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栽培漁業の新たな展開に向けて
（社）全国豊かな海づくり推進協会
（社）全国豊かな海づくり推進協会は、5
月24日の通常総会を終えて、発足後 3 ケ年半
余が経過したこととなります。会員の皆様の
ご理解とご協力を得て、18年度の事業報告と
19年度の事業計画について了承を頂くことが
出来ました。深甚の感謝を申し上げる次第で
あります。
さて、本年 3 月、2 期目の水産基本計画が
公表されましたが、栽培漁業に関する記述が
ないなどの指摘が聞こえてきます。
栽培漁業を巡るここ数年の諸環境の変化が
あまりにも大きく、公表された計画の内容が
更に不安感を増幅させたものと実感されま
す。
海づくり協会は、栽培漁業の推進を40年以
上に亘ってけん引してきた（社）日本栽培漁
業協会が公益法人改革の下で独立行政法人水
産総合研究センターに統合されるに伴って、
今後、栽培漁業の推進に些かも停滞があって
はならないという全国関係都道府県、漁業団
体の強い意志の下に同協会の民間的性格部分
を継承すべしとして設立されたものでありま
す。
栽培漁業関係者の総意により海づくり協会
の設立を見たものの、これまでの経過からす
れば推進体制の構造的変化であり、その体制
が未だ安定しない 2 年後に、今度は交付金化
を経て税源移譲により関係補助金制度が消失
することとなったものであります。
このような情勢下での新たな基本計画には
その内容に極めて鋭敏に反応することになる
のは至極当然と思われます。
しかし、基本計画を仔細に点検すれば、第
1 次計画が、自給率を意識しつつ、資源の回
復を中心に生産に力点が置かれているのに対
して、新たな計画では、担い手（漁業者・企
業）・経営に焦点が当てられていることが浮
かび上がります。一方、資源回復への取り組
みを含め、前計画の継承にも言及されていま
す。そもそも、基本計画策定の根拠法に増殖
振興が明記されていますから国として引き続
き取り組む義務を負っていることに疑問を差
し挟む余地はありません。
問題にすべきは、「国は、地方で出来るこ
とは地方で、民間に出来ることは、民間で」

副会長

澁川

弘

との方針で役割分担の再編を進めています
が、一律に水産分野についても適用するなら
ば、そこは大いに疑義があるというべきであ
ります。財政的視点に立てば水産業の産業的
特質（生産対象物が海洋の生物など）に即し
た独自の対応（県域を超えた）こそ考慮すべ
きであるにもかかわらずその配慮がなされて
いないことなど国と地方の役割は再考される
べきであります。
特に、海洋基本法が制定され、基本計画が
議論されるべきこの時期、強く意識すべき事
柄ではないでしょうか。計画策定に携わる関
係者の方々は「栽培漁業は未だ50年に満たな
い歴史を刻んでいるに過ぎない」という認識
をいただき、その理念の具現化に相応しい対
応を期待するものです。
幸いに、栽培漁業の推進面では税源移譲に
見合う形で新規の栽培漁業資源回復等対策事
業がスタートしております。当協会が事業主
体となる補助事業であり会員関係都道府県に
は窮屈な姿であろうと思われますが、日本列
島全域に跨る14海域において54道府県が参画
する事業であります。予算規模は全国を対象
とするには極めて小さくはあるものの少なく
ともこの事業が、国がこれからも関わってゆ
くべき方向性を強く示唆しているものと受け
止めています。
事業を貫く基本の「連携と協力」には、当
事者間の努力を超えるエネルギーが要求され
ますが、その様々な態様が、現在の困難な諸
課題を克服できる可能性を内包しているもの
と思えます。
水産業を巡る閉塞的状況の下で、漁業の栽
培化への体系的展開を、沿岸漁業再構築に向
けて、ほとんど唯一の積極的手法として改め
て認識すべきであると考えられます。
また、逼迫する財政事情の下で栽培漁業の
推進を巡る大きな変化は、益々、当海づくり
協会の役割の重要性を際立たせているもので
す。水産庁、（独）水研究センターの強い支
援と協力を頂きながら、担うべき役割を全う
しなければならないものと思っております。
会員の皆様の更なるご理解とご支援を切に祈
念するものであります。
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到来する食糧難時代に向けて
実効性のある対策を！
鹿児島県信用漁業協同組合連合会
専務理事

直近の水産白書等から漁業生産の動向をみる
と、国内生産量は約570万㌧、金額で約 1 兆 6 千
億円であり、食用魚介類の生産量は、ここ数年は
450万トン前後の水準で推移している。そして、
世界の漁業生産量は 1 億57百万トン（うち漁業94
百万トン、養殖63百万トン）であり、漁業はここ
数年横バイである。養殖生産量だけが伸びている
が、これは中国の顕著な伸びによるものである。
中国の生産量はついに60百万トンを超えたが、
こちらも漁業生産量（17百万トン）は頭打ちであ
り、養殖生産量（43百万トン）だけが急激に伸び
ている。13億人の民の食を賄うためには、まだま
だ養殖を伸ばしたいところだが、餌となる原魚資
源にも限りがあり、その確保が厳しくなることか
ら、今後はこれまでのような伸びは期待できない
と思われる。
一方、日本に輸入される魚は約330万㌧、金額
では国内生産額を上回る 1 兆67百億円である。日
本は、世界の水産物貿易において、数量、金額と
も世界最大の水産物輸入国であるが、この状態が
いつまでも続く保障はない。現状では、まだ有り
余るぐらいの水産物が国民へ供給されているが、
それでも、魚が少しずつ入手困難になってきてい
る。
一つには、BSE問題と健康志向ブームでEUや
アメリカでは魚の消費が伸びており、物がそちら
に流れている。そして、一部水産物については単
価もアップし、日本は他国に買い負けている現状
がある。又、政府の水産物輸出振興もあって、昨
年、今年と輸出が伸びてきており、平成18年は輸
入量が前年対比19万㌧減少し、輸出量が12万㌧増
え、国内の需給バランスは31万㌧是正されている。
これが人口が増え、これまで日本に輸出してき
た国々が経済発展して自ら消費するようになると
日本には水産物が入って来なくなる。今、地球上
の人口は66億人であり、これが毎年約 8 千万人ず
つ増えており、10年後には74億人、20年後には80
億人を超えるだろうと推測されている。
世界的な水産物需要の高まりを背景とした他国
との購入競争の激化で国内供給への影響が懸念さ
れる中、将来に亘って安定的に量の確保ができる
かは今後の大きな課題である。
そうした中、世界の食糧の流れも変わってきて
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中 間

文

いる。特に、穀物も含めて、世界の食糧が中国に
流れ始めている。今後、中国は経済発展に伴い世
界中から食糧を買い漁ることが予想され、食糧輸
入大国である日本にとって、資金力があっても安
定した輸入が十分に保障されるとは限らない。ま
た、世界経済に与える影響が大きいことから、中
国の食糧戦略ともいうべき動きから目が離せなく
なってきている。
これらのことと併せて、地球温暖化による砂漠
化の進行・耕地面積の縮小・水の欠乏等に伴い穀
物の収穫減を招き、今後は、地球規模で食糧不足
の方向に向かっていくと言われ、食糧を安定的に
確保することは、国の重要な政策課題となってく
る。
水産食糧の供給においては、持続的に自国内の
海から生産を上げられるかがある。魚が獲れる海
にしなければならない。しかし現状はどうだろう
か。その国内生産量が落ち込んでいる。大きな要
因はイワシが獲れなくなったことが挙げられる
が、昨年は570万㌧で、10年前と比べて170万㌧の
減となっている。
近年のわが国周辺水域における主要魚種の資源
状態は、全般的には横ばい又は減少傾向にあるが、
資源状態が低迷した背景としては、藻場・干潟の
埋め立てによる漁場の荒廃、海砂利の採取、自然
海岸の減少等に伴う繁殖・保育の場の喪失による
資源の再生産力の低下など漁場環境の悪化が挙げ
られる。
又、最近では、特に、河川流域においては埋立
等各種開発に伴う汚水、赤土等の流出土、台風・
大雨時の風倒木や大量のゴミが流れ込むことによ
り、操業ができなくなったりして大変な漁業・漁
船の被害を蒙っており、漁業所得にして計り知れ
ないものがある。漁船事故件数の多くが流木等浮
遊物との接触によるプロペラ損傷等である。
更に、農薬や野積みされた焼却灰に含まれるダ
イオキシンなど化学物質の流入による海棲生物の
生態系の変化、合成洗剤が普及してからのアワビ、
ウニなどの底棲生物の激減、生活雑排水・事業場
排水の流入等による赤潮や貧酸素水塊の発生など
挙げればキリがない。
おか
このように、海には全ての陸の不要物（廃棄物）
や有害物質が流れ込み、陸の影響をもろに受けて

いる。海の中が魚の棲める環境ではなくなってい
る。しかし、これらは漁業者が自ら招いているも
のではない。国民への水産食糧の供給産業である
漁業がこのように恩恵を受ける陸の人たちの犠牲
になって、どのようにしてその機能を発揮できる
のであろうか。
水産食糧の確保は、魚が棲める漁場があっての
こと。これがベースである。行政や企業、事業者、
一般国民は生産の場である漁場環境問題の現実を
よく直視してほしい。豊かな海（漁場・魚族資源）
を取り戻すために。そして、生産者の切ない声・
悲痛な叫びを聞いていただきたい。「海は陸の人
達のゴミ捨て場ではない。漁民の生業の場であ
る。
」と。
一方、二酸化炭素の排出による地球温暖化によ
り異常気象や激しい気象の増加、海水温の上昇、
海況の変化などで生態系が変化すると言われてい
る。現に、南方系の魚が鹿児島で獲れたり、北海
道でブリの旋網漁があったり、季節はずれの時期
に夏の魚が獲れたりと既にこの兆候が見られてい
る。
人間の生存の基盤である生態系をむやみに破壊
してはならない。自然破壊のしっぺ返しは必ず国
民にくる。その時考えればよいでは遅い。従って、
海は水産に関係する人達だけで守るものではな
い。国民皆の務めである。そこで、食糧生産の場
である漁場環境保全のために、水域環境保全税な
るものを国民と企業に課して、それを財源に諸施
策を行うことも考慮すべきである。
生産が上がらない要因としては、コスト高や魚
価安で漁業経営が厳しく漁業で生計を維持できな
いということで後継者が確保できず、又、高齢化
で操業率が落ちてきていることも挙げられる。加
えて、一昨年来の石油の異常高騰が苦しい漁業経
営に更に追い討ちをかけ、操業意欲の低下を招い
ているのも一因である。
国は、漁業者のみならず消費者も含めた関係者
の取り組みや努力によって、平成29年の水産物の
自給率目標（食用魚介類の自給率目標：65％）を
達成することとしている。しかし、日本の食糧自
給率は主要先進国の中でも最低レベル（カロリー
ベースで40％）であり、不足分の食糧を海外に大
きく依存している状況である。将来の食糧不足に
備えて、消費者にも今の内から食糧供給産業とし
ての農林水産業に対する理解を求め、国内産に目
を向けてもらうことが大事であり、国内生産者を
守り育てていくのも国民自らの務めだと思う。行
政の食育基本法に基づく積極的な対応を望みた
い。
住んでいる地域で取れたもの、新鮮で旬なもの
が体に一番良いと言われる。同じ食べるなら一番
体に合う地元産（地産地消）、無ければ県内産、
それでも無ければ国内産を心がけ、皆で自給率を
先進国並みに向上させなければならない。
漁協組織は、水産食料の安定供給という役割を

担っているが、個別漁業経営の悪化の影響で漁協
も事業・組織は縮小し、経営も事業利益段階で
80％の組合が赤字であり、水協法法人としての役
割を果たせ得なくなっている。従って、今後は合
併等によって、更に事業と組織、経営基盤の強化
を図って、経済事業体としての機能発揮に努める
とともに、組織維持コストの削減などにより生産
者の負担軽減を図り、10年後、20年後の生産者を
維持・確保する必要がある。又、生産の場である
浜を維持するため、漁場環境保全活動を着実に実
践していくとともに、沿岸水域において、栽培や
放流事業、藻場造成事業を積極的に展開し、資源
の持続的な利用のために資源管理と資源回復対策
に取り組むことも漁協系統組織の取り組むべき重
要な課題である。
これらの取り組みは、漁協系統組織の主体的な
取り組みをベースに、食糧政策上は国がもっと関
与し、予算措置も行う必要がある。国・地方とも
に財政に余裕がないことから多くの予算措置が望
めないならば、不要不急のハードものは抑えて、
生産が上がることに予算をシフトすることも考慮
する必要がある。
更に、全国的に漁協合併を進めているが、漁協
系統は大きな財務の欠陥を抱えており、体力の落
ちた者同志が合併しても合併後の運営が窮々とす
ることが想定されることから、国の思い切った予
算措置により、機能発揮できる組織への再生支援
も考慮すべきである。
食糧確保の面で問題なのは、クジラによる魚類
の捕食問題がある。商用捕鯨全面禁止（モラトリ
アム）がIWCで決議され、86年から実施されてき
たが、あまりに保護し過ぎたため、年間に数億ト
ンもの魚類が鯨に喰われている。これでは人間と
鯨による食糧の分捕り合戦になってしまう。
シロナガスクジラなどは既に捕獲禁止となって
乱獲の歯止めは効いている。乱獲になって絶滅さ
せてはまずいが、ミンククジラは南氷洋だけでも
現在約76万頭以上もの数がおり、異常繁殖して自
然界の生態系まで変わり始めてしまっているとの
こと。オキアミの減少から近海の小型魚類、遠洋
のマグロを含めた水揚げ量の減少など、食物連鎖
が壊れてきていると思われる。これでは保護に乗
りだした鯨が餌の確保ができないために個体数も
減っていき、むしろ逆効果を招いてしまう。
今後は地球規模で安定供給が図れる漁業という
ことで、養殖業に対する期待は高まっていくと思
われるが、餌となる魚が減っていき、果たして養
殖業が成長業種として発展できるだろうかと危惧
の念を持たざるを得ない。養殖業にとって餌の安
定確保はコスト低減を図るための必須条件であ
る。餌となる小型魚の減少は、鯨が増え過ぎ食物
連鎖が壊れてきていることと大いに因果関係があ
ると思われるので、捕鯨再開を国際社会の中で食
糧問題の観点から日本は今以上に大きく主張して
もらいたいと願うところである。
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平成19年度通常総会
平成19年通常総会を、平成19年 5 月24日（木）

書に関する件を諮り、事務局から議事内容を説明

午後 1 時から、東京千代田区のコープビルで開催

した後、森監事から監査報告が行われ、審議の結

した。

果、全員異議無く承認された。

総会の来賓として、水産庁から中前明次長、田

次に、第 2 号議案・平成19年度事業計画書及び

辺義貴栽培養殖課長、早乙女浩一課長補佐、丸山

収支予算書に関する件、第 3 号議案・平成19年度

啓三課長補佐、計画課の井上清和課長補佐、また、

会費に関する件、第 4 号議案・平成19年度借入金

独立行政法人水産総合研究センターから井貫晴介

の最高限度額に関する件、第 5 号議案・平成19年

理事が臨席した。

度役員報酬に関する件を一括して審議し、全員異

総会は定刻に始まり、植村正治会長の主催者挨
拶に続いて、来賓を代表して水産庁の中前次長と

議無く承認された。
第 6 号議案・定款の変更に関する件を審議し、
議長は定款第25条の規定による｢特別議決事項｣で

水研センターの井貫理事が行った。
総会への出席状況は、1号会員（都道府県）は、
知事の代理出席23会員、委任状出席14会員、2
号・3 号会員（漁連・県漁協、栽培協会等）は本

あることを述べて採決に入り、全員の挙手により
承認された。
最後に第 7 号議案・役員の選任に関する件を諮

人出席 6 員、代理出席 7 会員、委任状出席27会員、

り、「次期役員候補者名簿（案）」に記載の次期役

欠席は 4 会員、また、特別会員、賛助会員の多数

員候補は、全員異議無く承認し、次期役員に選任

が出席した。

された。

総会議長の選出について植村会長が仮議長とな
り議場に諮ったところ、山本勇大分県漁業海洋文
化振興協会理事長（大分県漁協組合長）が選出さ

その後、議長は役付き理事を選任する役員互選
会を開催するために総会の中断を宣た。
新理事は別室において別掲の役員名簿の通り役
付き理事を互選した。

れた。
議長は、議事録署名人に當摩栄一新潟県漁連会

総会再開後、事務局が議長の要請により、理事

長と森勘一福岡県漁連会長を指名し、議事に入っ

互選会の互選結果（別掲）を発表し、議長が互選

た。

結果を諮ったところ、全員の拍手で承認され、通

第１号議案・平成18年度事業報告書、収支計算

常総会は終了した。

書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算

通常総会全景

4

挨拶要旨
植村 正治

会長理事

海づくり協会の18年度事業

くり協会の独自事業としては、都道府県版豊かな

は、国の水産業振興費の大半が、

海づくり大会助成、漁協等実践活動助成、豊かな

都道府県に税源移譲され、国及

海づくり現地研修会開催等、会員の要望に沿った

び水研センターの委託事業が事

事業を実施する。また、財政面では、今秋までに

業提案による公募型の事業採択

理事懇談会等を適宜開催し、20年度以降の会費問

となる等新しい事業環境の中

題の方向性を検討する。

で、会員、水研センター、水産庁と連携した諸事

今通常総会では、次期役員の選任並びに常勤役
員数減員に向けた定款変更を審議いただきます。

業を推進してきた。
特に、新たに水産庁補助事業である栽培漁業資

これからの当協会の使命は、国と会員の橋渡し

源回復等対策事業を14海域で延べ54道府県を対象

を的確に果たし、会員のニーズを事業運営、諸事

に会員の協力を得て実施した。

業に反映することにあり、そして、栽培漁業の振

19年度事業は、水産庁委託事業である水産基盤

興とつくり育てる漁業のため、積極的な種苗放流

整備に係る磯焼け対策事業、さらには、水研セン

事業を中心に、豊かな海づくりをしっかりと担い、

ターからの技術実証等の委託事業を実践し、海づ

漁業の活性化に尽力する。

水産庁次長

中前

明

平素より我が国水産施策の柱

迷等の困難に直面しており、国の関連予算が税源

である栽培漁業の推進に尽力い

移譲され、事業環境が大きく変わっている。一方、

ただきお礼を申し上げる。我が

資源回復については、都道府県の区域を越える広

国水産業の現状は、資源状況の

域の対応が不可欠である。従って、今後の栽培漁

悪化、漁業生産構造の脆弱化に

業の展開において事業の効率化を図るとともに、

加え、消費者の魚離れ、世界的

より広域的な課題に対応するため都道府県、水研

な水産物の需要増大を背景とした他国との競合等

センター等との連携を深め、事業を推進すること

多くの課題を抱えている。水産庁としては、これ

が重要である。海づくり協会が都道府県と連携し

らの問題に対処すべく今春新たな水産基本計画を

て取り組んでいる放流体制の構築についても新し

策定したところである。この計画では、水産資源

い栽培漁業の方向として重要なものである。こう

の多くが低位水準に止まっている中で、水産資源

した中、都道府県、系統団体、都道府県公益法人

の回復を重要な柱として位置付けている。栽培漁

等を結ぶ海づくり協会の役割は今後益々大きくな

業についても、資源回復の課題に適切に対応して

ってくる。今後とも協会役職員をはじめ会員の協

いくことが必要である。

力をお願いしたい。

しかしながら、地方財政の悪化、漁業生産の低

独立行政法人 水産総合研究センター 理事長
平成15年秋に日本栽培漁業協
会の一部が水研センターと統合

井貫 晴介
た、水研センターは、協会を通じてその会員の皆
さんと一緒に仕事をしているところである。

され、残りの一部が海づくり協

水研センターは15年秋に統合され公務員型とし

会として発足したところであ

て発足したが、本年４月には非公務員型に変わり、

り、海づくり協会と我々水研セ

今後も規制等が益々厳しくなる見通しであるが、

ンターは、云わば同根の間柄に

水産庁、海づくり協会と連携して栽培漁業をしっ

なっている。実際に栽培漁業の業務をやる場合も、

かり進めていく考えであるので、海づくり協会と

海づくり協会がなければ円滑に実施できない。ま

その会員の協力をお願いしたい。
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役
氏

理事・監事

員

村

正

簿
所

名

（社）全国豊かな海づくり推進協会
属

・

団

体

名

治

全国漁業協同組合連合会代表理事会長

勇

社団法人 大分県漁業海洋文化振興協会理事長

会 長 理 事

植

副会長理事

山

副会長理事

澁

川

専 務 理 事

谷

川

洋

理

事

高

橋

はるみ

北海道知事

理

事

村

井

嘉

浩

宮城県知事

理

事

石

原

慎太郎

東京都知事

理

事

松

沢

成

文

神奈川県知事

理

事

山

田

啓

二

京都府知事

理

事

仁

坂

吉

伸

和歌山県知事

理

事

井

戸

敏

三

兵庫県知事

理

事

平

井

伸

治

鳥取県知事

理

事

石

井

正

弘

岡山県知事

理

事

加

戸

守

行

愛媛県知事

理

事

金

子

原二郎

長崎県知事

理

事

広

瀬

勝

貞

大分県知事

理

事

杉

森

隆

社団法人北海道栽培漁業振興公社会長理事

理

事

西

川

øA

市

財団法人静岡県漁業振興基金理事長

理

事

當

摩

栄

一

新潟県漁業協同組合連合会代表理事会長

理

事

高

橋

治

福井県漁業協同組合連合会代表理事会長

理

事

川

本

義

大阪府漁業協同組合連合会代表理事会長

理

事

田

中

傳

山口県漁業協同組合代表理事組合長

理

事

佐々木

護

愛媛県豊かな海づくり推進協会会長

監

事

飯

田

實

財団法人神奈川県栽培漁業協会理事長

監

事

松

本

明

熊本県漁業協同組合連合会代表理事会長

本

弘

信

忠

司

平成19年度第 1 回理事会を、平成19年 5 月24日
（木）午前11時から、東京千代田区のコープビル
で開催した。
理事会への来賓は、水産庁から田辺義貴栽培養
殖課長、早乙女浩一課長補佐、丸山啓三課長補佐、
計画課の井上清和課長補佐、また、独立行政法人
水産総合研究センターから井貫晴介担当理事が臨
席した。
理事会は定刻に始まり、植村正治会長の主催者
挨拶の後、来賓を代表して水産庁の田辺課長が挨
拶を行った。
理事の出席状況は、選出理事23名のうち欠員 3

