
漁港漁場漁村研報
JIFIC The Japanese Institute of Fisheries Infrastructure and Communities

01  水産公共の当面の課題について
02  日韓漁港漁場漁村技術交流会議に思う

01  三陸サケ産業の復興からみた水産業クラスター形成の課題
02  北海道日本海における藻場の回復について
03  漁村に生活してわかった漁港の「いのち」

01  光漁港海岸保全事業におけるモニタリング（着色砂）調査
02  人工マウンド礁におけるイサキの行動解析
03  第５・６回理事会、第３回評議員会の開催、平成 26年度研究助成事業の決定

特別寄稿

Topics

巻頭言

一般財団法人　漁港漁場漁村総合研究所

2014.10

36
Vol.



2 漁港漁場漁村研報 Vol. 36

1

巻頭言　
1 

▲

水産公共の当面の課題について
 水産庁 漁港漁場整備部長／髙吉 晋吾
2 

▲

日韓漁港漁場漁村技術交流会議に思う
 理事長／影山 智将
特別寄稿
01 

▲  

三陸サケ産業の復興からみた
水産業クラスター形成の課題

02 

▲  

北海道日本海における藻場の回復について

2

4

漁港漁場漁村研報 Vol. 36 Contents

表紙写真
2013年漁港漁場漁村海岸写真コンクール 入賞作品
「赤マンボウ」木下 滋 氏

巻  頭  言
水産公共の当面の課題について

水産庁 漁港漁場整備部長　髙吉 晋吾

７月22日付で漁港漁場整備部長に就任いたしました。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。漁村総研は私が
水産庁に入省した昭和57年に前身の（財）漁港漁村建設
技術研究所として設立され、各地の漁港、漁場、漁村に
関する様々な相談に応じるなど「みんなの研究所」として、
その役割を果たしてきました。これからも社会の要請に
柔軟に応えられる研究所として発展されることを期待し
ます。
さて、これからの水産公共の進むべき方向の一端を述

べて、ご挨拶に代えさせていただきます。
１．東日本大震災からの復旧・復興と国土の強靱化対策
東日本大震災で被災した漁港の９割以上で、部分的な

ものも含め陸揚げ岸壁の利用が可能となりました。引き
続き、防波堤、海岸堤防等の復旧・整備が続いています。
関係地方公共団体と連携し、一日も早い復旧・復興を目
指します。
水産庁では、スマトラ島沖地震・津波等の経験を踏まえ、

平成18年３月に、「災害に強い漁業地域づくりガイドラ
イン」を策定しました。私も当時防災漁村課で作成作業
に携わり、気仙沼市などで説明会を開催しました。まさ
にその５年後に巨大な地震・津波が我が国太平洋沿岸を
襲いました。大震災を経験し、防波堤や岸壁の耐震・耐
津波設計法の見直しや粘り強い構造の導入、防波堤と海
岸堤防を組み合わせた多重防護の考え方を提示しました。
また、漁港・市場の事業継続計画（BCP）の策定も重要
な課題です。ハード対策とソフト対策を総合化し、漁港
漁村の安全性の確保や漁業活動の早期再開に備えます。
漁港施設等の老朽化対策については、まずは施設の健

康診断と保全計画の策定を急ぎます。そして適時適切な
保全工事の実施により、ライフサイクルコストの削減と
施設の長寿命化を進めます。
２．水産日本の復活
国内消費が減少する中、輸出需要は増大しています。
消費拡大・輸出の振興を念頭に水産業を成長させ、供給力・
競争力を高めていくことが重要です。このため、流通拠
点漁港において高度衛生管理対策を進め、これを中心に、
水揚げ、市場取引から加工まで一貫した衛生管理を進め
ることにより、我が国水産物の品質・信頼性の確保を図
ります。
漁場整備については、水産生物の生活史に応じ、産卵
や稚魚の育成の場として重要な藻場・干潟の造成をはじ
めとした環境を整備し、海域全体の生産力の底上げを図
ります。新たな技術の導入や整備後のモニタリングを確
実に行い、より効果の高い漁場整備を目指します。
３．漁村の活性化
高齢化や人口減少が進む中、津々浦々の漁港漁村の活
力をいかにして維持していくかが重要な課題です。当部
で担当する漁業者の所得向上を目指した「浜の活力再生
プラン」、環境保全や漁村文化の継承など地域活動を支援
する「水産多面的機能発揮対策」等を有効に活用します。
また、漁港施設の機能再編も念頭に、働きやすい漁港整備、
増養殖の場としての活用など漁港の多目的利用について
も検討していきたいと考えています。
現場の声をよくお聞きし、我が国水産業・漁村の振興
に微力ながら貢献したいと考えています。皆様のご指導、
ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。



3漁港漁場漁村研報 Vol. 36

2
理事長　影山 智将

03 

▲  

漁村に生活してわかった漁港の「いのち」
Topics
01 

▲

第１調査研究部
 光漁港海岸保全事業におけるモニタリング（着色砂）調査
02 

▲

第２調査研究部
 人工マウンド礁におけるイサキの行動解析
03 

▲

総務部
 第５・６回理事会、第３回評議員会の開催
 平成26年度研究助成事業の決定

Interview Talk
  未利用魚に多様な価値づけをする
－駿河湾の深海ザメ活用法－

News
 

▲

活動紹介
オススメのこの１冊
INFORMATION

20
27

31

48
50

日本と韓国は歴史的にも文化的にも深いつながりがあ
る隣国ですが、私たちは案外韓国のことを知りません。「韓
国」と聞くと日本では「焼肉」を思い浮かべ、韓国の食
事は肉食が中心だと思っている人も多いのではないかと
思われますが、実は韓国での一人当たりの水産物消費量
は日本と同じくらいあるのです。漁業も盛んで、目の前
にある日本海を主漁場としており、同じ漁業国である日
本との間で漁場を巡る争いが絶えません。一方で、国民
の嗜好が微妙に違うこともあって、両国間での水産物貿
易も盛んです。そして、「日本海」という共通の海を挟ん
で隣り合う両国ですので、水産業が直面している様々な
課題、問題点も共通点が多いのです。
このような背景もあり、日本の全国漁港漁場協会と韓

国の韓国漁村漁港協会は平成10年（1998年）より毎年技
術交流会議を開催しています。開催地は日韓で交互に行っ
ており、第17回目となる今年は日本での開催年でした。
７月下旬、東京で会議を開催した後、千葉県の漁港の視
察に出かけました。今年の会議は、韓国で発生した「セウォ
ル（歳月）号」沈没事故の余波を受け、韓国協会の会長、
専務理事等要職の方が辞職されたまま後任者も決まらな
いという異常事態の下での開催となり、中止が危惧され
ましたが、予定通り行うことができ幸いでした。この会
議に寄せる韓国側の熱い思い（友情）を感じとることが
できました。政府間の関係がぎくしゃくしている時だか
らこそ、このような民間ベースの人と人の交流の積み重
ねが一層大事で意味があると強く感じた次第です。
会議では、漁港漁村をめぐる今日的話題を日韓双方の立
場から発表し意見交換をした後、現地の視察を行うのが通
例となっています。私もこの会議で三度韓国を訪問し、束
草、九龍浦、仁川などで普通ではなかなか見ることのでき

ない漁業の現場を見る機会に恵まれました。韓国の方たち
との人的交流も深まり大変に有意義な会議なのですが、私
には常々一つだけ残念に思っていることがあります。それ
は、情報の流れが韓国から日本へ向かうものよりも日本か
ら韓国へ向かうものの方が圧倒的に大きいことです。立ち
はだかるのは言語の問題です。日本側では資料の提供を受
けても英語か日本語に翻訳されたもの以外は理解できない
のに対し、韓国側には日本の大学に留学して日本語を話し
理解できる人が多く日本側の原資料であっても容易に理解
ができるためです。ハングルを漢字表記してくれればもっ
と理解が深まるのに、と思わないでもありませんが、日本
側の努力不足は否めません。
思えば、明治以来、日本においては、「脱亜入欧」とい

う言葉に象徴される様に欧米が目標とされる反面、中国・
韓国等アジアの国々に対する根拠のない優越感と無関心
が形成されてきたようです。そのため、これらの国々の
言語に対する関心も薄く、相手が日本語を話すのが当然
であると考えるような風潮があるようにも見受けられま
す。しかし、これではよい隣人関係は結べません。末永
く良い関係を築いていくためには、相手に対する理解と
尊敬が基礎になければなりません。そのためにはお互い
に努力していくことが不可欠なことは当然ですが、私は、
中国・韓国との関係においては、日本側の努力がまだま
だ不足しているのではないかと思っています。例えば、
隣国の言葉である中国語や韓国語を義務教育で少しでも
学ばせ、これらの国々が同じ漢字文化圏に属し、共通の
文化的土壌を有していることを教えるだけでも友好関係
の増進に大きな力となるのではないでしょうか。日韓技
術交流会議は、そんなことを考えさせてくれる重要な会
議です。

日韓漁港漁場漁村技術交流会議に思う
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水産物フードチェーンの復興

東日本大震災で被災した地域は、豊かな生産力を誇る
広大な漁場を抱え、多種多様な魚種が大量に水揚げされ
る、日本でも有数の水産業が発展してきた地域である。
東北の三陸沿岸には拠点となる主要漁港が点在しており、
それぞれが独自の機能を備えてその役割を果たしてきた。
廣田（2014）は、サバ類とイワシ類の水揚げと加工を分
析しながら、原料魚凍結集積、非食用加工集積、食品加
工集積、輸出集積などの視点から、主要漁港の周辺に立
地する加工産地のタイプ分けを行った。彼の問題意識を
踏まえて復興を議論するなら、こうした機能と役割がど
の程度にまで回復しているのか、また、それらがネット
ワーク的に、相互的にどう機能しあっているかを見極め
なければならない。実際には、三陸沿岸の主要な漁業と
結びついた水産加工地域が形成されるまでには長い歳月
を要した。資本や技術の蓄積、原料供給、製品販路、地
域内の企業間の分業体制、経営に関する情報ネットワー
ク、水産加工現場で従事する熟練労働者の存在、など種々
の要素が複雑に入り組んでこの地域の水産加工業が成り
立ってきた。本来なら、それら一つ一つの要素がどの程
度まで回復したのかを検討しなければならないが、その
作業はもう少し時間をおくほうがよいと思われる。
以下では、主に岩手県の主要水揚げ魚種であるシロザ

ケ（アキサケ、以下では単にサケと呼ぶ）を扱う水産加
工業に焦点をあて、個別企業の事例分析を踏まえて、サ
ケ産業の復興過程の特徴と今後の課題を明らかにする。
サケを扱う水産加工業の復興過程を垣間見て気づくのは、
三陸のみならず、日本の水産加工業の脆弱さ、直面して
いる構造的な問題の深刻さである。震災以前から、上記
の４つの集積のうち、特に食品加工集積は海外移転によっ
て空洞化し、そして非食用加工集積すらもしだいに機能
しなくなっていた。復興を機に国際競争力をもつ水産ク
ラスターの形成をめざそうとする動きがあるが、こうし
た４つの集積を包含したものを展望するのは現時点では
難しく、むしろ東アジアに広がる食品産業クラスターと
の分業関係が今後も深化する、と考えたほうがよい。本
稿はこうした問題意識を背景に、サケを扱う産地水産加
工業の復興過程の特徴に焦点をあてている。ただ、水産
加工業の復興過程を通してみると、市場流通や産業構造
に変化が現れており、今後の展開いかんではサケ産業の
再生の可能性は十分にあると思われる。

三陸地域におけるサケ産業の集積

１．サケ産業の集積
東北の三陸地方は、サケを対象とする漁獲漁業（定
置網、流し網等）が盛んである。以前から放流事業が
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活発で、北海道と並んで、我が国有数のサケの水揚げ
産地を形成してきた。三陸の水産加工業は、毎年、９月
頃から12月にかけて最盛期を迎える秋サケ漁と結びつ
いて発展してきた。また、宮城県にほぼ限られるが、
ギンザケ養殖も盛んである。以前には、北洋で沖捕り
していた春鮭鱒が春先の市場を埋めていた。春鮭鱒を
モデルに宮城県に導入されたギンザケ養殖が1990年代
前半にはその生産量が２万トンを超え、三陸はサケと
ギンザケの一大供給産地となった。三陸では、サケと
ギンザケ、これにサンマ、サバ、イカ、イサダなどの
有用魚種と組合せた、地域資源依存型の水産加工が特
徴的である。
しかし、南米チリにおいてサケ・トラウト養殖業が輸

出産業として急成長し、また、北ヨーロッパにおけるサ
ケ養殖業がその強力な販売戦略を展開すると、日本のサ
ケ・マス市場はこれらの輸入品に席捲されてしまった。
2012年のサケ・マスの国内総供給量は61万３千トン、そ
の半分に相当する30万８千トンが海外からの輸入である。
輸入増大の影響を受けて、三陸サケ産業は衰退の一途を
たどった。サケの市場出荷価格は低迷し、養殖ギンザケ
の需要も減退して市場価格の下落が続いた。ピーク時に
は300に近い数のギンザケ養殖経営体があったが、震災前
年には82経営体にまで減少していたのである。三陸地方
においても、資源依存型の水産加工業から脱して、輸入
原料に依存する企業が増えた。その分、原料基盤が安定し、
製品供給の幅が広がった。
２．サケ水産加工業の特徴
三陸のサケ加工業は、北海道の水揚げ産地とは違い、

サケ、養殖ギンザケともに生鮮出荷の割合が高い。大量
に水揚げされる秋サケについても、生フィーレで出荷す
る体制が整っている。秋サケの漁獲にあわせて加工操業
する様々な役割をもった大小の加工場が、主要水揚げ港
の周辺には多数存在する。フィーレ出荷に特化した鮮魚
加工業者、凍結加工、イクラを始めとする加工製品を生
産する業者、セミドレス等の冷凍原料として、中国、タイ、
ベトナム等に輸出するビジネスも活発になった。サケを
扱う加工場は、家族労働力を中心とした零細なものから、
輸出対応が可能な、資本規模の大きい企業まで多様であ
る。イクラや筋子を扱う企業の中には、零細規模だが優
れた品質と味をもち、ブランド品として広く流通させて

いる企業が少なくない。一方、スライスやパック製品を
扱う企業は、それに特化した規模の大きな企業が青森県・
宮城県・岩手県などに立地しているが、産地周辺では零
細なものが目立ち、原魚凍結、セミドレスやドレス、フィー
レ加工を行う企業との間で役割分担をしている。ただ、
全体として、海外からサケ・マス加工品の最終製品の輸
入が増えており、三陸で水揚げされたサケが最終製品と
して加工・調整されて出荷される割合は低くなっている。

サケ加工企業の被災と復興過程の特徴

１．  産地市場の変動を引き起こす復興格差
－サケ加工能力を強化したＡ社－

サケ加工能力の向上
Ａ社は岩手県内の主要拠点港に立地し、一次処理を
中心とする産地加工会社である。震災被害を受けたが、
工場が全壊にならずに済んだＡ社は、冷凍庫を比較的
早くに復旧させることができた。６月から魚類の買付
を始め、凍結して冷凍庫が一杯になったら販売すると
いう業務を繰り返した。Ａ社の復興の特徴は、第１に、
冷凍庫、冷蔵庫の能力を著しく拡大させたことである。
震災前の冷凍凍結能力は１日当たり25トンであった
が、現在は70トンある。冷蔵庫は1,200トンであったが、
4,500トンにまで増床している。震災以前から省力化の
ための機械装備の充実に努めていたが、震災後にはサ
ケとサンマを中心に機械化一貫体系を整えた。イクラ
の攪拌機も５台所有している。いち早く操業体制を整
えて、加工能力を高めたことにより、サケの買付力は
以前に増して強くなった。一次処理を中心にしている
が、他地区に切り身など高次加工を手がける工場を建
設中であった。
Ａ社の主要加工製品は、震災前後では変わっていない。
イクラ（塩、しょう油）、サケ冷凍フィーレ・冷凍ドレス、
生鮮・冷凍サンマ、メカブ、サバの切り身、その他の魚
種についてはラウンドが多い。以前は、サケの冷凍ドレ
スを輸出していたが、現在輸出しているのはサンマ、ス
ケソウ、ハタハタなどである。
Ａ社は、立地地域周辺の市場においてサケのメスを大
量に購入する力をもつ企業である。メスの買付と加工に
ほぼ機能を絞っているのが特徴的である。生・冷凍フィー
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レを出荷するが、これもメスガラ（イクラをとったあと）
の利用と考えてよい。原料の買付は立地地区中心だが、
他港からの買付もある。イクラ加工に重点を置いている
ためか、早期群のサケの買付を重視している。
Ａ社が扱うイクラは、塩が２割、醤油が８割となって

いる。以前は、冷凍ドレスを中国でフレークにするため
の輸出を行ったが、現在は、中国の人件費が上昇したた
めに、他地域にあるグループ企業に送って加工している。
冷凍フィーレは切り身業者に販売している。

機能強化に伴う新たな役割
Ａ社は、三陸沿岸漁業の多獲性魚類の１次加工処理を

担う企業としての性格が強く、国内の第２次加工業者に
対して半製品や原料を提供している。震災復興を機に、
輸出用魚類を凍結し、商社を通して輸出する機能を強化
している。サバについてはかなり以前から輸出をしてい
たが、今はこれに加えて、スケソウ、ハタハタなど、ラ
ウンドで輸出するケースがある。輸出代金の決済は日本
円で行なわれる。
Ａ社の特徴的なことは、ハタハタのように、他の産地

からも凍結処理を依頼されるようになったことである。
これは、三陸地方の水産加工業の機能が強化されている
事例として注目される。もちろん、震災以前からその機
能を備えた産地加工企業はあったが、Ａ社のように、広
域集荷によって規模の経済を発揮できる加工企業が増え
ている可能性がある。これまでの流通・加工過程では、
低価格で処分されてきた多獲性魚種を、選別して複数チャ
ネルで販売していく役割を果たしていた。こうした機能
をもつ加工企業が今後どのようにビジネス展開を図るの
かが、注目される。地域全体としてみれば、原料魚凍結
集積、輸出集積を高めている可能性はある。
Ａ社のような産地加工業者が、サケ原魚市場において

取扱比率を高めていると考えられる。全体のサケ水揚げ
量が変動ないしは減少するなかで、資金力のある企業が
買付競争を引き起こしていくのであろう。

２．  サケの比重を下げる企業の事例
－Ｂ社による経営転換の模索－

操業パターンと経営戦略の変化
岩手県にあるＢ社は、震災前の売上金額が10億円強、

他の魚種と組合せながらサケ加工を行ってきた。東日本
大震災では二つあった工場ともほぼ全損の被害を受けた
が、2011年９月から暫時工場を再開し始めた。復興過程
におけるこの企業の特徴は、サケの比重を大幅に引き下
げたことである。
震災前のＢ社は、サンマ、イワシ、サケ、イカ、イサ
ダを主な対象魚種として扱っていた。サンマの年間取扱
量は3,700トンと多く、次いでサケの2,000トン、イサダの
2,000トン、サバとイカは合わせて1,000トンであった（い
ずれも原魚換算）。施設では凍結能力60トン／日、チルド
５トン／日、冷蔵倉庫7,500トン、加工機械は全てが揃っ
ていたわけではなかった。
Ｂ社の経営者は、工場の再開を2011年９月のサンマ水

揚げに合わせて準備し、部分的に再開しながら、さらに
12月のサケ加工に間に合うように操業態勢を整えた。二つ
の主要魚種を対象にした加工操業を逃すと、復興が１年
単位で遅れると判断したためである。ただ実際には、復
興を準備する過程で、今後の取扱魚種をどうするか、検
討を迫られた。最近の水揚げ量の動き、市場価格の動向
等を踏まえ、必要な機械投資、経営資源をどのように効
率的に配分するかを考え、震災前にあったイカの加工、
塩からの生産を停止することに決めた。イカの原料不足、
原料価格の上昇が原因である。2012年度の加工状況は、
サンマ1,800トン、サバ200トン、イサダ1,500－1,800トン
まで戻ったが、アキサケの扱い量はわずか50トンであっ
た。サケは将来的には震災前の扱い量の50％に相当する
1,000トンまで戻す計画だが、経営に占める比重は急激に
下がると予測している。Ｂ社では、実質加工期間が１か月
と短い秋サケを減らす方向を模索している。また、イサ
ダも需要が減ってきていること、匂いの問題から他の魚
種との加工の組合せが難しいことなどを理由に、加工を
停止することを検討していた。
サンマは選別して原魚として販売している。サケは、
生フィーレ、冷凍フィーレ、塩イクラ、イクラ醤油漬け、
寒風干し、冷凍セミドレス、それに鮭児の販売もある。
サケの仕入れは、メスを８割、オスを２割としている。
震災を挟んで、サケ加工の内容に変化が見られた。以
前はイクラ加工では塩と醤油がほぼ５：５であったが、
震災後は、塩の割合を増やして７：３としている。多く
の企業が塩イクラを減らし、醤油漬けを増やしているの

