大会が開催されることは誠に意義深く、復興に向けた地域の人々のこれまでのたゆみない努力と関
係者の尽力に深く敬意を表します。
現在、宮城県では、
「環境と調和した持続可能で活力ある水産業の確立」を目指し、稚魚の育成や放流、
藻場の造成など、水産資源の回復を図る取組が積極的に行われるとともに、海浜清掃や植林活動など、
海の環境を保全する取組も進められていると聞き、心強く思っています。
本日表彰を受けられる方々を始め、全国各地において日頃から豊かな海づくりに尽力されている皆
さんの活動が、今後も多くの人々によって支えられ、更に発展していくことを期待します。
私たちは、今もなお、新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な困難に直面しています。水
産業に携わる皆さんの御苦労もいかばかりかと思いますが、私たちが皆で心を一つにし、力を合わせ
てこの試練を乗り越えていくことを心から願います。
「よみがえる 豊かな海を 輝く未来へ」をテーマとするこの大会が、海や漁業への関心と理解を
深め、豊かな海づくりを目指して更に多くの人々が協力していくための契機となることを願い、挨拶
といたします。

大 会 決 議
私たち日本人は古来より自然を尊び、海・川・
森と共存しながら生業を営んできた。そして、
共存からもたらされる海の恵みは、人々の命を
つなぎ、彩りある多様な魚食文化を育んできた。
とりわけここ宮城県は、世界三大漁場のひと
つ金華山・三陸沖の漁場を有し、豊穣の海から
良質な水産物を国民に提供する重要な役割を果
たすとともに、未曾有の災害をも乗り越え、復
興を果たしてきた。
私たち水産関係者は、被災地の方々とともに、
環境を守り、水産資源の持続的な利用を通じて、

将来にわたって、豊かな海を子どもたちにつな
いでいく責務がある。
本年は、ここ宮城県において、「よみがえる
豊かな海を 輝く未来へ」を合言葉に、東日本
大震災から復興した姿を示すとともに、自然と
の共存を通じ、持続的な漁業の実現に努めてい
くことを、ここに決議する。
令和３年１０月３日

第４０回全国豊かな海づくり大会

宮城県 水産林政部
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令和４年度予算概算決定（栽培漁業関係）の概要について
水産庁栽培養殖課

はじめに

②

栽培漁業企画班

環境変化に対応した種苗生産・放流技術の
改良

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、栽培漁業基本方針を策定し取組を進

海水温上昇等の環境変化に伴い、生息域が拡大

めることとしており、令和 4 年度からは、令和 4

している栽培対象種がみられる一方で、種苗生産

年 3 月に策定予定の水産基本計画や、同年 6 月に

状況の悪化や放流効果の低下がみられる栽培対象

策定予定の第 8 次栽培漁業基本方針に基づき、漁

種があります。このため、種苗生産技術が確立し

獲管理との一体的な取組、放流効果の検証に基づ

ていない海域において、従来の種苗生産技術を適

く対象種の重点化を踏まえた効果的な栽培漁業の

応させるための改良や現在の海洋環境に適した放

推進、共同種苗生産体制の構築等の取組を進める

流時期・適地等の見直し等、環境変化に対応した

こととしています。

種苗生産・放流技術改良の取組への支援を行いま
す。

令和4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
栽培漁業関連予算は、本事業のうち、「1．資源

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、たとえば、資源回復に向けて漁獲管理に取り

回復に向けた種苗生産・放流」です。

組んでいるものの、資源の回復には至っておらず、

①

加えて、種苗生産技術がないため、これまで種苗

遺伝子解析による広域種の資源造成効果の検
証、適切な放流費用負担体制構築支援

放流が行われていない魚種について、漁業者から

栽培漁業については、資源管理の一環として実

の種苗生産・放流技術開発の要望が強く寄せられ

施し、漁獲管理等の取組とも連携しつつ、資源造

ている魚種もあります。そこで、都道府県単独で

成・回復効果の高い手法や対象種の重点化を図る

は技術開発が難しい栽培対象種については、人工

ことが必要です。

種苗の量産及び放流技術の開発を促進し、漁獲管

このため、広域種については、遺伝子解析等に

理と一体となって早急な資源回復を図ることによ

よる資源造成効果の検証や放流費用負担体制構築

り、漁業者の所得向上に繋げていくことが重要で

に対する支援を行います。

す。

遺伝子解析については、市場調査等でサンプリ

本事業では、アカムツ（ノドグロ）、アマダイ、

ングした個体の遺伝子情報を種苗生産の親魚の

キンメダイ、タイラギ等について、関係機関が連

データベースと照合することにより、漁獲物が放

携して、種苗の量産技術や適切な放流技術の開発

流個体であるか、さらには放流個体を親にもつ個

を行います。

体かどうかの判別が可能となるとともに、種苗の
由来、移動状況など様々な情報を得ることが可能

（2）浜の活力再生・成長促進交付金及び水産業

となります。これにより、詳細な放流効果の検証

競争力強化緊急施設整備事業

を行い、資源造成効果の高い手法の実証を進める

浜の活力再生・成長促進交付金においては、漁

とともに、種苗生産・放流の費用負担の公平化に

業所得の向上を目指す浜の活力再生プラン（浜プ

向けた体制構築を推進します。

ラン）の着実な推進を支援するため、資源の増大
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を目的とした種苗生産施設の整備に対して支援を

