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いて、訂正をお願いします。本 pdf は修正済版です。訂正をお知らせするとともに、お詫びいたしま
す。
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言

ミライの漁業

4 月に増殖推進部長を拝命した廣野です。水産
庁では新たな水産基本計画をこの 3 月に策定し、
漁業者の所得向上と年齢バランスの取れた漁業就
業構造の確立を図るため、新たな資源管理システ
ムの構築をはじめとする水産政策の改革に取り組
んでいきます、というお話は重要ですが、いろい
ろなところで目にされると思いますので別稿に譲
り、ミライの漁業の話。
僕がこどものころ海底都市とか海洋牧場という
のが子供向け雑誌に載ってました。未来人は海底
ドームに住んで、魚は養殖や音響馴致して収穫す
る。栽培漁業です。流線型のエアカーが都市を行
き交い、透明なチューブの中を列車が走り、銀色
のピタピタの服を着た人々が動く歩道で談笑、交
通渋滞とも大気汚染とも無縁。鉄腕アトムですね。
こういう「未来」は、SF の父とも言われるアメ
リカの作家ヒューゴー・ガーンズバックの名前を
とって「ガーンズバック連続体」と名付けられ「流
線型の未来」ともいわれます。
鉄腕アトムの誕生日は 21 世紀（2003 年！）だ
そうです。21 世紀になって 20 年経ちましたが、
現実にはエアカーもチューブ列車もなくアトムも
いません。ロボットもせいぜい携帯ショップの受
付で客に無視されてるか自動車工場で部品取り付
けしてるぐらい。「ガーンズバック連続体」は「来
なかった未来」の代名詞でもあるのです。
「ガーンズバック連続体」はディストピア（ユー
トピアの逆でロクでもない世界）な近未来を描く
ウィリアム・ギブスンのイカした 80 年代の短編
のタイトルですが、実はこういうディストピア
SF の方が「来ちゃった未来」だったりして、例
えば、街を歩いてると小型ドローンが「XX さん
のお好みの△社の○○をオススメですー」とまと
わりついてきてウザイ、っていうのは、今ふつう
にスマホ使うと出てくる個人向けチューニング広
告で実現してます。ウザイとこもいっしょですね。
漁業でも、魚の行動を解析して効率的に餌やりす
る自動給餌器とか出てきてますけど、近いものが
あります。アトムがいないのは残念ですが、こう
いう「来ちゃった未来」的な技術も、無骨なロボ
ットに網掃除してもらったり、顔もないロボット
ブイで漁場データを収集して AI が漁場予測とか、
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漁業の世界で活用できるものがどんどん出てきて
います。人口減少社会を迎え、効率化・省人化が
求められるのは漁業も同じです。海洋環境も変化
しています。水産物を「獲る」
「育てる」漁業は数
百年数千年前から我々人類の先輩が脈々とやって
きた変わらない行為ですが、その蓄積を活かしつ
つ、先端技術の導入や科学的な資源評価・管理は
じめ変わっていくべき部分はしっかり変えていく、
ということと思います。
鉄腕アトムに始まり幼少のみぎりからデタラメ
度・妄想度の高いフィクションを乱読してきた身
としては、我が日本もようやくブンガクと SF の
垣根がなくなってきて、円城塔とか芥川賞もらう
人も出てきたのは感慨深いものがあります。そん
な中で、海外物では見たことないんですが我が漁
業国日本には漁業 SF まであります。
マントル対流に大規模なホットプルームが生じ
地殻変動で海面が 30 ｍ上昇、さらにこれに連動
して深海底のメタンハイドレートが崩壊、大気中
への大量のメタン放出による超地球温暖化とかで
海面が合計 200m 上昇した世界。残されたわずか
な陸地を占拠する地上民は、海洋生活を送る海上
民がまつろわぬ民であることに業を煮やし管理下
に置くべく卑劣な策を取ろうとするが、って話。
海上民は漁業や交易で口を糊していて、遺伝子操
作により海上生活に適した身体となっており、必
ず双子で生まれ、ひとりだけが人型、もう片方は
魚型で出産直後に海に放たれます。このきょうだ
いである「朋」に長じて再会できれば居住でき漁
船ともなる相棒の「魚舟」になるのです。漁船に
住む「家船」はちょっと前まで瀬戸内などにもあ
ったそうですし、海上民が人工海藻で魚の群れを
集めていたり、
「病み潮」と呼ばれる有害な潮が出
てきたり、
海上民を管理下に置く手法が「タグ打ち」
と呼ばれてたりとか、この作家は相当漁業に詳し
いんだなと感心です。ちなみに海上民同士の漁場
争いの仲介や陸上民との橋渡しをする若い陸上民
の主人公が「外交官」となってるのはちょっと違
うな漁業調整官だよなと思ったのは水産庁職員の
性です。
（上田早有里「魚舟・獣舟」
「華竜の宮」
など連作）

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」
令和４年３月、 新たな水産基本計画及び新た
な漁港漁場整備長期計画が閣議決定されまし
た。 また、 ７月には、 第８次栽培漁業基本方針
が公表されました。
水産基本計画は、 平成 13 年に制定された水
産基本法の基本理念である 「水産物の安定供
給の確保」 及び 「水産業の健全な発展」 とい
う基本理念を実現するため、 ５年ごとに策定さ
れています。 特に新たな計画では、 「水産政策
の改革」、 「漁業法の改正」 を踏まえ、 今後の
水産施策推進の方向性が示されました。
また、 漁港漁場整備長期計画は、 漁港漁場
整備法に基づき、 ５年を一期として定められ、
平成 14 年に初めて制定されて以来、 第５次の
計画となるものです。 今後５年間に重点的に取
り組む課題を３項目に整理し、 それぞれに２つ
の柱を設定して、 「目指す姿」 とその実現のた
めの 「具体的な施策」 が明記されています。
第８次栽培漁業基本方針は、 沿岸漁業整備
開発法に基づき、 今後５年間の水産動物の種
苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関
する基本方針が定められ、 栽培漁業を推進して
いく上で指針となるものです。 水産政策の改革
に沿って、 栽培漁業は資源管理の一環として取
り組むことなどが明記されています。

水産基本計画、 漁港漁場整備長期計画及び
第８次栽培漁業基本方針は、 それぞれ密接に
関連しており、 今後の栽培漁業 ・ 豊かな海を考
えて上で、 大変重要な内容であると考え、 それ
ぞれの計画策定に深く関わられた水産庁担当
者の皆様のご協力を得て、 その内容を紹介さ
せていただきます。
また、 第 8 次栽培漁業基本方針検討会座長
を務められた和田時夫様に、 今後の栽培漁業
の展開への期待についてご執筆いただきました。
そして、 浜だよりでは、 三重県桑名市の赤須
賀漁業協同組合を訪れ、 水谷組合長からお話
を伺いました。 桑名といえば何といってもハマグ
リのイメージが強いのではないでしょうか。 昭和
40 年代に３千トンの水揚げがありました。 また、
ヤマトシジミの水揚げも大変多く、 昭和 30 年代
には約８千トンを記録していたとのことです。 豊
かな川があって、 豊かな海 ･ 水産資源を育む
良好な漁場が形成されていました。 しかしなが
ら、 その後の様々な開発行為によって漁場環境
は大きな影響を受けました。 このような厳しい状
況に、 漁業者がどのように対処されてきたかに
ついて貴重なお話が伺えました。 豊かな海をど
う守り、 未来に繋いでいくかを考える上で一助と
なればと思い、 紙面で紹介させていただきます。

浜だよりで紹介する赤須賀漁協青壮年部研究会の活動

浜を守り、 赤須賀の漁業を子供や孫へつなげていくために、 さまざまな活動に取り組んでいます

豊かな海

No.57

2022.7

3

新たな「水産基本計画」について
水産庁漁政部企画課企画班
１. 新たな「水産基本計画」策定の背景
水産政策については、平成 13 年６月に水産基
本法が制定され、水産物の安定供給の確保、水
産業の健全な発展という基本理念を実現するため、
水産基本計画を概ね５年ごとに策定し、これに基
づき水産政策を推進してきました。
前回の平成 29 年４月に策定された水産基本計
画の下では、「浜」単位での所得向上の取組の展
開や沖合漁業・遠洋漁業の国際競争力の強化を図
ることにより、産業としての生産性向上と所得の
増大に取り組むとともに、水産資源とそれを育む
漁場環境の適切な保全・管理及び水産業・漁村の
持つ多面的機能の十分な発揮に取り組んできまし
た。また、水産資源の減少による漁業・養殖業生
産量の長期的な減少傾向、漁業者の減少という課
題に対応するため、水産資源の適切な管理と水産
業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と
年齢バランスの取れた漁業就業構造の確立を図る
ため、
「水産政策の改革」に取り組むことを決定し、

漁業法の改正（改正漁業法）や養殖業成長産業化
総合戦略の策定等の必要な措置を講じてきました。
こうした取組により、漁船漁業の構造改革や養
殖業における大規模化が進展するとともに、水産
物の輸出が拡大してきました。また、漁港施設の
再編整備や「海や漁村の地域資源の価値や魅力を
活用する事業（海業）」の広がり等の明るい動き
が見えてきています。
一方、近年顕在化してきた海洋環境の変化を背
景に、サンマ、スルメイカ、サケ等の我が国の主
要な魚種の不漁が継続しています。このような魚
種の不漁の継続は、漁業者のみならず、地域の加
工業者や流通業者にも影響を及ぼし得るものです。
また、我が国の社会経済全体では、少子・高齢
化と人口減少による経済の停滞、地方の衰退、労
働力不足等が懸念され、さらには、新型コロナウ
イルス感染症による社会経済活動の制限、個人の
行動様式の変化等の影響を受けています。さらに、
持続的な社会の実現に向け、SDGs（持続可能な

次期⽔産基本計画の基本的な⽅針
前計画

新計画

浜単位での所得向上による漁業の成⻑産業化や
資源管理の⾼度化を推進

施策の⽅向性

〇産業としての⽣産性向上と所得の増⼤
①沿岸漁業については、「浜」単位での所得向上の取組
の展開（浜プラン）
②沖合漁業・遠洋漁業については、国際競争⼒の強化
〇⽔産資源とそれを育む漁場環境の適切な保全・管理
〇⽔産業・漁村の持つ多⾯的機能の⼗分な発揮

情勢の変化

〇⽔産改⾰の実施
①漁業法の改正 → 科学的根拠（MSY）に基づく新たな
数量管理の導⼊。それを実現するためのロードマップの
策定（漁獲量444万トンの⽬標を設定等）
②養殖戦略の策定 → マーケットイン型養殖業への転換
③輸出戦略の策定 → 1.2兆円の⽔産物の輸出⽬標に向けた
取組
〇⾃然環境・社会経済
①地球規模の環境変化
→ サンマ、イカ、サケ等の不漁の⻑期化 等
②SDGs等の環境問題への国際的な取組の広がり
→ カーボンニュートラルの推進
③社会全体でのデジタル化の進展
④新型コロナウイルス感染症による社会経済活動の制限や
個⼈の⾏動様式の変化
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持続性のある⽔産業の成⻑産業化と漁村の活性化の実現

①海洋環境の変化への適応も踏まえた資源管理の実施
②持続性のある⽔産業の成⻑産業化
③漁業以外の産業の取り込みによる漁村の活性化の実現
✓第⼀の柱：海洋環境の変化も踏まえた⽔産資源管理の着実な実施
●⽔産資源管理の着実な実施
・ロードマップに沿った着実な実⾏（ＩＱ導⼊等）
●海洋環境の変化への対応
・海洋環境の変化を把握し、資源評価に適切に
反映できる調査体制を充実
・さけ・ますふ化放流事業の改善等
・複数の漁法等による複合的な漁業への転換等

WCPFCによる太平洋クロマグロの資源管理

✓第⼆の柱：増⼤するリスクも踏まえた⽔産業の成⻑産業化の実現
●漁船漁業の構造改⾰
・複数の漁法等による複合的な
漁業への転換等
●養殖業の成⻑産業化
・⼤規模沖合養殖システムの推進
●輸出拡⼤
・輸出⽬標の達成
●⼈材育成
・デジタル⼈材の確保・育成
●経営安定対策

漁獲対象種・漁法の複数化

沖底・いか釣り兼業船（兵庫県）

⼤規模沖合養殖システム

ギンザケ養殖（⿃取県）

※⽇鉄エンジニアリング株式会社

沖底といか釣り操業を組合 ⼤型浮沈式⽣簀や遠隔⾃動給餌シス
テムによる省⼒化・⽣産性の向上
せ、収益の安定化

✓第三の柱：地域を⽀える漁村の活性化の推進

●漁業の振興に向けた漁協の連携強化、海業を含めた漁港の再編・拡充を通じた
漁村の活性化
①市場機能の集約や漁協の事業連携などによる⽔産業の⽣産性向上、付加価値向
上等による漁業の振興
②海業(うみぎょう)など漁業以外の産業の取り込みによる漁村の活性化
⽔産物の直販施設

漁村での体験・宿泊(渚泊)

●各種施策の展開
①⽔産バリューチェーンの構築、ＩＵＵ漁業
対策など加⼯・流通・消費施策の展開
②藻場・⼲潟の保全など多⾯的機能の発揮、
※海業とは、海や漁村の地域資源の価値や魅⼒を活⽤する事業で
漁場環境の保全等
あって、国内外からの多様なニーズに応えることにより、地域の
③防災・減災、国⼟強靱化
にぎわいや所得と雇⽤を⽣み出すことが期待されるもの

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

開発目標）やカーボンニュートラルをはじめとし
た様々な環境問題への国際的な取組の広がりやデ
ジタル化の進展が人々の意識や行動を大きく変え
つつあります。
こうした状況を踏まえ、新たな水産基本計画で
は、水産資源の適切な管理等を通じた水産業の成
長産業化を図り、次世代を担う若い漁業者とその
家族が将来にわたって安定的な生活が確保される
よう十分な所得を得るとともに、年齢バランスの
取れた漁業就業構造の確立を図るため、総合的か
つ計画的に講ずべき施策を示しております。
規

２. 新たな「水産基本計画」の主な内容
< 海洋環境も踏まえた水産資源管理の着実な実施 >
（１）新たな資源管理の着実な推進
①これまで、改正漁業法及び新たな資源管理の推
進に向けたロードマップ（ロードマップ）に基
づき、19 魚種 35 系群について MSY ベースの
資源評価を実施してきており、今後も資源評価
の高度化を図ります。また、資源評価の対象魚
種を 200 種程度に拡大し、迅速な漁獲データ、
海洋環境データの収集・活用及び電子的な漁獲
報告を可能とする情報システムの構築・運用等
の DX（デジタルトランスフォーメーション）
を推進します。
海洋環境の変化も踏まえた
海洋環境の変化も踏まえた
水産資源管理の着実な実施
水産資源管理の着実な実施
○ 資源調査・評価の充実（P7~）
・デジタル化の推進によるデータ収集等の充実
○ 新たな資源管理の着実な推進（P8~）
・新たな資源管理システムの構築に向け、資源管理ロー
ドマップを策定し、盛り込まれた行程を着実に推進
資源評価対象魚種の拡大

進捗

2020年
119種

目標（2023年）200
2021年
種程度
192種
を既に達成

今後

漁獲量等の効率的な
データ収集、調査・
評価体制の整備

ＭＳＹベースのＴＡＣ管理の拡大

進捗 2021年漁期から８魚種で導入 漁獲量で６割をカバー
目標（2023年）
漁獲量で8割

今後

2021年3月に公表した「ＴＡＣ魚種
拡大に向けたスケジュール」に
沿って順次ＴＡＣ魚種を拡大

大臣許可漁業にＩＱ管理を原則導入

進捗

今後

2021年漁期から
2021年漁期から
2022年漁期から
2022年漁期から

大中型まき網漁業(サバ類)ＩＱ管理を導入
大中型まき網漁業(サバ類)
大中型まき網漁業(マイワシ、クロマグロ)
等
大中型まき網漁業(マイワシ、クロマグロ) 等

ロードマップに沿って順次IQ管理を導入予定

○ 海洋環境の変化への適応（P13~）
・海洋環境の変動リスクを着実に把握
・資源変動に適応できる漁業経営体の育成
・複合的な漁業等の新たな操業形態への転換を推進
・日本の海や水産資源、漁業を守るための国際交渉の展
開 等
○ 漁業取締・密漁監視体制の強化（P12~）

②ロードマップ及び TAC 魚種拡大に向けたス
ケ ジ ュ ー ル に 従 い、TAC 魚 種 の 拡 大 を 推 進
し、令和５年度までに漁獲量ベースで８割を
TAC 管理とします。また、令和５年度までに、
TAC 魚種を主な漁獲対象とする沖合漁業 ( 大
臣許可漁業 ) に原則 IQ 管理を導入します。そ
の際、沿岸漁業との調整が図られるなどの条件
が整った漁業種類について、トン数制限など安
全性の向上等に向けた漁船の大型化を阻害する
規制を撤廃します。
③国や都道府県による公的規制と漁業者の自主的
な取組の組合せによる資源管理推進の枠組みは
今後も存続し、自主的な取組を定める資源管理
計画は、改正漁業法に基づく資源管理協定に移
行します。
（２）海洋環境の変化への対応
①気候変動の影響も検証しつつ、新たな資源管理
システムによる科学的な資源評価に基づく数量
管理の取組を着実に推進するため、MSY に基
づく新たな資源評価を着実に進めるとともに、
不漁など海洋環境の変化が資源変動に及ぼす影
響に関する調査研究を進め、今後、これらに適
応した的確な TAC 等の資源管理とこれを前提
とした漁業構造の構築を図ります。
②近年の海洋環境の変化等に対する順応性を高め
る観点から、資源変動に適応できる漁業経営体
の育成と資源の有効利用を行っていくため、大
臣許可漁業の IQ 化の進捗を踏まえ、漁業調整
に配慮しながら、漁獲対象種・漁法の複数化、
複数経営体の連携による協業化や共同経営化、
兼業などによる事業の多角化等の複合的な漁業
への転換など操業形態の見直しを段階的に推進
します。
規

< 増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化
の実現 >
（１）漁船漁業の構造改革
①沿岸漁業については、現役世代を中心とした漁
業者の生産活動が持続的に行われるよう、操
業の効率化・生産性の向上を促進します。また、
海洋環境の変化を踏まえ、未利用魚の活用も含
め、漁獲量が増加している魚種の有効活用を進
めるとともに、沿岸漁業で漁獲される多種多様
な魚については、生産と消費の場が近いなどの
地域の特徴を踏まえ、消費者に届ける加工・流
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通のバリューチェーンの強化による高付加価値
化を図ります。さらに、遊漁船業の登録制度を
通じた管理を適切に行うとともに、地域の実情
に応じた秩序ある業の振興を図り、漁村の活性
化に活用します。
②沖合漁業については、資源変動に適応できる漁
業経営体の育成と資源の有効利用を行っていく
ため、漁業調整に配慮しながら、漁獲対象種・
漁法の複数化、複数経営体の連携による協業化
や共同経営化、兼業などによる事業の多角化な
どの複合的な漁業への転換を段階的に推進しま
す。また、機械化による省人化や ICT を活用
した漁場予測システム導入などの生産性向上に
資する取組を推進していきます。
③遠洋漁業については、主要漁獲物であるまぐろ
類の市場の縮小や価格の低迷、船員の高齢化と
なり手不足、高船齢化、国際規制や監視の強化、
入漁コストの増大等の状況を踏まえ、将来にわ
たって収益や乗組員の安定確保ができ、様々な
国際規制等にも対応していくことができる経営
体への体質強化を目指し、操業の効率化・省力
化、それを実現するための代船建造や海外市場
を含めた販路の多様性の確保など様々な改善方
策を検討・展開していきます。
（２）養殖業の成長産業化
①養殖業成長産業化総合戦略に基づき、生産・加
工・流通・販売等に至る規模の大小を問わない
養殖のバリューチェーンの各機能との連携の仕
方を明確にして、マーケットイン型の養殖経営
への転換を図ります。また、漁場環境への負荷
や赤潮被害の軽減が可能な沖合の漁場が活用で
きるよう、静穏水域を創出するなど沖合域を含
む養殖適地を確保するとともに、台風等による
波浪の影響を受けにくい浮沈式いけす等を普及
させ、大規模化による省力化や生産性の向上を
推進します。
②陸上養殖については、実態把握調査を実施する
とともに、都道府県を通じたフォローアップ調
査を定期的に実施し、調査結果について公表し
て実態の「見える化」を促進します。また、陸
上養殖を内水面漁業の振興に関する法律に基づ
く届出養殖業に位置付けます。
（３）輸出拡大
国内水産物市場の縮小が見込まれる中、世界の
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増大するリスクも踏まえた
水産業の成⻑産業化の実現

○ 漁船漁業の構造改革等（P17~）
・沿岸漁業については、現役世代を中心に漁場の有効活用
の更なる推進
・未利用魚の有効活用等による高付加価値化の推進
・沖合漁業については、複合的な漁業への段階的な転換、
船型や漁法等の見直し
・遠洋漁業については、新たな操業形態の検討、海外市場
を含めた販路の多様性の確保 等
○ 養殖業の成⻑産業化（P23~）
・マーケットイン型養殖業の推進
・大規模沖合養殖の推進や陸上養殖への届出制の導入 等
○ 輸出拡大（P28~）
・輸出戦略に基づき、2030年までに水産物の輸出額を
1.2兆円へ拡大（輸出重点品目：ぶり、たい、ホタテ貝、
真珠） 等
○ 人材育成（P32~）
【新規就業者等の育成・確保】（P32~）
・ＩＣＴ等の習得を含めた新規就業者等の育成・確保
【海技士の確保・育成】（P33~）
・海技資格の早期取得に向けた取組の推進
・外国人材の受入環境の整備 等
○ 経営安定対策（P27~）
・新型コロナウイルス感染症の影響や漁獲量の動向等の漁
業者の経営状況に十分配慮しつつ、漁業収入安定対策の
在り方を検討 等