三陸サケ産業三陸サケ産業の復興からみたの復興からみた水産業クラスター形成水産業クラスター形成の課題の課題
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とは対照的である。質のよ
いイクラを製造するため
に、後期群のサケを買い付
けることに力を入れてい
る。なお、１～２月の閑散
期には主に輸出向けの冷凍
セミドレスの加工を行なう
が、水揚げが順調ではない
ことから、冷凍セミドレス
の扱いが大幅に減った。
復興初期の過程では、サ

ケとサンマを中心にした操
業態勢をとることで、経営
の安定が図られると考えて
いた。サンマが終了すると
同時に、後期群のサケ加工
に移行するのを理想としていた。しかし、サケの漁獲量
が不振であったために、他の魚種との調整が難しいイサ
ダの加工を続けている。地先資源として得られる有用魚
種の組み合わせによる産地加工場の効率的な稼働、周年
操業を維持しにくくなっているのが実状である。
ネット販売が多い塩イクラは別にして、サケのフィー

レやイクラ製品の多くは全国の中央卸売市場向け出荷が
中心となる。この販売チャネルに大きな変更はない。他
の産地加工企業の多くもそうであるが、卸売市場は販売
しやすいことに加え、決済が平均７日で完了するという
メリットがある。決済に２か月近くを要する量販店への
販売は、資金繰りの負担が大きい。

復興の課題
Ｂ社が復興に取りかかった時期は他社より早く、操業
規模を徐々に大きくしたこともあり、販売先の確保にはさ
ほどの苦労はなかったという。原発事故の影響を懸念す
る取引業者もあり、放射性物質の自社基準を50Bq/kgとし
て、検査結果は同社のWEBで公表している。出荷先から
検査証明書の発行を要請されることがあったが、2012年
夏以降に風評被害はほぼ落ち着いたという。
秋サケの水揚げ変動は今後も予想され、また、震災後

の原料魚市場での買付競争の激化もある。Ｂ社は、地域
資源に依存したサケ産業の発展は難しいと判断している。

イカ加工についても同様な見方をしている。Ｂ社の経営
者は、震災前には経営改革をしづらかった操業態勢の組
み直しが、復興過程では避けて通ることができない、と
判断している。従業員の確保が難しくなっていることか
ら、従業員の正社員化を図り、女性従業員に配慮した職
場作りを努めている。各種の補助・支援制度を活用して、
サンマ加工のフル装備化を行った。省力化のための投資
は重要な経営戦略である。
Ｂ社のように、これまで前浜資源を対象に加工業を経
営してきたが、震災復興を機に従来の操業態勢を大幅に
見直す企業は少なくないであろう。

３．サケの高次加工を手がけるＣ社　－復興の困難さ－
前浜資源であるサケは、様々なタイプの産地加工業を
発展させてきた。サケの鮮魚出荷、フィーレ加工に加えて、
切り身、スシネタ、刺身、ステーキなどのスライス製品、
西京漬け、粕漬けなどのパック製品を扱う企業は多い。
中食・外食用の業務用として、消費者の食卓にのぼる最
終製品として加工される。ただ、こうした加工製品を手
がける企業は概して零細である。サケが水揚げされる産
地にはそうした加工場の数は決して多くはない。
Ｃ社は高次加工を手がけてきた小規模企業である。震災
前には、エンガワなどの高価格品を含むスシネタ作り、弁
当の切り身などの比較的「高次な加工」を行っており、また、

特別寄稿 .01

塩イクラ、醤油漬け

定置漁業者
（主に漁協自営）

産地市場
（ＪＦ運営）

塩イクラ
　築地中心
　（ネット販売もある）

醤油漬け
　量販店
　弁当チェーン
　小売り

卸売市場
全漁連
商社
（フレーク、切り身用含む）

定置漁業者
（主に漁協自営）

産地市場
（ＪＦ運営） Ｂ社

B社

生・冷凍フィーレ

図１　産地加工企業（B社）によるサケ加工と販売チャネル

（資料）聞き取り調査により筆者作成
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イクラを年間30トン扱うなど、充実した体制をとっていた。
しかし、震災後には事情が一変した。まず、厳しい衛

生管理が求められるスシネタ作りが、仮設の工場ではで
きなくなった。また、スシネタ作りは手作業が中心であっ
たために、その技術をもつ従業員を雇うことが困難になっ
た。工場の再開が遅れたのに加えて、産地の流通環境の
激変に翻弄され、以前のような高次加工製品の出荷がで
きなくなり、震災前に築いた顧客との関係がほぼ切れた。
Ｃ社は仮設工場に入る際に、買い付けが難しくなったサ
ケから、チリ産のギンザケに原料を切り替えた。また、
扱う商品をパックの西京漬け、粕漬け、塩麹仕立てなど
に絞り込み、いずれも少量を生産するだけの体制とした。
震災前の販売金額は約３億円だったが、2013年11月に

調査した時点では5,000万円と、回復にはほど遠い状況に
あった。販売先は、以前は問屋中心であったが、現在は
震災後に設立した協同組合を経由している。
Ｃ社がサケを中心にして復興するのが難しくなった原

因のひとつは、水揚げ産地における市場構造の急激な変
化であった。いち早く業務を再開した大手企業がサケ原
料魚の確保に急いだために、零細企業が原料を確保する
のが難しくなった。サケの水揚げ量が低迷したために、
買付競争が激化し、規模の大きな加工企業でも必要量を
得られなかった、と言われる。そのため、Ｃ社はサケを
原料魚とするのを諦め、チリ産ギンザケを用いた西京漬
け、粕漬け、塩麹仕立てなどのパック製品の製造に力を
入れ始めた。消費者が、パサパサ感のあるサケよりも、
養殖トラウトやベニザケを用いた加工品を好む傾向にあ
ることから、震災後は輸入原料に全面的に切り替えた。
なお、同社では以前から輸入原料を扱っていた。
調査時点では、Ｃ社では原料魚を保管できる冷凍庫を

保有しておらず、取引のある商社に輸入原料を保管して
もらい、加工に必要な量をその都度取り寄せていた。こ
うした事情から、Ｃ社の売上額の回復率は2013年11月時
点でも20%以下であった。以前は盛んだったイクラ加工も
大幅に減らし、代わりに八戸からサバを仕入れて、味噌
煮や煮付け加工を行っている。いずれの商品も加工企業
で協同して設立した組合を通して販売している。
Ｃ社の復興が遅れた原因のひとつは、自社有の工場用

地を持っていなかったことに加え、自治体の復興計画が
定まらないままに、仮設工場での操業を余儀なくされた

ことであった。工場の処理能力が低く、得意としていた
スシネタ事業を断念せざるを得なかった。再開が遅れて
いる間に顧客が他に流れ、今後の復興がいっそう容易で
はなくなっていることがわかる。

産地水産加工企業の動向と今後のサケ産業

１．三陸のサケ産業の脆弱さ
地域資源であるサケを原魚とする水産加工業は多種多
様である。図２は、岩手県のサケ加工企業のパターンを
模式的に示したものである。震災によってどの程度の損
害を受けたかにもよるが、概して、Ａ社のような企業は
その立ちあがりが早い。Ｂ社のような中堅的な企業の復
興の程度はまちまちである。一方、小規模加工業はさら
に多様であるが、その復興状況は遅い。ただ、フィーレ
を含む鮮魚出荷業者は、その施設投資も比較的少なかっ
たことから、被災から数カ月以内に業務を再開し、以前
にもまして取扱量を増やした企業が少なくない。しかし、
Ｃ社のように高度な衛生管理や熟練労働者の雇用を必要
とする企業は、やはり復興が遅れている。
三陸においてサケを扱う産地水産加工業は、この20年
以上の間に海外からの輸入サケ・マスに市場を席捲され
て、衰退の過程をたどってきた。サケの水揚げ量が振幅
を繰り返しながら減少したため、原料魚を安定して確保
できない状況が続いた。加えて、サケ・マスの消費需要
の急激な変化に加工業全体が対応できず、三陸及び北海
道のサケ産業の地盤沈下を招いた（山尾 2013a）。
その結果、地域に水揚げされるサケの１次処理、フィー
レ、伝統的な加工品を扱う部門はあるが、スシネタ、刺身、
ステーキなどのスライス、パック製品（西京漬け、粕漬
けなど）、缶詰・フレーク製品などの高次加工に対応でき
ないか、対応できても一部にとどまるという状況に陥っ
た。高次加工は、当然にも労働集約的な作業を必要とし、
或いは、賃金水準が高くなると高度な機械装備を必要と
する。日本ではこの分野の海外移転が進み、水産加工業
に連続性がなくなったが、サケについては消費者の嗜好
が変わり、低次加工を中心にした体系がほぼ固定された。
もちろん、スライスやパック製品に対する需要もあるが、
それに対応したのが比較的規模の小さい加工場である。
こうした産地加工業の構造は、水揚げされたサケ原料
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魚の流通に影響を及ぼした。Ａ社のような中核的企業に
よる原料買付の割合が高くなり、特に水揚げ量が少ない
時には、他の加工企業が原料魚を買付けにくくなる。復
興過程において生じた企業間格差は、原料魚市場にこう
した傾向が色濃く反映されているのではないか。詳しい
調査は今後の課題になるが、輸入原料魚を抜きには成り
立たない零細規模の加工場の存在が浮かび上がってくる。
三陸全体としてみても、サケ製品を加工販売する産

地の企業のなかには、輸入原魚及び筋子に頼って工場
の周年操業化を図っているところが少なくない（山尾他 
2013b）。産地の中核的加工企業のなかにも、高次加工製
品に対応するために輸入原料に依存する割合を高めてい
る企業がある。三陸サケ産業は、地域漁業であるサケ漁
業から遊離した形で、その展開を辿ってきたと言える。
２．産業再生への課題
サケ産業は、当然にも資源回帰量の変動に強く影響さ

れるが、長年の放流事業の成果もあり、他の魚種に比べ
てその発展が見通しやすいと言われる。サケを扱う産地
加工企業は、他の魚種の加工と組合せながら、周年操業
を維持している。サケは消費者が最も好んで食べる魚種
のひとつであり、家庭内での消費も比較的順調に推移
している。しかし、消費需要の変化は急であり、チリ、

ノルウェー等からの輸入品
が消費者の求めやすい価格
で販売され、かつ、和洋中
と幅広い調理法で食されて
いる（水産白書 2013）。業
務用にしても家庭用にして
も、三陸及び北海道のサケ
水産加工業はこうした需要
には十分には応えきれな
かった。
大震災から３年半が経過
した今でも、従業員の不足
や販売先の確保の難しさに
直面する水産加工企業が多
いが、その一方で、工場、
機械設備、保管庫などの能
力と機能が強化されてい
る。主要産地の漁港周辺の

水産加工業では、１次処理やイクラ加工の処理能力は高
くなっているが、高次加工との連携がとれていない。ただ、
中核的産地加工企業による高次加工分野への投資の動き
があり、また、新しい商品開発と高次加工を手がける企
業の成長如何によっては、これまでにない形でサケ産業
の再生を展望できる下地もある。東アジアの水産加工業
との分業関係のあり方が、円安や現地の人件費の高騰な
どによって変わる節目でもある。大きなサケ消費需要を
背景にした高生産性の加工製造過程を組み込んだ拠点（あ
るいは拠点同士のネットワーク）を形成するかどうか、
三陸サケ産業は重要な分岐点に差しかかった。

本稿は、漁村総研が調査研究活動の一環として行っている研究助成（平成
24・25年度）を受け、その成果の一部をとりまとめて頂いたたものです。

定置網等による
漁獲・水揚げ

（漁協自営、民間企業等）

高次加工業者
（スシネタ・スライス・パック、etc）

Ｃ社

海外原料

産地水産加工企業
（フィーレ加工、
イクラ、etc.）

Ｂ社

中核的水産加工企業
（原魚凍結、フィーレ加工、
イクラ、フレークetc.）

Ａ社

鮮魚出荷
業者

（フィーレ含む）

イクラ加工
業者

産地水揚げ
市場

買付仲介的加工企業
（原魚買付、凍結・保管）

（原料魚の広域集荷）

他産地水揚げ
市場

加工場の規模・取扱量 規模　大規模　小

図２　サケの産地水産加工企業のパターン
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特別寄稿 .02

藻場の種類

北海道において造成や回復の対象となっている藻場は、
コンブ、ホンダワラ、アマモ、フノリが主なものである。
コンブは北海道沿岸の岩礁域に分布し、ナガコンブ、ミ
ツイシコンブ、マコンブ、ホソメコンブ、リシリコンブ、
ラウスコンブなどが食用として漁獲されるほか、ウニな
どの餌料となっている。ホンダワラなどのモク類は、ハ
タハタやニシンが産卵する海藻として知られているが、
コンブ漁場においてはコンブの着生や生長を阻害する海
藻として駆除の対象となっている。アマモは、ホッカイ
エビの生息場となる海草として、また、フノリは小型な
がら高級な海藻として知られている。

藻場造成の事例

コンブを対象とした漁場造成は、沿岸漁場整備開発事
業（沿整事業）が開始された昭和51年から実施されてお
り、それ以前にも投石事業として江戸時代から行われて
きている。沿整事業では、砂浜開発として平均台型ブロッ
クに付着基質であるネトロンパイプの設置、沈下･洗掘防
止用の土木シート上への自然石の敷設、鋼管パイルへの
ふとん籠の設置、平磯開発として導流溝掘削と自然石の
敷設、底質改善として自然石の敷設による囲い礁、適正

な生育水深の確保として自然石による嵩上げ礁が主なも
のである。
ホンダワラは、ハタハタの産卵藻場として付着基質と
なるコンクリートブロックの設置、アマモは、底質の移
動や流動を抑制するために離岸堤などの消波施設の設置、
フノリは、着生水深に合わせてブロックの設置が行われ
ている。

磯焼け対策

北海道の日本海沿
岸では、コンブ等の
大型海藻が消失する
磯焼けが持続してお
り、餌料不足でウニ
の身入りが悪く商品
とならないために漁
獲されず、身入りの
悪いウニの個体数が
増える悪循環が起こっている。私が北海道に採用された
のは昭和58年（今から31年前）であるが、その頃すでに
磯焼けの原因究明に関する試験研究や対策が開始されて
おり、現在までに多くのアイデアが磯焼けの現場で実施
されてきた。磯焼けの原因は地区によって異なり、さら

北海道日本海北海道日本海におけるにおける
藻場の回復藻場の回復についてについて

てらい・みのる

1958年北海道生まれ。1983年北海道に採用。道庁、渡島･宗谷･釧路支庁などで主に沿岸漁場の整備事業を担当。

寺井 稔
北海道水産林務部 技監
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に複数の要因が関係しているが、一般に、発生原因は「冬
期間の高水温」と「貧栄養」であり、持続原因は「ウニ
等の食圧」であるとされている。この見解に基づき、磯
焼けの漁場を有効に利用する方法として、ウニの除去に
より食圧を軽減して海藻群落の形成を図り、次に、形成
された海藻群落に身入りの悪いウニを移殖して身入りの
改善を図って出荷することが提案されている。しかし、
ウニの除去とその後の密度管理に要する労力と経費の負
担が大きい事、それによって得られる収入が十分でない
事から、この方法を漁業者が実践し磯焼けの漁場を継続
して利用するには至っていない。転石帯や起伏のある岩
礁地帯でウニの除去を徹底するには、船上からの作業で
は不十分であり潜水による作業が必要である。しかし、
潜水作業を外注するには経費負担が大きく、漁業者自ら
がウニの除去作業に取り組むにしても潜水作業をできる
者が少なく、磯焼け対策に取り掛かれない実態がある。
ウニ除去とその後の密度管理に関して、ウニの移動を

遮断するための様々な方法が試験されてきた。現在、移
動遮断フェンスとして、刺し網を円柱状に丸めてチェー
ンに取り付け海底の起伏に沿わせるものが、効果とコス
トの面から最も実用的であるとされている。また、磯焼
けの発生原因である貧栄養対策として栄養強化が試みら
れている。施肥は、単独でなく食圧の軽減と併せて実施
する必要があるが、海水に硫酸アンモニウムを溶かした
液肥を海域に添加する試験では、添加した窒素がコンブ
に吸収され発芽後の生長に大きく貢献したことが報告さ
れている。今後は、施肥が海藻群落の形成に寄与する時
期や仕組みを明らかにするとともに、栄養塩フラックス
を高める波浪条件や栄養分が滞留しやすい海岸地形など、
効果を発揮できる範囲や条件を明らかにしていく必要が
ある。また、経済性と持続性を兼ね備えた施肥材の開発
や海中への設置方法などの技術開発が求められている。
北海道周辺海域の海水温は長期的には上昇を続けてい

る。低水温は、ウニの摂餌活動を抑制し、一方、コンブ
の生育にとっては有利に働くため、冬期間に低水温が続
いた年には磯焼けが縮小してコンブ群落の拡大が見られ
る。磯焼けの対策は、原因と影響度合いを各地区で調査
してから実施する必要があり、その上で、モニタリング
に基づいて順応的に管理することが重要である。磯焼け
は、多くの場合ウニなどの食圧がコンブの生長量を上回
る事によって生じるとされているが、食圧の軽減対策と
してウニの除去･侵入防止･流速の確保など、コンブの生
産力向上対策としてスポアバックの投入など、地区ごと
の原因に対応した複数の対策を組み合わせて実施する必
要がある。

藻場ランドプロジェクト

神恵内村が平成22年に開始した藻場ランドプロジェク
トの成果が注目されている。CSR（企業の社会的責任）
の取組の一つに「企業の森」があるが、藻場ランドプロ
ジェクトは海の環境を保全するために藻場づくりを行っ
たものである。磯焼けが持続している海域においてウニ
を潜水作業によって除去し、その周囲にウニの侵入を防
止するためのフェンスを設置する。周辺には遊走子を供
給できるコンブ群落が無いため、穴の開いた生分解性の
袋に母藻となるコンブを入れて、ウニを除去した区域内
に設置した。スポアバックの作成と設置に漁業者が携わっ
たことは、藻場づくりへの意識を高める効果もあったと
聞いている。ウニの密度管理は継続して実施され、取り
組み開始の翌年には、磯焼けの続いていた造成区にコン
ブを主体とする海藻
群落が形成され、４
年目となる今年も群
落が見事に維持され
ている。昨年の調査
によると、造成区内
のウニの生殖巣指数
は25％であり、商品
となる目安とされて
いる18％を大きく上
回っている事が確認
された。回復した藻
場が沿岸環境の保全
に貢献しながら漁業
の生産に寄与できる
事例として今後の展
開に期待したい。

嵩上げ礁

コンブ群落を形成するためには、コンブが発芽する
冬期間にウニの摂餌圧を制御することが必要である。
また、ウニの身入り促進のためには、春から夏にかけ
て摂餌活動が活発に行われることが必要である。春ま
でに海藻群落の基礎が形成されると、その後はコンブ
の生長速度が大きいため、ウニの餌料としての現存量
は確保される。日本海側は冬期間、北西の季節風によっ
て高い波浪の頻度が高くなる。この特性を利用して、
ウニの食圧を軽減するための施設が造成されている。
ウニの摂餌行動は流速によって制限され、40cm/sec以
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上ではまったく摂餌しないことが水槽実験によって確
かめられている。磯焼けの持続要因の中で最も大きい
ものがウニの食圧であるため、流速を確保することに
よってウニの食圧を軽減しようとするものである。ウ
ニの増殖場は、ウニの生息に加えて餌料となるコンブ
の着生を図るために自然石を敷設する「囲い礁」が一
般的であるが、「嵩上げ礁」は自然石を嵩上げして施
設天端から海水面までの水深を浅くすることにより底
面波浪流速を確保してウニの食圧を軽減するものであ
る。後志管内に設置した嵩上げ礁の事例では、造成後
の数年間はコンブ群落が形成されたが、その後、流速
は確保されているにもかかわらず、濃密なコンブ群落
が形成されずに経過している。原因を明らかにするた
めの調査が行われており、コンブの遊走子を付着させ
たプレートを施設に取り付けたところ、翌年にはコン
ブの生育が確認されたことから、付近に母藻群落が少
なくなったことによって機能不全を引き起こしている
可能性がある。一方で、施設設置後に徐々にウニの生
息密度が高くなり、高波浪時には割石の間隙に隠れて
いて、静穏になると短時間で摂餌を始める事が影響し
ているとも考えられるため、ウニの摂餌行動を詳細に
把握するための調査が併せて実施されており、嵩上げ
礁の効果をより長く発揮させるための技術開発が進め
られている。
海水温の上昇や生物相の変化など沿岸漁場を取り巻く

