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漁業者の高齢化と
十年後の漁村を考える
大東文化大学
教授

65 才以上の漁業者は漁業就業者の 35.2％（2013
年漁業センサス）を占めている。これまで漁業労
働の問題を論じる際には、青壮年漁業者数および
新規参入者数の絶対的不足が問題として取り扱わ
れることが多かった。対して高齢漁業者は漁業の
担い手の残余とみなされ、高齢漁業者そのものの
漁業生産力や産業に対する寄与、漁村社会におけ
る位置づけについては正面から議論され評価され
てはこなかった。
しかし年金を受給しながらも引退せず漁業を継
続する高齢漁業者はすでに漁業就業者の 3 分の１
を占め、今後も漁業者総数が減少していくなかで
高齢漁業者の割合は上昇していくと予想される。
そこで今後の漁業や漁村を展望するうえで、高齢
漁業者の実像を類型化して把握することが必要と
なってきている。
このような問題意識のもとに筆者と 5 名の執筆
者（執筆順に山内昌和、大谷誠、工藤貴史、加藤
基樹、下田直樹）は本年 2 月、
『漁業者高齢化と
十年後の漁村』
（北斗書房）を上梓した。本書は、
沿岸漁業を中心に高齢漁業者に焦点を当て、その
実態を多角的に論じるとともに漁村の将来を展望
している。以下ではそのエッセンスをご紹介した
い。

高齢漁業者はなぜ漁業を継続するのか
まず、高齢漁業者はなぜ漁業を継続するのか、
そしてそれは社会的に見て望ましいことなのかと
いう課題を設定し、アンケート調査と代替法によ
る損益の積算から結論を導出した。厚生年金受給
者の年金額と国民年金受給者の老齢基礎年金額の
間には年間 114.6 万円の開きがある。高齢漁業者
は 65 歳以降も 10 年程度は漁業を継続すること
により、このギャップを埋めるほどの所得を得て
いる。高齢漁業者が漁業を継続する社会的利益は
社会的費用を上回っており、特段の高齢者引退促
進策を採る必要まではない。
次に漁業の担い手の数や年齢構造はこれからど
のように推移し、今後の漁業生産力に対してどの
ような影響を及ぼすかという課題を設定し、1998
年～ 2008 年の漁業センサスから得られるデータ
をもとに 2028 年の漁業者人口を推計したところ、
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2008 年を 100 とした漁業者の総数は 2028 年に
は 36.9 となり、65 歳以上の割合は 60％を超える。
同様に、2008 年を 100 としたときの海上作業日
数は 35.7、販売金額は 31.9 となり、全体として
漁業資源に対する漁獲努力量が低下する可能性を
示唆している。このように近年の漁業者の年齢構
造の変化とその趨勢は、将来の漁業生産の低下を
引き起こしかねないほどの影響力をもつ。漁業者
が再生産されないがゆえに、産業としての持続性
が危ぶまれる段階に達すると予想している。
また、漁業者に対する社会保障に関しては、自
営漁業者には国民年金のほかに「漁業者ねんき
ん」と「なぎさ年金」が任意加入の年金として用
意されており、これらを合わせると漁業を引退し
ても老後生活を可能にする年金制度が設計されて
いるものの、加入率は低く、夫婦月額で国民年金
の 13 万円程度かそれ以下しか受給していない実
態がある。

漁場利用制度の改正も視野に
そして漁業労働力の変化が水産物の安定供給と
いう側面からいかなる問題を生じさせているかと
いう課題に対しては、先行研究から 1990 年代前
半には後継者を得ることができなかった「高齢単
世代漁家」と彼らを基幹的労働力とする「高齢者
漁業」の存在について明らかになっている。今日
では個人経営体 109,451 の約半数を占める高齢漁
業者はもはや基幹労働力と言えるまでに比重を高
めている。漁業者数の減少により残存漁業者当た
りの資源配分は増加したが、残存経営体は生産性
の低い漁業に着業しているため、漁業者当たりの
生産増に結びついていない。そこで残存経営体の
漁業生産力の増強や漁場利用制度の改正が必要で
ある。しかし、漁場利用制度の改正は容易なこと
ではないことがケーススタディから明らかになっ
ている。
これからの十年を見据えつつ、現状の漁業者数
の減少を豊かな海づくりの好機と捉え、とり戻さ
れた豊かな海では残存漁業者に資源が効果的に配
分されるよう、必要な制度改正を進めていく必要
がある。

磯焼け対策ガイドラインの改訂
～初版（2007年）以降の動きと改訂のポイント～
東京海洋大学海洋科学部
准教授
１．磯焼け対策ガイドライン

藤田 大介

２．初版刊行後の動き

「磯焼け対策ガイドライン」
（以下、単にガイド

ガイドラインは、全国各地の様々なタイプの藻

ラインと表記）は、「緊急磯焼け対策モデル事業」
（2005 ～ 2007）の成果として 2007 年 2 月に水産
庁が刊行したものである。これは、磯焼け対策
にも「家庭の医学」のような包括的かつ実践的な
指針を、という提案を受けて編纂されたもので、
208 頁の冊子に、趣旨、藻場と磯焼け、最近の状況、
対策の手順、ウニと植食性魚類の有効利用、一般
市民参加型の対策、食害防御施設の設計が 9 章に
まとめられ、用語説明、許可・法律関係、主な海
藻・植食動物が参考資料として添付された。
このガイドラインは、普及啓蒙のため、2007
年 7 月に全国漁港漁場協会から販売・増刷され、
要約版の小冊子が各地の講習会などで配布された
ほか、水産庁 HP からも分冊形式でダウンロード
可能となり、広く利用していただいた。
しかし、刊行後 7 年が経過し、国内の藻場の状
況や回復活動のあり方も変化し、植食動物や磯焼
けの生態学的な知見も増えたため、2014 年度末
に改訂が行われた。ここでは、ガイドライン初版
以降の動きとともに、改訂のポイントについて紹
介する。

場での衰退を対象としているため、全体として包
括的な説明が多くなっていたが、その刊行後、都
道府県や市町村によってはローカルな事情や環境
を反映させた地方版が整備された。また、ガイド
ラインの刊行と前後して、2006 ～ 2010 年には、
関係者により、植食性魚類、ウニおよび海藻をテー
マとした知見がまとめられ、磯焼け対策シリー
ズ 3 巻（成山堂書店）が刊行された。このほか、
2008 年 10 月に（独）水産総合研究センターと東
京海洋大学が磯焼け対策国際シンポジウム「東ア
ジアにおける磯焼けの現状とその対策」（水産庁
共催）を開催した。西洋諸国においても、近年の
藻場やその衰退に関する研究は盛んになり、知見
も増大している（藤田 2015）。
2009 年 10 月には平成 21 年度日本水産工学会
秋季シンポジウムで「持続的な磯焼け対策の実践
に向けて」、2014 年 6 月には同学会春季シンポジ
ウムで「磯焼け対策ガイドラインの検証と広域藻
場回復に向けて」
（関連論文は水産工学 48 巻１号
と 51 巻 3 号にそれぞれ掲載）が開催された。また、
2004 年以降、毎年秋には全国磯焼け対策協議会
が開催され、行政・試験研究担当者を中心に情報
交換が行われている。2015 年の協議会の発表内
容は月刊海洋 535・536 号で特集されている（上
記の藤田（2015）は 535 号に掲載）。
国内で最も重要な動きは、藻場回復活動をサ
ポートする体制が整い、全国展開されたことで
ある。これは「環境・生態系保全活動」（2009 ～
13）として始まり、ガイドラインの実践版「環境・
生態系保全活動ハンドバック」も編纂されたほか、
「海のゆりかご通信」の配信、「なぎさの守り人シ
ンポジウム」（活動事例発表会）の開催で活気付
いた。現在、この活動は「水産多面的機能発揮対

図１ 磯焼け対策ガイドライン （改訂版）

策」（2014 ～）に引き継がれているが、シンポジ
ウムを通して、各地の優良な取り組み事例も多数
発表されるようになった（本誌 29 号）。
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３．ガイドラインの改訂の
ポイント
改訂版（図１）では、装丁を改め、
目次を充実させ、各章の内容は可能な
限りアップデートし、図表やフローを
見やすくした。水産庁漁港漁場整備部
長のまえがきも、影山智将部長（当時）
から高吉晋吾部長の文に替わった。以
下、章ごとに改訂の主なポイントを紹
介する。★の数は改訂の程度を示す。
（１）ガイドラインの趣旨（第１章）★
磯焼け対策が植食動物の除去や海藻
生産力の増大であることをわかりやす
図２ 磯焼けの考え方を示す天秤 （改訂版， 図 1-1）
くするために、環境変化によって海藻
の生産量と植食動物の摂食量のバランスが崩れて
いることを示す天秤の図を改めた（図２）。
（２）藻場とは（第２章）
藻場の区分、役割、構成種の生活史および季節
的消長についてまとめた章で、藻場の経済的価値
に関するコラムを付け加えた。
（３）磯焼けとは（第３章）★★
磯焼けの定義、原因としくみなど 10 節から成
る。ここでは、ウニや魚の食害による磯焼けに関
して記述を増やし、不連続フェーズシフトの概念
（図３）や栄養カスケードの検討例（コラム）を
示した。
（４）藻場・磯焼けに関する最近の知見（第 4 章）
図３ 藻場とウニ焼けを対極的安定状態とする不連続的
フェーズシフト （改訂版， 図 3-12）
★★★
最近の藻場の衰退状況を示すため、2013 年の
アンケート結果を多用し、植食性魚類の分布や再
～ H ～ B）にまとめられ、Ｅでは、体系化され
生産・幼魚出現状況もバージョンアップした。植
た 25 の要素技術がそのまま選択肢となっていた。
食性魚類の生態学的知見に関する記述を大幅に増
しかし、このサイクルは一度足を踏み入れたら永
やし、アイゴについては着底、稚魚、成魚の生態、
遠に抜け出せない回路として示され、手法の検討
ノトイスズミについては消波構造物への蝟集や採
がＤとＥの 2 段階構造になっており、要素技術（文
食行動などを詳述し、アイゴの群れの大きさと採
献整理から体系化）には非実用的、非効果的な技
食速度、天敵に関するコラムも設けた。また、九
術も多かった。このため、改訂版では、手法の検
州・山口沿岸では四季藻場から春藻場への変化、
討（ＤとＥ）を一元化して全体を 6 員環とし、藻
2013 年のカジメ類大量流失も起こっているため、
場が回復した場合には日常モニタリングへ移行す
これらの減少も詳述した。
る図に書き改めた（図４）。さらに、対策手法は、
（５）磯焼け対策の手順（第５章）★★★
実用的な技術を中心に 8 群の要素技術グループに
最も大幅に書き換え、充実を図ったのが第 5 章
まとめ直し、未完成の諸技術は開発途上技術とし
である。初版では、「A 磯焼けの感知」に始ま
て紹介するに留めた。
る対策の手順が、B 藻場形成阻害要因の特定、
図４の A ～ G については、B、E、F を中心に
C 回復目標の設定、D 阻害要因の除去・緩和
改訂した。B に関しては観察野帳の例、栄養塩の
手法の検討、E 要素技術の選択、F 要素技術
変化が原因で現れる海藻の変化、インターバルカ
の実施、G モニタリング調査、H 目標達成の
メラによる魚のモニタリング、ダウンスキャン機
判定とフィードバック、というように、7 員環（B
能搭載魚探を用いた藻場分布調査を新たにコラム
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で取り上げ、藻場形成の阻害要因の確認のために

ズ別に漁獲する「魚の除去」
（E2）にまとめ直した。

行う簡単な実験（図５）についても詳述した。

また、ウニと植食性魚類にそれぞれ設けられてい

E では、上記の通り、8 項目（及びその他）の
要素技術グループに分けてフロー（図６）を示し、

た「防御」の項は両者をまたぐ「フェンス」
（E3）
に一元化し、海藻のタネ不足に対してはタネの供

解説した。例えば、初版では、ウニの除去に関

給（E4）として詳述した。

して、除去（潜水除去、船上採取、カゴ漁業、機

このほか、基盤・基質不足に対して基質の提供

械除去）
、分散（投餌）
、防御（物理フェンス、化

（E5）と基質形状の工夫（E6）、栄養塩不足に対

学的防御、流動促進、中層ロープ、基質の工夫）、

しては栄養塩の供給（E7）、懸濁物質の増加につ

魚の除去に関して、除去（網漁業、釣り）、分散
（威嚇）、防御（物理フェンス、化学的防御、流動

いては流動促進（E8）の項を残し、ウニポンプ、
ウニへの投餌、魚類の威嚇、化学的防御および混

促進、混植）というように、二段構えで要素技術

植は「開発途上の要素技術」（E9）での簡単な紹

が体系化されていた。しかし、細分化された要素
技術の多くは、費用、労力、効果、面積などの観
点から実用的ではないため、潜水除去を主とする
「ウニの除去」（E1）
、漁法別あるいは魚種・サイ

介に留めた。E5 ～ E9 には磯焼け対策としての
優良事例はほとんどないが、このうち、省力化の
観点から根強い人気のある E7 については、平成
26 年度まで行われていた水産庁補助事業の成果
も含めて詳述した。
なお、E については、定置網によるアイゴの漁
獲、宮崎県で見られるイスズミ類、定置網による
イスズミ類の漁獲事例、ブダイの延縄漁法、イン

図４ 磯焼け対策における順応管理的手法
（改訂版， 図 5-1）

図５ 藻場形成の阻害要因の確認 （改訂版， 図 B-4）

図６ 磯焼け対策フロー （改訂版， 図 5-3）
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ターバルカメラによるブダイ除去効果等の確認、

ンダワラ類）のオスとメスの判別法、簡易な拡散

海藻のタネの拡散範囲、鋼製ボックスタイプの鉄

計算による施肥量の算定、キタムラサキウニの身

分供給ユニット、生分解性素材の人工海藻などを
コラムで紹介した。

入り改善に必要なコンブ餌料に関する４つの解説
が加えられた。また、コラムについては、上記各

F では、モニタリングについて、海藻の被度や

章でも挙げてきたように、種々の有益な情報を盛

藻場の面積の測定法を詳述し、実効面積の考え方

り込んだ。ただし、従来、要素技術として挙げら

を紹介した。

れてきた項目のうち、対策の主流になりえない項

（６）植食動物の有効利用（第 6 章）★★
ウニについては、深浅移植、肥育、餌料、堆肥・
肥料の各項を設け、特に、堆肥・肥料について詳

6

目をコラムに格下げしたものもある。

４．終わりに

述したほか、ガンガゼ染めなどのコラムを設けた。

今回のガイドラインの改訂は、平成 22 年度か

植食性魚類については、学生を交えた試食会のほ
か、様々な商品や料理、加工品をコラムで紹介し
た。
（７）磯焼け対策の実施事例（第７章）★★
これまでの各章においても図表や写真、コラム
の充実を図り、漁業者が積極的に取り組めるよう
に工夫したが、地域における磯焼け対策の実際の
流れ、種々の対策技術の組み合わせを知り、今後、
藻場の回復によって得られる水産涵養効果にも目
を向けてもらうために、新たに実施事例の章を設
けた。複合対策の事例として大分県佐伯市名護屋
地区、岩盤清掃の事例として和歌山県田辺市新庄
地区の取り組みを紹介した。
また、再生藻場の水産涵養効果を調べた事例と
して、大分県佐伯市名護屋地区での磯魚、アワビ
およびイセエビの検討例を紹介し、一般市民や学
生が参加する磯焼け対策の事例として、小学生が
参加する磯焼け対策を付け加えた。一般市民や学

ら継続していた「水産生物の生活史に対応した漁
場環境形成推進委託事業のうち各生活史段階に応
じた漁場機能を強化する技術の開発・実証」の途
中で話が持ち上がった。本来は、初版の策定時の
ように、目的とする予算を確保してじっくり取り
組みたかったが、当初の予定のないまま、2 年間
で慌ただしく作業を進めなければならなかった。
このため、全面改訂には至らなかったが、利用頻
度の高い、あるいは検討の要望が多かった対策手
法の実証・改良に力を注ぎ、ある程度充実させる
ことができた。一方、開発途上の技術の改良や、
非食害型の磯焼けの状況把握や対策についてはほ
とんど手を付けることができなかった。
本誌 29 号にも述べたが、ガイドライン策定当
初と比べると、磯焼けに対する認識の誤り、回復
手法の選択の誤り、回復計画・作業の知見欠如、
取り組み体制の不備、植食性魚類・ウニの用途な
どの課題については、大幅に改善された。しかし、

生の磯焼けの認知度に関するコラムを付けた。
（８）参考資料★★
用語説明、許可・法律関係、主な海藻、代表的
な植食動物の４つの資料があり、用語説明を補足
修正したほか、海藻および植食動物の解説、写真、

急速な沿岸環境の悪化が食害型のみならず非食害
型の磯焼けを増やしている中で、対策の原動力と
なる漁業担い手の減少も加速化している。
今後は、非食害型の磯焼けや漁村の人手不足を
念頭においた磯焼け対策の検討や提案が必要であ

学名などを更新した。
なお、生物の分類学的な変更を述べると、海藻
では、ホソメコンブやリシリコンブがマコンブ
の品種となり、アラメ属が廃止されカジメ属に統
合された。動物では、キタムラサキウニがオオ
バフンウニ（Strongylocentrotus）属からキタムラ
サキウニ（Mesocentrotus）属に、ムラサキウニが
Anthocidaris 属（廃止）から Heliocidaris 属（ムラ
サキウニ属として問題はない）に移された。
（９）技術ノートとコラム★★★
コラムや技術ノートの一覧を目次に掲げ、容易
に検索できるようにした。技術ノートとしては、
ウニフェンス（立網タイプ）の作り方 、モク（ホ

ろう。また、漁業者が主体となる藻場のモニタリ
ング・回復活動が拡大・本格化する中で、これを
実効的な藻場の拡大に繋げるために指導・支援し、
リアルタイムで藻場の状況や対策効果を把握する
ようなシステムの確立も望まれる。さらに、海外
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で盛んに検討されているように、機能的な海洋保
護区（MPA）と藻場の状態の関係を明らかにす
るとともに、トップダウンコントロール（食物連
鎖を通した群集構造の決定）の検証も全国各地で
進めていく必要がある。
今回の改訂にも、多くの方々のご理解・ご協力
をいただきました。この場を借りて厚くお礼申し
上げます。

豊かな瀬戸内海へ、瀬戸内海基本計画の大幅変更が閣議決定
～これからの豊かな海づくりにどう活かすか～
広島大学
名誉教授

１．はじめに

松田

治

法」関連各府県では平成 27 年度からは、地域に

「瀬戸内法」あるいは「瀬戸法」と略称される

密着したきめ細やかな湾・灘ごとなどの「府県計

瀬戸内海環境保全特別措置法が、当初、臨時措置

画」の策定が進められている。瀬戸内海は早くか

法として制定されたのは 1973 年である。したがっ

ら環境汚染や富栄養化が進んだため、様々な対策

て、制定後すでに 40 年以上が経過しており、こ

や先進的な取り組みが進み、「環境管理の実験海

の間に地域限定の「瀬戸内法」が、沿岸域を含め

域」ともいわれてきた。従って、瀬戸内海での経

た瀬戸内海のあり方や環境保全に果たした役割は

験には、他の沿岸海域でも役立つものが少なくな

非常に大きい。一方、この 40 数年間の瀬戸内海

い。筆者は、この基本計画の変更に係る一連のプ

をめぐる社会経済状況、自然環境や人々の生活の

ロセスに参画したので、本稿では、その基本的な

変化も極めて大きく、水質は改善され赤潮発生件

考え方と変更の内容や経緯を紹介するとともに、

数にも減少が見られるものの、漁獲量の減少、ノ

漁業関係者や行政、市民などが、今回の瀬戸内海

リの色落ち、海に触れる機会の減少などが新たな

の大きな方向転換を、これからの地域の豊かな海

課題として顕在化しつつあった。すなわち、瀬戸

づくりにどのように活かしたらよいか考えてみた

内海は、昨今、その管理のあり方で「大きな曲り

い。

角」に差し掛かっていたといえる。
ここで、
「瀬戸内法」体系の仕組みを見ると、

２．基本的な考え方

法律の条文は総論的であり、実際的な各論として

「瀬戸内法」に基づく新たな国の基本計画が

は、同法に基づく国の基本計画（瀬戸内海環境保

2015 年 2 月 27 日に閣議決定された。従来の基本

全基本計画）が非常に重要である。この基本計画

計画は 2000 年版なので、約 15 年ぶりの大幅改

が、最近大幅変更され、内容が一新された。変更

定である。この間、窒素やリンの排出規制等によっ

の趣旨を一言でいえば、
「きれいな海から豊かな

て瀬戸内海の水質はかなり改善されたものの、水

海へ」の目指すべき方向の大転換である。「瀬戸

産資源水準は低迷を続け、中でも二枚貝はほとん

内法」制定以来、総量負荷削減施策などにより長

ど採れなくなった。生物生息環境にも顕著な改善

年にわたって汚れた海をきれいにすることに専念

はみられず、ノリの色落ちに端を発する「栄養塩

した結果、水質の「きれいな海」はかなりの程度

不足」の声もしばしば上がるようになった。国の

に実現された。一方、自然の浜や藻場・干潟は少

枠組みとしても、この間に水産や海洋に密接な水

なくなり魚介類も減少して、本来の豊かさは失わ

産基本法（2001）、海洋基本法（2007）や生物多

れたままである。現状では、多様な生物が棲みや

様性基本法（2008）などが制定され、一方、地

すく水産資源に恵まれ人々にも親しめる「豊かな

域主導型の取り組みである里海づくりなども進ん

海」を是非とも取り戻す必要がある。

で瀬戸内海をめぐる状況は大きく変化した。

このような状況に対応して、新たな国の基本計

このような背景のもとに、「瀬戸内法」を所管

画は、従来の水質保全中心主義から水産資源の確

する環境省や中央環境審議会（瀬戸内海部会：現

保や環境の保全・再生などへと大きく歩を踏み出

水環境部会瀬戸内海環境保全小委員会）は新たな

した。この新しい基本計画に基づいて、
「瀬戸内

基本計画の検討を進めてきた。詳しい検討プロセ
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スは後述するが、その前に、前述した瀬戸内海の

た里海づくりや新たな水産環境整備なども、豊か

「大きな曲り角」と今後の方向性について基本的

な海づくりのために、より積極的なアプローチを

な考え方を説明しておきたい。瀬戸内海の状況変

しようとする点で同じ方向性を備えている。

化を概念的に図１に示した。この図は環境省の原
図に筆者が手を入れたものであるが、座標軸とし
ては、縦軸に水質が「良い」（上）-「悪い」（下）、

３．何がどう変わったのか？
今回の基本計画の大幅変更は、内容的には従来

横軸に自然環境の質、イメージ的には生物生息

の基本計画の 2 本柱が 4 本柱に拡大強化されたと

環境のようなものを「良い」
（右）-「悪い」（左）

理解できる。すなわち、変更前は、「水質の保全」

と設定する。日本の高度経済成長期以前の状況は、

と「自然景観の保全」が 2 本柱であったのに対し、

図の右上で示され、水質もその他の自然環境も良

変更後は、「水質の保全及び管理」、「自然景観及

かった。ところが高度経済成長期の環境悪化を通

び文化的景観の保全」、「沿岸域の環境の保全、再

じて、状況は左下方向に変化し、昭和 40 年代後

生及び創出」、「水産資源の持続的な利用の確保」

半には、水質もその他の自然環境も最悪となった。

という新たな 4 本柱となった（図 2）。この概念

そこで、状況を右上に戻すつもりで「瀬戸内法」

図から、まず水質については総量負荷削減を中心

が制定され（昭和 48 年）、様々な対策がはじめら

にした「保全」だけではなくて適切な水質を目指

れた。

す「管理」が、また景観の保全については「自然

しかし、それから 40 年程度が経過した現時点

景観」のみならず「文化的景観」も対象テーマと

でみると、確かに水質は改善され、縦軸上の位置

なったことが分かる。さらに、「沿岸域の環境の

はやや上方に移動した。ところが、横軸上の状況

保全、再生及び創出」と「水産資源の持続的な利

は回復しないどころか、場合によっては悪化した

用の確保」という水産分野にとっても極めて重要

事例も見られ、水産資源水準も低下した。概念図

な新たな 2 本柱が加わったことは、基本計画の“守

が示すこれらの結果は、このまま手をこまねいて

備範囲”が、環境再生や水産資源の確保を含むよ

いると、水質はさらに多少良くなるかもしれない

り分野横断的な課題へと拡大したことを示してい

が、全体状況は右上に戻らないことを示唆してい

る。これは、とりもなおさず、今後における省庁

る。そこで、右上の円滑な物質循環や豊かな生態

連携的な施策や予算化の必要性が増すことも意味

系を取り戻すためには、より積極的なアプローチ

している。

によって進路を変える必要があるというのが、今

少し詳しく見ると、「自然景観及び文化的景観

回の大幅改定が目指す今後の方向性であり、「大

の保全」には「エコツーリズムの推進」が、また、

きな曲り角」の意味でもある。近年進められてき

「沿岸域の環境の保全、再生及び創出」には「底
質改善対策・窪地対策の
推進」や「環境配慮型構
造物の採用」が挙げられ
ている。さらに、変更後
には、全体として「湾・
灘ごと」や「季節ごと」
の状況や特性にきめ細や
かに対応した「豊かな瀬
戸内海」を目指す方向性
が強調されている。新た
な方策には、地域におけ
る里海づくりとともに科
学的データの蓄積や順応
的管理の導入も盛り込ま
れた。さらに、従来なかっ

図 1 瀬戸内海の過去 ・ 現在と今後の方向性 （環境省の原図に基づいて改変）
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た計画の期間を設定し、

プロセスの最後に閣議決定が含ま
れていることは、「瀬戸内法」が
環境省の所管ではあるものの、各
省庁を代表する大臣の了承、すな
わち関係省庁の了解が得られてい
ることを示すものである。
筆者は、
「在り方懇」のメンバー
として、また、中央環境審議会の
瀬戸内海部会（現小委員会）の委
員として、この全プロセスに関
わってきた。特に、「在り方答申」
の原案作成に当たった瀬戸内海部
会の企画専門委員会では委員長を
図２ 閣議決定された 「瀬戸内海環境保全基本計画」 変更のポイント

命じられ、細部の調査検討にも関
与した。ほぼ毎月のペースで開か

施策の進捗状況を定期的に点検することも明確化

れた企画専門委員会ではかなり密度の濃い討議が

された。これらの変更は、基本的に中央環境審議

行われ、合わせて、瀬戸内海の東部・中部・西部

会による「瀬戸内海環境保全基本計画の変更につ

では様々な関係者から現地公聴会的なヒアリング

いて（答申）
」に基づいている。

も行われた。これらの過程は、様々な考え方を広
く知ると同時に、異分野間の合意形成にも大いに

４．大幅変更のプロセス
（1）施策検討の流れ

役立ったと思われる。
（2）「在り方懇」による論点整理

今回の検討プロセスの初期段階として、問題整

「在り方懇」での論議は、ミッション性が強く

理のために、
「今後の瀬戸内海の水環境の在り方

議論の枠組みが予め決められている審議会などに

に係る懇談会」
（通称「在り方懇」
）が議論を始め

比べて、はるかに自由であった。この自由な討論

たのは 2010 年であるから、基本計画の閣議決定

の結果が、「今後の瀬戸内海の水環境の在り方の

までにおよそ 5 年を要したことになる。この検討

論点整理」（2011）として取りまとめられた。そ

プロセスの全体を通覧しておくことは、
「国の施

の概要を図 3 に示す。この論点整理では、瀬戸内

策はどのようにして決まるか」のモデルとして、

海の代表的な 3 つの価値が、やや比喩的に「道」、

また今後の政策提案や施策の策定にも役立つもの

「畑」、「庭」と表現されている。そして、「豊かな

であろう。そこで、検討過程の概要を表１に示し

海」には様々な考え方があるが、国の基本計画の

た。ただし、表中の「諮問」とは、環境大臣によ

検討段階では、このような多面的価値がバランス

る中央環境審議会会長への問いかけのことで、一

よく最大限に発揮された状態が「豊かな海」と考

方、
「答申」とはこれに対する審議会会長から環

えられている。また、論点整理では、基本的な考

境大臣への回答に当たるものである。また、この

え方として、「物質循環、生態系管理への転換」、
「失われた沿岸環境の回

表１ 基本計画の改定に係る主な検討プロセス

復」、「自然景観及び文
化的景観の保全」、「地
域における里海の創
生」、「持続可能で総合
的な資源管理」の 5 点
が抽出された。さらに、
やや具体的な「今後の
方向性」は 13 項目に取
りまとめられた。この
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図３ 今後の瀬戸内海の水環境の在り方の論点整理の概要