水産物貿易量は拡大を続けており、今後水産業
を持続的に発展させていくためには、輸出の拡大
を図る必要があります。一方、我が国の水産物
輸出は、特定の輸出先や用途に依存しているこ
とによるリスクを抱えていることから、既存の輸
出先や取引相手に加え、新たな輸出先や取引相手
の開拓が必要です。そのため、輸出戦略に基づき、
2030 年までに水産物の輸出額を 1.2 兆円に拡大
することを目指し、マーケットインの発想に基づ
く取組を展開します。
（４）人材育成
①若者に漁業就業の魅力を伝え、就業に結び付け
る取組の継続・強化を図るとともに、新規就業
者と受入先とのマッチングの改善や、地域単位
での就業・定着へのサポート強化等により、地
域への定着を促進します。また、漁業に必要な
免許・資格の取得に加えて、経営スキルや ICT
の習得・学び直し等を支援し、新しい漁業の時
代に活躍できるよう育成していくことで、他産
業並に年齢バランスの取れた活力ある漁業就業
構造への転換を図ります。
②次世代を担う若手の海技士をはじめとする漁船
乗組員の計画的な確保・育成を実現させるため、
海技試験の受験に必要となる乗船履歴を早期に
取得できる仕組みの拡大・実践、登録船舶職員

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

養成施設の積極的な活用・対象者の拡大などの
海技士の計画的な確保・育成の取組の支援、寄
港回数の増加等の就業条件の改善や国際水準と
比較して遜色のない待遇の確保の促進等の総合
的な対策を実施します。
（５）経営安定対策
①漁船保険制度及び漁業共済制度は、自然災害や
水産物の需給変動といった漁業経営上のリスク
に対応して漁業の再生産を確保し、漁業経営の
安定を図る重要な役割を果たしており、漁業者
ニーズへの対応や国による再保険の適切な運用
等を通じて、事業収支の改善を図りつつ、両制
度の持続的かつ安定的な運営を確保します。
②資源管理や漁場改善に取り組む漁業者の経営を
支える漁業収入安定対策については、改正漁業
法附則の規定に基づく必要な法制上の措置につ
いて、新型コロナウイルス感染症の影響や漁獲
量の動向等の漁業者の経営状況に十分配慮しつ
つ、漁業共済制度の在り方を含めて検討を行い
ます。

を安定的に供給する等、水産物供給の平準化の
取組を推進します。
② IUU 漁業の撲滅に向けて IUU 漁業国際行動計
画や PSM 協定等に基づく措置を適切に履行し
ます。また、水産流通適正化法の指定基準の
指標と対象魚種について、２年程度ごとに検
証・見直しを実施します。
③国産水産物の活用を促進するとともに、我が国
の水産物が持続可能な漁業・養殖業由来である
ことを示す水産エコラベルの活用に向けて、水
産加工業者や小売事業者の団体への働きかけを
通じて、傘下の水産加工・流通業者による水産
エコラベル認証の活用を含めた調達方針等の策
定を推進します。
（４）漁場環境の保全・生態系の維持
海洋生態系を維持しつつ、持続的な漁業を行う
ため、藻場・干潟等の保全・創造、栄養塩類管理、
赤潮対策、野生生物による漁業被害対策、海洋プ
ラスチックごみ対策等を戦略的に推進します。

規

＜地域を支える漁村の活性化の推進＞
（１）漁業の振興に向けた漁協の連携強化
漁協の経済事業の強化により漁業者の所得向上
を図るため、水産物の生産又は流通に一体性を有
する圏域を中心に複数の漁村地域が広域浜プラン
等に基づき連携して行う浜の機能再編として、複
数漁協間での広域合併や経済事業の連携等の実施、
漁協施設の機能再編を進めることなど、漁業者の
所得向上及び漁協の経営の健全性確保のための取
組を推進します。
（２）海業を含めた漁港の再編・拡充を通じた漁
村の活性化
地域資源と既存の漁港施設を最大限に活用した
海業等の取組を一層推進することで、海や漁村の
地域資源の価値や魅力を活用した取組を根付かせ
て水産業と相互に補完し合う産業を育成し、地域
の所得と雇用機会の確保を図るため、地域の漁業
実態に合わせ、漁港施設の再編・整理、漁港用地
の整序により、漁港を海業等に利活用しやすい環
境を整備します。
（３）加工・流通・消費対策の展開
①漁業経営の安定に資するため、水産物の価格の
著しい変動を緩和し、水産加工業への加工原料

地域を支える漁村の活性化の推進
○ 浜の再生・活性化（P37~）
・漁業の活性化による漁村の活性化
→ 拠点漁港の施設再編・集約と更なる機能強化
・漁業以外の産業の取込みによる漁村の活性化
→ 漁港施設を活用した海業等の振興と漁港漁村の
環境整備
→ 漁業者の所得向上を目指す「浜プラン」におけ
る交流事業や人材確保の取組促進 等
○ 加工・流通・消費に関する施策の展開（P41~）
【加工】（P41~）
・国産加工原料の安定供給
→ 国産加工原料等の供給平準化の取組を推進
・中核的水産加工業者の育成や外国人材の活用
【流通】（P42~）
・ＩＵＵ漁業の撲滅に向けて、国際約束等に基づく
措置を適切に履行
・水産流通適正化法について、各魚種が指定基準の
指標に該当するか、定期的に数値を検証
・指定基準の指標と対象魚種については２年程度ご
とに検証・見直し
【消費】（P44~）
・国産水産物の消費拡大
・水産エコラベルの活用の推進

等

○ 防災・減災、国土強靱化への対応（P49~）
・気候変動等による災害の激甚化等への対応 等
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影響克服について、引き続き取り組みます。

規

＜水産業の持続的な発展に向けて横断的に推進す
べき施策等＞
①水産業の持続的な発展に向けて横断的に推進す
べき施策として、
「みどりの食料システム戦略
と水産政策」、
「スマート水産技術の活用」、
「カー
ボンニュートラルへの対応」
、
「新型コロナウイ
ルス感染症対策」に取り組みます。

規

＜水産物の自給率目標＞
漁業者とその他関係者の努力によって漁業生
産・水産物消費に関する課題を解決することによ
り見込まれる令和 14 年度における生産量及び消
費量の目標を設定し、これらを基に自給率の目標
を、食用魚介類で 94％、魚介類全体で 76％、海
藻類で 72％と設定しました。

②東日本大震災からの復旧・復興及び原発事故の
水産業の持続的な発展に向けて
横断的に推進すべき施策等

○ みどりの食料システム戦略と水産政策
（P52~）
○ スマート水産技術の活用（P55~）
○ カーボンニュートラルへの対応（P56~）
・藻場の保全・創造（ブルーカーボン）
○ 新型コロナウイルス感染症対策（P57~）
○ 東日本大震災からの復興（P59~）
漁場形成予測システム

効率的な操業で燃油
使用量削減

水産物の自給率目標
・資源管理ロードマップ（444万トン）、養殖業成
⻑産業化総合戦略、輸出目標（1.2兆円）を踏まえ
、自給率の目標を、食用魚介類で94％、魚介類全
体で76％、海藻類で72％と設定（P62~）
令和元年度

令和２年度
（概算値）

令和14年度
（目標値）

食用魚介類

55

57

94

魚介類全体

53

55

76

海藻類

65

70

72

藻場の保全・創造
（ブルーカーボン）

( 参考 ) 水産基本計画本文から、２ 新たな資源管理の着実な推進（６）栽培漁業を抜粋
栽培漁業は、
「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」
（栽培漁業基本方針）に基づき実施されること
とされており、また、水産改革において、資
源管理上効果のあるものを見極めた上で重点
化することとされており、対象となる水産資
源の資源評価を踏まえて、その効果を検証す
るものとしている。
放流した地先で漁獲されるアワビ等の地先
種は、種苗放流により資源を造成し、それら
を漁獲する漁業者の受益者負担を伴う栽培漁
業が実現できており、沿岸漁業者の経営安定
に寄与している。近年は、海洋環境の変化及
び藻場の減少等の影響による漁獲量の減少や
種苗生産施設の老朽化が進んでいるため、環
境要因に適応した受益者負担を伴う種苗放流
の継続を図り、資源回復や施設維持、受益者
負担等に関して将来の見通しが立ち安定的な
運営ができる施設については、整備を推進する。
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都道府県の区域を越えて回遊し漁獲される
広域種については、資源造成の目的を達成し
た魚種や放流量が減少しても資源の維持が可
能な魚種も出てきており、こうした魚種につ
いては、種苗放流による資源造成から適切な
漁獲管理措置への移行を推進する。また、こ
のような魚種の種苗を生産する既存施設にお
いては、新規栽培漁業対象種の種苗生産の取
組への転換を推進する。
なお、資源回復の途上の広域種であって適
切な資源管理措置と 併せて種苗放流を実施し
ている魚種については、資源造成効果の高い
対象種について、放流効果の高い手法や適地
での放流を実施するとともに、公平な費用負
担の仕組みを検討し、種苗生産施設において
は、複数県での共同利用や、状況によっては、
養殖用種苗生産を行う多目的利用施設への移
行を推進する。

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

新たな漁港漁場整備長期計画について
水産庁漁港漁場整備部計画課計画班
１. はじめに

の成長産業化

令和４年３月 25 日、令和４年度を初年度とす

（２）海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強

新たな
漁港漁場整備長期計画
について
化による持続可能な漁業生産の確保
る漁港漁場整備長期計画（以下、
長期計画という）
が閣議決定されました。
長期計画は、漁港漁場整備法に基づき、漁港や
１．はじめに
漁場といった水産業、漁村を支える基盤の整備に
令和４年３月 25 日、令和４年度を初年度とする
ついて、総合的かつ計画的に実施するため、５年
漁港漁場整備長期計画（以下、長期計画という）
を一期として定めるものです。平成
14 年に初め
が閣議決定されました。
長期計画は、漁港漁場整備法に基づき、漁港や
て策定された長期計画からこれで第５次の計画と
漁場といった水産業、漁村を支える基盤の整備に
なります。
ついて、総合的かつ計画的に実施するため、５年
本稿では、この新たな長期計画の概要をご紹介
を一期として定めるものです。平成 14 年に初めて
いたします。
策定された長期計画からこれで第５次の計画とな
ります。
本稿では、この新たな長期計画の概要をご紹介
２. 重点課題
いたします。

新たな長期計画は、これまでの長期計画（平成
２．重点課題

29 年度〜令和３年度）の進捗状況とともに、水
新たな長期計画は、これまでの長期計画（平成

産業と漁村を取り巻く状況の変化と水産業の現場
29 年度～令和３年度）の進捗状況とともに、水産
業と漁村を取り巻く状況の変化と水産業の現場や
や国民のニーズを踏まえ、今後５年間に重点的に
国民のニーズを踏まえ、今後５年間に重点的に取
り組むべき課題を次の３つに整理し、漁港・漁場
場の整備を戦略的かつ計画的に推進していく考え
の整備を戦略的かつ計画的に推進していく考えで
です。 す。
（１）産地の生産力強化と輸出促進による水産業
（１）産地の生産力強化と輸出促進による水産業
の成長産業化

取り組むべき課題を次の３つに整理し、漁港・漁

（３）
「海業 ( うみぎょう )」振興と多様な人材の
水産庁漁港漁場整備部計画課計画班
活躍による漁村の魅力と所得の向上

また、これらの重点課題への対応に当たり、脱

（２）海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強
炭素化等によるグリーン化の推進、ＩＣＴを活用
化による持続可能な漁業生産の確保
したデジタル社会の形成、新型コロナウイルス感
（３）
「海業(うみぎょう)」振興と多様な人材の活
躍による漁村の魅力と所得の向上
染症の拡大の影響等に伴う生活スタイルの変化へ
また、これらの重点課題への対応に当たり、脱
の対応についても、共通する課題として取り組ん
炭素化等によるグリーン化の推進、ＩＣＴを活用
でいくこととしています。
したデジタル社会の形成、新型コロナウイルス感
染症の拡大の影響等に伴う生活スタイルの変化へ
の対応についても、共通する課題として取り組ん
３. 重点課題ごとの目指す姿
でいくこととしています。

上記の重点課題については、それぞれ２つの柱

３．重点課題ごとの目指す姿

を設定し、また、それぞれにおいて漁港・漁場の

上記の重点課題については、それぞれ２つの柱
整備による「目指す姿」と、その実現のための「具
を設定し、また、それぞれにおいて漁港・漁場の
整備による
「目指す姿」と、その実現のための「具
体の施策」を明記する形で整理しています。さら
体の施策」を明記する形で整理しています。さら
に、重点課題ごとに、成果目標及び整備目標とし
に、重点課題ごとに、成果目標及び整備目標とし
て、数値目標を設定するとともに、その達成のた
て、数値目標を設定するとともに、その達成のた
めに必要な事業量を定めています。以下では、そ
めに必要な事業量を定めています。以下では、そ
れぞれの
「目指す姿」や成果目標（図２～６参照）
れぞれの「目指す姿」や成果目標（図２〜６参照）
をご紹介いたします。

をご紹介いたします。

図１．新たな長期計画のポイント

図１

新たな長期計画のポイント
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（１）産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化
さらに、養殖業においては養殖業成長産業化総
水産業の成長産業化の実現のためには、産地の
（１
１
）産
産地の
の生産
産力強
強化と
と輸出
促進
に
（
）
によ
よる
る水
水産
産業
業の
の成
成長
長産
産業
業化
化業化
（１地
）産生
地の力
生産化
力強輸
化出
と促
輸進
出促
進
に
よ
る
水
産
業
の
成
長
産
合戦略等に基づき、生産目標や輸出目標の達成に
価格形成能力の向上と生産・流通コストの縮減
水産業の成長産業化の実現のためには、産地の
さらに、養殖業においては養殖業成長産業化総
水産業の成長産業化の実現のためには、産地の
さらに、養殖業においては養殖業成長産業化総
水産業の成長産業化の実現のためには、産地の
さらに、養殖業においては養殖業成長産業化総
向けた主要産地の生産から加工・流通に至る基盤
により、漁業者の所得向上と水産物の安定供給の
価格形成能力の向上と生産・流通コストの縮減に
合戦略等に基づき、生産目標や輸出目標の達成に
価格形成能力の向上と生産・流通コストの縮減に
価格形成能力の向上と生産・流通コストの縮減に 合戦略等に基づき、生産目標や輸出目標の達成に
合戦略等に基づき、生産目標や輸出目標の達成に
強化等が必要であり、そのため「養殖生産拠点の
確保を図ることが必要であると考えています。ま
より、漁業者の所得向上と水産物の安定供給の確
向けた主要産地の生産から加工・流通に至る基盤
より、漁業者の所得向上と水産物の安定供給の確
より、漁業者の所得向上と水産物の安定供給の確 向けた主要産地の生産から加工・流通に至る基盤
向けた主要産地の生産から加工・流通に至る基盤
形成」を図ることとし、それぞれ、次のとおり「目
た、増加する海外の水産物需要を捉え、輸出促進
保を図ることが必要であると考えています。また、
強化等が必要であり、そのため「養殖生産拠点の
保を図ることが必要であると考えています。
また、
保を図ることが必要であると考えています。
また、強化等が必要であり、そのため「養殖生産拠点の
強化等が必要であり、そのため「養殖生産拠点の
増加する海外の水産物需要を捉え、輸出促進のた
形成」
を図ることとし、それぞれ、次のとおり「目
指す姿」の実現のため、各種施策を講じていくこ
のための体制構築が急務となっていることを踏ま
増加する海外の水産物需要を捉え、輸出促進のた 形成」
形成」
を図ることとし、
それぞれ、
次のとおり
「目
増加する海外の水産物需要を捉え、輸出促進のた
を図ることとし、
それぞれ、
次のとおり
「目
めの体制構築が急務となっていることを踏まえ、
指す姿」の実現のため、各種施策を講じていくこ
ととしています。
え、
「拠点漁港等の生産・流通機能の強化」を進
めの体制構築が急務となっていることを踏まえ、
指す姿」の実現のため、各種施策を講じていくこ
めの体制構築が急務となっていることを踏まえ、
指す姿」の実現のため、各種施策を講じていくこ
「拠点漁港等の生産・流通機能の強化」を進めて
ととしています。
めていきます。
「拠点漁港等の生産・流通機能の強化」を進めて ととしています。
ととしています。
「拠点漁港等の生産・流通機能の強化」を進めて
いきます。
イ 養殖生産拠点の形成
いきます。
いきます。
養殖生産拠点の形成
イ イ
養殖生産拠点の形成
（目指す姿）
ア 拠点漁港等の生産・流通機能の強化
（目指す姿）
（目指す姿）
ア 拠点漁港等の生産・流通機能の強化
ア 拠点漁港等の生産・流通機能の強化
養殖適地の拡大、安定的な種苗の確保、養殖作
養殖適地の拡大、安定的な種苗の確保、養殖作
養殖適地の拡大、安定的な種苗の確保、養殖作
（目指す姿）
業環境の改善、加工・流通の機能強化を一体的に
（目指す姿）
（目指す姿）
業環境の改善、加工・流通の機能強化を一体的に
業環境の改善、加工・流通の機能強化を一体的に
地域における漁港の適切な役割分担に基づき、
地域における漁港の適切な役割分担に基づき、 行い、国内・海外の需要に応じた安定的な養殖生
地域における漁港の適切な役割分担に基づき、
行い、国内・海外の需要に応じた安定的な養殖生
行い、国内・海外の需要に応じた安定的な養殖生
漁港機能を再編・強化し、サプライチェーンの起
産を行う拠点をつくる。
漁港機能を再編・強化し、サプライチェーンの起
漁港機能を再編・強化し、サプライチェーンの起
産を行う拠点をつくる。
産を行う拠点をつくる。
点として、低コストで高付加価値の水産物を国
点として、低コストで高付加価値の水産物を国
点として、低コストで高付加価値の水産物を国
内・海外に供給する拠点をつくる。
内・海外に供給する拠点をつくる。
内・海外に供給する拠点をつくる。

養殖場と連携した漁港の一体的整備
養殖場と連携した漁港の一体的整備
養殖場と連携した漁港の一体的整備
EU 向け輸出が可能な産地市場
大型漁船に対応した岸壁の整備
EU 向け輸出が可能な産地市場
大型漁船に対応した岸壁の整備
EU 向け輸出が可能な産地市場
大型漁船に対応した岸壁の整備

養殖場と連携した漁港の一体的整備
養殖場と連携した漁港の一体的整備
養殖場と連携した漁港の一体的整備

図２．成果目標（産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化①）
図２．成果目標（産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化①）
図２．成果目標（産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化①）
図２ 成果目標（産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化①）
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「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

図３．成果目標（産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化②）
図３ 成果目標（産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化②）
図３．成果目標（産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化②）
図３．成果目標（産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化②）

（２
２）
）海
海洋
洋環
環境
境の
の変
変化
化や
や災
災害
害リ
リスス
生の
産確
の保
確保
（
クク
へへ
のの
対対
応応
力力
強強
化化
にに
よよ
るる
持持
続続
可可
能能
なな
漁漁
業業
生産
（２）海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化による持続可能な漁業生産の確保
（２）海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化による持続可能な漁業生産の確保
海水温の上昇等の海洋環境の変化による漁場変 アア 環境変化に適応した漁場生産力の強化
環境変化に適応した漁場生産力の強化
海水温の上昇等の海洋環境の変化による漁場変
海水温の上昇等の海洋環境の変化による漁場変
ア
環境変化に適応した漁場生産力の強化
海水温の上昇等の海洋環境の変化による漁場変
動や魚種変化が顕在化する中で、持続可能な漁業 （目指す姿）
（目指す姿）
動や魚種変化が顕在化する中で、持続可能な漁業
動や魚種変化が顕在化する中で、持続可能な漁業
（目指す姿）
動や魚種変化が顕在化する中で、持続可能な漁業
生産を確保するため、漁場整備においては、環境
海洋環境を的確に把握し、その変化に適応した持
生産を確保するため、漁場整備においては、環境
海洋環境を的確に把握し、その変化に適応した持
海洋環境を的確に把握し、その変化に適応した持
生産を確保するため、漁場整備においては、環境
生産を確保するため、漁場整備においては、環境
変化への適応と新たな資源管理の取組との連携が 続的な漁業生産力を持つ漁場・生産体制をつくる。
続的な漁業生産力を持つ漁場・生産体制をつくる。
変化への適応と新たな資源管理の取組との連携が
続的な漁業生産力を持つ漁場・生産体制をつくる。
変化への適応と新たな資源管理の取組との連携が
変化への適応と新たな資源管理の取組との連携が
必要です。加えて、豊かな生態系を育む場として
必要です。加えて、豊かな生態系を育む場として
必要です。加えて、豊かな生態系を育む場として
重要であり、二酸化炭素の吸収源としても期待さ
重要であり、二酸化炭素の吸収源としても期待さ
必要です。加えて、豊かな生態系を育む場として
重要であり、二酸化炭素の吸収源としても期待さ
れる藻場・干潟等において、実効性のある保全・
れる藻場・干潟等において、実効性のある保全・
重要であり、二酸化炭素の吸収源としても期待さ
れる藻場・干潟等において、実効性のある保全・
回復対策が喫緊の課題となっており、
「「
環境変化に
回復対策が喫緊の課題となっており、
環境変化に
れる藻場・干潟等において、実効性のある保全・
回復対策が喫緊の課題となっており、
「環境変化に
適応した漁場生産力の強化」を進めていきます。
適応した漁場生産力の強化」を進めていきます。
適応した漁場生産力の強化」を進めていきます。
回復対策が喫緊の課題となっており、
「環境変化
に適応した漁場生産力の強化」を進めていきます。

水産生物の生活史を踏まえた効果的な漁場整備
水産生物の生活史を踏まえた効果的な漁場整備
水産生物の生活史を踏まえた効果的な漁場整備

図４．成果目標（海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化による持続可能な漁業生産の確保①）
図４．成果目標（海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化による持続可能な漁業生産の確保①）
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～資源回復・増大促進のための栽培漁業と連携した漁場整備の展開～

新たな漁港漁場整備長期計画の２つめの重点課題である「持続可能な漁業生産の確保」に向け
新たな漁港漁場整備長期計画の２つめの重点課題である「持続可能な漁業生産の確保」に向け

た施策の１つとして、令和 4 年度から、漁場整備の効果を高めるための水産環境整備マスタープ
た施策の１つとして、令和 4 年度から、漁場整備の効果を高めるための水産環境整備マスタープ

