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初めに宮崎県で発生した口蹄疫により被害にあわれた関係
者の方々、そして、その対策に日夜奮闘されている行政担当
者等の方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早
く病害が防除され、復興されることをお祈り申し上げます。
マスコミが伝えるところによれば、今回の口蹄疫をめぐる

問題においては、病気が発生した初期の対応が遅れたために、
被害が広がったのではないかと言われています。一般に伝染
病などの非常事態に関しては、発生した際のマニュアル（危
機管理マニュアル）がどこの行政機関にも用意されているは
ずであり、マニュアル通り着実に実施されてい
れば被害が軽減されたのではないかということ
なのだろうと思います。報道の真偽の程は承知
しませんが、この指摘には私どもの取り組んで
いる漁村の防災・減災問題にとっても重要な問
題が内包されているのではないかと思っていま
す。すなわち、防災・減災については、どこの
行政機関にも膨大な？計画やマニュアルがあり
ますが、災害発生の際にこれらが本当に威力
を発揮して、被害を最小限に留めることができるのかが問わ
れているのではないかということです。いくら立派で膨大な
計画、マニュアルをつくったとしても、現実を動かす力がな
ければ単なる印刷物にすぎません。
それでは、マニュアルを単なる印刷物に終わらせないため

に必要な要件は何でしょうか。私は、第一に、マニュアルの
内容がより具体的、実践的で行動目標が明確であること、第
二に、マニュアルの作成にできるだけ多くの関係者が参画し
関係者間で危機意識が共有されていること、第三に、マニュ
アルを単なる知識に終わらせず、日常的な訓練を通じて行動
指針として肉化されている（俗に言う「頭で覚えるのではな

く体で覚える」）ことではないかと思っています。
さて、漁業地域の減災に関して、水産庁では平成21年度
に漁業地域の減災計画づくりの具体的な手引書となる「減災
計画策定マニュアル」を作成され、私どもの研究所がそのお
手伝いをさせていただきました。本マニュアルは、公助のみ
ならず自助・共助の観点を重視していること、減災計画を自
治体、漁協、自治会などの複数の主体が参画して策定するも
のと位置づけていることに特徴があります。
このマニュアルは防災の専門家の先生からも評価をいただ

いていますが、いくら立派なマニュアルであっ
たとしても単なる印刷物として残るだけでは意
味がありません。マニュアルを基に一人でも多
くの漁業地域の方が危機意識を持って地域の
減災計画づくりに取り組んでいただき、現実の
減災につながってこそ意味があるのだと思っ
ています。
最近、先日のチリ地震津波に関連して二つ

の興味あるお話をお聞きしました。一つは、こ
のマニュアルづくりにご協力をいただいた宮城県の気仙沼市
では魚市場に置かれている資材をマニュアルにしたがって固
定したために、二次被害が防止できたというもの、もう一つは、
震源地のチリでは50年前（1960年）の地震による津波の記憶
が現地の人に残っていたため、地震が発生すると現地の人
は高台へ逃げたため多くの人が助かり、亡くなった方は観光
で来られた方が多かったというものです。関係者が危機意識
を共有すること、予め対策を用意し訓練しておくことにより
被害を少なくすることができるよい例ではないかと思います。
私どもの研究所は、地域の減災計画づくりに貢献できれば幸
いに思います。
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「北緯40度の地球村づくり」─普代村のあすのむらづくり
を目指すキャッチフレーズです。普代村はジャスト北緯40度
というラインにあり、「地球」というスケールの視点に立っ
た村づくりをその基本理念として掲げています。そのジャス
ト40度線に位置し、太平洋に面している普代村は、恵の海、
世界３大漁場の一つ「三陸漁場」を有し、寒流の親潮、暖
流の黒潮及び津軽暖流の三海流が、複雑に交錯し、良好な
漁場が形成されています。
このため、寒流系のサケ、マス、サンマ、タラなどと、暖
流系のサバ、アジ、イワシなどの魚が豊富で、
海岸は岸から一気に深くなり、大陸棚は狭いも
のの底質は岩礁や砂礫質が多く、ワカメ、コン
ブ、そしてアワビ、ウニ、ナマコなど水産動植
物の成育にも適した、まさに “海の宝” がたく
さん眠っているところです。普代村では、この
ような三陸の海の恵みを受け、古くから沿岸漁
業を中心として栄えた村です。
今では岩手県で一番面積の小さい村に、６
箇所の漁港があります。本村の漁港整備は、昭和10年から
の時局匡救事業による船揚場、護岸築造から始まり、以来、
局部改良事業、関連道事業を実施し、また、平成４年度か
らは、普代村の中心漁港に集落を形成する太田名部地区の
漁業集落環境整備事業による集落道、汚水処理施設等の整
備を行い、堀内地区での漁港環境整備事業による「まつい
そ公園整備」では、親水、サケの一本釣り、漁業体験学習
など村内外の人々の憩いの場、交流の場となるなど、本村
の漁業や観光の振興及び生活環境の改善に、大きな役割を
果たしてきています。
国や岩手県においても、三陸沿岸域の生産力向上やつく

る漁業の推進、漁業生産活動の効率化を目指し、「沿岸漁場
整備開発計画」に基づく魚礁漁場及び増殖場などの整備を
進めてきました。その成果は着々と三陸沿岸地域の振興発
展に大きく結実してきているところです。
本村のみならず、三陸海岸の地形条件、立地条件をみると、

その多くは背後に山や崖が迫る狭隘かつ急傾斜地で形成さ
れており、その厳しい条件下において、港づくりに対する沿
岸地域の人々の “汗と涙” の苦難の歴史は到底計り知れない
ものがあり、先人たちの智恵と努力があったからこそ今日が

あることを思えば、心から敬意を表するもの
です。
今後においては、新たな国際海洋秩序の定

着、漁業生産の減少、水産や漁村の役割の重
要性の高まり等、近年の水産業や漁村を取り
巻く情勢の変化に対応した漁港と漁村を一体
的に整備することで、漁業基地である漁港に
近接した海域に安全で管理の容易な漁場を整
備していく必要があります。漁村の生活基盤

は、都市部などに比べ大きく立ち遅れており、漁業集落排
水施設の一層の整備は、生活環境の改善はもとより、漁場
の水質を保全し、安全安心な水産物を供給するという観点
からも極めて重要な課題であり、これら漁村の環境整備は
水産業の振興と漁村の健全な発展、そして、人々の交流促
進の上からも積極的に取り組んでいかなければならないもの
と考えています。
「北緯40度の地球村」が、将来三陸漁場の核となり、日本
に誇る水産物供給基地として発展していくことを願うもので
あり、今後一層本村の漁港漁村整備に対する国県等関係各
位のご理解と、特段のご配意方を切にお願いするものです。

あすへつなぐ漁港づくり2
理事（岩手県 普代村長）深渡 宏
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はじめに

日本の沿岸漁業は、もともと潜在的に有利な条件をもっ
ている。漁場や水産資源のポテンシャルは高く、漁撈や
養殖の技術、世界有数の水産物マーケット、魚食文化な
ども残っている。しかし、今の沿岸漁業は、産業レベル
で見ると、縮小均衡をくり返し、着地点が見えない。諸
外国を見渡しても、漁業はけっして斜陽産業ではないの
に、なかなか再生の出口が見つからない。そもそも漁業
が縮小均衡の負のスパイラルに陥ったきっかけは、二百
海里問題やプラザ合意による水産物輸入の急増と魚価の
低迷であったと考えられる。そうした時代の変化に対し
て、魚価対策を含め漁業自体の対応が遅れたことが今日
の衰退につながっている。どこまで漁業者ががんばり、
どこまで国や自治体が支援すればよいのか、国民的合意
形成を図りながら政策論としてまとめ、出口を見つけて
いかなければならない。民主党政権となり、「個別所得補
償制度」や「水産業の６次産業化」など新しい視点から
の政策提案が見られるようになった。今後、どういう制
度設計と予算措置がされるのか注目したい。
日本の津々浦々を眺めてみると、厳しい時代を生き抜
いてきた高齢者やその経営は、たくましく、十分に自立し、
中にはきわめて元気のある漁業もある。ここでは現場か
らの視点で沿岸漁業の再生について考えてみたい。

特別寄稿 .01

ふなこし・しげお

1951年10月東京生まれ。1975年3月京都大学農学部水産学科卒業、同年4月愛知県水産試験場採用。2008年4月愛知県農林水産部水産課長、2009年4月
愛知県農林水産部水産振興監、2010年4月より愛知県水産試験場長（現職）。

沿岸漁業の沿岸漁業の
ポテンシャルとその再生ポテンシャルとその再生

愛知県水産試験場長

船越 茂雄
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なぜ、三河湾のアサリ漁業は
元気なのか

私の身近な三河湾には、元気なアサリ
漁業がある。三河湾のアサリの生産量は
全国一であり、湾奥の一色干潟周辺の浅
場で操業するポンプ式桁網漁業が主力と
なっている。５トン未満の小型船に３人
程度が乗り、現在、90隻余が自主的な組
織をつくり、役員の指揮下、集団操業を
行っている。
まず、驚くのは労働生産性の高さである。
干潟･浅場漁場のもつ圧倒的な生物生産力
に支えられ、早朝の１時間から２時間の操
業で、好調時には20kg入りの網袋で、50袋
から100袋ものアサリを獲ってくる。健全
な干潟・浅場生態系というのは、私たちの
想像以上に環境収容力も桁外れに大きい。
これだけのアサリが獲れるのには、もう一つ訳がある。

それは、この大きな環境収容力を満たすだけの十分な数
量のアサリ稚貝を確保しているからである。３月10日に
NHKで「奇跡の干潟・六条潟～三河湾 アサリ育む里海」
が放映され、六条潟という名前が全国に知られた。毎年、
この六条潟から三河湾各地に稚貝が移植されている。
元気な漁業は、徹底した資源管理も実践している。移

植したアサリ稚貝は、マーケットサイズになるまで手塩
にかけて育てていく。操業にも工夫が見られる。漁場を
いくつかに区分けし、試験操業によって資源量とサイズ
を把握しながら、90隻余の漁船を計画的に配置し、売れ
る数量だけを獲ってくる。不公平感をなくすために経営
はプール制である。
魚価対策もしっかりしている。時々の需要に対応して、

アサリ問屋組合と価格協定を結び計画生産を行い、需要
と供給のミスマッチをなくし、大漁貧乏にならないシス
テムをつくっている。自由競争下の先獲り競争では、こ
うした操業はむずかしいが、一歩踏み込み、そこから脱
却することで、豊かな海の恵みを大きな経済的価値に換
えているのである。

どうすれば沿岸漁業は再生できるか

これは、“どうすれば儲かる漁業が構築できるか” と言
い換えてもよい。そして、再生の見通しは、現在の年齢
構成を考えれば、今後10年で30％程度の人の減少を前提
にしなければならない。もし自給率を上げようとすれば、
豊かな漁場をとりもどし、漁業の生産性を上げていくし
かない。
沿岸漁業の再生には、水産基本法も明記しているよう
に国民的支援が必要である。それには３つの理由が考え
られる。１つは、漁業の再生には、国や自治体が権限を
もつ漁業制度の改革や系統組織の再編、公有水面におけ
る沿岸漁場の修復などが必要である。２つ目は、漁業に
は豊不漁があり投資効率が計算できないため、他の産業
と同じ土俵で競争することがむずかしい。３つ目は、漁
業と工業との生産性には大きな差があるため、つねに安
価な輸入水産物の攻勢に晒されるからである。現在の漁
業の厳しさは、こうした大きなハンディを背負いながら、
市場原理の世界で勝負せざるを得ないことにある。

特別寄稿 .01

写真1：好調な三河湾のアサリ漁
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⑴ 漁場の修復と資源管理で、生産量の底上げ
もともと日本の沿岸漁業は、東京湾、伊勢・三河湾、

瀬戸内海のように、干潟・浅場生態系のもつ高い生物生
産力に支えられ成立してきた。六条潟のようなアサリの
種場も全国各地の内湾域にあった。しかし、埋め立てや
富栄養化などにより赤潮や貧酸素水塊が
発生し、漁場の劣化が著しく進んできた。
沿岸漁業の再生には、こうした潜在的に
生産性の高い漁場を修復し、これによっ
て水産資源の環境収容力を拡大していく
ことが不可欠である。
漁場の修復と一体的に水産資源の管理

を進めれば、漁業生産量の底上げが期待
できる。私は、日本の沿岸漁業は、再生
産の場を漁場として利用する構造的な矛
盾をもっていると考えている。最もポピュ
ラーで漁船数の多い小型底びき網漁業の
例では、マーケットサイズ以下のカレイ
やシャコを始め膨大な数の多種多様な魚
介類幼稚魚が混獲・投棄されている。こ
れに対しては、高い選択性機能をもった

漁具を普及し、さらに季節ごとに目合を
変えながら操業することで、混獲・投棄
の緩和はかなり可能であり、沿岸漁業の
全てに波及効果のある漁業生産量の大幅
な底上げが期待できる。

⑵ 漁場と資源を再配分し、漁場生産力を
　 有効に利用
近年、人も船も予想以上のペースで減っ

てきた中で、海域によっては漁場と資源に
ゆとりが生じ、それらを再配分し、漁場生
産力を有効利用できる可能性が生まれて
いる。これは “水面を総合的に利用し、漁
業生産力の発展をめざす” 漁業法の理念に
かなう考え方であり、漁業の生産性向上と
漁業の活性化が期待できる。そのためには
許認可権をもつ国と県が、しっかりとした

漁場利用計画と資源評価に基づいて、タンス許可と呼ばれ
る過剰許可の整理と新しい漁業許可の免許、減船措置等に
よって、漁業勢力の再編・誘導を進めていけばよい。これ
に対しては既得権を否定し、所得を平準化する動きとして、
反対も予想されるが、漁業構造改革の１つとして、しっか

写真2：よみがえった三河湾のアマモ場

写真3：幼稚魚の混獲緩和で漁獲量の底上げ
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りと政策的に位置づけ、漁業者のニーズをふまえた必要な
代償措置、予算措置を行っていく。

⑶ 先獲り競争から脱却し、経済的合理性をもった操業へ
沿岸漁業は、過当競争と過剰投資をくり返してきた。

一部の欧米諸国が導入しているIQやITQ制度は、資源を
管理し先獲り競争を回避する１つの手段ではあるが、多
種多様の魚介類を漁獲し、複雑な階層と多数の漁船を擁
する日本の沿岸漁業へは導入できない。各地域で条件を
探りながら経済的合理性をもった操業方法を見つけてい
くのが現実的である。燃油高騰の影響を緩和するために
も、不合理な先獲り競争はできるだけ排除したい。
具体的イメージを探ってみたい。愛知県には約120船団

