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巻  頭  言
「浜プラン」で人づくり

防災漁村課の業務は、東日本大震災による漁港や海岸
への被害の復旧・復興、海岸の整備、漁村の環境整備、
漁業関係の共同利用施設の整備など陸上のハード整備事
業が中心であるが、25年度補正予算を機に「浜の活力再
生プラン（以下「浜プラン」）を推進している。
簡単に説明すると、「浜プラン」はこれまでともすれば
行政や漁協主導で、地元の要望ごとに事業を行っていた
のを、まずは浜（漁協や支所）ごとに関係する漁業者、行
政機関などが集まって、「我が浜をこれからどうするか？」
を議論し合っていただき、その上で、５年間で所得を１割
上げる取り組みをプランにまとめ、取組内容の具体性な
ど一定の基準を満たせば水産庁長官がプランを承認する。
浜プランには、漁業者が独自に取り組む活動のほか、国
や県の事業も含まれているが、水産庁所管の事業につい
ては、プラン策定地区への「優先採択」などの特典がある。
漁業はどうしても対象魚種の資源状態に左右されるが、

同じ資源を利用する同じ漁業種類であっても、「良い循環
の浜」と「悪い循環の浜」が存在している。儲かってい
て優秀な後継者がいる所では、良い循環が続いているが、
儲からないので担い手がどんどん減っていくという悪い
循環に陥っている所もある。やはり産業なので、携わる
「人」によって良くも悪くもなる。要は、「浜」が変わる
要因の一つは「人」ではないかと考えている。
一方で、最近では都会の若者などが田舎に移住する例

が増えている。都会での仕事は収入が多いが家族との時

間が取れないので、ライフスタイルを見直し、生き方の
価値観を転換して田舎での生活を楽しんでいるとのこと。
子育てを楽しみ、家族との時間を大切にすることに大き
な価値を置くのも特徴である。これから漁業、漁村に貢
献する人材が来てくれて、漁村が賑やかになるためには、
漁業が稼げるようにするだけでなく、漁村での生活を魅
力的なものにしなければいけないと考える。
翻ってみると、どこの会社であれ官庁であれ、組織発
展のもとになるのは、優秀で意欲的な若者を集め、育て
ることである。若者を伸ばす観点からは、先輩方は若者
が意見を言いやすい環境を作り、多少失敗をしても温か
く見守る位の度量が必要だと私も日々反省している。概
して、年代が違うと付き合い方は難しいが、若者を伸ば
すには、話をよく聴き、知ってあげた上で、「期待し」、「任
せて」、「ほめる」を相手の気持ちに添って行えば、若者
は力を発揮するのではないか。これが良い循環になって
いけば、漁業や漁村での暮らしを通じた自己実現ができ、
大きな満足感、充実感が得られる。また、このような若
者が漁業、漁村の発展に寄与するようになってほしい。
浜プランは、新たにチャレンジするプランである。将
来を背負っていくべき若い漁業者が熱い議論を行い、本
気になって取り組んでほしい。最初は失敗しても、長い
目で見れば最大の資源である「人材」が育つ。人材が育
てば発展する可能性が高い。私も何かお役に立てるなら
何でもやらせていただきたい。

水産庁漁港漁場整備部防災漁村 課長　中津 達也
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今年の夏は、第二次世界大戦が終了して七十年の節目
に当たり、改めて来し方行く末を考える機会が多くあり
ました。そして、今年は、ある一人の漁港人が亡くなっ
て七十年目に当たる年でもあります。その人の名は関口
四郎。まだ漁港法の影も形もない漁港行政の黎明期に活
躍された方です。
最近、戦前の漁港事業のことを調べる機会があり、一

冊の本に出会いました。「近代漁港建設の先達たち～農商
務技師関口四郎小伝～」と題する今は絶版となったこの本
は、昭和49年当時水産庁におられた先輩の手により書かれ
たものです。当時はまだ関口技師と一緒に仕事をされた方
もご存命で、娘さんからのお話しも直接お聴きでき、大変
内容のある興味深い伝記本となっています。
関口技師は、明治12年（1879年）に京都に生まれ、明
治37年（1904年）に東京帝国大学に入学し土木工学を学び、
明治41年（1908年）に29歳で大学を卒業。２年程同大学
の嘱託をした後、明治43年（1910年）農商務省に入ります。
その頃の時代背景を述べると、我が国最初の漁港整備と
されている伊豆式根島における避難港が完成したのが同
じ明治43年であり、将来の漁港整備の補助事業化をにら
み、政府が遠洋漁業奨励法を改正し、同法に基づく奨励
金により全国の漁港の調査・設計を開始したのも同じ年
でした。関口技師はこの漁港の調査・設計業務のための
要員として採用されたようです。
関口技師は全国にある漁港の調査を行う一方、明治45
年（1912年）からは漁港事情調査のため先進地である欧
州に派遣されています。この欧州調査旅行には約１年11ヶ
月の歳月を費やしたようです。報告書は大正３年（1914年）
に「英独蘭伊漁港調査報告」として刊行されていますが、
内容も多岐にわたる立派なもので、国立国会図書館から

公開されています。
帰国後、内外の漁港調査の結果を踏まえ、漁港整備の
予算化に動くわけですが、折あたかも第一次世界大戦に
よる財政窮乏のため容易に認められず、大正７年（1918年）
に至り、ようやく予算化がなされ、小名浜など６港から漁
港修築が始まりました。その後、大正12年（1923年）か
らは船溜・船揚場の整備事業、昭和４年（1929年）から
は小漁港設備整備の事業が始まり、大中小それぞれの漁
港の規模に応じた補助事業が用意されることとなります。
大正15年(1926年)、関口技師は再び外国出張します。

エジプトのカイロで開催された第14回国際航路会議
（PIANC）において日本の漁港の実状について講演するた
めです。この会議の報告は「漁港修築奨励資料第一号」と
して昭和３年（1928年）に刊行されており、同じく国会図
書館から公開されています。
昭和７年（1932年）、健康を損ねた関口技師は52歳で退
官。「漁港法」の制定ができなかったことが心残りである
と言われていたとのことでした。
退官後の関口技師は職につくことなく自宅を「漁港荘」、

自らを「静波」と号し、自宅にて執筆活動や模型実験など
を行っていたようで、「波殺堤」なる物騒な名前の構造物
を発案、紹介もしています。そして、漁港を愛し、漁港一
筋に生きた関口技師は、昭和20年（1945年）５月、空襲に
よる直撃弾を受けお亡くなりになりました。65歳でした。
「飲水思源」――井戸の水を飲む時、最初に井戸を掘っ
た人の苦労を忘れてはならない、とは中国の諺です。関口
四郎氏をはじめとする幾多の先輩諸氏のご苦労の上に現
在があるのだということに改めて想いを馳せ、感謝すると
ともに、若い世代の人たちにその事績を伝えていくことの
重要さに気づき本稿を認めた次第です。

戦後七十年、ひとりの漁港人との出会い
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り強い構造」のように、新たな目的に対して技術開発を
進めながら実用に供さなくてはならない場合もある。
このような状況においては、目的と技術の関係に自由
度を高くするのが適当である。目的を達成するために必
要な性能を規定し、それを実現するための技術について
は限定せずに、ただ技術が必要な性能を満たすことの保
証ができればよいという考え方である。
具体的には、まず目的を設定して、それを達成するた
めに必要な性能（要求性能）を記述し、それが満たさ
れるかどうかを具体的に照査できる形で性能を規定する
（性能規定）。その上で、性能規定が満たされるかどうか
を照査する（性能照査）。これによって、社会が求める目
的を達成するために、より適切な技術を適用する体制が
できる。

漁港漁場施設の性能規定化の流れ

国際的には、ISO2394「構造物の信頼性に関する一般原
則」において性能規定型の考え方が採用されている。ま
た、我が国の漁港・漁場施設の設計においても、「漁港漁
場整備法の下で漁港漁場整備事業の推進に関する基本方
針」（基本方針）の「Ⅲ．漁港漁場整備事業の施行上必要
とされる技術的指針に関する事項」（技術的指針）の中で、
「漁港漁場整備事業の施行に当たっては、漁港漁場施設な

性能規定化の意義

技術の発達の初期で、技術者の育成も不足している段
階では、目的を達成するために構造物を設計するに際し
て、一定の標準的な方法を定めるのが合理的である。目
的に対して、利用可能な技術の選択の余地が少ないのみ
ならず、部分的には技術が実用段階として十分に確立さ
れておらず、さらには技術情報が技術者に普及していな
い場合もある。そのような状況では、利用可能で適切な
技術を選択し、不足技術を調査研究によって実用段階ま
で補充し、標準的な仕様をとりまとめて規定して、現場
技術者に必要十分な技術を伝える体制を整備することに
より、数ある現場のそれぞれにおいて与えられた目的を
確実に達成することができる。従来は、このような背景
の下で、仕様規定型の設計が行われてきた。
しかし、近年には様々な技術が様々な主体によって開

発され、目的を達成するための技術に選択の余地が広がっ
たり、これまで実現することができなかった目的を達成
することができる技術が開発されたり、さらに目的自体
が多様化・高度化して、目的と技術との対応が、それを
前もって標準的に定めることができない、または固定化
することが適切でない状況になっている。向上した技術
が用いられにくくなったり、開発された新型構造物が採
用されるのに時間がかかったりする場合もある。また、「粘

特別寄稿 .01

漁港・漁場施設の設計手法の漁港・漁場施設の設計手法の
性能規定化性能規定化の意義の意義

磯部 雅彦
漁港漁場施設の性能規定化等技術検討委員会 委員長
高知工科大学 学長

いそべ・まさひこ

1975年東大工学部土木工学科卒、1981年工学博士（東大）。横浜国立大助教授、東大工学部教授、同大学院新領域創成科学研究科教授、同大副学長、高
知工科大学副学長等を歴任。2015年４月から高知工科大学学長。専門分野は海岸工学。
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どの設計における合理性、客観性及び説明責任の確保が
求められており、それぞれの漁港漁場施設などの目的・
機能に応じ、その目的の達成や機能の確保のために施設
に備わるべき能力である「性能」を明確にし、性能規定
化に対応した設計を推進することが必要である。」とされ、
性能規定化の方向が示されている。これを受けた「漁港
漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針の細目に
ついて」（細目通知）では、各漁港漁場施設などに対して、
要求性能（目的を達成するために必要とされる性能）と
性能規定（要求性能を具体的に記述したもの）が記述さ
れ、性能規定型の設計がとられることになった。ただし、
細目通知では、性能とその照査について最低限の要件が
示されているのみである。
この度公表された「漁港・漁場の施設の設計参考図書」

（設計参考図書）は、基本方針および細目通知を解説する
とともに、性能照査の方法について具体的な内容を記述
している。（図１および２）

図２　性能記述の階層と性能照査

図１　漁港・漁場の施設の設計に係る法令体系

漁港漁場整備法

漁港漁場整備事業の
推進に関する基本方針

漁港・漁場の施設の
設計参考図書

漁港漁場整備事業の
施工上必要とされる技術的指針の

細目について
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れにより、設計者は新たな技術的知見を活用して、新型
の構造物を設計したり、新たなニーズに応えたりするこ
とができる。そして、社会はその恩恵を受ける。これに
対してアプローチBは、従来用いられてきた安全率法、許
容応力度法、過去の経験に基づく方法などの標準的な手
法により性能照査を行うものであり、蓄積された技術を
活用して効率的かつ確実な設計を行うことができる。ア
プローチBにおいて、利用可能な性能照査手法が設計参考
図書には詳細にとりまとめられており、既往の構造物を
通常の条件で設計する際などには、改めて性能照査手法
を開発することなく、効率的に設計ができる。

性能照査手法における新規事項例

以下では、設計参考図書に取り入れられた内容のいく
つかを紹介する。
性能照査における設計条件の中で重要な要素である波
力は第２編第４章に記述され、合田式が取り入れられて
いる。ただし、漁港施設におけるこれまでの被災経験の
蓄積から、砕波帯においては補正係数を導入することに
より、より安全で合理的な設計が行えるように改良され
ている。
津波波力は第２編第５章に記述されているが、東日本
大震災を受けて大幅に記述を充実した。過去の津波やシ
ミュレーションによる津波から設計津波群を設定し、そ
こから数十年から百数十年に一度程度の津波を標準的な
設計津波とすることとした。設計津波に対する津波波力
の算定では、谷本式を標準として、越流が生じる場合に
は水工研式と比較した上で決定する。
これを防波堤に適用する際の記述は第３編第２章にあ
る。耐津波性能を強化する防波堤に対しては設計津波の
作用に対して構造上安全なものとすること、さらに特に
重要な施設に対しては、設計津波を超える津波に対して
粘り強い構造であることを要求性能としている。この検
討フローが図４である。これは、設計津波より大規模な

漁港・漁場施設の設計手法の漁港・漁場施設の設計手法の性能規定化性能規定化の意義の意義

設計参考図書における性能規定化の枠組み

従来と比べた大きな変更は、言うまでもなく、仕様規
定型から性能規定型の設計に移行したことであり、目的
－要求性能－性能規定－性能照査のプロセスをとる設計
の体系となった。このプロセスを図示すれば、図３のよ
うになる。

設計参考図書には、共通事項となる性能設計の概念の
解説、設計条件となる外力、材料、および基礎に関する
知見とともに、漁港・漁場の施設ごとに目的、要求性能、
性能規定、性能照査の具体的内容が記述されている。こ
のうち要求性能については、設計対象施設が目的を達成
するために不可欠となる基本要求性能と、考慮すること
で施設の機能あるいは付加価値を増加させる付加要求性
能に区分される。前者には利用性および構造物の安全性
が規定され、後者には維持管理性、環境性、施工性およ
び経済性などが施設ごとに規定される。
この大きな変更に際して、従来の設計技術で利用可能
なものは残しながら、新たな設計技術の導入も可能にす
る必要がある。これにより、労力や費用の浪費を避けて
効率性を維持するとともに、より多様で高度化した社会の
求める目的を実現しなければならない。
そこで、性能照査においては、アプローチを２通り設

定することとした。アプローチAは、性能規定型の典型
に従って、構造物の形状などの提案を設計者に任せ、そ
れが性能規定を満たすかどうかの性能照査を、その手法
の信頼性の証明を含めて設計者に求めるものである。こ

図３　基本的な性能照査の手順

手順１：目的及び要求性能の設定
手順２：性能規定の設定
手順３：性能照査手法の選択
手順４：性能照査の実施
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構造形式・断面の設定
（耐波浪・耐震）

利用性・経済性・施工性等を考慮し、
構造形式・断面の比較検討

利用性・経済性・施工性等を考慮し、
構造形式・断面の比較検討

構造形式・断面の決定

粘り強い構造断面の決定

再検討

OUT

OK

設計条件（耐津波）の設定
・原則、津波伝播シミュレーションを

実施し設定

堤体等の性能照査（耐津波）
・堤体の滑動
・堤体の転倒
・基礎の支持力
・捨石・根固ブロック等の安定重量
※必要に応じて水理模型実験等を実施

粘り強い構造の検討
・波力に対する対策
・洗堀に対する対策
※必要に応じて水理模型実験等を実施

安定性の評価

【
発
生
頻
度
の
高
い
津
波
】

【
発
生
頻
度
の
高
い
津
波
を

超
え
る
津
波
】

図４　津波に対する防波堤の性能照査フロー

津波が来襲する可能性があることから、その際にも破壊
しにくく、ある程度防波堤としての機能が発揮されるよ
うにするということである。そこでは、東日本大震災の
経験から、防波堤や海岸堤防などの構造物が、津波の越
流を許したとしても、破壊を免れた場合には背後の浸水
を軽減できるという効果を期待している。
第２編第５章では耐震性能・耐津波性能を強化する係

船岸の照査に関して記述されている。粘り強い構造の検
討を含む性能照査のフローが示されているが、直立消波
ブロック式係船岸は、東日本大震災において、揚圧力に
よって上部コンクリートの飛散が顕著であったと考えら
れるため、上部工に対する安定性と配筋検討を行うこと
とした。
第２編第11章の地震力については、レベル１地震動と

レベル２地震動に加えて、発生頻度の高い津波（レベル
１津波）を起こす地震動の中から、施設の種類、整備目的、
重要度に応じて選択することとされている。
沈設魚礁の安全性を確保するための流体力の評価式が

第15編第２章にとりまとめられている。実験結果も勘案
して、波動流速と流れを合わせた設計流速の評価式、お
よびそれらを組み合わせて抗力と質量力を評価し、最終
的に流体力の合力を評価する手法が記述されている。

おわりに

以上、新たに公表された漁港・漁場の施設の設計参考
図書において導入された性能設計の概要と、性能照査に
おける諸要素のうち改定された主要な要素のいくつかを
紹介した。これにより、従来技術の範囲内での効率性を
確保しながら、新たな技術の導入を実現しやすくすると
いう、漁港・漁場の施設の性能設計の思想をご理解頂く
とともに、今後その活用が展開し、それを通じてこの図
書そのものも改善されていくことを願うものである。
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はじめに

漁港、市場における衛生管理については平成19年６月
に閣議決定された漁港漁場整備長期計画の重点課題とし
て掲げられて以来、（一財）漁港漁場漁村総合研究所や海
洋水産システム協会等における研究結果や先進事例とな
る漁港や市場の調査からみても、ハード面においては全国
的に衛生管理に対する改善が進んできたと思われる１，２）。
一方で、衛生管理をしている漁港あるいは市場の優位

性が直接的な経済価値向上に影響を及ぼしているという
状況にはないため、衛生管理に対する理解が現場に関わ
る方々に浸透していないのが現状である。
今後は、衛生管理をすることのメリットを現場の方に

