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某社の主力商品は花札からゲーム機と変化した。社の
目的達成のために、消費者ニーズに即して商品の形が変
わった。一方、この伝統的で完成された文化的遊戯の需
要はなくならない。
さて、水産基盤整備の目的は何か。ニーズに対応した

水産物の安定供給と、それを下支えする漁業地域の活力
の維持強化であろう。それを発展させるには新しい需要
先の発掘も重要だ。例えば、某市はふるさと納税の返礼
品として、地元の農林水産物を大胆に活用した。すると、
その質の良さに気づいた寄付者の中から自腹で直接購
入を始めるものが出てきた。そもそも、地方の優れた商
品を都市部へ紹介する役割は百貨店などが得意とする分
野であったはずだ。しかし、思いがけず、ふるさと納税
の返礼システムが、従来の流通網では発掘できなかった
需要者を、見いだした。つまり、新規需要者の発掘のた
めには、流通システムにも改良を加え新たなものを模索
し続けることが必要なのだ。現在、様々な販売・流通の
チャネルや手法が出始めている（※）。「消費者ニーズの旬
は新しい旬に凌駕される。」とは、BEAMSの創設者、設
楽洋氏の言である。
このような変化を踏まえ、流通の起点となる漁港・漁

場において、対応すべき新しいテーマは、次の三点だと
私は考えている。
①水産資源の回復を図るため、引き続き、国直轄の沖

合漁場整備を強化すること。この事業の成果は、実施地
区で高く評価されている。さらに推し進め新しい魚種を
対象とした新しい地区での事業展開が望まれる。
②水産物の輸出の中核を担う水産都市の強化も重要

だ。老朽化した水産施設や遊休化した民間施設や用地を
抱える地域もあると聞く。これらの地域では、水産、観

光、飲食などの各種民間事業者としっかり連携し民間施
設を含む漁港の機能施設の更新、再編成と新たなまちづ
くりが一方策となろう。
③自然豊かな漁村で、海辺の景観を活かし、水産物直
販や飲食を手立てに漁村の活性化を図ること。漁港施設
や用地を民間に貸付けるなど地元で活用し、それに連動
させ漁港の水域を畜養や増殖の場として活用することも
考えたい。このような取組みはすでに各地の漁村で進ん
でいる。これは鮮度が高く特徴的な沿岸ものを扱う漁港
の得意分野かもしれない。
以上のテーマで成果を得るためには、個々の点である
漁港内だけでの対応では効果は限定的だ。線から面へつ
ながり広がる流通網や情報網との融合が必要である。流
通や観光は民間事業者の連携システムで成り立ってい
る。水産基盤整備にかかわるものとしては最もなじみが
薄い輸出や直販、観光を担う民間事業者からも学び、連
携する必要性が一層高まっていくように感じる。
先の設楽氏は「商売の一部で常にチャレンジすること
が必要」とも言う。従来のものに加え、新しい需要に対
処する。その過程で、水産基盤整備の対象そのものが将
来、今とは異なってくるかもしれない。某社の洗濯石鹸
は圧倒的なシェアを誇るが、その秘密は、わずかながら
も毎年改良することにあるそうだ。その間に、石鹸は液
体に形を変えた。
前向きな変化を追い求めたい。
（※：萩大島船団、羽田市場、道の駅発酵の里神崎、フー
ディソン、モンテン、ハピキラ、未来食堂、インド市場で
の P＆G、梅原真氏、中澤さかな氏などの取組が参考に
なる。）
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28,612隻、1,822億円。これは、東日本大震災で被災
した漁船の数と被害額です。漁船は漁業者にとって明日
の生活に直結する生産手段であると同時に、高価な電子
機器類を搭載した近代漁船は自宅よりも大事なかけがえ
のない資産であるかもしれません。このため漁業者の漁
船に対する思い入れは大変強く、台風や津波の際、自分
の漁船の安全を確認するため港に出かけ被災してしまう
といった例が後を絶ちません。
東日本大震災においては、漁船保険等の保険金の支払

の外、共同利用漁船への補助金の支出等の支援により漁
船の復旧や漁業者の生活支援が行われ、漁船を失うこと
による生活リスクを相当程度補うことができたため、震
災地域においては漁船に対する執着が相対的に薄れてき
ているようですが、それでも、津波から漁船と漁業者の
生命をいかにして守るかということが漁業地域に固有の
防災上の重要な課題であることに変わりはありません。
津波は、その特性から、水深の深い沖合においては通

過したこともわからないくらいなだらかでゆったりして
いますが、海岸線に近づくにつれ地形の影響を受けて波
高が大きくなり、船の制御もできない程流れも速くなり
ます。したがって、漁船を津波から守るためには沖に出
ればよいというのは、漁業者にとっては半ば常識となっ
ています。しかしながら、一方において、漁船の沖出し
は避難の過程において津波に遭遇し被災をするリスクが
あることも忘れてはなりません。先の震災においては、
漁船を沖合に避難させようと、津波が迫っているにも関
わらず周囲の制止する声を振り切って船を出し遭難して