のシラス船びき網漁船がある。もしこれが１つの企業体
であれば、個々ばらばらに操業することはないだろう。
おそらく、この会社の社長は、前日の漁業情報をもとに、
シラスの漁場位置と魚群密度に合わせて出漁隻数と漁船
配置を決め、最小のコストで最大の利益を追求するはず
である。こうすればシラス魚群の多い場所に漁船が集中
し、日々の損益分岐点を下回る水揚げに泣く船も出ない。
これは三河湾のアサリ漁業によく似ている。また、もし
シラスの来遊量が少ないときは、経験的に1/2の60船団で
も同じ漁獲量が確保できるので、残り60船団を休漁にし、
燃費などの諸経費を1/2に節約することもできる。このよ
うに同じ漁場や資源からでも、操業方法によって得られ
る経済価値は大きく違ってくる。

⑷ 簡単には廃業しない経営のしくみ
沿岸漁業は、親子や兄弟など家族あるいは親族を中心

に営まれている。小型底びき網漁業、その他零細規模の
漁業のほとんどは２人から３人乗りである。このような
少人数の個人経営体は、高度な漁撈技術と強い血縁で成
り立っているので、親が高齢化で船を降りてしまうと、
後継者がいない限り、多くは廃業してしまう。後継者が
いても、即戦力でなければ収入が確保できず、経営の存
続はむずかしい。こうして漁業就業者が減る一方、新規
求人がないという不可解な構造が生まれている。60歳以
上の高齢者が50％以上となった現在、人や船が減ればそ

の分の生産量が確実に減る構造となってきた現在の沿岸
漁業にとって、これは大きな問題である。当面の対策と
して、乗組員交代期の経営体に対しては一定期間、漁業
権や漁業許可などでの優遇措置を講ずることや、将来的
には、複数漁船を有する企業経営への構造的転換を促し
ていく必要がある。

⑸ 系統組織の再編・強化で魚価対策などが加速度的に
　 進む可能性
今日の沿岸漁業の衰退は魚価の低迷に尽きる。厳しい
労働の対価として漁業者が受け取る価格は、売値のわず
か24.7％（水産白書）である。もっと漁協や漁連、漁業者
団体は、力をつけて価格形成に影響力をもたなければい
けない。
経営トップの漁協や漁連の組合長さんは、魚を獲るノ
ウハウや漁業調整の手腕には長けているが、マーケッティ
ングは不得手である。現状は、ビジネスチャンスは山ほ
どあるが、みすみすその機会を逃している。近年、各地
においてブランド化や産直、未利用魚の販売など積極的
なとりくみが進んでいる。しかし、全体の物流量からみ
れば、まだその量はわずかであり、もっと拡大していく
必要がある。そのためには、財務内容の悪化と合理化で
疲弊が進んだ系統組織を再編・強化し、マーケッティン
グの専門家など人材も確保し、経営的な力量をつけるこ
とが必須である。これには関係者の不退転の決意と努力
はもちろん、公的支援の強力な後押しも必要である。こ
れによって魚価対策を始めとする沿岸漁業再生のさまざ
まなとりくみが加速度的に進む可能性が期待できる。

おわりに

近年、資源管理に過度の期待を寄せ、「漁業者が乱獲を
やめれば漁業はよくなる」という趣旨の記事が多い。し
かし、問題はそんなに単純ではない。日本の沿岸漁業の
生産量は、世界的にも稀なほど安定し、近年の減少は主
に人と船の減少によるところが大きい。漁業者乱獲論が
自助努力の強調につながり、漁業への公的支援に対する
国民的理解の妨げになってはならない。

特別寄稿 .01
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特別寄稿 .02

うちだ・さとし

1975年神奈川県生まれ。1999年農林水産省入省。水産庁防災漁村課、水産庁計画課、内閣府、国土交通省河川局海岸室、水産庁国際課を経て、2007年
より3年間在ペルー日本国大使館に勤務。2010年5月より現職。

はじめに

皆様、ペルーといえば、どのようなものを思い浮かべ
ますか？マチュピチュ・ナスカなどの観光資源、現在の
好調なペルー経済を牽引する鉱物資源、アンデスの山々
を原産地とするトマト、ジャガイモなど多くの農産物に
関する遺伝資源、アンデスの国とはいいつつも国土の6割
を覆うジャングルには膨大な森林資源存在し、そして海
を臨めば、ペルー沖は、寒流と暖流がぶつかる条件下世
界有数の漁場が形成されており、世界第２位の生産量を
誇る水産資源を有する「資源」大国なのです。
このたび、在ペルー日本国大使館にて、３年間の勤務

を終え、帰国いたしました。過去から現在にいたるまで
我が国より多くの経済協力・技術協力がなされてきまし
たが、一方で、我が国の大型イカ釣り漁船が、同国水域
内で漁業活動を行っており、また多くの魚粉の供給国と
して、我が国とペルーとは漁業関係において、切っても

切れない縁がございます。
前述のとおり、ペルーは世界第２位の生産量を誇る漁
業大国ではありますが、その漁獲の大部分８～９割が魚
粉用のアンチョビーであり、直接人間が消費する水産物
の水揚げは、残りのわずかな部分に過ぎません。この主
要漁獲物たる魚粉用アンチョビーは、主として魚粉会社
等の企業が漁獲しており、いわゆる一般の漁業者（零細
漁民）が、量は多くはないものの種類の豊富な魚を捕っ
て、生活を営んでいるのが基本的な構造と言えます。
当国の一般漁業者は、所得水準が低く、個人で活動す
る経営基盤の脆弱な主体にて、漁業協同組合等にも加入
していない漁民も多い一方で、彼ら零細漁民が、米州随
一の洗練されたペルー料理の構成要素たる魚食文化を支
えていると言っても過言ではありません。
今回は、この零細漁民の活動の一風景をご報告すると
ともに、ペルーの魚食文化をご紹介したいと思います。

水産庁 漁港漁場整備部整備課 海外水産土木専門官

内田 智

ンチンゼル チアルルルゼンチンアルゼアルルゼンチンゼンチゼ チンルゼゼンンチンチン

ペルー共和ル 共和ペルペル
ペルーペルーの
魚食文化魚食文化を
支える支える
零細漁業零細漁業
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内　容

⑴ 零細漁民の活動風景（首都リマより）
ペルーの国土は、1,285,000km2で日本の約3.4倍ほどもあ

りますが、海岸線は約2,000キロ程度（日本は約３万キロ）、
零細漁港は全国で約50港（我が国は約3,000港）しかあり
ませんが、このインフラを利用し、約２万人の零細漁民
が漁業活動に従事しています。
漁業大国ペルーも、魚粉用アンチョビーの漁獲を主と

する企業活動を除くと、数字上は日本と比べてその活動
は意外と小さいのですが、ペルーの魚食文化を支える重
要な要素となっております。
ペルーの首都リマは、人口700万人を超す大都会です

が、リマ沿岸にもいくつかの零細漁港があります。小官
が赴任時居住していた近隣海岸にも、かなり小規模です
がやはり零細漁港（チョリージョス漁港）があり、漁業
活動が営まれていると同時に市場が併設され、リマ市民
に新鮮な鮮魚を供給しております。
この零細漁港は、かなり小規模ですが、典型的なペルー

の漁港と言えます。まず、桟橋が１本沖に向かって延び、
準備、水揚げに使用されますが、漁船の休憩施設はあり
ません。漁船は、ほとんどが船外機を備えた古くて小さ
い木造船であり、岸壁等に係留されず、浜に揚げるか周
辺海域に浮きで固定されております。防波堤等漁港水域
の静穏度向上を目的とした施設は存在しません。当国に
は、台風が来ないことも影響しているのでしょう。
ちなみに、写真１の奥の海の向こうに広がる陸地は、

大都会リマの高層マンション群です。
出漁は至ってシンプルです。漁民は、幾ばくかの燃料、

若干の漁具をもって、「渡し」の船に乗り込み、自らの漁
船へ移動、出漁していきます。漁法は、網もあれば釣り
もあり、対象魚種は様々。何を捕っているのか漁民のお
じさんに聞いてみたことがありましたが、「捕る時間と捕
る場所で変わる。」と、気ままな回答だったことを覚えて
おります。
当該漁港は、それほど多くの漁獲はありませんが、ホ

タテ等の貝類、ペヘレイと呼ばれる小魚から、カツオ、
シイラ等大きな魚まで水揚げされ、併設される市場に並
びます（写真３）。
出漁時以外、漁船は、観光船にも化けます。写真４は

夜釣りの風景です。釣りの機会を観光客に提供し、小銭

写真1：チョリージョス漁港

写真2：出　漁

写真3：市場風景

特別寄稿 .02
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を稼ぐ副業があります（さすがに、観光に供する船は、
FRPの若干状態の良い船でした）。

⑵ ペルーの魚食文化とリマの食卓
ペルー料理は、米州で「随一」、世界でも有数の料理で

あり、魚介類、種類豊富なジャガイモなど豊かな食材、
多様かつ洗練された料理として知られております。
代表的な料理として、ロモ・サルタード（肉、タマネギ、
ジャガイモ及びトマトの炒め物）、と並び、セビーチェ（魚
介のマリネ）、アロス・コン・マリスコス（魚介ご飯）といっ
た海産物を使う料理も有ります。
ペルーの沿岸部は伝統的に魚食文化を有しており、現
在、約２万の零細漁民が漁獲する様々な海産物がペルー
料理として調理されているのです。
写真５は、先ほどご紹介したチョリージョス漁港周辺
の屋台の風景ですが、水揚げされた水産物がその場で調
理され、市場に訪れた人へ振る舞われます。もちろん、
出漁前の漁師もこの料理を食べ、闘志を充電するわけで
す。手前に見えるのが、「セビーチェ」。生の魚をレモン
で締めて食べる代表的なペルー料理の一つ。生魚を食べ
るわけですが、レモンで締めてあるため、殺菌効果が働
くようです。奥に見えるのが、「アロス・コン・マリスコ
ス」。海産物入りチャーハン（チャーハンというよりリゾッ
ト？）も、セービチェと並ぶペルーでは人気の料理です。
ちなみに、私は、このような屋台でセビーチェ、アロ
ス・コン・マリスコスを食べたことがありません。お腹
を壊さないという自信がありませんでしたので。我々日
本人は、アグレッシブに地元民が食べる料理に手を出す
のは少々危険です。大変おいしそうではあるのですが、
おとなしく観光向けの高級レストランで食べるのが安全
でしょう。
もちろん、リマ首都圏の人口700万を満たす海産物は、
地元漁港だけではその供給量を賄えず、ペルー全国の漁
港よりリマ市内にあるいくつかの水産物市場に集められ
ます。写真６は、リマ市民の巨大な胃袋を満たすカヤオ
地区の市場です。
現在は、首都圏を中心に大手スーパーマーケットの
チェーンも充実しており、ペルー国民の富裕層や外国人
は、きれいにディスプレイされた状態で水産物を購入で
きる場も増えています（写真７）。
同国には、いくつかの日本食料理も展開しており、店

写真4：釣り船

写真5：屋台風景

写真6：カヤオ市場
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を間違えなければ、おいしい日本食をペルーで食べるこ
とができます。しかし、これら味に定評のあるお店は、
既存の市場、スーパーに留まらず、日本人が食べたくな
るような衛生的で新鮮な魚を用意できるよう長年のやり
とりで培った、独自ルートを確保しているようです。

おわりに

現在、ペルーの漁業当局は、魚食の普及を進めており、
2008年のペルー国民1人当たりの水産物の消費は22.1kgに
達し、南米で１位を記録しました。同部局は2011年まで
に25Kgという目標を有しています。現在は、アンチョビー
の食用にも力を入れており、同食用アンチョビーの供給
量は2000年では0でしたが、2008年には10万トンに達して
おります。
零細漁民の所得水準は低く、装備も脆弱ですが、伝統

的に魚食文化があり、漁業の消費が拡大している現在、
同部門は今後発展し続ける重要なセクターとなるでしょ
う。
養殖業の展開、海外への輸出を視野に入れた加工技術

の開発など、ペルーの漁業部門は野心的に施策を展開し
ており、今後の発展が楽しみです。

写真7：大手スーパー鮮魚コーナー

番外編： 番外ですが、紫色のトウモロコシなんかも有ります。
 とにかく、食材は豊かな国なんです。
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すでに、ご承知のとおり、我が国の沿岸には、津々浦々
に、漁業集落・漁港が立地し、その数は6,298集落、2,914
漁港で、海岸線5.6kmごとに漁業集落が、12.1kmに漁
港があることになります。このように、沿岸域に点在
する漁港や漁業集落は、安全な食料を安定して供給す
る機能（本来的機能）のほか、自然環境保全、地域社
会の形成・維持、海難援助や災害時の救援と避難、海
域環境監視、さらに、国境監視等の生命財産保全機能
など、多面的機能を有し、特に、生命財産保全機能は、
四周を海に囲まれる我が国では重要な機能であるとい
えます。
このように、多面的な機能を有する漁業集落の消滅

は、食料の供給や多面的な機能
の低下とともに、漁業集落から
住民がいなくなることは、自然
に戻ることとは異なり、人為的
に開発された国土の放棄は、台
風・降雨・地震などの自然の営
為が激しい我が国では、土地を
破壊し、大規模災害を容易に発
生させる恐れがあり、国土の保
全管理の面からも、有効な施策
を講じ、漁業集落の健全な存続
を図ることは重要なこととなっ
ています。
そこで、私ども研究所では、
漁業集落の健全な存続を図るた
めの有効な施策に関する研究に
取り組んでいますので、ここに、

はじめに

5月21日、新政権のもとでの初の水産白書が公表さ
れました。今回の白書では、冒頭のトピックスのあと、
特集として「これからの漁業・漁村に求められるもの」
と題し、漁業・漁村の歴史的な位置づけと関連させな
がら、我が国の発展の過程において、漁業・漁村が重
要な役割を果たしてきたことが示されています。
しかし、近年では、水産資源の低迷、漁業者の高齢化・

