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マコガレイの生活史と資源管理

■マコガレイ資源管理の概要

○実施支店：杵築～神崎5支店
（別府湾沿海全支店）

○全長制限：18cm以下再放流
（刺網・小底曳）

○目合制限：91mmより小さい刺網は使用
しない。

○取組開始：平成15年8月
資源管理計画（漁業者自主規制）による。

■マコガレイの生活史と生態的知見

大分県内においてマコガレイは瀬戸内海域で多く漁獲されており、その稚魚も瀬戸内海
側の10m以浅の泥質域や砂礫域に多く認められている。マコガレイ稚魚はマクロベントス
を餌として満1年で全長150㎜前後に成長し、成長につれて沖合へ移動する。
別府湾では満2年で全長24cm、満3年で29.7cmに成長し、1歳で雌の70％、雄の95％、

2歳で雌の90％、雄の95％が成熟する。産卵期は、12～1月であり、沿岸の天然礁や人
工魚礁付近で産卵しているものと推測される。

別府湾地区のマコガレイ放流実績（千尾）

支店名 H16 H17 H18 H19 H20

杵築 22 36 28 25 21 

日出 37 68 58 27 24 

別府 26 40 28 26 22 

大分 22 34 57 32 41 

神崎 9 8 9 6 11 

計 116 186 180 116 119 

※放流時全長50㎜

大分県のマコガレイ漁獲量の推移 単位:トン

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

瀬戸内
海区

293 266 265 219 167 175 177 158 123 70 81 80

太平洋
南区

1 1 6 5 29 46 50 33 19 14 7 8

大分県
計

294 267 271 224 196 221 227 190 142 84 88 88 



海底耕うん・堆積物除去
（大規模漁場保全事業）

マコガレイ中間育成場
（広域型増殖場造成事業）

藻場造成
（広域型増殖場）

魚礁設置
（広域漁場）

・海洋環境等の変動により多くの水産物で資源水準が低下・・・総合的な対策が必要
・マコガレイの資源添加において、有効な種苗放流経費の負担が漁協の経営悪化等の
ため十分できない・・・・漁場造成と放流との一体的な事業実施が必要
・堆積物の除去を実施した後、台風等の大雨による河川からの大量のゴミが流入。保
全事業の耐用年数１０年・・・・・・状況変化に対応した迅速な事業実施が必要
・アマモ場の確実な造成法が未確立・・・・・事業化に向けての取組強化が必要
・公共事業の交付金化の流れの中で水産分野の事業費確保が不安定・・・国県業界等
が一体となった動きが必要

・別府湾再生に向けた市町単位での新たな動き
・市単独事業による堆積物の除去の実施(別府市）
・アマモ場の造成試験の実施（日出町）
・別府湾再生に向けた協議会設立の動き

・新たな動き栽培基本計画の見直し等による効率的栽培漁業の推進模索
・国による環境生態系事業による活動支援の開始
・豊かな海を育む総合対策事業の開始

「豊かな海を育む総合対策事業」の実践

卵－稚仔魚期

幼魚－稚魚期

未成魚－成魚期

アマモ定植

藻場造成

魚礁設置

海底清掃

漁獲規制
（小型魚保護）
（産卵期保護）

生活史を考慮した区分 水域環境整備(造成分野） 水域環境整備（保全分野） 漁業者による資源管理

種苗放流海底耕耘

課 題 新たな動き

これまでの漁場整備の取組

事業年度：平成１０～１１年度
中間育成施設一式
事業費：２２４，１３０千円
対象魚種：カレイ
事業主体：日出町
八角水槽８ｍ ８基

対象魚種：カレイ類、エビ類
事業年度：平成１６～１９年度
面積：８，０００ha（湾奥部）
事業費：２５１，４００千円
事業年度：平成１２～１４年度
面積：８，０２６ha（沿岸部）
事業費：２２５，０００千円

事業名：広域型増殖場造成事業
地区名：別府湾北部地区
事業年度：昭和６１～平成１年度
着定基質：４４，１６３㎡
保護礁、育成礁、親魚滞留礁

対象魚種：カレイ
事業主体：大分県

対象魚種：カレイ類、カザゴ、
メバル
漁場名：別府湾西部漁場
(H17-21)
計画規模：３１，４３６空㎥
事業費：７５５，７００千円
漁場名：神崎漁場(H18-22)
計画規模：４７，８０４空㎥
事業費：９０３，４００千円

生活史をふまえた漁場整備の現状と課題（別府湾・マコガレイ）

漁場づくり漁場環境保全（産卵、育成場の整備・保全）資源添加（人工種苗放流）
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別府湾地区 豊かな海を育む総合対策事業（大分県）

○位置図

○事業主体：大分県
○地区名 ：別府湾地区
○漁場名 ：
（漁場整備）別府湾西部漁場、神崎漁場、
別府湾北西部漁場、別府湾東部漁場．
（増殖場造成）別府湾北部漁場
○総事業費：3,293百万円
○地域漁業者の取り組みについて

