
資料２－５

有明海沿岸４県毎の取組
（令和元年度の取組結果・令和２年度の取組内容）





①タイラギ種苗生産及び中間育成技術の開発
安定的な種苗生産技術確立のため、種苗生産を実施
（令和２年６～８月）。計６回の産卵誘発を行い７月下旬に
500万個体の浮遊幼生を生産し、８月下旬に着底稚貝を確
認（８月末時点で71個体確認）。８月中旬に水研提供の着
底稚貝約2,500個体を海上（垂下式）で中間育成中。

②タイラギ母貝団地の造成（三池島、峰の洲周辺、干潟）
令和２年度は３千個体以上の移植を目標とし、令和元年
産母貝（殻長約９cm）約2,600個体を移植済。令和２年７月
豪雨後の調査での生残率は約４割（令
和２年８月）。また、令和２年産母貝約
５千個体を移植予定（令和３年１～３月）。
移植方法は、海中育成ネット方式
に加え、大量に移植するため、塩塚川
河口沖の干潟へ直植え（令和２年５月に
1,040個体を移植 。令和２年７月豪雨後の
干潟域の調査で全滅を確認）。

③母貝団地の効果把握
過年度に母貝団地へ移植した母貝の
成長と性成熟を追跡調査（令和２年４月～）。

①タイラギ種苗生産及び中間育成技術の開発
種苗生産については、採卵には成功したも

のの着底稚貝には至っていない。
水研機構から令和元年８月に着底稚貝24万
個体、熊本県から同年11月に令和元年産稚貝
（殻長４cm）1,250個体の提供を受け、陸上及
び海上（垂下式）で中間育成を実施。令和２年
６月末時点で、すべて母貝団地へ移植。

②タイラギ母貝団地の造成（三池島、峰の洲周辺）
令和元年度は２千個体以上の移植を目標と
し、平成30年産母貝（殻長５cm以上）約1,500
個体を移植（海中育成ネット約1,000個体・かご
約500個体。令和２年６月末時点で約50%生残）。
本年度に中間育成した令和元年産母貝約
600個体（殻長8cm）を令和２年１月に移植。同
年３月に追加で約1,200個体（殻長8cm）を移植。

③母貝団地の効果把握
平成30年度に母貝団地へ

移植した平成30年産母貝の
性成熟を確認。

安定的な種苗生産技術確立のため、採卵の安定化及び
中間育成技術の改良が必要。
大量移植のための効率的な母貝団地形成手法（干潟漁場

活用、ネット・かご方式以外の海中育成手法）の開発が必要。
産卵量確保のための成熟母貝育成手法の開発が必要。

タイラギ資源の回復の鍵となる有明海全域に
おける広域的な浮遊幼生ネットワークの形成
（有明海沿岸４県で３年間に２万個体の母貝団
地を造成）

【福岡県】

目 的

令和元年度の主な結果・成果
令和２年度の主な取組

主たる課題

〔成熟したタイラギ母貝〕

〔タイラギの取組位置図〕

〔かご方式〕※母貝場

（干潟）

令和元年度タイラギ増殖の取組状況と令和２年度の取組
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令和元年度アサリ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①高密度に発生したアサリの有効活用
高密度に発生したアサリを出水の影響の少ない
漁場へ移植（令和元年５～６月で１カ所約20haに
295t を移殖）。移植した稚貝は、殻長30mm以上へ
成長し、良好な成長を確認（令和２年３月時点）。

②再生産サイクル形成のための母貝団地造成試験
約8,000袋の網袋で採苗したアサリ成貝を移植し、
アサリ母貝団地を拡大（令和元年５月～令和２年３
月） 。令和元年６月と11月調査で母貝成熟を確認。

③採苗効率化試験
令和元年５月、11月に29、30年度設置の網袋内ア
サリの成長・成熟を調査。殻長32mm以上に成長。
網袋の設置時期、場所、砂利の粒径別採苗試験
を実施 （令和元年５月、11月）。５月設置区で同年11
月に107個/㎡と最も多くアサリを確認。
パーム網袋を活用した採苗試験を実施。
令和元年12月に３箇所で約4,500袋のパーム網袋
を設置。 １mm未満のアサリ初期稚貝を中心に、最
大で455個/袋のアサリ稚貝を確認（令和２年２月）。

出水の影響を受けやすい漁場で高密度に発生するア

サリの有効活用が引き続き必要。

再生産サイクル形成のため母貝団地の造成が必要。
効率的な採苗のため、時期、場所の検討が必要。

①高密度に発生したアサリの有効活用
高密度に発生したアサリを出水の影響の少ない漁

場へ移殖（令和２年８月末時点で397t ）。効果確認
のため、生息状況を調査（令和２年４月～令和３年３
月）。

②再生産サイクル形成のための母貝団地造成試験
網袋で採苗、育成したアサリ成貝を移殖し、アサリ

母貝団地を拡大（令和２年５月～令和３年３月） 。
③採苗効率化試験

網袋により効率的に採苗するため、時期別、場所
別の採苗試験を実施 （令和２年５月、10月）。
令和元年度に引き続き、大雨による堆砂の影響を
受けないパーム網袋を活用した採苗試験を実施
（令和２年８月、３箇所、約4,800袋のパーム網袋を
設置）。

