国土地理院地図（電子国土Web）より転載

古代地中海でのこと、トロイ戦争の後、オデユッセウスら一行が、
10 年もの間いくたもの苦難を乗り越えて母国ギリシアへ帰還する旅
を描いたのが、英雄叙事詩、
『オデッセイア』 Odysseia。
「オデッティア」とは、
宮城県南三陸町で「お手伝い」を意味する「おでって」を通して、
苦難を乗り越えてきた人たちから、
「新しい生き方」を学ぶ旅に
出よう、という思いを込めた造語です。
南三陸町の人びとと、
「観光以上、移住未満」の人情味あふれる
縁を結びながら、週に１回、月に１回、年に数回でも、水産・農林・
畜産業などを「おでって」する旅、
「オデッティア」に出かけ、
ときどきドキドキしませんか？

南三陸町の４地区
と
２つの商店街
～入谷地区・歌津地区・志津川地区・戸倉地区～

地図は、
上記より
転写・加工

南三陸町にて「オデッティア」をするための
予備情報として、まずは様々な表情を見せる
リアス式海岸の風景を、少し変わった形で紹介し
たいと思います。
次の「パステル風画」集は、いずれも立教大学
コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科３年
演習、2017 年度河東仁ゼミの学生たちが、
南三陸町を訪れた時の思いを込めて、
「手描き」
したものです。そのためもあり、現実の色彩とは
かなり異なっています。いま一つの南三陸の風景
として、ご鑑賞いただければ幸いです。
南三陸町観光協会

1

沿岸ふうけい

2

沿岸ふうけい

3

沿岸ふうけい

4

宮城県南三陸町の水産業

本県の海岸線は島を含めて約 828 ㎞に及び、中央部に突出
する牡鹿半島によって南北に両分され、北は複雑な屈曲をもつ
三陸リアス式海岸、南は一部松島湾を除き、平坦な砂浜海岸に
より仙台湾を形成しています。
そのため、牡鹿半島以北では岩礁域に富み、魚介藻類を多産す
るほか、小湾が数多く存在し急深であるため良港が開けている
とともに、小湾利用の養殖業が盛んです。一方、牡鹿半島以南は
松島湾を利用した養殖業並びに広大な仙台湾での漁船漁業が
盛んに営まれております。
また本県沖合海域は、黒潮分派、親潮分枝、津軽暖流等の寒暖
流が交錯し、多種多様な水産資源の生産性が特に高く、金華山・
三陸沖漁場は世界三大漁場として知られています。
以上の図像と文章は、
宮城県庁水産業推進課
作成のものを参照。

南三陸町にて獲れる魚介藻類

水産資源が豊富な南三陸町は、西の明石、東の志津川といわれる程のタコの名産地です。
〔そこで〕町の観光協会では、このタコをモチーフにしたキャラクターグッズとして、
「オクトパス君」
（合格祈願〔置くとパスする文鎮〕
）を製作……中略……しました。
ところが、３月 11 日の震災による大津波によって、工場ともすべて流されました。こうし
た状況の中で、……中略……もう一度町を復興したい、亡くなった多くの人たちのためにも生
き残った者たちで元気な故郷を取り戻したい、という人たちの輪が広まっています。
この「ゆめ多幸鎮」は小さな取り組みではありますが、
「人間の生きる力」
「共に生きる力」
とは何かを問いかける契機にしていただ〔ければ〕
、これにすぎるものはありません。

――図像および文章は、
「南三陸復興ダコの会」(2012 年)より転載。

５

養殖のおでって

『イラストでたどる南三陸の養殖作業』

次頁より、南三陸町の沿岸部で行なわれている魚介藻類の養殖工程を紹介します。
「おでって」
（お手伝い）する際、自分のしている作業が、全工程のどの段階に当たるのかを
で
理解するための、手助けになれば幸いです。
ここではワカメ、ホヤ、マガキ、ホタテ、ギンザケをとり上げています。
これらのイラストと紹介文は、取材のための調査もふくめ、特定非営利活動法人
「海の自然史研究所」
（南三陸町戸倉地区のビジターセンター内）に、お願いいたしました。
ここに改めて、感謝の言葉を記しておきます。
ただし全ての作成責任は、本パンフレットの編集発行者である河東仁にあります。
また同じ南三陸町のなかでも地区ごと、ハマごと、さらには漁師さんのお宅ごとに、
用具の呼び方、そもそもの工程が異なっていることもあります。
6

