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あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いいた
します。
 私は、久しぶりに東京の自宅でお正月を過ごしました。の

んびりとテレビなど見ていたのですが、「正月から雛人形の
CM？」と思って見た陶器製のお雛様が気になり、ネットで調
べてみたところ、スペインの高級陶器メーカーの製品でした。
顔の表情や十二単の雰囲気など、日本の伝統的な雛人形を十
分に踏まえた芸術性の高い作品ですが、お内裏様とお雛様の
２体のみで約30万円、3,500セット限定となっていました。ここ
からは少し私の想像も入りますが、スペインの
陶器メーカーは日本の商社と組んで日本法人を
立ち上げ、日本におけるブランドの醸成に努め
るとともに日本のニーズをよく分析して新製品
開発に努力した結果が、この10億円超製品の誕
生につながったのだと思います。
話は変わって、１月１日の日経新聞。“地域振
興「ようこそ日本へ」” という記事があり、台湾
出身の起業家が富士山周辺の破綻した商業施
設と企業の社員寮を、外国人観光客に人気のドライブインと
観光ホテルに仕立て直した事例が載っていました。「富士山や
周辺の自然は外国人にも魅力的。受け入れ体制さえ整えば…」
と、台湾、中国、タイなどの各国の文化や習慣に合わせたサー
ビスを徹底しつつ、集客増を図っているというものです。
この二つの話で私が注目したのは、デフレ不況でモノが売
れないという我が国でも、適切なマーケットリサーチと技術・
ブランド力で売れるということと、ニーズに合致したサービス
を付加すれば、日本の商品（ここでは観光資源）は外国人にとっ
てもまだまだ高い価値を持っているということ。それを外国人
が努力して実証してくれたことです。

これを書いていたら、４日のネットに「ユニクロが『民族大
移動』。年内に数百人を海外勤務に」という記事が出ました。
カジュアルウエア等で国内では一人勝ち状態のユニクロが海
外進出をより鮮明にし、社員の意識改革も狙って現在の海外
勤務者の数倍の社員を海外に異動させるというものです。今
後の発展には海外マーケットは不可欠ですし、消費者のニー
ズ把握等には人材育成が必要であるという判断は的確で参考
になります。
最後に話を水産業に向けます。人口が減少に転じた我が国

の水産物消費は、長期的に減少することが予測
されています。そうであるならば、ユニクロ同様、
国内マーケット偏重をやめ国外のマーケットに
もっと目を向けるべきだと思います。
これまでにも、米国、アジア、ヨーロッパ等
のマーケットでは寿司をはじめとする和食文化
により、水産物の高級感、健康的価値といった
ブランド形成に成功しています。次は、如何に
多くの国の食文化に適合した水産商品を作り提

供していくかだと思いますが、それには品質重視と人材育成
（人材活用）がポイントとなりましょう。
 現在、全国の流通拠点漁港における衛生管理の高度化が

推進されていますが、国内消費と輸出の双方を想定した水準
のシステム構築を目指すべきではないでしょうか。そのうえで、
国内外の消費者のニーズに合致した売り方や商品の作り方を
もっと研究し、生産現場にその情報を伝え、人材の育成を図
ることが必要だと思います。
デフレに負けず、国内外に新しい水産物ファンを獲得する

こと。そのことを夢見て、皆様と力を合わせていきたいと思い
ます。
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昨年の暮れに当研究所では調査研究成果発表会を開催し、
多数の方にお越しいただきました。この調査研究成果発表会
では、「このままで良いのか！～漁業地域の再生を考える～」
というテーマで漁村の限界集落化の問題をとりあげました。
限界集落というのは、長野大学の大野晃先生が提唱された概
念で、65歳以上の高齢者が集落人口の半数を超え、冠婚葬
祭をはじめ田役、道役などの社会的共同生活の維持が困難な
状態に置かれている集落のことをいいます。大野先生は発表
会の講演の中で、限界集落になってからでは遅いので、限界
集落の予備軍を限界集落にしないための努力が
必要ということを強調されておられました。
８年ほど前に水産庁が地方公共団体にアン
ケートをして戦後消滅した集落について調べた
ことがあります。その結果、昭和20年～平成13
年までに消滅してなくなった漁業集落は81集落
あり、このうち、離島の集落が71、離島と北海
道を合わせると95%にも及ぶということがわか
りました。消滅集落は、離島の中でも、本土と
定期船が行き来するような本島ではなく離島の離島に多く、
また、北海道は集落と集落の距離が離れているため人口減少
が集落消滅につながりやすいということが容易に想像できま
した。
この様にこれまでは生活条件が極度に厳しい地域で集落の
消滅が進んでいたわけですが、水産業の活力低下と漁業従
事者の急速な高齢化により、今後、その他の地域においても
漁村の限界集落化が加速度的に進んでいくことが危惧されま
す。ご案内の通り、漁村は伝統的な文化を伝えるとともに、
海難救助や密入国の防止に貢献するなど多面的な役割を果た
しています。漁村が持つこれらの機能は、国民生活の豊かさ

や安全の確保の上でなくてはならないものだといえます。漁
村問題を単なる特殊な地域の問題として認識するのではなく、
「漁村を守ることは国民全体の利益を守ることだ」との基本的
な認識の確立が望まれます。なぜなら、漁村の置かれている
現在の危機的状況は、漁村地域に居住する人々の努力が不
足しているため生じたのではなく、「この国のあり方」から必
然的に生じているものであり、地域の努力だけでは解決でき
ない問題が多く、国レベルからの支援、取り組みが不可欠で
あるからです。

漁村再生の一番の鍵は、漁村における生活
基盤の確立、すなわち、収入の確保だと思い
ます。電気もガスも使わず自給自足をするので
あれば別ですが、収入の確保なくして地域は
なりたちません。漁村の限界集落化が著しい
離島における主要産業は、水産業、観光、建
設業であるといわれています。公共投資の大
幅な削減により建設業が地域を支えられなく
なっている現在、水産業にかけられる期待は以

前にも増して大きなものとなっていますが、こちらも就業者の
高齢化、減少が著しく問題山積みです。水産業の衰退にもや
はり魚価安等による収入の減少が大きく影響しています。収
入の減少と漁船の海難事故に象徴される過酷な労働条件によ
り水産業は労働市場において競争力を失っており、若い世代
からの新規参入がないため、必然的な結果として高齢化、減
少が進んでいると理解できます。若い世代が活躍する魅力的
で競争力ある地域産業づくり、それが漁村の限界集落化を予
防するための一番重要な視点であると思われます。私どもの
研究所としても漁村の再生のため微力を尽くして参りますの
で応援をよろしくお願いします。
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はじめに

民主党の鳩山政権になってから、官僚を排しての政治
主導が声高に叫ばれ、世間の注目を集めた「事業仕分け」
に象徴されるように、今や我が国は戦後最大の「改革」
期に突入している。
これら「改革」の推進は、前回の衆議院選挙の結果によっ

て、多くの国民の後ろ楯があるのだろうし、勿論その成
果に期待するところは大であるが、採算性や目先の成果
ばかりを優先させた切り捨ては「角を矯めて牛を殺す」
危険性も孕んでおり、とりわけ漁業・漁村への対応が気
掛かりなところだ。
勝海舟は、「改革ということは公平でなくてはいけな

い。そして大きい者からはじめて、小さい者を後にする
がいいョ。いいかえれば、改革者が一番に自分を改革す
るのサ」（新編『氷川清話』PHP研究所）と述べている。
つまり、それは「隗より始めよ」ということであり、政
治家自身の改革にも取り組まなければ、直ぐに国民に飽
きられ見離されるに違いない。

~スローフィッシャリー~
さて本論に入る前に、予めお断りしておく必要がある
のだが、タイトルに用いた「スローフィッシャリー」と
いう言葉は、実は私が勝手に造った概念であって、決し
てオーソライズされたものではない。
そこで、この「スローフィッシャリー」とは如何なる
ものかと言えば、次の４つの意味を込めている。
①漁船のスピードを落とし、可能な限り石油に依存し
ない省エネ型漁業への転換を図ること
②水産資源はゆっくり育ててから獲るという、資源管
理型漁業を推進すること
③スローフード運動の展開を通じて、我が国の食文化
に根ざした「魚食」を推進すること
④スローライフ運動の展開を通じて、漁業・漁村のもつ
多面的機能を活かした「海業」の確立を目指すこと

漁業・漁村の再生を目指して漁業・漁村の再生を目指して

スロースロー
フィッシャリーフィッシャリー
によるによる
改革改革を！を！

山口県水産研究センター 所長

有薗 眞琴

特別寄稿 .01
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以上の観点から、我が国の漁業・漁村の再生に向けて
どう取り組めば良いかだが、紙数の関係から①と②を中
心として、私の見解を述べてみたい。なお、④の「海業」
に関しては、本報のVol.26（2009）に、東京海洋大学の婁
先生の優れた論文が掲載されているので、是非とも参考
にしていただきたい。

省エネ型漁業への転換に必要な改革

現在は燃油価格も少し落ち着きを取り戻したようだ
が、平成16年以降に始まった燃油価格の高騰（約３倍）は、
まさに異常とも言えるものだった。その高騰によって得
られた巨万の資金が、砂漠の中にあるアラブ首長国連邦
の首都ドバイに、突如、古代都市バビロンの空中庭園を
彷彿させる幻想的な巨大都市を出現させた。
私は、平成19年に銀行関係者を前にしたある講演会の

席上、「ドバイはヤバイ！」と言ったら冷笑されたのだが、
現に最近になってドバイショックが起き、これから円高・
株安を伴った本格的なデフレ不況が始まる様相を呈して
いる。
平成20年７月には、こうした異常な燃油高に悲鳴をあ

げた漁業者が、全国で約20万隻の漁船を止めて「全国一
斉休漁」を実施したことから、水産庁が「緊急対策」と
して1割以上の省エネを条件に「価格差補填」を含む追加
的支援策を打ち出したのは、記憶に新しいところであろ
う。
そこで、将来展望に立って漁業の省エネ対策を今後ど

う進めれば良いかについて、私見を述べてみたい。

⑴ 省エネ対策と魚価向上対策の合わせ技
当時、私は「価格差補填」の外にこの危機を切り抜け

る秘策は無いかと、過去に起きたオイルショック当時の
記録を調べてみたのであるが、意外な事実に気が付いた。
つまり、当時も燃油価格は約３倍に上昇したのだが、折
しも米ソが「二百海里」を断行したことによって水産物
の仮需要が発生し、魚価も高騰（約２倍）したため、燃
油代の上昇分をうまく吸収できたという事実だった。た
だし、この頃から魚離れが始まったのではあるが…。
翻って、現在は中国や欧米諸国における水産物需要の

急増に伴う「買い負け」が起き、同時にBSE・鳥インフ
ルエンザ・農薬の混入問題などによる「食の安全・安心」

に対する国民の関心が高まっていることから、「国産水産
物」への需要が今後も着実に増大していくと予想される
状況は、当時とは自給率が異なるとしても、大変よく似
ている。
ここで大雑把な計算をすれば、燃油代が2倍に高騰して
も、その経費に占める割合が20%の漁業なら、魚価の上昇
によって漁業者の手取りが20%増えさえすれば、燃油代の
上昇分をうまく吸収できる。その単純なことに気が付い
た私は、以後、漁業者への制度説明会や国に対する陳情
においても、燃油高騰対策には「省エネ対策」と「魚価
向上対策」の合わせ技が最も有効であることを強調して
いる。

⑵ 機帆船の導入と近場の漁場づくり
さて、沿岸漁業における「省エネ対策」についてであ
るが、減速走行、協業化、省エネ機器の導入など様々な
取り組みが全国で始まっているのは周知のとおりだ。し
かし、私はこれらの対策に多少物足りなさを感じており、
将来に向けては、漁場づくりを含めてもっと幅広く取り
組んだ方が良いと考えている。
具体的には、風力を活用した機帆船の再導入と近場の
漁場づくり（LED付き魚礁・定置網等）を進めればどう
かというものだ。これらについては、機会あるごとに提
案もしているのだが、多少の問題もあって実現には至っ
ていない。
まず、機帆船についてであるが、最大のネックは、そ
の材質と船体構造にある。つまり、今の沿岸漁船は高速
対応型の船形で、深さを浅くしたキール（竜骨）の無い
FRP船が大半であるため、帆をつけると不安定になり、
しかもキールが無いため推進力が出ないという難点だ。
したがって、船形を基本的に見直さなければならない訳
だが、風は未来永劫タダであり、現政権が打ち出してい
るCO2削減対策にも大きく貢献できることを考えれば、沿
岸漁船を対象とした機帆船の開発は是非とも進めるべき
課題であろう。
次に、近場の漁場づくりとは、ごく沿岸部に生産力の
高い漁場を、藻場・干潟の造成と併せて、LEDなどの新
技術によって整備してはどうかというものだ。海中LED
照明を取り付けた魚礁については、これまで隠岐島や周
防大島で実証試験が行われ、高い集魚効果のあることが
確認されている。この技術は定置網に応用できるばかり

特別寄稿 .01
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か、海中イルミネーション施設としてナイトダイビング
の場を提供することで、新たな海洋レジャーの創出にも
つながる可能性を秘めている。

資源管理型漁業の推進に必要な改革

我が国には、古代から既に漁業権と言えるものがあっ
たらしいことは、日本書紀に、「豪族の熊

くま

鰐
わに

が魚や塩をと
る区域（現在の山口・福岡・大分の周防灘調整海域に相当）
を御

み

筥
はこ

として天皇に献上した云々」の記述によって類推
できる。また、平家物語には、「流れを尽くして漁る時は、
多くの魚を得といへども、明年に魚無し」という記述が
あるそうで（渡辺好明氏講演録:東京水産振興協会）、そこ
には資源管理が垣間見られる。このように、我が国には
古くから漁業制度に加え、資源管理の概念があったもの
と考えて良いだろう。しかし、現在の我が国の漁業管理
や資源管理が制度的にうまく機能しているかどうかは、
以下に示す沿岸漁業の実態を見る限り疑問である。
そもそも、この資源管理という概念には二つの側面が

あって、その一つは資源の再生産を図るための合理的な
漁獲努力の規制措置（「漁業管理」）であり、他の一つは
栽培漁業や漁場整備によって人為的に資源と漁獲の増大
を図る措置（「増殖事業」）である。

