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ミシュランガイド 水産庁 漁港漁場整備部長　橋本　牧

本年４月に、漁港漁場整備部長に就任
いたしました橋本牧です。研究所の編集
担当からは「就任の挨拶でも・・」とい
うお話をいただきましたが、まるで賞味
期限偽装の様なご挨拶もいかがなもの
かと思いましたので、最近のニュースの
中から「ミシュランガイド」を引き合い
にして一言述べさせていただいて、ご挨

拶に代えさせていただきます。
11月22日に「ミシュランガイド東京2008」が新たに発行さ

れるとの発表がなされました。念のため、このガイドブック
について簡単に説明すると、発行者はフランスの世界的なタ
イヤメーカーであるミシュラン。1900年のパリ万博の時に創
刊されました。
当初はフランス国内のガイドでしたが、周辺のヨーロッ

パ諸国へ拡大し、遂に2005年に初めてアメリカ大陸に進出。
NYとサンフランシスコ版が創刊され、今年アジアの第一歩
として、東京版が創刊されることに。赤い表紙の「ギド・ルー
ジュ」が有名ですが、レストランとホテルの味や快適さが客
観的に評価されており、特にレストランの味を最高３つの星
で表現する手法は、世界的に定着している感があります。
ミシュランガイドを引き合いに出した第１の理由は、その

先見性と継続の努力を見習うべきだと考えることです。まだ
自動車が普及する以前に、自動車旅行が活発化しタイヤの売
れ行きが上がることを目指してガイドブックを創刊するとい

う発想はすごいし、少しずつ質を高めて100年以上評価され
続けることは賞賛に値すると思います。自動車旅行の活性化
とは少し異なりますが、我が国の都市漁村交流や漁港の多面
的な利用等の漁村地域の振興政策にしても、もう少し先を見
てじっくりと構えるべきかなと感じます。
第２の理由は、日本料理がフランス人の基準でも、高く評
価されることを再確認できたことです。東京で星が与えられ
た150店のうち、日本料理店が過半を占めたということは、
魚食を中心とする日本料理という文化が、外国人にも同じよ
うな尺度で受け入れられることを示しています。グローバル
化が進む昨今、外国を視野に入れた取組が求められると考え
られますが、魚食に関する日本人の感性は世界に通用すると
自信を持って、水産物の輸出や漁村への外国人観光客受け入
れなどにトライすべきなのではないでしょうか。
最後に、東京では150のレストランに星が与えられ（パリ
は何と65店）、「東京は世界的にも美食の街だ。」と持ち上げら
れていますが、残念ながら東京にしか脚光があたっていませ
ん。一方フランスでは国内に527店の星があるレストランが
あり、パリの比率はたった12％に過ぎないのです。日本の食
文化を外国に誇るならば、地方に美味しい店を増やし、広く
知って貰うよう努める必要があるのではないでしょうか。
ミシュランの２つ星の意味は「遠回りしてでも訪れる価値が
ある素晴らしい料理」とされています。きっと日本各地にある
そのような店を目当てに、様々な人が地方を訪れ、充実した時
を過ごす。そのような未来を創っていきたいと思っています。

◆第2調査研究部長　坪田幸雄

平素、皆様方におかれましては、当財団の
活動等につきましてご理解を賜り感謝申し
上げます。７月から第１調査研究部を担当
しておりますので、よろしくお願い致しま
す。さて、当財団に着任しまして、先ずもっ
て感じましたことは、本当に多数の皆様方の

ご協力の基、業務を遂行させていただいているということです。
国、地方公共団体、関係研究機関をはじめ関係民間会社、NPO
等々様々な組織との関係をもって、当財団が調査・研究の任を
受けていることを実感した次第です。また、マクロ的に議論す
ることの意義よりも、地域に密着した多様な課題を現場主義で
分析することの重要性を改めて感じているところであります。
地域経済の復興が現下の喫緊の課題であり、漁村の活力を如

