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解説記事

中国における水田養殖業および水田養殖研究の展開と課題
Development and Issues of Integrated Rice-Aquaculture Farming and Research Trends in China
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中国では，環境汚染，内陸水産養殖業の急速な発展にともなう水田環境の喪失，農村部の貧困問題を改善するた
め，新たな農業のかたちが模索されている．中でも近代的な稲作と水産養殖の統合は，地域経済を発展させつつ水
田環境と生態系を保全するための有効な方法の一つとして注目を集めている．一方，多くの地域では，依然として
水田養殖の普及率は低い．その要因として，野生種の生息域内外ではその動物の養殖業の競争力に地域差があるこ
と，養殖動物の消費需要の地域的偏りと生育に必要な気候環境が制約条件になっていること，都市部の消費者の間
で，水田養殖に関する生態学的なメリットやブランドの認知が広がっておらず，付加価値の創出に課題を抱えてい
ること等が挙げられる．加えて，今後の課題として，養殖に導入された種による陸水域生態系への影響と，食の嗜
好変化によって伝統的な方法を維持する中国西南地域へ近代的な水田養殖が無秩序に拡大すること等も懸念される．

In China, innovative farming methods are implemented to improve soil and water pollution, food sanitation, lost paddy eco-
system recovery, and rural poverty. In particular, modern rice farming integrated with aquaculture is one major method to pre-
serve the environment while developing the economy. However, rice-aquaculture farming is adopted only in limited surface ar-
eas and households in much of the country. The main reasons for this are: 1） there are regional gaps between the 
competitiveness of rice-aquaculture farming and between aquatic animals raised in their natural habitats and outside them; and 
2） there are constraints on aquaculture due to locational imbalances between major consuming areas and the preferred climate 
of the animals. In addition, market recognition of integrated agricultural methods, their ecological advantages, and associated 
brands important for creating value is not widespread among urban consumers. As future issues, it is particularly important to 
note the negative impacts on rural ecology due to the introduction of alien species and eutrophication from feeding. Urbaniza-
tion of residents’ dietary preferences may lead to disruptions in crawfish aquaculture in southwestern China.

キーワード：環境保全型農業，アメリカザリガニ，チュウゴクモクズガニ，稲作，持続可能性
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I　はじめに

1. 世界における水田養殖への注目
植物栽培と水生生物の養殖生産を組み合わせた統合
的な水産養殖－作物栽培技術は，生態学的な生産効率
の向上だけでなく，農村における経済利益の創出と農
業および水産養殖業による化学物質汚染の緩和につな
がる可能性がある（Ni et al. 2020）．そのため，禾穀類
や野菜等の植物栽培と，魚類や甲殻類をはじめとする
水生生物養殖のさまざまな組合せが，世界各地で試行
されている（たとえば，Palm et al. 2014; Knaus and 

Palm 2017; Ni et al. 2020）．
中でもコメは世界人口の約半分にあたる35憶人を

超える人々の主食であり（UNEP 2016），稲作は人類

にとって最も重要な農業生産活動の一つである．世界
のコメの90%以上を生産するモンスーン・アジアで
は，伝統的に水田での魚類の養殖や家鴨の放飼が行わ
れてきた．水田で魚類を養殖する場合，イネは魚類に
日陰と生息地を提供する．対して魚類は，排泄物や死
骸を通じてイネに栄養素を供給するほか，動き回るこ
とによる沈殿した栄養素や土壌の攪拌，多孔質土壌の
形成によるイネの栄養吸収の促進，病害虫と雑草の抑
制等，種々のサービスを提供する（たとえば，Halwart 

and Gupta eds. 2004），地域環境と調和した農業である．
日本でも，1960年代頃までは各地で水田にコイやフナ
を放す水田養魚が行われていた（池上 2018）．中でも
長野県佐久地方は水田養鯉が有名で，かつては内陸地
域の動物性たんぱく質の重要な供給源となっていた．
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1990年代には，無農薬による安全・安心なコメと鴨肉
を生産する方法として，水稲栽培と家鴨放飼を結び付
けた「合鴨農法」が広がりをみせ（高山ほか 1998），
一時期ブームにもなった（池上 2018）．
また，水田が生み出す人工的な湿地環境は，野生生
物の繁殖地，生息地として重要な役割を担っており
（Herring et al. 2019），熱帯地域では他のどの天水農業
よりも生物多様性が高いとの指摘もある（Halwart and 

Gupta eds. 2004）．中緯度温帯地域の日本でも，水田
の有する多面的機能が見直されている．農山村の生態
系保全の具体策として，水田周辺での野生生物の生育
支援や，生物の生育を利用した減農薬・減化学肥料の
水稲栽培，それらの農法の認証化を通じた農産物の高
付加価値化の取組みも行われ，「生きものブランド米」
として独自に発展している（矢部・林 2011）．
こうした水稲栽培過程の一部を生物に代替させる農
法への注目について，池上（2018）は「近代農業の持
つ環境破壊的側面に対する問題提起」であると指摘し
ている．今日，世界における水田での水産養殖は，人
類社会と自然環境との共生に向けて，2030年までの
世界共通の社会目標である持続可能な開発目標 Sus-

tainable Development Goals: SDGs においても，SDG9

（持続可能な産業化，技術革新），14（海洋生態系保
全），15（陸域生態系保全）を横断的に実現する重要
な実践的技術であると位置づけられている（FAO 

2020b）．地域の生態系と共存した農業技術や在来知，
土地利用，それらの表象としての農村景観への注目が
高まる中，伝統的な水田での水産養殖，家鴨放飼シス
テムを継承する複数のサイトは，国連食糧農業機関 

FAOの「世界農業遺産 GIAHS」プログラムにも登録
されており，地域固有の農業－水産業システムの持続
的な維持・継承に向けた取組みが進められ，国際的な
注目を集めている．

2. 中国において生態系保全，食品衛生，農村振興
が同時に成り立つ対策としての水産養殖と水稲
栽培の統合

上記のGIAHS登録サイトのいくつかは中国にある．
中国の水田養殖には，1000年以上の歴史があると考
えられている．成立時期や地域は明らかでないが，出
土した漢代の陶塘に，すでに水田での魚類養殖と推察

される様子が表されている（FAO 2020a）．また，東
アジアと世界の生態系保全，持続可能な発展の実現に
とって，世界最大のコメ，漁船漁業，養殖業の生産量
を誇り（水産庁 2020: 154），約14億人もの人口を擁
し，依然として環境汚染や食品衛生，農村の貧困等の
課題を抱える中国の影響は大きい．その中国におい
て，自然環境と農村社会の課題改善に有用な生業形態
の一つとして期待されるのが水田養殖である．以下で
は，作物栽培，水産養殖，農村の経済振興・文化保全
の各側面から，期待される水田養殖の役割について検
討する．

1）作物栽培の課題からみた水田養殖
各国と同様に，中国でも水田養殖は農薬・化学肥料
の使用を削減できる環境負荷の小さい農法の一つとし
て位置づけられている．中国では2000年代以降，農
村振興策と結びついた換金作物栽培の拡大にともな
い，地表水や土壌の汚染が各地で顕在化しており
（原・西前 2018），環境負荷の低減は急務となってい
る．そのため，上記のような効果が期待できる農法が
重要になっているのである．
環境負荷と関連して，市民の所得水準が上昇してき