6

名

名で、現在理事数は20名の内、本人出席 5 名、代
理出席 7 名、委任状出席 5 名が理事会に出席した。
また、森勘一監事（福岡県漁連会長）が出席し
た。
規定により植村会長が議長となり、議事録署名
人に、當摩栄一理事（新潟県漁連会長）、谷川洋
司専務を指名したのち、議事の審議に入った。
第 1 号議案・平成18年度事業報告書、収支計算
書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算
書に関する件を諮り、事務局から議事内容を説明
した後、森監事から監査報告が行われ、審議の結
果、全員異議無く承認した。

次に、第 2 号議案・平成19年度事業計画書及び
収支予算書に関する件、第 3 号議案・平成19年度
会費に関する件、第 4 号議案・平成19年度借入金
の最高限度額に関する件、第 5 号議案・平成19年
度役員報酬に関する件を一括して審議し、審議の
結果、全員異議無く承認された。
第 6 号議案・定款の変更に関する件では、協会
役員に会長、副会長、専務理事、常務理事を選任
する規定となっているが、現在常務理事は欠員で
今後とも補充する見込みが無いことから、定款13
条（役員の定数及び選任）第 5 項から常務理事の
規定及び第14条（役員の職務）第 4 項（常務理事
に関する条項）を削除し、同条第 5 項（監事の職
務）の規定の見直し及びそれに伴う第21条の変更
を合わせ行うという内容を審議し、全員異議無く
承認した。

第 7 号議案・役員の選任に関する件を審議し、
現役員は、平成17年度通常総会で選任されたこと
により、当日の午後 1 時から開催される19年度通
常総会で任期が満了することを受け、平成18年度
第 2 回理事会以降各ブロックで次期役員候補者の
選出作業を行い、事務局に報告のあった候補者を
「次期役員候補者名簿（案）」に整理記載した。こ
の次期役員候補者を通常総会に提案することを、
全員異議無く承認した。
第 8 号議案・会員の加入・脱退に関する件につ
いて諮り、会員加入では賛助会員に総合科学株式
会社（代表者西村明光氏）の加入を承認し、会員
の解散・合併等による 4 賛助会員の脱退を承認し
た。最後に、第 9 号議案・その他の事項を諮った
が、特に審議する議題は無く、これにより平成19
年度第 1 回理事会は終了した。

平成19年 3 月19日（月）11時から東京都千代田
区のコープビルで平成18年度第 2 回理事会を開催
した。
第 2 回理事会は、開会の挨拶を植村正治会長が
述べた後、来賓を代表して田辺義貴水産庁栽培養
殖課長が行った。
来賓として、水産庁の栽培養殖課から渡辺祐二
課長補佐、小林一彦課長補佐、計画課から井上清
和課長補佐、独立行政法人水産総合研究センター
から井貫晴介理事が出席した。
理事会の議案は、第 1 号議案・平成18年度事業
概要（案）に関する件、第 2 号議案・平成19年度
事業骨子（案）に関する件、第 3 号議案・平成19
年度会費に関する件、第 4 号議案・平成19年度借
入金の限度額に関する件、第 5 号議案・平成19年
度役員報酬に関する件、第 6 号議案・定款改正に
関する件、第 7 号議案・役員選任に関する件、第
8 号議案・平成19年度通常総会付議事項及び開催
に関する件、第 9 号議案・その他、であった。
議事は、植村会長が議長に就任し、第 1 号議案、
第 2 号議案から第 5 号議案を一括、第 6 号議案、
第 7 号議案、第 8 号議案、第 9 号議案の順に審議
した結果、いずれの案件も原案の通り承認・可決
された。
特に、第 3 号議案の平成19年度会費に関する件
では、「平成19年度の会費額は18年度と同額とす

る。
なお、昨今の財政の逼迫の状況に鑑み、20年度
以降の会費問題については19年度の事業を行なっ
ていく中で、事業体制を見直ししながら、秋頃ま
でに方向性を探っていくことを考える。」ことを
説明し了承された。
これに対し、藤島浩晃氏（北海道の高橋はるみ
理事の代理）及び、有薗眞琴氏（山口県の二井関
成理事の代理）から、水産基本計画の中に栽培漁
業の今後の展望が見られない。地方財政が厳しい
中、財源確保に苦労していることから、将来の方
向性について提言願いたい、会員が知恵を絞って、
新たな政策展開や予算要求をするためには、全国
組織としての海づくり協会の役割が必要であると
の意見があった。
植村議長は、「魚のいる海を存続させ、漁業を
護って行くことが極めて重要である。水産業界で
最も基本的な課題である資源の涵養を推進してい
くことを目的として海づくり協会が作られている
ので、地方財政が厳しい中ではあるが、優先度が
高いことを主張して予算要求や施策要求をしてい
くことが大事である。また、海づくり協会の果す
べき役割との関係で会費問題について会員の皆様
と十分意見交換をして決めて行きたい」と集約し、
全員異議無く承認された。
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平成19年 6 月12日（火）午後 1 時30分から東京
都千代田区のコープビルにおいて、平成19年度第

その他の議題の中で、栽培漁業の現状について
の意見交換が行われた。
協会から、海づくり協会の活動状況、都道府県

1 回企画推進委員会を開催した。
本委員会は、各ブロックの理事県の中から実務

の栽培漁業施設の整備経過、海域型栽培漁業の展

者や学識経験者等を委員として、協会の事業の実

開（試案）を資料に基づき話題提供の上、各委員

施結果及び計画について検討し、事業に反映する

から栽培漁業の取り組み状況及び問題点等につい

ことを目的に年 2 回開催している。

て意見をいただいた。

澁川副会長より開催に当たり挨拶の中で、栽培
漁業40年の間の推進体制が変遷して来たことに触
れ、「昭和38年に瀬戸内海栽培漁業協会が発足し、

委員から出た主な意見。
・栽培漁業予算の削減及び施設の老朽化の現状に
ついては、厳しい現状報告があった。

全国展開とともに技術開発を担ってきた日栽協

・栽培漁業資源回復等対策事業の受け止め方につ

が、平成15年10月に水研センターに統合され、大

いては、本事業に期待しているとの多くの意見

きな変貌をとげた。平成16年に

が出された。

栽培漁業のあり

水産庁から報告が出され、これを基

・海づくり協会が瀬戸内海ブロックで検討を進め

に平成17年には「第 5 次栽培漁業基本方針」が公

ている種苗交換事業については、海域特性の違

表された。水産庁から都道府県への事業補助が交

いによる受け止め方の違いや他県へ種苗を出す

付金化され、さらには、平成18年度に交付金が税

ことの困難さの指摘もあったが、将来的には必

源委譲の対象となったこと及び新しい補助事業が

要な事業であるという点で大方の賛同が得られ

動き出したことなど、推進体制は様変わりとなっ

た。

方について

た。」「このような背景の下で、海づくり協会に何

・今後の栽培漁業の推進方向については、栽培漁

を求め、如何なる仕事をさせるのか」、忌憚のな

業と資源管理の垣根をなくすること、さらに、

い意見を求めた。

水産基盤整備事業との連携を強化するべきとの

本委員会は、長屋全漁連参事が座長となり、1）
18年度事業実施結果及び19年度事業実施計画につ

意見が大勢を占めたほか、国は公益法人に対す
るパイプを大きくすべきとの意見も出された。

いて審議し、了承された。

平成19年度第１回企画推進委員会名簿
区

分

委

員

来
事
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賓
務

局

氏

名

所

属

役

職

喜

多

正

弘

北海道水産林務部水産振興課

主査

武

富

正

和

神奈川県水産技術センター

栽培技術部長

岩

尾

敦

志

京都府農林水産部水産課

係長

松

岡

学

愛媛県中予水産試験場

増殖室長

山

村

雄

兵庫県農林水産部水産課

室長

森

川

晃

長崎県水産部資源管理課

係長

長

屋

博

全国漁業協同組合連合会

参事

椎

原

宏

大分県漁業海洋文化振興協会

理事

北

田

修

一

東京海洋大学

教授

福

永

辰

廣

独立行政法人水産総合研究センター

業務推進部次長

早乙女

浩

一

水産庁増殖推進部栽培養殖課

課長補佐

雅
信

社団法人全国豊かな海づくり推進協会

平成19年 6 月13日（水）午前 9 時30分〜12時ま

て重要な事業であるので、今後とも継続して実施

で、東京都千代田区のコープビルにおいて、平成

してもらいたい、との意見が出された。水研セン

19年度第 1 回水研センター委託事業検討委員会を

ターから、種苗生産、中間育成、放流効果調査等

開催した。

の栽培漁業の各工程で地域の状況に即した放流効

本委員会は、海づくり協会の根幹となる水研セ

果の実証を行うにあたって、栽培漁業の全ての工

ンターの委託事業を実施するため、事業実施計画、

程を対象により計画的、かつ充実した取り組みを

実施結果等について検討し、事業の効率的な実施

行ってもらいたい、との発言があった。
また、今後の栽培漁業を推進する上での基本的

と進行管理を行うことを目的に、年 2 回開催して

な考え方、特に栽培漁業のコスト論議の中で、

いる。
協会の古澤参与が座長となり、18年度事業実施

B／Cについて社会経済的評価を意識し整理して

結果及び19年度事業実施計画について協議し、了

おくことが、重要であるとして、委員である東京

承された。

海洋大学の北田修一教授を中心に議論を深めるこ
とが有意義であるとされた。

審議の中で、各委員から、栽培漁業技術実証事
業は栽培漁業を継続的に推進していく上で、極め

平成19年度第１回独立行政法人水産総合研究センター委託事業検討委員会出席者名簿
委

北

田

修

一

東京海洋大学

教授

喜

多

正

弘

北海道水産林務部水産振興課

主査

武

富

正

和

神奈川県水産技術センター

栽培技術部長

岩

尾

敦

志

京都府農林水産部水産課

係長

山

村

雅

雄

兵庫県農林水産局水産課

室長

松

岡

学

愛媛県中予水産試験場

増殖室長

森

川

晃

長崎県水産部資源管理課

係長

水産庁増殖推進部栽培養殖課

課長補佐

来

賓

委託者

早乙女

浩

一

丸

山

啓

三

〃

飯

田

健

〃

福

永

有

元

鴨志田
事務局

所

辰
正

廣

属

職

氏

員

名

役

委員等

課長補佐
企画調整係員

研究指導課

独立行政法人水産総合研究センター 業務推進部

事務推進部次長

操

〃

業務企画部

チーム研究開発コーディネーター

晃

〃

業務推進部

栽培技術開発コーディネーター

社団法人全国豊かな海づくり推進協会
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海づくり協会では、今後の栽培漁業のあり方や

いずれの県でも、栽培漁業関係予算が削減され

協会の果たすべき役割などについて、理事県等と

ていること、公益法人の運営が厳しい局面に立た

は、理事会（理事懇談会を含む）、企画推進委員

されていること、種苗生産施設の老朽化が進んで

会を通じて意見交換を深めることとしている。し

いるなど、各県共通する実態が再確認された。し

かし、理事県以外の会員県等とはブロック会議の

かし、その運営体制、課題の内容や経営の逼迫の

場があるが、さらに多くの会員県と意見交換する

度合いなどは、東日本と西日本、閉鎖的な海域と

必要があるとの認識の下に、海域ブロックを念頭

開放的な海域でも異なることが浮かび上がった。

に８県の栽培漁業担当者、水産庁及び独立行政法

また、県単事業の課題の他に、全国レベルでの課

人水産総合研究センターの担当官・担当者にご出

題があり、将来的には、海づくり協会が提示した

席いただき、膝を交えて忌憚ない議論・意見交換

海域型栽培漁業の展開（試案）について、海域単

を行うため、平成19年 6 月 7 日に東京都内の国際

位で関係県が連携して実施するソフト、ハード、

フォーラム会議室で意見交換会を開催した。

システム面の事業の必要性に理解が示されるとと

今回の意見交換会では、今後の栽培漁業のあり

もに、これらの事業に対する国の関与を求める意

方について、税源移譲後のそれぞれの県の予算確

見が強く出された。その他に、沿岸漁業で夢のあ

保の状況と財政当局との論点、栽培漁業推進上の

る仕事としては栽培漁業しかないこと、栽培漁業

大きな課題である公益法人の運営問題と施設の老

の多面的な機能として、食料の安定供給、美しい

朽化問題などを基に、沿岸漁業の強化を目指す中

漁村の復活、国土の保全などを含めて国民世論を

での栽培漁業の位置づけ、さらに、水産庁、水研

喚起することなどが必要であり、次期の基本方針

センター、都道府県、県の公益法人、海づくり協

を策定する中で知恵を絞る必要がるなどの意見が

会の果たすべき役割やこれら機関に期待するもの

出された。

について、活発な意見交換がなされた。

栽培漁業の今後のあり方に関する意見交換会の出席者名簿
委 員 等

機

関

名

委

青

森

県

二

木

千

葉

県

小

富

山

県

島

根

山

員

名

役
彦

主

瀧

潔

副課長

若

林

洋

課長補佐

県

河

原

彰

調整監

口

県

岩

政

陽

夫

主

香

川

県

竹

森

弘

征

副主幹

佐

賀

県

川

原

逸

朗

副課長

宮

崎

県

田

原

健

課長補佐

水産庁増殖推進部栽培養殖課

幸

職

幹

査

早乙女

浩

一

課長補佐

丸

山

啓

三

課長補佐

独立行政法人水産総合研究

有

元

操

チーフ研究開発コーディネーター

センター

鴨志田

晃

栽培技術開発コーディネーター

事 務 局
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氏

正

（社）全国豊かな海づくり推進協会

21

石川県における栽培漁業の取り組み
石川県農林水産部水産課
専門員

沢 田 浩 二

か

１

石川県の漁業の概要

石川県は、日本列島の真ん中に位置しており、
日本海に突き出た能登半島を有し、海岸総延長は
約583㎞である。
本県の沖合海域では、表層では対馬暖流とリマ
ン海流がぶつかり合い、底層では日本海固有水と
いわれる特異な海水が占めており、暖水性のブリ
やソデイカ、冷水性のマダラやハタハタなど多
種・多様な魚種が漁獲されている。
また、沖合には大和堆があり、アマエビ（ホッ
コクアカエビ）やスルメイカの好漁場となってい
る。
大陸棚の広がる加賀海域では底びき網漁業が、
天然礁が点在する能登外浦海域では刺し網・採貝
藻、急深な能登内浦海域では定置網が盛んに行わ
れており、このような地の利を活かした本県漁業
における平成17年度生産量は603百トン、生産額
は219億円である。

石川県における漁業の生産量と生産額

石川県漁業協同組合では、販路の拡充を目指し、
「石川の四季の魚」、「いきいき七尾魚」、「能登と
き海老」、「天然能登寒ぶり」等のブランド化が進

められており、1 県 1 漁協を機に命名された「加
のう
能ガニ（ズワイガニ）」の更なるブランド化推進
など、競争力を備えた商品作りに取り組んでいる。

２

石川県における栽培漁業の
概要

近年、水産資源は過剰な漁獲等が続くことによ
る水産資源の減少が懸念されている。そのため、
資源の持続的かつ効率的な利用を図る「資源管理
型漁業」や人為的な手法を用いて資源の増大を図
る「つくり育てる漁業」を、これまで以上に強力
に推進していくことが求められている。
本県において、栽培漁業は、「つくり育てる漁
業」の中核をなす施策として、昭和51年に石川県
増殖試験場（現石川県水産総合センター生産部能
登島事業所）でクルマエビ、アワビ、マダイを開
始しており、昭和63年には第 2 の施設である石川
県栽培漁業センター志賀事業所（現石川県水産総
合センター生産部志賀事業所）を稼働している。
これまで、約16種の水産動物を対象に種苗の生
産及び放流の技術開発を実施して、現在はヒラメ、
マダイ、クロダイ、サザエ、アワビ、アカガイの
6 種を生産している。
平成17年度に、栽培漁業を計画的かつ効率的に
推進するため、「第 5 次石川県栽培漁業基本計画」
を策定し、投資費用に応じた効果を念頭に置いた
事業の推進、遺伝的多様性や生態系への配慮、ウ
イルス性疾病等の発生及びまん延の防止等に力を
入れている。
またその中で平成21年における水産動物の放流
用種苗の生産数量、放流数量及び大きさの目標を
設定しており、次のとおりである。

11

平成21年における水産動物の放流用種苗の生産数量、
放流数量及び大きさの目標

下、海づくり協会）の支援を受け、日本海中西部
海域（石川県〜山口県）で調査を実施している。
本県では、標識した100㎜の人工産ヒラメを3.5万
尾放流し、放流魚の移動と放流効果を把握するた
めの追跡調査を実施している。

ヒラメ
1
ヒラメは、刺し網、定置網、底びき網等で漁獲
されている。ヒラメの漁獲量は平成 2 年以降増加
傾向にあったが、平成 5 年の300トンをピークに
平成12年には74トンまで減少した。その後、増加
に転じ平成16年には153トンまで回復しているが、
ピーク時の半分程度である。
漁獲金額は、平成 5 年の 7 億 8 千万円のピーク
から減少し、近年は 2 億円で推移している。
単価は、平成12年は2,500円/㎏以上であったが、
急激に減少に転じ、平成16年は1,484円/㎏となり、
ピーク時の半分にまで低下している。
ヒラメの種苗生産は、昭和57年より増殖試験場
で開始しており、昭和63年に建設された栽培漁業
センター志賀事業所で量産化を進めた。また、平
成11年には北陸電力志賀原子力発電所の温排水を
利用した種苗生産施設を増設し、さらなる増産を
図っている。現在は全長100㎜の種苗、約26万尾
を生産して、県内の各地先海域25ケ所に放流され
ている。
当初、種苗の生産サイズは30〜40㎜であったが、
放流効果を高めるため、平成17年に大型化してお
り100㎜としている。種苗の大型化にともない、
漁業者による中間育成からほとんどが直接放流に
移行している。
また、平成18年からは減少した資源を回復する
ために、種苗の放流と併せて小型魚の保護のため、
自主的に「全長25㎝未満のヒラメの再放流」を進
めている。
放流効果調査は、県水産総合センターを中心に
実施しており、大型化した種苗の放流効果を把握
するために市場調査や移動に関する調査を実施し
ている。産地市場における混獲率は平成17年度で
1.3〜9.2％である。
また、ヒラメは移動性が高いことから、平成18
年度から（社）全国豊かな海づくり推進協会（以
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写真１