漁業集落人口の減少、漁業所得の伸び悩みなど、様々
な課題に直面し、特に、漁業者の高齢化や漁業集落人
口の減少は、漁業地域の存続を危うくさせています。

じじじじじじじめめにめにめにめにめにめにめにめにめに

01 第 1調査研究部

写真：家島漁港（兵庫県姫路市）
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その取り組みを紹介します。

漁業集落の状態区分

各状況に応じた漁業集落の存続のための手法を検討
するためには、現在、漁業集落がどのような状態にあ
るか把握する必要があります。
つまり、ある一定の定義に基づき、漁業集落を分類し、
そこに属する漁業集落の様々な指標を分析することで、
漁業集落の存続に関する共通要因が見いだせ、さらに、
漁業集落が消滅に向かう負の要因に対して施策を講じ
ればよいことになります。
大野１）は、農業集落を中心として、65才以上の高齢
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置かれて
いる集落を限界集落と呼び、さらに、集落の状態に応
じた地域再生の手法の検討のために、①存続集落、②
準限界集落、③限界集落、④消滅集落の区分を行って
います。
漁業集落においても、これらの状態区分を基本とし

て、さらに、漁業集落の規模を示す指標である集落人
口を加え、以下のような漁業集落の状態を定義しまし
た。

⑴都市型集落：漁業集落の人口が5,000人以上、もし
くは高齢化率50％未満であって都市計画区域指定
又は都市計画用途地域指定を受けている集落。

　　第3種漁港等の後背地に立地する集落で、人口規
模が比較的大きいことから、漁家比率が他集落と
比較して低い。

⑵存続型集落：漁業集落の人口が5,000人未満であっ
て、55歳未満の人口比が50％以上の集落。

　　一般的に後継者問題がなく、将来にわたって健
全な状態を継続し得る集落。

⑶準限界型集落：漁業集落の人口が5,000人未満で
あって、55歳以上の人口比が50％以上、かつ高齢

化率（65歳以上の人口率）が50％未満の集落。
　　将来的には限界集落へ移行する可能性のある集
落。

⑷限界型集落：漁業集落人口が5,000人未満であって、
高齢化率（65歳以上の人口率）が50％以上の集落。

これらの定義より、漁業集落の状態を分類すると、対
象とした漁業集落数4,766のうち、⑴都市型1,867集
落、⑵存続型1,147集落、⑶準限界型1,293集落、⑷
限界型459集落となります。
図1は、各漁業集落の状態が占める割合を示すもので、
限界型10％、準限界型27％で、限界集落ならびに限界
集落へ向かう漁業集落は37％を占め、漁業集落の健全
な存続は喫緊の課題であることが分かります。

おわりに

今回は、農業集落を主とした集落の状態区分を参考
に、漁業集落の状態を定義し、それらに基づいて漁業
集落を分類し、現在、我が国の漁業集落の状態を紹介
しました。
今後は、これら区分に属する漁業集落の指標を分析
し、漁業集落の存続に関する共通要因を整理すること、
さらには、別の手法から、例えば玉置２）が行っている
経済指標（社会経済関係指標と漁業関係指標）を用い

わわわわわわりにりにりにりにりにりにりにりにりにりに

集落集落集落落落落落のの状の状の状の状の状の状の状の状状状態区態区態区態区態区態区態区態区態区態区態区分分分分分分分分分分分

都市型 存続型 準限界型 限界型

39％

24％

27％

10
　％

図1：漁業集落の状態区分
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た沿海市町村の類型化（主成分分析）などを参考に、
統計的に漁業集落単位で分類を行うこととしています。
そして、これらの結果から、限界、および、準限界

と呼ばれる漁業集落の消滅回避に向けた具体的な施策
を提案したいと考えております。

（第１調査研究部　林 浩志）

私が漁業と初めて関わったのは、水産庁に入庁
して2年目の漁村研修です。漁村に1ヶ月住み込ん
で、漁業を経験しました。私の研修先は、秋鮭の定
置網漁業が盛んな北海道豊頃町の大津漁港でした。
ここの定置網は、十勝川の河口に設置されているた
め、豪雨時には河川からの流木があり、時に定置網
を破損させ、漁業者に甚大な被害をもたらします。
さらに、漁業者には、二次被害の防止のため流木の
回収やその処理費用も自らの負担となって重くのし
かかってきます。これは漁業者にとって死活問題で
す。私は、研修の中でこうした現場での課題を目の
当たりにしました。その数年後、私は海岸関係のポ
ストで「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事
業」の拡充を担当することとなりました。その際、
漁村研修において経験した流木の除去作業、費用負
担の実態を知った上で、財政当局等への協議に臨め
たことは非常に強みになりました。
私は、新たな政策の展開を図る上、もっとも重要

なことは現場で必要とされているかにあると思いま

す。そのため、行政がしっかり現場のニーズを把握
し、施策へ結びつけることが必要です。しかし、現
場には様々な課題があり、それがすべて行政まで届
くということはなかなか実情難しいところがありま
す。特に国にいた経験からも、どうしても現場との
距離が遠くなりがちで、現場の声を直接把握するこ
とはなかなか難しかったと感じました。
この実情を踏まえ、当研究所には、漁港・漁場・
漁村の現場コンサルタントとしての役割に加え、こ
れら現場課題を踏まえ、行政への政策提言を行うシ
ンクタンクの役割の両方が必要であり、「現場と
行政のパイプ役」となって機能することが求められ
ていると考えています。まずできる限り現場に足を
運び、皆様から現場の課題、ニーズ等を聞かせてい
ただくことから始まると考えています。名前は「不
動」ではありますが、我が国の明るい水産業、漁業
地域づくりに向け、フットワークを軽く取り組む所
存です。どうぞよろしくお願いいたします。

就任挨拶

第1調査研究部 次長　不動 雅之 

■参考文献

1 大野晃：限界集落と地域再生、京都新聞出版センター、
2008
2 玉置泰司：経済指標を用いた関東・東海地方沿海市町村
の類型化と構造分析、中央水研研報 第15号、pp.41─
55、2000
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第 2調査研究部

1. サンドバイパスシステム

⑴ サンドバイパス施設はどこにあるの？
今回の調査では、オーストラリア東海岸に設置して
ある二ヶ所のサンドバイパスの施設について調査を行
いました。一つはゴールドコースト（ネラング川河口）
のサンドバイパスでもう一つはツィード川河口のサン
ドバイパスです。

⑵ サンドバイパスシステムはどんな施設？
いずれの施設も、上手側の堆積砂をジェットポンプ
と呼ばれる特殊なポンプで海水と共に吸い上げ、パイ
プラインを介して下手側の海浜に養砂を行います。こ
れにより河口部の堆積砂による閉塞が低減され、あわ
せて下手側に砂が供給されることで安定した海浜が維
持されます。
このように砂を上手から下手にパイプラインを介し
て迂回（バイパス）させることから、サンドバイパス
システムと言われています。

はじめに

サンドバイパスとは、海浜の侵食を制御する工法の
一つです。国内でも天橋立や大井川港などで実施され
ていますが、パイプラインやポンプを用いた固定式の
サンドバイパスシステムは、未だ実施例がありません。
一方、アメリカやオーストラリアでは、固定式のサン
ドバイパスシステムが実施されており成功を収めてい
ます。このうちオーストラリアのサンドバイパスシス
テムについて、平成22年3月に現地調査をする機会を得
ましたので報告します。

オーストラリアのサンドバイパスシステム
 

じじじじじめにめにめにめにめにめにめに

アのアのアのサンサンサンサンサンサンンドバドババドバドバドバドバド イパイパイパイパイパイパイパイパパススシスシスシスシスシスシス ステステステステステステステス ムムムムム

▲図1：サンドバイパス位置図

▲図2：サンドバイパス施設全体図

上手側

採砂桟橋 スラリーポンプ

ジェットポンプ

堆積砂

養浜

高水圧ポンプ

下手側

砂砂

サンドバイパス

サンドバイパス
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⑶ ジェットポンプってどんなポンプ？
砂混じりの水を送るポンプとしては、一般的に図３

の左上のような羽根車を回転させることにより、砂を
送る「渦巻きポンプ」が使用されますが、調査箇所では、
いずれもジェットポンプが採用されています。
ジェットポンプの基本的な原理は、次の通りです。

まず、地山の砂に高圧水を噴射させることにより、砂
と水を強制的に撹拌し液状化させます。そして、ノズ
ルから高圧水（ジェット水）をベルマウスからスラリー
管内に噴射させることで、ベルマウス周辺の液状化し
た土砂を水と共に吸い上げるものです。
ジェットポンプは、回転部が無いことで、耐久性が

高く、また少々の異物の吸い込みにも対応できるなど
の利点があります。

ゴールドコースト（ネラング川河口）
サンドバイパスシステム

ネラング川河口部のサンドバイパスシステムは、オー

ストラリア西海岸の都市ブリスベンより、南東65km に
位置しています。
サンドバイパス施設のあるあたりは、世界的に有名
なリゾート地、ゴールドコーストとして名をはせてい
ます。

⑴ ネラング川河口部の問題は？
ネラング川周辺は砂浜の素晴らしいリゾートして、早
くから注目されてきていましたが、卓越した南東の風

により漂砂がネラン
グ川の河口部に砂州
を発達させ、これに
伴い河道を著しく変
化させてきました。
河口は、年間60ｍも
北上していました。
このため、砂州の成
長を低減し、河口位
置を固定する必要が
ありました。
当初、維持浚渫な
ども考えられました
が、リゾート地であ
ることなど周辺環境
への配慮から、固定
式のサンドバイパス
システムを設置する
に至りました。

ドバドババイパイパイパイパイパイパパパスシスシスシスシススシスシステステステステステステステステステムムムムムムムム

吐出口
羽根車（インペラ） スラリー（砂+水）

高圧水

液状化水

1980年

1930年

1890年

1842年

1822年

サンドバイパス

現在の河口位置

高圧水管

ベルマウス

高圧水噴射ノズル

液状化水管

液状化水噴射ノズル

砂・海水
吸い込み口

渦巻ポンプ
ジェットポンプ

スラリー（砂）管

渦巻室
（スパイラル
　　ケーシング）

図3：ジェットポンプ図

▲写真1：ネラング川（Nerang River）河口部全景

▲写真2：サンドバイパスシステム採砂桟橋部全景

▲図4：河口位置の変遷
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⑵ サンドバイパスシステムの規模は？
ネラング川のサンドバイパス施設は、1986年から稼

働をしています。実に四半世紀も以前から運用されて
いるわけです。
沖合に500ｍも張り出した採砂桟橋に10基のジェッ

トポンプを備え、平日の夜間を基本に運転を行い、年
間50万ｍ3の砂をバイパスしています。
これだけの規模ですが、わずか4～ 5人で運用をして

います。

ツィード川河口サンドバイパスシステム

ネラング川河口部からさらに海岸沿いに30kmほど南
下したところに位置しています。ネラング川同様、背
後に大きなリゾートを抱える風光明媚な場所です。

⑴ ツィード川河口部の問題は？
ツィード川も、ネラング川同様にプレジャーボート

の外洋への出入り口として、河口（航路）埋没を防が
なくてはなりませんでした。また、河口に築造した導

流堤によって浸食の見られた、ツィード川北側の砂浜
への養浜が必要でした。

⑵ サンドバイパスシステムの規模は？
ツィード川の施設は2001年より稼働をしています。

排出口を4ヶ所設定して、各砂浜へ効率よく養浜ができ
るように設計されています。
夜間の運転が基本ですが、天候により24時間運転す
ることもあります。年間のバイパス量は50万ｍ3です。
また運用人員もネラング川河口の施設と同様に4～ 5人
となっています。

おわりに

いずれのサンドバイパス施設も10年以上も前に計画
されていながら、自然環境に配慮した時代に即したも
のとなっています。
とくにツィード川の施設は、桟橋部を釣り客などの
ために開放しており、レクリエーションの施設として
も機能しています。リゾート地ならでは対応ですが、
我が国でも今後の海岸保全施設の設計において、見習
うべき物があると感じました。
オーストラリアを訪れる機会がありましたら、観光
地や海岸だけでなく、サンドバイパスの施設も予定に
加えてみてはいかがでしょうか。その壮大さにきっと
感動することでしょう。

（第2調査研究部　丹治 雄一）

図５：サンドバイパスの排砂経路図

排出口4

排出口3

排出口2

排出口1

サンドバイパス桟橋サンドバイパス桟橋サンドバイパス桟橋

▲写真3：ツィード川（Tweed River）河口部全景

▲写真4：サンドバイパスシステム採砂桟橋部全景

おわおわわわわわわ にりにりにりにりにりにりにりに
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平成22年3月18日に、シドニー水産物市場（Sydney 
fi sh market 以下、SFMと言う。）を訪問し、同社社長
（Managing Director）であるTurk氏に話を聞くことが出
来たので報告します。

シドニー水産物市場の組織・運営

⑴ 概要：
SFMは、南半球最大の卸売市場とされ、オーストラ

リアの水産業界では代表的な組織と位置づけられてい
ます。SFMが発行する2009年版年報によると、同組織
の事業概要は以下の通りです。
◎総収入 ： 118（百万豪ドル）
◎水産物販売額 ： 106（百万豪ドル）
◎卸売額 ： 94（百万豪ドル）
◎直販（WEB販売含む） ： 11（百万豪ドル）
◎取扱量 ：13,598トン
◎仲買人数（実平均） ： 154人
◎SFM職員数 ： 57人
なお、SFMは、以前、州の所有であり赤字経営でした。

それが、2009年に売却され現在の組織として民営化さ
れました。

⑵ SFMの所有者：
SFMの所有権は、50％を民間団体（SFM Tenants & 

Merchants Pty Ltd.）が、50％を漁業者組織（Catchers 
Trust）が有しています。前者は、17の企業（小売、レ
ストラン業者、卸売業者）が株式所有者となる組織で、
後者は、1300人のニューサウスウェールズ州の漁業者

から構成される組織です。

⑶ 運営
聞き取り調査において、Turk氏は、「SFMの運営目的
は、利益を追求することではない。利益を追求するの
であれば、卸売手数料を上げれば良いが、株主が漁業
者であるからこれは意味がない。」と語り、次のような
目標を示しています。
主要目標（Core Objection）
◎株主への利益還元（To provide a commercial return 
to shareholders）
◎漁業者のために可能な限り高値で販売（To obtain 
the best possible price for suppliers）

◎仲買の業者のために、高品質な水産物を可能な限り
幅広く提供（To provide the widest range of high 
quality seafood for buyers）
また、SFMは、卸売事業の他、◎調理教室の開催、

