2009
目次

第18号
7月15日

【巻頭言】栽培漁業への思い出 ………………………………………………………… 1
水産庁増殖推進部栽培養殖課 課長 大角
亨
【会員の声】鳥取県の沿岸と栽培漁業 ………………………………………………… 2
鳥取県漁業協同組合 代表理事専務 金岡 紀史
平成21年度通常総会 …………………………………………………………………… 3
来賓挨拶詳細 水産庁次長 山下 潤「資源を考えよう」
平成21年度第1回理事会報告 ………………………………………………………… 7
平成20年度第2回理事会 ……………………………………………………………… 8
【北から南から】
愛知県の栽培漁業の取り組み …………………………………………………… 9
愛知県農林水産部水産課 課長補佐 平澤 康弘
鳥取県における栽培漁業の取り組み …………………………………………… 13
鳥取県農林水産部水産課 水産振興室長 古田 晋平
【トピックス】
携帯型アスピレーターを用いたトラフグ耳石の大量収集法の開発 …………… 17
独立行政法人 水産総合研究センター
南伊豆栽培漁業センター 主任技術開発員 鈴木 重則
【実証】
北海道におけるマツカワ栽培漁業の取り組み …………………………………… 20
北海道立稚内水産試験場 資源増殖部長 中明 幸広
【論点】
瀬戸内海を事例とした広域回遊種の栽培漁業の現状と課題 …………………… 25
水産庁栽培養殖課 課長補佐 早乙女浩一
【視点】
稚魚放流活動の状況と今後について ……………………………………………… 33
財団法人 日本釣振興会 専務理事 清宮 栄一
【事務局奮闘記】
アイゴを（釣って）食べて、藻場をまもろう …………………………………… 38
社団法人 全国豊かな海づくり協会
【現地研修会】
「カワハギ類の蓄養殖技術」について …………………………………………… 43
石川県水産総合センター企画普及部普及指導課
水産指導専門員 田中 正隆
【協会企画委員会】
平成21年度第1回企画推進委員会 ………………………………………………… 47
平成21年度第1回水研センター委託事業検討委員会 …………………………… 48
【海づくり大会】
第30回全国豊かな海づくり大会〜ぎふ長良川大会〜
1年前プレイベント「ぎふ海づくりフェスタ」…………………………………… 49
お知らせ
第29回全国豊かな海づくり大会の開催について ………………………………… 51

表紙写真

：須賀 次郎 氏撮影

タカサゴの仲間
撮影場所：沖縄県慶良間

頭

巻

言

栽培漁業への思い出
水産庁増殖推進部栽培養殖課
課長

私は、水産庁は 2 度目でして、最初は、平成12
年 7 月から14年 7 月まで、漁政課におりました。
今回は、この時の思い出を中心に書かせていただ
きます。
一つは、日本栽培漁業協会の水産総合研究セン
ターへの統合です。
平成13年 1 月に中央省庁改革が行われました
が、行政改革としての当時の主たる課題は特殊法
人改革でした。水産庁としては、当時の認可法人
海洋水産資源開発センターの取扱いが課題となっ
たわけであります。
当時の特殊法人改革は、特殊法人や認可法人を
非公務員型の独立行政法人にすることを原則とし
つつ、いくつかの法人を統合した上で、独法化す
ることが求められました。このため、海洋水産資
源開発センターも他府省所管の海洋に関する法人
との統合等の検討も求められておりました。
一方、同時に検討が進められていた公益法人改
革においては、法人の統合は主な課題ではありま
せんでしたが、国からの補助金等に依存する法人
はその改革を求められており、官設の施設を国か
らの委託により運営していた社団法人日本栽培漁
業協会は、当然この基準に抵触していました。
このような中、当時の増殖推進部幹部から、こ
の二つの問題を同時に解決する方策として、13年
4 月に発足していた独立行政法人水産総合研究セ
ンターに海洋水産資源開発センターと日本栽培漁
業協会を統合しよう、という案が考え出されまし
た。複数の統合をするともに、放流経費が独法へ
の運営費交付金となり、補助金依存型とかの束縛
から離れることができる、というものです。
この案については、農水省の大臣官房の担当課
も、戦略的提案である、と高く評価するとともに、
併せて一つの法人に公務員と非公務員が混在する
ことは変なので、すべて公務員型として主張すべ
きとの提案も受けたのです。
その後、内閣官房にあった行革事務局との調整
は簡単なものではありませんでしたが、農水省の
大臣官房の後押しもあり、結局この案が認められ、
13年12月の特殊法人等整理合理化計画等に位置づ
けられ、最終的に、15年10月より、この 2 法人を
統合した新たな水産総合研究センターが発足しま

大 角

亨

した。
日本栽培漁業協会については、この時、公益法
人から、特殊法人を通り越し、公務員型の独立行
政法人になった、いわば 2 階級特進したわけであ
り、栽培漁業技術開発の位置づけにとっては、重
要な意味を持つものだったと考えます。
ただし、職員の皆様におかれては、退職金の扱
い等において不自由を余儀なくされ、また、結局
はその後水産総合研究センター全体が非公務員と
なってしまったわけですが、公益法人への補助金
を全体で 3 割カットする、といいうようなことが
議論されている今日では、いろいろあったけど、
あの時独法化して、運営費交付金としておいてよ
かった、とは思っていただけないでしょうか。
もう一つは、資源回復計画の推進と栽培漁業地
域展開事業です。
平成14年度水産予算（調整は13年に行われる）
の目玉は、資源回復計画の推進でした。資源回復
計画の中には休漁など、漁獲努力量の削減のほか、
放流も位置づけることができますが、この支援の
予算は都道府県の放流事業への補助であった栽培
漁業地域展開事業の中に計上されました。もっと
も、当面、資源回復計画関連の放流があまり見込
まれなかったこと等から、予算額は12百万円で、
当該事業714百万円（当時）のごく一部にすぎま
せんでしたが。
ただし、資源回復計画関連の放流も栽培事業関
連の都道府県補助の中に含まれる、と整理されて
いたことは是非ご留意いただきたいと思います。
この栽培漁業地域展開事業については、三位一体
改革との関連で、17年度に交付金化、18年度より
都道府県への税源移譲及び都道府県予算での一般
財源化がなされ、国の補助事業としてはなくなっ
ていますが、このような経緯からすれば、資源回
復計画関連の放流事業も、一の都道府県のみに係
るものは、各都道府県の放流事業の中で行われる
べきものと整理されることを、ご認識いただきた
いと思います。
最後に、本年度は、新たな栽培漁業基本方針の
検討が行われておりますが、この場をお借りしま
して、関係の皆様のご協力をお願い申し上げます。
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鳥取県の沿岸と栽培漁業
鳥取県漁業協同組合
代表理事専務

本県の海岸線は130㎞あるが、直線的で入江が
少なく砂浜地帯が中心となっており、古くから養

一方再開を目指し現状では規模が縮小しエサ環境
の良い美保湾を選定し放流を行っている。

殖は発展せず漁船漁業の生産を続けて来たが、時

一昨年より燃油高騰が続き、組合員の漁業経営

化による砂の移動、韓国漁船による操業トラブル

を圧迫、操業の停止等がなされているなか、続い

等、生産活動を阻害する条件が多いなか、境港は

て起こった金融危機による経済環境の急激な悪化

日本海側の巻網基地として夏場は全国より集結し

による魚価の低迷が漁業経営に大きな影を落とし

操業を行っており、県東部地区においては、鳥取

ており、構造的な産地価格形成の脆弱さが浮き彫

市・岩美町の沖合底曳網漁業が中心となっており

りとなっている。

ます。
沿岸漁業は本県経営体の95％が従事しており、
年間生産量1,200トン程度で推移しております。
沿岸漁業の振興と栽培漁業の活用を図るため、

長年言われている就業者の減少、高齢化、資源
確保の問題等々が山積するなか、効率のよい漁業
への脱皮が検討されなければと思っています。
県組織の改変がなされるなか、栽培漁業協会の

昭和56年 4 月推進拠点として鳥取県栽培漁業試験

位置付けが今後益々重要となり、沿岸漁業推進の

場、（財）鳥取県栽培漁業協会を設置し栽培漁業

母体となり養殖栽培漁業振興を図り、また、協会

を開始。

組織においても公益法人として水産業の啓発を始

その後、組織改変をいくどとなく行い、現在水
産試験場沿岸漁業部（栽培漁業センター）として
技術開発と指導、沿岸漁業資源情報の収集、発信、
漁場環境の監視等を行っている。
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金 岡 紀 史

め県全体の海面、内水面を含めた幅広い対応が必
要となっております。
きれいな海で育まれた安心安全な水産資源を活
用し、国民、県民の豊な食料供給源としての産業

栽培漁業の推進については、当初より放流主体

確立、特に地域活性化の柱として観光、地場産業

で実施し、ヒラメ・アワビ・バイ・サザエ等を放

の振興を関係機関と連携し推進、併せて魚価対策

流、中心であったヒラメは沿岸漁業における着業

としての水産資源管理による提供、水産商品のサ

漁業種類の小型底曳、刺網、一本釣の主要魚種で

イズ規制、コストのかからない栽培漁業、増養殖

あり、漁獲量の増加が確認される状況で推移した

を勧め生産者に実益をもたらす生産活動の展開が

が、寄生虫ネオヘテロボツリウムの発生によりヒ

必要となっており、今後益々地域・行政・組合が

ラメ放流稚魚への影響が大きく、平成15年より放

一体となった魚価向上のためのPR、ブランド化

流事業を休止せざるを得ない環境となった。

を進めていくことが必要と考えております。

平成21年通常総会は、平成21年 5 月28日（木）

照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計

午後 1 時から、東京都千代田区のコープビル 6 階

算書に関する件」を諮り、事務局から議事内容を

の第 3 会議室において開催された。

説明した後、松本忠明監事（熊本県漁連会長）が

来賓として、水産庁から山下潤次長、大角亨栽

監査報告が行い、全員異議無く承認された。

培養殖課長、鈴木利貴課長補佐、早乙女浩一課長

次に、第 2 号議案・「平成21年度事業計画書及

補佐、影沼澤学係長、また、独立行政法人水産総

び収支予算書に関する件」、第 3 号議案・「平成

合研究センターから中前明理事長が臨席した。

21年度会費に関する件」、第 4 号議案・「平成21

総会は定刻に始まり、服部郁弘会長が主催者挨拶

年度借入金の最高限度額に関する件」、第 5 号議

を行い、来賓を代表して水産庁山下次長と水研セ

案・「平成21年度役員報酬に関する件」を一括し

ンター中前理事長が挨拶を行った。

て審議し、全員異議無く承認された。

総会の出席状況は、1 号会員（都道府県）では、

第 6 号議案・「役員の選任関する件」では、

知事の代理出席22会員、委任状出席16会員、2

「次期役員候補者名簿（案）」に記載の次期役員候

号・3 号会員（漁連・県漁協、栽培協会等）では

補は、全員異議無く承認され、次期役員に選任さ

本人出席 7 会員、代理出席 4 会員、委任状出席31

れた。

会員、欠席は 1 会員、また、特別会員、賛助会員

その後、議長は、役付き理事を選任する役員互
選会を開催するため、総会を中断した。

の多数が出席した。
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、山本勇大分県漁協組合長
（大分県漁業海洋文化振興協会理事長）が選出さ

新理事は別室において役員互選会を開催し、別
掲の役員名簿の通り役付き理事を選出した。
総会再開後、事務局が議長の要請により、互選
結果を（別掲）の通り発表し、議長が互選結果を

れ、議長に就任した。
議長は、議事録署名人に當摩栄一新潟県漁連会
長と田中傳山口県漁協組合長を指名し、議事に入

諮ったところ、全員の拍手で承認された。
以上により議案は審議・可決され平成21年度通
常総会は終了した。

った。
第 1 号議案・「平成20年度事業報告書、貸借対

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
本日は、会員の皆様には、何

及び委託事業等は、3.7％減となりましたが各事

かとお忙しいご日程をお繰り合

業について、全力を傾注して推進してまいります。

わせの上、通常総会にご出席い

また、日本の漁業の発展を祈念し毎年開催され

ただき、まことにありがとうご

ております全国豊かな海づくり大会は第29回大会

ざいます。

として推進委員会の主催で開催されますので、当

さて、平成20年度の事業運営
状況ですが、事業計画を滞りなく推進することが

協会は推進委員会の構成メンバーとして、できる
限りの支援を行ってまいる所存です。
次に、今総会で理事・監事の改選期となります

出来ました。
このことは、会員の皆様の絶大なるご支援のお
陰であると深く感謝しておる所です。
協会会費を前年対比10％削減した収支計画によ
り推進し、昨年 7 月に、事務所を中央区小伝馬町
へ移転し、経費の削減に努めました。

ので、第 6 号議案においてご審議いただき、新た
な理事・監事を選任していただくことにしていま
す。
いずれにいたしましても、経済を取り巻く状況
は厳しく、経済は疲弊（ひへい）しているところ