理解してもらえるような試みや品質価値向上につながる
ような鮮度管理とタイアップした管理を進めて行く必要
がある。また、水産物輸出拡大推進の流れで、欧米諸国
をはじめとするHACCPによる衛生管理手法を求める国際
的な動きのなかで、今後さらに高まるであろう輸出先国
が求める衛生管理の水準などに対応していくことが必要
となってきている。特にEUへ輸出を行うためには、生産
（養殖場、漁船）から加工・流通に至るまで、EUの求め
る衛生基準を満たす必要がある。有望市場であるEUに対
して、日本の多種多様な水産物の輸出を拡大していくた
めには、産地市場の登録の推進が重要であり、産地市場
のEU登録においては、「対EU輸出水産食品の取扱いにつ

漁港・市場における漁港・市場における
品質・衛生管理品質・衛生管理の今後のあり方今後のあり方
濱田 奈保子
東京海洋大学

はまだ・なおこ

平成2年北海道大学大学院修士課程修了。平成12年東京水産大学大学院食品生産学専攻助手。平成19年東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科准教授。
平成22年東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授。専門分野：食品流通安全管理学、水産科学。

いて」に示された要件を満足しなくてはならない。その
用件としては水産加工施設と同等の基準が求められるた
め、要求水準が高い。上記に対し、産地市場の状況に合
わせて留意事項を示した「対EU輸出水産食品に係る産地
市場登録に関するガイドライン」があるが、各産地市場
が整備に取り組むに当たっては、実施事例が少ないため、
標準仕様などの記載が少なく、産地市場のEU登録による
効果の推測が困難で、利用者側の推進力が弱い状況にあ
る等、現場が納得する品質・衛生管理を進める必要がある。
本稿では、漁港・市場における品質・衛生管理の今後
のあり方を模索するなかで、筆者らが開発した生鮮魚介
類の品質（鮮度）可視化ツール（バイオサーモメーター）
についても紹介させていただく。以下、衛生管理と品質（鮮
度）管理、バイオサーモメーターを用いた水産物のサプ
ライチェーン管理の提案について述べる。

衛生管理と品質管理

品質・衛生管理と一言で表現されることも多い言葉で
あるが、我が国日本は水産物を生で食する食文化を有し
ており、刺身で食べられる鮮度（生食可）かどうかとい
う評価が重要であったため、鮮度を維持するための取扱
いが優先されてきた感がある。一方で、水産物の海外輸
出については、EU-HACCPのように高度な危害分析と管
理が求められる傾向にあり、グローバルスタンダードの
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衛生管理と日本型の鮮度優先の概念の違いから、鮮度が
高い高品質の我が国の水産物が輸出できない場合もあり、
現場では誤解も生まれている。これは、諸外国が水産物
輸出に際して求める「衛生」と我が国の消費者が水産物
に求める「品質（鮮度）」の違いに起因するものと思われる。
ここでは、衛生管理を人々の健康を損なわない水産物の
取り扱い、品質管理については、鮮度を持続させるため
の取扱いと定義して話を進めていくこととする。
漁業、増養殖ともに食品としての安定的な生産ととも

に安全な水産物の提供が必要で、最終的には人の口に入
るという観点にたてば、漁獲からはじまる衛生管理をど
のようにするか？については漁獲から消費に至るまでの
過程に関与する全てのステイクホルダーが参加して考え
ていかねばならない重要な課題である。幸い、魚介類には、
アニサキス、クドア等の寄生虫による食中毒の懸念はあ
るものの、家畜で報告されている人畜共通感染症の心配
はないため、食するという視点からみれば漁獲直後の魚
介は安全だという認識がある。したがって、その後の流
通過程における安全管理、すなわち、異物混入等の物理
的危害要因、動物用あるいは養殖用医薬品の残留や重金
属等化学物質による危害要因あるいは微生物や寄生虫に
よる生物的危害要因を防止すれば、消費者に安全な水産
物（魚介類）が届けられる状況にある。魚介類に限らず
食品全般に言えることであるが、生物的危害要因は一般
的に急性毒性であり、宿主、病原体ともに変動性が高い
という点から最も注意すべきハザードといえる。なかで
も、微生物は「増殖する」という性質を有するため、特
に重点管理をすべき生物危害要因である。
水産物の価値決定要素のなかで、鮮度は非常に重要な

要素である。農林水産省「食料・農業・農村及び水産資
源の持続的利用に関する意識・意向調査」（平成23年5月
公表）において、「消費者が水産物を購入する際に重視す
ること」の第１位は「鮮度が良いこと」と回答した消費
者は約70％であり、第２位の「安全・安心であること」、
３位の「価格」を上回っており、この傾向は以前の同様
な調査結果から変わっておらず、我が国においては、鮮

度を重視する消費者の意識は根強いことがわかる。鮮度
は死後の環境に影響を受けるため、ある程度人為的に管
理することが可能である。水産物（魚介類）は鮮度の低
下とともに、利用形態が変化するものであり、高鮮度の
ものは刺身等の非加熱商材として消費され、鮮度の変化
とともに、焼き魚や煮魚といった調理用の加熱商材とし
て消費されることとなる。我が国の市場では、非加熱商
材の価値が高いと評価されるため、魚介類の商品寿命を
延ばし、価値を維持するための取り扱いが工夫されてき
た。魚介類の死後変化は魚介に内在する筋肉酵素による
分解という自己消化の過程と細菌酵素による分解という
腐敗の２つの大きな側面に分けて考える必要がある。刺
身として食する鮮度として求められる「活きの良さ」と
いわれる初期鮮度は自己消化の過程であり、微生物（主
に細菌）が増殖して腐敗に至る側面とは区別されるべき
であり、鮮度指標もそれぞれの側面で適した方法が提案
されてきた。図１に魚の死後変化と主な鮮度指標の例を
示す。

衛生管理における微生物制御および品質（鮮度）管理
における自己消化過程の制御はともに温度・時間管理が
非常に重要な基盤となる。その考えに基づき、我々が開

図1　海産魚の死後変化と鮮度指標
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発した積算温度（温度×時間）と鮮度を可視化するツー
ルを用いた水産物の衛生および品質管理について紹介さ
せていただく。

バイオサーモメーターを用いた
水産物のサプライチェーン管理の提案

我が国では魚介類を「生」で食する習慣があるため、「鮮
度」という特有の概念がある。消費者が魚を選ぶ際の指
標として「鮮度の良いもの」を挙げる人が圧倒的に多い
のもその所以であろう。これまでに魚が置かれた温度環
境（過去の温度履歴）からK値と消費期限を計測可能な
ツール（以下、バイオサーモメーター（BTM）と呼称）
を開発した３，４）。
科学的な鮮度指標としては、硬直指数、破断強度、誘

電率、各種酵素活性（ATPase, プロテアーゼ等）、有機酸、
脂質酸化度、揮発性塩基窒素、生菌数などが挙げられるが、
ATPの分解の度合いを表すK値は鮮度判定恒数としてそ
の実用性が広く認められ、魚の初期鮮度評価である活き
の良さと高い相関を示す指標として水産分野において最
も多用される鮮度指標である。一般にK値が20％までは
生、すなわち刺身として食すことができ、20～40％まで
は鮮度良好、40～60％までは加熱・調理することが必要で、
60％以上は腐敗とみなされるが、魚種によって生食限界
値、可食限界値のK値が様々である。例えば、タラ類、カ
ツオ、マグロなどは一般に言われているK値の生食限界値
から大きく逸脱することが当研究室の調査からわかって
いる。したがって、現在のK値がわかったとしても、生で
食べられる期間はあと何日あるのか？を即座に判断する
ことは困難であった。これに対し、鮮度指標K値とBTM
の発色度との相関検量線を魚種ごとに作成しておけば、
BTMの発色度から積算温度とK値だけでなく、生可食期
限、消費期限が瞬時に判定可能である。すなわち、BTM
を魚体とともに貯蔵すれば、BTMの発色度から魚体の鮮
度を知ることができ、刺身としての有効消費期限を即座
に知ることができる。 鶏肉の鮮度あるいは豚肉の熟成度

もK値に基づくため、鶏肉および豚肉の品質評価も可能で
ある。BTMは構成成分として不凍液を含んでおり、凍結
温度帯においても酵素反応が進行する点が他にない特徴
のため、凍結領域にも使用可能である。
BTMを生鮮魚類のトレーサビリティシステムに導入す
ることにより、生産履歴や流通履歴に鮮度の情報を付与
したトレーサビリティが実現可能になると思われる。こ
のシステムが実現すれば、リアルタイムで生可食期限が
算出可能であり、あと何日、生（刺身）で食べられるのか？
を即座に発信することができる。
元来、工業製品の出所や原材料履歴、所在などを追跡
する手段として捉えられていたトレーサビリティである
が、その対象が食品へと広がるなかで、「食品の履歴書」、
「生産・流通履歴」という代名詞的な使われ方が一般的に
なってきた。食品の中でも特に農水産物は工業製品とは
異なり、画一化が難しい産品であるが、逆にそのことが
ブランド化を推し進められる要因になっている。ブラン
ド化には消費者の「信頼」、「安心」、「満足」が必要条件
であり、消費者が納得できるトレーサビリティシステム
の構築が求められていくものと思われる。
トレーサビリティは導入側のリスク管理手法として捉
えられる感が強く、消費者が安心して食品を購入できる
環境を作り出す手段として導入が検討されたことは忘れ
がちである。消費者の間にもトレーサビリティと食品の
安全性を同一視する誤解があるように見受けられるがト
レーサビリティを導入したからといって必ずしも食品の
安全性が保障されるわけではない。食品ごとの特色ある
安全履歴と標準化された流通履歴を複合した適性なト
レーサビリティシステムが構築され、はじめて食品の安
全性と品質が担保されるわけである。そのためには、フー
ドサプライチェーン全ての段階で全ての関係者に共有し
あえる情報提供と科学的な指標に基づく安全性と品質を
保証するトレーサビリティシステムの構築が望まれる。
私達が開発したBTMは目視かつ瞬時にして温度管理が可
能であり、標準化された流通管理に使用できる上、生鮮
魚介類に特徴的な鮮度管理を可能にする。BTMの導入は
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水産物に温度、K値および消費期限という科学的な指標に
よる信頼性の高い品質表示を付加し、安全かつ安心な生
鮮魚介類を提供できるツールとして、水産物トレーサビ
リティシステムの構築の一助になり得ると確信している。
図２にBTM導入による品質情報を付与した水産物のサプ
ライチェーンの概念図を示す。

おわりに

水産庁においては、水産基本計画に基づき、生産から
流通、消費に至るまで一貫した高度な安全・衛生管理体
制の整備に関する取り組みを推進している。
これら国の施策等も踏まえ、水産物の衛生管理を適切に
推進していくためには、水揚げから流通までの全過程を通
して、危害要因を精査し、施設や設備等の衛生管理や水産
物の衛生的な取り扱い等を向上させていくことが重要であ
る。漁港は、漁船から水産物が最初に陸揚げされ、最終消
費に至るまでの水産物流通の出発点となるところであり、
陸揚げ、選別、陳列、セリ、出荷等さまざまな作業が集中
するため危害が侵入しやすい場所である。特に、カモメや
カラス等の鳥糞に含まれるサルモネラ属菌による汚染は食
中毒防止という観点から衛生管理上極めて大きな問題であ
り、雨、埃、羽毛等の混入や日射による温度上昇も衛生管
理を行う上で解消すべき危害要因である。
これに対し、モデル漁港と言われる衛生管理型漁港で

図２　 BTM導入による品質（鮮度）情報を付与した水産物の
サプライチェーン

は、陸揚岸壁上屋および付帯施設の整備により陸揚げ作
業時の異物混入や鳥獣害等の衛生危害を排除する機能、
日射しによる温度上昇を防止する機能、水産物や作業場
所、使用容器等を洗浄し、清潔を保つための機能を有し
た設計になっている。
こういったハード面での整備に加え、上記で紹介した
BTMを導入した水産物のサプライチェーンが構築されれ
ば、ソフト面においても厳正な衛生・品質管理の推進に
つながると思われる。現在、３種類の色調と使用温度帯
が異なるBTMを開発したが、製品化には至っていない。
研究者ではない現場の方々が使用できる製品が作製され
れば、適切な衛生・品質管理を証明するツールとなり、
水産物のブランド化、さらには海外輸出に向けた品質保
証された水産物の差別化にもつながる試みになると思わ
れる。平成19年６月に閣議決定された漁港漁場整備長期
計画の重点課題として「国際競争力の強化と力強い産地
づくりの推進」が掲げられており、衛生管理面として「水
産物の生産から陸揚げ、流通・加工までの一貫した供給
システムの構築にあたり、生産コストの縮減や鮮度保持
対策、衛生管理対策に重点的に取り組むことにより、国
際競争力の強化と消費者に信頼される産地づくりの実現
を図る」ことを実施の目標に掲げているが、BTMを導入
した水産物のサプライチェーン構築はこの目標に近づけ
る一歩となる試みになり得るものと期待される。

１） （社）海洋水産システム協会　平成23年度　水産物フードシステム品質管理
体制構築推進事業　品質・衛生管理指導の推進のうち産地市場品質・衛生
管理指導結果報告書

２） 林浩志　漁港における衛生品質管理基準について市場(荷捌所)と漁港を一
体的にとらえた衛生管理のあり方検討調査、財団法人漁港漁村技術研究所
調査研究論文、調査研究報告 No.19、2008

３） Etsuo Watanabe, Yasuko Tamada and Naoko Hamada-Sato：
Development of quality evaluation sensor for fish freshness control 
based on KI value. Biosensors and Bioelectronics, 21, 534-538 （2005）.

４） 濱田奈保子，渡邉悦生，松島克幸：生鮮魚介類，獣肉または家禽肉の鮮度
の非破壊的評価法，生鮮魚類の生可食残存日数の推定方法およびキット．

　  特許第4734562（2010）
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３.11東日本大震災で被災

平成23年3月11日（金）に発生した東日本大震災に
よる大津波によって、石巻市水産物地方卸売市場（以下、
石巻魚市場と言う。）は全壊した。石巻市にとって石巻
魚市場の早期復旧復興が、石巻市の水産業復興につな
がる一番の鍵であった。

01 第 1調査研究部

高度衛生基本計画の策定とCM事業の選定

石巻漁港は全国5位の生産流通拠点であり、特定第三
種漁港として日本の水産業を支える産地市場であった。
この重要漁港の復興にあたり、将来を見据えた高度衛
生管理を導入し、輸出も可能な食の安全安心に配慮し
た魚市場を再生すると目標を定めた。この要望に応え
るため水産庁は、水産物の取扱いの手順ごとに従来の
魚の取扱いを改善し、ハードおよびソフトにおいて衛
生管理対策を施した高度衛生管理基本計画を策定した。

⑴ 石巻魚市場の高度衛生管理整備方針
この整備に当たり
①効率的かつ衛生的な水揚げ・荷さばき体制の構築
②岸壁・荷さばき所一体整備と衛生管理の実現
③車両・人・水産物の動線を明確化
④水産物の温度管理・低温室の導入等
⑤清浄海水取水施設の導入
⑥岸壁・荷さばき所の作業排水を適正処理
⑦岸壁・荷さばき所の清潔保持の徹底
⑧情報の記録・保管
を方針として事業計画を作成した。

大大震災震災震災災災 被で被で被被被災災災 基本基本本本本計画計画計画計画計画計画計画画画の策の策の策の策の策の策の策の策の策の策定定と定と定定と定と定と定と定と定と定ととCCMCMCMCMCMCMCMCMCMCM 業事業事業事業事業事業事業事業事業事業事業業の選の選の選の選の選の選の選の選の選の選の 定定定定定定定定定定

▲写真１：被災した石巻魚市場（Googleより）

▲写真２：完成した石巻魚市場
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⑵ 石巻魚市場の事業推進方法
この事業では、延べ床面積50,000㎡を超える施設を
平成27年8月末までの2年で早急に実現する必要があっ
た。しかし、通常時の発注手順では完成時期が遅延する。
そこで、今までの分割発注方式ではなく、早期に完成す
るため民間の活力を最大限利用したCM（コンストラク
ション・マネジメント）設計施工一括による発注方式を
採用した。当研究所は、この事業方法の選定から事業運
営までアドバイザーとして発注者である石巻市を支援し
てきた。これにより石巻市は、人材、施工技術力、資材
調達力を確保し、地元企業の活用も図ることができた。

＜石巻魚市場＞平成27年9月1日供用開始

平成25年8月に着工した石巻魚市場は2年の時をか
け、平成27年9月1日に供用開始となった。被災した平
成23年3月から足掛け4年半でようやく施設は完成し、
これから将来に向かって高度衛生管理（図1）の下、運
用してゆく。

⑴ 石巻魚市場における衛生管理手順の励行
人の衛生管理（図2）から運搬車両の衛生管理、荷さ
ばき所内の映像記録（写真3）、さらに水産物には放射
能検査（図3）を含む魚市場の品質衛生情報が集中管理
されている。この情報は消費者まで届くことを考慮し、
電子データ化されている。

おわりに

昨年度、国土交通省から多様な発注方式ガイドライ
ンが発表された。この中に自治体側に不足する技術力
を補佐する発注方式が示された。また、経済の復興に
はスピード感が大事である。今後もＣＭ方式等の事業
手法を研究し広めてゆきたいと考えている。
今回の事業実現には、水産庁を含め、多くの関係者
のアドバイスをいただいた。支援いただいた方々に感
謝を申し上げるとともに、多くの方々と石巻市水産物
地方卸売市場の衛生管理運用を含めた真の完成に向け、
全力を尽くしたいと考えている。

（第1調査研究部　大村 浩之）

わわわわりにりにりにりにりにりにりにに

場場＞平＞平＞平平平平成2成2成2成2成2成2成2成 7年7年7年7年7年7年7年7年7年年年9月9月9月月9月9月9月9月9月9月月1日1日1日1日1日1日1日1日1日日供用供用供用供用供用供用供用供用供用供用供用開始開始開始開始開始開始開始開始開開始

