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原油の高騰と漁業 財団法人漁港漁場漁村技術研究所 理事長　岸野昭雄

1．原油や穀物の高騰
原油や穀物の高騰が続いています。原油は２年前には、１バレル70

ドル位でしたが、昨年夏頃から値上がりを始め、今年初めには90ドル
を、３月には100ドルを突破し、現在では140ドル程度と２年前の２
倍になっています。どうしてこんなに高騰したのか、私は、いわゆる
オイルマネーが原油や穀物の投機に走っていることが原因と思ってい
ます。
２．わが国への影響
原油と穀物の高騰のため、わが国のあらゆる産業分野に悪影響が出

ています。石油製品を使う運送業、穀物を使う食品産業など影響が深
刻ですが、漁業も石油製品を使い漁船を走らせているので影響が深刻
です。ちなみに、小型底曳き網漁船で年間１～５百万円、大中型まき
網漁船や遠洋カツオマグロ漁船で２億円弱もの燃油を使っています。
イカ釣り漁船が全国一斉に休漁したとのニュースがつい最近新聞

に載っていました。電力・ガス等のエネルギー供給企業や運送業など
は石油製品の値上がりを販売価格に転嫁できますが、漁業の場合は、
製品（漁獲物）価格は、競りで価格が決まるので製品価格に転嫁しづ
らいと言う面があります。
３．わが国漁業の対策
燃油高騰に対し、わが国漁業として次のような対策が必要だと私は

考えています。
１）過度な燃油依存からの脱却
私は４半世紀前に1,400ccの小型車に乗っていましたがガソリン
１リッターで10～12㎞位しか走りませんでした。私の息子は今年
2,000ccの車を買いましたが１リッターで20㎞以上走ります。エンジ
ンの性能がすばらしく向上したと思います。漁船のエンジン、船型な
ど研究して省資源型漁船の開発が期待されているところです。
また、イカ釣り漁船の集魚灯は人工衛星からも見えるという程、強

力で燃料をそれだけ使います。発光ダイオードを用いた集魚灯の開発
が期待されています。
２）漁業の構造改革
漁獲物や野菜などの農産物は競りで価格が決定し、生産者の希望が

反映できないようなシステムになっていま
す。少なくとも希望販売価格を意思表示でき
るようなシステムが必要でないかと私は思っ
ていますが、実現には高いハードルが存在
しています。漁業の構造改革のためにはこの
ハードルを一つ一つ外していかなければなら
ないと思っています。一方、農産物でも、無
農薬野菜など消費者に高く買ってもらえる商品にシフトしている農家
も見られます。漁獲物を少しでも高く買ってもらえる衛生管理型漁業
への転換などが必要ではないでしょうか。
４． 水産基盤整備の予算を燃油購入の補助にすべきか
さて、昨今の燃油高騰による漁業者の困窮を受け水産基盤整備の予
算を漁船の燃油購入の補助に回せと言う主張をされる方々がおられま
す。これは、港湾整備の予算を海運業の船舶の燃油購入の補助に回せ、
空港整備の予算を航空会社の飛行機の燃油購入の補助に回せと言う主
張に等しいものと思いますが、誰もそんなことを言っている人はいま
せん。漁業の置かれている状況はきわめて厳しいことは十分理解して
おりますが、公共事業は一般の事業とは国の財布が違います。公共事
業は国が長期的視野に立って、漁村の環境改善や防災対策など住みよ
い漁村の構築や水産資源の増大のための漁場の整備を図るものです。 
財政法によると公共事業には国が借金（建設国債）をしても良いこと
になっていますが、一般の事業には国は借金（赤字国債）ができない
ようになっています。水産基盤整備の金を漁船の燃油購入の補助に回
せと言う主張は（実際問題として国の財布が違うのでそんなこと出来
ませんが）、水産基盤の整備はしなくても良いのだと言う主張の裏返
しであり、港湾、空港、農業基盤、道路整備などに予算が回されるこ
とは明らかです。水産基盤整備と燃油高騰対策は本来、別次元の問題
であり、燃油に対する支援が必要ならば、それはそれで主張すればよ
いのであり、燃油高騰のための対策に水産基盤の予算を充当すべきと
いう議論は決して生産的でなく、他分野の人を利するだけであると考
え、非常に残念です。皆様の冷静な議論をお願いしたいと思っており
ます。

