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巻

言

よしなしごと
水産庁増殖推進部
研究指導課長

協会からの寄稿依頼を受けて以来、様々なこと
が頭に浮かんできましたがうまく整理できませ
ん。頭にうかぶ「よしなしごと」を未整理のまま
書かせていただきます。
＊
＊
＊
昔（と言っても、私が知っているのは昭和の終
りから平成の初めです。）の栽培漁業関係者には、
一種の熱気がありました。この背景は、
・わが国周辺の水産資源が減少し、一方で200海
里体制の定着、国連海洋法条約の発効などの世
界中の海の囲い込まれる中で、資源自身を増加
させる必要性が高い。
・栽培漁業は、自然の生産力を活用する行為であ
り環境への負荷が少ない食糧増産手法である。
・周辺資源の減少の原因の一部は、経済発展等に
伴う環境の破壊や悪化であり、これを回復させ
る栽培漁業は高い公益性を有する。
といったものだったと思います。
現在は、世界的に食料不足が叫ばれ、わが国周
辺の資源を増加させる必要性は益々高まっている
し、資源を増やすことの公益性は変わりません。
また、第 5 次栽培漁業基本方針でも述べられてい
るように、遺伝的多様性、系群への影響などへ適
切な配慮は必要ですが、栽培漁業が、環境への負
荷が少ない食糧増産手法であることは変わりませ
ん。栽培漁業の必要性、公益性は現在も変わらな
いと考えています。
＊
＊
＊
水産行政や水産技術の大きな目的のひとつは、
「水産資源の状態を望ましい状態におき、持続的
な漁業生産を行うこと」です。この目的達成のた
めの道具として、資源の管理、生息環境の保全・
創造などとともに栽培漁業があるのだと思いま
す。それぞれの道具には、道具なりの特性と限界
がある訳ですが、先ほどの「熱気」の時代は技術
の多くが開発途上であったこともあり、往々にし
て、「栽培漁業で、どんな魚種の資源でも飛躍的
に増加することが可能」といった多大な（技術の
実力からすれば過大な）期待が寄せられていたよ
うに思います。
現在は、これまでの技術開発や全国各地での取
り組みの結果により、栽培漁業が、どのようなメ
リット、デメリット、コスト、効果等の特性があ
るのか、どのような限界があるのかについてある
程度明らかになってきました。そして、対象資源
の特性や状況、漁業の状況を見ながら、栽培漁業
という道具を使うのが適切か否か、他のどんな道
具とあわせて使うのかを、冷静に判断することが
可能になったと考えます。
本誌の12号（2007年 7 月）で北田先生が、「ど
のような場合に種苗放流を用いるのか」「放流の

武 井

篤

合理性の検討」について厳密な分析をされておら
れますので、ぜひご一読を。
＊
＊
＊
水産関係の海外技術協力を担当していたことが
ありますが、その時に驚いたのは、大部分の国に
は、漁協はもちろん、地方自治体で水産を担当す
る部署が無く、水産の施策を現場に浸透させたり、
現場の状況に合わせて修正する機能が乏しいこと
です。漁業実態が単純な国、国がトップダウンで
許可する大規模漁業しか存在しないような国では
それでもかまわないのかもしれません。しかし、
わが国のように、多様な漁場環境を持ち、多様な
漁業が漁業者主体のボトムアップによる資源管理
を中核として営まれている中で、水産振興や資源
管理を「机上の空論」でなく実施するためには、
都道府県（以下、単に、「県」と言います。）の水
産部局の行政、普及員、試験場、栽培漁業センタ
ー等の体制が機能していることが非常に重要で、
このような体制は水産業にとって大きな財産だと
考えます。
一方で、栽培漁業を初めとする県に対する国の
水産振興策の大部分は、平成16年 8 月、平成17年
7 月の二度にわたる地方六団体（全国知事会、全
国都道府県議長会、全国市長会、全国市議会議長
会、全国町村会、全国町村議会議長会）からの強
い要望を受けて、平成18年度から税源委譲されま
した。いわゆる三位一体改革です。
朝日新聞の記事（2007年10月26日）によると、
三位一体改革で、地方全体で約３兆円の補助金が
減り、税収は 3 兆円増え差し引きはゼロとされま
したが、県ごとに平成15〜18年度前後で比べると
都市圏を中心に12県が「黒字」に対して、35県が
「赤字」になったとのことです。記事には県ごと
のプラスマイナスが示されていますが、いわゆる
「水産県」の大部分は「赤字」となっています。
三位一体改革で、地方の創意工夫が従来よりも
活かされることが可能となったのでしょうが、景
気低迷などによる税収の落ち込みもあり、栽培漁
業に限らず様々な水産分野で、これまでの県の取
り組みが弱体化している気がしてなりません。
（むしろ、栽培漁業は、全国的推進母体が存在し、
県を超えた海域レベルの取り組みを支援する予算
措置があるだけ、「恵まれて」おり、他の分野は
もっと深刻な気がします。）
昔に戻ることはできない中で、地域の実態にあ
った水産振興策をどのような体制で行うのか、そ
の体制の中でわが国水産業の大きな財産である県
の水産部局の持つ力をどのように活かしていくの
かは、栽培漁業に限らず、水産業全体の今後を左
右する極めて大きな課題であり、関係者を巻き込
んだ真摯な議論が必要と考えます。
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佐賀海苔・有明海一番について
佐賀県有明海漁業協同組合
専務理事
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江口浩介

平成20年通常総会は、平成20年 5 月21日（水）

年度借入金の最高限度額に関する件」、第 5 号議

午後 1 時から、東京都千代田区のコープビル 6 階

案・「平成20年度役員報酬に関する件」を一括し

第 3 会議室において開催された。

て審議し、全員異議無く承認された。

来賓として、水産庁から中前明次長、早乙女浩

第 6 号議案・「定款の変更に関する件」では、

一課長補佐、鈴木利貴課長補佐、また、独立行政

事務所移転により定款記載の事務所所在地を変更

法人水産総合研究センターから奥野勝理事が臨席

する、ということを説明し、審議した後、議長は

した。

定款第２５条の規定による｢特別議決事項｣である

総会は定刻に始まり、服部郁弘会長が主催者挨
拶を行い、来賓を代表して水産庁の中前明次長と

ことを述べ採決に入り、挙手多数により承認され
た。
最後に第 7 号議案・「新公益法人制度の公益認

水研センターの奥野勝理事が挨拶を行った。
総会の出席状況は、1 号会員（都道府県）では、

定申請に関する件」では、当協会が引き続き地方

知事の代理出席21会員、委任状出席16会員、2

公共団体等を会員として公益事業を実施していく

号・3 号会員（漁連・県漁協、栽培協会等）では

ために、新公益法人制度に基づき「公益社団法人

本人出席 8 会員、代理出席 3 会員、委任状出席30

に移行し、税制の軽減措置等を受けることにより、

会員、欠席は 3 会員、また、特別会員、賛助会員

会員に対するサービスを維持・増進することが不

の多数が出席した。

可欠である」ことから「一般社団法人から公益社

総会議長の選出について服部会長が仮議長とな
り議場に諮ったところ、佐々木護愛媛県豊かな海

団法人へ公益認定の申請を行う」ことを議決した。
以上により平成20年度通常総会は終了した。
なお、第 2 号議案・20年度事業計画について、

づくり推進協会会長が選出された。
議長は、議事録署名人に當摩栄一新潟県漁連会

（財）三重県水産振興事業団（堀専務理事）から、

長と田中傳山口県漁協組合長を指名し、議事に入

実証事業の種苗配付数量は、今後どのようになる

った。

見通しかとの質問があり、澁川副会長理事から、

第 1 号議案・「平成19年度事業報告書、貸借対

水研センターの事業目的・組織は事業運営の中で

照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計

変容しているが、今まで以上に栽培漁業への役割

算書に関する件」を諮り、事務局から議事内容を

を果たして頂くよう要請している。都道府県の要

説明した後、松本忠明監事（熊本県漁連会長）か

望を踏まえて、栽培漁業の推進に停滞が生じない

ら監査報告が行われ、全員異議無く承認された。

ように、会員、国、水研センター、海づくり協会

次に、第 2 号議案・「平成20年度事業計画書及

の 4 者の連携を強化する中で、栽培漁業の推進体

び収支予算書に関する件」、第 3 号議案・「平成

制を維持していく旨を説明し了解された。

20年度会費に関する件」、第 4 号議案・「平成20

通常総会風景
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主催者挨拶要旨
会長理事

服部 郁弘
服部会長から出席者への謝辞

う委託事業を実施した。

のあと、社団法人全国豊かな海

20年度事業は、会費の10％削減となる等、協会

づくり推進協会（以下「海づく

運営は非常に厳しくなっているが、漁協等実践活

り協会」という。）の19年度事

動、豊かな海づくり現地研修会等会員向けの事業

業は、国及び独立行政法人水産

の要望には最大限対応していきたい。

総合研究センター（以下「水研

また、経費節減のため、事務所を中央区日本橋

センター」という。）の補助事業・委託事業を中

小伝馬町に移転することとしたい。新公益法人制

心に豊かな海づくりに向けた諸事業を推進した

度の公益認定の申請を適時に行いたい。この他、

が、特に、国の補助事業である栽培漁業資源回復

協会設立後５年を迎え、会員と国の橋渡しを的確

等対策事業については14海域を対象に協議会の運

に行うと共に、栽培漁業を核とした豊かな海づく

営、広域海域での適地放流とその効果実証の事業

りを担って漁業の活性化に尽力したい旨挨拶し

を実施した。また、新たに漁業者向けの研修普及

た。

活動「漁業キャラバン大学」に情報提供等を行な

来賓挨拶要旨
水産庁次長

中前

明

海づくり協会は、平素より我

れる。そのような中で、関係県にまたがる広域の

が国のつくり育てる漁業の栽培

栽培漁業に関する取り組み等の新しい展開もみら

漁業部門を担っていただき、水

れる。
これまで、栽培漁業は資源を増大する役割を果

産庁として感謝している。
この10年を振り返ってみる

たしてきたが、最近は、資源管理計画の柱の一つ

と、行政改革の中で、栽培漁業

として重要な役割を担っている。また、最近マグ

の推進母体であった日本栽培漁業協会が水研セン

ロ養殖業が脚光を浴びているが、その種苗の生産

ターに統合され、一部機能が海づくり協会に分割

技術は元々栽培漁業の推進により生まれたもので

された。また、都道府県においては税源移譲で本

あり、これからますます栽培漁業の重要性が高ま

来ならば、今までと同様の事業ができるはずが、

るものと思っている。水産庁としても、栽培漁業

実態は事業量の減少を余儀なくされ、栽培漁業セ

が将来に向かってさらに拡大するよう支援してい

ンターの見直し等で財政面のご苦労も多いと思わ

きたい。

独立行政法人 水産総合研究センター

理事

海づくり協会は、栽培漁業を

及効果等の課題に関し、総合的な研究開発機関と

中心とした豊かな海づくりを目

して取り組んでいる。海づくり協会との連携では、

指した沿岸漁業の全国組織とし

水研センターの栽培漁業に関して水研センターの

て、着実な活動をしているが、

研究開発成果の普及を担っていただいているとこ

地方財政の逼迫、魚価安・燃油

ろであり、大きな期待をしている。特に、栽培漁

高、受益者負担問題等栽培漁業

業実証事業では種苗を活用し栽培漁業の技術を現

を取りまく環境は大変厳しい。
水研センターは、近年の種苗放流による直接効
果を目的とする課題のみならず、放流により再生
産される資源増殖、遊漁、観光等地域経済への波

