
現地実証等の取組

資料１－６



目 次

Ⅰ 有明海漁業振興技術開発事業の概要（特産魚介藻類の増養殖技術の開発）………… 1
タイラギ 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県…………………………………………… 2
アゲマキ 福岡県・佐賀県………………………………………………………………… 3
アサリ 福岡県・熊本県………………………………………………………………… 4
ウミタケ 佐賀県…………………………………………………………………………… 5
マガキ 福岡県・長崎県………………………………………………………………… 6
ガザミ 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県…………………………………………… 7
クルマエビ 熊本県…………………………………………………………………………… 8
エツ 福岡県…………………………………………………………………………… 9
ホシガレイ 長崎県……………………………………………………………………………10
トラフグ 長崎県……………………………………………………………………………11
ヒラメ 長崎県……………………………………………………………………………12
マコガレイ 熊本県……………………………………………………………………………12
ワカメ・ヒジキ 長崎県………………………………………………………………………13

Ⅱ 有明海のアサリ等の生産性向上実証事業…………………………………………………14
有明海のアサリ等の生産性向上実証事業の事業内容と主な成果…………………………15
１．高地盤覆砂域の造成等による母貝生息適地の造成……………………………………16
２．基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成…………………………………………………18
３．アサリ稚貝の高密度着生・集積域からの移植…………………………………………20
４．カキ礁の造成による貧酸素水塊の軽減…………………………………………………23

Ⅲ タイラギ漁場における餌料環境等の改善に向けた実証…………………………………24



○有明海特産魚介藻類について、種苗生産、育成技術の確立、放流技術の改善等を行い、効果的な増養殖技術の開
発を図る。（有明海関係４県の補助事業）

主な対象魚種と令和３年度の結果

タイラギ アゲマキ ガザミ クルマエビ エツ ホシガレイ
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〔種苗生産〕
４県協調の取組の

下、着底稚貝22.5万
個体を生産。水産研
究・教育機構から分
与されたものを含め
約3.0万個体（殻長50
～70㎜）を中間育成
(令和4年１月末時点)。

〔種苗生産〕
佐賀県で令和４年１

末 ま で に ２ ㎜ 種 苗
492.5万個、８㎜種苗
12.5万個体を生産。

〔種苗放流〕
令和４年１月末まで

に佐賀県内３箇所に
213.4万個体を、福岡
県内３箇所に1.4千個
体を放流し、母貝団
地を試験造成。

〔種苗放流〕
４県で６～８月にC1

種苗589万個体、C3
種苗106万個体を放
流。４県が連携して
DNA標識による放流
適地、適時期、適サ
イズを検討中。

〔種苗放流〕
小型種苗(14㎜) 401

万個体を放流。
放流効果検証及び

生息環境を踏まえ、
更なる放流適地を解
析中。

〔種苗生産〕
福岡県内の漁協で

20㎜の種苗7万尾を生
産。

また、配合飼料等の
早期導入による種苗
生産の省力化・高度
化を検証中。

〔種苗放流〕
コチニール色素を用

いた耳石標識技術の
開発。

〔種苗生産〕
長崎県で3.0万尾の

種苗を生産。４月から
５月まで中間育成。

〔種苗放流〕
長崎県で12千尾を

雲仙市瑞穂から南島
原市西有家の地先に
放流。

 有明海漁業振興技術開発事業の概要
（特産魚介藻類の増養殖技術の開発）

事業内容
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種苗生産技術の開発

①種苗生産（福岡県・佐賀県・長崎県）
水産研究・教育機構の種苗生産手法も取り入れ、平成30年度から、長崎県の他に福
岡県及び佐賀県で種苗生産の技術開発に着手。令和3年度は約22.5万個体の着底
稚貝（殻長２ ㎜）を生産（表１）。

○ 平成29年度には、11万個体の着底稚貝（殻長1 ㎜）の種苗生産に成功。
○ 干潟では、早期に採卵し育成した稚貝を、梅雨明け後から移植することで高い生残率、 成熟、産卵を確認。
○ 海中育成ネットや垂下式カゴでは、へい死が抑制され、成熟・産卵も確認。

②中間育成（４県）
４県協調による母貝団地の造成に向け、水産研究・教育機構から分与された着底稚貝も用い、様々な方式による中間育成（殻長１ ㎜→50 ㎜）
技術を開発中（表２）。令和４年１月末時点で、４県で約3.0万個体（50～70㎜）の稚貝を中間育成中。

（千個） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

福岡県 － － － 4 0 0.8 137

佐賀県 － － － 0 9 16 50

長崎県 12 4 106 0 0.4 71 39

合計 12 4 106 4 9 87 225

［表１］ 着底稚貝生産数（殻長２㎜）

（注）他機関から融通された浮遊幼生等の育成を含む。

事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

タイラギ 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県

種苗生産（自県生産） 中間育成

福岡県

・１回採卵を実施したが受精卵を得られ
ず、水研機構百島庁舎、佐賀県から受
け入れた受精卵から137千個の着底稚
貝を得た。

・陸上で殻長１cmまで育成した稚貝のうち、約３万４千個体を熊本県へ預託（８～９月）、12月に殻長約５cm約６千
個体が還送された。
・熊本預託以外の稚貝約3.7千個体と、水産研究・教育機構から分与された稚貝約1.2万個体を、垂下式カゴを用い
て三池港で中間育成、12月に殻長約５cm約6.2千個体を得た。
・R４年１月末時点で、沖合域および干潟縁辺部の母貝育成場に約７千個体を移植。１月末時点での三池港での中
間育成数は約5.2千個体。

佐賀県

・合計４回採卵を実施し、１億6,802万粒
の受精卵を得た。うち4,629万粒を福岡
県、1900万粒を長崎県に受け渡した。

・長崎県から受け入れた3,300万粒の受
精卵等から約5万個の着底稚貝を得た。

・自県生産分2千個と水産研究・教育機構から分与された着底稚貝を８月から９月に熊本県へ預託し、１２月まで
中間育成。12月末に約3千個が還送され、移植に適した690個体を移植し、残りは干潟で中間育成を実施。3月ま
でに順次移植していく。

長崎県
・15回採卵を実施。約3.9万個体の着底

稚貝を得た。９月に熊本県に0.3万個を
預託。

・自県生産稚貝は６mmまで陸上で育成後、総合水産試験場の筏に沖出しし、その後小長井沖の筏に移動させ、
１2月末時点に越冬のため長崎水試に回収。約3千個体（殻長50mm）を中間育成中。
・水産研究・教育機構から分与された着底稚貝約14千個体、長崎県産3千個を熊本県に預託。12月に3962個体を
還送。上記種苗と併せて総合水産試験場の筏に中間育成中。１月末時点で計7千個体（殻長45-50mmサイズ）

熊本県 －

・水産研究・教育機構から分与された着底稚貝約3.5万個を、９月に順次受入れ、陸上（水産研究センター）で中間
育成開始。10月に0.3万個をくまもと里海づくり協会に分与し、11月に海上でのカゴ飼育を実施。
・８、９月に、福岡県から約3.4万個、佐賀県、長崎県からそれぞれ約1.7万個を預託分として受け入れ。１２月に、福
岡県に0.6万個、佐賀県、長崎県にそれぞれ0.3万個を還送。残りは水産研究センターの桟橋にて飼育中