また、協会の独自活動として、平成21年度予算

ですが、今年度の通常予算、補正予算の実施によ

に向け、国の補助金等の確保に向け、道府県から

り、一日も早い立ち直りが期待されているところ

の要望を踏まえ予算の確保活動を行ったこと、更

です。

には、公益法人の見直しが、昨年12月 1 日から施

そのため、皆様のご理解とご協力をたまわりな

行されておりますが、2 月に道府県の行政や栽培

がら、今後さらに、当協会の使命である、沿岸

漁業を推進している法人等にお集まりいただき、

域・漁村の活性化に向けて努力するという原点を

内閣府の担当者を講師に、栽培漁業関係法人等の

しっかりと踏まえて、国と会員の間の橋渡しを的

新法人への移行手続きに関する研修会を開いてま

確に果たし、国民の理解をいただきつつ、会員の

いりました。

皆様と共に、組織運営及び諸事業の見直しを行い、

関連して、当協会の新法人移行については、他

栽培漁業を核として、豊かな海づくりをしっかり

団体の動き等も勘案しながら、結論を22年度の総

と担い、漁業の活性化に尽力して参る所存であり

会以降に出す意向です。

ますので、今後とも、よろしくお願い申し上げま

次に、21年度の活動についてですが、補助事業

す。

来賓挨拶要旨
水産庁次長

山下

潤

我が国沿岸資源の維持・回復
を図らなければならない。
沿岸の様々な水産資源の水準

域を越えた、広域に連携した適地放流の推進がま
すます必要となって行くものと考える。

に応じた対策を打っていくこと

こうした中、海づくり協会は、会員である都道

が大切であり、我々は世界に誇

府県、JF及び県栽培漁業協会の協力・連携の下、

れる資源回復の事例を持ってい

重要な役割を担ってもらいたい。

る。これらの資源の維持・管理や回復方策をそれ

第29回全国豊かな海づくり大会が、東京海洋大

ぞれの資源に適用していく必要がある。そのため

学品川キャンパスで開催される予定であるが、大

に、栽培漁業では、その持つ力を最大限に発揮し

会の肥大化と財政不安が懸念される中、昨年 1 月

ていくことが強く期待されている。

開催経費のガイドラインが打ち出されたところで

本年度は、新たな栽培漁業基本方針の策定に向

4

けた検討を行うことになっており、都道府県の県

あり、今大会がその在り方の参考となる大会にな

るよう期待する。

の成功と、今後の大会の継続に向けたご理解・ご

都道府県並びに関係者の皆様方には、我が国栽

支援をお願いする。（挨拶の詳細を別掲）

培漁業の推進の象徴である『豊かな海づくり大会』

理事長

独立行政法人 水産総合研究センター

中前

明

コストに対応した仕組みが考えられないか等を検

海づくり協会が発足して 6 年

討する余地があると思われる。

になるが、この間、栽培漁業等

世界的には養殖業が漁業をリードしている実態

の重要な事業に取り組んでい

がある。海洋漁業で生産が増えているのは養殖で

る。

あり、栽培漁業がこれまで培ってきた技術を応用

平成になって間もなく、山下

することが、重要な課題と考えている。

次長は栽培漁業を、私は沿岸漁

現在、第６次栽培漁業基本方針を水産庁で検討

業整備開発事業を担当し、つくり育てる漁業が盛

中であるが、そのような要素も勘案して頂きたい。

んになる時代を共に経験した。

水研センターと海づくり協会との関係は、企画

現在、水研センターは、旧日本栽培漁業協会か
ら移管した栽培漁業センターで種苗生産を続けて

競争の上、栽培漁業に関する事業を実施しており、

いるが、施設の老朽化の中、栽培漁業の質を低下

栽培漁業技術実証、種苗生産放流統計或いは中央

させないよう各地域で努力しているところである

研修会等様々な事業を依頼して実施しているが、

が、予算が厳しい現状では更新は容易でない環境

水研センターと海づくり協会は、栽培漁業推進の

にある。

車の両輪としてこれからも深い連携のもとに事業
を推進して行きたいと考えている。

栽培漁業は長い歴史の中で、多くの成果を上げ
ており、今後もこのままの実施体制を維持してい

財政等厳しい環境の中ではあるが、知恵を出し

きたいと考えている。例えば、各県が夫々、施設

栽培漁業の灯を絶やさないように、また、漁業者

管理、親魚の飼育、採卵、種苗育成等ほぼ同様の

の期待に応えられるよう頑張っていきたいので、

ことを行っているがこれが効率的なのか、また、

皆さんのご協力をお願いしたい。

広域的な取り組みによって、漁業者のニーズ、低

役
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考えられ、利用実態としては、単一あるいは比較

資源を考えよう
水産庁次長

的少数の漁業種類で利用されている場合、遊漁も

山下

潤

含めて多数の漁業種類で利用されている場合、主
対象魚種として利用されている場合、混獲種とし

5 月29日、すなわち平成21年度全国豊かな海づ

て利用されている場合、産地価格が相対的に高く

くり推進協会通常総会の開催された翌日のことで

漁業者の関心が高い場合、逆にそれらが低い場合

す。渋川副会長、谷川専務から、「昨日の総会に

等々が考えられます。

おける次長挨拶の原稿がほしい。いつもと違う話

これに対して『沿岸資源の回復及び維持管理』

が含まれていたような気がする。挨拶の原稿を栽

の手法としては、その種類の種苗生産放流、漁場

培養殖課からもらったがどうも実際の挨拶と違っ

や藻場干潟の造成、体長制限など漁具規制や操業

ている。」とのお話しがあり、「いつもと違う話し

区域、操業期間の規制など漁獲規制、減船や休漁、

はした記憶がありませんが・・・。まともな原稿

さらには漁獲量自体の規制など、これらの組み合

はありませんので、それでは昨日の挨拶の一部を

わせもあり、様々な対応方法があり得ます。また、

読んでいただけるよう文章に整理し直します。」

それぞれの対応方法に応じてコストと資源回復効

と返事をしました。多分、「いつもと違う話」と

果が異なります。（当然ですが、幸い資源状態が

いうのは、資源に関わる部分だと思いますので、

良好な場合には、如何に資源を減少させないよう

そこだけ抽出して少し手を加えて文章にしてみよ

にかつコストをかけないで漁獲するかを考えなけ

うと思います。読んでいただければ、何の変哲も

ればなりません。）

ないことだとおわかりいただけると思います。
われわれは、実は世界に誇るべき資源回復の実

6

我が国水産をめぐる諸般の状況はここであらた

例を多数有しています。具体的には、しろさけ、

めて触れるまでもありませんので、かかる厳しい

ほたてがい、はたはた、まだい、ひらめなどです。

状況を打破する上でまず最初に必要なことは、

それらは、ふ化放流・種苗放流、天然種苗の採苗

『沿岸資源の回復及び維持管理』だと思います。

と育成、害敵駆除などの放流漁場の整備、放流種

我が国の沿岸資源といっても、海域ごとに、種類

苗の保護、操業規制、減船、休漁など様々な手法

ごとにその資源状況は様々に異なることでしょ

を組み合わせて、長年にわたる漁業関係者の調

う。（独立行政法人水産総合研究センターで我が

査・研究・技術開発、深い理解と実践に向けられ

国周辺水域資源の現状について毎年まとめてもら

た弛まぬ努力によって大きな成果が得られたもの

っていますが、漁獲量の比較的多い数10種類の資

です。それぞれの資源回復に至る道のりでは、

源評価であり、日本で漁獲される水産物の全種類

様々な試行錯誤や失敗もあったと思いますが、そ

に比較すればわずかな種類にとどまっています。）

の結果として、資源回復が達成され、資源回復の

また、それぞれの資源の利用実態も、多くの漁業

ノウハウが得られたわけです。

種類あるいは遊漁によって主対象魚種としてある

もう一つ、つい最近の実例としてまさば太平洋

いは混獲種として利用され、さらには産地価格形

系群があげられます。まさばでは、資源が低水準

成も漁業者の皆さんの関心の度合いも様々なこと

にあっても何年かに一度卓越年級群が発生するこ

でしょう。

とがありますが、とかく未成熟の若齢魚を多獲し

このように海域ごと種類ごとに極めて多様な資

て十分な親魚を残せないことが繰り返されてきま

源状況や利用実態にあることを踏まえて可能な限

した。そこで、何代か前の水産庁管理課資源管理

りその資源の実態に即したとるべき対策が考えら

推進室の発案により、卓越年級群の発生が見られ

れるべきですし、そこには様々な方策があるはず

たら関係漁業者が小型若齢魚の漁獲を抑制するた

です。例えば、資源状態が悪い場合としては、産

め休漁を実施し、十分な親魚資源量及び産卵量を

卵場や幼稚仔育成場が失われていたり減少したり

確保し、次代の卓越年級群を発生させるという考

して加入が減少している場合、若令魚が過剰に漁

えのもとに資源回復計画を作成しました。これに

獲されている場合、産卵親魚が過剰に漁獲されて

より、2004年に発生した年級が卓越していたこと

いる場合、全般的に過剰に漁獲されている場合が

から、関係漁業種類で休漁を実施するなど資源管

理に努め、親魚となる 3 歳魚を多く残すことに成

すが、最も大きな資源回復効果が期待できる手法

功し、2007年に『予定通り』卓越年級群を発生さ

だけを追求するのではなく、考え得る手法ごとに、

せることができました。

期待される資源回復効果と関係漁業者の苦痛やコ
ストなどを天秤にかけて、最小の苦痛・コストで

このところ資源管理のやり方を巡って様々な議
論があります。上で見たように、われわれの経験

最大の資源回復効果を上げる手法（複数）を見い
だしていかなければなりません。

では、資源回復を実現させるためには、それぞれ

そのような検討を行うとき、『栽培漁業』とい

の資源実態、利用実態に即した手法（複数）を漁

う手法がどのような力を発揮しうるか、今一度皆

業関係者の共通理解の下に採用することが成果を

で考えてみる価値があると思います。栽培漁業は、

出す秘訣のようです。決して、唯一の手法で統一

如何なる魚種にも適用できるというような手法で

的に資源管理を行うことが合理的であり、資源回

はありませんが、少なくとも関係漁業者に『苦痛』

復に近道だとは思えません。

を与えることはありません。従来、種苗放流効果

資源を維持管理し、回復させるためには、多大

を向上させる観点から、不合理漁獲の抑制・防止

なエネルギーとコストと年月がかかります。手法

が必要であると指摘されてきました。また、関係

によっては、関係漁業者に大きな苦痛−場合によ

漁業者による中間育成の実施や放流種苗の海域で

っては漁業を廃業することを余儀なくすることま

の保護を通じて、資源管理意識の醸成に資するも

でありえます。従って、われわれがある資源を維

のがあることも指摘されてきました。

持管理・回復させようと考えるとき、それぞれの
資源特有の状況に適した手法を考えるのは当然で

栽培漁業は、資源回復計画の中で、その本領を
最大限発揮できることが期待されます。

平成21年度第 1 回理事会を、平成21年 5 月28日

第 1 号議案・平成20年度事業報告書、貸借対照

（木）午前11時から、東京千代田区のコープビル

表、正味財産増減計算書、財産目録、及び収支計

6 階の第 2 会議室で開催した。
理事会への来賓は、水産庁から大角亨栽培養殖
課長、鈴木利貴課長補佐、早乙女浩一課長補佐、
計画課の青木保男課長補佐、また、独立行政法人

算書に関する件を諮り、審議の結果全員異議無く
承認した。
次に、第 2 号議案・平成21年度事業計画書及び
収支予算書に関する件、第 3 号議案・平成21年度

水産総合研究センターから井上潔理事が
臨席した。
理事会は定刻に始まり、服部郁弘会長
の主催者挨拶の後、来賓を代表して水産
庁の大角課長が挨拶を行った。
理事の出席状況は、選出理事23名の内、
本人出席 6 名、代理出席10名、委任状出
7 名、松本忠明監事（熊本県漁連会長）
が出席した。
規定により服部会長が議長となり、ま
ず議事録署名人に、當摩栄一新潟県漁連
会長、谷川洋司専務を指名したのち、議
事の審議に入った。

理事会会場全景
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会費に関する件、第 4 号議案・平成21年度借入金

平成21年度通常総会で任期 2 年が満了するので、

の最高限度額に関する件、第 5 号議案・平成21年

平成20年度第 2 回理事会以降各ブロックで次期役

度役員報酬に関する件を一括して審議し、全員異

員候補者の選出作業が行われ、事務局に報告のあ

議無く承認した。

った候補者を整理記載した「次期役員候補者名簿

第 6 号議案･役員の選任に関する件を審議し、
現役員の任期は、平成19年度通常総会で選任され、

く承認した。

平成21年度第 2 回理事会は、平成21年 3 月18日

なるよう期待している。我が国栽培漁業の推進の

（水）11時から東京都千代田区のコープビル 6 階

象徴である大会の成功と、今後の大会の継続に向

第 2 会議室で開催され、来賓として、水産庁栽培

けたご理解・ご支援をお願いする。」旨の挨拶を

養殖課の大角課長、鈴木課長補佐、計画課の青木

行った。

課長補佐、水産総合研究センターの井上理事が臨
席した。

理事会の議案は、第 1 号議案・平成20年度事業
概要（案）に関する件、第 2 号議案・平成21年度

開会挨拶を服部郁弘会長が、「平成20年度の事

事業骨子（案）に関する件、第 3 号議案・平成21

業運営状況は、事業計画を基本的に滞りなく推進

年度会費に関する件、第 4 号議案・平成21年度借

することが出来た。特に、昨年 7 月事務所を内神

入金の限度額に関する件、第 5 号議案・平成21年

田から現在の中央区小伝馬町へ移転し家賃等経費

度役員報酬に関する件、第 6 号議案・平成21年度

の削減に努めた。初めて平成21年度予算活動を展

通常総会付議事項及び開催に関する件、第 7 号議

開した。また、道府県の行政や栽培漁業を推進し

案・役員の選任に関する件、第 8 号議案・その他

ている法人等を対象に内閣府の担当者を講師とし
て、「新公益法人改革に伴う栽培漁業関係法人の

（会員の加入脱退）、を提案した。
服部会長が議長となり、第 1 号議案を審議し可

新法人への移行手続きに関する研修会」を行う等、

決したところで、議長を山本副会長と交代し、第

沿岸域漁村の活性化を促進することを業務の原点

2 号議案から第 5 号議案を一括審議、第 6 号議案、

に会員との連携を益々強化する。」旨の挨拶を行

第 7 号議案、第 8 号議案、の順に審議した。その

った。

結果、いずれの案件も原案の通り承認・可決され

来賓挨拶を水産庁栽培養殖課大角課長が、「国

た。

民に対する安全・安心な水産物の安定的な供給を

特に、第 8 号議案の中で、長崎県から近年九州

一層推進し、国産の水産物を確保するという観点

北部から日本海西部海域のアワビ資源の減少が著

から、我が国水産資源の計画的な回復と確保に取

しいことから、栽培漁業の最重要対象種であるア

り組んでいる中、栽培漁業についてもその重要性

ワビの「異常減少の要因解明」に関して海づくり

が増しているものと考える。本年は、新たな栽培

協会へ協力要請があり、海づくり協会からは、

漁業基本方針の検討も行われ、費用負担のあり方

「アワビの種苗放流が各地の市町村・漁協で行わ

を整理するとともに、県を超えた広域的な連携も

れているが、アワビの減少原因を早急に解明しな

含めて、放流の推進がますます必要である。第29

ければならないと考えている。アワビの増殖に関

回全国豊かな海づくり大会は、本年秋に東京で開

する研究は、国、県の取り組みが手薄になってい

催される予定されており、大会の肥大化と財政不

る部分があり、海づくり協会としては、先ず、現

安が懸念される中、昨年 1 月、開催経費のガイド

状を把握することから始めて、関係県のご協力を

ラインを打ち出したところ、今大会はその実例と

得て必要な支援をして参りたい」旨回答した。

なる見込みであり、今後の原点回帰となる大会と
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（案）」を通常総会に提案することを、全員異議無
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愛知県の栽培漁業の取り組み
愛知県農林水産部水産課
課長補佐

１

愛知県の漁業の概要

愛知県海域は、太平洋中区に位置し、内湾の伊
勢湾、三河湾と遠州灘西部の渥美外海の三つの海
域に大別され、その海岸の総延長は、597㎞に及
んでいる。
伊勢湾奥部には木曽三川、三河湾奥部には矢作
川、豊川等の河川と発達した浅海干潟をもち、底
びき網・さし網・釣などの沿岸漁船漁業、採貝漁
業、ノリ養殖などの好漁場を形成している。
しかし、伊勢・三河湾は、湾口が狭く非常に閉
鎖性が強いという地理的条件に加え、埋め立て等
による干潟・藻場の減少や都市化に伴う有機物や
栄養塩類の流入により、内湾の富栄養化が進み、
赤潮の多発・大規模な貧酸素水塊の発生がみられ
る。
渥美外海には、わずかな天然礁を除けば海底勾
配の緩やかな砂質の大陸棚が発達し、底びき網・
船びき網漁業などの好漁場となっている。しかし、
渥美外海における漁獲対象魚種の大半は、その幼
稚仔時代を内湾で過ごすため、内湾の漁場環境の
変化が、外海での漁業に大きな影響を与えている。
平成19年の県内海面漁業生産量は 7 万 6 千トン
で、そのうち98％が沿岸漁業で、残りは沖合漁業
で漁獲されている。
漁業種類別生産量は、ひき回し船びき網が 2 万
8 千トンで最も多く、県全体の37％を占め、次い
で、小型底びき網が 2 万 3 千トンで30％となって
いる。
（図 1 ）
魚種別では、カタクチイワシが 1 万 5 千トンで
19％､アサリ類が 1 万 4 千トンで18％を占め､次い
でシラス､イカナゴの順となっている。
（図 2 ）
魚種別生産金額では、アサリが38億円で23％を
占め、次いでシラス、クルマエビ、カタクチイワ

平 澤 康 弘

シの順となっている。
経年的な傾向として、総生産量は浮魚資源の動
向に大きく左右されているが、底魚等は比較的安
定した生産が得られている。

図１

海面漁業種類別漁獲量

図２

海面漁業魚種別漁獲量
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愛知県の栽培漁業の概要

本県においては、昭和38年度に水産試験場尾張
分場（現在の漁業生産研究所）に併設された種苗
生産施設を使用して、昭和40年度からクルマエビ
種苗生産基礎及び技術開発試験を行い、昭和42年
度にクルマエビ種苗（P15）20〜30万尾を美浜町
河和地先に放流したことから始まっている。
その後、昭和47年度にアワビ（ 7 千個）、昭和
48年度にクロダイ（32千尾）を放流している。
さらに、国において昭和48年度から地先及び小
回遊性の魚種を対象とした都道府県営の種苗生産
施設（栽培漁業センター）の建設助成が始まり、
本県においても、昭和50年度から 4 か年計画で、
クルマエビ、アワビ、アユの種苗を生産する栽培
漁業センターを建設し、昭和53年10月 1 日から業
務を開始した。
その後、栽培漁業センターにおける種苗の増産
及び本県沿岸域の重要資源であるクロダイ、ガザ
ミ、アカガイの拡大要望に対応するため、昭和58
年度から 3 か年で第 1 次の増築、平成 4 年度には
アカガイに替わるナマコの種苗生産施設及び栽培
漁業の普及のための展示普及施設の増築、平成14
年度から平成17年度にかけて海水取水関連施設の
増築を行い、平成17年度からトラフグとヨシエビ
の新魚種生産を開始している。
（図 3 ）

図３
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種苗生産は、県が財団法人愛知県水産業振興基
金に委託して行っている。また、生産された種苗
は、財団法人愛知県水産業振興基金や漁業協同組
合に売却され、県農林水産事務所水産課や水産試
験場の指導等を受けながら中間育成や放流を実施
している。

ア

施設の概要
栽培漁業センターは、クルマエビ、アワビ、ア
ユの種苗を供給するための基本施設の整備を昭和
50〜53年度に行い、昭和53年10月に開所した。そ
の後、昭和58〜60年度に第 1 次増築、平成 4 年度
に第 2 次増築、さらに、平成14年度から平成17年
度にかけて海水取水関連施設を増築し、平成17年
度からは 8 魚種の種苗生産を行っている。
（表 1 ）
海水の取水施設は、我が国で初めての試みであ
る集水有孔管を海底下に施設した長水路導水管方
式を採用している。この施設は、自然の地形を利
用した砂濾過により、プランクトンや夾雑物を含
まない清浄な海水を毎時200k取水することがで
きる。
（図 4 ）また、海岸に隣接した施設でありな
がら比較的浅い井戸から完全な淡水を取水するこ
とができ、アユやヨシエビの種苗生産に際して塩
分濃度調整や水槽、器具の洗浄に利用されている。
所 在 地：田原市小中山町一膳松 1 番地 3
敷地面積：137,400㎡
建設年度：昭和50〜53年度

愛知県栽培漁業センター全景

33
開
所：昭和53年10月14日
増築年度：第 1 次増築 昭和58〜60年度
第 2 次増築 平成 4 年度
海水取水施設増築 平成14〜17年度

表１ 施設の概要

浅海干潟域で直接放流されていたが、昭和52年度
から常滑市小鈴谷地先で「造成したタイドプール」
内に放流され、昭和54年度には一色町地先の矢作
古川の干潟で「囲網方式」の中間育成技術開発が
行われ、改良も加えられ県下に普及した。その後、
「網生簀方式」や「陸上水槽方式」などの技術開発
が行われてきたが、放流種苗の疾病対策と中間育
成の効率化のため、平成15年度から集約化を進め、
平成20年度現在、県内 4 地区において大規模囲網
方式による育成・放流が行われている。（図 5 ）
栽培漁業センターでは、国内最大の年間2,400
万尾の放流用種苗を生産し、このうち700万尾は、
太平洋中区海域で唯一の早期採卵（ 4 月）によっ
て生産しており、これらを水温上昇期に資源添加
することで年内の漁獲を目指している。また、近
年問題となっている親エビの不足や産卵率の低下
の対策として、現在、人為的な催熟や産卵誘導の
技術開発に取り組んでいる。
イ

イ

管理運営
栽培漁業センターの施設は県が管理し、種苗生
産業務は昭和53年 7 月 1 日から愛知県栽培漁業協
会（任意団体）に委託して実施してきた。平成14
年 4 月に愛知県栽培漁業協会が財団法人愛知県水
産業振興基金に栽培漁業部として統合されたこと
から、平成14年度以降は財団法人愛知県水産業振
興基金へ種苗生産業務を委託している。

ガザミ
水産試験場による試験的な放流は、南知多町豊
浜で昭和51年度から始まり、「囲網方式」、「網生
簀方式」、「陸上水槽方式」等の中間育成技術が検
討されてきたが、何れの方式によっても共食いに
よる減耗が激しいため、平成 7 年度からは、県栽
培漁業センターにおいてＣⅡサイズまで大型化
し、直接放流を行っている。平成20年度現在、6
カ所で放流を実施している。
ウ

ア

クルマエビ
伊勢湾・三河湾及び遠州灘は、九州西岸や豊後
水道と並ぶクルマエビの三大漁場であり、本県の
重要漁業である小型底びき網及び源式網の主要な
漁獲物になっている。
水産試験場による試験的な放流は、美浜町河和
地先で昭和42年度から始まり、昭和51年度までは

図４

ヨシエビ
ヨシエビについては、クルマエビ種苗生産技術
を応用して平成 6 年度から常滑市鬼崎漁協で水産
試験場と知多事務所（現知多農林水産事務所）の
協力により試験生産、放流が始まった。ヨシエビ
は小型個体でも潜砂能力が備わっていることか
ら、平成20年度現在、直接放流方式により 4カ所
で放流を実施している。

愛知県栽培漁業センターの海水取水施設
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表２ 種苗生産計画（平成21年度）

図５

三河地区で行われている、囲網方式によ
るクルマエビの中間育成の様子。ここで
は、約3,200kの囲網に450万尾を飼育。

エ

クロダイ
水産試験場による試験的な放流は、南知多町豊
浜地先で昭和48年度から始まり、「網生簀方式」
による育成が行われた。
栽培漁業センターにおける種苗生産は平成60年
度から開始している。当初不安定であった種苗生
産は、餌料生物の質的向上、餌料密度等の管理及
びモジ網を使用した稚魚の選別技術等の導入によ
り改善され、安定した種苗生産ができるようにな
った。さらに、親魚養成技術の改良により、現在
では、良質な卵が効率的に確保されるようになっ
ている。
平成19年度から種苗生産サイズを大型化するこ
とにより、中間育成・放流の効率化を図り、平成
20年度現在、直接放流方式により 5 カ所で放流を
実施している。
トラフグ
昭和60年度に南知多町日間賀島地先でクロダイ
での育成方式をモデルとして「網生簀方式」によ
る中間育成技術の開発が行われ、その後「陸上水
槽」による育成技術も開発されている。
県栽培漁業センターでは、平成17年度からトラ
フグの生産を開始している。当初不安定であった
採卵は、天然親魚の養成技術の向上、人口精漿や
冷凍保存精子の利用技術の導入により改善を図っ
ている。また、モジ網を用いた稚魚の選別により、
育成中の生残率を向上させている。
平成20年度現在、一部標識試験用に網生簀方式
で中間育成する他は、直接放流方式により 3 ヶ所
で放流を実施している。

その後、作業の効率化および放流手法の検討の結
果、直接放流方式が主流となり、平成20年度現在、
8 カ所で放流を実施している。
キ

ナマコ
水産試験場による試験的な放流は、昭和57年度
から一色町佐久島地先で直接放流が始まり、「陸
上水槽方式」や「垂下籠方式」の中間育成技術が
開発され、県下に普及した。その後、外的生物が
少ないことや直接放流による資源添加効果も高い
ことから、平成20年度現在、11ヶ所すべて「直接
放流方式」で放流を実施している。

オ

カ

アワビ
水産試験場による試験的な放流は、南知多町篠
島地先で昭和47年度から始まり、「垂下籠方式」
や「陸上水槽方式」の中間育成技術が開発された。
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これからの栽培漁業

