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有明海の魚　と言え　ば…　ム　ツ　ゴロ　ウ。

ムツゴロウは有明海の泥と同じ灰色の魚と思っていた。

しかし、NHKの番組「ダーウィンが来た」の

28回「豪快！ムツゴロウ空中戦」をみてから

ムツゴロウへの印象が変あった。

ハート形の青い目。よく見ると体の表面は灰色一色ではなく、

キラキラした青い斑点がある。

おまけにオスが一生懸命巣に空気を運んで子育てをする。

その日からムツゴロウにうっとり。
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ある日曜日の午後7時半過ぎ、私の携帯のベルが鳴り、冊子「有明海」編集長から緊迫した声が聞

こえてきた言「先生、すぐNHKのテレビをつけて。」「今、

見てる。」「良かった。でもすごいね。」電話はそれだ

けで切れたのだが調べてみるとその日は2006年10月

29日。日曜日午後7時半から放映されているNHKの

「ダーウィンが来た」で「豪快！ムツゴロウ空中戦」を

見ていたときの話である。ムツゴロウが陸上を歩くこ

と、豪快に垂直にジャンプすること、胸ビレの構造が

人間並みの骨格や関節を持っていることなどを紹介し

ているときは、「ウムウム、そんなことだよな」と余

裕を持って見ていたのだが、ムツゴロウの子育てに話

題が移ってきたとき、「なに」と思わず画面に釘付け

になってしまった。その時、電話音が鳴り響いたとい

うわけです。同じ場面で興奮を抑えきれなくなった人

が少なくとも、もう一人いたということになります。

二人が興奮したのは、ムツゴロウの雌が産卵室の天

井に産み付けた卵に新鮮な空気を与えるために、雄が

干潟の上から空気を口に含んで産卵室まで運び続けて

いると言うくだりです。産卵室の広さが分からないの

で、何回往復するかは定かではありませんが、少なく

とも100回程度では済まないはずです。小さな口に含

んで空気を運び続けるムツゴロウの雄のけなげを姿を

想像して興奮がその極に遷してしまったという訳です。

5月から6月にかけて有明海の泥干潟でみられるムツ

ゴロウのジャンプが雄の求愛活動であることはあまり

塩ツ浅口夢二醗
にも有名なので、有明海に関心のある人であれば大部

分の人が知っているでしょう。だが、ムツゴロウの雄

が口中に空気を含んで産卵室に空気を運び、誕生まで

付き合っていることを知っている人はそれ程多くはな

いはずです。有明海のシンボル、有明海のひょうきん

者、ムツゴロウの子育て奮闘記を、東海大学出版社刊「干

潟の海に生きる魚たち」10章ムツゴロウとトビハゼ（竹

垣毅著）に導かれて覗いてみることにしましょう。

ムツゴロウの求愛行動

ムツゴロウは、泥をはい回る姿があまりにも有名な

ので、巣穴近くの半径1mから2mの縄張り周辺から

動かないと思われているようですが、意外と泳いで

移動する時期があるのです。繁殖期の5月から7月に

岸から沖に向かって最大2血も泳ぐムツゴロウが見ら

れ、漁師さんたちはそれを「泳ぎムツ」と呼んでいる

そうなので、漁師さんたちには昔から知られていたこ

とです。子育てする適地を探して泳ぎだすムツゴロウ、

あまり泳ぎがうまそうに思えないだけに、必死さが伝

わってきます。

場所が決まると早速、産卵室付き巣穴作りです。

直径8cm位の竪穴から横方向に数本のトンネルを掘



重奮闘謹
りその中に産卵室を作ります。産卵期初期の5月ご

ろは深さ10cm～20cmの浅場に産卵室を作り、終期

近くの7月頃になると　20cm～40cmにまで深くする

というのですから、干潟の熱環損の変化を熟知した

産卵室づくりを心掛けていることになります。

求愛ジャンプが成功してメスの同意を得ることに成

功したら、オスはメスを連れて巣穴に入りますが、時々

メスがすぐに巣穴から出てくるそうなので、産卵室付

き巣穴の出来不出来が、求愛活動が成功するかどうか

のカギの一つかもしれません。メスは産卵室の天井面

に卵を産み付け、オスがそれに精子をかけて本当の

カップリングの成立です。

ムツゴロウの子育て活動

オスがメスの気に入られようとして予め産卵室に空

気を運び入れていたとすると、メスもオスも産卵と精

子放出を水面から飛び上がって行わなければならない

ことになり、まるでアクロバットです。そう考えると、

オスは産卵、受精直後からせっせと空気を運び込むと

考えるほうが自然で、ムツゴロウ父さんがどれくらい

頑張るかで子どもが無事育つかどうかが決まってしま
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うのです。なぜなら、巣穴の中の海水は微生物の活動

で酸素濃度が非常に薄くなっています。海面から空気

を運び入れてくるのが遅く在ればそれだけ子どもたち

の生残率が落ち、自分の子孫を次の世代に残せなくな

るのです。卵を産み付けると巣穴からどこかに行って

しまうメスはその頃何をしているのでしょう。

受精卵が成熟し購化近くになるとまたまたムツゴロ

ウ父さんの出番です。ムツゴロウ父さんは購化直前の

卵を放置して子どもを水中に放り出すような残酷をこ

とはしません。今度は産卵室の中の空気を口に含んで

巣穴の外に吐き出す仕事を延々とやり、巣穴を海水で

満たし、ほかの魚と同じように海中で締化させるので

す。ムツゴロウ父さんがせっせと巣穴を出入りするこ

とで巣穴の海水はきっと酸素を豊富に含む干潟上の海

水が産卵室を満たすことになるのでしょう。酸素濃度

の低い海水で満たされ、酸素の出入りを少ない泥中で

子育てをするムツゴロウは、子供たちに酸素を送り続

けてやらをいと命をつなぐことができないことになり

ます。ムツゴロウ父さんの活躍で有明海の貴重種、有

明海のスターは命脈を保っているのです。
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す。国内では有明海と八代海の一部の軟泥質の干潟にしか棲

んでいません。

昔から、夏魚としてかば焼きで食されてきましたが、昭和

50年代になると徐々に減り続け、漁獲量は昭和58年以降2－

4トンとピーク時の僅か2％程度にまで激減してしまいました。

このようなことから佐賀県では、ムツゴロウ資源の回復を目

指し、1986年（昭和61年）から禁漁区、禁漁期の設定などの

漁獲制限策を実施するとともに、種苗放流による人為的を復

活作戦（資源添加技術の開発）に取り組みました。私はその

当時、たまたま復活作戦全般の担当をさせていただいておりま

したので　ここにその概要、顛末をご紹介したいと思います。

※種苗と言うと、農業の苗のイメージが強いのですが、水産でも放流

する稚魚や稚エビ等を種苗と呼んでいます。

資源添加技術の開発

一口に人為的に資源を回復させると言っても並大抵のことで

はありません。種苗放流するためには、まずは産卵する親魚

を飼うこと（親魚養成）、さらに良質な受精卵を確保すること（採

卵）、ふ化させ仔稚魚を飼うこと、放流に適するサイズまで育て

るこ衣仔稚魚飼育、中間育成）が必要になります。このうち何
一つ欠けても種苗放流はできないのです。このような技術開発

の経緯、結果について、主な部分についてご紹介します。

親魚養成と採卵

ムツゴロウを飼う方法と聞かれたら、「普通の魚のように水を

張った水槽に入れる」それで良いのではと思われるでしょう。

確かに数日、1週間程度であればそれで大丈夫です。ただ、

数カ月、1年単位の長期飼育では、泥を敷いた餌場（いわば

天然の干潟）がないと餌も食べられず、まず無理です。また、

干潟の泥を水槽に敷いても、厚くすると中が腐ってきます。そ

のため、浅く水を張った水槽に餌場となるよう泥を薄く敷いた

発泡スチロール板を浮かべ、泥の上には餌として植物質が多い

「アユ用配合飼料」を撒く方法を発案し、これにより長期間飼

うことが可能となりました。

次は受精卵を採るための方法です。天然では、横に掘られ

た産卵室の天井に卵が産みつけられます。そこで　この産卵巣

に似せて作った陶器製の人工産卵巣に産ませようと考え、水槽

に設置したところ、見事に成功！

5年間で131回の産卵を確認し、合計約76万7千個の受精

g

卵を得ることに成功しました。1回当たりの平均産卵数は約

5，900個、最高は何と1万8千個でした。

週2回産卵の確認をしていましたが、そのうち妙なことに気づ

きました。どうも周期性があるのです。そこで産卵と潮汐との

関係について調べてみたところ、小潮から大潮にかけての産卵

が全体の80％以上と、これは統計的にも有意で、ムツゴロウ

の産卵が潮汐と密接な関係があることが明らかになりました。

ふ化と仔稚魚飼育

産卵後約6日でふ化が始まります。順調にふ化させるため産

卵巣内の水が常に入れ替わるよう飼育水を循環させる工夫をし

ました。そうでないと折角の卵が腐ってしまうのです。
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ふ化仔魚の大きさは約3．3ミリ。試行錯誤の結果、最初はS

