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

• つながり
• 渚泊のすすめ

• 北海道寿都町浜の活力再生に向けたマリンビジョンの取組みについて
 ～わが村は美しく－北海道～

• 日本の水産物貿易 ～これからの水産物輸出～
• 日本産水産物を世界へ ～何を、誰に、どう食べてもらうか～
• 第 10回調査研究成果発表会
 世界へ広げよう日本の水産物 ～水産物輸出に向けた漁港・市場の役割～
• 韓国宮坪港と百味里漁村体験村を訪ねて

特別寄稿

基調講演

講 演

報 告

パネル
ディスカッション

巻頭言

一般財団法人　漁港漁場漁村総合研究所

2017.5

41
Vol.



漁港漁場漁村研報
Contents

Vol. 41
表紙写真
2016年漁港漁場漁村海岸写真コンクール
（一財）漁村総研　理事長賞「今が旬」
斎藤 敏雄　氏　　静岡県由比漁港

巻頭言

つながり
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 理事　和田 時夫

巻頭言▲

つながり
 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 理事／和田 時夫▲

渚泊のすすめ
 理事長／影山 智将

特別寄稿▲  

北海道寿都町浜の活力再生に向けた
マリンビジョンの取組みについて
～わが村は美しく－北海道～

先日、三重県尾鷲市で開かれた「漁業による地域の活
性化」をテーマとする研究集会に参加した。水産海洋学
会と地域の有志や研究機関、地元自治体の共催によるも
のであり、定置網漁業や養殖業を例に、実際に生産や加
工・流通に携わっている皆さんからの話題提供を軸に、
活発な意見交換が行われた。
生産者主導のサプライチェーンを構築するため、本業

の仲買・加工から自社生産にまで業務を拡大し、他地域
も含めた市場ニーズに見合った生産・出荷体制を実現し
ている事例、自治体と漁業者が連携して Iターン者の誘
致活動を展開し、定置網の就業者の若返りと働き方の改
革を進めている事例、貝類養殖において対象種の拡大や
観光との連携を通じた経営の多角化を図り、それによる
経営の安定化を実現している事例など、様々な取組みを
伺うことができた。
特に驚いたのは定置網の事例である。集落の人口が減

少し高齢化率が6割を超えるなかで、Iターン者により就
業者の若返りを図ったばかりでなく、若手に運営を任せ
ることで、月単位の操業計画の策定と実施を通じた仕事
と私生活のメリハリ付けや漁業労働のイメージの転換を
図り、それが更なる新規就業者の獲得にも結び付いてい
る状況には感銘を受けた。また、貝類養殖における経営
の多角化にあたっては、地元の研究機関の支援が後押し
になったとの紹介があり、研究機関に身を置くものとし
て、うれしく、かつ、ありがたく思った。
これらの事例に共通するのは、当事者がオープンマ

インドを持ち、新規分野の開拓や異分野・異業種との連
携はもとより、他地域を含めた同業者との連携にも意欲
的である点である。自分が獲得したビジネス上の地位や

利点を守りたいという思いを抑えて、同業の他者にも方
法や情報を公開し、お互いに腕を競い合うことにより、
パイの拡大を図るとともに競争力も高めようとしている
姿には心を打たれた。分野や業種、地域を越えた組織と
組織、人と人、さらには物と物の連携＝「つながり」が水
産業を持続させる鍵であり、地域の活性化にもつながる
ことを強く感じた。
わが国水産業の課題を論じるなかで、その保守性を指
摘する声も多い。水産業は、生産の多くを天然の生物資
源に依存し、その活動は自然環境の影響を大きく受ける。
このため、水産資源を維持し経営の安定化を図るため、
漁獲量の制限や漁場利用の調整など、活動に一定の制約
がともなうことは避けられない。しかしながら、その歴
史を振り返ってみると、新漁場の開拓や新技術の導入、
新製品の開発など、本来は極めて進取の気性に富んだ産
業であることに気づく。
近年、わが国社会の成熟化の進行や国際的な水産物需
要の増大を背景に、従来水産とは縁の薄かった産業分野
が積極的に参入の機会を求めている。わが国の水産業に
とって、新しいスタイルに脱皮し飛躍する大きなチャン
スの到来である。省エネ技術や ICTの導入による経営の
効率化や、生産物の高付加価値化による輸出促進を目指
す水産業自体の変化もこれを後押ししている。
研究開発の役割も大きい。様々な「つながり」を実現
するために、多様な関係者が参加する「場」をつくり、
ニーズやシーズのマッチングを図るハブの役割を果たす
こと、形作られた具体的な「つながり」にパートナーとし
て参加し、目的の達成を研究開発面から後押しすること、
これからの研究機関が果たすべき役割であろう。
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去る3月28日、第4次漁港漁場整備長期計画が閣議決
定されました。平成 29年度～ 33年度までの 5か年計画
です。この計画では、①水産業の競争力強化と輸出促進
②豊かな生態系の創造と海域の生産力向上 ③大規模自
然災害に備えた対応力強化 ④漁港ストックの最大限の
活用と漁村のにぎわいの創出という４つの重点課題を掲
げ、それぞれの課題ごとに実施の目標、成果目標及び事
業量を示しています。今回の計画では、「漁村のにぎわい
の創出」という視点を取り上げたことに特徴があると思
います。漁村を活性化し、都市漁村の交流人口を 5年間
で100万人増やそうという意欲的なものとなっています。
この一連の流れの中で、水産庁では平成 29年度から

「渚泊推進対策」を行うこととしています。「渚泊」とは
聞き慣れない言葉ですが、外国からの旅行者を含め農山
漁村に滞在型観光客を呼び込もうという「農泊」の水産
版と考えてもよいでしょう。
渚泊の受入れ側のメリットとしては、①旅行者の来訪

による水産物販売量の増加 ②地域の知名度向上による
ブランド効果 ③体験漁業、レストラン、民宿等の実施に
よる副収入の増加及び雇用の創出 ④若い旅行者の来訪
による高齢化した漁村社会への活力注入、生き甲斐の創
出などが挙げられます。これらは、水産庁が渚泊を推進
する動機ともなっているもので、一言で言うならば「渚
泊の推進による漁村所得の向上」ということになるで
しょうか。
一方、旅行者の視点からの渚泊の魅力・効用について

は、あまり語られていません。新鮮で美味しい水産物を
食べ、漁業体験等日常とは違う体験をすること等が容易
に想像できますが、現状では受入れ体制が整っていない
こともあって、旅行者は観光客向けのレストランや土産
物店に行く程度のことしかできず、しかも、そこで提供
されているものは地元の水産物ではなく別の地域から
持ってきたもの、ひどい場合には海外から輸入したもの
となっています。旅行者の無知と観光業者の儲け主義が
もたらした風景です。渚泊はこのようなものと無縁な
「本物を提供する」取組にしてほしいものだと思います。
韓国の京畿大学の厳瑞浩教授は、旅行者が観光に求め
るものを、①逸脱体験（日常性、文明、責任からの脱出）
②場所体験（自然、季節、食べもの、伝統、歴史、文化の
体験） ③関係体験（同伴者、現地の人、他の旅行者、アイ
デンティティーとの関係）の 3つに分類し、見る観光は
逸脱体験中心、体験観光は場所体験中心、生活旅行は関
係体験中心であり、漁村観光は生活旅行に重きを置くべ
きだと論じられました（2015年日韓技術交流会議）。事
情の異なる韓国での議論ではありますが参考になるご意
見だと思いました。
わが国における漁村観光への取り組みはこれからで
す。実現するまでには幾多の解決されるべき課題はある
かとは思いますが、中国からの観光客に人気があるとい
う海のない山梨県の河口湖で富士山を見ながら蟹の食べ
放題を食べるといった類のものではなく、漁村にある「本
物」を提供する「渚泊」の発展を大いに期待しています。
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特別寄稿

北海道寿都町浜の活力再生に向けた
マリンビジョンの取組みについて
～わが村は美しく－北海道～

北海道寿都郡寿都町 寿都地区マリンビジョン協議会（寿都町役場 産業振興課長）　瀧山 修市
昭和63年4月寿都町役場 奉職。水産課技術係長、水産課水産係長、産業振興課参事を経て、現職。

はじめに
寿都町は、北海道南西部の日本海に面しており、札幌

から約150㎞に位置し、寿都湾を取り囲むように弓状に
形成された町である。かつては鰊漁によって栄え、記録
上に地名が出てくるのは、寛文 9年（1,669年）、シャク
シャインの乱の記録である。明治2年（1,869年）に、場
所請負制が廃止されるまで、寿都、歌棄、磯谷それぞれの
商場（あきないば）は、場所請負人によって仕切られ、漁
具漁船の改良による生産拡大などをはじめ地域経済に大
きく貢献し、鰊の千石場所としての確固たる地位を築い
たとされる。
現在の寿都町は、昭和 30年 1月、旧寿都町と樽岸村、

歌棄村、磯谷村の1町3村の合併により誕生している。
昭和 30年頃のまちの人口は、漁業の繁栄や鉱山など

もあり、1万人を数え
る人口であった。しか
し、主要産業の衰退か
ら現在は当時の三分の
一以下の 3,100人ほど
の小さな漁村地域と
なっている。

まちの情勢
寿都町は、江戸時代から形成されている日本海の漁業

に関連する史跡、豊富な食資源、そして景観に恵まれて
いる地域である。
また、風が非常に強い地域で、平成元年に自治体初の

風力発電施設を建設、以来、総出力 1万KWを超える規
模を有する町直営の風力発電事業を推進している。環境
にとってやさしい再生可能エネルギーの町として、その

収益は安定的な売電収入の確保によって、まちの振興な
どへの財源を生み出しているところである。
水産業の歴史は古く、長年にわたって基軸産業であり
続けるために、漁業振興上、各種の施策を推進している。
また、かつての鰊の場所請負人の建物や、往時を偲ば
せる歴史的背景を持った建築物が現存し、その保存や歴
史的資源を活用したまちづくりがスタートしている。

地域水産業の現状と課題
本町では鰊が姿を消しはじめた昭和初期からは、寿都
湾では幅広く漁業の転換が図られてきた。沿岸・浅海漁
業に多くの漁業者が従事していたが、沿岸漁業の衰退か
ら漁業生産の安定に向けて、昭和40年代に入りホタテ養
殖漁業を取り入れ、北海道内においては、比較的早い時
期に「つくり育てる漁業」を推進した地域である。
しかしながら地域水産業の実態は、過去の成熟期を経

後
しりべし

志管内図

立ち並ぶ風力発電施設

ニシン漁の全盛期

漁業就業フェアー（定置網漁の見学）
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て、現在の漁業は長期的な低迷期に入っており、今後に
おいて急速な人口減少が予想されることから漁業後継者
や担い手問題など課せられた課題も大きい。
漁業の衰退は、地域の雇用や就業機会などを含めた影

響は計り知れないものがあり、地域経済にも深刻な影を
落としかねない。
漁業は激動の昭和の時代を幾多の試練を先人たちが乗

り越えてきた歴史は重く、次代を担う漁業者の育成・確保
と安定的な漁業経営を提供するための環境づくりが急が
れている。
地域に求められることは、漁村の再生に向けて、持続

可能な漁業と安全・安心な漁村づくりが今後ますます重
要なテーマとなる。

寿都地域マリンビジョン協議会について
寿都地域マリンビジョン協議会は、行政のほか、地域

の経済団体や地域の活動グループで構成され、地域全体
の合意形成や機動力など実効性を持った実質的な“地域
おこし推進組織”として機能している。
ビジョンの策定にあたっては、年々、衰退する地域の

水産業の現実が背景にあり、これを地域全体の課題とし
て捉え、異業種の連携によって地域の元気・再生を目指
そうというものである。この地域水産業の振興計画とも
いえる「寿都地域マリンビジョン」を平成18年に策定し、
水産業の振興を地域の元気に繋げる取り組みの一部を紹
介する。
本町の自然の豊かさの表現として、漁港を中心に“海

のまち”ならではの特徴を活かした「体験型観光」の推進
や「食と観光まちづくり」など、地域の魅力を交流人口
の増加に繋げるための取組みや水産物の「高付加価値化」
に向けたハード・ソフトの充実、さらに「海・山・川」を
地域の財産としての環境保全活動なども行っている。

ご当地グルメ「寿都ホッケめし」の誕生
地域内の連携なくして、外との交流は生まれないとい

う理念で、水産業と観光を核としたまちづくりがますま
す重要となる。「食と観光まちづくり」をテーマに、道内
でも有数のホッケの水揚げの産地として、ホッケを使っ
た「新・ご当地グルメ」を開発した。
地元食材にこだわった企画開発型の統一ブランドの

新メニューを提供し、まちを元気にすることを目的に平
成 22年に、観光協会・飲食店・生産団体・行政から構
成される「寿都の新・
ご当地グルメ推進協
議会」を立ち上げ、メ
ニューの検討など意
見を出し合い、約 1年
の歳月をかけ開発し
た。今年で 6年目を迎
え、これまでに 2万 5

千食を提供してきたが、近年は、ホッケ資源が激減して
いることもあり、数量限定での提供となっている。「寿都
ホッケめし」を地元住民や観光客に長く愛される商品に育
てることはもちろんのこと、「ご当地グルメ」が一時のブー
ムに流されず、単に「商品を売る」のではなく「地域を売
る」をテーマに継続は力なりで現在も推進中である。

漁村観光の取組み
観光資源を持たない地域が、ツーリズム観光の舞台に
なるとは、その当時は思ってもいなかった。そのツーリ
ズム観光は今から16年前に遡る。
その頃、すでに人口減少問題から交流人口の拡大に向
けた議論が出始めていた。当時開催したイベントは「寿
都の海まるごと体験」モニターツアーで、都市部の方々
が漁村観光に何を魅力として感じていただけるかを検証
したものである。6月、7月と 2回のツアーで計 85名の
参加があり、そのほとんどは、札幌とその近郊の都市部
にお住いの家族であった。体験メニューの構成は、ウニ
採り、ウニ一夜漬け加工、釣り、漁業の軽作業を参加者に
体験していただき、今後の展開の参考とした。
また、寿都における観光の在り方の問いには、観光漁
業のニーズが高く、次いで自然や景観、歴史を活かした
観光のニーズであった。漁村地域にある田舎の日常生活
が、都市住民の非日常性として感動に繋がるという事を、
モニターツアーを通して実感できたという、その声が体
験漁業スタートの瞬間であり、今の教育旅行や漁業体験
の定着に繋がった原点である。
本町では、平成15年から修学旅行生の受入れを行って
おり、平成18年以降は民間事業者が参入し、徐々に広が
りが大きくなり、昨年は4,000人を数える子供たちが漁
業体験に訪れている。
子供たちへのガイド役は、漁業者の奥さん・また地域
の女性の方々が中心である。地域の漁業の歴史は、浜で
働く女性たちに支えられて来たが、こうした交流事業の
推進にも言えることで、地域の活性化には女性の存在は

ご当地グルメ「寿都ホッケめし」 体験交流事業
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益々重要である。
このツーリズム観光は、受け入れる側にとっても双方

が感動を共有することが長く続ける秘訣であり、交流を
通して町の元気に繋がることが実感できるのは、ツーリ
ズム観光の良さでもある。
一昨年、5月には台湾から大手生命保険会社の報奨旅行

に2,300人が訪れた。体験交流事業は、地域の交流人口拡
大と外貨獲得に寄与しており、これまで蒔いた種が着実に
育った成果であり、補助金なしの優良な成功事例である。

すっつ浜直市場
目の前に広がる寿都湾で水揚げされた鮮魚や四季折々

の新鮮な魚介類を使った食の提供、また、ホッケの開き
や生炊きシラス佃煮を始めとする各種水産加工品等の販
売コーナーが配置され、2階には寿都町の歴史を紹介す
るギャラリーなども併設されている。地域漁業の健全な
発展を担うために、地域資源を活用して6次産業化への
取組みの重要性から事業を推進している。また、他の業
種へ波及するすそ野の広がりと、交流人口や雇用の拡大
など幅広く地域経済へ
効果をもたらす期待の
大きい施設である。
漁獲量が減少傾向に

ある中で、近年始めた
高鮮度保持対策、船上
活締め（船上脱血処理）
の実施は、確実にその
価値が認められてお
り、地域ブランド化が
漁業所得の向上につな
がっている。

海の森づくり
環境と向き合いながら、磯焼け対策を実施することは
壮大なテーマである。海藻の減少は、温暖化の影響など、
様々な要因が背景にあるが、「海の森づくり」は、地域の
産業を育てる上で重要な役割とともに、水産業の将来を
支える基盤となると言っても過言ではない。
本町では、海藻類の生育条件に必要な栄養塩が海域で
不足し、その貧栄養が磯焼け現象に一層の拍車をかけて
いることに注目し、沿岸漁場を豊かにするための施肥事
業を実施している。藻場、漁場環境が悪化することは魚
貝類の産卵、生育に適さない環境であり、漁業生産はよ
り一層深刻なものとなる。
取組みの内容は、地元で発生する水産加工残渣と森林

整備で発生した木材をチップ化し、資源循環という観点
から堆肥化を可能とし、海域への栄養供給を行ったところ
一定の成果が得られたことから、本格的な製造とともに事
業を推進している。
今後の展開としては、海藻の種を必要箇所に根付かせ
るための技術開発を進める方向で、検討している。

ニセコエリアに新たな売り場と交流を求めて
少子高齢化に伴う人口減少社会の到来、社会経済の成
熟化により地域では経済成長があまり望めない状況と
なっている。とりわけ漁村地域においては、観光を中心
とした地域振興策が、地域活性化のための手段として注
目を集め始めている中、各地で交流人口の拡大による経
済の好循環を高めるための活動が始まっている。すっつ浜直市場

サクラマス船上活締め

磯焼け対策の取組み
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平成29年度には、「新たな売り場を求めて」SUTTUアン
テナショップをニセコ町に参入することが決まった。ニ
セコ町は、当町の近隣に位置しながら、ウィンタースポー
ツを中心に平成27年度の年間観光客数は約170万人もの
集客があり、当町の21万人に比べ圧倒的な集客力がある。
これは新たなマーケットを広げ水産物のブランド化、

ひいては関わる水産業者の生産所得の向上につなげる
ものである。事業の背景にあるのは、本町の水産業が基
幹産業でありながら、これらの活力が低下すれば、地域
経済全体が沈下することへの懸念である。市場流通を
取り巻く環境は、従来の伝統的な仕組みから、新しい時
代への仕組みに大きく移り変わろうとしており、地域に
おいて新たなチャレンジが求められている。今や、市場
チャンネルを新たな地域に展開することは、わが町に
限った取組みではない。ニセコ町とは、つながりを持ち
つつ価値を創造するためのものである。
また、地域資源を域外に売り込むことは、地域に新し

いブランドとファンをつくり、交流人口の拡大・定住の
促進にもつながる可能性があり、売上以外の波及効果に
ついても期待が大きい。
さらに、現在は水産資源が大量生産される時代ではな

く、価値ある「ほんもの」を求める人たちが多くなってい
る中で、いかにサービスを提供するかが販路拡大の重要
なところである。漁業という産業を儲からないという代
名詞にしてはならない。そのためにも適正な価格で新鮮
で質の高い魚を提供することが重要であると考える。と
にかく、地域経済への危機感をもっているからこそ、リ
スクを背負ってまでもチャレンジしなければ先は見えて
こない。そのチャンスを行政自らが作っていくことが、

地方創生の主旨から言っても、地域再生に叶う取組みで
あり、身近に成功している人がいると、そこに刺激を受
けて人は変わる。今、行政に求められることは民間への
そうした刺激を与えることでもある。ニセコ町への進出
は、「目的」ではなく、あくまでも「手段」であり、目指すと
ころは地域ブランドづくりであり、モノの交流が人への交
流と確かなものへと繋がっていき、地域が求める経済の好
循環に繋がるものと確信している。

おわりに
漁業は農業と違って過酷な条件での操業が行われ、収
入は変動が大きく不安定要素が多く、生産が保障される
ものではない。また、適切な環境が整っていれば本来資
源は自然に増加するはずであり、元本があれば資源の再
生産によって増えた利息分で、持続的な資源利用が可能
となるが簡単なものではない。本町において主力であっ
たホッケ資源を見れば、資源の極端な減少が回復に時
間を要していることは現実であり、量を確保することは、
さらに資源悪化に拍車をかけることになる。
今後の資源利用にあたっては、本筋としては低い生産
量に対して質や価値を高めていく手法や市場流通の在り
方、さらには協業化による集約化等も検討しながら、資
源の復活に着手しなければならないと感じる。一方で、
こうした漁業生産の低迷期を想定し、ホタテ・カキ養殖
による生産力の向上を目指した基盤整備を実施してお
り、今後の後継者や担い手の確保として漁業の魅力づく
りを推進するため、さらに養殖漁業の増産体制の検討も
近い将来、必要となると感じるところである。
また、今回、紹介した漁村地域における観光の取り込

みについては、地域に多
くの交流が生まれること
や関わる方々のマンパ
ワーが、浜の魅力の潜在
的な価値と可能性を引き
出すことができ、浜の活
力や漁村地域の再生に寄
与していることが強く感
じられる。
今後は、水産業と観光

業等の人的交流をより促
進させるとともに、地域
に育まれた水産業を時代
とともに進化させ、交流
事業等をより発展させる
ことは極めて重要である。
そのためにも改めて地
域の繋がり、ネットワー
クを強めていきたいと考
えている。

ニセコ羊蹄山（えぞ富士）

SUTTUアンテナショップ　H29.10月開業予定 ホッケ水揚げ（H23以降減少）
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基調講演

日本の水産物貿易 ～これからの水産物輸出～
大東文化大学経済学部 教授　山下 東子 氏

昭和55年同志社大学経済学部卒業、昭和56年米国シカゴ大学経済学部大学院入学、昭和59年経済学修士取得（M.A. in Economics）、昭
和63年早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程入学、平成4年同課程 単位修得満期退学、平成18年広島大学（論文博士）博士（学術）。
財団法人 国民経済研究協会研究員、明海大学経済学部 教授などを経て現職。日本経済学会、日本経済政策学会、地域漁業学会（理事）等に
所属。著書としては『魚の経済学』（日本評論社、2009年）、『東南アジアのマグロ関連産業―資源の持続と環境保護』（鳳書房、2008年2月）
について2008年度漁業経済学会賞受賞など。

第10回調査研究成果発表会
平成28年12月18日に当研究所主催による第10回調査研究成果発表会を開催しました。このうち第二部「世界へ広げよう
日本の水産物～水産物輸出に向けた漁港・市場の役割～」について大東文化大学教授 山下 東子先生の基調講演と日本貿
易振興機構（ジェトロ） 理事 下村 聡 氏よる講演の要旨と、その後行われたパネルディスカッションを紹介します。

はじめに
今日は、「日本の水産物貿易～これからの水産物輸出
～」について話します。話しの流れとしては、初めに世
界一という過去の栄光について、その時代のことをデー
タで説明します。次いで、どのようなものを輸出、輸入
しているのか。三つ目は事例の紹介。そして最後に、ま
とめとして「輸出はどうあるべきか」としましたが、これ
は「これから考えていきましょう」というようなことを
話したいと思います。

日本の水産物貿易
ここに、1976年から 2011年までの水産物の輸出金
額を示してあります。1970年代はアメリカと首位を競
い合い、かつて世界一であった時代です。その後、日本
はピンク色の線ですが、この線を辿って行くと、今は、一
番下、7位になっていますが、このグラフは、2011年時
点での輸出金額上位6ヶ国に日本を加えたグラフなので、
実は、日本は26位です。そして、最近では中国が大躍進
しています。また、気を付けなければならないのは、こ
れはいわゆる名目金額で書かれているため、76年は物価
が安く、それに比べ、今は物価が世界的に上がっている

日本の水産物貿易 ～世界一のレガシー～
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ので、物価でノーマライズすれば、これほど大きな差に
はなってはいないと思います。さらに、1985年にはプラ
ザ合意があり、これで為替レートが、当時の 220～ 230

円から、一挙に 100円台に落ち、これで輸出が非常に困
難になりました。さらに、遠洋漁業も締め出され、縮小
せざるを得なくなり、日本の輸出は消えていくというこ
とになります。その後、主役はアメリカからタイ、フィン
ランド、ノルウェーへと交代していきます。また、この
間に中国が驚異的な伸びを示してきています。
一方、輸入は、金額にすると輸出の6倍を輸入していま

す。その輸入金額は、2011年時点で日本は1位となって
います。では、2015年はどうなっているのか、FAOから
データが示されるのは、2～3年後となるので、分からな
いのですが、最近、日本も輸入は伸びており、1.5兆円、1.6

兆円、1.7兆円と推移しているので、現時点でも世界一か、
もしくは、アメリカに抜かれているかと言った状況ではな
いかと思います。そして、中国も2000年以降、急激に伸
び、今、3位となっています。まるでGDP競争のような様
相を呈しています。また、それぞれの国を見ると、2009年
はどこの国も落ち込んでいます。これはリーマンショック
で、水産物もこの影響を受けたと思います。
本日は、輸出の話が中心ですが、輸出金額 2,756億円

は、1.7兆円の輸入金額の6分の1規模であること。そし
て、その輸出は、2011年の 1,736億円から 2015年では
2,757億円とこの5年間で1,000億円増えています。当初、
政府は輸出目標 3,500億円を 2020年に達成というシナ
リオでしたが、1年前倒しで、2019年に 3,500億円とし
ています。

次に、「なぜ輸出が増えるのか」について話します。こ
れについては、国内事情と海外事情と、2つに理由を分け
ることができるのではないかと思います。
国内事情としては、日本の生産量が 500万トンから

470万トンと減少してきています。ピーク時は 1,200万
トンぐらいあったのですが、今は 400万トン台。このよ
うに、生産量は減少してきており、しかも、これよりも
早いペースで、国内消費、国内需要が減ってきています。
そこで、売れないものが余るので、余ったものを輸出し
ようということになります。
それを端的に表すのが、国民 1人当たりの魚介類の消
費量ということになります。10年前、2003年から2005