ワカメの養殖
三陸産ワカメは、日本のシェアの約７割(2016 年)を

これを船につんだ掃除をする機械に通して落としたり、

占めています。ワカメ養殖の１年間のサイクルを追いか

破損しているところを修繕したりします。養殖施設は漁師

けます。

の個人管理で、施設を設置する漁場は宮城県漁業協同
組合から

Ⅰ．

借りるという形になっています。施設は、

浮き・ロープ・ いかりのセットで、いかりの重さはおよそ

まず６月末〜７月ごろ、ワカメの採苗が行われます。

1600 ㎏にもなります。

採苗とはワカメの胞子をタネあみという細めの編み糸に
くっつけることです。タネあみとは鉄の棒に糸を等間隔

Ⅲ．

に２〜3 列編

９月中旬ごろには初夏に採苗して海に出したタネあみ

みつけて垂ら

を１本ずつに分散します。この段階ではワカメの芽は目

したものです。

には見えませんが、顕微鏡では確認できるようになりま

昔は下にも同

す。海の状態によっては９月の作業の順番が前後します。

じ よ う に 鉄の
棒を結び、 重

Ⅳ．

りにしていた

10 月に入ると、海に出していた採苗器についたワカ

そうですが、糸

メ以外の海藻を取り除く作業をします。このときワカメの

が揺れたほう

芽はだいたい１㍉〜３㌢くらいで、目に見えるようになっ

がワカメには

ています。

良いようなの
で現在は行なっていません。採苗は海水を入れたタンク

Ⅴ．

の中で行なわれます。ワカメの胞子体であるメカブを

海水温が 18℃まで下がってから、タネあみをばらし

１〜２時間ほど干して、タンクの中にタネあみと一緒に

てケタロープに挟む「タネ挟み」という作業を行ない

入れます。そうして 30 分〜１時間程度おくとタネあみに

ます。この時の

胞子が付着するのでそれを引き上げて海へと出します。

タネあみにつ

タネあみを海に出しておくところをタネ場（たねば）と言

いている芽の

って、戸倉地区では津の宮などにあります。海に出した

大きさは不揃

らしばらくは自然任せです。

い で 、 小さ な
ものは途中で

Ⅱ．

落ちてしまう

９月ごろになると、沖にあるワカメのタネを吊るす養殖

かもしれないため、大小ちょうど良い数のところ、目に見

施設の整備を

える大きさの芽が 5〜10 個くらいのところでタネあみを

します。施設は

切ります。

常に海中にあ
る た め 、 海藻

ワカメは３つの産地のタネを育てています。
岩手産、塩釜産とそして地種の志津川湾産のものです。塩釜
産は成長が早く、岩手産は遅く、志津川湾産は中間くらい。それ
ぞれ成長速度がちがうため、収穫時期に差が出るので１度に
収穫せずに済むのです。

やイガイ、フジ
ツボなどがた
くさんついて
います。
7

ワカメの養殖
Ⅵ．

１月からは刈り取りが始まります。海が静かな凪のと

いよいよ沖の養殖

き、特に朝明るくなってから６〜８時が海での作業がしや

施設に出します。沖出し

すい時間帯で

する時は２人掛かりで、

す。８時を過ぎ

船で出かけます。１人が

ると風が出て

船を操縦し、１人がブイ

きてしまいま

を引き寄せたり、ケタロ

す。刈り取りに

ープを海へ入れたり。

使うのは鋸歯

息の合った声かけと

のついた草刈

ジェスチャーと遠慮の

り鎌です。刈り

ないやりとりで巧みに

取る時は大き

作業を進めます。広い

く 成 長し た も

海の中で自分のブイに

のから選んで

たどり着くのは漁師と

刈り取ります。

して当たり前なのです

２月中旬ごろからはワカメの収穫最盛期、選ばずに全て

がすごいことだと思います。

刈り取っていきます。

今は GPS、海図のモニターも船についていて分かり
やすくなっていますが、以前は「山はかり」と言って、山と

Ⅷ．

湾内の島など の

刈り取ったワカメは塩蔵するため、その日のうちに

頂上点が重なると

ボイルします。そのあと、塩を絡めてタンクに入れて一昼

ころを２方向にあ

夜漬け込みます。漬け込みが終わったら、芯を抜き、そし

てはめて、山の形

て生き物がかじって穴のあいたところを取り除きます。

から判断して自分

この作業がとても時間がかかって大変なのですが、より

の

良いワカメを出荷したいという想いから、丁寧に作業を

漁場へと向か

いました。沖出しは

続けています。

年によってタイミン

ワカメが整ったところで

グも前後しますが、だいたい 10 月中旬〜11 月末には

まとめて脱水します。脱水機

行ないます。沖に出してからは、海の状態を見ながらシ

は圧力方式のもので、ネジ

ケの後に見回りを行ないます。

の回転によって上からぎゅ
ーっと力がかかる機械を使
います。脱水にはワカメで

ワカメの胞子体であるメカブは、早ければ 12 月〜1 月には
出てきます。メカブが出てくるのがワカメ
の収穫の目安でもあります。ワカメの
収穫のときにはメカブごと刈り取って
しまうものもありますが、メカブの収穫
を目的にするものはメカブの少し上
の部分の成長点を残して刈り取ります。
そうして残したメカブが成長して、４月
末〜５月初めごろに収穫されるのです。

１時間ほど、茎で２時間かか
ります。
脱水が終わったら塩をほ
ろい（はらい）落として、分量
を計り箱詰めして出荷です。
刈り取り〜出荷までの作業が４月 20 日頃まで続きま
す。
8

