ลೞᏡفᡶʙಅƷʙ̊ኰʼ
᳸ᎊ҄ƠƨූఠǛف഻ᄻƱƠƯဇᲢ࠼ჄᲣ᳸
漁港の機能分担・有効活用を推進するための施設整備事業として、平成 29 年度から「漁港
機能増進事業」が策定されました。この事業で、広島県福山市において、JF シェルナースを利
用した取り組みが行われました。
ූఠɥᢿƴӕǓ˄ƚƨ ,( ǷǧȫȊȸǹ

ʙಅƷಒᙲ
ᎊ҄Ơƨූఠƴ ,( ǷǧȫȊȸ
ǹǛӕǓ˄ƚŴف഻ᄻƱƠƯᚨፗƢ
ǔƜƱưŴئƱƠƯƷೞᏡǛஊƠ
ƨลƷೞᏡفᡶǛǔƜƱǛႸႎ
ƱƠƯƍǇƢŵ

721

ئ

᩿ͨƴӕǓ˄ƚƨؕឋ

ᚨፗǤȡȸǸ

࠼Ⴤᅦ್ࠊޛဋล

ࢡ࣮ࣞࣥ⯪

721

㉳㔜ᶵ⯪ Wྞ⣭

ᚨፗƷಮ܇Ტ ࠰  உᲣ






ǯȬȸȳᑔưූఠǛӵǓɥƛŴූఠƷ

6..'7/

᪤タಀ␃ࢳ࢙࣮ࣥࡢ㒊ࢆὶ⏝
᪤タಀ␃ࢳ࢙࣮ࣥࢆὶ⏝

ȞȳțȸȫᆭƔǒද൦ƠŴࢹŷƴආǊƯෙ



Ỉ୰࣏ࣥࣉ⏝Ⓨ㟁ᶵ

₯Ỉኈ⯪

Ỉ୰࣏ࣥࣉ㸲ྟ㸰ྎ

ࡁƴბࡁƞƤǇƠƨŵ

Ỉ୰࣏ࣥࣉ࡛ὀỈ
Ỉ୰࣏ࣥࣉ㸲ྟ㸰ྎ

᪤タ࣮ࣥ࢝ࣈࣟࢵࢡ

ᤣ

ࢡ࣮ࣞࣥࡼࡾᤣ

᪤タ࣮ࣥ࢝ࣈࣟࢵࢡ

᪤タ࣮ࣥ࢝ࣈࣟࢵࢡ

₯Ỉኈ

設置海域

設置の様子
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♪♪
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海洋建設 ( 株 ) は、JICA( 独立行政法人国際協力機構 ) の「案件化調査」に採択され、
貝殻利用技術をメキシコで発揮することになりました。
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┠ᣦࡋ࡚㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍ㸟
持続可能な開発目標 (SDGs) の達成
に向けた取り組みを行っています。
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μƷාƔǒ

žාȗȩȳƷʙ̊ኰʼſ
漁業所得の向上を目指し、全国で取り組みが進んでいる浜の活力再生プラン。
鹿児島県いちき串木野市では、JF シェルナースを活用した取り組みが行われています。

増殖礁や直販施設の活用による漁業所得の向上
当地区の浜プランには
◎水産資源を増やすため、増殖礁の設置
や漁場の造成を行う
◎魚価向上や販路拡大のため、漁協の直
販施設「市来えびす市場」を活用する
タ⨨ࡉࢀࡓቑṪ♋
㸦ࢩ࢙ࣝࢼ࣮ࢫ  ᆺ㸧

などがあげられています。

⁺༠┤㈍タ
㸦ᕷ᮶࠼ࡧࡍᕷሙ㸧

効果調査では、浜プランに合致した取り組みを確認！
効果調査にご協力いただいた漁業者は、JF シェル
ナースを一本釣り漁場として利用されている方でし
た。調査は丁度、JF シェルナースでカンパチなどが
釣れる時期だったようで、本当は漁に出たかったよ
うです (-̲-;)
試験釣獲では、カンパチやオオモンハタなどをテ

⁺ᴗ⪅ࡼࡿ㔮⋓ࡢᵝᏊ

ンポ良く釣り上げていただきました。
調査後に聞き取りを行うと、JF シェルナースで釣っ
た魚の一部は「市来えびす市場」に持ち込まれ販売・
消費されるとのこと。
JF シェルナースが、地元消費者や観光客へ新鮮な
魚を提供することに役立っているようでした！

-) ࢩ࢙ࣝࢼ࣮ࢫ࡛㔮ࢀࡓ࢝ࣥࣃࢳ࡞

『漁村の
にぎわい化』
に貢献して
います♪

⯪㛗ࡀ㔮ࡗࡓ࢝ࣥࣃࢳ࡞ࡀ୪ࡪ
ࢩ࢙ࣝࢼ࣮ࢫ 1(:6 ྕ
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設置後
1 年 6 カ月の魚礁

