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はじめに 
石井 潤・中村 亮 

 

本書は、2015～2017 年に福井県あわら市にある「北潟湖（きたがた

こ）」において実施された、福井県立大学の学生実習の活動記録である。

この学生実習は、北潟湖で研究に取り組んでいた保全生態学と文化人類

学を専門とする研究者たちが担当し、北潟湖の「生物と文化」について

学びながら、同時に北潟湖の自然環境の保全と地域づくりに貢献するこ

とを目指した。この実習が初めての北潟湖来訪であった学生たちの瑞々

しい意見や感想を紹介する。また、研究者たちが実施した北潟湖での研

究成果についても紹介する。 

研究や学生実習の問題意識は、「どのように北潟湖の自然環境を守り、

どのように北潟湖の恵みを享受してきた歴史と文化に根差しつつ、これ

からの暮らしを豊かなものにできるか？」というものであった。 

 
写真１．北潟湖：写真の上側が北東方向で下流側になる 

北潟湖は、福井県と石川県の県境に位置する、面積は 2.1 km2、水深

は最大で 3 m程度の浅い湖である（写真 1、図 1）。形成の歴史は、まず
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加越台地が浸食されて、谷ができた。そして、大聖寺川（石川県の一級河

川）が運搬する土砂が堆積して谷の出口を狭めて排水不良となった。そ

の結果、谷に水がたたえられて、北潟湖が形成されたのである（福井県

自然環境保全調査研究会地形・地質部会 1999）。 

 
図１．北潟湖の地図：国土地理院発行の数値地図（国土基本情報）と 
ESRI ジャパン株式会社の全国市区町村界データを使用して作図 

北潟湖の水は、北東方向に向かって流れ、下流部で大聖寺川と合流し

た後すぐに日本海にそそぐ（図 1）。日本海からの距離が近く、湖内に海

水が流入しやすい立地環境にある。したがって現在の北潟湖は、上流部

では淡水環境であるが、海に近づくにつれて湖水の塩分濃度が上昇する

という、場所に応じて塩分濃度に濃淡がある「変塩性汽水湖」である。

また、北潟湖の最下流部に位置する開田橋には、2004 年に自動開閉式

の水門ゲートが設置され、現在も運用されている。この水門ゲートは上

流側と下流側の水位差に応じて開閉されるため、この水門による水管理

によっても、北潟湖の塩分濃度は季節的あるいは年により変動する。 

塩分濃度に加え、水深や底質の違いによっても北潟湖の自然環境は多
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様である。この多様な環境に、海水性生物から淡水性生物まで多様な生

きものが生息している。このような北潟湖の周辺地域を含めた漁業の特

徴は、季節や場所に応じた多種の漁獲と漁法が存在することである。海

水魚（コウナゴやセイゴ）や海と湖を移動するウナギ、淡水環境を好むフナ・

コイ・テナガエビなどが漁獲対象である。それらの漁の中には、北潟湖

を代表する伝統漁である、地引網による「寒ブナ漁」がある。 

 
写真２．南西側から下流方向を見た北潟湖 

北潟湖沿岸の集落の周りには、農地と森林が広がっている（写真２）。

農業は低地では稲作が行われて、水が利用しにくくなる丘陵地では畑作

が行われている。写真２では右側の低地に水田が広がっており、左側の

丘陵地（風力発電の風車の周辺など）に畑が広がっている様子がわかる。 

漁業や農業の多様性をささえる北潟湖とその周辺地域の自然の豊か

さは、全国的にも評価されている。北潟湖の一部は、1968 年に越前加

賀海岸国定公園に指定されている 1, 2。また、北潟湖は、ヒドリガモ、マ

ガモ、ヨシガモ、ホシハジロの渡来地として、2001 年に環境省が定め

る「日本の重要湿地 500」にも指定されている 3。さらに北潟湖周辺の

里地里山は、「耕作が続けられている水田をはじめ、湖周辺のさまざま
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な環境要素によるモザイク状の土地利用が維持されており、ノスリやメ

ダカなど里地里山に特徴的な種が生息している。また、豊かな里地里山

生態系のシンボルであるオオタカの生息も確認されている。」として、

同じく環境省によって 2016 年に「生物多様性保全上重要な里地里山」

にも選定されている 4。 

福井県では、2003 年度に県内の里地里山の生物調査を実施し、多様

な生物がすむ代表的な地域 30 か所を「福井県重要里地里山」として選

定した 5。北潟湖周辺のため池や丘陵辺縁部の水田は、その 1つに選定

されている。当時の北潟湖周辺での調査では、県レッドデータブックに

掲載されている希少種の生息・生育が、なんと 66種も確認された。 

このように豊かな自然を誇る北潟湖であるが、近年では自然環境の悪

化が指摘されるようになった。水質の悪化やコンクリート護岸の建設に

ともなって湖岸植生や水草が減少する一方で、ブルーギルなど外来魚の

増加が観察されている。また、湖水の塩分濃度の上昇による漁業対象種

を含む生物相への影響も懸念されている。 

それでは、このような状況において私たちには何ができるだろうか？

１つは、自然環境が悪化しているなら、それがどのように変化している

のかを記録し、その原因を解明することが取り組むべき課題である。こ

れは、主に研究者の役割である。もう１つの大切な課題は、変化した自

然環境を今後「どうしたいか」を考えることである。これは、北潟湖の

自然環境を利用したいと思う人たちや、自然環境の変化の影響を受けや

すい人たちが中心となって考えるべき課題である。そこには、北潟湖の

近くで暮らしてきて、これからも暮らしてゆく地域住民が多く参加する

ことが重要であろう。そして、この地域の将来をになう子供たちにどの

ような自然環境を残したいかについて、考えることも忘れてはならない。 
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昔の姿とは変わってきた自然環境をどうするかについて考えるとき、

しばしば、自然環境を保全したり再生したりして「昔の姿に戻そう」と

いう提案がされる。これは、自然環境が悪くなったのだから、悪くなる

前の状態に戻そうという、一般的な考え方であろう。ところが近年、こ

の考え方だけでは不十分ではないかという声が挙がってきた。それでは、

何が足りないのだろうか？ それは「文化」の視点であると考える。 

文化とは、「ある社会を構成する人々の共通の行動様式や生活様式、

またはそれらの基となる価値観」であるといえる。地域の人々が、自然

環境をどのように利用し、どのように自然環境と向き合ってきたかとい

う、文化の側面をきちんと理解することが必要なのである。例えば、か

つては日本中で、集落の近くにある森林や草原、河川などから飼料・燃

料・肥料・食料などの資源を日常的に採取するという生活があった。そ

して、自然の恵みへの感謝や供養のための祭り・儀礼・行事が毎月のよ

うにあったのである。 

しかし、現代的な生活においては、身近にある自然環境を日常的に利

用することは減少してきた。自分たちの身の回りの自然についての興味

や関心が薄れてきているのだ。これはすなわち、自然環境に関する文化

が失われつつあるということである。地元のある高齢者が「今では昔み

たいにじっくりと湖を眺めることがなくなった」と自戒をこめておっし

ゃった言葉が、記憶に残っている。北潟湖のすぐ近くに暮らす人びとで

さえ、興味や関心がなければ湖の変化に気が付くことができないのだ。 

自然環境や生活の変化によって、北潟湖の生物と文化が失われつつあ

る今こそ、北潟湖の将来を見据えるために、しっかりと湖と向き合う必

要がある。その視点は、湖の「生物」だけではなく、湖をめぐる「文化」

にまでおよばなければならないと考える。これが、本書のサブタイトル
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に「生物文化多様性」とつけた所以である。 

本書では、初めに、北潟湖の学生実習のねらいと概要について述べる

（第 1 章）。続いて、学生たちがフィールドワーク実習で行った調査結

果について紹介する（第 2 章）。フィールドワーク実習の調査内容は、

研究者たちの研究内容とも深く関連する。ここでは漁業と農業に焦点を

当てて、寒ブナ漁の里湖文化の研究（第 3 章）と、この地域の農の営み

の一端に触れて感じたこと（コラム）を紹介する。最後に、北潟湖の生物

文化多様性を考慮した地域づくりに向けての視点を紹介したい（第4章）。 

北潟湖の自然や文化を将来につなぐ豊かな地域づくりに向けて、本書

がすこしでも参考になれば望外の喜びである。 

 
参考文献 
福井県自然環境保全調査研究会地形・地質部会（1999）「7．北潟湖」（監修：服

部勇）『福井県のすぐれた自然：地形・地質編』p. 61. 福井県県民生活部自

然保護課． 

注 
 
1 福井県自然環境課「越前加賀海岸国定公園」：

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kouen/etizen.html（2020/2/9 確認） 
2 福井県自然環境課「各自然公園の区域図について」：

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kouenkuikizu.html（2020/2/9 確認） 
3 環境省「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」：

http://www.env.go.jp/nature/important_wetland/index.html（2020/2/9 確認） 
4 環境省「生物多様性保全上重要な里地里山」：

https://www.env.go.jp/nature/satoyama/jyuuyousatoyama.html（2020/2/9 確認） 
5 福井県自然保護センター「守り伝えたい福井の里地里山」：

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/fukuinature/fukuisatoyama（2020/2/9 確認） 
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第 1章 若者が見た北潟湖 

福井県立大学の学生実習の３年間の記録 

石井 潤・中村 亮 

 

１．学生実習の経緯とねらい 

筆者らは県外出身者で、もともと別の大学や研究所に勤務していたが、

ご縁があって 2014 年 4 月に福井県里山里海湖研究所（以下に里研とす

る）に研究員として着任した。それとほぼ同時期の 2014 年 3月に設立

されたのが「北潟湖の自然再生に関する協議会」である。2018 年には、

似た名前で実施体制が異なる「北潟湖自然再生協議会」が設立されるが

（第４章参照）、それまでの間、「北潟湖の自然再生に関する協議会」が

中心となって北潟湖の自然再生に取り組んできた。 

このような背景のもと、筆者らは里研に着任後、石井は保全生態学、

中村は文化人類学というそれぞれの専門に基づき、北潟湖をフィールド

とした調査を開始した。そして翌年の 2015 年から、福井県立大学の非

常勤講師を併任する機会を得て、二人で北潟湖での学生実習を担当する

ことになったのである。講義の名前は「里の生物と文化の多様性（地域

社会とフィールドワークＢ）」である。本書の名前の一部である「生物文

化多様性」は、この講義の名前を元にしている。 

筆者らは、2015～2017 年にかけて 3回実施した学生実習に、とても

熱い思いをもって取り組んだ。それは、今までにない、新しい大学教育

ができるという期待があったからである。 

 

２．自然環境と文化を一体的に学ぶ地域学習 

2.1. 保全生態学と文化人類学の学際的な講義 
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大学の講義は、多くの場合１人の教員が担当する。2人以上で担当す

る講義は限られており、ましてや自然科学と社会科学という分野の異な

る専門家が同じ講義を担当し、講義の内容的にも作業の上でも深く連携

しながら学生に講義したり指導するという形態は珍しい。 

しかし、北潟湖で取り組んでいるような、自然環境の保全と地域づく

りという社会的な課題を取り上げるとき、自然と文化を両輪として理解

することが必要となる。今回の学生実習では、それらを一体的に講義で

きる又とないチャンスであった。講義内容を計画する際は、お互いの専

門分野に関する情報を共有し、共通理解のもとに内容を検討していった。 

専門分野が異なると、現地で交流する人びとも異なることがある。そ

のため、共同で講義計画をつくることで、知見や人脈を相互補完するこ

とができ、学生実習の実施において大いに役に立った。このようにして、

保全生態学と文化人類学の学際的な講義を行うことができたのである。 

 

2.2. 地域とつながる学生実習の意義 

この学生実習のもう１つの特徴は、迷惑を顧みず、「とことん地域と

のつながりを求めた」ことである。それには、大きく 2つの動機があっ

た。１つは、教育効果を高めることであり、もう１つは、学生実習を通

して地域に貢献することであった。 

 

2.2.1. 教育効果について 

SDGs（持続可能な開発目標） 

まず、学生への教育効果について述べる前に、SDGs について説明し

たい。SDGs は、Sustainable Development Goals の略語で、日本語では、

「持続可能な開発目標」と翻訳される 1, 2。SDGs は、すべての国連加盟
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国が 2030 年までに達成すべき目標（ゴール）を定めたものであり、2015

年の国連総会で採択された。経済的発展のための開発と自然資源の利用

が、不適切な自然環境の改変と新たな社会問題を発生させているという

認識にたち、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動をはじめとした環境、

平和的社会などに関する、「地域（ローカル）」と「世界（グローバル）」

が共に取り組むべき 17の目標が掲げられている（図1）。 

 
図１．17分野にわたる持続可能な開発目標（SDGs） 

このように説明すると、よく分からないこと、あるいは遠い世界の自

分とは関係のない問題のことのように聞こえるかもしれないが、SDGs

が想定する問題は、世界中のあらゆる人びとに関係するものである。日

本はもちろん、どこの地域でも、北潟湖の周辺でも、大なり小なり SDGs

の問題に関わっているのだ。 

例えば、昔と今では北潟湖の水質が変化した、という声を聞くことが

ある。その一因として、この地域のこれまでの暮らし方が北潟湖の水質

に影響を与えた可能性は、誰もが思い浮かべるのではないだろうか。そ



若者が見た北潟湖：福井県立大学の学生実習の３年間の記録（石井 潤・中村 亮） 

10 

れに加え、グローバルに展開する地球環境問題（気候変動、海流の変化、

海水温度の上昇など）が水質に影響を与えている可能性も無視はできない。 

湖の水質の影響を直接受けるのはローカルな生活であるが、その背景

にはグローバルな問題もあることを忘れてはならない。地域の問題を地

球規模の問題と関連付けて考えること、そして、地域での取り組みから

地球規模の問題の解決に貢献することで、持続可能な社会を実現すると

いう SDGs の考え方は、北潟湖の地域づくりと、そのための自然環境の

保全に取り組むときにも必要となる。 

 

持続可能な開発：公平性と経済・社会・環境分析 

SDGs における「持続可能な開発（SD）」の考え方について、いくつか

重要な点を紹介したい。まず、持続可能な開発においては、地球上の「誰

一人取り残さない」（これを“包摂性”と呼ぶ）という理念のもとに、「公平

性」が重要視されている。この公平性には 2つの側面があり、１つは「世

代内の公平性」である。これは、今いる人びとが公平な機会を持てるよ

うにすることである。 

そしてもう１つは「世代間の公平性」である。これは、将来世代のニ

ーズを考慮しながら開発を行うという、持続可能な開発の核となる考え

方である。実際、持続可能な開発は、「将来の世代がそのニーズを満た

せる能力を損なうことなしに、現在のニーズを満たす開発」と定義され

ている。分かりやすく言い換えると、「自然環境に影響するようなこと

をするときは、自分が得することだけを考えず、周りの人たちや将来大

人になる子供たちのこともよく考えなさい」ということである。 

自然環境の問題に直面したときに、簡単に解決できる場合は少なく、

さらにその問題は世代をこえて影響を及ぼしているという経験を踏ま
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えると、世代内の公平性はもちろんのこと、世代間の公平性も重要であ

ることは納得できるであろう。 

持続可能な開発を達成するために、もう１つ重要なことがある。それ

は、経済成長、社会的包摂、環境保護という 3つの要素を調和させるこ

とである。「開発」に関わる活動を行うとき、「経済」「社会」「環境」

の要素が偏りなく調和しているかどうかを評価する必要がある。開発を

したときに、経済的には成長したが、一方で、社会不安や環境破壊がも

たらされたとしたら、それは「持続不
．
可能」な開発なのである。 

この経済・社会・環境は、地域社会を見るときにも有用な分析視覚で

ある。自分自身の生活を思い浮かべたとしても、この 3要素の調和が大

切だと感じられるだろう。 

 

ESD（持続可能な開発のための教育）と PBL（課題解決型学習） 

SDGs のための教育というのがある。それが ESDである（西井ほか2012）
3, 4。ESD は、Education for Sustainable Development の略語で、日本語

では、「持続可能な開発のための教育」と翻訳される。 

2005 年から国連のユネスコを幹事機関として世界的に推進された

ESD（「ESDの 10年」）は、2015～2019 年の「GAP on ESD」を経て、

2020 年からは「ESD for SDGs」として SDGs と同様に 2030 年まで世

界的に実施される予定である。 

その目的は、持続可能な社会づくりの担い手を育むことである。地域

の視点で言い換えれば、上述したような SDGs の考え方を理解して、経

済・社会・環境が調和した地域づくりに取り組める人を育てることであ

る。「SDGs は目標で ESDはそのための方法」と表現されることもある。 

ESD で育む力は、地域の問題を解決するために必要な能力であり、以
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下のものが挙げられる。 

・持続可能な開発に関する考え方・価値観 

・思考力（問題の理解、多面的かつ総合的なものの見方） 

・批判力（代替案を考える） 

・データや情報の分析能力 

・コミュニケーション能力（議論、協力） 

・主体的に動ける力 

これらの習得のために推奨されているのが、「参加体験型」の教育方

法である。現在直面している問題に向き合う能力を育成するために、教

室の中だけではなく「現場で学ぶ」ことが推奨されている。 

また、PBL（Problem Based Learning、課題解決型学習）と呼ばれる教育

手法がある（溝上・成田 2016）5。PBL では、学生は「現実の問題を解決

する」というテーマを与えられる。そのテーマに主体的に取り組む過程

で、学生は問題解決に必要な様々な知識を習得し、かつ様々な能力を身

に付けていく。この PBL を参加体験型で行えば、学生は現実の地域社会

に参画しながら問題解決に向けた活動を行うことになる。 

PBL は、アクティブ・ラーニング（能動的学習）という学習方法の１つ

である（溝上・成田 2016）。アクティブ・ラーニングは、教員が一方向

的に講義する従来の形態とは違い、学生が能動的に学べるような講義形

態を取る（安永ほか 2016）。例えば、講義の中で、学生にある物事を行

ってもらい、また行っている物事について考えてもらう。それによって、

情報の伝達にとどまらず、学生自身の物事を知る能力や思考し判断する

能力、社会や世界とかかわる能力を育てることが期待される。アクティ

ブ・ラーニングは、現在、小学校から大学まで採用される学習手法であ
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る（平成 29 年と 30 年に幼稚園から高校までの学習指導要領が改訂されたが、