うち、
「地域の協議による水環境目標の設定」、
「湾・

基本計画の改定に関わる行政的な手続きはかな

灘毎の状況に応じた管理」
、
「地域の参加・協働」、

り厳密に決められているので、検討過程の初期に

「地域再生と体制づくり」などは、いずれも地域

固まった内容を、後になって大幅に変えることは

主導型のボトム・アップ的な取り組みで、これを

実際上極めて難しい。従って、施策の「骨格」を

従来のトップ・ダウン的な仕組みにつなげようと

作る上では初期段階での議論が非常に大切であ

する方向性は新しいものである。

る。これに対し、プロセスの後半は、施策の「詰

（3）
「在り方答申」から基本計画まで
前記の企画専門委員会での検討結果は、内容的

整には、今回のような現地ヒアリングやパブリッ

にほぼそのまま「在り方答申」となった（図 4、5）。

クコメントが有用で、逆にいえば、様々なグルー

そして、基本計画の改定作業は、この「在り方答

プや個人はこのような機会を通じて意見や要望を

申」に基づいて進められた。「在り方答申」と「基

施策に反映することができる。

本計画の答申」を内容的に比べてみると、その骨

これらの点は、例えばあるグループが政策提案

格構造はほとんど同じであることが分かる。つま

する際に、「いつ・どこで・なにを」要望するか

り、新たな方向性の大筋は、結果的にみると検討

という点でも参考になる。実際、今回の検討過程

の初期段階で、特に「論点整理」から「在り方答

では、瀬戸内海関連の漁業者グループである瀬戸

申」までの段階でほぼ決まっていたといえる。一

内海関係漁連・漁協連絡会議は 7 項目の要望事項

例を挙げれば、「論点整理」にある「森・川・海

を取りまとめてパンフレット「かつて瀬戸内海は

を通じた健全な水・物質循環機能の回復」
（図 3）

宝の海だった」も作成し（2012 年）、様々なアピー

と「在り方答申」にある「森・里・川・海のつな

ルを行った。これらの要望事項と「在り方答申」

がりを考慮した地域における里海づくり」
（図 4）

の内容を項目的に比較したところ、要望にあって

は陸域と海域の関連性を重視した一連の方向性を

答申に盛り込まれなかった項目は、ほぼ水産分野

示すもので、最終的には基本計画の「豊かな瀬戸

プロパーの問題といえるナルトビエイなどの「有

内海」につながっている。なお、
「在り方答申」

害生物対策」のみであった。従って、７項目の要

では、新規事項として 13 項目が挙げられており、

望事項の大部分は、様々な検討過程を通じて実際

この新規性が基本計画の大幅な改定の源となって

には「在り方答申」の内容に反映されたといえる。

いる。

10

め」として重要である。施策の細部の具体化や調
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図４ 中央環境審議会答申 （「在り方答申」） の概要１

図５ 中央環境審議会答申 （「在り方答申」） の概要２

５．今後の課題と提案
（1）地域活動への積極的参画

で紹介した「地域の協議による水環境目標の設
定」、「湾・灘毎の状況に応じた管理」、「地域の参

大幅改定された国の基本計画の基盤的な施策と

加・協働」、「地域再生と体制づくり」や、地域に

して挙げられている「住民参加の推進」を、どの

おける里海づくりなどをより良い形で具現化する

ようにして地域の豊かな海づくりに活かすかは、

ためには多様な関係者の参画が必要である。従っ

地方自治体や漁業関係者を含めて地域に課せられ

て、漁業者をはじめとして地域で活動する様々な

た大きな課題である。基本計画に基づいて、平成

団体やグループは、是非とも具体的な地域計画の

27 年度から「府県計画」の策定が進められてい

策定にできる限り参画するとともに、計画実施段

ることは既に述べたが、関連して「今後の方向性」

階においても計画の実現に積極的に取組んでいた
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だきたい。

置が必要だからである。また、藻場干潟の造成な

同様な課題は瀬戸内海以外でも少なくないの

どに関しては、国交省、農水省など様々な母体が

で、地域活動への積極的な参画は、多くの海域の

同様の取り組みを進めているので、これらの事業

豊かな海づくりにも基本的に有用と考えられる。

を計画の立案段階から十分にすり合わせて、でき

最新の全国的な調査結果によれば、里海づくりの

れば一本化した効率的な事業とすべきである。さ

最も重要な主体は漁業関係者で、全体の 60％近

らに、現在、別建てとなっている環境保全基本計

くを占めることが明らかになっている。また、里

画（瀬戸内海）と総量削減基本計画（東京湾、伊

海づくりには、水産庁系の事業である「環境・生

勢湾、瀬戸内海）を、瀬戸内海の場合には融合さ

態系保全活動支援推進事業」や「水産多面的機能

せて一本化することが望ましい。

発揮対策事業」等の貢献が大きいことも明らかに

いずれにしろ、新たな国の基本計画とこれに基

されている。従って、特に「瀬戸内法」等に規定

づく新たな「府県計画」の策定を契機にして、瀬

されてない他の地域においても、前述の「今後の

戸内海では近い将来に、従来よりも一段進んだ新

方向性」に沿った活動は豊かな海づくりに有益と

たな管理方策が実現する可能性が高い。「環境管

考えられる。

理の実験海域」とも呼ばれてきた瀬戸内海におけ

（2）連携的、分野横断的取組の推進
「府県計画」などの地域計画を十分に機能させ
るためには、特に、「湾・灘毎の管理」は単独府

る今回の方針の大転換がモデルとなって、新たな
望ましい影響が、日本の沿岸各地に波及すること
を期待したい。

県では不可能な場合もあり、広域連携や広域行政
の推進が必要となる。これに関連して今回の基本
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東京湾のハマグリが復活
～絶滅からの資源回復への取り組み～
千葉県漁業協同組合連合会

土江 秀治

１．はじめに

には加曽利貝塚（千葉市）に代表されるたくさん

東京湾千葉県の内湾では、木更津市中里漁業協

の大規模な貝塚ができ、ハマグリはイボキサゴと

同組合がハマグリの放流を千葉県としては 10 数

ともに日常の食の中心を占めるようになっていま

年ぶりの 2002 年に行い、ハマグリは順調に成育

した。縄文人は、ハマグリ等の魚介類をドングリ

しました。それ以来、ハマグリの放流が活発に行

やイモ類を中心にした鍋料理にうま味と塩味を加

われ、2014 年の東京湾千葉県のハマグリ水揚げ

える「調味食材」として使用したと考えられてお

量は 67 トンと直近 30 年間で最高（図 1）となり、

り、これが日本の食文化の根底にあるのではない

2015 年は 3 月までに前年同期の 2 倍にあたる 36

かといわれています（西野 2014）。

トンが水揚げされました。東京湾はかつて全国有

このように古代から人との馴染みが深い東京湾

数のハマグリ産地でしたが、この直近 30 年間は

のハマグリについて、近年の資源回復への取り組

ハマグリ天然資源が枯渇し、ほぼ絶滅状態でした。

みをご紹介いたします。

図１ 東京湾のハマグリ漁獲量の推移

２．東京湾の採貝漁業とハマグリ資源
東京湾は、多摩川、荒川、隅田川、江戸川など

ハマグリはかつて国内の内湾浅海域に広く生息

複数の大河川の流入によって豊かな漁場が形成さ

し、食卓にのぼると大変縁起が良く、多くの人に

れる海域で、湾に面する東京、神奈川、千葉にお

親しまれる暖海性の二枚貝です。同じ暖海性の二

いては古い時代から採貝漁業が盛んでした。しか

枚貝で千葉県の外房地区に生息するチョウセンハ

し、現在は、戦後急速に進んだ干潟部の埋め立て

マグリ（汀線蛤）も同じハマグリ属ですが、外洋

や河川に作られた堰やダムなどによって環境が大

性であり、内湾性のハマグリとは生息域が異なる

きく変わり、また、埋め立てに伴った漁業権放棄

ため、明確に分けられています。

が進んだことで、東京湾の採貝漁業者は主に千葉

東京湾におけるハマグリと人との歴史は縄文時
代早期（約 7,000 年前）に遡ります。5,000 年前

県（市川市、船橋市、木更津市、富津市）に残る
のみとなっています。
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採貝漁業では、ステンレス製の貝まきカゴを用

較的生産量の変動が少ないのが特徴でした。しか

いた「腰巻き」と「大巻き」という漁法（写真 1）

し、近年はいずれの地区でも冬季に波浪やハジロ

によって、干潟や潮下帯に生息するアサリ、ハマ

ガモの食害によって激しくアサリ資源が減少し、

グリ、バカガイ等を漁獲しています。
「腰巻き」

深刻な状況になっています（柿野 2014）。

は水深が腰よりも浅い干潟に立って、櫛状に爪の

更に 2007 年になると、二枚貝に寄生するカイ

ついた貝まきカゴを貝が潜っている深さまで砂中

ヤドリウミグモが大発生し、アサリに寄生したこ

に入れ、足と腰で水平に曳くことで砂から貝を濾

とによってアサリが大量死亡したため、現場は大

し獲る漁法です。
「大巻き」も原理は腰巻きと同

混乱に陥りました（写真 2）。

じですが、水深 2 ～ 3 m の船の上から長い柄の付
いたカゴをウィンチの力で曳いて行われます。

死亡したのは木更津・富津地区の広範囲に渡る
アサリ、シオフキ、マテガイ等で、それらの資源
は壊滅的になりました。同じ二枚貝でもハマグリ、
バカガイへの被害は少なく、現場でいう「死に水
を食った」二次的なものに留まりました。後の調
査でこれらにはウミグモが寄生しないということ
がわかり、唯一の救いとなりました。

写真１ 腰巻き （左） と大巻き （右）

東京湾のハマグリは、戦後、多い時で年間 1 万
トン以上が漁獲（図 1）され、同じ時期に年間 5
～ 7 万トンの漁獲があったアサリに比べて漁獲
量は少なかったものの、単価が高いことから、ア

写真２ ウミグモ被害の状況 （2007 年 6 月）

サリと同等かそれ以上に貴重な漁業資源でした。

背面写真 ： 大量斃死発生の様子、 前面左 ： アサリに
寄生するウミグモ、 前面右 ： 斃死したアサリ

ところが、1960 年代後半以降に東京湾のハマグ
リは激減し、1970 年代前半には統計上ほぼ消滅
しました（図 1）。2000 年の千葉県レッドデータ
ブックでは「消息不明・絶滅生物」に指定され、

４．ハマグリ資源枯渇原因の仮説と復活の機運
1979 年には、木更津市の久津間漁業協同組合

2012 年に環境省の「絶滅危惧Ⅱ類」指定をも受

が試験的に大巻きで獲るような沖合へ有明海の天

けています。

然ハマグリを放流しましたが、この放流による生
産量が放流量と同程度で、再生産（稚貝の発生）

３．アサリ漁業の低迷とウミグモの発生
ハマグリが枯渇した後、東京湾千葉県では主に

中止となりました。この後しばらくは千葉県内に

アサリを対象にして漁業が続けられました。この

おいて「ハマグリは東京湾の地に合わない」と考

アサリも 1980 年代後半以降は年間漁獲量が 1 万

えられ、ハマグリ放流からは遠ざかりました。

トン前後まで減少し、直近の 2010 年代には 1,000

当時は東京湾のハマグリ資源が 1960 年代に枯渇

トン前後まで激減しています。この間、主に自然

した原因も良くわかっておらず、ただ「河川水の

発生のアサリを獲る千葉北部地区（市川市・船橋

流入する汽水域で稚貝が発生した後、沖合へ移動

市地先）では、青潮等の一過性の環境悪化による

し、沖合で良く獲れた」といった経験が残ってい

死亡が発生することで生産量が大きく変動するよ

るのみでした。

うになりました。一方、木更津・富津地区では、

14

もほとんどみられなかったため、5 年継続した後、

2000 年に絶滅指定を受けてからは、ハマグリ

各漁協が養貝事業としてアサリ種苗の放流を行

が枯渇した原因についての研究が進み、次の 2 つ

い、北部地区のような死亡も少ないことから、比

の考えにまとめられました。1 つは「埋め立てに
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よって汽水域が失われたために、稚貝の発生場所

5.2

放流事業開始からの数年間

がなくなったのではないか（柿野 2011）」という

台湾での委託生産試験は順調に進み、2005 年

もの、もう 1 つは「ハマグリの産卵期・浮遊幼生

7 月採卵の人工種苗 20 トンを 2006 年 4 月に東京

期である 8 月末から 9 月は、干潟や海洋表層を貧

湾へ放流して、事業開始となりました。この 20

酸素水や青潮水が襲う時期でもある。このため、

トンのうち 12 トンを前出の中里漁協が放流し、

貧酸素水などの影響でハマグリの産卵阻害や浮遊

翌 2007 年に 25 トンの水揚げとなったため、事

幼生の死滅が生じ、その結果として干潟への新規

業の効果が大いに期待できる結果でした。

加入が著しく減少してハマグリの資源が激減した
のではないか（中村 2010）」というものです。

前出のように、ハマグリがウミグモに寄生され
ないということで、干潟の採貝漁業の望みはハ

東京湾のハマグリが行政機関から絶滅指定を受

マグリに託され、台湾でハマグリ人工種苗を増産

け、研究者らによって原因究明が進められるなか、

することによって、ウミグモ発生の翌年にあたる

木更津市中里漁業協同組合は「かつての美しい殻

2008 年から数年は当初の 10 倍にあたる 170 ～

模様のハマグリの味が忘れられない」との思いで、

240 トンまで放流量を増やしました。

2002 年に有明海の天然ハマグリを放流する試験

しかし、放流する量を増やしたことで、放流後

を行いました。以前は大巻きで漁獲するような沖

のハマグリ生息密度が非常に高くなっていまし

合から干潟の沖合部にかけて放流されていたのに

た。このため、ハマグリに何らかの死亡が起こっ

対し、今度は腰巻きで漁獲するような干潟域に放

た時の水質悪化による連鎖反応的な被害が大きく

流されました。そして、放流後 2 年を経過して順

なり、必ずしも放流に見合った生産が得られたわ

調に成育したため、千葉県の水産関係者の間で一

けではありませんでした（図 2）。2008 年以降、

気にハマグリ復活への機運が高まりました。

このハマグリの死亡は 8 月末から 9 月にかけて決
まって起こるようになりました。

５．ハマグリ復活への取り組み

このハマグリの不漁と、ウミグモによるアサリ

ハマグリ復活への取り組みは、当連合会の東京

への影響がいずれも予想以上に長く続いたこと

湾漁業振興室（現指導部）が中心になって進めま

で、東京湾の採貝漁業者は本当に何も獲るものが

した。

ない状態になりました。そして、ハマグリ放流事

5.1

業開始後 4 ～ 5 年経った頃には事業継続を疑問視

台湾での人工種苗生産

ハマグリを絶滅状態から復活させるには、大量

する声が出つつあり、それでも他に利用できる資

の種苗を放流する必要がありました。しかし、大

源がないことから、放流量を半分程度に減らして

量の種苗を国内の産地から入手するのは容易では

なんとか事業を継続しました。

ありませんでした。主産地の有明海では既に資源
が減少傾向だったこともあり、東京湾でのハマグ
リ復活に用いる種苗は人工的に生産したものでな
ければならないと考えました。
ハマグリ人工種苗の確保にあたって、千葉県で
は大量生産の体制が整っていなかったため、台
湾で委託生産することにしました。台湾を委託
生産先とした理由は、①既に 20 年以上前にハマ
グリ人工種苗の大量生産技術が確立していたこ

図２ 東京湾のハマグリ放流量と生産量の推移

と、②気候が温暖でハマグリの成育に適している
こと、③何百ヘクタールにも及ぶ大規模な海水の

5.3

ハマグリ養貝事業改善の取り組み

養殖池があることなど、養殖に適した地の利が背

ハマグリ人工種苗の放流から生産まではアサリ

景にあったためです。この台湾で、有明海の天然

と同様に漁協の養貝事業として行われます。養貝

ハマグリを親にして人工種苗を委託生産し、輸入

事業では漁業者・漁協職員が一体となって、共同

すれば、東京湾でのハマグリ復活が叶うと考え、

漁業権内に設けた“養貝場”へのハマグリ放流を

2004 年から試験的に委託生産を開始しました。

はじめ、害敵生物駆除、放流から水揚げまでの資
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源量調査や密漁対策などが行われます。

た（写真 3・4）。育成時の密度調整は、同じ木更

ハマグリ養貝事業の開始後 2 年目からは、4 月

津市の牛込漁協での“巻き出し”作業によって行

に放流したハマグリが 8 月末から 9 月にかけて決

われました。“巻き出し”は放流直後の種苗が小

まって死亡するようになりました。この死亡につ

さいときは㎡当たり 500 個程度の高密度で集約

いては、千葉県水産総合研究センターによって対

的に育成し、ハマグリが成長して 8 月を迎える前

策が検討され、
「8 月末から 9 月にかけてハマグ

に一旦取り上げ、場所を広げて再度放流する方法

リの中腸腺に原因不明の障害（鳥羽ら 2014）が

です。

認められ、死亡に繋がっている。この二次被害を

これらの取り組みは一例ですが、2014 年の豊

抑えるために、ハマグリの生息密度は低い方が良

漁はこのように、漁協、漁業者、関係機関が一体

い。
」ことが示されました。当初はハマグリの適

となって取り組んだことによってもたらされたも

正密度が不明であったため、最大で㎡当たり 2,000

のでした。

個の密度となる場所もありました。これは、アサ

なお、水揚げされたハマグリは、千葉県漁連あ

リ養貝事業での経験に基づいて放流されたことに

さり事業所がアサリ流通で培った実績により生協

よるものでした。その後、同研究センターや千葉

や量販店へ提供し、夏期など全国的に相場が低い

県水産振興公社の指導もあって、現場で徐々に適

時でも浜値が維持されています。

正密度の見直しが意識されるようになりました。
この適正密度の見直しには、2012 年に現場関係

5.4

ハマグリ中間育成試験

者で有明海を視察した際に知った「天然ハマグリ

千葉県漁連はハマグリ人工種苗放流事業を開始

の生息密度は㎡当たり 100 個程度である」こと

した後、2007 年にハマグリ人工種苗を大量生産

も参考にしました。この視察の翌 2013 年には、

する目的で数㎜サイズのハマグリ稚貝の中間育成

養貝場のハマグリ生息密度を㎡当たり 200 個以

試験に取り組みました。当漁連でのこのような試

下に調整するようにしました。

験は初めてでしたが、漁業者・関係機関からの協

この密度調整の方法は放流時と育成時の 2 通り
あります。放流時の密度調整は中里漁協で、放流

力を得て、陸上・干潟の両方で様々な試験を行っ
てきました（写真 5）。

方法を変更して行われました。その変更とは、当

2008 年からは千葉県水産総合研究センターと

初は大船 1 ～ 2 隻に集中してハマグリ種苗を積

の共同研究として試験を行い、海水池などの施設

んで、船の両弦から複数名で蒔く方法だったもの

を使用することができるようにもなりました。

を、小船 12 隻に分散して種苗を積み、1 ～ 2 名

これまでの結果からは突出した技術開発には

乗りでそれぞれが離れて蒔く方法としたものでし

至っていませんが、①低塩分海水による飼育、②

写真３ 大船での放流

写真５ ハマグリ中間育成試験の様子
左上 ： 干潟での被覆網飼育、 右上 ： 干潟でのバッグ
カルチャー飼育、 左下 ： 殻長 1 ㎜のハマグリ稚貝、
右下 ： 陸上飼育後のハマグリ取り上げ作業
写真４ 小船での放流
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ビニールハウスによる冬期の低水温対策、③海産
クロレラの培養水槽を用いた簡易的な微細藻類の
大量培養等の技術を開発したことによって、一定
の生産ができるようになっています。

６．今後の課題
種苗の放流量を減らして密度調整を行い、生産
に結び付いたことで、漁業者からのハマグリへの
期待は高まっています。一頃あった事業継続を疑
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新・大阪府豊かな海づくりプランを策定
～「はま」が潤い、豊かな恵みを「まち」に届ける海づくり～
大阪府環境農林水産部水産課
主査

１．策定の背景

新瀬 幾恵

ロールができない海水温の上昇等の自然環境の変

大阪府では、平成 17 年５月に大阪府の水産業

化による部分も多く、従来の取組みを継続するだ

振興に関する行動計画として「大阪府豊かな海づ

けでこの状況を打破することは難しいと考えられ

くりプラン（以下「前プラン」という。
）
」を策定

ました。

しました。

平成 27 年度から始まる「新・大阪府豊かな海

同プランは、平成 17 年度から 26 年度までの

づくりプラン（以下「新プラン」という。）」は、

10 年間を計画期間とし、大阪湾を「美しく豊か

こうした現状及び課題を分析し、大阪の水産業の

な魚庭（なにわ）の海」として再生し、次代に引

将来像を見据え、新たな視点を加えた行動計画と

き継ぐための方向性とその役割を示すものとし

して見直しを行いました。

て、これに基づく様々な取組みを進めてきました。
この間、キジハタ等の水産資源の回復や産地市
場来場者数の増加など様々な成果が得られまし

２．現状と課題
（１）漁業生産量及び生産額
大阪府の漁業生産量は、近年概ね 20,000 トン

た。
また、同プランでは、底魚の漁獲量を基準年（平

前後で推移をしていますが、前述のとおり底魚の

成 16 年）の 1,800 トンから目標年（平成 26 年）

漁獲量は10 年前の 85％、漁業生産額は 70％まで

の 2,600 トンに、漁業生産額を基準年（平成 15 年）

減少しており、資源の回復が急務となっています。

の 58 億円から目標年（平成 26 年）の 66 億円に
増加させることを数値目標に掲げていました。し
かしながらその結果は、底魚の漁獲量は 1,525 ト

（２）漁場環境
大阪湾では、高度経済成長に伴い湾奥部を中心
に埋立や水質汚濁が進みました。

ン（平成 24 年）
、漁業生産額は 41 億円（平成 24

しかし、その後瀬戸内海環境保全特別措置法の

年）と、前プラン策定時よりさらに落ち込むこと

改正による水質規制措置等が講じられた結果、現

となりました。

在では毎年透明度が上がっており、窒素やリンの
値も環境保全目標が達成されているなど、現在の
水質は大幅に改善されています。
反面、大阪湾の南部海域では養殖ノリの色落ち
（栄養塩不足による生長不良）現象がみられるな
ど、近年の漁獲量の減少は栄養塩の減少が影響し
ているのではないかとの意見も出るようになりま
した。

大阪府の漁業生産量及び生産額の推移

減少の主な理由については、漁場環境の変化等
による水産資源の減少に加え、不況や消費者の魚
ばなれによる魚価の低下など複合的な要因が関係
しており、また、栄養塩の減少や人為的なコント
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（３）大阪湾に対する府民の認識
一方、大阪湾に対する府民の認識については、
平成 26 年９月に実施した府民アンケート（府政
インターネットモニタ約 2,000 名に実施）による
と、大阪の海に対するイメージは「どちらかとい
えば悪い」
、大阪湾で獲れる魚介類に対するイメー
ジは「進んで食べたくない」
、
「健康に影響がない
か心配」という回答が上位を占めました。

３．新プランの趣旨・概要
（１）基本目標
こうした現状と課題を踏まえ、新プランでは次
のような基本目標を掲げました。

『はま』が潤い、
豊かな恵みを『まち』に届ける海づくり
これは、大阪湾の自然が有する生態系サービス
をうまく活用し、そこで得られる豊かな恵みや漁

前述のとおり大阪湾の水質は昔にくらべて大幅

業・漁村が持つ多くの機能を府民に提供すること

に改善されていますが、今でも大阪湾にマイナス

で、漁業地区の生活が豊かになり活性化するとと

イメージを持つ府民は多く、このことが魚価低迷

もに都市部においても豊かな生活の実現をめざす

の一因となっていると考えられます。

ものです。

普段海辺に行くことが少ない府民に、大阪湾が
豊かな漁場であることについてもっと知ってもら
うことが大きな課題です。

（２）目標を実現するための方向
さらに、目標を実現するために６つの取組方向
を掲げ、それぞれに位置づけた計 39 の施策を体
系的に推進することとしました。

（３）具体的な行動
39 の施策のうち、特に新しい取組みとして、
３つをご紹介します。
■大阪湾の漁業生産力を「底上げ」する広域的な
（４）漁業者の期待
平成 26 年８月に実施した漁業者アンケート

漁場整備
大阪湾では、湾の南北で栄養塩の偏りがあり、

（正・准組合員 1,165 名に配布）によると、「水産

北中部の海域では栄養塩が過多となる一方、南部

行政に望むこと」の１位は「漁場環境の改善・漁

では栄養塩不足による養殖ノリの色落ちが確認さ

場整備」
、次いで「稚魚の放流」
、
「資源管理型漁

れています。府では湾の中部海域に攪拌ブロック

業の推進」が続き、水産資源の減少に対する不安

礁という海水をかき混ぜる機能をもつ構造物群を

から、豊かな漁場の復活と資源の回復に対する漁

設置することにより、北中部海域の貧酸素水塊の

業者の期待の高さがうかがえました。

軽減や南部海域への栄養塩の効果的な拡散をめざ
します。

攪拌ブロック礁の設置による海水の混合促進のイメージ
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新 ・ 大阪府豊かな海づくりプラン （平成 27 年度～平成 36 年度）

■流通、販売、宣伝等を一体とした「攻め」の漁

新プランでは、流通販売ニーズの高い魚種（キ

業の展開

ジハタ、ヒラメ、アカガイ等）の放流を積極的に

大阪湾で獲れる魚介類に対する大阪府民のマイ

行い、漁獲後を見据えたブランド化の取組みを併

ナスイメージを払拭し、大消費地に近い都市型漁

せて推進していくこととしています。

業のメリットを最大限に引き出すため、行政・研
究機関・漁業者団体で構成する「大阪産魚介類ブ
ランド化研究会」において戦略を検討し、特に地

４．終わりに
漁場環境や流通形態など、大阪湾を取り巻く状

元大阪のホテルや料理店へ積極的な PR を行い、

況は目まぐるしい速さで変化しています。これか

大阪産魚介類のブランド化を図ります。

らは、大阪湾が魚を「とる」場だけでなく、府民
が「食べる」、「ふれあう」、「安心できる」場とし
て広く親しめる海となるよう発想の転換が求めら
れています。変化の一歩先を見据え、幅広い主体

泉だこ （地域団体商標）

キジハタ

■大阪湾の水産資源の増大とブランド化をめざし

と連携し、魅力ある都市型漁業を目指した施策に
チャレンジしていきます。

た栽培漁業の推進
平成 27 年４月に策定した第７次大阪府栽培漁
業基本計画では、新たにアカガイとトラフグ（技
術開発魚種）の放流に取り組みます。
第７次大阪府栽培漁業基本計画の目標
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○大阪府水産課

行政計画・アンケート

特
集 第７次栽培漁業基本方針とこれからの栽培漁業
○沿岸資源の維持・回復に寄与する栽培漁業へ
○適切な資源管理と種苗放流の連携
○「広域プラン」に基づく広域種の種苗放流の推進

第７次栽培漁業基本方針が策定され、関係者が一丸となって、
この基本方針の内容を一歩ずつ着実に進めて行くことにより、
沿岸漁場の生産力が増大し、栽培漁業が漁業者の経営の安定に
資することが期待されている。
特集では、「基本方針」の考え方やポイントを解説するととも
に、基本方針の内容を推進するため有識者の提言や各地の取り
組みを紹介する。

（写真）サワラの稚魚の放流（香川県さぬき市）
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１

沿岸資源の維持・回復に着実に寄与する効率的な栽培漁業の展開を
ー 第７次栽培漁業基本方針のスタートに寄せて ー
水産庁増殖推進部長

栽培漁業の発展の礎

長谷 成人

されていますが、今回の基本方針では、この広域

となる社団法人「瀬戸内

プランに示された資源造成の目標、種苗生産尾数、

海栽培漁業協会」が設立

放流尾数、放流適地等を勘案して取り組むことと

され、およそ半世紀が経

していますので、関係都道府県はより連携を深め

過しました。その間、栽

て種苗生産や放流等に取り組んで頂きたいと思い

培漁業の技術は着実に

ます。

進歩し、沿岸漁業の対象
となる多様な魚介類の

栽培漁業に携わる者が一体となって

放流に取り組んでおり、

22

他国に類をみない展開を実現してきたところで

なお、今回の基本方針においては、国、国立研

す。今回、関係者の協力を得て、第７次栽培漁業

究開発法人水産総合研究センター、公益社団法人

基本方針が策定されましたが、この基本方針の内

全国豊かな海づくり推進協会、都道府県、各都道

容を一歩ずつ着実に進めて行くことにより、沿岸

府県下の関係機関及び関係者の役割をより明確に

漁場の生産力が増大し、栽培漁業が漁業者の経営

記述しました。これは、栽培漁業においても様々

の安定に資することを期待しています。

な問題を抱えておりますが、それらを解決して行

今回の基本方針では、前回の第６次基本方針に

くためには、関係機関及び関係者の役割を明確に

盛り込まれた、放流尾数が減少傾向にあっても、

した上で、栽培漁業に携わる者が一体となって栽

栽培漁業が沿岸資源の維持及び回復に確実に寄与

培漁業を推進して行くことが重要と思われたから

するよう、
親魚を獲り残して再生産を確保する「資

です。国としても、基本方針の策定のほか、水研

源造成型栽培漁業」を一層推進することとしてい

センター、海づくり協会とともに全体の方向付け

ます。このため、放流された種苗が成長し、再生

と進行管理を行ってまいりたいと思います。また、

産に寄与できるようにしていくことが重要であ

今回の基本方針の策定に合わせて「広域種資源造

り、関係者の合意形成を図りつつ、稚魚や親魚の

成型栽培漁業推進事業」を措置しましたので、本

漁獲管理との連携強化に努めるとともに、資源状

事業も有効に活用して頂きたいと思います。

況が悪化している魚種については、適切な漁獲管

最後になりましたが、基本方針は、水産政策審

理を種苗放流と一体的に実施することに特に留意

議会の審議を経て策定されていますが、事前に

する必要があります。

開催した準備委員会や栽培漁業のあり方検討会で

また、第６次栽培漁業基本方針の下では、全国

は、有識者、水研センター、県担当者、海域の栽

６つの海域栽培漁業推進協議会により共同種苗生

培関係者、関係団体の各委員から貴重なご意見等

産体制の構築等の議論が進められてきました。そ

を頂きました。それらの意見等については、概ね

の成果の１つとして、平成 27 年 3 月には各海域

基本方針に反映させることができたと思っており

協議会において「効率的かつ効果的な種苗生産及

ますが、改めまして準備委員会等に参加して頂い

び種苗放流に関する計画」（広域プラン）が作成

た委員各位に御礼申し上げたいと思います。
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２

第７次栽培漁業基本方針の考え方と方針のポイント
水産庁

栽培養殖課

栽培漁業企画班

課長補佐

水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物
の育成に関する基本方針（以下、
「基本方針」と
いう。）は、沿岸漁場整備開発法第６条に基づき、