就任の御挨拶 財団法人漁港漁場漁村技術研究所 専務理事　影山智将

平素より、㈶漁港漁場漁村技術研究所の活
動にご理解ご協力を賜りありがとうございま
す。５月21日に開催されました評議員会、理
事会におきまして専務理事にご選出いただき、
６月初めよりその任を務めております。今後
ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
当研究所は、漁港漁場漁村整備に関する
様々な技術的課題の解決に取り組むことを第
一の使命とするシンクタンクとして、昭和57

年に設立されました。以後、漁業地域の振興、活性化のための問題解
決を終始一貫した基本テーマとして、数多くの実績を残してきており
ます。この分野では、わが国唯一の専門シンクタンクであると自負を
しております。最近では、単なる施設整備に関する技術的課題ばかり
でなく、衛生管理型漁港のシステムづくり、既存施設のライフサイク
ルコストを最小化する管理手法（アセットマネジメント）の開発、都
市漁村交流等による地域の活性化への支援等ハードソフト一体となっ

た課題解決にも意欲的に取り組んでいるところです。
「みんなの研究所」というのが発足以来の当研究所のモットーです。
国や地方公共団体の方々が気軽に相談できる研究所であること、全国
的な広い視野（普遍性）と地域の目線（個別性）の両方を持って、現場
の課題を皆様とともに考え議論し解決していく研究所であることを理
想とし、日夜努力しているところです。
当研究所においては、国や地方公共団体からの委託事業の他、技術
者育成のための研修事業、研究会・講演会・シンポジウムの開催、講
師の派遣など幅広い活動を行っております。職員の啓発や技術力の向
上にご活用いただけたら幸いに存じます。
最後に、燃油の高騰を受け、水産業、漁業地域をめぐる情勢は一段
と厳しさを増しておりますが、闇が深ければ深いほど夜明けは近いと
も申します。関係者の皆様が必ずやこの困難を克服し、新しい時代を
切り拓いていかれるものと信じております。そして、私どももその一
助になれることを切に願い、また、心よりお祈り申し上げご挨拶とい
たします。



当研究所では、効果的で効率的な水産基盤施設の改良・更新
によるストックの有効活用を図るため、アセットマネジメント
導入に関する諸々の調査を行い、実施段階における問題点や課
題を整理し、その対応策を明確にするとともに、自主研究の一
環として水産基盤施設のアセットマネジメントに関する勉強会

を立ち上げ、課題の解決に取り組んでいます。研究会は公開型
で開催していますので、地方自治体の方々のご参加もお待ちし
ています。なお、次回第５回勉強会は老朽化診断に係る経費、維
持保全計画のひな形などをテーマに８月１日に開催致します。

第1調査研究部長　浅川 典敬

アセットマネジメント勉強会を開催しています 1

エコラベル制度とは？
FAOは、世界中の水産資源が枯渇状態にあり、今後より一層こ

の状況が進むとして、近年、持続可能な水産業のためのガイド
ラインを示しました。これを受けて欧米では民間の認定機関で
あるMSC（イギリスに本部のある海洋管理協議会）が、このガ
イドラインに沿った対策を推進するべく、エコラベル制度を導
入しています。
この制度は、水産資源の状態や海洋環境への配慮が十分にな
された上で漁獲された水産品であるか否かを消費者に周知する
ことを目的とするもので、漁獲行為そのものを評価する漁業管
理認証と、その水産物の流通・加工過程を評価する流通加工管
理認証の組み合わせによって評価するものです。漁業管理認証
は、陸揚げ時点までの海洋漁業活動において、資源管理下での
漁獲行為を認証条件とするものであ
り、流通加工管理認証は、入荷、加
工、包装、貯蔵、出荷の過程における
非漁業管理認証漁獲物との混入・混
在防止が図られていることをもって
認証条件とするものです。
我が国においても、2007年12月に
マリン・エコラベル・ジャパン（MEL
ジャパン）が発足しました。日本版水
産エコラベルであるこの制度は、資
源と生態系の保護に積極的に取組ん
でいる漁業を認証し、その製品に水
産エコラベルをつけるものです。こ
のラベルが付けてある水産物を消費
者が選ぶことで、水産資源を管理し
持続的な利用を図ろうとするもので
す。
申請から認証まで、どのように行わ
れるの?
MELジャパンにおける申請から認
証までは、右図に示すような流れで
行われます。はじめに、申請者が審
査機関に申請するか、もしくは業種