ヒラメの放流

マダイ
2
マダイは、定置網、吾智網、刺し網等で漁獲さ
れており、近年の漁獲量は、600〜900トンである。
マダイの種苗生産は昭和47年から始まり、昭和51
年の栽培センターの設立により量産開発が行われ
た。
放流用種苗のサイズは30㎜であったが、放流効
果を高めるため、平成17年に大型化しており60㎜
としている。
現在の種苗生産は、放流用に全長60㎜を約 6 万
尾、養殖用に全長60㎜を1,000尾である。

クロダイ
3
クロダイは、定置網、刺し網で漁獲されており、
近年の漁獲量は70〜100トンである。種苗生産は
昭和52年に開始されている。
種苗のサイズはマダイ同様30㎜であったが、放
流効果を高めるため、平成17年に大型化しており、
50㎜としている。
現在の種苗生産は、放流用に全長50㎜を45万尾、

写真２

クロダイ

21
養殖用に全長50㎜を1,000尾である。
平成16年度から漁港を利用した生け簀網を用い
ない中間育成の調査を実施しており、生簀を利用
するよりも経費と労力を軽減できることと、10月
下旬までの生き残りのうち約半数が漁港内に残留
することが確認されている。

サザエ
4
サザエは、刺し網、採貝で漁獲されており、近
年の漁獲量は500〜700トンである。種苗生産は昭
和59年に開始された。
放流用種苗のサイズは 5 ㎜であったが、放流効
果を高めるため、平成17年に大型化しており20㎜
としている。現在の種苗生産は、放流用に殻長20
㎜を35万個である。
平成11〜16年度に放流効果を実施しており、大
型種苗を波の静かな場所に放流すれば、放流効果
が高まることが確認されている。

写真３

流し、追跡調査を実施している。
現在の種苗生産は、放流用（エゾ、メガイ）に
殻長16〜20㎜を 8 万個、養殖用（エゾ）に殻長16
〜20㎜を500個である。
平成 2 年度から放流効果調査を開始し、食害生
物の駆除等を実施しているが、放流効果を高める
有効な方法を見出せないのが現状である。

アカガイ
6
アカガイは、貝桁網で漁獲され、近年の漁獲量
は284〜17,165㎏で、七尾湾内に集中しており、
現在漁獲のほとんどを放流種苗が占めている。
アカガイの増殖は、昭和47年に移殖放流によっ
て開始されており、昭和55年から種苗生産技術開
発が行われた。
アカガイ貝桁操業は、毎年、資源量を勘案しな
がら操業を実施する等の資源管理が図られてい
る。漁獲金額は平成 6 、10年に3,000万円に達し
たこともあったが、近年は夏期の高水温や底質の
悪化により70〜200万円と減少している。
現在の種苗生産は、放流用に殻長 2 ㎜を60万個
である。

サザエの採卵

アワビ
5
アワビは、潜水漁法で漁獲され、近年の漁獲量
は 6 〜 8 トンで、ほとんどが輪島地区に集中して
いる。種苗生産は、昭和52年にエゾアワビを使用
してから量産が図られた。
平成16年度からは在来種であるメガイ種苗も放

写真４

アワビ

写真５

３

アカガイ

おわりに

沿岸の水産資源を維持・増大するには、栽培漁
業は重要な施策の 1 つであるが、近年、事業の効
率化や効果の検証が強く求められている。
一方で、生産経費の削減、種苗生産施設の老朽
化、期待した効果が現れない魚種がある等、栽培
漁業にとっては厳しい状況が続いている。
そのため、生産種苗の大型化、生産魚種の絞込
み、効果増大のための技術開発及び放流種苗の資
源管理等を実施している。
本県では、今後も栽培漁業を推進し、水産資源
を維持・増大できるよう努めて行きたい。
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愛媛県における栽培漁業の取り組み
愛媛県農林水産部水産局水産課
栽培漁業係長

１

加 藤 利 弘

漁船漁業においても古くから栽培漁業に取り組ん

愛媛県の漁業の概要

できたマダイとクルマエビの漁獲量は全国 1 位で
あり、ヒラメは全国 3 位の地位にあります。

愛媛県の海域は、佐田岬半島を境に内湾性の強
い瀬戸内海と黒潮の影響を受ける宇和海に大別さ

２

栽培漁業の推進体制

れます。海岸線の総延長は、全国第 5 位の1,633
㎞にもおよんでおり、そのうち、生産性が高く多

本県では栽培漁業基本計画に基づいて栽培漁業

様な漁業資源に恵まれた瀬戸内海域においては、

を推進しております。平成17年に策定した第 5 次

小型底引き網漁業、機船船びき網漁業、一本釣り

栽培漁業基本計画はシマアジ、キジハタ、クエ、

漁業をはじめとする各種漁船漁業が主体であり、

マダイ、サワラ、オニオコゼ、ヒラメ、トラフグ、

宇和海では外海から回遊してくる浮魚資源が豊富

クルマエビ、ガザミ、アワビ、アカウニの12魚種

で、沖合部ではまき網漁業を中心とした漁船漁業

を対象として、種苗生産および放流の効率化、関

が、沿岸部ではリアス式海岸を利用したマダイ、

係機関の連携強化、生態系への影響に配慮等が掲

ブリ類をはじめとする魚類養殖および真珠養殖が

げられており、これに沿ったかたちで事業を展開

盛んに営まれています。

しているところです。

本県の平成17年の海面漁業・養殖業の生産量

種苗の供給体制については、昭和55年度に愛媛

（農林統計資料）は約17.5万トンで全国10位、生

県栽培漁業センター（現愛媛県水産試験場栽培推

産額は969億円で北海道、長崎県に続いで全国 3

進室）を、平成 2 年には愛媛県中予栽培漁業セン

位の地位にあります。そのうち海面養殖業の生産

ター（現愛媛県中予水産試験場栽培推進室）を開

額は596億円で全国 1 位、生産量では養殖マダイ

設し、ここで生産した種苗を有償で財団法人愛媛

および真珠が全国 1 位となっております。また、

県栽培漁業基金（以下栽培漁業基金と記載）、各
市町および漁協等に放流用として供給していま
す。これまで、合計18魚種の生産に取り組み、新
魚種の量産技術開発や、漁業者のニーズに応じて
対象魚種や生産数の見直しを行っており、19年度
の両機関での生産対象種は、マハタ、クエ、マダ
イ、クルマエビ、アコヤガイ、キジハタ、ヒラメ、
トラフグ、アユ、クロアワビの10種となっていま
す。
本県では栽培漁業を積極的かつ効率的に推進す

図１

14

漁業生産量と生産額の推移

るために昭和61年に県、市町、漁協、水産団体、
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図２

栽培漁業の推進体制

企業等の出捐金により栽培漁業基金を設立し、広

なお、放流対象種の漁獲量は、マダイは高い漁

域回遊種を中心に種苗の放流事業、放流効果調査

獲水準にあるものの、近年減少傾向にあり、ヒラ

を行っています。栽培漁業基金では、出捐された

メおよびクルマエビについては比較的安定して推

基金の運用益で種苗を購入して県内の各漁協に配

移しています。

布し、漁業者が中間育成した後に各地先に放流し
ており、平成19年度はマダイ、キジハタ、ヒラメ、
トラフグ、クルマエビの放流を計画しております。
また、平成14年度からは、瀬戸内海関係11府県で
取り組んでいる資源回復計画の対象種であるサワ
ラの種苗放流にも協力しており、今後も引き続い
て愛媛県内での中間育成・種苗放流について栽培
漁業基金が中心的な役割を担うことになります。
栽培漁業基金以外にも、市町や漁協が独自にアワ
ビなどの地先種をはじめとしてヒラメ、トラフグ、
キジハタ、クルマエビ等を、それぞれの地先に放
流しています。

図３

図４

マダイの漁獲量と放流尾数

図５

ヒラメの漁獲量と放流尾数

クルマエビの漁獲量と放流尾数
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３

います。

栽培漁業の新たな取り組み

これまでの放流効果調査の結果から、放流魚は
主に 2 歳頃まで瀬戸内海および豊後水道に滞留

本県では、これまでマダイ、クルマエビ、ヒラ

し、その後は外海域に移動して、放流後 4 〜 5 年

メ等、受益者が広域におよぶ魚種を中心に種苗放

後に産卵のために再び回帰すること、また、南は

流に取り組んでおり、これらの魚種の漁獲量は概

鹿児島県沿岸、北は秋田県沿岸、西は朝鮮半島付

ね安定して推移してきました。栽培漁業の新たな

近、東は三重および愛知県沿岸と、太平洋沿岸や

魚種として、平成13年度からは漁獲量の減少が著

日本海沿岸などかなり広範囲に移動することがわ

しいトラフグ、平成18年度からは漁業者からの要

かってきました。

望の強いキジハタについて取り組んでいますの
で、その概要を紹介します。

なお、平成13〜16年度に 3 県で行った放流群の
調査対象海域である豊後水道および瀬戸内海域で
の回収率は概ね 3 〜 4 ％と推定されており、それ

1

以外の海域での漁獲を含めると回収率はさらに高

トラフグ

くなると思われます。
瀬戸内海のトラフグについては、以前から関係

このように、トラフグについては、これまでの

県が資源管理計画を策定するなど、積極的に資源

調査結果から、放流後の移動範囲および漁獲状況

管理に取り組んできましたが、依然として資源水

の概要がわかってきました。今後は、拠点放流試

準は低位、資源動向は横ばいで推移しており、本

験の結果などを基に放流適地を見極め、より効率

県の主要漁協の漁獲量も、昭和59年のピーク時に

的な種苗放流を進めていく必要があります。

は約300トン前後あったものが、平成 9 年以降は
約30分の 1 の 、10トン前後で推移しています。

2

キジハタ

そこで、平成13年から山口、大分、愛媛の 3 県
が共同で、種苗の放流および効果調査を実施して

キジハタは本県では｢アコウ｣と呼ばれ、美味な

おり、平成18年までの 6 年間に 3 県合計で約99万

ため市場で高値で取引される高級魚です。主に瀬

尾の種苗を瀬戸内海西部および豊後水道に放流し

戸内海の島嶼部の岩礁に定着して生息し、放流後

ました。これらの種苗には焼印標識が施されてお

の移動範囲が狭く、種苗放流に対する漁業者の要
望が強い魚種でもありました。このため、県とし
ても昭和57年度から長年にわたり種苗生産技術開

図６

トラフグの焼印標識

り、県ごとに焼印の数や位置をかえて放流場所が
特定できるようにしています。また、平成18年度

図７

キジハタの産卵風景

からは放流適地を見極めるために、3 県の種苗を
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1 ヶ所に持ち寄り集中して放流する｢拠点放流｣を

発試験に取り組んできました。平成18年度からは

行っており、昨年度は大分県で実施し、今年度は

種苗の量産が可能となり、中予水産試験場で栽培

山口県、来年度は愛媛県で実施することになって

漁業対象魚種として種苗生産を行っています。昨

22
年度は、直接放流用として全長80㎜の種苗約6.2
万尾を県内に供給するこができました。近年は、

４

おわりに

仔稚魚の飼育技術が向上し生産尾数は着実に増加
してきましたが、依然として形態異常魚が多く出

当県の放流事業は栽培漁業基金を中心に取り組

現すること、また、中予水産試験場では未だに十

んでおりますが、昨今の金利の低下により運用益

分な受精卵を確保できていないことが課題として

が減少し、放流尾数を削減していくことを余儀な

残されています。今後は、残された課題を解決し

くされてきました。その点については、近年は基

ながら、安定的に健全な種苗を供給できる体制を

金運用の効率化等により、ヒラメ、クルマエビ等

整えていきたいと考えています。

の放流尾数は再び回復傾向にあります。一方で放

なお、本県におけるキジハタの放流効果につい

流用種苗の供給元である愛媛県水産試験場および

ては、放流 2 〜 3 年後に放流海域周辺で多く漁獲

愛媛県中予水産試験場は、建設後長い年月が経過

され、放流後の移動も少なく定着率が高いため、

しともに施設および機器類の老朽化がかなり進ん

漁業者が大きな期待をよせてます。他県での事例

できており、以前にも増して修繕費等の維持管理

では 1 歳で約15㎝、2 歳で約20㎝に成長すること

費が必要となってきました。財政事情が厳しいな

がわかっており、本県においても放流されたキジ

か、限られた予算の中で施設の維持管理とあわせ

ハタ稚魚が、順調に生育し、放流 2 〜 3 年後には

て効率的な種苗生産を行っていく必要があると考

成魚となり漁獲対象となることを見込んでいま

えています。
このように本県では栽培漁業をめぐる情勢は、

す。

年々厳しくなっておりますが、今後も水産資源を
維持し漁獲量の増大を図るためには、より一層資
源回復計画、増殖場造成および藻場の保全などの
事業と連携をとりながら、引き続き栽培漁業の推
進に努めていく必要があると考えています。

図８

中間育成中の稚魚
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クルマエビの放流効果調査へのDNAマーカーの応用
独立行政法人 水産総合研究センター
養殖研究所 上浦栽培技術開発センター
技術開発員

はじめに

菅 谷 琢 磨

ついても、既に親子関係の解析手法や個体判別手

アデニン、グアニン、シトシン、チミンと呼ば
れる 4 種類の化学物質の組み合わせ（DNA）が、

法が確立されています。
現在、養殖研究所上浦栽培技術開発センターで

自然界に存在するほぼ全ての生物の体の構造を決

は、これまでにクルマエビについて開発された

定する基本的な因子になっているという概念は、

DNAマーカーによる親子及び個体の判別手法を

1900年代半ばまでは信頼に足る事実としては認識

放流効果調査における新たな標識として用いるた

されていませんでした。しかし、その後の50年間

めの研究開発に取り組んでおります。そこで、ク

にそれらが親から子へと伝わる遺伝子の実体であ

ルマエビの親子判別手法についてご紹介し、大分

ることが明らかにされ、生物の種の違いはもちろ

県佐伯湾をモデルに取り組んでいるクルマエビの

ん、個体間の違い（変異）でさえ、4 つの物質の

放流効果調査の現状についてご報告します。

組み合わせのパターンの違いによって形作られて
いることが知られるようになりました。そして、
それらの発見は、分子生物学と呼ばれる新たな研

クルマエビの親子判別
尾肢カット標識やコーデッド・ワイヤー・タグ
などの従来の標識と、DNAマーカーによる放流

究分野が発展するきっかけになりました。
DNAマーカーは、そのような分子生物学の発

種苗の標識の間には、種苗の判別方法について原

展によって開発された技術の一つです。また、一

理的に大きな違いがあります。というのは、前者

口にDNAマーカーといっても、対象とする遺伝

が直接種苗と天然個体を識別するものであったの

子領域や検出法（例えば、制限酵素断片長多型：

に対して、後者は、漁獲されたエビと種苗生産に

RFLP法、増幅断片長多型：AFLP法など）の違い

用いられた親エビとの間に親子関係が成り立つか

によって様々な種類があり、種間の差異のみを捉

どうかを判定するだけのものだということなので

えられるものや、家系あるいは個体間の違いを捉

す（図 1 ）。そして、判定の結果、種苗生産に用

えるのに適しているものなど、それぞれ異なった

いられた親エビの子供であるということが確認さ

特徴を持っています。さら
に、最近では、オートシー
クエンサーと呼ばれる遺伝
子解析機器の発展によっ
て、これまでに比べ簡便に
DNAマーカーを利用する
ことができるようになり、
より応用範囲が広がってい
ます。このような中で、水
産学分野においても育種や
遺伝的多様性の把握を目的
とした多くの研究がDNA
マーカーを用いて行われる
ようになり、クルマエビに
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図１

従来の標識とDNAマーカーとにおける種苗を識別する原理の違い

れた場合には、その個体は放流種苗であると判断

かどうか観察し、親子であるかどうかを判定して

されます。このため、DNAマーカーを用いて放

います。

流調査を行う場合には、予めDNAマーカーを用
放流効果調査への応用

いた親エビの調査が必要となります。
漁獲されたクルマエビと親エビとの間に親子関

現在、養殖研究所上浦栽培技術開発センターで

係が成り立つかどうかは、具体的には、電気泳動

は、大分県と佐伯湾栽培漁業推進協議会の協力を

と呼ばれる手法を用いて検出したDNAマーカー

得て、クルマエビの種苗放流とDNAマーカーを

によって判定します。図 2 はマイクロサテライト

用いた追跡調査を試験的に行い、このマーカーが

DNAマーカーを用いて雌親とその種苗（ 8 尾）

本当に標識として有効であるかどうか研究してい

での親子判定を実験的に行った事例です。ここで

ます。平成17年度には、6 尾の天然親クルマエビ

は、雌親を含め全ての個体で図中に赤矢印で示し

から得られた卵を用いて種苗生産を行い、7 〜 8

ました上下 2 種類のバンドが出ていることにまず

月にかけて大分県佐伯市の番匠川河口（図 3 ）に

注目して下さい。これらのバンドは父親と母親か

平均体長49.8㎜の種苗を合計19.6万尾放流しまし

らそれぞれ 1 種類ずつ受け継いだものであり、実

た（図 4 ）。佐伯湾では、刺網漁業と底曳網漁業

際に 8 尾の種苗では、赤矢印で示した雌親の 2 種

によってクルマエビが漁獲されており、前者は湾

類のバンドのどちらか一方が必ず観察されます。

内で、後者は湾の入り口から豊後水道にかけての

現実の放流調査においては、この実験と同様に親

広い海域で操業しています。そこで、この試験で

エビと漁獲個体の間に共通するバンドが見られる

はまず比較的放流種苗が多いと考えられる湾内で

図２

マイクロサテライトDNAマーカーの電気泳動像において雌親と種苗との間に共通して見られたバンド（→）

図３

佐伯湾の位置（左）と衛星写真（右）
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図４

佐伯湾でのクルマエビの種苗放流のようす。
（左上）放流用種苗、（右上）移送、
（左下）囲い網での馴致、（右下）囲い網撤去による放流

調査を行うことを目的とし、刺網業者から継続し
て漁獲物を購入するとともに、放流地点周辺の水
深 5 〜15ｍの海域で底曳網の試験操業を行いまし
た。その結果、調査を行った 7 月から11月の間に
体長8.8〜15.4㎝のクルマエビ575尾を入手するこ
とができ（図 5 ）、それらについてマイクロサテ
ライトDNA及びミトコンドリアDNAマーカーに
よって親子判定を行った結果、51尾において種苗
生産に用いた親エビとの親子関係が認められまし
た。さらに、各月毎に見ると、放流直後の 8 月あ
るいは 9 月に比べ10月の再捕率が高くなる傾向に
あり、放流種苗が比較的長く放流海域に留まって
いることが示唆されました（図 6 ）。これらのこ

図６

DNAマーカーでの調査での各月のサンプル
における放流種苗の割合

とは、DNAマーカーはクルマエビの標識として
有効であることを示しており、特に、最初の放流
から約 3 ヶ月経過した10月に再補が確認されたこ
とは、このマーカーの長期間の有効性を裏付ける
ものとして重要であると考えられます。

今後の方向性
以上のように、DNAマーカーについては、実
験室あるいは試験放流といったレベルでの有効性
が確認されたため、今後は実際の放流現場での導
入を迅速に進めることが重要であると考えられま
す。このため、当センターでは、各県や漁業協同
組合ともさらに連携を図りつつ、誰もが手軽にこ
の手法を利用できるような方法論の開発も含めて
研究開発を進めていきたいと考えています。また、
将来的には、DNAマーカーの高い放流群識別を
活かし、広範な海域での放流効果調査に取り組み
たいと考えております。今後、さらにデータを蓄
積できた時点で新たな成果をご報告したいと思い