内海 邦夫

次に、アワビ、ウニ等の地先種とマダイ、ヒラ
メ等の広域種の種苗放流の現状です。
地先種は、それを漁獲する漁業者の受益者負担

農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資す

等による種苗放流が行われており、沿岸漁業者の

るため、概ね５年を１期として定めることとされ

経営に寄与しています。一方で、地域によっては

ており、昭和 51 年に第１次基本方針が策定され

環境変化の影響等により種苗放流量が減少してい

てから、今回で第７回目となります。

ます（図３）。

本紙 30 頁から記載されている第７次基本方針

広域種は、放流尾数が総じて減少傾向にありま

（平成 27 年３月策定）を読むにあたって、参考と

すが、その要因は資源状況が安定して放流尾数を

なるポイントや資料を記載しますので、一読して

減らしてるもの、種苗を大型化して放流効果の確

頂ければ、基本方針が読みやすくなるのではない

保を進めているもの、関係者の負担能力の低下に

かと思います。

より種苗放流経費の確保が困難となっているケー

基本方針の構成は、前文、栽培漁業の基本的な

ス等が混在しています（図４）。

指針及び指標、技術の開発に関する事項、その

また、広域種の栽培漁業に係る様々な課題や問

他の事項というようになっていますので、その順

題を解決するために、平成 22 年度に全国を６つ

に説明したいと思いますが、紙面の関係上、基本

のブロックに分けて、海域栽培漁業推進協議会

方針の内容全てに触れていないことをお含み下さ

（以下「海域協議会」という。）が設立されました。

い。

海域協議会では、海域毎の関係都道府県が連携し

（参考）沿岸漁場整備開発法
第６条

農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資する

た種苗放流や費用負担のあり方等の検討が行われ
ています。

ため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるとこ

各都道府県等の種苗生産施設の現状ですが、30

ろにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物

年以上経過している施設が半数を超えており、全

の育成に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を

体的に老朽化し、種苗生産能力が低下しています。

定めなければならない。

種苗生産に携わる技術者も高齢が見られ、後継者
が育っていない都道府県もあります。

１．前文

また、東日本大震災で壊滅的な被害を受けた東
北地方太平洋側の種苗生産施設は今なお復旧途上

栽培漁業はおよそ半世紀の歴史を持っています

にあり、この海域の重要魚種であるヒラメ、アワ

が、その間に施設整備がなされ、多様な魚介類の

ビ等の種苗生産の能力は震災前の水準まで回復し

種苗が放流されています。図１は都道府県の栽培

ていない状況です。

センターを示していますが、このほかに市町村、

なお、第６次基本方針においては、資源造成型

漁協等の種苗生産施設も 70 近くあります。図２

栽培漁業の推進することとされており、種苗放流

は魚類、甲殻類、貝類等の放流尾数を示していま

と資源管理の連携が進められています。平成 26

す。

年３月末時点で作成されている 1,680 の資源管理
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計画において、537 の計画に種苗放流の取組があ

の有無を確実にするため、遺伝子情報を用いて親

りました。また、放流した魚種が再生産への効果

子関係の判別する技術を開発してきました。

図１ 都道府県の栽培漁業センター

図２ 平成 24 年度の種苗放流実績
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図３ 地先種の種苗放流の現状

図 4 広域種の種苗放流の現状

進することとされましたが、第７次基本方針にお

２．栽培漁業の基本的な指針及び指標

いても、この資源造成型栽培漁業の取組を一層推
進することとしています。

・資源造成型栽培漁業の推進

・漁獲管理との連携強化

第６次基本方針には、放流種苗を成長後に全て

資源造成型栽培漁業の実現のためには、放流さ

漁獲することを前提に長年にわたって放流を継続

れた種苗が成長し、再生産に寄与できるようにし

する従来の一代回収型栽培漁業に加えて、放流尾

ていくことが必要です。このため、必要に応じ、

数が減少傾向にあっても、栽培漁業が沿岸資源の

広域漁業調整委員会等において関係者の合意形成

維持及び回復に確実に寄与するよう、親魚を獲り

等を図りつつ、稚魚段階での漁獲の抑制や産卵親

残して再生産を確保する資源造成型栽培漁業を推

魚の獲り残し等の漁獲管理との連携強化に努める
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ことが重要です。また、資源状況が悪化している

多様性に配慮することが求められています。放流

魚種については、特に、漁獲管理を種苗放流と一

効果の把握については、地区ごとの漁獲量調査や

体的に実施する等、特に留意していく必要があり

市場における放流魚の混入調査等により、漁業生

ます。

産面における放流の効果を把握するとともに、遺

・広域プランに基づく広域種の種苗放流の推進

伝子情報を用いて種苗生産に用いられた親魚と漁

広域種については、その分布する海域の中で最

獲物の親子関係を判別する技術を活用することに

も効果の高い適地に種苗を放流するとともに、都

より、種苗放流が再生産にどの程度寄与している

道府県の区域を越えて種苗放流に係る受益と費

のかを検証し、放流計画に反映させていくことも

用負担の公平化に向けて取り組むことが重要で

必要です。また、遺伝的多様性に対する配慮とし

す。このため、海域協議会において策定した「効

ては、国及び国立研究開発法人水産総合研究セン

率的かつ効果的な種苗生産及び種苗放流に関する

ター（以下「水研センター」という。）により平

計画」
（広域プラン）に示された資源造成の目標、

成 27 年３月に作成された「人工種苗放流に係る

種苗生産尾数、放流尾数、放流適地等を勘案し、

遺伝的多様性への影響リスクを低減するための技

種苗生産や放流等に取り組むとともに、海域協議

術的な指針」を種苗生産現場へ普及して行くこと

会等において、受益に見合った費用負担の実現に

としています。

向けた検討を行うこととしています（図５）。

・種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携の推

・共同生産体制の構築

進

種苗生産施設の老朽化により種苗生産能力が低

種苗放流は漁獲管理との連携が重要であること

下してきていることを踏まえれば、施設の計画的

は前述しましたが、これとともに、放流された種

な補修・更新に努めるとともに、関係都道府県が

苗が十分に育つ環境も重要です。このため、放流

種苗生産施設間で連携、分業等を推進し、低コス

された種苗の育成場である藻場、干潟等の保全や

トで生産能力の高い共同種苗生産体制の構築に取

回復のための漁場整備、水産生物の増殖や生育に

り組むことが重要です。その際には、疾病等によ

配慮した漁港施設の整備及び漁業者や地域住民等

る生産不調等のリスク管理、例えば、複数の機関

が取り組む海岸清掃等の活動と種苗放流の連携の

での親魚養成や種苗生産等を行う等について配慮

推進に努めることとしています（図６）。

する必要があります。

・東日本大震災からの復旧

・放流の効果の把握と生物多様性の保全への配慮

東日本大震災により被害を受けた東北地方太平

種苗放流を行う上では、放流の効果を把握する

洋側においては、栽培漁業の対象種を漁獲する沿

のはもちろんのこと、生物多様性、特に、遺伝的

岸漁業が震災前と同様に行われるようになること

図５ 広域プラン
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図６ 藻場 ・ 干潟の保全等

を目指し各種取り組んでいます。水産基本計画に

・環境変化に適応した栽培漁業の実施等のための

おいても、放流用種苗生産は平成 27 年度末まで

技術開発の推進

に被災前の生産水準への回復を目指すこととして

地球温暖化や貧栄養化等による環境変化は、今

おり、第７次基本方針でもそのような表現にして

後の栽培漁業においても重要な要素になります。

います。しかし、施設復旧の遅れが生じている県

自然環境が変化する中で、栽培漁業をその変化に

もあることから、今後適宜修正が行われると思い

適応させながら実施していくためには、対象種の

ます。

変更や放流手法の見直し等の技術開発が必要とな
ります。また、近年、資源の減少が顕著な二枚貝

３．技術の開発に関する事項

の増殖のための技術の開発に取り組むこととして
います。図８は、都道府県が実施している環境変

・資源造成型栽培漁業の推進のための技術開発の

化への対応例や技術開発によって得られたタイラ

推進

ギの人工種苗の写真です。

資源造成型栽培漁業を効率的かつ効果的に推進

・技術劣化の防止

するための技術開発については、種苗放流の対象

技術劣化に防止については、情報の共有、その

種について、その系群ごとに放流適地、生産コス

利用、体制づくりが重要となります。このため、

ト及び放流効果から見て最適な放流サイズ及び放

種苗生産や種苗放流が漁業者等によって実施され

流尾数の把握等に取り組むとともに、種苗の生産

ている魚種を含め、種苗生産や中間育成、放流の

から、放流、さらには、未成魚の混獲防止等海域

実施状況等について情報を収集し、各種技術が種

における種苗の育成に至るまでの一連の技術の開

苗生産現場等で適切に利用されるように努めると

発を一体的に行うことが重要です（図７）。

ともに、疾病等の問題を迅速に解決できる体制の

・種苗生産の低コスト化のための技術開発の推進

整備に取り組むこととしています。また、前述し

継続的な種苗放流を行うためには、種苗生産の

たように、生産技術者が高齢化する一方で後継者

低コスト化が必要です。このため、遺伝的多様性

が育っていない状況を踏まえ、計画的な人材確保

を備えた自然環境に対する適応能力の高い種苗を

と種苗生産技術及び放流技術の継承に努めること

安定的に低コストで生産する技術の開発、種苗生

としています。

産等における疾病等の発生及びまん延を防止する

・栽培漁業技術の展開

ための技術の開発に取り組むこととしています。

栽培漁業はこれまで各種技術を開発していま
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図７ 種苗放流に係る一連の技術開発

図８ 環境変化への対応例等

す。これは他の水産分野でも活用できる技術であ

28

・水研センターの役割

ることから、例えば、親魚養成、種苗生産及び疾

水研センターは、栽培漁業を推進するために必

病防除技術等については養殖業に、標識技術や標

要な技術の開発に取り組み、必要に応じて都道

識放流を活用した生息域の把握、生残率の推定等

府県の試験研究機関等との共同研究を行うととも

の技術については資源管理等に、それぞれ応用さ

に、開発した技術の普及及び指導や、疾病の発生

れるよう、その改良や普及を図るとともに、栽培

等の技術的課題が発生した場合には、必要に応じ

漁業と他の水産分野で活用できる横断的な技術の

関係機関に対して技術的な指導及び助言を行うこ

開発に努めることとしています。

ととしています。
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第７次栽培漁業基本方針とこれからの栽培漁業

特

27 年度から平成 33 年度末までとしました。これ

４．その他

は、我が国の水産政策全体の指針である水産基本
計画の年度との整合性をとるために設定したも

・関係機関の連携

のです。本基本方針の期間中に水産基本計画の変

栽培漁業を効率的かつ計画的に推進するために

更が行われる予定ですので、その際に基本方針の

は、関係者が一丸となって進めて行くことが重要

内容について必要な見直しを行うこととしていま

です。第７次基本方針では、国は栽培漁業の基本

す。

方針を策定し、水研センターは栽培漁業に関する

・付表

技術の開発並びに指導及び助言を行い、公益社団

最後に主な栽培漁業対象種の漁獲動向の見通し

法人 全国豊かな海づくり推進協会（以下「豊か

が付表として記載されています。マダイ、ヒラメ

な海づくり協会」という）は国や水研センターと

については、現状維持としています。クルマエビ・

連携を取りながら、都道府県間の連携及び調整、

ガザミ類では、クルマエビでは放流数が減少する

情報の収集及び提供等による栽培漁業の普及の促

ものの、ガザミは放流数を増大させる傾向がある

進を行うこととし、これらにより、国、水研セン

ことから、合わせて現状維持としています。サワ

ター及び豊かな海づくり協会は、全体の方向付け

ラは、資源は低位ですが増加傾向を示しており、

と進行管理を行うこととしています。また、都道

適切な資源管理と種苗放流の実施により、増大が

府県は国の基本方針に調和した基本計画を策定す

期待されています。トラフグは、資源管理に係る

るとともに、都道府県下の関係者と一体となって、

全国的な協議会が設立されており、種苗放流と資

種苗の生産、放流、育成等を行い、栽培漁業を実

源管理の連携が強化されることにより、資源の増

施することとしています（図９）。

大を期待しています。アワビ類やウニ類は、東日

・基本方針の期間等

本大震災により減少した漁獲量は、漁業の回復と

基本方針は概ね５年を一期として策定されるこ

ともに増大することと見通しています。

ととなっていますが、本基本方針の期間は、平成

図９ 関係機関の連携
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策定

平成２７年３月３１日

水産動物の種苗の生産及び放流並びに
水産動物の育成に関する基本方針
平成２７年３月

農林水産省
沿岸漁場整備開発法（昭和 49 年法律第 49 号）第６条第１項の規定により、平成 27 年度
から平成 33 年度までの水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本
方針を次のように定める。

栽培漁業の発展の礎となった社団法人「瀬戸内海
栽培漁業協会」が昭和 38 年に設立されてから、お
よそ半世紀が経過した。その間、栽培漁業の技術は
着実に進歩し、現在、沿岸漁業の対象となる多様な
魚介類の種苗放流が行われている。
水産基本計画（平成 24 年３月 23 日閣議決定）に
おいては、我が国周辺の「身近な自然の恵み」が十
分に活用されるようにしていくために、平成 23 年
度に導入された資源管理指針と資源管理計画に基づ
く新たな資源管理体制の下で資源管理やつくり育て
る漁業に取り組み、長期的な漁獲の安定と増大を図
るべきことが定められた。
栽培漁業に関しては、（１）種苗放流尾数が減少
傾向にある広域種について、関係都道府県の連携に
よる放流推進を図るための海域栽培漁業推進協議会
（以下「海域協議会」という。）における連携調整の
推進、（２）成長した放流種苗を全て漁獲するので
はなく、親魚を獲り残し、その親魚が卵を産むこと
により再生産を確保する「資源造成型栽培漁業」の
取組の推進、（３）集中的な放流、対象種の重点化、
共同種苗生産体制の構築による効率的かつ効果的な
放流事業の実施について定められたところであり、
このような水産基本計画の規定及び現行の水産動物
の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関す
る基本方針の下、栽培漁業に関する施策を実施する
こととされている。
現状では、放流した地先で漁獲されるウニ、アワ
ビ等の地先種については、それらを漁獲する沿岸漁
業者の費用負担等による種苗放流が行われており、
栽培漁業はこれらの漁業者の経営の安定に寄与して
いる。一方、地域によっては環境の変化の影響等に
より、種苗放流量が減少している。
都道府県の区域を越えて回遊し漁獲されるマダ
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イ、ヒラメ等の広域種については、資源状況が高位
で安定している系群がある一方で、低位の系群が増
加する傾向にある。資源状況が低位で減少傾向にあ
るトラフグについては、平成 26 年３月に水産庁内
に設置した有識者からなる資源管理のあり方に関す
る検討会において、種苗放流と資源管理の一層の連
携の必要性が指摘されている。また、広域種の種苗
放流尾数は総じて減少傾向にあり、資源状況が安定
しているため放流尾数を減少させているケース、放
流尾数は減少しているものの種苗を大型化すること
等により放流効果を確保しているケース、都道府県
の財政状況の悪化や燃油高騰等による漁業者の負担
能力の低下等により種苗放流の経費の確保が困難と
なっているケースが混在している。
このような中で、広域種の栽培漁業に係る様々な
課題や問題を解決するため、平成 22 年度に全国を
６つの海域に分け、海域協議会が設立された。海域
協議会で海域ごとの関係都道府県が連携した種苗放
流や費用負担のあり方等の検討を進めているところ
である。
資源造成型栽培漁業の推進に当たっては、資源管
理計画に基づく資源管理の取組として、種苗放流と
資源管理の連携が進められているほか、遺伝子情報
を用いて種苗生産に用いられた親魚と漁獲物の親子
関係を判別する技術が開発された。今後において
は、種苗放流と漁獲管理の連携を一層強化するとと
もに、開発された技術を活用することにより、種苗
放流が再生産につながっているか、種苗放流によっ
て遺伝的多様性が損なわれていないか等について科
学的に検証を行いながら、資源造成型栽培漁業を一
層推進することが重要と考えられる。
また、各都道府県等の種苗生産施設が全体的に老
朽化し、種苗生産能力が低下しているほか、都道府
県によっては、種苗生産に携わる技術者が高齢化す

第７次栽培漁業基本方針とこれからの栽培漁業

る一方で後継者が育っていない状況も見られる。
このため、対象種の重点化、共同種苗生産体制の
構築による効率的かつ効果的な種苗放流の推進に向
けた取組や、計画的な人材確保と種苗生産技術及び
放流技術の継承を着実に進めることが重要と考えら
れる。
一方、東日本大震災で壊滅的な被害を受けた東
北地方太平洋側の種苗生産施設は今なお復旧途上に
あり、この海域の重要魚種であるヒラメ、アワビ等
の種苗生産能力は震災前の水準までは回復していな
い。
このような状況を踏まえ、国、国立研究開発法人
水産総合研究センター（以下「水研センター」とい
う。）、都道府県及びその機関、栽培漁業協会、海域
協議会、公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会
（以下「豊かな海づくり協会」という。）、漁業者団
体その他関係団体並びに漁業者は、対象種の回遊範
囲、技術開発水準の段階等に応じた適切な役割分担
の下、以下の取組を推進する。

第１ 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動
物の育成に関する基本的な指針及び指標
（１）資源造成型栽培漁業の推進
放流種苗を成長後に全て漁獲することを前提に
長年にわたって放流を継続する従来の取組ではな
く、放流尾数が減少傾向にあっても、栽培漁業が
沿岸資源の維持及び回復に確実に寄与するよう、
親魚を獲り残し、その親魚が卵を産むことにより
再生産を確保する資源造成型栽培漁業の取組を一
層推進する。
（２）漁獲管理との連携の強化
資源造成型栽培漁業の実現のためには、放流さ
れた種苗が成長し、再生産に寄与できるようにし
ていくことが重要であるため、必要に応じ、広域
漁業調整委員会等において関係者の合意形成等を
図りつつ、稚魚段階での漁獲の抑制や親魚の獲り
残し等の漁獲管理との連携強化に努める。資源状
況が悪化している魚種については、適切な漁獲管
理を種苗放流と一体的に実施するよう特に留意す
る。
（３）対象種の重点化等による効率的かつ効果的な
栽培漁業の推進
種苗放流については、地域の実情、海域の特性
等を踏まえ、多種・少量放流や分散放流とならな
いよう、漁獲量に有意な変化を見込める規模によ

特

る放流、対象種の重点化や放流適地への集中化に
取り組む。対象種について、目標とする安定した
資源状況が達成された際には、漁獲管理に重点を
移し、種苗放流については他の対象種に重点を移
す等、柔軟な対応を図る。なお、水産動物の種苗
の放流及び育成に当たっては、沿岸における漁業
操業、公共事業の計画及びその実施、船舶の航行
等についても十分配慮し、尊重する。
（４）地先種に係る継続的な実施体制の確立に向け
た取組
放流した地先で漁獲されるウニ、アワビ等の地
先種については、栽培漁業の持続的な実施体制を
確立するため、沿岸漁場整備開発法第７条の２第
４項の「放流効果実証事業」の実施によって、放
流効果の範囲及び程度を特定するよう努めるとと
もに、その結果を考慮し、継続的な栽培漁業の実
施に向けて、適切な費用負担を検討する。また、
必要に応じ、同条第２項第４号の「特定水産動物
育成事業」における育成水面制度を活用するよう
努める。
（５）広域プランに基づく広域種の種苗放流の推進
都道府県の区域を越えて回遊し漁獲されるマダ
イ、ヒラメ等の広域種については、その分布する
海域の中で最も放流効果の高い放流適地に種苗を
放流するとともに、都道府県の区域を越えて種苗
放流に係る受益と費用負担の公平化に向けて取り
組むことが重要である。このため、海域協議会に
おいて海域の特性等を考慮して策定された「効率
的かつ効果的な種苗生産及び種苗放流に関する計
画」（広域プラン）に示された資源造成の目標、
種苗生産尾数、放流尾数、放流適地等を勘案し、
関係都道府県が種苗生産や放流等に取り組む。ま
た、海域協議会等において、広域種の種苗放流に
係る受益に見合った費用負担の実現に向けた検討
を行う。
（６）共同種苗生産体制の構築
近年、種苗生産施設の老朽化により種苗生産能
力が低下してきていることを踏まえ、施設の計画
的な補修及び更新に努めるとともに、放流に必要
な種苗の数量を適切に確保するため、関係都道府
県の種苗生産施設間での連携、分業等を推進し、
低コストで生産能力の高い共同種苗生産体制の構
築に取り組む。
なお、共同種苗生産体制の構築に当たっては、
疾病等による生産不調等のリスク管理に配慮す
る。
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（７）放流の効果の把握と生物多様性の保全への配
慮
地区ごとの漁獲量調査や市場における放流魚の混
入調査等により、漁業生産面における放流の効果を
把握するとともに、遺伝子情報を用いて種苗生産に
用いられた親魚と漁獲物の親子関係を判別する技術
を活用することにより、種苗放流が再生産に寄与し
ているか資源造成面における効果を検証し、放流計
画に反映させる。漁業生産面における放流の効果を
評価する際には、流通、加工、遊漁等に係る経済的
な波及効果を考慮するよう努める。また、栽培漁業
の実施に当たっては、国及び水研センターが作成し
た遺伝的多様性への影響リスクを低減するための技
術的な指針を種苗生産現場へ普及するとともに、生
物多様性の保全との両立に努める。
（８）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及
栽培漁業は、水産物の安定供給の機能に加えて、
水産物の供給による国民の健康の増進、自然環境
の保全、地域社会の形成及び維持等の多面的な機
能を有していることについて、国民への普及及び
啓発に取り組む。特に、種苗放流の効果について
の積極的な情報提供により、遊漁者や遊漁船業者
等の種苗放流に対する理解の醸成に取り組む。
（９）種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携の
推進
放流された種苗の育成場である藻場、干潟等の
保全や回復のための漁場整備、水産生物の増殖や
生育に配慮した漁港施設の整備及び漁業者や地域
住民等が取り組む海岸清掃等の活動と種苗放流の
連携の推進に努める。
（10）東日本大震災からの復興
東日本大震災により被害を受けた東北地方太平
洋側において、栽培漁業の対象種を漁獲する沿岸
漁業が震災前と同様に行われるようになることを
目指して、被災県の種苗生産施設の復旧を進める
とともに、復旧までの間、他海域の種苗生産施設
からの種苗の導入等により放流尾数を確保する。
また、県域を越えた海域単位での連携や役割分担
により効率的な栽培漁業を推進する体制を構築す
る。
被災県における放流用種苗生産については、平
成 27 年度末までに、被災前の生産水準への回復
を目指す。
（11）主な栽培漁業対象種の漁獲動向の見通し
本基本方針に基づく取組の推進による、平成
33 年度における主要な栽培漁業の対象種の漁獲
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量動向の見通しを付表のとおりとする。

第２ 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動
物の育成に係る技術の開発に関する事項
（１）資源造成型栽培漁業の推進のための技術開発
の推進
資源造成型栽培漁業の効率的かつ効果的な推進
に資するため、種苗放流の対象種について、その
系群ごとに放流適地、生産コスト及び放流効果か
ら見て最適な放流サイズ及び放流尾数の把握等に
取り組むとともに、種苗の生産から、放流、さら
には、未成魚の混獲防止等海域における種苗の育
成に至るまでの一連の技術の開発を一体的に行う
よう努める。
（２）種苗生産の低コスト化のための技術開発の推
進
種苗生産の低コスト化に資するため、遺伝的多
様性を備えた自然環境に対する適応能力の高い種
苗を安定的に低コストで生産する技術の開発に取
り組む。
また、種苗生産等における疾病等の発生及びま
ん延を防止するための技術の開発に取り組む。な
お、種苗の生産及び中間育成の現場においては、
疾病等の発生及びまん延を未然に防止できるよ
う、開発された技術を活用して、適切な飼育管理
の徹底に取り組む。
（３）環境変化に適応した栽培漁業の実施等のため
の技術開発の推進
地球温暖化や貧栄養化等により沿岸域の環境が
変化する中で、栽培漁業を環境変化に適応させな
がら実施していくため、対象種の変更や放流手法
の見直し等必要な技術の開発に努める。また、近
年、資源の減少が顕著な二枚貝の増殖のための技
術の開発に取り組む。これらを含め、栽培漁業に
関する技術開発においては、対象種について、稚
仔魚等の生理・生態、餌料、生息環境等の基礎的
な知見の充実を図る。
（４）技術劣化の防止
栽培漁業の技術については、種苗生産や種苗放
流が漁業者等によって実施されている魚種を含
め、種苗生産や中間育成、放流の実施状況等につ
いて情報を収集し、各種技術が種苗生産現場等で
適切に利用されるように努めるとともに、疾病等
の問題を迅速に解決できる体制の整備に取り組
む。また、生産技術者が高齢化する一方で後継者

第７次栽培漁業基本方針とこれからの栽培漁業

特

第３ その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに
水産動物の育成に関する重要事項

が育っていない状況を踏まえ、計画的な人材確保
と種苗生産技術及び放流技術の継承に努める。
（５）栽培漁業技術の展開
これまでに栽培漁業に関して開発されてきた親
魚養成、種苗生産及び疾病防除技術等については
養殖業に、標識技術や標識放流を活用した生息域
の把握、生残率の推定等の技術については資源管
理等に、それぞれ応用されるよう、その改良や普
及を図るとともに、栽培漁業と他の水産分野で活
用できる横断的な技術の開発に努める。

（１）関係機関の連携
栽培漁業を効率的かつ計画的に推進するため、
国は栽培漁業の基本方針を策定し、水研センター
は栽培漁業に関する技術の開発並びに指導及び助
言を行い、豊かな海づくり協会は国や水研セン
ターと連携を取りながら、都道府県間の連携及び
調整、情報の収集及び提供等による栽培漁業の普
及の促進を行う。これらにより、国、水研センター
及び豊かな海づくり協会は、全体の方向付けと進
行管理を行う。また、都道府県は基本方針に調和
した基本計画を策定するとともに、都道府県下の
関係者と一体となって、種苗の生産、放流、育成
等を行い、栽培漁業を実施する。

（６）遺伝子組換え生物等の取扱い
遺伝子を直接操作することによる新たな品種の
開発及び種苗放流については、遺伝子組換え生物
等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関
する法律（平成 15 年法律第 97 号）に基づいて適
正に実施する。また、胚を操作することによる新
たな品種の開発及び種苗放流については、公的な
試験研究機関が水産庁長官の確認を得て行う試験
的な取組を除き、行わない。

（２）都道府県栽培漁業協会等の連携体制の強化
栽培漁業を効率的に推進するため、都道府県、
都道府県の栽培漁業協会その他の栽培漁業の推進
団体は、各海域ごとに設置された海域協議会の下
で連携を強化するとともに、豊かな海づくり協会
を事務局とする海域栽培漁業推進協議会全国連絡
会議の下で、栽培漁業の技術及び情報の交換、人
材の交流等を推進し、効率的かつ効果的な栽培漁
業の推進体制の構築に努める。

（７）外来生物の導入
栽培漁業への外来生物の導入については、生態
系に及ぼす影響が明確でないことから、行わない。
（８）水研センターの役割
水研センターは、栽培漁業を推進するために必
要な技術の開発に取り組み、必要に応じて都道府
県の試験研究機関等との共同研究を行うととも
に、開発した技術の普及及び指導を行う。また、
疾病の発生等の技術的課題が発生した場合には、
必要に応じ関係機関に対して技術的な指導及び助
言を行う。

（３）基本方針の期間等
本基本方針の期間は、平成 27 年度から平成 33
年度までとする。なお、本基本方針の期間中に水
産基本計画の変更が行われる時には、本基本方針
の内容について必要な見直しを行う。

（付表） 主な栽培漁業対象種の漁獲量動向の見通し

魚

類

甲殻類
貝類等

直近３年間の漁獲量実績 （百トン）
Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

平成３３年度まで
の見通し

マダイ

１７３

１５４

１４２

現状維持

ヒラメ

６７

６１

７７

現状維持

サワラ （注１

１４

１７

１８

増

大

トラフグ （注２

４

３

３

増

大

クルマエビ ・ ガザミ類

３３

３３

３３

現状維持

アワビ類

１３

１３

１５

増

大

ウニ類

７９

８３

８２

増

大
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注１：瀬戸内海系群の漁獲量
注２：瀬戸内海・東シナ海・日本海系群及び伊勢・三河湾系群の漁獲量
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第７次栽培漁業基本方針をこう受け止める
ー 栽培漁業を今一度考える ー

