東北地方太平洋沖地震で
漁業 ･ 漁村が壊滅的被害
―種苗生産施設等栽培漁業関連の被害甚大！―
この度の地震 ･ 大津波による被害を受けられた皆様に、心からお見舞
い申し上げます。
全国豊かな海づくり推進協会は、豊かな海への復興に全力で取り組ん
でまいります。
一日も早い復旧と、皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。
平成 23 年 3 月 15 日

よ みが え れ 、
豊かな海 ！

（社）全国豊かな海づくり推進協会 役職員一同

（11/3/14 日付

水産経済新聞）
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生物多様性と漁業
東京大学特任准教授

八 木 信 行
近々、環境省から「海洋生物多様性保全戦略」

少し話は変わりますが、2010 年 10 月に名古屋

が公表される予定になっています。この戦略には、

で開催された生物多様性条約 COP10 では、2020

「生物多様性基本法」による「生物多様性国家戦略」

年までの生物多様性保全に関する目標を定めた

を踏まえて、海の生物保全と利用についての施策

「愛知目標」を全会一致で採択しました。「愛知目

の展開方向が示されています。これは法律ではな

標」の中には、海域の 10％を海洋保護区または

いので、国民の活動を制限するような趣旨ではあ

他の有効な手段で保全するとの記述があります。

りません。むしろ、海洋生物多様性に関する考え

数値目標の 10％が「保護区」だけでなく「他の

方を、日本国内だけでなく、世界に向けて発信す

有効な手段」も含むとなっています。つまり、資

る重要な意義を持つものです。

源を回復させるために漁場の保全管理を漁業者が

一部の外国では、中央政府で策定した環境保護

実施しているような場所も、保護区と同様に見て

の規制を一方的に沿岸住民や漁業者に押しつけ、

10％目標の中に組み入れてよいと考えられます。

現場で混乱が生じる例も報告されています。例え

この「愛知目標」も、条約ではないので法的に

ば、アフリカのモーリタニアでは、欧米の環境団

は拘束力はありません。とはいえ、日本は、会議

体が主導して結果的に沿岸域の 30% が海洋保護

の開催国でもあり、目標を率先して実行するべき

区に指定されているとのことです。しかし、現地

立場になっています。

では、慢性的な食糧不足のために、この保護政策

日本は以前から、保護一辺倒ではなく、利用や

に大きな不満が生じているとの指摘もあります。

地域のボトムアップの活動を重視して保全活動

やはり、生物資源や環境を保全するためには、
現場で実際に保全に従事する人々が進んで実施で

動を適切に認知する考えも、「海洋生物多様性保

きるような枠組み作りが重要なのです。そのため

全戦略」に反映されています。日本の保全スタ

には、生物を保全することで得られる価値が、経

イルをアジアやアフリカ各国に広めていくこと

済活動や社会生活に反映されること（平たくいえ

で国際貢献を行うことも重要です。実際、今回の

ば、保全活動を行った見返りが現場で実感できる

COP10 の議場内外では、全国漁業協同組合連合

ような仕組みになること）が重要です。また、保

会などを含めた日本の参加者が、日本沿岸で漁業

全活動をになう沿岸地域の活力を、低下させない

者がボトムアップで行っている資源保護活動が西

ことも重要だと私は考えています。つまり、全面

洋流の「保護区」と同等以上の価値があると発表

禁漁よりも、資源を持続的に利用しながら、保全

し、日本方式が採用できないかと期待する声も途

を行った漁業者には見返りが来ることで好循環を

上国から聞かれました。このような要請に応える

もたらす仕組みを維持する方が、より効果的に生

ことも課題となるでしょう。

物多様性を保全することがあるということです。

もちろん、日本国内でも、既存の活動を最大限

先に挙げた海洋生物多様性保全戦略の原案を議

生かしながら、「愛知目標」達成に向けて調整を

論するための専門家の一人として、私も文章作り

図ることが課題になっています。そのためには、

に関わってきました。その際には、以上の考えを

保全活動を担う地域が活性化すること、また活動

何回か指摘をしました。実は、環境省の方々など

を行った見返りが現場で実感できるような仕組み

にも、元々これに近いご意見をお持ちの方々が多

にすることがキーポイントになると私は考えてい

いようで、最終的には国家戦略も、この考えを反

ます。

映させた内容になったと考えています。
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を行ってきた地域が多くあります。このような活

クエ資源の維持・増大に向けてのアプロ－チ②
（栽培漁業技術の活用）
独立行政法人

水産総合研究センター
五島栽培漁業センター
主任技術開発員

中川 雅弘

前号では、
「クエ資源の維持・増大に向けてのアプロ－チ①クエの社会的ニーズと漁業実態に
ついて」を紹介させていただきました。今号では引き続いて、独立行政法人水産総合研究センター
五島栽培漁業センター（以下、五島栽培漁業センター）が取り組んでいる栽培漁業技術を活用
した具体的な取り組みと今後の展開について紹介したいと思います。

１

系群の把握

①

遺伝学的集団構造
クエの分布は主に東シナ海と太平洋（房総半島

以南）とされています。この広く分布しているク
エ資源を一つの単位と考えるのか、それとも分け
て考えるべきなのかによって、クエ資源の維持・
管理及び増大に向けた戦略も大きく違ってきま
す。このため、対象となる資源の単位（系群）の
把握がまず必要であることを前号で述べました。
系群を把握する一つの方法として、アイソザイム
や、ミトコンドリアあるいは核 DNA を利用する
方法があり、これまでに多くの魚種で適用されて
います。そこで、五島栽培漁業センターでは、ま

図１

天然クエの遺伝サンプルの収集場所と標識放流
の場所

ず長崎県内の各海域で漁獲された天然クエの遺伝
サンプルの収集を開始しました（図 1 の●印）。

に個体の動きがわかるので、系群判定の最も有力

長年にわたって地理的に隔離されている場合には

な手段の一つとされています。例えば、遠く離れ

遺伝子の交換が少ないため、遺伝的に差が現れる

た漁場間で標識魚の移動が頻繁に確認されれば、

ことがあります。しかし、それぞれ独立に資源変

その距離に関わらず、両漁場の魚群は交流してお

動を示しながらも、時に遺伝子の交換を行うよう

り、同一系群に属する可能性が高いと判断されま

な場合には、遺伝的に差が現れないことがありま

す。対象種の資源・生物情報を得るため、古くか

すので、遺伝情報のみで資源の単位である系群を

ら多様な生物で標識放流が行われてきました。そ

判別することは困難と考えられています。

れぞれ条件付きではありますが、得られた情報か
ら資源量、移動・回遊（系群の分布範囲）、成長

②

標識放流
系群を把握する手法として、標識放流は直接的

及び死亡率等の推定が行われています。これまで
の資源調査における標識放流では、天然個体を採
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捕しこれに標識を装着して再放流するので、試験

２

クエ資源の維持・増大に向けた研究開発の必

に用いる天然魚の採捕状況により尾数、サイズ等

要性と方向性

の制限があり、放流群は必然的に少数・大型サイ

対象資源となる系群の範囲がわかると、漁業管

ズにならざるを得ませんでした。また、計画的な

理体制の構築や種苗放流戦略に役立てることがで

標識放流も困難でした。しかし、栽培漁業技術を

きます。生物資源は県境を越えて移動するため、

活用することにより、尾数、サイズ、時期などの

系群単位で各県の行政機関、研究機関及び漁業者

標識放流の条件が人為的にコントロールすること

が納得できる管理体制を構築することが必要で

ができるようになり、計画的な標識放流が可能に

す。前号で紹介しましたように、五島栽培漁業セ

なりました。

ンターが事務局となり「クエ栽培漁業セミナー」

一方、水産資源学の本などを見ると放流試験に

を開催しました。この時、参加された漁業者から

使用する様々な標識が紹介されています。栽培漁

は、「クエは旺盛な需要から獲れば売れる状態が

業では放流効果を明らかにするために、標識の性

続いているが、このままでは資源の枯渇が懸念さ

能等を整理し、調査目的に応じた標識と調査方法

れる」、「種苗放流によって、資源を増やす努力は

を選択しています。五島栽培漁業センターでは、

みんなで力を合わせてやる」、「県内統一したルー

放流魚の移動・回遊範囲を推定するため、この目

ルづくりを急ぐべきだ」などの意見が相次いで出

的に応じた標識としてダ－ト型標識を選択し、以

されました。漁業者自らがこのような意見を出し、

下の採捕報告調査を行っています。長崎県や佐賀

機運が高まっている中、我々研究機関や行政機関

県の関係機関の協力を得ながら複数カ所に（図 1

も早急にクエ資源の維持・増大の取り組みを行わ

の○印）ほぼ同時期に同サイズ（全長約 15cm）

なければならないと考えます。特に、クエの漁獲

のクエ種苗に標識を装着して（写真 1 ）
、数千尾

が開始される年齢（漁獲加入年齢）は、主に 7 ～

ずつ放流しています。この標識には記号と番号が

8 歳と考えられていますので、アクションを起こ

印字されていて、いつどこで放流されたのかわか

してから、結果が出るのに時間を要します。早く

るようになっています。漁業や釣りなどで標識魚

結果を出すために、対応可能な要素については同

を発見した方から連絡をいただいて（再捕報告）、

時並行的に行うことも考えなければなりません。

魚の移動範囲がわかるという仕組みです。このよ

資源の状態を把握するためには、漁獲量の他に年

うに、遺伝学的集団構造と標識放流による移動・

齢構成（高齢魚だけで構成されているのか、ある

回遊範囲、及び前号で紹介したような漁獲量変動

いはまんべんなく多様な年齢で構成されているの

の 3 つの要素を基に系群の把握を行おうとしてい

か）、産卵数などの基本情報が必要です。種苗放

ます。さらに、放流場所と水揚げ市場の関係を把

流を含めたクエの資源管理に取り組むには、前述

握することにより、放流効果調査を行う上で重要

した系群の把握から始まり、生態調査、餌料環境

な調査市場の選定にも可能になります。

調査、市場調査を実施する必要があります。特に、
市場調査では、商品である漁獲物を測定するには、
漁業者、市場関係者、仲買人との信頼関係を構築
しなければなりません。五島栽培漁業センターで
は、毎日魚市場に通い続けてクエの全数調査を実
施し、全長、体重、漁法、漁業者、地区、金額等
を調べていますが、この体制を構築するまでに約
３カ月要しました（写真 2 ）。
このような調査の結果、種苗放流が必要と判断
された場合には、クエの種苗放流が資源の造成に

写真１

4

標識を装着したクエ

どの程度貢献するか、その効果を定量的に把握し

ら水揚げされた放流魚の数を補正する方法をとり
ます。このように、放流効果の定量調査に対応可
能な標識を選択し、標識を装着して放流し、魚市
場における放流魚の混入率（対象生物の総水揚げ
量に対する放流魚の割合）及び回収率（各放流群
の放流尾数に対する回収尾数の割合）を調べるこ
とが重要となります。放流効果をさらに高める
ためには、複数年このような放流を実施し、魚市
場における放流魚の回収率等を明らかにした段階
で、対照とする放流群と放流サイズや、場所等を
写真２

魚市場調査の実施状況

変えた試験群を放流し、これらの回収率等を比較
し、効果的な放流手法を調べることが必要です。

なければなりません。このためには、放流魚の識

放流群の比較を行う上では、複数の標識を用いる

別が不可欠なので、魚市場に水揚げされた放流魚

必要があり、この場合には腹鰭抜去標識と他の標

を外見から識別できて、かつ脱落の少ない標識が

識を組み合わせて、確実に各放流群を識別するこ

理想となります。五島栽培漁業センターでは、腹

とが前提となります。

鰭抜去標識を候補の一つに選択しています。この

このように種苗放流による積極的な資源の造成

標識は左右いずれかの腹鰭を大型の毛抜き等の器

を行いながら、一方では遺伝的な集団構造の解析

具を使って鰭の基部から引き抜くものです。腹鰭

や生態調査、餌料環境調査、市場調査による系群

抜去標識を施した 2 年後のクエを写真 3 に示し

管理範囲を明らかにし、資源管理方策の提言をす

ました。腹鰭抜去標識は鰭が完全に再生して、水

ることが重要と考えます。

揚げ時に天然魚と識別が不可能になることがあり
ますので、放流魚の一部を陸上水槽で数年間にわ

３
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写真３

腹鰭抜去標識を施したクエ
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特集

第６次栽培漁業基本方針 －連携、協力、共同をキーワードに－

１

水産動物の種苗の生産及び放流並びに
水産動物の育成に関する基本方針について
水産庁増殖推進部栽培養殖課

制による資源管理手法のみでは達成できないよう

１．はじめに

な栽培漁業の特性を活用した成果もあらわれてい
ます。

平成 22 年 12 月に「水産動物の種苗の生産及
び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針」

一方では、近年、1980 年代以前に整備した種
苗生産施設が多く、施設整備開始後 30 年以上経

（以下、基本方針という）が策定されました。こ

過していることから、老朽化による種苗生産能力

れは沿岸漁場整備開発法に基づきおおむね 5 年を

の低下が見られるとともに、都道府県の財政状況

1 期として農林水産大臣が水産政策審議会の意見

の悪化、魚価低迷による漁業者負担能力の低下、

を聞いて定めるものであり、昭和 58 年度に第 1

低金利による基金運用益の低迷等により、種苗放

次の基本方針を定めてから今回で第 6 次の基本方

流に必要な経費の確保が困難となってきてます

針となります。

（資料１）。

基本方針では、栽培漁業に関する基本的な指針

特に、都道府県の区域を越えて回遊する広域

及び指標を定めますとともに、栽培漁業に関する

種においては、放流に投ぜられた額の減少に伴

技術の開発に関する事項などを定めることとされ

い、種苗放流尾数が減少しています。さらに、広

ております。また、基本方針の内容と調和するよ

域種の種苗放流については、種苗放流の費用を負

うに、都道府県は対象魚種ごとの放流の目標数量

担する放流実施者と種苗放流の受益を受ける漁獲

などを定める栽培漁業基本計画を策定し、栽培漁

者が異なることが多いことから放流の拡大につな

業を推進することになります。

がらない実態にあります。例えば、瀬戸内海のク
ルマエビは 1990 年代後半まで国の補助事業分と

２．栽培漁業を巡る状況

府県単独の事業分を合わせ、毎年約 1 億尾の種苗
放流が行われていましたが、その後国の補助事業

栽培漁業における放流事業の実施については、
都道府県の指導のもとで漁協、漁連、漁業者など

も 1,000 トンから半減し、これによる生産金額の

を主体として展開されており、放流した地先で漁

減少は 26 億円となりました。当時の補助事業に

獲される地先種、例えばウニやアワビなどでは、

係るクルマエビの放流事業経費は、種苗生産経費

受益者負担による栽培漁業が着実に進展しつつあ

0.5 億円と中間育成経費 1 億円あわせても 1.5 億

ります。

円であることから約 17 倍の極めて高い経済効果

また、我が国周辺の主要水産資源の 4 割が低位
の状態にある中で、これまでの大量放流の結果、
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がなくなり放流尾数が半減し、それに伴い漁獲量

があったことになります。
この様に非常に高い経済効果があったクルマエ

例えばマダイやヒラメなどでは比較的良好な資源

ビでさえ、放流後成長に伴い複数県の海域を広く

状態が確保されています。さらに、長年にわたり

移動する広域種という特性から、種苗放流に係る

ほとんど漁獲がなかった北海道のニシンやマツカ

費用負担の調整が円滑に進まず、加えて、栽培漁

ワを大量放流により復活させた事例など、漁獲抑

業は平成 18 年度の三位一体の構造改革により、

栽培漁業をめぐる人・物・金の現状
・都道府県に７３ヵ所の種苗生産施設が配置さ
れている。

都道府県栽培漁業センター等の職員数と職員の年齢構成
（１）職員数

・都道府県の種苗生産施設の整備は、１９７４
年から開始された。
・施設の多くは１９８０年代に設置されたため、
６割が設置後２５年以上を経過している。

１５～１９年
14%

常勤職員数
４７１名

平成２１年度

４００名

（２）職員の年齢構成（平成２１年）
年

・海水を扱うため、金属の腐食やコンクリートの
劣化による老朽化が進行している。
１０年未
満
10%
１０～１４年
11%

年度
平成１２年度

齢

比

率

５０歳以上

３９％

４０～４９歳

２７％

３０～３９歳

２６％

～２９歳

８％

都 道 府 県 の 栽 培 漁 業 関 係 予 算 の 推 移

20%減

２５年以上
60%

２０～２４年
5%

都道府県の種苗生産施設の設置後年数
（資料１）

栽培漁業に係る補助事業が税財源の移譲等の対象
になったことから、広域的な連携が一層困難に

１）基本的な指針及び指標について
（１）栽培漁業による資源造成への取組強化

なったとされてます。よって、これからの広域種

従来は放流種苗を成長後にすべて漁獲すること

栽培漁業においては費用負担を調整するシステム

を前提とする、いわば「一代回収型栽培漁業」を

がこれまで以上に重要となっています。さらに技

行ってきましたが、今後はそれに加えて、親魚を

術者の定年による大量退職に備えた人材の確保と

獲り残して、その親魚が卵を産んでいくという形

技術水準の維持も重要な課題です（資料１）。ま

で再生産を確保する「資源造成型栽培漁業」を推

た、温暖化による沿岸域の環境変化などが生じて

進するというものです（資料２）。これを漁獲管

おり、その変化に対応する栽培漁業を推進するこ

理及び漁場整備事業と一体的に実施するように努

とも必要となっております。

めることとします。資源造成型栽培漁業とは、種

このような栽培漁業を巡る状況を踏まえ、国、

苗放流と漁獲管理によって安定した親魚群や資源

水産総合研究センター、都道府県、栽培漁業協会、

状態が形成されたならば、その形成後には漁獲管

全国的に栽培漁業を行う団体、漁業者団体、漁業

理に重点を置くことで親魚群からの再生産による

者などが、適切な役割分担のもと、一体となって

新規加入によって放流尾数を減少させても資源状

基本方針に定める取り組みを推進することとなり

態が維持できるような取組を進めていくもので

ます。

す。
（２）放流種の重点化と効率的な栽培漁業の推進

３．第６次栽培漁業基本方針のポイント

現在、種苗放流に多額の費用をかけることが難
しくなってきていることから、多種・少量・分散

基本方針では栽培漁業を推進していく上での重

放流といったバラマキ型の継続的放流にならない

要となる事項を「基本的な指針及び指標」
、
「技術

よう、真に漁業の維持に必要な資源造成及び漁獲

の開発」
、
「その他」の 3 つの項目に分けて定めて

量の目標を明確にして、漁業者が放流効果を実感

いますが、その概要は次のとおりです。

できるような相当の規模での集中的な適地放流へ
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一代回収型栽培漁業のイメージ
・放流尾数と漁獲量が連動し、放流尾数が減少すると漁獲量も
減少。
・漁獲量を維持するには継続した放流が必要。
瀬戸内海のクルマエビ漁獲量と放流尾数の推移
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資源造成型栽培漁業のイメージ
・種苗放流と併せ、親魚を獲り残す漁獲管理を行うことで、再生産を
確保して資源を造成。
・効率的な種苗放流と漁獲管理により安定した資源状態が達成され
た後は 漁獲管理に重点を置くことで 種苗放流尾数を減らしても
た後は、漁獲管理に重点を置くことで、種苗放流尾数を減らしても、
なお、良好な資源状態が維持される。
瀬戸内海（安芸灘他）のクロダイ漁獲量と種苗放流尾数

2,000
1,500

4,000
漁獲量
放流尾数

3,000

1,000

2,000

500

1 000
1,000

0
1975

1980

1985

1990

1995

2000

0
2005

（資料２）

の移行と対象種の重点化に努めることとしており

が実施する特定水産動物育成事業における育成水

ます。

面の活用に努めることとしています。

（３）地先種の推進体制
放流経費のうち、アワビ類やウニ類等の地先種

広域種については、海域単位での放流計画に基

については、放流の効果が認識され漁業経営の厳

づき関係する都道府県間の連携や共同組織の構

しい状況の中であっても漁業者等の負担金額及び

築を推進するとともに、必要に応じて国等も含め

その負担比率も増加し、公的負担の減少を補って

た推進体制づくりを図ることとしております。具

います。このように漁獲のほとんどが特定県の地

体的には海域単位での協議会が適当であることか

先の漁場で行われている魚種、漁獲対象とする漁

ら、新たに（社）全国豊かな海づくり推進協会が

業が単一県の知事許可のみであるような地先種等

事務局となった全国で 6 海域における栽培漁業を

で放流者と漁獲者の関係が明らかな場合において

推進する協議会が設立されたところであります。

は、放流効果の範囲や程度を特定する指定法人を
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（４）広域種の推進体制