ホヤの養殖
Ⅰ．

受精すると幼生になるので、タンク内の幼生を外に出し、

１２月にはいったところで、椿島（南三陸町での通称：

ボールに敷いた目の細い網で受けとめます。

青島）付近から種となる天然のマボヤを海に潜って手で
採取し てき ま

Ⅳ．

す。 漁業協同

ボールに入った幼生

組合の方と船

をシュロの網が入って

に 乗り 、 潜水

いる別の１㌧タンクに移

士が２時間で

します。オタマジャクシ

2,000 個 程

のような幼生が２昼夜

度（400 ㎏目途）採取します。

漂いますが、３日目にな
ると針のような小さい魚

Ⅱ．

に変化して泳ぎ出します。

１つの籠に天然マボヤを６０個敷き詰め、その籠を海
水が入った３㌧タンクに２０個以上入れてランダムに並

実はホヤは、大きくなると岩に付着して移動しなくなる

べます。ランダム

のでそうは見えな

に並べる理由

いのですが、脊索

は、 水の回りを

動物という分類の

よくするためで

中にはいる尾索動

す。

物といって、人間

その３㌧タンクには、海水を入れるホースとその海水

な ど の 哺乳類や

を溢れさせないように海水を排水する部分があります。

魚な ど 脊椎動物

また、電気で酸素を送る“酸素分散器”という機械を使

に 近い仲間で 幼

い、タンクに酸素を送ります。

体の頃は魚のよう

『気仙沼・南三陸だより』2017 年３月
https://www.pref.miyagi.jp/uploa
ded/attachment/346260.pdf
より転載

に泳ぐのです。脊索とは、背骨の基礎になる棒状の機関
Ⅲ．

のことを言い、人などはこれが脊椎になっていきます。
さて、この幼体が１昼夜かけて終の住処をみつけて、
シュロの網に付着（牡蠣殻に付着させることもある）し、
卵状になります。この状態でそのままタンクに１０日くら
いおきます。しばらく新しい幼生が生まれ続けますが、生
まれてもシュロの網が幼生で埋ったら、この作業は終わ
りです。

タンクに２日～１週間入れていると、タンク内で天然
マボヤが、一般には大潮の時に最初に精子を放出し、数
分後に卵子を放出して受精すると言われています。１２
月末から放卵が始まり、２月頃まで続きます。
タンクの海水が冷たく、大潮のあたりになかなか放卵
し ない場合、

Ⅴ．

ストーブなどで

１月１０日過ぎに

温度調整する

沖にそのホヤの種がつ

ことによって

いたシュロの網を持っ

放卵を促すこと

て行き、深さ９ｍくらい

があります。温
度を１０℃近く

浮き

まで沈め、９月頃までそ

暖房機

のままにします。

にすることが理想とされています。
9

約
９
㍍

ホヤの養殖
Ⅷ．
５月、沖へ収穫に行きます。船に備え付けている機械
で、２年半で成長したホヤがついているロープを巻き取
ります。
ロープには
１株に食べご
ろに成長した
マボヤ２０個
くらいがつい
百
理
ているので、
㎏
想
１株について
か
は
ら
いるマボヤを
一
二
株
手でもぎま
百
に
す。

Ⅵ．
９月になったところで沖に沈めていたシュロを取りに
いきます。シュロには５㍉程度に成長したマボヤがくっ
ついているので
陸に持ち帰り、
シュロをある程
度の長さに切り
ます。
切ったシュロ
をロープに巻き
付けていきます
が、シュロの長
さは、ホヤが大
きくなった３年
後を想像して、
そ の時に支障
が出ない間隔と
するため工夫し
て長さを決めます。巻き付けていくときにも、成長したホ
ヤが窮屈にならないように間隔を空けて巻き付けます。

㎏

二
十
個
位

Ⅶ．
シュロが巻き付いたロープをまた沖へ戻し、約２年半
成長させた後に
1
㍍
位

収穫します。この
２年半の間は、翌

ホヤの水揚げ＠志津川湾

年 10 月に１回だ

http://m-now.net/2018/09/sidugawabay-4.html より転載

け 浮きについた
シュウリガイ（ム
ラサキイガイ）な
ど の掃除を する
だけで、あとはそ
のままにしておき

３
㍍
か
ら
４
㍍
位

その後、大きさを揃え、洗い、あとは加工した「むきホ
プラス形の入水孔

ヤ」や「殻付きホヤ」が漁業協同組合などを通して販売
マイナス形の出水孔
されます。

ます。

ホヤ・海のパイナップル
プラス形の入水孔
マイナス形の出水孔
http://www.jf-iyagi.jp/recipe/hoya
より転載
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http://www.jf-miyagi.jp/recipe/hoya
より転載