アサリ資源の回復の鍵となる、有明海全域における
広域的な再生産サイクルを形成

【福岡県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

令和元年度の主な結果・成果

〔母貝団地拡大試験位置、及び
パーム網袋設置位置図〕〔網袋を活用した母貝団地拡大試験〕

〔パーム網袋を用いた採苗
試験（令和元年度以降）〕

〔アサリ移殖放流試験〕

〔網袋を用いた採苗試験〕

母貝団地拡大試験
シュロ袋設置位置
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令和元年度ガザミ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①効果的な種苗放流手法の開発
放流サイズ、時期別等の放流効果を把握するた
め、令和元年６～８月に、Ｃ１サイズ（甲幅長５
mm） ・61万個体及びＣ３サイズ（甲幅長10mm）・45
万個体を放流後、漁獲物3,524個体のＤＮＡを分析。
平成30年漁獲物のＤＮＡ分析より、平成30年６
月に放流したＣ１サイズ種苗が、放流年内（平成
30年９～12月）に平均甲幅長170mm、平均重量
253ｇに成長し、湾奥、湾央で採捕されたことを確
認。

②春季抱卵雌及びヤワラ個体の移動生態調査
ペイント標識を施した抱卵雌86個体を令和元年
５月に、ヤワラ4,000個体を令和元年９～11月に放
流し、追跡中。
水温水深センサーを装着した雌30個体を令和
元年11月に放流し、追跡中。
平成30年に放流したヤワラ4,000個体のうち、26
個体が令和元年に放流場所近くの湾奥や湾央、
湾口、橘湾で採捕。
平成30年に放流した水温水深センサー装着ガ
ザミ３個体が、令和元年に湾奥、湾口、橘湾で採
捕され、水温13℃以下で冬眠し、令和元年５月中
旬以降、深い海域へ移動することを確認。

効果的なＣ１種苗の放流手法の開発が必要。
採捕データの蓄積による産卵場の解明が必要。

①効果的な種苗放流手法の開発
ガザミ種苗Ｃ１サイズ（甲幅長５mm）･25万個体、Ｃ３
サイズ（甲幅長10mm）･15万個体を放流（令和２年６月
放流）。その後、漁獲物のDNA分析を実施。
令和元年度及び過年度放流群の漁獲物のDNA分

析を実施し、種苗放流効果を推定
（令和２年４月～令和３年３月）。

②春季抱卵雌及びヤワラ個体の移動生態調査
春季抱卵雌86個体（令和２年５～６月放流）、秋季
ヤワラ4,000個体にペイント標識を施し放流予定
（令和２年９～11月）。
雌30個体に水温水深センサーを

装着し放流予定（令和２年11月）。

ガザミ資源増大のための効果的な放流技術の開
発及び移動生態の把握

【福岡県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

令和元年度の主な結果・成果

〔ガザミの取組位置図〕 〔水温水深センサー装着ガザミ〕

種苗放流場所

ペイント標識放流場所

〔水温水深センサー〕
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令和元年度エツ増殖の取組状況と令和２年度の取組

配合飼料への切替え飼育では一定の生残率向上が図
られたものの、実用化に向けた生残率向上のための給餌
方法のさらなる検討が必要。
放流種苗の移動や産卵等の生態が未だ不明のため、

耳石分析による生態解明、標識放流技術等の開発が必要。

①種苗生産の高度化技術開発
配合餌料導入の実用化に向け、配合餌料の摂餌量
を向上させる方法を検討。
省力化が可能な冷凍生物餌料の導入試験を実施。

②効果的な種苗放流技術の開発
河川における卵及び稚仔魚の分布調査により、潮汐
等を考慮した最適放流時期を検討。
外部標識によらない、耳石の染色試験による標識放
流技術を検討。
耳石微量元素解析により産地判別技術の開発及び

河川間移動の有無等を検討。

エツ資源増大のため、漁業者が実施可能な種苗
生産の高度化と効果的な放流技術を開発

【福岡県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

①種苗生産の高度化技術開発
配合餌料の最適な給餌量と、消化器官の発
達状況に応じた配合飼料への切り替えタイミン
グを検討。
最適な総給餌量は、魚体重の4.5％と判明。
配合餌料は15日齢から消化可能だが、摂餌
量が少なく、生残率と成長の向上は見込めず。

②効果的な種苗放流技術の開発
卵、稚魚等分布調査により、適正な放流時期
は７月中旬以降、放流場所は筑後川の上流
16km付近と推定。
耳石日周輪の計測による孵化日推定技術の
確立。
色素によるエツ耳石の染色を検討し、適した
染色濃度を把握。
耳石微量元素解析により、人工種苗の判別
や遡上河川の推定の可能性が示唆。

