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サケの野生魚と
孵化場魚との関係
北海道大学国際本部
特任教授

生態系の機能や、生態系を構成する生物から人
類が得るベネフィットを生態系サービスという。
北太平洋生態系のキーストン種であるサケ属魚類
は母川へ産卵遡上することにより、陸圏生態系に
おいて海由来物質の運搬（支持サービス）および
生物多様性の維持（調整サービス）に、また人類
の食料（供給サービス）や環境・情操教育や安ら
ぎ（文化的サービス）に生態系サービスとして貢
献している。わが国で再生産されているサケのほ
とんどは人工孵化放流された「孵化場魚」であ
る。わが国では明治時代に人工孵化放流技術を導
入する過程でサケ野生魚を減らした苦い経験があ
るが、北海道全体でもサケ野生魚が自然再生産し
ている河川は 50 ～ 60 河川と少なく、バイオマ
スも小さいと予想されている。北太平洋全体でも、
サケは野生魚が減少し続けているのに対し、孵化
場魚は著しく増加しすでにバイオマスの 50% を
超えた。

明治期の遊楽部川の「種川制」
サケ属魚類の孵化場魚が野生魚に及ぼす影響
は、これまでに密度依存効果、集団有効サイズ、
遺伝的多様性の低下、近交弱勢、集団の固有性の
喪失、家畜化に伴う適応力の低下など数多く報告
されている。北海道南部の噴火湾に注ぐ遊楽部川
では、明治の一時期、
「種川制」によりサケの自
然産卵保護が盛んに行われてきた。さらに、遊楽
部川は荒れ川でサケの捕獲がむずかしいこともあ
り、比較的最近まで自然再生産する野生魚が多
かった。遊楽部川へ回帰するサケのミトコンドリ
ア DNA（mtDNA）を分析した結果、10 月と 11
月の集団には人工孵化放流事業の卵移植により遺
伝的攪乱が生じており、12 月産卵群のみが遊楽
部川固有の集団を維持していることが分かった。
実はこのような現象は、北日本全体で起きている。
石川県の手取川には、早く帰ってくるサケを増
やすために北海道の主に石狩川より大量の発眼卵
が移植された。同様の方法で mtDNA 分析を行っ
た結果、手取川サケは移植された発眼卵がほとん
ど千歳孵化場からのものであるにも関わらず、千
歳川とは地理的に大きく離れた他河川（十勝川
や西別川）や、移植を受けたことのない常呂川集
団とも遺伝的分化が認められなかった。卵の移植
元である千歳川におけるサケ孵化場魚の放流歴を
調べると、千歳川ではサケ遡上数が少なかった
1960 年後半から 1970 年前半にかけて総放流数の
60% 以上が全道各地からの移植卵で占められてお
り、地場卵がほとんど放流されていないことが分
かった。このことは、それ以後、千歳川のサケ孵

2

豊かな海

No.32

2014.3

帰山 雅秀

化場魚は地場集団よりも移植された集団により再
生産されており、その発眼卵が全国の河川に移植
放流されたことを意味する。その結果が手取川サ
ケ集団の遺伝子構造に表れたのであろう。
北海道サケの漁獲量と水揚げ金額の経年変化を
みると、1990 年以降両者はパラレルに連動して
いない。両者の関係では、漁獲量約 12 万トンで
最大の水揚げ金額を示す。このことはサケの需要
と供給の国内バランスは 12 万トンが最大である
ことを意味する。それを裏付けるように、これま
での国内における北海道産サケの最大消費量は約
13 万トンである。漁獲量 20 万トンは明らかに過
度な国内供給量である。これまでガバナンスとし
てサケ資源管理に携わる行政機関は、北太平洋の
環境収容力を無視して、最大漁獲量 20 万トン以
上を漁業資源目標とし、その人工孵化放流計画も
その資源水準に焦点を絞っている。その根拠は何
なのか？このように見てくると、サケ漁業とその
人工孵化放流事業は果たして、自然科学はもとよ
り経済学的にも食料産業を反映しているといえる
のだろうか疑問に思えてくる。

温暖化の脅威
サケ属魚類をはじめ生物とそれらを構成する水
圏生態系を持続的に保全するためには予防原則
と順応的管理からなる生態系アプローチ型リスク
管理の導入がきわめて重要である。すなわち、長
期ビジョンが不明確なまま現状を追認し、将来を
予測するフォキャスト手法でなく、現状を徹底的
に分析し、それに基づき将来ビジョンと目標を定
め、常に現状をモニターしつつ目標に向かうバッ
クキャスト手法が大切である。わが国の河川は
1970 年代までに自然生態系からきわめて遠い人
工的な生態系になってしまった。生態系の生物多
様性を保全することはきわめて重要な基本的課題
である。人工的に孵化放流するサケが増える一方
で、河川生態系の環境悪化で自然産卵する野生魚
は著しく減少した。しかしそれでも個体数は少な
いものの、現在、北海道では約 60 河川で野生魚
が自然再生産している。 これらの野生魚は生活
史を通して孵化場魚より生態的ニッチと栄養段階
が高く、遺伝的多様性が高く、環境変化に対する
適応力が高いことが分かっている。今後の温暖化
の脅威に対処するためにも、自然選択に強く、環
境変動への適応力の高い野性魚のリハビリテー
ションとレジリエンスをはかるべきである。その
ためには、魚類が生息できる河川生態系の復元が
基本となることは言うまでもない。

マナマコ資源回復へ
～ iPad を活用した漁業者主体の資源管理～
公立はこだて未来大学
教授

１．はじめに

和 田 雅 昭

海に残す資源量（獲残量）を決め、次に実際の資

2011 年 8 月 9 日、新星マリン漁業協同組合留

源量との差を漁獲許容量として定める。最後に漁

萌地区なまこ部会は、約 3 週間の漁期を残して一

獲許容量を隻数で按分し漁獲制限を行うことで資

斉に操業を切り上げた。資源の見える化が実現し

源管理が実現する。言い換えれば、前年の漁期後

た漁業者による自主資源管理の第一歩である。北

から当年の漁期前までの増加分のみを漁獲するこ

海道西部の留萌管内では、毎年夏季に桁曳き網に

とで、資源の持続的な利用が可能となる 1）。

よるマナマコの漁獲が行われている。1990 年代、

しかしながら、実際の資源量を把握することが

留萌地区に隣接する鬼鹿地区の海からマナマコが

課題となる。鬼鹿地区なまこ部会では、現在は

消えた。北海道産のマナマコが中華料理の高級食

実際の資源量を調査等により正確に推定すること

材として世界的に注目を浴び、価格が高騰したこ

は行っておらず、意図的に過少に見積もることに

とから漁業者の漁獲意欲が向上し、過度の漁獲に

よって漁獲許容量を設定し、結果としてマナマコ

陥ったことが原因である。3 年間の禁漁期間を経

の持続的な利用が実現している。一方、留萌地区

て、ようやく鬼鹿地区の海にマナマコが戻った。

なまこ部会では、漁業者が iPad を活用し、特別

これを教訓に、鬼鹿地区なまこ部会では漁獲量制

な資源量調査を行うのではなく、操業の情報を共

限を設け、漁業者が自主的に徹底した資源管理に

有することによって実際の資源量を推定してい

取り組んでいる。図 1 に鬼鹿地区と留萌地区にお

る。本報では、留萌地区なまこ部会の先駆的な取

ける 1985 年から 2012 年までのマナマコの漁獲

り組みである iPad を活用した漁業者主体の資源

量の推移を示す。

管理について紹介する。

２．マナマコの資源量推定
マナマコの資源量は面積密度法を用いて推定す
ることができる 2）。著者らは、2007 年から 2009
年までの 3 年間、留萌地区なまこ部会に所属する
全 16 隻の小型漁船のうち 3 隻に GPS データロ
ガーを設置し航跡情報（緯度、経度、日付、時刻、
速度、進路）を収集した。同時に、ノートを配布
し漁獲情報（操業回数、漁獲量、日付）を収集し
た。そして、航跡情報と漁獲情報を用いて面積密
度法による資源量推定を実施した。
図１

鬼鹿地区と留萌地区の漁獲量の推移

具体的には、漁場を 100m × 100m のグリッド
に分割し、グリッド毎にマナマコの分布密度を求

マナマコの生態は解明されていない点が多く残

め、各グリッドの資源量を積算することで漁場全

されているものの、磯根資源であるマナマコの資

体の資源量を推定する。投網場所、および揚網場

源管理の考え方はとてもシンプルである。最初に

所は航跡情報から推定することができる。または、
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ノートに投網時刻、揚網時刻が記入されている場

情報を収集、解析し、資源量推定の結果を FAX

合には、日付と時刻から容易に特定することがで

で漁業者に配信する試みを行った。この試みは漁

きる。次に、航跡情報を用いて投網場所から揚網

業者にたいへん好評であったが、一方で、稚内水

場所までの曳網距離を求める。図 2 に桁網を示す。

産試験場の作業負荷はとても大きかった。

桁幅は 3.2m と既知であることから、曳網距離に

そこで、2011 年の漁期に向け、航跡情報と漁

3.2m を乗じることで曳網面積が求まり、漁獲量

獲情報を収集し、自動的に解析、結果を配信する

を按分することでグリッド毎の分布密度を求める

資源管理支援システムの開発に取り組んだ。資源

ことができる。図 3 に操業中の小型漁船を示す。

管理支援システムの開発には以下の 4 つの課題を

留萌地区なまこ部会では、毎年 6 月 16 日から

解決する必要があった。

8 月 31 日までの期間を漁期としている。航跡情報、
漁獲情報の収集とその後の解析には数ヵ月を要す

①

航跡情報の自動収集

ることから、資源量推定の結果は漁期後に漁業者

②

漁獲情報の収集

に提示された。そのため、漁業者は漁期前、また

③

航跡情報と漁獲情報の自動解析

は、漁期中に適切な漁獲許容量を設定することが

④

資源量推定の結果の配信

できず、資源量は年々減少した。
①の課題は公立はこだて未来大学が担当し、
3G データ通信モジュールを内蔵したユビキタス
ナビ（図 4）を開発することで解決した。ユビキ
タスナビはブラックボックスであり、小型漁船
に設置しておくことで航跡情報を 10 秒間隔で自
動的に収集することができる 3）。③の課題は東京
農業大学が担当し、航跡情報と漁獲情報をデータ
ベースで管理し、自動解析するプログラムを開発
することで解決した。④の課題は稚内水産試験場
が担当し、資源量推定の結果を資源診断票とい
う形でまとめ、Web で配信することで解決した。
図２

桁網

唯一自動化することができず、漁業者の協力を必
要とする②の課題は公立はこだて未来大学が担当
し、IT 漁業の代名詞となったデジタル操業日誌
を開発することで解決した。次章ではデジタル操
業日誌の開発について、その経緯とコンセプトを
紹介する。

図３

桁曳き網の操業

３．資源管理支援システムの開発
漁業者は資源量推定の結果を資源管理に役立て
るため、リアルタイムでの解析と結果の提示を要
望した。そこで、2010 年の漁期、（地独）北海道
立総合研究機構稚内水産試験場（以下、稚内水産
試験場）が中心となり、週単位で航跡情報と漁獲
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図４

ユビキタスナビ

４．デジタル操業日誌の開発

の考える漁業者に嫌われない iPad アプリは、以

2010 年の漁期、GPS データロガーを設置した

下の全ての要件を満たすものである。

3 隻の小型漁船に無線 LAN 環境を構築し 、漁
4）

業者に防水型のタッチパネル PC を配付した。小

・

マニュアル不要で操作できること。

型漁船での情報活用の可能性を評価することが目

・

間違えにくいこと。

的である。しかしながら、防水型のタッチパネル

・

間違っても容易に修正できること。

PC は殆ど使われることがなかった。GPS プロッ

・

操作回数が少ないこと。

タや魚群探知機など、小型漁船に搭載されており

・

待ち時間が生じないこと。

漁業者が日常的に操作している計器類は、どれも

・

ITを意識させないこと。

スイッチを入れれば直ぐに利用できるものばかり
で、起動やシャットダウンに時間を要する PC は
漁業者の感覚に合わなかった。
2011 年 3 月 3 日、著者は簡単なデモアプリを

図 6 が開発したデジタル操業日誌の画面であ
る。スワイプやピンチイン、ピンチアウトといっ
た iPad らしい操作は何ひとつ取り入れていない。

実装した数台の iPad を持ち、留萌地区なまこ部

起動すると当日の入力画面が表示される。1 回の

会の会合に参加した。漁業者が iPad にどのよう

操業で必要となる入力項目は投網、揚網、および

な反応を示すか、正直なところ勝算は半分と思っ

漁獲のわずか 3 項目である。投網時と揚網時は対

ていた。ところがである、iPad を手にした漁業

応する枠をタップするだけ自動的に時刻が入力さ

者は一様に面白がって操作している（図 5）。さ

れる。そして漁獲したマナマコを選別したのち（図

らに、説明もしていないのにマップを起動して航

7）、対応する枠をタップしポップアップ表示され

空写真に切り替え、自分の船を見つけて喜んでい

るテンキーを用いて漁獲量を樽単位で入力する。

る。上手くいくと確信した。その場で、2011 年

なお、必要に応じてメモを入力することもできる。

の漁期には 10 隻の小型漁船に iPad を搭載する

デジタル操業日誌に入力された漁獲情報は iPad

ことが決まった。

図６
図５

デジタル操業日誌（2011 年版）

iPad を操作する漁業者

3 ヵ月間で iPad アプリを開発することになっ
た。デモアプリを操作した漁業者からは様々な意
見が寄せられた。全てを実装してしまうと見た目
も操作も煩雑になってしまう。さらに、下は 30
歳代から上は 70 歳代の漁業者が iPad アプリを
使うことになる。著者は導入で失敗すると漁業者
は二度と受け入れてくれないことを経験的に知っ
ている。そこで、70 歳代の漁業者にターゲット
を絞り、漁業者に嫌われない iPad アプリをコン
セプトとしてデジタル操業日誌を開発した。著者

図７

選別したマナマコ
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がインターネットに接続されると自動的に収集さ

約 3 週間の漁期を残して一斉に操業を切り上げ

れる仕組みとなっている。なお、航跡情報と漁獲

た。また、留萌地区なまこ部会は、2012 年以降、

情報は独立して収集しているが、共通の項目であ

漁期を 7 月 1 日から 8 月 31 日までの期間に短縮

る日付と時刻を用いて紐付けしている。

した。そして、2012 年、2013 年の漁期も操業切

2011 年 6 月 3 日、稚内水産試験場が中心とな
り漁期前に資源管理支援システムの事前説明会を

図 10 に留萌地区における 2008 年から 2013 年

開催した（図 8）
。著者はデジタル操業日誌をイ

までの漁獲量と資源量推定の結果を示す。資源管

ンストールした 10 台の iPad を漁業者に配付し

理支援システムを導入した 2011 年以降、順調に

た。2011 年の漁期、著者らの心配は杞憂に終わ

資源量が回復している。資源の見える化により、

り、デジタル操業日誌を含む資源管理支援システ

漁業者の資源管理意欲が漁獲意欲を上回った結果

ムは順調に稼働した。8 月になると漁業者は iPad

である。なお、留萌地区なまこ部会では 2012 年

を使い熟していた（図 9）
。ところで、留萌地区

の漁期から全 16 隻に iPad を搭載している。また、

なまこ部会では、収集した航跡情報と漁獲情報の

デジタル操業日誌は漁業者の負担にならないよう

取り扱いを次のように定めていた。航跡情報は個

に毎年細かな改良を加え進化している。図 11 に

別の情報を全隻で共有する。漁獲情報は個別の情

2014 年の漁期に向けて改良したデジタル操業日

報は共有せず、全隻の統計量のみを共有する。こ

誌を示す。入力項目に放流を追加している。これ

れにより全隻の平均 CPUE がリアルタイムでわ

により、漁獲したマナマコのうち出荷サイズ未満

かるようになった。従来は、無線で「もう獲れな

の放流されたマナマコの資源量を把握することが

くなった」
「まだ獲れる」といった会話が繰り返

できる。さらに、CPUE のグラフ表示機能を追

され操業切り上げの合意形成を図ることができな

加した。前年の CPUE は折れ線グラフで、当年

かったが、数値化されたことで合意形成が図られ、

の CPUE は棒グラフで表示される（図 12）。前

2011 年 8 月 9 日、漁業者の自主的な判断により

年の CPUE を参考に当年の CPUE の推移を見積

図８

図９

6

り上げを実施している。
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図10

図11

留萌地区の資源量の推移

デジタル操業日誌（2014 年版）

もることや操業切り上げの指標とすることができ

にグリッド毎に曳網度数を表示することもでき、

る。

操業の見える化により技術の継承と漁場の効率的
な利用が実現している。
iPad を導入するにあたり、海という利用環境
から懐疑的な意見も少なくなかった。実際に著者
は 2011 年の漁期に配付した 10 台の iPad のうち、
半数が壊れることを覚悟していた。しかしながら、
漁業者に受け入れられた iPad は 1 台も壊れるこ
とはなかった。漁業者が資源管理支援システムを
評価した結果であると著者は考えている。配付し
た 10 台の iPad は返却され、留萌地区なまこ部
会では 2012 年の漁期から全隻が iPad を自主的
図12

CPUE のグラフ表示

５．おわりに

に購入し、マナマコの資源管理に取り組んでいる。
留萌地区なまこ部会の先駆的な取り組みは全国
に発信され、資源管理支援システムはホタテの桁

iPad と資源管理支援システムで収集した航跡

曳き網やエビの漕ぎ網にも展開している。著者ら

情報の活用を図るため、もうひとつの iPad アプ

は情報の共有と資源の見える化が漁業者主体の資

リである marine PLOTTER を開発した。留萌地

源管理の第一歩であると考えている。IT を意識

区なまこ部会では 2012 年の漁期からこの iPad

しない IT 漁業の取り組みが全国に拡がっていく

アプリを活用している。marine PLOTTER を起

ことを楽しみにしている。

動すると図 13 のように地図上に小型漁船の航跡
と現在位置が表示される。さらに、図 14 のよう
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世界初、アカムツ稚魚ができました！
～ 富山県が歩んできたアカムツ種苗生産技術開発とこれからの展望について ～
富山県農林水産総合技術センター水産研究所
主任研究員

１．はじめに

飯 田 直 樹

研究機関において、何度か親魚の養成に取り組ま

アカムツ（Doederleinia berycoides）は、北海道
以南で漁獲されるホタルジャコ科の魚類で、50㎝

れたことがあったようですが、成熟卵を得るには
至っていませんでした。

を超える大きなものは、浜値で 1 尾 1 万円を超え
ることもある高級魚です（写真 1）。

今回は、平成 25 年に行った人工授精から稚魚
までの種苗生産を中心に、そこに至るまでの富山
県におけるアカムツの種苗生産技術開発の経緯や
その内容について紹介させていただきます。

写真１

アカムツの成魚

富山県の浜では“ギョウシン”とも呼ばれてい
ますが、喉の奥が真っ黒なことから全国的には、
“ノドグロ”の愛称で親しまれています。

図１

脂がのった白身は、とても上品で「白身のトロ」

富山県における近年の月別漁獲量
（黄色部は 8、9 月）

と呼ぶに相応しい味わいです。美味しい食べ方と
しては、刺身、塩焼き、煮付けなど多様であり料
理法を選びません。塩焼きにしたときには、魚体

２．富山県におけるアカムツ種苗生産技術開
発の取り組み

を慎重に皿に移さないと、のりきった脂でかたち

本県ではアカムツの種苗生産技術に関しての知

が崩れるほどです。これほど美味しい魚を美食家

見は皆無でしたが、平成 23 年度からアカムツが

達が放っておくことはなく、近年では超人気魚種

栽培漁業対象種となり得るかを検討するため、生

のひとつとなっています。

態的知見の収集をはじめ、親魚の確保・飼育に取

当研究所の調べによると、富山県における近年

り組むとともに、人工授精による種苗生産に挑み

の漁獲量は 11 ～ 17 トンとなっており、主に刺

ました。

網により、周年漁獲されていますが、なかでも 8

１）親魚の確保
まずは、親魚から受精卵を得るため、養成する

～ 9 月にかけての漁獲量が多くなっています（図

親魚の確保に乗り出しました。しかし県内の市場

1）
。
本県の漁業関係者などからは、かねてからアカ

8

には、生きた状態で上場されるアカムツはいませ

ムツの漁獲量増大を目指した種苗放流の要望もあ

んでした。そこで、活魚での確保のため、

りましたが、アカムツの生態については不明な部

①

自ら調査船に乗って釣る（釣獲試験）

分が多いことから着手できませんでした。国内の

②

刺網漁業者からアカムツを生きた状態で譲っ
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て貰う（漁業者への依頼）
の 2 通りの方法で取り組みました。

水温管理
アカムツは暖海性の魚ですが、生息水温は、五

釣獲試験は、捕獲時の水深や水温など環境面も

島南部海域で 9 ～ 16℃（田代 1988）、新潟県沿

把握できるメリットもあったのですが、8 回の釣

岸域では 9 ～ 20℃（大西 2006）とどちらかとい

獲試験で捕獲したアカムツはたったの 2 尾という

うと低い水温帯にいるようです。

散々な結果でした。自らの腕を過信したことが敗
因です。

本県での刺網によるアカムツ漁は、主に水深
80 ～ 150 ｍで行われており、その水深帯の水温

一方、漁業者への依頼については、当初は少な

は周年を通してみるとほぼ新潟県沿岸域のアカム

かった協力者が少しずつ増えてきたこと、さらに

ツ生息水温と合致します。また、釣獲試験の際の

は、漁業者各々の活魚での捕獲・輸送技術が向上

環境調査によりアカムツが釣れた水深帯の水温は

したこともあり、徐々に実を結び始めました。

14 ～ 15℃台とわかりました。さらに、アカムツ

２）親魚の飼育

を飼育した実績のあるいくつかの水族館などへの

餌付け

聞き取り情報も併せ、飼育水温を 10 ～ 15℃とし

活魚で手に入れたアカムツは、刺網で漁獲され

ました。

たこともあり、網による体表のスレや鱗の脱落が

ちょっとＰＲになりますが、当研究所がアカム

目立ち、その多くは水槽に収容して数日で死亡し

ツ種苗生産技術開発に取り組む切っ掛けのひとつ

てしまいましたが、10 日を超えて生存した個体

に、深層水を利用できることが挙げられます。水

は、その後比較的長い期間飼育できることが分

深 321m から深層水を取水しているため、水温約

かってきました（写真 2）。

3℃の清浄な海水がいつでも使用できます。この
深層水と表層水を混合して飼育水温を調整してい
ます。
採卵
成魚サイズのアカムツを複数尾飼育している飼
育槽の排水は、周年オーバーフローさせて採卵
ネットをかけていますが、今のところ卵は確認で
きていません。おそらく、成熟・産卵に至るため
には、水温や餌料環境の変化などのトリガーポイ
ントがあるものと予想されますが、まだ不明なの
で解明する必要があると考えています。
３）人工授精からの飼育に関する共同研究

写真２

飼育中のアカムツ親魚

10 日を乗り切れば次は餌付けです。餌は富山

共同研究の経緯
人工授精からの飼育の先駆けは新潟市水族館
「マリンピア日本海」（以下、マリンピア）でした。

県の名産であるホタルイカやシロエビ（標準和名：

マリンピアでは、平成 22 年度からアカムツの人

シラエビ）のほか、オキアミ、アジの切り身など

工授精を試みており、平成 24 年度には 1 尾の仔

です。給餌は、投与や餌に釣り糸を括り付けたも

魚とはいうものの、20 日齢まで生存させること

のをはえなわのように水中に据える方法で試みま

に成功していました。

した。しかし、食べる気配はありませんでした。

そこで平成 25 年度には、
（独）水産総合研究セ

そこで、釣りのように餌に釣り糸を括り付けた小

ンター日本海区水産研究所は生態的知見の収集な

さな竿を上下に動かすという方法を根気よく繰り

ど、マリンピアはアカムツ稚魚や成魚の展示、そ

返したところ、これが功を奏し、見向きもしなかっ

して当研究所は種苗生産技術の開発、とそれぞれ

たアカムツが興味を示すようになり、摂餌する個

目標点が異なる 3 機関が集まり、仔魚期を乗りき

体が現れました。なかには半年近くも摂餌せずに

り、あわよくば成魚までの飼育をとの野望を持っ

粘った個体もいましたが、最後には餌の誘惑か空

て共同研究を行いました。

腹に負けたのか摂餌してくれました。
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船上での人工授精
人工授精は、新潟県の寺泊漁業協同組合の刺網
漁業者に協力いただき、漁に同行して船上で行い
ました。新潟県では 9 月に主産卵期があると考え
られていること（大西 2009, Yagi et al. 2014）、
マリンピアのこれまでの実績および漁業者の長年
の経験などから、9 月から人工授精を試みること
としました。
実際の船上では、次から次へと揚がってくるア
カムツから卵と精子を搾出し、乾導法により授精

図２

ふ化から 70 日齢に至るまでの成長と生残尾数

させました。受精しそうな成熟卵を持ったメスの
割合は、数十尾に 1 尾程度と低いものでしたが、
日頃の行いの良さ（？）も手伝ってか、受精卵が
確保できました。
卵の収容からふ化まで
得られた受精卵は、海水と一緒にビニール袋に
酸素封入して、発泡スチロール箱内に収容し、急
激な温度変化を避けるよう配慮し車で輸送しまし
た。受精卵を梱包した新潟県寺泊漁港から当研究
所までは 190km 余りで所要時間は約 3 時間です。
当研究所では、9 月 10 日および 19 日の 2 回にわ
たり受精卵を搬入し、飼育試験を行いましたが、

写真４

12 日齢の飼育の様子

ここでは現在も稚魚が生存している 9 月 19 日に

には浮上して死亡している個体が多数確認された

採卵した群の飼育結果についてお示しします。

ことから、フィードオイルを水面に添加して死亡

9 月 19 日の 19 時頃に人工授精した受精卵の一

の防除に努めたところ、それ以降の浮上死亡個体

部を、同日の 23 時頃に当研究所に搬入しました。

は激減しました。3 日齢には仔魚の開口が確認で

搬入した受精卵のうちの 48,000 粒を収容し、約

きたので、1 日中ライトによる照射を開始し、タ

21℃の水温を維持したところ、人工授精から約

イ産ワムシ（ＳＳ型）の給餌を開始したところ、

37 時間後の 9 月 21 日の朝に 9,600 尾のふ化仔魚

翌日にはサンプリングしたほとんどの仔魚で摂餌

を得ました（写真 3）。

が確認されました。6 日齢の仔魚は、口が大きく
開いた状態で 250µm 以上あることが確認できた
ので、給餌するワムシをＳ型ワムシ（約 180µm）
に切り替えました。
浮上死亡抑制後は順調と思えた 10 日齢に大量
死亡の前兆が現れました。エアーの水流に流され、
正位を保てず目が光の反射でキラリと光って見え
る仔魚が、水面付近に数尾確認されたのです。数

写真３

０日齢のアカムツ仔魚（全長 2.0 ㎜）

日齢からは配合飼料を少量ずつ、16 日齢からは
アルテミアの給餌も開始しました。しかし、その

仔魚から稚魚までの飼育
ふ化から 70 日齢に至るまでの成長と生残尾数

後も衰弱したような仔魚の数は増え、20 日齢で
は流れの弱い水面に常時数百尾漂っている状態と

を図 2 に示します。

10

尾ということで気にかけながらも飼育を進め、14

飼 育 水 槽 は 1kL 円 形 を 使 用 し、 飼 育 水 温 を

なりました（写真 5）。この頃になると心中穏や

21℃に保つため、深層水と表層水の混合水を 1.5

かではありません。この現象は 40 日齢頃まで私

回転／日で注水しました（写真 4）
。2 日齢の朝

を悩ませ、最終的には目視による計数で 50 尾程
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度にまで減耗しました。

卵の輸送にかかるコストや労力、さらには輸送に

しかし、残った仔魚の容姿は、どことなくアカ

よる受精卵への影響などを解消するため、富山県

ムツらしくなり、稚魚と呼べるような形態となり

内の漁業者の協力をいただき人工授精を行いたい

ました（写真 6）。

と考えています。

10 日齢以降に起こった仔魚の減耗の原因につ

3 つめは、養成している親魚からの採卵です。

いては、今のところ特定できてはいません。この

親魚の養成はまだまだ課題が山積みなので、これ

原因を究明し、クリアすることが来年度の課題で

には長い時間がかかると思っていますが、天候や

あると考えています。

不漁などに左右されず、計画的な種苗生産を行う
ためには必須です。
このように、まだまだ先の長い話ではあります
が、富山県の漁業者の皆様方の大きな期待に応え
られるように、少しずつでも解明して行きたいと
考えています。

４．謝辞
今回の稚魚生産の成功は、忙しい漁労作業にも
かかわらず、研究にご理解いただき私共を快く
同行させてくださった新潟県寺泊漁業協同組合の
方々の協力なくしては有り得ませんでした。また、
写真５

衰弱して水面に集まるアカムツ仔魚（22 日齢）

アカムツの人工授精から飼育において先駆けて取
り組んでおられた新潟市水族館「マリンピア日本
海」の皆様、共同研究としてまとめてくださった
（独）水産総合研究センター日本海区水産研究所
の皆様にも感謝を申し上げます。
さらに、富山県の滑川漁業協同組合、とやま市
漁業協同組合および新湊漁業協同組合の漁業関係
者の皆様には、活魚での親魚を提供していただい
ております。この場を借りて厚くお礼申し上げま

写真６

63 日齢のアカムツ稚魚（全長 18.3 ㎜）

３．今後の展望について
当研究所のアカムツ種苗生産技術開発における

すとともに、今後とも宜しくお願い致します。

５．文献
田代征秋（1988）五島南部海域におけるアカム

最終目標は、アカムツ資源の維持・増大のため、

ツの分布．長崎県水産試験場研究報告、

種苗生産を通して得た生態的な知見を種苗放流を

第 14 号、13-17．

含めた資源管理に役立てることと考えています
が、当面の目標としては 3 つあります。

大西健美（2006）アカムツのはなし．新潟県水
海研だより、第 9 号、3-4．

まず 1 つめは種苗の大量生産です。今回、稚魚

大西健美（2009）新潟県沿岸域におけるアカム

の生産に成功したと言うものの、現在は全長 5 cm

ツの年齢と成長及び産卵期．新潟県水産

ほどの稚魚がたったの 16 尾（平成 26 年 2 月 17

海洋研究所研究報告、第 2 号、15-20．

日現在）で、種苗生産と呼べるものではありませ

Yagi Y., Iseki T., and Uehara S. (2014)

ん。まずは、生産中に起こった減耗の原因に対し

Occurrence of Doederleinia berycoides

て対処法を講じ生残率を高めることです。

(Hilgendorf, 1879) (Acropomatidae)

そして、2 つめは、自県完結型の種苗生産です。

larvae in coastal waters off Niigata

現在は、親魚が安定して確保できる新潟県寺泊の

Prefecture (northern Japan Sea). J.