（５）共同種苗生産体制の構築

活用した放流効果実証事業を実施し、それらの結

種苗生産施設の老朽化や財政状況の悪化に対応

果を考慮した上で適切な費用負担を検討し、栽培

し、関係都道府県の種苗生産施設間での連携や分

漁業の継続的な実施体制の確立に努めることとし

業などにより限られた資産であるヒト、モノ、カ

ています。さらに必要に応じて、漁業協同組合等

ネの効率的な運用の推進を図るため、共同種苗生

産体制の構築を推進して、低コスト化などを図る

選択幅を広げること、⑤地域特有の食文化や祭り

というものです。例えば、種苗生産の集約化にお

などに欠かせない魚種の回復など地域社会のコ

ける効果については、旧（社）日本栽培漁業協会

ミュニティーに密接した貢献、⑥遊漁対象魚種の

志布志事業場が集約的に種苗生産していた当時の

放流による国民への保養提供、⑦児童・小学生の

クルマエビの種苗生産コストは他機関の 1/3 以

自然環境や水棲生物の学習を通じての教育への貢

下に削減が図れた事例が参考になると考えていま

献、等の多面的な機能を有しており、受益の範囲

す。このように、海域における種苗放流数量を確

は広く国民に及んでいることについて普及し理解

保するためには、同一魚種を近隣の都道府県で重

を求めて行くこととしております。

複して生産している現行の体制を見直し、関係都

特に、遊漁者に対しては種苗放流の効果につい

道府県の種苗生産施設間での連携・分業をまずは

て積極的に情報提供を行い、放流事業の意義、必

できることから取り入れていくことが重要と考え

要性についても理解を求めるとともに、栽培漁業

ております。

のもつ多様な効果についても広く理解を求めた上

（６）放流の効果と漁獲量の把握
放流効果の把握に当たっては、従来の放流種苗
を成長後にすべて漁獲することを前提とする、い

で、協力金制度への理解の醸成に努めることとし
ております。
（９）漁獲管理、水産基盤整備等との連携強化

わば「一代回収型栽培漁業」の評価手法である市

種苗放流と漁獲管理を一体として取り組み、そ

場等における放流魚の混入率調査に加えて、漁

の相乗効果で目標とする安定した資源状態を速や

業者が種苗放流や育成の取組を実感できる漁獲量

かに達成し、安定した資源状態を目指すには、漁

の変動を確実に把握することも重要と考えていま

業者の資源管理への取り組みが重要となります。

す。漁業者としての関心は、放流魚の混入率等科

例えば、休漁等の漁獲量削減及び種苗放流、さ

学的なデータがいくら優れていても、本質的には

らにこれらの併用かいずれかの手法により達成し

漁獲量に変化が生じない程度であれば、漁業者は

ようとした場合には漁業者が被る経済的損失、流

放流を効果的であると理解しにくく、実感しにく

通・消費への影響、放流コスト等を総合的に比較

いと思われます。

し、その上で種苗放流の有効性や適正規模を判断

（７）生物多様性等の保全への配慮

する必要があります。さらに、休漁や漁獲努力量

放流計画の策定、種苗の生産、放流等に当たっ

削減により減収が伴うリスクが想定されることか

ては生物多様性の保全との両立に努めることとし

ら、平成 23 年度予算案の「資源管理・漁業所得

ております。また、現在、水産総合研究センター

補償対策」の活用が望まれます。特に、種苗放流

を中心として、新たな農林水産生産を推進する実

及び天然で発生した稚魚の保護・育成が資源造成

用技術開発事業「種苗放流が遺伝的多様性に与え

に有効と考えられることから、目的外での不合理

るリスクの評価と低減技術の開発」が取り組まれ

な漁獲を防止するための取り組みが重要となりま

ており、これらの研究成果等に基づき、遺伝的多

す。

様性への影響リスクを低減するための技術的な指

また、広域種に係る栽培漁業と資源管理との一

針を作成し、種苗生産現場へ普及することとして

体的な推進のため必要に応じ広域漁業調整委員会

います。

の意見を求めることとしております

（８）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及
栽培漁業は水産資源の維持回復によって水産物

２）技術の開発について

の安定供給に貢献するという本来の機能に加え

ここでは特に試験研究機関に対する取組として

て、①水産物の供給による国民の健康増進、②沿

⑴基礎的な技術開発の推進、⑵良質種苗の生産と

岸海域に生息する魚介類を対象とした種苗の育成

低コスト化技術の開発と推進、⑶生産、放流及び

などを通じた物質循環系の補完、③藻場・干潟の

育成の一体的な技術開発の推進、⑷技術劣化の防

保護を通じた自然環境の保全、④高齢者向けの負

止、⑸放流効果の評価、⑹栽培漁業技術の養殖業

荷の少ない漁労作業による漁獲対象資源の拡大や

への展開、⑺遺伝子組換え生物等の取扱い、⑻外
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来生物の導入、⑼水研センターの役割についてを

海域単位での栽培漁業を推進する協議会を通じた

記載しております。

種苗生産技術の情報交換及び技術の伝承、人材の

特に、⑵良質種苗の生産と低コスト化技術の開
発と推進については、種苗生産技術の安定化に及

交流等により、効率的な栽培漁業の推進体制の構
築に努めることとしております。

び平易化並びに種苗生産の効率化図ることで、経
費の低減に必要な技術開発に努めることに加え

４） 付表について

て、海域の基礎生産力を活用して低コストで大量

基本方針の付表において主な栽培漁業対象魚種

の種苗生産することが可能な二枚貝類等の栄養段

の漁獲動向の見通しを示しました。第 1 次から第

階の低い魚介類についての種苗生産等の技術開発

3 次までの基本方針では「主要水産動物の種苗生

を進めることとしています。

産数量の見通し」、第 4 次、第 5 次の基本方針の

また、⑷技術劣化の防止については、試験研究

付表では「主要水産動物の種苗放流数量の見通し」

機関は技術劣化を防止するため、事業段階に移行

を載せていましたが、第 6 次基本方針では漁獲

して漁業者等が種苗生産・放流を実施しているウ

管理と一体的に実施して資源造成を進めることか

ニ・アワビ等の魚種を含めて、種苗の生産、放流

ら、従来の「放流」から一歩進めて、「育成」の

の実施状況等を把握するとともに、疾病その他、

部分に重点を置いた指標として本来の目標である

事業の中で発生した問題点を速やかに解決できる

「漁獲量動向の見通し」としました。

フォローアップ体制の整備に努めることが重要と

栽培漁業と漁獲管理により達成する漁獲量の目

考えます。例えば、近年、特に暖流系のアワビ類

標は、対象魚種の漁獲量の変動傾向等から判断し

においては積極的な資源増殖方策が実施されてき

た現状の資源水準が、中位又は高位という良好な

ましたが、資源状態は一向に回復の兆しが見えず

水準にある場合は「現状維持」としております。

不漁が続くなど漁業者のみでは対応できない状況

また、資源状態が低位にあり、各県の放流に対す

が生じていることから研究者や技術者の総合的な

る意欲も強く、放流でその増加が見込める場合は

取組が重要です。

「増大」としています。なお、「増大」における具

⑸放流効果の評価では、直接的な漁獲による放

体的な漁獲量を見通す場合には、放流量の増加と

流魚回収率に加え、新たなタイプの資源造成型栽

漁獲努力量の削減をどのように組み合わせるかの

培漁業の目的に沿ったものとして、放流魚の再生

検討が必要となってきますが、基本方針策定時に

産による資源増大への寄与率の推定を加味する技

おいては関連する資源管理施策が大きく見直され

術開発を努めることとしております。

ている過程の下にあったことから、傾向のみとし

さらに、周辺産業に対する経済的波及効果等も

ているところであります。

推定していく必要があり、水研センターで開発さ
れました産業連関表に基づく評価手法を取り入れ

６．おわりに

その算出に努めることとしております。
以上が第 6 次栽培漁業基本方針の説明ですが、
３）その他の重要事項
今後の栽培漁業の推進に当たっては、海域単位

の一体的推進です。そこで極めて重要な課題とな

での適地への種苗放流や漁獲管理が資源管理の取

るのが、平成 23 年度予算案に盛り込まれている

組として非常に重要になってくることから、国、

「資源管理・漁業所得補償対策」との連携です。

水研センター、都道府県及びその関係機関、栽培

全国各地の漁業者により取り組まれる資源管理

漁業協会、漁業協同組合連合会、NPO、遊漁団体、

措置との連携により、栽培漁業が更に効果をあげ

㈳全国豊かな海づくり推進協会が相互に緊密な連

て資源の回復に大いに寄与することを期待してい

携をとり、協議していくことが重要としておりま

ます。

す。
また、都道府県のさらなる連携強化のためには
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一言でその特徴をいえば「栽培漁業と資源管理」

２

第６次栽培漁業基本方針を受けた
平成23年度新規予算の概要について
水産庁増殖推進部栽培養殖課
栽培企画班

荒 井 大 介

することが必要となっている。

１．はじめに

２．第 6 次基本方針のポイント

種苗放流の基本的な方向性を定める「水産動物
の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関
する基本方針（以下、「基本方針」という。
）」が
平成 22 年 12 月 24 日付けで公表された。この基

第 6 次基本方針のポイントとしては以下の通り
である。
（１）複数の都道府県の漁業者が利用する資源の、

本方針は沿岸漁場整備開発法に基づき、概ね 5 年

早急な回復・安定が求められているが、関係者

を一期として昭和 59 年から農林水産大臣が定め

間の調整が困難なものについては、期間を限定

ており、今年度、公表された基本方針は第 6 次に

した効果的な種苗放流を行うことにより、放流

当たる。

種苗を成長後にほとんど漁獲することを前提と

現在、栽培漁業は都道府県の指導の下で栽培漁

する従来の「一代回収型」に加えて、親魚を獲

業協会、漁業協同組合や漁業者等を主体に放流事

り残して再生産を確保する「資源造成型」の栽

業が取組まれている。また、我が国周辺の主要水

培漁業を推進する。さらに、これを漁獲管理及

産資源の 4 割が低位の状態にある中で、これまで

び漁場整備事業と一体的に実施するよう努める

の大量放流の結果、広域種については、概ね良好

こととする。

な資源状態が確保されている。
しかしながら、栽培漁業を取巻く環境は、種苗
生産業務を担う経験豊富な技術者の定年退職や人

（２）多種・少量・分散放流とならないよう、効
果的な放流及び対象種の重点化に努めることと
する。

員の削減、開設後 25 年を超える栽培センターが

（３）都道府県の区域を越えて回遊する広域種に

6 割を占める種苗生産施設の老朽化、都道府県の

ついては、関係する都道府県間の連携・共同組

財政状況の悪化、魚価低迷による漁業者負担能力

織の構築を推進するとともに、必要に応じ国等

の低下等から種苗放流に必要な経費の確保が困難

も含めた推進体制（海域栽培漁業推進協議会等）

になるなど、栽培漁業を推進する体制の弱体化等、

づくりを図ることとする。

非常に厳しい局面に立たされている。特に、広域

（４）関係都道府県の種苗生産施設間での連携・

種においては、種苗放流経費の減少に伴い、種苗

分業等による共同種苗生産体制の構築を推進す

放流尾数が減少してきており、沿岸資源の維持及

る。

び回復や沿岸漁業者の経営の安定化の双方に効果

このような基本方針を踏まえ、栽培漁業に取

的に寄与する栽培漁業の推進に当たっては、対象

組む関係者が対象種の回遊範囲、技術開発水準

種の重点化など戦略的な取組が必要となってい

の段階等に応じた適切な役割分担の下、効果的

る。特に、広域種の種苗放流の費用負担について

かつ効率的な栽培漁業を推進するための取組み

は放流実施者と種苗放流の受益を受ける漁獲者が

に対し支援を行う「種苗放流による資源造成支

異なることから、種苗放流に係る費用負担を調整

援事業」を平成 23 年度要求した。
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す必要がある。たとえばヒラメ親魚養成でも高齢

３．事業内容について

化による産卵量の減少、卵質の低下等の報告があ
り、定期的な親魚の更新が望ましいが、コスト削

本事業は、基本方針に対応するものとして、大
きく 3 つの柱から構成されている。

減が求められる現状では各都道府県が多くの親魚
を購入することは困難な状況にある。さらに、種
苗生産の集約化における効果については旧（社）

（１）広域種資源造成支援事業

日本栽培漁業協会志布志事業場が関係府県の要望

複数の都道府県の漁業者が利用する共通資源で

に応える形で集約的に種苗生産していたクルマエ

あって、早急な回復と安定が求められており、関

ビが参考になる。この場合のクルマエビの生産

係者間の放流経費の負担調整が困難な広域種につ

単価は全長 15㎜サイズで 0.3～0.5 円／尾であり、

いて、適地放流や稚魚段階での混獲抑制等によ

県の栽培漁業センターの生産単価は、同サイズで

る放流後の生き残りの向上を図る育成にも重点を

1.5 円／尾程度を要していることから、集約的生

置きながら、資源が回復するまでの「ある程度の

産を行うことで経費が 1/3 以上削減が図れた事例

年限」に集中して効果的な種苗放流を行うことに

がある。

よって、
「資源造成型」の栽培漁業の推進のため

このような、財政面を含めた栽培漁業を取巻く

に行うモデル事業に対し支援を行う。
「ある程度

窮状を打破するため、本事業では、放流用種苗を

の年限」とは対象魚種の生活史や漁獲加入までの

安価でかつ効果的に確保し、効果的な放流を行う

長さにもよるが、成熟開始年齢が 2 〜 3 年の魚種

ため、関係する都道府県ごとの多様な魚種の種苗

が多いことから、概ね 5 年で複数世代が構成され

生産やそのための生物餌料などを個別に生産する

ることを想定している。対象種については、多種・

体制を集約化することによるスケールメリットを

少量・分散放流とならないよう重点化に努め、適

生かすことや既存施設の稼働率向上と連携・分業

地、適サイズ、適期などを考慮した効果的な放流

を検討する体制づくりに対して支援を行うことと

を実施して頂きたい。また対象種が種苗放流及び

する。

漁獲管理によって目標とする安定した資源状態が

さらに、放流用種苗の中間育成の取組は、漁業

達成された際には、漁獲管理による資源の維持に

協同組合や漁業者等が主体に行っているが、海域

重点を置き、当該対象種の種苗放流については数

における効果的な種苗放流につなげるためには、

量を削減しても持続的利用が可能な状態を目指す

中間育成での生残率を高め、効率良く放流用種苗

とともに、事業を通じて、広域種の種苗放流に係

を確保する必要がある。このため、経験豊富な技

る費用負担の体制づくりを検討して頂きたい。関

術者や専門家から種苗の受入段階及び中間育成現

係都道府県間での広域連携については、対象広域

場での直接的な指導・助言などのサポートを受け

種の選定、種苗生産・中間育成の取り決め、適地

ることで、飼育技術を確実に習得し、効率的に放

放流の調整、種苗生産・放流並びに育成に係る費

流種苗を確保できる体制の継承について支援を行

用負担など全てにわたる困難な課題を解決しなけ

うこととする。このような取組により資源の速や

ればならないことから、国等も含めた関係者間の

かな回復につなげたいと考えている。

調整を行う推進体制づくりを図ることとする。
（３）種苗性評価手法開発事業
（２）共同種苗生産・放流体制構築支援事業
これらからの栽培漁業を推進するに当たって、
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基本方針の技術の開発に関する事項では、放流
効果や種苗性の評価に当たっては放流魚の漁獲に

限られた予算・種苗生産業務を担う技術員を含め

よる直接的な回収率に加え、放流魚の再生産によ

た人的資源・施設の有効活用を考慮して効果的に

る漁獲量増大への寄与率の推定を加味するよう努

放流種苗を確保するには、各都道府県ごとに実施

めることとすることから、従来の「一代回収型」

している現在の親魚養成、採卵、種苗生産、中間

栽培漁業の評価基準であった回収率や混入率を求

育成、種苗放流の体制をより効率良いものに見直

める手段としての外部標識等ではなく、遺伝的手

法を取り入れた再生産まで含めた種苗放流の効果

府県間の交流状況や放流効果を把握することで効

を評価する手法の開発に取組む。遺伝的な手法を

果的かつ効率的な連携による放流体制の構築を目

用いれば、仮に放流魚を親にもつ個体が市場調査

指すものであった。新しい事業の目指す所は、い

等でサンプリングされてもその追跡は可能である

ままでの成果を充分に発揮し、放流魚による再生

とともに、各都道府県の種苗生産機関の親魚の遺

産を含めた資源造成、効果的かつ効率的な共同種

伝的なデータベースがあれば種苗の由来、移動状

苗生産・放流体制の構築といった点で、さらに一

況、海域での天然魚または放流魚同士の交配など

歩踏み込んだと事業と考えて頂きたい。

様々な情報を全国で共有することが可能となるこ

今後の栽培漁業の展開については、三位一体の

とから、広域種の栽培漁業の推進体制づくりに貢

構造改革により、地方に税源移譲した経緯も含め

献できるとともに、放流種苗を親魚として獲り残

地方の裁量度を高める方向性が求められるととも

して再生産を確保する「資源造成型」栽培漁業の

に、地域主権の流れからも広域種を含めた種苗放

効果検証に有効であると考える。

流についても、海域単位でのでの取組がこれまで
以上に重要となる。

４．広域連携の体制作りについて

従来の「一代回収型」の栽培漁業を続けて行け
ば、永続的に種苗放流経費がかかることから、こ

これまでに平成 18 年から 5 年間実施してきた

の 5 年の事業期間に集中して効果的に資源を造

「栽培漁業資源回復等対策事業」は、資源回復計画、

成する栽培漁業の体制を構築し、目標とする資源

国際的な課題や海域環境悪化に対応した資源造成

状態が達成された時には、漁獲管理による資源の

を効果的にかつ効率的に展開する観点から、海域

維持と持続的利用に重点を置く資源管理に舵を

レベルでの適地種苗放流体制の構築に向けた取組

きり、10 年後を見据えた栽培漁業の体制に向け、

を支援する事業を創設した。この中で海域及び魚

全国豊かな海づくり推進協会の会員である都道府

種ごとに協議会を設置し、関係都道府県が連携し

県、公益法人、漁連、漁協等が一体となって取り

た取組を通じて、種苗の確保、当該海域での適地

組み、「種苗放流による資源造成支援事業」の成

放流、主要地域での市場調査等を行い、関係都道

果が上がるよう努めていただきたい。

種苗放流数の減少が顕著な“広域種”
●主な栽培対象魚種の種苗放流数（全国）
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３ 『第６次栽培漁業基本方針』
の公表に寄せて
（社）山口県栽培漁業公社アドバイザー

有 薗 眞 琴

１．はじめに
昨年 12 月 24 付けで、
『第 6 次栽培漁業基本方針』
（第 6 次方針）が公表された。過去半世紀にわたっ
て展開されてきた栽培漁業が、その推進体制や財
源確保等の問題を抱えて大きな岐路に立たされて
いる現在、少し予定より遅れはしたが、国の基本
方針が公表に至ったことは大変喜ばしいことであ
り、この策定に携わられた水産庁はもとより、
（社）
全国豊かな海づくり推進協会をはじめ関係各位の

ヒラメの親魚

ご尽力に対し、栽培漁業に携わる一人として感謝
を申し上げたい。
私は、栽培漁業の推進に地方行政の立場で関わ

備されるとともに、人工礁や増殖場などの漁場の
整備開発も公共事業として計画的に推進されて

り、また今回の基本方針の策定に際しては、水

いった。顧みれば、今は耳なれた「資源管理型漁業」

産庁主催の意見交換会の委員の一人でもあったの

や「つくり育てる漁業」といった言葉も、200 海

で、本稿では「振り返れば未来」との思いを込め、

里時代に突入した頃に生まれた新しい漁業概念で

歴史を振り返る中で栽培漁業が拠って立つところ

あった。

の制度・政策上の問題点を明らかにし、その上で、
『第 6 次方針』に対する評価と期待、さらには今
後の展望についても述べてみたい。

その後、栽培漁業は水産政策の最重要課題の一
つとして、常に『漁業白書』に取り上げられ、国
主導の下で積極的に推進されたのであるが、なぜ
今、それが存亡の危機とも言える大きな岐路に

２．時代とともに変わる栽培漁業の意
義と役割
私は 1973 年に山口県庁に採用され、当時の外
海水産試験場でマダイとカサゴの種苗生産・放流
技術の開発に携わったのだが、1974 年に『沿岸
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立たされているのか？

その理由は色々あるだろ

うが、技術的課題はさておき、私自身は以下に述
べる社会経済情勢の変化と栽培漁業に係る国の制
度・政策の変化によるところが非常に大きいと考
えている。
（１）受益者負担に対するボタンの掛け違い

漁場整備開発法』
（沿整法）が成立し、法的根拠

当時の我々の多くは、沿整法の「もって、水産

を得た当時の栽培漁業は、零細漁家の多い我が国

物の供給の増大に寄与する」という付け足しのよ

沿岸漁業の救世主的役割を担う花形事業として脚

うな枕詞を知ってはいても、栽培漁業の直接の受

光を浴びていた。

益者は漁業者自身だと考え、それが故に、主要な

その背景には、1976 年以降、米・ソをはじめ

道府県では漁業者から寄附金を受け入れて「栽培

諸外国が次々と設定することになる 200 海里水

漁業推進基金」を造成し、それを元手に栽培漁業

域の国際問題が密接に絡んでおり、国策として我

の自立的運営を目指して、税制上の特例措置も受

が国沿岸における漁業資源の開発利用に積極的に

けられる「指定法人」を設立していった。

取り組む必要が生じたからで、以来、国の高率補

この取組は、ハブル経済期を通じての高金利に

助事業によって全国各地に栽培漁業センターが整

も支えられ、あたかも理想的な方式であるかに思

えたのだが、その様相は 1990 年代に入ってから

国の一括交付金化と都道府県への税源移譲であっ

のバブル崩壊によって一転することになる。つま

た。2006 年度の税源移譲に際して、水産庁長官

り、低金利時代に入って基金の運用益が大きく減

名で、「三位一体改革の趣旨を踏まえ、これに見

少したことに加え、皮肉にも「指定法人」として

合った税源を都道府県に移譲することにより、都

独立したが故に、財政難に苦しむ地方行政による

道府県等の裁量の下で、自主的に取組を進めるこ

財政支援が大きく後退する結果を招いたのだ。

ととされた」旨の通知が出されたが、以後の 4 年

その原因を遡れば、そもそも「栽培漁業の受益

間で都道府県の栽培漁業関係予算は 2 割近く減少

者は誰か？」という基本認識に帰着し、アワビ・

した。これは、まさしく都道府県の自主裁量によっ

ウニ等の漁業権対象種を除けば、法律上は「無主

て漁業という経済生産の低い分野で、しかも栽培

物」とされ、誰が獲るとも解らぬ魚を放流する事

漁業のように費用対効果が把握しづらい事業が切

業に対して、負担の多くを零細な沿岸漁業者に求

られたことを物語るもので、
「自ら蒔いた災いの

めること自体に無理があったと、後悔と反省の念

種」と言えなくもない。
しかし、基本に立ち返って考えるならば、少な

を禁じ得ない。
4

現在、各地の栽培漁業協会等は新公益法人への

くとも県境を越えて広域に回遊する魚の放流事業

移行手続きを進めているが、栽培関連事業を、国

とその管理は元々国が主体的に取り組むべき仕事

民生活に不可欠な物資（食料等）の安定供給を目

であり、「税源移譲したのだから、もはや栽培漁

的とする「公益目的事業」の下に位置づけようと

業は地方の仕事である」といった、当時よく耳に

している。つまり、栽培漁業の本来の受益者は「国

した国の責任回避の姿勢は、日栽協の撤退問題も

民」であるという基本認識に立って、今後の事業

含めて理解し難いものであった。

を仕切り直そうとしているのだ。

あお

（２）国と地方における行財政改革の煽り

（３）『水産基本法』の成立を契機とした国の政策
転換

栽培漁業を開花させ、広域種の放流事業や基礎

『国連海洋法条約』の発効（1996 年 7 月）に

的な技術開発などで栽培漁業の牽引役となり、ま

よって本格的な 200 海里体制へ移行した我が国

た実際に大きな成果を上げてきた（社）日本栽培

は、2001 年 6 月、それまでの『沿岸漁業等振興法』

漁業協会（日栽協）が、2003 年 10 月に（独）水
産総合研究センター（水研センター）に統合され
たことを契機として、事業推進に係る国と地方の

（1963 年成立）に代えて、新たな水産政策の理念
と方向を示す『水産基本法』を成立させた。
この法律は、「水産資源の適切な保存及び管理」

役割分担が一気に崩れ、その後栽培漁業が迷走し

を最優先施策に位置づけており、結果として、栽

始めた。この事態は、地方にとっては「青天の霹

培漁業を含む「水産動植物の増殖及び養殖の推進」

靂」とも言えるもので、基礎的な技術開発は水研

は後塵を拝することになった。それは時代の要請

センターがその役割を担うとされはしたが、瀬戸

として当然であるにしても、本法が制定されて以

内海のクルマエビをはじめ、放流事業の規模縮小

降、栽培漁業に対する国の姿勢が大きく後退し、

を加速させる要因となった。

2007 年に改定された水産基本計画以後の『水産

さらに、これに追い打ちをかけたのが、「三位

白書』を見ても明らかだが、「環境・生態系と調

一体改革」によって始まったソフト事業に係る

和した増殖の推進」といった項目はあっても、栽
培漁業は用語としても殆ど使われなくなった。
いずれにせよ、こうした過去の歴史を振り返る
とき、国は栽培漁業に対する正しい評価と判断に
基づいて政策転換を進めてきたのか、また、国と
地方が各々の立場でその責任と役割をしっかりと
果たそうとしてきたかだが、それは甚だ疑わしい
と言わざるを得ないだろう。