別団体等に申請代行を依頼するこ
ととなります。申請後は、審査機
関が申請に基づく審査と、監査委
員会への審査報告がなされ、この
監査委員会の議を経て認証される
ことになります。
認証に当たっては、認証の基準

となる以下の項目が満足されてい
る必要があります。
【生産段階認証基準】
① 確立された管理制度の下で漁業が行われていること。
② 対象資源が持続的に利用される水準を維持していること。
③ 生態系の保全に適切な措置がとられていること。

【流通加工段階認証基準】
① 責任者の設置及び関連文書の保管
等、管理体制が整備されているこ
と。
② ①等によりトレーサビリティが確
保され、対象水産物以外の水産物
の混入や混在が生じないことが確
保されていること。
そして、申請においては、これらの
基準に対し適切な活動が行われてい
ること、さらにはその活動を証明す
る資料等を用意することになります。
当研究所は何をするの?
当研究所は、これら申請における

漁業者及び関係事業者への助言や代
行業務を行うことができる業種別団
体へ第１号として登録しました。効
率的な認証に向け申請者の方々のお
手伝いができればと思っております。
これら、MELジャパンについて、

ご関心がありましたら、当研究所ま
でお気軽にご連絡下さい。

第1調査研究部　林 浩志

研究所はマリン・エコラベル・ジャパンの認証を支援しています 2

第1回勉強会
●開催日時：平成19年９月21日（金）　15：00～17：00　（東京都内） 
●参 加 者：水産庁、（独）水産総合研究センター、東海大学、企業　約40名
●発表題目：① アセットマネジメントを取り巻く状況（水産庁漁港漁場整備部 計

画課）
② これまでのアセットマネジメント（㈳水産土木建設技術センター）
③現在の取組状況（㈶漁港漁場漁村技術研究所）
④ 討議（東海大学工学部土木工学科　笠井哲郎教授、（独）水産総合
研究センター 水産工学研究所 漁港施設研究室　三上信雄室長 他）

第2回勉強会
●開催日時：平成19年11月29日（木）　16：00～18：30　（東京都内）
●参 加 者：水産庁、（独）水産総合研究センター、東海大学、企業　約40名
●発表題目：① 漁港施設におけるアセットマネジメントについて（水産庁 漁港漁

場整備部整備課 広域整備係長　中西 豪氏）
② 港湾におけるライフサイクルマネジメントの取組み（（独）港湾空
港技術研究所LCM研究センター 主任研究官　岩波光保氏）

第3回勉強会
●開催日時：平成20年２月６日（水）　16：00～17：30　（東京都内）
●参 加 者：水産庁、（独）水産総合研究センター、東海大学、企業　約20名
●発表題目：① 漁港施設における防食工法について（防食・補修工法研究会）

② ストックマネジメント事業における機能保全計画書の策定に向け
て（㈶漁港漁場漁村技術研究所）

第4回勉強会
●開催日時：平成20年４月21日（月）　15：00～17：00　（東京都内）
●参 加 者： 水産庁、地方公共団体、（独）水産総合研究センター、東海大学、企業

