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新年明けましておめでとうございます。本年も宜しく
お願いいたします。
昨年末、漁港漁場整備に係る技術基準の改定について

部内で何度か議論し、技術について色々と考えました。
そんな訳で、技術への思いを申し述べて新春のご挨拶に
代えます。
多くの方が抱いている漁港のイメージは、魚を荷揚げ

する施設付きの大きな漁船用駐車場なのでは。でもその
イメージは100年前には全然別だったはずです。大きな波
浪に耐えられる外郭施設の技術が無かったから。漁港は
単なる魚の荷揚場だったのです。一方、魚の流通形態も
この100年間少しずつ変化してきました。コールドチェー
ンが形成されて、漁港から遠く離れた都市でも美味しい
魚が食べられるように。そして近年の経済・社会活動の
グローバル化により水産物は世界的な商品となり、それ
を取り扱う漁港施設には世界レベルの高度な衛生管理が
求められるようになりました。漁港は生鮮食品を扱う工

場 の よ う な イ
メージに変わり
つつあります。
技術の向上に

より施設の機能
は進化し、施設
へのニーズの変
化によりまた新
たな技術が生ま
れていくのです。
今度はエコ漁

港の話です。多くの漁港が立地する離島や半島などには
風力発電や太陽光発電などのエコエネルギーを生み出す
適地が多いのですが、これらのエネルギーは不安定で使
いにくいデメリットが。一度蓄えて安定的に使えればよ
いのですが、大きな蓄電池はとても高価です。しかし、
漁港内の漁船を全て電動に変えれば、漁船の蓄電池を使
うことで漁港が地域のエコエネルギーを効率的に貯める
巨大な変電所に早変わり（これを最適に制御するシステ
ムをスマート・グリッドと呼びます）。地球温暖化防止、
操業コスト削減との一挙両得を狙い、今後も研究を続け
たいと思います。
この様に新たな技術の目で周りの施設を見回してみる
と、まるで新しい機能が見えてきます。例えば、漁港の
泊地の水質に留意し、水産物を健康な状態で蓄養・飼育
できれば、漁港は大きな活魚水槽に見えるかもしれませ
ん。海藻や魚介類の育成牧場になるかもしれません。水
産環境の更なる技術向上によって新たなイメージが生ま
れそうです。
新たな技術の目を身につけるには、基礎的な技術の習
得も大切だと思います。私たちに基本的な知識の力が無
いと、導入した新しい技術も使いこなせないし、今ある
技術の問題点も見抜けないからです。ですから、今般技
術基準を改定するにあたっても、基準を高度にする余り、
関係する人達が技術を語れない体制とならないよう注意
したいと思います。将来の大きな技術の変革に対応でき
ない組織を作らないように。明治維新の洋館建築が江戸
の職人技に支えられていたことを忘れてはならないと思
います。

技術立国への夢1
水産庁漁港漁場整備部長　橋本 牧
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「地域の振興なくして防災はありません」
これは、昨年12月に私どもの研究所が主催したシンポジ
ウムでパネラーを務めて下さった徳島県美波町の「西の地
防災きづな会」事務局の浜大吾郎さんの言葉です。現在、
漁業地域は過疎化・少子高齢化、水産業の衰退、地域医療
の崩壊等様々な深刻な問題を抱えておりますが、災害はこ
れらの問題を一挙に顕在化・加速化させる可能性が高いの
です。過疎化、少子高齢化問題を抱える地域に震災が起き
ると、震災後は人口が激減し、震災過疎に陥ったり、集落
が消滅の危機に陥ったりします。産業振興に問題を抱える
地域では、震災後一挙に産業が衰退する恐れがあります。
福祉問題を抱える地域では、災害時要援護者問題を引き起
こします。コミュニティの薄れの問題を抱える地域では、災
害後、自殺や孤独死の問題が起きています。従って、防災
対策だけを進めていても持続可能な地域をつくることはでき
ません。地域の課題を整理し、災害発生前から対策を講じ
ておくことが必要です、と浜さんは話されました。
私は、浜さんのお話から三つの大事なことを教えていた

だいた様に思いました。
一つは、「防災対策」というと、これまで避難路の確保、
ハザードマップの作成、情報の伝達あるいは施設整備といっ
た直接的な安全対策が着目されてきましたが、「防災対策」
を「災害から地域を守る」という広い、より大きな視点から
捉えるならば、実はそれだけでは不十分なのであって、より
根源的、潜在的な地域の課題の解決が必要であるというこ
とです。防災の現場では、昨今BCP（事業継続計画）の重
要性が認識され始めていますが、その検討はまだ緒につい
たばかりです。漁業地域では、生産と生活が一体となって
営まれているため、生産の崩壊は生活の崩壊を意味し、ま

た、生活の崩壊は生産の崩壊をもたらします。まさに、「防災」
は「地域振興」と密接に結びついたものとなっています。
二番目には、浜さんがこの様な危機意識を持って明瞭に
語らなくてはいけない程漁業地域の過疎化、高齢化等の問
題が深刻になっているという事実です。「過疎化、高齢化し
た漁業地域社会を大災害が襲うと地域がなくなってしまう
かもしれない」との浜さんの現状認識、危機意識を私たち
も共有していきたいと思います。
三番目は、漁業地域の再生は、浜さんの様な、地域に根

ざして頑張っておられる青年達が中心となってなされていく
のだろうという予感と期待です。漁業地域は様々な困難を
抱えてはいますが、浜さんの様に地域のことを思い真剣に
頑張っている青年がいる限り、必ず再生していくであろうし、
また、そう期待をしております。大事なことは、青年が活躍
できる土壌をつくっていくこと、すなわち、就労条件を含め
た条件整備、環境整備を図っていくこと、さらには、協力、
支援を惜しまないことなのだろうと思います。
さて、先のシンポジウムでは、防災と地域振興を結びつ
けたユニークな活動が紹介されました。「出会い系防災ア
ムール」（防災訓練といわゆる「婚活」を組み合わせた活動。
成果も出ているそうです）、「防災ツーリズム」（都会の高校
生を招いて一緒に行う防災訓練）、「防災運動会」（防災種目
を入れた地区運動会）等々。防災協議会による人々の結び
つきの強まりによりシャッター商店街が開き始めたとの喜ば
しい事例も紹介されました。ともあれ、防災は地域振興とか
らめながら楽しくやっていくのが長続きする秘訣のようでし
た。漁業地域の防災と地域振興を調査研究のテーマとして
いる私ども研究所としても何らかのお手伝いができたら幸い
に存じます。
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はじめに

皆さん、こんにちは。紹介いただきました東北大学の
今村です。本日は『過去の実態と教訓を学び、将来の減
災へ向かう』というテーマで話題提供をさせていただき
ます。
今年は前回のチリ地震津波から50年が経ちました。今
年２月には同じ地域で再び津波が来襲しました。前半は
この50年間を振り返ります。その間、わが国では様々な
地震・津波がありましたが、本日は津波に特化し、1983
年の日本海中部地震津波から2003年の十勝沖地震津波ま
でどのような被害があり、我々はどのような教訓を持つ
べきなのかを振り返らせていただきます。後半は、具体
的に漁港・漁場などで将来の減災に向けてどのように取
り組みをしたら良いのか、何を目指して、どのように協
力するのかということを話題提供させていただきます。
本日の大きなテーマは『後悔先に立たず』です。「あの

時ああしておけば良かった」と、災害が起こってから初
めて具体的に分かるのです。これは、我々人間にとって
共通の課題です。少しでも学んで事前にやれることをや

特別寄稿 .01
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る。これが大切であると考えています。具体的には、先
ほど述べました50年間の被害やその教訓を生かし、でき
る範囲で事前の備えを皆さんでやるということです。

1960年5月 チリ津波を振り返る

1960年５月24日のチリ地震津波はマグニチュード9.5と
言われる人類の歴史上最大の地震です。それによって起
こった津波は１日かけてわが国に来襲しました。当時は津
波警報システムがありましたが、その対象は近地津波で、
残念ながら遠方の地震による津波に関しては無警戒でし
た。遠い場所での地震では警報が鳴りますが、揺れを感じ
ません。2006年千島列島沖地震津波の際にも、震源地から

数100kmも離れている北海道では揺れ地震も感じないので
す。前ぶれのない津波が突然襲います。1960年のチリ地震
津波では、わが国で142名の方々が犠牲になりました。前
年の1959年には伊勢湾台風が沿岸部を襲いました。1960年
はチリ沖地震が北海道から沖縄まで来襲しました。大きな
沿岸災害が2回続いたことから、わが国の防災に対する考
えを抜本的に見直し、立法化されました。
これを受け、５年後の1965年にはハワイに国際太平洋

津波警報センターが設立されました。５年かけて日本を
はじめ環太平洋諸国が連携をし、具体的な情報が提供で
きるセンターができたのです。
 チリ沖での地震によるすべり量分布は距離が約850km、
幅が400km、最大40mのすべりがチリ沖地震の実態です。
マグニチュード9.5という地震がこれだけの地盤変動を
伴った現象になったのです。陸側と海側に半分ずつのエ
リアがあり、海域で起こった断層のズレが津波を起こし
たのです。津波はハワイには15時間後、日本には22時間
後に到達しました。
当時の様子を再現解析しました。津波の伝播速度は水
深で決まり、時速700kmで伝播します。中央部分に津波
の大きなエネルギーがあり、同心円状に最初の波形が続
いていきます。地震発生15時間後にハワイ島を来襲し、
60名以上の犠牲者を出しました。この被害は、気象庁に
電報などで伝わったと言われていますが、残念ながら警

特別寄稿 .01
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報を出すまでには至りませんでした。22時間後に北海道
から東北、さらに西日本へと津波が伝播し、１日以上振
動していました。
その結果、被害額が当時で350億円、国家予算の２％に

ものぼりました。当時の映像や写真が各地で撮られ、代
表的なものは、水産関係とともに漂流物による被害でし
た。この建物は船が乗り上げ全破壊したのです。旧志津
川町では、木材や船舶、バスなどの大きな漂流物が入り
ました。漂流物による破壊力がこのような被害をもたら
したのです。
 
我が国での津波被害

◎1983年 日本海中部地震津波
津波に関しては1983年５月26日に発生した日本海中部

地震津波は忘れてはいけない災害です。全体で104名の
方々が亡くなりました。うち100名が津波による犠牲者で
す。地震発生後わずか７分で津波が来襲しました。警報
システムがあったのですが、当時は残念ながら発表に10
分以上かかっていました
そして津波教育の見直し、防災教育における教科書な

どの必要性です。津波はいつどこで起こるか、遭遇する
か分かりません。日本海中部地震津波では小学生の犠牲

者がでました。沿岸部に住む小学生ではなく、山間部の
小学生が遠足で移動していた最中でした。このように、
どこで遭遇するか分からない災害に対して知識が必要な
のです。戦前では「稲むらの火」という教科書があった
のですが、日本海中部地震津波の当時はなかったため教
育の見直しがメディア等で盛んに言われました。
５月26日は穏やかな晴天でしたので、かなりの磯釣り
の方がいて、40名を超える釣り客の方が犠牲になりまし
た。沿岸部で工事に従事していた30名余りの方々も犠牲
になりました。100名のうち、多くの方はたまたまそこに
いた来訪者や従事者の方なのです。この点においても非
常に重要な災害でした。特に警報の遅れがありましたの
で、その後気象庁は、新しい予報装置や観測網の充実化
を踏まえて発表時間の短縮化が行われ、現在では、緊急
地震速報を活用し、地震発生後最短で２分で津波に関す
る情報が発表されています。
当時はカラー版のカメラやホームビデオなどが普及して
いましたので、津波の詳細な状況を振り返ることができま
す。津波が防波堤を越波していく様子から大型のケーソ
ンが移動することが分かりました。津波は押し引きがあり
ます。港内では引き波が、沖合には押し波があります。そ
ういう時間差や位相差があると合計９m以上の水位差とな
り、流速となって港内に入り越流するのです。各地域で漁



7漁港漁場漁村研報 Vol. 29

船の被害もありました。漁船だけが被害を受けたわけでは
なく漂流物となって地域に被害を及ぼしたのです。
過去の漁船被害の主は被災原因は津波です。日本海中

部地震津波では2,600隻の漁船が被害に遭い、その後の水
産活動に大きな影響を及ぼしました。
このような実態を踏まえ、今まで分からなかった漁船

の被災率が定量的に評価されるようになり、日本海中部
地震津波がその第一歩でした。港内の最高水位を横軸に、
漁船被災率を縦軸にとると、津波の規模と漁船の被災率
は関係があることが分かりました。ただし、船の場合、
水位だけで説明できるわけではありません。流れによっ
て沈没するケースでは横軸は流れになり、水位が下がっ
た時点で船が底をつき、横転し次に来る押し波で被害を
受けるというパターンもありますので、横軸は被災パター
ンによって複雑に変わっていくのです。
 

◎1993年 北海道南西沖地震津波

次は、1993年７月12日の北海道南西沖地震津波です。
非常に驚きました。当時、日本海東縁部は太平洋と比べ
て比較的地震活動や津波の発生間隔は低いという認識で
した。しかし、わずか10年後、日本海東縁部の北側、奥
尻島のすぐ横でマグニチュード7.8の大地震が起きたので
す。奥尻島を中心に甚大な被害をもたらし、230名もの犠
牲者が出ました。地震発生5分後に札幌の気象管区から津
波警報が発表されたのですが、そのときには既に奥尻島
に第一波が来襲しました。

被害は津波だけではなく、地震による揺れ、岩盤の崩れ、
火災という、まさに地震・津波等による典型的な複合災
害が起きたのです。津波は早いところでは３～５分で西
側から一気に東側へ来襲しました。
日本海中部地震津波の際にも青苗地区は影響を受けた
ので高さ4.5mの防潮堤で守られていました。しかし、10m
を超える津波によってこのような状況になりました。住
宅はコンクリートの基礎しか残っていないほど跡形もな
い状況で、津波によって全破壊したのです。水産関係も
大きな被害を受けました。
奥尻島には住民や来訪者がいたのですが、どのような
避難の実態があったのか。10年前の記憶は継承されてい
ました。ただし、その記憶や経験が住民の避難行動を大
きく左右しました。この経験があったがゆえに適切な避
難行動をとれなかった方。一方で、この経験があったの
で適切な避難行動をとれた方がいたということです。
なぜこのような違いがあったのか。前者は、なぜ適切
な避難行動をとれなかったかというと、日本海中部地震
津波は秋田沖で発生した地震、今回は奥尻島のすぐ隣で
した。地震・津波が発生した地域が違うのです。前回は
30分程度で津波がやって来ました。その記憶が残った方
は、テレビやラジオでも見よう、周りの方を起こして身
支度をして逃げようという余裕を持ったのです。
幸いに、多くの方は前回も津波の来襲があったし、津波

が来るぞと確信したのですが、迅速な行動がとれたのは、
揺れ方が違うということでした。日本海中部地震津波の時
はある程度の距離があったので縦揺れの後ゆっくりとした
横揺れが来ました。しかし今回は下からドスンと来ました。
何か不吉な予感や不吉な状況、何かが違うということを確
信して、多くの方が迅速な行動をとったのです。最終的に
は230名もの犠牲者が出たのですが、この判断がなければ、
さらに被害や犠牲の方は増えたと思います。
我々にとって大きな教訓として、過去の経験や体験は
そのまま適用できないということです。地震が発生した
状況が違うと、津波の来襲時間や方向、影響の仕方など

特別寄稿 .01
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が違う、変化するということをベースに置く必要がある
のです。では、一体どうしたらいいのでしょうか。過去
の教訓をどう生かしたらいいのでしょうか。これは非常
に大きな課題です。原因があり、場所があり、その被害
を起こす仕組みがあります。それをある程度理解すれば、
前回と違うとか、今回はこうだろうとある程度の判断で
きます。状況を見て、前回とはちょっと違うと思った時
には、早めの対応を取る必要があります。我々は創造力
が大切だと言っていますが、臨機応変な判断、少し違う
という判断は、このような創造力に関係すると思います。
このあたりに関する研究が必要であり、皆さま方にどう
実践して頂くかは重要なことだと思っています。

◎1999年 量的津波予報の開始
次に対応の話をさせていただきます。日本海中部地震

津波と北海道南西沖地震津波の２つの大災害を受け、気
象庁は情報発信の時間短縮、具体的な津波情報を出すこ
とに力を注いでいます。従来は津波の有り無し、ある場
合は大津波か津波かという定性的な情報だけでした。そ
れだけでは避難が難しいという要望に応え、1999年に量
的予報が開始されました。地震が起きると、最短で２分
程度で津波の有無が、ある場合は、各地での津波の高さ
が具体的な数字として出ます。さらに大切なのは予想到
達時間も併せて出ることです。どのくらいの規模なのか、
いつくるのかは非常に重要な情報で、これによって津波
行動に対する大きな進歩や改良が期待されたのです。
しかし、なかなか簡単ではないよ、というのがこの２

年後です。量的予報が運用されて初めてこの情報が出た
のが石垣南地震津波です。アンケート調査をしたところ
避難率は２割弱でした。先日のチリ地震津波での避難所
への避難率が１割弱という状況とあまり変わりません。
沖縄は台風が来るととんでもない高波が来ます。その高
さは５mを超え、場合によっては10mにもなります。２m

の津波が来るという量的予報が出ました。ある漁師の方
は２mという数字を判断しました。確かに定量的な情報は
正確で分かりやすい。しかし、２mの津波を２mの普通の
波だと誤解したのです。通常の波と津波は、パワーや沿
岸に及ぼす影響が全く異なります。大きな違いは周期で
す。普通の風波は10秒以内という短い間隔で波が打ち寄
せるので一瞬に引いてしまいます。その結果、沿岸部に
大量の水塊が侵入することはありません。
一方、津波はどのくらいの周期なのでしょうか。チリ
地震津波では周期は１時間です。通常の近地津波も10～
20分です。数分間または数十分間も海面が高い状況が続
き、防潮堤や防波堤・護岸をわずか数十センチ越しただ
けで、それが続きます。まるで洪水、逆流です。同じ数字、
小さな数字であっても、その影響はまったく違うのです。
地域の津波ハザードマップは不可欠で、気象庁による津
波の情報として、例えば２mの津波が来たらこの地域はど
こまでくるのか、どのくらいの被害が起きるのか、とい
う情報が不可欠なのです。
津波という言葉はご存知ですね。知らない日本人はい
ません。しかし見たことがないし、多くの方は直接体験
されていない。従って何が生まれるかというと、「２mの
津波が来る。手前には防潮堤や防波堤があり、地域が守
られている。じゃあめったにないから見に行こう。」とい
うことになるのです。最悪なことに、子ども連れで見に
行ったというのが実態でした。先日の２月のチリ地震津
波の時にも、似たような状況はあったのではないか、否
定できない状況がまだ続いているということです。