３．『第６次方針』に対する評価と期待
大きくなって漁獲された放流ヒラメ

このほど公表された『第 6 次方針』は、従来の
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「一代回収型栽培漁業」に加え、親魚を取り残し
て再生産を確保する「資源造成型栽培漁業」を推
進するとしたところに大きな特徴があり、その推
進に当たっては、漁獲量に有意な変化を与える規

４．今後の展望
最後に、栽培漁業に対する今後の展望について
述べておきたい。

模での放流及び放流種の重点化に努め、資源状態

我が国における栽培漁業は、世界の追随を許さ

によっては終了も視野に入れた効率的な種苗放流

ぬ、誇れる「モノづくり」の体系であり、今後世

に取り組むとしている。また、広域種においては、

界的に水産物への需要が急速に高まると予測され

放流と種苗生産に係る都道府県間の連携・共同組

る情勢下で、資源管理の実行とも相まって、水産

織の構築と費用負担調整体制の整備を推進するこ

資源の回復（資源造成）と持続的利用に貢献する

とに重点を置いている。

ことにより、
「世界的モデル」としても発展し得

現在、我が国周辺の主要水産資源の４割近くが

る大きな可能性を秘めている。

低位の状態に陥っている中で、栽培漁業を資源造

こうした社会的ニーズに的確に応えるために

成に有効な手段として位置づけ、その達成目標も

は、この分野を技術で支える研究体制の充実が特

インプットからアウットプット方式に変えたこと

に重要であり、我が国でその中核的役割を担って

は、一歩前進の妥当な内容として評価できよう。

いる水研センターの動向が注目されるところであ

この方針に基づく新たな事業が、国と水研セン
ターが作成・普及するとしている「技術的指針」
に沿って、生物多様性等の保全への配慮の下で、

るが、折しも、2011 年度から 5 カ年の『中期計画』
が近々策定・公表されるそうである。
私は、
『第 6 次方針』が出されたこの機をとらえ、

漁獲管理や漁場整備事業と一体的に展開されるな

水研センターの栽培漁業に対する今後の取組が大

らば、大きな成果につながることが期待される。

きく前進することを期待している。それは、これ

ただし、今回の方針に疑問もない訳ではない。

から活動が始まる「海域協議会」に対する技術的

それは、沿整法に基づく「指定法人」と全国組織

支援を中心に、水産資源の回復・増大による沿岸

である「海づくり協会」の名称が今回の方針中に

漁業の振興を、これまで以上に重視した計画とな

は見当たらないことへの疑問である。言い換えれ

ることへの期待感である。

ば、現在の栽培漁業を実質的に支えている推進組

また、非現実的な「夢」だと笑われるかも知れ

織の姿を曖昧にしながら、今後の事業をうまく展

ないが、広域種の放流体制を拡充・強化するとい

開できるのかという懸念である。

う構想の下で、水研センターに所属する各地の栽

この懸念は、新規予算の仕組みにもうかがわれ、
今回の広域種の事業では、全国に６つの「海域協

培センターを、将来的には各「海域協議会」に移
譲するような計画を描けないものだろうか？

議会」を設立し、国はそれらの協議会に対して補
助する形をとるため、各協議会の設立と連携・協
力において実質的なサポート役を務める「海づく

５．おわりに

り協会」自身が、横並びの法人であるとの理由で

本稿を執筆しながら強く感じたのは、国の基本

補助を受けられないという、事業推進上の問題が

政策や方針が国民生活と地域産業に及ぼす影響の

生じている。

大きさであり、特に「一次産業」については、栽

本来、今回のような広域種を対象とする栽培漁

培漁業の例が示すように、50 年先を見通しても

業を効率的・効果的に展開していくためには、全

まだ足りず、「100 年の大計」で論じ、立案する

体の計画立案と各協議会の調整機能は不可欠な要

必要があるということである。

素であることから、役割に応じた補助メニューを

難しいことではあるが、現在のように政治・経

設けるなどによって、全国の都道府県、系統団体

済・社会が混乱している時にこそ、優れた洞察力

を構成員とする「海づくり協会」も補助対象とな

と透徹した判断力で、沿岸漁業者にも夢と希望を

り、将来ともにその「要」として一層重要な役割

与えるような社会の実現に向けて、勇気をもって

を果たせる仕組みに改善されることを切に望みた

行動したいものである。

い。

サミュエル・スマイルズは、
『品性論』の中で、
「流
れに逆らって泳ぐには、力と勇気が必要。どちら
ももっていない魚は干上がるだけ」と述べている。
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４

第6次栽培漁業基本方針から見える未来
ー「育む」べきものは何かー
立教大学社会学部
助教

支えていく力をも育てられる
時折、ふいに食べたくなる味がある。瀬戸内海
で育った友人は、イカナゴのくぎ煮がその味だと
いう。季節になると路地裏で各家庭が炊いていた
そのにおいが、無性に懐かしくなるのだという。
今ではイカナゴ自体の浜値が上がり、かえって各
家庭で炊くことが難しくなって、地元でもかぐこ
とは少なくなった。それでも、ときたま、帰り道
に思い出して、たまらなくなるときがあるという。
同じ瀬戸内海沿岸で育っても、わたしにとっては、
ギザミ（ベラ）がそれである。人によってはそん
な雑魚、といわれても、やはり時に、ギザミを使っ
た郷土食「サツマ」
（麦味噌とゴマ、焼いたギザ
ミの身をすりまぜ、湯で適度にのばしてご飯にか
けたもの）が無性に食べたくなるのだから仕方が
ない。それは、地元に戻らなければ食べられない
味である。
第 6 次栽培漁業基本方針の意見交換会の委員と
して出席し、現場である各都道府県からの声もふ
くめ、さまざまな意見を他の委員の方々と交わす
貴重な機会を得た。そのなかでわたしは、きわめ
てユニークな展開をしてきた栽培漁業について、
抱える問題点や可能性について改めて知ることと
なった。そして思ったのである。栽培漁業は、イ
カナゴやギザミを食べたいと思い、それらに慣れ
親しむことを、生活文化として享受できるよう、
支えていくための力をも育てられるのではない
か、いや実際にある側面では支えてきたのではな
いだろうかと。
もちろん、第 5 次と引き続き、第 6 次栽培漁
業基本方針にも記されたように、放流事業に関し
ては、遺伝的多様性や生態系への配慮の必要性な
ど、解決しなければならない課題も多い。放流事
業そのものの対費用効果に疑念が呈されることも
ある。だがそれでも、再度、社会的資源という観
点から、改めて評価してみるべきではないかと考
えたのである。
周知の通り、昨今、過剰な漁獲や魚類の生態環

福 永 真 弓

境の劣化による水産資源の減少が懸念され、同時
に、新興国における消費量の増加や、生物多様性
という概念の広がりと共に新たな局面を迎えた野
生生物保護政策の影響もあって、水産関係者は、
新たな資源ポリティックスの只中に身を置かざる
をえない状況にある。
そのような中、現在の日本の水産政策および研
究は、水産資源の安定供給をはかり、市場へ対応
するために、養殖・栽培技術の向上と実現化に 1
つの活路を見出しているようである。確かに養殖
は、生産量の安定的な確保や、統一規格による流
通の容易さ、消費者の嗜好性への対応の早さ、安
定的な収益をもたらすことなど、そのメリットは
計り知れない。だが、養殖技術の向上ですべてが
解決できるわけでは当然ない。

海と共に「生活する」という過程こそ
そもそも、いわゆる「雑魚」として、独自の消
費をされながら地域の魚食文化を支えていく魚た
ちは、商業化の採算にのらず、養殖の対象種から
外れる。また、社会に目を向ければ、魚食文化を
支えるのは、季節と共に多種の魚種を食べわけ、
それぞれを楽しむ人びとの長年のあいだに培われ
てきた生活を支える「融通性」とも言うべきもの
であることに気づく。そして、そのような「融通
性」は、海に出る、獲る、食す、という過程も含
めて、さらに言えば、海と共に「生活する」とい
う過程があってこそ維持されるものである。わた
したちの文化的多様性は、このような有象無象の
小さな営みの積み重ねから生まれる。
豊かな文化性を育む漁業の現場と水産資源を保
持するということは、実は、このような社会のこ
まかな営みごと、それを支える人びととその生活
ごと、視野に入れて考えることを必要とする。そ
して現在、世界の資源管理の現場では、人と生態
系が複雑に絡み合いながら生み出されてきた文化
の多様性と、その営みを支える生物多様性を積極
的に守っていく上で、そのことが改めて「課題化」
されつつある。漁業に限らず、遊漁や、流域全体
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サワラの放流祭（香川県）

の複数資源も含め、
「生活」というまなざしのも
とで課題化される対象はかなり幅広い。
もともと、わたしの専門分野は、環境学、特に
環境社会学である。この分野では、社会で共有さ
れている資源について、どのように社会が管理を
おこなってきたのか、特に社会側の定めるルール
や管理の仕組み、そこから生み出されてきた社会
の個性やアイデンティティ、文化的特性などにつ
いて研究が進められてきた。
特にこの分野では、上述した課題に答えるべ
く、あらためて資源の共同管理の仕組み（
「里山」
はそれが概念化された枠組みの１つである）が国
際的に注目され、それを再編・構築するためのさ
まざまな研究実践がおこなわれている。そして、
ここ 10 年ほど、人文社会科学と自然科学、両者
のあいだにある壁をこえて、その手探りは、着実
にさまざまな事例を集めながら広がりつつある
（Ostrom et al eds, 2002）。
同時に、日本の入会や入浜権、そして漁業権に
ついて世界から熱いまなざしが注がれてきた。そ
れは、地域社会型資源管理システムを築くうえで、
何かヒントが得られるかもしれないと各国の研究
者たちが考えているからである。当の日本におい
て、地域社会の資源管理の仕組みが知らない間に
失われ、地域で積み重ねられてきた知恵と知識が、
技術を持つ人もろとも失われつつある現状を思え
ば、これほど皮肉なことはない。

ちとの密接な連携と文化への技術者たちの愛着
が、成功したとみなされる事例において垣間見ら
れている。その社会的な側面がどのように「つく
り、育てられて」きたのか、その点について知る
ことから、おそらく栽培漁業の再評価は始められ
るべきであろう。そしてそこからは、現在求めら
れている地域社会型資源管理システムの構築に、
大切な示唆がえられるのではないだろうか。
このような点を踏まえながら、あらためて第 6
次基本方針をみてみると、1-8 において、栽培漁
業の多面的な機能に関して言及されていること、
特に、自然環境の保全や地域社会の形成・維持等
の多面的な機能について言及されていることは、
とても重要である。また、1-9 において、藻場や
干潟の保全に、漁業者と共に地域住民との積極的
な連携の必要性が書かれていることも、重要な意
味を持つ。干潟や藻場、あるいは湾に注ぐ河川流
域など、放流する稚魚の生態環境の再生保全に目
を配り、同時に資源としてそれらを利用する地元
の漁業者や地域住民たちと連携し、社会と水産資
源両者を「つくり、育てる」ことを担う。この有
機的な連関がうまくいくかどうか、そして現実に
事業を進める上で、これまでなしえてきた連関を
どのように生かすことが出来るのか。それは、栽
培漁業のもつ新たな可能性であり、文字通り社会
の基盤を「培う」という重要な機能であろう。
環境の時代、といわれるようになって久しいが、
その言葉に踊らされ、肝心の投資すべきところが
おざなりになっていることも多い。栽培漁業もま
た、予算が削減され、人材の高齢化や知識・技術
の伝承、および施設の老朽化など、さまざまな現
実的な難題を抱えている。だが、今後の地域社会
型資源管理システムの形成のためにも、栽培漁業
にもっと社会の目が向けられ、理解が進むと同時
に、「つくり、育てる」漁業の中核としてその役
割が評価されること、そして本来のその可能性が
生かされることを願ってやまない。

栽培漁業は社会の基盤を「培う」機能
栽培漁業は、このような手探りの営みを支える
重要な研究分野であり、同時に実践の経験を蓄積
してきていると思われる。言うまでもなく、栽培
漁業はもともと、漁業者との連携のなか、「稚魚
を育て、放流し、天然資源の造成・維持をはかる」
ことを目的とする。そうであるならば、対象魚種
の存在する生態環境そのもの、あるいはそれを利
用する人びとについて、社会文化環境そのものに
まで気を配り、それごと「つくり、育てる」こと
まで視野に入れざるを得ないはずである。実際に
現場の話を聞けば、地元の漁業者や地域の住民た
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「海域栽培漁業推進協議」設立される
５ 全国６海域で
ー新しい栽培漁業の推進体制としてー
（社）全国豊かな海づくり推進協会

我が国で初めての広域連携組織として、全国 6
海域における海域栽培漁業推進協議会（以下「海

れます。
全国豊かな海づくり推進協会は各海域協議会の

域協議会」という。
）が誕生しました。これは、

事務局団体として選出されており、事務局長、技

第 6 次栽培漁業基本方針を受けて、①広域種につ

術 ･ 庶務担当者を配置しています。

いて資源造成型の栽培漁業を推進する、②関係県

23 年度は、海域協議会の構成員である、漁業

が連携・共同した共同種苗生産 ･ 放流体制を構築

関係団体、栽培漁業関係法人、都道府県の「話し

する、③栽培漁業の推進に係る情報交換を行う。

合いの場」を確保するとともに、水産庁、水研セ

④栽培漁業の推進に資する諸問題を検討・協議す

ンター関係機関の指導の下で、海域協議会の円滑

る等に関する事業を行うこととしていますが、当

な運営と構成員が連携した事業が効率的な推進が

面は、23 年度水産庁補助事業「種苗放流による

図られるよう、海づくり協会は事務局団体として

資源造成支援事業」に焦点をあてて取り組む他、

役割を果たすとともに、財政支援も含めた必要な

都道府県・漁業関係団体等が実施する（独）水産

支援対策を講じることとしています。

総合研究センターとの共同研究について、その推

また、6 つの海域協議会の相互の情報交換など、
全国的な視点での栽培漁業推進上の課題検討等を

進に積極的な役割を担うことになります。
さらに、栽培漁業の推進を起点として、資源の
管理や持続的な利用など、国の政策展開への対応
や海域の課題解決に向けた様々な発展型も考えら

支援する考えです。
これまで海域協議会設立にご支援ご協力賜りま
した多くの関係の皆様にお礼申し上げます。

設立された海域栽培漁業推進協議会
協議会名
太平洋北

太平洋南

構成道府県

設

立

代 表 者

北海道、青森県、岩手県、宮城県、 ２月７日

岩手県漁連

福島県、茨城県

大井 誠治会長

千葉県、神奈川県、静岡県、愛知 ２月９日

神奈川県漁連

県、三重県、和歌山県、高知県、

高橋 征人会長

大分県、宮崎県
日本海北部

日本海中西部

瀬戸内海

北海道、青森県、秋田県、山形県、 １月２１日

青森県漁連

新潟県、富山県

植村 正治会長

石川県、福井県、京都府、兵庫県、 １月２４日

福井県漁連

鳥取県、島根県、山口県

高

大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山 ２月３日

香川県漁連

県、広島県、山口県、香川県、

服部 郁弘会長

治会長

徳島県、愛媛県、福岡県、大分県
九州

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、 １月３１日

長崎県漁連

熊本県、鹿児島県

川端 勲会長
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23.2.7 太平洋北海域栽培漁業推進協議会設立総会

＊海域における栽培漁業の推進に資する県域を越えた連携
組織として、国の政策展開への対応や海域における課題
解決など様々な発展型が考えられます。

23.2.9 太平洋南海域栽培漁業推進協議会設立総会
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23.1.21 日本海北部海域栽培漁業推進協議会設立総会

23.2.3 瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会設立総会

23.1.24 日本海中西部海域栽培漁業推進協議会設立総会

23.1.31 九州海域栽培漁業推進協議会設立総会

〈策定

平成２２年１２月２４日〉

水産動物の種苗の生産及び放流並びに
水産動物の育成に関する基本方針
平成２２年１２月

農林水産省

水産動物の種苗の生産及び放流並びに
水産動物の育成に関する基本方針

県の財政状況の悪化、魚価低迷による漁業者負担
能力の低下等により、種苗放流に必要な経費の確
保が困難となってきている。特に、広域種におい

世界的な金融危機に端を発する経済停滞、燃油

ては、放流に投ぜられた額の減少に伴い、種苗放

等資材価格の高騰、水産資源及び漁獲量の減少、

流尾数が減少してきており、沿岸資源の維持及び

魚価の低迷等水産業をめぐる厳しい状況の中で、

回復に効果的に寄与する栽培漁業手法を推進する

我が国水産業の競争力が低下しており、一方で、

とともに、その対象種を重点化することが必要と

国民の安全・安心な食の確保に対する関心が高

なっている。さらに、種苗放流の費用を負担する

まっていることから、国民に安全・安心な水産物

放流実施者と種苗放流の受益を受ける漁獲者が異

を安定的に供給する役割を維持することが我が国

なる広域種の種苗放流について、種苗放流に係る

水産業にとって一層重要となっている。

費用負担を調整することがこれまで以上に重要と

栽培漁業は、種苗の生産、放流、育成管理等に

なっている。

より積極的に資源を増大させるとともに、資源

また、温暖化による沿岸域の環境変化等自然環

の増加による漁獲の増加に直接つながる手段であ

境の変化が生じており、その変化に対応する栽培

り、沿岸資源の回復と沿岸漁業者の経営の安定の

漁業を推進することが必要となっている。

双方に直接的に寄与することができるため、その

このような状況を踏まえ、国、独立行政法人水

振興はこれまで以上に重要な政策課題の一つと

産総合研究センター（以下「水研センター」とい

なっているところである。

う。）、都道府県及びその機関、栽培漁業協会、全

現在、栽培漁業は、都道府県の指導の下で漁業

国的に栽培漁業を行う団体、漁業者団体その他関

協同組合及び同連合会、漁業者等を主体として展

係団体並びに漁業者は、対象種の回遊範囲、技術

開されており、放流した地先で漁獲される地先種

開発水準の段階等に応じた適切な役割分担の下、

では受益者負担による栽培漁業が着実に進展しつ

以下の取組を推進することとする。

つある。また、我が国周辺の主要水産資源の４割

本基本方針に基づく栽培漁業に関する取組の推

が低位の状態にある中で、これまでの大量放流の

進により、平成 26 年度における主な対象種の漁

結果、都道府県の区域を越えて回遊する広域種に

獲量の動向は、付表のとおりと見込まれる。

ついては、良好な資源状態が確保されている。さ
らに、長年にわたりほとんど漁獲がなかった北海
道のニシンを大量放流により復活させた事例等、
漁獲抑制による資源管理手法のみでは達成できな
い栽培漁業の特性を活用した成果もあらわれてい
る。

第１

水産動物の種苗の生産及び放流並びに
水産動物の育成に関する基本的な指針
及び指標

（１）栽培漁業による資源造成への取組強化
放流種苗を成長後に全て漁獲することを前提に

一方で、近年は、種苗生産施設の老朽化による

長年にわたって放流を継続する従来の一代回収型

種苗生産能力の低下がみられるとともに、都道府

栽培漁業に加えて、放流尾数が減少傾向にあって
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も、栽培漁業が沿岸資源の維持及び回復に確実に
寄与するよう、親魚を獲り残して再生産を確保す
る資源造成型栽培漁業を推進することとする。
資源造成型栽培漁業を効果的に実施するため、
放流種苗の生存率を高めるよう、適地における短
期集中的な放流、稚魚段階での混獲抑制等放流種
苗の育成及び管理に努めることとする。また、放
流種苗の育成のための漁獲管理及び漁場整備事業
を、種苗放流と一体的に実施するよう努めること
とする。