年の平均では、日本は 1人当たり、骨などを含む総重量
で年間63キロ食べていたのが、今や 49キロになってい
ます。たった10年でもう2割以上の減少です。こんなに
減るものか、とても不思議なことです。
このように、魚が余ってしまう。余ると言うよりは、
これでは魚の価格が上がらず、国際価格と比較しても安
くなってしまいます。そして、積極的な言い方をすると、
国際競争力が付いたと言うこともでき、安いなら、日本
のものを買おうかということになります。
次に、海外事情です。「日本のものが優れている」とよ
く聞く話です。この日本ブランドというのは、私はあま
り信用していなかったのですが、最近、信じてよいので
はないかと思える経験をしました。それは、香港のスー
パーマーケットでサケの調査をしていたときです。香
港のサケが、どこから来て、どこで、どのぐらいの値段
で売られているかを調査していました。ローエンドか

日本の水産物貿易 ～世界一のレガシー～
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らハイエンドまでのスーパーマーケットに行きました。
「GREAT」という高級スーパーがあり、その中でもPacifi c 

Placeの地下にあるのが最もハイエンドだと教えてもらい、
そこへ行きました。スーパーの入口に入ったら、ここにあ
るプロジェクターの台のようなものに、飲み物が3つ置か
れていて、それがミルミルとカルピス・ライチ味、それか
らもう一つ、ちょっと忘れてしまいましたが、それが玄関
でお客様をお出迎えするその商品なのです。「えーっ」と
いうことで、そして、中に入って、日本のスーパーやコン
ビニに置いてあったりするような袋菓子から何から何ま
で日本製なのです。さらに、果物も専用の棚に「日本産果
物」と書いて、全て日本産のものがきれいに並べてあるの
です。しかし、魚はありませんでした。鮮魚コーナーを見
たのですが、そこには、日本産の魚はありませんでした。
サケもありませんでした。残念ながら、ノルウェー産でし
た。ということなのですけれども、そのぐらい、やはり日
本ブランドが追い風になっています。日本のものだったら
買いたいという人が増えてきているということは言える
のではないかと思います。

輸出入品目、輸出先国の特徴
輸出入品目と輸出先国の特徴についてです。今日は

輸出の話なのですが、輸入の方が多いものですから、
ちょっとだけ輸入の話もさせていただければと思いま
す。先ほど、輸入金額は1.7兆円と話しましたけれども、
では、どのようなものを輸入しているかといいますと、

幾つかのジャンルに分類できるかと思います。一つは、
日本で捕れないものです。バナメイエビやブラックタイ
ガーなどです。そして、タコも明石のタコは取れますけ
れども日本産のものだけでは足りないため、モーリタニ
アなどから輸入している。それと同じように、日本産で
は足りないのが、カツオ、マグロ、イカ、ウナギなどで、
これらは日本産と外国産で、それほど品質や種類に違い
はなく、ただ補充をしているというような捉え方で良い
のではないかと思います。
一方、捕れるけれども、輸入物が人気というものがあ
ります。代表的なものは、ノルウェーのサーモンです。
チリから銀ザケも多く輸入していますけれども、これは
日本のサケとそんなに変わらなく、特別、味が違うわけ
ではありません。しかし、ノルウェーのサーモンは特別
なもので、同じサケといいますが、違うものと考えたほ
うよいと思います。そして、サバもノルウェー、大西洋
サバが人気で、日本のマサバやゴマサバは、少し人気が
劣るかなと、違うものと捉えたほうがよいかと思います。
そして、最後のジャンルとして、外国では無視される
が、日本では人気があるもの、とても貴重なもの、典型的
なものとしては魚卵です。あらゆる魚の卵と言ってもい
いかもしれません。そして、シシャモも、北のほうでは、
餌や飼料にしていたそうですけれども、日本に持って
くると、子持ちのものを食べて喜ぶものですから、それ
が輸入されています。元々、サバもこれと同じで、ノル
ウェーなどの北の海で獲れたものは飼料にしていたらし

なぜ輸出が増えるのか？
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いのです。それを日本の商社が見つけ日本に輸入しまし
た。また、アジも同じで、オランダで獲られたものを日
本に持ってきて、アジの開きになっています。また、日
本に直接来ずに、中国でアジの開きにしてから日本に来
るものもあると思います。多様な品目を多様な国から輸
入しており、例えば、マグロは2015年の実績で、63カ国
から輸入されています。マグロだけで63カ国ですから、
いろいろなものを入れると、150ぐらいの国から輸入し
ているのではないかと思います。

一方、輸出ですが、これはとてもシンプルな構造と
なっています。主な相手国は、香港、アメリカ、中国で、
この3ヶ国への輸出合計は、金額ベースで58％となって
います。品目を見てみると、ホタテと真珠で 3分の 1と
いう、非常にシンプルな構造になっています。全部合わ
せても30種類と言いましたけれども、これは、私の個人
の分類で、貿易統計では、大項目、中項目、小項目に分
かれているものを農林水産省である程度まとめ、ホーム
ページにアップされているデータを、さらに、私の独断

輸出金額上位10品目（2015年）

輸入金額上位10品目（2015年）
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で分類して30種類としています。それにしても、とても
シンプル、少しの品目しか輸出していません。そして、
その中には、伝統的なものと非伝統的なものがあります。
乾貨や錦鯉などが伝統的な輸出品です。一方、新興もの、
この10年ぐらいではないかと思われるものとしては、小
さなサイズのサバやサケ・マスなど、これらの中には、
輸出先国でそのまま消費されるものと、そこで加工して
日本に戻る、あるいは、第3国に渡るというような2つの
パターンがあると思います。
それでは、もう少し輸出の方を見ていくこととします。
先ほども申したとおり、ホタテ貝と真珠で全体の3分の
1を占めます。2,750億円のうちの 3分の 1はホタテと
真珠となります。そして、3位にはサバが入っています
けれども、これは最近の傾向です。次に、ブリ、カツオ・
マグロ類、6位は、乾貨のうちの乾燥ナマコ。7位は魚肉
ソーセージ等ですが、すり身と思っていただいたほうが
よいかもしれません。最近の傾向としまして、昔はあり
ませんでしたが台湾へのサンゴや、10～ 15年前から韓
国へのタチウオなどがあります。これらは、その他水産
物に分類されているので、実際には、どのぐらい輸出し
ているのか数字的には把握できておりません。
また、輸出相手国ですが、主に香港、中国、そして、ア
メリカです。最近はベトナムへの輸出も目立ってきていま
す。これは、ベトナムでの消費ではなく、ベトナムで加工
するために送っています。後の事例紹介で青森のホタテ
貝について話しますが、中国にも輸出していると思います
が、ベトナムにも輸出しているとのことです。また、タイ
へのサバは、ほぼ缶詰加工と思ってください。一方、エジ
プトやチュニジア、西アフリカへは食用で、最近、こちら
の方面からは随分な引き合いがあると聞いています。
この表は、韓国向けはあまり出てきませんでしたが、

今、放射能の問題で輸入制限がありますので、これがな
かったら、ここに韓国向けのものがもっと出てきてもお
かしくないと思われます。変わったところでは、サウジ
アラビアに水産缶びん詰を輸出していますが、これは、
主にツナ缶、マグロの缶詰です。サウジアラビアには出
るのは、最高級品です。「もうこれ以上ないというぐら
いの高級品を輸出しろ」と向こうからのオーダーが来ま
して、それを輸出しています。そして、パレスチナです。
ここにも輸出実績があるのですが、これは輸出というよ
り援助物資であり、ツナ缶なのですけれども、こちらは
あまり品質の高くないものといいますか、血合いとかが
入ったもの、先方からのオーダーなのでが、これを子ど
もたちの学校給食に使っていると聞いています。韓国へ
のホヤの輸出も少し変わったところではないでしょう
か。今、韓国は輸入制限していますので、本来でしたら、
多くのホヤが輸出されているはずです。今、産地の三陸
では、韓国が輸入制限しているので、ホヤが余っている
とのことです。
次に、「産業内貿易への疑問」について話します。同じ

品目を輸出入しているものが数多くあり、そこに少しの
疑問が生じるのです。サバの貿易収支やサケの貿易収支
についてですが、例えば、2004年が特徴的です。数量で
は黒字、つまり、日本から輸出しているほうが、先国か
ら輸入しているより多いということです。ところが、金
額は赤字、つまり、先国からは高級なものを少量輸入し
て、こちらからは安物を大量に輸出しているということ
です。言い換えれば、安い小型のサバを大量に捕って、
相手国に食料として供給し、一方で、高いノルウェーサ
バを多く輸入して、日本人の食卓に供給しているとい
うことです。日本の貴重な資源を小さいうちに取って、
109円／kgで輸出して、236円／kgのサバを輸入してい
るのです。サケも同じような傾向かと思ったのですが、
最近、サケは輸出が少なく輸入が多いため、このような
話とはなりませんでした。
サケは、今、輸出価格 300円／ kgですが、輸出前は

100円／ kg以下、悪いときはには50円／ kgというよう
な取引があったころもありますので、それから考えると、
これを中国に輸出し、そこで加工、さらに日本にサケフ
レークとして戻ってきたり、他の国にサケの切り身とし
て輸出されると言うことは、良いことではあると思いま
すが、サバについては少し疑問を生じます。つまり、未
利用魚を有効利用していると言えば言えますが、自国資
源を無駄遣いしていると言えば、それも言えます。内心、
何とも言えないところです。

輸出の事例紹介
ここからは、輸出の事例を紹介したいと思います。最
初は、青森県になります。現在、世界的なホタテ需要と
いうのがあり、北海道に続いて、青森県もホタテ輸出の
引き合いがきています。特に、今年は台風で北海道のホ
タテが不漁となったため、青森県平内町ですが、ホタテ
の価格が 1.8倍となりました。生産量も前年の 1.3倍に
なっていますので、1.8×1.3で計算すると2.3倍、つまり、
ホタテの収入が2倍以上になったという大変な状況です。
では、去年が悪かったというと、そうではなくて、去年
は一昨年の 1.4倍の価格で、数量も上がっています。で
すから、この3年間、そして、北海道のホタテも再来年辺
りはまでは出荷サイズにならないだろうということもあ
り、2～ 3年は平内町ブームが続くというようなことに
なります。では、これらは、どこへ輸出しているかとい
うと、中国、アメリカ、ベトナム、フランス、台湾となっ
ています。
次に、実際には、どのような形で輸出しているかを話
します。例えば、ベトナム向けの場合、海からホタテを
引き揚げたら、漁港で金属製の箱にそのまま入れ、そ
れをトラックに積込み、冷凍冷蔵庫へ運び凍結し、冷凍
コンテナでベトナムへ輸出となります。ホタテ貝の周り
には、いろいろなものが付いていますが、それらを落と
さずベトナムへ送り、ベトナムで解凍し、そこで、付着
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物を落とし、どういう加工をするのかは分からないので
すが、それをヨーロッパに輸出しているとのことです。

2つ目は、石巻市の大興水産で、サバの高鮮度凍結を
している例です。これらは桜ブランドとして展開して
います。商標登録もしており、商品を詰める段ボール箱
に開けている穴は、桜の形に開けてあって、結構凝って
います。この箱は、1箱 100円掛かっているとのことで
す。元々、震災前から冷凍サバを扱っており、国内供給
と輸出をしていました。そして、震災後、新工場を建て
るときには、サバは鮮度低下が早いため、人の手を触れ
させないように、その工程の多くを機械化しています。
2階から工場の流れを見ることができるのですが、これ
は「小学生が見たら、超喜ぶだろうな」みたいな、すご
い工場です。サバはアメリカには輸出していないので、
HACCPは要らないとのことですが、工場の外壁には、
ISOとFSG22000の認定工場であることが書かれてあり
ました。工場へは、石巻漁港で陸揚げされたサバを、セ
リ後トラック直積みで工場へ直送されるとのことです
が、選別作業までの間は、鮮度保持のため脱酸素水とい
う冷海水のプールに入れられます。輸出されるサバは、
300g以下ぐらいのものが、工場で扱うサバの約7割を占
めているとのことです。これよりも大きいものは、輸出
と国内流通、価格を見てから決めているとのことです。
ベトナムにも輸出し、すしネタに加工してから、また日
本に戻ってくるのもあるということです。自社では輸出
業務はしていないとのことでしたが、箱の側面に電話番
号が書いてあるので、突然、外国から電話がかかってく

ることもあるとのことでした。
3つ目は、仙台水産の事例です。これはとてもシンプ
ルなのですけれども、仙台水産は、仙台卸売市場に入っ
ている 2つ卸売の中の 1社です。仙台水産と取引のある
業者から、「仙台水産で水産物を買っているタイの輸入
業者を知っているのだけれども、そこに輸出することを
やってくれない？」と頼まれたらしいのです。で、「じゃ
あ、やってみるか」ということで、今、週 3回、生鮮でタ
イへ空輸、月間で 100kgになるそうです。その週 3回、
タイの輸入業者がすし店の注文を取りまとめて、朝の 2

時に「何々何個、何々何個」というようにメールが届き、
そして、市場が開場したら、買受担当が品物を買い集め
て、それを 15キロの発泡スチロールに詰める。そのう
ち、7時になったら、事務担当の方が出勤し、その方が証
明書を作成し、作成し終わったら、すぐに搬出するとの
ことです。また、送るものは魚だけではなく、刺身のツ
マや食用花などもあり、中には築地でしか扱っていない
ものもあるそうで、その場合は、築地で買って、羽田で通
関するとのことです。とにかく注文されたら魚以外のも
のでも買い集め、15kgのスチロールに詰めな。「うちは魚
屋だから、やらない」などということは言わないとのこと
でした。また、仙台水産からも「こんなの、どうですか？」
と、時には提案で勝手に入れて送ったりしているとのこ
とです。輸出にあたっての苦労は、仙台という立地の悪
さでしょうか。当然、仙台空港からバンコクに直行便は
ありませんし、羽田空港に送ったり、また、仙台から成田
便を利用し、そこから羽田へ陸送したり、あるいは那覇空

産業内貿易への疑問

13Vol. 41基調講演



港まで飛ばしてみるとか、いろいろなことを試して、現在
に至っているとのことですが、今でも一番いいのは何か
ということを試行錯誤しているとのことです。
また、衛生管理については、タイ向けですので、あまり

厳しくないとのことですが、「認証があるほうがいいよ
ね」というようなことを話されていました。

日本にとって、輸出はどうあるべきか
さて、最後のセクションになります。「日本にとって、

輸出はどうあるべきか」。結局、何が輸出になって、何が
輸入になるかと言うと、国内の需要と供給が一致すると
き、そして、それが国際価格と一致するときには、貿易は
起こりません。供給量が少なくなるか、あるいは、需要
が増えると国内価格が上がり、一方、国際価格の方が安
ければ、輸入しようということになります。逆に供給は
非常に多いのだけれども、需要がないと。これが今の日
本の輸出ブームを形作っているわけですが、そうすると、
先ほどのサケのように、価格が 50円／ kgになってしま
います。そこで、海外へ輸出しようかとなるわけです。
また、先ほどの事例から、どこも輸出を開拓したわけ

ではなく、先方からの引き合いに応じて輸出を始めたの
が契機となっています。その中でも平内町は例外的です
が、大興水産や仙台水産は、その引き合いに応じて、さら
に、高鮮度、高品質といったブランド化に向け、設備投資
もされています。仙台水産は、最初は全く知らなかった
輸出業務でも、見様見真似で、最後は自分たちで輸出業
務まで行ってしまう。さらには鮮魚から冷凍へも範囲を

拡大しようと。みなさん相当に努力されています。これ
が輸出を本格化させている要因と思いました。
また、一般的に輸出が増えているのは、国内で値が付
かないから海外へ、内需は低迷しているから海外で売ろ
うと言ったこと、そして、もう一つとは海外事情です。
日本産といったブランドがあるのですが、その中でもサ
バもサケも日本産なのに意外に安く、「安いのなら、日本
産を買おうよ」ということです。風評被害がなくなった
ら、今後、需要が増える可能性はあると思います。
ただし、ここで、少し言い過ぎかもしれませんが、頭を

冷やさなければならないことがあります。私は、資源ナ
ショナリズム的と勝手に名付けているのですが、「日本
で食べないで外に出すなんて何事か」と言った輸出に対
する反対意見は必ずあります。小型のサバなどが典型的
です。「それだったら、獲らなければよいではないか」、
「内需が減っているのだから、輸出するのはしょうがな
いじゃないか」と言ったら「違うだろう、内需が減って
いるのなら、内需を増やす努力をしなさい」、「『国内で売
れないから、輸出しろ』と言うのは安易過ぎる」と言っ
た意見の方はいます。輸出を促進するためには、こうし
た意見に何と答えるかということを考えておくべきだ
と思います。
もう一つ、これは私が考えたというよりも、ある先生
が話していたことで、私も同意したのですが、「輸出振興
に大義はあるか」ということです。国は漁業経営の安定
のために、漁業者や加工、流通業者にさまざまな金銭的、
非金銭的支援を行ってきたかと思います。これは、水産

日本にとって、輸出はどうあるべきか
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基本法や水産基本計画にある「水産物の安定供給の確
保」、国民への安定供給のためです。そこで、「輸出、輸出」
と言ってしまうと、国民への安定供給と言う大義がなく
なってしまいます。これをどのように理由付けるかとい
うことが、これからの課題ではないかと思います。
また、ノルウェーを見習えという話は良くありますが、
幾ら頑張っても日本は輸出を産業とすることにはできま
せん。図表12に示す、この線より上の国が輸出を産業と
しているところです。自給率が、アイスランド4,048％、
ノルウェーやペルーでも何百％、つまり、自国で食べる
より何倍のものを輸出することができるのです。それに
比べるとインドネシアは、今後、国内消費が高まると思
いますので、輸出国から輸入国に変わってくるかもしれ
ません。中国も早いうちに輸入国になると思います。ア
メリカも76、日本より自給率は高いですが、国内需要が
あるので、輸出はするけれども、輸出産業にまではなら
ないということです。そこで、これから生産量を増やせ
るとしたら、養殖に可能性があるのかと思います。自給
率が 100を超える国を手本にしてもしょうがないので、
日本は日本的な輸出振興を考えなければいけないと思い

ます。よく付加価値を付けろと言われますが、その典型
的なものが、タイにおけるツナ缶産業です。タイはツナ
缶の原料を 1トン程度しか獲っていません。しかし、世
界のツナ缶の 3分の 1がタイで生産されています。ツナ
缶は一大加工産業に成長しましたが、安い賃金でのタイ
人雇用が難しくなってきており、近隣諸国の人が低賃金
で働きに来ているという状況です。日本の賃金では付加
価値を付けるのは大変難しいことだろうと思います。
最後に、今後の課題としては、マーク主義・認証主義
への対応、TPPや関税などありますが、その中でも為替
レートへの頑健さが必要と思います。今は円安というこ
とで追い風が吹いていますが、米国大統領選にトランプ
氏が勝利してから、この 2カ月、3カ月で 20％変動して
います。このような為替レートに頑健に対応していく必
要があると思います。そして、ゲートウエーをどこにす
るかということです。産地から直接なのか、仲買なのか、
加工なのか、卸なのか、商社なのか、ノルウェーでは輸出
組合というものがあり、そこが輸出を担っています。日
本もオール日本で行えるかです。以上で終わります。あ
りがとうございました。（拍手）

頑張っても「輸出産業」にまではなれない
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講  演

日本産水産物を世界へ
～何を、誰に、どう食べてもらうか～

日本貿易振興機構（ジェトロ）理事　下村 聡 氏
昭和61年3月 東京大学経済学部卒。昭和61年4月農林水産省入省。平成20年7月水産庁資源管理部国際課長。平成22年7月生産局知的
財産課長。平成26年8月東北農政局次長。平成27年10月独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）理事。

始めに、私ども組織の紹介をいたします。私どもは、
日本貿易振興機構、ジェトロと申しますが、元々は経済
産業省所管の独立行政法人であり、日本と外国との間の
投資・貿易関係を発展させることを使命にしてきました。
発足当初から、農林水産物関係も細々とは行っていたの
ですが、やはり中心は機械の輸出、あるいは、一時、輸入
促進といったことも事業の柱として行っていました。と
ころが、5年ほど前から、農林水産物、食品の輸出を事業
の柱に据えて、本格的に取り組むこととなりました。そ
の中で、私は農林水産省から出向し、農林水産物の世界
への輸出の一端を担わせていただいているところです。
本日は、私どもジェトロが政府と連携しながら行ってい
る、特に商流構築やマーケティングの観点から、この日
本産農林水産物の輸出について話したく、副題を「何を、
誰に、どう食べてもらうか」としています。
内容的には、最初に輸出の現状、次いで、日本食ブーム

と日本食が世界でどのように捉えられているか、そして、
なぜこのタイミングでこんなにも「輸出、輸出」と政府を
挙げて言っているのか、輸出はどのようないいことがあ
るのか、ということを話したいと思います。とはいって
も、輸出するのに問題も多いでしょうと、では、その課
題をどう克服していくのかと。そこで、我々ジェトロが
お手伝いしますよという話になりますけれども、そのよ
うな形で進めたいと思います。
それでは、輸出の現状についてです。農林水産物、食
品の輸出は非常に好調に拡大してまいりました。昨年
は、7,451億、この輸出統計を取り始めたのが昭和 30

年ですけれども、過去最高の水準で、右肩上がりで伸び
ています。その中で、水産物は約 4割を占めています。
元々、グローバル商品として日本からも海外に輸出して
いたので、非常に大きなウエートを占める輸出の柱と
して伸びてきました。政府としては、1兆円目標という

農林水産物・食品輸出は年々拡大
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のを掲げて、「平成 32年、2020年までに輸出を 1兆円
にするぞ」と言っていたのですが、好調に伸びてきて、
さらに、体制も整ってきたことから、今年の夏には、1

年前倒し、「平成 31年までにやるぞ」ということになっ
たところです。
ところが、2016年の9月までの輸出金額を見ると、ほ

ぼ横這いの状態です。輸出の伸びが止まっています。こ
の要因は水産です。後ほど説明します。
ここで、輸出に関心のある方は、「農林水産業の輸出
力強化戦略 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/pdf/

nousui1.pdf」をご覧いただければと思います。ここには、
品目別に現状がどうなっているか、政府としてどのよう
な方向を目指していくのかが書かれています。もちろん
水産も記載されています。また、別冊には、世界の主要
な21カ国について、各国のマーケット状況、国民の嗜好、
あるいは、レストランとか、流通業の実態などが書かれ
てあります。是非、輸出をお考えのときには、この資料を
見ていただけると、まずファーストステップとしてはお
役に立つのではないかと思います。
水産物がどこに輸出されているかと言うと、香港が 4

分の 1強、次いで、アメリカ、中国、そして、ベトナム、
本来ならば韓国なのですけれども、韓国も規制が導入さ
れていますので、その影響があると思います。香港、ア
メリカが大変重要な水産物の輸出のマーケットになって
います。
また、それぞれの国々が、同じものを同じ割合で輸出

されているわけではありません。香港は、真珠、ホタテ
調整品、貝柱、ナマコなどです。真珠は食べ物ではあり
ませんけれども、他は中華料理の食材です。アメリカは、
ホタテ貝とブリ。中国は、圧倒的にホタテです。ベトナ
ムは、ホタテ、サバ、クラゲとなっています。国によって
輸出するものが異なりますから、輸出にあたっては、ど
の国なら、どのようなものが、人気があり売れているの
かを押さえておく必要があります。
次に、台湾はサンゴ、タイはマグロ、サバ、カツオ、こ
れは缶詰原料です。韓国はホタテ、そしてタイです。エ
ジプトは圧倒的にサバで、国内で商品にならないような
規格外のサバがエジプトには大量に輸出されています。
この間、「どうやって食べているんだ」と聞いてみたとこ
ろ、トマト煮にしたり、干して、その後、焼いて食べると
のことでした。彼らの庶民の重要なタンパク源というこ
とで使われているそうです。

品目のほうから見ますと、ホタテ貝は水産物輸出の
エースで600億円近くです。農林水産物全体が7,400億
ですから、その1割近くを担っているホタテ貝は、中国、
アメリカです。真珠ですと、香港です。香港が最終消費
者になるわけではなくて、香港はアジア全体の真珠のハ
ブに成っているためです。ブリは圧倒的にアメリカです。
最近はアメリカ以外のマーケットも広がっています。
次に、日本ブランド、日本食は人気があります。本当
に、我々は実感しています。あらゆるところでそういう

香港 ･米国・中国が水産物の主な輸出先
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ことを言われますし、そういうシーンに出会っています。
昨年の 10月まで 6カ月間、イタリアのミラノで「食」を
テーマにした万国博覧会がありました。大人気でパビリ
オンを2周するぐらい行列ができ、最高だと9時間待ち、

実は、我々ジェトロも、運用のほうが甘く、イタリア人は
大体待つのが嫌いだから、そんなに混むことはないだろ
うと思っていました。ところが、大人気、一番人気のパ
ビリオンで、「日本の食を見たい、勉強したい」、そして、

【参考】日本の主な輸出水産物の品目別内訳（2015年）

【参考】日本の主な輸出水産物の国・地域別内訳（2015年）
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中にはレストランあるのですが、意外にも天ぷらそばが
人気で、イタリア人がすごく気に入ってくれました。お
かげで、最後にどのパビリオンが素晴らしかったか表彰
があるのですが、日本館はトップの金賞を頂きました。
イタリア人は保守的で、イタリア料理が世界一おいし

いと思っています。私もミラノでイタリア料理のレスト
ランに入ったのですが、どのレストランに入っても、本
当においしいのです。そして、彼らが、そう思うのも間
違いないと感じました。今、そのような彼らが、日本食
にすごく関心を持っており、日本食ブームが起きている
のです。これは一つの事例ですが、このようなことが世
界中で起きていると思っていただければと。
そして、日本食ブームといったときに、その背景に何