ラン対象種の種苗生産施設について、水産基盤整備事業（公共事業）による整備支援の対象とな
ラン対象種の種苗生産施設について、水産基盤整備事業（公共事業）による整備支援の対象とな

りました。
りました。

水産基盤整備事業における制度拡充の概要（抜粋）

水産基盤整備事業における制度拡充の概要（抜粋）
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今後の栽培漁業の展開への期待
第 8 次栽培漁業基本方針検討会座長 （一社）漁業情報サービスセンター会長
１. はじめに
水産庁の第 8 次栽培漁業基本方針案の検討会に

和田

時夫

加したサイズ規制や禁漁区・禁漁期の設定などが
行われてきた。

参画し、栽培漁業の実務や技術開発をはじめ、水

一方、水産資源の評価・管理の拡充・強化をは

産資源、生態系保全、遊漁、漁業政策など多方面

かるにあたり MSY（最大持続生産量）を基準と

にわたる専門家の皆様と、今後の栽培漁業のあり

する新たな手法が採用されている。これは、漁獲

方や展開について議論する機会を得た。

圧の強弱によって変化する再生産関係（毎年の親

検討の背景には、現在進行中の新しい水産政策

と子の量的な関係）と毎年新しく資源に加わった

の取組のうち、特にわが国周辺の水産資源の回復・

群れ（新規加入群）の時間の経過にともなう量的

維持と、そのための資源の評価・管理の拡充・強

な変化から MSY を求め、それを実現する親の量

化があった。わが国周辺における地球環境変動の

と漁獲圧を基準に評価・管理するものである。資

進行による沿岸生態系の変化、水産業における担

源の現状が MSY 水準に達していない場合は、漁

い手の減少や水産物消費の減少、コロナ禍による

獲圧の低減、すなわち漁獲量の削減が提案される

国際的・国内的な社会経済の変化なども無視でき

ことになるが、栽培対象種に適用した事例でも、

ない背景要因であった。こうした背景の下、検討

親魚資源量の回復をはかる上では、種苗放流より

会では、時代の変化に適応した栽培漁業のあり方

も漁獲圧の低減の方が効果的である場合があるこ

の整理と実行方針の策定を目指して活発な議論が

とが示されている。このため、検討会においても、

行われた。

種苗放流の継続の是非を判断する上での資源評価

熱心にご議論いただいた委員の皆様、事務局と

結果の位置付けや扱いが一つの論点となった。

して資料の準備や議論の整理をいただいた水産庁

検討会では、再生産関係への環境変動や他魚種

栽培養殖課の皆様に改めて感謝申し上げるととも

の増減の影響の取込みの必要性、漁獲物中の放

に、検討の過程における主要な論点を振り返りつ

流種苗由来の個体の混入率把握の不確実性、遊漁

つ、今後の栽培漁業の課題や期待について展望し

などによる採捕量把握の不十分さなど、資源評価

てみたい。

を行う上での前提が十分に満たされているかどう
かが指摘され、現在の資源評価結果をもって直ち

２. 主要な論点

に種苗放流の是非を判断することに対する懸念が

栽培漁業のポイントは、人工的に育てた種苗を

示された。一方、最近の太平洋クロマグロの事例

放流することで、他の生物による捕食などによる

からも示唆されるように、資源の持続可能な利用

生活史の初期段階の大量減耗を回避すること、さ

を考える上では漁獲圧を適正な水準に維持するこ

らには、かつては資源が分布・生息していたが現

とが重要であり、所要の漁獲量管理を行った上で

在は減ってしまっている場所へ種苗を放流するこ

種苗放流のあり方を考えるべきとの指摘もあった。

とにより、資源の再生をはかることにある。した

いずれにしても、議論を通じて、資源管理も栽培

がって、種苗放流の時期と場所、放流種苗のサイ

漁業も資源の持続可能な利用を目指す点では同じ

ズと量が重要であり、従来から調査・研究に基づ

であり、漁獲量管理を含めた様々な措置を講じる

く改良と適正化が図られてきた。また、放流種苗

なかで、栽培漁業についてもより効果的な形に発

を商業的に採捕が可能なサイズまで漁業による混

展させていくべきであるという点では共通の認識

獲等から保護することも重要であり、漁業者も参

が得られたものと考えている。
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また、種苗放流による資源増殖効果のみでなく、

らの課題を解決することは容易ではない。しかし、

むしろ資源管理の実施による漁獲量の削減を補填

まずは国や都道府県により水産資源の持続可能な

する効果（一代回収型の効果）に注目し積極的な

利用や沿岸漁業の振興をはかる上での栽培漁業の

活用を図るべきとの意見や、沿岸域の環境変化が

役割や位置付けを明確にした上で、都道府県や組

進み資源の再生産関係の悪化や資源変動の拡大が

織等の枠組みを超えた幅広い関係者の連携・協

懸念されるなかで、その対応策として、特に地先

同、施設の共同利用や業務の分担・連携、そのた

の資源（地先種）を対象とした積極的な栽培漁業

めの人材の育成や交流など、可能な部分から着実

の展開が必要であるとの指摘もあった。これらも、

に進めていくことが重要であろう。こうしたなか

資源の量的管理が本格化し地球環境変動が進むな

で、将来の栽培漁業の経費負担のあり方について

かで、今後の栽培漁業のあり方を考える上で重要

も、議論を進めていくことができるものと思われ

な論点であった。

る。
規

３. 今後へ向けた課題

４. おわりに

検討を通じて、資源評価の精度を向上させて種

新型コロナウイルス感染症のパンデミックやロ

苗放流効果を適正に評価し、効果的な栽培漁業

シアによるウクライナへの侵攻を契機として、わ

を実現するため、漁獲物への放流魚の混入率の正

が国の食料需給体制の脆弱性が明らかとなり、国

確な把握、遊漁を含めた栽培対象種の採捕状況の

内での食料生産体制の維持・強化と、その前提と

十分な把握に向けたモニタリングの充実、放流後

しての国内生産物の流通・消費の確保の重要性が

の種苗についての成長・生残や分布・移動に関す

再認識されている。本年 3 月に閣議決定された新

る調査・研究の継続の必要性が指摘された。また、

しい水産基本計画においては、2032 年までに食

今後進められていく漁獲量管理と、従来から漁業

用魚介類の自給率（重量ベース）を 94％に上げ

者が主体的に取組んできた禁漁区・禁漁期の設定

るという意欲的な目標が設定された。時宜を得た

や漁獲物のサイズ制限などをいかに整合させるか

ものである。

も重要な課題である。

わが国周辺の水産資源は多種多様であるが、

さらに、地球温暖化にともない水温上昇や沿岸

個々の資源の規模は小さいものが多い。その回復・

域の動植物相の変化が進むなかで、環境変化に対

維持には、資源状態に応じた漁獲量の管理に加え

応した栽培適種の選択や新規対象種の種苗生産を

て、生息場所の保全や、可能なものについては、

はじめとする必要な技術開発を進めることや、放

適切な場所、時期、サイズ、数量の種苗放流を通

流種苗の遺伝的多様性を確保するとともに種苗放

じて資源自体の底上げや漁獲量の維持をはかるこ

流が同種の天然個体や他の天然資源に及ぼす影響

とが重要である。こうした取組は、栽培対象種に

についても十分考慮するなど、生物多様性に配慮

とどまらず他の水産資源の保全にもつながり、結

した栽培漁業の実施も、幅広い利害関係者の理解

果的には、わが国の沿海地域の社会経済の維持に

を得る上で欠かせない視点であることが確認され

もつながるものであると考える。今回の栽培漁業

た。

の基本方針案には、必ずしも十分ではないが、こ

一方、今回の検討を通じて、各地の栽培関係施

うした思いを込めたつもりである。継続的な漁業・

設の老朽化が進み維持・運営が困難になりつつ

資源・環境のモニタリングの下で、幅広い関係者

あること、種苗の生産や放流などの栽培漁業の実

の理解と連携のもとに、適切かつ柔軟に栽培漁業

施や親魚養成や種苗生産などに関する技術開発を

が展開されていくことを期待したい。

行う人材が不足し、技術の継承や展開が困難にな
りつつあることも浮き彫りにされた。都道府県の
財政状況や人的状況が厳しさを増すなかで、これ
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第８次栽培漁業基本方針の考え方とポイント
水産庁栽培養殖課栽培漁業指導班
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

られているところです。
都道府県の区域を越えて回遊し漁獲される広域

いう。）は、沿岸漁場整備開発法第６条に基づき、

種については、既にマダイ（瀬戸内海中・西部系

沿岸漁場の生産力の増進に資するため、おおむね

群及び日本海西・東シナ海系群）及びヒラメ（瀬

５年を１期として農林水産大臣が定めることとさ

戸内海系群）について、MSY（最大持続生産量）

れており、本年７月１日に第８次基本方針が策定・

ベースの資源評価結果が公表されており、種苗放

公表されました。

流の規模を変化させた場合（具体的には、放流量

令和４年度から令和８年度までを期間とする第

の少ない順から①放流なし、②直近実績、③過去

８次基本方針は、水産政策の改革に記載された「栽

平均、④過去最大）に、10 年後の目標資源量の

培漁業は資源管理の一環として行い、資源管理上

達成確率がどのように変化するかが示されていま

効果のあるものを見極めた上で重点化する」とい

す（資料については、次の URL に掲載されてい

う大きな方向性に沿って作成されています。ここ

ます。「簡易版」と「研究機関会議資料」をご確

では、本誌 20 頁に全文が記載されている第８次

認 く だ さ い。http://www.fra.aﬀrc.go.jp/shigen̲

基本方針について、参考となるポイントや資料に

hyoka/SCmeeting/2019-1/

ついて触れています。なお、紙面の関係上、記載

の枠組みの中で、資源の持続的な利用のために効

内容は主に第７次基本方針からの変更箇所内容に

果が期待できる魚種・系群に放流対象を絞り込む

絞っており、基本方針の内容全てには触れていな

ことが必要となっています。

いことをご了承ください。

）。 今 後、 資 源 管 理

放流した地先で漁獲される地先種については、
沿岸漁業者による費用負担による種苗放流が行わ

１. 前文

れており、資源の維持・増大とともに、漁業者の

昭和 49 年に沿岸漁場整備開発法が制定され、
栽培漁業が沿岸漁業振興政策として位置づけられ
ました。各都道府県には栽培漁業センターが整備

万個
4000

され、現在では多様な魚種の種苗放流が行われて

3000

います。栽培漁業は資源維持や漁獲安定に一定

2000

の役割を果たしただけでなく、栽培対象種の生態

1000

解明や漁場保全、あるいは資源管理意識の醸成と

0

いものもあるとの指摘もあるところです。

25
20
15
10
5
0

献し、種苗放流から漁獲管理へと移行している魚
種もあります。一方で、十分な効果を上げていな

百トン

H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1

いった、沿岸漁業の振興や資源の持続的利用に貢

アワビ類

アワビ類放流
万個
8000

アワビ類漁獲

ウニ類

百トン

160

水産政策の改革において、栽培漁業は、資源管

6000

120

理上効果のあるものを見極めた上で重点化する

4000

80

とされ、対象となる水産資源の資源評価を踏まえ、

2000

40

証をふまえた効果的な栽培漁業の推進は、都道府
県を跨いで回遊し漁獲される広域種だけでなく、
放流した地先で漁獲される地先種においても求め

0

0
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1

その効果を検証するものとされました。効果の検

ウニ類放流

ウニ類漁獲

図１
図１ 主な地先種の種苗放流数・漁獲量の推移
主な地先種の種苗放流数・漁獲量の推移
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経営の安定に寄与しています（図１）。
他方で、環境の変化による漁場や魚種の変化と

る費用負担能力の低下といった課題が依然として
あるほか、広域種について、関係都道府県が連携

いった課題にも直面しているところであり、効果

した種苗放流や費用負担のあり方の検討について、

が期待できる魚種の適地放流を積極的に推進して

今後さらなる深化が求められているところです。

いくことが求められています。また、生産した種

これらの諸課題に対応しつつ、漁獲量の増大に

苗の融通等の他県との連携体制の構築は、地先種

向け、より効果的な栽培漁業を推進していくこと

であっても今後その重要性を増してくるものと考

が重要であり、今後の我が国の社会経済的・自然

えられます。さらに、効果的な栽培漁業の推進の

的状況に見合った効果的栽培漁業を実現するため、

ため、優良事例によるモデルづくりとその広域展

本基本方針に記載した取組を推進していくことと

開も求められているところです。

しています。

また、東日本大震災で壊滅的な被害を受けた種
苗生産施設の復旧が完了し、種苗生産能力は震災
前の水準にまで回復したところです。今後は種苗
放流の効果の拡大・向上へ向けた取組を強化して
いく段階へ移行しつつあります。

２. 種苗生産・放流・育成に関する指針
（１）漁獲管理との一体的な取組
種苗放流は、人為的に種苗を放流し、天然で新
たに生まれる資源に追加することで将来の親や漁

一方で、
各都道府県の種苗生産施設の老朽化（図

獲量の増大に貢献しようとするものです。このた

２）や種苗生産技術者の高齢化による生産能力の

め、MSY ベースの資源評価結果等をふまえ、資

低下（図３）
、都道府県の財政状況の悪化等によ

源管理の枠組みの中で漁獲管理との一体的かつ効
果的な取組により、効果的な栽培漁業を推進しま
す。

20～24年
2%

資源管理の前提となる資源評価においては、

20年未満
14%

MSY の達成に向けて漁獲管理と種苗放流を組み
40年以上
39%

合わせた資源評価に取り組むとともに、効果的な
栽培漁業の実施の基礎となる知見の収集・公表に

25～29年
19%

努めます。
（２）放流効果の検証

30～34年
19%

放流効果の検証については、MSY ベースの資
35～39年
7%

全国の種苗性生産施設は６割以上が整備後30
年以上経過しており、老朽化が進行している
ため、施設更新を検討する時期に来ている。

図２
都道府県の種苗生産施設の整備後年数
図２ 都道府県の種苗生産施設の整備後年数

源評価を基に、各都道府県で行われている放流効
果把握調査等の結果も踏まえて行います。MSY
ベースの資源評価が行われていない魚種について
は、定量的な指標に基づく効果検証に努めます。
放流効果の検証を踏まえ、効果の高い放流種や放
流場所での放流を検討するほか、資源造成の目標
を達成した種や放流量が減少しても資源が維持で

29歳以下
17%

きている魚種は、放流から漁獲管理への移行を推
50歳以上
41%

30～39歳
14%

進します。なお、放流効果検証にあたっては、漁
業者、加工業者、種苗放流実施団体等の幅広い関
係者の意見を聴くこととします。
（３）広域プランでの取組
広域種については、分布する海域の中で最も放

40～49歳
28%

流効果の高い放流適地への放流と、都道府県区域

種苗生産に従事する職員の高齢化が進んでおり、
50歳以上の職員が４割以上を占めている。
図３ 図３
都道府県の種苗生産施設の職員年齢構成（技術職）
都道府県の種苗生産施設の

職員年齢構成（技術職）
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を超えた受益と費用負担の公平化に向けた取組が
重要です。このため、海域協議会で策定された「効
率的かつ効果的な種苗生産及び種苗放流に関する

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

漁業が資源管理の一環として実施さ
れることを踏まえ、各種・各系群の

⽇本海北部海域協議会
北海道〜富⼭県
対象⿂種︓ヒラメ

⽇本海中⻄部海域協議会
⽯川県〜⼭⼝県
対象⿂種︓ヒラメ

資源評価結果に基づくものとします。
太平洋北海域協議会
北海道〜茨城県
対象⿂種︓マツカワ、ヒラメ

３. 技術の開発に関する事項
（１）技術開発の推進
消費者や漁業者のニーズが高い
新たな栽培対象種の技術開発に取

太平洋南海域協議会
千葉県〜宮崎県
対象⿂種︓トラフグ、ヒラメ

九州海域協議会
⼭⼝県〜⿅児島県
対象⿂種︓トラフグ

り組みます。なお、これまでに国で
は、ホシガレイ（図５）やキンメダイ、
アカムツ、アマダイ類等の種苗生産
技術開発に取り組んでいます。また、
種苗生産技術の開発・改良にあたっ
ては、ICT の導入による省人・省力
化を図ることも重要です。

瀬⼾内海海域協議会
和歌⼭県〜⼤分県
対象種︓トラフグ、ガザミ

資源評価における種苗放流の効果
を定量的に評価するため、放流の実

図４ 広域プラン対象魚種
図４
広域プラン対象魚種

計画」
（広域プラン、図４）において、資源評価

態や、放流個体の混獲状況の把握に
努めます。

結果を踏まえた目標を設定し、関係都道府県が種
苗生産・放流に取り組むとともに、近年の海洋環
境の変化を踏まえてより効果的取組となるよう種
苗放流手法の検討を行うとともに、受益に見合っ
た費用負担の公平化のための検討を行います。
（４）共同種苗生産体制
資源回復等について将来の見通しが立ち、安定
的な運営ができる施設について整備を推進します。
一方で、単一都道府県による施設運営が困難な場
合は、複数都道府県での共同利用や、養殖用種苗
生産も行う多目的施設への移行を推進します。な

図５ ホシガレイの種苗生産手法を確立

（２）環境変化に適応した栽培漁業の実施

図５沿岸域の環境変化に適応しながら栽培漁業を推
ホシガレイの種苗生産手法を確立

お、施設改修や運営にあたって ICT 導入による

進していくため、対象種の転換や放流手法の見直

コスト削減を図ることも必要です。

し等の必要な技術開発に努めます。

（５）国民の理解醸成

生産技術者の後継者が育っていない状況を踏ま

特に、栽培対象種の遊漁での採捕量の情報収集

え、関係都道府県間で連携し、計画的な人材確保

強化に努めるとともに、遊漁者等をはじめとする

と技術の継承に努めます。さらに、放流の実施が

幅広い関係者への栽培漁業の理解醸成を図ります。

資源管理上有効であると認められた場合、漁獲管

（６）東日本大震災からの復旧

理への移行後に種苗放流の再開を視野に入れた対

東日本大震災による被害から復旧した種苗生産

応を行うため、既往技術の体系的なマニュアル化

施設を活用し、効果的な栽培漁業の実施に取り組

や普及・啓発、技術研修の機会を設ける等の取組

むほか、被災地における漁獲物の安定的な生産・

みを進めます。

供給に資するため、他海域の種苗生産施設等から
の種苗の導入等による放流尾数を確保します。
（７）栽培対象種の漁獲見通し
栽培対象種の漁獲量の見通しについては、栽培

４. その他の重要事項
（１）関係機関の連携
国は栽培漁業の基本方針を策定します。水研機
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構は栽培漁業に関する技術開発、主な栽培対象種
の資源評価並びに指導及び助言を行います。そし

を行い、効果的な栽培漁業を実施します。
（２）都道府県栽培漁業協会等の連携体制の強化

て、豊かな海づくり協会は国や機構と連携を取り

豊かな海づくり協会を事務局とする海域栽培漁

ながら、都道府県間の連携及び調整、情報の収集

業推進協議会全国連絡会議の下で、栽培漁業の

及び提供等による栽培漁業の普及の促進を行いま

技術及び情報の交換、人材の交流等を推進します。

す。これらにより、国、機構及び豊かな海づくり

また、資源評価結果を踏まえ、遺伝的多様性をは

協会は、全体の方向付け、進行管理及び都道府県

じめとする生物多様性の保全に配慮しながら効率

間の連携を推進するための調整を行います。また、

的かつ効果的な栽培漁業の推進体制の構築に努め

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、海域協議会の下で種苗の生産、放流、

るとともに、都道府県下の関係者と一体となって、

育成、放流効果の検証等において連携を強化しま

種苗の生産、放流、育成、種苗放流効果の検証等

す。

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
令和４年７月１日公表
高度経済成長の中、大規模な地域開発が進み、
臨海工業地帯の造成や沿岸の都市化の進展によ
り、漁場環境や水産動植物の生育環境が悪化し
た。その後、200 海里の設定による海外漁場から
の撤退に伴い、沿岸域における漁業生産の確保が
大きな課題となった。このため、沿岸漁業の安定
的な発展と水産物の供給増大に寄与することを目
的に、沿岸漁場整備開発法が制定され、栽培漁業
が沿岸漁業の振興政策として位置付けられるとと
もに、各都道府県に栽培漁業センターが整備され
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。その結果、栽培漁業は対象種の資
源維持や漁獲の安定化に一定の役割を果たすとと
もに、対象種の生態解明や漁場環境の保全、放流
種苗の管理を通じた資源管理意識の醸成等を通じ
遊漁も含めた沿岸漁業の振興や資源の持続的な利
用に貢献してきた。これにより、資源の維持・増
大に成功し、漁獲管理に移行しているものがある。
一方で、十分な効果を上げるに至っていないもの
もあるとの指摘もある。
平成 27 年の「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」の策定
後、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化
を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バランスの
とれた漁業就労構造の確立を図るため、
「水産政
策の改革」に取り組むことが決定された。水産改
革の柱となる資源管理等については、平成 30 年
12 月に公布、令和２年 12 月に施行した漁業法
等の一部を改正する等の法律（平成 30 年法律第
95 号）による改正後の漁業法（昭和 24 年法律第
267 号）や令和２年９月に策定した「新たな資源
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管理の推進に向けたロードマップ」等に基づき、
新たな資源管理システムの構築、生産性の向上に
資する漁業許可制度の見直し、海面利用制度の見
直しなどが取り組まれてきた。
このような取組の中で、栽培漁業については、
「水産政策の改革について」（平成 30 年６月１日
改訂「農林水産業・地域の活力創造プラン（別紙
８）」）において、新たな資源管理システムの下で
資源管理上効果のあるものを見極めた上で重点化
することとされ、対象となる水産資源の資源評価
を踏まえ、その効果を検証するものとされた。都
道府県の区域を越えて回遊し漁獲される広域種と、
放流した地先で漁獲される地先種のいずれにおい
ても、種苗放流の効果の検証と、その結果を踏ま
えた効果的な栽培漁業の推進がこれまで以上に求
められているところである。
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、最大持続生産
量（以下「MSY」という。）ベースの資源評価に
おいて、種苗放流の規模を変化させた場合に目標
資源量の達成確率がどのように変化するか示され
ており、種苗の放流尾数の増減が資源量の増減に
大きく影響する資源と、種苗放流の効果が必ずし
も明瞭でない資源とがあることが明らかになって
いる。種苗放流が資源の維持・増大につながって
いるか、そもそも漁獲圧が過大でないかなどを科
学的に検証しながら、資源管理の枠組みのもとで、
資源の持続的な利用のために効果が期待できる魚
種・系群に種苗放流の対象を絞り込むことが必要
となっている。
放流した地先で漁獲されるウニ類、アワビ類、
ハタ類等の地先種については、それらを漁獲する