図５
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採集したサンプルにおける平均全長の推移

ます。

投

稿

栽培漁業についての私見
東京海洋大学海洋生物資源学科増殖生態学研究室
教 授

北田

修一

や海域での資源回復のゴールは何か、また、どの
ようにしてそれを達成するのか、については必ず
しも明確ではない。基本方針は、都道府県、栽培
2005年の日本の漁業総生産量562万トンのうち

漁業センター、業界団体、水産総合研究センター、

沿岸漁業は151万トンで、過去最高であった1985

大学のメンバーが、約 3 年を掛けて議論した水産

年の226万トンから 3 分の 2 に減少した。これに

庁の栽培漁業のあり方検討会（水産庁 2004）で

対し、種苗放流事業による生産量は、シロザケが

の結論を踏まえ作成されたものであり、現在もそ

25万トン、ホタテガイが40万トンあり、大きな位

の意義を失ってはいないと信ずるが、国が推進す

置を占めている。マダイおよびヒラメでは、漁獲

る事業であるにもかかわらず、これが生かされた

量の約10％が放流魚と推定されており（Kitada

形になっていないように思われる。このまま続け

and Kishino 2006；北田

2006）、アワビでは約

ていけば、いずれ種苗放流の意義を社会から認め

30％が放流貝と見積もられている（Hamasaki

られず、栽培漁業が衰退、消滅してしまうのでは

and Kitada in preparation）。また、内水面では、

ないかと懸念されるのである。

アユなど遊漁対象種の放流は、野生資源の乱獲を

これまでの栽培漁業の技術開発や研究は、種苗

緩和する上で必要不可欠となっている。人工繁殖

生産―放流―回収という技術体系の中で、如何に

技術を用いて個体群を回復させるいわゆる保護増

すればより効率的に回収効果を上げることができ

殖事業は多くの動物で行われており、保全生物学

るかを目的としてきた。この重要性は現在も全く

ではsupportive breedingと呼ばれている。技術的

失われないが、種苗放流の資源管理における可能

にはこれと同一である種苗放流は、多くの魚種で

性や役割を評価した研究はほとんど行われてこな

資源減少が懸念されることから今後も重要な役割

かった。国際的な科学の場では、栽培漁業に対し

を果たすことが期待される。しかし、現実には、

て、「天然資源に負の影響を与えず資源量（漁獲

栽培漁業は極めて厳しい状況に置かれている。日

量）を純増できるか」という根源的な問が投げか

本栽培漁業協会が水産総合研究センターに統合さ

けられている。科学的データに基づいた回答を示

れたことで栽培漁業のhead quarterを失い、栽培

せない限り、栽培漁業の有効性を主張することは

漁業を実践する都道府県行政、試験研究機関、栽

難しくなるのではないだろうか。沿岸水産資源の

培漁業センターはいわゆる三位一体の改革と財政

管理では、漁獲規制、生息環境の修復、種苗放流

事情の悪化によって財政的に厳しい状況にある。

の 3 つのツールが使用できる。栽培漁業（種苗放

このような大きな枠組みの変化に加え、従来型

流）は水産資源の管理や回復にどのような役割を

の放流技術開発補助事業の延長として栽培漁業資

果たすことができるのだろうか。この小論では、

源回復等対策事業が行われている。このプログラ

手始めに、いくつかの論点を整理してみたい。

ムは、海域を連携した放流体制の構築を目標とし
ている。しかし、平成17年 2 月に公表された第五
次栽培漁業基本方針の主要な思想である「資源状
況に応じて放流の合理性を吟味し、必要な場合に

本論に入る前に、栽培漁業に関する用語や概念

放流を実施する」という点がどのように考慮され

を整理しておこう（北田 2003を一部修正し再掲）。

ているのかが見えないのである。それぞれの魚種

何かと便利に使われる「増養殖」という用語には、
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「養殖」と「増殖」という 2 つの異なった技術体

に置いていたのであるが、現在では、「対象種の

系が含まれる。大島（1983, 1992）は、日本にお

資源加入量を積極的に増加させるだけでなく、放

ける水産増養殖技術の発展の歴史を、上代から戦

流水域における育成管理を通じ、対象種以外の水

前と、戦後から昭和50年（1985）までに分けて総

産動物をも包括した資源管理を展開し、水産資源

述している。これによると、明治年間には専ら

の安定化と増大に資する」と位置付けられている

「養殖」が用いられ、ふ化放流や移殖などの増殖

（第四・五次栽培漁業基本方針）。栽培漁業は、種

技術はすべてこの中に含められていた。「増殖」

苗放流、漁獲規制、漁場造成の技術を有機的に連

という用語は、大正 9 年（1920）に初めて使用さ

携させて持続的な漁業生産を実現しようとする総

れたが、両者が区別して用いられるようになった

合技術といえる。そこでは、天然資源もあわせて

のは戦後である。増殖に関する様々な方策が実施

管理するため、漁獲規制を主要な手段とする古典

されるようになった現在では、明確に区別されて

的な資源管理との違いは、種苗放流を主要な方策

いる。

とする点だけである。したがって、栽培漁業は、

「養殖」は、網生簀や水槽、飼育池などに水産

種苗放流を中心に据えた資源管理ということもで

生物の稚仔等を収容・私有し、市場価値を持つ大

きよう。実際に、沿岸で資源管理と呼んでいるも

きさまで育成した後、収穫販売する経済行為であ

ののうち大半が漁獲規制に種苗放流を併用してお

る。貝類と海草類は海水中のプランクトンを餌料

り、この実態が栽培漁業と資源管理の用語上の混

として生育する無給餌養殖であるが、天然の生産

乱を呼んだ。

力を利用する場合であっても、対象種を私有・生
育させ、収穫するものは養殖の範疇に入る。

これまでの伝統的資源管理は、変動の下で与え
られた加入量の有効利用技術であり、そのための

「増殖」は、自然の水域に生息する水産資源を

手段として主に漁獲規制が用いられてきた。そこ

対象とし、再生産過程に人為的に関与して、個体

では、資源の変動は自然に委ねられている。栽培

数を維持・増加させる一連の技術体系をいう。大

漁業が、伝統的な資源管理と際立って異なる点は、

島（1983）は、増殖技術を、消極的手法としての

人間が資源そのものに直接働きかける点である。

「繁殖保護」と、積極的手法としての「繁殖助長」

栽培漁業の特徴は、変動する自然の再生産の不確

の 2 つに区分している。古典的な繁殖保護は、親

実性とは独立に加入資源をつくり、計画生産を達

の保護によって産卵量を確保することを目的とし

成しようとするところにある。計画性が他の資源

ており、禁漁期、禁漁区が手段として用いられる。

管理方策にはみられない栽培漁業の特徴である。

産卵後は特に保護を行わないことから、消極的な

この点を強調し、種苗放流を中心に据えた包括的

増殖手法として分類されてきたが、これは、漁獲

資源管理のあり方に対して、「資源計画」という

規制であり、資源管理の一手法として整理するこ

新しい用語が提唱されている（北田 2000）
。

とも可能である。ここでは、「増殖」は、大島の

栽培漁業センターで開発された種苗生産技術は

いう繁殖助長すなわち、移殖や種苗放流、産卵場

養殖生産にも利用できる。上の考え方を一歩広げ、

や稚仔の育成場造成、築磯・人工魚礁の投入など

人工繁殖技術を用いた水産資源の増殖・管理に養

の積極的手段を用いて再生産力を増強し、天然資

殖も含めて資源計画と呼ぶこととすれば、栽培漁

源の個体数を増大させる技術と定義しておこう。

業センターを沿岸資源計画センターとして新たに

大量の人工種苗が生産できるようになった現在、

位置づけることもできよう。

種苗の大量生産と放流を基本とする「栽培漁業」
は、日本の代表的な増殖手法であり、つくり育て
る漁業（増養殖）の中核をなす技術となっている。
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水産庁では、「栽培漁業」を、「水産動物の減耗

次に、種苗放流の目的や機能を整理しておこう

が最も大きい卵から幼稚仔の時期を人間の管理下

（北田 2001）。なぜ我々は種苗を生産し放流する

において育成し、これを天然海域に放流した後適

のだろうか。自然の状態では水揚げが足りない、

切な管理を行い、対象とする水産資源の持続的利

あるいは減少が著しい資源を回復させたいからで

用を図ろうとするものである」と定義していた。

あろう。このように、種苗放流の目的は天然資源

このように、従来は、放流資源のみの管理を念頭

の再生産のもとでは不足する資源加入量を放流に

よって補完しようとすることである。種苗放流の

資源回復のように、漁獲が禁止される場合は、再

生物学的な機能は、「天然の再生産の補完」であ

生産効果のみが期待される。

る。その結果として起きる、「水揚げの上乗せと
安定」、「資源管理意識の醸成」、「地域の活性化促
進」などは、社会経済的な機能として整理できる。
加入量が不足する場合は 2 つ考えられる。1 つは、

これまで、日本のマダイとヒラメ（Kitada and

親の資源量は十分あるが、年々の加入量変動が大

Kishino 2006 ; 北田 2006）およびクルマエビの放

きく漁獲が不安定な場合である。もう 1 つは、親

流効果のレビュー（浜崎、北田 2005；浜崎、北

の資源量が不足しており、加入量が小さくなって

田 2006 ; Hamasaki and Kitada 2006 ; Hamasaki

いる場合である。前者では、種苗放流は加入量が

and Kitada 2007）により、以下の結論が得られて

下方に振れた場合の一種の保険として機能し、放

いる。

流種苗からの直接効果を期待することになる。一

種苗放流によって沿岸水産資源の総生産量を増

方、後者では、種苗放流によって親資源を増加さ

大させることが可能であることが明らかになっ

せることによって再生産力を大きくし、結果とし

た。天然魚生産量の増大効果も期待できるが、加

て加入量を大きくすることが期待されている。こ

入量の大きな変動に影響され放流の再生産効果の

のように、種苗放流の目的としては、放流種苗の

分離は困難である。生産増大効果には、主として

直接効果を期待する場合と、再生産効果を期待す

放流場所の環境収容力に起因して、おのずと限界

る場合の 2 つがある。これらは、一代再捕型およ

がある。放流数が環境収容力を超えた場合は、放

び再生産期待型の栽培漁業と呼ばれてきた。

流魚による天然魚の置換えは起こりうる。したが

一代再捕型の栽培漁業では、天然資源の加入と

って、放流の規模は、管理対象とする資源の状態

は独立に種苗生産・放流によって加入量を増や

および放流場所の環境収容力を十分考慮に入れ、

し、適切な管理のもとに合理的に収穫することで

地域ごとに慎重に検討し決定すべきである。その

計画生産が可能となる。そこでは、放流 1 尾当り

ような種苗放流では、放流の規模と種苗の生残率

生産量（yield per release, YPR）を最大化させる

に応じた放流効果を得ることができる。しかし、

管理が望ましい。シロザケやホタテガイのように、

資源量が相当大きい場合には、放流効果は天然魚

種の回帰性や漁場の輪採性によって放流種苗だけ

の加入の規模と比較して小さくなり、放流効果は、

を選択的に回収できる場合には一代再捕型が可能

天然資源のダイナミクスに埋没してしまう。した

で、回収率を際限なく 1 に近づけることが可能で

がって、栽培漁業は、漁業や遊漁による漁獲圧が

ある。再生産は人工種苗生産または天然稚仔の育

高く、加入が何らかの理由により制限された地域

成によって人間が完全に肩代りするから、親を残

個体群を対象に実施すべきである。資源量がY/R

すことは考えなくてよい。しかし、天然資源と栽

から見て放流で対処できる範囲にあり、回遊範囲

培資源が漁場で共存している一般の場合には、一

の小さい地域資源を対象にするのが効果的であ

代再捕型を目指そうとすると、放流種苗の回収率

る。あるいは、大きな資源を相手にする場合には、

が高くなって乱獲になり、再生産に悪影響を及ぼ

対象資源の規模に応じた大量の放流数量を確保す

すことが危惧される。天然資源の維持保全を念頭

ることが必要となる。例えば、有明海におけるク

におけば、必要な親資源を残す漁業管理が不可欠

ルマエビの漁獲量を数年前の漁獲レベルに上げる

であるので、天然資源と栽培資源が漁場で共存し

には、全国で実施されている規模を超える数量の

ている場合には、一代再捕型の栽培漁業というの

種苗を放流する必要があると算定されている（浜

は多くの場合現実的ではない。ただ、放流個体を

崎、北田 2006）。

選択的に漁獲すれば、一代再捕型の一つの方法と

マダイとヒラメの大量放流事例では、放流魚の

なりうる。アワビやサケではこういう方法が可能

漁獲量は総漁獲量の変動の29〜50％を説明した

かも知れない。いずれにせよ、一般に、種苗放流

が、天然魚漁獲量の変動はほとんど説明できなか

はその時点の現行漁業の下で漁獲量を上乗せする

った（Kitada and Kishino 2006）。これは、直接効

直接効果と、親も同時に上乗せする再生産効果と

果は自然変動に対してどのくらいの量を放流する

いう 2 つの役割を担うことになる。絶滅危惧種の

かで決まり、再生産効果は大きな自然変動に埋没
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し検出が不可能であることを示している。これら
の事例の天然魚漁獲量の変動係数は、マダイで
0.38及び0.45、ヒラメで0.44及び0.43で、変動は大
きい。自然変動の範囲であれば、特別な管理を行

これまでの調査研究によって、種苗放流の直接

わなくても自然に回復する可能性がある。したが

効果があることは確認されたが、資源そのものへ

って、種苗放流の効果を変動に対して有意に発現

のインパクトを考えるには再生産効果に関する考

させるためには、資源変動を超える放流量が要求

察が必要となる。漁獲されたあと生き残った放流

される。変動の大きい魚種では、多くの放流量が

種苗が再生産に参加すれば、産卵親魚の数は上乗

必要となり、混獲率も大きくなる。このような場

せされることになる。これを、MSYの視点から

合では、天然魚の置換えや天然資源に与える遺伝

考えてみよう。個体数が環境収容量 K の1/2のと

的影響のリスクが高まるため、これらを最小化す

き最大持続生産量（MSY）が得られるので、天

る努力をしつつ、回復が見込めると判断された場

然魚と放流魚の合計がK/2のレベルに達するまで

合は漁獲規制に切り替えて行くという使い方が望

は、直接効果に加え持続生産量（SY）が上積み

ましい。

される。このことは、個体数が激減しているよう

放流対象種の整理も必要である。直接効果の観

な資源では、種苗放流が効果的な資源の回復方策

点からは、Y/Rが大きいことが栽培対象種の条件

となり得ることを示唆する。一方、個体数がK/2

となる。すなわち、生残率が高く、成長が早く、

のレベルを超えているような資源の場合は、放流

大きく成長する種類である。絶滅危惧種の資源回

によって個体数を増加できてもSYは減ってしま

復では、繁殖力の弱い生物の再生産効果が目的に

う。ただし、天然魚と放流魚の合計がKを超える

なるから、必ずしも直接効果の基準と同一にはな

までは直接効果が期待できるので、これとSYの

らない。シロザケ、ホタテガイの例からわかるよ

減少とを量りにかけることになる。MSYからは、

うに、食物段階は低いほうが、増殖効果は高い。

以上のような直感的な理解が得られるが、MSY

サケのように回帰性を持つことも、栽培対象種と

管理の実践については疑問がもたれている（例え

して重要な特性である。

ば、Hilborn and Mangel 1997）。種苗放流の直接

天然資源の維持には、生息環境の改善が必須で

効果と再生産効果および漁獲規制の効果を評価

ある。幼稚仔の生育場が破壊されている場合には、

し、望ましい資源計画を策定するには、個々の事

放流個体による天然個体の置き換えのリスクが高

例についてより具体的な検討が必要になってく

まるので注意が必要である。このような場合には、

る。

生息環境の修復が環境収容力の増大に効果的であ

この問題に対する 1 つのアプローチとして、所

り、資源増大の不可欠なツールとして今後期待さ

与の放流尾数と漁獲規制の下で、将来の資源量や

れる。

漁獲量を予測するシミュレーションモデルが開発

地域に根ざした栽培漁業は、自然に漁業者の資

され（北田、大河内 1994）、全国のマダイやヒラ

源管理意識を向上させる。実際に、マダイとヒラ

メのデータに適用された。小畑ら（2007）は、こ

メの体長制限が、日本各地で漁業者の賛同の下に

のモデルに再生産関係の確率変動を取り込んで改

導入された。しかし、種苗放流を漁獲規制の見返

良した。このモデルは、年齢別漁獲尾数のデータ

りとして使うのは本末転倒で行うべきではない。

があれば魚種を問わず適用でき、所与の放流規模

最も重要なことは、資源減少の原因を克服するた

と漁獲規制の下で資源量や漁獲量、経済効果を予

めの適切な管理方策を選定することである。種苗

測したうえで、資源計画の達成確率を評価するこ

放流の合理性を吟味し、放流を実施する場合は、

とができる。また、種苗放流と漁獲規制の相対効

資源状態や放流効果についてのモニタリングやそ

果を比較することもできる。ここでは、瀬戸内海

の他の管理方法、特に漁獲規制とともに実施すべ

東部海域のサワラ資源回復計画における検討例の

きである。そこでは、漁獲規制の効果と種苗放流

概要を紹介する。

効果の比較が求められてくる。

図 1 は、瀬戸内海東部海域のサワラの資源回復
計画において、種苗放流と漁獲規制の効果の比較
するため、様々なシナリオの下で資源量や漁獲量
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を予測した結果である。漁獲量の急減を受けて、

負の影響を与えず資源量（漁獲量）を純増できる

1998年から栽培センターが種苗放流を開始した。

か」という視点に立ち、資源変動の動向を注視し

漁業者は秋の若齢魚を対象にした漁業を自主的に

ていくことが望まれる。

休漁にした。2001年からは水産庁が資源回復計画

このシミュレーションプログラムを、ユーザー

を開始し、秋漁の禁漁と 8 万尾規模の種苗放流に

インターフェイスを備えた汎用プログラムに改良

加え、漁獲開始時期を遅らせることや網目制限な

し、各地で使われれば、それぞれの放流事業の意

どが追加された。ここで、漁獲規制に比べて放流

義やゴールの設定に役立つだろう。海づくり協会

はどの程度効果的かが問題になった。

で検討していただくことはできないだろうか。

資源回復計画で提示されたABCに基づくF limit
（F30％SPRやF30％SPR＊0.8）ではなお漁獲強度
が強いが、現行の秋漁の禁漁Fcurrentは資源回復を
可能にする。さらにこれに10万尾放流を加えると、

世界的な人口増加と生活水準の平準化が予想さ

資源回復を20年早めることができる。FMSYでは、

れることから、有用生物資源の保全と持続的利用

漁獲圧を大きく下げるため、管理開始後の 5 年間

が農学の共通テーマとなった。農林畜産業では、

から10年間は漁獲量が減少する。現実にはここま

人間が開発した様々な技術によって、生産の安定

での漁獲制限は難しいが、それをしのげば、以降

と効率化をはかってきた。農業では人間が改良を

は急速に漁獲量が増える。資源回復に対する漁獲

重ねてきた栽培植物を利用するし、畜産は人工繁

制限の効果は大きく、漁獲規制が満足にできるな

殖と飼育技術の上に成り立っている。林業では、

ら放流は不要であることがわかる。放流は漁獲規

伐採後に植林によって資源の再生回復をはかって

制が不可能である場合、これを補完する役割を果

いる。このように、農林畜産業では、狩猟や山菜

たす。放流によって資源回復のスピードを上げら

採りなど野生資源を利用するのはごく一部で、ほ

れることもわかる。

とんどの種では再生産過程を人間が管理している
のである。一方、水産業は古来より天然資源を利
用しており、その更新（再生産）は自然に任され
ている。 このため、MSYに代表されるように、
水産資源学では早くから天然資源の持続的利用を
考えてきた。漁獲量を制限して個体数をMSY水
準に調整できれば、資源を持続的に利用できたは
ずである。しかし、水産資源は無主物であるため
乱獲が起こりやすく、現実には世界中の多くの地
域と魚種で漁獲量が減少している。アメリカでは
遊漁の釣獲量が予想以上に大きく、資源への影響
が懸念されている（Coleman et al., 2004）。養殖
は、世界の海面漁業生産量の 2 割弱を生産してい
るが、人口増加による資源の供給不足を養殖によ
って補完できるとは考えられず、生態系に及ぼす