⑴ 漁業管理制度をめぐる論争を乗り越えて
一つ目の「漁業管理」に関しては、ここ数年来、その

管理方式について、「日本型」と「欧米型」の善し悪しを
めぐって大論争が起きている。どちらの方式が良いかは
さておき、「二百海里」以降の沿岸漁業の推移を見れば、
ここ10年間で生産量は約３割減少し、我が国周辺水域に
おける主な水産資源の約半分が低位水準にあることは紛
れもない事実である。そうした状況にあるにも拘わらず、
我が国漁業の在り方をめぐる大切な議論に、肝腎の漁業
者がほとんど関心を示さない（本音は、これ以上規制を
加えられても困るという気持ちかも知れないが）ことは
由々しき問題である。
何故このような事態に立ち至ったのか？現場でこの問

題をずっと観察してきた私の所見を述べれば、その主な
原因は、他産業に比べて「漁業」を軽視してきた国と地
方における施策の誤りにあり、漁業者はそれを敏感に感
じ取っているのだ。つまり、平成13年の水産基本法の成

立を契機として、漁業白書が水産白書に変わったように、
これまでの国策の軸足はあくまで「水産業」にあって、
第一次産業である「漁業」そのものではないというとこ
ろに、重要な問題が内在しているように思われてならな
い。
ところで、先に水産庁が行った漁業関係8団体に対する
意向調査では、ITQ導入は賛成ゼロ、IQ導入については「ど
ちらともいえない」が５団体という結果で（平成21年11
月26日付け「みなと新聞」）、ことここに至ってもなお、
業界自身は新たな制度の導入には消極的な姿勢が窺える
のであり、水産庁もまた、それを良しとしている節があ
る。
しかし、衰退の一途を辿る漁業・漁村の再生を図るた
めには、「我が国の漁業制度は優れている。欧米型の制度
は馴染まない」等の主張を繰り返すのではなく、科学的
に効果が予測され、かつ我が国でも導入可能な制度は、
多少コストはかかっても、出来るものから実行に移すべ
きだと私は考える。

⑵ 栽培漁業が直面する危機を乗り越えて
次に、二つ目の「増殖事業」についてである。
現在、地方が「栽培漁業」を展開していく上で、極め
て憂慮すべき事態が持ち上がっている。それは、全国知
事会等の要望を受けてソフト事業に係る国の補助・交付
金の大半が地方へ「税源移譲」されたことを契機として、
「栽培漁業」への国の姿勢が一転し、あたかも主役から
脇役に回ってしまったことである。
この問題に関しては、「地方の要望に応えた結果だから

仕方がない」という国の言い分もある程度は解る。しか
し、少なくとも県境を越えて広域的に回遊する魚の回復・
管理を効果的に推進していく上で、世界に誇るべき技術
の蓄積があり、国の旗振りの下で全国的に展開されてき
た「栽培漁業」を地方に任せておいて良い筈はない。資
源回復計画においては、広域種は国が計画を策定・管理
することになっているのであり、それとの関連において
も国の主体的関与は必要だ。
さらに問題なのは、平成25年11月までに新制度へ移行
することが決まっている「公益法人制度改革」に伴う公
益法人の取り扱いに関してである。各都道府県に設立さ
れている栽培漁業協会等は、今後「公益認定法人」とな
るのか、「一般非営利法人」にされるのか、運命を分ける
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岐路に立たされている。もし、「公益認定法人」の認定を
受けられなければ、非課税の優遇措置が受けられず、今
でさえ運営が苦しくなっている栽培漁業協会等は事業を
廃止せざるを得ない事態に追い込まれるかもしれない。
我が国の法律では、栽培事業によって放流した魚は、

漁業権内容物でない限り、「無主物先占」の原則で、放流
した時点から放流実施者（漁業者等）のものではなく、獲っ
た者に所有権が発生する仕組みになっている。そうした
不特定多数を相手にする公益性の高い事業を栽培漁業協
会等が行っている実態を踏まえ、「栽培漁業」が「公益事
業」として確実に認定されるよう、水産庁から所管官庁
に強く働きかけてもらいたい。
世界に冠たる我が国の「栽培漁業」の継続・発展は、

沿岸漁業と漁村の再生を図る上で、極めて重要なツール
なのである。

基盤整備に必要な宮本常一の眼と心

最後に、漁村の「基盤整備」を進めるに際して重要だ
と思っていることについて、少し触れておきたい。
全国各地の離島や半島では、海岸を埋め立てて道路が

造られているのをよく見掛けるのだが、水産生物のナー
サリーであり、海水浄化等の機能を果たしている大切な
藻場・干潟を潰しての整備には、大いに疑問を感じる。
多少コストは掛かっても、トンネル等を用いて陸の中を
通すべきであろう。
この点に関して、我が国を代表する民俗学者の宮本常

一に次のようなエピソードがある。それは宮本が佐渡島

の赤泊を訪れた際のことであるが、「海岸を埋めて海沿い
に道路をつくるのではなく、等高線百メートルのところ
に集落と集落を横につなぐ道路をつくれ。そうすれば、
各集落の産業振興がどれだけ図れるかわからない」と述
べたそうである（佐野眞一「宮本常一が見た日本」NHK
人間講座）。つまり、それは「魚の骨状の道路」を整備す
るようにとのことであるが、地域開発の進め方に対する
「道標」となるものだ。
また、宮本は「離島振興法ができて島民にとっては結
構のことのように思えるが、私には多くの危惧の念があ
る。…田舎では貧乏なものが多少金を持つと、何はさて
おいても家の改築を始める。…家を改築する前にもっと
再生産のための設備投資に本気になれないものか。」（「日
本の離島」）と、島民の意識の低調さを心配した。宮本は、
離島を振興するには離島自体の内部からエネルギーを起
こさなければならないと、常日頃から主張していた。
こうした宮本常一の眼と心は、漁村の「基盤整備」を
進める上で、現代の我々が心掛けるべき大切な教訓を示
してくれている。

おわりに

冒頭で勝海舟の言葉を引用したが、「改革」を進める上
でもう一つ大事なことは、「スクラップ・アンド・ビルド」
ではなく、「ビルド・アンド・スクラップ」というビジョ
ン先行型の行動であることを強調して、本稿を締め括り
たい。

特別寄稿 .01

宮本常一の故郷「周防大島」（宮本常一の働きかけで橋が架かった周防大島の属島「沖家室島」）



8 漁港漁場漁村研報 Vol. 27

はじめに

皆さんこんにちは。先ほど司会の方から私が本を出し
たという紹介がありましたが、これは『限界集落と地域
再生』という本です。その前に専門書で『山村環境社会
学序説』という300ページに及ぶ実証研究をまとめ上げま
した。その本のサブタイトルが「現代山村の限界集落化
と流域共同管理」です。私が漁業、漁村等の専門家の前
で話をするのはいささか気が引けるわけですが、ここで
講演をするならば『山村環境社会学序説』ではなくして『漁
村環境社会学序説』を書いてからにしたらいいかなと思
いながら、先ほど来、研究発表を聞いておりました。
今日の私の話は「限界集落と再生」ということです。

格差分析の手法と自治体間格差の拡大

今ご承知のように、我が国の農村、山村、漁村を抱え
る自治体は、小規模化が非常に進んでいます。その自治
体内部の集落の格差が拡大をしてきており、限界集落が
増加しているというのが現状です。この限界集落の増加
は、住民の生産と生活にさまざまな社会的問題を投げ掛
けています。集落維持が困難な状況に追い込まれている
集落が全国的に多々増えているというのが偽らざる現状
だろうと思うんです。私は、自治体間の格差分析と自治
体内部の集落の格差分析をするために、人口減少率、人
口規模、高齢化率という３つの指標を使って、自治体間
格差分析、集落間の格差分析を行っています。この分析
手法を、私は「格差分析の手法」と呼んでいます。最初
に都道府県間の動向、次に全国の自治体間格差の動向、
そして県内の市町村の動向、それを具体的に３つの指標
を使って分析しています。全国の市町村の動向、あるい
は一つの県の中の市町村の動向を見ても、1960年から20
年の人口増加期、2000年から2030年の人口減少期、この
２つの時期を通して、その自治体の動向を見ていくと、
5,000人以下の自治体が両期間とも急激に増加してきてい
る。5,000人～３万人を中心とした自治体の減少が5,000人

限界限界集落と集落と

地域地域再生再生

長野大学 観光ツーリズム学部 教授

大野 晃

特別寄稿 .02

おおの・あきら

1940年生まれ。高知大学教授、北見工業大学教授を経て2005年から現職。高知大学名誉教授。千曲川流域学会会長、日本村落研究会副会長、日本農業
法学会理事などを歴任。専門は環境社会学、地域社会学。綿密なフィールドワークを経て1988年に「限界集落」の概念を提唱。2008年には「限界集落
と地域再生」を執筆。
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以下のところに落ち込んできて重複、急増している。こ
うした問題は、農山漁村を抱えている自治体の小規模化
の急速な進行ということになって、偽らざる事実として
現れているのが、これらの分析結果が示すところです。
さらに一つの自治体、村あるいは町、その自治体をさ

らに分析していく、同じようにこの３つの指標で分析し
ていくわけです。その中で、我が国の市町村を支えてい
る基礎的社会組織が集落にあるということをずっと言い
続けてきています。その集落が一様ではなく、かなり多
様化しています。多様化するという意味は、自治体を支
えているしっかりした柱である集落もあれば、自治体を
支え切れないでシロアリに食われて、もうボロボロになっ
ている集落もある。そういう多様な現状が展開されてい
る中で、集落の状態区分を、存続集落、準限界集落、限
界集落、消滅集落という４つの状態に区分しました。そ
の定義は、それぞれ量的規定と質的規定という二者の総
体として概念規定をしていくわけです。

統計的数量的に集落の状態を把握するときには、量的
規定で把握せざるを得ない。質的規定では、具体的な集
落に入って一世帯一世帯の綿密な調査をしていかなけれ
ば質的規定ができない。従って、量的規定で数量的に押
さえるということをやっています。

限界集落とその全国的拡大

先ほど言ったように、農山漁村を抱える自治体の小規
模化、その自治体の小規模化の具体的な中身はどういう
ものかというと、存続集落が準限界集落に移行し、準限
界集落が限界集落に移行し、さらに限界集落が消滅集落
への一里塚を築いていくという動きが展開されてきてい
るんです。高知県の大豊町の1990年～2008年までの集落
の状態区分の動向をみると、1990年時点で存続集落が５
割近くあったものが、この2008年ではわずか3.5%に減り、
逆に限界集落が1990年2.4%に過ぎなかったものが2008年
には64.7%に増えています。このように集落の状態が限界
集落にシフトしてくる、これが農山漁村を抱える自治体
の小規模化の中身だということです。
それでは限界集落というのはどういうものなのか、表
紙に限界集落の定義をしておきました。

こういう限界集落が今日本全体でどのくらいあるのか
を、2006年に国土交通省が過疎法に指定されている過疎
地域を対象に集落調査しました。全国で775の地域が過疎
法に指定され、地域の総集落数は６万2,273集落です。こ
れらの集落の状態がどんな状態になっているのか等々を
調査した結果を見ると、いわゆる限界集落という集落の
中の総人口に対して65歳以上の高齢者が半分を超える集
落が、過疎地域の中で7,878集落を数えるに至ることが分

特別寄稿 .02

65歳以上の高齢者が集落人口の半数を超え、冠婚葬祭を
はじめ田役、道役などの社会的共同生活の維持が困難な状
態に置かれている集落を、私は「限界集落」と呼んでいる。「む
ら」を守り、森を守り、水を守り、海を守り、総じて国土
を守り続けてきた人たちは、いま日々体力の衰えの中、消
滅集落への一里塚を刻みつつある。「限界集落は人体をむし
ばむがんにも似た社会的病巣となり、止めようのない国土
の崩壊を招きつつある。
（「限界集落と地域再生」（京都新聞出版センター）より）

集落区分 量的規定 質的規定 世帯類型

存続集落
55歳未満
人口比
50%以上

後継ぎが確保さ
れており、社会
的共同生活の維
持を次世代に受
け継いでいける
状態

若夫婦世帯
就学児童世帯
後継ぎ確保世帯

準限界集落
55歳以上
人口比
50%以上

現在は社会的共
同生活を維持し
ているが、後継
ぎの確保が難し
く、限界集落の
予備軍となって
いる状態

夫婦のみ世帯
準老人夫婦世帯

限界集落
65歳以上
人口比
50%以上

高齢化が進み、
社会的共同生活
の維持が困難な
状態

老人夫婦世帯
独居老人世帯

消滅集落
人口・戸数が
ゼロ

かつて住民が存
在したが、完全
に無住の地とな
り、文字通り集
落が消滅した状
態

表─1　集落の状態区分とその定義
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かりました。さらに、近い将来自分の集落は消滅してい
くであろうと答えた集落が2,220、そして10年以内に消滅
するであろうと答えた集落が423集落に上っています。
こうした国土交通省の調査をきっかけに、全国のそ

れぞれの都道府県で、自分たちの都道府県ではどういう
集落の状態になっているのかという調査が始められまし
た。徳島県、あるいは長野県、秋田県等で、県レベルの
実態が明らかにされると同時に、市町村でも、そうした
対応がそれぞれ全国的に行われています。
例えば新潟県上越市の調査、これをついこの間、「山村

集落の現状と集落再生の課題」とこういうタイトルで学
会誌に掲載いたしました。日本村落研究学会という、日
本で村を研究する一番古い伝統のある学会で、今年の10
月末に「村落社会研究」という年報が出され、その45集
でまとめた本です。（社）農山漁村文化協会から出ていま
すので、詳しくはそれを読んでいただければと思います。
この上越市は53の限界集落を抱え、２年前の３月議会で
限界集落の問題が提起され、その提起を受けて、市が全
力を投球して53の限界集落の調査に取り組みました。上
越市は１市13町村が合併して20万8,000人の特例市になり
ました。その13町村は、中頸城、東頸城の豪雪地帯にあ
る自治体でしたので、そういうところに限界集落が集中
しているんです。市では、その調査を職場・職域の横断
的に全員がそれぞれ班を組んで調査に取りかかり、その
結果を取りまとめて、具体的な施策を出していくという
対応をしています。今それぞれの自治体でもそうしたこ
とが行われていますが、問題は政策的対応力なんです。
私はその論文の中でこういう言葉を作りました。「政策的
対応力が今、一つ一つの自治体に問われている。その上
で、しかも、その対応はスピードアップしていかなけれ
ばいけない、いくら急いでも急ぎ過ぎることはないとい
う、そういう状況が我々の眼前にぶら下がっている。」そ
の点を論文の中で書いていますが、そうした動向の中で、
我々がその限界集落の増加を目の前にしながら、ならば
一体限界集落で何を失うのか、という問題が当然出てき
ています。