福山大学

教授

有瀧 真人

表明する内容であります。一方、多くの人々に栽

１．はじめに

培漁業とは何なのかを説明する良い機会でもあり
ます。そんな観点で、基本方針を拝見しました。

1 年前から柄にもなく教壇に立つ立場になりま

以下は私の「感想文」です。

した。30 余年前、不良学生であった私は幾星霜
を経て、今は教える側。一枠 15 回という講義は、
ヒヨコの先生からすると途方もない長距離走で

２．何のためにだれが栽培漁業を
行うのか

す。毎回、資料作りに四苦八苦しています。ろく
すっぽ出てこず、授業中爆睡する学生を前に、
「ま

今更ながらですが、栽培漁業とは何でしょう

あ、俺に比べれば、居るだけまし」と我が身を慰

か？全国豊かな海づくり推進協会（海づくり協会）

める日々を送っています。

の HP には「水産動物の減耗が最も激しい卵から

このように胃の痛くなるような時間ですが、講

稚仔の時期を人間の管理下において種苗を生産

義の中で栽培漁業についても多くを割いていま

し、これを天然の水域へ放流した上で適切な管理

す。授業のスタートにはこう問いかけます「栽培

を行い、対象とする水産動物の資源の持続的な利

漁業って何ですか？」。しかし、100 名を超える

用を図ろうとするものです」とあります。個人的

若者達の中からしっかりとした答えが返ってくる

には積極的な沿岸（資源）管理の一環として、有

ことは、まずありません。彼らの所属が海洋に関

用魚介類増殖のため「場づくり」および「種づく

係する学生であるのにも関わらず・・・です。

り」を行うことだと考えてきました。

栽培漁業センター時代は普及の一環として教育

そんな栽培漁業も齢 50 の坂を越えて、ここ 10

現場とのつながりも多く、幼稚園児から大学生、

年大きな曲がり角の中でもがいています。5 年前、

一般の方々を含め、栽培漁業についてお話しする

第 6 次の指針が公表されたおりに山口県栽培漁業

機会が多々ありました。それぞれのレベルに合わ

公社アドバイザーの有薗さんが、（1）栽培漁業の

せてやり取りをしますが、小学生、中学生までは、

エンジンであった日本栽培漁業協会が水産総合研

授業で栽培漁業について習うこともあり、しっか

究センター（水研センター）に統合され、ソフト

りと答えてくれます。しかし、それ以降高校、大

及びハードに関わる技術開発が停滞したこと、
（2）

学と進むにつれ栽培漁業の姿はぼやけ、一般の

三位一体改革に伴う税源移譲で関連予算が大きく

方々では養殖業との違いさえも明確でないことが

減少したことを大きな問題としてあげられ、栽培

ありました。栽培漁業は産声を上げてから半世紀

漁業は進行管理の所在が曖昧になり、大きく軋み

が経ち、様々な成果を上げてきたはずですが、一

ながら苦しんでいると本誌で指摘されました。つ

般社会に深く浸透しているとはまだまだ言いがた

まり、「関係機関は旗ふり役がいなくなり、お金

い状況です。

もない中でどうして行くのか途方に暮れている」

このたび、平成 27 年度から 33 年度までの「水

34

ということです。

産動物の生産及び放流並びに水産動物の育成に関

そのような問題提起を受け、6 次の基本方針で

する基本方針」＝第 7 次栽培漁業基本方針が公表

は、広域種をモデルに栽培漁業推進のため、連携・

されました。もちろん水産庁をはじめ、関係機関

協力の核として海域栽培漁業推進協議会（海域協

が今後どのように栽培漁業を進めるのか、決意を

議会）を立ち上げ、共同生産、共同放流、共同調
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査を行う枠組みを大きな柱として掲げました。ま

を目的として進められてきました。でもこのまま

た、より効果的な事業促進のため、回収型の栽培

だと遠からず振興すべき漁業自体が瓦解してしま

漁業とともに、放流魚による再生産も含めた資源

います。先に栽培漁業センター時代に普及活動を

造成型栽培漁業の展開も明記しています。

行ったと書きましたが、その際、栽培漁業そのも

今回、7 次の方針では、これらを踏襲するのに
加え、海域協議会の具体的なミッションを広域プ

特

のが沿岸漁業や対象生物を一般の方に知ってもら
うすばらしいツールだと知りました。

ランとし、対象とする資源の造成目標値を明らか

種苗生産の現場は対象種の生活環を目の前に展

にした上で、生産や放流数、放流適地を関係都道

開してくれます。一緒に放流し、数年後に市場で

府県で定め、将来的には費用負担を受益に応じて

放流魚を見つけ、その魚を調理して食べてもらう

分担することを記しています。まずはみんなでス

と、沿岸漁業や地域の魚食文化というものが体感

クラムを組んで栽培漁業を実施するのが重要なこ

できます。そんな中で、沿岸漁業の大変さや重要

とは間違いがありません。また、公的な資金を栽

性、漁場環境の危うさ等が実感できたという感想

培漁業の運営に充てている現状では、効率性や公

をたくさんもらいました。今後、漁業を支えてい

平性の担保は社会的規範とも言えます。ただ、言

くのは、これまでのように関係機関や団体など身

うのは易し、行うは難しで、この部分をしっかり

内だけではだめだと強く感じます。我が国の水産

と実施していくには越えなくてはいけない課題が

資源を国民の財産としてしっかりと認知し、みん

山積しています。指針ではこの対応として、国（基

なでサポートとしていく体制と文化の構築が不可

本方針の策定）
、水研センター（研究・技術開発

欠です。

及びそれらの指導）
、海づくり協会（普及や連携

また、振興策の大きな柱である栽培漁業を理解

の調整）の役割をしっかりと記すとともに、栽培

し、広く受け入れてもらうことが重要です。そ

漁業全体の進行管理を 3 者が担うとしています。

れには、責任ある栽培漁業、安心で安全な栽培漁

6 次の時点では姿の見えなかった旗ふり役を定め

業の実施が求められます。今回、基本方針の中で

たということは大きな前進です。

も普及活動の重要性が強く示されています。加え

一方、栽培漁業そのものはこれまで通り都道府

て、しっかりと放流効果を把握し、必要性を提示

県が行うものの、それに伴う様々な問題や課題の

することや遺伝的多様性の低下及び攪乱をリスク

抽出、検討、解決には、海域協議会を地域部会と

としてとらえ、これを軽減することが大きな目標

して対応し、全国連絡会議で効率的・効果的な推

となっています。

進体制を構築するとしています。連絡会議等の事
務局は海づくり協会が対応することが定められて

４．おわりに

おり、海域協議会や同協会の重要性が一段と高ま
る形になっています。これら枠組みの運営は大変

栽培漁業は世界に誇るすばらしい技術体系であ

でしょうが、今後の栽培漁業を形作るものであり、

るとを自負しています。ただ、いくらすばらしい

大いに期待したいと考えます。

ものでも、リスク管理がお粗末では事業ツールと
しては片手落ちであると考えます。今後は、事業

３．栽培漁業を支えるのは誰か？
サポーターの重要性

を実施するコストやリスクと得られる成果を検討
した上で、個別事例のみならず栽培漁業全体での
必要性と有用性を正面切って評価、提示しなけれ

授業で水産の現状を教えていると、あらためて
その厳しさを知ることになります。
「獲れない、

ばならないと感じています。
今年 3 月末に、第 7 次の栽培基本方針が公表さ

食べない、獲りに行かない（行けない）
」の三重

れました。でもそれは第 8 次基本方針策定へのス

苦だと学生に話すのですが、学生達のほとんどは

タートであり、新たな栽培漁業の姿を模索する第

我が国の水産業がどれほど危機的な状況になって

一歩であることを関係者で共有しなくてはいけな

いるか知りません。おそらく、彼らだけの問題で

いと思います。

はなく、一般の方々も多くは似たり寄ったりの感
覚であると思います。栽培漁業は沿岸漁業の振興
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鳥取県の栽培漁業の軌跡とこだわり
ー これからの栽培漁業に想うこと ー

鳥取県漁業協同組合
主任

鳥取県の栽培漁業の歩みはじめ

漁政指導部

古田 晋平

放流技術へのこだわり

我が国に「栽培漁業」が芽生えて約 50 年。私

放流した種苗は「なぜ食われるのか」「どうす

たち鳥取県に栽培漁業センターが設立されて、今

れば食われないのか」を追求しているうちに、国

年で 35 年目を迎えます。この間、水産庁の手厚

の支援事業も「放流効果把握」へと主題が移され、

いご支援、水産総合研究センターや旧（社）日本栽

「鳥取県はいつまで技術開発にこだわっとるのか」

培漁業協会の皆様のご指導を頂きながら栽培漁業

との批判にさらされました。しかし、最終的に漁

の実用化に挑んできました。しかし、その道のり

業者だけに資金源を頼らざるを得ない鳥取県の場

は険しく、成果を得るまでには多くの難題が立ち

合、効果が実感できないままに「効果調査」に終

はだかっていました。と言うのも、我々が対象に

始するわけにはいかなかったのです。

するフィールドは、まさに食うか食われるかのサ

「食うときが食われるとき」となるヒラメはも

バイバルな世界です。例え人工種苗の大量生産が

ちろん、一見、動きの鈍そうなクロアワビの稚貝

可能になったとしても、そこで生き残って成長し、

ですら、捕食を逃れるための安全な居場所に対し、

漁獲サイズとなって漁業者の手元に戻ってくるま

非常に強いこだわりを持つ生き物であることが見

でには幾多の試練をかいくぐる必要があるからで

えてきたのは、もう放流技術開発事業が終わって

す。

しばらく経ってからでした。放流直後に移動する

鳥取県が栽培漁業を導入した当時、国から提示

必要のない「居心地のいい隙間」への、潜水によ

されていた栽培漁業のイメージ図は下のグラフの

る丁寧な放流方法に切り替えたクロアワビの回収

波線のとおりでした。しかし、実際の放流現場で

率は急激に向上し、「もうかる栽培漁業」と言え

は、同図内の太線のような放流種苗の減耗が続い

るまでになったのです。
また、来年度から受益者負担に移行することに

ていました。
当時、水産庁が多大な予算を投入された「放流

なったキジハタでは、放流直後に身を潜める適度

技術開発事業」によって、全国の研究者の皆さん

な大きさの「穴」が１尾に１穴ずつ必要なことが

が放流後の実態やその原因の解明に取り組まれて

判り、この穴の分布で放流尾数や密度を判断する

いましたが、潜水調査を主体にした直接法により

ようになりました。これらの実例からも、今後展

実態解明に取り組んだ鳥取県での結論は、何れの

開される「資源造成型栽培漁業」にも、無駄のな

魚種（ヒラメ ･ アワビ ･ バイ）とも、
「放流直後

い効果的な放流手法の追求は、本来、避けては通

の食害で壊滅的に減耗」でした。

れない関門なのです。

持続的な普及体制へのこだわり
せっかく見極めた放流技術も、津々浦々で取り
組まれる放流活動に徹底して反映されなければ効
果にはつながりません。また、年を経るとともに、
放流技術の大切なポイントやその理由すら忘れ去
られることは、漁業現場や試験研究機関ですらよ
くあることです。
図１ 栽培漁業効果のイメージ
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異動のない
（財）鳥取県栽培漁業協会に、全ての放

上で支援することとなっています。地方で栽培漁

流現場を対象にした「普及指導業務」の委託を開

業を続けるためのこのような方向性も「第７次栽

始しました。そのため、同協会の業務には、種苗

培漁業基本方針」とは少し事情が異なるところで

生産だけでなく、放流現場での潜水調査や漁業者

す。

特

への指導が新たに加わることになりました。海域
や年によっても条件が大きく異なる津々浦々の放

漁場環境づくりへのこだわり

流現場で効果を得続けるためには、種苗生産現場
だけの活動では不可能なことが十分に認識された
ことでしょう。

近年の藻場の減少には多くの漁業者からも懸念
の声が寄せられつつあります。藻場は、アワビや

何より、栽培漁業に対する県の認識や担当者の

サザエなどの栽培漁業対象種の餌としてだけでな

陣容が移ろう時代にあって、最終的に栽培漁業の

く、魚介類の産卵場や保育場として、沿岸漁業に

将来を担うのは、公益法人しかないわけですから。

とって重要な役割を担っていることを知っている
からです。
そこで、鳥取県では、平成 16 年度より、漁業
者によるアラメ苗の移植による藻場造成を栽培漁
業の一環として進めてきました。その成果もあっ
てか、もともと県内沿岸にはほとんどなかったア
ラメの藻場が各地区に広がり、アワビやサザエの
栽培漁業を支えてきました。しかし、一昨年の夏
には水温 30℃以上の日が長く続き、日本海西部

写真１ 近年のアワビ放流作業

地先完結型対象種へのこだわり
「栽培漁業は受益者負担」の原則から、多くの
地方では最終的に漁業者の全額経費負担が求めら
れています。また、放流種苗の再生産効果に至っ
ては、多くの対象種の浮遊期の長さから、拡散範
囲や着底後の資源添加効果など、言うべくして解
明も漁業者の理解を得ることも困難な実状にあり
ます。

写真２ 造成したアラ藻場 （2009 年）

そこで鳥取県では、限られた漁業地区内で費用
対効果を得ることが可能な、移動性の小さい「地
先完結型」の対象種に重点を移してきました。い
きおい「一代採捕型」
「少量多品種」となりますが、
地元漁業者のニーズに叶い、かつ「受益者負担」
が目指せるなら、栽培漁業対象種としての存続は
可能です。勿論、技術開発に着手する前に、まず
は幅広い情報を基に、十分な効果試算により費用
対効果が得られる可能性を詰めておくことが肝心
です。また、このような対象種は、地域での「漁
獲管理」もしやすいことから、各地区で収益性を
向上させるための「プラン」を策定してもらった

写真３ 高水温で消失したアラメ藻場 （2013 年）

豊かな海

No.36

2015.7

37

集

海域では藻場が壊滅的な打撃を被ってしまいまし

に盛りこんで、栽培漁業に対する県民の理解を得

た。温暖化のせいなのでしょうか。10 年前とは

ることとしています。

異なる漁場環境に対応するため、鳥取県では、今
年度から内外の専門家による「藻場再生検討委員

これからの栽培漁業に想うこと

会」を立ち上げ、変わり行く漁場環境に対応でき
る手法や対象種に舵を切るための方策を練ること

水産庁では、第７次栽培漁業基本方針を策定さ
れ、栽培漁業を広域的に展開するための攻めの政

にしています。
漁業者が成果を感じることができなくなれば、

策を打ち出されました。津々浦々での放流効果の

経費負担を伴う栽培漁業を続けることはできなく

低迷や種苗生産施設の老朽化、何より経費削減に

なります。当然のことながら、刻々と移り変わる

よる推進体制の弱体化に悩む多くの地方の栽培漁

漁場環境に応じた漁場づくりも栽培漁業と一体の

業にとっても、これから始まる国を挙げての「資

取り組みでなければなりません。

源造成型栽培漁業」には、心強い期待感を抱くも
のです。

栽培漁業から始まる新たな展開

しかし、一方で、地先種を主体に「受益者負担」
を原則として脈々と続けられてきた「地方の栽培

鳥取県では「人工種苗放流」だけが栽培漁業で

漁業」は、変わりゆく漁場環境や経営環境に翻弄

はありません。環境ホルモンの影響で一時は絶滅

されながら、現状維持すら危うい状況が進みつつ

状態に陥ったバイの資源を回復するため、人工種

あるように感じています。ひとたび整備した施設

苗放流と資源管理（漁獲サイズ ･ 漁場などの制限）

や運営体制を今更強化したり、更新することは、

を続ける一方、海域などでの産卵を促すための「簡

財政基盤の弱い地方の行政にとっては決して容易

易な産卵器」の開発を試みてきました。その結果、

いことではありませんが、これからも地方主体で

放流に頼ることなく大量の卵を得ることが可能と

栽培漁業を続ける以上、まずは、その政策的効果

なり、また、漁獲量も過去の最高水準にまで回復

を財政当局や議会を始めとする県民に認知しても

してきたことから、今年度で種苗放流を休止し、

らう取り組みが不可欠です。そのために必要なの

代わって漁業者による「産卵器」の設置費用を支

は、当然のことながら「放流効果」です。

援することとなりました。

しかし、各地で続けられている放流事業には、

このような対応は、目標とする資源状態を達成

対象種の特性や漁場環境を十分に考慮した「放流

した時点で種苗放流から漁獲管理に移行する「第

技術」が本当に確立されているのでしょうか。栽

７次基本方針」と共通の考え方かもしれませんが、

培漁業にとって、実は「種苗生産技術」と並んで

鳥取県では「漁獲管理」だけでなく、種苗放流に

不可避なこの分野が、発展途上で「効果調査」に

頼らない、積極的な増殖策を「栽培漁業基本計画」

すり替えられたことが、現在の不振の一因に思え
てなりません。これから展開される「放流効果実
証事業」は、ある意味、効果のない地方の栽培漁
業の「炙り出し」に一役買うこととは思いますが、
安定した資金源を得て継続されている一部の栽培
漁業には「両刃の剣」となる可能性があることも
認識しておく必要があります。
50 年の歴史の中で、栽培漁業に費やされてき
た莫大な税金や多くの先達の努力を無効にしない
ためにも、地方の行政や試験研究機関にあっては、
目先をすり替えるだけでなく、今更ながら対象種
の特性や津々浦々の漁場環境に目を向けた放流手
法の洗い直しや栽培技術の幅広い活躍の場を広げ

写真４ 産卵期に産み付けられたバイの卵嚢

る地道な努力を続けることによって、栽培漁業の
基盤を強化されることを望みます。
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４

特

我が道県における「栽培漁業基本計画」の策定について

北海道における新たな栽培漁業基本計画の策定について
ー 栽培漁業への期待をこめて ー

北海道水産林務部水産局
栽培振興グループ 主任

１．はじめに

水産振興課

若山 賢一

培漁業に加えて、放流種苗を全て漁獲するのでな
く、親魚を取り残し、その親魚が卵を産むことで

北海道の漁業生産量は、全国のおよそ４分の１

資源の造成を図る「資源造成型栽培漁業」の考え

を占め、我が国最大の水産物供給基地として、国

方が取り入れられ、マツカワ、ヒラメなどで種苗

民への安定的な水産物の供給に大きく貢献してい

生産・放流と自主的な資源管理を組み合わせた取

ます。特にホタテガイやサケなど、種苗生産、放

組が進められてきたほか、放流効果の把握などに

流、育成管理等の人為的手段を施して資源の増大

取り組んできたところです。

を図ることを目的とした栽培漁業対象種の生産量

また、地域の実情などを踏まえた取組として、

は 67 万トン（平成 25 年）となっており、沿岸

日本海南部海域におけるニシンの資源造成の可能

生産量 98 万トン（平成 25 年）の６割以上を占め、

性を検討するため、地域の漁業者等と連携しなが

栽培漁業は、本道の漁業生産において大きな役割

ら、地場産の親魚を用いた種苗生産・放流や調査

を果たしており、資源増大の手法として大きな期

を行った結果、放流魚の成長や生残、天然魚の産

待を担っています。

卵や稚魚が確認されたほか、マナマコについては、

こうした中、北海道では、栽培漁業を計画的に

荷捌所などの水槽を活用した簡易な種苗生産技術

推進し水産資源の増大を図るため、
「第７次栽培

が開発されたことにより、全道各地に漁業者など

漁業基本方針」などを踏まえるとともに、漁業者

による自主的な取組が広がっています。

団体や試験研究機関などで構成される北海道栽培
漁業推進協議会での議論を経て、平成 27 年 4 月

３．本道における栽培漁業の課題

に
「第 7 次栽培漁業基本計画（平成 27 〜 31 年度）」
（以下「第７次計画」という。）を策定しました。

これまでの５年間、第６次計画に基づき栽培漁

ここでは、第７次計画策定にあたって検討を進

業の推進を図り、関係機関との連携により一定の

めてきた背景や、策定した計画の内容等について

成果を得ることができた一方で、マツカワやヒラ

紹介していきます。

メなどの「資源造成型栽培漁業」を定着させてい
くためには、放流種苗の再生産効果の把握や未成

２．第６次栽培漁業基本計画の成果

魚の移動生態の解明などが必要であること、また、

平成 22 〜 26 年度までの第６次栽培漁業基本

苗放流の拡大には、効果的な資源造成手法の確立

計画（以下「第６次計画」という。）では、放流

や生産から放流までの経費負担の検討など地域に

種苗の直接的な回収を目的とした一代回収型の栽

おける推進体制づくりが不可欠であること、さら

日本海南部海域でのニシンの事業化を目指した種

生産 ・ 放流された種苗 （マツカワ、 ニシン、 ナマコ）
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にマナマコ栽培漁業の推進に向けては放流技術や

栽培漁業の取組強化」、「栽培漁業の広域的な展開

大型種苗の育成技術の開発が必要であるなど、魚

促進」など５つの基本的方針を定め、ヒラメやマ

種や海域毎に多くの課題を抱えています。

ツカワなどの再生産効果の評価、放流サイズの見

また、北海道内の海域格差の拡大が進み、厳し

直しによる種苗生産経費の削減、放流効果の向上

い環境にある日本海海域の漁業者からは、栽培漁

に向けた技術の改良、資源管理を含めた広域種の

業の実施に伴う負担の軽減を望む声が出ており、

推進体制の検討など、地域の漁業者等と連携した

種苗生産経費の縮減や放流効果の向上による漁獲

取組を進め、効率的かつ効果的な栽培漁業を展開

の拡大などが一層求められています。

していくこととしています。

さらに、魚離れ、燃油や資材の高騰など漁業を

また、新たに「栽培漁業技術の養殖業への活用」

取り巻く情勢が厳しさを増す中、漁業資源の安定

の考え方を盛り込み、浜の実情にあった実効性の

と増大に貢献する栽培漁業への期待は一層大きく

高い取組を進めていくこととしています。

なる一方で、栽培漁業の持続的な推進にあたって
は、技術開発はもとより、種苗生産事業に係る財
源の安定的な確保や種苗生産施設の機能の維持、
人材育成など安定的な事業運営体制の構築も重要

（計画の内容）
①

対象種
第７次計画の事業推進種（種苗の生産及び放流

並びにその育成を推進することが適当な水産動物

な課題となっています。

の種類）と技術開発推進種（新たな事業推進種と

４．第７次栽培漁業基本計画

することを目標に種苗生産及び放流技術の開発を
推進する水産動物）は、第６次計画期間中の技術

（計画の方向性）

開発の進捗状況や地域からの要望を踏まえて、関

こうした課題や社会情勢の変化などへの対応を

係機関と検討を重ね選定しています。第６次計画

踏まえ、第７次計画では「栽培漁業による資源造

からの主な変更点としては、量産技術開発に一定

成の取組の一層の推進」や「海域の特性に応じた

の目処がつき放流技術開発に取り組んでいるキツ

生産 ・ 育成された貝類の種苗 （イワガキ、 バカガイ）

生産 ・ 放流された種苗 （キツネメバル）

表 第６次計画と第７次計画の事業推進種、 技術開発推進種の比較
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ネメバルを事業推進種としたほか、アサリ、イワ

特

５．栽培漁業への期待とその施策の充実

ガキ、バカガイ、ホヤ類など、養殖も視野に入れ
た種苗の生産やその育成技術の開発に着手するこ

世界の食糧確保をめぐる環境は厳しさを増して

ととしている点です。

おり、水産物についても全世界的に需要が増大し、

②

その役割は年々大きくなっています。

放流効果実証事業
北海道は、公益社団法人北海道栽培漁業振興公

こうした中、水産資源を適切に管理し安定的に

社を沿岸漁場整備開発法に基づく指定法人に定

水産物を供給するためには、国や都道府県が水産

め、ヒラメは平成８年から、マツカワは平成 18

資源の維持・増大に係る施策などを充実させて、

年から放流効果実証事業を行っています。これま

これを着実に実行していくことも重要です。

でに多くの知見が積み重ねられていますが、計画

水産資源に種苗を直接添加できる「栽培漁業」

時と比較して魚価が大幅に下落し、必要な財源の

は、「資源管理」と並んで水産資源の維持・増大

安定的な確保が難しいなど、持続的な栽培漁業の

には欠かせない手法であり、これまで蓄えてきた

展開に向けて解決すべき課題があることから、第

世界に誇れる栽培技術を活かして、取組を充実さ

７次計画期間中も引き続き放流効果実証事業を行

せて継続していくことが資源増大への近道です。

い、事業化に向けて取り組んでいくこととしてい

しかしながら、漁家や栽培漁業関係法人の経営

ます。

悪化、施設の老朽化など、栽培漁業を取り巻く状

③

況は厳しさを増しており、「栽培漁業」の取組の

海域別栽培漁業推進計画
また、北海道は、特性の異なる日本海、太平洋、

継続が危ぶまれています。

オホーツク海の３つの海に囲まれており、それぞ

北海道としては、関連する施策を通じて、栽培

れの海域において関係者が一体となって取組を進

漁業基本計画に基づいた取組が継続されるよう

めていくことが重要です。このため北海道では、

努めて参りますが、国においても、栽培漁業が漁

３つの海を日本海北部、日本海南部、えりも以西

業者負担を伴う取組であることなどを踏まえて、

太平洋、えりも以東太平洋、オホーツク海の５つ

資源管理や漁業経営などの水産分野はもとより、

に分け、海域別栽培漁業推進計画（第７次栽培漁

様々な分野に目を向けて栽培漁業の振興に関する

業基本計画付属）を策定し、各海域の特性に応じ

施策を構築するなど、栽培漁業の取組が継続でき

た地域の取組などを進めています。

るよう、これまで以上にご協力をお願いしたいと
考えています。
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静岡県における新たな栽培漁業基本計画の策定について
ー 役割を分担し推進 ー

静岡県経済産業部水産業局
水産資源課資源増殖班

主査

松山 創

26 年度）では、本県沿岸漁業の健全な発展と水

１．静岡県の栽培漁業の概要

産物の安定供給の確保を図るため、放流対象種で
あるマダイ、ヒラメ、トラフグ、アワビ類、クル

静岡県は、天然礁の多い伊豆半島沿岸域、日本

マエビの健全な人工種苗を大量に生産・放流する

一深く、外洋にも開かれた駿河湾、広大な大陸棚

とともに、天然海域において資源を保護育成する

を形成する遠州灘、稚魚の成育に適した浜名湖等、

ことにより資源の増大を図る、栽培漁業の事業化

変化に富んだ海域を有し、湖岸線を含めたその

を推進してきた。

海岸線の総延長は 650km 余に及んでいる。また、

この間に、マダイ、ヒラメなどは、目標とした

沿岸域には豊かな森林を源とする大小の河川が流

漁獲量に達し、放流の効果を漁業者などが広く認

入し、沖合には黒潮が流れるなど、その変化に富

識するところとなっている。

んだ沿岸地形や海象条件を背景に、本県では各地
域で特色ある多種多様な漁業が発達している。
本県における栽培漁業の展開は、昭和 34 年に
県水産試験場伊豆分場において、アワビの人工採

２．第７次静岡県栽培漁業基本計画
本県では「第７次静岡県栽培漁業基本計画」を、

苗に成功し、種苗生産に曙光をもたらしたことに

静岡県海区漁業調整委員会での協議を経て平成

始まる。昭和 53 年に沼津市に県栽培漁業センター

27 年 3 月に策定した。本計画は、国の第７次基

を設置し、アワビ、マダイ、クルマエビの種苗生

本方針に準じ平成 27 年度から平成 33 年度とし、

産を開始した。また、中部電力浜岡原子力発電所

途中基本方針の見直しがある場合には必要な変更

の補償により昭和 47 年に温水利用研究センター

を加えることとしている。

を浜岡町（現御前崎市）に開設した。その後浜岡
原子力発電所の５号機の建設にともない、平成

主な内容は以下のとおりである。
（１）指針

17 年４月に隣接地に新施設が整備され、同時に

種苗の生産・放流、資源の育成・管理、栽培漁

県栽培漁業センターは廃止となった。同センター

業に関する県民の理解と普及、費用負担について

の種苗生産業務は県漁連に委託され、県温水利用

の考え方を定めており、広域回遊種の種苗生産・

研究センター沼津分場として稼動している。

放流については、海域栽培漁業推進協議会（本県

本県における栽培漁業基本計画は昭和 59 年 3

は太平洋南協議会に所属）において作成する「効

月に、第 1 次の ｢静岡県栽培漁業基本計画｣ を策

率的かつ効果的な種苗生産及び種苗放流に関する

定し、以後６回の見直しを行っている。

計画」（広域プラン）を勘案し取り組むこととし

「第６次静岡県栽培漁業基本計画」（平成 22 〜

ている。
（２）放流対象種と種苗の放流目標
第７次基本計画における放流対象種と放流目標
数量は以下のとおりである。

静岡県温水利用研究センター本所全景
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第６次基本計画の５魚種のうちマダイ、ヒラメ、

第７次栽培漁業基本方針とこれからの栽培漁業

トラフグ、アワビ類は引き続き第７次基本計画に

ととしている。平成 26 年度より、県水産技術研

おいても放流対象種とした。

究所においてキンメダイ親魚養成技術開発に向け

種苗の放流については、近年の漁獲量が比較的

特

た飼育試験を開始している。

安定しているマダイ・ヒラメ・アワビは、現在
の水準の漁獲量を維持するために必要な放流数量
を、漁獲量の年変動が非常に大きいトラフグは漁
獲量の底支えをするために必要な放流数量を目標
放流数に設定している。
（３）研究対象種
本県では種苗放流等の技術開発が必要な魚種を
研究対象種としている。第 7 次基本計画では第
６次基本計画のガザミ・ノコギリガザミ・クエに
加え、近年漁獲量が減少し、放流技術の再検討が
必要なクルマエビを放流対象種より研究対象種に

飼育中のキンメダイ

（４）推進体制の整備
本県における栽培漁業の推進体制を県、市町、

移した。また、新規対象種として漁業者より栽培

種苗生産施設、指定法人、静岡県栽培漁業推進協

漁業に関する研究の強い要望があったキンメダイ

議会、地域栽培漁業推進協議会、漁業協同組合、

を選定した。クルマエビ、ガザミ、ノコギリガザ

放流対象種の資源を利用する団体又は個人につい

ミ、クエについては種苗生産施設での量産研究等

て整理し、役割分担を以下のとおり定めている。

から、今後、放流対象種としての適性について検

今後、本計画に基づき本県の栽培漁業を一層計

討することとし、キンメダイについては種苗生産

画的かつ効率的に推進し、地域における事業とし

及び放流に関する基礎的な技術開発を実施するこ

て定着を図っていく。

１

県

(1) 総合的な企画、調整を行い、栽培漁業を計画的かつ効果的に推進する。
(2) 種苗生産施設や指定法人と連携して、栽培漁業関連事業の実施に関し、必要
な調査研究、指導、援助を行う。
(3) 水産基盤整備事業、産地水産業強化支援事業等により必要な施設整備を行う。
(4) 国、関係都道府県及び公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会、国立研究
開発法人水産総合研究センター等との緊密な協力、連携の下に栽培漁業の円滑
な推進を図る。
(5) 技術開発や資源利用方法等の情報と水産業改良普及事業や資源管理関係事業
との連携による資源のモニタリング結果を、漁業者等へ普及定着する。
２ 市町
(1) 県、指定法人、漁業協同組合、地域栽培漁業推進協議会との緊密な協力、連
携の下に栽培漁業の円滑な推進を図る。
３ 種苗生産機関
(1) 放流計画に沿って種苗の安定的な供給に努める。
(2) 疾病の発生や蔓延を防除し、遺伝的多様性の確保のための措置を講じながら、
効率的な生産体制の構築及び維持に努める。
(3) 技術開発を積極的に行い、情報を蓄積する。
(4) 他の都道府県の種苗生産施設や国立研究開発法人水産総合研究センター増養
殖研究所と協力、連携を図る。
４ 指定法人
(1) 放流効果実証事業を実施し、効果の種類及び範囲と程度の特定を図り、放流
対象種の資源を利用する者への効果の普及を行う。
(2) 種苗生産施設と連携し、種苗の円滑な需給調整に努める。
(3) 地域栽培漁業推進協議会の運営に関し連絡、調整を行う。
５ 静岡県栽培漁業推進協議会 (1) 漁業協同組合、遊漁団体、市町、指定法人の代表及び学識経験者等で構成し、
本計画及び各年の実施計画等栽培漁業の推進に関する事項について協議する。
６ 地域栽培漁業推進協議会
(1) 漁業協同組合、遊漁団体、市町の代表等で構成し、各地域における栽培漁業
を計画的かつ効率的に推進する。
(2) 種苗の需給調整、中間育成、放流及び経費の負担方法・配分について協議する。
(3) 放流後の種苗の保護育成のために必要な漁場管理の方法について協議すると
ともに、その実施に努める。
７ 漁業協同組合
(1) 栽培漁業の実施主体として、種苗の確保、中間育成、放流を行う。
(2) 放流後の資源の管理について、組合員の合意形成を促進し、その実行確保に
努めるとともに、資源状態及び放流効果の把握に努める。
８ 放流対象種の資源を利用する (1) 栽培漁業や資源管理に関する理解を深め、資源及び放流効果に関するデータ
団体又は個人
収集等や、経費の負担に協力する。
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［リーフレット］第７次栽培漁業基本方針決まる