約80名
●発表題目：① 水産基盤ストックマネジメント事業について（水産庁漁港漁場整

備部計画課 広域整備係長　中村雅博氏）
② 海岸堤防等老朽化対策緊急事業について（水産庁漁港漁場整備部
防災漁村課 実施計画係長　白戸 則幸氏）



フロンティア漁場整備事業に取り組んでいます ～日本海西部地区の漁場整備事業～

平成19年５月の漁港漁場整備法の改正に伴い、わが国の排
他的経済水域においては国が主体となって漁場整備を実施する
「フロンティア漁場整備事業」が創設されました。日本海西部地
区の漁場整備事業は、その第１号として実施されるものです。
当該事業では、同海域における重要魚種であるズワイガニ・ア
カガレイを対象として、平成19年から26年度までの８年間に総
事業費65億円、計画規模21群（8,400ha）の保護育成礁の造成が
計画されています。
こうした背景のもと、当研究所では水産庁より、「日本海西部
地区ズワイガニ等調査」を受託しました。この調査では、兵庫県
豊岡市沖に設置された既存の保護育成礁を調査して、保護効果
の確認や、機能評価を行うための現地調査を平成19年７月に実
施しました。調査の実施に際しては、兵庫県の漁業調査船「たじ
ま」や但馬水産技術センターの研究員等の協力を得て、カゴ網の
試験操業による漁獲調査や、ROV（自航式水中テレビカメラ）を

用いた視認調査、さらには水質・底質等の環境調査を実施しま
した。沿岸域の調査とは異なり、往復の移動だけで５時間、アン
カーリングに１時間近くを要し、海底に設置された保護育成礁
の探索は困難を極めました。ようやくたどりついた水深約300m
の海底は水温１℃の冷たい海水と一面の泥に覆われていまし
た。しかし、保護育成礁の周囲は予想以上に生物量が多く、保護
育成礁の直下に定位するズワイガニや保護区域内のメスガニの
パッチ（小集団）等の貴重な映像が得られ、保護育成礁の機能の
一端が確認されました。また、カゴ網調査結果とあわせて、保護
区域内と対象区域内におけるズワイガニ等の生息密度を算出し、
保護効果を推定しました。
本調査で得られた成果は平成20年１月にまとめられた「直

轄漁場整備マニュアル」や日本海西部地区における漁場整備方
針や漁場施設管理手法の検討の基礎資料として反映されていま
す。今後は、順応的管理の考え方に基づいて、保護育成礁の増

殖機能の定量化を行い、保護育
成礁の構造形式や配置計画等に
フィードバックし、適切かつ効
率的な事業の推進に役立てたい
と考えております。

漁場と海業研究室　三浦 浩

漁村リフレッシュ運動に取り組んでいます4
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漁村は、漁業生産の場であるとともに、漁業者を含めた地域
住民の生活の場であり、多様な地域文化を育み、伝承するのみ
ならず、都市の人々にレクリエーションの場を提供するなど多
面的な機能を有しています。しかしながら、漁村は、辺地、離島、
半島等条件不利地域に立地するものも多く、概して、前面が海、
背後が山という狭あいな土地に立地しており、家屋が密集して
いること等から、高潮、火災等の災害に対してぜい弱な面を有

しており、また、
都市と比較して
生活環境の整備
が立ち後れてい
ます。
平成12年度か

ら、水産庁・地
方公共団体との
連携により漁村
生活環境改善推
進運動（漁村リ

フレッシュ運動）を実施しています。特に、下水道等普及率の向
上は、漁村における健康で快適な生活環境の確保、公衆衛生の
向上、漁場環境の保全、漁港等の水域の水質保全、都市との交流
の促進等の観点から、重要な課題と位置付けられます。しかし
ながら、平成18年度末における漁業集落における下水道普及率
は47％と低く、都市部等との格差は依然として大きいことから、
一層の取り組みが必要であると考えております。
このため、平成13年度に40の都道府県で策定した漁村リフ

レッシュ行動計画（漁村の実態や住民の意向を基に、生活環境整
備目標等を定めたもの）に沿って、各地で現地研修会を実施して
おり、最近では平成18年度に11箇所、平成19年度では３箇所で、
現地研修会を実施致しました。現地研修会では生活環境整備を
推進するうえでの課題ばかりでなく、水産業の振興や防災等に
関しても活発な意見交換がなされました。
平成20年度においても現地研修会を実施したいと考えていま