漁業者の協力なくして試験は行えませんが、受精

Appl. Ichthyol. 30, 178-181.
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特集
栽培漁業のあゆみ50年
〜豊かな海へ〜

我が国の栽培漁業が瀬戸内海で産声を上げてから５０年の節目の
年。 これを記念する事業として、 全国の栽培関係機関のご協力のもと
『栽培漁業のあゆみ５０年』 が刊行された。
またこれを記念する 「集い」 が、 平成２５年１１月１９日に開催され、
政 ･ 官 ・ 水産団体 ・ 全国の栽培漁業関係者など約２００名の参加の下
で盛大に開催された。
ご来賓の林芳正農林水産大臣からご祝辞で、 「長い歴史のなかで栽
培漁業で育てて、 海を豊かにしてきた。 地道な取り組みの中で海を持
続可能な資源の宝庫として守っていくことが大事だ。 ５０年を契機に栽
培漁業のさらなる発展を」 と、あたたかい励ましのお言葉をいただいた。
刊行された 「栽培漁業のあゆみ５０年」 を手がかりに、 関係者が一
丸となって、 我が国の豊かな海づくりへ新たな一歩を踏みだそうと誓い
合った。
特集は、 記念行事を紹介するとともに , 同時に開催された 「栽培漁
業関係法人全国連絡会議」 と 「栽培漁業推進全国会議」 の内容を報
告する。

「栽培漁業のあゆみ５０年」 第１回編纂委員会
（Ｈ２４．７．２）

“集い”で「栽培漁業は大切」と語る
来賓の林芳正農水大臣

キジハタの稚魚
ヒラメの放流
（写真協力：みなと新聞）
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Ⅰ 『栽培漁業のあゆみ５０年』 の刊行記念！

我が国栽培漁業の50年を祝い、
今後の発展を誓う集い
日時：平成２５年１１月１９日（火） 午後６時～
場所：東京

霞ケ関ビル「望星の間」

「栽培漁業のあゆみ５０年」 刊行記念、” 我が国栽培漁業の５０年を祝い、 今後の発展を誓う集い “を林
芳正農林水産大臣をはじめ衆議院 ・ 参議院議員多数のご出席に加え、 水産庁幹部、 中央団体、 （独） 水
産総合研究センター、 都道府県漁連 ・ 漁協および都道府県の栽培漁業関係者ら約２００名の参加のもと開
催いたしました。
会場スクリーンにて全国豊かな海づくり大会の歴史を映像で紹介から始まり、 会場内は栽培漁業黎明期
の苦労話や、 当時を懐かしむ声に溢れ、 栽培漁業の今後の発展を誓う “集い” となりました。

全国豊かな海づくり大会の歴史を紹介

栽培漁業５０年のあゆみを手にする
大島理森自民党水産政策推進議員協議会会長（中央）
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自然と協調した栽培漁業を

海づくり大会の無限の可能性を信じながら、古
来から形成されてきた日本列島の優良な、素晴ら

主催者挨拶：
（公社）全国豊かな海づくり推進協会
会長

岸

しい漁場をさらに進化させる海づくりを行わなけ

宏

ればなりません。栽培漁業もこれまで 50 年の成

林農林水産大臣、また、国会から多数お先生方

果と反省を踏まえながら、自然と協調するような

のご臨席をいただきますとともに、水産庁長官、

特性を持った栽培漁業のあり方が求められている

幹部の皆様、他関係者の皆様たくさんご出席をい

と感じています。これからの漁業の再生の中で栽

ただき、栽培漁業の 50 年を振り返る場がもてま

培漁業がまた大きな役割を占めて、盛んになる、

したことを感激しています。昭和 38 年に瀬戸内

そういう時代を求めながら今日ご参加の皆様方の

海栽培漁業協会ができて、その後昭和 56 年に初

今まで以上のお力添えを心からお願いを申し上げ

めて全国豊かな海づくり大会が開催されました。

ます。

先般、熊本県における 33 回大会が開催されたと
ころでありますが、水産資源の維持培養、あるい

地道な取組で持続的な資源の宝庫に

は山・川・海を連帯しての環境保全への国民から
大きな理解をいただいたその意義は極めて大きい

林

芳正

この四方を海に囲まれた我が国ですが、皆さん

た栽培漁業の役割は極めて大きいものがありま

のおかげで「獲るだけ」のところから、まさに「栽

す。この 50 年の間、今日があるのはやはりその

培」というところにここまで持ってきていただき

時々の先人の方々が汗と涙と血のにじむような努

ました。長い歴史のなかで「育てる」「海を豊か

力の賜物であり、ここに改めて深く敬意を表しま

にしていく」というものを皆様が育んでこられま

すとともにお礼を申し上げます。

した。先月末に熊本県で全国豊かな海づくり大会

TPP の問題、東日本大震災、汚染水問題、魚

が行われまして、私も稚魚を放流させていただき

価低迷、燃油高騰など、今の日本の漁業は極めて

ましたが、地道な取り組みの中で海をサステイナ

厳しい状況にあります。昔から厳しい厳しいと言

ブルな、持続可能な資源の宝庫として守っていく

われここまで来ましたが、今まさに正念場です。

ことが大事なことではないかと考えているところ

明るい材料がないわけですが、ピンチだからチャ

です。水産庁のほうでも栽培漁業の方針を定め、

ンスがあります。今、日本の漁業が再興できる最

従来からの大きくして獲ることに加えて、親魚の

後の機会ではないでしょうか。漁業者一人一人が

獲り残しをすることも新たに加えながら新しい栽

しっかりと地域を支えるような連携を保ちなが

培漁業について皆様と一緒になって進めていると

ら、自らがなすべきことをやっていくことに将来

ころです。この 50 年を契機に、さらに豊かな海

展望が開け、そこに初めて行政支援がもたらすこ

づくり、栽培漁業がますます発展していきますよ

とができるという思いがあります。栽培漁業の地

う、お互いにがんばってやり遂げる。このことを

域の漁業における役割が益々大きなものがあると

誓い申し上げてお祝いのご挨拶とさせていただき

信じています。

ます。

（公社）全国豊かな海づくり推進協会
岸 宏 会長

14

御来賓祝辞：農林水産大臣

と思っております。沿岸漁業の振興に果たしてき
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林

芳正

農林水産大臣

られた使命と思っています。

日本漁業の再生を
挨拶 : 鈴木俊一衆議院議員
昭和 52 年にアメリカと旧ソ連が排他的経済水
域を設定して日本が海外漁場から撤退を余儀なく
されました。これから日本は自国の 200 海里の
中でつくり育てる漁業をしていかなければならな
い、そういう中で沿整法が改正され、豊かな海づ
くり大会も行って啓蒙していくことになり、まさ
に 200 海里時代の幕開けが日本の栽培漁業の大
きな転機だったと思います。日本の水産業は大
変厳しい局目にぶち当たっているわけですけれど
も、もう一度つくり育てる漁業によって、資源を
守り育て、大切にしていきながら、日本の漁業が
再生できますように、そのことを誓いあいたいと

松村祥史

自民党水産部会長

挨拶：（公社）全国豊かな海づくり推進協会
副会長

山本

勇

林農林水産大臣からは、これからの日本の漁業

思います。

のためには栽培漁業は絶対に必要だというメッ
セージをいただきました。この日本の広い海域
でいろんな資源が減少の進むなか、今後 50 年、
100 年に向けて栽培漁業の重要性がまだまだ増す
ものと考えているところでございます。本日ご参
加の皆様方の今後のご支援ご指導をいただきなが
ら、今後の栽培漁業の推進に役職員一同がんばっ
ていきたいと思いますので、今後ともご指導・ご
協力を切にお願いいたします。
鈴木俊一

衆議院議員

水産業を元気に
挨拶：自民党水産部会長

松村祥史

参議院議員

先般、全国豊かな海づくり協会が熊本で開催い
ただきました。前日まで台風が心配されておりま
したが、晴天に恵まれ大変素晴らしい大会で終了
することができました。燃油高騰、魚価の低迷な
どさまざまな問題を抱えていますが、栽培漁業の
発展とともに水産業を元気にすることが私に課せ

（公社）全国豊かな海づくり推進協会
山本 勇 副会長

【出席議員（代理出席含む、敬称略）】
衆議院議員：清水誠一（北海道）、大島理森（青森県）、鈴木俊一（岩手県）、浜田靖一（千葉県）、細田博之（島根県）、
河村建夫（山口県）、山本公一（愛媛県）、古賀篤（福岡県）、衛藤征士郎（大分県）
参議院議員：江島潔（山口県）、松村祥史（熊本県）
衆議院議員代理出席：橘慶一郎（富山県）、田村憲久（三重県）、石破茂（鳥取県）山本有二（高知県）、宮路和明（鹿児島県）
参議院議員代理出席：長谷川岳（北海道）、牧野たかお（静岡県）、青木一彦（島根県）、金子原二郎（長崎県）
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Ⅱ 「栽培漁業のあゆみ５０年」 要旨

黎明期・発展期・定着期・転換期をたどり、
これからの栽培漁業を考える
要旨を期ごとにまとめ、提言から今後のあり方探る
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

第１章 あゆみ

をつくることになる、ことから「漁業に循環再生産の

１節 黎明期（1963 ～ 1972 年）

高度に活用でき、しかも内海漁業全体の振興に寄与で

過程を組み込むことができ、かつ自然海の生産力を最
きるような新しい方向はないか」という点を協議し、

沿岸漁業等振興法が公布された 1963（昭和 38）年

答申は尊重するとしても、構造改革は漁業者を沖合・

の（社）瀬戸内海栽培漁業協会の発足に始まり、県営

遠洋、および養殖業にシフトさせる間引き政策にすぎ

栽培漁業センターの整備構想が固まる 1972（昭和 47）

ず、沿岸域の生産基盤の整備拡充による生産構造面で

年までの 10 年間を黎明期とした。この期にはマダイ

の対策がやや消極的ではないかと捉えた。

の量産技術開発の成功など人工種苗生産技術が飛躍的
に発展した。

２．
「栽培漁業」の用語の誕生

１．栽培漁業政策の展開

予算化されていくことになる。

水産庁研究２課の協議を経て、いよいよ栽培漁業が
（1）農林漁業基本問題調査会の答申
わが国の栽培漁業政策の発意は 1960（昭和 35）年
の農林漁業基本問題調査会の論議を起点としている。

研究２課は水産業改良普及、漁村青壮年実践活動、
水産試験場助成事業を所掌していたので、これらの事
業との密接な連携を図ることとし、事業の名称が議論

同調査会は 1960（昭和 35）年 10 月 26 日に「漁業

された。予算要求にあたり、
「漁業資源増殖場」とい

の基本問題と基本対策」をとりまとめ、当時、主に指

う名でスタートしたのち、
「漁業栽培化」
、
「漁業栽培

定漁業が外延的拡大を図る中で、沿岸漁業の生産額が

化実践活動センター」と名称を変えて課外に持ち出す

占める比重が相対的に減少していき、経営体数で 80％

ことになった。水産庁内の協議で「栽培漁業」となり、

を超えているのにもかかわらず、生産額では 20％に満

「瀬戸内海栽培漁業実践活動センター」という呼称で、

たなかったこと等を背景に沿岸漁業については次のよ

大蔵省に予算案が提出された。さらに大蔵省との協議

うに答申した。

を経て、最終的に「瀬戸内海栽培漁業センター」にお

「生産性の高い漁業を育成して、より少ない漁業者
により生産の拡大を図り得る生産構造の改善が最重要

ちつき、
「栽培漁業」という造語が新たに生まれたの
である。

課題である」
。
つまり、沿岸における漁船漁業の過剰就業人口を沖
合・遠洋漁業への転換と養殖業の推進によって吸収す
る生産構造の転換を促し、老朽化した小型漁船を減ら
すことによって規模拡大と生産性の向上を図るという
のがこの答申の趣旨であった。
（2）沿岸漁業への熱い思い

16

３．瀬戸内海栽培漁業センターの設置
（1）基本構想
水産庁研究２課でのブレーン・ストーミングを経て、
栽培漁業の構想が固まった。
この構想を受けて、瀬戸内海をモデルとした大規模
な増殖実験事業を実施するための拠点施設として、当

当時の水産庁研究２課では、①瀬戸内海の漁業者は

初は瀬戸内海を東、中、西部の３海域に分け、各海域

12.6 万人おり、この漁業者を養殖業の振興だけで吸収

に２カ所ずつの大規模な種苗生産施設をつくるという

するのは難しい、②海面魚類養殖は循環再生産の過程

考えであった。その後、漁業者の実践活動を通じて資

をもっていない、③餌料の大部分が魚で「魚」で「魚」

源増殖を推進するという「実践活動センター構想」に
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変わった段階で、各 1 カ所計３カ所のセンターをつく

栽培漁業の成果が確認されていった。

ることに変更、これに付帯して漁業者の実践活動の場

（3）マダイの種苗生産技術の開発

を拡げるという考えから、稚仔期の育成と放流後の管

1962（昭和 37）年に観音崎水産生物研究所が、日

理をおこなうための施設として「府県育成場」
（約 120

本で初めて人工授精した卵から、全長 15 ～ 20㎜の稚

カ所）を設置する構想に改案された。

魚 22 尾を飼育したのが最初である。この研究成果を

（2）瀬戸内海栽培漁業協会の発足

受けて、1964（昭和 39）年から内海区水産研究所と

「府県ならびに府県漁連を会員とする社団法人への

瀬栽協との共同技術開発でマダイ種苗の量産技術の研

委託方式」の受け皿として瀬戸内海栽培漁業協会が設
立されることになった。

究開発が始まった。
当初マダイの卵は近隣の魚市場で水揚げされた成熟

1963（昭和 38）年５月に瀬戸内海関係 12 府県及び

したマダイから採卵し人工授精した卵を使って種苗生

府県漁連を会員とする社団法人瀬戸内海栽培漁業協会

産試験を行っていたため、種苗生産試験の実施時期・

（以下、瀬栽協）が設立された。関連府県は、和歌山、

回数・規模に大きな制約を受けていたが、1967（昭和

大阪、兵庫、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、

42）年に徳島県の水族館でマダイの産卵が観察された

福岡、大分、高知の 12 府県。後に宮崎県、鹿児島県

ことから、伯方島事業場では大型水槽によるマダイの

が加わった。本部は兵庫県神戸市に置かれ、初代会長

親魚養成が始まり、これによる自然産卵が 1969（昭和

に兵庫県知事、副会長に兵庫県漁連会長がそれぞれ就

44）年から可能になり、その後の種苗生産技術の進展

任した。

に大きく貢献した。

1963（昭和 38）年の伯方島（愛媛県）
、
屋島（香川県）

（4）餌料開発

の両事業場に引き続き、
1964
（昭和 39）
年度には上浦
（大

種苗生産技術の開発は、同時に餌料生産技術の開発

分県）
、1966（昭和 41 年）に玉野（岡山県）事業場が

でもある。種苗生産技術開発を飛躍的に高めたのは稚

開設され、さらに 1967（昭和 42 年）には志布志事業

仔期の餌の開発であった。

場（鹿児島県）が開設された。

三重県立大学のシオミズツボワムシの研究が嚆矢と
なり、瀬栽協・屋島事業場では両性生殖の海産ワムシ

４．種苗生産技術の発展
（1）人工種苗への重点化
黎明期の栽培漁業は、天然種苗の有効活用と人工種
苗の２通りで種苗を確保することになっていた。
天然採取種苗は、ハギ類、キュウセン、マアナゴ、

から①増殖率の高い単為生殖の海産ワムシをつくって
大量培養につなげる技術を開発し、②ワムシの餌とな
る海産クロレラ（ナンノクロロプシス）を自然海の微
細藻類より選別し、③その大量培養のための培地も開
発した。これらの３点セットは日本各地の栽培漁業セ

イシダイ、イサキ、ブリ（モジャコ）
、アイナメで試

ンターなどに普及していき、魚類などの種苗生産で最

みられているが、何れも大量確保が難しいという理由

も重要な餌料培養技術の基礎をつくった。また、アル

で、初期の段階で断念している。

テミアのふ化幼生を直接餌料として使うのみでなく、

一方、付着卵を産むアオリイカ、ヒガンフグ、コウ
イカ、サヨリ、マダコについては卵を採取し、人工的

養成アルテミアの餌料としての有効性を実証し、餌料
開発の基礎を築いた。

に飼育する技術開発が行われた。黎明期にはクロダイ、
タナゴ、トラフグの人工飼育技術を開発し、アワビ、
ガザミ、クルマエビ、マダイなどの人工ふ化・種苗生

２節 発展期（1973 ～ 1982 年）

産技術の開発が進められた。当初の天然種苗の有効活

県営栽培漁業センターの整備が開始された 1973（昭

用という観点から転換し、人工的な種苗生産技術の開

和 48）年から道府県で集中的に施設整備が進み、放流

発に眼が向いていったのである。

用種苗の生産基盤が整えられ量産化が図られた 1982

（2）クルマエビの種苗生産と放流試験

（昭和 57）年までの 10 年間を発展期とした。この期の

クルマエビの種苗生産は、1964（昭和 39）年にミ

1974（昭和 49）年には沿岸漁場整備開発法が制定さ

シス期幼生 161 万尾を生産配付、1965（昭和 40）年

れた。また、200 カイリ時代が到来する中で、国営栽

に全長 16㎜の種苗 70 万尾を生産し、小豆島周辺に放

培漁業センターの全国展開も進んだ。

流して追跡調査、1967（昭和 42）年には囲い網方式
による中間育成試験を岡山県日生で実施、1968（昭和

1981（昭和 56）年第 1 回全国豊かな海づくり大会が、
大分県鶴見町で開催されたのもこの期である。

43）
年にＰ 5
（ポストラーバ第 5 期）
～Ｐ 10 種苗を 1,760
万尾生産、1970（昭和 45）年には 1.2 億尾の種苗を生
産するまでになる。
種苗の量産化の実現により、放流試験が繰り返され、

１．200 カイリ時代の到来
発展期は海洋の国際的秩序が大きく変化した時代で
あった。
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わが国の漁業は、
1952（昭和 27）年のマッカーサー・

ている。そして、
「栽培漁業などが有利に成り立つよ

ラインの撤廃とともに、
「沿岸から沖合へ」
、
「沖合か

うにするためには、漁業者自らの発意による自主的な

ら遠洋へ」と外延的に急速に発展した。

秩序づくりが必要とされているので、
（中略）一定の

しかし、1973（昭和 48）年からはじまった第３次

範囲の水面を育成水面とし、その適切な利用のための

国連海洋法会議では、領海幅員の 12 カイリへの拡張

規則を定めて、その中で特定の水産動物を育成し、経

と沿岸国に資源管轄権、汚染防止管轄権などを認める

済的メリットのある大きいサイズを採捕するような仕

200 カイリ経済水域の設定などの新たな制度が新海洋

組みを作り、これによって栽培漁業などが円滑に進む

法条約の内容となることが確定的な情勢となり、一気

よう国及び都道府県が誘導助長しようとするものであ

に 200 カイリ体制が進んだのである。

る」と述べている。

わが国も対抗上 1977（昭和 52）年５月に「漁業水
域に関する暫定措置法」を公布し、200 カイリ漁業水
域を設定せざるを得なくなった。こうして戦後の漁業

特動事業を効果的に実施するために漁協などが都道

発展を支えてきた基本構造が根底から覆されることに

府県知事の許可を受けて設定する育成水面は 1974（昭

なり、わが国は自国の排他的経済水域（EEZ）内での

和 49）年以降全国 40 カ所が指定されたが、特動事業

漁業生産の確保を余儀なくされたのである。

を継続して実施している漁協は今は無い。

２．沿岸漁場整備開発法の制定

３．県営栽培漁業センターの整備

1974（昭和 49）年に沿岸漁場整備開発法（以下、
沿整法）が制定された。この法律の第 16 条では、
「国

（1）栽培漁業の全国化構想
黎明期の 10 年で、瀬戸内海ではクルマエビ、ガザミ、

及び都道府県は、沿岸漁場整備開発事業及び特定動物

マダイなどの種苗生産の成功とクルマエビの放流効果

育成事業の実施と水産動植物の種苗生産施設整備運営

事例が増加するなど一定の成果をあげてきた。

を併せて推進することにより、栽培漁業の振興に努め

山口県や兵庫県は瀬戸内海と日本海を抱えていたこ

なければならない」と規定している。同法の施行につ

ともあり、日本海海域ブロックの関係府県が栽培漁業

いての事務次官通達では、
「今後の沿岸漁業の振興上

の導入を強く要望するようになった。1969（昭和 44）

最も重要な施策の一つとして栽培漁業の振興を図る必

年に国営栽培漁業センターの誘致を主目的とする栽培

要があるという観点にたって」と、法第 16 条におい

漁業事業化推進準備会、協議会が設置され、こうした

て明定したので、
「本規定の趣旨を体して今後とも栽

動きが各海域ブロックに拡がり、国に対する陳情活動

培漁業の振興に努力されたい」と、栽培漁業を国の沿

が活発化した。1972
（昭和 47）
年２月時点で、
日本海区、

岸漁業振興の政策とすることが明示されたのである。

東シナ・有明海区、太平洋北区、太平洋中区の４ブロッ

（1）沿岸漁場整備開発事業
この法律が規定する沿岸漁場整備開発事業（以下、

クに栽培漁業推進協議会が立ちあがり、関係都道府県
は合計 32 に及んでいたのである。

沿整事業）とは、①魚礁の設置、②消波施設の設置、

水産庁ではこれらの動きを受けて、全国海域への拡

③しゅんせつ、④漁場回復のための堆積物の除去など

大構想の第一段階として 1973（昭和 48）年度予算で、

である。

日本海海域に国の栽培漁業センターの設置を要求する

魚礁設置や増養殖場造成などの整備開発事業は沿岸
漁業構造改善事業を通じて従来から行われていたが、
沿整法では魚礁設置事業、増養殖場造成事業、沿岸漁
場保全事業の３つの事業を定め、大型の公共事業とし

ことになった。要求に当たり庁内に検討会が設けられ、
栽培漁業全国化のための総括的な討議が行われた。
（2）都道府県栽培漁業センターの施設整備
国営から国の高率補助（3/4）による都道府県栽培

て整備されることになった。

漁業センター方式に移行する裁定を下され、以後順次

（2）特定水産動物育成事業

道府県に栽培漁業センターが整備されることになっ

沿整法は漁場整備とあわせて特定水産動物育成事業
（以下、特動事業）の実施を求めた点に大きな特徴が

た。県営栽培漁業センターの整備は 1971（昭和 46）
年に制定された海洋水産資源開発促進法の趣旨に基づ
き、
「都道府県が沿岸海域における水産資源の増殖お

ある。

18

そして、対象種としてクルマエビ、マダイ、ガサミ
が指定された。

同法の施行についての次官通達では、
「沿岸漁業の

よび養殖を推進するための栽培漁業振興施設（栽培漁

生産の増大を図るためには、天然の資源のみに依存し

業センター）を整備することにより、種苗の確保およ

てきた従来の漁業に加えて、いわゆる栽培漁業を推進

び放流を円滑に行い、漁業生産の増大を図る」ために

することが必要である」と明確に言いきり、
「地先漁

必要な施設として位置づけられた。

業として経済的に成り立つようにしていくことに重点

国への依存から脱皮し、道府県が自主的に種苗生産

を移行させるべき時期に至っている」との認識を示し

を進める体制が整った。国の栽培漁業センターは技術
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開発を担い、栽培漁業の事業化に向けた拠点づくりが
道府県単位で進められることになったのである。

する上で大きな役割を果たすことになった。
この大会は 12 の関係水産団体によって組織される
大会推進委員会と開催県との共催となっており、農林

４．日本栽培漁業協会の発足
（1）全国組織の誕生と認可法人化見送り

水産省の後援を受けて運営された。
また、1979（昭和 54）年に初めて小学校 5 年生の

1978（昭和 53）年７月に発足した栽培漁業振興対

教科書に栽培漁業が記述された。一方、これまで、水

策検討会の検討結果などを踏まえ、水産庁は栽培漁業

産高校の教科書では増殖の中で栽培漁業が取り扱われ

振興法案の検討作業に入り、次の３点を法案の骨子と

ていたが、1986（昭和 61）年に初めて栽培漁業が独

してまとめた。

立した教科書となった。

① 国及び都道府県の種苗放流計画制度を設ける。
②

従来の育成水面制度を拡大して、県が特定水産動
物育成事業を実施、受益者負担として利用料を徴収
しうること。

③ 認可法人日本栽培漁業協会の設立。

３節 定着期（1983 ～ 2000 年）
沿岸漁場整備開発法が 1983（昭和 58）年に改正され、
栽培漁業に計画制度の導入や、指定法人の設立など、

しかし、当時の法律法人を整理する風潮の中で時期

栽培漁業の推進体制が制度的に整備された。それから

が悪く、法律法人化は見送られることになり、日本栽

水産基本法が成立する 2000（平成 12）年までの 18 年

培漁業協会は社団法人としてスタートすることになっ

間を定着期とした。この期に始まった計画制度は、国

た。なお、受益者負担についても時期尚早との空気が

が策定する基本方針、都道府県の基本計画の下で栽培

強く断念された。

漁業は一層推進され、着実にわが国に定着した。

1979（昭和 54）年７月９日に開催された瀬栽協の
臨時総会で日栽協に改組し、栽培漁業の全国的促進を
図ることとなり、７月 12 日に認可された。
（2）開発種の拡大と種苗量産技術の構築
この時期に、国からの委託を受けて、新しい栽培対

１．沿整法の改正と栽培漁業の推進
1983（昭和 58）年６月、沿整法が一部改正された。
この改正によって、栽培漁業の推進体制が制度的に整
備された。

象種として、サワラ・ブリ・ヒラマサ・ニシン・キジ

法改正に至った背景は、第１に国際的な 200 カイリ

ハタ・カサゴ・クロソイ・マコガレイ・メイタガレイ・

体制の定着によって、国民生活の上で果たす沿岸漁業

ババガレイ・マツカワ・ノコギリガザミ・ケガニ・マ

の役割は一層重要性を増していること、第２に都道府

ダコなどに対象種を広げて親魚養成・採卵・種苗生産・

県の種苗生産施設はほぼ整備されたものの、栽培漁業

放流技術の開発が行われた。

を計画的に推進するための枠組みや漁業者自らが実施

一方、マダイ・ヒラメ・ガサミ等重要種については

し得る条件がまだ整っていないこと、第３に全国各地

量産技術の開発に取り組み、
高度な省力化・コスト削減、

で漁業と遊漁者との紛争、競合が生じており、漁場利

疾病防除や形態異常の防除技術の開発は残しているも

用調整による安定的な利用関係を確保する必要性があ

のの、量産化の基本的な技術はほぼ開発完了とされた。

ることの３点である。

ブリ養殖が盛んになるとともに、天然モジャコの採

これを受けて、同法の目的に、
「水産動物の種苗の

捕量が増加し、ブリ資源に悪影響を及ぼしているとの

生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的かつ効率

指摘が定置網業界から出された。このため国はモジャ

的に推進するための措置」が加えられ、さらに「水産

コ採捕量の調整にあたるとともに、国は日栽協に委

動物の育成を図り沿岸漁場としての生産力を増進する

託してブリの種苗生産技術開発を実施することとなっ

ための事業を推進する」を「沿岸漁場の安定的な利用

た。この期の末期には十万単位の種苗生産ができる技

関係の確保を図るための措置を講ずる」に改められた。

術レベルに達している。

沿整法の改正により栽培漁業の法的根拠が整い、栽
培漁業は着実に定着していった。

５．栽培漁業の国民的認知

（1）栽培漁業の計画的な推進

「つくり育てる漁業」という概念を国民に広く普及

国は栽培漁業基本方針（
「水産動物の種苗の生産お

する上で大きな役割を果たしたのが、
「全国豊かな海

よび放流ならびに水産動物の育成に関する基本方針」
）

づくり大会」の開催である。

を策定し、都道府県はこの方針に基づいて基本計画を

第 1 回大会は 1981（昭和 56）年９月 26 日に大分県
鶴見町で皇太子・皇太子妃両殿下の御臨席を仰ぎ、盛
大に挙行された。この事業はテレビをはじめマスコミ
に大きく報道され、栽培漁業の概念を国民の間に普及

定めることができることとし、栽培漁業を計画的かつ
効果的に推進することとされた。
（2）放流効果実証事業制度の創設
栽培漁業の拡大発展のためには、①種苗生産の技術
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開発と実験的放流を積み重ね、②増殖効果が明らかに

（2）役割分担の明確化

なった段階で経済効果の実証とその成果の普及をおこ

一方、
1988（昭和 63）年の「栽培漁業事業の概要」
（水

ない、③漁協などによる種苗生産や購入、放流・育成

産庁）には栽培漁業の役割分担の図が掲げられ、対象

を行うという段階を踏む必要がある。最終目標は栽培

種の生態特性（移動性）に着目した役割分担が整理さ

漁業の漁業者への定着である。漁業者に定着した段階

れている。

では、国及び都道府県の財政負担だけではなく、受益
者が応分の負担をすることが必要になる。この負担を
求めるためには漁業者に放流効果を実際に示して見せ
ることが重要となるとの趣旨から放流効果実証事業制
度が創設された。
２．栽培漁業推進施策の展開
沿整法の改正により栽培漁業の法的根拠が整い、予
算にも支えられ栽培漁業は着実に定着し、沿岸漁業振
興の中心的施策として本格化することとなった。
（1）栽培漁業の定義と範囲
水産庁は 1986（昭和 61）年から「栽培漁業事業の
概況」という小冊子を毎年発刊し、事業の概要をとり
まとめることになる。最初に発刊された同冊子では、
栽培漁業を「魚介類の種苗を大量に生産し、これを中
間育成し適地に放流して、その後は保護を加え漁場の

栽培漁業の役割分担

管理を行いつつ、自然の海での成長にまかせ、その後

「栽培漁業関係事業の概要 （昭和６３年）」 （水産庁） より引用

これを漁獲する」新しい漁業と定義し、
「種づくり」
「場
づくり」による増殖事業と定めた。
栽培漁業の範囲は、
1986（昭和 61）年の同冊子で「栽
培漁業の範囲」として示されている。これによれば、

（1）資源管理関連事業
磯根資源を中心に各漁村で自主的ルールをつくり、

狭義の栽培漁業は「タイ、クルマエビ、ガザミ、アワ

再生産の範囲内で利用する伝統があったが、200 カイ

ビなどの人工種苗を放流・育成管理し、漁獲するもの」

リ時代の本格的な到来によって、わが国の漁業は、限

であるが、これに加えて人工種苗以外の放流（天然種

られた海域、限られた資源のもとで新しい考えの導入

苗などの移植放流）
、サケ・マスふ化放流事業、第５種

を迫られ、自主的な取組みが移動性の魚種にも広がる

共同漁業権漁業の各増殖事業と、無給餌、給餌、海藻

ことが求められた。そこに登場したの「資源管理型漁

類などの養殖業を含めて、広義の栽培漁業としている。

業」であった。水産庁は、資源管理型漁業の取組みの

狭義の栽培漁業は、
「海の種づくりのうち、サケ・
マス類を除く魚種を対象とする部分」で、従来から行

全国的な展開を図るため各種の支援策を進めた。
（2）TAC 制度の導入

われてきたサケ・マス類の種苗放流は「栽培漁業」の

わが国は 1996（平成 8）年に国連海洋法条約を締結

対象外としているが、このことが同冊子で明確に記述

し、それに基づき「海洋生物資源の保存及び管理に関

されるようになったのは 1998（平成 10）年度からで

する法律」を制定し、TAC 制度を導入した。この制

ある。

度により資源量に着目した資源管理へと大きく転換す

1996（平成８）年の漁業白書では、栽培漁業を「水
産資源の維持・増大と漁業生産の向上を図るため、有

20

３．国連海洋法条約と資源管理型漁業の発展

ることになった。
（3）栽培漁業と資源管理

用水産動物について種苗生産、放流、育成管理などの

自然の生態系の一部を利用する漁業は、資源の再生

人為的手段を施して資源を積極的に培養しつつ、もっ

産による加入資源の量に大きく依存している。しかし、

とも合理的に漁獲する漁業のあり方」と定義している。

この加入資源は極めて不安定であるし、人の力の及

なお、栽培漁業の定義は、今日に至るまでに時流に

ばないところである。このように「天然資源」の加入

応じて変化している。当初は、
「自然の海での成長に

が不安定であるのに対して、人の手で生産した人工種

まかせ、その後これを漁獲する」としていたが、1998

苗、つまり「栽培資源」は計画的な供給が可能である。

（平成 10）年度には、
「合理的な漁獲を行う」に、さら

計画的かつ安定的な資源供給とその後の管理によって

に 2004（平成 16）年度には「対象とする水産動物の

漁業生産の安定、漁業経営の安定を確保することは理

資源の持続的利用を図る」に書き改められている。

論的に可能である。ただし、
「天然資源」はタダであ
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るのに対し、
「栽培資源」はコストがかかることから、

1970 年代後半になって、鹿児島水試が湾内のマダイ

このコストを上回るだけの生産性が確保できなければ

を対象に市場での水揚サンプリング調査を実施した。

成り立たないことになる。つまり、栽培漁業を成立さ

マダイ人工種苗の鼻孔隔皮欠損という標識を活用した

せるためには、資源管理が同時に伴わなければならな

ものであった。また、
ヒラメは無眼側の黒色色素によっ

い。

て天然と人工種苗との識別が可能なことから両種につ

他方、資源管理に当たって漁業者間の合意形成に栽

いては市場調査がその後中心となり、放流効果の量的

培資源の導入が有効であることは資源管理研究者の次

な評価が可能となり、種苗放流の事業化に大きく貢献

のような指摘にも現れている。

することとなった。

「資源管理に対する漁民の合意を得ようとする際の
最大の関門は、資源利用をめぐる漁業者階層間の利害

（3）漁業者へのひろがり
この期に入って、栽培漁業の取り組みは着実に漁業

のギャップであり、それを埋め合わせるものとして、

者の間にひろがって行った。種苗放流を実施した漁業

栽培資源の導入が非常に有効に機能することが多い。

地区は全体で 80％以上に達している。太平洋中区及び

その意味で、栽培資源は極めて貴重な合意形成の手段

東シナ海で若干実施率が低いもののそれほど大きな地

である。主目標を天然資源の管理の改善におきながら、

域差はみられない。また、種苗生産施設がある漁業地

それを補強するものとして種苗放流を効果的に利用す

区は全体で 9.0％であるが、サケやホタテガイの栽培

るといった計画が、もっと意図的積極的に立案されて

漁業がさかんな太平洋北区、北海道区で保有率が高く

よいであろう。
」

なっている。
わが国の漁協組織を軸とした漁業者によるボトム

４．栽培漁業の発展
（1）種苗の大量放流の実現
基本的な種苗生産施設の全国展開、生産技術の普及
によって、種苗の大量生産、大量放流の体制がこの時
期に確立した。沿整法に基づき 1984（昭和 59）年３

アップ型の資源管理型漁業の推進が世界的にも注目・
評価されているところだが、このことと一体的にわが
国の栽培漁業の漁村への定着 ･ 発展が図られることと
なったといえよう。
（4）国際シンポジウムの開催

月に公表された第１次基本方針では、
「水産動物の種

1997（平成 9）年ノルウェーのベルゲンで栽培漁業

類をできる限り限定して、その大量生産を効率的に推

国際シンポジウムが初めて開催され、世界の栽培漁業

進する」という「選択と集中」の路線が示された。こ

への取り組みの全体像が明らかとなった。以後、日本、

の方針の具体的な対象種は、マダイ、ヒラメ、クルマ

アメリカ、中国と４～５年ごとに開催され、次回は、

エビ、ガザミ、ヨシエビ、ホタテガイ、アワビ類、ア

オーストラリアで開催予定となっている。

カガイ、ウニ類の９種類であり、その数値目標が示さ
れた。
こ の 期（1983 ～ 2000 年 ） ク ル マ エ ビ の 種 苗 は 2
～ 3 億尾を放流してきたが、放流サイズの大型化もあ
り、この 18 年間で放流量は減少している。一方、放

４節 転換期（2001 ～ 2013 年）
水産基本法が制定された 2001（平成 13）年から、
今日にいたる 12 年間を転換期とした。

流量が増加したのがウニ類とヒラメで、ウニ類は年間

この期では、我が国の栽培漁業を 40 年間、全国的

８千万個程度に、ヒラメは３千万尾程度に増加した。

視点で牽引してきた日栽協が 2003（平成 15）年に廃止、

種苗の質も向上し、栽培漁業は確実にわが国に定着

水研センターに統合。2006（平成 18）年には都道府

した。そして、放流量がピークを形成するのがこの期

県への補助金が税源移譲される等、栽培漁業は激動

である。

する情勢変化の中で歴史的な転機を迎えることになっ

（2）種苗放流の効果調査
種苗放流の効果を把握することは、事業の推進に

た。こうした中にあって、2011（平成 23）年に全国
６海域で海域栽培漁業推進協議会が設立された。

とって不可欠である。
いわゆる栽培漁業で取り扱う種は天然由来のものと
放流種苗が混ざって漁獲されるために両者を区別しな

１．水産基本法の制定と基本計画
（1）基本法における栽培漁業の位置づけ

ければ、放流効果を算定できない。区別する方法とし

2001（平成 13）年 6 月には「水産物の安定供給の

て最初に導入されたのが外部標識をつけ、標識魚の混

確保と水産業の健全な発展」を基本理念に掲げた水産

入率から放流効果を求めることである。しかし、外部

基本法においては、水産資源の増殖について、第２条

標識には多大の労力を要し、標識魚の再捕報告は不完

２項及び第 16 条に規定されている。また、水産基本

全で、しかも標識の脱落もあり、正確な評価ができな

法では、第 11 条において、政府は水産基本計画を定

い欠点があった。

めることとなっている
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第２条２項では、
「水産物の供給に当たっては、水

続的利用が基本であるが、その資源が総じて低位また

産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであ

は悪化の傾向にある中で、種苗放流により資源の回復・

ることにかんがみ、その持続的な利用を確保するため、

増大の漁業関係者の大きな期待があった。他方、栽培

海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を旨として

漁業の推進のための費用負担の課題があり、これまで

水産資源の適切な保存及び管理が行われるとともに、

の 40 年の栽培漁業の歴史を総括し、これからの栽培

環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の増殖及び養

漁業の将来方向（あり方）を検討することが目的であっ

殖が推進されなければならない。
」とされている。

た。

第 16 条では、
「国は、環境との調和に配慮した水産

2001（平成 13）年度の４回の検討会を経て、費用負

動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の

担のあり方についての中間とりまとめが行われ、2004

種苗の生産及び放流の推進、養殖漁場の改善の促進そ

（平成 16）年８月に最終報告書が取りまとめられた。

の他必要な施策を講ずるものとする。
」とされている。

この検討会の議論は 2005（平成 17）年に公表された
第５次栽培漁業基本方針に反映されることになった。

③ 基本計画
2012（平成 24）年３月に第３期基本計画においては、
「新たな資源管理体制下での水産資源管理の強化」を
達成するための方策として、種苗放流による資源造成
の推進が位置づけられている。

３．水研センターへの日栽協業務の統合
水産庁の水産研究所は 2001（平成 13）年４月に、
橋本行革によって発足し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）に再編された。引き