［表２］ 種苗生産、中間育成の状況（令和４年１月末時点）
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○平成21年度以降、年間200万個体以上の種苗量産が可能となり、種苗生産技術は漁協
等への技術移転が可能なレベルに到達しつつある状況。

○放流後に被覆網を施すことにより、残存率が大幅に向上。
○佐賀県及び福岡県内の23箇所に累計1,800万個体以上を放流し、母貝団地を試験造成。

（人工種苗の放流適地解明､並びに生残率の高い種苗放流技術の開発）
• 福岡県海域では、令和３年３月からカゴを用いた7mmの小型種苗の放流試験を行ったが、

いずれも生残率はほぼ０％。また、令和３年７月に30mmの大型種苗を蓋つきかごを用い
て人工泥と現場の泥を入れて放流した結果、令和４年1月時点の生存率は75～93％と良
好。減耗要因は環境悪化、逸散または食害と推測。

• 小型種苗の生残率向上が課題。

アゲマキ

（１）種苗放流技術の開発
（２）養殖技術の開発

福岡県・佐賀県

事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

［図2］ アゲマキ資源回復の加速化（概念図）

鹿島

白石

太良

小城

有明海

佐賀

福岡県

放流場所

母貝集団

幼生の流れ

鹿
島

有明海

資源管理

稚貝放流、移植
↓

母貝集団の拡大

鹿島市地先での再生産サイクル
単一の個体群として完結

中東部・南部への種苗放流による
複数個体群の相互維持機構の形成

（メタ個体群へ発展）
有明海全域の資源回復・漁獲の復活

【現在】 【今後の展開】

（１）種苗放流技術の開発
（令和3年度の種苗生産状況）
・有明センターでは９月から種苗生産を開始し、２mm種苗を342.5万個を生産。令和４年１月時点で、
２mm種苗200.9万個、８mm種苗12.5万個を放流。技術移転中の漁協では、漁協で採卵した受精卵
180万個と有明センター産の受精卵600万個を育成し、２mm稚貝約150万個体の稚貝生産。3月ま
でに８mm種苗100万個を放流していく。

（令和２年度放流種苗の追跡調査）
• 令和２年度は、佐賀県内では佐賀市、鹿島市、太良町の５地先で２mm種苗を述べ200.5万個、

８㎜種苗を延べ272.6万個放流。追跡調査の結果、令和４年１月時点の生残率は、0～1.1%と
なった。

• 佐賀県海域では、記録的豪雨による低塩分化の影響、食害、豪雨、浮泥の堆積による大量
減耗などがあり、今後、これらのリスクを避けて母貝団地を創出していくことが必要。

［表１］ アゲマキ種苗生産（殻長８ ㎜）・放流の推移

年 度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

生産個数
（万個体）

122 116 340 128 353 218 289 12.46

※令和４年１月現在

（２）養殖技術の開発
・令和2年度放流群を活用し、令和3年5～6月に、佐賀市東与賀及び鹿島市浜地先で、
殻長2㎝程度の稚貝を用いて、密度調整試験（区画拡大）を実施。８月豪雨の低塩分化
の影響で十分な結果が得られなかったため、来年度も引き続き技術開発を行う。

［図１］ 放流（母貝団地造成）場所
○：H21年度

△：H22年度

□：H23年度

☆：H24年度

▽：H25年度

●：H26年度

▲：H27年度

■：H28年度

▼：H29年度

★：H30年度

◆：R1年度

◎：R2年度

△：R3年度

有明海

佐賀市小城市

白石町

鹿島市

太良町

◆
◆

◆

◆

◆
◆

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

◎◎

△

△

△

◆
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アサリ

（１）種苗生産技術の開発
（２）種苗放流技術の開発

福岡県・熊本県

○天然採苗では、網袋の採苗効果を確認。埋没防止対策も併用し効果が増大。
○中間育成では、海上装置での有効性も確認。高地盤に設置するカゴの方が管理不要で省力化でき、良好な生残。
○放流では、大型種苗で被覆網を施すことにより、保護効果が得られる可能性。
○出水により生残が著しく低下する天然発生稚貝を早期採捕し、野菜カゴにより高生残で放流サイズまで中間育成（R3、福岡）。

目 的事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

（１）種苗生産技術の開発

〇天然発生稚貝を用いた中間育成手法の開発
• 着底直後の春仔の移植及び中間育成技術の開発のため、河口漁場か

ら採取した天然発生稚貝と人工種苗を用いて、５月及び６月に野菜カ
ゴを用いた海上中間育成装置による試験を実施（写真１）。５月採取の
天然稚貝の生残率が45.6%と良好（表１、写真２）

〇人工種苗の効果的な中間育成手法の開発
• 放流適サイズ（殻長10～15 ㎜）まで簡易で効率的に中間育成する手法

の開発のため、天然発生稚貝と人工種苗を用いて、５月及び６月に野
菜カゴを用いた試験を実施（写真２）。一部海域では、人工種苗よりも天
然発生稚貝の生存率が良好。

• 海上中間育成装置による安定的な中間育成技術の開発のため、８月
～12月にかけて大矢野地区で１mm稚貝の中間育成試験を実施（写真３）。
30.4%の稚貝を6mm以上まで成長させることに成功。

（２）種苗放流技術の開発

• 被覆網等の保護対策による放流後の生残率及び成長の向上効果を検証するため、 10月に宇土地区
及び川口地区で平均殻長７mmの人工種苗を放流(写真４)。 1月には最大24mmまで成長。 前年度放
流群は、４月に肥満度20以上、10月には天然漁場のものより有意に肥満度が向上。

［表１］ 中間育成試験結果

種苗
設置
時期

設置場所
生残
率(%)

回収時
殻長(mm)

天然

5月
干潟域 45.6 14.5

静穏域 29.4 18.2

6月
干潟域 4.3 16.8

静穏域 1.2 25.4

人工
（対照区）

5月
干潟域 5.1 10.7

静穏域 12.2 14.5

［写真１］海上中間育成装置
（大牟田地区） ［写真２］育成したアサリ稚貝

［写真３］ 海上中間育成装置
（大矢野地区）

［写真４］ 網袋保護による
放流状況

（上：宇土地区）
（下：川口地区）

-4-



目 的

養殖技術の開発

○資源の減少により平成19年から休漁であったが、平成28年に早津江川沖合に試験的な漁場造成を
行ったところ、天然のウミタケが高密度に定着。平成30年度に造成した白石町沖でも定着を確認。

○平成29年～令和元年には試験操業を実施（H29：約190㎏、H30：約260kg、R1：約1,500㎏の漁獲）。

事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

（１）養殖技術の開発
（養殖試験用種苗確保のための種苗生産）

• 春季は平均殻長2.7mmの稚貝を約6.2万個体、平均殻長3.9mmの稚貝
を約3.4万個体取り上げ、養殖試験に用いた。（図1）。

• 秋季の生産については、今年度は生産不調のため十分な稚貝を得る
ことができなかった。採苗の安定性を図るため、餌の種類の増加によ
り栄養の強化を図るなど、種苗生産の工程を見直し、改善を図る必要
がある。

（カゴ式養殖技術の開発）
5月から7月に太良町糸岐川河口干潟・白石町及び佐賀市地先に2.8万個の稚
貝を移植した。（図２）。

• 試験では、小規模なカゴ（直径33㎝深さ27㎝）を用いて、被覆条件等の試
験や、大規模放流を想定した区画（2m×2m）への移植を行った。しかしな
がら、８月の豪雨の影響で1個体を残しすべて斃死した。