〔筑後川におけるエツ稚仔魚の分布量〕

〔耳石に刻まれた日周輪※〕
※１日に１輪刻まれる

〔染色したエツ耳石〕

令和元年度の主な結果・成果

〔エツの取組位置図〕〔配合餌料と生物餌料の摂餌量の差〕

配合餌料

生物餌料
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令和元年度アゲマキ増殖の取組状況と令和２年度の取組

移植後、夏期に生残率が低下するため、原因解明
が必要。
福岡県地先におけるアゲマキ移植に適した漁場条
件（底質、塩分等）の把握が必要。

①種苗の移植手法開発
佐賀県から提供を受けた殻長19mmの大型種苗５
千個体（令和２年５月）をかごや囲網を設置し、移植。

②種苗の移植適地解明
浮遊幼生調査および、水中に溶け込んだアゲマ
キの環境DNA調査を行い、天然アゲマキの生息状
況を調査（令和２年９月～令和３年３月）。
塩塚川河口、柳川市地先等の高地盤干潟域に種
苗を移植し、生残率、成長を比較。

③移植群の追跡調査
令和２年３、５月移植群の成長、生残率の追跡調
査を実施。８月の調査で、３月移植群はほとんど確
認できなかったが、５月移植群はかご方式で約６割
生残。

アゲマキ資源の回復のため、種苗量産・大量移植技
術の開発により、母貝集団を増大し、再生産サイクルを
創出

【福岡県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

①種苗の移植手法開発
移植前に泥に砂をすき込み底質改善を実施。
佐賀県から提供を受けた殻長８mm種苗・７万個体
をかごや囲網を設置し、移植（令和２年３月）。

②種苗の移植適地解明
浮遊幼生は沖端川、塩塚川、堂面川河口で採捕
されたが、平成30年に比べ採捕数は少なかった。
浮遊幼生が多い塩塚川と、平成29年に稚貝を確認
した矢部川、それぞれの河口とやや上流に種苗を移
植し、生残率、成長を比較。

③移植群の追跡調査（平成31年２月移植）
沖端川：令和元年６月には、殻長30mm程度に成

長していたが、７月降雨後の浮泥堆積でへい死。
塩塚川：令和元年８月上旬には、平均殻長50mm、
最大63mmに成長したが、同８月末の出水後にへい死。

令和元年度の主な結果・成果

〔アゲマキ浮遊幼生出現状況〕 〔アゲマキ移植状況〕〔アゲマキ移植種苗〕 〔アゲマキの取組位置図〕

〔囲網方式〕

〔かご方式〕
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令和元年度タイラギ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①タイラギ種苗生産及び中間育成技術の開発
安定的な種苗生産技術の確立のため、種苗生産
を令和元年６～９月に実施し、約９千個体の着底稚
貝を生産。
水研機構提供の着底稚貝を陸上及び海上（垂下
カゴ）で中間育成（令和元年９月末時点で減耗によ
り飼育終了）。

②タイラギ母貝団地の造成（沖合・干潟各３箇所）
令和元年度の母貝団地移植目標は２千個体。移

植後の減耗等を考慮して、平成30年産１千個体（令
和元年10月）・令和元年産５千個体の母貝を移植
（令和元年11月～令和２年３月）。また、昨年度発生
が確認された天然稚貝約28千個体の移植を実施
（平成31年４月、令和２年２月）。

③着底基質（活サルボウ貝、貝殻）散布の取組
浮遊幼生が着底しやすい環境を整備するため、

海底表層に着底基質として、活サルボウ１ha及び
貝殻４haの薄層散布を実施（令和元年６月）。
タイラギの着底は確認されなかったが、サルボウ

殻等、着底基質として機能することが確認された
（令和２年３月）。

母貝団地造成のため、安定的な種苗生産及び中間
育成技術の開発が必要。
浮遊幼生の着底を促進するため、着底環境の整備

手法の開発。

①タイラギ種苗生産及び中間育成技術の開発
生産目標は、着底稚貝４万個体、中間育成による
50㎜サイズ0.7万個体（陸上飼育）、その後海面飼育
を行い、母貝団地移植用稚貝（50㎜サイズ）３千個体
を生産する。現在、計５回の産卵誘発を行い着底稚
貝約11,600個体を生産し飼育を継続中。

②タイラギ母貝団地の造成（沖合１箇所・干潟３箇所）
令和２年度の目標は２千個体であるが、令和元年
産は約千個体を母貝団地に移植（令和２年４月）、令
和２年産は約２千個体を母貝団地に移植予定（令和
３年１月）。
令和２年４月までに移植した稚貝は、令和２年７月