環境に適応した施設の活用が必要となっている。日本海
沿岸では磯焼けが持続し、キタムラサキウニが勢力を増
している。ウニの増殖場が、海洋環境の変化によってそ
の機能を十分に発揮できない場合も生じているため、流
速を確保することでコンブ群落の形成が期待できる地区
では、既存の囲い礁に自然石を嵩上げして機能の回復や
向上を図ることを検討する必要がある。

ウニ養殖による磯焼け漁場の利用

北海道の日本海側、特に檜山と後志管内の漁業生産量
は５年前と比較して約1/2に落ち込んでおり、これはスケ
トウダラ、ホッケ、イカの漁獲不振が主な要因である。
このため、ホタテガイやウニなどの養殖の取組を進め、
漁業生産力の向上と安定を図る必要がある。一つの事例
として、檜山管内の上ノ国町におけるウニ養殖の取組を
紹介する。上ノ国町においても磯焼けが広がり、実入り
が悪く商品価値の低いキタムラサキウニが多く生息して
いる。このウニを11月頃に漁港内に移殖放流して春まで
魚肉を与える。４月頃筒状の篭にウニを収容し、養殖し

たコンブを２～３か月間与えて、実入りと味が改善され
たウニは塩水ウニとして主に町内のスーパーやイベント
などで販売されている。上ノ国町の事例は、除去したウ
ニを養殖することにより、収入の確保と食圧軽減による
藻場の形成が同時に図られる可能性を示している。ウニ
の除去を続ける事で回復する藻場の面積は広がり、藻場
周辺のウニの身入り改善が期待できる。ウニの養殖をきっ
かけとして磯焼け漁場の回復が図られるのである。現在
は取組の規模が小さく、今後規模を拡大するには、餌料
の確保、養殖海面の拡大、効率的なウニ除去と密度管理
手法の開発など課題はあるが、磯焼け対策にスムーズに
着手するための有効な方法だと考えている。

藻場の回復に向けて

北海道は平成21年度に磯焼け対策連絡会議を設置し、
各地の取組の事例発表、研究成果の講演や技術指導、参
加者による意見交換を行っている。連絡会議は毎年開催
され、昨年度は250名以上が出席し磯焼け対策への関心の
高さを示している。解決すべき課題の多い磯焼け対策で
あるが、道総研水産試験場では、磯焼け研究のグランド
デザインを策定して体系的に技術開発を進めており、こ
の時の制約条件として、漁業者が実施可能な対策手法の
開発を掲げている。藻場回復のスタート時には国や自治
体の支援を受けたとしても、その後の維持管理には、藻
場を利用する漁業者自身の継続した取組が不可欠である。
このための技術を費用対効果を考慮して開発することが
重要であると感じている。
ハタハタを対象とした産卵藻場造成がすでに行われて
いるが、この藻場はニシンも産卵に利用することができ
る上、クロソイなどの魚類へ餌料生物を供給する役割を
持つことが報告されている。藻場の役割について、ウニ
やアワビへの餌料供給機能に加えて、魚類等の成育環境
としての機能解明や定量化が進められており、藻場を保
全することの重要性が改めて認識されている。
日本海では磯焼けが今後も続くものと考えられるが、
これまでに漁業関係者による対策の多くの経験が蓄積さ
れ、水産試験場や水産技術普及指導所においても、藻場
の回復に向けて精力的に技術の開発と普及が進められて
いる。北海道の日本海沿岸で漁業が意欲的に営まれ、漁
村が将来にわたって存続していくためには、沿岸環境に
重要な役割を果たしている藻場の回復が欠かせない。沿
岸漁場の整備に長く関わってきた一人として、これから
も日本海の藻場回復に関心を持ち続け、漁業の振興に努
めていきたい。
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特別寄稿 .03

漁村に生活してわかった漁村に生活してわかった
漁港の「いのち」漁港の「いのち」

佐藤 力生
漁業従事者

世の中には、多くの公共事業がある。しかし、実際に
漁村に住んでみて、漁港には他の公共事業とは違う、な
にか人間と融合しているというか、構造物でありながら、
生命感を感じるものがある。それは、「重要性」とか「多
面的機能」などという、平板な言葉では語りきれない「い
のち」ともいえるものである。
漁港は単なる漁船の係留場ではない。そこは、地域住

民の仕事、生活、交流などの場であり、なにより、漁港
なくしてはその地域そのものが存在できない。このこと

に気付くと、やはり、このような多様かつ絶対不可欠の
存在感を持った公共事業は、他にないような気がする。
偶然ではあるが、私が住んだ三重県熊野市の典型的な漁
村「甫母（ほぼ）町」の「ほぼ」とは「つつみこむ」と
いう意味らしい。住んで初めてわかるが、漁港とは地域
を抱擁する母なる存在と思う。

かつての漁港部に対するイメージ

私は、昭和51年に水産庁に入庁した。同期には、この
広報誌の出版元である、「漁港漁場漁村総合研究所」の影
山智将理事長がいる。今では、かたや理事長、かたや漁
業従事者と、だいぶ差がついてしまったが、仲よくおつ

きあいをさせていた
だいている。
入庁後の漁港部（当

時）に対する印象は、
同じ水産庁にありな
がら、「別格」だった
ような気がする。今
でもよく覚えている
が、ある象徴的な出
来事があった。昭和

さとう・りきお

1951年生まれ。最終学歴　東京水産大学（現：東京海洋大学）増殖学科卒。1976年4月水産庁入庁。2002年10月水産庁管理課資源管理推進室長。
2004年4月水産庁水産経営課指導室長。2007年7月水産庁漁業調整事務所長（境港、瀬戸内海）。2009年4月水産庁栽培養殖課漁業資源情報分析官。
2012年3月水産庁退職。2012年5月三重県（熊野市、鳥羽市）沿岸漁業手伝い。現在に至る。

甫母の集落 甫母漁港看板
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50年代の中頃だったと思う。Mという大変気さくな長官が
おられた。酔っぱらうとネクタイを頭に巻いて、鼻の穴に
タバコを差し込み、宴会場のテーブルにあがり踊り始める。
今では考えられない良い時代であった。そのM長官が水産
庁の中央会議室前の廊下に立ち止まり、首をかしげながら
ジーと見下ろしている。その足元には、膝を折った姿で前
かがみになり、廊下に直接置いた書類に何か懸命に書き込
んでいる出張者らしき人がいた。M長官は、「うーん」とう
なりながらゆっくりと振り返り、たまたま後ろにいた私に
向かって、ひとりごとのように「漁港部は…すごい…」と
ため息まじりにつぶやいた。私も黙ったままであったが、
思わず何度もうなずいてしまった。
おそらく、それは市町村の漁港担当者であったのだろ

う。事業ヒアリングで指摘を受け、大慌てで書類を訂正
していたのかもしれない。そこには、卓球台もあったが、
すでに満員。やむなく廊下を机代わりにせざるを得なかっ
た。それにしても、地方からの出張者に、物乞いのよう
な姿をもさせる漁港部の力はどこからきているのか。水
産庁予算の2/3を占めていた漁港予算の力、すなわち金の
力とは、すごいものだ。それが、かつての漁港部に対す
る単純なイメージであった。しかし、実際に漁村に住ん
で、現場でしか体験できない出来事に触れていくと、漁
港に対する考え方が大きく変わり始めた。廊下にひざま
ずいたあの出張者の真剣さは、金がそうさせたのではな
く、地元漁民の思いがそうさせたのであった。

子供の歓声を生む漁港

私の住んだ甫母は、約150人の人が住んでいたが、子供
は一人もいなかった。移り住んで２か月たった７月下旬
であったろうか、港の近くの空き家を借り、その２階で
休んでいた私の耳に、港の方から子供の歓声が聞こえて
きた。久しぶりの子供の声である。おそらく夏休みでお
孫さんが帰ってきたのであろう。以前であれば、「やかま
しい」であったかもしれないが、「なつかしい」というか
「心が和む」というか、今まで経験したことのない不思議
な感情を抱いた。おそらく、人間はこれまでずっと、老
若男女に囲まれて集団生活を送ってきた。そこに高齢者
だけの生活が始まると、無意識の中にそれに対する渇望
感というのが生じてきたのかもしれない。
実は、私が、この日本の高齢者だけの過疎という現象

の深刻さを改めて思い知らされたのは、今年の２月に、
カンボジアの首都プノンペン郊外の漁村を見学した時で
あった。そこでは、かつてポルポト政権による大虐殺で
大人が殺されたため、高齢者の人がほとんどいなかった。
日本の過疎の村と全く逆なのである。しかし、彼らの村
には未来がある。カンボジアの人に、この消滅しそうな
高齢者だけの村はどう映るのだろうか。これが高度経済
成長をなし遂げた豊かな国のしたことかと。とても恥ず
かしくて説明できない。農山漁村の過疎地に、大虐殺に
も似た異常な人口構成をもたらした日本の経済政策は、
絶対に間違っていると確信した。
はなしを元に戻す。久しぶりの子供の声に誘われて港
に出てみた。そこには、まだ幼稚園の年齢にも達してい
ないような幼い子供二人が、母親の監視のもと浮き輪を
つけて泳いでいた。その場所は、漁船のメンテナンスを
するための船揚げ場（上架施設）の下であった。もちろ
ん施設の目的は違うが、だんだんと深くなっていくその
スロープは、小さな子供が泳ぐには絶好の場所であった。
海が目の前にあるからといっても、どこでも海水浴がで
きるわけではない。一度、岩場から海に入ろうとしたが、
波が打ち寄せ危なくて海に入れない。思い切って海に飛
び込んでも、今度は海草の生えた岩場につかまれず、う
まく上がれるかどうかもわからない感じである。「砂浜で
泳げば」と誰もが思うだろうが、意外と砂浜は少ない。あっ
たとしても、沖出しの潮流が強いと「遊泳禁止」の看板
がある。熊野には三重県内でも有名な「新鹿（あたしか）」
という海水浴場があるが、それすら10キロ弱離れている。
漁村といっても、手軽に海につかれる場所、とりわけ小
さな子供が安全に泳げる場所は意外に少ないのである。
さらにいえば、シケで海水浴場では泳げなくても、漁
港内では波も静かでも安全に泳げる。すでにどこかにあ
るかもしれないが、ぜひ漁港機能の一部に子供向けの海
水浴場を設けてはどうか。それが楽しみで多くのお孫さ
んが戻ってこられるし、例えば民宿をしているところで
は、集客に役立つかもしれない。子供の歓声を生むのも
漁港の機能の一つといえよう。
おまけの話。私の故郷の大分県から、夏休みに子供達
が遊びに来た。そこで泳いだとき、子供達が不思議がっ
たことがある。それは、初めて見た「うるみ現象」である。
甫母港の一番奥にきれいな小川が流れこんでいる。おそ
らく、淡水と海水が混じり、温度差なのか密度差なのか

漁村に生活してわかった漁村に生活してわかった漁港の「いのち」漁港の「いのち」
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わからないが、海水が２層
に分かれ、それを水中メガ
ネで見た子供達は、「いった
いこれはなんだ」となった
わけである。本物の海や川
ではなかなか出会えない、
科学の勉強にもなるという
おまけ付きの機能である。
「うるみ現象が体験できる○
○漁港」もなかなかのキャッ
チコピーかもしれない。

家族の絆を結ぶ漁港

高齢者だけが住む漁村で
何よりの楽しみは、子や孫の
帰省。１人のおばあさんが
住む家に、子や孫が同時に
17人も帰ってきた例もあり、
まるで民宿並み。盆や正月
には人口が３倍以上に増えることから、熊野市役所から
の「節水協力」のアナウンスが、町のスピーカーから流
れるほどである。海と山との間の狭い土地に家が密集し
た漁村には、駐車スペースは少ない。U型をした港を取り
囲むように国道（といっても、あぜ道より少し広い程度
で軽自動車同志ですら、すれ違うことにひと苦労）が通っ
ているが、その少しでも余裕がありそうなところに、帰
省の車が駐車する。当然それでは足らないので、漁港岸
壁のエプロンも臨時の駐車場となる。家の２階から見た
光景は、日ごろと一変し、まさに車だらけで壮観そのも
の。当然盆踊りも岸壁で行われる。さすがに、この時だ
けは会場となる部分の車は移動させられる。日ごろ見た
こともない若い人達がいっぱい来て、地元のゆったりと
した音調の音頭が繰り返し流され、同じ踊りが延々と続
く。会場にいた甫母地区の区長さんに「みなさん、でき
ればここに住みたいのでしょうね」と聞くと、「仕事があ
りませんからね」とぽつり。
盆が終わると、毎日少しずつ車の台数が減っていく。

あちこちで、おじいさん・おばあさんが、「また遊びに来
なさいね」と、車の窓から手を振っている孫との別れを
惜しんでいる。「高齢者ばかりの静かな村に、また戻るの

か」と、こちらもわびしくなってくる。ふと気づくと、
全く子供の声が聞こえなくなっている。それに代わるよ
うに「ツクツクボウシ」が鳴き始め、港に秋の気配がし
はじめる。イセエビ漁の解禁（10月１日）も、もうすぐ
である。
もし、ここに漁港がなければ確実に帰省する子や孫は
減るであろう。漁港は家族のきずなを結ぶ場づくりの役
割も果たしているのである。

生活空間の一部となる漁港

イセエビ漁が始まる１週間前ほどから、夏には臨時駐
車場にもなった岸壁に、刺し網からエビを外し、その刺
し網をつるし、修理するなどの作業用のテント小屋が作
られ始める。昔から、漁業者ごとにその区画が決まって
いる。これから約半年間、一日の大部分をそこで過ごす
のである。テント小屋の下には、必ずシートが張られる。
それは、刺し網にかかった海草やごみを外した後、ほう
きで集めるが、でこぼこがあるコンクリート面のままで
はゴミがきれいに掃けないため、シートは不可欠。とこ
ろが、そのシートも漁期の終わりの翌年の４月ごろにな

左上：船揚場（上架場）、右上：狭い国道、左下：臨時の駐車場（正月）、右下：テント小屋の骨組み
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ると、ボロボロになり、あちこちガムテープで修理が必
要となる。
それは、イセエビ漁の半年の間、家では寝る・食べる

だけになり、沖に出る以外のほとんどの時間をこの小屋
で過ごし、長靴との摩擦などで、擦り減ってしまうため
である。このテント小屋は、単に仕事の場というだけで
なく、地域の交流という側面も含めいろいろな意味を持
つ。網の修理をしながら、両隣の人といろいろな話をす
るし、誰かれなく小屋の前を通る人とも話しが始まる。
日ごろは道で会って挨拶を交わす程度であった方々に、
私のことも多く話したし、皆さんのこともいっぱい聞け
た。また、親せきが来てお土産をもらうと、そのおすそ
分けがいただけた。珍しい魚がかかるとその料理の仕方
も教えてもらう。
港には、イセエビ漁を営む全ての漁業者が一堂に会す。

反対側の岸壁で、仕切られたテント小屋ごとに夫婦や家
族が働いているその光景は、なにか「ドールハウス」の
ようにも見え、各家庭の居間がそのまま漁港に移ってき
たような感じさえする。もっと徹底していたのは、鳥羽
市の石鏡（いじか）漁港でイセエビ漁を体験した時に出
会った網小屋である。それは、天井だけでなく、側面も
完全にシートで囲われていた。まず長靴を脱いで上がる、
こたつがある、調理道具もある、布団すらおいてある。
そう、完全に漁港が漁業者の生活空間の一部にもなって
いるのである。
実際に毎日毎日漁港に出てテント小屋で仕事をしてい

ると、その仕事場の空間が、自分の家に帰ってきたとき
のような、なにか「ほっとする」感じすらし始めるのは
不思議なものである。ここまで徹底して地域住民の仕事
や生活と一体化した、公共事業施設は他にあるだろうか。
ちょっと思いつかない。漁港というのは、本当にありが
たいものと思えてくる。

生活環境整備があってこその漁港事業

昔、漁港部（当時）が漁村の生活環境整備事業を行っ
ているのを知り、海の役所がなんでそこまで手をつける
のかと思った。実際に漁村に住んで認識不足を恥じた。
私が住んだ借家は、階段状に張り付くように建てられた
３軒の家の一番上。中型の冷蔵庫を運び込もうとしたら、
石段が直角に曲がったところでつかえた。最後はなんと

かなったものの、もし大型冷蔵庫を買っていたらとぞっ
とした。私の家が３階相当とすれば、10階くらいのとこ
ろにも家がある。若い人でもたどり着くだけで、膝が笑
う狭い石段を、高齢の方が一段ずつ荷物をおいては昇っ
ていく。広い庭先を持つ農家とはまったく造りの異なる
漁村集落の苦労である。
それでもまだ甫母地区は良い方。熊野漁協の本所のあ
る遊木（ゆき）地区やその南に位置する磯崎（いそざき）
地区は、もっと高いところにも家がある。そこにいた漁
業者の奥さんに、毎日こんな階段を昇り下りするのは、
大変でしょうねと尋ねたところ「こんなのはまだよいほ
う」と昔の苦労話を聞かしていただいた。今はサルやシ
カが荒らしまわるので、その面積も少なくなったが、そ
の家のさらに上にある山の段々畑で自家用の野菜などを
栽培していた。そこに肥桶を頭の上にのせ、一段一段運
び上げることが一
番つらかったと。
しかも、それは女
性の仕事だったと
のこと。もちろ
ん「ポッチャン便
所」の時代の話で
ある。私は、それ
を聞いてしばらく
声が出なかった。
私も子供の時に、
遊び半分で親のま
ねをして、肥桶を
天秤棒の前と後ろ
にぶら下げ畑まで
運んだ経験がある
が、それが狭い石
段ではできない。
ただ、ただ、漁村
で生きることの厳
しさと、それに耐
えてこられた漁業
者の皆さんの労苦
に頭が下がる思い
であった。
私の借りた家も

住宅へ上がる階段

山の畑に上がる階段
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「ポッチャン」便所であった。子供のころ以来の久しぶり
のご対面であるが、今さら水洗便所の快適さを思い知ら
されることになった。敷地内に浄化槽を設置するスペー
スもないため、今もって多くの家が海にやさしいエコ便
所。経験のない若い世代、特に女性には相当の抵抗感が
あるらしい。新たな世代に漁業を引き継ぐためには、集
落環境をできるところから快適にしていくことが、ぜひ
とも必要と思う。漁港整備とは、「海岸部＋集落」の一体
的な整備ということが、実際に住んでみるとよくわかっ
た。実態を知らないで「なんで海の役所が…」など理屈
だけの無責任な発言することが、いかに当事者を傷つけ、
その苦労に報わないことになっていたのか猛省した。ご
めんなさい。

意外と空いていない漁港

漁船の隻数がずいぶん減ってきたので、漁港も空いて
きたのだろうと思っていた。甫母港もかつてのピーク時
に比較すると半分以下の隻数になった。甫母港では岸壁
に対し、船の頭を向けて係留する。隣の船と十分な間隔
があるので、離岸接岸するのも簡単と思っていたが、そ
うではない。その時の潮流次第では、隣の船が横に押され、
こちらの止まるはずの位置を塞いでいる。そういう時に
は、その船にまず飛び乗り、岸壁に揚がってもやいを引っ
張り定位置に戻すか、竿でその船を押してからでないと
接岸できない。昔は大変でしたでしょうねと聞くと、入
港が遅くなると船をかき分け、かき分けの状態で一苦労
だったとのこと。外からみれば、ぎっちり漁船が並んだ