4

奥野 勝

場に定着させ、その役割は益々重要になっている。
今後、水産庁のご指導・ご支援の下、海づくり
協会と連携して栽培漁業を推進して行きたい。

平成20年度第 1 回理事会は、平成20年 5 月21日

次に、第 2 号議案・「平成20年度事業計画書及

（水）午前11時から、東京都千代田区のコープビ

び収支予算書に関する件」、第 3 号議案・「平成

ル 6 階第 2 会議室で開催された。

20年度会費に関する件」、第 4 号議案・「平成20

来賓として、水産庁から田辺義貴栽培養殖課長、

年度借入金の最高限度額に関する件」、第 5 号議

同早乙女浩一同課長補佐、同鈴木利貴同課長補佐、

案・「平成20年度役員報酬に関する件」を一括し

計画課の青木保男課長補佐、また、独立行政法人

て審議し、審議の結果、全員異議無く承認された。

水産総合研究センターから丸山敬吾業務推進部次

第 6 号議案・「定款の変更に関する件」、第 7

長が臨席した。

号議案･「規程の変更に関する件」について審議

理事会は定刻に始まり、服部郁弘会長の主催者

し、全員異議無く承認された。

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。

第 8 号議案・「新公益法人制度の公益認定申請
に関する件」について審議し、公益社団法人への

理事の出席状況は、理事23名の内、本人出席 7
名、代理出席 9 名、委任状出席 7 名、松本忠明監

移行するため公益認定申請をおこなうことの方針
が承認された。

事（熊本県漁業協同組合連会長）が出席した。

第 9 号議案・「会員の加入に関する件」では、

規定により服部会長が議長となり、まず議事録

株式会社マック、株式会社モビーディック、特定

署名人に、佐々木護愛媛県豊かな海づくり推進協

非営利活動法人環境生態工学研究所の賛助会員へ

会長、田中傳山口県漁業協同組合長を指名し、議

の加入が承認された。

事の審議に入った。

最後に、第10号議案・「その他」について諮っ

第 1 号議案・「平成19年度事業報告書、貸借対
照表及び正味財産増減計算書、財産目録及び収支

たが、特に審議する事項は無く、これにより平成
20年度第 1 回理事会は終了した。

計算書に関する件」を諮り、事務局から議事内容

質疑の中で、第 3 号議案について、佐々木理事

を説明した後、松本監事が監査報告を行い、審議

から、会費減額の経緯の説明を求められ、全国知

の結果、全員異議無く承認された。

事会から法定外負担金の 1 割削減を求められたこ

理事会風景

5

と、その後の理事懇談会、並びに平成19年度第 3

図って行く旨回答し、了承された。

回理事会で削減方向を決定したことを説明した。

2 号議案の大規模磯焼け対策促進事業に関連し

さらに、佐々木理事から、地方財政が厳しい事

て、山本副会長理事から、現地では目に見えた効

情は判るが、今後更なる削減要請が出た場合は、

果が出ていない、水研センター等でなかなか究明

放流による事業効果を求める上で、組織の維持が

できないのはなぜかと説明を求められた。

困難になるがどのような対策を考えているのかと

水産総合研究センター業務推進部の丸山次長か

の説明を求められ、不足部分は、会員の拡大、管

ら、磯焼け対策は極めて難しい課題であるが、栽

理経費等の縮減で凌ぐと共に、会員事業について

培漁業による放流と放流漁場の管理を組み合わせ

見直しを行い収支の均衡に努めることとしたい旨

て沿岸漁業の推進を図ること等が重要であり、水

説明した。

産工学研究所等の研究体制の充実に努め対応して

佐々木理事から、県が放流事業の重要性を認識

いく旨を説明、澁川副会長理事から、海づくり協

しているのであれば、海づくり協会は会費、事業

会としても磯焼け対策ガイドラインの普及に向け

負担金と云った形で必要資金を確保すべきでない

現地講習会の開催など実施しているので、その活

か、との質問に服部会長から、今後事業内容を充

用をしていただきたい旨を説明し、了承された。

実させて、会費を減額されないような事業展開を

平成19年度第 3 回理事会は、平成20年 3 月19日

事業骨子（案）に関する件、第 3 号議案・平成20

（水）13時30分から東京都千代田区のサンケイプ

年度会費に関する件、第 4 号議案・平成20年度借

ラザ311室で開催された。
開会挨拶を服部郁弘会長が「20年度の事業計画

度役員報酬に関する件、第 6 号議案・平成20年度

では、昨年の全国知事会の要請を踏まえて、会費

通常総会付議事項及び開催に関する件、第 7 号議

額を10％削減した中で事業を行うことになるが、

案・その他、を提案した。

支出項目の見直しを行い、会員に対する事業に出

服部会長が議長となり、第 1 号議案、第 2 号議

来る限り支障がないようにする。海づくり協会は、

案から第 5 号議案を一括審議した後、第 6 号議案、

沿岸域漁村の活性化を促進することを業務の原点

第 7 号議案の順に審議した結果、いずれの案件も

と考えており、会員との連携を益々強化して事業

原案の通り承認・可決された。

に取り組みたい。
」旨の挨拶を行った。

特に、第 3 号議案の平成20年度会費に関する件

来賓挨拶を早乙女栽培養殖課長補佐が、「国民

で、20年度会費削減による減収分は、どこに皺寄

的な食の安全・安心が大きな関心事になってお

せされるか、もっと経営努力をする手段は考えら

り、我が国水産資源を回復・維持して国民に供給

れないか、との質問があり、「会費減額と現事務

することを求められ、栽培漁業が寄与できるもの

所の賃料値上げ要求を機に支出削減のため低い賃

であり、今後の役割が大きいと考えている。また、

料の事務所に移転を考えていること。また、事業

本年12月に新公益法人制度が発足し、全国の栽培

等への支出については、これまでの実績を踏まえ、

漁業に係わる公益法人が今後どのように栽培漁業

管理費を中心に軽重を付けた対応を行いたい。又、

を進めていくか、あり方が問われている。」旨の

財務基盤確立のために、会費収入に加えて、国等

挨拶を行った。

からの補助金、委託費を確保することが課題であ

理事会の議案は、第 1 号議案・平成19年度事業
概要（案）に関する件、第 2 号議案・平成20年度

6

入金の限度額に関する件、第 5 号議案・平成20年

ると考える。」と答えた。
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東京都の栽培漁業の取り組み
東京都産業労働局農林水産部水産課
栽培漁業担当係長

小 口 奈 美

また、東京内湾においては、近年、公害規制の

１

東京都の漁業概要

強化や埋め立ての減少等により水質が改善され、
スズキ、アナゴ、アサリ等を対象とした漁業が行

東京都には、東京湾から伊豆諸島、小笠原諸島、
火山列島など、南北約 2 千キロにわたる広大な海
域があります。
この海域の中には、南鳥島（日本最東端）や沖
ノ鳥島（日本最南端）があり、東京都に接する排

われ、豊かな海がもどりつつあります。
一方、奥多摩地域から都市部を流れ、東京湾に
注ぐ多摩川などの都市河川にも漁業権が設定され
ており、アユ、ニジマスなどの稚魚放流を行い資
源の維持に努めています。

他的経済水域（200海里）は、日本の約38％にあ
たります。
なかでも、伊豆諸島・小笠原諸島は、複雑な海
底地形と黒潮の影響を受け、日本有数の好漁場と
なっており、イセエビ、テングサ、カツオ、アカ
イカ、タカベ、キンメダイ等周年を通じ様々な魚

しかし、東京都の漁獲量は、昭和60年代の
13,600トン、70億円をピークに、平成17年には、
5,400トン、38億円にまで減少しています。
高齢化もすすみ、平成15年には65歳以上の就業
者が27％を占めています。

が水揚されています。

7

２

栽培漁業の現状

《施設概要》

東京都は、島しょ地区において減少しつつある
沿岸水産資源を回復させるために、伊豆諸島の大
島に栽培漁業センターを設置し、平成 4 年から種
苗の配布を開始しました。
当初は、アワビ、フクトコブシの種苗を生産、
配布していましたが、平成12年より、新たにサザ
エの種苗生産を開始し、配布をしております。
種苗生産業務は、財団法人農林水産振興財団に
委託し実施しており、平成19年度には、アワビ
（20㎜）15万個、トコブシ（20㎜）100万個、サザ
エ（15㎜）75万個を生産、配布しています。
大島は、東京から南へ約120㎞の太平洋に浮か
ぶ伊豆諸島の中でもっとも大きな島で、一番北に
位置します。
近くを黒潮が流れるため、海水温は冬でも15度
くらいあります。

《大島位置図》

《東京都栽培漁業センター全景》

8
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《栽培センターでの作業風景》
東京都では 3 種類の種苗を生産していますが、
すべて直接放流用であり、中間育成はしていませ
ん。
販売先は、漁業協同組合及び町村であり、漁業
者が環境の良い漁場を選んで放流作業をしていま
す。
放流地域となるのは、大島から八丈島まで、直
線距離で南北に約200㎞の距離があります。この
ため、各島により放流種苗の種類が異なっていま
す。

《漁獲された放流種苗》

平成12年 7 月に噴火した三宅島では、直後には、
降灰による藻類の枯死、貝類漁場喪失の被害があ
りましたが、幸いにも、浅海域の漁場は、回復し
つつあります。
島民の全島避難中から、資源維持と帰島後の円
滑な漁業操業再開のために、トコブシ及びサザエ
の種苗放流を実施してきました。
帰島直後には、大きく育ったサザエが漁獲され
復興の大きな足がかりとすることができました。
25〜40％の放流貝が混獲されています。

《三宅島でのトコブシの水揚げ》

9

り、藻場が大きく減少しています。
このため、貝類の水揚げも大きく落ち込んでお
東京都の栽培漁業は、平成 4 年に種苗配布を

り、貝類の放流には、厳しい現状となっています。

開始して依頼16年が経過しましたが、アワビ、ト

今後は、放流効果を上げるために、優良な漁場

コブシについては、思ったように漁獲量に反映さ

の選定や藻場の回復事業の実施、漁場造成と連携

れてきていません。

した放流の実施を推進していく予定です。

この大きな原因は、海の状況が変わってきてい
るためと考えられます。

また、東京都においては、栽培漁業センターの
設置が他の道府県に比べ遅かったこともあって、

近年、海水温の上昇が報告されましたが、伊豆
諸島海域においても同様で、磯やけによる藻類の
減少が起こっています。

現在は、通常の維持管理の範囲で業務に支障があ
るようなことはありません。
しかし、近い将来には、大規模な修繕を実施す

特に八丈島では、昭和63年には667トン漁獲さ
れていたテングサが、平成17年には、300㎏とな

る必要がでてくると考えられ、予算等厳しい状況
が予想されます。

サザエ・アワビ・トコブシ漁獲量の推移

ながりかねません。

３

おわりに

このような中で、栽培漁業は島周りの漁場を有
効に活用し、漁家経営の安定化に寄与する有効な

東京都の漁業においても、全国的な傾向と同様
に、資源の減少、海の変化による魚種漁法の変化、

今後は、問題点を解決できるよう努力し、地域

高齢化、後継者不足等、厳しい状況におかれてい

の漁業に貢献できるよう、東京都、町村、漁協、

ます。

漁業者が一体となって推進していきたいと思いま

特に島しょでは、漁業が重要な基幹産業となっ
ており、漁業の衰退は、そのまま地域の衰退につ

10

手段であると考えます。

す。
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広島県における栽培漁業について
広島県農林水産局水産課
主査

木 村

淳

響を受けて発展したかき養殖は、全国一の生産量
を誇っています。

平成18年の漁業経営体数は3,068です。漁業生
産量は約12.9万トンで、うち約 8 割を養殖かきが
広島県は瀬戸内海中西部に位置し、海域面積は

占めています。海面漁業ではくろだいが全国シェ

約1,333km2 で瀬戸内海の約 7 ％を占めています。

ア14.6％、たちうおが6.7％、かたくちいわしが

海岸線は屈曲に富み、142に及ぶ島嶼部を含め

2.1％の生産量をあげています。かき養殖の生産

1,135kmに達し、海域は狭隘ながら好漁場に恵ま

量は全国第 1 位でシェア51.1％を占めています。

れ、多種多様な海面漁業が営まれています。また、

漁業生産額は約286億円で、うち 5 割以上をかき

広島湾の複雑な地形と栄養分の豊かな太田川の影

養殖が占めています。

漁業生産量の大半を海面養殖（特にかき）が占
めること、また、海面漁業では、少量多品種が漁
獲されることが特徴です。地域別では、西部のか
き養殖、中部の漁船漁業、東部の小型定置網など
の特徴があります。
流通形態は、養殖かきでは主に産地仲買業者を