２．時代の大きな流れ

続き、2003（平成 15）年 10 月には海洋水産資源開

（1）小さな政府

発センター及び日栽協の業務が水研センターに統合さ

バブル経済の崩壊後、わが国は不良債権と長期の不

れ、さらに 2006（平成 18）年４月にはさけます資源

況に苦しむことになる。2001（平成 13）年４月に誕

管理センターも統合された。国の水産分野における試

生した小泉内閣は、果敢な不良債権処理と、
「小さな

験研究体制は大きく改変した。

政府」を掲げ「官から民へ」｢国から地方へ｣ を改革
の柱として「聖域なき構造改革」を進めた。

統合後の法人においては、基礎から応用、実証化ま
での各段階の研究を一元的に実施することにより、一

（2）地方分権と三位一体改革

貫した方針に基づいた計画立案から研究の推進・評価

「地方にできることは地方に」という「小さな政府」

が可能となり、基礎研究と実証試験の間の有機的な連

の方針のもとで、国庫補助金の廃止・縮減（補助金改

携が強化され、研究着手から実用化までの時間が大幅

革）
、税財源移譲による地方分権、地方交付税の削減

に短縮されるとともに、より質の高い試験及び研究並

による財政再建がセットで行われた。

びに技術開発の実施が期待できる。

2006（平成 18）年、
三位一体改革の方針にもとづき、

また、統合メリットを生かした業務運営の効率化が

栽培漁業関連の補助金・交付金は地方に税源移譲され、

図られることに加え、多数の現地組織を有することに

栽培漁業は都道府県などの裁量のもとでの自主的な取

なることから、現場の行政ニーズに的確に対応した研

り組みへと大きく変更された。税源移譲によって、国

究の展開が期待される。

は全国的視点に立脚した栽培漁業政策を推進する財政
的根拠が弱体化することとなった。
（3）責任ある栽培漁業

社団法人全国豊かな海づくり推進協会は、2003（平

生物多様性の確保という国際的約束と栽培漁業の整

成 15）年秋、日栽協が公益法人改革の一環の中で解散

合性が新たな課題として浮かび上がってきた。このた

し、業務の一部が水研センターに引き継がれるに当た

め、第５次基本方針はこれまでの基本方針から大きく

り、栽培漁業の推進にいささかも停滞があってはなら

転換し、
「責任ある栽培漁業」なる概念が打ち出され

ないとして、全国都道府県及び全国漁業系統団体の強

ることになった。

い意志の下に、その名称も、栽培漁業の推進を核とし

各都道府県の基本計画をみると、
「責任ある栽培漁
業」の具体的な内容は、放流魚の天然魚との置き換え、
遺伝的多様性の確保、系群への影響、伝染性病原体の
まん延防止等への配慮という点が共通している。
（4）栽培漁業のあり方検討と提言

22

４．全国豊かな海づくり推進協会の発足

つつもより幅広い諸活動の可能性をも期待して「豊か
な海づくり」を冠して発足を見たものである。
（1）協会の諸活動
2005（平成 17）年２月には、水産庁において進め
られてきた「栽培漁業のあり方検討会」の報告をも踏

2001（平成 13）年７月、水産庁に「栽培漁業あり

まえ、沿岸漁場整備開発促進法に基づき、2009（平成

方検討会」が発足した。４月の水産基本法の成立を踏

21）年度を目標年度とする第５次栽培漁業基本方針が

まえ、わが国 200 カイリ内の水産資源の維持とその持

策定公表され、その中で、当協会も役割が明記された。
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（2）公益社団法人として
2013（平成 25）年４月１日より公益社団法人全国
豊かな海づくり推進協会としてスタートしている。
国民にとって大切な水産資源の維持・増大と生育環

ており、将来の漁獲が大きく落ち込む懸念された。
国の「被災海域における種苗放流支援事業」を活用
し、日本海北部海域の種苗生産施設などからの種苗の
導入などにより、放流尾数の確保を行っている。また、

境の保全及び適切な保存管理を推進し、都市と漁村の

種苗生産施設については、水産業共同利用施設復旧整

交流の実践を通じて豊かな海づくりの実現に貢献する

備事業を活用し、太平洋北海域内での種苗生産に係る

ことにより、心豊かな国民生活の実現、国民への水産

連携・協力をも視野に入れた施設整備の復旧・復興が

物の安定的な供給、並びに一般消費者の利益の増進に

図られている。

寄与することを目的として、その目的を達成するため
①「水産資源の維持増大や生育環境の保全などを通じ
た豊かな海づくり事業」
、②「広域に連携・共同した
種苗生産、放流体制をめざす栽培漁業広域連携推進事
業」
、③「栽培漁業技術開発と普及促進及び生息環境
の保全推進事業」の三本を柱として豊かな海づくりに

５節 これからの栽培漁業を考える
１．危機に立つ沿岸漁業
（1）わが国の漁業生産の推移
沿岸漁業等振興法制定時以降の漁業生産の状況は、

向けて広く社会的な貢献を果たす公益社団法人として

遠洋漁業のピークは、タラ類を中心に、1987（昭和

事業を推進している。

62）年の 234 万トン、沖合漁業のピークは、マイワシ
を中心に、1984（昭和 59）年の 695 万トンであった。

５．税源移譲と広域種への対応
（1）交付金への一元化

総生産量は、1984（昭和 59）年の 1,281 万トンがピー
クで、32％をマイワシが占めていた。

2001（平成 13）年に小泉政権の下、聖域なき構造

この間の遠洋漁業の生産量の減少は、国際環境の変

改革の一環として三位一体の改革が行行われた。三位

化による漁業の縮小によるものであり、沖合漁業の減

一体の改革とは、
「地方にできることは地方に」とい

少は、マイワシ資源の変動によるものである。

う理念の下、国の関与を縮小し、地方の権限・責任を

沿岸漁業の生産は、遠洋、沖合漁業の著しい減少に

拡大して、地方分権を一層推進することを目指し、国

比べ、緩やかで、安定的に推移し、多様な魚介類を、

庫補助金負担改革、税源移譲、地方交付税の見直しの

国民に供給する役割を担ってきている。

３つを一体として行う改革であった。
水産庁の栽培漁業補助事業予算についても、三位一

（2）栽培漁業の貢献
マダイ、ヒラメは１千万尾単位の種苗放流がなされ、

体改革の流れの中で、2005（平成 17）年には他の補

漁獲量に対する貢献度は 5 ～ 10％と見積もられてい

助金とともに「強い水産業づくり交付金」
（水産業振

る。また、マダイは、神奈川県、鹿児島県の事例が代

興など推進交付金）に一本化され、さらに 2006（平成

表するように放流の経済効果が実証され、漁業者のみ

18）年度から、本交付金が都道府県に税源移譲され、

ならず遊漁者の協力も得つつ事業が展開されている。

都道府県の裁量の下で、自主的に取組を進めることと
された。
（2）広域種資源回復から資源造成へ

ヒラメでは、青森県から茨城県に至る太平洋北海域
の各県並びに千葉県で、漁業者が水揚げ金額から事業
費を負担する方式による事業化が進められている。

国は、税源移譲で栽培漁業の推進は都道府県に委ね

また、瀬戸内海においては、漁獲量の減少が進む中

ることとしたが、県域を越えて移動する広域種の栽培

で放流対象種のマダイ、ヒラメ、クロダイの漁獲が安

漁業については支援を行っている。

定し、放流の貢献が裏付けられている。

2011（平成 23）年度からスタートした放流魚の再

アワビ類については、暖流域においては、磯焼けな

生産による資源の造成を目指す「広域種資源造成支援

どによる生息域の環境悪化が指摘されている。北方域

事業」では、従来から進められてきた放流後成長した

では、漁業団体等による種苗生産が行われるなど放流

魚を漁獲する一代回収型栽培漁業に加えて、添加効率

効果への信頼は高い。

を高めるための適地放流、放流直後の混獲防止、漁獲

クルマエビについては、瀬戸内海において、種苗放

サイズの自主規制の励行・遵守することにより、親魚

流の貢献は 10％程度とみられるが、漁獲量の減少と種

を獲り残して再生産を確保する資源造成型栽培漁業の

苗放流量の減少の傾向が相似している。

実証を目指している。
また、海域での共同種苗生産体制の構築も検討され
ている。
2011（平成 23）年３月に起きた東日本大震災によ
り太平洋北海域の種苗生産施設も壊滅的な被害を受け

このほか、地域性ニシンでは、種苗放流の開始とと
もに、初回産卵魚の保護などの取り組みにより漁獲量
が増加しつつあり、マツカワでは枯渇した資源が放流
により回復している。瀬戸内海のサワラにおいては、
漁業者が広域漁業調整委員会の指示や自主規制により
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資源管理に取り組むとともに関係府県が種苗生産から

過ぎない。種苗生産経費は補助金・委託費＋漁業者等

放流までを実施するなど、資源回復に向けての努力が

負担金＋基金運用収入等で賄っているが、ほとんどの

続けられている。産卵回帰することが明らかになった

栽培漁業関係法人で種苗生産経費を賄えない状況が常

トラフグでは、資源を維持・増大させるためには種苗

態化しているという結果がでている。

の放流が不可欠になっている。
このように、栽培漁業が沿岸漁業生産の落ち込みの
下支えに少なからぬ貢献を果たしている。

漁業者・漁協からの種苗購入代金等（負担金）は、
10 年間で 10％程度の減少に留まっており栽培漁業へ
の期待感がみられるものの、漁業者等の負担増を求め
ようとしても、負担増を受け入れられない状況がある。

２．厳しい環境に直面する栽培漁業
（1）予算の減少

（5）種苗放流数が減少する広域種
マダイ、ヒラメ、クルマエビ等の広域種の種苗放流

長引くデフレ不況のもとで都道府県の財政は悪化
し、栽培漁業への必要な予算の配分がなされない都道

尾数が大きく減少している。
地先種は減っていないにもかかわらず、広域種のみ

府県も増え、栽培関係予算は全体として減少している。

が激減しているのである。都道府県にとっては、年々

都道府県の栽培関係予算の推移は、2002（平成 14）

厳しさを増す栽培予算から、県を越えて他県でも漁獲

年度の 75 億円から 2012（平成 24）年度には 51 億円

される可能性がある広域に回遊する魚種からは手を引

に減額されており、この 10 年間の減額率は 32％に及

かざるを得ない状況に立たされていると考えられる。
（6）求められる「公益性」の発揮

んでいる。
他方、水産庁の栽培関係予算は、18 年度の税源移譲

2009（平成 21）年 12 月に公益法人関連３法が施行

後に広域種に対応した「栽培漁業資源回復等対策事業」

され、
1898（明治 31）年の民法施行以来 110 年ぶりに、

の 1.5 億円が措置されたものの、2002（平成 14）年度

主務官庁制を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分

の 7.1 億円から急減した。

離する大改革＝「公益法人制度改革」が行われている。

（2）施設の老朽化

このため、これまでの社団法人 ･ 財団法人は、５年

都道府県の栽培漁業センターは建設後 25 年以上経

の移行期間（2013（平成 25）年 11 月末）内に、新た

過した施設が全体の 60％に及んでいる。これらの施設

な公益社団 ･ 財団法人又は一般社団 ･ 財団法人への移

は、耐震性の問題を抱え、種苗生産に海水を使用する

行を迫られることとなった。

ことから老朽化が著しく、鉄骨の腐食による錆片・塗

栽培漁業関係法人の今後の予定を含めると、
「公益」

料の落下、水槽の亀裂による水漏れ・崩壊、給排水管

への移行が約 75％となっている。

の錆・腐食による漏水などの危険性があるなかで、こ

栽培漁業関係法人が、一層の社会的な役割を発揮し、

のまま放置すれば、運営廃止を余儀なくされる恐れが

その「公益性」への国民的な理解を得るための諸活動

ある施設が数多く存在している。

の推進が期待されるところである。

（3）職員の減少と高齢化
都道府県などの栽培漁業センターの職員は、
2000（平
成 12）年度は 471 名であったが、2009（平成 21）年

（1）海域栽培漁業推進協議会への期待と

度は 400 名に減少している。ちなみに 1996（平成８）

海域栽培漁業振興プランの策定

年 12 月時点の職員数は 678 名であったので、最盛期
に較べると職員数は大幅に減少している。

2010（平成 22）年度に、栽培漁業の新たな推進体
制として全国を６海域に分け、それぞれの海域ごとに

一方、2009（平成 21）年度の年令階層別の職員数

「海域栽培漁業推進協議会」を立ち上げ、広域種の栽

を見ると、50 歳以上が 39％を占めて最も多く、逆に

培漁業の推進，資源造成型栽培漁業の推進、種苗の共

30 歳未満の職員は８％にすぎず、若い職員の加入が少

同生産体制の推進などを目指すこととなった。
「海域

なくなっている。

栽培漁業推進協議会」を構成するのは、関係する都道

（4）栽培漁業関係法人の著しい経営悪化
国、県を通じた行財政改革の嵐の中で、多くの栽培

府県漁連、都道府県、栽培漁業を推進する法人、全国
豊かな海づくり推進協会であり、漁業者と都道府県、

漁業関係法人は ｢自立化｣ を強く求められ、公的支援

研究機関などが一体となった新たな栽培漁業の実践組

の圧縮や断ち切り等を通して、栽培漁業関係法人＝栽

織として期待されている。

培漁業センターの運営は経営的に著しく悪化してい

海域ごとに、
「栽培漁業振興プラン（仮称）
」を策定し、
実践することにより、日本列島一円の沿岸漁業を再生

る。
当協会の平成 23 年度の調査によると、補助金・委
託費収入が 10 年間で約半減し、また頼みの基金から
の運用益は低金利下で、収入の約 1 割を賄っているに
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し、活力ある漁村地帯の形成により均衡の取れた日本
列島を再構築する構想にも結びつくと考えられる。

（2）連携・協力体制の構築
（セーフティネットの構築と共同種苗生産・放流体制
の確立）

の豊かな自然や文化を伝え、引き継いでいくために、
自然と人の関わりについての「教育」を組み立ててい
くことは重要だ。栽培漁業の持つ一連のシステムを、

日栽協及び水研センターとの統合初期の栽培漁業部

「里海」とともに、子供たちへの「教育」装置として

門は、各地に存在した栽培漁業センターを通じ、都道

捉え活動していくことは、栽培漁業への理解を拡げる

府県の栽培漁業の現場ニーズに応えつつ、種苗の量産

とともに、栽培漁業関係機関の活躍する新たな領域を

技術開発や栽培漁業技術の指導・普及・推進など全国

広げていくものと考える。
「豊かな海づくり」へ、
「種

を俯瞰する中核機関として重要な役割を担ってきた。

苗の放流＝栽培漁業」という従来の狭い意味での枠で

しかし、推進体制が変容する下で、情勢の変化に対応

栽培漁業をとらえることなく、自然の生物再生産を人

した、新たな視点での取り組みが求められている。

の手で支え、創造する全ての活動を栽培漁業と再定義

都道府県は、厳しい環境の下で、様々な取り組みを
進めているが、各自の努力の限界性が目に見える状況

し、これらを推進する活動を広域連携の中で支援して
いくことが求められている。

下で、厳しい現状を克服し、更なる発展を目指すには、
連携・協力は必至であるとの認識が定着しつつある。

４．おわりに（水産国日本の再生へ）

1 つは、種苗生産の不安定性の克服と効率的な生産

受益する者と事業実施者が可能な限り重なるよう海

体制の確立を図るには、セーフティーネットの構築は

面管理を制度的に手当できないかとする努力と種苗生

不可欠である。

産機関（栽培漁業関係法人）の運営自立化への努力は、

種苗生産機関間で生産に関わる情報を迅速に共有

成功したとはいえない。前者は、移動・回遊する水産

し、相互の種苗の融通・交換に加え、生産対象種の役

動物を実際上、制度的に囲い込むことには限界がある

割分担を行うなど連携・協力により供給の安定化を図

ことが確認された。後者は、関係県の多くが年次計画

ることも必要となろう。

の下に、栽培漁業基金などの造成を果たしたものの金

このためには、行政区域を跨る自治体間の合意が必

融情勢の変化に抗しきれなかった。加えて、魚価の著

要となるが、その調整には国の積極的関与も要しよう。

しい低落は、当初の法人経営の設計を根幹から揺さぶ

２つ目は、広域種の放流の促進である。
各県は、厳しい状況の下で、自県内の対応を意識す
る余り、種苗生産・放流の対象種は、定着性、あるいは、
移動性の少ない種に偏りがちであり、隣接県に回遊す
る魚類への取り組みには、消極的になりつつある。
各県が積極的に対応できる環境の整備が必要であ
る。
各県の広域種の種苗生産・放流事業を助長するには、
国の支援は不可欠であるが、さらに、進んで、関係県
による共同種苗生産・放流体制の構築を助長できるよ

ると共に漁業者の負担限界も明白となっている。
水産基本法に新たに取り上げられた遊漁者などの施
策への協力規定の実行にも進展がない。
栽培漁業推進の 50 年の経過の下で、具体的な努力
の結果と多くの経験が集積されている。この貴重な経
験と蓄積を改めて認識し、これを活かし、明日を切り
拓いてゆくことが栽培漁業に関わる者に課せられた任
務であろう。
「栽培漁業のあゆみ 50 年」の編纂はその
序章である。
栽培漁業は、国の基本方針、県の基本計画策定とい

う国による強力な指導・支援が待たれる。

う計画制度の存在に加え、栽培漁業関係法人組織、栽

（3）
「豊かな海づくり」へ国民とともに

培漁業基金、技術者、種苗生産施設が全国に存在して

近年、人の暮らしと自然の営みが密接な沿岸域にお

いるが、これらは社会資本そのものであり、これらの

いて､ 自然生態系と調和しつつ人手を加えることによ

栽培漁業を推進する各要素が、積極的活動に結びつく

り、高い生産性と生物多様性の保全が図られている海

ことなく停滞することは国家的損失であろう。

は「里海（さとうみ）
」として、
「里山」と同様に広く
認識されるようになってきている。
海の抱える問題に国民の感心が高まる中で、
「豊か
な海づくり」は、国民の豊かな生活に貢献し、わが国

また、新たに、関係者の連携・協力の下に全国６海
域に栽培漁業推進協議会が立ち上げられているが、そ
の潜在的機能の発揮は、多くの可能性を包含するもの
である。

の未来にもつながるものであると考えられる。した

いまや、沿岸漁業は、崩壊の危機にある。豊かな海

がって、多様な食文化をもたらす水産資源を守り増や

の存在が、漁業の存立を可能とし、漁業の維持が約束

す取り組みや、海の環境を保全し再生する取り組みに

されてこそ漁村の存在があることは自明である。わが

ついて、国民的な理解と支持を得て進めていくことが

国周辺が豊かな海に囲まれ、沿岸域に活力ある漁村が

大切である。

点在することこそ海洋国日本のあるべき姿ではなかろ

地域の漁業や海の生態系へ若者の関心が高まってい
る中で、環境教育への期待も大きい。次の世代に地域

うか。栽培漁業への取り組みがその一助となるよう、
明日に向けた更なる議論の深化が必要と考える。

豊かな海

No.32

2014.3

25

26

豊かな海

No.32

2014.3

豊かな海

No.32

2014.3

27

「栽培漁業のあゆみ50年～豊かな海ヘ～」を読んで
今後の展開を模索する「手がかり」照らし出す労作！
株式会社 水産北海道協会
代表取締役

上田克之

政権の構造改革で、国の予算は種苗生産の補助な

過去との対話通じ新たな発展を期す

ど栽培漁業から後退の度合いを強め、ある時期「栽
培漁業」という名前すら消えたと思えるような状

「あゆみ」は、栽培漁業の事業としての展開を

況があったように記憶している。

歴史的に跡づけした第１章と、各都道府県におけ
る栽培漁業のあゆみを紹介した第２章の２部構成

巻き返しの論理と方法は

からなり、副題に「繋明期・発展期・定着期・転
換期、そしてこれからの栽培漁業を考える」とあ

そこで、この 50 周年記念誌を読み、巻き返し

るように、まさに温故知新、過去との対話を通じ

の論理と方法を考えなくてはならない。資源管理

て新しい栽培漁業の発展を期す教書となってい

ばかり「強制」される沿岸漁業は本当に非効率的

る。

な産業なのか。栽培漁業をうまく導入し、商業ベー

ひも解いてみると、繋明期（1963 ～ 1972 年）
は「沿岸漁業等振興法が公布された 1963（昭和

岸の零細漁業者がそういう夢を見るきっかけがか

38）年の社団法人瀬戸内海栽培漁業協会の発足に

つての栽培漁業にはあったはずだ。

始まり、県営栽培漁業センターの整備構想が固ま

第２章のトップに「北海道」の記述がある。秋

る 1972（昭和 47）年までの 10 年間」となって

サケ、ホタテ、コンブに続く魚種としてアワビ、

おり、「マダイの量産技術開発の成功など人工種

ウニがあり、そしてヒラメ、マツカワ、ナマコが

苗生産技術が飛躍的に発展した」とある。ここか

出てくる。その中間に「日本海ニシン資源増大プ

ら栽培漁業の躍進が続き、発展期（1973 ～ 1982

ロジェクト」があり、輝かしい成功の位置を占め

年）
、
定着期（1983 ～ 2000 年）を経て今日に至る。

る。しかし、御三家の秋サケ、ホタテ、コンブ以

では現状の転換期（2001 ～ 2013 年）とはどうい

外に専業の漁業者がいる魚種はあまり思い浮かば

う時代か。

ない。自立に至っていないもの、コスト高、ある

「水産基本法が制定された 2001（平成 13）年

いは魚価安の栽培魚種をどうするのか。同時に新

から、今日にいたる 12 年間を転換期とした。こ

たな栽培魚種は漁業者による一定の自己負担を前

の期では、我が国の栽培漁業を 40 年間、全国的

提に、事業可能性が高く、採算に合うものでなけ

視点で牽引してきた日栽協が 2003（平成 15）年

ればならないだろう。戦略的な栽培魚種とか市場

に廃止、水研センターに統合、2006（平成 18）

対応型の栽培漁業とか言うのは簡単だが、実際に

年には都道府県への補助金が税源移譲される等、

取り組むのは難しい。

栽培漁業は激動する情勢変化の中で歴史的な転

28

スに持ち込むことで、自立は可能だと思うし、沿

何と言っても栽培漁業は、技術開発と切っては

機を迎えることになった。こうした中にあって、

切れない関係にあり、関係者が熱意を傾けた「動

2011（平成 23）年に全国６海域で海域栽培漁業

機、背景は、どのようなものであったか」（川合

推進協議会が設立された」

淳二編集委員会座長の編集後記）もたいへん興味

この転機は、漁業者にとってあまり有り難くな

深い。この記念誌が様々な角度から論点整理した

い変化だったかもしれない。地方分権と三位一体

栽培漁業のあゆみを「手がかりに」新たな展開を

改革と言えば、ピンと来る人も多いだろう。小泉

模索することを期待したい。
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Ⅲ 栽培漁業の明日に向けて

栽培漁業関係法人の運営課題の解決に向けた取組、及び
沿岸漁業の再生に向けた栽培漁業の役割を考える
―栽培漁業の明日に向けて―
（公社）全国豊かな海づくり推進協会
専務理事

市村隆紀

全国の栽培漁業関係者の協力のもとで刊行された 「栽培漁業のあゆみ５０年」 の冊子には、 全国の津々
浦々にある 「栽培漁業センター」 などの関係機関が日本地図上に展開された図表があります。 その数は、
市町村や漁協の種苗生産施設などを含め、 二百箇所を超える施設数であり、 漁業者の期待を担う施設であ
るばかりか、 我が国の豊かな海づくりを支える 「社会資本」 として役割の重要性は大きいものがあります。
しかしながら、 「あゆみ」 の中でも明らかにされたように、 減少する水産資源の状況をはじめとして、 危機
にある沿岸漁業にあって、 栽培漁業の５０年を契機に５０年間の経験と蓄積を活かした新たな栽培漁業の展
開により、 海の恵みを国民に供給し、 海の環境の保全 ・ 改善に貢献するよう、 また沿岸漁業の再生につな
がるよう明日に向けた議論が必要です。
こうした観点に立ち本稿は、 平成２３年１１月１９日と２０日に開催された 「栽培漁業関係法人全国連絡会
議」 と 「平成２５年度栽培漁業推進全国研修会議」 において、 小職が報告 ・ 提案した内容を原稿にまとめ
たものです。
「あゆみ」 に示されたとおり、 変革点に立ち様々な課題を抱える栽培漁業のあり方について、 本稿が関係
の皆様とともに考えていく契機となれば幸いです。

Ⅰ

栽培漁業関係法人の運営課題の
解決に向けて

コンクリｰト水槽は劣化 ･ ひび割れ著しく、内部
補修 ･ 外壁補修で延命。FRP 水槽は補修できず、
アワビ等の生産続けるも、危険な状況にあるとこ

１．栽培関係法人の運営問題の深刻化
経営危機＝法人経営の設計を根幹から揺るがす
事態

→

種苗生産経費を賄えなくなる懸念。

①産地魚価下落

→

漁業者の負担限界、②迫

ろも多い。③海水使用のため施設の痛みが激しく、
取水 ･ ろ過 ･ 排水といった 基幹施設の老朽化は、
万一の事態を懸念。（→「ライフ ･ サイクル ･ コ
スト」を管理できる体制必要。）④天井・骨格部

られる運営の「自立化」
、補助金・委託費の削減、

の錆（サビ）や塗料の水槽への落下の事態は、大

③超低金利下での運用収益をあてにできず、④税

事故につながりかねない状況→早期の更新整備 ･

源移譲によって、取組が各県判断となり、広域種

機能強化が緊急かつ重要課題。⑤経営悪化から、

は放流数が減少、⑤エネルギーコストの上昇、⑥

技術職員の削減・高齢化が進行し、大量退職時代

新法人への移行と公益性の発揮対策、など。

迎える→人材確保 ･ 育成が急務の課題。

２．施設の老朽化・技術者の大量退職が課題

３．種苗生産・放流体制の効率化が課題

①基本施設が建設後 30 年以上経過した栽培漁

①栽培対象種の重点化。②サイズの見直し、単

業センターが半数以上となっている。また、各施

価設定の見直し。③種苗生産のセーフティーネッ

設は耐用年数を超えて使用を続けている現状。②

ト構築必要。④漁協・漁業者による中間育成体制
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の見直し。⇒これらの課題の多くは都道府県単独

技術」の開発 ･ 蓄積があるか？

では完結できない。

○突きつけられる『自立化』。
その条件を考えるー②

４．栽培関係法人の運営問題の解決に向けて
（１）「栽培漁業の意義・役割」を明らかにしてい
くこと・・何のために！

①回収率を経済的に採算可能なレベルで安定さ
せるためには、放流対象種の放流効果モニタリン
グを恒常的に行う必要があるが、そのための取組

①豊かな海の存在が、漁業の存立を可能とし、
漁業の維持が約束されてこそ漁村の存在があるこ
とは明らか。

が国・県のシステム・経費が充足されているか。
②漁業者等から負担金を徴収しようとする海域
の、放流技術・ノウハウは確立されているか。ま

②（漁業者の声として）アンケート等で、漁協・

た、負担金を徴収しようとするならば、それに見

漁業者が栽培漁業の継続と、放流量の維持 ･ 増大

合った漁業実体及びそれを構築する（制度的）枠

を望む声を掴む（漁業者の体力強化→栽培漁業の

組みが要請されるのではないか。

維持）
。

○突きつけられる『自立化』。

③（資源の状況から）資源増大へ栽培漁業の積

その条件を考えるー③
上記の①、②の条件の整わない場合、リスクの

極展開は必要。
④（国の方針として）親魚を獲り残して再生産
を行わせる資源造成型の栽培漁業を、漁業管理と
漁場整備を一体的に推進。
⑤（栽培漁業センターの必要性を訴える）種苗
の安定供給、種苗価格の適正維持の視点から役割
重要。 種苗生産施設は、社会資本（社会的共通
資本）そのものである。

大きさを考えると、何らかの助成措置抜きで事業
の民営化（自立化）を図ることは困難。
また、上記①、②の一定条件をクリアーしたと
しても漁業共済等を通じた政策的なリスク低減措
置が必要ではないか。
そもそも、「鰭（ヒレ）もの」は、回遊先が一
県の沿岸を越えることが通常であると考えられる

⑥（養殖漁業の振興に不可欠）養殖漁業用の健

ことから、県単独の「事業化」にはなじまないの

全種苗を安定供給し養殖漁業経営を支えている。

ではないか。とすれば、栽培漁業補助予算が税源

⑦（広域種の栽培漁業）広域に回遊 ･ 分布する

移譲された中で、国の役割をどう考えるか。

魚種は、国の関与の上で広域の資源管理 ･ 回復対
（３）種苗生産のセーフティネットの構築の必要性

策が不可欠。

①情報の迅速な共有から
（２）栽培漁業の「自立化」とその条件を考える

種苗生産、技術開発、施設・資機材、人材関係

○突きつけられる『自立化』。
その条件を考えるー①
（国または地方公共団体の研
究開発により、事業化する
場合の投資のリスクを一定
限度以下に低められている
か？）
①放流される自然海域と
いう過酷な環境に対する適
応性を持った種苗を、漁業
として採算可能な水準で安
定的に作り出す技術が確立
しているか？
② 放 流 技 術（ 放 流 尾 数、
適期、適地、適サイズ）、放
流後の管理措置など、「放流
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（図１）

の 情報の共有化。

税増税に対応した見直し。

②供給の安定化に向けて

４）施設整備による生産性向上や技術水準の向上

種苗の融通 ･ 交換、生産対象種の役割分担など
の 連携 ･ 協力―行政を越える自治体間の合意と

施設に応じた種苗生産尾数と原価の関係を考慮
する。

国の関与が必要。
（４）生産数量の見直し
５．栽培関係法人の個別課題の解決に向けて
（１）栽培漁業対象種の重点化

①重点化による見直し、②単価変更による見直
し、③他県からの需要、④新規事業化、⑤施設の

（図２参照）

影響（マイナス面・プラス面）、⑥漁業者のニー
ズ把握

（２）生産サイズの見直し

１～４を通じて、栽培漁業センターの種苗供給収

①計画サイズと実際の供給サイズ、②基本方針
サイズと放流技術からみた適正サイズ、③業務の

支の見通し、及び放流効果（生産量・金額への貢
献）の見通しを考える。

効率化からの検討（生産時期ー出荷時期）、④放
流効果の大きい魚種への対応、⑤健全種苗を考慮
した適正サイズ、⑥中間育成体制の見直し、等。
⇒

（５）人材の確保・育成

～人づくり～

（図３参照）

単県で解決できるか。
（６）事業面での開拓

（３）種苗供給単価設定の課題解決

①漁業者 ･ 漁協と一体となった、技術 ･ 供給力

１）種苗供給単価設定のベース

の向上（営業力 ･ 販売力の強化、県内 ･ 県外）
、

原価計算 ＝人件費、光熱費、餌料費、消耗品、

②県（外部）からの人的支援（公的支援）の強化

管理費、施設費消費税など。簡便な原価試算の方

→職員の外部機関での研修、③「儲かる養殖業」

法の開発。

の支援 ･ 育成、④高齢者をターゲットに置いた栽

２）同単価設定の考え方

培漁業の展開、⑤分野別 ･ 部門別の損益の早期把

①諸情勢を踏まえて随時価格変更すべきか？、

握システム化、など。

②計画的推進の精神から単価の変動は混乱を生じ
る恐れ有り、固定的？、③他県や他の生産機関と
比べた場合、水準は高いか？、④新規魚種の単価

（７）漁場の造成ー環境収容力の維持・向上
①対象種（生態・生活史）に対応した施設配置

設定をどのような基準とするか？

など、②管理（漁場利用）と施設の連携、③磯焼

３）電気代 ･ 燃料費の高騰や 26 年度からの消費

け対策（高水温化など）：災害対策・環境激変へ

（図２）栽培対象種の重点化
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（図３）人材の確保・育成 ～人づくり～

の対策、環境改善、種苗の確保・放流、④大雨・
洪水による土石流の影響、など。

（２）課題は何か
①栽培漁業の実効性を高める。
・漁獲量に有意となる量的規模の種苗放流と移動

（８）公益性の発揮への対応
①栽培漁業の「公益性」が改めて確認された（法
人改革）。各法人とも、県民 ･ 市民に栽培漁業の

分布の実態（生態）把握。
・生態把握に基づく、沿岸域環境の整備・改善
（再生産力のアップ）。

役割に理解と支持を得る活動が重要と表明。市民、

②事業実施主体の構築ー地方自治体の行政枠を越

児童、学校、地域、企業を巻き込んだ種苗放流事

えた施策の実行。

業の展開が重要。
（社会貢献をアピールして広く

・確固たる組織態勢・財政。

「寄附金」を集めたい・・）
、②水産業・漁村多面

③複数種を対象とする場合、漁業種類が輻輳する

的機能発揮対策としての栽培漁業の展開、③どの

場合などの調整。

ようなことに重点を置くかー児童・生徒に対する

④漁獲量増大を見通した、消費 ･ 流通対策（特産

「教育」機能の開発と発揮、④全国的視野で取り

品化、食文化形成など）。

組む課題は何かー 単県で取り組むより、連携し
た取組が必要な課題は何か、など。

２．「海域栽培漁業振興プラン」の策定
（１）税源移譲のインパクト

Ⅱ

ピークに 65 億円あった栽培関係予算（うち日

沿岸漁業の再生に向けた、
栽培漁業の役割の重要性から

栽協交付金 37 億円、都道府県補助金 ･ 交付金 28

－栽培漁業の明日に向けて

億円）だが、平成 18 年の税源移譲の結果、都道
府県の種苗の生産及び放流への対応は、自県内で

―次期・第７次 栽培漁業基本方針の策定に向けて

完結する方向

積極的な「あり方」議論、そして施策の確立を！

施策の展開は困難な方向に推移。

→

水産動物の回遊性に着目した

（２）我が国周辺海域の水産資源の積極的培養な
１．海域栽培漁業推進協議会の役割とこれからへ
の期待

①水産基本法（第 16 条）水産動植物の増殖 ･

（１）組織の特徴

養殖の推進へ、種苗の生産 ･ 放流の推進等

漁業者・都道府県 ･ 栽培漁業関係法人、そして
研究機関等が一体となった新たな栽培漁業の実践
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②沿整法－国「基本方針」
・都道府県「基本計画」
→全国の栽培漁業の推進。
（３）沿岸漁業生産の急激な減少→沿岸漁業の衰

組織（現状は任意組織）。
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退→漁村の荒廃・・難局打開へ！

は成功したか？
（問題っとなっていること）

海域毎の特性に対応し、関係県が連携して、
海域「栽培漁業振興プラン」 樹立

・移動･回遊する水産動物を実際上、制度的に囲
い込むことには限界。

３．種苗生産のセーフティーネットの構築
（環境変化）栽培漁業中核機関の大きな変容

・超低金利下、魚価の著しい低落、明白な漁業者
→

新たな視点での取組求められる。
①厳しい環境下、都道府県各自の努力では限界→
連携 ･ 協力体制は必至。
・種苗生産の不安定性のリスク回避。
ソフト）
。
・種苗生産の効率化・低コスト化（ハード、
②種苗生産機関間で、生産にかかる情報の共有化
種苗生産、技術開発、施設 ･ 資機材、人材関係
の情報の共有化。

の負担限界、当初の方針経営の設計が根底から
揺らぐ状況。
・さらに、水産基本法に取り上げられた遊漁者な
どの施策への協力規定の実行にも進展がない。
（海域環境の悪化）
・沿岸域では、経済発展のための工業化･開発行
為で、藻場や干潟を消失させ、水産資源を悪化
させてきた事実がある。
（水産資源の持続的利用のためにできること）

③種苗供給の安定化 ･ 効率化。

・漁獲規制。

・種苗の融通･交換、生産対象種の役割分担など

・漁場や沿岸環境の造成 ･ 修復。

の連携･協力。
（例：応援協定、業務提携（繁忙 ･ 閑散期）など）
④広域種の放流の促進。
関係県による共同種苗生産 ･ 放流体制の構築。
⑤取組のバックアップ。
行政を越える自治体間の合意、国の関与、国の
支援など。