◎料理方法紹介、◎新規商品の開発、◎業界関係者の
表彰、◎情報誌の発行等を行い、業界の活性化や新た
な需要開拓に努めています。

⑷ SFMの施設
SFMの建物は、1階が卸売エリアと小売エリアに大き
く分かれ、2階には料理教室とSFMの事務所が配置され
ています。　
卸売エリアは、壁に囲まれた屋内にあり、床面は高
床式になっているため、車両は侵入できません。この
エリアは、さらにフェンスで囲まれた競り場と、その
外側に配置された付属施設によって構成されます。
SFMでは電子競りが採用されているため、競り場は、
電子競りを行う場所と水産物の陳列場に大別できます。
その様相は、大田花卉市場に類似しています。中央部
に電子競りための巨大な電光掲示板が天井から吊り下
がり、それに対面して、競り人の席が階段状に設けら
れています。電光掲示板の背後は水産物の陳列場です。
水産物陳列場は、さらに3つに分かれます。一つは甲
殻類の陳列場で、1つはマグロの陳列場、そして、一
般の水産物の陳列場です。一般の陳列場は、床面に区
画線と区画ごとに番号が記されています。この区分は、
電子競りの際に有効に機能します。
　

水産水産水産産産産物市物市物市物市物市物市物市市場場の場の場の場の場の場の場の場場 組織組織組織組織組織組織組織組織組織 運運運運運運運運運運営営営営営営営

▲写真1：SFM全景

2. シドニー水産物市場
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卸売事業

⑴ 入荷・集荷の方法
入荷は、陸送方式が主体です。背後にある漁港から

水揚げされるものは全体の1割程度です。入荷水産物に
は国内物・輸入物が含まれ、地元のニューサウスウェー
ルズ州産のものが6割を占めます。陸送については、同
じ方面の場合、通常は1台のトラックが各漁港を回り集
荷します。

⑵ 競り
SFMの競り方式は、次の3種類に分類できます。
a一般魚の場合
マグロおよび甲殻類を除く水産物を対象とした競

りでは、下げ競りによる電子競りが行われています。
この下げ競り方式の採用に当たって、Turk氏は次

のように説明しています。
「当初、漁業者から価値が下がるとの懸念が出さ
れた。しかし、実際は、競り下げであっても、仲買
は、顧客から依頼された商品を確実に確保する必要
があるため、（人よりも早く購入しようとして）競り
値は高めになる。ただし、大量に入荷した際は、値
崩れを起こすが、これは避けられない。また、競り
上げは時間がかかるが、競り下げは値がすぐに決ま
る。このため、仲買は早く帰ることが出来る。仲買は、
競り落とした水産物を小売に早く売り捌くことが求
められる。このため、遅い時間まで市場に残ってい
られない。競り上げ方式であった当時は、午後4時ま
で競りをしていたこともある。この場合、遅い時間
になるとは待っていられないので、仲買の多くは帰っ
てしまい、競り人の数が少なくなるため、値が下がっ
ていた。」
bマグロの場合
マグロも一般魚と同様に電子競りを行いますが、

上げ競り方式です。上げ競りにする理由について、
Turk氏は、次のように説明されました。
「マグロの価値が仲買によって全く異なり、SMFの
職員では判断しきれないためである。下げ競りでは、
SFMの職員が設定した上限値を超える値が仲買から
求められる。」
c甲殻類の場合
甲殻類は、規格化が難しいこと、活があることから、

電子競りではなく、掛け声による競り方式が採用さ
れています。特に、活のマッドクラブは、1箱ずつ現
品を見ながら、競りに掛けられます。

⑶ 電子競りの方法
入荷した魚箱ごとは、バーコードが添付され、陳列
場の区画線内に並べられます。電光掲示板には、次の
情報が掲示されます。
◎魚箱が置かれている位置番号、◎量、◎魚箱の数、

　◎出荷者
競り落された荷（魚箱等）が競り場から持ち出され
る場合は、競り場のゲートで、仲買の身分証のコード
と荷に張られたコードとが読取機で読み取られ照合さ
れます。ここで、競り落としていない荷を仲買が持ち
出す、あるいは、以前に競り落とした荷の代金が未納
の場合等にはこのゲートで荷が止められます。　

⑷ 品質・衛生管理の状況
SFMは、ISO22000―2005及び「The Austrarian Seafood 
Standard」を取得しています。後者については、SFMは
豪州で最初に取得した企業です。
また、品質衛生管理について、Turk氏が強調した点
は次の通りです。
◎品質が良くないものは受けとらない。例えば、陸
路の商品は、入荷したときに中心部に温度計を入
れてチェックしている。

◎市場内での喫煙、自分のナイフで魚を切ること等
を禁止、手を洗うことを厳しく指導している。まっ
たく守れない者は、立ち入り禁止処分にする。館
内は64台のカメラで監視しており、記録は2ヶ月間
保存される。例えば、隠れて喫煙しているようでも、
カメラで発見したら指導してきた。ルール違反は、
300豪ドルの課金をしている。

◎競り場への進入者を管理するため、卸売業者、仲
買業者、見学者等の上着を区別する制度を1年前に
導入した。その導入の当たっては、仲買から強い

卸売卸売卸売売売売売事業事業事業事業事業事業事業事業事業

▲写真2：卸売市場遠景
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反対があったが、導入した後は遵守されている。
◎製氷機（能力：10トン／日）を導入し、卸会社が
使い出したら、仲買も氷を使いたいというので、新
たに製氷機（能力：15トン／日）を導入した。こ
れにより、水産物の品質向上が図られている。

◎競りが終われば、床等競り場を塩素入り温水で高
圧洗浄する。

⑸ 通い箱の利用
SFMは、プラスチック製の魚箱に統一し、これを通い

箱としています。この魚箱は20ドルの保証金（Deposit）
を支払うことにより入手でき、魚箱が返還されれば、
返金されます。
継続的に魚箱を利用する場合は、返金されることは

なく、SFMは、入荷した魚箱数と同じ数の空の魚箱を
運送業者に渡
します。
SFMは、 魚

箱洗浄機を設
置し、魚箱の
洗 浄 の ほ か、
魚箱の修理や
補充を行いま
す。

⑹ インターネットによる取引システム
　（An internet-based trading system）
このシステムは、SFMに来なくても仲買業者の事務

所等でWEBを通じて入札が出来るシステムです。この
システムについて、Turk氏は次のように説明していま
す。
「このようなシステムは、ヨーロッパの青果販売にお
いて一般的であるが、SFMの場合、このシステムによ
る取扱量は、全体の7％程度しかない。これは、仲買の
多くが、実物を見て品質を判断したいと思っているほ
か、市場に来て仲間と話すことを好んでいるためであ
り、自社に籠もって取引することを嫌うことによる。」

小売関連

卸売エリアと同じ建物内にある小売エリアには、年
間200万人が訪れます。小売エリアには、鮮魚販売店、
水産物揚物店、寿司屋、チーズ店、生花店等がありま
す。地元在住者の話では、ここで取り扱われる水産物は、

鮮度が良く種類も豊富で、値段的には市中と同程度だ
そうです。

その他の業務

卸売業務のほか、水産業界の活性化のために、SFM
が推進している業務・取り組みについて、以下のとお
りTurk氏から紹介がなさました。

⑴ 調理教室
オーストラリアでは水産物の料理法が周知されてい
ないことから、これを改善するために20年前から調理
教室が開催されています。年間1万2千人が利用してい

小売小売売売売売売関連関連関連関連関連関連関連関連関連

他の他の他の業務業務業務業務業務

▲写真3：通い箱を洗浄する様子

▲写真4：
　小売エリア

▲写真5：
　料理教室の講義室

▲写真6：
　料理教室の調理室

▲写真7：
　料理教室の飲食室
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4月から第2調査研究部に赴任してきました、朝倉
由紀子と申します。学生時代は、水産学部と水産科
学院に併せて6年間在学しておりました。このように
書くと、（財）漁港漁場漁村技術研究所（以下、研究
所）に赴任してきたことを、納得して頂けるかもしれ
ません。しかし、学生時代は、オットセイとアザラシ
の研究に夢中でしたので、「水族館で働いた方がい
いのでは…？」と薦められることがしばしばありまし
た。その後、オットセイたちとは関係のない浄化槽や
食品工場排水処理施設の維持管理業に2年間携わりま
した。
今度、研究所に赴任することになり、海と関わりの

ある世界に戻って参りました。このように、今までの
人生の1/4は確実に海（漁港・漁村）の方々にお世話
になっています。ご存じのように、鶴だって恩返しに
機織りをする国で、まだ、海へのお返しできていない
霊長類です。
しかし、そんな私も研究所の研究員になることが

できました。研究所は国・都道府県・市町村・住民の
意向を調整し、「発注者からの指示による成果品を
作るのではなく、地元のニーズを把握し、新しい提案
を行うところだ」とのお話しもありました。「ガンバ
レ！」と鶴の囁きが聞こえて来そうです。
さて、私は、研究所の4つの研究テーマを担当する

こととなっています。特に「漁業集落排水施設及び
水産加工排水処理施設におけるストマネ需要調査及
び硫化水素の発生対策調査」では、全国各地の漁業
集落排水処理施設の老朽化診断を無料で行う予定で
す。調査中は、漁港を取り巻く生活環境の現状も勉
強したいと考えています。この経験は研究所の他の
業務に係わる上でも、貴重な基礎知識になると考え
ています。まだまだ勉強不足の私ですが、これからは
研究所の研究員として、漁港・漁村の皆様のお役に
立てるよう頑張りたいと思います。どこかの漁港でお
会いしましたら、是非、お話を聞かせてください。宜
しくお願い申し上げます。

新任挨拶

第2調査研究部　朝倉 由紀子 

ます。教室は、ほぼ毎日（週に5日程度）開催され、1
回は、2時間から3時間程度です。
調理教室（施設）は、100万豪ドルをかけ2009年10
月に改装したところです。同教室は、講義室、調理室、
飲食室で構成されています。いずれも、洗練された作
りで参加者の興味を駆り立てます（写真参照）。講義
室の実演調理台の天井部にはカメラが設置されており、
調理中の鍋の内部状況が、講義室に設置されたモニター
に映し出される仕組みになっています。

⑵ 料理方法の紹介
調理教室と同様の理由から、WEBサイト及びパンフ

レットで、調理方法を紹介し、水産物の需要喚起に努

めています。

⑶ 独自商品（Market Pride）の開発
独自ブランドを作り、あまり利用されていない魚を
使って、レトルト商品等を製造・販売しています。

⑷ 表彰制度
SFMは、2年に1度、業界関係者を表彰ことにより、
業界の活性化に努めています。賞には、ベスト供給者賞、
ベスト卸賞、ベストフィシュ＆チップス賞等がありま
す。

（第2調査研究部長　山本 竜太郎）
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や種苗放流、出荷サイズに満たない稚エビの再放流等
の水域利用が行われています。
イセエビの生活史を簡単に整理すると、沿岸域で孵
化した後、沖合域に移送され、約1年の浮遊期間を経て、
幼生期の終盤に再び沿岸の岩礁域に到達して、底生生
活を送ると考えられています。着底後は脱皮を繰り返
し、2年目で産卵を開始する個体が出現し、寿命は10年
以上といわれています。
今回、調査フィールドとして、イセエビの主要漁業
地区である太平洋南区から宮崎県青島漁港（第2種漁港）
を選定しました。青島漁港は宮崎県中南部の宮崎市に
位置し、風光明媚な日南海岸国定公園のシンボルであ
る青島に隣接する漁港です。主幹漁業の小型底曳網、
一本釣り、延縄に加えて刺網によるイセエビ漁も9月～
3月にかけて行われています。また、漁港水域内でも11
月から約1ヶ月の期間を限定した漁獲や漁獲サイズに満
たない種苗の再放流等を実施して、資源管理にも努め
ています。

はじめに

漁港内の船溜まりや護岸から海中に目をやると、小
魚の群れや、壁面に付着する無数の貝類や、ゆらめく
海藻類をみた経験があるかと思います。また、休日の
防波堤釣りを趣味としている人もいると思います。漁
港の外郭施設は、コンクリート、鋼製素材や自然石等
で構成された人工構造物ですが、見方を変えると岩礁
生態系の一部といった捉え方もできると思います。す
なわち漁港は、係留や水揚げ基地といった本来的機能
に加え、水産生物の生息場でもあり、漁場としての利
用や、静穏域であることを利用した種苗放流、中間育
成等の幼稚魚の保護育成効果や出荷調整のための畜養
等を行う場としても利用されており、これらの機能を
総称して漁港の副次機能と呼んでいます。
近年、漁場整備においては、水産生物の成長段階に

応じた生育環境づくりが進められる中で、沿岸域を構
成する一要素である漁港水域においても、水産資源の
生息場ネットワークの一部として捉え、漁港施設の有
する水産増殖機能を再評価し、環境基盤を強化するこ
とが注目されています。以上の背景から本稿では、漁
港施設内に分布する有用水産生物のうち、イセエビに
着目して取り組んだ事例について紹介いたします。

調査概要

イセエビは千葉県以南の黒潮の影響を強く受ける太
平洋沿岸域と九州西岸域に分布し、南西諸島には分布
しません。近年のキロ当たりの単価は4,000～5,000円
台と高価で、沿岸漁業における重要な資源です。また、
主要な産地の漁港水域ではイセエビの棲息が確認され
ることが多く、こうした場所では期間を限定した漁獲

03
－－－－－－－イイイイイイセセセセセセエエエエエエエビビビビビビのののののの事事事事事事事例例例例例例－－－－－－

漁場と海業研究室

▲図1：青島漁港
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査査査査査概要概要概要概要概要概要概要概要
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調査は図2に示すフローに従って実施しました。まず
漁港水域におけるイセエビの蝟集量や生息場の特性を
調査し、成長段階別にとりまとめました。次に、これ
らをふまえて漁港水域における増殖方策に関する仮説

を設定し、漁港水域における実証試験を実施しました。
以上から水産増殖機能を強化した漁港施設の構造形式
や有効性の検討を行いました。

漁港水域におけるイセエビの
成長段階別分布と水域利用

調査内容は表2に示す通り、成長段階に応じて設定し
ました。生息密度は漁港水域において昼夜にわたる潜
水目視観察により求めました。産卵期については刺網
の試験操業により雌雄や抱卵個体の有無を確認しまし
た。また、漁港水域での漁獲量については、標本船に
より推定しました。
以上の結果、青島漁港水域では、着底直後の体長2cm
程度のプエルルス、稚エビ～成エビまで、浮遊幼生期
を除く全てのステージが確認されました（図3）。着底
直後の体長2～5cm程度の稚エビは自然石に空けられ
た口径1～3cm、奥行き2～8cmの巣穴に生息し、体長