その中で「アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善」が示された）7。 

筆者らは、PBL やアクティブ・ラーニングなどの教育方法は、上述の

「ESD で育む力」の育成のために、高い教育効果をもつと考える。それ

ゆえ本実習では、北潟地域を、経済・社会・環境の観点からとらえなが

ら、地域とのつながりを重視することで、ESD 的な学生実習を、PBL や

アクティブ・ラーニングによって達成することを目論んだのである。 

しかしそれには、学生を受け入れ、かつ学生を課題解決に参加させて

くれるような「地域」の存在が必要不可欠である。だからこそ、北潟湖

での実習において、とことん地域とのつながりを大切にしたのである。

地域の方々のご協力なしには、北潟湖の自然と文化の問題に関わるよう

な学生実習は達成できなかったのである。 

 

2.2.2. 学生実習を通した地域貢献 

2015～2017 年に 3 回実施した実習は、学生が各テーマにもとづい

て主体的に現地調査を行う形式にした。毎年現地での実習初日の夕方に

は、地元の方々をお誘いして「交流会」を開催した。交流会は、学生に

とって、翌日に丸１日かけて行う現地調査に向けて、地元の方から直接、

北潟湖の自然環境や文化について教えていただく貴重な機会であった。

地域の方々と仲良くなるという点においても、とても重要であった。 

そして実習の最終日には、調査した結果を地元の方々に報告するため

の「公開ワークショップ」を毎年開催した。学生が地元の方々と仲良く

なり、人びとの話に耳を傾け、それをもとに現地調査を行い、その結果

を地域で報告することによって、北潟湖の自然環境の保全や地域づくり

のために、より意義の高い情報提供ができるよう意図したのである。 
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一回の実習中に、学生と地元の方々が接する機会を少なくとも 2度設

けたことは、地元の方々にとっても意義があったのではと考える。それ

は、地元の方々にとっても、若者の意見や感想、考え方に直接触れるこ

とで、何らかの気づきや発見があったかもしれないからである。 

以上のような理由から、北潟湖の学生実習のために、地域の皆さまへ

色々なご協力のお願いやお誘いをさせていただいた。どれだけ意義のあ

る地域への貢献ができたかについては、地元の皆さまの評価にゆだねた

いが、北潟湖の取り組みはまだ道半ばであり、この学生実習の成果をつ

なげていけるように、引き続き努めていきたい。 

 

３．３年間の学生実習の概要 

3.1. 講義のスケジュールと受講者数 

集中講義「里の生物と文化の多様性」は、例年 8月上旬に事前授業を

行い、9月上旬に北潟湖で 2泊 3日のフィールドワーク実習を実施する

というスケジュールで行った（表 1）。受講者の人数は、毎年 10名前後

の少人数であった。それに対し、引率をした教員・スタッフ 8は３～５

名と充実していたため、学生にきめ細やかな指導を行うことができた。 

表１．講義の実施日と受講者数 

 
 

3.2. 事前授業と手引書 

事前授業では、フィールドワーク実習の行動予定と、北潟湖と周辺地

講義内容と受講者数 2015年 2016年 2017年

事前授業（ガイダンス） 8/7 8/8 8/7

フィールドワーク実習 9/3-5 9/1-3 9/7-9

受講者数 11名 11名 9名
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域の生物と文化の特徴について解説した。これにより、学生が予備知識

をもって実習に取り組めるため、実習中により深い理解や気づきが得ら

れる効果を期待できた。また同じ理由から、毎回『北潟湖実習手引書』

を作成し事前授業のときに配布した。 

『手引書』には、１．実習の概要、２．服装・持ち物・必要経費、３．

フィールドノートの記録、４．成績評価、５．日程表、６．北潟湖およ

び周辺地域の自然と生活文化の概要、７．過去の北潟湖実習の成果、の

7項目を記した（表２：2017 年の例）。3年間とも同じ項目で作成した。 

表２．2017 年の「北潟湖実習手引書」に掲載した項目 

 

『手引書』で工夫したことは３つある。1つ目は、「３．フィールド

1 .   実習の概要

  1.1  目的

  1.2  調査と公開ワークショップ

  1.3  場所と日程

  1.4  実習中緊急連絡先

  1.5  スケジュール概要

2.  服装・持ち物・必要経費

  2.1  服装

  2.2  野外実習に必要な持ち物

  2.3  その他の持ち物

  2.4  必要経費

3.  フィールドノートの記録

4.  成績評価  

5 .   日程表  

6 .   北潟湖および周辺地域の自然と生活文化の概要

  6.1  里の生物

  6.2  里の文化

7.  過去の北潟湖実習の成果

  7.1  2015年の成果

  7.2  2016年の成果
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ノートの記録」である。ここでは、見学や調査においてメモを取ったり

調査内容を記録するなどの現地調査の方法について解説した。実習の受

講者は、色々な学部の大学 1年生と 2年生を対象としていたため、フィ

ールドワークの基礎的な方法を説明する必要があったからである。 

工夫の 2つ目は、「６．北潟湖および周辺地域の自然と生活文化の概

要」で、事前授業の内容をより詳しく記載し、必要なときに見直せるよ

うに配慮したことである。 

3 つ目の工夫は、2016 年と 2017 年の手引書に「７．過去の北潟湖

実習の成果」を加えて、これまでの調査結果を示したことである。それ

までの調査結果に基づいて新たな課題に取り組むために必要であると

ともに、継続して地域の問題に取り組むことや、実習成果を先輩から後

輩へつなげていくことの大切さを感じてほしいと願ってのものである。

言い換えると、「地域とのつながり」と「先輩から後輩へのつながり」

によって発展してゆく学生実習を目指したのである。 

 

3.3. フィールドワーク実習の内容 

実習の行程は、2泊3日の短期間に現地見学、地域の方々との交流会、

現地調査、調査結果のまとめ、さらに地域での公開ワークショップなど

を含んだ、学生たちにとって忙しくも濃密な内容であった（表 3）。 

表３．フィールドワーク実習の行程 

 

初日は、最初に北潟湖と周辺地域について、現場を訪れて地域の有識

時間 初日 二日目 三日目

午前 現地見学 調査 発表準備

午後 現地見学 調査 公開ワークショップ

実習ガイダンス データ整理と分析

交流会 発表準備
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者の説明を受けながら学ぶとともに、二日目の調査地の下見を行なった。

表４に各年における見学場所の詳細を示した。年による違いは若干ある

が、基本的に、北潟湖と周辺地域の自然環境、農業や漁業など自然環境

を利用した一次産業、文化や宗教について学習することを目的とした。 

表 4. 各年の現地見学の場所 

 

見学場所には、保全生態学と文化人類学を専門とする研究者が協働し

て本実習を企画した利点が現れている。北潟湖の自然環境についてだけ

ではなく、漁業や農業、宗教的施設を訪れることで、北潟湖周辺地域の

「自然」と「文化」についてバランス良く学ぶことができるようになっ

ている。当然のことながら、自然環境と文化はお互いに密接に関係して

いる。それらを一体的に概観することによって、北潟湖と周辺地域の生

物文化多様性について、学生の理解が深まるように意図したのである。 

事前に実習を行うことをお知らせするチラシを作成し、北潟地域の各

地区にチラシがいきわたるように回覧板に添付するなどして、皆さまの

ご理解とご協力を仰いだ。同時に、交流会と公開ワークショップへもお

行程 2015年 2016年 2017年

1
あわら北潟風力発電所
展望台にて、北潟湖の
概要説明

JA花咲ふくいファー
マーズマーケットきらら
の丘の見学

JA花咲ふくいファー
マーズマーケットきらら
の丘の見学

2
北潟公民館で、北潟湖
の漁業の講義

あわら北潟風力発電所
展望台にて、北潟湖の
概要説明

あわら北潟風力発電所
展望台にて、北潟湖の
概要説明

3
北潟湖の自然環境の
見学（福良ヶ池）

北潟公民館で、北潟湖
の漁業の講義

北潟公民館で、北潟湖
の漁業の講義

4 開田橋と水門の見学
北潟湖の自然環境の
見学（福良ヶ池）

北潟湖の自然環境の
見学（福良ヶ池）

5
北潟湖の自然環境の
見学（観音川河口）

開田橋と水門の見学 開田橋と水門の見学

6 愛の神お清水の見学 吉崎御坊跡の見学 赤尾の農業の見学

7 安楽寺の見学
北潟湖の自然環境の
見学（赤尾湿地）

北潟湖の自然環境の
見学（赤尾湿地）

8 八雲神社の見学 － －
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誘いした。以上の準備をした上で、実習の当日に臨んだ。 

実習初日 

北潟湖の自然環境については、毎年初日に、当時「北潟湖の自然再生

に関する協議会」の副会長であり、現在は「北潟湖自然再生協議会」の

副会長である組頭五十夫さんのご案内により、あわら北潟風力発電所展

望台から北潟湖を一望しながらその自然環境の概要を理解するところ

から始めた（写真１）。また、二日目の調査場所の候補地となる福良ヶ池

や赤尾湿地（第 2章参照）を視察し、多様な生きものを観察した。 

北潟湖の水管理にとって重要な開田橋の水門は、毎年見学に行った。

2015 年だけ、北潟湖の水の流れを知り北潟湖の水質について理解を深

めるために、観音川の河口を訪れた。 

 
写真１．展望台にて組頭さんによる北潟湖の自然環境の説明 

現地見学では、すべて地域住民の皆さまに解説をお願いした（写真２）。

一次産業に関しては、毎年、北潟漁協の辻下義雄組合長から漁業につい

ての詳細な講義を受けた。農業については、実習２年目から「JA 花咲ふ

くいファーマーズマーケットきららの丘」を訪れて、堀江廣孝店長の説
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明を受け、地域の特産品（野菜や果樹）を実際に目にしながら学ぶ機会を

設けた。３年目は、大規模営農を運営する「長谷川農園」の長谷川吉弘

さんのご協力により、赤尾地区の農業について学ぶことができた。 

さらに、民俗郷土史家の関章人先生のご指導のもと、北潟地域になじ

み深い、愛の神お清水、安楽寺、八雲神社などを訪問したり、吉崎御坊

跡地では、再び組頭五十夫さんに解説いただいて、この地域の文化や宗

教について理解を深めた。 

 
写真２．北潟湖の漁業についての講義（左上）、「きららの丘」で特産品

の視察（右上）、「長谷川農園」で農業についての説明（左下）、

八雲神社で北潟の歴史と信仰についての学習（右下） 

夕方からは地元の方々をお招きしての交流会である（写真３）。場所

は、地域の皆さまが参加しやすいように、2015 年と 2017 年は北潟西

集落開発センター、2016 年は北潟東集落生活改善センターをお借りし
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た。交流会では毎回、北潟湖の特産品をふるまっていただくなど、美味

しくて楽しい、そして有意義な時間を提供していただいた。 

 
写真３．地域の方々との交流会（2015 年、北潟西区センターにて） 

実習の行程に「交流会」を組み込むことは珍しいことである。しかし、

「地域の自然や文化については、その地域に長年暮らした地元の方々が

一番くわしい」という当然のことを考慮するならば、交流会を開催する

ことは本実習において必要不可欠であった。学生たちが、この交流会で

直接教えていただいた様々な地域の情報をもとに、二日目の調査に臨む

ことができたことを考えると、交流会の意義は大きかったといえる。 

 

実習二日目 

二日目以降は「生きもの班」と「文化班」に分かれて現地調査を行っ

た。生きもの班はさらに「動物班」と「植物班」の 2班に分かれた。文

化班は、2015 年が「食文化班」と「資源利用班」、2016 年は「漁業班」

のみ、2017 年は「農業班」と「漁業班」という班分けであった（表 5）。 

二日目は班ごとに現地調査を行った。その後夜遅くまで、データ整理

と分析、発表準備を行った（写真４）。現地調査や発表準備では、学生た
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ちに主体的に活動してもらい、教員がそれをサポートする形をとった。 

表５．各年の班分けとワークショップでの発表タイトル 

 

 
写真４．学生たちは調査終了後に夜遅くまで発表準備を頑張った 

年 班 発表タイトル

2015年 生きもの

動物班 北潟湖周辺の生き物調査

植物班 発見！福良ヶ湿地（仮称）

文化

食文化班 北潟の食文化

資源利用班 私たちが見た北潟湖の資源利用

2016年 生きもの

動物班 北潟湖にすむ生き物たち

植物班 赤尾湿地の謎を追え！

文化

漁業班 私たちが見て考えた北潟湖の漁業の変化と今後の課題

2017年 生きもの

動物班 福良ヶ池・赤尾の生き物調査

植物班 赤尾湿地の水の真実

文化

農業班 長谷川農園を訪ねて～1町7反から112町へ～

漁業班 北潟湖の淡水魚を取り戻そう
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実習三日目 

三日目の午前中は、引き続き発表の準備をし、午後に公開ワークショ

ップを開催して地元の皆さまの前で調査結果を報告した（表５）。時期

的に、地域の一大イベントである「観月の夕べ」と重なってしまったこ

ともあり、ワークショップの参加人数は必ずしも多くなかったが、それ

でも意欲的に参加いただいた地域の方々から、貴重なご質問やご意見を

いただくことができたことは幸運であった。 

ワークショップは、北潟湖で調査や研究をしている専門家の方々にも

発表していただいた。2016 年は「北潟湖の塩分上昇がブルーギル

Lepomis macrochirus を排除した？」（福井県立大学海洋生物資源臨海研究

センター、相田城之介・富永修）という題で、富永修先生にご発表いただい

た。2017 年は「北潟湖：何が起きているのか～水鳥羽数の劇的変化、

その原因を探る～」（日本野鳥の会福井県副代表・北潟湖の自然再生に関する

協議会、組頭五十夫）という題で、ここでも組頭五十夫さんに貴重なご報

告をいただいた。これらの発表と学生たちの調査結果とを併せることで、

より詳しい北潟湖の実態について参加者の間で情報共有できた。 

学生たちにとっては、二泊三日の実習中に、調査を行い、結果をまと

めて発表までするという忙しいスケジュールであった。しかし、ワーク

ショップをつうじて、自分たちの調査結果について地域住民から忌憚の

ないコメントをもらえたことで、学生たちは、単なる大学の授業を超え

て、実践的な活動に自分たちが関わることができたという達成感を味わ

うことができたものと思われる（写真５）。 

最後に、宿泊場所についても触れておきたい。この実習では、3年間

とも「福井県立芦原青年の家」を利用した。学生の費用面での負担を軽

減することや、フィールドワーク実習を行う上で交通の利便性が高い場
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所に位置していたこと、調査結果をまとめたり発表準備をするための作

業を行う部屋を借りることができたことなど、いくつもの利点があり、

毎回お世話になった。特に 2016 年以降は建物が新築され、とても過ご

しやすくなった。フィールドワーク実習を実施するうえで、このような

地域の施設を利用することがとても有用であった。 

 
写真５．３年間恒例で開催した公開ワークショップ 
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注 
 
1 国際連合広報センター「2030 アジェンダ」：
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html（2020/2/7 確認） 

3 UNESCO「持続可能な開発のための教育（ESD）に関するユネスコ世界会
議」：http://www.unesco.org/new/jp/unesco-world-conference-on-esd-2014/

（2020/2/7 確認） 
4 文部科学省「ESD持続可能な開発のための教育」：http://www.esd-
jpnatcom.mext.go.jp/index.html#about（2020/2/7 確認） 

5 Problem Based Learning と類似した教育手法で、Project Based Learning とい
う手法があり、同様に PBL と略される 6。Problem Based Learning と Project 
Based Learning は厳密には異なるが、本書では区別しない。詳しい検討は行
っていないが、北潟湖で行った学生実習での教育手法は、おそらく両者を組
み合わせたものであったと思われる。 

6 国立大学法人上越教育大学「《文部科学省委託事業》平成 28年度総合的な教
師力向上のための調査研究事業報告書：今日的な教育課題を解決するため
の PBL 型授業モデルの構築」：
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2

017/10/03/1395661_01.pdf（2020/2/7 確認） 
7 文部科学省「学習指導要領「生きる力」」：
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm（2020/2/7 確認） 

8 石井・中村以外で、フィールドワーク実習を引率した教員・スタッフ 
2015～2017 年度：田中 俊之（Atolla 共同代表） 
2015 年度    ：稲井 啓之（京都大学［当時］） 
2017 年度    ：石山 俊（総合地球環境学研究所［当時］） 

小林 舞（総合地球環境学研究所［当時］） 
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第 2章 若者が見た北潟湖 
福井県立大学の学生実習の 3年間の調査結果 

 

石井 潤・中村 亮 

 

はじめに 

 本章では、3年間のフィールドワーク実習で、学生たちが生きものと

文化について調査した結果を、学生たちの感想を交えながら紹介する。

学生たちがどのような問題意識で調査に臨み、どのようなことを明らか

にし、何を感じたのかについて述べたい。 

 

１．生きもの調査 

生きもの調査は、3年間とも動物班と植物班に分かれて調査を行った。

そこで、班ごとに 3年間の調査内容を順を追って紹介していく。 

 