豪雨により、干潟域及び沖合域で大規模へい死。な
お、沖合域で約30個体程度が生残。

③着底基質（貝殻）散布の取組
海底表層に着底基質（サルボウ殻）を16haに薄層

散布し、着底環境整備を実施（令和２年９～10月）。

タイラギ資源の回復の鍵となる有明海全域におけ
る広域的な浮遊幼生ネットワークの形成
（有明海沿岸４県で３年間に２万個体の母貝団地を造
成）

【佐賀県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

令和元年度の主な結果・成果

〔天然稚貝発生域及び移植箇所〕 〔種苗生産施設〕 〔海上中間育成〕
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令和元年度アサリ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①効果的な食害対策手法の検討
過年度に実施した網袋、被覆網設置漁場に
おいて、生息状況調査を実施（令和２年２月）。

②アサリの推定資源量調査
昨年度実施した資源量調査と同様に、佐賀
県の主要漁場である太良町地先において、ア
サリの資源量調査を実施（令和２年２月）し、資
源量を推定した。推定資源量は、多良川河口
で13.5ｔ､糸岐川河口で11.7t、合計25.2ｔであった。

安定的かつ持続的な漁獲、さらには漁獲量の増大へ繋
げるため、継続的な生息状況及び資源量の把握が必要。

アサリ資源の回復の鍵となる、有明海全域に
おける広域的な再生産サイクルを形成

【佐賀県】

目 的 主たる課題

〔アサリ漁場（網袋）〕 〔アサリ漁場（投石漁場）〕

〔アサリ漁場（被覆網）〕〔アサリの現地調査〕

令和元年度の主な結果・成果
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令和元年度アゲマキ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①佐賀県有明海全域でのアゲマキ移植による母貝団
地の造成

母貝団地造成のため、種苗生産した８mmサイ
ズのアゲマキ稚貝218万個を、県内海域 （＋福岡
県海域）に移植を実施（令和元年12月～令和２年
４月）。

②過年度移植のアゲマキの生息・成熟状況調査
過年度に移植を行ってきた地先について、生息
状況、成熟状況を調査した結果、鹿島市地先で、
平成31年３月に高塩分が原因と推測されるへい
死を確認。
その後、令和元年８月の豪雨による海域の淡
水化と産卵（令和元年９月）による疲弊が相まっ
てさらに活力が低下。
これらにより、底泥中
に深く潜ることができず
10月頃にナルトビエイ
の食害を受け、大量減
耗に繋がったと推測。

被覆網などにより、エイ類の食害対策を強化したうえで、
種苗放流を実施し、早急に母貝団地の再生を図る必要。

①佐賀県有明海全域でのアゲマキ移植による母貝団地の
造成
母貝団地造成のため、種苗生産した８mmサイズの
アゲマキ稚貝200万個を目標として、県内海域に移植
を計画（令和２年12月～令和３年３月）。

②過年度移植のアゲマキの生息・成熟状況調査
過年度移植群の生残状況を１～２か月間隔に１回調

査を実施（令和２年４月～令和３年３月）。
母貝団地の効果確認のため、成熟状況を確認し、産
卵期に浮遊幼生調査を実施予定（令和２年４月～令和
３年３月）。
令和２年７月豪雨後の調査では、放流区画において、
１～５割程度の減耗を確認。

アゲマキ資源の回復のため、種苗量産・大量移
植技術の開発により、母貝集団を増大し、再生産サ
イクルを創出

【佐賀県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

令和元年度の主な結果・成果

〔平成30年以降アゲマキ放流場所位置図〕

22年ぶりに漁獲されたアゲマキ

15日間で約820㎏漁獲

（平成30年度）
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令和元年度ウミタケ増殖の取組状況と令和２年度の取組

種苗生産が不安定であるため、適切な採卵時期の把握
など、種苗生産技術の開発が必要。
過年度に造成した漁場について、生息状況調査を実施し、

造成効果を引続き把握する必要。

①ウミタケ種苗生産技術の開発
安定的な種苗生産技術の開発のため、100千個体を目
標に種苗生産を実施し（令和２年４～６月）、249千個体
（１～10㎜）を生産。

②ウミタケ漁場造成技術の開発（効果の把握）
過年度に造成した漁場について、生息状況調査を実施

し造成効果を把握予定（令和３年３月） 。
種苗生産した249千個体（１～10㎜サイズ）を、干潟域・

沖合域の２箇所へ移植（令和２年５～６月）した。現在、追
跡調査を継続中。

佐賀県の特産貝類であるウミタケは禁漁の状
況であり、漁場造成の実証等により、ウミタケ資
源を回復

【佐賀県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

③令和元年６月に３年連続で試験操業を実施
平成28年度造成区周辺において、令和元年６

月に試験操業（11日間）により、合計で約1.5トン
漁獲（平成30年漁獲（約260kg）の約６倍）。

①ウミタケ種苗生産技術の開発
切開法により平成31年４月から令和元年８月
にかけて、種苗生産を３回実施し、約186千個体
の稚貝を生産。

②ウミタケ漁場造成技術の開発（効果の把握）
過年度に造成した漁場について、生息状況調
査を実施し造成効果を把握（令和２年３月）。
種苗生産したウミタケ186千個体（２～19mmサ
イズ）を、漁場造成箇所（２箇所）へ移植（令和元
年10月）。