たことで，都市部を中心に食品の安全性や健康に対す
る意識が高まっていることも大きい．国内で定められ
る食品衛生上の基準（無公害食品，緑色食品，有機食
品）を満たし，政府の認証を得る農産物が増加してお
り，代表的な主食であるコメについても同様の状況が
認められる（図1）．特に近年では，華北のコムギ・雑
穀文化圏でも米食化が進み，国民の60%以上がコメを
主食にしているといわれる等，コメの果たす役割はよ
り多くの地域に対して重要になっている．そのため，
生態系に配慮した水田稲作農業の普及が求められる．

2）水産養殖の課題からみた水田養殖
生活水準の向上は，水産物の消費性向にも強く寄与
しており，それが近年の水産養殖業の急速な発展を後
押ししている（Miao and Ge 2002）．中国は世界最大の
内陸水産養殖の生産量を有し，2012年には，世界全
体の生産量の約6割を占めるまでに成長している
（FAO 2014）．
中国では魚類だけでなく，アメリカザリガニ Pro-

cambarus clarkii ，高級食材「上海蟹」として有名な
チュウゴクモクズガニ Eriocheir sinensis ，ガザミ（ワ
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タリガニ） Portunus trituberculatus 等の甲殻類や，スッ
ポン Pelodiscus sinensis の養殖が盛んである（図2）．
中でも，水田養殖に関わる淡水での養殖では，アメリ
カザリガニの生産量が最も多く，2018年には生産量
が160万 tを超えている．次いで，モクズガニとスッ
ポンの生産量が多く，80万 t程度に上る．エビの中で
は，バナメイエビ Penaeus vannamei の養殖が最も盛
んで，2000年に淡水養殖技術が確立（李ほか 2011）
されて以降は，海水・淡水の両方で養殖されている．
そのほか，河口の淡水および低塩分域に広く分布する
テナガエビ Macrobrachium nipponense は環境適応力が
高く，繁殖力も強いため，比較的簡単に飼育すること
ができ，海水性のエビに比べて養殖に要するコストが
低く（Ma et al. 2012），バナメイエビに次いで淡水で
の養殖生産量が多い．
こうした水産養殖業でも，換金作物栽培と同様に，
化学物質汚染や，過度な飼料の投入による富栄養化と
いった水質汚濁が大きな課題となっている（Hu et al. 

2013）．特に中国は，養殖池から流出する亜酸化窒素 

N2O の量が世界最大であると推定され，課題改善が喫
緊に求められている（Hu et al. 2012）．
同時に中国東南地域では，新規に養殖池を造成する
土地資源が限られるために，水田から養殖池への土地

利用変換が急速に進んでおり，257万haある内陸養殖
池の半数以上に上る132万haが水田からの転換地であ
るとの指摘もみられる（Hu et al. 2013; Wu et al. 2018）．
上述のように中国は世界最大のコメ生産国であり，世
界生産の約2割を占める広大な水田環境が分布するこ
とから，集約的な養殖池への転換が，地域の食環境や
水田生態系，生物多様性に与える影響も大きいと懸念
される．

3）農村の経済振興・文化保全と水田養殖
加えて，都市と農村の経済格差は依然として深刻な
課題で，貧困層の削減が習近平政権の重要課題である
ことも，水田養殖が注目される要因である．水田養殖
では，農産物であるコメと養殖水産物の両方で利益が
見込まれ，実際に経済収益が大幅に増加した世帯の状
況も報告されており（たとえば，李ほか 2019; 孫ほか
2018），地域振興策として積極的に取入れられるケー

図1　中国における緑色食品認証米の生産量・認証数
とコメ生産量に占める割合（2010～2019年）

Fig. 1　Number of items, production levels, and proportion 
of rice certified as China Green Food, 2010–2019

（「中国統計年鑑」，「緑色食品統計年報」より筆者作成）

図2　中国における甲殻類と淡水産カメの養殖生産量
（2018年）

Fig. 2　Aquaculture production of crustaceans and fresh-
water turtles in China, 2018
（「中国漁業統計年鑑2019」より筆者作成）
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スがみられる．
さらに，水田養殖への着目は，地域の伝統文化に対
する再評価とも結びついている．たとえば，浙江省青
田県では，700年以上にわたって伝統的な水田養魚が
行われており，養殖した魚の販売による副次収入の創
出，魚のエサや糞尿の有機肥料化，魚の生育によるマ
ラリア媒介蚊やイネの食害を起こすガ，イナゴ等の病
害虫の抑制等の効果が指摘されている（FAO 2020a）．
中国西南地域のトン族，ハニ族，タイ族等の少数民族
村落でも，約1000年に渡り続けられてきたと考えら
れる水田でのコイ，フナ等の魚類と在来のカモを飼育
する養魚・養鴨システムが知られており，雲南省紅河
ハニ族イ族自治州と貴州省黔東南ミャオ族トン族自治
州のサイトが FAO の GIAHS に登録されている．
伝統文化の再評価は，市民の間にも広がりつつあ
る．青田県の住民へのインタビューでは，村人の間で
自らの営みが国際的に注目されたことに驚きが広がっ
たこと，それがきっかけで環境保護に対する意識がよ
り高まったことが述べられている（FAO 2016）．また
関心を持った年間10万人もの観光客が，当該地域を
訪れるようになっている（FAO 2016）．広東省北部の
乳源ヤオ族自治県でも，水田養魚に関する祭を見に，
約3,000人の観光客が訪れ（2016年），観光による県
内の収入は年間総額35億元（約560～580億円）に達
したとされる（Li et al. 2019）．こうした村々では，水
田養魚で得られる産物を利用した新たなサービス業を
展開する村人も現れ，農村経済に貢献している（FAO 

2016）．
ただし，もっぱら伝統的な水田養殖への評価は，一
部の研究者の間でとどまっており，システムの価値と
継承の必要性を理解している生産者や消費者は極めて
限られているのが現状である（Berweck et al. 2013）．
そのため多くの地域では，伝統的な水田養殖が，他の
商業的な農業システムとの競争にさらされ，依然とし
て存続の危機に陥っている（Berweck et al. 2013）．

3. 目的と意義
以上のように，農業の商業化・集約化と，水産養殖
業の無秩序な発展がさらに進めば，富栄養化や化学物
質の多量の流出による生態系への悪影響は免れない．
地域によっては水田の育む生態環境がさらに失われ，