11

通じて全国の市場、量販店等へ出荷され、漁獲物

広島県で多く漁獲生産されるかちくちいわしや

では、大部分が直接消費地市場や仲買人へ販売さ

養殖かきは「音戸ちりめん」や「広島かき」とし

れる特徴があります。

て全国に流通しています。

近年、漁場環境の変化や資源の減少、赤潮など
の影響による漁獲量、養殖生産量の減少だけでな
く、魚価の低迷や担い手の減少・高齢化等から、
本県水産業を取り巻く環境は厳しくなっていま
す。
県民に水産物を安定的に供給していくために、
これまで様々な施策を講じてきましたが、栽培漁

12
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業対象種のマダイ・ヒラメ等では漁獲量が維持増
加傾向となり、かき養殖では生産改善の取組によ
って生産量が回復基調にあるなど、一定の成果が

〈メバルの種苗生産・放流の取組み〉

出つつあります。

メバルは、瀬戸内海をはじめ広く国内に分布す

持続的かつ安定的な水産業の確立を目指して、
「2006〜2010 広島県新農林水産業・農山漁村活性
化行動計画」に基づき、「漁業経営体の強化育成」

る定着性が強い魚種で、広島県では稚魚がカキ養
殖筏に群がっているのがよく観察されます。県内
では約250トン漁獲されていますが、近年漁獲量

「水産資源の持続的な利用の推進」「漁場環境等の
維持修復」を重点施策として施策を展開・集中し、
地域の意欲と創意工夫を起点とした水産業への構
造改革を進めています。

広島県栽培漁業基本計画に沿って、漁業者が中
心となって調整検討した種苗生産放流計画に基づ
き、（社）広島県栽培漁業協会がヒラメ、ガザミ、
マダイ、ヨシエビ、メバル、カキ、アユの 7 魚介
類の種苗生産放流を行っています。これらの種苗
斡旋と負担金の取りまとめにあたっては、（財）
広島県漁業振興基金、広島県漁連、広島県内水面
漁連が行っています。

13

が減少しているため、資源増大が求められていま
す。

先駆けて平成17年度から導入しました。
指定管理者は、広く公募し、応募した業者の申

平成 8 年度に水産試験場で大量生産技術が開発

請内容を採点のうえ選定委員会が公平に選定する

され、12年度からは栽培漁業センターで量産化が

ことを原則としていますが、栽培漁業センターの

始まり、さらに13年度からは海面での中間育成が

運営については次の理由により公募外（随意契約）

スタートしました。

で、（社）広島県栽培漁業協会を指定しています。

県中部海域の大崎上島町周辺には、大規模なア

また、指定管理者制度の導入により新たな事務が

マモ場があり、メバル釣り漁業や遊漁船業が盛ん

発生しており、県、栽培漁業協会ともに事務量の

なことから、「メバルの里づくり」が進められて

増加には苦慮しています。

います。平成19年に関係 3 市町 5 漁協で豊竹東
（とよたけひがし）水産振興協議会が結成され、
種苗生産、中間育成の推進主体としてメバルの資
源増大に取組まれています。

水産業の担い手の減少、国・県市町の財政悪化
により栽培漁業は大きな転換期を迎えています。

栽培漁業センターで生産した全長20〜25㎜の種

栽培漁業センターの老朽化、公益法人改革等の課

苗を海面生簀に収容し35〜50㎜にまで中間育成し

題のほか、広島県では栽培漁業の運営体制の見直

て放流しています。当初は配合飼料への餌付け等

しが大きな課題となっています。

に課題がありましたが、夜間電照による天然コペ
ポーダの添加等の技術改良により、中間育成での

下図のように、平成15年度までは、施設管理、
種苗生産とも県の委託事業として行ってきました

生残率は80％前後をキープしています。地域が主
体となった取組みは、これからの栽培漁業のモデ
ルになると考えています。

〈指定管理者制度の導入〉
公の施設である栽培漁業センターの管理につい
て、地方自治法に基づく指定管理者制度を全国に

が、平成16年度からは種苗生産にかかる直接費を
生産物売払い収入で賄うこととしました。さらに
平成23年度からは種苗生産に係る人件費も部分的
に生産物売払い収入で賄う予定です。「漁業者主
体の栽培漁業」を進めるため、漁業者の理解を得
ながら種苗単価の引上げを進めています。
栽培漁業を進めるのは、漁業者なのか、国・
県・市町の公の役割なのか、放流魚のかなりの部
分を遊漁者が採捕する現状がある中で、生産費を
誰がどの程度負担するのかなど、課題を整理し、
将来にわたり持続的な栽培漁業の推進体制を確立
していきたいと考えています。

14

ズワイガニ種苗生産の現状
〜稚ガニの量産まであと・・・一歩！〜
独立行政法人

水産総合研究センター
小浜栽培漁業センター

技術開発員

山 本 岳 男

により微増傾向ですが 5 千トン前後で推移してい

1．はじめに
小浜栽培漁業センターのある福井県は、ズワイ

ます。一方、漁獲のピークであった昭和48年には

ガニのブランドとして最も有名で、皇室献上品と

現在の10倍以上の 6 万トン強も水揚げされていま

しても知られている越前ガニの本場です。福井県

した。現在、国内の漁獲だけでは足りない需要は、

の調査によりますと、冬季の観光客は、四季の中

年間 6 万トンもの輸入により補われています。

で最も宿泊率（宿泊人数／観光客数）と一人当た

ここまで減った一因には、昔はオヤツ替わりに

りの消費金額が高く、これらはズワイガニの力だ

メスガニを食べていたと言われるように、獲りす

そうで、重要な観光資源であることが分かります。

ぎにあると考えられています。ズワイガニは、漁

平成19年度の福井県のズワイガニの水揚げ量

獲可能サイズになるまで10年以上の年月を要する

は、オス（いわゆる越前ガニ）が235トン、甲羅

と言われており、資源の回復には長期を要します。

の柔らかい脱皮後間もないオス（いわゆる水ガニ）

このため、資源の回復には徹底した資源の管理が

が182トン、メスが159トンでした。価格の高いオ

必要ですが、さらに回復手段の一つとして稚ガニ

スの水揚げ量が過去 3 番目であったこともあり、

を放流することが期待されています。そこで、小

水揚げ金額は過去 5 番目の17億1,400万円となり、

浜栽培漁業センターでは稚ガニの安定的な量産技

まずまずの結果でした。こう言いますと、資源は

術の確立を目的に、種苗生産試験に取り組んでき

潤沢だと思われるかもしれませんが、日本全国で

ました。

は話は変わります。近年の水揚げ量は、資源管理

写真１

ズワイガニの各齢期
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2．種苗生産の歴史
ズワイガニの成長過程を写真 1 に示しました。

をゆっくりと回転させて水流を起こし幼生を浮
遊させること、

生まれた直後の幼生をプレゾエア（A）と言いま
すが、ふ化して数十分後に脱皮して第 1 齢ゾエア
（B）になります。第 1 齢ゾエアで15〜20日間を
過ごすと第 2 齢ゾエア（C）へ脱皮し、やはり15
〜20日間を過ごします。第 1 齢と第 2 齢ゾエアは
浮遊生活を送っていますが、メガロパ（D）へと
脱皮すると、初期は浮遊していますが徐々に沈下
して着底生活へ移行します。メガロパが稚ガニ
（E）になるまでには15〜30日間を要し、ふ化か
ら稚ガニまでは約 2 ヶ月間掛ります。この稚ガニ
が成熟（F）するまでには、さらに10回以上の脱
皮を繰り返すと言われています。

写真２

20kL水槽に設置した撹拌機

ズワイガニの幼生を飼育する試みは昭和39年頃
から始められ、昭和44年に福井県水産試験場で初

②

「幼生の死亡」の減少には、細菌感染症の対

めて稚ガニまでの飼育に成功しました。その後、

策（現在は実験的に薬浴を行っていますが、放

昭和50年頃から石川県、兵庫県、鳥取県、さらに

流を見越して薬を使わない技術の開発も行って

昭和59年からは小浜栽培漁業センター、宮津栽培

います）が必要なこと、

漁業センターでも取り組みを始めました。そして

③

「第 2 齢ゾエア以降の大量減耗の防除」には

稚ガニの生産数は千尾単位を記録することもあり

ゾエアの活力を向上させる必要があり、主餌料

ましたが、ほとんどは 0 〜数十尾レベルで飼育は

であるワムシのEPAとDHAによる強化が必要

困難を極めたこともあり、次第に各県は技術開発

で、その比率が重要なこと。

を休止していきました。現在は、兵庫県立農林水

以上の条件を全て踏まえ、平成18年度から

産総合技術センター水産技術センター、（財）ひ

500Lおよび20kL水槽で実証試験を行いました。

ょうご豊かな海づくり協会但馬栽培漁業センタ

その結果、メガロパの生産数は図 1 のように劇的

ー、および小浜栽培漁業センターの 3 機関で取り

に向上し、18年度には500L水槽で2,600尾（生残

組んでいます。

率75.3％）、20kL水槽で12.8万尾（同66.7％）と 1
水槽当たり過去最高の生残率と生産数を記録しま

3．小浜栽培漁業センターでの取り組みと方向性

した。さらに、19年度には20kL水槽 4 面を用い

（1）ゾエア〜メガロパの飼育技術は高いレベル

て飼育試験を行った結果、合計で24.5万尾（生残

まで来ました。

率10.5〜54.4％）の過去最高の総生産数が得られ

ゾエア期の飼育は、「基礎的な飼育条件が未解

ました。2 年連続でメガロパの十万尾単位の生産

明」であったことに加え、「幼生が水槽の底に沈

に成功したことで、ゾエア期の飼育技術は再現可

下して細菌感染症に罹病し、死亡する」、「第 2 齢

能なものであり、ほぼ完成の域に近づいているこ

ゾエア以降に大量減耗する」という大きな問題が

とが明らかになりました。

ありました。そこでまず、基礎的な飼育条件を解
明するため小型容器（1 Lビーカー）を用いた検
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（2）次はメガロパ〜稚ガニの飼育条件の解明です。

討が進められ、適水温（14℃）や餌料系列（ワム

ゾエア期の飼育技術が進歩したことにより、稚

シとアルテミアの併用給餌）等が明らかになりま

ガニの生産数も図 2 のように向上し、数千尾単位

した。

の生産が可能になりました。しかし、1 万尾がネ

続いて、これらの条件を量産規模での飼育試験

ックになっています。そこで、18年度からはメガ

に応用する中で、メガロパの大量生産にとって重

ロパから稚ガニまでの生残率を向上させる試験に

要な以下の 3 条件が明らかになりました。

取り組んでおり、その中からメガロパの適水温と

① 「幼生の沈下」の防止には、攪拌機（写真 2 ）

摂餌生態について説明します。

図１

小浜栽培漁業センターにおける大型水槽（500L以上）でのメガロパ幼生の総生産数

図２

小浜栽培漁業センターにおける第１齢稚ガニの総生産数

① 適水温：メガロパ期の飼育水温は、ゾエア期

はないかという結果が得られました。今後は、

の延長として14℃で行っていました。しかし、

適水温についてさらに詳しく検討し、稚ガニ生

天然海域のメガロパは稚ガニになるために浮遊

残率の向上を図って行こうと考えています。

生活から着底へと移行し、分布水深が深くなり
ます。例えば若狭湾では、メガロパは水深150

②

摂餌量の検討：次に、メガロパの餌の食べ方

〜250ｍ付近へ移動することが知られています。

と量を調べました。餌にはアルテミアとズワイ

そこで、メガロパ期のどこかで水温を下げた方

ガニのふ化ゾエアを用い、メガロパ 1 個体当た

が良いのではと考え、メガロパ期の初期（脱皮

りの24時間の摂餌数を求めました。結果を図 4

直後）と中期（脱皮から稚ガニまでの中間）に

に示しましたが、メガロパは、脱皮直後から約

水温を11℃に下げてみました。その結果（図 3 ）

10日目までに集中して餌を食べ、その後摂餌量

を見ますと、初期から飼育水温を下げた場合、

は急激に減少し稚ガニになる直前にはほとんど

生残率は11℃でも大きく減耗しましたが、14℃

食べないことが分かりました。また、1 個体の

飼育よりやや高くなりました。さらに、中期か

メガロパが稚ガニになるまでに必要な餌の量を

ら飼育水温を下げると生残率が高くなる傾向が

試算したところ、アルテミアで約2,000個体、

認められ、水温の低下に一定の効果があるので

ふ化ゾエアで約100個体でした。以上のことか
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図３

図４

11℃（

）と14℃（

）で飼育したメガロパ幼生の生残状況

１個体のメガロパ幼生が１日に摂餌するアルテミア（

）とふ化ゾエア（

）の数

ら、メガロパ期の初期に栄養のある餌料を集中

ニが安定的に生産できるようになれば、それらの

的に与えることが稚ガニ生残率の向上に重要で

稚ガニを用いて中間育成技術や放流を視野に入れ

あると考えられます。

た標識技術の開発に取り組みます。そこで得られ
た成果は、天然海域でのズワイガニの成長を解明

（3）今後の方向性
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するための飼育試験や、資源管理の手法としての