1.1. 動物班 

【2015 年の調査結果】 
動物班が、フィールドワーク実習の初年度に取り組んだことは、「北
潟湖の様々な環境で魚類や昆虫などの種類や数を調べて、その多様性を
明らかにすること」であった。調査した場所は、北潟湖の最下流部に位
置する開田橋と、その逆に最上流部に位置する小牧、それらの中間地点
の場所として福良ヶ池の付近の大きく 3 か所である（図 1）。調査は、
網カゴと玉網による捕獲と目視で行った。調査方法として目視も用いて
いることと、稚魚などは種の同定が困難な場合があり、多少同定の不確
かさがあることを踏まえた上で、結果をご覧いただきたい。 
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図１．2015 年の動物班の調査場所（赤丸で示した） 

 
図２．2015～2017 年に動物班が調査した福良ヶ池付近の調査位置図（背景の

空中写真は、国土地理院撮影のもの（2008 年撮影）を加工して作成した） 

まず、福良ヶ池の付近の調査結果から述べる。福良ヶ池付近では、4

地点で調査を行った（図２、表１）。福良ヶ池と北潟湖をつなぐ水路では、

ドジョウとスジエビ、トノサマガエルの生息が確認された。その水路か

ら淡水が流れ込んでいる北潟湖の湖岸では、淡水が流入していているに

も関わらず塩分濃度が 0.77 %とやや高く、汽水に生息するシジミが確 

観音川

福良ヶ池

大聖寺川

開田橋・水門

日本海

：橋

小牧

ゴルフ場



若者と研究者が見た北潟湖 

 

27 

表１．2015 年に動物班が調査した福良ヶ池付近の各調査地点の環境条件 

 

表２．2015 年に動物班が調査した福良ヶ池付近で確認された種のリスト（括

弧内の数字は個体数を示す） 

 

認された。一方、淡水環境である福良ヶ池では、外来魚のブルーギルの

生息が確認された。私（石井）にとっても予想外の発見であったのは、

水路の南西側に広がる休耕田に（図２）、水たまりがある湿地が形成さ

れており、多数のメダカやタニシの仲間などが確認されたことである。

メダカは、環境省によって絶滅危惧種に指定されている 1。この湿地は、

植物班が調査中に見つけたものであり（写真１：詳細は後述する）、多様

な水辺の植物が生育しているとの報告を受けて、動物班でも調査を行っ

た。この湿地があった休耕田は、福良ヶ池付近でもっとも生きものが観

察された。福良ヶ池付近全体では、25種（オタマジャクシは除く）確認さ

れ、他の調査場所（開田橋と小牧付近）と比べてももっとも種類が多かっ

た（表２）。またその大部分は、淡水性の生きものであった。 

開田橋付近では、3地点で調査を行った（図３、表３）。この付近では、

やはり海水の流入の影響があり、イワシなど海水魚が観察された（表４）。

全体では 11種類（エビの仲間と稚魚を除く）が確認されたが、海水魚や 

場所 環境 塩分濃度
水路 流水環境。隣が湿地になっている。 －
湖岸 自然の湖岸。水路から淡水が流入。 0.77 %
福良ヶ池 淡水の池。水草が繁茂。 －
休耕田 淡水の湿地。水生植物が繁茂。土壌は泥

質。
－

確認された生きもの
アメリカザリガニ（8）、ベンケイガニ（2）、スジエビ（13）、ヌマエビ（77）、カワニ
ナ（31）、シジミ（46）、タニシ（120）、トノサマガエル（2）、オタマジャクシ（1）、
オオクチバス（1）、ギンブナ（3）、コイ（1）、スズキの死体（1）、ドジョウ（1）、ハ
ゼ（19）、ブルーギル（10）、メダカ（200）、イトトンボの仲間（6）、クロスジギンヤ
ンマ（7）、シオカラトンボ（4）、ヤブヤンマ（3）、カゲロウ（1）、アメンボ（24）、タ
イコウチ（1）、マツモムシ（4）、小型のゲンゴロウの仲間（66）
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図３．2015 年に動物班が調査した開田橋付近の調査位置図（背景の空中写真

は、国土地理院撮影のもの（2008 年撮影）を加工して作成した） 

表３．2015 年に動物班が調査した開田橋付近の各調査地点の環境条件 

 

表４．2015 年に動物班が調査した開田橋付近で確認された種のリスト（括弧

内の数字は個体数を示す） 

 

汽水に生息する魚類に加えて、淡水が流入する場所がありギンブナのよ

うな淡水魚まで観察されたため、思った以上に種類は多様であった。 

最後に小牧の付近であるが、他の場所と違って海水の影響を受けにく

く（図１）、塩分濃度はもっとも低かった（表５）。そのため、突堤付近

と水路の河口（図４、表５）で調査した結果では、コイをはじめとする淡

水性の生きものばかりが 5種（稚エビと稚魚を除く）確認された（表６）。

特にエビの仲間がたくさん捕獲されたのが、特徴的であった。 

場所 環境 塩分濃度
開田橋東側 コンクリート護岸があるが、ヨシが植えられて

いる。
－

開田橋 水門付近で、流れが強い。 －
開田橋西側 コンクリート護岸があるが、植生もある。淡水

の流入がある。
1.05 %

確認された生きもの
ベンケイガニ（20）、スジエビ（5）、エビの仲間（1）、イワシ（16）、ギンブナ
（40）、サヨリ（1）、ショウサイフグ（5）、シマイサキ（6）、ソウギョ（2）、ハゼ（1）、
ボラ（6）、稚魚（13）、フナムシ（40）
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図４．2015 年に動物班が調査した小牧付近の調査位置図（背景の空中写真

は、国土地理院撮影のもの（2008 年撮影）を加工して作成した） 

表５．2015 年に動物班が調査した小牧付近の各調査地点の環境条件 

 

表６．2015 年に動物班が調査した小牧付近で確認された種のリスト（括弧内

の数字は個体数を示す） 

 

 学生たちは、以上の調査結果から、北潟湖の環境が多様であり、それ

に支えられた生きものの多様性があることを明らかにした。また網カゴ

での調査では、思ったように生きものが捕獲できなかったが、その原因

として、餌の種類に問題があるのではないかと考察した。さらに学生た

ちは、今回調査しなかった周辺の川や沖合でも調査してみたいと興味を

膨らませていた。 

 

【2016 年の調査結果】 

フィールドワーク実習 2年目は、例年に比べて北潟湖の塩分濃度が高

場所 環境 塩分濃度
突堤付近 コンクリート護岸があるが、ヨシも繁茂。 0.35 %
水路の河口 淡水が流入。透明度は低い。 －

確認された生きもの
シマヘビ（1）、イシガメ（1）、スジエビ（８）、稚エビ（62）、コイ（9）、タナゴ（1）、
稚魚（10）
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いというお話を地元の方から教えていただいた。そこで、今度の動物班

は、「現在の塩分濃度を調査し、併せてどこにどんな生き物がいるのか

を明らかにすること」を目的とした。初年度の調査では、塩分濃度が異

なっている場所で生きものの種類も異なっていることおよび、福良ヶ池

付近では、福良ヶ池は淡水であるのに対して湖岸では塩分濃度が高い傾

向があることが確認された。そこで、2016 年の調査場所として、再度

福良ヶ池付近を選んで塩分濃度の影響を見ることにした（図５）。福良

ヶ池付近で調査を行えば、2015 年の調査結果と比較することもできる。

福良ヶ池付近以外の調査場所としては、塩分濃度上昇の影響がどのくら

い上流まで見られるのかを知るために、赤尾の付近を調査することにし

た（図５）。2015 年に調査した小牧付近でなく赤尾付近を選んだ理由は、

赤尾付近の方が塩分濃度の影響がより大きそうに感じたためである。ま

た後述するように、植物班が赤尾にある湿地を調査することにしていた。

そのため、この付近の塩分濃度を測定しておこうという考えもあった。

調査方法は 2015 年と同じで、網カゴと玉網による捕獲および目視であ

る。網カゴは、エサの種類をちゃんと変えるとともに、2015 年のとき

は設置時間が短かったので、今回は一晩設置することにした。また、塩

分濃度はすべての調査地点で測定した。 

福良ヶ池付近では、2015 年と同じ 4 地点（福良ヶ池、水路、湖岸、休

耕田）で調査を行った（図 2）。表７にそれぞれの地点での塩分濃度の測

定結果を示した。福良ヶ池と休耕田は淡水だが、福良ヶ池からつながる

水路と湖岸では塩分濃度が 1.21～1.30 %程度であった。2015 年の調査

のときの湖岸での測定値が 0.77 %だったので、地元の方のいう通り、塩

分濃度が上昇していることが確かめられた。しかも、その影響は水路ま

で及んでいた。 
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図５．2016 年と 2017 年の動物班の調査場所（赤丸で示した） 

表７．2016 年と 2017 年に動物班が調査したときの福良ヶ池付近の塩分濃度 

 

それでは、生きものの分布状況はどうだっただろうか。塩分濃度が上

昇していた水路や湖岸では、淡水でしか生きられないような種は見られ

ず、モクズガニやクロベンケイガニ、スズキ、シジミが確認された（表

８）。一方、淡水環境が維持されている福良ヶ池と休耕田では、淡水に

生息する生きものばかりが確認された。福良ヶ池では、今回の調査では 

表８．2016 年に動物班が調査した福良ヶ池付近で確認された種のリスト（括弧

内の数字は個体数を示す） 

 

観音川

大聖寺川

開田橋・水門

日本海

：橋

小牧

ゴルフ場

赤尾

福良ヶ池

場所 2016年 2017年
福良ヶ池 0 % 0 %
水路 道路側1.21 %、湖側1.29 % －
湖岸 1.30 % 表層0.64 %、中層0.71 %、深層0.72 %
休耕田 0 % 0 %

場所 確認された生きもの
福良ヶ池 モクズガニ（5）、ヌマエビ（1）、ミシシッピアカミミガメ（1）、ブ

ルーギル（4）、ブルーギルの稚魚（5）
水路 モクズガニ（2）、クロベンケイガニ（2）、スズキ（2)
湖岸 モクズガニ（4）、シジミ（29）
休耕田 稚エビ（20）、アメリカザリガニ（1）、オオタニシ（30）、ドブガイ

（1）、メダカ（40）、ギンブナ（3）、ヤゴ（1）、タイコウチ（1）、ヒ
メゲンゴロウ（1）
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ブルーギルに加えて、ミシシッピアカミミガメという生物多様性への負

の影響が大きいとされる外来のカメが確認された。休耕田では、2015

年と同様に多数のメダカやタニシの仲間などが確認され、生きものが豊

かであった。しかしながら、外来種のアメリカザリガニも確認され、そ

の影響が懸念される。全体的には、モクズガニがあちこちで確認されて、

目立っていた。 

 赤尾の付近では、合計 6地点（東側水路、西側水路、水路沖合、水路出口、

水路、湿地）で調査を行った（図６：2016 年は、東側湖岸では調査していな

い）。 

 
図６．2016 年と 2017 年に動物班が調査した赤尾付近の調査位置図（背景の空

中写真は、国土地理院撮影のもの（2008 年撮影）を加工して作成した） 

塩分濃度の測定結果からみていくと、全体的に上流に行くほど値が低

くなる傾向はあったが、湿地手前にある水路まではある程度の塩分が確

認された（表９）。東側水路と西側水路では、後者で塩分濃度が少し高

くなっており、福良ヶ池付近の調査のときと同様に、赤尾付近でも水田

の間を流れる水路まで塩分濃度上昇の影響が見られた。 
 生きものの分布は、福良ヶ池付近と同様に、塩分濃度と対応してい
ると考えられる（表 10）。水路沖合から湿地までの範囲で比べてみる 
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表９．2016 年と 2017 年に動物班が調査したときの赤尾付近の塩分濃度 

 

表 10．2016 年に動物班が調査した赤尾付近で確認された種のリスト（括弧内

の数字は個体数を示す） 

 

と、淡水環境が維持されている湿地でのみ、ギンブナをはじめとする複

数の淡水性の生きものが観察された。同様に、淡水環境となっていた東

側水路は、メダカをはじめとする淡水性の生きものが多様であった。全

体としては、福良ヶ池付近と同様に、モクズガニがあちこちで見つかっ

た。また、汽水域にも生息するマハゼが塩分濃度が少し高い調査地点（西

側水路と水路）に生息していた。外来種は、東側水路でアメリカザリガニ

が確認され、湿地でウシガエルが確認された。 

以上の調査結果から、学生たちは、2016 年の調査では前年に比べて

塩分濃度が高く、生きものの分布は塩分濃度の影響を受けていることを

明らかにした。また、福良ヶ池付近でも赤尾付近でもモクズガニが多く

確認されたが、2015 年のときはそれほど捕獲されておらず、原因は不

場所 2016年 2017年
東側湖岸 － 表層029 %、中層0.33 %、深層0.49 %
東側水路 0 % －
西側水路 0.25 % －
水路沖合 1.15 % －
水路出口 0.91 % －
水路 下流側0.52 %、上流側0.85 % 表層0.0 %、中層0.0 %、深層0.2 %
湿地 0 % 0 %

場所 確認された生きもの
東側水路 モクズガニ（2）、クロベンケイガニ（1）、スジエビ（1）、アメリカ

ザリガニ（1）、オオタニシ（3）、マハゼ（8）、ギンブナ（2）、メダ
カ（11）、ウシガエルの幼生（17）、ヒメゲンゴロウ（3）

西側水路 モクズガニ（2）、スジエビ（2）、稚エビ（30）、マハゼ（1）
水路沖合 モクズガニ（15）
水路出口 モクズガニ（10）
水路 モクズガニ（14）、イシガメ（1）、マハゼ（2）
湿地 モクズガニ（2）、スジエビ（1）、ギンブナ（1）、ウシガエルの幼

生（2）、マツモムシ（4）、ミズカマキリ（1）
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明である。総じて、淡水環境では外来種が確認されるものの、メダカが

多いことが特徴的であった。 

 

【2017 年の調査結果】 

実習 3年目の 2017 年は、今度は北潟湖の塩分濃度が下がったという

お話を地元の方からうかがった。そこでこの年の動物班は、「現在の塩

分濃度と生きものの調査を行い、2016 年の調査結果と比較すること」

を調査目的とした。そのため、調査場所は 2016 年と同じ福良ヶ池付近

と赤尾付近とし（図５）、調査方法も同じやり方にした。 

福良ヶ池付近の調査地点は、2017 年は水路以外の 3地点（福良ヶ池、

湖岸、休耕田）とした（図 2）。この付近での 2016 年と 2017 年の塩分

濃度を比較すると、湖岸において 2017 年の方が塩分濃度は低い値を示

し（表７）、地元の方から教えていただいた通りの結果となった。2017

年の塩分濃度は、表層、中層、深層の値が記されている。これは、海水

が流入するとき、海水は淡水より密度が大きく湖底付近を遡上するため、

より深い水深で塩分濃度が高くなる傾向があることを考慮したことに

よる。2015 年と 2016 年のときは、水深は特に考慮せず塩分濃度を測

定していたが、今回は塩分濃度をより詳細に調べるために、水深別に測

定したのである。そして、深い水深の場所でも、表層付近と同様に塩分

濃度が低くなっていることが確認された。福良ヶ池と休耕田では、いつ

も通り水深 1点だけの測定だったが、変わらず淡水環境が維持されてお

り、3年間とも淡水のままという結果になった。 

それでは、確認された生きものの種類には、何か変化があったのだろ

うか。湖岸は、2016年より塩分濃度が下がったとはいえ、その値は2015

年の測定結果と類似していて、依然として汽水といえる環境条件であっ
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た。そのため、シジミやマハゼ、ボラ、サヨリなどが確認されたのは、

塩分濃度の測定結果と矛盾しないと考えられる（表 11）。福良ヶ池では、

またブルーギルとミシシッピアカミミガメの外来種が確認され、休耕田

では変わらずメダカをはじめとして淡水性の多様な生きものが生息し

ていた。全体では、またもやモクズガニがあちこちで捕獲された。 

表 11．2017 年に動物班が調査した福良ヶ池付近で確認された種のリスト（括

弧内の数字は個体数を示す） 

 

次は、赤尾付近の調査結果であるが、2017 年は水路と湿地は 2016

年と同様に調査し、それら以外では新たに東側水路近くの東側湖岸で調

査を行った（図６、表９）。調査地点は合計 3地点となる。 

 また塩分濃度の測定結果から見ていくと、2016 年は水路まで塩分濃

度が高い傾向があったが、2017 年は水路の塩分濃度は深層でも 0.2 %

であった（表９）。したがって、福良ヶ池付近と同様、前年に比べて塩

分濃度が低くなっている傾向が確認された。湿地の塩分濃度は 2016 年

と同様に 0 %であり、水路より下流側に位置する東側湖岸は汽水に近い

塩分濃度であった。 

 水路では、塩分濃度が下がり淡水の状態になっていたが、確認された

種類は、モクズガニおよびコイなどの死体を除くと、汽水域に生息する

シモフリシマハゼやシマイサキであった（表 12）。湿地では、メダカや

場所 確認された生きもの
福良ヶ池 モクズガニ（4）、スジエビ（3）、ミシシッピアカミミガメ（4）、ブ

ルーギル（2）、ヌマチチブ（1）、トノサマガエル、モノサシトン
ボ

湖岸 モクズガニ（3）、アカテガニ、ベンケイガニ、シジミ（10）、イガ
イの仲間、マハゼ（5）、シモフリシマハゼ（2）、ボラ、サヨリ

休耕田 モクズガニ（1）、ヌマエビ（3）、メダカ（2）、ギンブナ（3）、スズ
キ（1）、オオクチバス（4）、ハゼの仲間、トノサマガエルの幼
生（1）、イトトンボのヤゴ（1）
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ギンブナなど淡水の生きものが多く確認されたが、2017 年は外来種の