漁港は見栄えはするが、使う身になれば、空いているく
らいがちょうどよい。
もう一点気づかされたことがある。甫母港は、台風時
などには、熊野の山に降った大量の雨水が湾奥にある小
川から一気に流れ込むため船が係留できない。そこで、
近くに避難港を作ってもらった。では、その避難港は日
ごろは何の役にも立っていないのであろうか。決してそ
うではない。そこの岸壁は、定置網や養殖の網替え時の
際の網干場や、破損した網の修理場として利用している
のである。現に避難港の岸壁は、いつも網や資材でいっ
ぱいであった。おそらく、何も知らない人が見れば、「漁
港に船がガラガラで、無駄な漁港」と思うかもしれない。
しかし、もし、甫母で避難港がなければ、定置も、養殖
も廃業しなければならない。ちょっと見て「俺は現場を
見てきた」といわれたのではたまらない。

漁港あっての漁業

私の住んだ甫母地区は、合併して熊野漁協となるまで
は、「甫母・須野」漁協に属していた。「須野」とは、甫
母からおよそ２キロ尾鷲寄りの、熊野市の一番北はずれ
にある地区の名である。なんと、その地区には、18軒の
うち住民が住んでいるのは２軒のみ。昼間でもシーンと
静まり返り、お住まいの人には申し訳ないが、何か不気
味ささえ感じる。しかし、よくテレビに出てくるような、
限界集落の朽ち果てボロボロになった廃屋は一軒もない。
庭には草もはえておらず、ちょっと見ただけでは、人が
住んでいないようには見えない。それは、何を意味する

須野のきれいな空き家避難港におかれた資材や網
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のか。おそらく、今も旧住民がときどき戻ってきては、
空き家の手入れをしているためであろう。心ならずもこ
の故郷を離れて行かざるを得なかった方々の心情を思い
やらざるをえない。
この地区の住民は、もともと林業と漁業を生業にして

きた。それがここまで衰退した主な原因は、外国材の完
全自由化により、林業では生計がたてられなくなったこ
と。それから、漁港がなかったことであろう。ここで漁
業を営んでいた方は、甫母港を利用していた。しかし、
自分が漁業を手伝って分かったが、たとえ車があったと
しても、２キロも離れたところを一日に何度も往復して
いては、とても体が持たない。こまごまと手間のかかる
沿岸漁業は、職住が近接して、初めて何とかやれるもの
なのである。須野地区の前浜の景観が素晴らしいだけに、
間もなくここが消滅してしまうとすればまことに残念で
ある。後で触れる尖閣問題も同じであるが、「ここに漁港
さえあったなら…」である。
東日本大震災による津波からの復興で、漁港を集約せ

よとの意見が多くあった。おそらく、私も漁村に住まな
かったら、そのような意見に賛同したかもしれない。し
かし、これは、陸からの発想であり、決して海の現場か
らではそのような結論に至らない。それはしけ気味の時
に海に出ればすぐわかる。湾内は静穏でも外海にでれば
波が高く、とても安全に航行できる状態ではない。そう
いう時に、外海に出て岬をかわし集約された港との間を
往復することはできない。それから、船は車よりずっと
おそい。一日に何度も漁場と港を往復するような作業で
は、仕事にならない。少なくとも、内湾に多い養殖業や
小型定置網などでは、作業の日数や効率が大きく抑制さ
れることは間違いない。
また、山と海とに囲まれたそんな狭いところに住まな

いで、津波の被害にもあわない高台の広い土地に住めば
よいではないかという意見もあるが、これも陸からの発
想。他人にいわれなくても、すでに述べたように、漁村
の生活環境の不便さはもちろん、津波の怖さも十分知っ
ている。それでも代々そこに住んでいるのは、港が近く
にあって初めて漁業が成り立つからである。
魚がいるから、漁業者が住み、だから漁港がある、で

はない。全くその逆。漁港があるから、漁業者が住み、
だから魚が獲れる。これが真実。漁港なくして漁業は成
り立ち得ない。そこがわからない方々が、漁港を集約せ

よとか、高台に住めとか、偉そうにいっている。まるで
以前の私のように。
毎日海に出て、必ず何かを与えてくれる海のありがた
さというものを痛感した。また、今は流通に乗らなく
なった低利用魚や未利用魚がこんなたくさんあがり、そ
れが意外にもおいしいことに驚いた。新たに増やせとま
では言わないが、今ある漁港は絶対に減らしてはならな
い。これさえあれば、万一の時に日本人に食糧タンパク
を与えてくれる海に出られる。何ら現実を知らず、アメ
リカかぶれの目先の金や効率性などでしか物事を判断で
きない方々。全く将来の食料に責任を負えない口先だけ
の方々。とは心中はしたくない。いつまでも潤沢な外貨
で食料を輸入できるというのは甘い。現に円安になって
も輸出は増えず、水産物の国際価格は高まるばかりでな
いか。無知とは、将来に対する犯罪である。

現場から思う新たな公共事業の考え方

「無知で悪かったな。じゃーそのお金は一体どこから出
てくるのか。無駄なものにお金を使う余裕などない」と
いう反論に対して、３つの観点からお答えしたい。
１．漁業を衰退させた輸出産業が負担せよ
漁村に来て最も感銘を受けたのは、若い人が出て行っ

た後も、懸命に働く高齢の漁業者の姿であった。冬の夜
の午前２時過ぎ、ドラム缶にくべた焚火で凍えた手を温
めながら、刺し網からごみを外す隣りのテント小屋の80歳
に近いご夫婦の姿を見ていて、漁港は「無駄だ」などと
いう批判に対し怒りがこみ上げる。一体彼らが何の悪い
ことをしたのか。彼らが怠けたから漁業が衰退したのか。
彼らには何の落ち度もない。日本漁業の苦境の最大の原
因は、国内市場の半分をも占めるようになった輸入水産
物の増加による魚価安。それは、自由貿易促進の見返り
として、外国から要求された国内市場の開放によるためで
ある。にもかかわらず、水揚げ金額が減った、漁業者が減っ
た、だから無駄であるという。これでは、人の足を踏んで
おいて、お前は働きが悪くなった、だから給料を払うのは
無駄だというのと同じではないか。漁業が衰退した原因
は「無駄だ」と批判するそちら側にこそある。
まして、犠牲になった見返りに日本全体が豊かになっ
たならまだしも、輸出で儲けた金を300兆円も外国におい
てきたまま（対外純資産世界一）である。これでは、輸
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出産業と外国人を豊かにするためだけに日本の漁業者が
犠牲になったのも同然。輸出で儲けた金を、国内に還元
させなければならない。だから輸出産業が負担するのは
当然であり、その金も十分ある。
２．無駄というのは視野が狭いから
ニュースで「尖閣問題」が報道されるたびに、あの島

に漁船の避難港があって、沖縄の漁船などが利用してい
たら、そもそも中国が難癖をつけてくることがなかった
のではないかと思う。今となっては、中国との武力衝突
を恐れる日本国政府に、港を作ることを期待することは
まず無理であろう。では、仮に中国が難癖をつける以前
に、漁港事業の申請は行われていたら、どうなったであ
ろうか。残念ながら「無駄！」の一言ではねられたに違
いない。（その頃は、まだ沖縄返還前だった、という屁
理屈はこの際ご勘弁いただきたい）この一つの例をとっ
ても、「無駄」かどうかは、視野を広げることでいくら
でも変わり得る。
ミルトン・フリードマンを教祖とする新自由主義に洗

脳された規制改革会議の方々は、この世はお金がすべて
を解決するとし、アメリカのまねばかりしている。しかし、
新自由主義が蔓延するこの世界で、今何が起こっている
のか。各地では紛争が激化するばかりであり、肝心の経
済さえも低迷している。そろそろマネタリストの視野狭
窄症から卒業したらどうか。
３．天下普請的な公共事業への転換
漁村に住んでいろいろなことを学び考えさせられた。

それが拙著「『コモンズの悲劇』から脱皮せよ」（2013年
11月：北斗書房）を世に出すきっかけになった。衰退し
た過疎の漁村から我が国経済の現状を見て思ったことは、
なんと18世紀のイギリス人の「寒村を行く」という詩の
一節「富は積もれど、人びと窮し、荒廃・疲弊がこの地
を襲う」に集約されていた。企業の内部留保と現預金の
合計は470兆円、個人の金融資産は1400兆円もある。人間
は何のためにお金を稼いでいるのか。お金とは貯めるも
のではなく、使うものではないか。私は、拙著で今の日
本経済を「不幸になるために、豊かさ（成長）を求めて
いる」と表現した。「無駄」という概念は、公共事業が経
済成長を目的にするがゆえに生じてくるものであり、今
後はそれを超越した新たな考え方が必要となっている。
現に、地球温暖化による相次ぐ異常降雨などを見ている
と、誰もがもう経済成長を望むべきでないと思わざるを

得ないのではないか。
では、どうするのか。そのヒントは、270年間という長
期にわたるゼロ成長下でも、平和な持続的安定社会を実
現した江戸時代の「天下普請」にあると思う。「天下普請」
とは、江戸幕府が全国の諸大名に命令し、行わせた土木
工事のことである。その裏の狙いは、大名が経済力をつ
け（金をため込み）、軍事力を高めて幕府の脅威にならな
いようにするためであった。ところが、意外にもこれが「金
めぐりの良い」経済構造を作り、270年間の安定に大いに
貢献したという。同じく参勤交代もその沿道に多くの経
済効果をもたらした。つまり、大名に「金をためさせない」
経済政策が、持続的安定社会をもたらした秘訣というこ
とである。
これを現在に置き換えると、グローバル化と規制緩
和がもたらした、格差の拡大と富の偏在による「ため
こまれた金」が一番よくない。現在の大名であるグロー
バル企業や投資家が、軍事力を強化し、国に刃向うの
ではないが、それに劣らぬ悪事を働く。まず、金持ち
や金をため込んだ企業は、収入に対して支出（消費、
労働分配、投資）が少ないので実体経済を低迷させる。
次に、余った金を、食糧、エネルギー、土地などの投
機的市場につぎ込み、その価格を上昇させ庶民生活を
苦しめる。極めつきは、その投機に回った金が、株価
や土地などを異常に高騰させ、ついにはバブル崩壊で
経済破綻や金融危機を引き起こし、国に大損害を与え
るということである。
そこで天下普請に学ぶべきことは、これらの悪事を働
く悪大名の「たまった金」を、公共事業により、「天下の
まわりもの」にすることである。経済成長期には、国民
の貯蓄も含め「たまったお金」が設備投資に向けられ、
それが次の成長をうながすために必要なものであった。
しかし、成長が止まった今は、逆にこれが格差を拡大し、
経済を低迷させている。よって、一般国民にも、江戸っ
子にならい「宵越しの金は持たぬ」的生き方への転換が
必要となる。公共事業も「金を増やす」から、「金をめぐ
らす」ための目的に変更すべきである。あえて批判を覚
悟で言わしてもらえば、「たまった金を、（従来の概念での）
無駄なところに使うからこそ、金があまねく天下をめぐ
り、低成長下においても安定した経済と社会を維持でき
る」のではないか。これこそ普請（あまねくこう）の原
点である。
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光（室積）海岸の概要

山口県光市の光海岸は、山口県の南東部に位置し、
日本でも有数の白砂青松の風光明媚な海岸景観として
全国的に知られています。

光海岸では、近隣の整備により、浸食が進み、養浜
による対策を講じてきましたが、台風などにより、浸食、
越波被害も発生しました。このため、学識経験者、関
係官庁、関係団体、地域住民の代表から構成される光
海岸（室積海岸）検討委員会を平成19年度から設置し、
自然環境の維持・保全などを踏まえた室積海岸の海岸
保全計画を平成21年に立案し、海岸保全施設整備を進
めているところです。

海岸浸食のメカニズムと海岸保全対策

⑴ 海岸浸食のメカニズム
光海岸は、島田川からの流出土砂の供給により安定

汀線を維持してきました。
島田川河口部の施設整備（導流堤等設置：戦後～昭

和40年頃）、島田地区の工業用地のための埋立造成（昭

和40年～現在）、大水無瀬島と小水無瀬島の間に防波堤
を設置（昭和40年～現在）等の整備が行われました。
これにより、島田川からの室積海岸に向かう砂の供
給が減少するとともに、松原地区から戸仲漁港方向に
向かう海岸流が卓越し、とりわけ松原地区海岸の侵食
が進みました。

⑵ 海岸保全対策
光海岸（室積海岸）検討委員会では、浸食のメカニ
ズムから、数値シミュレーションなどの検討を実施し、
自然環境維持、対策の維持管理、対策の経済性等を勘
案し、養浜と高潮対策施設の組み合わせで高潮防止機
能を維持する対策が最適であるとされました。
光海岸の養浜砂は、養浜砂の材質、供給量などから、
光海岸の供給源である島田川河口部から採取すること
になりました。
検討委員会からは、養浜砂採取による虹ヶ浜（近隣
海岸）への影響調査、養浜砂の移動状況のモニタリン
グ（追跡調査）を実施し、発生した状況に合わせて代
替対策方法に切り替えるなど、柔軟に対応することを
提言されています。

01 第 1調査研究部

▲図1：位置図

▲図2：光海岸浸食メカニズム
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21漁港漁場漁村研報 Vol. 36

養浜砂のモニタリング調査

島田川河口域の堆積砂を室積海岸の浸食域に養浜す
るための養浜砂の投入計画については、検討委員会で
検討されています。検討委員会で実施された数値シミュ
レーション結果と実際の養浜砂の挙動が一致している
かなどを精査することにより、シミュレーションモデ
ルを現地と整合するよう高度化し、効果的な養浜の位
置や量について再検討する必要があります。
そのためには、季節変動を含む養浜砂の移動方向や

移動量などの基礎データの蓄積が必要になります。
平成25年12月から平成26年1月にかけて、島田川河

口域の砂を約10,000㎥採取し、試験的に養浜を行いま
した。養浜による海浜の変形状況を深浅測量などによ
り、把握するとともに、養浜砂移動に関するデータを
取得するため、養浜の投入に併せて、着色砂を投入し、
追跡調査しました。
ここでは、着色砂の調査結果につきまして、報告さ

せていただきます。

着色砂調査

⑴ 着色砂投入方法
試験養浜投入後の平成26年2月7日に青色及び緑色の
着色砂を図3に示す地点に投入しました。
投入位置は養浜の北側（青色）及び南側（緑色）と

しました。着色砂の粒径は現地砂と同等の0.8mm～
1.6mm、それぞれ4トン投入しました。
着色砂投入後2ヶ月の着色砂の移動状況を写真2に示

します。写真2は検出した着色素の含有率を出力したも
のです。
青色の着色砂は、投入後、早い時期に北側に移動を
始め、その後、さらに北側へ移動していきます。
緑の着色砂は青に比較して移動速度が遅く、北側だ
けでなく、南側にも移動しており、離岸堤付近まで移
動しています。
図3に着色砂の投入位置と着色砂の位置（平成26年
4月16日測定結果）について、とりまとめた結果を示
します。図3より、青の着色砂は北側へ500m、南側
300m、（離岸堤付近まで）移動していること、緑の着
色砂も量は少ないものの、北側へ500m、南側は30m（離
岸堤付近まで）移動していることがわかります。
以上のことから、投入位置にかかわらず、北側へは2ヶ
月で500m、南側は離岸堤付近まで着色砂が移動するこ
とが判明しました。
以上の検討結果から、着色砂の移動状況は、検討委
員会で実施した漂砂シミュレーション結果とほぼ同様
の結果でした。
今後、着色砂の移動状況と波浪諸元（波高・波向）
との関係を把握することにより、漂砂シミュレーショ
ンを高度化し、適切な養浜投入計画（投入時期・投入量・
投入箇所）を検討する予定です。

謝　辞
最後に委託研究として着色砂の調査に参加していた
だいた東京大学田島教授、調査に協力していただいた
光市の関係各位に深謝の意を表します。

（第1調査研究部　加藤 広之）
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▲写真1：着色砂の投入状況

▲図3：着色砂の投入位置と着色砂確認位置（平成26年4月16日測定結果）

▲写真２：着色砂の移動状況
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はじめに

イサキ Parapristipoma trilineatum は、本州中部以南、
太平洋側は静岡県から宮崎県、日本海側は石川県より
長崎県に至る沿岸の岩礁域に分布し、魚礁性の強い種
とされ、人工魚礁においても蝟集することが知られて
います。
イサキの生態的な知見としては、大回遊せず、局所

的に岸沖に移動することや、中層浮魚礁に本種が約1年
とどまるがあります。また、餌生物に関しては、主に
仔稚魚やカイアシ類、端脚類を摂餌するなどとされて
います。
しかし、人工魚礁における行動や摂餌に関する知見

が僅かであるため、平成24年度から鹿児島県阿久根市
沖の人工マウンド礁において、イサキの蝟集生態（滞
留期間、日周行動）や餌場機能について調査しており
ます。
本報告では、平成24年度から25年度に得られた知見

の一部をご紹介致します。

材料と方法

⑴ 調査海域
調査は、鹿児島県阿久根市沖の水深約65mの砂質

底海域に造成された人工マウンド礁（H：20m、L：
190m）で実施しました（図1、図2）。
⑵ イサキの行動追跡
人工マウンド礁でのイサキの行動を把握するため、

発信機を装着した個体の追跡を、漁船による追跡（以後、
連続型追跡）と設置型受信機による追跡（以後、設置
型追跡）で行いました。
本報告では、2カ年の連続追跡結果について報告します。
平成24年度の連続型追跡は7月22日～8月11日の間

に行いました。追跡には直径9mm、長さ40mmの発

信機（V9P-1H、VEMCO社製）と、受信機（VR-100、
VEMCO社製）を用いました。追跡は、地元漁船に依頼し、
発信機から供試魚の位置（漁船の位置）および水深情
報を取得しました。供試魚の採捕は、阿久根市沖の桑
島北側の海域で、釣りにより採捕された個体を用いま
した。発信機は、外部装着とし供試魚の尻鰭基部に装
着させました。放流は、発信機の装着後、1時間程度水
槽内で経過後、遊泳異常がないことを確認し、人工マ
ウンド礁直上の海面で、無標識魚とともに放流しまし
た。追跡は1個体ずつ行い、1昼夜連続追跡を3回、3昼
夜連続追跡を2回の計5回行い、15分毎に個体位置と遊
泳水深を記録しました。

02 第 2調査研究部
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▲図1：調査位置

▲図2：阿久根沖人工マウンド礁の概要
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平成25年度の連続型追跡は8月5日～8月10日に一昼
夜連続を計3回実施しました。供試魚の採捕は、平成24
年度と異なり人工マウンド礁において釣りにより行い
ました。採捕後は平成24年度の経験を踏まえ、供試魚
の活力を落とさないよう、陸上水槽内に設置した胴丸籠
（日本コンテック社製：直径1.015mm、高さ86.2mm、
黒色）に供試魚を入れ蓄養しました。発信機は、平成
24年度調査では外部装着としましたが、平成25年度
調査は長期間の連続観測もあわせて行うことから、手
術による腹腔内への挿入としました。発信機を挿入し
た翌日の放流前に遊泳異常がないことを確認し、放流
地点は、人工マウンド礁直上（供試魚を採捕した海域）
としました。

調査結果

⑴ 平成24年度調査結果
各供試魚の行動追跡により得られた移動経路を図3に

示しました。供試魚は、いずれの個体も放流当日の日
中では、人工マウンド礁にとどまりました。
その後1個体は人工マウンド礁にとどまり続け、3個

体が放流当日の夜間に、1個体が放流から2日目の夜間
に人工マウンド礁から離脱しました。人工マウンド礁
にとどまった1個体は、連続追跡終了後も放流から4日
目まで人工マウンド礁にとどまっていることを確認し
ました。離脱した全ての個体は離脱後、概ね7～10km
離れた天然礁に移動しました。
また、放流した5個体のうち3個体は、採捕された海

域周辺に移動し、その海域にとどまりました。
⑵ 平成25年度調査結果
本調査業務の平成24年度の委員会にて委員からイサ

キの帰巣性（採捕場所に戻る）の可能性を示唆された
ため、平成25年度は人工マウンド礁で釣った供試魚を
使用しています。
結果としては、1昼夜の連続追跡において、放流後翌