▲図１：石巻魚市場の高度衛生管理

▲図2：石巻魚市場　人の入場管理

▲図3：放射能検査の流れ▲写真3：荷さばき所内の映像記録
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02 第 2調査研究部

はじめに

これまで、水産基盤整備事業の中で、様々な漁場整
備が実施されてきましたが、現行のいわゆる「点」の
整備では、漁場環境を早急に改善することは困難と考
えられます。また、平成22年12月に策定・公表された
「水産環境整備の推進に向けて」では、基本方針として
「環境基盤の重視」、「点から空間へ」、「資源や環境の変
動への対応」の3本柱が示され、対象海域の範囲ごとに
事業を推進するとともに、現在の知見では資源・環境
の変動予測に限界があるため、計画（Plan）－実施（Do）
－検証・評価（Check）－改善（Action）というPDCA
サイクルに従って整備を進めることとされました。
こうした背景をふまえ、水産生物の生活史に対応し、

漁場の連続性を確保したより効果的な漁場環境の形成
を目的として本ガイドラインを策定いたしました。

本ガイドラインの位置づけ

「水産環境整備の推進に向けて」では、対象水産生物
の生活史に着目して、全体計画、実施計画を策定する
と共に実施体制を構築することとしています。本ガイ
ドラインは、この全体計画策定のうち対象範囲・対象
魚種の選定、対象魚種の生活史や生息環境の定量的な
把握、それに基づいた漁場造成適地等の検討を担うも
のです。そのような性格であることから、本ガイドラ
インにおいては、複数の魚種の生活環境が内包される
程度の空間範囲が検討の目安となります。裏を返せば、
ごく地域限定的な漁場整備事業は適用範囲外です。

ガイドラインの概要

ちょっと固い文章が続きましたが、ここからはガイ
ドラインの内容をできるだけわかりやすく説明いたし
ます。重要なのは対象魚種の生息を左右するボトルネッ
クを見出し、それを解消して資源水準を底上げすると
いうことです。

⑴ 対象魚種の生活史を把握する
魚種が稚魚から成魚に至るまでに何処にいるのか？
どのように移動するのか？把握するとともに、その範
囲を検討対象範囲として設定し、空間的に理解できる
ように図化します。検討対象範囲は多くの場合「○○
海」、「○○沿岸」、「○○灘」、「○○湾」といった範囲
になります。図１に播磨灘での作成例を示します。
次いで、生活史段階毎に、その生息を左右する環境
因子を把握します。例えばマダイの稚魚期ですと隠れ
場・餌場として藻場の有無や、底質のCODが重要な環
境因子となります。

▲図1：魚種Aの生活段階別空間分布図の作成例



15漁港漁場漁村研報 Vol. 38

⑵ 検討対象範囲の環境因子分布を把握する
前項で魚種、検討対象範囲、魚種の生息を支配する

生活史段階毎の環境因子を設定しました。ここでは設
定した環境因子のデータを包括的に収集整理し、空間
的に図化します。ここでは、整理する環境因子の時期
に注意してください。例えば稚魚期が春なら、整理す
る環境因子の時期も春とせねばなりません。図2には、
魚種Aの稚魚期の環境因子として水深、底質COD、藻場
分布を選定し図化した例を示します。図中で着色した
範囲が各環境因子の好適環境です。それらを重ね合わ
せると、環境が適正なのか？どの環境因子がボトルネッ
クなのか？が一目瞭然でわかります。残念ながら、そ
のままの状態で3環境因子が全て適性なのは図中左下の
緑の狭い領域のみです。

⑶ 生活史と環境因子の重ね合わせと効果的な
　 環境形成手法の検討
ここが肝心なところです。改めて図1をご覧ください。

中央部の家島諸島が稚魚・幼年期の分布域となってい
ますが、図2右下図によると、その領域は水深、底質
CODは適正なものの、藻場がボトルネックとなって稚
魚の環境適性が低い状況となっています。そこで、図3
に示すように、図1と図2右下図を重ね合わせると、稚
魚種分布域の環境適性とボトルネックが即座に明らか
となります。ならば効果的な環境形成手法とは、家島

の例だと、稚魚が高密度で分布するにも拘らず藻場が
少ないため飢餓・被食等により減耗するであろう同海
域に藻場を造成するということになります。そうして
稚魚を保護することで、播磨灘全体での資源量が向上
することを期待します。

おわりに

以上からボトルネックを解消するというガイドライ
ンの肝をご理解賜れたと思いますが、もう一つ隠れた
重要事項があります。それは、「根拠をもって漁場造成
の位置・手法を選定する」ということです。対象魚種
の生活史や支配的な各種環境因子データを基に、客観
的に検討を行うという点で、説明責任を果たすにも好
都合な手法と言えましょう。
ただし、実際には魚種の生活史や生活史段階毎の分
布に不明な点が多いことや、環境因子の観測データが
必ずしも充実していないことから、適用には課題が多
いことも事実です。また、あくまで本手法は包括的な
絞り込み手法であり、事業実施においては局所的な環
境に基づいた踏み込んだ検討が別途必要です。そのよ
うな欠点を差し引いても本ガイドラインは有用である
と思います。どうぞよろしくご検討ください。

（第2調査研究部　吉野 真史）

▲図2： 魚種A稚魚期を対象とした環境因子の把握結果
(着色部が好適環境)

▲図3：生活段階別分布と環境因子分布重ね合わせ

水深

3環境因子全て好適環境範囲 3環境因子分布重ね合わせ

底質COD

重ね合わせ

藻場分布

重ね合わせ

黒枠範囲は稚魚分布域であり、底質
COD（黄）、水深（水色）は良好だが、藻
場（赤）が無い→藻場を造成して環境
形成→資源水準底上げ

りりにりにりにに
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第9回理事会を平成27年7月15日(水)に東京都千代田
区コ－プビルに於いて、第4回評議員会を平成27年7月
30日(木)に東京都港区帝国ホテルに於いて、高吉漁港漁
場整備部長を来賓として迎え、開催致しました。　
第9回理事会では、第3期事業年度事業報告及び決算

報告書(案)(平成26年6月1日から平成27年5月31日まで
の期間）、第4回評議員会開催及び提出議案の承認の件

03 総務部

などを審議し、承認されました。
第4回評議員会では、第3期事業年度事業報告及び決
算報告書(案)の承認の件、第4期事業年度の役員の報酬
額の総額の承認の件、次期役員及び評議員選出方法の
件などを審議し、承認されました。

（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 現 一般財団法人
漁港漁場漁村総合研究所 常務理事（常勤）

理　事 長屋 信博 全国漁業協同組合連合会 専務理事

理　事 田中 潤兒 株式会社 センク 21 取締役

理　事 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

理　事 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

理　事 志岐 富美雄 一般社団法人 長崎魚市場協会 専務理事

理　事 宮崎 隆昌 日本文理大学工学部 教授
日本大学生産工学部創生デザイン学科講師

理　事 山下 東子 大東文化大学経済学部 教授

理　事 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

理　事 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

理　事 尾山 春枝 富山県新湊漁業協同組合
代表理事組合長

理　事 寺島 久明 一般社団法人 岩手県さけ・ます増殖協会
専務理事

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－ビスセンタ－ 参与

監　事 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 日本大学理工学部特任教授

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27年10月１日現在  理事・監事  平成27年10月１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27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御座
いました。
⑴ 平成26年度継続研究題目　3件（申込件数3）
　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

　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員 准教授　清野聡子

　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

⑵ 平成27年度新規研究題目　3件（申込件数16件）
　① ミズダコ及び沿岸魚類資源の持続的利用に資す

る小型魚介類が脱出可能な改良篭の実用化研究
北海道大学大学院水産科学研究院
特任教授　桜井泰憲

　②津波氾濫水の密度に関する基礎実験
秋田大学 教授　松冨英夫

　③ 海洋エネルギー事業が漁村地域に与える社会的・
経済的インパクト－洋上風力発電実証事業の事
例から－
東京海洋大学大学院 教授　川辺みどり
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2011」という書籍、現地でのパンフレット、インターネッ
ト情報、巨済島に関する学術論文等を参考にさせていた
だきました。特に、インターネットは実に便利な道具で、
言葉さえ理解できれば、国境を越えて様々な情報を容易
に取得することができることを改めて発見しました。わ
が研究所としては、日韓漁港漁場技術交流会議の中核機
関として、今後とも韓国の漁港・漁村事情の情報収集と
その紹介に努めて参りたいと思っており、今回はその第
一回目の調査報告です。

2.　巨済島とはどのような島か

巨済島は面積が380㎢で韓国においては済州島に次ぐ二
番目に大きな島です。日本の島でいうと種子島（鹿児島県）
と福江島（長崎県）の中間ぐらいの大きさです。山がちで
耕地が少なく、加羅山585mが最も高い山です。複雑な海
岸線を持ち周辺は好漁場をなし漁業・養殖業が盛んです。
近年、三星重工業、大宇造船海洋の二つの大きな造船所が
立地し、造船業が漁業と並ぶ主要産業となりました。また、
韓国においては海の観光地としても有名で、韓国唯一の海
上国立公園である閑麗（ハンリョ）海上国立公園に島の一
部が含まれており多くの観光客が訪れています。巨済島の
南部の500m程沖合に浮かぶ海金剛と呼ばれる岩山は巨済
島で一番の観光名所となっています。また、巨済島の南４
km程沖合にある外島は、日本における韓流ドラマの先駆
けとなった「冬のソナタ」の最終シーンのロケ地であり、
巨済島の他の地域には行かず外島にだけ短時間訪れる日本
人観光客が多いとはガイドさんの話でした。
韓国本土とは統営（トンヨン）側（巨済大橋・新巨済大
橋）と釜山側（巨加大橋）の二箇所で結ばれています。特
に、後者の架橋（2010年12月）により釜山と約１時間で結
ばれたため、大きな経済波及効果が生まれました。
朝鮮戦争の際は捕虜収容所が置かれ、17万人の捕虜を収
容したと言われています。1952年５月には、捕虜の暴動事
件（巨済島事件）が発生し、休戦交渉に影響を与えました。
巨済島は韓国の金泳三第14代大統領（任期1993年～1998
年）の出身地でもあります。金泳三元大統領の生家は網元
だとのことです。

1.　はじめに

去る６月に開催された日韓漁港漁場技術交流会議で訪
韓した機会を利用して６月26日～27日に韓国・巨済島（コ
ジェド）にある韓国海洋科学技術院（KIOST）南海研究
所及び幾つかの漁港・漁村を訪問する機会がありましたの
で、その概要を報告します。訪問に当たっては、韓国海洋
科学技術院の名誉研究委員である安熙道博士に釜山から
巨済島までご案内をいただき、韓国漁村漁港協会の李埈豪
さんからは巨済島の国家漁港に関する日本語資料の提供
をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
韓国では漁業と観光が融合した「多機能漁港」による

漁村開発に力を入れており、過去何回かの技術交流会議
においては、多機能漁港の現場を韓国漁村漁港協会から
ご案内いただきましたが、漁港・漁村を研究テーマとし
ている私どもとしては、普通の漁港・漁村も見てみたい
との欲求を持ち続けておりました。偶々交流会議で釜山
を訪れることとなり、滞在を一日延ばして行けるような
適当な場所がないかと物色していたところ、従来釜山か
ら3時間位かかっていたところを最近橋がかかり1時間く
らいで行くことができるようになった巨済島が面白そう
だということになり今回早速訪問することとしました。
「巨済島？済州島ではないんですか？どこにある島です
か？」と日本の旅行会社の人でも聞き返す程現代日本に
おいて巨済島はなじみ
のない島ですが、訪問
に当たりいろいろ調査
をしてみると、日本と
非常に密接な関係があ
る島であることがわか
りました。調査に当
たっては、先に紹介し
た韓国漁村漁港協会が
用意してくれた日本語
資料の他、韓国漁村漁
港協会から提供してい
ただいた農林水産食品
部発行の「韓国の漁港

韓国巨済島の漁港・漁村を訪ねて

報告

図１　巨済島の位置



19漁港漁場漁村研報 Vol. 38

3.　巨済島と日本

地図で見てもわかる通り巨済島と日本の対馬との間は
朝鮮海峡が最も狭隘となるところです。このため、巨済
島は、古来、日本と朝鮮半島との間の交通や軍事上の要
衝の地となっていました。
元寇や応永の外寇（応永26年（1419）、倭寇に悩まされ

た李氏朝鮮が、その根拠地とみなして対馬を襲撃した事
件）の際は朝鮮半島から日本列島へ向かう軍勢の集結地
となり、逆に海上からは倭寇がこの島への侵入を繰り返
し、高麗期末には一時朝鮮王朝が島の支配を放棄したこ
ともあったようです。余談となりますが、応永の外寇に
ついて初めて耳にする方も多いかと思われますが、韓国
においてはハングルをつくり朝鮮史上最高の名君とされ
全国民の尊敬を受けている李朝第４代世宗王（在位1418
～1450）の時代に起きた事件でもあり有名なでき事のよ
うです。もっとも、対馬侵攻には世宗王は反対で、当時
実権を握っていた先王の第３代太宗王が行わせたとのこ
とのようですが…。日本の時代区分では、室町時代の初期、
第４代将軍足利義持（在任1394～1423）の時代に当たり
ます。応永の外寇については、日本側史料と朝鮮側史料
で評価が正反対です。すなわち、日本側史料では朝鮮の
侵攻を撃退したとされているのに対し、朝鮮側史料では
対馬の島主を朝鮮に従わせたとされています。現在のよ
うにテレビによる実況中継もない通信手段の乏しい時代
に起きた事件のため真実の程は推しはかるしかありませ
んが、大変興味深いことだと思います。
時代は下り、豊臣秀吉が朝鮮に侵攻した文禄・慶長の

役(1592～98)ではこの島を日本軍が足がかりとしており、
今も倭城（日本軍がつくった城の跡）が残っています。
文禄の役に従軍した豊臣秀吉の甥、豊臣秀勝はこの巨済
島で病死しています。この島の周辺では幾度も海戦が行
われていますが、中でも、1592年５月７日に行われた玉
浦（オクポ）海戦は、李舜臣将軍が率いる朝鮮水軍が日
本水軍を打ち破り、連戦連敗であった朝鮮軍に初めて勝
利をもたらしたことで韓国では有名です。巨済島にはそ
の業績を讃える記念碑が沢山建てられています。
近代に入ると、西日本を中心に朝鮮海域への出漁が盛

んとなり、政府もこれを奨励します。初めは通漁の形で
進出しますが、やがて朝鮮の沿岸に日本人の移住漁村が
形成されるようになります。巨済島においても東岸の長承
浦（チャンスンポ）や旧助羅（クジョラ）、知世浦（チセポ）
などに日本人の移住漁村が形成されました。日露戦争前
夜には巨済島や島の北にある鎮海湾周辺は日露の覇権争

いの場となりました。日露戦争が始まると日本海軍は戦略
上の要衝の地である鎮海湾を占領し、対馬と巨済島の間
に軍用の海底通信ケーブルを敷くとともに、巨済島に根拠
地をつくりました。鎮海湾は現在でも軍事上の要衝の地
で韓国海軍の基地が置かれていると聞きました。その後、
植民地時代を経て日本の敗戦とともに移住漁村は消滅し
ました。そして、戦後の平和な時代の訪れとともに巨済島
は一般の日本人にはあまりなじみのない島となりました。

4.　調査団の構成と調査行程

調査は一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所の影山智
将（理事長）、西崎孝之（第一調査研究部長）、後藤卓治（第
一調査研究部主任研究員）の３名で実施しました。
調査の行程は、以下の通りです。
６月26日（金）午後日韓技術交流会議日本側代表団を
金海空港にて見送った後、安熙道博士の案内で自動車に
て空港を出発。加徳海底トンネル、巨加大橋を通り巨済
島へ。途中、加徳サービスエリアにて海底トンネルと橋
の広報展示館を見学。
巨済島の最初の訪問地は韓国海洋科学技術院南海研究
所。チェ・ジヌ所長に案内をしていただく。見学終了後、
玉浦にあるホテルまで送っていただく。安熙道博士とは
ホテルにてお別れする。
６月27日（土）は雨模様の中、予め頼んであった日本
語ガイド、車とともにホテルを出発。巨済島の南部にあ

図2　巨済島
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韓国巨済島の漁港・漁村を訪ねて

る多大多浦漁港を手始めに、旧助羅、知世浦（巨済漁村
民俗展示館）、長承浦、菱浦、外浦の各港を回り、再び巨
加大橋を通って釜山へ。夕刻に金海空港発の大韓航空機
にて帰国（図２）。

5.　調査報告

５．１　国家漁港と多機能漁港
個々の港の報告をする前にその背景となる韓国におけ

る漁港の制度と現在韓国政府が重点的に進めている多機
能漁港開発プロジェクトについて若干ご説明したいと思
います。
韓国における港は、日本と同様、漁港と港湾に分けられ

ています。漁港は漁村・漁港法により、港湾は港湾法に
より指定されるという手続きは日本と似ています。今回訪
問した港では、多大多浦、旧助羅、知世浦、菱浦、外浦
の各港が漁港（国家漁港）で長承浦と玉浦は港湾（貿易港）
です。ただし、日本においては漁港と港湾の所管官庁が
農林水産省と国土交通省に分かれていますが、現在の韓
国においては両者とも海洋水産部の所管となっています。
漁港は漁村・漁港法第16条により指定され、国家漁港、

地方漁港、漁村定住漁港及び村落共同漁港の三種類に分
けられています。国家漁港は海洋水産部長官が、地方漁
港は市・道知事が、漁村定住漁港及び村落共同漁港は市
長・郡守・区庁長が指定することとされています。そし
て、各漁港の指定の手続き及び基準が漁村・漁港法施行
規則第10条によって定められています。国家漁港の一般
的な指定基準は同規則によれば、
表１のようになっています。また、
2015年８月末現在の漁港の数は表
２のようになっています。
一方、港湾については、港湾法