（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

行います。
また、水産業競争力強化緊急施設整備事業にお

ては、被災地の水産資源の回復と漁業収入の向

いては、競争力強化のため、広域浜プランに位置

上を目指すため、令和４年度においても、被災県

付けられた種苗生産施設の整備及び関連する旧施

の種苗生産体制が整うまでの間、他海域からの種

設の撤去に対して支援を行います。

苗の導入等による放流種苗の確保や震災によるサ

さらに、令和 4 年度から、水産基盤整備事業に

ケの来遊数減少に対処した採卵用サケ親魚の確保

おいて、漁場整備の効果を高めるための水産環境

等に対して支援を行います。令和４年度からは、

整備マスタープラン対象種の種苗生産施設の整備

ALPS 処理水の放出に伴う風評被害を抑制する

に対する支援が追加されましたので、当該事業の

ため、被災地における種苗の生産・放流について、

活用も含めてご検討いただきたいと思います。

漁獲物を安定的に生産・供給するため、放流種苗
確保の取組を支援します。

58
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図１

図２

さけ・ます等栽培対象資源対策事業予算 PR 版

水産基盤整備事業（水産環境整備事業のみ抜粋）
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第７回海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議を開催

令和 4 年 1 月 26 日にアットビジネスセンタ
ー東京駅八重洲通り 501 号室（東京都千代田
【海域栽培漁業推進協議会コーナー】
区）において、水産庁との共催により、国立研
究開発法人水産研究・教育機構（以下、水産機

第７回海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議を開催

構）の後援を受けて、第７回海域栽培漁業推進
協議会全国連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
令和 4 年 1 月 26 日にアットビジネスセンター
従って、都道府県や都道府県栽培漁業協会等の
東京駅八重洲通り 501 号室（東京都千代田区）に
技術・情報の交換、並びに効果的・効率的な栽
おいて、水産庁との共催により、国立研究開発法
培漁業の推進体制構築等に向けた協議・意見交
人水産研究・教育機構（以下、水産機構）の後援

換を行うことを目的としています。昨年に引き
を受けて、第７回海域栽培漁業推進協議会全国連

参加はごくわずかとなり大半は WEB 参加でした。
しかしながら、昨年を更に越える 178 名の沿海都
道府県行政、栽培漁業関係法人、さらに漁連・漁
水産庁櫻井課長開会挨拶
協等の関係者の出席を得ました。
会議では、
チャッ
トでの質問を多数いただきました。

続き、コロナ禍の動向が不透明な中での開催準
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
備となり、会場参加と
WEB（Zoom 使用）参加の
従って、都道府県や都道府県栽培漁業協会等の技
併用会議でご案内をしました。残念ながら、年
術・情報の交換、並びに効果的・効率的な栽培漁
明けからのコロナ感染の第 6 波で緊急事態宣言
業の推進体制構築等に向けた協議・意見交換を行
が発出された期間での開催となり、主催関係者

うことを目的としています。昨年に引き続き、コ
以外の会議室参加はごくわずかとなり大半は
ロナ禍の動向が不透明な中での開催準備となり、
WEB 参加でした。しかしながら、昨年を更に越
会場参加と WEB（Zoom 使用）参加の併用会議
える 178 名の沿海都道府県行政、栽培漁業関係
でご案内をしました。残念ながら、年明けからの
法人等の関係者の出席を得ました。会議では、
コロナ感染の第 6 波で緊急事態宣言が発出され
チャットでの質問を多数いただきました。
た期間での開催となり、主催関係者以外の会議室

３密を回避した全国会議の会場風景
３密を回避した全国会議の会場風景

（１）協議・報告
（１）協議・報告
１）LOVE BLUE 事業のお知らせ
１）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
（一社）日本釣用品工業会
理事 柿沼清英
全国の専門機関のご協力を受けて、釣りにも利
用できる魚種のまとまった尾数での稚魚放流に取
り組んできており、2018 年度からの 9 年間の累計
で、14 府県 10 魚種、1,635 万尾の実績をあげてき
た。2022 年度以降も引き続き放流事業を実施する
との説明があり、関係機関に対して、ご協力の要
望があった。

熊谷専務開会挨拶

熊⾕専務開会挨拶挨拶
熊谷専務開会挨拶

日本釣用品工業会柿沼理事の説明

⽇本釣⽤品⼯業会柿沼理事の説明
２）海域プランの進捗状況と令和 4 年度に向けた
方針について（海域協議会事務局）
水産庁櫻井課長開会挨拶

⽔産庁櫻井課⻑開会挨拶
60
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現在の広域プランは今年度で終了することから、
総括報告書をとりまとめるとともに、次年度から
は新たに策定する広域プランに基づいて取組を進
めるとの説明があった。

３）栽培漁業に関する水産機構の研究開発
（国研）水産研究・教育機構 水産資源研究所
藤浪 祐一郎 研究開発コーディネーター
水産資源研究所で取り組まれている栽培漁業関
係の研究課題が紹介された。

（２）技術研修
令和２年に改正漁業法が施行され、同年には新
たな資源管理の推進に向けたロードマップが公表
された。その中で、資源評価対象種が 200 魚種系
群に広げられ、栽培漁業対象種にも拡がりつつあ
る。こうした動きのなかで、新たな資源管理の流
れと栽培漁業対象種についての新たな資源評価を
テーマに研修を行った。
１）新たな資源管理の流れ
水産庁 資源管理部 管理調整課 資源管理推進室
課長補佐 藤原 孝浩
２）栽培漁業対象種についての新たな資源評価に
ついて
①

