
資料２－３

タイラギ・アサリ等対象種毎の取組





【福岡県】

①産卵母貝の保護・育成場造成技術の開発
海中育成ネット方式で母貝を育成するととも
に、漁業者による網換え等の適切な育成場
管理により、春～冬までの立ち枯れへい死
を防止 （海中育成ネット区の生残率６割以
上。対照区では生残なし）

海中育成ネット区で、７～８月に成熟、産卵
を確認

②食害防止技術の開発

被覆カゴによりタイラギ稚貝を保護すること
で春から夏の食害を防止 （被覆カゴ区の生
残率７割以上。対照区では生残なし）

タイラギ増殖の取組について

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を強化
（有明海沿岸４県で３年間・２万個体の母貝団
地を造成）

目 的

これまでの成果
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浮遊幼生と着底稚貝が極めて少なく､着底後も食害や立ち枯れ
へい死等により減耗するため、資源も低位で推移し、漁獲まで
至っていない

資源回復のための産卵母貝数の確保が必要

①タイラギ種苗生産及び中間育成技術の開発

水研機構から提供を受けた孵化幼生を用いた種苗生産で
4,300個の着底稚貝を生産。現在、海上で中間育成中

水研機構から分与された着底稚貝約５万個（殻長約１㎜）を海
上で中間育成中

②母貝団地造成（三池島周辺）
殻長(8～10cm)のタイラギ母貝800個体を海中育成ネットに収
容し設置（10月時点で80％生残）

③これまで移植したタイラギの生息状況や成熟状況の調査を行い、
母貝場としての効果を把握

平成30年度の主たる取組

〔海中育成ネット〕

〔得られた着底稚貝〕

〔タイラギの取組位置図〕

課 題

母貝育成場
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稚貝の発生場所と発生量が年により異なるため、資源変動が
大きく漁獲が不安定

稚貝の減耗防止対策、産卵母貝の保護、育成等による安定し
た資源の維持が必要

アサリ増殖の取組について

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

①H26の覆砂漁場を中心に、これまで見られな
かった稚貝が大量発生（H27.10 有区20号で最
大10,938個/㎡)
②漁業者によるアサリ密度管理の実施

高密度に発生したアサリの間引き移植
（H27.11～H29.6，約802t）､共販 （H28.6～

H29.9，約260t，約１億７百万円）などにより
適正密度を維持

H30.3の推定資源量は11,844t（H27.3の39
倍）に増加

③採苗、育成技術の開発
着底基質の設置により採苗効果を確認し、
さらに埋没対策により採苗効果が向上（対
照区の2.2倍）

これまでの成果

〔高密度に発生したアサリ〕

〔アサリ資源量及び漁獲量の推移〕

課 題

①漁場環境改善のための覆砂
実施面積：約75ha

②放流場所、時期等に応じた最適な放流技術の開発
移植元漁場：６箇所、移植先漁場：６箇所（５～９月）
９月末までの移植放流量：511t（殻長24～28㎜)

③前年度までに設置した稚貝着底基質（網袋）の母貝機能調査
個体数、殻長、成熟状況を４地点、年２回（５月、11月）実施

④調査結果を漁業者に提供し、保護区設定などの資源管理に活
用するための資源量調査
秋季調査10月、春季調査３月（予定）

⑤密度管理のため、保護区内のアサリ成貝を取り上げ、共販事業
を実施
取り上げ量：135ﾄﾝ
水揚げ金額：5,176万円（４～９月）

平成30年度の主たる取組
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【福岡県】

①効果的な放流技術の開発

DNA解析の結果、夏に放
流した種苗は、早いもの
では10月から漁獲され始
め、多くは翌年に漁獲さ
れることが判明

②移動生態の把握

湾奥で放流した抱卵ガザ
ミ及びヤワラ※は、放流
場所周辺の他、湾央、湾
口及び橘湾でも再捕され、
４県の共通資源であるこ
とが明確となった

再捕されたセンサー装着
ガザミのデータ解析によ
り、冬に水温の高い水深
30ｍの湾央又は湾口に南
下し､春に再び北上して
いることが観測された

ガザミ増殖の取組について

 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

目 的

これまでの成果

Ｃ３（10㎜サイズ)での種苗放流が推奨されてきたが、低コスト
で大量に放流するため、小型種苗の効果の把握が必要

外部標識では産卵親やヤワラ※放流効果の判定が不十分
DNA標識技術を活用した効果判定が必要

課 題

※脱皮直後の軟甲ガニ

①種苗放流技術開発のため、DNA標識されたガザミ種苗を放流
Ｃ１(甲幅長５㎜)・37万尾，Ｃ３(甲幅長10㎜)・32.5万尾（６～
10月）
過去放流分も含め、 再捕場所、成長、成熟状況を調査し、
回収率を推定