〔移植したウミタケ稚貝（２～19mm）〕〔切開法による採卵〕

令和元年度の主な結果・成果

〔ウミタケの着底促進漁場位置図〕 〔ウミタケ〕
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令和元年度タイラギ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①タイラギ種苗生産及び中間育成技術の開発
採取した卵及び水研機構や佐賀県から提供を
受けた浮遊幼生により種苗生産を実施し、約400
個体の着底稚貝を生産。
令和元年産稚貝に加え、８～11月に水研機構と
熊本県から提供を受けた稚貝を海上（新長崎漁港
内）で中間育成、令和２年３月末時点で約5.5千個
体が生残。

②タイラギ母貝団地の造成（諫早湾内）
令和元年度は２千個体の移植目標に対し、平成
30年産貝約5.4千個体を移植（令和元年５～11月）。
移植したタイラギは、令和元年７・８月の調査で
成熟を確認し、令和２年３月時点、約2.9千個体が
生残。

採卵の安定化及び育成中の種苗の生残率向上のため、
継続的な種苗生産及び中間育成技術の開発が必要。
梅雨時期の低塩分化への対応のため、母貝の移植時
期、移植場所等、継続的な母貝団地造成手法の検討が
必要。

①タイラギ種苗生産及び中間育成技術の開発
生産目標は、着底稚貝3.4万個体、母貝団地移植用

稚貝（50㎜ サイズ）6.8千個体を生産。
計18回の産卵誘発と自県採卵及

び佐賀県提供の受精卵から着底稚
貝約７万個体を生産し、4.6万個体（
殻長６～22㎜）を海上（新長崎漁港
内）で中間育成中。
中間育成の適地検証のため、小長井町カキ筏、熊

本県水産研究センターで飼育試験中。
②タイラギ母貝団地の造成（諫早湾内）

令和元年産貝約３千個体を令和
２年４～７月に諫早湾中央部の筏
へ垂下したが、７月豪雨による諫
早湾内の低塩分化により92％が
へい死。低塩分回避適地探索試
験（約50個体）（諫早湾口部で飼
育）のへい死率は32％であった。
令和２年産貝は殻長50㎜以上
に成長させ、10月末までに諫早湾中央部の筏に移植。

タイラギ資源の回復の鍵となる有明海全域に
おける広域的な浮遊幼生ネットワークの形成
（有明海沿岸４県で３年間に２万個体の母貝団
地を造成）

【長崎県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

〔移植作業〕 〔移植したタイラギ（殻長８cm） 〕

令和元年度の主な結果・成果

〔タイラギの取組位置図〕

金崎地先

釜地先

諫早湾中央部

瑞穂地先

〔着底稚貝 殻長2-3mm〕
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令和元年度アサリ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①アサリ網袋増養殖手法の確立に向けた調査
《効率化のための調査》
網袋採苗技術の効率化のため、種苗（秋季

：殻長25mm以上）確保に適した条件を調査し、設
置時期は５～６月が有効である可能性が高いと
考えられた。
海底耕うんによる餌料環境改善試験を秋季に
実施。餌料不足の際に浅海域で海底耕うんを実
施することで、諫早湾湾中央から湾奥での餌料
環境改善効果が確認できた。
《実用化に向けた調査》
網袋式増養殖の実用化に向けて、アサリ養殖
漁場の漁業者による実証試験では、アサリ収容
量２kg/袋は年ごとの評価※にばらつきがみられ
たが、収容量１kg/袋では３年間とも安定して良
好な評価となった。

※身入りの良さ、歩留りの２項目の評価

②アサリ母貝団地造成のための調査
金崎及び釜地先の覆砂漁場において、網袋を
各1,000袋設置。
令和元年度に造成した覆砂漁場において、ア
サリ稚貝0.6kg/㎡を放流。

殻長25㎜以上の稚貝を効率的に確保するため、採苗
場所及び時期、餌料環境改善手法の検討が必要。
漁業者が実施可能な省力化、省コスト化の網袋式増養
殖技術の開発が必要。

①アサリ網袋増養殖手法の確立に向けた調査
《効率化のための調査》

秋季に殻長25㎜以上の稚貝を確保するための採苗手
法効率化（地盤高および網袋内部の砂利の量）を検討。
令和２年５～６月に試験区設定済み。

《実用化に向けた調査》
網袋式増養殖の実用化に向けて、現場での最適手法
確立のため、アサリ稚貝の収容量について実証試験を実
施（令和２年10月～令和３年３月）。

②アサリ母貝団地造成のための調査
令和元年度設置の網袋及び放流種苗の生息状況を
確認 （令和２年６月～令和３年２月）。
令和２年７月豪雨による諫早湾内の低塩分化により釜