トラフグの放流

（２）対象種の重点化と効率的な栽培漁業の推進
放流計画の策定に当たっては、地域の実情等を

栽培漁業の継続的な実施体制の確立に努めること

踏まえ、環境・生態系との調和を図りつつ、多種・

とする。漁業協同組合等は、必要に応じ、同法第

少量又は分散放流とならないよう、漁獲量に有意

7 条の 2 第 2 項の「特定水産動物育成事業」にお

な変化を与える規模での放流及び対象種の重点化

ける育成水面制度を活用するよう努めることとす

に努めることとする。

る。

資源造成型栽培漁業においては、対象種につい

（４）広域種の推進体制

て、種苗放流及び漁獲管理によって目標とする安

都道府県の区域を越えて回遊する広域種につい

定した資源状態が達成された際には、漁獲管理に

ては、当該広域種が分布する海域において栽培

よる資源の維持に重点を置き、当該対象種の種苗

漁業に取り組む関係者が一体となって、種苗放流

放流については数量の削減又は放流の終了をし、

と放流種苗の育成のための漁獲管理との連携によ

資源状態が低位の状態にある新たな対象種の種苗

り、資源の回復及び維持に取り組むことが重要で

放流に取り組むこととする。

ある。このため、関係する都道府県間の連携及び

なお、水産動物の種苗の放流及び育成に当たっ

共同組織の構築を推進するとともに、必要に応じ、

ては、沿岸における漁業操業、公共事業の計画及

種苗放流に関して知識と経験を有する団体及び国

びその実施、船舶の航行等についても十分配慮し、

も含めた推進体制づくりを図ることとする。ま

尊重することとする。

た、広域種に係る種苗放流の費用負担について検

（３）地先種の推進体制

討し、適切な費用負担調整体制を整備することと

放流した地先で漁獲されるウニ、アワビ等の地

する。さらに、必要に応じ、広域漁業調整委員会

先種については、沿岸漁場整備開発法（昭和 49

等の意見を求めつつ、漁獲努力量管理と種苗放流

年法律第 49 号）第 7 条の 2 第 3 項の「放流効果

の連携に関し関係者間の調整及び合意形成に努め

実証事業」の活用等によって、放流効果の範囲及
び程度を特定するよう努めることとする。また、
それらを考慮した上で適切な費用負担を検討し、

ることとする。
（５）共同種苗生産体制の構築
各海域において栽培漁業に取り組む関係者が、
各海域における必要な種苗放流数量を確保するた
め、関係都道府県の種苗生産施設間での連携、分
業等により、低コスト化と総合的な生産能力の高
い共同種苗生産体制の構築を推進することとす
る。また、老朽化している種苗生産施設等につい
ては、その計画的な補修、更新等に努めることと
する。
（６）放流の効果と漁獲量の把握
放流効果の把握に当たっては、市場等における
放流魚の混入率調査に加え、漁業者が放流効果を

放流種苗の積み込み作業
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実感できる漁獲量の変動を確実に把握し、放流計

画に反映させるよう努めることとする。また、関
係する漁業協同組合、漁業者等に対して漁獲量の
把握の必要性について理解を求めるよう努めるこ
ととする。
（７）生物多様性等の保全への配慮
放流計画の策定、種苗の生産、放流等に当たっ

する。

第２

水産動物の種苗の生産及び放流並びに
水産動物の育成に係る技術の開発に関
する事項

（１）基礎的な技術開発の推進

ては、生物多様性の保全との両立に努めること

試験研究機関は、栽培漁業に関する基礎的な技

ととする。特に、国及び水研センターは、水研セ

術開発を行うよう努めることとする。また、地球

ンターの研究成果等に基づき、遺伝的多様性への

温暖化等により沿岸域の環境が変化する中で、生

影響リスクを低減するための技術的な指針を作成

息環境の変化に伴う対象種、放流手法の見直し等

し、当該指針を種苗生産現場へ普及することとす

環境変動に対応した栽培漁業の実施に必要な技術

る。

の開発を行うよう努めることとする。

（８）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及
栽培漁業は、安全・安心な水産物の安定供給と

（２）良質種苗の生産と低コスト化技術の開発の
推進

いう本来の機能に加えて、水産物の供給による

試験研究機関等は、生物多様性に十分配慮しつ

国民の健康の増進、自然環境の保全、地域社会の

つ、自然環境への適応能力の高い良質な種苗の大

形成・維持等の多面的な機能を有していることに

量生産に努めることとする。また、疾病等の発生

ついて、国民に対して普及・啓発をし、その理解

及びまん延を防止するため、種苗の生産又は中間

を得られるよう努めることとする。特に、種苗放

育成を行う者は、日常の飼育管理の徹底に努める

流の効果についての積極的な情報提供により、遊

こととし、試験研究機関は、必要な技術の開発に

漁者の放流事業への理解の醸成に努めることとす

努めることとする。種苗の大量生産が可能となっ

る。

た魚種については、種苗の質の向上並びに生産技

（９）漁獲管理、水産基盤整備等との連携の強化
沿岸資源の回復・維持を図るためには、漁獲圧
力の低減のための管理並びに漁場の保全及び生産
力の回復の取組と種苗放流を一体的に実施するこ

術の安定化及び効率化を通じた種苗生産の低コス
ト化に必要な技術の開発に努めることとする。
（３）生産、放流及び育成の一体的な技術開発の
推進

とが重要であることから、放流種苗の育成のため

試験研究機関等は、対象種及び対象海域ごとに

の漁獲管理、水産基盤整備事業等と種苗放流との

最適な放流サイズ、場所等の把握を進めるととも

連携に努めることとする。

に、種苗の生産、放流及び放流魚の育成の一体化

放流種苗の育成の場となる藻場、干潟等を保全
するため、漁業者及び地域住民等が取り組む活動、
水産生物の成長段階に応じた育成環境づくり等と
種苗放流の積極的な連携並びに増殖機能付加型漁
港施設の活用に努めることとする。
特に、資源造成型栽培漁業の推進には、漁業者

による事業効率の向上のための技術開発に努める
こととする。
（４）技術劣化の防止
試験研究機関等は、技術の劣化を防止するため、
事業化段階に移行している魚種を含めて、種苗の
生産、放流の実施状況等を把握するとともに、疾

等による放流種苗の育成及び漁獲の段階における
適切な管理が極めて重要であるが、計画的な漁獲
管理は漁業者の減収を伴うリスクがあることを踏
まえ、漁業共済制度が積極的に活用されるよう推
進することとする。
（10）水産振興計画等との調和
栽培漁業が地域の漁業及び地域社会の維持等の
面についても関与していることを踏まえ、その振
興に当たっては、各地方公共団体が作成する水産
振興計画、地域振興計画等との調和を図ることと

種苗（トラフグ）

23

病その他事業の中で発生した問題を解決できる体
制の整備に努めることとする。
（５）放流効果の評価
放流効果の評価に当たっては、直接的な漁獲に
よる放流魚回収率に加え、放流魚の再生産による

栽培漁業への外来生物の導入については、生態
系に及ぼす影響が明確でないことから、当面の間、
行わないこととする。
（９）水研センターの役割

漁獲量増大への寄与率の推定を加味するよう努め

水研センターは、栽培漁業に関する基礎的な技

ることとする。また、水研センターは、周辺産業

術の開発に取り組むとともに、資源、漁場環境、

に対する経済的波及効果等も踏まえた放流効果の

養殖等の知見も交えた広範囲な視点から、栽培漁

評価手法を開発し、国及び都道府県は、その導入

業を活用するために必要な研究開発を推進するこ

を行うよう努めることとする。

ととする。

（６）栽培漁業技術の養殖業への展開
試験研究機関は、これまでに栽培漁業に関して
開発されてきた親魚養成、種苗生産及び疾病防除
技術を積極的に養殖業に応用し、栽培漁業及び養
殖業の間で共通性のある横断的な技術の開発に努
めることとする。
（７）遺伝子組換え生物等の取扱い

第３

その他水産動物の種苗の生産及び放流
並びに水産動物の育成に関する重要事
項

（１）関係機関の連携
栽培漁業の推進に当たっては、国、水研セン
ター、都道府県及びその関係機関、栽培漁業協会、

遺伝子を直接操作することによる新たな品種の

全国的に栽培漁業を推進する団体、漁業協同組合

開発及び種苗放流については、
「遺伝子組換え生

連合会、NPO、遊漁関係団体等の関係機関が相

物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に

互に緊密な連携に努めることとする。

関する法律」
（平成 15 年法律第 97 号）に基づい
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（８）外来生物の導入

（２）都道府県栽培漁業協会等の連携体制の強化

て適正に実施する。また、胚を操作することによ

全国的な協議会の設置等による技術及び情報の

る新たな品種の開発及び種苗放流については、公

交換、人材の交流等による各都道府県の栽培漁業

的な試験研究機関が水産庁長官の確認を得て行う

協会等の連携を進め、効率的な栽培漁業の推進体

試験的な取組を除き、行わないこととする。

制の構築に努めることとする。

（了）

ー海洋・沿岸域における水産環境整備の技術検討会答申ー
「水産環境整備の推進に向けて」（2010年12月）に期待するもの

投 稿

水産環境と栽培漁業～生態系からの視点～
岡山県農林水産部水産課長

１．はじめに

田 中 丈 裕

までいう。早速、島に泊まり込んで漁師達と膝を
付き合わせて構想を練ることになった。事業期間

1981 ～ 1984 年の 4 年間、水産業改良普及員

1991 ～ 2001 年、総事業費約 21 億円を投じた笠

として毎日のように浜を巡り、しばしば漁師の家

岡地区海洋牧場パイロット事業構想１） の始まり

や漁協の宿直室に泊まり込んでは漁師や漁協の職

である。

員と語り明かした。国を挙げて栽培漁業が華やか

この 2 つの出来事が、後に述べる岡山県におけ

なりし頃のことである。県東端にある日生町漁協

る水産環境整備の方向性を決定づけることになっ

で、つぼ網漁師が「稚魚の放流だけしても魚は戻

た。

らない。日生の海は本来アマモの海、まずこれを

１ｍ角形コンクリ－トブロックの乱積みに始ま

回復させないと ･･･」という。つぼ網（小型定置

る漁場整備事業が本格化し始めたのは 1960 年代

網）は魚の通り道に網を仕掛けて獲る待ち受け漁

である。当時は沿岸漁業構造改善事業の採択対象

法である。地先沿岸に広く点在する網代での長年

にされたが、1976 年に沿岸漁場整備開発法が施

の漁の経験を通じて、つぼ網漁師は、様々な魚介

行され一気に加速化した。1962 年に瀬戸内海の

類の生活史や成長・季節変化に伴う移動経路を熟

屋島に栽培漁業センタ－が創設され、㈳瀬戸内海

知している。その漁師は、稚魚の育つ場所と成長

栽培漁業協会が設立されたのが 1963 年のこと。

して移動していく過程で棲み場所の環境が整って

栽培漁業と漁場整備は、ほぼ同じ時代を歩んでき

いないと、稚魚を放流しても駄目だというのであ

たのである。

る。日生の海には 1940 年代まで約 560ha ものア

2010 年 12 月に「水産環境整備の推進に向けて」

マモ場があったが、1981 年当時は僅か 12ha まで

が公表され、国の舵取りの方向が大きく修正され

激減していた。かくして、つぼ網漁師 26 名とア

た。その内容は、水圏環境が抱える問題点に踏み

マモ場再生に取り組み始めたのが 1985 年のこと

込み、生態系の維持修復をベ－スとした考え方に

であった。

立脚している。２カ年にわたる検討会を通じ、多

1990 年の秋、県西端に位置する笠岡諸島から

少なりとも関わらせていただいた者として、これ

白石島漁協組合長を始め 3 名の漁師が県庁を訪れ

までの岡山県における取り組みを交えながら、と

た。前もって折り入って相談があるとの連絡を受

もに歩んできた水産環境整備と栽培漁業の関連と

けていた。
「白石島では、かつてカジカケとヨコ

今後のあり方などを考えてみたい。

ゾワ（天然礁）さえあれば一生安穏に暮らしてい
けると言われていた。しかし、稚魚の発生・生育
の場が笠岡湾の干拓などによって失われ漁獲が激
減した。種苗放流や中間育成も 20 年以上もやっ
ているが、目に見えた効果が現れない。魚の育つ

２．岡山県における水産環境整備
への取り組み
－アマモ場の再生－

環境が壊れてしまったのではないかと考えてい

岡山県における水産環境整備の 1 つめの柱は

る。かつての白石の海を取り戻すため本気で協力

“干潟・藻場の再生拡大”である。干潟やアマモ

してもらえないか。
」とのこと。
「必要なら自分達

場の再生とそれに連続する浅海域の底質改善、岩

の目の前の海を禁漁区にしてくれても良い。」と

礁性藻場の造成・拡大に取り組んできたが、中で
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もアマモ場は、沿岸部の大半が砂泥域である本県

の干潟やアマモ場の底質改良材あるいは基盤安定

海域にとって最も重要な環境要素であり、特にそ

材（アンカ－材）としてカキ殻が有効であること

の再生拡大に力を注いできた。

が明らかになり、今後、一定の規準のもとに有効

アマモ場は、産卵育成場などの機能を持つだけ

活用するため「カキ殻の有効利用に係るガイドラ

でなく、海草特有の腐植食物連鎖のメカニズムに

イン（岡山県、2006）」を作成した。これらの成

より、広域的な海域全体の生態系を支えている 。

果は、アマモ場再生及び干潟とそれに連続する浅

岡山の海に 1940 年代まで約 4,300ha もあったア

海域の底質改良のための重要な要素技術として、

マモ場（図１）は、1980 年頃には約 550ha とか

本県の沿岸漁業振興策の礎となっている。

つての 10 分の１近くにまで減少してしまった。

－海洋牧場づくり－

２）

日生町漁協がアマモ場再生に取り組み始めて 25
年になる。これまでに蒔き続けた種子は約 7,000

もうひとつの大きな柱は“生物生産拠点”とし
ての海洋牧場づくりである。

万粒にも及び、底質改善のためにカキ殻を散布し

岡山県で初めての海洋牧場は、県の西端に位置

たり、カキ養殖筏を設置しカキによる濾過食と懸

する笠岡諸島のうち白石島とその北側に位置する

濁物の沈降によって透明度を向上させたり、思い

高島に挟まれた約 350ha の海域である（図２）。

付くことは何でもやってみた 。島しょ部の入り

まず、1991 ～ 1992 年に海底地形、底質、流れ

江など数カ所で 10 ～ 20ha 規模のアマモ場が安

環境や生物相など現況を把握するため徹底した調

定して繁茂するようになり、クマエビの漁獲が目

査を行った。ある一定の海域が水産動物の周年に

に見えて増加し、絶滅したと思われていたモエビ

わたる生息適地であるためには、その成長・成熟

も獲れ始めた。2008 年には日生の海に約 100ha

または季節変化に伴う移動・回遊等の生態特性を

のアマモ場を取り戻すことができた。日生から始

念頭に置き、幼稚仔、未成魚、成魚、親魚の各発

まったアマモ場再生への動きは全県に広がり、県

育・成熟段階別の生息環境を整えてやらねばなら

下で 549ha（1989 年）まで減少したアマモ場を

ない。そこで、既存の人工礁、天然礁、藻場等を

1,221ha（2007 年）まで回復させることができた。

活用しながら、物理化学的あるいは生物学的条件

また、これまでの取り組みを基に㈳マリノフォ

から見た海域特性を考慮し、沿岸の浅場から順次

３）

－ラム 21 と協働で実証試験及び環境条件調査な

沖合に向けて発育段階別生息場の区画を設定し、

どを重ね、アマモ場再生の基本的考え方、制限

11 種 類 の 魚 礁 構 造 物 11,320 基（87,587 空 ㎥）
、

要因を特定するための調査手法やモニタリングや

自然石 35,920㎥を用いてそれぞれの生息環境を

維持管理手法に至るまで「アマモ場造成技術指針

整備した（図３）。また、本来の生態系の構造や

（MF21 技術資料 No.49、2001）」としてとりまと

生物多様性を重視し、個々の水産動物の niche（生

めた。また、この間の試験研究の中で、シルト質

態的地位）を崩すことなくその海域の生物生産性

アマモ場の総面積 約４, ３００ha
干潟の総面積

約４, １００ha

図１
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1940 年代における岡山県下のアマモ場の分布

図２

笠岡地区海洋牧場パイロット事業の位置

加を狙い音響馴致技術を導入した。漁港内に音響
給餌筏を設置し、幼魚から未成魚までのステ－ジ
を安全な保護水域に一定期間滞留させようとする
“放牧型音響馴致”５）、漁港の沖合に音響給餌ブ
イを設置し、漁港外に移動した放流魚や天然魚を
対象として水温低下や成長に伴う移動・拡散を抑
制または誘導し海洋牧場海域内への定着を助長す
る“開放型音響馴致”に分けて段階的に進めた１）。
こ れ ま で に ク ロ ダ イ 543 千 尾（1991 ～ 2004
年）、キジハタ当歳魚 120 千尾（1995 ～ 2010 年）
、
１歳魚 6 千尾（1995 ～ 2002 年）、オニオコゼ 89
千尾（1997 ～ 2010 年）を放流してきた。キジ
ハタは 9 ～ 10 日間で音響馴致でき、一度音を覚
えると 150 日以上記憶が持続し、水温が 18℃以
上になる６月から 11 月中旬までの間は音と餌に
活発に反応する。1995 ～ 1997 の放流後の調査で
は、約１年後の音響給餌ブイ周辺への定着率は、
当歳魚 1.8 ～ 4.3％、１歳魚 15.0 ～ 49.2％で、１
歳魚放流群は 2 年を経過した後も 16.6％が定着
図３

笠岡地区海洋牧場の発育段階別生息場

していた。1997 年には、音響給餌ブイ周辺の人
工魚礁で放流魚が親魚になって産卵し再生産に加

を向上させるため、餌料培養礁

４）

の設置や藻場

わっていることも明らかになった。キジハタは、

の拡大など、食物ピラミッドの低位にある餌生物

1996 年まで長い間”幻の魚”と言われ、ほとん

の増殖に力点を置いた。地先に生息するあらゆる

ど漁獲されなかったが、1997 年からは笠岡市で

生物をバランス良く増やすことが理想であるが、

毎年 1 ～ 2 t/ 年の安定した漁獲が揚がるように

事業の投資効果を明確にする必要性から、その生

なった（図４）。

態や資源特性値が分かっているマダイ・クロダイ・

現在もキジハタ等の音響馴致放流を継続して実

スズキ・カサゴ・メバル・アイナメ・キジハタの

施しているが、音響給餌ブイ周辺には、放流魚の

７魚種を主な増産対象種に選んだ。

ほかにカサゴ、メバル、アイナメ、キュウセン、

また、放流種苗や天然発生群の効率的な資源添

ウマヅラハギ、イシダイ、ウミタナゴなど 5 目
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図４
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笠岡市におけるキジハタ漁獲量の推移

23 科 34 種の魚類が生息分布し、安定した魚類相

物によって移動経路の連続性を確保する考え方で

が維持されている。沖合の未成魚育成場では、もっ

進めているところであり、2013 年の完成を目指

と大型の個体が多数確認され、多くの魚種が放流

している。

魚と同様に成長や成熟、季節変化などに伴って移
動してその生息圏を広げ、海洋牧場外側の周辺漁

とは、ある海域が本来持っている潜在的な生産力

場でも底びき網等により漁獲され、笠岡市の魚類

を引き出して活用する技術であり、生態系そのも

漁獲量は 1995 年の約 500 t から 2005 年に 600 t

のを底上げすることを目指すものである。また、

弱に増加し、中でも増産対象種 7 種は約 80 t か
ら約 150 t と 2 倍近くに増加した（図５）。

“海洋牧場技術”とは、栽培漁業を含む増養殖研
究等において開発された種々の生物学的知見だけ

笠岡地区海洋牧場が完成した翌年の 2002 年か

でなく、沿岸環境に関する諸分野や水産土木的要

ら、県下 2 つ目の海洋牧場づくり、東備地区広域

素技術などの集約であり、言い換えれば、これま

漁場整備計画”海の森づくり推進事業”に着手し

でに推進されてきた諸施策が有機的に結合した最

た（図６）
。今度は、県東端に位置する日生町で、

も効果的な漁業振興策であり、沿岸環境修復策の

砂泥質の海域である。地元の漁師達が長年にわ

ひとつでもあると考えている。その姿や内容はそ

たって再生に取り組んでいるアマモ場が主役であ

の海域が本来持っている環境特性や生物多様性に

る。また、この海域は広大なカキ養殖場になって

応じて異なるが、共通する重要なキ－ワ－ドは生

おり、アマモ場を再生させてこれを核とし、カキ

息地ネットワ－ク（habitat networks）の創生と

養殖筏が持つ魚介類の生息場としての機能を活用

生態学的連続性（ecological continuities）の確保

するとともに、その間を餌料培養礁など人工構造

である。

図５
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このように、本県が推進してきた“海洋牧場”

漁獲量の推移（1995 ～ 2005年）

３．今後の新たな指針としての「水産
環境整備の推進に向けて」

スム）として捉え、実証実験の場として活用すべ
きことも明記された。これらのことはモニタリン
グの重要性の認識とその実施体制の充実を促し、

水産分野から見れば“海”は漁業の場、漁場で

水産環境整備技術の発展や新技術の開発にも大き

ある。従来の漁場整備の考え方は、漁場となる

く資するもので、極めて重要な方向性として高く

場の整備や、特定の水産有用種の増殖場の整備で

評価されるべきである。

あった。しかし、漁場となる海域だけが改善され、
漁業の対象となる有用水産生物だけが都合良く増
えるということはあり得ない。その海域での生物
生産が持続され漁場としての価値が存続するに