◎2003年 十勝沖地震津波
2003年の十勝沖地震津波を少し振ります。2003年は２
カ月おきに地震が起き、最後がこの十勝沖地震津波でし
た。２名の犠牲者が出ました。当時、注目されたのは、
津波が河川を11kmも遡上したことです。
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また漁船がどこに避難したらいいのか、避難の遅れも
課題になりました。長時間津波が来襲し、継続していた
からです。当時の沿岸部の津波分布をみると、襟裳岬を
中心に１～４mの津波が来ました。
一方、験潮所の津波高さの情報はリアルタイムで出て

くるのですが、どうしても沿岸部での遡上の津波高さと、
験潮所で取られている港湾内での津波高さ、または沖合
での津波高さとのギャップがあります。それが非常に顕
著であったことも十勝沖地震津波の特徴です。
1960年の年チリ地震津波も同じなのですが、木材等の
漂流物が流出しました。釧路には大規模な貯木場があり、
津波によって河川を通じて沖合まで出ようとしました。
幸い、堤防を乗り越えることがなかったので、木材は住
宅地には入らなかったのですが、非常に危険な状況でし
た。十勝沖地震津波による水産関係の被害は、北海道を
中心に、特に漁港の施設を中心として大きかった。
以上がわが国での50年間を振り返った津波による災害

であり記憶です。

2010年2月 チリ津波を振り返る

次は今年の２月28日に来襲したチリ地震津波です。50

年前と違い今回は警報が出ました。担当の方は切迫感を
持って緊張して対応されたと思います。
一方、150万人規模の避難指示、勧告等が出たのですが、
実態としては少なくとも私の予想を下回る対応だったと
思います。課題はかなり多くあります。幸いに人的被害
はゼロでした。ハワイでも津波関係の情報が出たため、
人的被害はゼロでした。来襲前にきちんとした情報が出
るということは、人的被害を低減するためには重要な役
割を持っています。
遠地津波の特徴として、第一波、第二波よりも、後続
波と言われる後からくる津波の方が大きいという現象が
今回も起きました。気象庁も、メディアも、メディアを
通じて専門家も、最大波は遅れてくるので避難は継続し
てくださいと伝え続けました。しかし、第一波が釧路で
20cm、三陸で30cmという情報を得て避難を解除してし
まった方が多かったのが実態です。
チリは非常に細長い国で、1960年のチリ地震津波の震

源地を図に示しています。200～300年ごとにマグニチュー
ド９クラスの地震が繰り返しています。日本と同じよう
に海洋のプレートが沖合で沈み、少しずつひずみをため
込み、それが数百年に１度大規模な地震として解放し、
またそれを繰り返します。今回起きた地震は赤い星印で
す。自然の仕組みというのはシンプルですので、こうい

特別寄稿 .01
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うところで地震が起きないはずはない。ただし、過去200
～300年では記録がない。そういう場所で今回地震が発生
したのです。
従って、50年前の地震が繰り返して起きたものではな
く、北隣の空白域でマグニチュード8.8の地震が起きたの
です。この図から次に起こるであろう地震の空白域が分
かります。これはチリに限った事ではなく、日本でも同
じ事が言えます。日本はもう少し進歩しており、30年以
内の地震発生確率が出ています。このような状況を見て
統計的に評価したものです。そういう情報は、過去の状
況を学び、将来をある程度予測しているもので非常に重
要です。しかし、まだ一般の方にとっては、その数字の
重要性が認識されていないのではないかと思います。
チリ中部沿岸地震の発生から津波警報発表までを振り

返ります。２月27日にマグニチュード8.8の地震が発生し
ました。わが国で最大地震であろう東海から南海までの
地震を少し上回るぐらいの規模の地震です。我々が非常
に関心を持っている巨大地震津波です。その後、気象庁
等が解析し、２月28日の９時33分に大津波警報や津波警
報を発表しました。１日インターバルがあります。今回
の地震を前回の地震と比較するとエネルギーは10分の１
です。マグニチュード8.8という地震も凄いのですが、前
回と比べると規模は10分の１です。津波の高さも3分の１
です。その結果、日本沿岸での津波の高さは２m弱ぐらい
でした。15時間後にはハワイに到達しました。ハワイで
の記録をもって、気象庁が再検討し大津波警報を出した
のですが、多少過大評価であったということは否めませ
ん。来襲の状況は前回も今回もほぼ同じです。北海道か
ら太平洋東に来襲し、その後、西に行きました。
注意しなければいけない事もいくつかあります。思わ

ぬ浸水です。都市化が進み、排水口や下水口は海域に通
じていますので、津波が逆流する入り口、出口でもある
のです。実際にマンホールから逆流していく光景も見ら

れ、注意が必要です。
さらに漂流物です。宮城県気仙沼市の魚市場では、時
間的余裕があったために、多くの資材が屋上に移動され
ていました。しかし、大きなコンテナと言われる魚箱は
600個以上あります。これらの魚箱は短時間で屋上に移動
することはできませんでしたが、それらが津波により漂
流するということは魚市場の担当者の方は理解していた
ので、きちんと並べ、ロープで結わえて、漂流物対応を
していました。その結果、一部崩れてはいるのですが、
住宅域や周辺に流出することなく被害の拡大を防ぐこと
ができました。こういうことも非常に重要なことです。
しかし、残念ながら海域では60億円を超える水産被害
が出ました。
見ていただきたいのは住民の避難状況です。東北エリ
アが中心ですが、全国平均を見ても避難所に移動された
方は数パーセントだけでした。親戚や高台に移動した方
もかなりいました。合計すると半分近くの方もいました。
しかし、こういう場所は、津波に対して安全かどうか誰
も確認していないのです。住民の方も確認して逃げたの
ではないと思います。行政がきちんと確認しているのは
緊急避難所であり避難場所です。従って、今後こういう
避難場所は必要だと思いますので、再確認が必要です。
今回は津波による人的被害はありませんでした。住民
の一部の方は、同じように津波が来ればそこに逃げれば
良いと思う方がいるのではないでしょうか。そうではな
いですね。近地津波の場合は時間も違い規模も違います。
途中の避難ルートも含めて再確認、安全確認が必要です。
もし近地津波も遠地津波も安全だと思えば緊急避難所や
避難場所に指定していただくことが大切だと思いますし
大きな課題です。
今回のチリ地震津波では、車で逃げた方が多く、各地
で渋滞が発生しました。第一波で自主的に避難解除して
しまいました。岩手県釜石市では１時半頃が第一波の到
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達時間でした。避難所にいる担当の方が避難から戻らな
いように、解除しないようにと言ったにもかかわらず、
第一波の到達時間をピークに各地で観測された津波の情
報を見て、勝手に避難所から家に戻りました。夕方の６
～７時に最大波が来たにもかかわらず、避難所に残った
方の数はどんどん激減してしまいました。幸いなのは、
当時干潮に向かっていたため、最大波が来ても大きな浸
水にならなかったことです。これは十分理解しておく必
要があります。

将来の被害軽減に向けて

◎災害に強い漁港・漁村地域を目指して
こういう状況を踏まえ、改めて津波防災について少し

整理させていただきます。日本海中部地震津波、北海道
南西沖地震津波、さらには福岡県西方沖地震、スマトラ
島沖地震津波（インド洋津波）等の教訓を踏まえ、「災害
に強い漁業地域づくりガイドライン（平成18年３月）」を
まとめています。当時の対応、具体的な災害の状況、ど
ういう状況でどこに避難したら良いのか、漁船の沖合避
難などについてもかなり詳細にまとめています。
地震が起きてからその場でできる事とできない事はた

くさんあります。災害情報を得るとか、自治体からの対
応指示を得ることはできます。しかし、減災行動をとる
ために避難するというのは、頭の中では簡単にできるの
ですが、実は簡単ではありません。どこに逃げるか、ど
のくらい時間がかかるか、途中に危険なところはないか
等は確認した上でないと行動をとれないし、行動をとっ
ても途中で津波に流されてしまいます。北海道南西沖地
震津波でも避難の途中で津波で流された犠牲者が多く出
ました。さらにできない事は養殖筏やいろんな漂流物の
対応です。漂流物対策はその場ではできません。
地震が起きて、津波来襲前の限られた時間で何ができ
るのか。改めて考えていただくと、非常に限定されるこ
とが分かると思います。しかし災害は繰り返しますし、
限定された時間の中で何ができるのかを考えたのでは不
十分です。今できることをやって、いつ起きるか分から
ないものに対して、その場でやるべきことをやる。それ
以降、復旧・復興作業がありますので、それをきちんと
整理しながらやるという事前・事中・事後の対応が必要
なのです。
 適切な減災行動に向けて過去を知ることが大切です。
自分の地域の過去の教訓、災害を知ることが大切です。
ただし、奥尻島の例のように、過去の経験や知識・情報
は限られています。個人の中でも経験がありますし、我々
は、せいぜい1,000年程度しか地震・津波災害も遡れません。
原因とその被害が伝播する仕組みがあれば、発生原因と
仕組みは、ある程度普遍的なルールで分かります。例えば、
津波の到達時間は場所や水深データ等が分かれば大体何
分で到達するか普遍的です。しかし、不確定性という面
では、地震の規模が違ったり場所が違えば、普遍性の中
でも変化する場合もあります。その２つをうまく整理し

特別寄稿 .01
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て対応しなければいけません。
もう一度言いますと、ルールはあります。必ずこうい

う時にはこうなるという仕組みもあります。しかし、そ
れはまったく同じように起こるとは限らないのです。あ
る程度の不確実性や違いがあるので、それも頭の片隅に
置いておかなければなりません。これは各個人で意識す
ることですが、大切なのは、事前・事中・事後で何がで
きるかを皆さんで考えることです。個人でできる事は限
られています。歩くぐらいしかできません。ハード、ソ
フトの対応をする上で、皆さんと考え、皆さんの得意な
分野で、または皆さんの責務の中でやっていくことが大
切なのです。そのために、ガイドラインでは漁業地域防
災協議会の設立が強調して書かれています。
ここにスクリプトと書いています。災害発生後にどう

いう情報が流れ、どんな被害があって、自分は何をしな
ければならないか、これが起これば、次これが起こる、
そうすればこうなるという状況は、皆さんの議論の中で
生まれます。行政等はそれを議論できる情報を提供して
います。地方防災会議もそうですし、自治体もハザード
マップを提供しています。
ガイドラインの基本的な考え方に基づいて、実際に減

災対応をしていただくために、「漁業地域の減災計画策定
マニュアル～みんなでつくる減災計画～」を検討し、本
日の大きなテーマに結び付いていくのです。ガイドライ
ンは基礎情報があって、それをいかに地域で実践してい
くかというのがマニュアルに書かれています。そこに基
本コンセプトが書いています。特に注目していただきた
いのは、漁船の沖出しや、漁協関係者以外の方の対応等
です。資料として配布しているマニュアル概要版が最後
にお示ししたいものになります。
柱は３です。大切なのは、被害はゼロには抑えられな

いが、ある程度抑えられる。できれば最小にしたい。最
小にすることによって復興・復旧作業が迅速になる。そ
の結果、元の生活に早く戻り、経済的損失を最小にでき

ます。これは連鎖ですのでとても重要な事です。ただし、
こういう対応をするためには、今は地震・津波が起きて
いないけれども、今やれることがたくさんある。でも、
ほとんどの方は何をやったら良いのか、具体な検討がで
きないのです。しかもそれをやることによる効果も定量
的に理解していない。日頃の備えが大切だというのは理
解していますが、その一歩が踏み出せないのです。
 
その一歩を支援するために６つのステップを提案して
います。津波ハザードマップを見て、将来起こること、
過去に起きたことをみんなで知ることが大切です。津波
ハザードマップを見るだけでも、具体的な検討ができま
す。課題とありますが、災害がどのように起きるかを皆
さんで議論し、行政や専門家の支援をいただければ課題
が整理できます。でも、ここで終わってはいけません。
減災のために何ができるのか。次に具体的な対応を考え
るというステップに進みます。対応についてもこのマニュ
アルは素晴らしく、日本各地域、北海道から沖縄まで何
をやったかをまとめています。こんなプランがこういう
とこでやっているというのがあって、このマニュアルの
中で例として提示しています。つまり皆さんの地域で、
これはできそう、これはちょっと無理だねという選択が
できるようになっているのです。これは大きいと思いま
す。こういうマニュアルを用いて地域でできる減災計画
が生まれます。
 
減災マップの例としてこういうものもありますし、行
動フローは横軸に時間をとります。時間のガイドはとて
も大切で、縦軸は対応行動になり、場合によっては担当
者でも構いません。こういう時にはこういう行動を取る
というフローができます。フローは、先ほどのスクリプ
トと同じようにとても大切です。行動フローを皆さんで
考え、その結果を共有し、それを実現化していく。これ
が今求められていることです。
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これだけ見ると、大変でなかなかできないと思うかも
しれませんが、このマニュアルには、具体的なヒントや、
皆さんがより実施できやすいようなシートが用意されて
います。これだけ丁寧に準備されたものはなかなかない
と思います。

最後のスライドとして、このステップを示させていた
だき、私の話題提供、基調講演とさせていただきたいと
思います。

※本稿は、平成22年12月8日（水）に開催した当研究所の
「第５回調査研究成果発表会」での基調講演を要約した
ものです。

（文責：調査役　大塚 浩二）

特別寄稿 .01
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はじめに

「漁業の６次産業化」にはいろいろな考え方があると思
いますが、私は「漁業が主体的に２次・３次産業に挑戦し、
新しい価値を創造して、漁業や漁村に活力をもたらせる
こと」と考えています。また「漁業の６次産業化」を具
体化する道筋や目指す姿もそれぞれに異なるものの、「主
体性」、「価値創造」、「活力再生」は全てに共通する基本
的なキーワードであろうと思います。
高知県の漁業は漁業者の減少・高齢化が依然として進
行するなど、ますます厳しくなっている状況ですが、こ
のようななか、平成13年以降、県内の浜では漁業者や漁
村女性たち
の起業が相
次 い で お
り、いずれ
の事例にも
「主体性」、
「 価 値 創
造」、「活力
再 生 」 と
いう三つの

むらかみ・こうじ

1953年4月福岡県生まれ。1976年3月宮崎大学農学部水産増殖学科卒業。1978年8月高知県庁採用 水産試験場配属。2005年4月高知県海洋局漁業管理課長。
2007年4月高知県海洋局水産振興課長を経て、2008年4月高知県海洋局（現水産振興部）中央漁業指導所長（現職）。

高知の浜から見た高知の浜から見た
漁業の６次産業化漁業の６次産業化

高知県 水産振興部 中央漁業指導所長

村上 幸二

特別寄稿 .02

漁村起業組織の分布と推移
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キーワードがみられるようです。　
県内の漁村起業件数は時間の経過とともに、また調べ

るほどに増えていますが、現在私が知る範囲ではこの10
年間に23件となっています。このような漁村起業の動き
は「漁業の６次産業化」を目指す具体的な道筋の一つだ
といえます。この漁村起業のうち漁業者や漁村女性たち
のグループ起業が17件と、個人起業の６件をはるかに凌
いでいます。今回、浜のグループ起業に焦点を絞って、
それらの事例から、着実な漁業の６次産業化を進めてい
くうえで、私たち行政の立場、つまり支援側にとって大
切だと思われる基本的な視点について考えます。

漁村におけるグループ起業の現状

漁村グループ起業には漁村女性の存在が大きいという
特徴があります。このグループ起業17件のうち12件が漁
村女性だけのグループであり、さらに漁村女性は漁業者
グループ３件にも主体的メンバーとして参加していま
す。漁業者グループと漁村女性グループの組織や活動形
態にはそれぞれの特性がありますが、全てのグループに
は「経営」という共通した課題があります。
漁業者グループでは５件うち４件が水産加工・流通販

売事業の確立に取組んでいます。自分たちが獲った魚の
産地価格向上、漁業収入の増加ということが第一の目的
ですので、漁業者グループの事業計画は数千万円の規模
であり、組合員の活動ということもあって漁協との関連
性が強いという特徴があります。このため組織化や起業
化には、漁業の操業や体制、仕組みや慣習、経営や赤字
リスクなど検討項目や制限要因が多く、具体化にはかな

特別寄稿 .02

りの時間を費やすという共通した傾向がみられます。
漁村女性たちは「浜で仕事を作りたい。」、「漁村を元気

にしたい。」、「副収入を得たい。」という動機から、グルー
プをつくって起業しています。
漁村女性グループの活動は主に体験交流と水産加工販
売に分かれますが、体験交流でも漁村の水産加工品を提
供しますし、水産加工でもイベントでの交流を楽しむな
ど、実際の活動は体験交流と加工販売の境があまりない
ということが分ります。漁村女性たちは顧客満足を自分
たちの満足とする性質が強く、売上や収益に応じて自分
たちの賃金を決めたりしますので赤字リスクは小さく、
事業規模も数十万円から１千万円までと小規模であるこ
とが特徴といえます。このような漁村女性グループの活
動を知った他の漁村女性たちは「自分たちも何とかした
い。」と行動を起こす傾向が強くあります。この身の丈と
もいえる小規模事業性が、漁村女性グループの迅速で連
鎖的な起業力、新しい資源や価値を発掘するお試し力に
つながっていると考えられます。
起業の本質は自立した持続的な経済活動を実現するこ
とで、事業規模の大小にかかわらず、起業目的や目標の
明確化、事業・経営計画などの起業時に想定しておくべ
き一般的な整理が大切です。しかし、当事者だけでなく
支援側の力不足もあって、グループ起業は全体的に個人
起業と比べて起業時の一般的な整理が不十分であり、こ
の整理の充実が共通する課題となっています。この整理
が十分であるほど、計画と異なる現実に対して、適切で
柔軟な対応ができるといわれています。
設立後10年近くになる漁村女性グループは高齢化とと
もに活動力が低下して、後継者が育たず、活動の継続が

漁業者グループ企業組合四万十マヒマヒ丸 漁村女性グループの品質向上・商品開発
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懸念される状況になりました。漁村女性グループには、
奉仕活動主体の漁協女性部の経験や顧客満足の向上意識
のために、利益に対する忌避感のようなものが感じられ
ますが、意欲だけでの事業継続は難しく、自分たちも含
めて後継者候補が納得できる収入の確保が必要だと思わ
れます。漁業者グループには活動開始２年後に赤字を抱
えて事業展望を見失い、漁協事業として引き継がれた事
例があります。これらは主にグループ設立時や活動初期
における起業的整理の不十分さが要因であろうと想像さ
れます。

漁村起業グループによる新しい価値と
顧客の開拓

漁 村 起 業 グ
ループはこれま
で当たり前のこ
ととして、見慣
れているものの
なかに新しい資
源を発掘し、そ
の価値と顧客の
開拓に取組みま
す。グループは
商品やサービス
を提供しなが