型ワムシという動物プランクトンを、ふ化後12，13日頃（全長

約6ミ男からアルテミ穴エビの仲間）の幼生を餌として与えた

ところ、うまく育つようになりました。

ふ化した仔魚はほぼ透明で最初のうちは普通の魚のように

水中を泳いでいますふ化後25－28日（全長15－18ミリ）に

なると水槽底面に静止するようになり、同時に変態が始まりま克

背中に黒い色素が見られ始め、次第に5－6本の横縞状とな

り、ついには腹を除き親と同じような黒褐色系の色に変わりま

す。また、横に付いていた眼も頭の上の方に移動し始め、普通

の魚のように平べったい形から親と同じ丸っこい形に変わりま

す。このような変態は急激に起こり、5日程度で終わるのです。

この後は、親と同じように干潟に上がることができるようになり

ます。こうなると親の飼育法と同じで良く、ほとんど死ぬことも

なくなります。

様々な苦労の結果、5年間で平均全長27ミリの稚魚、約

9万7千尾を得ることができ、このうち約6万9千尾を有明水産

振興センター前の六角川河口と早津油川河口に放流することが

できました。

韓国産との国際結婚

1986年一87年（昭和61，62年）当時、新聞紙上では盛んに

「韓国産との国際結婚」という見出しが躍っていました。

有明海のムツゴロウが激減したのは、種として弱ってきている

のではないか。それならば寒さにも強い？外国（韓国）産の

との交配で強いムツゴロウをつくり、放流すれば再び増えてくる

のではという発想だったと思います。

この「新しい血を導入して強いムツゴロウを生み出そう」という研

究は県民の間でも大きな関心を呼んだものです。

ただ、実際はあくまでも有明海産同士がメインで日韓交配（オ

スは有明海産、メスが韓国産）も一部で実施したというのが本

当のところです。

我々担当者は、水産技術者として交配した稚魚を天然に放流

する気は元々なかったこともあり、イマイチ乗り気ではなく、7

年間で僅か200尾余りの稚魚が得られたに過ぎず、当然のこと

ながら1尾も放流していません。

このように、国際結婚というフレーズは話題づくりとしては最

強で　このことでムツゴロウに対するマスコミの注目度も高く

なり、担当者も気を抜けない雰囲気で研究に向き合うことにな

りましたので結果的に良かったのではと今は思えます。

復活作戦のその後

この復活作戦が始まるのとほぼ同じ1986年（昭和61年）4

月、「有明海全域で5月の禁漁と体長10センチ未満の採捕禁止」

とする有明海区漁業調整委員会指示が出され、さらに、1988

年（昭和63年）12月には「六角川河口域でムツゴロウとシオマ

ネキの全面禁漁」とする同委員会指示が出されました。

早くも1987年（昭和62年）6月の新聞記事では、その措置

により「六角Ii岡口の干潟では飛びはねる光景が再び見られる

ようになった」とあります。実際にその後、ムツゴロウの資源は

目に見えて回復していきました。

有明水産振興センターが行った定点目視観察の結果を見てみ

ますと、干潟100壷当りの分布密度は昭和53年に平均約2．6尾

であったものが、昭和59年には僅か0．2尾にまで激減しまし

たが、昭和63年には約1．8尾、平成4年には約2．5尾と18年

前の水準にまで回復したのです。特に全面禁漁とした六角川河

口域では、昭和53年の2倍以上に増えていたので九漁獲量

もその後は10－20トンにまで回復しました。

これは、まさに禁漁区の設定等による保護策の効果だと考え

られます。ムツゴロウの場合、人間から見ると普通の魚が水中

という三次元に分布しているのに対し、干潟という二次元に分

布し、しかも、穴に逃げても確実にそこにいることがわかる珍

しい魚なのです。ということは、タカッポなどで容易に捕り尽く

される可能性が高いため、漁獲制限というのが非常に効果的に

働いた結果だと思いま克　しかも、干潟の上には、県民の皆さ

んの目が光っている。水中にいる普通の魚では、なかなかこう

うまくはいきません。まな最近ムツゴロウの需要が減り、捕る

人たちが減少していることも資源回復に役立っているのかもわ

かりません。

このように保護策が功を奏し資源が回復してきたこともあり、

復活作戦は平成4年度をもって終了しました。ただ、この時に

試行錯誤しながら開発した技術は、将来、ムツゴロウ資源が

危機に瀕した際の資源回復に如何なく貢献できるものと、当時

の担当者として確信しています。

現在、センター前の干潟では、ムツゴロウだけでなくトビハゼ

や一時激減していたシオマネキなどたくさんの生き物を間近で

見ることができるようになりました。干潟というのは、生き物が

いて初めて価値があるものだと改めて感じているところです。

回



30数年前、有明海に全く関心か、頃の私ですら、体をくねらせて　ジャンプするムツゴロウの写真は記憶に残ってい

ました。その後、その写真を撮った方は音戌三男さんと知りまし

た。そして、玉屋近くの「あけぼの」を訪れるようになってロビー

に飾られたムツゴロウの写真を兄で　写真家音戌三男さんが、

ここの先代の方であるということを知りました。

今年の冬（2011年）、雪がちらつく日に当代の吉成日佐夫さ

んをお訪ねして、お父様である音戌三男さんのお話をお聞きし

ました。

「なぜ　有明海を被写体としたのか」を最初に伺いました。

父は、最初は抽象画を描いていました。そのスケッチの代わ

りに写真を撮っていたのが、その後、進んで写真を積極的に手

がげろようになった。そうするうちに、福岡の写真仲間の方々と「地

元にあるものを素材にしよう」という話になり、「有明海」に着目し

たのではないかと思う。

三男さんは名前のとおりご長男ではなかったが、長男が学徒

出陣でお亡くなりになり、25歳のとき「あけぼの」を継いだ　日

佐夫さんは、「現在もそうだが、旅館業は女将でもっている。」父

は、旅館のことはお母親の女将に任せ、せっせと有明海に通っ

ていた。ひと月10回くらいは行っていたと思う。父は一直線の人

で　よく殴られた。しかし「方でユーモアがある人だった。

後述する「有明ノート」にも見られるが、「鳥を見ようと思った

g
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ら、追いかけてはいけません。追いかけたらトリニガスということ

になるわけです。」などという、駄洒落の好きな人だったとのこと。

この「有明ノート」は1985年（昭和60年）4月から一年間、

音戌三男さんがNHK佐賀放送局のラジオ放送で話したものに

加筆をして1987年（昭和62年）3月にNHK佐賀放送局が

出版した物だが、それによると、あのムツゴロウの写真についで

こう書いてある。「私も、たった一枚の跳ねるムツゴロウを撮る

ために十年の歳月を使いました。梅雨のわずかな晴れ間に太陽

のギラギラする干潟にカメラをすえ、ジャンプする、ムツゴロウ

の繁殖期の晴れ姿を写すのに悪戦苦闘しました。」他のページ

では、「昔は三年もので二十センチ前後のムツゴロウがウヨウヨ
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訂正