アメリカザリガニがもっとも多く捕獲された。東側湖岸は、塩分濃度に

一致してシジミやシマイサキなど汽水域の生きものが確認された。全体

的には、ここでも福良ヶ池付近と同様に、モクズガニがよく確認された。 

表 12．2017 年に動物班が調査した赤尾付近で確認された種のリスト（括弧内

の数字は個体数を示す） 

 

こうして学生たちは、2017 年は前年に比べて塩分濃度が下がってい

ることおよび、生きものの分布が塩分濃度の影響を受けており、いくつ

かの場所では依然として塩分濃度の影響が続いていることを明らかに

した。また今回の調査でも、淡水の環境では生きものは多様だったが、

外来種も確認されてその影響が懸念された。モクズガニは今回もまた多

く捕獲された。最後に学生たちは、今後の課題として観音川や他の汽水

域でも調査を行うことと、調査方法として釣りを加えることを提案した。 

 
1.2. 植物班 

【2015 年の調査結果】 

フィールドワーク実習での動物班による 3 年間の調査は、北潟湖の

様々な環境で魚類や昆虫などを調べることから始まった。植物班でも、

最初の年は「北潟湖やその周辺の自然環境の保全を考えるにあたり、ど

ういった生物が生息・生育しているのかを知る」ことを目的として、植

場所 確認された生きもの
東側湖岸 モクズガニ（11）、シジミ、シマイサキの稚魚（1）、ボラ、ヌマチ

チブ（1）、ゴカイの仲間（1）
水路 モクズガニ（14）、シモフリシマハゼ（1）、シマイサキ（1）、コイ

の死体（1）、フナの死体（1）、金魚の死体（1）
湿地 モクズガニ（1）、アメリカザリガニ（49）、メダカ（12）、ギンブナ

（6）、チチブ（1）、トノサマガエルの幼生（1）
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物調査に取り組んだ。この地域の水辺の植物の保全に向けて、水草や湿

地に生える植物を主な調査対象とした。調査した場所は、交流会で地元

の方々に『ここで水草を見たことがある』と教えていただいた場所を選

んだ。具体的には、福良ヶ池の付近、観音川の河口、観音川河口の西側

の湖岸付近、赤尾の付近の 4 か所である（図７）。調査方法はとてもシ

ンプルで、調査場所を歩いて確認された植物の名前を記録するという方

法である。現地で同定が困難な場合は、持ち帰って植物図鑑を片手に実

体顕微鏡などを使って、さらに詳しく調べた。 

 
図７．2015 年の植物班の調査場所（赤丸で示した） 

水辺の植物を守るとしたら、やはり色んな水辺の植物が生育している

場所が候補地となるだろう。そのような場所を発見しようという意気込

みで調査を行った。そして、この日一番の発見だったのが、「福良ヶ湿

地（仮称）」と呼ぶことにした湿地である（写真１）。この湿地は、2015

年の動物班の調査結果で先に紹介した湿地のことで、福良ヶ池の南側の

湖岸沿いの“休耕田”で見つかったものである（図２）。フィールドワーク

実習の下見のときには、見つけられていなかった。 

観音川

大聖寺川

開田橋・水門

日本海

：橋

小牧

ゴルフ場

赤尾

福良ヶ池
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写真１．2015 年の植物班の調査で発見された福良ヶ湿地（仮称）（左）とシ

ャジクモ（車軸藻類の 1種）（右）。図２の“休耕田”内に位置する。 

表 13．2015 年の植物班が調査した福良ヶ湿地（仮称）で確認された種のリス

ト（赤字と青字は、それぞれ絶滅危惧種と外来種を示す） 

 

この湿地では、全部で 27 種の植物（外来種 3 種含む）が確認された。

その中には車軸藻類が 2種と水草が 10種含まれ、水辺の植物が多様で

あった（表 13）。車軸藻類は、水草に似た淡水に生育する藻類の仲間で

ある。そのうち、水田で比較的よく見かける種としてはシャジクモ（写

真１）が挙げられるが、環境省によって絶滅危惧種に指定されている 1。

そのシャジクモが福良ヶ湿地で確認された。またその他にも、色々な水

草が生育していた。既に述べた通り、動物班の調査では、この場所は淡

水性の昆虫や魚類をはじめとした生きものが多様であることが示され

ており、水辺の植物と併せて、とても生きものの豊かな場所であること

が分かった。個人（石井）的にも、とても楽しく調査した場所であった。 

植物の区分 和名
車軸藻類 シャジクモ、その他の車軸藻類の仲間

水草 アオウキクサ属の仲間、イボクサ、オモダカ、キクモ、クロ
グワイ、コナギ、ヒメガマ、ホザキノフサモ、ミズワラビ、ヨシ

その他の種 アキノウナギツカミ、アメリカタカサブロウ、クサネム、ケイ
ヌビエ、セイタカアワダチソウ、セリ、センダングサ属の仲
間、チョウジタデ、ツユクサ、ツルマメ、テンツキ、トキンソ
ウ、ヒデリコ、ミゾソバ、ヤナギタデ
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次に、福良ヶ池では水草が 6 種確認された（表 14）。福良ヶ池では、

浮遊植物（水草の中で、唯一土壌に根を張らないタイプの水草で、水面付近を

ただよって生活する。例：タヌキモ属の仲間）、浮葉植物（土壌に根付き、水

面に浮く葉を持つ水草。例：ヒシ）、沈水植物（完全に水没し、水中生活をお

くる水草。例：フサモ属の仲間）が生育しており、他の場所では見られない

水草相の特徴を持っていた。さらに、タヌキモ属の仲間とヒシは（写真

２）、今回の調査では福良ヶ池でしか、確認されなかった。 

表 14．2015 年の植物班が調査した福良ヶ池で確認された種のリスト 

 

  
写真２．2015 年の植物班の調査において福良ヶ池で確認されたタヌキモ属の

仲間（左）とヒシ（右） 

福良ヶ池の南側に隣接する休耕田でも、調査を行った（図２において、

福良ヶ池と道路に挟まれた休耕田）。福良ヶ湿地がある休耕田のすぐ近くに

ある別の休耕田である。この休耕田では、車軸藻類やタヌキモ属の仲間

のような種は見つからなかったが、それ以外の水草 11 種と水草以外の

種 21種（外来種 3種含む）が確認され、多様な植物が生育していた（表

15）。 

植物の区分 和名
水草 タヌキモ属の仲間、ヒシ、ヒメガマ、フサモ属の仲間、マコ

モ、ヨシ
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表 15．2015 年の植物班が調査した福良ヶ池の南側に隣接する休耕田で確認さ

れた種のリスト（青字は外来種を示す） 

 

さらに、福良ヶ池の南側の北潟湖湖岸で調査を行ったところ、ここで

はヨシ 1種のみが確認された。 

以上の結果から、福良ヶ池の付近は、湖岸ではヨシしか確認できなか

ったが、全体的に水辺の植物が多様であることが分かった。 

調査した4か所の中で、2番目に車軸藻類や水草の種が多かったのは、

赤尾の付近であった（表 16）。赤尾付近では、水田や水路で車軸藻類 1

種と水草 7種（外来種のコカナダモを含む）が確認された。しかし、湖岸

では、何も見つけられなかった。 

表 16．2015 年の植物班が調査した赤尾付近で確認された種のリスト（青字は

外来種を示す） 

 

観音川河口では、コンクリート護岸の前にヨシが生育しているのが確

認されたが、他の水草は見つけられなかった。また、観音側河口の西側

植物の区分 和名
水草 アオウキクサ属の仲間、イボクサ、ウキヤガラ、オモダカ、

カンガレイ、コナギ、ヒメガマ、ホタルイ、マコモ、ミズワラ
ビ、ヨシ

その他の種 アキメヒシバ、アシカキ、アメリカタカサブロウ、アリノトウグ
サ、イグサ、カヤツリグサ、カヤツリグサ科の仲間、カワラ
スガナ、クズ、ケイヌビエ、スギナ、スベリヒユ、セイタカア
ワダチソウ、セリ、センダングサ属の仲間、チョウジタデ、テ
ンツキ、ヒデリコ、ヘビイチゴ、ミゾソバ、ヤハズソウ

植物の区分 和名
車軸藻類 車軸藻類の仲間

水草 アオウキクサ属の仲間、イボクサ、オモダカ、コカナダモ、
コナギ、ミズワラビ、ヨシ

その他の種 アキメヒシバ、アゼナ、アメリカタカサブロウ、カヤツリグ
サ、クサネム、ケイヌビエ、スギナ、スベリヒユ、セイタカア
ワダチソウ、チョウジタデ、ツユクサ、トキンソウ、ヒデリコ、
フタバムグラ、ミゾソバ
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の湖岸付近では、マコモとヨシの 2 種の水草とその他の植物 3 種が確

認されたが（表 17）、湖岸で確認されたのはやはりヨシだけであった。 

表 17．2015 年の植物班が調査した観音川河口の西側の湖岸付近で確認された

種のリスト 

 

この日の調査で記録した植物の全種数は、車軸藻類 2種、水草 18種

（外来種 1種含む）、その他の種 32種（外来種 3種含む）であった。これ

らの種のほとんどはため池や休耕田、水田、水路で確認され、湖岸では

ヨシ以外の種は見つけられなかった。これらの結果から、学生たちは、

北潟湖の周辺には、あちこちに多様な水辺の植物が生育する湿地（水路

や水田、休耕田、ため池など）があり、それが今後の湿地の保全を考える

上での糸口となるのではないかと考察した。一方、湖岸では調査した 4

か所においてヨシしか見つけられず、その理由として、塩分濃度が高い

ことが影響している可能性とコンクリート護岸の造成で湖岸の植生が

消失または減少した可能性が考えられた。塩分濃度については、このと

きの動物班が、福良ヶ池の南側の湖岸で 0.77 %だったことを報告して

おり（表 1）、また、観音川河口の西側の湖岸で、きれいそうだった水を

少しなめてみたが塩分が感じられた。北潟湖の水草については、塩分濃

度の影響を含めて、分布状況や環境条件について、さらに詳細な調査を

行う必要があるだろう。 

 

【2016 年の調査結果】 

以前から、赤尾の付近に福井県のレッドリスト 2で“県域準絶滅危惧”

に選定されているコウホネという水草（写真３）が生育する湿地（以下、

植物の区分 和名
水草 マコモ、ヨシ

その他の種 シロバナサクラタデ、セリ、チゴザサ
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赤尾湿地と呼ぶ。図６の“湿地”のこと）があるというお話をうかがっていた。

しかし、2015 年のフィールドワーク実習のときは、赤尾湿地までは調

査しきれなかった。そこで、2016 年の植物班は、2015 年から引き続き

「北潟湖やその周辺にどういった生物が生息・生育しているのかを知る

こと」を目的として、2016 年は赤尾湿地を調査することにした。赤尾

湿地では、動物班も調査を行うことになったため、動物と植物の両方に

ついて調べられると考えた。 

 
写真３．2016 年の植物班が調査した赤尾湿地のコウホネ 

植物の調査は大きく２つのことを行った。１つは植生図を作成するこ

とであり、もう１つはフロラ（植物相）のリストを作成することである。

植生図の作成は、次のように行った。まず事前に赤尾湿地をドローンで

撮影しておき、写真を準備する。そして調査当日に、その写真をもって

赤尾湿地の中を歩いて、どこにどんな植物群落があるかを写真の中に書

き込む。植物群落は、同じ種類の植物がまとまって（優占して）分布して

いるものと定義した。このようにして、植物群落の地図、すなわち植生

図を完成させる。また同時に、どんな植物が生育しているかを記録し、

そのリストを作成した。 
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調査場所は 1か所だけであったが、湿地の中を歩き回る調査はとても

大変なものであった（写真４）。湿地内ではヨシをはじめとして植物の 

  
写真４．2016 年の植物班による赤尾湿地の調査風景（ヨシなどの草丈は人よ

りはるかに高く（左）、見通しが悪い中、深い水たまりに注意しながら

調査を行った（右）） 

 
図８．2016 年の植物班が作成した赤尾湿地の植生図（右側が北東の方角になる。

赤尾湿地の隣の休耕田でも植生図を作成した。赤色のバツ印は、引いた線が

誤りであることを示す） 
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草丈が高いため先を見通すことができず、さらに、ところどころにある

水たまりはその深さが分かりにくく、決して油断できないものであった。 

学生たちが奮闘して作成した植生図を図８に示す。赤尾湿地の隣にあ

る休耕田も含めて植生図を作成した。この植生図を見ると、赤尾湿地に

は、多様な植物群落がモザイク状に分布していることが分かる。その中

でもっとも広範囲に分布しているのは、ヨシが優占する群落であった。

その他には、ウキヤガラやマコモ、ガマ、ゴキヅルなどが優占する群落

が確認された。コウホネも比較的大きな群落を形成しており、湿地の北

西側（図中では中央付近よりやや右上側）で確認された。湿地の南側（湿地

の上流側に相当し、図中では左下側）には外来種であるセイタカアワダチソ

ウの群落が成立していた。セイタカアワダチソウはどちらかというと乾

いた場所を好んで生育することから、上流側で乾燥化していると考えら

れた。 

赤尾湿地の植物の種数は、水草が 7 種、その他の種が 16 種（外来種

2種を含む）で、合計 23種であった（表 18）。水草は、ヨシ以外の種も

生育しており、多様性が認められた。 

表 18．2016 年の植物班が調査した赤尾湿地で確認された種のリスト（赤字と

青字は、それぞれ絶滅危惧種と外来種を示す） 

 

赤尾湿地の南東側にある休耕田（図８では、図中の下側に位置している）

では、オモダカ群落とケイヌビエ群落、低茎草本群落（草丈の低い草本の

植物の区分 和名
水草 ウキヤガラ、ウリカワ、ガマ、コウホネ、マコモ、ミズワラ

ビ、ヨシ

その他の種 アメリカセンダングサ、イシミカワ、オオイヌタデ、クズ、クワ
クサ、ゴキヅル、シロバナサクラタデ、セイタカアワダチソ
ウ、タカサブロウの仲間、ツユクサ、ノイバラ、ヒデリコ、フタ
バムグラ、ヘクソカズラ、ミゾソバ、メヒシバ
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種が混生する群落）の３つの植物群落が確認され、全体として、小型の植

物が多く生育する明るい湿地となっていた。これらの湿地植生は、赤尾

湿地の中にはない植生である。オモダカとケイヌビエは水田の雑草であ

り、また低茎草本の種は休耕田でよく見られる植物であることから、生

育環境をよく反映した植生といえる。種数は、水草が 8種、その他の種

が 21 種（外来種 4 種を含む）で、合計 29 種が確認された（表 19）。そ

の中には、福井県のレッドリスト 2で“要注目”に選定されているミゾハ

コベも確認された。 

表 19．2016 年の植物班が調査した赤尾湿地の隣にある休耕田で確認された種

のリスト（赤字と青字は、それぞれ絶滅危惧種と外来種を示す） 

 

学生たちは、以上の調査により、赤尾湿地と休耕田には多様な植物群

落があり、その群落内に絶滅の心配がされているコウホネとミゾハコベ

が生育していることを明らかにした。この結果を踏まえて、今後の保全

策として、希少な植物と植物群落の多様性を考慮する必要があると結論

づけた。 

 

【2017 年の調査結果】 

2016 年の調査で、赤尾湿地には多様な植物からなる植生が成立して

いることが明らかになった。湿地の植物にとって水があることは重要で

ある。そこで 2017 年の植物班の調査では、再び赤尾湿地（図６～８）に

植物の区分 和名
水草 イボクサ、ウキヤガラ、オモダカ、コウキクサ、コナギ、マツ

バイ、ミズワラビ、ミゾハコベ

その他の種 アイダクグ、アメリカアゼナ、アメリカセンダングサ、オオオ
ナモミ、オヒシバ、クワクサ、ケイヌビエ、コアゼテンツキ、コ
ゴメガヤツリ、スギナ、セリ、タマガヤツリ、チョウジタデ、ツ
ユクサ、トウバナ、ノブドウ、ハハコグサ、ヒメムカシヨモ
ギ、ヒロハノコウガイゼキショウ、ミゾソバ、ヤナギタデ
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焦点を当てて「赤尾湿地の水の分布や大雨が降ったときに水が流れやす

い場所を調べること」を目的とした。そのために、大きく 2つの調査内

容に取り組んだ。1つは、湿地の水の出入り口と流入する水の由来を調

査することであり、もう１つは、湿地内の水の分布と大雨が降ったとき

に水が流れやすい場所を調査することである。調査方法は、やはり湿地

を歩き回って水の状態を記録するという方法であり、今回の植物班の学

生たちも困難な道のりの中、奮闘した。 

図９は、この調査で確認できた赤尾湿地の水の出入り口を図示したも

のである。水が湿地内に一方向に流入する場所が 4 か所（青色の矢印の

みの場所）、北潟湖の水位や上流側からの水の流入量に応じて水の流入

と流出の両方が起こりうる場所が 2 か所（青色と赤色の矢印の両方がある

場所）、湧水が 1か所（黄土色の丸で示した場所）が確認された。さらに、

それらの水の由来を調べたところ、図中の右上側の流入は、山から水路

を通じての流入であった。湧水の由来については、明らかにできなかっ 

 
図９．2017 年の植物班が作成した赤尾湿地の水の出入り口の位置図（図中の

左方向に北潟湖があり、湿地の下側の水路は北潟湖につながっている） 
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た。図９の右下側の流入は、水田からの排水であった。左上側と左側の