４．事業推進にあたってのモニタリン
グの重要性

は、様々な生物が“食べたり、食べられたりする

海洋牧場づくりにおける生息環境の整備にあ

関係”いわゆる食物連鎖の中で、本来の生物多様

たって、魚礁の構造や配置など整備手法や考え

性と正常な生態系が維持されていることが重要で

方は、過去に実施した魚礁・増殖場において、

ある。そこで、大きく見直されたのが従来の「対

1989 年から現在まで継続して実施しているモニ

象魚種の漁獲増加」から「生態系全体の生産力の

タリング調査によって得られた知見の集大成であ

底上げ」への目標転換である。最も重要な視点は

る。2001 年に完成した笠岡地区海洋牧場のモニ

“生態系を本来あるべき姿に修復し、維持または

タリングは現在も継続しており、様々な知見が得

拡大すること”であり、
“物質循環の正常化”に

られる貴重な実験生態系フィ－ルドになってい

他ならない。対象海域も生態系を構成する主要種

る。また、幼稚仔保育場へのキジハタ１歳魚の集

の生活史と移動範囲を考慮した生活圏域を総体的

中放流は、3 歳以上の大型個体の長期間に及ぶ定

に捉える意味合いから“点”から“空間”に、対

着を生じさせ、魚類相の変化と魚群量の減少をも

象種も特定の水産有用種から生態系の構成種全体

たらすことが判明し、かご縄により大型個体を選

に目を向けるよう見直された。

択的に漁獲するとともに、放流尾数を当歳魚 10

事業の計画・実施にあたっては、仮説検証型の
推進方法が根底に据えられ、PDCA サイクルよ

千尾／年未満に抑制するなど、管理運営方策の見
直しにも役立っている。

る実施体制を整えることとされた。また、整備し

これまでの栽培漁業の歴史の中で、エビ類を中

た生息環境空間を実験生態系フィ－ルド（メソコ

心に一代採捕型種苗放流が主流となった時代が

図６

東備地区広域漁場整備計画イメージ図
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岡山県におけるガザミの漁獲量と放流量の推移

あった。本県においても、ガザミの漁獲量はその

それに伴う微細粒子の拡散など、様々な要因によ

年の放流尾数と相関が高く、長期間にわたって放

る広域的な底質悪化も大きな問題である。海域環

流を継続している（図７）。しかし、この考え方は、

境の保全にあたって取り組むべき課題は山積して

ともすれば生態系を無視した進め方に陥り、環境

おり、幅広かつ効果的な対策を講ずるにあたって

収容力との間に不整合が生じさせ、魚種によって

水産環境整備事業の位置付けと役割は大きい。

は生態系を破壊する恐れがあることを忘れてはな

本来の生態系を修復、維持し、国民にとって貴

らない。種苗放流は、過剰漁獲・不合理漁獲など

重な食料である水産物を末永く確保していくため

何らかの人為的な要因で資源状況が悪化した魚種

には、これまでの知見の集約と現状把握、精度の

について、効率よく資源添加を図り、再生産を助

高い将来予測に基づく様々な政策の抜本的な見直

長するための手段として極めて有効であるが、あ

しが必要である。「水産環境整備の推進に向けて」

くまでも放流魚種のニッチ（生態的地位）を重視

に掲げられた基本理念が、今後の栽培漁業や資源

し、生態系への影響を注視していく必要がある。

管理などの施策の立案や見直しにあたり基軸にな

自然海域における現象やメカニズムは複雑であ

ることを祈念してやまない。

り、解明されていない部分も多く残されている。
自然海域に何らか人の手を加える以上、既往知見
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第2回

愛媛県大三島漁協におけるオニオコゼ種苗
放流の期待と将来
広島大学広島大学大学院

１．味の王様

准教授

しょう

小

じ

路

じゅん

淳

京の高級寿司店でもわざわざ瀬戸内から取り寄せ
たオニオコゼが人気メニューとなっていると聞き
ました。刺身、唐揚げ、吸い物など料理法は多岐

オニオコゼという魚を皆さんはご存知でしょう

にわたり、捨てる部分がないと言われるほどのす

か？いかつい顔に、するどいトゲ。王様の風格と

ぐれた食材でもあります。カワハギ類と並んで肝

は言いがたい、ずんぐりとした体型ですが、味も

も絶品だと教えていただきました。

値段もピカイチなのが、このオニオコゼです。と

綺麗なバラにはトゲがある、などと言いますが、

くに瀬戸内海では、マダイやヒラメを大きく引き

オニオコゼの背中には強烈な毒をもつトゲがあり

離すほどハイクラスな魚で、サワラ、キジハタ（ア

ます。私は刺されたことがないのでその痛さを知

コウ）とともに「３大高級魚」あるいは「高級魚

りませんが、「同じようにトゲと毒を持つハオコ

のなかの高級魚」として人気を集めています。東

ゼとは比べものにならないほど痛い」のだそうで
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源減少の要因の一つではないかと漁業者たちは感
じています。大三島周辺では過去にオニオコゼを
料理の目玉として出す旅館などもあったようで
す。しかし、近年の漁業者人口とオニオコゼ水揚
げ量の減少を受けて、大量のオニオコゼ料理を安
定的に供給するのが難しい状況になっています。
【オニオコゼに白羽の矢】
自然の力だけに頼っていては回復が見込みづら
堀田組合長（右）と小路先生

いオニオコゼ資源を、人間が手助けをすることに
より少しでも回復させられないかとの期待から、

す。繰り返して刺されているうちに慣れてくると

オニオコゼの栽培漁業がはじまりました。魚類で

いう声も聞きましたが、概してそのトゲと毒はベ

は生後間もない時期の死亡率が一生のうちで最も

テラン漁業者も恐れる存在のようです。外見には

高いのですが、ある段階まで人工的に仔稚魚を育

バラのような華麗さが有りませんが、味とならん

成してから海へ放流することで、死亡率が高い時

で、刺されたときの痛さでも、瀬戸内海の王様と

期の生残率を高めることができます。また、海の

言ってよいでしょう。

なかには魚たちに利用されない餌生物が存在し、

オニオコゼはカサゴやメバル類と同じカサゴ目

これら（余剰生産力）を効率的に利用して放流魚

フサカサゴ科に属する魚類です。関東と新潟以南

を大きく育て、回収（漁獲）するというのが栽培

に分布する暖海性で、水深 200m 以浅の浅い海域

漁業のコンセプトです。放流した魚が漁獲されず

を住み家としています。瀬戸内海では産卵期であ

に生き残って卵を産むようになることで資源の回

る夏期を中心に比較的多く漁獲されます。漁業者

復も期待できます。

によると、卵から孵化した稚魚にとって成育場と

栽培漁業が地先の水揚げ量に直接的な効果をも

なる藻場や、小石・礫などの生態系が重要だそう

たらすかどうかには、魚の移動能力が影響すると

です。年によって漁獲量が大幅に変動するのが水

考えられています。瀬戸内海では、マダイやヒラ

産資源の特徴の一つでもありますが、オニオコゼ

メの栽培漁業が古くから盛んでしたが、これらの

に関しては、年による漁獲量の変動は比較的小さ

魚は季節的に長距離にわたる移動をするため、た

い方だという印象が強いとうかがいました。

とえば愛媛県で放流しても他県で漁獲されると
いったことは日常的によく起こります。これに対

２．経緯
【漁獲の減少】
オニオコゼ栽培漁業の舞台となる大三島周辺

芸予海域

大三島漁協

大三島

伯方島

は、瀬戸内海中西部に位置し、本州と四国を結ぶ
しまなみ街道の通過点でもあります。近くには海

大島

上交通の要所である来島海峡もあり、古くから漁
船漁業が盛んな地域です。大三島周辺海域ではオ
ニオコゼ漁が盛んでしたが、近年その漁獲量が減
少してきました。稚魚の成育場となる浅海域（藻
場など）の埋め立てや、餌になるイカナゴの生息
地が海砂採取により減ったことが、オニオコゼ資
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今治市

伯方島栽培技術開発
センター

して、オニオコゼは放流した場所からあまり移動
しない地付き資源として最近注目を集めていま
す。あまり移動しない魚種の再捕率・回収率は高

川上氏

渡辺氏

堀田氏

中根氏

藤原氏

くなるので、かかったコストが地元へ還元される
率が高くなるとともに、事業に取り組む関係者の
意欲も自然と高まります。実際のところ、放流し
たマダイやヒラメはその場からすぐに居なくなる
が、オニオコゼは周辺海域でしばらく見かけると
か漁獲するといった情報が多く、漁業者サイドと
しても放流効果が出ているという実感が湧きやす
いのだそうです。オニオコゼ以外では、キジハタ

組合長を中心に組合員と職員の皆さん

（アコウ）
、カサゴなどもあまり移動をしない魚で
あり、今後の栽培漁業対象種としてより重要なも

揚げされる大三島漁協では、オニオコゼ放流後の

のとして位置づけられてゆくでしょう。

漁獲情報を得やすいというメリットもあります。
堀田順人組合長、渡辺敏郎参事、中根伸吾主任ら

３．各機関とのタイアップ

が中心となって放流事業や追跡調査を進めておら
れます。今回はオニオコゼを実際に漁獲されてい
る組合員の藤原里志さん（61 歳：以下、取材当時）
、

芸予海域において漁業者からの期待が大きく、

川上公年さん（35 歳）からもお話をうかがいま

地付き魚という特性を活かしたオニオコゼの栽培

した。大三島漁協管轄の沿岸海域では底引き網が

漁業は、多くの機関の連携体制のもとに進められ

禁止されており、周辺の島しょ部には自然、資源

ています。放流魚の生産、放流、再捕調査などの

が今でも多く残っているのだそうです。漁協には

一連のプロセスには、各機関の協力関係が不可欠

水揚物の加工場があり、一貫した生産・販売が可

で、本事業も多くの人によって支えられています。

能な基盤も整っています。すでに練り物、フライ、

瀬戸内海のなかでもオニオコゼの漁獲量が多

カキ冷凍パックなどの製造実績があり、近年では

く、栽培漁業の中心的役割を果たしているのが愛

オニオコゼを真空パックにして販売する技術を開

媛県大三島漁業協同組合です。平成 17 年の市町

発されています。地付き資源をはぐくむ豊かな自

村合併にともない近隣 14 漁協が今治地区漁業協

然と漁場を背景に、オニオコゼ資源の復活そのも

同組合協議会を発足させたのとほぼ同時期、平成

のと、食材としてのオニオコゼを利用した地域活

19 年にオニオコゼ放流が始まりました。漁船漁

性化、観光客誘致にも大きな期待をかけておられ

業が盛んで、周辺での漁獲物の大部分が市場へ水

ます。
オニオコゼ栽培漁業は、他機関からの強力なサ
ポート抜きは進められません。本事業の開始当初
からオニオコゼを常に最も近くで見守りながら献
身的に協力をされているのが、愛媛県漁業協同組
合連合会東予支部今治出張所塩見昌弘課長です。
オニオコゼ資源はもともと大きな変動をするタイ
プではないが、あと数年で放流効果を明確に実感
できるようになるだろうと冷静に分析されていま
す。実際のところ、芸予海域におけるオニオコゼ
漁獲量は近年少しずつ増えているので、もうしば

“この海域に放流しています”と話す島センター室長

らく放流事業が続けられて漁獲に反映されるので
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はないかと期待をかけておられます。
市や県からの強いバックアップもオニオコゼ栽
培漁業を支えています。今治市水産課森正徳課長

平田氏

太田氏

森氏
島氏

塩見氏

補佐さんはオニオコゼの放流は地元にもたらす効
果は大きいが、それにとどまらず、本栽培漁業を
通じて漁業者 ･ 漁協、県・市、水研センター、国
が一体となり協力体制を築きあげて人と人が共同
作業をすることに大きな意味があるとおっしゃっ
ています。まさに産官学の連携による本事業は、
地元にとっても有形 ･ 無形の利益を生み出してい
ることを実感しました。
愛媛県農林水産研究所水産研究センター栽培資

海域の栽培漁業を支える水研センター、
県、
市、
漁連の皆さん

源研究所ではオニオコゼに限らず、過去にマダ

らが中心となって進めておられる技術開発によ

イ、ヒラメ、キジハタをはじめ、さまざまな魚種

り、近年では数十万尾単位の種苗を１カ所の施設

の種苗生産を行った実績があります。オニオコゼ

で安定的に供給できるようになりました。オニオ

と同じ地付き資源として注目されているキジハタ

コゼの生息場として砂地や藻場が重要であること

は、栽培漁業および養殖の重要な対象種で、美味

は間違いないようで、このような生息地を放流場

で魚価も高いことから、オニオコゼの最大のライ

所に選定しておられるようです。砂地はオニオコ

バルと言ってよい存在でしょう。キジハタをご覧

ゼ自身だけなく餌になるイカナゴの生息場として

になったことがある方のなかには、その外見がオ

も重要で、実際にオニオコゼの漁獲も砂地やその

ニオコゼよりも綺麗だと感じた方も多いのではな

周辺で多いとの印象を持っておられます。藻場は

いでしょうか。愛媛県は、オニオコゼに関しては

オニオコゼの稚魚期の成育場として重要な生態系

他県に先立って早期に 1 万尾単位の種苗生産技術

なのだそうです。

を開発しました。オニオコゼ栽培漁業に不可欠な

今回のインタビューを通じて、オニオコゼ栽培

種苗の生産に関しては愛媛県が先進県の一つであ

漁業が地域の人の輪の形成にも一役かっているこ

り、非常に頼りになる存在です。同センターの平

とを強く実感しました。ここでご紹介した皆様以

田伸治主任研究員によると、近年では、天然オニ

外にも、漁業者、国・県・市の行政および試験研

オコゼの調査も活発に進めておられ、オニオコゼ

究機関、流通・販売業者に至るまでのさまざまな

が季節的に回遊するルートも明らかになりつつあ

段階で実に多くの方々がオニオコゼ栽培漁業を介

るようです。オニオコゼの生態に関してはこれま

してつながり、支え合っています。さらには、こ

でナゾの部分が多く残されていましたが、愛媛県

の繋がりに我々大学の研究者もより深く関わって

や関連機関の努力により、栽培漁業成功のカギと

ゆくことで、研究・教育学的側面からもオニオコ

なる天然魚の生態情報の蓄積がかなり進んできて

ゼ栽培漁業をさらに盛り上げてゆくことができれ

います。

ばと感じました。

大三島漁協のオニオコゼ種苗放流を長年支えて
きたのが、独立行政法人水産総合研究センター瀬
戸内海区水産研究所伯方島栽培技術開発センター
（旧日本栽培漁業協会伯方島事業場）です。オニ
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４．オニオコゼにかかる期待と
今後の課題

オコゼ種苗生産に関してはなんと 30 年以上の実

不慣れなインタビューでしたが、皆様から多く

績があります。大量の種苗を安定して供給できる

の情報をいただき、オニオコゼ栽培漁業の経緯や

ようになるまでには長い年月を要しましたが、同

現状を理解することができました。インタビュー

センターの島康洋室長、太田健吾主任技術開発員

を通じて私なり感じた「オニオコゼ栽培漁業成功

のカギ」のようなものを、最後に 3 点にまとめて

よって魚価が高まれば、オニオコゼ関係者は経済

書かせていただきます。

的に潤うでしょう。関連各機関や漁業者が自主的
に、「未来のための規制」を実行できるかが、オ

①

放流魚と天然魚の資源や生息環境を保全する

ニオコゼ栽培漁業の効率を高めるうえで重要なカ

栽培漁業が成功するためには、放流した種苗が

ギとなるのではないでしょうか。そして、関係者

健全に成長するための生息環境を整えること不可

が納得できる合意形成を目指すためには、説得力

欠だと思います。そのような環境は、おそらく天

のある情報や高い技術の蓄積がさらに求められま

然魚にとってもよい生息環境でしょう。人工種苗

す。

が大きく育てば、いずれ親となり産卵し天然資源
増大の手助けをすることも期待できます。そのた

③

いかに売るか

めには、仔魚、稚魚、産卵魚などの生活史段階ご

芸予海域では、今治のタイ（マダイ）やカキな

との生息場所や、越冬・索餌に対応した移動の有

ど既にブランド化された水産食品が存在します

無、餌生物、捕食者、競合生物などに関する情報

が、旬の時期がもともと異なるうえ、オニオコゼ

をさらに蓄積する必要があります。海のなかで天

の高級魚イメージを前面に出すことで、これら他

然魚がどのように過ごしているかを知ることは、

商品との差別化は可能でしょう。旅館や民宿とタ

非常に単純なことかもしれませんが、栽培漁業の

イアップして、観光客にも積極的にアピールして

効果を高めるために重要なカギとなります。

ゆくことでオニオコゼのニーズ増大につながり、
関係者のオニオコゼに対する意識も大幅に変わる

② 「未来のため」の合意形成

ことが期待できます。先述の大三島漁協は水産物

上記①とも関連しますが、放流魚や天然資源を

の加工場を保有しており、漁獲物を一貫して生

育てるためには、不合理な漁獲を減らす必要があ

産・販売することが可能な体制が既に整っていま

ります。放流直後の個体や産卵場に集まった天然

す。これまでに練り物、フライ、冷凍パックなど

資源を集中的に漁獲することは乱獲にもつながり

の実績も豊富です。しまなみ街道の開通や高速道

ます。漁獲するオニオコゼのサイズ、場所、時期

路網の整備により、四国や本州の都市部への輸送

などを規制することによって放流効果は高まるで

時間も短縮されました。このようなインフラを利

しょう。しかし、仮に禁漁を行う場合は、それに

用しつつ、地産地消とあわせて遠くにオニオコゼ

見合った補償が求められることもあり、仮に漁業

愛好家を育てる努力も長期的戦略の一つとして重

者が禁漁しても遊漁による漁獲圧が高ければ、栽

要かもしれません。体のほとんどを料理に使用で

培漁業は機能しません。海にかかわる人たちが一

きるオニオコゼは、「捨てる部分の無い魚」とも

体となって栽培漁業を推進する意識を高めること

言われていることから、「オニオコゼ丸ごと１匹

が肝要です。水揚げの量や時期を調整することに

料理本」などを出版すれば広い地域で需要が増え
るでしょう。栄養価が高く、皮にゼラチン質（コ
ラーゲン）を多く含むオニオコゼは、美容や健康
に良いといった切り口は、オニオコゼのマイナス
イメージ（棘があり刺されると痛く、ドクもある）
を払拭し、グルメの素材として人気を博す可能性
も秘めています。観光客が道後温泉に入った帰り
にオニオコゼ料理を食べるようになる日も、遠く
ないかもしれませんね。オニオコゼ栽培漁業が、
今後も多くの人によって支えられ、発展してゆく
ことを期待しています。

（了）

オニオコゼの幼魚
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平成22年度 第５回
豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告 （豊かな海づくり協会支援事業）

「七尾湾におけるナマコの資源増殖について」
石川県水産総合センター企画普及部普及指導課
普及指導課長

田 中 正 隆

開 催 日 時：平成 22 年 9 月 7 日（火）13:30 ～ 16:00
開 催 場 所：能登島生涯学習総合センター（石川県七尾市能登島向田町五級 63 － 1）
研修対象者：石川県関係漁業者及び関係漁業者団体、石川県関係加工業者、七尾市・穴水町水産主務
課、石川県水産課・水産総合センター
出 席 者 数：50 名（講師 1 名、漁業者 20 名、漁協職員 4 名、水産加工業者 7 名、市町職員 8 名、県
職員 8 名、海づくり協会 2 名）

１
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研修会の開催経緯
石川県の七尾湾はナマコ（マナマコ）の主要産
地の一つであり、冬の七尾湾では、ナマコ漁を営
む光景が風物詩となっています。また、七尾地区
にはナマコの加工業者が多数存在し、加工業者で
構成される「能登なまこ加工協同組合」では、こ
こ数年、地元での消費低迷を打開するために、ナ
マコの料理コンテストといったイベントや大学の
先生によるナマコの生態に関する講演会開催等を
通じて、
商標登録した「能登なまこ」の知名度アッ
プに取り組んでいます。
上記の取組と並行して、七尾湾周辺の沿岸漁業
者で構成される「七尾湾漁業振興協議会」では、
ナマコの漁獲量減少やナマコ漁の担い手不足を背
景に、平成 22 年度に協議会内に「ナマコ検討会」
を立ち上げ、漁業者を中心としたナマコ資源の維
持・増大策、
「能登なまこ」の振興策について、
検討することとしています。
こうした背景から、協議会の事務局である七尾
市農林水産課から、石川県内でのこれまでの増殖
技術開発の取組状況をおさらいした上で、漁業者
主体の今後の増殖・振興策に関するアドバイスを
見識者からもらいたいとの要望を受けました。こ

の浜野龍夫教授に依頼し、今回の現地研修会を開
催する運びとなりました。浜野先生は、「豊かな
海」NO.12 に「ナマコの生態と資源増殖の取り組
みについて」と題して執筆されており、貴稿にあっ
たナマコの天然採苗の見直しに関する内容を中心
に、お金のかからない増殖手法の提案をしていた
だくことにしました。

のため、昭和 63 年度から、水産庁のナマコ増殖
あるいは量産放流に関する技術開発事業の助言者
として活躍され、事業終了後も「ナマコ増殖研究
会」を通じて、都道府県の増殖研究の取組をサ
ポートしてきた徳島大学総合科学部社会創生学科

改善へ寄与していることや増殖礁設置の取組を進
める際の組織づくりの必要性といったことに至る
まで、幅広い内容についてお話しいただきました。
また、講演会の後には、七尾湾漁業振興協議会の
進行で、浜野先生のほか、地元加工業者、漁協支

２

研修会の概要
研修会は、ナマコの主要産地である七尾湾に面
している七尾市能登島で開催しました。当日は、
七尾市及び穴水町を拠点に七尾湾でナマコ漁を営
んでいる沿岸漁業者をはじめ、ナマコ加工業者や
漁協職員等、多くの方々に参加いただきました。
講演に先立ち、県内におけるナマコの漁獲状況
の特徴と、ナマコの資源増殖の取組内容、今後の
展望について、県から報告しました。続いて、
「ナ
マコ増養殖技術の状況とこれからの資源増殖の取
組について」と題して浜野龍夫教授から、今回私
たちが要望していた「竹林礁を用いたナマコの天
然採苗」に関して詳しい情報を提供していただき
ました。講演では、ナマコのユニークな生態や中
国での養殖状況について、さらにはナマコが環境