・栽培漁業の推進の役割は大きい。
（課題は何か）
・国は、これらの施策展開に積極的に対応する必
要がある！！
・恵まれた漁場を有する我が国。海域の特性を活
かした、資源の持続的利用・持続可能な漁業活
動が十分に果たせるよう、施策的は配慮はなさ
れているか？

４．豊かな海づくり ー 国民とともにすすめる
（栽培漁業）（新たな発想で）
①「種苗の生産 ･ 放流＝栽培漁業」狭い枠でとら

６．おわりに
①我が国沿岸において、点在する漁村の小規模

えることなく、自然の生物再生産を人の手で支え、

な漁業が、多様な水産物を、地域の食文化ととも

創造する全ての活動を「栽培漁業」と再定義。

に、安定的に国民に供給し続けている事実を改め

⇒豊かな海づくり

て認識することが求められている。

＊ アサリの幼生が県境を越えていること（干潟

②しかしいま、沿岸漁業は、崩壊の危機にある。

のネットワーク）、藻場ネットワークが広域の生

豊かな海の存在が、漁業の存立を可能とし、漁

態系を形成していること（湾 ･ 灘単位の問題）。
②「豊かな海づくり」国民的な理解と支持を得て

業の維持が約束されてこそ、漁村の存在がある。
③我が国周辺が豊かな海に囲まれ、沿岸域に活

すすめる。

力ある漁村が存在することこそが海洋国家日本の

③子供たちへの「教育」
（装置）として捉え活動

あるべき姿ではないか。

を推進。
自然と人の関わりについての「教育」を組み立
てていく（事例の積み上げ）。

⑤栽培漁業推進の 50 年の経過の下で、積み重
ねられた努力の結果と、貴重な経験を活かし、明
日を切り開いていくことが、栽培漁業に関わる者
に課せられた使命ではないか。

５．栽培漁業の 50 年から考える・・・

（了）

（命題は何か）
①受益者と栽培漁業の事業化に取り組む実施者
が重なるよう、海面管理を制度的に手当できた
か？②また、種苗生産機関の ｢自立化」への努力
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Ⅳ 平成２５年度栽培漁業推進全国研修会議
従来ブロック毎に開催していた 「栽培漁業推進ブロック会議」 について今年度は、 栽培漁業５０年という
節目に 「全国研修会議」 として東京で開催した。 様々な課題を抱える我が国栽培漁業にあって、 「栽培漁
業のあゆみ５０年」 を手がかりにして、 参加者がともにこれからの栽培漁業のあり方を考え、 明日の栽培漁
業を展望する機会とすること。 各地の実践事例や先進的な技術開発事例の研修等を通じ、 今後の栽培漁業
の推進に資することを目的に、 都道府県 （試験研究機関含む）、 栽培関係法人、 漁連 （協）、 全漁連、 水
産庁、 独立行政法人水産総合研究センターを対象として、 平成２５年１１月２０日 （水） 東京都 ・ 大手町 JA
ビルにて開催した。
主催者である水産庁保科正樹栽培養殖課長、 全国豊かな海づくり推進協会山本勇副会長の挨拶のあと、
内閣府公益認認定等委員会惠小百合委員より 「新公益法人に期待される役割について」 特別講演が行わ
れた。
引き続き、①「これからの栽培漁業のあり方を考える～『栽培漁業のあゆみ５０年』から」と題して意見交換、
②山口県水産研究センター 専門研究員 南部智秀氏から 「キジハタの栽培漁業の推進について」、 ③ （地
独） 北海道立総合研究機構 水産研究本部 釧路水産試験場 主査 萱場隆昭氏から 『「幻のカレイ ・ マツ
カワ」 の資源再生を目指したアプローチ－放流マツカワの産卵生態の解明と新たな栽培漁業体系の構築に
向けて－』、 ④独立行政法人水産総合研究センターからの新技術開発の紹介、 ⑤熊本県水産研究センター
研究員 高日新也氏から 「熊本県ハマグリ資源管理マニュアルについて」 の講演等が行われた。

水産庁保科正樹栽培養殖課長

全国豊かな海づくり推進協会山本勇副会長

会場の様子
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（１）講演録

新公益法人に期待される役割について
〈講師〉 内閣府公益認定等委員会
委員

いろいろな物の観方
いろいろなものの「観方」がありますが、まず「ア
リの眼」
「トリの眼」「イルカの眼」で環境を観る
眼という観点から新公益法人に期待される役割に
ついてご紹介いたします。
「アリの眼」
とは、土壌から陸域・沿岸を観る。
「トリの眼」とは、地球規模で移動している渡り
鳥の眼から俯瞰して私たちの国土、沿岸域、干潟、
海がどのように観え、価値があるかを確認するこ
とです。
「イルカの眼」とは、海を移動しているイルカ
から観て流域から流れ込んでくる栄養分により魚
が育つという観点で考えてみます。
私のオリジナルの専門が建築なのでまちづく
り、都市づくりという観点から都市再生、環境再
生を、可能なら経済のメカニズムの中に流域環境
が再生できる仕組みが成り立たないかということ
を考えています。
その中で都市は都市だけでは成り立たないとい
う思いから広がり、都市に恩恵をもたらしている
河川を上流から海まで観ていくと、干潟は干潟だ
けでは成り立っていないというところにも着眼す
るにいたりました。

惠

小百合

源流から海まで
当委員に着任するまでは、NPO 法人荒川流域
ネットワークでも荒川の源流から海までの再生活
動を行っていました。
源流を考えると天竜川は諏訪湖ですし、荒川は
甲州、武州、信州にまたがる甲武信岳にあります。
荒川の流域は都市化され、海まで栄養分や土砂が
足りないのではという視点を持っておりました。
一方、沖縄県の石垣島では耕土の赤土が流れ出て
しまうという荒川とは逆の現象が見られます。

公益・共益・私益
不特定多数、だれにとっても利益を享受できる
のが公益、協会・同窓会組織・マンションの自治
会組織のように仲間内だけの利益を共益、自分の
為は私益といいます。得られた収益を再び公益に
投資、仲間うちで配分、自分が得るという違いが
あります。
特定の栽培漁業関係者のための特定専門的な利
益は共益ですが、その成果が社会に還元されてい
くことで公益となります。
世の中の不特定多数の利益となるので公益法人
に認定されると税制の優遇措置がなされているの
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で、国民＝納税者への説明責任があります。

公益法人の「公益性」の判断
旧民法では法人を許認可した官公庁が公益と認
めれば組織の公益性が担保されましたが、公的資
金の流入、天下り問題等から公益法人改革３法が
成立し、利害関係の無い民間人が公益認定等を行
うこととなりました。
認定を受ける団体自身が定款に公益性を明記
し、そのことについて民間人が判断する制度と
なっています。
内閣府公益認定等委員会委員は、第Ⅲ期目現在、
常勤３名、非常勤４名の７人の合議制です。
内閣府は全国豊かな海づくり推進協会のように
全国で活動する団体からの申請に対して判断して
います。都道府県内で活動する団体は都道府県公
益認定等審議会（非常勤 5 ～ 7 人の民間人委員）
で公益性の判断を行っています。

不特定多数の利益
不特定多数の利益とは、現代世代の人間の利益、
未来世代の利益のみならず、自然界の現代と未来
世代の利益についてもあわせた全体をさします。
自然界が豊かになれば漁業が盛んになることにな
る。自然の生態系が元気（健全）ならば栽培漁業
を行わなくても自然に海の生物が豊かに繁殖し生
息することになります。
非営利というのは収入を得ることが主目的では
ないこと。組織としての収益は必要ですが配分し
ないで次の公益に投資し私益化しない。
共益は仲間内で収益を配分し、私益は社長や株
主がもらっていいことになっています。
法人化というのは法律がその団体の存在を認め
ています。任意団体というのは法律が存在（人格）
を認めていないことになります。しかし、任意団
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体を構成している個人は個々に戸籍に登録され、
国がその存在＝人格を認めています。
ある団体がある法律のもとで登記されている場
合に、法人格があるということになります。
公益認定後の法人組織の活動が社会的な役割を
発揮し、国民・県民に理解され、その享受される
利益に対して寄附や会員加入という形で賛同者を
増やしていけるかどうか。そのためには何をして
いけばよいのか。目的をどのように実現して行動・
事業に移すかということがこれからの社会的役割
の発揮につながり、信頼を確立できます。
熊本での海づくり大会のように地域の協力で多
数の人々が現地を訪ねる体験交流は広い意味で公
益発揮の一環の情報公開事業となります。
開催地から当然情報が発信されますが、内陸県
は海が遠いですが次回開催の奈良県など内陸県の
人からも源流、流域、沿岸、海域を意識した情報
を発信していただきたいです。

放流したところと漁獲するところが
違ってしまうという仕組みの解決策
放流域とまったく別の地域の人が漁獲してしま
うことについては、活動主体と漁獲者が異なる、
行為者と受益者が異なる、というのが栽培漁業関
係者の課題と聞いていますが、この関係がまさに
公益＝他己益でもあります。栽培漁業の仕組や海
域協議会を立ち上げ沿岸域連携を行っていること
を情報発信し、国民・県民に生態系を豊かにする
ことで、豊かな海になり、美味しい魚を食べられ
る。それ故に税制優遇がしかるべきと思ってもら
うことになります。
栽培漁業への関心度を高めていくには、関心の
高い人たちを育成していく、直接の関係者ではな
くても栽培漁業に対し理解をしてくれる人、なる
ほどと思ってくれる人たちを５％に増やすと、そ
の５％の人たちが 10 ～ 75％の普通の人々に栽培

漁業について情報や理解した内容を広め多くの
人々がその影響を受けることになります。
どのように広めていくか、どのような情報をど
こにいるどの対象者に伝えるか、法人化された組
織が情報公開の中味を着実に伝える工夫が必要で
あり、そのことが役割です。
事業活動そして成果を公開することで、海流の
先の地域の人が漁獲してそれを購入しているとい
う場合、その得している地域の人たちは、自分た
ちは放流していないが漁獲していることを隠して
いたいが、公開されたことにより一般の人たちは
その「ありがとう」を放流者に還元したらという
世論となっていくことになり、栽培漁業をきっか
けに社会変革が起き、国民・県民が支えようと思
い、税制優遇は当然との考え方になっていきます。

という例や東京湾でも海浜の砂が離岸して浜辺が
消失している例を見聞きします。
昔は奥山を伐採し砂鉄をとって鉄器にしていた
ので、瀬戸内海では白砂・青松で美しいといいま
すが、土壌の鉄不足から松を植え、ようやく育つ
という貧栄養状態です。
気仙沼の畠山重篤氏らは、山に落葉樹を植林し
てカキ養殖を行っているように海と森はつながっ
ています。
干潟の持っている浄化能力や生息環境を再生す
るには流域の再生が重要となります。
沖縄の石垣島ではサンゴ礁への土砂の流入過多
でラムサール条約湿地アンパル干潟が陸域化して
いるところもあります。
沿岸から観た陸側の上流域から海まで、そして
海の中まで連携させて視野に入れて広報をしてい
ただきたいと思います。
津波でさらわれ地盤沈下している宮城県南蒲生
海岸では 30 ～ 50 年間かかる砂防林を回復して
いることがジャパンタイムズに取り上げられたよ
うに世界から見ても三陸は注目されています。広
報は体験事業が“５％の人々”に有効です。
子どものころにこれらの理由を知り植林体験を
することが人生観を変え、忘れることはありませ
ん。こうした事業は、普及啓発に効果的です。

サンゴ礁保全活動の例

源流と海をつなぐ
沿岸域は陸と海の境目であり物質の循環・交換
が行われています。
境目は一番軋轢があり、なおかつ、変動しやす
く曖昧で大切なところです。また、破壊されやす
いところでもあります。栽培漁業関係者はその場
の管理者の重要なひとつの主体です。
たとえば、鳥取砂丘では河川改修等により土砂
流出が少なくなり土砂不足となり草木が定着する

赤土の流出は農業者にとっても耕土喪失であ
り、サンゴにとって生息適地である貧栄養海域に
とっては土砂に付着した肥料により富栄養化とな
り生態系が変化してします。
2006 年から石垣島と西表島の間のサンゴ礁を
再生する石西礁湖自然再生協議会が自然再生推進
法に基づき設立されました。その際、全国からサ
ンゴ礁ファンからの寄附により基金を創設しまし
たが NPO 法人では寄附者への非課税措置は、認
定されないとメリットがないのです。
水源の森林保全に対してはワンコイン水源税を
下流の水利用者が支払うなどの例があります。
南のサンゴ礁から 2,000㎞離れた下流域の人々
にとり、日常生活に直接的には意識されなくても、
石垣島周辺は造礁サンゴの供給源で、いわば海の
源流です。ここを守っていくために寄附をしやす
い海流域をつなぐ仕組みが出来上がりました。
サンゴの色は共生する褐虫藻の色で決まりま
す。褐虫藻は光合成をおこなうので太陽光が届く
ための海水の透明度は重要です。
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石垣島の名蔵川流域から土砂や物質がどの程度
流入しているのかを調査いたしました。
名蔵湾への河口にラムサール条約登録湿地があ
り、その干潮域のマングローブ林にヤシガニや稚
魚など多くの生物の生息環境が整っています。
赤土が流出すると透明度に加えサンゴの着床よ
り先に藻が着くなど悪影響が出てきます。
陸上でのサンゴ着床実験の公開も例があり、市
民はこのような活動には高い関心を示します。

海の状況と陸の関係の情報発信により協力希望
者が集まりますが、たとえばオニヒトデ退治は潜
水等の技術が必要となってくるので、直ちに活動
を手伝ってもらうことは難しいので基金を創設し
ました。最初は協議会規則で設置した任意団体、
次は NPO 法人化しましたが寄附者の税制優遇が
できないので、公益財団法人パブリックリソース
財団が運営する Give One という寄附金募集サイ
トを活用しました。
そのサイトにこのような事業にこのような寄附
をしてほしいですとエントリーするとクレジット
カードなどで寄附が可能となります。

皆様は、公益認定を受けているので公益財団法
人パブリックリソース財団を利用しなくても、自
らの事業ごとの寄附金募集サイトのような活動も
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可能です。公益財団法人は評議員会、公益社団法
人は社員総会の議決により、定款に新たな事業変
更手続きを経てこのような寄附を受けられます。
多くの人にアピールできる事業名称や情報発信
方法の工夫をすることで多くの寄附を受けること
が可能となります。

アユの生活史を支える溯上環境保全
活動事例
荒川では、魚道が狭く淡水で生まれ海で育ち産
卵のため再び淡水に戻るサケマス類とアユの溯上
できない環境が発生していたので、堰下で溯上で
きず滞留するアユを採捕し上流に移す「おさかな
引っ越し作戦」や指標放流作業に多くの人が集ま
ります。
また、アブラビレカットによる指標アユを堰上
流に放流する調査も行っており、その活動にも多
くの協力者が集まり、一尾でもひれをカットした
体験者は、川を観ながら観察してくれます。
そして情報発信すると釣り人がアブラビレのな
いアユが居たことを教えてくれ、そのことを報告
書として情報発信し、続いていくことになります。
その結果人々の関心が高まり、溯上のための魚道
改修につながりました。

子どものころの体験は重要です。また、調査の
みではなく、清流アユの食の体験も大切です。
定款に魅力的な事業項目を明記し、実行し、多
くの人たちに情報発信することが皆様の重要な役
割であり、寄附や会員を増やすことになります。

その他の事例
福井県立小浜水産高校の「アマモマーメイドプロ
ジェクト」は平成 23 年度第 13 回日本水大賞で文
部科学大臣賞を、また、山口県立水産高等学校の
「磯焼け防止『鉄炭団子』で藻場再生」は平成 22
年度第 19 回全国水産・海洋系高等学校生徒研究
発表会で最優秀賞をそれぞれ受賞しています。

栽培漁業についてみんなに教えたい、みんなが
学びたい、学んだことを話したい
全漁連発行の「すごいぞ海、すごいぞ漁業」の
ように、皆様が食物連鎖のこの部分を担っている
ことがわかるようなイラストで認知することが、
不特定多数の利益につながることがわかります。
皆様が協力して連携し栽培漁業が情報公開され
社会の常識、究極の社会知になることが国民から
税制優遇を受けている公益法人の存在意義への理
解となり公益の発揮・発現につながります。
＜質疑応答＞
Q：公益財団法人ふくおか豊かな海づくり協会
Q：理事長 穴井直幾氏
先生は生物に詳しく、水産にも造詣が深い。日
常に私が感じている疑問をすべてご存じであっ
た。公益性と受益者、受益者を狭く考えると漁業
者だが、流通や遊漁者、消費者一般も広く考えれ
ば受益者と言えると思う。受益が広い範囲に及ん
でいるのに実際は漁業者のみが受益者となってい
る。今日の話はすべてそれに応える内容であった。
お礼を申し上げたい。７、８割の普通の人々に我々
の公益性を啓発する努力が必要と理解した。あり
がとうございました。
A：惠委員
漁業の中でも放流側と漁獲側の関係の絆をつく
るところに解決の糸口がないかと考えています。
本日は、よい機会をいただきありがとうございま
した。

内閣府公益等認定員会

惠小百合委員

惠小百合 （めぐみ さゆり）
財団法人政策科学研究所での研究を経て、 １９９２年
より江戸川大学社会学部にて、 環境デザイン学科、 現
代社会学科教授。 現在は、 ２０１３年３月２９日に内閣
府公益認定等委員会委員として国会で承認され委員
（常勤） に就任。
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（２）報告①

～やまぐちのキジハタ～
高級魚による栽培漁業の推進
山口県水産研究センター
専門研究員

背景
山口県の水産業は、漁業者の高齢化や減少、水
産資源の減少、魚価低迷、燃油高騰など厳しい状
況にある。そのような中、漁業者からは単価が高
く放流効果の高い魚に対して強い要望があり、特
に「幻の高級魚」と呼ばれるキジハタはもっとも
放流要望の強い魚種である。
キジハタは山口県沿岸で漁獲される魚種の中で
は随一の高級魚であり、大型の活魚の市場価格は
キロ当たり 5,000 円以上になる。
さらに刺網、建網、一本釣りなどキジハタを漁
獲対象とする沿岸漁業者は県内漁業者の約６割を
占め、その受益者は多い。
このような背景から山口県はキジハタの栽培漁
業推進に関する研究を開始した。その概要を紹介
する。

種苗生産
種苗生産技術の開発および技術移転
まず、本県では種苗生産を事業化する際に生産
効率の基準として、
「取り揚げ時の生産密度 1,000
尾以上/㎘および生残率 10％以上」と考え、これ
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南部智秀

を安定して達成できる技術の開発に取り組んだ。
平成 15 年度より小型水槽（１㎘、３㎘）を用
いて研究を開始し、18 年度までに先述の基準を
安定して達成できる技術を開発した。
将来的には事業化を目指していたことから、小
型水槽で確立した当該技術について、大型水槽に
おける再現性を平成 19 年度に実証試験を行い確
認した。そして、平成 20 年度からの３年間は、
大型水槽で量産試験を行い、そこで量産機関であ
る栽培漁業公社の職員４名に技術移転を行った。
キジハタの種苗生産の難しさはふ化から 10 日
齢までの初期減耗が非常に大きい部分にある。
そこで、10 日齢までの初期減耗対策に重点的
に取り組んだところ、「取り揚げ時の生産密度
1,000 尾 以 上/㎘ お よ び 生 残 率 10 ％ 以 上 」 と い
う成績を安定的に出すには、10 日齢での生残率
40％以上が必要であることが明らかになった。
技術移転に関しては「誰もが生産できる技術」
として伝えることに留意した。具体的には過去の
試験データから生産を成功させるための要点につ
いて明確な数値基準を作成し、種苗生産をよりシ
ステム化することに重点を置いた。
10 日齢までの主な減耗要因は二つある。まず
一つめは餌料サイズや摂餌環境が不適な場合に開

口（２日齢）直後の初期摂餌が十分に行えず、そ
の後の生残率が著しく低下することがわかってい
る。そして二つめは、夜間に眠った仔魚が水槽の
底に沈降して死亡することが知られている。10
日齢までの飼育を成功させるためには、これら減
耗要因について対策する必要があった。

初期摂餌対策
開口直後（２日齢）のキジハタは全長約 2.2㎜
と、他の魚種に比べて非常に小さい。そのため、
この小さな仔魚が開口直後に摂餌可能な初期餌料
として 155 μｍ以下の小型ワムシ（タイ産ワムシ）
を使用した。また、開口直後の仔魚の餌料に対す
る視認性を高めるために水面照度１万 LUX 以上
の高い照度環境を整備することで摂餌が促進され
ることがわかった。同時に、開口直後の仔魚は遊
泳力が弱いため、水流を穏やかに調整することで
安定した摂餌行動が可能になり摂餌が促進される
こともわかった。
そして実際に仔魚の消化管内を観察し、摂餌さ
れたワムシ数を確認することが重要である。多く
の試験結果から、10 日齢での生残率 40％以上を
達成するためには、開口直後の仔魚１尾あたりの
ワムシ摂餌個数は５個以上が必要であり、かつ、
水槽内の仔魚の 80％以上が摂餌していなければ
ならないことがわかった。

を防止した。過去の試験データより、10 日齢で
生残率 40％以上を達成するためには、４日齢か
ら８日齢までの夜間の底層の仔魚分布割合を概ね
20％以内に抑える必要があることがわかった。
すなわち、開口直後においては餌料サイズや照
度環境、水流環境に留意して摂餌を成功させ、４
日齢以降は水中ポンプを使用した夜間の沈降対策
を重点的に行い、各々の基準をクリアすれば 10
日齢での生残率 40％以上が達成でき、さらには
「取り揚げ時の生産密度 1,000 尾以上/㎘および生
残率 10％以上」を達成することが可能であるこ
とがわかった。

生産の事業化
平成 23 年度に全国初となるキジハタ専用生産
施設の整備を行い、平成 24 年度から栽培漁業公
社でキジハタ生産が事業化された。毎年の配付計
画は 10 万尾であるが、平成 24 年度は 12 万尾、
平成 25 年度は 23 万尾を配付し、移転された技
術により安定的な量産が可能になった。

放流効果の実証と普及

夜間の沈降対策
摂餌を開始した仔魚は体重の増加に伴い、水に
対する比重が重くなる。そして夜間に眠った仔
魚が水槽底に沈降すると死亡することが明らかに
なっている。キジハタの場合、４日齢から８日齢
の夜間にかけて激しい沈降が確認される。この対
策として、水中ポンプを用いて、その吐水圧で水
槽底に水流を発生させ、夜間における仔魚の沈降

平成 16 年より、山口県北部にある油谷湾で放
流調査を実施した。湾内の数ヵ所で腹鰭をカッ
トした種苗を放流し、その後、湾内で漁業者が漁
獲したキジハタを天然、放流を区別することなく
可能な限り全て買い取り、放流魚の混入率および
移動分散を調査した。その結果、５年間の調査期
間における平均混入率は 47.6％であった。また、
調査期間の後半は１歳および２歳の天然魚の比率
が高くなっており、これらは放流魚が天然海で再
生産したものであると推測された。
放流後の移動分散については、放流場所から直
線距離で約１㎞以内の海域で漁獲された 237 尾
については、うち 197 尾が放流魚であり混入率
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は 72.2％であった。一方、放流場所から同約１
㎞以上離れた場所で漁獲された 162 尾について
のそれは 10 尾であり、混入率は 6.2％であった。
つまり、キジハタは放流場所から大きく移動しな
いことが明らかとなり、その定着性の強さが実証
された。放流効果を水揚金額から見ると、長門市
地先海域のキジハタの水揚金額は、年々減少傾向
にあったが、その中でも油谷湾内においては種苗
放流を行うことで放流前に比べてキジハタの水揚
金額は約 4.3 倍に増加した。このことからも本種
の放流効果の高さが窺えた。
これらの放流調査の成果および、それに基づく
効果的な放流手法についてはマニュアルを作成
し、現地研修や勉強会という形で「現場で使える
技術」として全県下の漁業者に対して普及活動を
行った。

資源管理への取り組み
キジハタ資源が増えてくると、次のステップと
して如何にキジハタを高く売るか、如何に漁業所
得につなげるかが重要となってくる。
市場調査では手のひらサイズの小型のキジハタ
は、カサゴやメバル、その他の魚種の箱に混入
される扱いをうけており、本来の「高級魚キジハ
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タ」としての価値で扱われていない実態が明らか
になった。
そこで、県は漁業者の理解、協力を得ながら、
またパブリックコメントにより広く県民からの意
見を聞き、海区漁業調整委員会指示により山口県
海域における全長 30 センチ未満のキジハタの採
捕を制限した。現場においては、釣り具店などへ
のポスター配布や遊漁者への直接指導、釣り雑誌
やマスコミを介した広報活動などを行い、市場に
おいても競人がサイズを厳しくチェックし、小型
魚を出荷した生産者には指導がなされるなどの体
制作りが行われ、漁業者意識も向上しつつある。

今後は、更なる
キジハタ資源の増
大を目的とした保
護区域の設定や漁
場造成、供給体制
の整備や流通戦略
など、各分野で連
携して総合的な施
策としてキジハタ
の栽培漁業を推進
していくところで
ある。

山口県水産研究センター
専門研究員 南部智秀氏

（２）報告②

幻のカレイ・マツカワの資源再生
を目指したアプローチ
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構
釧路水産試験場

主査

萱場隆昭

しかし、期待が大きいマツカワだが、その天然

はじめに

資源は過去の乱獲等により 1980 年以降、壊滅状
態にある。そこで、北海道では「幻のカレイ・マ

“マツカワ”は、北海道や東北の太平洋海域に
生息する大型カレイである。白身のわりに脂が

ツカワ」の資源復活を目指し、1990 年から人工
種苗放流による資源増大事業を推進している。

のったその味はヒラメを凌ぐと言われ、古来、高
級な刺身魚として市場で珍重されてきた。また近

マツカワの種苗生産技術開発の歩み

年、
北海道ではマツカワをカレイの王様「王鰈（お
うちょう）
」と名付け、その美味しさを全国的に
広めるべく PR している。

種苗生産技術開発を開始した当初、マツカワの
生態学的知見はほとんど無く、採卵不調や初期大
量減耗、ウイルス性疾病等の難題が頻発した。し
かし、関係機関との連携した研究によって効率的
な採卵法や防疫対策が開発され、安定的な種苗生
産体制が確立した。2006 年には北海道伊達市に
100 万尾規模の種苗量産施設が整備され、えりも
以西太平洋海域（津軽海峡～襟裳岬）では年間約
120 万尾の人工種苗が放流されている。さらに隣
接するえりも以東太平洋海域（襟裳岬東側～根室
海峡）でも試験放流を実施しており、現在、北海
道太平洋岸では毎年約 120 ～ 140 万尾のマツカ
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ワ人工種苗が放流され、資源回復に向けた一大事
業が進行中である。

これからのマツカワ栽培漁業
（資源の自立再生を目指して）
絶滅寸前を経験しているマツカワにおいて本格
的な資源回復を達成するには、今、回復しつつあ
る資源を定着させることが重要だ。それには放流
魚を起点とした自然繁殖の促進（再生産の成功）
が鍵になる。しかし、現在、漁獲物はほぼ全て人
工放流魚であり、再生産の兆しは未だみえていな
い。水揚げを維持するには高額の放流経費が必要
であり、困窮する北海道の漁業者にとって深刻な
問題だ。そのため、マツカワ栽培漁業を経済的に
成功させるためには、今後は放流魚を獲りつくす
のではなく「産卵親魚を効果的に保護し、自然繁

北海道におけるマツカワ漁獲量の変遷

殖を活性化する栽培漁業体系」が不可欠と考える。
そのためには、謎に包まれた天然環境下での産卵

種苗放流事業の結果、放流魚の採捕によってマ
ツカワの漁獲は著しい回復をみせた。わずか数

そこで、我々の研究グループでは、現在、研

十 kg にまで落ち込んだ漁獲量は放流数の増加に

究プロジェクト『放流マツカワの産卵生態解明

伴って徐々に増え、2005 年には 16.3 t となった。

と「産ませて獲る」を実践する栽培漁業体系の

また大量放流事業の開始から 2 年経った 2008 年

確立：H22-25』を推進中である【農林水産技術

には水揚げが劇的に増加し 120 t を超え、さらに
2010 年には最高値である 178 t に達した。興味
深いことに、マツカワの水揚げは北海道のみなら
ず、東北太平洋各県でもが増加傾向にある。北海
道で実施した種苗放流の効果は北日本の広い範囲
に波及すると推察される。
天然資源が壊滅した状態から種苗放流によって
漁獲をここまで引き上げた事例は世界的にも極め
て希少。マツカワの種苗放流事業は「栽培漁業の
成功例」として非常に高く評価されている。
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会議新たな農林水産政策を実践する実用技術開発

“産卵期にマツカワはどこにいるのか？”生息

事業（現農林水産業・食品産業科学技術研究推進

全範囲を隈無く調べた結果、唯一 2 ～ 4 月にマ

事業）
】
。この事業では広域的な標本成熟度調査や

ツカワが獲れる場所は常磐沖であることがわかっ

アーカイバルタグを用いた放流追跡試験を行って

た。そこで、常磐沖で漁獲されるマツカワについ

産卵回遊経路及び産卵場を解明する。さらに産卵

て詳細に調べた結果、以下のことが明らかとなっ

生態に基づいて資源解析手法を開発し、漁獲しな

た。

がら自然繁殖を活性化できる漁業管理方策を確立
することを最終目標としている。

①東日本大震災前、常磐沖ではほぼ周年、沖合
底曳き網漁業が行われていたが、マツカワが獲れ
る時期は 2 ～ 4 月のみだった。②体内・体外標識

放流したマツカワはいつ、どこで、
産卵するのか？：標本成熟度調査

の有無及びマイクロサテライト DNA 解析によっ
て漁獲物はほぼ全て北海道放流群であることが判
明。③雌雄ともに大型で、若齢個体は全く認めら

“放流したマツカワはいつ、どこで産卵するの

れない。④全ての雌は大きく成熟した卵巣を有し、

か？”についてはこれまで全く分かっていなかっ

排卵直前～排卵中の成熟状態にある。⑤全ての雄

た。そこで、本プロジェクトでは、マツカワの産

は発達した精巣と大きく膨らんだ輸精管を有し、

卵海域を絞り込むため、主生息域である北海道全

放精中である。⑥常磐沖で産卵、放精を完了した

域、そして東北太平洋の主な魚市場を対象に広域

個体はほとんど認められず、5 月以降は漁獲自体

的な標本調査を実施した。全長 30cm 以上のマツ

が皆無となる。

カワ成魚を周年採集し、生殖腺の量的変化や組織
観察によって成熟度の季節変化を調べた。

これらの結果から、毎年 2 ～ 4 月に常磐沖で漁
獲されるマツカワは産卵群であり、北海道沿岸で

その結果、北海道近海に分布するマツカワ雌に

成長・成熟したマツカワは 12 月以後南下回遊し、

おいては、8 月以後、卵黄形成が急速に進行し、

2 ～ 4 月にかけて常磐沖で産卵すると考えられる。

12 ～ 1 月にかけて第 3 次卵黄球期に達した。し
かし、その後、2 ～ 4 月になると北海道ではマツ
カワの漁獲が急激に減少し、4 年間の調査期間中、
産卵個体は全く発見できなかった。また、漁獲が
回復した 5 月以降に調査を行ったところ、卵巣内
には排卵後濾胞が観察され、全て産卵を完了して
いることが分かった。このことから、マツカワは
北海道近海で性成熟が進行するものの、産卵を迎
える 2 ～ 4 月になると操業海域から外れた場所へ
移動し、産卵を終えた後に再び北海道沿岸へ戻っ
てくると推察された。

アーカイバルタグによる標識放流
調査
標本調査によってマツカワの産卵の実態がみえ
てきた。本プロジェクトでは産卵回遊生態につい
て検証するため、アーカイバルタグを用いた放流
追跡調査を実施した。先ず、産卵場への回遊を確
かめるため、12 月に北海道太平洋岸 2 ヵ所から
成熟個体を放流した。なお、放流した雌個体は事
前に採血し、血中ビテロジェニン含有量（卵黄タ
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ンパクの前駆物質）から翌春に産卵することを確

と捉えて体制づくりを進める方がより効果的と考

かめている。さらに、産卵後の回帰性を調べるた

えられる。自治体間の垣根をこえて栽培漁業や漁

め、常磐沖で捕獲した産卵中の個体にタグを付け、

業管理の体制を構築するのは容易ではないが、こ

2 月及び 3 月に福島県南部沖から放流した。すべ

のコンセプトは第 6 次栽培漁業基本方針に合致す

ての放流魚には水温及び深度データを継時記録で

るものだ（①資源造成型栽培漁業の推進、②広域

きるアーカイバルタグを装着しているため、放流

資源に対する広域管理体制の構築）。マツカワ栽

魚が産卵回遊の中で経験した環境条件を把握する

培漁業が目指す道は、将来の魚類栽培漁業のあり

ことが可能である。

方を示すモデルケースになるかもしれない。

これまでの結果、267 尾放流した内、合計 106
尾の再捕に成功した。12 月に北海道から放流し
た成熟魚が 2 ～ 3 月上旬に産卵場である常磐沖に
到達した事例や、福島南部沖から放流した産卵魚
が北上して 4 ～ 7 月にかけて北海道沿岸で捕獲さ
れた事例も認められており、個体レベルで回遊行
動が明確化しつつある。加えて、タグの記録デー
タから回遊時や産卵期間の親魚の行動特性も明ら
かになり、これらは産卵擁護を想定した漁獲方策
を検討する上での重要な知見となるだろう。群れ
の動態（標本調査）と個体の動態（標識放流）を
相互に検証し、繁殖メカニズムの全容解明を進め
ている。

幻のカレイ・マツカワ資源の過去、
現在、将来
現在、プロジェクトでは次のステップとして、
繁殖促進を目指した栽培漁業管理方策について検
討中である。生態情報に基づき、北海道・東北同
一資源として資源解析を実施し、シミュレーショ
ンによって繁殖擁護と漁獲を両立する漁獲管理体
系を検討している。また、生産現場の漁業実態や
意識調査も行い、現場のニーズを反映させたシス
テムづくりを目標としている。
絶滅の危機に瀕したマツカワが、人的介助（種

産卵生態から見えてきたこと
これまでマツカワは北海道近海で一生を終える
と信じられていたが、本プロジェクトを通し、実
は北海道、常磐間を産卵回遊する広域回遊種であ
ることがわかってきた。この生態情報は今後の栽
培漁業を進める上で非常に大きな意味を持つと考
える。現在、マツカワの種苗放流や漁獲管理に関
する取り組みは主に北海道単独で取り組まれてい
る。しかし、再生産を活性化し資源の自立再生を
目指すならば、北海道・東北に共通する広域資源
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苗放流）によって資源の再構築に成功し、そして、