図１ 放流と漁獲制限の下での瀬戸内海東部海域におけ
るサワラの漁獲量予測。シミュレーションは各
10,000回で、図には平均値を表示している

影響が懸念されている（Dalton, 2002）．世界の潮
流は、単一魚種管理よりも生態系管理の重要性を
説き、一切の漁獲を禁止するか漁獲努力量を制限
する海洋保護区（Marine Protected Area; MPA）

シミュレーション結果は、パラメータの値（特

による管理が有望と考えられている（Pauly et al.,

に自然死亡係数と再生算式）に影響されるが、相

2003）。ただ、これを独自の漁業制度の下で漁協

対的な比較として意味があろう。実際の調査で推

ベースの自主的資源管理を行ってきた日本で行う

定された直接効果（山崎ら 2007；小畑ら 2007；

ことは多くの場合困難であり、日本の漁業制度に

Obata et al. 2007）も勘案しながら、「天然資源に

合わせた資源管理が求められる。日本では、栽培
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漁業は水産資源を管理する上での一つの選択肢と

プレイスなどの異体類と、大西洋タラの種苗放流

なっており、上では、その役割についてみてきた。

が行われている。ターボットの放流尾数は年間35

以下では、海外の栽培漁業をめぐる状況をみてみ

万尾、他の 3 種は10万尾以下である（北田 2001）
。

よう。

本格的な大量放流が実施されたとは思えないが、

2006年 9 月にアメリカのシアトルにおいて、3
回目の栽培漁業国際シンポジウム（International

が多い（Svåsand et al. 2001；Blaxter 2000）。

Symposium on Stock Enhancement and Sea

アメリカでは、新たな養殖技術および標識技術

Ranching）が開催された。1 回目のこのシンポジ

が進展したことで種苗放流への関心が高まりつつ

ウムがノルウェーのベルゲンで行われたのは1997

ある。海産魚については、放流が再開されたのは

年 9 月であり、2 回目は2002年 2 月に神戸市で日

90年代になってからであるが、現在、カリフォル

本がホスト国として開催された。栽培漁業が国際

ニア（ホワイトシーバス、ロックフィッシュ）、

的な場で議論されるようになって10年が過ぎたの

フロリダ（レッドドラム、レッドスナッパー、オ

である。

コゼ、ホタテガイ）、ハワイ（ストライプドマレ

ノルウェーでは1882年から約90年間続けた大西

ット、パシフィックスレッドフィン、レッドスナ

洋タラのふ化放流を改め、放流サイズの大形化を

ッパー）、メリーランド（ブルークラブ）、ミシシ

図った。1983年からは、タラ、大西洋サケ、北極

ッピー（レッドスナッパー、ブルークラブ）、ニ

イワナ、ヨーロピアンロブスターを対象とした種

ューハンプシャー（ウインターフラウンダー）、

苗放流プロジェクト（PUSH）が行われた。1 回

ノースカロライナ（ブルークラブ、サマーフラウ

目の栽培漁業国際シンポジウムは、この成果を総

ンダー）、サウスカロライナ（レッドドラム、コ

括する場でもあった。主要な対象種であったタラ

ビア、ブラックシーバス）、テキサス（レッドド

については、1980年代から1990年代にかけて、外

ラム、スポテッドシートラウト、ターポン）など

部標識や遺伝標識を用いて約100万尾の種苗放流

州や大学を中心に様々なプログラムが行われてい

が行われた。この総合研究は多くの生態的情報を

る（Leber 2004）。最も大規模なものはテキサス

与えたが、放流効果の面ではどちらかと言えば悲

州のレッドドラムで、年間2,000万尾以上の種苗

観的な結果に終わっている。タラの再捕率の変動

が放流されている。このように種苗放流が見直さ

は 0 から31.3％の間で大きく、漁業生産量の増加

れている背景としては、遊漁による強い漁獲圧や

はみられなかった（Svåsand et al. 2001）。魚価が

資源減少があるが、ほとんどは研究予算を獲得し

安いことからタラの放流事業は経済的には成立が

た機関が実施するものであり、研究を目的といわ

難しいと判断された。ただ、日本の基準と比べる

ゆるresearch-orientedな種苗放流プログラムであ

と放流量が必ずしも多くないため、資源変動を超

る。また、責任ある栽培漁業（Blankenship and

えるような漁獲増は実現できなかったとみること

Leber 1995）の実践として、ワシントン州では

もできる。北極イワナ、大西洋サケについては、

1999年から連邦政府の予算を得て100を超えるふ

放流効果が小さいため中止された。一方、ヨーロ

化場を見直すいわゆるHatchery Reformを行って

ピアンロブスターとホタテガイは有望と考えられ

いる（Blankenship and Kern 2004）。そこでは、

ており、2001年には放流する者の収穫の権利を保

行政部局とは独立に 9 人の科学者で組織するサイ

障する新しい法律が制定された。大西洋タラにつ

エンスレビューグループが全てのふ化場の計画を

いては、年間25万人の遊漁者（ツアーフィッシン

見直している。

グ）が15,000トンの釣獲をあげ、その60％がタラ
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ヨーロッパでは種苗放流に対しては否定的な見方

カナダでは、サケの種苗放流が行われているが、

であると推定されている。資源への影響が懸念さ

近年は天然産卵水路を造成することにより自然の

れており、この対策として、若齢魚の再放流や種

再生産を増強する事業に力点が置かれつつある。

苗放流が検討されているという（Moksness

この他、オーストラリアでは、クルマエビ類やレ

2004）。フランスやイギリスではsea bed culture

ッドスナッパー、オオニベ、キス、シマアジ、イ

と呼ばれるイタヤガイの放流が行われてきた。イ

タヤガイなどの種苗生産試験が行われているが、

タリアでも、ヨーロピアンロブスターの放流試験

いずれも実験規模であり、本格的な放流事業に移

が行われている。デンマークでは、ターボット、

行する可能性は低いと思われる。ソロモン諸島で

は、シャコ貝の種苗放流試験が行われている。世

能を発揮する条件について、一般的な考え方を抽

界の軟体動物の種苗放流の状況については、Bell

出することを目的としたい。

et al.（2005）が取りまとめている。開発途上国で
は、1998年から2000年までの間に33の国で59種の
海産種の種苗放流が行われている（Bartley et al.
2004）。対象種は、サケマス類、貝類、スズキ類、

近年の研究によって、種苗放流は、天然資源に

タイ類、甲殻類、ボラ類等である。アジアでは、

対して正の効果のみならず負の影響も与えうるこ

最近、中国が種苗放流に力を入れており、コウラ

とが明らかになってきた。技術的には、生態系に

イエビで大量放流が行われ放流効果が報告されて

対する負の影響（コスト）を最小化しつつ、如何

いる。世界の甲殻類の種苗放流の状況については

に大きなベネフィットを得ることができるかが求

以下の文献を参照されたい（浜崎、北田 2006；

められている。負の影響は避けられないが、その

Hamasaki and Kitada 2006; Hamasaki and Kitada

コストを払ってもそこから得られるベネフィット

2007）
。

を得るために種苗放流を行うかどうかが問題の本

ノルウェーの 1 回目の国際シンポジウムでは、

質である。それは社会の価値が決めるものであり、

PUSHプログラムの評価に関連して、直接効果を

技術開発研究者にはそのための判断材料を提供す

評価することに焦点が当てられていたが、生態系

ることが求められてくる。日本は世界に先駆け人

に対する栽培漁業の負の影響に関する話題も含ま

工種苗の大量生産と放流を行ってきており、これ

れていた。日本で開催した 2 回目のシンポジウム

まで蓄積された栽培漁業技術と人材は世界の最先

では、この流れをさらに発展させて種苗放流のプ

端にある。日本周辺海域の水産資源の持続的利用

ラスとマイナスの効果をともに評価することを目

がますます重要となった現在、この蓄積を失うこ

的とし、批判側の講演者も招待された。しかし、

とは国として大きな損失である。栽培漁業技術は、

3回目のシンポジウムは、大半を占めたアメリカ

真に有効な資源管理ツールと成り得るのか。科学

の参加者が放流推進側だけに限られ、これまでの

的判断に基づいた舵取りが求められている。

流れが切れてしまったように感じられた。また、
意図はわからないが、中国が次回 4 回目の国際シ
ンポジウムの誘致に大変積極的で、2010年に上海
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特集・ナマコ ①

研究センター北海道区水産研究所のお世話で、先
端技術を活用した農林水産研究高度化事業として

はじめに

「乾燥ナマコ輸出のための計画的生産技術の開発」
今から20年前の昭和63年度に水産庁による地域

がスタートします。この事業には若い有能な研究

特産種「増殖技術」開発事業の対象種としてマナ

者らが参加しますので、前事業から蓄積されてき

マコが採用され、以降 5 年間、福井県、愛知県、

た研究情報を伝えて有効に活用できるでしょう。

山口県、大分県の 4 県により技術開発が行われま

この高度化事業に先だって、研究者らは、ナマコ

した。この補助事業によってナマコ種苗生産に量

が安易に大量養殖されることでナマコ漁業を圧迫

産の見通しが立ち、引き続き技術をポリッシュア

するような事態にならないよう申し合わせをしま

ップするために地域特産種「量産放流技術」開発

した。日本の干しナマコを世界のトップブランド

事業でもナマコがとりあげられ、石川県、福井県、

として担保し続け、それに関わる国内漁業の発展

山口県、大分県が担当して、平成 9 年度まで研究

を最重要視して研究が行われます。

が続けられました。筆者は縁あって一連の事業の
最初から最後まで皆勤しましたので、事業終了後

ナマコの種類と色型

は、その後の都道府県等の取組をサポートするこ
とを目的として「ナマコ増殖研究会」を主催して
います。

日本で食品として利用されるナマコには、マナ
マコの他に、東北地方で有名なキンコや沖合の深

なま

この足かけ10年間の技術開発は、もっぱら生も

所で底曳で獲られるオキナマコ、そして沖縄に多

のとして国内消費されるマナマコの増産をねらっ

いシカクナマコやバイカナマコなどがあります

たものでしたので西日本が中心となっていまし

が、最も良く利用され商業的価値の高いものはマ

た。この間にナマコ種苗生産を事業化に進めた県

ナマコです。

もあった一方で、国内では不況等でナマコ消費が

マナマコは北海道から九州各地の沿岸に生息し

伸び悩み、ナマコ種苗生産事業から手を引く県も

ています。昔から 3 つの色型があることが知られ、

出始め、ナマコ増殖研究会への参加者も年々減少

それらは区別されて、赤ナマコ、青ナマコ、黒ナ

しておりました。

マコと呼ばれています（赤コ、青コ、黒コとも言

ところが、中国の経済成長に伴って中華料理の

われます。また、黒ナマコについては、南方には

食材としての干しナマコ輸出が好調となり、今度

別種で標準和名がクロナマコと言う種類がおりま

は高品質の干しナマコを生産してきた北海道や青

すので御注意ください）。この、赤、青、黒は、

森で火がつき、研究会への問い合わせも増えて来

つい最近まで全て 1 種類として扱われていまし

ました。以前は、オブザーバーとして参加してい

た。先の10年間の技術開発は、赤ナマコと青ナマ

た北海道関係者から情報をいただく程度で、他の

コの双方について行われていました。

地域にとっては干しナマコは別の問題だと思って

赤ナマコは西日本の外洋の岩場に多く、強く収

いました。ところが、干しナマコの需要の高まり

縮してボールのように丸くなります。最も単価が

が国内全域のナマコの浜値を急速に押し上げるよ

高いナマコで、味も良く、薄く切ると体表の赤い

うになり、西日本各県も他人事では無くなりまし

色が白い肉の表面に美しく映えることから、生食

た。そして、本年度から、独立行政法人水産総合

で人気が高いナマコです。しかしながら、安定的
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に種苗を生産することが難しく、生産を行う現場

みが進んで行くことでしょう。

では繊細で神経質なナマコと言われて来ました。
これに対して、青ナマコや黒ナマコは内湾の砂

マナマコの生活史と種苗生産

泥底に多く、北海道にも分布しています。また、
赤ナマコほどには強く収縮することはありませ

マナマコにはオスとメスがあり、青ナマコと赤

ん。産卵誘発や幼生飼育も赤ナマコに比べるとラ

ナマコが混在する地域では、青がオスで赤がメス

クだと言われています。青ナマコは生食しますが、

だと誤解されていたことがあります。しかし、色

北海道では煮沸後に乾燥させて干しナマコに加工

と性別は関係ありません。オスとメスを外見で見

されています。黒ナマコは生食では嫌われ値段も

分ける方法は今のところありません。

安かったことから、かつては、漁場から駆除する

マナマコの生活史を図 1 に示しておきました。

方法が検討されていました。ところが、干しナマ

西日本では 3 月から 6 月にかけて産卵が行われま

コ不足で、黒ナマコも加工されて高値で取引され

すが、北に行くほど時期が遅くなり、東北地方で

るようになり、有用資源として大事に扱われるよ

は 7 月、北海道では 8 月も産卵が行われます。生

うになりました。今では北海道以外の青ナマコや

殖孔は背中の前部にあり、産卵時にはオスとメス

黒ナマコも干しナマコに使われています。

が前半身を持ち上げて、オスが放精し、続いてメ

青ナマコと黒ナマコは同じ場所に住み、両者の

スが放卵します。このようにして生み出された卵

中間の色彩を持つものもたくさんおり、また種苗

と精子は海中で受精し、発生が始まります。1 尾

生産で雌雄とも青ナマコを使っても黒ナマコも出

のメスの産卵数は約50万粒から1,000万粒で、水

来ることから、両者が同種であることに間違いは

温20℃では 2 日間で孵化します。種苗生産では産

ないと考えられていました。最近、東北大学の研

卵するナマコを安定して育成（仕立て）するのが

究グループが 3 色のマナマコのDNAを解析し、

難しく、どの生産現場でも苦労をしているところ

その結果、青ナマコと黒ナマコは同種だが、赤ナ

です。水槽の中で産卵誘発を仕掛けるときには、

マコは別種であるとの結論に至っています。これ

徐々に加温し、暗くし、清澄な海水をかけ流すな

は、漁業者はもちろん、マナマコの生態研究者、

ど、細心の注意を払って行われます。しかし、卵

種苗生産技術研究に関わってきた者にとっては待

が成熟していなければいくら誘発しても産卵は行

ち望んでいた研究成果で、今後は、青・黒のナマ

われません。ナマコが成熟卵を生み出すには、神

コと赤ナマコとを別個に扱った資源増殖の取り組

経組織から分泌される生殖巣刺激物質（GSS）が

ふ

図１
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マナマコの生活史

か

重要な役割を果たします。GSSは未成熟卵を刺激
して卵を成熟させる成熟誘起物質の産生を促しま
す。現在、岡山大学や東北大学の研究者から助言
を受け、各県の種苗生産の現場でGSSをナマコ体
内から取りだして人工採卵に利用する技術開発が
行われています。なお、1 尾のメスが 1 産卵期に
何度も産卵すると考えられています。
孵化した最初の幼生はオーリクラリア幼生と呼
ばれ、大きさも0.5ミリ前後と小さいため肉眼で
は点にしか見えません。海中を漂いながら、10日
ほどで樽型をしたドリオラリア幼生に変態しま
図２

す。そして、数日のうちに触手が出てペンタクチ

海底の青ナマコ

ュラ幼生となって着底し、普通、孵化後 2 〜 3 週
間で稚ナマコになりますが、体長は 1 ミリにも充
たない上に透明なので海の中で探してもまず発見
できません。なお、種苗生産時には、浮遊するオ
ーリクラリア幼生とドリオラリア幼生にはキート
セロスなどの浮遊珪藻を培養して与え、ペンタク
チュラ幼生や稚ナマコの初期は付着珪藻や盤状緑
藻などが付着した波板の上で飼育し、これらを食
べさせます。

稚ナマコと成長
青ナマコや黒ナマコの漁場は砂泥域です。秋か
ら春にかけての低水温時にケタ網などで漁獲され
る他、磯見や潜水で採取されています。ところが、

図３

マナマコの骨片の顕微鏡写真

漁場となっている砂泥上では稚ナマコは発見され
ません。稚ナマコは浅場の固い基質のまわりにい

時に数センチに育った稚ナマコを海藻の下や石や

ます。良い漁場となっている場所の付近には必ず

カキ殻の間で見つけることができます。たとえば、

岩礁帯や転石帯があり、そのような場所に着生し

山口県の瀬戸内海沿岸では、沖合にナマコ漁場が

た稚ナマコが成長し、低水温期に徐々に漁場に

ある海岸を 2 月から 4 月の大潮干潮時に調査する

「染み出し」ていると考えられています。ナマコ

と、6 センチほどに育った青ナマコや黒ナマコを

漁場で潜水していて転石などに出くわすと、必ず

見ることができます。これらの稚ナマコは前年に

と言って良いほどその付近にはナマコの糞（砂が

生まれたものです。

紐状に固まって連なっているように見える：図

放流用種苗を生産している場合は、稚ナマコに

2 ）があり、そこには青ナマコや黒ナマコがいま

なった後に中間育成を行います。中間育成は陸上

す。

水槽で海藻粉末を使って行われることが多いので

また、ホンダワラ類の葉上や海藻類の基部では

すが、成長が良い場合には生残数が少なく、生残

体長が数ミリ程度の稚ナマコが発見されています

数が多い場合には成長が滞り、結果として 1 水槽

（この小さなナマコを他の似たような生物と見分

当たりの取り上げ時のナマコの湿重量の総計が同

けるには、体の一部をピンセットでとって顕微鏡

じになってしまう現象が認められます。これにつ

こっぺん

で観察します。ナマコであれば美しい骨片を見る

いては、水産大学校や北海道大学の研究で、餌料

ことができます（図 3 ））。一方、潮間帯では干潮

の与え方や餌料の組成に問題があることが判明し
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ており、現在、解決策が検討されているところで

あります。天然の海岸線が残っているなら良いの

す。

ですが、道路建設などで海岸線が埋め立てられて

特に餌を与えずに水槽に放り込んでいると、体

いる場合には、そのような場所が消失しています。

サイズはどんどん減少して行きますが死ぬことは

山口県東部の瀬戸内海の海岸線の調査では、青ナ

ありません。海底でも水槽の中でも、自分の前に

マコの稚ナマコの成育に適した場所の条件とし

落ちている物は何でも触手で引っ張り込んで口に

て、波浪の影響が少ない潮位レベルが＋0.4メー

入れているように見えますし、実際に腸の中には

トル程度の場所で、そのレベル付近に転石や捨石

あらゆる物が入っています。水槽飼育のナマコの

があり、ホンダワラ類の着生があり、適度に富栄

成長速度は変動が著しく、数ヶ月の間に体長が倍

養化しておりアオサ類が密生する場所が良いと言

増する場合もあれば半減する場合もあり、餌条件

われています。また、そのような場所では干出時

によって体サイズが極端に増減する特殊な生物で

には潮だまりの水質が急速に悪化することが多い

す。それゆえ、天然の個体群の成長については不

のですが、海岸線の土壌間に溜まった海水や汽水

明な点が多く、瀬戸内海のナマコについても、漁

が潮溜まりに流れ込むことによって、その中の環

獲サイズが 4 歳以上とする報告がある一方で、成

境変動が小さく保たれることが、中に生息する稚

長が特に早い 1 歳のナマコだけを漁獲していると

ナマコの生残にとって重要と考えられています。

見なす考え方もあります。10年以上生きている個

そのような環境を保全することはもちろんです

体もざらにいるのではないでしょうか。

が、やむおえない土木工事に際しても、このよう

資源管理指針を策定する上では、個体群生態学
的に精度の高い研究が要求されますが、ナマコで

な環境の代替創出が必要です。
また、マナマコは 1 歳を過ぎると高水温期には

はこのように成長速度の変動が大きいことに加

「夏眠」をすると言われています（北海道を除く）。

え、体を活発に伸び縮みさせるために正確な体サ

この時期のナマコは物陰を探して奥深くに隠れ、

イズ測定が出来ないことがネックとなっていまし

絶食して体重が減少します。青ナマコでは 1 日に

た（図 4 ）。しかし、近年、伸び縮みに影響され

100メートル以上を移動する能力がありますので、

ない青ナマコや黒ナマコの体サイズの正確な測定

ナマコを漁場に留めるためには、夏眠時の良い隠

方法が提案され、さらに、北海道や青森県ではナ

れ家となる場所を近くに用意しておくことが必要

マコ資源量推定方法について新たな発想で研究が

です。このような理由で、山口県で行われてきた

行われていることから、数年のうちにはより有効

ナマコ漁場整備では、稚ナマコの着生場と夏眠場

な管理指針の策定が期待できそうです。

が一体として造成されています。

天然採苗を見直す
先の10年間に及ぶ水産庁の補助事業は、陸上施
設での種苗生産技術の開発が主たる目的でした。
しかしそれ以前から、カキ養殖や真珠養殖の現場
では筏から垂下した篭の中や貝の間にナマコ稚仔
がたくさん着生することが知られていて、各地で
は漁業者や水産業改良普及員によってカキ殻や廃
図４