水産資源の安定化と増大のためには、種苗放流
のみならず、稚魚の育成環境の保全、適切な資源
管理の実施及び遺伝的多様性の確保が必要とな
り、そのため、以下の事項に留意して種苗放流を
実施していく必要がある。
・放流魚種の生態を詳細に調査し、その結果に基
づき、適切な大きさの種苗を、適切な時期、適
切な場所へ放流する。
・放流によって海域の生態系を攪乱しないこと、
また、海域の生産力を考慮した放流を行うこと。
・魚の育成場となる干潟や藻場の保全や造成等に
より、良好な生育環境を確保すること。
・放流魚種の遺伝的多様性を保つため、種苗生産
においては可能な限り多くの親魚を用い、また、
遺伝的系群が異なる他海域からの種苗の持ち込
みは厳に慎むこと。

34

鳥取県における栽培漁業の取り組み
鳥取県農林水産部水産課
水産振興室長

古 田 晋 平

ガキ、サザエ等が水揚げされています。なお、前
述のとおり、波浪条件が厳しいことから海面養殖
の生産はほとんどありません。
本県の海岸線は、総延長129㎞で、そのほとん
どが日本海に面した波浪条件の厳しい外海域であ
り、生け簀等を利用した海面養殖業の進展を拒ん
でいます。また、全延長の約65％が砂浜海岸で占
められ、アワビ、サザエ等を漁獲する磯場漁場は、
ごく限られた範囲しかありません。沖合では、対
馬暖流が東流し、深層には大規模な冷水域が発達
しやすいこと、さらには日本海最大の大陸棚が前
面に広がることから、暖流系の回遊魚とともに、
冷水性の豊富な底魚資源に支えられ、大中型旋網、
沖合底曳網、ベニズワイかに篭網、イカ釣り等の
沖合漁業が基幹漁業となっています。そのため、
水揚げ魚種も、マサバ、マアジ、ブリ類、スルメ
イカ等の回遊魚、ベニズワイガニ、ズワイガニ等
の底魚資源が多くを占め、これらの魚種の平成19
年の全国順位は、ベニズワイガニが 1 位、ズワイ
ガニが 2 位、クロマグロが 2 位、ハタハタが 4 位
などとなっています。また、日本海各所の漁獲物
が水揚げされる県西部の境港では、特に生鮮マグ
ロとベニズワイガニの水揚げ量は、全国主要漁港
の中でも１位となっています。
一方、沿岸漁業では、外海を漁場とするイカ釣
り、刺網、小型底曳網、一本釣り、潜水等が営ま
れ、スルメイカ、ハマチ、サワラ、マダイ、イワ

境港市場での生鮮マグロ競り風景

鳥取県では、
昭和56年の栽培
漁業センター開
設以来、本県沿
岸域に広がる広
大な砂浜域の対
象種であるヒラ
鳥取県栽培漁業センター
メを始めとする
各魚種の栽培漁業に取り組んできました。しかし、
事業化に移行する過程で、放流効果はもちろん、
県境を越えた移動の問題や近年の漁業燃油の高騰
の影響を受け、漁業経費が抑えやすい近場漁場で
移動の少ない対象種に重点を置いて栽培漁業を進
める方針としています。
また、これまで種苗放流一辺倒だった栽培漁業
を、より確実な生産につながる養殖漁業と藻場造
成やイワガキの付着面再生等、漁場環境の改善策
も盛り込んだ 3 本柱として施策を進めて行くこと
としています。さらに、事業化が進むにつれて、
漁業者任せとなってきた放流手法を再度見直し、
効果的な放流や漁場管理によって放流効果を向上
させるため、（財）栽培漁業協会による放流現場
での普及指導体制を整備してきました。
一方、ヒラメ等、県境を越えて移動する対象種
については、移動実態や海域レベルでの放流効果
の把握等について、関係府県との連携を深めると
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ともに、種苗生産についても県間の連携を進める
ことを検討しています。
ところで、栽培漁業は漁業生産活動の一環とし
て、最終的には受益者である漁業者等による経済
行為として成り立つことが必要です。そこで、鳥
取県では、実用化段階となった対象種の種苗は、
基本的に人件費も含めた経費で有償配布すること
としています。

上記の取り組みを進めるため、鳥取県では下図
の組織体制を作っています。このうち、（財）鳥
取県栽培漁業協会の役割は、種苗生産だけでなく、
県に代わって種苗の量産技術を開発したり、放流
や藻場造成の現場に出向いての現地指導など、栽
培漁業の中核機関となっています。

現在、事業化および技術開発段階にある対象種
は下表のとおりです。事業化段階となった対象種
の購入経費は、漁協等の内部で負担のあり方を定
めて捻出することになります。そのため、多くの
漁協では、これまでの漁協負担から、個々の漁業

者の水揚げ金額に定率を付加する負担金制度や入
漁希望者からの定額付加金等への移行により、本
来の受益者負担の考え方が浸透しつつあるようで
す。
一方、技術開発段階にある対象種は、将来的な
有償配布を前提に漁業者等から寄せられた要望を
基に、技術的な難易度や経済効果の可能性を加味
して選定されます。種苗生産の基礎的技術や放流
技術は県の責務として水産試験場で開発に当たり
ますが、一定の生産技術が確立した対象種では、
（財）鳥取県栽培漁業協会により、より大量で省
コスト可能な技術段階へと開発が進められます。
以下に代表的な対象種の現状と課題を説明しま
す。
１）事業化対象種
アワビ類（放流）
本県では、クロアワビを主体に放流を行ってい
ますが、県東部の岩盤域での放流効果が低迷して
いたことから、岩盤域での生息に適しているメガ
イアワビを加えて種苗を配布しています。
もともと岩礁域の少ない本県では、アワビの漁
獲量は、5 トン以下とごく限られていました。し

鳥取県における栽培漁業取り組み対象種（平成21年度）
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かし、種苗放流を開始し、特に各放流現場でのき
め細かい指導を徹底し始めた平成15年以降、漁獲
量が徐々に増加に転じ、平成18年には13トンと過
去最高レベルに達しています。放流貝の回収率は、
県西部の転石海域では約30〜35％と高く、放流貝
の識別指標となるグリーンマークも手伝って、漁
業者の放流効果への認識はほぼ定着しているよう
です。一方、県東部の岩盤海域での回収率は、約
15％とやや低いものの、やはり放流効果への認識
はあり、栽培対象種としての定着が感じられます。
しかし、他県に比べて放流量はごく小規模なこと
から、今後、儲かる栽培漁業対象種として、施策
としての放流量の拡大が望まれるところです。

目し、藻場造成技術の開発を行いました。現在、
開発した技術を使い、各地の漁業者が移植活動に
取り組むとともに（財）鳥取県栽培漁業協会に委
託して、公共事業で造成した人工リーフ等への移
植事業を進めています。鳥取県では、もともとア
ラメはほとんど分布していませんでしたが、現在、
移植したアラメを母藻に周辺海域に大小の規模の
藻場が広がりつつあります。

アラメ種苗の移植作業

鳥取県におけるアワビ類漁獲動向
サザエ（放流）
本県でのサザエの漁獲量には、もともと周期的
な年変動が大きく、極端な豊漁と不漁を繰り返し
てきましたが、事業化による放流を開始した平成
4 年以降の漁獲量は、比較的安定して増加してお
り、漁業者による放流効果の認識は高いようです。
しかし、アワビのグリーンマークように放流貝の
明確な指標がないことと、放流事業開始後に漁獲
物の単価が大幅に下落したこと、さらにこのとこ
ろ漁獲量がやや減少傾向に転じていることが、栽
培漁業対象種としての不安定さを残しています。
また、県では大規模な放流海域に、放流稚貝の中
間育成礁を独自に開発して設置していますが、捕
食者であるヤツデヒトデの増加により、現在、緊
急避難的に害敵生物の少ない天然域に放流した
り、放流サイズを大型にするなどの対応策が講じ
られています。
アラメ（藻場造成）
近年、全国的に藻場の減少傾向が問題となって
います。本県でも、多くの漁業者が海藻の減少を
感じ、放流対象種であるアワビやサザエの餌不足
を懸念しています。そこで、県では、餌料価値が
高く、多年生で濃密な藻場を形成するアラメに着

種苗移植により自然繁殖し始めたアラメ藻場
イワガキ（付着面再生）
鳥取県では、平成12年をピークにイワガキの漁
獲量が減少に転じてきました。イワガキ漁場の約
9 割は消波堤等のコンクリート構造物ですが、こ
のような漁場では、一度付着したイワガキを漁獲
すると、次に付着しにくいことが分かりました。
そこで、県では稚貝の着生時期に合わせて構造物
の表面の付着物を削り落とすことで、イワガキの
付着を促進する手法を開発しました。現在、この
手法を使い、付着面の再生活動に取り組む漁業者
等に技術指導と経費の支援を行っていますが、施

イワガキ付着面の再生作業
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工位置や時期、さらにはイボニシ等の肉食性貝類
の分布によっては、再生効果が現れにくい場合も
あるため、施工場所の選定が重要なポイントとな
ります。

付着面再生作業により着生したイワガキ稚貝
２）技術開発段階の対象種
バイ（放流）
鳥取県では、か
つて（昭和60〜平
成 6 年）放流事業
対象種としてバイ
の種苗配布を行っ
ていました。しか
し、その後、有機
産卵器に産み付けられた
スズ系の環境ホル
バイの卵包嚢
モンの影響でバイ
の雌が雄化するインポセックス現象により種苗生
産が困難となり、放流事業が中断に追い込まれる
事態になりました。ところが、近年の環境回復に
より、バイ資源が回復傾向に転じるに伴い、漁獲
再開による資源枯渇を懸念する漁業者から放流再
開の強い要望が寄せられ始めました。そこで、現
在、種苗量産体制の確立を目指して（財）鳥取県
栽培漁業協会による量産化技術開発が進められて
います。バイの種苗生産には、不明疾病も多く、
安定生産するためには多くの技術的課題が残され
ていますが、漁業者ニーズに早期に応えるため、
近年中の種苗配布事業の再開を目指しています。
一方、種苗放流だけでなく、漁場の環境改善に
よってバイ資源を維持回復する取り組みも始まっ
ています。これは、産卵期に卵を付着しやすい基
質を漁場に設置することで、産卵を促進するもの
ですが、適した基質には写真のように大量の卵包
嚢が産み付けられることが判っています。
キジハタ（放流）
キジハタは、魚価が高く、一本釣りの対象とし
て本県でも人気のある魚種です。しかし、近年、
資源に減少傾向が伺え始めたことから、一部の漁
業者から放流対象種としての強いニーズが寄せら
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れています。キジ
ハタの技術開発
は、（独）水産研
究センターや複数
の県で既に取り組
まれていることか
ら、先進機関のご
漁業者等によるキジハタの
協力もいただきな
記念放流
がら、鳥取県でも
種苗生産や放流の技術開発に取り組んでいます。
このうち本年度は、養成した親魚を使った種苗生
産試験と（独）水産研究センター玉野栽培漁業セ
ンターより譲り受けた稚魚を養成した標識放流を
計画中です。
ところで、キジハタの種苗生産では、VNN等
のウイルス病が大きな脅威となっていることか
ら、実用化に向けて、紫外線殺菌装置を装備した
専用の種苗生産水槽（約30k千基）の整備にも着
手する予定です。
ヒラメ（放流）
鳥取県では、平
成 3 〜14年度まで
の間、放流効果実
証事業としてヒラ
メの大規模な放流
を実施してきまし
た。ヒラメの漁獲
量は、平成 7 年度 美保湾でのヒラメの試験放流
には過去最高とな
り、放流効果の手応えを感じつつありました。し
かし、その後、漁獲量が急激に減少し、5 年間で
1/5近くにまで下がってしまいました。その主要
因は、海域に蔓延した新種の寄生虫（ネオヘテロ
ボツリウム）による貧血症で、放流効果もその影
響で低下したと考えられたため、平成15年度より
放流を休止して回復を待つこととなりました。
その後、放流再開に向けて、天然海域での感染
状況の追跡を続けていますが、その一方で、平成
19年度より県西部美保湾において、試験的な放流
を開始しました。全長約10㎝の稚魚 6 万尾程度と、
かつての放流規模に比べ、ごく小規模ではありま
すが、それでも、平成19年度放流魚の回収率はこ
れまでに約14％と、かつての放流効果を凌ぐ高さ
が確認されています。一旦休止した放流を再開す
ることは、体制づくりも含めて難しいこととは思
いますが、今後の放流効果を見届けつつ、漁業者
の意向を踏まえながら再開の道を探って行きたい
と思います。

携帯型アスピレーターを用いたトラフグ耳石の
大量収集法の開発
独立行政法人

水産総合研究センター

南伊豆栽培漁業センター
主任技術開発員

鈴 木 重 則

1 はじめに
栽培漁業では、放流した人工種苗の成長や生残
を追跡調査し、より効率的な放流手法を検証して
いくことが重要です。放流魚の追跡には、外部標
識と呼ばれるプラスチック製のタグを魚体に装着
する方法や、内部標識と呼ばれる蛍光物質で魚の
耳石を染色する方法（耳石標識）などがあります。
耳石標識は、種苗に外傷を与えずに標識が装着で
きること、そして、放流後の成長や生残に与える
影響が少ないというメリットがあります。しかし
一方で、対象とする魚を収集・解剖して耳石を取
り出し、蛍光顕微鏡で標識の有無を検鏡しなけれ
ば、放流魚の判定ができないというデメリットが

トラフグ仔魚に装着した耳石標識
円形に光る４つの耳石が見える
扁平石と呼ばれる大きい方の耳石対を調査に利用する

あります。トラフグのような高級魚を対象とした
場合、供試魚の収集には、多額の購入費用がかか

舘山寺温泉内にある遠州灘ふぐ調理用加工協同組

ることから、耳石標識をトラフグ種苗に装着する

合に協力していただきました。この加工場では、

技術はあっても、実際の調査手段として用いるこ

静岡県のフグはえ縄漁の漁期である10月から翌年

とは難しい状況にあります。

2 月までの 5 ヶ月間に、数千尾のトラフグが活魚

ご存知の通り、トラフグは卵巣や肝臓等に猛毒

で持ち込まれ、身欠き処理が行われます。加工場

のテトロドトキシンを含むため、その調理には、

のある温泉街では、「遠州灘天然とらふぐ」のブ

ふぐ調理師の免許を持つ者が従事しなければなり

ランド化を推進していることから、養殖物は一切

ません。そのため、トラフグを水揚げする漁港周

利用せず、トラフグの仕入れ先は静岡県内の 2 漁

辺には、ふぐ調理を専門とする加工場が設置され、

港に水揚げされた天然物に限られています。よっ

水揚げされたトラフグを一括して身欠き処理する

て、この加工場における耳石の大量収集法が開発

ことがよくあります。このように猛毒を持つため

できれば、そのまま放流魚の追跡調査への展開も

に流通・加工経路が限定されるトラフグ産業の特

可能となります。また、幸運なことに、この加工

徴に着目し、ふぐ専門の加工場において、身欠き

場では頭部にある耳石の周辺組織を取り除く作業

処理の過程で取り除かれる食用にできない部分か

が、身欠き処理の工程に組み込まれていました。

ら、大量の耳石を収集できないか調査しました。

これは、耳石の周辺組織の毒性が不明なためです
が、この工程により取り除かれる部分のみを集め

2 トラフグ耳石の収集試験方法
トラフグ耳石の収集試験には、静岡県浜松市の

ることで、耳石を効率的に集められるのではない
かと考えました。耳石の周辺組織を取り除く作業
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が普段から行われていたために、加工場に対して

しまい、その後、吸引物の中から耳石のみを回収

新たな作業をお願いする必要が無く、耳石の周辺

できないかと考えました。吸引に利用したのは、

組織のみを別個に集めていただくことにも快く承

携帯型の医療用アスピレーターです。南伊豆栽培

諾していただけました。しかし、トラフグの耳石

漁業センター内で予備的な試験をした後、機械を

はサイズが 2 ㎜前後と小さいために、 耳石を目

加工場に持ち込み、収集試験を実施しました。

で確認しながら周辺組織を取り除く作業を進めて
いただくことは、非常に難しいことがわかりまし

3 トラフグ耳石の収集試験結果

た。そこで、トラフグの耳石が小さいことを逆手

トラフグ加工場での耳石の収集試験は2007年10

にとって、耳石の周辺組織をまるごと吸い取って

月〜2008年 2 月に実施しました。同期間に加工場
で身欠き処理されたトラフグは7,255尾、その大
きさは全長34〜48㎝、体重0.64〜2.56㎏でした。
魚類の耳石は左右対になっていることから、1 尾
のトラフグには 2 個の耳石（扁平石）が備わって

アスピレーターで吸引する耳石周辺組織の位置
左：吸引前

遠州灘ふぐ調理用加工協同組合におけるトラフグ身欠き
処理の様子

トラフグ成魚の耳石（扁平石）
耳石の幅と高さはおよそ２㎜
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右：吸引後