限界集落化で失うものは何か

私は、限界集落で失うものの問題を３つ挙げています。
１つは、伝統芸能、伝統文化の衰退です。限界集落化

して、その担い手がもはや伝統芸能を担う力が無くなっ
てくる。そうした伝統芸能、伝統文化の衰退が、そこで
生まれ育った者、それは、そこにいる、あるいは外へ出
ていった者にとっても、それが無くなってくるというこ
とは、心の支えを失うことにもなってくるのです。
２つ目には、山村の原風景の喪失という問題を挙げま
した。この山村の原風景の喪失、それは単に山村の原風
景の喪失にとどまらず、我々日本人の非常にきめ細やか
な、叙情性豊かな感性を培っていく重要な要素を持って
いるのです。大げさに言えば日本文化の基礎をなす、そ
うしたものにもつながっていく問題だろうと私は考えて
います。
日本の国内にいると、そういうことが自覚できない面
がありますが、私は年に１回はスウェーデンの限界集落
の調査に出掛けています。今年も８月下旬にフィンラン
ドへ行きました。ヘルシンキから北に１時間ぐらい飛ん
だところにバーサという、かつて木材集積地で栄えた都
市があります。そこの国立大学のバーサ大学で国際学会
があり、スウェーデンの限界集落の調査を報告した後、
ストックフォルムへ飛んで、政府の高官５人と意見交換
をして、さらにイェムトランド県という県で私はずっと
仕事をしておりますので、県の副知事と意見交換しなが
ら、その後、半月ほど現地に入って、オーレコミューン
のフーソーという集落を調査しています。そういうとこ
ろへ身を置く、調査して身を置く中で、自分が日本人だ
という意識を時々持たされるんです。９月の初めになる
とナナカマドが、葉は青々としているんですが、実が赤
くなってくる。そういう季節になって役場の連中とフィー
ルドへ出ていくと、冷たい風が吹いてくる、頬をなでて
くる。そういうときに私は、宿へ帰って、フィールドノー
トに、「クロコムの小麦畑のかなたより吹き来る風に秋を
ぞしのびじ」と、そんな歌を書いた。こう見ると、やっ
ぱりおれは日本人だなと感じるんです。「吹く来る風に秋
をぞしのびじ」なんていうのは、スウェーデンの連中っ
て絶対やらんことです。また、そういう表現ができない。
「プロフェッサーオオノ、きょうは朝５度だ」と、寒暖
計が５度を指している。もう秋だぞって、寒暖計を見て
こういう表現をするんです。そういう景観だとか、雲の
動きだとか、風のそよぎだとか、そういうことで季節感
を直観的にとらえる感性というのは日本人ならではだろ
うと思うんです。ですから、原風景の喪失というのは、
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そうした問題につながってくるんだっていうことを、我々
は改めて考えなければいけないんです。
３番目の問題、これは山の荒廃の問題です。限界集落

が増加することによって田畑の耕作放棄地が増大し、人
工林の放置林化が進んでいく。そのことによって山が荒
廃する。山が荒廃すれば、それが川や海にいろんな影響
を及ぼしてくる。これは私が言うまでもないことです。
先ほどの限界集落の定義で「すみかを奪われた野鳥が姿
を消し、荒廃し保水力を失った人工林は水枯れの沢を生
むだけでなく、時として鉄砲水を呼び、これが川底を変
え水生昆虫やエビ、カニ、川魚のすみかを奪う。また、
線香林が部分的林地崩壊を招き、むき出しの表土が雨で
河口に流され、これが沈殿堆積して磯枯れした死の海を
つくりだしている。保水力の低下した「山」は渇水問題
や鉄砲水による水害を発生させ、これが下流域の都市住
民や漁業者の生産と生活に大きな障害を生んでいる。そ
れ故、＜限界集落と沈黙の林＞に象徴される現代山村の
問題は、下流域の都市住民や漁業者にとって対岸の火事
では済まされなくなってきており、いまや国民総意で考
えなければならない段階にきている。」と私は書いていま
す。山と川と海というのは、自然生態系の総体をなして
いる。そういう意味で、限界集落の増加が山の荒廃を呼
び、それが川や海にいろいろな影響を及ぼしてくる。自
然環境の悪化、自然環境の貧困化だけではなく、川や海
に依拠して生活している人たちの暮らしにも厳しい条件
を突き付けることになるわけです。

地域再生の具体化とその課題

このような限界集落の増加によって、いろいろなもの
が今我々の眼前から消え去ろうとしています。ならば一
体そうした問題を我々はどのように考えたらいいのか、
これが４番目の課題になるわけです。地域の再生、その
具体化と課題は何なのか。この4番目の問題「地域再生の
具体化とその課題」について、次のような５点の問題を
挙げています。
１つは、政策提起型の地域づくり。これが一番目の問

題です。住民自身が自分たちの地域を、自分たちの手で
活性化していくという政策を自分たちで作り、それを発
表していく。これについては、高知県の四万十川中流域
の十和村の女性の取り組みの問題が紹介されています。

北海道の網走郡の津別町の取り組みも紹介しています。
今それぞれ集落は大変な状況になっていますが、基本的
に地域を再生していくというときに、やはり住民自身が、
どんなに高齢化しようと、自分たちの地域を自分たちの
手で活性化していくための政策企画立案をしながら、そ
れを自分たちでまとめて、自分たちが自治体の住民を集
めて発表し提起していく、そういうことが重要だろうと
思うんです。高知県の女性グループ、十和村の女の人た
ちが自分たちで政策をつくって、それを村民みんなを集
め、村長や議会の人たちも集め発表した。その発表した
ものの一つが議会を通って980万円の予算が付いて、「十
和の台所」という直売所ができ、そこを拠点に女の人た
ちが活動し活発化していく。そういう活動の中から、「十
和の台所」を振り出しに、高知市のスーパーマーケット
の軒先を借りて、日曜日には野菜や寿司や、いろんな物
を売るようになり、年商800万とか1,000万を売り上げるよ
うな女衆も出てきている。同時に、そういう活動をする
中で、安全・安心な物をつくっているという証票、国際
環境基準の14001をみんなで取って、そういう物を自分た
ちはつくって店頭に並べているんだと、それで大きく売
り上げを伸ばしている、という活動をしています。その
きっかけは、自分たちで、自分たちの地域の政策をつくっ
て提起していく、そこから始まっているんです。
また、網走郡の津別町の人たちは、農家と農協と役場
の農業関係者、学識経験者として私がここへ入って、津
別の農業をどうしたらいいのか、津別の地域をどうした
らいいのか、ということを年18回みんなで議論をして政
策をまとめました。町民みんなを集めて発表会をやる。
自分たちでできること、そして、農協や役場が後押しす
れば前へ進むもの、北海道や国がやらなければならない
もの、そういうものを自分たちで考えて発表していく。
そういう経験をもとに、1995年に津別町農業振興プロジェ
クト会議で発表し、さらに1999年には津別方式の直接支
払制度をつくって実践し、さらに2005年１月には、合併
問題で自立の道を選択し、2005年７月に津別町自主・自
立まちづくり検討会議、これは住民が自分たちの将来を
どう展望するかを議論する会議ですが、これを１年１カ
月かけて徹底的に住民で議論をして、その展望を明らか
にした。それを町長に渡し、町長が役場の中の職員に、
そして、議会にかけながら、今その大きな方針で町議会
を進めている。第５次津別町総合計画策定審議会では、
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町民50人が全員で計画をつくるということで、来年の３
月には、一応の総合計画が出来上がるということになっ
ています。
今まさに我々一人一人に問われているのは、自分たち

の地域を自分たちの手でどう活性化していくのか、その
政策立案を実践していくという意味で、私は、政策提案
型のまちづくりの重要性というものを提起しています。
アイデア提案型の村づくり、これはこれで結構なことで
す。しかし、それと同時に、こうした政策提案型の地域
づくりというのは非常に重要だということ、これを一つ
頭に置いていただけたらと思います。
２番目に私が提起しているのは、集落の状態に応じた

対応策です。先ほど限界集落、準限界集落、存続集落と
いう集落の状態区分をお話しました。地域を再生してい
くと、基本的な視点が限界集落にいきがちになるんです。
実は、それをどう存続集落に再生するかということでは
ないんです。準限界集落の段階で存続集落に再生してい
く、そこが地域再生の大きなポイントなんです。それを
多くのところでは、限界集落になって、どうしよう、ど
うしようということになっています。限界集落になって
存続集落に再生するというのは、手間暇いろんな意味で
大変な状況です。ですが、準限界集落の段階でできるだ
け早く手だてをして存続集落に返していく、これこそが
行政の取るべき基本的政策でもあり、私は、そういう対
処の仕方を予防行政と呼んでいます。後追い行政ではな
く、行政本来のあり方というのは予防行政であり、予防
行政こそが非常に安上がりなんだ、実際そういう状況に
なる前に手だてをしていくということが重要なんです。
では、限界集落をほったらかしていいのかというと、

そういうわけにはいきません。限界集落の調査を、北海
道から九州までくまなく調査しながら35年以上たちまし
た。その中で、限界集落に暮らしている高齢者の人たち
が一様にして口にするのは何か、それは「ここでずうっ
と住み続けたい」ということです。これがどこに行って
も聞かれるお年寄りの人たちの本音です。そういうお年
寄りの人たちの声を聞くならば、そこで暮らすことが可
能な対処の仕方、それが血の通った行政のありかただろ
うと思うのです。
私は「ライフミニマム」という言葉をつくりました。

「ライフミニマム」というのは、人間が生存していく上
での最低限の生活条件です。「ライフミニマム」を保障し

ていく仕組み作りが今問われているのではないか。その
具体化をどうしたらいいか。みんな言うんです、歩いて
年金をおろせたらいいって、歩いて生鮮食料品を買えた
らいいって、歩いて子や孫に送るための野菜を郵送する、
そういうところがあったらいい、時にはそばやうどんを
外へ出て行って食べて、だれか来たら、そこでずうっと
長話が楽しめるような、そういうところがあったらいい
と、みんなそう言うんです。私は、そうした施設を「多
目的総合施設」と呼んでいます。「山の駅」という呼び方
をしておりますが、そういう物をつくれば、ここでずっ
と暮らしたいという人たちの大きな支えになっていくだ
ろう。そういうことを具体化していくのには、やはりお
金がかかる、みんなお金がかかるからやれないと思って
るんです。やれないんじゃないんです。頭を働かせれば、
お金が無くたってやれるんだ。日本はどこの集落へ行っ
てもみんな集会所がある。そういう「多目的総合施設」
ができる間に、集会所を利用して、そこで週の何日には、
月の何日には、そこへ年金をおろす金融機関が来て、そ
こでやる。あるいは生鮮食料品を運んできたら、そこへ
店開きして、そこへみんな買いに行く。そういう人が集
まるときに、集落の女衆が、そばとかうどんを150円ぐら
いでつくって食べさせる。そうすると、「いや、あんた、
久しぶりだね」と、そういうことを言いながら、そこで
長話をして、そして、一人でいるときに晴れない気晴ら
しができる。そういうコミュニティセンター、多目的な
総合施設、それを集落でやればいい。集落の運営は、集
落が順番でやればいいんだ。そういう意味では、いろん
な国を見ていても日本の水準というのはずぬけているん
です。それはなぜかというと、読み書きそろばんがみん
なできる。これは凄いことなんです。と同時に、どこの
集落でも、昔から水車の鍵を持って十日に一度当番が回っ
てきて、水車の鍵を開けてモミをつき、ヒエをつき、そ
ういうことをやる。水道のない山間地域では、水番帳、
水番という帳面を十日に一度回して、水が冬でも枯れな
いところからスムーズに流れているかどうか、その当番
をやる等々、みんな順繰りにそういうことをやってきて
います。集落の管理を順繰りにやるなんていうことは、
もうみんな身に付いていることです。ですから、そうい
うことを働かせて、この集落でやったら、それじゃ、次は、
ここの集落に、近在のそういう限界集落を回していくよ
うにすれば、お年寄りの願いがかなえられるのではない
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か、そういうふうに限界集落への対応を考えることが必
要だろうと思うんです。
３番目の問題として、私は、流域共同管理論の問題を

話してみたいと思います。先ほど、限界集落化によって
山が荒廃し、山の荒廃が川や海にいろんな影響を与えて
いくという話をしましたが、上流、中流、下流という流
域の中に、みんなそこで生活、暮らしをしている。上流
から下流まで、都市あるいは漁村で生活をしている。そ
ういう状況の中で、山が荒れ、その荒れた線香林が部分
的林地崩壊を起こし、表土が流されて来る。そういう汚
染された川、そういうものから、流域環境汚染型の社会
から流域環境保全型の社会をつくっていくこと、これが
大きな課題だろう。流域の住民は、流域上流、中流、下
流の流域環境をみんなで守っていくんだ。そして、山村
そのものの大変な状況が下流域に直結していろんな問題
につながってくる、だから、下流域ではできるだけ上流
への支援をしていく、こういうことが必要ではないのか。
そういう意味で、今まさに流域共同管理ということが、
流域の住民、流域の自治体、そして流域にある森林組合、
農業協同組合、漁業協同組合といった組織が手を取り合っ
て流域を共同で管理していく、そういうことをしていく
ことが必要ではないのか。そして、そのために山を豊か
にしていかなければいけない。高知県は全国に先駆けて
森林環境税をスタートさせた。今から20年も前に、私は
森林環境税の問題を提起していますが、県レベルでは高
知県が最初にそれを取り上げ、そして今、全国で30の県
が森林環境税をつり、それを森林のハード面、除間伐か
ら始まって、ハード面とソフト面の両方で山村支援を実
践している。だけど、今の日本の人工林の荒廃した状況
で、それぞれ環境税で十分賄えるのかというととんでも
ない話で、それはやはり国が率先してそうした問題にか
かわっていかなければならないだろうと思っています。
そうした問題について、私は森林環境保全交付金制度の
創設という問題を提起しています。国が今、CO2の問題を
含めて、森林の持つ多面的な機能というものを見直して
います。多面的機能を持つ森林の面積をたくさん抱えて
いる山村に対して18年も前に「環境保全寄与率」という
言葉をつくりました。その寄与率に応じて森林環境交付
税を出して、具体的に言えば、森林の面積に応じてそれ