新たな資源評価について

（国研）水産研究・教育機構 水産資源研究所
底魚資源部 森 賢 部長
②

栽培漁業対象種についての新たな資源評価結

果の概要
・ヒラメ瀬戸内海系群
（国研）水産研究・教育機構 水産資源研究所 底魚
資源部 底魚第４グループ 山下 夕帆 グループ長
本誌「豊かな海」の本号 p4 〜 10【連載：明日
の栽培漁業・豊かな海を考える】において、ヒラ
メ瀬戸内海系群の資源評価結果に関するプレゼン
の内容と質疑を記載したので、ご参照ください。
・マダイ瀬戸内海中西部系群
（国研）水産研究・教育機構 水産資源研究所 底魚
資源部 底魚第４グループ山本圭介主任研究員
・マダイ日本海西部・東シナ海系群
（国研）水産研究・教育機構 水産資源研究所
底魚資源部 養松 郁子 副部長
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【豊かな海づくり推進協会コーナー

I

】

豊かな海づくりに関する現地研修会報告

京都府産水産物の評価向上に向けて
京都府水産事務所

海のにぎわい企画課

技師

工藤

史貴

開 催 日 時：令和 4 年 1 月 20 日（木）14：00 ～ 15：40
開 催 場 所：オンライン開催（Webex ミーティング方式）
出 席 者：40 名（漁業者 12 名、漁協職員 8 名、市町及び府職員等 20 名）
講 演 名：「地域に埋もれた宝で、漁村に賑わいを」
（講師：有限会社新堀水産

代表取締役

元浦

亮

氏）

「水産物ブランド化と評価向上に向けた行政機関としての役割」
（講師：宮崎県南那珂農林振興局農政水産企画課
１

はじめに

技師

三木

涼平

氏）

◎ブランド化の背景

京都府では、漁獲物の単価向上を図るため、水
産物のブランド化を進めています。今回は、宮崎

・定置網で漁獲されるマアジは、脂乗りが良いのに、
評価や認知度が低く、高く売れなかったため。

県における鯵のブランド化に関する講演から、水

◎ブランド化への過程

産物のブランド化に際して、現場や行政機関に必

・ブランド化に際し、まずは築地市場の仲買人等

要な考え方について学び、京都府産水産物の更な

から脂乗りが良いという評価を貰った。その後、

る評価向上を図ることを目的として、研修会を開

漁業者、県、市、商工会、直売所、漁協及び仲

催しました。

買人から構成される協議会を設立した。
・協議会において、
「定置獲れ」と「鮮度」を売り

２．研修会の概要

にしていくこととなり、鮮度管理のためのブラ

「地域に埋もれた宝で、漁村に賑わいを」と題
して、有限会社新堀水産

代表取締役

ンド基準を作成した。

元浦亮氏

・ブランド基準は、
（1）定置網で漁獲してめいつ

から、鮮度管理、サイズ選別及び脂質含有量の測

港に水揚げ、
（2）協議会への加盟、
（3）鮮度管

定によるマアジのブランド化の取組について、ご

理の実施、
（4）サイズが 90g 以上、
（5）出荷は

講演いただきました。その後、
「水産物ブランド

3 ～ 6 月の旬の時期、である。

化と評価向上に向けた行政機関としての役割」と

・鮮度管理の徹底のため、紫外線殺菌装置を使用

題して、宮崎県南那珂農林振興局農政水産企画課

し、漁獲時、セリ前及び輸送前に適切な水温管

技師

三木涼平氏から、マアジのブランド化の

成功要因について、ご講演いただきました。

理を実施した。
・マアジの厳格なサイズ選別のため、8 段階の自動

最後にお二方の講演を踏まえ、出席者と講師で
意見交換が行われました。

重量選別機を導入した。
・見た目の美しさや鮮度の良さがわかるよう、
「め
いつ美々鯵」と名付け、知名度向上のため、テ

３．講演の内容

レビへの出演や新聞、雑誌への掲載を複数回実

「地域に埋もれた宝で、漁村に賑わいを」
有限会社新堀水産
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・先進ブランドとの更なる差別化のため、料理人
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とが良かった。仲買人は、何をすれば魚が高く売れるかを知っており、生産者の思いを伝
える役割がある。
◎波及効果
・美々鯵ブランド立ち上げを契機に、漁業者がマアジ以外の漁獲物も丁寧に扱い始めたこと
から、漁獲物全体の鮮度と単価が向上した。

が脂乗りを十分に感じるとした脂質含有量 7％以
上のマアジを「めいつ美々鯵三ツ星」とし、こ
れまで以上のブランド基準を設け、ハイグレー
ドブランドとして位置づけた。
・ハイグレードブランドの基準は、上述の基準に
加えて、
（6）脂質含有量 7％以上、
（7）紫外線殺
菌海水・低酸素海水で処理、
（7）出荷証明書の
添付、
（8）空輸便で出荷（関東以北）
、である。
◎ブランド化の効果
・めいつ美々鯵の平均単価が非ブランド鯵と比べ
研修会の様子
研修会の様子