6号P8－9の文中、音成日佐男様のお名前を「日佐夫」と印刷しています。

正確には音成日佐男様です。音成様にお詫び申し上げ、ここに訂正をいたします。

いたるところに住んでいたものです。（中略）朝の十一時から午後

の三，四時頃までムツゴロウとにらめっこを続けたものでした。（中

略）太陽が四十五度に傾いで夕方近くになると、潮が引いていで

も、あっと言う間にムツゴロウの姿が消えてしまいます工

有明海ぐるりんネットの会員である写真家の北村和秀は音戌

さんについて、こう語っている。「自分達は音戌さんの写真を兄

で　凄く衝撃を受けました。有明海の生き物をこういった撮影

で表現出来るのかと。写真ではムツゴロウを初めとして　有明

海の干潟などが自分達に語りかけている。この時から有明海へ

の想いが深くなりました。」

変わりゆく有明海を見て音戌さんは「今では、ジャンプするム

ツゴロウの写真がたった一枚残り、これが記念写真みたいになっ

てしまいました。現在の有明海を見ると何とも寂しくで残念でたま

りません。」と語っています。

この「有明ノート」を読むと、自然界や有明海に対する愛情、

変わっていく姿への哀しみが伝わってきます。日佐夫さんの話に

よると、最初の頃は有明海にいる人の姿も写していたが、有明海

の異変とともに、そのうち写真から人の姿が消えていったという。

毎日毎日通っていたからこそ「他人に分からない微妙な変化が見

える。」と語れるのだろう。いち早く有明海の雲、海、鳥、魚た

ちの異変に気づき、「有明ノート」には何度も「今年はおかしい、

違う」と言う言葉が出でくる。

1985年の台風13号の突然の襲来で起きた有明海の大騒

動（三男さんの言葉）について語るとき、今まさに私たちが福島

で問われていることにも通じる言葉を発していま「九

二十世紀の科学の成果は、月面に人間を運び、原子力による

発電をも可能にしたり、遺伝子の組み換えによって新しい生命体

を生むまでになりました。しかし、依然として自然界の仕組み、

台風などを含めて自然界の仕組みをコントロールできるまでには

至ってないのです：

最後にもうー度、日佐夫さんに「なぜ有明海にこれほど魅入

られたのでしょうか」と尋ねてみました。

「父は、早くに母を亡くしたので　あの広大な、そしで懐の深

い有明海に母をみてたのかもしれません。」そうかもしれません。

音戌三男さんは　有明海を「極めで女性的で静かな内海」と表

現しています。

大正13年8月佐賀市生まれ。

県立佐賀中学校（現佐賀西南）、
日本獣医畜産大学卒業。

県庁、教職勤務後、旅館あけぼの入社。

昭和24年法人化と共に専務就任。

昭和55年（有）旅館あけぼの社長就任。

本業の傍ら、昭和34年より有明海の撮影を始
め、昭和58年には佐賀県写真協会初代会長
に就任。写真クラブ「フォトサロン」会長とし

て後進の指導にあたると射こ、生涯に渡り有明

海を撮り続けました。

「あけぼのホームページ」から

く
あ
け
ぼ
の
ロ
ビ
ー
に
飾
ら
れ
た
写
真
。
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ムツゴロウに想いを寄せて
元サガテレビディレクター故庄司剛昌さんを偲んで

㈱STSプロジェクト

代表取締役社長北村和秀

私の強烈な思い出の一コマに有明海を愛し、ムツゴロウを愛し、テレビ番組で表現し続けた「人のディレクターの姿がありま‾丸元

サガテレビのディレクターで50歳の若さで亡くなった庄司剛昌さんで一丸

灼熱の太陽が照りつける中、麦わら帽子に長靴というテレビ局のディレ

クターとは到底いえない、格好で撮影を続ける。もう何日目だろうか、ム

ツゴロウばかり追い続けでいる。「あんなに熱中しで・・」との冷ややかな

声を背にしなから。だが、その映像を兄で、みんなが驚きました。ムツ

ゴロウの背びれには、青紫の斑点模様がはっきりと映し出され、瞳には

同じ青紫でハートマーク何と素敵な魚なんだろうとみな再認識しました。

庄司さんは昭和から平成に掛けでの時代、FNS（フジテレビ系）

九州のドキュメント番組「WeLove九州」の担当でした。その時、目

に付けたのか題材にもなったムツゴロウの国際結婚でした。出身地が

佐賀市川副町であった事から、有明海の干潟には幼い時から触れ合

い、身近に捉えていで　有明海の変化を憂いでいました。

1972年（昭和47年）頃からムツゴロウは　有明海の環接の変化

と捕りすぎによって少なくなっていきました。そこで当時の有明水産試

験場（現有明水産振興センター）が1986年（昭和61年）から人工

種苗（しゅびょう）でムツゴロウを増殖しょうと取組んでいて　その中

の方法のひとつが、寒さに強い韓国産ムツゴロウとの国際結婚でし

た。番組は、ムツゴロウが結婚するための場所を素焼きの陶器で造

り、産卵・生育・放流に奮闘する研究者の表情を通し、有明海の今

を演出家庄司剛昌の独特の表現で　細かく丁寧に仕上げたドキュメ

ンタリ二でした。

放送後、各方面から高い評価をいただき、この年qTWeLove九州」

の作品の中で最高の最優秀賞を受賞しました。

初夏のある日、私はデジタルカメラを手に住之江港の干潟を散策し

なから、プロポーズのジャンプをするムツゴロウをカメラに納めました。

ふと、脳裏に庄司さんの姿が浮かびました。彼の訴えは豊かな河有

明海」を後世まで大事にしてはしいとのメッセージを茶の間の視聴者

に送っていたのではか、かと。

十数年前に亡くなった庄司さんへの想いが蘇ってきました。

1回



DVD人‾′

灘穣《〔（尾登かな千護碧窪翼

欝薫敬二
撥∴

窮詣

いろんを
ムツゴロウ大集合
街中や日常生活の中極れたムツゴロウ、

身近なムツゴロウのご紹介
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ムツゴロウ捕り（タカッポ漁法について）