ら、その評価により技術や品質などの改善を日常的にい
ろいろと考えています。この繰り返しが商品やサービス
の開発、品質向上、市場開拓につながっています。

四万十マヒマヒ丸はシイラをギョーザやフィッシュ
ボールなどの惣菜に加工すると、原魚換算価格で５倍と
なり、漁村では当たり前に食べられていた伝統食ともい
える「シイラのタタキ」は同じく８倍となることを知り
ました。
そのほか廃棄処分になる胃袋の商品化に取り組んだ
り、切り身加工時に出る商品価値のない切屑をジャーキー
に加工して商品価値を生み出したりしています。　
このグループは自分たちが水揚げした魚を市場の片隅
で直ちにフィレ加工して、近くの水産加工会社から高い
評価を受けました。安値の小型シイラをフィレにすると、
この産地におけるシイラの年間平均単価以上の原魚換算
価格となりました。このグループは施設整備を段階的に
進めて量産体制を整えつつあります。
この鮮度の高いフィレは漁村風土と併せて、今では連
携先となった水産加工会社の加工技術開発と量産化の意
欲に発展しています。この事業は間もなく本格的に動き
始めますが、軌道に乗れば産地価格向上に大きく貢献す
ることになります。
全てのグループは商品やサービスに対する顧客の反応
から多くのことを学んでいます。
柏島女性部加工クラブなどの宿毛湾の漁村女性加工グ
ループは安値で取引される小型魚を、客の反応を見なが
らすり身商品の形態を増やし、その当時の原魚換算価格
で30倍にしました。
漁村女性グループ「安芸おじゃ娘」は自分たちの製品
を使った丼のイベント販売後に、レシピの問い合わせが
相次ぎ、購入動機として食べ方のレシピが大切であるこ
とを知りました。このグループのチリメン佃煮は地元直

商品化されたシイラのジャーキー

操業後、市場片隅での1.5次加工テスト 加工技術開発に取組む水産加工会社
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販所などに出品され、時間の経過とともに徐々に販売数
が伸びてきています。
さらに活動初期に「誰が来るのか。」と言われたカツオ
タタキ体験隊はタタキが立派な体験メニューとなること
を実証し、日ごろ見慣れた漁村の生活、朝靄のなかを出
港する漁船など漁港や漁村の風景が漁村民泊の魅力とな
ることを知りました。このグループも交流実績の積重ね
から、生タタキの宅配事業の可能性を見出しています。

漁村起業グループの波及効果

グループの起業活動はメンバーの意識もさることなが
ら、グループ以外の漁業者や漁村女性、漁村生活者そし
て地元の漁協や振興公社、漁村や地域の水産加工会社に
まで、広く波及効果をもたらしています。特に漁村女性
グループの連鎖的な誕生は、今まで静かだった漁村に湧
き立つような雰囲気を生み出します。
グループが「意識する、しない」にかかわらず、グルー

プ起業は周囲を巻き込みながら地域内外との交流を活発
にして、漁業・漁村の元気や新しい価値を見出していく
というイノベーションと、新しい市場（顧客）を開拓し
ていくというマーケティングの風をおこしているように
みえます。これは足し算というより掛け算の６次産業化
のようです。
「魚が安く、漁業を辞めたい。」と言っていた漁業者グ
ループの若い漁業者は、蓄養販売事業によって「漁業は
面白い。」と言うようになりました。また四万十マヒマ
ヒ丸の活動により、産地価格が上昇したと確信したグ
ループ内外の漁業者は操業意欲を高めました。また、宿

毛湾などでは
グループ活動
の刺激を受け
て、漁協女性
部やグループ
以外の漁業者
たちも自分た
ちでできるこ
とを探し、イ
ベント販売や
体験交流など
に取り組み始めるようになっています。また、グループ
の担当漁協職員はグループ活動の中にビジネスチャンス
を見出し、独立して魚の地域流通を行う片道2.5時間の出
張販売事業を起業しました。
カツオタタキ体験や漁村民泊など体験交流グループは
「人に伝え、話し合う喜び」を地元の高齢者や女性たち
にもたらし、漁業や漁村の風習や文化を外に発信するな
ど、漁村の豊かさや魅力を内外に広げています。
加工グループも地元高齢者や女性たちの仕事をつく
り、地域に加工食品を提供するだけでなく、各種地域イ
ベントの賑わいづくりや、大型客船などの受け入れ企画
の充実、地元高齢者を対象にした定期的なボランティア
食事会の計画など、漁村生活の豊かさ向上に貢献してい
ます。
いくつものグループの誕生が相次ぎ、グループの集積
が進んでいるすくも湾漁協は、既存の宅配事業の充実や
県下初となる漁協主催の商談会、漁協加工の新規事業化
に関する材料などをグループ活動から得ています。また、

グループ活動により漁港に整備された
加工直販施設の落成式

出張販売事業を起業した元漁協職員 漁村女性グループのイベント出店
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宿毛湾のグループは地元の振興公社と連携して浜の伝統
食の商品化に参加するなど、この地元振興公社の新しい
水産加工事業の下地を提供しています。
安芸おじゃ娘などは、自分たちの独自商品を使った加

工食品の生産を連携先の水産加工会社に委託していま
す。また、このグループの独自商品はこの水産加工会社
自身の新商品の材料ともなっています。
このような波及効果は、時間経過とともに広がり進化

しますので、全体的な把握には継続した観察が必要とな
ります。

漁村起業グループ成立要件とサポート

漁村起業グループの設立と活動から、漁村起業グルー
プの成立に必要な基本的要件は、漁業者や漁村女性たち
の「自発性」だといえます。大きな不安の中で様々な課
題に遭遇しながらも、見慣れたなかに新しい価値を見出
し、智恵を生み出して、新しい顧客を開拓していくとい
う持続的な活動は、人に言われたからといって出来るも
のではなく、自分たちのなかから生まれてくる「自発性」
があって初めてできるものです。起業的な整理も自発性
が成長するうえで大きな課題ですが、これも自発性に基
づかなければ「絵に描いた餅」となります。「自発性」は
自然に起業動機となることが稀にありますが、多くの場
合にはサポートが必要です。また、この「自発性」は一
度生まれると成長していくかというと、そうでなく、私
たちの関わり方次第では時として消滅することもありま
す。
漁業現場には「このままではいけない。」という漠然と

した危機感や不
満をもつ漁業者
や漁村女性たち
が必ずいます。
この思いを「自
発性の種」とい
うことができま
す。
「自発性」の
サポートはこの
「種」の発芽を意識した対話からはじまります。この漠
然とした危機感や不満を具体的に考えていく対話は、漁
業者や漁村女性に「仲間や、みんなで話し合いたい。」と
いう思いをもたらします。この話し合いが具体的な自発
性の発芽と成長の場となります。このような話し合いは
同じ思いを持っている人の集まりか、既存組織の集まり
のどちらかで行われています。
同じ思いを持つ集まりでは、すぐに組織化や事業計画
の話になっていくことが多いようですが、既存組織の集
まりでは最初のうち「○○（人、資金、設備など）がない、
できない。」、「まとまらない、できない。」などの否定的
な意見が多いという傾向があります。しかし、この話し
合いの中で「なぜ？」、「もしも」というサポーターの素
朴な疑問や仮定の問い掛けが、漁業者や漁村女性たち自
身が考え、問題の根源や現状打開の可能性に気がつく機
会となります。
この話し合いは「このままではいけない。」という思い

と「難しい。」という考えの間で、しばらく堂々巡りとな
りますが、この時間は「自発性」の発芽に必要な準備期

夕食後の漁村女性たちの話し合い

同じ思いを持つ漁村女性たちの話し合い

自ら集まった網組漁業者たちの話し合い
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間だと思われます。実際にこの話し合いを重ねた結果、「何
もしないうちから色々言っても仕方ない。」、「実際にやっ
てみてダメだったら、そこで工夫したらいいのではない
か。」という意見が出て、漁業者たちの「自発性」が発芽し、
具体的な組織化が始まった事例があります。
この組織化では起業の検討もほぼ同時に行われます

が、漁業者や漁村女性たちは起業するに当たって、技術
面だけでなく苦手な経営や営業などに大きな不安を持っ
ています。このようなときグループは行政や支援者に答
えを求めることがよくあります。これに行政や支援者が
敏感に直線的に対応すると、思いがけずグループの「依
存性」を育ててしまい、これが自発性の萎縮原因になっ
たと考えられる事例や、結果的にグループに「やらされ
感」が広がり「自発性」を消滅させ、組織が解散した事
例があります。

漁業の6次産業化への基本的視点

漁村起業グループの事例から漁業の６次産業化を着実
に進めていくうえで、支援側に大切だと思われる基本的
な視点は、「漁業現場の自発性の発芽・成長サポート」で
あるというのが私の結論です。この自発性に軸足を置い
て、起業面の整理など様々な支援が展開されるべきだと
考えています。この「自発性に軸足を置く」という感性は、
自発性のサポートにその原点をみることができます。
この自発性の発芽や成長を促す漁業現場の話し合い

は、「意見が出にくく、結論を出さなければならない」と
いう会議ではなくて、「気楽な雰囲気のなかで、敢えて結

論を出そうとしないで、いろんな話の中から、自分たち
自身が問題の根源や打開策を探っていく」というもので
す。この話し合いのサポートには、主要メンバーの考え
の事前把握という準備段階から、話し合いの場の気楽な
雰囲気づくり、問題の根源に迫るうえでタイミングの良
い問い掛けなどがあります。経営リスクを伴う６次産業
化への支援には、当事者自身の「練られた判断」を支え、
尊重するという「自発性に軸足を置く」感性が極めて重
要だと考えています。
ただし、この「自発性」のサポートを実際にやってみ
ると想像以上に難しく、相当な知識や技術、経験が必要
だと実感させられます。私は自分の力不足を補うために、
漁村の研究者（専門家）、市町村担当者の力を積極的に借
りるようにしています。特に赤字リスクの高い漁業者グ
ループの起業については、商工関係者の協力を得るよう
にしています。
また、活動後の話し合いの中では「活動の振り返りと
前向きな教訓の確認」サポートが大切です。このことが
メンバー自身の起業目的・意義の再確認となり、自発性
を維持成長させ、例え、結果が計画と大きく異なったと
しても、必ず次の成功に向けた足場となるからです。

おわりに

「自発性」は与えられたり、教えられたりするものでな
く、自ら自分の中に生み出すものです。この「自発性の
発芽・成長」のサポートには、漁業の現場で活動する市
町村担当者や水産業普及指導員、そして気軽に現場に足
を運んでくれる漁村の研究者（専門家）の存在がとても
重要であると考えています。この３者が連携したときに、
もっとも漁業者たちの自発性が発芽・成長しているよう
に感じられるからです。
特に研究者たちは、私が聞き出せなかったことを漁業
者たちから聞き出すだけでなく、訊ねてないことまで漁
業者たちの自発的な話を引き出します。存分に話した漁
業者たちの表情は明るく、自発性への刺激となったこと
が分かります。市町村担当者も同じだと思いますが、私
は研究者たちにできる限り多く現場に来てもらいたいと
考えています。漁業現場では「○○さんは元気だろうか。
こんなことを言ってたよね。」などと、数年前に訪れた研
究者のことが今でも話題になっているのです。

専門家による気楽な雰囲気の話

特別寄稿 .02
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1969年3月東京大学農学系研究課修士課程修了。1969年4月農林省採用、同年6月水産庁東海区水産研究所増殖部に配属。日本海区水産研究所、水産工学
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水産研究所所長。2002年10月（財）海外漁業協力財団技術顧問。2008年2月（財）漁港漁場漁村技術研究所技術委員。

はじめに

漁獲量の低下傾向に歯止めをかけ、漁業資源の増大を
図る上で漁場整備事業は年々重要性を増しています。同
事業に関わる者にとってその効果を高める方法の開発は
共通の使命と言えます。周知のごとく漁場整備事業は幅
広い領域から成り立っていますが、本文では沈設魚礁に
よる魚礁漁場造成を主対象とし、これと関連性の強い魚
類増殖場造成にも触れながら、筆者の関連研究を参考事
例にして物理化学的、生物学的な観点で今後進展が期待
される調査研究について述べます。

魚礁漁場造成研究の難しさ

冒頭から漁場造成関係の研究者に意気阻喪を招くよう
な話になりますが、魚礁漁場造成研究（以後、魚礁研究
と記します）は実施が困難で、かつ成果の得にくい研究
分野と言えます。その理由の一つは、随時に調査研究を
実施出来る魚礁が少ないことにあります。魚礁研究には
継続的な魚群動態調査が必要ですが、魚礁は漁業者にとっ
て重要な漁場であり、調査のため急に、また長期に操業
の中断をお願いすることには限界があります。この根本
的な解決には調査研究用もしくは調査研究の優先度の高
い魚礁の確保が望まれます。

特別寄稿 .03
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特別寄稿 .03

もう一つの理由は長期的に魚群の動向を観察する方法
が未確立なことです。現在、工学研究者によって水中設
置型のビデオカメラ、スチールカメラ、ソナーなどの機
能向上の研究が進められています。蝟集魚の種類、数量
の動向を長期に自動的に測定して定量化出来る機器を用
い、例えば移動性の魚群が魚礁に蝟集し始めてから離れ
るまでの数か月間の連続的、省人的な調査が可能になれ
ば理想的です。これらの機器の開発研究は今後の魚礁研
究の進展に不可欠と言えるでしょう。

魚礁研究分野に横たわる幾つかの
根本的な課題

魚礁研究分野には長く論議されている根本的な課題が
幾つかありますが、その一つは魚類の魚礁認識機構です。
海中を移動している魚がどのように魚礁を感知し接近す
るのか、分からない点が多々残されています。因みに移
動中の魚になったつもりで魚礁との出遭いを想像してみ
ますと、魚礁域に可視距離にまで近づいた魚は、天然礁
は海底地形の変化として、人工魚礁は大きな物体の存在
として察知し、利用する価値があると判断すれば接近し
ます。魚礁に接近した魚は視覚、触覚でその規模、構造
を判別して居場所を定め、滞留を始めます。魚と人間と
では感覚器官の構造や作用機構は異なりますが感覚機能
自体は共通して所有していますので、先ず人間の感覚で
魚礁に対する魚の行動生態に想像を巡らすことが魚礁研
究の出発点になります。
もう一つの根本的な課題は魚礁の集魚機能です。魚礁

が魚を集める機能としては休息場機能、餌場機能その他
が挙げられますが、魚が実際にこれらの機能を利用する
生態については十分には解明されていません。換言すれ
ば魚にとって魚礁を利用する価値は何かと言う問題です。
移動中の魚が魚礁に滞留する行動は、渡り鳥が翼を休め、
餌を摂って体力を回復し、時に外敵を避けるために森林
や平原、湖沼を探しながら移動する行動に似ています。
魚にとって外敵の襲撃、環境の悪化を避け、餌を求めて
茫洋とした海洋中を移動することは容易ではない筈です。
魚にとって海洋中で生き延び、子孫を残す上で魚礁は如

何なる利用価値があるのか、どのような魚礁が利用しや
すいのかを魚になったつもりで考えることが魚礁の集魚
機能の研究を進める上で大切な点ではないでしょうか。

魚礁と魚の間にある多くのテーマ

移動中の魚が魚礁の存在に気づいて接近、滞留し、離
れるまでの一見単純なプロセスの中に実は以下のような
解明すべき問題が残されています。

⑴魚はどのように地形の変化や構造物の存在を
　認めるのか
a視覚機能からの検討
筆者らが高さ２～３mの人工魚礁で行ったダイバーに
よる目視測定、水中カメラでの撮影によって求めた人間
の眼で人工魚礁が視認出来る距離は、垂直方向からは概
ねその時の透明度と同じ20m前後、斜め方向からはこれよ
りやや長い25m前後でした。では魚はどの程度の大きさ、
距離であれば魚礁を視認出来るのか？残念ながら解明さ
れていません。魚の視覚機能は海水の透明度、明るさで
変わりますが、多くの魚類の視力は0.1～0.5程度で近視と
されており、遠方の地形変化や構造物を視認する能力は
高くないようです。ただし、魚には形状は判別出来なく
ても周辺海水とのコントラスで地形の変化や物体の存在
を見分ける能力、あるいは偏光で遠方の物体を識別する
能力が備わっている可能性もあります。これらの問題の
解明は魚類の感覚生理学や神経行動学などの基礎研究に
委ねられる部分が多ですが、魚礁研究分野においても独
自の研究に努めることが望まれます。同時にソナー、バ
イオテレメトリー、標識放流などの方法を駆使して魚礁
水域での魚の行動パターンを重ねて調べ、魚が魚礁の存
在を察知し、接近する距離を統計的に明らかにすること、
合わせてその際の照度、水中視程、濁度などの光条件を
知ることが重要となります。

b聴覚・側線覚機能からの検討
魚は視覚だけではなく魚礁から発せられる音響、振動
を聴覚、側線覚で感知して魚礁の存在を察知するとの考
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え方があります。魚は概ね数十～数千Hzの周波数が可聴
域で、人間と比べると低い周波数に敏感とされています。
魚が魚礁を認識する要素として音が有効であるか否かは
未解明ですが、魚礁から発せられる音としては流れが当
たる壁面、部材の反響音や振動、付着生物や蝟集魚類か
ら発せられる生物音などが想定されます。先ずはこれら
の音源が魚礁に普遍的に存在するのか、どのような周波
数特性や音圧を備え、どのように海中を伝播して魚に感
知されるかを調べ、魚の聴覚機能、走音性との関係を検
討する必要があります。
一方、魚は音以外にも側線によって流れや振動を感知

します。したがって、魚は流れが魚礁に当たって生じる
際の乱れや剥離渦を感知して遠方から魚礁の存在を認識
することも想像されますので、海況の変化に準じて魚礁

周辺でどのように流れが変化し、どの程度の範囲まで影
響が及ぶのかを魚の行動との関係で調べることが必要で
す。因みに図１は環流水槽中央底部に設置した魚礁模型
周辺での流れの変化と体長10cm前後のマダイ幼魚、クロ
ダイ幼魚各１尾の滞留位置との関係を示しています。両
魚種とも流れ（０～30cm/sec）を与えると模型周辺での
流速の変化を感知し、マダイ幼魚は流れが速くなると専
ら模型後方の緩流域に滞留しています。マダイ幼魚ほど
明瞭ではありませんが、クロダイ幼魚も流れが速くなる
と模型近辺の緩流域で滞留する傾向が認められます。
 図２は平均体長6.5cmと8.0cmのマダイ幼魚各５尾を小
型環流水槽で飼育した際の10日後の設定流速と増重率、
飼料効率の平均値との関係を示しています。増重率、飼
料効率とも設定流速の増加に伴って低下する傾向が明ら
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 注）測定1時間、10秒毎の魚の位置を記録
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かで、平均体長6.5cmのマダイ幼魚の各値は流速21cm/sec
ではマイナスになっています。海洋中の魚類は海流、潮
汐流、波浪流をはじめ様々な複雑な流れに遭遇しますが、
図１、図２の実験結果は、魚が厳しい流動環境を避け、
体力の消耗を防ぐために魚礁、増殖礁が持つ流れ遮蔽効
果、緩流化効果を利用する可能性を推察させます。魚礁、
増殖礁によって周辺に生じる流れの変化が魚類や餌料生
物の滞留、幼生類の沈着に及ぼす効果を明らかにするこ
とは、マウンド礁のような底層の流れを変化させ、基礎
生産力を高める大型構造物の研究とも共通するテーマと
言えます。

cその他の行動機構にもとづく魚礁認識の可能性
魚類が魚礁に接近する行動の中には前述の視覚、聴覚・

側線覚に頼る説明だけでは困難な事例があります。当財
団がバイオテレメトリーを用いて新潟県佐渡島沖の人工
魚礁で実施した研究では、調査魚礁から数km離れた天然
礁に移動したマアジが数日で再び調査魚礁に戻ったこと