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

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、種苗放流による対象資源の維持・増大と
ともに、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
化の影響等により漁獲量が減少している。種苗放
流の効果検証を行うとともに、持続的な漁業生産
を確保し地域の漁業振興を図るため、海洋環境の
変化による漁場変動や魚種変化への対応の点で、
効果が期待できる魚種を適地に放流することを徹
底しながら、積極的かつ重点的に種苗放流を進め
ることが必要である。また、地先種の一部におい
ては、隣り合う都道府県が連携することで種苗放
流の効果が上がると期待される魚種もあることか
ら、こうした魚種については都道府県間での連携・
協働を促進・助長する枠組みが必要である。これ
らの取組を通じて、地先種の栽培漁業についての
モデルを作り、その横展開を図ることが重要と考
えられる。
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復旧が完了し、
種苗生産能力は震災前の水準まで回復した。今後
は、種苗放流の効果の拡大・向上へ向けた取組を
強化していく段階へ移行している。
一方、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
齢化する一方で後継者が育っていない状況も見
られる。加えて、都道府県の財政状況の悪化、燃
油の高騰、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
等による漁業者の負担能力の低下等により種苗放
流経費の確保が困難となっている状況も見られる。
特に広域種については、全国を六つの海域に分け
た海域栽培漁業推進協議会（以下「海域協議会」
という。
）において、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が進められて
いるところであり、今後、検討のさらなる深化が
求められている。
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、漁獲量の増
大に向けて、より効果的な栽培漁業を推進するこ
とが重要と考えられる。
さらに、種苗放流にあたっては、生物多様性保
全への配慮や、放流された種苗の育成の場の整備
との連携、栽培漁業に関する国民への理解醸成の
取組の強化が求められている。加えて、種苗放流
の効果の検証にあたっては、遊漁による採捕を適
切に見積もることが重要であり、このため遊漁関

係者と連携した採捕量の把握等にも取り組む必要
がある。
これらの課題に対応するため、水産基本計画（令
和四年三月二十五日閣議決定）では栽培漁業につ
いて、地先種は「環境要因に適応した受益者負担
を伴う種苗放流の継続を図る」とし、広域種は「資
源造成の目的を達成した魚種や放流量が減少して
も資源の維持が可能な魚種も出てきており、こう
した魚種については、種苗放流による資源造成か
ら適切な漁獲管理措置への移行を推進する」とし
ている。
このような状況を踏まえ、国、国立研究開発法
人水産研究・教育機構（以下「機構」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、今後の我が国の社会経済的・自然的状況
に見合った効果的な栽培漁業を実現するため、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）漁獲管理との一体的な取組
水産資源は、新たに生まれ、成長すること
で増え、自然的な減耗に加えて漁獲により減
少する。資源管理は、この基本的な性質を踏
まえ、人為的な行為である漁獲をコントロー
ルすることで資源を持続的に利用しようとす
るものである。
種苗放流は、人為的に種苗を放流し、天然
で新たに生まれる資源に追加することで将来
の親や漁獲量の増大に貢献しようとするもの
である。このため、後述の MSY ベースの資
源評価結果や都道府県水産試験場等で行われ
ている種苗放流効果把握調査の結果を踏まえ、
資源管理の枠組みの中で、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一体的かつ効
率的な取組を行い、効果的な栽培漁業を推進
する。
資源管理の前提となる資源評価においては、
MSY の達成に向けて漁獲管理と種苗放流を組
み合わせた資源評価に取り組むとともに、天
然由来の加入量と放流由来の加入量の定量的
な評価や、放流種苗の生残過程の把握、放流
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種苗による再生産や漁獲量の増加への貢献度
の把握など、種苗放流の効果の評価と効果的
な栽培漁業の実施の基礎となる知見の収集・
公表に努める。
（２）放流効果の検証に基づく対象種の重点化を
踏まえた効果的な栽培漁業の推進
種苗放流を実施している魚種は、MSY ベー
スの資源評価を基に、都道府県水産試験場等
で行われている種苗放流効果把握調査等の結
果も踏まえて放流効果の検証を行う。MSY
ベースの資源評価が行われていない魚種につ
いては、国が行う資源調査・評価や都道府県
水産試験場等で行われている種苗放流効果把
握調査等の結果に基づき、定量的な指標に基
づく種苗放流の効果の検証に努める。種苗放
流効果の検証結果を踏まえて、資源造成効果
の高い種苗放流の対象種の検討を行うととも
に、関係者で種苗放流効果の高い適地での放
流方法を検討する。資源造成の目的を達成し
た魚種や放流量が減少しても資源が維持でき
ている魚種は、種苗放流による資源造成から
漁獲管理への移行を推進する。種苗放流効果
の検証にあたっては、漁業者、加工業者、種
苗放流実施団体等の幅広い関係者の意見を聴
くこととする。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。
（３）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類、アワビ
類、ハタ類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
場整備開発法第七条の二第四項の「放流効果
実証事業」の実施によって、種苗放流の効果
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、適切な費用負担のあり方を検
討する。また、必要に応じ、同条第二項第四
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。
（４）広域プランに基づく広域種の種苗放流の取組
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、種苗
放流を実施する場合には、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
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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」（以下「広域プラ
ン」という。）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、広域プランにおいて資源評価結果を
踏まえた放流数量等の種苗放流に関する目標
を設定し、関係都道府県が種苗生産や放流等
に取り組むとともに、近年の海洋環境の変化
に伴う各魚種の分布・回遊域の変化を踏まえ
て、広域プランがより効果的な取組となるよ
う、特に適種、適地、適期、適した放流サイ
ズでの種苗放流の実施の観点から検討を行う
とともに、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公
平化の実現に向けた検討を行う。
（５）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
設の計画的な改修及び更新に努めるととも
に、資源回復や施設維持、受益者負担等に関し、
将来の見通しが立ち、安定的な運営ができる
施設については整備を推進する。単一の都道
府県による種苗生産施設の運営が困難な場合、
複数の都道府県での共同利用や養殖用種苗生
産を行う多目的利用施設への移行を推進する。
共同利用化した施設については、複数の地方
公共団体による運営方式を検討する。各都道
府県等の種苗生産施設における種苗生産コス
トも勘案し、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。
また、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。
なお、効果的な栽培漁業の推進にあたって
は、種苗生産施設等のハード面と種苗生産技
術等のソフト面のバランスの取れた運営が不
可欠である。このため、施設の改修や運営に
当たっては ICT の導入を図り、施設運営の省
人・省力化とコストの削減を図る。
（６）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

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

魚の混入調査等により、漁業生産面における
種苗放流の効果を把握するとともに、DNA 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、種苗放流の再生産への寄与を検証し、
放流計画に反映させる。また、種苗放流の実
施に当たっては、天然の海域に大量の人工種
苗を放流することによる遺伝的な攪乱のリス
クを低減するため、国及び機構が作成した「人
工種苗放流に係る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
産の現場へ普及するとともに、放流された種
苗と在来魚種の間における捕食−被食関係や
競争関係を通じた周辺の生態系への影響にも
配慮し、生物多様性の保全との両立に努める。
（７）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及
栽培漁業の国民への啓発及び普及に取り組
む。特に、遊漁関係者と連携して遊漁におけ
る栽培漁業対象種の採捕量の情報収集の強化
に努めるとともに、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
業者等を含む幅広い関係者への栽培漁業に対
する理解の醸成を図る。さらに、水産資源の
動態の解明における栽培漁業が果たす学術的
な貢献について、パンフレット等の資料の作
成・配布を通じてわかりやすく示すことや、
初等中等教育の現場との連携を通じて、水産
資源の持続的な利用やそれを取り巻く水域環
境の保全の重要性に対する理解の増進等に取
り組む。
（８）種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携
の推進
種苗放流の効果を高めるためにも、引き続
き、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。
（９）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、復旧した種苗生産施設を
活用し、震災後の沿岸生態系や水産資源の状
況に合わせた効果的な栽培漁業の実施に取り
組む。また、被災地における漁獲物の安定的
な生産・供給に資するよう、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。
（10）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、令
和８年度における各栽培漁業対象種の漁獲量
の見通しについては、各種・系群の資源評価
結果に基づくものとする。
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）栽培漁業の推進のための技術開発の推進
放流種苗の生残率の向上のために、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、種苗生産から放流、さらには未成
魚の混獲防止等の一連の技術開発を一体的に
行うよう努める。また、消費者ニーズが高く、
漁業者からの大量種苗生産技術の開発に対す
る要望が強い、新たな栽培漁業対象種の技術
開発に取り組む。
種苗生産等における減耗を防止するための
技術開発に取り組み、種苗生産及び中間育成
の現場においては、減耗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。
また、種苗生産技術の開発・改良にあたっ
ては、積極的に ICT の導入に努め、作業の自
動化や省人・省力化を図ることも重要である。
放流尾数や放流サイズ等の種苗放流の実態
や漁獲物への放流種苗由来の個体の混獲状況
の把握に努め、資源評価における種苗放流の
効果を定量的に評価するとともに、効果的な
栽培漁業のあり方の検討に資するよう調査の
拡充や手法の高度化に努める。
（２）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、新規栽培漁
業対象種の探索や対象種の転換、種苗放流手
法の見直し等必要な技術開発に努める。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。
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（３）技術の維持と継承
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が育っていない状
況を踏まえ、関係都道府県間で連携し、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。さらに、種苗放流の実施が資
源管理上有効であると認められた魚種におい
ては、漁獲管理への移行後、環境変動等によ
り資源が急激に悪化した場合に備え、種苗放
流の再開も視野に入れた対応を行うためには
技術の確保が重要であることから、既往技術
の体系的なマニュアル化や普及・啓発、技術
研修の機会を設ける等の取組を進める。
（４）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、疾病防除等の技術に
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
については漁獲管理等に、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
技術開発に努める。
（５）遺伝子組換え生物等の取扱い
外来遺伝子の導入による品種の開発及び種
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。以下「カル
タヘナ法」という。
）等に基づいて適正に実施
する。また、ゲノム編集技術の利用により得
られた生物であってカルタヘナ法に規定され
た遺伝子組換え生物等に該当しない生物及び
胚の操作により開発された品種等であって遺
伝子組換え技術及びゲノム編集技術を利用し
ていないものについては、後世代の資源増大
への寄与が明確ではないことから、種苗放流
は行わない。
（６）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。
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（７）機構の役割
機構は、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。
第３ その他水産動物の種苗の生産及び放流並び
に水産動物の育成に関する重要事項
（１）関係機関の連携
環境変化に対応しながら栽培漁業を効率的
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、機構は栽培漁業に関する
技術開発、主な栽培対象種の資源評価並びに
指導及び助言を行い、豊かな海づくり協会は
国や機構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、機構及び豊かな海づくり協会は、全体の
方向付け、進行管理及び都道府県間の連携を
推進するための調整を行う。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、種苗放流効果の検
証等を行い、効果的な栽培漁業を実施する。
（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、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、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、栽培漁業の技術及び情報の交換、
人材の交流等を推進する。また、資源評価結
果を踏まえ、遺伝的多様性をはじめとする生
物多様性の保全に配慮しながら効率的かつ効
果的な栽培漁業の推進体制の構築に努めると
ともに、各海域ごとに設置された海域協議会
の下で種苗の生産、放流、育成、放流効果の
検証等において連携を強化する。
（３）基本方針の期間等
本基本方針の期間は、令和４年度から令和
８年度までとする。

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

浜だより（第３回）
浜だより（第３回）

小型魚や稚貝の再放流、操業日や一日あたりの漁獲量の制限、種苗放流や漁場環境の保全等、全
小 型 魚や 稚貝 の 再放 流、 操 業日 や一 日 あた りの 漁 獲量 の制 限 、種 苗放 流 や漁 場環 境 の保 全等 、 全
国各地で様々な取組が行われています。現場での操業を通じて、資源と日々向き合い、その状況を
国
各 地で 様々 な 取組 が行 わ れて いま す 。現 場で の 操業 を通 じ て、 資源 と
日々 向き 合 い、 そ
の 状 況を
肌身で感じている漁業者は、改正漁業法や水産基本計画で示された
資源管理の推進
の最大の理
解者・実践者であると思います。
肌
身 で感 じて い る漁 業者 は 、改 正漁 業 法や 水産 基 本計 画で 示 され た“ 資 源管 理の 推 進” の最 大 の理
一方で、悪化した水産資源の回復や安定的確保は、現場の漁業者による資源管理の取組のみでは
解者
・実践者であると思います。
解決できない場合も少なくありません。
一方で、悪化した水産資源の回復や安「豊かな海」No.56
定的確保は、現場の号でも紹介したように、瀬戸内海にお
漁 業者 によ る 資源 管理 の 取組 のみ で は
ける栄養塩類の確保という課題も、その一つではないでしょうか。
解決できない場合も少なくありません。「豊かな海」No.56号でも紹介したように、瀬戸内海におけ

今回は、ハマグリやヤマトシジミで有名な桑名市赤須賀漁協を訪れて、かつて
JF 全国漁青連会長
る
栄養塩類の確保という課題も、その一つではないでしょうか。
を務められた水谷隆行組合長から、資源管理や栽培漁業への取組、その前提となる漁場環境をどう
今 回 は 、 ハ マ グ リ や ヤ マ ト シ ジ ミ で 有 名 な 桑 名 市 赤 須 賀 漁 協 を 訪 れ て 、 か つ て JF 全 国 漁 青 連 会 長
守り、未来に繋いでいこうとしているのかについて、お話を伺いました。
を 務 めら れた 水 谷隆 行組 合 長か ら、 資 源管 理や 栽 培漁 業へ の 取組 、そ の 前提 とな る 漁場 環境 を どう
守り、未来に繋いでいこうとしているのかについて、お話を伺いました。

陸域・沿岸域の開発によって漁場環境が変わって
陸域
・沿 岸域 の 開発 によ っ て漁 場環 境 が変 わっ て
いくなかで、漁業現場は対応を迫られた

いくなかで、漁業現場は対応を迫られた
―

―

赤須賀と言えばハマグリが大変有名ですね。

赤須賀と言えばハマグリが大変有名ですね。

現役漁師として日々漁に出られているとのことで

現役漁師として日々漁に出られているとのことで
すが ―
すが 赤須賀の漁場は、木曽三川（揖斐川、長良川及
―
赤須賀の漁場は、
木曽三川（揖斐川、長良川及び
び木曽川）の河口域や河川内です。そこでは、な
木曽川）
の河口域や河川内です。そこでは、なんと
んと言ってもハマグリ、ヤマトシジミ、アサリな
どの貝類の水揚げが主力であり、小型機船底びき
言ってもハマグリ、ヤマトシジミ、アサリなどの
網で漁獲しています。そのほか、冬季には海苔養
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平成に入るとさらに厳しい状況が続き、
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干潟が失われハマグハマグリの種苗生産は、昭和50年から県や市の
リが絶境や稚貝の分布状況などのモニタリング調査です。
滅の 危機 に 瀕し たこ と
い危機感を持ち、漁獲制限や種苗放流の取組を開

また、植樹活動など、漁場環境を守る活動も行っ
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岸域・陸域の様々な開発によって漁業者が影響を
ます。減少要因はひとつではなく、よく分かって
育てるためにも今は我慢の時です。
スの影響を大きく受け、主に料亭やホテルなどで
海は決して戻らない、漁場を守り資源を育てるこ
両者の立場は違えども、思いを一つにすることは
受ける場合、補償金で解決しようというのが一
いないことも多いです。海も漁も状況は常に変わ
扱われるハマグリの漁は思うように出来なくなっ
とが大切と考えて、そうした思いを建設省の出先
般的ではないでしょうか。でも、いったん失われ
り、稚貝の発生状況も年によって変わります。し
部研究会では日々、干潟の環境や稚
できると信じ、
人工干潟の造成をお願いしました。
ています。でも、稚貝の発生状況はよくなってき
事務所の方々に繰り返し、繰り返し伝えました。
た海は決して戻らない、漁場を守り資源を育てる
かし、分からないからこそ、チャレンジが出来
などのモニタリングを継続的に実施
ており、
それを育てるためにも今は我慢の時です。
結果的に、私たちの思いを国の方々にもご理解
両者の立場は違えども、思いを一つにすることは
ことが大切と考えて、そうした思いを建設省の出
る。これからも色々な取組を試行錯誤していきま

漁協青壮年部研究会では日々、干潟の環境や稚
先事務所の方々に繰り返し、繰り返し伝えました。
できると信じ、
人工干潟の造成をお願いしました。
す。そうしたなか、令和
2 年の春からは、新型コ
獲制限などの資源管理の進め方につ
いただけたことは大変幸運だったと思います。
貝の発生状況などのモニタリングを継続的に実施
ロナウイルスの影響を大きく受け、主に料亭やホ

ています。台風や大雨で出水すれば、
しながら、漁獲制限などの資源管理の進め方につ
テルなどで扱われるハマグリの漁は思うように出

結果的に、私たちの思いを国の方々にもご理解

いただけたことは大変幸運だったと思います。

いても議論しています。
台風や大雨で出水すれば、
来なくなっています。でも、稚貝の発生状況はよ
マグリを守るために長いときには一
真水に弱いハマグリを守るために長いときには一
くなってきており、それを育てるためにも今は我

みます。若い漁師にとっては本当に
週間も漁を休みます。若い漁師にとっては本当に
慢の時です。

漁協青壮年部研究会では日々、干潟の環境や稚
たいへんなことですが、昔から赤須賀の漁師には
とですが、昔から赤須賀の漁師には

貝の発生状況などのモニタリングを継続的に実
限られた資源を大事にする意識が根付いています。

を大事にする意識が根付いています。
施しながら、漁獲制限などの資源管理の進め方に
30年以上も地道に試行錯誤を続けて、ハマグリ資

ついても議論しています。台風や大雨で出水すれ
源はようやくよくなってきました。これからもっ
道に試行錯誤を続けて、ハマグリ資
ば、真水に弱いハマグリを守るために長いときに
とよくなることに期待しています。

よくなってきました。これからもっ
は一週間も漁を休みます。若い漁師にとっては本

水谷組合長と後ろに写る造成された人工干潟

水谷組合長と後ろに写る造成された人工干潟
当にたいへんなことですが、昔から赤須賀の漁師 -3とに期待しています。
水谷組合長と後ろに写る造成された人工干潟
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多面的機能・環境保全部門で、赤須賀漁業協同組

桑名市民や赤須賀を訪れた方々に、

合青壮年部研究会が農林水産大臣賞を受賞してい

当の美味しさを知っていただきたい

ますね

地元で漁獲されたハマグリを使った

り、漁業と地域との繋がり

ザ“は、平成22年に漁業交流センターと公民館を

ャレンジ

兼ねた施設として建設されました。年間約２万人

－

国青年・女性漁業者交流大会の

が訪れるこの施設には、食堂「はまかぜ」があり、

ています。また、赤須賀の漁業やハ
青壮年部研究会は、
干潟の保全活動や種苗放流、
両者の立場は違えども、思いを一つにすることは
― 山の子供たちとの交流もあると伺っています

桑名市民や赤須賀を訪れた方々に、ハマグリの本
保全部門で、赤須賀漁業協同組
できると信じ、人工干潟の造成をお願いしました。
が ―
密漁対策とともに、子供たちを含めて地域住民に、

や資源管理の取組、赤須賀の漁村文

結果的に、私たちの思いを国の方々にもご理解
赤須賀漁協の事務所があるこの はまぐりプラ
当の美味しさを知っていただきたいとの思いで、
が農林水産大臣賞を受賞してい

の情報を発信する展示室もあります
漁業や漁場環境を守ることの大切さを理解しても
いただけたことは大変幸運だったと思います。
ザ は、平成
22 年に漁業交流センターと公民館

地元で漁獲されたハマグリを使った料理を提供し
規
を兼ねた施設として建設されました。年間約２万
実は、この施設に使われている木
らうような取り組みを行っています。

海、山と川の繋がり、漁業と地域との繋がり
人が訪れるこの施設には、食堂「はまかぜ」があ
ています。また、赤須賀の漁業やハマグリの生態
は、干潟の保全活動や種苗放流、
川水系の上流域にある岐阜県東白川
昭和60年頃から継続して、小学校の給食にシジ
仲間づくりへのチャレンジ

り、桑名市民や赤須賀を訪れた方々に、ハマグリ

― 平成 25 年度全国青年・女性漁業者交流大会
の本当の美味しさを知っていただきたいとの思い
や資源管理の取組、赤須賀の漁村文化や歴史など
、子供たちを含めて地域住民に、
です。
ミを提供して、赤須賀の産物に親しんでいただい
の多面的機能・環境保全部門で、赤須賀漁業協同

で、地元で漁獲されたハマグリを使った料理を提

の情報を発信する展示室もあります。
守ることの大切さを理解しても
ています。また、市内小学校での出前授業を行う
組合青壮年部研究会が農林水産大臣賞を受賞して
供しています。また、赤須賀の漁業やハマグリの

いますね ―
生態や資源管理の取組、赤須賀の漁村文化や歴史
実は、この施設に使われている木材は全て木曽
みを行っています。
ほか、ハマグリの種苗放流や干潟の観察会、漁船
青壮年部研究会は、干潟の保全活動や種苗放流、

などの情報を発信する展示室もあります。

川水系の上流域にある岐阜県東白川村のものなん
に乗っての操業体験なども行っており、年間約
継続して、小学校の給食にシジ
密漁対策とともに、子供たちを含めて地域住民に、
実は、この施設に使われている木材は全て木曽
漁業や漁場環境を守ることの大切さを理解しても

川水系の上流域にある岐阜県東白川村のものなん

1,000人の学童が赤須賀の浜を訪れています。子
です。 です。
須賀の産物に親しんでいただい
らうような取り組みを行っています。

供たちの安全確保など漁業者自身も大変気を遣う
昭和 60 年頃から継続して、小学校の給食にシ
市内小学校での出前授業を行う
ジミを提供して、赤須賀の産物に親しんでいただ