マガキの養殖
Ⅰ．

確認します。顕微鏡で確認することもあります。２週間く

マガキの産卵は７〜８月に行なわれます。 １度の産

らいで１㌢くらいになって、マガキの形が見てとれるよう

卵で 5000 万個もの卵が放出され、 これが水の流れ

になります。

にのって、白
い 煙のよ う

Ⅲ．

に水中に出

しっかり幼生がついていることが確認されたら、南三

さ れ た 精子

陸では適した場所がないためにあまり実施されていま

と出会って

せんが、海水

受精します。

に浸かる時間

孵化した幼生は、約２週間海の中を漂いながら過ごして、

を短くしてマ

付着するところを探します。

ガキを大きく
せずに、抵抗

この頃に、海にプランクトンネットを入れて漂う幼生を

力を与える抑

とって顕微鏡で確認し、その大きさが 250 ㍈以上のも

制という作業

のが多くなった時に、主にホタテガイの貝殻を１本の針

をします。連なった採苗器のまま、干潮時の潮位より高

金に 70 枚程度通して作った採苗器(原盤と呼んでいま

いところに置かれた抑制棚にかけて、潮が満ちたときは

す)を海の中に吊り下げて、0.3 ㍉程度のマガキの幼生

海水に浸かり、干潮時には太陽にさらされるようにして

を付着させます。

マガキを鍛えます。大きくなりすぎると翌夏の産卵後に
死ぬことが多くなるので、それを防ぐため、また環境の

津波によってカキ養殖が壊滅した時に採苗器をいれ

変化に強い抵抗力をつけるためこの作業を行ないます。

ても付着しないと思っていたのですが、きっと岩の影な
どにマガキが生きていたのでしょう、かなりの採苗がで

Ⅳ．

きました。南三陸町戸倉地区では、津波前は採苗できる

幼生に成長が見られたら原盤を採苗器から外して、

場所は限られていたのですが、現在はどこでも採苗でき

１本７〜8 ㍍のロープに

るようになっています。地域の取り組みとして、津波後に

30 ㌢間隔で 20 個程度

復旧の際に養殖いかだを減らしたことが要因と考えられ

つるす“種はさみ”という

ます。産卵も早くなった気がしていて、海の栄養状態が

作業を行ないます。

いいので親カキが早く子どもを産みたがっているのか

宮城県では、県条例で

なとも思い

毎年９月29 日が出荷スタ

ます。

ートと決められています。
出荷のことは後述するとし

Ⅱ．

て、出荷がはじまって１ヶ

採苗器を

月くらい経つとカキ筏（い

入れて２〜

かだ）が１つ空くので、そ

３ 日す る と

こに種ハサミをしたロープ

幼生が付着

を吊るし、育成開始です。

します。どれくらい原盤に幼生がついているかを確認す
るために、何枚かのサンプルを船に引き上げて肉眼で
11

マガキの養殖
Ⅴ．
南三陸町では延べ縄垂下式という 200 ㍍のロープ
を張った筏に約１㍍間隔で 200 本吊るす形態での育成
を 行な って
います。日
本各地でカ
キ養殖が行
なわれてい
て、木を組
んだ本当の
筏か ら吊る
すところもあ
りますが、そ
の地域ごと
の海の環境
にあわせた
形態が と ら
れています。

Ⅶ．

育成はおおよそ１〜２年間行ないます。マガキが成長
すると筏が重くなるのでブイ(浮き)を追加するなどして、
あまり沈み込ませず、また揺らさないようにします。

Ⅷ．
収穫したマガキを港で水揚げし、塩素濃度が 0.2PPM
の滅菌海水で殻のまま 22 時間以上、掛け流しで浸け、
身の中までしっかり浄化、殺菌します。 ０歳から 100 歳
までの人に生
食で食べても
らえるように
大腸菌などの
除去を行なっ
ています。そし
て 、 剥き 場に
集めて、 家族
や近所の人たちで１個１個殻をむいて剥き身にしていき
ます。ベテランにかかると、１個剥くのにわずか５秒ほど。
剥き身になったマガキをさらに階段式洗浄機を使って滅
菌海水で洗って、冷海水に浸け出荷します。

収穫する時には１本のロープが 100～150 ㎏にもな
っていますので、クレーンで吊って直接船上の洗浄機に
投入します。洗浄機は中が螺旋(らせん)状になっていて、
そこを通してマガキについたムラサキイガイを削りとり、
バンジョと呼
ばれるカゴに
いれていきま
す。１日で 20
〜30 カゴくら
いの収穫をし
ますが、収穫量は９月末のスタート時期と翌春では違っ
て、スタート時は剥き身で 30〜40 ㎏程度、これが翌春
は 70〜80 ㎏くらいになります。

Ⅵ．
翌７〜８月くらいに、ワカメを湯通しする器材を船に積
んで持って行って、“温湯処理”というマガキをお湯につ
ける作業を
します。付
着した海藻
やムラサキ
イガイを除
去すること
が目的で、
約 60℃の

Ⅸ．

お湯に５秒

10 ㎏の箱に分けてまとめて、県漁協石巻経済センタ

くらいつけ

ー「鮮かき共販所」に出荷します。共販所へ 15 時まで

ます。あまり熱すぎるお湯にいれると死にはしないので

に持っていくことがルールになっていますので、戸倉地

すが成長が止まるので、注意します。この処理をすると、

区ではおおよそ 12 時ごろに作業を終えて 12 時半に回

マガキにストレスをかけることなのに産卵が早まったり、

収されていきます。共販所では、１個だけ箱が開けられ

実入りが良くなったりする気がします。

てチェックがなされてから、入札によって値段がつき、そ
の後流通されていきます。こうやって９月末から５月末ま
で生食用マガキの出荷が続きます。
12
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Ⅱ-ⅰ．
メドは長方形の木製の板で、側面が１㌢くらいのかえ