※本リーフレットは余部があります。 会議や研修会などでお役立てください。 （海づくり協会にご連絡下さい）
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アワビ と アサリ

「アワビ通信」
日本産アワビ類の諸問題と今後の課題
ー大規模気候変動期のアワビ類の漁業
漁業管理と栽培漁業を考るー

小島

博（元徳島県水産研究所）

「アサリ通信」
アサリの資源回復をめぐるこれまでと
これから
ーアサリ資源の減少に対する危機感や、
回復への熱意を失わずにー

鳥羽 光晴（東京海洋大学）

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー
新シリーズ企画は、沿岸漁業の重要資源であり、全国的に資源減少傾向が続いている「アワビ」と「アサリ」
について、資源回復に向けた栽培漁業と資源管理の推進、そして漁場環境の問題へアプローチする、元気「ア
ワビ通信」、「アサリ通信」として、全国各地からリレー形式で情報を伝えていくものです。
第１回は、この企画のスタートにあたり、アワビとアサリの増養殖について、現場で長く活躍されてきた
小島博氏（アワビ）と鳥羽光晴氏（アサリ）に、まず総括的な視点から執筆を頂きました。
以降の連載は、執筆者からご指名された方々に、リレー形式でつないでいきます。
どうぞご期待下さい！
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水揚げされたマダカアワビ
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ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

【新シリーズ】リレーでつなぐ、元気「アワビ通信」
第１回

日本産アワビ類の諸問題と今後の課題

ー大規模気候変動期のアワビ類の漁業管理と栽培漁業を考えるー
小島

博（元徳島県水産研究所）

１．日本のアワビ類の漁獲量と輸入量
日本の岩礁性浅海には９種２亜種のアワビ類
が生息している１）。そのうちエゾアワビ・クロア
ワビ・メガイアワビおよびマダカアワビは殻長
10cm 以上に成長し、アワビと呼称される。小型
種のトコブシ類も生物学ではアワビ属に含まれる
が日本ではアワビとトコブシは分けて扱われる。
エゾアワビは茨城県以北の太平洋沿岸から津軽海
峡を経て北海道日本海沿岸に生息する。また、ク

図１

日本産アワビ類の漁獲量

ロアワビ・メガイアワビ・マダカアワビは千葉県
以南の太平洋沿岸から九州の西岸、北岸および本

が変動すると推定される２）。寒海系アワビの発生

州の日本海沿岸に生息する。こうした分布の特徴

量がアリュ―シャン低気圧の勢力が強い年には親

からエゾアワビを寒海系アワビ、残りの 3 種を暖

潮南下による沿岸水温の降下により稚貝の生残率

海系アワビとする。商業的にはアワビと呼ばれる

を低下させ、逆の場合には稚貝の生残率を高くす

が、種苗放流や資源管理の際には、４種類のいず

る、周期的な変化が認められる３）。一方、暖海系

れもが異なる独自の生態を備えていることに留意

アワビについては、1987 年に顕在化したレジー

する必要がある。

ムシフトによる 1 月から 3 月の沿岸水温の高温化

日本における都道府県別アワビ類の漁獲量は

がその年のクロアワビ、発生群の加入量を低下さ

水産庁により統計資料が公表されている (http://

せ、他の年についても冬春季の積算水温が高くな

www.maff.go.jp/tokei/kouhyou/kensaku/bunya6.

ると加入量が減少するとされる４）。沿岸水温の高

htlm)。

温化は、九州北岸では約 10 年周期で発生すると

日本のアワビ類の総漁獲量は 6,000㌧台に達し
た 1960 年代後半から現在まで減少が続いている。

報告されている５）。
大規模気候変動による資源変動の他に、さらに

1983 年以降の漁獲量を寒海系アワビと暖海系ア

狭い水域のアワビ類個体群の変動に多数の要因が

ワビの漁獲量を分けて図 1 に示した。1983 年～

介在する６）。黒潮流軸の離接岸、台風の通過水域、

1990 年には寒海系アワビは漁獲量が 1,300㌧から

地震、河川水、外敵生物の著しい増加、暖水塊の

400㌧に減少したのに対し、この間、暖海系アワ

滞留や通過に伴う磯焼け、食物やすみ場を奪い合

ビは 3,000㌧から 3,400㌧で安定した漁獲量を維

う動物（生態的同位種）の密度増加など多くの自

持した。寒海系と暖海系のアワビ類の漁獲量変動

然要因が関連する。また、人為的な要因も資源変

が異なることから両者の変動が独立である可能性

動に影響する。乱獲や船の座礁、海面の埋め立て、

を示唆している。寒海系と暖海系のアワビ類はそ

有害物質の流失、都市排水などは親貝の密度低下

れぞれ異なる大規模気候変動の影響を受けて資源

や生活史の様々な段階への悪影響、さらに餌料藻
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類への影響など直接的あるいは間接的に資源変動

超え、その後驚異的な伸びを示し、2013 年には

に影響を及ぼす。自然的要因はアワビ類と外敵生

121,300㌧に達した。2013 年の養殖生産量では、

物へも影響するのに対し、乱獲はアワビ類だけを

中国（約 110,000㌧）および韓国（8,000㌧）が 2

減少させる点が大きく異なる。

大産国である。

2003 年から 2012 年のアワビの輸入量と漁獲

日本は世界有数のアワビ類消費国なので、輸入

量を図 2 に示した。漁獲量の減少傾向に対し、こ

量も多く、アワビ生産国の漁獲量や養殖生産量

の間の輸入量は増加を続け、2003 年の 580㌧か

の動向が、国内のアワビ類の流通や単価に少なか

ら 2012 年 に は 1,560 ㌧ に 達 し た。2012 年 の 輸

らぬ影響を及ぼしていると考えられる。常に世界

入先は、韓国が圧倒的に多く、1,300㌧（全体の

のアワビ生産量の動向から目を離すことはできな

86％）を占めた。次いで、オーストラリア 93㌧

い。

（6％）
、アメリカ合衆国 58㌧（4％）であった。
2011 年・2012 年には輸入量が漁獲量を上回った。
日本におけるアワビ類の流通は、日本沿岸におけ
る漁獲と海外からの輸入の他に、養殖による生産、
海外への輸出及び密漁がある。これらについても
本報告で触れる。

図３

世界のアワビ類漁獲量と養殖生産量

３．アワビ類の栽培漁業

図２

我が国のアワビ類の漁獲量と輸入量

我が国におけるアワビ資源の増殖は、アワビ類
の栽培漁業と資源管理を車の両輪としている。ア
ワビ類の栽培漁業は、1970 年代後半から 1980 年

２．世界のアワビ生産量の変動

代中頃にかけ、漁業者の熱意にこたえ、全国的に
アワビ類種苗の生産施設が建設され、生産を開始

50

FAO の統計を集計した世界の漁獲量と養殖生

した。1983 年から 2013 年までの放流数につい

産 量 の 動 向 を 図 3 に 示 し た (http://faostat.fao.

て寒海系アワビ生息域と暖海系アワビ生息域に

org/)。漁獲量は長期にわたり減少傾向を示し、

分けて図４に示した。両者の合計放流数は 1983

1980 ～ 1985 年の 17,000㌧、1995 年には 11,000

年には 1,755 万個、1996 年には 2,500 万個を越

㌧、そして 2012 ～ 2013 年には 7,800㌧台に減少

え、2000 年には 3,000 万個に達した。その後徐々

した。最大の生産国のオーストラリアは、1990

に 減 少 し、2010 年 に は 2,300 万 個 に 減 少 し た。

年 代 に は 5,000 ㌧ 台、2013 年 に は 4,000 ㌧ 台 に

2011 年の東日本大震災による岩手県・宮城県・

減少した。第 2 位の我が国は前述の通りである。

福島県・茨城県の種苗生産施設が被災したため

2001 年から 2013 年までの３大主要生産国の漁

2013 年までの寒海系アワビの放流数は激減して

獲割合は、オーストラリア 55.5%、日本 19.5％、

いる。これらの県は、新たに効率的な生産施設を

ニュージーランド 11.0％である。

再建しているので、あまり年を経ずに震災前の放

世界のアワビ類養殖生産量は、1987 ～ 2002

流数を超えることが期待される。暖海系アワビの

年の 1,000 ～ 3,000㌧から 2003 年に 10,000㌧を

放流数は、1983 年に 760 万個であったが、その
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える県が増え、2000 年にはメガイアワビの放流
数は 470 万個に増大した。同時に、親の飼育場
所と稚貝の育成場所の分離など感染症対策に取り
組み、健全なクロアワビ稚貝の生産が可能になり、
回収率も回復することが証明されている８）。漁業
者は、メガイアワビやエゾアワビの単価がクロア
ワビの 70％前後であることや、漁獲の容易な浅
い水域に生息するのでクロアワビ種苗に対する要
望が根強い。マダカアワビは種苗生産技術が確立
されていないので最大放流数は 37 万個 / 年にと
どまっている。
図４

寒海域および暖海域へのアワビ類種苗の放流数

暖海系アワビ生息圏にまだ多くのエゾアワビが
放流されている。栽培漁業は各地先に生息する個
体群を増殖するためになされるので、種苗放流、

後増加して 2000 年には 1,560 万個に達した。そ

放流効果調査、問題点の抽出、栽培技術の点検と

の後減少して、2013 年には 920 万個である。

改善の流れの中で目的に近づく自然への働きかけ

寒海系アワビ生息圏では全てエゾアワビが放流

と考えられる。本来生息しないエゾアワビを放流

されているが、暖海系アワビの生息圏では暖海系

した場合、放流効果だけでなく他のアワビ類との

アワビのほかにエゾアワビが放流されている。種

置き換わりや再生産について調べる必要があると

類ごとの放流数を図 5 に示した。1980 年代前半

考えられる。また、放流したアワビ類が高い比率

に西日本の種苗生産施設では筋委縮症と呼ばれる

で漁獲される漁場も存在する。遺伝の問題も含め、

感染症によるクロアワビの生産不調が発生した。

放流効果の算定や種苗放流方法を検討するために

1994 年にはクロアワビの放流数が 463 万個まで

種苗生産担当者、行政、放流を実施する人および

減少し、種苗生産過程での生残率にとどまらず放

研究者が放流効果を検証する必要がある。

流後の回収率も低下した７）。各県は放流数を確保

さらに、暖海系アワビの放流数は 2004 年以降、

すため、筋萎縮症対策としてエゾアワビの生産に

1,000 万個前後に減少している。これは、種苗の

切り替えた県もあり、1992 年には 460 万個のエ

大量放流にもかかわらず漁獲量の減少が続き、受

ゾアワビが放流された。しかし、浅い場所で岩の

益者負担が重くなっていることや漁業後継者がい

表面近くで生活するためタコの食害を受け、回収

ない漁家も増え、種苗購入費を賄えないあるいは

率の低さから生産の縮小や中止しにより放流数は

放流数の縮小する漁協もある。アワビ類の栽培漁

減少した。そのためメガイアワビの生産に切り替

業を展開する上で最も基本的な回収率の知見も少
なく、放流効果が天然資源の変動に隠されている
とも考えられる。漁村振興の立場から、放流種苗
が漁獲資源や再生産の補強に結びつくために、種
苗生産から放流後の海の中での生活について生活
史に沿った調査を通して、放流貝及び天然産資源
の管理方策の検討が必要であると考えられる。

４．アワビ類の資源管理
アワビ類の資源管理は、漁業管理を中心として
漁場管理（藻場管理や外敵管理）、種苗放流によ
るアワビ類資源の積極的な保全や増殖を内容とし
図５

暖海系アワビ生息圏へ放流されたアワビ類の
種類別放流数

ている。アワビ類は管理を必要とする理由として
次の諸点が考えられる。アワビ類の寿命は長いが
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成長が著しく遅いこと、産卵量は多いが稚貝期ま
での生残率が低く、成熟期に達すると高くなる。
そのため、処女資源は大きいが漁獲により資源量
が一度減少すると回復しにくい。また、販売単価
が著しく高く、取り扱いが容易である。さらに、
第１種共同漁業権漁業に含まれ、多くの漁業者が
同じ漁場内で漁獲を競うので“共有地の悲劇（多
数者が利用できる資源が乱獲により資源の枯渇を
まねくこと）
”を生じる９）。アワビ類の漁業規制
のベースは都道府県の漁業調整規則であるが、ア
ワビ類の生態について知見が少なく、現在より性
能の劣る漁船やウエットスーツの無い時代に定め
られた規則で、現在の資源管理に十分な規定では
ないと考えられる。
クロアワビを例にとると、図 6 に示す通り、子

図７

漁獲努力量と漁獲率の関係

漁獲努力量はアワビ類の日別漁獲量を標本船日誌のア
ワビ類の CPUE で除した努力量にアワビ類漁獲量に占め
るクロアワビ漁獲量の重量比を乗じた補正努力量の年間
累積値 （小島， ２００５）

世代が親世代に依存する ５） ので、産卵量管理が
特に重要で、親資源が十分な規模でないことが資
源減少の基本的な問題であると考えられる

。

10, 11）

漁業管理の内容を変更することは所得配分の変
化をもたらすので簡単なことではない９）。しかし、
こうした困難を乗り越えた例も多いが、そのうち
徳島県の阿部漁協の例 12）を紹介する。1950 年代
に 15㌧前後あったアワビ類の漁獲量が 1961 年に
は半減した。当時の専務と青年部は漁業調整規則
の制限殻長以下のアワビ類が 21 万個漁獲されて
いること、漁獲サイズを守れば漁獲が増えること
を組合員に訴え、翌年から抜本的な対策を講じる
ことを総会で決定した。内容は組合役員と海士委
員会の代表が決定した。小型アワビ類の保護と同
時に 5 月下旬の解禁日を 6 月中旬に改めた。これ

図６

クロアワビの親子関係

親世代の個体数は産卵年の３歳以上の総個体数、 子世
代の指数は発生年級の生涯漁獲個体数 （小島， ２００５）

により、水温が上昇し、身体の弱い高齢者や女性
もアワビ類の漁獲が可能となった。アワビ類資源
は集落に住む人々の共通の財産と考え、平等に漁
獲できることを最も基本的な考えとし、口開けは

アワビ類は、気候変動により生活史の早い時期

潮が良く引く波浪の弱い日とした。口開けまでに

に年級群の死亡率が高まった場合、漁獲資源およ

婦人と老人のためにバフンウニを解禁し、山口県

び産卵群の減少が３～ 5 年後に顕著となるので、

から瓶詰技術を導入した。また、タコを市価の 3

漁獲資源の減少にタイムラグが発生する。このた

倍で買い取る制度も設け、素潜り以外でのアワビ

め漁獲努力量が少なくとも、漁獲量が加入量を上

類の漁獲を禁じるなどこれまでの経験によるアワ

回る乱獲状態に陥り、図 7 に示した通り漁獲率が

ビ類の資源管理に必要と考えられる事柄を定め、

高くなる 。乱獲状態を避けるには、加入年齢の

実践した。管理効果について図８に示した 13）。

１年あるいは２年前の若齢アワビ類の資源状態を

周辺漁協の漁獲量と比較して、管理を始めて 4 年

把握し、資源の乱獲防止に必要な親資源量を確保

間は漁獲量が減少したがその後増加に転じ、管理

することが必要となる。アワビ類資源の持続的生

前の漁獲量に比べ 2 倍になったと推定される。管

産に必要となる親資源を確保するには漁業管理の

理内容について漁協組合員同士の激しい議論が

内容（漁獲サイズや漁獲努力量の規制など）の変

あったが、その結果、集落内の個々の人の考えを

更を伴う。

互いに理解でき、信頼関係が増し、問題があれば、

４）
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殖アワビの輸入増加は、安価で品質が良く、毎
日フェリーで活魚を安定供給できること、国産
のアワビ類の漁獲量の減少によるととしている
（http://www.customs.go.jp/moji/moji_tokei/f2512-awabi.pdf）。
韓国のアワビ養殖は、韓国国立水産科学院海洋
水産部が 2001 年に「網生簀養殖技術」を刊行し、
2003 年からエゾアワビの網生簀養殖が開始され、
2014 年には 8,977㌧が生産され、1,400㌧が日本、
米国、中国へ輸出された 15）。中国のアワビ養殖
では配合飼料を使うが、韓国ではコンブとワカメ
の養殖をアワビ養殖場と同じ海域で行い、餌料と
図８

周辺漁場と阿部のアワビ漁獲量の関係

管理効果の判別と管理前 （昭和27年～昭和 35 年：青丸）
と管理後 （昭和43年～昭和56年）黒丸） および回帰直線
赤丸は昭和37年から昭和40年、 図中の数字は誤判別の
昭和41年と42年
黒色の直線は判別関数
（小島， １９８５を改変）

している。殻長 4 cm まで陸上で中間育成し、多
くは別の業者が網生簀養殖を行う。養殖期間は約
3 年で、収穫サイズは体重 40 グラムから、成長
のよいものでは 100 グラムを超える。現在の問
題は餌料海藻の過剰投与や過密養殖である。養殖
生産を増やすには荒天対策として沈下式網生簀施
設およびその技術開発、陸上養殖施設と養殖排水

話し合いのよる解決が可能となった。また、高齢

利用の藻類養殖技術の開発、養殖に優れた形質（高

者や女性の収入が増えたことや集荷時間の決定が

成長、耐病性、高温耐性など）を備えた系統の作

単価を上昇させ、組合員の健康管理ができたなど

出などが今後の課題とされている。

の副次的効果も表れた。漁協事務所を自費で建て

このように韓国のアワビ養殖は、国立研究機関

替え、道路や漁港整備の負担金も準備でき、イン

の全面的な支援により急速に発展した。日本の

フラ整備も可能になった。組合員全体の納得でき

中央市場における養殖アワビのシェアは、韓国産

る管理目標を立てたことが、現在まで 50 年以上、

に支配されているので、日本の養殖アワビは地方

資源管理の考えが維持されている最大の理由と考

の市場なり個別販売に頼ることになると考えられ

えられる。

る。質の良い養殖種苗の入手や生産コスト、気象

しかし、資源状態は年により異なるので発生量

条件や海況変動に対する技術開発などと肉質の改

の少ない年の資源を考慮した資源維持をどうする

善が課題であろう。なお、中国は養殖アワビの生

か、現在の資源水準の低さから抜け出させない原

産量は多いが、多くが国内で消費されていると考

因は何かなど科学的な知見が必要なことは明白で

えられる。

ある。

６．海外への輸出
５．養殖による生産
日本のアワビ類は、江戸時代には俵物三品の一
水産庁の聞き取り調査によると、日本でのアワ

つとして中国へ輸出されていた。現在も、乾鮑が

ビ類養殖の生産量は、陸上養殖が約 30㌧、海面

高級食材として香港へ毎年輸出されている。財務

養殖が約 30㌧で、合計約 60㌧のアワビ類が生産

省の「貿易統計」を基に農林水産省が作成した資

。陸上養殖の主要産地は岩手県及

料によると、2004 年から 2013 年の輸出額の平均

び愛媛県で、岩手県の一部で閉鎖循環方式が採用

は 28.9（± 11.2）億円で、55 億円（2007 年）か

されているほかはかけ流し方式が中心である。

ら 10.7 億円（2012 年）で年により大きく変動し

されている

14）

韓国からの輸入は全て養殖エゾアワビである。
我が国への輸入量の約 85％が集中する門司税関
は、業界からのヒヤリングにより、韓国産の養

ている（http://www..maff.go.jp/shokusan/export/
e_info/pdf/hinmoku_betsu_2009.pdf）。
輸出額の 81 ～ 98％は香港への輸出である。香
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港は世界の乾燥アワビ市場の中心地で、香港から

れる例は少なく、諦めている漁協も少なくない。

各国へ再輸出される。また、乾鮑の賞味期限は 2

徳島県のある漁業組合でアワビの解禁日に、海士

年近くあるので輸出量の年変動の原因とされる。

が漁を終えた直後に出現した密漁船団を昼間に観

前出の FAO の統計によれば 2004 年から 2011 年

察したことがある。監視船が島陰から漁港の動き

の輸出重量は 31㌧から 69㌧で平均は 46.5（±

と保安部の船の進路を窺っていた。3 人が船底か

14.4）㌧と報告されている。体重 600g 以上のア

らフーカー潜水でアワビ類を採捕していたが、漁

ワビ類により作られた乾鮑の値段が高く、乾燥歩

協の船が動き出したのと同時に監視船からの連絡

留まりは約 10％とされる。我が国のアワビ類資

でダイバーは直ぐに収容され、最初から全速で逃

源は乱獲によって激減し、600 ｇ以上の大型アワ

れ、密漁船は南に航行し、沖で保安部の取締船と

ビ類が減少している。過去には乾鮑作りは日本各

すれ違ったが気付かれることなく逃げおおせた。

地で行われていたが、国内での生鮮アワビ類の需

監視船は浅瀬に入り座礁するのではと見ていたが

要が伸びたことにより多くの場所で製造を停止し

巧みな操船で北へ逃れた。監視船は漁協で最速の

た歴史がある。養殖アワビは小型で良質の乾鮑製

船に追われたが振り切って逃げた。この密漁船団

造に向かないので、天然産大型エゾアワビとクロ

が密漁したのと全く同じ漁場で夜間に密漁事件が

アワビの確保およびマダカアワビ資源の復活によ

発生した。漁協のパトロール船に気が付いた高速

り、小規模ではあるが、乾鮑製造は世界的に貴重

船は、スクーバ潜水の密漁者一名を置き去りにし

な我が国の産業となる可能性がある。

て逃げ去った。ダイバーは山中で逮捕され、翌日、
アワアビの調査のため近くに居合わせたので海底

７．密漁（違法漁獲）

から密漁したアワビ類や採捕器具類を保安部に協
力して回収した。いずれも県外の密漁者で、漁業

密漁は漁業者が漁獲して得る収入を著しく低下
させ、生活する権利を奪う行為である。また、ア

浅海域での操船など事前に十分な情報を得ていた

ワビ類の栽培漁業や資源管理を進める地元の熱意

と考えられる。さらに、取り締まり船の動きにも

をも奪い去る。さらに、岩手県釜石市付近での密

留意し、情報を持ち合わせていたと考えられる。

漁では、一晩に 371kg を密漁し、漁業調整規則
違反の殻長 9 cm 未満が 70％も含まれていた

。

16）

流通段階を含めた密漁防止を図るため北海道・
青森県・岩手県・宮城県の漁業協同組合連合会と

多数の小型アワビ類の採捕は資源を枯渇させ、将

東京都水産物卸売業者協会は、生産者団体が発行

来にわたり地域を破壊する行為である。

する原産地証明書の無いアワビを築地市場で取り

密漁は、世界各地で問題となっている。2002

扱わない旨、平成 21 年 7 月に確認書を締結した

年における世界的な違法操業による国別漁獲量が

（http://www.jfa.go.jp/j/kikaku/h22_h/trend/1/

推定されている。それによれば、豪州 1,000㌧、
南アフリカ 850㌧、メキシコ 550㌧、日本 536㌧、

ti_1_42.html ）。
南アフリカでは、1990 年頃から密漁が増加し、

ニュージーランド 400㌧、米国 250㌧およびその

アワビの密漁者は密漁取締り当局より性能の良

他 110㌧、合計 3,696㌧と推定されている 17）。近

い船を使い、密漁による採捕が漁獲をはるかに上

年の密漁の規模は明らかでないが、2002 年と大

回った。そのため違法採捕や違法取引を食い止め

差ないとすれば日本の密漁は漁獲量の約 50％近

るためワシントン条約の付属書Ⅲ

くに達する。宮城県沿岸での密漁によるアワビ

ワビを登録し、2003 年 5 月に効力を発した。し

の採捕量（換算重量）を推定した報告例がある

。

16）

＊1

にミダノア

かし、南アフリカ政府が外国政府に十分な説明と

この報告では、密漁率（水揚げされたアワビの密

支援を要請しなかったため付属書掲載を効果的に

漁の占める割合）は 1998 年から 2004 年の平均

施行できなかったため 2010 年 6 月に付属書Ⅲか

で 42％強と推定している。

らミダノアワビを削除すると言う残念な結果に終

各地の漁業組合は密漁防止のため陸上や海上で
の夜間パトロール、密漁船団の監視、レーダーに

54

組合の解禁日、操業時間、アワビ類の多い漁場、

わ っ た (http://www.trafficj.org/press/fisheries/
n100604news.html)。

よる監視、行政組織（漁業取締船・保安部）への

密漁者は「漁場を守る活動の表立っていない漁

連絡など様々な対応が見られる。しかし、検挙さ

場をよく狙う」と言う 16）。密漁対策として、漁
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ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

業者の殻長基準の厳守、アワビ資源の管理の努力
（放流や漁業管理、漁場管理）などの外への発信、

効果の評価は方法論を含めて今後の重要課題であ
る。

行政機関の密漁取締船の性能向上、暗視野カメラ

アワビ類の種苗放流は、一代採捕型か再生産期

による映像記録、陸からのカメラ映像の記録、漁

待型とする考えがある。人工種苗は再生産能力が

業者と取締機関との密接な連携、密漁アワビ類で

弱いとの指摘もあり、再生産を確実にするため種

あることを示す産地証明タグの装着などが指摘さ

苗生産システムそのものを再検討する必要性も考

れている 16）。

えられる。千葉県東安房漁協による効果的な種苗

密漁は組織的、広域的に行われているので、都

放流の活用例は示唆に富んでいる。ここでは人工

道府県を超えた連携が必要で、関係者の十分な連

的に造成した複数の場所に種苗を放流し、3 年間

絡体制なしには撲滅は困難である。また、取締は

隔で回収して効果を上げている 19）。また、アワ

極めて危険なので専門の機関に任せなければなら

ビ栽培漁業は、地先種個体群の増殖手段としてそ

ない。漁業者は密漁防止を念頭にアワビ類資源の

の効果が期待されているが、まだ多くのエゾアワ

維持管理に努め、消費者に周知することと密漁者

ビが暖海系アワビ生息圏へ放流されている。アワ

の出現を取締機関と絶えず連携することが最善の

ビ類に対する生態的な差異や地方的個体群に対す

対策と考えられる。

る認識が不十分で種苗生産の容易さから判断した

：自国内で絶滅の恐れのある種について主に国際取

＊１

引制限の協力を求める。輸出国の輸出許可書ま
たは原産地証明書が必要となる。

結果とも考えられるので放流効果や地方的個体群
への影響も評価する必要があると考えられる。
資源回復の阻害要因としてアワビ類と他の生物
種との関係も重要である。移動力の弱いアワビ類

８．アワビ漁業の現状と今後の課題

は、集中分布をすることで受精率が高くなる。し
かし、こうした場所は優れた漁場でもある。漁獲

現在のアワビ漁業の最大の課題は、資源の長期

後、周辺にいる別の個体が移動して、密度の高い

にわたる減少に歯止めを掛け、いかに増勢に転じ

場所が再構成される。しかし、乱獲により周辺の

るかである。寒海系アワビと暖海系アワビは、周

個体が少ないと漁獲した場所に別の種（生態的同

期的な大規模気候変動の影響をそれぞれ独立に受

位種：フジツボやムラサキウニなど）が占有する

けていると推定される。環境変動の周期性はアワ

（すみ場の競争）ことをしばしば観察した。“すみ

ビ類の加入が好転する期間があることを示す。一

場”、特にクロアワビの隠れ場の減少は、キャー

方、アワビ類の加入量が、基本的に親の生息密度

リング・キャパシティーを小さくしている可能性

（産卵数の多寡）に規定されているとすれば、環

があり、放流効果の低下とも関連すると考えられ

境が好転した時に産卵数を一定の水準に保つこと

る。荒天や地震により減少した場合、植食動物な

ができれば、乱獲状態にならない可能性が示唆さ

ので捕食者より早く密度を回復する可能性があ

れる。乱獲を防ぐ漁獲努力量や資源水準をどの程

り、生態学では“ｒ - 戦略”と呼ばれる。研究者

度にすれば良いか明らかにすることは今後の研究

によるこれらの生態学的な調査から具体的な知見

課題と考えられる。

を得ると同時に漁業者による捕食者や生態的同位

アワビ類の産卵量を増やすには漁業管理が不可
欠である。漁獲努力量の制限、操業期間、漁獲サ

種の生息密度の調整法を検討することは今後の課
題と考えられる。

イズ、操業場所など漁業管理による資源増殖や資

人工種苗は、“すみ場”の確保に活用できると

。操

考えられる。また、磯焼けは全国的にアワビ類

源減少を来した多くの例が知られている

18）

業形態の変更は経済的な再配分の変化を伴う

9）

資源に打撃を与えるが、磯焼けの診断方法や発生

ので、同じ漁場でアワビ類を利用する漁業者間の

条件によっては修復技術の活用も可能である 20）。

同意なしには不可能である。従って、漁業管理

近年、水温の高温化は我が国の沿岸生態系に大き

を実施するには経済的な要因だけでなく、“共有

な影響を及ぼしている。生態系の変化と水温変動

地の悲劇”を避けられ、納得できる共通の目的を

に十分留意する必要がある。大規模気候変動と結

探す必要があり、さらに管理による効果の評価が

びついている環境変化は地球規模での社会的課題

ないと継続・改善・廃止もできない。漁業管理の

であるが、水産業にとっては大規模気候変動の周
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期性を把握して高水温期および環境回復期のアワ

口海域のアワビ類の不漁に関する実態調査，

ビ類の漁業管理と栽培漁業の活用による持続的生

栽培漁業事例集（平成 21 年度版），
（社）全国

産の実現に向けた取り組みが必要であろう。

豊かな海づくり推進協会，1-71.