何にして高めていくかが当財団に課せられた重要なテーマであ
ると認識していますが、水産業全体が厳しい状況下、水産物輸
出、衛生管理対策、トレーサビリティー、エコラベル等々の新た

な動きの中に明るい話題も散見され、これらの動きをしっかり
底上げすべく、小職の責を全うする所存です。より一層信頼され
る財団を目指し、漁村の振興のため微力ながら努めて参りたいと
思いますので、ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

９月から第２調査研究部を担当しており
ますので、よろしくお願いいたします。
この10年間は、漁港周辺の水産生物生

息環境、水質環境、水産系副産物の利活用
等について、研究機関の立場から漁港漁村
の整備に携わってきました。また、国の研

究機関の独立行政法人化、非公務員化等も経験してきました。
こうした経験を生かすも殺すも本人次第ではありますが、漁村
を活力あるものとして次世代に引き継いでいくためのお手伝い
をできればと思いますので、ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願
いいたします。

◆第1調査研究部長　浅川典敬

就任の御挨拶



水産基盤波及効果分析手法の提案　～新しい事業評価に向けて～ 1
公共関係事業に事業評価制度が導入されてから数年経過

し、事前の評価手法については費用対効果分析手法（以下、
B/C手法）が一般的になっていますが、当該手法は事業の有
効性の定量化を示しているものの、事業の直接的な効果のみ
の分析に留まっており、間接的に整備がもたらす効果につい
ては、議論されない手法となっています。また、B/C手法は
事業により評価する指標の考え方が異なっており、１次産業
の基盤整備については、その事業特性から相対的にB/Cの値
が低くなる傾向となり、事業の必要性を的確に表現するもの
となっていないとの議論があるところです。また、今年度８
月に開催された水産庁の評価委員会において今後の事業評価
に対する方向性が示され、それを受けて水産庁から「現在の
費用対効果分析手法では、消費者等への直接効果は含まれて
いないことから、今後、想定される費用便益費の引き上げ基
準を満たさない場合には、広く国民への効果が定量的に評価
できる他の手法（産業連関分析等）による評価を行い総合的
に判断する。」旨の見解が示されたところです。
当財団では昨年度から部内において検討会を設置し、新し

い事業評価について研究を重ねているところであり、その結
果については、既に暫定版として「水産基盤波及効果分析手法
ガイドブック」としてまとめ、無償で配布させていただいたと
ころです。また、現在、今年度の調査結果等も踏まえ、鋭意手法
の改良を行っているところでもあります。この水産基盤波及

効果分析手法は、地域の協議会を通じて水産基盤施策等が地
域にどのような効果をもたらすかを産業連関分析手法を駆使
して分析し、整備の効果の定量化を図るものです。漁業の波及
効果は、関連産業が多数存在し裾野が広いことから、このよう
な分析を行うことで、従来定性的には認識されていた効果に
ついて、定量的にあぶり出すことにより、整備の効果を関係

者に認識していただ
くことが期待されま
す。本手法について
は、水産庁主催の全
国漁港漁場技術研究
発表会、当財団主催
の調査研究発表会等
において、ご案内差
し上げたところです
が、各事業主体にお
かれてご関心があり
ましたら、個別に説
明に伺いますので、
当財団までお気軽に
ご連絡ください。

第1調査研究部長
浅川 典敬

水産基盤・海岸保全施設におけるアセットマネージメント 2
我が国の漁港施設は1960年代以降、特に高度成長期に整備

された施設が多く、一方、海岸保全施設は、伊勢湾台風等に
よる大災害を契機に自然災害から背後の都市を防御する目的
で、昭和40年代までに整備された施設が多く存在していま
す。これらの施設は今後の十数年で急速に老朽化の問題が顕
在化する情勢にあり、適切な機能保全が行われない場合には
漁港の利用上の支障や、海岸保全施設の破堤による壊滅的な
被害などが懸念されます。このような状況のなか、現在の厳
しい国と地方の財政状況を踏まえて、従来よりもより効果的
で効率的な補修・更新による既存施設の有効活用（ライフサ
イクルマネージメント）が強く求められています。
当研究所では、平成18年度の直轄調査（今後の漁港漁場整