農村の自然環境と社会・文化に大きな変化が生じるこ
とが懸念される．これに対して水田養殖は，農業，水
産業双方の環境課題を解決し，かつ生産者がより多く
の経済的利益を獲得できる可能性を有する方法である
と考えられる．その活かし方次第では，自然資源や環
境に対する市民の意識を高めることにも貢献し得る．
加えて，上述のように，中国では近年多様な水生動
物が盛んに養殖されていることから，上記の伝統的な
水田養魚・養鴨システム以外にも，さまざまな水田養
殖のかたちが試行され，それぞれに個別の成果と課題
を抱えていることも推察される．特に，新たな生業活
動への大規模な転換や拡大は，地域の自然環境と社会
経済にさまざまな歪みや想定外の課題を生じさせるリ
スクも内包していると考えられる．
しかし，作物栽培と水産養殖を組み合わせた「水田
養殖」業について，中国国内の各地域でどの程度受容
され，どのような水生生物が養殖されているのか，生
産から消費に至る一連のフードチェーンの中にどのよ
うな課題があるのか，さらなる発展に向けていかなる
改善が試みられるべきなのか等，その全体像に関する
分野を横断した体系的な調査研究やレビューは，国際
的にもほとんど試みられておらず，不明な点が多い．
そこで本解説では，主に統計資料と関連する国際誌
および中国国内誌のレビューを通じて，中国における
水田養殖の形態と地域性，それぞれの発展過程，学術
研究の傾向，および消費者の認知度とニーズについ
て，時系列かつ地域横断的に情報を整理する．その上
で，中国農村における水田養殖業の地位と，社会的，
学術的課題の現状を明らかにし，留意すべき経済的，
生態的視点を明示することを目的とする．
これまでの中国農村研究では，個々の作物栽培や水
産養殖に関する地域的広がり，農家の就業構造や家計
状況，村落組織，市場圏，宗教活動，学校教育等，さ
まざまな事象が注目を集め，その事例は枚挙にいとま
がない．加えて，東アジアと世界の陸域・海洋生態系
や水資源，食糧安全保障に関する評価の枠組において
も，中国の農業，水産業は度々注目されてきた．ただ
し，以上の研究で中国の水田養殖が注目されることは
少なかった．本解説の意義は，こうした中国農村の自
然環境と社会経済に関する諸研究に対し，水田養殖業
という新たな着眼点を提示することにある．
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4. 方法
本稿では，まず中国政府により公開される公的な農
業および漁業統計を用いて，基礎となる水田養殖業の
現状を示すデータを把握した．その上で，より詳細な
地域状況と研究動向の把握のために，中国内外の関連
する論文を対象に，研究対象の養殖動物の種類，動物
ごとの論文出版数，報告される水田養殖地の分布を定
量的に分析した結果を示した．
中国国内で出版される論文は，「中国学術期刊（Web

版） CAJD: China Academic Journal Network Publishing Da-

tabase」上に登録されている，1915年から現在までに
中国国内で出版された約8,000種の学術雑誌，6099万
報以上のレポートを精査して把握した．具体的には，
タイトルに「稲」「田」または「米」と，動物名を表
す漢字（例：魚，蝦，蟹，鱉）の両方が用いられてい
る学術論文を全て抽出した上で，個々に内容を確認
し，養殖動物別の論文数の推移を把握した．なお，
「蝦」は中国語で広くエビを意味し，生物学的分類で
は，おおむねカニ，ヤドカリ以外の，ザリガニを含む
エビ亜目の幅広い種やクルマエビ亜目が含まれる．し
かし，水田養殖に関して「稲蝦共作」等と表現した場
合，特に沿岸域以外の広い範囲ではアメリカザリガニ
の養殖を指すのが一般的である（廖 2018）．そのため
本稿では，以上の認識に立った上で，図2で示した淡
水での主要な養殖エビであるバナメイエビ，テナガエ
ビ，オニテナガエビについても，中国語名，学名での
検索も行い，アメリカザリガニに関する論文と区別し
て把握することとした．また「蟹」に関しては，図2

のように淡水での養殖は，基本的にモクズガニに限定
されるため，蟹と明記されるものはモクズガニとして
扱った．
さらに，それぞれの論文が報告する水田養殖が行わ
れている地域およびその形態を，John Lossing Buck率
いる研究グループが1929～1933年に中国全土で
フィールド調査し作成した農業区分図（バック 1938）
上に図示し，その傾向を把握した．

II　統計資料からみた水田養殖の全国的な普及状況

表1は「中国統計年鑑」および「中国漁業統計年
鑑」からわかる，水田養殖の実施面積（水産養殖利用

田の面積），水産養殖地面積，イネ播種面積，養殖水
産物の総生産量，水田養殖による水産物量と，それら
を用いて筆者が算出した，水産養殖地面積全体とイネ
播種面積に占める水産養殖利用田の割合，養殖水産物
全体に占める水田養殖の水産物量の割合，および水田
養殖の単位面積当たり生産量の結果をまとめたもので
ある．
中国全土において，2018年に政府が確認している
水産養殖利用田の面積は202万8000 haあまりで，水
産養殖地全体の28.3%，イネ播種面積の6.7%を占め
ている．生産量ベースでみると，水田養殖によって生
産される水産物は233万 tあまりで，養殖水産物全体
の7.3%を占めている．
水産養殖利用田の面積が最も大きいのは，湖北省で
あり，39万3000 haに達する．次いで，四川省，湖南
省，江蘇省，安徽省，貴州省，雲南省の順であり，以
上の各省が10万ha以上の実施面積を誇る地域である．
主に，長江中下流域と四川から雲貴高原にかけての中
国西南地域に該当する．こうした地域では，水産養殖
地面積とイネ播種面積に占める水産養殖利用田の割
合，養殖水産物全体に占める水田での養殖水産物量の
割合も高い．
このうち，水産養殖地面積に占める水産養殖利用田
の割合は，最も高い貴州省で71.5%に達しており，雲
南省，四川省といった中国西南地域や湖北省，湖南省
で4割を超えている．特に中国西南地域は，水産養殖
地面積に占める水産養殖利用田の割合が高く，かつ水
田養殖を除く水産養殖地面積が小さい傾向にあること
から，一部に集約的・商業的な内陸水産養殖場があり
生産量ベースでの水田養殖の割合を押し上げているも
のの，専用の養殖池は依然少なく，水産養殖の多くは
水田稲作と共生して行われている地域と考えられる．
ただし，水田に占める水産養殖利用田の割合は，最
も高い山西省でも33.3%であり，水田養殖が盛んな華
中・華南では10%台である．このように，水田養殖
は，比較的盛んな省や自治区でも，行政区全体の水田
の大多数で導入されるまでには至っていない．
また，養殖水産物全体に占める水田での養殖水産物
量の割合は，養殖池の面積に占める水産養殖利用田の
割合に比べて総じて低く，いずれの行政区も3割に満
たない．これは一つには，水田での水産養殖は，養殖
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池での養殖と比べると年間で生産できる周期や個体数
が限られるため，生産量ベースでは面積ベースと比べ
て全体的に低い傾向になることを示している．
水田養殖の集約度を推定するために，単位面積当た
りの生産量をみてみると，水田養殖が盛んな地域の中
でも異なる傾向があることがわかる．たとえば，華中
の東部沿岸地域や湖北省，四川省では，1 ha当たりの
生産量が1 tを大きく上回っている地域が多く，上海
市や浙江省では2.9 tに達している．一方で，貴州省
や雲南省における同面積中の平均的な生産量はそれぞ
れ0.4 t，0.6 t程度であり，高い地域の半分にも満たな
い．これは，都市近郊や長江中下流域では近代的で集