流入は、それぞれ山側からと道路の排水溝を通じてのものであった。図

中の下側 2か所は、両方とも北潟湖からつながる水路との間の水の流出

入であった。 

次に、湿地内の水の分布と水が流れやすい場所の調査結果について紹

介する。赤尾湿地にはコウホネ群落が形成されているが、その近隣には

2つの池があった（図10左図。図９では中央付近のやや下側の場所に位置す

る）。これらの周囲の水の状態を調査したところ、コウホネ群落と池は

いずれも、より広い範囲で冠水した場所の中に位置していることが明ら

かになった（図 10右図）。コウホネ群落を保全する際には、このような

水のつながりを考慮する必要があるだろう。 

 
図 10．2017 年の植物班が作成した赤尾湿地のコウホネ群落と池（左）および

それらの間の水の流れの位置図（右） 

図 11に、赤尾湿地内の水の分布（上図）と大雨が降ったときに水が流

れやすいと考えられる場所（下図）を示した。調査時に冠水していた場

所は（図 11上図）、コウホネ群落付近（図中真ん中からやや下側）と休耕

田に沿った場所（図中上側）、山からの水が流れる湿地内の水路（図中右

側）、2つの排水溝の出口付近（図中左上側と左側）、北潟湖からつなが 
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図 11．2017 年の植物班が調査した赤尾湿地内の水の分布（上）と大雨が降っ

たときに水が流れやすいと考えられる場所（下：赤色の矢印で示す） 

る水路との連結部分（図中左下側）の計 6か所であった。また、冠水とい

うほどではなくても水たまりが点在している場所が複数箇所認められ
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た。これらの配置と図９で示した湿地内の水の流出入の場所を考えると、

大雨が降ったとき湿地内では、大きく３つの水の流れができる可能性が

考えられた（図 11下図）。すなわち、休耕田に沿って流れるルートと中

央付近を流れるルート、北潟湖からつながる水路に沿って流れるルート

である。 
最後に、学生たちはこれらの調査結果を次のようにまとめた。１つ目

として、赤尾湿地には 7か所の水の流入口があり、その水の由来は山や

道路からの水と、北潟湖とつながる水路からの水、隣接する水田からの

排水の 3つであった。2つ目として、湿地内のあちこちに水たまりがあ

り、このような場所は大雨が降ったときに水が流れる場所となる可能性

が考えられた。 

今後、さらに調査を行い検証していく必要があるが、湿地保全の際に

は、これら 2点について考慮する必要があるだろう。 

 

注 
 
1 環境省「報道発表資料：環境省レッドリスト 2019 の公表について（平成

31年 1月 24 日）」：https://www.env.go.jp/press/106383.html（2020 年

2月 16日確認） 
2 福井県自然保護センター「福井県の絶滅の恐れのある野生生物（レッドリス

ト）：『改訂版 福井県の絶滅のおそれのある野生動植物(2016)』」：

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/fukuinature/redlist（2020 年 2月 16日確認） 
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２．文化調査 

2 泊３日の短期間で「北潟湖の文化を調べる」といっても、なかなか

難しいものである。実習計画を練る段階で、北潟地域のなにをもって「文

化」とし、それを学生が調べることによって、ある程度の「成果」と「学

び」がもたらされるような配慮が必要であった。 

そこで参考にしたのが、岸本誠司氏による、内水面から平地・山地そ

して海までもふくむ、北潟地域の豊かな自然環境に対応した資源利用を

あらわした図である（図 12、岸本 2000）。 

 
図 12．北潟湖周辺の空間分類・生業・生産物 

（岸本誠司 2000「生業空間と民俗の展開：福井県北潟湖の事例から」 

『民俗文化』12: 111-154 から引用） 

自然環境に適応・順応して、人びとがどのように生活をしているのか

に着目することが、北潟地域の生物と文化の多様性を学ぶうえで効果的

だと判断した。具体的には、私（中村）が「漁民文化」の研究をしている

こともあり、「北潟湖の漁業」を 3年間の実習のメインテーマとした。 

加えて、知り合いの研究者にサポート教員として参加してもらい、私

ヤスヅキなど
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の専門外のテーマをカバーすることにした。2015 年には、生態人類学

者の稲井啓之（京都大学［当時］）さんに、北潟地域の「食文化」について

の調査引率をお願いした。2017 年には、農業に詳しい総合地球環境学

研究所（当時）の石山俊さん（文化人類学・農村文化研究）と小林舞さん（地

球環境学）に、北潟地域の「農業」調査の引率をお願いした。 

このような工夫によって、学生たちは、北潟地域の生物文化多様性に

ついて、その生産性の高さや、漁業・農業の現状と課題を、文化の視点

から学ぶことができた。だが、学生たちにとってなによりの「学び」は、

交流会や現地調査をつうじて地域の方々と接し、その活動に参加させて

いただいた「体験」であったろう。 

文化人類学の現地調査では、地域の方々にお話を聞く「聞き取り」が

大切であるが、それに加えて、人びとの活動に参加しながら記録する「参

与観察」も重要である。食文化についてなら実際にその料理を食べるこ

と、漁業や農業では活動に同行して現場の空気を体感するなど、音・に

おい・気温・手ごたえ・味覚などの五感をつうじて学ぶことで、記録と

ともに、学生たちの「記憶」にも残る実習となった。 

以下に、年ごとの調査結果についてみてゆく。 

 

【2015 年の調査結果】 

食文化班 

2015 年は、「食文化班（学生３人）」と「資源利用班（学生２人）」に分

かれて、文化調査を実施した。食文化班は、交流会や商店、公民館など

で地域の方々に「北潟の食」について聞き取りを行った。その結果、あ

る程度は予測できたことであったが、北潟地域にはたくさんの特産品が

あることが分かった。それを、季節ごと・生業空間ごとにまとめると表
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20 になる。 

表 20．季節ごと・生業空間ごとの北潟地域の特産品 
生業空間 春 夏 秋 冬 

湖 シラウオ 
ゴリ 
手長エビ 
ウナギ 

ワカサギ 
モクズガニ 

寒ブナ 

海 
ワカメ 
メカブ 
コウナゴ 

岩ガキ 
スズキ 
タコ 

タコ 
アワビ 
サザエ 
セイコガニ 

山・畑 
山菜 
松露 

スイカ 
メロン 
越のルビー 

とみつ金時 
大根、米 
キノコ 

ワサビ 

とくに情報が集まったのが「寒ブナ」についてであった。かつて寒ブ

ナ料理は、お正月や結婚式などで振舞われる郷土料理（すずめ焼き、甘露

煮、ぶつ切り、刺身など）であった。しかし最近では、調理技術の衰退や

漁獲量の減少、川魚独特の匂いに苦手意識を感じる人がいることより、

寒ブナを食べる機会が少なくなったという。 

交流会でも「湖の魚はそんなに食べないよ」、地域の商店では「海のも

のや肉も流通するようになったので、湖のものを食べなくなった」とい

う話が聞けた。北潟湖の特産品である寒ブナを、地域でそれほど食べて

いないということに疑問を感じた食文化班が、さらに聞き取りをすすめ

たところ、以下の理由が分かってきた。 

 お祝い（結婚式など）を、各家ではなくホテルでするようになると、

御馳走も寒ブナ料理からフランス料理などに変化した。 

 一年中、海魚が入手できるようになったので、川魚の需要が減った。 

 川魚の需要の減少により、供給（漁獲量）も減少した。 
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 淡水魚である寒ブナは、生きたままさばく必要があるので技術が必

要。しかし、その技術の継承が薄れている。 

近年、北潟地域で力を入れているのが農産物である。例えば、「越のル

ビー（トマト）」を生産し、ジュースやゼリーなどに加工している。「と

みつ金時（サツマイモ）」をアイス最中にしたり、お酒造りを研究したり

と、農産物による北潟地域の知名度アップが推進されている。 

資源利用班 

夏場の湖の資源利用を調べるために、地元の名漁師・茶谷茂さんのウ

ナギ漁に同行させていただいた。茶谷さんは、北潟湖で 70 年以上も専

業的に漁業をしている徳漁家である。 

北潟湖のウナギ漁には、延縄漁と筒漁（竹筒・塩ビパイプ）がある。今

回は幸運にも、その二つの漁法を参与観察することができた。ウナギ漁

はもちろん、漁船に乗ることも初体験であった学生たちは、早朝のおだ

やかな北潟湖での漁への参加に感動すらおぼえたようである。 

手際よくウナギ漁の仕掛けをとりこむ茶谷さんの邪魔にならないよ

うに、質問をなげかける（写真５）。「延縄にかかるウナギの引きが楽し

いからやめられない」という茶谷さんの言葉や、竹筒を引きあげたとき

に漂う泥のにおい、30 cm以下の小さなウナギは逃がす規則、筒にウナ

ギが入っているかどうかのドキドキ感など、実際に漁に同行することで、

学生たちは現場の雰囲気を堪能することができた。 

ウナギ漁の後は、茶谷さんのご自宅にお邪魔して、北潟湖の漁業につ

いて教えていただいた（写真５）。そこで、北潟湖沿岸にはいくつもの地

名があること（第３章の図９参照）、現在は上流部のミョウゴのみが養魚

場（禁漁区）であるが、かつては上流４カ所の水域をローテーション型
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に禁漁とする制度があったことなど、漁民の空間認識や資源管理につい

て貴重な話を聞くことができた。 

  
写真５．竹筒を手際よく引きあげる茶谷さん（左） 

漁業についての聞き取り風景（右） 

また、北潟湖でブルーギルなどの外来種が増えてきたこと（茶谷さん

は地獄網［袋網］によるブルーギルの駆除もしている）や、近年、湖水の塩分

濃度が上昇していることなど、北潟湖での漁業が困難になりつつあるこ

とも知ることができた。 

この調査結果を、食文化班が聞き取りから明らかにした「川魚の需要

が減った」こととあわせて考えると、2015 年度の文化調査では、「近年

では北潟湖と地域の人びととの関係が薄れてきているのでは」という問

題が浮上してきた。この問題意識は、翌年の実習に引き継がれていった。 

 

【2016 年の調査結果】 

この年の文化調査は「漁業班（学生 3人）」のみであり、北潟湖の漁業

の変化について集中的に調査を行なった。とくに問題であったのが、湖

水の塩分濃度の上昇である。湖水の塩分濃度上昇が漁業に与える影響に

ついて、参与観察と聞き取りによって詳しく知ることができた。 
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朝７時から上流部の黒文字で行われた、初馬金城さんのウナギ筒漁に

同行させていただいた（写真６）。この日の漁で目立ったのは、ウナギ筒

にたくさんのハゼ（合計で約 30匹）が入っていたことである。淡水より

も汽水環境を好むハゼが多くとれたということは、北潟湖の上流部でも

塩分濃度が高いことをしめしている。 

 
写真６．手際よくウナギをとりこむ初馬さん（左上） 

ウナギ漁の参与観察（右上）、筒に入ったハゼ（左下） 
筒の外側と内側に付着したイガイとフジツボの仲間（右下） 

学生たちは、湖に「磯のにおい」がすることを感じとっていた。また、

本来なら海の生き物であるイガイやフジツボの仲間が、ウナギ筒の外側

と内側にびっしりと張り付いていることも観察できた。これにより、「北

潟湖の塩分濃度の上昇は深刻なのではないか」という疑問をいだいたの

で、地元の漁師さんに聞いてみることにした。 
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学生の質問に答えてくれたのは、ウナギ筒漁をいとなむ杉田武さんで

ある。場所は、湖畔にたてられた杉田さんの舟小屋であった（写真７）。

舟小屋に置かれた漁具をめずらしそうに見ながら、学生たちは先ほどの

疑問を杉田さんに聞いてみた。杉田さんは、ご自身の経験から、北潟湖

の変化について以下のことを教えてくれた。 

 泥が黒い、くさい（「わいた」という表現） 

 湖水がしょっぱい、ハゼやイガイが増えた 

 泥の状態が悪いのでウナギの餌が少ない 

 
写真７．杉田さんの舟小屋での聞き取り風景 

塩分濃度が上がってハゼやイガイの仲間が増えると、ウナギ筒漁に支

障をきたす。また、泥の状況が悪化しウナギの餌が減ったので、ウナギ

の数も減少したと考えられる。こういった自然環境の変化に加えて、漁

師の後継者不足やフナを調理できる人・食べる人が減ったことなどの社

会環境の変化によって、北潟湖では漁業を続けにくい状況になっている

ことが明らかになった。 
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以上の課題に対して、公開ワークショップで学生たちが提案したのは、

「地域の内と外にファンを増やして北潟湖を盛り上げよう！」という若

者らしいものであった。 

地域の「内」にファンを増やすためには、北潟公民館と漁協の協力で

実施されている「魚さばき講習会」を充実させてゆくという手段がある

だろう（写真８）。独特な骨の付き方をしているフナをさばくことは難し

い。さばく技術を地域内でもっと普及させて、北潟湖の魚を地域内でも

っと食べることで、湖の魅力を再確認しようという提案である。 

 
写真８．北潟公民館で開催された魚さばき講習会（2016 年 1月 16 日） 

地域の「外」のファンは、レジャーや観光などで北潟湖を訪れる人び

とを想定している。そしてなによりも、学生実習に参加した学生（2015

年 11人、2016 年 11人）が、すでに北潟地域の「熱心なファン」である

というのだ。 

北潟湖の自然と文化や地域の人びとに実際に触れた学生たちが、北潟

地域のファンになるというのは、実習計画の段階では想像しなかった嬉
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しい誤算であった。公開ワークショップの場で発せられた「熱心なファ

ンになった」という学生の言葉に、地域の方々も喜んでいただけたので

はないだろうか。 

 

【2017 年の調査結果】 

これまで資源利用については漁業を対象としてきたが、2017 年の実

習では「農業」について調べることができた。2017 年は「農業班（学生

2人）」と「漁業班（学生２人）」に分かれて実習を行なった。 

農業班 

112 町という大規模で営農する「長谷川農園」の長谷川吉弘さん（元

社長）に、北潟地域の農業について教えていただいた。詳細は「コラム：

「農と食」をささえるいとなみ」に詳しいが、学生たちは「１町７反（1.7 

ha）」から始まった長谷川農園を、「112 町（112 ha）」にまで拡大させた

長谷川さんの熱心な仕事ぶりに驚いていた。また、長谷川農園のカント

リー・エレベーターや、田植え機、コンバイン、トラクターなどの最新 

  
写真９．カントリー・エレベーターの視察 
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設備を駆使した近代的な農業に感動していた（写真９）。 

地域とのつながり（信頼関係、委託栽培、契約栽培）と、人の経験・技術・

知恵を大切にしながら、最新設備や塩害に強い栽培種（ソバ）などを導

入し、綿密な作業スケジュールによって大規模に運営される「長谷川農

園」が、北潟地域の農業において重要な役割を担っていることを学生た

ちは学んだ。また学生たちは、ＵターンやＩターン就農者を増やすこと

も大事であるという提案をした。これは前年度の「地域の内と外にファ

ンを増やす」という提案につうじるものである。 

 

漁業班 

2015 年の実習では、北潟地域の食文化と資源利用の多様性を知った。

2016 年には、北潟湖の漁業の自然・社会要因による変化と現状を知っ

た。それらの成果をふまえて、2017 年には、北潟湖の資源の利用と管

理についての提言を行うことができた。 

「海と魚が好き」という二人の学生が、杉田武さんのウナギ筒漁の参

与観察を行った（写真 10）。800 g ほどの大ウナギがとれたことに驚き

つつも、昨年同様、筒に入るハゼが多いこと（合計で約 50匹）と、漁具 

  
写真 10．ウナギ漁の参与観察（左）、筒に入った大ウナギ（右） 
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に付着するイガイやフジツボの仲間が多いことを観察した。 

午後から、2015 年にお世話になった茶谷さんに、再び聞き取りに協

力いただいた。茶谷さんは、漁具に付着するイガイやフジツボの仲間が

目立ちはじめたのは 2000 年頃からだという。そして、70 年以上もの

漁業の経験から、現在の北潟湖では淡水魚が減少し、逆に、海水魚が増

加していることを指摘した。 

資源利用の当事者である漁師の、経験にもとづく観察と考察は信用で

きるものである。学生たちも参与観察によって、北潟湖の上流部で塩分

濃度が上昇していることを実感した。そこで、これまでの 2年間の実習

成果をふまえつつ、北潟湖の漁業について以下の三つの提言を行った。 

① 海・汽水の生き物（ハゼやシジミなど）が増えてきている現状に適

応し、これらを利用する 

② 塩分濃度の問題を水門の管理で解決する 

③ 少なくなってしまったフナなどの淡水魚を増やす 

とくに注目したいのが「③」である。これは「淡水魚が減ったのなら

増やせばよい」という単純な発想のように思えるが、学生たちはその可

能性を「伝統的な養魚場制度」にみていた。茶谷さんへの聞き取りで、

今ではヨシにおおわれている「赤尾湿地」（北潟湖最上流に位置、写真 11）

が、かつては開放水面であり、養魚場であったことを知った。赤尾湿地

を整備して、淡水魚を増やすための養魚場としてはどうかという提言な

のである。 

赤尾湿地については、生きもの班（動物班と植物班）の調査によって、

水の塩分濃度が０％であること、スジエビやギンブナなどの淡水性生物

が生息していること、コウホネ（県域準絶滅危惧種）やヨシ、マコモなど
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の水草が豊富なことなどが分かっている。 