所運営委員長、参加の漁業者を交え、研修会を踏

（2）講演

｢ナマコ増養殖技術の状況とこれから

の資源増殖の取組について｣

まえた意見交換会が行われました。
講演内容等の概要は以下のとおりです。
（1）報告 ｢石川県のナマコ増殖にかかるこれま
での取組について｣

徳島大学総合科学部社会創生学科
教授 浜野 龍夫 氏
はじめに最近の中国でのナマコ需要の現状につ

石川県水産総合センター企画普及部
普及指導課長

田中 正隆

いて紹介があり、中国では大連をはじめとする沿
岸各地で大規模な粗放的養殖が盛んに行われてい

＜概要＞

ること（中国 3 位の養殖関連会社では年間約 50

・石川県におけるナマコの漁獲量は全国の約 4％
で、うち七尾湾内の漁獲が 8 ～ 9 割を占める。

トンもの種苗を放流し（日本の放流総数より多
い）、1 年半から 2 年後にダイバーが回収）、イボ

・ナマコの漁獲量は昭和 44 年の 1,461 トンをピー

立ちのいい北海道産のナマコは高価に取引される

クに減少し、近年では 300 トン台（ピーク時
の約 1/4）となっている。
・昭和 62 年までは、漁獲量の減少に伴い単価が
上昇し、県内の生産額も維持されていたが、そ
れ以降は漁獲量の減少に加え、単価も下落し、
生産額が下降した。その後、中国への輸出需要
により、単価が一時的に上昇したが、現在は落
ち着いている。
・漁獲量の減少は、資源の減少に加え、漁業従事
者の減少も影響していると考えられる。
・石川県でこれまでに行ってきたナマコの資源増
殖の取組として、天然採苗、増殖場の設置、人
工種苗生産・放流の取組が挙げられる。
・天然採苗は、古いノリ網内に杉の枝や笹の葉、
カキ殻などを入れたものを海中に垂下する手法
によるもので、昭和 50 年代に実施された。
・増殖場は、捨石と FRP 製の採集筒を組み合わ
せた大規模なナマコ幼稚仔保育場から、投石に

が、その他の日本産のナマコは輸出用としての高
値は期待できないとの話がありました。このため、
塩蔵ナマコやレトルト（中華料理の食材）といっ
た機能性食品として、地域のナマコの付加価値を
高め、国内での需要を伸ばしていくことが必要と
の見解が示されました。
また、ナマコの簡易的な増殖方法の取組とし
て、浜野先生が瀬戸内海の干潟をフィールドとし
て実証試験を行ってきた、竹林礁やリサイクル網
礁を利用しての、ナマコをはじめとする魚介類の
幼稚仔保育場としての効果について、紹介があり
ました。竹林礁は市販の鋼製杭を干潟に打ち込
み、山から切り出した竹を差し込んでステンレス
製の番線でくくりつけて、周囲に建材ブロックを
格子状に置くというものです（詳細は「豊かな海」
NO.12 を参照）。リサイクル網礁は養殖の廃棄網
を束ねて、その片側に浮子をしばりつけ、もう片
側を鋼製杭にくくりつけた構造で、周囲を囲むよ

よる地先型増殖場、築いそ等、様々な形態があ
る。
・人工種苗生産・放流は、採卵から幼生・稚ナマ
コの水槽飼育に至るまでを人工管理下で実施
し、生産した種苗を用いて試験礁での放流試験

うに建材ブロックを乱積みするというものです。
竹の入手が困難な場所や波浪が高い場所に設置す
るための礁とのことです。これらの礁でナマコを
増やす原理として、海中に何かを立てて幼生を底
に落とす点、海底には基質を用意して幼生を着生

（潜水による成長・生残・移動等の把握）を行
うもので、平成 9 年度まで実施された。
・石川県では効果の検証結果、施設・経費の関係
から人工種苗生産・放流事業の再開は難しく、
大規模な増殖場の造成も、過去の水準での実施
は困難である。今後の展望としては、新たな商
品開発や地産地消の取組、ＰＲ活動等を通じて、
今ある七尾湾のナマコ資源の有効活用に力を注
ぐことが重要と考える。
・増殖の取組については、今回の浜野教授からの
講演内容をヒントに、あまりお金をかけない手
法でナマコ資源の維持・増大を図り、持続的な
利用を目指すことが大切といえる。

させる点がポイントとのことでした。干潟がなく
干満の差が少ない日本海側でこのシステムをその
まま利用することは難しいかもしれませんが、海
の生産力を利用した水産生物の増殖場として、参
考になる内容でした。
浜野先生はナマコの不思議な生態について紹介
するとともに、ナマコが海の環境改善にも役立っ
ていることにも触れ、環境への配慮も取り込んだ
消費者へのナマコの PR が生産サイドに必要と述
べられました。また、増殖の取組は、経済的に成
立するものでなくては持続しないこと、取組を開
始するにあたってのコーディネーター・組織作り
が重要であることを強調されました。
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竹林礁は海の生産力を利用している上に、低予

Ａ．稚ナマコを採集するためだけにカキ棚をわざ

算で、手作業でも設置できる魚礁であり、漁業者

わざ揚げることは利益にならない。しかし、カ

参加型、一般市民参加型の取組として有効とのこ
とです。また、設置された竹林礁は、ナマコの保

キの収穫作業中に稚ナマコを回収することは無
駄ではない。棚の周囲に落下してくる稚ナマコ

育場だけでなく、夏季の干潟の温度上昇軽減、波

が育ちやすい海底の環境整備は必要である。

浪の影響軽減、干潟生物の食害軽減、餌場や産卵

Ｑ．七尾湾では甲殻類や貝類の産卵期が以前のよ

場としての役割、藻場造成機能といった作用も期

うに特定時期に限らず、ぼんやりしてきている

待できるとのことでした。

気がする。ナマコの産卵時期は年に 1 回（七尾
湾では 6 月頃）しかないのか？
Ａ．一般にはそうだが、近年、海の環境変化が著
しく、山口県でもだらだらと産卵している様子

浜野教授の講演

（3）意見交換会（七尾湾漁業振興協議会主催）
（質疑応答の主な内容（回答は浜野教授））
Ｑ．七尾湾の干満差は瀬戸内海に比べて小さく、
せいぜい 1m ぐらいしかない。竹林の立て方に
工夫が必要だが、いい方法はあるか？
Ａ．瀬戸内海ではせいぜい 1m 程度の水深での作
業だったが、七尾湾のような潮汐の差がないと
ころでは、船上からものを落とす作業しかでき
ないと考える。瀬戸内海では台風でも流失しな
いという実証試験を経て海上保安部に設置許可

が観察されており、正直分からない。
Ｑ．七尾湾では過去にナマコの増殖場を数多く造
成しているが、時間が経過して機能していない
ものもある。これらを再利用して新たな増殖場
としての機能を備えることはできないか？
Ａ．新しいものを造成するとお金がかかるので、
過去の構造物の機能を強化することは重要であ
る。幼生が付着する場所がないのであれば、石
の部分にアンカーボルトを取り付け、廃棄網に
よる人工海中林を造成するとか、大きいナマコ
がいなければ、安価な建材ブロックを隠れ場所
として周囲に設置するとか、地味な作業である
が地道な取組を実行すればよいかと思う。

をもらっているので、設置した構造物を必ず回
収できるような仕組みを考える必要がある。
Ｑ．カキ養殖を営んでいるが、1 月頃からカキに
稚ナマコが大量に付着している。ユニックで養
殖ロープを引き上げるとナマコが落ちてくる。
カキ養殖業者はたくさんいるので、拾い集めた
ナマコを有効利用することはできないか？
Ａ．広島県では種苗生産事業を行わず、カキの養
殖筏に付着する稚ナマコを利用している。ナマ
コは体表が傷つくと容易に死んでしまうので、
取扱には注意が必要である。その点に留意でき
れば大いに活用すべきなので、県の普及指導員
による取扱の指導が大事と考える。
Ｑ．カキ棚に付いている稚ナマコは成長の過程で
やがて海底に落ちると考えられるが、積極的に
カキ棚から稚ナマコを採集するべきなのか、そ
れとも幼稚仔の保育場としてそのままにしてお
く方がよいのか？
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意見交換会の様子

３

謝辞
ご多忙のところ、講師として遠路はるばる石川
県までお越しいただいた、徳島大学の浜野龍夫教
授、研修の企画及び会場の提供・準備にご尽力い
ただいた七尾市農林水産課に厚くお礼申し上げま
す。また、今回の研修の提案を快く採択いただい
た、主催者の ( 社 ) 全国豊かな海づくり推進協会
へお礼申し上げるとともに、福永調査役と森事務
局長には、研修会当日もご出席いただいたことに
対して深く感謝します。

平成22年度 第６回
豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告 （豊かな海づくり協会支援事業）

「スジアラの生態及び増殖について」
鹿児島県北薩地域振興局農林水産部
技術専門員

中 野 正 明

開 催 日 時：平成 22 年 12 月 4 日 ( 土） 10:00 ～ 12:00
開 催 場 所：薩摩川内市上甑町

上甑老人福祉センターホール

研修対象者：甑島地区漁業関係者及び行政関係者
講

師：瀬戸内海区水産研究所

栽培資源部

與世田兼三部長

鹿児島県水産技術開発センター種苗開発部

神野公広主任研究員

出 席 者 数：16 名（講師 2 名、漁業者 9 名、市職員 3 名、県職員 1 名、海づくり協会 1 名）

１

はじめに
甑島は薩摩半島の西沖約 40km に浮かぶ島で、
複雑な地形と対馬暖流により好漁場が形成され豊
富な漁業資源や磯根資源に恵まれ、刺網漁業、定
置網漁業などの網漁業を主体として営まれてい
る。
最も漁獲量の多い魚種は、キビナゴで 1 年間で
800 トンほど水揚げされている。
甑島において“スジアラ”は『アカセビ』と呼
ばれており、年間 2 トン程度が水揚げされている。
温帯から熱帯海域に生息する魚種ではあるが、
ハタ類の中でも比較的沿岸部の浅海域で漁獲さ
れ、今後、甑島地区の有用資源として期待できる
魚種である。
また、本県においてはスジアラの種苗生産も行
われており、奄美海域等においては種苗放流が実
施されている。
そのため、スジアラの生態等についての知見を
深め、今後の甑島地区の漁業対象種として有効に
利用するための機会として本研修会を企画・開催
した。

２ 現地研修会の概要
本研修会は当初 7 月開催の予定で準備を進めて
いたが、都合により開催を延期し、12 月 4 日（土）
に開催することとなった。
開催当日も地区の重要な行事と重なったため上
甑地区の漁業者を中心に 12 名の参加となったが、
下甑島からの参加もあり、熱心に聴講していた。
なお、本研修会は「甑島地区水産業改良普及推
進協議会」と共催した。

３ 講 演
（1）「スジアラの生態と増殖について」
独立行政法人 水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所 栽培資源部
與世田兼三部長
＜概 要＞
（スジアラの紹介）
・スジアラ生産量の比較、甑島で年間約 2 トン、
奄美大島地域で約 10 トン、沖縄で約 30 トン
漁獲されているのに対し、中国では 3 万トン
が蓄養されている。
・単価は甑島の 2,000 円 /kg 前後に対して、中国
では 9,000 ～ 15,000 円 /kg と色が赤いほど高
値がつく傾向がある。
・沖縄県ではアカジンと呼ばれ、高級魚に位置
付けられる最高級の魚である。
・“アカジン”という名前の由来は、「アカ」は
鮮やかな体色から来ており、「ジン」は沖縄の

與世田氏による講演
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①
②

対象資源の資源動向の把握が重要である。
漁業者等が自ら資源管理に対する共通認識
を持ち、一丸となって取り組むことが必要で
ある。

（2）
「鹿児島県におけるスジアラ種苗生産について」
鹿児島県水産技術開発センター
種苗開発部 神野公広主任研究員
＜概 要＞
（スジアラ種苗生産の経緯）
・鹿児島県におけるスジアラの種苗生産試験は
平成 8 年に親魚養成試験から開始された。
・平成 13 年に自然産卵に成功。

年度

１４

生産尾数
(尾)

1,929

１５

１６

0 1,328

１７

１８

１９

２０

２１

２２

1,217

1,454

41,500

54,347

30,073

28,628

千尾

60

54,347

50
生産尾数

方言でお金のこと。
・昔から、漁師にとって現金収入になる大切な
さかなであったことが地方名からも分かる。
（スジアラの生態について）
・国内に生息するスジアラは、主に奄美以南に
分布する、ハタ科スジアラ属（１属 3 種）の
魚である。
・幼魚の詳しい生態は不明だが、10㎝以上では、
主に砂地のガレ場あるいはサンゴ礁域に生息
し、40㎝以上の大型になると水深 60m 付近の
やや深めの岩礁域に移動する。
・スジアラの体色は水深が深い所で生息してい
る個体ほど、赤色が濃くなる傾向がある。
・成魚になると、エビ、カニなどの甲殻類やス
ズメダイやタカサゴなどの魚類を好んで捕食
し大きいものでは全長 1 ｍ、体重 10㎏程度に
成長する。
（スジアラ種苗生産について）
・スジアラはハタ類の中でも種苗生産が最も難
しい魚である。
・その理由としては、ふ化から内部栄養（ミルク）
の吸収を終えるまでの時間が短く、開口後す
ぐに外部から栄養（離乳食）を取らなければ、
後の生残と成長に影響するためである。
・これらの解決策として、
① 栄養転換期をコントロールしてスムーズに
移行させる。
② 初回摂餌を効率的に行うための飼育条件を
整える。
③ 仔魚に対する繊細な観察を行う。
ことが必要であることを提言した。
・その結果、現在ではふ化後 10 日前後の生残率
が向上し、年間 20 ～ 30 万尾の種苗生産が可
能となった。
（ハタ類の資源管理について）
・沖縄県八重山地方で実施されている、
「ナミハ
タ」の資源管理事例を紹介
・ナミハタは産卵時期に集群をつくり、漁業者
はこの集群を漁獲対象にしていることが判明
した。
・そのため、産卵集群を保護するために、禁漁
区を設定し、5 日間の漁獲自粛を呼びかけた。
・その結果、この 5 日間で産卵集群が高密度な
集群を形成し、産卵後は速やかに移動するこ
とが判明した。
・これらのことから、わずか 5 日間の禁漁でも
産卵集群を守る効果があることが示唆された。
・さらに、産卵集群を集中的に漁獲することで、
価格の暴落が起こっていたが、それも防ぐこ
とができた。
（スジアラ資源管理の考え方について）
・これらを踏まえて、
「スジアラ」の資源管理の
考え方は以下のとおりである。

41,500

40

30,073

30

28,628

20
10

1,929

0

1,328

1,217

1,454

0

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

これまでのスジアラ種苗生産実績

神野氏による講演

年

・平成 19 年に 4 万尾の種苗生産に成功し、以降、
毎年 3 ～ 5 万尾を生産している
・飼育条件は以下のとおり
紫外線殺菌処理海水（調温海水）を使用
換水率・・卵収容～初回給餌：1.0 倍
初回給餌～：0.5 → 4.0 倍
照度・・日令２～ 17：24 時間恒明状態
餌料・・SS ワムシ→ S ワムシ→アルテミア
→配合飼料
・放流試験は、標識として腹鰭抜去処理し、主
に奄美海域で実施している。
（3）
「甑島におけるスジアラ水揚げの状況」
鹿児島県北薩地域振興局
農林水産部 中野正明
＜概 要＞
・平成 16 ～ 21 年の水揚量は、1.7 ～ 2.5 トン。
・水揚金額は、3.4 ～ 4.8 百万円。
・単価は、1,895 ～ 2,070 円 /kg
・漁業種類別の水揚状況は、釣りが約 50％、定
置網が 13％、カゴ網と追い込み漁が 12％であ
る。

②

保護区・禁漁期の設定：龍郷湾・笠利湾に
おけるスジアラ採捕を禁止（２年毎に更新）
③種苗放流：積極的に実施
上記の資源管理を平成 18 年から行っており、
その成果に期待している。
（4）質疑応答・意見交換
漁業者：スジアラの成長について、1kg になるの
は何年くらいかかるか
講 師：1 年半程度。産卵加入には 4 年ほどかか
る。性転換する魚で、群の中で大きくて力の
ある魚が雄に性転換し、ハーレムをつくって
産卵・受精する。
漁業者：蓄養、養殖は可能か
講 師：可能である。今後は養殖対象種としても
取り扱う予定である。
漁業者：甑島でも養殖できるか
講 師：最低水温は何度位（15℃）、少し厳しいが、
環境適応するので長期飼育も可能と考える。
・與世田氏には、前任地の沖縄県八重山地域の
漁業の話や魚種の紹介、さらに、現在取り組
まれているトラフグ放流について等の話題を
提供していただいた。
４

おわりに
今回の研修会では「スジアラ」についての生態
や生物学的特性を始め、資源管理の事例等を講演
していただいた。
甑島の漁業者にとっても、スジアラ資源を有効
利用していく上で貴重な知見となった。
また、現在本県で実施されている種苗生産の状
況から、甑島でも種苗を放流できるよう積極的に
要望していこうという意識が強くなってきた。
今後、スジアラ資源の維持、増大、利用を考え
る上で有意義な研修会であった。

その
他
追込網
磯建網
釣り
定置網

カゴ網
曳縄
漁業種類別水揚割合（漁協全体）

・時期的には 6 ～ 8 月の 3 カ月で 50％が漁獲さ
れている。
・甑島ではスジアラ等の赤色ハタ系の魚は「ア
カセビ」と呼ばれおり、平成 3 年に県が作成
した『魚名方言集』では、
「アカセビ」には「バ
ラハタ」
・
「アカハタ」が割り当てられていた。
・そのため、スジアラ以外の“赤い色”のハタ
系の魚が「アカセビ」銘柄で取引されている
のではないかということもあり、今後も市場
での観察を継続していく必要がある。
・スジアラ資源管理の事例として、奄美大島笠
利地区の取組事例を紹介。
・漁獲量の維持増大を図るために
① 小型魚の保護：800 ｇ（40cm）以下採捕禁止。

５

謝 辞
今回、講師としておいで頂いた瀬戸内海区水産
研究所栽培資源部の與世田部長には、2 度にわた
る開催延期にもかかわらず、お忙しい業務の中、
遠路甑島まで来ていただき感謝している。前日の
時化によるフェリーの欠航もあり、ご迷惑をかけ
た。
また、鹿児島県水産技術開発センター種苗開発
部の神野主任研究員にも、種苗生産のお忙しい中
ご足労いただき感謝している。今後、放流種苗の
提供等ご相談することが多々あると思うので、よ
ろしくお願いしたい。
最後に、本研修会を開催していただいた、社団
法人全国豊かな海づくり推進協会へお礼を申し上
げる。
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第2回

水産教育と実習魚の養殖技術開発
栃木県立馬頭高等学校
校長

本校水産科の概要

躍できる専門的な学習や実習をすることができま
す。（教育課程表参照）また、実習や行事も多く、

本校は栃木県北東部の茨城県寄りに位置し、周

教室だけでは得られない貴重な体験はたくましい

囲を八溝の山並みに囲まれ、那珂川の支流である

精神を養成するものでもあり、1 泊 2 日のカヌー

武茂の清流を観望する高台の豊かな環境に恵まれ

による那珂川下りは最たる実習となっています。

た場所にあります。

また、昨年度は、地方新聞において水産科職員

「向学・礼儀・勤労」を校訓とする活気と希望

執筆による那珂川の自然や人々との関わりをテー

に満ちた学校です。本年で 64 年目を迎え、卒業

マとした「那珂川百景」が 23 回のシリーズとし

生は 1 万 1 千名を数え、各界の中心、中堅として

て連載されました。

活躍しています。
生徒一人ひとりが本校に学ぶことの誇りと喜び
を持ち、自信に満ちた学校生活が過ごせるように
教育活動を推進しています。また、生徒の個性と
創造性の伸長を図るための特色ある学校づくりを
推進しています。生徒は各種の検定や資格取得に、
日々挑戦をしています。本校教職員は生徒にとつ
て「居がいのある、来がいのある」学校を目指して、
少人数教育、習熟度別学習、チームティチングな
どによりきめ細やかな指導を実施しています。
本年度と来年度にかけて人権教育に関しての研
究指定校となり、研究に取り組んでいます。
部活動は運動部が 15 部、文化部が 7 部あり全
校生徒の約 6 割が加入して活発な活動をしていま
す。特にアーチェリー部、レスリング部の活躍は
めざましく、関東・全国大会にも出場しておりま
す。
本校には普通科と水産科があります。淡水にお
ける増養殖を主体とした専門的学習ができる内陸
県の水産科は全国唯一です。
その内容は充実しており、淡水の魚類やその他
の生物の増養殖技術、水産加工、水産物の流通等
について科学的に学び、将来水産技術者として活
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佐藤道夫

水産科教育課程表
教科名
科目名
標準単位 1学年 2学年 3学年 計
国 語 国語総合
4
4
4
現代文
4
2
2
4
地 理 世界史Ａ
2
2
2
地理Ａ
2
2
2
公 民 現代社会
2
2
2
数 学 数学Ⅰ
4
2
2
4
数学Ａ
2
2
2
理 科 理科総合Ｂ
2
2
2
生物Ⅰ
3
3
3
保 体 体育
7～8
3
2
2
7
保健
2
1
1
2
芸 術 音楽Ⅰ・Ⅱ
各2
2
2
0～4
美術Ⅰ・Ⅱ
各2
2
2
0～4
書道Ⅰ・Ⅱ
各2
2
2
0～4
外国語 英語Ⅰ
3
2
2
4
ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆⅠ
2
2
2
家 庭 家庭総合
4
2
2
4
情 報 ※情報Ｂ
2
0
小
計
20
18
10
48
水 産 水産基礎
2～6
5
5
総合実習
2～12
2
2
4
水産情報技術 4～10
2
2
4
栽培漁業
6～12
3
4
4
11
水産生物
3～8
3
3
水産食品製造 2～12
3
3
海洋環境
2～8
2
2
課題研究
2～6
2
2
4
小
計
8
10
18
36
総 合 学 習
1
1
1
3
合
計
29
29
29
87
ホームルーム
1
1
1
3