備のあり方調査）において、既存ストック更新の考え方を整
理しており、
本年度の直轄
調査（海岸保
全施設にける
ライフサイクル
検討調査）に
おいては「海
岸保全施設の
老朽化調査及

び計画策定のため
の実務版マニュア
ル（案）」の策定を
行っております。
そのほか本年度の
県委託事業として
漁港施設老朽化診
断調査を実施して
おり、具体的な老朽化診断調査と補修計画の立案、およびそ
れらを踏まえた維持管理に関するシステム化を目標とした点
検マニュアルの策定とデータベース化等を行っております。
また当研究所は“水産公共施設におけるアセットマネジメ
ントに関する検討”を目的として、東海大学工学部や（独）水
産工学研究所、漁港漁場新技術研究会などの協力のもとア
セットマネジメント勉強会を組織・運営しており、横断的な
知見の集積とアセットマネジメントの実現へ向けた取り組み
を行っております。これらを中心とした実績によるノウハウ
によって、既存ストックのライフサイクルコストを最小化す
る管理手法（アセットマネジマント）の導入にあたり生ずる
技術上・制度上の課題およびその課題への対応策の検討など
を効率的に進めております。

第1調査研究部　保坂 三美

［アセットマネジメント勉強会の構成］

［ライフサイクルコストの算定イメージ］

今後の事業評価の考え方

費用対効果分析＋ ＋多段階評価分析 産業連関分析評価

①

②

③
④

［改良のポイント］
○実経済の予測に基づいた経済値であり、従来 B/C のみでは評価
できなかった、効果を算定することが可能。
○漁業者のみならず、国民的視点に立脚した事業の必要性の検証が
可能。
○他産業との連関や産業構造の変化を組み込んだ検討が可能。

水産施策を定量的に評価でき、対外的に施策の効果を説
明できる。
対象漁民等の関係者の分析過程の参加により、関係住民
による現状の水産業の課題や水産施策への関心・理解が
深まる。
水産施策が他産業に及ぼす影響も把握できる。
施策をより一層効果的にするために取り組むべき周辺環
境の課題が定量的に把握できる。

水産基盤波及効果分析のメリット

B/C に加え、事業の性質を
定性的に評価。ただし、B/C
が1.0超は必要条件。

関係する効果を定量的に評
価。

総合的な評価により事業採択

当研究所では、漁港漁場整備関係事業に従事
する都道府県職員および市町村職員を対象とし
た技術者育成研修会を毎年開催しています。平
成14年度から漁港漁村整備関係と漁場整備関係
の研修会を統合し、平成15年度からは都道府県
職員と市町村職員の合同研修とした体制になり
現在に至っています。

この研修会は、新たな漁港漁場整備法に対応
した事業制度、地域整備計画手法、波や土に関
する技術的な基礎知識に加え、漁場整備に関す
る効率的な事業実施に必要な事項等実務に活用
できる事柄を中心に講義・演習で構成されてい
ます。

平成19年度は、7月9日～7月13日まで農林
水産省北別館共用会議室で開催され、59名が受
講されました（会場の都合で受講者数を調整い
たしました。）。
平成20年度は、7月7日（月）～7月11日（金）
の日程で国立オリンピック青少年総合センター
で開催する予定です。

漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会

T1

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

性能 コスト

評価期間

供用限界

補修方法 1

補修方法 1

補修方法 2

補修方法 2

T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5
評価期間

劣化予測システム
経済性の分析
ライフサイクルコスト 補修コスト

耐用期間

東海大学　工学部
アセット
マネジメント
勉強会

財団法人
漁港漁場漁村技術研究所

漁港漁場新技術研究会

独立行政法人
水産工学研究所

社団法人
水産土木建設技術センター

事務局



平成19年度よりフロンティア漁場整備事業が新規事業とし
て制定されました。フロンティア漁場整備事業は、排他的経
済水域において国が資源の回復を促進するための施設整備を
資源管理措置と併せて実施し、当該海域の水産資源の生産力
を向上させ、水産物の安定供給の確保を図ることを目的とし
ています。現在、日本海西部海域においてズワイガニ・アカ
ガレイを対象とした保護育成礁設置による増殖場造成事業が
対象となっています。
このようにフロンティア事業による漁場整備の沖合化・広