第３条により海洋水産部長官が貿
易港と沿岸港の区分をして指定す
ることとされ、さらに、体系的効
率的に管理運営するため、貿易港
は国家管理貿易港と地方管理貿易
港に、沿岸港は国家管理沿岸港と
地方管理沿岸港に細分することが
できることになっています。港湾
については、同条第４項に「国家
は国家管理沿岸港の開発を優先的
に支援しなくてはならない」との
条項が付加されています。どこと

なく政治の臭いが漂っています。
韓国の国家漁港では、現在多機能漁港の整備に力を入
れています。多機能漁港は、漁村を生産・住まい・観光
が交わる総合空間へと造成し、漁港機能活性化を通じて
国民に対する保養空間の提供と漁村所得の創出を図るこ
とを事業目的とするモデル事業です。2004年に漁村観光
振興総合対策を樹立し、対象港として13港が選定されまし
た。事業期間は、2004年から2015年で、事業費は2764億ウォ
ン。これまでに12港が完成しているとのことでした。韓国
漁村漁港協会の説明では、事業効果として、観光客数が
124%の増、一戸当たり平均の漁業者所得が22%の増をし
たとの評価がなされているとのことでした。今回訪問した
巨済島では知世浦港が多機能漁港として指定されていま
す。

５．２　釜山-巨済間連結道路1,2）

釜山と巨済島を結ぶ釜山-巨済間連結道路は、加徳海底
トンネル（長さ3.7km）、巨加大橋（同3.5km）及び陸上ト
ンネル（同1.0km）から構成されます。これまで、釜山か
ら巨済島までは巨済島西側の新巨済大橋・巨済大橋まで
大きく迂回して行く必要があり、約３時間を要していま
した。連結道路が2010年12月に開通し、釜山から巨済ま
での所要時間は、約50分へと大幅に短縮されました。
韓国では、社会資本整備の需要増大に対する政府の財政

の不足分を補うため、民間資本の投資を拡大することを目
的に「民間投資事業法」が制定されています（1994年制定、
1998年改正）。連結道路は、この民間投資事業法に基づく

表１　国家漁港の指定基準

表２　韓国の指定漁港数

国家漁港

指
定
基
準

１．次の 5個の基準項目のうち 3項目以上充足する港・入り江であること

区分 東海岸 西海岸 南海岸

現地漁船
隻数 70隻以上 70隻以上 70隻以上

総トン数 450トン以上 280トン以上 360トン以上

外来漁船利用（年間） 100隻以上 100隻以上 100隻以上

委託販売高 年間 200トン以上（漁船利用漁業に限定する）

旅客船及び遊船・渡船運航 「海運法」による旅客船と「遊船及び渡船事業法」によ
る遊船・渡船の総運航回数が一日４往復以上

2．島嶼である場合には第 1号の基準項目のうち 50%以上を充足すること

合計 国家漁港 地方漁港 漁村定住漁港 村落共同漁港
漁港数 990 109 285 596 ―
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民間投資事業としてBTO方式（Build Transfer Operate：
民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有
権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式）
により大宇建設を最大出資者として実施されたものです。
加徳海底トンネルは、沈埋工法により建設されました。

沈埋工法は、海底トンネルを建設する工法の一つで、巨
大なコンクリート製の箱（沈埋函）を海底に並べて海底ト
ンネルを造るものです。加徳海底トンネルは、水深48mの
位置に建設されており、沈埋トンネルとしては世界最大
級の水深です。水深に加えて、さらには風や波、潮流が
激しい外海という厳しい条件下で建設されたものですが、
軍事上の理由により海底トンネルにしたとのことです。そ
のほか、単一函体の長さ（180m）や２重ジョイント函体
連結など世界初の技術が採用されています。
また、巨加大橋は、世界最初の曲線ダイヤモンド型で韓
国最初の３本主塔を採用した斜張橋で景観上優れた構造
となっています。
連結道路の開通により、巨済島への自動車流入交通量

は、その前後で比較して２倍弱の増加となっています。ま
た、巨済島の地価の上昇にも貢献するとともに、連結道路
の整備を見越した造船会社の人員拡充にもつながってお
り、連結道路の建設による経済効果は高いと言えます。
連結道路横には広報展示館があり、模型や映像により、
建設工事の様子や採用された新技術の情報など連結道路
について詳しく知ることができます（写真１）。

５．３　韓国海洋科学技術院 南海研究所
韓国海洋科学技術院（KIOST）は、海洋科学技術の開

発を行っている機関で、①海洋科学技術および海洋産業
発展に必要な基礎研究、応用および実用化研究、②海洋
および極地科学技術政策、制度の研究、③海洋分野にお

ける優秀な専門家の養成および国民へのサービス、④海
洋関連機器・装備技術開発と検定、⑤海洋科学基地など
海洋インフラの構築および運営、⑥国内・外大学、研究
機関、産業体などと受託・委託共同研究および技術提携
を任務としている研究所です。
本部のほか、国内に東海研究所、南海研究所、済州国
際研究支援センター、鬱陵島・独島海洋科学基地などの
支所を持つとともに、南極など国外にも実験観測施設を
持っています。
巨済島にある南海
研究所では、韓国南
海岸の生態環境研究、
船舶バラスト水研究、
世界中から収集した
海洋試料の保管・提
供を主たる業務とし
て行っています（写
真２）。
南海研究所からの

海洋資料の提供を希
望する研究機関等は、

写真１　釜山 - 巨済間連結道路の模型

写真２　海洋試料の保管状況

写真3　養殖実験用生簀

写真4　南海研究所の皆さんと記念撮影
（左から、崔所長、辛上級研究員、影山、安名誉研究委員、西崎、後藤）
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南海研究所に対し研究計画を提出し、審査に合格すれば無
償で海洋資料の提供を受けることができます。資料の提供
を受けた研究機関等は、研究終了後その成果について南海
研究所に報告を行います。

５．４　玉浦（オクポ）港
1592年５月７日、文禄の役の際、李舜臣将軍が日本水軍
26隻を沈めた玉浦海戦の地として韓国ではたいへん有名で
す（写真５）。

漁港ではなく、港湾法上の貿易港であり、巨加大橋が
開通するまでは釜山との間に高速船やフェリーが就航し
ていました。
玉浦には、大宇造船海洋の造船所があります。大宇造

船海洋は、サムスン重工業、現代重工業と並ぶ韓国の造
船ビッグ３の一角を占める造船会社で、1973年に設立さ
れました。同社の主力工場である玉浦造船所は会社設立
の年に着工し1981年に竣工しました。130万坪の広い敷地
に世界最大の100万トン級のドックや900トンのゴライア
スクレーンなどの設備を整え、船舶ばかりでなく海洋プ
ラットホーム建造能力においても高い能力を有していま
す。また、潜水艦や駆逐艦を建造する能力もあります。
町はたいへん活気にあふれ、多くの人や多くの車が行

き交っていました。街中至るところで、会社関係者らし
きアジア系だけでなく欧米系や中東系などいろいろな地
域出身と思われる外国人を見かけました。家族連れもい
て外国人密度が高いのにはたいへんに驚きました。

５．５　多大多浦（タデタポ）港
多大多浦港は、多大里と多浦里にまたがる国家漁港で

す。利用漁船は、地元漁船が52隻、外来漁船が21隻で漁
業人口は145世帯205名です。タイ、ブリ、ヒラメなどを
水揚げしていますが、漁獲量は年間35トン程度とそれほ

ど多くありません。
多大多浦港の最大
の特徴は、干潟を活
用した多大漁村体験
村が整備されており、
潮干狩り、地曳網、
かがり火漁、建干網
漁などを楽しめるこ
とです。港内には干潟が発達していて、年間約16,000人の
観光客等が体験施設を利用しています。政府の環境部よ
り自然生態系優秀村に選定されています。
また、観光遊覧船発着所が整備され、海金剛や冬のソ
ナタで有名な外島、毎勿島などへ向かうことができます。
当日はあいにく時期はずれで閑散としていましたが、
夏には多くの観光客で賑わうそうです。

５．６　旧助羅（クジョラ）港
巨済島国家漁港で地元漁船49隻、外来漁船12隻。巨済
水協の荷捌所があり、スズキ、カレイ、マダイなど191ト
ンの委託販売がある港です。
また、旧助羅港は外島行きの観光フェリーの発着所（浮
き桟橋）が整備されており水産物の陸揚げだけでなく観

写真5　玉浦海戦の碑

写真8　旧助羅港の航空写真 3）

写真６　多大多浦全景

写真7　干潟体験用の熊手
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光拠点ともなっており、港の周辺には海水浴場やリゾー
ト型マンション等観光施設が隣接しています。観光客の
出入りが多いことから、漁港背後には観光客向けに活魚
水槽が並んだ海鮮レストランが数多く建ち並び水産物を
地元で消費するシステムが構築されています。

また、旧助羅は1910年の日韓併合以後、カタクチイワシ、
サバ、クジラ漁の前進基地となり多くの日本人が入り込
み、韓国での日本人移住漁村のなかでも１戸当たり、１
隻当たりの漁獲量が最も多かった模様です。植民地時代
には漁場を日本人に奪われ、旧助羅の住民は日本人に雇
用され漁業に従事することで漁業技術を取得し、一部の
漁業者は漁労長として活躍し高所得を得るようになった
とのことです４）。
港背後の漁村集落に足を踏み入れると、日本の漁村同

様、細い集落道の両脇に住宅が密集していました。
韓国では、海中生態系の重要性と荒廃化の深刻性を国

民に知らせ国民的な関心の中で海の森が造成されるよう
にするため、国家が指定した記念日（５月10日）として「海
の植樹日」が指定されており、本年５月に旧助羅で第３
回の記念行事が行われ、その記念碑が建造されていまし
た（写真11）。

５．７　知世浦（チセポ）港
国家漁港で利用は地元漁船86隻、外来漁船17隻、漁業
人口は118世帯、250名。生産量はタイ、ブリ、ヒラメな
ど50トン程度。多機能漁港として海洋観光、文化、流通
の複合的な機能を持つ漁港として整備されています。

知世浦港には海洋観光の多様な要素が集結しており、造
船海洋文化館、漁村民俗展示館、巨済ヨットスクールなどが
あり、年間15万人が訪れる名実共の観光漁港となっています。
知世浦港には、巨済漁村民族展示館があり、巨済島の漁

業・漁村を伝統の海、生活の海、復興の海、体験の海、水
族館の５テーマに分けて紹介されており、巨済島の漁業の
歴史や民俗、伝統的な漁具、漁法などを見ることができます。
巨済島は対馬から50kmと非常に近く、19世紀後半から
多くの日本人が漁業のために移住してきたこともあり、日
本で行われている漁法・使用する漁具はほぼ同じで、ガイ
ドの方曰く日本人の観光客が当地を訪れることがほとんど
ないのに、説明書きに日本語表記もされていることからも、
当地と日本が昔から関係が深かったことがわかります。

写真10　旧助羅港の背後集落

写真9　港背後の海鮮レストラン群

写真11　海の植樹日の記念碑

写真12　知世浦港の航空写真 3）
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展示物のレベルは非常に高く、日本でも漁村の博物館と
してここまでのものは見たことがなく、説明も海底までリ
アルに表現されており、非常にわかりやすく、日本の博物
館でも十分参考にできるものだと思います（写真13）。

５．８　長承浦（チャンスンポ）港
巨済島東部の中心集落です。戦前日本漁民の大規模な

移住村があり、現在は巨済水協の本所があるが、港の分
類としては漁港ではなく、港湾法上の貿易港となってい
ます。加徳大橋ができるまでは釜山との間に定期高速船
が運航しており、現在は外島、海金剛方面への遊覧船の
みが発着しています。
漁港施設としては、水協のビルの１Fが荷捌き所（写真

14）となっており、冷凍・冷蔵・製氷施設が整備されており、
日本で言えば流通拠点漁港クラスの施設が整備されてお
り、大型漁船も多数利用しています。
釜山からの定期航路が廃止となった今でも釜山市内か

らの直通バスの終点となっていることもあり、今回、視察
した港の中では最も都市型の港です。港の背後には建設年
数が経過したマンションやホテル、商店が建ち並び古くか
らの港町として栄えてきたことを思わせる雰囲気です。

５．９　菱浦（ヌンポ）港
国家漁港で、利用は地元漁船32隻、外来漁船1隻程度。
漁業人口は36世帯、70名。定置網漁業が盛んです。巨済
水協の荷捌所があり、カレイ、カワハギ、クルマエビな
ど78トン程度の委託販売をしています。

荷捌き所は良く言
えば閉鎖型ですが、
倉庫のような建物で
岸壁から道路を隔て
て建設されており、
船から直接水産物
を搬入する形態には
なっておらず、漁業
者が船から車で荷捌き所（写真16）へ搬入する形態で陸
揚げを行っています。
菱浦港の背後は漁村とは言い難く、二車線道路が港ま
で整備されており、また、第１線防波堤は親水防波堤と
して手すりが設置されており、釣り客が利用しています。

５.10　外浦（ウェポ）港
国家漁港で、利用は地元漁船94隻、外来漁船21隻程度。
漁業人口は、30世帯、65名。今回視察した巨済島の漁港の中
で最も漁村らしさを感じられる漁港でした。
主な魚種はタラ、カタクチイワシ、ヒラメなどで、特に春

写真13　網漁業の模型（巨済漁村民俗展示館）

写真16　菱浦港の荷捌き所

写真14　長承浦港の荷捌き所

写真15　菱浦港の航空写真３）

写真17　親水防波堤の利用状況
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本の漁港でも良く見られる光景でした。ただ、どこか違
うと感じてしまうのは、日本では主に軽トラックが駐車
されているのに対し、韓国では一般車が駐車していると
ころです。日本に帰ってから調べて見ると、韓国では軽
自動車の評価が低く、市場にほとんど出回っていないこ
とがわかりました。

6.　まとめ

これまでは日韓漁港漁場漁村技術交流会議の際に韓国
の漁港漁場協会の案内により韓国での漁港を視察してい
た為、完成された先進的な漁港を視察することが多かった
のですが、今回、古くには日本からの漁業者が移住し漁業
が繁栄してきた漁港漁村を視察しました。全体の印象とし
ては日本の漁港漁村と大きくは変わらないものの、荷捌き
所の使い方、衛生面の管理状況については、日本の方が進
んでいる印象を受けました。
ただ、今回は言葉の問題もあり、漁港漁村を見ただけで、

何故そのようなやり方をしているのか、問題意識がどこ
にあるのかなど、現地の方へのヒアリングまで出来ませ
んでしたので、今後は、韓国語を勉強し、韓国の漁港漁
村の実態について把握し、日本の漁港漁村に行かせる成
果を得られるよう努力したいと思います。

のカタクチイワシ、冬のタラの港として全国的に有名だとの
ことです。視察した際には、漁獲したカタクチイワシの陸揚
げを行っていました。
漁獲したカタクチイワシは、船上で漁業者が網を上下

に振ることで網から魚を振るい落とし、それをプラ箱に入
れ陸揚げするスタイルをとっていました。（写真19、20）。
メインの陸揚げ岸壁以外では、漁船の廻りに、漁業者

の漁具が野積みされ、漁業者の車が駐車されており、日

１） GK海上道路株式会社：釜山-巨済間連結道路
２）  嶋田喜昭・三村泰広・加藤哲男・呉允杓・本多義明（2013）：韓国・巨加

大橋開通による地域の変貌，都市計画報告集No.12，pp.7-12，2013
３） 韓国漁村漁港協会提供資料
４） 金秀姫：植民時期移住漁村「小魚島村」と巨済島旧助羅

写真19　カタクチイワシの網外し作業

写真20　カタクチイワシの出荷状況

写真21　外浦港の用地利用状況

写真18　外浦港の航空写真３）

執筆者 １. ～ 5.1 ： 理事長　影山 智将
 5.2 ～ 5.4 ： 第１調査研究部長　西崎 孝之
 5.5 ～６ ： 第１調査研究部　後藤 卓治
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この人に聞く 「島の旅社」事務局長

関
い ず み

の

島の暮らしを
丸ごと発信する
―「島の旅」で
地域の魅力を再発見―

山本 加奈子 氏

山本 加奈子（やまもと・かなこ）
前列向かって右側が山本さん

大阪府出身。答志島の漁師と結婚し、ワカメの養殖など
に従事している。「島の旅社」の設立時に、知り合いか
ら誘われて活動に参加し、現在は事務局長として活躍し
ている。島の住民と連携を取りながら、島の暮らし体験
を提供する島旅をプロデュースし、島の魅力を発信して
いる。 ※写真提供は「島の旅社」

答志島へようこそ

答志島は、２町３集落で成り立っています。東部には
答志と和具の２集落で答志町、西部には桃取町がありま
す。人口は2200人くらい、高齢化はかなり高くて、37%く
らいあります。
島のほとんどは漁師さんの家です。私の夫も一本釣り
やワカメ養殖をやっていて、私も一緒に作業をしていま
す。でも、桃取は農業も結構行われていて、半農半漁の
生活です。答志は本当に漁業だけ。そういう違いがある
せいか、小さな島ではありますが、答志と桃取では人の

◎答志地区の重要な運搬車、ジンジロ車
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気質も文化も違います。同じ値段でものを送るのなら、
目いっぱい詰め込んで送るのが答志。相手の状況を考え
て、必要な分だけ送るのが桃取。という具合です。
３集落の違いは他にもあります。祭りも違う、行事も

違う。例えば節分は答志では２月３日ですが、桃取では
年末に行われます。言葉などは３集落それぞれで方言が
違う。日常生活の中にもいろいろ違うことがあります。
答志地区ではジンジロ車というのがあって、これは手押
しの小さな運搬車なのですが、みんなオーダーメイドの
愛車を持っています。でも、桃取ではシンジロ車とは呼
ばないので、この言葉は通じません。