約的な水田養殖の開発が進められる一方で，雲貴高原
周辺では上述のGIAHS登録モデルに代表されるよう
な，少数民族等の伝統的な営みがある程度広く続けら
れてきた結果を明示していると考えられる．
以上のように，農業と漁業に関する統計情報から
は，中国の各省・自治区が，（1）水産養殖の拡大に促
され，近代的で集約的な水田養殖の開発が一部で進む
地域，（2）養殖池の広がりが限定的で，伝統的な水田
養殖が維持されている地域，（3）水田養殖が盛んでな
いそれ以外の地域に，大別できることがわかる．

表1　中国における水田養殖の一級行政区別実施面積と生産量（2018年）
Table 1　Area and production of integrated rice-aquaculture farming by province in China, 2018

水田養殖の 
実施面積 
（ha）

水田養殖を除く 
水産養殖地面積 

（ha）

水産養殖地全体に 
占める水田養殖 
面積の割合

イネ播種面積 
（ha）

イネ播種面積に 
占める水田養殖 
面積の割合

水田養殖による 
水産物生産量 
（t）

養殖水産物全体に 
占める水田養殖の 
水産物量の割合

水田養殖の 
単位面積当たり 
生産量（t/ha）

北京 0 2,606 0.0% 200 0.0% 0 0.0%
天津 3,285 27,811 10.6% 39,900 8.2% 638 0.2% 0.19
河北 2,423 40,505 5.6% 78,400 3.1% 1,249 0.4% 0.52
山西 266 11,305 2.3% 800 33.3% 140 0.3% 0.53
山東 2,298 211,398 1.1% 113,800 2.0% 6,580 0.6% 2.86
内モンゴル 6,326 112,821 5.3% 150,400 4.2% 301 0.3% 0.05

遼寧 51,509 177,034 22.5% 488,400 10.5% 52,109 6.5% 1.01
吉林 33,171 325,493 9.2% 839,700 4.0% 7,740 3.6% 0.23
黒龍江 47,000 400,310 10.5% 3,783,100 1.2% 4,580 0.8% 0.10

上海 75 12,826 0.6% 103,600 0.1% 219 0.2% 2.92
江蘇 241,058 444,989 35.1% 2,214,700 10.9% 249,994 7.7% 1.04
浙江 46,434 179,764 20.5% 651,100 7.1% 134,876 11.9% 2.90
安徽 150,636 487,169 23.6% 2,544,800 5.9% 218,811 11.0% 1.45
福建 15,914 85,899 15.6% 619,600 2.6% 15,850 2.0% 1.00
江西 66,996 408,404 14.1% 3,536,200 1.9% 97,950 4.2% 1.46

河南 33,709 148,052 18.5% 620,400 5.4% 19,260 2.2% 0.57
湖北 393,171 535,148 42.4% 2,391,000 16.4% 690,722 15.7% 1.76
湖南 300,148 419,303 41.7% 4,009,000 7.5% 298,049 12.5% 0.99

広東 3,643 313,283 1.1% 1,787,400 0.2% 1,674 0.0% 0.46
広西 45,414 135,458 25.1% 1,752,600 2.6% 25,275 2.0% 0.56
海南 69 30,800 0.2% 246,100 0.0% 212 0.1% 3.07

重慶 35,295 83,024 29.8% 656,400 5.4% 9,376 1.8% 0.27
四川 312,230 190,083 62.2% 1,874,000 16.7% 383,431 25.7% 1.23
貴州 119,624 47,664 71.5% 671,800 17.8% 45,581 20.1% 0.38
雲南 111,947 94,429 54.2% 849,600 13.2% 64,543 10.6% 0.58

チベット 0 4 0.0% 900 0.0% 0 0.0%
青海 0 17,400 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

陝西 3,155 41,500 7.1% 105,400 3.0% 160 0.1% 0.05
甘粛 0 6,542 0.0% 3,800 0.0% 1 0.0%
寧夏 2,166 35,007 5.8% 78,000 2.8% 897 0.5% 0.41
新疆 300 120,424 0.2% 78,400 0.4% 51 0.0% 0.17

全土 2,028,262 5,146,455 28.3% 30,289,500 6.7% 2,330,269 7.3% 1.15

注：太字：＞全国平均（%，t/ha）
（「中国統計年鑑2019」，「中国漁業統計年鑑2019」より筆者作成）



̶ 76 ̶

E-journal GEO　2021 Vol. 16(1)

III　水田養殖の史的展開と近現代における変容

1. 水田養殖に関する論文数の推移と地域分布
では，水田養殖に用いられる水生動物の種類や動物
ごとの地域性，ならびにその発展過程はどのように説
明できるのだろうか．
養殖動物ごとの水田養殖に関する詳細な全国統計情
報は少なくとも公開されていない．そこで本稿では，
まず既往研究のレビューから，代表的な養殖生物の種
類とそれぞれの生物に対する論文発表数の推移を明ら
かにした．その結果を示した図3からは，近年では魚
類やカモだけでなく，換金性の高い多様な水生動物が
水田で養殖されるようになっており，かつ，いずれも
それらを取り上げた論文の数が伸びていることから研
究者の注目を集めている状況がみてとれる．特に，図
2で挙げた代表的な淡水の養殖動物である，モクズガ
ニ，アメリカザリガニ，スッポン等が代表的で，これ
ら養殖需要の大きい種が水田養殖にも積極的に取り入
れられている現状が推察される．
次に，既往研究が報告する水田養殖の実施地と，そ
れぞれで用いられている生物および生物の組合せを図
4に示す．報告事例が最も多くみられたのは，長江中
下流域の伝統的な水稲－冬小麦の二毛作地域であっ
た．特に当該地域では，アメリカザリガニを用いた事
例が多かった．加えて，モクズガニ，アメリカザリガ
ニ，魚類の複合養殖や，アメリカザリガニとスッポン
の複合養殖等，多様な組合せが存在していることがわ
かった．
上記以外の華中・華南の水稲地域でも，多くの研究
報告がなされていることが確認できた（図4）．この
うち，華南や四川地方では，魚類の養殖や家鴨の飼育
事例が多かった．特に貴州省や雲南省をはじめとする
中国西南地域では，養魚と養鴨を組み合わせた伝統的
モデルが報告の中心であった．また図4の水稲と茶の
主栽培地域では，スッポンの水田養殖に関する研究も
複数報確認された．
中国におけるエビを用いた水田養殖は，研究報告が
ほとんどみられないが，浙江省杭州市の農業法人と国
立農業試験場では近年，テナガエビの水田養殖が試み
られていること（杭ほか 2020; Li et al. 2019），中国国
内でもエビ養殖が盛んな珠江デルタでは，水稲栽培を

補足的に位置づけた，オニテナガエビ M. rosenbergii，
ブラックタイガー Penaeus monodon，バナメイエビの
水田養殖が行われていることが報告されている（廖 