②移動生態調査のため、ペイント標識された春季の抱卵雌（100
尾）及びヤワラ個体（1,000尾）を放流（一部、水温・水深セン
サーを装着し放流）

③抱卵雌及びヤワラ個体の再生産効果把握のためのDNA採取
（抱卵雌30個体、孵化仔900個体）を実施

平成30年度の主たる取組

〔Ｈ28度DNA標識放流群の移動〕

〔Ｈ29度抱卵雌の移動状況〕

〔ペイント標識〕

〔水温水深センサー〕〔ガザミの取組位置図〕

H28放流場所

H29放流場所

凡例

※脱皮直後の軟甲ガニ
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①省力化を目指した種苗生産技術の開発

栄養強化を行ったアルテミア給餌試験生残率は32％と良好（５
～８月）
日齢15日から１日の給餌をそれぞれ５回、10回、15回に分け
て配合飼料転換試験を行った結果、給餌回収が多いほど生
残率低下のタイミングが遅れることが判明

②効率的かつ最適な種苗の放流技術の開発

卵稚仔魚調査を実施し、卵稚仔魚を採取（５～９月）
今後、魚の耳石日周輪を分析し、産卵量の多い時期と潮汐と
の関係性を把握

配合餌料の
自動給餌装置

【福岡県】

①種苗生産の高度化技術開発
種苗生産において、初めて配合飼料によ
る餌付けに成功

②種苗放流条件調査の実施

天然稚魚や餌料分布量の増大、河川流量
の状況等から、放流時期は７月中旬以降
が適正であることが判明

天然稚魚の分布等から、放流場所は河口
上流16㎞付近が適正であることが判明

耳石微量元素解
析から、同一親
魚は３回、河川
に遡上すること
が判明

エツ増殖の取組について

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

目 的

これまでの成果

種苗放流には通常30日齢の稚魚を用いるが、最
短で15日齢より、生物餌料から配合飼料への切
替飼育が可能となった

さらに生産性を高めるため、生物餌料から配合飼料への切り替
え時期、給餌回数や量の検討が必要

適正な放流条件把握のため、標識放流技術の開発と放流日、
時間と潮汐との関係の検討が必要

課 題

〔筑後川における稚魚の分布量〕

平成30年度の主たる取組

〔配合飼料に餌付いた稚魚〕

〔漁協の生産施設〕

種苗生産試験

生息環境調査

種苗放流地点

凡例

〔エツの取組位置図〕
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これまでに移植した漁場において母貝を移植し、
母貝団地の規模を拡大（累計4万個）し、生残率
は約70％で推移

H28年度までに移植したタイラギはいずれの年
度も成熟し、放卵･放精していることを確認して
おり、資源添加に寄与したものと考えている

グラブ船による効率的な浮泥除去方法（天地返
し）の有効性を確認

 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を強化
（有明海沿岸４県で３年間・２万個体の母貝団
地を造成）

①タイラギ種苗生産及び中間育成技術の開発
水研機構から分与された着底稚貝約２万個体（殻長約５㎜）
を海上及び干潟域で中間生育中

②母貝団地造成（竹羽瀬）
平均殻長12cmのタイラギ母貝600個体を海底に移植
（10月時点で５％生残）

③これまで移植したタイラギの生息状況や成熟状況の調査を行
い、母貝団地としての効果を把握

④有明海全域での生息環境調査及び浮遊幼生調査
（200地点生息調査、60地点底質調査）

〔海上中間育成〕

〔種苗生産施設〕

目 的

【佐賀県】タイラギ増殖の取組について

平成30年度の主たる取組これまでの成果

移植貝の生残は良いものの、移植貝（他海域産）の確保が困
難な状況であり、安定的な人工種苗の確保が必要

タイラギ漁は６年連続休漁になっており、有明海全体のタイラ
ギ資源の現状把握が必要

課 題

〔移植貝の生残率推移〕

産卵前 産卵後

〔放卵・放精状況〕

〔豊前海産タイラギ〕 〔浮泥除去〕

母貝団地箇所（●）

浮泥除去漁場（●）

〔タイラギ取組位置図〕
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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