しまった若い漁業者がいたという悲しいでき事もお聞き
ました。
平成 24年 3月に東日本大震災を受けて改訂された水
産庁の「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」にお
いては、人命の安全の確保を最優先課題とし、①港内で
作業中（係留中）の場合は直ちに陸上の避難場所へ避難
する②港内泊地や港口部など漁港周辺を航行中の場合
は、避難海域までの移動時間と帰港・係留作業に要する
時間を比較検討し、陸上へ避難するか又は沖合へ避難す
るかを選択する③沖合にいる漁船は、避難海域へ避難す
るという原則を示しています。即ち、人命の確保を第一
に考えた上で、地震津波の発生からの時間経過に応じて、
どの時点でどのように行動したら人命と漁船を守るこ
とができるのか、あるいは、人命を守るため漁船を諦め
るという選択をせざるを得ないのか、ということを予め
シミュレーションし、関係者が協議して行動様式化と訓
練を積み重ねておくことが望まれています。その際、津
波の到達時間、態様などは地域特性によって異なるので、
地域ごとに関係者の共通の認識の下で避難計画を作成す
ることが必須です。
私どもの研究所では、現在、大学の先生方の協力も得
て、岩手県や漁協と一緒に漁船の津波避難の具体的なモ
デルづくりに取り組んでいます。沖で作業中の漁船に地
震や津波の発生を知らせる方法など新たな課題も見つ
かっていますが、全国のモデルともなるよい避難計画と
するため奮闘中です。どうぞご期待下さい。
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特別寄稿

01 漁業におけるBCP（事業継続計画）策定・
導入・運用の実際
～ 個別BCPの限界と地域型BCM（事業継続
マネジメント）のススメ～

名古屋工業大学　渡辺 研司
名古屋工業大学大学院教授・リスクマネジメントセンター防災安全部門長（兼務）工学博士・MBA、1986年 京都大学卒業、同年 富士銀
行入行、国際事務企画、米国駐在、システム開発・企画他、1997年 プライスウォーターハウスクーパース、2003年 長岡技術科学大学准
教授（経営情報系）、2010年より現職。専門はリスクマネジメント、事業継続マネジメント（BCM）、重要インフラ防護。

はじめに
本稿を書き進めていた8月11日のTVニュースで、ちょ
うどお盆の時期に東日本大震災の月命日が重なり、まだ
200名以上が行方不明のままになっている地域では中学
時代のクラス会が開かれ慰霊をしたことを報じていた。
このニュースで、東日本大震災発災後、岩手県の要請で
県災害対策本部の支援に駆けつけた際、まず県商工部門
の担当者から投げかけられた質問をふと思い出した。
「もう助からないであろう行方不明者（つまりご遺体）
がたくさん流されている海から揚がった魚はもう売れな
くなるのではないでしょうか？」
私はその時とっさには何も答えられず、自分自身の無

力さを痛感したが、実際はこの担当者が懸念した風評被
害的な要因というよりも、漁船や漁具の流出や、漁港施
設、冷凍倉庫、加工施設などの被害や漁業従事者の被災・
避難などによって水産物の生産・流通量が落ち込んだ。
事業継続計画（BCP: Business Continuity Plan、以

下 BCP）の手順の中でも重要なプロセスである BIA

（Business Impact Analysis: ビジネス影響度分析）は、自
然災害や事件・事故などの発生によるビジネス途絶に伴
う影響（生産量、売上、収益、マーケットシェアの低下な
ど）を分析するプロセスであるが、この観点からはこの
担当者の着眼点は間違いではない。しかし、風評被害に
よる影響度そのものを漁業従事者が直接コントロールで
きる可能性は低いことを考えれば、その対応の前に事業
継続のために、まず自らが取り組まなければならないこ
とがある。
本稿では、平成27年3月に水産庁から公開された「漁
業地域における水産物の生産・流通に関するBCP策定
ガイドライン」の紐を改めて解きながら、漁業地域にお
けるBCPの実効性の確保の在り方と今後の方向性につ
いての考察を展開する。

1．漁港地域のBCPの概要と重要性
そもそもBCPの重要性が世の中で認識され始めたの
は、2004年の新潟県中越地震と2007年の新潟県中越沖
地震で、被災地にあった中堅企業や工場の操業停止がサ
プライチェーンを介して国内外の非被災地にも大きな

影響を及ぼし、また、従来からの防災対策では対応しき
れなかった企業群の業績悪化や倒産により、被災地の復
旧・復興が危ぶまれる事態が散見され始めたことが背景
にある。
このような状況は、その後発生した 2011年の東日本
大震災からの教訓も踏まえ、2014年に政府が打ち出した
国土強靭化アクションプランの事前に備えるべき8つの
目標のひとつ、「大規模災害発生後であっても、経済活動
（サプライチェーンを含む）を機能不全に陥らせない」に
も反映され、大規模な災害や事故・事件が発生しても、
事業を中断させない、中断したとしても、前述のBIAに
基づき予め定めたRTO（Recovery Time Objective：目標
復旧時間）以内に事業再開を目指すBCPがより推進され
るようになった。
このような流れの中で、水産庁は筆者も委員として参
加した検討会での議論などを経て、それまでの「災害に
強い漁業地域づくりガイドライン」からBCPに軸足を移
し、平成27年3月に前述のガイドラインを公開、次いで
本年2月には同ガイドラインの「運用編」と「策定および
運用に関する参考事例」を公開した。
その観点は、水産物が漁場から漁港での水揚げ、市場
でのセリ、冷凍・冷蔵庫での保管、加工場での加工等を
経由して消費地まで輸送されるというサプライチェーン
（図1）に着目し、地震及び津波等による大規模被害によ
り、そのどこかの機能が損なわれれば、水産物の安定供
給に支障が生じると同時に、漁港を利用している漁業者
や市場関係者などの水産物の生産・流通に携わる関係者
の経営に影響を与え、地域経済が大きな損害を受けるこ
とになる、というものである。
具体的には、BCPを介した協業の対象範囲として漁業
者、漁協、市場関係者（卸売業者、仲買業者等）、運送業
者、加工業者、小売業者などを幅広く含めることを推奨
し、下記のような事項を具体的に整理する必要性を説い
ている。
・ 漁業地域における水産物の生産・流通に関わる各関
係主体が参加したBCP協議会の設立と被災時に活動
の核となる主体の明確化
・ 優先して生産・流通すべき漁業種類の選定
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・ 発生の可能性が高い大規模災害の特定、その際のラ
イフラインや水産インフラの被害想定、その災害が
選定された漁業種類の生産・流通に与える被害想定