ともあるがごくわずかである。

今、管理体制を整えることで自立再生へと前進し

（神奈川県栽培漁業協会今井専務）マツカワの放

ている。幻のカレイの完全復活に向けて、一歩一

射性物質調査結果について情報は持っていない

歩着実に進行中だ。

か。
（萱場主査）原発の近海で漁獲された個体で規定

＜質疑応答＞

値を超えた報告がある。北海道の回帰個体では検

（水土舎乾最高顧問）マツカワの取引価格を教え

出されたことはない。
（神奈川県栽培漁業協会今井専務）漁獲規制がしっ

てほしい。
（萱場主査）1,000 ～ 1,500 円 /kg である。活魚だ

かりできれば、維持増大が見込める。
（萱場主査）このプロジェクトでは親魚保護方策

ともう少し高値になる。
（水土舎乾最高顧問）2,000/kg で 100 t 漁獲され

を想定し、その効果をシミュレーションしている。

ているとしても２億円の水揚げで、経済的にペイ

常磐沖の漁獲量は尾数換算すると相対的に多くな

する段階ではないと思う。日本の沿岸で再生産で

いので、禁漁を提案することにはならない。操業

きないような環境になってしまっている。琵琶湖

場所、操業時期のコントロールが効果的かもしれ

のニゴロブナはヨシ帯がなくなって産卵場がなく

ない。また北海道から来遊する雌親魚量を上げる

なり再生産が自然に出来ない。サケも同様でごく

ことも効果的な方法と推定している。

僅かな天然魚しか再生産に貢献していない。マツ

（神奈川県栽培漁業協会今井専務）親潮が南下し

カワが乱獲で減ったと認識しているが常磐沖の再

ているにも関わらず仔魚は北上するのではと考え

生産個体が育つ環境が太平洋側でなくなったので

ているようだが、そのメカニズムをおしえてほし

はないかとも思う。B/C が１を超えることで一

い。

代再捕型栽培漁業を永遠に実施していくこと考え
られるものとおもった。

（萱場主査）北上する大きな海流はないようだが、
対抗流などの可能性もあり、今後、詳細な解析が

（萱場主査）貴重な意見に感謝申し上げる。

必要だ。常磐沖で産まれた卵、仔魚が資源として

（愛知県水産課中村主任）日本海側には生息して

加入するまでのメカニズムについてはこれからの

いるのか

大きな研究テーマだ。

（萱場主査）放流個体が日本海側で漁獲されるこ

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
釧路水産試験場 主査 萱場隆昭氏
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新しい標識素材の探索と応用技術の開発
～有機酸を用いるトラフグの新標識～
（独）水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所
資源増殖グループ長

増養殖部

太田健吾

然魚と区別がつかなくなることが問題となってい
ます。

はじめに

「内部標識」には、魚体の耳石（じせき）、鱗（う
水産業にとって有用な魚介類から卵を確保し、

ろこ）などの硬組織を試薬のアリザリンコンプレ

卵からふ化した仔魚を自然界で生き残る能力が備

クソン（以下、ALC）で蛍光染色する方法やシ

わるまでの期間、人工的に育て、成育に適した環

リコンに蛍光色素を混合したイラストマーと呼

境へ放流して資源を増やす取り組みのことを「栽

ばれる素材を皮下注射する方法などがあります。

培漁業」といいます。全国で放流を目的として生

ALC は高価なため、大量の種苗に標識を装着す

産される海産魚の稚魚（種苗：しゅびょう）は

る際には経済的な負担が大きいこと、イラスト

2011 年で 31 種、5,871 万尾にのぼっています。

マーは装着後の脱落や、皮下の標識が魚体の成長

育てた種苗は、漁業者の皆さんによって市場に

に伴って体内に埋没してしまうことが問題となっ

水揚げされた時に「いつ」
「どこで」
「だれが」放

ています。また、近年は「食の安全」への関心が

流した魚なのか、どれくらい生き残ったのか、ど

高まっており、今後は食品としての安全性がより

れくらい売り上げがあったのかなどを調べるた

一層担保される標識素材の探索も求められていま

め、体に「標識」と呼ばれる目印を付けてから放

す。

流されます。標識は、放流後に脱落したり、消え
て見えなくなったりせず、長期間にわたって確認

トラフグに有効な外部標識の開発

できることが重要です。
栽培漁業の重要な対象種のひとつであるトラフ

標識の種類と問題点

グでも前述した各種標識法が用いられています。
このうち、焼印標識法では半田ゴテの先端に体表

48

標識には、外部から識別できる「外部標識」と

の粘液が付着して温度が低下し、標識（火傷の

体内に装着する「内部標識」があります。「外部

痕）が不完全（軽微）になることや、火傷による

標識」には、衣料品への値札の取り付けなどで広

ダメージが魚に及ぼす影響などが懸念されていま

範に利用されているプラスチック製のタグなど、

す。そこで、水産総合研究センターでは、食品添

いわゆる「標識票」と呼ばれる目印を装着する方

加物として調味料などに利用される有機酸（酢酸）

法、そして、鰭（ひれ）など魚体の一部を切り取っ

を市販綿棒でトラフグの頭部体表に接触させたと

たり、抜き去ったりする方法、皮膚の一部を「半

ころ、体表のトゲ（小棘鱗状突起及び小棘）が除

田ゴテ」で焼いて火傷を負わせる方法（焼印標識

去されることを確認しました（図１、２）。また、

法）などがあります。これらの標識法では取り付

本法は焼印標識法では火傷によるダメージが大き

けた標識票の脱落、切り取ったり、抜き去ったり

く、標識が困難とされていた腹部側の体表でも安

した鰭や半田ゴテで付けた火傷の痕が再生して天

全に標識できることがわかりました（図１、３）
。
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図１

図２

有機酸を用いたトラフグの標識部位

酢酸で標識後、２４ヶ月が経過したトラフグの頭部体表

います。当該調査は三重県水産研究所、愛知県水
産試験場漁業生産研究所、及び静岡県水産技術研
究所浜名湖分場の全面的な協力のもとに進められ
ています。また、当センターが瀬戸内海西部海域
を中心に展開している一般研究「トラフグの再生
産効果の検証と種苗放流による資源造成技術の高
度化」においても岡山県、広島県に協力いただき、
供試魚に当該標識を施して調査を行っています。
調査は現在も継続しており、これまでに得られた
図３

酢酸で標識後、１２ヶ月が経過した
トラフグの腹部体表

情報から、標識は少なくとも放流後 2 年が経過し
ても明瞭に識別できることがわかってきました。
これまで有機酸を用いてトラフグに標識を施し

現在、本法の実用規模での有効性を検証するた

た例はなく、本法はヒトにも魚にも優しい標識法

め、当センター増養殖研究所資源生産部沿岸資源

として期待されています。当センターでは、今後

グループ（南伊豆庁舎）が中心となって同庁舎で

もより良い標識素材の探索と応用技術の開発に取

生産した種苗 1 万尾の腹部体表に有機酸標識を施

り組んでまいります。

して伊勢湾に放流し、フィールド調査を実施して
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日本海におけるヒラメ回収率データの長期分析
独立行政法人 水産総合研究センター
日本海区水産研究所
研究員

はじめに
ヒラメは本邦沿岸のほぼ全域に分布しており、
底びき網、刺し網、定置網や釣・延縄などの様々
な漁法で漁獲される魚種です。また、経済的観点
から見ても、過去に比べると平均単価が低迷して
きているものの、現在でも日本海側ではアマダ
イ類に次ぐ 2 番目に単価の高い魚種です（図１）
１）
。小規模に営まれる沿岸漁業にとって、少ない
漁獲量でも比較的多くの水揚げ金額を得られる単
価の高い魚種は非常に重要であると言えます。日
本海側におけるヒラメの漁獲量は、日本海北・中
部系群および日本海西部・東シナ系群とも過去に
年 2,000 トン前後の水準で獲られた時期もありま
したが、現在は半分の 1,000 トン前後の水準で推
移しており、減少傾向にあります２），３）。このよ
うな資源状況の中で、資源回復を目的とした全長
25～35㎝未満の漁獲体長制限や種苗放流などが
取り組まれていますが、将来にわたって持続的に
資源量を維持していくためには、それらの方策に

資源生産部

長副

聡

依然として検討の余地が残されています。日本海
沿岸海域におけるヒラメの放流技術開発の歴史は
古く、1980 年前後から様々な研究が行われ、種
苗生産や放流方法が開発されてきました。現在、
日本海北・中部系群の分布海域では約 300 万尾
／年、日本海西部・東シナ海系群の分布海域では
約 400 万尾／年のヒラメの種苗放流が行われて
います。しかしながら、近年の放流効果は過去に
比べて低迷しており、効果の向上が必要です。本
報では、日本海で取り組まれたヒラメ放流技術開
発について紹介し、今後、必要な取り組みについ
て考えてみます。

これまでの放流技術開発

日本海におけるヒラメの放流技術開発は 1980
年から始まっており、1990 年頃まで多くの道府
県で種苗放流の技術開発が取り組まれてきまし
た４）など。その内容も多岐にわたり、具体的には、
放流海域の環境調査（餌料生物や捕食魚など）
、
放流サイズの検討、小型種苗の早期放流効果、放
流種苗の囲い網による馴致効果な
どが挙げられます。放流海域の餌
料生物調査では放流種苗の餌生物
であるアミ類の分布や発生時期が
調査されており、放流場所や時期
を把握するのに有用な情報となり
ました。また、捕食魚の調査で
は、放流海域において漁獲される
魚類の胃内容物が調べられ、小型
種苗は捕食魚の胃内容物から多く
図１ 日本海におけるヒラメの平均単価の推移 （平成２３年 漁業・養殖
発見されています。このことから
業生産統計年報（農林水産省）より）
放流種苗のサイズは４㎝以上が望
（日本海北区：青森県・秋田県・山形県・新潟県・富山県， 日本海西区：
石川県 ・ 福井県 ・ 京都府 ・ 兵庫県 ・ 鳥取県 ・ 島根県）
ましいとされました。さらに、種
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ヒラメ放流魚の回収率の変化

図２

日本海北区と日本海西区における上位３魚種の平均
単価（平成２３年 漁業・養殖業生産統計年報（農林
水産省）より）
（日本海北区：青森県・秋田県・山形県・新潟県・
富山県，日本海西区：石川県・福井県・京都府・兵
庫県・鳥取県・島根県）

現在、日本海でのヒラメ放流サイズは 8 ～10
cm が主流となっています。これは過去のサイズ
別放流試験から、8cm 以下の種苗よりも 10cm の
種苗の方が 2％以上高い回収率が得られるという
結果が基になっています６）。2009 年および 2010
年に日本海区水産研究所（以下、日水研）で行っ
た種苗サイズ別の放流試験では、10cm 以上の種
苗の回収率（0.22～0.27％）の方が 8 cm 以下の
種苗の回収率（0.04～0.15％）よりも高くなるこ
とを確認しています。しかしながら、その回収率
は 10cm 以上の種苗でさえも 1％以下と非常に低
い状況であり、大型種苗の放流効果が以前より低
下していると考えられました（表 1）。また、日
水研では 2004 年から京都府 由良川河口海域で
10cm 種苗の放流を継続して行っています（図 3）
。
回収率は、2004～2006 年までが 1.9～4.1％でし
たが、2007 年以降は 1 ％以下に低迷しています
（表 2）。このような回収率低迷の１つの原因とし
て放流海域の環境変化が考えられるのですが、放
流海域の環境モニタリングデータが不足している
ため、環境要因の何がどのように影響しているの
か把握できていません。

苗の質を高め放流後の初期生残を向上させる試み
として、囲い網による馴致飼育が考案されました
５）
。これは放流海域付近に囲い網を設置して、そ
の中で放流種苗を短期間飼育することにより、放
流前に自然環境への適応を促すものです。実際、
囲い網馴致飼育をすることによって、ヒラメ種苗
が餌生物を捕食する際の離底時間（離底して捕食
し、着底するまでに要する時間）が水槽飼育の種
苗に比べて短縮し、天然魚に近づくことを確認し
ています。このような時間の短縮は捕食時に離底
する際の食害魚から襲われる危険性の減少に繋が
るため、囲い網馴致飼育を
表１ 京都府由良川河口付近で行った種苗サイズ別の放流試験結果
おこなった放流魚の生残が
高くなると考えられていま
す。以上のように、放流技
術開発が始まった当初は、
環境モニタリングに重点を
置いた研究が多く、放流種
苗と放流環境との関係から
放流方法の検討が進められ
てきました。しかし、放流
の時期や場所などが各道府
県で把握された 1995 年以
降の報告書からは、放流魚
の市場調査における回収率
表２ 京都府由良川河口付近で行った１０㎝種苗の回収率の経年変化
もしくは混入率の結果の記
載が多く、環境モニタリン
グ調査が少なくなっている
状況でした。このことから、
1995 年以降の放流海域環
境変化を把握することが困
難となっています。
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リングが不足しているため、このような海域間の
差を考察するにあたっても推察の域をでていませ
ん。

日水研の今後の取り組み方針

図３ 京都府由良川河口付近の放流海域

放流魚の回収率の低迷が海域環境の変化による
ものであった場合、その変化は天然魚にも同様に
影響するものと推察されます。そこで、過去の報
告書６）など を調べ、回収率の結果が記載されてい
る府県のデータを用いて、天然魚の漁獲量との関
係性を解析しました。その結果、日本海北区（青
森県・秋田県・山形県）では回収率と漁獲量の間
の相関係数（r）が 0.19 と低く、日本海西区（京
都府・兵庫県・鳥取県）では相関係数（r）が 0.65
と高い相関がありました（図 4）。このことは、
日本海北区では天然魚と放流魚の生残に影響する
要因が異なり、日本海西区では同一の要因が天
然魚と放流魚の生残に影響していると推察してい
ます。しかしながら、前述したように環境モニタ

図４
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日本海北区と日本海西区における漁獲量と回収
率の関係（過去の報告書に回収率の結果が記載
されている青森県、秋田県、山形県、京都府、
兵庫県、鳥取県のデータを使用した）
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現在、日水研では放流する海域環境を重視して
おり、放流種苗の回収率に影響を与えると想定
される天然稚魚の発生量、餌料（発生量と発生時
期）および食害魚などの環境要因との関係に着目
した調査を行っています。過去の環境モニタリン
グデータが不足しているため、同一海域での経時
的な変化をとらえることは困難ではありますが、
様々な海域のデータを比較することにより上記の
関係を明らかにしたいと考えています。そして、
これらの調査の結果をもとに、現在の沿岸海域の
環境に適した効率的な放流手法の開発に活用して
いきたいです。
最後に、近年の異常気象（豪雨や高温化など）
や人間活動によって沿岸海洋環境は過去と比較し
て大きく変化していることは間違いなく、今後も
その変化は続いていくと予測されます。これらの
変化が生態系へどのように影響していくのか、統
一手法による継続したモニタリング調査によって
明らかにしていくことが、今後の水産資源の様々
な問題に対処する糸口として非常に重要であると
考えています。
【参考文献】
１）農林水産省 2013. 平成 23 年 漁業・養殖業
生産統計年報（併催：漁業生産額），pp.222.
２）上原伸二，井関智明，八木佑太 2012. 平成
23 年度日本海北・中部系群の資源評価 . 平
成 23 年度我が国周辺水域の漁業資源評価，
1411-1439.
３）鈴木健吾，松山幸彦，吉村拓 2012. 平成 23
年度日本海西部・東シナ海系群の資源評価 .
平成 23 年度我が国周辺水域の漁業資源評価，
1440-1470.
４）岩手県栽培漁業センターほか 1983. 昭和
57 年放流技術開発事業報告書（ヒラメ班），
pp.208
５）青森県水産増殖センターほか 1988. 昭和 62
年度放流技術開発事業報告書 日本海ブロッ
ク ヒラメ班，pp.236
６）全国豊かな海づくり推進協会 2011. 栽培漁
業資源回復等対策事業（平成 18～22 年度）
総括報告書，pp.542.

（２）報告④

熊本県ハマグリ資源管理マニュアルについて
熊本県水産研究センター

浅海干潟研究部

高日新也

研究員

１．はじめに

そこで、漁業者や水産関係者を対象として、ハ
マグリを取り巻く現状や生態等についての基本的

熊本県は、有明海及び八代海の沿岸域に広大な

な知識や、資源管理に対する取り組みのあり方を

干潟を有し、古くからアサリ、ハマグリ等を対象

紹介するため、熊本県ハマグリ資源管理マニュア

とした採貝漁業が行われてきました。

ルを作成しました（写真１）。

特にハマグリは、熊本市内を流れる緑川や白川

今回は、このマニュアルの概略と、熊本県の各

などの大きな河川の河口域を中心に広く漁場が形

地先で取り組まれているハマグリの資源管理につ

成され、昭和 49 年には年間に 5,855 トンを漁獲

いて紹介します。

するなど、熊本県の重要な水産資源として、国内
有数の漁獲を誇ってきました。
しかし、ハマグリの漁獲量は年を経るごとに大
きく減少し、現在では年間に 100 トン程度で推
移する状況となっており（図１）
、資源量の回復
及び安定漁獲を目指すためには、積極的な資源管
理を行っていくことが必要となりました。

図１

熊本県のハマグリ生産量の推移
（農林水産統計年報より）

写真１

熊本県ハマグリ資源管理マニュアル
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２）定期サンプリング調査

２．各種調査の結果から

ハマグリが多く生息する緑川河口域及び白川河
口域の干潟において、定期的にサンプリングを行

このマニュアルを作成するにあたり、ハマグリ
の生態を把握するため、浮遊幼生調査や移動状況
調査等の各種調査を実施しました。

いました。
その結果、両河口域においては、①９月に殻長
２㎜未満の稚貝の加入が見られること②加入した
稚貝は、翌年の春から年間に 10 ～ 20㎜程度のス

１）浮遊幼生調査

ピードで成長することが解りました（図３）。

ハマグリは、産卵・受精の後、浮遊幼生として
２週間ほど海中を漂います。この浮遊幼生の出現

３）移動行動調査

時期を調査したところ、ハマグリの幼生は７月か

ハマグリは、粘液を潮流に引かせて滑るように

ら８月に出現しており、夏に産卵を行っているこ

移動を行うことで知られます。この移動の状況を

とが確認されました（図２）。

調べるため、ハマグリの殻表面にレーザーで刻印
（標識）を付け、放流試験を実施しました。
この結果、緑川河口域では、殻長 30㎜前後の
個体が沖に向かう方向に、最大２㎞程度移動して
いる状況が確認されました（図４）。このように、
ハマグリは漁場を広域に移動する特性を持つた
め、資源管理は漁場全体で行うべきと考えられま
した。
※本調査の一部は、水産庁補助事業「有明海漁業
振興技術開発事業」により実施されました。

図２

平成 18 年度以降の浮遊幼生の発生状況
（緑川河口域）

図３
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緑川河口域及び白川河口域におけるハマグリの殻長組成の推移
※赤丸が稚貝の加入、矢印が群の見かけの成長を表す。

2014.3

下のサイズのハマグリを採捕することが禁止され
ています。
しかし、ハマグリが産卵可能になるサイズは
30㎜から 40㎜の間と考えられており、30㎜に達
したばかりのハマグリは、産卵を一度も行わずに
漁獲されている可能性があります。このため、漁
獲サイズを大型化し、ハマグリが漁場で生育する
期間を伸ばし、出来るだけ多くの母貝を産卵に参
図４

緑川河口域におけるハマグリの移動状況
（標識放流試験結果）

加させること。
３）夏（７～８月）の産卵時期には出来るだけ休
漁し、秋以降に単価が上がってから漁獲する

３．５つの資源管理手法

前述のようにハマグリの産卵時期は夏（７～８
月）であるので、できるだけ多くの卵を産ませて

これらの調査結果から、ハマグリの資源管理を
行うための５つの手法を考案しましたので、内容
を紹介します。

翌年以降の資源を増やすためにも、この時期は可
能な限り休漁すること。
また、夏季はハマグリの単価が最も安くなる時
期でもあり（図５）、秋以降に単価が上がってか

１）資源の状況を知る
ハマグリの資源量を増加させる取組みを行うに

ら漁獲する方が、収入面からも好ましいと考えま
す。

あたって、現在のハマグリの漁獲量及び各地先に
おける生息状況について正確に把握する必要があ
ります。そこで、ハマグリの漁獲量をそれぞれの
漁協が把握し、記録するとともに、生息状況調査
を実施すること。

図５

県内のある漁協の漁獲量及び入札単価の推移
（平成２２年４月～２３年４月）

４）母貝を漁場に残すために、漁獲量制限を行う
ハマグリの稚貝を安定的に干潟に供給するため
には、出来るだけ多くの母貝を干潟に残しておく
写真２

八代海において実施された漁業者
主体の干潟調査

必要があります。そこで、生息状況調査の結果や、
操業者数等を加味して制限を行うこと。

２）漁獲サイズを大型化する
熊本県では、漁業調整規則により殻長 30㎜以
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５）保護区を設置する
各漁協の地先に、ハマグリが漁獲されずに産卵

５．資源管理の取組状況

することができるハマグリ保護区を１区画以上設
定すること（写真３）。

緑川河口域に位置する川口漁協においては、独
自の資源管理区域を設定し、漁獲サイズの大型化
を実施したり、夏季に水揚げされたハマグリの一
部を漁協で買い取り、保護区への再放流を実施し
たりと、積極的な資源管理を実施しています。

写真３

保護区の設置例（氷川町竜北地先）
写真５

川口漁協における水揚げ後の
ハマグリの選別作業

４．資源管理マニュアルの普及
白川河口域の漁場においては、平成 24 年の夏
このマニュアルは、平成 25 年３月に簡易版と

に九州北部豪雨により、干潟のほとんどが浮泥で

合わせて約 1,500 冊を発行し、県内の各漁協や市

埋まってしまうという大きな被害を受けました。

町村に配布しました。

現在、本来の干潟を取り戻すため、ポンプを用い

また、各漁協で勉強会を実施し、のべ 300 名
以上の漁業者に内容の説明を行いました。
それぞれの勉強会の後に意見交換を行ったとこ

た泥の除去作業や、アサリやハマグリの母貝の投
入、ハマグリの保護区の設置など、積極的に事業
を展開しているところです。

ろ、いずれの漁協においても、その地先で実施可
能な資源管理の取り組み方について、活発な議論

このように、ハマグリの資源量回復に向けた取
り組みが、熊本県内各地で取り組まれています。

が交わされました。

水産研究センターでは、引き続きモニタリング調
査や種々の試験研究を継続し、ハマグリの資源回
復に向けた取り組みを進めていきます。

写真４
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Ⅴ 栽培漁業関係法人全国連絡会議
栽培漁業関係法人が抱える経営 ・ 運営問題の解決に向け、 全国の関係者が一堂に会し、 「明日の栽培
漁業」 を展望した栽培漁業関係法人のあり方や連携方策、 また、 法人改革後の運営方向についてなどを
議論することで、 今後の栽培漁業の推進に資するため、 都道府県栽培関係法人役職員等を対象に初めて
の 「全国連絡会議」 を平成２５年１１月１９日 （火） 午後、 東京 ・ 大手町のＪＡビルにて開催した。
全国連絡会議は、 「栽培漁業関係法人の経営 ・ 運営問題の解決に向けて」 について意見交換を行い、
その後、 公益財団法人鳥取県栽培漁業協会古田晋平副理事長、 公益財団法人秋田県栽培漁業協会須田
紀夫専務理事から協会の運営改革や県間の連携について事例報告が行われた。
当協会より栽培関係法人の連携 ・ 協力について現状報告が行われたのちに、 当協会顧問澁川と専務理
事市村を座長として意見交換を行った。

会場の様子

意見交換
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（１）講演録①

栽培漁業協会の取り組み改革
－３３年の道程－
（公財）鳥取県栽培漁業協会
副理事長

鳥取県栽培漁業協会の道程

古田晋平

移行したことを意味し、その後の大きな変革の始
まりだったことを後に知ることとなった。

58

鳥取県では、昭和 56 年に栽培漁業センター施

続く平成 16 年度には、対象魚種ごとの具体的

設が開設され、同時に県の試験研究機関である「栽

な開発、生産計画を定めた「栽培漁業アクション

培漁業試験場（現栽培漁業センター）
」と種苗生

プログラム」と、これに基づく「第５次栽培漁業

産機関である「（財）鳥取県栽培漁業協会」が設立

基本計画」を策定し、平成 17 年度からの大規模

された。両組織が同じ施設内に同居し、つくり育

な施設改修に取り組むこととなった。今から思え

てる漁業の情報や課題を共有したり、連携して業

ば、平成 15 年度に策定した「栽培漁業新生プラン」

務に取り組む体制に当初からあったことは、他府

がなければ、鳥取県の今の栽培漁業の施設も取り

県にはあまりない特徴ではなかろうか。

組みもなかったことになる。

開設後約５年を経た昭和 60 年頃には、ヒラメ

ところで、平成 17 年度から着手した施設改修

やアワビ、クルマエビなどの魚種で量産がほぼ可

のうち、新たな取水機能として新設した「海水井

能となり、一部有償での配付も開始されるなど、

戸」は、既存の外海取水施設に比べて揚水ポンプ

ほぼ順調なスタートと思われた。しかし、開設

の出力が小さくてすむため、電気代を 1/3 程度に、

20 年を経過した頃、未だ十分な経済効果が得ら

さらに海底の導水管や濾過器も不要なため、メン

れていない中で、老朽化した施設改修の予算要求

テナンス費を含むと 1/5 にまでランニングコスト

をきっかけに「鳥取県に栽培漁業は本当に必要な

を軽減する効果につながった。

のか？」
「なければ誰が困るのか？」といった０

さらに変革は続き、平成 18 年度には「栽培漁

ベースからの見直しが求められ、廃止も含めた「栽

業協会の経営の自立と市場原理の導入」を目的に、

培漁業のあり方検討」を平成 14 年度から開始す

それまで県の補助を得ながら行っていた種苗生産

ることとなった。さっそく翌平成 15 年度には漁

事業の支援も打ち切られ、種苗を購入する漁協等

業者や一般県民の意見を聞きながら、取り組み内

と栽培漁業協会との売買関係を明確とすることが

容や役割分担などを大幅に軌道修正した基本的な

求められた。当然、同協会では人件費も種苗代か

考えを「栽培漁業新生プラン」として取りまとめ、

ら回収することが必要となった。かつて、種苗単

最終的には知事にまで協議を上げて議論し、幸い

価に人件費まで入れては栽培漁業が成り立たない

にも理解を得て認められ、晴れて再起を果たすこ

などと言ってきたが、鳥取県では、そのような言

ととなった。

い訳も許されない時代に入ってきたと言える。

例えば、それまで県からの委託で行われていた

そして平成 24 年度に同協会は公益財団法人に

種苗生産業務は、県の補助金事業となったが、こ

移行し、それまでに培った栽培漁業技術のさらに

れは種苗生産事業の主体が県から栽培漁業協会に

幅広い活路を求めて、漁業者だけでなく、企業等
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も対象にした陸上養殖を導入するための技術開発

る必要があった。県の試験研究機関である栽培漁

や種苗生産施設の整備を県と連携して開始するこ

業センターは、いわゆる「沿岸 ･ 内水面漁業試験

ととなった。

場」として、海域や湖沼 ･ 河川の漁業に関する調
査研究を行うこととなっているが、この内、
「つ
くり育てる漁業」については、基礎的な技術を開
発し、その技術を責任を持って栽培漁業協会に移
転する役割を担うこととした。一方、協会は、こ
の技術を大量で省コスト、省力可能な「量産化技
術」に進化させ、少しでも安価に種苗を提供する
とともに、放流や養殖などの技術を現地に出向い
て普及することとなった。

栽培漁業新生プラン
「栽培漁業新生プラン」では、これまで「放流
一辺倒」だった栽培漁業の取り組みに、
「養殖に
よる地元水産物づくり」や「藻場造成などの漁場
環境の改善活動」などを加え、これまでに培った
技術を幅広く活かすこととした。また対象種では、
ヒラメやクルマエビなどの限られた種類の「少品
種大量放流」から、バイやイワガキなど、地域の
ニーズに応じた定着性の強い魚種の「多品種適量」
の放流に切り替えた。さらに、この機会にアユな
どの内水面にも積極的に進出することとなった。
一方、種苗の配付で完結していた同協会職員の
業務も見直し、放流漁場や養殖場、さらには藻
場造成やイワガキの岩盤清掃の現場などにも出向
き、提供する種苗や技術を責任を持って効果につ
なげるための普及活動に取り組むこととなった。
これにより職員の仕事場は、種苗生産施設から県
内の津々浦々や河川にまで広がり、当然、潜水作
業も日常的な業務となっていった。鳥取県には水
産業改良普及員制度がないため、このような活動

普及活動による放流効果向上の事例

による生産効果が期待されるだけでなく、県職員
のような人事異動のない協会職員が豊富な経験に

栽培漁業新生プランに基づく取り組みにより、

基づく実践的な技術で指導にあたる効果は大き

目覚ましい成果を示した事例の一つにアワビの

かった。

放流事業がある。試験放流では効果が認められて

なお、同所で一連の取り組みをしているがため

いながら、事業移行後には伸び悩んでいたアワビ

に分かりにくかった栽培漁業センター（県）と栽

放流の現状を探った結果、栽培漁業協会から受け

培漁業協会（財）の役割分担についても明確にす

取った種苗を漁協や漁業者グループの担当者が、
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手っ取り早く船上からバラ撒いて作業を終えてい

て、栽培漁業センターによるマサバやキジハタの

る実態が見えてきた。そこで、栽培漁業センター

陸上養殖技術開発も始まっている。

が放流実験により明らかにしたアワビの放流適所

ただ、これら陸上養殖への参入を目指している

や効果的な放流手法を協会職員が放流現場に出向

のは、主に異業種の企業であるため、養殖経営を

き、漁業者とともに潜水しながら徹底して普及す

開始するためには、多くの技術的課題を乗り越え

る取り組みを開始した。さらに、県内各所で海藻

る必要がある。そこで栽培漁業協会では、これら

の減少傾向が問題視される中、栽培漁業センター

の企業に養殖用種苗を供給するだけでなく、施設

が開発したアラメ藻場造成技術を基に、協会によ

の立ち上げから飼育管理に至るまでの手厚い技術

るアラメ種苗の生産と移植技術の現地指導を展開

支援を行い、養殖経営体の創出を後押しすること

することにより、それまで県内にはあまり見られ

としている。

なかったアラメ群落がアワビ放流漁場にも見られ

このように、これまでに培った「つくり育てる

始めた。その結果、放流アワビの回収率は 15 ～

漁業の技術」を、その時代のニーズに応えて幅

30％程度にまで上向き、「もうかる栽培漁業」と

広く活用することは、栽培漁業協会の経営基盤を

して漁業者の認識も高まっていった。もちろん、

強化するだけでなく、これからも変わらず大切な

漁獲量も活動前の２～３倍にまで増加し、沿岸漁

パートナーである沿岸漁業者への支援機能を維持

業者の貴重な収入源となっていった。

することにもつながると考えている。

これからの取り組み
今後、沿岸漁業者の数は確実に減る傾向にあり、
漁業生産機能の低下とともに放流用種苗のニーズ
も減少することが予想される。そこで、外海が海
岸線の多くを占める鳥取県では、厳しい波浪条件
に左右されない「陸上養殖」を振興し、地元水産
物を県民に提供する機能を維持することをこれか
らの政策の一つとしている。既に、平成 24 年度
より県内各所で海水井戸の試掘調査を進め、きれ
いで水温の安定した地下海水が豊富に得られるこ
とが分かりつつある。さっそく本年度には、海水
井戸を利用してヒラメやアワビを養殖する企業が
立ち上がり、さらに魅力ある魚種の提供を目指し
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（公財）鳥取県栽培漁業協会
副理事長 古田晋平氏

（１）講演録②

被災地からの技術員・研修員
の受入等県間連携について
（公財）秋田県栽培漁業協会
専務理事

はじめに

須田紀夫

被災海域における種苗放流支援事業
について受け入れた側から

東日本大震災により東北太平洋側の種苗生産施
設は壊滅的な被害を受け、種苗生産が全くできな
い状況になった。

この事業は秋田県のほか青森県、新潟県、独立
行政法人水産総合研究センターでも実施された。

震災から２年８ヵ月経ち、被災地はひと頃より

秋田県では岩手県で放流するヒラメ種苗 15 万

は活気を見せているが、種苗生産施設は、まだ建

尾の生産、ヒラメ親魚候補養成の受託と技術者の

設中や未着工のところもある。

受け入れを行った。

当協会の概要を述べると、施設は、本所（男鹿

東日本大震災により被害をこうむり岩手県栽培

市）、アワビ種苗生産施設（にかほ市）
、ヒラメ中

漁業協会が実施していたこれまでどおりのヒラメ

間施設（八峰町）の３ヵ所にあり、設立は平成４

種苗生産が困難となった。このため種苗生産体制

年 10 月であり、今年の 10 月に公益財団法人に

が整うまでの間、他海域から種苗を導入し従来の

移行した。本所は秋田県水産振興センター敷地内

漁獲の落ち込みが無いよう放流種苗を確保する必

にあり、県の施設を借用しマダイ、ヒラメ、クル

要があるので、岩手県知事が秋田県栽培漁業協会

マエビ、クロソイの種苗生産を行っている。

に対して種苗生産を委託し、その委託先に職員を

アワビ種苗生産施設（にかほ市）
、ヒラメ中間
施設（八峰町）は協会独自所有施設である。生
産数は、マダイ 60 万尾、ヒラメ 25 万尾、クル
マエビ 500 万尾、エゾアワビ 60 万個、クロソイ
５千尾である。
その他ガザミの斡旋や水産振興センターが育成

派遣し種苗生産、親魚飼育養成を指導・監督する
というものである。
平成 24 年度は２名、25 年度は８月末まで１名
の職員を受け入れていた。
具体的な話があったのは大震災の翌年の１月に
県を通じて支援が可能かとの打診があった。

する水産動植物の飼育管理受託、年１回開催する

それ以前に全国豊かな海づくり推進協会から各

小学生が放流する放流式を栽培漁業の普及啓発事

都道府県及び栽培漁業関係機関に対し協力の可否

業として実施している。

のアンケートが行われていた。

協会の職員は３名で、臨時職員として平常時が
９名、繁忙期が 13 名程度である。

当協会は職員３名しかおらず、施設の大部分は
県からの借用である。また、県水産振興センター
でも種苗生産を行っており、水槽の使用の年間ス
ケジュールがあるので、自県分のほかに岩手県分
の生産が可能かどうかから検討を始めた。水産振
興センターでもこの時期トラフグ、ガザミ生産が
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あったが、ヒラメ 15 万尾生産を増やしても影響