①効果的な食害対策手法の検討

天然漁場（対象区）、網袋、被覆網及び投石漁場でのアサリ
の生息調査を実施

②アサリの資源量調査

安定した再生産サイクルの構築に向けて、佐賀県の主要漁
場である太良町地先全域（糸岐川・多良川河口）で実施
（平成31年１月予定）

〔アサリ漁場（網袋：捕捉器設置）〕

〔アサリの取組位置図〕

アサリ増殖の取組について 【佐賀県】

目 的

①県内の主要なアサリ漁場である多良・糸岐は、石混じりの漁場
のため、その特性を活かした産卵母貝の保護育成が必要

②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
めの資源量の把握が必要

課 題

平成30年度の主たる取組

〔投石漁場〕
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H27～H29の３年間で８㎜サイズ・470万個体の
種苗を生産・放流

鹿島市地先では放流貝から生まれた稚貝の大
量発生が確認されるなど、再生産サイクルによ
る資源回復の兆しが見られた

アゲマキ資源の回復のため、種苗量産・大量放
流技術を開発のうえ、母貝集団を増大し、再
生産サイクルを創出

①種苗量産技術の安定化に向けた取組

９月から種苗生産開始、８㎜サイズ・200万個体の放流に向
け、現在飼育継続中

②佐賀県海域全域での放流による母貝団地造成
佐賀県海域全域の主要箇所へ放流し母貝団地を造成

※かつての漁場である福岡県地先にも拡大し、資源回復の
取組を加速化

22年ぶりに漁獲されたアゲマキ

６月（15日間）で約820㎏漁獲

目 的

【佐賀県】アゲマキ増殖の取組について

これまでの成果

一部の漁場では再生産が確認され、資源回復の兆しが見らて
いるものの、本格的な漁獲の再開のため、さらなる資源量の増
加が必要

Ｈ29年度は種苗生産が不調となり、未だ人工種苗生産が不安
定であり、安定的かつ大量生産に向けた、さらなる技術開発が

必要

平成30年度の主たる取組

課 題

〔放流漁場の生残個体〕〔放流状況〕 〔アゲマキの巣穴〕

《平成28年》 確認個体数

〔累積放流個数と放流貝由来の稚貝発見個数〕

累積個数

発見個数

単位：個／100㎡

単位：個／100㎡

〔稚貝の確認個体数〕

〔アゲマキの取組位置図〕
（H30年以降放流場所）
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Ｈ27年度の調査で、海底地形及び底質環境
を把握し、８地点平均で最大10.4個体/ 
の浮遊幼生を確認

H29.４～５の調査（県単事業）の結果、漁場造
成した箇所において最大40個/㎡以上の生息
を確認

佐賀県の特産貝類であるウミタケは禁漁の状
況であり、平成27年度から漁場造成の実証等
により、ウミタケ資源を回復

①ウミタケ種苗生産の技術開発
着底稚貝10万個体の生産・放流を目標
10月に親貝採捕を行い、11月から種苗生産を開始予定

②漁場造成技術の開発（浚渫、盛土による傾斜の造成）
有明海西部海域 30m×10m×２本

③造成漁場における種苗放流技術の開発
種苗生産する着底稚貝10万個を放流（予定）

H28年造成区においてH30年６月（６日間）の試験操業

により水揚げされたウミタケ

簡易潜水器漁業及びねじ棒漁業 ：合計で約260㎏漁獲

ウミタケ増殖の取組について

目 的

これまでの成果

【佐賀県】

浚渫・盛土により、ウミタケ資源の回復が確認されたが、漁獲再
開には至っておらず、種苗放流と漁場造成を一体的に取り組む
ことが必要

課 題

平成30年度の主たる取組

試験的に漁獲されたウミタケについて、試験出荷の結
果、市場及び流通 関係者からの高い評価を得た

〔漁獲されたウミタケ〕〔H28年造成区のウミタケ〕

H28年造成区（ ）

H30年造成区（ ）

〔ウミタケの取組位置図〕
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①種苗生産技術開発
飼育装置の改良等により、 H27～Ｈ29で計
12万個体の人工稚貝を生産し、着底稚貝か
ら人工種苗（殻長15㎜）までの中間育成の
生残率を確認 （最大25％）