・ 大規模災害時におけるライフラインや水産インフラ
及び選定された漁業種類の目標復旧時間の設定

・ 大規模災害時の水産物の生産・流通機能を、どの程
度確保すべきかに関する関係者間での認識の共有

・ 選定された漁業種類の生産・流通に必要な施設、設
備、機器・器具などの代替策

・ 選定された漁業種類の生産・流通に携わる関係者と
事業継続についての認識の共有

2．漁業におけるBCP策定・運用の考慮点
漁業は業態的に自然に直に接した産業であることか

ら、経営環境には不確実性が大きく伴い、特に自然災害
にはこれまでも幾度となく大きな被害を受けながら存続
してきた。一方、日本全体としての自然災害への対応と
しては、まず人命・安全確保最優先のハードウェアによ
る防災対策が 2011年の東日本大震災後に展開されてき
たが、一部、漁業における事業継続との共存の難しさを
生み出している。
例えば東日本大震災で甚大な津波被害を受けた地域

では、計画よりも大幅遅延なるも防潮堤の建設が進んで
はいるものの、筆者が調査を行ったある地域の漁業組合
事務所の再建の場所の選定時に、防潮堤の陸側に再建す
るという地元自治体の原案に対し、漁業組合は防潮堤の
海側（つまり防潮堤の機能は不要）という要望を出した。
その理由には、通常時に海が直接見えないと、漁場の状
況が五感で感じ取れないこと、また、大規模地震に伴う
津波の到来も目視でいち早く確認し、漁船の退避行動に
移せないということがあった。
これは、防潮堤というハードウェアに依存するよりも、

危険や危機といったリスクを直接感知し、そのインパク
トを軽減する行動をいち早くとる、というこれまでも常
に変化（へんげ）する自然を相手に操業してきた漁業従
事者の柔軟性の高いソフトウェア中心のレジリエンス１ 

の考えかたが背景にあるのではないかと考える。

今後発生する自然災害の威力はこれまでの災害を通じ
た経験則や最新の科学技術を以てしても、その予測には
完全はあり得ないことから、災害に関する様々な想定や
ハザード予測もそれを鵜呑みにせず、そうではない事態
にも対応できるようなより柔軟性の高い体制や仕組みを
構築することが漁業BCPの分野では大変重要である。
このようなBCPにおける柔軟性は、その地域で想定さ
れる津波予想高やハザードマップを固定値として認識し
た瞬間に消滅してしまい、それ以外の事象には対応でき
ない硬直的なBCPになってしまう可能性が高い。BCP

の基本スタンスはAll Hazard（あらゆる事態を想定する）
であることから、漁業サプライチェーンの継続を脅かす
大規模地震・津波という発生原因にのみ着目するのでは
なく、事業の中断につながるより直接的な発生事象に着
目し、その対策を考えることが重要である。
例えば、漁獲は可能だが、水揚げ以降の保存、輸送、加
工、流通といったサプライチェーンの継続ができなくな
るのは、何も大規模地震・津波が発生しなくとも、下記
のようなより身近な原因でも発生する。
・広域停電による冷凍倉庫の機能不全
・ 共同燃料備蓄タンクからの燃料漏れ・流失による燃
料不足、油除去作業による港の一時閉鎖
・ 漁業従事者間の疫病・疾病蔓延
・漁港に隣接する化学工場からの有毒物質流出事故
・老朽化や火災による市場建屋・機器の損壊・損傷
・ 水産加工業者の保健・衛生法上の違反に伴う自治体
からの業務停止命令
・トラック及び運転手の不足
このような、より日常に近い事象に迅速に対応しなが
ら柔軟性を積み上げていくことこそが最終的には大規模
災害への対応力につながっていくと考える。

3．個別BCPの限界と地域型BCMのススメ
さて、漁業におけるBCPは個々の漁業従事者が策定・
運用することは実際には難しい。では、どのような形態
で策定・運用するのが現実的なのだろうか。
地域や業種を超えた水平分業の拡大により組織間の相
互依存性が増加するネットワーク型社会において、脆弱
性が増加していることはこれまでの大規模災害で確認さ
れてきた。このような脆弱性は、組織やプロセス、ロジ