域化が進む中、漁場と海業研究室では水産庁より沖合域底層
環境把握調査を受託し、東シナ海沖合水深150mの２海域に
おいて流況調査や水質調査等を実施しています。特に夏季の
成層期前後における水質調査で栄養塩や植物プランクトンの
鉛直分布を調査することにより、表層と底層の栄養塩の差や
プランクトンの増殖する水深等を把握することができます。
また、15昼夜の流況連続観測により、この海域における流れ
場を把握することができます。この流況観測では、海底設置
型のADCP（写真）を用いました。これは沖合底曳網等の漁具

の流速計への引っ掛かりを防御し、データの欠測や流速計の
流失等を防ぐ特殊なタイプのものです。東シナ海は国内外の
沖底船が利用する好漁場であることから、このような調査機
器を用い、調査の安全性・確実性を図っています。
現地調査は10月ですべて終了し、現在結果を解析中です。
東シナ海における流況・水質を明らかにし、沖合漁場造成の
可能性について、今後数値シミュレーション等を用いて検討
を行なっていく予定です。

漁場と海業研究室　押谷 美由紀

活力ある漁村づくりモデル育成事業を活用した漁村の活性化

第11次漁業センサスによると、我が国の漁業集落数（漁村）
は6,291集落（平成15年現在）と報告されています。これらの
漁村が抱える主な問題としては、漁業者数の減少や高齢化、
魚価の低迷、水産資源の悪化等による水揚高の減少などが挙
げられ、漁村の活力低下が避けられない状況にあります。
こうした状況の中で、漁村の活力（=地域力）を向上させる

ためは、水産業を含めた地域資源の活用による新たな産業の
展開や、地域資源を総合的に活用した漁村空間の創出など、
有形無形の価値をセットで供給し、漁村に対する新たなニー
ズに対応していくことが重要と考えられます。
また、水産庁では平成19年度新規事業として「漁村地域力

向上事業」を立ち上げ、地域が創意工夫し、地域自らが考え
行動する意欲的で先導的な取り組みを誘発するための支援事
業（=活力ある漁村づくりモデル育成補助事業）と、地域が
自ら立ち上がるための環境を整備する事業（=活力ある漁村
づくり促進委託事業）を実施しています。平成19年度の活力
ある漁村づくりモデル育成補助事業においては公募審査の結
果、全国で７地域がモデル地域として採択されました。
当研究所では、水産庁より「活力ある漁村づくり促進事業」

を受託し、自ら立ち上がる地域（=モデル地域）への支援活動と
して、①有識者委員による地域への指導・助言、②地域のリー
ダーとなる人材育成を目的とした地域リーダー育成研修会の
開催、③地域が効率的・効果的に事業を進めるためのシニア

アドバイザー
（各種専門家）
の派遣、④地
域が自ら考え
行動するため
の環境整備と
して、人材、
大学、NPO等
の知見に関す
る支援情報の
提供、⑤地域
の活動を全国
にPRする広
報活動などを
行っておりま
す。また、こ
の事業で活動
したモデル地域の事例をもとに、地域の取り組みにおける成
功条件や、地域住民の意識を高めるための方法等について、
当研究所で分析しモデル事例として他地域へ普及活動を行
い、活力ある漁村の創造に寄与していきたいと考えておりま
す。

