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巻

言

これからの栽培漁業
水産庁増殖推進部
部長

この 7 月に増殖推進部長を命ぜられました。
紙面をお借りしまして、改めて宜しくお願いい
たします。
早いもので、着任後落ち着く間もなく新たな年
度を迎えようとしています。私が申し上げるまで
もなく、昨年は燃油の高騰という高波に翻弄され
た一年でした。幸いにして、燃油は落ち着きを取
り戻しつつありますが、このような時期こそ、こ
れからの課題を考えるに相応しいのではと考える
次第です。
さて栽培漁業という課題を論ずるとき、今まで
も多くの方々が指摘をされていますように、行財
政改革による予算や予算に基づく水産総合研究セ
ンターや各自治体の栽培センターの役割分担の見
直しが、大きな影を落としていることは間違いな
いと考えます。しかしながら、「これからの」栽
培漁業という観点で論ずるとき、もっと大きな問
題点があるのではないでしょうか？
それは、いままでの栽培漁業を支えてこられた
研究者や技術者の後継者問題です。栽培漁業の黎
明期から、多くの研究者や技術者の皆さんが切磋
琢磨されて今日の栽培漁業が形作られていると思
いますが、これらの方々が、現職を離れられる時
期を迎えているのが現状です。
では、これまでの研究結果や技術は今後どうな
るのでしょうか？
恐らく各自治体におかれては、今後水産の研究
職を採用することさえ困難になっているのではな
いでしょうか？このままでは、今まで積み上げて
こられた研究や技術が埋没してしまったり、途絶
えてしまうことにもなりかねません。また、種苗
を作るという点だけで論ずれば、民間の種苗会社
の方が、技術的や実績の面で優れていることにも
なりかねないと考えます。まさに栽培漁業の予算
や役割分担の在り方を論ずる前に、栽培漁業の体
制そのものが内部崩壊しかねない現状にあること
を直視しておかないといけないのではないでしょ
うか？
それでは、このような危機にどのように今後対
処していくべきなのでしょうか？
先ずは、これまでの研究成果や開発された技術
をどのように残し伝えていくかと言う課題です。
研究成果などはデーターベース化するという手段
もあるでしょう。しかし、技とも言えるような種
苗生産技術はなかなかデーターベース化すること
が難しいと考えられます。幸いにして、この度水
研や水試のOBの有志の皆さんが集まられて、こ
れまで培われた研究や技術を我が国水産業振興に
活用いただくことを目的として、「全国水産技術
者協会」なるものが結成されました。当協会は、
そもそも私ども水産庁が関与する協会ではありま
せんが、退職年齢を過ぎた若しくは迎えられはす

成 子 隆 英

るものの、気力・体力まだまだ現役を自負される
栽培漁業関係者の方々のお力を今こそお借りした
く、紹介させていただきました。是非、自薦、他
薦問いませんので、当協会へのご参加をお願いす
る次第です。
続いて、体制の見直しという課題です（こちら
は前述の課題が対処療法的なものであったのに対
し、中期的な課題になるかも知れませんが）。こ
れまでは、栽培漁業という範疇で論じてきました
が、これからもその範疇を維持することは可能で
しょうか？恐らく関係者の皆さんの意見が分かれ
るところであると考えますが、先ほどから申し上
げている現状を鑑みれば、私は難しいと考えてい
ます。栽培漁業という範疇を超えて、増養殖とい
う範疇で今後見直しを図る必要があるのではない
でしょうか？養殖が置かれている大きな課題の一
つに、完全養殖への移行があると考えます。ご承
知の様に、天然種苗や輸入種苗に依存する養殖の
形態には、資源管理や生態系の保全という観点か
ら問題があります。それだけに、完全養殖の重要
性があると考えますが、その際の最大の課題が、
種苗の生産であることは論を待たないところで
す。即ち、完全養殖のための健全な種苗生産技術
の開発が、栽培漁業にも共通の技術として応用で
きますし、また魚病の研究は栽培漁業の適切な実
施に当たっての課題の克服に資するのではないで
しょうか。加えて、増養殖技術の研究、開発とい
う幅広い範疇での検討を進めることにより、産・
官・学による体制も考えられるのではないでしょ
うか？このような幅広い体制の確立は、栽培漁業
のコスト面を論ずるに当たって、新たな発想を産
むのではないでしょうか。
冒頭から問題点の提起ばかりで申し訳ありませ
んが、このような背景を抱えるからこそ、新たな
るステップに踏み出せるのではないでしょうか？
そのためにも、会員の皆様方の連携と協力が不可
欠であると考えております。幸いにして、今年は
栽培漁業の基本方針の見直しの年でもあります。
また、公益法人改革も待ったなしで実施されます。
40年にも亘るこれまでの栽培漁業の在り方は、地
方自治体における施設の老朽化や人材確保の困難
性と併せ、制度と体制に疲労が生じていることは
間違いありません。それだけに、小手先の見直し
に終わるのではなく、これからの栽培漁業の在り
方について、幅広い関係者の皆さんからご意見を
頂きながら、新しい時代に即応したこれからの栽
培漁業の体制作りに取りかかろうではありません
か。
是非とも見直しに当たりまして、会員の皆様方
の積極的な議論をお願いするところです。ご意見
や議論の結果につきましては、直接でも結構です
が、当協会を通じて整理いただければ幸いです。
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「栽培漁業と
公益法人制度改革について」
北海道栽培漁業振興公社
副会長理事

2 月 5 日に開催していただいた新公益法人制度
改革に関する研修会は、渋川副会長のエネルギッ
シュな対応をはじめ豊かな海づくり協会の皆様に
対し、心から御礼申し上げます。
この関連法は立法時点においても多くの問題が
あったと伺っており、それでも栽培漁業は認定法
第 2 条別表各号の「国民生活に不可欠な物資の供
給」や「地域社会の健全な発展」などの記述から
当然公益事業に該当するものと見られておりまし
たが、平成20年に出された公益認定ガイドライン、
特に17のチェックポイントに直接該当する項目が
無く、漁業者を対象とした共益事業ではあっても
不特定多数を対象とした公益事業には該当しない
のではないかとの否定的な見方が出されるなど、
水産業界全体にも影響を及ぼす可能性が懸念され
ておりました。
関連 3 法の施行前の昨年夏、内閣府のアンケー
ト調査が都道府県に対し実施され、法が施行され
る12月頃には国が栽培漁業の扱いに一定の見解を
示すとの情報がありましたが、何も動きが見られ
なかったことから、海づくり協会のご努力により、
独自に内閣府を招き、直接栽培漁業関係者を対象
に今回の研修会という機会を作っていただいたわ
けであります。
特に国が統一的なリーダーシップの下に今日ま
で栽培漁業を全国的に展開してきたにも拘らず、
新しい制度では判断機関である国の委員会と各県
の合議機関が機関毎に異なる判断をする可能性が
あり、法人の個別事情で結果が異なるのは理解し
ますが、栽培漁業そのものについては全国的な共
通認識が形成されて取り扱われるべきと考えてお
りました。
この日の内閣府の説明で何かが解決したわけで
はありません。しかし、内閣府を業種別説明会に
講師として招き、限界はあるものの熱心に質疑に
応じて頂けたことは、これから夫々が認定申請作
業を進める上で極めて有益であったものと思いま
す。
制度上判断の場が異なるため、栽培漁業に関し
て統一的な見解を求めていたのですが、この思い
は叶わず、夫々が理論武装して説得力を持った認
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村 井

茂

定申請を行わなければなりません。少なくとも門
前払いされたわけではないと肯定的に理解すべき
と思います。
これまで国の委員と各県の合議機関の委員との
ブロック会議が開催されており、今後も継続して
開催されるとの話も披露されておりましたので、
こうした中で話題となり、結果的に様々な事項で
栽培漁業に肯定的な共通認識が審査判断する側に
形成されることを願う次第であります。
今回の会議内容は決して楽観出来るものではあ
りませんが、認定申請作業に希望を持って取り組
む覚悟を新たにさせていただいたところでありま
す。
渋川副会長から「このような機会は最初で最後
であり、各県が集まって意見統一することは今後
考えていない。」と承りました。時間や経費など
のこともあり、残念ですが了解せざるを得ません。
しかし、栽培漁業と言っても実態は様々であり、
養殖への種苗供給、あるいは種苗の販売などが公
益目的事業となり得るのかなどについて、各県、
各法人によって考え方が一様ではなかったように
窺われました。このままでは各県の合議機関の判
断も異なってくるのではないかと危惧するところ
です。
このような中ですので、インターネットを活用
して申請内容や審査結果などの情報交換の場を構
築することは極めて有益であり、その活用が求め
られると思いますので、協会として是非システム
の構築を検討していただき、会員の要望に応えて
いただける「海づくり協会」であり続けるようお
願い申し上げます。
この春北海道の日本海では幻のニシンが好漁の
ようです。また、絶滅危惧種であったカレイの王
様、ブランド名を王鰈（オオチョウ）としている
マツカワも全道で100ｔを超えるまで復活させた
栽培漁業の技術は評価されております。しかし、
今後、価格対策やコスト対策など多くの課題を克
服しなければなりません。
浜と国民に支持される栽培漁業を実現させるた
め、夫々持てる力が結集されることを期待する次
第です。
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静岡県の栽培漁業の取り組み
静岡県産業部水産業局
水産資源室
副主任

鈴 木 朋 和

富んだ沿岸地形や海象条件を背景に、本県では各

１

静岡県の漁業の概要

地域で特色ある多種多様な漁業が発達していま
す。

静岡県は、磯や岩礁が発達した伊豆半島沿岸域、

本県漁業は、遠洋漁業ではカツオ・マグロ類を

日本一深く外洋にも開かれた駿河湾、広大な大陸

対象とした大中型まき網、まぐろはえ縄、かつお

棚を形成する遠州灘、そして海水と淡水が混じり

一本釣、沖合漁業ではサバ、イワシ、アジ等を対

合う浜名湖と変化にとんだ海域を有しています。

象とした大中型まき網、棒受網、沿岸漁業では、

海岸線の総延長は506㎞で、浜名湖岸の141㎞を合

しらす・さくらえびを対象とした船びき網、アワ

計すると647㎞にも及びます。

ビ・アサリ等の採貝、定置網等が中心となってい

また、本県沖合は黒潮の蛇行域にあたるため、

ます。

沿岸域に至るまで黒潮の流路変動の影響を受けや

平成18年の県内海面漁業生産量は21万 8 千トン

すい地理的条件にあり、沿岸域には豊かな森林を

で、このうち沖合漁業が47％で最も多く、遠洋漁

源とする大小の河川が流入するなど、その変化に

業が41％、沿岸漁業が11％の順となっています

図１

静岡県の海面漁業生産量

図２

静岡県の海面漁業生産額
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（図 1 ）。また同生産額は559億円で、遠洋漁業が

な放流数量を目標とし、トラフグについては、漁

46％、沿岸漁業が28％、沖合漁業が26％を占めて

獲量の年変動が大きいため漁獲量の底支えをする

います（図 2 ）。資源減少や魚価安の影響から、

ために必要な放流数量を目標としています。（表

平成 2 年の県内海面漁業生産量・生産額の72％・

1 ）。

79％と全体的には減少しているものの、近年回復
の兆しもみられます。

２

静岡県の栽培漁業の概要

浜岡原子力発電所の温排水を有効利用して放流
用種苗を生産・供給することにより、排出される
温水により影響を受ける地域を中心に水産業の振
興を図ることを目的に、昭和47年に旧浜岡町（現

静岡県では水産行政の基本方針として「静岡県

御前崎市）に静岡県温水利用研究センターが中部

水産基本政策プログラム」を平成19年 4 月に策定

電力（株）により建設されました。施設は県に寄

し、高品質で安全・安心な水産物の安定提供と、

付され、運営を静岡県漁業協同組合連合会に委託

ゆとりと安らぎを実感できる漁村地域づくりを進

してきました。その後、全国的な栽培漁業の推進

めています。その施策の方向の一つとして「つく

を受け、伊豆地域を中心とした県全域の栽培漁業

り育てる漁業の推進」を挙げており、その中で栽

の拠点として、昭和53年に県直営の栽培漁業セン

培漁業により沿岸資源の増大を図ることとしてい

ターを沼津市に整備し、県温水利用研究センター

ます。平成17年 4 月に策定された「第5次静岡県

と合わせた 2 施設で種苗生産が行われてきまし

栽培漁業基本計画」においては、魚類ではマダイ、

た。

ヒラメ、トラフグを、甲殻類ではクルマエビ、ガ

県温水利用研究センターについては、建設後30

ザミ、ノコギリガザミを、貝類ではアワビ類を栽

年が経過し老朽化したことから中部電力（株）が

培漁業の対象としています。マダイについては、

新施設の整備を行い、県に譲渡して、旧施設に替

高水準の漁獲量を維持するために必要な放流数量

わって平成17年 4 月より稼働しています（図 3 ）。

を目標とし、ヒラメ、クルマエビ、アワビについ

また、県栽培漁業センターは平成16年度をもって

ては、現在の漁獲量を維持するために必要な放流

廃止され、県栽培漁業センターで行われていた種

数量を目標とし、あわせて技術改善により漁獲量

苗生産業務を平成17年 4 月から県漁連に委託し、

の維持・増大を図ることとしています。ガザミ、

同施設の南施設が県温水利用研究センター沼津分

ノコギリガザミについては、低迷している漁獲量

場として稼働しています。

を比較的高い水準に維持・増大させるために必要

表１ 第５次栽培漁業基本計画対象種と目標数値

図３

4

温水利用研究センター本所全景
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開発試験が実施され、放流技術の開発とその効果
の把握が進められました。昭和62年度から（財）
【マダイ】

静岡県漁業振興基金が事業主体となって放流効果

本県ではマダイは主に定置網、釣り、刺網等で

実証事業を展開し、放流数や方法、事業費の負担

漁獲されています。マダイの漁獲量は昭和26年の

割合等を改善しながら、放流事業を継続して実施

463トンをピークに減少を続け、昭和53年には34

しています。

トンまで減少しました。その後、放流効果により

現在、（財）静岡県漁業振興基金が事務局とな

100トン台まで回復しましたが、近年においては、

る伊豆、榛南それぞれの栽培推進協議会が中心と

60〜80トンで推移しています。また、遊漁船の実

なって中間育成及び放流が行われており、毎年

態調査から、近年の遊漁による採捕量が300〜400

100〜140万尾が県内各地先に放流されています

トンと推定されており、漁業による採捕を上回っ

（図 5 ）。県全体でのマダイ放流量を維持するため

ていると考えられています（図 4 ）
。
栽培漁業への取り組みは、昭和53年度の試験放
流に始まり、翌54〜61年度まで大規模な放流技術

に、中部地域でも栽培推進協議会を19年度に設立
し、21年度から協議会事業としてマダイの放流を
行う予定です。
また、遊漁による採捕量が多いこと、採捕され
たマダイに占める放流魚の割合が約 3 割と高いこ
となどから、遊漁者からもマダイの放流に対し、
経費負担を求めることになり、平成16年度から伊
豆地域においてマダイ遊漁者から任意の協力金を
お願いしています。

【ヒラメ】
ヒラメは刺網、定置網、釣り等で主に漁獲され
ています。ヒラメの漁獲量は、昭和40年代後半に
60〜90トンでしたが、昭和63年には43トンにまで
減少しました。その後、放流事業の開始に伴い漁

図４

静岡県マダイ漁獲量及び放流数の推移
（平成２年以前は遊漁船採捕量の推定を
行っていない）

獲量は増加傾向を示し、平成 9 年度には116トン
に達しました。近年は70トン前後で推移していま
すが、長期的には比較的高い水準を維持していま
す。
ヒラメの放流については、昭和60年度から平成
6 年度まで主に榛南地域において技術開発事業を
行ってきました。平成元年からは（財）漁業振興
基金による栽培漁業放流効果実証事業が開始さ
れ、平成 7 年度からは規模を拡大し、以後、放流
数や方法、事業費の負担割合等を改善しながら、
現在まで事業を継続して実施しています。近年は
県内全体で35〜50万尾が放流されていますが、大
規模な放流事業は榛南地区のみで、他地区では漁

図５

マダイ種苗沖だし風景

協単独事業などで実施されています。

5

榛南地域では、漁業者による自主的な取り組み

【クルマエビ】

として、水揚金額の 3 ％を放流資金として積み立

クルマエビは主に浜名湖内の小型定置網等で漁

てることや体長35㎝以下のヒラメの採捕禁止とい

獲されています。浜名湖内の漁獲量は、昭和40年

った資源管理が行われています。

代前半に10〜30トン、昭和50年前半に30〜50トン
後と一時落ち込みましたが、平成 9 年以前におけ

【トラフグ】

るそれ以外の時期は、50〜90トンと高い水準を維

トラフグは主に遠州灘と西駿河湾で釣りにより

持していました。平成10年以降は減少を続け、近

漁獲されています。以前は平均 8 トン程度の漁獲

年は12〜15トンと過去最低水準となっています。

量でしたが、平成元年に97トンと大豊漁となって

浜名湖におけるクルマエビ栽培漁業の歴史は古

以降、年変動が著しいものの高い漁獲水準を維持

く、種苗の量産と中間育成技術の確立と、放流効

し、特に平成12年漁期には100トン、さらに平成

果の把握が昭和47〜59年度まで、行われており、

14年には111トンと過去最高を記録しています。

種苗生産についても昭和53年に 1 千万尾以上の量

その資源生態の把握と資源の増大を図るため、同

産体制が整い、昭和63年度には漁協自営の種苗生

じ系群を漁獲する静岡県、愛知県、三重県の 3 県

産施設が建設され、種苗生産が行われてきました。

で共同の調査が行われてきました。本県では平成

栽培漁業の事業化に向けて、昭和58年〜61年には

2 年以降、2 万〜35万尾のトラフグ種苗の一部に

クルマエビ種苗2,000万尾の受け入れ、湖内の囲

標識を付して放流しています（図 6 ）
。

い網で40％の生残率を目標に中間育成し放流する
ことが可能となりました。平成 4 年度からは、漁
協単独で行う事業と、（財）静岡県漁業振興基金
が行う「放流効果実証事業」の 2 つによって、毎
年1,000〜1,500万尾前後の種苗を受け入れ、中間
育成後に500〜1,000万尾が放流されています。
このように、浜名湖のクルマエビ栽培漁業は、
一旦は技術的・体制的に確立されましたが、近年
におけるクルマエビ漁獲量の激減により、放流効
果が表れていない状態になっています。現在、漁