• 1月に太良町糸岐川河口干潟において、春季生産群を用いて、小規模な
カゴ方式で60個体移植した。令和４年１月時点で成長、生残状況を調査
している。

［図１］ ウミタケ種苗生産状況

ウミタケ中間育成水槽
（１トン水槽：底にベントナイトを敷設）

ウミタケ 佐賀県

ウミタケ浮遊幼生飼育水槽

［図3］ ウミタケ漁場造成状況

H30
H28

〔干潟カゴ式養殖試験〕〔ウミタケ人工種苗〕

［図2］ ウミタケ養殖試験場所

有明海

-5-



マガキ 福岡県、長崎県

目 的

養殖技術の開発

［写真３］

バスケットカゴ

シングルシード（華漣）

事業の目的

令和３年度の結果

〇新規漁場開拓及び越夏生残率向上のため適地調査のため、人工生産種苗を用いて有明海漁場で飼育試験を実施。
〇ランブリング手法など付着生物軽減を図る手法を検討。
〇延縄式養殖施設は台風時以外で大きな破損なく、シングルシードカキを商品サイズまで育成。

これまでの成果

②天然マガキの養殖技術開発
• 諫早湾内で天然マガキ種苗を選択的に採苗し、新たに単年生産マガキの養殖技術を

開発するための採苗・飼育試験を実施。1万枚の採苗板を干潟３箇所に設置し、６月
下旬に約63万個を採苗。うち約18万個を飼育試験に使用。７月再選別による種苗16千
個体を使用して、釜地先での飼育試験を実施。令和４年１月時点の生残率は約８％。

①シングルシードの養殖技術開発
• 人工生産の着底初期種苗（0.3mm）が付着した採苗板を４～６月に海面飼育し、種苗35千個

を生産。
• 諌早湾での垂下飼育により、高水温耐性種の選抜育種に使用する親貝を選別
• 高水温の影響試験を室内で実施。組織病理学的変性を一般染色、蛍光染色で確認
• ６月から新規漁場開拓及び越夏生残率向上の適地調査として、人工生産種苗を用いた５漁

場で飼育試験を実施。避難地優位性は未確認。生残率で既存漁場を上回る試験区あり。

⑤有明海に適した垂下方法の検討(図３）
• 垂下式養殖手法の検討のため、長さ3mと4.5ｍ、太さ6mmと10mmの垂下連で生育試験を実

施。12月時点で長さ3m、太さ6mm連の成長が最も良好。長さ4.5m連では干潮時に着底し、
食害生物が付着して減耗。

［図２］天然種苗、養殖適地調査結果

［図１］ 養殖適地・避難漁場 調査箇所

③付着物軽減試験
• 夏季（8 月）に原盤から脱落できるサイズに達したマガキを1 連分剥離し、付着物ごと潮

流等を利用してランブリングを海中で発生させる装置3 基へ収容し、飼育試験を11 月
まで実施。マガキの生残数5倍、生産量1.5倍となったものの、付着生物量も増加し、マ
ガキの成長を抑制したため、今後マガキの成長を向上させる技術開発を検討。

［図３］延縄式養殖施設
（大牟田沖）

［図４］延縄式施設で
養殖したカキ
（大牟田沖）

［写真２］
ランブリング
テスト機

［写真１］ 天然採苗マガキ

（採苗状況） （飼育後）
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④延縄式施設を用いた養殖施設の検討（図３、４）
• FRP支柱、ロープ、ブイを用いて設置した延縄式養殖施設を検討し、台風を除き大きな損

壊はみられなかった。今後、潮流の激しい有明海に適した養殖施設を開発。
• ９月からシングルシードカキを育成し、12月時点で商品サイズ（殻高68～88mm）まで成長。
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ガザミ
目 的

種苗放流技術の開発
（DNA標識技術による効果的な放流手法の検討）

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県

○DNA標識技術の開発により複数放流群の追跡調査が可能となり、放流種苗は４県で漁獲され、４県の共有資源であることを確認。
○過去の放流分では、Ｃ３では、６～７月の放流、湾奥及び湾央北部での放流で高い回収率。
〇中間育成の必要がなく大量放流が可能なC1サイズでも一定の放流効果を確認。

放流サイズ
放流尾数
（万個体）

備 考

福岡県
Ｃ１(５ ㎜)
Ｃ３(10 ㎜)

172
34

５～９月に、柳川市地先（□）、大牟田市地先（◇）に放流

佐賀県 Ｃ１(10 ㎜） 87
５～７月に、佐賀県太良町の太良川地先へ約58万尾、熊本県熊本新港地
先に約29万尾を放流。

長崎県
Ｃ１(５ ㎜)
Ｃ３(10 ㎜）

200
15

６～７月に、大牟田市地先（◇)に放流。

熊本県
Ｃ１(５ ㎜)
Ｃ３（10 ㎜)

130
56

６～７月に熊本県湾奥部（長洲町）、湾央部（熊本港）に放流

［表２］ 各県の種苗放流実績（令和３年度）

事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

〇 種苗放流技術の開発
• 平成30年、令和元年、令和２年放流群の追跡調査を実施。
• 福岡県放流の水深データロガー装着個体が湾口や橘湾で再捕され、深場で産卵した可能性を示唆。
• 全数がDNA標識されたC1、C3サイズ種苗を令和３年６～８月に、それぞれ計589万個体、106万個体を放流（図１・表２)。
• 抱卵ガザミからゾエア幼生を用いてマイクロサテライトDNA分析を実施。今後、親子判別分析を行い、再生産効果を推定。
• DNA分析の結果、R2放流群の混入率（R2年漁獲物）は、0.7～2.3％であった

□

▲

◎

○

●

◇

▲

［図１］放流位置図

△
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クルマエビ
目 的

（１） 放流効果の向上のための技術開発
（２） 漁場環境の把握

○DNA標識技術を開発し、複数放流群の追跡調査が可能となり、放流種苗は４県の共有資源であることを確認。
○適地（有明海湾奥部、湾奥中央部）、適時期（早期（６月））、適サイズ（大型（40 ㎜））を確認し、平成28年度から４県共同放流事業
に活用（４県合計で年間400万個体放流を目標）。

○調査対象区域においては、細砂・中砂分９割以上、硫化物量が非常に低い底質環境での漁獲が約９割。
このことから、泥土が少なく有機物の堆積が少ない環境がクルマエビの漁場として好適と判断。

（１） 放流効果向上のための技術開発
• 令和３年５～６月にDNA標識された小型種苗（14mm）（写真1）を、熊本県地先に400.5万個体を放流

（表１）。
• 過去の放流分も含めて、 DNA親子判別技術と放流種苗の漁獲場所、成長、成熟状況等の調査から、

有明海での生活史等を検証するとともに、回収率を推定し、効果的な放流手法（放流適地、適時期、適
サイズ）を検討。

放流サイズ
（全長）

放流個体数
（万個体）

備 考

熊本県
（本事業） 14 ㎜ 400.5

・５月に全長14 ㎜サイズを、熊本県宇土市地先（150.6万個体）に放流
・６月に、全長14 ㎜サイズを、熊本県熊本市川口地先（106.9万個体）と、

熊本県宇土市地先（143.0万個体）に放流

熊本県

［表１］有明海でのクルマエビ放流実績（令和３年度）

事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

・ 熊本県有明海域において標本船調査を実施し、年間及び旬別の推定漁獲量を算出。
・ 令和3年の推定漁獲量は2.3トン（R2は3.6トン)、旬別漁獲量のピークは9月前期の0.5トン（図１）。