頭部を正中線上で半分に割ると頭蓋腔の窪みが現れる
（点線で囲まれた部分）。耳石は頭蓋腔の中にあるので、
この部分をすべて吸引する。

携帯型アスピレーターによるトラフグ耳石周辺組織の
吸引作業の様子

います。よって、7,255尾のトラフグから得られ

ていました。この試験により、加工場の身欠き処

る耳石の総数は、14,510個となるはずです。実際

理過程で取り除かれる耳石の周辺組織を、携帯型

に収集できた耳石の数は11,778個で、その割合は

アスピレーターで吸引することにより、トラフグ

81.2％という結果でした（表 1 ）。また、収集で

の耳石を効率的かつ大量に収集できることが明ら

きた耳石の割合を月別に見ると78〜83％と安定し

かとなりました。

吸引物は処理日毎にパックし、処理尾数・処理日・水揚
港などの情報を記入していただきました

表１

吸引物の中から回収したトラフグの耳石

加工場におけるトラフグ身欠き処理の実施状況およびトラフグ耳石の月別収集結果

4 今後の調査にむけて

耳石周辺組織の毒性が明らかにされていないこと

この耳石収集法は供試魚を購入する必要がない

から、関連法令を遵守するとともに、その取り扱

ことから、限られた予算で実施可能な新たな放流

いには十分な留意が必要となります。今後は耳石

魚の追跡調査法に成り得るものと考えられます。

標識を装着した種苗の放流および、加工場から収

ただし、本調査を継続的に実施するためには、そ

集した耳石標識の調査により、より効率的なトラ

の目的および必要性を加工場に対して十分に説明

フグ種苗の放流手法を検証していきたいと考えて

し、理解を得ることが重要です。また、収集する

います。
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北海道は周囲を海に囲まれ、様々な水産資源に

「マツカワ」という名前は、表面がざらざらし

も恵まれており、漁業生産量が全国の 4 分の 1 を

て松の皮に似ていることから松皮＝マツカワ」と

占める我が国最大の水産基地となっています。そ

呼ばれるようになりました。他には、ひれの模様

の中でも、栽培漁業の対象種であるホタテガイ、

が羽ばたいた鷹の羽に似ていることから「タカノ

サケ、コンブの 3 魚種は、生産量や生産額が全体

ハ」、アイヌ語でカレイの成魚やヒラメを意味す

のおよそ半分に達し、栽培漁業は基幹漁業となっ

る「タンタカ」、とも呼ばれています。

ています。このような栽培漁業において、新たな
対象種としてマツカワへの期待が高まり、近年取
り組みが始まったところです。

形態の特徴としては、体高が高くて、口がやや
大きく、側線が大きく湾曲しています（図 1 ）。
マツカワは、冷水性のカレイ類で、太平洋では

マツカワは「王鰈」（カレイの王様）というブ

茨城県以北、日本海では若狭湾以北に分布し、北

ランドネームが付けられ、ホシガレイ、ヒラメと

海道では主に太平洋沿岸に分布しています（図

並ぶ高級魚です。その身は、肉厚で白身、ほどよ

2 ）。

く脂がのり甘みがあり、刺身、寿司種として生で

産卵期は 3 〜 6 月と考えられており、成長を見

食べることはもちろん、煮付けにしてもよし、ム

ると、1 歳の秋〜冬に全長30㎝で体重が400ｇ、2

ニエル、フライにしても美味しいと言われていま

歳の秋〜冬には全長40㎝で体重が約 1 ㎏に成長し

す。

ます。3 歳以降は雌雄で成長が異なり、雄よりも

このようなマツカワも、1975年以前は日高沿岸

雌の方が大きくなります。雌は 3 歳の秋〜冬に50

で年間50トンを超える水揚げがありましたが、

㎝で1.6㎏、4 歳の秋〜冬には60㎝で 3 ㎏に成長し

1990年以降は 1 トンに満たないほどに激減し、

ます（図 3 ）
。

「幻の魚」と呼ばれるようになりました。しかし、

また、初めて成熟する年齢は、雌が 4 〜 5 歳、

その後マツカワ資源の回復の取り組みが進めら

雄では 3 歳であると考えられています。主な餌と

れ、えりも以西の太平洋沿岸では2006年から毎年

しては、1 歳まではアミ類、エビジャコ類などの

100万尾の大量種苗放流事業が始められました。

甲殻類ですが、2 歳以降は、これらの甲殻類に加

そこで今回は、近年注目を浴びているマツカワの

え、カタクチイワシやハタハタなどの魚類も食べ

栽培漁業の取り組みについて紹介したいと思いま

るようになります。

す。
漁業資源としてのマツカワは、刺し網や定置網
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図１

マツカワの特徴

図２

図３

マツカワの分布

マツカワの成長

等で漁獲されています。漁獲統計が残されている
日高海域の浦河漁協では、1970年代前半まで20〜
60トンの漁獲がありましたが、その後減少して
1980年代にはほとんど漁獲がありませんでした
（図 4 ）。しかし、1990年代に入ると人工種苗の放
流試験が始まり、漁獲量が増加してきました。

（１）栽培漁業基本計画
北海道では、栽培漁業を効果的かつ効率的に推
進するため、沿岸漁場整備開発法に基づいて栽培
漁業基本計画を定めています。マツカワは第 2 次
計画（1988〜1993年度）で初めて技術開発魚種と

図４ マツカワの漁獲量

して位置づけられ、種苗生産の基礎技術の開発が
目標とされました。第 3 次計画（1994〜1999年度）
では量産技術開発が目標とされ、第 4 次計画
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（2000〜2004年度）では放流技術開発と事業化検

ーがマツカワ成魚の飼育試験を実施しました。

討、第 5 次計画（平成2005〜2009年度）では事業

1991年には日本栽培漁業協会から受精卵を導入

化実証が技術開発の目標となっています。

して卵管理とふ化試験を行いました。1992年に

また、栽培漁業の推進に当たっては、道、各種
協議会、関係市町村、漁業協同組合及び栽培漁業

は天然由来の親魚から採卵し、人工受精によっ
て受精卵を得ることに成功しました。

振興公社が相互に協力して行くとともに、国、水

技術開発を進める中では、親魚の成熟不良、

研センター、各都府県、海づくり協会等と連携し

採卵の不調、死魚の初期大量へい死、ウイルス

て技術水準の向上に努めることとされています。

性神経壊死症の発症など、様々な問題（図 5 ）

このように、マツカワの栽培漁業は計画的に、
また、組織的な体制で進められてきました。

が発生し、生産尾数が不安定な時期もありまし
た。しかし、1998年頃には、これらの課題が克
服され、10万尾の生産が可能になり、栽培漁業

（２）試験研究機関における技術開発

基本計画の目標とされた量産技術の開発が達成

マツカワの栽培漁業を推進するための技術開発

されました。

は、北海道立水産試験場などさまざまな試験研究
イ

機関が取り組んできました。

種苗放流技術
マツカワの人工種苗は1987年に厚岸湾で初め

ア

種苗生産技術

て放流され、その後日本栽培漁業協会厚岸事業

種苗生産技術に関する研究は、日本栽培漁業

場が厚岸湾を主なフィールドとして、放流して

協会厚岸事業場で1981年に始められたのが最初
で、道立水試では1989年に栽培漁業総合センタ

図５
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いました。
一方、道立水試では、人工種苗の放流技術を

種苗生産技術の開発

開発するため、噴火湾をモデル海域として放流
実験を進めました。放流技術を開発するに当た
っては、人工種苗の放流適地・放流時期・サイ
ズ・餌、競合生物などを明らかにするため、標
識放流や生態調査、餌料生物調査などを実施し
てきました（図 6 ）。また、放流と回収に関す
る知見を集めるため、市場調査や回収率推定方
法の検討も行いました。
噴火湾を中心としたえりも以西太平洋では、
1991年からマツカワ人工種苗の放流が始められ

図７ マツカワ人工種苗の放流尾数

ました。放流尾数は当初数千尾程度でしたが、
1998年以降は放流数が増加し、1998〜2002年に

（３）現在の取り組み

は10万尾前後が放流されました（図 7 ）
。
また、人工種苗の放流に伴って、えりも以西
海域における漁獲量も増加し、2000年には 6 ト

これまでの試験研究機関によるマツカワの種苗
生産や種苗放流に関する技術開発が進み、現在で
は事業化の実証段階に入っています。

ンに達しました（図 4 ）
。
ア

大量放流
えりも以西海域において、マツカワの放流用

人工種苗を100万尾という大量に生産するため、
伊達市とえりも町に北海道栽培漁業伊達センタ
ーとえりもセンターが2005年に整備されまし
た。さらに、2006年から放流効果実証事業がス
タートし、えりも以西海域の渡島・胆振・日高
の各沿岸から全長 8 ㎝の人工種苗が毎年100万
尾放流されています。
イ

資源管理
人工種苗の大量放流によって資源の回復を図

るためには、放流魚の適切な管理も必要です。
このため、えりも以西海域では、全漁業種類に
おいて全長35㎝未満の小型魚が採捕された場
合、再放流することとなりました。
ウ

放流効果
100万尾の大量放流による効果が目に見える

形で現れたのが、漁獲量です。大量放流が始ま
った2006年度の漁獲量が10トンであったのに対
し、2007年度は19トン、2008年度は前年度の
図６ 放流技術の開発

4.5倍に達しました（図 8 ）。
また、漁獲尾数を見ると、2007年度は漁獲量
と同様に前年度の 2 倍以上に増加しています
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（図 9 ）。これは、1 歳魚の漁獲尾数が大きく増
加していることによるもので、2006年の放流さ
れた 1 歳魚の中で成長の良いものが早くも漁獲
対象になったためです。

えりも以西海域で放流効果実証事業によるマツ
カワの大量放流が始まって 3 年目になり、放流の

このように、漁獲量や漁獲尾数の推移から放

効果も見え始めたようです。マツカワの種苗生産

流効果を実感することができますが、客観的に

や種苗放流の技術はほぼ確立されましたが、栽培

放流効果を把握するため、市場調査を行うこと

漁業としての持続的な事業へ進めるためには、ま

によって、放流尾数と漁獲尾数から回収率を算

だまだ課題が残されています。

定しています。例えば、2000年の放流尾数は約

一つには、放流効果としての回収率が、2000〜

9 万尾（図 7 ）ですが、2000年放流群は2001〜

2002年放流群で 7 〜12％と算出されていますが、

2004年の 1 〜 4 歳までに約 6 千尾漁獲されてい

これらは放流尾数が10万尾程度の試験放流による

る（図 9 ）ことから、4 歳までの回収率は約

ものでした。2006年以降の100万尾放流による回

7 ％と算出されます。同様に、2001年放流群の

収率がどの程度になるかは、今後の漁獲状況と市

4 歳までの回収率は約 9 ％、2002年放流群は

場調査の結果を待たなければなりません。その結

12％でした。

果次第では、さらに技術の改良が求められるかも
知れません。
また、栽培漁業が経済的に成り立つためには、
放流の経費に見合う漁獲金額が得られなければな
りません。そのためには、回収率だけではなく、
単価が望ましい水準に維持されるような対策も必
要です。例えば、道漁連が始めたインターネット
の通販サイトによる販売やブランド化などの取り
組みが行われており、その成果が期待されます。
さらに、栽培漁業では、放流した種苗が成長し
て漁獲の対象となることで、放流の効果を見込ん
でいますが、その他に、生き残った種苗が親にな
って再生産に寄与することも期待されます。

図８

えりも以西海域におけるマツカワの漁獲量

マツカワは、単価が高くてカレイ類の中では高
級魚であることや、低水温でも成長が良いことか
ら、北海道における栽培漁業の対象種として非常
に適している魚です。今後も、漁業関係者や行
政・試験研究機関が連携しながら取り組みを進
め、マツカワの栽培漁業が成功し、本道漁業の発
展に寄与することを期待したいと思います。

図９
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マツカワの年齢別漁獲尾数

１．はじめに
栽培漁業は取組が開始されてから既に40年以上が経過し、全国各県で様々な形で展開されている。成果
についても、シロザケやホタテガイだけでなく神奈川県や鹿児島県のマダイ、宮古湾のヒラメ、岩手県の
アワビなど各地で優れた事例も報告されている。このような各地での成果を踏まえ、現行の第 5 次栽培漁
業基本方針の検討を行った「栽培漁業のあり方検討会」では、栽培漁業の有効性や公益性、合理的な計画
策定と推進体制等について提言が行われており、広域回遊種の栽培漁業について、都道府県を越えた広域
的な協議会等による放流計画の策定するように努めること等が新たに示されている。
しかし、平成18年に行われた三位一体の改革による税源移譲によって、栽培漁業の重要な政策手段であ
った都道府県への交付金（平成16年度までの補助事業）が廃止され、財源とともに地方自治体の自主的な
取組に委ねられたこと、地方自治体が自らの活動として自県の範囲を越えて種苗放流を行うことの難しさ、
等から、広域種の栽培漁業は必ずしも順調に進められているとは言い難い状況にある。そこで、本稿では、
都道府県の海域が輻輳している瀬戸内海を事例として、マダイやヒラメ等について従来と異なる視点から
の評価も加えながら今後の広域種の栽培漁業の進め方について考えてみたい。

２．栽培漁業は資源増大に寄与できたか
（1）瀬戸内海の全漁獲量は減少
瀬戸内海の漁獲量は、1982年、85年の46万トンをピークとして減少しており、2005年には19万 8 千トン
と20万トンを下回っている。漁獲量をマイワシやカタクチイワシ、しらす、あじ類、さば類などの浮魚類
とそれ以外とに分けると、前者は1985年、86年がピークで20万トンを超える生産があったものの、1998年
には 6 万 3 千トンとなり近年も 7 万トン台で推移している。後者は、浮魚類とは若干異なり、1972年と74
年に30万トン台を記録し、1985年までほぼ25万トン以上を維持してきたものの、近年は12〜13万トンまで
減少している（図 1 ）
。
（2）マダイ・ヒラメ資源は増大・維持
漁獲量と放流尾数の推移 マダイの漁獲量は、1970年代前半に 2 千トンまで減少した後増加し、1984年
の4,708トン以降、現在まで4,000トン前後で安定した漁獲が続いている。
（社）瀬戸内海栽培漁業協会の記
録によれば、マダイの種苗放流は1968年から開始されており、1973年には初めて100万尾を越える放流が
行われた。11府県のうち大阪府と福岡県を除く 9 県で継続した放流の実績があり、現在も 6 県で放流が行
われている。放流尾数は、1986年から2000年まで毎年400万尾程度であったが、2000年以降減少傾向にあ
り、2006年の放流尾数は300万尾である（図 2 ）
。
一方、ヒラメの漁獲量は、1960年代後半には瀬戸内海全体でわずか100トン程度であったが、1980年代
後半に 1 千トンに達するまでほぼ直線的に増加した後、現在まで900トンから 1 千トンの漁獲が継続して
いる。種苗放流尾数は11府県全県で行われており、放流尾数は1979年に32万尾が放流されて以降、漁獲量
と同様に直線的に増加し、1995年にはマダイに匹敵する400万尾が、2004年にはマダイを越える500万尾が
放流されている（図 3 ）
。
瀬戸内海の漁獲量が最も多かった1981年から1985年までの 5 年間の漁獲量の平均値と、近年の2002年か
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図１

瀬戸内海漁獲量の推移

図２

瀬戸内海におけるマダイ漁獲量と放流量

ら2006年までの 5 年間の漁獲量の平均値を対比すると、漁獲量全体は49％に減少、浮魚類を除いた漁獲量
もほぼ同様の52％に減少しているのに対して、マダイは110％、ヒラメは154％といずれも増加している。
中国・四国農政局で整理されている瀬戸内海灘別統計に記載された魚類・甲殻類で、同様に漁獲量が増
加しているのは、マダイ、ヒラメ以外にはマアジ、ムロアジ類、ブリ類、イボダイ、ハモ、クロダイ、ス
ズキ類のみで、これらの種類とマダイ、ヒラメは生態的あるいは漁業の面で共通性は見いだしにくい。一
方、マダイやヒラメと同様に底棲性で、対象となる漁業が小型底曳網や刺網、定置網など共通性があるカ
レイ類やニベ・グチ類は、いずれも67％と減少している（表 1 ）
。
表１

図３

1981年から1985年までの５年間と、2002年から
2006年までの５年間の平均漁獲量の対比

瀬戸内海におけるヒラメ漁獲量と放流尾数

漁獲量の増大と放流との関係 マダイ、ヒラメの漁獲量は、瀬戸内海全体の漁獲量が減少に転じた1985年
以降もそのレベルを維持あるいは更に増加している。瀬戸内海全体の漁獲量が伸びていた1980年代前半ま
ではほとんどの魚種の漁獲量が増加していたこともあり、この間の漁獲量からマダイやヒラメの放流効果
を抽出することは難しいが、1980年代後半以降、多くの魚種の漁獲量が減少していった中で、マダイ、ヒ
ラメの漁獲量が他の魚種とは明らかに異なる動向であったことは、他の魚種との大きな相違点である毎年
400万尾以上の種苗放流の効果とみるべきではないだろうか。
我が国周辺水域の漁業資源評価によれば、瀬戸内東部海域におけるマダイ 0 歳魚の資源尾数（天然魚の
加入量＋放流魚）の1985年から2006年までの27年間の平均は1,040万尾/年である。一方、種苗放流量の平
均は129万尾/年で、資源尾数に対する放流量の比率は平均で13％である。同じく瀬戸内海中・西部海域の
マダイの場合には、0 歳魚の資源尾数の平均1,382万尾/年に対して放流量263万尾/年、資源尾数に対する
放流量の比率は平均で20％である。また、ヒラメの場合には、瀬戸内海域全体での天然魚加入量の平均は
185万尾/年であるのに対して放流量は358万尾/年と、加入量の 2 倍近い量が放流されている。天然魚加入
量は漁獲開始年齢時の資源尾数であるのに対して、放流量は種苗放流時の尾数であることから、放流後の
初期減耗や漁獲開始までの自然死亡等を考慮する必要があるが、放流魚と天然魚の自然死亡が同等である
とするならば、瀬戸内海では資源量の増加に寄与できるだけの放流が行われてきたと考えてもよいのでは
ないだろうか。さらに、種苗放流だけでなく、小型魚の保護などの資源管理や増殖場造成などが行われて
おり、これらの効果が相乗的に現れたものと考えるべきであろう。栽培漁業を含む「つくり育てる漁業」
の政策の効果といって良いのではないだろうか。
マダイやヒラメは、全体として生産を増やすことができた反面、魚価が低下したことで種苗放流の意味
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が薄れたという指摘がある。しかし、国民からの視点で見た場合はどうなのだろうか。高級魚といわれた
これらの魚が日常的に魚屋やスーパーの店頭に並ぶようになったことは大きな貢献である。もっとも、魚
価が必要以上に下がることは決して好ましいことではなく、加えて言えば現在の価格が適正なものである
とは考えにくい面もある。
現在、マダイ、ヒラメの放流効果は、市場調査等による放流魚の回収率や混入率の推定による積み上げ
によって評価されているが、これらの調査結果ではこのような漁獲の動向は充分に説明することができず、
結果として放流の効果とは実証できないという判断にならざるを得ない。しかし、ここで我々が考えなけ
ればいけないのは、説明が付けられないから効果がないということではなく、両者のギャップを埋めるた
めにはどのような仮定が成り立つのかを充分に議論することであろう。漁業生産全体が落ち込んでいる中
でマダイやヒラメの漁獲量が増え続けていて、しかも資源評価の面からも比較的良好な状態にあるとされ
ている実態は、仮に種苗放流の効果ではないのであれば、どのような理由が考えられるのか、さらに発展
させて、そこで生じていることを他の魚種、海域に発現させることで漁業生産を向上させることができな
いのか、沿岸資源の確保の観点からこの答を導き出すこともまた重要である。

３．栽培漁業は親魚集団の造成に寄与したか
（1）クロダイにおける漁獲量と放流尾数の推移
瀬戸内海において、マダイ、ヒラメ以外に栽培漁業の対象魚種の中で漁獲量が減少していない魚種とし
てクロダイが上げられる。瀬戸内海全体のクロダイ漁獲量は比較的安定しており、1970年代から現在まで
30年以上に渡って2,000トン台を維持している（図 4 ）。クロダイの種苗放流は、瀬戸内海の中でも広島県
を中心に1980年代から1990年代にかけて集中して行われ、種苗放流に関する統計が整備された1983年以降
の累積の種苗放流尾数は、広島県が瀬戸内海全体の55％を占めている（図 5 ）
。

図４

瀬戸内海におけるクロダイの漁獲量と放流尾数
図５

瀬戸内海におけるクロダイの県別放流尾数の推移

（2）親魚集団形成と放流の関係
広島県によって集中的な種苗放流が行われた安芸灘と燧灘（現在は、統計上、備後芸予瀬戸と燧灘に分
けられているが分離されていない時期もあるため、ここでは合計して燧灘とした。）の漁獲量と種苗放流
尾数と、その周辺海域の備讃瀬戸及び播磨灘、伊予灘及び周防灘それぞれの合計値を比較してみると、安
芸灘・燧灘では、マダイやヒラメの瀬戸内海全体の放流尾数に匹敵するレベルの毎年300万尾以上の種苗
放流が行われた1980年代後半以降明らかに漁獲量が増加しているのに対して、伊予灘・周防灘、備讃瀬
戸・播磨灘では全く漁獲量の増加は見られていない（図 6 、7 、8 ）
。集中的な放流が行われていた1981年か
ら1995年までの累積の種苗放流尾数と漁獲量をこれらの海域別に対比してみると、漁獲量 1 トン当たりの
放流尾数は、安芸灘・燧灘では、2,700尾、備讃瀬戸・播磨灘では1,500尾、伊予灘・周防灘では590尾と安
芸灘・燧灘が他海域に比べて 2 倍近い値であったことを考慮すれば、安芸灘・燧灘におけるクロダイ漁獲
量の増加は広島県による集中的な放流の成果であり、栽培漁業の明らかな効果というべきであろう（表 2 ）
。
クロダイで特長的なことは、漁獲量の増加だけでなく安芸灘・燧灘の種苗放流尾数が1996年以降減少し、
2006年には最盛期の約1/10の50万尾となっているにもかかわらず、漁獲量が減少していない点である。こ
れは、種苗放流によって造成された資源が放流尾数が減っても維持されていることの具体的な事例であり、
種苗放流によって親魚集団を形成し得るという証明といえるのではないだろうか。クロダイの放流尾数の
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図６