島へ嫁ぐ

私の出身は大阪なんですよ。島に嫁に来て10年以上が経
ちました。昔、離島にお嫁さんを迎えるためのお見合いツ
アーのテレビ企画（沼島の春）がありましたが、そのよう
なイベントに参加したんです。なんだかおいしいものが食
べられる、というのが参加の動機でした。そこで知り合っ
たのが現在の夫です。寝屋子に代表されるように、島では
横のつながりが強くて、そういう友達のことを朋輩、と言っ
ていますが、何しろ夫の朋輩たちの説得がすごかったです。
あいつはいいやつだから、って。でも、いいことばかり言
うのではなく、もうちょっと考えた方がいいよ、という人
もいて、なんだかそれも計算の上のような気がしますけど。

八人の両親

嫁に来ることになった時、まず驚いたのは、夫が親に引
き合わせてくれたのですが、そのあと、私の島の両親とい
う人たちに引き合わされたのです。えぇ～なに、どういう
ことって、最初は全く意味が解りませんでした。島の外か
ら嫁をもらう場合、島の人に親になってもらい、一度そこ
の家の娘になって、そこから夫の元へ嫁ぐ、という形をと
るんだって言われて。でも、島ではそういうことが当たり
前の習慣なんですよ。例えば、厄年の時にできた子供は
一度捨てに行って、ほかの人に拾ってもらうとか。もちろ
ん、拾ってくれる人も最初から決めているんですけどね。
答志地区には寝屋子制度というのが残っています。中

学校を卒業すると、長男は同級生数人と寝屋親の家で泊
まります。答志の長男には実の親と寝屋親の4人の親がい
るんですね。私の夫は寝屋子にはいかなかったのですが、
やはり生まれた時に一度捨てられて拾われたので、実の
親以外に拾いの親がいます。
嫁いだ時に島の両親ができて、引き合わされた翌日に

は、島の父親から「加奈子、何してるんや」なんて怒られて。
だから、夫と私で合わせて８人の親がいることになりま

すね。最初はびっくりしたけど、今は、それがとても幸
せに感じます。

島の人々のつながり

島の人たちは、みんな顔見知りで付き合いが深い。だ
から、電話でもただ要件だけ言って切ってしまうんです。
いちいち名乗らなくても、みんな分かっているんですよ
ね。でも、最初のころは誰からの電話だったのかも、何
をすればいいのかもまったくわからなくって。島に来た
当初は驚きの連続でした。今もそうですけどね。
島の人たちのつながりの深さはいろいろなところで感じ

ます。寝屋子制度もそうですし、セコ（世古）仲間という
のもあります。セコというのは小さな路地の単位で、同じ
セコの世帯でグループを作って、運動会ではセコ単位で競
技をしたり、セコのグループで旅行に行ったりもします。

島の旅社の始まり

島の旅社は５人のメインスタッフで活動しています。
現役の海女もいます。私も家の漁業があるし、みんなそ
れぞれ仕事があるので、常駐職員はいません。
島の旅社の取り組みは、そもそもは行政からの提案で
した。中部国際空港の開港、名古屋の愛・地球博と大き
なイベントが続き、鳥羽市は愛知県に来た観光客をこち
らにも呼び込みたい、と考えたようです。鳥羽市の魅力
の一つとして注目されたのが離島でした。島全体がミュー
ジアム、島にあるものを活かしながら伝えていく、主体
は島の女性、そんな方針が立てられました。
平成13年から３年くらいかけて、市役所の中に作った
部署の垣根を超えたワーキンググループが、島のことを
いろいろ詳しく調べたんです。言葉の調査、食事の調査、
海岸線を歩き回って、島の売りになるような宝物探しも
やりました。調べ上げられた地域の宝をどう活用するか、
ということで、平成16年に実働部隊となる「島の旅社」
が発足しました。

島のことをもっと知りたい

活動当初は桃取地区に事務所が置かれ、３つの集落から
活動スタッフとしての人が集まりました。最初は私自身、
何をする団体なのかもよくわからないまま参加しました。
私は、外から来た人間ですから、島に来た時には不思
議に思うことがたくさんありました。そういう時には、
一番身近な島の人である夫に、これってどういうこと、
あれは何、と質問責めにしていました。でも、夫の返事
はいつも一緒で「しーらーん」の一言。だから、こうい
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う活動に関わろうと思ったのかも知れないですね。
島のことを調べていくうちにいろいろなことがわかっ

てきました。昔の島の結納品は、酒二升と赤魚だったそ
うで、島の母ちゃんが、「なんね、私は酒二升かい」なんて、
大笑いしたり。

島にある資源を活用する

島の沖合に、浮島という無人島があります。アサリの
漁場としても有名だったのですが、ここは大潮になると広
い磯場が出現します。干潮時の90分くらい、ここを自然
水族館として、磯体験をやっています。年に10日程の開
催ですが、リピーターも多くて、島の旅社の人気メニュー
になっています。その他にも、漁業体験、島の暮らし体験、
食事体験、クラフト体験などのメニューがあります。

海女小屋体験は、最初は本当の海女小屋を利用して、
食事をしてもらったりしていました。けれど、漁期には海
女さんの仕事の邪魔になるということで、観光客用の海女
小屋を島の人たちが建ててくれました。その時々に獲れ
る海の幸を食べながら、海女さんと話しをすることができ
ます。答志地区の海女さんは長袖長ズボンのウェットスー
ツで潜りますが、足ひれはつけてはいけません。和具の

海女さんは、足ひれは使っていいのですが、以前は半そ
で半ズボンのウェットスーツしか認められていませんで
した。それは、資源の獲りすぎを避けるためで、そういっ
たルールを自分たちできちんと作って、漁業が継続できる
ように資源管理をしている。そういうことも、本職の海女
さんから直接聞けば、外の人たちも、もっと漁業のことや
島のことを理解してくれるようになると思います。

子供たちへ伝える工夫

この頃、県内学校の体験が増えています。かご網や釣り
などの漁業体験、漁師さんに習うロープワーク、市場見学、
そして漁船に乗る体験などを行っています。子供たちが
来るときには、路地裏体験もスタンプラリーのような工夫
をしています。例えば、集落の中にサンデの底と呼ばれ
るところがあります。サンデというのはサザエのことなの
ですが、サザエの底のように狭くなっている所なんです。
子供たちには「サンデの底を探せ」という指令を出します。
子供たちがサンデの底を探し当てるためには、絶対に島
の人と話をしなければならない仕掛けにしています。
島ではほら貝を食べるのですが、このほら貝磨きも子供
たちに大好評です。ほら貝をただベビーオイルで磨くだけ
の体験で、私もそんなのつまらんよ、と思っていましたが、
子供たちは夢中になって黙々と貝を磨いていきます。

路地が語る集落の暮らし

答志島の集落は
家々が密集して、迷
路のように入り組んだ
路地があります。平ら
な土地は少ないので、
３世代、４世代で同
居するのは当たり前。
３階建ての家をよく見
かけますし、地下の
ある家もあります。昔
は集落の中に銭湯が
ありました。答志地区
のメイン通りに入って
すぐのところに、取り
壊されて更地になっ
ている家の跡がありますが、あそこが銭湯でした。今はみ
んな家に風呂を作っています。地下にふろ場を作っている
家も結構ありますよ。
メイン通りというのは、答志の神祭の時にお的衆と呼ば
れる男衆たちが、消炭とフノリで練った炭を塗ったお的を

◎浮島の自然水族館

◎島の人たちの協力で建てられた海女小屋

◎生活があふれる路地裏

※写真提供は「島の旅社」
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担いで走る通りで、この墨
を奪い合って家の戸口や船
に、八の字を丸で囲ったマー
クを書きます。これは大漁祈
願や漁の安全のおまじない
です。おまじない、と言えば、
イマメ（ウバメガシ）の小枝
にイワシを刺して一つ一つの
窓に魔除けとして置いている
のも、多くの家で見かけます。
こんな風に、島の暮らし
を解説し、路地で出会う島の人たちと言葉を交わす路地
裏散策も、今では島の旅社の定番になっています。最初
は島の人たちは「こんな路地にお客さんなんか来るんか
いな』と、半信半疑でした。でも、島の日常の中には、余
所にはない不思議や魅力がいっぱい詰まっているんです。

島の人の意識が変わっていく

島の旅社で受けるお客様は、年間1500人から2000人く
らいです。スタッフの本業は主に漁業なので、漁期には
活動しません。ですから、収益というのもそれほどある
わけではないのですが、最近は補助金を受けるのを辞め

山本さんが路地を案内してくださると、「不思
議」が「なるほど」、に変わっていく。芋の茎の

筋を取る女性、海を眺めている男性、網繕いをして
いる家族。そんな路地にはみ出したなにげない暮ら
しの姿の中に訪問者が入って行って、島の人々と気
軽に言葉を交わす。島の人と外の人の間の垣根を
ちょっとかき分けてくれるのが、山本さんだ。
　島の中でずっと昔から営まれてきた暮らし、そし
てその暮らしを大切に生きている島の人たち。それ
こそがこの島の宝物なのだ、ということを、路地を
案内してもらってひしひしと感じることができた。
　「島の旅社」のメンバーは、かなりの酒豪ぞろい
とか。今度はゆっくり飲みながら、島の未来を語り
たいですね。

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

◎イマメに刺したイワシの魔除け

◎路地裏を案内する山本さん

◎戸口に書かれたおまじないを説明する山本さん

て、自主運営をしています。
活動を続けるために課題もあります。一つには活動を支

えてくれる人材の確保です。漁業はその日にならないと、
どのくらい忙しくなるのかがわかりません。出漁時間も季
節によって違うので、なかなか計画通り動けない。外から
来る人たちへの対応は結構難しいですし、採算性の課題も
あります。
この島は漁業の島です。観光化された島ではありません。
漁業生産は減少してきてはいますが、それでも、漁業だけ
でちゃんと食べていける。だから、観光なんて、という空
気もあります。私の夫も、お前は一生懸命何をやっている
のかって、それは今も言われます。
でも、島の人たちにとっては当たり前のことに、外の人

たちは驚いたり感動したりする。そういう反応を見ている
うちに、もしかしたら、ここは魅力のある地域なのかな、
と島の人たちが実感するようになる。島の旅社の活動を通
して、島の人たちの意識が変わってきたのではないかと、
思います。島の旅社は、島の人と外からくる観光客を結び
つける役割をしているのだな、と実感します。
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第18回日韓漁村漁港漁場技術交流会議

概要
日韓両国の漁港漁場漁村技術発展と水産関係者の友好
増進を目的とした「第18回日韓漁村漁港漁場技術交流会
議」が特殊法人韓国漁村漁港協会主催のもと平成27年６月
にソウル市内で開催されました。
同会議には、日本側から公益社団法人全国漁港漁場協会
の橋本牧会長を団長とし在韓日本国大使館の宮島栄一参事
官を含め総勢13名が出席しました。韓国側は特殊法人韓国
漁村漁港協会の柳青
魯理事長を団長とす
る12名の代表団の他、
政府海洋水産部より３
名、一般参加者として
大学関係者や民間企
業から25名等多数の
方が参加されました。

会議の内容は下記のとおり「漁港•漁場•漁村の６次産
業化方案」をテーマに日韓両国代表者がそれぞれ2件の
発表を行い、活発な意見交換が行われました。

内容

第18回日韓漁村漁港漁場技術交流会議

■共通テーマ：漁港・漁場・漁村の６次産業化方案
■座　長：安 熙道（韓国海洋科学技術院 名誉研究委員）
■開会式
挨拶：柳 青魯（韓国漁港漁村協会 理事長）
  ：橋本 牧（全国漁港漁場協会 会長）
祝辞：鄭 永勲（海洋水産部水産政策 室長）

■発表
「漁村観光活性化方案」
●嚴 瑞浩（韓国）
　（京畿大学 観光開発学科 教授）

持続可能な観光を行うため
には、経済、社会、環境とい
う３つの軸が必要であり、人々
が観光に求めるものは①逸脱
体験（日常性、文明、責任から
の脱出）②場所体験(自然体験、季節体験、食べもの体
験、伝統・歴史・生活文化体験)③関係体験（同伴者と
の関係、現地人との関係、他の旅行者との関係、アイ
デンティティーとの関係）であること、今後は生活旅
行を基盤とした漁村観光を発展させていくことが必要
であることが報告されました。

「漁村地域６次産業化の
推進方向及びモデル研究」
●朴 相宇（韓国）
　（ 韓国海洋水産開発院 副研究
委員）

6次産業化の成功要因は、
①開放と協力による若くて有
能な人材の流入②資源の安定
的確保③発想の転換による新しい商品及び販路・市
場開拓（政府、NGO、地域住民）④徹底した需要者の
ニーズ分析及び技術開発（R&D）（デザイン、小包装、
味など）であるとの分析が報告されました。

「漁業の６次産業化と漁村
地域の活性化に向けた施策」
●田村 真弓（日本）
（ 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 
課長補佐）

まち・ひと・しごと創生
法が成立し、地方人口ビジョ
ンを策定することとなったこ
と、6次産業化の連携パターンとしては、市場取引型、
契約型、農商工連携、6次産業化、6次産業化ファン
ド活用型などがあること、水産庁では浜の活力再生
プランを作成し漁業・漁村の改革を進めていること
等が報告されました。

▲ 嚴瑞浩教授

▲ 朴相宇副研究委員

▲ 橋本牧会長 ▲ 鄭永勲室長

▲ 主催者挨拶：柳青魯理事長

▲ 田村真弓課長補佐
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「事例を踏まえた漁村活性化
方策」
●西﨑 孝之（日本）
　（ （一財）漁港漁場漁村総合研究所 
第１調査研究部長）

事例紹介として、鹿児島県
「江口蓬莱館」、千葉県「ばん
や」、沖縄県「読谷漁協」の取
組成功のポイントの紹介、漁村活性化はPDCAサイ
クルを漁村活性化の段階に応じて循環させながら成
長することが継続のポイントであることが報告され
ました。

■筆者コメント
日韓ともに漁村活性化の事例や方策についての説

明がありました。
日本での漁村活性化は、地元が主体で取組を実践

し、それを国が支援する体制が主流ですが、韓国では
政府が主導で初期段階である漁村の６次産業化を行
い、その後の発展期となる未来の産業化を民間主導で
行う体制を目指している旨の説明がありました。この
違いは、韓国では「漁村漁港法」が制定されており、法
律においても“漁村”が明確に定義されていることも関
係しているのかと考えます。
韓国でも日本同様、漁家所得の減少が課題となって

おり、漁家所得の向上が一つの柱としており、流通販
売・水産加工の強化が行われており、加えて、観光に
も力を入れ、普段の生活では味わえない体験（漁業体
験、生活体験、自然体験、飲食体験等）を漁村に来て行っ
てもらうことの重要性について説明がありました。
日本では漁村の活性化を継続するには、小さな取組

からPDCAを繰り返しながら取組をステップアップし
ていくことが重要で、活性化が継続している事例では
歴史を遡ると小さい取組から徐々に規模を拡大してお
り、現在、日本各地で計画が策定されている浜の活力
再生プランも、年次毎に取組を見つめ直し取組を進め
ていく仕組みとなっていることが紹介されました。
日韓での漁村活性化は、そもそもの課題が漁家所得

の減少、漁業者不足が発端となり地域活力が低下して
いることを改善することを目指していることから、行

われている取組に大きな違いはないと感じました。
両国とも、漁村活性化の取組は、今後の漁業を維

持する上で重要であり、積極的におしすすめていると
ころではありますが、今後は、これらの取組を如何に
活かしていくかが課題だと考えます。

▲ 西﨑孝之

会議終了後、ソウル駅から韓国高速鉄道（KTX）で釜
山へ移動し、１泊２日で釜山周辺を視察しました。

①韓国国立水産科学院
海洋漁業部傘下にある水産研究所で1921年に設立さ
れた水産試験場に由来し、①水産資源管理及び水産工
学技術の開発②水産増養殖及び生命工学技術の開発③
水産物の衛生安全及び利用に関する研究④水産生物の
病気研究及び防疫⑤海洋環境調査及び保全技術の研究
⑥水産植物に関する品種審査及び管理⑦水産技術の指
導及び普及事業支援を行っています。
視察では、海洋観測や海象予測技術や水理模型実験
の水槽などを見学させて頂きました。

現地視察

▲ 韓国国立水産科学院視察状況
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おわりに

ガイドさんの言葉）ものだそうですが、一匹～数匹単位
でパックに入れられて個別に売られている風景に慣れ
ている日本人には少しギョっとする光景でした。食文
化の違いはおもしろいものです。

今回の交流会議は６月25日に開催されたのですが、韓
国では５月からMERSが猛威をふるい、連日、韓国での
感染状況が報道されました。日本から韓国を訪れる方が
激減し、会議の開催自体が危ぶまれる状況でした。
日本での報道だけでは正確な判断が難しい状況でし
たが、韓国漁村漁場協会から、逐一、最新の情報が全国
漁港漁場協会に入り感染がごく限られた範囲であるこ
となどの情報を得て、会議の開催が実現しました。
日本国内では、まるで皆マスクをして外出しているか
のように報道されていましたが、実際にソウルに入ると、
マスクをして歩いている人はほとんどおらず、MERSが
流行していること自体忘れてしまう位でした。
ただ、このような時期に韓国を訪れたことで、例年も
大歓迎して頂いているのですが、いつも以上に歓迎して
頂いたと思います。
今回は韓国で流行したMERSでありましたが、数年前
までは、東北から遠く離れた対馬でも放射能汚染を懸
念して韓国からの観光客が減ったとの話もあり、日韓
は隣国でありながら情報が正確に伝わらないことを痛
感しました。