人工種苗を用いた移殖試験では、移殖時期
が早い試験区ほど生残や成長が優れること
を確認 （最大91％，平均殻長：21～23cm）

②種苗放流技術開発
小長井町地先に移植した42㎜種苗（H27年
９月中旬，840個）が、Ｈ28年12月には漁獲
サイズである170㎜に成長

H27・42㎜種苗は、H29年12月に19％が生残
（160個，平均188㎜)し、成熟・産卵を確認

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を強化
（有明海沿岸４県で３年間・２万個体の母貝団
地を造成）

諫早湾周辺では、タイラギの生息が少ない状況が継続しており、
安定した種苗量産技術の開発が必要

①タイラギ種苗生産及び中間育成技術の開発
水研機構から分与された着底稚貝約1.5万個体（殻長約20
㎜）を海上などで中間育成中

②母貝団地造成（諫早湾内）
平均殻長12cmのタイラギ母貝2,000個体を干潟域に移植（５
月）したが、平成30年７月豪雨による諫早湾内の低塩分濃度
化により全数へい死（７月上旬）

 このため、平均殻長12cmのタイラギ母貝280個体を干潟への
直植え、もしくは筏への垂下にて移植

移植したタイラギの生息状況や成熟状況の調査を行い、母貝
場としての効果を把握

〔初期稚貝（殻長1.4㎜）〕

タイラギ増殖の取組について
【長崎県】

課 題

平成30年度の主たる取組

タイラギ増殖の取組について

目 的

これまでの成果

〔移植作業〕〔中間育成装置〕

〔移殖人工種苗〕 〔タイラギの取組位置図〕
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①アサリの生息的環境と採苗技術の開発
瑞穂地先では地盤高0.5mでアサリ生息密度
と網袋の採苗密度が高く、生息と採苗の適
地盤高を確認。また、採苗密度は周囲の４
～60倍と高い採苗効果を確認

商品サイズ（30㎜）に達するには、一般的に
は１年以上かかるところ、網袋では設置後、
250日程度に短縮されたことを確認

②網袋でのアサリ養殖技術の開発
網袋式養殖では、従来の養殖手法に比べ３
倍の高生残率

良好な餌料環境下では、約２kg/袋の収容
が可能

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

商品サイズまで成育するため、諫早湾内での餌量環境の改善、
採苗場所及び時期等の検討が必要

漁業者が実施可能な省力化、省コスト化の網袋式養殖技術の
開発が必要

アサリ増殖の取組について

目 的

これまでの成果

課 題

①天然アサリの生育状況把握のための調査
漁場におけるアサリの着底状況、生息密度と漁場環境を調査

②網袋増殖技術の効率化のための調査
増養殖に用いる稚貝の採苗手法の最適な網袋（採苗）の設置
時期、網袋内の環境、稚貝サイズ等を調査

③網袋式増養殖の実用化に向けた試験
新しい手法のアサリ網袋式増養殖の実用規模を想定した現場
導入試験

④アサリの母貝場造成のための調査
覆砂漁場にアサリの母貝場を造成し、アサリの生残、成長を調
査

平成30年度の主たる取組

網袋では約60倍の密度で着底

〔アサリの生息密度（基質・地盤高別）〕

【長崎県】

〔アサリの取組位置図〕 〔採苗網袋設置状況〕

〔網袋養殖概念図（干潟～浅場）〕
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①種苗生産技術開発
止水・アルテミア法実用化試験により、放流
サイズ（C3：10㎜)・46千尾を生産し、量産規
模での有効性を確認
（目標１千尾/トン達成）

② 種苗放流技術開発
DNA標識技術により複数放流群の追跡調
査を実現し、漁獲サンプルから放流個体を
検出
※H28漁獲物サンプル：5,469個体中、H27放
流群146個体、H28放流群175個体（暫定
値）検出

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

DNA標識技術を用いた効果的な放流手法の
検討に基づき、現在の有明海環境特性に対
応した放流技術の開発

更なる省力化・省コスト化を実現し、放流種苗を量産するための
有効な栄養強化剤の探索及びC３（10㎜サイズ）までの一貫生産
手法の開発が必要

有明海沿岸４県の連携による放流適地・適サイズの検討が必要

ガザミ増殖の取組について

①種苗の安定確保・安定供給のための種苗量産技術開発
種苗量産試験におけるワムシの代替餌料となる栄養強化アル
テミアの効率的な栄養強化手法や効果的な付着器（シェル
ター）の設置方法等を検討