が確認されています。魚礁の効果範囲は底魚類では周辺
200～300ｍ、中層魚ではその数倍とされており、マアジ
が視覚や聴覚で数km離れた調査魚礁の存在を直接的に察
知して戻ったと解釈することには難があります。
感覚器官で直接的には察知出来ない魚礁に戻る方法の
一つとして、魚が魚礁域に関する何らかの位置情報を記
憶し、利用することが考えられます。例えば蝟集魚が魚
礁域やこれに連なる数km周辺域の海底の形状、深浅変化
などを位置情報として記憶出来るとすれば、一旦魚礁か
ら離れてもこれを辿って戻ることが可能となります。こ
れらの情報は主に視覚に基づきますが、音、流れなど聴覚、
側線覚に関わる情報も記憶の対象となる可能性がありま
す。
また、魚礁研究とは離れますが、サケは長距離の回遊
後に母川に帰る際に太陽の方位や地磁気の探知に基づい
て遊泳位置、移動方向を認識するとの説があります。こ
の点については今後の研究進展が待たれますが、距離ス
ケールは小さくなるにせよ、広く魚が自らの位置を記憶
し、目的地、目標物への移動方向を判断する能力を備え
ているとすれば、魚礁の効果範囲は大幅に広がる可能性
がありますし、単位魚礁間、魚礁群間の距離設定に影響
する可能性もあります。仮説の段階ではありますが、魚
類が鳥類をはじめ多くの野生動物が備える帰巣本能に似
たような能力を有しているのか、興味深いテーマではな
いでしょうか。基礎的な研究が望まれます。

⑵魚はどのような魚礁に長く滞留するのか
魚礁に蝟集する魚の種類、数量、滞留時間は魚礁水域
の物理化学的環境、魚礁の形状、餌料の豊度などに左右
されますが、ここでは魚類の滞留と水温条件、魚礁の構造、
餌料条件との関連性についての課題を検討します。

a水温条件
魚礁への魚群の来遊に大きく影響する海潮流、水塊構
造は概して変化が激しく、その動向を把握する上で水温
は重要な指標となります。しかしながら長期的な観測事
例は少なく、魚礁の流動環境には不明な点が多々残され
ています。図３は千葉県館山湾の人工魚礁においてサー
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図2： 小型環流水槽（飼育部40cm×30cm×20cm）で飼育したマ
ダイ幼魚（5尾）の流速と増重率（増加体重／初期体重）、飼
料効率（増加体重／投与飼料重量）の平均値の関係

 注）飼料は流れを止めて投与、水温は20℃
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ミスタチェーンで観測した水深別の日内水温変化の例で
す。グラフには底層から上層に向け、上・中層より0.5～１℃
弱ほど低い内部波の分裂波峰と思われる水塊の断続的な
出現が示されています。同時に行っていた魚礁での蝟集
魚の調査ではこの時に魚種の交代現象が観察されていま
す。
魚礁域の海潮流の動向、水塊構造の変化を知ることは、

マクロな視点では来遊魚の種類、時期、数量の年変動、
ミクロな視点では数時間から数日単位での蝟集魚種の交
代などの理由を知る上で重要です。今後、長期的、立体
的な水温連続観測に基づいて魚礁での水塊構造の変動傾
向に関する調査を重ね、代表的な魚種の来遊行動、離礁
行動との関係、また浮遊性餌料生物の分布への影響につ
いて分析することが望まれます。

b魚礁の構造と魚類の
滞留時間
魚礁漁場の造成に際
しては対象魚種の蝟集
に適した構造、規模の
人工魚礁が選ばれてい
ますし、機種も多様化
していますが、魚礁単
体の構造、規模、高さ
などの基本的要因と蝟
集魚の種類、数量、滞
留時間との関係につい
ては詰めるべき課題が
依然残されています。
図４は魚礁のサイズが
魚類の滞留時間に及ぼ
す影響を調べる目的で
行った基礎実験の結果
です。実験条件の詳細
は略しますが、全長
30cmのイシダイ５尾を
用い、２種類の角型魚
礁模型の大きさを１辺
10～80cmまで変えて模

型設置域での１時間あたり滞留時間を各３回測定してい
ます。グラフは各模型の１辺の長さと平均滞留時間の関
係を示していますが、両模型とも１辺の長さが20cmで滞
留時間が最大になり、これ以上のサイズになると減少す
る傾向が認められます。
この結果から魚は種類、体の大きさに準じ、滞留に適
した魚礁サイズを有している可能性が推察されます。人
工魚礁の場合は構造強度を考慮する必要がありますので
生物学的要素だけで形状やサイズを決めることは出来ま
せんが、魚群の来遊量が減少している水域に漁場を造成
する場合、あるいは資源の保護を主目的に漁場を造成す
る場合には、魚群を呼び寄せるだけではなく、出来るだ
け長期に滞留させる機能を構造的に備えた魚礁の開発が
望まれます。これに向けて互いに設置魚礁の構造が異な

水
　
深
（m）

水
　
温
（℃）

日　内　時　刻

図3： 魚礁水域での水深別水温変動の調査事例（千葉県館山湾）
 注）水温曲線は最上層が22.9℃で、下層に向け0.1℃間隔で表わす
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る複数漁場間での比較調査、あるいは新型構造の試験魚
礁の設置調査などにより、どのような基本構造の魚礁で
あれば魚群の滞留時間を延ばすことが出来るのかを詳し
く調べる研究が望まれます。

c餌料条件と滞留時間
当財団が行った人工魚礁、魚類増殖礁での餌料生物調

査では選好性餌料に該当するミクロベントス、マクロベ
ントス、付着動物が分布し、底魚類の幼稚魚の成長に貢
献していることが明らかにされています。魚礁にはこの

ほかにも動物プランクトン、アミ類や小型エビ類などの
ネクトンが分布しています。魚礁に蝟集したマアジなど
の表・中層性魚類がプランクトン類を捕食する様子が観
察されていますが、魚礁域におけるこれら生物の分布、
生産に関する知見は十分とは言えません。例えば魚礁域
における動物プランクトンの分布密度、あるいは流れに
よって魚礁域に運ばれてくる単位時間あたり分量はどの
程度か、それらの値はプランクトン食性魚類の蝟集量、
滞留時間の制限要因となるのかなどの課題が残されてい
ます。今後、魚礁域の環境収容力解明の視点に立ち、魚
礁および魚類増殖礁におけるこれら生物の分布生態、分
布量、蝟集魚による被食状況などを調べて魚類の滞留、
成長へのその貢献度を明らかにし、その効果を高める漁
場造成手法の開発に結び付けること望まれます。

むすび

最後に今後の研究推進体制について触れます。本文で
縷々述べましたように魚礁研究は総合科学的な色合いが
濃く、広範な研究分野からの多様な方法によるアプロー
チが不可欠です。現在進められている工学研究分野、経
済研究分野との連携強化は無論のこと、魚類生理学、魚
類行動学などの基礎科学分野の参加、協力も得て各種の
課題に取り組む体制づくりが望まれます。
また、魚礁に来遊する魚群の種類、時期、数量あるい
は漁獲量の変動要因を明らかにする一環として、バック
グラウンドとなる対象魚種の資源量動向、回遊経路の変
化がどの程度影響しているかを資源学、海洋学的視点か
ら体系的に分析する研究が必要と思われます。一方、ズ
ワイガニ保護礁のような資源の保護・培養のための漁場
造成事業、あるいは多獲性魚類の漁獲量増大を期した漁
場造成事業の展開が図られています。数理学分野からの
統計学的手法やシミュレーション手法の一層の取り入れ
に努め、簡便にこれらの効果を予測し、成果を評価する
方法を開発する研究の強化も必要と思われます。
嘗て、魚礁研究に携った者として漁場整備理論の一層
の深化を期待しつつ擱筆します。
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図4：魚礁模型のサイズとイシダイ（平均全長約30cm、5尾）の１
時間あたり平均滞留時間の関係
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はじめに

水産物の安全・安心を確保するため、漁港では、陸
揚げ施設・荷捌き施設に関する衛生品質管理の強化が
進められています。一方、これを踏まえた陸揚げ・荷
捌き施設の計画が必要ですが、衛生品質管理や作業動
線等を考慮し、施設を効率的に活用するための合理的
な施設計画手法が確立していません。
この問題を解決する平面計画手法の一つを、水産物

の衛生品質管理の高度化と施設の効率的利用を実現す
るため紹介します。

ブロックと汚染防壁による平面計画手法

⑴ 従来の計画手法との相違点
1従来方法では、作業スペース間の衛生管理上の取り
扱いが不明確でした。新しい計画手法では、汚染が
高い所から低い所に移らないよう動線上に、汚染を
防ぐ区画壁（以下、汚染防壁という。）を導入し、明
確な汚染の拡散防止策を示しています。

2従来方法では、ピーク時の漁獲取扱量から施設規模
が計画されています。これに対し、新しい計画手法
では、作業が繰返される最小スペースを単位とする
考え方を導入し、この組合せにより合理的な荷捌き・
陸揚げ施設の平面計画を可能にしています。

⑵ 平面計画におけるブロックと動線の構成
1作業スペースによるブロックの構成

施設は、水産物の陸揚げ・出荷作業を行う主要なブ
ロックと、その他の付属的な作業を行うブロックに

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

汚汚染防染防染防染防染防染防防壁に壁に壁に壁に壁に壁に壁にによるよよるよよるよるよるよるよるよ 平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面面計画計画画計画画計画計画計画計画計画計画手法手法手法手法手法手法手法手法手手

分けられます。また、付属的なブロックには、ホール・
便所等で構成されるブロック、魚箱洗浄を行うブロッ
ク、活魚置場を行うブロック等があります。各ブロッ
クの組合せは、ブロック間の動線を考慮して計画を
行います。
ご紹介する例（図）では、水産物は、陸揚げ→計
量→販売→出荷という、直線的な作業動線で移動し
ています。これに対応する作業スペースは、岸壁
（a）、計量スペース（b1～b4）、販売スペース（U1～
U16）、出荷プラットホーム（c）となっています。なお、
後方の連絡通路（d1～d4）は、人の動線用の空間で
あり、1つの作業スペースを成しており、これらがブ
ロックを構成しています。

◎岸壁（a）：計量スペース（b）・販売スペース（U1
～U16）に水産物を運ぶ共用のスペースのため、
運搬に支障が無いよう一体の空間から構成され
ています。

◎計量スペース（b1～b4）：岸壁（a）と販売スペー
ス（U1～U16）とを動線でつなぐ空間です。計
量スペース（b1～b4）は、販売スペースの準備
作業を効率良く処理するため、販売スペースご
とに専用に設けられています。

◎出荷プラットホーム（c）：出荷作業が複数台の
トラックに対し行われるため、共用のスペース
であり、一体の空間で構成されています。

◎連絡通路（d1～d4）：水産物ではなく人を別のブ
ロックである出入口や便所へ移動させる動線です。
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2作業スペースをつなぐ動線上に汚染防壁設定
作業スペース間で汚染が移らないよう、汚染防壁を

設定します。例えば、岸壁の汚染を持ち込まないため、
岸壁（a）と計量スペース（b）との間には、汚染防
壁である段差を設け、搬送車両を制限します。
計量スペース（b）は販売スペース（U）の専用室

としているため、汚染が交わる危険は少ない。しかし、
販売スペースを定温室にするため、スペース間に温
度管理のための汚染防壁である扉を計画します。
出荷プラットホーム（c）は外部空間のため、販売
スペース（U）との間に、汚染防壁を設けます。
なお、通路（d）では、人が外部の汚染を販売スペー
ス（U）に持ち込まないよう、入室方向の動線上に、
汚染防壁である足洗い・手洗いを設けた出入口を計
画します。
以上、ブロックと汚染防壁による衛生管理のため

の平面計画手法の一例をご紹介しました。

おわりに

多くの陸揚げ・荷捌き施設において水産物を扱う場
所では、類似の作業が繰り替えされています。水産物

を扱うこのような場所に通路等が無秩序に配置される
と、人や運搬機器を介して汚染が伝わる危険性が増し
ます。
水産物を扱う場所及び通路等を整理し、汚染防壁とブ
ロックの考え方を用いて、陸揚げ・荷捌き施設の空間
を構成することにより、衛生管理上、有効な計画手法
となります。つまり、空間を汚染防壁とブロックとに
捉えることで、食品である水産物とそれを運搬する人
や機材等との輻輳が避けられることから、汚染の伝播
防止が可能になり衛生管理を容易にします。また、汚
染防壁とブロックの考え方を用いると、陸揚げ・荷捌
き施設計画を策定する際、空間構成が単純化されます。
このようなことから、本稿で提案したブロックと汚
染防壁を用いた手法は、陸揚げ・荷捌き施設の平面計
画において極めて有効であると考えます。
当研究所では、このように、産地市場で取り組まれ
ている水産物の安全安心を推し進める活動を支援する
よう、研究に取り組んでいます。さらに具体的な施設
計画を通じ、漁港の衛生管理づくりに役立つよう研鑚
して参りたいと考えています。

（第１調査研究部　大村 浩之）

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

▲販売作業スペース（U1～U16）と各スペースを結ぶ動線の構成
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02 第 2調査研究部

このため、当研究所では、漂砂対策を促進しようと
する漁港管理者を支援するため、平成22年度から、水
産工学研究所の協力を得ながら漂砂対策の必要な漁港
について現地調査を実施し、管理者に対策の考え方を
提案する漂砂問題診断を実施しています。

漂砂問題診断の内容

漂砂問題診断の内容を以下に示します。
①対象漁港

漂砂対策が必要な漁港のうち、管理者の要望のあ
る漁港

②診断の方法
現地踏査を実施し、漂砂解析（浮遊砂を考慮した
漂砂シミュレーション1））行い、現状分析を行った上
で、現状と対策の考え方を統一様式により報告・堤
案します。
調査フローを図2に示します。
ただし、診断に当たっては、新たな調査（測量・
流況等々）は行わず、既往の資料のみによる現状分
析としています。
また、現況再現計算・対策工の効果検証も1ケース
のみとしています。

③費用分担
原則として費用は当研究所が負担します。

④調査期間
約1～2ヶ月程度を目安にしています。

はじめに

沿岸域では、海の水位変動、流れ，波の作用によって、
砂が移動する現象がみられます。このような現象は漂
砂と呼ばれています。
砂浜海岸や河口部付近に設けられた漁港では、この

漂砂現象により港口や航路が浅くなり、漁業活動に支
障が生じ、その対策が急務となっている漁港が全国に
多数、見受けられます。
図1に漁港周辺の漂砂現象のイメージを示します。沿

岸流や循環流により、漁港内に漂砂が堆積しているメ
カニズムがわかります。

このような漂砂問題を解析するためには、高度な技
術が必要とされ、管理者の財政難もあり、具体的な対
策が進んでいない漁港も数多くあります。

じじじじじじめめにめにめにめにめにめにめに

▲図１：漁港周辺の漂砂現象メカニズム
（図の右手から左手に流れがある場合）

問題問題問題題題題診断診断診断診断診断診断診断診断断断の内の内の内の内の内の内の内の内内内容容容容容容容容容
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準備に1週間、漂砂メカニズムの把握、現況再現計
算、対策工の検討、効果検証（シミュレーション）に
約3～4週間を目安としていますが、漂砂現象がきわ
めて複雑な場合には、現況再現・対策工法の検討には、
時間を要すことがあります。

平成22年度漂砂問題診断結果報告会

平成22年度の漂砂問題診断結果を取りまとめ、その
報告会を開催しました。
◎日時：平成22年12月14日（火）
◎場所：ハーモニーホール4F
　　　東京都千代田区内神田1-16-9

◎参加者：51名

参加者は、水産庁漁港漁場整備部、漁港管理者（都
道府県、市町村）、数値シミュレーション研究会会員、
報道関係者など多くの方に参加していただきました。

◎報告内容：

▲

講演「漂砂制御構造物周辺における波・流れ場の
モデリング」（東京大学 工学系研究科社会基盤学専
攻 田島准教授 ）

▲

漂砂診断：診断結果のとりまとめ

▲

漂砂診断：事例報告（3漁港）

平成22年度診断結果のとりまとめ

平成22年度に実施した漂砂問題診断結果について、
整理しました。
①漂砂診断対象漁港

▲

漁港数：11漁港
　種別：第1種漁港：7、第2種漁港：4

▲

管理者別
　都道府県：4、市町村：7

▲

地域別
　日本海側：4、太平洋側：4、その他：3

②漂砂による漁港閉塞の要因
中山2）らによれば、漁港閉塞の要因は以下の4つに

▲図2：漂砂問題診断のフロー

▼

▲

漂砂問題診断
　　報告会

度度度漂砂漂砂漂砂漂砂漂砂砂砂 題問題問題問題問題問題問題題題題 断診断診断診断診診断診断診断診診 結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果 告報告報告報告報告報告報告報告報告報告会会会会会会会

度度度診断診断診断診断診断診断断結結果結果結果結果結果結果結果結果果 とのとのとのとのとのとのとのとりまりまりまりりまりまりまりまりまり めとめとめとめとめとめとめとめ
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分類されます。

▲

Aは港口幅が広いために、沿岸漂砂及び岸沖漂砂が
多量に侵入し、この砂が流出しないケース

▲

Bは主防波堤（沿岸漂砂上手側）のかぶりが大きす
ぎ、主防波堤と受堤の領域で循環流が生じ、大量
の砂が堆積するケース

▲

Cは、当初はそれ程問題ではなかったものの、港内
静穏度が悪いので沖合に島堤を整備し、その背後
である港口部に堆積するケース

▲

Dは、これらの複合で、継続的に漂砂対策を行って
いるケース

③対象漁港の漁港閉塞要因分析
平成22年度調査対象11漁港について、閉塞要因を

分析しました。

▲

タイプＡ（間口の広いタイプ）：2

▲

タイプＢ（かぶりの大きいタイプ）：2

▲

タイプＣ（島防波堤のタイプ）：4

▲

タイプＤ（複合タイプ）：3
分析の結果、島防波堤による閉塞が最も多く4漁港、

次いで複合タイプが3漁港、間口の広いタイプとかぶ
りの大きいタイプが各2漁港となりました。

④対策工の考え方
今回の漂砂問題診断では、主な対策工として図－4

に示す3つのタイプを提案しています。
⑴循環流対策タイプ
対策工により、循環流を遮断する。
具体的な対策案：防砂堤、波除堤、潜堤等の設置
⑵間口の縮小タイプ
防波堤延伸により、間口を縮小する。
具体的な対策案：防波堤等の延伸
⑶島堤（沖防波堤）の接続タイプ
島堤を陸側の防波堤と接続する。
具体的な対策案：防波堤等の延伸