調査項目 調査時期 調査場所
東防波堤 第2東防波堤 沖防波堤 天然礁

生息密度
調査
着定期
稚エビ

2006年7月、
8月 ● ● ● ●

生息密度
調査 2006年8月 ● ● ●

稚エビ～
成エビ 2007年8月 ● ● ● ●

産卵場調査 2006年7月 ● ● ●

漁獲調査

2006年11月
～12月 ● ● ●

2007年11月
～12月 ● ● ●

成長段階 体長 分布域 時間

フィロソーマ
幼生 0.1cm～3cm 沿岸で孵化し、

沖合まで移動
浮遊期間は約1年

プエルルス 2cm
沖合から沿岸岩
礁域へ戻り底生
生活に移る

稚エビ 2～15cm 約1年間は大きな
移動はしない 2年目

若令エビ 約15～18cm 40m以浅、主に
10m前後の水深
帯に分布

3年目
（一部は産卵）

成エビ 約20cm～ 寿命は10年以上

イセエビ蝟集量・生息場の特性を調査
＜漁港水域と天然礁を相互に比較＞

漁港構造物におけるイセエビの成長段階別の利用状況をとりまとめ

水産資源増殖機能を強化した漁港施設の構造形式や有効性の検討

漁港水域における増殖方策に関する仮説

漁港水域における実証試験

▲図2：調査のフロー

表1：イセエビの生活史

表2：調査内容

▲図3：漁港水域に出現したイセエビの成長段階と生息場所

階階階別分別分別分別分別分別分分布と布と布と布と布と布と布と布布布 水域水域水域水域水域水域水域水域水域水域利用利用利用利用利用利用利用利用利用利
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5cm以上になると消波ブロックやマウンド部に生じる
空隙を利用して生息していました。さらに、青島漁港
水域では抱卵個体が出現しており、産卵場としての利
用も示唆されました。防波堤における漁獲量としては、
毎年1ヶ月で約600kgと推定されました。以上から、漁
港水域においては成エビまでの成長過程で必要な生息
環境が満たされているものと考えられました。

増殖機能の付加に対する取り組み

一般漁場において、これまで行われてきた増殖方策
としては、産卵期の禁漁、抱卵雌や体長制限以下の個
体の再放流、投石、人工礁による漁場造成が挙げられ
ます。しかし、幼生期に次いで減耗率が高いと考えら
れる着底期から底生生活初期を対象とした生息環境の
整備については実施例が少なく、コンクリート素材の
増殖礁の開発研究が行われているところです。
漁港水域においても、一般漁場と同様に自然来遊す

るプエルルスの着生を促し、その後の生息環境を創出
することが必要です。特に稚エビ期の生息場の創出が
重要と考えました。体長5cm未満の稚エビは水深15ｍ
以浅の岩盤や転石等の自然石に空いた小指から親指大
の巣穴に日中、単独で潜在しています。コンクリート
構造物では、このような穴が存在せず、稚エビが確認
されていないことが明らかになりました。
そこで、稚エビの定着を目的とした施設の施工によ

る実証試験を行いました。施工は既存施設（消波ブロッ
ク、被覆ブロック）に生息空間となる穴を空ける方法（写
真1）と、あらかじめ穴を空けたコンクリートブロック
（以下、試験礁、写真2）を設置する2つの方法で実施し、
天然岩礁における巣穴との比較により、その効果を検

証しました。

これらの結果、既存施設への穿孔および試験礁とも
に、施工後1ヶ月より稚エビが確認され、造成した巣穴
が稚エビの生息場となることが実証されました。また、
2ヶ年にわたる追跡調査の結果、稚エビは周年巣穴を利
用しており、春季～秋季にかけて成長し、翌春になる
と新しい加入群が観察されました。

⑴ 巣穴の利用率
既存施設、試験礁、天然礁とで比較を行うと、穴の
設置場所によっても異なりますが、最も利用率が高い

漁港水域は天然礁（沿岸岩礁域）と比べると機能面において量的な差は
あっても質的には変わりがないものと考えられる

自然来遊するプエルルスの着生を促し、その後の生息環境を創出するこ
とが必要であり、稚エビ期の生息場の創出が重要

漁港構造物はコンクリート構造である場合が多く、巣穴となる部分が少
ないため、着底直後の稚エビの生息空間としては適切でない

稚エビの着底促進とその後の生残率の向上による漁港水域でのイセエビ
資源の嵩上げにより、漁獲増大に寄与

稚エビの成長に応じた巣穴を多数付加して生息環境を創出
既存施設への穿孔や試験礁の設置（巣穴の形状は特願2007-15331に基づく）

▲写真1：既存施設への穿孔
圧縮空気を利用したルートハンマーにより消波ブロックや被覆ブロックに穿孔。

ドリル径により大きさを調節。

▲図4：漁港における増殖方策（仮説）
※巣穴の大きさは「特願2007-15331」

（（独）水産総合研究センター等特許出願中、H19.1.25出願）
に基づいて施工

▲写真2：試験礁の設置
被覆ブロック上に試験礁（1t型）

の付の付付付付加に加に加に加に加に加に加 対す対す対す対す対す対す対す対す対対 る取る取る取る取る取る取る取る取取取り組り組り組り組り組り組り組組組組みみみみみ



25漁港漁場漁村研報 Vol. 28

港外側で比較すると、既存施設＞天然礁＞試験礁の順
でした。既存施設では、基盤の表面に小型海藻が付着
しており、この周囲には餌料生物が多く生息していた
ものと考えられます。一方、試験礁では、設置当初は
付着生物や海藻類が生育しておらず、餌料条件が劣る
ことが低い利用率になったと考えられました。また、
漁港施設に巣穴を施工する方法では、天然礁に比べて
高密度の巣穴を提供することが可能であり、既存施設
は天然礁の10倍の生息密度でした。

⑵ 稚エビの餌料
稚エビは夜間巣穴を出て、周囲の餌生物を摂餌し、

昼間に再び巣穴に戻る習性があり、この間の行動範囲
は数ｍ程度と考えられています。実際に夜間に巣穴の
外にいる稚エビを捕まえて胃内容物を調べた結果、主
に摂餌していたのは貝類で、次いでカニ類・ワレカラ類・
ヨコエビ類等の甲殻類であり、これらの餌料は巣穴周
辺の付着生物中に含まれていました。

⑶ 巣穴の閉塞
人工的な巣穴は、稚エビの利用以外にも、砂の堆積

やホヤ類や貝類などの生物付着による閉塞が観察され
ました。既存施設では主に砂が、試験礁では生物によ
る付着が主にみられました。閉塞度が50％を超える穴
の割合は2ヶ年の追跡結果では10～40％でした。閉塞
度が50％を超える場所でも稚エビの利用は確認されて
いますが、閉塞度が低下するに従い、巣穴の利用率が
高くなることがわかりました。

おわりに

漁港水域での実証試験の結果、港外側を中心に、着
底期の稚エビが人工巣穴を利用して成長することが明
らかになりました。日中の隠れ場と夜間の餌場を同所
的に創出することがポイントと考えられます。今回の
結果を踏まえて、事業として実施した場合の費用対効
果を試算してみました。設定条件として沖防波堤の港
外部200ｍの消波ブロックに2,300個の穴を空ける事業
を行った場合、漁港水域での年間漁獲量の1割に相当す
る50kgの水揚げが期待され、費用対効果が認められる
ことが明らかになりました。また、事業の効果をPRす
るための冊子（図5）を作成し、自治体等への普及啓発
も行う予定です。
なお、漁港内の環境収容力（餌料培養機能）には限
りがあるため、穴を沢山あければイセエビ資源が無尽
蔵に増える訳ではなく、適正な規模を設定する必要が
あります。また、海域によってプエルルスの来遊量や
餌料条件等も異なることが予想されるため、事業の実
施にあたっては、事前調査等を行って適地や規模を検
討することが望ましいと思います。補助事業として実
施するための
制度面での問
題 も あ り ま
す。いずれに
せよ、これら
の課題を克服
し、漁港水域
をイセエビの
増殖場や漁場
として有効活
用する事業を
今後も展開し
ていきたいと
思います。

（漁場と海業研究室　三浦 浩）

▲写真3：人工巣穴に定着した稚エビ
▲

図5：PR資料

わわわわわわりにりにりにりにりにりにりにりに
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04 総務部

平成22年度、第47回理事会、及び第45回評議員会が、
去る平成22年5月27日（木）に東京都港区赤坂三会堂
ビルにおいて、水産庁より橋本漁港漁場整備部長、宇
賀神計画課長を各々来賓として迎え、開催されました。
当研究所　影山智将理事長は「創立以来『みんなの研

究所』をモット－に、国や地方公共団体の行政担当者
の方々、漁業協同組合を始めとする漁業関係者の方々、
さらには民間企業の方々が気軽になんでも相談でき、
身近に感じていただけるような研究所であること、さ
らには、国の行政と地域とをつなぐ架け橋としての役
割を担える研究所であることをめざして活動してきて
いるところであり、私どもの活動に対する皆様の十分
なご理解を賜れば幸いに存じます」と挨拶し、研究所
の活動についての一層の協力・支援を要請しました。
第47回理事会では、①評議員補欠選任について、（人

事異動等による辞任で欠員が生じたため補欠選任が行
われました。）②平成21年度事業報告、収支決算につい
て、③平成22年度事業計画、収支予算について、④借 ▲評議員会で挨拶される宇賀神計画課長

入金限度額について、⑤賛助会員加入の承認について
の各議案について審議・決定され、第45回評議員会では、
研究所の運営について、（理事会の②から④と同じ）審
議・決定されました。

（総務部　川崎 直子）

前評議員名 新任評議員名 所　　属
佐　藤　一　誠 渡　部　幸　男 秋田県漁港漁場協会長　男鹿市長
樋　田　陽　治 大　澤　　　正 山形県漁港漁場協会専務理事　県庄内総合支庁水産課長
相　沢　忠　典 和　田　寿美男 福島県港湾漁港協会常任理事　県港湾課長
鵜　飼　俊　行 岡　　　　　彬 神奈川県水産振興促進協会専務理事
中　島　文　彦 下　　　辰　幸 福井県漁港漁場協会幹事　県漁港漁村整備室長
船　越　茂　雄 石　井　吉　夫 愛知県漁港漁場協会参与　県水産振興監
若　林　秀　樹 田　中　俊　行 三重県水産基盤整備協会専務理事　県水産基整備室長
島　本　俊　明 瀬戸本　三　郎 広島県漁港協会事務局長　江田島市産業部長
冨　重　信　一 有　江　康　章 （社）福岡県漁港漁場協会参与　県水産振興課長

評議員補欠選任名簿
平成22年5月27日 現在
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平成22年度の研究助成が決まりました。
当研究所は、新しい時代における多様な要請に対

応した漁港漁場漁村の整備等に関する調査研究及び
成果の普及等の活動を行っており、その研究活動の
一環として、漁港漁村地域の振興、生活環境改善、
漁場の整備等に係る創造的な調査研究に対して助成
を行っています。

■助成の対象
今年度は、従来の助成対象要件である「漁港漁村

地域の振興、生活環境改善、漁場の整備等に係わる
先進的な技術の調査研究や先進的な政策の調査研究」
に加え、以下の事項を優先課題として募集しました。
① 水産基盤整備事業の新たな評価手法の開発
② 産地市場の高度衛生管理を進めるための技術開発
③ 漁村振興の進め方に関する研究
　ａ 漁村の限界集落に関する研究
　ｂ 漁業・漁村への自然エネルギーの利活用

■審査結果
今年度は全国の研究者から11件の応募があり、去

る6月7日（月）に「研究助成審査委員会」にて審査
した結果、以下の研究課題に対して助成することと
致しました。

■平成22年度新規採択課題
◎エコロジー漁港の可能性に関する研究
　～木の漁港づくりの可能性を探求～
　（（独）水産総合研究所 水産工学研究所
　地域基盤研究チーム長　浅川 典敬）
◎海水井戸による取水方法の高度化に関する
　調査研究
　（（株）アルファ水工コンサルタンツ東京本部
　技術部部長　丸山 治）

■平成22年度継続採択課題
◎水産基盤施設の効率的な維持管理のための
　老朽化診断手法に関する研究
　（東海大学土木工学科 教授　笠井 哲郎）
◎漁港・漁村評価モデルの開発と持続的な
　地域再生プランニング
　（東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授
　多部田 茂）

※（　）は研究代表者（敬称略）

（参与　木野内 信雄）

第3回「函館イカマイスター養成講習会」が昨年の12月4日から
6日の3日間、函館市で開催され、イカマイスターの認定を取得し
ました。この認定制度は、函館市の魚に指定されているイカについ
て、生活史はもちろんのこと、漁獲から私たちの口に美味しく入る

までの全ての内容についてその知識が問われる、正にイカのすべてを知りつくし
た「イカマイスター」を養成するためのものです。講習会には漁師等の漁業関係
者、また水産会社の営業担当者、飲食関係者、水産専攻の学生等、今の仕事に役
立てたい、経歴に付加価値を加えたい等様々な人が来ていました。滞在中に入っ
た居酒屋の店主に「函館イカマイスタ－」を取得しに来たと話したところ、やお
ら、A4版の「認定書」を水戸黄門の印籠のごとく掲げられ、その上、テキストま
でを突き出し「函館イカマイスタ－」がなんたるかをとうとうと語りだしました。居酒屋の店主はいっぱしの
「イカ博士」に変身していました。店主の自慢話をBGMに、スルメイカ特有のコリコリとした食感の刺身を堪
能しながら、「函館イカマイスタ－」が函館のイカの普及や地域の活性化の一端を担っていることを実感しま
した。この認定制度がこれからも継続され、イカについて熱く語る沢山の「イカ博士」が誕生することを期待
しています。 （総務部　川崎 直子）

私「函館イカマイスター」です！

▼函館イカマイスタ－
認定登録証
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生産・加工・流通・販売、すべての分野を
踏破する