1  レジリエンス（resilience）：最近は強靭性と訳されることもあるが、
むしろ、しなやかな復元力、弾力性のある回復力という表現が妥当。

図1　漁業地域における水産物の生産・流通のBCPの対象範囲（水産庁資料：参考資料【３】より引用）
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スティクスの相互依存性の更なる増加に伴いそのレベ
ルを増しつつあり、組織の事業継続を考える際に利害関
係者との相互依存性を充分に考慮しなければ、事業継続
性の実効性を確保することは大変難しい状況と言える。
このような現状を考慮すると、例えば漁業の場合、事業
継続の取組みを漁業組合を中心として、組合関係者・組
織、サプライチェーン、業界団体・経済団体、そして地域
コミュニティに広げて検討、取組むことが求められる。同
様に地元自治体も近隣自治体や遠隔自治体（同じ災害で同
時被災しない、かつ、何らかの手段で移動可能な距離）、政
府機関地方局（漁業調整事務所、経産局、国交省地方整備
局など）、所管省庁（水産庁など）、そして地域コミュニティ
に事業継続の取組みの範囲を広げる必要がある。そして、
このような官民の取組の協業の場所として地域コミュニ
ティが重要な役割を果たすことになる。（図2）
具体的には水産庁ガイドラインでも解説されているよ

うに、漁業にかかわる利害関係者が幅広く集まりBCP協
議会を設立し、自らの漁場から揚がってくる水産物の生
産・流通特性や被害想定の整理を行いながら、地域で共
通する問題点・課題を共通認識とし、その後は何度も訓
練・演習を繰り返す。

BCPはいったん策定したまま実際の災害発生まで後
生大事に保管しておくのであればその意味をなさず、幸
いにして災害が発生しない期間も、訓練・演習を上手に
組み合わせながら、いつ災害が発生してもBCPの実効
性が発揮できるよう官民問わず地域内の利害関係者が
協業して PDCA（P:Plan、D:Do、C:Check、A:Act）を回
しながら継続的に改善する地域型BCMの体制を構築す
る必要がある。

4． これからの漁業におけるBCPの在り方（有事か
ら平時へ、そして受動から能動へ）
ここまでで、漁業におけるBCP策定と導入、そして運
用についての解説を展開してきたが、実際には災害はいつ
発生するかわからず、また自治体や政府関係機関から言わ

れたので始めた、というモードでは長続きしようもない。
業種問わず、先述の地域型BCMを推進している地域

の特徴は、民間、もしくは行政のどちらが先に働きかけ
たかの違いはあるにせよ、その後は対等な地域内の利害
関係者として、地域内で共通するリスクの共有と、それ
が起こった際のインパクトを街全体として想定し、協業
活動を通じて地域の産業や雇用、生活を守るためにはそ
れぞれがどのような役割と責任があるのかを真剣に議論
し、具体的な行動に移している点である。
更に、このような活動が具体的に始まると、利害関係
者間の依存関係やサプライチェーンの可視化が行われ、
その結果、業務改善やイノベーションの創出といった平
時のメリットへもつながり始めている。そして、街全体
がひとつのコミュニティとして有機的につながり、能動
的にBCPに取り組むことで災害時のレジリエンス向上
のみならず、平常時の活気も向上しつつある。
このように地域が活性化すると様々な柔軟性が生ま
れ、それを利害関係者間で積み上げることは、単発的な大
規模災害だけではなく、今後、中長期的に漁業従事者が
直面することになる気候変動や潮流の変化に伴う魚種や
漁獲量の急激な変化、水産資源保護のための漁獲規制と
いった不確実性にも対応できるような地域のレジリエン
スを強化することにもつながるのではないだろうか。
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図2　漁業組合を中心としたBCPの対象範囲の拡大と地域コミュニティを通じた官民連携の在り方
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02 欧州における持続可能な漁業政策と
スローシティ運動

早稲田大学 社会科学総合学術院／都市・地域研究所　早田 宰
1995 年早稲田大学社会科学部専任講師、助教授を経て2002 年より教授、博士（工学）、バーミンガム大学都市・地域研究所名誉研究員
（2003-2004 年）、早稲田大学都市・地域研究所所長、著書『まちづくり教書』（鹿島出版会 , 2017 年）ほか、地域力創造アドバイザー（総
務省）

はじめに
漁業のグローバル化、国際競争が進む一方、海洋資源

の枯渇、その持続可能な利用は、世界的な政策課題と
なっている。生態系の保全、違法操業・乱獲の規制の国
際的な取組は喫緊の課題である。
それとともに、小さな漁業集落の維持が各地で困難に

なっており、漁港の資源を活かした地域づくり、海に関
連する産業の多様化、とくに観光化への期待が高まって
いる。キーになるのは、伝統的な商業漁業の漁船や漁業
関連施設、さらには漁具などの既存ストックをいかに観
光に活用するか、さらに地域レベルでは、小さな港町や
漁村集落それ自体の魅力をいかに観光コンテンツ化する
かである。
欧州ではいち早く持続可能な漁業政策に取り組んでき

た。その転換においては、文化的な地域づくりとの連携
が重要である。とりわけイタリアでは地域の伝統的な個
性ある食文化の価値を大切にするスローフード運動、そ
の理念を地域づくりに展開するスローシティ運動が推進
されている。本稿では、漁業、ツーリズムと持続可能な
開発の関係について考える。また日本での加盟1号の気
仙沼市の取組について考察する。

海の豊かさを守る国際的枠組み
対策の実現に向けた国際的枠組みは、2010年代に入っ
てようやく実効的に動き始めた。国連では2015年9月、
持続可能目標（SDGs）を定め、2020年までに乱獲の撤
廃、生態系の回復力の強化を達成を政策ゴールとした。
小規模・伝統的漁業者に対しては漁業および市場へのア
クセスを提供する。さらに、2030年までには先進国の
みならず開発途上国においても持続可能な漁業、水産養
殖、および観光の経済的利益を可能にすることを目指し
ている。