地先では、地まきした成貝がほぼ全数へい死。
金崎地先では、地まきした成貝が約４割、
網袋（平成30年度設置）が約８割生残
（８月末時点）。
令和元年度に造成
した覆砂漁場にアサ
リ稚貝１kg/㎡放流予定
（令和２年10～11月）。

アサリ資源の回復の鍵となる有明海全域におけ
る広域的な再生産サイクルの形成

【長崎県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

令和元年度の主な結果・成果

〔網袋の漁場への設置〕 〔アサリの取組位置図〕

小長井地先

瑞穂地先
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令和元年度カキ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①小型種苗を用いたシングルシード養殖技術の開発
自主生産種苗と10mmサイズ購入種苗の振り子

バッグ養殖比較試験を実施（令和元年６月～令
和２年２月）。夏期に大量へい死が発生したた
め、生残率は自主生産９％、購入21％と低かっ
たが、製品サイズ出現率は自主生産種苗が最も
優れた。

②シングルシード種苗の自主生産技術の開発
自主生産種苗の量産化の検討を行ったが、生

産直前の荒天のため、種苗が採苗板から脱落し、
12千個の生産に留まった。

③新たなシングルシード養殖適地の調査
既存漁場２箇所、新規候補地２箇所で、養殖

比較試験を実施。新規候補地で平均殻高、身入
りともに既存漁場と差がない状況を確認。

④イソギンチャクを用いたフジツボ等付着軽減対策
の検討

台風の影響で筏自体が流失し試験は中断した
が、ホヤ類に対する付着
軽減効果が見られた。
また、イソギンチャク

の室内培養法の効率化を
図った。

自主生産種苗の量産化、夏期の大量へい死対策（高
水温耐性種の育種等）の検討が必要。
フジツボの大量発生時期に十分な効果が得られるイ
ソギンチャクの適正な付着時期・付着数等の検討が必要。

①シングルシード種苗の自主生産技術の開発
着底初期種苗（0.3mm）を用いて６月に255千個（殻
高14.7mm）の早期種苗を生産。

②早期天然着底マガキ種苗の生産技術の開発
６月下旬に早期着底する天然種苗をシングルシード
として8.8千個採苗し、飼育試験を実施。

③新たなシングルシード養殖適地の調査
７月から既存漁場（２箇所）、新規漁場候補地（２箇
所）、避難漁場候補地（低塩分対策・高温対策１箇所）
で飼育試験を実施。

④イソギンチャクを用いた付着生物軽減対策の検討
６月にイソギンチャクをマガキに付着させて海面に

垂下し、付着生物軽減の有効性を評価。
⑤シングルシード（華漣）の高水温耐性選抜技術開発

高水温における耐性種の選抜育種技術の開発。

マガキの養殖技術開発による生産性の向上

【長崎県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

〔マガキに付着させたイソギンチャク〕

令和元年度の主な結果・成果

〔マガキ取組位置図〕 〔自主生産種苗（剥離前）〕
〔初期着底稚貝を採苗板ごと
筏に垂下〕
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令和元年度ガザミ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①省コストかつ簡易な種苗量産技術の開発
餌料にワムシを使用しないことで、省コストかつ簡易
な種苗生産方法とするため、給餌方法や飼育環境の
改良を行ったが、ワムシ給餌の代わりとなる方法は開
発できなかった。（生産初期のワムシ給餌は必要との
結論）

②効果的な種苗放流技術の開発
４県で時期・場所・サイズの異なる複数群による大量
放流を行い、ＤＮＡ標識技術を用いて放流効果等を調
査。
過年度放流群で、本県地先よりも福岡県大牟田市地
先放流群の回収率が11倍と効果が高いことが推定さ
れた。
長崎県は、令和元年度は福岡県大牟田市地先に放
流。
※放流実績：Ｃ１サイズ(５mm)122万尾 Ｃ３サイズ
(10mm)60万尾（解析は令和２年度に実施）

③抱卵ガザミ等の再放流試験
漁獲された抱卵ガザミ及び小型ガザミの再放流効果
を把握するため、ＤＮＡ標識技術を用いて、調査を継続
中。
※再放流実績：抱卵555個体、小型2,101個体。なお、平
成30年度再放流した抱卵ガザミの仔は、本県で当年
漁獲加入は確認できなかった。

４県で明確に役割分担した放流試験による最適な
手法の開発。
・効果の高い湾奥の中でも詳細な適地の解明。
・放流場所に応じた適サイズの解明。

①効果的な種苗放流技術の開発
４県共同の放流効果の調査を継続。長崎県は

適地と考えられる大牟田市地先に放流場所を絞り、
時期・サイズの異なる複数群を放流。

※放流実績：Ｃ１サイズ200万尾(６月、７月）
Ｃ３サイズ30万尾（６月）

ＤＮＡ標識を用いて、前年度放流群の放流効果
を調査（令和２年４月～令和３年３月） 。

②抱卵ガザミ等の再放流試験
過年度に続き、５～９月に主要漁協と共同で再

放流試験を実施。
※８月末までに抱卵500個体、小型1,260個体を再放
流済み。

放流種苗の安定確保・安定供給に繋がる省コストかつ
簡易な種苗量産技術の開発
ガザミ資源増大のための効果的な放流技術の開発

【長崎県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

令和元年度の主な結果・成果

〔ガザミの放流位置図〕 〔抱卵ガザミ（黒でこ）〕

-13-



令和元年度タイラギ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①タイラギ中間育成技術の開発
水研機構提供の着底稚貝について、陸上で令和２年