ホタテの養殖は、種を自分たちで育てていく“自種”
（じだね）を使う場合と、北海道から種を買って行なう場

しで囲われています。紙すきに使われる道具に似た形で

合のふた通りの方法があります。この２つは、種を水揚

す。板の部分

げしたり、購入したりするタイミングが異なるため、作業

には11㍉〜

の時期が若干ずれています。

15 ㍉ の 穴

まずは、漁師たちが自分の家で種から育てて養殖を

（この穴のサ

行なう、自種を使った方法（場合）を説明します。

イズごとに板
が 異な りま

〜自種の場合〜

す）が無数に

ホタテの幼生は海の中をプランクトンとして漂ってい

あいていて、

ます。まずはそれを捕まえて、養殖用の種として使うため

その上に網から取り出した稚貝をまき、まさに紙すきを

に育てていきます。

するような手つきで前後左右にふるいます。こうしてふる

この海を浮遊しているホタテですが、大きさは目には

いにかけることにより、穴より小さいサイズのものは下に

見えないくらい小さなものです。それを捕まえるための

おちるので、この作業をすることで小さすぎるホタテを

ネット状の袋があり、これを種袋（たねぶくろ）と呼んで
います。これを海に仕掛けて、小さなホタテを捕まえます。
網を投げ入れる深さは 50 ㍍ほどで、波が荒くなる外海

省くことができます。
また、ふるいにかける前には、メドの上にホタテの稚
貝をまいた際に一緒についてくるシウリ貝(ムラサキイガ

(そとうみ)が適しています。そのような場所でないと幼

イやイガイ・ムール貝と呼ばれるもの)や水中生物などの

生が死んでしまうのです。

ゴミ（汚れ）と言われるホタテ以外のものを手作業で取
り除きます。

種袋を投入する時期は宮城県の水産試験場が決めま

シウリ貝は、ホタテと同じプランクトンを食べるので、

す。例年４月 20 日頃から、水中にどれくらいの量のホタ

たくさんついているとエサを取り合うことになり、ホタテ

テの赤ちゃんがいるのかを調べる海水の水質検査を行

に十分な栄養が行かなくなります。また、シウリ貝はくっ

ない、幼生の量が一定数を越えると漁師たちに連絡が

ついてそこから糸のようなもの(足糸といいます)を出し

入ります。それを受けて、だいたい毎年 GW 頃に種袋を

ホタテの貝の隙間から中に入り込み、ホタテを殺してし

海に投入します。

まうこともあります。またシウリ貝がたくさんついてしまう
と、海から引き上げるときに重くなってしまい作業効率が

Ⅰ-ⅰ．
８月くらいになると、５月に仕掛けたネット状の種袋の
中で稚貝（ちがい）
が人の親指の爪くら
い に ま で 成長し ま
す。このタイミング
でこれを海から引き
上げて中の稚貝を
取り出し、メドという
木製の板を使って、ホタテの種（稚貝）を大きさで選別し
ます。この作業のことを、“種とり”と呼んでいます。

落ちます。こういった理由からシウリ貝の除去を行ない
ます。
Ⅲ-ⅰ．
稚貝の取り出し方ですが、種袋を大きな水タンクの中
で静かに広げ、じゃぶじゃぶと左右に動かして、ネットに
くっついている中身をふるい落とします。水タンクは深く
て、底に稚貝がたまると届かないので中にネットを張り、
そこにふるい落とされた稚貝がたまるようになっていま
す。