［写真１］ クルマエビ放流

［図１］ 令和３年旬別推定漁獲量
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エ ツ
目 的

（１）種苗生産技術の開発
（２）種苗放流技術の開発

福岡県

○生物餌料の栄養強化により種苗の成長・生残が向上。漁協での種苗量産が可能となった。
○生残率は低いが15日齢からの配合飼料の導入に成功。
○卵稚仔の分布から筑後川における適正な放流時期は７月以降、河口から上流16km地点と推察されたが、

最新の結果を踏まえて引き続き検討。
○六角川と筑後川の両河川間での交流を示唆。また、塩田川での再生産を確認。

［写真１］ 染色したエツ耳石

事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

（１）種苗生産技術の開発
• 技術移転先の漁協では、水産試験場が開発したアルテミアの栄養強化を実施し、

高い生残率で種苗を生産(表１）。
• 省力化について、冷凍生物餌料では、生残、成長が悪く、その向上が課題。
• 配合飼料では、浮遊時間の向上を図ることで、成長、生残率の向上が示唆（図２）。

（２）種苗放流技術の開発
河川における卵、稚仔魚の分布調査、耳石の微量元素解析や染色標識等による移動、産卵生態等
の把握等により、最適な放流条件を検討。

①耳石染色による標識技術開発
• ALCは耳石への定着性や明瞭さなどから耳石染色として有効だが、食品用色素として安全

性の高いコチニール色素による耳石染色を実施。
• 染色によるへい死を少なくするため、コチニール色素を0.4ｇ／Ｌの濃度で１～３回染色。回数

増加とともに明瞭度は増加するが、標識としての持続期間については飼育を継続しながら
確認していく必要があり、最適な稚魚、仔魚、幼魚期の飼育条件の解明が必要。

②耳石微量元素解析
• 移動生態を把握するため、耳石微量元素解析を継続。

③河川による卵稚仔調査
• 稚仔魚の分布調査から、適正な放流時期は７月中旬～８月中旬であることを把握。
• 令和３年度に、稚仔漁の分布のピークが、６月の河口から16kmより上流の18km付近でもあ

ることを確認。
• 流量や潮汐の影響を踏まえ、今後も継続して調査を実施予定。

標識エツ放流地点

［表１］ 民間（漁協）での種苗生産実績

栄養強化
なし

栄養強化あり

H25 H30 R1 R2 R3

生産尾数（千
尾）

20 40 70 48 72

生残率 15％ 32％ 36% 44% 42%

［図２］ 浮遊率改善飼育水槽
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ホシガレイ 長崎県

目 的

（１）種苗生産技術の開発
（２）種苗放流技術の開発

○親魚のウイルスチェックと卵洗浄に取り組み始めた平成25年度以降、VNNは未発生。
〇アルテミア給餌により初期のへい死率が改善。
○大型種苗（全長15㎝）の放流の有効性を確認。
○混入率は55～70％(H29～R2)と高い値を示し、資源の底支えに大きく貢献。

［図１］標識放流場所

事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

（１）種苗生産技術の開発

①種苗生産
• 健全な種苗の安定生産のため、長崎県漁業公社において VNN※防除技術

（PCR法による親魚チェック等）を用いて、4月に健全種苗３万尾を生産（表１） 。

②中間育成
• 大型放流種苗の安定生産に向け、４月から陸上水槽で平均全長29㎜の種苗

３万尾の中間育成を開始。
• 受入初期にアルテミアを給餌することで初期のへい死が改善（表２）
• 早期大型種苗確保のため、緑色LED光照射試験を実施し、対照区で35mmから

41mm、LED照射区で35mmから44mmに成長。

［表１］種苗生産の推移（H29～R３）

※VNN：ウイルス性神経壊死症

年度
生産尾数
（万尾）

H29 12

H30 10.6

R1 13.7

R2 1.7

R3 3.0

（２）種苗放流技術の開発

分散放流試験を実施（図１）。
• ５月に上記中間育成試験対照区の12千尾を雲仙市瑞穂から南島原市西有家

の地先に放流（分散放流）。さらにLED照射区の17千尾を西有家から放流（集
中放流）。

• 平成30年12月に実施した分散放流と集中放流試験では、回収率は 分散放流
で3.6%、集中放流で2.4%、平均体重は462gと293gであり、分散放流の効果が高
いことが明らかになった。

年度 H29 H30 R1 R2 R3

へい死率 27.0% 17.0% 6.5% 1.4% 5.0%

〔表２〕中間育成開始3週間の累積へい死率
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○有明海奥部（福岡県、佐賀県地先）へ早期（６月）に放流を実施することで、高い放流効果を確認。
○本事業放流群の産卵親魚加入を確認。

［図１］ 標識放流実施場所
事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

（１）種苗生産技術開発
• 平均30mmのトラフグ種苗20万尾をコンクリート４水槽（有効水量110㌧）に、低密度400区（概

ね400尾/㌧）と高密度区500区（概ね500尾/㌧）として、各密度区の１水槽に緑LEDを照射し、
放流サイズまで中間育成を行い、緑ＬＥＤ照射の有無や飼育密度が種苗の成長、生残率、
種苗の質等に与える影響を検討。

（２）種苗放流技術の開発
• 放流の省コスト化に向けて種苗生産時の飼育密度が放流効果に与える影響を検証するため、

400尾/t （33.9千尾）、 500尾/t（38千尾）、 400尾/t+LED照射（24千尾）、 500尾/t+LED照射
（28千尾）で生産した種苗（67～72mm）を７月に標識放流実施。（図１）。

• 放流効果等の把握
① 有明海産卵親魚（令和３年４～５月）の調査では、11.1トンの漁獲量と推定され、前年並みと

推定された.。
また、本事業の過年度分放流魚22尾の産卵回帰２～８歳魚（７群；平均全長38～53cm、
平均体重（1.3～3.0kg）が確認された。当事業での混入率は８％と推定され、その他事業も含
めると27％が放流個体と推定された。

② 令和３年度の当歳魚調査(８～１月)では、漁獲尾数9,076尾（前年度同期比98％）、
漁獲量1,275kg（同114％）、当事業以外の放流個体も含めると放流個体混入率は35％と推
定され、漁獲が低迷する中で、放流個体が漁獲の下支えとなっている実態を把握。

③ 本事業の放流魚回収率は、400尾/t 区：0.18%、 500尾/t区：0.02%、 400尾/t+LED照射：0.10%、
500尾/t+LED照射：0.17%。

④ 水産研究・教育機構等との連携により、DNA親子判別技術を用いた放流魚の再生産効果解
明に向けて、種苗生産親魚、放流種苗、天然当歳魚等標本1,490尾を確保し、解析中。今年
度は、種苗生産に供した親魚12尾、放流種苗281尾、回帰した放流個体57尾及び放流個体
から再生産された可能性のある天然当歳魚1,404尾の計1,754尾についてDNA解析を実施中。

［図３］ 主なモニタリング実施場所

トラフグ 長崎県

［図２］ 有明海産卵親魚の漁獲量推移

（１）種苗生産技術の開発
（２）種苗放流技術の開発
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マコガレイ