図８

安芸灘及び燧灘（備後芸予瀬戸を含む）における
クロダイの漁獲量と放流尾数の推移

図７

伊予灘及び周防灘におけるクロダイ漁獲量と放流
尾数の推移

表２

海域別に見た1981年から1995年までの15年間の
クロダイ累積漁獲量と累積放流尾数

備瀬戸及び播磨灘におけるクロダイ漁獲量と放流
尾数の推移

減少は、漁獲量が増大したことによって魚価が下落し、放流に対する漁業者の関心が失われたことが大き
な原因といわれており、この点では栽培漁業が解決すべき大きな課題を残しているが、種苗放流によって
親魚集団の形成が可能であり、形成後は必ずしも放流を継続しなくても資源を維持することができるので
はないかという点において栽培漁業のあり方を示す上で大きな示唆もまた与えてくれている。

４．高い経済効率でも放流量の維持・拡大ができない理由はなにか
（1）クルマエビの漁獲量と放流尾数の推移
クルマエビの漁獲量は、1970年の464トンから、1985年の1,476トンまで増加した後、1990年代後半まで
900トンから1,100トンの間で比較的安定してい
た。しかし、1998年以降減少し、近年は500トン
台まで落ち込んでいる。瀬戸内海栽培漁業協会の
記録では、1965年には既に816万尾の放流が行わ
れており、1971年には放流尾数が 1 億尾を越えて
いる。以降、1979年の 1 億5,220万尾を最高に
1997年まで毎年9,000万〜 1 億1,000万尾が放流さ
れてきたが、1998年以降放流尾数が減少し、2006
年には4,316万尾まで減少している（図 9 ）
。
図９ 瀬戸内海におけるクルマエビ漁獲量と放流尾数の推移
（2）漁獲量の変化と放流との関係
クルマエビの漁獲量は、前述のマダイやヒラメ、クロダイとは異なり、種苗放流が行われているにもか
かわらず大きく減少している。しかし、その減少傾向は、1980年代後半から減少が始まっているのではな
く、1997年まで1,000トン前後の高い漁獲量水準が維持されていた点で、瀬戸内海全体の漁獲量の減少と
は異なる傾向を示している。また、瀬戸内海のクルマエビは、1980年代後半から1990年代後半の10年間は
毎年 1 億尾程度の種苗放流が行われ、漁獲量は高位横ばいであったが、それ以降は漁獲量、種苗放流尾数
ともに減少しており、両者の推移はよく一致している。
クルマエビの場合には、前述のクロダイやマダイ・ヒラメの事例のような放流による親魚集団の形成が
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できなかったと言わざるを得ない。これは、瀬戸内海のクルマエビが放流魚の直接的な漁獲によって成立
するいわゆる一代再捕型となっているためではないかと考えられる。対象種によって、放流と資源造成の
考え方を変える必要があるのではないだろうか。
（3）放流量の減少による経済的損失
クルマエビの放流尾数の減少 瀬戸内海のクルマエ
ビ放流尾数が減少した原因は、クルマエビに関する
国庫補助事業が終了したことと関連している。瀬戸
内海では、1977年からクルマエビの栽培漁業の定着
を促進するため、当時の（社）日本栽培漁業協会
（1979年までは瀬戸内海栽培漁業協会）が国からの補
助を受けて栽培漁業定着促進事業を実施しており、
同事業によって毎年3,000万尾から5,000万尾のクルマ
図10 瀬戸内海で放流されているクルマエビの生産由来
エビが放流されていた（図10）。しかし、1998年に発
別放流尾数
生した急性ウイルス血症（PAV）対策のため、種苗生
産を行っていた（社）日本栽培漁業協会志布志事業場の生産尾数が減少したことに加えて、栽培漁業定着
促進事業の後継事業であった放流資源共同管理型栽培漁業推進調査事業が2000年度で終了し、この国庫補
助事業に替わる種苗生産体制を構築することが出来なかったために、種苗放流尾数が減少し、これに応じ
漁獲量も減少したと見るのが常識的な見解であろう。
経済的損失 一方、これを経済効果の面からみると、放流資源共同管理型栽培漁業推進調査事業の資料等
によれば、国庫補助事業によって（社）日本栽培漁業協会において16㎜サイズの種苗約 1 億尾が生産され、
各県で中間育成が行われた後に30〜50㎜サイズで3,000万尾〜5,000万尾が放流されていた際の費用は、種
苗生産経費約5,000万円、中間育成経費約 1 億円を合わせて毎年約 1 億5,000万円である。一方、現在の漁
獲量500トンと放流数量が減少する以前のレベルの1,000トンとの差分である500トンの漁獲量、生産額に
換算すると毎年約25億円（平均単価を5,000円/㎏と想定）が放流によって支えられていたとするならば、
その費用対効果は約17倍となり、放流量が減少したことによって毎年20億円を超える漁獲機会を失ってし
まったことになる。このように高い経済効果を生んでいた可能性がありながら、各自治体がそれをカバー
することができていない理由はなにか。ここに広域種の栽培漁業に係る大きな問題が存在していると言わ
ざるを得ない。
（4）広域種の共同放流の困難性
先に述べた放流資源共同管理型栽培漁業推進調査事業では、瀬戸内海を東部と西部に分けて放流効果調
査を実施するとともに、クルマエビを複数灘にまたがる広域的な資源と捉えて、共同種苗放流体制の構築
について検討している。瀬戸内海のクルマエビは、周防灘や播磨灘等の干潟域で稚エビ期を過ごした後、
成長とともに灘間を移動し、紀伊水道、豊後水道の両水道域で親エビとなる（図11）。追跡調査の結果で
は、年度によって結果にバラツキが生じることはあるものの、大型種苗を放流することで事例によっては
30％以上の回収率も期待できることが明らかになった。しかし、クルマエビを対象とする小型底曳網等の
漁業自体が輻輳していることに加えて、灘間の移動が大きいことが県事業としてのクルマエビ放流事業の
成立を難しくしていこと、県が自らの活動として自治体の域を超えて他県の海域で事業として放流するこ
との難しさ、そして受益範囲や割合の特定が難しいこと、等から共同放流は実現しなかった。その結果と
して事業終了以降、海域として種苗放流数量を維持することができなかったと見るのが妥当ではないか。
（5）広域種の栽培漁業の実現のために解決すべき課題
今後の栽培漁業において課題となるべき事項のアンケートを行った際に、多くの県から広域的な連携が
課題として提示された。これを具体的に進めようとした場合、上記のクルマエビ共同放流の際の課題を解
決することが不可欠である。また、放流体制の検討に際しては、単なる共同放流ではなく種苗生産の集約
化を図ることが重要である。上記のクルマエビの事例では、種苗生産は（社）日本栽培漁業協会志布志事
業場が集約的に実施していた。この場合の生産単価は、16㎜サイズで0.3〜0.5円/尾であった。一方、各県
の栽培漁業センターがそれぞれ生産した場合には、同サイズで1.5円/尾を要するとされており、集約的に
種苗生産を行うことで、経費の面で 3 倍以上の効率化が図れることになる。現在、各県の種苗生産施設は、
建設後20〜30年以上が経過し、老朽化に伴う補修工事等が必要となっている場合が多い。単純な補修・更
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図11

瀬戸内海におけるクルマエビの移動経路

新ではなく、海域内での分担を踏まえた生産対象魚種の見直しと、それに伴う施設のライフサイクルコス
トを考慮した補修・更新計画を海域単位で考えていくことが必要ではないだろうか。
いずれにしても、都道府県の境界をまたがる海域単位の組織・体制を検討する必要がある。現在の社会
情勢において、どのような方法が適当であるのかを考えるべきであろう。地方分権において議論されてい
る道州は陸域を基準としている。例えば、内閣総理大臣の諮問機関である地方制度調査会は例として、9
道州、11道州、13道州の 3 案を示しているが、瀬戸内海は 3 から 4 の道州に囲まれることとなり、根本的
な解決策とはなり得ない。どうしても、道州を含め自治体間の連携組織・体制又は国レベルでの組織・体
制が必要となる。

５．種苗放流は永続的に行わなければならないのか
（1）マダイ、ヒラメが果たした役割
ここまで、瀬戸内海における代表的な事例について効果の検証を行ってきたが、改めて先に示したマダ
イとヒラメの事例について考えてみたい。瀬戸内海のマダイやヒラメの栽培漁業が効果を上げてきたこと
は先に述べた通りであるが、図 2 、3 に示した両魚種の漁獲量を改めて見てみると、マダイの場合、2000
年以降放流尾数が減少しているにもかかわらず漁獲量は安定している。一方、ヒラメの場合、2004年以降
放流尾数が500万尾に増加しているが、漁獲量は1,000トンでほぼ横ばい状態である。両魚種の近年の資源
状態は比較的安定していることを考え合わせると、瀬戸内海のマダイ、ヒラメは放流によって充分な資源
の造成が既にできていると考えてもいいのではないだろうか。前記のクロダイの事例が示してくれたよう
に、現在の漁業のレベルを維持できるのであれば、海域全体の放流尾数を減らしても安定した漁獲が継続
できる可能性は高い。この点から見て、瀬戸内海の栽培漁業の牽引役としてのマダイ、ヒラメは当初の目
的を達成したと言うことができるのではないだろうか。今後は、地域における必要性等を勘案しながら放
流量を減らし、資源動向のモニタリングを継続しながら、加入量の減少など資源状況の悪化が見られた場
合には海域全体で協議して再び種苗放流を強化するなど、柔軟な資源の管理体制を検討することも必要で
はないか。
（2）種苗放流という基金造成
現在の栽培漁業は、放流を継続しながら漁獲を続けていく考え方で進められており、効果も年毎あるい
は放流群毎に評価されている。放流技術の向上という技術的な観点からは、放流群を追跡することが不可
欠であり、評価のステップとして放流群毎の効果の見極めは重要である。しかし、技術開発から事業への
移行期において、財政サイドとの折衝の過程でこの考え方を事業としての評価に当てはめられてしまった
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ことで、栽培漁業の経済的な効果が放流の経費と放流魚の漁獲によって得られた利益の比率でのみ評価さ
れ、栽培漁業の大きな機能であるはずの資源への貢献が評価できない構造になってしまったのではないだ
ろうか。本来の栽培漁業は、放流によって資源を造成しこれを合理的に漁獲するというもっとダイナミッ
クな考え方の中で進められてきたはずである。この場合の費用は資源の造成のために放流した種苗の経費
であり、効果は漁獲の増加と考えるべきで、造成のプロセスを考えれば、単年度ではなくもっと長い期間
で、資源を造成している期間に投じた総額と果実として利用した総額との対比で考えるべきである。
親魚集団の造成が可能と判断できる魚種について、集中的な種苗放流によって資源（親魚集団）の造成
を行う。そのための期間は対象とする魚種の生活史や漁獲加入までの長さによって異なるが、最小成熟年
齢を 2 〜 3 歳と仮定すると概ね 5 年から長くても 7 年程度で複数の世代を構成できる。その後は放流を終
了し、資源状況のモニタリングを行いながら確実な管理の下で漁獲を継続し、資源状態が悪化した場合に
は追加的に放流を行えばよい。過去に資源管理を推進しようとした際に、海を銀行に例えて、漁業者が小
型魚を獲らずに貯金（海に戻す）することによって利息を伴って（大きくなって）帰ってくるという考え
方があった。これに例えるならば、漁業者が個々に貯金するのではなく、国や県、漁業者など関係者が出
資して親魚集団という「基金」を造成し、漁獲管理という運用を行いながら利息を受けとる（漁獲する）
ということだろうか。初期に基金を造成するために集中的に費用が必要となるが、確実な管理ができれば
後年度負担は不要である。造成の計画を立案する際に造成期間を明確にし、ひとつの魚種の造成が終了し
た後は、必要に応じ次の魚種にシフトすることで、限られた予算で新たな資源の造成も可能である。これ
には、正確な資源評価とその管理が可能であることが前提となるが、その効果は、基金造成に投じた費用
と、計画段階で設計した期間内（対象魚種の成熟年齢の 3 世代分程度？）に得られた漁獲の合計と、造成
を行わなかった場合の想定漁獲量の差分で評価できるはずである。
対象とする魚種、造成の目標とする大きさ、漁獲管理の方法、費用の分担等は、前項の共同放流の可能
性で述べたように、関係者間の調整が非常に難しいことが予想される。沿岸資源の管理ととらえ、調整機
能を持った中立的な機関の下に置くことが望ましい。
種苗放流をいつまで続けるのか。このことは栽培漁業が長く直面してきた課題である。もちろん、上記
の基金方式が当てはまるのは放流によって親魚集団を形成することができる魚種だけであり全ての魚種に
当てはめることができる訳ではないが、ひとつの明快な考え方として提示できるはずである。

６．資源の回復手段としての栽培漁業をどう考えるか
現在、瀬戸内海ではサワラの広域資源回復計画が実施されており、回復のための 3 つの柱の一つとして
積極的な資源培養措置として種苗放流が実施されている。（独）水産総合研究センター等の調査よって高
い放流効果が確認されており、資源回復という目的において、種苗放流が貢献できることが明らかになっ
ている。現在のサワラ瀬戸内海系群資源回復計画は2011年度までの取組となっているため、2012年度以降
については、水産庁瀬戸内海漁業調整事務所を中心に検討が行われているが、ここでは、検討用の情報量
の豊富なサワラを使用して、種苗放流が資源回復に貢献できる意味について少し考えてみたい。
瀬戸内海では、現在、海域、漁法毎に様々な形で漁獲努力量の削減が行われているとともに、毎年20万
尾の種苗放流が行われている。これらの努力により、資源の回復が見られたものの不安定な状態が続いて
いる。そこで、（独）水産総合研究センターの協力を得て瀬戸内海漁業調整事務所が行った資源回復のた
めの措置に関するシミュレーション（データは、「我が国周辺水域の漁業資源評価」を使用）を基に、
2015年度を目標として、安定的に漁獲を継続するために生態系や環境に配慮した資源量レベルである
5,800トンまで回復させるために、現状の措置に加えて漁獲努力量削減を強化した場合、漁獲努力量削減
は現状として種苗放流を強化した場合、種苗放流の効果を効率的に発揮させるため放流直後の稚魚混獲防
止など小型魚の保護を行いながら種苗放流を行う場合を考えてみた（表 3 ）。これらの条件下で資源量、
漁獲量の計算を行った後、漁獲量の予測値（図12）を漁獲金額に換算し、2010年度を基準として漁獲金額
（単価は平成18年度の瀬戸内海の平均単価で固定）の増減を計算（放流経費相当額は減額）すると（図13）
、
漁獲努力量の削減を強化した場合、初年度に5.3億円の減収となり、資源の回復とともに漁獲金額も回復
するが 5 年間の累計では1.4億円の減収となる。一方、回復のための措置として種苗放流を選択したパタ
ーン 3 、4 の場合、初年度には種苗放流の経費との関係で0.2〜0.4億円の減収となるが、2 年目には種苗放
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流経費を差し引いても 2 〜 6 億円の増収となり、5 年間の累計では28〜53億円の増収が見込まれることに
なる。ここで考慮すべきは、金額の増減だけでなく回復目標を漁獲努力量削減のみで達成しようとした場
合、努力量を現在の漁獲係数の30％（平成20年度我が国周辺水域の漁業資源評価より）まで減らさなけれ
ばならない点にある。努力量を現状の30％まで減ら
表３ 瀬戸内海域サワラ資源回復計画（2011年以降）
した場合、計画初年度の漁獲量の予測値は現状の約
の効果に関するシミュレーションの概要
1/3の313トンとなるが、この数値は漁業者にとって
経営上受け入れ困難な数字で現実性に乏しいばかり
でなく、地域に瀬戸内海産のサワラが殆ど供給され
ない状況が生まれることになる。これによって、そ
れまで地元産のサワラを使用していたみそ漬け加工
業者等が、加工原料確保のために瀬戸内海産に較べ
て安価な他海域のサワラを使用することが予想され
る。一度切り替わった購入先は、地元の漁獲が復活
しても戻すことが難しく、例え戻ったとしても以前
のような高値での取引は困難になるであろう。この
ことを考慮すると、資源回復のために厳しい漁獲量
の削減を行うことは、漁業者にとって大きなダメー
ジとなるだけでなく、地域のブランドの消失という
形で漁業以外にも影響を及ぼすことになる。
今回の数値はあくまでも仮定の上でのシミュレー
ションであり、回復目標をどこに置くかによっても
大きく変わってくる。また、上記の金額は、種苗放
流に必要な経費を含んだものであるが、その費用負
図12 サワラ資源回復計画（2011年度以降）における
担や種苗生産を何処で行うかなど実行面では解決し
漁獲量のシミュレーション
なければならない課題が残されており、種苗放流の
可能性の一つを示したものに過ぎない。しかし、種
苗放流による一定の効果が認められる場合には、種
苗放流とその効果を発揮するため稚魚混獲の防止や
小型魚の漁獲の抑制を組み合わせて行うことによっ
て、成魚の漁獲量削減による手法と比較考慮し、漁
業者や地域に対する影響を最小限に抑え得る可能性
を持つことは、早急な資源の回復を考える際に、獲
るべき選択肢が増えるという面で大きなな意味を持
図13 回復計画開始前年（2010年）の漁獲金額を基準とした
つのではないだろうか。
各シミュレーションパターン毎の漁獲金額の増減

７．おわりに
瀬戸内海全体の漁業生産が減少している中で、マダイやヒラメ、クロダイの漁獲量が確保されてきたこ
とは、これまで見てきた通り、明らかに栽培漁業を中心としたつくり育てる漁業の成果である。これらの
成果は、我々に多くの可能性を示してくれていると同時に、課題もまた与えてくれている。これからの栽
培漁業を考えていくためには、これらの事例から得られるものそして学ぶべきものを活かしていくことが
重要である。
昨年の金融問題に端を発する世界的な不況の中で、我が国の水産業の置かれた状況もまた極めて厳しい
ものがある。しかし、第 1 次産業の果たすべき役割は、国民に対して食料を安定的に供給し続けることで
あり、その点に関する水産業に対する期待は大きいものがある。栽培漁業は、沿岸の水産資源を積極的に
増大できる唯一の手段であり、このような時期にこそまさにその真価が問われるのではないだろうか。ま
もなく半世紀になろうとしているその歴史の中で培われた知見・技術をどうしたら発揮できるのか、関係
者の奮起に期待したい。
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せてはいけない」「将来も釣りを楽しめるような
環境を持続させたい」との思いから、魚族資源の
釣りと放流。近いようで遠い関係にあるのが今