以上のように、2 年連続して10万尾単位のメガ

保護礁への放流試験などへと発展させることがで

ロパが生産できたことで、稚ガニの量産に見通し

きます。また、稚ガニを放流することで、資源の

が得られました。今後は、メガロパ期の飼育条件

回復にも寄与できるのではないかと考えていま

を明らかにすることで、稚ガニの安定的な量産が

す。そのためにも、まずは稚ガニを安定して生産

可能になると考えられます。まとまった数の稚ガ

する技術の開発に邁進します。

の保全、ひいてはそれを取り巻く河川流域に分布
する森林の保全は不可欠との認識から、その先駆
けとして北海道東部サロマ湖岸の常呂漁協では昭
我が国はその周りを日本海、太平洋、オホーツ

和36年から山林の購入と植林運動を始めた。こう

ク海および東シナ海などに囲まれ、寒流と暖流が

した動きは全道的な広がりを見せ、北海道漁協婦

交わることから豊かな水産資源に恵まれた国とな

人部連絡協議会で「お魚を増やす植樹運動」を始

っている。森林は沿岸や河川の水産資源に好まし

め、これまで全道120の漁協婦人部が参加し植樹

い影響を及ぼすことが経験的に知られ、古くから

が行われている。また北海道では植樹運動を行政

各地に魚附林、網付き林などとして保護されてき

的にバックアップするため、平成10年度から豊か

た（図− 1 ）。こうして設置された魚つき保安林

な海と森づくり総合対策事業を設立し、魚を育む

は全国で 3 万ヘクタールにのぼっている。魚つき

森づくり整備や新たな魚つき保安林の整備などを

林の機能について古くからいろいろ論議されてき

進めてきている。

たが未だに概念論にとどまっており、その生態的

このような社会的な背景からみて、これらから

影響に関してほとんどわかっていないのが現状で

の森林の整備は沿岸に配置された狭い範囲の魚付

ある。このテーマは森林学と水産学の境界領域に

き林のみならず、内陸部河川沿いの河畔林、さら

位置するため、ほとんど研究が進められてこなか

には源流部の水源林まで広げて行う必要がある。

った。

しかし現在の林業の技術体系からは、魚を増やす
ために何が必要なのか、どのような樹種を造成す
ればより効果的なのか、さらには森林を増やせば
本当に魚が増えるのかという基本的な疑問に応え
るべく技術的知見の蓄積は極めて少ない。
筆者は専門が林学であるが1990年代から水産
学、魚類学の研究者らとともに魚付き林の機能を
科学的に解析するべく共同研究を開始した。この
小文ではこれまでの国内そして諸外国における研
究成果、およびこの10年間にわたる筆者らの研究
成果を紹介し、今後の森林整備の方向性、研究の
課題を述べてゆきたい。

図−１

三面川（新潟県）河口に広がる魚付き保安林

しかし近年、遠洋漁業の衰退と共に沿岸漁業・

内陸部の河川に沿った森林と河川生態系の関係

養殖漁業の比重が高まるにつれて、沿岸環境の保

に関して、北米ではすでに1970年代から多くの研

全に強い関心が寄せられる様になってきた。栽培

究が行われ、河畔林が河川生物に大きな影響を与

漁業の環境を良好に保つ上で海域に注ぐ河川水質

えることが明らかにされてきた。そして産業的に
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重要な資源であるサケ科魚類を保全するためのガ

量は日射量に比例して増加することから、森林に

イドラインが、多くの国有林、州有林などで作成

よる水面の被陰は渓流の一次生産の制限要因とも

されている（その一部は渓畔林研究会（1997）で

なる。河畔林伐採により付着藻類の生産性が高ま

紹介されている）
。

り、このことが魚の現存の増加に寄与したことが

ここで森林と河川の相互作用を、最近研究が行

報告されている.したがって河畔林の管理を行う

われてきた水温と一次生産、落ち葉の供給そして

上で、渓流の生産性と水温上昇のバランスを考慮

倒流木の供給の面から見てゆく。

して、伐採幅などを決定しなければならない。
2.2

図−２

落ち葉の供給と分解

水温とサクラマス稚魚の成長（佐藤 2002）

2.1 水温の抑制と藻類の発生
河畔林が渓流の水面を覆うと、太陽の光が遮断

図−３

落ち葉を食べる水生動物−コカクツツトビケ
ラとタキヨコエビ

され、川の表面は暗く木漏れ日が差し込む程度に
なる。こうした樹冠の日射遮断により、水温と水

落葉広葉樹林は秋季に著しく多量の有機物を供

中の藻類の繁殖がコントロールされる。河畔林に

給する。落ち葉の供給量は、冷温帯広葉樹林にお

よる日射遮断の研究は古くから知られており、と

いて300〜500ｇ/m2であり、その 7 割を落ち葉が

くに日射と河川水温の関係に注目した米国西海岸

占め、ついで枝などの木質、球果や果実、および

針葉樹林帯における研究が先駆的である。北海道

食葉性昆虫によって生産された糞などからなる。

苫小牧地方の落葉広葉樹林帯で実施した調査によ

大部分を占める落ち葉は北海道では 9 月以降に多

ると、樹冠により河川水面が欝閉されているとこ

量に生産され、10月でほぼ終了する。こうした落

ろでは日最大日射量で1/4、日総量では1/7まで

ち葉の大部分は地上で分解され土壌となるが、そ

低下することが明らかになっている。落葉広葉樹

の一部は河川に供給され河川に生息する生物の栄

林帯における落葉期と開葉期の水温変動は明瞭に

養源となる｡

異なり、落葉期には水温変動の幅がきわめて大き

落ち葉は以下のプロセスで分解される。まず葉

い。また河川に生息する冷温性のサケ科やカジカ

に含まれる成分が溶出し、微生物による条件づけ、

科魚類の成長や生息密度は水温に大きく影響を受

水生動物による摂食や物理的な破壊を経て細かい

ける。河畔林の伐採により流路が開放された場合、

有機物になる。分解される速度は化学的組成によ

開放区間の流路長が 1 ㎞を越えると夏期の水温が

って大きく異なり、同時に温度に規定される。一

上昇し、サケ科魚類に深刻な影響をもたらす。具

般的にリンや窒素の含有率が大きいものほど葉は

体的には水温が25℃以上に上昇するとサクラマス

早く分解され、水温が高くなれば分解率も高まる。

の摂餌停滞を引き起こし、結果的に稚魚の成長に

水中に落下して最初の数日の内に約10〜20％の

も大きく影響する（図− 2 ）
。
一方、河川生物の栄養源である付着藻類の生産
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溶存成分が溶出する。溶出量はC：N比の小さい
ケヤマハンノキのような樹種が大きく、逆にミズ

ナラのように堅いクチクラ状の膜がある樹種では

河川周辺に広く生育するケヤマハンノキなどの

小さい。成分の溶出後、菌類と微生物が葉の表面

樹木は、木材としての資源的価値は少ないが、水

に繁殖し葉の約10〜30％を分解し、同時に微生物

生生物にとっては栄養源に富み食べやすい葉と言

は落葉中の窒素などの含有率を増加させる。その

う点で重要な意味を持っている。また水生昆虫に

後落葉は水生動物類によって摂食される。北海道

とっては年間を通して利用可能な食料源が存在す

内に見られる典型的な落葉食者（シュッレッダー）

ることは重要で、多様な分解速度を持つ樹種の存

はコカクツツトビケラ科（トビケラ目）、オナシ

在は不可欠である。さらに分解が遅い落葉は出水

カワゲラ科（カワゲラ目）、ガガンボ科（ハエ目）

の度に下流に流されてゆくため、その場で動物類

などの幼虫、そしてヨコエビ類である（図− 3 ）。

に利用されるためには倒流木など物理的な保持機

一般的に、水生動物類は微生物の多い葉を好んで

構が必要になってくる。

摂食するが、栄養は葉組織そのものではなくその
上に繁殖した微生物から得ていると考えられてい

2.3 流木の供給

る。しかし夏の間に落下した緑葉は栄養分を多く

河川周辺から生産される多量の樹木は河川内に

含んでおり、これらの葉は多くの水生昆虫によっ

滞留し、瀬・淵など変化に富んだ河川地形を造る

て直接摂食される場合がある。また大河川の河岸

上で重要である。淵は蛇行部の渓岸が洗掘されて

ではシュレッダーの個体数が少ないにもかかわら

形成される場合が多いが、渓流沿いの森林から樹

ず葉は消失してゆくことから、微生物のみでも葉

幹が倒れ込み、これが滞留して淵をつくる場合も

を分解できるとみられる。

多く観察される（図− 5 ）。このように河川に滞

葉は樹種ごとに異なる分解特性を持っており、

留 し た 樹 木 は 北 米 で は LWD（ Large Woody

−kt

分解の過程は指数関数（e ：kは係数、ｔは時間）
で表わされ、係数ｋの値に基づいて、早い（k＞
0.01）、中間（0.005＜k＜0.01）、そして遅い（k＜
0.005）の 3 つのクラスに分類されている。石狩
湾に注ぐ小渓流（三次渓流）で秋季に実験を行っ
たところ、最も分解が早いのがケヤマハンノキ、
イタヤカエデで、6 ヶ月程度で完全に分解された。
中間的なミズナラは 9 カ月で分解されたが、カシ
ワは 9 カ月たっても40％程度しか分解されず、完
全に分解されるには 1 年程度の時間を要すること
がわかった（図− 4 ）
。
図−５

河川に滞留した倒流木ダム（網走川）

Debris）と呼ばれ、河川地形の重要な構成要素で
あり、礫や有機物を貯留する上で重要な働きをす
る。倒流木の分布は渓流の大きさや周辺の河畔林
によって異なるが、アメリカ太平洋沿岸での調査
例では、渓流内に形成される階段状の落ち込み構
造の30〜80％が倒流木によって形成され、淵の50
〜100％が倒流木によって形成されることが報告
されている。また倒流木によって作られる淵はサ
ケ科魚類の生息場として重要であり、倒流木の本
数と魚類の生息密度との関係に強い正の相関が報
告されている。
図−４

沿岸小河川における落ち葉の分解過程

一方わが国の大部分の渓流では倒流木は洪水時
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に流出し橋脚に滞留し、洪水被害を増幅するなど、