ことが多いのですが、こうした活動を息長く続け
種苗放流や干潟の観察会、漁船
いています。また、市内小学校での出前授業を行

うほか、ハマグリの種苗放流や干潟の観察会、漁
ていくことこそが大切と考えています。また、県
験なども行っており、年間約
船に乗っての操業体験なども行っており、年間約

外からも、個別に、漁業や漁場を守ることの大切
1,000 人の学童が赤須賀の浜を訪れています。子
赤須賀の浜を訪れています。子

ハマグリプラザ

供たちの安全確保など漁業者自身も大変気を遣う
さを子供たちに学んでほしいと、浜に足を運んで

海は川を通じて山と繋がっており

こられた先生方もおられます。こうした熱意にも

っと山のことを知るべきだし、山の

外からも、個別に、漁業や漁場を守ることの大切
応えています。

のことをもっと知ってもらいたいと

など漁業者自身も大変気を遣う
ことが多いのですが、こうした活動を息長く続け

ていくことこそが大切と考えています。また、県
が、こうした活動を息長く続け

大切と考えています。また、県
さを子供たちに学んでほしいと、浜に足を運んで

そして、令和元年からは、小学５年生を対象と
こられた先生方もおられます。こうした熱意にも

、漁業や漁場を守ることの大切
応えています。

ハマグリプラザ
年、当時の秋田清音組合長とともに

ハマグリプラザ

海は川を通じて山と繋がっており、漁業者も
した人工干潟でのハマグリ掘体験会を始めました。
急遽訪れて村長に海と山との交流を

そして、令和元年からは、小学５年生を対象と
もっと山のことを知るべきだし、山の人たちにも
んでほしいと、浜に足を運んで
海は川を通じて山と繋がっており、漁業者もも

市長と直接掛け合って実現しましたが、５月頃に
た。早朝からの漁を続けながら、片
した人工干潟でのハマグリ掘体験会を始めました。
海のことをもっと知ってもらいたいと考え、平成

おられます。こうした熱意にも
っと山のことを知るべきだし、山の人たちにも海
市長と直接掛け合って実現しましたが、５月頃に
14 年、当時の秋田清音組合長とともに、東白川
３回に分けて市内の小学５年生全員（約1,300名）
3 回に分けて市内の小学 5 年生全員（約 1,300 名）

が参加しています。
が参加しています。

のりを何度も往復しました。お話を

村を急遽訪れて村長に海と山との交流を直談判し

のことをもっと知ってもらいたいと考え、平成14
村長からもご理解をいただき、平成
ました。早朝からの漁を続けながら、片道
2 時間

年からは、小学５年生を対象と

半の道のりを何度も往復しました。お話を重ねる
年、当時の秋田清音組合長とともに、東白川村を
れたこの取組では、東白川村の子供

ハマグリ掘体験会を始めました。

急遽訪れて村長に海と山との交流を直談判しまし
年に開始されたこの取組では、東白川村の子供た
を訪れ干潟観察会を行ったり、桑名

って実現しましたが、５月頃に

ちが赤須賀を訪れ干潟観察会を行ったり、桑名市
た。早朝からの漁を続けながら、片道2時間半の道
の子供たちが東白川村を訪れ植林活

の小学５年生全員（約1,300名）

のりを何度も往復しました。
お話を重ねるなかで、
を行ったり、青壮年部研究会が橋渡し役となって、
青壮年部研究会が橋渡し役となって

。

村長からもご理解をいただき、平成14年に開始さ
られています。
さらに、最近、 陸 ( おか ) 漁師 と自称し、こ

なかで、村長からもご理解をいただき、平成 14

城東小学校の子供たちが東白川村を訪れ植林活動
交流が続けられています。

れまで漁業とは余り関係のなかった地元の方々に
さらに、最近、
“陸(おか)漁師”と
れたこの取組では、東白川村の子供たちが赤須賀
も、漁協の取組に関心を持っていただいています。

まで漁業とは余り関係のなかった地
を訪れ干潟観察会を行ったり、桑名市城東小学校
彼らから、赤須賀のハマグリなどの資源や漁場環
体験学習会の様子（資料提供：桑名市役所）

境を守るために何ができるのかといった相談もあ
漁協の取組に関心を持っていただい
体験学習会の様子（資料提供：桑名市役所）
の子供たちが東白川村を訪れ植林活動を行ったり、

らから、赤須賀のハマグリなどの資
青壮年部研究会が橋渡し役となって、交流が続け
－

山の子供たちとの交流もあると伺っています
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られています。 を守るために何ができるのかといっ

が

－

ます。こうした新たな繋がりも大切

「明日の栽培漁業・豊かな海を考える」

ります。こうした新たな繋がりも大切にしていき

の復活であり、そのためにも漁場に失われた砂を

たいと考えています。

戻す必要があると考えています。
国土交通省が目指す治水や利水のための河川

規

シジミ資源をはぐくんできた豊かな漁場も、河川

（ダム）管理と、漁場環境を守ろうとする漁業者

環境の変化の中で大変厳しい状況に
シ ジ ミ資 源を は ぐく んで き た豊 かな 漁 場も 、河 川
―環境
ハマグリとともに水揚げの主力であるヤマト
の変化の中で大変厳しい状況に

が期待する管理は、当然立場（目的）が違います
の復活であり、そのためにも漁場に失われた砂を
ので、自ずと違ったものであると思います。しか
戻す必要があると考えています。

シジミについては如何ですか
―
－ ハマグリとともに水揚げの主力であるヤマト
かつては、木曽三川で漁獲されるヤマトシジミ
シジミについては如何ですか
－

しながら、少なくとも、河川管理者の方々にも、
国土交通省が目指す治水や利水のための河川
シジミの資源をはぐくむ河川環境を未来に繋いで
（ダム）管理と、漁場環境を守ろうとする漁業者

は、全国的にも島根県（宍道湖）や青森県
( 小川
かつては、木曽三川で漁獲されるヤマトシジミ
原湖
)、茨城県 ( 利根川 ) に次ぐ一大産地であり、
は、全国的にも島根県（宍道湖）や青森県(小川原

いくことが重要であるという思いを共有していた
が期待する管理は、
当然立場（目的）が違いますの
だきたい。このことを出発点として、それぞれの
で、自ずと違ったものであると思います。しかし

に、現在、操業は週
3 回、一日当たりの水揚げ量
資源管理に取り組んで来ました。
ちなみに、現在、
は操業は週３回、
120㎏以内で、８mm
未満の稚貝は再放流して
一日当たりの水揚げ量は120㎏以内

ことが重要であるという思いを共有していただき
全国各地の漁業者のみならず様々な立場の方々と
たい。このことを出発点として、それぞれの立場

赤須賀漁協では、ハマグリと同様にシジミに関し
湖)、茨城県(利根川)に次ぐ一大産地であり、赤須
ても、資源管理に取り組んで来ました。ちなみ
賀漁協では、ハマグリと同様にシジミに関しても、

立場で何ができるかを考え、改善が図られること
ながら、
少なくとも、河川管理者の方々にも、シジ
を期待しています。
ミの資源をはぐくむ河川環境を未来に繋いでいく
規

繋がりを持てたことが、現在の活動の糧に
で何ができるかを考え、改善が図られることを期
― JF 全国漁青連会長として活躍され、今も全
待しています。
国各地の漁業者とも繋がりも持っているとのこと

います。
で、８mm未満の稚貝は再放流しています。
しかしながら、平成 25 年以降急激に水揚げ量
しかしながら、平成25年以降急激に水揚げ量が
が減少しています。
減少しています。
この要因については、河川内の漁場環境が変
この要因については、河川内の漁場環境が変わ
わってきたこと、特に、産卵場となるような場所
ってきたこと、特に、産卵場となるような場所に
に砂が失われてきたことだと考えています。河川
砂が失われてきたことだと考えています。河川管
管理者からすれば、治水面を考えて、河床に堆積
理者からすれば、治水面を考えて、河床に堆積し
した砂や泥を除去するでしょう。各地で洪水被害
た砂や泥を除去するでしょう。各地で洪水被害が
が度々発生しており、地域住民も同じように考え
度々発生しており、地域住民も同じように考える
るのではないでしょうか。
のではないでしょうか。

ですが ―
全 国 各地 の漁 業 者の みな ら ず様 々な 立 場の 方々 と
平成 13 年から約２年間全漁青連会長として、
繋がりを持てたことが、現在の活動の糧に
様々な活動に参加しました。理事会や総会、研修
－ JF全国漁青連会長として活躍され、今も全国
会、ブロック会議などを通じて、全国各地の青年
各地の漁業者とも繋がりも持っているとのことで
部の方々と交流できたことはとても貴重な経験で
すが －
した。また、何と言っても水産庁長官と懇談する
平成13年から約２年間全漁青連会長として、
機会や水産庁若手職員の方々とも酒を飲みかわし
様々な活動に参加しました。理事会や総会、研修
ながら交流したことは思い出深いです。
会、ブロック会議などを通じて、全国各地の青年
一番よく飲んだのは、長崎県の平野さん（現在、
部の方々と交流できたことはとても貴重な経験で
長崎県漁連副会長及び針尾漁協組合長）じゃな
した。また、何と言っても水産庁長官と懇談する
いでしょうか。理事会等で上京する度に飲み歩き、
機会や水産庁若手職員の方々とも酒を飲みかわし
今でも交流があります。平野さんには私の後任の
ながら交流したことは思い出深いです。
会長を務めていただきました。
一番よく飲んだのは、長崎県の平野さん（現在、
また、水産庁の年齢の比較的近い職員とも、意
長崎県漁連副会長及び針尾漁協組合長）じゃない
見交換会という名目の夜の部も度々ありました。
でしょうか。理事会等で上京する度に飲み歩き、
お酒も入り、２次会３次会に流れていくことも。
今でも交流があります。平野さんには私の後任の
時には水産庁の執務室の机で一杯ということも
会長を務めていただきました。
あったと思います。なかでも元水産庁長官の長谷
また、水産庁の年齢の比較的近い職員とも、意
さんには、よくお付き合いいただき、いろいろと
見交換会という名目の夜の部も度々ありました。
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う問題を引き起こしているこ

知っています。このことで、冷

えるような身近な行動にも繋

す。一方で、
同じように、生活
豊かな川があってこそ豊かな海となる！

…ここで豆知識
赤須賀漁協で水揚げされるハマグリ、ヤマト
シジミ及びオキシジミについて
シラウオ漁をすると様々な魚の稚魚が網に入り

「その手は桑名の焼き蛤」
などの名文句があ
漁業者の努力のみでは解決できない問題を共有し、
ます。木曽三川は伊勢湾をはぐくむ豊かな母なる
沿岸域・陸域での様々な開発
そこに手を差し延べるような政策の実現に期待
川です。母なる川を守っていくことは、その河口
るように、全国に広く知られる桑名のハマグ
に大きな影響を及ぼしている
― 今後の水産施策に期待することがあれば、お
で漁業を営む私たち赤須賀の漁師の使命だと思っ
リ。
ハマグリは古くから食べるだけでなく様々
願いします ―
ています。豊かな川があってこそ、豊かな海とな
ほど理解が進んでいるだろう
最近よく耳にするのが、地球温暖化問題です。
るのです。
に人に親しまれてきました。
日本にはハマグリ
私たち自身の生活や経済活動で二酸化炭素が排出
私たちは、漁業法の改正や新たな水産基本計画
般市民の方々が行動を起こす
され地球温暖化という問題を引き起こしているこ
で資源管理の強化という方向性が示されているこ
とチョウセンハマグリが在来種として分布し、
いのではないかと感じていま
とは、今では誰もが知っています。このことで、
とについて十分に理解しています。現場で一番資
利用されてきました。とてもよく似た2種です
冷暖房の設定温度を変えるような身近な行動に
源状況に危機感を持っている漁業者自身が、資源
も繋がっていると思います。一方で、同じように、

管理に積極的に取り組んでいくことは当然のこと

が、生息する場所が異なり、殻の模様や形も異
生活や経済活動に必要な沿岸域・陸域での様々な
だと考えています。桑名の漁業者は今後とも資源
ているような、漁業者が努力
開発によって、海洋環境に大きな影響を及ぼして
管理や種苗放流の歩みを止めることはなく、寧ろ
なります。
題があることをまず国の方々
いることについて、どれほど理解が進んでいるだ
より良きものにし、未来の子供たちに豊かな川そ
オキシジミはなかなか聞き慣れませんが、
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下松市は、山口県の南東部に位置し、穏やかな
下松市は、山口県の南東部に位置し、穏や
瀬戸内海に面しています（図
1）
。隣接する周南
かな瀬戸内海に面していま
す
（図 1）
。隣接
市粭島地区は、トラフグの好漁場であり、
「ふぐ

する周南市粭島地区は、トラフグの好漁場

はえなわ漁」の発祥地です。沿海部には大きな工

であり、「ふ新幹線車両等を作る工場もあり
ぐはえなわ漁」の発祥地で
す。
場が立ち並び、
「も
のづくりのまち
くだまつ」と言われています。
沿海部には大き
な工場が立ち並び、新幹線

栽培漁業センターは、下松市の南に飛び出し、
車
両等を作る工場もあり「ものづくりのま

宿泊施設、キャンプ場や海水浴場がある風光明媚

ち くだまつ」と言われています。

な笠戸島にあり（写真 1）
、下松市や商工会とコ
ラボし、
「ひらめき」や発想があふれています。
その一つは、国内最大規模のタッチングプールで

写真 1

笠戸大橋と下松市栽培漁業センター

写真 1 笠戸大橋と下松市栽培漁業センタ

あり、筏の稚魚を守る猫職員の見回り（2014 年

７月『岩合光昭の世界ネコ歩き〜山口〜、NHK
ー
に出演、現在は老齢のため陸上生活中。代わって

漁業センターは、下松市の南に飛び
若い栽5培
匹の兄弟猫が観光職員として活躍中）です
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センター
光市

図 1 下松市栽培漁業
センターの位置
笠⼾島


図１

図1

写真 2



動物職員チーとドラミ、アオサギの見回り

技術開発をリードされている事業推進部糸原正
喜事業推進係長さんと旗手友紀主査さんのお二方
に新施設を案内していただきながら、お話を伺い
ました（図 2）。

下松市栽培漁業センターの位置
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図2

1.

歓迎

下松市栽培漁業センターの新施設

ヒラメのオブジェ

担っています。

まず、玄関を入るとまんまるい目の「ひらめの

公益目的事業と収益事業があり、公益目的事業

オブジェ」が迎えてくれました（写真 3）。新幹

では下松市近海の水産資源の維持増大のためマコ

線の先頭車両の連結器収納庫先端部を 1 本のハン

ガレイ、オニオコゼ、キジハタ、アイナメ、ウマ

マーでたたいて作る ｢打ち出し板金｣ という技術

ヅラハギを対象として「つくり育てる漁業」を推

で作られたものです。下松市の板金加工会社から

進しています（図 3）。加えて、ヒラメ等の種苗

今年 4 月に寄贈されました。さすが、技術力のあ

を購入し養殖技術の保持及び観光資源等に関する

る「ものづくりのまち」です。

事業、魚のさばき方教室、餌やり体験等の栽培漁

ロビーは、明るく栽培漁業広報啓発のための図

業広報啓発事業等も実施しています。

書コーナや PR グッズが販売され「笠戸ひらめの

事業で養殖された「笠戸ひらめ」、「笠戸とらふ

一夜干し」やヒラメ PR グッズが並んでいます。

ぐ」は、主に下松市内に出荷され、地産地消をミッ

栽培漁業の普及・理解のための新たな戦略です。

ションとした地域の観光振興に貢献しているとの
ことです。

2.

発想がいっぱい

多岐な事業を展開

栽培漁業センターは昭和 58 年 5 月に設立され、

収益事業は、他機関にマコガレイ、アイナメ等
の種苗を供給・放流する種苗生産供給、中間育成

令和 2 年度からは下松市から指定管理が委託さ

事業やヒラメ、トラフグ等の観光及び水産資源の

れ公益財団法人下松市水産振興基金協会が運営を

有効利用に関する事業等があります。（令和 3 年
度

事業報告及び収支決算書

公益財団法人

下

松市水産振興基金協会）。

3.

ポイントは深井戸海水
量生産

マコガレイの大

令和２年に新設された第 3 生物飼育棟を案内し
て頂きました（写真 4）。
水槽にはマコガレイ 30 〜 40mm サイズ、72 万
尾が育成されていました。６月上旬から７月下旬
までに山口県内外 10 か所に放流される予定との
ことです。
写真 3 「打ち出し板金」ヒラメのオブジェ
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図3

下松市栽培漁業センターで取り組んでいる魚種と飼育工程

まれていますが（各栽培漁業センターでは 18 〜
49mm サイズ、12.0 〜 47.9 万尾を生産）、下松市
栽培漁業センターは群を抜いた生産に成功して
います。（令和２年度種苗生産・入手・放流実績、
公益社団法人

全国豊かな海づくり推進協会）
。

ここでは、採卵・孵化から中間育成まで可能
な一連の施設、50kL 水槽 8 面、35kL 水槽 7 面、
アルテミア水槽（1kL,10 面、2KL,2 面）があり、
生産工程に従い、動きやすく配置されていました
（写真 5）。飼育水には、深井戸海水を使用してい
ます（写真 6）。水槽には、加温冷却、LED 照明、
酸素発生および紫外線殺菌等の飼育機器が装備さ
写真 4

令和 2 年に完成した第 3 生物飼育棟

れ、周りは清潔で、整理・整頓され、疾病防除に
取り組んでいる様子がよく分かります。
飼育管理は、技術職員 2 〜 3 名とシルバー人材
センターから派遣された３名の方が当たられてい
ます。ここにもシルバー人材センターを活用する
と言う、新たな発想があります。
飼育成績向上のポイントは、疾病防除は当然の
こと（関係者以外は立ちり禁止等）、LED 照明の
追加による水面照度のアップ、純酸素の通気によ
る酸素濃度のアップ、給餌回数と給餌量のアップ
とのことで、言葉で言い表すことができない細か
いノウハウもありそうです。このような要因を複
雑に組み合わせることで、マコガレイの高成長・

写真 5

生産水槽と LED 照明ランプ

高歩留まりを引き出していると思われます。なお、
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減耗は 20mm 前後から始まる尻尾のかじり合いや

種としても人気があり、市民や釣り人からの要望

形態異常があり、飼育密度の調整や生物餌料の栄

もあります。一方、マコガレイの種苗生産に取り

養強化等で対処しているとのことです。計数は重

組んでいる機関は瀬戸内海では兵庫県栽培漁業セ

量法で行い、放流前には選別して、形態異常のな

ンターと大分県漁業公社の 2 カ所だけしかなく、

いものを放流しています。

ヒラメ等に比較して種苗生産尾数は少なく、都道

これまで時々、滑走細菌症が見られるものの、

府県、漁協、釣り団体からの要望は強いと思われ

重篤な疾病の発生はないとのことでした。採卵は、

ます。このように、マコガレイの漁獲量の減少、

ホルモン注射なしの人工授精で行うため、経験豊

根強い人気、種苗不足から、マコガレイはおのず

かな眼力と触診で採卵のタイミングを計り、12

と栽培漁業の対象種として加えられたようです。

月頃から採卵しているとのことです。しかし、近
年は冬季の水温低下が遅くなり 12 月の採卵は難
しくなっているそうで、新たな悩みとなっている

5. 期待の星

ウマヅラハギ

と

アイナメ

資源の減少が著しいウマヅラハギとアイナメに
ついて説明して頂きました（写真 7）。

そうです。
生産が順調に進むポイントは、卓越した種苗生
産技術はもちろんですが、飼育水の有利性にある
と思いました。深井戸海水は４か所から汲み上げ
（40kL/ 時間）、その深さは 40m です（写真 6）。
地下浸透海水がゆっくり濾過されるため、清浄海
水が得られます。水温は 11 〜 22℃で、季節変化
はあるものの緩やかに年変化し、夏場でも水温
22℃の海水が得られるとのことです。深井戸がで
きる前に地先海水を取水していた時の夏季の最高
水温は 27 〜 29℃以上あり、マコガレイの飼育に
は深井戸海水はこの上ない水温条件となっていま
す。

写真 7

成熟が進むウマヅラハギの親魚

ウマヅラハギも地元からの放流の要望があり、
現在、５万尾を飼育（日齢 30，全長 10 ｍｍ）し
ていて、7 月下旬に 50mm サイズで下松市周辺に
放流を予定しているそうです。2 回次生産用の受
精卵もふ化が始まっていました（写真 8）。ウマ
ヅラハギの仔魚は、初期に口が小さいことから
SS ワムシの給餌が必要です。しかし、SS ワム
シの必要な期間が短く、周年元種を維持培養する
のは大変なため、シーズン前に国立研究開発法人
水産研究・教育機構のジーンバンク事業から購入
写真 6

深さ 40m の海水井戸（4 か所に設置）

なぜ

マコガレイ？

4.

栽培漁業センターが冷水性マコガレイの種苗生
産に取り組んでいる経緯について尋ねてみまし
た。

です。
アイナメは、4 月に生産と放流が終わり、今回
は残念ながら、種苗を見ることができませんでし
た。
糸原係長は、ウマヅラハギもアイナメも、今後、

瀬戸内海は、水温上昇により、マコガレイの漁

人気が出る魚種と考えているとのことで、多くの

獲が減少しています。県栽培漁業センターとの役

機関から情報を得て、技術開発に役立てたいとの

割分担もあり、漁業者から放流への強い要望が下

ことでした。

松市に寄せられたようです。加えて、釣りの対象
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なお、キジハタとオニオコゼの種苗生産は、こ

Topics
7. 養殖試験 二升五合鯖（ますますはんじょ
うさば）と菜の花ふぐ
地元の養殖漁業者への技術支援として、サバと
トラフグの養殖試験を繰り返し行っているとのこ
とです。沖の海面小割生簀で行っている養殖試験
について説明して頂きました（写真 10）。

写真 8 ウマヅラハギの卵管理
（砂の上に産卵した粘着卵）

れから始まるとのことで、それぞれ約 30 万尾の
生産を予定しているとのことでした。

6.