設置時期の異なる 6.0 型で確認されたイサキとハタ類の集魚量（重量）の比較
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ųǨǵဃཋᲢ˄ბѣཋᲣƷƕٻƖƘࢨ᪪ƠƯƍǔǋƷƱᎋƑǒǕǇƢᲛ
ᚨፗࢸ  ǫஉƷ  

ᚨፗࢸ  ࠰  ǫஉƷ  

Ǩǵဃ
ཋ

ƕ
ƍƬƺ
ƍᲛ

ŰŰ

貝殻基質に着生した生物量の差を確認

魚礁における集魚効果を高めるためには、
エサ生物の存在が重要であることがわかりました！
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！

！の 20 年

感謝！感謝

大分県では平成 10 年度より漁場造成や増殖場造成などの水産基盤整備事業でＪＦシェル
ナースが採用され、このたび継続採用 20 周年を迎えることができました！
県内では、漁業者による基質製作から、魚礁・増殖礁の活用、漁港内での活用、事後調査、
水産教室など様々な取り組みが実施されているのでご紹介します。
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第 28 時限目となる今回は、鳥取県内において行われたアワビ稚貝の放流効果について、鳥取県
漁業協同組合の古田氏にご執筆頂きました。
我が国に栽培漁業が芽生えて早や 50 年以上が経過しました。この間に多くの種類の魚介類の種苗
生産と放流が手がけられてきましたが、ごく初期より全国的に取り組まれ、未だに大量放流が続いて
いる人気対象種に「アワビ」があります。北方種のエゾアワビと南方種のクロアワビを主体に、メガ
イやマダカなどを加えると、毎年 1,500 万個ほどの稚貝が放流されているのですから、各地での力の
入れようも推して知るべしです。
ところが、このように莫大な数の稚貝が放流されているにもかかわらず、このところ、全国のアワ
ビ類の漁獲量は減少傾向に歯止めがかかりません。その原因として、近年の温暖化傾向による餌の海
藻類の減少を始めとする海況の変化や横行する密漁などが各地の研究者によって唱えられています
が、真実はいかがなのでしょう。
ところで、鳥取県でも栽培漁業センターが設立された 1981 年以降、津々浦々でのクロアワビの放
流が漁師さん達によって続けられてきました。当初は全国の例に違わず漁獲量が伸び悩み、放流効果
ƢƏƤƍ

への疑念も耳にするようになっていました。ところが、2000 年代に入った頃より、全国の趨勢に反
して急激な増加に転じ、それまでの２倍以上の漁獲量を得ることができるようになったのです。いっ
たい何が他県と違っていたのでしょう。
稚貝放流が定例化するにつれ、栽培漁業協会から購入した稚貝を各地区の担当者達が地先にばら撒
く習慣が広まっていたのですが、そこに「ちょっと待った！」をかけたのが丁度 2000 年のことでし
た。実は、小さなアワビ稚貝にも結構気むずかしいところがあり、気に入らない場所に放流されると
パニック状態のような長距離の逃避行動をとり、その過程でタコやカニ類に出くわしては捉えられて
死んでいくことが分かってきました。サバイバルな海の中では、放流直後の移動は死を意味するので
す。さらに、稚貝が落ち着く間隙の形状なども見えてきたことから、稚貝を生産する栽培漁業協会の
職員が全ての放流現場に出向き、潜水で１個１個を適所に差し込む方法を手ほどきしてきたのでした。
さらに、全国的に藻場が減少する中、比較的高水温に強いアラメの種苗移植活動にも取り組み、各地
に広がった藻場が餌の供給源になったことも功を奏したことでしょう。
今では、鳥取県の漁師さんが漁獲するアワビの半数以上が放流貝のようですが、これからもこの効
果が続くよう、放流方法を徹底するとともに、海況の変化に対応した藻場の確保に取り組むことが求
められます。
䜰䝽䝡㢮⁺⋓㔞䛾᥎⛣䠄ᅜ䞉㫽ྲྀ┴䠅
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全国各地に設置されている JF シェルナースの調査映像を順次 YouTube にアップしています。
お持ちの携帯電話やタブレットで QR コードを読み取って映像を見ることもできます。

᳸҅ᨕעғ᳸
【設置海域】石川県七尾市

調査映像

【機種】シェルナース 2.2 型
【目的】増殖場造成
【調査結果】礁上面、側面にホンダワラ類
が繁茂。マダイ、メバル等が集まっていた。

᳸ɶעғ᳸
【設置海域】山口県下関市

調査映像

【機種】シェルナース幼稚魚保護育成礁
護育成礁
【目的】増殖場造成
【調査結果】礁の棚間では、全長 8 〜
25cm のキジハタが確認された。

᳸ʋ߸עғ᳸
【設置海域】福岡県福岡市

調査映像

【機種】シェルナース 6.0 型
【目的】漁場造成
【調査結果】イサキやマアジ等、約 2 万個
体の魚類が魚礁に集まっていた。

※ご利用の際には

,( ǷǧȫȊȸǹƷјௐǛ
ųųƥƻପưƝᚁƘƩƞƍᲛ

通信料が発生します。

YouTube シェルナース
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