漁業操業者の減少と高齢化は、岩礁性沿岸の漁
業形態に変化をもたらした。外敵生物の密度低下
の役割を果たしていた刺し網漁業や小型定置網漁
業などを減少させ、アワビ類資源や放流効果に影

７） 太 刀 山

透・ 深 川 敦 平・ 福 澄 賢 二（2001）

筑前海におけるクロアワビの放流効果，福岡
水海技セ研報．No.11，29-32.
８）秋本恒基・太刀山透・林

宗徳・深川敦平・

響を及ぼした可能性がある。外敵や藻場の状態を

後川龍男・佐藤博之（2006）筑前海におけ

判断する研究は、アワビ類が生息しうる生態系の

る健全クロアワビ種苗の放流効果，福岡水海

維持に必要で、研究成果に基づいてアワビ漁業者

技セ研報，16, 9-15.

が共同作業により漁場を管理することは、アワビ
資源の維持・増大や放流効果を高める上で必要に
なると考えられる。

９）平沢

豊（1984）岩手県におけるアワビの漁

業管理，水産経済研究，1-97.
10） 河 村 知 彦・ 高 見 秀 輝・ 西 洞 孝 広 (2002) ア

また、密漁はアワビ類の資源管理や放流事業を
萎えさせる問題で、漁業権や漁獲権の侵害にと
どまらず、アワビ漁業者の生存権を否定する犯罪
である。密漁は広域に行われるので広域なネット
ワークと取締機関と情報を交換する体制を強化す
る。さらに、これまで以上に諦めないで、振り込
め詐欺と同程度に公に理解を広めることが必要で
あろう。

ワビ類の天然稚貝発生量を決める要因は何
か？，月刊海洋，34(7)，529-534.
11）小島

博（2005）クロアワビを増やす戦略 ,

豊かな海 , No.6, 28-38.
12）小島

博・山中幸夫（1983）徳島県阿部漁

協の管理例，Ocean Age, 15(12), 20-26.
13）小島

博（1985）徳島県由岐町阿部漁協の

アワビの漁業管理による生産効果の推定，栽

本報告をまとめるにあたり（公社）全国豊かな
海づくり推進協会

市村隆紀専務理事には貴重な

文献のご紹介をいただきました。また、同協会の
藤田智也氏から統計資料の入手にご協力いただき
ました。記して、深心よりお礼申し上げます。

培技研，14(1)，7-11.
14）水産庁（2013）陸上養殖について，資料 3，
pp.5
15）Min Woo Park（2015） 韓 国 の ア ワ ビ 養 殖
（Abalone culture in Korea, Aquainfo magazine
English edition, 2(3）の抄訳および一部更新、
改変），アクアネット，32-37.
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【新シリーズ】リレーでつなぐ、元気「アサリ通信」
第１回

ー資源と漁場環境の明日をみつめてー

アサリの資源回復をめぐるこれまでとこれから

ーアサリ資源の減少に対する危機感や、回復への熱意を失わずにー
東京海洋大学

産学・地域連携推進機構

客員教授

鳥羽 光晴

関する国の事業の流れを年表にしてみました（図

１．私たちの現在位置

２）。私個人の調査によるものなので、もれや時
期のずれ、軽重の違いなどがあるかもしれないの

これまでの対応

もう十年以上前から、アサリ

はご容赦ください。これらのうち、アサリに関係

の資源減少については漁業者、研究者、行政担

するのはまず沿岸漁場整備や水産基盤整備などを

当者などによって全国各地で事あるごとに提示さ

中心とする漁場造成、漁場改善の関連事業です。

れ、論議されてきました。アサリの全国漁獲量の

1970 年代から大規模増養殖場造成事業などで取

変化を示すグラフ（図１）も見飽きたという人も

り上げられており、2000 年代前後からは赤潮貧

多いでしょう。実は私もその一人です。でもやは

酸素、底質悪化、強波浪などへの対策といった環

り、ここからでないと話が始まらないのでしばら

境改善もこの中で行われています。栽培を中心と

くの間ご辛抱を。

した飼育技術開発に取り上げられるのは 2000 年

「かつて 12 万トンを超えていた日本のアサリ漁

代以降の養殖技術開発から。これは、単価が安

獲量は、1980 年代半ばに減少し始め、約 15 年間

く量が多いアサリは、それまで人工ふ化育成技術

の減少期を経て、1990 年代後半には約 4 万トン

開発の対象とならなかったためです。また、資

となった。その後、2010 年以降になっても回復

源管理の分野で大きく取り上げられるのはやは

の兆しは見えない。
」こういった説明がこのグラ

り 2000 年代以降の資源回復計画あたりからです。

フに対しては一般的です。でも、このグラフを見

これは、浮魚や一般の沿岸資源とは異なって、ア

ながら私が今感じているのは、アサリの大幅な減

サリのような極内湾域の資源は資源管理より環境

少ではありません。アサリの漁獲量が 4 万トンの

悪化の影響が大きく、まずは環境改善による対応

低レベルに達したのがすでに 15 年以上前であり、

の必要性が考えられたためと思われます。一括す

10 万トン以上であったのはなんと 30 年以上前の

ると、漁場の造成や改善を中心としたアサリの増

昔になろうとしていることです。

殖（資源回復）の試みはすでに 40 年近い歴史が

1960 年代以降の増養殖技術開発や漁場造成に

あり、2000 年代以降には飼育技術開発、資源管
理などが加わって全面的な水産技術の動員が行わ
れている、といったところでしょうか。
こういった歴史を見て私が今感じていること
は、これだけ長い間、水産としてはかなり大きな
（最大限かもしれない）投資を行ってきたにもか
かわらず資源は減少してしまい、回復傾向はみら
れない－ということを多くの関係者が感じている
だろうということです。特に、漁業者であれ、研
究者であれ、行政担当者であれ、全力を傾けてき
た人ほどそのように感じているのではないでしょ
うか。

図１ アサリの県別漁獲量の変化

そしてもう一つ、上のような努力にもかかわら
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図２ 二枚貝関連の漁場整備事業、 増養殖技術開発および資源管理関連事業の流れ

ず、漁獲量が最低レベルに達したまますでに 15

に最も効果的な実施場所や実施時期を判断した上

年がたっているということです。この間にアサリ

で手法を選択し、
適用しようとしていることです。

の資源回復や増養殖の分野に入ってきた若い人々

経済事業としての養殖を目指した手法開発は、

は、資源が減少したことはもちろん、かつて 12

日本では歴史が浅く、成功例はまだ少ないのが現

万トンを超える漁獲量があったことも話とデータ

状です。しかし、多くの研究開発が進行中で、新

でしか知りません。彼らにとっては 4 万トンの漁

しい育成手法や技術知見が次々と発表されていま

獲量が現状であり、出発点になることでしょう。

す１－５）。またそれらをもとに、これまでアサリと

現在のアサリ関連技術開発

現在行われている

は縁のなかったような地先でも、新規の養殖の試

アサリへの対応は、研究開発、現場実施など開発

行例などがいくつも報告されています。アサリ養

レベルは様々ですが、いずれも大きく 2 つに分け

殖はまさに急速な発展途上にあり、今後何年かの

ることができます。一つは資源増殖、資源回復を

うちに全国各地で新しい成功例が生まれることで

目指した場づくり、環境改善、核資源の造成など

しょう。

の取り組みです。もう一つは、天然採苗、人工ふ

アサリ養殖の開発は、まだ解決しなければなら

化飼育、保護育成などの技術開発であり、経済事

ない点が少なくありませんが、その道筋は明確で

業としてのアサリ養殖産業の成立を目指した取り

す。それに比べるとアサリの資源回復の道のりは

組みです。

まだ遠いものと感じます。以下では、アサリの資

資源回復を目指した最近の取り組みの特徴の一

源回復について考えてみます。

つは、個別の手法を効率的に統合してより高い効
果の発現を目指していることです。個別の手法と

２．資源回復を目指すときの前提

は、例えば生息場の環境改善、食害生物や競合生

58

物の除去、核資源となる稚貝の育成や移植などで

アサリの資源回復の今後を考える前に、確認し

あり、それらの手法は以前から実施されてきたも

ておかなければならないことがあります。一つは

のです。特徴となるのは、その実施に当たって対

アサリの資源減少の原因究明の進展状況であり、

象海域全体のアサリの個体群生態と環境条件の網

もう一つはこれまでの資源回復の目的と方法の整

羅的な調査を行いつつ、その海域のアサリの増加

合性です。
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資源減少の原因究明

資源の回復を考えると

一方、強い波浪によるアサリの洗掘死亡は多くの

き、相手（減少原因）を良く知らなくてはなりま

海域で見られることがわかってきました。青潮や

せん。相手が良くわからないまま、手持ちの武器

有毒プランクトン（ヘテロカプサ）による大量死

（手法）をただ力いっぱい使うだけでは効率が悪

亡は指摘される以前から明らかな減耗要因でし

いばかりでしょう。

た。残念ながら表 1 にあるこれ以外の作用要因に

これまでに、多くの要因がアサリの資源減少の
原因として指摘されました（表 1）
。それらは全

ついては、アサリの資源減少との関係解明はほと
んど進んでいません。

、あるいは各方面の専門家か

もちろん、要因によってはアサリの減少と関係

らの提起によるものです。それらは大きく、沿岸

付けた調査そのものが困難なものもあります。し

開発、温暖化、水質悪化、問題となるものの移入、

かし、その要因が提起された時にはその要因とア

漁業そのものの変化などに分けられ、さらに具体

サリの減少との関係が具体的に想定されていたは

的な作用要因－アサリの生き残りや成長を悪化さ

ずです。その影響度の大きさ（定量的評価）はと

せるとされた直接的現象－に細分されます（表

もかく、影響の有無（定性的評価）くらいは評価

１）
。これらは、アサリの減少が社会的問題とま

していくべきではないでしょうか。

国的な情報収集

６，７）

でなって多くの議論があった時にほぼ一斉に提起
されました。

目的と手法の齟齬１「資源」をどう見るか

い

まだに混乱、あるいは曖昧さがあるのではないか

問題なのは、これらの多くが提起されただけで、

と感じるのは、「資源回復」という言葉を使うと

その後各要因の軽重大小の評価、すなわちアサリ

きの「資源」のとらえ方です。例えば、現場でア

減少の原因究明が具体的、実証的にほとんど行わ

サリの稚貝を増やす（あるいは集める）方法、あ

れていないということです。解明が進んだ数少な

るいは保護育成する方法として、砂利等を入れた

い要因としては、有機スズは使用規制によって多

網袋の設置や海底面を網で覆う被覆網など手法が

くの海域でほとんど問題ではなくなりました。ま

あります。これらは一定の条件下で有効性、再現

た現場調査の結果、内分泌かく乱物質の影響はご

性が認められている有用な手法です。これらの手

く限定的で、海域資源全体に影響を与えるほどの

法が地先でのアサリ稚貝の増加や、保護育成を目

ものではなさそうだということがわかりました。

的として使われるときには混乱はありません。と

表１ アサリ資源減少との関係が指摘された要因
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ころが、ややもするとこれらの手法が「資源回復」

有効性に問題があったというより、目標の設定に

や「資源増殖」を標榜しつつ使われることがあり

問題があったのではないかと感じます。網袋で集

ます。

めた稚貝を養殖用の種苗として使ったり、被覆網

一般的に「資源」という言葉が使われるとき、

で保護育成したアサリを潮干狩りの獲物用として

地先ピンポイントのアサリ群を対象としているこ

使うことは適切です。覆砂あるいはコンクリート

とは少ないでしょう。アサリでとりあえず閉じた

構造物や堤体の設置などもその実施場所や周辺で

個体群とみなされるのは、東京湾、三河湾、伊勢湾、

の効果を期待するのは妥当でしょう。しかし、そ

周防灘、有明海などのアサリ群であり、まずはこ

れらの手法を海域資源の回復のために使うこと

れらをそれぞれ一つの単位、すなわち資源として

は、特にその規模において、目的と方法の大きな

考えることができるでしょう。さらにこれらの海

齟齬があるように感じます。とはいえ、海域資源

域では、その中の各地域に複数のアサリの分布が

の回復との間にギャップがあることを認識しつ

あり、それぞれに密度の濃淡や規模の大小があり

つ、局所的な個体数の増加を目指した行為を行う

ます。そしてそれぞれの分布は複数の漁業協同組

ことが普通ではないかと思います。しかしそのよ

合によって管理されていることが普通です。一方、

うなときでも、その局所的な手法が海域的な手法

アサリ稚貝の増加や保護育成のための手法は、漁

へと確実に発展していく形を展望しつつ実施する

業協同組合を単位として実施されることが多いと

ことが必要ではないでしょうか。

思われます。そしてその手法の適用範囲は一つの

目的と手法の齟齬２「相手の大きさ」をどう見

漁業協同組合の有効漁場の全域にわたることはま

るか

れで、通常はごく一部を対象としています。

減耗防止を目的に実施されてきた手法を見てみま

これまでにアサリ天然個体の増加あるいは

つまり、通常実施されるアサリ稚貝の増加や保

しょう（表 2）。用いられた手法は竹柵や土嚢の

護育成のための手法の適用範囲と海域資源の規模

設置など漁業者自身で実施できる小規模なものか

はかけ離れたものと言えます。これまでに実施さ

ら、堤体の建設など大規模な土木工事を必要とす

れた資源回復のための試みの多くが明確な効果を

るものまで様々です。

謳うことができなかったのは、採用された手法の

ここで着目したいのは、それぞれの実施例の規

表２ アサリ天然個体の増加のために実施された手法と大規模な実施例
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模です。表中には大規模なアサリ増殖場造成事業
が実施された沿岸漁場整備開発事業の実施例の中

３．資源回復の方向性

から、規模の大きな例を示してあります。これら
では主に地盤の改変あるいは堤体等の設置などが

規模拡大のための連携

アサリの資源回復をま

行われました。耕耘や構造物の設置は漁業協同組

じめに考えるほど重たい話になってしまいそうで

合の事業として行われることが多く、規模は小さ

すが、もちろん私は今後に期待を持っています。

いと思われるので除きました。これらのアサリ増

でも、本格的に実施する際には海域全体を相手に

殖場造成の事例は、おそらく水産分野で行われた

する覚悟が必要であり、そのためには水産以外の

アサリ資源対策事業としては最大規模でしょう。

力を借りることが必要な場合もあると思います。

今後このような大規模な漁場造成・改善事業が行

具体的には、全域的な水質改善やさらに規模の大

われるかどうかわかりません。しかしながら、そ

きな場づくりを行うためにです。

の規模（造成面積あるいは開発面積）は 1 件当た

近年、瀬戸内海では冬季を中心に極端な低栄養

り 60 ～ 90ha です。１海域で複数の事業が行わ

塩状態になることがあります。ノリの色落ちは

れましたが、それらを合わせても最も大きい有明

低栄養塩の影響が顕在化した最も深刻な例でしょ

海で 300ha 前後ではないでしょうか。

う。栄養塩の減少は海域の生物生産そのものを縮

一方、それらの事業が行われた三河湾、伊勢

小させることが考えられ、アサリの資源減少との

湾、周防灘、有明海の干潟面積は、約 1,400 ～

関係を想定させるデータも示されています８）。と

20,400ha になります（表 3）
。もちろん表 2 の増

ころが、海域の栄養塩の制御は水産だけではどう

殖場造成事例は海域全体の資源増加を目標とした

しようもありません。幸いなことに、社会的な問

ものではありません。しかし今後、アサリの海域

題提起と関係者への働きかけによって、第８次総

資源の回復を目指した事業を行うとしても、これ

量規制では「生物の多様性及び生産性の確保を考

らの規模以上の事業は想定しにくいのではないか

慮した」「豊かな海」への考え方が取り入れられ

と思います。そして、このような大規模な事業を

るようです＊。

行っていたにもかかわらずアサリ資源は減少して
しまったという現実があります。

三河湾では平成 12 ～ 16 年度に、湾口の航路
浚渫で発生した良質の砂を使って、沿岸域に多く
の干潟・浅場が造成されました（図 3）。造成し

表３ 主要海域の干潟面積

た総面積は 600ha、使用した土砂量 620 万㎥でし
た９）。この事業は、国交省事業、愛知県水産課事
業、同港湾課事業などを組み合わせて実施されま
した。この事業規模は水産単独で行っていた増殖
場造成事業を上回るものであり、かつ複数の事業
主体による事業が統一された考え方の中で同時並
行して実施されました。
国土整備関係の事業で航路浚渫などは今後も継
続されるでしょうし、発生土砂が数十万～百万㎥
を超える場合も珍しくないようです。東京湾では
さらに大きな土砂量を使った事業が行われている
とも聞きます。これまで、大規模工事による発生
土砂は水産にとっては迷惑物であり、漁業関係者
は漁業に悪影響がないように処理することを強く
要望してきました。もちろんそのような要望は当
然のことです。でも、視点を少し変えて、それら

＊ 環境大臣諮問第 382 号、平成 26 年 9 月 8 日．
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図３ 三河湾での干潟 ・ 浅場の造成事例
（広域的な干潟 ・ 浅場造成による漁場の環境改善、 生産力向上 （愛知県三河湾地区）、 水産基盤整備事
業における効果事例、 水産庁、 http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_zyoho_bako/zirei/sub86.html）．

の発生土砂を漁場改善、漁場造成のために積極的

らかの改善のための操作（工事など）が必要とい

に使ってみてはどうでしょうか。迷惑物を有用物

うことになります。上で述べた関係者には環境関

として利用していくということです。もちろん土

係の人々の参加も期待されます。

砂の質や量、あるいは実施時期や場所によって利

4

4

水産技術の役割－水産技術のライブラリ化

こ

用不能が場合もあるでしょう。そしてそれぞれの

のように考えてくると、話はアサリだけでなく内

関係者にはそれぞれの事業目的、行政目標、要望

湾漁業全体に関係することになってきます。また、

があります。しかし、各領域の事業を連携させる

技術論というより体制とその運営の問題になって

こと、そしてそれらを共通の意思のもとに実施す

きます。しかし、本稿の趣旨はアサリの資源回復

ることで、これまで以上の規模の資源回復事業を

を技術開発の面から考えることです。上のような

実施することができるかもしれません。三河湾の

展望をもとに水産技術としてこれから何をすべき

例を見るまでもなく、関係者が周到で綿密な打ち

なのか具体的に考えてみます。

合わせを行えば、マイナスをなくし、プラスを増
やしていく可能性はあるように思います。

62

4

国土整備の関係者あるいは環境改善の関係者に
とって不足しがちなのは、環境と生物の対応関係

また、環境関係の行政部局にとって、大きな目

に関する知見です。例えば、土木関係者がアサリ

標は水底質の維持、改善でしょう。内湾域の漁

に適した浅場を作るために使用する土砂の選定を

業にとってもう一つの大きな水質問題は貧酸素で

するとき、
「泥分 50％以上の場所でも生息可能（＝

す。東京湾などでの貧酸素化は経年的に底質中に

生息していた例があった）」といった情報をもと

多量に堆積した有機物の影響が最も大きく、あら

に、使用土砂の泥分の上限を 50％とするなどと

たに陸域から流入する窒素やリンを削減しても効

いうことがあります。しかし水産の側からしてみ

果は小さいといわれています。このことは排水水

れば、泥分 50％というのは砂場ではなく泥場で

質の管理、規制だけでは貧酸素化の改善には限界

あり、到底アサリの生息に好適な場所とは言えま

があるということを示しており、海域に対して何

せん。このような危うい例は、水底質、波・流れ、
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濁り、地盤標高など、多くの環境要素でみられま
す。
水産の役割は、このようなとき、正確な情報を

本誌では今号からアサリの資源回復に関するレ
ビューが連載される予定です。その第 1 回に当た
り、未整理ながらアサリの資源回復に関する私の

提供して生物側の都合や要求を示していくことで

所感と期待を述べてみました。繰り返しますが、

す。アサリには成貝、受精卵、幼生、着底稚貝、

私は現在行われている研究開発を否定的に見てい

稚貝、成貝といった発育段階があり、季節や場所

るわけではありません。しかし、このまま静かに

によって異なる環境条件の中で、摂餌、呼吸、成

研究開発だけを続けていたのでは、アサリ資源の

熟、産卵、遊泳、着底・変態、潜砂などを行って

減少に対する危機感や、その回復に対する熱意は

います。ある発育段階のアサリが、ある環境条件

凋んでいってしまうような気がしてなりません。

に暴露されたとき、その生理生態はどのように変

そのため、不十分かつ不遜ながら、現在行われて

化するのかしないのか、それは好都合なのか不都

いる研究開発の先にあることの一例を示したつも

合なのか、そういったことを丁寧に示していくこ

りです。とはいえ、いくつもの事実誤認や重要な

とが大切です。これはまさに水産の得意とする分

情報漏れがあるかもしれません。多くのご意見、

野です。

ご批判をお待ちしています。なにより、（本稿を

もちろんそれらは既存の文献を読めばわかるこ
とですが、門外漢にはそれだけでは不親切です。

批判しつつ）アサリの資源回復に関する議論が今
後さらに活発化することを期待しています。

例えば丁寧に、「ある時期にある場所である土木
工事を行おうとしたとき、このように環境条件が
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【シリーズ】

「宗像市・沖の島関連群遺産」として世界遺産暫定リストに記載されている「宗像中津宮」
を祀る宗像大島の近海は、豊富な魚介類を育む筑前海有数の漁場です。
第１５回目は、（株）水土舎の乾政秀さんをインタビュアーとして、宗像漁協・大島支所
のアワビ漁業者と技術者 ･ 研究者が連携して取り組むクロアワビの栽培漁業を取材しまし
た。
インタビュアー：乾 政秀（株式会社 水土舎）
出席者：
福岡県水産海洋技術センター
アワビ漁業者
深川敦平（企画情報課長）
（磯見漁業者）藤田光幸、丸井義明
日高研人（浅海増殖課技師）
（海士漁業者）古賀達也、上野義実、古賀新悟
（公財）ふくおか豊かな海づくり協会
宗像漁協
西川 仁 （理事長）
宮本昭則（宗像漁協副組合長・大島地区代表理事）
柴田利治（参事補佐）
田志 覚（漁協本所参事）
藤島正浩（漁協大島支所長）

あわびの島、玄界灘大島で

第15回

クロアワビを育てる
福岡県宗像漁協大島支所の挑戦！
（株）水土舎

乾

海にあることから筑前大島とも呼ばれたこともあ

１．宗像大島と漁協

るが、宗像市に属するようになったので、ここで
むなかた

は宗像大島と呼ぶことにしよう。
こうのみなと

福岡市と北九州市のほぼ中間に宗像市が位置す

宗像市の東はずれの神湊の乗船ターミナルで福

る。大島はこの宗像市の沖合約 8.5㎞に浮かぶ。

岡県水産海洋技術センター（以下水技センター）

面積は 7.45㎢で、筑前海にある 11 の有人離島の

の深川さん、日高さん、（公財）ふくおか豊かな海

中では最も大きい。この大島は長いこと１島１村

づくり協会（以下海づくり協会）の西川さん、柴

であったが、2005 年３月に宗像市に編入合併さ

田さんと合流し、フェリーで宗像大島に向かった。

れた。

所要時間は約 25 分。大島漁港では、宗像漁協本

全国に大島という名の島はやたらと多い。筑前
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所参事の田志さんと大島支所長の藤島さんが出迎

インタビューする乾さん

えてくれた。

ある中型まき網漁業の生産額が最も多く、島を代

なかつみや

宗像大島には、宗像大社の中津宮がある。この
へ つ み や

「海の正倉院」
中津宮をはさんで、本土側の辺津宮、
おきつみや

表する漁業である。
宗像大島は周囲 16.5㎞の海岸線を有し、その

といわれる沖ノ島の沖津宮は一直線上に並んでい

沖に磯が広がっている。この磯には大型海藻が繁

る。この三宮を総称して宗像大社とよぶ。宗像大

茂し、かつて「アラメの大島」と呼ばれるほどア

島は古い歴史に抱かれた島なのである。

ラメが多かった。この豊富な餌料に支えられ、ア

2010 年国勢調査時の人口は 731 人、世帯数は

ワビ、サザエ、ウニなどの磯根資源も多かったの

333 戸で、筑前海の島の中では最も多い。就業者

である。そして、この磯根資源を対象に、磯見と

の４割以上は漁業を営んでおり、島の経済は漁業

海士の２つの漁業が営まれてきた。

に大きく依存している。

磯見は船から箱メガネで海底を覗き、鉤でアワ

島の漁協は、戦後長いこと大島漁協として独立

ビなどを獲る。最も深いところでは水深 10 ｍに

していたが、2003 年４月に周辺の５漁協が合併

も及び、高度な漁撈技術を要する。磯見の漁期は

して宗像漁協となり、さらに 2014 年４月には鐘

12 月 21 日～３月 31 日までの冬季である。磯見

かね

ざき

崎漁協と合併し、本所は鐘崎に移された。現在は
宗像漁協大島支所となっている。大島支所の組合
員は正 106 人、准 13 人のあわせて 119 人である。
漁協の事務所はフェリー乗り場に最も近い場所に
ある。
島内を駆け足で視察後アワビの中間育成施設を
見学してから、漁協の２階の会議室に磯見の藤田
さん、丸井さん、海士の古賀（達）さん、古賀（新）
さん、上野さんの５人の漁師に大島地区の代表理
事である宮本さんにも加わっていただき、アワビ

宗像漁協大島地区代表理事の宮本昭則さん

の栽培漁業や資源管理の取り組みをお聞きした。

２．磯根漁業
宗像大島で営まれている漁業は、アジ・サバを
中心とする中型まき網、イサキ、タイなどを漁獲
する刺網、主にサワラを対象とする一本釣、曲げ
建網、イカ釣、延縄、籠、タコツボと今回の取材
対象である磯見と海士の磯根漁業である。この他
に遊漁案内業も営まれている。このうち、２カ統

磯見漁業者の （左から） 藤田さん、 丸井さん
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を営む組合員は６人であり、磯見以外には刺網や
一本釣などを兼業している。磯見は経費がほとん
どかからないため、兼業する他の漁業に較べると
収益率は格段に高い。
一方の海士は、ウエットスーツを着用して素潜
りでアワビなどを獲る。宗像大島では、この海士
漁を本業と兼業に分けている。まき網の乗組員が
従事するのが兼業、本業はまき網に乗っていない
漁業者である。漁期は７月 20 日前後から８月 10
日前後までの２週間。本業の海士は刺網や遊漁案
内業を兼業する人が多い。海士漁に現在従事して

インタビューの様子

いる組合員は本業が 35 人、兼業が 34 人、のあ
わせて 69 人である。
この２つの漁業の従事者は四半世紀の間に大き
く変化した。1990 年には磯見の漁師は 21 人いた
が、今では６人になってしまった。これに対し海
士の方は 1990 年当時 59 人（本業 30 人、兼業 29 人）
いたので、10 人増えたことになる。つまり、高
度な技術を要する磯見は後継者がおらず、比較的
技術習得が容易な海士にシフトしている実態が浮
かび上がる。

漁協大島支所長の藤島さん

漁協本所参事の田志さん

ところで、対岸の鐘崎は海女の発祥の地として
知られているが、玄界灘には海士漁をしている島

県馬渡島）に着いた。しかし、「（この斑島には）

が数多くある。宗像大島に近い地島、相島、さら

白水郎多く在り、仍ちとどまらず、更に肥前国松

には姫島や佐賀県の小川島、松島、馬渡島などで

浦郡の柏島に移る」と記されている。つまり、馬

ある。こうした島々の海士の歴史は古い。この地

渡島は海士が多くいたので、現在の神集島に移っ

方の海士が文献に登場するのは９世紀のことであ

たということだ。この白水郎について、肥前風土

る。「入唐五家伝」の「頭陀親王入唐略記」（大宰

記の値 嘉島の項には、「容貌隼人に似て、恒に騎

府天満宮資料巻二）によると、頭陀親王（嵯峨天

射を好み、その言語は俗人にことなるなり」とあ

皇の皇太子で、仏門に入り真如法親王となった）

ることから、恐らく言葉が通じなかったためだろ

は貞観３（831）年に仏法を究めるために入唐を

うと推定している１）。

じのしま

あいのしま

ま だらじま

ず

だ

あ

ま

すなわ

か し わ じま

ち

か

志し、６月に平安京を出発して８月に大宰府に至

この時代から海士はアワビをはじめとする磯根

り、９月に壱岐に渡った。ところが壱岐で不快な

資源を利用していたのである。そして、今日まで

ことが多かったので、壱岐から斑島（現在の佐賀

資源を絶やすことなく持続的に利用してきたこと
は奇跡に近い。

３．大島磯根管理組合
宗像大島の磯見と海士の漁師は「大島磯根管理
組合」（以下管理組合）を組織している。この組
織がスタートしたのは 1981 年のことである。こ
こで管理組合ができるまでの歴史を振り返ってお
海士漁業者の
（左から） 古賀（達）さん、 上野さん、 古賀（新）さん