EUの持続可能な漁業政策への転換
こうした潮流に先んじて、欧州では、1983年に共通漁
業政策（Common Fisheries Policy＝CFP）を導入し、以
後 10年ごとに見直してきた。2013年の見直しでは、そ
れまで課題とされながらも不十分であった漁船の過剰
な漁獲能力の抑制策、その方針と対処責任を明確化し、
様々なレベルでの取組を進めるとした。

2014年には、EU法のNo 508/2014の 30条で、漁業
の多様化と新しいかたちでの収入手段の獲得が制度化さ
れた。それにもとづき、漁獲制限の見返りとして漁業者
の収入の多様化に寄与する観光、飲食、サービス、教育へ
の新たな投資をおこなってきた。

責任ある観光
「責任ある観光」（responsible tourism）は、EU諸国、と
くに歴史的な遺産の多い国々では重視されるキーワード
である。観光地の生態系、地域固有の文化に配慮し、地
域で暮らす人々の生活や社会経済への悪影響を最小化す
ることをいう。世界観光機関（WTO）が確約する世界観
光倫理規範（Global Code of Ethics for Tourism）を提示
している。

アングリング・ツーリズム
前掲EU法の30条では、新たな漁業者の収入の多様化
策として、アングリング・ツーリズム（angling tourism）
が明記された。アングリングとは、針で魚を釣るという
意味で、レクレーションのレジャー活動の観光である
（図１）。
その内容は、商業漁業（commercial fi shing）による観
光と遊漁（recreational fi shing）による観光に分類できる
（表１）。

図1　持続可能な海業
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商業漁業は魚を売って利益を得ることを目的としてい
る。観光と連携できる部分としては、例えば魚市場の見
学、漁船や漁具の見学ツアーなどである。
一方、遊漁は、家族や友人のネットワークで食べるた

めのサービス業である。つり船、器機レンタル、チャー
ター、収穫体験、釣りガイドのほか、利用者の格別な自然
体験、気分転換、健康などの社会価値を提供するもので
ある。

イタリアの漁業
世界各国の年間漁獲高 *1）を比較すると、中国が 1位

（7,939万トン）で、日本は世界第7位（466万トン）であ
るに対して、イタリアは、世界48位（35万トン）とそれ
ほど多くない。イタリアはかつて沿岸漁業が盛んであっ
たが、地中海は海洋資源に限界があり、現在は牡蠣、ムー
ル貝などは養殖漁業に移行し、海面漁業は現在漁獲量を
制限しており、供給量は輸入に依存する形になっている。
そして伝統的な小さな沿岸都市では地域経済は漁業から
観光にシフトしている。

イタリアにおける海と魚のツーリズム
アングリング・ツーリズムのうち、商業漁業者が自社

の漁船を使った観光アクティビティのことをイタリアで
は、「ぺスカ・ツーリズモ」（Pescaturismo）という。ぺス
カとは漁の意味である。担い手は一次産業である漁業者
である。
類義語として、「イッティ・ツーリズモ」（Ittiturismo） 

がある。イッティとは魚の意味で、魚料理にこだわった
ホテル、レストランなどの観光アクティビティを指す。
担い手は、商業者、サービス業者である。つまりぺスカ・
ツーリズモは海の民が担い手で、イッティ・ツーリズモ
は陸の民が担い手である。中には漁師が直営して両方を
兼ねている場合もある。

個別漁業者への支援策
漁業政策の財源として、新たに欧州海洋漁業基金

（European Maritime and Fisheries Fund=EMFF）を導入
している。漁業者は、新しい支援を得るために事業計
画を行政に提案することが期待されている。
その運用の実際をイタリアのシチリア島を例にみて

みよう *2）。沿岸アクショングループ（GAC：Gruppo di 

Azione Costiera）によって漁獲制限措置の補償を目的
とした漁業者への代償の支払いへの補助を提供してい

る。それによれば、財源は漁師の活動の多様化のための
漁業関連の観光化の支援措置で、申請者一人あたり最大
5万ユーロ（日本円で約 640万円）、経費の最大 60％の
補助を補償として提供している。その使える使途の範囲
は、①釣りツアー（衛生・安全管理、ボートや船上設備
の調整）、②釣りツアー専用webサイト作成費、ネット接
続、PC購入、③観光レクリエーション活動やその他の商
業利用の船を含む多様化プロジェクトの実現のために必
要な機器の購入費、④土地の多様化計画を作成するため
の建物購入費、⑤活動の多様化を目的とした改修工事費、
⑥リース資産、⑥経費のオーバーヘッド（控除対象）な
ど幅広く使用可能である。それらを使って漁業者個々が
アングリング・ツーリズムに取り組めるようにしている。

スローシティ運動
スローシティ運動とは、イタリアに端を発する文化的
かつ自治的な都市づくりの運動である。原則人口5万人
以下の小都市が加盟するもので、認証には地域ごとの歴
史や生活文化の独自性、食文化、持続可能な環境、コミュ
ニティの取組など 50以上の評価項目についての審査を
受けて認められる必要がある。現在までにヨーロッパを
中心に30カ国236都市
（2017年 9月現在）が
加入している。
スローとは、「ゆっく
り」というより、「じっ
くり」とプロセスを楽
しむというニュアンス
が強い。かたつむりの
マークが目印である。

イタリアの持続可能な漁業への移行
イタリアにおいて、伝統的な漁業から持続可能な漁業
へ移行的に展開しているか、多様な海業の展開としての
ぺスカ・ツーリズモ、イッティ・ツーリズモと、文化的
な都市・地域づくりの運動であるスローシティはどのよ
うに関係して展開しているか地理的分布を踏まえて考察
してみたい（図3）。

