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政策手段(事業)名 太平洋さけ資源回復緊急 政策手段所管課名 水産庁栽培養殖課

対策事業

政 (1)目的 太平洋域におけるサケの不漁原因を解明し、今後の資源回復の手段を明

策 らかにすることにより、サケの回帰率の向上に資する。

手

段 (2)内容 ［施策の対象］サケの回帰率の向上

の 委託費

概 委託先：独立行政法人さけ・ます資源管理センター

要 サケ・マス類の人工ふ化放流や資源管理に関して

多くの情報を有するとともに、広く専門的な知識と高

度な技術を有している。

①サケ稚魚の耳石温度標識放流（※）と増殖管理実態調査

サケの不漁原因を解明するため、耳石温度標識したサケ稚魚を放流

し、以下の追跡調査及び環境調査により、不漁原因解明に必要なデー

ターを収集する。また、回帰に大きな影響を及ぼす人工ふ化放流の実

施状況について実態調査を行う。

（※）耳石温度標識：卵期に水温を上下させ、この刺激により、稚魚の耳

石にバーコード状の標識を施すものである。近年開発された手法で

あり、これにより一度に大量の稚魚に標識を施すことが可能となっ

た（別紙）。

②耳石温度標識魚の追跡調査

耳石温度標識したサケ稚魚を再捕するため、沿岸・沖合域において

追跡調査を行う。

③沖合域環境調査

追跡調査と併せて、稚魚の生息域における環境を把握するため、水

温、塩分、プランクトン等の調査を行う。

④回帰親魚の鱗の解析調査

北太平洋における回遊途上での減耗（死亡）要因を推定するため、資

源が減少している太平洋域に回帰するサケの鱗と、資源の減少してい

ない地域に回帰するサケの鱗を比較解析する。

⑤調査等結果分析

上記の調査により得られた結果を総合的に分析し、不漁原因の解明

と資源回復の手段を明らかにする。

(3)達成目標 太平洋域における不漁原因を解明し、今後の資源回復の手段を明らかに

することにより、回帰率の向上に資するものであるため、定性的な目標を設

定している。

（事業の達成目標）

耳石温度標識したサケ稚魚を放流し、この標識魚の追跡調査や沿岸・沖

合環境調査を行うことにより、環境条件とサケの回帰率を比較検討する。ま

た、回帰に大きな影響を及ぼす人工ふ化放流の実施状況（放流数、放流時

期、放流サイズ等）についても調査を行う。これらの調査により得られた結果

を総合的に解析し、岩手県を中心とした太平洋域における不漁原因や資源

回復の手段が明らかとなり、回帰率の向上に結びつくこととなる。
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政策目標との関連 政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及び

(目標年度) 達成ランク

つくり育てる 関係漁業生 平成14年度

漁業の推進 産量を 406％

2,016千トン 2,016千トン 1,995千トン －

（サブ指標） (18年度）

全国のサケ （サブ指標） －

の回帰率 2.3％以上 3.1％ Ａ

2.3％以上 を維持

を維持

本事業の対象となっている太平洋の主要県である岩手県におけるサケの

回帰率は平成13年度：1.7％、平成14年度：1.8％である。

事業効果と政策目

標等との関係（概 太平洋域におけるサケ資源の減少

念図）

太平洋さけ資源回復緊急対策事業

人

工 耳石温度標識を施したサケ稚魚の放流

ふ 結果のフィ と標識魚の追跡調査、増殖管理実態調査

化 ードバック 等を実施し、岩手県を中心とした太平洋域

放 における不漁原因を解明するとともに、今

流 後の資源回復の手段を明らかにすること

により回帰率の向上に資する。

適正な人工ふ化放流の実施

（健苗育成、適正サイズでの放流）

回帰率の向上

つくり育てる漁業の推進（政策目標）
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事業予算等の推移 12年度 13年度 14年度

（直近３カ年） 予算額（執行額） 千円 千円

12,537 18,805

(10,679) (16,166)