があるかということを紹介します。一つは、健康志向で
す。多くの国では、元々、生きるために食べるというの
が第一目的でしたが、甘いものや脂っこいものの取り過
ぎなどで、健康問題に直面しているところが非常に増
え、その中で、ヘルシーな日本食に関心をもたれている
と思います。そして、もう一つは、「UMAMI」というこ
とが、今、世界の食の業界では非常に重要なキーワード
になっているということです。皆さん、五味というのを
お聞きになったことがあると思いますが、甘い、塩辛い、
苦い、酸っぱい。そして、辛いというのは、これは痛覚な
ので違います。今まで、人間の味蕾、味を感知する細胞
というのは、その4つ、基本、四味と言われていたのです
が、2000年に、うまみ、うまみとはモヤッとした味、そ

のうまみも独立した味として感知するということが、世
界的に科学の世界で立証されました。そうすると、この
「UMAMI」というのが、世界の共通語として広がってい
ます。それで、日本の日本食というのは、鰹節でだしを
取り、あるいは昆布でだしを取り、ちょっと違いますが、
シイタケでだしを取るという、うまみを柱とした日本食
が、フレンチのシェフなど、こういう人たちの間でも広
まり、それ以外の人たちも、「俺はうまみを知っている
ぞ」と言うと、ちょっと格好いいという感じで、広がって
きています。
ジェトロは、貿易振興機関で、ビジネスそのもののお
手伝いもするのですが、調査機関といった機能も持って
おり、世界規模で調査を行っています。ジェトロは、海
外 55カ国に 74の現地事務所があり、そこで日々、調査
活動、ビジネスサポートを行っています。これは、2012

年、13年に、13の国、地域において「あなたの大好きな
外国料理、自分の国を除いて、外国料理は何ですか？」を
聞いて結果です。その結果、アメリカは僅差でイタリア
料理と中国料理に負けているのですが、ほぼ全てのとこ
ろで、日本料理が一番でした。
内訳は、すし、刺身、天ぷら。すしといっても、やは
り生魚が中心になると思いますが、この辺が非常に人気
となっています。ちょっと意外というか、面白かったの
は、ラーメンとカレーライスが人気で、カレーライスが
フランスやイタリアで人気になっており、少し気になっ
たので、深掘り調査をしてみました。何人かにインタ

【参考】日本食品に対する消費者アンケート調査（2012、13年度）～ジェトロ実施調査結果より
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ビューをしてみました。そうしたら、みなさん日本のア
ニメをよく見るそうです。その中で、カレーを食べてい
るシーンがあるそうです。言われてみれば、高校生、青
春もののアニメなどでよくカレーを食べていたりするの
で、そういった効果もあるのだなと実感しました。この
ように、日本の食、特に水産物につきましては、世界的に
も関心が高まっています。
そして、世界の水産物ニーズは、世界の水産物消費量

はすごく増えています。鳥インフルエンザやBSEの影響
もあり、より安全な水産物をというのもあるでしょうし、
やはり、健康面といったところもあります。世界銀行の
推計では、消費量は2010～2030年の20年間で27％、3

割近く伸びるとされています。その中で、日本は 1割減
るという、少し悲しい結果となっています。中国は、伸
び率も消費量も大きく、このような巨大な市場がこれか
らも水産物を食べていくと見通されています。
では、なぜ、政府を挙げて「輸出、輸出」と言っている

のか、説明します。これからは、国内の消費が縮小して
いきます。日本の人口は、2010年から減り始め、高齢化
も進んでいきます。単純に言えば、胃袋の数も大きさも
縮小していくことになります。今の供給力を前提にする
と、需要と供給にアンバランスを生じることになります。
その一方で、世界の人口は増え、特に中国などは、今でも
日本の総人口と同じぐらいの富裕層がいると言われ、さ
らに、このような人たちが増え、かつ、他の国でも富裕層
は増えると思われています。そういう人たちが日本食に

関心を持っていますので、こうしたビジネスチャンスを
逃す手はありません。日本の水産業は、今後とも永続的
に存続して、国内への供給とともに、ビジネスとして成
立していくためには、輸出は有効な手段というのが、政
府、また、我々の考えです。
そして、輸出は、他にもメリットがあります。多くの
売り先を持つことで、リスクが分散できます。優良事
例として、北海道漁連のサケがあります。サケが多く
捕れたときは、国内の価格は暴落し、足りないときは値
が上がるということだったのですが、彼らは、中国への
輸出という販路を確立することでリスク分散に成功し
ました。
そして、「国内と異なる物差しにビジネスチャンス」が

あると言うことです。北海道や青森でナガイモを多く生
産していますが、そのナガイモが台湾や最近ではアメリ
カの中華系の市場に輸出されているのです。どのような
ものを輸出しているかと言うと、国内市場では適正なサ
イズがあり、大きければ大きいほど良いと言うわけでは
なく、あまり大き過ぎると、家庭用には不向きで、カッ
トして売ることになってしまいます。そうすると、これ
はキズ物扱いの値段になってしまい、生産地の人たちが
困っていたところ、台湾のマーケットにつながり、通常
の正規品の値段で輸出できたということがあります。中
華系の人に取っては、滋養強壮に、健康によく、しかも、
「大きいことはいいこと」というのが彼らの見方です。
一方、「小さいことがいいこと」という例もあります。

【参考】日本食品に対する消費者アンケート調査（2012、13年度）～ジェトロ実施調査結果より
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これはサツマイモです。日本のサツマイモはとても甘く、
アジア、特に東南アジア地域では人気となっています。
しかし、彼らが欲しいのは、歩きながら食べたいので、片
手で持って食べられる小さいサツマイモです。そこで、
九州のサツマイモ農家では、小型のサツマイモを作る農
法まで開発して輸出を行っています。
次に、「新たな発想で新商品開発」です。大阪の昆布問
屋さんの話です。関東と関西とでは、だしの文化が違い
ます。関東は鰹節主体のイノシン酸文化、関西は昆布主
体のグルタミン酸です。そんな彼らが、関東へ進出しよ
うとしたのですが、やはり、上手く行かなかった。そん
なときに、アメリカへ進出することにし、アメリカの見
本市などに商品を持って行ったのですが、だし用の昆
布を持ってこられても、アメリカでは、これはどのよう
にして使ったらいいのか分からないわけです。そこで、
液体、だし成分を抽出し、そこに塩などを入れ、そのま
ま使えるようにしたのです。しかも、スプレーで肉やパ
スタに掛けて食べるような商品を開発したわけです。日
本にいたら絶対思い付かないような発想で、さらに、こ
の商品を引っ提げて関東へ、今では、関東にも流通ルー
トを持っています。このように、違う発想を得て、新し
い展開ができる可能性があります。
「輸出を通じ国内市場を攻略」ということがあります。
最近、日本でも人気のあるお酒、日本酒ブランドが幾つ
かあると思います。その中の幾つかは、国内から広げて
いくよりも、海外で名を上げることによって国内市場を
攻めるというやり方をしている方もおられます。
また、「経営全体に好影響」ということがあります。輸
出しているということは、しっかりした経営を行ってい
ると言うことで、例えば、金融機関との関係も良好にな
る場合もありますし、何よりも、従業員の方が「うちは海
外とも取引しているのだ」ということでモチベーション
が上がります。昔ですと、地方から地方の大都市へ、そ
して、東京へ、そこで一段落したら海外へというのが定
番でしたが、最近は、地方からいきなり海外に進出して
成功されている事例も多くなってきています。
これとは反対に、リスクが高い、情報が不十分、商慣習
が違うといったところはあります。これらを総合的に考
え、あくまでも輸出というのは経営の選択の一つで、政
府が旗を振っているから何でもやらなければいけないと
いうものではありません。ただし、「いろいろな可能性を
開くツールにもなります」ということをご理解いただけ
ればと思います。
それでは、輸出で成功するためにはどうしたらよいの

か？いろいろなハードルはありますが、ここでは、4つほ
どお話しします。
まず、一つは、日本食、例えば、鰹節でも良いのですが、

「鰹節って何？」と、「どうやって使ったらいいの？」と
いうような基本的なことを分かってもらわないといけま
せん。次いで、食品輸出で問題となるのは、規制問題で

す。検疫やHACCP認証など。さらに、物流です。こちら
が売りたくて、買いたい人がいても、それを運んでくれ
る人がいなければなりません。そして、商流についてで
す。今まで「食品輸出は難しいですよ」と言っていた物
流業者さんが、「鮮度管理ができるコンテナのシステムを
開発しました」とか、あるいは、「鮮度保持のための保冷
技術や冷凍技術を開発しました」など、輸出そのもので
はなく、それをサポートする分野の参入が大きく動いて
きています。今までも過去にも何度か輸出ブームがあっ
たのですが、今はもう完全に地殻変動が起きて、「本当に
輸出をやるぞ」という雰囲気になっていると感じます。
「海外で日本食の人気があるよね」と、「じゃあ、何か
持っていったら、売れるのでは」とよく言われるのです
が、実は、そのようなことなく、間に立って、それを商
売としている方が、「あ、これならいける」と納得しない
と、人気があっても、それは商流にはならないというこ
とです。
国内で余ったときだけ「買ってくれ」と、国内で売れる
ようになったら、「いや、もう出すものはありません」と
言ってしまっては、信頼関係が壊れ、その後、続かないと
いうか、もう復活できません。
また、ブランド化すれば売れると言って、「ブランド
化、それはそうでしょう」と、そこで、「ブランド化と
は？」と言うと、「いや、とにかく名前を売り込むことで
す」と言われる方がいます。「マークを作るのです」と。
これは、自分のマークを作って、それがすごく面白けれ
ば人気は出るかもしれませんが、基本的に買い手にとっ
てみれば、マークというのはただの模様にしかすぎな
くて、もともとブランドというのは、消費者にとってみ
れば、何か価値を保証するための機能です。その部分は
しっかりないと、売れません。例えば、「うちの商品はす
ごく安全です」、「使い勝手がいいです」とか、「こういう
アレルギー物質を含んでいません」と、どこで勝負する
かということがあり、その部分を消費者に認知してもら
わなければいけません。「これは、こういう価値が保証さ
れるから、では、この商品を選びます」となって、初めて
ブランドというのは成立します。
また、ばらばらに売り込むというもあります。特に香
港、シンガポール、台湾、食品の成熟市場と言われてい
るところですが、いろいろな自治体さんが日替わり、週
替わりで売り込みに行かれます。例えば、北海道には多
くの自治体があり、それぞれがばらばらに、国内で考え
ても、遠くの県の自治体さんがばらばらで売りに来た
ら、そもそも、それが何県かが分からなければ、アピール
になりません。それが国外に行ったら、そもそも県名を
知っている人などいませんから、そこは、みんながまと
まって行かなければなりません。
そして、「他人任せ」、これは輸出する場合、全てを生産
者さんが行うことは難しく、商社に頼らざるを得ません
し、頼ったほうがうまくいくケースが多いと思います。
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ところが、中には、もう任せきりになってしまっている
人が多く、何か、「商社さんに任せたら、全部代わりに
やってくれるかな」と期待している人も結構いるのです
が、そこまで商社は手が回りませんので、基本的な手続
きは商社さんに任せるにしても、やはり自分である程度
分かっていないといけませんし、営業に行ったり、ある
いは、消費の場面でも、いろいろな情報、クレームとかも
含めてフィードバックしてもらって、それを商品改良に
生かすとか、そういうようなところまで踏み込んでやら
ないと、なかなか輸出というものは成功にはつながって
いかないというのが、現場からの実感です。
今日、私が伝えたいことは、言い古された言葉ですけ

れども、「『プロダクト・アウト』から『マーケット・イン』
へ」。「何か、余っているから、これをどこかに売ろうか、
最初はそれでもいいのですけれども、結局、買ってもら
う人にとって、何がどう役に立つかと、「いや、このよう
にその人の役に立つから、この商品をこのように売りま
す」というところがないと、なかなか成功には結び付き
ません。そのためには、1回やってみて、失敗するのは普
通だと思っていただければいいと思います。やはり2年
とか、3年とか、それぐらいの単位で計画を立てて取り組
まないと、輸出というのは永続的なものにはなりません。
そこで、3つ考えなければいけないと思っていまして、

一つは、自分の商品、それから買ってくれる人、そして、
その間をどうつなぐかということです。商品の強み、「日
本の商品の強みって、何ですかね？」と言ったときに、幾
つか考えられると思います。おいしい、安全・安心など、
いろいろなことがあると思います。実際、日本の商品が
安全・安心というのは強みです。中国で製品を作ってい
るある会社が、日本に進出したいと。彼らは別に中国で
作ってもかまわないが、日本で作るとメイド・イン・ジャ
パンとなる。すると、中国で売れるというのです。特に
中国、中華系の人にとって日本の製品は安全・安心なイ
メージを持っているということです。そして、商品の強
みには、アフターサービスも含まれ、バイヤーが「もう少
しサイズを小さくしてくれ」などの要求に対しての丁寧
な対応など、そのようなサービスも含めて、自分の商品
の強みは何かということを明確にして、このようなこと
は、最初に仮説を立ててもそのとおりに行くことはない
ので、それを何回か、トライ・アンド・エラーで繰り返
していく中で、自分の商品ならではのものを作っていく
ことが必要と思います。
そして、「相手（市場・消費者）を知る」というのがあ

ります。これは、日本の主な食品のマーケット、相手先
です。香港は日本からの輸出の 4分の 1を占める大人気
市場なのですが、人口は 700万人程度です。ですから、
香港は、日本商品であふれ返っています。イメージでい
いますと、香港、シンガポールというところは、日本の東
京とか大阪で勝負するような感覚で勝負しないといけま
せん。日本のニュース、流行、彼らは日本と時差なく知っ

ていますので、バイヤーは「日本で今一番はやっている
ものを持ってきてくれよ」というようなことを言います。
次はアメリカです。アメリカは3億人の人口がありま

す。我々の感覚からすると、一つの国ではないです。東
海岸と西海岸、ニューヨークとロサンゼルスというのは、
全然好みも違います。東海岸は、ニューヨークの中で
ぶっ飛んだというか、「最新鋭のものを持ってきてくれ」
と。西海岸は日系人が多いということもあり、「ほかも
使っているような安心した商品がいいね」と。中西部は
といいますと、昔ながらの食べ物で、食べ物に対しては
保守的です。同じ国であっても、特に大国、アメリカ、中
国、インドなどは、一つの国の中にいろいろな国がある
ような感じで、マーケットが違います。そこのどこを狙
うのか。その地域だけではなく、高齢者なのか、富裕層
か、女性か、あるいは、イスラム教徒をターゲットとする
のか、その辺は明確にし、戦略を立てていかないと難し
いです。
「しっかりコミュニケーション」というのは、相手が
決まると、流すルートも変わってきます。高級百貨店に
置くのか、あるいは、その辺のスーパーに置くのか。高
級路線で行きたい人が、取引してくれるからといって、
その辺のスーパーに置いてしまった途端に、ブランド
イメージは壊れてしまいます。プロモーション、広告の
方法も違います。ハイエンドな、とても高いレベルのブ
ランドは、広告などは一切しない方法を取っているとこ
ろもあります。ソーシャルネットワークを使って攻める
というのもありますし、そうしたコミュニケーションの
仕方というものもよく考えていかなければいけません。
ということで、いろいろ大変と思われると思うのですが、
そういったこと、リスク、コストを少しでも減らすお手
伝いをジェトロでは用意させていただいているというこ
とです。
ジェトロでは、年間十数回、海外現地の専門家を呼ん
で、マーケットセミナーを行っています。先日も、ドバ
イの専門家を呼んで、「ドバイの食品マーケットはこう
です」というようなセミナーを行いました。ジェトロの
ホームページを見ていただければ、いつ、どこで、どのよ
うなセミナーを行うのか、無料ですので、ぜひご関心の
ある方は見ていただければと思います。そして、Halal、
最近では、ちょっと関心を持たれているKosher、これは
ユダヤ教の食品規定です。ユダヤ教徒は世界で1,200万
人ぐらいしかいないのですが、アメリカ、北米市場です
と、ビバリーヒルズなどにはユダヤ人の方がすごく多く、
そして、北米全体にKosherが広がっており、Kosherマー
クと認定を受けたマークが付いているものは高級品とい
うような認識があります。このように、いろいろな地域
の制度といったものについても、ジェトロは、全国で年
間 200回ぐらい、各種セミナーをやっていますので、ご
活用いただければと思います。先ほど、消費者調査、「日
本食が一番人気ですよ」ということを申し上げました
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が、ほかにもいろいろな調査を行っていますので、ホー
ムページをご覧いただければと思います。そして、まず
何をしていいか分からない、実際に取り組みを始めた中
でお困りのときには、ジェトロの窓口に相談していただ
ければと思います。
また、商談のやり方についてです。事前にどのような

準備をしていけばいいのか。商談というのは、限られた
30分の時間の中でどうしていくのか。最初の10分で何を
話し、相手と何を詰め、最後、どうクロージングして、商
談の後、どのようにフォローしていくのかとか、そうい
うようなセミナーもあります。マーケティングセミナー
というのは、これはどうやってターゲットとする国を
絞っていったらいいのかとか、こういったセミナーもや
らせていただいています。
そして、基礎的な力を付けたところで、実際に商談を

する場面の設定ということも行っております。水産に特
化したことでは、世界の3大水産見本市というのがござ

います。ボストン、ブリュッセル、そして、先日行われ
た中国の青島です。これはかなり人気でした。一番はホ
タテです。価格が高騰している中でも、現地のバイヤー
さんはまだ買います。昨年は、40億円近い商談が成立し
ていました。ただし、こういうところに出典できる条件
としては、やはりHACCPへの対応が重要となってきま
す。このようなことへの対応、HACCPセミナーを我々
と大日本水産会と一緒に行っています。輸出に取り組ま
れるのでしたら、そういったところの対応もしっかりし
ていただければと思います。
ジェトロは、基本的な部分からご相談に乗らせていた
だきますし、いろいろなお手伝いをさせていただけると
思っていますので、これからお気軽にジェトロにご相談
いただきたいと思いますし、周りに輸出に関心がある皆
さんがいらっしゃいましたら、ぜひジェトロをご紹介い
ただければと思います。

※役職名等については、平成28年12月の講演時点のものです。

【参考】農林水産物・食品輸出の国別・地域別特徴
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パネルディスカッション

 パネリスト 

手塚 義博
▶ 一般社団法人 
大日本水産会 国際・
輸出促進部 部長

 パネリスト 

高原 裕一
▶  水産庁 
漁港漁場整備部 
計画課 課長補佐

 パネリスト 

中薗 康彦
▶  東町漁業協同組合 
第２事業部 部長

 パネリスト 

下村 聡
▶  日本貿易振興機構
（ジェトロ）理事

 パネリスト 

吉岡 俊介
▶  株式会社オーク
専務取締役

 パネリスト 

林 浩志
▶  漁村総研 
第１調査研究部 次長

世界へ広げよう日本の水産物 
～水産物輸出に向けた漁港・市場の役割～

 座 長 

山下 東子
▶ 大東文化大学
教授

趣旨説明
山下　少子高齢化というのはどの業界でも枕詞になって
いますが、この水産業界でもそういうことで輸出振興が
進んでいます。これから水産物の輸出を積極的に行うた
めに必要なことや課題について、既に先進的に輸出に取
組まれている業者の皆様、あるいは、それをサポートす
る皆様から話を伺い、皆で考えていきたいというのがこ
のパネルディスカッションの目的です。
　日本の水産物の品質がいいということで、水産物の輸
出が始まり、増えているわけですが、漁獲、水揚げから、
選別や陳列、出荷に至る過程においても、鮮度が良く、衛
生的である適切な取扱いが求められています。安定的に
輸出を行うために産地の漁港や市場でしなければならな
いことを考えていきたいと思います。
　問題は、産地では、往々にして輸出の状況を把握して
いないということです。市場から後は、どこに行き、誰
が食べているのかが捕捉できておらず、ブラックボック
ス化しているというのは、この情報社会において大きな
問題です。特に輸出となりますと、求められる規格、安
全性というのがまた違ってまいります。まずは、それに
ついて考えたいと思います。
　まずは各パネリストの皆様から、自己紹介を兼ねて、
水産物の輸出の取り組みについてお話を頂きます。
吉岡　株式会社オークの吉岡です。すしネタ用、刺身用
の商材であるアジのフィーレの輸出事業の概要を説明さ
せていただきます。
　私は株式会社オークに勤務しており、役職は専務取締
役です。カナダのバンクーバーの水産加工会社に勤務し
た後、東京の貿易および飲食店運営会社での勤務を経て、
1998年に現在の株式会社オークに入社し2003年より現

職を務めています。
　株式会社オークは鳥取県境港に 1991年の 6月に設立
され、2005年6月に株式会社へ組織変更、社員数120名
の水産業界の中では中堅ぐらいに位置付けされる会社で
す。2006年9月にHACCPの認証を取得し、翌年の秋頃
からアメリカ・ロサンゼルスのブローカーとの取引から
海外輸出をスタートさせ、現在は、北米を中心に、約 10

カ国への輸出を手掛けています。
　海外輸出を始めた頃、アメリカでの日本食市場の規
模を知り、5年後に 3億円程度の売り上げという大きな
目標を設定しましたが、初年度の売り上げは300万円程
度、2年目も初年度と同程度と、現実を知らされました。
　われわれが注力して、今後も集中的に販売を行って
いきたいと考えているのは、日本食レストランが約2万
5,100店舗ある北米市場です。日本食レストランの店舗
数だけを見ますと、アジア圏内が約 4万 5,300店舗と圧
倒的に多いのですが、複数の国、地域にまたがっており、
それぞれの国、地域によって、問屋も異なれば、商習慣も
異なり、言葉の壁もあります。北米市場として、アメリ
カとカナダの 2カ国に限定すれば、同一の問屋、英語の
みで取引できるということで、こちらに注力をしていき
たいと考えています。
　現在は、日系の大手食品問屋との取引に特化しており、
現地の問屋から見ればオンリーワンの商品として扱って
いただいています。当初の売上金額はいまだに達成でき
ていませんが、遅ればせながら、取り組むべき課題が明
確化されてきたかなと感じているところです。
　輸出において苦労をしたのは、まず、すしに対する概
念の相違です。もともと日本国内の回転ずしチェーン店
や量販店向けにすしネタを提供しており、拡大する海外
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の日本食市場を狙って輸出をスタートさせたわけです
が、現地に行ってみると、同じおすしといっても、カリ
フォルニアロールのような形のロールずしを海外ではお
すしと呼び、いわゆる日本の江戸前のおすしとはまるっ
きり違ったものになっており、なかなかアジが普及して
いかなかったということがあります。アジという魚は、
海外では非常にニッチな商材なのです。
　そして、次が、日系の食品問屋間の競争の激化です。
当初はいろいろな食品問屋に取扱われていましたが、「他
社が扱っている商品は、自分のところは扱いたくない」
という業者さんが非常に多かったため、現在は、限定し
た大手の食品問屋さんとの取引に特化をしています。
　3つ目に、海外での販売活動には資金が必要であると
いう点です。当初は売上金額は少なかったため、出張の
頻度が低く、情報量が不足しており、ますます販売がス
ムーズにできなかったというようなところがあります。
　そして、最後が、言葉の障壁です。海外における日本
食レストランで日系オーナーの店というのはごくわずか
で、それ以外のボリュームゾーンは日系以外です。その
ボリュームゾーンを攻めていくためには、言葉の面でも
きちんと現地の方とコミュニケーションが取れるような
態勢を作っていくというところで、苦労をしました。
　今後の計画ですが、まず、引き続き北米市場において
集中的な営業活動をしていきたいと思っています。これ
までに構築した経験値と人脈を駆使し、現地の販売員の
方が売りやすい、または売りたくなるような仕組みを構
築していきたいと考えています。次に、レシピ提案と現
地のユーザーが求めるサービスを提供します。アジの握
りは現地では受け入れられませんので、アペタイザー等
で使っていただけるように現地のユーザーに対してレシ
ピを提案しており、今後も継続していきたいと思ってい
ます。また、当初の目標の売り上げを 3年以内には達成
していきたいと思っているところです。
　今後の展望としては、北米市場におけるアジの認知度
の向上、そしてそれを基に、北米市場における成功事例
のモデル化、これをもって、他国への輸出事業を加速化
させていきます。そして、その一環として、将来的には、
EU向けの輸出という目標を視野に入れ、そのために、生
産段階からの衛生管理、トレーサビリティの確保、生産、
加工、流通事業者が連携した取り組みが必要になってく
ると感じています。ただ、これに関しましては、行政の
皆様のご支援等々が必要な、越えていくべき課題もたく
さんあるようにも感じています。
山下　続きまして、東町漁協の中薗様からお話と、自己
紹介を頂きたいと思います。お願いいたします。
中薗　皆さん、お疲れさまです。東町漁協の養殖ブリの
輸出に向けた取り組みということで、今までやってき
たことや今後の展望について、輸出に特化したところで
話をしていきたいと思っています。
　今、日本のブリの生産量は 10万から 11万トンだと思