図６

トラフグ鰭カット標識

これまで、本県で放流に用いる種苗は、全て独

場環境の変化等に起因した放流技術や放流効果の
再検討など、新たな技術的課題に取り組んでいる
ところです。

立行政法人水産総合研究センター南伊豆栽培漁業
センターから入手していましたが、本県で独自に

３

これからの栽培漁業

種苗を確保する体制を整えるため、平成17年度か
ら温水利用研究センターにおいてトラフグの種苗
生産技術開発を開始しました。

6

栽培漁業の対象となる沿岸漁業全般において魚
価の低迷や従事者の減少等が問題となっており、

また、平成19年度からは、（社）全国豊かな海

漁業の生産性を向上し漁業を持続可能な体制を構

づくり推進協会による栽培漁業資源回復等対策事

築する必要があります。同じ沿岸漁業資源を利用

業により愛知・三重県と連携し、これまでの調査

することから、受益者としての側面を持つ遊漁者

から高い放流効果が得られることが判明している

についても、栽培漁業の協力体制に取り込むこと

伊勢湾へ、静岡県産の種苗を用いて放流を行って

も含めて、継続的に栽培漁業を続ける体制を整備

います。

する必要があるでしょう。
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岡山県における栽培漁業の取り組み
岡山県水産試験場栽培漁業センター
所

長

植 木 範 行

岡山県農林水産部水産課
総括主幹

藤 井 義 弘

万枚と平成10年度の約59％、カキは平成19年度が
2,379ｔと平成10年度の約58％と、ともに減少し
た。
生産額については、図 2 に示すように漁船漁業
本県は中国地方の南東部に位置し、北部県境を

が減少傾向で推移し、平成18年は35億円と平成10

東西に走る中国山地などの地理的条件から、温暖

年の約85％に減少し、養殖業では、ノリは平成19

で少雨という典型的な瀬戸内海型の気候である。

年度は11億円と平成10年度の約44％に、カキは平

海域面積は、約800km2（瀬戸内海総面積2.3万

成19年度が19億 8 千万円と平成10年度の約52％に

きょうあい

km の約3.4％）と非常に狭隘であり、水深10ｍ以
2

浅の極浅海域が 5 割以上、20ｍ以浅の海域が約

ともに大きく減少した。
生産額（億円）

85％を占め、極めて集約的かつ複合的な漁場利用
がなされている。また、一方では、水深が浅く静
穏な多島海域であるがゆえに、吉井川、旭川、高
梁川の三大河川の流入による陸域からの豊富な栄
養塩の供給と複雑な潮流環境によって高い生産性
が維持され、ノリ・カキ養殖と各種漁船漁業との
季節的・複合的な利用がなされている。
漁業生産量は、図 1 に示すように、漁船漁業が

図２

岡山県の漁業生産額の推移

横ばいで推移し、平成18年は 7 千トンと平成10年
とほぼ同レベルであった。養殖業はノリ・カキと

経営体数については、すべての漁業種類で減少

もに減少しており、ノリは平成19年度は 1 億 8 千

しており、平成18年は1,411経営体と平成10年

生産量（t）

生産量（千枚）

（H10:1,698経営体）よりも約17％減少した。

近年、秋季の高水温や秋季以降の少雨等による
沿岸海域での栄養塩不足など、自然環境の激変に

図１

岡山県漁業生産量の推移

よって、ノリ・カキ養殖業の生産が急激に悪化す

7

るなど、本県水産業は非常に厳しい状況にある。
このような状況を踏まえて、県では、今後推進す
べき新たな水産施策の展開方向を明らかにするた
め「岡山県水産振興プラン2008改訂版」を策定し
た。
このプランは、『岡山の海と川の恵みを回復さ
じざかな

せ、県民に美味しい地魚を安定的に供給する魅力
ある水産業の確立』を目指して、これから進めて
いくべき施策を示すもので、その大きな柱のひと
つとして、栽培漁業の推進は重要な位置付けにあ
る。

写真２ 浅口市寄島町の中間育成施設、広さは
７千m2あり主にガザミの中間育成に供
する。

昭和53年に本県栽培漁業推進の中核基地とし
て、岡山県水産試験場栽培漁業センターが設置さ
れ、種苗量産や放流技術開発を行ってきた。設立
当初はクロダイ、ガザミ、ヨシエビ、アユの 4 魚
種を生産していたが、漁業者の要望をふまえて
様々な魚介類の種苗生産技術開発研究に取り組
み、新たにサワラ、ヒラメ、オニオコゼ、キジハ
タ、マコガレイ、クルマエビ、クマエビ、ナマコ

写真３

メガロパ幼生

などを量産してきた。
現在、22年度から開始される第 6 次栽培漁業基
本計画の策定に取り組んでいるところであるが、
「岡山県行財政構造改革大綱2008」に基づき、魚
種や放流尾数の精査を行い、集中と選択による効
果ある栽培漁業の推進を図る必要がある。

写真４

ガザミ

瀬戸内海にはガザミの生息に適した砂泥域の好
漁場が多く存在しており、全国で漁獲されるガザ
ミの約半分が瀬戸内海で水揚げされている。岡山
県周辺では、東から播磨灘、備讃瀬戸、備後灘に
かけての全海域が主要な漁場となっており、主に
小型底引き網で漁獲されている。特に西部海域の

写真１

岡山県水産試験場栽培漁業センター全景

水島沖から笠岡市沖にかけては、河口域や島嶼部
周辺に好漁場が多く、水揚げ量も多い。

8
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このような条件からガザミは岡山県で最も力を
注いでいる栽培対象種の一つである。栽培対象種

て、人工種苗の標識放流と追跡調査等により放流
効果調査を行った。

の中で自信を持って資源添加効果の認められたと

市場調査及び市場集計システムによる漁獲統計

いえる魚種は少ないが、その中で本種は放流効果

調査によると、平成17年以降、県内各地で漁獲量

が現れた魚種である。図 3 に昭和40年からの岡山

が増加傾向にあり、漁獲ピークは産卵期（ 4 〜 6

県の漁獲量と昭和49年からの放流尾数の変遷をグ

月）と冬季（12〜 2 月）であった。

ラフに示した。放流数の変化に対応して漁獲が増
減しており、放流の効果がうかがわれる。特に中
間育成場が稼働した平成 4 年からは 3 令期に成長
した稚ガニの大量放流が始まり、より放流効果が
明瞭となっている。今後とも、重要魚種として栽
培漁業に取り組む予定である。

漁獲量（トン）

放流量
（万尾）

図４

岡山県のオニオコゼ放流量と漁獲量

また、標識種苗の再捕状況から放流効果を検討
したところ、1 才以下の小型魚は放流地周辺に留
まる率が高いこと等から一定の放流効果が認めら
れた。

図３

岡山県におけるガザミの放流量と漁獲量

オニオコゼは定着性も高いことから放流効果が
期待できるものと思われるため、県内各地で放流
されている。

サワラは、岡山の食文化として全国的にも知名
度が高く、また県民の豊かな食生活を支えてきた
が、近年、漁獲量が著しく減少している。

写真５

写真６

戻ってきた標識放流サワラ

写真７

サワラ親魚から採卵の様子

オニオコゼ親魚と仔稚魚

オニオコゼは高級魚として市場関係者、消費者
に人気が高いが、近年漁獲量は急激な減少傾向に
ある。本県では平成13年度から種苗生産が事業化
され、放流が行われているが、その放流効果につ
いては不明であった。このため、放流後の種苗の
追跡調査を行い、放流種苗がどの程度資源に添加
され、また漁獲されているのかを明らかにする目
的で平成17年から、牛窓町地先をフィールドとし

9

平成14年から瀬戸内海全体でサワラ資源回復計
画が実施され、網目規制や漁期の規制等により資

予定している。
今なお、親魚養成、採卵法の確立、卵質の向上、

源は徐々に回復しつつあるが、依然として資源量

初期減耗の予防、浮上へい死の予防、共食いの防

は低水準であり、引き続き資源管理と人工種苗放

止、ウイルス病の防疫対策等、残された課題は多

流が必要である。

いが、定着性が強く漁業者からの増殖要望も強い

そこで岡山県では、日生町漁業協同組合におい

高級魚であることから、今後とも特産品化を目指

て資源回復計画事業の一環として平成14年度から

して種苗生産、放流を継続すべきと考えている。

網生け簀を用いて中間育成を行っている。また、
栽培漁業センターにおいて平成16年度からサワラ

目標に生産している。
瀬戸内海のサワラ資源の維持は難しい状況にあ

漁獲量
（トン）

種苗生産事業として全長3.5cmサイズ、3 万尾を

放流量
（千尾）

種苗生産技術開発に取り組み、平成19年度からは

る。岡山ブランドのサワラを守り、県民に旬のサ
ワラを提供するためにも、今後とも栽培漁業セン
ターで種苗生産、放流することにより、資源の増
大に繋がればと願っている。

図５

岡山県におけるキジハタの漁獲量と放流量

岡山県の吉井川や高梁川河口域は、昭和40年頃
までハマグリ漁場として知られていたが、環境変
化等によって急減し、現在では天然ハマグリはほ
ぼ絶滅している。しかし近年、環境の回復に伴い、
岡山県では栽培漁業センターにおいて昭和58年

シジミなどの増加も認められることから、この機

から技術開発試験が開始され、養成親魚の産卵、

をとらえて河口域の二枚貝類の資源回復を図るた

初期生態、給餌方法などに関する数多くの研究成

め、平成20年度から吉井川河口域におけるハマグ

果をあげながら平成 4 年には他県に先駆けて量産

リ資源の復活に取り組んでいる。
水産試験場栽培漁業センターでは今年度放流用

事業化へと至った。

ハマグリの種苗生産を初めて試みた。ハマグリの
種苗生産に実績のある三重県桑名市の赤須賀漁協
から指導を仰ぎながら、6 月に母貝を購入して採

写真８

キジハタ仔魚

しかし、平成 8 年度以降、生産は低迷し、採卵
不調と初期の大量へい死等の理由から、平成16年
度以降生産を休止していた。ところが、近年、初
期の飼育条件（照度、通気量等）の改善等、生産
技術の向上により生産県が拡大していることか
ら、岡山県においてもキジハタ種苗生産の再開を

10

写真９ ハマグリ稚貝（日齢110）
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卵・種苗生産を行い、11月までに殻長 2 ㎜の稚貝

委ねることも必要である。さらに、生産魚種も終

約30万個体を生産して、吉井川河口域に試験放流

期設定や数年単位でローテ−ションを組むなどし

した。現在は稚貝の生長・生残状況について追跡

て、可能な限り絞り込むことが現実的であると考

調査を継続中である。

えられる。

岡山県には吉井川、旭川、高梁川といずれも流
程100kmを超える三大河川が瀬戸内海に流れ込ん

また、近隣県との種苗生産技術交流や種苗交換
を積極的に活用していきたい。

でおり、その河口域は豊かな海であった。今年度
から取り組むハマグリを一つの試金石として豊か
な河口域の復活を進めていきたいと考えている。

（2）効率的な種苗生産の実施
種苗の安定生産技術の開発と健苗性・耐病性の
強化に努めるとともに、中間育成における歩留ま
りや健苗性を向上させることによって、放流数量

イタボガキはかって瀬戸内海で普通に漁獲され
ていたが、昭和後期から漁獲量が減少した。この

の増大を図り、放流効果が実感できる栽培漁業の
実現を目指す。

ため、本種の種苗生産技術を開発し、資源回復と

また、広域に移動する魚種については、種苗放

新たな地域特産種としての普及を図ることを目的

流による資源増大目標を設定した広域計画を関係

として平成16年からイタボガキの復活に取り組ん

府県と共同して策定するとともに、目標に応じた

でいる。種苗生産技術はほぼ開発できたため、平

種苗生産、育成、放流に関する個別計画を策定す

成19年度からは自然回復が困難なほど減少してい

る。

るイタボガキを人為的に資源回復させる目的で、
人工生産親貝を県内 2 か所の海底に移植した。初

（3）放流技術の向上

年度、周辺でイタボガキ稚貝が確認できなかった

放流効果を確実に発現させるためには、放流数

ことから、現在、移植手法、移植場所等を変更し

量の増大に加えて、放流技術の向上が不可欠であ

再挑戦している。

り、中間育成後の種苗の取り揚げ、輸送方法等の
改善を検討することはもちろんのこと、放流適地
としての漁場の整備を進めるとともに、放流適地
マップの見直し等によって魚種ごとの適地放流を
徹底させる。さらに、対象魚種の放流効果の把握
等のため、効率的なモニタリングを実施する。
（4）おわりに
本県では、20年以上に亘り藻場の再生拡大に取

写真10

イタボガキ２年貝

り組んできた結果、目標を大きく上回る藻場の再
生を果たし、そこを産卵・生育・成長の場とする
マダイ、コウイカ、ガザミ等の漁獲量が増加する
など効果が現れている。こういった海域環境の修
復や漁場及び増殖場の整備等と一体となって栽培
漁業を推進することが、その効果を充分引き出し、

（1）栽培漁業の効果的かつ効率的な推進
種苗放流を効果的なものにするため、種苗生産

水産資源を回復させ、地元地域に確実に水産物を
提供するうえで必要不可欠である。

魚種については、ガザミ等の長期間にわたって放

県民への安定した水産物供給に努めるととも

流を継続することが望ましい魚種もあるが、ヒラ

に、味わい深い「岡山の旬の地魚」を季節ごとに

メ、クロダイ等の再生産力が回復した魚種は種苗

楽しむ魚食文化を後世に継承していきたい。

放流を打ち切り、その後の資源維持は資源管理に

11

ガザミの放流効果の把握
独立行政法人

水産総合研究センター

玉野栽培漁業センター
主任技術開発員

近年、脱皮の影響を受けない標識として、遺伝

1 はじめに
ガザミの人工種苗の大量放流は、1973年の瀬戸

子型を指標とする標識を用いた放流効果調査が、

内海栽培漁業協会による稚ガニの100万尾の生産

近縁種のトゲノコギリガザミを対象として高知県

を機に行われるようになりました 。その後、放

浦戸湾で行われました6）。この手法では、標識と

流尾数は、栽培漁業種苗生産、入手・放流実績に

して用いた遺伝子型の放流前後の頻度変化から放

よれば、1997年には4,125万尾まで増加しました

流効果を推定しますが、遺伝子型の頻度は天然群

が、近年は3,000万尾前後で推移しています（図

においても毎年少なからず変化すること、煩雑な

1 ）。この間、放流効果を把握するための調査は

遺伝子分析のために調査できる尾数が限られるこ

行われて来ましたが、ガザミは、脱皮とともに殻

となどが原因で、放流効果の推定値の信頼度が低

に付けた標識が脱落することから、マダイやヒラ

いことが指摘されました。このため、体外標識を

メなどの魚類に比べて放流効果の把握が困難でし

用いた放流効果調査の重要性が改めて認識されま

た。このため、ガザミの放流効果の把握は、標識

した。

1）

を用いない①漁獲物の体長組成から放流群を分離

そこで、クルマエビで開発された尾肢切除標識7-10）

する方法、②漁獲モデルによる予測、③コホート

をガザミに応用できないかということを検討した

解析を用いる方法、④放流量と漁獲量の相関など

結果、遊泳脚の指節に切れ込みを入れることによ

で検討されてきました2）。このうち、②について

り発現する形態変化を標識として使えることがわ

は比較的有効であるといわれ、いくつかの推定が

かり（遊泳脚指節切れ込み標識）、この標識を用

試みられました

が、放流から漁獲加入までの

いて放流効果調査を行いました。ここでは、2006

放流種苗の死亡率の推定誤差が問題とされまし

年に行った調査について、その方法と結果を紹介

た。

します。

3-5）

図１
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ガザミ人工種苗の放流尾数の推移（全国）

2 遊泳脚指節切れ込み標識とは
本標識はガザミ稚ガニの遊泳脚指節に切れ込み

で、得られた全ての種苗に標識を施すため、成長
差を勘案して、C6を目標に中間育成を行いました。

を入れ、脱皮時に発現する指節の形態変化を標識

2006年 5 月31日に玉野栽培漁業センターで種苗生

とするものです（写真 1 、2 ）。標識の装着では

産された平均全甲幅4.8㎜のガザミC1種苗200,000

ステンレスハサミを用いて指節へ切れ込みを入れ

尾を、30kl円形キャンバス水槽 2 面へ均等に収容

るため、標識装着の対象となる稚ガニの大きさは

しました（写真 3 ）。水槽には稚ガニの付着器材

第 5 齢（全甲幅約24㎜）以上です。指節の形態変

としてキンラン及びポリモンを 1 水槽当り120本

化を発現させるための有効な切れ込みの長さ（写

設置して、稚ガニ収容時の水量は20klとしました。

真 1 の白線の部分）は、指節の長さに対して約

餌料には、C1〜C2はアルテミアノープリウス（稚

60％でした。切れ込みの長さを変えて行った飼育

ガニ 1 尾当り1,000個体）、C3はアルテミアノープ

実験では、切れ込みの長さの割合が60％より長く

リウス（稚ガニ 1 尾当り1,000個体）と配合飼料

ても短くても、指節が正常な形状に再生する割合

（カニの総重量の7.5％）、C 4〜C 6は冷凍アミ（カ

が高かったからです。次に、切れ込みを入れた稚

ニの総重量と同量）と配合飼料（カニの総重量の

ガニの指節の形態変化が発現する個体の割合（標

7.5％）を用いました。飼育は止水で行い、2 〜 3

識発現率）を調べるために飼育実験を行った結果、

日に 1 回1/2量を換水しました。標識装着作業に

平均全甲幅110㎜まで飼育して、標識発現率は約

供するため 6 月26〜27日にそれぞれを全数取り揚

70％でした。

げました（写真 4 ）。取り揚げ尾数は両水槽とも
7,133尾で、生残率は7.1％、平均全甲幅は27.3㎜

3 放流効果調査

及び29.6㎜でした。計数は標識装着作業を行いな

1 ）種苗の確保

がら、実数計数で行いました。

遊泳脚指節切れ込み標識の装着が可能な稚ガニ
の大きさはC5（第 5 齢稚ガニ、以下同）以上なの

写真１

ガザミ種苗の遊泳脚指節と切れ込みを入れる位置

2 ）標識の装着
標識の装着は1.4×0.9×0.2ｍのポリエチレン製

写真３

中間育成に用いた30kl円形キャンバス水槽と共
食い防止のため設置したキンラン及びポリモン

写真４
写真２

キャンバス水槽からの稚ガニの取り揚げ

漁獲された標識ガザミ（左側が標識）
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角形水槽に設置したヤサイ篭へ稚ガニを収容して
行いました（写真 5 、6 ）。水槽には、稚ガニの
活力を低下させる目的で、海水氷で18〜20℃に冷
却した海水を入れ、標識の装着はステンレスハサ
ミで遊泳脚指節へ切れ込みを入れる方法により 8
〜10人程度で行いました。標識を装着した稚ガニ
（写真 7 ）はトラックに設置した1kl活魚水槽へ順
次収容しました（写真 8 ）。活魚水槽へはキンラ
ンを60本設置し、海水は海水氷を用いて15〜16℃
に冷却し、酸素を微通気しました。約 3 時間の作