地区数 － －

事業の効率性を － －

示す指標の推移

事業のこれまでの 人工ふ化放流の実施状況（放流数、放流時期、放流サイズ等）、沿岸・沖

具体的成果 合環境（水温、塩分、プランクトン等）のどの要因が、サケの資源変動にどの

ような影響を及ぼしているのかなどの詳細な解析については、耳石温度標識

を施して放流したサケ稚魚が母川に回帰してから本格的に進められることと

なるが、これまでの調査によって、次のようなことが解ってきている。

沿岸・沖合域における環境等に関しては、

① 北海道、本州域について、海区単位で資源変動を分析したところ、岩

手県を中心とする太平洋海区とこれに隣接する海区において、その資

源変動に類似性が認められた。このことから、海洋生活初期の生残りが

資源変動に大きく影響していること、

② 海洋生活初期の生残りと、これに影響を及ぼすと考えられる３～７月

の表面海水温（ＳＳＴ）の関係について調べたところ、ＳＳＴが大きいとき

に回帰率が高くなることが示され、放流された春季のＳＳＴが海洋生活

初期の生残りに影響していること、

③ 平成14年３月に370万尾の耳石温度標識魚を放流し、平成14年春季

の調査で、唐丹湾において300尾が再捕された。これが５月になると全く

再捕されなくなることから、５月には幼稚魚が沖合へ移動すること、

が解ってきており、これらの成果に基づき、放流に当たっては海水温を常に

モニタリングすること、５月には沖合へ移動することから、それまでに沖合へ

移動できるようなサイズで放流を行うことなどが、人工ふ化放流にフィードバ

ックされている。

次に、人工ふ化放流の実施状況に関しては、河川で捕獲した親魚から卵

を採り受精させる工程において不適切な状況が見られ、改善の指導を行うこ

とにより卵の死亡率が低下するなど、人工ふ化放流技術の改善が図られて

きている。また、岩手県における放流状況を調べたところ、放流時期が１旬程

度早まってきていることや、放流サイズが小型化してきていることが分かり、

採卵時期や飼育計画の見直しなど、効率的な資源造成への活用が期待され

る。

北太平洋における回遊途上での減耗要因に関しては、資源水準の低下が

著しい岩手県と、変動が小さい北海道根室海区について、鱗から成長の比

較を行ったが、これまでのところ、成長に顕著な差異は認められていない。

このように、海洋生活初期の生残りと海水温との関係、幼稚魚が沖合へ移

動する時期、人工ふ化放流の実施状況に関して新たな知見等が得られ、こ

れらの結果が逐次人工ふ化放流にフィードバックされており、回帰率の向上

が期待される。
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(1)必要性 ①公益性

サケは北日本漁業における重要な魚種であり、人工ふ化放流により維持

し、持続的に利用していくことは、国民への水産物の安定供給を図る上で重

要である。このような中、岩手県を中心とした太平洋域におけるサケ資源の

評 大きな減少は、サケ定置漁業を中心とした関連産業や地域経済に大きな影

響を与えるものであり、早急な対策が必要となっている。太平洋域における

価 サケの不漁原因や今後の資源回復の手段を明らかにし、回帰率の向上を図

ることは、公益性が高いものである。

結 ②緊急性の有無

平成８年度に、24,500千尾、回帰率5.5％を記録したが、ここ３年は来遊数

果 が700～800万尾、回帰率で1.7％程度と低位な水準で推移しており、来遊数

については平成８年度の１／３まで減少している。

平成14年度においても7,792千尾である。

（岩手県における来遊数）

年度 ８ ９ 10 11 12 13

来遊数 24,471 16,624 12,577 7,204 7,154 7,750

回帰率 5.5 3.8 2.8 1.6 1.6 1.7

注）①単位は、来遊数：千尾、回帰率：％である。(

②回帰率は４年前の放流数で除した単純回帰率である。

③役割分担等

複数の県にまたがる太平洋という広域的な海域で起きていることから、広

域的な海域での調査が必要なこと、耳石温度標識など高度な技術を要する

調査であること等から、官において行う必要がある。

④社会経済情勢の変化を踏まえた廃止、休止の有無

サケは放流後、３～７年魚として回帰し、その中でも主群は４年魚、５年魚

として回帰することから、原因解明のため、引き続き継続して調査を実施する

必要がある。

(2)有効性 サケの回帰率の向上を図るためには、人工ふ化放流や沿岸・沖合域等に

おける減耗要因を明らかにし、その結果を人工ふ化放流にフィードバックし、

適正な人工ふ化放流を行うことが不可欠である。

この減耗要因を解明するためには、大量の標識魚を放流し、同時にこれら

の稚魚が回遊する海域における沿岸・沖合環境を把握し、環境条件や人工

ふ化放流の実施状況（放流数、放流時期、放流サイズ等）とサケの回帰率を

比較することは有効な方法であり、耳石温度標識は一度に大量の標識が可

能であることから極めて有効な手段であると考えられる。

また、本事業により資源回復の手段が解明されることにより、回帰率が向

上し、サケ定置漁業を中心とした関連産業や地域経済の活性化が図られる。
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(3)効率性 ①費用と効果の関係に関する分析