2018）．一方，華北や東北の灌漑水田では，モクズガ
ニを用いた事例の研究が多く，アメリカザリガニの養
殖事例の報告は少ないこともわかった．
下記では，既往研究を含む中国内外の論文のレ
ビューを通じて，図3，4で把握した代表的な養殖動
物ごとの沿革と，養殖化の背景を詳述する．

2. 「近代化」される水田養魚・養鴨
養魚・養鴨システムは，上述のように伝統的な農法
である．しかしながら20世紀以降，水田での魚類養
殖と家鴨の放飼は新たな展開をみせている．
図3の通り，1990年代までの研究の主流は「水田養
魚」であった．Cai et al.（1995）によると，近代にお
ける水田養魚研究は，1935年にまで遡る．江蘇省の
水田でコイの養殖が実験され，省内の農家に稚魚が配
布された．中華人民共和国が建国されて以降も水田養
魚は推進され，1959年には66万6000 haまで増加し
た．しかし1960～1970年代になると，計画経済体勢

図3　中国における水田養殖に関する論文数の推移
（1978～2019年）

Fig. 3　Transition of studies on integrated rice-aquaculture 
farming in China, 1978–2019
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下において，食料不足に対応したコメの生産量強化，
化学殺虫剤の使用増加がなされ，さらに水田養殖経営
が「ブルジョア的である」との指摘や，文化大革命に
よる社会，政治，学術研究の混乱も影響し，水田養殖
は縮小を余儀なくされていった（Cai et al. 1995）．

1979年に改革・開放が始まり，家族営農による生
産請負制と学術研究の復興が進められると，再度，水
田養魚への注目が集まることとなった．図3をみる
と，1980～1990年代を通じて，水田養魚に関する研
究が増加し，年間20～30報程度が発表されていたこ
とがわかる．1980年代には，中央政府によって江蘇
省や浙江省，湖北省，河南省，広東省，福建省等の各
地で，水田養魚に関するプロジェクトが推進され
（Cai et al. 1995），農業部主催の全国規模のワーク
ショップも開かれた（Halwart and Gupta eds. 2004）．
こうした継続的な取組みの結果，1986年には水田養
魚面積は98万7500 ha以上にまで広がり，伸び率は
1981年からの5年間で約8倍にまで達した．1980年代
半ば以降は，東北部や新疆ウイグル自治区等の中国北
部の内陸地域でも，灌漑水田での養魚実験が行われる

ようになり（Cai et al. 1995），2000年には約153万
2000 haで水田養魚が行われるようになった（李ほか 

2019）．
しかし2000年代になると，イネや水産養殖の生産
性向上，殺虫剤や抗生物質といった化学物質の使用が
進んだことで，水田で魚類を養殖する経済的インセン
ティブが低下し，水田養魚面積は減少に転じていく
（李ほか 2019）．また，伝統的なコイやフナに代わっ
て，換金性の高いタウナギやドジョウ，ソウギョ 

Ctenopharyngodon idellus 等が養魚として取り入れられ
るようになり，水田養魚は商業的傾向が強い集約的な
農法へと変化を遂げていった．浙江省杭州市にある国
立農業試験場では，コウライギギ Pelteobagrus fulvi-

draco，ソウギョ，フナ，マナガツオ Pampus argenteus

の水稲共生型の養殖実験が行われている（Li et al. 

2019）．
さらに，水田養殖に用いられる水生動物の中心が，
魚類から後述する食用としての販売が期待される種々
の甲殻類やカメ等に移り変わっている地域もみられ
る．

図4　中国の伝統的な農業区と，既往研究が報告する水田養殖・鴨放飼地の分布
Fig. 4　Traditional agricultural regions and distribution of integrated rice-aquaculture farming

（バック（1938）による農業区分図を基に筆者修正作成）
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以上のような近代化の流れに対し，中国国内の研究
者の間では，2000年代以降，地域社会で伝統的に受
け継がれてきた在来農法への関心が高まりつつある．
その背景として，2005年に浙江省青田県の水田養魚
システムが，2010年，2011年には雲南省のハニ族集
落と貴州省のトン族集落の水田養魚・養鴨システム
が，それぞれ GIAHS に登録されたことが挙げられ
る．実際，トン族やハニ族等の少数民族が継承してき
た農法の価値を分析した論文は，2010年前後以降増
加している（図3）．
また， GIAHS 登録地域では，上述のように住民の
間で地域資源を用いた新たな事業展開が試みられてい
るほか，水田養殖魚類に対する市場価格の上昇による
収益性向上，自然資源や環境に対する住民意識の高ま
り等の効果も指摘されており（FAO 2016），社会経済
面の評価にも結びついている．
加えて，農業による化学的な環境負荷が増大し，環
境・食品汚染が顕在化する中で，2000年から2010年
頃にかけての時期には，水田養鴨農法にも注目が集
まった（図3）．その理由は，1990年代以降，日本で
家鴨の水田放飼（合鴨農法）による駆虫・雑草抑制効
果の有効性が数多く報告され（たとえば，萬田 1995; 

高山ほか 1998; 鯨ほか 2006），完全無農薬栽培も実現
されたからである（萬田 1995）．中国国内では，2006

年をピークとして2000～2016年の間に，日本の合鴨
農法を紹介，分析する論文が50報以上発表された
（図3）．その後，一度論文数は減少したが，水田養殖
全体への注目が高まる中，2010年代半ばになって，
再び増加に転じている．

3. 先駆的応用例としての水田モクズガニ養殖
伝統的に行われてきた魚類やカモ以外の代表的な養
殖動物として，まずモクズガニを取り上げる．モクズ
ガニは，幼生時に汽水域で育つため，海で産卵を行う
習性がある．そのため，野生種は渤海沿岸から華南の
河川中下流域に広く分布している（Hayer et al. 2019）．
上述のように，高級食材「上海蟹」として有名で，
養殖が盛んに行われてきた．このモクズガニを，水稲
栽培を行っている水田で養殖することで，カニ用の飼
料と排泄物がイネの有機肥料となり，かつカニ養殖の
ために化学物質の施与量が削減される．また捕食によ

り，雑草や病害虫を抑制することができる．
以上の「稲蟹共生」農法は，ラムサール条約湿地を
有し，在来種としてモクズガニが保全されている東北
部の遼寧省盤錦市で生み出され，「盤錦モデル Panjin 

Model」としても知られている．水田での養殖法は
1970年代に開発され，その環境への効果から1992年
には国連環境計画 UNEP の「グローバル500賞 Global 

500 Roll of Honor」に選ばれた（郭・張 2014）．
さらに1990年代以降は全国各地に広がり始め，対
応して論文数も増加していった（図3）．現在では20

あまりの省・自治区で展開されており，黄河中上流に
位置する寧夏平原でも，2009年から盤錦モデルによ
る水田でのモズクガニの養殖が導入されている（李ほ
か 2014）．
また，収穫米は主に「蟹田米」等の名前で販売さ
れ，ブランド化が進められている（図5）．現在，盤
錦市では44%の水田でモクズカニの養殖が行われ，
うち13%（約1万4700 ha）の水田が国による有機栽
培の認証を受けている（郭・張 2014）．図5で示した
河北省，陝西省，寧夏回族自治区の各スーパーマー
ケットでは，盤錦産，寧夏産の8種類の蟹田米の販売
を確認できた．同店舗では，他の水田養殖米はみられ
なかった．

4. 水田ザリガニ養殖の急速な発展
1月の平均気温が0°Cを上回る温暖な長江中下流域
では，近年，各地で水田でのアメリカザリガニ養殖モ
デルが盛んに導入されている．
水田ザリガニ養殖の起源は長江中流の湖北省潜江市
にある．2001年に積玉口鎮の村民によって，冬季湛
水田でザリガニ養殖が行われたのが始まりとされる
（許・李 2016）．具体的な方法としては，9～10月のイ
ネ収穫後にザリガニが水田に放流され，同時に収穫後
の稲藁が水田に投入される．稲藁はザリガニに対して
食料と脱皮中の避難場所を提供する（Yuan et al. 