⑤対象漁港の対策工分類
対象漁港の対策を対策タイプ別に分類した結果を
表1に示します。

表1：対策工の分類

▲図3：漂砂による閉塞の要因

▲図4：漂砂対策工のタイプ

閉塞要因 漁港数 対策工種別

Ａ
（間口が広い）

2漁港 間口の縮小タイプ

Ｂ
（かぶりが大）

2漁港 循環流対策タイプ

Ｃ
（島防波堤）

4漁港
循環流対策タイプ：1
島堤接続タイプ　：3

Ｄ
（複合）

3漁港 循環流対策タイプ
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表1から、閉塞要因別に対策工法を整理すると

▲

港口幅が広い場合：間口を縮小する対策が有効。

▲

主防波堤（沿岸漂砂上手側）のかぶりが大きすぎ
る場合：循環流対策が有効。

▲

沖合に島堤を整備し、その背後である港口部に堆
積する場合、島堤を接続する方法が最も有効、循
環流対策でも効果有り。

▲

上記の複合で、継続的に漂砂対策を行っている場
合：循環流対策が有効。

⑥漂砂問題診断の課題
今回実施した漂砂問題診断では、漂砂のメカニズ

ムの解明はできたものの、次のような課題が残って
います。
◎入力条件の不確実性

検討条件は既往資料を用いて、設定しています。
しかしながら、対象漁港によっては、現況を把握し、
解析するために必要な調査資料（深浅測量・波浪・
土質等）が不足しているため、入力条件を設定す
る際にヒヤリング結果などを用いています。その
結果、入力条件に不確実性の要素があります。

◎現況再現の不確定要素
漂砂問題診断では、1ケース （波向、波高：1種

類）のみで現況を評価しています。 漁港によっては、
季節による波高・波向変化などを考慮し、現況を
把握する必要もあります。また、そのため、前記
の入力計算条件の不確実性の問題もあり、漂砂に
関しては定性的な評価にとどまっています。

◎対策工の不確実性
対策工についても、1ケースのみの検討のため、

既往の知見などから、対策工の種類や規模を提案
しています。したがって、対策工規模（延長や向
き等）の検討や他の対策工との比較検討、費用対
効果の分析も実施していませんので、対策工につ
いても不確実性の要素があります。

⑦漂砂対策の実施への課題
以上のことから、漂砂問題診断結果をもとに、対

策工を事業化するに当たっては、以下のような課題

をクリアする必要があります。
◎入力条件の確定
入力条件の不確実性を除去する必要があり、不
足している入力条件を補完するための現地調査を
行う必要があります。入力条件を確定するのに必
要となる主な現地調査項目を以下に示します。
例：深浅測量、底質、波高、流況調査、浮遊砂等

◎現況再現の不確定要素・対策工の不確実性除去の
ための詳細検討（シミュレーション）の実施
入力条件の不確実性を除去した上で、現況や対
策工の評価を行うための詳細調査（シミュレーショ
ン）を実施する必要があります。
詳細な調査（シミュレーション）を実施するこ
とで、対象漁港の現況を把握し、堆積状況を定量
的に評価し、さらに、対策工の規模（配置・延長）、
工法の検討、費用対効果分析を行い、漂砂対策工
を確定させる必要があります。

おわりに

漂砂問題診断の結果から、漁港の港形検討には、静
穏度だけではなく、漂砂についても勘案し、総合的な
評価が必要であることがわかりました。
また、漂砂問題は全国にあり、漂砂問題診断への要
望も多いことから、引き続き、平成23年度も漂砂問題
診断を実施します。

 (第二調査研究部　加藤 広之)
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価格の下落を要因として、森林が間伐などによる適切
な整備がされずに放置され、国土の保全や地球温暖化
防止などの公益的機能が果たせなくなっていることが
あります。
その一方で、水産においては効果的、かつ効率的な
漁場整備の必要性があり、木材を使用する事によって
魚類の餌生物の培養や早期蝟集の効果が期待されます。
このように木材を増殖礁に使用することで、林野にお
いては木材利用を通した森林整備の推進による林業へ
の貢献と、水産においては増殖礁の機能を増加させる

はじめに

今年度より水産庁の5か年補助事業として「木材利用
を促進する増殖技術開発事業」が新たに実施されまし
た。事業において、当研究所では事業の実施団体との
技術情報交換により実施成果のとりまとめを行い、よ
り効果的な木材増殖礁の標準化について検討致します。
また、各地域からの応募に対して審査する評価委員会
の設置・運営と事業の普及活動を行っております。
本事業の背景には、林野において近年における木材

03 漁場と海業研究室

じじじじじじめめにめにめにめにめにめにめに

▲図1：木材利用促進による森林機能保全と漁場環境の改善
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ことによる水産業への貢献の2つが同時になされます。
また、森林整備により発生する間伐材を利用する事

で廃棄物・リサイクル運動の一環として循環型社会形
成にも資するものでもあります。
さらに本事業においては各地域における木材増殖礁

への取り組みを継続的に行えるような体制作りも目指
しており、将来的には良好な結果が得られれば事業を
継続する事により、地域の活性化も図れます。
ここでは普及活動の一環として各地域の木材増殖礁

の紹介をさせて頂きます。「木材利用を促進する増殖技
術開発事業」に新規に応募される地域の方々の参考に
なれば幸いです。

内　容

今年度の事業に採択されたのは14地域でした。様々
な増殖礁が提案されましたが、大きく分けると2つに分
けられ①木材が副材（鋼製魚礁、コンクリート魚礁に
木材を取り付けたタイプ、図2、3を参照）②木材が主
材（増殖礁本体の構成が木材によるタイプ、図4を参照）
となるタイプでした。
木材が副材として使用されている①のタイプは木材

の使用量が②のタイプに比べ利用率が低いものの、キ
クイムシやフナクイムシによる食害などにより木材が
消失した後にも、本体が残り増殖礁としての機能は継
続します。②のタイプは木材が消失した場合、増殖礁
としての機能も消失しますが、①に比して木材を一時
に大量に使用することができます。また、木材が主材
のため、加工が容易であり１基当たりの製作費は比較
的安価になると考えられます。

木材の消失期間は設置海域の状況や木材の寸法、種
類、取付け方法などにより異なります。当財団の調査
によれば早いもので2～3年で崩壊に至り、長いもので5
年以上残存しています。
木材の増殖効果を持続させるためには定期的に木材
を補充する事が必要と考えられます。また、森林整備
の面からも、木材増殖礁の定期的メンテナンスが行わ
れることにより、木材の使用が継続されることは非常
に有意であります。これらのことから、木材増殖礁に
おいては木材の補充についての工夫が求められている
と言えます。
木材の使用について、消失も含めて注意する点など
については、「魚礁への間伐材利用の手引き」（平成18
年3月 水産庁漁場整備部）に詳しく記述されております
ので、興味のある方はご一読をお勧めいたします。
また、当財団の今までの調査結果を踏まえ、木材増
殖礁の効果の評価に必要となるモニタリング調査の計
画書（案）を作成致しましたので、調査方法について
何かあればお問い合わせください。

おわりに

今後は「木材利用を促進する増殖技術開発事業」に
おける各地域の状況や成果などを、普及活動の一環と
して、パンフレットやホームページを作成し、各都道
府県市町村にご紹介していきますので、皆さまの中で
お会いできる方もいらっしゃると思いますので、その
際はよろしくお願い申し上げます。

（漁場と海業研究室　田中 浩生）

わわわわわりにりにりにりにりにりにりにり

▲図2：鋼製魚礁＋木材の一例 ▲図3：コンクリート魚礁＋木材の一例 ▲図4：木材が主なタイプの一例
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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22年9月13日（月）から9月17日（金）までの
5日間

【研修場所】
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】
北海道開発局、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70名

【講義題目】
①特別講義
②漁港漁場漁村概論  （漁港漁場の調査・計画）
③波と流れの基本的性質
④構造物への波の作用
⑤漂砂対策について
⑥演習－波の変形等
⑦水産基盤整備事業費用対効果分析について
⑧漁場造成の設計論
⑨品質・衛生管理型漁港について
⑩施設の基礎について
⑪演習－防波堤等の設計
⑫水産基盤整備における環境への配慮
⑬漁業地域の減災について
⑭アセットマネジメントについて
⑮漁場造成の計画論
⑯演習－漁場造成の設計
⑰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、ノロウイルス等について）

（参与　木野内 信雄）

じじじじじじめめにめにめにめにめにめにめに

催開催催催催催催概要概要概要概要概要概要概要概要概要
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平成22年度研究助成事業について
❶趣旨
近年の社会情勢や水産業をめぐる情勢の変化等に

伴い、漁港漁村は漁業の生産基盤、地域住民の生活
基盤としての役割に加えて、周辺水域、沿岸域の高
度で効率的な活用や、海洋性レクリエーションの場
等多様な役割を持つ拠点として期待されていますが、
その一方で公共用水域の汚染、漁村の生活環境の悪
化等が問題となっております。
財団法人漁港漁場漁村技術研究所は、こうした新

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
動を行っている法人であり、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
ております。
この研究助成は平成2年度から実施しており、平成

22年度も募集の結果、継続2件、新規11件の応募が
ありました。応募された研究内容について審査委員
会の審査を経て、下記の通り決定致しました。

❷助成の対象
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
の調査研究であり、かつ、以下の2つの要件を満たす
ものを対象とします。
［要件1]
研究開発の内容が、我が国の漁港、漁場、漁村の

整備、保全、利活用を通じた水産業・漁村地域の振
興を図っていく上で今後必要になると思われる新た

な視点を提供する創造的なものであること。
[要件2]
研究開発の成果が、次のいずれかに該当するもの。
①漁港漁場整備事業の計画立案、評価、設計、施工、
管理運営に関する技術の向上に寄与するもの。
②防災、景観形成、環境整備など漁村における生
活の快適、安全の向上に寄与するもの。
③沿岸漁業・漁村地域の構造分析や漁村地域の活
性化手法の開発に寄与するもの

④効率的効果的な水産基盤整備や漁村地域の振興を
推進するための幅広い政策提言に寄与するもの。

❸採択研究題目及び研究者（敬称略）
⑴平成２１年度継続研究題目　2件（申込件数2件）
①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（H21～H22）
　東海大学・土木工学科 教授　笠井 哲郎
②漁業・漁村評価モデルの開発と維持可能な地
域再生プランニング（H21～H22）
　東京大学 准教授　多部田 茂
⑵平成22年度新規研究題目　2件（申込件数11件）
①エコロジー漁港の可能性に関する研究
　水産工学研究所
　地域基盤研究チーム長　浅川 典敬
②海水井戸による取水手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
　技術部長　丸山 治

（参与　木野内 信雄）

▲水産庁高吉晋吾整備課長挨拶 ▲受講風景
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仲間と一緒に、まちづくりを考える

関　美浜町へは、５年くらい前からちょくちょくお邪魔し
ていますが、そのたびに地元の活動が展開しているのを感
じます。今日は、美浜町のまちづくりの仕掛け人の一人で
あり、様々な活動を支えている伊達さんに、改めてお話を
伺おうと思ってきました。よろしくお願いします。
伊達　ようこそ美浜へ。こちらこそよろしくお願いしま
す。
関　伊達さんは、そもそもどうして役場に入ろうと思っ
たのですか？
伊達　私は最初民間企業に就職して、事務職で５年間働
きました。この間に巡り合った上司は、ワープロの講習
を受けさせてくれたり、職場の改善提案を作らせてくれ
たり、職場の中で、自分はちゃんと認められている、と
いうことを感じさせてくれるような人でした。それで仕
事をすることがとても楽しくなっていったと思います。
結婚して会社を辞めたのですが、役場でワープロがで
きる人を探している、ということを聞いて、臨時職員に
なりました。配属先は農林水産課で、主な仕事は漁船台
帳の整理でしたが、特産品のパッケージづくりの仕事な
どのお手伝いもさせてもらいました。そういう仕事が結

この人に聞く 福井県 美浜町 商工観光課

伊達 美鈴（だて・みすず）
●美浜町 商工観光課

学校を出て民間企業に勤務。結婚退職後、臨時職員とし
て役場に入り、公務員試験を受けて正職員に。土木、総
合案内、年金担当、水道、総務などの部署を歴任。平成
13年の1年間と平成17年からは商工観光課へ配属され、
地元の人々と共に、へしこを核とするまちづくりを手掛
けている。

関
い ず み

の

看板娘の
「へしこちゃん」
みんなで盛り上げ
まちづくり

伊達 美鈴 氏
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構楽しかったので、４月に臨時で入って、その秋に公務
員試験を受けて正規の職員として採用されるようになり
ました。
ところが、正規の職員になって配属されたところの仕

事は、自分が思っていたのとはちょっと違っていた。そ
れまで特産品にかかわる仕事を通して、まちづくりのよ
うなことに興味を持っていたので、他所の地域の視察が
あるときには手を挙げたりしたのですが、そんな希望は
全然通らない。そんな時に、役場の中でまちづくりに興
味のある職員が自然に集まって、仲間ができていきまし
た。その仲間で休みを使って視察に行って勉強したり、
頼まれもしないのに美浜駅の清掃活動をやったりしまし
た。思うようにならないことに愚痴を言うのではなく、
それをバネにしていろいろなことに挑戦していったので
す。でも、それは仲間がいるからできたことだと思います。

美浜町の「うまいもん」を情報発信

平成13年に商工観光課に配属になり、前任者の仕事を
引き継いで「うまいもん図鑑」を作り上げました。
平成に入って、美浜町を訪れる観光客の数はどんどん

落ち込んでいました。そこで町では、地元の観光関係者
やコンサルタントと共に、美浜の観光ビジョンづくりに
取り組みました。ビジョンの柱の一つが名物料理という
ことで、平成11年度には町内８地区の観光協会女性部の
メンバーを中心に、14名から成る『美浜町名物料理検討
委員会』を結成しました。「うまいもん図鑑」の編集にあ
たっては、この委員会のメンバーである旅館や民宿の女
将さんたちと何回も話し合いました。
私としては、「うまいもん図鑑」は美浜のうまいものを

軸に、町内の情報を1冊にまとめたものにしたかったんで
す。すぐに捨てられてしまうようなものにはしたくなかっ
た。春夏秋冬のうまいもんの紹介と、それが美浜町のど
このお店に行けば食べたり買ったりできるのか、いつど
んな祭りや行事が行われるのか、どこでどんな体験がで
きるのか。町の情報をつぶさに集めるうちに、地元で頑
張っている人たちがたくさん見えてきました。

 「へしこの町」が美浜町の商標登録に

関　美浜町といえば、「へしこの町」で商標登録されてい
ますよね。これはすごく面白い。
伊達　「うまいもん図鑑」が完成した後、委員である女将
たちが名物料理の講習会や料理発表会などを積極的に実
施していきました。「へしこ」は美浜にとっては日常的に
食卓に上る郷土料理の一つだったのですが、平成15年に
福井県立大学の赤羽教授（生物資源学部）がサバのへし
こには血圧の上昇を抑える効果がある、と発表したこと
がきっかけとなって、一挙に注目度が上がりました。
実は「へしこ」は若狭地方から鳥取までの範囲に分布
しています。でも、美浜の「へしこ」は、二段階に分け

◎美浜町の『うまいもん図鑑』名物料理をはじめ、
　町の情報が満載
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て漬けること、本漬けの時にしょうゆやみりん、唐辛子
などそれぞれ独自の隠し味を入れることが特徴で、減塩
で他の地域にはない旨みを持っていると思います。
この優秀で美味しい地元の食べ物を、まちづくりの柱

にしよう、ということで、平成17年に「へしこの町」商
標登録が承認されました。そしてこの年に、私は再度商
工観光課に配属となりました。
検討委員会は「美浜町名物料理PR推進委員会」と名称

を改め、次のステップを踏み出しました。国民文化祭の
レセプションでへしこ料理を提供したり、お隣の若狭町
を巻き込み、名古屋のグランドホテルで、旅館の女将の
話とへしこの物産展を開いてへしこを売り込んだりしま
した。グランドホテルでは、へしこを使ったフランス料

理をつくってくださり、へしこの可能性が広がっていき
ました。
地元では、漁家の女性による「なぎさ会」や、民宿の
女将さんたちの「女将の会」といったへしこ製造の起業
グループが結成されました。町内の民宿でも積極的にへ
しこを使うようになってきましたし、何より地元の人が
贈り物や引き出物にへしこを使うようになりました。へ
しこは美浜町の宝だ、ということを町民一人ひとりが実
感するようになってきたのだと思います。
 

「へしこ」は美浜町全体を考える入り口

伊達　今、地元の小学校でへしこ漬けの実習もしていま
す。名物料理の委員さんが先生になって指導しています。
その中で、私も授業をさせてもらっています。へしこは、
美浜の水や米と関連が深い。そういうものが育まれる自
然環境があって存在しているものです。へしこの背景に
あるこういった美浜の宝に気付いてほしい、という話を
しています。へしこは美浜町全体を考える入り口なのだ
と思います。
嬉しかったのは、子供たちが自分たちで漬けたへしこ
で、ちらしずしやパスタ、チャーハンをつくってへしこ
パーティーを開き、私たちを招待してくれたことです。
これは子供たちにとっても忘れられない思い出になると
思います。給食でもへしこを出しているのですが、へし
この日はご飯がいつもよりたくさんいるそうです。郷土
の食文化が確実に伝承されていることを実感しています。

美浜町のキャラクター、
「へしこちゃん」がゆるキャラグランプリに

関　「へしこちゃん」なるキャラクターも登場しましたね。
着ぐるみになったり、タクシーがへしこちゃんのステッ
カーを貼って走っていたり。町を挙げて「へしこの町」
をＰＲしていこうという熱意が伝わってきます。
伊達　へしこちゃんは、へしこのことをすべて話せるよ
うに、ということで生まれたキャラクターです。チラシ

◎へしこの町のへしこのポスター
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やシールも町内
の業者さんが希
望すればいつで
も使えるように
しています。
2009年 に は み

うらじゅんさん
のゆるキャラア
ワードで、へしこ
ちゃんがグラン
プリを獲得しま
した。全国にあ
またあるご当地
キャラの中から、
みうらさんが勝
手にグランプリ
を選ぶのですが、
へしこちゃんは「郷土愛がある」ということで受賞しま
した。これは私たちにとって、とてもうれしいことでした。
美浜駅で受賞伝達式を行い、このとき
山口美浜町長からへしこちゃんに、特
別住民票が送られました。
 
町全体の盛り上がりが個々の
活動を潤す

関　へしこをつくっている業者さんは
たくさんあると思うのですが、別々の
企業体を町としてはどうやってまとめ
ているのですか？
伊達　現在、「うまいもん図鑑」で紹
介しているへしこの生産業者さんは12
社になりました。12社それぞれに味の
特徴があります。でも、それがいいん
ですよね。本来へしこというのは各家
庭で親から子へと伝えられてきたもの
です。家によって味が違う、そういう