第2調査研究部　桂川 亮

フロンティア漁場整備事業に取り組んでいます4

3

五島列島

［調査地点］▲海底に設置する流速計（海底設置型ADCP、底曳網の曳網に対応したタイプ）

要
請

支
援

活力ある漁村づくり
モデル育成事業
（補助事業）

活力ある漁村づくり
促進事業

（委託事業）

モデル地域
（地域戦略協議会）

（財）漁港漁場漁村技術研究所
（有議者委員会　事務局）

活力ある漁村の創造

有議者委員の指導・助言

リーダー育成研修会の開催

シニアアドバイザー
（各種専門家）の派遣

人材・大学・NPO等の
支援情報を提供

地域の活動を全国にPR

「漁村地域力向上事業」の実施体制
（平成 19年度　水産庁事業）

地域戦略実施プランを作成
（活動計画の作成）

実施プランに沿って活動

水産庁に事業結果の報告



活動報告 ●当研究所の主な活動をご紹介します。

▶全国漁業協同組合学校講師　▶JICA「インドネシア国国別研修」講師　▶「第10回日韓漁港技術交流会議」韓国派遣

▶全国漁業協同組合学校講師　▶研究助成審査委員会　▶「日本水産工学会学術講演会」論文発表　▶活力ある漁村づくり促進事業 第1回有識者委員会　
▶第39回評議員会、第40回理事会、第40回評議員会　▶市民参加型藻場・干潟造成マニュアル策定検討委員会ワーキング会議　▶「平成19年度水産
工学技士養成講習会」講師

▶「平成19年度水産工学技士養成講習会」講師　▶福田漁港サンドバイパスシステムの細部設計に関する技術協議：オーストラリア　▶「漁港機能の維
持検討会」委員　▶「第30回Mo科学グループ会合」：スペイン　▶水産基盤整備調査委託事業（漁場整備技術G）第1回検討会　▶直轄漁場整備マニュ
アル策定第1回検討委員会　▶日本応用藻類研究会平成19年度春季シンポ論文発表

▶漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会　▶第32回海洋開発シンポジウム論文発表　▶活力ある漁村づくり促進事業　第2回有識者委員会　▶広域漁
場環境調査第1回検討委員会

▶周防灘漁場整備構想策定調査第1回検討委員会　▶第2鹿ノ瀬構想第1回検討委員会　▶「水産基盤整備調査事業　設計・計測技術G第1回検討会」委
員　▶「水産協力コンポーネント開発委託事業（漁港環境の整備）検討会」委員　▶水産基盤整備調査事業 計画・漁村G　第1回検討会　▶モデル地域マ
リンビジョン第1回講評委員会　▶第35回漁港漁場担当職員研修会講師

▶市場（荷捌所）と漁港を一体的にとらえた衛生管理のあり方検討調査第1回　▶活力ある漁村づくり促進事業　第3回有識者委員会　▶漁港における
衛生管理のあり方　第1回検討会　▶水産工学技士（水産土木部門）フォロ－アップ研修会東京講師　▶アセットマネジメント研究会　▶直轄漁場整備マ
ニュアル策定第2回検討委員　▶アセットマネジメント研究会長崎県平戸市現地調査

▶水産工学技士（水産土木部門）フォロ－アップ研修会福岡講師　▶厚岸漁港衛生管理型対応施設第1回検討委員会　▶海洋深層水利用学会羅臼大会論文
発表　▶平成19年度都市漁村交流促進協議会総会・シンポジウム　▶活力ある漁村づくり促進委託事業第1回有識者現地視察（北海道厚岸）　▶活力あ
る漁村づくり促進委託事業第1回有識者現地視察（北海道落石）　▶播磨灘海域漁場整備構想調査第1回検討委員会　▶阿翁浦漁港海水交換型防波堤第1
回検討員会　▶活力ある漁村づくり促進委託事業第1回有識者現地視察（鹿児島県野母崎）　▶モデル地域マリンビジョン第2回講評委員会　▶漁港漁場
漁村の整備に係る懇談会：岩手　▶都市と農山漁村の共生・対流推進会議　第2回専門部会