省力化

アルテミア卵殻の除去

栽培漁業センターの種苗生産では、日にアルテ
ミア耐久卵（425g 缶）を 10 缶以上使う場合があ
るとのことです。アルテミアとその卵殻の分離作
業の省力化について、話を伺いました。

写真 10

サバ、トラフグの養殖試験が実施されている
沖の小割生簀

地元の定置網で漁獲されながら小型で出荷でき
ないローソクサバを用いて、８年前から養殖試験

アルテミア卵殻の水槽への混入は、仔稚魚の摂

に取り組んでこられました。1 年の飼育で 800g

餌率に影響し、完全にアルテミアの卵殻を除去す

超に成長することが確認され、食べた人も育てた

ることが生残率の向上に重要です。

人もますます反映することを願い「二升五合（ま

ここでは、アルテミア卵に微量の鉄粉を付着さ

すますはんじょう）鯖」とネーミングされました。

せたもの（INVE 社製）を使用されていました。

脂が乗ってもさっぱり食べられるように、酒粕や

ふ化後のアルテミア殻は、磁石を内蔵した配管を

レモンを餌に混ぜることで、おいしいサバがで

ゆっくり通すことにより除去できるそうです（写

き、特に「しめさば」はお寿司屋さんから好評を

真 9）。アルテミア殻の鉄粉が磁石に吸着され、

得ているとのことです。なお、酒粕やレモンも地

アルテミアノープリウスとうまく分離でき大変、

元産の出荷が難しいものを使用しているとのこと

重宝しているとのことでした。

です。漁業や農業で利用できない食材を用い、品
質の良いたんぱく源が作られることは食糧自給率
の向上にも貢献できると思いました。出荷尾数は
まだまだ少ないとのことですが、品質の良い１kg
サイズのサバの出荷を目標に、更なる技術開発に
取り組まれます。
一方で、トラフグは１年半で当初 1kg だったも
のを 2kg まで成長させることに成功したとのこと
です。常に魚の健康状態を観察しながら、体調の
良い時と悪い時を見極め、給餌量を調整している
とのことです。開発された技術は漁業者さんに移

写真 9

アルテミアの殻を吸着する菅（INVE 社製）

転できたことから、この 2kg の大型フグを「菜の
花ふぐ」と名付けたとのことです。１〜３月頃の
観光客が少ない時期に、国民宿舎の人気メニュー
にしたいとのことです。
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8.

緑色LED灯で成長促進
ラメ

空飛ぶヒ

めの一夜干しがもらえます（写真 13）。子供たち
は目を輝かせながら、餌やり体験にチャレンジす

昭和 58 年に整備された、第 1，2 生物飼育棟

るとのことです。この時、餌を投げるとヒラメが

（円形、25kl 水槽が設置）を旗手主査に案内し
て頂きました。ここは、異次元の世界で緑色LED

空中を飛ぶのが観察される場合があり、すごく迫

灯により電照され、ヒラメの成長を促進してい

という名前で活況を得ています。ここにも、下松

力があるとのことです。ちまたに「空飛ぶヒラメ」

ます（写真 11）
。稚魚から約 10 ヶ月で 1kg

市栽培漁業センター独特の新たな発想がありま

サイズまでに仕立てるとのことです。給餌量等の

す。

生データは、現場でタッチパッドに記帳します
（写真 12）
。一方の飼育水槽の水温、DO、塩分濃
度のデータは、企業と共同研究で開発したソフト
により、水質監視システムに 15 分ごとに送られ、
グラフ化され、逐一、パソコンやスマートホンに
送られていました。異常を早くキャッチし、ヒラ
メの減耗防止や早期育成技術の開発に役立ってい
るとのことです。養殖した「笠戸ひらめ」は、主
に下松市内の国民宿舎、旅館、料亭、魚屋さんに
2,500 円 /kg で販売されているそうです。
大変なアイデアを見つけました。ここでは養成
ヒラメの餌やり体験があり、餌は、子供が大好

写真 13

ヒラメの餌自動販売機「ガチャガチャ」

きな「ガチャガチャ」で購入でき、１回 100 円、
その中には当たり券があり、当たると、笠戸ひら

9.

くつろぎの場、栽培漁業センター
最大規模のタッチングプール

日本

令和 2 年に整備された大型のタッチングプール
を案内して頂きました（図 2、写真 14）。サメ、
モジャコ、カワハギ、ナマコ等を直接触ることが
できます。お父さん、お母さんは、子供たちを見
ながらプールサイドのリクライニングチェアーで
快適にくつろげるとのことです。鳥の侵入を防ぐ
テグスと夏の暑さを防ぐ、シェードがあります。
ここは観光地として位置づけられ、休みの日に
は多くの観光客が家族連れで訪れます。栽培漁業
写真 11

緑色LED灯によるヒラメの養殖

写真 12
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写真 14

日本最大規模のタッチングプール

特徴は、栽培漁業センターを地域の重要な

9 魚食普及“笠戸ひらめのさばき方教室”
下松の近海魚を知ってもらい、魚食普及
するため、
「笠戸ひらめ」のさばき方教室を

の理解の向上に貢献しています。

開いています（写真 ）。使用するのは、先

10.
魚食普及 笠戸ひらめのさばき方教室
が丸いステーキナイフです。簡単に骨と身

観光資源として活用していることです。そ

Topics

こには、観光客がたくさん訪れ、広く栽培漁
業の普及が図られています。
女性スタッフの方が寸暇を惜しんで撮影されてい
ホームページには、この新たな取り組み
るとのことです。

が紹介されています

今後も、下松市、市民、商工会、それから栽培

下松の近海魚を知ってもらい、魚食普及するた

（KWWSVZZZNVDLLQIRQHZVKWPO）
。
漁業センタースタッフの皆さんが一丸となって、

め、
「笠戸ひらめ」のさばき方教室を開いていま

栽培漁業の裾野を開拓されることが期待されまし
県内の専門業者さんがこのホームページを

がはがれ、安全に瞬く間に  枚おろしでき

るとのことです。参加は予約制で、
回 〜
す（写真
15）
。使用するのは、先が丸いステーキ
ナイフです。簡単に骨と身がはがれ、安全に瞬く
 人程度を受け入れ、参加料はヒラメ代実
間に 5 枚おろしできるとのことです。参加は予約

費と調理室利用料とのことです。コロナ禍

制で、1 回 2 〜 4 人程度を受け入れ、参加料はヒ

の中、これまで十分な受け入れはできてい
ラメ代実費と調理室利用料とのことです。コロナ
ませんが、コロナ後には参加が多くなりそ
禍の中、これまで十分な受け入れはできていませ
んが、コロナ後には参加が多くなりそうとのこと
うとのことです。
です。

た。

作成されていますが、現場からの声が多く
取り入れられています。見て、楽しくなる
ホームページは、一度、訪れたい気持ちに
なるのではないでしょうか。掲載されてい
る仔稚魚の写真は秀逸で、女性スタッフの
方が寸暇を惜しんで撮影されているとのこ
とです。
今後も、下松市、市民、商工会、それから
栽培漁業センタースタッフの皆さんが一丸

写真
16 下松市栽培漁業センターのスタッフの皆様
となって、栽培漁業の裾野を開拓されるこ
写真 16 下松市栽培漁業センターの
とが期待されました。
スタッフの皆様

15 笠戸ひらめさばき方教室
写真 1写真
5 笠
戸ひらめさばき方教室

11. 目からウロコ 今、栽培漁業センターは
変わろうとしています。
糸原正喜事業推進係長さんと旗手友紀主査さん
お二方にお話を伺いながら、下松市栽培漁業セン
ターには多くの「ひらめき」があり、スタッフの
柔軟な発想が十分に活きていることがよく分かり
ました（写真 16）
。これまでの栽培漁業センター
と違う側面を多く垣間見ることができました。最
大な特徴は、栽培漁業センターを地域の重要な観
光資源として活用していることです。そこには、
観光客がたくさん訪れ、広く栽培漁業の普及が図
られています。
ホームページには、この新たな取り組みが紹介
さ れ て い ま す（https://www.ksai.info/news/995.
html）。県内の専門業者さんがこのホームページ
を作成されていますが、現場からの声が多く取り
入れられています。見て、楽しくなるホームペー
ジは、一度、訪れたい気持ちになるのではないで
しょうか。掲載されている仔稚魚の写真は秀逸で、
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【特集適地放流や放流効果の向上を考える
】適地放流や放流効果の向上を考える

第８次栽培漁業基本方針が公表されました。その中では、「資源造成効果の高い対象種の検討を
第８次栽培漁業基本方針が公表されました。 その中では、 「資源造成効果の高い対象種の
行うとともに、放流効果の高い適地での放流方法を関係者で検討する。」とされています。長い歴
検討を行うとともに、 放流効果の高い適地での放流方法を関係者で検討する。」 とされています。
史をもつ栽培漁業対象種についても、開発された放流方法に基づいた放流効果の高い適地放流が必
長い歴史をもつ栽培漁業対象種についても、 開発された放流方法に基づいた放流効果の高い
ずしもすべてについて実践されているわけではなく、現場に周知徹底されていない場合もあります
適地放流が必ずしもすべてについて実践されているわけではなく、 現場に周知徹底されていな
また、いったん確立された放流方法についても、放流海域の環境が変化すれば、それに対応した見
い場合もあります。 また、 いったん確立された放流方法についても、 放流海域の環境が変化す
直しが必要となることもあります。
れば、 それに対応した見直しが必要となることもあります。
今回の特集では、栽培漁業対象種の中から代表的な広域種であるトラフグと地先種であるアワビ
今回の特集では、 栽培漁業対象種の中から代表的な広域種であるトラフグと地先種であるア
の２種を取り上げて、適地放流等の放流方法や放流効果の向上に繋げたそれぞれの取り組みについ
ワビの２種を取り上げて、 適地放流等の放流方法や放流効果の向上に繋げたそれぞれの取り
て寄稿していただきました。
組みについて寄稿していただきました。
現在、全国では約70種の人工種苗が延べ9,400箇所以上で放流されていますが、当然ながら対象
現在、 全国では約 70 種の人工種苗が延べ 9,400 箇所以上で放流されていますが、 当然な
種や放流海域により取り組み方はさまざまです。しかし、放流により資源を増やして大事に育てな
がら対象種や放流海域により取り組み方はさまざまです。 しかし、 放流により資源を増やして大
がら利用していこうという想いに違いはありません。今回の特集が、全国各地で行われている放流
事に育てながら利用していこうという想いに違いはありません。 今回の特集が、 全国各地で行
事業の効果的な取り組みへの一助となれば幸いです。
われている放流事業の効果的な取り組みへの一助となれば幸いです。

トラフグの最適地での放流風景

トラフグ
漁業

トラフグ漁獲直後の測定風景

ウニ駆除作業前の説明

アワビ
漁業

アワビ種苗の潜水放流

アワビ
市場水揚げ

漁協に水揚げされた親魚トラフグ

市場に並ぶ大型トラフグ
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漁獲アワビの仕分け作業

特

適地放流や放流効果の向上を考える

1 九州・瀬戸内海におけるトラフグの適地放流について
全国豊かな海づくり推進協会
指導調査員

１．はじめに
トラフグ Takifugu rubripes は全長 80cm、体重
10kg 以上に達する大型種でありフグ料理の最高
級素材です。本種の分布域は津軽海峡以西の日本
海各地から、太平洋側は茨城以西から瀬戸内海、
豊後水道を含めて鹿児島まで、韓国西岸域、黄海、
中国北部、東シナ海の揚子江沖合までとされ、日
本海西部から東海・黄海では主に延縄漁業により
漁獲される重要資源です 1,2）。日本には 2 つの系
群が資源評価の対象であり 3,4）、九州や瀬戸内海
で利用される資源は、日本海・東シナ海・瀬戸内
海系群として扱われています。しかし、漁獲量は
この十数年で半減し、令和 2 年度では過去最低値
を示すなど資源状態は厳しい状況にあり、資源の
水準は低位、動向は減少とされています 3）。
現在、関係海域では同じ資源を利用する九州海
域栽培漁業推進協議会と瀬戸内海海域栽培漁業推
進協議会が広域的に連携し、トラフグの資源増大

松村

靖治

を目的とした効果的・効率的な放流事業を推進し
ています。
効果的・効率的な取り組みの一つに、放流適地
の選択があります。放流場所は放流サイズや種苗
の質などと並んで放流事業の成否に係る重要な条
件 5） ですが、トラフグには、他の魚類とは異な
った特有の産卵場所や初期生態があることで放流
適地がかなり限られているのが特徴です。
九州や瀬戸内海では、この十年で放流の適地化
が急速に進んでいる状況にありますが、これには
関係県の研究機関による種苗の放流技術開発を始
めとし、この技術成果に基づいた放流実証事業や
広域回遊に対応したモニタリングと放流効果の検
証により、適時、放流場所の見直しが行われる等、
関係機関が一体となった取り組みが大きく関わっ
ています。
ここに若干の紙面をお借りして、トラフグの適
地放流に関するこれまでの取り組みについて紹介
させて頂きます。

布刈瀬戸

備讃瀬戸

関門海峡

産卵場
ナーサリー

福岡湾口

索餌場所
標識放流場所

有明海湾口

索餌回遊
産卵回帰

八代海湾口
図１

九州・瀬戸内海におけるトラフグ産卵場、ナーサリー、索餌、放流場所及び回遊想定図
図１

九州・瀬戸内海におけるトラフグ産卵場、ナーサリー、索餌、放流場所及び回遊想定図
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回収率(%)
回収率
(%)
回収率
（％）

２．トラフグの産卵場所と移動生態

22.7
2
2.7
22.7

16.5

湾奥

16.5
1
6 .5

九州および瀬戸内海に分布する産卵場や稚魚の
生息場（以下ナーサリーという）の場所と想定さ
れるトラフグ回遊経路を図１に示しました。トラ
フグは系群の名前が示すように、かなり広い範囲
に分布していますが、その資源を補給する産卵場
は、九州では有明海湾口、八代海湾口、福岡湾口、
瀬戸内海では関門海峡、布刈瀬戸、備讃瀬戸とさ
れています 2,6）。また、ナーサリーは、産卵場の近
くの内湾の干潟域や河口域に分布し、狭い範囲
7,8,9,10）
に限られているのが特徴です。このナーサ
リーで育った稚魚は、成長に伴い内湾の浅場から
深場へ移動し 9,11）、1 歳魚以上になると、東シナ
海等外海域などに成長や成熟するために移動する
索餌回遊を始めますが 6）、2 歳魚以上で成熟する
と再び自分の生まれ育った故郷の産卵場に戻って
くる産卵回帰の習性 12,13,14）があることが確認され
ています。
栽培対象種を問わず、放流適地とは種苗の生息
に適した水温や塩分などの水質環境や餌が豊富な
餌料環境に恵まれることで、種苗の生残率が高く、
多くの放流魚が漁獲される放流効果が高い場所の
ことを指します。
トラフグの場合、適地はまさにナーサリーであ
り、これらの場所では、陸水の影響により低塩分
で栄養分も多く、動物プランクトン等の餌環境に
恵まれ 9,15）、稚魚の餌料転換効率や成長率が高い
等の生理的な特性も報告されています 16）。

3．黎明期：有明海での取り組み
適地放流の夜明けとなる 黎明期 は有明海を
フィールドとした研究に始まります。
有明海には湾口域の底質が砂礫の潮流の早い場
所に産卵場 2）、湾奥の干潟域や河口域等にナーサ
リーがあります 9）。
長崎県では、このような生態的な知見を踏まえ
て有明海やその周辺海域でトラフグの試験放流を
行いました。
放流場所は、ナーサリーがある有明海湾奥やそ
の近傍にある長崎県島原地先の他に、漁協が主体
となり放流事業が実施されていた橘湾茂木地先や
外海域に面した大瀬戸地先です。それぞれの場所
で標識放流を行い、回収率を推定したところ、ナ
ーサリーである湾奥で 22.7%、島原地先で 16.5％
の比較的高い回収率が得られたのに対し、橘湾で
は 0.6%、外海域では 0.1% と極めて低い値である
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図２試験放流の場所とそれぞれの回収率
試験放流の場所とそれぞれの回収率

ことがわかりました 17,18）。
放流場所からナーサリーまでの距離が島原で約
20 〜 30km に対し、外海域と有明海の中間水域
にある橘湾で 100km、外海域では 150km 以上と
大きく異なり、その距離が回収率に大きく影響し
た結果になりました。島原地先はナーサリーでは
あ り ま せ ん が、 放 流 適 サ イ ズ と さ れ る 全 長
70mm17）であれば遊泳力が高く、放流数日後には
生息しやすい環境にある湾奥の河口域等への移動
が確認されていることから 19） 比較的高い効果が
得られたものと考えられます。
この様な研究成果を踏まえ、長崎県では平成
16 年から全国に先駆けて資源回復を目的に有明
海を拠点とした 50 万尾規模の放流実証事業（資
源を育む長崎の海づくり事業）を開始しました 20）。
放流場所は、事業主体となる有明海栽培漁業推進
協議会の放流立会の利便性を考慮し主に島原地先
としました。放流種苗には全数もしくは半数に左
胸鰭切除標識 21）と全数 ALC 標識 22）を装着して
おり（図 3）、関係県との連携のもと広域的なモ
ニタリングを実施し、放流効果を把握してきまし
た。放流した種苗は、有明海で当歳魚として漁獲
され、1 歳以降は外海域へ移動し、2 歳以降には
有明海に産卵回帰し、寿命である 10 歳以上 3）ま
で漁獲されることが判りました。その放流効果を
成長段階別に図 4 に示しましたが、毎年、外海域
を主体に重量で 6.4 〜 12.3 トン（平均 9.4 トン）、
金額では 42 〜 69 百万円（平均 54 百万円）の効
果が関係 5 県でみられ 23）、現場サイドでも左胸
鰭切除標識が漁業者や市場・漁協関係者に認識さ
れることでその効果が実感されています。
この放流事業が始まる以前の平成 12 年、放流事
業開始 2 年後の平成 18 年、さらに 6 年経過した平

適地放流や放流効果の向上を考える

特

4．黎明期の高度化：各産卵場を活用
した東シナ海トラフグ資源の回復
に向けた取組

標識方法(左：胸鰭切除標識、右：ＡＬＣ標識）
図３図３標識方法（左：胸鰭切除標識、右：ＡＬＣ標識）
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当歳魚
外海域
産卵親魚

成 24 年の長崎県における放流場所や規模 24,25,26）の
変遷を図 5 に示しました。拠点放流以前は、有明
海以外でもトラフグ延縄漁が行われている外海域
Ｈ20
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れていましたが、この間の適地放流に関する指導
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等により場所が有明海に集約され、事業開始以降
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5.299
8.088
5.3 6.613 6.332 6.238 4.772 10.419 11.049
は外海域等数か所で小規模の放流が行われるにと
どまり、平成 24 年には島原地先へ拠点化されま
した。
回収重量（トン）
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

東シナ海等の外海域は、この系群の索餌回遊域
として延縄漁業の主な漁場です。有明海拠点放流
による効果がこの外海域でも顕著に現れてきたこ
とを受け、平成 18 年には長崎県が適地放流の 黎
明期の高度化 となる九州北部〜瀬戸内海の関係
9 機関と連携した広域的な共同研究（最適放流手
法を用いた東シナ海トラフグ資源への添加技術の
高度化）に着手しました 27）。この研究では高い
技術に基づいて生産された良質の種苗を東シナ海
の補給源である有明海やその他複数の産卵場付近
のナーサリー等の適地に標識放流（右胸鰭切除＋
ALC 標識）を行い、産卵場毎の放流効果や貢献
度を明らかにしました。
研究成果の一例として、図 6 に平成 18 年に産
卵場別に放流した種苗の当歳〜 3 歳までの回収重
量（放流尾数 1 万尾あたり）を示しました 28）。こ
れによると回収重量は 111 〜 681kg となり、とり
わけ有明海が高く、次いで瀬戸内海西部で高い値
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産卵場別放流魚の回収重量（kg/１万尾）
図 6図6産卵場別放流魚の回収重量（kg/
１万尾）

有明海拠点放流の事業効果
図 図4
4 有明海拠点放流の事業効果
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集

が得られましたが、最大で 6 倍の違いがみられる
など、各産卵場周辺の適地でも効果は一様ではな
いことがわかりました。
これまでの研究や事業成果等は、西日本延縄漁
業連合協議会 29,30）や西日本ふぐ研究会等 31）でも
紹介され、改めて適地放流の重要性が関係漁業者
等に認識されました。

5．発展期：九州海域栽培漁業推進協
議会および瀬戸内海海域栽培漁業
推進協議会での取り組み
適地放流の 発展期 は、平成 23 年に創設され
た水産庁の新規事業 種苗放流による資源造成支
援事業 に始まります。これまでの成果等を踏まえ、
九州海域栽培漁業推進協議会が事業初年度には 48
万尾を適地に放流することになりました 20）。標識
には胸鰭切除標識と ALC を組み合わせた手法が
この事業にも継続され、関係県によるモニタリン
グが行われ、放流効果が把握されてきました。
黎明期で紹介した放流実績も含め平成 26 年度
まで関係海域で実施された標識放流の放流場所を
図 1 に示しましたが、
放流場所は全部で 16 個所
（合
計 91 回）になります。
放流場所毎に 1 〜 3 歳までの外海域における回
収重量（放流尾数 1 万尾あたり）の平均値を図 7
に示しましたが、有明海のナーサリーである湾奥
で最大値 249kg、その近傍域の有明海島原地先や
諫早湾では 167 〜 181kg が得られました。その他
にナーサリーがある八代海、福岡湾、瀬戸内海西
部、瀬戸内海中央部やその近傍域では、100kg 前
後の比較的高い効果がみられましたが、それ以外
は低い値を示す等、放流場所毎に大きく異なりま