このような淡水環境豊かな赤尾湿地を整備し、今いる生きものを保全

しながら、淡水魚の養魚場としても利用できる可能性は大きいのではな

いか。なによりも、赤尾湿地がかつて養魚場であったことが、この提言

の実現可能性の高さを保証している。実習３年目にして、生きもの班と

文化班の成果を組み合わせることで、北潟湖の資源の「利用（淡水魚漁

業）」と「管理（養魚場）」について、以上のような提言が学生によってで

きたことは、本実習の大きな成果であったといえよう。 

 
写真 11．ヨシでおおわれた赤尾湿地 

 
３．学生実習後の取り組み 

筆者らは、講義終了後は引き続き地域への貢献を目指して、学生たち

がフィールドワーク実習で明らかにした調査結果の情報発信に取り組

んだ。「北潟湖の自然再生に関する協議会」があわら市で開催した北潟

湖フォーラムでは、毎回のようにポスター発表をさせていただいた。以

下がその内容である。 
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■2015 年 11 月 8 日：『北潟湖フォーラム！！みんなで語ろう北潟湖
の未来』（湯のまち公民館）／ 発表タイトル「北潟湖フィールドワ
ーク実習：福井県立大学の学生が、北潟湖で実習をしました！」 

■2016 年 9月 25日：『北潟湖フォーラム～北潟湖の今、これから！ 』
（福井県立芦原青年の家）／ 発表タイトル「地域と協働で行う実践
的大学教育：北潟湖フィールドワーク実習～福井県立大学の学生が、
北潟湖で実習をしました！～」 

■2018 年 3月 3日：『第 4回北潟湖フォーラム～北潟湖のめぐみを感
じよう！～』（北潟公民館）／ 発表タイトル「課題解決型学習（PBL）
による大学教育と自然再生：北潟湖地域との協働」 

■2018 年 11 月 24 日：『第 5 回北潟湖フォーラム～北潟湖の恵みを
再発見し、未来に遺そう～』（福井県立芦原青年の家）／ 発表タイ
トル「自然再生をテーマとした課題解決型大学教育：北潟湖地域との
3年間の協働」 

また、同じく「北潟湖の自然再生に関する協議会」が開催した学習会
で、3年間の調査結果について口頭発表させていただいた。 

■2018 年 8月 5日：『北潟湖をもっと知ろう１～地域の暮らしへの身
近な自然の活かし方～（北潟公民館）／ 発表タイトル「県立大生は、
北潟湖をどう見たか」 

 学生たちの調査成果を十分に地域の皆さんにお伝えするためには、実

習中に開催する公開ワークショップだけでは限界があると感じた。以上

は、調査成果の公表の機会を少しでも増やそうという取り組みであった。

本書もまた、そのような取り組みの一つである。 
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第 3章 北潟湖の寒ブナ漁にみる里湖文化 

中村 亮 

はじめに 

本章では、北潟湖の里湖文化について、伝統漁業「寒ブナ漁」の資源

利用と管理にみられる地域知に焦点をあてて、同じく福井県の汽水湖で

ある三方湖と水月湖との比較のうちに論じてゆく1。 

福井県と石川県の県境に位置する北潟湖は、全長約 6 km、最大幅約

1 km、平均水深約 2.1 m の細長く浅い湖である。地元の漁師からは、

「ミズウミ」ではなく「カワ」と呼ばれている。日本海とつながってい

るので、上流から下流にかけて湖水の塩分濃度に濃淡があり、その塩分

濃度も季節的に変化する「変塩性汽水湖」である。 

北潟湖の湖環境は歴史的に大きく変化してきた。藩政時代には、湖の

中流と河口域でカキ養殖が可能なほど、湖の塩分濃度は高かった（海水

塩分濃度は約3.4 %、カキ養殖可能な塩分濃度は海水に近く2.35～3.3 %ほど）。

しかし 1850 年ごろ、大聖寺川からの土壌堆積により河口部の鹿島が陸

続きになり、湖への海水流入が阻害された。加えて、1868 年につくら

れた開田橋の水門による湖の淡水化によって、湖水の塩分濃度は、稲作

に利用できるほど低下した（稲は耐塩性 0.07 %の塩分に弱い植物である）。 

近年は九頭竜川からのパイプラインによって大部分の水田が灌漑を

開始したことより、開田橋の水門開閉は、塩分濃度の調節から水位管理

による水害防止へとその目的を変化させた。これにより近年、湖水の塩

分濃度は上昇傾向にある。最も淡水環境にある上流部（南部）でも、夏

場には塩分濃度が 1 %を上回る時があり（図１）、純淡水性の生物には住

みにくい湖環境となりつつある。 
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図１．北潟湖の湖心と南部の塩分濃度の変化（2004～2015 年） 

（福井県衛生環境研究センター） 

 

１．北潟湖の漁業の特徴 

1.1. 塩分濃度による北潟湖の水域の分類 

北潟湖の水域は、上流から河口域まで塩分濃度の濃さに応じて分類す

ることができる。北潟湖の日本海沿岸や里山地域までも含めた各生業空

間での資源利用を考察した岸本誠司による研究（岸本 2000）にしたがい、

北潟湖を四つの水域に分類する（図２）。 

藩政時代の北潟湖におけるカキ塚の位置をあらわした「吉崎浦絵地図」

（1628年）をみると、水域Aと Bにカキ塚が分布していることより（図

３）、両水域が高塩汽水域であったことがわかる。一方、水域 Cと D に

はカキ塚の分布はない。これより、北潟湖の塩分濃度が全体的に高かっ

た藩政時代においても、水域 Cと Dは比較的塩分濃度が低い（カキ養殖

が不可能な）場所であったと思われる。 
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図２．塩分濃度に基づいた北潟湖の水域分類（岸本 2000 を改変） 

 
図３．吉崎浦絵図（1628 年）（あわら市吉崎 和田耕栄氏蔵、『北潟湖・自然
観察の手引き』［1992 年発行、福井県自然保護センター］より転載） 

*黒い点がカキ塚、図では北が下向きに描かれている 

塩分濃度の観点からすると当時の北潟湖は、カキ養殖可能な「高塩汽

水域 A・B」とカキ養殖不可能な「低塩汽水域 C・D」の対照的な二水域

をもつ湖だったと推測できる。しかし現在では、水門により海水流入が

制限されて、水域 Bの塩分濃度がさがったことより、北潟湖の湖環境は

上流から下流にかけて、低―中―高塩汽水域の三水域に多様化している。 
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湖環境の多様化により、フナ・コイ・タモロコ・モツゴ・ナマズなど

の純淡水魚、シラウオ・クルメサヨリ・アシシロハゼ・マハゼなどの汽

水魚、ウナギ・アユ・ワカサギなどの回遊魚、ボラ・スズキ・クロダイ

などの沿岸魚などのさまざまな魚類が、塩分濃度やその他の自然環境

（沿岸植生、水深、底質など）の違いに応じて生息している（岸本 2000）。 

 

1.2. 塩分濃度に応じた漁業 

岸本（2000）による「北潟湖の魚種・水生植物の分布と北潟地区の漁

撈空間」でみると、塩分濃度の違う各水域で異なる漁業（漁獲対象、漁法）

が行われていることがわかる。（図４）。 

 
図４．北潟湖の魚種・水生生物の分布と北潟地区の漁撈空間 

（岸本 2000: 121） 
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例えば、高塩汽水の水域Ａ（入海）ではクロダイやヌマガレイなどの

沿岸魚が漁獲対象とされる。中塩汽水の水域 B（大川）と低塩汽水の水

域 C（黒文字）・D（ミョウゴ）に生息する純淡水魚のフナは、水域 B・C

では地引網漁によって漁獲される。現在禁漁区である水域Dでは漁は行

われないが、かつては「柴漬漁」でフナがとられていた（後述）。湖内全

域に生息する回遊魚のウナギは、水域 B・Cにおいて、竹筒漁と延縄漁

で漁獲される。 

 

1.3. 季節に応じた漁業 

明治 37 年（1904 年）の北潟湖の漁法と漁期（図５）より、北潟湖で

は一年をつうじて漁業による資源利用が行われていたことがわかる。 

春から夏にかけてウナギの竹筒漁と延縄漁が行われる。また、テナガ

エビの袋網漁もある。冬場になると寒ブナの刺し網漁が始まり、さらに

寒くなりフナの動きが鈍ると地引網漁が行われる。また、北潟湖の漁師

は海面での漁業権ももっているので、春先には波松海岸でコウナゴの地

引網漁を行う。 

 
図５．明治 37 年当時の漁法と漁期（岸本 2000: 122 に加筆。数字は月を示す） 
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現在の北潟湖の漁業は社会変化（人口減少、生活様式の変化）により、

明治 37 年の状況とは異なる点もあるが、それでも春先のコウナゴ漁、

夏場のウナギ漁、冬場の寒ブナ漁という、一年を通じた漁業スケジュー

ルの基本は変わっていない。 

水域（空間）と季節（時間）でみると、北潟湖と周辺地域には、一年を

通じて多様な水産資源利用があり、それによって四季折々の産物が人び

との生活にもたらされている（図６）。このような、生物の多様性と生産

性の高さがこの地域の自然の魅力である。 

 
図６．北潟湖と周辺地域の四季折々の産物（農産物も含む） 

（中村・石井 2015） 

 

２．寒ブナ漁 

北潟湖の水産物には多種あるが、なかでも歴史的に北潟湖の主要漁獲

対象であり続けている「フナ」に焦点をあてる。例えば、空前の水揚げ

であったとされる昭和 20年（1945 年）の魚種別漁獲量は、フナ 95,782

貫（約 360 トン）、ウナギ 9,706 貫、ボラ 23,817 貫、ワカサギ 31,630
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貫であった（一貫は 3.75kg）（芦原町史編纂委員会編 1973: 728）。現在では

漁獲量は落ち込んでいるが（10トン前後）、依然フナが北潟湖の総漁獲量

のおよそ半分を占める主要漁獲対象であることに変わりない（図７）。 

 
図７．北潟湖の魚種別漁獲量（S56～H12）（鉾碕ほか 2001） 

寒ブナ漁とは、水温がさがる冬季に活動が鈍り、深場に群れるフナを

大量に漁獲することであり、その漁法には多種ある。北潟湖では地引網

漁で寒ブナをとる。寒ブナ漁は北潟湖だけではなく、嶺南地方の若狭町

の三方湖と水月湖（菅湖を含む）でも行われている。三方湖では伝統的な

「カチ網漁（たたき網漁）」が今でも守られている。また、三方湖と水月

湖では寒ゴイも重要な漁獲対象である。 

同じ寒ブナを漁獲対象としているが、北潟湖、三方湖、水月湖ではそ

れぞれの湖環境の違いにより漁法が異なることを以下にみてゆく。 

 

2.1. 三方湖のカチ網漁 

北潟湖同様に水深の浅い三方湖（平均水深 1.3 m）でも、地引網漁が可
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能と思われるが、ここでは地引網漁ではなく、湖面をたたいて刺し網に

フナを追い込むカチ網漁によって寒ブナが漁獲される（写真１）。 

地引網漁をしない理由を漁師に尋ねると、三方湖の湖底には、ハス川

から流入する流木などの障害物が多いので網を引くことができないか

らだという。また、三方湖の湖岸はほぼ全域がコンクリート護岸化され

ており、岸から網を引ける場所もない。そこで、冬場にフナが群れてい

る場所の近くに刺し網を張り、湖面をたたいてフナを驚かせて刺し網に

追い込むという独特の漁法が発達したものと考えられる。 

 
写真１．三方湖のカチ網漁（昭和 40年頃）（提供：若狭町） 

一度の漁獲量は地引網漁より少ないが、カチ網漁の利点は、漁師一人

でも操業可能な点である。船の推進力が櫓であった昔は、漕ぎ手と湖面

を竹棒でたたく者の二人一組であったが、今では船外機を使用するので、

一人でもカチ網漁が可能となった。しかし、長い竹棒で湖面をたたきな

がら船を操舵するには、熟練の技術を必要とする。 
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2.2. 水月湖の水中引網漁 

水月湖の水深は最大 34 mほどあり、北潟湖・三方湖と比べてかなり

深い。このように深い湖では、冬場に越冬のために湖底に群れるフナを

とることは本来ならば困難である。しかし、水月湖の特徴的な湖環境が

寒ブナ漁を可能とした。水月湖では、湖底から表層約 10 mの間に、生

き物が生息できない硫化水素が層（嫌気層、「クレ」と呼ばれる）をなして

いる。したがって、寒ブナも水深 10 mほどの硫化水素層より深い場所

に群れることができない。この硫化水素層を「疑似湖底」とすることで、

水中引網による寒ブナ漁が可能だったのである。 

 
写真２．水月湖の地引網漁（昭和 20年頃）（提供：吉田善信） 

昭和 40 年代ごろまで、1,500 m もの網を小舟 20 艘、作業員 30 人

ほどの多勢で 4～5日かけて引く、村をあげての大規模な水中引網漁が

行われていた（五十嵐 1969、写真２）。湖では珍しい巾着網（網底が巾着

のように閉じるイワシの巻き網漁などで使用される網）を使った漁であった

が（三方町史編集委員会編 1990: 640）、現在ではなくなってしまった。 
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2.3. 北潟湖の地引網漁 

北潟湖では地引網漁によって寒ブナがとられる（写真３）。平均水深2.1 

m と浅く、湖底に流木などの障害物が少なく、岸からの操業が可能な自

然湖岸が残っているという湖条件であるため、地引網漁が可能なのであ

る。地引網漁にはこのような自然的条件がそろうことも大切であるが、

150 m ほどの網を約 20 人で 2 時間ほどかけて引く大掛かりな漁を組

織できる「網元」と、それに協力する「網子」がいるという社会的条件

が整っていることも必要である。 

 
写真３．北潟湖の地引網漁（提供：辻下義雄 2016/1/28 撮影） 

以上のように、北潟湖、三方湖、水月湖において寒ブナの漁法が異な

るのは、各湖の自然・社会条件に適応するように漁法が自然的、社会的、

経済的に最適化していった結果であると考えられる（図８）。 

湖 水深 湖底 湖岸 漁法 

北潟湖 浅い 流木等少ない 自然湖岸残る 地引網漁 

三方湖 浅い 流木等多い コンクリート護岸 カチ網漁 

水月湖 深い 硫化水素層 コンクリート護岸 水中引網漁 

図 8．各湖の自然条件による寒ブナ漁の漁法 
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2.4. 北潟湖の柴漬漁 

今では北潟湖の寒ブナ漁と言えば「地引網漁」であるが、かつては「柴

漬漁」による漁獲量のほうが多かった（芦原町史編纂委員会編 1973: 727）。

柴漬漁とは、太い松枝を 100～150 本水中に沈め、越冬のために住みよ

い柴山の中にもぐりこんだフナやコイを、柴山の周りを網で囲み、柴を

全て陸に上げた後に、網の中に残されたフナ・コイをタモ網ですくいと

る、手間ひまのかかる漁法である（五十嵐 1967）2。 

上流部のミョウゴ（水域D）と黒文字（水域 C）で盛んに行われていた

が、大量の太い松枝が必要で、かつ、松枝を陸に上げる作業も大変であ

ることより、昔ながらの柴漬漁はなくなってしまった。今でも「日の出

橋」近く（水域 B）で一人の漁師が柴漬漁を行っているが、これは漁獲時

に柴を取り除く手間を省いて、柴山を揺らして出てきた魚をとるという

簡略化した柴漬漁である。 

 

３．寒ブナ漁にみる資源利用と管理の地域知 

3.1. 漁師による詳細な空間認識 

一般的に水域を生業空間とする漁師は、目には見えない水深や底の状

況など、各漁場の自然的特徴とともに、風や気温・水温などの自然条件

の変化について熟知している。このような知識を基に、どこでいつどの

ような漁法で何をとるかの判断がくだされるのである。 

これまでの調査で、漁師が北潟湖という生業空間を、「名付ける」こと

で細分化して認識していることがわかってきた。水域 Bにおける湖幅が

最も広い水域一帯は「大川」と呼ばれる。上流部の北側は「ミョウゴ」、

南側は「黒文字」と呼ばれる。さらに細かい空間認識として、上流部か

ら開田橋にかけての湖岸に 26 もの地名があることがわかった（図９）。 
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図９．北潟湖沿岸の地名：詳細な空間認識 

①ハッタケウラ、②マナゴジ、③ハゴロゾ（アカオシタ）、④ジゾウノセ（ジゾノセ）、

⑤ミョウゴ、⑥ダンダダンダ、⑦ヤマデラカイデン、⑧エンマシ、⑨オオコド、 

⑩ケヤキバ、⑪タラエモンカイデン、⑫ゴホンマツ、⑬ナカノコウド、 

⑭セイキチカイデン、⑮ナカノミゾ、⑯チカゴシ、⑰デンシャミチ、 

⑱ガッコウノシタ、⑲ヤキヤマ、⑳ゴボウノシタ（オカマノシタ）、㉑ナガイセ、 

㉒ナカノキ、㉓タカイセ、㉔ランバ、㉕ヨシカワカイデン、㉖ナカノキ 

寒ブナの地引網漁は、大川の中でも「⑮ナカノミゾ」、黒文字では「⑧

エンマシ」と呼ばれる場所で行われている。最近まで、ナカノミゾの対

岸の「㉖ナカノキ」でも行われていたが、観音川の下流域にあたるナカ

ノキ周辺の湖底に、川から運ばれてきた流木などの障害物がたまってし

まったために、ここでは漁をしなくなったという。また、網を引くウイ

ンチを対岸まで運ぶのに手間がかかることも、ナカノミゾで地引網漁が

行われなくなった理由の一つといわれる。 

上流部の湖岸には「○○カイデン（開田）」という地名が複数個所あ

る。そこからは北潟湖の干拓の歴史をうかがい知ることができる。中に
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は「⑪タラエモンカイデン」や「⑭セイキチカイデン」「㉕ヨシカワカイ

デン」など、田をひらいた人物の名前が付けられている場所もある。 

漁師は、湖を名付けることで細分化し、より親密にそして詳細に湖空

間を認識してきた。しかし、図９の 26 の地名は、北潟湖で 70 年以上

専業漁師を続けてきた茶谷茂さんから教わったものであり、現在これら

全ての地名を把握している漁師は少ない。地名と共に記憶されてきた、

各地域の自然的特徴や歴史などを記録することで、北潟湖の伝統的な地

域知を継承してゆく必要がある。 

 