2020）．この間，ザリガニによって水田内の病害虫の
卵や幼虫が捕食され，排泄物が養分として水田土壌に
蓄積される．翌年5月頃になると，カゴ網等を用いて
ザリガニが引き上げられ，次の田植えが行われる．こ
の農法は「蝦稲連作」と呼ばれ，2008年には湖北省
政府によって省内に宣伝された（孫ほか 2018）．
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しかし，孫ほか（2018）によると，当該方法ではザ
リガニが十分に成長する前に出荷しなければならず，
販売価格は低迷した．そこで2010年には，市が牽引
するかたちで「蝦稲連作」をベースとした新たな養殖
モデルの開発が始められ，3年をかけて「蝦稲共作
（共生）」モデルが生み出された（孫ほか 2018）．「蝦
稲共作」では，田植え前に出荷できなかった未熟な個
体を一時的に退避させ，田植え後に再び水田で育て，
イネ収穫後に出荷する．これにより，秋～冬にも出荷
の機会が生まれ（「一稲両蝦」），特に成長したザリガ
ニの販売価格は，「蝦稲連作」時と比べて4倍近く上
昇した．また，イネ成長過程におけるニカメイガ，ウ
ンカ等の害虫や雑草の抑制，化学肥料・農薬コストの
5～8割削減，農家の収入の増加等が実現した．
こうして2015年には，湖北省における稲作の基準
に採用され，「潜江モデル Qianjiang Model」と呼ばれ
るようになった．2015年現在，潜江市では69%（約2

万5000 ha）の水田で「蝦稲共作」が行われている
（孫ほか 2018）．中には，全国の米の品評会で金賞を
受賞し，緑色食品の認証を得て，広州や深セン等の大

都市圏へ出荷されるブランド米も生まれている（胡
2014）．ザリガニについても，水田での養殖拡大によ
り，潜江市は全国のザリガニ出荷量の約70%を占め
る最大の産地となっている（美団点評数据研究院 

2016）．そのため，潜江に代表される長江中下流域の
水田稲作と冬小麦の二毛作地域では，冬期湛水化にと
もない従来の作付体系に変化が生じているとの指摘も
ある（Yuan et al. 2020）．
潜江市が水田ザリガニ養殖の中心となった背景に
は，すでに1990年代には市内で養殖池でのアメリカ
ザリガニの繁殖，養殖，加工，出荷が行われ，養殖技
術や関連する飲食業，運輸業，加工業が他地域よりも
発達していたこと，加工企業のザリガニ原料への需要
が高まっていたこと，その一方で，潜江市で養殖池を
拡大するには土地条件上限界があったこと等が挙げら
れている（曹ほか 2017; 殷ほか 2016）．
また，その後も水田ザリガニ養殖が発展し続けてき
た要因としては，ザリガニ料理の需要が近年急速に伸
びていることが挙げられる．中国最大の飲食店口コミ
サイトを運営する大手 IT企業「美団」の研究所のレ

図5　中国北部のスーパーマーケットで販売されるカニが描かれた盤錦産・寧夏産「蟹田米」のパッケージ
Fig. 5　Crabs printed on packages of cleaned-rice products from rice-crab farming in the city of Panjin, Liaoning province, 

and on the Ningxia Plain at supermarkets in northern China
（河北省張家口市蔚県と寧夏回族自治区銀川市街にて2019年8月，陝西省延安市呉起県にて2016年7月，同省咸陽市楊陵区にて
2015年9月にそれぞれ撮影）
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ポートによると，中国国内におけるザリガニ料理専門
店の数は2015年から爆発的に増え始め，2016年6月
末には1万7670店舗に達しており，市場規模は1000

億元（約1兆5200億円）を超えるまでに成長している
（美団点評数据研究院 2016）．特に，江蘇省，浙江省，
広東省，四川省，湖南省が，ザリガニの主要な消費地
となっているため（美団研究院・中国飯店協会外売専
業委員会 2019），「潜江モデル」の開発以降，水田ザ
リガニ養殖は，長江中下流域をはじめ，消費量の多い
華中・華南の各地に広がり，地域振興策としても注目
を集めるようになっている（図4）．販売の際，コメ
は「蝦田米」や「蝦郷稲」，水田養殖されたザリガニ
は「稲田蝦」等と明記され，良好な水田環境のイメー
ジや食品衛生上のメリットを宣伝する例もみられる
（図6）．以上のような社会状況に対応して，研究対象

としての注目も高まっており，発表された論文数の伸
びが2016年以降著しい（図3）．ただし，表1のよう
に湖北省全体の水田養殖利用田は，水田全体の16%

程度にとどまっていることから，水田ザリガニ養殖が
水田面積の7割近くに達する潜江市とそれ以外の地域
では，現状として普及率に大きな差があると考えられ
る．

5. スッポンおよびその他の事例
湖南省や江蘇省，江西省，湖北省，広東省等では，
スッポンの水田養殖が報告されている（図4）．スッ
ポンは，漢方の材料として人気がある．そのため，天
然物は乱獲により個体数が減少しており，国際自然保
護連合 IUCN によって絶滅危惧種に指定されている．
スッポンの養殖は，1970年代末に湖南省で人工繁
殖が成功したことに起源を持つ．以来，上記各省を中
心に養殖が行われていたが，1990年代半ばから後半
以降，価格の下落が生じ衰退期を迎えた．原因は，
WTO加盟による東南アジアや台湾からの安価なスッ
ポンの流入と，大量の薬剤が投与されたことによる養
殖池と食用スッポンの汚染の深刻化であった（陳・叶 

2003）．こうした状況を受けて，2000年代以降，環境
負荷を低減した養殖が各地で模索されることとなり，
有効な方法の一つとして水田養殖が注目されるように
なった（王 2011）．スッポンには，モクズガニやザリ
ガニと同様に，雑草や害虫の抑制，排泄物（有機肥
料）の土壌への還元が期待されており，イネの収穫後
に漁獲され，市場に出荷される（王 2011）．発表され
た論文数は，モクズガニ，ザリガニに比べると少ない
が，2010年代に入り増加している（図3）．
また，図4で示したように，複数の種を同じ水田で
同時に養殖する方法も採られている．このうち，ザリ
ガニとスッポンを用いた複合水田養殖では，ザリガニ
が雑草・害虫の抑制を担い，スッポンはザリガニの過
剰繁殖を制御する役割を担っている．上海市の事例で
は，特にスッポンによる利益が大きく，水稲栽培のみ
の場合に比べて4～5倍の収益が得られているとの報
告がなされている（王 2011）．