とになりました20）。標識には胸鰭切除標識＋

～Dに

ALCを組み合わせた手法がこの事業にも継続さ
した。

びAラ

このような放流効果の実態に初期生態等も加味
れ、関係県によるモニタリングが行われてき

ンクで

して、放流場所を 5 段階に評価する基準を設けま
ました。
した 32）。これによると、最も高い効果が得られた
黎明期で紹介した放流実績も含め平成26年
有明海湾奥のナーサリーを S ランク、その他のナ
度まで関係海域で実施された標識放流の放流
ーサリー数カ所やそれと同レベルの効果が得られ
場所を図1に示しましたが、放流場所は全部
た有明海島原地先、山口市秋穂地先を
A ランク、
その他は効果に応じて
B
〜
D
に分類しました。
で16個所（合計91回）になります。
また評価点として、S 及び A ランクを 1 として、
放流場所毎の3歳までの回収重量（放流尾
その近傍域である B ランクを 0.73、C ランクを
数1万尾あたり）を図7に示しましたが、有明
0.28、Ｄランクを
0.08 とする等の換算値も設定し
海のナーサリーである湾奥で最大値249kg、
ました（表
1）
。
この考え方は、放流サイズや種苗の質も加えた
その近傍域の有明島原や諫早湾では167～
放流の実態を数値化により評価できるトラフグの
181kgが得られました。その他にナーサリー
有効放流尾数の考え方 32）としてまとめられ、九州
がある八代海、福岡湾、瀬戸内海西部、瀬戸
および瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会が作成し
内海中央部やその近傍域では、100kg前後の
た九州・瀬戸内海海域トラフグ栽培漁業広域プラ
33）
ン
にも活用されています。
比較的高い効果がみられましたが、それ以外
この表に基づき令和 3 年度までの放流データを
は低い値を示す等、放流場所毎に大きく異な
ランク付し、ランク別割合の経年変化を図 8 に示

する等
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表表1
1 放流場所の分類に関する考え方と換算値
このような放流効果の実態に初期生態等も
放流場所の分類に関する考え方と換算値
ランク

条件

S

ナーサリーであることが確認さ
れ、過去に標識放流でとりわけ
高い効果が検証されていること

Ａ

ナーサリーであることが確認さ
れ、過去に標識放流で高い効果
が検証されていること､もしく 才川・秋穂 有明海島原
・福岡湾口
はナ－サリ－と同等の効果が得
られている近傍の海域

Ｂ

ナーサリーではないが、その近
傍に位置する、若しくは過去に 瀬戸内海上
標識放流で、Ａ未満Ｃ以上の効
記以外
果が検証されていること

Ｃ

内海と外海の中間水域で、B未
満Ｄ以上の効果が検証されてい
ること、若しくはＤに位置する
がＣレベルの効果が実証されて
いること

萩周辺

外海域（Ａ～Ｃ以外の海域）、
若しくはＢ～Ｃに位置するがＤ
レベルの効果に留まる海域

関門周辺

Ｄ
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適地放流や放流効果の向上を考える

図 8 ランク別割合の経年変化
図８
図10

図 10

図9

府県別および全体の放流場所に係る有効率の経年変化
図９

しました。これによると平成 23 年に始まった 種
苗放流による資源造成事業 が大きな転機となり
A ランク以上の割合がその後急増し、平成 26 年
以降は 90％弱の高い割合になっています。
さらに同様のデータに基づき換算値を用いて放
流場所の有効率を算出して経年変化を図 9 に示し
ました。有効率の推移は府県毎に異なりますが、
全体の傾向をみると、事業開始前は 60 〜 80％で
あったものが事業開始以降、適地への見直しが進
むことにより有効率は徐々に高まり平成 26 年度
以降は 95％前後の高い水準で推移しています。
適地化の具体的な取り組み事例としては、山口
県では、C ランクとされる外海域萩地先放流分を
平成 26 年以降に段階的に瀬戸内海に見直し、さ
らに近年では瀬戸内海で最も効果が高い秋穂地先
主体の放流となっています。長崎県では平成 27
年以降に S クラスである佐賀県白石地先で 10 万
尾単位での放流を行い、福岡県では、それまでの
瀬戸内海、福岡湾、有明海の 3 海域で実施してい
た分散放流を、平成 29 年以降は最も効果が高い
有明海に拠点化するなど県の境を越えた適地化が
図られています。
図 10 に関係海域における令和 3 年度の放流場
所と放流規模を示しましたが、有明海では、S ク
ラスである有明海湾奥やＡクラスである島原地先
に 55 万尾、瀬戸内海西部では才川や秋穂に 54 万
尾が放流されており、これら 4 カ所で全体の約
80％が拠点化されています 34）。

令和３年度九州・瀬戸内海の８府県における放流場所のランクと放流規模

令和３年度九州・瀬戸内海の８府県における放
流場所のランクと放流規模

九州および瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会で
は、令和元年度に放流効果等把握に関する共通様
式が検討され、以降（公）全国豊かな海づくり推
進協会がこれに基づいたデータを各府県から収集、
解析を行っています。令和 2 年度の解析例では九
州・瀬戸内海全域で放流魚の混入率 22%、回収重
量 22.8 トンと推定されており 34）、放流効果が漁
獲の大きな底支えになるなどの事業成果に繋がっ
ています。

6．成熟期へ向けて
水産庁は今年の 7 月に第 8 次栽培漁業基本方針
を公表しましたが、その中では、 種苗の放流効
果の検証に努め、その結果を踏まえて効果の高い
適地での放流方法を検討する 方向性が改めて示
されました。
当海域では水産庁補助事業を主体に放流の適地
化がかなり進んでいる状況ですが、最も効果が高
い有明海湾奥 S ランクへの更なる拠点化や B 〜
D ランク放流の A ランク以上への見直し等課題
も残されています。
当海域のトラフグ放流事業を、現在の 発展期
から最終形である 成熟期 へ移行させるための
に、その課題解決に向けた 柔軟でより高度な対
応 が求められています。
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適地放流や放流効果の向上を考える

特

2 鳥取県におけるアワビの栽培漁業の取組
公益財団法人

鳥取県栽培漁業協会

生産科長兼増養殖指導科長

１．はじめに

井上

正彦

増えない状況が平成 11 年頃まで続きました。

3．なぜ漁獲量が増えないのか？

鳥取県の海岸線は、東西約 130㎞におよび、東
部は山陰ジオパークに含まれる岩盤域を中心とし
た海岸があり、西部には大山のミネラル豊富な伏

私が財団法人

鳥取県栽培漁業協会（現在の公

流水が湧き出すことで海藻豊かな転石域の海岸が

益財団法人

ありますが、海岸線の約 6 割は鳥取砂丘を代表と

する）に入った平成 4 年は、本県でアワビ稚貝放

する砂丘海岸です。

流が始まって 12 年が経過していましたが、漁獲

このように岩礁域が少ない鳥取県の沿岸ですが、

鳥取県栽培漁業協会、以後、協会と

量は 3 〜 5ｔの間で推移しており、漁獲量の増加

県内での採貝漁業、特に、アワビ漁業は安定した

にはつながっていませんでした。そして、その後

収入が得られるため、重要な漁業となっています。

数年間の漁獲量も同じような状況が続きました。

鳥取県におけるアワビ漁獲量と放流個数の推移

漁獲量が増えない状況にあったことから、平成

を図 1 に示します。

10 年頃より鳥取県と協会が各漁協にアワビの放

平成 15 年頃までは、3 〜 5ｔで推移していま

流から漁獲、海藻の繁茂状況など聞き取り調査を

したが、平成 16 年以降徐々に増加し、平成 30

行ったところ、9 割以上の地区が漁協職員による

年には 13ｔまで増加しました。その際に鳥取県

船上からのバラマキ放流（付着基質に付けないで

が取り組んできたアワビ栽培漁業について紹介し

豆まきの様に稚貝だけを海面に投げる放流）を行

ます。

っていた事が分かりました。漁協に配付していた
アワビ放流マニュアルでは潜水による種苗放流

２．増えないアワビの漁獲量

（写真 1）を奨励していたものの、実際の現場で
は必ずしも実施されていなかったことから、安易
なバラマキ放流が漁獲量の増えない要因の一つで

図 1 に示すように鳥取県におけるアワビ稚貝放

はないかと推察しました。

流は、昭和 56 年に 2.5 万個の稚貝を県内 6 ヶ所に
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豊かな海

No.57

2022.7

45

集

そして、この様な場所の石の下や石同士の隙間へ

4．種苗放流の体制作り

放流します（写真 2）
。岩盤域の磯では、広い亀裂
は食害のリスクがあるため、幅の狭い亀裂を選ん

当時の採貝漁業者は当事者意識が低く、
「種苗放

で放流します。また、六脚ブロックやテトラポッ

流は漁協が行う仕事」という考えの方が大半でし

ドなどの消波ブロックは、狭い隙間が少ないので

た。これは、採貝漁業者の間に種苗放流を行う体

放流場所としては推奨していません。

制が整っていなかったためだと考え、種苗放流の

3）放流サイズ

体制作りから始める事にしました。

鳥取県ではアワビ稚貝の放流サイズは、殻長

まず、アワビ種苗をバラマキ放流すると、放流

30mm と殻長 22mm の 2 サイズとしています。殻

してから海底に着くまでの間や海底に裏返しで落

長 30mm の稚貝は色々な海藻を食べる事ができる

ちる無防備な時にフグやベラなどに食べられたり、

ことから生き残りが期待できるサイズです。一方、

海底に落ちてから快適な住み場に移動する間にタ

鳥取県栽培漁業センターの放流試験の結果から、

コ、カニ、ヒトデに食べられたりする事を、丁寧

殻長 22mm の稚貝放流でも、秋の小型海藻の多い

に説明しました。そして、それらを回避できるよ

転石域に限れば効果が期待できます。

うに、潜水して放流する事の重要性を漁業者全員

4) 放流密度

に理解して納得していただきました。そして、採

アワビ稚貝の放流密度も放流効果を高める大き

貝漁業に携わる漁業者全員で種苗を放流する体制

な要因と考えており、1㎡に 10 〜 20 個程度を目

を整えました。

安に放流します。
5）餌となる海藻について

5．アワビ種苗の放流方法

クロアワビ稚貝は、マグサなどの小型紅藻類や
アオサやミルなどの緑藻類、ワカメやアラメ、ホ

1）放流時期

ンダワラ類などの大型褐藻類を好んで摂餌します。

水温の低い時期は、アワビが餌を良く食べて成

放流した稚貝は付近に餌が無いと直ぐに餌を求め

長し、また、害敵であるタコやヒトデ、カニの活

て移動する為、食害の危険性が高くなります。放

動が鈍って食害にあう危険性が低くなるため、春

流場所の選定には事前に海藻の繁茂状況を把握す

と秋の水温が 20℃以下の時期に放流を実施してい

る必要があります。

ます。なお、日本海側の冬は時化の日が多く、放

6）外敵について

流作業の設定が難しいので避けています。
2）放流場所

フグ類やベラ類、カニ類、イトマキヒトデやヤ
ツデヒトデ、タコなどがあり、
「フグ類やベラ類

水深は天然の稚貝がよく確認される水深 1 〜 3
ｍとし、特に小型海藻が多い場所で、かつ、浮石
でない直径 30 〜 40㎝程度の転石域としました。

に食害されないように仰向け状態で放流しない。
」
、
「放流する場所にカニ類やヒトデ類、タコがいな
い事を確認する。
」事を徹底します。

6．種苗放流へ
1）種苗の引き渡し
これまでの種苗の引き渡しは、漁協職員が栽培
漁業センターに来て種苗を引き取って放流してい
ました。このことで漁業者は、放流事業を漁協事
業と捉えていました。現在では、栽培漁業協会職
員（以下、協会職員）が、直接、放流場所で漁業
者に引き渡しており、漁業者は種苗放流を自らの
事業と捉えています。また、急に海況が悪くなっ
写真２
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た場合でも栽培漁業センターへ持って帰ることが
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適地放流や放流効果の向上を考える

できるようになり、強引な放流や放流中止により
十分な管理ができない組合の水槽に放置される事
がなくなりました。

7．漁業者のアワビの資源管理に対す
る意識の変化

2）協会職員による放流指導
協会職員による放流指導は、鳥取県から委託さ
れたものです。

アワビの放流指導が始まる前、漁業者は資源管
理に対する意識があまりありませんでした。殻長

協会職員が全ての放流地区に出向き、放流前に

制限は漁業調整規則で決められている 9㎝、各地

漁業者全員に放流マニュアル（写真 3）の内容を

先に禁漁区はなく、操業時間も長い地区では朝か

説明します。その後、協会職員も放流現場に同行

ら夕方までであり、資源管理の意識は決して高い

します。漁業者は自分がよく漁をする場所で稚貝

ものではありませんでした。

を放流するので、丁寧に放流しなければ自分が放

しかし、放流指導事業の一環として、毎年鳥取

流した種苗の回収率が悪くなる事を意識していた

県と協会が漁業者と漁協職員に対して栽培漁業の

だきました。また、その際、協会職員は海域の海

勉強会を開くようになってから、資源管理に対す

藻の繁茂状況や外敵の状況などを観察し、放流後

る意識が変わりました。殻長制限は 9㎝から 10㎝

に気付いた事などがあれば、漁業者や組合と話し

又は 10.5㎝に引き上げられました。さらに、現在

合いをして改善を繰り返し行いました。

は 11㎝規制の地区が多くなっています。また、各

現在も放流指導は続いていますが、今では漁業

地先には禁漁区が設定され、操業時間も朝から夕

者主体での放流事業に移行しています。協会職員

方まで潜っていた地区が午前中だけの操業になり、

は、放流前に漁業者から海藻の繁茂状況や外敵の

他の地区でも軒並み短縮されました。その他にも

分布状況などを聞き取り、気になる点があれば調

放流前にヒトデの駆除（写真 4）を行う地区やア

査を行います。

ラメなどの海藻を増やす活動（以後、藻場造成）

3）一人当たりの放流個数

を行う地区が大半と成りました。

1 回の放流で一人が放流する個数は、協会が今

これらの資源管理の内容は、各地先で出来る事

まで放流指導を行う中で、500 個〜 1,000 個程度

を漁業者に決めて頂いたものです。鳥取県や協会

が適当ではないかと考えています。時間にして 1

はアドバイスをするだけで、漁業者が自主的に決

時間程度で潜水して放流できる個数です。これは、

めた内容となりました。このため、各地先で異な

水温が低い時期での放流作業のため、放流時間が

る内容の資源管理ですが、
「漁業者自身が守れる範

長くなると、放流作業の後半には一ヶ所に放流す

囲の資源管理を行う。
」事が重要なのではないでし

る個数が増えるなど雑になりがちなことから、適

ょうか。

当と考えたものです。

写真４

アワビ放流の前に駆除したヒトデ

8．餌となる海藻がなければ
放流したアワビ稚貝が大きく減耗する時期は、
放流直後から数日と言われています。これは、餌
写真 3

鳥取県アワビ放流マニュアルの表紙

や住み場を求めて移動する事で外敵に狙われるた
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めです。潜水して海藻がある付近の岩の隙間など

年以上かかりました。藻場を増やすのには膨大な

に少量ずつ放流する事で、放流直後の餌を求めた

時間がかかりますし、県内の藻場造成は 25 年以

移動を減らす事ができます。このため、潜水放流

上行っているので難しい事もよく理解しています。

をする事で放流効果を上げる事が出来ると考えて

しかし、年々海藻が少なくなっている状況を考え

います。しかし、餌となる海藻がなければ、いく

ると藻場を増やす事は、アワビの栽培漁業にとっ

ら丁寧に放流したとしても放流効果は思うように

て重要だと考えています。

上がりません。このため、漁業者、栽培漁業セン
ター及び協会が協力して、鳥取県が作成した「藻

9．ムラサキウニが爆発的に増加

場造成アクションプログラム」
（写真 5）を基に藻
場造成を行っています（https://www.pref.tottori.
lg.jp/secure/125615/akushonpuroguramu.pdf）
。

ここ数年、これまで鳥取の海であまり見られな
かった状況が確認されています。

藻場造成では、アラメやホンダワラ類を増やす

例えば、温暖化の影響なのか、あまり越冬しな

活動を行っていますが、例えば、ある地区ではア

かったアイゴの群れを冬場も見かける事が多くな

ラメが大きな群落を形成（写真 6）するまでに 10

りました。また、時化が以前より激しく波も高く
なり、その影響で石が海岸に打ち上がり地形が変
わってしまった海域もあります。そして、一番危
惧している事は、ムラサキウニが爆発的に増えた
事が主要因と考えられる磯焼けです。特に、転石

〔アクションプログラム：実行に移すための具体的な行動計画〕

域が広がっている鳥取県の西部海域のムラサキウ
ニの密度を調査した所、平均 30 個 /㎡と高い密度
でした。磯焼けになるムラサキウニ棲息密度は 10
個 /㎡以上と言われています。また、ムラサキウ
ニが増えている海域では、岩の下や隙間にはアワ
ビの住み場が無くなる程にムラサキウニがびっし
りと棲息している状況も見られます（写真 7,8）
。

令和４年 6 月
鳥取県農林水産部水産振興局水産振興課
鳥取県栽培漁業センター
公益財団法人鳥取県栽培漁業協会

写真５ 鳥取県藻場造成アクションプログラムⅢの表紙

写真７

写真６
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写真８

隙間に入り込んだムラサキウニ

ムラサキウニが拡がる岩礁

適地放流や放流効果の向上を考える

特

取り入れて、いかに天然貝を増やすかが重要では
ないでしょうか。
さて、アワビの栽培漁業の歴史は古く、種苗放
流技術や資源管理についてはある程度確立された
技術となっていますが、今日の漁場環境はアワビ
種苗の放流事業が始まった頃と比べると大きく変
化しています。アワビの放流技術や資源管理の試
験について予算要求しにくいとよく聞きます。鳥
取県は、漁業者への聞き取り調査から始め、当時
の放流方法を見直し、そして、各地先に合った漁
写真９

駆除したムラサキウニ

この様にムラサキウニが増えている中、栽培漁
業センターの指導で年に 3 〜 5 回以上同じ場所を
徹底的に駆除（写真 9）していた地区ではムラサ
キウニの密度を減らす事で、海藻を増やす事が出
来ました。この駆除方法を参考に今年度から 2 年
間県内全域で、漁業者と民間ダイバーの方々の協
力も得ながら駆除を行います。この駆除作業では、
漁業者は浅い海域を、民間ダイバーの方々は少し
深い海域を駆除する事にしています。この様に、
効率よく駆除を行う事で少しでも早くムラサキウ
ニを減らす事を目指しています。

10．おわりに
平成 23 年度から平成 25 年度の 3 年間にわたり
県内のアワビの水揚げ量が多い西部地区で簡易な
回収率の調査を行いました。その結果、この 3 年
間の平均回収率は 25.7％（23 〜 30.8％）でした。
この結果について漁業者の中には、
「3 割しか獲
れていない。
」と口にされる方々もいます。これま
で、アワビの栽培漁業に長年携わってきて放流貝

場管理を作成し、アワビの漁獲量を増やす事がで
きました。
現在、各県に合ったアワビの種苗放流や資源管
理が行われていると思いますが、もし、県内に効
果が上がっていない地域があれば、現在の放流方
法などを再確認してみてはいかがでしょうか。今
回の紹介が各県で行われているアワビの栽培漁業
について見直すきっかけになれば幸いです。
【参考文献】
1）鳥取県農林水産部水産振興局水産振興課、鳥取県
栽培漁業センター、公益財団法人鳥取県栽培漁業
協会（2022）鳥取県藻場造成アクションプログラ
ムⅢ．
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/125615/
akushonpuroguramu.pdf
2）長崎県（2018）長崎県における磯焼け対策ガイド
ライン（平成 30 年度改訂版）.
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigotosangyo/suisangho/suisan-shiken-suishi-nu-su/
suisan-shiken-suishi-nu-su-awabihoryu-suisanshiken-suishi-nu-su/

の回収率を上げる事の難しさは理解していますが、
漁業者側からすれば、まだ、
「7 割は回収出来てい
ない。
」と感じている漁業者も多く、様々な取り組
みを継続しながら更なる回収率の向上に努めたい
と考えています。
また、漁獲されたアワビの約 7 割は天然貝であ
る事は、今更ながら言うまでもありませんが、資
源管理がいかに重要かを示しています。稚貝を放
流する事で漁獲量を増やす事は可能かもしれませ
んが、費用が莫大にかかります。やはり、全体の
漁獲量を増やすには、当然の事ながら資源管理を
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【シリーズ】元気いっぱい！

水産高校生の活動

第４回

マダイで学ぶ養殖科学
飢餓耐性調査と透明骨格標本観察によるマダイ仔稚の初期減耗要因の検討
愛媛県立宇和島水産高等学校
講師

１

山木

勝

はじめに

四国西南部は魚類や真珠を養殖する地勢に恵ま
れ、水産業が基幹産業です。本校には、短期大学
に相当する高校専攻科に水産増殖科が設置されて
います。高校卒業後のプラス 2 年間の学修で専門
性の深化を図り、科学的課題解決能力を身に付け、
水産業の持続的発展に貢献する人材の育成を目指
します。

写真 3

写真 1

0.5kL 水槽の飼育管理を行う本校生徒

写真 2
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本校生徒による漁場環境調査

県魚であるマダイを主教材に据えた養殖、種苗
生産（写真 1）、魚病診断（写真 2）および漁場
環境調査等（写真 3）、実学につなげる学習と大
学編入学制度に対応した教育課程を編制していま
す。学生の興味・関心、地域性や話題性にも配慮
し、ヒラメ、ブリ、イシダイ、カサゴ類、イサキ、
スマなどの海産魚やキンギョ、アマゴなどの淡水
魚の種苗生産や飼育にも取り組んだり、アマゴ発
眼卵や生産したマダイ稚魚の放流会（写真 4）で

写真 4

小学生と本校生徒によるマダイ稚魚の放流会

元気いっぱい！

児童・保護者と交流したりすることで、地域理解
を深めながら持続的水産業の意義と方法を再認識
する機会としています。
高校では、分子生物学的手法や高精度分析機器
を必要とするハイテク研究を実施することは困難
ですが、マダイを材料とする養殖特性評価や付加
価値向上など、養殖に実用的な研究は実施可能で