（１）種苗生産技術の開発
（２）種苗放流技術の開発

熊本県

○ 放流個体と天然個体に成長差は見られず、放流魚の混入率は平均47.6％（H27～R2）の高い放流効果。

［図１］ 種苗の放流場所

関連図表

◎

事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

（１）種苗生産技術の開発
• 有明海産親魚を用いた安定的な種苗生産技術の開発を平成29年度から取組を開始し、令和３年度は令和４年

１月に採卵を行い、３月に全長15mm以上の種苗を30千尾、全長30mm以上の種苗を１千尾生産予定。

（２）種苗放流技術の開発
• 種苗生産技術開発で得られた種苗にALC標識を施し、4月に5.7万尾（平均全長28～33mm）を上天草市有明町地先に放流。併せて、

購入種苗1.3万尾（平均全長32mm）にALC標識を施し、5月に上天草市有明町地先に放流（図１）。
• 漁獲物の買取による混入率調査については、平成28年度と平成29年度は放流を行っていないため、平成29年度（10.0％）と平成30

年度（6.5％）の混入率は低下していたが、令和元年度は2才魚(平成30年（2018年生まれ）が57％と高い割合を占めた。令和2年度
は、調査した54尾のうち放流魚は確認できなかった。

長洲町

天草市有明町
◎

ヒラメ 長崎県

○ 島原半島北部での放流の有効性を示唆。

目 的
［図１］ 標識放流実施場所事業の目的

令和３年度の結果

これまでの成果

• 令和３年12月から令和４年１月に、57～58mm種苗を緑色LED照射区と対照区で
育成した結果、緑色LED照射区の成長が良好であることを確認。

• 耳石及び背鰭後端切除の標識を施した平均全長106㎜の種苗11.9万尾を、令和
４年１月に国見地先に放流（図１）。

• 令和３年１月～令和４年１月に島原漁協、有家町漁協及び大牟田魚市場に水揚
されたヒラメ1,087尾のうち、35尾が標識魚であり、うち21尾が当事業放流群と判断。

（１）種苗生産技術の開発

（２）種苗放流技術の開発
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ワカメ・ヒジキ 長崎県

目 的事業の目的

（１）養殖技術の開発（ワカメ）

（２）種苗生産技術の開発（ヒジキ）

令和３年度の取組状況と成果

【ワカメ】
• 海水温の上昇に適応する高成長・高生産の性質を有した養殖ワカメの選抜育種技術開発を実施

（写真１、２）。
• 令和３年９ 月下旬～11 月上旬にかけて、室内で全長2～3mm 以上に成長するまで培養した後、

11 月中旬以降に有明海沿岸の島原、布津、南有馬地区の３地区へ枠ごと垂下し、全長1cm 以上
に成長するまで育苗した。11 月中旬～下旬に種糸を各漁場の養殖ロープに巻き付け、養殖試験
を開始。

• 令和４年1 月中旬～下旬現在、各地区のワカメは全長51～104cm、日間成長率が8.0～9.3%／日
であり、概ね順調に生育。3 月頃まで養殖試験を継続し、3 月～4 月にかけて高成長の個体を再
選抜し、配偶体を再び採取する予定。

［写真１］ ワカメの種糸

［写真２］ 養殖ワカメの育成

［写真３］ ヒジキの種糸

【ヒジキ】
• 持続的に利用可能な養殖用種苗の供給場所となるヒジキ場造成や採苗用ロープ等による種苗生

産の技術開発を実施 （写真３、４） 。
• 全長２cm 以上の種苗を3,434 本生産し、令和３年12 月～令和４年１ 月にかけて養殖試験を開始。

養殖試験を開始したヒジキは、1 月下旬の時点で減耗はなく、全長12cm 以上に成長。
• 大村湾（多良見）で10月下旬に２個の採苗ブロックを移植した結果、12月中旬時点で平均全長

26mm、生残率44%。有明海（南有馬地先）では浮泥の影響や食害により減耗した海域もあり、令和
４年度以降は水槽及び比較的生存が良好な多良見地先等での種苗生産技術開発の拡大を検討
する。

［写真４］ 養殖試験中のヒジキ人工種苗

▲

▲
▲

島原

布津

南有馬

［図１］ワカメ養殖試験場所
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○有明海におけるアサリ等の生産性向上のため、これまでの実証事業のうち、特に効果が認められた技術を用い、母
貝生息適地の造成、稚貝育成、移植、カキ礁の造成による貧酸素水塊の軽減によって、漁場の生産力向上を図る。

○地区協議会及び技術検討・評価委員会を開催のうえ実施。

○事業期間：Ｈ30～Ｒ4年度

令和３年度 事業の実施場所と内容 １ .高地盤覆砂域の造成等による母貝生育適地の造成

① 未利用泥干潟域における母貝保護育成地造成技術の開発
（福岡県柳川市大和高田地先）

② 砂泥干潟域における母貝保護育成地造成技術の開発
（熊本県宇土市住吉地先）

２ .基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成

③ パーム等を用いた湾奥域での稚貝育成技術の開発
（福岡県柳川市地先）

④ 基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成技術の開発
（長崎県島原市猛島地先）

３. アサリ稚貝の高密度着生・集積域からの移植

⑤ 泥分が多い場所での移植技術の開発
（佐賀県佐賀市諸富地先）

⑥ 県内他地域からの搬入稚貝と現地での採取稚貝を併用した移植技術の開発
（長崎県諫早市小長井地先）

⑦ 有明海東部での高密度着生・集積域での移植手法の開発
（熊本県玉名市岱明地先）

４. カキ礁の造成による貧酸素水塊の軽減

⑧ カキ礁の造成による貧酸素水塊の軽減
（佐賀県鹿島市地先）

 ．有明海のアサリ等の生産性向上実証事業

事業の趣旨
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大課題 実施場所
アサリ等に対する環境

等の特性
５年間の技術開発・実証の目標 制限要因 主な成果

高地盤覆砂域の造成等
による母貝生息適地の
造成

①福岡県
柳川市大和高田地先

生息が困難な未利用干
潟域（泥干潟）

生残と成長の向上に
よる産卵数の増加

泥干潟での母貝の育成、採苗か
らの産卵サイクルの開発

泥分

・海底面から10㎝離して基質（軽石２㎜）
入り網袋を設置する方法で、未利用泥干
潟域でのアサリ母貝の成熟・成長・生残
に有効であることを確認。

②熊本県
宇土市住吉地先

粒径が小さく、底質が動
きやすい砂干潟

砂泥干潟での母貝の育成、採苗
からの産卵サイクルの開発、稚
貝好適生息地の推定

粒径・波・流
れ

・秋生まれ天然稚貝を角ザル育成器、基
質入り網袋を用いて、母貝サイズまでの
育成と秋季・春季の産卵期に成熟を確認。

基質入り網袋、カゴを用い
た稚貝育成

③福岡県
柳川市地先

河川水の影響がある干
潟

着底域拡大のための移植手法の開発 流れ・密度

・パーム（ヤシの実繊維）を網袋に収容す
る採苗方法により、底面上からの設置高
10～100㎝でアサリ稚貝の採取、軽石入
り網袋に移植し干潟での高成長を確認。

④長崎県
島原市猛島地先

浮遊幼生が着底するが、
稚貝が成育しない礫浜

稚貝～成貝までの保護・育成及び県内他地域への運
搬方法の開発

波・流れ

・砂利入り網袋による効率的な採苗が可
能な地盤高がC.D.L.+0.7-+1.4ｍにあるこ
とを確認。高地盤から低地盤への採苗器
移設が25mm以上の種苗の早期確保に
有効であることも確認。