出する。細粒有機物はわずかな流量の増加で移動

災害要因となる場合が多く、防災的観点から解析

を開始するが、大きな倒流木は数年に１度の大雨

が行われ、生態的な観点から調査した事例は極め

により移動する。また森林小渓流では有機物の大

て少ない。しかし、わが国の河畔林の殆どは人為

部分は落ち葉に由来するが、大河川では河床に繁

的な手が加わり小径の広葉樹が多く、北米での事

殖した藻類の細胞、破片に由来する場合が多い。

例や保存状態の良い河川の例がそのまま当てはま

有機物を保持する能力は渓流微地形や倒流木に

るかは明らかではない。しかし渓流環境の改善方

よって大きく異なる。特に倒流木は有機物を保持

法として、木材を河川内に設置し、多様性に富ん

するために重要で、上流から流送される堆積物も

だ河川地形とサケ科魚類の生息環境を創出する試

貯留する働きもある。北米での調査例では年間生

みも徐々に始められている。

産物質の40％を貯留しているという報告がなされ
ている。渓流の淵やワンド地形、二次流路も流下
物質の保持能力を高める上で重要である。また水
系網での位置も重要で、1 次渓流には倒流木や巨

3.1 有機物の貯留と流出
河川に堆積した様々なタイプの有機物や非有機

礫が階段状の地形を形成し、落葉が多く保持され
ており、そこでデトリタスはFPOM、DOMに変

物は生態系構造の資源を形成する。有機物は粒径

換される。しかし渓流が大きくなればなるほど、

サイズにより、溶存有機物（Dissolved Organic

保持機構が少なくなり水流の掃流力が強くなり、

Matter=DOM）（0.45μm以下）、細粒有機物

わずかな降雨でも流出してしまう。

（Fine Particulate Organic Matter=FPOM）（0.45μ

保持機構の有無が渓流内の有機物利用に及ぼす

m〜 1 ㎜）そして粗粒有機物（Coarse Particulate

効果に関して図− 6 に示した。保持機構のない単

Organic Matter=CPOM）（ 1 ㎜より大きい）に区
分される。これより大きい樹幹はエネルギー源よ
りむしろ、渓流に与える地形的影響が大きいため、
LWD（Large woody debris）として分けて取り扱
われる。
細粒有機物やその他の資源は底生の食物網の中
で何度もリサイクルされる。微生物は破片に繁殖
し、水生昆虫はそれを捕食し消化する。その残渣
を再び排出し、これに微生物が繁殖するという繰
り返しが行われる。採集食者（コレクター）は細
粒有機物を分解する上で重要な役割を果たす。典
型的なコレクターは造網性トビケラであるシマト

図−６ 有機物の保持機構と循環
（Wallace et al. 1977を改変）

ビケラ属（Hydropsyche）、ヒゲナガカワトビケラ
属（Stenopsyche）などである。これらは水中にク
モの巣のような網を張り、上流から流れてくる有

調な川では、生物による有機物の利用がほとんど

機物を捕捉する。彼らは一般的に粒子の表面に繁

されずそのまま下流に流送される。一方、保持機

殖するバクテリアを捕食して栄養を得る。これら

構がある複雑な渓流では、有機物が滞留して何回

の水生昆虫は有機物の一部分しか利用しておら

も渓流生物に利用されながら下流に流れてゆく。

ず、大部分を胃内部から通過させて排出し、その

この結果、流下の途中でたくさんの生物群集を支

糞に再び繁殖した微生物を下流に生息する昆虫類

えてゆくことになる。この河川内の保持機構と資

が利用する。

源利用の関係は極めて重要で、多様な生物が住め

上流域で生産された有機物は、水流に乗って下

る川づくりを目指すための基本指針となる。

流域に流送されるが、その流送量は水文条件、粒
径のサイズ、そして流路形態によって規定される。
有機物は比重が軽いため、シルトや砂より早く流
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3.2

河口域での森林起源有機物の利用

森林域から生産された落ち葉は最終的に河口に

達し、河口域で落ち葉だまりを形成する。冬の激

っていた。一次生産物で値が高いのが沿岸部に生

しい波浪が収まった春に海岸を歩くと、河口近く

育するコンブなどの海藻類、および植物プランク

に膨大な量の落ち葉が海岸に打ち上げられている

トンで、δ13Ｃが−14〜17‰、δ15Ｎが 5 ‰と相対

のをよく目にする。この定期的に供給される落ち

的に高い値を示した｡次に、河口付近に生息する

葉は河口域の生物に大きく影響すると考えられる

代表的な底生動物類の同位体比をみると、ウニ類

が、この関係を詳しく調べた例は極めて少ない。

はδ13Cが−14〜17‰で海藻類と同じ範囲にあり、

筆者らは落ち葉が河口域の水産動物にどのよう

δ15 Nが 8 ‰と約 3 ‰高かった。河口域の岩場に

に影響を及ぼすのかを明らかにするため、石狩湾

付着しているホヤについてもδ13Cは同様で、δ15

に注ぐ小河川の河口に生息する動植物に関して、

Nはやや高い傾向を示した。これらは、海藻類に

安定同位体分析法により解析を行った。安定同位

依存した食物連鎖系を持つものと考えられた。肉

体とは原子番号（陽子数）が同じで質量数（陽子

食者で 1 次・2 次消費者のエビジャコや多毛類は

と中性子の数の和）が異なる原子のことで、例え

δ13Cが海藻類に近いにもかかわらず、δ15 Nは10

ば自然界の生物体を構成する生元素の炭素では、

‰を超える高い値を示し、食物連鎖の上位に位置

12

するほどδ15 Nが高くなる傾向を裏付けている。

通常98.9％の Cが占めているが、他に中性子が一
つ多い安定同位体13Cが1.1％存在している。その

一方、森林起源の落葉を利用する動物類も多く

他水素、酸素、窒素などにも安定同位体が存在す

存在する。落葉の同位体値はδ13Cが−28‰、δ15 N

るが、その割合はきわめて僅かであることから、

が− 2 ‰前後を示しているが、河口域に広く分布

特定の標準試料からの差の1000分率（‰）（＝安

するヨコエビ（トンガリキタヨコエビ）は典型的

13

定同位体比）として表されている（表記はδ C、

なデトリタス食者であり、このヨコエビのδ 13C

δ15 Nなど）
。

値は−20〜−22‰と海藻類と落葉の中間に位置し、

δ値がプラスの場合、標準試料より安定同位体

ウニなどの底生動物類と比べて低く、森林起源の

含有量が多く、マイナスの場合標準試料より少な

落ち葉を食べる傾向が示唆された。河口から沿岸

いことを表している。標準試料として炭素は海水

域に生息する回遊性のモクズガニはδ13Cが−22‰

−

中のHCO 3 とほぼ等しい矢じり石（PDB）、Nは

と低い値を示し、河川内で成長し産卵のために海

大気中のN2が用いられている。炭素安定同位体比

に降りてくる性質を持っており、陸域での餌の影

13

響が強く残存していると考えられる。

（δ C）は一次生産者（陸上−植物、海洋−植物

河口域は稚魚の生息場としての役割が大きく、

プランクトンや海藻）の値を反映しており、夫々
の食物に依存する動物類（一次、二次消費者）は

様々な魚が遊泳してくる。なかでもカレイ類稚魚

基本的にそれらに近い値を取る。したがって消費

の密度は高く、まるで蝶々が舞うように海底をヒ

者群が森と海由来のどの資源に依存しているかを

ラヒラと群れて泳いでいる（図− 8 ）。人が泳い

15

判断できる。また窒素安定同位体比（δ N）は、

でゆくと、その後を追うようにしてついてくるが、

生物がより高次の消費者に利用されていく段階

彼らのねらいはフィンの撹乱によって舞い上がる

で、3 ‰前後濃縮されることから、
食物連鎖系中の栄養段階を知り、
生態系の構造を解析する上での
有効な指標となっている。
図− 7 は石狩湾に注ぐ小河川
の河口で得られた有機物や底生
動物のサンプルを同位体マップ
として表したものである。横軸
の炭素同位体の値は−15〜30‰
の範囲を取り、標準試料よりか
なり低い分布を示している。一
方δ 15 Nは− 5 〜15‰と大気中の
N 2 と同じかやや大きい範囲とな

図−７ 河口域における炭素・窒素同位体マップ
（北海道石狩湾小河川河口域の事例
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から、サケの死体や産卵された卵は湖に生息する
魚類の栄養源として利用される。サケの死体の一
部は水生昆虫の栄養源として利用され、トビケラ
を対象とした研究ではサケの死骸の有無がその成
長過程に重要な影響を及ぼすことがわかった。最
終的に上流域に達したサケ類が捕食され陸上に引
き上げられる割合は30〜79％にのぼる。そしてサ
ケの死体を利用する動物の種類として、クロクマ、
カワウソ、ネズミ類、およびカワガラス、カラス、
ワシ類などの鳥類が報告されている。
北海道でも明治以前ではサケ類の遡上が一般的
図−８

落ち葉だまりに集まるカレイ稚魚

に見られ、上流域の林地まで達してヒグマなど
様々な動物に利用されていたと考えられる。しか

底生動物を食べることにある。河口の豊富なヨコ

し現在では、河口でのウライから始まってダムや

エビ類は格好の餌となり、時期によっては胃袋の

潅漑施設で上流域にさかのぼれない状態である。

6 〜 9 割を占めることもある。年間を通してカレ

そのサケ類の遡上が流域の森林に及ぼす影響に関

イに対する落ち葉の寄与率は 2 割程度と推定さ

して、道東地域のサケが遡上する河川において前

れ、森の落葉はヨコエビを通し魚類につながって

述の安定同位体測定法を用い解析を行った例を

いることが推定されている。

図−10に示す。ここでは植物の必須栄養塩として
の窒素に注目し、サケ遡上河川と非遡上河川にお

3.3 海からのエネルギーの還流

いて河畔林の葉と水生昆虫類を採取しδ 15 N分析

物質の流れは陸域から海域へと一方通行ではな

を行ってみた。一般的に海から遡上したサケ類は

く、その逆方向の流れも存在し、海からのエネル

森林起源の落葉（ 0 ‰前後）に比べて著しく高い

ギー環流の担い手としてサケ科魚類が重要な役割

δ15 N値（10‰程度）をとり、遡上しない河川と

を果たすことが指摘されている（図− 9 ）。遡上

比較することによりサケの影響を評価できると考

したサケ類は、産卵後死体が分解されそこに生息

えられる。

する魚類、昆虫類そして溶出した窒素やリンは水

この結果、サケが遡上する河川では、河畔林の

中の一次生産に大きく影響する。アラスカの湖水

ハルニレは遡上河川の 5 ｍでやや高い値であった

に遡上するベニザケが供給するリンは、湖水に流

が、遡上の有無、河川からの距離で有意な違いは

入するリン総量の約 5 〜20％に相当するという推

認められなかった。一方、大型多年生草本である、

定もある。窒素と炭素の安定同位体を用いた解析

アキタブキに関しては遡上河川の河川近傍が最も
高く、遡上サケの影響を受けている可能性が示さ
れた。窒素同位体比の違いが樹木に現れず草本に
現れた理由は、個体の大きさや生物体量が影響し
ており、樹木に影響が現れるのは時間を要する可
能性がある。一方、水生昆虫について遡上河川と
非遡上河川を比較したところ、全ての種や属で遡
上河川の方が0.3〜2.7‰高いことがわかった。と
くに落ち葉を摂食するシュレッダーであるガガン
ボが最も遡上河川と非遡上河川の違いが大きかっ
た。このことから、死骸から流出する栄養塩が微
生物に取り込まれ落ち葉の栄養価を高め、それを
水生昆虫が利用するという関係が推定された。

図−９
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産卵後斃死したシロザケの親魚
（根室管内標津川）

いずれにして森と海までの関係は未解明な部分
が多く、今後多くのデータの蓄積が重要である。

流から砂礫が流送され、その礫は魚類の
産卵床となり、堆積地には種子が侵入し、
森林がつくられ、やがて倒れて流木は水
生生物のハビタットを形づくり、さらな
る川の変動を引き起こすといったプロセ
スを意味する。こうした河川の変動をど
の程度まで許容し、復元させるかが鍵と
なる。また変動が起こりにくい場合、人
為的に撹乱を起こしてやることも必要で
ある。この自然プロセスによって形成さ
れた生息場は微細でデリケートな存在で
あるため、既往の護岸やダムなど土木工
図−10 河畔林植生の窒素安定同位体比、サケ遡上河川と非遡上
河川の河川近傍５ｍと25ｍ以上離れた地点からサンプ
ル採取