写真 5

写真 6

水産高校生の活動

す。これまで、チダイとの交雑による日焼けしに
くい雑種魚「美白鯛」の作出（写真 5）、地球温
暖化に対する高水温耐性魚の選抜育種、糖や昆虫
で代替した低魚粉タンパク飼料による養殖効果
（写真 6）、バクテリオファージによるエドワジエ
ラ症の漁場モニタリングなどに取り組んできまし
た。マダイ以外では、染色体操作によるアマゴ三
倍体「ジャイアントサーモン」の作出（写真 7）、
市内河川域のギンブナクローン集団解析（写真 8）
などの研究実績もあります。10 年前からニホン
ウナギの種苗生産にも挑んでおり、誘発産卵によ
る受精卵の安定確保と 55 日間の仔魚飼育にも成
功しています（写真 9）
。このような研究成果の
一部は、本校生徒が学会等の高校生ポスター発表
会で公表しています（写真 10）。
本稿では、「マダイ養殖に関する研究」として
取り組んだ中から、令和 4 年度日本水産学会春季
大会高校生ポスター発表会で発表した「飢餓耐性
調査と透明骨格標本観察によるマダイ仔稚の初期
減耗要因の検討」を報告します。本校の水産教育
の取り組みと学習内容を理解して頂く機会となれ
ば幸いです。

チダイ×マダイの雑種「美白鯛」の試食会

 魚粉タンパク飼料で育てたマダイ養殖魚の
低
検査風景

写真 8

写真 9
写真 7 本校で作出したご当地
「ジャイアントサーモン」

ギンブナクローン集団解析の作業風景

 校でニホンウナギの自然産卵と仔魚飼育に
本
成功
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図1
写真 10

 本水産学会ポスター発表において研究報告
日
を行う本校生徒

２

背景と研究目的

愛媛県のマダイ養殖生産量は、約 3.5 万トンで
推移しており、全国生産量の約 6 割を占めます。
養殖マダイは宇和島地域の特産品であると言って
も過言ではありません。養殖の生産性を向上する
には、養殖に適した品種の作出、魚病・赤潮対策、
飼料改良、付加価値向上などが必要不可欠ですが、
養殖に係る支出や労力を軽減する工夫も重要で
す。特に、生残率の低下は、飼料転換効率の悪化
と比べ、支出に対する影響が大きいことが知られ
ています。養殖魚が死亡すると、1 尾当たりの種
苗費が上昇すると同時に、死亡するまでの期間の
死亡魚に対する飼料費、施設維持費および労力等
のコストが生き残った魚のコストに上乗せされる
ことになるからです。
養殖用種苗となるマダイ稚魚は 100% 人工種苗
です。種苗生産課程でも、生残率の低下は、種苗
のコストに大きく影響します。マダイの種苗生産
技術は確立していますが、初期減耗を完全になく
せないことが生産効率を低下させる要因の一つと
なっています。効率的かつ安定的な種苗供給には、
種苗生産時の減耗過程と減耗要因を解明しなけれ
ばなりません。本研究は、マダイ種苗生産過程で
見られる減耗期を明らかにし、仔稚魚の飢餓耐性
および体制の発達過程を調査することで、減耗要
因とその対策法を検討しました。

３

図１
図１
図１0.5kL種苗⽣産試験における減耗期
0.5kL種苗⽣産試験における減耗期
0.5kL種苗⽣産試験における減耗期
しました（図
1）。斃死データを得るためには、
担当の生徒が毎日欠かさず底面の全面を丹念に底
掃除して、萎縮してゴミと見分けにくい仔魚の死
体を丁寧に計数しました。
こ の 調 査 結 果 か ら、 減 耗 期 は 孵 化 後 2-3 日、
9-11 日および 19-29 日の 3 回あることが明らか
となり、それぞれの減耗期を CP1、CP2 および
CP3 としました。斃死率は CP1 および CP2 が
高く CP3 が低いこと、減耗期の期間は CP3 およ
び CP2 が相対的に長く CP1 が短いことが分かり
ました。これら 3 つの減耗期の発生要因を以下の
3 つの実験で検討することにしました。

４

孵化仔魚の飢餓耐性調査

孵化仔魚は、餌を食べられないと、何日間生存
できるのでしょうか。孵化させたマダイ仔魚に餌
を与えず飼育した時の生存期間とその間の斃死魚
の推移を調べました。孵化仔魚約 100 個体を海
水 2L の水槽に収容し、全滅するまでの期間、死
亡魚を毎日計数する調査をマダイが自然産卵した
2021 年 4 月 23 日～ 6 月 9 日の 48 日間、継続的
に実施しました。
調査した 41 回の平均日間斃死率を図 2 に示し
ます。この結果から、無給餌環境下では、仔魚は
孵化後最大 10 日で全滅すること、死亡率のピー
クが孵化後 3-4 日と 7-9 日の 2 回見られ、それぞ
れ、0.5kL 水槽での種苗生産記録の CP1 と CP2

種苗生産時の減耗期の解明

本校での 4 年間（2014-2017）の 0.5kL ポリカ
ーボネイト水槽 4 事例でのマダイ種苗生産記録を
元に、孵化後 45 日までの期間の各年の日間斃死
率（日間斃死魚数の総死亡魚数との相対値）を日
齢ごとに平均して、減耗が激しい期間を明らかに

52
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図2

ふ化仔魚の無給餌飼育における斃死日齢

元気いっぱい！

にほぼ同調することが分かりました。ワムシ給餌
は孵化後 3 日に開始することから、CP1 相当期
の減耗は仔魚の低活力、CP2 相当期の減耗は内
部栄養（卵黄）消費後の餓死と推察されます。

５

仔稚魚の経時的飢餓耐性調査

餌を摂ることで仔稚魚は成長し、それとともに
飢餓耐性も変化するはずです。また、仔稚魚の成
長に併せ、与える餌の量や種類も変えます。そこ
で、給餌飼育しているマダイ仔稚の飢餓耐性を経
時的に調査しました。常法の餌料系列 ( シオミズ
ツボワムシ→アルテミア幼生 ) で種苗生産してい
る水槽から仔稚 30 ～ 50 個体を孵化後 41 日まで

の給餌量とマダイ仔稚の成長および仔稚魚の経時
的飢餓耐性を図 3 に示します。飢餓耐性（図 3a）
は、
孵化後 18.5 日まで漸次低下し、これ以降、上昇
する V 字型の相関（決定係数 0.8）が見られました。
CP2 は孵化後 9-11 日に見られることから、内部
栄養消費による餓死だけでなく、外部栄養に移行
しているものの、栄養蓄積がまだ不十分なために
飢餓耐性が低い時期と推測されます。一方、仔稚
魚の成長は、孵化後 18 日以降、顕著でした（図
3b）。飢餓耐性および成長速度の上昇は、すじこ
油で栄養強化したアルテミア幼生との併用給餌と
同調したことから（図 3c,d）、ワムシ単独給餌に
よる餌料の栄養的・量的問題が改善されたことで
内部栄養となる脂肪等が蓄積し、同時に、成長が
促進したと考えられます。孵化後 18 日以降に見
られる CP3 の減耗要因は、飢餓耐性とは関連が
ないように思われます。

６

図3

0.5kL 水槽のマダイ飼育における給餌、成長、
および無給餌生残指数の変化
a：無給餌生残指数（SAI）
b：成長
c：ワムシ給餌量
d：アルテミア給餌量

毎 日 取 り 上 げ、 海 水 2 ～
20L の水槽に収容して無給
餌で飼育しました。死滅す
るまでの期間と各日の斃死
魚数から無給餌生残指数
（SAI：Survival activity
index) を計算し、取り上げ
た日齢時点での飢餓耐性と
しました。各収容日毎に、
供試魚 5 個体の全長を測定
し、成長を記録しました。
ワムシおよびアルテミア

水産高校生の活動

体制発達の調査

給餌飼育しているにも関わらず餓死したり
（CP2）、飢餓耐性が回復するにも関わらず斃死す
る（CP3）要因を体制発達の観点で検討しました。
仔稚魚の飢餓耐性調査と並行して、同一水槽で飼
育されている仔稚魚の骨化過程を透明骨格標本の
観察により経時的に調査しました。水槽から仔稚
5 個体を孵化後 40 日まで毎日取り上げ、ホルマ
リン固定後にメチレンブルーとアリザリンレッド
による 2 重染色と水酸化カリウムとグリセリンに
よる透明化処理により標本を作製しました。体制
観察の対象は、①脊索末端の屈曲の開始および完
了時期、②中軸骨格（体の支持と神経保護）を構
成する神経頭蓋、椎体、神経棘および血管棘、③
内臓頭蓋（摂餌器官）を構成する上顎、下顎、舌
弓および鰓弓、④付属骨格（鰭を支持）である肩
帯（胸鰭を支持）および腰帯（腹鰭を支持）と背

図４ 図透明⾻格標本の観察によるマダイ仔稚の⾻化過程
4 透明骨格標本の観察によるマダイ仔稚の骨化過程
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化が生じる時期に餌不足が重なると、共食いによ
る減耗の可能性が高くなると考えられます。

７

図５ マダイ仔稚の透明⾻格標本
図 5 マダイ仔稚の透明骨格標本
dahは⽇齢を、スケールバーは1mmを⽰す。軟⾻はアルシアンブルー
dah
は日齢を、スケールバーは
1mm を示す。軟骨はア
で⻘⾊に、硬⾻はアリザリンレッドで⾚⾊に染まっている。
ルシアンブルーで青色に、硬骨はアリザリンレッド
で赤色に染まっている。

鰭および臀鰭の担鰭骨とし、これらの骨格の軟骨
化（青く染まる）および硬骨化（赤く染まる）の
開始時期を調べました。
透明骨格標本観察による仔稚魚の体制発達過程
を図 4 および図 5 に示します。給餌を開始する孵
化後 3 日に、神経頭蓋、上顎を除く内臓頭蓋およ
び肩帯の軟骨化が認められました。その後、上顎、
神経棘および血管棘、担鰭骨および腰帯の順に軟
骨化し、孵化後 36 日以降、椎体を含む全ての骨
が硬骨化しました。脊索末端の屈曲は孵化後 19
日頃から始まり、孵化後 25 日頃には完了しまし
た。
CP1 は骨化開始前であったことから、減耗要
因は、体制の発達との関連性は低く、仔魚の低活
力であることが支持されます。CP2 は餓死や低
い飢餓耐性が要因であることが先の調査で示唆さ
れていますが、骨化開始と同調することが明らか
になりました（図 4）
。内部栄養（卵黄）から外
部栄養（餌料）への移行に、摂餌器官である内臓
頭蓋と胸鰭を構成する肩帯の骨化が必須であると
すれば、これらの体制が正常に発達しなかった場
合、摂餌できなかったり、摂餌量不足に陥ったり
することが予測されます。この成長段階で見られ
る低い飢餓耐性も斃死に相加的に作用すると推察
されます。CP2 の斃死魚の骨化状態を調査する
ことで、体制との因果関係が明らかになることが
期待されます。CP3 は、脊索末端の屈曲期と中
軸骨格、内臓頭蓋および付属骨格の軟骨化がほぼ
完了する時期に相当しました（図 4）
。マダイの
脊 索 末 端 屈 曲 期 に 減 耗 が 見 ら れ る こ と は、
Ishibashi et. al. （2005）も報告しています。この
時期の骨化進行に伴う体制の発達は遊泳力の向上
と成長に作用し、これらに係る代謝量は増大する
と推測されます。仔魚の急激な形態的・生理的変
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CP1 の減耗要因は仔魚の低活力と考えられま
すが、活力は卵質に影響されることが推察されま
す。飼料栄養や飼育方法の改善による卵質向上に
つながる親魚養成が必要です。CP2 の減耗要因
は、内臓頭蓋および肩帯の骨化不全による摂餌機
能障害とこの時期に給餌するワムシの量的・質的
問題の 2 つの要因による餓死と推察されます。斃
死魚の骨格調査、給餌量の増加およびワムシの栄
養強化が必要です。CP3 の減耗要因は、成長に
伴う代謝量増大による餌不足が誘因の共食い考え
られます。餌料生物の量的・栄養学的改善、アル
テミアの早期給餌および配合飼料併用による改善
が期待できます。
本研究で得られた改善案を今後のマダイ種苗生
産で活用し、各減耗期の斃死率が減少するか調査
する予定です。
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【豊かな海づくり推進協会コーナー】

令和3年度 第3回理事会
令和 3 年度第 3 回理事会は、新型コロナウイ

理事会の決議があったものとみなされた事項は

ルス感染防止のため、書面審議とし、令和４年 3

以下のとおりである。第 1 号議案 令和 4 年度事

月 4 日岸会長が、理事及び監事に対して理事会の

業計画及び収支予算に関する件、第 2 号議案 令

決議の目的である事項についての提案を行い、理

和 4 年度会費に関する件、第 3 号議案 令和 4 年

事全員から書面による同意の回答及び監事全員か

度負担金に関する件、第 4 号議案 令和 4 年度役

らの書面による異議がない旨の回答を得た。理事

員報酬に関する件、及び理事の職務の執行状況の

の決議があったとみなされた日は、令和 4 年 3 月

報告。

18 日（金）である。

令和4年度 第1回理事会
令和 4 年度第 1 回理事会を、令和 4 年 5 月 18
日（水）WEB 併用により開催した。
来賓として水産庁増殖推進部櫻井栽培養殖課長
にご臨席をいただいた。

同附属明細書、貸借対照表及び正味財産増減計算
書、同附属明細書並びに財産目録に関する件、第
2 号議案 令和 4 年度事業計画書及び収支予算書
の変更に関する件、第 3 号議案 理事の補欠選任

岸会長は、冒頭の挨拶で「令和３年度も新型コ

に関する件、第 4 号議案 令和 4 年度定時総会付

ロナウイルスの感染拡大によって水産業界には

議事項及び開催に関する件 が審議され、各議案

様々な影響がありましたが、当協会の諸事業につ

とも原案どおり承認された。また、職務の執行状

いては関係者のご理解とご協力によりほぼ計画通

況の報告を行った。

りに実施することができた。

内海理事から、「会員の維持は、協会の事業運

本日は、令和３年度の事業報告及び決算、令和

営の安定に欠かせないものであり、水産庁とも連

４年度事業計画の変更、理事の補欠選任、令和４

携して会員の維持に努める必要がある。」との発

年度定時総会の提出議案などの案件を予定してい

言があった。これに対して、熊谷専務から、「引

る。
」と述べた。

き続き水産庁と連携して対応したい。」との発言

本理事会では、理事 12 名のうち 10 名と監事 2

があった。

名が出席し、第 1 号議案 令和 3 年度事業報告書、

令和4年度定時総会の開催
令和 4 年度定時総会を、令和 4 年 6 月 15 日（水）

養殖課太斎課長補佐、同栽培養殖課佐山専門官及

11 時 00 分から東京都中央区八丁堀 1 － 9 － 8 八

び国立研究開発法人水産研究・教育機構生田理事

重洲通ハタビル 6 階アットビジネスセンタ－東京

のご臨席をいただいた。

駅八重洲通り 604 号会議室で開催した。
来賓として水産庁増殖推進部廣野部長、同栽培

岸会長は、開催の冒頭の挨拶で「令和３年度、
さらには令和４年度に入っても、新型コロナウイ
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ルスの感染は収まることなく長期化し、水産物消

来賓挨拶では、水産庁増殖推進部廣野部長より

費の低迷などによる漁業経営の悪化をはじめ様々

「貴協会並びに本日御出席の皆様方におかれまし

な影響がでている。これに加えて、ロシアのウク

ては、平素より我が国の栽培漁業の推進に御尽力

ライナ侵攻により、燃油や資材価格が高騰してお

いただいていることに対し、この場をお借りして

り、水産業界には深刻な影響を及ぼしている。こ

厚く御礼申し上げる。栽培漁業については、「水

のため、全漁連では、政府・与党に対して機動的

産政策の改革」において、資源管理上効果のある

な影響緩和対策の実現を強く求めている。

ものを見極めた上で重点化することとされてい

一方、当協会の諸事業については、関係者のご

る。具体的には、基本計画においても、アワビ等

理解とご協力によりほぼ計画通りに実施すること

の地先種は、種苗放流による資源造成と漁業者の

ができた。これもひとえに、会員の皆様のご理解

受益者負担が実現できており、沿岸漁業者の経営

とご協力、水産庁及び水産研究・教育機構のご指

安定に寄与していまる。一方、県域を越える広域

導とご支援の賜であり、あらためて感謝申し上げ

種については、資源造成の目的を達成したものも

る。

出てきているとされている。このため、このこと

また、３月には新たな水産基本計画が閣議決定

を踏まえ、「第８次栽培漁業基本方針」の策定を

され、近々、第８次栽培漁業基本方針が公表され

進めている。また、令和４年度栽培漁業関連予算

る予定とのこと。当協会としても、漁獲量の減少

では、広域種の資源造成効果の検証や適切な放流

や海洋環境が激変するなかで漁業経営の存続を図

費用負担の仕組み作りのほか、漁業者からのニー

るため、新たな水産基本計画や栽培漁業基本方針

ズの高いキンメダイやアマダイ等の新たな種苗生

に沿って、広域種の資源造成などに、会員の皆様

産・放流技術の開発等の取組を引き続き支援して

とともに連携して取り組んでまいる所存である。

いく。水産庁としては、栽培漁業の効果検証が求

こうした情勢の下、水産庁では来年度の予算要

められる一方で、施設の老朽化や予算・人員の確

求に向けた検討が既に始められていると伺ってお

保が厳しい中、都道府県等と連携・協力を通じ、

りますが、引き続き栽培漁業をはじめ豊かな海づ

今後も栽培漁業がより効果的かつ効率的に実施さ

くりに関する施策の充実と、必要な予算の要求・

れるものとなるよう、努力してまいる所存である。

確保に向けて、水産庁の皆様のご尽力を賜るよう

貴協会におかれては、これまでも全国の栽培漁業

お願いする。

の中心的役割を担っていただいてきており、引き

当協会としましても、事業内容の充実を図り、

続き、貴協会の御指導の下、関係機関が一体となっ

会員をはじめ漁業者、関係団体などのご期待にこ

て、効果的な栽培漁業が展開されるよう御尽力い

たえられるよう努めて参りますので、皆様には引

ただきますようお願い申し上げる。」との挨拶を

き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願いす

いただいた。

る。
」と述べた。

挨拶する水産庁廣野部長

また、国立研究開発法人水産研究・教育機構生
挨拶する岸会長
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田理事より「中山理事長の代読として、平成 30

年に 70 年ぶりに漁業法が改正になり、水産資源

が成立している旨報告を行った。

の適切な管理と水産業の成長産業化の両立が新た

総会の議長には公益財団法人海洋生物環境研究

な目標となった。また、本年 3 月には新たな水

所の保科理事長が選出され、議長は、議事録署名

産基本計画が策定され、自然環境変化やコロナ等

人として公益財団法人海と渚環境美化・油濁対策

の社会情勢の変化、輸出の促進、漁村の活性化、

機構坂本専務及び一般財団法人漁港漁場漁村総合

SDGs への取組など、様々な課題に対する対応方

研究所吉竹常務理事 2 名を指名した。

針が示されたところである。地球温暖化や不漁問

議事に入り、報告事項 1 令和 3 年度事業報告書、

題などこれまで経験したことのないような北海道

第１号議案 令和 3 年度貸借対照表、正味財産増

での赤潮漁業被害など我が国の漁業環境は大変厳

減計算書及び財産目録に関する件について、熊谷

しいものがある。水産業の新たな成長産業化に向

専務が資料に基づいて説明し、続いて岩下監事か

けた資源管理や新たな技術開発の強化が求められ

ら令和 3 年度の監査結果について「監事は理事会

ている。現在、水産庁においては、第 8 次栽培基

等に出席し、理事等から職務の執行状況について、

本方針が検討されていますが、当機構は、栽培漁

報告を受けるとともに、業務及び財産の状況を調

業の高度化に係る技術開発を推進するとともに資

査し、事業報告について検討した。さらに、会計

源管理と一体になった取組、広域魚種であるトラ

帳簿等の調査を行い当該年度に係る計算書類等に

フグなどの放流効果の検証、貝類等の地先資源の

ついて検討した。監査の結果、その内容は適正な

種苗生産技術の高度化など、貴協会や地域との連

ものと認める」との報告があった。

携が益々重要と認識している。これからも、皆様

質問意見はなく議長が賛否を諮ったところ意義

のご支援ご協力をお願いしたい。
」とご挨拶いた

なく、議決権行使を含む全員賛成により第 1 号議

だいた。

案は原案どおり承認された。
次に第 2 号議案 令和 4 年度会費に関する件、
第 3 号議案 令和 4 年度役員報酬に関する件は関
連議案として一括して審議することとし、熊谷専
務が、まず報告事項である令和 4 年度事業計画及
び令和 4 年度収支予算を説明した後、資料に沿っ
て議案の説明を行った。なお、「第 2 号議案の会
費について、災害などによる会費の減免の申請が
あった場合などの対応は、会長に一任いただくこ
とを提案する」旨発言した。質問、意見はなく、
議長が賛否を諮ったところ異議なく、議決権行使
挨拶する生田理事

を含む全員賛成により原案どおり承認された。

定時総会の議事は、第 1 号議案 令和 3 年度貸

次に第 4 号議案 理事の補欠選任に関する件に

借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録に関

ついて、熊谷専務が理事候補者名簿のとおり選任

する件、第 2 号議案 令和 4 年度会費に関する件、

したいとして、理事候補者４名の名前を読み上げ

第 3 号議案 令和 4 年度役員報酬に関する件、第

た。質問、意見はなく、議長が賛否を諮ったとこ

4 号議案 理事の補欠選任に関する件についての

ろ異議なく、議決権行使を含む全員賛成により原

審議、並びに報告事項として令和 3 年度事業報告

案どおり全員が承認された。

書、令和 4 年度事業計画書及び収支予算書に関す
る件についての報告である。
事務局より現在正会員数は 96 会員であり、そ

そのほか、議長が発言はないか質したところ特
になかった。
最後に、岸会長より、本日の議案について全て

のうち本人出席 4 会員、委任状代理出席 10 会員、

承認いただいたことへの感謝が示されるととも

議決権行使書の行使 80 会員となっており、総会

に、６月 23 日の定時総会をもって３期９年間務
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めた全漁連会長を退任するとの報告があった。さ

き当協会への事業運営にもご理解、ご協力をお願

らに「新たな全漁連の会長が、海づくり協会の会

いする。」と述べられたことを受け、満場の拍手

長に就任することになると思いますので、引き続

があり総会を終了した。

定時総会の様子
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