アサリ稚貝の高密度着
生・集積域からの移植

⑤佐賀県
佐賀市諸富地先

砂混じりの泥干潟

移植による漁獲量の
増加

稚貝生息域の拡大手法の開発 泥分・密度

・コンポーズパイプを用いた離底器具によ
り、泥分の多い干潟でも網袋に収容した
アサリの移植が可能になり、高い成長速
度を確認。

⑥長崎県
諫早市小長井地先

泥干潟上に覆砂された
養殖場

地元産アサリの増産に向けた稚
貝の確保、保護に適した方法の
開発、県内他地域から搬入した
稚貝を含めた移植手法の開発

密度

・砂利入り網袋の沖側への移植が、陸側
への移植よりも成長、身入りが良いことを
確認。夏季の減耗対策として密度を低く
する効果を確認。

⑦熊本県
玉名市岱明地先

粒径が小さく、底質が動
きやすい砂干潟

稚貝の効率的な確保、保護育成
方法の開発、移植適地の選定

波・流れ

・収穫ネット入りラッセル袋が耐久性、ア
サリの成長において優れることを確認。
網袋の膨満対策にはコンポーズ離底器
具や収穫ネットを除去したラッセル袋へ
の収容の効果を確認。

カキ礁の造成による貧酸
素水塊の軽減

⑧佐賀県
鹿島市地先

貧酸素水塊の影響があ
る浅海域（二枚貝への影
響大）

漁業者自らが実施可能なカキ礁造成手法の開発、及
びカキ礁の造成による貧酸素軽減効果を数値解析に
より検討

貧酸素
・金網を用いた安価な棚式着生材の設置
により、過去に最も良い結果を得た被覆
金網と同等の着生効果を確認。

事業内容と主な成果
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１．高地盤覆砂域の造成等による母貝生息適地の造成

事業の目的

令和３年度の取組

①未利用泥干潟域における母貝保護育成地造成技術の開発 （福岡県 大和高田地先）

● 母貝育成技術の開発
低コスト型離底飼育器具を用いた技術の実証、
小規模高地盤覆砂域との比較

● 母貝用種苗確保技術の開発
パームを利用した採苗規模拡大の試行、
成貝による誘引効果の確認

● 母貝の運用サイクルの構築
母貝回収の作業性の把握、移植時期の検討

これまでの
取組・成果

• 海底面から10㎝離して基質（軽石２㎜）入り網袋を設置する方法が、未利用泥干潟域でのアサリ母貝の成
熟・成⾧・生残に有効であることを確認

• 海底面から10㎝離して基質（パーム ヤシの実繊維）入り網袋を設置することで、多くの稚貝採取を確認
• 豪雨期に海底面から10㎝離底させた器具を用いることで約4割の生残を確認（近隣の干潟アサリは全滅）

10号地区

実施内容 主な成果

方法と期待される成果

・令和2年4月に採取したアサリの母
貝育成では、令和2年９月から令和３
年７月までの育成期間で、離底と覆
砂のいずれにおいても同程度の生残
(覆砂94.3%、離底92.9％)、成⾧
(16.9㎜→覆砂27.5㎜、離底26.7㎜)、
成熟・産卵の状況(5/14の成熟個体比
率が覆砂・離底とも90％）。
・令和3年7月にパームで採苗したア
サリは令和3年7月から12月までの育
成期間中、離底で成⾧が良く、覆砂
で生残が良い傾向、成熟状態は同程
度。低生残率は8月豪雨の影響と推察。

・有明海の他地域の干潟で採取したア
サリとパームで採苗したアサリを小規
模高地盤覆砂域(覆砂)と低コスト型離
底飼育器具(離底)に設置し、生残、成
⾧、成熟状況を調査して両者を比較。

・小規模高地盤覆砂域より作業が容易
で安価な低コスト型離底飼育器具のア
サリ母貝育成効果を実証。 令和3年7月に採苗したアサリの生残率と

平均殻⾧の推移

小規模高地盤覆砂域

低コスト型離底飼育器具

10

15
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30

7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1

平
均
殻
⾧

(㎜
)

覆砂 離底

0

20

40

60

80

100

生
残
率
（
％
） 覆砂 離底

※12月の殻
⾧は有意差
あり。生残
率との関係
は解析中。

※離底のみ
9月に低下
した理由は
解析中。
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１．高地盤覆砂域の造成等による母貝生育適地の造成

• 母貝育成において、砕石に貝殻を混ぜた場合（被覆網で保護）において良好な成⾧・生残を確認
• 母貝育成試験におけるアサリの群成熟度・肥満度の推移から６月と11月に放卵放精を推定
• 枠付き被覆網は平常時に保護効果を確認、一方、台風時に基質やアサリの流出を確認
• 天然稚貝を角ザル育成器、基質入り網袋、カキ養殖用カゴを用いて、母貝サイズまでの育成を確認

②砂泥干潟域における母貝保護育成地造成技術の開発事業の目的

令和３年度の取組

（熊本県 住吉地先）

St.4

St.2’

緑川

これまでの
取組・成果

St.2

実施内容

方法と期待される成果

主な成果

● 母貝育成技術の開発
アサリ散逸防止等に有効な手法（カキ養殖カ
ゴ、網袋）の検証・選択と有効と考えられる
手法による試験の拡大実施

● 母貝用種苗確保技術の開発
収穫ネットや角ザルを利用した母貝用種苗の
採取・育成方法の検討
未成貝の効率的な育成方法の検討（砂利入り
網袋、カキ養殖カゴ、被覆網、角ザルの比
較）

・母貝育成容器としてのカキ養殖
用カゴと砂利入り網袋の有効性を
確認するため、アサリを育成し、
生残、成⾧、成熟について比較。
・2回の産卵期を経験させることが
可能な母貝育成サイクルの有効性
検証。

砂利入り網袋

砂利入り網袋敷設状況カキ養殖用カゴ設置状況

（令和2年10月設置 場所：St.2'）

・中間育成後のアサリ稚貝の育
成（令和2年10月から令和3年7
月）では、砂利入り網袋の方が
カキ養殖用カゴよりも生残、成
⾧の点で優れた(カゴでは内部
でアサリが動揺されることが原
因)。成熟は同様の傾向で推移
し、２回（令和2年秋及び令和3
年春）にわたり成熟・産卵した。

カキ養殖用カゴ
（孔径12mm）
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砂利入り網袋 カキ養殖用カゴ

令和2年10月から砂利入り網袋とカキ養殖用カゴで
育成を開始したアサリの殻長及び群成熟度の推移

産卵
産卵
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２．基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成