写真1　イタリアの漁業ツーリズムの風景*３）

図2　 スローシティの
ロゴマーク

分類 内容 例

商業漁業による
観光

商業漁業者が自社の
漁船を使った
観光アクティビティ

漁船、漁具の見学、
漁や市場の見学、等

遊漁船業による
観光

遊漁業者が観光客向けの
船を使った
観光アクティビティ

釣り、収穫体験、
洋上・海浜での食事、等

表1　アングリング・ツーリズムの分類
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展開地域のプロット図を作成した。地図の作成にあ 

たっては、データは、「トリップアドバイザー」*４）という
世界で広く使われている旅行情報サイトを用いて、その
事業者の登録および利用者の書き込みデータをもとに分
析した。登録業者の自己紹介に上記の用語を含み、かつ
サイト利用者からの評価が一定以上の営業所の所在地を
プロットした。
漁業の中心となる漁港都市は、中心となるマザーラ・

デル・ヴァッロなどシチリア島西部と、アンコーナなど
イタリア半島の北部沿岸に分布している。産業の中心で
都市規模も人口5万人以上の都市である。
スローシティの加盟都市は、イタリア全土で83（2017 

年 9月現在）あるが、山間部の農業地域の指定が多いが
沿岸部にも 11の都市が指定されている。これらの沿岸
都市をみると、人口5万人以下と小さいながら地中海の
自治・交易・軍事の要所としての歴史都市または美しい
海岸の文化的景観が顕著な自治の伝統のあるまちが指定
されている。
それゆえ漁港都市とスローシティの指定は目下のとこ

ろ重複していない。空間としても、先端的な漁業は、冷
蔵庫、加工場、倉庫などの品質、安全の管理が求められ建
築物も機能的であるし、観光客が自由に出入りできる空
間とは区別されることが欧州では一般であるから歴史的

景観とは共存しにくいだろう。
ぺスカ・ツーリズモは、リビエラと呼ばれる南仏に連
なる美しいリグリーア海岸の沿岸、トリエステ湾の沿岸、
サルディニア島の西岸、シチリア島の西岸に点々として
いる。イッティ・ツーリズモの盛んなエリアも、ほぼ同
様の傾向であるが、さらにトスカーナ諸島など広範なエ
リアに広がっている。
このようにイタリアでは、地域産業構造において漁業
の経済規模が小さい地域で、かつ歴史的文化的資源も乏
しい地域において、地域の生き残りの手段として海・魚
ツーリズムの戦略を巧みに活用していることがわかる。
その中間として、キオッジャのように人口5万人程度の
漁港で、漁業も観光も成立しているまちがある。ヴェネ
ツィア干潟の南側に位置し、環境・社会・経済の条件が
いずれも良いことが理由であろう。
以上のようにイタリアは、漁業の経済規模が小さくな
る中で、小さな港町が持続可能な開発による生き残りに
向けて主体的にチャレンジできるための積極的な支援
策、法制度、財政措置を導入しているといえる。

理論的な考察
漁港は市場経済の様々な外部効果を生み出している。
市場経済規模は小さくても様々な人を惹きつける魅力の

ある都市は、異種産業の相乗効
果による都市化の経済がはたら
く。ツーリズムやスローシティ
運動の中で多様な人や組織が出
会い相互補完や接触の利益をう
む。同時にアメニティの高い居
心地のいい場所や機会を生み出
す。このような視点を加味して
総合的に地域資源 や政策をよ
り丁寧に評価すべきであろう。

スローシティ気仙沼
日本では気仙沼市が最初のス
ローシティの加盟都市である。
気仙沼は、全国でも有数のマグ
ロやサンマ、カツオ水揚高を誇
り、牡蠣やホタテの養殖、フカ
ヒレの産地として有名である。
産業界や市民グループは、水
産・加工業の振興とともに、か
ねてより海の生産環境の保護、
地域独自の食文化の振興などに
取組んできている。NPO法人
森は海の恋人（代表：畠山重篤
氏）の提唱による山への植林活
動と牡蠣養殖の気仙沼湾の水質
保全は早くから注目されてい図3　イタリアの持続可能な漁業政策の展開地区
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る。また2002年から毎年開催されている
「プチシェフコンテスト in気仙沼」は、全
国の小学生から高校生までを対象とした
料理コンテストで、料理技術やアイディ
アを競うだけでなく、気仙沼の新鮮で豊富
な食材を使用して伝統料理や調理方法を、
家族とのコミュニケーションの中で学ぶ
ことを目的としている。2003年 3月に
気仙沼市としてスローフード都市宣言を
行った。

東日本大震災後のレジリエンス
（回復力）

2011年の東日本大震災後、気仙沼市で
は震災前から持続可能な地域づくりやス
ローフード運動に取り組んでいた産業界
や市民グループを中心にいち早く復興に
向けて動き出した。震災復興市民委員会を
設置して、「海と生きる」という復興計画
の基本的な考え方をまとめた。その考え
方に従って持続可能な社会システムが構
想され、それにもとづいて復興事業がデザインされて
いった *５）。