術研修との話であったが、アワビ種苗生産施設は

がないと判断した。

本所と 110 キロ離れたにかほ市にある。そこでは

種苗生産とともに栽培漁業技術者の受け入れが

正職員１名、臨時職員２名で年間 50 ～ 60 万個

セットになっているので、岩手県栽培漁業協会の

のエゾアワビを生産していて人的には充分であっ

職員が長期出張という形で派遣されることになっ

た。そこに４名が加わることは人事管理、服務管

た。震災前は一人はヒラメ担当、もう一人はアワ

理等いろいろ問題があるので他の魚種栽培につい

ビ担当であった。

ても学べる本所で受け入れることとなった。

受け入れの問題点は、二人の服務的取り扱いを
どのようにするのかであった。

アワビ種苗生産施設から本所の水槽にエゾアワ
ビの一部を移し、飼育管理を行ってもらった。剥

作業事故が生じた場合は大変なことになるとい

離とか採苗などアワビ栽培に重要な時期にはにか

う心配があった。しかし、岩手県栽培漁業協会と

ほ市の施設に出向いてもらい研修をしてもらっ

の話し合いで何かあれば全て岩手県栽培漁業協会

た。

で責任を持つということになったので、引き受け

当初は、技術職員が２名しかいないので、宮城
県が求める体系的な研修の受け入れは無理だと考

ることができた。
委託したヒラメの生産管理という立場での派遣

えていた。しかし話し合いの中で日常の作業を通

であるが、生産管理以外の様々な業務にも積極的

じて栽培技術、施設の維持管理方法を学ばせてく

に従事してもらい大変助けてもらった。

れればいいとのことであった。岩手県からの受け

今年の７月にヒラメ 15 万尾放流、そして親ヒ

入れと同様に事故などの不安があったが、事故発

ラメの納品を８月末に行い当該事業は無事終了し

生時には受け入れ側には迷惑をかけないという協

た。

約書を取り交わし、受け入れることが出来た。
研修は、秋田の職員と同様に土日祝日関係ない
作業ローテーションに組み入れ実施した。また、

震災対応栽培漁業人材育成事業

栽培漁業で必要な小型船舶操縦免許、スキューバ
ダイビング、フォークリフト運転、２級ボイラー

この事業は、宮城県知事と宮城県水産振興協会

技士免許、小型移動式クレーン運転、危険物取扱

が契約し、宮城県水産振興協会が採用した職員４

者乙種４類、玉掛け技能の資格・免許取得を義務

名を技術研修員として秋田県栽培漁業協会に派遣

付けられている。残念ながら現時点で全員すべて

する事業である。

取得しているわけではないが、スキルアップには

被災前の宮城県水産振興協会の技術職員は非常
勤職員など任期付雇用であったため、震災後全員
を解雇したとのことである。

なっている。
研修日誌も義務付けられていて日々の作業内
容、感想を記述することになっている。

新たな施設を建設しても栽培技術の取得者がい
ないということで、20 歳代２名、40 歳代２名合
計４人を臨時職員として採用し秋田県栽培漁業協
会で研修を行っている。
当初研修期間は 24 年度１年間の予定であった
が、25 年度も引き続きということになり 12 月
20 日までの期間となった。４人はそれ以降宮城
県の施設でさらに研修を積むが、栽培施設完成後
全員が正職員に雇用されるかは今のところ決まっ
ていないという、身分的に不安定な立場である。
この事業は、秋田県を通じて平成 24 年の１月
に受け入れの話があった。当初はエゾアワビの技
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（公財）秋田県栽培漁業協会
専務理事 須田紀夫氏

秋田県からヒラメ 15 万尾、青森県からは 10
当協会の職員 13 名のところに一挙に６名の受

万尾導入いたしました。両県にはプラスαの種苗

け入れを行ったので、人間関係がどうなるか一番

生産をお願いしたことになり職員の方々もプレッ

危惧された。

シャーがあったのではないかと思います。

節目に懇親会を実施したり、昼食は全員一緒に
食べるようにしたりして県を越えた親睦が図られ

また、皆さんに仲良くしていただき派遣された
職員も感謝しているところであります。
秋田県からは８月に戻ってまいり、現在アユの

ることになった。
人を知り、人とのつながりができることは貴重
な財産である。漁業が盛んな岩手県、宮城県と交
流できたことは秋田県の漁業振興につながると思
う。また、
太平洋側と日本海側の広域なネットワー
クが構築されたことになるので、問題発生時には
連絡を取り合い情報交換が可能となり相互にとっ

種苗生産に従事しています。
ヒラメにつきましては来年度から 110 万尾の
種苗生産を開始すべく準備を行っています。
北海道からはアワビ種苗を導入させてもらいま
した。
この場を借りて 3 県の方に心からお礼申し上げ
ます。

て大きなメリットになったと思う。
＜発言＞
（社）
岩手県栽培漁業協会

専務理事

宮澤公明氏

秋田県栽培漁業協会の皆様に心より感謝申し上
げます。
岩手県は施設全体が壊滅的な被害を受けました
ので、種苗生産ができないので被災海域における
種苗放流支援事業を活用し秋田県に２名、青森県
にも２名派遣いたしました。
（社）岩手県栽培漁業協会
専務理事 宮澤公明氏
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（２）栽培漁業関係法人の連携・協力についてー現状報告ー

各海域ブロックにおける
栽培漁業関係法人の連携の取り組み状況
（公社）全国豊かな海づくり推進協会
参与

福永辰廣

かで連携して情報交換や協議・検討することが効

はじめに

率的・効果的であると考えられます。
国は第 6 次の栽培漁業基本方針で「一代回収

ここでは、各海域等において現在実施されてい

型栽培漁業」に加えて、親魚を取り残して再生産

る栽培漁業関係法人等の会議・検討会について紹

を確保する「資源造成型栽培漁業」を推進し、漁

介し、今後の連携強化のためどうあるべきかにつ

獲管理と漁場整備を一体的に実施するよう努める

いて検討しました。

こと、都道府県の区域を越えて回遊する広域種に

１）各ブロック栽培漁業関係法人の会議等の現状

ついては、関係する都道府県間の連携・共同組織

都道府県の栽培漁業関係法人が参画している会

の構築の推進、種苗生産施設間での連携・分業等

議等は、当協会で把握している範囲では、太平洋

による共同種苗生産体制構築の推進等を謳ってお

北海域の種苗生産所長・技術者会議（分科会含む）
、

り、とりわけ都道府県ごとに作成されている栽培

日本海種苗生産研究会、日本海栽培漁業センター

漁業基本計画に準じ、受益者と連携して種苗生産・

所長連絡会議、西日本種苗生産連絡協議会場・所

放流を実施する公益法人（栽培関係法人）の役割

長会議（分科会含む）、瀬戸内海水産公益法人連

にも大きいものがあります。

絡会の 5 つとなっています。

この前段で、当協会の市村専務が『栽培漁業関

これらの会議等は、国の県営栽培漁業センター

係法人の運営課題の解決に向けて』の中で、現在

基本施設整備事業（昭和 48 年～ 58 年）により

の栽培漁業関係法人の運営上の課題
として、経営問題の深刻化、施設の
老朽化・技術者の大量退職、種苗生
産体制の効率化を上げ、その解決に
は、自立化の条件の対応法、種苗生
産におけるセーフティネットの構築
のほか、個別的には栽培漁業対象種
の見直し、生産・放流サイズ・数量
の見直し、生産単価の軽減、人づく
り、公益性の発揮への対応等の協議・
検討が必要なことを述べています。
これら諸課題の解決に当たって
は、都道府県の栽培漁業関係法人が
単独で行うことは非効率的であり、
関係者間での行政的、技術的な課題・
問題点について組織的な集まりのな
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図１

海区ブロックにおける栽培漁業関係法人の会議等

全国 37 道府県に設置された昭和 58 年前後から

が設けられ、当該年度の種苗生産結果の状況のほ

発足したところが多く、以降約 30 年が継続開催

か、前者では制度面、経営・運営面、栽培漁業セ

されていることになります。

ンターの在り方、水産庁への要望など行政的な問

海区ブロックにおける栽培漁業関係法人の会議

題について情報交換、意見交換が行われ、分科会

等の名称と参加道府県の範囲を楕円形で図 1 に示

（種苗生産担当者）では、地域種から広域種まで

しました。全国には栽培漁業関係法人が 36 団体

幅広く、種苗生産（親養成、餌料、生産、疾病等）

ありますが、太平洋南区に位置する三重県から千

に関する成果や問題点について情報を共有し、問

葉県までは、栽培関係法人等が参集する会議等が

題点の解決策等の意見交換を行っています。場・

なく、情報交換や情報の共有、意見交換するなど

所長会議や分科会のいずれにもアドバイザーとし

の連携強化のための連絡会議が必要と考えられま

て（独）水産総合研究センター（以後、水研セン

す。

ター）から担当者の参加を得るとともに、最新の

２）栽培漁業関係法人の会議等の討議内容について

研究開発の成果も話題提供されています。

栽培漁業の関係法人・栽培漁業センター等の会

なお瀬戸内海海域では、栽培漁業関係法人だけ

議事例として、平成 24 年度の日本海種苗生産研

が集まる瀬戸内海水産公益法人連絡会が昭和 61

究会（図 2）
、日本海栽培漁業センター所長連絡

年度に発足以降、毎年開催され、平成 24 年度は

会議（図 3）の議事次第を示しました。太平洋北、

各団体の財産関係・主要事業の実施状況、新公益

日本海、西日本（瀬戸内海・九州）の会議等では、

法人移行状況（移行理由、公益認定事業名と理由、

おおむね場・所長会議、分科会（種苗生産担当者）

移行に伴う問題点）について情報交換・共有、協
議がなされています。前述のように西日本種苗生
産機関連絡協議会場・所長会議も開催されている
ことから連携強化が一層進んでいる海域と考えら
れます。
３）栽培漁業関係法人等会議と国・水研センター
・県の水産業関係会議の連携の現状
栽培漁業関係法人等会議と国（水産庁）・水研
センター・県（水試等）の水産業関係会議の連携
の現状について図４に示しました。この連携図は、
小職が出席あるいは聞き取りから作成したもので
あり齟齬があればお許し願います。
都道府県の行政（試験研究機関）は、水産庁が
主催する都道府県水産主務課長会議が国の予算説
明等から毎年開催され、相互の関係が見られます。

図２

日本海種苗生産研究会

都道府県の試験研究機関（水産試験場）では、全
国水産試験場長会（下部に、各ブロック水産試験
場長会）が開催され、情報交換・共有、試験研究
の成果・問題点の意見交換・解決策の協議、国・
水研センターへの要望提案の意思統一などが図ら
れています。さらに都道府県の試験研究機関は、
水研センターの水産業関係研究推進会議に参画
し、双方の試験研究成果の情報交換、相互の外部
資金獲得による研究開発、研究開発のニーズ等に
ついて意見交換する場があります。
都道府県の栽培漁業関係法人については、当然
ながら県行政・県試験研究機関と密接に連携し、

図３

日本海栽培漁業センター所長連絡会議

栽培漁業に関する諸課題、問題点等について協議、
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種苗生産体制の効率化・
セーフティネット等の意見
交換を行い、ブロックの
栽培漁業法人間の自助
努力では困難な、共通性
のある問題・解決策につ
いて意見統一・合意形成
を行い、併せて前述の技
術者会議で協議された技
術開発上の問題・課題の
対応策について意見交換
し、必要であれば国、水
研センターおよび（公
社）全国豊かな海づくり
推進協会への要望提案ま
図４

栽培関係法人連絡会議と国等・県の水産業関係会議の連携図

で検討する必要があると
考えます。

意思伝達、情報の共有を図っていると考えられま
す。しかし、栽培漁業関係法人が抱える悩み（経
営・運営、人、施設老朽化等の問題）については、

③ 他の水産業関係機関の活用と栽培漁業関係
法人の連携強化について
・技術者会議・所長会議で合意形成・意見統一

自立化が求められている現状で苦悩している感が

された課題、その解決策については、水産庁

見られ、そこから抜け出すためにも、同じ悩みを

栽培養殖課の主催する「各海域栽培漁業担当

持つ海域の栽培漁業関係法人が連携を強化して情

者会議」、水産庁栽培養殖課・（公社）全国豊

報交換、情報の共有、悩みの解決に向けて協議す

かな海づくり推進協会（以下、海づくり協会）

る場が必要と思われます。

が共催する「各海域栽培漁業推進ブロック会

４）栽培漁業関係法人の連携強化のための展開方向

議」、海づくり協会が事務局として開催する「各

①

海域栽培漁業推進協議会」で協議することも

各ブロック栽培漁業関係法人の会議等の充実
全国には、栽培漁業関係法人が 36 団体あるが、

考えられます。

前述したように日本海ブロック・太平洋北ブロッ

・所長会議で意思統一が図られた困難な問題・課

ク・西日本ブロックとも所長会議・技術者会議が

題の解決策について、国・水研センターの関

持たれているが、太平洋南海域関係都府県（三重

与、支援を願うためにも、全国レベルの栽培関

県～千葉県）にはなく、会機関での栽培漁業に関

係法人連絡会議（決定機関）を構築し、連携・

する情報交換、問題点と課題の解決に向けての検

交流の促進と今後の連携体制のあり方の検討が

討する場の設定など連携を図ることが必要と感じ

行える場が必要だと考えます。

ています。
②

海域における栽培漁業関係法人の会議等の役
割・内容について

最後に

・技術者会議では、種苗生産結果・成果報告や問
題点等を討議されているが、特に単県（法人・

当協会は、栽培漁業を推進するための施策・予

試験研究機関等）で解決できない緊急的な技術

算の確保対策をはじめ、栽培漁業の推進全国機関

開発上の問題・課題を明確にし、その対応策の

として尽力してまいります。全国の栽培漁業関係

意見統一が重要です。

法人の皆様のネットワークの輪が広がりますこと

・所長会議では、経営・運営上の問題点、公益法
人の施設整備、国等への要望等が議論されて
います。今後も経営問題、施設の老朽化対応、
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 シリーズ 

放流稚魚がスクスク育つ環境づくり

＜第４回＞

藻場が消えた ?!
～2013年、夏から秋にかけての山口県日本海沿岸の藻場の異変～
（独）水産大学校
教授

「磯焼け」が全国各地で広がっている。全国的
な磯焼けの現状と課題、その対策などについては
本シリーズの第 1 回で紹介され、各地の事例は第

生物生産学科

村 瀬

昇

海側ではアマモ類などで構成されるアマモ場、ガ
ラモ場およびクロメ場が主に発達していた。
このように山口県沿岸の藻場は広大に広がり、

2 回で九州沿岸、第 3 回で北海道沿岸が紹介され

安定的に維持してきたと思われていたが、2000

ている。今回は、山口県沿岸の藻場保全の取り組

年に入ると山口県内各地の漁業者から「藻場が衰

み事例と 2013 年の夏から秋にかけて認められた

退している地点がある」という懸念の声を聞くよ

藻場の異変とその原因についてご紹介する。

うになった。その当時、筆者らが漁業者や地元の
行政機関からの依頼によって下関市沿岸や萩市の

１．山口県の藻場
日本海と瀬戸内海に面する山口県沿岸は、海岸

離島などで藻場調査を実施したところ、アラメや
多様なホンダワラ類などの藻場構成種が広く分布
するが、局所的に海底の岩肌がパッチ状に露出し、

線延長が約 1,500km あり、北海道、長崎県、鹿

その割れ目にはガンガゼやムラサキウニなどのウ

児島県、沖縄県、愛媛県に次いで全国第 6 位であ

ニ類が大量に生息していた地点（写真 1 左）や、

る。この長い海岸線に沿って藻場が発達して広が

植食魚類のアイゴなどによって高い食圧を受けた

り、山口県の沿岸漁業が支えられてきた。山口県

藻場構成種が数多く存在していた地点などが認め

沿岸の藻場面積は日本海側が約 6,900ha、瀬戸内

られた（写真 1 右）。このような景観は、年を追

海側が約 770ha であったと環境庁（1994）の「第

う毎に、また調査地点を増やす度に目立つように

４回自然環境保全基礎調査」で報告されている。

なってきた。

山口県沿岸の藻場としては、日本海側ではカジメ
類で構成されるアラメ場、カジメ場、クロメ場お
よびホンダワラ類で構成されるガラモ場、瀬戸内

２．藻場保全活動
山口県漁業協同組合阿川支店か
ら「2 ～ 3 年前までに密生してい
た浅場の“かじめ”（山口県日本
海側沿岸での“アラメ”の呼び
方）が減った」という話を受け、
2008 年 7 月に現地で藻場の状況
を調査した。潜水により確認した
ところ、いわゆる磯焼け状態では
ないが、浅瀬のアラメは点在する

写真１

山口県日本海側で観察された岩盤上の割れ目に生息するウニ類（左） 程度まで衰退し、その根元の岩礁
と魚類の食害による立ち枯れ状態のアラメ（右）
にはムラサキウニが数多く生息し

豊かな海

No.32

2014.3

67

ている状況であった。特に、岩礁の割れ目にはム

阿川支店では、2009 年度からは環境生態系保

ラサキウニがかなりの高密度で生息していた（写

全活動支援事業、2013 年度からは水産多面的機

真 2）
。この割れ目にはかつてトコブシなどが生

能発揮対策を活用して順応的な藻場保全活動に取

息し、良い漁場であったそうである。阿川でのム

り組んできている。漁業者が主体ではあるが、山

ラサキウニ漁の最盛期は 2 月から 3 月の水温が低

口県水産研究センターや地元の行政機関、ボラン

く、季節風による波浪も高い時期にあたる。この

ティアとして一般のダイバーおよび下関市内にあ

ような海況の厳しい時期にウニ漁を営む漁業者の

る本校（水産大学校）の学生も参加して、ウニ除

数は高齢化と後継者不足により減少したと言われ

去活動などを継続的に実施してきた。ウニ除去は、

ている。その結果、ムラサキウニの生息数を増加

漁業者が素潜りで浅場のムラサキウニを獲り上

させ、餌となる海藻が不足することで身入りが不

げ、ダイバーが SCUBA 潜水で深場のガンガゼ

十分なものが増え、さらに獲らなくなるという悪

類を潰す作業を実施した。年 1 回のウニ除去活動

循環を引き起こしている状況であった。このまま

ではあるが、1 年目は先に述べたように 800kg（約

放置しておくと藻場衰退が急激に進み、磯焼けに

1 万個）、2 年目の 2009 年以降は 450 ～ 600kg（約

至る旨を漁業者らに報告し、水産庁の磯焼け対策

1 万個～約 8 千個）の身入りの悪いムラサキウニ

ガイドライン（2007）を紹介するとともに、そ

を回収し、それに加えてガンガゼ駆除の活動を現

れに基づいて藻場を衰退させる主な原因であるウ

在も継続的に取り組んでいる。

ニ類の除去を早急に取り組むことを提案した。

筆者の研究室では、モニタリング調査の一環と
して、除去した海域の藻場の状況、ウニ類の生
息密度および除去ウニのサイズなどを調べてき
た。ムラサキウニなどが目立つ海底での生息密
度は、2008 年のウニ除去活動の開始時には 50cm
× 50cm 枠内に約 20 個体と非常に高い値であっ
たが、除去活動により次第に減少していった（図
1 左）。また、ウニ除去区で残存するムラサキウ
ニの大きさは、除去をしていない場所のものと比
べて小さく（図 1 右）、ウニ除去の継続によって
残存する個体が小型化する傾向が認められた。そ
の結果、アラメの成体だけでなく、幼体の生育も

写真２

アラメの葉を抱え込んで食すムラサキウニ
山口県下関市阿川沿岸（2008 年 7 月）

数多く観察でき、アラメ場が回復する兆しが認め
られた（写真 3）。ウニ除去活動に毎回参加する
漁業者からは「昨年よりも小型のウニが増えた」、

そこで、阿川支店では翌月の 8 月に漁業者自
らが主体となり、増えすぎたムラサキウニの除去

などの声が聞かれ、ウニ除去の効果を実感したよ

を中心とした藻場保全活動を実施することになっ

うであった。

た。漁業者に加え、地元のボランティアも加わっ

一方、除去したいわゆる痩せウニは、殻を砕

た総勢約 40 名でムラサキウニを素潜りで除去し

き、乾燥させた後、近隣の肥料会社が鶏糞と籾殻

た。約 2 時間半の活動でウニ類を約 800kg、約 1

など組み合わせた肥料を開発、販売しており、除

万個のウニを除去した。それでも完全には除去し

去ウニの有用活用の取り組みも進んでいる。この

きれず、漁業者らは思った以上にウニが多く生息

阿川支店の漁業者を主体とする継続的な藻場保全

していることに驚いたようであった。このような

活動は、2012 年 3 月に開催された第 17 回全国青

規模の藻場保全活動は、山口県内では初めての取

年・女性漁業者交流大会で水産庁長官賞を受賞し、

り組みであったため、報道によって一般の人々に

県内各地で取り組み中の藻場保全活動を活気づけ

も広く知れ渡るとともに、県内で取り組みが始

た。

まったばかりの各地区での藻場保全活動の優良な
モデルケースとなった。
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図１

ウニ除去区でのウニ類（主にムラサキウニ）の生息密度の変化（左）とウニ除去区とウニ除去していない海底の
ムラサキウニ（右）
ムラサキウニが目立つ海底に 50cm × 50cm 方形枠を設置して計数（平均値±標準偏差，n=10）。

写真３

アラメ成体の繁茂（左）とアラメ幼体の出現（右）
山口県下関市阿川沿岸（2012 年 8 月）

３．藻場の異変

原因のひとつとして高水温の影響が考えられて
いる。2013 年夏の海面水温については、気象庁

2013 年夏から秋にかけて山口県日本海沿岸の

が発表した人工衛星とブイ・船舶による観測値

各地で藻場の急激な衰退が発生した。筆者らが

から解析された九州・山口県周辺海域の海面水温

調査している日本海に面した下関市川棚沿岸で

の 画 像 を み る と（http://www.data.kishou.go.jp/

は、2013 年 5 月に水深約 2 ～ 5m の潜堤上にア

kaiyou/db/FK/daily/sst_FK.html#kaisetu）、30℃

ラメとツルアラメが生育し、多様なホンダワラ類

の等温線は山口県日本海沿岸に 8/20 から 8/26

が繁茂していたが（写真 4 左）
、10 月にはアラメ

までの 7 日間連続して接岸していた。さらに、前

やツルアラメの葉状部がほと
んど脱落し、健全なカジメ類
が全く観察されず、茎や付着
器だけが残存する状況であっ
た（写真 4 右）
。一方、ノコ
ギリモクとヤツマタモクは夏
以前と同様に生育していたも
のの、秋にはアイゴの食害の
影響を受けた藻体が多数占め
ていた。このような藻場の急
激な衰退は、前項で紹介した
阿川沿岸を含め県内の日本海
沿岸各地から報告され、その

写真４

山口県下関市川棚沿岸における 2013 年 5 月（左）と 10 月（右 2 枚）
の藻場構成種の状況
左：優占するアラメとノコギリモク
右：枯死したアラメの残存した付着器および
生残したノコギリモクとヤツマタモク
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述した川棚沿岸の水深約 5m における 2013 年夏

し た が っ て、2013 年 の 夏 以 降 の 山 口 県 日 本

の水温は、潜堤に設置した水温ロガー（10 分間

海側沿岸の各地の藻場の異変については、海水

隔で計測）を解析したところ、8/17 に最高水温

温 30℃以上の高温環境が約１週間続いたことに

31.0℃を記録し、水温 30℃以上が 8/11 の昼前か

よって、浅所で生育するアラメが比較的短期間で

ら 8/20 の早朝にかけて約 8 日半連続し、29℃以

広域的に衰退したと推察できる。また、生育上限

上では 8/5 の正午過ぎから 9/2 の朝にかけて約

温度が高いノコギリモクやヤツマタモク、深所で

26 日半も続いていた。

生育し高水温の被害を回避できたツルアラメやホ
ンダワラ類などは、9 ～ 11 月にアイゴなどの植

４．藻場構成種の高温耐性
筆者らは、これまで海水温の上昇が藻場構成種

食魚類による食害が顕著に認められたことから、
植食動物は藻場構成種の衰退を持続させる要因の
ひとつと考えられた。

の生育へ及ぼす影響に関して詳細な培養実験から
生育上限温度を明らかにする研究を進めてきた。
生育上限温度とは、それ以下の温度では生育でき
るが、その温度を超えると葉の脱色や柔軟化して

５．今後の課題
以上のように、2013 年の夏から秋にかけての

枯死する、言わば「生死を分ける温度」である。

高水温を主な原因とする藻場の急激な衰退は、山

温度条件を 25℃から 35℃までの 1℃間隔に設定

口県の日本海沿岸だけでなく、長崎県の壱岐や対

した培養実験の結果、藻場構成種により生育上限

馬、福岡県や島根県の一部沿岸でも発生したこと

温度が 1℃ごとに異なることがわかった。藻場構

が報告されている。対馬暖流の影響を受けている

成種の生育上限温度は、ホンダワラ類のアカモク

山口県日本海沿岸の今後の藻場においては、変化

が 27℃、マメタワラ、ホンダワラおよびジョロ

予測や保全・再生対策を検討するために、本シリー

モクが 30℃、ヤツマタモク、ノコギリモクおよ

ズの第 2 回で掲載された「九州沿岸での藻場の変

びウミトラノオが 31℃、また、カジメ類のクロ

化と漁業資源への影響、および対策の現状につい

メが 28℃、アラメが 29℃であった。特に、温度

て」のような九州西岸で集積されてきた知見と経

30℃で培養したアラメでは、培養 6 日目までに

験を活かさなくてはならない。

葉が溶けるように枯死流失した（図 2）
。このよ

2013 年から 2014 年にかけての冬には、山口県

うに、培養実験で明らかにした温度 30℃以上で

日本海沿岸のいくつかの地域からアラメがわずか

枯死するアラメと温度 31℃まで生育できるヤツ

に残っているという情報を聞くようになった。今

マタモクとノコギリモクは、前項で述べた川棚沿

後は、アラメが残存する地域とその水深帯などを

岸の水深 5m において温度 30.0 ～ 31.0℃の高水

特定し、その地点の温度変動、光量および基質な

温水塊が 8 日間も居座ったことが原因となり、ア

どの環境条件を精査し、藻体の季節的消長と再生

ラメが衰退し、ヤツマタモクとノコギリモクが生

産の可能性などを含めてモニタリングすることが

残できた現場海域での状況を裏付けている。

必要である。この残存するアラメ場を県内産アラ
メの“母藻供給基地”や“種付
け場”として活用するためには
具体的な保全対策を早急に構築
する必要がある。同時に、これ
まで藻場の保全活動に取り組ん
できた漁業者のモチベーション
を後退させることなく、地元の
行政、試験研究機関および大学

図２

70

温度 25～30℃の 1℃間隔で培養したアラメの生長変化（左）と温度
30℃で培養した 6 日目のアラメの状況
培養を開始した時の葉面積は１倍（平均値，n=5）。
30℃では，培養 3 日目に葉が柔らかくなり，6 日までに枯死流失。
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などが漁業者とこれまで以上に
連携して藻場の保全と再生に関
する効果的かつ科学的な情報を
共有することが大切である。

いのち

ふるさと

「育もう 生命かがやく 故郷の海」
をテーマに平成25年10月26日、27日に開催
◆開催の意義
全国豊かな海づくり大会は、水産資源の維持培
養と海の環境保全の大切さを広く発信するととも
に、水産業の振興と発展を図ることを目的に、天
皇皇后両陛下の御臨席のもと挙行される国民的行
事である。本年度は、熊本県において、
「第 33 回
全国豊かな海づくり大会～くまもと～」が開催さ
れた。
熊本県は、九州のほぼ中央に位置し、雄大な阿
蘇を含む「阿蘇くじゅう国立公園」
、大小 120 の
島々からなる「雲仙天草国立公園」の２つの国立
公園を持ち、日本最大の干潟を有する有明海、内
湾で東シナ海に湾口を開く八代海、対馬暖流の影
響を強く受ける魚の宝庫天草灘の３つの海域に面
している。
このように特徴の異なる海域に面した熊本県で
は、それぞれの漁場の特性に応じ、様々な沿岸漁
業や魚類、ノリ等の養殖業が盛んに営まれている。

大会公式ポスター

◆大会に向けた取組み
第 33 回全国豊かな海づくり大会熊本県実行委

しかし、近年は、漁場環境の変化や水産資源の

員会では、大会の開催に向けた機運醸成を図ると

減少、さらに、赤潮による甚大な漁業被害が発生

ともに、海の環境保全に関する意識啓発や漁業に

するなど、本県水産業の置かれた状況は悪化して

対する理解促進につなげるため、県内の沿海市町

いる。

や漁協等と連携し、平成 25 年４月から次世代を

こうした状況から、水産業の活力を取り戻すこ

担う子どもたちを対象にした「記念リレー放流」

とが急務となっており、漁場環境の改善や水産資

を実施した。県内 10 箇所で、大会ＰＲキャラク

源の回復等に取り組み、将来にわたって水産業の

ターの「くまモン」と子どもたちが一緒にヒラメ

健全な発展を目指しているところである。

やマダイなどの稚魚を放流した。

また、かつて水俣病が発生した水俣湾は、国内
の他の水域と変わらぬ清らかな姿を取り戻してお
り、水俣の海が素晴らしい豊饒の海であることの
発信も必要である。
このような中、熊本県において「全国豊かな海
づくり大会」を開催することは、熊本県の特色あ
る水産業の魅力を全国に向かって発信するととも
に、水俣の海の再生と熊本の豊かな海を広く理解
していただくことにも繋がる絶好の機会となるも
のである。

記念リレー放流
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◆式典行事
10 月 27 日（日）、天皇皇后両陛下御臨席のもと、
熊本県立劇場（熊本市）において式典行事が開催
され、県内外から 1,062 名が参加した。
プロローグでは、熊本県を代表する伝統芸能「山
鹿灯籠踊り」で全国からの大会参加者を歓迎した
後、熊本県が面する有明海、八代海、天草灘の３
海域の魅力を、映像や創作ダンス、合唱、牛深ハ
イヤ踊りを交えて紹介した。
式典行事は、学校法人熊本音楽学園武蔵ヶ丘幼

稚魚等のお手渡し

稚園鼓笛隊の先導、熊本県立苓洋高等学校生徒の
旗手による大会旗入場で幕を開けた。松本忠明熊
本県漁業協同組合連合会代表理事会長の開会のこ
とば、伊吹文明大会会長（衆議院議長）の主催者
あいさつ、蒲島郁夫熊本県知事の歓迎のことば、
功績団体及び作品コンクール受賞者代表の表彰に
続き、作文コンクールで大会会長賞を受賞した大
野三城さん（熊本県立苓洋高等学校３年）による、
作文『「天草宝島」の蒲鉾店を目指して』の発表
くまもと海づくりメッセージ

が行われた。

◆海上歓迎・放流行事
式典行事に引き続き、八代海地域を代表して、
エコパーク水俣（水俣市）で海上歓迎・放流行事
が開催され、県内外から 381 名が参加した。
学校法人白百合学園八代白百合学園高等学校吹
奏楽部による歓迎演奏、水俣棒踊り保存会による
歓迎演舞に続き、海上歓迎行事として、学校法人
八商学園秀岳館高等学校和太鼓部による伝承芸能
雅太鼓が演奏される中で、有明海、八代海、天草
最優秀作文の発表

灘で操業する漁船等による漁業紹介が行われた。
その後、地元水俣・芦北地域の高校生の介添え

また、天皇皇后両陛下から漁業者へノリ、クル
マエビ、マダイ、ヒラメの稚魚等のお手渡しが行

により、天皇皇后両陛下は、水俣湾へヒラメとカ
サゴの稚魚を御放流された。

われ、３海域の小学生と漁業後継者夫妻が「くま
もと海づくりメッセージ～生命かがやく故郷の海
への誓い～」を全国に向けて力強く発信した。
岸宏豊かな海づくり大会推進委員会会長（全国
漁業協同組合連合会代表理事会長）が読み上げ
た大会決議を満場の拍手で採択し、藤川隆夫熊本
県議会議長の閉会のことばで式典行事は幕を閉じ
た。

海上歓迎行事
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◆絵画・習字コンクール優秀作品御覧
10 月 26 日（土）、ホテル日航熊本（熊本市）
に大会の開催を記念して実施した絵画・習字コン
クールの優秀作品を展示し、天皇皇后両陛下に御
覧いただいた。

稚魚の御放流

また、同日、有明海地域を代表して熊本港（熊
本市）
、天草地域を代表して牛深漁港（天草市）
でも放流行事が行われた。３つの海域での放流行
事の同時開催は、大会史上初めてのことであり、
海上歓迎・放流行事会場と各放流行事会場は、双
方向に映像中継が行われた。
熊本港会場では、750 名が参加し、天皇皇后両
陛下からお手渡しを受けたノリ、クルマエビに加
え、ニホンウナギの稚魚等を放流した。
牛深漁港会場では、630 名が参加し、天皇皇后

絵画・習字コンクール作品御覧

◆歓迎レセプション
10 月 26 日（土）にホテル日航熊本（熊本市）
で行われた歓迎レセプションでは、天皇皇后両陛
下の御臨席のもと、県内外の大会関係者や功績団

両陛下からお手渡しを受けたマダイ、ヒラメに加

体表彰受賞者、漁業後継者等、266 名が参加し、

え、イサキの稚魚を放流した。

親睦を深めた。

歓迎レセプション
放流行事（熊本港会場）

◆関連行事
大会期間中、熊本市中心市街地桜町・花畑町一
帯及び各放流行事会場周辺では、関連行事が行わ
れ、約６万７千人が来場した。
熊本市中心市街地桜町・花畑町一帯では、
「2013
くまもと豊かな海づくりフェスタ」と銘打ち、
「企
画展示」、「ステージイベント」、「ふれあい体験」、
「味わい」の各ゾーンが設置され、放流魚や水俣
の海の再生等に関する企画展示、さかなクントー
クショー、模擬セリ、海藻おしば体験、熊本の３
放流行事（牛深漁港会場）

海域の特色ある水産物の試食・販売等が行われた。
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熊本港会場では、さかなクントークショーや有

行われた。牛深漁港会場では、小学生らが世界一

明海を運航するフェリーの無料乗船体験等に人気

のちくわ作りに挑戦し、33.9ｍのギネス世界記録

が集まった。エコパーク水俣会場では、八代海特

を達成したほか、大会に向けて読み句や絵札を募

産のしらすを使った料理レシピコンテストグラン

集して作成した「天草おさかなカルタ」のカルタ

プリ作品のふるまいや、ふるさと芸能の披露等が

取り大会等で盛り上がった。

エコパーク水俣会場

2013 くまもと豊かな海づくりフェスタ

熊本港会場

牛深漁港会場

（写真提供：熊本県）

大 会 決 議
我が国は四方を海に囲まれ、その海からの恵
みは、国民に豊かな生活と優れた食文化をもた

豊饒の海という財産を、将来に引き継ぐ重要な
責務がある。
我々は、今日まで 33 回にわたり開催されて

らしてきた。
ここ熊本県は、九州の中央に位置し、世界に

きた「全国豊かな海づくり大会」の意義を再確

誇る２つの国立公園をはじめとする雄大な自然

認し、ここ熊本県において、「育もう

と豊富な水資源を有している。

がやく

西部には、有明海、八代海、天草灘の３海域
からなる豊かな漁場が広がり、それぞれの海域

生命か

故郷の海」を合言葉に、新たな決意を

持って、豊かな海の環境を守り育ててゆくこと
をここに決議する。

の特性に応じた沿岸漁業や海苔・魚類等の養殖
漁業が営まれ、地域産業の発展に重要な役割を
担ってきた。

平成25年10月27日

私達には、我が国の恵まれた水産資源を守り、
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第 33 回全国豊かな海づくり大会

【シリーズ】

第 11 回目は、北海学園大学の古林英一教授をインタビュアーとして、北海道浜中漁協で、
“日本一の昆布の里”でおいしいウニを育てる、ウニ養殖部会の皆さんとそれを支える関
係の方々にインタビュー取材しました。
インタビュアー：古林英一

北海学園大学経済学部

出席者：浜中漁協：代表理事組合長
指導部次長
（ウニ養殖部会）部会長

教授

山崎貞夫氏、専務理事

浩氏、参事

上野仁氏、

一井隆之氏
渡部

健氏、副部会長

北海道庁釧路地区水産技術普及指導所：所長
（公社）北海道栽培漁業振興公社：副会長

第11回

遠藤

夏井和宏氏、同

伊藤雅一氏、主査

村井

中田

篤氏

菅原浩明氏

茂氏

ウニとコンブのおいしい関係
〜浜中町のウニ養殖〜
北海学園大学経済学部
教授

古林英一

１．はじめに
昨年 12 月、和食がユネスコの無形文化遺産に
登録され話題となった。このことの是非はとも
かくとして、その和食を支えているのが多種多様
な水産動植物であることはいまさらいうまでもな
い。
水産動植物の多様性はわが国の気候風土の多様
性の反映であり、当然のことながら、各地の気候
風土にあった食材を用いた食文化が形成されてき
た。きわめて限られた地域性をもつ食材もあれば、
比較的広い地域性を有する食材もある。
本来は限られた地域でのみ利用されていた食材
が、情報や物流技術の発達によって広域化した食
材もある。
本稿で紹介するのはウニである。ウニは必須の