13

ホタテの養殖
ふるい落とした稚貝をメドに移す時は、テニスラケット

その後、貝の表面にくっついているフジツボや貝など

のような小さな網でネットに溜まった稚貝をすくい出しま

ゴミと呼ばれるものを小さなナタで削ぎ落として取り除

す。

きます。その
年ごとに、

メドの上に広げ

ゴ ミ がほと

られ、ゴミを取り除

んどつかな

いてキレイになっ

い年もあれ

た稚貝を、養殖用

ば、たくさん

のネットに入れ直

ついてくる

します。青い四角

年もあります。こうやってキレイにしたホタテをもう一度

いネットが 12 段連なっているもので、１つの段に 5〜

網に入れるのですが、前回に比べて倍以上の大きさに

60 枚のホタテの稚貝を入れます。そのネットを約 100

なっているので入れる枚数も少なくなり、１段につき 16

本使います。

枚になります。
この時にヒトデが混ざってしまうとホタテを食べてしま

ホタテは暑さに弱いので、作業は水温が低い早朝

い、その段のホタテは全部死んでしまうことになるので

（4:30 頃）から始まります。陸の作業は、遅くても７時過

注意して入れます。

ぎには終わらせて、稚貝を入れた青いネットを海水温が

使用するネットも種

上がらないうちに船を出し、急いで海に吊るしに行きま

取りの時のものより

す。

目が荒い物を使い、
総量はロープにして

主だった作業がない期間には、養殖の作業で使用す

約300本分で、これ

る漁具の手入れをします。一番大変なのがネットの掃除

をもう一度海に戻し

です。ネットを掃除するための機械もありますが、１つ１

ます。ちなみに、ロー

つ壊れているところがないか丁寧に確認し、必要があれ

プの数え方は「本」

ば修理をしたり掃除をしたりします。また、保管にも気を

ではなく「連」を使う

配ります。いざ使用する際にすぐに使えるような整理の

の で、 この 場合は

仕方にするのはもちろんですが、耳吊り用のロープをし

「300 連を海に戻した」となります。

まっておいたらネズミにフックをかじられていたというこ
ともありましたので。

Ⅴ-ⅰ．
10 月に入って(10

Ⅳ-ⅰ

月５日くらい)、約１年

青いネットに入れたホタテの稚貝が 30 ㍉〜35 ㍉に

前に海へ下ろした

まで成長したら、もう一度海からあげて、違うサイズのネ

300 連のロープで育

ットに入れ直す作業をします。この作業をホンブンサンと

てた稚貝が８㌢～９㌢

呼んでいます。

くらいに成長したら耳

海からネットをあげて陸へ運んで来たら、中の稚貝を

吊りの時期です。ロー

バンジョウにあけ、機械でふるいにかけてサイズの選別

プを海からあげ、

をします。
14
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ネットからホタテを取り出して、機械でホタテの掃除をし

Ⅶ-ⅰ．

たら、貝殻の部分に

10 月に耳吊りをしてから半年くらい、５月あたりには

フックを差し込むた

ホタテは15㌢くらいにまでに成長します。これを水揚げ

め の 小さ な 穴を 開

し、出荷します。出荷の方法は漁協を通して行なうものと、

け、ロープに刺さって

漁師さんが個人で売る方法があります。

いるプラスチック製

個人で売るものは、それぞれの漁師さんが自分で値

のフックに２枚ずつ

段を決められますが、漁協を通して売る場合は、週に一

向かい合わせに差し

度の「値決め会」という会議で値段が決められます。こ

ていきます。

の会議は石巻で行なわれ、南三陸と石巻の“生産者”
“県漁協”“仕入業者”の３者が集まります。生産者は、

Ⅵ-ⅰ．

歌津地区、志津川地区、戸倉地区などそれぞれ各地区

耳吊りロープは１連にフックが 90 個刺さっていて、

のホタテ部会長が代表して出席することになっていて、

１つのフックにホタテを２つ向かい合わせに差し込むの

その数は全部で 20 名くらいです。

で、１連の

またホタテの旬は冬ですが、水揚げの時期に決まりは

ロープに

ないので、南三陸ではこの時期に行なっています。冬場

180 枚の

は、ワカメ養殖の作業がピークだということが一番大き

ホタテが

な理由で、このほかにも青森など他県のホタテが冬場

吊るされ

に出回るので、あえてその時期をずらしているという意

ます。

味もあります。

ホンブ
ンサンを

〜北海道から種を買う場合〜

行なった

北海道日本海側の留萌から、養殖用のホタテを購入

際のロープ１連分には 192 枚の自種を育てているので、

します。購入は漁協を通して行ないますが、シーズンが

その１連分が耳吊りロープの１連分になれば“その年は

始まる前、毎年 9 月頃に生産者は直接、北海道の業者

出来が良かった"ことになります。

の元まで挨拶に行って、そこで気遣い合いしながら価格

作業は日が登る前の暗い時間から始まります。ホタテ

交渉をします。その後は北海道漁協と宮城県漁協がやり

を海から運ぶ人、海へ戻す人、ホタテを掃除する人、機

とりをして価格や納入時期などが決まります。このホタテ

械で穴を開ける人、耳吊りをする人、穴を開け直す人、耳

のことを“自種”に対して“北海道もの”と呼んだりしま

吊りをし終わったロープが入ったバンジョウを集める人、

す。

運ぶ人、朝ごはんを用意する人など作業工程が多く、全
てが手作業なので手間がかかるし、日が出てくるまでの

Ⅴ-ⅱ．

スピード勝負でもあるので、このためにたくさんの人の

11 月後半から 12 月に北海道から保冷車で運ばれ

力が必要になります。

てくるので、それらが到着する時間に合わせて作業をし

ホンブンサンから耳吊りまでの間にホタテが死んでし

なくてはいけません。到着時間が午前 3 時〜4 時くらい

まうことがあります。その理由は定かではありませんが、

なので、自ずと作業の開始時間も早くなります。漁師た

海水温の影響を受けている可能性は高く、ヒトデやシウ

ちは港で北海道から運ばれて来たホタテを受け取りま

リ貝など、ホタテに都合のよくない生き物の影響もある

す。保冷車の搬入口をあけ、カゴごとになっているホタ

だろうと考えられています。

テを自分たちのトラックに乗せて各作業場所へと運搬し、
15
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ギンザケの養殖