すので、都道府県や市町村等の皆様方においては御要望があれ
ば水産庁防災漁村課または当研究所までご連絡ください。

第2調査研究部　大賀 之総▲漁村リフレッシュ運動の模様

当研究所では、漁港漁場漁村とそれぞれの特性を生かし、一体
的な整備を図ることにより、これらの地域の振興・発展・経済の
高度化に寄与することを目指しています。また、これに合わせて
環境の保全に努め、社会制度や科学技術に関する創造的な調査研

究を当研究所の活動の一環として位置づけ幅広く応募し、研究費
の助成を行っています。
平成20年度においては、研究助成審査委員会の審査を経て次の
ような研究に対して助成を行うこととしました。

平成20年度の研究助成

【平成19年度からの継続研究】
● 高齢化時代に対応した漁村社会における減災方
策構築のための調査研究

日本大学理工学部海洋建築工学科 教授　畔柳 昭雄
● 沿岸・沖合漁業における市場構造と漁港漁村組
織のサステイナビリティに関する研究 －資源管
理型漁業の産業組織論及びゲーム理論的分析－
東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授　中嶋 康博

【平成20年度新規採択研究】
● 漁港を中心とした集落における高潮・津波の危
険性を伝達する防災放送の問題点に関する調査

日本大学理工学部土木工学科 専任講師　後藤 　浩
● 冬季波浪の激しい日本海における海藻着生場と
しての漁港及び周辺海域の評価とこの海域に適
した生産増大技術の開発

山形県水産試験場 研究専門員　平野 　央

● 観光による水産業の再生を基軸とした漁村地域
活性化に関する研究 －北海道・標津町・浜中町・
紋別市の実証分析から－

北海道大学観光学高等研究センター 教授　敷田 麻実



活動報告 ●当研究所の主な活動をご紹介します。

▶第2回漁港における衛生管理のあり方　検討会　▶第2回第2の鹿ノ瀬構想検討委員会　▶第2回地域振興協議会　▶第1回日本海西部
地区漁場整備方針検討委員会　▶第1回八代海北部海域の環境保全及び改善のための基盤の一体的整備方策検討委員会　▶第1回日本海西
部地区漁場施設管理手法等検討委員会　▶第3回直轄漁場整備マニュアル策定検討委員会　▶第2回阿翁浦漁港海水交換型防波堤検討委員
会　▶第1回漁村における二酸化炭素排出のLCA分析と漁港漁村整備による消滅効果調査 検討会　▶第1回災害に強い水産物流通機能施
設評価検討委員会　▶北海道周辺大規模漁場整備検討調査ワーキンググループ　▶第1回海岸保全施設におけるライフサイクルマネジメン
ト検討委員会　▶第1回光漁港海岸（室積海岸）検討委員会

▶環境に配慮した水産基盤整備促進座談会　▶地域マリンビジョン 根室地域漁村連携事業講演会　▶数値シミュレーション解析に関する研
究会　▶第1回東海沿岸沖波検討委員会　▶第2回活力ある漁村づくり促進委託事業地域リーダー育成研修会

▶阿翁浦漁港衛生管理検討委員会　▶第1回漁港漁場漁村整備の技術開発方針検討会　▶地震・津波災害対策に関する講演会　▶第2回日
本海西部地区漁場整備方針検討委員会　▶第4回アセットマネジメント研究会　▶第1回播磨灘海域漁場整備構想調査検討委員会　▶第2
回厚岸漁港衛生管理型対応施設検討業務　▶第2回沖合域底層環境把握調査　広域漁場環境調査検討委員会　▶第2回水産基盤整備調査委
託事業　漁場整備技術グループ検討会　▶漁場施設研究会（第4回研究会）　▶第1回光漁港海岸（室積海岸）検討委員会　▶第2回水産基
盤整備調査委託事業　計画・漁村グループ検討会　▶地域マリンビジョン推進会議　▶マリンビジョン女性交流会議　▶第2回海岸保全施
設におけるライフサイクルマネジメント検討委員会