実入りの良いウニが育った！

すしネタであり、好悪はあれどウニを知らない日
本人は殆どいないだろう。広域的に消費される食
材である。だが、考えてみると、ウニ、特に生ウ
ニが広域的に流通するようになったのはそう古い
話ではない。
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55 年も人間をやっていても、ファーストコン
タクト、セカンドコンタクトを明確に覚えている
食品などそう多くはない。大阪の、それもさして
裕福とはいえない一般勤労者の小せがれとして
1958 年に生まれた小生の、ウニとのファースト
コンタクトは、下関あたりのみやげであったろう
と思われる瓶詰めのアルコールウニだった。まず
いとは思わなかったが、さしてうまいとも思わな
かった。それはそうだろう、瓶詰めウニを肴にちょ
いと一杯などという小学生はいない。
セカンドコンタクトは大学 3 年生のときであ
る。舞鶴市にある実験所で缶詰めになって実習（ち
なみにこのとき本当の缶詰めもつくった）をやら
されたときのことである。先輩が海に潜って獲っ
てきたウニをその場で食べさせてもらったのだ。
このときは、
「おお、こりゃ美味だ」と思ったこ
とを記憶している。もっとも美味だと思ったのは
当時の小生の食生活があまりに貧しかったからか
もしれない。ついでにいうと、このとき、空腹の
なせる業だろう、食パンにナマコのマヨネーズ和
えを挟んで食ってみたが、これはあまりうまいと
は思えなかった。生のナマコはサンドイッチの食
材には向かない。
ナマコのマヨネーズ和えは不味かったが、生ウ
ニはうまかった。だが、当時、こうした生ウニを
味わえた人は限られていただろう。というのは、
ご承知のように、生ウニはそのままだとすぐにと
けてしまう。溶解を防ぐためにはミョウバンを使
う必要がある。生ウニの広域流通が可能となった
のはこの技術が確立されて以降のこ
とだ。
ミョウバンによるウニ保存技術に
対しては様々な考え方もあろうが、
それはさておき、この技術によっ
て生ウニは広域的な消費が可能とな
り、数あるすしネタのなかで、高級
かつポピュラーなネタとしての地位
を確立してきたことは確かだろう。
輸送技術の発達や為替レートの変
化により、和食を支える水産動植物
のかなりが海外産となっている。ウ
ニも例外ではない。ロシアをはじ
め、チ リ、カ ナ ダ、 ア メ リ カ な ど
から大量のウニが輸入されている。
漁業養殖業生産統計年報によると、
2012 年のわが国のうに類の漁獲量
は 8,300 トンである（このうち 5,300
トンを北海道がしめている）。これ
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に対して、ロシアからの輸入活ウニだけで 9,002
トン（『アグリトレードハンドブック 2012』によ
る）もある。つまり、ロシア１国の活ウニだけで
わが国の漁獲量を凌駕してしまっているのであ
る。冷蔵その他を含めれば、1 万 2 千トン以上の
ウニがわが国に入っている。
文化遺産である和食の国産食材が海外産食材と
の競争に耐えねばならないということは、いっ
たいどういうことなんだろうと思わざるを得ない
が、現実は現実である。そうしたなか、ウニの養
殖に成功し、着実に成果をあげているのが今回訪
問した北海道道東の浜中町である。

２．浜中漁協とウニ
今回われわれが訪問した浜中町は北海道の太平
洋岸、釧路市から東に約 60km のところにある。
道東太平洋岸は積雪は少ないものの寒さは厳し
い。われわれが訪問した 1 月 23 日の最高気温（念
のためにいっておくが、最低気温ではなく最高気
温である）は－ 7℃だった。それでも前日よりは
少し暖かいのだ。
厳しい寒さにもかかわらず、浜中町は北海道の
なかで比較的早くから開けたところで、すでに元
禄年間には霧多布場所が開かれていた。北海道ら
しい平地が拡がっているものの、その大部分は湿
原であって、農畜産業には適さない。
産業的利用の観点からは無価値な湿原だが、自

浜中漁業の位置図

インタビュー中の古林先生 （手前） とウニ種苗について
説明する道栽培公社の村井副会長

然環境的な観点からは高く評価され、1922 年に
は「霧多布湿原泥炭形成植物群落」が国の天然記
念物に指定され、さらに 1993 年にはラムサール
条約登録湿地に指定されている。全くの余談だが、
拙著『環境経済論』（2005 年、日本経済評論社刊）
の表紙はこの霧多布湿原の写真である。さらに、
ついでにいうと、浜中町は「ルパン３世」の町で
ある。作者のモンキー ･ パンチがこの町の出身で
あることから、町のそこかしこにルパンや不二子
が描かれている。
湿原地帯にあることもあり農畜産業よりも今
でも漁業が町の主幹産業となっている。2010 年
の国勢調査によると、浜中町の人口は 6,511 人
（2,644 世帯）で、このうち 15 歳以上就業者数は
4,018 人、就業者数の 34％にあたる 1,375 人が漁
業就業者という漁業の町である。
浜中町内には浜中漁協と散布漁協の 2 つの漁協
があり、いずれもウニ養殖をおこなっているが、
今回訪問したのは浜中漁協の方である。
浜中漁協の正組合員は 378 名である（2012 年
12 月 31 日現在）。30 年前の 1982 年の正組合員
数は 586 名であったから、この 30 年でほぼ２／
３に減少していることになる。当時も今も最も生
産額が多いのはコンブ採取である。2012 年の浜
中漁協の販売事業の受託総額は約 31 億円で、そ
のうち約 10 億円がコンブである。コンブ漁業を
営んでいる経営体は 335 であるから、組合員の
ほとんどがコンブ採取をおこなっていることにな
る。
浜中沿岸の豊富なコンブ資源はウニの餌料基盤
ともなっており、ウニ採捕も以前から盛んにおこ
なわれてきた。ウニの潜水器漁業が加工とセット
で営まれてきた。昭和 40 年代には 2 人共同の 12
経営体が操業していたというが、今は 3 経営体と

なっている。浜中漁協における 2012 年のウニ潜
水器漁業の売上高は 1 億 1,605 万円であるが、こ
の 3 経営体はいずれも釧路に加工場を保有し、地
元産のウニだけでなく、道内各地はもとより輸入
ウニの加工も手がけており、加工・流通業者とし
て果たしている役割が大きい。
ウニの増殖事業もかなり以前からおこなわれて
おり、釧路管内水産種苗センター（以下、種苗セ
ンター）をはじめとする道内各地から稚ウニを購
入し放流している。2012 年を例にとると、5 ミ
リサイズ、10 ミリサイズ、20 ミリサイズの 3 種
を合わせて 230 万粒を放流している。

３．ウニ養殖のあゆみ
既に隣の散布の内海でおこなわれていたウニの
養殖を実行するため、2001 年 15 人の漁業者が集
まりウニ養殖研究会が発足した。当時、コンブ採
取を主に営んでいる漁業者の多くは夏のコンブの
漁期が終わると、秋から冬にかけて出稼ぎに行く
ケースが多かった。しかしながら、当時は全国的
な公共事業の縮小が続き、土木作業などの出稼ぎ
先も少なくなっていた。出稼ぎのない漁業経営を
実現したいというのが最も大きな動機だった。ま
た、根幹漁業であるコンブの輸入自由化の動きも
ウニ養殖着業への動機の一つとなっていたとい
う。
直 接 的 な 契 機 と な っ た の は、2001 年 度 か ら
2007 年度にかけて実施された「中核的漁業者協
業体等取組支援事業」である。この事業は漁業者
のグループが実施する進歩的・創造的な取組に対
して支援をするというものであることから、3 地
区（榊町、霧多布、琵琶瀬）で各 15 人の協業体
を構成しスタートした。
長年にわたってウニ漁業が営まれ、放流事業も
継続的におこなわれていたのであるから、ウニを
養殖しようという発想は決して突飛なものではな
いだろう。だが、隣の散布漁協で始まっていたと
はいえ、散布は内海での養殖だったのに対し、浜
中で企画されたのは外海での養殖である。他には
参考となる先行事例はない。殆どすべては手探り
状態で、試行錯誤の連続であった。養殖試験の実
施にあたり「養殖作業を確かな技術にするため、
作業日誌の記録を行った」という１）。
2001 年 11 月、平均殻径 8.7 ミリの種苗を購入
し、各地区 3 万個ずつを飼養し始めた。丸１年後
の 2002 年 11 月には殻径は 34.8 ～ 39.5 ミリに成
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長し、2003 年 7 月には出荷サイズの 45 ミリに成
長するものもあった。これは冬季は殆ど摂餌しな
いと予想されたのが、予想外に摂餌したことなど
による。自然環境では摂餌しないのではなく、餌
が少ないことによるのが理由かもしれない。そこ
で、当初は 3 年程度の育成を予定していたのを繰
り上げ、2003 年 10 月から出荷が実現した（平均
殻径 48 ミリ）。初出荷の価格は㎏あたり 3,640 円
であったという。このとき天然ものの価格は 2,000
円程度だったというから、きわめて高い市場での
評価だったといえよう。いずれにせよ、自然成長
より早く成長するということは、天然物の出荷時
期とタイムラグが生じることとなり、これがウニ
養殖に有利な環境を生み出したとも考えられる。
ところが、待望の初年度出荷の直前である 9 月
26 日午前 5 時頃、北海道襟裳岬東南東沖 80km
を震源とするマグニチュード 8 の地震が道東一体
を襲う（2003 年十勝沖地震）。この地震による津
波で浜中町でも家屋の流出などの大きな被害が発
生した。霧多布地区の被害は甚大で、当然、ウニ
養殖施設と種苗も被害を受けた。この被害がなけ
れば初年度の出荷はさらに大きな成功をもたらし
たはずである。もっとも、この地震被害も「施設
強化を工夫する良い機会となった」という２）。
2004 年 1 月の大時化、2006 年 10 月の爆弾低
気圧、2010 年 2 月に発生したチリの巨大地震に
よる津波、さらに 2011 年 3 月の東日本震災によ

る津波など、こうした天災による被害はたびたび
発生している。
また、2003 年には冬期間の結氷・流氷による
リスクを回避するために殻径 30 ミリサイズの種
苗 1 万粒を道南の知内漁協から購入し、年末まで
に出荷するという短期養殖もおこなわれた。
2004 年からは、上磯郡漁協から 15 ミリサイズ
の種苗を 30 万粒、野付漁協と種苗センターから
8 ミリサイズの種苗をそれぞれ 10.6 万粒ずつ購
入し、種苗数を増やし企業化養殖試験事業が開始
された。この企業化試験も所期の成果を収めるこ
とができた。
企業化試験事業が 2008 年 3 月末で終了し、4
月からは区画漁業権が設定され、自立的な養殖業
として新たな段階がスタートし、今日に至ってい
る。
初出荷以降の販売高は表１にかかげたとおりで
ある。東日本大震災のあった 2011 年は前年を大
きく下回っているものの、まずは順調に伸びてき
ているといえよう。
表１ 養殖うに販売高の推移

４．ウニ養殖の実態

製品となった浜中産の養殖ウニ

養殖かごの中の昆布と稚ウニ
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1 人あたりの種苗 3 万粒、3 地区において各地
区 5 人 1 組（参加者計 15 人）という規模でスター
トした養殖業だが、現在では 53 人が区画漁業権
のもとでウニ養殖をおこなっている。種苗の購入
はウニ養殖部会として一括しておこなうが、日常
的な飼養管理は各自がそれぞれでおこなってい
る。養殖規模は 1 人平均約 4.5 万粒である。
道南の津軽海峡沿いにある知内町に上磯郡漁協
の種苗生産センターがあるのだが、種苗の親とな
るウニは発注時にこちらから持って行く。ウニ養
殖部会では会長 1 人、副会長 2 人、理事 4 人、そ
れに監事 2 人の 9 人の役員が選任されるが、役員
の大きな仕事の一つが種苗の発注と搬送である。
種苗は上磯郡漁協を中心に、野付漁協や種苗セン
ターから購入している（表２）。

種苗の価格は殻径 1 ミリあたり 1 円くらいが目
安だということなので、上磯郡漁協の種苗は他に
比べ単価は高くなるが、成長度合いの大きい方が
死亡率は下がるようである。当然個人差はあるも
のの、死亡率はおおむね 3 割くらいあるという。
次に養殖施設である。漁場行使規則 1 本 135
メートルの幹縄が 3 本までとなっている。1 本の
幹縄にかごが最大 35 個くらいまで吊すことがで
きる。ウニ養殖は他で殆どやっていない事業であ
るから、当然、専用のかごは市販されていない。
したがって、漁業者各自が市販の材料を使って製
作している（写真１）。
表２ 種苗の購入先 （2012 年）

写真１

古林先生（右）に養殖かごを説明する山崎組合長。
ウニの成長にあわせて目合いの大きなかごに移
す作業を行う。

4 月頃から施設に種苗を収容し、成長段階に応
じて目合いの異なるかごに分散する。6 月以降に
なると、摂餌活動が旺盛になるため、1 つのかご
の餌（コンブ）は 1 週間毎に交換せねばならなく
なる。作業は夫婦 2 人でおこなうケースが多いよ
うだが、毎日すべてのかごをあげることはできな
いので、すべてのかごに給餌するのにほぼ 1 週間
かかるという。したがって、この時期は殆ど休み
なく作業が続くことになる（写真２は漁場での作

業風景）。さらに、付着生物も多いことから、春
と秋の年 2 回施設の交換も必要となる。

写真２ ウニ養殖漁場での海上作業の様子

餌料はいうまでもなくコンブである。浜中名産
のコンブは天然コンブだが、ウニの餌用にコンブ
養殖もおこなわれている。コンブ養殖施設のみな
らず、ウニの養殖施設の幹縄にもコンブが付着・
生育するという。それだけコンブの生育に適した
海域なのである。
当然といえば、当然なのだが、索餌のためにエ
ネルギーを消費しないのであるから、先にも述べ
たように、養殖ウニの成長は自然に生育するウニ
よりも早くなる。
生育状況をみながら 9 月頃から出荷作業がは
じまり、ほぼ大部分は年末までに出荷し、新年度
の種苗を入れるために施設を空ける必要があるの
で、残ったものも遅くとも翌年 4 月までには出荷
を終える。ウニは 3 月になると甘みが抜け、苦み
が増すという。
表１にも示したように、浜中の養殖ウニの価
格は kg あたり 3,000 円を下回ることは殆どない。
図１は北海道のエゾバフンウニの漁獲量と平均価
格の推移をみたものである。この 10 年間をみる
と、高いときでも 2,000 円 /kg を超えることはな
い（ちなみに、キタムラサキウニはエゾバフンウ
ニよりも概ね 4 割くらい安く、この 10 年間では
900 ～ 1,000 円 /kg 程度の水準にある）。

図１ エゾバフンウニの漁獲量と価格の推移
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入れる種苗の数により、上下で 2 ～ 3 倍の収量
の格差があるので個人差が大きいが、平均すると、
養殖ウニの 1 経営体あたりの販売額は約 300 万
円程度である。種苗費が約 50 万円、資材費に 50
万円、燃料費が 30 万円くらいかかるという。ま
た、船の装備などで初期投資に 500 万円くらい
必要だという。定額法によって 5 年で償却すると
すれば減価償却費は 100 万円となり、所得は 70
万円程度である。所得率は 23％くらいであるか
ら、必ずしも高い所得率とはいえないかもしれな
い。現在の規模ではウニ養殖だけで経営を維持す
ることは難しい。実際、多くの漁家はコンブ採取
などの副業としてウニ養殖をおこなっている。
だが、先にも述べたように、出稼ぎによること
なく、コンブ漁業と組み合わせることで、安定的
な漁業経営を実現した意義は大きい。今回話をう
かがったのは、渡部健部会長（56 歳）
、夏井和宏
副部会長（55 歳）
、中田篤副部会長（44 歳）の 3
名である。渡部部会長はコンブ採取とウニ養殖以
外にチカ・コマイの小型定置網漁業、夏井・中田
両氏はコンブ採取とウニ養殖以外にホッキ桁曳網
漁業を営んでいるが、いずれも後継者が確保され
ている。53 人のウニ養殖漁業者は後継者が確保
できている、もしくは漁業者自身が若いケースが
多いようである。

５．成功のポイントと今後の課題
新規着業以来、10 数年を経て、安定した成果
をあげている浜中のウニ養殖であるが、高い価格
を実現できたことが最大のポイントであろう。仮
に、もし、天然ウニと同程度の価格水準しか実現
できなければ販売額はほぼ半減し、収支は均衡し
ないであろう。
高価格の実現にはいくつかの要因が考えられ
る。
まず、第１は高価格の実現である。高価格の要
因のひとつめは品質である。東京の高級すし店が
浜中の養殖ウニの重要な顧客となっている。この
ことからもうかがえるように、浜中の養殖ウニの
品質は高く評価されている。時には折り 1 つで 2
万円という高値がつくことすらあるという。残念
ながら小生はかようなものは食したことがない。
死ぬまでに一度は食してみたいものである。もっ
とも、その差を識別する味覚が小生に備わってい
るかといえばあまり自信はない。
次に浜中に特有の条件がある。それは有力な加
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インタビューの様子。 正面右奥から、 浜中漁協の遠藤専
務、 山崎組合長、 ウニ養殖部会の渡辺部会長、 夏井副
部会長、 中田副部会長

工業者が地元にいたことである。先に述べたよう
に、地元には加工業者が 3 社ある。この 3 社はい
ずれもウニ採取からスタートし、現在でもウニ漁
業をおこなっている業者であり、いずれも漁協の
組合員でもある。
一般的な加工業者であれば、価格形成をめぐり、
漁業者とは対立的な関係も生じることがある。し
かしながら、浜中のウニ加工業者は漁業者でもあ
るから、売買をめぐる対立的な関係にはなりにく
い。
彼らはウニの加工・流通のノウハウを蓄積する
ことで、高品質なものを高価格で購買する顧客を
確保してきたともいえる。
また、加工業者の側からみても、高品質の養殖
ウニを独占的に扱えるメリットは大きいだろう。
高価格実現のふたつめの要因は出荷時期であ
る。図２をみてほしい。これは北海道のエゾバフ
ンウニの月別漁獲量をあらわしたものである。主
要産地が禁漁期に入ることから、9 ～ 11 月は極
端に漁獲量が低下する。この時期に養殖ウニが出

図２ エゾバフンウニの月別漁獲量 （2012 年， 北海道）

荷されるのである。それでなくても品薄な時期に、
高品質のウニが市場に出るのであるから、より高
い価格が実現するのは当然である。また、価格低
落期に出荷を控えることができるのも養殖ならで
はである。
成功のポイントの第２は餌料基盤が存在したこ
とである。養殖ウニの餌料は時化によって発生す
る「寄りコンブ」も使用される。これは低利用資
源の活用である。さらに、幹縄に自然にコンブが
付着・生成するということからもわかるように、
浜中の海域はコンブの生育にとって良好な環境を
保持している。餌料用コンブ養殖も可能であり、
極めて低廉なコストで餌料を得ることができるの
である。
さらに、第３のポイントとしては、漁業者自ら
のたゆまぬ創意工夫がなされたこともあげておく
べきだろう。参考事例の乏しいなかで、施設を工
夫して自作し、さらに何回もの災害も施設改良の
契機としてきたことは特筆すべきことだと思われ
る。
また、テイクオフ期に補助事業をうまく活用で
きたことも加えておくべきことだろう。補助事業
によって初期投資を低く抑えることができたのは
確かである。

６．今後の課題と展望
これまでみてきたように、浜中のウニ養殖は十
分な成果をあげ、安定的に操業が続けられている。
今回の調査に同行してもらった北海道栽培漁業公
社の村井さんも「北海道の栽培漁業は正直今ひと
つの感があるなかで、浜中のウニは販売状況まで
含めて、儲かっているモデル事例だ」と述べてい
た。
さらに、村井さんによると、近年の海況の変化
により、日本海側でもこれまで漁獲されていた高
価なバフンウニが減少し、安価なキタムラサキウ
ニに取って代わられる現象がみられるという。図
３をみると、確かに、エゾバフンウニとキタムラ
サキウニは代替関係にあり、近年ではキタムラサ
キウニが優越しつつあるようにみえる。浜中が立
地する釧路地方ではキタムラサキウニの漁獲量は
ほぼゼロの状態が続いており、エゾバフンウニの
漁獲量そのものはまだ宗谷地方が釧路地方よりは
るかに多いものの、釧路地方の比重は確実に高
まっている。
北海道全体としてみるならば、このことは決し

図３ 宗谷総合局管内のウニ漁獲量の推移

て好ましい状況とはいえないが、浜中のウニに
とっての市場環境としては悪いことではないだろ
う。
では、浜中のウニ養殖は今後拡大していくかと
いえばそうもいえない。確かに製品の市場条件は
整ってはいるものの、拡大を制約する条件も強く
作用している。
制約条件の一つは餌料基盤である。浜中のウニ
養殖は餌料を自給することで成立している。今回
お話をうかがったなかでも出たが、個人差はある
ものの餌料は総体的にみると不足気味であるとい
う。餌料供給の増大は必ずしも容易ではない。
次に、漁場の制約がある。浜中のウニ養殖の漁
場は外海にあり、エビやホッキガイの漁場と競合
関係にある。今回お話をうかがった限りでは、区
画漁業権の範囲をこれ以上拡大することについ
て、他の漁業を営む漁業者とのコンセンサスを得
ることはなかなか難しいようである。
初期投資に費用がかかることもあって、漁場に
はまだ 3 経営体分くらいの空きがあるというから
も、今のところ新規着業希望者が多いというわけ
でもなさそうである。
さらに種苗の安定供給も課題の一つであるとい
う。現状では複数の供給元から種苗を適宜調達し
ている。複数から調達していることはリスクの分
散にはなっているだろうが、安定性という点では
問題があるのかもしれない。また、他の養殖業に
比べると種苗コストはやや高いかもしれない。収
益性の向上をはかるためには種苗を安定的に低価
格で調達する必要があろう。
販売面についていえば、現在の市場の中心は道
外であり、道外で高価格を実現しているのである
から差し迫った問題ではないように思われるが、
お話をうかがうなかで、できれば地元での消費を
拡大したいという意見もあった。養殖ものだけで
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なく、地元の人が案外ウニを食べていないという。
確かにウニは日常的な食品とはいいがたいが、
地元への経済波及効果を考えると、地元の人たち
の浜中のウニに対する認知度をあげることが、観
光客を招く誘因のひとつになる可能性もあろう。
これまで発展してきた海面養殖業は、事業規模
を拡大することで、モノカルチャー的な展開をみ
せるものが多かったように思う。北海道ではホタ
テガイ養殖などがその典型的な例である。浜中の
ウニ養殖は、餌料基盤や漁場利用という制約条件
もあり、モノカルチャー的に展開する可能性は低
いように思われる。
浜中では、コンブ採取＋小規模漁船漁業＋ウニ
養殖というかたちで、リスクの分散をはかると同
時に周年的な労働投下が実現し、安定的な漁業経
営が実現している。こうした養殖業のあり方は今
後の養殖業の展開のひとつのあり方ではなかろう
か。
気候風土に適した様々な水産動植物がわれわれ
の食の伝統を支えてきたのであるから、気候風土
に適した様々な水産動植物を増やし、育てること
が食を守ることでもある。それは何かひとつの業
種に特化することでは実現し得ない。そうした意
味で、浜中のウニ養殖はあるべき今後のわが国の
沿岸漁業の姿をみせてくれたようにも思う。
修学旅行などで浜中を訪れた子供たちのなかに
は、ウニを食べることができなかったがここのウ

ニはおいしく食べることができたという子もいる
という。ホンモノにふれることで食の正しい理解
が深まるのである。外国人に和食を宣伝する前に、
まず将来を担うわが国の子供たちにホンモノの和
の食材を教える必要があろう。
今回の訪問で残念なことがひとつある。それは
訪問した時期が悪く、肝腎の養殖ウニを食する
ことができなかったことである。将来を担う子供
もさることながら、彼ら彼女らにしっかり担って
もらう予定の小生も、冥土のみやげにホンモノを
しっかり味わいたいのである（ちなみに漁獲され
たウニはちゃんといただいた。こちらもおいしゅ
うございましたが）。後日、日を改めて収穫時期
にうかがうことしたいと思う。
今回の訪問にあたり、ご協力いただいた漁業者
の方々、および漁協のみなさんに改めてお礼を申
し上げる次第である。
注
１）斉藤一彦「出稼ぎなしの周年漁業を継がせた
い―外海ウニ養殖漁業確立と部会立ち上げま
での歩み―」全漁連『2009 年度全国青年・
女性漁業者交流大会資料』（p.113）。なお、
この大会で浜中町の取組は水産庁長官賞を受
賞した。
２）同上書、p.114。

取材を終えてウニ養殖かごを前に、
後列右から、 釧路地区水産技術普及指導所伊藤所長、 同菅原主査、 浜中漁協上野参事、 ウニ養殖部会
中田副部会長、 同渡辺部会長、 山崎組合長、 夏井副部会長、 一井指導部次長
前列右から、 遠藤専務、 古林先生、 村井副会長
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【連載】
（独）水産総合研究センター“新中期計画”実現に挑む！
水産研究所所長レター〈第８回〉

ー世界の水産資源研究をリードするー
（独）水産総合研究センター

国際水産資源研究所

所長

森 下 丈 二

はじめに
国際水産資源研究所は、昭和 42 年に水産庁遠
洋水産研究所として発足しました。名称を変更し
たのは 2 年半前の平成 23 年 9 月ですので、まだ
関係者の皆様には遠水研という名前の方がなじみ
があるようです。遠洋水産研究所という名前は、
遠洋漁業だけを扱っているという風に聞こえます
が、当研究所が扱っているカツオやマグロ類は高
度回遊性魚種と呼ばれ、様々な国の排他的経済水
域（200 カイリ水域、EEZ）や公海を回遊し、日
本の沿岸に回遊してきたときには定置網や沿岸漁
業でも漁獲されます。公海や他の国の EEZ の中
では、様々な国が同じカツオやマグロ類を漁獲し
ており、そういう意味では、まさに「国際水産資
源」という呼び方がふさわしいわけです。日本の
遠洋漁業が縮小したり、外国からの水産物輸入が
増える中で、その業務をより適切に表す名前とし

図１

て、国際水産資源研究所と改名しました。
国際水研の本所は静岡市清水区の三保半島にあ

国際水産資源研究所の組織
（平成 26 年 2 月現在）

ります。昨年、世界文化遺産に登録された富士山

まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）、北西大西洋

の構成遺産である三保の松原は目と鼻の先です。

漁業機関（NAFO）、南極海洋生物資源保存委員

また、
国際水研は四部から構成されていますが（図

会（CCAMLR）など 10 以上の地域漁業管理機関

1）
、そのうち外洋資源部は横浜市金沢区の中央水

に参加しています。また、国際捕鯨委員会（IWC）
、

産研究所と同じ建物にあります。国際水研には、

絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引に関す

国際航海もこなす調査船である俊鷹丸（887 トン）

る条約（ワシントン条約、CITES）、生物多様性

も所属しています。

条約（CBD）なども日本にとって重要な国際機
関です。

国際水研の仕事

これらの国際機関にはそれぞれ科学委員会が設

かつての勢いはないとしても、日本は現在も世

置されており、その対応が国際水研にとっての

界有数の漁業国で、様々な国際水産資源の利用と

重要な仕事になります。このような科学委員会で

管理にかかわっています。国際的に利用される水

は、世界の資源学者が集まり、最先端の資源研究

産資源の保存と管理は、基本的には地域漁業管理

に基づいた議論が行われます。生物学だけではな

機関（RFMO）を通じて行われており、日本は中

く資源解析のための数理統計分析や保全生態学的

西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
、大西洋

な知識も要求されることから、国際水研ではそれ
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ぞれの専門家がチームワークを組んで会議に臨み
ます。

学会等でも発表しています。
また、ミンククジラを含む大型鯨類の捕鯨再開

具体的には以下のような分野で調査研究開発活
動を行っています。

に向けて、国際捕鯨委員会において捕獲枠計算の
ための改定管理方式（RMP）の適用試験を行っ

（１）太平洋クロマグロなどカツオ・マグロ類の資

てきました。国際水研では、この作業に必要な最

源評価・資源動向・加入量早期把握などに関す

新の資源量、系群構造等の解明のため、太平洋、

る手法の開発

日本海、オホーツク海等において調査を実施して

（２）国際捕鯨委員会や国内の小型鯨類における資
源の合理的利用のための資源管理方策の開発

きました。
天皇海山のクサカリツボダイは、卓越加入が

（３）外洋域における底魚類を対象とした資源評

数年～ 10 年に１回散発的に発生し、加入後体成

価・資源動向・加入量変動把握などに関する手

長がなく漁獲の年齢分解もできないため資源状態

法の開発

の把握が極めて困難な魚種です。この資源の適正

（４）海亀や海鳥などの漁業混獲種の保全に向けた

な管理に向け、除去法を用いたトロール漁業デー

生態系構造の把握や外洋生態系における高次食

タの解析から卓越加入年の加入量と漁獲圧を推定

物網の構造把握と変動履歴の解明

し、春に加入した魚が冬季の産卵期を迎える前に
89％漁獲されており、資源を持続的に利用するた

成果の紹介

めには漁獲圧の一層の削減が必要であることを確

この機会に近年の主な研究成果を紹介します。

認しました。

資源状態が懸念されている太平洋クロマグロにつ
いて、各機関との大規模な連携による産卵場調査、

終わりに

大規模標識放流・曳き縄モニタリングによる加入

昨年 4 月に国際水研に赴任してから 1 年になり

量モニタリング調査、漁業データ解析・来遊モデ

ました。その前は、長年水産庁で漁業交渉に携わっ

ル開発などを実施しています。

てきましたが、今度は研究面から交渉をサポート

0 歳魚への電子標識の装着を世界で初めて成功

する立場になり、色々と勉強する機会をいただい

させ、
高知県沖から標識放流を実施しました。デー

ています。改めて認識したことは、国際水研が世

タを解析した結果、夏季の 0 歳魚はごく沿岸域か

界トップクラスの資源研究能力を持っていること

ら漁場の外側となる黒潮縁辺部までを生息域とし

です。これからも、特に若い研究者の皆さんが、

ており、基本的には水温躍層よりも浅い表層混合

世界を相手に活躍できるようにすることが大切と

層内を遊泳していることが示されました。

考えています。

また、産卵場に関する最新
情 報 を 収 集 す る た め、2011
年から 3 年計画で、南西諸島
周辺及び日本海で大規模仔魚
分布調査を実施しました。仔
魚の耳石から日齢を査定し、
海況予測モデルを用いたシ
ミュレーションにより、仔魚
が実際に産卵された海域を特
定しました。
鯨類については、9、10 月
に、 釧 路 を 基 地 と し、 ミ ン
ククジラを対象に沿岸域鯨
類捕獲調査を実施しました。
調 査 の 成 果 に つ い て は、 毎
年 IWC 科学委員会に報告し、
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富士山を背景に筆者（中央）と海外からの研修生達、右端は田中業務推進課長

【 海域栽培漁 業 推 進 協議会】

種苗放流による資源造成支援事業
「広域種資源造成検討会」を開催

平成 25 年度の水産庁補助事業「種苗放流によ

取りまとめに当たっては、海域・魚種ごとに担

る資源造成支援事業」のうち「広域種資源造成検

当県・キーパーソンを事前に選定し、アドバイザー

討会」については、海域ごと・魚種ごとに次の日

の出席も得て、作業部会を開催、ご議論をいただ

程で検討会を開催しました。

き、関係県からの資料の提供・取りまとめにあたっ

検討会では、平成 25 年度の事業の進め方、事

ていただいたところです。

業の進捗状況などについて報告・検討等行い、ま

なお、平成 24 年度までは、瀬戸内海トラフグ

た、事業開始から３年目の中間年である本年度に

及び九州トラフグはそれぞれ検討会を開催してい

報告書を作成することからその内容等について検

ましたが、本年度は、系群が同一であることなど

討し、アドバイザーをはじめ多くの方からご助言

から「瀬戸内海・九州海域トラフグ」として開催

をいただき、取りまとめ方針等を決定したところ

しました。

です。

平成２５年度 種苗放流による資源造成支援事業 「広域種資源造成支援事業」 検討会の開催

平成２５年度種苗放流による資源造成支援事業取りまとめのキーパーソン等一覧
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】
豊かな海づくりに関する現地研修会報告①

ナマコの資源管理について
京都府水産事務所 海のにぎわい課
課長補佐

岩尾敦志

開催日時：平成 25 年 10 月 25 日（金）14:00 ～ 16:00
開催場所：京都府水産事務所
講

京都府宮津市字鶴賀 2062

師：国立大学法人 徳島大学 総合科学部

教授

浜野 龍夫

出席者数：39 名（講師 : １名、漁業者 18 名、漁協職員 2 名、事業団職員 2 名、
（独）水産総合研究センター
職員１名、市町職員３名、（公社 ) 全豊協職員１名、府職員 11 名）

１

はじめに

いと思われる。また、獲られやすいため密漁の対

京都府における青ナマコの漁獲量は、中国へ

象でもある。このようなことを考え合わせると、

の輸出による漁獲の急増が平成 20 年頃に峠（約

今後ナマコを増やすことは難しいだろうが、増殖

200 トン）を越え、現在では 130 トン程度で落ち

に向けての知見をいくつか紹介する。

着いています。しかし、それでもこれまでの３倍
近い量が漁獲されており、漁業者からは「少なく

①

なってきた」
、
「小型化してきた」との声も聞かれ

・ナマコが増えるには、夏に眠るところが必要

ます。

ナマコの増殖を考える際の重要な生態的特徴
で、その場所としては、①仰向けで付着できる、

そこで、ナマコ資源の維持、増産に向けて考え

②暗所である、③狭い（底面だけでなく側面

る契機とするため、本研修を開催しました。

も接するとなお良い）所が良い。
・また、ナマコは海底の砂泥を丸呑みにして有機

２

現地研修会の概要

物を吸収しており、害敵もほとんどいないの

「ナマコの資源管理」と題して、浜野教授から

でその総量は降ってくる餌の量で決まる。放

①ナマコの増殖を考える際の重要な生態的特徴、
②生態的特徴を考慮した増殖のポイント、③その

流数を多くすると小型化する。
・さらに、ナマコはスレに弱いため、ナマコが

他について説明されました。
講演、説明の後は、参加者と講師とで質疑、意

増えるには稚ナマコが転げない場所が必要。
・以上のような、生態特性に基づいた資源管理、

見交換がなされました。
３

86

増殖手法を行うことが必要。

講演

②

生態的特徴を考慮した増殖のポイント

ナマコは商品サイズに育つまで３年以上かか

・ナマコが眠る場所としては、古タイヤや建築

り、温度が上昇すると成長が遅くなる。主な餌と

用ブロックなどが良い。これらの内側は、最

思われる有機物もこれまで以上に増えることはな

適の場所となる。
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・餌が降ってくるという視点からすると、カキ筏

