
プレスリリース

平成１８年２月１４日

水 産 庁

平成１７年度第２回藻場・干潟生産力等改善モデル事業全国会議の議事概要について

２月１３日から１４日にかけて、標記会議が開催され、本年度の事業成果が報告されました

ので、主な成果を下記のとおりお知らせします。

１．日時 ： 平成１８年２月１３日（月）１１：００～１７：５０

２月１４日（火）１０：００～１３：００

２．場所 ： 三田共用会議所１Ｆ講堂（東京都港区三田２－１－８）

３．主な成果

《 磯焼け対策について 》

これまでの課題

磯焼けを回復させる手段であるウニの除去を、どのくらいの頻度で行えばよいか不明

得られた成果

、 、 、 、 、 、北海道 青森県 秋田県 岩手県 宮城県で 秋～冬に２回程度ウニ除去を行った結果

いずれの地区でも藻場の回復が確認された。

マコンブが回復

ワカメが回復



これまでの課題

ウニ除去は多大な労力を必要とし、漁業者には大きな負担

得られた成果

一般市民ダイバー参加型のウニ除去活動を試験的に行い、一般市民の協力を得た磯焼け

対策が実施可能であることを明らかにした。

一般市民ダイバーによるウニ除去 除去したウニをみんなで計測

これまでの課題

魚による藻場の食害が発生している地域で、食害を防ぐ効果的方法がない

得られた成果

海藻の種類により 植食魚類の摂餌量 好、 （

み）が異なることが明らかになった。この

成果を活用し、海藻を移植する際、種類を

適切に選定することにより、食害の被害を

受けにくい藻場を造成する可能性が示唆さ

れた。

また、植食魚類を入れた水槽実験で、音

刺激を与えた結果、魚が音に反応して遠ざ

かる行動を起こすことが明らかになった。

この成果を活用し、藻場の生育時期に音刺激を与えることで海藻の食害を低減し、海藻を

回復させることの可能性が示唆された。

音刺激前：エサ場に集まる魚 音刺激後：魚はエサ場から遠ざかり、

水槽にへばりつくものもいる

海藻種類名 摂餌量

2.8gクロメ

27.7gヒロメ

5.6gマメタワラ

17.3gタンバノリ

2.1gトゲモク

3.1gヤツマタモク

アイゴによる魚体重 当たりの摂餌量100g



これまでの課題

植食動物であるウニや魚の有効利用方法がないため、除去意欲が低い

得られた成果

（ ） 、ガンガゼ ウニ を利用したブリ養殖用餌料を開発し

ブリ飼育試験を行った結果、通常の餌料と比較しブリの

成長は同程度であり、養殖用餌料として有効に利用でき

る可能性が示唆された。

また、アイゴやニザダイなどの植食魚類は、臭み

があり広く一般的には食用にはされていないが、適

切に処理することで臭みが無くなり、食用として広く普及できる可能性が示唆された。

今後、調理方法の検討や商品化の開発を進めることで、魚食普及の推進が望まれる。

アイゴのマリネ風 アイゴの刺身と寿司 ニザダイの薩摩揚げ

《 干潟の生産力改善対策について 》

干潟の生産力改善対策のガイドラインの骨子案が提案された。

ガイドラインの取りまとめ方針として、

① 干潟の生産力低下として、二枚貝の稚貝が着底しない、又は着底するがその後の減少

が著しいという２つの現象に着目し、

② こうした状況が発生する要因を明らかにする基準を示し、

③ その要因ごとに改善対策を提案する

こととされた。

《 今後について 》

磯焼け対策のガイドラインについては平成１９年３月に、干潟の生産力改善のガイドライン

、 （ ） 、 、については平成２０年３月に策定・公表する予定であり 検討委員会 別紙 を中心に 今後

ガイドラインの策定作業を進めることとしています。

＜問い合わせ先＞

水産庁漁港漁場整備部整備課設計班

担当 山本、梅津

電 話： （内線 ）03-3502-8111 7278
03-3502-8494直 通：

ガンガゼを利用した養殖用餌料

診断
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稚貝が減少する

要因推定
加入量不足
死亡要因
波浪，食害
貧酸素
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改善方策
（技術）の決定
基質改善（覆砂）
流動制御（土嚢）
保護（害敵駆除）

対策の実施
覆砂，網施設
害敵駆除ほか

改善効果
有効性，効率
持続性

評価フィードバック
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（別紙）

検討委員会委員（藻場）

所 属 役 職 氏 名

東京海洋大学 応用藻類学研究室 助教授 藤田 大介○

（社）水産土木建設技術センター 主任研究員 安藤 亘

水産庁漁港漁場整備部整備課 整備課長 宇賀神 義宣

北海道原子力環境センター水産研究科 研究員 川井 唯史

（独）水産総合研究センター水産工学研究所 主任研究官 川俣 茂

（独）水産総合研究センター北海道区水産研究所 主任研究官 坂西 芳彦

（独）水産総合研究センター日本海区水産研究所 部長 佐藤 善徳

金沢工業大学情報フロンティア学部 教授 敷田 麻実

（独）水産大学校生物生産学科 講師 野田 幹雄

全国漁業協同組合連合会 漁政部次長 前林 篤

水産庁増殖推進部研究指導課 研究企画官 町口 裕二

（独）水産大学校生物生産学科 講師 村瀬 昇

（独）水産総合研究センター 研究開発官 寺脇 利信

（独）水産総合研究センター中央水産研究所 室長 堀井 豊充

（独）水産総合研究センター東北区水産研究所 研究員 村岡 大祐

（独）水産総合研究センター西海区水産研究所 室長 吉村 拓

注）○印は委員長

検討委員会委員（干潟）

所 属 役 職 氏 名

東京大学農学部 農学生命科学研究科水域保全学研究室 教授 日野 明徳○

豊橋技術科学大学海洋生物資源部門 教授 青木 伸一

（独）水産総合研究センター北海道区水産研究所 室長 伊藤 博

（独）水産総合研究センター東北区水産研究所 室長 神山 孝史

東京大学海洋研究所 海洋生物資源部門 助教授 河村 知彦

（独）水産総合研究センター中央水産研究所 部長 輿石 裕一

（独）水産総合研究センター水産工学研究所 研究員 齋藤 肇

（独）水産総合研究センター中央水産研究所 主任研究員 玉置 泰司

（独）水産総合研究センター中央水産研究所 室長 中田 薫

（独）港湾空港技術研究所 沿岸生態研究室 室長 中村 由行

（独）水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 室長 濱口 昌巳

（独）水産総合研究センター養殖研究所 チーム長 日向野 純也

（独）水産総合研究センター西海区水産研究所 室長 前野 幸男

注）○印は委員長