▶第6回全国漁港漁場整備技術研究会発表　▶平成19年度水産工学技士（水産土木部門）養成講習会講師（東京）　▶第1回地域振興協議会　▶活力ある
漁村づくり促進委託事業第1回有識者現地視察（香川県直島町）　▶第54回海岸工学講習会論文発表　▶JICAカウンターパート研修依頼（ガボン共和国）
▶周防灘漁場整備構想策定調査第2回検討委員会　▶活力ある漁村づくり促進委託事業第1回有識者現地視察（島根県海士町）　▶漁業集落排水施設にお
けるSRSV対策に関する調査第1回委員会　▶活力ある漁村づくり促進委託事業第1回有識者現地視察（北海道歯舞）　▶水産生物の生態に配慮した漁場
造成手法の開発第12回検討委員会　▶第3回調査研究成果発表会（発明会館）　▶活力ある漁村づくり促進委託事業第1回地域リーダー育成研修会　▶第
3回ほたて貝殻を活用した豊かな海づくり事業WG　▶活力ある漁村づくり促進委託事業第1回有識者現地視察（高知県上ノ加江）　▶日本水産工学会秋
季シンポ論文発表　▶アセットマネジメント研究会

4月

私達は、皆様と一緒に、漁港・漁場・漁村の未来（豊かな沿岸域環境の創造）
を考えたいと思います。

当研究所は漁港・漁場・漁村に関するさまざまな要請に対して、研究・開発など、
幅広い活動を進めるため、農林水産大臣所管の“公益法人”として設立されました。
新しい技術の導入と実用化を図り、さらに、漁村の生活や環境問題についても考察

し、これらの成果を多くの漁港・漁村関係者に普及するなど、“みんなの研究所”とし
て新たな課題に取り組んでいます。
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財団法人
漁港漁場漁村技術研究所

入口

去る11月20日（火）、発明会館（東京）におい
て、全国から漁港漁場漁村関係者約200人の参加
を得て、「第3回調査研究成果発表会～安全で安
心な明るい漁村の未来を拓くために～」を開催い
たしました。
我が国の水産業と漁村を取り巻く社会・経済情
勢はめまぐるしく変化している中、平成19年度
から平成23年度までを計画期間とする新たな長
期計画が定められ、「選択と集中」による漁港・漁
場・漁村の効率的な整備が推進されていくことと
なりました。このような中、当研究所は今年度創
立25周年を迎え、この間、昭和62年以来、毎年、
調査研究の成果を「調査研究報告」として、関係
各位に広く配布してきました。今回、全国の漁港
漁場漁村関係者に直接に調査研究成果を報告し、
水産業・漁村の将来について、今後、一緒に考え
ていく契機にさせていただきました。

第3回調査研究成果発表会を開催

＜発表課題＞
●特別講演　　「大都市沿岸域における地域構造の変化に関する研究

（大阪湾臨海部漁港立地特性をふまえた環境形成）」
日本大学　宮崎　隆昌　教授

●調査研究成果発表
（1）「安全・安心な漁村のために」
①水産基盤波及効果分析手法について
②漁港海岸の漂着ゴミ調査について
③ 西郷漁港老朽化調査及び維持管理計画検
討
④ 漁村再生交付金事業の活用事例（真名瀬
漁港）
⑤シニア世代のための都市漁村交流
⑥集落排水施設における劣化状況調査
⑦ 災害予防に対応する取組　－地域の実情
に応じた計画づくり－
⑧安全・安心な衛生管理型漁港づくり事例

（2）「水産資源の生産力の向上」
⑨ 人工魚礁における魚類蝟集量の把握手法
の検討並びに沖合漁場開発の調査結果の
報告
⑩漁場施設の魚類増殖効果の検討
⑪ 魚礁の間伐材活用について　－循環型社
会の促進－
⑫貝殻を用いたホタテ・ナマコ漁場の造成
⑬ 漁港の副次機能　－漁港施設におけるイ
セエビの生息状況について－

● JR線「神田」➡徒歩 7分
●都営新宿線「小川町」➡徒歩 5分
●地下鉄千代田線「新御茶ノ水」➡徒歩 6分
　　　　丸の内線「淡路町」➡徒歩 7分