保護・培養、水辺環境の維持・保全、釣りのルー

までの状況ではなかっただろうか。こういうこと

ルやマナーの啓発、釣り振興を目的に昭和45年に

をいうと怒られる方もいるのではないかと思いま

設立されました。

すが、海にいる魚を釣っている人の中で放流に参
加した人がどれだけいるでしょうか。
しかし、釣具店店

ここで江戸時代や明治の釣りを書く気はありま

頭におかれた募金箱

せんが、食糧確保の為の釣りは大昔からあったよ

に放流募金として募

うです。遊びとしての近代的な釣りが発達したの

金した覚えのある釣

は大正から戦前にかけてではないでしょうか。大

り人は沢山居られる

正末期から昭和にかけて創刊された釣雑誌（写

のでないでしょう
か。募金をした瞬間、

（写真−１）募金箱

真− 2 ）が釣り文化資料室（※日本フィッシング
会館 2 F）に収蔵されています。

一瞬ではあるが放流に参加した気分を感じるので
はないでしょうか。
魚が釣れないという声は昭和30年代後半から常
に耳にしております。湖や川においては戦後、内
水面漁業の立場から増殖義務による放流が延々と
続いており、釣り人も一般の人もよく知っており
ます。また、放流が即その河川や湖の釣果に繋が
るため、放流の概念がわかりやすかったのではな
いでしょうか。
しかし、この広い海で釣った魚が、魚の全体量

（写真−２）昭和初期の釣り雑誌

にどれだけの影響を与えるのか、想像さえもされ

すでに、釣りの技術、道具について、釣り場の

なかったのではないでしょうか。まして、海に稚

案内、釣り団体の結成等について記載されていま

魚を放流したところで何があるというのでしょう

す。釣りが大衆のレジャーとして定着したのが昭

か。ところが、釣り人は年々魚が釣れなくなって

和30年前後で、現在の全国的な団体はほぼこの時

来ているのを膚で感じていました。このような経

期に設立されています。この釣り人の増加に伴っ

緯が（財）日本釣振興会（略称：日釣振＝ニッチ

て釣竿の大改革がありました。グラスロッド竿の

ョウシン）を作らせ、放流活動をすることへと走

開発です。このことにより釣竿の大量生産が可能

らせたのではないでしょうか。

になり、釣りが一気に大衆化しました。その後昭

日釣振は、「江戸時代からの釣り文化、そして

和40年代に日本でも始められたルアー釣りが、昭

市民に広く親しまれている釣りをこのまま絶えさ

和の終わりから平成の初めにかけバスフィッシン
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グとして大ブームを巻き起こしました。平成 9 年

口変化、企業の宣伝等を受け、盛んな釣り種、釣

〜10年（1997〜1998）がピークで2,000万人近い

り方等により放流魚のニーズも変化してきまし

釣り愛好者がいました。

た。

しかし（資料− 1 ）の如くバブル崩壊後の景気
の低迷や、レジャーの多様化により、平成 9 年
（1997年）をピークに減少し続けています。外来
魚問題による子供たちのバスフィッシング離れ、

1）日釣振設立と魚族資源の保護培養・内水面で
の試験放流

テロ対策の為のソーラス条約による港湾の立ち入

事業の第一として取り上げられたのが、魚族資

り禁止等の影響もあり、現在の釣り人口は、釣り

源の保護培養でした。当時の放流は、釣りを長く

用品の市場規模（国内釣用品売上）同様に、最盛

楽しみたいという純粋な欲求によるものが多かっ

期の60％程度となっています。

たと考えられますが、恒常的・継続的に魚族資源

100年に一度という不景気下、釣り人人口はど

の保護増殖を進めるため、日釣振設立翌年に秋川

うかというと、遠出はしなくなったものの、近場

（東京都）や狩野川（静岡県）にアユの稚魚を標

での釣りは、かえって増えている状況です。他の

識放流しました。これから数年は稚魚の確保や放

レジャー・スポーツと違いお金をかけなくても出

流がし易い内水面が中心でした。

来ることと、時間を自由に使えることが受けてい

2）支部の地方への拡大に伴い海面への放流開始

る要因ではないでしょうか。
このように釣り人口の増減、対象魚毎の釣り人

昭和58年（1983年）大阪湾一帯へのクロダイの
放流を皮切りに、マダイ、ヒラメ等海面への放流

（資料−１）レジャー白書・釣用品国内需要動向調査抜粋
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（資料−２）日釣振の放流の推移（海面）

も活発に行われるようになりました。放流の為の

4）地域のニーズに合った魚の放流

資金は、全国に設置された放流募金箱で「もっと

平成 3 年（1891年）以降クロダイ、マダイ、ヒ

魚を増やし、釣れる釣り場を増やしてほしい」と

ラメの御三家以外もクロソイ、メバル、イシダイ、

いう釣り人の募金です。しかし、昭和58年（1983

カサゴ、スズキ、ソイ、マツカワ、メジナ、ホシ

年）から 5 年間くらいは、まだまだ試験放流の域

ガレイ、マコガレイ、タマン、ミーバイ等、地方

を出ませんでした。

の釣りに好まれる放流魚種が年々増えてきまし

3）チヌの海

た。しかし稚魚を手当てするのが非常に難しい魚

ふたたび

昭和63年（1988年）より稚魚放流のための特別

種も多々あります。

会計が組まれ、放流地点の増加、放流魚種の拡大

平成14年（2002年）以降会員の会費や寄付金を

が行われそれに伴い放流量も飛躍的に増加しまし

放流資金に充てることとされ、経済状況や収入の

た。なかでもクロダイが14年間にわたり毎年50万

変動により放流規模は左右されつつも、県支部の

尾以上／全国

活性化の為にも大きく寄与し、事業の柱として全

放流されました。

特に近畿圏を中心に「チヌの海

ふたたび！」

（写真− 3 ）ということで大量の放流が実施され

国各地で放流事業が実施されています。（写真―
4 、5 ）

ました。当時神奈川県栽培協会に生産を依頼し安
定供給をしたので、輸送地区が全国に及びました。

（写真−３）当時の報道

（写真−４）横断幕
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生産性であり、付加価値が最重要事項になります。
それでは釣り人にとっての対象魚とはどういうも
のなのでしょうか。釣り人は釣りをする行為、釣
りに行っている時間が重要な要素で、なお且つ、
その時に楽しめる魚が釣れればいいのです。この
楽しみ方が百人百様なのですから、捉えどころが
ありません。
あえて現在の傾向を推測してみると、ゲーム性
の強い魚に対しての関心が高まっています。又、
（写真−５）放流風景

釣るのに技術を要し競技性の強い魚が好まれてい
ます。例えば、関東の冬場の釣りと言えば房総や
伊豆方面、伊豆七島の磯におけるメジナ、和歌山
から四国、九州地区におけるグレ（メジナ）、伊

魚族資源の保護培養に資する（現在、どれくら

勢湾、大阪湾、瀬戸内をはじめ全国的なクロダイ

いと検証することはかないませんが）と共に、釣

等が磯釣りの代表選手でしょう。ゲームフィッシ

り人のニーズに合わせたクロダイの大量放流はク

ュとしてはスズキ、タチウオ、シイラ等がありま

ロダイ釣りの参加人口を増やし、一地方の釣り方

す。船釣りとしてはサケ、メヌケ、ソイ、カレイ、

であった特殊な釣り（落とし込み釣り、かかり釣

ヒラメ、カサゴ、イサキ、メバル、キス、カワハ

り、筏釣り等）を各地に伝播し、専門の雑誌まで

ギ、ハゼ、アジ、サバ、イカ、フグ等多魚種にわ

発売されました。それに伴い釣り道具もそれぞれ

たります。一部愛好家はカンパチ、マグロ、イシ

に細分化され進歩を遂げました。

ダイ、モロコを狙って遠征しますが、熟練釣り師

釣り人も放流の効果を釣果として享受するだけ

の対象魚と言えましょう。釣り人が一番多いのが

ではなく、放流を通して魚族資源の有限性を確認

岸壁や防波堤、砂浜からの釣りで対象魚はハゼ、

し、魚を大切に感じたのではないかと思われます。

カレイ、キス、クロダイ、アジ、イワシ等です。

放流に際しては、全国各地の幼稚園児や小学校

海釣り人口は釣り人全体のほぼ60％を占めま

低学年の子供たちに体験してもらうことにより、

す。その海釣りを船釣りとその他に分けますと、

魚の成長過程を勉強し、魚の棲みやすい環境を考

船釣りがほぼ30％、その他が70％ということにな

え、魚に親しみを感じて貰いました。上記のよう

ります。

なイベント放流を行うことにより、地方紙などに

これらの釣り対象魚を、釣り方、釣り人口、地

取材して頂き社会一般に放流の必要性を知って頂

域性、季節、種苗の生産状況等からニーズに合っ

く機会としています。

た、確保できる種苗で放流することになるのです
からなかなか難しいことになっています。
現在、日釣振の各支部においては各都道府県の
栽培漁業センターを通して、放流の為の稚魚を入

釣り人にとって、魚がいなければ釣りは成り立

手しているところが多く、最近では環境や生態系

ちません。その為には魚族資源の保護増殖は必須

に配慮しながら、地域の釣りにあった魚種をとい

の条件です。恒常的・継続的に魚のいる状態を保

うことで放流する魚種も増えています。しかし一

つためには、現在では魚の放流は必須ですし、魚

方で、放流の為の希望魚種が容易に入手できなか

の繁殖しやすい、住みやすい環境を保つことも重

ったり、同一魚種でも購入先によって、価格、サ

要な施策になっております。また、生態系への配

イズ、魚質、管理運搬状況等が統一されていない

慮からも、放流する魚種に注意を払う必要性があ

などの声もあります。

ります。
しかし、漁業者が漁獲し食膳に届ける魚と、釣
り人が釣りたい魚とは、重なる部分もありますし、
全く重ならない魚もあります。漁業者にとっては
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前述したような問題を解決していきながら、日
釣振は今後も魚族資源の保護増殖、未来永劫釣り

ができる豊かな自然環境を目指して、関係機関と

・地域環境に配慮した稚魚放流をする

連携を取り合いながら、体系的・効率的かつ生態

・履歴がはっきりした稚魚を放流する

系の問題を鑑みながら、積極的に放流活動に取り

・放流に際し出来る限り多くの青少年や市民の参

組んでまいります。

加を募る

＜日釣振における稚魚放流の考え方＞

・放流追跡調査も出来るだけ実施する

・釣り人のニーズにあった稚魚放流をする

・放流のPRを充実する

（資料−３）（財）日本釣振興会

海水面放流推移
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そのポテンシャルをどのようにすれば外道扱い

始まり
岩礁域における大規模磯焼け対策促進委託事業

のアイゴ等植食魚について藻場を回復させる目的

の中で、社団法人全国豊かな海づくり推進協会

のための釣り大会に結び付けられるのかを検討す

（以後：海づくり協会）が担っているのに漁業者

る懇談会を、財団法人日本釣振興会に協力を求め、

に対する磯焼け対策ガイドラインを普及するガイ

学識経験者、都道府県研究者等々により、平成20

ドライン講習会がある。

年12月 4 日（木）に東京都千代田区内にて開催し

平成20年 5 月15日に山口県下関市でその講習会

た。

を開催した際の帰りがけに当該事業の委員である
水産大学校村瀬先生を訪問した。
その訪問の印象が未だ抜けぬ間に、世界一の釣

懇談会で明らかになったこと
①

アイゴは、釣りとして人気がない魚であり、

り餌メーカーであるマルキュー株式会社の長岡次

毎年、毒鰭にさされることによるショック死が

長が村瀬先生を訪問し、マルキュー株式会社は

起きており、釣り大会として成立しないこと。

前々から藻場の重要性については認識していた

②

釣り大会は、資源を大切にすることから、キ

が、積極的に対策を講じたいとの申し出があり、

ャッチ＆リリースで行われており、駆除するた

村瀬先生を通じて長岡次長を紹介されたことから

めに釣り、その後処分するでは、幾ら、藻場回

今回の釣り教室が始まった。

復という目的があっても受け入れがたいこと

一方、海づくり協会としては、近年、協会業務

③

開催場所は参加者の安全第一で決めることと

を通じて、遊漁関係団体との連携を図り、意見交

なるので、開催できる場所も限られてくる。ま

換を始めたという背景と相まって、磯焼け対策ガ

た、まき餌で釣ることが効果的である。従って、

イドラインに「釣りは、一人あたりの漁獲量は少

磯焼け対策のための大会を開催する場合は、遊

ないが、漁業者だけでなく、一般市民の参加が期

漁者のまき餌つりが許可されている道府県での

待でき、継続的な取り組みが期待される。」と明

開催となること。

記されているので、大胆にも一般市民の参加につ
いての取り組みを開始した。

④

釣人に、現在再放流しているアイゴは美味し

く、釣ったアイゴを食べることは、藻場の回復
につながり、そして、釣りの対象魚が増えると

懇談会の開催
第一弾の取り組みとして、一般人による釣りは、

⑤

そのためには、図解でアイゴを安全に捌くガ

マダイやヒラメそしてクロダイなどが中心に老若

イドや美味しく食べるための調理レシピなどの

男女幅広い層に根強い人気のレジャーであり、釣

作成、そして、PRの場としては、例年東京や

り番組も週末を中心に数多く放送されている。ま

大阪で開催されるフィッシングショーが考えら

た、都心の釣具店は昼休みに多くのサラリーマン

れること。また、大会のマスコミに取材しても

で繁盛している。そして、神奈川県のマダイ漁獲

らうことやHPでの情報発信も有効であること。

量調査では、漁業者による漁獲と同程度の遊漁者
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のPRを行うことは手法の一つになること。

⑥

磯焼け対策のための大会では、釣ったアイゴ

の釣獲量が示されていることなどから、一般人に

の下処理をしてくれる人や調理人が調理し、美

よる釣りのポテンシャルの高さは容易に理解できる。

味しく試食してもらうこと、アイゴバサミは、

大会参加者に一つずつ調理レシピと一緒に配付

スやコーナーが盛り上がりを見せている半面、釣

するなどの取り組みが考えられること。

り人は、自分が好きな釣り以外には興味をあまり

⑦ 現在植食魚の餌料量と海藻の生産量のバラン

示さないことが伝わってきた。

スが崩れ、磯焼けの回復が阻害されているので、
常に獲ることを促しているのではなく、ある程
度藻場が回復したら止めることも考えておかな

釣り大会ではなく釣り教室
現在、首都圏には市民が参画するアマモ場造成

ければならないこと。

や水質浄化活動など様々な環境に対する活動が行

など、駆除という言葉は適切ではない。釣り大

われている。そこで、視点を少しそちらにずらし、

会はテレビの釣り番組のイメージと大きく異なり

釣りを楽しみながら藻場をまもるエコ・フィッシ

キャッチ＆リリースが基本である。など初めての

ングイベントとしてのアイゴ釣り体験教室の開催

事ばかりを教えてもらう結果となった。そして、

を企画考えることにした。

対象魚を鰭に毒があるが、処理の仕方によっては

アイゴはヒレに毒はあるが釣れてすぐに処理す

美味しく、植食魚の中で、広く分布し、磯や堤防

れば美味しいことや静岡県御前崎でのアイゴ料理

から釣れるアイゴとした。

を食べるイベント
が盛況であったこ
とから釣りをして
アイゴ料理を食べ
ることが藻場を守
ることに通じると
いう企画である。

釣りあげられたアイゴ

懇談会の様子

開催場所を求めて
国際フィッシングショーへの対応

アイゴは磯釣りだが、磯では参加者の安全確保

前述の懇談会において、PRの場として効果が

の面で不安があり、勉強会ができて、キッチン施

見込まれる事例として挙がったパシフィコ横浜に

設があり、遊漁者のまき餌釣りが許されている所

て平成21年 2 月13日から15日まで開催された国際

を探さなくては、ということで第一候補に挙がっ

フィッシングショーであるが、海づくり協会は、

たのが神奈川県水産技術センターだった。神奈川

当初より栽培漁業の振興のため水産庁とともにブ

県水産技術センターなら、条件にぴったりである

ースを出す予定であったので、急遽、独立行政法

ので、さっそく借用のお願いをするも開催予定日

人水産総合研究センター水産工学研究所及び関係

が日曜日であるので、貸出しは無理とのこと。そ

各位や関係県の協力により、磯焼け対策について

こで、推薦してもらったのが三崎漁港にある「う

もパネルやビデオ放映で藻場に対する植食魚の影

らり」という施設であった。

響やアイゴの捌き方や調理レシピを配布するなど

「うらり」は海（う）を楽（ら）しむ里（り）、
魚（う）を楽（ら）しむ里（り）を目的に造られ

PR活動を行った。

た施設であり、キッチンというより、ファミリー
レストランの厨房ぐらい充実した施設を備えてい
る。勉強会もでき岸壁から釣り教室もできるので、
即決した。
しかし、県漁港事務所に問い合わせると、漁港
内での釣りは禁止であり、許可できないとのこと
来場者の様子

であった。そこで、候補に上がったのが湯河原に
ある海釣り公園であった。

初めて国際フィッシングショーを見学し、多く

さっそく下見に行くと、丁度、釣り人がアイゴ

の釣り人がフィッシングショーを訪れるが、それ

を釣り上げた場面に遭遇（直後リリース）、ここ

ぞれアユ釣りだったり、チヌ釣りだったり各ブー

ならばと思ったが、周辺に勉強会やキッチン等の
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施設がない。駅前のホテルならと思い交渉するも

常識を外れた企画に対し色々力をお借りすること

勉強会の開催は可能であるが、調理場の借用は無

になった。

理、食材の持ち込みも無理とのことであった。ま
た、海釣り公園の釣り場所は、早い者勝ちなので、
勉強会後では、満員で参加者が釣る場所がないか
もしれないことに気がつき無理と判断した。

募集開始
これで企画の骨格が決まり、チラシを作成し、
開催場所が神奈川県なので、神奈川県水産技術セ

湯河原の海釣り公園から岸のそばまで来ていた

ンター工藤主任研究員や最近ダッシュ村の干潟造

漁船の風景を見て、「うらり」で開催し、船釣で、

成でおなじみの海辺つくり研究会木村理事を通じ

岸に向かって釣れ

てアマモ場造成活動や栽培漁業教室でつながりが

ば、安全確保や釣り

ある横浜市立中川小学校や会場である「うらり」

場所確保など問題は

などでチラシによる定員30名の募集を始めた。一

解決できることに気

番に期待したのが、神奈川県立海洋科学高校への

が付き、これで、場

チラシ配布であったが、奇しくも開催予定日の翌

所が決まった。

下見に行った湯河原海づり公園

日から試験というこ
とであり、生徒の参

アイゴの料理は誰が

加の期待は露と消え

アイゴの料理人は、御前崎の試食会でお世話に

たのであった。その

なった山崎正之（長崎市、活造り専門店「よかと

後も、会う人、機会

ころ」店主）さんが第一候補であったが、諸事情

がある度に企画の

で当日は無理となり、アイゴ料理の試食は諦め、

PRに努めた。

アイゴの干物の土産を持って帰ってもらい家で、

チラシの配布

ほぼ一ヵ月の募集であったが、最初は低調であ

アイゴを食べてもらうこととした。しかし、釣り

ったが次第に増え始め、締め切りの 3 日前にはほ

教室当日救いの手が伸びてきた。そのことについ

ぼ定員に迫り、その時点で、超えたら抽選として

ては後述する。

募集していたが、釣り船、インストラクターの増
員により応募者全員の参加の可能性もあり得る状

船の手配を

態となった。

船は栽培漁業教室で交流がある小網代湾第七所

結果として定員以上の申し込みがあり、出口船

ェ門丸出口船長に企

長へ増船、長岡次長へインストラクター増員のお

画の趣旨を説明し、

願いが可能となり、1 隻増やし全ての希望者に参

アイゴを釣るのと呆

加してもらうことになった。

れられながらも船の
手配をお願いした。

第七所ェ門丸

取材について
当協会の賛助会員であり、今回の企画にも事務

インストラクターの確保
釣りへの参加者があっても海づくり協会だけで

カニック田沼社長より、NHK総合放送昼 2 時 5

は釣り教室を開催することは困難なので、以前よ

分からの帯番組である「お元気ですか日本列島」

り協力を申し出ていただいたマルキュー株式会社

に今回の企画を紹介してもらい、当日、谷地キャ

の長岡次長にお願いし、マルキューのインストラ

スターが釣りに参

クターを動員して

加し取材に来てく

いただけることに

れることになった。

なった。そして、

また、釣り情報誌

長岡次長をはじめ

で、以前よりアイ

マルキュー株式会

ゴの食害などを特

社の役職員の方々

集してくれていた

には、この釣りの
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局として参加してもらう株式会社スガ・マリンメ