青ナマコの１分間の伸縮（マス目は１センチ）

棄漁網を篭に入れて海中に垂下して行う「天然採
苗」が行われていました。現在、ナマコの種苗生
産事業を精力的に進めている県がある一方で、昔

漁場整備を考える

ながらの天然採苗も見直されつつあります。長崎
県では大村湾の青ナマコ資源回復事業として、採
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漁場へ資源を染み出させるには、ナマコ幼生が

苗篭を海面から垂下し採苗した稚ナマコを放流す

着生し稚ナマコが成育する環境を保全する必要が

る方法を取っています。ナマコの場合、1 尾のメ

スが 1 回の産卵で数十万尾の幼生を生み出すわけ
ですから、漁場付近にはたくさんのナマコ幼生が
浮遊しているはずです。本来ならそのほとんどが
稚ナマコになれずに無効分散して死んでいますの
で、その幼生を稚ナマコにして資源に添加するこ
とは、大変良い方法ではないかと思います。
た

な

また、水産大学校田名臨海実験実習場（山口県
平生町）では、森林生態系を破壊することで問題
となっている放置竹林に着目し、竹（モウソウダ
ケ）を枝付きのまま干潟に立てることで、青ナマ
コ・黒ナマコの天然資源を増やす試みを行ってい

図６

ナマコの着生状況

ます（図 5 ）。昨年 5 月に水産大学校の学生らが

図７
図５

収穫された稚ナマコ

ナマコを増やす逆さ竹林魚礁

200本の竹を切り出し、漁業者、県水産事務所、

自立した漁業を

町関係者と協働して、稚ナマコが居なかった干潟
の潮位レベル＋0.4メートルの位置に鋼製の特殊

竹林魚礁のナマコは、大きくなったら勝手に目

杭を打ち込み、それに枝をつけたまま竹を上下逆

の前の漁場に染み出して行くので、わざわざ人手

さにくくりつけました。さらにその周りに建材ブ

を使って収穫する必要はありません。水産大学校

ロックを配置して 1 年間のモニタリングを続けま

田名臨海実験実習場の学生は、来春に10,000尾以

した。竹の枝で渦流が発生してナマコの幼生が着

上を地先漁場に添加することを目標として、この

生しやすくなり、また、その消波効果によって着

春も竹林や干潟でボランティア作業をしました。

生したナマコが流失から守られることを期待しま

学生たちがやれることですから、ナマコ漁に携わ

した。ほどなく竹の枝にはフジツボが付いて海藻

る手業が得意な漁業者のみなさんならもっと上手

が絡みつき、夏の干出時には枝が保水して気化熱

に作業ができます。ナマコでは生産する種苗数が

で涼しく、また干潟や建材ブロックに直接影を落

なかなか需要に追いつかず不足気味ですが、この

とすことで昇温抑制効果が大きく、稚ナマコにと

ように幼生を集めて地先に落とすことで資源増殖

って良い成育環境が作られていました。1 年後の

が可能です。地先に添加した稚ナマコはどこにも

今年 5 月の調査では、建材ブロック400枚に体長

逃げません。自分たちが獲る魚ですから、自分た

5 センチの青・黒ナマコが2000尾いることがわか

ちでやれることを見つけて増やす努力をしたいも

り試みは成功しました（図 6 、図 7 ）。現在の生

のです。こんな獲りやすい生きものはいないので、

産技術をもってしても、体長 5 センチの大型種苗

今のまま漁獲し続けると、あっと言う間にナマコ

を2,000尾集めることは容易ではありません。

資源は枯渇してしまいます。
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特集・ナマコ ②

はじめに
近年、我が国のナマコ漁獲量は1990年以降2000
年まで7,000トン前後で推移していましたがその
後増加傾向に転じ2006年には10,000トン台にまで
急増しています（図 1 ）。この背景には中国にお
ける乾燥ナマコの需要の高まっていることが挙げ
られ、乾燥ナマコの主要な生産地である北海道、
青森県ではここ数年で二倍近い生産の伸びが見ら

図１

日本のナマコ漁獲量の推移（1990〜2006）

れ、生産金額もウナギ登りとなっています。短期
的に見ればこのようなナマコ需要の高まりは、低
迷している魚価に苦しんでいる沿岸漁業にとって
福音ともとれますが、長期的な視点で見るとそう
喜んでもいられません。ナマコは漁獲しやすい浅
海域に多く分布ししかも定着性の強い魚種である
ため、ナマコ漁業の過熱により乱獲と資源崩壊が
危惧されています。ナマコの生産現場からは、国
際的な需要の増加に対応すべくナマコの増産に向
けた努力と同時に資源状況を危惧する声も上がっ
ており、適正な資源管理の実施が求められていま
す。

乾燥ナマコとそれを取り巻く問題
図２

乾燥ナマコのいろいろ

ここで乾燥ナマコについて簡単にご紹介してお
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きます（図 2 ）。日本では乾燥ナマコを食する習

食用とされる乾燥ナマコは、熱帯地域分布する大

慣はほとんど無いと思われますし、実際にご覧に

型のナマコはもとより、我が国沿岸で漁獲される

なったことがある方もそう多くはないでしょう。

マナマコまでその種類は非常に多く、品質にも多

しかし、古くからイリコと称して乾燥ナマコは作

くの等級が設けられています。なかでも日本産乾

られていました。特に江戸時代では、フカヒレ、

燥ナマコは、品質の良さから古来より現在まで最

干鮑とともに俵物三品として、対中国貿易の主役

高級のトップブランドとしての地位を保ちつづけ

でありました。現在でも、中国では乾燥ナマコは

ています。

慶事には欠かせない食材として大変珍重され、世

日本産乾燥ナマコがなぜ世界のトップブランド

界各地から乾燥ナマコを輸入しています。中国で

を保っているのか、その理由は諸説ありますが、

消費地の嗜好に合っているというのが一番のよう

もあり、ナマコの資源管理に影響が出ないことを

です。乾燥ナマコには大きく分けて棘の立ってい

祈ります。

る「刺参」とそうでない「光参」に分類され、日

中国における急激なナマコ需要高騰の実態は定

本産のものは棘の立っている「刺参」になります。

かではありませんが、消費地における需要の増加

そしてこの棘が立っていることが古来より品質の

は生産地である日本のナマコ漁業に重大な影響を

証となっています。また、日本産といっても国内

及ぼしています。その顕著な例として、生産地価

産地によって「関東ナマコ」「関西ナマコ」など

格の急騰とそれに伴って各地でナマコに対する漁

と称されてランク分けがなされています。

獲圧の急増があげられます。ナマコは定着性の強

このように古くから国際商品としての価値を持

い生物ですから、漁獲圧の増大は急速に資源を減

っておりながら、日本からの乾燥ナマコの輸出に

らすことにつながりかねません。このような状況

関する正確な統計は平成16年からとなっていま

を放置しておけば、ナマコ資源の崩壊と数百年の

す。それ以前の状況はよく分からないのですが、

歴史を持つ乾燥ナマコ貿易も危うくなることは必

主要な輸出先である香港の対日輸入統計をみると

至です。さらに近年の国際的な動きとして、

1990年代後半まで数十トンから100トン程度の輸

WTOやFAOなど天然資源に対する国際貿易を扱

入量を記録しており、安定した貿易を行っていた

う国際機関では、天然資源の持続的利用に配慮す

ことが窺えます（図 3 ）。ところが、近年では中

ることを求めていますし、CITES（ワシントン条

国での乾燥ナマコに対する需要が過熱したことか

約）においてもたびたびナマコが議論されていま
す。天然資源利用の観点から国際的な非難を浴び
ずに乾燥ナマコを輸出するためにも、ナマコ漁業
が持続的・計画的に実施されていることが必須条
件とも言え、ナマコ資源の維持と持続的な漁業活
動を行うためにも、責任ある漁業の実施が求めら
れています。
では、持続的なナマコ漁業を行うには何が必要
でしょうか？ナマコに限らず水産生物の安定的・
計画的な生産を行うには、天然資源の動向を正確
に把握することによる適正な「資源管理」と効果
的な「資源添加」が不可欠です。しかし、ナマコ

図３

香港における日本からの乾燥ナマコ輸入量と金額

は漁業・生物学的な特徴として、生息する漁場の
地形が変化に富むため漁具効率が大きく変動する

表１

日本からの乾燥ナマコ輸出量と金額

ことや、資源解析に必須なパラメータである「年
齢形質」を持たず「体サイズ」も季節によって増
減するなど、科学的な資源解析手法が適用できま
せん。加えて、成長や生残にかかる基本的な生態
情報も極めて乏しく、資源添加技術を開発する上

ら我が国からの輸出量も増加しており、輸出統計

でも障害となっています。これまでにもナマコの

が取られはじめた2004年には223トン54億円だっ

生態について地道な調査研究が続けられていまし

たものが、2006年には272トン125億円と、輸出量

た。種苗生産技術も一定のレベルまで開発されて

は少ないものの日本の農水産物輸出品のなかでも

います。しかし、ナマコ漁業とそれに大きな影響

トップクラスの輸出金額となっています（表 1 ）。

を与えている乾燥ナマコ流通に焦点を当てた調査

ちなみにナマコの乾燥歩留まりは 4 〜 5 ％とされ

研究事例はほとんどないと言って良いでしょう。

ており、272トンの乾燥ナマコを生換算すると約
6,000トンと国内漁獲量の実に60％が輸出に回っ

ナマコの計画的生産技術開発への取り組み

ている計算になります。余談ですが平成19年度か
らナマコの漁獲統計が取られなくなるという情報

このような状況を受け、水研センターを中心に
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全国12機関（北海道、青森県、山口県、佐賀県、
北海道大学、はこだて未来大学、東北大学、東京

（3）効果的な資源添加技術の開発
この課題では、主産地である北海道、青森県、

農業大学、名古屋市立大学、水産大学校、北海道

山口県を主な調査海域として、乾燥ナマコ原料と

漁連、川内町漁協）が連携して、ナマコの計画的

して重要なアオナマコおよびクロナマコを中心に

生産技術開発に取り組むこととなりました。本プ

稚ナマコの着底初期から発育段階に応じた生息場

ロジェクトは農林水産技術会議の競争的研究資金

所の特性や成長・生残におよばす餌料環境等を明

である先端技術を活用した農林水産研究高度化事

らかにし、天然発生資源や人工種苗の効果的な利

業のなかで本年度から新たに領域設定されました

用方法を検討します。特に、高精度なマルチスキ

輸出促進・食品産業海外展開型に応募、採択され

ャンソナーを利用した海底地形測量と潜水等によ

たものです。この場をお借りしてプロジェクトの

る生物調査を実施してナマコ生息地域の類型化、

概要を紹介させていただきます。

安定同位体比測定による餌料起源の検討等によっ

本プロジェクトは、以下に述べます 4 つの柱で
構成されております。
（1）市場ニーズに対応した生産体制の検討

て、稚ナマコの着底場所や生育場所の特性を明ら
かにするとともに、天然種苗や放流種苗を効果的
に利用した資源添加手法を開発します。また、積

この課題では、乾燥ナマコの主要な輸出先であ

極的な資源添加法として期待されている人工種苗

る中国本土および香港において日本産乾燥ナマコ

生産において、良質な種苗を得るため優良親ナマ

に関する市場動向ならびに国内生産地の生産実態

コの成熟度判別や産卵刺激物質（GSS）等を利用

を調査するとともに、消費地における需要の変化

した成熟制御技術を開発するとともに、稚ナマコ

や国際貿易にかかる国際的な動向が我が国のナマ

の減耗要因として考えられているコペポーダ（チ

コ漁業に及ぼす資源経済的な影響について検討し

グリオパス）による餌料珪藻の食害に対処するた

ます。また、中国市場において最高級品の評価を

め、チグリオパスの発生を抑制する技術を開発し

得ている日本産乾燥ナマコの、「日本ブランド」
として備えるべき品質を明らかにし、生産者・加

ます。
（4）資源添加と資源管理に基づいたナマコ生産

工・流通の各階層を通じて利用できる科学的な根

技術の検討と提案

拠に基づく品質基準の確立を図ります。

この課題は本プロジェクトの総まとめを担う課

（2）ナマコ資源量推定技術の開発と提案

題です。本研究全体から得られる成果を総合し、

この課題では、ナマコの資源管理を行う上で最

日本産乾燥ナマコ製品に求められているニーズに

大の制限要因となっている資源量推定の困難さを

適切に対応しながら「日本ブランド」を維持しつ

克服するため、画像処理技術とGIS技術を応用す

つ持続的、計画的にナマコ生産が行える総合的な

るとともに、ナマコの生物学的な特性に基づいた

システムの検討と提案を行います。

資源量推定技術を開発します。具体的には、3 次
元画像解析技術の海中目標への適用と得られた画

最後に

像の自動処理化によって迅速かつ正確に漁場にお
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けるナマコの分布やサイズを測定する技術を開発

以上 4 つの柱を中心に 3 年間の予定で調査研究

するとともに、音響測深技術とGIS技術を融合し

を実施していきますが、新たな技術の適用には多

た海底地形図作成技術を応用し、従来手法では限

くの試行錯誤が必要でしょうし、海外での乾燥ナ

界のあった複雑な地形や大水深帯までを広くカバ

マコの市場調査では生活や食文化の違いも考慮す

ーする迅速で高精度なナマコ資源量推定技術の開

る必要があり、単にナマコの増殖技術だけを考え

発を目指します。また、ナマコの物理特性を模し

るわけにはいきません。解決すべき問題が山積み

た疑似ナマコを用いた漁具効率推定法や漁獲物か

であり多難な前途が予想されますが、よりよい成

らナマコ標準サイズを推定しコホート解析を行う

果が得られますよう共同研究機関ともども努力い

技術を開発し、普及指導機関や漁協など現場レベ

たしますので、関係各位の一層のご協力とご鞭撻

ルで実施出来る実行性の高い資源解析手法を提案

を賜りますようお願いして本稿を閉じさせていた

します。

だきます。

特集・ナマコ ③

による資源造成を行ったとしても、期待する投資
効果は得られませんので、種苗生産技術の開発や

1 はじめに

放流効果の検証のほかに、資源量に見合った効率
的な漁獲のあり方の検討も必要と考えています。

2 岩手県のナマコ漁業の現状
本県におけるナマコ漁業は、北海道や青森県で
行われているような八尺等を使った大規模で効率
的な漁具・漁法は行われておらず、船上からの目
視によるカギ捕りを主として、タモ、ヤス、ナマ
コ突き、小桁網及び潜水等による小規模な漁獲が
写真１

マナマコ（アオナマコ）

行われています。

（写真提供：岩手県水産技術センター）

近年、中国の経済成長に伴うマナマコ（以下、
「ナマコ」という。）需要の増大を背景として、国
内で漁獲されるナマコの単価も上昇傾向にありま
す。
しかし、本県で漁獲されるナマコの量はごく僅
かであるため、県内の漁業者や水産加工業者から
は、ナマコ増産に対する要望が挙がっています。
県は、平成17年 3 月に策定した水産動物の種苗
の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基

写真２

船上からのカギ捕り

本計画（第 5 次）において、ナマコをヒラメ、マ
ツカワ、エゾアワビ及びウニ類に次ぐ新規栽培対

漁獲制限については、岩手県漁業調整規則によ

象種に位置づけ、増殖によるナマコ増産を目指し

り、4 月 1 日から 7 月31日までの期間の採捕が禁

ています。

止されています。

一方で、本県沿岸におけるナマコの天然資源量、

漁業・養殖業生産統計年報（農林水産省統計部）

分布及び生態等に係わる知見は乏しく、資源量に

によれば、本県の直近10年の「なまこ類」の漁獲

見合った漁獲のあり方の検討も十分に行われてい

量は14〜33ｔ（全国シェアは0.2〜0.4％）ですが、

ません。

同統計は、ナマコ以外にもなまこ綱に含まれるも

このため、本県の漁獲量が少ない理由としては、

のすべてを「なまこ類」として扱っているほか、

資源の絶対量が少ないという可能性のみならず、

漁業者の自家消費分が含まれており、魚市場への

漁獲努力量が十分でない可能性も考えられます。

水揚量は、6 〜12ｔに過ぎません。

漁獲努力量が不十分な場合は、仮に大量種苗放流

本県沿岸部では正月にナマコを食する習慣があ
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り、漁獲されるナマコの相当量は自家消費に回っ
ていましたが、最近では2,000円／㎏以上の高値
で取り引きされる例もでてきており、一部の漁業
者の間では積極的な漁獲と市場への水揚げに対す
る関心が高まっています。

写真３

中国の研究者を招聘してのナマコセミナーの
開催
（写真は、中国大連水産学院張副学長）

ち上げ、関係機関と連携しながら、種苗生産技
術の開発、種苗放流効果の実証、資源量に見合
図１

全国の「なまこ類」の漁獲量の推移

（資料：漁業・養殖業生産統計年報（農林水産省統計部））

った効率的な漁獲のあり方を検討しています。
①

事業内容
ア

種苗量産技術開発
県水産技術センターが開発中の種苗生産

技術（実験室レベル）を種苗生産現場で最
適化するため、（社）岩手県栽培漁業協会
（以下、「栽培協会」という。）に対し、全
長30㎜×10万個を目標とする量産化検討を
委託。

図２

岩手県における魚市場へのマナマコの水揚量及び
平均単価の推移

（資料：岩手県における主な浅海増養殖魚種別生産高）

3 ナマコ増産のための取り組み
（1）ナマコの種苗生産に関しては、中国が技術先

イ

（社）岩手県栽培漁業協会種市事業所

放流効果実証

進国であるため、平成18年 2 月に中国大連水産

・県水産技術センターが漁協と連携のう

学院と県水産技術センターとの間で「学術交流

え、県沿岸の複数箇所で潜水調査を実施

に関する協議書」を締結し、研究員の研修派遣、

し、天然資源量、分布及び生態等を把握。

セミナーの開催等、積極的な技術交流を行って
います。
（2）効率的なナマコ栽培漁業を実現するため、県
は平成19年度にナマコ産地づくり推進事業を立
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写真４

・天然資源量を指標として、種苗放流適地
（モデル漁場）を選定し、種苗量産技術
開発の過程で得られた種苗を用いて放流
効果を検証。

ウ

②

漁獲努力の検討

ことを前提として導き出された数字です。これは、

イの潜水調査結果のほか、県水産技術セ

現在の漁協からの種苗需要が、放流効果の検証に

ンターの効率的な漁具・漁法の検討結果に

裏付けされたものではないため、長期的な需要見

基づき、先ずは天然資源の有効利用のあり

通しが不透明であり、新規に設備投資を行い栽培

方に係る各漁協の自主的な検討を支援。

漁業協会の種苗生産・供給事業とするにはあまり

事業実施主体・負担区分

にもリスクが高いからです。

岩手県・県10/10
③

一方で、一部の経済論者の中には、現在の中国

事業実施期間（予定）

における干ナマコの高騰は、平成20年の北京オリ

平成19〜22年度
④

ンピック、平成22年の上海万博を控えた特需効果

平成19年度予算額（当初）

と見る向きもあるようです。

9,000千円

したがって、現在の中国の干ナマコ需要の恩恵
を最大限に享受するためには、慎重かつ迅速な検
討が求められることになります。

4 おわりに

種苗放流効果の検証にはある程度の期間を要す
ナマコ産地づくり推進事業における種苗量産化
検討の目標値（30㎜×10万個）は、新たな設備投

るので、先ずは、天然資源量に見合った効率的な
漁獲努力が必要と考えています。

資を行わず、栽培協会の既存施設を有効利用する

図３

ナマコ産地づくり推進事業の全体イメージ
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特集・ナマコ ④