①別府湾に隣接する漁協の全支店において
マコガレイの種苗放流を実施し、地域を挙
げて、資源の増大に取り組んでいる。また
全長制限、目合制限を設けるなど資源管理
に努めている。
②小型機船底びき網漁業者が、操業中に入
網した海底ゴミを自主的に持ち帰り処分し
ている。
③魚介類の産卵場や幼稚仔の保育場として
重要なアマモ場を再生するため、造成試験
に取り組んでいる。

■別府湾地区の概要とマコガレイの生態に配慮した漁場整備■事業概要

別府湾地区ではカレイ類が重要魚種であるが、その漁獲量は平成15年の170トンから平成19年
は60トンまで落ち込んでおり、地域漁業の活力向上のためにはその回復が急務である。

そのためには、産卵から稚魚期を経て成魚で漁獲されるまでの生活史を踏まえ広域的に漁場環境を
整備する必要があり、本事業では地域の特産魚種であり知見も蓄積されているマコガレイを対象に水産
環境整備のマスタープランを策定し、その生活史に応じた広域的かつ総合的な整備を実施するもので
ある。

17～21

22～26

22～24

23～26

18～22

別府湾西部漁場 魚礁

別府湾北部漁場 増殖場

神崎漁場 魚礁

別府湾北西部漁場 魚礁

別府湾東部漁場 魚礁

（仔稚魚・稚魚期）水深10m前後に
着底後、干潟周辺へ移動

（未成魚・成魚期）成長に伴い沖合に移動。一部は
魚礁漁場で効率的に漁獲される。

（産卵）12～1月に沿岸域の水深
10m以深の礫、砂利、岩礁域に
粘着沈性卵を産卵

マコガレイの生活史と漁場整備のイメージ図
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別府湾地区における漁場整備による目標年間生産量

17～21

22～26

22～24

23～26

18～22

別府湾西部漁場 魚礁

別府湾北西部漁場 魚礁

別府湾北部漁場 増殖場

別府湾東部漁場 魚礁

神崎漁場 魚礁

31,436空m3を整備
（ｶﾙﾍﾞｰｽ付きFP、ﾊﾆｶ
ﾑ、ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ型、AT）
カレイ類 43,348kg
カサゴ・メバル25,811kg

計 69,159kg
を生産

31,436空m3を整備
（機種未定）
カレイ類 46,020kg
カサゴ・メバル35,714kg

計 81,734kg
を生産

47,165空m3を整備
（ｼｪﾙﾅｰｽ、FP、ﾊﾆｶﾑ）
カレイ類 35,431kg
カサゴ・メバル32,154kg

計 67,585kg
を生産

76,725空m3を整備
（機種未定）
カレイ類幼稚魚
40,791kg を増産

32,936空m3を整備
（機種未定）
カレイ類 50,625kg
カサゴ・メバル39,287kg

計 89,912kg
を生産



別府湾地区における魚礁・増殖礁機種

別府湾西部漁場 魚礁 別府湾北西部漁場 魚礁（候補） 別府湾北部漁場 増殖場（候補） 別府湾東部漁場 魚礁（候補）神崎漁場 魚礁

AT魚礁Ⅱ型
（底面積が広く低層魚であるカレ
イ類の蝟集が期待される。また、
網がかかりにくい構造となってい
る。）

ﾊﾆｶﾑH61KS２-Ib型
（傾斜屋根により刺網の操業に適し
ており、ﾒﾊﾞﾙ等の蝟集が期待され
る）

ピラミッド魚礁P150B(FB)型
（柱、梁の多い複雑な構造から発生す
る渦流によるカサゴ等の蝟集が期待
される。）

FP魚礁３．２５型
（外周に配置し、カレイ類の育成
場の保護を図る。）

ｼｪﾙﾅｰｽ2.2型
（貝殻を利用した餌料培養基質
によりカレイ類稚魚の保護育成
が期待される）

ｼｪﾙﾅｰｽ6.0型
（貝殻を利用した餌料培養基質に
よりカサゴメバル等の蝟集が期待
され、かつ増殖機能も有している）

ﾊﾆｶﾑBH66UF型
（小空間を内包し豊富な遮断面
と生物付着面を有しており、マ
ダイ等の蝟集が期待される。）

カルベース付きFP魚礁3.25型
（貝殻を利用した餌料培養基質

により蝟集効果を高め、かつ増殖機
能も有している。）

FP魚礁３．２５型
（複雑な内部構造により、広範囲
に渦流域が発生し、マダイ等の
蝟集が期待される。）

ﾊﾆｶﾑH61KS２-Ib型
（傾斜屋根により刺網の操業に適し
ており、ﾒﾊﾞﾙ等の蝟集が期待され
る）
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