を出して、それで若い人たちを雇用して山の手入れをし
ていく。若い人たちが山村に定着するような、そういう
仕事をつくって山を豊かにしていくということが、今ま
さに我が国では問われていることだ。山を豊かにするこ
とが川を豊かにし、海を豊かにし、その川や海に依拠し
て生活している人たちの生活を豊かにしていくというこ
と、これを国民総意で考えていかなければいけないだろ
うと思うんです。

おわりに

では、そういう山を豊かにし、川や海の環境を豊かに
したら、漁業地域の再生が可能なのか。最後に一言だけ
申し上げておきます。そういう山を豊かにし、川や海の
環境を豊かにすると同時に、もう一つ、これまでの日本
の漁業のあり方を考えていかなければいけない。私の言
葉で言うと、資源収奪型の漁業から資源再生産型の漁業
へ転換していくということ。これをやらないと資源を収
奪していったらやがて枯渇する、海洋資源が枯渇する、
ミナミマグロから何からみんなそういう状況に来てい
る。ですから、漁業資源が持続的に再生産されていかな
ければならないわけで、漁業の持続的な、安定的な経営
が不可欠なのです。資源再生産型の漁業について、今ま
さに考えなければいけないことだろうと思うんです。具
体的に平成22年２月に、私は、『山と川と海の環境社会学』
という本を京都の文理閣という書店から出します。その
中の第１章が、まさに「資源収奪型の漁法から資源再生
産型の漁法へ」。これは土佐のカツオの一本釣りを対象に
した僕の分析ですが、資源再生産型の漁業をやりながら
漁業村落の再生というものを片方では考えていく必要が
あるだろうと思っております。
今日の話はこれで終わりたいと思います。どうも長時
間ありがとうございました。

※本稿は、平成21年12月１日（火）に開催した当研究所
の「第４回調査研究成果発表会」での基調講演をとり
まとめたものです。

（文責：調査役 大塚 浩二）
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雪エネルギー利用の特徴

雪の持つエネルギーはどのくらいか、ご存知だろうか？
0℃の氷が0℃の水になるのに、実に80cal/gを要し、通
常お湯を沸かすよりずっと大きいエネルギーとなる。
雪氷熱利用を行うためには、初期投資としてある程
度の費用が必要となるが、一度、施設を整備さえすれ
ば、その後の利用については、雪の冷熱を利用するた
め、雪を保管さえしてしまえば冷気や冷水を移動させ
るための電力以外のコストは掛からない。
そこで一番の課題となるのが、冬場の雪をどのよう
に夏場まで保管するかである。ここで、積雪地では雪
氷熱利用の有無にかかわらず、道路や用地の除雪作業
を行っているため、雪を保管する施設さえあれば、こ
れまでと同じ労力で雪の保管が可能となる。沼田町の
ように町を挙げて大規模な利用を行うのであれば専用
の施設を整備することも可能であるが、どこでも出来
ることではない。

はじめに

近年、地球温暖化が深刻な社会問題となっており、
各機関でCO2削減に向けた取り組みが進められている。
私ども研究所では、漁港におけるCO2削減対策とし
て、寒冷地における雪氷熱利用に着目し、その可能性
について調査を行うこととした。なお、本調査は水産
庁補助事業の「産地の省エネルギー衛生管理技術開発
事業」を活用して実施したものである。
雪氷熱利用とは、冬季に降り積もった雪を夏場まで

保管し、その冷熱を活用するものである。近年では、
マンションの冷房や農作物の貯蔵庫の冷却など、冷却
した空気の活用が進められているが、水産業への利活
用は事例がほとんどないのが実情である。

雪エネルギーの活用事例

代表的な活用事例として、北海道沼田町では、米の
貯蔵庫の一部に雪の保管場所を確保し、米が貯蔵され
ている箇所へ冷気を送り込む方式を採用している。シ
ステムは非常に単純で、一度システムを構築すれば機
械のメンテナンスも容易である。システム構築後は、
毎年雪を夏場まで保管すれば良いだけであるが、沼田
町では、町が夏場まで約5,000トンの雪を保管可能な雪
山センターを有している。雪山センターでは、春先ま
でに除雪した雪を台形に山積みし、その上に厚さ1.5m
程度のバーク材（木屑）を敷き均して融雪量の削減対
策を行っており、夏場には必要に応じてバーク材を剥
がして雪を取り出している。なお、この雪山センター
で保管した雪は、夏場に札幌などで行われる雪を使っ
たイベント等にも利用されているとのことである。

01 第 1調査研究部

▲貯雪庫への
　雪搬入状況

▼蓄養生簀
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苫前漁港で実証実験

今回、実証実験を行った苫前町は、北海道の日本海
側に位置し、多くの風力発電施設が存在することから
も、自然エネルギーの活用に対して非常に積極的な町
である。
今回も、最初に雪氷熱利用に向けたモデル地区として

のご協力を依頼させて頂いた際にも、町長をはじめ、関
係する北るもい漁協、町職員、北海道開発局留萌開発建
設部職員の方々が、皆、二つ返事でご快諾を頂いた。

⑴ 実験概要
苫前漁港では、夏場に漁獲したホタテを冷海水で一

時保管しており、この際に冷却装置を利用していたが、
その電気代を削減することを目的として実験のシステ
ムを検討した。

①雪の確保
本調査は4月から検討を始めたこともあり、冬場に

雪を確保することが不可能であったため、沼田町の
雪山センターからトラックに雪を積んで運搬した。

②雪の保管
前述したとおり、苫前漁港内の有休化した貯氷庫
にフォークリフトで雪を搬入するための搬入口を設
け、断熱のため入口シャッター部には取り外し可能
な発砲材を設置した。

③生簀の水温管理
 苫前漁港の生簀は、生簀の水温が高くなると冷却
装置が作動するシステムとなっており、夏場にはほ
ぼフル稼働している状況で、外気温が高くなると設
定温度まで冷やしきれない状況も発生している。今
回のシステムは生簀の海水を一度雪氷熱を利用して
冷却し、その後冷却装置に配水することで、冷却装
置の作動時間を削減することとした。なお、今回の
実験期間では、ほとんど、既存の冷却装置が稼動す
ることはなかった。

④冷熱の伝達方式
雪を保管した貯雪庫上部に霧状に水を噴射させ、
雪により冷やされた水（一部融雪した水も含み約4℃
の水）を隣接する貯水槽に貯め、一方、生簀から供

給された海水（約15℃程度）とを、
チタン製の熱交換器により冷熱を伝達
し、その後、貯水槽からの水は再度貯
雪庫上部からの散水へ、生簀からの海
水は冷却装置へ送られ、それぞれが独
立して循環する方式とした。

おわりに

今後、雪氷熱利用を進めるために
は、雪の保管が最大の課題であるが、
有休化した施設を利活用することによ
り大幅に初期投資が軽減されること
となり、条件が合致する地域では十
分運用可能なシステムである。なお詳
細は、今後学会等で報告を予定してい
る。
調査にあたり、ご協力頂いた室蘭工
業大学の媚山教授、苫前町、北るもい
漁協、北海道開発局の方々にこの場を
借りて感謝致します。

（第1調査研究部　後藤 卓治）
▲システム概要
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や養殖施設が被害を受ける事例が全国的に報告されて
います。
しかし、このような現象の解明は十分に行われてお
らず、有効な対策が講じられていません。
このため、当研究所では、自主研究として、平成20
年度に、先のあびき被害の現地調査を実施するととと
もに、漁船の係留索に作用する張力について研究を行

はじめに

本年21年2月24～25日に、九州地方及び奄美地方の
西岸に発生した「あびき」と呼ばれる長周期波の現象
によって、漁港、背後集落において漁船転覆、家屋の
床下浸水、あるいは港外において養殖施設の被害が生
じました。また「あびき」に限らず長周期波で、漁船

02 第 2調査研究部

▲あびきの被害写真：熊本県 崎津漁港／道路冠水状況

▲あびきの被害写真：鹿児島県 小島漁港／冠水状況

▲副振動（あびき）のメカニズム
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いました。さらに、本年21年度から「あびき」の現象
解明及びその被害対策に関する調査研究を実施してい
ます。
（注） 長周期波は、周期が30秒以上の波と定義されてい

る。（（独）港湾空港技術研究所）
 

長周期波による被害とは

地震よって発生する津波ではないが、津波のような
巨大波が襲ってくる現象は、古くから知られています。
このような現象を、九州沿岸域の人々は「あびき」と
呼んでいます。この現象について、日比谷1）氏の説明が
わかりやすいので引用させていただきます。
『これ（あびき）は港湾の形状によって決まる湾固有
の振動であり、副振動（セイシュ）と呼ばれている。
丁度、水を満たしたタライの端を持ち上げ少し傾けて
から元に戻した後しばらく継続する水全体の振動がこ
れに相当している。この副振動の振幅が大きくなると
潮位は短時間のうちに激しく振動し、また、これを伴っ
て流向・流速も著しく変化するので、湾内の諸施設、

係船などに甚大な被害がもたらされることがある。特
に九州長崎湾では振幅の大きな副振動の発生回数がき
わめて多く、古くからこの現象を「あびき」とよんで
いる。もともとはこの長崎湾内で手漕ぎの漁船により
漁が行われていたころ、この副振動に伴う“網を曳く”
程の強さのながれによって漁が妨げられたことから「あ
びき」とよばれるようになったといわれている。』
当研究所の調査では、前述した平成21年2月24～25
日の「あびき」により、小島漁港（鹿児島県）において、
20隻の漁船が沈没、転覆あるいは損傷の被害が確認さ
れました（被害写真参照）。
津波でなくともあびきのように長周期波がもたらす
被害は小さくはありません。

漁船の係留に関する調査研究

長周期波に対しては漁船の係留対策が重要です。当研
究所では、平成20年度に、津波を想定した漁船の係留方
策に関する研究2）を国立秋田大学と共同で実施していま
す。この結果、次のようなことが明らかになりました。

▲あびきの被害写真：鹿児島県 小島漁港／漁船の転覆被害

▲あびきの被害写真：鹿児島県 小島漁港／漁船の被害状況 ▲あびきの被害写真：鹿児島県 小島漁港／突堤基礎の流失
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①数値解析等で津波の流速が想定できる地域では、本
研究で提案する張力算定式によって、従来の手法で
は解析できなかった破断しない係留策の径が推定で
きる。

②津波の流向が一方向になる可能性が高い箇所では、
流れに対して、船首─船尾の方向が一致するように
係留することで漂流を防ぐ効果がある。

図1～4は、波路上漁港（宮城県）を事例に、数値解
析を行った結果です。図中の曲線群は漁船の漂流軌跡
を示しています。
図1は、従来法による漁船等の漂流状況を、図2は、新
たに提案した手法による状況を示しています。新しい手
法（図2）では係留索が破断する流速が小さくなること
から、漂流を開始する漁船等の数が多くなっています。
また、津波の流れ方向が図3では、船首─船尾方向に

垂直な場合を、図4は、両方向が一致している場合を示
しています。船首─船尾方向に流れが一致する場合（図
4）では、漂流する漁船がごくわずかに限られることが
わかります。

▲図1：係留ロープを30mmとして従来の手法による
　検討をした場合（case1）

▲図4：係留ロープを40mmとして
　船首方向に対して流れが一致する場合（図3 挿入図のcase4）

▲図3：係留ロープを40mmとして
　船首方向に対して流れが垂直な場合（左上挿入図のcase3）

▲図2：係留ロープを30mmとした場合（case2）

津波漂流シミュレーション検討ケース

漂流開始条件 備　考

case1 流速 2m/s 以上 従来の手法

case2
係留索へ張力が破断
強度以上となるとき

係留索径 30mm

case3 係留索径 40mm

case4 横付け→縦付け
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本年度からの自主研究
 
これまでの調査・研究を踏まえ、平成21～22年度に

わたり、当研究所の自主研究として、「あびき発生メカ
ニズムの検討とあびきによる漁港漁場災害対策に関す
る検討調査」を鹿児島大学・防衛大学校・水産工学研
究所・五洋建設（株）と共同で実施しています。この
調査研究では、前述の被害のあった小島漁港を含む鹿
児島県上甑島内湾を対象に、
①潮位や流速の現地調査を実施し、「あびき」が発生す
るメカニズムを解明する。

②あびき現象の再現をすると共に特性を数値解析によ
り明らかにする。

③これらの結果から、漁船等の被害を軽減するための
対策を検討する。
第一回の共同研究会議は、平成21年10月30日に行い

ました。主な出席者は鹿児島大学 浅野教授、防衛大学
校 藤間教授、水産工学研究所 中山グループリーダー、
五洋建設（株）片山氏です。

おわりに

当研究所では、本年度より、あびき等長周期波によ
る漁船・養殖施設等の被害対策のための調査研究を本
格的に開始したところです。
全国的には、「あびき」とは呼ばれないものの長周期

波の現象やそれによる漁船・養殖施設等の被害が報告
されています。このため、この自主研究の成果は、全
国的に適用が図れるように一般化していくことが重要
です。
皆様におかれましては、今後の調査研究の参考とさ
せて頂きたく、類似の現象・被害事例その他の情報を
ご提供いただけますようにお願いいたします。

（第2調査研究部）

●連絡先：TEL : 03-5259-1023（ダイヤルイン）
　第2調査研究部 部長 山本 竜太郎
 研究主幹 加藤 広之
 主任研究員 丹治 雄一

▲共同研究会議 2009.10.30

■参考文献

1） 日比谷:九州西方沿岸域を襲う巨大波「あびき」の正
体をとらえる、（2009）第四回東京大学海研究シンポ
ジウム講演集

2） 斉藤・伊藤・中村・藤間・鴨原・三宅:津波による漁船
等小型船舶の係留索に作用する張力算定式の提案と適
用例、（2009）第34回海洋開発シンポジウム論文集

3） 藤間・鴫原・加藤・丹治:津波による養殖施設の流出
被害に関する基礎的検討、（2009）日本地震工学会
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で行われまし
た。
話題提供者
としての講演
は、米国のフ
ロリダ大学ウ
イリアム・リ
ンドバーグ博
士、カルフォ
ルニア大学の
ミルトン・ラブ博士、 ミネソタ大学のスティーブン・ボー
トン博士、イタリアのジョン・キャンディー博士、ジョ
アンナ・ファビー博士、および日本からは私が行いま
した。
会議の構成は、1）調査技術、2）評価方法、3）プロ
グラム管理、4）トピックスの4つのセッションで構成
され、70題の口頭発表が熱心に行われました。
日本からは、福井県立大学の大竹教授のほか、水産
土木建設技術センター岡野氏、（株）GSエンジニアリン
グ三橋氏、（株）人工山脈研究所鈴木氏と私の5名の参
加でした。各国からは米国、ヨーロッパを中心に18カ
国69名の参加でした。やはり南米は遠いのか、世界中
が不景気なのか、前回の米国の半分くらいの参加で少
し会場が寂しい感じでした。