耳吊りの作業を行います。このホタテに穴は開いていな

天然のギンザケは、もともと日本より北のオホーツク

いので、穴あけの作業から行なう必要があります。そこ

海に生息しているもので、日本の海域にはほとんどいま

からは自種の場合と同じです。北海道ものが来るタイミ

せん。しかし、

ングは、漁協を通して各漁師さんに伝えられます。北海

11 月から翌

道漁協が「いま保冷車が出発しました」と宮城県漁協に

年の７月まで

連絡を入れるので、県漁協はそれを買った地区の漁師

の志津川湾の

さんに連絡をします。保冷車は北海道から５〜６時間くら

海水温がギン

いかけてくるので、漁師さんたちは連絡をもらったら数

ザケの成育に適温で養殖に適していたため、志津川湾

時間のうちに準備をします。

はギンザケ養殖の発祥の地となりました。

海のコンディションが良いのは北海道も宮城県も同じな

ギンザケ養殖は、1975 年に始まっていましたが、

ので、北海道でホタテを水揚げしやすい日に出荷される

1982 年に国連海洋法条約によって「排他的経済水域」

と、宮城ではアワビの開口〔天然のアワビやウニ等を獲

（200 海里：約 370 ㎞）が採択され、北洋サケマス漁

ってもよい日のことで、磯根資源を保護するため、漁協

業が縮小（現在は廃止）されたことで、日本はサケマス

の漁場行使規則などによって年ごとに決められます〕が

の需要があるのにも関わらず供給が少なくなってしまい

重なったということもよくあり、そうなってしまうと人手が

ました。そこで、国内のサケマスの供給を補うべく漁師が

命の作業なので、とても大変です。

商社と一緒にギンザケ養殖に力を入れ始めました。生産
量は徐々に増加し、1990 年には約２万㌧にもなりまし

Ⅵ-ⅱ．

た。しかし、2011 年の東日本大震災で養殖場はすべて

北海道ものについてですが、漁港ごとに購入する先や

ながされ、大きな被害をうけましたが、幸い山間部の種

回数、タイミングが異なるため、ホタテの到着時間も異

苗は被災を免れ、翌年の２４年からほとんどの生産者が、

なります。歌津地区の泊浜（とまりはま）では４時半くら

がんばる養殖復興支援事業を活用し生産を再開しまし

いから耳吊りの作業が始まりますが、戸倉地区の漁港で

た。現在では南三陸町を含む宮城県はギンザケの国内

は、到着が 23 時〜24 時頃となって夜通し作業をすると

の生産量の 90％以上を占めており、日本一です。

ころもあります。
Ⅰ．
価格は、ひとカゴ 8,000 円程度で売買されています。

ギンザケは卵から稚魚になるまで、岩手県の山岳部

ひとカゴに 250 枚前後のホタテが入っていますが、年

や宮城県蔵王水系、鳴子といった山間（やまあい）にあ

によってサイズや鮮度などが異なり、死んでしまってい

る綺麗な淡水の稚魚池で育ちます。卵膜をとおして眼が

るホタテが多い時もあります。しかし、ひとカゴの値段は

認められるようになった発眼卵を稚魚の生産者が北海

あまり変わらないため養殖量の見当をつけ難く、運営の

道などの業者から購入し、稚魚池で孵化した稚魚を１年

リスクがあるなと感じています。

かけて重さ 150 ㌘〜170 ㌘、長さ 20 ㌢程度まで育て
ます。

Ⅶ-ⅱ．

11 月に入ると稚

自種から養殖したホタテは５月頃に水揚げをしますが、

魚池で育ったギンザ

北海道ものは耳吊りの時期が自種よりも遅いので、７月

ケの稚魚を、海へと

に水揚げをします。出荷方法は自種の場合と同じです。

運びます。漁港まで
は宮城県漁業協同
組合が運送会社を
16
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利用しトラックで運び、その後、戸倉地区ではギンザケ