▶水産物輸出に対応した漁港整備検討業務　有識者懇談会　▶第2回漁港漁場漁村整備の技術開発方針検討会　▶第2回八代海北部海域の
環境保全及び改善のための基盤の一体的整備方策検討委員会　▶第3回漁港における衛生管理のあり方　検討会　▶第40回理事会　▶第
3回第2の鹿ノ瀬構想検討委員会　▶第2回漁業集落排水施設におけるSRSV対策に関する調査　有識者委員会　▶第2回東海沿岸沖波検
討委員会　▶第3回周防灘漁場整備構想策定調査検討委員会　▶第3回地域振興協議会　▶地域資源を活用した漁村の振興方策検討委員会
▶第2回漁村における二酸化炭素排出のLCA分析と漁港漁村整備による消滅効果調査　検討会　▶第3回日本海西部地区漁場整備方針検討
委員会　▶第4回活力ある漁村づくり促進委託事業　有識者委員会　▶海岸保全に関する講演会　▶第2回日本海西部地区漁場施設管理手
法等検討委員会　▶第1回災害に強い水産物流通機能施設評価検討委員会

▶平成20年度（第69期）全国組合学校特別講義講師　▶第1回播磨灘海域漁場整備構想調査　▶第1回アセットマネジメント研究会（H20
年度）　▶活力ある漁村づくり促進委託事業第1回有識者委員会　▶第1回漁場整備技術検討委員会　▶第1回人工魚礁におけるアジ類の蝟
集・増殖に関する調査検討委員会　▶第3回水産基盤整備波及効果分析研究会

▶第1回沖合域底層環境把握調査検討委員会　▶第1回広域漁場環境調査検討委員会　▶20年度研究助成審査委員会　▶第1回漁村事業
の費用対効果と人命の価値検討委員会　▶第1回費用対効果ガイドライン検討委員会　▶第41回評議員会　▶第41回理事会　▶第42回
評議員会　▶第2回数値シミュレーション解析に関する研究会　▶第1回漁業地域の減災モデリング検討委員会　▶平成20年度日本水産
工学会学術講演会発表　▶光漁港海岸（室積海岸）保全対策市民意見交換会

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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至上野

地下鉄千代田線
新御茶ノ水駅B6出口

都営新宿線
小川町駅A6出口

地下鉄丸ノ内線
淡路町駅A4出口

もみじ銀行

美土代町交差点

ミニストップ

東京電機大学
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太陽信用金庫 武蔵野銀行

NTT

※内神田ビル 7階

財団法人
漁港漁場漁村技術研究所

入口

●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

12月

2008年

第28回全国豊かな海づくり大会

全国豊かな海づくり大会は、魚や貝などの水産資源を保護しふや
すことと、海や河川・湖沼などの自然環境を守ることの大切さをみ
んなで考える大会で、例年、天皇皇后両陛下がご臨席されています。
第28回目となる新潟大会は、新潟市の朱鷺メッセで式典行事のほ
か、海～川～里～森のつながりを感じられる体験教室、新潟の海の
幸や県内各地の特色あるメニューの販売などを行い、県内外から多
くの皆様に新潟の海のすばらしさを感じていただきたいと考えてい
ます。
また、新潟大会では、海だけでなく、豊かな海へとつづく川、里、
森の環境を未来へつなげるために行動する人々を「守り人（もりび
と）」と呼び、大会をとおして守り人の“わ”を広げる活動を推進し
ています。

■開催日：平成20年9月6日（土）・7日（日）
■開催場所：新潟市朱鷺メッセ
■大会テーマ：「生きている　生かされている　この海に」
■大会キャラクター：「まもりん」
■問い合わせ先：
　第28回全国豊かな海づくり大会
　新潟実行委員会事務局（新潟県庁内）
電　話　025-280-5978
メール　yutakanaumi@pref.niigata.lg.jp
ＵＲＬ　http//www.wanoumi.net/ まもりん