本校における水産教育

成 19 年にトラフグの種苗を入手し、ヒラメと同
様な飼育研究を行ったところ、地域の環境分析会

「栽培漁業」は本校における専門科目 36 単位の

社がトラフグ養殖に大変興味を持ち、低塩分を有

うち 11 単位を履修する中核となっている科目で

する地域の温泉水を用いたトラフグ養殖へ向けて

す。全国の栽培漁業系水産・海洋高等学校と比較

共同研究が開始されました。1 年間の研究の結果

しても､ 本校の履修単位数は充実したものとなっ

温泉水で十分飼育することが可能であることがわ

ています。
「栽培漁業」の内容は種苗生産､ 種苗

かり、平成 21 年から地域活性化の事業化に向け

の移植放流､ 環境改善､ 漁業管理､ 養殖、飼料、

て本格的飼育が開始されるようになりました。本

病気､ おもな水産生物における養殖などを中心に

年からは、地元有志により株式会社夢創造を設立

幅広い内容を学習しています。地域性にこだわる

し本格的な温泉トラフグの養殖が開始され、その

ことなく、幅広い内容についてその基礎を十分な

実績が全国に知られるようになっています。

時間をかけ学習することにより、全国の水産業に
貢献できるような人材の育成を目指し、知識・技
能の習得を目指しています。ニジマスやアユなど
の養殖が全国的に盛んな内水面の本県では、これ
らの魚種は､「栽培漁業」の重要な学習単元となっ
ています。また、ナマズ、キンギョ、ウグイ、ド
ジョウ、チョウザメ、ペヘレイ、ウナギ､ ホンモ
ロコなどの淡水魚も「栽培漁業」や「総合実習」
「課
題研究」の教材として実習場で飼育しています。
なかでもナマズの飼育研究については、本校が共
食い防止の技術を確立したことにより､ 全国的に
養殖の実用化への道を開いています。
しかし、海産魚の種苗生産､ 養殖管理について
は、座学に偏りがちであったため､ 実物飼育の必
要性が痛感されてきました。そこで､ 全国の水産
高校の先生方や栽培漁業センターの方のお世話に
なり、平成 11 年から､ 本校でも飼育しやすいヒ
ラメ、クルマエビ、アワビ、マダイ、トラフグな

温泉水による飼育実験に取り組む生徒

どの種苗を譲っていただき、生きた教材の飼育を
実習場に導入することになりました。実物の学習
教材は「栽培漁業」の単元のみならず「課題研究」
等においても自主的な研究教材となり、研究成果
をあげてきています。
特に平成 11 年より教材となったヒラメについ
ては、2 年間で閉鎖循環による飼育技術を確立す
ることができました。その後養殖事業としての課
題である高価な人工海水使用量を軽減させるため
に飼育海水濃度についての研究を行い、次のよう
な成果を上げることができました。塩分 4.58psu
までは、正常に飼育できることがわかりました。

事業化された本校のトラフグ養殖水槽

しかしこの濃度では肉質が淡水魚のような生臭さ
が出てしまうために、養殖事業として実用化を図
るためには､ 人工海水濃度を 1/2 程度で飼育する

今後も本校の教育が少しでも地域の活性化に貢
献できるよう努力して参りたいと思います。

ことが適切であることがわかりました。その後平
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「平成22年度関東・東海水産関係公益法人連絡協議会の開催報告」
（公益法人制度改革の対応状況について）
財団法人
常務理事兼事務局長
開 催 日 時：平成 22 年 11 月 17 日

千葉県水産振興公社

鈴 木 和 良

午後 2 時 30 分から同 5 時 30 分まで

開 催 場 所：千葉県館山市藤原 1495-1 「いこいの村たてやま」3 階

会議室

鋸南町保田漁業協同組合の取り組みについて（18 日現地視察）
参 加 団 体：㈶茨城県栽培漁業協会、㈶東京都内湾漁業環境整備協会、㈶東京湾南部水産振興事業
団、㈶神奈川県漁業振興会、㈶神奈川県漁業操業安全協会、㈶神奈川県栽培漁業協会、
㈶横須賀西部水産振興事業団、㈶静岡県漁業振興基金、㈶愛知県水産業振興基金、
㈶三重県水産振興事業団、㈶千葉県漁業振興基金、㈶千葉県水産振興公社
以上 1 都 6 県 12 団体
講

師：公益財団法人

ひょうご豊かな海づくり協会

総務・海洋保全部長兼総務課長

酒井公男

氏

出 席 者 数：22 名
１

はじめに

・平成 21 年 5 月：移行方針等決定

本会は、昭和 58 年に水産業の振興及び地域経
済の発展等に寄与することを目的とする公益団体

・平成 21 年 8 月：最初の評議員選定方法認可申請
・

ら三重県までの 14 団体で構成されています。

〃

8 月：県「公益法人室」との申請事前

～

の情報交換の場として設置され、現在は茨城県か

協議継続

・平成 22 年 1 月：最初の評議員、理事及び幹事

第 27 回目を数えるこの度の協議会では、平成

予定者選出

25 年 11 月末を期限とする新法人への移行に向け

定款案決定

た取り組み状況についての各団体からの報告に続

・

〃

2 月：公益法人移行認定申請

いて、平成 22 年４月に新たな法人として発足さ

・

〃

3 月：公益法人認定

れた「公益財団法人ひょうご豊かな海づくり協会」

・

〃

4 月：公益法人設立
（旧法人同日解散）

から酒井部長を講師にお迎えし、移行手続きを進
めるうえでの具体的留意点等についての講演をい
ただき意見交換を行いました。

（２）留意点等について
・定款案第３条の目的に、内閣府のモデルを参考

２

講

演

として「水産物の安定供給を図る」を明記した

公益財団法人ひょうご豊かな海づくり協会の酒

こと。

井部長から、公益団体として認定申請する当たり

・多くの団体が展開している漁業関係団体への助

実際に検討・準備された資料等を用いながら、経

成事業は、応募型でないことから公益事業と認

過に沿ってのアドバイスをいただきました。

められるには十分な理屈付けが必要であるこ
と。

（１）経過について

・海洋保全事業にあっても応募型でない以上同様

・平成 20 年 5 月：
「新公益法人移行検討委員会規
程」制定
・
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〃

11 月：同委員会委員選任

であること。
・遊休財産等に係る保有財産制限については、当
局との事前協議を十分に行う必要があること。

・ 役員の欠格事由については、県警がチェック

運営そのものが厳しい状況となっている。

し、事実が判れば公益認定が取り消しになるこ
３

と。

おわりに

・事前協議には、詳細説明を記載した資料が必要

食料の安心・安全や自給率の改善が求められて

であり、
「認定申請書」及び「添付書類」につ

いる今日、公益法人制度改革への取り組みをとお

いても、委員に理解してもらうといった観点か

して、各関係団体が様々な形で展開している「資

ら、具体的かつ解りやすく記載することが必要

源の維持増大」、「漁場環境の保全」などといった

であること。

事業の意義を改めて確認するうえでも、大変有意
義な講演をいただいたと感謝する次第です。

（３）その他出された意見等

今回の制度改革への各団体の取り組みの進捗に

（団体Ａ）

は差異はありますが、今後私ども水産を支援する

・欠格事由については法人が提出するが、どのよ

団体の活動の目的・効果が広く県民や国民に認識・

うに確認するのか。

評価され、5 年後、10 年後も健全な運営が成さ

→県が県警に照会する。

れていることを念じて止みません。

（団体Ｂ）
・役員については、漁連等他の団体と重ならない
ように考えている。

４

謝

辞

本会の定例協議会への講師の派遣につきまし

（団体Ｃ）

て、特段のご配慮をいただきました社団法人全国

・助成事業は、応募型でないとダメだが、漁業者
のための助成は公益であると整理し、18 区分
（応募型以外の助成事業）で対応する予定とし

豊かな海づくり推進協会には､ 紙面をお借りして
感謝申し上げます。
また､ 大変お忙しい中､ 講師をご快諾いただき、

ている。

遠路千葉県南端の館山までお出でいただいた酒井

（団体Ｄ）

部長様に厚くお礼を申し上げまして､ 本稿を締め

・県からの人的・財政的支援が削減される中、新

くくらせていただきます。

法人への移行は重要な課題ではあるが、団体の

熱心な意見交換が行われた連絡協議会
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全国の種苗生産および種苗放流の状況について
〜平成 21 年度栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国）より〜
社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
係長

平成 21 年度の栽培漁業種苗生産、入手・放流

２

実績調査結果を取りまとめ、
「平成 21 年度栽培漁
業種苗生産、入手・放流実績（全国）
」を平成 23

藤田 智也

魚種別種苗生産および種苗放流実績
平成 19 ～ 21 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。

年 3 月に刊行いたしましたので、ここでは、本調

平成 21 年度に種苗生産の対象となった種類は

査結果の概要を中心に最近 10 年間の動向につい

68 種、種苗放流の対象となった種類は 71 種でし

て紹介します。

た。放流対象となった種のうち、キュウセン、イ

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

セエビ、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 21 年度に種苗生産または種苗放流が行わ

ンターから委託を受けて実施しました。

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

１

調査の対象範囲
本書は、平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3

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。

月 31 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

（1）魚類

まとめたものです。調査の対象種は、サケ・マス

平成 21 年度の魚類の生産尾数は 7,676 万尾で

類、アユ、ウナギ、海藻類を除く海産魚介類とし

あり、生産尾数の多い順にヒラメ、マダイ、ニシン、

ました。

ハタハタ、トラフグ、カサゴ、マコガレイ、オニ

種苗生産実績調査では、放流用種苗と養殖用種

オコゼ、イサキ、クロダイ、その他 20 種、その

苗に分けて集計していますが、ここでは放流用種

うちカレイ類は 8 種が生産されています（表 2）
。

苗の生産実績について紹介します。本調査では、

魚類の放流尾数は 6,687 万尾でした。ヒラメ、マ

全く給餌飼育しなかったふ化仔魚、および漁業等

ダイ、ニシン、ハタハタの 4 種で魚類全体の放流

により採捕された天然種苗は対象外としました。

尾数の約 70％を占めています（表 2）。その次に

ただし、コレクター等で採苗した天然種苗を育成

放流尾数が多いのは、カサゴ、トラフグ、マコガ

したものについては、人工種苗として調査の対象

レイ、マツカワ、クロダイ、オニオコゼの順となっ

にしました。

ています。以下に主要な魚種の平成 21 年度の実

種苗放流実績調査では、人工種苗の放流の他、

績および最近 10 年間の動向について示します。

漁業等により採捕された天然種苗の放流も調査対
象としました。受精卵や給餌飼育しなかったふ化
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1）ヒラメ

仔魚の放流、増殖を目的としない大型魚の放流、

①

放流直後から再捕される潮干狩のアサリ等の放流

がりの増加を続けてきた生産尾数は、平成 11

は調査対象外としました。

年度に 4,000 万尾を超えましたが、それをピー

生産：昭和 52 年度の調査開始から右肩上

表１

種 名
種名／全魚種合計
魚類 ニシン
マダラ
アカアマダイ
シマアジ
メジナ
シロクラベラ
キュウセン
ハマフエフキ
イシダイ
スズキ
イサキ
キジハタ
クエ
マハタ
スジアラ
クロダイ
マダイ
ハタハタ
サワラ
クロマグロ
ケムシカジカ
アイナメ
メバル
タケノコメバル
ムラソイ
クロソイ
ウスメバル
キツネメバル
カサゴ
オニオコゼ
ヒラメ
イシガレイ
マガレイ
クロガシラガレイ
マコガレイ
クロガレイ
メイタガレイ
マツカワ
ホシガレイ
アカシタビラメ
カワハギ
トラフグ
甲殻類 クルマエビ
( エビ ) クマエビ
ヨシエビ
ホッカイエビ
イセエビ

平成 19 〜 21 年度の種苗生産および種苗放流の実績

19 年度
3,748,007
6,183
210
77

種 苗 生 産
20 年度
21 年度
3,835,216
3,646,227
7,316
6,152
1,344
412
10
226
10

17

21

81
37
204
989
385
319
20
44
2,382
20,790
6,155
616
4
1
10
924
98
5
1,013
12
286
3,267
1,685
27,789
3
304
21
1,690

76
14
247
1,484
428
207
14
54
2,086
18,850
5,816
322
7

1
1,581
308

3,119
145,188
6,052
34,888
57
0

46
237
1,650
696
319
51
370
1,608
18,760
5,402
392

464
78

723
62

875

903

231
3,364
1,197
25,749

283
3,422
1,696
25,236

625
45
1,582

563
31
2,067
24
11
1,557
336
5

1,718
338

3,178
120,130
5,683
47,348

3,515
112,874
4,471
22,399

1

0

19 年度
9,989,379
5,143
111
38
40
13
1,537 *
53
30
198
778
85
85
28
2,006
15,745
6,105
349

単位：千尾（千個）

種 苗 放 流
20 年度
21 年度
9,379,119 17,798,319
6,949
6,107
1,335
225
52
85
1*
6
1,386 *
24
115
230
996
290
120

3
1,061 *
51

27
1,664
14,020
5,813
204

202
1,107
374
145
31
62
1,328
14,067
5,331
125

71
653
80

397
709
70

1
57
700
101
6
942
4
229
2,854
1,029
23,378

695

735

141
3,046
990
23,644

261
3,736
1,301
21,910

304
21
1,586

625
45
1,461

2
1,552
372

1,604
177

563
31
1,629
24
1
1,429
306

8
2,774
112,688
2,280
26,115
228
45 *

10
3,063
105,188
3,379
35,980
180
41 *

10
3,449
107,270
2,649
18,754
207
37 *
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種 名
甲殻類 ハナサキガニ
( カニ ) ズワイガニ
ケガニ
ノコギリガザミ
ガザミ
タイワンガザミ
モクズガニ
貝類 トコブシ
フクトコブシ
アワビ類
クロアワビ
エゾアワビ
マダカアワビ
メガイアワビ
サラサバテイ
サザエ
ヤコウガイ
エゾボラ
バイ
アカガイ
クマサルボウ
ヒオウギ
ホタテガイ
シラナミガイ
ヒメジャコ
ハマグリ
チョウセンハマグリ
コマタガイ
アサリ
バカガイ
ウバガイ
ミルクイ
アゲマキガイ
その他 マダコ
の動物 ウニ類
シラヒゲウニ
アカウニ
バフンウニ
エゾバフンウニ
キタムラサキウニ
ムラサキウニ
マナマコ

19 年度
2
18
720
44,136
1,622
396
191
1,509
25,647
7,206
13,691
35
4,715
596
3,940
6
53
48
2,968
367

種 苗 生 産
20 年度
0
18
1
3,801
41,138
1,372
15
647
1,430
25,062
7,001
13,196
106
4,759
410
2,907
19
64
63
3,290

21 年度
2
32
1
1,248
39,790
1,651
39
385
1,165
26,005
7,207
14,957
33
3,808
633
2,919
12
220
74
1,950

3,288,492

3,288,587

105
35,400
585

6
141,417
12

3,272,373
2
15
1,024
2,521

6,114

10,911

13,363

50
262
37
61,346
265
3,828
1,088
48,494
7,671

23
310
11
59,258
279
3,207
625
48,182
6,890
75
3,532

847
940
19
58,201
224
3,392
358
46,719
7,508

6,582

4,297

19 年度
2

種 苗 放 流
20 年度

21 年度
2

438
29,542
1,008

2,418
28,333
772

653
26,610
1,516

229
1,406
24,355
6,365
14,193
45
3,752
19
3,704
4
53
42
1,727

751
1,375
24,144
5,786
14,930
103
3,325
12
3,366
20
64
54
1,735

456
1,239
24,703
6,446
15,043
34
3,180
114
3,786
11
220
93
1,180

9
3,262,298

13
3,266,683

3,263,688

11
19,594
671
6*
6,361,504
82 *
671 *
89
62
1*
69,672
198
3,437
999
52,843
12,195

3
4
143,145
170,433
187
2,435
54 *
20 *
5,619,520 14,033,149
70 *
395 *
897 *
257 *
168
940
190
940
3*
67,810
66,182
210
103
2,994
3,314
593
359
52,334
51,533
11,595
10,859
84
14
3,027
3,511

2,560

注） 0 は 1 ～ 499 尾を示しています。 空白は種苗生産および種苗放流を全く実施していないことを示しています。
生産は放流用種苗の実績です。
放流は天然種苗を含んでいます。 ふ化仔魚や大型魚は含みません。
* は天然種苗のみの放流です。
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表２

平成 21 年度の主な魚類の種苗生産および種苗放流尾数
（単位：万尾，％）
種 苗 生 産
種 苗 放 流
順位 魚 種
尾 数 割合
順位 魚 種
尾 数 割合
1 ヒラメ
2,524
33
1 ヒラメ
2,191
33
2 マダイ
2 マダイ
1,876
24
1,407
21
3 ニシン
615
8
3 ニシン
611
9
4 ハタハタ
4 ハタハタ
540
7
533
8
5 トラフグ
352
5
5 カサゴ
374
6
6 カサゴ
6 トラフグ
342
4
345
5
7 マコガレイ
7 マコガレイ
207
3
163
2
8 オニオコゼ
8 マツカワ
170
2
143
2
9 イサキ
165
2
9 クロダイ
133
2
10 クロダイ
10 オニオコゼ
161
2
130
2
その他20種
725
その他23種
658
9
10
(カレイ類8種)
(459) (6)
(カレイ類6種)
(398) (6)
合 計
7,676
合 計
6,687

クに減少しています。平成 21 年度は 2,524 万

4500

尾と平成 12 年度以降最少でした（図 1）。調査

4000

されました。
②

放流：生産尾数と同様に、減少傾向にありま
す。平成 15 年度から平成 18 年度の間は 2,500
万尾程度で推移し、平成 19、20 年度は 2,300
万尾程度でしたが平成 21 年度は平成 20 年度
よりも約 170 万尾少ない 2,191 万尾でした（図

生産・放流尾数（万尾）

対象 39 県のうち 34 道府県で種苗生産が実施

3500
3000
2500
2000
1500
1000

1）
。

500

放流した種苗の平成 21 年度の平均全長は 81

0

㎜で平成 20 年度と同じでした（図 2）。
2）マダイ
①

生産：平成 12 年以降平減少を続けましたが、

平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21
ヒラメ生産
マダイ生産
クロダイ生産

図１

平成 21 年度は 1,876 万尾と平成 20 年度とほ

②

ぼ同程度でした（図 1）
。調査対象 39 県のうち

85

20 県で種苗生産が実施されました。

80

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
20 年度は 1,402 万尾と近年で最も低い値とな
りました。平成 21 年度は平成 20 年度と同程
度の 1,407 万尾でした（図 1）
。放流した種苗

①

全 70
長
65

㎜
60
55

平成 21 年度は 72㎜でした（図 2）。
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生産：生産尾数は減少傾向にあり、平成 21

45
40
平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21

年度は 161 万尾が 11 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

 ラメ、マダイおよびクロダイの種苗生産・放
ヒ
流尾数の推移

75

の平均全長は平成 18 年度以降増加傾向にあり、

3）クロダイ

ヒラメ放流
マダイ放流
クロダイ放流

ヒラメ

図２

マダイ

クロダイ

 ラメ、マダイおよびクロダイの放流平均サイ
ヒ
ズの推移
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同様に減少傾向にあり、平成 21 年度は、133

①

生産：ハタハタの生産尾数は近年減少傾向に

万尾の放流が行われました（図 1）
。放流した

あり、平成 21 年度には 540 万尾が生産されま

種苗の平均全長は 53㎜で、平成 20 年度と同じ

した（図 4）。

でした（図 2）。

ニシンの生産尾数は、平成 13 年度から平成
20 年度にかけて増加し、平成 20 年度は過去

4）カレイ類

10 年で最高の 732 万尾となりましたが、平成

①

21 年度は 615 万尾に減少しました（図 4）。

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、マガレイ、ホシガレイ、

トラフグの生産尾数は、近年増加傾向にあり

クロガシラガレイ、クロガレイ、メイタガレイ、
アカシタビレメが含まれています。平成 19 年

平成 21 年度は 352 万尾でした（図 4）。
②

放流：ハタハタは、平成 12 年度以降減少傾

度以降増加傾向にあり、平成 21 年度は 459 万

向にあり平成 21 年度は 533 万尾と過去 10 年

尾が生産されました（図 3）。

で最も少ない値となりました（図 4）。

②

放流：放流尾数の多い順に上げると、マコガ

ニシンの放流尾数は、生産尾数と同様に平成

レイ、マツカワ、マガレイ、ホシガレイ、クロ

13 年度から平成 20 年度にかけて増加しました

ガシラガレイ、クロガレイ、メイタガレイが含

が、平成 21 年度は 611 万尾に減少しました（図

まれています。平成 18 年度以降 400 万尾程度

4）。

で推移しており平成 21 年度には合計 398 万尾

トラフグの放流尾数は、生産尾数と同様に近

が放流されました（図 3）。

年増加傾向にあり、平成 21 年度は 345 万尾が
放流され過去 10 年で最も大きな値となりまし

800

た（図 4）。
1000
600

生
産
・
放 400
流
尾
数
万
尾

800

生
産 600
・
放
流 400
尾
数

200

0
平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21
生産

図３

万 200
尾

放流

0

カレイ類の種苗生産・放流尾数の推移

平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21
ハタハタ生産
ニシン生産
トラフグ生産

5）ハタハタ、トラフグ、ニシン

図４

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

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

り上げます。これらの魚種は比較的広い水域を生

6）カサゴ

活圏とし、産卵期には特定の産卵場に戻ってくる

①

生産：平成 12 年度から平成 18 年度にかけ

回帰性の強い種類と位置付けられています。これ

て増加し、それ以降は 330 万尾程度で推移し

らの魚種では、産卵回帰した親魚が漁獲対象とさ

ています。平成 21 年度は 342 万尾が生産され

れたり、回遊先では未成魚が先獲りされたりする

ました（図 5）。

ため、放流魚および産卵親魚の管理を行うこと、
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ハタハタ放流
ニシン放流
トラフグ放流