および種苗生産技術開発を行い、その成果を受け

はじめに

て平成 5 年から愛知県栽培漁業センターでアオナ
マコの種苗生産が始まりました。

愛知県では、ナマコは冬場の重要な漁獲対象魚

種苗放流が始まってからナマコの漁獲量は、概

種の一つで、伊勢湾・三河湾においてナマコ桁網

ね増加傾向にあり特に平成16年（175トン）、17年

による「ひき」、竹竿の先端に取り付けたカギに

（274トン）と 2 ヵ年続けて好調な漁獲となってい

よりナマコを釣り上げる「ひろい」、素潜りによ

ます。

り漁獲する「くぐり」の 3 種の漁法により漁獲さ
れます。

ナマコ（アオナマコ）の種苗生産

愛知県のナマコは質が良く、良質なコノワタが
とれることで全国的に知られており、江戸末期出
版の尾張名所図絵（宮戸松斎編）にも「海鼠腸、

１．採卵
種苗生産に使用する親ナマコは桁網及び潜水に

大井村（現：愛知県知多郡南知多町大井）の名産

て本県海域で採捕された体重150ｇ以上のアオナ

にして、毎年国君より朝廷及び将軍家へ御献上あ

マコで、毎年500個体以上を確保しています。飼

り。（中略）淡味の塩梅いわんかたなく既酔の酒

育は屋外の12コンクリート水槽で無加温・無給餌

客、一点を啜るときは、また更に数盃を傾けしむ。

にて行っています（図 2 ）。

実に比類無き名産なり。
」と記載されています。
愛知県におけるナマコ漁獲量は（図 1 ）、昭和
48年の295トンをピークにその後減少傾向が続き
平成元年には44トンまで落ち込みました。その状
況を改善するために、ナマコ資源の増殖策として、
愛知県水産試験場では昭和63年から資源添加技術
開発（環境収容力を考慮した種苗放流を行うこと
により、小型の種苗でも放流効果が認められる）

図２

飼育水槽中の親ナマコ

飼育中に体表がびらんしたり、白化した個体は
細菌性のものと考えられ、後に大量へい死を招く
恐れがあるので適宜取り除きます。
ナマコは外見からは全く雌雄の判別ができず熟
度鑑定も困難です。本県では採卵の目安を飼育海
図１
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愛知県におけるナマコ漁獲量の推移

水温が12℃台になった時点、例年 4 月上旬として

います。また、採卵の直近に開腹し、成熟の度合

て餌料の給餌量を調節しています。

を観察し、採卵が可能か否かの判定も行っていま

採苗はドリオラリア幼生が出現し、その比率が

す。なお、今年は冬期の海水温が 1 ℃以上高めで

全幼生の概ね20％以上を占めた時点で行っていま

推移したため、ナマコの産卵が積算水温を基に行

す（図 3 ）。

われると仮定し、3 月下旬に水温12℃以下での採

採苗器にはNavicula sp.を繁茂させた波板（ポ

卵を試みましたが、雌雄ともほとんど反応しませ

リカーボネート製、33×58㎝、1 器：20枚）を使用

んでした。このことから「飼育水温12℃以上」が

し、1 水槽あたり28器を斜めに垂下し採苗を行い

ナマコの放精・放卵の引き金となっていると思わ

ます。なお、採苗期間中は無換水で、Chaetoceros

れました。

gracilisを 1 日 1 回10×103cells/mlを単独給餌して

採卵方法は、親ナマコを収容した精密濾過海水

います。

をヒ−ターにより約7℃昇温する産卵誘発法にて
行っています。その際、親ナマコは採卵が近づく

３．稚ナマコの飼育

と「柔らかくなる」ことが経験的に知られている

採苗終了後、波板間の飼育水交換を良くするた

ことから、その「柔らかい」親ナマコを選抜して

め、1 器20枚の波板を 1 器10枚に組み直します。

使用しています。採卵水槽は暗幕で遮光し、弱通

採苗後しばらくは精密濾過海水の止水飼育を継続

気としています。放精・放卵は温度刺激に反応す

し、その後、1 水槽あたり1.3〜2.0ｍ3/時の流水飼

れば、概ね 2 時間後までに放精が、続いて放卵が

育に切り替えます。稚ナマコは高水温に弱く、本

行われます。得られた受精卵は精密濾過海水のか

県では飼育水温が概ね24℃以上からへい死が始ま

け流しによる洗卵を 2 〜 3 時間行います。その後、

ることから、精密濾過海水温が21℃以上となる時

弱通気を行い、一晩放置した翌日にはのう胚初期

点で、より温度の低い生海水の流水飼育に切り替

幼生が浮上しています。幼生は計数後、10ｍ3 FRP

えています。

水槽に0.5個体/mlの密度で収容し、本格的な生産
が始まります。

稚ナマコの餌料は市販の海藻粉末を用い、水槽
あたり20〜80ｇ/日を朝夕 2 回に分けて与えてい
ます。

２．幼生飼育及び採苗

稚ナマコの主な飼育管理は、密度差の大きい群

幼生はヒーターで17℃に加温した精密濾過海水

における同群間での密度調整、残餌等を除去する

で飼育し、週 1 回0.72ｍ3/時/槽の 7 時間換水を昼

ための波板・水槽掃除等が挙げられます。特に残

間に行っています。幼生の餌料はChaetoceros

餌や糞は波板の谷の部分に堆積しやすく、高水温

3

gracilisを 5 〜10×10 cells/ml/日、Pavrova lutheri
5 ×10 3cells/ml/日を併用して与えています。幼

図４
図３ ナマコ幼生
（アウリクラリア幼生及びドリオラリア幼生）

幼児色を呈し始めた波板上の稚ナマコ

時はへい死の原因となるため、時折、採苗器を揺
らして水槽底部に落とします。さらに水槽底部に

生の期間は毎日検鏡し、全長や幼生ステージの確

たまった残餌等に対しては、水槽替えを適宜行っ

認、さらには胃内容物を観察し、その状況に応じ

ています。稚ナマコが体長 3 ㎜以上になり、赤黒
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色の幼児色を呈する頃には大量へい死の危険性は

り大きくなっています。現在、捕食者となりうる

かなり減少することから、私たちの心労もかなり

魚類等を利用した駆除試験を計画していますが、

軽減します（図 4 ）。

その効果については今のところ未知数です。今後、
効果的な駆除技術の確立が急務であり、さらに大

４．出荷及び放流

きな課題となっています。

以上の過程を経て採卵から約 3 ヶ月後、稚ナマ

先に述べたとおり、稚ナマコは飼育水温が24℃

コは出荷サイズである 5 〜10㎜に成長します。波

以上からへい死が始まります。本県では例年 7 月

板からはく離した稚ナマコは目合いが、ぞれぞれ

に入ってからその水温に達します。稚ナマコの出

1 ㎜、2 ㎜、2.36㎜及び3.35㎜のフルイで 5 段階の

荷までには約 3 ヶ月かかり、現状では危険水温に

サイズに選別し、1 ㎜以上のフルイに残ったもの

達するまでに出荷は終えることが可能です。しか

を出荷対象としています。選別した稚ナマコは計

し、近年、夏期の水温上昇が年々早くなり、その

数後、付着器としてモジ網を入れたウナギ用ビニ

危険水温に達する時期が早くなっており、我々は

ール袋に 2 〜 3 万個を収容し、出荷します（図 5 ）。

図５

図６

出荷用に袋詰めされた稚ナマコ

稚ナマコの放流

愛知県では計70万尾の稚ナマコを県下11の漁業協

そのことを危惧しています。今後、さらに水温の

同組合へ出荷し、それらは漁業者の手によって各

上昇が早まれば、採卵時期を早めるなどの生産ス

地先の海に放流されています（図 6 ）
。

ケジュールの大幅な見直しも必要となってきま
す。そのためには親ナマコを加温するなどの「仕

５．ナマコ種苗生産の課題と今後
ナマコの種苗生産に携わる者にとって、最も頭

と考えています。

を悩ませているのがコペポーダ対策ではないでし

以上のような課題がある一方、現在では中国に

ょうか。本県で発生するコペポーダは主に

おいて日本産キンコの需要が著しく増大してお

Tigriopus japonicusで、これは波板上を活発に動き

り、輸出用としてのアオナマコの利用価値が上が

回り、稚ナマコに物理的な刺激を与えるため、稚

り、本県のアオナマコの価格も急騰しているよう

ナマコはその刺激によって収縮し、そのままへい

です。今後、ますますアオナマコの価値・需要が

死してしまいます。近年まではトリクロルホン薬

高まれば、漁業者の種苗生産に対する期待もより

浴による駆除が一般的かつ有効的な方法でした

大きくなると思われます。そのためには種苗生産

が、薬事法の改正によりその使用が禁止されまし

現場で働く我々が生産技術の高度化を図り、様々

た。本県では飼育海水はもとより付着器の珪藻付

な課題をクリアし、健全かつ安定的なアオナマコ

けまで精密濾過海水を使用し、飼育水槽へのコペ

種苗の生産を行うことが重要であり、また、それ

ポーダの混入を極力抑えることに努めています

を目標として日々尽力してきたいと考えていま

が、十分な効果は得られていません。現状での対

す。

処法は水槽掃除しかなく、作業面での負担がかな
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立て」を含めた早期採卵技術の確立が必要となる

特集・ナマコ ⑤

はじめに
マナマコは、九州から北海道まで日本各地の沿
岸域に分布し、ウニ、アワビなどとともに水産上
重要な磯根資源です。マナマコには、アカナマコ、
アオナマコ、クロナマコの 3 つの系統があり、同じ
マナマコでありながら、すむ場所や色、肉の硬さ
が若干違っています。そのなかで、市場価値が高
く、水産上有用なのはアオナマコとアカナマコで
す。アオナマコは主に内湾の浅い砂泥域に生息し、
体色が青みをおびた茶褐色で、肉質は比較的柔ら
かく、アカナマコは赤褐色で主に岩礁地帯に生息
し、肉質はアオナマコに比べ硬いのが特徴です。
本種の資源増大の取り組みについては、投石等
による増殖が古くから全国で行われていたことが
文献等で紹介されています。当県においても、昭
和初期から行われており、特に昭和10年頃に行わ

ナマコ増殖記念碑

れた伊万里湾での増殖事業は有名で「ナマコ増殖
記念碑」が現在でも伊万里湾を望む岸壁にそびえ

1 昨今の種苗生産現場での現況と問題点

ています。
その当時の記録に「投石と親ナマコの放流を行
い、その間の 2 年間の禁漁を行った結果、漁獲が

マナマコの資源回復が望まれるなか、当県では
昭和54年頃から種苗生産研究を着手しました。

9 倍、金額が13倍という効果が得られた。」と記
されていています。
マナマコ漁獲量は、近年、全国的に減少し、佐
賀県においても同様で昭和46年をピーク（196ト
ン）に平成に入ってからは、10トンを下回る年も
みられるほど減少しました。しかし、近年（平成
11年以降）では、ほぼ20トン台の比較的安定した
漁獲量で推移しています。
（農林水産統計年報）
本報告では、当県におけるマナマコの資源増大
の取り組みの一環としての①種苗生産現場での現
況と問題点

②大型種苗放流のため粗放的中間育

成技術の開発試験について紹介します。

中間育成生後のアカナマコ種苗
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本種の種苗生産技術の研究はアワビやウニに比

的中間育成技術の開発試験を行っています

べ取りかかりが遅く、最初は様々な生産方式につ

ので、その概要（平成13〜16年度結果）について

いて検討してきましたが、約 2 週間の浮遊幼生飼

記します。

育後、付着珪藻を培養した別水槽で稚ナマコを変
態させ、そのまま付着珪藻を餌料として活用する

築堤式保育場の中間育成施設の概略を図 1 に示
しています。

生産方式を開発しました。これによって、平成元
年以降、採卵後約 3 〜 5 ヶ月で体長10㎜〜20㎜の
稚ナマコを10万単位で生産できるようになりまし
た。
しかし、マナマコの種苗生産に関しては、安定
的な生産を行うまでには至っていないのが現状で
す。特に平成18年度は浮遊幼生初期での大量斃死
が連続的に発生し、現場では苦労の連続で、生産
尾数もアオナマコのみの 3 万尾程度にとどまりま
した。
マナマコの種苗生産では①親ナマコ養成及び採
卵技術向上

②稚ナマコ期飼育環境の保持等が安

定的な種苗生産を行う上で重要な課題です。

図１

中間育成施設の概要（築堤式保育場）

親ナマコ養成技術については、親ナマコの産地の
選定、養成期間、餌等の検討、採卵技術について

施設は唐津市相賀にある砂質底の築堤式幼稚仔

は、産卵誘発時期や産卵誘発法の改良等を現在行

保育場で、その一画をモジ網（一辺 5 ｍ、高さ約

っているところです。

1.7m、180経）で囲い（平成13年度は囲い網なし）
、

また、稚ナマコ期飼育環境の保持については、

付着基質は種苗生産に用いる付着珪藻板を50セッ

今年度（平成19年度）から、農林水産研究高度化

ト斜めに傾けて重なるように設置し、稚ナマコを

事業の「乾燥なまこ輸出のための計画的生産技術

収容しました（図 2 ）。

の開発」のプロジェクトに参加し、「ナマコ資源
添加技術の開発」のなかの「稚ナマコの減耗防止
技術の開発」を担当し、稚ナマコ期の主要な減耗
要因であるコペポーダによる付着珪藻（ナマコの
餌料）の凋落、稚ナマコの食害の防止対策につい
て、炭酸ガス等を使用して研究を進めることにし
ています。

2 大型種苗放流のための
粗放的中間育成技術の開発
ナマコの放流技術と放流効果の把握を目的に、

図２

ナマコ中間育成施設概要（囲い網）

当センターでは平成 8 年度から 5 カ年計画でナマ
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コ放流効果実証事業を行い、その調査結果（2002

餌料は、各年度で若干相違はあるものの、当初

年 7 月「さいばい」に記載）では、体長40㎜前後

は付着基質に繁茂した付着珪藻のみとし、1 ヶ月

の大型種苗の放流が効果的であるとの結論が得ら

後から残餌をみながら、冷凍ワカメ、配合飼料等

れました。

を週 2 回程度給餌して実施しました。

しかし、陸上水槽での大型種苗の生産は、多大

アオナマコは体長30㎜程度に成長すると付着基

な労力と経費を必要とするため、陸上以外での中

質から離れ、底質等に自然に繁茂した藻類などを

間育成技術の確立が急務となってきました。

活発に摂餌している様子がみられましたが、アカ

そこで、築堤式保育場を利用したマナマコの粗放

ナマコは付着基質への依存度が高く、底質への移

表１

マナマコ中間育成結果（平静13〜16年度）

動が見られない等の生態的な特徴がみられまし

ができ、一応の目処が立ったものと考えられます。

た。

一方、アカナマコは、生残率ではアオナマコと同

中間育成結果（平成13から平成16年度）を表 1

程度でしたが、平成15年度の調査結果が示すよう

に示しています。各年度の収容開始尾数（密度）、

に、アオナマコに比べ成長が遅く、より効果的な

サイズ、開始時期等に違いあり、断定はできない

中間育成のためには、アオナマコよりも低密度で

ものの、以下の結果が得られたと考えています。

の収容や給餌量の調整、及び付着基質の検討が更

アオナマコについては、体長15㎜以下のサイズ

に必要であることがわかりました。そこで平成18

でも、付着珪藻板 1 枚当たり120尾程度で中間育

年度は、付着基質として発泡廃ガラス材（商品

成をすれば、約 5 ヶ月後には平均体長40〜60㎜以

名：ミラクルソル）を使用し、アカナマコでの中

上の大型種苗を50〜70％の生残率で生産すること

間育成試験を行ったところであり、今後も中間育
成の技術開発に向けて継続して試験を行っていく
ことにしています。

おわりに
マナマコについては、最近では「放流の効果で、
資源が回復している。」との漁業者自身の声が聞
こえるようになりました。実際、放流用種苗の需
要も年々増加傾向にあり、豊漁時の百トン台の資
源の回復を夢見て、種苗の安定供給と中間育成・
放流技術の確立に向けて努力していきたいと考え
ています。
付着基質（発泡廃ガラス材）に付着しているアカナマ
コ種苗（平成18年度試験）
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滋賀県農政水産部水産課
漁場資源担当

太 田 滋 規

唐突ですが、滋賀県には海はありません。
「海なし県は当誌とは関係ない」と追っ払わな
いでください。滋賀県には海はありませんが、日
本最大の湖、琵琶湖があります。なんと本年開催
される「第27回全国豊かな海づくり大会」はこの
琵琶湖で行われるのです。「でも、琵琶湖って淡
水の湖でしょ。海じゃなくって内水面じゃない
の。」とおっしゃるあなた、その通りです。しか
し、琵琶湖は内水面の湖でありながら海面でもあ
るのです。

図２

琵琶湖漁業の漁獲量の推移

滋賀県は日本のほぼ中央に位置し、その中心に
は琵琶湖があり、古くは近江の国と呼ばれていま

400万年前と古い年代から存在していた世界有数

した。日本の中心が京の都であった頃には、すぐ

の古代湖であり、ここには琵琶湖で独自の進化を

近くにある淡水湖である琵琶湖のことを近淡海

した固有種が多く生息しています。

（ちかつあふみ）と呼び、これが近江に転じたと

先ほど琵琶湖は内水面の湖でありながら海面で

されています。滋賀はこれほど琵琶湖と関係の深

もあると述べましたが、この理由は、漁業法にお

い県であるといえます。琵琶湖は県土の約1/6を

いて海面として指定されており、湖でありながら

占め、周囲約235㎞、面積約670㎞2、水量約275億

海と位置づけられているからです。漁業の種類に

ｍ3、最大水深約104mの日本最大の湖で、およそ

おいても知事免許漁業として真珠養殖業（第一種
共同漁業権）、えり・やな漁業（第二種共同漁業
権）などの海面の漁業権が設定されております。
また、知事許可漁業としては沖びき網漁業（手繰
第一種）、貝びき網漁業（手繰第三種）、刺網漁業、
えびたつべ漁業、あゆ沖すくい網漁業、追いさで
網漁業など独特で多彩な漁業が行われています。
○多種多様な魚介類を産する琵琶湖
琵琶湖では、昭和30年代前期には漁獲量が約 1
万トンもありました。このうちの3/4は貝類の漁
獲量で 5 〜 6 千トンがセタシジミ（固有種）でし
た。京阪神のシジミといえばほとんどがこのセタ

図１
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滋賀県の位置

シジミであったそうです。余談ですが、私が子供

図３

琵琶湖の幸

の頃には故郷の大阪でのシジミといえば黄色いシ

語で魚はイオと読まれますので、まさに魚中の魚

ジミ（当時はセタシジミとは知りませんでしたが）

であったのだろうと思います。

であったことを記憶しています。そのため、今で

琵琶湖のアユはコアユと呼ばれ、小さいままで

も土産にセタシジミを持ち帰ると家族や親戚に大

親となり、秋には川に遡って河口域で産卵します。

変喜ばれます。

ところが、春から川に遡上したり、河川に放流す

滋賀県の食文化で忘れてはならないのは「フナ

ると大きくなり、また、なわばり性が強いため、

ズシ」です。くさいものの代表のように扱われる

かつては全国の河川放流魚として高いシェアを持

ことが多いのですが、ほんとうのフナズシはくさ

っていました。アユの漁獲量は昭和50年代後期か

いものではなく、チーズのような乳酸菌発酵特有

ら平成 3 年頃には約 2 千トン近い年もあり、近年

の香りがします。意外ですが日本人よりヨーロッ

の琵琶湖漁業の基幹となっています。アユはえり

パの人のほうが平気で食べるようです。このフナ

（定置網）ややな（上りヤナ）、刺網（小糸網と呼

ズシの材料になる魚がニゴロブナ（固有種）です。

ばれます）、追いさで網、沖すくい網など様々な

琵琶湖にはニゴロブナ、ゲンゴロウブナ（固有種）、

漁法で漁獲されます。沖すくい網とは琵琶湖独特

ギンブナ（琵琶湖ではヒワラと呼ばれます）が生

の漁法で、琵琶湖のアユが初夏に「マキ」と呼ば

息していますが、この中でも最もおいしいフナが

れる群れになって湖表面に集まる習性を利用し、

ニゴロブナであり、このフナでないとおいしいフ

船の舳先に付けた大きな網ですくい取るという漁

ナズシには仕上がらないといわれています。昭和

法です（海づくり大会の漁船パレードで実演をす

40年頃にはフナ類は、約 1 千トンの漁獲があり、

る予定です。お楽しみに）。

春になると島のようになって産卵にやってきたと

また、琵琶湖にはビワマス（固有種）というサ

聞きます（イオジマと呼ばれます）。地方の漁師

ケ科魚類がいます。これは琵琶湖で育ち、産卵期

さんによっては、ニゴロブナのちょうどよい大き

には再び生まれた川に戻り一生を終えるという、

さのものを「イオ」と呼ぶこともありますし、古

まさに海のサケと同じ生活史を持った魚です。し
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かも、このビワマスは大変においしい魚です。た