66

豊かな海

No.36

2015.7

こう。
アワビ資源が枯渇する恐れが出てきたため、資

源管理の必要性が認識され始めたのは 1966 年の

この時代はちょうど栽培漁業の考えが急速に普

ことであった。この年の漁協総会で、島の漁場を

及した時代でもあった。福岡県でも 1978 年度に

４カ所に区分、輪採制を導入して、禁漁区を設定

栽培漁業センターの基本施設の整備が完了して試

することが決まった。しかし、1969 年には漁獲

験種苗の生産が開始され、翌 1979 年には（財）

量が好転したため、輪採制の中止が決議される。

福岡県栽培漁業公社（以下栽培公社）が設立され

一方、この頃になると一般にスキューバダイビ

たのである。「はたけづくり」「たねづくり」とい

ングが普及し始めた。海士も裸もぐりからウエッ

う農業的発想が浸透し、宗像大島でも大規模増殖

トスーツ着用へと進歩し、スーツの導入により漁

場造成事業とアワビ稚貝の放流事業を組み合わせ

獲効率が高まった。その影響を受ける磯見の側

たアワビ資源倍増計画が立案された。計画にあ

から反発が出始めたのである。1974 年になると、

たっては、漁場の秩序ある管理と有効利用、漁協

磯見の組合員からウエットスーツ着用禁止の申し

による資源管理の必要性が議論され、現場と当時

出があり、1975 年には両者の対立は抜き差しな

の福岡水産試験場（以下水試）との間で協議が重

らぬ状態に発展する。対立を解消するために両者

ねられた。この時代から「現場」と「研究」の親

の漁獲能力を低く抑えることが提案され、海士側

密な交流が始まったのである。

はウエットスーツと足ヒレの着用禁止、磯見側は

このアワビ資源倍増計画の立案をきっかけに、

機械操業の禁止、つまりエンジンの使用禁止を

海士からはウエットスーツ着用、磯見からは機械

決議する。また、漁期は海士が７月 11 日～９月

操業の要望が出され、管理組合の結成を条件とし

30 日、磯見が 12 月 21 日～３月 31 日までとし、

て両者の要望が認められることになった。そして、

操業時間も 10 ～ 16 時までの６時間と定められ、

翌 1981 年５月に、海士と磯根の両漁業の組合員

この取り決めを 10 年間続けることが申し合わさ

からなる管理組合が結成されたのである。

れた。

この管理組合は、①組合員の生活の安定、②資
源の増殖、③漁場管理、④操業の合理化について
協議し、地域漁業の発展に寄与することを目的に、
種苗放流、事故防止と健康管理、漁場行使の適正
管理と漁業秩序の維持、漁場造成などの事業を行
うこととしている。
管理組合の運営財源は、①アワビ、サザエ、ナ
マコ、ウニの水揚金額の１％の歩金、②種苗賦
課金として磯見と本業は年間 15,000 円、副業で
10,000 円、③さらに種苗歩金としてアワビ、サ
ザエの水揚金額の 10％、である。これらの財源

海の正倉院といわれる沖の島をのぞむ遥拝所

島の周囲はアワビの好漁場だ

をもとに後述するような中間育成やメガイアワビ
の放流事業を続けている。

漁業者の手で一個一個の稚貝を岩礁に潜水放流する
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４．アワビの資源管理

の半分、つまり約４トンに大幅削減することを提
案した。漁業者の反応は「そげん減らさんといか
んのか」というものだったが、漁業者側も過去に

管理組合の設立は、磯見と海士の対立を氷解さ

アワビが激減したことを経験していたので、提案

せたばかりでなく、宗像大島のアワビの資源管理

を了承した。こうした厳しい規制が実現したのは、

を推進する強力な母体となった。

現場の漁師と研究者との間に信頼関係が培われて

最初に行われたのは民間会社に販売先を一元化

いた証左といえよう。

し、個人売りをなくしたことである。漁獲したア
ワビは漁協職員が帰港した船ごと、人ごとに検量
し、これを積算することで漁獲量が正確に把握で

５．中間育成と種苗放流

きるようになった。
この管理体制の構築を踏まえ、水試は、漁期前

上 述 し た よ う に、 ク ロ ア ワ ビ の 種 苗 放 流 は

に、前年度の漁獲努力量から推定した資源量から、

1979 年から大規模増殖場を中心に始まった。放

より適正な漁獲規制値を算出するというモデルを

流海域を禁漁区とし、２年半後には成長したアワ

つくり、持続可能な漁獲可能量を科学的数値とし

ビがたくさん獲れたことから、「放流はいいぞ」

て漁業者に示した。漁獲可能量の算出にあたって

という意識が漁業者に浸透し、力が入ったという。

は、①漁獲努力量は漁業者の能力差を考慮するこ

その後、後述するような紆余曲折を経ながらも

と、②過去の累積漁獲量の変化を考慮すること、

種苗放流は続けられた。現在、大島支所では、①

③適正な漁獲率を 50％以下にとどめること、の

大島支所で中間育成したクロアワビ 10 万個、②

３点に注意したという。

海づくり協会が生産した 30㎜のクロアワビ７千

磯見と海士について、それぞれの漁期と操業時
間が定められ、何よりも画期的なのは、それぞれ

個、③他県から購入したメガイアワビ１万個、を
毎年放流している。

の漁業についてシーズン中の漁獲上限を設けたこ

放流用種苗は、栽培公社が生産した 10㎜サイ

とである。現在の漁獲上限は、磯見 1,060㎏、本

ズの稚貝を漁協で 30㎜サイズまで中間育成して、

業の海士 2,280㎏、副業の海士 820㎏、の合計 4,160

各地に供給していた。2000 年代に入ってからは、

㎏となっている。その数量に達したら操業をやめ

栽培公社（2012 年からは海づくり協会に組織変

ることになる。

更）が直接 30㎜サイズまで育てた稚貝を各地に

総量規制が最初に実施されたのは 1994 年から

直接供給するようになった。

である。水試は、その前の３～４年間アワビの資

ただ、海づくり協会の 30㎜種苗の生産能力は

源量を漁獲実績から推定していたが、1993 年は

年間 50 万個前後なので、宗像漁協分をまかなう

推定資源量 12 トンに対して 8.5 トンも獲ってい

のが困難なことから、従来通り大島支所では宗像

た。漁獲率を 50％にする方針に対して明らかに

漁協全体で放流するアワビ稚貝 15 万個の中間育

過剰漁獲だったので、水試は 1993 年の漁獲実績

成を続けている。海づくり協会から 10㎜の稚貝
を５～６月ごろ導入し約 10 カ月かけて 30㎜程度
まで育てている。ただし、歩留まりは安定してい
ない。一昨年は 92％と高かったが、昨年は一転
して 60％に低下した。15 万個の内訳は、10 万個
は大島支所、2 万個を地島支所、神湊支所、鐘崎
本所がそれぞれ 1.5 万個となっている。したがっ
て、中間育成段階の歩留まりが悪いと供給数が減
少することとなる。
大島支所のアワビ中間育成施設は、1998 年に
漁港北側の現在地に整備した。屋内と屋外の２カ

出荷目前のアワビ稚貝を説明する
ふくおか海づくり協会の柴田さん
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所に飼育水槽が置かれている。いわゆる循流式水
槽であるが、実際は一定方向からの掛け流しで使

用している。飼育水は前面海域の水深４～５ｍか

日に参加できない人は１万円を負担することに

らパイプで取水し、砂とサンゴ砂でろ過した海水

なっている。放流場所は、島全体を６つの区域に

を用いている。アラメが豊富だった頃は、近くの

分け、それぞれの区域毎にまんべんなく行う。ま

テトラポットに生育しているものを刈り取って与

た、種苗放流は、潜水により、浅所の岩の隙間に

えていたが、現在は配合餌料が使われている。

少しづつ丁寧に放つよう心がけているという。

施設の管理は漁協職員の広田さんが 1 人で担当
している。若い広田さんはこの仕事の他、漁協事
務も兼務している。

６．クロアワビの筋委縮症の克服

稚貝の購入単価は１個 13.7 円（税抜き）、餌代
が月々５万円ほど、電気代がシーズン中 200 万

クロアワビの種苗生産は順風満帆というわけに

円ほど掛かっている。上述した管理組合で事業費

はいかなかった。1983 年生産分のクロアワビが

をまかなっているが、若干の赤字になっているら

中間育成中に大量死亡したのである。当初、衰弱

しい。

稚貝の外部症状や死亡状況から筋委縮症と推定さ

歩留まりが安定しない原因は水槽が浅いため海
水の鉛直循環が不十分なためと考えられており、
アワビのシェルターを新しいタイプに変更するこ
とを検討しているとのことだ。

れたが、死亡原因が特定されないまま、時が過ぎ、
1989 年になって同症と確認された。２）
福岡県では、西日本各県と同様クロアワビの種
苗生産が難しくなったことから、1989 年より類

30 ミリに成長したアワビは、水温が低くベラ

似種のエゾアワビの種苗生産を開始し、翌 1990

などの小魚による食害が少ない３月下旬に例年放

年から放流を始めることになった。しかし、エゾ

流しているが、今年は４月中時化が続いたため５

アワビとクロアワビの放流海域での生態特性は大

月上旬にずれ込んだという。放流作業は管理組合

きく異なっていた。エゾアワビは水深数ｍの岩の

のメンバー全員で行う。ただし、都合が悪く放流

表面に分布し、クロアワビのように岩の下に隠れ
ることはなかったのである。
エゾアワビは、水深の浅い岩の表面にいること
から、磯見でも海士でも簡単に獲ることができる。
技術のない新人には歓迎されたが、技術を活かせ
ないベテラン漁師から不満の声が高まった。また、
波浪の影響を受けやすい本県筑前海区では、クロ
アワビに比べ回収率が低かったこともあり、栽培
公社は 1994 年にエゾアワビの種苗生産を中止（放
流は 94 年まで実施）し、在来種で放流効果の高
いクロアワビの復活を目指すことになった。

大島支所を含む宗像漁協のアワビ中間育成
を担当する職員の広田さん（中間育成場で）

そして、技術者はみごとにこの課題を克服し
た。1994 年に種苗生産施設の全アワビを一掃し、
感染源を遮断、施設を塩素消毒するとともに、産
卵母貝を天然クロアワビにすべて入れ替え、水技
センターで隔離管理する措置を講ずる。1997 年
には試験的に実施した紫外線照射海水を用いた飼
育で好成績をおさめたので、1998 年には種苗生
産の全工程で紫外線照射海水を使用して、量産規
模での防疫飼育に成功、クロアワビの種苗生産が
軌道に乗った。筋委縮症の発生原因は特定されな
かったが、兎に角、クロアワビ種苗生産は復活し

海洋体験型レジャー事業を行う “うみんぐ大島” の
釣り施設 （漁協も出資している）

たのである。
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７．藻場の減少と食害生物の駆除

トン前後で推移し、驚くほど平準化している。
総量規制を始めてからこれまで、漁業者は決ま
りを守り資源管理の取り組みを継続してきた。そ

さらに難題が降りかかってきた。アワビの資源

の結果として、20 年間にわたるアワビ漁獲量の

を人工的に添加する事業は軌道に乗ったが、肝心

安定がどれほどすごいことなのかを見ておくこと

の餌がなければアワビは育たない。2000 年ごろ

にしよう。図２は宗像大島が資源予測モデルに基

から九州地方の海水温が上昇し、沿岸域の生態系

づき漁獲量の上限を決めた 1994 年から 2013 年

が変化してきたのである。大型海藻が消えてなく

までのアワビの生産量の変化を 1994 年を 100 と

なる磯焼けが広がった。宗像大島では、漁場の一

した指数で示したものである。宗像大島の生産指

部で藻場の衰退が見られた。

数はほぼ 100 前後で推移し、安定している。こ

磯焼けは海藻の生産力と植食性動物の摂餌圧の

れに対して全国の生産量は 2000 年代に入って下

バランスが崩れた状態で発生する。宗像大島の

降線を辿り、最近は約 60 に低下、東シナ海と福

場合はガンガゼの個体数が水温上昇によって増え

岡県はほぼ同じような推移を辿り、約 40 に低下

て摂餌圧が高まったことにあるようだ。宗像大島

している。

では、ガンガゼはもともと、深場の根の間にわず

漁獲量の安定と並び重要なポイントは漁獲努力

３）
かに見る程度だったという。 また、ウニ類は身

量あたりの生産量が近年増加傾向にあることだ。

入りの良いものだけを獲り、身入りの悪いウニは

図３はアワビの操業日数と参加人数から CPUE

漁獲せずに放置した結果、摂餌圧の固定化につな

を求め、その経年変化をプロットしたものである

がった。長崎県などではアイゴなどの植食性魚類

が、各漁法で CPUE は上昇している。何れにし

の増加も磯焼け原因になっているが、宗像大島で

ても漁業者にとっては効率的な操業が実現してい

はその後アラメなどが復活していることから、魚

るわけだ。

類の食害は少ないというのが現場の判断である。
藻場を再生するためには、摂餌圧を人為的に削
減すること、つまり植食性動物を取り除くことが
基本になる。大島支所の青壮年部は、水技センター
に相談し、2000 年からガンガゼの除去活動を始
めたのである。３）その後、環境・生態系保全対策
や水産多面的機能発揮対策などの事業を活用し
て、漁業者自らがガンガセの除去活動に取り組ん
できた。その効果はかなり顕著であり、2010 年
2014 年を比較すると、ガラモ場を構成するノコ
ギリモクが増加し、藻場が回復基調にあるという。
なお、2013 年の水温上昇によりいったん藻場

図１ 宗像大島における漁法別アワビ生産量の推移
「宗像漁協大島支所資料」 より作成

が衰退したが、2015 年には藻場が回復傾向にあ
り、現在、島の全域にアラメ、南西側にホンダワ
ラ類が多く分布しているという。

８．アワビの安定生産と効率化を実現
宗像大島の平成年代に入ってからのアワビ漁獲
量の推移は図１に示す通りである。1990 年代初
めは 10 トンを超える水揚げがあったが、1994 年

70

には漁獲量の総量規制を導入したことにより、3.5

図２ 1994 年を 100 としたアワビ生産量指数の変化

トンに留めている。その後、アワビの漁獲量は４

「漁業 ・ 養殖業生産統計年報」 及び 「大島支所資料」 より作成
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権が設定されている地先海域については人による
管理により自然をコントロールすることは可能で
ある。つまり人の手による二次的自然の形成が可
能といえる。
宗像大島の取り組みはこのことを実証した。人
為的に添加したアワビ種苗の再捕率は 20％に達
し、漁獲の総量規制によって持続的な再生産を実
現、ガンガゼの駆除によって餌料海藻を確保した。
これは現場の漁業者と試験・研究に携わる人たち

図３ 漁法別のＣＰＵＥの変化
「大島支所資料」 より作成。
漁獲量を操業日数と操業人員で除して算出。

宗像大島のアワビの単価はバブル後も変わらず
8,000 円／㎏前後で推移し、比較的安定している。

との信頼と相互の役割分担によって実現したもの
であり、二人三脚の偉大な成果なのである。
【文献】
１）鎮西町史編纂委員会（2001）
：新版鎮西町史・

したがって、宗像大島のアワビの生産額は 3,000

上巻、鎮西町、793-798.

万円前後であろう。管理組合の設立目的の第１は

２） 柴 田 利 治・ 筑 紫 康 博・ 中 本

崇・ 渡 辺 健

組合員の生活に安定にあったが、漁獲量と単価の

二・ 永 島 孝 之（2002）： 給 水 の 紫 外 線 消

安定から見て、その目的は十分に達成されている。

毒 に よ る ク ロ ア ワ ビ の 筋 委 縮 症 の 予 防、

漁業は、生態系を構成する生物のうち人にとっ
て有用な種を有りがたく頂く狩猟産業だから、漁

SUISANZOSHOKU 50(2)，227-232.
３）宗像漁協大島支所青壮年部：藻場を取り戻

業生産はあくまでも自然に依存せざるを得ない。

せ！－「アワビの島大島」の復活を目指して

確かに回遊性資源はその通りだが、こと共同漁業

－、288-293.

漁協大島支所の屋上で、
（前列右から）丸井さん、古賀
（達）
さん、
藤田さん
（中列右から）宮本さん、乾さん、
古賀
（新）
さん、
古賀さん
（後列右から）水産海洋技術センターの深川さん、
支所長の藤島さん、
漁協本所参事の田志さん、
ふくおか海づくり協会理事長の西川さん
技術センターの日高さん、
海づくり協会の柴田さん
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【水産庁２７年度新規事業紹介】

豊かな海を育む総合対策事業（平成27年度拡充内容）について
水産庁

１

漁港漁場整備部

計画課

（１）環境基盤の重視

水産環境整備の推進

環境を重視する視点から基盤を整備し、生態
平成 22 年 12 月、今後の漁場整備の技術的な
課題を解決するため、
「海洋・沿岸域における水

系全体の生産力の底上げを目指すこと
（２）点から空間へ

産環境整備の技術検討会」において、
「水産環境

これまでの「点」的な整備から、対象とする

整備の推進に向けて」と題する提言のとりまとめ

水産生物の動態、生活史を踏まえた生息環境空

が行われた。

間として対象範囲を捉え直すこと

この中で、「水産環境整備」とは、
「水産資源の
回復・増大と豊かな生態系の回復が図られるよう、

（３）資源・環境変動への対応
資源や環境の変動を踏まえつつ、良好な状態

水産生物の動態、生活史に対応した良好な生息環

を維持・保全していくための柔軟な整備・管理

境空間を創出する整備」と定義し、その基本方針

を行うこと

は３つの柱としている。

図１ 水産環境整備の概念
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２

事業概要及び平成 27 年度拡充内容

（３）漁港施設、海岸保全施設等への資源増殖、
餌料培養の機能付加を行う事業

漁場整備を巡る情勢の変化を踏まえ、海洋・沿
岸域における生態系全体の生産力の底上げを目指

（４）モニタリング
（５）効果発現促進事業

し、水産生物の動態及び生活史に対応した良好な

①

海藻類等の播種・移植

生息環境空間を創出する「水産環境整備」という

②

食害生物の駆除

考え方に基づき、漁場環境を空間的に捉え、水産

③

食害防止に必要な構造物の設置

生物の生活史に対応した広域的な環境整備を推進

④

その他早期の整備効果の発現について実

し、もって、海洋・沿岸域における水産資源の増
大と豊かな生態系の維持回復を図る「豊かな海を
育む総合対策事業」が平成 22 年度に創設された。
この事業の中では、対象となる水産生物の生活
史の全部又は一部に関する知見があり、本事業に
よる広域的かつ総合的な水産環境整備の実施が可
能である海域において、水産環境整備マスタープ

証された取組
（６）生活史の各段階に応じた漁場の機能強化技
術の開発・実証の取組
（７）漁業者等による藻場・干潟等の保全活動の
取組
（８）種苗放流や漁獲制限等、資源管理のための
取組

ランに基づき、以下に掲げる施策を必要に応じて
一体的に講ずることとしている。
（１）魚礁、増殖場の造成（新設、機能強化）に
係る事業

平成 27 年度からは、漁場整備の早期の効果発
現を図るため、産卵場や稚魚の育成の場となる藻
場・干潟等の整備にあたり、モニタリングとあわ

（２）水域環境保全のための事業

せて行う播種・移植等のソフト対策（（5）の事業）

図２ 水産環境整備マスタープランに基づく水産環境整備の推進
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を補助対象に追加している。
また、本事業の実施に当たっては、各事業の円
滑な実施を確保するため、事業実施主体が中心と

（３）日本海宗谷地区（実施都道府県：北海道）
指標種：ソイ類
（４）本州日本海北部地区（実施都道府県：青森県、

なり、関係する地方公共団体、水産業協同組合、

秋田県、山形県）指標種：ウスメバル、ハタハ

漁業者及び試験研究機関等と協議の場を設けつ

タ

つ、推進することとしている。

（５）石狩湾周辺地区（実施都道府県：北海道）
指標種：ソイ類

３

現在の取組状況

（６）北海道津軽海峡地区（実施都道府県：北海道）
指標種：アイナメ、ソイ類

平成 27 年４月現在、全国 17 地区において水
産環境整備マスタープランに基づく事業が実施さ
れている。

（７）新潟県沿岸域地区（実施都道府県：新潟県）
指標種：ウスメバル
（８）北海道南西部地区（実施都道府県：北海道）

（１）播磨灘地区（実施都道府県：兵庫県、岡山県、
香川県）指標種：マコガレイ
（２）大阪湾地区（実施都道府県：兵庫県、大阪府）

指標種：ソイ類
（９）北海道太平洋西部地区（実施都道府県：北
海道）指標種：ソイ類

指標種：キジハタ

図３ 水産環境整備マスタープラン策定状況 （平成 27 年４月現在）
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（10）伊予灘地区（実施都道府県：愛媛県、山口県、
大分県）指標種：マコガレイ、マダイ
（11）琵琶湖地区（実施都道府県：滋賀県）指標種：
ホンモロコ
（12）北海道太平洋中部地区（実施都道府県：北
海道）指標種：ソウハチ
（13）愛知県海域地区（実施都道府県：愛知県）
指標種：トラフグ
（14）伊豆半島沿岸地区（実施都道府県：静岡県）
指標種：マダイ
（15）島根県・山口県外海地区（実施都道府県：

標種であるマコガレイやマダイ、対象種のキジハ
タ、メバル、カサゴ等の生活史に対応した良好な
漁場の整備を実施し、併せて、種苗放流や資源管
理等のソフト対策を連携して実施し、伊予灘海域
全体の資源量の増加を目標としている。具体的に
は、マダイの産卵場は岩礁域であるため、魚礁を
設置し産卵場の拡大及び産卵親魚の保護を図り、
マコガレイ、マダイの幼稚魚期においては、藻場
造成や餌料培養礁の設置により、隠れ場や餌場を
整備し、初期減耗の抑制を図り、伊予灘海域の生
態系全体の底上げを図っている。

島根県、山口県）指標種：ウスメバル、メダイ、
キジハタ

４

今後の取組

（16）噴火湾周辺地区（実施都道府県：北海道）
指標種：ソイ類、アイナメ
（17）北海道太平洋東部地区（実施都道府県：北
海道）指標種：クロガシラガレイ
＜事例＞
伊予灘地区においては、関係三県が連携し、指

平成 24 年度から平成 28 年度を計画期間とす
る第３次漁港漁場整備長期計画において、全国
20 地区においてマスタープランを策定すること
を目標にしており、引き続き、水産環境整備の推
進を図ることとしている。
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【豊かな海づくり推進協会】報告１

平成２６年度 第２回理事会
平成 26 年度第 2 回理事会は、平成 27 年 3 月

支える漁業者の負担も限界にあることから、種苗

11 日（水）11 時から東京都千代田区内神田 1-1-

放流経費の確保が困難な状況が現実のものとなっ

12 コープビル 6 階第 2 会議室で開催した。

ています。このため、第７次方針においても、栽

来賓として水産庁増殖推進部長谷部長、栽培養

培漁業協会の連携体制の強化や当協会の役割の発

殖課保科課長、同課清水課長補佐、同課手塚係長

揮、さらには水研センターとの連携などが掲げら

そして独立行政法人水産総合研究センター伊藤理

れており、私どもといたしましても、会員や水研

事のご臨席をいただいた。

センターと手をつないで、より効率的・効果的な

岸会長は、開催の冒頭で「本日で東日本大震災

栽培漁業の推進に努めてまいる所存です。

からちょうど４カ年が経過いたしました。あら

水産庁におかれましては、我が国漁業の力強い

ためてその当時を想いながら亡くなられた方々の

再生に向けて、いま漁業者が懸命に取り組んでい

ご冥福をお祈り致すとともに、被害を受けられた

る「浜プラン」の推進とともに、新たな発想のも

方々にも一層早い復旧を念願しているものであり

とで「資源と経営」の両立が図られますよう、こ

ます。また、当協会といたしましても引き続き、

こにおいでの長谷部長さん・保科課長さんが先頭

被災地の資源の増殖と漁業の再生に会員の皆様と

に立って、栽培漁業の推進策の構築に取り組んで

一体となって支援してまいる所存です。

いただけますようお願い申し上げます。」と挨拶

本年は第７次の「栽培漁業基本方針」がスター

した。

トします。新方針には、一層の資源造成の取り組

来賓挨拶では、水産庁増殖推進部長谷部長より

みや、種苗放流と資源管理の一体的な推進が掲げ

「本日は、3 月 11 日ということで震災から丸４年

られているほか、広域種について、海域栽培漁業

が経ちました。岩手・宮城の種苗生産施設は、こ

推進協議会による「広域プラン」の策定方針が盛

の 3 月で被災前の生産水準の 9 割まで回復したと

り込まれ、これに添った新たな予算が水産庁のご

の報告を受けており、次の 27 年度には被災前の

尽力でできました。あらためて感謝を申し上げま

水準に戻すということで取り組んでおります。福

す。さて、都道府県の栽培漁業協会などの種苗生

島は状況が違いますのでそうゆうわけにはいきま

産機関の運営をみますと、ご承知の通り大変厳し

せんが。27 年度が復旧復興の一つの区切りの年

い経営を迫られて、また施設の老朽化問題も抱え、

となっておりますが、その先につきましても必要

平成２６年度 第２回理事会
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な支援の取組を行って参りたい。第７次の栽培漁

ではなく資源管理と手を取り合って取り組んでい

業基本方針ついては、水産政策審議会への諮問・

く所存であります。」などの挨拶をいただいた。

答申など必要な手順が最終段階にあり、今月末に

本理事会では、理事 11 名のうち 8 名の理事及

は公表の段取りとなっております。その中で資源

び監事 2 名が出席し、第 1 号議案平成 27 年度事

造成型栽培漁業の一層の推進を図り、広域連携組

業計画及び収支予算（案）に関する件、第 2 号議

織である海域協議会による「広域プラン」の実施、

案平成 27 年度会費に関する件、第 3 号議案平成

また、対象種の効率的かつ効果的な放流事業の実

27 年度借入金の最高限度額に関する件、第 4 号

施に向け、具体的な取組を支援していくことにし

議案平成 27 年度役員報酬に関する件、第 5 号議

ております。特に早急な資源回復が必要なトラフ

案規程の変更に関する件、第 6 号議案役員改選に

グについて、適地放流等の効果の実証、遺伝的多

関する件、第 7 号議案平成 27 年度定時総会付議

様性等の科学的な検証等を支援することとしてお

事項及び開催に関する件、そして報告事項が上程

ります。つい先日も瀬戸内海広域漁業調整委員会

され、各議案とも原案どおり承認された。

が開催され、難しい取組ではありますが放流だけ

平成２７年度 第１回理事会
平成 27 年度第 1 回理事会は、平成 27 年 5 月

さて、本年度から「第７次培漁業基本方針」が

11 日（月）14 時から東京都千代田区内神田 1-1-

スタートしました。新しい方針に沿って、都道府

12 コープビル 6 階第 2 会議室で開催した。

県の「基本計画」づくりも着々と進められている

来賓として水産庁栽培養殖課清水課長補佐及び
同課手塚係長そして国立研究開発法人水産総合研
究センター和田理事のご臨席をいただいた。

と伺っております。
新方針の骨子であります、資源造成型栽培漁業
の推進や、種苗放流と資源管理の一体的な実施、

岸会長は、開催の冒頭で「当協会は、公益社団

さらには海域栽培漁業推進協議会による「栽培漁

法人として再スタートして２年度目となります26

業広域プラン」の推進などへ、確実な取り組みが

年度の、豊かな海づくりに向けた諸事業を滞りな

必要と考えております。幸い、水産庁のご尽力で、

く推進することができました。これもひとえに理

27 年度の新規予算として「広域種資源造型栽培

事 ･ 監事各位のご協力の賜と感謝申し上げます。

漁業推進事業」を措置いただき、この予算をテコ

平成２７年度 第１回理事会
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に、全国６海域の栽培漁業推進協議会の関係者が

稚魚段階での漁獲の抑制等漁業管理との連携強化

連携を強め、
「広域プラン」の実現へ取り組んで

を図ること、遺伝子情報を用いて種苗放流の再生

まいる所存です。当協会といたしましては、引き

産効果や遺伝的多様性に影響を与えていないかを

続き、東日本大震災からの復興と豊かな海の再生、

把握することとしています。一方、東日本大震災

そして、国民からの共感や支持を得られるような

への対応については、引き続き、被災地の水産資

栽培漁業の推進によって、新しい豊かな海づくり

源の回復と漁業収入の向上が図られるよう、必要

へ全国機関として役割発揮をしてまいりますの

に応じ種苗放流等の支援に取り組んでまいる所存

で、理事 ･ 監事の皆様の今まで以上のご支援 ･ ご

です。こうした施策の推進のためには、貴協会を

協力をお願い申し上げます。」と挨拶した。

はじめ関係機関が一体となって取り組んでいくこ

来賓挨拶では、水産庁栽培養殖課清水課長補佐

とが重要であると考えております。新たな栽培漁

から保科課長の代読として「本年度から第７次栽

業の構築のため皆様の御協力を賜りますようお願

培漁業基本方針がスタートいたしました。新たな

い申し上げます。」との挨拶をいただいた。

基本方針においては、資源造成型栽培漁業の取組

本理事会では、理事 11 名のうち 10 名の理事

を一層推進することとしており、今後は、種苗放

及び監事 2 名が出席し、第 1 号議案平成 26 年度

流と資源管理の連携を強化するとともに、種苗放

事業報告書、同附属明細書、貸借対照表及び正味

流の再生産効果や遺伝的多様性への影響を科学的

財産増減計算書、同附属明細書並びに財産目録に

に検証していくことが重要と考えております。具

関する件、第 2 号議案平成 27 年度事業計画書及

体的には、海域協議会によって策定された広域プ

び収支予算書の変更に関する件、第 3 号議案役員

ランを勘案した共同種苗生産体制の構築や効果

改選に関する件、第 4 号議案平成 27 年度定時総

的・効率的な種苗放流の取組みを着実に進めてい

会付議事項及び開催に関する件、そして報告事項

くこと、資源状況が悪化している魚種については、

が上程され、各議案とも原案どおり承認された。

平成 27 年度定時総会は、平成 27 年 6 月 3 日（水）

がスタートしました。新方針に沿って都道府県に

12 時 45 分から東京都千代田区内神田 1-1-12 コー

おかれては「基本計画」づくりも着々と進められ

プビル 6 階第 3 会議室で開催した。

ているところであります。こうした大きな流れの

来賓として水産庁増殖推進部長谷部長、栽培養

中で新しいこれからの栽培漁業のあり方が構築で

殖課内海課長補佐、同清水課長補佐そして国立研

きていけばと念願しているところであります。ま

究開発法人水産総合研究センター伊藤理事のご臨

た 27 年度の新規予算として水産庁のお力添えで

席をいただいた。
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「広域種資源造成型栽培漁業推進事業」がスター