産稚貝50千個体、海上（垂下カゴ等）で平成30年～令和元
年産稚貝2.5千個体の母貝団地補填群の育成を実施。

②タイラギ母貝団地の造成（宇土地先）
熊本県の平成30年度～令和２年度の母貝団地移植目標
は3,000個体。垂下カゴによる育成試験、移植を実施
（令和２年６月～令和３年３月）。
令和２年７月豪雨による海域の
塩分低下により６月末の3,149個
体から８月末で1,248個体まで減
耗。

③底質環境調査・タイラギ生息状況調
査、海底撹拌による底質改善
タイラギ生息域の把握及び底
質の改善を実施（令和２年７月～
令和３年２月）。

①タイラギ中間育成技術の開発
水研機構提供の令和元年産稚貝54千個体
（陸上水槽、海上（垂下カゴ））、平成30年産稚
貝１万個体（海上）の中間育成を実施。
中間育成した稚貝（平成30年産1,657個体､

令和元年産13,380個体、合計15千個体）を３県
に提供（令和元年10～11月）。

②タイラギ母貝団地の造成（宇土地先）
令和元年６月から平成30年産母貝2,000個

体、令和元年産稚貝2,025個体を垂下式飼育カ
ゴに順次移植し、母貝団地造成試験を実施。
平成30年産母貝の性成熟を確認。
令和２年３月末時点で、平成30年産母貝

1,511個体（生残率76%）、令和元年産稚貝1,556
個体（生残率77%）が生残。

③底質環境調査・タイラギ生息状況調査、海底撹拌
による底質改善

生息状況調査で、長洲沖及び網田沖でタイ
ラギ成貝の生息を確認（令和２年２月）。

母貝団地造成に必要な人工種苗の安定的な育成・数量確
保が必要。

タイラギ資源の回復の鍵となる有明海全域に
おける広域的な浮遊幼生ネットワークの形成
（有明海沿岸４県で３年間に２万個体の母貝団
地を造成）

【熊本県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

〔母貝団地で性成熟した個体・飼育籠〕〔中間育成用の循流水槽と稚貝〕

令和元年度の主な結果・成果
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島原市

島原◎

布津町◎

◎三角町

◎網田

◎住吉

◎

◎松尾

◎河内

◎大浜

熊 本 県

玉名市

◎牛水

荒尾市

長洲町

熊本市

◎
有明

宇土市

〔タイラギの取組位置図〕

〔垂下式飼育カゴに移植したタイラギ（左）および塩分
低下により死亡したタイラギの状況（右）〕

①： ②：

③：
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令和元年度アサリ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①高密度漁場からの稚貝移植等による母貝団地の造成
県内５箇所（荒尾、滑石、横島、川口、網田）に試
験区（新たに合計791㎡）を設置し、稚貝の移植（移
植網袋数516個）を実施。

②保護区設置による母貝の保護（緑川河口域）
過年度設定した保護区において、ナルトビエイ等
の食害生物対策、海底耕うんを実施（28,000㎡） 。保
護区では、対照区と比較して、１人／時間当たりの
母貝採捕量が、2.8倍となる効果を確認。

③アサリ人工種苗の中間育成技術の開発
人工種苗52万個を９mmまで中間育成し、網袋に
よる保護対策を行った移植試験を実施。平均殻長は
産卵可能となる20mmに成長し、高生残であったこと
を確認。

④アサリ漁場の環境改善対策の実施
県内５箇所で竹支柱等を設置。

流れの創出による底質改善及び
食害対策を実施。着底稚貝を確
認するとともに、竹設置区内の
底質は、波浪の影響が低減し
たことを確認。

⑤網袋を活用したアサリ稚貝の
着底促進保護

県内13箇所において、合計
約6.5千袋の網袋を設置済。

資源量及び漁獲量が不安定であり、稚貝の減耗防
止対策や産卵母貝の保護・育成等の検討が必要。

①母貝団地の造成試験
県内４箇所で、移植した稚貝の追跡調査、保護試

験を実施（令和２年６月～令和３年２月）。
②保護区設置による母貝の保護

緑川河口域の保護区３箇所（28,000m2）で漁業者
による海底耕うん等を実施し、管理方法を検討
（令和２年６月～令和３年３月）。

③アサリ人工種苗の中間育成技術の開発
人工稚貝の中間育成及び保護対策
を行った移植試験の実施
（令和２年７月～令和３年３月）。

④アサリ漁場の環境改善対策の実施
過年度、竹支柱等、網袋を設置
した試験区で、資源増殖のための漁
場管理（アサリ密度管理等）を実施
（令和２年６月～令和３年１月）。