写真８

切れ込みを入れた稚ガニを収容した水槽と
トラック

業で約6,000尾に切れ込みを入れることができま
した。

3 ）種苗放流
標識したガザミ稚ガニを放流場所である広島県
福山市田尻地先（図 2 、写真 9 ）まで、約 1 時間
40分かけてトラックで輸送し、干潮時に人工干潟
の汀線へ放流しました（写真10）。標識を着けた
稚ガニを水槽へ再収容すると、共食いや再度の取
り揚げ作業により稚ガニの活力が低下するので、
中間育成水槽からの種苗の取り揚げ、標識の装着、
人工干潟への放流の一連の作業は 1 水槽毎に 1 日
で終えました。この結果、2日間で11,900尾の稚
ガニを放流することができました。
写真５

標識作業風景

4 ）市場調査
2006年に放流場所の人工干潟付近では、福山市
漁協田尻支所に所属する 7 ヶ統の小型定置網が操
業を行っていました。干潟付近で成長した放流ガ
ザミはこの小型定置網により漁獲されると考えら
れましたので、市場調査は漁業調整規則で決めら
れた全甲幅13㎝以上の小型ガザミが漁獲され始め
る10月上旬から、水温の下降により水揚げが減少
する12月下旬まで計15回、支所の荷捌き施設で行
いました（写真11、12）。市場調査では、水揚げ

写真６ 標識作業
（ポリエチレン製角形水槽に設置したヤサイ篭）

が行われる午前1時30分ごろから、計量と銘柄分
けが終了する 3 時30分頃までの間に、全てのガザ
ミ水揚げ物の標識の確認と可能な限り全ての漁獲
物の全甲幅の計測、漁獲されたガザミの計数を銘
柄別（大きさや性別などにより7銘柄に分けられ
る）に行いました。
市場調査を行った15日間のうち、標識ガザミ
（写真13）が発見されたのは13日でした。調査日
に漁獲されたガザミは3,874尾、752㎏となり、こ
のうち標識ガザミは130尾が発見され、標識ガニ
が漁獲に占める割合は3.36％でした。

写真７ ステンレスバサミを用いた遊泳脚指節へ
切れ込みを入れる作業
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5 ）放流効果の推定
市場調査を行った10〜12月に福山市漁協田尻支

図２

写真９

写真10

ガザミの標識放流を行った海域と放流場所（★）

放流場所の人工干潟

干潟汀線における放流作業

写真11

福山市漁協田尻支所の荷捌き所と計量の風景

写真12

銘柄毎に分けられたガザミ
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所で漁獲されたガザミは漁
協の集計から2,702㎏でし
た。市場調査から計算した
1 尾当りの平均重量から推
定されたガザミの総漁獲尾
数は14,131尾となり、この
値と標識ガニが漁獲に占め
る割合を用いて、放流ガザ
ミの回収尾数は476尾、回
収重量は81㎏、回収率は
4.00％と推定されました。
詳しい推定方法については
栽培漁業事例集 ＊を参照し
てください。
4 おわりに

写真13

再捕された標識ガザミ

この調査により、初めて
体外標識を用いた手法でガザミ人工種苗の放流効

5）有山啓之．大阪湾におけるガザミの生態と資

果が把握されました。今回の調査期間は放流ガザ

源培養に関する研究．大阪府水試研報

ミが漁獲サイズへ成長した後の 3 ヶ月間でした

2000；12：1-90．

が、この期間のみでも比較的高い回収率が得られ

6）Obata, Y., Imai, H., Kitakado, T., Hamasaki, K.

ることがわかりました。今後は小型定置網以外の

and Kitada, S. (2006) The contribution of

漁業も含めた標識ガザミの再捕調査が必要である

stocked mud crabs Scylla paramampsain to

とともに、多くの放流事業で行われているC3〜C4

commercial catches in Japan, estimated using

サイズに用いることが可能な標識技術を開発する

a genetic stock identification technique. Fish.

ことが重要であると考えています。

Res. 80: 113-121.
7）宮嶋俊明・豊田幸嗣・浜中雄一・小牧博信
（1996）クルマエビ標識放流における尾肢切

参考文献
1）瀬戸内海栽培漁業協会．ガザミ，栽培漁業技
術開発の歩み．社団法人瀬戸内海栽培漁業協
会，神戸

除法の有効性について．栽培技研

8）豊田幸嗣・宮嶋俊明・上家俊文・松田裕二・
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25，41-46．

以下に本県におけるマダイ栽培漁業の現状と課
題を考えてみたいと思います。
日本人にとってマダイはお祝い事に用いられる
魚として身近であり特別な魚といえます。そのた
め、沿岸漁業の重要魚種と位置づけられ、資源の

本県のマダイ人工種苗生産は、4 月下旬〜 5 月

維持増殖を図るために全国各地で種苗放流による

上旬に城ヶ島にある陸上の種苗生産施設に静岡県

栽培漁業が行われてきました。神奈川県では1978

等の近隣県から受精卵を導入して始まります。ふ

年からマダイの栽培漁業が始まり、これ以降30年

化した種苗は体長15〜20㎜になるまで陸上施設で

間にわたり、毎年県下全域に100万尾前後の種苗

育てられ、その後は三浦半島相模湾側にある小網

放流が続けられて来ました。その結果、遊漁と漁

代湾の海上に敷設された網生簀で中間育成が行わ

業を合わせた捕獲量のうち多いときは 8 割、平均

れます。体長70㎜以上になると相模湾及び東京湾

で 3 〜 4 割が放流魚で占められることが放流効果

の県下各地に活魚船を使って 2 日間で放流されま

調査によって明らかにされ、捕獲量自体も放流事

す。種苗の放流サイズは1982年までは平均60㎜前

業開始前にみられた最大漁獲量と同等か、年によ

後でしたが、1983年以降は70㎜前後で推移してい

ってはそれを上回ることが分かってきました。こ

ます。

うした調査結果によりマダイ栽培漁業の効果が認

本県海域では、40㎜サイズの種苗から再捕が認

められ、1987年にマダイ放流効果実証事業として

められていますが、再捕率が高いのは60㎜サイズ

栽培漁業センターから指定法人である（財）神奈

以上とされております。このサイズのマダイは藻

川県栽培漁業協会に移管され、放流事業の受益者

場（アマモ場）から砂場に移っていくことが知ら

負担システムの構築が進められました。

れています。小さいサイズで放流する方が栽培漁

特に本県の特徴として、受益者として遊漁の存

業の利点に適うのですが、種苗が放流サイズに育

在が大きく注目され、漁業者のみならず遊漁案内

つ 8 月以降には育成場であるアマモ場が枯れてし

業者への負担金が求められました。さらに1999年

まうことや、藻場より砂場の方が広くて環境収容

には釣り人へ負担を求めるマダイ遊漁者協力金制

力に余裕があることから、少しでも種苗サイズを

度が開始され、現在のマダイ放流事業は受益者の

大きくして放流する方が、安定して高い放流効果

負担割合が実に 8 割近くを占めています。

が得られると考えられています。また、環境収容

遊漁者協力金制度が発足して 9 年余りが経過し

力が高い場所であれば、2 日間という短期間に多

ましたが、依然として受益者負担システムは定着

量の種苗を放流することが可能であることも、事

しておらず、特に遊漁者協力金は初年度を除けば、

業効率を高める点で重要であるといえます。

収入不足が毎年続いています。

神奈川県におけるマダイの天然魚及び放流魚の
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捕獲量（漁獲量と遊漁釣獲量を合わせた量）、種

するレベルを維持しています。このうち、天然魚

苗放流尾数を図 1 に示しました。これらマダイ捕

の捕獲量は1984年に 6 トンと1966年の20分の 1 に

獲の全体量は、神奈川農林水産統計年報（関東農

落ち込みますが、1986〜1989年は76〜110トンに

政局神奈川統計事務所

1958〜2006年）の年別漁

急増しました。その後、1990年に31トン程度まで

獲量と、遊漁実態調査及び遊漁標本船調査から得

一旦減少するものの、これ以降、捕獲量は回復基

た遊漁釣獲量の合計値です。また、県下 6 〜10市

調にあり、2000年には92トンに達しました。近年

場で尾叉長測定及び鼻孔隔壁欠損を基にした放流

はやや減少して55〜87トンのレベルで推移してい

魚の識別による市場調査結果を、各年毎の放流種

ます。

苗の鼻孔隔壁欠損率で補正して放流魚捕獲量を推

一方、放流魚の捕獲は放流事業初年度（1978年）

定しました。ただし、1978〜1990年はアンカータ

からみられ、1979〜2006年の捕獲量全体に占める

グ標識放流による調査が主体で市場調査は実施さ

放流魚の混入率は平均40.7％（3.6〜86.8％）とな

れていないので、ここでは1991〜1995年放流種苗

りました。この間、天然魚の捕獲量を上回る年も

の平均回収率を用いて、1978〜1990年の放流魚捕

みられ、天然魚の捕獲量が回復した現在でもここ

獲尾数を推定しています。

5 年間の平均混入率は34％と全体の捕獲量を維持
する役割を担っているといえます。放流事業の経
過に伴って天然魚の捕獲量が回復していることか
ら、親魚資源量の増大による天然資源の再生産の
強化に放流事業が大きな役割を果たしたのではな
いかとも考えられます。

次にマダイの漁獲量と遊魚釣獲量、マダイ平均
単価（円/㎏）の経年変化を図 2 に示しました。
図 1 と同様に神奈川農林水産統計年報（関東農政
局神奈川統計事務所

1958〜2006年）のマダイ年

図１ 神奈川県におけるマダイ天然魚及び放流魚の年別
捕獲量と種苗放流尾数

図 1 をみると、種苗放流開始前の捕獲量は1957
〜1962年に72〜95トンで推移し、1966、67年には
132トン、101トンと高い捕獲量がみられるものの、
長期的には減少傾向にあり1980年には28トンにま
で落ち込みました。1978年に種苗放流事業が開始
され、翌年から毎年80〜100万尾のレベルで種苗
放流が継続して行われるようになると、1982年に
は72トンと急増、さらに1986、87年には159トン、
146トンと史上最高水準に達しました。その後、
やや減少に転じますが、2006年に至るまで捕獲量
は97〜136トンと100トン前後で推移し、放流開始
以前の最高水準である1966、67年の捕獲量に匹敵
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図２ 神奈川県におけるマダイ遊漁釣獲量及び漁獲量と
平均単価
平均単価は2005年を100とした消費者物価指数で
調整した。

別生産量を用い、遊漁実態調査及び遊漁標本船調

漁業・養殖業生産統計年報によるとマダイの養殖

査から各年のマダイ遊漁釣獲量を推定しました。

生産量は1971年から増加し続け、1993年には70千

マダイの平均単価は神奈川農林水産統計年報に記

トンに達しています（図 3 ）。それ以降は1999年

載された生産額（1966〜1971年）を漁獲量で除し

の87千トンをピークに70〜80千トンで頭打ちの状

（1972〜2006年）、さらに2005年を100とした消費

況が続いています。これは近年における全国のマ

者物価指数で調整した額を示しました。

ダイ漁獲量の14〜16千トンの 5 倍に達し、市場に

漁獲量は放流事業が開始された1978年に下げ止

おけるマダイの需要量は上限に達してしまったと

まり、それ以降増加に転じ1985年に65トンに達し

考えられます。このような状況下で今後、マダイ

ました。しかし、その後もこれを越えることはな

の価格が上昇することは考えにくく、本県におい

く、1986〜2006年の平均漁獲量は43トン（33〜63

ては定置網漁業や刺網漁業といったマダイを主目

トン）と1957〜1962年の漁獲水準（72〜95トン）

的としない漁業がマダイ漁獲量の大半を占め、マ

を回復するには至りませんでした。一方、遊魚の

ダイを主対象にするまだい延縄漁等は一部の地域

釣獲量は、放流事業開始以前は少なかったとされ

や漁期に限定的に行われている現状にあります。

ており、1977年に行われた遊魚実態調査によると

一方、マダイ遊魚は1980年代以前のテンヤ釣り

マダイ遊魚釣獲量は約 4 トンと推定され、同年の

といった難易度の高い釣りから、1983年ごろには

漁獲量（29トン）に比べおよそ 7 分の 1 程度と推

コマセを使うビシ釣りやサビキ釣りが主流とな

定されました。放流事業が開始された 4 年後の

り、放流事業によるマダイ資源の増大に伴って、

1982年になると27トンに増加し、さらに1986年に

その釣りやすさから一般の釣り人が気軽に楽しめ

は103トンと急増しています。これは同年の漁獲

るレジャーへと変貌を遂げました。今日でも遊漁

量（56トン）の倍近い値でした。その後も遊魚釣

の看板対象種としてのマダイは根強い人気があり

獲量は漁獲量を上回り続け、1986〜2006年の平均

ます。漁業センサスによると、本県の船釣り遊漁

で1.9倍（1.1〜2.8倍）に達しています。

者数は120万人程度とわが国最大の人口を持ち、

遊漁釣獲量に対して漁獲量の増加が見られなか

船釣りの代表格であるマダイは重要な遊漁資源で

った理由として、マダイ魚価の推移が影響したと

す。本県の遊漁案内業者の 9 割は沿岸漁業兼業者

考えられます。マダイの平均単価の推移をみます

から構成されておりますが、彼らは放流事業によ

と、60年代中盤に1,700〜2,600円台だったものが
漁獲量の低下に合わせて高騰し、最も漁獲の低か
った1978年には6,400円台に達しました。これ以
降、漁獲量が増加するにつれて単価は暴落し、
1988年には1,600円台にまで落ち込みました。バ
ブル経済の影響で1989〜1992年は一時2,700〜
3,500円台まで回復しましたが、バブル経済の崩
壊後一気に1,400円台まで下落し、その後徐々に
減少傾向にあり、1999年以降1,000〜1,200円台で
推移しています。少なくとも1988年以前は漁獲量
の多寡による価格調整が機能していたと考えられ
ます。バブル経済期は漁獲量が多くても高価格の
状態がみられましたが、それ以降は現在まで漁獲
量に関係なく単価は低下したままになってしまい
ました。このように本県の漁獲量でみると価格調

図３ 全国のマダイ漁獲量及び養殖生産量と神奈川県の
マダイ平均単価
平均単価は2005年を100とした消費者物価指数で
調整した。

整が機能していないとみえますが、農林水産省の
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って増加したマダイ資源を価格の低い漁獲物とし

事

て水揚げするのではなく、遊漁船案内業の釣り物

利益がコストを上回ることが確認されました。こ

として利用し、乗船料収入といった比較的安定し

れは種苗放流事業費を1990年の 7 割程度まで削減

た益を得ているといえます。

してきた（財）県栽培漁業協会のコスト追及の成

業効率は漁業も遊漁も 1 を上回り、いずれも

果であるといえます。
なお、本プロジェクト研究では、栽培による効
平成20年度に（独）水産総合研究センターから

果を漁業者や遊漁案内業者が受ける直接的な効果

栽培漁業プロジェクト研究「地域波及効果の評価

だけではなく、その経済活動によってもたらされ

手法の検討」について委託を受けました。その中

る波及効果を明らかにすることで、地域経済への

で、漁業と遊漁への直接効果の検討を行いました。

貢献を明らかにしていくことを目的にしておりま

漁業への効果は放流魚再補による漁業収入の増加

す。

金額を利益、放流事業経費をコストとして事業効
率（B/C）を計算しました。まず1991〜2005年の
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放流群の年齢別回収漁獲量を求め、年齢と回収漁