釣りインストラクターの方たち

「釣り情報」鈴木記

取材風景

者も当日参加してくれることとなった。

出なかった。
当日初めてインストラクターの方たちと顔合わ

参加者とインストラクターによるチーム編成
面識のない者同士の参加者とインストラクター
を如何にうまく融合させるかそのことが問題とな
った。そこで、参加者を各インストラクター毎の

せをしたが、大学教授、ルポライター、居酒屋の
店主など様々な職業の方たちであった。とにかく
安全第一で終わるようお願いした。
ここで前述した救いの手が伸びてきた。調理マ

班に分け、インストラクターと参加者をチームと

スターの資格を持

し、そして、チームごとに行動してもらうことで

つ松山インストラ

あった。

クターより本日は

各参加者には事前案内にあなたは○○インスト

釣りに出ないで事

ラクターが担当し、○○チームです。と案内し、

前に入手したアイ

周知した。インストラクターには、担当する参加

ゴを料理し、提供

者の名簿を渡し、自分が担当する参加者を把握し

したいとの申し出

てもらった。そして顔合わせは、釣り教室の前に

があり、急遽一部

勉強会が開催されるので、その会場の椅子にチー

チーム編成を変え

ム名を表示し、そこに座れば、担当インストラク

ることとなった。

ターと顔合わせができるようにした。また、乗船

また、当初使う予

する船ごとにそのチームを列にした。

定の無かった「う

うらり（外観）

らり」の厨房が大
緊急体制とその対応に向けて
アイゴが釣れた場合は、インストラクターが針

活躍することとな
った。

厨房施設

はずしを行うこととし、各インストラクターには
アイゴばさみとヒレをカットする調理用バサミを
用意した。もしアイゴのひれに刺されてしまった
場合は、休日診療機関である三浦市立病院医搬送
することや毒を吸い出す器具や抗ヒスタミン軟
膏、絆創膏、傷消毒液等々を各船に用意した。

予定通りと予定外
予定通りに参加者が集まり、受付後、表示され
た席につき、後は開会を待つのみとなった。
そして、「アイゴを（釣って）食べて藻場をま
もろう」の企画がいよいよ開会となった。
事務局より趣旨

天気と新型インフルエンザの悩み

や本日の進め方の

実施する間際になり低気圧が居座り天候が危ぶ

説明後、東京海洋

まれ、5 月29日には釣り場所や仕掛け、餌の事前

大学藤田准教授よ

テストをマルキューの長岡さん、阿辺さん、工藤

り「藻場とアイゴ

さん、出口船長と行う予定であったが、荒天のた

について」の説明

め、出船出来ず、港内でのテストとなった。船長

があった。内容は、

の判断では、31日は五分五分ということであった。

藻場の機能や重要性、そしてアイゴのことについ

30日の正午に船長と相談し、実施の可否につい

てであるが、特に事務局として心強かったのが、

勉強会

て決め、中止の際には全参加者に電話で中止の連

アイゴについても研究されていた魚類学者の内田

絡をすることとしていたが、幸い、可能という判

恵太郎先生縁の地「三崎での開催は意味がある」

断であった。また、神奈川県漁港事務所に港内で

と言っていただいたことだ。引き続き、佐須イン

の船釣りについて相談したところ、航路等数か所

ストラクターより

以外ならOKという許可も得ることができた。

救命胴衣の付け方

一方、メキシコから端を発した、新型インフル

やアイゴが釣れた

エンザが関西地区で流行し始め、関東地区での蔓

場合には、各イン

延も心配であったが、徐々におさまり、参加者か

ストラクターが針

らも新型インフルエンザ発症によるキャンセルは

はずしやヒレをカ

出船前の集合写真
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ットすることなど

以上で閉会となったが、参加者にお土産として

諸説明を行った。

アイゴの干物を用意しておいたので、各自持ち帰

各自、貸し竿を

ってもらった。今日の藻場の重要性やアイゴによ

もらい救命胴衣を

る食害が藻場の回復を遅らせている要因の一つで

身に着け、期待を

あり、釣れたアイゴは放流するのではなく、おい
しく食べることが、藻場の回復に役立ち、その結

胸に乗船・出港し
乗船

た。

果、豊かな海となり、魚がたくさん釣れるように

最初は竿の扱いの練習ということで、水深30メ

なるという話をお土産として配ったアイゴの干物

ートルのところで、さびき釣りを行った。ネンブ

をおかずに、家族団欒の場を作ってもらえたと思

ツダイヤ、アジ、サバ、イワシ、メバルなどそれ

う。また、参加協力していただいたインストラク

ぞれ釣り上げた。谷地キャスターはメジナなど数

ターは数多くの釣りをするので、アイゴを釣る度

匹吊り上げ、いよいよ、前の週に工藤さんがアイ

にこの取り組みを思い出し、藻場回復に一役かっ

ゴの大群を確認した漁港内のアマモ場周辺に移動

てもらえると信じ、無事、無事故で終了すること

し、アイゴ釣り本番となった。

ができた。

みんなでアイゴ
今回の取り組みから

を狙ったが、本来、
磯釣りの魚を船か

机上の計画と現実との差をある意味では痛感さ

らという無理があ

せられた。知らないことの恐ろしさか、兎に角、

ったのか、エンジ

迷わず邁進したのが今回の取り組みであった。
今回の経験を活かして、一層充実した企画を立

ン音などからか釣

案し、釣りによるアイゴの釣り上げを継続した対

ることはできなか
った。

船上の様子

参加者は、今回の釣り教室としては外道である
アジ、サバなどを釣り上げての帰港となったが、

策として講じられるよう努力したいと思ってい
る。
例えば、次回の釣り教室だが、今回のようにイ

事務局は、事故もなく安堵の帰港であったが、一

ンストラクターと参加者とのチーム編成を行えば

方ではアイゴが釣れなかったとの失意の中の帰港

安全確保は可能との感触を得られたので、磯での

ともなった。

開催や釣りだけでなく水中の様子を映し出せる機

しかし、「うらり」では美味しいアイゴ料理が

器を活用し、実際の海中を見てもらうことや場所

待っていた。アイゴの香草パン粉焼き、ユッケ仕

として東京海洋大学の館山ステーションなど、今

立て、ソティーの

回の経験を生かし、少し現実味が増した机上の企

キノコクリームソ

画が湧いてきている。

ースがけ、そして、
参加者に確実にア

最後になりましたが、今回の取り組み実施に際

イゴを食べてもら

し、ご指導・ご協力・ご助力いただきました皆様

うために用意して

に感謝申し上げますとともに、今後もよろしくお

いたアイゴの干物
を焼いたものなど

アイゴを料理する
松山インストラクター

松山調理マスター
が精魂込めて調理
したものであっ
た。参加者には大
好評で、事務局の
口に入る前にすぐ
になくなってしま
った。
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アイゴ料理の試食

願いいたします。

現地研修会実施報告

「カワハギ類の蓄養殖技術」について
石川県水産総合センター企画普及部普及指導課
水産指導専門員

田 中 正 隆

開 催 日 時：平成20年12月18日（木）13:30〜15:30
開 催 場 所：七尾サンライフプラザ（石川県七尾市本府中町ヲ部38番地）
研修対象者：石川県関係漁業者及び関係漁業者団体、石川県内市町水産主務課、石川県水産総合セ
ンター
出 席 者 数：51名（講師 2 名、漁業者30名、漁協職員10名、市職員 2 名、県職員 6 名、海づくり協会
1 名）

水野芳嗣氏による講演

1 研修会の開催経緯
石川県はカワハギ類の主要産地の一つであり、

加藤元康氏による講演

鮮魚出荷が主体で、水揚量によって価格が大きく
変動する状況にあります。実際、県内定置網によ

ウマヅラハギの漁獲量（平成17年）は東シナ海・

るウマヅラハギの過去の漁獲量と平均単価を調べ

日本海沿岸の府県の中で第 2 位となっています。

ると、漁獲量の多い年ほど平均単価が低い傾向が

県内主要10港におけるウマヅラハギの平成19年の

みられました。一方、カワハギ類は鮮魚出荷だけ

漁獲量は471トンで、その約 4 割が定置網による

でなく、活魚やむき身加工、さらには養殖用種苗

ものです。次いで刺網による漁獲量が多く、近年

としての出荷等、多様な出荷形態が可能な魚です。

では西方から来遊してくるエチゼンクラゲ等の大

特に蓄養による出荷調整を前提とした市場への活

型クラゲを餌にした敷網による漁獲も見られま

魚出荷や、養殖用種苗としての活魚出荷は、今後、

す。ウマヅラハギは、能登半島東側の内浦海域で

魚価の安定による水揚金額の確保のためにも重要

は主として秋から冬にかけて定置網による漁獲量

な取り組みと考えられます。県ではこうした活魚

が多く、能登半島西側の外浦海域では主として春

の共同集荷、蓄養による出荷調整の試みを支援す

から秋にかけて刺網など定置網以外の漁法による

べく、出荷前の活魚の適正な飼育技術の開発試験

漁獲量が多い傾向にあり、県内全域としては周年

や、モデル地区での試験的な共同集荷・販売によ

に亘って水揚げの見られる魚です。

る効果検証等に取り組んでいます。

本県でのこれまでの出荷体制は、産地市場への

養殖用種苗としての活魚出荷が重要視されてき
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ている背景には、小型のカワハギ類が県内での鮮

が大半を占める。）

魚出荷では二束三文で取扱われている状況に加

・ウマヅラハギの漁獲量の推移（漁獲量の多くは

え、近年、西日本で新たな養殖対象種としてカワ

定置網による。平成14年をピークに近年は減少

ハギ類が注目されており、種苗の購入需要が高く

傾向。大型クラゲが大発生した平成14、15年に

なってきていることが挙げられます。本県では数
年前から、刺網や敷網で漁獲されたウマヅラハギ
を水槽で一時ストックし、活魚運搬車で養殖業者
へ出荷する形態が見られていますが、昨年度から
は、定置網で漁獲されたウマヅラハギについても
海面に設置した生簀網で一定期間蓄養し、四国方
面へ養殖用種苗として活魚出荷する試みが始まっ

クラゲを餌にした敷網が増加。）
・ウマヅラハギの月別漁獲量（盛漁期は内浦海域
が秋〜冬。外浦海域は春〜秋。）
・ウマヅラハギ漁獲量の他県比較（周辺府県の中
でも石川県の漁獲量は多い。）
・ウマヅラハギの漁獲量と単価の関係（漁獲量が
多い年は平均単価が低い。）
・ウマヅラハギの価格（ある地区では鮮魚よりも

ています。
このような新たな販売体制を確立するために

活魚の単価が200円程高い。）

は、何よりも蓄養期間中や出荷に際して、活魚を

・新たな出荷体制の構築（鮮魚出荷だけでなく、

適正かつ大切に取扱うことが重要であり、その基

活魚・むき身加工・養殖用種苗等の販路拡大を

本技術を理解し、確実に実践していく必要があり

期待。蓄養による出荷調整・活魚出荷を行う。）

ます。そこで、カワハギ類の養殖の現状や活魚の

・蓄養、活魚出荷の試み（従来から一部の刺網・

取扱いにおける留意点について、最新の知見と技

敷網で実践。定置網でも生簀網による蓄養を試

術を持つ、愛媛県八幡浜漁業協同組合三瓶支所魚

験的に実施。）

病研究室長の水野芳嗣氏と同漁協組合員でカワハ

・活魚の取扱いについて（蓄養期間中の適正管理、

ギ類の養殖をされている加藤元康氏に講演を依頼

長時間輸送に耐えられる種苗の仕立てが必要。）

し、県内漁業関係者を対象に、（社）全国豊かな
海づくり推進協会主催の現地研修会を開催するこ

（2）講演「カワハギ類の養殖の現状について」
愛媛県八幡浜漁業協同組合三瓶支所

ととなりました。

魚病研究室長
2 研修会の概要

水野 芳嗣氏

はじめに最近の西日本における養殖対象種の生

研修会は、能登半島中部に位置する七尾市で開

産状況の紹介があり、近年、主要な養殖魚種の魚

催しました。当日は、能登地域の定置網・刺網・

価が低迷している中で、カワハギ類は魚価が高く、

敷網漁業者をはじめ、活魚を取扱う漁協職員等、

単独養殖が注目されてきているとのことでした。

多くの方々に参加いただきました。

カワハギとウマヅラハギの単独養殖における、種

講演の前に県内におけるカワハギ類の漁獲状況

苗の由来や飼育の内容、出荷価格等の特徴を比較

と、研修会開催の背景について報告しました。続

表にして分かりやすく解説いただくとともに、養

いて、「カワハギ類の養殖の現状について」と題

殖中に見られる主な疾病について紹介していただ

して水野芳嗣氏から、「カワハギ類の活魚取扱い

きました。最後にその他魚種も含めて、西日本に

における留意点について」と題して加藤元康氏か

おける今後の海面養殖の展望について、お話しし

ら、それぞれ講演していただきました。講演後に

ていただきました。

は、質疑応答形式による意見交換を行いました。

＜概要＞

講演内容等の概要は以下のとおりです。

・西日本におけるカワハギ類の養殖は、ブリなど
の養殖場での混養という形では30年以上前から

（1）報告「石川県におけるカワハギ類の漁獲状況
石川県水産総合センター企画普及部
水産指導専門員

田中 正隆

＜概要＞
・石川県で漁獲されるカワハギ類（ウマヅラハギ
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行われている。
・近年、ブリ、マダイ、ヒラメ等の主要養殖魚種

について」

の魚価、生産量が低迷する中で、カワハギ類は
市場での需要が高く、単独養殖魚種として注目
されている。
・餌料効率がよく餌代が安価、養殖期間が比較的

短い、需要が高く安定出荷が可能、といったメ

ることが前提）。

リットが後押しし、現在ではカワハギ（500ｇ
サイズ）はキロ2,400円、ウマヅラハギ（300ｇ
サイズ）はキロ2,200円と高値で取り引きされ

（3）講演「カワハギ類の活魚取扱いにおける留意
点について」
愛媛県八幡浜漁業協同組合

ている。

（養殖漁業者）加藤 元康氏

・一方で、飼育方法は技術的に難しい面もあり、
まだ確立されていない。愛媛県でも単独養殖を

自身の経営されている養殖場でのカワハギ類の

行っている経営体は非常に少なく、カワハギ類

養殖状況の紹介に加え、経験から得られたカワハ

の養殖が盛んな八幡浜管内でも、3 経営体程度

ギとウマヅラハギの特性について解説していただ

である。

きました。また、養殖用種苗として、本県のよう

・養殖種苗を安定的に調達するため、現在は定置

に天然で採捕される小型魚の需要が高いことを踏

網やかごによって漁獲された天然種苗、モジャ

まえ、天然種苗の蓄養・出荷・輸送時それぞれの

コ採集業者の捕獲する小型の天然種苗、民間業

段階で留意すべき、適正な管理方法について説明

者の生産する人工種苗の 3 パターンを組み合わ

していただきました。

せて用いている。

＜概要＞

・ウマヅラハギの単独養殖の特徴：天然種苗では

・自社（加藤水産）では、マダイ、マアジの他、

80ｇサイズ、人工種苗では 5 ｇサイズを夏から

カワハギとウマヅラハギを養殖している。特に

秋にかけて入手し、1 年後の秋から冬にかけて、

ウマヅラハギは平成19年に 8 万尾、平成20年に

300ｇサイズで関西方面へ出荷している。ウマ

13万尾を飼育しており、近年、養殖需要の高い

ヅラハギは高水温に弱いものの、カワハギより

魚となっている。

は飼育しやすい。飼育密度は10ｍ四方の生簀網

・カワハギとウマヅラハギでは、魚の特性や養殖

で１万尾（10尾/k）としている。アジ用ドラ

形態が異なっており、次のような特徴がある。

イペレットを餌料とし、増肉係数は1.5である。

飼育適水温−カワハギ：高水温、ウマヅラハ

・これまでに養殖現場で観察された、カワハギ類

ギ：低水温、適正放養尾数−カワハギ： 5 尾

の主な疾病には、カワハギのビブリオ病（体色

/k、ウマヅラハギ：10尾/k、出荷サイズ−

の黒化、眼球の白濁、鰾の膨満等）、低水温性

カワハギ：600ｇ〜、ウマヅラハギ：300ｇ〜、

障害（鰭の欠損、眼球の白濁等）、稚魚期の大

主な出荷先：カワハギ：関東方面、ウマヅラハ

量斃死（肝臓の萎縮等（原因不明））、ウマヅラ

ギ：関西方面、その他共通する適正飼育環境：

ハギのα溶血性レンサ球菌症（腸管・肝臓の体

塩分濃度が安定、透明度がよい（珪藻等が生え

外突出）、β溶血性レンサ球菌症（カワハギで

ると濁って餌食いが悪くなる）、水深はやや深

も見られる。パターン①：肝臓の褪色、鰭への

いほうがよい（白点病が防げる）。

寄生虫付着等、パターン②：眼球の白濁・突出、

・天然種苗はいくらでも欲しい状況だが、単独養

肛門の拡張、鰾の膨満、腸管の出血等）がある。

殖用の種苗としては、種苗の運搬方法が大事な

・石川県は四国から距離が離れているという地理

ポイントとなる。これまで活魚車で運搬されて

的なデメリットはあるが、一番のメリットは養

きた種苗に関しては、海水の濁り、水温の変化、

殖の実態がほとんどなく、天然で採捕される魚

搬入・搬出時のストレスの影響を受けやすく、

に病気の心配がないということである。

生簀網に入れてしばらくすると斃死するケース

・カワハギ類のように、今後養殖種苗の供給源と

が目立った。活魚車での運搬は、運転手の腕に

して魅力のある魚種はあるのかという点につい

よるところが大きく、できれば活魚運搬船を利

ては、養殖魚種の種類は飽和状態にあるが、養

用することが好ましい。

殖業者は現在でも何かいい魚種はないか、探し

・天然種苗を出荷まで蓄養管理しておく時のポイ

ている状況にあるので、種苗を安定供給できる

ントとしては、サイズ選別、尾数の把握をきち

魚種であれば十分可能性はあるといえる（ 1 年

んと行うことが挙げられる。収容尾数を事前に

だけ大量に獲れても養殖経営の中に取り込むこ

把握しておけば、出荷時にすべての魚の重量を

とはできないので、確実に確保できるものであ

計量する必要が無く、サンプリングによる重量
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換算で知ることができる（出荷時に秤にかける