います。東町漁協の年間出荷量は、1万2,000トンから1

万3,000トン、匹数で約200万尾ちょっとを周年出荷で
国内および海外に出荷しているというのが現状です。
　売り上げは、養殖ブリだけで100億弱で、その中から、
加工部門が約60億、国内の市場向けの普通のラウンドが
約60億というのが現状です。で、年間、約100万尾ほどを
加工します。そのうちの海外向けというのが、現状で約
20万尾で、5分の1というところまで来ています。
　東町漁協は、鹿児島県の最北端にあります。もともと
は島なのですが、昭和49年に国に橋を架けてもらい、飛
躍的に発展しました。年間の平均水温が19度で、海流が
早く、ブリを養殖するのには最適と言われています。で
すが、赤潮のメッカの熊本県の八代海に隣接しているた
め、平成21年、22年の2年続きで赤潮の大打撃を受けて
います。波がなく、台風のときでも水揚げができる、養
殖場に近い環境もありますが、この島に漁協の加工場が
できたことによって、輸出が伸びていきました。
　養殖を始めたのは50年前の昭和41年です。橋ができ
て飛躍的に物流が良くなり、餌の入手や水産物の販売も
容易になったところで、1982年、昭和 57年から対米輸
出を始めました。HACCPなどはまだない時期で、10キ
ロ以上の大ブリを、そのまま 1本ずつ冷凍して、アメリ
カに輸出していました。
　それで、平成 6年に新しい加工場を造り、加工部門が
飛躍的に伸びてきました。生鮮輸出に関心が向いたとき
にHACCPというのを知り、加工場でHACCP認証を取
る取組みをはじめ、平成10年に養殖魚の加工場では日本
で最初にHACCPの認証を取っています。
　その後、当然、生鮮と冷凍という 2つで輸出を伸ばし
ていったのですが、そうしているうちに、国のほうから
どんどん提案が来るようになりました。まずEU向けの
輸出ができる施設を整備しようといわれ、3年ぐらいか
けて平成15年の8月に日本で初めてEU・HACCPを取
りました。
　その後、海外向けを拡大しました。平成17年に中国向
けの施設登録を取り、11月に上海に鹿児島空港を使って
出荷をしました。生鮮です。ただ、このときは字が違う
等のクレームで生鮮水産物を通関で1週間止められ、売
り物にならないなどがあり、中国はやめようとなりまし
た。その後、平成19年にブリについて日本で唯一のロシ
ア向けの輸出の施設登録を取り、週 1便、ロシアへの輸
出を続けています。平成26年の5月にベトナムの輸出登
録ができ、ブラジルも申請中です。その後、平成26年に
もう一回中国を始め、何とか10月に成功して、今も週に
1便ずつ上海に生鮮で輸出しています。
　ブリは、製品ベースで約1,000トン以上輸出していま
す。冷凍を輸出していましたが、HACCPを取ってから
生鮮が伸び、冷凍が少なくなってきています。平成21年、
22年と赤潮被害が続き、お客さんがいったん離れました
が、現在では約17億まで復帰してきています。
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　輸出先は世界29カ国です。ただ、
全て続いているわけではなく、台
湾、オーストラリア辺りは、ストッ
プしています。EUにしても、止
まっているところもあります。こ
れは、為替による値段の問題で、わ
れわれがもう対応できないという
こともあります。
　今後の課題としては、いろいろな
認証を取ってきていますが、養殖
魚にはASCという基準があり、こ
れの取得に向けて取り組んでいま
すが、結構ハードルは高いと感じて
います。これから輸出を約 50万尾
にしたいという 5カ年計画も立て
ていますので、その辺りに向けて、
販売していこうとしています。
山下　今度は、ジェトロの下村さん
のほうからお話、自己紹介と、それ
から取り組んでいらっしゃること
について、お願いいたします。
下村　ジェトロの下村です。先ほ
ど講演させていただきましたので
簡単に話します。各地域でいろい
ろな商談の場を作ったり、あるい
は、個別のご相談に応じるという
ようなこと、あるいは、情報提供と
いうことでサポートをさせていた
だいています。以上です。
手塚　大日本水産会の手塚と申し
ます。私どもは、2つ事業をやって
います。一本は水産物輸出拡大の
プロモーションで、全漁連、全海
水、全水加工連、主な全国団体等
が集まって水産物・水産加工品輸
出拡大協議会をつくり、海外でのプロモーションや国内
でのマッチングを行う輸出拡大の事業です。もう一本は
HACCPに関係する事業で、国民の皆様に安心な魚を提
供するということで、水産業の衛生管理の高度化、普及、
それと対米輸出のHACCPの認定をやっています。さら
に、2年前から、水産庁が実施するEUの認定の事前審査
センターとしてEUの審査にも関係しています。
山下　それでは、高原さん、お願いします。
高原　水産庁漁港漁場整備部計画課の高原と申します。
私は、一昨年度から水産庁の計画課というところに着任
し、そこで、文字どおり、漁港、漁場の整備に関する計画
といったものに携わらせていただいて、その中で、衛生
管理対策、ひいては、輸出促進対策といった業務に携わ
らせていただいています。例えば、特定第 3種漁港の衛
生管理対策の基本計画を作るときには、実際にその会議

等に参加をさせていただき、その基本的な部分のお手伝
いをさせていただいています。私は、皆様方と違って、
施設整備、インフラ整備の部分の業務を担っているとい
うことで、今日は、実際に携わっていらっしゃる皆様方
のお話をお伺いしながら、勉強させていただけたらと
思っています。
山下　では、林さん。
林　漁村総研の林です。私は、輸出というよりも、これ
まで十数年間、市場の衛生管理について調査し、計画を
立ててきています。水産庁から委託を受けたり、都道府
県、市町村から市場の衛生管理について相談されながら、
現場で調査し、対策を立案するといった計画作りを中心
に携わっています。今日は、衛生管理、品質管理といっ
た視点から話ができればいいかなと思っています。
山下　ありがとうございました。今、一通り、自己紹介

養殖ブリ輸出の現状（東町漁協）

農林水産物輸出インフラ整備プログラム
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と、それからどのようなことに取り組まれているかを伺
い、吉岡様と中薗様には、ご苦労をどのぐらいされてい
るかというお話も伺いました。お二方に一つだけ伺い
たいことがあります。当時、国内にもまだ十分な市場が
あったにもかかわらず、なぜ海外に早い時期に飛び出そ
うと、考えられたか、そのきっかけは何でしょうか。
吉岡　私が仕事をしていたカナダのバンクーバーはさほ
ど人口の多い町ではありませんが、当時から、多くの日
本食レストランがあったため、これが北米市場全体であ
れば、もっと大きな市場であろうと考えたことがきっか
けです。もう一点は、日本国内の市場はまだ開拓余地も
ありますが、競合他社もたくさん存在するわけで、簡単
に申しますと、われわれはいわゆるブルー・オーシャンを
求めて海外へ飛び出したというようなところです。
中薗　輸出に取組んだ一番の原因は、安定しない国内市
場です。昭和57年に輸出を始めた当初は、海外からのオ
ファーだったのですが、やり方も分からず、商社さんも
入れて行き当たりばったりで始めましたが、輸出を増や
していく中で、やはり感じているのは、国内市場の不安
定さが海外に目を向ける一番の要因だったのではないか
と思っています。
山下　ありがとうございました。それでは、今度は、水
産庁の高原さんに話を伺いたいと思います。水産庁と
して産地の漁港、市場について、どのような輸出振興対
策をしていらっしゃるか、お聞かせください。
高原　まずは国でどのような輸出の促進に力を入れてい
るかご紹介をさせていただきます。
　政府全体で輸出強化戦略というのがあり、その中で、
「水産物の輸出拡大に向けた取り組み」というのが参考資
料的に出ているのですが、これは、ある意味、戦略の中
身でして、その中に、養殖や漁船漁業といった国内生産
体制の整備、それから市場の拡大としてソフト対策を進
めること、輸出先国の規制やニーズに対応した環境整備
という三本柱で構成されており、漁港や加工場といった
インフラ整備については、一番下の「輸出環境の整備」と
いうところで掲げられています。漁港に関する部分です
と、「拠点漁港において高度な品質衛生管理体制を構築」
と、こういったものを進めていくことになっています。
　また、今の強化戦略をどのように実践していくかとい
う観点で、10月末に農林水産物輸出インフラ整備プログ
ラムが策定されました。これは、ハード面のインフラ整
備とソフト面のインフラ整備ということで、そのハード、
ソフトを一体的に整備していきましょうという構成に
なっています。ハード面のインフラ整備としては、生産
加工集積拠点、物流拠点、海外拠点といった拠点ごとに
対策が示されています。これは、当面の具体的な整備案
件という面がございまして、ハード面のインフラ整備に
ついては、当面、40カ所、整備をしていきましょうとなっ
ており、この中に漁港関係が15カ所位置付けられている
ところです。

　このインフラ整備プログラムの中で、水産関係につい
ては、先ほどの強化戦略を少し具体化したようなかたち
で記述されており、主要な漁港等を中心に、閉鎖型荷捌
所や冷凍・冷蔵施設の整備を行い、品質衛生管理を高度
化し、漁獲物の陸揚げ機能や処理能力を向上させていく
ことで輸出を拡大していくということになっています。
　予算の概要を少しご説明しますが、まず、水産物輸出
拡大緊急対策事業として95億円あります。その中では、
大規模な流通輸出拠点漁港において輸出促進に資する
ような施設整備を一体的にできるような事業になってい
ます。また、従来からあります加工場の整備、加工場の
HACCP取得のための新制度やソフト対策の事業も一体
的にパッケージ化されて 95億となる事業が今あるとい
うことです。
　もう少し具体的にみると、まず施設整備の部分ですが、
品質衛生管理の高度化、漁獲物の陸揚げ機能および処理
能力の向上があります。閉鎖型の荷捌所や屋根付き岸壁、
ストック機能としての冷凍・冷蔵施設、衛生管理上重要
な製氷施設、こういったものを一体的に整備をするとい
うことです。
　ただ、施設整備だけではなく、やはり適切なソフト対
策と一体的に行われてこそ、この効果が最大化されると
考えており、こういった整備に当たっては、まず地域で
協議会みたいなものを立ち上げていただき何をどこに出
すかや相手国のニーズ等を踏まえた上で、施設整備を展
開していくということが重要であると考えています。
　また、冒頭に、山下先生のほうから、水産物を輸出する
に当たっては流通経路が見えづらいことが課題というお
話がございましたが、私どもも施策を推進するに当たり
まして、非常に高いハードルになっています。
　私は一昨年、計画課で、各漁港の管理者さんにその漁
港からどんな水産物を輸出しているか尋ねたところ、ほ
とんどが「分からない」というような回答で、漁港管理者
さんでも把握できていませんでした。
　このように水産物輸出は流通経路が複雑な故に、自分
が何をどこに出しているかが分かっていないので、アジ
アで何が好まれているのかといったマーケット・インと
いう考え方の真逆を行かざるを得ないということになっ
てしまっています。やはり、まずは産地のほうで、どう
いったものをどこにどのような形で出していくかという
のを考えて、そのためには、どういうインフラが必要で、
どういうソフト対策が必要でというのを考えて、それで
輸出の拡大に努めていっていただきたいというのがお願
いです。
山下　ただいま、高原様のお話の中に、物流、商流が複
雑で、漁港からその先どこへ出ていっているのかが分か
らないというのが課題だとご指摘を頂きました。その前
に、手塚様のほうから、水産物・水産加工品輸出拡大協
議会、をおつくりになったという話がありますが、この
オール水産のほうからご覧になって、今の日本の水産物
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の評価とか市場とかいうものをどのように考えたらいい
かということについて、お話しいただけますでしょうか。
手塚　昨年できたこの協議会は、品目別輸出団体という
ことで、12の団体が一緒になって活動しています。昨年
は、輸出可能な、可能性の高い品目を検討するため、ジェ
トロさんと連携して、イギリス、タイ、マレーシアの水産
物マーケットの調査を行いました。結果は、報告会の開
催や、HPへの掲載により、広く普及しました。
　2番目に、広告媒体およびリーフレットを作って海外
への日本の製品のPRをしました。さらに、各団体の方が
それぞれ単独、あるいは共同でセミナー等を開催してい
ます。
　3番目に輸出環境の課題解決ということで、2月にEU

のHACCPの専門官を 3日間招聘し、1日目は水産庁と
私どもと厚労省の三者と協議をし、2日目は公開セミナー
でEUの考え方を説明してもらい、3日目は、実際の日本
の加工場がどのようなもかを見せました。次に、海外の
バイヤーを招聘し、ジェトロと共催で商談会をしました。
　協議会のホームページにいろいろ入っていますので、
ぜひご覧になっていただきたいと思います。また、ぜひ
地元でもご紹介いただければ幸いです。
山下　ありがとうございました。いろいろ取り組みをし
ていらっしゃる協議会のことを説明していただきました
が、ジェトロの下村さん、何か付け加えてお話しいただ
くことはございますでしょうか。
下村　そうですね。もう大体いろいろな取り組みを書い
ていただいたのですけれども、こういった取り組みを使
うに当たっては、海外でのニーズ、評価というのをしっ
かりつかんでいただかないといけません。見本市に出ま
すと、日本の水産物に対するニーズはすごくあるのです、
もっとHACCPを取って参加していただきたいとは思っ
ています。ただ、個別に商談が成立するかどうかという
のはまた別問題ですし、あと、用途も、加工用なのか、あ
るいは、規格外のものを庶民の方向けに安く出すのか、
日本食向けに出すのか、あるいは、フレンチか、何か新
しいところに出していくのかとか、用途によって全然変
わってきますので、こういう点をしっかり考えてやって
いただかなければいけないと思います。情報を集めたり、
試験的にトライアルする際にはジェトロでお手伝いさせ
ていただいていますので、ぜひ活用いただければと思い
ます。
山下　ありがとうございます。これから少し個別具体的
な取り組みについて伺います。まず先に生鮮で輸出する
ということについて、そして続いて、今度は冷凍を輸出
するということについて、順に伺いたいと思います。ま
ず、下村さんに続けてお話を頂きたいと思うのですけれ
ども、日本の水産物を生鮮で輸出するといいますと、鮮
度の確保が必要になってくるわけですが、そうやって苦
労して生鮮で輸出しますと、海外では、どのぐらい評価
されるのでしょうか。冷凍を意識しながら、お話を頂け

ればと思います。
下村　どういうターゲットに出していくかによって、鮮
度の問題は変わってきます。例えば、フレンチの三ツ星
レストランなどのシェフは、「俺は絶対冷凍なんか使わ
ないんだ」と、「チルドだよ」ということを言われる方
が結構多いです。ただ、そういうハイエンドなニーズは
あるものの、冷凍に比べると、ハンドリングが難しいと
いうのがデメリットです。特に、日本のようにコールド
チェーンを完備しているところは、世界を見てもほとん
どなく、そういった面でコストが掛かり、実際に運べる
かというような問題があります。ですから、そういった、
本当にそこまでコストを掛けていけるようなターゲット
が見つかれば、可能性はあると思います。
山下　ありがとうございました。それでは、実際に取り
組まれている東町の中薗さんから、課題、あるいは取り
組みを教えてください。
中薗　われわれも、生鮮を出しています。生鮮品につい
ては、ピラミッドの頂点の一部の人たちが生鮮というこ
だわりをもっています。生鮮だと物流も空輸に限られ、
規制の少ないアメリカでも1枚ずつ温度計を貼る必要が
あり、コストがかかります。ブリに関してはかなりアメ
リカでも冷凍が流通しているのですが、鮮度感を求めて
いる市場が1割程度はあると感じています。
山下　ありがとうございました。オークさんも生鮮で
出していらっしゃるのではないかと思いますが、どうで
しょうか。
吉岡　輸出スタート時には、確かに生鮮で出していた時
期もございました。ただ、一方で、非常にコストの掛か
る事業ですので、弊社のほうでは、もう完全に冷凍へシ
フトをしています。それによって、現地でアジのフィー
レを使っていただける幅は格段に広がってきました。わ
れわれは東町漁協さんと異なり、アッパー層だけではな
くて、ミドル層、またその下というところをターゲット
層と捉えていますので、今現在、弊社では、冷凍製品オン
リーで輸出をしています。
　ただ、鮮度管理は非常に重要な要素であると認識を
しています。われわれ加工業者は、加工段階において鮮
度を向上させることは不可能なので、生産段階でいかに
高鮮度なものを港に水揚げしてくれるかというところ
が、われわれの製品のクオリティーにも影響が出てくる
非常に重要な要素であると認識しています。
山下　ありがとうございます。それでは、大水の手塚
さん、生鮮輸出のメリット、あるいはデメリットをまと
めてお話しください。
手塚　今、お話がありましたように、生鮮で輸出できれ
ば、すし、刺身といった非常に鮮度感のいいものを出せ
ますし、ある種のストーリーを出せるだろうと思うので
すが、それは、やはり費用が掛かります。なので、こう
いった費用を価格にオンできれば、鮮魚は、ある意味で、
ジャパンブランドとして確立できるだろうと思います。
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　ただ、問題点としては、安定供給です。鮮魚ですから、
熟成ということを考えても、せいぜい4日、5日くらいし
か、賞味期限、消費期限があるため、常に安定供給ができ
るかという問題があります。さらに、価格も不安定だと
いうこともあります。さらに、必要な量が確保できるか
もあります。
　衛生的な問題でいきますと、天然ブリやサバ等、われ
われが好きな刺身でも、生で出すと、寄生虫というハ
ザードがあります。アメリカ、ニューヨークだと、すし、
刺身は、全てワンフローズンにしろという要求が出てい
ます。衛生的な面でみますと、「生よりも冷凍のほうがい
いよね」という話もあるのです。
　さらに、国内の流通網、輸出先のコールドチェーンが
担保できるかということもあると思いますので、ター
ゲットを絞り込むようなかたちでの鮮度というものが必
要かなと考えています。
山下　ありがとうございました。今、冷凍のほうがむし
ろメリットがあるというお話も伺いましたけれども、ど
うしても生鮮より冷凍のほうが価格的には出ないという
ようなこともあるのではないかとも思われます。その辺
りにつきまして、ジェトロの下村さん、また東町さん、
オークさんにお話を伺いたいと思います。
下村　確かに、山下先生がおっしゃるとおり、プロのこ
だわりというのがあり、情緒的な面、イメージとして、チ
ルドしか使っていないというのを売りにしていることも
ありますし、また、冷凍の難しさや適切な解凍といった
技術が現地の受け手のほうに伴っていないと、品質的に
差が出てしまう面があり、そこはクリアしていかないと
いけないと思います。
　逆に、メリットとしては、ハンドリングのしやすさが
あります。様々な場所から様々な時間差で集めて、まと
めて、飛行機ではなくて、船でも運べたりするわけなの
で、コストを抑え、時差を調整できるというメリットが
あると思います。とは言いながら、やはりこれも生鮮よ
りはハードルは低いにしても、コールドチェーンの問題
があり、通関のところで炎天下に店ざらしされていて、
またその後、再凍結して、冷凍ものだけれども実は傷ん
でいたとかいうこともありますし、東南アジアの某国に
行きますと、冷凍車などがありませんので、空港から店
までは段ボールにドライアイスを入れて運ぶしかないと
か、そういうようなところもありますので、生鮮、チルド
ほどではないにしても、まだまだコールドチェーンとい
う問題は残ります。
　ただ、一方で、これはアメリカの FDA、衛生当局は、
魚について寄生虫対策としてマグロとかサーモンといっ
た赤身の魚以外のものにつきましては、冷凍処理するこ
とを推奨しています。で、実際、昨年、ニューヨーク市は、
刺身として生魚で提供する場合には、必ず冷凍処理する
というようなことも求められてきていますので、冷凍と
いうものにつきましても、やむを得ずというよりも、も

う積極的に対応していく必要も出てきているのではない
かと。また、どなたかからお話しいただければと思いま
すが、冷凍についても、かなり生鮮に近いような形で提
供できるような技術も開発されてきていますので、その
辺は大いに期待しているところです。
山下　ありがとうございます。それでは、中薗さん、先
ほど、ピラミッドの頂点が生鮮だということでしたが、
では、ピラミッドの下のほうの冷凍の話をお聞かせくだ
さい。
中薗　ブリは、特に冷凍品というのが一番輸出で多く、
物流コストで約 8分の 1ぐらいになります。消費期限に
しても、冷凍にすることによって1年となるというのが
メリットです。
　確かにコールドチェーンができていないところもかな
りあり、クレームが起きるというのも現状です。冷凍の
鮮魚は解凍時に必ずドリップが出たり、血合いが変色し
たりということが起こります。ブリに関しては、特にそ
れがひどいというのもあり、それを抑制するいろいろな
取り組みも国の事業で行われています。
　先ほど下村さんからも出ましたが、アメリカではFDA

も冷凍を推奨していますが、ブリについては、CO（一
酸化炭素）冷凍というのがほとんどです。日本では流通
させたら駄目で、アメリカしか認めていない冷凍技術な
のですが、これによりブリがアメリカ市場のピラミッド
の中の下のほうにも波及するぐらい、飛躍的に広がって
いっています。学校給食にブリが使われるようになった
というところもあり、将来的にももっとそういう日本の
魚も当然認められていくのではないかと思っています。
山下　ありがとうございます。アメリカで流通するとき、
イエローテールというふうに出るのですか。それとも、
ブリというふうに出るのですか。
中薗　日本はいろいろな産地がありますけれども、鹿児
島産だとか、四国産だとか、香川産だとか、関係ありま
せん。海外は全てイエローテールです。それか、ハマチ
です。ですから、ブリという名前もありません。
山下　ありがとうございました。それでは、今度はオー
クの吉岡様、いったんは生鮮も取り扱っていらっしゃい
ましたけれども、今は冷凍に特化していらっしゃるとい
うことですが、お話をお願いいたします。
吉岡　先ほどもご説明させていただきましたように、弊
社は、輸出製品に関しましては、全量、冷凍の製品を製
造、また販売を行っています。ただ、営業活動で現地を
訪問しますと、確かに特に日系人のレストランでよく
「冷凍製品だから品質が悪いのではないか」、「自分たちの
お店では、日本からのフレッシュのアジを活用している」
というような声をよく頂戴します。そういう場合には、
魚をキャッチしてから最終製品化するまでの時間という
ところに着目し、「だからこそ、鮮度管理が行き届いてい
る。冷凍だから低鮮度、フレッシュだから高鮮度という
わけではない」というようなお話をさせていただきなが
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ら、少しずつご理解を頂くようにしています。
　で、実際にわれわれの取り組みとして、魚をキャッチ
してから港に帰港するまで、これは境港の立地的な要素
が絡み合うわけですが、漁場から港までが約 2時間、そ
して港から弊社の工場までが約5分、そして工場に搬入
してから最終冷凍の製品化するまでが約45分で仕上がっ
ていますので、そういう意味では、魚をキャッチしてか
ら、最短であれば、3時間以内で最終製品化、冷凍化して
います。そういう意味では、いつもアメリカに営業に行
く際には、決して冷凍だから低鮮度というわけではない
というような主張をさせていただいています。
山下　昔、ドクター論文のためにマグロの国際流通を
やっていたのですけれども、生鮮は、キャッチから日本
の市場に届くのに14日ぐらいかかるときがあるのです。
でも、冷凍ですと、キャッチしてすぐに冷凍して、そこか
ら時間が止まりますので、かえって新鮮で安全であると
いうように思ったことを今思い出しました。
吉岡　あとは、弊社の製品はアジという小型魚だからこ
そ、冷凍、最終冷凍製品化するまでの時間が非常に短縮
できており、また、解凍もパックのままで流水で解凍す
ることでロス率も低下すると推奨しています。東町漁協
さんが手掛けていらっしゃるようなイエローテールなど
は、厚みの問題などもあって、凍結までの時間、また解凍
の時間、当然、解凍のムラというようなところも出てく
ると思いますので、冷凍が、必ずしも適しているという
わけではないのではないかなと感じるところです。
山下　漁獲して加工場であるオークさんに届くまで、産
地でどのようなことを期待されているかということにつ
きましても、お話しいただけますでしょうか。キャッチ
までが 2時間ということですが、これを、例えば、「もっ
と短縮してくれ」とか、あるいは、「水揚げのときにこう
である」とかいうようなことです。
吉岡　先ほども申し上げましたとおり、われわれが品
質を維持、また保証するためには、生産段階における鮮
度管理、衛生管理というところが大変重要な要素である
と認識しています。また、われわれも、浜で毎日買い付
け業務を行うわけですが、船によっては、鮮度感のない
ものも当然のように水揚げされます。そういう意味では、
浜に上がったタイミングで、いわゆる目利きをしながら、
要は、弊社の加工に見合った魚だけをセレクトして買い
付けをするというような形を取っています。ただ一方で、
港全体というような観点から行きますと、いかにして鮮
度管理、衛生管理を生産段階から取り組んでいくか、結
果的には、港全体としての一元管理をいかにして行って
いくのかというのが非常に重要な要素ではなかろうかと
思っています。
山下　管理の担い手は、一体誰になるのでしょうか。
吉岡　これに関しましては、生産者だけではなくて、当
然、中間に当たります仲買業者、荷受けの三者が一体と
なり、生産者が一生懸命、命懸けで取ってきた魚を陸揚