タ蒜業等諾器（詫霧莞義認
潟漁も営んでま・玩安夫さんは1953年（昭和28年）ごろ父親が始めた

ノリ養殖に従事、昭和39年結婚を機に独立し、ノリ養殖の傍ら潟漁も

営んできました。中でもタカッポ漁は20歳頃から始められており、今では

ノリ養殖は子供に譲り、安夫さん夫妻はタカッポ漁を専業にしておられま
・丸天気がよけれぼ毎日のように潮が引くのを待ちかねて、東与賀町地

先より干潟に出て漁をしま克

ムツゴロウ捕りの代表的なものには、「ムツカケ」漁法（長さ4m、直

径3cm位の竹サオの先に長さ3mほどの糸を結びつ臥　その先にカケ

針を付けエサをつけずにムツゴロウを引っ掛けて捕る方法）「タカッポ」

漁法、（昔は竹で作られていたが、今はほとんどが耐久性のよい塩ビ管

に変わっている。塩ビ管を直径4cm、長さ25cmに切り、片方を光が入

る程度につぶし、反対側には外から内に開く針金の弁をつけた筒状の

もので捕る方法）等がありま一丸安夫さんによれば　ムツカケで捕ると針

でムツが傷つきやすいので＼タカッポの方が鮮度も良く美味しいとのこと

です：

ムツゴロウは気温が約15。C以上になるとエサ（珪藻）を食べるため穴

から出て活発に活動をします　4月一10月頃が漁獲時期で「丸

ムツが一番美味しい時期は4月頃の産卵時期前、又10月頃になると冬

眠を控えているため脂が乗り、この時期も美味しいと言われていま“丸

安夫さんのタカッポ漁は干潮時に東与賀町沿岸よりガタスキーを使い、

15分から20分かけて、2－3キロ先まで行きます干潟にあるムツゴロウ

の穴（田中さん白く馬の目をしたような穴）にタカッポ200本を2時間程

度かけ次から次に斜め45度程度にしてムツゴロウの穴に挿して行きま一丸

しばらくしたら、穴から潟に出ようと登ってきたムツゴロウは、筒の穴から

差し込む光を出口と思い、弁を押し上げて筒の中に入り、出るに出られ

ず捕まってしまうという仕掛けで“丸ムツカケみたいに修練はいらないが、

穴や穴の方向を見極めるのが難しいとのこと。うまい人は百発百中だそ

うでも程なくして、先ほど挿しておいたタカッポにムツゴロウが入ってい

るか順次見て回りま、克1日2－3回程度繰り返し見て回り漁を行いま、丸

漁獲量は天気に左右されることが多く風が強い、暑い自筆はムツも活動

が鈍くあまり捕れないので漁を休みま「九一番多く捕れるのは曇りの日で
“充挿したタカッポ数の約8割にはムツゴロウが入っているとのことで、克

ムツゴロウの一般的な食べ方は蒲焼であるが、味噌汁も美味しいと言

う人もいま“丸捕ってきたムツゴロウは暫く海水に入れておいてから、残

酷ではあるが、その生きたムツゴロウの口から尻尾まで串を刺し焼きま‾丸

素焼きしたムツゴロウは翌日、朝早く佐賀魚市場や道の駅などの特産品

売り場等へ持って行き販売しま“丸

1日

ムツゴロウ漁

ムツゴロウの引っ掛け釣り～母の思い出～

今諾諾霊蒜蓄嵩畿謹誤
さんがいました。

有明海に隣接した東与賀町出身の母はムツゴロウの料理が得意でし

た。ムツゴロウを20匹ほど買って洗濯用の木造のタライに入れま、丸飛

び跳ねる元気なムツゴロウたちは、2日ぐらいは生きていたようで玩　自転

車のスポークのよう細い鉄をムツゴロウの口から尾まで串刺しにして、5－

6匹をまとめて炭火の七輪で焼いていた光景を覚えていま丸焼き上がる

と、醤油・酒・砂糖などで調味した汁の中にムツゴロウを入れて煮るの

です母の料理の甘いムツゴロウは、私の好物の一つでした。

たぶん小学校の6年生だったと思いま克好物のムツゴロウを腹一杯

食べようと考えて、親しい友人の二人で自転車に跨り、頭には麦わら帽

子を乗せて、真夏の太陽の下を東与賀の海岸まで遠出をしたので“先

約2mの竹竿の釣り糸の先端には、ウナギ用の釣り針が5cm間隔で20

本ほど付いていますも　コンクリートの堤防の私たちの動く姿を見ると、ム

ツゴロウは機敏に巣穴に隠れま、九　その直後、巣穴を取り巻くように20

本の針を置きまお　しばらくすると、

ムツゴロウが巣穴から顔を出しま

も　そして、巣穴から出たその一

瞬を狙って、釣り糸を俊敏に引き

ます。しかし、5、6回に一回程

度の成果しかありませんでした。そ

れでも、昼飯を挟んで数時間辛抱

をした私たちは、40匹ほど持ち帰

りました。山分けしたムツゴロウを

勇んで母に見せると、母は「これ

は、カッチャムツと言うムツゴロウで＼

食べられんとよ」と冷たく宣告しま

した。その苦い思い出は今だに忘

れられません。しかし、翌日、母

はリヤカーのおばさんからムツゴロ

ウを数多く買ってくれたので、九



◎ムツゴロウの蒲焼
ムツゴロウの蒲焼の作り方は、鍋に醤油・砂糖・みりん・酒を入れて甘

辛く味付けし、煮立ててから、素焼きのムツゴロウ加え、ふたをして、こ

とこと煮詰めますと、おいしい蒲焼の出来上がり。素焼きのムツゴロウは

市販されていま“克器に盛るときにはハランや笹の葉などを敷いて盛り付

けま一丸うなぎにも勝る味ですよ。

圏
Boleophthalmu

PeCtinirostris

前競業叢書祭器詳言認諾器
んきったよ。「あたいが、頭は団かもんで残しておくと、『こがん美味（う

まか）かとこは残してから‥』と言ってね。」と、ムツゴロウは蒲焼が一

番おいしいと話しながら、煮方を教えてくださったのは、「シテメシソウを

育てる会」の池田ミツコさんでも

干潟では発光色の水玉模様が美しいムツゴロウですが、素焼きにすると

消し炭のような真っ黒な様相になってしまいま玩　はじめて見た人は「炭

をたべるの？」と聞いてきま玩

このムツゴロウの素焼きの味の一番の決め手は、ムツゴロウが生きてい

ること。2番目が焼きの火加減だそうで‘克美味しいムツゴロウの料理法

を教えてもらいました。

ムツゴロウの

おすずめ料理
…………………‥次は応用編で・九・・・・‥‥・・・・・・・・‥・・・‥

◎ムツゴロウの巻き寿司

1番のお薦めは、ムツゴロウの

巻き寿司。すし飯を焼き海苔に

手前1cm、先を1．5cm残して

平らに並べ、具を置くところだ

け少しへこませておいて、ムツ

ゴロウの蒲焼を頭と中骨を取り

半身にしたものを1匹分並べ、

ほうれん草・甘酢生姜・厚焼き

卵を置き、手前から巻きま・丸ムツゴロウの蒲焼きと甘酢生姜が良いコン

⑥ムツゴロウの手まり寿司
ムツゴロウの蒲焼の頭と

中骨を取り、半身にした

ものをサランラップの中

央にのせ、すし飯を一

口大くらい乗せ、ぎゅっ

と丸めると、手まり寿司

が出来ますも　上に粉山

椒や紅生姜を飾りま1丸

⑥ムツゴロウの味噌汁

味噌汁も大変おいしい一品で丸鍋に水を入れ沸騰させ、水洗いし、

はらわたを取ったムツゴロウを加え、ムツゴロウが煮えたら味噌をだて、

火を止めてねぎを散らしま「素頭も良いだしが出ま1丸

◎ムツゴロウの刺身

生きたムツゴロウのおいしい食べ方は、やはり刺身でしょう。三枚におろ

して薄つくりにしま、克少量しか取れませんが、柚こしょうなど好みの味付

けで召し上がってください。

様々を料理法があるムツゴロウの句は6月～9月頃までで丸夏場の栄

養補給として、うなぎほどの高級魚としてではなく、庶民の味としてみん

なに愛され、根付いていま克

愛すべき「われらの魚」ですから、消し炭色の素焼きの姿のイメージでは

凄くこれからも、伝えるべき魚として、いつくしんで食べてはしいものでも

圃
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PO法人有明海ぐるりんネットの活動の中′［月ま、話

題提供者を招いて毎月開催している例会です。有明

海の食・社会・文化・歴史などの有明海の魅力発見、その

1　時のタイムリーなテーマ、これまでに接触のなかった方か

I　ら聞く新鮮な話など、幅広い話を聞いています。平成22年

度も多彩な話題提供者に登場して戴きました。

最も印象に残っている話題提供は、9月例会で願正寺前

1　住職の熊谷勝さんからお聞きした、願正寺にまつわる数々

1の説話でしょう。正式名称が有明海との縁を感じる宝海山

願正寺であること、願正寺は、関ヶ原の戦いで悪化した徳

t　川との関係を修復する際に、西本願寺の准如上人より受け
I　た恩顧の御返礼として鍋島藩祖直茂公、初代藩主勝茂公が
1創立された事、また勝茂公はその恩顧に報いるため佐賀の

1真宗寺院は全て本願寺派となることを命じられたことなど、

i　どれも興味深く、感銘を受けました。でも本当は、熊谷前
1住職の宗教者に似合わない軽妙洒脱な語り口、温かい人柄

から受けた感銘の方が

I　大きかったかもしれませ

1　ん。

今年の話題提供は豊富

で、平尾茂佐賀市下水道

1　環境部長の「九州の温泉」
1　の話、桜井篤佐賀観光

協会魅力発掘プロデュー

i　サーの「佐賀市の魅力（観
1　光）を発掘する」戦略の
1話をお聞きしました。北

海道からの遠来のお客

1　様、三膳時子さんからは

I　「霧多布湿原トラスト活

t

l

m　－　－　．＿　＿“　－　－　－　－，＿　〟＿

1回

動」の話を聞くことができましたし、そのほか「ムツゴロ

ウ復活作戦」「世界遺産発掘作戦」「下水処理場と有明海の

ノリ養殖」の話など、どの話も興味深いものばかりでした。

貴重な話題提供をして戴いた皆様に心力、ら感謝いたします。

平成21年秋から22年秋にかけて、有明海ぐるりんネッ

トは有明海の食材を携えて3回中心街に出撃しました。21

年11月に白山名店街を中′〔自こ開催された第5回食育推進

全国大会プレイベントには、ムツゴロウの蒲焼きと有明海

料理を出しましたが、寒さのせいでお客の入りが悪く、東

島夫妻お手製のムツゴロウの蒲焼きは、専ら会員が楽しむ

結果となってしまいました。22年6月に開催された第5回

食育推進全国大会に全国から来られるお客様をもてなすた

め、東島夫妻にムツゴロウの蒲焼きを再度お願いしました。

ムツゴロウの蒲焼き、クラゲとキュウリの酢の物、メカジャ

三品をセットにして提供したところ、長蛇の列ができ、取

り分けに当たった人達は、全部を捌き終えるまで手を休め

ることができない状況でした。遠来のお客様より佐賀市民

の方が多かったようですので、意外と佐賀市民はムツゴロ

ウを食した経験が無かったのかもしれません。

食育推進全国大会での評判を聞きつけて商工会議所から、

11月のインターナショナルバルーフェスタ前夜祭でムツゴ

ロウの蒲焼きを販売するように依頼を受けましたが、残念

ながら保健所との調整がうまくいかず断念せざるを得ませ

んでした。代わりに我が会員のオフィス高橋で開発された

ナルトビ工イ入りの「海鮮シュウマイ」を提供したところ，

1時間ほどで売り切れてしまいました。有明海の魅力的な

食を紹介し続けることも，有明海ぐるりんネットの重要な

役目です。これからも機会があればチャレンジすることに

します。

平
成
2
2
年
度
の

有
明
海
ぐ
る
り
ん

ネ
ッ
ト
の
活
動
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⑫に手を引かれて海岸線から続く道を昇って行くと、単線の鉄道線路の上に架かった橋があり、そこから