て、10 ～ 28％向上。

・めいつ美々鯵三ツ星の平均単価が非ブランド鯵
脂乗りが良い美々鯵の中でも、更に美味しい
4 主な質疑応答
と比べて、918 円 /kg 向上。
ものがあると気付いたため。
Q ハイグレードブランドを生み出した理由は？
◎波及効果
美々鯵祭りの集客数は？また、その時の苦労
A 脂乗りが良い美々鯵の中でも、更に美味しいものがあると気付いたため。
・地元を盛り上げるため、美々鯵祭り、かつお祭
は？
り、地魚フェア、美々鯵フェアを開催。
初年度、3 時間で 8 千人の来客があった。祭
Q 美々鯵祭りの集客数は？また、その時の苦労は？
・地域住民が「美々鯵」と描かれたポロシャツ、
りに向けて、マアジを事前に確保するのが大
A
初年度、3
時間で
8
千人の来客があった。祭りに向けて、マアジを事前に確保するのが
変であった。
スカジャンなどを着用することで、美々鯵ブラ
ンドを地域へ波及。

大変であった。

他のブランド鯵との摩擦はあったか？

◎今後の課題

漁法が違ったので、摩擦はなかった。
Q
他のブランド鯵との摩擦はあったか？
・県外への販路開拓のため、豊洲での試食会や都
仲買人の意欲について。
内高級スーパーでフェアを開催。 A 漁法が違ったので、摩擦はなかった。
水産物のブランド化は、仲買人も儲かる取組
なので、意欲は高い。
Q 仲買人の意欲について。
「水産物ブランド化と評価向上に向けた行政機関
元々は、県外出荷がメインであったのか。
A 水産物のブランド化は、仲買人も儲かる取組なので、意欲は高い。
としての役割」
東京出荷を想定したブランド化をしていた
宮崎県南那珂農林振興局農政水産企画課 技師
が、途中から漁獲量が少なくなり、県内出荷
三木 涼平 氏
がメインになっていった。まとまった漁獲量
◎美々鯵成功の要因

があった時は、東京へも出荷している。

・美々鯵成功の要因は、地域一丸となったブラン
ド作りであり、生産者のやる気が何より重要で
ある。

５．謝辞
講師をお引き受けいただいた元浦氏、三木氏に

・ブランド化推進協議会の立ち上げに際し、量販

は、大変お忙しい中、漁獲物のブランド化の取組

店と取引のある大手仲買人を巻き込んだことが

やその成功の要因等について、ご講演をいただき

良かった。仲買人は、何をすれば魚が高く売れ

まして厚く御礼申し上げます。

るかを知っており、生産者の思いを伝える役割
がある。

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

◎波及効果

今後の漁獲物の評価向上のための取組に役立つも

・美々鯵ブランド立ち上げを契機に、漁業者がマ

のと考えます。

アジ以外の漁獲物も丁寧に扱い始めたことから、
漁獲物全体の鮮度と単価が向上した。

最後に、オンライン開催のための準備に御協力
いただいた京都府漁業協同組合の職員様、市町職
員様に心からお礼申し上げます。

４

主な質疑応答
ハイグレードブランドを生み出した理由は？
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【豊かな海づくり推進協会コーナー II 】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告

令和３年度 全道漁協漁場環境保全研修会
「北海道を取り巻く海洋環境の変化」
北海道漁業環境保全対策本部

杉嶋

純

開 催 日 時：令和 4 年 2 月 14 日（月）13:00 ～ 15:30
開 催 場 所：オンライン開催（Zoom）
研修対象者：漁業者、漁協職員、さけます増殖事業協会、国、道、各研究機関ほか
出 席 者 数：190 名
講