日まで3個体中2個体が人工マウンド礁に、1個体が人工
マウンド礁北西側の約1㎞離れた天然礁にとどまりまし
た（図4）。なお、人工マウンド礁にとどまった2個体は、
放流後3日目、4日目の日中に確認した結果、放流翌日
と同じマウンド礁直近にとどまっていました。

おわりに

2カ年の調査を終えて、イサキは採取された海域が人
工マウンドであればその周辺に留まり、そうでない場
合は移動し、最終的には採取された海域に留まる傾向
が見られたことから、イサキは帰巣性の可能性が高い
魚であることが示唆されました。

（第2調査研究部　松本 卓也）

調査調査査査査査結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果

わわわわわわりりにりにりにりにりにりにりに

1回目
2回目
3回目
4回目
5回目

日中 夜間
マウンド魚礁（座標の中心）

人工魚礁･天然礁

供試魚の採捕海域

1回目
2回目
3回目

日中 夜間
マウンド魚礁（座標の中心）

人工魚礁･天然礁

供試魚の採捕海域

▲図3：平成24年度のイサキの移動結果

▲図4：平成25年度のイサキの移動結果
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03 総務部

第2期事業年度第5回理事会を平成26年7月14日（月）
に東京都千代田区コ－プビルに於いて、高吉水産庁計画
課長を来賓として迎え、第3回評議員会を平成26年7月
30日（水）に東京都港区ホテルオ－クラに於いて、高
吉漁港漁場整備部長を来賓として迎え、また、第3回評
議員会終了後、第6回理事会をコ－プビルに於いて、中
泉水産庁計画課長を来賓として迎え、開催致しました。
第5回理事会では、第2期事業年度事業報告及び決算

報告書（案）（平成25年6月1日から平成26年5月31日
までの期間）、第3回評議員会開催及び提出議案の承認

の件などを審議し、承認されました。
第3回評議員会では、第2期事業年度事業報告及び決
算報告書（案）の承認の件、理事の選任の件などを審
議し、承認されました。
第6回理事会では、評議員会の理事選任を受けて、理
事長、専務理事及び常務理事の選定の件について審議
し、理事長に影山智将氏、常務理事に長元雅寛氏が選
定され、平成26年7月30日付けで就任致しました。ま
た同日付けで大塚敏行常務理事は退任致しました。

（総務部　川崎 直子）

区　分 氏　名 所　属

理事長 影山 智将 現 一般財団法人
漁港漁場漁村総合研究所 理事長（常勤）

常務理事 長元 雅寛 元 水産庁漁政部船舶管理室長（常勤）

理　事 長屋 信博 全国漁業協同組合連合会 専務理事

〃 田中 潤兒 公益社団法人 全国漁港漁場協会 会長

〃 長野 章 一般社団法人 全日本漁港建設協会 会長
公立はこだて未来大学 名誉教授

〃 市村 隆紀 公益社団法人
全国豊かな海づくり推進協会 専務理事

〃 志岐 富美雄 一般社団法人 長崎魚市場協会 専務理事

〃 宮﨑 隆昌 日本大学生産工学部 教授

〃 山下 東子 大東文化大学経済学部 教授

〃 伏見 悦夫 北海道漁港漁場協会 会長
大樹町長

〃 小柳 哲朗
一般社団法人 福岡県漁港漁場協会
副会長

山門羽瀬漁業協同組合長

〃 友廣 郁洋 一般社団法人 長崎県漁港漁場協会 会長
松浦市長

〃 尾山 春枝 富山県新湊漁業協同組合
代表理事組合長

〃 寺島 久明 一般社団法人 岩手県漁港漁村協会
専務理事

〃 別井 一栄 茨城県漁港協会 専務理事

監　事 紺谷 和夫 元 財団法人 港湾空港建設技術
サービスセンター 参与

〃 藤井 富美雄 一般社団法人 漁業信用基金中央会
専務理事

氏　名 所　属

越善 靖夫 一般社団法人 青森県漁港漁場協会 代表理事
東通村長

近藤 健雄 日本大学理工学部 教授

鈴木 光雄 前 全日本漁港建設協会 専務理事

角田 成功 島根県漁港漁場協会 副会長

仙頭 義寛 前 高知県漁港漁場協会 会長
前 香南市長

中村 清志 東京都漁港漁場協会 専務理事
東京都漁業協同組合連合会 専務理事

野村 興兒 山口県漁港漁場協会 会長
萩市長

馬場 治 東京海洋大学海洋政策文化学科 教授

藤本 昭夫 社団法人 大分県漁港協会 会長
姫島村長

 評議員  平成26年7月30日現在  理事・監事  平成26年7月30日現在
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❶趣旨
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の提供等の多
面的な機能を有しています。一方、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。
また、平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」

によって被災した地域においては復旧・復興が進んで
いるものの、未だ多くの課題を抱えております。
一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所は、こうした

新しい時代における多様な要請等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。

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
対象としました。
［要件1］
研究開発の内容が、我が国の漁港、漁場、漁村の整

備及びそれらの保全・利活用を通じて水産業・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
新たな視点を有するものであること。
［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平成26年度の優先課題
平成26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、助成対象としました。
①災害に強く安全な地域づくりの推進に寄与するもの
② 水産物の安定提供・国際化に対応できる力強い水
産業づくりの推進に寄与するもの
③ 豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進に寄
与するもの

❹平成26年度の応募結果
今年度は、新規16件、継続3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。多数のご応募有難うござ
いました。
【採択研究題目及び研究者（敬称略）】
⑴平成25年度継続研究題目　3件（申込件数3）
① 漁港とその周辺における藻場の分布特性の解明
とモニタリング手法の開発
東京海洋大学大学院 准教授　藤田 大介
② 東海・東南海・南海地震に伴う津波に対する海
岸保安林の減災効果予測並びに減災対策に関す
る調査研究
日本大学理工学部まちづくり工学科
准教授　後藤 浩
③ 6次産業化の取り組みによる漁村地域活性化事業
の事業評価に関する研究
東京海洋大学大学院博士後期課程
大学院生　呂 しょう

⑵平成26年度新規研究題目　3件（申込件数16件）
① 内湾における環境容量と整合した持続的養殖漁
業実現のための有機物動態解析
東北大学災害科学国際研究所 准教授　坂巻 隆史
【研究概要】内湾域における持続可能な水産養
殖実現には、内湾固有の環境特性と流域からの
物質流入負荷等により決まる水産養殖の容量を
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踏まえた適正化が必要と考えられる。そのため
には、特に有機物・栄養塩フローと養殖生物・
養殖施設の間での相互作用についての知見集積
が必要と考えられる。近年、分析技術の進歩に
よりトロフィックマーカー分析から有機物や生
物餌料の起源の評価が可能となってきた。本研
究では、それらによる有機物動態の解析に基づ
き、東日本大震災津波後の養殖システム再構築
に向けた取り組みが続く宮城県志津川湾を対象
として水産養殖と内湾環境の相互作用を定量的
に理解し、さらに養殖の適正化方策を提示する
ことを目指す。

② 国境離島の水産資源保護先進地と都市との協働
を励起するトレーサビリティの展開
九州大学大学院工学研究院 准教授　清野 聡子
【研究概要】国境離島で水産資源保護に取り組
む漁業者たち、漁村コミュニティを、意識の高
い消費者が支援する仕組みを形成する。国境の
漁業者と意識の高い消費者を結び、水産資源や
海洋環境の変化の状況をリアルタイムに共有で
きるシステムとする。
トレーサビリティのシステムを用い、資源保

護対象種や出世魚など回遊魚の流通経路だけ
でなく日常的に水産資源や漁場に関心を高める
ソーシャル・ネットワークに発展させる。漁村
と消費地とのやりとりを増やし、漁村サポーター

のコミュニティを形成していく。漁業者とサポー
ターの協働で国境漁村の観光プログラムを企画
する。常時は消費行動を通じて、国境離島漁村
の取り組みを経済的にも応援する体制をつくる。
③ 再生可能エネルギーを活用した海水揚水システ
ム（小型風力ポンプ）の開発と漁場現場への利
用法の提言
弘前大学北日本新エネルギー研究所
教授　島田 宗勝
【研究概要】漁村では、漁業者の活貝出荷生け
簀や漁協の活魚施設、市町村や県が運営する栽
培漁業施設で流水水槽が用いられており、6次産
業化に取り組む漁家の所得増大、鮮魚の安定供
給や魚価の維持向上、栽培漁業の推進に重要な
役割を果たしている。それら施設では、水産生
物の飼育のため常時海水を供給しているが、電
力コストが大きな負担となっており、さらに、
東日本大震災では、長期間の停電により飼育魚
が斃死するなど、電力依存による弊害も明らか
となった。
そこで、漁村の省エネ等を図るため、再生可
能エネルギーを活用した海水揚水システム（小
型風力ポンプ）を開発するとともに、本システ
ムを利用した漁家所得や漁業生産の向上方途を
提言する。
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この人に聞く 長兼（ちょうかね）丸 船主
ヨコハマおもしろ水族館 名誉館長

関
い ず み

の

未利用魚に多様な
価値づけをする
－ 駿河湾の深海ザメ活用法 －

長谷川 久志 氏

長谷川 久志（はせがわ・ひさし）

1949年生まれ。中学を卒業後マグロ船に乗り、８年間
遠洋漁業に従事。その後、父親の近海マグロ船に移る。
現在は、カニかご漁を営む傍らで深海ザメ漁を行ってい
る。ヨコハマおもしろ水族館の名誉館長も務めており、
『焼津の深海おじさん』としてテレビ出演も多数。息子
の長谷川一孝さんと二人三脚で、深海魚を通した焼津の
知名度アップに努めている。

遠洋マグロ船からの出発

家は代々漁師の家系でね。昭和39年に中学を卒業して、
すぐに遠洋マグロ船に乗ったんです。てっとり早く外国
に行くにはマグロ船が一番だったから。８年間くらい乗っ
たかな。アフリカはケープタウンやモンバサ、それから
メキシコなんかにも行きました。たまに上陸すると、持っ
てるお金を全部使って遊んだもんだ。
中学の頃はガキ大将で結構やんちゃもやっていました。
だけどマグロ船に乗った時、親父と一緒にマグロ船に乗っ
ていたという人がその船にいて、おまえの親父には世話
になったからってすごく可愛がってもらってね。それで、
人から好かれることのありがたさを覚えました。マグロ
船が人生を変えた、といってもいい。人から好かれるた
めに、本当に一生懸命働きました。

クリスマス低気圧と遭難事故

親父は俺が小学校２年の時に遠洋を降りて、７トンの長
兼丸でタモすくいや一本釣り、底はえ縄なんかをやってい
ました。その後、三重県の方から中古の19トン船を買って
きて、近海マグロを始めるっていうことで、帰ってこい、帰っ
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てこいと言われて。それで遠洋船を降りたんです。
初めは爺さんと親父、従弟、兄貴（長谷川さんの姉の

夫）と５人で乗っていたんだけど、弟が県立漁業学園（静
岡県焼津市）を出てしばらくして一緒に乗るようになっ
たので、最終的には６人で乗って漁に行きました。
一度爺さんが沖で脳梗塞になったこともある。この人

は本当に漁が好きな人で、リハビリをやって、びっく
りすることにまた船に一緒に乗れるようになりました。
80歳くらいまで乗っていたんじゃないかな。
昭和48年12月20日、日にちまでちゃんと覚えているん

だけど、小笠原の方で操業中に、クリスマス低気圧に出
くわしてね。この時期にはよくあることなんだけど。嫁
島の方に回り込んで、アンカーを打って避難していまし
た。そのうち船が逆さまにひっくり返ってしまったんで
す。救命いかだは風にあおられて使えないし、６人で逆
さになった船のキールにしがみついていました。その時、
運が良いというか、不思議なことに、流されてしまって
いた浮用の発泡スチロールが、３つだけ戻ってきました。
それで２人で一つの浮につかまって、自分達より先に避
難していた和歌山の漁船に助けを求めに行きました。親
父なんか、足の骨を折りながらも爺さんを抱えて浮きに
つかまって、やっとの思いで救助されました。６人とも
命拾いしたけれど、船はそこで沈んでしまいました。でも、

そろそろ19トン船は辞めようかと考えていた時で、もっ
と近場の漁に移るために13トンの漁船を買っていました。
それで事故の後、ワタリガニやキンメ、アコウダイといっ
た沿岸の漁業に転換することができました。この時従弟
と弟は船を降りたので、その後は４人で漁をするように
なりました。

第１次深海ブームの到来

焼津では第二次大戦の時に、軍から要請されて、漁師
がみんなで深海ザメを獲ったと聞いています。深海ザメ
の油は高度5,000メートルでも凍らないということで、な
んでも風船爆弾を作動させるための油として必要だった
んだとかで。でも、戦後は誰もサメなんか獲らなくなり
ました。それが昭和52、３年くらいだったかな。自分で
は第１次深海ブームって言ってるけど、深海ザメの肝油
を欲しがる業者が来たので、10隻くらいの地元の船がサ
メを獲るようになったんです。
だけど、その時は全然儲からなかった。漁師はサメの
肝臓を業者に渡して、業者がそれを精製するんだけど、
肝臓の代金は肝油が売れたら払うっていうようなやり方
になっていて、しかもあまり売れもしなかったみたいで
す。だから２年くらいはみんな一生懸命サメを獲ったけ
ど、結局お金にならないので辞めていったんです。最後
はお金ではなく商品の肝油で現物支給になっちゃって、
そもそも売れない商品なんだから、みんな廃棄。あれは
参った。

◎アイザメ漁の様子 ◎アイザメを揚げているのは息子の長谷川一孝さん
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ただその後も、年に数頭くらいの依頼に応えて、自分の
ところだけはサメ漁を続けていました。そんな時、もう20
年前になるけれど、健康食品の会社が来て、アイザメを
獲ってくれと言ってきました。大きさに関わらず１尾１万
円。しかも、１回サメ漁のために船を出すと調査料として
５万円がもらえたので、これはなかなか良い商売でした。
10年前からは、その会社から独立して新しい会社ができ
て、その会社とも取引きするようになっています。

無駄なく丸ごと使い尽くせるサメ

息子は学校を出てから航海士として働いていましたが、
９年前くらいにこっちに引っ張ってきて、今は一緒に漁
に出ています。舵取りと、流通の方は息子に任せています。
息子は常々、原料を獲る自分たちがもっと儲けるべきだ
と言っています。それで、健康食品の会社を立ち上げよ
うという計画もあったのだけど、今アイザメが獲れなく
なっていて、その話は頓挫しています。
アイザメがほとんど獲れないのは、2009年の駿河湾地

震（８月11日に発生した、御前崎沖を震源とするマグニ
チュード6.5の地震）が影響していると思うけど、あの地
震以降、本当にアイザメが獲れなくなりました。
取り引きをしている会社の一つは、どんなサメでも買

いますよ、と言ってくれているので、サガミザメ、ヨロ
イザメ、ビロードザメ何でも獲っています。肝臓は凍結
して販売し、身は頭や腹、尾を落としてレストランや居
酒屋に販売しています。

居酒屋では、サメ肉の評判は結構いいですね。表層に
いるサメは、アンモニア臭がきついですが、深海ザメは
そういう臭みは全くないです。深海ザメはそんなに移動
をする魚ではないので、アンモニアを身に貯める必要が
ないからだといわれています。だから刺身もおいしいで
すよ。独特の歯ごたえがあってね。薄づくりのようにす
れば、まるでフグみたいです。これ、フグだよ、と言っ
て食べさせれば、みんなうまいうまいと食べますよ。も
ちろん、ちゃんと後で実はあれがサメだよ、と種明かし
しますけどね。フライにしてもおいしいね。今、市内の
４軒くらいの飲食店にサメの身を卸しています。
病院や介護施設からも引き合いは来ているんです。で
も、定期的に供給できるものでもないので、残念ながら
今は受けられない状況です。
驚いたのは、サメの頭がほしいという問い合わせがあ
ること。骨格標本のようにするのか、そういうのが好き
な人が、いくらでもいいから譲ってくれと言ってくる。

メディアでも引っ張りだこ、
焼津の深海おじさん

深海ザメの漁をやっている関係で、水族館との付き合
いもあります。三保半島にある東海大学の水族館とは、
長い付き合いです。水族館が開館するときに深海魚がほ
しい、ということで相談に来られ、今でも私の魚が入っ
ている水槽がありますよ。
最近は、古い友人の紹介で、横浜の『ヨコハマおもし

◎サガミザメのお造り ◎ヨコハマおもしろ水族館で恒例のサメの解体
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ろ水族館』の名誉
館長もやらせても
らっています。館
長の話があった
時、とにかく一度
行って見てみよう
か、ということで、
家族みんなでその
水族館に出かけま
した。水族館では
クイズ形式で生き
物を解説したり、
なかなか面白い工
夫をしていたので
すが、待ちの経営
という感じでお客

さんがあまり入っていませんでした。その時、ここに深
海魚を入れたら人がもっと来るかな、とか、自分が引き
受けなかったらここにいる魚たちはどうなっちゃうんだ
ろう、と思って館長を引き受けることにしたんです。
ここには、自分で獲った深海魚も持ってきます。月に

一度は「深海まつり」というのを企画して、サメの解体
を見せています。先月はカグラザメ、今月末はオンデン
ザメを解体する予定です。サメの解体はすごく人気があっ
て、お客さんは相当増えています。私も毎月、家族で行
くのですが、孫に自分の仕事をみせられるので張り合い
がありますね。
水族館へはグソクムシも深海魚も無料で提供していま

す。その代わり、といっては何だけど、目一杯焼津の宣
伝をさせてもらっています。
テレビに出る機会も凄く増えました。でも本当は、と

にかく焼津の宣伝をしたいと思ってやっています。若い
人の中には、焼津という名前を正確に読めない人もいる
ので、もっと地元をPRしたい。それから、駿河湾のこと
も知ってもらいたいね。

資源の宝庫、深海の魅力

先日、沖縄で深海ザメ漁をやっている若い漁師さんがこ
こに来て、話をしたけど、彼は一度漁に出ると10日間くらい
帰れないと言っていました。でもここは漁場まで15分。遠

くたって45分もあれば漁ができます。沖縄では、ここに比
べると単価も安いし、ようやくサメの身を地元の食堂で少
しずつ利用できるようになったところだそうです。でも、焼
津では肝臓だけでなく、身も頭も、需要があるから使い尽
くせる。ある意味、第２次深海ブームなんでしょうね。だけど、
アイザメだけに頼っていたら、資源的にはちょっと難しい。
息子のブログには「宝は駿河湾深海にあり」というタ
イトルがついています。本当に駿河湾の深海は資源の宝
庫なんですよ。アイザメはマイナス800メートルあたりで
獲れるけど、もっと深いマイナス1,000とか1,500メートル
くらいにも、深海性の生物が本当に沢山います。イバラ
ヒゲなんてタイみたいにおいしいし、ソコクロダラの味
は上等なタラです。深海ザメもおいしいのがたくさんい
ますよ。ただ、姿が悪いし値がつかない。漁をするのにも、
餌を降ろすまでに３時間以上かかるので大変です。でも、
そこに宝があることは分かっています。そういう資源を
大事にしながら、もっと有効に活用していくことができ
れば、海にはまだまだ計り知れない可能性が秘められて
いると思います。

長谷川さんの深海に寄せる熱い想いにあふれた
お話に引き込まれ、ついつい長居をしてしまいま

した。深海の生物たちや彼らが暮らす環境を如何に
守りかつ賢く利用していくか。深海という未知なる
世界の案内人である長谷川さんは、そのことを伝え
ようとしているのだと思います。欠かすことのでき
ない相棒である息子の一孝さんと共に。

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

◎かなり巨大なカグラザメ

※写真は長谷川氏提供
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日韓両国の漁村漁港漁場技術発展と水産関係者の友
好増進を目的とした「第17回日韓漁港漁場技術交流会
議」が公益社団法人全国漁港漁場協会が主催のもと平成
26年７月に東京都内で開催されました。
同会議には、韓国側から特殊法人韓國漁村漁港協會

の李相基会長をはじめ総勢１０名の方が参加され、日
本側からは、来賓と
してご参加された水
産庁漁港漁場整備部
の高吉晋吾部長をは
じめ、関係団体及び
民間企業から30名以
上の方が参加されま
した。