山道に入っていく。私が記憶している最も低年齢の時の風

景です。亡くなった母に確認したところ、私が3歳の時の

記憶らしく、時は昭和21年、終戦直後の話で、場所は有

田と佐世保を結ぶ、今の松浦鉄道西九州線の今福駅付近で、

母と山菜探りに行っていたときの記憶のようです。「親は子

供のためになんとしても食糧を確保する」そんな時代の記

憶です。母親の手のぬくもりが教えてくれた食青の最初で

しょう。

中学校1年生まで長崎で育ちました。当時の長崎は東シ

ナ海沿いでは最大の漁業基地で、日本の鰯の9割が水揚げ

されていました。5人の子供を抱える国鉄マンの家庭では、

鰯は安価で貴重なタンパク源だったのでしょうが、小学生

の子供にとっては、あの生臭さには閉口していたのだと思

います、「また鰯？」と言った途端に親父の拳骨が飛んでき

ました。「食い物に文句を言うな」「贅沢を言うな」私が父

から受けたただ一つの食青です。

時代は流れ、食を取り巻く環境は大きく変化しています。

残留農薬、着色料、保存料などの食品添加物、輸入食品に

おける毒物混入などに代表される食品安全性の問題、飽食

の時代の肥満・拒食症、幼児性糖尿病などの食と健康の関

連性、地域の農業・漁業を継続、地域を誇りに思うための

地産地消への取り組みなど、大人がしっかりと学んだうえ

で、子供たちに確実に伝える取り組みの重要性が広く認識

されるようになってきました。

∴謝「 �∵ ∴†畔： 義／ �翳∴ 　顛／〇一 �∴∴ �� �＝ 

慈饗冨 ∴∴∴ ㍉∴∴∴ �� �蓬裟一二一＼ ∴ 

浅　　＿、・裳高 ��∴∴　∴　∴∴ 

∵t∴i言 

∴言 ∴∴ �　翳 ∴÷∴ 鰹－＼捧媒 �1 �蒲田SSS憶 

：∴∴ �謹撰頚 ����：∴「 
∴　∴∴∴一∴∴∴－∴一∴∴∴∴一∴ 

∴÷∴∴∴∴　二　∴∴　∴∴ 

∴擦＿　　　慶欒‾ �����∴∴ 

ハーモニー～をテーマに開催されました。関係者が頑張っ

たからでしょうか、食育の重要性の認識が深まってきたせ

いでしょうか、天候にも恵まれて、過去最高の4万3千名

以上の来場者があり大いに盛り上がりました。

有明海ぐるりんネットをはじめ佐賀から多くの団体、組

織が参加しましたが、保育園会、幼稚園連合会の頑張りは

目を見張るものがありました。子供に食の安全安心の重要

性を伝えたい、地域の食の生産者との連携を強化したいと

の熱意にあふれた取り組みが披露されました。

第5回食育推進全国大会　　　警醒開聞 eの重≡性に関する認識が進撃を㍗苧さし認署千丁で一言違霧溺圃臥舞楽 ��������� � � 

て推進することとなり、平成18年からその中小的　　　　　　　　　　　　　二盤 　　　　　コ三ミヽ ���������� 

な事業として内閣府王僧で食目推進全国大会が開催されて います。第1回目の大坂を皮切りに、福井・詳馬・島根と 続き、第5回食育推進全国大会が、平成22年6月12・13 日（土・日）の二日間、佐賀市文化会館・佐賀県総合体育 館を主会場に、「佐賀そう！だんらん」一食と「うつわ」の �������∴∴ �ミノ／簿諒 ，（＿／‾言 ：∴∴ ∴∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴：∴「∴∴ �闇 顎 

三三詞書「＼三三繋闊題園闘　閣醗艶麗＼葦馨 

∴∵ 　∴ （＿＝懸麗藷罷－ ／i ���嚢嚢三∴豆圭 �����∴ 

∴ ∴∴ �ギ撃．：謹告∴ ‾蟻－一業 �孝一 熊 ＿蕊i �謡ト‘ 一博＼‾謹‾－輔、 ／、奨‾報 ＼議題 　‾嚢三 ∴∴ ：∴∴ �5・一一一‾ 溺蘭 ∴∴ －一繋＼／－ ＼－ �十∴∴∴∴一∴ 遭、手蔓 ‾護送 ∴∴∵∴∴十 ∴i言 ．l∴r∵ �三組8∴∴守∴∴ ＼i二三i≡‾ 議題灘醒閣議 　こ＿饗醗議題閣議i／γ／1 　－－1／i騒 墨罰二ノi撃墜‥＿“＿＿＿ ��� 
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（前略）佐賀市内に入る
I　と、佐賀城の跡だった大き