神奈川県のマダイ栽培漁業は減少した捕獲量を

獲量の関係から放流群の平均極限回収漁獲量を求

回復させたことや、事業効率（B/C）が 1 を上回

めました。これらと同期間の平均単価の積から極

ったことなど一定の成果を収めたといえます。し

限回収金額を計算し放流マダイによる増加漁業収

かし、今後も同様の種苗放流事業を継続し続けて

入を得て漁業分の利益としました。次にコストで

いくには、超えなくてはならない課題があります。

すが、マダイの栽培漁業は（財）神奈川県栽培漁

その一つは受益者負担の課題です。冒頭にも紹介

業協会のマダイ放流事業費（2005年）と種苗生産

しましたように、今日のマダイ種苗生産事業費の

施設の減価償却費としました。なお、事業費は基

8 割近くは受益者負担で占められています（2007

本財産運用収入、公費負担、漁業者等負担金、遊

年）。安定的に事業費が確保されれば問題はあり

漁船業者負担金、マダイ遊漁者協力金で構成され

ませんが、特に受益者負担分の1/3を占める釣り

ています。これら事業費のうちの基本財産運用収

人協力金は収入不足が続いています。釣り人協力

入と公費負担、減価償却費を捕獲量全体のうち漁

金制度はマダイの釣り人に 1 人200円/回を放流経

獲量が占める割合で按分し、これに漁業者等負担

費として負担してもらうシステムですが、河川や

金を加算して漁業におけるマダイ種苗放流事業の

湖沼で行われている第 5 種共同漁業権の遊漁規則

コストとしました。

に基づく遊漁料のような強制力はなく、自発的に

一方、遊漁への直接効果は放流魚の増加による

協力してもらうスタンスで取り組まれておりま

遊漁船案内業者増加収入を利益、放流事業経費を

す。漁業者や遊漁案内業者からの負担金とのバラ

コストとして事業効率（B/C）の計算を行いまし

ンスからその負担割合は妥当と思われますが、種

た。まず、マダイ遊漁者数を遊漁釣獲尾数の中に

苗放流事業費の多くの部分を不安定な協力金で確

含まれる放流魚の尾数混獲率で按分し、これにマ

保するのは問題があるといえます。

ダイ遊漁船の平均乗船料及び経費率を乗じて放流

また別の課題として遺伝的多様性の問題があり

マダイによる増加遊漁収入を計算し、遊漁分の増

ます。多くの海産硬骨魚類は多産性放任型の繁殖

加収入としました。漁業と同様にマダイ放流事業

様式をとるので、親魚一腹から生み出された次世

費のうち基本財産運用収入と公費負担、種苗生産

代の生存率は著しく低いのが通常です。こうした

施設の減価償却費を捕獲量全体のうちの遊漁釣獲

繁殖様式は集団の有効な大きさの確保と遺伝的多

量が占める割合で按分し、これに遊漁船業者負担

様性の維持をもたらし、結果として変動する環境

金及びマダイ遊漁者協力金を加えて遊漁における

への柔軟な対応を可能にしています。一方で、種

マダイ種苗放流事業のコストとしました。

苗生産技術はこの多産性を活用し、人工下で親魚

一腹から種苗の大量生産を可能にしました。つま

度は代替資源を枯渇させるという負の連鎖に陥る

り、種苗生産によって産み出される集団の遺伝的

危険性があります。そのため代替資源としての必

多様性は、天然集団に比べて低くなるのは必然で

要条件は①漁業的価値が高いこと、②資源量に新

あるといえます。こうした種苗を大量放流するこ

たな漁獲圧を受け入れる余裕があること、③資源

とが在来の野生集団に遺伝的悪影響を与える危険

が安定していること、ですが、沿岸資源の多くが

性を否定できないため、海域における在来集団の

減少している現在、なかなかこの条件を充たす資

遺伝的多様性の確認と、種苗放流によるリスクを

源は見出せません。しかし栽培漁業はこの代替資

減らす努力が求められ始めました。本県のマダイ

源としての余地を人の手で産み出せる可能性を秘

種苗放流事業は30年間という長期にわたり、毎年

めています。本県におけるマダイ栽培漁業の例は、

100万尾もの種苗を放流し続け、さらに捕獲物の

我が国一遊漁人口の高い旺盛な遊漁釣獲圧を栽培

3 〜 4 割は放流魚という状態のため、まずは天然

漁業によって増殖したマダイ資源に担わせると同

海域集団への影響評価を行う必要が生じました。

時に、マダイ遊漁の兼業によって本来沿岸漁業者

そこで、平成19年度から先端技術を活用した農林

が沿岸資源にかける漁獲圧を削減させる役割を果

水産研究高度化委託事業の「種苗生産が遺伝的多

たしているといえます。逆にもし、栽培漁業が存

様性に与えるリスク評価と低減技術の開発」に参

続できなくなって現状の捕獲レベルでマダイ資源

加し、放流種苗と天然海域群のDNAサンプルの

を維持できなければ、その遊漁釣獲圧や遊漁案内

収集と解析に着手しております。

業から漁業へと戻ってくる漁獲圧を他の資源で担

このように遺伝的多様性に対するリスクの軽減

うしかなくなってしまうと言えます。しかし、現

のため新たな取り組みを始めましたが、その結果

行の漁獲レベルは100ｔ単位、しかも遊漁船業で

求められる新たな種苗放流の条件が放流事業のコ

得られる収入を担保できるような沿岸資源は本県

ストを押し上げることになるかもしれません。先

海域には存在しないといって良いでしょう。本県

に示しましたとおり、現状の収入状況では新たな

の海産水産資源利用のバランスを維持するのに、

コストを受け入れるだけの余裕はなく、マダイ放

マダイ栽培漁業が果たす役割は大きいと思われま

流事業存続は困難さを増していくかもしれませ

す。

ん。今までのコストに対する受益者負担は、種苗

このように沿岸漁業や遊漁がもたらす経済的波

放流事業コストと直接受益のバランスの上で語ら

及効果に加え、持続ある沿岸漁業による漁村地域

れてきました。このコストには健苗性といった従

の存続に公益性が認められるのであれば、栽培漁

来の種苗の質は含まれていますが、遺伝的多様性

業の振興は実効のある取り組みであると思われま

といった天然資源への影響や将来への保障に関す

す。栽培漁業という我が国が育んできた最先端技

ることにまで及んではいないのです。この新たに

術を、ただ単なる受益者負担で矮小化し崩壊へと

発生したコストをどのように担保していくか、今

導いてしまうのではなく、持続ある社会システム

後おおきな問題になっていくかもしれません。

への構築技術としてその公益的な役割を認め、持
続的な地域振興の施策として組み入れていく考え
方が求められていると思われます。

沿岸水産資源の減少や枯渇が注目される中で、
本県においても様々な魚種で資源管理や資源回復
の取り組みが進められてきました。その内容は漁
期や漁具の制限、休漁や禁漁に至るまで、漁業者
に我慢や負担を求めるものになっています。しか
し、沿岸漁業が生業である以上、制限された漁獲
圧は代替となりうる別の資源に振り替えられ、今
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静岡県でマダイの栽培漁業が実施されるように
なって30年余りが経過しました。これまでに

（1）種苗生産機関
栽培漁業の出発点である放流魚の種苗生産は、

2,500万尾を超える種苗が静岡県沿岸の各海域に

県の組織である静岡県栽培漁業センター（以下栽

放流されました。種苗生産技術開発、放流技術開

培センターとする）と県漁連の組織である静岡県

発や放流効果の把握などに静岡県水産技術研究

温水利用研究センター（以下温水センターとする）

所、静岡県温水利用研究センター、静岡県漁業振

の 2 組織 2 拠点で行われてきました。マダイの種

興基金や漁業関係者など多くの人々が尽力し、栽

苗生産は、栽培センターでは主に伊豆半島沿岸へ

培漁業に関する多くの知見が集積されてきまし

の、温水センターでは駿河湾西岸から遠州灘海域

た。また、外部装着型の標識を使った大量放流に

の静岡県中西部沿岸域への放流魚を対象として行

より、漁業者などが放流効果を実感するまでにな

われてきました。これらの機関では、それぞれが

りました。一方で1990年代後半から、外部装着型

独自に200尾程度の親魚群を有し、採卵から海面

の標識に替わり鼻腔隔皮欠損を標識として用いる

いけす等の中間育成場所へと出荷するまでの飼育

ようになりました。鼻腔隔皮欠損の有無を識別す

を行ってきました。しかし、2005年 3 月末で栽培

るには注意深い観察を要し、放流魚の識別が難し

センターが廃止され、その一部施設を温水センタ

くなったためにマダイ資源の利用者が放流効果を

ー沼津分場として整備し、種苗生産機関が 1 組織

直感的に感じられなくなってきたようです。「最

2 拠点の形で再編されました。これに伴い、栽培

近は放流魚の漁獲が減った。」、「マダイは放流し

センターの親魚群を廃棄し、温水センターの親魚

ても増えない。」といった、 100万尾を超える大

群から採卵したものを 2 拠点の施設を使い種苗生

量放流によっても放流効果がみられない

産を実施するようになりました。

との声

を耳にする機会が増えてきました。実際には十分
な放流効果がみられているにも関わらず、放流魚
の識別が難しいために放流事業そのものに否定的

（2）漁業による漁獲量および種苗放流数
1946年から2006年のマダイ漁獲量（静岡農林水

な印象を持たれてしまうのは残念です。そこで、

産統計年報より）および1978年以降のマダイ種苗

種苗生産、放流や放流種苗の回収等の静岡県にお

放流数の推移を図 1 に示しました。漁業によるマ

けるマダイの栽培漁業の概要について紹介すると

ダイ漁獲量は、最大が1949年の476トンで1947〜

ともに、鼻腔隔皮欠損を標識とした放流効果を検

1951年の 5 年間には400トン前後で推移しました

討しました。

が、その後減少し1978年には34トンと最少となり、
近年は80トン前後と低迷しています。1980年以降
の漁業種類別の漁獲量構成（静岡農林水産統計年
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報より）を図 2 に示しました。釣り漁業による漁
獲は、1980年から1990年代前半には50％程度を占

（3）標識
漁業や遊漁によるマダイの放流効果の評価は、

めていましたが、その後減少し近年では20％弱と

アンカータグなどの外部装着型の標識を用いて実

なっています。一方で、船曳網漁業による漁獲は、

施されました。これらは、標識および標識脱落に

多くて20％程度であったものが近年では30％を超

伴う痕跡から容易に放流魚を識別できるため、漁

えるまでになっています。これを近年の漁獲量で

業者などマダイ資源の利用者が放流効果を実感で

みると釣り漁業が15トン程度、船曳網漁業が30ト

き、放流事業の重要性を彼らが認識することに貢

ン程度となり、漁業対象種としてのマダイの位置

献してきました。しかし、装着に大きな労力を要

付けが大きく変化しています。これは、一本釣り

し魚体に傷をつけることなどから、1990年代後半

漁業者がマダイの魚価低迷により他魚種を狙って

から標識装着作業が不要で魚体を傷つけない鼻腔

出漁する機会を増やしたことや遊漁船業への参入

隔皮欠損（写真 1 ）が標識として用いられるよう

などが背景にあるものと考えられます。

になりました。

種苗放流は1978年以降に万尾単位で実施され、
本格的な放流技術開発の実験が行われるようにな
りました。種苗放流数は、種苗生産や中間育成の
好不調に左右される場合もありますが1978年の約
6 万尾から順調に増加し、近年では概ね100万尾
を超えています。

写真１

鼻腔隔皮欠損

（4）外部標識装着型の標識による放流効果の推定

︵
ト
ン
︶

︵
万
尾
︶

・漁業による放流マダイの回収
マダイの種苗放流効果に関する調査は、初期に
は静岡県水産技術研究所伊豆分場および栽培セン
ターを中心として取り組まれ、幡谷・渥美1）によ
り1979〜1985年における東部駿河湾および伊豆半

図１

静岡県のマダイ年間漁獲量と種苗放流数の推移

島東岸の各地域内での放流魚の平均回収率が再捕
報告法で3.12％および11.52％、市場調査法で
3.20％および12.68％と推定されています。1990年
代には、高木ら2）によって静岡県全体での種苗放
流効果の評価が試みられ、1990〜1995年における
放流魚の平均混入率は27.5％、1990〜1994年にお
ける放流魚の回収率は4.8％、放流尾数10万尾あ
たりの平均回収重量は2.5トンと推定されていま
す。
・遊漁による放流マダイの回収
静岡県は、首都圏や中京圏に近い地理的な背景
から遊漁者が多く訪れます。マダイは、遊漁の対

図２

漁業種類によるマダイ漁獲頻度

象として人気が高い魚種の一つであり、放流効果
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を評価するためには遊漁による漁獲や放流魚の回

（2）漁業による放流マダイの回収

収状況を把握する必要があります。静岡県におけ

市場調査で得られた鼻腔隔皮欠損魚の発見率を

るマダイ遊漁については、柳瀬・阿井 によって

放流時の鼻腔隔皮欠損率により補正した放流魚の

遊漁船の標本船調査から1991〜1993年の遊漁船に

混入率の推移を図 4 に示しました。駿河湾・遠州

よる平均釣獲量が182.5トン（15.9万尾）、1991年

灘海域および伊豆半島東沿岸域ともに約30％で推

および1992年の放流魚の混入率20〜30％および平

移し、2006年は55％を超える高い値を示しました。

均回収率が4.7％と推定されています。また、沼

静岡県沿岸域における平均推定混入率は、34.4％

津市地先の内浦湾における放流直後の稚魚の陸釣

となりました。すなわち、漁獲物の約1/3を放流

による釣獲について検討され、放流魚の 4 ％を超

魚が占めていると推定されます。

3）

混入率より推定した放流魚の回収重量の推移を

える尾数が釣られていると推定されています 4）。
さらに、プレジャーボートによる釣獲実態につい

図 5 に示しました。駿河湾・遠州灘海域で約27ト

ての検討もなされ、プレジャーボートにより漁獲

ン、伊豆半島東沿岸域で約 3 トン、静岡県沿岸域

尾数の19.2％、漁獲重量の14.9％が釣獲されてい

全体で約30トンが回収されると推定されました。

ると推定されています 。

また、放流尾数10万尾あたりの平均回収重量は、

5）

2.6トンと推定されました。
鼻腔隔皮欠損を標識として利用するためには、
放流時の鼻腔隔皮欠損率が明らかである必要があ
ります。そこで、放流時の放流魚の鼻腔隔皮欠損
率が明らかな1995年放流群が 6 歳となる2001年以
降についての漁獲や遊漁による放流効果を検討し
ました。

︵
％
︶

（1）漁業および遊漁による漁獲量
漁業による漁獲量および遊漁による推定漁獲量
について図 3 に示しました。期間中の遊漁による
釣獲量は約400トンと推定され、漁業による漁獲

図４ 駿河湾・遠州灘海域および伊豆半島沿岸域におけ
る混入率の推移

と合わせて約500トンと過去最高規模の漁獲を継
続していると推定されました。また、遊漁による
平均漁獲は、漁業による平均漁獲量の約 5 倍と推
定されました。
︵
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ン
︶

︵
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ン
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図５ 駿河湾・遠州灘海域および伊豆半島沿岸域におけ
る放流魚の回収重量の推移

（3）遊漁によるマダイの回収
遊漁による放流魚の回収重量および対漁業回収
図３ 漁業による漁獲量および遊漁による推定釣獲量の
推移

重量の比の推移を図 6 に示しました。回収重量は、
70トン弱から170トン弱と年により大きく変化し
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ていました。遊漁による平均回収重量は約100ト

り、直感的な印象に勝るためには種苗放流の効果

ンと推定されました。対漁業回収重量の比は、約

を十分に情報提供する必要があります。このため

3 〜4.5と年により大きく変化していました。対平

には、これまで以上に静岡県漁業振興基金や水産

均漁業回収重量の比は 3 強と推定されました。

技術研究所などによる調査を継続し、漁業者や遊
漁者のみならず多くの市民へと機会があるごとに
放流効果に関する情報を提供し、社会的に種苗放
流の重要性を認識してもらう必要性があります。
さらに、社会的に認知される種苗放流のためには、
事業の低コスト化、生物多様性に配慮した放流技

︵
ト
ン
︶

術の開発など取り組むべき課題が数多く存在して
います。例えば、事業の低コスト化には、飼育環
境の制御などによる種苗生産技術や中間育成技術
の向上、小型漁港での飼い付けなどの放流方法や、
漁業者に任せることの多い放流場所の再検討など

図６ 遊漁によるマダイの回収重量および漁業との比率
の推移

による放流技術の向上などがあります。
マダイの栽培漁業は、種苗放流による資源の底
上げに成功した事例の一つです。2006年の混入率

（4）まとめ

が55％を超える高い値であったことは、今後のマ

現在の漁業におけるマダイの放流効果は、1990

ダイ資源の動態に注意が必要であることを示して

年代に外部装着型の標識を用いて検討されたもの

います。不幸にもマダイ資源が衰退する兆候であ

より混入率で約 7 ％高くなりましたが、放流尾数

るならば、漁業者や遊漁者などの資源の利用者か

10万尾あたりの平均回収重量では大きな差がみら

らさらに高い放流効果を期待され、栽培漁業の重

れませんでした。1990年代と種苗放流尾数や放流

要性がより一層大きくなるでしょう。

効果に大きな変化がないことから、放流効果が実
感として得られない理由として標識が変わったこ
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は高まってきている。
図 1 は、マダイ太平洋中部系群の漁獲量の推移
海面利用や水産資源の利用を巡る漁業と遊漁の

（資料：水産庁他）である。「遊漁（船）による採

調整が指摘されて久しい。水産基本法は遊漁者を

捕量が多い」とする漁業サイドの一般認識のベー

施策の対象に位置づけ、沿岸漁場整備開発法に基

スとして馴染みが深い。しかし、一口に船釣りと

づく栽培漁業基本方針（方針）は、栽培漁業の技

いってもマダイ、ヒラメ、クロダイ、カサゴ、ア

術的・科学的な深化を目指しつつ、適切な受益者

マダイなど釣りと栽培漁業の双方の対象になって

負担の実現など一般国民との接点を有する諸課題

いるもののほか、シロギス、カワハギ、シイラな

に対しては「栽培漁業の持つ公益性を国民に広く

ど釣りによる利用の比重が大きいもの、赤魚（キ

普及し、深い理解を得る」としている。もっぱら

ンメダイ等）、イカ、青魚（ブリ、マグロ等）、タ

漁業（者）を施策の対象にしてきた水産行政にと

チウオなど漁業の重要種となっているものなど

っては新しい視点での対応が求められることにな

様々であり、船釣りが活況を呈しているからとい

るが、そのためには栽培漁業（漁業）と遊漁（国

って栽培漁業（あるいは漁業）と直接関連づけら

民）の相互理解が不可欠であることはもとより、

れるものでもない。

水産行政においても遊漁の持つ特質を正しく捉え
る必要性を理解すべきであろう。
この度、平成20年度栽培漁業技術中央研修会が
「栽培漁業と遊漁を考える」をテーマに開催され、
釣人専門官の立場から報告する機会を得た。本稿
では研修会での講演要旨について整理した。

遊漁者数は平成10年頃を境に減少傾向にあると
いわれている。精緻な資料は無いが、漁業センサ
スなどによれば1,000万人以上（平成17年）の釣
り愛好家がいると推定される。遊漁船は約1.8万

図１ マダイ太平洋中部系群の漁獲量の推移
（資料：水産庁ほか）

業者、約 2 万隻が着業し（平成20年度、遊漁船業
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法による登録業者数）、多様な対象種に応じた釣

とはいえ、水産基本法は遊漁者に対して国や都

り道具の高性能化と船体の走行・居住性やサービ

道府県が行う水産に関する施策の実施について協

スの向上などを背景に、船釣りの効率性と大衆性

力するよう求めているし（第 6 条）、水産基本計

画は水産動植物の生育環境の改善と増養殖を推進

れ、受益者負担の枠組みに遊漁者を取り組もうと

するため、遊漁者等の受益者による適正な費用負

する考えは未だ小さかったものと推測される。

担の実現を図り（第 3 、1 、（5）、ウ）、漁業と海

第 3 次方針（平成 6 年）から第 4 次方針（平成

洋性レクリエーションとの調和がとれた海面利用

12年）の間に栽培漁業は一つの節目を迎えること

の促進を掲げている（第 3 、5 、（3））ことは、

になる。すなわち、釣りブームの到来に起因する

遊漁による採捕が水産資源の管理及び適切な保存

トラブルの頻発と遊漁船の増加による資源管理へ

のためには無視し得ない存在になっていることの

の懸念など遊漁にまつわる諸課題の顕在化と、栽

証左であろう。

培漁業関係予算の減少を契機とした受益者負担議
論の活発化である。遊漁船で釣り上げられる放流

小官は研修会の冒頭で、受益者負担の議論に傾

マダイに要する費用の一部を遊漁者に求めるとす

注するばかりでなく、遊漁者を国民の一人として

る議論は神奈川県マダイ協力金制度の導入（平成

捉え、栽培漁業に対する幅広い理解に立脚した制

13年）にひとまず結実する。水産庁では「栽培漁

度運営の必要性を前置きしたが、栽培漁業と遊漁

業のあり方検討会（平成13年）」において適切な

の関係を考える場合、受益者負担の枠組み作りは

受益者負担のあり方についての多角的な議論がな

避けることのできないテーマでもあることから、

され、受益者負担にまつわる課題や論点がほぼ整

まずはこれまでの方針において遊漁がどのように

理された。

位置づけられてきたのかを整理することとした。

平成17年に策定された第 5 次方針では、第 4 次
方針の考え方に遊漁関係者の理解や公益性といっ

第 1 次及び第 2 次方針では、国際的な200海里
体制の定着を受け、沿岸漁業の生産力を高めるこ
とに主眼が置かれ、栽培漁業の地域への定着が重
要視されていた時期であり、遊漁者との関係では、
放流直後の種苗を採補しないなど、栽培漁業への
理解を促進する観点からの付き合いが大勢であっ
た。第3次方針では、遊漁者を含めた海面や資源
利用の適正化を促進するため、漁場利用協定の活
用促進が明記された。受益者の範囲としては放流
事業に参加しない他の近隣漁業者が念頭におか
図３ 栽培漁業基本方針の変遷②（研修会資料より）

図２ 栽培漁業基本方針の変遷①（研修会資料より）

図４ 栽培漁業基本方針の変遷③（研修会資料より）
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た視点を加え、国民の理解と普及の必要性を大き