図6　養殖ザリガニ（a）と蝦田米（b）の通信販売サ
イトにおける良好な養殖環境のPR例

Fig. 6　Promotion of uncontaminated aquaculture environ-
ment on online shopping sites for edible crayfish 
(a) and rice (b)

（a： 百度社の企業間電子商取引市場「愛采購」（https://b2b.
baidu.com/），b：アリババ社の消費者向けオンライン食品市
場「淘宝匯吃」（https://chi.taobao.com/）より転載）
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IV　市民の認知度と購買者の傾向

1. 市民の認知度
水田養殖による稲作農家の利益創出に向けては，水

田養殖によって栽培，生産された農水産物に対する消
費者の理解と購買行動が重要になる．中国では，土
壌・水質汚染や残留農薬の課題を受けて，食品衛生上
の政府認証制度が順次整備されており，認証を受けた
農産品に関する消費者の動向についても，大都市を中
心にいくつかの研究成果が報告されている．このう
ち，長江下流の江蘇省南京市での調査（n=284）では，
2000年代半ばにはすでに89～90%の人が「無公害食
品」認証を受けた米（以下，無公害米）と「緑色食
品」認証を受けた米（以下，緑色米）について，71%

の人が「有機農産品」認証を受けた米（以下，有機栽
培米）について認知していたとの結果が報告されてい
る（李・郭 2007）．月収1,500元以下の層では，有機栽
培米を知らない人の割合が50%を占めたものの，それ
以外の属性では，学歴や年齢，性別，職業を問わず，
多くの市民が無公害米，緑色米，有機栽培米について
広く認知していたと報告されている（李・郭 2007）．
これは一見，環境に配慮した稲作に対する理解が深
まっているようにみえる．しかし，一般の米と認証さ
れた米の違いを明確に理解している人は少ない可能性
がある．湖南省長沙市等での調査（n=50）では，有
機栽培米の特徴を理解していたのは35%程度で，曖
昧な理解にとどまる人が6割近いという結果も示され
ている（李・向 2016）．また，水田養殖で栽培された
「蟹田米」についてみてみると，上海市での調査
（n=465）では，認知している人の割合は回答者の
20%未満であったことが報告されている（逯ほか 

2017）．その他の水田養殖のタイプについては，現在
のところ研究報告をほとんど確認することができない
が，「蝦田米」については一部に，各地で米の品種や
ブランドが増え，全体の品質も向上する中，市場で埋
没しているとの指摘もみられる（孫ほか 2018）．
以上のことから，少なくとも調査対象となった都市
住民の間では，自らの健康に直接関係する食品衛生へ
の関心は高い一方，個々の農法やそれらの生態系への
効果については認知度が低く，水田養殖に対する理解
は必ずしも深まっていない可能性が推察される．

2. 購買者の傾向
北京市と長江中流の湖北省武漢市での消費者調査

（n=519）では，有機農産品の購入場所の77.5%をスー
パーマーケットが占め，次いで専門店が17.7%，農産
物市場が9.3%を占めていたと報告されている（韓 

2013）．
購買者の特徴として，南京市では調査対象者の6割

近くが無公害米，緑色米を購入したことがあると答え
た一方，有機栽培米の購入経験者は24%にとどまって
いた（李・郭 2007）．新疆ウイグル自治区の中心都
市・ウルムチ市での調査（n=177）でも，有機栽培米
の購入経験者は39%で，よく買うと答えた人は4%に
すぎなかったとの結果が報告されている（蒲ほか 

2016）．また南京市では，高学歴，高収入な層ほど購
入者の割合が多く，最終学歴が小学校卒業の層では無
公害米の購入経験は3割に満たなかったのに対し，中
学校（初級中学）卒業・高等学校（高級中学）卒業層
では6割弱程度，大学卒業以上の層では85%が購入経
験を有していたことが明らかにされており，所得や社
会層により意識や購買行動の違いが大きいことがわか
る（李・郭 2007）．

V　水田養殖業の課題と展望

1. 普及状況の地域間格差
上述の通り，水田養殖では既存の作物栽培，水産養
殖と比べて化学物質の使用量を削減することができる
こと，かつ水稲栽培だけを行ってきた農家は水産業に
より収入が大幅に増加することが，いずれの種を用い
た水田養殖でも明らかになっている．
にもかかわらず，水田養殖の広がりは，全国平均で
は水田面積の1割にも満たず，研究報告が比較的多く
みられる水田養殖が盛んな省でも1～2割程度を占める
にすぎない．養殖水産物全体に占める水田養殖の生産
量の割合も，高い省でも3割未満にとどまっているのが
現状である．統計資料と既往研究の報告を踏まえると，
水田の半数を超えるような広い範囲で水田養殖が普及
している地域は，伝統的な水田養魚システムを維持し
てきた少数民族の一部集落を除けば，湖北省潜江市，
遼寧省盤錦市およびその周辺のいわゆる近代的な水田
養殖の開発中心地域に限定される可能性が高い．
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2. 中国国内で指摘される諸課題
なぜ，生態的にも経済的にも農村地域への効果が期
待される水田養殖業の広がりは，地域によって大きく
異なるのだろうか．モクズガニとアメリカザリガニの
水田養殖では，発展の過程でいくつかの課題に直面し
ていることが，既往研究により指摘されている．
まずモクズガニは，中国大陸沿岸部の広い範囲に生
息しているが，盤錦モデルの普及とともに，野生種の
生息域外でも養殖が行われるようになっており（図
7），こうした地域では元の生息地域での養殖とは異な
る課題が生じている．
黄河中上流に位置する寧夏回族自治区では，養殖に
用いるモクズガニの90%以上を本来の生息地である
遼寧省や安徽省，江蘇省等からの国内移入に依存して
おり，その経費が負担になっているとの報告が複数み
られる（李ほか 2014）．成育不足も課題である．養殖
されたモクズガニは9月中旬頃に捕獲・出荷される
が，個体が小さく100 g以下のものが市場の70%以上
を占めており，市場での販売価格が低迷している（李
ほか 2014）．加えて，寧夏産の蟹田米は，盤錦産に比
べてブランド力が弱い点も課題として挙げられてお
り，上述の蟹田米全体の認知度の向上とともに，新興
産地における個々の地域イメージの向上が重要になっ
ている．

また，水田ザリガニ養殖では，湖北省での実証研究
によると，地下水位の低い水田で実施した場合，水消
費量を50～80%増加させる可能性があること，化学
肥料・農薬のコストが大幅に削減された一方で，過度
な給餌によって総リンや硝酸態・アンモニア態窒素の
含有量が水稲栽培のみの場合と比べて増加しており，
富栄養化リスクが高まっていることが指摘されている
（たとえば，曹ほか 2017）．これには，小規模な家族
経営が主で，品質や技術の標準化に課題を抱えている
（孫ほか 2018）ことも関係していると考えられる．加
えて，特定の虫害が減少した一方で，ザリガニ養殖期
間が長くなるほどイネ株腐病やイネ紋枯病等が増加す
る等（曹ほか 2017），適正管理や技術面の課題もいま
だ残されている．