講演概要

私の講演内容は2構成からなっており、第1章は「日
本における漁場造成」の紹介、第2章は「人工魚礁の機
能に関する研究」の成果の紹介を行いました（図1）。
第1章の「日本における漁場造成」では、①漁場造成
の歴史、②漁場造成の目的と併せて日本で利用されて

はじめに

漁場と海業研究室長の伊藤です。2009年11月8日～
13日にブラジル連邦共和国パラナ州、州都クリチバ市
で開会されました「the 9th International Conference 
on Artifi cial reef and related Aquatic Habitats」（以下、
会議）に参加しましたので、報告をさせて頂きます。
CARHAは1974年に米国、テキサス州ヒューストン

市で第1回会議がもたれ、その後4年おきにオーストラ
リア、米国（3回）、日本、イタリア、米国を経て、今
回は南半球で初めて開催されました。
私は、前回の米国ミシシッピー州ビロクシ市で行わ

れた会議に続いて2回目の参加ですが、今回は、学会の
事務局から、日本の人工魚礁の紹介を行ってくれとの
講演依頼を受け、日本の人工魚礁の紹介と当研究所で
調査研究を重ねてきた人工魚礁の研究成果について報
告いたしました。
クリチバは地球の裏側にあたり、飛行機で24時間、

乗り換えがアメリカ、サンパウロの2回、計30時間もか
かり、行くだけで体力を必要とする旅でしたが、食べ
物も美味しく、貴重な経験をさせて頂きました。
以降に、国際学会の全体概要、私の基調講演の概要、

視察の報告をさせて頂きます。

国際学会の全体概要

学会はサンパウロ大学のフレデニコ・ブランディー
ニ博士を議長として、クリチバ市のポステボ大学のキャ
ンバスで行われました。
先ず、受付後、歓迎パーティーが催され、スタッフ・

学生による歓迎ダンスが印象的でした。
会議は、9日から中日の11日を除いて4日間缶詰状態

03 漁場と海業研究室

▲歓迎パーティー
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いる人工魚礁の説明、③増殖場の造成事例を紹介しま
した。
第2章では、「人工魚礁の機能に関する研究」として、
①浅海域でのマコガレイの増殖効果、②高層魚礁での
マアジの蝟集機能、③深海域のズワイガニ保護礁によ
る保護効果の事例を用いて、浅海域から深海域にいた
る人工魚礁の蝟集・増殖機能に関する研究結果の紹介
をしました。

視　察

⑴ イグアスの滝
学会の中日に休みがあり、日本人5人でイグアスの滝

の視察を行いました。クリチバからイグアスまで飛行
機で1時間、12時出発、20時帰着という、とんでもな
い強行スケジュールで出発しました。短い滞在時間（観

光2時間半）でしたが、アルゼンチン側に入国し「悪魔
ののど笛」など多くの自然を堪能することができ、本
当に素晴らしいものでした。

⑵ クリチバ市内
南米で都市計画が一番うまくいった街ということ
で、市内の町並みは非常に美しく、安全な街でしたが、
夜になると街角にセクシーな男性と思われる女性が多
く立っていて、危険な香りが漂っていました。
 

⑶ リオ・デ・ジャネイロとサンパウロの視察
学会の帰路に、リオ・デ・ジャネイロとサンパウロ
に寄り道し、サンパウロでは水産庁からサンパウロの
日本領事館に出向中の佐々木真一郎さんに会い、楽し
い時間を過ごすことが出来ました。
佐々木さんは、元気に仕事をされておられました。

おわりに

学会参加にあたり、様々な南米特有のハプニングが
ありました。今後、南米方面に行かれる方への参考と
してその一部を紹介します。

⑴ビザがなかなかとれない！学会事務局か
らチケットが届かない。
これは冷や汗をかきました。
⑵航空会社、空港がおおらか？
搭乗口の出発時刻ギリギリの変更やダブル
ブッキングは当たり前。
⑶いるはずの通訳がいない！
以上、大変な出張でしたが本当に良い勉
強をさせて頂きました。ありがとうござい
ました。

（漁場と海業研究室　伊藤 靖）

▲イグアスの滝
▲

世界の七不思議
　（リオ・デ・ジャネイロ
　コロコバートのキリスト像）

▲図1：講演研究テーマ紹介画面 ▲講演風景（右：ブランディー二博士）
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04 総務部

はじめに

水産庁と財団法人漁港漁場漁村技術研究所の共催
で、昭和58年度から国（北海道開発局、沖縄総合事務局）
都道府県及び市町村の漁港漁場整備関係事業に従事す
る職員を対象とした技術者育成研修会を毎年実施して
おります。

開催概要

【目　的】
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、漁港漁場整備に関する技術的な基礎
知識など、遂行上必要な知識及び技術の研修を行うこ
とにより、技術者の育成並びに技術水準の向上を図る
とともに、漁港漁場整備技術に関する専門的な知識を
習得し、漁港漁場整備事業の効率的かつ円滑な実施に
資することを目的として毎年実施しております。
【主  催】
　水産庁／（財）漁港漁場漁村技術研究所
【開催日時】
　平成21年9月28日（月）から10月2日（金）までの5日間
【開催場所】
　国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都内）
【研修生数】
　都道府県及び市町村から漁港漁場整備事業関係技術
担当者86名
【カリキュラム】
　研修科目及び研修内容については、別添カリキュラ
ムのとおり。

▲水産庁高吉晋吾整備課長特別講義

▲受講風景

▲受講風景
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平成21年度漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会カリキュラム及び講師

月　日 時　間 講義題目 講　師

9月28日（月）

13：00～13：30 受付 ［財団］

13：35～14：00 開講式・オリエンテーション ［水産庁］
［財団］

14：10～15：30 特別講義 ［水産庁］高吉 晋吾 整備課長

15：40～17：00 漁港漁場漁村概論（漁港漁場の調査・計画・
事業評価） ［財団］浅川 典敬 第一調査研究部長

18：00～ 交流会

9月29日（火）

9：30～10：50 波と流れの基本的性質（１） ［財団］林 浩志 第一調査研究部 主席主任研究員

11：00～12：30 波と流れの基本的性質（２） ［財団］加藤 広之 第二調査研究部 研究主幹

13：30～14：50 構造物への波の作用 ［水工研］大村 智宏 養殖工学タスクグループ
主任研究員

15：00～18：00 演習ー波の変形等
［財団］ 加藤 広之 第二調査研究部 研究主幹、
 丹治 雄一 第二調査研究部 主任研究員
［水産庁］

9月30日（水）

9：30～10：30 漂砂対策等について ［水工研］八木 宏 環境水理研究チーム長

10：40～12：00 施設の基盤について ［財団］山本 竜太郎 第二調査研究部長

13：00～15：30 演習ー防波堤等の設計
［財団］ 田島 憲一 第一調査研究部 主任研究員、
 松本 卓也 漁場と海業研究室 主任研究員
［水産庁］

15：40～16：30 漁業集落排水施設等の整備手法について
（計画から維持管理まで） ［財団］大賀 之総 第二調査研究部 主任研究員

16：40～17：30 漁業集落排水処理施設整備における新たな
取り組み（ノロウイルス、バイオマス等） ［水産庁］宮園 千恵 防災漁村課 漁村企画班　

10月1日（木）

9：30～10：30 漁場造成計画論 ［財団］伊藤 靖 漁場と海業研究室長

10：40～11：40 藻場・干潟の造成計画論 ［財団］三浦 浩 漁場と海業研究室 主任研究員

12：40～13：40 漁場造成の設計論 ［水総研］明田 定満 研究開発コーディネーター

13：50～15：20 演習─漁場造成の設計 ［水工研］森口 朗彦 景観生態研究チーム長
［水産庁］

15：30～16：30 衛生管理型漁港の整備手法について ［水産庁］米山 正樹 計画課 計画官　

16：40～17：40 アセットマネジメントについて ［水工研］三上 信雄 地域基盤研究チーム長

10月2日（金）

9：30～10：00 直轄漁場整備事業について ［水産庁］金田 拓也 整備課 課長補佐

10：10～11：10 水産基盤整備における環境への配慮 ［水産庁］中村 誠 整備課 海外水産土木専門官

11：10～12：10 漁業地域の減災について ［財団］大塚 浩二 調査役　　　　

12：20～13：00 閉講式

●水総研：独立行政法人 水産総合研究センター　
●水工研：独立行政法人 水産総合研究センター 水産工学研究所
●財　団：財団法人 漁港漁場漁村技術研究所

（参与　木野内 信雄）
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海とのかかわりはウィンドサーフィンから 

関　そもそもお二人の出会いはウィンドサーフィンが
きっかけと伺っていますが。
大井　私はウインドサーフィンの選手でした。学校を
出てから三国にある会社に就職しましたが、そこにいた
５年の間もサーフィンの選手と仕事との二足のわらじで
やってきました。
松田　本当は僕と彼女は同じ中学校で、彼女は２学年上
の先輩なんですが、その当時は互いのことはよく知らな
かったと思います。大人になって、僕が仕事で金沢に移っ
た時に再会した、という感じです。僕は彼女にウインド
サーフィンを教わっていたんですよ。彼女はインストラ
クターをしていましたから。
関　サーフショップの経営はいつからなさっているので
すか？
大井　５年ほど地元の企業に勤めていましたが、これは
ちょっと自分の生き方と違うなぁ、という感じがしてい
たこともあって、結婚を機に会社を辞めました。ちょう
どその頃に、自分もお世話になっていたサーフショップ
のオーナーが、ショップをたたむ、という話になったん
です。でも、この場所にサーファーの拠点がなくなって
しまうのは、私だけでなくサーファー仲間みんなが困る

大井 七世美 氏
この人に聞く

JF雄島漁協米ヶ脇支所

大井 七世美（おおい・なよみ）
福井県三国町出身。サーフィン連盟福井支部長坂井市
サーフィン協会会長。サーフショップナンシーを経営す
る傍ら海女として漁業に従事。夫とともにナンシーネイ
チャースクールを設立、子供たちへの環境教育やサー
フィンをはじめとする様々な体験教育を実践している。
全国の漁業者によって設立された株式会社JOYF会長。

松田 泰明（まつだ・やすあき）
福井県三国町出身。イベントのプロデュースやまちづく
りのプランナーとして数々の地域振興に関わってきた。
現在はJF雄島漁協米ヶ脇支所組合員として釣り等の漁業
に従事する一方で、漁師による体験学習や環境教育を企
画運営する「漁師と友だち」代表を務める。

関
い ず み

の

浜との交流が
生み出した
新しい漁業の
スタイル

松田 泰明 氏
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だろうなと思ったこともあって、私がショップの経営を
引き継ぐことにしました。
ショップの経営は23年ほどになりますね。私が継いだ

時に、ショップの名前をナンシーに変えました。

ナホトカ号事件で経験した、
過酷な油との戦い

関　1997年１月、この目の前の海でナホトカ号が座礁し
たんですよね？
大井　私は船が座礁する瞬間を見ていました。一度沖の
方に向かっていったはずのタンカーの船首が急に戻って
きて、あれ、おかしいな、と見ているうちに座礁してしまっ
たんです。
初めは薄い油膜のようなものが流れてきました。それ

が翌日には重油の塊になって広がっていきました。私た
ちサーファー仲間は、とにかくとんでもなく大変なこと
が起こった、ということを感じて、最初みんなで海に入っ
て身体で重油を止めようとしたんです。今考えれば何て
無謀なことを、と思いますが、その時はそれで何とかで
きるような気がしていたんですね。でも、実際に重油と
対峙してみると、そんなに簡単なものではないというこ
とがわかりました。
関　それから油との戦いが始まったのですね？
大井　とにかく海関係の仲間や知っている団体などに連
絡を取り人を集めました。ショップの商品を全部運び出
して、ここを対策本部にしました。そうして集まったサー
ファーやライフセーバーの仲間たち、地元の漁師や海女
さんたちと、毎日毎日、３ヶ月くらいずっと油すくいを

しました。
３月末には一般のボランティアは解散になりました
が、私たちは油まみれのゴミの処理などで、結局５月の
連休明けまで作業を続けました。

事故をきっかけにサーファーと浜の交流が
始まった

関　油流出の事故は地元の漁業にも大きな影響を与えた
と思います。地元の漁師さんたちはこの事故をどういう
風に受け止めたのでしょうか？
大井　地元の海女さんたちは、結構高齢の方が多いので、
油が流出して海が汚染されたときに、もう一生海に入れ
ないといって、本当に気を落とされていました。それで
も、サーファーたちと一緒に作業をしていくうちに、持
ち前の明るさや大らかさを取り戻していったような気が
します。
毎日一緒に油を取る作業をしながら、海女さんたちは
海の世界の話をたくさん話して下さいました。そのうち
に、あんたも海女をやってみれば、なんていうお誘いも
受けるようになりました。その時はサーフィンの方が忙
しかったので、惹かれるものも感じつつ、話だけにして
しまいましたが。でも、この協同作業を通して、漁師さ
んや海女さんが私たちサーファーと同じように海が好き
で大切に思っているんだな、ということがよくわかりま
した。
関　事故をきっかけに始まった協同作業が、地域活動の
ような形で継続しているというような例はありますか？
大井　ビーチクリーニングとして、現在も続けている活
動はあります。元々地元でやっていた活動ですが、ナホ

◎1997年、油で真っ黒になった海や浜は、
　現在ではかつての美しさを取り戻している

◎サーフィンショップ ナンシーは港の正面にある
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トカ号事件以降、組織的になっています。また、海から
あがるときに一つはごみを拾ってくるというように、サー
ファーたちの意識も向上している気がしますが、こうい
う動きも、やはり事故処理のための協同作業というとこ
ろから生まれてきているのではないでしょうか。