3.2. 伝統的な資源管理 

現在、北潟湖では「塩尻橋」より上流のミョウゴでの漁業が禁止され

ている。このような禁漁区は「養魚場」と呼ばれる。ミョウゴは北潟湖

の中でも最も塩分濃度が低い水域である。淡水魚の産卵や幼魚の成育に

最適なミョウゴを養魚場とすることは、北潟湖の水産資源の持続的利用

のうえで有効であるといえる。 

北潟湖の塩分濃度が全体的に上がる夏場、2014 年 8 月 1～3 日の期

間に、上流部沿岸 42ヵ所の塩分濃度を計測した（図10）3。これによる

と低塩汽水域とされるミョウゴと黒文字でも、ミョウゴのほうが塩分濃

度が低いことがわかる。塩尻橋より上流の養魚場の塩分濃度をみると、

最大でも 0.35 %と低く、純淡水魚の生息に問題ないものと思われる（養

魚場の最上流では塩分濃度 0 %）。一方、黒文字では、農業用水が流れ込ん

でいる場所以外では、湖岸周辺の塩分濃度はおよそ 1 %であった。 

かつては黒文字にも養魚場が設定されており、何年かごとに黒文字と

ミョウゴとで養魚場を入れかえるローテーション型の養魚場制度があ

ったといわれる。しかし、図 10 の数値をみる限り、現在、黒文字は養
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魚場としては塩分濃度が高すぎるように思われる。それゆえ、近年は夏

場でも塩分濃度が低いミョウゴのみが養魚場とされている。夏場のウナ

ギ漁の竹筒にフジツボ（本来ならば海の生物である）がたくさん付着する

ようになったことで、漁師は黒文字の塩分濃度の上昇について経験的に

認識している。 

 
図 10．北潟湖上流の塩分濃度（%）（2014 年 8月 1～3日調べ） 

 

3.3. 地引網漁のしくみ 

春にミョウゴを訪れると、たくさんのフナやコイが湖面をばたつかせ

ながら産卵している様子を観察することができる。純淡水魚のフナやコ

イは、ミョウゴを産卵場所や避難地としている。それではなぜフナの魚

影が最も濃いミョウゴではなく、大川と黒文字で寒ブナ漁が行われるの

であろうか？このような疑問を漁師に投げかけたところ、以下のような

ミョウゴ 



若者と研究者が見た北潟湖 

77 

漁師によるフナの行動生態と湖環境の認識について知ることができた。 

曰く、フナやコイは、産卵期と湖の塩分濃度が高い夏場にミョウゴで

過ごす。しかし、たくさんの魚がミョウゴに集中すると餌が不足してし

まう。また、ミョウゴは水深が浅いので、冬場に水温がかなり下がる。

そうするとフナは、エサと暖かい場所を求めて黒文字や大川の深場に群

れる、ということである。 

北潟湖の水深を示した国土地理院の地図でみると、ミョウゴの水深は

約 1～1.5 m と浅い。一方、エンマシの水深は約 2.4 m と比較的深い。

ナカノミゾの水深はさらに深く、約 2.75～3 m あり、北潟湖でも最も

水深の深い場所の一つである（図 11）。 

 
図 11．養魚場（ミョウゴ）と地引網漁場（エンマシ、ナカノミゾ）の水深 

（国土地理院） 
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水温のさがる冬場にフナが群れることができる深場が、エンマシとナ

カノミゾにはあるのだ。この群れたフナを地引網でとるのである。フナ

の行動生態と湖の自然環境を考慮すると、エンマシとナカノミゾが寒ブ

ナ地引網漁の漁場として最適であることがわかる。このような寒ブナを

めぐる漁師の知識に、資源利用と管理に関する伝統的知識＝地域知をみ

てとることができる。 

 

４．北潟湖の里湖文化 

北潟湖は、浅水深で湖底の障害物が少ない、自然湖岸が残る、夏場に

塩分濃度が上がり冬場に下がる変塩性汽水湖という自然特徴をもって

いた。可変的な自然環境に適応した多様な生物相がみられるが、生業の

観点からすると、寒ブナが歴史的に北潟湖の主要漁獲対象魚であった。 

かつては柴漬漁もあったが、現在では地引網漁が寒ブナ漁の主流であ

る。この地引網漁は、北潟湖の諸自然条件に合致した漁法であった。ま

た、「網元―網子」の社会関係が残っていることも地引網漁の必要条件

であった。漁師による湖空間の詳細な認識、フナの行動生態と湖環境の

変化についての認識などが複合した「地域知」に基づいて、北潟湖では

古くから寒ブナ漁が行われてきたのだ。 

フナを漁獲する一方で、養魚場を設定することで資源を利用しながら

守るという伝統的な社会的規制も存在している。資源利用当事者の漁師

は、昔から、水産資源の持続的利用を意図し実践してきたのである。 

本論では北潟湖の資源利用の生産（漁業）の側面に注目したが、資源

利用の流通面に着目すると、寒ブナはこの地域の歴史的な「商品」であ

る。同時に、寒ブナは、北潟湖の食文化を形成する、地域住民に親しま

れてきた「食品」でもある。寒ブナは刺身で食べられるが（写真４）、北
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潟湖が汽水湖であるがゆえに、淡水魚特有の寄生虫や臭みがなく、安心

して美味しく食すことができる。身がしまり適度に脂がのった寒ブナの

刺身は、確実に、北潟湖の食文化の魅力の一つであるといえる。 

 
写真４．北潟湖の寒ブナ料理を代表する刺し身 

冬場のフナは臭みが全くなく、ほどよく脂がのっており大変美味。生きたフナを

使用することが刺し身の絶対条件。生姜や辛味大根が薬味とされる。 

以上にみてきた、北潟湖の自然環境の認識、商品や食文化としても重

要な「寒ブナ」をめぐる資源利用と漁師の地域知、持続的な資源利用を

可能にする養魚場制度など、これらすべてが有機的に組み合わさること

で、北潟湖に固有の里湖文化が形成されているのである。 
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注 

1 本論は、『福井県里山里海湖研究所年報 2016』掲載の「北潟湖の里湖文化：

寒ブナ漁にみる資源利用と管理の地域知」（中村 2016）に加筆修正したもの

である。本論のもととなった現地調査は、2014～2018 年に行われた。調査

で、北潟のみなさまに大変お世話になったことに感謝いたします。 
2 三方湖にもかつて大掛かりな柴漬漁があり「ヌクミ漁」と呼ばれた。今でも三

方湖では「柴漬漁」と呼ばれる漁法があるが、これは 20本ほどの杉や松の

細枝を束ねた小さな柴を使用する「一把柴漬け漁」である。複数の柴を湖中

に沈め、柴中に入りこむエビや小魚をタモ網でとる春の漁法である。 
3 湖面から約 70 cm の湖水の塩分濃度を計測（使用機器：Hondex 社製ポータ

ブル測深機 PS-7）。 

                                                  



若者と研究者が見た北潟湖 

81 

コラム 「農と食」をささえるいとなみ 
石山 俊 

 

現代社会の「農と食」 

高齢化、跡継ぎ問題、放棄農地。日本の農業に関する話題は、とかく

負の側面が押し出されがちである。不思議なことにその反面で、食と農

に対する関心が高まっている。2015 年時点での日本の農家農業従事者

数は 340万人と総人口の３％にも満たない。数の側面からみると、「食

と農」への関心は、「食べる側」主体の現象であるとも理解できる。 

「食と農」か「農と食」か？ 「食と農」の使用頻度が圧倒的に大き

いと私は思う。日々の「食」があり、その背景に「農」がある「街住み」

にとって、この用法は感覚的に納得いくものであろう。実際、街に暮ら

す私の生活において、「食」のことは毎日考えるが「農」のことを日常的

に考えることは稀である。 

では「農」にたずさわる人びとはどうなのだろうか。私が想像するに、

日々のなりわいである「農」と、その結実としての「食」との距離がか

なり近い、あるいは両者が一体化しているのではないか。このようなこ

とを考えつつ、私の農村行脚がはじまった。 

 

広大な耕地 

2017 年の 9月、福井県立大学の「北潟湖実習」の一環で、あわら市

の長谷川農園を訪れ、話をうかがう機会にめぐまれた。説明をしていた

だいたのは先代の長谷川吉弘さんである。 

この長谷川農園を担うのは現社長である、長谷川太佑さんである。そ

れを助けるのは 3名の常勤スタッフ、もう 3名の非常勤スタッフ、長谷
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川さんのご家族である（2017 年時点）。現社長は、長谷川さんの娘さん

と結婚し、営農のために大阪から移住した気鋭の若手農家である。 

広大な農地にそびえたつカントリー・エレベーター、これが長谷川農

園のシンボルであろう（写真１）。地域の人びとも、このカントリー・エ

レベーターと長谷川農園を結びつけて考えているのではあるまいか。実

際、近隣の農家さんからも多くの乾燥・籾すり等の依頼が寄せられるそ

うだ。 

 
写真１．長谷川農園のシンボル、カントリー・エレベーター 

長谷川さんの説明で、まず印象的であったのは、112町（112 ha）と

いう広大な耕作面積である。なかには 1 ha にもおよぶ広い区画もある

（写真２）。栽培種のうちわけは、水稲が 65 ha、ソバが 32 ha、オオム

ギが 15 ha である。モチ米、飼料米を含めて栽培される水稲は 11品種

にもおよぶ。 

長谷川吉弘さんがご両親から受け継いだ農地面積は１町７反（1.7 ha）

であった。それが耕作面積 112 ha にまで、どのように拡大していった

のか。長谷川さんの説明によると、１つは近隣農家からの委託によるも
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のであるという。その背景には高齢化と後継者不足がある。長谷川農園

は地域の農地をまもるための頼みの綱となっている。２つめの理由は、

長谷川家が代々営んできた家業と関連する。長谷川家では、農業ととも

に畳屋さんを営んできたそうだ。畳の材料を集めるために、近隣農家と

の結びつきを保ってきたことが、農地の委託へ至ったのである。 

 
写真２．１ヘクタールの広大な区画 

このほかにもたくさんの事を長谷川さんから教えていただいた。「農」

というものが地域、土、工夫に根ざしていることが強く印象に残った。 

 

土のにおい 

長谷川さんの話を現場でお伺いするにうちに、「現場での工夫」とい

う言葉を思い浮かべるようになった。 

さまざまな用途の機械の登場、きめ細かい作業が可能な機械の発達、

より効率的な作業、より良質な収穫物をえるためのデータ化。こうした

一連の技術パッケージの導入によって、誰もが簡単に「農」を営めるか

といえばそのようなことはない。条件がことなる農地、毎年変動する天

候、そして市場を意識した作物・品種選定。こうした不安定な要素を乗
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り越えていくための「現場での工夫」が現代の「農」の要であると、長

谷川さんのお話から私は理解した。これがあればこそ、先進技術を活か

すことが可能となる。実際、作業環境に適した機器配置、作業手順など

に関する生き生きとした説明は、試行錯誤を重ねた長谷川さんの経験値

ゆえの説得力がこもっていた（写真３）。 

 
写真３．育苗作業の説明をする長谷川さん 

近年「スマート農業」なる言葉も登場し、農業における「土くささ」

排除がすすみつつあるようだ。農業従事者の減少と技術の発達を考える

と、「スマート農業」はひとつの解決策であることは重々承知している。

ただ、「土のにおい」が農業にとっていかに大切であるかを長谷川さん

から教えてもらったような気がする。「土のにおい」は「農」が「農」で

あるために不可欠なものであると私は考えている。「土のにおい」を置

き去りにした、日本の「農と食」の未来にはいささかの不安が宿る。長

年培われてきた「農と食」を、先端技術を導入しつつ将来につないでい

く長谷川さんのいとなみは、歴史、現在、未来をつなぐ架け橋であると

思っている。 
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第 4章 北潟湖の生物文化多様性を考慮した地域づくりに向けて 
石井 潤・中村 亮 

 

１．北潟湖自然再生協議会と地域の暮らし 

2018 年 11 月に、福井県あわら市の北潟湖とその周辺地域の自然再

生を目指した「北潟湖自然再生協議会」1 が設立された。この自然再生

協議会は、自然再生推進法 2に基づく法定協議会（法律で定められた協議

会）である。それまでは 2014 年に設立された「北潟湖の自然再生に関

する協議会」が活動を進めてきたが、新たな体制のもとこの地域の自然

再生を推進することになったのである。なお福井県では、2011 年に三

方五湖自然再生協議会が設立されている。 

それでは、自然再生推進法とはどのような法律だろうか。この法律は、 

“過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すこと”を目的とし

ている。その特徴は、“国や地方公共団体の計画によるのではなく、地域

の多様な主体（具体的には、地域の人々や NPO などの団体、研究者などの専

門家、地方公共団体、関係行政機関など）の発意により、国や地方公共団体

も参画して自然を取り戻すための事業を行う”という、これまでになか

った新しい仕組みが取り入れられていることにある。 

自然再生推進法でもっとも重要だと考えられる点は、地域の多様な主

体が連携しながら自主的かつ積極的に取り組むことが、基本理念となっ

ていることである。そのために、各主体が自主的に取り組む活動内容を

計画し、かつ連携しながらその事業を進めていく。地域の視点でいうと、

地元の人々が一緒になってどのような活動を行うのかをよく検討し、そ

の検討結果をみんなで十分に情報共有することが、とても重要といえる

だろう。みんなが活動内容に納得し賛同していれば、そこから自主的で
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積極的な活動がはじまり、さらに連携した取り組みとなって活動が発展

していくことが期待される。 

もう１つ強調したい点は、自然再生推進法そのものは自然環境の保全

や再生を目的としたものであるのに対して、地域にとっての目的は、自

分たちの暮らしをより良くすることである。そのため、地域の目的を達

成するために、自然再生協議会の仕組みを活用して自然環境の保全や再

生を行う、という視点が重要だろう。自然再生活動を行うということは、

地域の暮らしと向き合うことであると考える。 

 

２．北潟湖の生物文化多様性の魅力 

2.1. どのような自然環境を保全・再生するか 

しかし、地域の暮らしのために、どのような自然環境を保全・再生す

るかといきなり問われても、戸惑ってしまうかもしれない。かつては、

日常的に集落近くの自然から、飼料や燃料、肥料、食料などの資源を採

取し利用するという生活があった。そのため、地域で守るべき自然環境

について問われれば、すぐに答えが思い浮かんだかもしれない。しかし

現代の生活は、農林水産業に従事していなければ、身近な自然との関係

性が薄れていて、改めてよく考える必要があると思われる。 

そのようなとき、まず最初に、北潟湖と周辺地域の自然環境と文化を

振り返り、現状を把握することから始めることを提案したい。そして同

時に、人にとって必要な衣・食・住は、いつの時代も自然資源から素材

を得ていることを再認識したい。自分たちの暮らしで、それらがどこか

ら得られているのかを考えることで、身近な自然資源の利用についての

理解が深まることが期待される。これらは、経済、社会、環境の 3つの

要素の調和を目指す SDGs の視点でもある。 
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2.2. フィールドワーク実習と研究者の調査結果から見た北潟湖の魅力 

福井県立大学のフィールドワーク実習での学生たちによる調査や研

究者たちによる研究は、現在の北潟湖と周辺地域の自然環境と自然にか

かわる文化の一端を明らかにしている。 

 

自然環境から見た魅力 

学生たちの自然環境に関する調査結果からは、北潟湖には塩分濃度を

はじめとする環境の多様性があり、それに支えられた魚類や昆虫など生

きものの多様性があることが分かった。これは北潟湖の自然環境の特徴

であり、魅力の１つになる。特に生きものに関心がある人にとっては、

もっとも重要な魅力となるかもしれない。その魅力をもっと大きいもの

にしたい、あるいはその魅力を将来に残したいと思うなら、生きものと

環境の多様性を保全・再生する活動に取り組むことが課題となる。 

フィールドワーク実習で調査した場所の中で、水草も含めた生きもの

の多様性が特に高かった場所は、福良ヶ池と赤尾湿地の付近であった。

そこでは淡水の環境と淡水性の生きものを中心とした多様性が認めら

れた。それらの生きものの中には絶滅危惧種が確認されていて、絶滅危

惧種の存在は自然環境の豊かさの指標である。このような場所も、北潟

湖の魅力のある場所の１つであり、自然環境の保全・再生を行う有力な

候補地として挙げられる。 

北潟湖の塩分濃度が、生きものの分布に強く影響していることは、学

生たちの調査結果からも明らかになった。それは、北潟湖の重要な漁業

対象種のフナなどでも同様であった。湖の塩分濃度は、下流側からの海

水の流入と上流側からの淡水の流入のバランスによって決まり、1年の

中でも変動している実態が、福井県立大学海洋生物資源学部の富永修教
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授の研究室による研究で詳細に示されている（辻上 2020）。図 1 は、そ

の調査結果をもとに作成した 2017 年 6～8 月の塩分濃度の鉛直分布図

である。どの月も水門で海水の流入がある程度抑えられているものの、

海水の流入の影響の大きさは、月によって異なっていた。 

 
図１．2017 年 6～8月の北潟湖の塩分濃度の鉛直分布図（右：赤色ほど塩分濃

度が高い）と塩分濃度の測定位置図（左）（辻上（2020）から改変） 

このように北潟湖の塩分濃度は、季節や年により変動しながら、北潟

湖の重要な環境要因となっている。海水の流入については、開田橋にあ

る水門の管理によって、ある程度管理できると思われる。他方、日本の

沿岸の潮位は長期的に変動しており、1980 年代以降に限ると上昇する

傾向にあることが、気象庁によって報告されている 3。気候変動に伴い、

今後さらに潮位が上昇することがあれば、現在より海水が流入しやすい

状況となる可能性がある。それがどのくらいの可能性かはまだ分からな

いが予防的な対策として、塩分濃度が上昇したときでも維持されるよう

な淡水環境とそこに生息・生育する生きものの保全や再生が、課題の１

つとなるかもしれない。また、現在実際に起きている問題に焦点を当て

たとしても、北潟湖と周辺地域で植物調査を行った学生たちは、湖内よ
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り周辺地域で多様な水辺の植物が確認された結果に基づき、湖周辺の湿