3. 考えられる水田養殖の伸び悩み要因
以上を踏まえると，モクズガニを用いた水田養殖
を，野生種の生息地から遠く離れた地域において，競
争力を保持して行い続けるのは，現在のところ課題が
大きい．ただし，アメリカザリガニが比較的温暖な気
候を好むことを考慮すると，冬季に氷点下を大きく下
回る東北や西北の灌漑水田では，アメリカザリガニを
導入することにも課題がある．そのため，中国北部で
水田養殖を行う場合には，完全養殖等により産地内で
モクズガニの幼生が手に入れられ，かつ十分な大きさ
になるまで養殖ができる独自の養殖技術の開発，他の
水生生物での実践，周辺都市住民の認知度向上による
農水産物の付加価値創出等の工夫が求められる．
温暖な中国南部では，アメリカザリガニの養殖に関
して，主産地とそれ以外の地域の間でモクズガニのよ
うな養殖環境上の制約は少ないと思われる．ザリガニ
の水田養殖が湖北省の一部を中心に長江中下流域に集
中しているのは，ザリガニ食需要とそれを支える産業
が，生産地域に近い都市部に集中しているからと推察
される．それでも近年では，中国西北地域の中心都市
である陝西省西安市街のショッピングモールに全国展
開するザリガニ食専門店が進出していたり（図8-a），
中国国外でも中国産の食用アメリカザリガニが冷凍さ
れて輸出されていたりするケースも散見される（図
8-b）．そのため，鮮度を保った出荷・運輸能力の向上
や，ザリガニ食需要の高まり，無秩序な養殖池拡大の

図7　モクズガニの野生分布と水田養蟹地の空間比較
Fig. 7　Regional comparisons of the Eriocheir spp. habitat 

and rice-mitten crab farming areas
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規制等の政策によっては，今後，水田ザリガニ養殖が
より広い範囲で展開され，地域で普及する可能性は十
分にあり得るのではないかと考える．
ただし，中国国内の消費者の意識や認知度について
は，既往研究では上述のように食品衛生上の政府認証
に関する分析は散見されるものの，居住地域による細
かな実態や，稲作・養殖方法と生態系サービスに対す
る認知，イメージ等の解明には至っていない．そのた
め，今後，水田養殖により得られたコメや水産物の販
路を拡大したり，水田養殖の経済的・教育的効果を検
討したりする場合には，消費者サイドの調査をさらに
蓄積していく必要がある．
加えて，より積極的な水産養殖のために深く灌水す
るようになると，既存の一般的なイネ品種では生育に
課題が生じる可能性が考えられる．中国の農業試験場
の中には，養殖池での水稲栽培に適した草丈の長い特
性を持つイネの品種改良を行っているケースもみられ
る（Li et al. 2019）．水稲栽培から水産養殖へ生業を転

換しようとしている生産者が，両者の統合的生産方法
を検討したり，すでに水田から転換された養殖池にお
いて，生産者が水稲栽培の導入を検討したりするよう
になるためには，こうした水田養殖に対する水稲栽培
側の適応も重要になると考えられる．

4. 検討されるべき環境リスク
盤錦市が位置する遼河流域では，野生のモクズガニ
は在来種として保護の対象下にある．長江河口域でも
近年，野生種が急速に減少しており，種の保全が求め
られている（Geng et al. 2017）．そのため，図7で示さ
れたような，主産地にあたる野生種の生息地周辺で
は，モクズガニ養殖のための野生種の捕獲を適正に管
理するとともに，生息数を回復させるための取組みが
求められる．
一方でモクズガニは，本来の生息域外に持ち込まれ
ると生態系への悪影響が極めて大きいことも知られて
おり，IUCN の「世界の侵略的外来種ワースト100」
に指定されている．欧州では絶滅危惧種の在来ザリガ
ニや水生生物の減少要因になっていると指摘されるほ
か，巨大な巣穴をつくり営巣することから，米国では
大発生時に堤防を劣化させる被害も報告されている
（環境省 2020）．図7のように，モクズガニ養殖が進め
られる黄河中上流域の寧夏平原や，アムール川水系に
属する黒竜江省東部の平原地帯等は，本来の生息域の
外にあたるため（Hayer et al. 2019），養殖水田や灌漑
河川周辺の生態系への影響が懸念される．
外来種を養殖することによる環境リスクは，アメリ
カザリガニも同様であり，日本では底生生物，小型魚
類，水生植物の捕食や，在来種のザリガニとの競合が
顕在化しており，侵略的外来種に指定されている．そ
のため，水田ザリガニ養殖の生態系への効果と，ザリ
ガニを導入することにより生じる在来生物との食物の
競合や，彼らを捕食することによる水田・河川生態系
への影響の解明が求められる．特に貴州省や雲南省等
の中国西南地域では，伝統的な水田養魚・養鴨が続け
られる地域が多く存在すると考えられる．こうした地
域の農法が水田ザリガニ養殖へ転換されることによる
農村文化と農村生態系への影響についても，注意深く
検討されなければならない．
中国において，在来水生生物を取りまく環境はすで

図8　中国西北地域（a）および日本（b）で流通する
中国産の食用アメリカザリガニ

Fig. 8　Edible Procambarus clarkii (Louisiana crayfish) 
farmed in China are distributed in northwest China 
(a) and Japan (b)

（陝西省西安市街にて2017年4月，東京都立川市にて2020年
9月撮影）
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に厳しい．2018年4月，中央政府は生態環境部，農業
農村部，水利部を通じて，「重点流域における水生生
物の多様性保護案に関する通知（関於印發《重点流域
水生生物多樣性保護方案》的通知）」を発出し，長江，
黄河，珠江，遼河，アムール川支流の松花江等7河川
を重点流域に指定した．当該通知によると，黄河流域
では生物種の調査が依然不十分なものの，少なくとも
これまでに130種の在来魚類（固有種を含む）が確認
され，そのうち14.7%が絶滅危惧に陥っている．長江
流域でも水生生物の多様性は年々減少傾向にあり，上
流における絶滅危惧種の数は生物種全体の27.6%を占
めるまでになっている．その主要因の一つとして，外
来生物の侵入による影響が指摘されており，代表的な
種として，養殖が盛んなアメリカザリガニも明記され
ている．そして，水生生物の移動チャネルの回復や，
産卵場所の確保とともに，外来種の侵入状況の定期的
な評価と厳格な管理が強く求められている．特に各流
域では，近年の生物生息環境の悪化にともない，水生
生物の多様性が急速に失われ，脆弱性が高まっている
ことから，水田での養殖動物の厳格な管理，生態系に
多面的に配慮した農業，水産養殖業の方法論と発展方
策に関する学術研究の蓄積が喫緊に求められる．
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