Ⅳ．

養殖部会の漁師たちが船の稚魚用タンクに移します。１

ギンザケのエサは、以前は冷凍した生の魚をミンチに

艘約 750 ㎏の稚魚を積み込み、３艘から４艘が協力し

して食べさせていましたが、現在では乾燥エサ、EP（エ

て海に設置された養殖イケスまで運び入れます。この作

クストルーデットペレット）飼料を使用しています。EP 飼

業は休みなく 20 日ほど続きます。

料とは、工場で配合飼料に栄養剤等を適宜混ぜた後、高
圧下で乾燥した多孔質ペレットとして成型したもので、

Ⅱ．

養殖場ではそのまま手を加えずに給餌できます。EP は

養殖イケスは１辺が 7.5 ㍍の八角形で、網の深さは

水がしみこむまでは海面上に浮くため、一時的に食べ残

10 ㍍ですが、すり鉢状になっているため一番深いとこ

されてもしばらく

ろは約 14 ㍍で

は浮かんでいて、

す。この広さのイ

後からでも魚が

ス１つあたりに

食べられるため、

稚魚を約３万匹

漁場が汚染され

（５㌧）入れて育

にくくなるメリット

てます。

もあります。

現在戸倉地区
では、このイケス

ギンザケの成長や品質を決めるのはエサで、抗生物

を 24 基所持し、

質や殺菌剤などは一切使われていないので、安心安全

約 72 万匹を６経営体で操業しています。

です。エサの中身は、魚粉、穀物（宮城県産米等）、その
他にビタミン補助

Ⅲ．

剤、 油分、 乳酸

稚魚が養殖イケスに入ると給餌（きゅうじ）作業が始

菌、バナナ粉末、

まります。エサは

クマザサ、そして

船の上のタンクに

プランクトンに含

入れイケスまで運

ま れ て い る 抗酸

びます。

化作用をもつ、天然の赤い色素アスタキサンチン等です。

１タンク（内容

給餌は５月頃の最盛期にはタンク10個分のエサを使い

量１㌧）あたり約

ます。エサは価格が変動はしますが、生産総額の 70％

20 袋（20 ㎏/１

を占め非常にコストがかかります。

袋）のエサが入ります。

シロザケの放流事業

以前はスコップで手投げをして給餌していましたが、

南三陸町には、母川回帰の習性を利用したシロザケ漁もあります。
サケは、川で孵化して海へ下り、4〜5 年間北太平洋で回遊して豊富
な餌を食べ大きくなってから、産卵をしに生まれた川に戻ってきま
す。南三陸町では、このサケの生態を活かして、シロザケの孵化放流
事業を行なっているのです。
川を遡上してくるサケを捕まえて卵をとり、施設にて孵化させて放
流、帰ってくるサケを漁獲するという事業です。南三陸町は宮城県内
でも有数のシロザケの水揚げ地で、震災以前は県内 1 位で
した。2009 年に 722.6 ㌧という記録的な水揚げがあっ
たのですが、2016 年には 668 ㌧に減少してしまいまし
た。しかし孵化場が復興するにつれて放流の量が増え、
今後は大量に回帰してくることが期待されます。

現在はギンザケの量が増えたので作業効率を上げるた
め、エサを水で流す仕組みを作りました。船から２ケ所
のイケスにエサをいっぺんに入れられるように２本の長
い筒がイケスの端から中心に伸びていて、その先から５
本の小さな筒に分かれてバランスよくエサが出るように
なっています。
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ギンザケの養殖
Ⅴ．

Ⅶ．

３月、春の訪れとともに 1.5 ㎏の出荷サイズまで成長

フォークリフトで船から波伝谷の港の選別場所まで運

したギンザケを養殖イケスから選別し、タモですくって、７

びます。波伝谷

㍍×７㍍ の

に 水揚げ さ れ

四角の 水揚

たギンザケは、

げ専用イケス

ベルトコンベア

に移します。

に乗せられて、

水揚げイケス

流れ作業でギ

に移したギン

ン ザ ケ 部会の

ザケは、エサ

人たちと宮城県漁業協同組合によって、1.5 ㎏から 3.5

を食べさせたといっても、それぞれ成長にばらつきがあ

㎏で、500㌘単位の違いごとに選別されます。戸倉ギン

るので、1.5 ㎏くらいになった大きいものから選別しま

ザケ部会のギンザケは購入する業者が決まっているの

す。出荷初期には、まだ大きさがまちまちなため、特にこ

で、市場への出荷はなく業者を通して加工場に運ばれま

の選別作業が必要になります。

す。加工場で加工され、スーパーに並び皆さんの食卓に
あがります。

水揚げ専用イケスでは、身を引き締め、水揚げ後の鮮
度を保つために給餌をしません。養殖イケスにいた時の

Ⅷ．

水温によっては、ギンザケのエサの摂餌量や消化吸収

この段階のギンザケは、実は未成熟なので、卵（卵巣）

速度が変化するため、給餌をしない期間を３〜５日ほど

や白子（精巣）に栄養が取られることがなく、身を美味し

に調整して、空腹状態にしてから出荷します。

く食べることが
できます。

Ⅵ．

ま た 海を旅

水揚げ専用イケスから船のクレーンを使い、網をあげ

していろいろな

て船上の水揚げ専用タンクに移しかえます。スラリーアイ

も の を 食す 回

スというシャ

遊魚ではなく、

ーベット状の

エ サ を 管理し

海水の 氷の

て いる 養殖魚

入ったタンク

なので、アニサキスなどの寄生虫の心配がなく、生食に

に入れて、戸

も適していてとても安心安全な魚なのです。

倉地区では

以上は、海の科学教育と
海の研究をすすめる NPO
法人「海の自然史研究所」
の協力によって作成されま
した（シロサケの説明は除く）。

波伝谷（はで
んや）にある
港 まで船で
運びます。船の上で注文に応じて、活締め（脱血をする
こと）や神経締め（頭からワイヤーを入れ神経を締める

研究所のある、
「南三陸・
海のビジターセンター」へ、
是非、お立ち寄りください。

ことで、旨味の成分を最大限に出し、鮮度保持に効果が
ある）をするものもあります。
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