事などで破壊される場合も多かった。こ
れまでハードなコンクリート構造物が中
心であった工法にかわり、植栽や水質浄
化、礫の貯留と流送、流木の管理、魚類

しかし現在、氷河時代から延々と続く、陸から海

資源の再生などきめ細かなミクロな事業が注目さ

までの物質の流れ、そして海から森に至る物質の

れるべきである。

流れが人間活動によってあちこちで分断されてい

一方、流域全体を俯瞰するようなマクロなレベ

ることが大きな問題となることは間違いないであ

ルの取り組みも重要である。サケなど遡河性魚類

ろう。

の遡上障害を解消ずることや、山から海まで連続
した河畔林帯の設定などが重要な課題である。ま
た経済活動の拡大とともに農業や漁業など一次産
業間の利害が対立する場合が頻繁に生じているた

これまで良い木材を生産することが林業の主た

め、それらを調整する流域ネットワークを構築す

る目的であったが、環境の時代を迎え公益的機能

る必要がある。流域内は人間が設定した様々な境

（生態系サービス）重視へと方向転換を迫られる

界（行政的）が存在するが、流域を資源管理や物

ようになった。しかし公益機能を発揮させるには、

質循環の基本的な単位として設定し、流域内での

自然の仕組みを知ることが大前提であり、その知

連続した取り組みを行うことが重要となろう。

見に基づいて新たな実験を行いながらその機能を

例えば河川管理は国、都道府県、市町村など管

検証して行く必要がある。しかし残念ながらこれ

理がバラバラで統一した管理を行うことが極めて

までそうした事例は乏しく、これまでの木材生産

難しい状況である。また同じ行政の中で上流は林

技術をそのまま当てはめている場合も多々みかけ

務、中流は農業、下流は建設・土木など組織が異

る。河畔林の植栽樹種の選定に関しても、一般的

なる場合が多い。北海道東部においては土砂流出

な造林用の針葉樹が多く植栽される。また森と海

や家畜糞尿流出による水質悪化が大きな問題とな

をつなぐ物質の通り道である河川でも、現在上流

っている流域では、利害関係者が集まり問題を解

から下流において多くの人工構造物がつくられ、

決しようとする動きも始まっている。そこでは河

動物の行き来ができない状態が生み出されてお

川流域の自然環境や地域の社会的特性を理解した

り、元々存在していた物質の循環も人為的に寸断

流域管理が重要であり、流域の住民の総意で、水

されているのが現状である。人間社会が循環型に

質の保全、自然再生、環境教育まで含めた施策が

変わろうとする時、森−川―海の循環を復元する

決定されるべきである。

ことも重要である。そのためには様々な空間レベ
ルでの取り組みが重要になってくる。
例えば河畔域におけるミクロなスケールでは、
河川変動の復元が重要である。河川の変動とは上

今後こうした地域の活動が発展することで、清
冽な川と豊かな河畔林、豊富な水産資源と健全な
生態系の復元、そして特色ある地域づくりが行わ
れると考えている。
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ています。
ハタ類の魚は、雌性先熟型の性転換（小さいう
ちは雌で、大きく成長すると雄に性転換する）を
沖縄県では、ヤイトハタ、スギ、そしてハマフ

することが知られています。ヤイトハタは全長

エフキといった、日本本土ではあまり馴染みのな

1.5ｍ、体重50㎏以上にもなる大型のハタのため、

い亜熱帯から温帯域に生息する魚種が養殖されて

雌から雄へ性転換するまでに長い時間を要しまし

います。特にヤイトハタは、国内で高級魚として

たが、これまでの親魚養成の結果、平成 9 年以降

扱われているクエやマハタと同じマハタ属の魚で

は、毎年安定して受精卵が得られています。

あり、沖縄県の主要養殖魚種として期待されてい

得られた受精卵を生産水槽に収容して種苗生産

ます。こういった種類の魚を、生産者が一生懸命、

を行いますが、他のハタ類同様に受精卵および孵

美味しくなるように養殖しているわけですが、こ

化仔魚が非常に小さいため、飼育初期には小型の

こ数年、沖縄県においても魚病被害が大きな問題

SS型ワムシを与える必要があります。その後は

となっています。そこで今回、ヤイトハタ養殖で

一般的な魚類の種苗生産方法と同様、Ｓ型ワムシ、

問題となっているマダイイリドウイルス病につい

アルテミア、配合飼料へと餌料を移行させ、全長

て、本県が行っているワクチンを用いた予防技術

50㎜以上に成長したら養殖用種苗として供給する

の取り組みについて紹介します。

流れです。現在では毎年数十万尾の種苗を県内養
殖業者へ供給しています。

スギやハマフエフキの養殖用種苗は、沖縄本島
北部にある沖縄県栽培漁業センタ−において生産
されていますが、ヤイトハタについては、沖縄本
島から南に約450㎞離れた石垣島にある沖縄県水
産海洋研究センタ−石垣支所で種苗生産が行われ

○ふ化25日目のヤイトハタ仔魚

○沖縄県水産研究センタ−石垣支所で養成されている
ヤイトハタ親魚（体重約45㎏）
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養殖業者の手に渡ったヤイトハタ種苗は、ほと

んどが海面生簀へ収容され（陸上養殖を行ってい
る地域も一部ある）、配合飼料を用いて養殖され
ます。
マダイイリドウイルスの被害は、マダイをはじ
め、ブリ属魚類や、シマアジ、ヒラメなど年々感
染魚種が増加し、現在では30種類以上の魚種で発
生が報告されています。それらのなかにヤイトハ
タも含まれています。これまで本県では、ヤイト
ハタ養殖におけるマダイイリドウイルス病対策と
して、飼料のビタミン強化や給餌方法の検討を行
ってきましたが、有効な結果は得られませんでし
○全長65㎜のヤイトハタ種苗

た。一方、マダイやブリ属の養殖では、ワクチン
によるマダイイリドウイルス病の予防効果が高い

ヤイトハタは成長が早く、約 2 年で1.5㎏の出
荷サイズに達します。また、餌料効率（増肉計数

ことが報告されており、ヤイトハタ養殖において
もワクチンの使用が切望されています。

1.2前後）も非常に良い魚ですので、生産量が増

日本国内ではマダイイリドウイルス病に対する

加することが期待されています。しかし、ここ数

ワクチンが市販されており、マダイやブリ属魚類、

年は魚病による被害が拡大し、安定した生産が困

シマアジなどに対して使用することが認められて

難な状況となっています。

います。しかし、ワクチンは他の薬剤と異なり、
使用できる魚の種類が限定されています（抗生物
質や抗菌剤は、スズキ目、フグ目等の様に使用で
きる魚種の範囲が幅広く設定されている）。つま
り、マダイやブリに効果のあるワクチンを、ヤイ
トハタに使うことが出来ないのです。そこで沖縄
県水産海洋研究センタ−では、ヤイトハタ養殖で
問題となっているマダイイリドウイルス病につい
て、ヤイトハタにもワクチン使用の認可を取得で
きるよう製薬会社と共同で各種試験を実施しまし
た。以下に試験の結果について簡単に報告致しま

○石垣島の魚類養殖場（沿整事業で整備され、ヤイト
ハタの養殖が行われている）

す。
まず、沖縄県内で養殖されたヤイトハタについ
て、マダイイリドウイルス病が疑われる斃死及び

サンゴ礁に囲まれた沖縄のきれいな海で養殖さ

瀕死魚からウイルスゲノムの検出やウイルス分離

れている魚に病気は無いだろうと思う方もいると

などを行い、既に性状が解析されている国内で分

思います。しかし、本県の魚類養殖においても、

離されたマダイイリドウイルス（Ehime株）と塩

養殖規模が拡大するにつれて、国内で発生してい

基配列や抗原性について比較を行いました。その

る魚病と同じ、寄生虫症や細菌性疾病、さらには

結果、沖縄県内で採取されたウイルス（Okinawa

ウイルス性の疾病といった魚病が発生するように

株）の塩基配列はEhime株と非常に高い相同性を

なりました。ヤイトハタ養殖においてもハダムシ

有し、抗原性についても同様な反応を示すことが

症や滑走細菌症など、いろいろな魚病が発生して

分かりました。

おり、その中でも特に問題となっている魚病は
「マダイイリドウイルス病」です。

次に、ウイルス（Okinawa株とEhime株）のヤ
イトハタ（魚体重 5 〜50ｇ）に対する致死性（マ
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ダイイリドウイルスの腹腔内攻撃による斃死率）
を確認しました。両株で攻撃した結果をグラフに
示しましたが、攻撃後 5 日目より死亡が確認され、
9 日目まで斃死が観察されています。Okinawa株

以上の試験と並行して、屋外でのワクチン有効

で攻撃した場合も同様な斃死が観察され、両株と

性試験（臨床試験）を沖縄県内 3 ヵ所の養殖場で

も最終的な斃死率は50％程度となり、同程度の致

実施しました。臨床試験において、対照区ではマ

死性を示すことが分かりました。

ダイイリドウイルス病の発生が確認されたのにも
かかわらず、ワクチン接種区ではマダイイリドウ
イルス病の発生は観察されず、ワクチン接種の有
効性が認められました。

致死性を確認した後は、イリド不活化ワクチン

○ヤイトハタに対するワクチン接種の様子

を接種したヤイトハタにマダイイリドウイルスで
攻撃し、ワクチンの有効性を確認しました。その
結果、対照区では60％程度の斃死率でしたが、ワ

このように各種試験を実施した結果、イリド不

クチン接種区では斃死魚は一尾も観察されずワク

活化ワクチンはヤイトハタのマダイイリドウイル

チンの有効性が認められました。また、ワクチン

ス病予防に対しても有効であり、安全性にも問題

接種部位や摂取量、安全性についても検討を行い

が無いということがわかりました。そのデ−タを

ましたが、腹腔内への0.1mL接種で効果が得られ

基に、ヤイトハタに対してもイリド不活化ワクチ

ること、ワクチン接種による不都合（摂餌不良、

ンの使用を認めてもらえるよう農水省へ申請を行

成長悪化、副作用など）は無いことが確認されま

っているところです。

した。

ヤイトハタに対してイリド不活化ワクチンの使
用が認められた場合、養殖ヤイトハタの安定生産、
供給が可能となり、沖縄ブランドの養殖魚として
知名度が高まることが期待されますので、一日も
早くヤイトハタへのイリド不活化ワクチン使用が
認められる事を首を長くして待っています。また、
ハタ類に対するワクチン認可は国内で初めての事
例となり、国内における今後のハタ類養殖に寄与
できるものと期待しております。
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域における技術開発、種苗の大量放流等
漁場整備連携型の栽培漁業の推進
水産基盤整備事業による藻場・干潟等の水産
昨年 4 月に栽培漁業企画班担当となって 1 年が

資源の産卵・生息場を活用した放流種苗の生

経過した。この間、会議の席等で都道府県の担当

産・放流技術の開発、種苗の大量放流、放流

の方々から、税源移譲後の国の方針が見えないと
の意見を多くいただいている。平成18年のいわゆ

効果調査等
○強い水産業づくり交付金のうち水産業振興等施

る三位一体の改革によって、水産庁の栽培漁業関

設整備交付金（ハード事業）

係予算のほとんどが税源移譲の形で交付金から都

資源回復支援施設の整備

道府県に移管され、都道府県が自主的に取り組む

陸上種苗生産施設、陸上管理運営施設、海上

事業として位置づけられたため、それまで予算を

種苗生産施設、その他附帯施設等の整備や設

通して反映させてきた国の方針が見え難くなった

計委託費等

ことによるものである。そこで、今回の税源移譲
など予算状況の変化の面を中心に栽培漁業が現在
置かれている状況について整理してみることにし
たい。

翌年の平成18年度には、さらに三位一体の改革
として、上記の交付金のうちソフト事業分の全て
が税源移譲の対象となった。三位一体の改革は、
全国知事会等の強い要望もあり地方分権推進の一