げする際、また、陸で魚を仕入れた仲買業者、そしてわれ
われ加工業者も含め「境港から出す商品は全てこういう
品質である」というような明確なものが必要ではなかろ
うかと思います。
山下　東町さんは、ご自身が産地でもあり、また、取って
くるのではなくて、養殖ですから、その辺り、もっとス
ムーズに自在にやっていらっしゃるのではないかと思い
ますけれども、いかがでしょうか。
中薗　やはり、先ほども出たように、天然魚と養殖魚で
何が違うかというと、安定供給です。これができるかで
きないかで変わってきます。冷凍品だと、安定供給が確
実にできるようになります。1年先まで供給が確定して
しまうわけです。ブリというのは冬場の魚で3月ぐらい
までの旬の時期に脂の乗った一番いい魚をストックでき
ます。だから、われわれは、常に安定というのをうたい
ながら、営業活動をやっています。
山下　そろそろまとめの時間に入らせていただきたいと
思うのですけれども、これから水産物の輸出を促進する
ために、漁港とか市場に求められることは何かというよ
うなことを順番にお聞きしたいと思っています。また、
そのときに、産地や市場が果たす役割というのも一緒に
考えていきたいと思います。まずオークの吉岡さんから、
口火を切ってください。
吉岡　漁港、市場に求められることというところで、生
産者、私が考えるところですけれども、生産者、そして仲
買業者、そしてわれわれのような加工業者の三者の連携
が必要ではなかろうかと感じています。ここから発展さ
せて、産地のブランド化というようなところを目指せて
いけたら、理想的とも感じています。
　ただ、高鮮度な魚を持続的に供給できるような仕組
みを構築するというところが非常に重要で、一過性では
なくて、継続的に供給できるような仕組みづくりという
ところが非常に重要な要素だと感じています。
　また、期待するのは、この連携強化のための取り組み
に対する支援策です。なぜこういうことが取り組みとし
て必要かというと、私は、製品の商品価値はお客様の手
元に届いて初めて生まれるものだと認識しており、そう
いう意味で、全ての関係業者へのご支援をぜひともお願
いしたいと感じています。
山下　ありがとうございました。
中薗　われわれ漁協としては、まず生産者がきちんと生
活ができるような体制を作ってやると、生産者、イコー
ル、組合員というのをもっと大事にしないといけないと
いうことです。
　支援としては、いろいろな事業を今後もやはり進めて
いってほしいと思っています。うちも地方卸売市場を
持っており、前浜で上がる天然魚を海外に売り込んでい
くということも視野に入れると、市場の老朽化への対策、
沈下への対応といった整備についても輸出だけではな
くて、国内流通という点からもぜひお願いしていきたい
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です。少しでも漁村が元気を取り戻して、魚をたくさん
取ってくる、いい魚をたくさん育てる、こういう環境づ
くりをぜひお願いしたいと思っています。
下村　今までの繰り返しになりますが、われわれジェト
ロの観点からは、輸出について取り組むという意向があ
れば、まず現地で、漁港関係者、市場関係者、あるいは
漁協、自治体といった関係者の皆さんが集まって、体制
づくりをしていただきたいのです。そして、輸出のため
にやるのでしたら、ターゲットを見据えていろいろな
議論をしていってほしいです。これは、いきなりやれと
言っても難しい話ですので、ぜひジェトロにお手伝いさ
せていただきたいと思います。実際、水産物に限らず、
輸出のための協議会などに、現場のジェトロの事務所の
職員をメンバーに入れていただくということはよくやら
せていただいています。ですから、遠慮なく声を掛けて
いただきたいと思いますし、そもそも輸出について、や
るかどうかも含めて一から勉強したいというのでした
ら、声を掛けていただければ、セミナー講師なども派遣
できますので、ご活用いただければと思っています。
手塚　漁港市場というのは、鮮度管理をきちんとやれ
ば、すなわち、漁港の温度管理をやれば、微生物の増殖
はコントロールできてしまうのです。これは水産庁の補
助事業で、多くの漁港には専用設備ができています。さ
らに、殺菌海水が多くの漁港で整備された結果、以前は
食中毒要因のナンバーワンだった腸炎ビブリオがほとん
ど食中毒に出てこないようになりました。温度管理をき
ちんとやる、それから衛生管理をきちんとやるというこ
とにすれば、安全なものを提供できるのです。それは、
結果的に鮮度管理もできるという話なのです。ですので、
市場、漁港に関しては、ぜひ管理主体、漁業者、それから
市場の職員の方、組合の方に、やはり「みんなで管理する
という仕組みをつくって、一個一個やっていただければ
いいかと思います。
　EUの水産加工場の認定は難しいですが、この2年間で、
あっという間に20程度増え、45になりました。ですから、
市場だってできないことはないと思います。やはり前浜
の魚を、アメリカだろうが、EUだろうが、出せるような
仕組みをやっていただければいいのかなと思います。そ
ういったもののいろいろなお手伝いはさせていただきた
いと思っています。
高原　今日は、いろいろお話を伺いしまして、魚をまず
取ってきて、それを加工するまでの時間、そういったも
のがセールスポイントになるというようなお話もありま
したし、それまでは、漁港、市場の陸揚げをして、それを
衛生的に出荷、うまく分荷をして出荷するという当たり
前の機能が重要なのだということをあらためて認識をさ
せていただきました。そういう意味では、漁港機能とい
いますか、流通機能を維持して、また強化をしていくこ
とを、引き続き、取り組んでいきたいと思いました。ま
た、衛生管理対策も、やはり漁港、市場は水産物流通の出

発点ですので、先ほど、鮮度は上げられないという話が
ありました。そういう意味でも、衛生管理、それは輸出
促進のためだけではなくて、いろいろな面で重要になっ
てまいりますので、その辺も、私どもはこれからも十分
PRをしていって、全国的に広めてまいりたいと考えてい
ます。
林　最後ですので、しゃべることがなくなってしまいま
した。今まで市場で衛生管理、鮮度管理というのをやら
れていましたが、取り扱いの時間と温度上昇というのは
まだまだ下げることができるだろうと思っています。水
産物が市場に入ったときに、温度が上がるのは、やはり
市場が温度を上げているのです。選別方法、陳列方法は
まだまだ不十分なところがあるかと思います。ですから、
より高度な品質のものを出していくためには、そこを改
善していけばいいのではないかと思っています。
　あと、衛生管理のこういった計画を立てていた中、や
はりこれまでは陳列といったところを主体として、市
場のほうを計画してきました。そういった中で、衛生管
理をやろうとしますと、やはり面積が狭いのです。で、
今、われわれが調査したり、やっているものにつきまし
ては、やはり衛生管理対応にしますと、面積で大体 1.5

倍ぐらいに広がってしまいます。水産物を滞りなく海側
から陸のほうに流すとなりますと、やはりそれだけの面
積が必要になってくるのでしょう。ですから、そういっ
た面積を確保する必要が出てきます。
　あと、やはり低温で管理するにあたり、室温を下げる
ということはまずできないので、いかに水氷を活用して
いくか、その水産物に対する適温で保存していくかとい
うことになるかと思います。大きなところなど製氷施
設が荷捌所から離れたところにある場合に、どうやって
氷を供給させていくのかというようなことも考えなくて
はなりません。製氷施設がちょっと離れたところにある
場合は、市場の中に貯氷施設を造って、そこから十分に
供給していくというようなことや、砕氷機を市場の中に
置き、そこで砕いて、製氷するなどしています。このよ
うに一体的な整備を図っていけば、より高鮮度のものが
まだまだ出していけるのではないかと思っています。
山下　ありがとうございました。いったん、ここでパネ
リストの方々からのお話を止めていただき、今度はフロ
アの方々からのご質問なり、コメントを頂きたいと思い
ます。皆様、お考えになっている間に、お二方に少しコ
メントを頂きたいと思います。まず、全国さんま棒受網
漁業協同組合の大石様にお越しいただいていますので、
何かコメント等ございましたら、お願いいたします。
大石　紹介いただきました全さんまの大石と申します。
サンマを安定供給させるために、今年から、業界という
か、サンマ棒受網漁業の漁業者の組合でサンマの輸出に
取り組んでいます。矛盾した言い方なのですけれども、
自分たちで取ったサンマを外国に輸出するということ
で、安定供給を目指すということをやっています。
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　これはサンマの漁業と日本での需要にも関係していま
すが、ほかの魚と異なりサンマは消費が 9月、10月、11

月に特化している極めて季節性の高い商品です。また、
サンマはその時期にしか日本近海に来ませんので、漁業
もその時期に取るということで、漁業の旬と消費の旬が
合致している漁業形態になっています。
　一方で、最近、サンマ資源の悪化と地球温暖化の影響
で需要の高い時期にサンマが日本近海に来遊してこな
い状態が続いており、ロシア水域に入漁させてもらって
取っています。しかし、ウクライナ制裁以降、ロシアの
日本に対する対応が非常に厳しくなってきており、取り
締まりがきつくなり、入漁料もどんどん上がっていると
いうことで、単にお金を払うという関係だけでは、もう
サンマを取らせてもらえなくなるという恐れが極めて高
いという状況になっています。
　一方で、おととしの日露の漁業委員会の中で、ロシア
側から提案があり、5月、7月の本漁期以外にロシアの加
工母船を派遣するので、日本の漁船と協力して、公海で
サンマを獲り洋上売魚しようという提案がありました。
大型で冷凍設備を持った公海の操業に合致した台湾、中
国などの漁船に対し、日本のサンマ漁業は近くで生サン
マを取って大至急帰ってくるという形態なので公海上で
の競争力が低いため、ロシアの加工母船を出してもらう
ことは、漁船能力と冷凍能力の面でうまくマッチングす
るということがあり、27年に事業をやってみて、技術的
にできるということが分かりました。
　今年、皆さんもご承知のとおり、1月からサケ・マス流
し網がロシア水域でできなくなるということで、北洋サ
ケ・マス対策の補正予算が付き、5月、7月に公海のサン
マを獲り、サケ・マスの代替漁業にするという事業がで
き、それに全面的に乗っかりました。ただ、5月、7月の
サンマを日本に持って帰ってくるというのは、漁業調整
上もいろいろ問題があり、旬のサンマを大切にしなけれ
ばいけないと流通業界からも反対があり、今は全部輸出
に回しています。3年間の事業ですが、実施する中で、何
とかロシアとの関係を良くしていきたいです。
　正直言って、28年は大赤字でした。生産者の組合が輸
出をやるのは、素人がやるような話で、1年間はかなり失
敗しましたけれども、事業はまだ続きますので、来年以
降、もっと拡大をして、輸出をしたいと思っています。
山下　ありがとうございました。もう一方、この間まで
海洋産業システム協会にいらっしゃいまして、現在、日
本水産缶詰輸出水産業組合にいらっしゃいます長島様に
コメントをお願いいたします。
長島　長島と申します。私は今、輸出缶詰組合にいるの
ですが、長年、大水さんの市場事業の委員をやってきた
関係がありまして、今日は大変勉強になりました。
　EUがHACCPを導入した後、日本の水産物を全面的
に禁輸した事件があったのですが、その直後に、フラン
スやEUの市場を見に行った経験があります。その際に

驚いたのが、衛生的というよりは、むしろ、漁業の構造改
革を、市場づくりをしながらやっているという感じを受
けたのです。日本もいつかそういう局面がなければ、こ
れは国際的な競争に勝っていけないという感じがしたこ
とを思い出しました。
　で、今日は、高原さん、林さん、手塚さんのお話を伺っ
て、まさに今、そういう展望が開けてきたのではないか
と思います。やはり市場においても、生産性を考えてい
かなければならないのではないかと思っています。ぜひ
とも、衛生的な高度衛生市場・漁港を検討し産地のさま
ざまな取り組みがお金になるように、ご支援をお願いし
たいと思います。どうぞよろしくお願いします。
　それからもう一つ、インフラ整備だけではなくて、ソ
フト面でもという話がありましたが、その中では、今日、
手塚さんがお話になりましたように、EUの証明を水産
庁がやるようになりました。これはすごく大きなことだ
と思いますので、EUに限らず、全ての組合の輸出に対し
て、そういった円滑化が施せるような対応が必要なので
はないかとも考えています。
山下　ありがとうございました。それでは、フロアのご
参加者の皆様のほうから、何か、質問、あるいはコメント
などを頂きたいと思います。いかがでしょうか。
木村　岩手県から来ました木村と申します。水産物の輸
出について、今まで不透明だった部分が市場から実際の
海外での消費までつながった気がして、非常に勉強にな
りました。
　衛生管理市場を作ることが輸出に対して有効だとい
うのがつながった感じがします。今日の東町漁協さんや
オークさんでの話は直接輸出されているため非常に分か
りやすかったのですが、商社が入るなど流通過程が複雑
な場合もあって、岩手県では輸出の現状がつかみ切れて
いない状況があり、困っています。分かりにくい部分は、
どうすれば分かりやすくなるかとか、逆に、分からない
ままでいいのか、分からないままでも、このように取り
組みを進めていく感じでいいのか、ちょっとご意見を頂
ければと思います。
山下　質問を頂きましたので、どなたか、お答えを頂け
ますでしょうか。下村さん、お願いします。
下村　ジェトロの下村です。100％のお答えになるかど
うか、ちょっと自信はないですけれども、われわれが今
やっていることをご説明したいと思います。
　今日ご説明された東町漁協さんやオークさんとは異な
り、これから一から始めようとしたら、どうしても商社
等を頼らないといけないと思います。
　ジェトロでは、直接輸出される方の支援だけではなく、
これから食品の輸出をされる方を応援するという商社の
方たちをリスト化して、全国各地でお見合いの場などを
設定しています。そういうものを活用していただくとい
うのがまず一つです。
　次に重要なのは、体制づくりや意識づくりです。生産
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者サイドがどういうところをやるのか、あるいは、商社
さんにお願いするとしてもきちんとフィードバックをす
るような関係を築いていくことが重要で、生産者サイド
も意識を持って、貿易についてある程度の認識を高めて
いただければと思います。一日にしてできるような話で
はないと思いますが、そういう取り組みを進めていくと
いうことが重要だと思いますし、お手伝いさせていただ
けると思っています。
山下　はい。ほかには、いかがでしょうか。
浅川　水産土木センターの浅川と申します。最初の山下
先生のご講演に、国民への水産物の供給の安定を図るこ
とを主眼としなければならないということで、もちろん、
輸出につきましては大賛成なのですけれども、根っこの
議論として、国内の魚価の安定が図られないと、本当に
おいしい水産物が全部海外に流れていってしまっては、
日本の食文化が問題になりかねませんので、やはり国内
のマーケットをしっかり充実していくというのもやって
いかなければいけません。
　そこで、先ほどの話でミラノの見本市が非常に好評を
博したというのを聞きますと非常にうれしいですし、日本
人というのは、海外の評価に対してビビッドに反応します
ので、質のいい日本の魚を再評価するために、こういう海
外の評価をフィードバックして、さらに日本人にその日本
の食の良さというのを理解していただき、評価を醸成しな
がら、国内のマーケットもうまく活性化していくという、
そんな、全体として盛り上げていくような政策が取れた
らと思っているので、そのヒントになるようなことをパネ
ラーの皆さんから頂ければと思います。
山下　はい。難しい質問ですけれども、どなたか、いか
がでしょうか。オークさんとか。
吉岡　確かにおっしゃられますように、国内の需要、食
への供給という非常に大きな課題は抱えるわけですけれ
ども、ただ、一方で、生産者の皆さんが継続的に事業を
行っていけるような環境も当然のように必要不可欠で
す。そういう意味では、われわれは今現在、輸出事業を
手掛けていますけれども、これは当然、当社としても、少
しでも販売単価が取れる販売先の確保、先ほども申し上
げましたように、ブルー・オーシャンだからこそ、そう
いう取り組みができるというようなお話をさせていただ
きました。
　われわれも、できるだけ生産者の皆様が命懸けで取って
きた貴重な資源である魚を少しでも高く購入することが
できるような体制構築をしていきたいという思いを持っ
て、こういう事業への取り組みをさせていただいています
ので、その意味では、国内の市場を無視するというわけで
はなく、並行して生産者の皆さんの生活の安定であった
り、事業の継続というところをまず第一に考えながらやっ

ていくべきではなかろうかとも感じています。
山下　ありがとうございます。私のほうから、最後に総
括のようなことを短く申し上げます。
　今日のお話を伺っていますと、衛生管理という言葉、
それから鮮度保持ですね。この2つは何回出てきただろ
うと。正の字を付けておけばよかったと思うほどです。
　まず衛生管理のほうですけれども、これはHACCPに
代表されるもの、東町さんは 1998年にお取りになって
います。これは、確か、1997～1998年に、アメリカ向け
輸出は全部HACCP工場でというような、そういうお触
れが出たのです。そこにいち早く対応されていまして、
これから、来年もうすぐ 2017年ですから、あれから 20

年、ようやくみんなにHACCPという言葉が浸透して、
そしてそのために漁港、あるいは市場も対応しようとい
うことになりました。ちょっと取り組みとしては押っ
取り刀かなと思うのですけれども、それも今まで日本市
場が大きかった、日本市場に頼っていれば生きていけた
からだということでもあると思います。これからは、輸
出を据えて、またHACCPを取り入れた方は、「最初は面
倒くさかったけれども、やってみたら、当たり前に必要
なことだった」と結構言われます。お1人ではなくて、何
人からもそう言われるのです。外国でもそれを聞きまし
た。ですから、そういう意味でも、こういう衛生管理に
ついて考えるのは大事なことであって、ぜひ、漁港、漁場
の衛生管理というものを JIFICさんはじめ、皆さんに取
り組んでいただきたいと思います。
　もう一つのこの鮮度保持という話ですが、これはオー
クの吉岡様のほうから、「自分たちのところに来てから
は、もう鮮度を上げられないのだ」と、「鮮度は、取る人
が取り始めてから市場に上げて自分たちが買うところ
まで、そこまでで上げてもらわないと、後はどうしよう
もないのだ」という話をされまして、これは大事なこと
だと私は思いました。そのためにも、衛生管理の整った
インフラの整備の中で、今度はソフトのほうですね。漁
業に関わる人々の気持ち、あるいはそれの取り組みとい
うものをやっていかなければいけないのだという良い教
訓、あるいはお話になったのではないかと思います。お
のおの、皆さん、取り組まれている方々、それを支援して
くださっている方々、お話を頂きまして、またフロアの
皆様にもご協力を頂きまして、このシンポジウムを終わ
ることができたかと思います。本日は、どうもありがと
うございました。
進行　以上をもちまして、パネルディスカッションを終
了とさせていただきます。座長を務めていただきました
山下先生、それからパネリストの皆様、どうもありがと
うございました。（拍手）
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報  告

韓国宮坪港と百味里漁村体験村を訪ねて

1．はじめに
昨年9月に韓国ソウルで開催された漁港運用・管理先

進化方案準備のためのセミナー（詳細はニュース欄参照）
に招かれ訪韓した機会を利用して韓国西海岸にある宮
坪（クンピョン）港と百味里（ペンミリ）漁村体験村を訪
れ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、柳青魯理事長自らご案内をいただくな
ど韓国漁村漁港協会に多大なお世話になりました。この
場を借りて御礼申し上げます。
今回訪問した宮坪港と百味里漁村体験村はソウル市か

ら南西方向へ約 60km行った韓国の西海岸にあります。
行政区域で言うと京畿道華城（ファソン）市に属してい
ます。華城市は人口約 60万人の町でソウル市に近いた
め近年人口の増加が著しいようです。
宮坪港と百味里村は韓国の西海岸にあり、黄海（韓国

では「西海」とも呼ばれている）に面しています。
韓国の海洋調査院のホームページによると、①西海の

平均水深は44m、最大水深は103mで全体に大陸棚が形
成されていて、干潟が発達し養殖業が活発である ②塩分
は 33‰ 以下と低く、季節により水温と塩分の変化が著
しい ③水温は冬には表面と海底がほとんど同じ様に低
くなり操業が成り立たず、夏には表面水温は高まっても
西海中部の海底には6～7℃の低層冷水塊が残っていて
西海冷水性魚類が分布する ④主要な魚種は、魚類では、
イシモチ、ニベ、サバなど、貝類では、アサリ、ハマグリ、
アワビ、カキなど、軟体類ではイカなど、甲殻類では海
老、ガザミなどが獲れるとされています。

韓国の西海岸は干満の差が大きく、今回訪れた宮坪港
からそれ程離れていない国際貿易港仁川港においては、
潮位差が8～10ｍにもなるとのことです。日本で最も潮
位差が大きい有明海でも6m程度ですのでいかに韓国の
西海岸の潮位差が大きいかがわかります。19世紀後半、
西欧諸国のアジア進出が盛んになる中、日本は攘夷に失
敗したが、朝鮮は、この潮位差により攘夷に成功したと
いう趣旨のことを司馬遼太郎が書いていたことを思い出
しました。
宮坪港や百味里村の近辺にも有明海と同様干潟が広
がっていますが、有明海と同じ様に干拓事業も盛んに行
われてきたようです。宮坪港ももともとは現在防潮堤に
より淡水湖とされたファオン湖の中にあった港だとの
ことです。近くには諫早干拓との関連で日本でも有名に
なった始華湖があります。
始華湖は、もともとは、干拓地に造成される農地や工
業団地の用水を供給するため、海を 12kmにも及ぶ防
潮堤で締切り淡水化する計画により生まれた人工湖で
す。1994年に防潮堤は完成しましたが、その後、流域の
工場排水や生活排水の流入で水質が急激に悪化したた
め、1997年以降海水を流入させ始め、2000年12月に韓
国政府は始華湖の淡水化を放棄し、海水化を宣言しまし
た。湖の中に葦の湿地公園が整備され、現在では渡り鳥
のやってくる生態系豊かな大規模人工湿地として有名
になっています。また、潮位差を利用した韓国初、世界
最大規模（施設容量 254MW）の潮力発電所も 2011年
より運転を開始し年間 552GWhの電力を供給するとと

図1　宮坪港と百味里村の所在地（Google Mapより作成） 図2　宮坪港と百味里村（拡大）（Google Mapより作成）
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もに、海水循環に貢献しているとのことです。蛇足です
が「始華湖」という名称は、防潮堤が始興（シフン）市と
華城市を結んでいることからつけられたものだとのこ
とです。

2．宮坪港
宮坪港は、京畿道華城市が管理する漁港でソウルから

車で約2時間の場所にあります。宮坪港が位置する宮坪
里は、高麗時代の初めから、宮廷が管理する野原が多く
存在していたことから、「宮野」と呼ばれており、その後
「宮坪」という地名に変わりました。
宮坪港は、2004年に漁村定住漁港として指定され、

2008年に国家漁港に昇格した漁港で、現在のところ京畿
道唯一の国家漁港です。背後の宮坪里には288世帯656

名が居住し、そのうち漁家は 118世帯、漁業者は 161名
です。登録漁船数は 295隻、外来漁船数は 391隻で、水
揚げされる主要な魚種は、アサリ、イイダコ、サザエ、ガ
ザミ、その漁獲量は 2,150トン、漁獲金額は 5,032百万
ウォンです。

宮坪港が位置する韓国北西部沿岸は、干満差が我が国
の有明海をも上回るほどで、干潮時には港内の泊地は干
上がってしまいます。大きな干満差に対応するため、物
揚場は写真2の左手に見えるように階段式となっていま
した。

その物揚場の上には、水産物を販売するための不法に
占用していると思われるコンテナが立ち並んでいるのが
わかります。また、防波堤へ足を運ぶと漁業者による露
店が営まれていました。

さらに、その先には、釣り桟橋が整備されており、無料
で利用できるようになっています。当日も多くの人々が
釣りを楽しんでいました。

一方、物揚場の背後には、水揚げした魚の選別やせり
などを行うための水産物委販場が整備されていました
（写真2の右端の青い屋根の施設）。当日は場内で選別作
業を見ることができました。また、場内には活魚水槽も
設置されていました。壁にはいろいろな魚種の禁漁期を

写真1　宮坪港航空写真

写真2　階段式物揚場の背後に立ち並ぶコンテナと水産物委販場

写真3　漁業者が営む露店

写真4　釣り桟橋

写真5　水産物委販場での魚の選別作業（背後に活魚水槽）
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示したパネルが掲示され、漁獲が禁止されている体長と
禁止されている期間が細かく規定されていました。
水産物委販場に隣接して、水産物直販場があり120余

りの活魚刺身料理屋が店を出していました。地元の水産
物だけでなく、韓国各地から運んできたものも多く売ら
れているそうです。売られている水産物がすべて活魚
だったのは、日本と大きく違っている点です。アカガイ
やハマグリ、ガザミは地元の特産品です。ヌタウナギも
韓国ではたいへん好まれる魚種です。
韓国の漁港では、釣り桟橋や水産物直販場などが整備

され、一般の人々を対象とした観光的な利用が積極的に
行われていることがわかります。

3．百味里（ペンミリ）漁村体験村
3. 1　韓国の漁村体験村について
昨今わが国においては外国人観光客が増加しています

が、それらインバウンド需要を含めた滞在型の旅行者を
漁村に呼び込むことにより、漁村地域の活性化を図って
いこうとする政策、いわゆる「渚泊」推進対策が平成 29

年度の重要な政策として位置づけられました。本対策に
おいては、現場の実施体制の構築や地域資源を魅力ある
観光コンテンツとして磨き上げる取組（漁業体験プログ
ラム等の企画、漁村の滞在に必要な宿泊施設の整備等）、
国内外へのプロモーションに対する支援を今後行ってい

くことになっています。
漁村観光についての取組みは、韓国においては、漁港
法が漁村・漁港法へと衣替えされ、国に漁村総合開発計
画をつくることが義務付けられていることもあって日
本よりも歴史があります。また、韓国漁村漁港協会は漁
村観光の推進に関しても重要な役割を果たしているよ
うです。
韓国漁村漁港協会のホームページを見ると、主要事業
の一つとして、漁村の競争力強化が掲げられ、2005年よ
り継続して漁村観光活性化に取り組んで来られているよ
うです。ホームページに掲げられている具体的な事業内
容を見ると実に多彩で強力です。
① 海洋観光のポータルサイト「海旅行」（www.seantour.

com）の運営

・オーダーメード型「海旅行」情報提供
・ 漁村体験商品予約および特産品販売などオンライン
直取引市場運営
・ その他漁村観光活性化支援事業のオンライン業務お
よび広報支援
・ 漁村体験村運営実績、ホームページ運営活性化、事務
長教育など支援

②漁村観光広報

・ 公信力ある漁村観光情報提供で肯定的なイメージ向上
・ 各世代の要求と興味中心の生活密着型情報提供で体

写真6　禁漁期を示すパネル 写真7　水産物直販場の様子

写真9　水産物直販場で販売される水産物（ガザミ）写真8　水産物直販場で販売される水産物（アカガイ、ハマグリなど）
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験刺激拡散
・ 多様な媒体活用（空中波TV、広報パンフレット製作、
オンラインポータル コンテンツ製作など）