• パーム（ヤシの実繊維）を網袋に収容する採苗方法により、底面上からの設置高10～100cmで春産卵群
のアサリ稚貝採苗の有効性を確認

• 粒径2mmの軽石入り網袋に殻⾧12mmのアサリを収容し、11月～１月の冬季に20mm弱までの成⾧と
90%以上の高生残率を確認

• 4号地区に設置したアサリの10月～1月の生残率は90％以上を確認、その後泥土が堆積して激減

③パーム等を用いた湾奥域での稚貝育成技術の開発事業の目的

令和３年度の取組

（福岡県柳川市地先）

これまでの
取組・成果

実施内容

方法と期待される成果

主な成果

● 種場・生息場の拡大
軽石入り網袋を用いてパームで採苗されたア
サリの育成、規模の拡大試験を実施

● 効率的な稚貝確保技術の開発
パームを用いた採苗について、網袋の設置の
高さの検討、採苗規模の拡大、効率的な手法
を検討

・パーム入り網袋で採苗したアサリを2mm
軽石入り網袋へ収容後、干潟直上に①ペグ
(杭)、②コンポーズパイプ（FRP製のパイ
プ)で固定、また泥土対策として③コンポー
ズ製架台上に設置し、アサリの生残、成⾧
を調査
・稚貝育成に係る、設置、回収等一連の作
業性等を評価。

架台上
設置

ｺﾝﾎﾟｰｽﾞ固定
ﾍﾟｸﾞ固定

架台ｺﾝﾎﾟｰｽﾞ

泥土対策としての架台(上)と
軽石入り網袋の設置状況(下)

・アサリ稚貝の2mm軽石入り網袋での
育成（令和3年8月～11月下旬）では、
①ペグ固定、②コンポーズ固定、③コン
ポーズによる架台上への設置のそれぞれ
で生残率が約80％、殻⾧は22mm～
23mmに成⾧（開始時16ｍｍ）し、産
卵期から半年足らずの10月下旬時点で
放流サイズに到達し、有意差は見られな
かった。

8月に採苗したアサリ稚貝の生残・成⾧
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２．基質入り網袋、カゴを用いた稚貝育成

• 秋季に移植用アサリを採苗するため、採苗用砂利入り網袋を春季に設置する最適な場所（地盤高）を選定
• 作業性・経済性の観点から効率的な採苗法を検討し、採苗器内のアサリの収容密度調整やサイズの選別を行わ

ずとも有効であることを確認
• 実験地の採苗に活用可能な地盤高はC.D.L+1.2～+1.4m（面積として約5,800m2）であることを確認

④基質入り網袋、カゴ等を用いた稚貝育成技術の開発事業の目的

令和３年度の取組

（⾧崎県 猛島地先）

これまでの
取組・成果

猛島地先

実施内容

● 稚貝採取・保護育成技術の開発
実験地で有効性の認められた採苗器の活用が
可能な地盤高等の検証、地盤高ごとの採取量
の確認、稚貝成⾧促進のための沖出し試験に
おける網袋への収容密度等の確認

● 稚貝採取から運搬までの一連の方法の構築
稚貝採取から運搬までの一連の方法を構築す
るための本手法による作業性、コストの見直
し

方法と期待される成果

主な成果

・地盤高C.D.L.+0.7m～
+1.7mの範囲に実験区を4区
画設定し、採苗器を設置。地
盤高ごとの稚貝の採取量を比
較検証。

・採苗器設置から7か月経過し
た1月時点では、C.D.L.+0.7～
+1.4mで殻⾧1mm以上のアサ
リが1袋あたり200個体程度確認
されているのに対し、+1.5～
+1.7mの高地盤では約30個体
に留まった。
・過去の実績も含めると、採苗
に活用可能な地盤高は、C.D.L.
＋0.7～＋1.4mと推測。

採苗器（砂利入り網袋）
大きさ 30cm×50cm
（目合8㎜）
材質 ポリエチレン
基質 砂利（5㎜程度）
備考 砂利7kg程度充填

低地盤 採苗器の設置範囲
（イメージ）
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低地盤（C.D.L.+0.7～1.0m）

沖側（C.D.L.+1.0～1.2m）

岸側（C.D.L.+1.2～1.4m）

高地盤（C.D.L.+1.5～1.7m）

令和3年 令和4年
各地盤高における採苗器中のアサリ稚貝数の推移

高地盤
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３．アサリ稚貝の高密度着生・集積域からの移植

• アサリの集積場から近傍の砂質干潟へ移植することで、泥分の影響が緩和され生残・成⾧の改善を確認
• 泥分の高い干潟では、コンポーズ敷設で離底することで冬季の泥土埋没対策として有効性を確認
• 離底器具を用いた移植によって4～7月に殻⾧が30.5㎜から33.7㎜まで成⾧したことを確認

⑤泥分が多い場所での移植技術の開発事業の目的

令和３年度の取組

（佐賀県諸富地先）

佐賀県

⾧崎県
熊本県

福岡県

諸富地先

諸富地先

これまでの
取組・成果

実施内容

● 稚貝確保に効果的な採苗手法の検討
採苗器は砂利入り収穫ネット一重と収穫ネットを
ラッセル網で覆った二重を用い、コンポーズで離
底し砂場と泥場で実施

● 他県から移植した稚貝の生残、成⾧状況
稚貝を砂利入り二重ネットに収容し、砂干潟と砂
混じり泥干潟に移植し成⾧を調査

● 離底技術のメンテナンス手法の検討
移植後の生物汚損と泥への埋没状況を計測しメン
テナンス手法の検討、離底技術のメカニズム把握
のため水槽実験を実施

方法と期待される成果

主な成果

・2～5mmの砂利を収容した収穫ネ
ット(一重ネット)とラッセル網で包
んだ二重ネットを、泥混じり砂場(泥
場)と砂場へ離底器とともに設置し、
稚貝の個体数、殻⾧を比較。

・当実験区での二重ネットの有効性
を確認。

一重ネット 二重ネット

採苗ネットの中に出
現したアサリ稚貝

・当実験区では、二重ネットよりも一重
ネットの方が、また泥場より砂場の方が
稚貝確保数が多く、12月の平均殻⾧は一
重で約30mm、二重で約25mmと、一重
ネットの方が良好な成⾧を示した。
※二重ネットは他地区で有効性が確認さ
れているが、当実験区では一重ネットの
方が採苗・成⾧が良好であったことから、
その要因について環境条件等を解析中。

8月→9月の減少は8月
豪雨による影響

採苗ネット中のアサリ
稚貝数の推移
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● 生産性向上のための移植技術の開発
昨年度移植区域の生残状況の確認及び好適
な移植範囲（地盤高）の把握

● 稚貝の採取・保護育成技術の開発
移植期間中での密度調整や夏季の場所替え
(退避)によるへい死抑制効果の比較

● 稚貝採取から移植までの一連の方法の構築
稚貝の採取から移植までの一連の行程につ
いて作業性・コストを把握

３．アサリ稚貝の高密度着生・集積域からの移植

• 小⾧井産、県内他地域産（島原産）に関わらず砂利入り網袋を用いて沖側へ移植すると、陸側へ移植す
るよりも生残や身入りが良いことを確認。翌年の春に多くの漁獲を見込めることが期待

• 移植時に殻⾧を21~25mmに選別し、収容密度を2000～3000個体/㎡に調整することで、生残・成⾧の
向上を確認

• 砂利入り網袋の移設に適した地盤高がC.D.L.+0.7～+1.5mであることを確認

⑥県内他地域からの搬入稚貝と現地での採取稚貝を併用した移植技術の開発事業の目的

令和３年度の取組

（⾧崎県小⾧井地先）

釜漁場

⾧里漁場

これまでの
取組・成果

実施内容

方法と期待される成果

主な成果

・釜漁場と⾧里漁場において、網袋を
用いて地盤高C.D.L.+0.7m～+1.7m
に移植したアサリ(収容密度2kg/袋、
300～350個体/袋)の生残、成⾧、肥
満度を比較し、好適な移植範囲を確認。