2013年 4月に日本初の国際的組織の本部であるチッ
タ・スロー協会への加入が認証された。菅原茂市長は、
「スローシティに認証されたことで、進むべき道が明確に
なった」と述べている。巷間では「スロー」という言葉の
理解・浸透不足から、復興や経済活動にブレーキがかか
るのではないかという誤解もあった。その誤解を払しょ
くするために地元紙は「スローシティは復興に＜弾み＞
がつく」*６）と報道している。
その後、復興の中期検証 *７）をしたところ、実際に数値
的にみてもスローシティに認証されたことで、気仙沼は
復興にポジティブな効果が働いていることが確認されて
いる。自然環境の保護、地域の食文化の振興に加えて、
生産者の保護・育成、食を通した教育の推進、地産地消、
国際交流などの活動が活発になっている。漁業だけでは
なく農業もスローフードの方向で活発化している。近年
では魚食に合う野菜づくり、ゆず、生姜、ねぎなどの生産
に生産者や地元の JA南三陸が取り組んでいる。
今後の課題は、この経済・社会・環境のバランスのと

れた循環をいかによりよく働かせるか、スローシティ運
動のような持続可能な開発をいかに推進するかである。
都市の中心部だけではなく周辺部（唐桑地域、本吉地域）
での展開がさらに期待される。

まとめにかえて－沿岸部の小さなまちむらへの期待
日本全国、津々浦々に魅力ある漁港漁村、魚食文化の
まちむらがある。沿岸部の小さなまちむらはスローシ
ティの可能性を秘めている。アジアでは韓国が加盟に積
極的で、チャンサンド（青山島）、チュンド（曽島）などは
観光客で賑わっている *８）。

2017年5月、日本で第2のスローシティとして前橋市
がイタリア、オルビエートにあるチッタ・スロー協会本
部から認められた。前橋市北部の赤城地域は、水が豊か
で小麦の栽培地として有名で、独自の農食文化がある。
これからが楽しみである。
農山漁村がそれぞれの資源や都市規模に応じてチャ
レンジできる政策の仕組みづくりに期待したい。
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図4　気仙沼の持続可能な地域社会システム
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特別寄稿

03 なぜ香港が日本からの農林水産物の
輸出先1位なのか

水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課　安田 大樹
1981年愛知県生まれ。2006年農林水産省入省。水産庁漁政課、計画課等を経て、2014年2月から2017年3月まで在香港日本国総領
事館に勤務。

1．はじめに
早速ですが「香港」と聞いて、皆さんは何をイメージさ

れるでしょうか。「かつて英国領土だった都市」、「金融の
街」、「夜景で有名」、ブルースリーやジェッキーチェンな
どの「香港映画」を思い起こす人も多いかもしれません。
日本人にとっては、英国領土時代は日本から最も近い
ヨーロッパとしてマカオ（旧ポルトガル領）と並んで人
気の観光地でもありました。
私は 2014年から 3年間在香港日本国総領事館に勤務
し、主に日本産食品の香港への輸出促進や香港から日本
への観光誘客を担当していましたので、その経験をこの
場を借りて少しご紹介させていただければと思います。

今年2017年、中国への返還20周年の節目を迎えた香
港は、1997年7月に英国から返還されて以降中国におけ
る「高度な自治」を認められた特別行政区であり、返還後

50年は英国領土時代の制度（資本主義体制や法制度、生
活方式など）が維持されることになっています（いわゆ
る一国二制度）。一方で、最近、政治的には香港政府の中
国中央政府寄りの政治運営に反発し、学生を中心とした
大規模なデモが発生したり、議会では香港の独立を主張
する候補者が議席を獲得したりするなど少し荒れ模様な
香港。
経済面では、上海や深圳などの中国の各都市の経済発
展に伴い、その存在感は薄まりつつありますが、相変わ
らずアジアの経済・金融の中心でもあり、空・海の物流
拠点でもあります。
その他、組織のトップや幹部が女性であることが当た
り前で、女性の社会進出が著しいこと（行政のトップも
女性）や、この狭いエリアに世界・アジアを代表する大
学がいくつも存在すること、域外からの観光客が 5,000

万人／年を超える観光先進都市であることなど、我が国
としても参考になる面をもつ地域でもあります。

2．香港における日本食、日本産食材
日本政府は、農林水産物・食品の輸出に関して、2019

年（平成31年）までに輸出額を1兆円にすることを目標
に掲げて輸出促進に取り組んでいます。その中で、現在
日本から輸出される農林水産物・食品の 20％以上が香
港向け（図1参照）であり、これまで12年連続で輸出先
第 1位を誇っています。また、輸出額も右肩上がりで増
えています（図2参照）。実際に、一度香港を訪れるとす
ぐに目に留まりますが、市街地には多くの日本食料理店
が並んでおり、それも高級日本料理店からラーメンやカ
レー、豚カツや牛丼（それぞれ日本のスタイルのまま）
など大衆向けまで幅広くあります。香港政府統計によれ
ば、外国料理店の中で最も多いのが日本料理店であり約
1300店に上ります。
昨今、海外における日本食ブームということをよく
耳にしますが、香港では、日本食は既に定番化されて
います。その上で、豚骨ラーメンブーム、海鮮丼ブー
ム、焼き鳥ブーム、抹茶デザートブームなど狭いカテゴ
リーでの日本食ブームが次々と起こっており、これは
日本食の幅の広さ、奥の深さが評価され、それが一過性
の日本食ブームで終わらない要因に繋がっているのだ
と思います。

写真1　高層ビルが立ち並ぶ香港

写真2　トラムが行き交う香港の街並み
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3．食品輸出先としての香港の優位性及びメリット
なぜ人口 730万人で、面積は東京都の半分の香港が、