②

放流：平成 12 年度から 18 年度まで増加し、

産卵場所となる藻場等の造成を行うこと、天然お

平成 18 から 20 年度は 300 万尾程度で推移し

よび放流資源の小型魚の漁獲規制等を実施するこ

ました。平成 21 年度は大きく増加し 374 万尾

とが資源量増加のために重要となります。

が放流されました。（図 5）。

1）クルマエビ

400

①

生産：平成 21 年度の生産尾数は 1.13 億尾で
あり、生産尾数は甲殻類の中で最も多く、甲殻

300

類全体の 62％以上を占めています。最近、生

生
産
・
放 200
流
尾
数
万
尾

産尾数は減少を続けています（図 6）。
②

放流：平成 21 年度の放流尾数は 1.07 億尾で、
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 68％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 12 年度

100

の約 60％となっています（図 6）。
0

4
平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21
生産

図５

放流

カサゴの種苗生産・放流尾数の推移

（2）甲殼類
平成 21 年度に生産された甲殻類は 11 種で、
生産尾数の合計は約 1.8 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、

生 3
産
・
放
流 2
尾
数
億
尾 1

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

0

で、甲殻類全体の生産尾数の 96％以上を占めて

平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21

います（表 3）
。

クルマエビ生産

平成 20 年度に放流された甲殻類は 9 種で、放

図６

流尾数の合計は約 1.5 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、
タイワンガザミ、ノコギリガザミ、ホッカイエビ
の順となり、特に放流数の多い上位 3 種で甲殻類

クルマエビの種苗生産・放流尾数の推移

2）ヨシエビ
①

生産：平成 12 年度から平成 20 年度の間は
3,440 万尾から 5,540 万尾で推移していました

全体の 97％を占めています（表 3）。以下に生産、

が、平成 21 年度は過去 10 年で最も低い 2,240

放流尾数ともに多いクルマエビ、ヨシエビ、ガザ

万尾でした。甲殻類の中で 12％を占め、3 番

ミについて、最近 10 年間の動向について示しま
す。

クルマエビ放流

目に生産尾数の多い種になっています（図 7）
。
②

放流：平成 17 年度の 4760 万尾をピークに

表３

平成 21 年度の主な甲殻類の種苗生産および種苗放流尾数
（単位：万尾，％）
種 苗 生 産
種 苗 放 流
順位 魚 種
尾 数 割合
順位 魚 種
尾 数 割合
62
68
1 クルマエビ
11,287
1 クルマエビ
10,727
2 ガザミ
22
2 ガザミ
17
3,979
2,661
3 ヨシエビ
12
3 ヨシエビ
12
2,240
1,875
4 クマエビ
2
4 クマエビ
2
447
265
5 タイワンガザミ
1
5 タイワンガザミ
1
165
152
1
0
6 ノコギリガザミ
125
6 ノコギリガザミ
65
0
0
7 モクズガニ
4
7 ホッカイエビ
21
3
0
その他2種
4
0
その他4種
合 計
18,251
合 計
15,770
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減少し、平成 21 年度は生産尾数と同様に過去

く放流されています（図 7）。

10 年で最も低い 1,875 万尾となりました。甲
殻類の中で 3 番目に多く、全体の 12％を占め

（3）貝類

ています（図 7）。

貝類の生産個数は約 33.2 億個であり、生産個
数の多い順にホタテガイ、エゾアワビ、アサリ、
クロアワビ、メガイアワビとなっていますが、そ

6000

のほとんどがホタテガイであり、貝類生産個数の

生
産
・
放 4000
流
尾
数

98％にあたる約 32.7 億個が生産されています（表
4）。
貝類の放流個数は約 175 億個であり、生産個
数の 5 倍近い数が放流されていますが、これは
天然種苗を放流しているケースが多くあるためで

万 2000
尾

す。放流個数の多い順にアサリ、ホタテガイ、ハ
マグリ、エゾアワビ、クロアワビとなっています
（表 4）。そのほとんどがアサリとホタテガイであ

0
平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21
ヨシエビ生産
ガザミ生産

図７

ヨシエビ放流
ガザミ放流

 シエビおよびガザミの種苗生産・放流尾数の
ヨ
推移

り、この 2 種で貝類の放流個数の 99％以上を占
めています。その内訳としては、アサリが貝類の
放流個数の 80％にあたる約 140.3 億個、ホタテ
ガイが 19％にあたる約 32.6 億個となっています。
以下にホタテガイ、アワビ類、アサリについて

3）ガザミ

平成 21 年度の概要と最近 10 年間の動向につい

①

て示します。

生産：平成 14 年から平成 17 年度まで減少し、
平成 18 年度には増加しましたがそれ以降は減
少傾向にあり、平成 21 年度は 3,979 万尾が生

1）ホタテガイ

産されました。甲殻類全体の 22％を占めてお

①

り、カニ類の中では最も多く生産されています

31 ～ 37 億個で増減を繰り返しておりましたが、

（図 7）
。
②

平成 19 年度以降 32 億個程度で安定しており、

放流：2,600 ～ 3,500 万尾で推移しており、
平成 21 年度は平成 20 年度より約 170 万尾減

平成 21 年度は 32.7 億個でした（図 8）。
②

放流：平成 12 年度から平成 18 年度の間は

少し 2,661 万尾が放流されました。甲殻類全体

32 億個弱で推移していましたが、平成 19 年度

の 17％を占めており、カニ類の中では最も多

以降は 32 億個程度で安定おり、平成 21 年度

表４

平成 21 年度の主な貝類における種苗生産および種苗放流個数

種 苗 生
順位
魚 種
1 ホタテガイ
2 エゾアワビ
3 アサリ
4 クロアワビ
5 メガイアワビ
6 サザエ
7 チョウセンハマグリ
8 アカガイ
9 フクトコブシ
10 ハマグリ
その他10種
(アワビ類4種)
合 計
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生産：平成 12 年度から平成 19 年度の間は

産
個 数 割合
327,237
98
1,496
0
1,336
0
721
0
381
0
292
0
252
0
195
0
117
0
102
0
316
0
(2,601) (1)
332,445

（単位：万個，％）
流
順位
魚
個 数 割合
1 アサリ
1,403,315
80
2 ホタテガイ
326,369
19
3 ハマグリ
17,043
1
4 エゾアワビ
1,504
0
5 クロアワビ
645
0
6 サザエ
379
0
7 メガイアワビ
318
0
8 チョウセンハマグリ
244
0
9 フクトコブシ
124
0
10 アカガイ
118
0
その他12種
466
0
(2,470) (1)
(アワビ類4種)
合 計
1,750,406
種
種

苗

放

は 32.6 億個でした（図 8）。

アワビが含まれています（表 1）。
平成 12 年度から平成 16 年度にかけて減少

40

しましたが、近年は 2,400 万個前後で安定して
おり、平成 21 年度は 2,470 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約

生 35
産
・
放
流 30
個
数

60％を占めています（図 9）。
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

億
個 25

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

20
平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21
生産

図８

放流

ホタテガイの種苗生産・放流個数の推移

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。

2）アワビ類
①

①

生産：生産個数は大きな増減を繰り返してい

生産：アワビ類には、生産個数の多い順にエ

ます。平成 16 年度に 1,276 万個と大きく増加

ゾアワビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカ

しましたが平成 17,18 年度は減少しました。平

アワビが含まれています（表 1）。

成 18 年度以降は増加傾向にあり平成 21 年度

平成 15 年までは、3,000 万個程度で推移し
ていましたが、平成 16 年度以降は 2,500 万個

は 1,336 万個が生産されました（図10）。
②

放流：放流個数は、56 ～ 215 億個で大きな

程度で推移しています。平成 21 年度は平成 20

増減を繰り返しています。平成 21 年度は平成

年度よりも約 100 万個増加し 2,601 万個でした。

20 年度よりも約 90 億個増加し 140 億個が放流

アワビ類 4 種のうち、エゾアワビがアワビ類全

されました（図10）。

体の約 60％を占めています（図 9）。
②

放流：アワビ類には、放流個数の多い順にエ

1600
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0

放流（億個）

アサリの種苗生産・放流個数の推移
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アワビ類生産
ウニ類生産

図９

アワビ類放流
ウニ類放流

 ワビ類およびウニ類の種苗生産・放流個数の
ア
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。
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表５

平成 21 年度 主なその他の動物の種苗生産および種苗放個数
（単位：万個，％）
種 苗 生 産
種 苗 放 流
順位 魚 種
個 数 割合
順位 魚 種
個 数 割合
1 エゾバフンウニ
4,672
75
1 エゾバフンウニ
5,153
74
2 キタムラサキウニ
2 キタムラサキウニ
751
12
1,086
16
3 マナマコ
430
7
3 マナマコ
351
5
4 アカウニ
4 アカウニ
339
5
331
5
5 バフンウニ
36
1
5 バフンウニ
36
1
その他2種
その他2種
24
0
11
0
(ウニ類5種)
(ウニ類6種)
(6,618) (95)
(5,820) (93)
合 計
合 計
6,252
6,969

平成 21 年度におけるその他の動物の生産個数

の中でもエゾバフンウニ、キタムラサキウニが、

は 6,252 万個であり、生産個数の多い順にエゾバ

それぞれ 5,153 万個、1,086 万個放流されてお

フンウニ、キタムラサキウニ、マナマコ、アカウ

り、ウニ類の約 90％を占めています。近年の

ニ、バフンウニですが、その他の動物の生産のほ

放流個数は生産個数と同様に減少傾向にありま

とんどはエゾバフンウニ、キタムラサキウニを中

す（図 9）。

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。
その他の動物の放流個数は 6,969 万個であり、

2）マナマコ
①

生産：平成 12 年度から増加傾向にあり、平

多い順にエゾバフンウニ、キタムラサキウニ、マ

成 21 年 度 は 平 成 20 年 度 よ り 約 70 万 個 多 い

ナマコ、アカウニ、バフンウニとなっています。

430 個が生産されました（図11）。

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
マコについて、平成 21 年度の概要と最近 10 年

②

放流：平成 13 年度から平成 18 年度にかけ
て減少しましたがそれ以降増加傾向にあり、平
成 21 年 度 は 351 万 個 が 放 流 さ れ ま し た（ 図
11）。

間の動向について示します。
800

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 21 年度には 5,820 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 75％を占めています。ウニ
類の生産個数は減少傾向にあり、平成 21 年度
は過去 10 年で最も少なかったです（図 9）。

②

生 600
産
・
放
流 400
個
数
万 200
個

放流：ウニ類には、放流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

0
H12 H13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21

フンウニ、シラヒゲウニ、ムラサキウニが含ま
れており、平成 21 年度には人工種苗、天然種
苗を合わせて 6,618 万個が放流されました。そ

マナマコ生産

図11

マナマコ放流

マナマコの種苗生産・放流個数の推移

なお、本調査の結果は、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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22年度 栽培漁業技術中央研修会
テーマ「栽培漁業の事業効果評価」
平成23年1月12日〜13日に開催される
栽培漁業の事業効果は長い間、放流魚の水揚げ金額のみを『効果』、放流経費を『費用』とする費用対効果
分析（いわゆる B/C）によって評価されてきました。しかし、栽培漁業の実施により発現する効果は放流魚
が流通することによる地域経済への経済波及効果や、放流魚が成長・成熟して次世代の資源を増加させる再
生産効果など多岐にわたります。従来の手法ではこれら多面的な効果が考慮されていないことから、新たな
評価手法の開発が強く求められてきました。
そこで、本年度の栽培漁業技術中央研修会では、栽培漁業の事業効果評価をテーマに取り上げ、産業連関
分析法を用いた漁業と流通による地域経済への波及効果分析、遊漁を通じた経済効果分析、放流経費の計算
方法など、
（独）水産総合研究センターを中心とするグループが作成した“栽培漁業の事業効果評価マニュアル”
を有効利用できるよう事業効果評価の基礎や評価結果の解釈について研修しました。

・開 催 月 日：平成 23 年 1 月 12 日（水）13：00 ～ 17：00
1 月 13 日（木） 9：30 ～ 12：00
・開 催 場 所：東京都千代田区大手町 「大手町サンケイプラザ」
・研修対象者：都道府県の水産試験場、栽培漁業センターや市町村、その他公益法人等の技術職
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
・出 席 者 数：132 名

講

義

第１日
テーマの主旨説明
岩本明雄（水産総合研究センター研究推進部

次長）

１．総論：他省庁の事業効果評価と栽培漁業の事業効果評価
１）費用便益分析の現状と手法の新しい展開
加賀屋誠一（北海道大学大学院工学研究院

教授）

２）栽培漁業の費用対効果分析の現状と新たな評価方法の提案
藤浪祐一郎（水産総合研究センター宮古栽培漁業センター

主任技術開発員）

２．各論：経済学的手法を取り入れた効果の貨幣換算
３）産業連関分析法による地域経済への波及効果分析
～漁業の波及効果と流通の波及効果の計算方法について～		
古屋温美（北海道大学大学院水産科学研究院

特任准教授）

４）TCM、CVM による遊漁を通じた地域経済への貢献度分析
宮田

勉（水産総合研究センター中央水産研究所水産経済部

室長）
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第２日
５）貨幣換算が困難な効果の考え方

～再生産効果と副次的効果～

藤井徹生（水産総合研究センター研究推進部
６）具体的な評価事例と残された課題

研究開発コーディネーター）

～宮古栽培漁業センターのヒラメ～

藤浪祐一郎（水産総合研究センター宮古栽培漁業センター

主任技術開発員）

７）第 6 次栽培漁業基本方針について
荒井大介（水産庁栽培養殖課

栽培企画係長）

３．総合討論
座長：桑田

博（水産総合研究センター日本海区水産研究所海区水産研究部

海づくり協会

部長）

市村専務挨拶

質問する参加者

本研修会は、栽培漁業の一層の普及・定着を図るため、独立行政法人水産総合研究センターから開催事
務の委託を受けて本協会が開催したものです。
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平成22年度 第2回企画推進委員会開催報告
平成 23 年 2 月 15 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山田課長補
佐他担当官の出席をいただき、平成 22 年度第 2
回企画推進委員会を開催した。
澁川顧問から出席者に謝辞の後、23 年度から
新事業の「種苗放流による資源造成支援事業」が
実施されることになったが、公益法人を通じた直
接実施が困難になった。しかしながら、この事業
は栽培漁業の推進上唯一の国の支援策であり、こ
の種火をいかに明日の栽培漁業の展開に結びつけ
るかが大きな課題となる。また、独立行政法人水
産総合研究センター（以下「水研センター」とい
う。
）の新中期計画が 23 年度から実施される中、
これまでの栽培漁業実証試験が共同研究に変わる
ことになるが、地域の栽培漁業の推進への影響を
懸念する声がある。第６次栽培漁業基本方針が昨
年末に策定され、
「連携・協力」をキーワードと
して海域栽培漁業推進協議会が受け皿になり新事
業を推進することになっているが、この海域協議
会は、水研センターの共同研究の契約当事者とし
ての位置付けもあり、海づくり協会は海域協議会
の運営を全面的に支援して栽培漁業の推進に努め
ていきたいとの主旨の挨拶を行った。
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、以下の議題について事務局から説明
後、検討を行った。
議案１ 平成 22 年度事業の実施状況及び平成
23 年度事業の実施計画骨子について
① 海づくり協会プロパー事業
・試行型種苗交換システムは、このような種苗調
達方法が評価されること、予算確保や組織を維
持する上で慎重な実施が必要。また、病気・系
群の問題については、検査の体制、基準を検討
すべき。との意見があり、事務局から、この事
業は関係者の合意で開始したものであり、指摘
の問題点は常に注意しながら実施していきた
い。旨回答した。
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の中で「混入率」
という用語を用いているが、一般に混入とは異
物が混入する意味にとらえられ、国民に悪いイ
メージを与えかねないことから、元の「混獲率」
に改めるべきでないかとの意見があった。
議案２ 栽培漁業海域協議会の設立等について
事務局から、全国６海域で海域栽培漁業推進協
議会を設立した趣旨、今後の役割、海づくり協会
の支援策等について説明を行った。
委員等からは、
・資源造成支援事業の対象魚種を、もう少し幅広
に設定できないかとの意見があり、水産庁から、
魚種を絞ったのは、第６次栽培漁業基本方針で、
集中放流による資源造成を目標にしており、こ
の事業では、資源量が一定のレベルに達したも
のは、放流を止めて新たな対象種を選定して行
く方法を考えているので理解願いたい。旨回答
があった。
・各県が共同で栽培漁業を推進する場合、親魚管
理、種苗生産、放流までを海域協議会の中で分
担し合ってコスト軽減を図ることが大事であ
る。
・世界各国は自らの責任で水産資源の維持・管理
を行っている中、今後我が国の水産資源をどの
ように維持・管理していくかを整理した上で、
栽培漁業を位置付けるべきである。
・第６次栽培漁業基本方針では一代再捕型から資
源造成型に変わるとのことだが、大量に放流し
て漁獲が上がればその魚種は終了させるのでな
く、市場調査等のデータの積み重ねを通じた新
たな対応策の検討が重要となる。
・海域協議会がスタートすることから、各県がこ
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れまでのように個別に事業を進める前に出来る
限り早く海域協議会による事業の集約化等の推

共同研究は、海域協議会等を活用した形で実施

進に着手して欲しい。
・海域協議会の在るべき姿として、広域対象種で

すべきと考える。また、海域協議会が水研センター
の施設を使って、サワラ等の種苗生産することも

各県内で効果がある対象種については、各県の
考え方を海域協議会で整理・調整する等、求心
力のある形で組織を運営する必要がある。

検討してはどうか。等の説明があった。
委員等からは、
・現場からは技術的または体制的に十分でないも

・三位一体で税源委譲が行われた後、広域回遊す

のが見られるが実施要望が非常に強いので、要

る魚種をどう増やすかという課題の対応策とし
ては、漁業者の漁獲抑制、種苗放流、藻場干潟

望の状況も加味して採択基準を検討願いたい。
・これまでやってきた実証試験が共同研究で出来

の造成の３本の政策をバランス良く実行するこ

ない理由として、予算、人員の不足のみでは理

とが必要。海域協議会は、自ら会員である県等
から広域連携に必要な人・資金を集めて広域放
流事業に組み立てることも積極的に考えるべき
である。
・国には、海域協議会の事業取組に必要な予算を
しっかり確保してもらい、水研センターは、国
レベルの栽培漁業技術を現場に近い技術として
下ろしていく役割を果たして欲しい。
等の意見があった。
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である。

議案２ 関連議案（水研センターとの共同研究に
ついて）
事務局から、共同研究提案の進捗状況として栽
培漁業ブロック会議において、課題の採択基準と
して、県単独でなく、関係海域の連携・比較試験
を優先し、研究対象も放流効果調査、漁獲実態調
査等まで範囲として海域協議会を代表に、複数県
連携による提案が可能となったこと等、これまで

解できない。その理由を客観的に明確にして欲
しい。栽培漁業の工程別技術評価、系群特性の
評価等の科学的な評価基準を早急に整備し、こ
れを基に判断していくべきものと考える。
・採択の基準が幾つかに絞られているが、研究
テーマは、例えば、栽培漁業が漁業経営に及ぼ
す影響、社会的役割等のテーマも広く考えられ
ないか。
・各県は現場の意見を積み上げた結果に基づき共
同研究のテーマを提案しているので、水研セン
ターとして県の要望を受け止めて、きちんと意
見交換した中で決めてもらいたい。透明性のあ
る評価基準について、委員会等を設けて早急に
検討し提示すべきである。等の意見が出された。
これらの意見に対して水研センター委員から
は、次年度から実証試験は共同研究に変わるが、
水研センターでは、次期中期計画で５つの重点課
題の中の「沿岸漁業の振興」に栽培漁業を位置付

の経緯を説明した。
また、現在、水研センターにおいて、採択につ
いての検討が行われているところから、① 栽培
漁業の工程別の技術評価（都道府県等、水研セン
ター）の現在版の作成や、② 重要魚種の系群特

けており、種苗放流から資源管理までの一体的な
取り組みという観点で重点化を図り、関係都道府
県と連携して共同研究を実施していきたい。また、
放流が資源造成にどのように結びついているか市
場調査等を通じて把握していきたい。等の説明が

性について、水研センターの現状の整理と取り組
みの方向性を明らかにする必要がある等につい
て、海づくり協会から水研センターに要望した旨
の説明を行った。
水研センター委員から、海域協議会を有効に使
うという考え方で進めたい。また、新規事業対象
種は優先採択し、新規事業対象種以外でも関係県
間の連携をしてもらい採択していきたい。
ただし、量産レベルが高く自県で十分生産でき
るものは対外的に説明が困難であり，対象外とし
たい。放流後の調査体制の整備がなされているか
も採択の要点となる。さらに、系群特性が明確で
ない対象種は、解明が出来た段階で対応する考え

あった。
その後、委員からの意見は特になく、議案２及
び同関連議案は了承された。
議案３ 新法人移行について
事務局から、海づくり協会の新公益法人への移
行を 23 年度通常総会で最終決議し、24 年度内に
移行手続きをして、25 年度から新法人の事業を
開始すること。また、法人の形態は、より発展的
に豊かな海づくりに関する業務を展開するための
受け皿として、公益社団法人を設立することにつ
いて説明し、提案は了承された。

協会の主なスケジュール
平成 23 年度通常総会

平成 23 年 5 月 25 日（水）午後 13 時から
会場：東京都千代田区内神田 1 − 1 − 12

コープビル

6 階

第 3 会議室
平成 23 年度第 1 回理事会

平成 23 年 5 月 25 日（水）午前 11 時から
会場：東京都千代田区内神田 1 − 1 − 12

コープビル

6 階

第 2 会議室
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