沖
側

岸
側

C.D.L.+0.7m

C.D.L.+0.9m

C.D.L.+1.1m

C.D.L.+1.3m

C.D.L.+1.5m

実験区

実験区の配置（釜、⾧里漁場）

・生残率はいずれも80%程度で大差
はなく、殻⾧30mm以上のアサリ採取
量は、釜漁場ではC.D.L.+0.7m～
+0.9m、⾧里漁場ではC.D.L.+1.1ｍ
までが、岸側の高地盤域に比べ多い傾
向を示した。肥満度についても同様で、
釜地区では+0.9ｍより沖側で20以上
と良好な身入りを示し、地盤高が低く
干出時間が短いと摂餌機会が増加する
ことによると推察。

各地盤高に設置した網袋から回収した殻⾧
30mm以上のアサリの採取量と肥満度

アサリ採取量/袋
（殻⾧30mm以上）

アサリ肥満度
20はたいへん
身入りが良く、
太っていると
されている。
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● 採苗技術・保護育成技術・生産性向上のため
の移植技術の開発
網袋の膨満による成⾧不全、生残率低下の対
策として、沖側への移植の際に、コンポーズ
による離底や底質が抜け易い網袋を用いる等
の効果を検討

● 漁業者の利便性を考慮した移植技術の検討
漁業者の取り組みやすさを考慮し、陸側の採
苗地近傍でラッセル袋と被覆網を用いた保護
育成を行い効果を比較

３．アサリ稚貝の高密度着生・集積域からの移植

• 陸側で稚貝を網袋で採取した後、網袋ごと沖側へ移植することで成⾧・生残が良くなることを確認
• 付着生物除去等の作業性を軽減させるため、二重収穫ネットと二重被覆網を用いた結果、作業性に明瞭

な差が無く、両者とも実用性は高いことを確認
• 収穫ネット入りラッセル袋が設置から５か月後の耐久性、アサリの成⾧において優れることを確認

⑦有明海東部での高密度着生・集積域での移植手法の開発事業の目的

令和３年度の取組

（熊本県岱明地先）

これまでの
取組・成果

熊本県

福岡県

長崎県

佐賀県

有明海

実施内容

方法と期待される成果

・干潟陸側試験区で、現地盤に生息するアサリ稚貝
を含む底質をラッセル袋(4mm目）に収納、並びに
目合い18mm(9mm角目相当）の被覆網を一重及
び二重に敷設し、アサリの生残・成⾧について調査
し比較。

・干潟の陸側に着底したアサリを保護することで沖
側移植と比較して作業負担を縮小。

被覆網の設置状況

・9月時点でアサリの密度は一重被
覆網、二重被覆網、ラッセル袋で、
それぞれ2,622、2,744、1,246個
体/m2、平均殻⾧は6月の10mmか
ら被覆網、ラッセル袋とも15mm
と良好な成⾧を示した。
・5月に陸側から沖側に移植した収
穫ネット入りラッセル袋のアサリの
密度は2,000～4,000個体/m2、殻
⾧は13～17mmであり、陸側での
保護育成は沖側移植と同等の効果と
推察。

陸側

沖側

主な成果

５mm目のふるいに残ったアサリの平均殻⾧
(エラーバーは標準偏差）
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４．カキ礁の造成による貧酸素水塊の軽減

• 金網製の基材にカキの良好な着生を確認、安価かつ強固なカキ礁着生基材を開発
• 過去と既存の天然カキ礁のデータから今後の造成可能域を推定
• カキや他の二枚貝による濾過摂食を考慮した数値計算により、カキ礁の造成による貧酸素水塊軽減効果

を推算

⑧カキ礁の造成による貧酸素水塊の軽減事業の目的

令和３年度の取組

（佐賀県鹿島市地先）

熊本
県

福岡県

長崎県

佐賀県

有明海

これまでの
取組・成果

●浜川河口

●鹿島地先

実施内容 主な成果
● カキ礁造成場所の検討

現状のカキ礁分布の把握範囲の拡大、造成可能範
囲の精度の向上、天然カキ礁のカキ及びカキ以外
の生物のバイオマスの経年的把握

● カキ礁造成方法の開発
棚式着生材の製作・設置など一連の作業の再実証、
棚式着生材の経年着生効果の確認

● カキ礁造成による貧酸素水塊の軽減効果の検証
カキ礁の造成場所及びバイオマスの違いによる貧
酸素水塊軽減効果の検討

方法と期待される成果

金網を付着基質とした棚式着生材
(2m×2m)を12基作成し、令和3
年6月に設置した。10月に付着生
物調査(カキ及びその他)を行い、
初年度のカキ生物量の目標湿重量
0.06kg/m2に達したか確認した。
同様に令和2年度に設置した棚式
着生材についても2年目の目標値
3.88kg/m2の達成状況を確認した。

・安価で強固なカキ礁着生基材
（金網製の棚網方式）を開発し
た。実証試験において良好な着
生が確認され、令和3年度設置、
2年度設置ともに目標値を達成。
食害・へい死も見られなかった。

設置年度
今年度の
目標値

（kg/m2）

令和3年10月の
生物量（kg/m2）

浜川河口 鹿島地先

令和3年度 0.06 0.12 0.22

令和2年度 3.88 13.8 11.9

棚式着生材の設置作業 設置が完了した棚式着生材

令和2年6月に設置した棚式着生材

棚式着生材に付着したカキの生物量
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Ⅲ．タイラギ漁場における餌料環境等の改善に向けた実証

事業の目的 タイラギ等の資源回復に向けて、餌料環境の改善を図るための基盤を造成し、効果実証調査を実施

【餌料環境改善効果の検証】
餌料環境改善を図るため、凹凸覆砂畝型漁場の近傍2か所に生物機能活用型基盤を造成。

生物機能活用型基盤上において、タイラギの餌となる付着珪藻の増加を確認。また、同じくタイ

ラギの餌となる「有機物」を生み出す付着動物の増加も確認。

令和4年度の取組 生物機能活用型基盤の効果分析によるタイラギ餌料環境改善条件の把握、畝型漁場および基盤造成の適地選定

令和3年度の取組

凹凸覆砂畝型漁場と生物機能活用型基盤

【餌料生物の拡散状況把握調査】
凹凸覆砂畝型漁場に設置したセジメントトラップにて、生物機能活用型

基盤から供給されるタイラギの餌成分を採取し、成分分析調査を実施中。 【凹凸覆砂畝型漁場の

形状保持状況把握調査】

マルチビームソナー測量により、造成後7
年が経過した現在でも凹凸覆砂畝型漁場
は形状が維持されていることを確認。

底上
50cm程度

稚貝の移植状況
(R3天然着生稚貝を採
捕、中間育成、移植)

R1造成基
盤

H30造成基盤

D工区

C工区

B工区

A工区

H工区

G工区

F工区

E工区

生物機能活用型基盤上の付着動物の変化
（試験用小袋5カ所の平均値）

生物機能活用型基盤上の付着藻類の変化
（100 あたりの付着珪藻の細胞数）

移植用の
篭

セ
ジ
メ
ン
ト
ト
ラ
ッ
プ
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