事故から10年、
心の奥に眠っていた思いが形に

関　現在、お二人は漁協組合員として漁業にも従事され
ていますが、それはやはりナホトカ号事件が一つのきっ
かけになっているということでしょうか？
大井　海女をやらないかと誘われたときに、すぐには返
事ができなかったのですが、そういう思いというのは、
どこか自分の中にあったのかもしれません。４年ほど前、
乳がんという告知を受けました。その時に、やりたいこ
とはやれるときに実行しようと思うようになって、地区
の海女のリーダーで、現在私の師匠でもある方に、海女
をやりたいとお願いしにいきました。現在は定期的に検
診を受けながら活動しています。
松田　僕の場合は、結婚して自分の会社を立ち上げ、イ
ベントのプロデュースなどを手がけていました。東京に
事務所を持ち、三国には月に２回帰る程度、という時期
もありました。
僕自身は元々釣りが好きで、友人（漁協の組合員）の

船でちょくちょく海に出ていました。重油事故をきっか
けに漂着ゴミに興味を持ち、地元の漁師さんたちとよく
話をするようになってから、組合の方に入って来いと声
をかけていただいていました。自分の仕事の仕方や暮ら
し方に、これでいいのかという思いも持ち始めていた時
だったので、仕事の拠点を三国に移し、３年前に最初は
准組合員として漁協に入りました。
関　サーフィンであったり、漁業であったり、海を介し
た体験活動であったり、様々な活動をされているわけで
すが、漁業者だからサーファーだからということではな
く、もっと柔軟な発想で海とかかわり、海で仕事をされ
ているという印象を受けます。
松田　彼女はサーフショップの経営、海女、それから海の
家をやっています。海辺の環境教育を企画、運営する「ナ
ンシーネイチャースクール（http://www.nansea.jp/）」とい
うのを立ち上げているのですが、その代表もやっています。
僕はプランナーとして仕事をしていますし、釣り漁師と

して海にも出ています。ネイチャースクールではインスト
ラクターを務めていますし、漁師による環境教育、体験教

育を実施する「漁師と友だち」の代表でもあります。

関　本当にたくさんの活動をされているのですが、漁業と
の両立は大変ではないですか？
大井　サーフィンと海女の両立って、実は合理的なんで
す。サーフィンはある程度波が立っているような時でない
と面白くないでしょ。逆に海女は海が静かな時こそ稼ぎ
時。両方をやっていると、いつでも海に出られるというわ
けです。

浜の人たちとの関係をどう築くか

関　実際に漁業に従事するようになって、地元の漁師さ
んたちの反応はどうでしょう？
大井　海女の話をすると、私が所属している米ケ脇支部
には４つの班があって、それぞれの班に海士頭（アマガ
シラ）と呼ばれる、班員である海女を統括するような立
場の人がいます。海士頭たちは早朝５時くらいに海に行っ
てその日の漁の有無を決め、吹き流しをたてて海女たち
に連絡します。支部全体で30人くらいの海女がいました
が、ここ３年間で20人弱に減っていますし、海女の平均
年齢は70歳近くになっています。
若いサーファーで海が大好きだから、海女も是非やっ
てみたいと思っている子は少なくありません。ただ、権
利の問題やこの地区に住民票がなければだめといった条
件もあります。でも、すべては地元からの信頼を得るこ
とができるかどうか、というところに掛かっているのだ
と思います。ですから、そういう気持ちがあれば足を運
んで通ってきてほしいですし、地元に入り込んでいって
ほしいと思います。
松田　僕は組合員の人に誘われて、漁業に入っていった

◎ 「Nature Nan's sea school」と「漁師と友だち」の
 共同企画
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のですが、漁業者の中には僕らのような人間を胡散臭い
と感じる人もいたと思います。ナホトカ号事件の協同作
業である程度信頼関係は築いていたと思いますが、漁師
たちが集まって情報交換したり、仕事後の一杯を楽しん
でいる漁具倉庫の中に入れてもらえた時は、やっと認め
てもらった、という感じがしました。

“漁師と友だち” が目指すもの

関　先ほどお話に出ましたが、ネイチャースクールと漁師
と友だちの活動のことをもう少し詳しく教えてください。
松田　どちらも子供たちを対象とした海のプログラムを
実施しています。ネイチャースクールでは磯観察やビー
チコーミング、ショアトレッキング、サーフィン教室や
ライフセーバー教室等のメニューを持っています。これ
は僕たち夫婦やサーフィン仲間が主体になっています。
海の体験メニューでも、魚さばきや釣りといった漁師が
関わるものについては、漁師と友だちの方で分担してい
るという感じです。

「漁師と友だち」では、漁師さんが主体になって活動を
すればよいのですが、やはり年配の方も多いので、そうい
う人たちと子供たちをつなぐインタープリターの役割とし
て僕らがいると思っています。

漁師たちの新たな挑戦が始まった

関　全国の漁師が集まってJoyFという会社を設立しました
が、大井さんは会長、松田さんは取締役として、これから
どういう展開をしていくのでしょうか？
大井　JoyFとは、「元気が出る漁村づくり！」「儲かる漁師
づくり！」「楽しい漁師のネットワークづくり！」「消費者・
関係諸事業・漁師間のネットワークづくり！」を目指ざし

た（株）エンジョイ・
フィッシャーマン
で、全国の漁場で働
く漁師のネットワー
ク（ザ・漁師's）を
運営し、漁村・沿岸
の環境・生物・海辺
の教育・海産物流通
等のスペシャリスト
ブレーンの方々を繋
ぎながら事業を展開しています。私が会長となっています
が、自分でもまだどういう展開になっていくのかよくわか
りません。ただ私は、人は元々海から生まれてきたのです
から、海が苦手な人なんていないということをいつも考え
ています。ですから、海は心地よいということを多くの人
に感じてもらいたい、という思いがあります。
松田　JoyFは、漁業を次世代に受け継げる事業にする
ために、漁業ビジネスを展開していこうということで、
全国の漁師が集まって立ち上げた株式会社です。本格的
な活動はこれからですが、漁師だけでなく、消費者、海
に関わるところで仕事をしている人たちみんなをネット
ワークしていきたいと考えています。

時には波に乗り、時には海に潜り、時には子供た
ちに海を伝える。お二人のお話からは、気負うこ

となく、素直にやりたいと思うことを続けている、
とても自然な生き方が伝わってきました。心地よい
海、楽しい海、稼げる海…海に対する熱い思いを共
通項として、多くの仲間たちが様々な形で海と関わ
り、海と共に生きていける、そんな形が現実になっ
ていけばいいな、と思います。

海とくらし研究所　関 いずみ

東京生まれ。博士（工学）。海とくらし研究所
主宰、東海大学海洋学部准教授。

ダイビングを通して漁業や漁村に興味を持ち、平成5年に（財）漁港
漁場漁村技術研究所に入所。平成19年に海とくらし研究所を立ち上
げ、漁村の生活や人々の活動を主題として、調査研究を実施するとと
もに、漁村のまちづくりや漁村女性活動の支援など、実践的活動を行っ
ている。

関 いずみ  プロフィール

◎ネイチャースクールの磯の観察

◎海女の仕事中の七世美さん
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当研究所は、漁港の建設・漁場及び漁村の環境整備
に係る科学技術に関する調査・研究・開発を行いその成
果を普及啓発し、我が国水産業の発展に寄与することを
目的として昭和57年9月に設立されまし。研究所の設立
以来、国、地方公共団体、水産関係団体等から各種の調
査・研究を受託し、その研究成果のうち特に重要なもの
については、国内はもとより、広く海外の学会で発表す

るなどして普及を図ってきました。
また、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、関係者に広く配布してきましたが、
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として「第4回調査
研究成果発表会」を開催いたしました。

第4回 調査研究成果発表会

イベント開催報告.01

開催概要

◉開催概要
テーマ： 「このままで良いのか！～漁業地域の再生を

考える～」
日時：平成21年12月1日（火）13：00～17：30 
場所：発明会館［東京］
主催：（財）漁港漁場漁村技術研究所
後援：水産庁

◉プログラム
■開　会
■第一部 論文発表
■文化講座
■第二部 「このままで良いのか！～漁業地域の再生

を考える～」
1．基調講演「限界集落と地域再生」
2．パネルディスカッション
　（1）話題提供　（2）総合討論

影山 智将（（財）漁港漁場漁村技術研究所 理事長）
当研究所は、漁港漁場漁村の整備・開発・利用と、

それらを通じた漁業地域の振興に関する調査研究、
その成果の普及を主たる目的にし、単なる施設の設
計技術にかかわらず、ハードからソフトに至る幅広
い分野の調査研究を手がけています。
水産業・漁村をめぐる状況は深刻化を増し予断を

許しません。漁業者の減少・高齢化が急速に進み、

漁村も限界集落の状態に
あるものが、離島や辺地
を中心に多数存在してい
ると懸念されています。
漁村振興の基本は、水
産業の振興にあることは
論を待ちませんが、経済
社会の変化の中で、従来型の水産業の延長線では、も
はや地域を支えるだけの力を持ち得ないことも確か
な事です。水産業の構造改革と他産業との連携、統
合が強く望まれ、漁村にある地域資源を最大限に活
用した海業という新しい業態にも期待がかかってい
ます。
漁村再生のイメージとは、漁村を若者が生きがいを
持って働き暮らすことができる場所へと変えていく
ことです。そのために何をしなくてはいけないのか、
どのような条件を整えなくてはいけないのか、私ど
もは、我が国にある、漁村問題に取り組む数少ない
研究所の一つとして、他の機関とも連携しながらこ
れらの問題に真剣に向かい合ってまいりたいと考え
ています。

橋本 牧氏（水産庁漁港漁場整備部長）
（財）漁港漁場漁村技術研究所は、漁港・漁場・漁
村に対するさまざまな要請に対し、科学技術に関す

主催者挨拶

来賓挨拶

はじめに
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る研究・調査・開発などを行う公益法人として幅広
い調査研究を続けています。今回のこの場を含め、こ
れまでも調査研究成果発表会で有用で興味深い研究
成果を報告されることを大変喜ばしく思っています。
今回は、多岐な分野にわたる論文発表に引き続き、

漁村地域の再生にスポットを当てた講演、パネルディ
スカッションが行われますが、この課題は待ったな
しで取り組むべき課題です。水産庁も、今年の5月に
「漁村の活性化」と題した委員会を立ち上げ、漁村の
現状、活性化のあり方などについて様々な角度から
検討しました。
漁業地域は極めて多様な側面を持っています。特

に背後集落の規模や漁業生産の大小、漁業生産が産

業全体の中に占める割合、
都市からの空間的あるい
は時間的な距離等、様々
なことによって抱える課
題、その処方箋なども大
きく異なります。水産庁
としても、漁業地域の特
徴に応じた活性化についてさらに研究を進めていか
なければなりません。
今回のテーマである漁業地域の再生は、地域の住
民の方たちを中心に、産・学・官のさらなる強いス
クラムが重要です。本日の発表会でこの議論がその
第一歩になることを期待します。

発表会の内容

発表論文の詳細は、当研究所発行の「調査研究成果
論文集 No.20（平成21年12月）」をご覧下さい。

①「産業連関分析手法の事業評価への適用について」
（後藤 卓治　第一調査研究部 主任研究員）

これまでの事業評価手法では限定された経済的価
値しか捉えることができない。一次産業基盤である
水産基盤整備は、漁業生産から消費に至るまでに他
産業に及ぼす経済効果が多大である。このため、現
実として発生している他産業への経済効果を
事業評価に導入する手法について検討した。
②「海水交換型防波堤に作用する外力分布の
解明」

（田島 憲一　第二調査研究部 主任研究員）
海水交換を促進させるジャケット式構造の

海水交換型防波堤について、既往の知見と新
たな水理模型実験の結果等から台形遊水室に
作用する外力分布および特性を検討した。
③「人工魚礁に蝟集するマアジの行動解析」

（伊藤 靖　漁場と海業研究室 室長）
人工魚礁におけるマアジ成魚の行動解析を

行うことを目的に、佐渡海域においてバイオ
テレメトリー調査及び計量魚探調査を行った

結果により人工魚礁に蝟集するマアジの行動を解析
した。
④研究助成：「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」
（畔柳 昭雄氏　日本大学 理工学部 海洋建築学科 教授）

漁村地域社会に見られる高齢化に対応した減災のあ
り方に焦点を当て、対策構築のための課題や問題点の
把握を行い計画的示唆を得るための検討を行った。な
お、本研究は平成19、20年度の2ヵ年に亘り当研究所
の研究助成事業として実施されたものである。

第一部 論文発表
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 ◎高橋史山氏による尺八の講義と模範演奏
幕間を利用して、尺八
の都山流の最高称号「竹
淋軒」を持つ高橋史山氏
より、「尺八の歴史」、「邦
楽と三曲」、「尺八の材料
と構造」、「尺八の効用」
についての講義と模範演
奏が行われました。

1．基調講演「限界集落と地域再生」
［講師］大野 晃氏（長野大学 環境ツーリズム学部 教授）

基調講演の概要は本研
報の特別寄稿（p8～14）
に掲載しています。

2．パネルディスカッション
「このままで良いのか！～漁業地域の再生を考える～」
［コーディネータ］
婁 小波氏（東京海洋大学 海洋科学部 海洋政策文化学科 教授）

（1）話題提供
話題提供の詳細は、当研究所発行の「調査研究成

果論文集 No.20（平成21年12月）」をご覧下さい。

①「漁村の限界集落の現状」
（浅川典敬　第一調査研究部 部長）

漁業集落の人口減少に着目して、⑴既存データ等
の現状分析から限界集落の状況を把握、⑵漁村の類
型化、⑶アンケート調査による分析を行い限界集落
の課題の抽出と今後の振興策を提言した。
②「漁業就業者数の減少要因」

（林 浩志　第一調査研究部 主席主任研究員）
漁業就業者数の動向は地域性や社会性など様々な
要素が影響していると考え、漁業センサスに国勢調
査や事業所調査等の統計値を加えた重回帰分析を行
い、漁業就業者数減少の要因を探った。
③「大規模漁場整備による漁業の再生
　　─漁業者と一体となった漁場整備の推進─」