師：水産研究・教育機構

水産研究所

海洋環境部

小埜

恒夫

氏

講演名『北海道沿岸域における温暖化と酸性化の影響』
北海道栽培漁業振興公社

技術顧問・北海道大学名誉教授

門谷

茂

氏

講演名『赤潮発生に関する環境科学的アプローチ』
１

はじめに

聴講した。
テーマは「北海道を取り巻く海洋環境の変化」

当本部は、漁業者が昭和 38 年に設立した環境
問題を専門に取り扱う団体である。高度な水質分

とし、１人目の講演者として、水産研究・教育機

析設備を有しており、計量証明事業所としても登

構

録を受けている。

酸性化の影響』について、世界各地で進められる

小埜氏より『北海道沿岸域における温暖化と

漁業者が直面してきた環境問題は、従来の河川

研究成果ならびに北海道沿岸域の将来展望につい

を中心とした魚類の再生産環境や家畜排せつ物だ

てお話しいただいた。その後、２人目の講師とし

けにとどまらず、バイオマス発電や洋上風力発電

て北海道栽培漁業振興公社

等の新規エネルギー開発、トンネル工事に伴い発

発生に関する環境科学的アプローチ』と題して人

生する有害物質含有土砂の受入地問題などの新た

類と赤潮の歴史から赤潮を引き起こす微生物の特

な問題に加え、気候変動に伴う災害リスクや海洋

性、さらには令和 3 年度に発生した道東赤潮に向

プラスチック問題など、対応分野は多岐にわたっ

けたアプローチについてご講演頂いた。

門谷氏より、『赤潮

講演後には活発な意見・質問が寄せられたほか、

ている。
このような状況の中、年々影響が顕在化してき
ている海洋環境の温暖化と懸念される酸性化、お

実施したアンケート結果から本研修会の内容が非
常に好評であり、有意義なものとなった。

よび道東海域に甚大な被害をもたらした赤潮につ
いて理解を深め、得られた知見を普段の業務に活
かすことを目的に研修会を開くこととした。

３．講演の内容
（１）『北海道沿岸域における温暖化と酸性化の影
響』（小埜

２．研修会の概要

日本沿岸では、平均して 100 年に 1.14℃のペー

の観点から、オンライン形式を採用し開催した。

スで海面水温が上昇している。オホーツク海の海

参加者は、漁協の組合員、役職員をメインターゲッ

氷面積も年々減少しており、確実に温暖化してい

トとし、合わせて水産関連団体、各種研究機関や

ることがわかっている。

水産行政に携わる機関に至るまで、約 190 名が

14_現地研修会

氏）

ア．温暖化の影響

本研修会は、新型コロナウイルス感染拡大防止
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を繰り返し、これに伴って魚種の変化が起こるレ
ジームシフトが 1990 年代まで確認されてきた。と

出てくることが予測されている。
1960 年代から 2000 年代までのデータ解析から、

ころが、1990 年代の温暖期の後、地球温暖化のた

日本の沿岸域においても水深 150m から 1000m ま

め 2000 年代に入って寒冷期は見られず、スルメイ

での広い水深帯で溶存酸素が減少していることが

カやヒラメといった温暖性の魚種もホッケやスケ

わかっている。現状では、海洋の貧酸素化による

トウダラといった寒冷性の魚種も増加は見られな

海産生物への顕著な影響は見られていないが、マ

かった。一方でこれまでの傾向にはなかったブリ、

ダラ等の魚種においては、分布深度が浅化し狭まっ

マグロの漁獲量が急増しており、いままでの“水

てきていることが確認されている。

温と漁獲魚種の関係”に基づく漁況予測が成り立
たなくなってきている。
ウ．酸性化の影響
海洋の貧酸素化による海産生物への顕著な影響は見られていないが、マダラ等の魚種に
日本全体の海水温が上昇することによって、海

主要な温室効果ガスである二酸化炭素は、大気

おいては、分布深度が浅化し狭まってきていることが確認されている。

藻類の分布南限に北上が見られている。道内では

中の濃度が高くなるほど海水に溶け込む量が増し、

コンブの分布に変化は確認されていないが、温暖

海水中で酸性の物質に変化するためｐ H を下げる、

ウ．酸性化の影響
化が顕著になりだしたころから生産量は減少して

すなわち酸性化を引き起こすと考えられている。

おり、2090主要な温室効果ガスである二酸化炭素は、大気中の濃度が高くなるほど海水に溶け込
年代には道内でもコンブが取れない地
海洋の酸性化が進行すると、①貝やウニなどの
域が出てくると予想されている。コンブの生理特

殻がもろくなる・溶け出す、②魚の耳がおかしく

性のみを見れば、環境が温暖化すればむしろ生長

なって行動に影響が出る、③体外受精する動物の

む量が増し、海水中で酸性の物質に変化するためｐH を下げる、すなわち酸性化を引き起

こすと考えられている。
が良くなることがわかっているものの、一部地域

精子の運動に影響する、④大型藻類が減少して緑

海洋の酸性化が進行すると、①貝やウニなどの殻がもろくなる・溶け出す、②魚の耳
では、温暖化によってコンブ摂食量の多いキタム
藻が増える等の事象が起こるとされ、漁業生産に
ラサキウニが活性化されることによって、結果的
大きく影響を及ぼす可能性がある。
がおかしくなって行動に影響が出る、③体外受精する動物の精子の運動に影響する、④
に生産量が減少してしまった可能性が指摘されて

日本沿岸域のｐ H 変動傾向の解析の結果、個々

いる。漁業生産においては、温暖化が一義的に水

の海域にばらつきはあるものの、日本沿岸全体と

産物の生産量減少につながるという理解ではなく、

しては外洋域と同じ速度で酸性化が進行している

大型藻類が減少して緑藻が増える等の事象が起こるとされ、漁業生産に大きく影響を及
ぼす可能性がある。

日本沿岸域のｐH 変動傾向の解析の結果、個々の海域にばらつきはあるものの、日本沿
海域ごとに生物生産の仕組みを調べ、理解するこ
ことが明らかになった。富栄養化が進行している
とが重要である。
海域では酸性化が進行しやすい一方、環境改善に
岸全体としては外洋域と同じ速度で酸性化が進行していることが明らかになった。富栄
よって栄養塩負荷が削減されると、酸性化が減速

養化が進行している海域では酸性化が進行しやすい一方、環境改善によって栄養塩負荷

イ．貧酸素化について

したりアルカリ化したりすることがわかっている。

が削減されると、酸性化が減速したりアルカリ化したりすることがわかっている。陸地

地球が温暖化すると、表層の海水温度がまず上

陸地から供給される栄養塩類を生物が取り込んで

から供給される栄養塩類を生物が取り込んで有機化し、これがやがて酸性物質となるこ
昇することで、深層の冷たい海水と表層の海水と
有機化し、これがやがて酸性物質となることによっ
が混ざる対流が発生しにくくなり、大気中から溶
ても海洋の酸性化が進行するため、河口域に藻場
とによっても海洋の酸性化が進行するため、河口域に藻場を造成して栄養塩の拡散を防
け込む酸素量が減少して海洋の貧酸素化が進行す