l　な堀に囲まれた佐賀県庁な

どがあります。真宗寺院は

1この城主の鍋島家ともちつ

1　もたれつの関係だったとい

います。このような社会体

制の中で、真宗は教線を拡

張していきました。そのこ

とは、県庁から歩いて十分
1　ぐらいの所にある呉服元町

の願正寺の由来を述べることで明らかにしていきたいと思

i　います。

1

：願正寺の創建
1

㊧臣秀吉の死後、諸大名の間には不穏な空気が漂い、石田三成などが徳川家康に対抗していました。関ヶ
i　原の戦いの前年、家康は鍋島直茂を肥前に帰して警備につ

かせました。幼少の嫡男・龍造寺高房の後見役をしていた

1直茂はもしもの事を考え、妻子を本願寺の准如上人に身の
1　安全をお願いして帰国しました。実際にはかくまわずにす

1みましたが、その後も准如上人から懇ろにしてもらったの

で　初代藩主鍋島勝茂は父直茂の志を継いで慶長十二年

i（1607）、お礼に願正寺を創建したということです。

1　勝茂はすぐに薄肉の真宗門徒に手紙を出しています。そ

1れは「領中に於いて本願寺御門下の者、表方に柏付けらる

1回

るによって、末寺願正寺え置目等、仰せ付けられ候あいだ、

1御本尊元の者、その旨を存じ、他の出仕を止め、願正寺－
1篤に出入りつかまつるべし、もしこの段、あい背く者これ

l

l

あるに於ては、御本尊職の儀、願正寺進退すべきものなり」

と、薄肉の真宗門徒は全て本願寺派になることを命令し、

願正寺だけに出入りすること、これに背くなら願正寺から

裁断があるといった内容です。勝茂は自分の息のかかった

侍、熊谷次兵衛を出家させ、釈寿閑となり住職につきました。

藩の保護もあって慶長年間に寺院が多く創建されました。

現在も1日薄肉にある真宗寺院は本願寺派しかありません。

このお触れに承服できない人もいました。十一力寺の僧

侶と八十三人の門徒が連判状を持って強訴しましたが、主

だった五人が入牢させられました。出牢課題として願正専

横の川を掘らされました。約三百メートルですが、ここを

真宗堀といっていたそうです。今は謝って新堀という名前

が残っています。

ト佐賀の真宗総本山
ともいわれた願正寺

の本堂。宗門行政の

中心地であった。現

在も各地からの参詣

が多い

∴．享∵た∴ ����∴　∴∵ ��　∴∴ 譲翁 �� �� �一寸すす‾ 

∴言∴ i �漆態 ＼／掌、 ∴∴ �〆 �／薯 � ��∴ � �∴i∴ ∴－ �� �騒態ii襲饗 

∴し　∴ ���∴子 � �∴幸、 �定離‘∴′ �� �� �懸繋発議 

叢＼ ��� ��� � � ��∴ 

＼‘一高∴）P � �韻感熱紙i 

キリシタンを禁止する以前、この地はキリスト教の教会

があり、信徒は多かった所といわれています。それは当時

の教会が日誌等をローマ教会に送っていたので　その資料

から最近わかって来ているといいます。鍋島藩が真宗門徒

を保護したのは見方によっては宗門孜でキリシタンの排斥

の一役をさせていたと思われます。（中略）

このように真宗門徒を保護し、もちつもたれつの関係で

藩の支配を保ちました。これと対照的に全国の諸大名は寺

社奉行を設けて、特に一向宗（浄土真宗）の取り締まりに

神経を使っていたようです。

▲親鸞聖人等身の御影で　真向きの御影

ともいあれる（願正寺）
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有明海干拓と念仏者

⑫賀県干拓史にこんな話が伝わっています。江戸時代中期、天明の飢饉のころ、第八代治茂藩主は田畑を

増やそうと、有明海の干拓工事を始めました。有明海の干

満の差が激しいのを利用します。潮が引くと沖合いの泥海

の中に棒杭を打って竹で編んだ囲いを作っていきます。干

満を繰り返すうちに囲いの内側に泥が堆積し土手ができま

す。堆積することを摘みといい、真宗門徒が作ったものを

念仏溺みといったそうです。

しかし、難工事ですぐに土手が壊れていました。治茂が「神

仏の加護もないものか」と嘆いたので第八代の本原願正寺住

職が「いくら頑張っても至誠がなければ通じない」と言った

ため、「それならおまえが築け」と逆鱗に／ふれてしまいました。

本原住職は困窮したのですが、出張所を作って工事を引き受

けました。このことが港内一円に聞こえ、門徒が－勢に立ち

上がって労役に服したと物語風に書かれています。

藩にできない事がどうして門徒にできたのでしょう。当

時、農民の生活は困窮していました。しかも一番の働き手

を徴集されたため、役人の目が届かない時は適当にごまか

すなど反抗していました。棒杭にからませる竹の代りにそ

の辺にある葦などを使っていたので　すぐに壊れていまし

た言合茂は海の神様の怒りを静めるため龍神社を造ってい

ろんな祈祷をしましたが効果がないので嘆いたといいます。

ところが念仏者の態度は全然違っていました。一本の杭

を打つにも道具を運ぶ時にも念仏を称えながら役人の目に

関係なく働いたので非常にしっかりしたものができたとい

います。大正三年の大水害の時まで壊れなかったと、その

頑強さが示されました。

工事は二十年以上にわたったため、干拓した所に住み付

いた人もいるそうです。国道444号線を通ると干拓して

生まれた福富町がありました。蓮根や玉ぬぎの産地で　の

どかな風景の中にも往時をしのばせるものがありました。

1

また、干拓の出張所だった所は杵島郡福富町住之江の宝海1

寺になっていました。

その外にも寛永二年

（1625）、筑後川の土手が

約六百メートルにわたって

くずれましたが、真宗門徒

の労力によって復旧しまし

た。藩から「真宗門徒で御

馳走してもらい見事に成し

遂げられました。真にその
一筋の御奉公と存じます」擬態嘉

と届けられたお礼状が願正

寺に残っています。　　　▲願正喜参道より、山門をのぞむ

特色ある巡番報恩講

1億h県では例のない独特の行事として、春秋に巡番報恩

⑫嵩 （五～七自問）を勤修します。南北朝の頃から親

鸞聖人の恩を謝する報恩講法要が本願寺では一月九日から

十六日まで御正忌報恩講として営まれます。この地方はさ

らに数力寺ずつが単位となり、数年に一度の割合で報恩講

の当番に当たります。修繕報恩講とも言われ、建具の修理、

畳替え、荘厳の取り替えなど、これを機に面目一新するこ

とから生まれた言葉でしょう。単位内の住職や法中に門徒

が一つのお寺に参詣し、盛大な法要が営まれます。この起

源は、願正幸の御正忌報恩講に参詣者が入りきれなくなっ

たので、各地域毎に巡番制でするようになったといわれて

います。川副町の浄安寺文書に天保十三年（1842）に同町

の浄教寺の「回り報恩講」に代官所より特別の参詣があっ

たと記録があり、これより以前から行われていたことがわ

かっています。

こうして願正寺に参詣する真宗門徒のことを歌った「蓮

池節」があります。「蓮池のじゃあごへん（在郷辺）からノ

イ（糊）つけさもん（着物）に小倉の帯しめ　願正幸みゃ

あり（参り）さす時やちょうどさいは藁人形」と、朝は茶

がゆ、着るものは木綿とつつましい生活を送って来た蓮池

の農民が願正寺参りに町に出かけていきます。しかしその

晴れ姿が、堅くノリを

利かせた木綿着物で、

カカシそっく　りといっ

たユーモラスな歌詩は、

今でも㍉酉の席でよく歌

われているといいます。

（後略）以上

1江戸時代、佐賀城下町に時を

告げていた



誌早開門調査を命ずる福岡高裁判決に対し，被告の
諌農水省が菅総理の指示を受けて上告しないことを

決定し，判決が確定しました。国は，3年間の準備期間

を経て，5年間開門する義務が生じたことになりま丸諌

早干拓事業は，完成に至るまでボタンの掛け違いの連続

で，目的も規模も何度も変更され，最後には「無駄な公

共事業の典型」とまで呼ばれるまでになりました。どのよう

な経緯をたどって今の時点に至ったのか，背景を考えて

みることにしま玩

長崎の悲願

私は長崎で生まれ，中学1年生の時父の転勤で福岡に

移るまで　長崎市内で育ちました。小学校も諏訪神社も

平和記念公園も子供たちが走り回る遊び場も，全て丘の

上か山裾にありました。長崎は坂の町で克元気が有り余っ

て，疲れなど全く気にならなかった子供の頃に見た坂の

町長崎の風景が，70才に近くなり足腰が弱ってきた今は，

違って見えま、尭

長崎県はほとんどが半島と島で成り立っていて，大きな

川と平野がありません。山から直接海に落ち込む小さな

川は流域が狭いため水不足に何度も見舞われました。長

崎では水に対する渇望感は他の地域以上に強く、「水資

源」確保は何事にも優先する事項であるとの認識は強い

気がしま－丸まだ，東シナ海で水分を大量に蓄えた雨雲

が日本列島に最初にぶつかるのが長崎県で　いったん大

雨が降ると土石流を引き起こしながら川沿いの居住地域

に襲いかかりま“九有明海に注ぐ長崎県ただ一つの一級

河川（国が管理する川）本明川における1957年（昭和32

年）の大洪水では死者・行方不明者539名、1982年（昭

和57年）の長崎大水害では299名の死者・行方不明者

を出しました。これ以外にも台風による高潮被害、雲仙

普賢岳の大火砕流災害などが発生し、長崎では「防災」

もまな最優先課題なので一丸

大きな川がない長崎県には大きな平野がありません。

阿蘇山系から運ばれる微細な潟土が堆積して発達した干

潟を、少しずつ「地先（ちさき）干拓」で水田を作ってき

た諌早平野があるくらいです有明海の向こう岸に流れ込

む筑後川とその川沿いに発達した広大を筑後・佐賀平野

を、長崎の人々は羨望のまなざしで見続はていたに違い

ありません。長崎大の遺伝子に根強く刻印された「水資源」

と「防災」と「肥沃な平野」の3つの言葉が、ボタンの掛