の最たるもので、水産行政にとっては付き合い難

く打ち出したことに特筆されるが、これは水産基

い者の筆頭だが、費用負担の方向性が定まらなけ

本法（平成15年）が「基本理念に関する国民の理

れば遊漁者との関係が作れないというのでは栽培

解を深める（第 4 条）」旨明示したことを踏まえ

漁業を巡る情勢はいつまで経っても進展しないの

れば当然の成り行きであろう。

である。

平成19年には海洋基本法が「海洋に関する国民

海洋基本法や水産基本法は「国民の理解」を掲

の理解の増進等（第28条）」を謳い、平成19年 3

げるが、その趣旨は栽培漁業への理解が促進され

月に改訂された水産基本計画では「国民の水産に

るような「環境」を整備することの必要性を説い

関する理解と関心を深めるため･･･水産に関する

ているのであって、その全てを水産行政が負うも

教育の充実を図る（第 3 、2 、（5）、エ）」とされ

のではないと考える。一つのアイデアとして、釣

た。今後、第 6 次方針策定に向けた議論が始まる

り業界が有しているツールやポテンシャルを活用

ことになるが、これまでの経緯を踏まえれば「公

することはできないだろうか。

益性」「国民」「理解」といったキーワードは一層
存在感を増すことになると予想される。

図 5 は、釣り具製造メーカー、小売店、釣りメ
ディア、釣り人個人、漁業関係団体等によって構
成される（財）日本釣振興会（日釣振）の現状や

遊漁者人口は減少傾向にあるとはいえ1,000万

ニーズと栽培漁業のそれを集合図にまとめたもの

人以上を数える。釣人専門官は「釣り」を切り口

である。栽培漁業と日釣振では目的や社会的意義

に水産行政の様々な課題に接しているが、栽培漁

は大きく異なるが、それぞれのニーズには共通す

業や資源管理、漁業と遊漁の調和といった課題は

るものが多いので、遊漁者側の意見を取捨選択し、

一般国民との関わりを考慮せずには政策推進が難

できるところから連携を模索することは無駄では

しい状況になっていると感じている。栽培漁業に

ないし、新しい可能性も期待される。

ついては、前述したとおり、国民の理解を得つつ
実施していくことが求められているが、技術革新
が進む一方で栽培漁業についての情報を積極的に
外部に発信していく姿勢に欠けていたとの感は否
めない。栽培漁業と比較的近い位置にいる遊漁者
の理解が得られないままで国民の幅広い理解を得
ることは現実的ではなく、栽培漁業が置かれてい
る現状を見ればこそ、遊漁者との関係構築は正に
求められているのであろう。一般に「漁業と遊漁
の相互理解を促進する」と言われるが、時に双方
の調整役を果たさなければならない水産行政こそ
遊漁の実態をよく理解することが必要である。

図５ 釣り業界と栽培漁業のニーズ等の整理
（研修会資料より）

では、どのような取り組みが必要なのだろうか。
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改めて「理解すること」の重要性を想起されたい。

幾つか私案を示したい。

日頃、釣りのルールやマナーの普及啓発を推進し

①日釣振が実施する環境教育（放流事業）を拠

ている立場から言えば、正しい情報の欠如は無用

点に釣り雑誌や地方ケーブルTV局と連携して、

のトラブルの基であり、制度と実態の乖離を増幅

放流稚魚の生産者（栽培漁業協会等）をPRし、

させる。組織化されていない遊漁者は不特定多数

栽培漁業に対する国民の理解を紐解く足掛かりに

してはどうか。②議論が受益者負担や協力金制度

成を待つだけではなく、栽培漁業を機能させ、実

に集中しがちだが、日釣振は長年にわたり全国で

効を得るための取り組みも平行して行われるべき

放流活動を実施してきており、かかる活動で放流

と考えるのである。もっとも、受益者負担の枠組

する稚魚の多くが各地の栽培漁業センターから購

みが機能するためには、放流効果の検証という科

入されている実態を踏まえれば(研修資料を参

学的な裏付けの下で栽培漁業の管理者たる漁業者

照）、日釣振（釣り業界）を放流種苗のユーザー

による自主的な取り組みがまず図られるべきであ

として評価すべきではないか。③一般に、栽培漁

り、遊漁者による協力はあくまで補完的な役割に

業の対象になっている魚種は何れも沿岸漁業の対

なるべきであろう。その際、漁業協同組合の合併

象種の中でも単価の高い、いわゆる高級魚が対象

が進み沿岸資源を巡る情勢が変化している状況で

になっている。これらの魚種は、遊漁者にとって

は、特定水産動物育成事業のあり方について改め

も釣れると嬉しい魚種であり、共通の価値観を見

て検討されるべきと考えるが、その先は専門家に

いだせる部分があるので、釣り対象種の生産と放

譲りたい。

流により地域振興への貢献など栽培漁業の副次的
効果の可能性を探るということは、全く的外れな

以上、いずれも遊漁との関係を前向きに捉えた

議論なのだろうか。④船釣りを専門に扱う釣り雑

ものである。栽培漁業が経済事業たる漁業の一部

誌に栽培漁業についての情報を積極的に提供し、

である以上、栽培漁業における遊漁（者）のプレ

誌面を通じて遊漁者のアピールしてはどうか。

ゼンスが高まることで漁業者の反発を懸念する意
見もあると思われるが、栽培漁業を遊漁者ひいて
は国民を巻き込みながら推進していく旗印を掲げ
るのなら、水産行政は必要かつ丁寧な説明とこれ
までにない視点での施策立案を心掛けるべきであ
る。
ところで、日釣振は現在、これまでの放流活動
を精査し、今後の放流活動の指針作りに取り組ん
でおり、（社）全国豊かな海づくり推進協会（海
づくり協会）と連携を始めている。我が国には
様々な釣りの組織があるが、日釣振の放流活動に

写真１

「つり情報」３月１日号より

ついてのポリシーが根付くことは釣り人個人を含
め釣り業界全体の栽培漁業の理解の醸成に寄与す

遊漁者が栽培漁業をどのように見ているのかは

るし、このような釣り業界の取り組みは水産基本

研修会で報告したので本稿では割愛するが、総じ

法の理念や水産基本計画の方向に合致するもので

て、特に船釣りについては栽培漁業の恩恵を享受

あり、水産行政はこれを支援していくべきものと

していることを感覚的には理解しており、水産資

考える。

源管理に対する一定の費用負担にも肯定的である
と考えられる。しかしながら、放流効果の検証状
況等栽培漁業サイドの事情を踏まえれば、遊漁者

研修会の開催から 2 週間後、横浜市で国際フィ

の理解（協力金支援等）をドラスティックに向上

ッシングショーが開催され約 6 万人が来場した。

させることは難しいのが現状であろう。このため、

海づくり協会は栽培漁業をPRするために出展し、

受益者負担の枠組みを制度的かつ科学的に強固な

水産庁は（独）水産総合研究センターとともに物

ものとするための努力は続けるとしても、その完

人両面から支援した。ブースでは栽培漁業の仕組
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みを説明するパネル展示を基本に、マダイ、アマ

るためには正しい情報の提供と理解の促進が不可

ダイ、クエ、メバル等栽培漁業で実用化されてい

欠であることを再認識するところとなった。

る魚種のうち遊漁者に人気のある魚種の水槽展示
を行った。また、神奈川県の魚市場で購入した放

漁業と遊漁はこれまで対峙してきた経緯にあり

流マダイと天然マダイの実物を展示し、その形態

水産行政と相容れないところもあろう。しかし他

の違いを解説するとともに磯焼けの原因をビデオ

方で、遊漁と連携することで漁村地域が活性化し

やパネルで紹介するなど、栽培漁業を巡る諸課題

問題解決に資する事例もあるので、容易な現状追

を網羅的に紹介した。なかでも放流マダイの特徴

認は求めないまでも、一方で柔軟な見方が必要な

については予想以上の関心を呼んだ。来場者の中

ことも強く感じるのである。漁業と遊漁の調整の

には放流魚と養殖魚を混同する方もいたが、円形

幅は広く、水面と魚を分け合う仕組みの構築には

水槽に泳ぐ稚マダイを前に放流マダイの鼻腔異常

今暫く時間を要するが、魚が増えることは分け隔

の説明を聞いた釣り人は、日頃の疑問が晴れたの

て無く双方の利益になるのであり、魚を中心に据

か満足げであった。

え、栽培漁業と遊漁の理解が深まるよう誘導する
ことが受益者負担の議論を後押しする環境整備に
なり、ひいては国民の理解と広い意味での漁業と
遊漁の調和に寄与することを期待するものであ
る。

写真２

海づくり協会の展示

海づくり協会のブースに足を運び栽培漁業の仕
組みを学んだ釣り人が次回、マダイ釣りをすると
きには、必ずや募金箱に200円を入れてくれるだ
ろうと思う。制度設計は勿論大事だが、実効を得

写真４ 放流マダイの説明
（「つり丸」編集部提供）

写真３
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放流マダイの説明

された生物多様性の中身は、実は単純ではなく、
生物の階層構造に対応して、種レベル、群集レベ
1992年、ブラジルのリオデジャネイロで地球環

ル、生態系レベル、景観レベルなどの多様性が含

境会議が開催された。環境破壊から地球を守り、

まれている。遺伝的多様性もそれらのうち一つで

絶滅が危惧される生物種が急増している現状に照

ある。20世紀後半には、絶滅種が急増したので、

らし、生物多様性を保全するために成すべき事柄

当初は生物多様性の保全と言えば、種多様性の保

について話し合いが行われた。この地球環境会議

全と恰も同義とする時代があった。一つの生態系

で採択された生物多様性条約は、自国の遺伝資源

は、多様な生物種によって構成され、それぞれの

の保全とその持続的利用に関してそれぞれの国家

種はそれぞれの地位に対応する生態学的機能を担

が基本戦略を策定し、実施することを提唱した。

っているとし、種の多様性は生態系保全の重要事

日本は、いち早くこの条約を批准したが、国内法

項と考えられていたからだ。

としての生物多様性基本法の制定は大幅に遅れ、

他方、種のレベルより低次の集団および個体レ

2008年 5 月に漸く関連法の制定にこぎつけた。こ

ベルの遺伝的多様性は、変動する環境への柔軟な

の条約が批准されてからすでに16年が経過した

対応を可能にし、生存能力を安定的に維持するた

が、この間の生態系の破壊と環境汚染による絶滅

めの重要な装置であり、また、多様な生物種の過

危惧種の増加は著しく、多くの問題が発生してい

去および未来に関わりのある進化的素材とも言う

る。

べき基本的特性と考えられる。遺伝的多様性は集

海域に於いても、地球温暖化による海洋環境の

団内の個体変異と集団間の遺伝的分化の 2 つの側

変化、濫獲と汚染による魚介類・藻類の生物種多

面を含んでいる。それらは自然集団のなかでは、

様性の低下、水産増養殖対象魚介類の移植･放流

変異の供給と消失のバランスのうえに、長期およ

による遺伝的攪乱など生物多様性保全に関わる解

び短期の変動を遂げていると見なされる。このよ

決すべき課題が山積している。

うな観点から遺伝的多様性保全は、現存する遺伝

筆者らは、生物多様性保全の中心的課題として、

資源を利用し保全するということにとどまらず、

遺伝的多様性および遺伝的攪乱に関するリスク管

現存集団が将来さらに進化し、発展してゆく可能

理とリスクのモニターに関する調査研究を進めて

性をも考慮すると言う点で生物多様性保全と共通

きた。ここでは、栽培漁業における種苗放流の遺

の基盤に立っていると見ることが出来る。

伝的リスクに焦点をしぼり、遺伝的多様性評価手

自然災害や人間の諸活動による様々なストレス

法、種苗生産現場での対応法などについて紹介し

は集団サイズ（個体数）や分布域の縮小をもたら

たい。

す。種集団の縮小は種集団の遺伝的多様性を減退
させ、このことが血縁個体間の交配による有害遺
伝子の発現および適応値（生存力）の低下をもた

生物多様性の一つの要素：地球環境会議で論議

らす。そして、ついには種集団全体の崩壊に至る
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という不都合なシナリオが描かれるのである。従

している人工種苗が生産されていた。原因は採卵

って、遺伝的多様性のレベルを集団の健全度の指

用として使用される親魚数が少なかったことであ

標とみなし、それを的確に査定・評価できれば、

る。こうして少数家系からなる人工種苗集団が生

それから得られる情報を参考にして遺伝資源の崩

産され、これらは親魚にまで育てられ、次世代生

壊や種の絶滅を予測し、未然に絶滅防止対策を考

産に用いられた。次世代生産においては血縁関係

案することが可能となるのである。

のある個体間の交配（近親交配）が多発する（図

責任ある種苗放流事業：人類にとっていかに有

1 ）。このような交配が繰り返されると、遺伝的

益な事業であっても、それに伴うリスクは皆無で

多様性の低下に拍車がかかるだけでなく、近交係

はありえない。それから得られるベネフィットと

数（近交の指標）が上昇し、副次的影響が発生す

リスクを適正に査定し（assessment）、それらが

るに至る。

持続的生産活動に繋がるか否か評価（evaluation）

野生集団で代表される水産遺伝資源に対し意識

したのち、リスク管理（management）が可能で

的および無意識的に影響を及ぼすことがないよ

あれば当該事業の実施に踏み切るといった手続き

う、栽培漁業の現場では、放流・移植事業を慎重

を踏むことは、新たな事業を企画する際に実施す

に進めることが求められるようになった。栽培漁

べき基本的事柄として現在社会の常識となってい

業には対象種や生産規模が異なる様々事業場があ

る。

り、抱えている問題は同じではないが、それらの

日本の内水面および海面漁業においては、低下
した資源量水準の回復を目指して、人工種苗の放

種苗生産施設で利用可能な実用的な親魚遺伝的管
理マニュアルの策定が望まれている。

流事業が実施されてきた。1963年には、魚介類の

放流用人工種苗生産のリスクに関する基本的視

種苗生産・放流を中心とする栽培漁業の試みが始

点：養殖種苗の品種改良においては、有用形質の

められた。その後、国際的な200海里体制が定着

遺伝的改良と遺伝的均質化が育種目標となる。養

する流れの中で、1979年頃から栽培漁業は全国的

殖種苗開発の場合は、養殖場において大量の改良

に沿岸漁業の中で定着するようになった。この頃

系統が生産・飼育され、それらは網一枚を挟んで

から人工種苗の放流量が急激に増大した。栽培漁

天然魚介類集団と共存するという状況下で生産活

業は各県の水産試験場や人工種苗生産施設におい

動が営まれている。従って、飼育施設の破壊によ

て展開され、そこでは親魚集団が継代保存されて

る養殖系統の自然海域への散逸・逃亡などによる

いるが、親魚の遺伝的多様性の維持・管理に関す

遺伝的攪乱リスクの防止に関する管理対策とモニ

る検討は不十分で、遺伝的多様性が明らかに低下

タリングが重要課題となるとなることは疑問の余
地がない。
栽培漁業においては、開放系に人工種苗を放流
することが重要な要素となるので、種苗放流にお
いて予測されるリスクは野生集団への遺伝的影響
であり、それを最小に止めることが管理目標とな
る。このため、種苗放流後の野生との遺伝的混合
による遺伝的攪乱を防止するため、人工種苗集団
は野生集団と遺伝的に同質であることが重要な生
産目標となる。マダイの採苗技術が整い量産体制
に移行する時代に、筆者は、開放系への放流用種

天然由来の親魚集団（左）には血縁関係個体間交配の可能性
は著しく低く、人工種苗由来の親魚集団（右）では血縁関係
個体間交配の可能性が高くなる。DNAマーカーにより非血縁
個体選択交配を実施すれば、遺伝的多様性を高く維持し、近
親交配を防止することができる。

図１ 採卵用親魚における個体間の血縁度のイメージ図
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苗がそなえるべき遺伝学的条件を以下のような項
目にまとめ提起した。
1 ）採卵用親魚は、種苗放流予定海域の地方集団
由来のものを養成し、後代生産用親魚として使
用すること。

2 ）放流種苗は、十分な数の親魚が生殖に関与し
て形成された集団（有効サイズの大きい集団）
であること。
3 ）放流用種苗は、十分な遺伝的多様性を備えて
いること。
4 ）放流用種苗集団の近交係数は低く抑制された

れるようになった。
遺伝マーカーは、ゲノムや核小体に存在する遺
伝子またはDNAの一定領域の変異であって、そ
れらにより遺伝子型または表現型が容易に判別で
き、それらを保有する個体または細胞を識別する
ことができる。このような遺伝マーカーは、従来

集団であること。

から懸案となっていた魚介類集団の個体および集

種苗生産においては発育不良、伝染病、奇形な

団レベルの遺伝的多様性の程度を評価することを

ど非遺伝的要因による問題がしばしば見られる。

可能にする。また、種内の地理的品種（種族）な

また、外部環境との相互作用の中で発現する生

ど分集団構造の鑑定指標としても利用することが

理・生態的形質は飼育条件が不十分で有れば、形

できる。

質の発現が未発達のままということもよくあるこ

高感度遺伝マーカー：これまで長年にわたって

とだ。これらの問題にも遺伝的要因が全く関与し

アイソザイム多型（酵素タンパク）が魚介類の遺

ないとは言い切れない。

伝育種研究における遺伝マーカーとして主要な役

また、このような飼育条件に関わる遺伝的多様

割を果たしてきた。しかしながら、遺伝的多様性

性減退の影響を正確に評価することは容易ではな

の評価研究においては、遺伝マーカーの質（感度）

い。したがって、遺伝的多様性評価の必要性は見

と量がそれらから得られる情報量を左右するの

過ごされ、後回しにされがちである。しかし、遺

で、アイソザイムより一層感度の高い遺伝標識の

伝的多様性は一度失われると回復することが困難

開発が望まれてきた。筆者らは、高変異性領域を

で、その影響は何年も後に遅れて現れることにな

含むDNAの塩基配列多型について検討した結果、

る。従って、遺伝的多様性の査定と評価には予防

マイクロサテライト多型（図 2 ）がアイソザイム

的視点に立って実施すべき最優先課題であると考

に替わる遺伝マーカーとして優れている事を、マ

えられる。

ダイの野生集団および近交集団を用いて具体的に
示した。

遺伝マーカーとは：自然集団や人工種苗の遺伝
的多様性を評価するためには、集団を構成する個
体の備える遺伝変異を検出する必要がある。まず、
個体の備える遺伝変異はゲノム上にある遺伝子座
毎に検出し、記録をとることになる。集団の備え
る遺伝変異は、特定集団を構成する個体が保有す
る遺伝変異の総和として記録する。このような集
団の遺伝変異を的確に評価するため、多くの地理
的集団から多くの標本を採集し、多くの遺伝子座
の遺伝子型データを取ることが必要となる。
このような集団レベルの遺伝的多様性を評価す
るには、きわめ大きいコストと労力が必要となる。
そこで、考えられるのが、遺伝変異を直接的に測
定するのではなく、遺伝子と同じDNA上の非遺
伝子領域に存在するDNA配列変異を遺伝マーカ
ー（標識）として利用する方法があり、近年はこ
の遺伝的多様性を間接的に測定する方法が採用さ

上段：ゲノム上にはこの波形データにみられるように繰り返
し塩基配列を含む非遺伝子領域があり、このような部
分はマイクロサテライト領域と呼ばれている。
下段：集団中にはこのようなリピート数の異なるマーカーア
リルが多種類保存されており、各個体はアリルを 2 個
づつホモ型またはヘテロ型の状態で保有する。