アサリ資源の回復の鍵となる、有明海全域における
広域的な再生産サイクルを形成

【熊本県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

令和元年度の主な結果・成果

〔中間育成した人工種苗（平均殻長９mm）〕〔網袋を用いた人工種苗の移植〕

〔竹支柱の設置状況〕 〔アサリの取組位置図〕

〔保護試験（食害対策）〕
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①：

②：

③：
④：
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令和元年度ハマグリ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①干潟海底耕うん及び被覆網を用いた保護区設置
及び効果の把握

緑川河口域３箇所で保護区（約3,400㎡） を
造成し、食害生物対策（母
貝保護用被覆網設置）、海
底耕うんを実施。
保護区では、対照区と
比較し、母貝生息量が約3.6倍
となった（令和２年３月）。

②採苗のための網袋等の設置及び効果の把握
ハマグリ浮遊幼生調査を実施し、最大で25個
体/  を確認（令和元年６～８月）。
採苗方法別（網袋及び被覆網）によるハマグ
リ採苗試験を実施。令和２年１月時点で網袋で
の採苗は確認できず、被覆網での採苗を確認。
平成30年度は網袋及び被覆網で確認。

③菊池川及び緑川河口域におけるハマグリ生息密
度の調査
菊池川河口域の平均分布密度
【７月】 １個体/㎡（平成30年度９個体/ ㎡）
【８月】 ２個体/㎡（平成30年度20個体/㎡）
緑川河口域の平均分布密度
【６月】48個体/㎡（平成30年度38個体/㎡)
【８月】16個体/㎡（平成30年度30個体/㎡)

漁獲量及び稚貝の発生量が不安定であるため、母貝保
護対策及び稚貝の減耗防止の検討が必要。

①干潟海底耕うん及び被覆網を用いた保護区設置及び効果
の把握

緑川河口域保護区３箇所（約3,400m2）の造成及び保護
効果把握調査を実施（令和２年６月～令和３年２月） 。

②採苗のための網袋等の設置及び効果の把握
採苗方法別による採苗数、成長及び生残の把握
（令和２年６月～令和３年３月） 。
採苗時期・場所を検討するための浮遊幼生等の調査を
実施（令和２年５～10月） 。

③菊池川及び緑川河口域におけるハマグリ生息密度の調査
主要漁場２箇所での生息密度調査の実施
（令和２年６～９月）。

ハマグリ資源回復のため、高密度生息場所で
の保護対策による資源量の増加・安定化

【熊本県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

令和元年度の主な結果・成果

〔ハマグリの取組位置図〕

〔母貝保護用被覆網設置〕

〔採苗用網袋設置〕〔浮遊幼生調査〕
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令和元年度クルマエビ増殖の取組状況と令和２年度の取組

①クルマエビ種苗の早期放流、漁獲及び漁場環境の調査
10～14㎜種苗・586万尾を熊本県及び福岡県地先
に放流 （令和元年５～７月）。
標本船調査による熊本県海域での推定漁獲量は
2.7トン(令和元年）。
調査時に採捕されたクルマエビのうち、約９割が細
砂・中砂分９割以上、硫化物が非常に低い底質環境
において採捕された。

②干潟と沖合いとの段落ち部での漁業者による海底撹拌
及び効果把握調査
令和元年７月に４海域で合計800haの海底撹拌を実
施。
改良した撹拌器具により、網田沖でクルマエビの累
積採捕数の増加（対照区の6.8倍）を確認。

資源回復のため、小型種苗の大量放流効果及び
漁場環境把握が必要。

水産有用生物の生息に適した環境把握のため、
段落ち部での継続的な海底撹拌の実施及び底質改
善効果把握が必要。

①クルマエビ種苗の早期放流、漁獲調査
放流効果・サイズ等の検討のため、14mm種苗・

531万尾を熊本県及び福岡県地先に放流
（令和２年５～７月）。
推定漁獲量等の算定のた

めの漁獲物調査を実施
（令和２年５～11月）。

②干潟と沖合いとの段落ち部での
漁業者による海底撹拌及び効果
把握調査
底質環境、水生生物、底生

生物調査による海底撹拌、効
果の把握 （令和２年６～10月） 。

クルマエビの放流効果を高め、種苗放流の適地や放
流場所毎に適したサイズ、漁場環境との関係性を調査

水産有用生物が生息する漁場環境の改善を目的とし
た海底撹拌の実施、効果の検証

【熊本県】

目 的

令和２年度の主な取組

主たる課題

クルマエビ漁場毎の標本船におけるR元
漁獲量と硫化物(底質表層 0～2cm)との関係
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クルマエビ漁場ごとの標本船年間漁獲量（kg）

令和元年度の主な結果・成果

〔クルマエビの取組位置図〕

〔種苗放流の状況〕

〔海底撹拌状況〕
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