け違いを引き起こしたキーワードで一丸

食糧増産、
防災そしてエネルギー確保

1949年（昭和24年）に旧制の師範学校と師範学校を

廃止して設立された佐賀大学文理学部に、農学科が作ら

れたのは翌年の1950年のことで玩敗戦からわずか5年、

地域の強い要望で設置された農学科の花形講座は干拓

工学講座だったと聞いていま丸食糧不足のまっただ中

にいた国民に何とか食料を届けために、化学肥料と農薬

を取り入れた近代農法を導入することと、機械力を用い

た大規模干拓による農地の拡充によって食糧増産を目指

すことは、誰も疑うことのない正義だったと思いま玩干

拓工学講座が花形講座だったのはもっともを言古で克

諌早干拓が最初に企画されたのは1952年、有明海総

合開発計画の一部として計画されました。有明海そのもの

を入り口付近で締め切って，平地と淡水湖を作ろうという

大構想で‾丸　もちろんその中心は食糧難を解決するため

の水田開発ですが、当時エネルギーの中心であった石炭

の採掘を容易にすることと、戦後立て続けに襲った台風

被害を少なくすることも視野に入っていました。今考えると

大風呂敷としか思えない案がまじめに検討されたことも、

敗戦直後の時代背景（食糧難、エネルギー不足、災害）

を考えると、批判ばかりすることもできません。

ところが、あれほど有明海沿岸域を苦しめた台風襲来

は少なくなり、石炭から石油へのエネルギー政策の転換

で、一気に石炭需要は冷え込んでしまいました。1960年

に石炭生産の一大拠点であった三池炭坑で起こった大

規模を労働争議を最後に、石炭は我々の前から姿を消し、

石油と電気がエネルギーの中心となりました。まれ　終戦

直後から続いていた食糧難の時代も高度成長とともに安

価な小麦が大量に輸入されることによって解消され，食

事の洋食化によって次第に米余りが続くようになりました。

高潮などの災害の危険性は続いていたものの，食糧確保，

石炭採掘の二つの目的を失った大風呂敷計画（有明海総

合開発計画）は，1969年（昭利狸年）に中止となり，そ

の翌年（1970年）に長崎大干拓事業も中止となりました。

圃



回

1971年には稲の作付けを制限する減反政策が始まった

のですから，米を中心とした食糧増産を旗印にした公共

事業は持続できなくなっていたので克佐賀大学農学部

の花形講座だった干拓工学講座が消滅したのは1984年

のこと，干拓は科学技術研究としてすら継続できなくなっ

ていました。

水資源確保

ところが，諌早湾開発計画は，わずか2年後（1972年）

に長崎南部地域総合開発計画（南総）として復活しま、丸

今度のキーワードは「水資源」で責　慢性的な水不足状

態にある長崎市とその周辺の都市用水の確保と，諌早湾

の北側に広がる多良岳山麓部と，南西部に広がる島原

半島山麓部における畑作の大規模化に向けた農業用水

の確保のために，諌早湾を締め切って淡水湖を作ること

が主目的になったので1克南総計画に反対を続けた山下

弘文民が著作「諌早湾ムツゴロウ騒動記」に当時の久保

長崎県知事から「ある晩，神様が夢枕に立って，長崎市

は恒常的に水不足に悩まされている。水資源開発を目的

にすると，この計画は総合計画になるので国からの予算

もつく」と直接聞いたことを紹介していま克「水資源確保」

遺伝子が神様のお告げを引き寄せたのでしょうか。しかし，

この計画は，有明海4県漁民の反対闘争と，締切り堤本

体とその底部から塩水が浸入して飲料水には適さないこと

が分かって，1982年（昭和57年）に中止となってしまい

ま克

目的を防災に変更

ところが，南総計画中止の翌年，今度を「防災」を目

的に変更し，「諌早湾防災総合干拓事業」として再登場

し，それまで諌早干拓事業に反対を続けてきた長崎出身

の金子農水大臣の裁定により，1986年に南総計画の三

分の一に縮小して実施することが決定しました。7kmの防

潮堤で諌早湾の三分の一を締め切り，900ヘクタールの農

耕地と2600ヘクタールの淡水池（調整池）を作る計画で
“先勝潮堤は，佐賀県の六角川河口堰と同様は台風時

の高潮対策として有効でしょうし，水位を標高マイナス1m

に常時保っておけば，満潮時の排水が容易になることは

否定できません。ただし，防災事業としてこの方法しかな

かったかというと疑問が残りま・克筑後・佐賀平野と同様

に，ダムや河川改修による外水（山地から川に流れ込む

水）対策，ポンプ場設置による内水（平野に降る雨）対策，

海岸防潮掟の強化による高潮対策を組み合わせて「防

災」対策を実施することも可能だからです　巨額な漁業

補償がすでに支払われていたこと，周辺のすべての治水

計画，利水計画が、防潮堤と干拓を中心とした計画に整

合するように作られており，いったん走り出した計画を中

止するのが難しかっだと考えるのが正しいようで克

叡智を結集して

平成23年3月11日，東北・関東地方を巨大地震とそ

れに伴う大津波が東日本を襲い，大被害をもたらしました。

多くの死者・行方不明者を出したこと、ライフラインとして

の道路は水道が途絶したことで＼「防災」や「水」や「食

料」といった人間生存の根幹に関わるものの重要性を再

認識させられました。長崎の人々が先人から受け継いで

きた遺伝子が間違っているあげではありません。常時開

かれている六角川河口堰と同じように、7kmの陽潮堤が

高潮防除に役に立つ時も必ず来るはずですから，提防撤

去を目指すことはないと思いますが，防潮堤建設で失った

ものが何かを明らかにし、それをどのように取り戻すか叡

智を結集する必要がありま克開門方法を工夫すればどこ

まで環境が良くなるのか，水門を増設する必要があるの

か，科学者の知恵と，地域の人々の合意に向けた熱意

を組み合わせて，答を見つける作業を続けましょう。まず

は，福岡高裁判決を受けて実施することが決まった「開門

調査」を無用な混乱無く実施することにカを注ぐことが必

要で、丸
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海神の怒り！

いつもは優しげな海神（ワグッミ）が時に牙をむくことは

知っていました。イザナギ・イザナミから生まれた神々が支

配する自然が，時にこれまでに経験した以上の猛威をふるう

ことも知っていました。天之蝮矛（アメノヌボコ）から生まれ

た日本列島では北海道から東日本海岸にかけて，さらに駿

河湾から土佐沖にかけでトラフと呼ばれるプレートが潜り

込む箇所が有り，大地震と大津波を引き起こすことも知って

いました。知識としてはそれくらいのことは勿論知っていまし

た。
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海神よ！あなたは何に怒って東日本海岸にこれまで経験

したこともないような大地震と大津波を引き起こし，多くの

無事（むこ）の民の命を奪っていったのですか。人間たち

が神々に対する恐れを忘れ，自然を改変し続けてきた思い

上がりに怒っておられるのですか。原子の火まで自分たちの

支配下に置くことができたとの思い上がりを怒っておられる

のですか。我々が思い上がっていたことは認めますが，我々

も少しずつ気づき始めていたので一丸　我々人間も神々が作

られた生き物の一つにすぎないこと，結局は太陽の恵みを

ェネルキーとして用いない限り，人間だげでなく，自然その

ものが持続できれ、ことを理解しつつあったので京，だから，

もう少し待って貰いたかったのですが。

謙　　　　一　さ∴・墨∴「∴∴　∴： ������� 

賀田三三 �も �千 一∴∴ 絹鼠田園酪 綴 
、∴ � � �� � � 

下：：∴∴ ：∴「 逮 �ー：一事′ ∴∴∴∴∴ �∵∴ ：－∴∴ ＼＼1－－■，1．くヽつ 翳‾‾〉 �ふや＿＿－‾，誇 滴 �　　講 ∴ �龍 �／緊 ∴∴∴ �う 発議 ま、－ 

丁∴； 

壷題額、、 �∴÷ 焉 � �　　鶉 ∴ヽ ���� � 

島原大変，肥後迷惑

海神の怒りは有明海でも爆発したことがあります。今か

らおよそ120年前，寛政4年（1792年）に雲仙普賢岳

の火山活動が活発化し，発生した強い地震で城下町島

原の背後にそびえていた盾山の南斜面が大崩壊し，その

土砂が島原の町に流れ込み多くの命を奪った後，さらに

有明海に遷して大津波を引き起こしました。大津波は対

岸の肥後熊本，天草を襲い，さらに反射して島原半島

を三度も襲いました。島原の土砂流出と津波による死者

10，184人，肥後熊本での大津波による溺死者4，653人，

天草の犠牲者344人，東日本大震災の死者数に並ぶは　醸蘭

との大災害が有明海でも起こっていたので一九　眉山の崩

壊と津波による島原災害と，大量の土砂が有明海に滑り

落ちたことによる肥後熊本の津波災害を併せて，当時の

人々は「島原大変・肥後迷惑」と呼びました。プレートの

潜り込みが反発に転ずるときに発生する東日本大震災万　事葦輩

の津波と，山体の崩壊による雲仙型の津波，発生メカニ

ズムの違いはあるものの，有明海でも大津波が起こること

は記憶しておく必要がありま、九

九州北部は日本で最も地震が少なく，地震が起こるにし

てもプレート内の直下型地震と火山性地震がほとんどなの

で　津波が起こりにくいことは事実です。四国沖南海地震

による津波も，有明海の入り口が狭く絞られていることで津

波の高さもせいぜい2－3m程度だと考えられま“允　でも，

眉山崩壊のような，それこそ想定外の津波が起こられ、とも

限りません。有明海でも津波という海神の怒りが爆発する

危険性のあることを肝に銘じておきましょう。
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写真は2011年3月11日東日本大震災のもの。