③「美しい漁村訪問」プログラム運営

・ 漁村の景観、文化、食べ物などを体験できるパッケー
ジ旅行プログラム運営

・ 都市 -漁村間交流拡大を通した水産物と漁村の優秀
性に対する全国民的認識向上

・多様な招請行事を通した漁村体験村広報
・漁村体験村外国人観光客誘致支援
④漁村体験村管理支援

・ 漁村体験村の運営体系、施設およびサービス水準な
どに対する等級制評価

・ 漁村観光関係者による発表および討論等を通して活
性化方案を模索する漁村体験観光ワークショップ

・ 漁村体験村間の競争力強化および優秀村育成のため
の漁村体験村前進大会

・ 漁村活性化を通した漁業外所得増大のため、専門家を
活用した新しい政策発掘などをする漁村創造フォーラム

⑤漁村体験村保険加入支援

・ 漁村体験村の運営不安要因の解消とともに経済的負
担を減らすことができる保険商品維持強化

・ 保険加入希望漁村体験村に対して総保険料の50%内
外支援

・漁村体験村の事故時処理支援などの行政
・ 安全強化のための教育進行および安全管理マニュア
ル製作支援

韓国の漁村体験村は、もともとは、漁村・漁港法に規
定される漁村総合開発事業の中で漁業外所得創出の一環
として漁村観光をテーマとする事業費が執行された地
域を「漁村体験村」と名付けたとのことですが、現在は、
「都市と農漁村間の交流促進に関する法律」第5条により
「農漁村体験休養村事業者」として指定を受けたものを
呼んでいるとのことです。「都市と農漁村間の交流促進
に関する法律」では、

第5条（農漁村体験・休養村事業者の指定）

①  農漁村体験・休養村事業を運営しようとする村協
議会または漁村契は次の各号の要件を備え特別自
治道知事・市長・郡守・区庁長（自治区の区庁長を
いう。以下「市長・郡守等」という）に農漁村体験・
休養村事業者の指定を申し込まなければならない。

1　 事業目的、代表者、構成員の資格と加入・脱
退および除名に関する事項などが含まれた規
約または定款

2　事業計画書
3　 各村全世帯 3分の 1以上または、漁村契構成
員過半数の同意書

4　 その他農漁村体験・休養村事業者の参加範囲

など大統領令に定める指定要件
（以下略）

すなわち、事業者は村の協議会または漁村契（後述）、
指定管理は該当の地方自治体が担当し , 政府は体験村の
育成及び支援を行っています。
漁村体験村は、2017年3月現在、全国で112村が選ば
れています。地域的には、漁業の盛んな朝鮮半島南部に
ある慶尚南道と全羅南道に多く存在し、この2道だけで
約半数があります。一昨年紹介した巨済島の多大漁村体
験村（研報 38号参照）、今回訪れた百味里漁村体験村は
そのような漁村体験村の一つです。
漁村体験村については、関係者を集めて、毎年、漁村体

験村前進大会が開催されています。2016年で11回目だ
ということです。優秀な漁村体験村はこの大会において
表彰されます。「優秀な漁村体験村、事務長、海解説士を
優秀事例の発表を通じて選抜・授賞することによって士
気高揚および優秀人材の漁村誘致など漁村体験村の活性
化に寄与すること」を目的とした表彰制度で、漁村体験
村運営全般についての書類審査（住民努力、発展過程、運
営成果、今後の発展計画など）と10分以内の優秀事例の
発表とインタビュー等を通して審査委員の判断により評
価されることとなっています。私たちが訪れた百味里漁
村体験村は、2016年には、最優秀賞を受賞しました。
ここで「海解説士」という制度について若干補足を試
みたいと思います。海解説士は、漁村観光の現場で観光
客に漁村の歴史・文化・自然資源などを解説・教育でき
る専門家をいいます。韓国では、食べて、遊ぶだけの単
純な漁村観光から一歩進めて、自然生態、文化学習など
と連係し、漁村観光の質的水準を高め、漁村の歴史と文
化、伝統を感じて体験することができるようにするため、
2010年から海解説士という専門家を養成してきていま
す。2016年からは漁村・漁港法の中にその制度が位置
づけされました。即ち、漁村・漁港法に曰く、

第49条の4（海解説士の養成など）

①  海洋水産部長官は漁村・漁港観光および海洋観光を
活性化するために漁村・漁港および海を観光する観
光客に水産資源、漁具を使った漁業、漁村・漁港の
歴史と文化などに関する専門的な解説を提供する
海解説士を養成して活用することができる。

②  第1項の規定による海解説士の養成課程および資格
付与などに必要な事項は海洋水産部令に定める。

漁村・漁港法施行規則には、

第26条の3（海解説士の養成課程および資格付与）

① 海洋水産部長官は法第49条の4により別表3による
海解説士教育課程を履修した人に海解説士の資格を
付与することができる。
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② 海洋水産部長官または、地方自治体の長は、海解説
士の活動に必要な経費などを予算の範囲で支援する
ことができる。

③ 海洋水産部長官は第1項による海解説士教育課程の
ために必要な場合、教育施設を設置・運営すること
ができる。

④ 第1項から第3項までにおいて規定した事項の他に
海解説士教育過程の運営方法などに関する細部的事
項は海洋水産部長官が決めて告示する。

とあります。
また、別表第 3には海解説士の教育課程として以下の

100時間の教育課程の履修が示されています。
①基本教育40時間

・ 基本素養（海解説士の役割／海洋水産関連情報政策
の理解）10時間

・ 海についての理解（漁村の文化及び歴史／海観光
マーケティング／安全事故予防教育）20時間

・ 分任討議（海解説士の基本素養及び海についての理
解に関する分任討議）10時間

②専門教育60時間

・ 解説技法（水産資源活用解説技法／対象別解説技法
／ストーリーテリングを活用した解説技法）20時間
・ 水産業についての理解（漁具及び漁業方法など漁業
全般／地域別水産物及び漁業）12時間

・ 海の生態についての理解（韓国の海の環境と生物な
ど／地域別海の環境と生物など）12時間
・ 現場実習（解説現場において実習教育）

16時間

韓国の漁村観光への取り組みは日本よ
りも一歩も二歩も進んでいる印象です。海
旅行のホームページを訪れると漁村体験
村が一つ一つ楽しそうな写真とともに紹
介されています。今漁村を訪れたら何が
見られるかといった情報も満載です。但
し、ハングルですので少しとっつきにくい
かもしれませんが、一度覗いてみることを
お勧めします。（英語版もありますが、情
報量は少ないです。）
3. 2　百味里漁村体験村はどんなところか
百味里村では、イ・チャンミさんという

元気のよい明るい女性の事務長さんにご
案内をいただきました。百味里村は、もと
は開発から取り残された寒村だったそう
ですが、漁村体験村を始めてから多くの人
が訪れるようになり、現在では、あまり開
発されず自然が沢山残っているところが
逆に高く評価されるようになっていると
のことでした。村に入る道路も狭く車の

離合にも苦労をするような道しかありません。訪れる人
が増えたので道路を拡幅しようかとの提案が華城市から
なされましたが、道路を広くすると村の良さが失われる
からと断ったという話を伺いました。効率とか便利さと
いったものとは異なる価値を追求している村だとの感を
強くしました。
百味里村は、海産物の種類が多くて、その味も多様な
ため「百味里」と呼ばれるようになったといわれていま
す。干潟が眼前に広がる半農半漁の村です。漁村体験と
同時に農村体験もできるようになっていて、都市から来
た人が好みに合わせて多様なプログラムを選ぶことがで
きるようになっています。
パンフレットに載っている漁村体験のプログラムを紹
介しますと次の通りです。
⑴ 干潟体験

①貝捕り（潮干狩）
②カキ採り
③ 干潟生態体験（泥マッサージ、干潟ソリ、貝つかみ、
サッカー、相撲などで干潟に親しむ）
④ハゼ釣り
⑤タコ捕り
⑥ 建干網体験（干潟に杭を打ち込んで網を掛け潮の干
満を利用して魚を捕まえる漁法）
⑦ サドゥジル体験（上げ潮の時海水に乗って入ってく
る魚を巨大なすくい網で捕まえる伝統的漁法体験）

⑵ 海の船釣り体験

⑶ カヤック、ダッキーボート、パドルボート乗り

写真10　百味里村案内地図
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⑷  ATVゴーカート（くねくね曲がったデコボコした山道を
走ります。）

⑸  無人島体験（百味里港から船に乗り10～15分程行ったと
ころにあるトリ島という無人島でタコ採り、潮干狩り、釣
りなど様々な体験を季節に応じて行うことができます。）
百味里漁村体験村では潮干狩りや様々な漁業体験をす

る場合は勿論のこと、干潟に入るだけの場合も料金（清
掃料のようですが）を徴収しているようでした。
写真 10は百味里漁村体験村の案内図です。図中の番
号は、①水産物販売所 ②売店 ③食堂 ④駐車場 ⑤洗足
場 ⑥休憩所 ⑦食堂 ⑧情報センター ⑨体験案内所 ⑩公園 

⑪サッカー場 ⑫化粧室・シャワー場となっています。
キャンプ場もあります。海で捕って来たものを調理して食
べるための炊事場も用意されていました。宿泊施設もあり
ます。都会から来た人が日常を忘れてのんびり干潟を楽し
むことができる様、様々な工夫がなされていました。
写真11は、干潟体験場への入口です。二匹のハゼが百

味里漁村体験村のシンボルとなっています。入口から1キ
ロ程沖合まで干潟の上に舗装された道路が伸びています。
沖合に海の真ん中に突き出た島はカムトゥ島と言います。
カムトゥというのは、黒く染めた革・布や馬のたてがみ・
尻毛（しりげ）などでつくった冠で昔、平民・僧侶がかぶっ
たものだそうです。日本で言えば烏帽子岩といったところ
でしょうか。古の時代、村の人々は海の仕事に出かける前
にこの島で安全を祈ったということです。

私たちは、イ・チャンミさんの案内で干潟馬車（写真
12）と百味里村の人々が呼んでいるトラクターの荷台を
座席に改造したような乗り物に乗って舗装路を通って干
潟の中に入って行きました。干潟体験をする人は1,000

ウォン（約 100円）払えばこの干潟馬車を利用して沖合
の体験場まで行くことができますが、私たちが訪れた日
は天気もよかったこともあって、1キロ余の道を潮干狩
りや釣りの道具を持って友人と談笑しながら歩いて行く
人が多く見られました。
干潟の中には簡易トイレも用意されていました。干潟

馬車はガタゴト揺れながら道路の上を走って行き、途中

から道路を外れて干潟の中に入り体験場を一周した後、
再び道路を通って入口へと戻りました。決して快適な乗
り心地とは言えませんでしたが、初めての体験でしたの
で興味深く感じました。
車中聞いたイ・チャンミさんの話として印象に残った
のは、百味里村では漁業への新規就業者を受け入れるた
めゲストハウスを数棟用意しており、新しく百味里村に
住んで漁業をしたいという人はゲストハウスに泊まりな
がら漁業と百味里村の生活を実際に行ってみて、やれそ
うだということになったら正式に村の一員となれるのだ
そうです。こんなところも日本が見習ってもよいところ
ではないかと思いました。
百味里村は模範漁村として数々の表彰を受けていま

す。事務所の前には自律管理漁業先進共同体として海洋
水産部から表彰を受けたことを示すプレートが飾られて

写真11　干潟体験場入口

写真13　干潟体験場にて

写真14　新規就業者のゲストハウス

写真12　干潟馬車
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いました。その隣には1社1村姉妹結縁村として、三星電
子と百味里村が提携していることを示すプレートもあり
ました。（写真15）企業と漁村を結び付ける、漁村活性化
のため韓国ではそんな試みも行われているようでした。
韓国の漁村体験村は体験村が提供できる様々なサービ

スのグレードに応じて等級付けがなされています。百味
里村は、体験、飲食、宿泊、景観／サービスの4つの要素
について全て 5つ星の「一等漁村」としての評価を受け
ていました。この評価は海洋水産部と韓国漁村漁港協会
により2年毎に行われています。
3. 3　漁村契について
百味里漁村体験村は漁村契という組織によって運営さ

れています。韓国には「契」と呼ばれる相互扶助、親睦、
利殖を目的とする民間組織が発達しているそうです。漁
業においては、朝鮮王朝時代に漁網と漁船の共同使用と
共同漁労作業を通した漁業生産を目的とした漁網契、漁
船契というものがあり、一方において、地先漁場の利用管
理は漁村自治共同体により行われていたことから、日本の
植民地時代に両者を統合して漁業契と呼び、漁業組合の
漁村単位の任意協力組織として活用したとの分析がなさ
れています。独立後、沿岸漁村に定着している漁村の自治
組織を沿岸漁村漁業管理の一つの機構として活用するた
め「漁村契」という組織が水産業協同組合法の中に位置づ
けられました（「一線水協発展と連携する漁村契先進化方

案研究」農林水産食品部）。水産業協同組合法に曰く、

第15条　（漁村契）

① 地区別水協の組合員は行政区域・経済圏などを中心
に漁村契を組織することができ、その区域は漁村契
の定款で定める。
② 漁村契の管理などに必要な事項は大統領令で定める。

一方、水産業法では、村落漁業（一定の地域に居住する
漁業人が海岸に連接した一定の水深以内の水面を区画し
て貝類及び藻類または定着性水産動物を管理・造成して
捕獲及び採取する漁業）、協同養殖漁業（村落漁業の漁場
水深の限界を超えた一定の水深範囲の水面を区画して法
令に定める方法で、一定の地域に居住する漁業人が協働
して養殖する漁業）などの漁業権を漁村契は取得できる
こととなっています。現在は地区別の水産業協同組合と
漁村契が地域に併存していることから発生する解決すべ
き課題もあるようです。
3. 4　イ・チャンミ自叙伝
私たちが百味里村を訪問した際、事務室にできたてホ
ヤホヤの本が何冊も置かれていました。「村の無名の漁
師たちの話を学生が聞き書きしてまとめた自叙伝だ」と
イ・チャンミさんは言われました。「自叙伝というと、功
なり名を成した政治家や経済人だけがつくるものだとば
かり思っていたが、自分の生い立ちや苦労などを記した
本ができ、村の漁業者は大変喜んでいる」とのことです。
イ・チャンミさんは、日本から訪問した私たちに1冊ず
つ自分の自叙伝をプレゼントして下さいました。本節で
は、その内容を簡単にご紹介することとします。

この自叙伝は、韓国京畿道義王市にある桂園芸術大学
校広告・ブランドデザイン科2年の女子学生4名が授業
の一環として、カン・ユンジュ及びソン・ヨンテク両教
授の指導の下に作成したものです。
自叙伝によれば、イ・チャンミさんは釜山の繁華街に
生まれ、巨済島（研報第38号参照）の近くの加助島に嫁
ぎました。加助島は、現在、巨済島との間に橋がかかっ
ていますが、当時はインターネットもない外界と断絶し
た離島だったといいます。都会から離島にやって来て相
当苦労をされたようです。「島の女」となるため努力し、
漁師の妻として22年間赤貝養殖をして暮らしました。
そんな生活に転機が訪れたのは、漁村の高齢化を防ぐ
ために政府が加助島に漁村体験村をつくることとなり、
その管理をしてみないかとの提案を受けたことでした。
2008年、加助島に鶏島漁村体験村が始まり初めての体
験客が家族で来られました。この家族が帰る際、彼女は
一杯のコーヒーを勧め、体験村をよくするにはどうした
らよいか尋ねたそうです。すると、その家族は、現在の
鶏島の清らかな姿を守ったら良い、彼女の情熱あふれ何
でも習って表そうとする白い画用紙のような姿を失わな

写真15　熱心に説明するイ・チャンミさん

写真16　一等漁村のプレート
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かったら良いと言われました。彼女は、その言葉を今で
も大切にしているそうです。そして、コーヒー一杯を通
じて生まれる出会いや交流、コーヒー一杯の力が本当に
重要だと思うと言っています。2011年、彼女は乞われて
百味里漁村体験村の事務長として迎えられます。
事務長としての一日は多忙です。朝4時30分に起床し

携帯電話をチェック。6時から 7時までかけて村内をひ
と回り散策。自分の故郷ではない百味里のことをよく知
るために、村に愛着を持つために始めた日課です。村を
最高に作りたければ自分が先に「私達の村が最高」と考
えなければならないと彼女は言います。普通は朝7時頃
には出勤し、体験客が宿泊する場合には遅くまで残って
います。百味里村にはコンビニ、配達してくれる飲食店
など都会から来た体験客が必要とする便宜がないのでそ
れらの人々の相談にのるためです。彼女にはほとんど私
生活はありません。でも、彼女はそんな生活が楽しいそ
うです。その理由は、体験村の仕事にどっぷり体を漬け
たからだそうです。一歩後退して眺めたり、やめようか
と思ってしてもまともに仕事はできないし仕事を楽しむ
こともできない、とは彼女の哲学です。
いくら仕事が楽しくても多くの人々を相手する仕事な

ので多くのストレスを受けます。そんな彼女のストレス
解消法は、海を眺めて心を治めること、周囲の人々のア
ドバイスを受け考えること、仕事を探して動くこと、意
識して活気に満ちて明るく行動すること、環境に変化を
与えること。
「明るい人の周囲には明るい人々が集まるに決まって
います。」彼女の至言です。
彼女は海解説士第 1期であることを大変誇りにして
います。事務長として体験村のプログラムを作る仕事か
ら管理する仕事までしていますが、体験に来た人々を案
内して、海解説士として、海に住む生物についての情報

だけでなく包括的な海の情報についての基本的な解説
も行っています。最近は別の体験村等から講演依頼が来
て講師としても出かけるようになりました。以前ある人
の一言が彼女を変化させたことがあったので、自分も言
葉一言を通じて人あるいは心を変化させる人になりた
い、と彼女は思っています。失敗も沢山したし悩みも沢
山あったが、その経験を伝えることによって、あえて体
験しなくても良い試行錯誤は体験しないで、早く仕事が
できるように助けになりたい、他の人から受け取ったも
のが多いので同じくらい他の人に戻していきたい、そん
な思いで彼女は講演を続けています。そして、学生の時
は全てのものを学び吸収する段階であり、あらゆること
が経験なのだから、後に後悔することがないようにぶつ
かってみたらいい、そんなメッセージを彼女は若者に向
け発し続けています。

4．おわりに
韓国の漁村を訪ねてみると日本との共通点や差異がよ
くわかります。日本で最近熱心に取り組んでいる衛生管
理の面では韓国の現場はまだまだこれからという感じが
します。一方、これから日本が取り組もうとしている漁
村観光に関しては、韓国は10年以上も前から戦略的に取
り組み、日本よりも相当進んでいる感は否めません。お
互いに交流して良い点を学び合うことが大切だというこ
とを改めて感じた次第です。
漁村を訪れる楽しみは漁村で頑張っている人々との
出会いです。日本であれ韓国であれ、漁村で一生懸命頑
張っている人は応援したくなります。今回出会ったイ・
チャンミさんも、そのような人でした。そして、もう一
つの楽しみは、地元の料理を味わうことです。百味里村
では昼食をご馳走になりましたが、野菜類を入れてグツ
グツ煮立った鍋に活きた蛸をそのまま放り込んだ料理
（ヨンポタン（軟泡湯）という料理のようです）を目にし
た時は流石に驚きました。熱湯の中でのた打ち回る蛸の
姿に食文化の違いを感じました。日本の出汁文化とは違
う味や料理についての美意識の違いもまた興味深いもの
がありました。日本と韓国は政治的に対立することが多
いのですが、少なくとも水産業や漁村の振興に関しては、
違いよりも共通点の方が多く見られ、両国の漁村の発展
のため、相互交流を進めていくことは重要であると改め
て認識した次第です。
最後に、今回の訪問の機会を与えて下さった韓国漁村
漁港協会及び宮坪港、百味里漁村体験村の関係者の皆様
にこの場を借りて改めてお礼を申し上げます。
なお、本稿における法令条文は「韓国国家法令情報
センターHP」から提供されているものを筆者が翻訳し
たものであることを付け加えておきたいと思います。

（執筆者　1,3,4　理事長　影山 智将
2　前第1調査研究部長　西崎 孝之）写真17　イ・チャンミ自叙伝の表紙
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TOPICS

第1調査
研究部

衛生管理型荷捌き施設の品質・
衛生管理マニュアルについて

1．今までの荷捌き施設
従来からの地方卸売荷捌施設では壁がない開放型が一般的

でその施設に防鳥ネット、手洗いは洗面器、足洗いは塩素滅

菌水入れたプラスチック容器にて長靴消毒が実施され、衛生

管理型市場として運用されている。また衛生管理についての

注意喚起の掲示がされているのが今までの一般的な荷捌き施

設での衛生管理であった。

衛生管理マニュアルまで準備され、関係者に配布されて実

施されている例はほとんどなく、更に品質・衛生管理衛生管

理の運営マニュアルまで作成する例は少なかったため、運用

実施過程について記述する。

2．品質・衛生管理マニュアルの作成について
近年荷捌き施設の老朽化に伴う建て替えの時期と、東北大

震災による復興事業として新たに高度衛生管理型の荷捌き施

設が建設されており、その運営のため品質・衛生管理マニュ

アが作成されてきている。

品質・衛生管理マニュアル（以下管理マニュアル）の作成さ

れるまでの手順を下記に記載したいと思う。その中で最初に

出てくるのが管理マニュアル運営団体となる組織が成立して

いる事である。その運営体制（組織図）は以下の通りである。

右記品質・衛生管理の構成、品質・衛生協議会設置要領に

従って、構成員により品質・衛生管理業務の責任者及び担当

者（以下衛生管理責任者）を選出決定して、運営実施される。

▲品質衛生管理体制フロー

▲様式例2：品質・衛生管理協議会設置要領

▲様式例1：品質・衛生管理の構成
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ルに記載する。

他業種と同様に危険予知活動（KY）や注意喚起のための表

示等も必要となる。

〇魚介類の管理
品質・衛生管理の「品質」については、魚介類の鮮度保持、

低温保持、滞留時間の縮減等を含み、魚介類の損傷防止等を

配慮する。

〇人の管理
衛生面からの管理と安全面からの管理

・ 業務開始時、荷捌所に入場時の管理項目は健康、清潔な服

装等、そして手洗い、手指消毒、長靴消毒してから荷捌場
内へ入場することである。

〇車の管理
・ 車両の入場管理としてはレベル3荷捌場内へのトラック

の入場禁止、タイヤ洗浄が必要等

・荷捌場内は電動フォークのみ

・ レベル2以上区域内はタイヤ洗浄と荷台等の車体が清浄
である事。

4．今後の課題
品質・衛生管理マニュアルの作成に関わる中で、荷捌場従事

者から良く耳にしたのが「魚価に反映するのか」「業務量が増
える」「喫煙所が少ない」「維持管理が大変」など
日常業務の中でも大変な業務量なのにさらに“衛生管理”と

いう業務が増えるというのが業務従事者の正直な思いである。

その負荷を軽減すべく施設整備と共に「品質・衛生管理」とい

う共通認識を高めるため、品質・衛生管理マニュアルを作成し

実施することを運営協議会にて積極的に進めていく事が重要

である。

また、衛生管理型荷捌き施設の施設整備だけを先行し、日常

業務に追われるため、衛生管理協議会等の組織体制の設立が

後回しされ、さらに管理マニュアルの作成が遅れ、マニュアル

に沿った運営が後回しにされる傾向にある。

施設整備を優先するのではなくソフト面の衛生管理協議会

等を立上げ、「優良衛生管理市場」の目標を定め、関係者全員の

意見を聞く運営体制の確立を優先し、その協議会の中で管理マ

ニュアルの作成工程に沿って、施設整備を順次整備していくと

いうのが好ましい高度衛生管理型荷捌場のあり方ではないか

と思っている。さらに衛生管理責任者の資格制度も意識向上

を図るうえで同時に進める必要が有ると思っている。

（第1調査研究部　沖田 幸恵）

3．品質・衛生管理マニュアルの構成
管理マニュアルの構成としては、施設整備を中心とした衛

生管理区域のレベルの設定と施設・設備の管理、次に手洗等

の人の管理と車の管理等で構成される。以下が概要である。

〇衛生管理区域の基準指標であるレベル
衛生管理レベル3……閉鎖型荷捌き施設

水揚げ時等の必要なときのみ出入口を開閉。人の入場は

手及び長靴の洗浄、消毒が必要。電動フォーク等のみ入場

可、入場時はタイヤ洗浄等必要。

衛生管理レベル2…… 入場時はタイヤ洗浄等必要。関係者以

外立入禁止。

衛生管理レベル1……関係者立入禁止区域

〇施設・設備の管理
荷捌き施設整備の内、建屋は品質・衛生管理の衛生は労働
安全衛生法の「安全衛生」が基本であり、荷捌き施設の冬場の
労働環境からも開放型ではなく（壁で囲う）閉鎖型の荷捌施

設とするのが最低条件である。

機械設備の内、衛生設備については殺菌海水設備、電解次

亜海水設備と上水設備である。施設整備の床清掃は電解次亜

海水の使用、水揚げ水産物には殺菌海水等の使用、選別機等

の清掃は上水を使用するなど、施設整備と共に管理マニュア

▲様式例5：品質・衛生管理業務責任者及び担当職務表
※ 様式例1､ 3､ 5　「産地市場の品質・衛生管理・衛生管理」平成27年版 
一般社団法人海洋水産システム協会 出典