関　今日は、藤田さんの漁業や市場への思いについてお
聞きしたくて伺いました。よろしくお願いします。
藤田　こちらこそ、よろしくお願いします。
関　藤田さんは以前山口県漁連さんにお勤めだったと聞
いていますが、漁業との関わりはそこから始まったので
しょうか。
藤田　私は18歳で漁師になりました。私が乗ったのは兄
の船で、フグの延縄やアマダイの延縄を行っていました。
フグの延縄は１ヶ月半くらいの乗船で、黄海の方まで行
きました。アマダイは東シナ海あたりで獲りますから、
だいたい２週間くらい。一隻の船に８人くらいで乗って
行きました。漁師をしていたのは５年間くらいでしょう
か。
その後、少し身体を壊したこともあって船を降りたの
ですが、ちょうどオイルショックの頃で、職探しに行っ
ても、求人票がたった３枚しかないという状況でした。
もう仕事は見つからないかもしれない、という気持ちに
なっていたときに、アルバイトではありましたが、県漁

この人に聞く 山口はぎ地方卸売市場長

藤田 勲（ふじた・いさお）
●山口はぎ地方卸売市場 市場長。

萩の越ヶ浜出身。
高校を出て船に乗り、ふぐ延縄等に従事する。その後、
山口県漁連に勤務、昭和54年に山口県漁連萩魚市場へ
移る。
平成14年、漁協合併に伴い、山口はぎ地方卸売市場が
できると、市場長として任命され、現在に至る。

関
い ず み

の

人が集まる、
にぎわいの
市場づくり

藤田 勲 氏
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連で雇ってもらいました。当初やっていたのは氷を運ぶ
仕事でした。その時は日給制だったのですが、これから
は陸の仕事をするのだからと、昼からは車の免許を取り
に行ったりして、日給は半額支給ということで生活して
いましたね。
その後は漁連のかまぼこ工場で２年くらい魚の頭をも

いでいました。それからやっと正社員にしてもらったの
ですが、経営状況の都合で辞めることになり、昭和54年
に県漁連萩魚市場で働くことになりました。最初は見習
いから始めて、早く一人前になろうと思いました。
平成14年、この市場（山口はぎ地方卸売市場）ができ

たときに、突然、市場長として萩に行けと言われて。す
ぐに下関に戻るつもりで取る物も取敢えずという感じで
こちらに戻ってきたのですが、以来、ここに腰を落ち着
けています。

陸上勤務になったので、海に出ていた時に
はできなかったことをしようと思った

関　生産から加工、流通、販売という、水産業の主な柱
となる分野のすべてを歩かれたというのは、希少で貴重
な体験だったと思いますが、漁師の仕事から陸の仕事に
変わった時は戸惑いもあったのではないでしょうか。
藤田　漁連に行ったとき、当時は電卓がなく、そろばん
を使わなければなりませんでし
た。でも、それまでそろばんな
んか持ったこともない。だから
自分でドリルを買ってきて独学
でそろばんを習得しました。
当時の上司の影響がとても強

いのですが、その人はとにかく
勉強しろ、と言ってくれました。
本の勉強と実践の勉強をしろ
と。そこで、毎日、新聞の魚価
と天気図の切り抜きをしたり、
市場に集まるいろいろな魚の標
準和名を覚えようと図鑑を買っ
て、それがボロボロになるまで
読みました。
戸惑いというよりは、船に

乗っていた時にはできなかった

ことをやろう、という気持ちですね。船に乗っていると、
漁をしていない時でも何となく拘束されていて、自分の
時間というのがないわけです。陸の仕事の場合は、職場
を出れば後は自分の自由ですから、その気になれば何で
もできる。自分に与えられた時間の貴重さを思いました。

「魚を売る」だけが市場の仕事ではない

関　ここ（市場内の会議室）には、手作りの写真パネル
がずらりと並んでいるのですが、これは市場のイベント
の時のものですね。とっても楽しそうな雰囲気が伝わっ
てきます。
藤田　イベントの時にはカメラを提げて行って、お客さ
んの写真を撮って差し上げる。写真を送るととても喜ば
れて、お礼の手紙をいただいたりします。撮った写真で
パネルも作っています。これ、全部自分で作っているん
ですよ。
市場ではいろいろなイベントを開催しています。一番
大きなイベントは、「萩魚まつり」でしょうか。昨年で第
14回目の開催になりました。以前は時代模擬迫

ぜり

といって、
幕末の設定や時には金色夜叉の設定で、みんなでその扮
装をして模擬ゼリをしたりしていました。その他にも、「萩
の瀬つきあじまつり」ですとか、「親子で市場見学」など
も企画しています。

◎会議室には、イベントの時の楽しい写真パネルが並んでいます



30 漁港漁場漁村研報 Vol. 28

市場は単に魚を売るだけのところではないと思ってい
ます。地元の魚をもっと広めていくためには、いろいろ
な企画をとおして、たくさんの人に市場に足を運んでも
らうような工夫も必要だと思います。
関　萩の魚を広めるために、市場の外へも積極的に出か
けて行かれていると伺っています。
藤田　一昨年だったでしょうか、財団法人漁港漁場漁村
技術研究所の事業の一環とし
て、東京港区の青南小学校で萩
の瀬つきアジで作ったアジフラ
イの給食と出前講座をセットに
して行いました。これがきっか
けとなって、今でも二月に一度
くらい、萩の魚の箱詰めを送っ
ています。こういう縁が萩の魚
を広め、根付かせてくれるとい
いなと思っています。

地元を思う心を大切に
したい

関　会議室にはイベントのパネ
ル以外に、萩の各地区の写真が
飾ってありますが、これは漁協

の各支所ですか。
藤田　そうです。もともとの漁協のあった
地区の写真です。今は合併して、山口県漁
協萩地方卸売市場という一つのチームに
なっていますが、それでも、それぞれの地
区に寄せる思いは強いと思います。私は越ヶ
浜というところの出身ですが、やはりそこ
に自分の拠り所があります。そういう足元
の地区に対する思いや誇りというのはとて
も大切だと思います。
ですから、現在の萩市場をつくっている
それぞれの地区の素晴らしさを忘れないで
ほしいという思いで、各地区の写真を飾っ
ています。実は荷捌き所の壁にも同じもの
を飾っています。そうすれば、水揚げをし
ている漁師さんたちも自分たちの地区が
あって、それが集まって一つの漁協になっ

ているということを見ることができるでしょう。

市場はチームワークで動く

関　市場の人数は、以前に比べると少なくなっていると
いうことですが。
藤田　はじめは市場に22人いたのですが、現在は14人に

◎市場には各支所の写真が掲げられています

◎青南小学校での出前講座
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なっています。人件費ということもあるのですが、人数
が少なくなるということで、それぞれの人のモチベーショ
ンが上がっていると思います。つまり、人が沢山いれば、
それぞれの人は非常に狭い範囲のことしかできなくても、
市場はなんとかまわっていくのですが、人手が少なくな
ればそうはいかない。ここだけしかできない、ここだけ
しかやらない、などとは言っていられなくなって、みん
ながここもあそこもできるようにならないと、休みを取
ることもできなくなるわけです。誰かが休んでも、その
部分の仕事は出ている人がカバーできる。そういう体制
を作っていくことが大切です。
関　銘々が様々な仕事をこなせるようになることが、チー
ムワークを生み出すということですね－
藤田　チームワークということを大切にするために、ミー
ティングも頻繁に行っています。この会議室で行うので
すが、会議の時は誰がどこに座ってもいいのです。上下
関係ということで座る場所が決まるというような形には
したくなかったので、楕円のテーブルを使っています。

若者が憧れる、
カッコいい漁業を提案したい

関　最後に、これからの萩の水産に対する展望をお聞か
せください。
藤田　萩に限ったことではないのですが、市場を支えて
いるのはやはり漁業です。現在、漁業は非常に厳しい状
況にありますが、なんとかして儲かる漁業を作っていか
なければならないと思います。そのために、魚価をどう
したら上げられるか、というところを、生産者と市場と
が連携して考えていく必要があります。
漁業をやっていても儲からない、となれば、漁師は自

分の子供には漁業を継がせたくないと思うでしょうし、
その気持ちはよくわかります。でも、今の40歳代、50歳
代の漁師さんにも一つ言いたいのは、自分の子供たちが
どうしたら漁業を継いでいけるかということを考えて、
これからの漁業を経営していくということも大事なので
はないか、ということです。漁業がどうしたら見た目も
中身もカッコいい職業になるか、というところを考える。
これは、陸の人の務めでもあるのかもしれません。
また、昔は10年くらいかかって動いていたことが、今

は２年ともたないくらい、様々なことがものすごいスピー

ドで変化しています。常に勉強して、先を見通す目を持っ
ていなければ、これからの展望は開けないと思います。

「人」と「空気」を残したい

藤田　いずれは私も市場を離れます。その時に、私が作っ
てきた市場の考え方や在り方は変わっていくかもしれま
せん。私はそれで良いと思っています。ただ、思いを持っ
た「人」と、これまで仲間たちと一つ一つ積み上げて作
り上げてきたこの市場の「空気」のようなものは、残っ
ていってほしいと思っています。

お話をしていると、ポンポンと「藤田語録」が飛
び出し、時間を忘れるくらい楽しいインタビュー

でした。その言葉の根底には、船の上でも、陸に上
がってもその時にできる精一杯のことをきちんとこ
なしてきたという自信と、経験の積み重ねが感じら
れました。
　写真を撮ったり、俳句を詠んだり、イベントの企
画をしたり、子供たちや大学生に講義をしたり、本
業の他にも様々な活動をこなす藤田さんですが、お
話を聞いているうちに、私も萩のイベントに行って
みたくなりました。これからも、パワー全開で市場
を盛り上げていってください。

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
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平成22年3月10日（水）、東京都内有楽町朝
日ホールにおいてオーライ！ニッポン会議、農
林水産省、（財）農山漁村交流活性化機構の主
催、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済
産業省、国土交通省、環境省、観光庁の後援
により「第7回オーライ！ニッポン全国大会」
が約400名の参加者のもと開催されました。
第7回目となる今年度は、オーライ！ニッポ

ン会議が主催・共催する3つの表彰事業（「オー
ライ！ニッポン大賞」、「食アメニティ・コンテ
スト」、「山

や

村
ま

力
ぢから

コンクール」）の表彰式を始め、
オーライ！ニッポン大賞グランプリ（内閣総理
大臣賞）受賞地区の事例発表のほか、「消費者
の心をぐっと掴む。未来のグリーン・ツーリズム商品を
探る」をテーマに、ようこそ！農村へキャンペーングリー
ン・ツーリズム商品コンテスト受賞者や情報発信のプロ
を交えて、グリーン・ツーリズム商品の開発から販売の
手法について検討されました。
まず主催者を代表して養老孟司 オーライ！ニッポン会
議会長、来賓として赤松広隆　農林水産大臣の挨拶の後、
第7回オーライ！ニッポン大賞の授賞式が行われました。
「オーライ！ニッポン大賞グランプリ（内閣総理大臣
賞）」は、アートを切り口とした独特の地域づくり手法に
より、山間部に国内外から地域、世代、ジャンルを超え
た多くの人々を呼び寄せ、さらに棚田や郷土食など地域
資源を活用した新たな観光資源を生みだすなど、イベン
トだけに留まらず、独創的な地域づくりを実践している
「大地の芸術祭実行委員会」（新潟県十日町市）に栄冠が
授与されました。
漁村関係では、黒潮カツオ体験隊（高知県黒潮町）、
有限会社やんばる自然塾（沖縄県東村）がオーライ！ニッ
ポン審査委員会長賞を、株式会社三浦市の営業戦略「み
うらシティ・セールス・プロモーション」（神奈川県三浦
市）がオーライ！ニッポン・フレンドシップ賞を受賞し
ました。
引き続き、平野啓子 オーライ！ニッポン会議副代表の
進行の下、①大地の芸術祭実行委員会（新潟県十日町市）

第7回オーライ！ニッポン全国大会

イベント開催報告

オーライ！ニッポン大賞グランプリ、②東沢山村留学協
会（山形県川西町）山村力林野庁長官賞、③かみなか農
楽舎（福井県若狭町）オーライ！ニッポン大賞審査委員
会長賞の各受賞者からの事例発表とトークセッションが
行われました。
次に、オーライ！ニッポン会議副代表の安田喜憲氏（国

際日本文化研究センター教授）から「農村文明の時代」
と題した基調講演が行われ、山と海はつながっており山
の栄養分が海をはぐくんでいること、その山を守り農地
を耕し海で漁業を営む文化が日本には残っているという
ことが強調されました。
最後に、パネルディスカッション「ようこそ！農村へ」

キャンペーン（テーマ：「消費者の心をぐっと掴む。未来
のグリーン・ツーリズム商品を探る」）として、鈴木賀津
彦（市民メディアプロデューサー東京新聞首都圏編集部
記者）のコーディネートの下、情報プロフェッショナル
分野、グリーン・ツーリズム商品コンテスト優秀賞受賞
者がパネリストとなり、都市と農山漁村の交流の意義・
効果や課題など活発な討論が行われました。
なお、当研究所は「オーライ！ニッポン会議（都市と
農山漁村の共生・対流推進会議）関連団体連絡会」の一
員として事務局活動に参加しています。

（調査役　大塚 浩二）

▲写真1：授賞式
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平成22年5月20日（木）、国立オリンピック記念青少
年総合センターにおいて、総務省、文部科学省、農林水
産省の主催、全国知事会、全国市長会、全国町村会、オー
ライ！ニッポン会議の後援により「全国子ども農山漁村
交流プロジェクト推進シンポジウム」が開催され、当研
究所より大塚・高木が参加しました。当日は約300名余
りの多くの方が参加し、熱気にあふれるシンポジウムで
した。
学校、受け入れ協議会、行政、それぞれの立場からの

事例報告、パネルディスカッション、4名の有識者によ
るリレー講演が行われ、様々な視点から子どもの農山漁
村体験、農林漁業体験の大切さ、重要性が話されました。
農山漁村での宿泊体験活動の実施は、学ぶ意欲や自立
心、思いやりの心、規範意識を育み、力強い子どもの成
長を支える教育活動として高い効果が見受けられること
から、これまでも、一部のNPOや自治体などで取り組ま
れています。全国の公立小学校でこのような長期宿泊体
験活動を展開するため、平成20年度より、総務省、文部
科学省、農林水産省の3省が連携して小学校の一学年が
農山漁村で長期の宿泊体験活動を実施する「子ども農山
漁村交流プロジェクト」を推進しています。