会議の次第は下記のとおりで、日韓両国代表者が「漁
港・漁場整備のこれからのあり方」をテーマに日韓それ
ぞれ２件の発表を行い、活発な意見交換が行われました。

第17回日韓漁港漁場技術交流会議

活動紹介

概要

第17回日韓漁港漁場技術交流会議

■共通テーマ：漁港・漁場整備のこれからのあり方
■座　長：影山 智将（（一財）漁港漁場漁村総合研究所 理事長）
■発表
「漁港施設等の老朽化対策（長寿命化）」
●西﨑 孝之（日本）（水産庁漁港漁場整備部整備課 課長補佐）
日本では多くの漁港施設が今後耐用年数の経過

により更新時期を迎えるものが増加していくこと
が予想されることから、対策について長期計画で
も位置づけられおり、戦略的な維持管理として、
事後保全から事前保全に移行し、ストックマネジ
メントによるコスト縮減についての考え方や手法
について報告された。

「漁港施設の整備方案 －国家漁港を中心として－」
●姜 賢尚（韓国）（（特）韓國漁村漁港協會 漁港整備チーム長）
韓国では建設から20年以上経過した施設が

▲ 主催者挨拶：田中潤兒会長

22％あり、老朽化した漁港施設の体系的な安全・
管理が必要になっていることや気候変動による設
計波上昇や静穏度不良などによる被害事例に加え、
現在韓国で取り組まれている安全管理や維持補修
の実態について報告された。

「 水産多面的機能発揮 漁業者が行う水産業・
漁村の多面的機能の発揮に資する取り組み」
●石岡 昇（日本）
（（一社）水産土木建設技術センター 主任研究員）
水産における多面的機能を発揮させる、環境・

生態系保全対策と水産多面的機能発揮対策の概要
について紹介した上で、事業の仕組み、実施状況、
活動組織の構成、主な活動内容及び具体的な取り
組み事例が報告された。

「 干潟産業情報伝達体系の高度化による
生産性増大方案」
●李 仁泰（韓国）（㈱海洋水産政策技術研究所 代表理事）

▲ 発表風景

▲ 発表：西﨑 孝之 氏

内容
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活動紹介

会議終了後、１泊２日で千葉県各地の漁港視察が行
われました。
①片貝漁港
片貝漁港では、千葉県銚子漁港事務所の案内により、

これまでの漂砂対策の経緯や今後の対策方針について
ご説明頂きました。片貝漁港では津波避難タワーが整備
されており、その上から漁港全体を一望しながら説明を
受けました。その後、韓国側から、より近くで視察した
いとの要望があり、砂が堆積している港内に移動しまし
た。韓国でも漂砂対策が問題となっているとのことで、
全体の工事費や維持浚渫に要する費用、その費用を支出
している機関について等、質問されていました。
②勝浦漁港
勝浦漁港では、千葉県南部漁港事務所大原支所と勝

浦漁協の方のご案内により、耐震強化岸壁と冷凍施設
を視察しました。
耐震強化岸壁の説明を受けた際には、耐震強化岸壁

がL2地震にも対応している岸壁であることを理解でき
ずに、その他の施設に対して地震対策が行われていな

▲ 片貝漁港視察状況

▲ 勝浦漁港視察状況

汚染された干潟の生態系を回復させて持続可能
な漁業産業基盤を構築するための事業についての、
内容、事業の進捗状況、事業の効果と問題点、干
潟産業の高度化として、気候変動への対応や干潟
造成について報告された。

■内容紹介
日韓ともに漁港施設の維持管理について報告があ

り、点検の方法や機能診断の方法等については類似
した対応が進められておりますが、日本では主に老
朽化を対象としているのに対し、韓国では気候変動
等による補強の必要性や災害時の復旧についても一
括りとして考えられていることが特徴的でありまし
た。藻場や干潟の保全についても、両国共通の課題
であることが報告され、韓国では対策として干潟に
多孔式の境界堤を設けた干潟農場の造成を行い、管
理を個人が行うことで効率的な資源管理を行ってい
るとの報告がありました。
韓国側から、漁港施設の維持管理や藻場・干潟の

保全等にどの程度の予算を確保し対応しているのか
等の質問があるなど活発な意見交換が行われました。

現地視察
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いと理解をしたようで、日本における地震対策が他国
と比べ重要視されていることを改めて感じました。
③鴨川漁港
鴨川漁港では、フィッシャリーナを管理している「海
太郎」の方の案内で、千葉県が整備したフィッシャリー
ナと隣接する親水防波堤を視察しました。
フィッシャリーナでは、メンバー艇が桟橋係留でな

くブイ係留していることに対して質問がありましたが、
東日本大震災での津波が来襲した際には、ブイ係留で
あったことから船体被害がなく、安全面ではブイ係留
が優れていたことの説明がありました。
韓国では潮位差が大きい港が多く、また、大きな津

波被害も想定されていないことから利用面を重視した
浮桟橋に係留する方式が主流とのことでした。
④保田漁港
保田漁港では、鋸南町の方のご案内により、浮桟橋

と保田漁協直営の食事処「ばんや」を視察し、平日にも
かかわらず、多くの利用客が訪れておりました。
韓国側から、日本では他の地域でも「ばんや」との名
前がついた店舗を見たことがあるが
「ばんや」とはどのような意味なのか
との質問がありました。戻ってから
調べてみたのですが、文献により表
現の違いはあるものの、概ね「漁夫が
寝泊りする施設」との内容で、実際は
寝泊まりせずとも作業したり休憩す
る施設も番屋と呼ばれていることが
多いのかと思います。ちなみにイン
ターネットで「ばんや」を検索すると、
保田の「ばんや」が最上位でした。

韓国の視察団の方々は、交流会議や
各視察地での説明を真剣に聞き、説明
する方が困ってしまう程よく質問し、
夜の懇親会でも、自分の専門分野に関
係する方を見つけては意見交換をする
など、より多くの事を学ぼうとする姿
勢に感銘しました。

（第１調査研究部　後藤 卓治）

▲ 鴨川漁港視察状況

▲ 保田漁港視察状況

おわりに
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活動紹介

PIANCはPermanent International Association of 
Navigation Congressesの略で、日本語では国際航路協
会と呼ばれている。PIANCの目的は、「人類の福祉のた
めに、内陸港及び海洋港の航路（河川、入江、運河、港
の出入航路）、港湾施設（漁港、スポーツ・レクリエーショ
ン用水路を含む）の計画・設計・建設・改良・維持及び
運営に関する発展を図るとともに、沿岸地域の開発を
図ることによって、水上交通の維持・発展を推進する
こと」とある。
このPIANCで４年に一度開催される国際航路会議が

平成26年６月１日から５日にかけてサンフランシスコ
で開催された。
今般、この国際航路会議に参加したので、その概要

を報告する。

まず、６月１日はPre-Congress Technical Workshops
が行われた。いくつかのワークショップが開催され
たが、そのうちの一つとしてLessons from Coastal 
Disastersが日本主催で行われた。
このLessons from Coastal Disastersでは、３つのプ

レゼンテーションが行われた。基調講演として、日本か
ら東日本大震災の津波被害等が報告された。東日本大
震災以前の防災に関する研究、東日本大震災の港湾に
おける被害状況、最悪のシナリオを想定した今後の防
災対策が主な内容である。続いて、米からインド洋津波
とロスアンゼルス港の津波被害リスク、フィリピンから
HAIYAN台風被害についてそれぞれ報告が行われた。

続いて２日から５日までは、各論文の発表が行われ
た。今回、日本からは12編の論文が発表された。
全体は27のセッションに分かれている。航路・港湾

に関する建設・計画に係る幅広い論文報告が行われたが、
特に投稿数が多かった３つのセッションは次のとおり。
① Port Engineering & Infrastructure：最新の港湾建設
技術、港湾の利用・計画、防災対策等の報告

② Dredging：航路・泊地の浚渫に関する技術、計画
手法、浚渫土の有効利用等の報告
③ Locks：水門・閘門に関する鋼材等の素材、防食
技術、誘導システム等の報告
個人的に面白いと思った報告がいくつかあった。たと
えば、Opening Plenary Sessionで報告されたパナマ運
河の話がある。近年は通行隻数がほぼ横ばいであるが、
貨物量は成長を続けており、パナマ運河の拡幅により
アジア地域と中米地域の貿易拡大のポテンシャルが高
まるとの報告である。また、Climate Change Impacts 
and Adaptationセッションでは、海面上昇が港湾施設
及び周辺海域の生物相・水質に与える影響を考慮した

第33回 PIANC WORLD CONGRESS 出張報告

はじめに

事前会合

テクニカルセッション

▲ 開会式（PIANC提供）

▲ 発表風景：水工研　金田 拓也 氏
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施設整備、計画策定など、日本では検討が進んでいな
いと思われる内容が興味深かった。さらに、Life-cycle 
Asset Managementセッションでは、老朽化施設の維持
補修について報告されていたが、コストの平準化、予
防保全的な対応など、日本の水産基盤整備における推
進施策と共通する内容の報告もあった。

６月５日の最終日は、午前中のセッション終了後、
閉会式が行われた。その際、優秀発表に対する表彰式
が行われ、日本からは、アミノ酸が含まれた環境配慮
型のコンクリート素材に関する発表が表彰された。
その後、テクニカルツアーが行われた。コースは６日
に行われた分を含めて３コースあったが、そのうちの一
つサンフランシスコ湾南部に行くツアーに参加した。
そこでは、浚渫土を利用した湿地帯再生プロジェクト

を見学した。湾の南端部一帯で実施・計画されているも
ので、今回見学したところは、自然観察ができるよう整
備されていた。

会議が行われたサンフランシスコは最近住みたい町
として人気があるそうだが、全米の中では観光地とし
ても人気が高い。実際、海岸沿いの観光地エリアにも
行ってみたが、観光バスが頻繁に走り、週末は町中人
でごった返していた。
その一画に水産物の水揚げを行っているエリアがあ

る。見学に行った際はサケ（カリフォルニアキングサー
モン）の水揚げとカニ（ダンジャネスクラブ）の出荷準備
が行われていた。いずれも小規模であったが、丁寧に
水産物が取り扱われており、岸壁背後の建物の中は日
本で言う衛生管理型の荷さばき所に近い施設もあった。
サンフランシスコには、他に有名なものがいろいろ

とある。ゴールデンゲートブリッジ、ケーブルカー、
アルカトラス島などである。
ゴールデンゲートブリッジは、1937年に完成した
そうである。地形条件、海流の速さなどの問題もあり、
難工事であったようだ。日本で言えばレインボーブリッ
ジやベイブリッジのような巨大な橋を80年近く前に
造ったことになる。
ケーブルカーは、日中いずれも観光客でいっぱいで

あった。しかし、このケーブルカーをよく見るとどう
いう仕組みで動いたり止まったりするのか、みんな疑
問を持つようになった。そこでケーブル博物館に行っ
て、勉強することに。無料であったが、展示は見やす
い。一応、理解はできた。ちなみに、この博物館には
市内全てのケーブルカーを動かす（正確にはロープを動
かす）駆動モーターがあった。大きな車輪のようなもの
が回転していて、なかなかの迫力であった。
前述した漁港視察の際、ケーブルカーを利用する機
会があった。早朝であったため、ほとんど貸切状態。
立ち乗りもできた。

今回、PIANCに参加し、他国で問題になっているこ
とや関心事項などがわかった。貴重な機会に恵まれた
ことに感謝したい。

（第１調査研究部 部長　中村 克彦）

おわりに

閉会式とテクニカルツアー

サンフランシスコ
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漁場整備に関連して、中華人民共和国の上海海洋大
学から視察がありましたので報告いたします。
中国の沿海地方においては、水深30ｍ程度まで漁場整
備を行っており、今後は、より深い水深帯での事業を模
索しており、浮魚礁もその一つとして検討されているそ
うです。こうした背景の下、上海海洋大学では、魚礁や
海洋牧場の研究を行っており、浮魚礁の整備技術に関連
した日本の事例について情報収集のため、視察の依頼が
ありました。

章守宇教授以下４名の研究者と、今回の視察団のコー
ディネーター兼通訳として、東京海洋大学の婁先生が
同行され、計５名が来所されました。今回の視察では、
当研究所を皮切りに、日本国内の魚礁メーカー、水産研
究所、大学、県庁等を５日間かけて精力的に視察される
とのことでした。

◎日　時：  平成26年８月４日（月）
16：00～18：00

◎場　所：当研究所会議室
◎ 参加者：
章 守宇 氏 ●上海海洋大学海洋科学学院 教授
張 碩 氏 ●上海海洋大学海洋科学学院 准教授

胡 慶松 氏 ●上海海洋大学工程学院 准教授
李 欣 氏 ●上海海洋大学経貿学院 准教授

婁 小波 氏 ●東京海洋大学大学院 教授

■内　容：
１．あいさつ
２．話題提供
① 浮魚礁におけるカツオ・マグロ類の
蝟集・滞留状況 
三浦 浩　●第２調査研究部 主任研究員

② 流体力に対する浮魚礁の設計理論
吉野 真史　●第２調査研究部 主任研究員

③質疑応答

話題提供後、質疑を行ったところ、浮魚礁の配置や
魚類の蝟集・滞留に関する調査手法や、浮魚礁の構造
や強度に関する質問など、多岐にわたり、関心の高さ
を実感しました。また、浮魚礁の整備によって乱獲を
誘発しないよう、資源管理を行うことの重要性と、蝟
集や増殖に関する更なる機能解明が必要であることを
説明して結びとしました。
視察終了後、場所を変えて懇親会を行いました。日
本語、中国語、英語が飛び交う中、情報交換を行い、
楽しい一時を過ごしました。

（第２調査研究部　三浦 浩）

上海海洋大学視察団

はじめに

視察内容 ▲ プレゼン風景

▲ 参加者記念撮影
前列右より：婁小波 氏、章守宇 氏、影山理事長
後列右より：李欣 氏、筆者、吉野主任研究員、

胡慶松 氏、張碩 氏
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『 平成26年度 都市漁村交流推進協議会の
トーク＆トーク　まちに元気を！』開催報告
開催概要
平成26年７月15日に都市漁村交流推進協議会主催の

『トーク＆トーク　まちに元気を！』が開催されました。

◎日　時： 平成26年７月15日（火）13：30～15：30
◎場　所： エッサム神田ホール３Ｆ　大会議室

（東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2）
◎参加費：無料

■講演：『浜の活力再生プランについて』
斎藤 晃 氏　●水産庁 防災漁村課 都市漁村交流専門官
■活動事例紹介：
①歯舞漁業協同組合
『歯舞地域マリンビジョンの取組について』
平山 明 氏　●歯舞漁業協同組合 参事
②一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
『漁村活性化の事例分析と実践に向けたポイント』
後藤 卓治　● 一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所

主任研究員

都市漁村交流推進協議会 会長
藤本 昭夫 氏　●大分県姫島村長

都市漁村交流推進協議会は、都
市と漁村の交流に関心を持つ都道
府県や市町村などの関係者が集ま
り、情報交換と質の向上を目指し、
都市と漁村の交流を推進するため
の働きかけ等を行うことを目的と
して、平成14年に設立されました。
現在、全国の都道府県、市町村、
関連団体、NPO法人等を中心に、82団体の会員で構成さ
れています。漁村には新鮮な水産物を安定して供給する
機能があるとともに、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・伝統料理の継承などを通して、
都市の人々にゆとりある生活や潤い、癒し等を提供する

機能があります。都市と漁村の交流は、都市住民のゆと
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にぎわいをもたらすこ
とによって、地域の活性化に大いに役立つものです。
近年、漁村では地域活性化の１つの手段として、豊か

な自然環境や新鮮な魚介類を生かした漁業体験、朝市な
どの都市漁村交流活動への取組みが増えてきています。
このことは、都市漁村交流の活動が漁村地域の活性化の
重要な手段であるとともに、都市の人たちに漁村を見て
もらい、体験してもらい、味わってもらい、触れ合って
もらうことにより、都市の人たちが漁村に対する理解を
深め、ひいてはそれが都市の活性化にも大いに役立つも
のと思っています。このように、都市と漁村の交流は、
お互いの活性化、理解の醸成に重要な役割を担っていま
す。東日本大震災が発生した際の都市からの多くの支援
の表れは、都市と漁村の交流活動が大きな要因の１つに
なっているものと考えています。
本協議会では、活動の一環として講演会形式やパネ
ルディスカッション形式でのこの「トーク＆トーク：ま
ちに元気を！」を開催しています。これは、これからの
都市漁村交流の展開方策を探るための意見交換の場と
して、本協議会の会員だけでなく、都市漁村交流活動
に興味を持つ多くの方々を対象としているシンポジウ
ムです。今年度は浜の活力再生プラン事業、歯舞地域
マリンビジョンの取組み、様々な漁村活性化の事例研
究の成果を報告していただきます。本日の発表内容が、
今後の皆様の活動の一助となれば幸いです。本日はお
忙しいところご参加いただきありがとうございます。

『浜の活力再生プランについて』
斎藤 晃 氏　●水産庁防災漁村課 都市漁村交流専門官

浜の活力再生プランは間違いなく今後の水産庁の中
心的な施策で、これにどんどん施策を集中していくこ
とになります。本日は、浜の活力再生プランが作られ
た経緯、具体的な計画の作り方、計画の具体的な事例
の紹介について話させていただきます。

プログラム

主催者挨拶

講演
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政策的位置づけ

浜の活力再生プランは、農林水
産業・地域の活力創造本部が昨年
の12月に定めた農林水産業・地
域の活力創造プランにおいて、「浜
の活力再生プラン作成実現を推
進」と明記されています。また、先月24日に閣議決定さ
れた「日本再興戦略」改訂2014のなかで「浜の活力再生
プランの作成の取組みを推進し、同プラン策定地域に
おける所得をプラン策定後５カ年間で10パーセント以
上向上させることにより、持続可能で収益性の高い漁
業、養殖業の基礎を構築する」と明記されています。
このように、政府の方針にしっかり明記されており、

今後の水産庁の補助事業やいろいろな施策については、
この浜プランを中心に回していくということが広がっ
ていきます。

背景と目的

漁村の漁業を取り巻く環境は、燃油価格の高騰、漁
業コストの増加、低い水準で推移している漁労所得、
漁村人口の減少と高齢化の進展、特に65歳以上の占め
る割合の増加といったことで厳しい状況にあります。
このような大変厳しい状況をどう打開していくかとい

うことで、浜の活力再生プランといったものが設けられ
たところで、漁村地域が活性化を目指すための処方せん
ということです。様々な漁業収入の向上の対策やコスト
削減の方策について具体的に決めていただき、所得
向上の10パーセントを目標とするということです。

浜プラン策定のメリット

浜プランを作ると、国のいろいろな施策、支援を
受けることができるようになります（右図参照）。平
成27年度はこの関連する事業といったものをもっと
増やしていくという方向で庁内、省内において現在
検討中です。例えば、多くの地域で取り組まれてい
る水産業多面的事業、藻場の造成、あるいは離島再
生交付金といったものについても関連性を強めてい
くことを検討しているところで、浜プランなしには、

そういった施策がなかなか使いづらくなってきます。
浜プランの策定は重要なものである、と理解していた
だければと思います。

浜プランの作り方

浜プランの策定主体は、地域水産業再生委員会とな
りますが、地域の振興策という位置づけですから、再
生委員会には漁協と、その漁協が位置する市町村の参
加が必須条件となっています。それ以外には、例えば
加工品に取り組むプランであれば加工組合、観光を柱
に据えるなら観光協会等、必要に応じて現場の漁業団
体等に入っていただきます。
浜プランの策定に当たっては、浜の活力再生プラン
策定推進事業としてプランを検討するための補助事業
を用意しています。これは、１計画50万円の定額補助で、
先進地の見学とか、新たな売り先のバイヤーを呼んで
自分たちの魚を見てもらうとか、協議会を開催する経
費とかの諸々の検討経費といったものを補助するもの
です。こういった補助事業を活用して浜プランができ
たら、水産庁長官に浜プラン承認申請を提出し、水産
庁内で審査して承認ということになります。
浜プランは原則的に５カ年間の計画です。目標数値
として所得10パーセントアップといったものを立てて
いただきますが、その結果や計画通りに進んだかといっ
たことを５年後に検証していただくという作り方と
なっています。

1.

2.

3.