（松本 卓也　漁場と海業研究室 主任研究員）
家島町と地域漁業者が一体となり、砂泥域での水
産資源の維持増大と漁業生産の安定を図るため、大
規模漁場整備の可能性を物理特性、生態特性等様々
な観点から検討した。その検討結果を受け、兵庫県
が更に事業化に向けた調査検討を行い、石材礁造成、
モニタリング調査を実施している。

（2） 総合討論（要旨）
［パネラー］
大野 　晃氏 （長野大学環境ツーリズム学部 教授）
三浦 理紗氏 （知床羅臼町観光協会 事務局長）
大江 和彦氏 （島根県海士町産業創出課長）
江森 正典氏 （神奈川県小田原市漁業協同組合所属 漁業者）
本田 直久氏 （水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長）
浅川 典敬 （（財）漁港漁場漁村技術研究所 第一調査研究部長）
伊藤 　靖 （（財）漁港漁場漁村技術研究所 漁場と海業研究室長）

第二部
「このままで良いのか！～漁村地域の再生を考える～」

▲三浦理紗氏 ▲大江和彦氏

文化講座
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活動紹介と漁業地域が抱える課題、テーマ

三浦：羅臼町の基幹産業である漁業・観光・世界遺産
の地としての環境の3つのバランスが保たれた滞在型
エコツーリズムプログラム開発が主な仕事です。
　観光産業は年間入込み客数63万人。うち4月下旬～
11月初旬に95%が集中し、水産業は地域にとってなく
てはならないため、ウニ漁、秋鮭漁、スケトウダラ漁
などの体験学習プログラムを開発しました。
　漁業・観光・郷土芸能・世界遺産のレクチャースペー
ス・食・文化など多面的にとらえ、地元ランドオペレー
トをしています。
大江：海士町は外海離島で、高齢化率が39%と若者の
流出、少子高齢化が進んでいる中、漁業所得を上げる
ために行政主導で地域資源を活用した商品群の開発を
行い、付加価値を高めてブランド力を上げ、都会へ販
促運動を展開しています。
　Iターン者が多く、漁業後継者の育成と起業化を促進
するとともに、都市との交流促進にも取り組んでいま
す。
　本町が抱える課題として、離島は物流（海運）コス
トのハンデを抱え、価格競争で本土に劣るため、付加
価値商品を創出できる人材育成が必要です。さらに高
齢化に伴う漁業後継者不足の懸念と新たな漁業者像の
創造、磯焼けなど海域環境の悪化に伴う漁獲の減少と
資源管理の必要性などがあります。
江森：小田原市漁協所属の自営漁家です。刺網を通年
操業しながら遊漁船業も兼業しています。
　漁協内に研究部会があり活動が盛んで、青年部では
地元の森林生産組合が産出した間伐材を利用して魚礁
づくりに取り組んでいます。刺網部会では、ヒラメの
自主放流、生態調査、35センチ以下は放流するなど、

ヒラメ資源の
維持・増大に
取り組んでい
ます。最近で
はアンコウに
も標識をつけ
て放流するな
ど生態調査を始めました。
　私個人は直売に力を入れ、付加価値を高める努力を
しています。
　漁業が抱える課題は、魚価の低迷が漁業に与える影
響が非常に大きいことです。
本田：「漁村活性化のあり方検討会」の中間取りまと
めでは、漁村活性化の必要性を明確化（漁業の衰退→
漁村の衰退→漁業の更なる衰退）しました。人がいな
くなると、教育・医療・交通機関等の社会的サービス
が低下し住みにくい土地になります。それは地域の危
機であると同時に、日本の水産業振興、食料安定供給
上の危機であり、水産庁として漁村活性化の必要性を
位置づけました。
　漁村外部からの人の呼び込み・交流・UJIターンの
促進等も重視しています。さらに、海業の定義を明確
にした上で、漁村外部から人を呼び込むための重要な
手段として海業を位置づけました。漁村の人々が漁業
を核として地域資源を活用する取り組みである海業の
振興は、漁村における6次産業化です。
婁：従来漁村を支えてきた基幹産業として海業と水産
業があり二本柱となっています。本田課長から海業の
紹介がありましたが、江森さんの活動は？
江森：主は漁業で毎日海に出ていますが、経営安定化
のために土日は遊漁船業も行っています。大型定置網
漁業と多数の零細漁業者の二極化が進んでおり、零細

▲江森正典氏 ▲本田直久氏 ▲伊藤靖 ▲浅川典敬

1.
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な漁業者は多角経営が必要となっています。
婁：海業つながりで伊藤さんのご意見は？
伊藤：話題提供した論文は、地域が自主的に取りくん
できたことが重要なのです。
　自主財源で計画を立て、保護や再生産という漁場を
作る。そこに大規模な投資が入る。一番大きなことは、
きっかけが漁業者自らだということです。そこに責任
が生まれる。これからは大規模漁場整備と小さな漁場
整備の二極化が進むのではないかと思っています。
婁：海業については渡辺前農林水産事務次官がご意見
をお持ちなので、是非ご発言をお願いします。
会場から：（渡辺前農林水産事務次官）
　海業を支えるのは漁村でも漁業集落でもありませ
ん。海業は海全体を使って生きていくので、海村とい
う地域社会全部をひとつに束ねた考え方が必要です。
地域の人々が付加価値化に努力している中で、水産行
政に社会科学が欠けていることが問題だと考えていま
す。社会科学がないと地域社会に対してお金を出そう
という機運にならないと思います。

 
漁業地域の再生のために、上記の課題・テーマ
を解決するには？

婁：漁村振興には行政が大きな役割を持っています。
限界集落で自分達の体力がないところで頑張れといわ
れても難しく、行政の役割について大江さんから一言
お願いします。
大江：都市住民で移住したい若者を集落の中に入れ、
行政と若者と高齢者とが向き合って次なる社会を考え
るきっかけづくりが必要だと思います。

婁：行政の役割の重要性について本田課長のお考えは？
本田：漁村活性化に必要な取り組みを推進する上で、
地域・地方公共団体・国の役割の連携が必要です。都
道府県や市町村は地域を支援する側に回り、地域の自
主的な発案を生かすための応援部隊としての役割を持
つ。市町村は地域振興が得意だし、都道府県は水産振
興が得意です。都道府県が持っているノウハウと地域
のやる気、市町村が持っている地域振興ノウハウを現
場でどのように組み合わせるかが重要です。それぞれ
の役割の明確化とお互いの連携が大きなポイントだと
思います。
婁：限界集落について浅川さんにご意見をお願いしま
す。
浅川：漁業生産額と高齢化率（限界集落）の相関関
係が認められます。漁村が元気になるためには、漁業
の再生が重点施策となります。ただし、行政上の漁村
の定義（射程範囲）が明確でないことが問題です。漁
村振興は、地域行政なのか、産業振興なのか。離島漁
業再生交付金は地域振興色が強いし、強い水産業づく
り交付金は産業振興です。まず、漁村をカテゴライズ
し、目的別振興策が明確となるようにすべきだと思い
ます。そのためには、データ把握が重要となり、セン
サスデータと漁港背後集落調査の整合性を図ることが
必要で、データの取り方を再考すべきです。さらに、
個別集落調査の蓄積が重要だと思います。例えば、定
置網漁業などは共同体がしっかりしていないと成立し
ません。反対に、磯根漁業は船外機船でも操業可能で、
漁業種類毎に限界集落の形がちがうのではないかと思

2.



33漁港漁場漁村研報 Vol. 27

調査役　大塚 浩二

　今回は、従来の論文発表形式を変更し、第一部で論文発表、第二部では「このままで良いのか！～漁業地
域の再生を考える～」をテーマに、基調講演、話題提供、総合討論という構成としました。
　行政、研究者、学生、関係団体、民間企業等、全国各地から約200名もの方々にご参加頂き、参加者の
方々のアンケート調査結果からも好評との評価を頂きました。
　本研究成果発表会は、当研究所の公益活動（広報活動）の一環として今後毎年開催する予定です。皆様
のお役に立つよう、改善すべきところは改善し、より良い研究成果発表会となるよう、テーマや構成を検討
してまいります。
　なお、本調査研究成果発表会は、土木学会認定CPDプログラムとなっています。

います。このため、これらの調査研究が必要であると
思います。
婁：この問題は大野先生の基調講演の中で予防行政、
準限界集落を対象にすべきとの話しがありましたが、
限界集落を防ぐには所得との相関関係があります。
大野：漁業の問題を考える時に、絶えず人間と自然が
共に豊かになるという視点を外してはならない。
　漁業では自分で値段をつけられるように流通システ
ムの問題を解決しなければならない。獲るだけではな
く、獲ったものを漁業者が自ら工夫し、考え、流通を
睨むべきで、豊漁貧乏を払拭する事が大きな課題だと
思います。
婁：地域資源の付加価値向上、資源の価値創造に取り
組んでいる上での課題や問題点について三浦さんのご
意見は？
三浦：どんな地域振興を考えるにおいても、最終的に
は「人」なんだというのを、つくづく考えさせられま
す。漁業と観光の2つの産業をひとつにしようとした
場合、危機感の共有ができていないのが実情です。漁
業者と本当の課題について腹を割って話し合い、同じ
ビジョンを持てる若者世代をいかにグループ化してい
けるかという課題を抱えています。
婁：漁村にはさまざまな資源があり、それを価値創造
していくことが海業を進行していく上で重要です。た
だし、地域資源を利活用する際の管理の問題がありま
す。
本田：沿岸域の管理をするのは漁村以外にありえませ
ん。漁村が地域資源を活用し、その地域資源の殆どは
海からやってくるし、海に存在します。海業あるいは
6次産業化を進めることは、利用と裏腹で海洋管理を

外せないのです。地域の人が漁業や、それを産業とし
て利用するだけでなく、海そのものに目を向けて、管
理をどうして行くかについて話し合うべきだと思いま
す。そして、漁村に住む人の意義、国に対して、ある
いは国民に対して、或いは地球に対して、俺達はこれ
だけ貢献しているんだという、漁村へ住むことへの誇
りにつながることになります。海を守る漁村が沿岸域
の総合的な管理につながれば、国も支援でき、漁村の
維持にもつながるのではないかと思います。
婁：では、本日ご参加された会場の方からご意見を頂
きたいと思います。
会場参加者：私のところでは、沿岸漁業は全部だめに
なりました。漁業者が自信を失っているんです。各家
庭に後継者は一人もいません。生きる気力を失ってい
ます。今日はとても良いお話をいただき、漁業も再生
できるのではないかと思いました。
　農業はグローバル化していますが、漁業は流通に問
題があるのです。そこを解決しなければ漁業の再生が
できません。

コーディネータが漁業地域の再生について
総括

婁：ここで、総合討論を総括すべきですが、殆ど総括
していただきました。最後に、このパネルディスカッ
ションを通じて、漁村・漁業は厳しい状況に置かれ、
それを解決するための政策課題は様々あるということ
が分かりました。その政策課題に応えていくには、我々
も含め、しっかりした調査研究を進める必要があると
いうことで総合討論を終了させて頂きます。

3.
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イベント開催報告.02

当研究所では、『みんなの研究所』として地域に役立
つ様々な分野について、調査研究と技術開発を行い、そ
の成果の普及と啓発に取り組んでいます。
このうち、当研究所が取り組んでいる新しい調査研究
テーマについて、地方自治体を中心とした漁業地域の関
係者の方々に分かり易く解説するために、「出前講座」を
行っています。今回は、平成21年8月および9月に開催し
た3件の活動状況を報告します。

【名称】 平成21年度 水産基盤・海岸保全事業担当者
 現場検討会議
【主催者】 石川県農林水産部水産課漁港漁村整備室
【日時】 平成21年8月25日～26日
【場所】 石川県珠洲土木事務所、狼煙漁港
【対象者】 石川県および県内市町の水産基盤・
 海岸保全事業担当者（24名）
【講師】 第一調査研究部 主任研究員　保坂 三美
【内容】
①ストックマネジメント事業と機能保全計画について
②機能保全計画のつくり方とその事例
③必要検討項目と標準歩掛りについて
④海岸老朽化対策緊急事業について
出前講座は2日間にわたり開催され、1日目は屋内で
の説明会、2日目は実際の漁港施設で現地調査の現場
研修を実施しました。
1日目の説明会では、まず石川県漁港漁村整備室よ

り「水産基盤ストックマネジメント事業」と「漁港海
岸老朽化対策
緊急事業」につ
いて説明がり、
それを受けて当
研究所より「機
能保全計画のつ
くり方とその事
例」および「必
要検討項目と標

準歩掛りについて」を解説し、質疑応答を行いました。
2日目は狼煙漁港地区において、参加者を5つの班に

分け、班ごとに異なる施設で簡易調査（簡易項目）の
現場研修を実施しました。

【名称】 平成21年度 第1回 漁港講習会
【主催者】 福島県港湾漁港協会
【共催】 （財）漁港漁場漁村技術研究所
【日時】 平成21年8月26日
【場所】 福島県小名浜港建設事務所
【対象者】 石川県および県内市町の漁港関係事業担当
 者、漁協関係者、都市漁村交流活動NPO等
 （29名）
【講師】 調査役　大塚 浩二
 第一調査研究部 研究員　高木 泰宏
【内容】
①都市漁港交流による地域の活性化について
②ストックマネジメントについて
③産業連関分析手法の進め方について
まず、当研究所から「都市漁港交流による地域の活
性化について」と題して、漁村活性化のための都市漁
村交流の取り組みの背景と、事例、留意点等の説明を
行い、その後、県内の四倉漁港と富岡漁港での都市漁
村交流活動事例が紹介され、意見交換を行いました。
続いて、当研究所より「ストックマネジメントにつ

いて」、「産業
連関分析手法
の進め方につ
いて」を説明
し意見交換を
行いました。

出前講座の活動状況

石川県

福島県
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　今回活動状況を報告した出前講座のテーマの他、地域のご要望に応じて当研究所の職員が出向いて対応
させて頂きます。テーマ等については、当研究所の「出前講座事務局」までお問い合わせ下さい。皆様のお
問い合わせをお待ちしております。

◎趣旨
財団法人 漁港漁場漁村技術研究所では、『みんなの

研究所』として地域に役立つ様々な分野について調
査研究と技術開発を行い、その成果の普及と啓発に
取り組んでいます。
このたび、当研究所が取り組んでいる新しい調査

研究テーマについて地方自治体を中心とした漁業地
域の関係者の方々に分かり易く解説するために『出
前講座』を行うことといたしました。

◎テーマ
① 『漁港・海岸保全施設のストックマネジメントに
ついて』

②『衛生管理型漁港づくりについて』
③『漁村など小地域の産業関連分析について』
④『都市漁村交流による地域の活性化について』
⑤『漁業地域の減災計画づくりについて』
⑥『その他、地域のご要望に応じて対応します。