（第１調査研究部　後藤 卓治）

②大辺（テビョン）港
大辺港は釜山広域市機張郡にある国家漁港であり、

2005年に多機能漁港に指定されています。漁業指導取
締組織である東海漁業管理団が置かれています。
漁業人口は、兼業を含め180世帯540名、利用漁船は、

地方漁船124隻、外来漁船68隻、漁獲量は26,000トン、
漁獲高は248億ウォンです。カタクチイワシが有名で、
最も多く獲れる春季にはカタクチイワシ祭が盛大に開
かれ、１日10万人の人が訪れるとのことです。
観光地だけあって漁港には魚介類やワカメ・コンブ

などの干物や塩漬けを売っている店が軒を連ねていま
した。名物のカタクチイワシは塩漬けにされ樽やビニー
ル袋に入れて売られており、キムチの材料として韓国
では重宝がられているということです。韓国の人にとっ
ては、「よだれがでそうな程おいしそうな」（ある韓国人

▲ 岸壁沿いに連なる水産物販売所

▲ コノシロの塩漬け

▲ 接岸する漁船
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シンポジウム「漁港・市場におけるこれからの品質、
衛生管理」の開催
はじめに

開催概要

近年、我が国の水産業を取り巻く情勢が一層厳しさを増
す中、地域によっては、魚価の安定、漁業者の所得向上を
目的に水産物の輸出に積極的な取組が見られるものの、輸
出先国からは輸出品としての水産物に対して高度な衛生管
理が求められる場合があり、これらの水産物を扱う関係者
は、それに対応した衛生管理の取組が必要となっています。
また、国内においても、食品の安全性に対する消費者

の関心や品質、衛生状態に対する意識が高まっており、
安全で安心な水産物を消費者へ提供するためにも産地で
の品質・衛生管理に対する取組が求められ、産地におけ
る取組みが着実に進められているところです。しかし、
手間や維持管理コストの増大、価格に反映しにくいなど
の課題を抱えています。
そこで、食品の安全性に関する我が国での社会的要

請に加え、水産物の海外への輸出などを背景とした水
産物の品質・衛生管理のグローバル化により高度な危
害の分析と管理が求められる中、漁港における水産物
の衛生管理対策について課題を抽出するとともに、今
後、海外への輸出に向けて要請される衛生管理や水産
物の付加価値を高める品質管理の取り組みのあり方に
ついて議論するシンポジウムを開催しました。

日時：平成27年６月23日（火）13：00～16:30
場所： TKPガーデンシティ永田町 ホール４C

（東京都千代田区平河町2-13-12 東京平河町ビル）
主催： 「漁港・市場におけるこれからの品質、衛生管理」

シンポジウム実行委員会

◉プログラム
話題提供①：「水産物の鮮度管理」
 濱田 奈保子　●東京海洋大学 教授
話題提供②：「輸出を視野に入れた漁港・市場での
 衛生管理について」
 林 浩志　●漁村総研 第一調査研究部 次長

事例報告①： 「市場の衛生管理
～EU登録に求められるもの～」

 間 英昭　●八戸市 農林水産部 水産事務所 副参事
事例報告②：「漁港における水産物の鮮度管理」
 佐藤 光男　●大船渡魚市場株式会社 専務取締役

パネルディスカッション
【座長】
　吉水 守 氏 ●北海道大学 名誉教授

【パネラー】
　濱田 奈保子 氏 ●東京海洋大学 教授
　間 英昭 氏 ●八戸市 農林水産部 水産事務所 副参事

　佐藤 光男 氏 ●大船渡魚市場株式会社 専務取締役

　中泉 昌光 氏 ●水産庁 漁港漁場整備部計画課 課長

　林 浩志 ●漁村総研 第１調査研究部 次長

シンポジウムは、始めに、東京海洋大学 教授 濱田奈
保子氏より、「水産物の鮮度管理」について講演をいただ
きました。講演の内容は、水産物の鮮度管理の重要性に
ついて、①水産物の特性と品質劣化をもたらす環境要因、
②鮮度指標と代表的な評価方法、③水産物の適切な鮮度
管理方法、そして、鮮度可視化技術（バイオサーモメー
ター）による管理、④積算温度とK値（鮮度判定恒数）に
基づく流通管理、水産のトレーサビリティーへの応用に
ついて、お話をいただきました。
講演の中で興味深かったこととしては、鮮度に関し

て、青果物や畜肉を扱っている人々からは鮮度という言
葉はあまり使われず、基本的に鮮度という言葉は水産物
を扱っている方々であること。そして、いろいろな本を
読んでみても、品質と鮮度の区分が曖昧であること。
農水産物の鮮度の指標として、品質が最高となった時
点、例えば収穫時であったり、即殺時であったり、また
は、食肉処理では熟成の時をスタートとする経過時間と
いうことで整理されるが、この品質が最高となる時点
が、魚介類の場合では、漁獲直後なのか、イノシン酸が
生成されその量が多くなり、美味しくなった時期なのか
によっても異なってくる。このようなことから、すごく
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曖昧で、学問的にも非常にやりにくい分野であるとの
ことでした。
続いて、漁村総研の林浩志から、「輸出を視野に入れ

た漁港・市場での衛生管理」と題して、漁港の衛生管理
について、そして、水産物輸出に関して話させていただ
きました。
内容は、前半、日本での衛生管理も含めて、実際に漁
港にはどのような細菌がどれぐらいいるのか、そして、
後半では、現在、衛生管理に関する規制が最も高いと
ころにある対EU輸出を中心に、どのような規制があり、
どのようなことをしなければEU諸国に輸出できないか
を中心に説明しました。
その後、事例報告として、平成26年３月19日付けで、

産地市場としては国内初となる対EU輸出水産食品取扱
施設として登録された八戸第三魚市場荷さばき場A棟整
備を中心に、「市場の衛生管理 ＥＵ登録に求められるも
の」と題して、八戸市農林水産部水産事務所 副参事 間
英昭氏よりお話ししていただきました。ここでは、A棟
のEU登録までのお話を掲載します。
平成27年３月19日付けで産地市場としては国内初とな

る対EU輸出水産食品取り扱い施設に登録されました。完
成目前で東日本大震災によって被災してしまいましたが、
翌年の平成24年９月にようやく完成しております。サバ
を対象とした施設ですが、これまでの水揚げ方法とは異
なり、フィッシュポンプを使って魚槽から外気に触れる
ことなくサバを施設内に移送します。また、計量、施氷、
魚の箱詰め等もオートメーション化により人がサバに触
れることをなく、二次汚染の防止を図っております。
登録するにあたっては、対EU輸出水産食品の取り扱

い要領に基づいて、青森県の衛生部局へ申請しておりま

す。平成26年３月２日に申請、翌日の３日に受付、３
月19日に登録。登録になるまでかなりのスピード感が
ある印象を持たれるかと思いますが、３月２日の申請
に至るまでが長く、その間、青森県の親身な指導をい
ただきながら進められた結果だと思っております。全
国初の産地市場の登録ということで、青森県としても
かなりプレッシャーがあったことと推察されました。
施設は、当初からEU登録を念頭においておりますの

で、水揚げから出荷まで人が魚体に触れることのない設
備となっております。私どもとしては衛生管理上の問題
のない施設と自負しておりました。しかしながら、申請
前の県の担当部局とやり取りをしている中で、いくつか
のアドバイスを頂いております。産地市場登録で一番重
要なポイントは、水揚げされた魚体の品質管理にあると
思っております。A棟の場合、搬出側のトラックバース
から蓋付の容器が搬入される際に、箱詰室との境に秒速
30メートルのエアーフェンスをつくっており、加えて、
高速シートシャッターも併用しています。さらに、箱詰
室の気圧を外よりも高めにしており、虫や粉塵の進入を
防ぐこととしております。また、水揚げから出荷までに
要する時間は100トン当たり約110分で、魚体の体温上
昇や細菌の増殖も心配しておりませんでした。しかし、
そのことを科学的に裏付けること、つまり、①施設内の
落下の真菌と細菌の検査、②魚体の体温測定、細菌検査、
③施設で使用する井水の水質検査の提出を県から求め
られました。
検査は第三者機関へ業務委託をして実施しておりま
す。結果は、真菌、細菌、魚体の温度上昇も見られま
せんでしたが、データの収集については今後も継続し
て採取するように求められております。

▲ 濱田 奈保子氏 ▲ 林 浩志 ▲ 間 英昭氏 ▲ 佐藤 光男氏
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続いて、事例報告として、大船渡魚市場株式会社 専務
取締役 佐藤光男氏より「地方卸売市場 大船渡市魚市場」に
ついての取り組みを話していただきました。ここでは、大
船渡市魚市場の整備の基本理念を中心に掲載いたします。
魚市場の整備においては、水産物の適正な価格形成と

安全な水産物の安定供給の役割を担う拠点的魚市場で
あること。そして、「水産のまち」大船渡市のシンボルと
して、地域の活性化を担う魚市場というのを基本理念と
して出発をしております。整備の基本方針としては、水
産物の安定供給。水揚げ増強による安定供給。HACCP
対応型魚市場の整備。そして、地域のにぎわい拠点を形
成する開かれた市場の実現ということが基本方針です。
また、産地市場の新しい標準ということも考えまして、
高度衛生管理、高鮮度管理が可能な市場、使い勝手の良
い施設と市民に親しまれる施設、災害に強くメンテナン
スしやすい施設、環境に配慮した施設ということにして
おります。さらに、湾内への汚染も配慮し、市場から排
出される水は湾内へは流さず下水道へ流していますが、
これについては、前より経費が掛かっています。
新しい魚市場の衛生管理の考え方ですが、高度衛生管
理エリアではバッテリーフォーク以外の車両等は入れ
ない。また、南側岸壁は、サンマ等を直接トラックに積
み込むエリアとしています。駐車場等は衛生管理エリア
外としています。水揚げ形態によって区分けをするとい
う手法を取りました。
そして、パネルディスカッションでは、北海道大学

名誉教授 吉水守氏を座長に、パネラーには話題提供を
いただいた、濱田奈保子氏、林浩志、事例紹介を行っ
ていただいた間英昭氏、佐藤光男氏に水産庁漁港漁場
整備部計画課課長 中泉昌光氏が加わり、①衛生管理と

品質管理、②価値を維持する品質管理のあり方、③輸
出を視野に入れた衛生管理、④今後の品質・衛生管理
について議論がなされました。
ここでは、それぞれの議論の論点について掲載します。

①衛生管理と品質管理
食品の安全性に関する我が国での社会的要請に加え、
水産物貿易の隆盛を背景とした水産物の品質・衛生管
理のグローバル化が進む中、漁港における水産物の衛
生・品質管理が求められ、漁港の衛生管理、市場の衛
生管理等が進められている。
ここで、衛生管理を人々の健康を損ねない水産物の
取扱い、品質管理を、鮮度を持続させるための取扱い
とすると、諸外国が水産物の輸出に際して求める取扱
い（衛生管理）と、日本で求められる水産物の取扱い（衛
生管理と品質管理）の相違が浮かび上がる。
わが国は水産物を生で食する食文化を有しており、水
産物を鮮度（品質）といった視点で評価する固有の価値
観を有している。日本では一般に鮮度（品質）の低下と
ともに価格が下がるため、水産物の商品寿命を延ばし、
価値を維持するための取扱いが優先され、結果として
菌の繁殖を防ぐ衛生管理が進められてきた。
一方でEU-HACCPのように、水産物の海外輸出にあ
たっては、グローバル化された衛生管理基準により、
高度な危害の分析と管理が求められる傾向にあり、日
本型の品質管理の概念との相違などから、現場では誤
解も生まれている。
このような背景を踏まえ、水産物の価値を維持する
品質管理の取り組みのあり方や、今後、海外への輸出
に向けて要請される衛生管理について議論を行った。

▲ 中泉昌光氏 ▲ 吉水 守氏
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②価値を維持する品質管理のあり方
水産物は（鮮度）の低下とともに利用形態が変化する

ものであり、高鮮度（高品質）のものは刺身等の非加熱商
材として消費され、鮮度（品質）の低下とともに焼き魚等
の加熱商材、さらに加工商材として消費されることとな
る。我が国の市場では一般に非加熱商材の方が、価値
が高いと評価されることから、水産物の商品寿命を延ば
し、価値を維持するための取扱いが工夫されてきた。
水産物の鮮度（品質）は漁獲直後から低下し始め、取

扱いによっても向上しない不可逆的な現象であるため、
漁獲直後の取扱いが重要である。船上での取扱いもも
ちろんだが、最初の価格形成が行われる漁港・（産地）
市場における取扱いが最も重要となる。
このようなことから漁港・市場における品質管理の取

り組みの現状や方向性について、水産物の鮮度管理の視
点から議論を行った。

③輸出を視野に入れた衛生管理
国では、漁港漁場整備長期計画（平成24～28年度）に
おいて「水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力
強い水産業づくりの推進」として、生産コストの縮減や
鮮度保持対策、衛生管理対策に取り組む水産物の流通
拠点となる漁港への重点化を図ることにより、輸出を
含む我が国水産物の国際競争力の強化と消費者に信頼
される水産業づくりの実現を図ることとしている。
漁港において、水産物の衛生管理のグローバル化、
高度な危害の分析と管理が求められる中、衛生管理は
どのような方向に進んでいくべきか。
国内向けの品質・衛生管理体制の中で、輸出を視野
に入れた品質・衛生管理の位置づけや目指すべき方向
性とはどのようなものかについて議論を行った。

④今後の品質・衛生管理
総論賛成でも実施段階では詳細が合意されず反対さ

れる。施設整備は進んでもルールが決められない、決め
られても定着しない、という状況が多い。
品質・衛生管理の効果を広く認識し、品質・衛生管理

を進め、継続していくためには、何を目標とし、どのよ
うな課題を解決して行かなければならないか、誰がまず
何をやっていくべきかについて議論を行った。

（第１調査研究部　林 浩志）
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『平成27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

プログラム
講演

平成27年7月31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27年７月31日（金）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：『訪日観光の状況と可能性』　
　高井 典子氏　●文教大学国際学部国際観光学科 准教授
 ■活動事例紹介：

　『魅力ある漁業経営の推進と快適で
　活力あふれる漁村地域づくり』
　山峯 明哲氏　●富山市役所農林水産部農業水産課 係長
 

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

本日は、平成27年度
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」にご参加いただきあ
りがとうございます。毎
年、本協議会の活動の
一環として、会員だけで
なく都市漁村交流活動に
関心をお持ちの多くの皆さんにご参加いただけるよう、
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、開催致しております。
今年度は、観光立国の推進の取組から、訪日外国人客

も増加する中、農山漁村を訪れて豊かな自然や食を楽し
む外国の皆さんも増えつつあるということで、まず、「訪
日観光の状況と可能性」というテーマで文教大学国際学

部国際観光学科准教授の高井典子先生にご講演をいただ
きます。次に、本協議会会員の都市漁村交流活動の事例
と致しまして、富山市役所農林水産部農業水産課の山峯
明啓係長さんに、「魅力ある漁業経営の推進と快適で活
力あふれる漁村地域づくり」をご紹介していただきます。
昨今の地方を取り巻く大変厳しい環境の中で、本日
のこのトーク＆トークが皆さまの今後の活動の一助と
なれば幸いでございます。本日はお忙しい中をお集ま
りいただきまして本当にありがとうございました。

『訪日観光の状況と可能性』
高井 典子氏　●文教大学国際学部国際観光学科 准教授

1.訪日観光の現状
訪日観光、インバウン

ドといいまして、外国人
の旅行消費額が2014年は
２兆円に達し、経済効果
が非常に大きいというこ
とでいろいろと注目され
ています。
世界のレベルで考えると、国際観光客到着数が、
2012年ぐらいから10億になり、この20年で２倍ぐら
いになりました。つまり、世界で国境を越えて移動して
旅をする人が増え、その波が日本にも押し寄せていると
いうふうに捉える必要があると思います。
観光基本法が観光立国推進基本法に改正され、国土
交通省の外局として観光庁ができ、日本が観光立国に
向けて動き始めたのが2003年で、日本に来る外国人旅
行者数がだんだん伸びていたところで、リーマンショッ
クがあり、東日本大震災があり、2008年から2011年
には下りのトレンドに入っていたのが、2011年で底を
打った後、その後急激に上がってきています。昨年１
年間で、1,341万人の海外からお客さまが日本に来られ
たというのが今の状況であります。

主催者挨拶
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訪日観光ビジネスの規模

去年の実績でみると、訪日外国人の方が２兆円以上
日本でお金を使っています。１人当たりでは15万1,174
円です。これには日本へ来るための交通費は入ってお
らず、日本に入国した後、出国するまでの間に使用し
た金額で、内訳は宿泊が30％、飲食が21％、買い物が
最も多く35%となっています。
今の訪日観光フィーバーで一番注目されているのは、

２兆円使う、1,300万人来る、１人当たり15万円使うと
いうような量的な部分です。報道では爆買いという、少
し失礼なネーミングだと私は思うのですが、そういった
現象として表れてきている点で量が注目されています。
しかしこの量を冷静に見ると、日本の国内の旅行消

費額が全体で23.6兆ある中の1.7兆円が訪日観光客の消
費額で、まだ７％にしかすぎず、量が増えたと言っても、
日本国内の、いわゆる観光で生業を立てているセクター
の中で、訪日外国人市場というのはまだまだ小さいの
です。数年前は１％とか２％しかなかったので、そう
いう意味ではとても小さかったものが3倍、4倍、5倍と
ぱっと増えてきて、それがものすごい量として見えて
いるという部分です。しかし全体で見るとまだ７％で
す。まだ７％なので、これからもここが成長するのだ
という見方ができるかなと思います。

訪日観光の増大要因

世界で海外を移動する人は2010年ぐらいに10億人を
超え、2020年には14億人、2030年には18億人になる
であろうという予想が、2014年に出されています。地

域としては、ヨーロッパは、小国が集まり陸続きのため、
国間の移動が多いという点で今後も１番大きいと思い
ますが、２番目はアジア太平洋地域で、伸び率が大き
いということが予想されており、成長の伸びしろが一
番ある地域ということになります。
中国を筆頭として、広くアジア太平洋地域の中間層、
あるいは富裕層が数として増えてきており、お金と時
間があって海外に行きたいと思っていた人々が、世界
に流れ出ており、その中の一部の方々が近隣である日
本に流れてきているということです。訪日観光客が増
えている要因としては、ビザ緩和政策や日本の各地域
のプロモーション努力もありますが、一番大きいのは、
アジアの国の経済成長とそれによる新中間層や富裕層
の台頭、また、円安やLCC（ローコストキャリア）の台
頭による日本への旅行代金が実質的に低下したこと等
の外的要因なのかなというところです。

訪日観光市場の特徴と機会

昨年１年間に日本を訪れた外国人の皆さんの国籍の
分布をみると、アジアが８割で残りがアメリカやヨー
ロッパです。渋谷のスクランブル交差点を日本人の日
常の中で自然に生まれた風物であるとして高く評価す
る欧米人の視点がある一方、私たちが報道でよく見る
爆買いと言われているのはアジアのお客様です。
訪日観光市場の最大の特徴は、訪日外国人という市場

はなく、タイ人の家族、中国から初来日する団体、ある
いは欧米人のカップルなど、多様化し、細分化した市場
だということです。このことは、全ての地方、あるいは
全ての業種にとって訪日観光市場というのはチャンスな

2.