港 内

管理岸壁　レベル2

管理場内　レベル1

荷捌場内　レベル3 手・長靴
洗浄・消毒

▲衛生管理レベルの区分
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第2調査
研究部

藻場・干潟ビジョンの策定について

1．はじめに
藻場・干潟は、豊かな生態系を育む機能を有し、水産資源

の増殖に大きな役割を果たしていますが、高度経済成長期の

沿岸域の開発や昨今の気候変動に伴う海水温上昇等の影響に

より、藻場面積が減少し、干潟機能が低下している状況にあ

ります。こうした中、水産庁では、広域的な視点を持ち、ハー

ド・ソフト対策が一体となった、実効性のある効率的な藻場・

干潟の保全・創造対策を推進するため、その基本的な考え方

となる「藻場・干潟ビジョン」を平成28年1月20日に公表

しました。

以上をふまえ、今後は、地方公共団体が中心となって実効

性のある効率的な藻場・干潟の保全・創造対策を推進する必

要があります。そこで、平成28年度の水産基盤整備調査委託

事業において、複数の都道府県が関係する2海域をモデル地

区とし、地方公共団体の参考となる藻場・干潟ビジョンを策

定しましたので、その概要を紹介いたします。

2．方法
⑴ 対象地区
藻場ビジョン： 伊予灘海域（関係県：大分県、愛媛県、山口

県）

干潟ビジョン：伊勢・三河湾海域（関係県：愛知県、三重県）

⑵ 策定にあたって考慮する事項
①海域環境及び藻場・干潟の衰退要因の把握

②広域的な視点からのハード・ソフト対策

③新たな知見の積極的導入

④実施体制づくりと情報の共有化

⑶ 協議会・現地検討会の設置
①及び②の実効性のあるビジョン策定にあたり、各地区の

関係者による①準備会合、②協議会、③現地検討会をそれぞ

れ開催しました。

① 準備会合（6～7月：各1回）：関係県の行政担当者及び

試験研究機関の担当者

② 協議会（10～11月、2月：各2回）：学識者、関係県の

行政担当者及び試験研究機関の担当者、漁業者代表、地

域協議会代表等

③ 現地検討会（2～3月：県別に各1回）：関係県の行政担

当者及び試験研究機関の担当者、関係市町、漁業者等

なお、本業務では、当研究所と（一社）水産土木建設技術

センターが事務局となり、藻場・干潟ビジョンの策定を行い

ました。

3．調査結果
ここでは、紙面の関係から、藻場ビジョンについて概要を

紹介いたします。

⑴ 目次：藻場ビジョンの目次は以下の通りです。
①趣旨　　②海域　　③目標

④ 藻場の現状（山口県、愛媛県、大分県、伊予灘における藻

場のネットワーク）

⑤海域環境（水質、水質、光環境等）

⑥これまでの藻場の保全・創造対策

⑦藻場の衰退要因

⑧ 実施候補地の選定（絞り込みの考え方、計画されている

施策の内容）

⑨藻場ビジョンの行動計画

⑵ 藻場の現状
藻場の分布エリアについて、第4回自然環境保全基礎調査

（環境庁、H1～4）や日本沿岸域藻場再生モニタリング調査

（水産庁、H20～23）及び関係県の調査や関係漁協への聞き

取りにより、藻場の分布状況を調査し、県別にとりまとめま

した（図1）。

▲図1：山口県の伊予灘海域における藻場の分布状況
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４．まとめ
今後は、ビジョンに沿って、個別海域の事業が行われる予

定です。また本ビジョンを参考に各地域での藻場・干潟ビ

ジョンが策定され、事業の推進に寄与することが望まれます。

（第2調査研究部　三浦 浩）

伊予灘海域の藻場構成種のうち、ホンダ

ワラ類については、藻体は気泡によって

浮くため、時化等で流出した個体は「流れ

藻」となって、海域の表層を漂流します。

そこで、成熟期の流れ藻の、移動・分散状

況を、流況シミュレーションにより推定

し、藻場のネットワークについて検討し

ました（図2）。これらの結果、流れ藻は、
放出場所に留まるものがある一方で、他

県へ移動するものも多いことが予測され、

関係県が連携してビジョンを策定するこ

とが必要と考えられました。

⑶ 藻場の衰退要因
既往知見や聞き取りの結果から、伊予

灘における藻場の衰退要因として、①台

風等による底質のかく乱、②植食動物に

よる食害、③浮泥等による透明度の低下

と堆積、④付着生物と基質競合、⑤栄養塩

不足の5項目を整理しました。また、それ

ぞれに対応した取組内容を決定しました。

⑷ 実施候補地の選定
実施候補地の選定にあたっては、海域

条件を踏まえて、目標が達成できる候補

地を絞り込みました。絞り込みの条件と

して、①現在あるいは、過去に藻場がみら

れたが、減耗したと思われる場所。②藻

場が形成できる環境条件が整った場所で、

技術面・予算面からハード整備・ソフト

対策で十分対応できる場所。③流れ藻の

移動・分散を考慮し、離れた場所に対し

て有効的に海藻のタネが供給できる場所

であることを加味して候補地を絞り込み

ました（図3）。

⑸ 藻場ビジョンの行動計画
①実施体制：ビジョンの実施に向けて、

各県では、県・市町村・漁業者等による「地域フォーラム」を

設立し、ハード整備・ソフト対策の進捗状況等の情報を共有

することに加え、県・国・大学・漁業者等による「協議会」を

設立し、ビジョンの検証・評価を行い、効果的な事業の展開

を図ることとしました。この他に、②モニタリング、③評価・

検証等についてとりまとめました。

▲図2：流れ藻（ホンダワラ類）の移動・分散経路

▲図3：実施候補地
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総務部
平成28年度漁港漁場整備事業関係技術者
育成研修会の実施

1．はじめに
水産庁との共催で、昭和58年度から国（北海道開発局、沖

縄総合事務局）、都道府県及び市町村の漁港漁場整備関係事業

に従事する職員を対象とした技術者育成研修会を毎年実施し

ています。

平成28年度も同研修会を開催し、全国各地の漁港整備事業

担当者が参加していただき、無事に研修会を終了しました。

2．開催概要
【目的】
この研修会は、新たな漁港漁場整備法に対応した事業制度、

地域整備計画手法、波や土に関する技術的な基礎知識に加え、

漁場整備に関する技術的な基礎知識など、漁港漁場整備事業

遂行上必要な知識及び技術の研修を行うことにより、技術者

の育成並びに技術水準の向上を図るとともに、漁港漁場整備

技術に関する専門的な知識を習得し、漁港漁場整備事業の効

率的かつ円滑な実施に資することを目的として毎年実施して

います。

平成28年度には、水産庁の重要な施策に関する特別講義、

漁村の振興、漁港における品質・衛生管理、漁港施設の地震・

津波対策、災害に強い漁構造づくりなど喫緊のテーマについ

ても講義を行いました。

【主催】
水産庁と（一財）漁港漁場漁村総合研究所が主催しています。

【開催日時】
平成28年9月26日（月）から9月30日（金）までの5日間

【研修場所】
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都内）

【研修生数】
内閣府沖縄総合事務局、北海道から沖縄県までの全国都道

府県及び市町村から漁港漁場整備事業関係技術担当者107名

が参加されました。

全講義を受講された方も104名で、全講義を受講された方

には、修了書が授与されました。

【講義題目および講師】
平成28年9月26日

①特別講義

講師：水産庁 整備課長　吉塚 靖浩

②漁港漁場整備の計画・調査

講師：第一調査研究部長　西﨑 孝之

平成28年9月27日

③漁港施設の設計（設計条件、施設と構造形式）

講師：第1調査研究部 主任研究員　後藤 卓治

④波と流れ（演習含む）

講師：水産庁整備課 性能規定係　提箸 真弘

⑤構造物への波の作用

講師：水産工学研究所 水産基盤 グループ長　大村 智宏

平成28年9月28日

⑥漁港施設の地震・津波対策

講師：水産庁整備課 係長　本宮 佑規

⑦漂砂対策

講師：水産工学研究所 水産土木工学部長　中山 哲嚴

⑧施設の基礎

講師：水産工学研究所水産基盤グループ 主任研究員

 佐伯 公康

⑨防波堤等の設計（演習含む）

講師：水産庁整備課 係長　本宮 佑規
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平成28年9月29日

⑩藻場・干潟の計画

講師：第二調査研究部 主任研究員　三浦 浩

⑪人工魚礁の計画

講師：第二調査研究部長　伊藤 靖

⑫漁場造成の設計論

講師：水産工学研究所 水産業システム研究センター

 センター長　明田 定満

⑬漁場造成の設計演習

講師：水産工学研究所 水産基盤グループ 研究員

 古市 尚基

⑭漁港における品質管理

講師：第一調査研究部 次長　林 浩志

平成28年9月30日

⑮水産基盤整備事業の効果分析（分析事例含む）

講師：水産庁計画課 係長　正岡 克洋

⑯水産基盤等のストックマネジメント

講師：水産庁整備課 漁港漁場専門官　長嶺 鎌弘

漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会の開催された

9月26日には、懇親会も開催し、参加者の意見交換が行われ

ました。

また、講義終了後には受講者にアンケートを行い、次年度

以降の講義の充実を図るための資料とさせていただいてい

ます。

平成29年度も同研修会を開催予定ですので、都道府県や市

町村の漁港関係業務担当者で、興味のある方は参加いただき

ますようをお願いいたします。

▲水産庁吉塚靖浩整備課長挨拶

▲受講風景

▲受講風景
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この人に聞く

関
い ず み

の
松本 真樹さん

一般社団法人CS阿波地域再生まちづくり 代表理事

人が幸せになるまちづくりを目指して

松本 真樹 【まつもと・まき】

小松島市和田島出身。祖父母の代まで漁業を営んでおり、子供のこ
ろから漁業に親しんできた。NPO法人港まちづくりファンタジー
ハーバーこまつしま（事務局長）、環境とまちづくり（企画マネー
ジャー）を経て現職。地域に根ざしたまちづくりを実践し、コミュ
ニティの再生や地区の環境保全、人材育成などの実績多数。

漁業に寄せる想い
出身は和田島町（小松島市和田島町）。母親の実家はワ

カメやイリコ、アサリといった漁業を営んでいました。け
れど、母は3人姉妹だったため、漁業を継ぐ人もなく、結
局祖父母の代で廃業してしまいました。
でも子供のころは、祖父母の漁業の手伝いをやったこと

もあります。アサリ獲りについて行ったり、水揚げしたア
サリの箱に札を置いていったりと、漁業を経験しました。
様々な理由で廃業する漁家は多いのですが、廃業した

ら何も残らないどころか、投資が大きい分負債が残るとい
うこともあり、辞めるに辞められないという状況にある漁
家もたくさんあります。漁業者なのに漁業ができなくなる
時の苦しさを身近で見てきて、地域の人にそういう思いを
してほしくない、と考えるようになりました。23歳で結
婚、出産をし、すぐに仕事をはじめました。地域のために
私ができることをやりたい、という思いでずっとまちづく
りに関わる仕事をしてきました。

「まちづくり」という仕事との出会い
地元の小松島港（2000年に徳島小松島港となる）は、

重要港湾に指定されていて、四国の主要な玄関口の一つ
として人の往来で賑わっていました。けれど、1980年代
から90年代にかけて、国鉄小松島線の廃線、大鳴門橋や
明石海峡大橋の開通など、交通体系がどんどん変化して
いく中で、小松島港のフェリーが撤退していき、本当に寂
しい港になってしまいました。
そこで、みなとの賑わいを取り戻すために、公設民営の

「NPO法人港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」
が発足します。使われなくなった港の施設をどう活用すれ
ば人を呼び込むことができるか、ということを産学官民が
集まって考え、実践していくことを目的とした団体でした。
そのNPOが緊急雇用対策事業の中で6カ月の枠で人を募
集していて、私はその枠での採用となりました。

やりたい仕事は自分で作る
NPOに在籍できるのは6カ月でしたが、それ以上の雇

用継続を希望するなら、自分で自分を雇用できるだけの事
業を作りなさい、と言われました。そこで6カ月近くかけ
て練った企画が、市民参加の屋内常設のフリーマーケット
でした。これは市民が望み、他の地域にはないもの、なお
かつあまりお金をかけずに始められることということで
考えついた企画でした。最初は、二十歳そこそこの女の子
の企画が当たるなら、専門家はいらないとまでいわれまし
たが、15人いた役員の中には面白がってくれる人もいて、
やってみようということになりました。
この企画は大当たりしました。立地的にはどん詰まりの

ような場所で、港としての利用が少なくなってからは人気
がなくなってしまった所に、なんと3000人の人が集まっ
てくるようになりました。10年経ったときには、NPO法
人としての収入の3分の2がフリーマーケットからのもの
になっていました。
このフリーマーケットは、必要な人がそれを持っている
人と交渉して手に入れる、こちらの言葉で言うと、「これ
いらんのやったら、くれへん？」というやりとりの延長の
ようなものです。ちょうどバブルがはじけたくらいの時
で、みんなフリーマーケットに出せそうなものをたくさん
持っていたような気がします。
販売は基本的には出店者自身が行いますが、毎日来ら

れない人もいるので、そういう場合は手数料をもらって、
NPOのスタッフが販売するという仕組みも作りました。
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ショーケースなどはこちらで用意しましたが、閉店した
お店などからもらってきて、とにかくお金をかけずに作っ
ていきました。現在出店者は130人くらいいます。フリー
マーケットに出店している人の売り上げは、平均すると月
5、6万円。中には月20万円くらい売り上げている人もい
ます。

フリーマーケットから地域の人が見えてくる
フリーマーケットに出店する人は、いろいろな背景を
持っています。例えば、夫の介護のために仕事を辞めた
女性からは、フリーマーケットに出店するようになって、
月々の副収入ができたと喜ばれました。でも、お金のこと
以上にフリーマーケットから得られるものは大きいと思
います。介護の合間に売るものをもって来ることは、日々
の生活のちょっとした息抜きにもなっていたと思います。
ある不登校の子供は、母親に連れられて売りに来るよう
になり、そのうち一人で来るようになりました。ここでの
販売経験が、人と交流することの訓練になったのでしょう
か、やがてこの子は学校へ行くようになり、学校の友達と
フリーマーケットに来るようになりました。

上勝町で学ぶ
NPO法人港まちづくりファンタジーハーバーには10

年程在籍しました。入って5年目で、事務所内最年少の事
務局長に抜擢され、みなとの交流人口は10年間で10万人
にもなりました。自分としては一つの目標を達成したとい
う気持ちがありました。
退職した2009年に、それまでの仕事の中で知り合った
徳島大学の先生が代表を務める、上勝町の「有限会社環境
とまちづくり」に呼んでもらいました。上勝町は山の中の
集落で、木々の葉っぱを料理のつまものとして商品化す
る、葉っぱ産業で一躍有名になった町です。上勝町も和田
島地区も人口は2000人程度です。山の中と沿岸という立
地の違いはありますが、すでに様々な取り組みで成果を出
している上勝町でいろいろなことを学びました。

夢を描き形にしていく
上勝に通っていたとき、やはりいつも和田島のことを考

えていました。まずは自分の地域のことをやらないと、他
のことはできない、ということです。そこで2012年に独
立し、「一般社団法人CS阿波地域再生まちづくり」を立ち
上げ、代表理事に就任しました。これは、地域住民と共に
コミュニティを再生していくことを目指す団体です。時に
はプレイヤーとして現場で汗を流し、時にはコーディネー
ターとして全体の調整をしていく、というスタンスで仕
事をしています。
何か和田島のことをやりたい、と思ったとき、はじめに

漁業をやっている親戚の所に話をしに行ったり、漁協の参
事さんに相談したりしました。その時、和田島漁協女性部
の部長、鳴滝さんを紹介してもらいました。また、当時の

漁協の参事さんは女性の方で、私のことも、「地元の子や
し、漁家の親戚もいるし、仕事もきちんとやってくれるし」
ということで評価してくださいました。私たちの活動にも
とても協力してくださいました。そうした女性たちとのつ
ながりが、「こまつしま漁と農ゆめ会議」という形になっ
ていきました。
ゆめ会議は農業や水産業に従事する女性たちが集まっ
て、地域の活性化につながる活動について話し合い、具体
化していくための会議です。今年で5年目になりますが、
防災計画や都市部との交流を図るための体験観光の企画、
女性たちによる小規模起業の計画など、多様な内容が取
り上げられ、実践されてきています。

和田島漁協女性部活動を支援
実践の一つに、和田島漁協女性部のちりめん市がありま

す。和田島では、バッチと呼ばれる網でシラスを獲って、
各漁家でちりめん加工が行われています。加工は主に漁
家の女性が担当しています。和田島漁協女性部は、このシ
ラス漁家の女性たちがメンバーとなっています。
女性部では、近年生産量の落ち込みがみられるシラス
漁を何とか盛り立てて、少しでも付加価値をつけていきた
いという強い思いがありました。そこで、ちりめんを中心
として、みんなが参加できるイベントを計画しました。こ
うして、2012年からちりめん市が開催されるようになり
ました。私たちは、この女性部の活動を全面的にバック
アップしています。

大正館なつ家
地域住民が交流した

り、外から小松島に来
る人たちに地域を紹介
したりする場つくりも、
私たちの重要な仕事で
す。そこで現在、「大
正館なつ家」の管理運
営を行っています。
大正館なつ家は、小
松島市内にある大正時
代に建てられた商家で
す。ここを地域交流や地域活性化活動の実践の場として
いこうと提案し、2013年に大正館なつ家としてオープン

多くの来訪者でにぎわう
「ちりめん市」

ちりめん加工は女性の仕事

大正館なつ家（写真提供：松本氏）

49Vol. 41INTERVIEW TALK



させました。1階部分は1DAYシェフとして活用されてい
ます。1DAYシェフというのは、将来的にレストランを開
店したいと考えている人などが、試験的にここで食事を提
供したり、メニュー開発を行ったりすることで、なつ家は
そういうチャレンジの場を提供しています。これまでに、
3名ほどの利用者が独立して自分の店を持ちました。その
ほかに、地元の特産品を委託販売するスペースや、2階部
分はレンタルスペースとして貸し出しています。こういっ
た活動を重ねていった結果、なつ家は2016年1月に、徳
島県のまちの駅第一号に認定されました。

網元やの開店
和田島漁協女性部のメンバーは、2012年から 3年間、
大正館なつ家で、ちりめん丼やちりめんのすまし汁な
どを提供してきました。地元のちりめんをPRすること
が目的でしたが、やがて食堂の開店を考えるようになり、
何度も話し合い、準備を進めていきました。ちりめん加
工を廃業した漁家から、加工場を提供してもらうことも
できました。内部の改装を行い、2016年 10月に女性部
による食堂、「網元や」をオープンさせることができまし
た。今はまだ毎週日曜日だけの営業ですが、地元のちり
めんの普及や漁家の女性たちの働く機会といった目的を
持って活動しています。女性たちの行動力は本当にすご
いと思います。でも、こういう活動は一朝一夕にできる
ものではありません。やはり、3年間のなつ家での経験

や、たくさんの話し合いを積み重
ねてきた結果なのだと思います。

まちづくりは
人が幸せになるための仕事
地元に根付く漁業、水産業を息長

く継続させていくためには、知恵
とアイディア、そして資金が必要
だと思います。そして、常に時代の
先を見ていくことが大事です。和
田島の漁家を見ると、結構後継者

はいるんですよ。この人たちに、きちんと家業をバトン
タッチしていくためには、時代についていかないとだめ
だと思うのです。例えば、和田島ちりめんの輸出を考え
たり、地域のいろいろな人たちを巻き込んだ活動を展開
するなど、考えることはたくさんあります。
実は昨年、「株式会社　真プランニング小松島」を設立
しました。現在の団体は社会貢献という色合いが強い活
動を行っています。株式会社の方では、ちょっと利益を
追求したい。ここで得た利益で、さらに地域のための活
動を回していければいいな、と考えています。
いつか小学生の息子に、お母さんがやっている、まち
づくりってどんな仕事だと思う？と聞いたことがありま
す。そうしたら息子は、「人が幸せになるための仕事」っ
て答えてくれました。これが原点だと思います。この原
点を忘れずに、これからも地域と共に仕事をしていきた
いと思っています。

網元や外観

網元や自信の一品

メインメニューはシラス丼定食

いつも笑顔で活動的、というのが松本さんに対する私の印
象です。今回お話を伺って、その内側にある、地域や漁業
への熱い想いを知ることができました。外の世界を見据え

ながら、足元の地域を考える。そして、考えていることを、い
ろんな人を巻き込んで形にしてしまうのが松本さんの仕事な
んだと思います。何より素敵だな、と思うのは、実践の中心に
いる地域の人たちが楽しんでいるということ。「網元や」の女
性たちは毎週日曜、お客さんに追われているけれど、なんだか
とても楽しそう。それは、自分たちで考え、決めたことだとい
う意識があるからなのだと思います。みんなをそういう気持
ちで活動させているのも、やはり陰に松本パワーがあるからな
のでしょう。でも、一番楽しんでいるのはやはり松本さん自身
なのかな。そういえば、ちりめん市でも、ガチャピンの着ぐる

み姿でノリノリの受付嬢をしていたのは、
確か松本さん、でしたよね⁉

海とくらし研究所　関 いずみ

関 いずみ  プロフィール

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。

海とくらし研究所 関
インタビューを終

えて
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はじめに
当研究所は、漁港の建設・漁場及び漁村の環境整備に係る

科学技術に関する調査・研究・開発を行い、その成果を普及

啓発し、我が国水産業の発展に寄与することを目的として昭

和57年9月に設立されました。研究所の設立以来、国、地方

公共団体、水産関係団体等から各種の調査・研究を受託し、

その研究成果のうち特に重要なものについては、国内はもと

より、広く海外の学会で発表するなどして普及を図ってきま

した。また、昭和62年以来、毎年、調査研究の成果を「調査

研究報告」として、関係者に広く配布してきましたが、直接に

調査研究成果を報告し、水産業・漁村の将来について、関係

者と一緒に考えていく契機として「第10回調査研究成果発表

会」を開催しました。

開催概要

日時：平成28年12月15日（木）　10：00～17：10
テーマ：「 世界へ広げよう日本の水産物

～水産物輸出に向けた漁港・市場の役割～」
主催：一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
後援：水産庁

プログラム

■開会

■第一部　調査研究論文発表

■第二部　「 世界へ広げよう日本の水産物

～水産物輸出に向けた漁港・市場の役割～」

主催者挨拶

影山 智将　●一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 理事長
本日は、当研究所の調査研究成果発表会を開催いたしまし

たところ、年末押し迫った中、お忙しい中にもかかわらず、多

くの方々にご臨席を賜り、誠にありがとうございました。厚

く御礼申し上げます。

本発表会は、私どもの研究所が行っております調査研究成

果につきまして、毎年1回、大体今

ぐらいの時期に実施しているもの

で、今回が10回目ということにな

ります。本日の発表会は2部構成

になっています。午前中は、第1部

としまして、私どもの研究所から

の報告を3件に加え、当研究所の

研究助成事業による研究成果と致しまして、坂巻先生、清野

先生、島田先生より発表をしていただける予定でございます。

午後からは第2部としまして、「世界へ広げよう日本の水産物

～水産物輸出に向けた漁港・市場の役割」と題しまして、講

演およびパネルディスカッションを行うこととしています。

水産物を輸出するに当たりましては、従来、産地において

行われてきました慣習的な水産物の取り扱い方法では、輸出

先国の衛生基準等をクリアできないということから、漁船か

ら漁港における荷捌き、加工場に、それから流通に至るまで

の既存の流通経路におけます水産物の取り扱い方法を変える

必要が生じている場合もございまして、その流れの中で、産

地における高度衛生管理型市場の建設が進められているとこ

ろです。本日は、山下東子大東文化大学教授から「日本の水産

物貿易～これからの水産物輸出～」と題しまして基調講演を、

それから水産物輸出の現状についてをジェトロの下村聡理事

より講演を頂いたのち、当研究所の林および浪川から、私ど

もの研究成果を踏まえまして、話題提供をさせていただくと

いうことにしています。

円安の基調もありまして、しばらくの間、輸出の環境とし

ては恵まれた状況が続くとも思われていますが、継続的、安

定的に輸出を行っていくためには、産地において取り組まな

くてはならない課題も多々あろうかと思います。水産物輸出

促進に向けまして、漁港、市場に求められるものは何なのか、

そのような議論ができたら幸いに存じます。

来賓挨拶

吉塚 靖浩 氏　●水産庁漁港漁場整備部 整備課長
年末を迎えておりますが、今年

は災害が多い年であり、あらため

て、備えをしっかりと行っておく

ことが重要だと認識した次第です。

さて、現在、水産庁においては、

来年3月に閣議決定をすべく、次

期漁港漁場整備長期計画の検討を

進めております。長期計画は、水産基盤整備の課題ごとに整

備の目標と事業量を定めるものでございます。現段階では、4

つの重点課題に整理しております。本日のテーマと関連する

水産物の競争力強化と輸出促進もその一つです。また、地震、

津波や台風など、大規模自然災害に備えた対応力の強化、資

源回復の観点からは、豊かな生態系の創造と海域の生産力向

上、漁村の活性化を図るため、漁港ストックの最大限の活用

と漁村のにぎわいの創出を掲げております。農林水産省では、

2019年までに農林水産物の輸出を1兆円とし、水産物はその

第10回調査研究成果発表会
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▲ 竹原 洋一郎 ▲ 大村 浩之 ▲ 伊藤 靖 ▲ 坂巻 隆史 ▲ 清野 聡子 ▲ 島田 宗勝