うきぶくろの膨満が見られることがある。肛門

ことがストレスとなり魚が弱ってしまう）
。

からの脱腸は手で戻したり、うきぶくろが膨れ

・蓄養期間中の餌付けについては、増肉させる必

た時はストローを刺すなどして元通りにする方

要はないが、生餌であれば出荷先でも入手可能

法はあるが、その後の歩留まりが悪くなってし

なもの（冷凍アミエビ等）を与えることが好ま

まうので、養殖用種苗としての商品価値は下が

しい。そうすれば養殖場での配合飼料への切り

ってしまう。できるだけゆっくり揚網すること

替えもうまくいく。

で、こうした現象を抑えるしかない。

・カワハギ類は腸管が短く貯め食いできない魚な

・蓄養期間中にカワハギ類以外の魚を混養するこ

ので、魚の体力を維持させるためには給餌回数

とは好ましくない。特にイシダイやイシガキダ

はできるだけ多い方がよい。

イが混入すると、カワハギ類は生簀網内で逃げ

・輸送時にストレスを与えることはその後の生残

回りストレスとなるので、網目の選択も慎重に

に大きな影響を及ぼす。種苗供給側の漁業者と

行う必要がある（10節程度の網目がベスト）。

輸送業者、受け入れ先の養殖業者が綿密に連絡

・種苗の搬出入の際には、できれば水タモ（魚が

を取り合って意思疎通を図り、適正な取扱いを

傷つかないように水ごと掬い上げられる、網の

行うことが重要である。

底がビニールでできているタモ網）を用いた方
がよい。種苗の取扱いが雑になり、体表の擦れ
や目の白濁が生じると養殖用種苗としては使え
ない。
3 おわりに
今回の研修会では、養殖現場で日頃から活魚を
取扱っておられるお二人の講師から、カワハギ類
を養殖用種苗として受け入れる側としての有益な
情報を提供していただきました。一朝一夕には実
現できないかもしれませんが、今後、本県の漁業

意見交換会の様子

者が、カワハギ類の多様な出荷形態を構築するに
あたり、養殖用種苗としての活魚出荷を本格的に

（4）質疑応答・意見交換等

実践するための貴重な知見を得ることができたと

参加者からは、ウマヅラハギ活魚の水槽や生簀

思います。県としても、県内漁業者ならびに受け

網での蓄養期間中の取扱いや出荷段階での留意点

入れ側の養殖業者の方々双方にとって、カワハギ

等について、積極的な質問がたくさん寄せられ、

類の種苗出荷・養殖が有効なビジネスとして確立

お二人の講師からは的確なアドバイスをいただく

するよう、引き続き、県内の関係漁業者への情報

ことができました。

提供、技術指導等の支援を行っていきたいと思い

また、今回の研修会の開催に先立ち、お二人の

ます。

講師には、同日の午前中にウマヅラハギの蓄養・
出荷を試験的に試みている定置網漁業者の生簀網
を見学していただきました。その現場においても、

大変お忙しい中、講師として遠路はるばる石川

種苗の取扱いに関する貴重な意見を頂戴しまし

県までお越しいただいた、愛媛県八幡浜漁業協同

た。

組合の水野芳嗣氏と加藤元康氏、研修会場の提

＜講演内容以外の主な内容＞

供・準備にご尽力いただいた七尾市水産課に厚く

・ブリなどの養殖場における混用飼育用の種苗と

お礼申し上げます。また、本県からの研修の提案

してなら、150〜200ｇサイズでも需要があるが、

を快く採択いただいた、主催者の（社）全国豊か

カワハギ類の単独養殖では、80〜100ｇサイズ

な海づくり推進協会へお礼申し上げるとともに、

の種苗がベストである。

福永調査役には、研修会当日もご出席いただいた

・カワハギ類は深い場所から漁獲すると、脱腸や
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4 謝辞

ことに対して深く感謝します。

平成21年 6 月30日（火）13：30から東京都千代
区内神田 1 − 1 −12コープビル会議室において、
水産庁増殖推進部栽培養殖課の早乙女、鈴木両課
長補佐等担当官の出席をいただき、新しいメンバ
ーの下で、平成21年度第 1 回企画推進委員会を開
催した。
澁川副会長から出席者に謝辞の後、 全国豊か
な海づくり推進協会（海づくり協会）の生い立ち
とこれまでの歩みを紹介し、この間三位一体改革
による税源移譲で、国、都道府県、水研センター、
海づくり協会による栽培漁業の推進体制が大きく
変化したこと。
本年度の重要課題としては、第 6 次栽培漁業基
本方針の策定に向けて検討が進められているこ
と。栽培漁業資源回復等対策事業が 4 年目を迎え、
次の対応をどうするか。また、栽培漁業推進の最
前線を担う公益法人が新制度移行に直面してい
る。等があるが、海づくり協会として役割を果た
していきたい。加えて、第29回全国豊かな海づく
り大会は海づくり大会推進委員会の主催で、東京
海洋大学で行われるが、海づくり協会は、これま
で担ってきた表彰行事の事務等に加え、アワビ等
のお手渡し等の重要局面で、役割を果たすことと
なった等の挨拶を行った。
1 座長に長屋委員（全国漁業協同組合連合会常
務）を選出して、平成20年度事業実施結果及び
平成21年度事業実施計画について事務局から説
明後、検討を行った。
（1）海づくり協会プロパー事業
現地研修会について、追加実施の可能性につ
いて質問があり、随時受付が出来る旨回答があ
った。また、都道府県版海づくり大会について、
支援額を調整し原則毎年要望した都道府県に支
援するよう要望があり、事務局で検討すること
となった。
種苗交換メーリングシステムの具体的な稼働
の見込みに関する質問があり、余剰種苗を県間
で移動させることが､各県の条例では概ね問題
ないものの、財政当局の理解を得ることが困難
な場合がある。関係県が役割分担して必要な種
苗を計画的に確保することが理想であるので、
海域毎の取り組みで実行出来るよう今後とも検
討したい旨回答があった。
日本栽培漁業協会（日栽協）から海づくり協
会に移行した際の経緯・役割分担について質問

があり、国の施設を使用して多額な国の委託事
業費により栽培漁業の技術開発を行う公益法人
が、当時の行政改革の対象となり、15年に水研
センターに職員を移動させ、技術開発を行うこ
ととなったが、栽培漁業の日栽協の会員からは
栽培漁業の推進は技術開発に加え、各種推進事
業が必要との認識のもとに、その意向で海づく
り協会が設立され、水研センターの技術開発と
相俟って栽培漁業を推進している旨の回答があ
った。
（2）国庫補助事業・国庫委託事業及び水研センタ
ー委託事業
栽培漁業資源回復等対策事業に関して、複数
の海域協議会に参加しているが、このうち、ヒ
ラメに関しては10年以上大量放流しており、一
定の成果を納めているが漁業者負担が６千万円
と多額なため、近年負担が難しくなっている。
天然種苗の棲息海域に人工種苗を放流すること
による問題はないか不安がある。効果のある海
域に放流してコストパフォーマンスができ、資
源の増大に繋がるような調査の展開方法はない
か。との質問があり、日本海中西部海域では、
環境収容力に近い放流量となっているが、日本
海北部海域ではまだ余裕がある。これは、漁獲
体長制限等の資源管理で増え方が大きいと思わ
れる。渚の収容力と資源の状態を考慮した放流
が必要である旨回答があった。
ヒラメ放流に関する効果調査を詳細に実施し
て、効果があることを根拠とした負担を求めたい。
との意見に対して、天然種苗の海域に人工種苗を
放流する場合、共生可能と思われるが､収容力の
問題がある。バイオマスとしてはトータルで変わ
らない。旨回答があり、参考意見として、日本海
中西部海域では、各県の協力体制が整っていて、
DNA分析で放流魚の移動範囲の把握が可能とな
っており、黒化の統一基準を決めて､効果把握を
行っている旨の説明があった。
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（栽培漁業の現状等について意見交換）
（1）第 6 次栽培漁業基本方針策定に向けた考え方
について
・水産庁の早乙女課長補佐から本年度中に取り
まとめるために、各県に意見をお聞きした内容
を踏まえて、これから委員会を開催して内容を
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詰めていく。実行力を伴う内容としていくこと
が課題となっている等の説明を受けた。「瀬戸
内海を事例とした広域回遊種の栽培漁業の現状
と課題」
（25P参照）
・三位一体改革により、漁業政策は沈下した。
食料自給率を高めるためには、栽培漁業を公共
事業の活用により取り組むべき。
・公共事業として実施するのであれば、まとま
った投資後、自立する方式が求められるのでは
ないか。
・次期基本方針策定には、これまでの成果をレ
ビューして、判らない部分を整理していく方法
が必要。
・これからの栽培漁業の推進には、公共事業の
活用はもとより公共性をアピールして、企業活
動の 1 つとして支援を受けることが必要。
・独立行政法人 水産総合研究センターの第 2
期中期計画は22年度に終了し、現在第 3 期中期

計画の策定に向けて作業が始まっている。栽培
関係は、沿岸資源管理という枠組みの中で検討
されるが、国の政策や都道府県の広域連携を支
援する課題立てを行っていきたい。等の意見が
あった。
（2）新公益法人制度について
・公益認定の申請手続きを、検討しているが認
定機関との事前協議で一定の理解が得られてい
る。海づくり協会が 2 月に開催した研修会のよ
うに、関係者の力を合わせて乗り切る必要があ
るので、海づくり協会に公益法人の申請状況等
を集約して情報を出して欲しい。
・栽培漁業推進の基本である種苗生産機関の機
能が正常に維持されるよう問題の解決を図って
いくことが海づくり協会の役割と考えている等
の意見があった。
その後、特に意見はなく、17時10分第 1 回企画
推進委員会を終了した。

平成21年度第１回企画推進委員会出席委員
所

属

氏

職

名

青森県農林水産部水産局水産振興課

副参事

松

宮

隆

志

静岡県産業部水産業局水産資源室

主幹

平

井

一

行

広島県農林水産局水産課

主査

木

村

徳島県農林水産部ブランド戦略総局水産課

技術課長補佐

高

木

俊

祐

熊本県農林水産部水産振興課

主幹

中

尾

和

浩

全国漁業協同組合連合会

常務理事

長

屋

信

博

北海道栽培漁業振興公社

副会長理事

村

井

東京海洋大学

教授

北

田

修

一

独立行政法人水産総合研究センター

研究推進部次長

丸

山

敬

悟

平成21年 7 月 1 日（水）午前9時30分より東京
都千代田区内神田のコープビルにて、水産庁より
研究指導課石川課長補佐、同大久保研究管理官、
栽培養殖課荒井係長、独立行政法人水産総合研究
センターより研究推進部岡研究開発コーディネー
ター、鴨志田栽培技術開発コーディネーターの臨
席の下、平成21年度第 1 回水研センター委託事業
検討委員会を開催した。
この委員会は、協会が独立行政法人水産総合研
究センターから委託を受ける栽培漁業推進対策委
託事業を実施するにあたり、事業の効率的な実施
と進行管理を行うことを目的として、学識経験者、
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役

淳

茂

都道府県の栽培漁業担当者を持って構成してい
る。
今回は平成20年度事業実施結果および平成21年
度事業実施計画について事務局より資料を基に説
明が行われた後、質疑応答、意見交換が行われた。
検討事項は以下のとおり。
Ⅰ 委託事業の進行管理
Ⅱ 栽培漁業の実証に関すること
Ⅲ 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績のデータ
収集及び刊行に関すること
Ⅳ 栽培漁業の普及・啓発に関すること

岐阜県農政部全国豊かな海づくり大会推進事務局
推進担当

■ はじめに

谷 岡 良 一

■ ぎふ海づくりフェスタ開催

平成22年 6 月12日・13日に、岐阜県で第30回全

ぎふ海づくりフェスタは、平成22年に開催する

国豊かな海づくり大会〜ぎふ長良川大会〜を開催

海づくり大会と同じ会場を利用して、より多くの

します。岐阜県は、日本のほぼ中央に位置する内

方々に海づくり大会を知っていただくとともに、

陸県で、県土の約 8 割を占める森は、豊かで清ら

式典行事、放流・歓迎行事の企画、輸送計画の点

かな水を蓄え、太平洋や日本海に注ぐ多くの川の

検・試行を行いました。

源となっています。「豊かな海は、豊かな森と川

関市内の幼稚園児、小学生、中学生、高校生や

が育んでいる」ことを全国に向けて発信するため

岐阜盲学校の生徒に出演してもらい、行事を盛り

に、海づくり大会を河川で初めて開催します。

上げてもらいました。

本大会開催に向けた機運の醸成と大会理念の県

式典の表彰では、大会ポスターなどを募集した

民等への周知を図るため、平成21年 6 月13日（土）、

ところ、大会テーマは7,393点、大会キャラクタ

14日（日）に 1 年前プレイベント「ぎふ海づくり

ーは4,552点、大会ポスター1,180点の応募の中か

フェスタ」を本大会で式典行事、放流・歓迎行事

ら、選定委員会において「最優秀賞」、「優秀賞」、

の会場となる岐阜県関市において開催しました。

■ 岐阜県で海づくり大会を開催する理由

「佳作」に選ばれた方々の表彰を行いました。
河川にすむ魚などの生き物たちの生態や、水に
関わる人々の暮らしなどの環境学習を通じて、

岐阜県を流れる河川の下流部に位置する伊勢湾

「水の大切さ」、「水との共生」を学ぶ「水の子ど

や富山湾などでは、水質汚濁や漂流・漂着ゴミ問

も会議」に参加した子どもたちによるリレーメッ

題など多くの問題を抱えています。この問題の解

セージや関市の小瀬鵜飼の若き鵜匠の夫妻による

決のためには、沿岸域及び流域の人々、NPO等

長良川のメッセージが語られました。

の多様な人たちが協働・連携して、森から海まで

関市本町商店街では、ふれあい交流行事が開催

流域全体で取り組んでいくことが重要です。その

され、環境保全をテーマにした展示や県内外の特

ためには、川から森や海を考え、あるいは森から

産物を販売などが行われ、県内外から 6 万人以上

川や海を想うといった視点を上下流の地域で全て

の方々が訪れ、大変盛大な催しとなりました。

の人が共有し、それぞれの地域で水環境の保全に
取り組むことが大切です。
そこで、「木の国・山の国」、「水の国」である
岐阜県から、子どもたちが主役となって「豊かな
海は、豊かな森と川が育んでいる」ことを全国に
発信するために、海に面していない岐阜県で海づ
くり大会を開催します。
○

大会の目指すもの

１

森・川・海を一体とした美しい水環境づくり

２

魚が住み続ける流域づくり

３

水と共生する次世代の人づくり

リレーメッセージを受け取る知事
※左側は大会キャラクター「ヤマリン」
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オープニング

式典

ふれあい交流行事

一斉放流
ぎふ海づくりフェスタ状況

■ 大会キャラクター登場！
ぎふ海づくりフェスタでは、大会キャラクター

海へのつながり」を意識して、上下流の地域が互
いに連携したより質の高い活動としていきます。

が県民の皆様の前に初登場しました。岐阜県の大

その第一歩として、海づくりフェスタ開催日を含

会キャラクターは、「ヤマリン」といいます。ヤ

む 5 月〜 7 月の期間を美化清掃強化期間として、

マリンは、豊かな森から流れ出る水が、清らかな

愛知県・三重県・名古屋市と呼応して「河川、海

流れとなって里に恵みを与えながら海に注ぎ、豊

岸・干潟・里地里山や身近な自然」の美化清掃活

かな海を育んでいる様子を表しています。顔は豊

動に取り組み、「清流の国づくり」のための県民

かな森を抱く山を、体は清流を、足は豊かな海を

運動を推進します。

表現しています。顔には山のふもとの里をイメー
ジして岐阜県の花レンゲ草をあしらっています。
名前は、山（ヤマ）と海（マリン）を表す造語で、

■ おわりに
出演する子どもたちや地域の方々の協力もあ

森から海への水のつながりをイメージしたネーミ

り、行事はすべて順調に執り行うことができまし

ングとなっています。

たが、本大会までに調整すべき事項も明らかとな

ぎふ海づくりフェスタでは、ヤマリンがあすは

りました。これから、1 年をかけ参加者、出演者

ちゃんやミナモと一緒にあかつき幼稚園鼓笛隊と

その他の関係者が協力して、全国から参加される

ともに式典行事に登場しました。その後、ふれあ

方々をお迎えして、岐阜県らしく印象深い大会と

い交流行事会場にも姿を現し、子どもたちの歓声

したいと思っています。

が上がっていました。これからも、県内の主要な

1 年前プレイベント開催の報告に併せて、岐阜

イベントなどに姿を現し、海づくり大会のPRを

県の目指す海づくり大会について紹介させていた

行います。皆さん、姿を見かけたときは声をかけ

だきました。海をもたない内陸県である岐阜県が

てください。

開催する海づくり大会について、理解と興味を持

■ 本大会開催へ向けた岐阜県の取り組み
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づくり大会を契機にそれぞれの活動が「森から川、

っていただけましたでしょうか。平成22年 6 月12
日・13日に開催されます「第30回全国豊かな海づ

県内では、ボランティア、各種団体、企業や行

くり大会〜ぎふ長良川大会〜」は、全国から多く

政などの参加により、河川、里地里山などの地域

の方々に岐阜県にお越しいただくことを心からお

で日々様々な美化清掃活動が行われています。海

待ちしています。

期
日
会
場
プログラム

平成２１年１０月３１日（土）
国立大学法人 東京海洋大学（東京都港区港南４−５−７）
受 付 開 始
０９：２０
式典１部開演
１０：００
式典２部開演
１１：００
式 典 終 了
１１：４５

第29回全国豊かな海づくり大会（中央大会）は、
「まもり育てる

豊かな海は

みんなの未来」をテ

ーマに、平成21年10月31日（土）、国立大学法人東
京海洋大学（品川キャンパス）で開催されます。
全国豊かな海づくり大会は、森から川、海につな
がる環境保全の大切さを広くアピールし、つくり育
てる漁業の推進を通じて明日のわが国水産業の振興
と発展に大きく貢献してまいりました。大会の開催
地についても、これまでの沿海道府県に加え、内陸
県での開催を可能とし、来年は岐阜県で開催される
ことが決まりました。海の水産資源を守るためには、
海だけではなく山から森、川すべてを含めた環境の
保全が必要不可欠です。豊かな森から流れ出る水は、
清らかな川の流れとなって田畑を潤し、さまざまな
生き物をはぐくむことで里の人々に豊かな恵みを与
えています。森を守ることは、水の恵みを守ること
につながります。そして、清らかな水の流れは、水
量豊かな川の流れとなって海に注ぎ、豊かな海の恵
みをもたらします。このように、豊かな海は、森・
川・海のつながりにより成り立っています。そのた
め、これまで農林水産省にご後援いただいてまいり
ましたが、今年から新たに環境省にもご後援いただく予定となっています。
今大会は、こうした今後の新たな展開に先立つ節目として位置付け、地方大会に代え、これまでの大
会を総括する中央大会として、豊かな海づくり大会推進委員会が主催、東京海洋大学に協賛いただく運
びになりました。
豊かな海づくりに対するメッセージを全国に発信し、中央大会にふさわしい内容となるよう企画が予
定されています。
また、従来と同様に、作文・写真コンクールの実施及び栽培漁業、漁場・環境保全、資源管理型漁業
の三部門で功績のある団体の表彰を行い、大会式典で入賞者の表彰が行われます。ご関心のある方は、
ぜひ下記までお問い合わせください。皆様のご応募を心よりお待ちしています。

問い合わせ

第29回全国豊かな海づくり大会推進室
（全漁連内 電話03−3294−9627）
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