3.

4.
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のだということを意味します。例えば、観光産業とは異
なる花王、てんや、せのや、東京靴流通センター、コナ
カといった最終消費財を扱っている業界がインバウンド
市場に注目し、そこに向けた展開をしています。一方で、
アメリカのピンクベリー（フローズンヨーグルトの店）
やアメリカのPayPal（決済サービス）といった企業が上
陸してきており、舞台は日本でも、日本以外のプレイヤー
がどんどん投資するという状態になってきています。
急速に拡大している市場ですが、この市場は日本の観
光産業がこれまで対応してきていない、タイプの異なる
市場ですので、量のみではなく、質を見なければいけま
せん。多様な市場のどこを顧客として捉えるのか、地域
にとっていいお客さまはどれか。今までのビジネスモデ
ルを作りかえる中で自分自身が変わるチャンスにもな
ります。訪日外国人市場というのは、自分を変えるため
の触媒なのだという見方を私たちがすることができれ
ば、観光産業で言えば、より筋肉質の、グローバルな競
争に勝てるような、そういう業界に変わっていく可能性
があると思います。また、他の業界においても、商品を
売る相手が変われば、見せ方も伝え方も変わるというこ
とを考える機会にできればと思っています。

発地型観光から着地型観光へ

これまで日本の観光というのは、大都会にある旅行
会社が旅行を企画していろいろな地域に人を送る送客
型のビジネス、発地型観光と言われていました。発地
型観光では、地域は素材で、主導権を持つ発地の旅行
会社が観光客を送り込む先の地域を取捨選択し、地域
が自らコントロールすることが難しいものでした。そ
れに対して着地型観光とは、到着地の側が主導権を持っ
て発信し、直接お客さまに来ていただくという、集客
ビジネスです。
着地型観光は、地域の住民が主体となってその地域

のよさというものを探し、単なる物見遊山や有名な観
光地だけではなく、農林漁業体験や町並み歩きなどと
いうもの、いわゆる旅の中のコンテンツ部分だけを売
るという形で発展してきています。
もう一つ、インターネットの普及により、旅行会社

に頼らず、地域が自ら発信する地域の魅力を消費者が
自分たちで探して、本当に自分が行きたい所に自分た

ちで行くというような、消費者主導型観光という動き
が大きくなってきています。
これらによって、結局、地域発信型の旅行、素材か
らの脱却、旅行会社に頼るわけではない、となってき
ました。発地型の観光では地域というのは代替可能な
素材だったのですが、そうではなく、唯一無二、ここ
でしかできないことというのを、これから自分たちの
力で発信していこうということになってきました。こ
れも同様に日本の観光のビジネスモデルを変革する可
能性のあるものです。
ただ、問題はどうやって売るのかです。直接つながっ
たとは言え、消費者は何かのプラットフォーム経由で
はないと、なかなか情報にはタッチできません。既存
の旅行会社、JTBさんや近畿日本ツーリストさんも着地
型旅行のサイトなども作ってやっていらっしゃいます
が、そういうものにうまく載せていくということが必
要だと思います。

地域における訪日観光

訪日観光の話とつなげて整理します。例えばVoyagin
というサイトは着地型のツアーばかりを売っているサ
イトです。行きたい所として日本を選択し、さらに、地
域を選択すると、案内が出てきます。例えば大分では、
別府しか出ませんが、このような所に載せられるか、と
いうことが重要です。このサイトはあくまでも流通です
ので、中身は自分たちで作らなくてはなりません。着地
型として自分たちの地域のよさを自分たちで発信しよ
うということが大事ですし、訪日外国人という中には、
多様な、異なる細かいセグメントがあるので、これをど
うやって見つけていくかです。
どういう人が今日本に来ていて、自分の好みでいい
と思うのですが、どういうグループに来てもらいたい
のかを考え、それに必要なものはあるのかを考えます。
また、自分たちの持っているものをしっかり洗い出し
て、そこに魅かれるセグメントはどこに居るのかを考
えます。とても地道ですが、いわばお見合いのような
ものだと思うのです。素顔のままでお互いが魅かれ合
う、そのカップリング、マッチングこそが地域にとっ
ての訪日観光ではないだろうかと思うのです。
訪日観光というのは絶対日本を変えていくと私は思っ

5.

6.
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ています。今、爆買いということをよく言われますが、
それだけに過依存してはいけないと思っています。とい
うのは、シンガポールにオーチャード通りという、とて
も有名な、観光客がたくさん来る通りがありましたが、
今、その人たちは日本に流れてきており、オーチャード
通りには人が来なくなっています。買い物だけではなく、
日本のこの地域でこんな風景を見たいので、あるいは
日本のこの地域でこんなことをしてみたい、そういうセ
グメント、自分たちの地域にとってのベストな人々を見
つけることが大事ではないかなと思います。そのことに
よってさまざまな機会が広がっていくと思います。
訪日観光をざっと説明しました。今日お帰りになると

きに、訪日観光が自分たちにとって何か意味すること
があるのではないか、ここに関係があるのではないかと
いうことを少しでも考えていただくきっかけになればよ
かったかなと思います。

『魅力ある漁業経営の推進と
快適で活力あふれる漁村地域づくり』

山峯 明哲氏　●富山市役所農林水産部農業水産課 係長

◉富山市の紹介
富山県は本州の中央北
部に位置し、富山市は、そ
の富山県のほぼ中央から
南東部分までを占め、北
には豊富な魚介類をはぐ
くむ富山湾や、東には立
山連峰、西には山村地帯
があり、南には豊かな田園
風景が広がっています。市内には神通川や常願寺川など、
大小の河川が流れており、古くから川で結ばれた文化圏
を形成しています。海の幸に恵まれた富山湾から、登山
家たちを魅了してやまない3,000メートル級の山々が織
りなす自然の姿は、世界第１級の景観と言われています。
平成17年の市町村合併を経て、現在、人口約42万人

の県都として、魅力あるまちづくりを進めています。今
年の３月に北陸新幹線が金沢まで開通し、富山―東京間
が2時間で結ばれました。また、富山駅は駅舎の中に路
面電車が乗り入れるという、全国的にも珍しい構造です。

◉富山市漁協の概況
富山市漁業協同組合は、平成14年に四方、岩瀬、水
橋の三つの単協が合併して誕生し、正組合員数111名、
准組合員数81名の、合計192名で構成されています（平
成26年度末）。漁協の職員数は９名です。主な漁業は定
置網、小型底びき網、刺網、一本釣り等です。この三
つの漁協さんは、西から東に約15キロございまして、
車で30分程度で行きできる所に位置しています。一番
西側の四方漁港ではホタルイカ、アジ、ブリ、岩瀬で
は白エビ、アジ、イワシ、水橋では富山県を代表する
ホタルイカ、白エビ、ブリ、三つの種類を捕れる漁協
で県内でも珍しい漁協の一つです。
漁協合併当時の販売取扱高は11億円ぐらいだったの

ですが、漁業者の営業努力もあり、平成26年度には16
億円強となりました。この取扱高の増加は、白エビ漁業
の増加が主で、他の魚種についてはどちらかというと減
少傾向にあります。現在は四方と岩瀬の２カ所に産地市
場を開設していますが、魚屋の減少、漁場の低迷、加え
て食の多様化による若年層の魚離れ等で、漁業経営は
非常に厳しい状況で、問題解決に向け２年ほど前から委
員会をつくり市場統合に向けた検討をしているところで
す。今年の８月から２週間程度をめどに、試験市場統合
を実施します。期間は短いですが、とにかくやってみよ
うという姿勢が大事だということで、業者の合意を得た
ところです。富山市としては今後の推移を見守りながら、
少しでも富山市漁協さんや業者さんが発展できるように
協力できればと考えております。

◉富山市及び富山市漁協の取組
富山市および富山市漁協を含む漁業関係者で、平成
20年に源流から海まで一体となった漁業経営の確立と
いうことで、育てる漁業で水産資源の持続的利用、収穫
力のある水産業の展開、持続可能な漁業経営の推進、漁
業連携事業の推進の4方針を踏まえながら、漁業、漁村
振興に係る振興方針を具体化するとともに、漁業従事者
のみならず水産加工業をはじめとする関連業種との連
携を含めた水産業としての振興を図ることを目的に策
定しました。それを踏まえ、浜の活力再生プランを平成
26年度に１年間かけて策定し、今年の3月に何とか承認
をいただいたところです。前述のとおり富山市漁協は順
調に漁獲高を伸ばしているところですが、さらなる漁業

活動事例紹介
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経営安定のために、フクラギ、アジ、サバのように、他
産地との差別化が難しい魚についても脱血神経絞め等
を実施し、鮮度管理保持についてマニュアル化を目指し
ており、付加価値による漁業所得の向上に向けた研究を
実施しています。昨年度の夏から神経絞めを試行してみ
て実際競りで売ってみたところ、競り価格で約２割ほど
の魚価アップの実績が出たということでした。

◉富山湾の白エビ
白エビは体長50～80ミリ、体重1.5～２グラムで、富
山湾、駿河湾、相模湾等に分布していますが、漁業とし
て成り立つのは富山湾だけです。漁期は４月～11月で、
新鮮な白エビは透明で淡いピンク色をしているため、そ
の水晶のような姿から、富山湾の宝石と称されています。
白エビは魚体が小さく傷みやすいことから、漁業が始

まった明治後期には専ら煮干しにされていたようです。
昭和の初めになると、サクラエビの代用品として食紅に
よって赤く染めあげて出荷されるなど、長い間価値の低
いものでした。しかし、昭和55年頃に、冷凍して刺身
にする技術が開発されてから転機が訪れました。
富山県による白エビの年間漁獲量は、近年は若干右肩

下がりですが、1985年から1988年にかけて、一度500
トンから200トンぐらいまで落ち込んだことがあり、ま
ずは漁獲量の安定化を目指した取り組みがおこなわれ
ました。1990年頃に以前の漁獲量に回復してきたため、
ようやく付加価値向上の方策へと歩み始めました。

◉白エビの付加価値向上～ブランド化とPR戦略
白エビ単価の状況をみると、昔は300円だったものが、
現在は2,000円を超える程度になっています。販売用に
岩瀬の白エビを岩瀬と新湊地区の加工業者が一緒にブ
ランド化を進めたことをきっかけに、最初は卸業者さ
んの利ざやを稼ぐ形で魚価の上昇が見られるようにな
りました。この頃の白エビの商品と言えばまだ煮干し、
素干し、かき揚げで、身抜きもありましたが使い道が
なくロスも非常に大きく割合も低いものでした。
しかし、平成15年頃に漁協とビールメーカーがタイ

アップして大々的に県内外へPRし始めたことで白エビ
の単価が上がり始め、当初300円だったものが、キロ
800円を超えるようになりました。当初は新湊地区だけ
でやっていたのですが岩瀬地区もビール会社と接触し、

今度は直接的なPR活動を展開することになり、平成17
年にはキロ1,000円前後となりました。ちょうどこの時
期に岩瀬地区に深くかかわっていたJRの路線が廃線と
なり代わりに富山ライトレールという路面電車が就航
し、開業当初は様々な所から視察が来たため、マスメ
ディアに取り上げてもらおうと様々な所に出店し、魚
価上昇を測るPRとして岩瀬地区独自の看板を立ち上げ
ました。これには富山市も補助金を出しております。
そして、さらなるPRに向け、岩瀬白エビ祭りを開催
することとなりました。魚系のイベントとしては異例の
真夏に開催しているのは、秋や冬に開催される他のイ
ベントとの重複を避け、天候も安定しているというのが
理由です。手作りの祭りだったので苦労も並大抵ではな
かったということですが、北信越や県外からも２万人を
超える来場者が集まり、地域漁業者の意識改革が図られ
た瞬間でもありました。漁業者自身が発信するPRが消
費者に対してこれほど反響があるということを認識す
ることができたことが大きな成果となりました。
白エビ祭りを境に、魚の価格もキロ1,200円となり、
衛生管理を強化した平成19年にはキロ1,500円を超える
魚価を見ることができるようになりました。この頃には、
身抜きの製品が全体の80％を超える主力製品となりまし
た。ロスについてはフリーズドライ等による技術の進歩
により、エキスの抽出や風味等に利用できるようになり、
ほぼ100％使用できるようになりました。今までの活動
が認知され平成20年には高価格で安定してきました。

◉マスメディアとの付き合い
マスメディアへの露出は年1回程度の番組出演程度で
こちらから特別アクセスすることはありませんでした。
オファーがあっても面倒だとか、自分ばかりといった
意識があり、マスメディアを軽視した感がありました
が、様々な協議会や会合等で、もう少し積極的にメディ
アに露出したほうがいいのではないかという問題提起
もあり、多少露出をするようになりました。この頃の
魚価はキロ1,800円ぐらいです。平成23年頃には、漁
業者、卸売、小売にもメディア戦略に関する関心が深
まり、以前に比べて格段の協力体制が取れるようにな
りました。漁業者が直接露出することで消費者へ与え
るインパクトの大きさを、漁業者・卸業者ともによう
やく認識し始めたのです。否定的だったメディアとの
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付き合いも、最近はほぼ断ることなく、逆にこちらか
らアプローチすることで、今では年10回程度、全国放
送の番組に取り上げてもらうようになりました。
これらの活動により、300円だった白エビが現在は
2,000円から3,000円に届くかどうかのところまでの魚
価が上がっているのです。約20年前から確実に魚価が
上昇し、魚家の経営安定、若者の漁業重視につながり、
岩瀬地区の組合の平均年齢は30代後半と、全国平均の
50歳代後半と比べて随分低い年齢となっています。

◉今後の課題
白エビについての今後の課題ですが、白エビの生態
がよく分かっていないこともあり、やはり資源管理が大
事だなということが１点目。また、最近台湾産の白エビ
が富山県に入ってきており、その差別化方策をみつけな
いといけないなという話を漁協さんとしているところで
す。３番目が安定供給で、これは資源管理と同様で、定
期的に定量的に提供できるような仕組みを作っていか
なければいけないなということが挙げられています。

◉産地協議会の活動紹介
少し話題を変え産地協議会の活動を紹介します。漁協

と市役所で組織している産地協議会では、白エビやホタ
ルイカといった地先資源のPRということで、路面電車
にラッピングをする事業を実施しています。昨年度は、
子どもたちに好評だったこともあり、７月１か月の予定
を８月末まで延長しました。今年度も同様に、８月中旬
から実施する予定ですので、もし富山に来られることが
ありましたら、見て乗っていただけたらと思います。
続いて、水橋漁港というところで今年、漁師が中心と

なって企画した祭りを紹介します。先ほど説明した三つ
の漁港のうち、一番漁獲高が小さい漁港ですが、地元を
活性化させたいという漁師さんの気持ちは一番熱い漁
港です。ほとんど漁師さんだけで企画実行したイベント
で、とにかく漁港に人を呼び込んで、この水橋漁港を活
性化させたいということで実行されたものです。似たよ
うなイベントを10年程前に行政が中心となって行った
ことがありますが、同じようなイベントでも、漁港、漁
村の主役である漁師さんが主体的に動くというのは漁
港、漁村にとってよい取り組みだと思っています。
これは最近の漁師さんに関する新聞記事です。早く
から水産業について理解を深めてほしいと、毎年漁師
さんは小学校で授業を実施しています。私たち富山市
役所でも出前講座を実施しており、市民からの要請が
あれば随時実施しています。
このように、富山市内にある富山市漁協は、白エビと
いう他地区にはない魚種のブランド化に成功すること
により、魅力ある漁業経営の推進を着実に進め、また漁
業経営が安定することにより、このような地先の小学校
の出前講座を実施できるような余裕が生まれ、活力ある
漁村づくりが推進されているものと考えています。
最後になりますが、富山市地区水産業再生委員会が
作成致した浜の活力再生プランが今年の3月に承認され
ました。今後は白エビのような特別な魚以外でも、安
定的かつ付加価値が付けられるような魚を出荷し、今
後５年間で漁業関係者の所得が10％向上できるように
水産行政を進めていきたいと考えています。以上で私
の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。

※本原稿は、当日お話し頂いた内容を抜粋したものです。

（第１調査研究部　浪川 珠乃）
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大槌町漁業学校～これまでの実施状況と成果～