まず活動事例報告として、①畠山正樹氏（前全国小学
校学校行事研究会会長・立川市立けやき台小学校）から
「全国子ども農山漁村交流プロジェクト推進シンポジウ
ム事例報告」、②小林美佐子氏（越後田舎体験推進協議
会事務局長・（財）雪だるま財団事務局長）から「越後
田舎体験」、③谷脇幹雄氏（和歌山県農林水産部水産局
長（前和歌山県企画部地域交流課長））から「和歌山県
における子ども農山漁村交流プロジェクトの推進につい
て」が発表されました。
パネルディスカッションでは「その後の子ども農山漁
村交流プロジェクト」をテーマとして、宮川八岐氏（國
學院大學人間開発部教授）がコーディネータとなり、学
校、受け入れ協議会、行政、それぞれの立場からの事例
報告、「活動の意義」、「現状と課題そして今後の期待」
について議論が行われました。
「子どもの農山漁村体験」をテーマとしたリレー講演
では、①安田喜憲氏（国際日本文学研究センター教授）、
②杉田洋氏（国立教育政策研究所　教育課程調査官）「集
団宿泊活動の学校教育への効果」、③鈴村源太郎氏（農
林水産政策研究所主任研究員）「農林漁家民泊体験の実
態と教育効果からみた受入体制の検証」、④宮口侗廸氏
（早稲田大学教育総合科学学術院教授）の各氏から、農
山漁村の豊かな自然環境の現状や、森林破壊による草原
化が森から海につながる環境循環を招いているという問
題点や、子どもへの教育の観点から3泊以上の宿泊が効
果的であることの効果などが報告されました。

今回のシンポジウムでは、子どもたちを受け入れる事
により、受入れ側では、地域の資源を再発見し、コミュ
ニティが形成されることや、住民の意識が醸成されるこ
と、子どもたちにとっては、人と人とのふれあいが大切
であること、実体験をすることにより、地域や一次産業
を理解することができるなど、都市漁村交流の推進にも
参考となる興味深い内容でした。

（第一調査研究部　高木 泰宏）

全国子ども農山漁村交流プロジェクト
推進シンポジウム 

▲写真1：シンポジウムの様子
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本年2月末に南米チリで発生した大地震による津波に
より、日本でも60億円を超える水産関連被害が発生した
ことは記憶に新しいところです。この津波に特化した国
際的なシンポジウムに当研究所の大塚・加藤・保坂が参
加しましたので報告します。
「国際津波フィールド・シンポジウム」（以下、シンポ）
は、2006年に第1回がカリブ海で、2008年に第2回がイ
タリアで開催されております。第3回の今年は、多くの
国で大被害を引き起こした1960年チリ津波から50年目

の節目を迎えるこ
とから、データ・
経験および津波に
ともなう問題を共
有する時期に来て
いるとの認識のも
と、将来の津波災
害の軽減を目的に
我が国で開催され
たものです。

◉開催概要
開催期間：4月9日（金）～16日（金）
開催場所：東北大学（宮城県仙台市）
実行委員長： 東北大学大学院災害制御研究センター
 今村文彦 教授
構成： 論文発表、ポスターセッション、
 現地視察（仙台、三陸、沖縄）
参加者： 国内外から物理学者・地質学者・海洋科学者・
 防災研究者、約150名が参加。

　
論文発表は、①科学（プレート理論、堆積学、地形
学など）、②技術（危険性モデリング、被害推定と探知、
GISなど）、③災害軽減（ソフト・ハード対策、リスク評価、
普及・教育）の3つのセッションで構成され、65題の口
頭発表が熱心に行われました。

急遽、今回の「チリ中部沿岸地震津波」の現地調査報
告（地震工学会合同調査団：今村文彦教授他）が盛り込
まれ、「現地では1960年のチリ地震津波の経験から日頃
の訓練・啓発活動が活発で、警報が出されずとも自主的
に避難がなされ、半日以上も避難を続けたため助かった
人が多かった」という貴重な報告がされました。
また、現地視察は約50名の参加のもと、11日午後に
仙台市内エリアを、翌12日から13日は三陸エリアをまわ
り、過去の津波痕跡の視察や、現在取り組まれている先
進的なソフト・ハード対策の現況を視察しました（当研
究所は沖縄現地視察には不参加）。

当研究所からは大塚が、③災害軽減について「A Trial 
Calculation of Eff ect on Disaster Reduction on Fishing 
Port Using Input-Output Analysis（産業連関分析を活用
した漁港での減災効果算出の試み）」と題し発表しまし
た。これは、水産庁の「漁業地域の減災モリング委託事
業」の成果を基に、宮城県の気仙沼漁港をモデルとした
ソフト・ハード対策（事業継続計画：BCP）による被害
額の低減効果の算出を行ったもので、地域の災害に対す
る取り組みの定量的な評価を可能にするものです。対策
効果を定量的に分析した研究は珍しく、対策に取り組む
関係者（行政や企業・住民など）の意欲向上に寄与する
意義ある研究であると、多数の研究者より評価をいただ
きました。なお算定方法の詳細は「水産物産地市場の減

第3回国際津波フィールド・シンポジウムの
参加報告
はじめに

論文発表とポスターセッション

▲ソフト・ハード対策による減災効果の算出結果

イベント開催報告
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　今回、シンポジウムに参加し、改めて災害への対応、特に事前の取組みの大切さを実感しました。今後
30年以内に大規模地震が発生する確率は太平洋全域および東北・北海道地域で高く、その発生確率は50％
～99％にも及びます。また、津波による被害は複数県にまたがる広範囲なものとなることが予想され、交
通路の途絶などにより国や都道府県からの迅速な応援を期待することは難しいことが想像されます。
　ハード対策には合意形成やコスト・時間が必要ですが、ソフト対策はすぐにでも地域の身の丈にあった軽
微な対策から取り組んで行くことが可能です。災害対応を他人事ではなく我が事として地域自らが自助・共
助・公助の観点で対策取り組んでいく必要があると思われます。
　当研究所はこれまで漁業地域の災害対策に積極的に取り組んで参りました。地域の災害対策でお悩みの
ことがありましたら、どんなことでも結構ですので気軽にお問い合わせ下さい。

災計画策定マニュアル（水産庁・平成22年３月）」の “資
料─１減災効果算定の考え方と試算” に記載しています
ので、興味のある方はご覧ください。
また、ポスターセッションへ当研究所の自主研究の成
果を「Study of Tsunami Drift Measures for Small Craft
（津波による漁船等小型船舶の係留索に作用する張力算
定式の研究）」として展示しました。この成果も実用的な
研究であるとの評価をいただきました。

４月上旬の三陸は最低気温１℃とまだ寒く、時折ミゾ
レが降る悪天候のなか、松島などの景勝地を訪れつつも、
純粋に防災関連施設だけを視察し速やかに次の視察地へ
移動するという、非常にハードなスケジュールでした。
このうち、特に印象深かったものについて報告します。
●気仙沼市唐桑半島ビジターセンター津波体験館
三陸海岸で実際に発生した津波被害が物語として映
像化され、音響のほか振動や風が一体となって再現さ

れる迫力満点
なものでした。
この迫力に負
けずに安全に
避難・行動す
るためには、【日
頃からの訓練】

が重要であることを痛感しました。
●標高38.2ｍに達した明治三陸津波の遡上跡

岩手県大船渡市（旧三陸町）の水会地区では、標高

漁場と海業研究室　保坂 三美

現地視察

38.2ｍに達した
津波遡上跡（津
波が陸上に這い
上がった高さ）
を視察しまし
た。現地は海岸
からの距離も離れ、山に囲まれた山村といった佇まい
です。こんな所にまで津波が到達するとはにわかに信
じられませんでした。自分が住む地域で想定される災
害の内容を【事前に知る】ことが必要であると思われ
ます。
●シンポジウム記念講演会
宮城県気仙沼
市にて、今村教
授から「日本を
襲った1960年と
今回のチリ沖地
震津波」、ジョア
ン・ブルジョア
教授（米国ワシ
ントン大学）から「津波堆積物に関する研究の最前線」
の発表による記念講演会が開催されました。この記念
講演会は市民にも広く公開され、300人を超す参加者
が集まりました。当地は昨年９月に、我が国初となる
漁船の海上避難訓練も実施された津波災害対策先進地
で、当地の災害に対する意識の高さを感じ、行政を始
めとし【地域が一体】となった取り組みの素晴らしさ
を垣間見ることができました。
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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。

①宮城県
【名　称】 平成21年度 水産基盤担当者会議
【主催者】 宮城県水産業基盤整備課
【日　時】 平成22年1月27日（水）
【場　所】 宮城県庁
【対象者】 宮城県・市町村の水産基盤担当者（31名）
【講　師】 調査役　大塚 浩二
【内　容】 水産基盤ストックマネジメント事業について

②静岡県
【名　称】 平成21年度　水産基盤担当者会議
【主催者】 静岡県漁港整備室
【日　時】 平成22年2月18日（木）
【場　所】 静岡市内
【対象者】 静岡県・市町村の水産基盤担当者（34名）
【講　師】 調査役　大塚浩二
【内　容】 水産基盤ストックマネジメント事業について

③福岡県
【名　称】 平成21年度　水産基盤担当者会議
【主催者】 福岡県水産振興課
【日　時】 平成22年2月25日（木）
【場　所】 福岡県庁
【対象者】 福岡県・市町村の水産基盤担当者（19名）
【講　師】 調査役　大塚　浩二
【内　容】 水産基盤ストックマネジメント事業について

出前講座の活動状況

活動紹介

はじめに

出前講座の実績

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。

（調査役　大塚 浩二）

◎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。
当研究所では、現在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。。
◎テーマ
①『漁港・海岸保全施設のストックマネジメント』
②『衛生管理型漁港づくり』
③『水産基盤整備における産業関連分析の活用』
④『災害に強い漁業地域づくり』
⑤『漁村の活性化』
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 ：03-5259-1022
　FAX ：03-5259-0551
　Mail ：koho@jifi c.or.jp

JIFIC 出前講座のご案内 
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当研究所では、全国漁業協同組合学校から依頼を受け、
「漁港・漁村の多面的機能について」と題した特別講義
に講師を毎年派遣しています。
今年は、平成22年4月13日から4週にわたって講義を

実施しましたので、その講義状況を報告します。

全国漁業協同組合学校は、「協同組合精神を持った漁
協職員の養成」を目的としたJF（漁協）グループで唯一
の教育機関であり、JF（漁協）合併や自立JFの経営を
担う職員となるための経営実務や資格取得を強化し、目
標を持った意識の高い学生の教育を実施している学校で
す。
今年度は第71期生として、北は北海道の稚内、南は沖

縄県の宮古と全国各地から18名の生徒が入学し、一年間
の寮生活の中で、自主・自立・互助の精神を養い、勉学
に勤しみ、自己の研鑽に励み、荒波に挑戦する、新しい
漁協のリーダーを目指してスタートを切っています。

「漁港・漁村の多面的機能について」を特別講義テー
マとして以下の講義を実施しました。
「漁場の整備」では、水産基盤整備事業の概要、漁場

全国漁業協同組合学校 特別講義
はじめに

組合学校ってどんなところ？

特別講義報告

整備事例を題材に漁場整備の役割・漁場整備がもたらす
機能（効果）等の講義、「地域振興と漁業」では、漁港
漁場に求められる新たな役割・機能の概要、都市漁村交
流による地域振興策や災害に強い漁業地域の形成方策
等の講義、「漁村の活性化演習」では、課題地域におけ
る問題点の抽出と具体的な対策案についてのグループ演
習、「漁港について」では、漁港漁場整備法、漁港漁場
整備事業の概要等漁港に関する基本事項と漁港における
品質・衛生管理についての講義を実施しました。

 （漁場と海業研究室　松本 卓也）

▲第71期生集合写真

▲漁村の活性化演習 グループ発表

日時 テーマ 講師

4月13日 漁場の整備 漁場と海業研究室長
伊藤 靖

4月21日 地域振興と漁業 調査役
大塚 浩二

4月27日 漁村の活性化演習
漁場と管理について

漁場と海業研究室
主任研究員
松本 卓也

5月11日 漁港について
第一調査研究部
主席主任研究員
林 浩志

各講義　13：00～14：20、14：35～15：55　計160分
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平成22年3月5日13：00から千代田区のハーモニーホー
ルにおいて、漁場施設研究会の第6回例会を開催しました。
本研究会は、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うことを目
的としたもので、事務局を当研究所に置いています。会員
は、漁場施設の蝟集機能や増殖機能及び漁場造成に携わる
企業及び学識者等で構成されており、漁場施設の蝟集機能
や増殖機能等に関する研究、漁場・増殖場造成に関する研
究を行っています。

研究例会は、会員を始め水産庁、都道府県の関係部署の
計90名を超える方々の参加で開会しました。最初に会長で
ある当研究所影山理事長の挨拶に続き、水産庁漁港漁場整
備部計画課宇賀神課長のご挨拶があり、その後、調査手法
や魚礁効果、増殖効果などのテーマ別に15課題の発表があ
りました。
この研究例会での発表は、会員個々の調査・研究成果を
発表する絶好の機会であることから、年々発表希望数が増
加していますが、今回はさらに前回までとは異なり、会員
以外の方々の発表がありました。そのひとつは、韓国海洋
研究院の安熙道博士が「韓国における海洋牧場事業の現状
と課題」と題して、韓国国内5ヵ所にモデル事業として造成
されている海洋牧場について、その基本構想から計画の概
要、造成の様子、今後の展望について紹介されました。も
うひとつは、岡山県農林水産部水産課の鳥井正也主任が「カ
キ殻など二枚貝の貝殻を利用した総合的な底質改良技術開
発事業について」と題して、岡山県内で行われているカキ

漁場施設研究会第6回例会を開催しました
はじめに

研究例会

交流会

活動紹介

養殖で排出
されるカキ貝
殻を、県内の
アマモ場造
成のための
底質改良材
として使用し
ている研究
事例が紹介
されました。
この他、人工魚礁に蝟集する魚類の行動把握のための
調査方法や、人工魚礁への間伐材の利用に関する調査結
果、人工魚礁の魚類等蝟集効果調査結果、藻場における植
食性魚類の食害防止に関する調査等、当研究所および会員
の方々の発表が行われました。持ち時間をオーバーするほ
どの熱心な発表が続き、3月上旬でありながら会場では暖
房を必要としないほどの熱気に包まれていました。最後に、
当研究会のリーダー的存在の伊藤靖室長が、当日の発表を
振り返って総括され、盛会のうちに例会が閉会致しました。