県では、このような状況を踏まえ、琵琶湖をか

だ、漁獲量は年間に約30トン程度とそれほど多く

つての「豊かな湖」に再生させ、水産業の振興を

なく、また鮮度低下が早いため、あまり流通され

図るために様々な施策を推進しています。ここで

ずに地場消費がほとんどであることが残念です。

はその中からいくつかを紹介したいと思います。

うみ

ホンモロコはかつて概ね300トンくらいの漁獲
がありました。この魚は、コイ科魚類の中では最
もおいしいと言っても過言ではありません。特に、

○漁場づくりと漁場環境の保全
琵琶湖の周辺には多くのヨシ帯があり、中でも

冬期に七輪を前にして、そのまま丸ごと焼いて生

水に浸かったいわゆる「水ヨシ帯」は、フナをは

姜醤油でジュッと食べるのはもうたまりません。

じめ多様な生物の産卵場、仔稚魚育成場として重

また、春先に琵琶湖の沿岸でホンモロコ釣りのた

要な役割を担っています。水ヨシ帯の内部にはミ

め竿がずらりと立ち並ぶ風景は、琵琶湖の春の風

ジンコ等の動物プランクトンが多く発生し、これ

物詩といわれていたそうです。

らは仔稚魚の良い餌となります。さらに30ｍ以上

イケチョウガイ（固有種）を母貝とした淡水真

の奥行きがある発達した水ヨシ帯の岸辺は酸素が

珠養殖は、昭和50年代中頃には約40億円の生産額

欠乏しやすいところですが、ニゴロブナなどの稚

がありました。

魚は低酸素に強く、外敵の少ないこのような場所

そのほかに、イサザ（固有種）やイワトコナマ

に適応しています。

ズ（固有種）など琵琶湖ならではの魚が漁獲され

昭和28年には水ヨシ帯は約260haもありまし

ます。琵琶湖漁業は、悠久の歴史を持つ琵琶湖の

た。しかし、湖岸の人工化や琵琶湖周辺に多数あ

豊かな恵みを受けて、独自の食材と食文化を育み

った内湖の干拓等により平成15年には自然に存在

ながら、内水面としては全国に例を見ない多種多

するものは約68haにまで減少してしまいました。

様な漁業形態で安定的に発展してきました。まさ

このため、平成22年度までに26.5haの水ヨシ帯の

うみ

に琵琶湖は「豊かな湖」でありました。

造成を進めています。造成は、衰退した天然ヨシ
帯の前水域に、捨石土留め工で琵琶湖の基準水位

○琵琶湖漁業の衰退

よりも30㎝低い基盤を築き、奥行き30ｍ以上にな

しかし、残念ながら現在は、琵琶湖周辺の開発

るようヨシ苗を植栽して行います。基盤をマイナ

による漁場環境の悪化、産卵繁殖場となる水ヨシ

ス30㎝とするのは琵琶湖水位の低下に備えて、ま

帯の減少、ブラックバスやブルーギル、カナダモ

た、奥行き30ｍとするのは餌となる動物プランク

といった外来動植物やカワウの異常繁殖等によ

トンの発生を促すためです。さらに、ヨシの遺伝

り、琵琶湖漁業の漁獲量は、平成17年には昭和30

的多様性に配慮し、付近に自生するヨシから育苗

年代の1/5の約 2 千トンにまで減少しています。

した苗を植栽しています。

前述した主要な魚種のこれまでの最多漁獲量と今
日（平成17年）の漁獲量を比較しますと、セタシ
ジミは6,072トン（昭和32年）から161トン、フナ
類は1,104トン（昭和40年）から115トン、アユは
1,983トン（平成 3 年）から390トン、ビワマスは
98トン（昭和33年）から13トン、ホンモロコは
372トン（昭和49年）から 7 トンといずれも大幅
に減少しています。
（滋賀農林水産統計年報）
また、現在の琵琶湖漁業の基幹を成すアユ漁業
は、冷水病などにより種苗価格の低迷と河川放流
種苗としての全国シェアの低下を招いています。
淡水真珠養殖業においては、水草の異常繁茂な
どの漁場環境の悪化により、生産額が統計に載ら
ないほど激減しています。
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図４

水ヨシ帯造成地

○琵琶湖のゆりかご「南湖」の再生

つです。琵琶湖では、昭和49年にブラックバス

南湖（琵琶湖大橋以南の湖）は、琵琶湖全体の

（オオクチバス）が初めて確認され、昭和54年頃

1/12の面積にすぎません。しかし、かつての南湖

に琵琶湖全域に拡大し、昭和58年には急増しまし

は、春先にはホンモロコが北湖（同以北の湖盆）

た。一方、ブルーギルは昭和45年頃には琵琶湖全

から産卵のため、大回遊してきました。また、セ

域で散見され、長期間生息量は低いレベルで安定

タシジミの 6 〜 8 割は南湖で漁獲されていまし

していましたが、在来魚の減少に伴い次第に増え、

た。このように南湖の漁場生産力は著しく高く、

平成 2 年頃から南湖を中心に増加し、平成 5 年に

南湖は琵琶湖のゆりかごともいえます。

は大増殖しました。平成18年春現在では、これら

しかし、近年、水草が異常繁茂し、夏期には水

の生息量はブラックバス400トン、ブルーギル

草が浮き島状態となります。適度に繁茂した水草

1,300トンと推定されており、多くの在来魚を食

は魚類の隠れ場や産卵場となりますが、異常繁茂

害し、生態系に大きな歪みを生じさせています。

した水草は通水を阻害し、底層の貧酸素化や湖底

そのため、積極的な捕獲駆除や繁殖抑制を行って

の泥質化を招き、魚貝類の減少の要因となってい

います。

ます。また、外来魚の温床となって、生物相の単

カワウは、一時期日本全国で減少傾向にあり、

純化を招き、今ではホンモロコの産卵もほとんど

危機的な状態にまで至ったと聞いています。しか

見られません。さらに湖中砂利の採取に伴う多く

し、現在では大繁殖し、日本各地で漁業被害が出

の窪地の発生や、湖底の泥化などが原因となって、

て、内水面漁業の大きな問題の一つとなっていま

今日では南湖の漁場生産力は著しく低下していま

す。滋賀県でも昭和57年にはわずか 5 巣（十数羽

す。

程度と思われます。）が確認されたのみでしたが、

このため、水草の除去とその後の湖底耕耘によ

平成18年には3.5万羽にもなっており、食害され

る繁茂防止を行って、漁場の回復を図っています。

る魚類は年間2,600トンと試算されています。繁

さらに、都市再生プロジェクトの一環で計画され

殖地では糞で木が枯れ、はげ山となっています。

ている琵琶湖淀川流域圏再生推進計画の中で南湖

このため、積極的な駆除が行われていますが、全

再生ワーキンググループを立ち上げ、国土交通省、

国的な増加もあって、未だ減少するには至ってい

水産庁、滋賀県等が連携して、窪地の埋め戻し、

ません。

覆砂による砂地の回復など南湖再生に向けた取り
組みがスタートしようとしています。
○有害生物の駆除
北米原産のブラックバスやブルーギルの侵入と
繁殖は、全国的にも内水面漁業の大きな問題の一

図６

カワウの群れ

○水産資源の培養
主要な漁獲対象種であるニゴロブナ、ホンモロ
コ、セタシジミ、ビワマスなどは、早急な資源回
復を図るため、種苗放流事業を推進しています。
アユは、人工河川の運用により資源の安定確保に
図５

外来魚駆除・回収

努めています。そのほか、琵琶湖の環境を保全す

49

以上とすることと、種苗放流の強化の取り組みが
盛り込まれ、4 年後には資源量を現在の2.5倍の
1,000トンに回復させることを目標としています。
ニゴロブナでは漁獲サイズを全長22㎝（同15㎝）
以上とすること、商品価値の低い 6 月から12月を
禁漁期間とすること、さらに種苗放流の強化によ
り、4 年後には資源量を現在の約 3 倍の250トン
に回復させることを目標としています。漁獲が減
少している中、さらに漁獲を削減することは漁家
経営にとって大変厳しいことですが、将来の琵琶
湖漁業のためには避けられないと考えています。
図７

水田フナふ化仔魚放流

○淡海のくにから
今回、紹介しました他にも様々な施策が行われ、
るため、植物プランクトン食のゲンゴロウブナや

少しずつですが効果の兆しが現れています。例え

水草を摂食するワタカといった固有種の種苗放流

ば、近年ほとんど漁獲がなかったイサザの漁獲が

も進めています。

昨年から今年にかけて増加したことや、スジエビ

この中から、海では考えられない種苗生産放流

の漁獲量が増えてきたこと、若干ですがニゴロブ

の方法を紹介します。それは耕作水田を活用した

ナやホンモロコも復活の兆しが見えつつありま

ニゴロブナの種苗育成です。田植え後の水田にニ

す。今回の海づくり大会のテーマである「この湖

ゴロブナのふ化仔魚を適正尾数収容して、全くの

を 守る約束 未来のために」、琵琶湖漁業者は一丸

無給餌で稚魚を生産するというものです。水田に

となって琵琶湖漁業の復活に取り組んでいます。

は、通常 6 月中旬に中干しという水を抜く作業が

また、滋賀県の川は、ほぼ全てが琵琶湖に流れ

うみ

あり、そのときに全長20㎜程度に育った稚魚が、

込んでいます。したがって、琵琶湖の環境を再生

水とともに放流されます。収容中は水が枯れない

するためには、県内の山、川、里の環境から良く

ようにする以外は特に管理は要しません。この種

しなければなりません。それが琵琶湖漁業の復活

苗育成は、水田を所有する漁業者たちが中心とな

には不可欠です。これは日本全国の沿岸域におい

って取り組み、自らの手でニゴロブナの資源回復

ても同様のことだと思います。まさに琵琶湖は海

を目指しています。

の縮図、琵琶湖漁業は沿岸漁業のモデルともいえ

また、かつての湖岸近辺の水田は琵琶湖からフ

ると思います。琵琶湖漁業が人の手によって復活

ナやナマズなどの魚類が産卵のため遡上し、稚魚

できれば、その技術は日本の沿岸漁業に、ひいて

が育つ大切な育成の場でした。しかし、圃場整備

は世界の水産業の発展にも応用できる技術となる

などにより水路と水田は分断され、遡上ができな

と確信しています。「淡海の国から世界に向けて」

くなってしまいました。このため、農業者も水田

発信していきたいと考えています。

が持つ魚類繁殖機能を再生しようと「魚のゆりか

いかがでしょうか。海とは関わりのない内水面

ご水田」として魚を水田に上らせる魚道づくりを

である琵琶湖で行われるびわ湖大会と琵琶湖漁業

進めています。

に理解と興味をお持ちいただけたでしょうか。ま
だまだ、お話ししたいことはたくさんありますが、

○資源管理型漁業の推進
漁業者自身の「つくり育てる」という資源培養

す「第27回全国豊かな海づくり大会」で・・・。

意識をさらに醸成するため、資源管理型漁業が進

全国から多くの方々に琵琶湖にお越しいただけ

められています。県はセタシジミとニゴロブナの
資源回復計画を作成しました。セタシジミでは、
漁獲サイズを殻長18㎜（漁業調整規則では15㎜）
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この続きは、平成19年11月10・11日に開催されま

ることを心よりお待ちしています。

●大会概要
（開催日）11月11日（日）
※ふれあい交流行事は11月10日（土）・11日（日）
（開催場所）
滋賀県大津市／びわ湖ホール・大津港周辺
○式典行事：びわ湖ホール大ホール
○放流行事：びわ湖ホール前湖岸
○湖上歓迎行事：びわ湖ホール前湖岸・湖上
○ふれあい交流行事：大津港・なぎさ公園
※JR大津駅から式典会場までは、シャトルバスをご利用い
ただけます。
●その他
・ビアンカでの琵琶湖博物館ご案内
11月10日（土）12 : 45〜16 : 55
式典前日、琵琶湖や湖沼の魚を知っていただくために、招
待者のうち希望者を大津港から客船ビアンカで琵琶湖博物
館まで無料でご案内します。
・古都大津ご案内
11月11日（日）12 : 30〜
式典終了後、招待者のうち希望者を大津市内の観光地に無
料でご案内し、古都大津の魅力を満喫していただきます。
北コース：比叡山根本中堂・浮御堂
南コース：石山寺・義仲寺 他

びわ湖大会公式ポスター
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平成18年度スライド作成について
（独立行政法人水産総合研究センター委託事業）
独立行政法人水産総合研究センターから、つくり育てる漁業に関する映像資料を充実し国民への普及
啓発を図るため、スライド作成を委託されており、平成18年度は、独立行政法人水産総合研究センター
西海区水産研究所石垣支所にてシロクラベラ親魚、スジアラ親魚、メガネモチウオ親魚、タイマイ、ア
カウミガメ、ヤシガニの撮影を行った。また、養殖研究所栽培技術開発センターのカンパチ仔稚魚、ク
エ（卵・仔魚）、マハタ（卵・仔魚）、玉野栽培漁業センターのキジハタ（仔魚）、西海区水産研究所石垣
支所のシロクラベラ（稚魚）については、水槽にて飼育しながら発育段階別に撮影し、合計184枚のスラ
イドを作成した。
また、独立行政法人水産総合研究センターは、栽培漁業対象魚種等などのさまざまな生態等のスライ
ドおよそ3,000枚およびビデオ30種、78巻を所有しているが、当協会は貸出しについても委託されており、
協会ホームページを活用して都道府県等の関係機関や広く国民に向けて、映像資料の貸し出しを行い栽
培漁業の普及啓発に務めている。

平成18年度に作成したスライド例
シロクラベラ親魚

スジアラ親魚

メガネモチウオ親魚

タイマイ（当歳）

アカウミガメ

ヤシガニ

カンパチ稚魚

キジハタ（孵化直後）

スジアラ（孵化仔魚）

写真提供：独立行政法人水産総合研究センター
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「佐賀県豊かな海づくり推進協議会」が設立される
第26回全国豊かな海づくり大会の理念を継承
佐賀県は、昨年佐賀市、唐津市、東与賀町で「響きあう

人と海との

シンフォニー」を大会テーマ

に開催された「第26回全国豊かな海づくり大会」の理念を引き継ぎ、佐賀県が面するふたつの海（玄
海・有明海）の恵みと環境を、森・川・海が一体となって県民協働により守り育て、より美しく豊かな
状態で次の世代に確実に引き継いて行くことを目的に「佐賀県豊かな海づくり推進協議会」の設立総会
が平成19年 4 月27日に開催された。
当協議会は、県内の漁業系統団体、農林団体、消費者団体、報道機関、行政など28団体で構成されて
いる。
設立総会では、役員として会長に佐賀県有明海漁業協同組合代表理事組合長を、そして、副会長には
佐賀県玄海漁業協同組合連合会代表理事会長・佐賀県農業協同組合中央会会長・佐賀県森林組合連合会
会長・佐賀県生産振興部長を選任し、｢豊かな海づくり｣に向け、「場づくり」、「輪づくり」、「心づくり」
をキーワードに活動を展開する。
「場づくり」−県民が、森・川・海における環境保全活動を身近なものとして、より参加しやすく
なるよう、活動の場活動の場づくりを推進する。
「輪づくり」−参加団体間の情報交換と相互協力の場となることで、森・川・海が一体となった環
境保全活動の輪を広げる。
「心づくり」−様々な体験イベントや、ホームページ等を活用した情報発信などを通じて、森・
川・海の大切さを伝え、環境保全活動に対する関心（心）を高める。
※「佐賀県豊かな海づくり推進協議会」ホームページ http://www.saga-umidukuri.jp/

53

◇

人

事

◇

農林水産大臣に赤城徳彦衆議院議員
（茨城１区選出・当選６回）
安倍内閣は、6 月 1 日付けで赤城徳彦衆議院議員を松岡利勝前農林水産大臣の後任とする人事を発表し
た。
5 月28日に松岡前農林水産大臣が急逝したことを受け、同日付けで農林水産大臣臨時代理に若林正俊環
境大臣が任命された。

水
（６月１日付）
◇増殖推進部栽培養殖課課長補佐〈総括及び総
務班担当〉（漁港漁場整備部計画課課長補佐〈調
査班担当〉）井上清和◇漁港漁場整備部計画課課
長補佐〈調査班担当〉（増殖推進部漁場資源課課
長補佐〈沿岸資源班担当〉
）青木保男
（５月31日付）
◇退職・水産総合研究センター開発調査センタ
ー所長へ（増殖推進部栽培養殖課課長補佐〈総括
及び総務班担当〉熊谷徹
（５月７日付）
◇増殖推進部付、内閣事務官〈内閣官房内閣参
事官、〈内閣官房副長官補付〉〉併任（研究指導課
海洋技術室長）本田直久◇研究指導課海洋技術室
長（漁政課水産調査官）中津達也
（４月１日付）
◇漁港漁場整備部長（漁港漁場整備部計画課長）
橋本牧◇漁港漁場整備部計画課長（漁港漁場整備
部防災漁村課水産施設災害対策室長）ł 吉晋吾◇
資源管理部沿岸沖合課遊漁・海面利用室長、免・

産

庁
増殖推進部漁場資源課課長補佐〈海洋開発班担当〉
併任（増殖推進部漁場資源課課長補佐〈総括及び
総務班担当〉兼増殖推進部漁場資源課課長補佐
〈海洋開発班担当〉）堀尾保之◇増殖推進部研究指
導課海洋技術室長（長崎県水産部長）本田直久◇
漁港漁場整備部防災漁村課水産施設災害対策室長
（国土交通省北海道開発局農業水産部水産課長）
中泉昌光◇北海道漁業調整事務所長（増殖推進部
研究指導課海洋技術室長）森田正博◇資源管理部
管理課課長補佐〈TAE班担当〉（増殖推進部栽培
養殖課課長補佐〈栽培漁業企画班担当〉小林一彦
◇資源管理部沿岸沖合課課長補佐〈遊漁指導班担
当〉（増殖推進部栽培養殖課課長補佐〈栽培漁業
助成班担当〉）渡辺祐二◇増殖推進部栽培養殖課
課長補佐〈栽培漁業企画班担当〉（（独）水産総合
研究センター経営企画部経営企画室経営企画コー
ディネーター）早乙女浩一◇増殖推進部栽培養殖
課課長補佐〈栽培漁業助成班担当〉（漁政部漁政
課課長補佐〈広報班担当〉）丸山啓三

独立行政法人水産総合研究センター
（４月１日付）
◇退職
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（３月31日付）

中央水産研究所長（日本海区水産研究

◇経営企画部経営企画室経営企画コーディネー

所長）中添純一◇日本海区水産研究所長（業務企

ター（業務推進部栽培管理課長）野上欣也◇業務

画部長）白石學◇養殖研究所長（水産工学研究所

推進部栽培管理課長（同課栽培技術開発コーディ

長）中野広◇水産工学研究所長（水産庁漁港漁場

ネーター）岡雅一◇同課栽培技術開発コーディネ

整備部長）影山智将◇業務企画部長（水産庁増殖

ーター（南伊豆栽培漁業センターセンター主任技

推進部参事官）和田時夫

術開発員）鴨志田正晃