はじめに
岩手県大槌町は、東日本大震災により、町の基幹産業

である水産業も壊滅的な被害を受けました。特に、震
災前から懸念されていた漁業就業者の減少は、震災後、
急速に進行し、町全体の漁業生産力の低下に影響を及
ぼしています。大槌町では、今後の町の漁業の存続の
ため、既存漁業者の生産性・収益性を向上させるとと
もに、新規漁業就業者の着業を促進し、町全体の漁業
生産力を向上することを目的に、平成25年度から大槌
町漁業学校プロジェクトを進めています。
漁業学校プロジェクトの新規漁業就業者を対象にし

た講座は、これまでに１週間の体験講座を４回、３か
月間の本格養成講座を３回実施してきました。そのう
ち大槌町に移住し、漁業者に弟子入りする形で就業し、
漁師を目指す本格養成講座については、第１回の講座
を開講して約１年が経過したところです。既存漁業者
を対象とした生産力向上講座は、定置網漁業乗組員を
対象とした先進地への視察研修のほか、漁協女性部の
６次産業化の活動について検討するため、漁村の女性
の起業に詳しい専門家を招いて、勉強会を行ってきま
した。
ここでは、これまで実施してきた各講座の実施状況

と成果について、経過をまとめて報告します。

①新規漁業就業者体験講座
◎目　　的： 大槌町の漁業について知識や技術を習得

し、就業のきっかけの機会とする。
◎開催回数：４回（平成26年１月・８月・10月、平成27年８月）
◎開催日程：４泊５日（平成26年１月開催は３泊４日）
◎参 加 者 ：延べ20名
◎講座内容： 座学６講座、漁業実習３講座等で構成

した。座学内容は大槌町の漁業や漁業
の基本制度、漁具漁法の基礎などの講
義を実施した。漁業実習では大槌町の
基幹漁業３種全てを体験できるように
した。

②新規漁業就業者本格養成講座
◎目　　的： 大槌町で生活しながら、漁業の現場で

本格的な技術、知識を身につける。同
時に日常生活を通じて地域社会へ溶け
込むことも目的とする。

◎開催回数：３回
   （平成26年９月～11月、平成27年４月～７月・９月～11月）

◎開催日程：３か月間
◎参 加 者 ：延べ４名
◎講座内容： 親方の下で就業しながら漁業を実践的

に学ぶことを柱とし、漁業や漁家経営
についての座学７講座、漁労作業で必
要となる玉掛け技能などの講習・資格
の取得を盛り込んだ。

◎そ の 他 ： 参加者の相談役となる専門職員を常駐さ
せた他、毎月１回、関係者が集まって中
間報告会を開催した。

③生産力向上講座
◎目　　的： 既存の漁業者や漁協職員を対象とし、

先進地の視察研修や各種勉強会などの
開催により、漁業者の生産性、経営能
力の向上をはかる。

◎開催回数：４回（平成26年８月、平成27年８月・９月）
◎参 加 者 ：定置網乗組員、漁協女性部、漁協職員
◎講座内容： 定置網では操業の省力化や漁獲物の付

加価値向上に取り組む先進地の視察・
視察報告会、漁協女性部は大槌に水揚
げされる低・未利用魚を活用した６次
産業化に向けた勉強会を開催した。

①新規漁業就業者体験講座
体験講座終了後、参加者からは、いっそう漁業に就業

したいという気持ちが強くなったという意見が聞かれた
一方、漁業で独立するには人手や多額の初期投資、漁場
の確保が必須となり、新規に参入することの難しさにつ
いても多くの意見をいただきました。参加した延べ20名

これまでの実施成果

大槌町漁業学校開催概要
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活動紹介

おわりに

のうち、３名が本格養成講座に移行し、そのほか仕事や
家族の関係ですぐには就業できませんが将来的に就業を
考えている参加者が数名います。

②新規漁業就業者本格養成講座
体験講座参加者から３名、その他１名の合計４名が

本格養成講座を受講しました。現在は３名の受講生が、
講座終了後も親方の下で、それぞれ希望した養殖漁業、
定置網漁業、漁船漁業に就業しながら、一人前の漁師
を目指しています。
本格養成講座の受講生は、現在、新規就業者対象の

支援制度により、親方を通じて収入の一部について補
助を受けています。支援期間終了後は、雇用・独立ど
ちらを目指すとしても、それまでに培った技術や知識、
築いてきた地域の漁業者との信頼関係によって収入を
得ていくことになります。大槌では、ほとんどの漁業
者が複数の漁業種類や養殖種類を組み合わせて漁業を
営んでいます。そのため、受講生は将来に備えて、操
業の合間に、親方を通じて現在就業している漁業種類
や養殖種類以外を営む漁業者を紹介してもらい、より
多く技術や知識を身につけようと努力しています。こ
れは受講生が大槌で春夏秋冬行われている漁業の全体
感を摑み、様々な漁業種類・異なる漁労技術を学び、
地域の漁業者と広く交流を持つことができる貴重な機
会となっています。
また、受講生と親方、地域の漁業者が、お互いを理解

し認め合うには一定程度時間がかかります。それぞれ
の現場で信頼関係が築かれるまで、周囲が当時者をき
め細かくフォローしていくことがとても重要です。平
成26年９月開講の第１回講座の受講生は、１年かけて、

複数の漁業種類の技術や知識を身につけながら、地域
との信頼関係を築き、現在、組合員資格を取得しよう
としているところです。

③生産力向上講座
大槌の定置網では、特に乗組員の高齢化・担い手不足、
魚価の低迷等が課題となっています。定置網の勉強会で
は、少人数で省力化した網の操業、船上での活け締め
による漁獲物の付加価値向上の取り組み等を乗組員の
代表が先進地で視察しました。後日、視察の成果につ
いて報告会を実施し、乗組員・漁協職員で情報を共有し、
大槌での新技術導入等について意見交換しました。
新おおつち漁協女性部は、震災後、女性部としての
活動は最小限にとどめ、部員各家の漁業の復旧を優先
してきました。忙しくても女性部の活動を続けてきた
のは、震災を乗り越えて、次の世代に活動を引き継ぎ
たいという現在の役員の思いからです。現在もまだま
だ各家の漁業が軌道に乗ったとは言えませんが、女性
部としてようやく活動を本格化する機運が醸成されて
きました。新たな活動として、地元に水揚げされる低・
未利用魚を活用した６次産業化というテーマがあがり
ましたが、６次産業化といっても何から検討を始めた
らよいのか、忙しい生活の中で活動時間を捻出するに
はどうすればよいのか等、課題が山積しています。そ
こで、全国の漁村女性の起業を研究している専門家を
招聘して、他の女性部の活動について具体的な事例の
勉強会を実施し、意見交換しました。現在も女性部で
意見交換を重ねながら、大槌の実情に合わせた活動を
模索しています。

東日本大震災から約４年半、大槌町が最初に新規就業
者に向けた漁業学校を開催してから約１年８か月が経
過しました。現在も既存漁業者は各自の漁業で忙しいで
すが、漁業学校を通じて新しい人を受け入れたり、先進
技術を学んだり、新たな活動を始めるきっかけができた
りと、将来の大槌の漁業について真剣に考える機会が増
え、気持ちの余裕も少しずつ出てきたように感じていま
す。今後も、地域の実情や気持ちによりそいながら、本
プロジェクトを進めていきたいと考えています。

（第２調査研究部　柴田 早苗）
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平成27年４月１日付で第一調査研究部長として着
任いたしました西崎孝之と申します。よろしくお願
いします。３月までは、水産庁整備課で設計班を担
当していました。設計班では、設計手法の性能規定
化など施設の設計基準の改訂、沿岸漁業に悪影響を
与えている磯焼け問題、水産資源の生息環境や沖ノ
鳥島の保全に資するサンゴ増殖の技術開発、政府全
体で取組を進めている施設の長寿命化など漁港漁場
に係る技術面の業務を担当していました。設計班の
在任中にはいろいろとお世話になりありがとうござ
いました。
これまで水産庁で勤務していた時から漁村総研と

いっしょに仕事をする機会は多くありましたが、漁
村総研に異動してあらためて感じることは、漁村総
研の「総合」の名が表すとおり、漁港から漁場、漁村、
海岸まで、また、ハードからソフトまで、また、計
画から設計、施工、管理までと業務の幅が非常に広
いことです。さらには、水産業・漁村は、水産資源
の低迷、漁業者の高齢化・漁村人口の減少、魚価の
低迷といった課題を有していますが、こういった地

域で抱える課題に関してよ
り具体的かつ身近に接する
ことも特徴です。
漁村総研では、衛生管理
型市場の計画・設計、業務
継続計画（BCP）の策定、東
日本大震災からの復旧・復
興、漁港施設や漁業集落排
水施設などの機能保全など、各種の調査研究を行っ
ており、これらをさらに推進するとともに、そこで
得られた知見や成果をもとに地方公共団体、漁協な
ど漁港・漁場・漁村にかかわるみなさまのサポーター
としてお役に立ちたいと考えています。
漁村総研が目指しているのは、「みんなの研究所」
です。困ったことがあればメールやお電話などでお
気軽にご連絡ください。東京にお越しの際はぜひお
立ち寄りください。これまでの経験を活かし、漁村
地域が抱える課題の解決、ひいては漁村地域の振興、
活性化に努力したいと思います。

◎新任挨拶 ◇第１調査研究部 部長　西崎 孝之

◎水産工学技士（水産土木部門）養成講習会金沢開催講師派遣（大水・FIDEC）（27.4.21～22）
◎水産工学技士（水産土木部門）養成講習会札幌開催講師派遣（大水・FIDEC）（27.6.2～3）
◎全国漁業協同組合学校特別講義講師派遣（全校漁業協同組合学校）（27.6.9、6.16、9.2、9.9）
◎西地区漁港海岸整備計画策定委員会 第１回（横須賀市港湾部港湾企画課）（27.7.27）
◎海洋観光・海を身近に懇談会 第５回（国土交通省海事局）（27.6.22）
◎ 平成27年度水産物輸出倍増環境整備対策事業のうちHACCP認定加速化支援に係る産地関係者を対象とした
品質・衛生管理講習会 講師派遣（海洋システム協会）（27.6.16）

◎平成27年度漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会（水産庁・漁村総研）（27.9.28～10.2）

◎活動報告（平成27年４月～27年９月）
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芥川賞を受賞した人気芸人の小説は、200万部を大きく
超えたらしい。活字離れなどで書籍の売り上げが低迷する
時代では驚異的な数字だという。ミーハーな僕は思わず手に
取り、２日足らずで148頁の小説を火花の出る勢いで読んだ。
内容は売れない若手漫才コンビの方割れである主人公

が、ふとしたきっかけで知り合った、これまた売れないコン
ビの４歳年上のアクの強い先輩と、ちょっと哲学的な掛け合
いの中で理想の「笑い」を追い求めるという青春物語だ。
それをちょっと漫才師のものとは思えない純文学的な描写
をちりばめて仕上げている。笑いどころ満載の小説と思う
と痛い思いをするだろう。
又吉直樹は「ピース」というコンビ名で、2010年キン

グオブコントで準優勝するなど、かなりの人気を誇る成功
した芸人と言える。しかし2003年に熟女好きの綾部とコ
ンビを組む前は、コンビ解散を経験し廃業も考えた下積み
の過去もあるらしい。
この小説はその時代の本人を投影させているのだろうか、
現在テレビを賑わしている芸人はたくさんいるのだが、その
底辺にはその何倍もの若者が夢を追いきれず、苦悩してい
るのだろうなと、お笑い界の裏側を覗いたような気分になる。
描写は丁寧だし、時間的設定や多少表現が甘いと感じ

る部分はあるが、さすが芥川賞を取った文章は、僕を物語

の中に引き込み、一気に読んでしまった。
さて、半分書いたが…実は苦しんでいる事がある。これは
漁村総研の広報紙である。大抵は漁業やさかなに関連した
書籍が紹介されている。僕はこの展開から水産業へ結びつ
く接点を探せないのだ。水産関係者の方々も楽しんで読ん
でくれるかもしれないが、水産業とは全然関係はない。
どこかに「魚」がでてくるかと探したが、居酒屋や鍋を
つつくシーンが多いのに、ほとんど肉系の食材しか出てこ
ない。物語が熱海から始まるのに干物すら出てこないの
だ。むむむっ
まぁ無理やり水産と結び付ける必要は無いのだろうけ

ど、それでも無理やり関係者へ対するお勧めポイントを考
てみると、つかみ所の無いお笑いの世界で苦悩し切磋琢
磨するなかで、自分なりの答えを見つけてゆく主人公の姿
は、わかるようでわからない雄大な海と対峙して、その中
でも自分なりの漁業や商売方法を見いだして成功を目指す
生き方にちょっと似てないだろうか。特に水産業で奮闘中
の若手の方にお薦めしたい。
たまには、違う業界を覗いてみて、「どこも大変なんだ

な、決して甘い道なんてないな」と、しかしそれでも主人
公のように前向きに、「生きている限り、バッドエンドは
ない」と、感じて欲しい。

火花

◎又吉 直樹 著
　文藝春秋　本体1,200円＋税
　（ISBN 978-4-16-390230-2）

竹原主任研究員オススメ！

オススメのこの1冊
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西崎部長のオススメ！

安さんのカツオ漁

◎川島 秀一 著
　冨山房インターナショナル
　本体1,800円＋税
　（ISBN-10：4905194857）
　（ISBN-13：978-4905194859）

本書は、高知県中土佐町久礼のカツオ一本釣り船の元
船頭である「安さん」こと青井安良氏の半生から見たカツ
オ一本釣り漁の書である。「安さん」は26歳になった昭和
48年から平成13年までの29年間にわたり、カツオ一本
釣り船の船頭を務めた。船頭とは、漁労長のことであり、
漁場や漁法、水揚地の決定を行うなど豊漁不漁や売り上
げを左右する漁船の最高責任者である。
本書はあらゆる角度からカツオ漁に迫っている。
Ⅰ章の「久礼の旅」では、「安さん」が生まれ育った久礼
という町がどのようなところであるかということを、主
な祭礼や年中行事を中心に描いている。
Ⅱ章の「絵馬に描かれたカツオ漁」では、神社などに残
されているいろいろな絵馬を調べ、描かれたカツオ漁に
ついて紹介している。
Ⅲ章の「安さんのカツオ漁」は本書の書名にもあげられ
た章だが、戦後から昭和にかけてのカツオ漁を中心とし
た民族誌である。「安さん」は、毎日の漁の様子を日記や
船員手帳に克明に綴っており、それらの記録にもとづき
構成されている。
Ⅳ章の「「餌買日記」に描かれたカツオ漁」では、船頭を

退いた後のカツオ漁へのかかわりについて書かれている。
「餌買」とは、船頭など功労があった者がある種の名誉職
として任じられることが多い。本章では、餌のイワシの
量や値段から、カツオの水揚げの量や単価、神仏への信
仰、漁具の製作や船員の雇用に至るまで「安さん」が陸上
でカツオ漁を支える様子が描かれている。
Ⅴ章の「震災年のカツオ漁」では、気仙沼が東日本大震
災後も震災前と変わらず達成した生鮮カツオの水揚げ日
本一について、その理由が書かれている。カツオ船団を
迎え入れるためには、餌となる生きたイワシの確保、カ
ツオを冷やすための氷、漁船の燃料、漁労機器の購入・
修理、乗組員の食料など多くのものを確保する必要があ
る。関係者の苦労がわかる。
Ⅶ章の「カツオ漁の旅」では、「安さん」の話題から離れ、

北から南まで全国各地のカツオ漁が盛んな町の18の話題
がつづられている。
カツオ漁の実態やカツオ漁業者の日々の暮らしぶり、

またカツオ漁に対する思いが手に取るようにわかる漁村
に興味を持つ者の必読の書と言えよう。
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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27年４月～27年９月）

編集後記

研報No.38号が例年よりも１ヵ月遅れで完成しました。執筆頂いた関係者の皆様ありがとうございました。10月下旬となり、台風も終わり
の時期になってきました。今年は２つ同時に発生して、予想進路やスピードが変わる場合が多く、海洋調査を延期するか、前倒しするか、何
度も頭を悩ませました。その中の一つに、今年で３年目となるズワイガニの標識放流がありました。毎年６～７月に特別採捕許可を受けた調
査船でズワイガニを採捕し、成体を選別して、直径１cm程のプラスチック製の標識を歩脚に取り付けて、再び兵庫・鳥取・島根県沖の水深
200～300ｍの海底に放流しています。標識の再捕はズワイガニ漁業者の協力により、再捕位置や水深等を報告頂いています。11月６日には、
同海域のズワイガニ漁が解禁となります。今年もたくさんの情報が得られることを期待しています。 （H.M）

PACON2014 Journal論文投稿（27.4）
「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段の提案」
漁業経済学会第６２回大会 講演（27.5）
「石巻地区における水産業復旧状況の分析」
平成27年度日本水産工学会学術講演会（27.5）
「漁場整備の効果把握に向けた水深帯別の付着生物量と環境要因の把握」
「人工マウンド礁におけるイサキの行動解析」
「木材増殖礁の増殖機能の評価と事業化に向けての課題」
「小型トロ－ルによるズワイガニ・アカガレイ保護育成礁の効果」
「水産物輸出に向けた漁港整備に関する一考察」
第40回海洋開発シンポジウム（27.6）
「福井県沿岸における津波の発生頻度を考慮した漁港の設計津波設定について」
日本沿岸域学会研究討論会第28回（27.7）
「東日本大震災からの漁業地域の復興に関する－考察」
「小規模町村の地域経済～市町村合併と漁業地域の振興～」
「漁港海岸における新しい津波波力算定法を考慮した胸壁設計法の提案」
「漁業地域における災害発生後の水産物生産・流通機能の早期復旧に関する研究｣
日本水産学会81巻A－04号（27.7）
「瀬戸内海の千軒湾地先における炭素・窒素安定同位体比からみたマコガレイ稚魚の食物と食物源の推定」
平成27年度日本水産学会秋季大会（27.9）
「鹿児島県阿久根沖人工マウンド礁での超音波発信機によるイサキの行動追跡」

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。
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