本事業を実施する上で必要な調査費用、旅費等を要求したものであり、そ

の効果についても上述したとおり見られたものと判断される。

②手段の適正性

サケ稚魚に耳石温度標識を施すためには高度な技術が必要であり、その

技術を有する独立行政法人さけ・ます資源管理センターに委託することによ

り計画通りの標識魚の放流が行われた。また、資源管理に関する多くの技術

や知見を有していることから、一連の沖合調査や結果の分析が速やかに行

われ、上述したような成果が得られてきている。

(4)その他 沿岸漁業に占めるサケ・マスの割合は、例えば、岩手県では漁獲金額の3

( ､ ) 6％（平成12年度実績：沿岸水揚金額－28,776百万円、うち、サケ・マス水揚公正性 優先性等

金額－10,470百万円）と大きな割合を占めており、優先性が高い事業であ

る。

政策手段の改善の 近年の太平洋域におけるサケ資源の減少がどのような要因によって生じ

必要性、その内容 ているかを解明するためには、サケの主群が４年魚、５年魚として回帰するこ

及びその理由 とから、今後も継続して人工ふ化放流の実施状況（放流数、放流時期、放流

サイズ等）や放流時における環境条件と回帰率について調査することが不可

欠である。

これまでの成果から、５月には幼稚魚が沖合へ移動すること等が分かって

きたことから、今後は４月に重点を置いて調査をし、その後、三陸沿岸、津軽

海峡東方海域、北海道えりも以西海区沿岸と追跡調査を行うことにより生息

環境やサケ稚魚の成長等に関するデータを収集し、減耗要因の解明を行う

こととしている。また、人工ふ化放流に関しては、減耗率の高い増殖施設に

ついて重点的に調査を行い、改善を図ることとしている。

政策評価総括組織 (１)必要性

（企画評価課長） 岩手県を中心とした太平洋域におけるサケ資源の減少は、サケ定置漁業

の所見 を中心とした関連産業や地域経済に影響を与えることから、本事業の調査結

果により、資源回復の手段を明らかにし、それを実行していくことは必要であ

ると考えられる。

しかし、示された岩手県におけるサケの回帰率データによれば、ここ３年、

回帰率は低位であるものの、減少傾向がとまり、若干ではあるが増加する傾

向がうかがえる（１２年度以降は０．１ポイントづつ増加）こと、及び人工ふ化

放流の実施に関して不適切な状況を把握し、その改善措置を施したことなど

からすれば、一定の目的は達成しているとことから、本事業の必要性は低下

していると認められる。

さらに、回帰率をサブ指標として設定している実績評価において、全国の

回帰率は２年連続目標値を上回っていること、近年サケの価格下落対策とし

て平成９年度より水産物調整保管事業の対象に追加・実施してきていること

から、本事業を継続していく必要性は低下しているものと認められる。

消費地中央卸売市場(１０都市)のさけの価格（円／㎏）

平成１１年 平成１２年 平成１３年

生鮮 772 738 621

冷凍 709 583 482

塩蔵 829 689 661

平成１３年水産物流通統計年報より
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(２) 有効性

本事業の実施により、海洋生活初期の生き残りと海水温との関係、幼稚

魚が沖合へ移動する時期、人工ふ化放流の実施に関して改善すべき新たな

知見等が得られ、この結果が逐次人工ふ化放流の実施にフィードバックして

いることは、回帰率の向上に資すると考えられ、一定の有効性があると思わ

れる。

しかし、必要性が低下している中で、引き続き調査を実施するよりも、今

後、耳石温度標識魚が回帰してくる時期に補足的な調査により検証すること

が効率的であることから、改善が必要である。

(３)効率性

事業の効率性を示す指標が示されていないこと、また必要性が低下して

いることから、効率性についても改善が必要である。

(４)総括意見

【廃止】

本事業については一定の成果を導き出していること、近年のサケをめ

ぐる状況等から、引き続き実施する必要性が低下していること、有効性・効率

性の改善が必要なことから、廃止を前提とした事業の見直しが必要である。