②効率的な放流のための種苗放流技術開発
種苗放流試験におけるDNA標識技術による４県放流群の放流
効果推定及び放流手法別を評価

〔試験実施場所（陸上養殖施設）〕 〔Ｃ３（10㎜サイズ）種苗〕

【長崎県】

目 的 課 題

これまでの成果 平成30年度の主たる取組

〔種苗放流〕

〔ガザミの取組位置図〕

〔放流種苗〕

-11-



①シングルシード養殖技術の開発
シングルシード養殖の収益性が高まる生産
工程モデルを確立
夏季の斃死を軽減する条件として、８月時
の種苗が大きいほど生残率が高いことを確
認
10㎜種苗をバスケット篭を用いて飼育する
方法が成長や生残が優れることが判明
従来の25㎜種苗を用いるよりも、安価な小
型の10㎜種苗を用いることでの収益性の向
上に繋がる可能性が高いことが判明
（25㎜種苗も商品サイズに達することは確認されたもの
の、10㎜種苗より生残率が低く、種苗単価が高いため
収益性が低下）

マガキの養殖技術開発を行い、生産性を向上
カキの斃死軽減のためのフジツボ等の付着物対策が必要 （イソ
ギンチャクを用いた付着物対策）

シングルシード生産工程モデルを応用し、事業化に移行するた
めの飼育技術・方法の改良が必要

カキ増殖の取組について

①小型種苗を用いた生産工程モデルの実証
小型種苗(10㎜)による生産工程モデルの現場実証を行い、シ
ングルシード養殖の収益性向上を検証

②自主生産種苗を用いた垂下養殖試験
着底直後の早期種苗(0.3㎜)を付着板ごと受け入れ、種苗を自
主生産する試験を行い、種苗の単価軽減を検討

③養殖適地調査
４箇所に試験装置を設置し、シングルシード養殖の新規漁場
開拓を検討

④付着物軽減手法の検討
マガキ養殖漁場で、イソギンチャクを人工的に付着させて付着
物軽減試験を７月から実施（10～12月に付着効果を検証）

〔殻高10㎜サイズ種苗〕

〔殻高25㎜サイズの種苗〕

〔バスケット篭飼育〕

【長崎県】

目 的 課 題

これまでの成果 平成30年度の主たる取組

〔シングルシード養殖〕

〔自主生産種苗（剥離前）〕

〔付着させたイソギンチャク〕〔マガキの取組位置図〕

〔付着板（初期着低稚貝）〕
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取り組みなし

①タイラギ中間育成技術の開発
水研機構から分与された着底稚貝約2.6万個体（殻長約５㎜）
を水産研究センターにおいて中間育成中

②母貝団地造成（宇土市地先）
平均殻長12cmのタイラギ母貝142個体を垂下飼育中

③柱状採泥による底質環境調査・タイラギ生息状況調査、海底撹
拌による底質改善を実施

〔母貝団地造成に用いた垂下式飼育カゴ〕

〔タイラギの取組位置図〕

これまでの成果

有明海全体のタイラギ資源の回復のため、人工種苗等を使用し
た母貝団地の造成が必要

平成30年度の主たる取組

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を強化
（有明海沿岸４県で３年間・２万個体の母貝団
地を造成）

目 的

タイラギ増殖の取組について 【熊本県】

課 題

①： ②：

③：

菊
池
川

緑川

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

〔中間育成中のタイラギ人工稚貝〕
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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