図２ マイクロサテライトDNAの繰り返し配列と遺伝的
多型
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魚類のDNAを構成する塩基数は 1 ゲノムあた

領域は遺伝子としての機能がないので、それらの

り数億から数十億あると言われる。このような塩

DNA領域の塩基配列に突然変異が生じても、個

基配列には様々な遺伝的個体変異が含まれてい

体の生存に影響を与えることがなく、それ故この

る。DNA上の遺伝的個体変異は遺伝子領域（エ

ような突然変異は機会的遺伝子浮動により集団か

クソンなど）より非遺伝子領域（イントロンなど）

ら除外されたり保持されたりする。一旦集団中に

により多く蓄積されている。非遺伝子領域には数

残存した変異は有害遺伝子に較べるとはるかに長

塩基から十〜数十塩基を基本単位とする繰り返し

きに亘って温存、蓄積されることになる。また、

配列の領域があり、繰り返し配列の基本数の少な

このような非遺伝子領域はゲノムの全域に存在す

い部位はマイクロサテライトと呼ばれている（図

るので、このようなDNA領域の多型性情報を出

2 ）。この部位が遺伝的多様性指標として採用さ

来るだけ多く測定すれば、個体および集団の遺伝

れることになる。

的多様性に関する総合的情報を得ることが出来

遺伝的多様性の指標：遺伝的多様性研究におい

る。

ては、個体レベルではゲノム全体の多様性を評価

人工種苗生産の場合には、小集団化によるボト

するため平均アリル数および平均ヘテロ接合体率

ルネックによりそのような変異が容易に消失する

が多様性のレベルを示す指標となる。集団（種全

（図 3 ）。その場合も、非遺伝子領域ゆえに、この

体）レベルの多様性については、集団間の遺伝的

マーカーの消失が集団および個体の生存に直接的

距離、分化指数など集団構造に関する多様性指標

影響を及ぼすことは考えられない。つまり、この

を採用することになる。

ようなDNAの非遺伝子領域マーカーをゲノム中

イクロサテライトDNAの場合は、検出される

から広く検出し、定量することにより、変異性が

部位の遺伝子としての機能の有無にかかわりな

低いため測定が困難なゲノム上のあらゆる遺伝子

く、メンデル遺伝することが確認されている。こ

座の変異や同祖接合性（近交度）を平均的に評価

れらは、当初、遺伝子座および対立遺伝子と称さ

することが可能となる。このようなマーカーを多

れたが、遺伝情報を含まないと言うことで日本語

数検出すれば、マーカー近傍の遺伝子座だけでな

ではその英名をとって前者はマーカー座、後者は

く、個体レベルと集団レベルの近交係数の推定が

マーカーアリルと称している。しかし、変異レベ

可能となる（図 4 ）。また、このようなマーカー

ルや集団間の分化の指標はアイソザイムの場合と

の個体レベルの保有状態を定量することにより、

全く同様である。

個体間の類縁性（血縁度）、集団間の遺伝的類似

集団内の遺伝的変異性は 1 遺伝子座あたりの対
立遺伝子数の平均、多型的遺伝子座率および平均
ヘテロ接合体率などにより評価し、低頻度対立遺
伝子の多いマイクロサテライトDNA多型におい
ては、1 遺伝子座あたりの有効対立遺伝子数
（effective number of alleles, Nae= 1/（1-He））を採
用する。
マイクロサテライトDNAマーカーの場合、1遺
伝子座あたりの対立遺伝子数が多く、遺伝子型の
数も多いのでHardy-Weinbergの平衡や集団間の
異質性の検定は著しく煩雑になるため、集団分析
用のコンピューターソフトを採用することにな
る。
DNAマーカーで判ること：高感度DNAマーカ
ーと言っても、それらは非遺伝子領域に存在する
DNAの配列変異にすぎない。このような高変異
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●は各地のアユ種苗生産施設で継代生産された人工種苗の標
本。
□は高知県内水面種苗センターで、親魚を500尾以上使用し
て作出した種苗である。
左図：平均アリル数の継代に伴う減少を示している。
右図：平均ヘテロ接合体率の継代に伴う減少を示している。

図３ アユ人工種苗の継代にともなう遺伝的多様性の低
下

度（遺伝的距離）などを推定することが出来るの

DNAマーカーを導入することにより、分集団の

である。

地理的分化の状態に関する知見をえることが可能
である（図 6 ）。
絶滅危惧種の遺伝的多様性レベル：稀少種とさ
れる奄美大島産のリュウキュウアユにおいては、
マイクロサテライトDNAマーカーによる調査に
より、変異性指標が著しく低く、遺伝的に均質化
していることが明らかとなった（図 5 ）。リュウ
キュウアユは奄美大島の東西 2 集団間の遺伝的距
離が両側回遊型と陸封型間遺伝的分化と同程度の
分化を示している。このような近隣河川間の大き
な遺伝的分化は絶滅危惧集団において、ボトルネ

野生集団から親魚を導入した継代的人工種苗集団において近
交係数が上昇すると遺伝的多様性の一指標であるヘテロ接合
体率が低下し、その模様は Ht = Hox（1-F）により予測出来
る。ここで、Fは近交係数、Ht はｔ世代後のヘテロ接合体率、
Hoは元の集団のヘテロ接合体率である。

ックが働いたためと考えられた。

図４ 遺伝的多様性の低下と近交係数の上昇の関係

海産魚の遺伝的多様性のレベル：マイクロサテ
ライトDNAマーカーの遺伝的多様性の高さは、
魚類の地方集団間の遺伝的分化をはじめとする集
団構造解析における性能（応用性）の高さを期待
するに十分である（図 2 ）。マイクロサテライト
DNAマーカーはまだ開発されて日が浅い。この
DNAマーカーの検出には魚種毎にプライマーが
必要であり、スズキ、イトヨ、マダイ、アユ、ク
ロマグロ、カンパチ、カンモンハタ、ヒラメなど
多くの魚種のプライマーが開発され、マイクロサ

クロマグロなどの海産野生集団で高く、イトヨなどの淡
水魚でやや低く、コイなどの養殖魚ではやや低く、リュ
ウキュウアユなど絶滅危惧種では著しく低い傾向が見ら
れる。
左図：平均マーカーアリル数
右図：平均ヘテロ接合体率
図５

魚類の遺伝的多様性指標の比較

テライトDNAマーカー検出マニュアルも作成さ
れている。それらのプライマー情報はDDBJなど
に登録されており、集団構造研究など種々の研究
グループにより利用されている。
魚類の野生集団のDNAマーカーの変異性指標
の比較研究を実施したところ、一般に著しく高い
変異性が認められた（図 5 ）。これら野生集団の
遺伝的変異性のデータは、放流種苗に求められる
変異性の基準値として、また、集団の保全生物学
的診断の凡その基準値となるものである。また、
地理的障壁による集団の隔離と人為による分布の
拡大といった複雑な背景を備える淡水魚の集団構
造に関する研究においても、マイクロサテライト

遺伝マーカーとしてマイクロサテライトDNAの 7 つの座を使
用し、集団間の遺伝的距離を求め、UPGMA法により類縁図
を作成したところ、それぞれの海域別クラスターが形成され
た、集団の地理的分布に地域性のある事が判る。

図６ マイクロサテライトDNAマーカーによる海産系ア
ユ集団間の遺伝的分化
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メコンオオナマズ、セブンラインバブルなどメ

価し、人工種苗の有効親魚数を推定し、これを放

コン川委員会が絶滅危惧種に指定した魚種では、

流した場合、天然集団と遺伝的な混合によりどの

遺伝的多様性レベルが著しく低下していること

程度の影響を及ぼすのか予測することが出来る

が、判明している。他方、農林水産省により希少

（図 7 ）。さらに、非血縁個体選択交配シミュレー

種の指定を受けているマツカワはその多様性指標

ションを実施すれば、将来の遺伝的多様性のレベ

が必ずしも低くはない。これは、稀少集団の状態

ルをどの程度維持できるのか予測可能である。

が何世代にも亘って続いたのではなく、資源量が

このような絶滅危惧種の事前調査の段階で、供

急激に低下し単に漁業が成り立たなくなった状態

試魚を採捕して殺してしまったのでは絶滅を加速

であることを示唆していると見るべきである。

することになりかねない。供試魚を犠牲にしない

これに関しては、絶滅危惧種ではないかというこ

ため、鰭の小片など微量のサンプルからDNAを

とで社会問題化したクロマグロの場合も、遺伝的

抽出し、遺伝標識を検出することも可能である。

多様性レベルは相対的に高く（図 5 ）、単に資源

このような遺伝的多様性評価の課題に対応するに

量の急激な低下した状態であることを示している

は、遺伝的マーカーの迅速・大量検出技術の開発

にすぎない見るべきである。漁業資源レベルが低

と簡便化に関する研究を今後も続ける必要があ

くなり漁獲漁業の成立条件が失われたという状況

る。

を、保全生物学上の絶滅危惧種や稀少種の状況と
混同しないよう留意すべきと思われる。とりわけ、
淡水魚とは異なり、資源量レベルの把握の困難な
海産魚においては、その評価は遺伝的多様性調査
に基づき慎重に行う必要があることを指摘した
い。
系統間差の遺伝的意義：量的形質に関しては、
海産アユと琵琶湖産アユの生殖形質は同じ種であ
りながら、産卵期が 2 ヶ月ほどずれていることが
判っている。これらのアユの 2 つの系統は産卵期
だけでなく、卵径、孵化日数なども明らかに違っ
ている。これらの孵化日数は水温を高くすると短
くなり水温を低くすると長くなり、典型的量的形
質と考えられた。アユの 2 つの系統は、非遺伝子
領域のDNAマーカーにより、集団レベルおよび
個体レベルで識別が出来るが、このことはとりも
なおさず、それらの非遺伝子領域マーカーが高水

Ne：野生集団の有効な大きさ，Nc：人工種苗の割合、野生
集団のNeを14,730（平均ヘテロ接合体率から推定）、限界有
効集団サイズ（MVP）を500とする場合、Ne500の線と各曲
線の交点下に来る値が放流可能数となる。

図７ 少数親魚により生産された人工種苗が放流された
ときに野生集団に与える影響予測
（希少種マツカワの事例）

温または低水温への適応に関連する遺伝子群を個
体レベルで捉えていることを意味し、非遺伝子領

種苗生産用親魚の遺伝的管理方針の提案：養殖

域DNAマーカーの多様性評価の意義をよく表し

に関しては改良した優良系統の維持管理及び近交

ている。

防止の観点から、栽培漁業に関しては、人工種苗
における遺伝的多様性保全と無意識選択防止の観
点から、親魚集団と人工種苗のDNAマーカーに

36

遺伝マーカーによるモニター：希少種や絶滅危

よる査定・評価体制と野生集団への影響の長期的

惧種が増えている。これらの魚種の遺伝的多様性

モニター体制を確立することは急務の課題であ

について現状把握する必要性は高い。種苗生産を

る。図 8 は魚介類の遺伝的多様性保全のための親

実施する場合には先ずDNAマーカーのアリル型

魚管理マニュアルの一例として作成したものであ

データを採り、現有親魚集団の遺伝的多様性を評

る。遺伝マーカーを用いる事により、増養殖用親

魚集団の系統保存や遺伝的多様性評価およびモニ
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産育種 1998；26：63-72．

待がますます高くなっている。資源の過剰利用が

7 ）高木基裕，谷口順彦．DNA多型検出法マニ

進み今や増産の望めない漁獲漁業を補完する産業

ュアル．「水産生物の遺伝的多様性の保存及

として、養殖漁業や栽培漁業に対する期待は大き

び評価手法の開発に関する技術マニュアル」

くなっている。これらの産業が、生態的、遺伝的

日本水産資源保護協会，水産庁 1999；53-81.

撹乱により野生集団の遺伝的多様性を減退させ、

8 ）谷口順彦，池田実．アユの遺伝的多様性保全

遺伝的攪乱を促進する危険性を内包するという認

指針作成調査，健全な内水面生態系復元推進

識を持つ必要がある。野生集団および人工種苗集

事業，水産庁 2004；121-140．

団の適切な取り扱いを指し示す遺伝的多様性保全
と攪乱防止のための指針策定の必要性がますます

法．海洋と生物 1999；21：280-289.
10）野口大毅，董仕，谷口順彦．血縁度を用いた

高くなっている。
一旦、絶滅してしまった集団については、コア
集団を復活させるため、どのような残存ローカル
集団から、どれだけの個体を移植すれば良いのか
といった、いわゆる

9 ）谷口順彦．魚介類の遺伝的多様性とその評価

創始集団

の設計方針を作

アユの両側回遊型および陸封型の個体判別．
水産増殖 2003；51：219-224.
11）水産庁，日本の希少な野生水生生物に関する
基礎資料，水産庁研究部 1994；1-696.

成することも考慮する必要がある。今後このよう
な集団の修復のための遺伝学的調査研究の必要性
は高まるものと思われる。
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豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告

「ナマコの生態とナマコ資源の増養殖手法について」
山口県下関水産振興局水産課
普及振興班 主任

開 催 日 時：平成20年12月 6 日（土）

中 脇 章 博

午前10時から正午まで

開 催 場 所：山口県山陽小野田市大字小野田介永584番地の 9（焼野海岸）
山陽小野田市きらら交流館 1 階 大研修室
研修対象者：山陽小野田市内漁業関係者及び行政関係者
講

師：● 独立行政法人水産大学校

生物生産学科

● 山口県水産研究センター内海研究部

濱野准教授

栽培増殖グループ

松野専門研究員

出 席 者 数：28名

濱野准教授による講演

松野専門研究員による講演

1 はじめに

次第に獲れなくなり、平成15年からは操業を自粛

西日本のナマコの価格が下落傾向にあります

している状態です。ミルクイやタイラギも同じ状

が、山陽小野田市内の山口県漁協各支店（小野田、

況です。そのため、以前にも増してナマコが潜水

高泊、厚狭及び埴生の 4 支店。以下、「支店」と

器漁業の対象魚種として注目を集めている状況に

いう。）の潜水器漁業者にとっては、近年のナマ

あります。

コブームに関係なく、ナマコは以前から重要な収
入源となっています。
潜水器漁業は本来、アサリを始めとしてミルク

「獲れば高く売れる」というナマコブームは確

イやタイラギなど、主に二枚貝を獲るための操業

かに嬉しいことではありましたが、支店の潜水器

方法です。

漁業者からは、「ブームに関係なく、今後も安定

しかし、山陽小野田市地先では、近年の海況の

38

2 研修会開催に至る経緯

したナマコ漁を続けたい」との声が根強かったた

変化などにより二枚貝の漁獲量が激減していま

め、潜水器漁業者や支店関係者はもちろんのこと、

す。例えば、平成11年の山陽小野田市内の潜水器

地元の漁業を陰で支える行政関係者にも「獲るだ

漁業は、2,200トンのアサリを漁獲しましたが、

けでなく、基本に立ち返ってナマコの生態から知

ってもらおう」、「安価で手軽にできるナマコの増

いて映像を交えながら分かりやすく紹介されまし

殖方法を知ってもらおう」と考え、社団法人全国

た。

豊かな海づ

参集した漁業者から、「これなら自分達にもで

に応募したところ、開

きそうだ」、「場所さえあれば逆さ竹林礁が造成で

催地として選定していただき、今回の研修会が実

きる。竹はタダだし、建材ブロックも高いもので

現しました。

はない」というヤル気を感じさせる言葉が聞かれ

豊かな海づくり推進協会が実施する
くりに関する現地研修会

なお、参考ですが、支店の潜水器漁業者は、他

た充実した講演となりました。

に流さし網漁業、小型機船底びき網漁業、建網漁
業、かご漁業及び小型定置網漁業等を兼業してい

5 質疑応答
講演終了後に参集者と講師の間で質疑応答が行

ます。

われました。
3 現地研修会の概要
ナマコに対する関心は高く、研修会当日は各支

漁業者：稚ナマコでも何でも、とにかく色が赤け

店の役員や潜水器漁業者のみならず、他の漁業を

れば赤ナマコだと思っていましたが、講

操業している漁業者、更には山陽小野田市、県な

演を聴いているうちに違うような気がし

どの行政関係者も参集し、講師に独立行政法人水

てきました。赤い稚ナマコはそのまま赤

産大学校から濱野准教授、山口県水産研究センタ

ナマコとして成長するのでしょうか？

ー内海研究部から松野専門研究員のお二人を招い

講

師：小さい時の赤ナマコはどちらかと言えば
「緑っぽい色」をしています。今後の参

て講演が行われました。

考にしてください。
漁業者：漁師になってから今日まで「小さい時に

4 講演

色が赤ければ、そのナマコは赤ナマコに

（1）ナマコの生態について
山口県水産研究センター

成長する」と思っていました。正直なと

内海研究部

ころ、驚いています。

松野専門研究員

主にナマコの生活史や水温とナマコの生態関係
などについて、基礎の部分から噛んで含めるよう
な分かりやすい講演が行われ、参集した漁業者か
ら「へぇ！」、「長年ナマコを獲ってきたが、初め
て知った」との声が聞かれました。
経験豊富な漁業者にとっても、ナマコについて
新たな、しかし、基本的な知識を加える講演とな
りました。
（2）ナマコ資源の増養殖手法について
独立行政法人水産大学校
生物生産学科

濱野准教授
質問中の漁業者

講演の始めの部分で、「自分も漁師を目指して
いる」と切り出され、同じ漁師である参集者のハ
ートをワシづかみにされてから、漁業に対するご

漁業者：ナマコに天敵はいますか？また、放流し
た後のナマコはどのような原因で減って

自分の熱い想いを語られました。

いくのですか？

その後、笑い話を適度に取り入れられながら、
ご自身が考案された孟宗竹と建材ブロックを利用

講

師：今のところ、「ナマコ自体が弱い毒を持

した「手軽にできて、かつ、安価」なナマコ増殖

っているので、他の生物からの食害を受

礁（いわゆる「逆さ竹林礁」）の実例や効果につ

けにくい、つまり、ナマコに天敵はいな
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いだろう」という考え方が主流となって

なお、大きいナマコを獲り過ぎるとナマ

います。もちろん、この毒は人が触って

コ資源はすぐに消えてしまうので注意し

も食べても全く影響はありません。

てください。

ナマコは移動する時に波浪などで転がっ

漁業者：今年は昨年よりナマコの価格が下がるこ

たりして体に傷が付き、そこから細菌が

とは予想していますが、最大消費国であ

入って死んでしまう場合が多いようで

る中国の状況はどうなっていますか？
講

す。

師：干しナマコの大量消費地である中国国内

放流後の生残率を高めるには、放流前の

で、粗放的なナマコ養殖生産量が大幅に

ナマコ種苗の取扱いに注意すべきでしょ

増加しています。西日本のナマコの価格

う。

を下落させている一番の理由はそこにあ
ります。
漁業者：漁船の活間にナマコを活かしておくと、
何匹かは白っぽくなり、そのようになっ
たナマコは必ず死んでしまいますが？
講