Ａ講

師：黒ナマコと青ナマコは同種。黒が青

や真珠筏の下は非常に都合の良い場所である。

に、青が黒に変わることもある。今で

・これを人為的に行おうとするのが、竹を逆さ

はほとんどのところで黒と青は値段も
同じ。違っているなら同じにしてもら

に立てる方法である。

うよう申し入れるべき。どちらかとい

・その下に隠れ場所を作ってやれば、ナマコの

うと、富栄養化している場所では黒に

増殖には非常に有効である。

なりやすいようだ。
③

Ｑ漁業者：棘の出方が異なる個体（大きな物と小

その他

さな物）は、種が違うのか？

・中国では種苗生産と養殖が盛んであるが、日
本での種苗生産や養殖は、経費が掛かりすぎ

Ａ講

師：北海道の物は棘が大きく、DNA も本
州産の物とは異なる。ただし、本州で

非現実的である。

育てると棘は小さくなる。

・中国を販路としてあてにすべきではない。国
内での生食は減っている。今後は、若者を中

Ｑ漁業者：ナマコは成長に伴い沖方向に出ていく
ように感じるが、そういう行動を取る

心とした乾燥ナマコの食用開拓を行うべき。

のか？
（質疑応答及び意見交換）

Ａ講

進むようだ。飼育していても暗い方に

Ｑ漁業者：５～６年前は水温が低く解禁日から漁

よくいる。

場に出現していたが、最近は出現時期
が解禁日より遅れているように思う。

Ｑ漁業者：稚ナマコは磯の投石場にいるが、500
ｇ以上の大型のナマコは水深 15～30

水温との関係はあるのか？
Ａ講

師：沖方向に出る、というよりも暗い方に

師：夏眠に入る水温より、夏眠から覚めて

ｍの深場（砂場）にいる。夏のトリガ

動き出す水温の方が低い。水温は（以

イ曳きで入網する。動き出すのは２～

前より）高くなっているので、動き出

３月と遅い。
Ａ講

す時期は遅くなる。

師：砂場で夏眠しているとは考えにくい。

水温が何度になると夏眠に入り、何度になると夏

何か夏眠場所があるはず。トリガイの

眠から覚めるかといったことは言えな

殻が夏眠場所になっているのかも知れ

い。

ない。
ナマコがどこで卵を産んでいるのか、

Ｑ漁業者：黒ナマコは以前は深い水深帯で見られ
たが、今は磯場でも見られる。青ナマ

その後、稚ナマコがどういう動きをす

コの競合種として駆除しているが、ど

るのかなどの調査が必要。

うか？

Ｑ漁業者：人工種苗放流は費用が掛かりすぎると

会場の様子
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参加者からの質問

Ａ講

質問に答える浜野教授（講師）

言うことであるが、安価に増殖させる

ようにしてナマコ製品を開発した加工

方法はないか？

業者の方が来られている。

師：古タイヤや建材ブロックを推奨する。

Ｑ漁業者：ナマコは夏になると砂や泥に潜るの
か？

また、アマモ場の中に建材ブロックな
どを入れてやると、アマモに守られて

Ａ講

に覆われるだけ。

ホンダワラ類が伸長し、幼生が多く付
着して効果的である。
Ｑ漁業者：ナマコの漁業調整は、漁獲制限しかな

Ｑ漁業者：焼印標識はどの程度の期間持つのか？
Ａ講

師：数ヵ月程度である。

Ｑ漁業者：ナマコは半分に切ると各々が別個体と

いのか？
Ａ講

師：潜るのではなく、動かないので砂や泥

して成長するのか？

師：ナマコが減っている原因は、成熟時期
が以前とずれてきていると思われるこ

Ａ講

師：そのような例もあるが、まれである。

と。雄と雌が出会う機会が少なく、受

ほとんどが死ぬので、切らない方が良

精卵が減ってきているのではないかと

い。

思われることである。産卵する時期と

Ｑ漁業者：ナマコに毒はあるのか？

場所が分かればそこを保護すれば良

Ａ講

師：サポニンがあると言われているが、人
間にはほとんど影響しない。

い。
Ｑ漁業者：ナマコの価格を上げるために簡易な加
工をしたいと思うが、ナマコ加工先進
地の情報はないか？
Ａ講

Ａ行

88

４

おわりに
今回の研修会では、ナマコの生態的知見に基づ

師：加工を始める前に、どの位の規模が適

く増殖手法の提案がなされたことで、大変参考に

正か考える必要がある。規模が大きく

なったものと考えます。漁業者からの質問、意見

なると衛生面の問題をクリアするのに

も例年以上に活発になされました。今後は、この

多大な労力が必要となる。専門の加工

研修で習得した知見を参考にし、増殖や資源管理

業者があるのなら、高く売って貰える

に努めていきたいと考えます。

ように工夫する方が良い。漁業者や生

最後に、大変お忙しい中、快く講師を引き受け

産者の顔や思いが見えるような、また

てくださった国立大学法人 徳島大学 総合科学部

物語のある製品を作ることが重要。

教授 浜野 龍夫 氏に紙面をお借りして厚くお礼申

政：京都府としては、漁業者の加工だけで

し上げます。また、本研修会を開催していただき

なく、既存の加工業者との連携（漁商

ました公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会

工連携）も推奨している。本日もその

に対して、お礼申し上げます。
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豊かな海づくりに関する現地研修会報告②

マダイ種苗生産における“ほっとけ飼育”の可能性を考える
千葉県水産総合研究センター
種苗生産研究所勝浦生産開発室

開催日時：平成 25 年 10 月 18 日（金） 午後 1 時から
開催場所：千葉県水産総合研究センター種苗生産研究所勝浦生産開発室
千葉県勝浦市浜勝浦 178-17
研修課題：「千葉県のマダイ種苗生産における“ほっとけ飼育”の可能性を考える」
研修対象者：県内漁業関係者及び県外栽培漁業関係者並びに県行政・研究機関職員
出席者数：31 名（講師 2 名、
（公財）千葉県水産振興公社職員 2 名、水産系高校職員 4 名、県外栽培
漁業関係者 4 名、千葉県職員 18 名、海づくり協会職員 1 名）

１

研修会の開催経緯
千葉県では、昭和 57 年からマダイの種苗生産・

放流事業を開始した。現在、千葉県水産総合研究

ている島根県の知見と技術を学ぶため、公益社団
法人全国豊かな海づくり推進協会主催のもと、現
地研修会を開催することとなった。

センター種苗生産研究所勝浦生産開発室では、
「第
6 次栽培漁業基本計画」の 60㎜サイズ 94 万尾の
放流に向け、30㎜種苗 135 万尾を中間育成用種
苗として出荷することを目標にマダイの種苗生産
を行っている。
こうした中で、近年、放流効果の向上につなが
る健苗性の確保、種苗生産コストの削減がますま

２

研修会の概要
本研修会は、10 月 18 日（金）に千葉県南東部

に位置し、太平洋に面した勝浦市で開催した。
（公財）千葉県水産振興公社、水産系高校、県外
栽培漁業関係者、千葉県職員等 31 名の参加があっ
た。

す求められており、これらを両立させる飼育方法

講師に、（独）水産総合研究センター西海区水産

として、
“ほっとけ飼育”に着目し、平成 25 年度

研究所亜熱帯研究センターの小磯生産技術グルー

に飼育試験を実施したところである。
勝浦生産開発室では、種苗生産に使用する大型
水槽に加温設備がなく、低温でも増殖するＬ型ワ
ムシを使用することにより、
“ほっとけ飼育”を
行うことができるかどうかが課題であった。
試験の結果としては、60.2 万尾のふ化仔魚を
52 日間飼育し、平均全長 27.2㎜の種苗 20.2 万尾
を取り上げることができ、
“ほっとけ飼育”の可
能性が確認されたが、様々な課題も残すところと
なった。
そこで、それらの課題の解決に向け、
（独）水産
総合研究センターや既に“ほっとけ飼育”を行っ

千葉県水産総合研究センター種苗生産研究所
勝浦生産開発室
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プ長、島根県水産技術センター総合調整部

近藤

よりワムシの増殖率を制御するケモスタット式

主任を招き、講演をしていただいた。
また、千葉県漁業資源課

・飼育水中でのワムシの増やし方は、制限給餌に

高草木技師からは、

千葉県の栽培漁業の取り組み、勝浦生産開発室

とすることにより増殖率を制御する。
・“ほっとけ飼育”は“通常飼育”では考えられ

五味研究員からは、平成 25 年度に実施した“ほっ

ない大量の有機物を含んだ飼育水で行われる

とけ飼育”試験の結果について情報提供を行った。

が、これは止水状態で飼育水中の細菌叢が安定

講演、情報提供後は、総合討論を行った。

していることで成立する飼育方法で、飼育初期

講演・情報提供の概要は以下のとおりである。

から換水を行い、飼育水をできるだけ清浄な状
態で維持管理する“通常飼育“とは全く異なる

（講演）

飼育であることを認識して取り組む必要があ

（１）ワムシ培養からみた“ほっとけ飼育”

る。

（独）
水産総合研究センター西海区水産研究所
生産技術グループ長

小磯

雅彦

小磯グループ長より、
“ほっとけ飼育”を実施
する上で重要な要素となる微細藻類とワムシの基

（２）現場における“ほっとけ飼育”の実際（通
常飼育との比較）
島根県水産技術センター総合調整部栽培漁業科
主任

本的知識とその利用におけるポイントについて説

徹郎

近藤主任より、島根県で実施している“ほっと

明いただいた。
＜概要＞

け飼育”の現状と県から公益社団法人

・
“ほっとけ飼育”の利点としては、ワムシ培養

産振興協会への技術移転の状況等について説明い

島根県水

作業の削減（省力化）
、注水やワムシ追加によ

ただいた。

る細菌叢等の変化の防止（疾病の防除）
、飼育

＜概要＞

水槽内でワムシが微細藻類を常時食べられるこ

・“ほっとけ飼育”は、安定生産と生産した種苗

とで、ワムシの栄養価を高レベルで維持できる

の健苗性が課題であり、省力化、経費節減に優

（成長の改善、形態異常の低減）が挙げられる。

れた“ほっとけ飼育”を睨みながら、半数を“通

・現在、
“ほっとけ飼育”に利用可能な微細藻類は、

常飼育”、残り半数を“ほっとけ飼育”で生産

３種類あり、それぞれに特徴や価格が異なるの
で、ワムシ密度、添加藻類の必要量等の状況で
使い分けていくべきである。
・
“ほっとけ飼育”で用いるワムシ類は、飼育水
中で増えることが前提であるので、水温 18℃
以下ではＬ型タイプ、それ以上ではＳ型タイプ

小磯講師による講演
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している。
・近年のほっとけ飼育による生産は安定してお
り、成長、形態異常、健苗性（干出耐性試験）
等を比較しても、
“通常飼育”と大差なく、かえっ
て優れたところもある。
・島根県では、平成 22 年度に（公社）島根県水
産振興協会に種苗生産業務が委託され、現在、

が適当である。
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近藤
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近藤講師による講演

5 ヵ年をかけて技術移転を行っているところで

＜概要＞

ある。

・加温能力のある大型水槽を有しない勝浦生産開

・
“ほっとけ飼育”は、当初、ワムシの大量培養

発室では、ワムシの培養方法として粗放連続培

技術が未熟なときに、少ないワムシで生産を行

養を行うことができず、高密度植え継ぎ式のワ

う飼育方法として約 20 年前に開発されたが、

ムシ培養を行っているが、粗放連続培養に比べ

ワムシの大量培養ができるようになって主役に

人手を要し、細菌性と思われる培養不調にも悩

なれなかった技術である。

まされているに状況にある。

・しかしながら、協会への技術移転終了後に財政

・ワムシ培養と仔魚飼育を同一水槽内で行う

難を理由に予算が減り、人が減りして行くとき

“ほっとけ飼育”は、ワムシ培養・飼育管理の

の事を考えれば将来有効な生産技術である。

効率化や種苗の質の改善に有効と報告されてお
り、低温でも増殖するＬ型ワムシを使用して、

（情報提供）

加温設備のない勝浦生産開発室の飼育水槽にお

（１）千葉県における栽培漁業の取り組み

ける“ほっとけ飼育”の可能性を検討すること

千葉県農林水産部水産局漁業資源課
技師

高草木

とした。

将人

・平成 25 年度については、55 ㎘水槽（5 ｍ× 10

高草木技師から、千葉県における栽培漁業の取

ｍ× 1.4 ｍ）4 面のうち、3 面では通常飼育に

り組み状況について説明した。

よる種苗生産（うち 1 面を対照区）を行い、1

＜概要＞

面で“ほっとけ飼育”による試験生産を行った。

・千葉県における栽培漁業は、昭和 42 年から開
始したアワビの種苗生産が出発点である。

・飼育結果は、下表のとおりであり、通常飼育と
比較して生残率が低かったものの、今後飼育事

・昭和 50 年代から都道府県の栽培漁業センター
の開設が本格化する中で、昭和 57 年度に千葉

例を積み上げることにより、改善を図ることが
できると考えられる結果であった。

県栽培漁業センター（現：千葉県水産総合研究

表

センター種苗生産研究所勝浦生産開発室）、平

飼育結果概要

成 3 年度に東京湾栽培漁業センター（現：千葉
県水産総合研究センター種苗生産研究所富津生
産開発室）を開設し、魚類等の種苗生産を開始
し、現在に至っている。
・平成 6 年度に設立された千葉県水産振興公社
は、マダイ・ヒラメの中間育成、クルマエビ、
アワビの種苗生産と千葉県の栽培漁業の推進を
図る上で、大きな役割を担っている。
・施設の老朽化対策、効率的な種苗生産体制の検

・“ほっとけ飼育”により生産した種苗の健苗性

討とあわせた予算の確保が今後の課題である。

について、干出耐性試験と形態異常の観点から
解析中であるが、鰾の開腔が通常飼育に比べて

（２）平成 25 年度に試みた“ほっとけ飼育”の
結果について

・鰾の開腔が遅れた原因としては、初期飼育の段

千葉県水産総合研究センター種苗生産研究所
勝浦生産開発室

遅れた点を除けば大差ないものと思われた。

研究員

五味

勇気

五味研究員から、平成 25 年度に勝浦生産開発

階で水面の油膜とりが十分でなかったことが考
えられた。
・今後は、油膜等の汚れをより回収できる方法の

室で試みた“ほっとけ飼育”の結果について報告

考案、勝浦生産開発室における仔魚の収容数、

した。

ワムシの接種数及び SV12（クロレラ濃縮液）

また、報告後、
“ほっとけ飼育”を行った飼育
水槽で、試験当時の現場の状況を説明し、講師か

の添加量の関係を明らかにすることが課題であ
る。

ら助言を受けた。
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＜現場における指導＞

ない。可能性は十分あると思う。

“ほっとけ飼育”試験を実施した現場（水槽）

Ｑ

Ｌ型ワムシを 20℃で培養して、15℃の水槽

に移動し、特に鰾の開腔が遅れた原因としては、

に給餌する場合に馴致の期間はどのくらい必要

初期飼育の段階で水面の油膜とりが不十分であっ

か。

たことに関連して、効率的な油膜とりに向けての

Ａ

現場の改善方法等について指導を受けた。

増殖率が約 20％減少することを見込めば、
特に馴致は必要ない。また、そこから生まれる
子ワムシは普通の増殖が期待できる。

Ｑ

Ｌ型ワムシは、塩分に敏感なので 100％海水
で培養したほうが良いか。

Ａ

塩分差のほうが影響が大きい。水温は寒くな
るだけだが、塩分差は浸透圧の関係で、体から
水を抜かれることになるので大きな影響を受け
る。

Ｑ

島根県で進められている民間への技術移転の
お話を伺いたい。マニュアルとして指標化でき
るものもあるが、魚をみた感じとか本人が経験
しなければわからないという部分もある。その
辺をどうされているのか。

現場における指導

Ａ
３

総合討論

は、民間に移行するにあたり、全く水産とは関

現場における指導後、再び発表会場に戻り、総

係のなかった人たちが生産現場に来ている。マ

合討論を行った。総合討論は、主に講師と会場出

ニュアルを渡し、まずは、自分のいうとおりに

席者との質疑応答・意見交換という形で行われた。

やってもらう。そうして、ある程度作業を覚え

＜概要＞

てきたら、その意味するところをよく考えても

Ｑ “ほっとけ飼育”を今後行っていく上で、様々

らう。そしてとにかく現場で、魚を観察しつづ

な要素のバランスをとりながら進めていく必要

けてもらう。そんなやり方で進めている。本当

があると思われるが、効率的に技術の基準化を

は、失敗を経験してもらうのが一番良いと思う

進めていく上で、どう進めていったら良いか。

が、ノルマの関係でそれもできない。

Ａ

藻類の添加量に着目して、例えば、毎日前
日の 1.1 倍ずつ添加量を増大させていくケモス

Ｑ

謝辞
大変お忙しい中、講師として遠路はるばるお越

がどのようになっていくかといったデータを蓄

しいただいた、（独）水産総合研究センター西海

積させていくことが現状では一番確実なところ

区水産研究所亜熱帯研究センター生産技術グルー

と考えている。

プ

温度管理のできない勝浦生産開発室の飼育水
ないと考えるが加温できない水槽で、
“ほっと
け飼育”を行うことが可能ですか。

Ａ

４

タット方式を推奨しているが、そこで、ワムシ

槽では、水温の変化でワムシの増殖率が一定し

飼育水温が 15℃となることが想定できるの
であればＳ型ワムシによる“ほっとけ飼育”は
無理である。しかしながら、Ｌ型ワムシであれ
ば、30℃から 10℃の間で増殖可能なので、例
えば、この間で、5℃水温が下がったとしても、
増殖率の変動は 20％程度にとどまる。Ｌ型ワ
ムシであれば低水温をそんなに気にする必要は
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今、正にその問題を痛感している。島根県で
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雅彦グループ長と島根県水産技術セン

ター総合調整部栽培漁業科

近藤

徹郎主任に心

からお礼申しあげます。
また、本県からの研修の要望を快く採択いただ
いた主催者の公益社団法人全国豊かな海づくり推
進協会に厚くお礼申し上げます。

【寄

稿】＜第３回＞

ヒラメ放流魚の再生産についての
数量生物学的検討
公益社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
指導調査員

安達二朗

公益社団法人 島根県水産振興協会
主事

白藤

拓

石川県水産総合センター
技師

１．はじめに
安達（2012）はヒラメ放流魚の再生産を、成

西田

剛

出津の定置網で漁獲された放流魚 11 尾、天然魚
3 尾の合計 14 尾である（表 2）。全体としては 61
尾である。

長と成熟という生態面から示す方法を提案してい

サンプリングは島根県石見海域では、漁業協同

る。その内容は、ヒラメの成熟状態を体重と生殖

組合 JF しまね・大田支所職員が放流魚と認定し

腺重量の関係で表現すること、体重の成長率と生

たヒラメを購入し、石川県能登町宇出津沿岸では、

殖腺発達の関係を明らかにすることで、それらを

能登市場の仲買業者が放流魚と認めたヒラメを購

数学的に示すこととしている。

入した。購入したヒラメは、宮津栽培漁業センター

この報告は、産卵期に島根県石見海域と石川県
能登町宇出津沿岸で漁獲された放流ヒラメと天然

（2005）の黒化識別方法により放流魚と天然魚に
分けた。

ヒラメを用い、それらの 3 歳魚（成熟魚）以上の

それらの資料は、放流魚の雌雄、天然魚の雌雄

同一年齢における個体数を求め、各年齢における

を全長の大きさ順に整理すると共に、各個体を安

放流魚の個体数が天然魚と同じ分布パターンにあ

達（2007）の 4 ～ 6 月の Age-weight Key で年齢

るかどうかを検討したものである。もし放流魚と

に変換し、さらに G.S.I（Gonadsomatic Index：生

天然魚の個体数の分布パターンが同じであるなら

殖腺重量指数：生殖腺重量の体重に占める割合

ば、放流魚も再生産をしていると推定しても良い

（%））を計算した。成熟状態の判定は肉眼観察に

であろう。また、上述の安達（2012）が報告し

よった。それらを示した表 1（標本番号 5 ～ 6 の

たヒラメの体重と生殖腺重量の関係についても検

2 個体を除く）と表 2 の合計 59 尾を解析資料と

討してある。

した。

２．用いた資料

３．放流魚と天然魚の年齢別個体数

島根県石見海域の資料は、小型底曳網で漁獲さ

表 3 に表 1 ～ 2 を整理した 2012 年 3 ～ 5 月と

れたヒラメで、放流魚は 2012 年 3 ～ 5 月の 16

2013 年 3 月における放流魚と天然魚の雌雄別・

尾、2012 年 9 月の 2 尾、2013 年 3 月の 3 尾、合

年齢別個体数を示した。表 1 の標本番号 5 ～ 6

計 30 尾であり、天然魚は 2012 年 3 ～ 5 月の 17

は 9 月に漁獲されたものなので、それら 2 個体は

尾、合計 47 尾である（表 1）
。石川県能登町沿岸

解析から除いてある。

海域の資料は、2012 年 5 月に、石川県能登町宇

表 3 に示した未熟放流魚において、雌では 3 歳、
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4 歳に、雄では 3 歳、4 歳、5 歳に未熟個体がみ

と 9 歳、雄は 3 ～ 5 歳という分布パターンになっ

られる。それに対して未熟天然魚では、雌は 3 歳、

ている。このことから、放流魚、天然魚とも成熟

雄は 3 歳と 4 歳に未熟個体がみられる。このこと

年齢は 3 歳で、先述のように、放流魚では 3 ～ 5

はヒラメは 3 歳、4 歳では成熟しないものがあり、

歳、天然魚でも 3 歳、4 歳において未熟個体が存

放流魚では 5 歳においても未熟のものが存在して

在することを示している。また、成熟放流魚の雌

いることを示している。6 歳以上のデータがない

雄合計をみると、3 歳＝ 2 個体、4 歳＝ 10 個体、

ことは、6 歳以上では未熟個体は存在しないので

5 歳＝ 7 個体、6 歳＝ 4 個体、7 歳＝ 2 個体となっ

あろう。また、天然魚においても 5 歳以上に未熟

ている。同様に成熟天然魚では 3 歳＝ 3 個体、4

個体は存在しないものと考えられる。

歳＝ 5 個体、5 歳＝ 5 個体、6 歳＝ 1 個体、7 歳

一方、成熟放流魚においては、雌は 3 ～ 7 歳、
雄は 3 ～ 5 歳、成熟天然魚では、雌は 3 ～ 7 歳

表１
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表１

る。その両者の分布のパターンが同じであること
を統計的に検討すると表 4 のようになる。
すなわち、個体数という離散型の統計量には、
2 項分布（規則的で一様な分布）、負の 2 項分布（偏

続き

４．未熟雌雄の体重と生殖腺重量との
関係
未熟期のヒラメの体重と生殖腺重量の関係は、

りのある分布）、ポアソン分布（ランダムな分布）

魚体がある大きさに達してから生殖腺の発達が始

という分布があるが、漁獲尾数はランダムである

まり、それ以後、ほぼ体重に比例して生殖腺重量

と考えられるので、年齢別個体数をポアソン分布

が増加するとして、雌雄とも次式で表し、回帰係

に当てはめたものである。その検定結果として、

数の有意性を検定した。

放流魚も天然魚も危険率１% でポアソン分布に適
合している。したがって、天然魚が再生産をして

G.W = a（B.W－B.W0）
ここで、G.W は生殖腺重量（g）、B.W は体重（g）
、

いるのならば、放流魚も再生産をしていると考え

は生殖腺の発
a、B.W0 は定数であるが、B.W（g）
0

ることは正論である。すなわち、放流魚は再生産

達が始まる時の体重である（安達、2012）。

をしていると推定される。

表 5 に未熟雌の体重と卵巣重量、表 6 に未熟雄
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表２

石川県能都町宇出津沿岸（定置網）で漁獲されたヒラメの年齢と性状

表３

３～５月における放流魚と天然魚の年齢別個体数

の体重と精巣重量を示した。それらを用いて雌雄
について、体重に対する生殖腺重量の回帰式を求
O.W = － 4.3312 ＋ 0.0127B.W
r = 0.739

＊

＊…5％で有意

O.W = 0.0127 (B.W － 341.0)
♂

の回帰係数は共に有意である。定数 B.W0 は雌で
は 341.0g、雄では 379.3g であり、この値は回帰
直線と横軸との交点を示し、B.W ＝ B.W0 の時、

B.W0 = 341.0

G.W = 0 となり、B.W ＞ B.W0 の時、回帰式は成

T.W = － 3.4897 ＋ 0.0092 B.W

立する。また、B.W0 は生物学的には生殖腺の発

r = 0.815

96

B.W0 = 379.3
体重に対する卵巣重量と精巣重量の回帰式で

めると以下のようになる。
♀

T.W = 0.0092 (B.W － 379.3)
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＊…5％で有意

達が始まる時の平均体重を意味する。したがっ

表４

年齢別成熟個体数のポアソン分布への当てはめ

表５

未熟雌の体重と卵巣重量

表６

未熟雄の体重と卵巣重量

て、ヒラメの生殖腺の発達開始する年齢は、雌で

重量も増加するという考え方で、体重と生殖腺重

は平均体重が 341.0g、雄では 379.3g なので、安

量の関係を次式で表した。

達（2007）の Age-weight Key で年齢変換すると、

G.W － b = a´
（B.W－B.Wm）

それぞれ満 2 歳となる。

G.W = b ＋ a´
（B.W－B.Wm)
ここで、G.W は生殖腺重量（g）、B.W は体重（g）
、

５．成熟雌雄の体重と生殖腺重量との
関係
成熟期のヒラメの体重と生殖腺重量の関係は、
未熟期と同じく、体重の増加にしたがって生殖腺

a´、B.Wm、b は定数で、B.Wm（g）は初成熟時
の体重、ｂ（g）は、その時の生殖腺重量である（安
達、2012）。
表 7 ～ 8 に雌雄の体重と生殖腺重量を示した
が、成熟に達した時の体重（一般には生物学的最
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表７

成熟雌の体重と卵巣重量

小形）を表す定数 B.Wm の値として、雌は表 7 の

らは、体重の増加に対して、精巣よりも卵巣の増

標本番号 16 の体重 1,123.0（g）、雄では表 8 の標

重の割合が大きいことを示している。また、未

本番号 1 の体重 730.0（g）を用いて回帰式を計

熟期の回帰係数においても、雌（ = 0.0127）と雄

算した。

（ = 0.0092）において、雌の方が有意に大きい（P

ただし、
雌の標本番号 31 の個体（B.W = 620.0g、
O.W = 36.0g）は特異な個体と考えられるので除

体重の増加に伴う生殖腺重量の増加は、卵巣の増

外してある。

重の割合が精巣よりも大きいことを示している。

♀

O.W = 25.1 ＋ 0.0554（B.W－1,123.0）
r = 0.778 ＊

♂

＊…5％で有意

T.W = 19.7 ＋ 0.0148（B.W－730.0）

６．おわりに

＊…5％で有意

平成 23（2011）年度から開始された「種苗放

これらの回帰定数ｂは初成熟時の平均生殖腺重

流による資源造成型支援事業（ヒラメ）」の目的

量を示すので、この報告に用いた資料においては、

の一つに、これまでの放流種苗を成長後に漁獲す

最も成長の速いもので、雌は体重 1,123.0g で成

ることを前提とした「一代回収型」に加えて、資

熟し、その時の平均卵巣重量は 25.1g、雄は体重

源の回復、維持に寄与するために親魚を獲り残し

730.0g で成熟し、その時の平均精巣重量は 19.7g

て、再生産を確保する「資源造成型」栽培漁業を

と推定される。すなわち雄の方が生殖腺重量が軽

推進することがある。特に放流魚が再生産してい

くて成熟する。

ることを、どのように示すのかが重要な研究テー

r = 0.526 ＊

回帰係数をみると、雌が 0.0554、雄が 0.0148

98

＜ 0.05）。したがって、ヒラメの生涯を通じての

マになっている。

であり、
雌の値は雄のそれよりも有意に大きい（P

この報告はその一例であるが、ヒラメ放流魚の

＜ 0.05）
。このことは、ヒラメは成熟に達してか

雌雄が 3 歳での成熟以降、多くの年齢において
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表８

成熟雄の体重と卵巣重量

天然魚と同じように成熟個体が出現している現象

加、そのことは、資源変動の本質が加入量の変動

を、放流魚も天然魚と同様に再生産をしていると

なので、放流魚の再生産により、言い換えれば、

したものである。そして、この推定結果を実証す

再生産効果により、ヒラメの資源量が増大されて

る方法は、今のところ遺伝学的な検討しかあり得

いるという資源造成型栽培漁業の内容を具体的に

ないと考えられる。したがって、平成 23 年（2011）

示すことができる。

年度から開始された日本海北海域のヒラメについ
ての遺伝学的な研究結果に対して、大きな期待が
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追悼 故 本間昭郎さん
を偲ぶ
元日本栽培漁業協会専務理事本間昭郎様におかれましては、 平成２５年
１１月２５日にご逝去されました。 （享年８６歳）
故人と繋がりの深い二人に故人を偲び、 思い出を綴っていただきました。
故人のご冥福をお祈りいたします。

公益社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
副会長

自分の生き方をもって水産技術の重さ
を教えていただいた大先輩

100

川口恭一

事をする機会を得たことにより、その後の水
産技官人生に大きな影響を受けました。当時
知り合った多くの方々とは今も交流が続いて

水産庁採用企画課に配属され、親と同年配

います。また、水研センター理事長を務めた

の先輩上司と直接話す機会も多くない中、漁

５年間や全国水産技術者協会創設に際して

業白書の水産技術発展についての執筆担当を

は、このような方々との絆が礎となっていま

命じられたため、上司の指示により当時の調

す。相手の土俵に上がって懐に入り込み、い

査研究部本間企画官の指導を仰いだのが最初

つの間にかこちらの土俵に引き込んでしまう

の出会いでした。本人の後日談によると「あ

という仕事ぶりが強く印象に残っています。

の時の原案は出来が悪かった。」と笑われま

魚病被害実態調査全国アンケートを回収

したが、翌年、直属の部下に配属され、２～

し、日曜日に若手職員数名の応援を得て集計

３年で異動する若手水産技官にあって、６年

作業を行っていたとき、うどん、つゆ一式を

余の長きにわたって本間さんの下での仕事が

携えて突然職場に現れ、うどん昼食の振る舞

続きました。以降、共に水産庁、水産業界に

いを受けました。一言も明かさないまま前夜

身を置き、公私ともに親しくご指導、ご厚誼

から仕込みをしての本間流心配りでした。大

いただいたことについては感謝に堪えませ

変おいしくいただき、今でも当時の仲間との

ん。自分の生き方をもって水産庁における水

間で話題に上るほどです。家族共々小金井の

産の技術の重さを教えていただいた大先輩で

お宅に招かれ、手打ちうどんの手ほどきを受

した。

けたこともありました。

当初、私の仕事は水産試験場の試験研究を

また、仕事を楽しむ面がある一方、遊ぶこ

支援することでした。20 代前半の新米技官

とも多彩でした。職場やグル―プの飲み会な

にとって第一線の技術者や父親世代の場長さ

ど、カラオケが未だ普及していない時代、北

ん方とのおつきあいは、全てが新鮮、勉強の

から南までの民謡、歌謡曲、替え歌等々全都

連続でした。初回の水産庁主催研究報告会は

道府県を巡り、更に興が乗ってくれば丸めた

同行すればよかったのですが、２回目以降は

座布団を赤ん坊代わりにして子守歌を謡い、

主催会議を一人で切り盛りすることを指示さ

舞を演じるエンターティナーでした。私がゴ

れました。一度はやって見せても次は一人で

ルフクラブ１本を持って、練習場に行き始め

やってこいというように鍛えられました。長

たことを話した数日後、明日の日曜日にゴル

きにわたり職場を共にし、あるいは周辺で仕

フコースに連れて行ってやるからという誘

豊かな海

No.32

2014.3

い、土曜日の午後道具を揃えにアメ横に走っ

を心得た方でした。本間家においてはどうで

たのがゴルフの手ほどきを受けた最初でし

あったのか今となってはご子息から伺うしか

た。

ありません。

同じ仕事をする職員の家族連れで奥多摩に

その時みんなで見学した東京都水試奥多摩

ニジマス釣り・バーベキューに出かけたこと

分場で戴いた春蘭は、今も庭先で勢いよく繁

がありました。妻は大きなお腹を抱えて娘の

茂し、毎年季節の薫りを届けてくれる花を咲

手を引き参加したことが思い起こされます。

かせ続けています。

家族ぐるみ自然の中で楽しむことができる術

心からご冥福をお祈りいたします。合掌

公益社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
技術顧問

全国の栽培漁業の生みの親・育ての親

古澤

徹

腕は栽培漁業の新しい事業の開拓、技術開発、
更に組織の運営に遺憾無く持てる力を発揮さ

本間昭郎さんが旧日本栽培漁業協会の専務

れました。私共部下には予算要求の仕方や技

理事に就任されたのは昭和 55 年のことで平

術開発事業の進め方などについて厳しく指導

成 5 年までの 13 年間、栽培漁業の全国組織

されたものでした。特に内部の会議では、独

であった日本栽培漁業協会を率い、会員都道

特の発想から出るアイディア、豊富な専門知

府県の栽培漁業の推進に全身全霊を捧げられ

識、論点の整理の仕方などで見事な捌きをさ

ました。

れたものでした。我々部下にとっては、まさ

水産庁時代は、栽培漁業の生みの親として

に毎回入社試験を受けているような心境でし

その黎明期から施策を通じて全国の栽培漁業

た。筆者は当時神戸支部で勤務していたので、

を主導された他、全国の都道府県水産試験場

会議に出張する前の数日間はまさに本間専務

の指定試験研究等の総まとめ役を長年勤めら

対策で明け暮れ、資料作成の吟味に余念なく、

れ増養殖の発展に大きく貢献をされました。

想定問答まで作って恰も戦場に向かう思いで

当時の都道府県の水産試験場、水産研究所に

会議に出席したことを今でも懐かしく思い起

よる栽培漁業を含めた増養殖研究を指導して

こされます。

こられたことから、研究者・技術者で本間さ

このように仕事上では常に真剣勝負で､ 仕

んにお世話にならなかった人はいないと云わ

事の鬼といった形相も度々見せられた反面、

れたほどでした。

お酒が入ると、率先して当時流行っていた「津

瀬戸内海で始まった当初の屋島・伯方島事

軽海峡冬景色」や興に乗れば生まれ故郷余市

業場から 16 番目のクロマグロの奄美事業場ま

を思い「正調ソーラン節」を独特の節回しで

で事業費や施設整備予算要求にも関わられた。

唄い、四股を踏んで踊りだされるなど､ 人情

何事にも現場主義を標榜しておられ、候補地

味溢れる面もさらけだされた姿を今なお敬慕

の選定においても県庁はもとより現地の市・

の念をもって思い出されます。

町役場、漁協へ幾度となく訪れ、関係者にそ

栽培漁業が瀬戸内海で産声を上げて 50 年

の重要性を解き理解を求める並々ならぬ熱意

を経過した昨年、全国の栽培漁業の生みの親

は関係者の心を揺さぶり、難しい用地の確保

でかつ育ての親であった本間さんが黄泉の国

や地先海面の使用にかかる難題をひとつひと

に旅立たれたのには何か大きな因縁を感ぜず

つ解決されたのは語り草となっています。

にはいられません。どうか安らかにお眠りな

日本栽培漁業協会の専務理事としてその手

さってください。合掌
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