①漁業者による保護区設定
保護区では対照区に比べ、最大2.9倍の生
息量を確認

H29の漁獲量はＨ27の149tから640tに増加
（約４倍）

②人工種苗育成及び天然採苗技術の開発
150万個の殻長１㎜種苗を殻長６㎜以上ま
で中間育成し、生残率約50%を確保

設置１年３ヶ月後の網袋に、最大1,375個/
㎡のアサリを確認し、流況による採苗効果
の差を確認

③アサリ母貝団地形成試験
設置した基質内に、最大で約28,000個体の
初期稚貝を確認し、基質内のアサリ肥満度
が対照区と比べ、高い傾向を示した

アサリ増殖の取組について 【熊本県】

目 的

稚貝の発生が、年や場所で大きく変動するため、資源量及び
漁獲量が不安定であり、稚貝の減耗防止対策、産卵母貝の保
護及び育成などによる安定した資源回復が必要

課 題

①高密度漁場からの稚貝移植等による母貝団地の形成
 菊池川、緑川河口域の計３箇所に試験区（約300㎡）を設定

②保護区設置による母貝集団の保護
 緑川河口域の計３箇所に保護区（約28,000m2）を造成

③漁場環境改善のための覆砂
 白川及び緑川河口域の計３箇所で、覆砂（約14ha）を実施

④アサリ人工種苗の活用技術開発
 緑川河口域に43万個体のアサリ稚貝（平均殻長６㎜）を放流

平成30年度の主たる取組これまでの成果

〔稚貝放流実施状況〕 〔食害対策実施状況〕

〔人工種苗放流状況〕

〔保護区内の耕うん実施状況〕

①： ②：

③： ④：

菊
池
川

緑川

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

〔アサリの取組位置図〕
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漁業者による保護区を設定した稚貝保護区で
は、食害防止や稚貝の集積効果により、生息
密度が対照区と比較し３倍に増加

 母貝保護効果を検討した結果、被覆網の母貝
保護効果が高いことを確認

 ハマグリ資源回復のため、高密度生息場所に
おいて保護対策を実施し、ハマグリ資源量の
増加・安定化

 資源量は低位で、稚貝の発生量が年により変動するため、漁
獲量が不安定であり、稚貝の減耗防止対策、母貝の保護によ
る資源回復が必要

目 的

これまでの成果

〔稚貝保護区及び対照区の稚貝生息密度〕 〔母貝保護区における保護手法
ごとの母貝残存率〕

課 題

①河口域におけるハマグリ生息密度の調査（６月）

 緑川河口域の平均分布密度 ：38個/㎡（昨年度14個/㎡ )
 菊池川河口域の平均分布密度： ９個/㎡（昨年度７個/ ㎡ ）

②耕うん及び被覆網を用いた保護区設置及びその効果を把握
緑川河口域の計３箇所に保護区を造成（約3,400㎡）

③天然採苗のために網袋等を設置及び採苗効果を把握

平成30年度の主たる取組

〔生息状況調査〕

〔被覆網設置〕

【熊本県】ハマグリ増殖の取組について

残存率：被覆網67%、土嚢15%
カゴ44％、対照区35%

①： ②：

③：

菊
池
川

緑川

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

〔ハマグリの取組位置図〕

-15-



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

放流効果の向上による資源量の増加を図るため、小型種苗の
早期の大量放流効果や放流適地から漁場までの移動経路及
び漁場環境の把握が必要

耕うん器具2種類

①クルマエビDNA親子判別技術を開発
夏季に漁獲したクルマエビのうち、放流した
人工種苗を約２割確認

硫化物が低い漁場では、漁獲尾数を多く確
認

②海底撹拌による効果
砂分及びクルマエビ採捕尾数が、対照区と
比較して、最大7.6倍増加

クルマエビ増殖の取組について

目 的

これまでの成果

〔海底耕うん状況〕

課 題

①全長14㎜のクルマエビ種苗約500万尾の早期放流

DNA標識による放流効果の把握

 生残率向上のための底質等の調査

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
 ４地区、年２回実施

③効果把握のための調査
 底質環境、水生生物、底生生物調査を実施中（年５回）

平成30年度の主たる取組

〔耕うん器具〕

〔種苗放流 全長14㎜〕

【熊本県】

佐 賀 県 六
角
川嘉
瀬
川

矢
部
川

菊
池
川

緑川

本明川

潮

受

堤

防

鹿島市

◎
たら

多良岳
△

雲仙岳
△

島原市

島原◎

布津町◎

諫早市

長 崎 県

◎三角町

◎網田

◎住吉

◎川口

◎松尾

◎河内

◎大浜

熊 本 県

玉名市

◎牛水

荒尾市

大牟田市

◎有明
◎

両開

福 岡 県
柳川市

大川市

◎川口
◎

南川副

佐賀市

長洲町

小城市

白石町

熊本市

太良町

◎
有明

雲仙市

宇土市

みやま市
塩
田
川

◎
国見

瑞穂
◎

◎

◎

小長井

大浦

筑
後
川

①クルマエビ放流地点

②③海底撹拌実施・調査点

〔アサリの取組位置図〕
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