例会の終了後、会場を移して交流会を開催しました。交
流会は、会員の情報交換の場であるとともに、今回は特に、
昨年8月にご逝去された柿元晧博士を偲ぶ目的であったこと
から、研究会で初めて交流会を開催したにも拘わらず、研
究例会に参加された方々の多くがご参加されました。柿元
博士は、人工魚礁研究の第一人者で、当研究所の技術委員
を務めて頂くとともに、当研究会のお目付役として会員の
発表内容に
対してシビア
かつ心の籠
もったコメン
トを頂ける存
在でした。そ
のため、博
士と多くの会
員とのつな
がりは深く長

▲発表される韓国海洋研
究院の安熙道博士

▲研究例会の様子

▲交流会の様子
▲発表される岡山県農林
水産部水産課の
　鳥井正也主任
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当研究所では、国際交流活動の一環として、海外で
の学会参加や論文発表だけでなく、海外の研究機関と
の技術交流も行っています。
平成22年3月18日（木）、韓国海洋水産開発院

（KMI）から白銀榮（Baek, Eun Young）博士が来所
しました。
韓国海洋水産開発院（KMI：Korea Maritime 
Institute）は、韓国政府系のシンクタンクで、当研
究所と同じように水産振興や漁港・漁村開発をテー
マとした調査研究を行っている研究機関です。
毎年日本と韓国で交互に開催されている日韓漁港

漁場技術交流会（主催：（社）全国漁港漁場協会、
韓国漁港漁村協会）では、お互いに調査研究成果を
発表しています。
KMIからは、平成9年以降、合計11回・22名の研

究者が当研究所を訪れていますが、この度、改め
て、国際交流活動の一環として、韓国海洋水産開発

韓国海洋開発院（KMI）との技術交流

いものでした。
交流会では、柿元晧博士業績集「人工魚礁とともに」が
参加者全員に手渡されました。この業績集は、人工魚礁分
野における柿元博士の業績を整理するとともに、新潟県職
員時代の同僚の方や、関連研究でお付き合いのあった大学
の先生方、民間企業の方々に、博士との想い出を綴って頂
いた追悼文等を収録したものです。業績集をご覧になった

参加者は、改めて博士の偉大さを実感されていました。
交流会は、当研究所の影山理事長の挨拶に続き、中村充
福井県立大学名誉教授の乾杯により始まりました。交流会
の途中、柿元博士と付き合いの深かった方々に、博士の想
い出をお話し頂きました。お話し頂いた方々からは、博士
のいろいろな面をご紹介頂き、参加者は全員で心から博士
を偲んでいましたが、時折、柿元博士の意外な側面に会場
から笑いが起こるなど、明るく和やかなものでした。中には、
博士ご自身が作成された遺影を前に、あまりに想い出に浸っ
たために気分が高揚し、思い出話が涙で中断してしまう方
もいらっしゃったのが印象的でした。
柿元博士を偲んで笑いあり涙ありの交流会でしたが、参
加者全員が改めて博士のご冥福をお祈りするとともに、博
士の偉大さを胸に博士の残された業績に恥じないように研
究を重ね、さらにこの研究会の発展を心に誓いました。

（漁場と海業研究室　中野 喜央）

▲挨拶される福井県立大
学、中村充名誉教授

▲柿元博士の想い出を話される、鉢木
和三前日本大型人工魚礁協会会長

院（KMI）との間で定期的に調査研究報告書の交換を行
うなど、一層の技術交流を図ることとなりました。

（調査役　大塚 浩二）
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活動紹介

PIANC MMX Congress Liverpool 2010
国際航路協会（PIANC）について

発表論文

PIANCは、河川や運河を利用した内陸水運の発達し
たヨーロッパにおいて、円滑かつ効率的な交通・交易の
ための国際間協議を目的として開催された国際航路会議
（International Navigation Congress）を機に1885年に設
立された団体で、国連の諮問機関にも指定されています。
ベルギー国ブラッセルに本部を置き、当初は内陸水路・

内陸港のみを対象とした国際会議でしたが、現在では、海
洋港も討議の対象としています。
2010年5月現在で政府会員37（うち、国内部会設立済

みは22ヶ国、日本にはPIANC-JAPANが設立されています。）
を含む、65か国から団体会員約450、個人会員約2,000を
擁する団体に発展してきました。
毎 年 開 催される総 会（Annual General Assembly: 
AGA）、4年毎に会員各国が開催国となって開催する国際航
路会議（Congress）、港湾・航路等の技術的課題に関する
調査研究（WG）等、幅広い活動をしています。

当研究所からは「Tidal wave disaster by high waves 
on the coast of Nyuzen fi shing port」（入善漁港海岸の高
波災害）を水産庁・富山県と共著で投稿し、加藤より発表
いたしました。

◉開催概要
平成22年5月10日（月）から5月14日（金）にかけて、
PIANC125周年にあたる今年、第32回PIANC MMX 
Congressがイギリス、リバプールのアリーナコンベ
ンションセンターで開催され、当研究所からは影山、
加藤が参加しました。
会議の参加者は世界各国から500名以上、採択・発

表された論文は約300編にのぼり、日本からは約20
名が参加しました。
論文は、内水路の論文は当然のこと、気候変動、

津波などの論文もあり、最近の話題となっている問
題も論議されました。また、日本からは当研究所の
発表を含め9編が発表されました。

発表した論文の概要は以下のとおりです。

富山県入善漁港海岸では，平成20年2月23日～
24日の低気圧に起因する高波浪により，｢寄り回り
波｣と呼ばれる通常よりも周期の長いうねり性波浪
が発生し，緩傾斜護岸や離岸堤・潜堤の海岸保全
施設だけでなく，護岸からの越波・越流により背後
集落においても甚大な被害が発生しました。
海岸保全施設の被災要因はブシネスク方程式を
用いた波浪変形計算により、うねり性波浪による水
位上昇や急峻な海底勾配による波高増大であること
が明らかとなりました。さらに，背後集落への2次災
害を最小限に留めるフェールセーフの観点から副堤
（胸壁）に作用する波力及び越波流量を数値波動水
路（キャドマスサーフ）により計算しました。

会場からは「経費をかけて防災対策をしないで、避難す
るなど経済的な方法があるのではないか？」との質問があ
りました。

（第２調査研究部　加藤 広之）

▲論文発表状況（PIANC.UKのH.P.より）
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オススメのこの1冊

農業は繁盛直売所で儲けなさい

￥1,785
◎大澤信一 著
　東洋経済新報社
　ISBN-10: 4492780300
　ISBN-13: 978-4492780305

山本調査研究部長のオススメ！

直売所は、地域活性化につながる地産地消活動の代
表事例です。そこでは、多品目の地元産品を取りそろ
えることが重要です。この販売方法は、沿岸漁業に適
しています。水産物直売所も全国に広がり、平成18年
には全漁連が運営の手引き「はじめよう　フィッシャー
マンズマーケット」を発行しています。
一方、地域によっては、直売所数が飽和し特色のな

い店舗は淘汰され始めています。
本書は、繁盛している農産物直売店の売れる「秘密」

を解明したものです。今後、生き残り、さらに成長し
続けるためには、どうすれば良いのか。その「秘密」を、
9つの事例を分析し提示しています。
「秘密」と聞いて、一昔前に読んだ本にあった「つく
ばのパン屋」の話を思い出します。町はずれに1軒の小
さなパン屋があります。経営は、早晩に行き詰まると思
われましたが、長く続いています。そこには、要因が
ありました。①商品に対する消費者のこだわりや②車

の普及によって広がった商圏です。本書では、同様の
視点で直販所が分析されています。前者については変
化がないようですが、後者については、車に加え、最
近普及したある技術の重要性が指摘されています。さ
らに、直販所運営に欠かせない要素が分析されていま
す。
また、現在の食マーケットは、成熟化し消費者に感
動を与えられなくなったため、活力を失っていると指
摘します。この状況を打開し、日本の食文化に「バイ
タリティー」を取り戻すためには、直販所の役割が重
要です。直販所で「強烈な個性を持つ人気食材」が生
まれることにより、その「普及版」が全国に広がり、
それが、食マーケットの活性化の起爆剤となると説き
ます。
直販所を運営する方々は、地域だけでなく日本の食
マーケットの将来（夢）を担っていると言っても過言
ではありません。
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オススメのこの1冊

本書は、2006年に発刊されたInvitation to Oceanog-
raphyの第４版を、東京大学海洋研究所の教員が監訳し
たものです。
ページをめくってみると、写真やイラストの多さと、

その精緻な構成に目を奪われます。特にイラストは秀
逸です。著者であり、地質学が専門のポール・R・ピネは、
「図に示された内容を本当に理解した学生は章の内容を
しっかりと把握する」という自らの経験に基づいて、
才能あるアーチストとイラストレーターのチームを集
めるという力の入れようで、美しく正確に描くことに
こだわっています。また、本文中に設けられた解説ボッ
クスというコラムや補足資料として、Ocean Linkとい
うウェブサイト（英語版のみ）が運営されていること、
指導者向けのツールキットCD－ROMが販売されるな
ど、多様な媒体を利用して初心者の理解を助ける構成
となっており、著者及び編集者のセンスが随所に感じ
られます。
日本語版序文の言葉を借りると、「長い間、我が国に

は海に関する適当な入門書がなく、専門家が専門家を
養成するために書いた本、あるいは特定の話題につい
て一般向けに解説する本はありましたが、海の全体像
を分かりやすく教えてくれるものがありません（中略）。
本来ならば私たち日本の研究者の手で入門書を書き上
げるべきと思いますが、このような美しく、分かりや
すい本を取り急ぎ皆様にお届けすることは、多くの方々
に海に対する理解を深めて頂くきっかけになると考え、
翻訳に踏み切りました（後略）。」と締めくくられてい
ます。
内容は、海洋探検と研究の長い歴史から、海洋に関
する地質学、化学、物理学、生物学を解説し、多様な
海洋生態系の紹介と昨今の海洋環境の諸問題の提起と
いう構成になっています。
海洋学の解説はもとより、ダーウィンがビーグル号
で行った航海のことや深海掘削船「地球号」の話題等々
がより身近に感じられます。

海洋学（原著第４版）

￥5,880
◎ポール・R・ピネ 著
　東京大学海洋研究所　監訳
　東海大学出版会
　ISBN-10: 4486017668
　ISBN-13: 978-4486017660

三浦主任研究員のオススメ！
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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
年実施しています。

【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い
ます。
今年度の開催概要は以下のとおりです。詳細が決

まり次第、ご案内を際しあげます。

【主催】 水産庁
 （財）漁港漁場漁村技術研究所
【開催日時】 平成22年9月13日（月）～17日（金）
【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）
【カリキュラム（案）】右表のとおりを予定。

◎平成22年度 漁港漁場関係技術者育成研修会のお知らせ

はじめに

開催概要

カリキュラム（案）

月日 時間 講義題目（案）

9月13日（月）

13：00～13：30 0：30 受付

13：35～14：00 0：25 開校式・オリエンテーション

14：10～15：30 1：20 特別講義

15：40～17：00 1：20 漁港漁場漁村概論（漁業漁場の調査・計画）

17：30～ 交流会

9月14日（火）

09：30～11：40
休憩10分含 2：00 波と流れの基本的性質

12：40～13：40 1：00 構造物への波への作用

13：50～14：50 1：00 漂砂対策について

15：00～18：00 3：00 演習 ─ 波の変形等

9月15日（水）

09：30～10：30 1：00 水産基盤整備における環境への配慮

10：40～11：40 1：00 水産基盤ストックマネジメントについて

12：40～13：40 1：00 品質・衛生管理型漁港について

13：50～14：50 1：00 施設の基礎について（地盤）
15：00～17：30 2：00 演習一防波堤等の設計

9月16日（木）

09：30～11：30
休憩10分含 1：50

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、
ノロウィルスについて）

12：30～14：40
休憩10分含 2：00 漁場造成の計画論

14：50～15：50 1：00 漁場造成の設計論

16：00～17：30 1：30 演習 ─ 漁場造成の設計

9月17日（金）

09：30～10：45 1：15 水産基盤整備事業費用対効果分析について

10：55～12：10 1：15 漁業地域の減災について

12：20～13：00 0：40 閉講式

研修科目及び研修内容については、下記カリキュ
ラム（案）を予定しています。

講師は以下を予定しています。
●水産庁漁港漁場整備部
●独立行政法人 水産総合研究センター
●財団法人 漁港漁場漁村技術研究所
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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22年1月～5月）
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三年ほど前に私の住む近所に小料理屋ができ、よく立ち寄るのですが、ここでは、魚料理が充実しており、特に旬の魚の刺
身が手頃な値段で食べられ、さらに、魚を通じて四季を感じることができます。実はホッケの刺身をはじめて食べたのもここ
でした。産地とは比べられないと思いますが、産地でしか食べられなかったものもが都内でも食べられるようになり、水産物
の鮮度保持や流通技術の進展、そして、こうした旬の食材を提供するお店の意識と、これを楽しみにしているお客さんがいる
ことを改めて感じています。依然として水産を取り巻く環境は厳しい状況にありますが、食べる喜びを伝えていくことも水産
業の振興において重要なことと再認識しながら楽しく飲食しています。皆様も東京への出張のときには、地場の魚がどのよう
に提供されているか、探してみてはいかがでしょうか。
ところで、本号はいかがでしたでしょうか。私ども研究所にも４月より、不動次長と朝倉研究員の２名の新鮮な力が加わり、
より一層「みんなの研究所」として、皆様のお役に立てるようがんばって参りたいと思います。 （H.H）

第３回国際津波シンポジウム
「産業連関分析手法を活用した漁港での減災効果算出の試み」
第22年度 日本水産工学会学術講演会
「浮魚礁におけるカツオ・マグロ類の蝟集・滞留効果」
「金浦漁港沖防波堤マウンドにおける藻場造成」
「播磨灘海域におけるマコガレイの生息場ネットワ－クを踏まえた漁場整備」
「佐渡海域におけるバイオテレメトリ－を用いた人工魚礁に蝟集するマアジの行動解析」
「漁業地域の減災計画策定支援手法について」
地域学研究（40巻）日本地域学会に論文投稿
「漁業集落の現状と限界集落の要因に関する研究」
日本水産工学会「水産工学Vo.46」に論文投稿
「漁港施設のこれまでの整備状況と今後の維持・更新対策の必要性」
日本水産学会誌Vo.76に論文投稿
「漁港で利用される海水の細菌学的調査」

この印刷物は、環境に配慮した紙とインクを使用しています。