4.
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浜プランの策定状況

浜の活力再生プランの策定状況ですが、当初見込み
で我々が考えたのは、全国に大体6,000くらいある浜
のうち主要漁港と呼ばれるものが620くらいあるので、
600の浜プランを３年間かけて作っていこうというもの
です。
まだ取組みが始まったばかりであり、承認済みプラ

ンは13ありますが、再生委員会が設置されている510
の浜（設置見込みも含む）について、今後プランが作ら
れてくるとかなり忙しくなってきます。水産庁の関連
事業がリンクを強化していきますと、例えば産地水産
業強化推進事業や箱物の事業などの候補なり事前相談
といったものが始まる来年の１月に浜プランがないと、
このような事業に手を挙げることができなくなる恐れ
があります。
しかし、都道府県を挟んだ浜とのやり取りには時間

がかかり、１プラン作るのに１か月～２か月かかりま
す。来年の１月に策定を間に合わせようとすると、一
度にプランが上がってくると予想されますが、こちら
も人的な要因もあり、プランの承認に時間がかかって
しまうことも考えられます。水産庁の事業、特に箱物
の事業などを計画されているところは、ぜひ早めに案
を作って相談していただきたいというお願いをしてい
るところです。

浜プランの策定のポイント

続いて実際にどんなプランができているのかについ
て事例を示します。奄美大島では漁業収入向上の具体
的取組みとして血抜きや砕氷の使い方による鮮度向上
を挙げています。また沖縄市場の方がヤコウガイの価
格が高いことから新たな市場への出荷の取組が挙げら
れています。これは、50万円の定額補助を使い、漁協
や関係漁業者が実際に沖縄市場に出向いて具体的な商
談をし、バイヤーのアドバイスを受けたり市場調査を
したりした結果です。せっかくの策定推進事業なので、
会議を開くだけではなく、実践的な活動にも使い、商
売の話をまとめていただければと考えています。
浜プランでは、具体的な取組について詳細に書いても

らうことに着目しています。例えば、漁価の向上のため

のブランド化といった抽象的な表現ではなく、細かく具
体的に書いていただくことが一番のポイントです。
一方で、漁業所得の出し方について、氷代や油代、
販売手数料の表を各個人毎に積み上げていただくこと
が一番望ましくはありますが、サンプル的に代表者を
調べる、統計的データから推測する、大体の経費や推
測的なデータを使って所得を出す等、様々な方法があ
るので、随時相談していただければ、アドバイスして
いきます。

おわりに

今日ご参加の皆様の中には浜の応援団に登録されて
いる方もいらっしゃるかと思います。浜プランについ
ては、水産庁のホームページで随時公表しますので、
こちらをご覧になり、これだったらうちで何か協力で
きるよとか、そういった内容があれば、ぜひ、浜の応
援団に登録していただき、ご協力いただければ大変あ
りがたいと感じているところです。

① 歯舞漁業協同組合
『歯舞地域マリンビジョンの取組について』

平山 明 氏　●歯舞漁業協同組合 参事
歯舞漁協の平山でございます。
当地歯舞地域のマリンビジョンの
取組みについて、簡単に説明いた
します。
歯舞漁協は、北海道東部の根室
市街から15キロ、本土最東端の
納沙布岬から７キロほどの位置に
あります。北方領土の北方四島の
歯舞群島のなかの、一番日本に近い島が貝殻島で、納
沙布岬から貝殻島までは3.7キロしかありません。その
中間ラインである1.85キロメートルがいわゆる領海で
隣国と非常に狭まったところにあります。

◉マリンビジョンで掲げる４つの取組
北海道開発局のマリンビジョン21構想が発表された
平成16年に専門的組織作りを開始し、翌平成17年には
歯舞地区マリンビジョン協議会を再編し、地域全体のマ

5.

6.

7.

活動事例紹介
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リンビジョンについて具体的に検討を始めました。何を
計画してどう実施するか、どうすれば地域の活性化につ
ながるかが大きな課題となりました。検討の結果、この
地域にないものを無理にやるよりは、あるものを掘り起
こしながらその特性を生かしたほうがいいという結論
に達し４つの大きな取組み事項を定める専門部会を設
置しました。１つ目は地域ブランド化の専門部会、２つ
目は漁村交流の専門部会、３つ目は衛生環境専門部会、
４つ目は漁業経営専門部会で活動を始めました。
１．ブランド化の取組
１つ目が水産物のブランド化です。まず、毎年ロシ

アと交渉して漁業料を払いながら操業している貝殻島
の昆布漁で採れる歯舞の早煮昆布があります。身幅が
広く煮ると柔らかくなる昆布ということで商品化して
います。昭和51年に全国地域婦人団体連絡協議会の北
方領土返還運動の一環として全国の会員販路を拡大し
たことをきっかけに、全国的なスーパーや一般小売店
で現在もコンスタントに販売を続けています。
次に歯舞昆布しょうゆがあります。北海道を中心に

平成２年から発売し、平成４年にテレビで紹介され、
全国的に広まりました。最近はイオンやイトーヨーカ
ドー、西友といった広域の量販店を中心に全国展開を
しており、年間100万ℓ以上を売り上げる北海道ではか
なりメジャーな商品になっています。イクラに歯舞昆
布しょうゆで味付けした加工商品等も売れ行きが良い
という事です。
これらの主力商品に続けと、平成18年に歯舞水産物

ブランド化推進協議会が発足し、22の漁業部会が１部
会１ブランド化ということで、一生懸命活動していま
す。その最たるサンマ部会では、漁槽の温度の徹底的
な管理、漁槽内を滅菌する装置、フローアイスシステ
ムなどの導入に取組み、一本立ち歯舞さんまとして平
成18年に商標登録し、市場でもセリ値で２～３倍の値
段がつくようになりました。サンマに続けとしゃけ丸、
歯舞の日の出うに、歯舞のときしらず、船上活締めタ
ラのふとっぱら等、鮮度保持を第一にブランド化を進
めています。
２．多面的機能の強化
２つ目に、漁民やその家族の居住による多面的な機

能の強化があり、漁業経営専門部会が担っています。
多くの漁業者が沿岸漁業を専業としている当地域で漁

業が元気であり続けるためには、作り育てる漁業の環
境整備、人材育成が必要不可欠であり、様々な活動を
しています。具体的には、雑海藻駆除、稚ウニやアサ
リの稚貝・サケ等の放流、これらを活用した体験学習、
食育活動等を行っています。
３．衛生環境問題への積極的取組
３つ目は、地域の衛生環境問題への積極的取組みで、
衛生環境専門部会が担っています。歯舞地域にある６
つの漁港には漁港愛護会があり、そのメンバーが地域
住民と連携して定期的に漁港内の清掃をしています。
さらに、澄んだ海や澄んだ川には魚が生息するという
ことで、近隣の野山で女性部を中心とした魚つき林の
植樹もしています。また、歯舞漁港および漁協の周辺
環境整備として、背後地に北方領土の象徴的な樹木で
ある千島桜の桜並木等の整備をしながら環境整備をし
ています。
歯舞漁港では、平成23年に国直轄で、清浄海水設備
の導入と屋根付き岸壁が完成し、衞生管理型漁港の一
途をたどっているところです。
４．都市漁村交流の推進
４つ目は、都市漁村交流を積極的に推進し地域の良
さをアピールすることで、漁村交流専門部会が担って
います。当漁協のオリジナル催事として、屋根付き岸
壁を利用して、春におさかな祭り、８月に昆布まつり
を実施しています。９月には納沙布岬で北方領土返還
運動を兼ねた全国の連合集会が開かれますが、そこに
集まった約1,000人の方々に歯舞に戻っていただき、ね
むろ水産フェスタと銘打ったおさかな祭りを実施して
います。また、根室市の催事についても、８月から９月
にかけてのかに祭り、９月の根室のさんま祭り、10月
の産業フェスティバルにも参加しています。この根室
さんま祭りは岸壁でやりますが、サンマ漁船の集魚灯
でライトアップしながら祭りを盛り上げています。今
言った催事の規模は、歯舞単体で行っているまつりに
ついては、3,500～4,000人の集客で、根室市内のお
祭りである根室さんま祭りについては、根室市の人口
２万8,000を超える３万人超のお客さんが来ており、こ
こ数年は恒例になってきています。
都市部との交流として、札幌圏、関東・関西圏を中
心とした百貨店等の催事にも参加するようにしていま
す。例えば、関西の居酒屋チェーンとの連携で、歯舞
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サンマ祭りと銘打ったビヤガーデンを利用したお祭り
をやっており、約３カ月の開催期間に６万人超の人が
集まります。
逆に当地の観光客に対しては、当地の自然を親しんで

いただくということで、濃霧のかからない10月後半か
ら３月ぐらいまで観光できるクルージング船を出しま
す。北方領土の領海の端から納沙布の近くまで行って
戻ってくる、約１時間半から２時間の航海ですが、イ
ルカ、ゼニガタアザラシ、クジラやラッコを見ること
ができますし、野鳥も見ることができるとバードウォッ
チャーが増えてきています。トーサムポロ漁港の入江
に干潟を造成して、アサリの造成漁場を作り、ここに
稚貝を放流して潮干狩り等を実施していますが、最近
は親子連れが増え、定着してきています。
また、大阪の高校の修学旅行生の漁家へのホームス

テイもここ数年実施し、地域視察だけでなく漁業体験
もしています。自宅に泊まるものですから、漁業者は
高級な食材をふるまうため、非常に喜ばれ、開始当初
から高校生の間でも人気になり、どんどん参加者が増
えてきています。北方領土関係でも来訪者が多く、職
員食堂を利用して地場で捕れた魚等を食べていただく
などもしており、喜ばれています。今後とも、北方領
土を含む自然との共生、沿岸域の漁業体験、地元海産
物の食の提供等、どんどん広げ、つなげながら、これ
らの運動も拡大していきたいと考えています。

◉活動に当っての留意点
今までの活動で特に留意した点は、１つ目は自然消

滅的な流れに至らないように強く意識すること、２つ
目は地域ぐるみの共助力が必要であること、３つ目は
若い人たちの活動を主としてモチベーションを保たせ
ること、４つ目は長期的視点で見つめて、常に利益を
求めないこと、５つ目は地域の主要メンバーに参画し
てもらって、漁協が核となって率先していくこと、６
つ目は北海道開発局、北海道、大学等と産学官の連携
のもとでアドバイスをいただきながら進めることです。
今までの反省や経験をもとに実際にやっていきたいと
思います。

◉総括
少子高齢化のなか、どうすれば地域活性化が図れる

のかを、様々な場面で試行錯誤しながら進めてきまし
たが、マリンビジョン活動を継続して発展させ、漁村
の特性を情報発信し、交流人口の増加を目指し、４つ
の専門部会の機能を継続的にフルに発揮し、目標達成
に向けて前進するのみと、このような結論に至ってい
ます。
手前味噌の話ですが、これらの活動に対し、「立ち上
がる農山漁村」の選定、「わが村は美しく－北海道」のコ
ンクールの地域特産品の部門の金賞、「北海道マリンビ
ジョン21」促進期成会個別取組み部門の会長賞、北海
道開発局長賞総合優勝（３連覇）、第11回「オーライ！
ニッポン大賞」などの評価を頂いています。
歯舞地区マリンビジョンのキャッチフレーズ「最東端

の海からのメッセージ」を今後とも発信し続けたいと
思っています。発表事例については、継続が今後の大
きな力になるでしょう。これらを継続しながら、日本
本土最東端の漁村に課せられた多くの使命をマリンビ
ジョン活動を通じながら、果たしていきたいと考えて
います。

② 一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
『  漁村活性化の事例分析と実践に向けた
ポイント』
後藤 卓治 氏　●一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所

主任研究員

漁村活性化の事例分析と効果
評価という冊子の概要をご説明
します。
本調査は平成24年から３年間、
水産庁の補助事業を使って、昨年
度までに全国の50事例を調査し
ました。活性化を目指す漁村地域
は多いのですが、取組み方法が
分からず手をこまねいている地域があります。一方で、
歯舞のように様々な活性化の取組みを実践し経験とし
て蓄積しているところがあります。このような先進事
例を分析し、これから取組みを開始する地域や次への
展開を目指している地域への情報提供を目的としてい
ます。
本冊子は、進め方のポイント、効果の把握手法、50
の事例の概要を示した部分の３編からなっています。
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活動紹介

第１編では取組の段階を、発意の段階、導入期、成長
期、成熟記に分けて進め方のポイントを整理しています。

◉発意段階
地域の現状を知り、問題点や課題に気づくことと、そ

れに対する危機感が取組のきっかけになります。漁村
地域の置かれている状況は様々ですが、共通して言え
るのは、あきらめず直面している課題を把握すること、
小さな取組から始めてその都度生じた問題や課題を解
決して取組を継続することが成功につながるというこ
とです。

◉導入期
■ 地域資源の発見：導入期では地域では当たり前のも
のも地域資源として活用できると気づくことが大事
です。
地域特性を水産物の多さ、都市部からの距離で４

つに分類しました（下図参照）が、集客しにくい地域
でもあきらめずに考えることが大事です。例えば、
水産物が豊富で都市部から近い地域では、直売や定
期市、レストランの取組みが行いやすく、都市部か
らの遠い地域では、加工やブランド化、通販の取組
みが活性化を促します。水産物が少なくても、海洋
性レクリエーションや観光、漁業体験ができますし、
都市部から遠ければ、滞在型の修学旅行や２地域居
住等の取組みの可能性が広がります。

■ 体制：鍵は共感と関心を持つ人、直面
する課題に気づく人の存在です。リー
ダーは地域振興を真剣に考える人がよ
く、地域の人に限らず外の人を使うの
も効果的です。
リーダーの発意やアイデアを具体化し

ていく担い手も必要です。元気な女性、
経験知識豊富な高齢者、またはよそ者の
活躍が期待されます。

■ 目標設定：最終的には地域の活力を取
り戻すことですが、そこに至るまでに
は、長期的な取組みの継続が必要であ
り、段階的な目標を設定しておくこと
が大事です。無理なく継続して取り組
んでいける道筋、成長のシナリオを描

くことが重要です。
■ 専門家の活用：多くの事例でノウハウを持つ専門家
や行政の支援を効果的に採用しています。行政の支
援というと費用の話になりがちですが、地域の水産
業普及指導員や経営指導員、行政の担当者等による
きめ細やかな支援を受けながら活性化に取組んでい
る地域も多いです。
■ 資金調達：導入期には初期コストを抑えるよう既存
施設等の有効活用から始めますが、地域に存在しな
い施設が必要な場合には整備も必要であり、ここに
紹介するような支援事業を積極的に活用することも
効果的です。

◉成長期
■ PDCAサイクル：成長期は、計画、準備、実施、課題
の抽出、改善への取組みを繰り返すことが、重要です。
ただし、事例調査では、PDCAを意識しているところ
は少なく、直面する課題に対応しながら取組みを進
める中で、結果としてPDCAを行っています。取組み
を評価しつつ改善しながら進めることが重要です。
■ マーケティング：取組みを軌道に乗せるには、自立
的な運営・収益の確保を意識することが大事です。
例えば直販等では販路の構築、スーパー等との業態
との差別化、ターゲットとする顧客の明確化、こだ
わりの商品づくり等です。
取組みを多くの人に認知してもらい関心を持って
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もらうPRも鍵になります。SNS等は顧客のニーズの
把握、消費者評価、新商品のPRなどにも活用でき、
より有効な情報発信手段となる可能性があります。

■ 運転資金：運転資金の確保等の専門的な話に対して
は、内閣府の地域活性化伝道師や水産庁の浜の応援
団等の専門家の派遣制度をフルに活用することも大
事です。

■ ハード整備：取組みのレベルアップにはハードの整
備も必要です。取組みが一定の段階に達すると、生
産能力やサービスの供給力の限界に達し、成長が頭
打ちになる事例がみられます。直販・飲食店の場合
は販売店舗が狭い・客席数が少ない・駐車場が不足
といったようなこと、加工の場合は製造能力が追い
つかないといったようなことです。このような場合
には、やはりハード整備により供給能力を向上させ
ることで、成長できると考えられます。

■ 体制：活性化を目指す取組みが様々な主体により多
様に展開される段階では、それぞれの取組みをつな
ぐ中間支援的な役割（各取組みの交流、情報交換の場
の提供、受け入れ窓口、全体的な情報の発信、協議
調整の窓口）を担う主体の存在がさらに取組を成長さ
せます。

◉成熟期
■ 取組の継続：活性化の取組みが一定の成果を挙げ自

立的な運営ができるようになった段階で、取組みの
継続が目的化してしまい取組みが停滞してしまう場
合には、さらなる発展に向けて直面する課題を整理
します。マンネリ化の打破のために、定期的に利用
者の利用意欲を刺激するような取組みを行っていく
必要があります。
■ 世代交代：成熟期になると世代交代も問題になりま
す。一定の成果を上げた地域は、地域経済に占める
位置も重要性を増すため、世代交代を円滑に行うこ
とが重要です。若い人にも関心を持ってもらって参
画してもらうこと、地域の理解者を増やす準備をし
ておくことが必要です。
■ 次のステップへの準備：１つの取組みだけではマン
ネリ化し停滞してしまうことがあるため、特定の取
組みに依存しないことが重要です。段階的な取り組
みの導入も大事なので、取組みを行っているなかか
ら新たな取組を準備し、次のステップに向かってい
くことが大事です。

◉さらなる発展
さらなる発展ということで、１つの取組みで終わら
ず、さらに取組みを発展させていくという考え方を整
理します（下図参照）。最初の取組みを改善することで
発展させ、この繰り返しにより、漁村地域の活性化の
規模を増やしていくことができるのではないかという

ことです。

◉事例紹介
冊子で紹介している事例は、生産分野、
流通分野、加工分野、都市漁村交流、複合
型といったように整理しています。また、
漁業者数と市街地までの距離を軸にして調
べられる索引も付けております。
事例は、活動のきっかけ、活動の経緯、
運営継続のポイント、成果、課題、問い合
わせ先や活性化のキーワードで整理してい
ます。このあたりを参考に、冊子を活用し
ていただければありがたいと思います。

※本原稿は、当日お話し頂いた内容を
抜粋したものです。
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平成26年３月６日13：00から千代田区のエッサム神
田ホールにおいて、漁場施設研究会の第10回研究例会
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、漁場施設に携わる企業
及び学識者等で構成されており、漁場・増殖場造成に
関する様々な研究等を行っています。

研究例会は、会員をはじめ水産庁、都道府県の関係
部局の計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の影山理事長の挨拶に続き、
水産庁漁港漁場整備部計画課高吉課長のご挨拶があり
ました。その後、当研究所の伊藤部長より、これまで
の研究会の経過報告を行うとともに、人工魚礁をとり
まく研究体系と課題、今後の展望に関する説明があり、
事例報告に入りました。
事例報告では、①話題提供、②調査手法や③魚礁効

果、④増殖機能などのテーマ別に12課題の発表が行わ
れました。

◎開催日時：  平成25年３月６日（木）
13：00～17：00

◎場所：エッサム神田ホール３階　大会議室

◉プログラム
１．開会　会長挨拶
２．水産庁挨拶
３．これまでの経過報告
４．事例報告
① 話題提供
１）フロンティア漁場整備事業の現状について
② 調査手法
１） 魚礁設計指針改訂の概要と、FRP廃船魚礁の
安定性検討について

２）σ13Cを用いた海域の基礎生産量の測定
３）魚介類の行動追跡の新技術と課題
４） 海況条件によりROV等の視認調査が困難な場
合の補助的な調査手法について

③魚礁効果
１） 人工マウンド礁におけるイサキの行動解析と
摂食

２） FP魚礁による大規模乱積み魚礁群の調査事例
３）鋼製魚礁の効果事例

漁場施設研究会第10回研究例会を開催しました

開催概要

▲ 発表風景

はじめに
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④増殖機能
１） 貝殻増殖礁に確認されたサンゴ群落の
現状及び評価

２）貝殻魚礁の物質循環促進機能
３） 対馬市豆酘（ツツ）海域における核藻場造成に
ついて

４）付着生物の経年変化
５．その他
６．閉会

① 話題提供：水産庁漁港漁場整備部整備課本田耕一上
席より「フロンティア漁場整備事業の現状について」
紹介賜りました。これまでのフロンティア漁場整備
事業の概要と効果調査の成果、そして今後の課題に
ついて発表され、効果が発現しつつあることが示さ
れました。