岸会長は、開催の冒頭で「公益社団法人として

トしたわけであります。効率的な栽培漁業の推進

２年度目となりますが皆様方のお力添えで順調

体制の構築ということで全国 6 海域の栽培漁業推

に事業を進展して参ることができ、あらためて会

進協議会が連携を深めながら実効ある事業の推進

員の皆様方のお力添えに感謝申し上げます。今日

に取り組んで参りたいと考えております。また当

は、一年間の総括した決算の報告などであります

協会は、引き続き、東日本大震災からの復興と豊

が、公務ご多端の中、水産庁からは長谷増殖推進

かな海を再生するという大きな共通した考え方の

部長さんはじめ、担当官の皆様、また国立研究開

中で、国民からの共感や支持をいただきながら栽

発法人水産総合研究センターから伊藤理事にご臨

培漁業の推進による豊かな海づくりに、全国機関

席をいただいております。心から御礼申し上げま

として役割を発揮して参りたい。」と挨拶した。

す。昨年は、水産庁のいろいろなお力添えの中で、

来賓挨拶では、水産庁長谷増殖推進部長より「本

27 年度から新しい国の「第７次培漁業基本方針」

年度からは「第７次栽培漁業基本方針」がスター
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トいたします。新規予算も十分活用していただい

任に関する件及び報告事項として平成 27 年度事

て取り組みを進めていただきたいと考えておりま

業計画書及び収支予算書に関する件が上程、報告

す。先月神戸で、日、米、加、露、韓が参加する

された。

栽培種とはちょっと位置付けが異なりますがサケ

事務局より会員数は正会員現在数 96 会員であ

の国際会議がありました。いくつかの話題があり

り、これに対し本会議には本人出席 14 会員、委

ましたがその中で気候変動についての関心が非常

任状代理出席 25 会員、議決権行使書による行使

に高く、世界全体ではサケの生産は順調ではあり

56 会員となっており、総会が成立している旨報

ますが今後気候変動の傾向が続き適水温がずれて

告を行った。

くると、最初に影響を受けるのが南限の日本であ

総会の議長に山本勇氏（大分県漁業協同組合）

ることから大変な問題であると感じてたところで

が就任。議長は議事録署名人として一般財団法人

あります。これから十年単位で見通した場合色々

漁港漁場漁村総合研究所影山理事長及び一般社団

なことが起きてくることが予想され、サケに限ら

法人マリノフォーラム 21 井貫代表理事会長の２

ず高水温に耐性のある種の作出など、今までと同

名を指名した。

じことだけをしていたのでは豊かな海づくりは出

議事に入り、第１号議案平成 26 年度事業報告

来ないと痛感したところであります。震災復興に

書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目

ついてでありますが、引き続き、被災地の水産資

録に関する件について、市村専務が資料に基づい

源の回復と漁業収入の向上が図られるよう、必要

て「当協会の公益事業は、「水産資源の維持 ･ 増

に応じ種苗放流等の支援に取り組んでまいる所存

大や生育環境の保全等を通じた豊かな海づくり推

であります。いずれにいたしましても、施策の推

進事業」として整理しています。その第 1 の事業

進にあたっては、貴協会をはじめ、関係機関との

が「豊かな海づくり推進事業」です。豊かな海づ

連携強化が重要と認識しております。豊かな海づ

くり大会の取り組みや、豊かな海づくり企画委員

くりのため皆様のご協力を今後とも賜りたい」と

会において、栽培漁業の国民的な理解醸成への課

の挨拶をいただいた。

題に取り組んで参りました。第２の事業は、
「広

定時総会の議事として、第 1 号議案平成 26 年

域に連携 ･ 共同した種苗生産、放流体制目指す栽

度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書

培漁業広域連携推進事業」です。23 年に全国６

及び財産目録に関する件、第 2 号議案平成 27 年

海域で設立された海域栽培漁業推進協議会を核と

度会費に関する件、第 3 号議案平成 27 年度借入

して、資源造成事業や共同種苗生産 ･ 放流体制構

金の最高限度額に関する件、第 4 号議案平成 27

築事業に取り組んで参りました。瀬戸内海海域栽

年度役員報酬に関する件及び第 5 号議案役員の選

培漁業推進協議会では 11 府県が連携して、水研

平成２７年度定時総会（岸会長挨拶）
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センター屋島事業所を拠点に、水
研センターのご指導をいただき、
サワラの共同種苗生産 ･ 放流に取
り組む等の成果を上げています。
第３の事業は、
「栽培漁業技術の
開発と普及促進及び生息環境の保
全推進事業」です。ここでは、栽
培漁業の技術研修や、推進会議の
開催、全国 22 箇所で実施された
各地の豊かな海づくり実践活動へ
の助成、放流稚魚の育成場となり
ます藻場 ･ 干潟の保全対策などで
す」等と説明した。続いて松本監
事から、
「平成 26 年度の理事の職

総会全景

務の執行を監査したとして、私ど
も監事は、理事会等に出席し、理事等から職務の

資料を基に「第 7 次栽培漁業基本方針に基づい

執行状況について、報告を受けるなどにより、業

て、新方針の骨子であります、資源造成型栽培漁

務及び財産の状況を調査し、事業報告について検

業の推進や、種苗放流と資源管理の一体的な実施、

討いたしました。さらに、会計帳簿等の調査を行

さらには海域栽培漁業推進協議会で策定していま

い当該年度に係る計算書類等について検討いたし

す「栽培漁業広域プラン」の実行などへ、会員の

ました。監査の結果、その内容は適正なものと認

皆様のご協力をいただきながら、確実な取り組み

めます」との報告があった。質問意見はなく議長

をすすめて参ります。また、栽培漁業推進施策の

が賛否を諮ったところ全員異議なく原案のどおり

拡充 ･ 強化にも全力で取り組んでまいります。栽

承認された。

培漁業をめぐる運営状況は大変厳しいものがあり

次に第 2 号議案平成 27 年度会費に関する件、

80

ますが、県を越えた連携を基本に、海域栽培漁業

第 3 号議案平成 27 年度借入金の最高限度額に関

推進協議会の活動強化を核とし、連携を強化して

する件及び第 4 号議案平成 27 年度役員報酬に関

まいります。ご支援 ･ ご協力の程よろしくお願い

する件は関連議案として一括して上程され、市村

致します。」との説明を行った。また配布した参

専務が資料に沿って説明を行い、
「第 2 号議案の

考資料を基に「お手元に、カラーのチラシを置い

会費について、東日本大震災による被災など特別

てございます。栽培漁業の推進において、小さ

な事情により会費の減免などの要請があった場合

な魚や貝などの再放流の取り組みは大変大きな課

の対応について、その取扱を本会会長に一任いた

題であります。このため、小さなさかなは海へ戻

だくことを提案する」旨発言した。質問意見はな

そうキャンペーンに取り組むこととし、広く、ア

く議長が賛否を諮ったところ全員異議なく原案の

イデアを募集することといたしました。この成果

どおり承認された。

を 11 月頃には、キャンペーンポスターに作成し

次に第 5 号議案役員の選任に関する件について

てお届けしたいと考えております。ご協力方よ

議長が、
「本来なら一人ずつの採択ですが、時間

ろしくお願い致します。」、「昨年度開催しました

の関係で一人ずつ名前を読み上げた後のち、一括

「豊かな海づくり企画委員会」で、栽培漁業の推

して承認いただくことでよろしいか」と諮ったと

進や豊かな海づくりの運動に、広く国民の共感や

ころ異議はなく一括での承認とすることとした。

支持を得て推進するための様々な提言をいただい

事務局より資料に沿って理事候補者 12 名、監事

たところですが、今年は秋に、委員会の皆様の協

候補者 2 名の名前を読み上げ、議長が賛否を諮っ

力をいただきながら、豊かな海づくりをアピール

たところ、全員異議なく原案のとおり承認された。

するイベント「子ども豊かな海づくり教室」（仮

次に報告事項として平成 27 年度事業計画書及

称）を企画したいと考えております。また、事業

び収支予算書に関する件が上程され、市村専務が

計画で海外における水産資源増殖対策等の実状に
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ついて情報収集に努めるとしています。このこと

視察研修を計画しています。追って具体的な計画

で、10 月に韓国の麗水（ヨス）で 3 年に一度の

をもってご案内いたしますので、ご参加下さいま

国際アワビシンポが開催される機会に、韓国のア

すようお願い致します。」などと説明した。

ワビやヒラメの増養殖現場を訪問し、地元の研究

質問意見はなく、了承された。

機関の方々とも意見交換するなど、1 週間程度の

以上をもって定時総会を終了した。

役

員

名

平成 27 年 6 月 3 日

簿

公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会
理事・監事
会

氏

名

所
全国漁業協同組合連合会

勇

大分県漁業協同組合

備考

長

岸

副 会 長

山

本

副 会 長

成

子

隆

英

専務理事

市

村

隆

紀

理

事

大

井

誠

治

岩手県漁業協同組合連合会

理

事

佐

藤

伸

治

北海道

理

事

高

槗

治

福井県漁業協同組合連合会

理

事

佐

藤

雄

千葉県

理

事

森

友

信

山口県漁業協同組合

理

事

五

島

愼

一

長崎県

理

事

濱

田

研

一

全国漁業共済組合連合会

理

事

菅

原

幸

洋

全国漁青連

（新任）

監

事

佐

藤

政

俊

福岡県漁業協同組合連合会

（新任）

監

事

渡

辺

鋼

樹

公益社団法人北海道栽培漁業振興公社

（新任）

喜

宏

属

（新任）

（新任）
（新任）

平成２７年度 役付理事互選理事会の開催
平成 27 年度役付理事互選理事会は、定時総会終了直後の 13 時
20 分から開催した。本理事会では理事 12 名全員と監事 2 名が出席
した。
議長は会長がこの互選理事会で決まるため、全員の了承を得て市
村理事が議長に就任した。
議長は役付理事互選に関する件を上程し、会長、副会長 2 名及び
専務理事に就任意向のある理事の挙手を求めたが挙手がなかった。
このため、議長案として会長に岸宏氏、副会長に山本勇氏と成子隆
英氏、専務理事に市村隆紀氏を提案し、了承が得られれば本理事会
の総意として決定したいと諮ったところ全員異議なく承認された。
以上をもって理事会を終了した。
その後、定時総会会場にて新役員の名簿を配布し、新たに副会長
に就任した成子副会長から「会員の皆様と手を携えて我が国の栽培
漁業の推進に尽くしてまいりたい」との挨拶があった。

あいさつする成子副会長
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【豊かな海づくり推進協会】報告２

平成 27 年度資源管理指針等高度化推進事業
（トラフグ関係者資源管理協議会とトラフグ資源管理検討会議を開催）
１．はじめに
平成 26 年３月から７月にかけて、水産庁は「資
源管理のあり方検討会」を開催し、個別の魚種と
して、マサバ、スケトウダラ、太平洋クロマグロ
に加え、栽培漁業対象資源であるトラフグの資源
管理のあり方について議論が行われました。
＜検討会の取りまとめ（ポイント）＞
・トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の資
源水準は低位、資源動向は減少と判断され、資
源は危機的な状況にある。
・トラフグの資源管理を効率的に進めるために
は、漁獲全体の7割を占める未成魚の漁獲抑制
に取り組む必要がある。未成魚しか分布しない
地域や混獲が避けられない漁業種類もあること
から、その実情を調査し、関係者が連携して、
未成魚漁獲の抑制や未成魚の再放流を検討する
必要がある。
・種苗放流については、未成魚漁獲の抑制と組み
合わせることで更に効果的な資源増大が図られ
ることから、資源管理と一層の連携を図りなが
ら、十分な放流尾数を確保しつつ、放流効果の
高い場所での集中的な放流、尾びれの欠損のな
い種苗の放流など種苗放流の有効化を検討する
必要がある。
２．平成26年度 トラフグ資源管理検討会議
このような背景から水産庁は、トラフグを漁獲
する全ての関係漁業者、行政機関及び試験研究機
関が参画する横断的な検討の場として、昨年 11
月に山口県下関市でトラフグ資源管理検討会議を
開催し、
（1）種苗放流、調査研究と連携しつつ、トラフグ
関係者が一体となって資源回復に取り組むこと、
（2）トラフグ資源の回復に向けて、海域別の作業
部会（未成魚漁獲抑制、種苗放流、成魚保護、
産卵場・成育場の保全）を設置し、具体的な管
理措置の検討を行うこと、漁業実態を踏まえ、
未成魚漁獲抑制に優先的に取り組むことにつ
いて合意されました。
３．トラフグ関係者資源管理協議会とトラフグ資
源管理検討会議の開催
平成 27 年度予算で、広域魚種の資源管理を推
進するための補助事業として、資源管理指針等高
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度化推進事業（資源管理計画等の高度化・評価・
検証事業）が措置され、水産庁の公募に当協会が
トラフグに関し課題提案を行ったところ採択を受
け、下記の内容にて事業を実施することとなりま
した。
（1）トラフグ関係者資源管理協議会の開催
当協会が構成員であり、事務局を務める日本
海中西部、九州、瀬戸内海の三海域栽培漁業推
進協議会と連携を図り、トラフグの資源管理と
種苗放流を一体的かつ効果的に実施するため、
また、関係する府県が連携しつつ、それぞれの
資源管理指針と資源管理計画をより高度なも
のに改善するため、漁連、漁協、漁業者代表、
行政・研究機関、学識経験者等と幅広い関係者
を構成員とした協議会を開催します。
協議会では、研究者から資源評価の詳細につ
いて説明いただくとともに、資源回復に向けて
必要な資源管理に関する提言をいただき、それ
らをどのように具現化するか、関係者間で協議
を行います。
（2）トラフグ資源管理検討会議の開催
当協会は、事務局である水産庁と連携・協力
を図りながら、第２回目となるトラフグ資源管
理検討会議を開催します。
同検討会議では、資源管理のあり方検討会で
示された、関係漁業者による統一的な指針の下
での管理措置や、効率的な種苗放流体制の確立
を目指した協議や検討を行います。
また、資源回復に向けた各種取組を関係各府
県の資源管理指針・資源管理計画に反映し、資
源管理の高度化を図っていくよう関係漁業者
等への意識醸成と普及・啓発を推進します。
４．広域種資源造成型栽培漁業推進事業との連携
さらに当協会は、同じく水産庁の補助事業であ
る「広域種資源造成型栽培漁業推進事業」の採択
を受け、種苗生産や親魚養成の拠点化によるコス
ト削減、適地放流の推進による種苗放流の効率化、
放流種苗の再生産能力を発揮させるための資源管
理との連携等により「効率的な資源造成型栽培漁
業」の実現に向け取り組んでいるところです。両
事業を着実に実施することによって、資源管理と
栽培漁業の一層の連携強化を図り、より効果的な
種苗放流の実現に向け取り組んでまいります。

【寄

稿】＜第７回＞

島根県石見海域におけるヒラメ放流魚による
資源造成と放流魚による再生産効果の検討
（公社）全国豊かな海づくり推進協会
豊かな海づくり専門員

１．はじめに
栽培漁業（種苗放流）には、放流した種苗が成
長した後に、それらを一代で回収するもの、また、
放流種苗によって、直接、天然資源への加入量を
増加させ、資源の増大を図るという直接的な効果
を期待するもの、さらに種苗放流によって放流親
魚を増やし、その再生産により次世代の天然魚と
しての加入量を増やす間接的な効果を期待するも
のとがある（安達、2014）。
ヒラメの栽培漁業が開始されてから現在まで、
放流効果は、主として一代回収を表現する混入率
（放流魚の漁獲に占める割合）で示されているが、
厚地・増田（2004）は鹿児島湾のヒラメを例と
して、天然資源の減少により悪化した資源を放流
魚により下から支えることを放流効果としてい
る。また、
安達
（2010）はヒラメ栽培漁業の目的を、
種苗放流により加入量を増加させ、ヒラメ資源の
適切な保存・管理にあると報告している。それら
はいずれも資源研究的な発想である。
この報告は、毎年、ヒラメ種苗の放流が行われ
ている島根県石見海域において、上述の放流種苗
による資源の下支え、放流魚による再生産効果（世
代間効果）の状況を検討したものである。なお、
その概要は「Ocean Newsletter № 349」に寄稿し
た（安達、2015）。

２．用いた資料
資料は表 1 に示した「島根県石見海域におけ
るヒラメ資源造成型栽培漁業について（安達、
2013）
」の一部分である。すなわち、30 ～ 50 万
尾のヒラメ種苗が放流された 1999 ～ 2007 年の
島根県石見海域における漁獲尾数 C、天然魚と放

安達二朗

流魚の資源尾数 N、同じく親魚資源尾数 A、加入
尾数 N 1 および各年の漁獲率 E である。表 1 中の
漁獲係数 F、漁獲率 E、生残率 S、ヒラメの再生
産率 K などの資源特性値類は、F ＝－ ln（1 － E）
、
－F
－（M ＋ F）
、K ＝（ １ － S）/
E ＝ 1 － e 、S ＝ e
2
S （安達、2008）という式から計算したもので
ある。ただし、生残率 S における自然死亡係数
M は 0.2（安達、2007）としてある。また、再生
産率 K（N 1 /A）は山型の再生産式（リッカー型）
を用いたので、親魚尾数 A ＝ 1 の時最高となり、
親魚尾数 A が多くなるにしたがって指数関数的
に低下する。

３．ヒラメ種苗の放流による直接的効果
表 1 を み る と、1999 ～ 2007 年 の 天 然 魚 と
放流魚の合計である全体の漁獲尾数は 1999 年
の 72,721 尾 を 最 少 と し、2002 年 の 133,021 尾
を最多として変動している。全体の資源尾数 N
は 1999 年 の 264,440 尾 が 最 少 で、2007 年 の
510,482 尾が最多であり、その変動の幅は、漁獲
尾数に比べてかなり大きい。資源尾数の計算は本
質的には漁獲尾数の引き伸ばしなので、資源の年
変動は漁獲率の高低も関係していると考えられ
る。一方、放流魚の資源尾数は 1999 年の 10,929
尾が最少、2006 年の 25,799 尾が最多となってい
る。資源変動の本質は加入量の変動なので、これ
は放流魚の加入尾数の変動を表している。すなわ
ち、1999 年の放流魚加入尾数は 4,284 尾と最少、
2006 年の放流魚加入尾数が 9,350 尾で最多となっ
ている。したがって、全体の加入尾数の変動も全
体の資源尾数の変動と一致している。
再生産の基盤となる全体の親魚資源尾数（3 ～
9 歳 ） は、 最 少 が 2004 年 の 48,375 尾、 最 多 が
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表１

島根県石見海域における漁獲尾数・資源尾数・親魚尾数・加入尾数および資源持続値（1999 ～ 2007）

2007 年の 203,172 尾となっており変動が極めて
大きい。このような変動の大きさを利用して、親
魚尾数 A と翌年の加入尾数 N 1 との関係式、い
わゆる再生産関係の函数式が得られている（安
達、2013）
。また、親魚尾数が最少である 2004
年における放流魚の親魚尾数は 9,075 尾なので、
全体の親魚尾数に対する放流親魚尾数の割合は
9,075/48,375 ＝ 0.188（表 2）で最高となる。こ
の割合を各年について計算することにより、種苗
放流による再生産の補強が行われていることを具
体的に示すことができる。また、資源尾数につい
ての割合は資源の下支えの状況、加入尾数につい
ての割合は加入尾数の増加の様子を示すことにな
る。すなわち、それらは放流魚による直接的な放
流効果と考えることができる。
このような考え方に基づいて、表 2 に 1999 ～
2007 年の全体の資源尾数、親魚尾数、加入尾数
に対して放流魚の占める割合を示した。資源尾数
に対する放流魚の占める割合が最高なのは 2007
年の 0.099、最低は 1999 年の 0.041 である。全
体の加入尾数に対する放流魚の加入尾数の割合
は、 最 高 は 2005 年 の 0.077、 最 低 は 1999 年 と
2007 年の 0.043 である。その加入尾数について
は図 1 のグラフ（黒色部分）に示した。また、全
体の加入尾数に対する放流魚加入尾数の割合は、
全体の資源尾数に対する放流魚資源尾数の占める
割合とほぼ同じ傾向にある。表 2 の各割合の平均
を計算すると、資源尾数 N は 0.063、親魚尾数 A
は 0.080、
加入尾数 N 1 は 0.057 という割合になる。
これらの数値から、放流の直接的な効果は親魚尾
数 A に対してが最も大きくなっていることが分
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かる。
次に、放流魚が資源の下支えをしていることを
数量的に示すために、2007 年を基準とした天然
魚と放流魚を合わせた全体の年齢別資源尾数と放
流魚の年齢別資源尾数を表 3 に示した。その計
算は、表 1 に示したように各年の生残率 S が異
なるため、各年の加入尾数に各年の生残率を掛
けていくことによった。その結果、全体の年齢別
資源尾数と放流魚の年齢別資源尾数を得た。そ
れらを合計した全体の資源尾数は 343,037 尾、放
流魚の資源尾数は 18,776 尾となる。したがって、
全体の資源尾数に対して放流魚の占める割合は、
18,776/343,037 ＝ 0.055 となり、これを直接的効
果の指標とする。表 3 の 1 ～ 9 歳までの平均的
な生残率 S は、
全体の資源について、次の生残の方程式
N 1 ＝ 305,200.6454exp（－ 0.632826・ｔ）、
ｒ＝－ 0.998 から S ＝ e － 0.633 ＝ 0.531 となる。
放流魚の資源については、
N 2 ＝ 18,307.7876exp（－ 0.635747・t）、
ｒ＝－ 0.993 から S ＝ e － 0.636 ＝ 0.529 となる。
また、表 1 に示した放流魚資源尾数 x と全体の
資源尾数 y の関係は、y ＝ 87,789.875 ＋ 13.145x
（相関係数 r ＝ 0.736、危険率 5% で有意）という
直線式で表され、放流魚資源尾数が増えることで
全体の資源尾数も増えることを示している。すな
わち、放流により資源が造成され、先述のとおり
放流魚が資源の下支えをしていることになる。
ちなみに、放流魚資源尾数 x と天然魚資源尾数
y´ の関係は、y´ ＝ 89,810.477 ＋ 12.133x（相
関係数 r ＝ 0.708、危険率 5% で有意）という直

表２

全体の資源尾数・親魚尾数・加入尾数に放流魚の占める割合（放流魚の直接的効果）

図１

島根県石見海域におけるヒラメ加入尾数（1 歳）の経年変動（2000 ～ 2007）

表３

島根県石見海域における 2007 年を基準とした年齢別資源尾数
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線式で示される。すなわち、鹿児島湾のマダイの

数、N 1 を翌年の加入尾数（1 歳）として、N 1 ＝

解析でみられた放流魚と天然魚の漁獲量の有意な

3.8771851・A・exp（－ 1.135796515・10 － 5・A）

負の相関で表現される放流魚による天然魚の置き
換え（北田、2006）という現象は認められない。

である。したがって、この式に放流魚の親魚尾数

このことは島根県石見海域においては、ヒラメ放

を代入することにより、翌年の放流魚の再生産
による加入尾数が得られる。それらを示したもの

流魚による天然魚の置き換えという密度依存的な

が表 4 の N 1 ・ t および図 1 のグラフ（斜線部分）

影響はないことを示している。さらに放流魚資源

である。天然魚加入尾数は、全体の加入尾数から

尾数が多くなると天然魚資源尾数も多くなるとい

放流魚の直接加入尾数を引いたものなので、その
値で放流魚の再生産による加入尾数を割ることに

う関係は、放流親魚により再生産された加入魚が
天然魚資源に加わることを示唆している。

より、天然魚の加入尾数に対する割合が得られ
る。表 4 の放流魚の再生産による加入尾数 N 1´

４．ヒラメ放流魚の再生産による
間接的効果（世代間効果）
表 3 に示した 3 歳以上を親魚とする親魚尾数
は、全体では 96,392 尾、放流魚は 6,352 尾なので、
その割合は、6,352/96,392 ＝ 0.066 となる。放流
親魚も天然魚と同様の再生産をしていると推定さ
れている（安達ほか、2014）ので、各年の放流
親魚は翌年の天然魚としての加入尾数を増大させ
ていることになる。すなわち、そのことは親（陸
上の種苗生産施設の親魚）→子（島根県石見海域
の放流親魚）→孫（放流親魚の再生産による 1 歳
の加入尾数）の流れのうち、子→孫の親子関係の
函数式（再生産式）から孫の量を推定することで
示すことができる。
このような考え方から、表 4 に 2000 ～ 2007
年の放流魚の再生産により天然魚として翌年に加
入した尾数と、天然魚の加入尾数に対する再生産
により加入した尾数の割合を示した。計算は以下
のとおりである。安達（2013）による島根県石
見海域におけるヒラメの再生産式は、A を親魚尾

表４
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は、放流魚の親魚尾数が多いほど加入尾数も多く
なるが、それは安達（2013）が推定した再生産
式の特性のためである。その特性とは親魚尾数 A
が約 8 万尾までは、加入尾数 N 1 がピークの約 12
万尾まで指数関数的に増加していき、親魚尾数 A
がそれ以上になると加入尾数 N 1 が減少していく
ことである。
表 4 では 2007 年の親魚尾数が最多の 11,360
尾で、2008 年の加入尾数が 38,714 尾と最多となっ
ている。天然魚の加入尾数に対する放流魚の再生
産による加入尾数の割合は、2000 年が 0.133 で
最低であり、2005 年が 0.349 で最高となっている。
それら各年の割合の高さは、放流魚の再生産によ
る天然魚としての加入尾数が多いことを示し、天
然魚の資源増大に間接的に貢献していることにな
る。
そのことを具体的に示したものが表 5 の 2007
年を基準とした天然魚の年齢別資源尾数であ
る。その考え方は表 3 の場合と同様で、各年の
加入尾数に各年の生残率を掛け、1 ～ 9 歳まで
の天然魚の資源尾数の合計 324,387 尾、同じく
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放流魚の再生産による資源尾数の合計 83,546 尾

あろう。そのためには、どのような形のものであっ

を求めたものである。天然魚の資源尾数に対す

ても、各海域におけるヒラメの再生産関係の函数
式を推定しなければならない。

る放流魚により再生産された資源尾数の割合は、
83,546/324,387 ＝ 0.258 となり、これを間接的効
果の指標とする。
この割合は 2007 年を基準としたものである
が、各年の平均的な割合を示している。すなわち、

５．おわりに
筆者は、ヒラメ栽培漁業の意義と目標を、ヒラ

1999 ～ 2007 年の島根県石見海域でのヒラメ天然

メの種苗放流により加入量を増加させ、適切な

魚資源の約 4 分の 1 は、放流魚の再生産によって
造成された資源であることになる。なお、表 5 は

漁獲管理によりヒラメ資源を適切に管理すること
とし、種苗放流により造成された直接的な資源量

9 歳のデータがないので、理論値を求めたが、そ

と放流魚の再生産から天然魚として加入した間接

れは天然魚のデータのある 8 歳までの生残の方程
式
・・・
N 1 ＝ 278,853.0608exp（－ 0.614299・ｔ）
ｒ＝－ 0.997・・・ にｔ＝ 9 を代入したもの
であり、
N ９ ＝ 1,107 尾となる。
放流魚の再生産による資源尾数は、同じく 8 歳
までの生残式
N 1 ＝ 983,743.0343exp（－ 0.732402・ｔ）
・・・
ｒ＝－ 0.997・・・ にｔ＝ 9 を代入して得た
もので、N 9 ＝ 135 尾となる。
先述の放流魚の再生産による資源尾数の天然魚
の資源尾数に占める割合 0.258 は、ヒラメの種苗
放流による間接的効果（世代間効果）として示さ
れたものなので、ヒラメ種苗が放流されている全
国各海域においても世代間効果を検討する必要が

的な資源量とを併せた資源量が全体の資源量の
中に占める割合を放流効果と考えている（安達、
2010）。
この考え方は、これまでヒラメの他、数多くの
魚種の資源解析をした経験を基に培われたもの
であるとともに、水産庁増殖推進部栽培養殖課
（2004）による「栽培漁業のあり方について～報
告書～」の内容の一部分である種苗放流による漁
業資源と再生産の補強という考え方にも依って
いる。また、2010 年に策定された第 6 次栽培漁
業基本方針（農林水産省、2010）の一部分にも、
これからの栽培漁業について、資源造成型による
資源の回復・維持の推進という記述がある。この
ことは年時を経ても漁業資源の保存・管理を重視
していくという今後の栽培漁業の基本的な考え方
は変っていないことを示している。

表５

島根県石見海域における 2007 年を基準とした天然魚の年齢別資源尾数
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この報告は 1999 ～ 2007 年の種苗放流により

きさを評価することで、関係者のヒラメの種苗放

直接造成されたヒラメ放流魚の資源尾数と放流魚

流に対する期待が高まるのではなかろうか。

の再生産による資源尾数を計算したものである。
その結果として、2007 年を基準とした全体の資
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訂正とお詫び




 前号（No.35）の 46 頁に掲載されました

『ヒラメ等における疾病防除対策の現状と課題』（独）水産総合研究センター 増養殖研究所 病害防除部 


 病原体研究グループ グループ長 西岡豊弘 氏 の図について、次のように訂正し、お詫び致します。 
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