師：確かに白っぽくなったナマコは死んでし
まいます。おそらく漁獲時や活間にスト
ックしておいた時にスレなどで体に傷が
付き、そこから細菌が入って病気になっ
たことが原因でしょう。
いずれにしろ、ナマコは早めの出荷が重
要であることを再認識してください。

質問に答える濱野准教授

また、ナマコは紫外線にも弱いというこ
とを頭に入れて取り扱ってください。

漁業者：実験水槽ではなく、実際に山陽小野田市
の海でナマコが商品サイズになるにはど
れくらいの期間が必要ですか？
講

6 おわりに
今回の研修会では、お二人の講師による充実し

師：水槽での飼育実験では 8 ヶ月で商品サイ

た内容の講演が行われ、参集した漁業関係者や行

ズに成長したナマコがいましたが、天然

政関係者にとって大変有意義な研修会となりまし

の状態ではナマコの夏眠も考えて 2 年か

た。

ら 3 年は必要でしょう。

この研修会を機に、地元でのナマコ増養殖につ
いて、改めて漁業関係者と行政関係者が一丸とな
って取り組んで参りたいと考えております。
最後になりましたが、当研修会が今後も全国各
地における栽培漁業の推進・発展に寄与されるこ
とを願って止みません。
7 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
いて、紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。
また、大変お忙しい中、快く講師を引き受けて
くださったお二人に厚くお礼を申し上げまして、

質問に答える松野専門研究員
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本稿を締め括らせていただきます。

（社）全国豊かな海づくり推進協会（以下、海
づくり協会）は、平成18年 6 月に公益法人制度改
革関連 3 法（法人法、認定法、整備法）が公布さ
れたことから、平成19年度より、公益法人認定申
請に関する情報交換を行うこととし、ブロック代
表県による検討会の開催、関係する資料の作成、
ブロック会議等での結果報告、関係県との情報交
換などを実施してきました。
平成20年10月から11月にかけて開催された各海
域の平成20年度栽培漁業ブロック会議において、
「公益法人問題検討会（平成20年 3 月実施）」の検
討結果の報告等の情報提供を行ったところです。
各ブロック会議の席上において、平成20年12月に
新公益法人制度が施行され、向こう 5 年間のうち

ち合わせの実施例、国の所管法人と地方の法人の

に移行申請を行うことになっていることから、参

公益認定基準の整合性等について積極的に話し合

加県・各公益法人の出席者から、さらに新しい情

われました。
講演会では、田村正宏企画官から、新しい公益

報や公益性に対する共通認識を持つため、海づく
り協会に「場づくり」が求められました。

法人制度改革に関する説明会はすでに各県 2 回ず

この要望を受け、海づくり協会では、平成21年

つ行われ、今回は制度のおさらいと12月から始ま

2 月 5 日午後 1 時30分から、都内千代田区にある

った公益法人認定審査の感想について述べたいと

エッサム本社 4 階会議室において、「新公益法人

の前置きがあり、公益認定等委員会事務局刊行の

制度改革に伴う栽培漁業関係法人の移行手続きに

「民による公益の増進を目指して」、「新しい公益

関する研修会」を開催しました。研修会には、講
師をお願いした内閣府公益認定等委員会事務局大

法人制度の発足と公益認定等の申請等についてー
,
堺井啓公（ZEIKEITSUSHIN 09.2）」を基に講演

臣官房公益法人行政担当室の田村正宏企画官の

されました。

他、大竹弘志参事官補佐および柴義紀主査を招聘

審査対象はこれまでの実績ではなく、これから

し、1 道 2 府30県の行政職員及び公益法人の役職

何をするかを明確に示すことの重要性、申請書で

員等64名の参加がありました。

書かれている内容が定款で読めるようにするこ

研修会は、二部構成で実施し、まず「全国に共

と、社員の資格について不当な差別をしないこと、

通する課題」について意見交換を行い、次に、内

申請書で判定することになるので不備のないよう

閣府の田村正宏企画官から「新公益法人制度改革

に県の主務課や国の窓口とよく相談をすること、

に伴う栽培漁業関係法人の移行手続きについて」

新法人のガバナンスに関する細かい法律等の規定

との課題でご講演を頂いた後、活発な質疑応答が

があるので注意することなどのアドバイスがあり

行われました。

ました。
県および公益法人の代表として、4 人の質問が

意見交換会では、県の公益認定の第三者委員会
との個別相談で、数県が栽培漁業（放流事業）は

あり、質疑の概要は以下の通りです。

公益性があるとの感触を得たという情報、定款変

①

栽培漁業が国の施策誘導の基に取り組まれて

更に伴う理事の選任の考え方、法人の公益認定に

きたことから認定申請において公益事業である

ついて水産主務課と第三者委員会との具体的な打

との共通認識を頂き､全国で同様な判断が下さ
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種苗を漁協に販売し、漁協は漁場に種苗を放流
し、漁業者のみが漁獲しているが、このような
事例は公益認定基準に適合するか、一方、漁業
者だけが採ることのできる種苗の販売も、国民
に新鮮な水産物を安定して供給するための事業
であるから､公益目的事業として申請できるの
ではないかとの質問に対して、今回の制度改革
は今まではっきりしていなかった共益と公益の
区別を明確に分けようとしている、原則は受益
の機会が特定多数の者に限られている場合は共
益として考えられるが、受益の機会が直接的に
限定されていても直ちに不認定ということには
れるようにしてもらいたいとの意見に対して、
各県の公益認定委員会が公益性を判断するもの
であり、申請書類の事業内容等を記載する箇所

トになってくるとのアドバイスがあった。
④

栽培漁業の推進に関する事業は、沿岸漁場整

に充分理論武装して書くようにとの助言があり

備開発法に基づく国の基本方針と調和した各県

ました。また、栽培漁業が公益目的事業である

の基本計画が策定され、県はこの計画を基に実

かどうかは、国も県も認定関係の法令やガイド

施していることから魚種を問わず、すべて公益

ラインの審査基準で判断することになるので、

目的事業と認定していただきたい、また県の公

各県の栽培漁業の事業がおおむね均質なもので

益認定審査に当たっては、栽培漁業に関する全

あれば、同じ審査基準で審査されるので収束す

国共通事項については同じ基準で判断頂くよ

るのではないか。しかし、制度の仕組みとして、

う、内閣府公益認定等委員会事務局からご指導

その法人が公益かどうかを認定するのではな

願いたいとの意見に対して、各県も同じ審査基

く、何を実施しているかによって公益として認

準で審査するので、各県の栽培漁業の内容が同

定する形になっている。従って、法人がいくつ

じであれば判断のブレはない、基準を全国統一

かの事業を実施している場合、栽培漁業が公益

するのは制度的にも､立場からもできないとの

目的事業と判断されても、それ以外の事業は公

回答がありました。

益的でないと判断され、公益目的比率が50％以

そのほか、企画官からは、公益認定に関する情

上という条件にそぐわなかった時は栽培漁業に

報の一元化について県同士で情報交換を行ってほ

対する評価結果が同じでも、法人全体としてみ

しい、内閣府と県の認定委員会との間でブロック

た場合には結論が分かれる可能性もあるとの見

単位の意見交換を行っている等の助言等がありま

解が示されました。

した。

②

昨年 8 月に新公益法人改革の主務担当部局を

最後に、研修会に出席された県行政及び公益法

通じて「内閣府から公益法人制度改革において、

人の皆様からは、制度の内容が明らかになるにつ

公益法人の事業の公益性の判断の共有につい

れて公益法人認定の肯定的要素が少なく、不安感

て」依頼があり回答したが、そのときの調査結

を募らせていたが、今回の研修会に参加して、今

果の扱いと公益目的事業であると明らかに判断

後の申請書類を作成する上で役に立った、各県の

できるものは公益目的事業のチェックポイント

栽培漁業の公益性に関する考え方などの情報が得

に追加するという考えはないかという質問に対

られたなどの感想を頂きました。県の公益法人の

して、栽培漁業が公益目的であるかどうかは個

皆様にあっては今日の講演、意見交換を踏まえて、

別の審査以外の場で示すことはなく、申請して

それぞれの県で公益性を判断する第三者委員会に

いただくことでしか結果を知る方法はないとの

公益法人の認定を受けられるよう理論武装をして

回答がありました。

申請に臨んでいただきたいと思います。海づくり

③ 全国の栽培漁業協会が資源の維持・増大を図
るため、貝類・ウニ類の種苗生産を行い、その
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ならない、いかにうまく説明できるかがポイン

協会として今後も情報収集に努めて、必要に応じ
て皆様に提供していきたいと考えています。

平成21年 2 月24日（火）午前 9 時30分から東京
都千代田区岩本町2−1−16森川ビル 4 階会議室に
おいて、水産庁増殖推進部栽培養殖課の鈴木課長
補佐の出席をいただき、平成20年度第 2 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の実務者
及び学識経験者等を委員として、海づくり協会の
事業の実施結果及び計画について検討し、事業に
反映することを目的として年 2 回開催している。
澁川副会長から、本年度の事業執行状況と次年
度の事業計画骨子について当協会の業務全体に係
わるご審議いただくこととなっているが、これら
定型的な業務を審議いただいた後で、最近の栽培
漁業を取りまく大変難しい状況の中で、今後の栽
培漁業の方向性についてご審議願いたい旨挨拶を
した。
座長に長屋委員（全国漁業協同組合連合会常務
理事）を選出し、議案を検討した結果等は以下の
とおりである。
１ 20年度事業実施状況及び21年度事業計画骨
子について
（海づくり協会プロパー事業）
（1）種苗生産情報等ネットワークの余剰種苗の情
報はその後どのように扱われるか結果が判るシ
ステムにフォローアップすることとなった。
（2）人材バンク事業で、各県の公益法人は人件費
削減により退職者の再雇用等対策を講じている
が、自県のみでは解決出来ないことから、全国
情報を提供するシステム作りについて、来年度
以降運用を検討することとなった。
（3）都道府県版海づくり大会等支援事業について
は、支援をしていることから、海づくり協会の
協賛、共催等を提案したらどうかとの意見があ
り、今後検討することとなった。なお、21年度
は前年度の 3 倍の応募件数となっていることか
ら、支援の予算額を見直すこととなった。
（国庫補助事業、水研センター委託事業）
（1）国庫補助事業(資源回復等対策事業)の都市近
郊海域（マダイ）では、遊漁者・（団体）によ
る種苗放流量が増えていくことで、漁場での遊
漁者の主張が強くなり、難しい問題にならない
かとの意見があった。遊漁者による漁獲が多い

海域もあり、これから栽培漁業による放流量が
減る中で、それを維持していくために遊漁関係
者の協力も考えなければやって行けないと云う
考え方があるので、重たい問題ではあるが調和
を図っていく必要がある旨説明があった。
放流尾数が資源量に比べて可成り少ない場
合、その効果をどう判断するかを今後検討する
こととなった。また、サワラ等増加傾向にある
魚食性の強い魚を放流することについて慎重な
見方をすることが良いではないかとの意見があ
った。
瀬戸内海のサワラは平成14年の漁獲量からみ
て半分に落ちている。休漁等漁業者の調整で厳
しい対応になっている。資源量が安定するとこ
ろまで種苗放流することを漁業者は期待してい
る等の意見があった。
（2）水研センター委託事業（栽培漁業推進対策等
委託事業）
旧日本栽培漁業協会が水研センターに統合さ
れたが、水研センターは研究に特化しておりこ
れからの栽培漁業の実施体制をどうしていくか
が大きな課題あるので、栽培漁業基本方針では、
海づくり協会の役割についても見直していく必
要があるとの意見があった。
その後、委員からの意見は特になく、提案は
了承された。
2 その他
今後の栽培漁業の方向性について各委員から次
の意見が出された。
① 次期栽培漁業基本方針を検討する場合、これ
までのような抽象的な文書表現でなく、一般国
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民が判るような具体的な内容にしてもらいた

期計画ではどう対応するかを検討する。また、

い。国民が、安全・安心な食料を求めている中

この中で水研センターとして、第 6 次栽培漁業

で、自給率向上対策の事業として栽培漁業の方
向性を出してもらいたい。

基本方針にどのように係わって行くか検討す
る。

② 水産資源を無主物にしたままでは、栽培漁業

⑥

旧日本栽培漁業協会が持っていた種苗生産の

は限界である。第 6 次基本計画策定作業の準備

機能が、水研センターに統合後は後退している

に入っているが、作文のみで予算的な措置は難

のではないか危惧している。各県の栽培漁業セ

しくなることを危惧している。水産資源を国有

ンターと水研センターの事業場等がどのように

財産として明確に認識して、栽培漁業の推進が
実効性のあるものにしなければならない。

役割を果たすのか明確ではない。
⑦ 水研センターの栽培漁業部門として、今後、

③ 栽培漁業を推進する上で、種苗生産経費をど

沿岸資源管理、また養殖技術開発における栽培

う負担していくかが大きな課題である。現在の
ような、漁業者、遊漁船業者、遊漁者の負担で
やっていく以上は継続実施出来ない。栽培漁業
が国民に対する水産物の安定供給を目的とし、
その受益は国民一般という共通認識に立って推
進すべきであり、具体的には、広域回遊種は国
が、地先種は各県が各々責任を持って推進すべ
きである。
④ 前回の基本方針作成時の栽培漁業在り方検討
会でも沿岸漁業資源は国民の共有財産で国はそ
の保護に責任と義務を負っているという結論に
なっている。
また、栽培漁業が公益性のある事業という観
点から、放流計画を明示して実施するというこ
とも提言している。これは、国の資源管理，漁
業者の資源管理とも関連している。
栽培漁業の実施機関を県公益法人、海づくり
協会、水研センターの連携の中でどのような役
割をするか再編を含めて検討すべきである。
⑤ 水研センターの第 2 期中期計画（18年度〜22
年度）の中間見直しを 2 月末から実施の予定。
計画の進行管理者から進捗状況とどのような課
題が残っているかを検証して課題毎に第 3 期中

技術の有効活用及び地球温暖化、資源変動等に
対応した要素解析のための飼育試験等を実施す
る。いずれにおいても、現場の漁業に役立つ技
術開発を基本にして進めて行く。
⑧ 栽培漁業の現場の力が低下していることが、
漁業者の不安要因になっている。例えばサワラ
の資源回復計画は、種苗生産の姿を実際見せな
がら策定に繋げた経緯がある。国、海づくり協
会、県が力を結集して漁業者が見える形で栽培
漁業を進めて漁業に貢献してもらいたい。
⑨ 水研センターの栽培漁業部門では、種苗生産
に関する技術開発に特化して取り組み、広域連
携等の具体的な事業では、得意な分野で役割を
果たすことが必要であるという意見も出され
た。
⑩ 水研センターは、事業体制の縮小している中
で各県が対応し難い親魚の養成、種苗飼育技術
の開発（閉鎖循環型飼育等）、魚病対策、餌の
開発等を担うと云った重点化も必要と考えてい
る。等
その他に意見はなく、12時10分第 2 回企画推進
委員会を終了した。

平成20年度第２回企画推進委員会出席委員名簿
氏

名

所

属

喜多

正広

北海道水産林務部水産振興課

主査

岩尾

敦志

京都府農林水産部水産課

主査

和田

有二

愛媛県農林水産研究所水産研究センター

役

職

増殖技術室長

栽培資源研究所
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長屋

信博

全国漁業協同組合連合会

常務理事

北田

修一

東京海洋大学

教授

丸山

敬悟

独立行政法人水産総合研究センター

業務推進部次長

小野

眞一

大分県漁業協同組合

専務理事

21年度の栽培漁業資源回復等対策事業予算につ

21年度の栽培漁業資源回復等対策事業予算は、

いては、財政事情は極めて厳しく、大幅な削減が

12月21日に128,570千円の財務省予算原案内示が

取りざたされていたことから、関係道府県のご了

あり、対前年比 5 ％減の予算額を確保することが

解のもと要望書をとりまとめ、水産庁長官、次長

出来ました。

はじめ水産庁の漁政部、増殖推進部及び資源管理

このことは、会員の皆様の力強いご支援をいた

部の責任者等に下記の通りの要望書を持参し、予

だいた結果であると深く感謝申し上げる次第でご

算の確保について陳情を行いました。

ざいます。

水産庁からは、財政事情が著しく悪化している

本事業は、税源移譲後における栽培漁業推進の

ことから、財務省からは継続事業も新規事業と同

唯一の全国展開事業となっており、この事業を基

様、その必要性の根拠を検証されていることや、

本に当協会は今後、栽培漁業推進に係る国の支援

行政支出総点検が行われており、公益法人への補

の充実を求めて行きたいと考えておりますので、

助金等の制限を求められている等、例年になく非

引き続き会員の皆様のご支援・ご協力をお願い申

常に困難な状況ではあるが、努力したい旨回答が

し上げます。

ありました。

協会の要望書

ブロックからの要望書
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平成20年12月21日（日）午前10時より東京都港
区の三会堂ビル 9 階ホールで、平成21年度水産予
算案および平成20年度第 2 次補正予算案の説明会
が行われた。説明会には全国漁協漁場協会の会員
を中心に当協会会員を含めおよそ80名が参加し
た。
21年度予算案の内示が12月20日（土）に行なわ
れたが、予算関連資料は漁港漁場整備部関係の公
共事業関連の資料のみオープンとなり、非公共事

業関係予算の予算関連の資料は24日の与党重点項
目の折衝が行なわれる関係からオープンにいたら
なかったことにより、説明会は公共事業関連の資
料説明となった。
なお、24日の夕方、非公共関係予算（栽培養殖
課関係及び研究指導課海洋技術関係）の非公共関
連予算案と公共事業関連予算案の資料をセットで
会員宛て発送した。

平成20年度栽培漁業技術中央研修会開催

テーマ【栽培漁業と遊漁を考える】
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栽培漁業技術中央研修会は、海づくり協会が独
立行政法人水産総合研究センターの委託事業とし
て開催事務を担当し、平成21年 1 月28〜29日、東
京都の大手町サンケイプラザで、都道府県の行政、
水産試験場、栽培漁業センターや市町村、その他
公益法人等の職員、並びに漁連・漁協等を含む栽
培漁業技術の推進に携わる関係者145名の参加を
得て開催した。
テーマを「栽培漁業と遊漁を考える」として、
栽培漁業と遊漁の関わり合いについて行政と釣り
人の各視点から 2 つのレビューと 5 つの事例紹介

の講義が行われた。財政的に厳しい状況にある栽
培漁業を維持する上で、栽培漁業の直接的な受益
者として遊漁者が重きをなすことから、遊漁者の
協力をどのように得ていくのかは、行政ばかりで
なく、漁業協同組合にも関心のあるところから、
これまでにない漁業者の参加も得て開催した。
この研修会の目的は、水研センター等で開発さ
れた栽培漁業技術、栽培漁業に関連する広範囲な
分野の技術や知見をテーマとした研修会を開催
し、栽培漁業の基礎的及び新しい技術の普及に努
めることにある。