税源移譲が行われる前年の平成17年度に、栽培

環として「地方にできることは地方に」という理

漁業関係の補助事業は、実施者の裁量の範囲を広

念の下、国の関与を縮小し、地方の権限・責任を

げてより自由な取組を可能とするため「強い水産

拡大して地方分権を一層推進することを目指し、

業づくり交付金」として交付金化された。この時

国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見

の事業メニューは以下の通りである。

直しの 3 つを一体的に行おうとしたものである。
栽培漁業関係の事業もその対象となり、該当する

○強い水産業づくり交付金のうち水産業振興等推

交付金を廃止した上でこれに見合う税源を都道府

進交付金（ソフト事業）

県に委譲することで、都道府県の裁量の下で自主

栽培漁業の推進

的に取組を進めることとなった。

資源回復計画推進型
資源回復計画対象種の生産・放流技術の開
発、種苗の大量放流、放流効果調査等
栽培漁業推進型

税源移譲により、水産庁の事業は、立案した政

海域の特性に配慮した地域独自の放流種苗の

策を都道府県または都道府県を通じて市町村や漁

生産・放流技術の開発、種苗の大量放流、放

協等を対象とした補助事業により実施するのでは

流効果調査等

なく、都道府県の範囲を超えて公益をもたらす取

栽培漁業による緊急地域再生の支援
不測の事態による甚大な漁業被害を受けた地

組に対する漁協、業界等への直接補助や、実施者
の裁量を拡充した交付金による支援に切り替えら
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れつつある。一方で、都道府県も税源移譲により

費と技術開発委託費等を合わせた金額と、都道府

自らの裁量で立案・実施する県単事業が多くなる

県への施設整備およびソフト事業への補助金の比

ことから、国と都道府県が相互の役割を踏まえな

率は、概ね 6 : 4 の割合となってきた。しかし、

がら、各々取り組むべき課題を常に意識すること

平成 9 年度以降、都道府県に対する補助金が年々

が必要となるだろう。この点については、今後、

減額され、平成16年度には施設整備費3.3億円、

都道府県の方々と議論を繰り返していくことにな

ソフト事業費6.0億円で補助金総額で10億円を割

ると思われるが、柔軟な施策を進めるためには、

り込んでいる。そして平成17年度にはソフト事業

全体の枠組みの中で分担関係を構築するのではな

費がすべて交付金化され、さらに翌年の平成18年

く、政策課題毎に国と都道府県が分担を決めてい

度にはその全てが税源移譲の対象となった。一方、

くといった方法も考えていく必要があるのではな

国の事業費については、国の公益法人改革により

いだろうか。そのためには、相互の積極的な情報

国の技術開発を担ってきた（社）日本栽培漁業協

交換と調整が重要になってくると思われる。さら

会が独立行政法人水産総合研究センターに統合さ

に、政策を反映して重点化された予算が多くなる

れたことによって、それまでの技術開発委託費が

ことから、具体的な政策提案といった方法も重要

独立行政法人への運営費交付金の内数となったも

性を増していくと思われる。

のの、総額では施設整備補助金と合わせて約30億
円を現在も維持している。但し、平成18年度以降、
運営費交付金の人件費の算定方式が変更されたた
め、従来と同様の基準での予算総額が算定できな
くなっている。

税源移譲が都道府県にどのような影響を与えて
いるのかを把握するために、税源移譲後の平成19
年度における各都道府県の栽培漁業関係予算の状
況をみてみたい。各都道府県とも県全体の厳しい
図１

国の栽培漁業関係予算の推移

財政事情の中で、栽培漁業関係予算の総額は、関
係都道府県40県の中で半数の20県が前年度に比べ
て数％〜10％程度の減額となっており、20％以上
の削減となった県が 6 県と大変厳しい状況に置か
れている。さらに、各都道府県の予算を、種苗生
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栽培漁業関係予算が税源移譲の対象となるまで

産・放流の事業経費と技術開発や放流効果調査等

の国の予算額の推移を図 1 に示した。昭和37年度

の経費分けてみると、多くの県で種苗生産・放流

に国営栽培漁業センターの施設整備を、翌38年度

の事業経費を確保しようとしている反面、技術開

には国の技術開発に関する委託事業や都道府県の

発や調査の経費について厳しい査定を受けてお

技術開発に対する補助事業等を開始してから予算

り、1/4に相当する10県で 2 割以上の削減が行わ

額は毎年増額されていった。昭和48年度には、都

れている。また一方で、増額されている県もある

道府県営栽培漁業センターの施設整備に対する補

など、県間で開きが大きくなっている。栽培漁業

助事業を、昭和54年度には栽培漁業の事業化を促

の事業を維持していくためにも現場に応じた技術

進するためのパイロット事業を開始し、翌55年度

開発や効果調査は不可欠であることから、今後、

の都道府県に対する補助金の総額は29億円となっ

限られた予算のなかでこれを維持するための方法

た。昭和50年代後半から平成 8 年度までの間は国

を全体でも考えていく必要があるだろう。また、

の「つくり育てる漁業」推進の下で予算額が毎年

現実的な問題として栽培漁業対象種の中で漁協等

増加し、平成 8 年度の総予算額は65億円に上って

の事業として放流が行われているのはアワビ類な

いる。この間、国営栽培漁業センターの施設整備

ど一部の魚種であり、マダイやヒラメといった魚

種については放流経費の相当部分を都道府県が負
担している状況から、その経費の確保について各
都道府県が苦慮していることがうかがえる。

と調整を行っていくことが必要であろう。
次に予算面の問題であるが、栽培漁業は、沿岸
漁業等振興法の大きな柱であったつくり育てる漁
業の中核を担い、その象徴的な取組として位置付
けられてきたが、結果として沿岸漁業生産量全体
の減少に歯止めをかけることができなかったこと
が、栽培漁業への期待感を薄めさせた側面がある。
確かに、栽培漁業が全国的に推進されてきた中で、
一般的に認識されているシロザケやホタテガイ以
外の成果事例となると、神奈川県や鹿児島県のマ
ダイの事例など地域的に限られたものとなり、し
かも、当初の目的であった漁業生産量を明らかに
増大させた事例をあげることができない。
しかし、本当に栽培漁業は効果がないのだろう
か。例えば、太平洋北区で日本海や陸奥湾と一体
となっている青森県のデータを除いた茨城県から
岩手県までの 4 県では、毎年合計で300〜400万尾
のヒラメが放流されている。この海域のヒラメ漁
獲量は700トンから1,200トンであるが、漁獲物に
対するヒラメ放流魚の混入率は13％〜23％に達し
ている。この海域の漁獲量は全国のヒラメ漁獲量
の約1/5に相当しており、種苗放流は確実に資源

図２

平成19年度における都道府県の栽培漁業関係
予算の状況

の維持に寄与しているのである。東京海洋大学の
北田教授らはマダイやヒラメ等の種苗放流の効果
について科学的な評価を行っており、種苗放流に
よって沿岸水産資源の総生産量を増大させること
は可能であるものの、天然の資源量が大きい場合
には、天然資源の変動に埋没しない相当量の放流

ここまで栽培漁業にとって大変厳しい現実の話
をしてきたが、ここからは、今後、我々がどのよ
うな考え方で望むべきかについて考えてみたい。

が必要であること、漁獲規制とあわせた管理が必
要であることを示している。
これまで、栽培漁業はどちらかというと技術開

まず、税源移譲後の国と都道府県の役割分担の変

発先行で事業が進められてきており、技術に対す

化についてである。国と都道府県の関係が、国の

る期待感が強く、栽培漁業を社会にどのように定

企画立案に基づいて都道府県が事業を実施する垂

着させるかという問題に対しては大きな関心が払

直的な関係から、国も都道府県もそれぞれ立案し

われてこなかったように感じる。栽培漁業の性格

かつ事業を実施するいわば並行的な関係に移行し

上、技術的背景は不可欠であるが、それ以上に技

つつある状況を踏まえると、当分の間は抜け出す

術を定着させるシステムの構築が必要なのではな

ことが難しい厳しい財政状況の中で、限られた予

いだろうか。漁業者の高齢化や魚価の低迷に加え

算を有効に活用するためには、前述したように、

て、燃油価格の著しい高騰など、水産業の基盤が

国と都道府県がそれぞれの役割分担を踏まえなが

脆弱になって行く中で、我が国の沿岸資源を維持

ら相互に補完できるような関係を構築し、事業を

し国民に水産物を供給し続けていくために、栽培

実施していくことが重要になるのではないだろう

漁業が担うべき役割はどこにあるのか。来年度の

か。ブロック会議や担当者会議等を活用し、国と

第 6 次栽培漁業基本方針の策定に向けて、都道府

都道府県がそれぞれの事業について積極的に情報

県の方々とこの問題について議論を進めていけれ

の提供・交換を行いながら、政策毎に役割の分担

ばと考えている。
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現地研修会報告

「なまこの栽培漁業を支援するフィールド研究」
について
北海道水産林務部水産局水産振興課
栽培振興グループ

主任

清 水 良 典

開 催 日 時：平成20年 1 月25日（金）午後 1 時15分から
開 催 場 所：北海道立道民活動センター（かでる 2・7 ）8 階820研修室 札幌市中央区北 2 条 7 丁目
研修対象者：道内関係漁協、関係市町村、社団法人北海道栽培漁業振興公社、関係水産技術普及指
導所、関係道立水産試験場、道水産林務部水産局水産振興課
出 席 者 数：118名

研修会の様子

浜野准教授による講演

1 はじめに
近年、ナマコは中華食材としての需要が急速に

を増やせないか、早く技術開発を進めて実用化し

増加しています。とりわけ疣足（いぼあし）が太

てほしい」と言った浜からの声が急速に大きくな

くて長い北海道のナマコは、天然・野生という評

っています。

価も相まって、商品価値が極めて高く、経済発展

このような浜の漁業者の切実な要望を受け、道

著しい中国の富裕層や特権階級の贈答品等とし

では、平成18年の秋から、ナマコ栽培漁業の推進

て、卓越した評価を得ていると言われています。

に向けた検討を開始しました。道内の種苗生産機

これに伴い、近年、北海道におけるナマコの漁

関の技術水準や課題、道への要望の把握に努める

獲量・金額共に急増しています。このため、この

とともに、同年12月には、中華人民共和国山東省

ままナマコの漁獲が続いた場合、適切な資源管理

に行政及び研究職員計 3 名を派遣して、ナマコの

を行わなければ、将来、資源が枯渇するのではな

種苗生産と養殖業の実態調査を行うなど、水産試

いかと心配する声が各地の浜から出てきていま

験場と行政の間でナマコ栽培漁業に係る問題解決

す。

に向けた検討を行ってきました。

同時に、ウニやアワビと同じように、「ナマコ
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種苗を生産し放流することによって、ナマコ資源