ものなんです。ここのへしこはマイルドな味、ここのは
塩辛さが決め手など、それぞれの特徴をつかんで売って
行けばいい。町から業者さんへ希望することは、商品の
レベルを落とさないで、ということです。
名物料理の委員さんにしても、そもそもはライバルな
んですよ。でも、町が盛り上がることが、自分たちの利
益になる。だから情報を交換し合い、自分のところが満
室であれば他を紹介していく。そんな関係が生まれてい
ます。最近も、へしこをつくったことのなかった委員さ
ん（女将）が、やはり委員会のメンバーから作り方を教わっ
てへしこで起業をしました。

地元の人材がどんどん出てきて
町を盛り上げる

関　今回美浜に伺って、へしこの起業グループだけでな
く、湖の体験やシジミ料理が食べられるプチレストラン
「ラ・しじみ」を始めたグループ（福井県認証コミュニティ
ビジネス団体）や、すでにある原子力の平和利用（CO2削減）

◎美浜町キャンペーンガール
　「へしこちゃん」

◎各社のへしこが一緒に並ぶ、観光施設のショーケース
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クトにも参画いたしました。
これはトヨタ自動車がドライブの目的地としてガズー
ムラの地域情報をインターネットで紹介し、新たなカー
ライフを提案することで、マチとムラの交流を図るプロ
ジェクトです。参加地域はガズームラのブログで地元の
紹介を行い、それを見て興味を持った人たちがドライブ
してきてくれる、そういうマチとムラの交流をつくるこ
とで地域の活性化も狙っています。
外の人の目に触れることで、自分の地域の良さを改め
て認識できる、ということもあると思います。美浜町に
はへしこだけでなく、たくさんの宝があります。そうい
う宝物を持っている、ということが子供たちの誇りとなっ
て、美浜町に生まれてよかったと思えるような、そんな
まちづくりをしていきたいと思っています。

と海・山・川・湖という大切な環境を守って行くために
ミュージカルを始めた「マザーシップ」のメンバーの方
にもお会いすることができました。今はノルウェー産の
原料を使っているけれど、後々は地元のサバでへしこを
つくりたいと頑張っているへしこ会社の後継者や、自分
の牧場の牛乳を使ったこだわりのチーズケーキが大人気
になっている農家の女性のお話も聞きました。本当にい
ろいろな人材が地域の中でワクワクしながら活動してい
る、そんな雰囲気が伝わってきます。
伊達　本当にこの町には地元への熱い思いで活動してい
る人がたくさんいます。それは、行政がこうしたい、あ
あしたい、と思ったからできたことではないんですよね。
地元の人たち自身がやりたい、という気持ちにならなけ
れば何も始まらないし、継続していきません。まちづく
りのコンサルにいくらお金を費やしても、町の中でその
ことに関わる人がいなければ、意味がないんです。
名物料理の委員会も、いつまでも町がお膳立てをして

いたのでは価値が薄れてきてしまう。ですから、平成20
年には委員会への予算は無くなりましたし、委員の委嘱
もしませんでした。でも、この数年間の取り組みで確実
に人が育っていったと思います。この年に、自然消滅し
ていた美浜観光協会女性部が再編され、これまでの活動
が今度は委員さんたちの自律的な活動として継続してい
ます。
行政の支援は大切だと思いますが、持っている情報の

流し方、手をかけるところと引くところのタイミングな
ど、工夫しなければいけない点がたくさんあると思いま
す。

美浜に生まれてよかったと
思えるような町になってほしい

関　最後に、これからの美浜町の展開に向けての戦略を
教えてください。
伊達　ずっとやっていることですが、来る取材は断らず、
外に向けての情報発信を続けていこうと思っています。
2010年にはトヨタ自動車が主催するガズームラプロジェ

美浜が好き、へしこが好き、そして何より人が好
き、そんな伊達さんの思いに地域の人たちがどん

どん巻き込まれ、ワクワクした空気が広がってくる
んだなぁ。なんか楽しそう、やってみよう、みんな
をそんな気持ちにさせてしまう伊達さんは、美浜町
という舞台の名監督なのかもしれません。そういえ
ば数年前、私もその雰囲気にすっかり乗せられて、
美浜の祭りでへしこちゃんの着ぐるみを着て町を練
り歩いたっけ…。

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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第5回 調査研究成果発表会

イベント開催報告

はじめに

開催概要

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月に設立されました。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、今後、一緒に考えていく契機とし
て「第5回調査研究成果発表会」を開催いたしました。

◉開催概要
テーマ：「みんなで取り組もう！地域・津波への備え
　　　　～漁業地域の災害対策～」
日時：平成22年12月8日（火）10：30～16：30
場所：発明会館（東京都内）
主催：（財）漁港漁場漁村技術研究所
後援：水産庁、消防庁

◉プログラム
■開　会
■第一部　調査研究成果発表
■第二部　「みんなで取り組もう！地震・津波への
　　　　　備え～漁業地域の災害対策～」
①基調講演「最近の津波災害実態と将来の被害軽減に
　向けての取り組み」
②当研究所の取り組み
③パネルディスカッション「みんなで取り組もう！
　地震・津波への備え ～漁業地域の災害対策～」

影山 智将　●（財）漁港漁場漁村技術研究所 理事長
漁業地域は、背後に山が迫り土地も狭く海に面して

いるという地理的特徴、海に生活の根拠を求めている
という社会経済的特徴を有し、地震災害の中でも津波

災害に対する対策は重要な課題です。残念ながら地震
の発生を防ぐことはできません。しかし、私たちの努
力により被害を少なくすることは可能です。尊い人命
が失われる事態は極力避けなければなりません。災害
対策では、自助・共助・公助の3つの論究が効果的に機
能するために、関係社会での危機意識の共有、それぞ
れの立場からの行動目標の明確化、具体的な行動の訓
練などが必要です。本日
のパネルディスカッショ
ンが、防災対策の重要性
について認識を深めて頂
くきっかけになるととも
に、被害軽減のために何
らかの問題提起ができれ
ば幸いです。

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、名前が表す通り漁
港・漁場・漁村へのさまざまな要請に対して科学技術
の研究・開発などを行う公共法人として調査・研究を
されており、毎年開催していただいているこの成果研
究発表会で興味深いいろんな発表をして頂くことを大
変喜ばしく思っています。第一部の論文発表では、エ
コエネルギーによるもの、衛生管理、流通、あるいは
漁場整備につきましても、国としても緊急性が高いと
考えており、非常に興味深く思っております。第二部
の漁村の災害については、東北大の今村教授に基調講
演を頂き、漁業地域の災害対策については東大の田中
先生を座長にパネルディ
スカッションを行って頂
くとのこと、非常に興味
深く、かつレベルの高い
お話をして頂けるのでは
ないかと考えています。
ご出席の皆様にも心から
感謝を申し上げます。

主催者挨拶

来賓挨拶
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イベント開催報告

①「漁港における雪氷熱利用に関する研究」
　　後藤 卓治　●第1調査研究部 主任研究員
②「衛生管理型陸揚げ・荷捌き施設において単位空間・
　　汚染防壁による平面計画手法の提案」
　　大村 浩之　●第2調査研究部 主任研究員
③「産地における総合的な水産流通対策に関する
　　一考察」
　　山本 竜太郎　●第1・2調査研究部長
④「播磨灘海域におけるマコガレイの
　　生息場ネットワークをふまえた漁場整備」
　　三浦 浩　●漁場と海業研究室 主任研究員
⑤研究助成：「サンマ生産調整のインセンティブ構造
　－ゲーム論的視点から－」
　　松井 隆宏　●近畿大学大学院 農学研究科
 　グローバルCOE 博士研究員

※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.21（平

成22年12月）」をご覧ください。

 

１．基調講演「最近の津波災害実態と将来の被害軽減
　　に向けての取組」
[講師] 今村 文彦 氏
●東北大学大学院 工学研究科附属 災害制御研究センター

　津波工学研究分野 教授

※基調講演の概要は「特別寄稿（p3～p12）」に、全文は本研究所のホー

ムページ（www.jifi c.or.jp）に掲載致しています。

２．当研究所の取り組み
①「2010年チリ津波による養殖筏の被害と漂流対策」
 加藤 広之　●第2調査研究部 研究主幹
②「地震・津波災害による漁業集落の孤立危険性と
　　その対策」 大塚 浩二　●調査役
※当研究所の取り組みの詳細は、当研究所発行の「調査研究成果論

文集NO.21（平成22年12月）」をご覧ください。

３．パネルディスカッション
「みんなで取り組もう！地震・津波への備え
～漁業地域の災害対策～」
［座長］田中 淳 氏 ●東京大学大学院 情報学環 
  　総合防災情報研究センター長 教授

発表会の内容

第一部 調査研究発表

第二部 みんなで取り組もう！地震・津波への備え
～漁業地域の災害対策～

▲加藤 広之 ▲大塚 浩二

▲後藤 卓治 ▲大村 浩之

▲山本 竜太郎 ▲三浦 浩

▲松井 隆宏
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［パネラー］
岡 　貞行 氏 ●水産庁漁港漁場整備部 防災漁村課
  　水産施設災害対策室長

佐藤 健一 氏 ●宮城県 気仙沼市 総務部 危機管理課長
浜 大吾郎 氏 ●徳島県美波町「西の地防災きずな会」事務局
飯田 和樹 氏 ●毎日新聞社 編集部 社会部 記者
加藤 広之 ●（財）漁港漁場漁村技術研究所 第2調査研究部

  　研究主幹

はじめに

田中：2月27日に発生したチリ地震による津波が1日遅
れて日本に到達しました。幸い人的被害はありません
でしたが、漁業被害を受けました。その中で、避難率
が大変大きな議論になりました。
　地震や津波は、その直後に人の命を奪うだけではな
く、私たちの生活を奪ってしいます。そのことが後に
大きなインパクトを残すのも災害の実態です。中でも
津波が日本の社会の大きな課題となって浮かび上がっ
ています。
　命を守り生活を守るために、津波の災害対策のあり
方を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

漁業地域の特徴

岡：わが国には約3,000の漁港があリます。漁港・漁
村の多くは災害に対して地形的に不利です。また利用
者が不特定多数で、いろんな方がおられます。さらに、
いろんなものが危険物となり得る可能性があり、安全
を考えるときに非常に難しい場所であるということを、
まず問題提起させて頂きます。
佐藤：地方自治体の防災の最前線で、住民のためのソ
フト対策を中心に取り組んでおり、ソフトとハードの
一体性を強く感じています。
　漁業施設の被害は生活圏の被害だということが特徴
として挙げられます。その対策は範囲が広く、一つの
所管、自分の分野だけにとどまらず、あらゆる配慮を
して対策を講じなければならないところが漁業集落だ
と考えています。
浜：平成16年から自主防災組織「西の地防災きづな会」
の立ち上げと活動に携わっています。過疎化・少子高

齢化が進み、地域力が下がっていく中、次の南海地震
に対し、本当に復旧・復興できるのか。私たち美波町
に限った問題ではなく、日本全体が右肩下がりの社会
に突入していく中、巨大地震とどう向き合っていくか
が、私たちの町も含めて、これからの日本の課題だと
思います。
飯田：マスコミとして、いろんな災害について「備える」
をテーマに毎週書いています。災害に対して「備えて
もらう」ことが目的です。2月に来襲したチリ地震津波
を受け、津波をテーマに14回の連載をしました。とに
かく早く逃げるということを知って下さいと、手を変
え品を変え書いています。何度でも同じことを書いて
人々に備えてもらいたいと考えています。
加藤：平成18年の「災害に強い漁業地域づくりガイド
ライン」作成の際に、防衛大学の藤間先生から、津波
に対しては漂流物対策が重要とのご指摘をいただき、
船舶や養殖筏の漂流対策について研究しています。
　分かっていることは海には莫大な資産があるという
ことです。それらの資産を守ることは非常に重要で、
その対策を講じることが必要だと思います。
田中：漁業地域は海と一体となって一つの生活圏がで
きている。被害を受けるだけでなく、その後の生活に
も幅広くいろんな影響を与える。命と生活、その両方
が地域で一体となって営まれているのが漁業地域なの
だと思います。
　津波の応急対策は避難しかない。そうなると、あと
は事前対策として何をやっていくのかということにな
り、地域としての取り組みの必要性が課題となってき
ます。

1.

2.
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イベント開催報告

　同じ漁業地域といっても、いろいろな主体が活動し、
その中で一体となって動いている地域と、小規模で特
定の特産物を対象にして、地域のまとまりは良いけれ
ども孤立の危険性が高いなど、それなりに幅がありま
す。
この魚だとこの時期、この貝だとこの時期にこういう
ことしなければならないという特異日があるのも漁業
という産業的な一つの特徴だと思います。

漁業地域の災害対策を進める上での持論

岡：水産庁がなぜ漁村の防災対策を担っているか、漁
業を支えている漁業者を含む「住民の方々の安全確保」
と「水産物の安定供給の確保」のためです。
　かつては「防災対策」を進めてきましたが、多少の
被害は許可しつつ、いかに被害を最小限にしていくか
という人命第一の「減災」に重点を置くべきです。減
災の主役は地域の方そのものです。ハード対策を進め
ながらソフト対策を並行して地域の安全を高め、日本
全国にいつまでも魚を送って頂きたいと強く感じてい
ます。
飯田：「災害に備えるというのは自分のことなのだよ」、
「わがこと感」という意識を持って欲しい。津波の場合
はとにかく早く逃げること以外に命を守る方法はない
と思うのです。ただ、それを自分のことと理解しても
らうのが大変だと感じています。
　災害を前提としたまちづくり、国づくりを疎かにし
てきたのではないのかと思います。「わがこと感」の醸
成によって、災害は起こるという前提で町を国をつく
るということを話し合いながら進めていき、災害が起
きても被害を最小限に食いとめることが、これからの
大切な課題だと思います。

田中：個人にできることには限界があり、みんなで寄
り添うと大きなことができるのかもしれないというこ
となのかもしれません。
佐藤：自分のことと思っていないという例が気仙沼で
もあり、ソフト対策を大きく転換し取り組んでいます。
自分たちが被害を受けるイメージによって何をすれば
良いのかを住民間で共有するためにワークショップを
開催してきました。いろいろな課題について、やれる
ことはやってみました。いろんなソフト対策に取り組
んでいると、防災・減災の基本となるのが住民、漁業者、
企業、それぞれが正しいイメージを持つところから始
まるのだと思います。
田中：「わがこと感」とも共通しますが、災害が持つイ
メージをどのようにしてみんなで共有するか重要なの
だと思います。これまでは、理科の先生が「災害って
こういうものです。」とやってきました。しかし、それ
が地域に、私にどんな影響があるのかをやってきてい
ない。「地域が主体」とは、地域が社会の目で、それぞ
れの影響をみんなで共有していくことの必要性、試み
なのだと思います。
浜：災害は地域の課題を顕在化、深刻化させると言わ
れています。過去の災害では、過疎化・少子高齢化問
題を抱える地域に災害が起きると震災過疎に陥り、集
落消滅の危機に陥りました。産業振興問題を抱える地
域は災害によって拍車がかかり、産業の衰退に陥りま
した。福祉問題を抱える地域では災害時要援護者問題
を引き起こしました。
　防災対策だけを進めていても持続可能な地域をつく
ることができません。地域住民による防災まちづくり
の中で、減災の観点のもと地域課題を整理し、災害発
生前から対策を講じておくことが必要です。
　直接的な防災活動と間接的な防災活動をうまく使い

3.

▲田中 淳 氏 ▲岡 貞行 氏 ▲佐藤 健一 氏 ▲浜 大吾郎 氏
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分けることが重要です。直接的防災活動は例えば防災
訓練など。間接的防災活動は地域課題の解決のために
防災を触媒として利用する活動のこと、防災力向上の
ために防災とは別の技術や手法を利用する活動です。
これらをうまく使い分けながら地域防災を進めること
よって、防災を地域に根付かせることができ、防災を
新たな地域づくりのシーズにすることができると思い
ます。
田中：災害は地域課題を顕在化させる。防災のターゲッ
トは地域課題だということですね。
加藤：海には資産があります。大量の養殖施設や漁船
があります。これらが津波により漂流物化し凶器にな
るのです。漁船が陸に打ち上げられ、家を壊してしま
います。
　大津波が来ると漂流物化は避けられません。養殖筏
は流速1m/secぐらいで動き始めます。流れに対して耐
える構造物を設置すること、係留ロープを強化するこ
と、筏自体の構造の強度を上げること等が対策として
必要です。このような対策を講じることによって、漂
流をある程度防ぐことができます。
田中：理科と社会の非常にうまいコラボレーションを
ご説明して頂きました。

漁業地域の災害対策を地域で取り組むため
のアイデア・工夫・提案等

田中：繰り返し出てきたのが、ハード対策とソフト対
策をどううまく組み合わせるかということです。そし
て、住民意識の醸成や、それを支えるために地域とし
てどう取り組んでいくのかということです。「うちは何
ができるの？私は今何ができるの？」、ということを考
えていきたいと思います。

［施設面］
佐藤：気仙沼漁港の防潮壁の整備計画では、住民から
は急いで防護施設を整備して欲しい。一方、漁港を利
用している魚市場や水産関係者にとっては利便性から
できれば整備しないで欲しいと相反する意見がありま
す。防潮壁の背後には水産関連の施設が立地していま
す。防潮壁を整備しなければ被害が拡大するというこ
とも関係者が意識し、早期整備を図るべきという意見
にまとまらないかと思います。
　民間の水産加工場を津波一時避難ビルに指定してい
ます。避難訓練の際には従業員の方々が住民の避難誘
導もしています。情報の収集・伝達にも取り組んでい
ます。情報を伝える手段として防災行政無線がありま
すが、屋内では外の放送が聴こえ難い、難聴者にも聴
こえ難いという課題に対してエリアメールを導入しま
した。ブロードキャスト配信で輻輳もなく伝えられま
す。
加藤：養殖筏などは大きな津波がくると漂流物化する
ことは防ぎ切れないと考えています。そのために、当
研究所では、津波による漂流物の拡散防止のために、
漂流物を捕捉する防止柵等について研究し実験を行っ
ています。

［地域主体の取り組み］
田中：公助・共助・自助と言われますが、個人的には
自助ができないから災害なのだと思います。今までの
公助・共助・自助論は、行政ができないから地域に投
げるという発想もありました。共助を支える公助と一
体にならなければ自助・共助・公助論は成立しないと
思います。

4.