◎対象
都道府県、市町村、漁協、団体等。

◎出前講座の形式
都道府県や市町村の研修会などに出向きます。

◎その他
詳細につきましては下記事務局へお問い合せ下さい。

●お問い合わせ・申し込み先
（財）漁港漁場漁村技術研究所　出前講座事務局：大塚（浩）

　TEL ：03-5259-1021
　FAX ：03-5259-0551
　Mail ：otsu@jifi c.or.jp

JIFIC
出前講座のご案内 【名称】 平成21年度 漁港工事の安全対策と漁港講習会

【主催者】 全日本漁港建設協会岩手県支部
【日時】 平成21年9月18日
【場所】 岩手県盛岡市 ホテルニューカリーナ
【対象者】 岩手県内の漁港関係工事担当者（49名）
【講師】 第一調査研究部 主席主任研究員　林 浩志
【内容】
①漁港・海岸保全施設のストックマネジメントについて
②衛生管理型漁港づくりについて
漁港工事の技術習得と工事の安全対策の向上を目的

に講習会が開催され、「工事の申請関係について」釜
石海上保安部、「総合評価落札方式の留意点について」
岩手県農林水産部漁港漁村課より講演がありました。
続いて、当研究所より「漁港・海岸保全施設のストッ
クマネジメント」と題して、ストックマネジメントの
必要性や基本的な考え方、水産物供給基盤機能保全事
業の概要、および海岸堤防等老朽化対策緊急事業の概
要等の講演を行い、さらに、食品の安全・安心に対す
る現状、漁港における衛生管理上の課題、漁港の衛生

管理基準の概
要、具体的な整
備の方向につい
て講演を行いま
した。

調査役　大塚 浩二

岩手県
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活動紹介

都内小学校での魚食普及活動について
近年、国民の魚離れが進んでいるが、その大きな要因

として幼少期に魚を食べる機会が減少し、これまで加齢
と伴に魚を食する比率が増加していた傾向が近年薄れて
きたことが考えられる。
国民の魚離れは生産者である漁業者の所得減少に直結

し、益々魚を食べる機会が減少する悪循環に陥る危険が
ある。
そこで当研究所では、普段海や魚との接点が少ない都
会の子供たちに魚食普及を促進するための活動として、
日本財団からの助成を受けて、都内の小学生を対象に現
地の漁業関係者や水産関係者及び水産に関する専門家を
小学校に派遣した出前授業を実施した。以下に実践活動
の一部を紹介する

（1） 市場関係者による出前授業
山口県萩市に位置する萩市場では、衛生管理型市場

として、魚の安全・安心についてハード・ソフトとも
先進的な取り組みを実践している。今回は、その市場
を取り仕切る藤田市場長を東京都港区立御田小学校に
招き、9月11日に出前授業を開催した。
出前授業では、体育館に5、6年生約100人に加えて
父兄も集め、藤田市場長が萩市の紹介から、萩で漁獲
される水産物、魚には旬がある話をして頂きました。
また、授業の中ではより子ども達に印象を与えるため
に、萩で漁獲された実際の魚や貝類を小学校に持ち込
み、名前あてクイズ等を行い、授業終了後には、子ど

も達に生の魚や貝等に触れる機会を設けた。
また、授業に先立ち御田小学校の教諭2名を事前に
萩市場の状況を視察して頂き、出前授業実施前に子ど
も達に興味を与える情報を提供して頂いた。

（2）漁業関係者による出前授業
沖縄県宮古島では、島内の水産物をより多くの消費

地へ普及させることを目指しており、一方で小学校と
しては現地の生の情報を提供して頂きたいとのニーズ
が合致したため、10月13日に東京都港区立神応小学
校に宮古島の漁業関係者を招き小学5年生約20人を対
象に出前授業を実施した。
出前授業では、宮古島で獲れたソデイカ、もずく、
海ぶどう等を現地から持参して頂き、宮古島について
生の水産物を用いて、宮古島の紹介から魚の獲り方
について話をして頂き、当日は宮古島の食材（ソデイ
カ、モズク等）を用いた給食を用意した。
また、出前授業を実施するに当たっては、港区の教
育委員会が事前に現地を赴き、宮古島の漁業関係者や
教育委員会と懇談を深め、お互いのニーズについて確
認を行った。

（3）水産専門家による出前授業
 これまでは、市場関係者や漁業関係者等、現地の方

を招いた出前授業について紹介させて頂いたが、現地
から人を招くと予算や手間の面で学校側に負担となる
ことが少なくない。

実践活動の紹介

▲三教職員の市場視察状況 ▲市場関係者による授業風景 ▲漁業関係者による授業風景
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よって、当研究所では都内の水産専門家による出前
授業を実施し、より多くの子ども達に魚食普及を行う
取り組みを実践している。
専門家による出前授業では、小学校の先生と連携し

て、魚の種類から、魚を漁獲してから商店に並ぶまで
の方法等についてパワーポイント等視覚で訴える説明
を行うと伴に、実際の魚を使って魚の部位の説明から
オスメスの判別方法等を説明し、魚を目の前で捌く実
演を行ない、最後にはその魚を食べるところまで行っ
た。
11月5日には東京都中野区立谷戸小学校で実施した
出前授業は、東京都の社会科研究会の公開授業とし
て、都内の教諭約20名も参加した中で実施し、授業終
了後には研究会で授業のあり方についての議論を深め
た。

今回、様々な講師による魚食普及に向けた出前授業を

01◎漁場施設研究会例会開催のお知らせ

当研究所では、平成16年度以後、学識経験者および魚礁メーカー、調査コンサルタント企業等で構成する「漁場施設
研究会」を立ち上げ、漁場施設の蝟集機能や増殖機能等に関する研究及び漁場・増殖場造成に関する研究を行なってい
ます。年1回開催する研究例会では、都道府県の関係部署担当者にもご参加頂き、当研究所含め会員からの調査研究の
成果を発表し、調査技術の向上や知見の収集に努めています。今年は、3月5日に開催する計画で、現在、準備を進めて
います。

実践した結果、今後の魚食普及に向け、以下のようなこ
とが明らかとなった。
◎子ども達は、実際の魚を見たり触れたりすること
で、授業内容についての印象度が高くなる。
◎現地の漁業者や水産関係者を招いた授業を実施する
ことが最も効果的ではあるが、予算的に負担となる
が、学校の先生でない専門家が授業を行うだけでも
授業に対しての興味が増し授業内容に対しての理解
度が高くなる。

◎授業の印象度や理解度が高まると、家庭で実際に
魚を捌いたり、魚を食べることに対しての興味が増
し、魚食の普及に大きく寄与できる。
以上より、子ども達に魚食普及を行う為には、まず、
魚に対しての興味を増加させ、魚食に対しての抵抗感を
取り除くことが重要で、その為には学校関係者以外の漁
業者・水産関係者・水産専門家等による出前授業を実施
することは非常に効果的であると考えられる。

（第1調査研究部　後藤 卓治）

まとめ

▲宮古島の食材を用いた給食 ▲水産専門家による授業風景 ▲授業後の社会科研究会の風景
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日本人にとって魚介類は米とともに親しまれ、良質
のたんぱく質供給源として食生活に欠かせない存在で
あるが、200海里体制以降、食の外部化の急速な進展、
国際的な水産物需要の増大等により、わが国の水産物
需要構造は大きく変化している。特に、消費面をみる
と、国民1人当たりの消費量は2000年以降減少に転
じ、魚食大国と言われるわが国で消費者の「魚離れ」
がクローズアップされている。とりわけ若い世代を中
心に「魚離れ」が進行していることが問題視され、そ
の主な原因として肉に比べ魚の調理が面倒なこと、子
どもに魚が敬遠されていることが指摘されている。
水産物の消費を拡大するためには、味覚や嗜好が形

成される子ども時代に魚食経験をすることが望ましい
とされ、学校給食への期待が高まっている。
本書では、学校給食が、飲食店のような営利目的で

はなく教育の一環として実施されているおり、給食対
象が将来の水産物消費を担う世代であること、2005
年に成立した食育基本法により学校給食が家庭ととも

に食育を実践する場として位置付けられたことによっ
て、地場水産物の販路拡大として注目を浴びてきてい
るため、その特性を明らかにすることに意義があると
の考えの基、学校給食を対象に、水産物に対するニー
ズや調達システムを実証的に明らかにしている。
 第1章では、水産物需要の変化と給食市場の位置を
明らかにし、第2章では我が国の学校給食制度と児童
の食生活の現状、第3章では学校給食における魚介類
の利用実態について明らかにし、水産物の調達に際し
て川上の納入業者に求めること、第4章では学校が食
材調達の規模拡大し学校が納入業者を経由することに
よって規格化された水産物をどのように調達している
のかを、第5章では安全・安心を軸に水産物のサプライ
チェーンが構築されている札幌市を事例に、その実態
を解明した。第6章では、食育基本法の制定により新た
に取組が始まった水産物食育事例を分析し、その可能
性と限界について考察している。

オススメのこの1冊

学校給食における
食材の調達と水産物利用

◎村上陽子 著
　農林統計出版　2,400円

後藤主任研究員のオススメ！
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～水産学シリーズ162～
市民参加による浅場の順応的管理

◎福井県立大学准教授 瀬戸雅文編
　日本水産学会監修
　恒星社厚生閣 発行　2900円

中野主任研究員のオススメ！

浅場は、潮干狩りやダイビングなどで市民が海と身
近に接する親水域であるとともに、磯根資源や二枚貝
資源の漁場として、さらには沿岸域に生息する多くの
生物のゆりかごとして海の豊かさを支える重要な役割
を果たしています。しかしながら、多くの浅場は戦後
の高度経済成長の陰で、工業用地や港湾、施設や住宅
地に変貌し、また、多くの生物が姿を消し、沿岸漁業
も衰退しているのが現状です。
本書は、浅場の環境変動や生態系の複雑性に加え

て、漁業者の減少や高齢化、市民の環境保全に対する
意識の高揚など、浅場の環境を取り巻く環境や社会情
勢の様々な変化を前提とした「浅場づくり」の基本手
順を概説した初めての書です。市民と漁業者がうまく
連動しながら本来の浅場を取り戻すために必要となる
合意形成のプロセスや環境モニタリングのあり方につ
いて、さきがけ的な実例も多く紹介し、改善策や問題
点を抽出し、浅場における順応的管理の将来像を洞察
しています。
このうち、「4章・浅場造成における市民の参加プロ

セス」は、当研究所漁場と海業研究室の伊藤室長が著

作しています。ここでは、浅場造成における市民参加
の歴史的背景、意義と効果、活動プロセスの概要を紹
介しています。
本書では、漁業者や行政・企業のみならず一般市民
や研究者が、浅場における漁場づくりの意義や、事業
目標の達成度を実感し共有しながら協働するための
様々なノウハウを提供していますので、関係者の皆様
方のお手元に置いて頂ければ幸いです。

　当研究所では、本書に関連する研究として、「市民参
加型藻場・干潟造成マニュアル ─自治体職員と漁協職
員のための藻場・干潟再生における市民参加対応マニュ
アル─」を水産基盤整備事業の中で作成しています。
このマニュアルは、サブタイトルにあるように、自治
体職員および漁協職員が利用することを想定して、効
率的で円滑な事業や活動の推進に役立つように、一般
的な合意形成と協働の方法やプロセス、留意点を中心
にまとめています。こちらも参照して頂ければ、活動
の詳細がより理解しやすくなると自負しております。
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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。

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。

The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成21年6月～12月）
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編集後記

　新年明けましておめでとうございます。
　今年も皆様に漁港漁場漁村研報を通じて、（財）漁港漁場漁村技術研究所の取り組みやトピックをお伝えしたいと思います。
　本号では、特別寄稿として、山口県水産研究センターの有薗所長による「漁業・漁村の再生を目指して　スローフィッシャリー
による改革を！」や長野大学の大野教授による「限界集落と地域再生」について寄稿して頂き、現在の漁村の現状や今後の漁
村活性化を図る上で参考となる内容となっているのではないかと考えております。
現在、水産業・漁村を取り巻く厳しい環境ではありますが、当研究所は「みんなの研究所」として、皆様のお役に立てるよう頑張っ
てまいります。
　皆様からのご意見、ご要望、ご相談を頂けるようお待ちしております。 （Y.T）

第34回海洋開発シンポジウム
「山口県光市室積海岸における海浜変形」
「津波防災における海岸利用者・住民の意識と多様性に関する調査」
「漁業就業者数の維持に向けた水産基盤整備に関する基礎的な研究」
「大東諸島における漁港整備に関する研究」
「漁村におけるCO2排出削減・固定効果の総合評価に関する研究」
「対馬および日本海「西部における水質・流況の現地観測」
「機能保全計画に基づく漁港施設の効率的な維持簡易手法に関する
調査」
日本水産工学会秋季シンポジウム
宮城県女川湾指ｹ浜及び石浜地区における「女川湾豊かな海の森づ
くり活動」
第28回日本自然災害学会学術講演会
「産業連関分析を活用した減災効果の試算について」
日本水産学会秋季大会
「標識放流によるマアジの滞留状況」
第46回日本地域学会年次大会
「漁業集落の現状と限界集落の要因に関する研究」
「漁業地域活性に向けた水産資源管理に関する一考察」

環太平洋産業連関分析学会2009年大会
「費用対効果分析手法の事業評価への適用について」
「都市漁村交流による経済波及効果分析（宮古島における産業連関
分析」
「新たな事業評価の考え方について～鹿児島県牛根麓漁港を事例と
して～」
「新たな事業評価の考え方について～沖縄県中部泡瀬圏域を事例と
して～」
the 9th International Conference on Artificial reef 
and related Aquatic Habitats
「Fishing Ground Creation In Japan」
「Study of Artificial Reef Functions」
第56回海岸工学講演会
「平成20年２月日本海高波浪による佐渡島の漁港被災メカニズム
について」
「平成20年２月の入善漁港海岸の高波災害について」
第８回全国漁港漁場整備技術研究発表会
「漁業集落排水施設へのノロウイルス対策に関する導入手法につ
いて」
「水産基盤ストックマネジメントにおける機能保全計画について」