その結果、平成19年度から 7 年計画で、ナマコ

の栽培漁業の技術開発を加速するとともに、各漁

が、今回は、国立大学法人北海道大学大学院水産

協で適切な資源管理を行うための「ナマコ資源増

科学研究院の五嶋教授の御支援と暖かい呼びかけ

大推進事業」を開始しました。

もあって、道南を中心としたナマコ栽培漁業に取

本事業の目的は、漁協等の民間と連携してナマ

組む漁協や市町村の担当者が参加しました。

コの放流技術開発を進め、種苗生産の技術移転を

そして、この研究会が盛会に終了したこともあ

加速するとともに、自主的な資源管理を推進する

り、浜野准教授（自称：漁師）に魅せられた道内

ことにより、本道のナマコ栽培漁業を推進するこ

関係者の間から、浜野准教授の講演会の開催につ

とにあります。

いて、道に提案が上がっていました。

本事業終了の暁には、全道の種苗生産機関や漁

そこで、より多くの関係者にナマコの全国的な

協に技術移転が完了し、自前で稚ナマコを生産・

栽培漁業の進捗状況等について知ってもらい、現

放流し、自主的に適切な資源管理がなされ、持続

地での取組に役立ててほしいと考え、社団法人全

的なナマコ栽培漁業が開始されることを究極の目

国豊かな海づくり推進協会が実施する

標として掲げています。

づくりに関する現地研修会

豊かな海

に企画・提案したと

ころ、開催地として選定いただき、今回、この現
2 研修会開催に至る経緯

地研修会が開催されることになりました。

昨年の10月 4 日に、函館市において「第 8 回ナ
マコ増殖研究会」が開催されました。この研究会

3 現地研修会の概要

は、昭和63年度から平成 9 年度まで水産庁の補助

本研修会は、「ナマコ資源増大推進事業」で立

事業として実施されたナマコの「増殖技術」と

ち上げた「北海道ナマコ栽培技術検討協議会」で

「量産放流技術」開発に携わった独立行政法人水
産大学校の浜野准教授が、補助事業終了後、その

の特別講演会として位置づけ開催されました。
道内でのナマコ栽培漁業に対する関心は高く、

後の都道府県等の取組をサポートすることを目的

総勢118名の関係者が参集し、講師に独立行政法

として主宰されております。

人水産大学校浜野准教授を招聘し、講演が行われ

この間のナマコの技術開発は、専ら生ものとし

ました。

て国内消費されるマナマコの増産を狙ったもの
で、西日本が中心となっていました。しかし近年

◎講演

では、中国の経済成長に伴って中華食材としての

ナマコの栽培漁業を支援するフィールド研究に

干しナマコ輸出が急伸し、浜値を急速に押し上げ

ついて

たことから、高品質な干しナマコを生産する北海

独立行政法人水産大学校

道や青森県、そして岩手県において、種苗の大量

准教授・理学博士

生産や種苗放流の技術開発等が積極的に実施され

浜野

龍夫 氏

主に西日本を中心としたこれまでのマナマコ栽
培漁業の研究結果について、詳しく御報告をいた

ております。
今回、この「ナマコ増殖研究会」が函館市で開
催された背景には、こうした東北・北海道の技術
開発の取組に対する、ナマコ栽培漁業研究の第一
人者である浜野准教授の

生物生産学科

熱い思い

だきました。
講演の概要及びキーワードは以下のとおりで
す。

が強く感じ

られます。
また、もう一つの要因は、浜野准教授の下で学
び、本研究会の事務局を支援されていた山名裕介
氏（北海道・東北のフィールドで活躍中！）が、
国立大学法人北海道大学大学院水産科学研究院に
進学されたこともあって、函館市での開催が実現
したものと思われます。
さて、本研究会には、毎年、各都道府県のナマ
コ栽培漁業に関わる研究者等が参加しております

（1）稚なまこは浅場にいる
・西日本では潮間帯が大事
・まずは何をおいても天然海岸線の死守！
（2）稚なまこは速い
・潜水調査の見落とし！
→

フィールド調査で確認・実証

・逃げ足が速い！
（体長の 2 〜 3 倍／毎分、水槽実験）
→

環境が不適であれば、移動
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・魚の食害実験

→

竹林魚礁は、餌場となる

食害なし！

※北海道は、竹がない。潮が干かない。

・放流した稚なまこはどこかで生きている！
（そう信じて

波が高い。流氷がくる。

・・・15年）

※漁業のゼロエミッション化と資源増殖

（3）餌に出会わせる

→廃棄漁網等の活用

・餌をいくらやってもナマコのサイズがばらつ
く
→

そこで、給餌方法を改善！

今回の研修会は、「北海道ナマコ栽培技術検討

・水槽側壁に餌を塗布
→

成長促進に大きく貢献
夜どこにいるか見た方が良い

進することを目的に設置されました。

・褐藻（モク）が多い
幼生が着生しやすい

・潮だまりに藻が切れてつもる
→

マコ栽培漁業の発展に取り組んでいきたいと考え

・長崎県での天然採苗方法
21万個生産で、61円／匹（高い！）

・漁具のリサイクル！

種苗はとりあげない！

底から立てる

竹林の活用！

☆日本一安い藻場造成
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最後になりましたが、この現地研修会が今後も
全国各地における栽培漁業の推進・発展に大きく

付着物の重さで落ちた（失敗）

・つるすのがダメなら
→

ております。

寄与されますことをお祈り申し上げます。

・イカダ垂下式
→

た。
北海道としては、今回の研修会を機に更なるナ

水質が保たれる

（5）浮遊幼生をおとす
→

浜野准教授の講演は、熱気に満ちあふれ、充実
した講演内容で、大変有意義な研修会となり、本
協議会の目的達成に向けて大いに参考となりまし

餌が多い

・干いた時もプールは潮通しあり
→

協・市町村と道が連携して、種苗生産・中間育成
及び放流技術の開発を進め、ナマコ栽培漁業を推

（4）稚なまこの成育場
→

協議会」の特別講演会として開催されましたが、
本協議会は、本道のナマコ栽培漁業に取組む漁

・ナマコは夜行性
→

4 おわりに

5 謝辞
社団法人全国豊かな海づくり推進協会主催の現
地研修会の開催地として選定いただいたことにつ

「さかさ竹林魚礁」の完成

いて、紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。

（本誌：No.12参照）

また、大変お忙しい中、講師をお引き受けいた

竹林魚礁は、幼生を集めて落とす

だき、懇切丁寧でかつ、熱意のある講演をいただ

竹林魚礁は、夏場の温度を下げる

きました独立行政法人水産大学校浜野准教授に厚

竹林魚礁は、消波効果がある

く御礼申し上げます。

第28回全国豊かな海づくり大会〜にいがた大会〜は、平成20年 9 月 6 日・7 日に「生きている 生かさ
れている この海に」を大会テーマに開催されます。
佐渡、粟島を抱く新潟の海には、信濃川・阿賀野川をはじめとする数多くの河川をとおして、広大な
森林や田園に湛えられた豊富な水が絶えずそそぎ込んでいます。やがて、その水は、雨や雪となってふ
たたび山野を潤す、いわば、大自然の 環 の中にあります。
この大自然の営みの中から、わたしたちは魚介類をはじめとする食の恵みを受け取り、また、水平線
に沈む雄大で美しい夕日や海水浴・「浜遊山」などの楽しみを通じて心の恵みを享受し、 和 の関係を
大切にしながら、海と上手につきあってきました。
さらに、古くから「塩の道」が内陸と海をつなぎ、北前船や北洋漁業の隆盛が現在の環日本海交流の
礎となり、また、栽培漁業のさきがけともいえる村上の鮭人工増殖が全国へ広がるなど、海と深い関わ
りを持つ交流や文化が 輪 となって現在まで受け継がれています。
「第28回全国豊かな海づくり大会」は、お互いを思いやる「お日和もらい」の精神を活かした政令
市・新潟市で開催し、 わ の心を大切にしながら、市民、県民こぞって海をはじめとする自然を守り育
て、より美しく、未来を担う子供たちに引き継いでいくことの重要性や食をはじめとした新潟の魅力を
全国に発信していきます。
期 日
会 場
問合せ

平成２０年９月６日（土）・７日（日）
朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島）
第２８回全国豊かな海づくり大会新潟実行委員会事務局
（新潟県庁内）℡０２５−２８０−５９７８
ホームページ http://www.wanoumi.net/
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平成20年 6 月10日（火）午後 1 時30分から東京

ので、沿岸のゴミ、沖合浮遊物等の状況を海づ

都千代田区内神田井門内神田ビル 2 階TKP会議室

くり協会の広報として取り上げられないかとの

において、水産庁増殖推進部栽培養殖課の早乙女

意見があり、今後マリンブルー21のホームペー

課長補佐、鈴木課長補佐の出席をいただき、平成

ジにリンクできないか検討することになった。

20年度第 1 回企画推進委員会を開催した。

（3）公益法人がどのような活動をしているか等情

本委員会は、各ブロックの理事県の中の実務者

報提供を求められるケースがあるので、国民一

及び学識経験者等を委員として、海づくり協会の

般に対する広報を充実すべきとの意見があっ

事業の実施結果及び計画について検討し、事業に

た。

反映することを目的として年 2 回開催している。

（4）消費者の部屋での普及・啓発は、地方農政局

澁川副会長から、沿岸漁業の振興に栽培漁業が

でも開催すると聞いているので、そのような機

これからどのように係わり、貢献していくかとい

会を利用できないか。農水省の消費者の部屋で

う観点からしっかりとした問題意識を持ってこれ

は自由な見学が難しく、費用対効果の検証も必

からの事業に臨まなければならない。

要であるとの意見があった。

海づくり

協会の事業の結果及び計画について 5 月21日の総

（5）全国一斉放流について、魚種によって放流可

会で承認されているので、本日の委員会では、そ

能な時期が異なるので、期間を限定しなければ

の詳細についてご審議願いたい。

20年度の事業

多くの参加が可能となる。「海の日」など特定

環境等の特徴としては、①会費額を10％減額した

の日を決めて国民に訴えるのが効果的でない

こと、これに伴い、事務所を小伝馬町に移転する

か。

こと、国の補助事業は 3 年目の中間点にさしかか

海浜清掃時に稚魚放流を組み合わせると喜ば

ったが、今後各海域及び事業全体としてどのよう

れているので、そう云った試みも考えたらどう

に推進していくべきか、公益法人が新しい制度に

か。

変わる準備段階に入ったが、公益法人の認定は会

来年度の全国豊かな海づくり大会の開催地が

員の公益法人共々厳しい評価を受けることが危惧

決まっていない中、全国一斉放流は有意義であ

されること等があるので、これらの課題等につい

る。等の意見があり、検討の結果、一斉放流は

てもどう対処すべきか検討いただきたい旨挨拶し

同一日に限定せず、全国横断のリレー放流や種

た。

苗放流の仕方について有効な方策を検討し、実

座長に北田委員（東京海洋大学教授）を選出し、

施することになった。

19年度事業実施結果及び20年度事業実施計画につ

（6）種苗交換システムでは、遺伝的多様性の問題

いて検討を行った。各委員から出された意見及び

が危惧されないか。との質問に対し、事務局か

事務局等からの回答は以下のとおりであった。

ら、モデルである瀬戸内海では、当該海域の親
魚を使い、数を増やすという手法が関係県に理

１

海づくり協会プロパー事業

解されている。また、基本的に瀬戸内海海域は

（1）広く一般国民に栽培漁業を理解してもらうた

1 つの系群という判断でやっている。また、委

めに広報事業の機関誌「豊かな海」及びカレン

員から、トラフグ、マダイは遺伝的組成が明確

ダーを海づくり協会のホームページに掲載でき

になっているし、日本沿岸のサワラは遺伝的に

ないかとの要望意見があり、今後検討すること

均一である。データがあるものは、きちんと管

になった。

理されているので問題ない旨回答があった。

（2）栽培漁業を進める際、漁場環境が問題になる
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２ 国庫補助事業、国庫委託事業及び水研センタ

周知に止まっており、科学論文として発表するこ

ー委託事業

とが、大切であるとの意見があり、事務局からは、

資源回復等対策事業補助金は 5 カ年事業となっ

本事業は国の補助であるから、基本的には報告書

ているが、放流から複数年で成果が把握できるも

を出して終わることになっているが、関係する研

のでも、最終年の放流を認めてもらい後は県単独

究者には研究論文として活用していただきたい旨

の調査で対応できないか。また、放流効果が広範

回答した。また、水産庁から、補助目的に支障が

囲に及ぶことが明らかになってきた魚種について

なければ成果の活用は許される旨の回答があっ

は、協議会へ関係県の参加を要請できないかとの

た。

質問があった。事務局から、最終年度の放流及び
事業終了後の県単独の調査は、今後検討したい。

その後、委員からの意見は特になく、提案は了
承された。

効果が及ぶ関係県への協議会等へ参加要請は必要
であると認識しているので働きかけをしたい旨回

３

答した。

その他
特に提案はなく、16時10分第 1 回企画推進委員

また、同補助事業の報告書は、関係機関のみの

会を終了した。
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