地の保全が糸口になるのではないかと報告している。上述した福良ヶ池

や赤尾湿地の付近は、そのような淡水の自然環境の保全の候補地として

挙げられる。学生たちの調査において、湖内でヨシ以外の水草が確認で

きなかったことについては、さらに研究の進展が待たれる。 

 

文化から見た魅力 

文化の面から見た北潟湖と周辺地域の魅力は、学生たちの調査結果か

らは、四季折々の海から山までの食文化が挙げられた。これは個人的に

も、この地域の大きな魅力の１つではないかと感じた。地元のおいしい

食べ物で季節を感じ、季節の旬を楽しみにできるというのは、地域の大

切な宝とならないだろうか。 

漁業においては、2.1 km2という限られた面積の中に、水域（空間）と

季節に応じて多様性が見られるのが、北潟湖の特徴である。これは北潟

湖の自然環境の多様性に支えられたものである。ところが、フィールド

ワーク実習での調査や研究の結果では、最近では、川魚を食べる習慣が

少なくなり、湖の環境の変化やブルーギルのような外来魚の増加に伴い

漁獲量が減少したり、後継者不足も重なって、漁業が継続しにくい状況

になっているとのことである。 

北潟湖の特産品である寒ブナでは、これらの理由に加えて調理できる

人が少なくなってきて、同様に食べる機会が減っているという。しかし、

臭みがなく適度に脂がのった冬の寒ブナは、とても美味しく食すことが

できる。寒ブナを獲るための地引網漁は、風物詩として魅力がある。さ

らに、フナの生態を熟知し、かつ北潟湖の自然環境条件と漁を協力して

行うという地域の社会条件がそろってはじめて可能となる漁法は、その
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成因がとても興味深い。 

漁業とその食文化の現状に対して、学生たちが提案したことは、地域

内外にファンを増やすことであった。そのために、フナをさばく技術を

普及し “食べる”機会を増やすことを目的として、現在行っている魚さば

き教室を充実させることを提案した。これは、地域内にファンを増やす

ための手段である。地域外のファンは、レジャーや観光の機会で獲得を

目指す。さらに学生たちは、教育の機会でもファンが獲得できる可能性

を、身をもって示した。この実習に参加した学生たちが、北潟湖のファ

ンになったことこそが、重要な教育の効果といえるかもしれない。 

学生たちは、自然環境の観点から注目した赤尾湿地を、漁業の観点か

らも注目した。フナをはじめとした淡水魚は、北潟湖の塩分濃度が上昇

したとき、より上流側にある淡水の環境に避難する。そのため、かつて

養魚場として利用されたことがあり、現在でも淡水環境が維持されやす

い赤尾湿地でこれら淡水魚が生息しやすい場所を提供できないかと考

えたのである。赤尾湿地には、動物も植物も多様性があるため、それら

の保全・再生においてはゾーニングという場所ごとに保全・再生策を決

めて、取り組むことが有用だろう。 

実習や研究では、北潟湖の漁業には、寒ブナ漁以外でも、禁漁区の制

度や湖内の場所を詳しく示す地名など様々な知恵や技術があることが

明らかにされた。それらを将来に継承することも、今後取り組むべき課

題の候補に挙げられるだろう。 

農業に関しても、北潟湖の周辺地域では水田での稲作や畑での越のル

ビーやとみつ金時の栽培など、多様性が見られる。フィールドワーク実

習では、地域のつながりが農業の営みに活かされていることや、現場で

の創意工夫と経験が先進的な農業技術を活かすことにも大切であるこ
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とが示されたように思われる。そのような農業の文化のもとで、現在直

面している後継者不足という問題に対して、学生たちはＵターンやＩタ

ーン就農者が増加するような支援を行うことを提案した。ここでは、地

域の農業の文化の継承とともに、持続的な農業が、地域の自然資源とそ

れを育む環境を未来に継承することにつながることが期待されている。 

 

３．自然環境の保全と地域づくり 

現在、日本の里山・里海・里湖の多くは、高齢化や担い手不足によっ

て地域存続の危機に直面している。これらの自然環境は、人の適度な利

用が消失すれば変質していく。開発などとともに利用形態が変わっても

同様である。こうして自然環境が大きく変化すると、元の状態に戻すた

めには非常に大きな困難を伴う場合が少なくない。その結果、元の状態

への再生は断念して次善の策を選択することもある。そのとき、その自

然環境を利用しようとする人たちは、もう以前とまったく同じような自

然の恵みは享受できないのである。自然の恵みを得るための知恵や技術、

文化が失われても、同様の問題が生じる可能性がある。 

このような自然環境問題の解決はもちろん一筋縄ではいかないが、ひ

とつに、地域固有の「地域資源」を再認識し活用することが重要と考え

る。そこで、注目する地域〔資源〕の魅力であるが、学生たちや研究者

たちの調査結果から見た北潟湖の生物文化多様性の魅力や提案は、皆さ

んにはどのように感じられただろうか。 

北潟地域でいうならば、生業（漁業、農業、林業など）、伝統文化（祭礼

行事、どっしゃどっしゃ保存会など）、レジャー・観光（観月の夕べ、カヌー、

サイクリング、遊漁など）、地域活動・研究（自然再生活動など）など、豊か

な地域資源を活用した多くの活動が、すでに実施されている。これらに



北潟湖の生物文化多様性を考慮した地域づくりに向けて（石井 潤・中村 亮） 

92 

加えて、３年間の学生実習によって、北潟湖とその周辺地域には「大学

教育の場」としての地域資源もあることが証明された。 

自然再生は、“場所”を対象に行われる。その場所は、自然との触れ合

いや遊び、学びなどの場として利用することができる。人々が集えば交

流の場となり、さらに共同作業を行うなどしているうちに、地域コミュ

ニティが形作られていく可能性を秘めている。また近年は、気候変動に

伴う環境の変化（例えば、塩分濃度の変化など）や自然災害などのリスク増

大が懸念されており、長期的な視点で自然再生を考えていくことも有用

である。このような暮らしに関わる様々な要素と北潟湖と周辺地域の魅

力とを結び付けながら、地域のための自然再生について、将来をになう

子供たちと一緒に考えてみるのはどうだろうか。 
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2 環境省「自然再生推進法」： 
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3 気象庁「日本沿岸の海面水位の長期変化傾向」：

https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/shindan/a_1/sl_trend/sl_trend.html
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あとがき 
組頭 五十夫 

 

北潟湖の研究に取り組んでいた、それぞれ保全生態学と文化人類学を

専門とする石井潤氏と中村亮氏が、福井県立大学の学生とともに行った

調査研究など多様な活動の記録をまとめた里山里海湖ブックレット「若

者と研究者が見た北潟湖～その生物文化多様生の魅力～」は、地元に生

まれ生活している私にとっては、芦原町史、金津町史、北潟村民誌など

の「郷土の歴史」や「自然観察のガイドブック」とは異なる新しい視点

で、現在の北潟湖を映し出してくれている。 

時代によって利用の仕方は変化するが、先人達は多くの自然災害を乗

り越えて「北潟湖が持つ多くのめぐみ」を利用して生きてきた。湖の自

然に大きな影響を与えた転換点を大まかに振り返ってみたい。 

・1471 年：現在の吉崎は要害の地で、海陸交通の要地であった。蓮如

上人が吉崎に道場を開き、浄土真宗の北陸布教の拠点とする。その後、

寺内町に発展し、各地から門徒が参集し宿泊（民宿）するようになった。

湖周辺では、農業、漁撈が行われていた。 

・1628 年頃：江戸時代初期には、湖は大きな内湾で、牡蠣の養殖が盛

んに行われ、北前船、湖上運送、渡船、漁撈、農業などを生業として

いた。 

・1644 年頃から大聖寺川下流域では、新田開発が始まり、土砂が堆積

するようになった。島だった「鹿島」に道が付けられ陸続きになると、

海水の流れが悪くなり牡蠣塚が腐り始め、北前船の運行にも支障が出

るようになった。 

・幕末～明治時代：1868 年、湖周辺住民の要望を受けて、松平春嶽が
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汐留水門を造り、湖周辺の新田開発に乗り出す。湖は、藩政時代には

慣行的に埋め立てられていたが、明治時代以降は集落により細い入り

江が埋め立てられ水田となった。台地が洪積世の砂層なので、埋立て

の土砂が容易に得られた。 

・1897 年頃から国鉄が開通し陸上輸送が盛んになったことで、北前船

を中心とした海運業や交通の要地としての役割を終えた。 

・1907 年頃からコイ、ウナギ稚魚の放流が始まり、1944 年にはフナ

を放流し始めた。1954 年には、石川県片山津町から食用蛙を 13万匹

求め放流したと記録されている（ウシガエル：環境省が定める特定外来生

物であり、湖や周辺に生息する稀少トンボ類などのヤゴを補食するため、現在

は駆除活動をしている）。 

・1945 年：戦後、台地の各地に入植地ができる。湖全体の干拓事業も

計画はあったが、丘陵地の畑地灌漑が先行した。 

・1948 年：福井地震により地盤沈下が見られ、倒壊した建物の廃材な

どが湖岸に捨てられた。さらに、日の出橋、昭和橋、塩尻橋などが倒

壊し、架け替えられた。その際、橋梁本体の長さが極端に短くなり、

湖水の流れが悪くなった。 

・1958 年：吉崎地区では、湖 1.6 ha を埋め立て、ヘルスセンターが建

設された。また 1960 年に、浜坂地区の砂丘地に芦原ゴルフ場がオー

プンした。 

・1965 年：鉄製水門完成（塩害防止が目的）、湖東岸道路完成。 

・1967 年：塩害は度々起きているが、この年の塩害では、日の出橋に

土嚢 1,500 袋を積んで塩水を止めたと記録されている。 

・1968 年：日の出橋より下流が、越前加賀海岸国定公園に指定される。 

・1969～1991 年：湖周辺の台地の土地改良と九頭竜川からの導水工事
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竣工。そのため、一部の地区を除き、北潟湖の揚水が不要になった。 

・1976 年：水草が繁茂したため、「ソウギョ」を 1万匹放流。 

・1979～1989 年：台風による被害が大きかったため、災害復旧事業と

して、コンクリート護岸工事を実施（ヨシ原などの植生とエコトーンが減

少し、水質悪化などに影響を与えたと考えられる）。 

・1994～2005 年：水質浄化対策として、小牧～昭和橋間の汚泥浚渫工

事が実施され、ヨシの人工浮礁 50基が設置された。 

・1999～2004 年：北潟湖畔公園が整備され、アイリスブリッジ、ハミ

ングロードができる。観光地としての整備が進む。 

・2000 年から 5年間シジミ放流（塩分濃度が低く、繁殖不十分）。 

・2004 年：開田橋水門ゲート（自動開閉式）設置。水門閉鎖プログラム

は 1 cm 単位で設定でき（海側が高くなると水門が閉じる）、2006 年から

水位差 3 cmに設定された。2012 年頃から夏場の塩分濃度が上昇し始

め、2015～2017 年には湖心や南部でも１％を超えて、湖の生態に大

きな影響を与えた。2017 年にプログラムを水位差 1 cmに変更した後

は、現在まで、殆ど 0.5 ％以内で推移している。現在、水質は改善さ

れておらず、湖内には「沈水植物」は見つかっていない状態である。 

先人達は、自然環境や社会の変化に対応し、知恵や労力、資金を出し

合いながら、よりよい生活を求めて生きてきた。北潟湖の恵みを生業と

している人が少なくなった今、改めて、北潟湖の自然を見つめ、暮らし

と向き合ってみたい。 

このブックレットを新しい切り口に、生物多様性の保全は勿論、地域

住民の暮らしをよくするための自然再生活動が進むことを願っている。

多くの教育機関が北潟湖を環境教育のフィールドとして利用するとと

もに、多くの研究者のみなさんが参加することも、心からお願いしたい。 
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ていただきました。現地調査では、北潟漁業協同組合の茶谷茂さん、初馬金城さん、杉田

武さんや、長谷川農園の長谷川吉弘さんをはじめとして、多くの皆さまにご協力いただき

ました。公開ワークショップでも地域の皆さまにご参加いただき、活発な議論や新たな情

報の提供などをいただきました。福井県立大学の富永修先生には、最新の研究成果を公開

ワークショップでご発表いただくともに、本書で引用させていただきました。当時北潟公

民館の館長であった古橋照夫さんには、実習全般にわたって便宜を図っていただきました。

福井県立芦原青年の家の皆さまには、学生たちが活動しやすいようにご配慮いただきまし

た。国立民族学博物館の石山俊先生には、本書のコラムのご執筆を快く引き受けていただ

きました。最後に、本書のあとがきをご執筆いただいた組頭五十夫さんには、フィールド

ワーク実習やその後の活動においても、多岐にわたるご指導とご協力をいただきました。 

すべてのお名前をあげることはできませんが、これらの活動にご理解とご協力をいただ

きました皆さま、そして真摯に講義に取り組んだ学生たちに、深く感謝申し上げます。 

二〇二〇年三月吉日 

石井 潤・中村 亮  



■ 編著者・執筆者 紹介（五十音順）■ 

石井 潤（いしい じゅん） 
神戸大学大学院自然科学研究科修了。博士（理学）。東京大学大学院農学生命科学研究科21世紀

COEプログラム「生物多様性・生態系再生研究拠点」特任研究員・助手・助教（2004～2008年）、

東京大学大学院農学生命科学研究科特任助教（2008～2014 年）を経て、現在、福井県里山里海

湖研究所研究員（2014 年～）。専門は保全生態学、植物生態学、環境情報工学。 

主な業績は「ため池の生きものの豊かさを守る」『自然再生のための生物多様性モニタリング』

（分担執筆、東京大学出版会）、「リモートセンシングによる植生評価法」『保全生態学の技法』

（分担執筆、東京大学出版会）、『浮葉植物ヒシのワイヤー刈りマニュアル』（福井県里山里海湖

研究所）、「無人飛行機（UAV）を用いた浮葉植物ヒシの分布推定手法」『保全生態学研究』22: 

323-330、など多数。 

石山 俊（いしやま しゅん） 
名古屋大学大学院文学研究科満期退学。博士（文学）。総合地球環境学研究所プロジェクト研究員

（2008～2014、2015～2017 年）を経て、現在、国立民族学博物館プロジェクト研究員（2017

年～）。専門は文化人類学、アフロ・ユーラシア熱帯乾燥地文化研究、農村文化研究。2004～2008

年まで、福井県今立町（合併後は越前市）に住み、NPO 活動、地域活動にたずさわりながら農的

暮らしを実践。 

主な業績は『サーヘルの環境人類学：内陸国チャドにみる貧困・紛争・砂漠化の構造』（単著、昭

和堂）、『アラブのなりわい生態系２ ナツメヤシ』（編著、臨川書店）、『ポスト石油時代の人

づくり・モノづくり：日本と産油国の未来像を求めて（地球研叢書）』（編著、昭和堂）、『食と

農のアフリカ史』（分担執筆、昭和堂）、など多数。 

組頭 五十夫（くみがしら いそお） 
福井大学教育学部卒業（1968 年）。コンサルタント勤務を経て、福井県の理科教員となり（1971

～2005 年）、野外観察学習を重視した環境教育に取り組む。環境省自然公園指導員（1990～2018

年）。現在、日本野鳥の会福井県副代表、福井県自然観察指導員の会顧問、北潟湖自然再生協議会

副会長。坂井平野のガン類の調査や北潟湖の自然再生に取り組んでいる。 

主な業績は、「人間の持つ可能性の開発，とくに考える力の育成をめざす教育」優良賞受賞（春江

中） ＳＯＮＹ教育振興財団（1986）、「環境教育への一考察 －野鳥観察の有効性について－」

文科省科研費Ｂ（1986）、「北潟湖の自然観察の手引き」（1992）・「三里浜の自然観察の手引

き」（分担執筆）福井県自然保護センター（1997）、「福井の自然を楽しむ」福井県自然観察指

導員の会（分担執筆）楓工房（2004）、「福井の探鳥地１００」日本野鳥の会福井県（分担執筆）

（2011）、その他。 



 

中村 亮（なかむら りょう） 
名古屋大学大学院文学研究科修了。博士（文学）。総合地球環境学研究所プロジェクト研究員（2008

～2014 年）としてインド洋西海域世界（タンザニアとスーダン）の漁民文化を研究後、福井県里

山里海湖研究所研究員（2014～2018 年）を経て、現在、福岡大学人文学部准教授（2018年～）。

専門は文化人類学。 

主な業績は『アラブのなりわい生態系３ マングローブ』（編著、臨川書店）、『アフリカ漁民文

化論：水域環境保全の視座』（共同執筆、春風社）、「スーダン紅海北部ドンゴナーブ湾海洋保護

区の漁撈活動とジュゴン混獲問題」『アフリカ研究』87: 29-36、“Multi-ethnic Coexistence in Kilwa 

Island, Tanzania”, SHIMA: The International Journal of Research into Island Cultures 5(1): 44-68、

「福井県小浜市内外海地域の郷土食ナレズシを活用した地域振興の可能性を探る」『地域漁業研

究』58(3): 120-127、など多数。 
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