＜研修内容＞
1．総論、栽培漁業と遊漁の関わり合い
1 ）行政の視点からの漁業と遊漁
講師：城崎 和義（水産庁資源管理部沿岸
沖合課 釣人専門官）
2 ）釣り人の視点からみた放流事業−稚魚放流と
財団法人日本釣振興会−
講師： 宮 俊諦（財団法人日本釣振興
会 副会長）
2．事例紹介
3 ）アメリカ合衆国の遊漁と放流
講師：山下 洋（京都大学フィールド科学
教育研究センター舞鶴水産実験所
教授）
4 ）群馬県上野村漁協における渓流魚のＣ＆Ｒへ
の取り組み
講師：松元 平吉（群馬県上野村漁業協同
組合 代表理事組合長）

5 ）京都府における栽培漁業関連の取り組み（マ
ダイ栽培漁業負担金及び協力金・サザエ採捕
事業）
講師：岩尾 敦志（京都府農林水産部水産
課 主査）
6 ）遊漁者と共に推進する志津川湾の資源管理と
栽培漁業の取り組み
講師：高橋 一実（宮城県漁業協同組合志
津川支所 指導係長）
7 ）山形県資源回復計画に見る遊漁者の理解を得
る取り組み
講師： 木 牧子（山形県庄内総合支庁
水産課 技師）
3．総合討論
座長：岡 雅一（水産総合研究センター
研究開発コーディネーター）

平成19年度の栽培漁業種苗生産、入手・放流実

2 魚種別種苗生産および種苗放流実績

績調査結果を取りまとめ、「平成19年度栽培漁業
種苗生産、入手・放流実績（全国）」を平成21年

平成17〜19年度の種苗生産および種苗放流の実
績を表 1 に示しました。

3 月に刊行しますので、ここでは、本調査結果の

平成19年度に種苗生産の対象となった種類は74

概要を中心に最近10年間の動向について紹介しま

種、種苗放流の対象となった種類は75種でした。

す。

放流対象となった種のうち、キュウセン、イセエ

本調査の実施にあたって、各機関の調査結果を
取りまとめていただいた都道府県の担当者の

ビ、コマタガイ、バカガイ、ウバガイの 5 種はす
べて天然種苗の放流でした。

方々、調査にご協力いただいた水産試験場、栽培
漁業センター、市区町村、漁連、漁協等の皆様に、

3

種苗生産および種苗放流の主要魚種別の割合

この場をお借りして厚くお礼申し上げます。なお、

と上位種の最近10年間の動向

本事業は、当協会が独立行政法人水産総合研究セ

平成19年度に種苗生産または種苗放流が行われ

ンターから委託を受けて実施しました。

た種を魚類、甲殻類、貝類、その他の動物（タコ、
ウニ、ナマコ等）に分類し、区分ごとの種別割合

1 調査の対象範囲
本書は、平成19年 4 月 1 日から平成20年 3 月31

と各区分上位種の最近10年間の動向について、そ
の概要を以下に示します。

日までの期間に、39沿海都道府県で実施された種
苗生産および種苗放流の実績について取りまとめ

（1）魚類

たものです。調査の対象種は、サケ・マス類、ア

平成19年度の魚類の生産尾数は8,063万尾であ

ユ、ウナギ、海藻類を除く海産魚介類としました。

り、生産尾数の多い順にヒラメ、マダイ、ニシン、

種苗生産実績調査では、放流用種苗と養殖用種

ハタハタ、カサゴ、トラフグ、クロダイ、マコガ

苗に分けて集計していますが、ここでは放流用種

レイ、オニオコゼ、マツカワ、その他26種、その

苗の生産実績について紹介します。本調査では、

うちカレイ類は 7 種が生産されています（表 2 ）
。

全く給餌飼育しなかったふ化仔魚、および漁業等

魚類の放流尾数は6,826万尾でした。ヒラメ、

により採捕された天然種苗は対象外としました。

マダイ、ハタハタ、ニシンの 4 種で魚類全体の放

ただし、コレクター等で採苗した天然種苗を育成

流尾数の約74％を占めています（表 2 ）。その次

したものについては、人工種苗として調査の対象

に放流尾数が多いのは、カサゴ、トラフグ、クロ

にしました。

ダイ、マコガレイ、マツカワ、キュウセンの順と

種苗放流実績調査では、人工種苗の放流の他、
漁業等により採捕された天然種苗の放流も調査対

なっています。以下に主要な魚種の平成19年度の
実績および最近10年間の動向について示します。

象としました。受精卵や給餌飼育しなかったふ化
仔魚の放流、増殖を目的としない大型魚の放流、
放流直後から再捕される潮干狩のアサリ等の放流
は調査対象外としました。

1 ）ヒラメ
①

生産：昭和52年度の調査開始から右肩上がり

の増加を続けてきた生産尾数は、平成11年度に
4,000万尾を超えましたが、それをピークに減
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表１

48

平成17〜19年度の種苗生産および種苗放流の実績
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表２

平成19年度

主な魚類の種苗生産および種苗放流尾数

少しています。平成19年度は2,779万尾と平成
11年度以降最少でした（図 1 ）。調査対象39県
のうち35道府県で種苗生産が実施されました。
② 放流：生産尾数と同様に、平成11年度から減
少し、ここ数年間は2,500万尾程度で推移して
いましたが、平成19年度は2,338万尾と平成18
年度より約180万尾減少しました。
放流効果を上げるためには、中間育成で80㎜
まで育てることが効果的であるとされており、
近年は種苗が大型化していますが、平成19年度
に放流された種苗の平均全長は79㎜でした（図
2）
。
2）マダイ
① 生産：ここ数年間の生産尾数は減少傾向にあ
り、平成19年度は、調査対象39県のうち21県で

図１ ヒラメ、マダイおよびクロダイの種苗生
産・放流尾数の推移

種苗生産が行われ、生産尾数は2,079万尾と減
少しました（図 1 ）
。
②

放流：平成12〜16年度は2,000万尾程度で推

移しましたが、それ以降減少しており平成19年
度は1,575万尾と近年で最も低い値となりまし
た。放流した種苗の平均全長は68㎜でした（図
1 、2 ）
。
3）クロダイ
① 生産：生産尾数は平成10年度以降減少傾向に
あり、平成19年度は238万尾が14府県で生産さ
れました（図 1 ）
。
② 放流：最近10年間の放流尾数は生産尾数と同
様に減少傾向にあり、平成19年度は、201万尾
の放流が行われました。放流種苗の平均全長は
57㎜でした（図 2 ）
。
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図２ ヒラメ、マダイおよびクロダイの放流平均
サイズの推移

4）カレイ類
近年カレイ類は、資源回復計画等の対象魚種と

とが資源量増加のために重要となります。
①

生産：ハタハタは、平成19年度は616万尾が

なるなど、栽培漁業に関する期待が高まっている

生産されましたが、平成18年度に比べ約40万尾

魚種です。特にマツカワについては、平成18年度

減少してしまいました。

より、北海道でのえりも以西100万尾放流が実施

ニシンの生産尾数は、平成13年度に落ち込み

されたことにより放流尾数が増加しています。

ましたが、その後増加し平成18年度は652万尾

①

と増加しましたが、平成19年度は616万尾に留

生産：カレイ類には、生産尾数の多い順に、

マコガレイ、マツカワ、ホシガレイ、マガレイ、

まりました。

クロガシラガレイ、イシガレイ、メイタガレイ

トラフグの生産尾数は、200〜400万尾で推移

が含まれています。近年は400万尾程度で推移

しており平成19年度は312万尾でした（図 4 ）
。

しており、平成19年度は391万尾が生産されま

② 放流：ハタハタは、平成10年度から15年度の

した（表 2 、図 3 ）
。
② 放流：放流尾数の多い順に上げると、マコガ
レイ、マツカワ、ホシガレイ、マガレイ、クロ

巻は約700〜800万尾で推移していましたが、近
年はやや減少し600万尾程度で推移しています。
平成19年度は611万尾が放流されました。

ガシラガレイ、メイタガレイとなり、平成19年

ニシンの放流尾数は、生産尾数と同様に増加

度には合計384万尾が放流されました（表 2 、

傾向にあり、平成18年度は588万尾が放流され

図3）
。

ましたが、平成19年度は減少し514万尾が放流
されました。
トラフグの放流尾数は、おおよそ200万尾前
後で推移していましたが、平成18年度は327万
尾と過去10年で最高でした。平成19年度は平成
18年度に比べ50万尾減少し277万尾が放流され
ました（図 4 ）
。

図３ カレイ類の種苗生産・放流尾数の推移

5）ハタハタ、トラフグ、ニシン
ここでは、近年地域特産種として生産・放流尾
数がともに多いハタハタ、トラフグ、ニシンを取
り上げます。これらの魚種は比較的広い水域を生
活圏とし、産卵期には特定の産卵場に戻ってくる

図４ ハタハタ、ニシンおよびトラフグの種苗生産
・放流尾数の推移

回帰性の強い種類と位置付けられています。これ
らの魚種では、産卵回帰した親魚が漁獲対象とさ
れたり、回遊先では未成魚が先獲りされたりする

6 ）カサゴ
①

生産：平成19年度は327万尾が生産され、平

ため、放流魚および産卵親魚の管理を行うこと、

成18年度の340万尾に比べ減少しました。しか

産卵場所となる藻場等の造成を行うこと、天然お

しながら、この10年間で生産尾数は大きく増加

よび放流資源の小型魚の漁獲規制等を実施するこ

しており、近年は10年前の 3 倍以上が生産され
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ています（表 2 、図 5 ）
。
②

ミについて、平成18年度を中心とした最近10年間

放流：平成19年度は258万尾が放流されまし

の動向について示します。

た。生産尾数と同様に放流尾数も10年前の 3 倍
以上となっています（図 5 ）
。

1 ）クルマエビ
①

生産：平成19年度の生産尾数は1.4億尾であ

り、生産尾数は甲殻類の中で最も多く、甲殻類
全体の60％以上を占めています。最近、生産尾
数は減少を続けており平成19年度は平成10年度
の50％程度となっています（図 6 ）。
②

放流：平成19年度の放流尾数は1.1億尾であ

り、甲殻類の中で最も多く放流されており、甲
殻類全体の放流尾数の65％を占めています。生
産尾数と同様に減少し続けており平成10年度の
50％以下となっています（図 6 ）。

図５

カサゴの種苗生産・放流尾数の推移

（2）甲殼類
平成19年度に生産された甲殻類は11種で、生産
尾数の合計は2.3億尾でした。生産尾数の多い順
にクルマエビ、ガザミ、ヨシエビ、クマエビ、タ
イワンガザミ、ノコギリガザミ、モクズガニとな
っています。特に生産尾数が多いのは上位 3 種で、
甲殻類全体の生産尾数の95％以上を占めています
（表 3 ）
。
平成19年度に放流された甲殻類は 9 種で、放流

図６ クルマエビの種苗生産・放流尾数の推移

尾数の合計は1.7億尾でした。放流尾数の多い順
にクルマエビ、ガザミ、ヨシエビ、クマエビ、タ

2）ガザミ

イワンガザミ、ノコギリガザミ、ホッカイエビの

①

順となり、特に放流数の多い上位 3 種で甲殻類全

平成18年度には4,693万尾に増加しましたが、

体の96％を占めています（表 3 ）。以下に生産、

平成19年度は約300万尾減少し4,414万尾が生産

放流尾数ともに多いクルマエビ、ヨシエビ、ガザ

されました。甲殻類全体の18％を占めており、

表３
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生産：平成14年から平成17年度まで減少し、

平成19年度

主な甲殻類の種苗生産および種苗放流尾数

カニ類の中では最も多く生産されています（図

（3）貝類

7）
。
②

貝類の生産個数は約33.6億個であり、生産個数

放流：平成19年度は2,954万尾が放流されま

の多い順にホタテガイ、ハマグリ、エゾアワビ、

した。最近10年間はやや増加傾向にあり、平成

クロアワビ、アサリ、メガイアワビとなっていま

10年度に比べ100万尾程度増加しています。甲

すが、そのほとんどがホタテガイであり、貝類生

殻類全体の15％を占めており、カニ類の中では

産個数の98％にあたる約32.9億個が生産されてい

最も多く放流されています（図 7 ）
。

ます（表 4 ）。
貝類の放流個数は約96億個であり、生産個数の

3）ヨシエビ

3 倍近い数が放流されていますが、これは天然種

① 生産：生産尾数は平成17年度までは増加傾向

苗を放流しているケースが多くあるためです。放

を示していましたが、それ以降減少し、平成19

流個数の多い順にアサリ、ホタテガイ、ハマグリ、

年度は3,489万尾でした。甲殻類の中で18％を

エゾアワビ、クロアワビとなっています（表 4 ）。

占め、3 番目に生産尾数の多い種になっていま

そのほとんどがアサリとホタテガイであり、この

す（図 7 ）
。

2 種で貝類の放流個数の99％以上を占めていま

② 放流：平成19年度の放流尾数は生産尾数と同

す。その内訳としては、アサリが貝類の放流個数

様に減少し2,612万尾でした。甲殻類の中で 3

の66％にあたる約63.6億個、ホタテガイが34％に

番目に多く、全体の15％を占めています（図 7 ）。

あたる約32.6億個となっています。
以下に生産、放流個数ともに多いホタテガイと
アワビ類について、さらに近年、漁獲生産が減少
しているアサリについて平成19年度の概要と最近
10年間の動向について示します。
1 ）ホタテガイ
①

生産：ホタテガイの人工種苗の大部分は、コ

レクターで採苗した天然種苗を育成したもので
す。生産個数は、増減を繰り返しており平成19
年度は32.8億個でした（図 8 ）。
②

放流：放流個数は約30億個前後で推移してお

り平成19年度は32.6億個でした（図 8 ）。

図７

ヨシエビおよびガザミの種苗生産・放流個
数の推移
表４

平成19年度

2 ）アワビ類
①

生産：アワビ類には、生産個数の多い順にエ

主な貝類における種苗生産および種苗放流個数
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3 ）アサリ
アサリの放流（移植）の歴史は古くからあり、漁
協単位で母貝あるいは稚貝を入手して、放流が行
われてきました。アサリは昭和60年代前半から全
国的に漁獲量が減少し始め、現在は最盛期の1/4
まで落ち込んでいます。この頃から、その対策と
して関係県の水産試験場等で種苗生産技術の開発
が進められてきましたが、栽培漁業種苗生産、入
手・放流実績調査に生産実績に報告されたのは平
成 2 年度からです。
①

生産：生産個数は大きな増減を繰り返してお

り、平成19年度は611万個が生産されました
（図10）。
図８

ホタテガイの種苗生産・放流個数の推移

②

放流：放流個数は、平成14年度までは100億

個前後で推移していましたが、平成15年から18
ゾアワビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカ

年度の間は150〜220億個が放流されました。平

アワビが含まれています（表 1 ）
。

成19年度は大きく減少し近年でもっとも少ない

最近10年間は、3,000万個程度で推移してい

63.6億個が放流されました（図10）
。

ましたが、平成19年度のアワビ類の生産個数は
やや減少し2,565万個でした。アワビ類 4 種の
うち、エゾアワビがアワビ類全体の53％を占め
ており、クロアワビは28％、メガイアワビが
18％を占めています。
（図 9 ）
。
②

放流：平成10年度から14年度の間は2,800万

個前後で推移していましたが、その後やや減少
し平成19年度の放流個数は2,436万個でした。
アワビ類全体の放流個数に対してエゾアワビが
58％、クロアワビが26％、メガイアワビが15％
を占めています（図 9 ）
。

図10

アサリの種苗生産・放流個数の推移

（4）その他の動物
魚類、甲殻類、貝類以外の水産生物はその他の
動物として取り扱いました。
平成19年度におけるその他の動物の生産個数
は、6,797万個であり、生産個数の多い順にエゾ
バフンウニ、キタムラサキウニ、マナマコ、アカ
ウニ、バフンウニですが、その他の動物の生産の
ほとんどはエゾバフンウニ、キタムラサキウニを
中心としたウニ類です（表 5 ）。ウニ類、マナマ
コの他には、マダコが生産されています。
図９
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アワビ類およびウニ類の種苗生産・放流個
数の推移

その他の動物の放流個数は、7,224万個であり、
多い順にエゾバフンウニ、キタムラサキウニ、ア

表５

平成19年度

主なその他の動物の種苗生産および種苗放個数

カウニ、マナマコ、バフンウニとなっています。
生産と同様に、その他の動物の放流はウニ類が中
心です（表 5 ）
。
以下に生産、放流個数ともに多いウニ類とマナ

1.8倍の種苗が生産されました（図11）。
② 放流：最近10年は200〜400万個程度で推移し
ていましたが、平成18年度には減少しました。
平成19年度は増加し256万個でした（図11）。

マコについて、平成19年度の概要と最近10年間の
動向について示します。
1）ウニ類
① 生産：ウニ類には、種苗生産個数の多い順に
エゾバフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、
バフンウニ、シラヒゲウニが含まれており、平
成19年度には6,135万個が生産されました。そ
の中でもエゾバフンウニは大量に生産されてお
り、ウニ類の約80％を占めています。エゾバフ
ンウニの生産個数が、平成10年度の7,000万個
をピークに減少傾向にあるため、それに伴い、
ウニ類全体の生産個数も減少傾向にあります
（図 9 ）
。
② 放流：ウニ類には、放流個数の多い順にエゾ

図11

マナマコの種苗生産・放流個数の推移

バフンウニ、キタムラサキウニ、アカウニ、バ
平成19年度に発行した「豊かな海

フンウニ、シラヒゲウニが含まれており、平成

No.14

19年度には人工種苗、天然種苗を合わせて

全国の種苗生産および種苗放流の状況につい

6,967万個が放流されました。その中でもエゾ

て」ではマナマコの放流個数は全国784万個と

バフンウニ、キタムラサキウニが、それぞれ

報告いたしましたが、その後「平成18年度栽培

5,284万個、1,220万個放流されており、ウニ類

漁業種苗生産、入手・放流実績」のマナマコの

の76％、18％を占めています。近年の放流個数

数値に誤りがあることが判明し、平成18年度の

は減少傾向にあります（図 9 ）
。

全国放流尾数は146万尾に変更となりました。
修正の詳細は平成19年度栽培漁業種苗生産、入

2）マナマコ
① 生産：平成12年度から増加傾向にあり、平成

手・放流実績を送付する際に正誤表を同封いた
します。

19年度は大きく増加し658万個と平成18年度の
本調査の結果は、独立行政法人水産総合研究センター栽培漁業センターホームページ
（http://ncse.fra.affrc.go.jp）および社団法人全国豊かな海づくり推進協会ホームページ
（http://www.yutakanaumi.jp/）上に掲載いたします。
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協会の主なスケジュール
平成20年度第 2 回理事会

平成21年 3 月18日（水）午前11時から
東京都千代田区

平成21年度第 1 回理事会

平成21年 5 月28日（木）午前11時から
東京都千代田区

平成21年度通常総会

コープビル 6 階 第 2 会議室

平成21年 5 月28日（水）午後 1 時から
東京都千代田区
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