を造成して栄養塩の拡散を防ぐことや、養殖漁業
ぐことや、養殖漁業における養殖密度を減らして有機負荷量を減らすことによって、温

る。この結果、低酸素環境に生きる底生生物や酸

における養殖密度を減らして有機負荷量を減らす

素消費量の多いタラやマグロなどの魚種に影響が

ことによって、温暖化による海洋酸性化の影響を

暖化による海洋酸性化の影響を相殺することが可能である。

小埜先生
（小埜先生 オンライン講演風景）

オンライン講演風景

（２）『赤潮発生に関する環境科学的アプローチ』（門谷

茂

氏）
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人類と赤潮の歴史は古く、海外では旧約聖書やタキトスの歴史書に記載があり、国内
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イ．赤潮発生に至る条件とプロセス

相殺することが可能である。

赤潮発生に際しては、①赤潮プランクトンの種：
（２）
『赤潮発生に関する環境科学的アプローチ』

栄養細胞（シスト・休眠細胞）が存在すること、

（門谷

②海洋環境：至適な水分・塩分であること、そし

茂

氏）

ア．赤潮について

て③栄養塩類：窒素・リンなど構成材料があること、

人類と赤潮の歴史は古く、海外では旧約聖書や

の 3 条件が必須となる。赤潮発生源となる初期個

タキトスの歴史書に記載があり、国内では水戸徳

体群が競合相手のいない環境に加入し、適度な環

川家当主徳川光圀によって始められた大日本史に

境下で増殖を経た赤潮プランクトンが集積し、こ

記載が見られる。

れが持続することによって赤潮が発生するという

100 年以上前の水産研究において、赤潮とは微

プロセスが 20 世紀後半に解き明かされた。

生物が局所的に大量発生することによって海水の
変色を呈する現象、と記され、今日に至るまでこ
の特徴をもって赤潮と定義づけている。物質量や
細胞数がいくら以上、といった定量的な定義は存
在していない。

ウ．なぜ有害赤潮を形成する植物プランクトンに
鞭毛藻類が多いのか
鞭毛藻類の競合相手である珪藻類は、増殖速度
が鞭毛藻類よりも大きく、至適な環境においては

世界中で被害をもたらしている赤潮の多くは鞭

増殖優勢な珪藻の世界になることがわかっている。

毛藻類によるものであることがわかっている。こ

一方、鞭毛藻類は環境の変化に応じて形態を変化

れまでに確認されている植物プランクトンは約

させることで悪環境を乗り切ることができ、また

4,000 種に上り、このうち赤潮を構成するものが約

鞭毛を使って表層と深層を自由に移動できること

300 種、さらに魚介類を毒化させ被害を拡大させ

によって光合成と生合成を効率的に行えることが

る有毒プランクトンが約 80 種あり、有毒プランク

わかっている。

量の窒素・リンがあることが報告されており、外部から有害プランクトンの種が持ち込

トンの 7 割が鞭毛藻類で占められている。

一見優位に見える珪藻ではあるものの、特徴で

まれ、至適な環境さえ整えば、容易に赤潮が発生する状況にあることがわかっている。
これまでに顕在化した赤潮の被害は大きく分け
あるガラス質の殻を構成するケイ素が環境中に不
て 3 種に分類できる。最も多いのが魚介類の斃死
足すると、途端に悪環境にもたくましく生きる鞭
こうした状況の中で、今後重要になると考えられるのが、赤潮発生メカニズムを解明
であり、日本において盛んな養殖漁業において特

毛藻類が優勢となって赤潮へと発展していくこと

に大きな被害が出ている。大量に発生した赤潮プ

がわかってきた。

ある。
解される過程で酸素を消費するため周囲の貧酸素

エ．道東太平洋沖で発生した赤潮に関して今後重

することで赤潮発生を前もって察知する手法を開発すること、そして新たな赤潮原因プ

ランクトンが水産生物に対してどれほどの毒性をもたらすのかについて調査することで
ランクトンの死骸はやがて海底に沈降するが、分
化を引き起こし、ヘドロ化した赤潮プランクトン
要視すること
総合的な道東赤潮研究のアプローチとしては、赤潮発生状況の正確な把握、赤潮発生
にまみれて底生生物が死ぬといった事例もある。

令和 3 年 9 月に発生して甚大な被害をもたらし

時の海洋構造の解明、新たに発見された赤潮生物の分離培養・生理生態の解明、海水中

また有害プランクトンによって毒化した生物を摂

た道東海域における赤潮は、日本初検出の渦鞭毛

の赤潮生物増殖促進因子の特定、魚介類被害の作用機作の解明、赤潮酸性毒の生化学的
取して、あるいはその毒自体によって生物が死亡
藻類によるもので、開放系海域における初の大規
する事例が報告されている。
模赤潮であった。漁業被害としては国内最大で、
理解、適切なモニタリング手法の開発が挙げられる。
有害赤潮プランクトンの流入経路はわかっておら

門谷先生

オンライン講演風景

（門谷先生 オンライン講演風景）
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ず、道東海域の海洋環境との関連も不明である。