音有明海で遊泳するビゼンクラゲ

私が小学生の夏休みといえばなんといっても昆虫採集、中でもセミ取りだったことを思い浮かべ

ます。その頃（1965年頃）、捕れるのはアブラゼミば

かりで、クマゼミが踊れると嬉しかったことを記憶し

ています。それが現在はどうでしょう。自宅の小さな

庭でもクマゼミが朝からうるさいほど鳴いているので

す。これはひとえに温暖化の影響とのことです。

有明海で見られる、生物の種まで変わるような現象

というと何でしょうか。一つには毎年やってくるよう

になったナルトビエイではないかと思います。この種

が有明海湾奥部、鹿島地先でカキ床を破壊し始めたの

は平成10年頃からだと思います。当時、浜（鹿島市）

の漁業者からカキ床が食害（破壊）されているから見に

来てくれ、どうにかしてくれという電話がありました。

ということで、今回は気温と水温の関係、さらに

は有明海の生物、漁業との関係をお話します。まず、

国

このことを考える前に“過去113年で一番の暑さ，，と

2010年の平均気温を気象庁が発表しましたが、佐賀

地方が本当に過去で一番暑かったのか、そして有明海

がどのくらいの水温になったかを、まず、検証してみ

ましょう。

気象庁の発表によると、2010年夏（6月～8月）の日

本の平均気温の平年差は＋1．64cc。平年差とは平均気

温から平年値を差し引いた値のことで、この値が大き

いほど平均気温が高かっだことを示します。2010年

の佐賀地方気象台の値は、＋1．2cc、暑かった1994年

は＋2．8ccでしたので、佐賀地方に限っては過去一番

というわけではなかったようです（図－1）。

さらに、佐賀地方気象台の過去50年間の8月の最

高気温と35cc以上を示した回数を図示（図－2）して

みました。これを見ると佐賀地方は確かに夏場の気温

が高くなっています。また、今年の最高気温で35cc

以上を示した日数は18回を数えることができますが、

過去1994、2006年には19回と今年よりも多かっだ

年もあったようです。しかも、過去最高気温が37cc

以上であった年は1983年（37．20C）、1984年（38．0cc）、

1990年（37．70C）、1994年（37．4cc）、1996年（37．1cc）、

2006年（37．60C）、2009年（37．8℃）でした。ちなみに

今年一番暑かっだ日は8月　20日の36．7℃で、やはり

今年が猛暑とは言いながら最高気温が一番高かっだ訳

ではなかったのです。いっぱう、有明海ですが、佐賀

県海域は浅い海で良く撹拝されますので、水温は地上

の気温に大きく影響を受けますし、底層もしかりです。

当センターで連続観測している地点は、川副町地先2

kmほど沖合に立っている観測塔の水表面から20cm

下の層です。これを図示すると図－3のようになりま

すが、とくに夏の変動をみると気温に影響されている

ことが明らかです。

このような水温の中で、今年有明海の生物がどのよ

うな影響を受けたのか。迫ってみることにします。

まず、2010年は、2月頃にビゼンクラゲ（写真）が漁獲

され始め、春先からの大型個体の漁獲につながって

大漁となりました。ビゼンクラゲは2007年頃から大

量漁獲が注目され始めて、暑さとは関係があるのか不

明ですが、2009年秋にも島原沖で網にかかるという

ことで漁業被害にもなり、ノリ漁場の中でもその年の

暮れまで散見されました。今年もその傾向が続きまし

た。ちなみに過去ビゼンクラゲがたくさん取れたのは

1980年ころでしたので、近年の大量漁獲はその頃以

来ではないかと思います。

次に夏です。相変わらず夏はいろいろなことがありま

した。貧酸素水塊の発生やそれに伴うタイラギの大量

襲死※、シャトネラの発生です。これについては本誌

に毎年のように記載してきました。今年の特徴的な被

害といえば、養殖カキの襲死だと思いますので、それ

に触れることにします。7月17日の梅雨明け以降、水

佐
賀
県
有
明
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
副
所
長
川
村
　
嘉
応



温が昨年より高めに推移したことにより大量舞死が9

月上旬から下旬にかけて発生しました。北方性の生物

であるカキは、水温が300C以上になると襲死を起こ

すと言われています。今年の水温（図－3）は湾奥部

で8月19日に34．8ccでしたので、養殖筏の近辺で

も高水温になったと推察されます。襲死を起こすわけ

です。カキは太良町大浦地先で筏養殖されているので

すが、この筏の調査によると、生産量は昨年よりもか

なり少なくなっています。道路沿いのカキ店（カキ街

道）への供給は大丈夫だったでしょうか。ただ面白い

のは鹿島地先のカキ床には、例年になくカキがたくさ

ん立ったとのことでした

夏を過ぎて、9月に入っても高水温が続いたことは

述べました。これは養殖ノリの採苗遅れにも繋がって

しまい、採苗日は10月22日と、2007年に次いで2番

目に遅い日でした。しかし養殖が始まると水温は順調

に下がり、漁業者の管理も良くてアカグサレ病の被害

拡大が少なく、11月下旬から始まったノリの摘採は順

調で秋芽網期は豊作となりました。ここで図－1を見

ていただくと、気温は平年よりも高い傾向があります。

したがって、ノリ養殖の始まりである採苗日を遅くす

ることによって、養殖ノリという生物を自然の水温に

合わせて作ろうという人の意思のもとに養殖が行われ

た結果が豊作につながったと言えます。有明海湾奥部

は、水温すなわち気候に大きく左右される海域で、自

然の中で人が生かされているともいえるのでしょう。

それを忘れないようにしたいものです。

一〇－2010年平均気温 

話語評語評語評語が証が
図－1佐賀地方気象台における2010年の気温の変動

や呼命やヽ91くわ翰9㌔9時G、斡QG

図2佐賀地方気象台における8月の最高気温

”“●－2010年の水温個 

一〇〇一・2010年平均気温 

1月1日∴2月1日　8月18　4月1日　棚1日∴8月1日∴7月1日　8月18　9月1810月1日11月lBlは月1日

図－32010年海水温度と地上気温の変動

（海水温度　早津江Iii観測塔昼間満潮時値、気温．佐賀地方気象台目平均気温値）

※　タイラギについて‘2010年は7月上旬に一部海域で大量党死が確認され、8月上旬

には貧酸素が原因と思あれる大量襲死により、西部海域全域でほぼ全滅する状況となった。

2009年度発生群については、大牟田沖を中′帥こ順調に成育し、12月1日に潜水器漁業が

解禁され、現在も漁が続いている。なお、2010年度発生辞は、佐賀有区及び大牟田沖に
広範囲に生息していることを確認している。

※　これほどの高温を記録した要因としては、今夏は期間を通して冷涼なオホーツク海高

気圧や寒気の影響が少なかったことや、エルニーニョ現象の影響で北半球中緯度の対流圏

全体で気温が上昇したことなど、複数の条件が亘なったと考えられそう（気象庁談）。
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有明海の位置
有明海は九州西海岸に位置し、佐賀県、長崎県、福岡県及び熊本県に囲まれています。

水域面積　　　　　1700km2

容体　積　　　　　　　34km3

干潟面積　　　　　　188km2

流域面積　　　　　　8420km2

平均水深　　　　　　　　20m

流域内人口　　　　約340万人

長崎県

eNPO法人有明海ぐるりんネット

葡明海を楽し務。葡開港を翻る。衛明海遼爛韓違。

●定例会　毎月第一木曜日18：00～19：30佐賀市城内サガテレビ大会議室

有明海に関係する講座とその後は懇親会

菊池恵美　北村和秀　河野虞佐徳
）I止義幸　亀本　昌子　東島　清司

〒849－0203佐賀市久保田町新田3714－5

TELO90－4774－6611E－maiIaramakig＠cc“saga－u“aC“JP

●発行／NPO法人有明海ぐるりんネット
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