▲飯田 和樹 氏 ▲加藤 広之
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岡：先ほど地域主体と言いましたが、丸投げしようとい
う意識は全然なく、私たち国、都道府県・市町村、地
域、個人の方が、自助・共助・公助のそれぞれの立場で、
いざというときの役割・責任を常々認識し行動して頂
くことが大事だと思います。それぞれの地域で、固有
の地理・地形や漁業形態などに基づいて「備え」て頂
くことが大事だと思います。「備え」を具体的な行動計
画とするための手引きとして「みんなでつくろう地震・
津波への備え！」を作成しました。
田中：（財）漁港漁場漁村技術研究所もワークショップ
のお手伝いをしている。誰が猫に鈴を付けるかがとて
も大事だと思います。
浜：直接的防災活動として、地域住民で家具の転倒防
止を行っています。数多くやってきた間接的防災活動
の中でヒットしたのが、まじめな「出会い系防災アムー
ル」という活動です。少子高齢化が進んでいますので、
防災訓練を通じた婚活を実施したのです。「浜ちゃん、
またくだらんことを！」と言われますが、2回やって6
組のカップルが誕生しました。その他、防災をシーズ
としても使っています。神戸の高校生を招き、防災ツー
リズムを行いました。防災というのは本当に便利で、

何とでもコラボレーションできます。防災をうまく使
うことによって地域がますます元気になるのを目指し
ています。

［住民意識の向上］
飯田：行政が情報を伝えるだけではどうしても動く人は
限られてしまいます。自分たちは何をやれば良いのか
を、住民と行政とが一緒になって考えていく必要があ
ります。しかもそれを一年で終わるのではなく継続し
てやっていかなければいけません。その地区、その地
区で課題も違うので、いろいろアイデアを出して、防
災とまちづくりを連携させることが大事だと思います。
田中：共通の話としては、地域課題にどう密着するか、
どうスタートするかだと思います。自主防災組織とい
う一つの形に魂を入れる一つの手法なのではないかと
思います。
佐藤：市で仕掛けたものが一人歩きして自主防がまち
づくりに発展した事例があります。シャッター通りに
シャッターが開き始めたのです。そのきっかけは自主
防・防災です。みんなで防災を考えることにより、助
け合わなければとなり、つながりをまた再びと活性化
し始めました。
　学校の総合学習の時間に子どもたちとワークショッ
プを行っています。ワークショップにはお父さん、お
母さん、PTA、自主防災組織も入れました。役所や防
災関係機関も入る。総合防災訓練をみんな一緒にやる
のです。それがまちづくりになり、活性化になり、つ
ながりがまた再びとなります。
　気仙沼に残る子はあまり多くないのですが、子ども
たちが全国に散らばり、世界に行く子もいます。若い
時に学んだ防災・減災という自分たちの知識・知恵や
活動が広がり、防災リーダーが全国、世界に広がるん
だという思いで取り組んでいます。しかし、主役は地
域の皆さんです。最初は仕掛けますが、あとは陰でお
手伝いということを意識しています。

まとめ

加藤：海上の漁船、養殖施設、水産物といった資産を
守ること、そのためにはそれらの漂流物化を防ぐこと
が重要です。減災、復旧・復興を考えたとき、漂流物

5.

イベント開催報告



47漁港漁場漁村研報 Vol. 29

対策が非常に重要だと考えています。
飯田：とにかく備えてもらうということ。災害に備え
ないということは、いろんな意味で人に迷惑をかける
ことにつながり、いろんな方に「備える」ということを、
今後も訴え続けていければと思います。
浜：養殖漁場を守ることは、災害時にそれが天然の備
蓄倉庫であるという考え方ができます。畑も継続して
いくことによって災害時は天然の備蓄倉庫になります。
それをどう維持していくかを考えながら聞いていまし
た。多くの漁村地域はますます地域力が衰退し、災害
が来なくても地域の持続が難しくなっていますので、
防災をミクロの視点とマクロ視点との両方で見て、こ
れからも地域づくりを続けていきたい。漁村地域にか
かわる皆さん、これからも共に頑張りましょう。
佐藤：地方行政の立場としては、防災担当と漁港・水
産担当で防災のために整備をする者の間の連携が必要
です。それを頭に置いて、お互いに意識しながら住民
の目線で進めることを忘れないようにしたいというの
が最後の言葉です。
岡：各主体、国、県、市町村、地域、個人の方がそれ
ぞれ何をなすべきか、その役割をしっかり認識しなが
ら動くことが重要だと考えます。そのために我々がで
きることはお手伝いしたい。強調したいのは「場づくり」
です。話し合いの場づくりから始めて頂きたい。漁業
地域ですので、できれば漁業協同
組合が主体となって地域の取りま
とめ等をやって頂けないかという
のが私の希望です。
田中：それぞれの漁業地域によっ
て課題も違うし組み合わせも違う。
その中でいろいろな主体が、それ
ぞれの地域課題の組み合わせに応
じて、顔をそろえて知恵を出し合
おうということが大きな話だった
と思います。
　私自身は、1995年の阪神・淡路
大震災の被災状況を見たとき、自
宅の被害ということが「被災後の
生活の大変さ」に直結していると
いう非常に大きな認識のスタート
になりました。お店が1階で自宅

が2階という場合、一瞬に住宅も生計の手段も奪われて
しまった方々のご苦労は本当に大変なものだったと記
憶しています。漁業地域は自宅とお店を一緒に持って
いて、なおかつ生産の資源、施設が海であり、まさに
津波の脅威下にあるという地域です。被災後の生活の
立て直しをきちっと考えておかなければいけない。そ
のための準備をどうするのかを考えて頂ければと思い
ます。
　最後に、ある阪神の被災者の方の言葉をお伝えして
終わらせて頂きます。その方は「死ぬるも地獄、生き
るも地獄」と言われていました。阪神・淡路大震災で
亡くなった方は東灘区で0.8％でした。99.2％の人々は
生き延びることができました。言い方を変えれば、そ
の方々は「生きていかなければいけない」のです。そ
のための生活の苦しさは大変なものがあったというこ
とを、被災者に成り代わってお伝えし、そのことが事
前対策、そして漁業地域の今後の対策に結び付いてい
ければと思います。

※パネルディスカッションの討議内容は、当研究所のホームページ

（www.jifi c.or.jp）に全文を掲載しています。

（文責：調査役　大塚 浩二）
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第13回 日韓漁港漁場技術交流会議
はじめに

開催概要

昨年6月30日に、（社）全国漁港漁場協会の主催で第
13回日韓漁港漁場技術交流会議が開催されました。この
交流会議は、日本と韓国が交互に漁港漁場漁村の整備、
維持管理等の関連技術に関する現状及び課題等について
発表し、技術交流を図ることを目的としています。
会議のテーマは、その時々の両国の漁港漁場漁村を取

り巻く情勢等を勘案して設定され、第13回は「これから
の漁村漁港整備と活用のあり方」がテーマとなりました。
技術交流会議は、当研究所の影山理事長の進行で、日

本側から2題（当研究所から「漁業地域における防災・
減災対策について」を発表）、韓国側から3題の発表及び
意見交換が行われました。本稿では、この会議の概要に
ついて報告させていただきます。

日時：2010年6月30日（木）
場所：都市センターホテル（東京）
主催：社団法人全国漁港漁場協会

［主催者挨拶］田中 潤児 氏　●（社）全国漁港漁場協会会長
日本の水産業は「獲れない、値が出ない、売れない」
の三重苦に苦しんでいます。
このような状況を打開し、水産業とこれを支える漁村
の健全な発展のために両国は密接に協力していくことが
必要です。
特にその基盤である漁港・漁場・漁村の整備について、

両国間で技術交流を深めることは極めて有意義であると
考えています。

［韓国挨拶］沈 好鎭 氏　●（特）韓國漁村漁港協會會長
本会議は、技術情報の交換はもちろん、両国の水産関
係者たちの友情を深めてきた非常に意味の深い場です。
韓国の水産業は、日本と同様、地球温暖化、水産資源

の回復、市場開放の圧力など共通の問題を抱えている中
で、韓国政府は、水産業を持続可能な高付加価値産業に
転換するといった「新水産プロジェクト」を推進してい

るところです。
本会議が、両国における未来志向的な水産基盤整備の

ための生産的討論の場になることを期待しています。

■テーマ「これからの漁村漁港整備と活用のあり方」
■座　長　影山 智将　●（財）漁港漁場漁村技術研究所理事長

■発　表
①漁港施設のストックマネジメントについて
三上 信雄　●水産庁漁港漁場整備部整備課漁港漁場専門官
日本の漁港施設は1960年代以降に整備され、将来
的な維持更新費用の削減と機能維持保全が求められる
中、漁港施設の構造面、管理面、利用面及び老朽化の
特性を踏まえて、ストックマネジメントを行うことが
必要である。
特に、漁港施設のストックマネジメントを実施する

上でポイントとなるのが①老朽化診断、②維持管理計
画、③維持管理支援システムの構築である。しかし、
現時点では無筋コンクリートを対象にした老朽化診断
方法は、土木構造物全般において未確立な領域であり、
その対応が急がれているところである。

②持続可能な漁港整備方案について
黄 哲泯　●（特）韓國漁村漁港協會本部長
持続的な漁港の発展のために、3つの整備方案を提

（1）オープニングセレモニー

（2）日韓漁港漁場技術交流会議

▲技術交流会議の座長を務める影山理事長

イベント開催報告
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言した。
1つ目は、拠点漁港を集中的に開発し、周辺の補助漁
港と連携して一つのベルトとして開発することである。
2つ目は、漁港のマーケティング的アプローチによる

開発であり、漁港関係者の要求を積極的に受容し、漁
港の間の競争を誘導し、ブランド化を図ることである。
3つ目は、漁港と漁場、漁村を「情報」を通じた連

携によって一体的に開発することである。

③漁業地域における防災・減災対策について
不動 雅之　●（財）漁港漁場漁村技術研究所次長 
日本では漁業地域の津波等災害に対して、被害の最
小化を図ること（減災）の考え方を取り入れている。
※「災害に強い漁業地域ガイドライン」（平成18年3月水産庁）

また、減災の実効性を確保するためには、漁業地域
ごとに地域関係者が共同で、減災計画を策定すること
が重要であることから、日本では「減災計画策定マニュ
アル」（平成22年3月）を策定し、漁業地域の計画策定
を支援している。今後、このマニュアルを活用して漁業
地域での減災計画の策定への取り組みを
進めることが重要である。

④効果的な漁港整備の事例について
張 炳相　●（特）韓國漁村漁港協會次長　　
韓国の2000年以降の多機能漁港の開
発事業に対する利用者の満足度調査結果
及び最近の開発事例からの今後の漁港開
発の改善点を示唆している。
まず、満足度調査からは、今後の漁港
開発に対して、「予算の効率的な執行のた
めの選択と集中」、「漁港開発事業に対す

る広報活動の強化を通じたシナジー効果の創出」が必
要である。
また、最近の開発事例からは、観光との連携を通じ
た重要対応型開発が求められている。

⑤漁村・漁港・漁場の整備／活用のための新たなパラダ
イム／ビジョンの設定に対する小考
柳 靑魯　●釜慶大学教授
韓国の新たなパラダイムのキーワードは、質が高く高
価な食糧、クリーンで再生可能なエネルギー、クリーン
な水であり、水産業では特に、活魚、鮮魚に取り組もう
としている。
これに対して、漁港のゼロエミッション化、また市場
では水産物の鮮度保持、取水排水の制御、エネルギー・
環境保全システムの導入、さらには漁場から市場まで
水産物の衛生管理などの新たなコンセプトに取り組むこ
ととしている。
また、最近では観光型漁場といった取り組みも行っ
ている。

▲技術交流会議出席者との記念撮影

第1調査研究部　不動 雅之

　今回の会議で、韓国の観光需要に対応した開発事例は、我が国漁村の活性化へのヒントがあるのではない
かと感じたところです。今後、水産物の世界的な需要の高まりと国際化の進展が更に進むことが見込まれる
中、世界有数の漁業国であり、かつ共通の水産資源と漁場を共有する日本と韓国の両国が、国内・グローバ
ルな課題を克服し、アジアの漁業基地として共に発展していく上で、この技術交流会議の役割が更に増すも
のと期待します。
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イベント開催報告

都市漁村交流推進協議会の活動
はじめに

「トーク＆トーク」を開催

平成 22年度 役員会、総会の開催
漁村は、新鮮な水産物を安定して供給する機能を有す

るとともに、海洋性レクリエーションの場の提供や地域
色豊かな食文化・伝統行事の継承などを通じて都市部の
人々にゆとりある生活、癒しやうるおいを提供する機能
を有しています。都市と漁村の交流は、国民のゆとり創
造に大きく寄与するものです。
一方、漁村にとっても都市との交流は、漁村に人を呼

び賑わいをもたらします。近年、漁村では、地域活性化
の一つの手段として、豊かな自然環境や新鮮な魚介類を
活かした漁業体験、朝市などの都市漁村交流活動への取
り組みが増えてきています。
このような中、都市と漁村の交流に関心を持つ都道府
県や各市町村などの関係者が集まり情報交換と資質の向
上を行い、都市と漁村の交流を推進するために、都市と
農山漁村の交流に係わる様々な活動を行なっている多く
の都道府県、市町村、関連団体等が会員となって平成14
年に都市漁村交流推進協議会（事務局：（財）漁港漁場
漁村技術研究所）が設立されました。

平成22年9月21日（火）、都内にて平成22年度役員会、
総会を下記のとおり開催いたしました。

◎開催日時：平成22年9月21日（木）
◎開催場所：都内ハーモニーホール
◎開催概要：役員会、総会
まず堂故会長（富山県氷見市長）の挨拶、水産庁防災
漁村課本田課長の来賓挨拶の後、議事に入りすべての議
案が承認されました。
今年度は役員改選時期に当たり、以下の役員が選任さ

れました。
［会　長］堂故 茂 ●富山県氷見市長

［副会長］金澤 瑛 ●北海道標津町長

［同　上］深渡 宏 ●岩手県普代村長

［同　上］鈴木 史鶴哉 ●静岡県南伊豆町長
［同　上］長瀬 幸夫 ●兵庫県香美町長

［同　上］大西 勝也 ●高知県黒潮町長

［同　上］藤本 昭夫 ●大分県姫島村長

［監　事］鈴木 光雄 ●全日本漁港建設協会専務理事

（以上、敬称略）

役員会・総会に合わせて「トーク＆トーク『まちに元
気を！』～全国発、まちおこしに向けた都市漁村交流の
可能性とあり方を探る～」を開催しました。

◎開催日時：平成22年9月21日（火）
◎開催場所：都内ハーモニーホール
◎主催：都市漁村交流推進協議会
◎後援：オーライ！ニッポン会議

：
講演：
『住民・行政・NPO協動で進める地域の “げんき” づくり』
［講師］山浦 晴男 氏　●情報工房 代表

開催概要

プログラム

▲来賓の水産庁防災漁村課 本田課長と堂故会長



51漁港漁場漁村研報 Vol. 29

活動事例紹介：
①三重県熊野市　『わがらの町をわがらで元気に！～ブ
ルーツーリズムによる漁村活性化～』
　濱中 朋美 氏　●遊木海と自然のクラブ事務局
②高知県黒潮町　『館長はニタリクジラ～ものの見方を
かえて地域資源を発信する美術館の取組～』
　村上 健太郎 氏　●NPO砂浜美術館 事務局長

定員80名の会場が満席になるほどの参加者の下、主催
者を代表して本協議会の堂故会長（富山県氷見市長）の
挨拶の後、第一部「基調講演」、第二部「本協議会会員
の活動事例紹介」が行われました。
第一部の基調講演では、KJ法を開発した故川喜田二郎

先生の下での20年間にわたる「野外科学とKJ法」の研究・
実践を基に、現在は全国をフィールドとして「地域の “げ
んき” づくり」を実践されている情報工房の山浦晴男先
生をお招きしご講演を頂きました。

山浦晴男先生から、『住民・行政・NPO協動で進める
地域の” げんき” づく
り』について、宮城県田
代島や和歌山県内での具
体的な活動を交えて、お
話しがありました。人口
が100人ほど、平均年齢
75歳を超えていた田代島
では、住民の島再生への
意欲を引き出しつつ、行
政、NPOが連携して、住

民の発想に基づく再生プ
ランをつくりあげ、地域
の新たな元気が生まれつ
つあります。和歌山県各
地でのむら機能再生支援
事業の事例も含めて、地
域の元気づくりのノウハ
ウについて、わかりやす
くお話ししてくださいま
した。
第二部の活動事例紹介

では、熊野市から、漁業
者自らが組織した「遊木
海と自然のクラブ」の濱
中朋美氏が、「わがらの
町をわがらで元気に！～
ブルーツーリズムによる
漁村活性化～」と題して、
黒潮町からは、NPO砂浜
美術館の村上健太郎氏が、『館長はニタリクジラ～もの
の見方をかえて地域資源を発信する美術館の取組～』と
題して、活動を始めた背景、活動の内容、活動の成果、
活動するに当たっての多くの課題等を具体的に紹介しま
した。黒潮町の活動は「第3回オーライ！ニッポン大賞
受賞」を受賞しています。
第一部、第二部とも、参加者との活発な質疑も行われ、

充実したトーク＆トークとなりました。各団体の活動に
ご興味のある方は以下のホームページもご参照下さい。

▲

情報工房
http://www.yin.or.jp/user/yamaura/

▲

遊木　海と自然のクラブ
http://yukibluetourism.hp.infoseek.co.jp/

▲

NPO砂浜美術館
http://sunabi.com/

▲

オーライ！ニッポン大賞
ht t p : / /www .oh r a i . j p / news/awa r d /2006/
ntlgkb00000029xs.html

（調査役　大塚 浩二）

開催結果

▲講師の山浦 晴男 氏

▲濱中 朋美 氏

▲村上 健太郎 氏



52 漁港漁場漁村研報 Vol. 29

国際航路協会（PIANC）
アジア地区125周年記念事業参加報告
はじめに
国際航路協会（PIANC）は、航路・港湾における水
上交通の維持・発展に関する指針を示す国際機関で、
1885年に設立されました。現在、政府会員を含む61か
国から団体会員450、個人会員2000を擁しています。
昨年、同協会は、創立125周年を迎え、世界各国で記念
事業が開催されました。アルゼンチン ブェノスアイレ
スでの記念セミナー、イギリス リバプールでのコング
レス（PIANC MMX）に続き、このたび、アジア地区
125周年記念事業が愛知県名古屋市で行われました。本
記念事業では、これまでの同協会の歩みを振り返える
とともに、今日の港湾・航路に関する重要な課題であ
る沿岸・内陸水運や浚渫・環境について講演や討論が
行われました。

記念事業は、平成22年9月10日（金）～9月16日（木）
にかけて、名古屋港湾会館、ウェスティンナゴヤキャッ
スルで開催され、海外41カ国からの参加者約80名を含
め、約700名が参加しました。当研究所からは、影山、
朝倉が、記念式典及び、国際セミナーⅠ（沿岸・内陸
水運と地域開発）、国際セミナーⅡ（浚渫と環境）に参
加しました。

記念式典は皇太子殿下のご臨席を賜り、国際航路協会
のE.Van den Eede（バン・デ・ネーデ）会長より特別
講演が行われ、同協会の125年の軌跡が紹介されました。

国際セミナーⅠは、「沿岸・内陸水運と地域開発」を
テーマに、同協会の内陸水路委員会（InCom）の活動報
告とアジア地域（ベトナム、カンボジア、ラオス、中国、
韓国、日本）から6題の事例報告がありました。
ベトナムと中国他の事例報告では、メコン川流域の
東南アジア諸国や中国の長江流域においては、内陸水
運が重要な輸送手段であり、各国での整備内容が紹介
されました。一方、日本と韓国では、沿岸水運が発達
しており、特に、日本では国内物流の36％を沿岸水運
が占めているとの説明がありました。今後の目標とし
ては、環境にやさしい交通機関として、CO2排出量の半
減を目指しているとのことです。