り、海中を攪拌したりと策はあるようだが、

親潮による栄養塩の供給によって、道東沖には十

道東赤潮は面積も広く対策が難しいように思

分な量の窒素・リンがあることが報告されており、

われる。なにか手段はあるか。

外部から有害プランクトンの種が持ち込まれ、至
適な環境さえ整えば、容易に赤潮が発生する状況

（門谷先生）初期段階で常に珪藻優勢の環境
に整えてやるのが望ましいが、実現は難しい。

にあることがわかっている。

中規模に増大した際には、集積しない様に拡

こうした状況の中で、今後重要になると考えら

散させてやれば原理的には赤潮は発生しない

れるのが、赤潮発生メカニズムを解明することで

が、これも現実は難しい。実際に赤潮となっ

赤潮発生を前もって察知する手法を開発すること、

た場合には、粘土鉱物の散布も効果があるだ

そして新たな赤潮原因プランクトンが水産生物に

ろうが、これだけ広大な海域に撒けるだけの

対してどれほどの毒性をもたらすのかについて調

材料がないのではないか。
これという決め手はないが、最も重要な対

査することである。

策は初期の段階で対策をとることであり、こ

総合的な道東赤潮研究のアプローチとしては、

れから考えていきたい。

赤潮発生状況の正確な把握、赤潮発生時の海洋構
造の解明、新たに発見された赤潮生物の分離培養・

開催後に行ったアンケートでは、多くの参加者

生理生態の解明、海水中の赤潮生物増殖促進因子
の特定、魚介類被害の作用機作の解明、赤潮産生

から好評をいただいた。
コロナ禍の下、オンラインによる研修会実施で

毒の生化学的理解、適切なモニタリング手法の開

あったが、対面開催に比べて①資料が見やすい、

発が挙げられる。

②音声が聞き取りやすい、③出張人数の制限など
４

主な質疑応答とアンケート結果

がないため、聞きたい人が全員聴講できる、④録

海洋の酸性化が北米等で顕著に見られている
との話があったが、これらがまだ日本で確認

画による見逃し対応が可能といったメリットも確
認でき大きな成果となった。

されていないのはなぜか。
５．謝辞
（小埜先生）太平洋の北米側では海水が少し
るだろうが、これだけ広大な海域に撒けるだけの材料がないのではないか。
持ち上がっているため、北米大陸の太平洋側
講師の小埜氏、門谷氏には、ご多忙の中対応い
これという決め手はないが、最も重要な対策は初期の段階で対策をとることであり、こ
はもともとｐ
H が低い環境が比較的海洋上
れから考えていきたい。

ただき、これまでの研究成果を提供していただく

層にあった。北米での酸性化は大陸棚の上で

とともに、分かりやすく講演いただきました。心

開催後に行ったアンケートでは、多くの参加者から好評をいただいた。
確認されており、日本沿岸における同様環境
から感謝申し上げます。

は水深 300mコロナ禍の下、オンラインによる研修会実施であったが、対面開催に比べて①資料が見や
ほどのエリアとなるため、日本
すい、②音声が聞き取りやすい、③出張人数の制限などがないため、聞きたい人が全員聴
沿岸では酸性化の影響がまだ顕在化していな

い。

講できる、④録画による見逃し対応が可能といったメリットも確認でき大きな成果となっ
た。

海外における赤潮対策として粘土を散布した
（アンケート結果

※抜粋）

研修会全体の満足度
30
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（1：非常に不満足←→５：非常に満足）

５．謝辞

10

10
5

4

17

15

1

3

26

25

15

15

5

仕事との関連や仕事に
役立つ部分があったか
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講師の小埜氏、門谷氏には、ご多忙の中対応いただき、これまでの研究成果を提供して
いただくとともに、分かりやすく講演いただきました。心から感謝申し上げます。
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北海道.indd 67

2022/03/17 12:05

【豊かな海づくり推進協会コーナー Ⅲ 】

第 8 回トラフグ資源管理検討会議開催報告
令和３年11月16日
日本海・東シナ海・瀬戸内海系群のトラフグに
ついては、平成 26 年 7 月の「資源管理のあり方
検討会」の取りまとめにおいて「トラフグを漁獲
する全ての関係漁業者、関係行政機関及び試験研
究機関が参画する横断的な検討の場を設け、資源
管理措置について検討し、関係漁業者が統一的な
方針の下で資源管理に取り組むことが望ましい」
との提言がなされた。この提言を受け、水産庁は
第 1 回トラフグ資源管理検討会議を平成 26 年 11
月に山口県下関市で開催して以降、毎年度、当該
検討会議を開催してきている。第 2 回は下関市、
第 3 回は山口県萩市、第 4 回は長崎県長崎市、第
5 回は福岡県福岡市でそれぞれ開催され、第 6 回
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、第 7 回も瀬戸内海沿岸の岡
山県岡山市で開催された。
第 8 回は、令和 3 年 11 月 16 日に福岡県福岡
市 TKP ガーデンシティー博多会議室阿蘇で開催
されたが、本会は第 2 回検討会議から会議開催に
かかる運営面を担当している。
今回の検討会議は、数量管理を基本とする新た
な資源管理が柱となっている改正漁業法が令和 2
年 12 月 1 日から施行された後の初のトラフグ資
源管理検討会議であり、行政から資源管理に関す
る情報や考え方、来年度以降の検討に向けての説
明等があり、研究からは令和 3 年度の資源評価結
果、これまでの調査結果の概要、新しい資源評価
の概要についての説明等が行われ、現場のフグ漁
業者をはじめとする関係者が意見交換をする大変
重要な会議となった。
検討会議は、新型コロナウイルス感染症に対す
る感染防止策を講じた上での会場への直接参加と
Web による参加を併せた形式で開催された。
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。
１．開催日時等