風力ポンプ）の開発と漁場現場への利用法の提言」

島田 宗勝　●弘前大学 北日本新エネルギー研究所 教授

※ 発表論文の詳細は、当研究所発行の「調査研究論文集NO.26（平成28
年12月）」をご覧ください。

第二部　世界へ広げよう日本の水産物

～水産物輸出に向けた漁港・市場の役割～

①基調講演

「日本の水産物貿易～これからの水産物輸出～」

講師：山下 東子 氏　● 大東文化大学 経済学部 現代経済学科
（経済学研究科 経済学専攻） 教授

※基調講演の概要は「講演（p8～p15）」に掲載致しています。

②水産物輸出の現状

「日本産水産物を世界へ～何を、誰に、どう食べてもらうか～」

講師：下村 聡 氏　●日本貿易振興機構（ジェトロ）理事

③話題提供

「水産物輸出に向けて必要なこととは

～漁港・市場に求められること～」

林 浩志　●第1調査研究部

「水産物輸出の動向」

浪川 珠乃　●第1調査研究部

④パネルディスカッション

座長：山下 東子 氏　●大東文化大学 教授

パネリスト：

下村 聡 氏 ●日本貿易振興機構（ジェトロ）理事

手塚 義博 氏 ●（一社）大日本水産会 国際・輸出促進部 部長

吉岡 俊介 氏 ●株式会社オーク 専務取締役

中薗 康彦 氏 ●東町漁業協同組合 第2事業部 部長

高原 裕一 氏 ●水産庁 漁港漁場整備部 計画課 課長補佐

林 浩志 ●第1調査研究部 次長

※ パネルディスカッションの概要は「講演（p24～p33）」に掲載致して
います。なお、役職名等は開催時のものです。

うち3,500億円を、約3分の1を担うことを目指して取り組ん

でおります。水産基盤整備におきましても、輸出インフラと

して重要な漁港や市場の衛生管理の高度化に向け、重点的に

整備をしているところです。特定第3種漁港の全てで、高度

衛生管理型の市場整備が進んでいるほか、ホタテやブリなど

の養殖地域でも、岸壁への屋根掛けなど衛生管理対策を進め

ております。こういったことから、本日、第2部の「世界へ広

げよう日本の水産物～水産物輸出に向けた漁港・市場の役割

～」は、誠に時機を得たものと思います。有意義な発表会にな

ることを期待しております。

漁村総研は、漁港、漁場、漁村を抱える現在の課題の解決

と、これからの時代を切り開く技術開発、調査研究に取り組

む機関であります。今後とも各方面からの期待に応えられる

よう発展されることを願っております。結びに、本日ご出席

の皆様のご健勝、ご多幸を祈念して、ごあいさつを致します。

発表会の内容
第一部　調査研究発表

①「 遠州灘の堆積浸食問題に挑むジェットポンプ式サンドバ

イパス技術の効果について」

竹原 洋一郎　●第1調査研究部 主任研究員　

②「産地市場における品質衛生管理手順の取り組みについて」

大村 浩之　●第1調査研究部 次長　

③「 深所に生息するウスメバルのバイオテレメトリー調査手

法の確立」

伊藤 靖　●第2調査研究部 部長　

④「 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」

坂巻 隆史　●東北大学 大学院工学研究科 准教授

⑤「 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」

清野 聡子　●九州大学 大学院工学研究院 准教授

⑥「 再生可能エネルギーを活用した海水揚水システム（小型
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はじめに
本研究会は、漁場施設の蝟集機能や増殖機能等に関する研

究及び漁場・増殖場造成に関する研究を行うことを目的と

したもので、事務局を当研究所に置いています。会員は、漁

場施設の蝟集機能や増殖機能及び漁場造成に携わる企業及

び学識者等で構成されており、漁場施設の蝟集機能や増殖機

能等に関する研究、漁場・増殖場造成に関する研究等を行っ

ています。

開催概要
研究例会は、会員をはじめ水産庁、水産工学研究所、都道府

県の関係部局の計69名の参加で開催しました。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

備部計画課高原課長補佐のご挨拶がありました。その後、当

研究所の伊藤より、これまでの研究会の経過報告を行い、事

例報告に入りました。

事例報告では、1）調査手法と魚礁効果、2）増殖効果、

3）その他のテーマ別に8課題の発表が行われ、最後に総合討

論が行われました。

開催日時：平成29年3月13日（月）　13：00～17：00
場所：エッサム神田ホール　2階　多目的ホール

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調査手法と魚礁効果（105分）

1）バイオテレメトリーを用いたウスメバルの行動追跡

2）魚礁モニタリング調査への音響新技術の応用

3） 魚群探知付き衛星ブイを利用した魚礁周辺の魚類来

遊モニタリング調査の取り組み

4） 高層魚礁における定点カメラを付加した効果事例（そ

の3）

②増殖効果（45分）

1）インターバルカメラによるイセエビ礁の観察

2） 餌料培養基質付きFP魚礁における海藻着生の継続的

効果について～大分県別府沖の事例～

3）漁港内水域に設置した貝殻構造物による増殖効果

③その他（15分）

1） 温暖化に伴う水産生物の出現状況の変化と今後の漁

場整備について

5．総合討論（30分）

6．閉会

漁場施設研究会第13回研究例会を開催しました
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事例報告
1） 調査手法と魚礁効果：魚礁のモニタリング調査手法につ

いて、最新の知見の報告がありました。事務局側から、深

所に分布するウスメバルのバイオテレメトリーによる行

動追跡に関して複数の手法について事例報告がありまし

た。水産工学研究所高尾部長からは、幅広い周波数を含む

超音波パルスを用いる広帯域魚群探知機の開発により、対

象識別、魚種判定の研究が世界的に進んでいることから、

魚礁のモニタリング調査への応用の可能性について講演い

ただきました。同研究所南部主任研究員からは、魚礁の調

査時期や頻度など時間的な問題および蝟集範囲など空間

的な問題を解決するために、魚群探知付き衛星ブイ（SV-

6000ES、緑星社製）を利用したモニタリング手法の確立

に向けた研究成果をご講演いただきました。会員からは、

高層魚礁における定点カメラを付加した効果事例（その3）

と題して、定点カメラの長期間データ画像の解析により、

魚礁に蝟集する魚群量の定量評価する試みについて、定点

カメラの設置位置を検討し、より実態に即した数値への換

算が可能となったとの報告がありました。

2） 増殖効果：会員から、インターバルカメラによるイセエビ

礁の観察、餌料培養基質付きFP魚礁における海藻着生の

継続的効果、鋼製高層魚礁に定点カメラを取り付け、蝟集

魚類の連続観察を行った事例及び、漁港内水域に設置した

貝殻構造物による増殖効果について紹介されました。

3） その他：事務局側から、温暖化に伴う水産生物の出現状況

の変化と今後の漁場整備について紹介しました。

おわりに
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。魚礁への蝟集量の定量化については、時間断

面については研究が進み、Ⅱ型、Ⅲ型の魚類であれば最大現

存量を蝟集量とすることが可能となりつつあるとの評価があ

りました。行政側からは、音響技術を使った新たな蝟集量の

定量化について取り組んでみたいとの意見、学識者からは、

調査手法が進歩しているので、全国に波及するようマニュア

ル化すべきとのコメントをいただきました。また、課題とし

て行政側から、事業の事後評価について、現状では実際の漁

獲量で表現しているが、漁業者の減少により、空㎥あたりの

漁獲量が減少し、正しく評価できない状況となっているとい

う意見が複数出されました。今後は会員各社の技術を体系づ

けた上で、モデル海域で効果検証を行うことを事務局側で提

案して会を締めくくりました。

（第２調査研究部 主任研究員　柴田 早苗）
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柳 靑魯 ●韓國漁村漁港協会 理事長（座長）

影山 智将 ●一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 理事長

高 相祐 ●韓國漁村漁港協会 漁港本部長

金 鍾千 ●セールスエンジニアリング 副社長

梁 榮珍 ●海洋水産部漁村漁港課 課長

金 才太 ●扶安水協 格浦漁村 係長

鄭 景澈 ●麗水水産協同組合 流通販売課 課長

2. 1　発表
①地域振興からみた日本における漁港の管理運営の現状

田中 健治　●水産庁漁港漁場整備部計画課 課長補佐

種別や法制度など日本

の漁港の概要についての

説明の後、民間活力の導

入手法であるPFI制度や

指定管理者制度について

の制度などに加え、その

PFI制度の活用によりプ

レジャーボートの係留保

管を行っている垂水漁港の事例が紹介されました。また、漁

港区域内でプレジャーボートを漁船と分離して収容する施設

であるフィッシャリーナが、漁業と海洋性レクリエーション

の共存、漁港漁村地域の活性化に寄与していることが説明

されました。最後に、漁港の陸域や水域についてフィッシャ

リーナをはじめ、産地直売施設、食堂、ナマコ・アワビの増養

殖場などさまざまな活用による漁村振興の事例が紹介されま

した。

②慶尚南道固城郡漁港の運営・管理の改善方策

高 俊成　●固城郡庁海洋水産課 課長

漁港を管理する地方公

共団体の立場からの発表

がありました。韓国南部

に位置する固城郡管内に

は、2つの国家漁港、3つ

の地方漁港、59の漁村定

住漁港があり、2016年の

浮桟橋の整備費は約 20

億ウォン、その負担割合は、国10%、道18%、郡72%であり、

漁港運営・管理を担当する職員は1名（非正規職員1名）であ

ることが紹介されました。また、漁港の運営・管理に関する

課題として、台風・津波などの自然災害に対応するための漁

港施設の改修の必要性、漁船とプレジャーボート等が輻輳す

1．はじめに
平成28年9月に韓国・ソウルにおいて、漁港の運営管理の

あり方を議論するシンポジウムが、韓国海洋水産部の主催、

韓國漁村漁港協会及び韓国海洋水産開発院の主管により開催

されました。韓国の漁港関係者等60名以上が参加するととも

に、日本から水産庁漁港漁場整備部計画課田中健治課長補佐、

一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所影山智将理事長、西崎

孝之第一調査研究部長の3名が参加しました。

シンポジウムは、初めに海洋水産部の鄭永勳水産政策室長か

ら祝辞があり、続いて、前半、韓国側2名、日本側1名の計3名

の発表者による発表が行われるとともに、後半にはパネルディ

スカッションが行われました。韓国からの要請により、水産庁

漁港漁場整備部田中健治課長補佐が発表者として、一般財団法

人漁港漁場漁村総合研究所影山智将理事長がパネリストとし

て参加しました。シンポジウムの概要について報告します。

2．内容

日時：平成28年9月20日（火）　14:00～17:00
場所：ソウル・大韓商工会議所

プログラム

■発表

地域振興からみた日本における漁港の管理運営の現状

田中 健治　●水産庁漁港漁場整備部計画課 課長補佐

慶尚南道固城郡漁港の運営・管理の改善方策

高 俊成　●固城郡庁海洋水産課 課長

漁港の運営・管理の先進化方案

朴 相宇　●韓国海洋水産開発院 副研究委員

■パネルディスカッション

▲ 田中 健治 課長補佐

▲ 高 俊成 課長
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る状況にあることを踏まえたプレジャーボートの係留施設等

の整備、施設整備を国が実施し整備後の施設管理を地方自治

体が行っていることについて財政が厳しい地方自治体による

予算確保が困難であることなどが挙げられました。対応とし

て、漁港の施設規模算定にあたって現状の漁船登録数を踏ま

えた漁港の計画づくりからプレジャーボートの利用なども含

めた将来見込みを踏まえた計画づくりへの移行、避難港とし

ての利用が見込まれる漁港についてその利用も含めた施設の

拡充、国家漁港の漁港管理に係る財政的支援の必要性が提案

されました。

③漁港の運営・管理の先進化方案

朴 相宇　●韓国海洋水産開発院 副研究委員

国立の研究機関である

韓国海洋水産開発院から

発表がありました。「漁

港管理」を漁港本来の機

能を維持するための適切

な管理として、また、「漁

港運営」を旅客船の運航、

水産養殖、海洋レジャー

など漁港区域内の付加価値を創出するための漁港施設の複合

的な利用を踏まえた経済活動として定義し、漁港管理のみな

らず、漁港運営を考えるべきと指摘しました。全国的に漁港

管理は、予算、職員の不足に加え、その職員の多くが土木など

水産以外を専門とする職員が多数であることや漁港施設の占

用料の徴収が適切に行えていない実態にあり運営管理費の不

足を助長していること、施設の老朽化が放置されていること

などが課題であることが紹介されました。港湾と異なり、漁

港は「整備」が国の機関である海洋水産部、「運営管理」が地

方自治体、と二元化していることもその一因と分析されてい

ました。最後に、漁港の運営管理について規定した漁村・漁

港法に即して、漁港管理を担当する専門の機関の充実や予算

確保に寄与する使用者負担の徹底などの必要性が述べられま

した。

2. 2　パネルディスカッション
柳靑魯理事長が座長を務め、パネルディスカッションが進

行されました。パネルディスカッションの冒頭に、日本の漁

港の管理・運営・開発について影山理事長が話題提供を行い

ました。漁港漁場整備法の規定に基づく漁港の指定、管理及

び計画策定・整備のそれぞれと国、都道府県、市町村との関

係や漁港管理者の役割、漁港を含む漁村全体の振興のための

▲ 朴 相宇 副研究委員

計画として国を挙げて策

定を推進している浜プ

ランと広域浜プランにつ

いて紹介しました。

その後、漁港の運営管

理に関し、パネリストか

らは予算配分にあたって

水産分野の優先順位が低

いので国土保全に寄与しているなど国民の関心を得る必要が

あること、漁港の運営管理のあり方について水産協同組合か

らも意見提出を望んでいること、地方公共団体の厳しい財政

状況に鑑み国の予算の負担を増やしてほしいことなど、さま

ざまな意見が出て活発な議論が行われました。

3．さいごに
漁港管理に関し、韓国においても日本と同様の課題を抱え

ていることがわかりました。課題解決に向け、今後も両国間

で情報交換を行っていくことが重要であることを認識しま

した。

（前第1調査研究部 部長　西崎 孝之）

▲ 影山 智将 理事長
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はじめに
東京海洋大学の婁小波教授の紹介で、中国の上海海洋大学

の万教授を団長した日照市海洋漁業局雀局長を含む総勢13

人が来日し、当研究所との交流会を行ったので報告します。

日　時：平成28年9月27日（火）　13:30～15:30
会　場：エッサム神田ホール2号館　2-601会議室
出席者：

 中国側　崔 久成 氏　●日照市海洋漁業局 局長
 万 荣 氏　●上海海洋大学 教授 他11名

日本側　谷内 修 氏　●日本大型人工礁協会 事務局長
 影山 智将　●（一財）漁港漁場漁村総合研究所 理事長 他5名

内　容

1．影山智将理事長　歓迎の挨拶

2． 日中人工魚礁・海洋牧場に関する交流会の主旨、説明
 崔 久成　●日照市海洋漁業局 局長
3． 日本における人工魚礁・海洋牧場の取り組み事例について

 伊藤 靖　●第2調査研究部長
4． 「日本大型人工魚礁協会会員各社の魚礁について」

 谷内 修　●日本大型人工礁協会 事務局長
5． 中国における人工魚礁・海洋牧場の取り組み事例について

 崔 久成　●日照市海洋漁業局 局長
6．閉会

主な協議概要
先ず伊藤より日本の人

工魚礁・海洋牧場の取り

組み2例の紹介を行い、

日本の漁場造成の歴史や

人工魚礁の考え方、増殖

場造成の取り組みやマウンド礁などについて説明を行った。

続いて漁場整備計画の考え方や全国の造成事例、効果調査手

法毎の実施事例や解析の方法等について説明を行った。

次に日本大型人工魚礁協会の谷内事務局長より協会各社の

人工魚礁の特徴とスペック、設置後の効果調査の結果を映像

も交え紹介が行われた。

日照市の崔局長より日照市における漁業の概要（日照市の

人口：293万人、漁業者数13.1万人）と増養殖の取り組み

や魚礁設置と利用、海洋レジャー産業取り組み、さらに黄海

冷水塊を利用した冷水性魚類の増養殖について説明があっ

た。さらに、日照市から来日した企業代表者から、中国では

海面を中国政府から10,000㎡あたり150元（約3,000円）

で借用し、各々で漁業（漁獲および養殖場）を行うものや、レ

ジャー産業により収益を得て会社経営をしていて、人工魚礁

も企業が自費で設置しているとの紹介があった。

意見交換では､ 中国側から技術的に進んでいる日本の人工

魚礁を日照市の海域に設置したいと考えているので、どのよ

うな方法で取り組めば良いのかとの申し出があった。人工魚

礁は原則現地にて製作することとなると考えられるので、型

枠などの資材を持ち込む必要があるが各社の考えがあるの

で、具体的には各社毎に話し合って欲しいなど活発な意見交

換が行われた。

（第2調査研究部 部長　伊藤 靖）
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浪川主任研究員オススメ！

魚食と日本人
－水産と人・生活・地域のかかわり－

◎ 林 紀代美 著
古今書院　本体5,600円＋税
（ISBN-10: 4772231749）
（ISBN-13: 978-4772231749）

かつては人口100万人以上の国の中で第1位であった日本

の一人当たり食用魚介類消費量は減少の一途を辿り、平成23

年には第6位となった。「魚離れ」が指摘される中、魚食を伸

ばしていこうという試みが、生産者、水産物流通、消費者等の

様々な立場から、行われている。このような中、本書は「『魚

を食べること（魚食）』とこれにかかわる人と地域、社会に注

目」して、「水産資源とかかわりあう人、地域、社会のあいだ

でより良い魚食のかたちや方法、役割などを選択して活動の

バランスを調整するヒントを得るため」にまとめられている

ものである。

本書の構成は、魚食の地域性とその変化、背景に着目した

「第Ⅰ部　魚食から見える地域」、子持ちシシャモ製品や中国

産養殖フグ、水産都市と言われる下関の事例をとりあげた「第

Ⅱ部　魚食を支える活動と地域の役割」、「石川の朝とれもん」

活動や学校での食育等、魚食を推進する活動に着目した「第

Ⅲ部　魚食にかかわる学び」の大きく3つのパートに分かれ

ている。いずれも多くの事例から魚食と地域、社会を多角的

に考察しており、興味深い。

特に、第Ⅰ部にまとめられている「第1章　魚食の地域性

と平均化」および「第2章　魚食の普及と社会環境 ―沖縄の

人々はサンマをどのように受け入れてきたのか」は、魚食の

地域性についての論が展開され、地理学を専門とする著者の

魅力が遺憾なく発揮されている。これらの章では、家計調査

年報より主な水産物に関する購入状況から地域差を整理し、

北日本、東日本（関東・東海、那覇）、西南日本（西日本、九州、

日本海沿岸）の6つに分類して、「東日本」グループに日本の

南部に位置する「那覇」が入っていることを明らかにすると

ともに、サンマを例に、輸入依存度の高い当時の琉球が、本土

では主に飼料に向けられる中小型の冷凍サンマを輸入した結

果、「揚げる」という調理方法が選択されることが多い食習慣

と相まって普及し、現在では本土と同じく秋の風物詩として

展開されている様子を描きだしている。魚食が、地域の漁業

や食習慣だけではなく、広く社会や経済にも関係づけられる

ものであることを実感する章である。

博士論文をベースにしている部分も多く、調査時点が古い

ものもあるが、その分、コラムなどにページが割かれており、

興味のあるコラムを拾い読みするだけでも十分に楽しめる。

「コラム3　魚食と観光」は、函館の朝市を例に、訪れる人々

の「地名」に対する期待や評価、行動が、供給側に影響を与え、

変えていくことについて、14ページを割いて展開しており、

読み応えがある。

本書を読んで、当たり前に感じていた魚食と地域の関係性

に改めて気づかされる点も多かった。魚食と地域について見

つめなおしたい「魚を食べる人」、そして、漁港や漁場、漁村

について考えるすべての人々に有益な視点を提供する書と言

えよう。
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●●●●オススメ！早川主任研究員オススメ！

◎ 磯田 道史 著
中央公論新社　本体760円＋税
（ISBN-10: 4121022955）
（ISBN-13: 978-4121022950）

天災から日本史を読みなおす
先人に学ぶ防災

本書は、『武士の家計簿』の著者である歴史学者が、「豊臣

政権崩壊の引き金になった天正地震（1586年）と伏見地震

（1596年）の2つの大地震」、「佐賀藩を「軍事大国」にする契

機となったシーボルト台風による災害」、「森繁久彌の体験し

た大津波」そして「東日本大震災に関する生々しい記録」など

の大学一年生の時から集めていた地震や津波などの災害に関

する記録に基づいて、地震や津波でなく人間を主人公として

た防災史の書物として書き上げて、防災の知恵を先人から学

び災害から生きのびる知恵を東日本大震災のような被害を最

小限に食い止めたい願い、過去の教訓を伝えたい、という著

者の思いを紹介している。

東日本大震災の事例として、津波から村を守る水門と防波

堤が建設されていたことで、他の自治体に比べて、死者・行

方不明者の数が格段に少なかった普代村を紹介している。

普代村の水門と防波堤は、明治の大津波の被害を聞いて育

ち、昭和八年の三陸大津波の惨状を経験した普代村の村長

さんであった和村幸得さんの「絶対に村民を守らねば」との

思いから、建設されたものであった。

結果的に、普代村では、水門と防潮堤が津波から村を守っ

たが、東日本大震災の結果をみれば、普代村の例は少数で、防

潮堤・水門で人家を守れなかった例の方が多かった。東日本

大震災の結果を比較研究して防災事業を考える必要があると

述べている。

著者は、東日本大震災の津波の痕跡を確かめるために、東

日本大震災で小学生の子供を亡くした男性から「歴史を知る

のが何より大切です。」と目を見て言われたこと。また、仙台

平野は、約2000年前、約1100年前（貞観津波）、400年前（慶

長三陸津波）そして2011年（東日本大震災の津波）と、はっ

きりしているだけで、2000年間に四回もの大津波に襲われ、

いずれも内陸4キロ前後まで浸水している。500年前後の周

期性をもったきわめて反復性の高い自然現象であったこと。

これらから、過去の記録に学ぶことの必要性を述べている。

著者は、これから備えるべき危機として、①地震津波など

の地学的危機、②地球温暖化に伴って台風や集中豪雨が激化

することによる風水害・高潮・土砂崩れなどの気象学的危機。

そして、③世界の人的交流の進展やテロの可能性が高まり、

抗生物質耐性菌・インフルエンザ・出血熱などの感染症学的

危機。の3つをあげている。

著者は、ここでは述べることが出来なかった、医療・健康・

感染症対策も含めて、現在社会で、防犯、テロや戦争の抑止、

予防外交、経済危機の回避などの重要性も考える必要性があ

るとの思いから、古人の経験や叡智はこれからも有効であろ

うと考え、機会があれば、広い意味での「リスクコントロール

の歴史学」を執筆することも考えているようであるので、新

たな危機対策についての考え方を紹介する書籍として期待し

たい。

本書は、防災学について考える際に読み、防災について改

めて考えてみてはいかがでしょうか。
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学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成28年9月～29年3月）

編集後記

研報No.41号がようやく完成しました。執筆頂いた関係者の皆様ありがとうございました。毎年春号は、年度末の時期と重なるため、入稿
が遅れがちとなり、やきもきしておりましたが、そうした気苦労をよそに、東京では桜から新緑の時期になりました。また、当研究所内でも
新年度に入り、数名の新任者を迎えております。上半期のトピックスと共に、次号で、改めて紹介させて頂きます。 （H.M）

日本地域学会 第53回（2016年）年次大会（28.10）
「漁港再生プランと漁業を核とした地域再生プロジェクトについての考察」
第15回全国漁港漁場整備技術研究発表会（28.10）
「漁業地域における水産物の生産・流通に関するBCP」
「LOCを考慮した水域施設の維持管理手法」
第10回アジア水産音響学会（28.11）
「Distributional factors of juvenile Walleye Pollock in the Musashi Bank area,northern Japan Sea」
第63回海岸工学講演会（28.11）
「ライフサイクルコストを考慮した鷹巣漁港水域施設機能の維持管理手法について」
「津波越流時における防波堤の波圧特性と被履ブロックの安定性に関する実験的検討」（共著論文）
Recent Advances in Marine Science and Technology 2014 - PACON International Vol.12, No.1（28.12）
「CONSIDERATION OF PORTS WITH BETTER ESTABLISHMENT AND PROPAGATION FUNCTIONS FOR JUVENILE LOBSTER」
PACON25TH INTERNATIONAL CONFERENCE 論文発表（29.3）
「金浦漁港沖防波堤マウンドにおける藻場造成」

漁港漁場漁村研報
JIFIC Vol.41 2017.5

〒101-0032　東京都千代田区岩本町3-4-6 トナカイタワーズ9階
TEL.03-5833-3220  FAX.03-5833-3221
http://www.jific.or.jp

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。

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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■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

活動報告（平成28年9月～29年3月）

◎全国漁業協同組合学校特別講義講師派遣【全国漁業協同組合学校】28.9.2､9.7　　◎平成28年度第１回三重県漁港漁場研修会講師派遣【三重県漁港
漁場協会】28.9.8　　◎漁港運営・管理先進化方案用意のための国際セミナ－討論会【特殊法人韓国漁村漁港協会】28.9.20　　◎第３回アルミニウム
合金製水門設計製作指針案改訂小委員会【日本アルミニウム協会】28.9.28　　◎平成28年度積算技術情報検討委員会委員派遣【FIDEC】28.11.8　
◎平成28年度水産工学技士（水産土木部門）養成講習会東京会場講師派遣【大水・FIDEC】28.10.26　　◎平成28年度水産工学技士（水産土木部門）
養成講習会福岡会場講師派遣【大水・FIDEC】28.11.30　　◎遠まき組合松浦第一工場整備に係る設計業者船底審査会専門技術者派遣【日本遠洋旋網
漁業協同組合】28.11,21～ 22　　◎平成28年度水産公共関連民間技術の確認審査・評価第１回委員会委員派遣【漁港漁場新技術研究会】28.12.22　
◎浪板海岸の砂浜再生にかかる現地調査派遣【岩手県】29.1.26　　◎第37回千葉県漁港漁場研修会講師派遣【千葉県漁港漁場協会】29.2.2　　◎平成
28年度水産公共関連民間技術の確認審査・評価第２回委員会委員派遣【漁港漁場新技術研究会】29.3　　◎第１回神奈川県水産審議会委員派遣【神奈
川県環境農政局】29.3.22　　◎第１回鳥取県境漁港流動海水氷製造装置整備事業者選定委員会委員派遣【鳥取県農林水産部振興局】29.3.28
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