国際セミナーⅡは、「浚渫と環境」をテーマに、環境
委員会及び漁港委員会の活動報告とアジア地区（日本、
韓国、中国、インドネシア）から4題の事例紹介があり
ました。各国の事例は、「浚渫土砂を最小化し、かつ有
効利用する」という、環境委員会の考えに沿うもので
あり、日本からは、中山水道航路事業及び当該事業で
発生した浚渫土砂を利用した環境修復の取り組みが紹
介されました。

今回の記念事業を通じて、内陸・沿岸水運がアジア
の地域開発に欠かせない輸送手段であることを知りま
した。今後は、CO2排出量が少なく、環境にやさしい輸
送手段として、水運が新たな魅力を発揮していくと感
じました。

（第2調査研究部　朝倉 由紀子）

開催概要

記念式典

国際セミナーⅠ

国際セミナーⅡ

おわりに

▲国際セミナーⅡ・発表状況

活動紹介
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水産物通い容器研究会

趣旨・目的

これまでの研究会での主な意見

取りまとめの方向と今後の予定

当研究所と海洋水産システム協会は、本年度、本研究
会を自主研究活動として開催しています。

通い容器は、種々の業界で用いられています。まず
思い浮かぶのが、運輸業で用いられているコンテナーや
パレットでしょう。自動車産業においても、国際間の部
品の移動に通い容器を用いて管理している例がみられま
す。また、一次産業の分野では、農業分野において、通
い容器の利用が見られ、流通コストの削減や流通におけ
る環境負荷の軽減に資するものとして、今後、普及率（現
時点では4％）の向上が期待されています。
さて、水産業の分野では、どうでしょうか。例えば、築
地市場に搬入される水産物は、ほとんど、発泡スチロー
ル製容器に梱包されています。また、水産物産地では、
木箱を通い容器として用いる例が見られます。これは、衛
生管理の観点から、疑問が投げかけられています。さらに、
九州地区では、容器のコストが、総流通コストの15％程
度を占めるとの試算もあり、これを軽減することは、有益
です。このように、水産物通い容器は、コスト削減と衛
生品質管理の観点から検討されるべきと考えます。
このため、本研究会は、通い容器に関し、①導入範囲

と効果・課題、②機能・性能・形状、③管理・運営シス
テム、④基盤の整備、⑤多面的な利用、⑥導入の推進体
制について検討することを目的に設立され、毎月開催さ
れています。なお、研究会には、各種研究機関、容器メー
カー、容器販売会社、卸売業者等が参加されています。（参
加者募集中）

◎通い容器を利用し、コストが3割削減した事例がある。
◎容器の広域流通は課題も多いことから、まずは、限定
的な範囲（産地内や数者間）で、活用するのが現実的。
◎容器の衛生管理の観点から、容器の洗浄や保管が新た
に必要になる。これらのための用地や施設・機材につ
いては、計画的に整備することが重要。荷捌所の更新
時期と合わせ検討することが効果的。

※詳細は、当研究所ホームページをご参照ください。

 

今後、水産物産地では、市場の統合と衛生品質管理型
施設の整備が進められるでしょう。ともすれば、容器に
関する議論が忘れがちですが、産地の衛生品質管理・コ
スト削減・作業の効率化等の観点から、容器が重要な要
素になるでしょう。また、本格的な水産物通い容器の事
例は、オーストラリアやデンマークに見られることから、
これらを参考に日本に適したシステムを構築することが
肝要です。
本研究会は、これらの視点から、3月を目途に、研究
成果を取りまとめ、報告会を開催することとしています。
皆様の参加をお願い申し上げます。

（第1・2調査研究部長　山本 竜太郎）

■参考文献

1 山本　他：水産物流通における通い容器の可能性に関す
る一考察
2 山本　他：水産物産地流通における情報技術の活用の可
能性に関する一考察

※①②とも「調査研究論文集 No21、（財）漁港漁場漁村
技術研究所、2010」に掲載。

▲シドニー魚市場での通い容器と洗浄施設
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我が国の沿岸域に分布する多くの漁村は過疎化･高齢
化の進行とともに水産業の衰退が進んでいます。しか
し、これらの漁村は古くから人々が住み続け、漁業を
生業として地域社会を形成しており、これからも人々
が住み続け、漁業を生業として地域社会を継続し続け
なければなりません。行政も、地域住民も、外部の人
も「このままではいけない。何とかしなければならな
い。」と思っています。しかし、誰が、いつ、何を、
どのようにしたらよいのか、その第一歩が踏み出せな
いでいるのです。
本書は、このような漁村にとって、みんなで力を合

わせて地域づくりをするために、「誰が、いつ、何
を、どのようにしたらよいのか」を具体的な手法につ
いて解説されたものです。
筆者は、KJ法を開発した故川喜田二郎先生の下での

20年間にわたる「野外科学とKJ法」の研究・実践を基
に、現在は全国をフィールドとして「地域の“げんき”づ
くり」を各地で実践されています。その豊富な経験か
ら、宮城県石巻市の離島「田代島」や和歌山県旧龍神
村での実践を例に、その手法が手順を追って詳しく解
説されています。

住民は「自分たちの地域をどうにかしなければ」、
行政は「住民自らが働いてくれなければ、手が回りき
れない」、NPOは「こんな支援ができるのに、分かっ
てもらえない」との思いがあります。それぞれの思い
をそれぞれが悩むのではなく、住民・行政・NPOが連
携・協働する場が「一緒に悩む場」であり、その場を
作る方法を「寄りあいワークショップ」と呼んでいま
す。
本書は「序章　地域再生に道筋はあるか」、「第1
章 連携・協働の場をつくることで、住民は地域再生に
どう立ち上がったか」、「第2章 連携・協働の場を設
営し、地域再生に取り組んでみよう」、「第3章　連
携・協働の場をつくることで、地域再生が始まってい
る」、「第4章　連携・協働の場づくりによる地域再生
から見えてきたこと」で構成されています。さらに、
作業手順として、寄りあいワークショップを進めるた
めに32の作業要領が具体的に解説されています。
著者が蓄積したノウハウがすべて集積された本マ
ニュアルは、全国の漁村の地域再生・活性化を進める
ために、必ず役立つ実践的なマニュアルです。

オススメのこの1冊

住民・行政・NPO協働で進める
最新地域再生マニュアル

◎山浦晴男 著
　朝日新聞出版　1,500円
　（ISBN 978-4-02-250739-6 C0030）

大塚調査役のオススメ！
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江戸前の魚喰いねぇ！
～豊饒の海 東京湾

◎磯部雅彦 編
　東京湾の環境をよくするために
　行動する会監修
　東京新聞出版部　1,238円
　（ISBN 978-4-8083-0937-4 C0036）

影山理事長のオススメ！

「江戸前東京湾の魚をもっと食べて、日本の未来を明
るくしよう」
この「風が吹けば桶屋が儲かる」風な一見奇抜な命題
がこの本のテーマです。本書は、東京湾の環境をよくす
るために行動されているNPO、研究者、行政関係者、漁
業者、流通事業者、料理人など多様な方々による共同執
筆です。
本書では、まず、江戸前東京湾の魚と環境をとりあ

げ、江戸前東京湾の魚の生態や魚料理の魅力を紹介し、
江戸前の魚料理を今後とも享受するためには、魚が育つ
環境をよくし東京湾を豊かにすることが必要であると訴
えます。そして、東京湾の環境は、人口が集中し栄養分
が大量に流れ込んでいること、埋立てにより自然の浄化
機能・生物の生息場所を損なってきたこと等の結果様々
な課題が生じているが、多くの人の努力で少しずつ豊か
さが回復してきていることを示します。
次に、明るい未来のための社会システムのあり方をと

りあげ、明るい未来のため、①経済的活力ある社会②ぬ
くもりのある社会③参加型社会④美しく豊かな環境・風
景と人との共生する社会⑤低炭素循環型社会⑥最新の
科学技術を持つ社会⑦世界から憧れられる文化力を持
ち、誇りを持って暮らせる社会をめざすべきであるとし

ます。そして、江戸前の魚を楽しく食べることは、東京
湾の生物・物質の循環システムを回すことであると同時
に、魚を通じて東京湾の環境に興味を持ち、東京湾を豊
かにする活動に参加し、その結果をまた楽しむという未
来型の「新しいライフスタイル」と、巨大都市でありな
がら、美しく豊かな海が保たれ、その恵みを活かした魅
力的な食文化が発達し世界中が憧れる「東京湾文化」を
創り出すことにつながることなのだと主張します。
そして、明日の江戸前東京湾のためには、まず、「楽

しみながら」行動を始めることが重要であり、そのよ
うな行動の輪を広げるため、「楽しみ」「人」「知恵」
「取り組み」のつながりを広く深くするシステムづくり
の必要性について論じています。さらに、東京湾と人を
つなぐものとして、東京湾漁業の再生と東京版地産地消
の推進を訴えています。
本書は東京湾をテーマにしてはいますが、海の環境と

人とのかかわり、そして、両者を結ぶ役割を担う地元漁
業と魚食文化の重要性という観点は、どの地域にも共通
の課題なのではないかと思います。本書は国土交通省に
勤務されている方々が中心となって取りまとめたと聞い
ていますが、水産関係者にとっても一読する価値のある
本だと思います。
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01 ◎平成23年度研究助成の募集

当研究所では調査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。平成23年度の募
集は以下のとおりです。

■趣　旨
近年の社会情勢や水産業をめぐる情勢の変化等に伴

い、漁港漁村は漁業の生産基盤、地域住民の生活基盤と
しての役割に加えて、周辺水域、沿岸域の高度で効率的
な活用や、海洋性レクリエーションの場等多様な役割を
持つ拠点として期待されていますが、その一方で公共用
水域の汚染、漁村の生活環境の悪化等が問題となってお
ります。
財団法人漁港漁場漁村技術研究所は、こうした新しい

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い
る法人であり、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おります。

■助成の対象
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
究であり、かつ、以下の2つの要件を満たすものを対象
とします。

［要件1］
研究開発の内容が、我が国の漁港、漁場、漁村の整備、

保全、利活用を通じた水産業・漁村地域の振興を図って
いく上で今後必要になると思われる新たな視点を提供す
る創造的なものであること。

［要件2］
研究開発の成果が、次のいずれかに該当するもの。
①漁港漁場整備事業の計画立案、評価、設計、施工、
管理運営に関する技術の向上に寄与するもの。

②防災、景観形成、環境整備など漁村における生活の
快適、安全の向上に寄与するもの。

③沿岸漁業・漁村地域の構造分析や漁村地域の活性化
手法の開発に寄与するもの

④効率的効果的な水産基盤整備や漁村地域の振興を推

進するための幅広い政策提言に寄与するもの。

■平成23年度の優先課題
平成23年度の研究助成事業については、以下の課題に
沿った研究を優先します。但し、これ以外の分野の研究
であっても助成の趣旨にあった内容のよいものについて
は、助成対象としますので、積極的にご応募下さい。

①漁港及び漁業活動における省エネルギー化に関す
る研究
水産物の漁獲から出荷過程においては漁船の燃料
や漁港での電力等多くのエネルギーが必要となりま
す。このため、漁港利用や漁業活動における地球温
暖化対策に寄与する省エネルギー化や新エネルギー
利用等に関する研究を募集します。
②魚類および餌料生物の資源特性値に関する研究
増殖場等の便益計算のため、魚類の資源特性値（自
然死亡率、生残率、漁獲率、餌料転換効率等）や、
魚類の餌料生物の回転率（P/B比）、餌料生物間の
餌料転換効率等の数値を得るための研究を募集しま
す。魚種は問いません。
③離島・辺地における漁港の重要性に関する研究
第4種漁港は、離島その他辺地にあって漁場の開
発または漁船の避難上特に必要です。また、遠地離
島については、排他的経済水域の有効活用の観点等
から高い重要性を有しています。このような視点か
ら、離島その他辺地における漁港の重要性を定量的
に把握する研究を募集します。

■公募期間
平成23年2月1日（火）～平成23年4月28日（木）

■助成期間
決定の翌日～平成24年3月30日（金）

●研究助成申請書の提出・お問い合わせ先
〒100-0047　東京都千代田区内神田 1-14-10　
　内神田ビル
（財）漁港漁場漁村技術研究所内 研究助成事業事務局
TEL：03-5259-1031　FAX：03-5259-0551
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02

03

◎平成23年度 漂砂問題診断募集のお知らせ

◎平成23年度 漁集排施設老朽化簡易診断募集のお知らせ

■はじめに
砂浜海岸や河口部付近に設けられた漁港では、漂砂現

象により港口や航路が浅くなり、漁業活動に支障が生じ、
その対策が急務となっている漁港が全国に多数、見受け
られます。
しかしながら、具体的な漂砂対策が進んでいない漁港

も数多くあり、対策を促進しようとする漁港管理者から
の強い要望もあり、その管理者を支援するため（財）漁
港漁場漁村技術研究所は、平成22年度に引き続き、漂砂
対策の必要な漁港について現地調査を実施し、管理者に
対策の考え方を提案します。

平成23年度の漂砂問題診断の募集内容は次の通りです。

漂砂対策が必要な漁港のうち、管理者の要望のある漁港
　◎予定診断数：10漁港程度

当研究所が現地調査を実施し、漂
砂解析を行い、現状分析を行った上で、現状と対策の考
え方を統一様式により報告・堤案します。

原則として、当研究所が負担

平成23年5月中旬～9月末

平成23年1月20日～3月10日

●申込み方法
本研究所のホームページ（http://www.jifi c.or.jp/）に

掲載しています。
◎担当：第2調査研究部 加藤広之
　→Email：hyo-sa@jifi c.or.jp

■はじめに
漁業集落排水施設は、昭和53年度から全国的に整備さ

れ、漁村地域の水質保全に貢献してきました。近年、供
用後長期間が経過した多くの施設では、老朽化が進行し、
ストックマネジメントの考え方を取り入れた長寿命化対
策が必要となっています。
そこで、本研究所は、漁村水環境研究会と共同で本年

度に引き続き、平成23年度も漁業集落排水処理施設の老
朽化状況に関する簡易調査を実施します。

　平成23年度の漁集排施設老朽化簡易診断の募集内容
は次の通りです。

　
老朽化診断が必要な漁業集落排水処理施設のうち、管理
者の要望のある施設
　◎予定診断数：30施設程度

当研究所と漁村水環境研究会が共同で施設の簡易診断
調査及び事前ヒアリング調査を実施し、施設の老朽化状
況と対策必要箇所を統一様式により概略報告し、詳細調
査・長寿命化計画策定・改築更新事業などを提案します。

原則として当研究所と漁村水環境研究会が負担。

平成23年5月中旬～9月末

平成23年1月28日～4月11日

●申込み方法
　本研究所のホームページ（http://www.jifi c.or.jp/）に
掲載しています。
◎担当：第2調査研究部 大賀、朝倉
　→Email：asakura@jifi c.or.jp

対象漁港

対象施設

診断の方法

診断の方法

費用負担

費用負担

実施時期

実施時期

申込期間

申込期間

漂砂問題診断の募集内容

漁集排施設老朽化簡易診断・募集内容
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04
■はじめに
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の調査研究等を行い、その成果の
普及と啓発に取り組んでいます。
近年取り組んでいるトピックな調査研究テーマとして

は、漂砂問題診断、漁業集落排水施設老朽化診断、衛生
管理の高度化、陸揚げ・荷捌き施設の新たしい計画手法
に関する研究、津波による養殖筏漂流対策に関する研究、
漁業地域の減災計画づくり、産地の省エネルギー衛生管
理技術開発、木材の利用率が高い増殖礁の開発などが挙
げられます。
また、取り組んだ調査研究成果については、「出前講座」

として、地方公共団体や漁業協同組合等の漁業地域の関
係者の方々に提供し、ご活用いただいております。
本稿では、平成22年度の主な調査研究テーマを紹介す

るとともに、「出前講座」のご案内をさせていただきます。
ご活用いただければ幸いです。
また、当研究所では、今回紹介します調査研究テーマ

以外にも漁業地域の皆様が直面している課題解決に向け
てご支援できるところがあると考えおりますので、気軽
にご相談ください！

■平成22年度の主な調査研究テーマ
【自主研究】
◎漂砂問題診断

漂砂対策の必要な漁港について現地調査を実施し、

管理者に対策の考え方を提案
◎漁業集落排水施設老朽化診断
漁集排施設について現地調査し老朽化状況の簡易診
断。その結果を施設管理者に報告
◎水産物通い容器の研究
水産物の生産・流通過程における通い容器の適用可
能性を検討
◎衛生管理の高度化、陸揚げ・荷捌き施設の新しい計画
手法に関する研究
水産物の衛生品質管理の高度化と施設の効率的利用
を実現するための計画手法を新たに提案
◎津波による養殖筏漂流対策に関する研究 
　津波・あびき来襲時の養殖筏の漂流対策を提案
◎雪氷熱エネルギーの利活用に関する研究
雪を利用し夏季の荷捌き所を冷房するシステムの開
発及び実証実験
◎産地の省エネルギー衛生管理技術開発
産地における経営コストの縮減と省エネルギーに資
する衛生管理技術の開発及び普及
◎木材の利用率が高い増殖礁の開発
製作が簡易で、かつ木材の利用率が高い増殖用基質
材を開発

【受託調査研究】
◎漁港整備にかかる圏域設定手法開発
地域特性を踏まえた水産基盤圏域の統一的かつ客観

◎JIFICが取り組んでいる調査研究テーマの紹介と出前講座のご案内

硫化水素に腐食された水槽

漁業集落排水施設の老朽化の実態

硫化水素に腐食された流入水路
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性のある設定手法の検討
◎水産環境整備推進技術開発
◎沖合域漁場整備の可能性調査

スケトウダラ日本海北部系群について、武蔵堆周辺
海域においてフロンティア事業の可能性検討

◎漁港海岸事業設計手法検討
　性能設計への対応の検討

【研究助成】
◎エコロジー漁港の可能性に関する研究
　漁港における木材利用の可能性を調査・研究

◎海水井戸による取水手法の高度化に関する研究
海水井戸方式に必要な事前・本調査方法、調査結果

の解析判定手法等を研究

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。

上述の平成22年度の主な調査研究テーマに加えて、以
下のテーマについて対応が可能です。
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連関分析の活用』
④『災害に強い漁業地域づくり（漁業地域の減災計画づ
くり、海上避難訓練の実施、評価など）』
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。

都道府県、市町村、漁協、団体等。

都道府県や市町村の研修会などに出向きます。

（第1調査研究部　不動 雅之）

趣　旨

対　象

出前講座の形式

テーマ

H22.2チリ沖地震津波による養殖施設への被害（宮城県気仙沼湾）

津波により漂流する養殖筏（写真：気仙沼市 提供） 津波により漂流する養殖網等（写真：気仙沼市 提供）

「出前講座」のご案内