② 調査手法：魚礁設計指針改訂の概要、安定同位体分
析を基にした海域の基礎生産量の測定、バイオテレ
メトリーを活用した魚介類の行動追跡、ソナーを活
用した魚礁設置状況調査が紹介されました。いずれ
も、調査・解析技術の向上による事業へのフィード
バックが期待されるところです。

③ 魚礁効果：魚礁効果に関する調査事例として、バイオ
テレメトリー等によるマウンド礁近辺でのイサキの
行動と摂餌の調査検討の発表がありました。魚礁メー
カーからは大規模なコンクリート乱積魚礁に蝟集し
た魚群の調査事例、鋼製魚礁の効果事例について力
のこもったプレゼンテーションをいただきました。

④ 増殖機能：増殖機能に関する調査事例として、貝殻
増殖礁に確認されたサンゴ群落の調査結果および貝
殻魚礁の物質循環、台座藻場礁を利用した各藻場の
造成、人工マウンド礁内部の付着生物量調査結果に
ついて示されました。これらの発表は水産環境の保
全と資源水準の底上げといったホットな分野であり、
熱のこもった質疑応答がなされました。

事例報告終了後に、学識者・行政・企業を交えた総
合討論を行いました。最後に当研究所の堀越技術審議
役より、締めの挨拶があり、盛会のうちに閉会致しま
した。今回で10周年の節目を迎えましたが、漁場施設
整備に関する技術課題は多岐に渡っており、今後とも
調査研究に邁進する所存であります。

（第２調査研究部　吉野 真史）

▲ 総合討論

事例報告

おわりに

▲ 発表風景
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活動紹介

大槌町水産加工品フェア直売会
～JA花巻「母ちゃんハウスだぁすこ」で開催

大槌町は、岩手県のほぼ中心部に位置する人口約１万
5000人（2010年時点）の町である。平成23年３月11
日に発生した東日本大震災により、町内水産業は生産、
流通、加工全てにおいて壊滅的な被害を受け、町の水
産業を取り巻く環境は大変厳しい状況となっている。
このことから、平成24年度に町の水産業の復興と持

続的な発展を目指し、大槌町水産業アクションプラン
（以下、アクションプランと記す。）を当研究所が町から
の委託によって作成した。当プランでは、「地域漁業」、
「魚市場機能」、「水産加工流通」の３分野に焦点を当て、
現状分析及び再生・強化に向けた対応策と重点プロジェ
クトを提示した。平成25年度からは、アクションプラ
ンを実行に移すべく、水産業アクションプラン展開事
業を当研究所が委託を受け実施している。
本報告では、水産加工流通振興部会で検討した、①「お

おつちブランド」の創設、
「おおつち海の幸カタロ
グ」作成、②「おおつちブ
ランド」認定ロゴマーク
作成、③PRイベントと
して、平成26年３月21
～23日の３日間でJA花
巻の直売施設「母ちゃん
ハウスだぁすこ」で開催
された水産加工品PRイ
ベントの開催内容につい
て報告する。

◎日　時：平成26年３月21日～23日
◎会　場：  JA花巻直売所「母ちゃんハウスだぁすこ」
◎来場者数： 約3,000人
◎売上金額：  1,048,700円
■PR･取材等
・  開催前日に花巻エリアを中心にチラシ（3,000枚）
の折り込みを実施した。

・  市内に移転した大槌町住民（約1,000枚）に対して
チラシを郵送した。
・  IBCラジオの中継、岩手日報の取材を受けた。
■会場の様子
・  当日は各種水産加工品の試食・販売、農産物と
のコラボメニューやワカメしゃぶしゃぶ試食や
無料配布を行ったところ、お彼岸と言うこともあ
り大槌町の水産加工品を買い求めていた。また、
被災地（大槌を中心に）から花巻・盛岡方面で避
難生活や移転をした方々、ラジオや折込みチラシ
などを見た方が多数来場され、「大槌のものは旨
い（ウンメエー）」と懐かしそうに買い求めている
姿が印象的でした。なお、漁村総研ではこれから
も被災地の復興に向けて地元と一緒に取り組ん
で行きます。

（第２調査研究部 部長　伊藤 靖）

はじめに

▲ 認定ロゴマーク

開催概要
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宮崎県日南市は宮崎県南部に位置しており、東側は
日向灘に面し、その海岸線は、「日南海岸国定公園」に
属しています。漁業においては、近海カツオ一本釣り
や近海マグロ延縄漁を中核とし、沿岸漁業では、岩礁
や転石帯が多いため、イセエビをはじめ磯魚類の好漁
場となっています。一方、近年イセエビの漁獲量は減
少傾向となっています。
こうした背景から日南市漁業協同組合では、産地水

産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）において、
イセエビ増殖のため、投石（つき磯）を行っており、３
つの産地協議会を立ち上げています。今回は、同協議
会の主催によるイセエビの資源増大に関する勉強会に
おいて当研究所から２名の講師を派遣いたしました。

当研究所では、平成18～21年まで、漁港水域におけ
るイセエビの増殖機能の強化に関する研究を行いまし
た。宮崎県宮崎市の青島漁港をモデル地域として実施
しており、これらの研究報告が協議会事務局の目にと
まり、講演を行うことになりました。

◎開催日時：  平成26年３月18日（火）
13：30～15：30

◎開催場所：日南市漁業協同組合
◎事務局：日南支部水産振興対策協議会
◎参加者：漁業者、日南市役所等　約20名

◉プログラム
１．開会
２．あいさつ
３．講演
①イセエビの生態と漁業および増殖の事例
伊藤 靖　●第２調査研究部 部長

②青島漁港におけるイセエビ調査結果
三浦 浩　●第２調査研究部 主任研究員

③質疑応答

４．その他
①イセエビの生態と漁業および増殖の事例では、
既往知見をふまえた、イセエビの生態と漁業につ
いての一般論と、イセエビの増殖場の効果調査結
果から、造成漁場の特性と管理型漁業の推進に関
する話を行いました。
②青島漁港におけるイセエビ調査結果では、漁
港水域におけるイセエビの成長段階別分布の特徴
と、増殖機能を高めるために稚エビ用の巣穴を造
成した実証試験の結果について話を行いました。
質疑応答では、漁業者から青島漁港で実施した
実証試験について関心が寄せられ、熱心な質疑が
行われました。

青島漁港をモデルとした稚エビの巣穴造成の実証試
験では、一定の研究成果が出ており、普及のためにリー
フレットも作成しているのですが、事業ベースでの実
施が思うように進んでいない状況です。こうした中で、
漁業者に興味を持って頂き、意見交換することができ
ました。今後も、このような取り組みを通じて技術の
普及に向けた活動を展開していきたいと思います。

（第２調査研究部　三浦 浩）

平成25年度日南市つき磯講演会

はじめに

開催概要

講演会を終えて

▲ 講演風景
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「経済の常識」とは何なのだろう。本書の序論の言葉
を借りてみる。「もっと稼がなきゃ、もっと高い評価を
得なきゃと猛烈に働いている。必然、帰って寝るだけ
の生活。ご飯を作ったりしている暇などない。だから
全部外で買ってくる。洗濯もできず、靴下などはしょっ
ちゅうコンビニエンスストアで新品を買っている。」
このたった何行かの文章を読んだだけで、どきっと

した方も居るのではないでしょうか。
本書は、NHK広島取材班のテレビマン２人が、日本

全国を渡り歩く地域エコノミスト・藻谷浩介さんとタッ
グを組み、中国地方の「里山」に暮らす元気なおじさ
んたちの生き方を手本に造り出した「里山資本主義」
という大胆不敵な提案をまとめたものである。
「里山資本主義」とは、冒頭で述べた「経済の常識」

となってしまっている「マネー資本主義」の真逆を行
く発想である。マネーに依存し、その循環がすべてを
支配するという経済システムのみに頼らず、かつて先
人たちが手を入れてきた森林資源などの休眠資産を再
利用するというお金に頼らないサブシステムをこっそ
りと横に置いておこうという考え方だ。

ここで大切なのは、＜こっそりと横に置いておこう＞
という部分である。よくありがちな「田舎はいいとこ
ろだ！みんな移り住もう！」という無謀な話ではなく、
東日本大震災で気付かされた、今のお金に頼りきりのシ
ステムやネットワークに翻弄される生活を少しだけ見
直してみるために、里山のおじさんたちの知恵をちょっ
と拝借してみようというものだ。
本を開く前、経済だとかマネーだとか資本主義だと
か（しかも魚に関係ないし…）、理系女子である私には
少し難しいし畑違いの本ではないか？とも思っていた
が、元々はテレビ番組用であった取材内容を、テレビ
マンが文章にしているだけあって、なるほど読みやす
い。2014年の新書大賞で第１位というのも理解出来る
内容です。
里山に興味がある方も、少しだけ今の生活に不安・
不満・不信を抱えている方も、そして、冒頭の文章に
どきっとした方も、凝り固まった思考に、こういう方
法もあるんだよ、というスパイスを与えてくれる一冊
だと思います。

里山資本主義
日本経済は「安心の原理」で動く

◎藻谷 浩介・NHK広島取材班 著
　角川書店　781円＋税
　（ISBN-10：4041105129）
　（ISBN-13：978-4041105122）

蛸星研究員のオススメ！

オススメのこの1冊
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土屋研究員のオススメ！

変わりゆく日本漁業
その可能性と持続性を求めて

◎多田 稔・婁 小波・有路 昌彦・
　松井 隆宏・原田 幸子 編著
　北斗書房　本体3,500円＋税
　（ISBN 978-4-89290-028-0 C3062）

本書は、東京海洋大学の名誉教授であられる小野征
一郎先生の近畿大学農学部からのご退職を記念し、小
野先生から薫陶を受けた水産経済分野の研究者が集ま
り、今後の日本漁業の新たな展開を論じたものです。
本書は３部構成となっており、各部は執筆者がそれぞ

れの専門分野において意見を展開している章によって
構成されています。第１部「日本の漁業と地域経済」（全
９章）においては、戦後の高度経済成長期における発展
からその後の国際情勢により衰退した日本の水産業を
担う漁村の抱える様々な課題の実情解明と、その課題
を解決し沿岸地域経済の活性化を図るための戦略の実
例を、第２部「漁業のグローバル化と日本の水産物市場」
（全６章）においては、水産物の需要における国内市場
と海外市場の新たな動向をチャンスとして活用するた
め、加工技術や流通、安全性の向上による高付加価値
化を目指す各地の工夫を、そして第３部「合理的な漁業
管理の実現に向けて」（全８章）においては、今後の我が
国及び世界における漁業活動・漁業経済の持続的発展
を環境や生態系にも考慮した適切な漁業管理・資源管
理のあるべき姿や今後の方向性が述べられています。

また、本書には「その可能性と持続性を求めて」と副題
が付けられており、それは３部23章共通テーマとなっ
ています。総括において、日本漁業の持続性は、①地域
資源の再生産、②漁業経営の再生産、③地域社会の再
生産、の３つの再生産の追求によって図られるとありま
す。本書を通読することで、それぞれの再生産の意義や、
何故持続性にはこの３つが必要なのかといったことが
見えてき、一口に持続性といっても、取り組むべき方策
や課題が多方面にわたることがおわかりになると思いま
す。そして、各章ごとに「６次産業化」や「地域ブランド」、
「HACCP」、「ITQ」といったトピックが、専門家によって
各地の事例や最新の研究結果を基に分かりやすく紹介さ
れているので、目次を見て興味を持たれた章をつまんで
読まれてみても楽しいと思います。私個人としては、国
内水産業におけるHACCP普及の可能性や、漁協と大手
量販店の直接取引に関する章が大変興味深かったです。
なお、本書には本研究所の浪川主任研究員も論文を
寄せております。我が国の水産業の行く末を考えるきっ
かけとして、水産業の関係者や多くの方々に本書を読
んでいただきたく思います。
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01

02

平成26年７月30日開催の当財団評議委員会で理事
承認され、同日開催された第６回理事会において常
務理事に選任されました長元雅 と申します。宜し
くお願いいたします。
今年の３月末で水産庁を退職しました私は、漁業

許認可・取締業務、制度金融業務、漁港・沿整の事
務業務、資源回復計画業務、契約関連業務、主計業
務等々、42年間でいろいろな業務に携わってきまし
た。その中で、第８次漁港計画がスタートした昭和
63年からの計画課４年間で、兵庫県但馬地方の山の
中で育った私は初めて、「漁港とは、」というものに触
れました。まず、漁港名簿作成において2,946（？）
港の漁港の数や漁港の名前、全国には読み方が難し
い地名や漁港名がたくさんあって興味津々で名簿を
作った記憶があります。また、漁港施設名やその施
設の機能面、１種から４種までの漁港種類別による
漁港の有りようと漁村との関係など、当時漁港指定
係長をやっていた私はまたまた興味津々で、各県の
漁港写真集を眺めながら、あっちこっち行った気に
なっていたものでした。
かつて長期計画を策定するに当たり計画班と一緒に
岩手県重茂漁港での調査に同行したことがあります。
重茂ではワカメ養殖を営んでいたことから、荷さばき
岸壁や荷さばき用地確保のための調査をしたのです
が、皆さんご存じのように、重茂の集落は海岸からは
高い位置に展開する場所にあり、海岸はリアス式海岸

の背後地が少ない絶壁とも
言える下の方にあったよう
に思い出します。先の東日
本大震災では高台にある重
茂集落は大丈夫だったので
はないかと思っていますが、
当時、朝の味噌汁をよばれ
た時に入っていたワカメ養
殖では被災されたのではと
思います。重茂ブランドわかめの復活を願っています。
その後も沿整事業を担当し、今度は魚のアパート・
マンションというような海の中の魚礁・増殖礁とい
う業務に携わりました。
今般、一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所にお
世話になることになりましたが、水産庁での記憶で
も一番強く残っている漁港と沿整を中心に、漁村地
域の活性化に携わる多様な活動主体との連携・支援
を行うとともに、それらの成果の普及啓発を行うこ
とを通じ、安全で機能的で賑わいのある漁港、効率
的で豊かな漁場及び安全・安心で快適で活力ある漁
村の形成を推進し、もって我が国水産業と国土の均
衡ある発展に寄与することを事業目的としている当
財団の総務担当の一員として、業務の担当職員との
繋ぎ役として、また、関係する皆様との繋ぎ役とし
て一生懸命頑張りたいと思います。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

今年４月に第２調査研究部に着任いたしました、
柴田早苗と申します。これまでは主にブロックなど
の人工基質を用いた藻場やサンゴ礁の造成・修復に
関する仕事に携わってまいりました。これまでとは
少し異なりますが、今後、魚礁などの人工基質によ
る漁場や保護区の整備に関係する業務にも、積極的
に係わっていきたいと思っています。
また、現在、漁場だけでなく漁村の分野について

も担当させていただいてい
ます。その一つが、岩手県
大槌町より運営の委託を受
けた「大槌町水産業アクショ
ンプラン展開事業」です。
大槌町の水産業は、東日
本大震災で壊滅的な被害を
受けましたが、アクション

◎新任挨拶 ◇常務理事　長元 雅

◎新任挨拶 ◇第２調査研究部 主任研究員　柴田 早苗
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プランによって町の基幹産業として再び立ち上がろ
うとしています。現在、漁業の担い手の育成、水産
加工流通の振興、魚市場の運営の３つを中心に、町
の皆さんと何度も話し合いを重ねながらプランの進
行に係わっています。これまで携わってきた仕事も、
当然それを利用する地域の人々に思いを馳せて取り
組んできましたが、これほど地域の人が直接向き合
い、話し合いながら地域の将来のために物事を決め
ていく場に居た経験はなく、大事な場面に係わらせ
ていただいていると強く感じています。そしてそこ

では、地域の水産業に関する多岐にわたる問題が議
題となります。問題の解決には、漁村を、水産業に
関する幅広い技術や知見で総合的にサポートするこ
とが必要となり、それこそが漁村総研が力を発揮す
るべきところなのだとあらためて感じています。
まだまだ私自身は力不足ですが、相談窓口となる
ことはできるのかな、と思っております。皆さまの
お近くに伺った際は、ぜひお話を聞かせてください。
よろしくお願いいたします。

03
 ◎第27回福岡県市町水産関係幹部職員研修会（福岡県漁業業同組合） 講師派遣（26.2.6）
◎ 平成25年度国産水産物流通促進事業のうち品質・衛生管理指導者事業に係る
産地関係者を対象とした講習会（鳥取県境港市） 講師派遣（26.2.12）

◎ 平成25年度国産水産物流通促進事業のうち品質・衛生管理指導者事業に係る
産地の現地指導（北海道落部漁業協同組合） 講師派遣（26.3.11～3.12）

  ◎日南市つき磯講演会（日南市） 講師派遣（26.3.18）
 ◎ヤリイカ増殖場機能回復技技術検討会（青森県） 派遣（26.3.24）
◎鯨類捕殺場検討会（太地町） 委員派遣（26.3.24）
 ◎はさき漁業協同組合風力発電施設建設促進協議会 委員派遣（26.3.28）
◎水産工学技士（水産土木部門）養成講習会大阪開催 講師派遣（26.4.16）
◎水産工学技士（水産土木部門）養成講習会仙台開催 講師派遣（26.6.4）
◎全国漁業協同組合学校 講師派遣（26.6.10、6.17）
◎ 平成26年度国産水産物流通促進事業のうち品質・衛生管理指導者事業（産地関係）に係る
産地の現地指導（沖縄県与那覇原・西原町漁業協同組合） 講師派遣（26.6.19）

 ◎津波来襲時の漁船の避難に関する研修会（平塚市漁業協同組合） 講師派遣（26.7.10）
 ◎平成26年度全国水産都市三団体連絡協議会講演会（東京） 講師派遣（26.7.29）
◎ 平成26年度国産水産物流通促進事業のうち品質・衛生管理指導者事業産地関係者を
対象とした講習会（三重外湾漁業協同組合） 講師派遣（26.7.29）

 ◎第42回漁港漁場担当職員研修会（島根県漁港漁場協会） 講師派遣（26.8.21～8.22）
◎全国漁業協同組合学校 講師派遣（26.9.3、9.10）

◎活動報告（平成26年２月～26年８月）
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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26年1月～26年8月）

編集後記

今年の夏は、デング熱の国内感染事例が報告され、その多くが東京の代々木公園周辺を訪れていることからニュースになりま
した。デング熱は、ウイルスに感染した患者の血液を吸血した蚊が、他者を吸血することで感染する蚊媒介性の感染症です。
折しも、代々木公園に隣接するオリンピック記念青少年総合センターでは、９月末～10月初旬の５日間で、水産庁と当研究所が
主催する技術者育成研修会が開催されます。毎年、全国から80名前後の研修生が受講します。No.36号が刊行される頃には、
既に終了しておりますが、それまでに、この騒動が一段落することを願っています。 （H.M）

PIANC 33rd Workd Congress（サンフランシスコ） （26.5）
平成26年度日本水産工学会学術講演会（26.5）
「人工マウンド礁におけるイサキの行動解析と摂餌」
第39回海洋開発シンポジウム 論文講演（26.6）
「漁港における防波堤と防潮堤による多重防護の摘要検討事例」
日本沿岸域学会 研究討論会（第27回） 講演（26.7）
「取り組み段階に応じた漁村活性化の分析」
「市町村合併が漁業地域の振興の取組に及ぼした影響 －長崎県の離島を事例に－」
「多様な漁業種類に対応した漁港の衛生品質管理に関する研究」
「被災漁村の復興過程で明らかになった課題とその対応手法の検討」
津波来襲時の漁船の避難に関する研修会（26.7）
「津波来襲時の漁船避難について」
PACON24TH INTERNATIONAL CONFERENCE（26.8）
「イセエビ稚エビの定着と増殖機能を強化した漁港整備に関する考察」
「水産生物の生活史と生息環境を踏まえた漁場環境形成手順の提案」

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。

JR秋葉原駅

神　田　川和泉橋

靖 国 通 り

千葉銀行

東京メトロ日比谷線秋葉原駅
美倉橋

トナカイタワーズ

愛媛銀行
都営地下鉄新宿線
　　岩本町駅

神田
平成
通り

A5

A4

4

■都営地下鉄新宿線「岩本町駅」A5、A4出口…徒歩2分
■東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」4番出口…徒歩3分
■JR線「秋葉原駅」昭和通り口…徒歩6分
■首都高速道路1号線本町ランプ…400m

一般財団法人　漁港漁場漁村総合研究所
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