・開催日時
令和 3 年 11 月 16 日（火）13：30 ～ 17：00
・開催場所

TKP ガーデンシティー博多 阿蘇

福岡県福岡市博多区博多駅前 3 － 4 － 8

サットンホテル博多シティ内 5 階
・出席者：漁業者（団体）
、行政、試験研究機関、
種苗生産機関（秋田県、山形県、石川県、福井県、
鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県、長
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福岡県福岡市で開催
崎県、熊本県、宮崎県、大分県、愛媛県、広島
県、岡山県、兵庫県、香川県、和歌山県、大阪府）
、
トラフグ市場流通関係者、報道関係者、全国漁
業協同組合連合会、（国研）水産研究・教育機構、
水産庁資源管理部管理調整課、瀬戸内海漁業調
整事務所、九州漁業調整事務所、境港漁業調整
事務所、公益社団法人全国豊かな海づくり推進
協会
・会場参加者数 53 名、Web 参加者 53 名
２．開催概要
冒頭、九州漁業調整事務所の三野雅弘所長より
主催者挨拶があり、その後、水産庁資源管理部
管理調整課資源管理推進室の内藤隆介係員の進行
のもと、議題 1「トラフグ日本海・東シナ海・瀬
戸内海系群の資源結果とこれまでの調査結果の概
要」では、水産研究・教育機構水産資源研究所の
平井慈恵主任研究員から令和 3 年度の資源評価
結果及び評価の基礎となる年齢別の漁獲尾数の精
度を向上させる目的で前年度資源評価から変更さ
れた点並びに標識放流調査及び着底場調査の進捗
について説明があり議題 2「トラフグの資源管理
について」では、水産庁内藤係員からトラフグの
資源管理と来年度以降の検討に向けて、管理の現
状や新たな資源管理の推進に向けたロードマップ、
第 7 回検討会議であげられた課題の整理と対応
策等について説明があり、課題 3「新しい資源評
価について」では、水産研究・教育機構水産資源
研究所森賢底魚資源部長から MSY ベースの新た
な資源管理における資源管理目標の提案内容や資
源状況についての新しい表示方法、将来予測のポ
イント等の説明があった。その後、水産庁資源管
理部管理調整課資源管理推進室西田貴亮課長補佐
が進行役を務め出席漁業者をはじめ参加者との活
発な質疑応答及び意見交換が行われ、予定時間を
30分程度超過して 17 時に閉会となった。

開会挨拶 三野雅弘
九州漁業調整事務所所長

会場の様子

2022.3
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【豊かな海づくり推進協会コーナー Ⅳ 】

募金付き飲料自動販売機を活用した「豊かな海づくり」
「海を守る運動推進委員会から当協会へ」

て、震災被災地の漁業資源の回復と全国豊かな海

2010 年 9 月故日出英輔参議院議員の全国漁業
協同組合連合会や大日本水産会など水産団体に対

づくり大会の支援を中心とした活動を行ってきま
した。

する呼びかけにより、アサヒカルピスビバレッジ

しかしながら、寄付を受ける団体としての体制

株式会社（現在：アサヒ飲料株式会社に継承。以

見直しが必要となったことから、2020 年の総会

降：
「アサヒ飲料」とする。
）の社会貢献活動とし

において、「海を守る運動推進委員会」の解散が

て、募金付き飲料自動販売機を利用した「海の再

決議され、2021 年 12 月 31 日に活動を終了し「海

生と稚魚放流等」を目的とした活動を行うことと

を守る運動推進委員会」は解散いたしました。

し、活動の推進組織として「海を守る運動推進委

そして、2022 年 1 月 1 日からは、
「海を守る運

員会（委員長：服部郁弘全漁連会長）」が設立さ

動推進委員会」の趣旨を踏まえ、当協会が、募金

れました。事務局をアサヒ飲料社内に設置して運

付き飲料自動販売機からの募金をアサヒ飲料から

動が開始され、運動協力者が設置した自販機の商

寄付を受け、定款に沿って「豊かな海づくり」に

品売り上げ 1 本につき 1 円の募金を利用し、各地

関する活動への支援を行うこととなりました。こ

における豊かな海づくりの活動を支援しました。

うした体制等の変更について、従来の運動協力者

「海を守る運動推進委員会」設立の半年後の

の方々からご理解と賛同をいただいて、引き続き

2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、東北

91 台の募金付き飲料自動販売機（2022 年 1 月 1 日）

地方の漁業・漁村が壊滅的な被害を受けたことか

が設置され、商品売り上げ 1 本につき 1 円の募金

ら、2011 年 5 月からはアサヒ飲料による緊急支

が集まっています。なお、新たな体制の下での具

援として、運動協力者の募金額と同額を加算する

体的な活動は 2023 年からとなります。

こととなり、商品売り上げ 1 本につき 2 円の募金

今後一層の「豊かな海づくり」に関する活動の

が集まることとなりました。また、自販機を「東

充実を図るため、アサヒ飲料の募金付き自動販売

日本大震災からの水産業復興支援自販機」とする

機の設置等へのご理解とご協力を賜りたく、設置

との見直しが行われ、以後、
「海を守る運動推進

の希望や質問等がございましたら当協会までご連

委員会」は、自販機の設置推進と募金活用によっ

絡いただきたくお願い申し上げます。

現在の自販機

豊かな海
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