日本産食品の輸出先トップに長らく位置し続けてきたの
か…これを改めて考えてみると以下の要因が思い浮かび
ます。①香港と日本は空輸で 5時間以内の距離（収穫・
水揚げされた農・水産物は鮮度の良い状態で翌日には香
港のレストランで提供可能）、②関税・検疫による障壁が
ほとんどゼロ、③高級品である日本食材を購入できる経
済力（一人当たりGDPはアジアNo.1のシンガポールに
次ぐ高さ）、④香港市民の日本に対する高い関心（毎年人
口の4人に1人が訪日）、⑤食文化の類似性（米を食べる、
箸を使う等の習慣がある）など、これらの要素を兼ね備
えた国・地域は他にあるでしょうか。
このように香港へは輸出し易い環境が整っていると言

えますが、香港へ輸出するメリットは他にもあります。
その 1つは香港以外への波及効果です。日本のインバ
ウンドは昨年2,000万人を超えたところですが、香港は
前述したように5,000万人以上の旅行者を毎年受け入れ
ています。その多くが中国本土からの旅行者で、中国本
土では手に入らない日本産食材を買って帰ったり、日本
食レストランで食事をしたりするため、香港でありなが
ら中国本土へのPRにも繋がっているのです。さらに、東
南アジアとの関係では、香港は北京や上海に比べ地理的
に圧倒的に近い位置関係であり、多くの香港企業がベト
ナムやタイなどASEAN諸国に進出していることや、ま
もなく香港とASEANの間にはEPAが結ばれるなど経済
的に関係が深く、ASEANのバイヤーは、日本産食品の売
れ筋を調べる市場動向調査を香港において行うと聞いた

ことがあります。
つまり、香港への食品の輸出促進は、香港内に
留まらず、人口13億人の中国本土や総人口6億人
のASEAN諸国への波及効果も期待できると言え
ます。

4．輸出促進とインバウンドの関係
少し触れましたが、人口730万人の香港から昨
年（2016年）180万人が訪日しました。つまり
1年間に人口4人に1人が訪日した計算です。さら
に訪日旅行のリピーター率は世界中で最も高いと
言われ、年に何度も日本に行くという香港人も多
くいます。
リピーターにとっては、もはや東京、富士山、京
都、大阪のゴールデンルートには行き尽くし、現
在どんどん地方に向けて足を伸ばしています。そ
れを顕著に示すのが香港からの直行便の就航都市
です。東京、大阪など主要都市はもちろんのこと、
岡山、鳥取、高松、宮崎、鹿児島などの地方空港と
の直行便が次々に就航しており、毎年その数は増
えています。また、香港人の特徴として団体バス
によるツアーよりレンタカーを借りたり、電車を
乗り継いだりして自由に移動するスタイルを好

図1　2016年（平成28年）輸出額の国・地域別内訳

図2　日本から香港への食品輸出額の推移 写真3　スーパーで売られる日本産青果物
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み、自ら地方の隅々まで訪れています。
このインバウンド効果は日本国内での消費や観光業へ

の影響に留まらず、香港への食品輸出にも好影響をもた
らしています。
日本を訪れた香港人は、現地で美味しいものを食べ、

お土産で持ち帰り、さらには香港内で手に入るものはま
た購入する。それが香港内での日本産食品の消費に繋が
り、輸出促進にも繋がっていく。又は逆に香港で食べた
日本食や日本産食材を本場の日本で食べようと訪日動機
になる。このような輸出促進とインバウンド促進は相互
に良い関係にあるため、香港でプロモーションを行おう
とする地方自治体にはこの2つはセットで行うことを薦
めていました。

5．輸出への留意点と今後の展望
ここまで、さんざん香港への食品輸出のメリットをお

伝えしましたが、決して見過ごせない留意点が2つあり
ます。その1つが、「プロダクトアウトではなく、マーケッ
トイン」です。香港での日本産食材の人気を見ると、ど
うしても日本で売れている自慢の食材や加工品をそのま
ま香港に持ち込めば売れると勘違いしがちですが、香港
で好まれるサイズ、色から包装や表示の仕方までしっか
り市場調査をして、求められているものを把握した上で
輸出しないと売れるものも売れません。
もう 1つは、香港マーケットにおける日本産食品需要
という名のパイの奪い合いです。現在、ブランド牛肉、
米、日本酒など日本全国の特産品が香港に輸出されてい
ます。日本料理として活用される一部の品目では既に飽
和状態と言われ、日本産食材同士の価格競争が起きてし
まっています。今後は、圧倒的に需要量が大きい中華料
理用食材のマーケットへの進出が大きなポイントになる
でしょう。既にブリなどの水産物の中華風アレンジや中
華にあう日本酒の提案など試行錯誤で取り組まれていま
すが、今後も新たな市場開拓も必要です。
加えて、香港市場で今後大きく展開されることが期待

されるのがEコマース市場です。つまり、香港の自宅か
ら日本各地の特産品をインターネットで注文して、数

日後には自宅に届くといった日本産食品をオンライン
ショッピングで手に入れるスタイルが広がっていきそ
うです。既に一部企業で日本産食品を取り扱うECサイ
トを始めていますが、今後ますますその取扱量は増える
でしょうし、供給側もその体制・準備が求められてくる
かもしれません。
日本から見れば輸出先第1位ですが、香港から見ると、
日本からの食品輸入は全体の 5%程度です（図3参照）。
食品のほとんどを輸入に頼る香港では、まだまだ可能性
はあると思います。あとはどう攻めるかでしょうか。

以上、私の経験を踏まえて、香港における日本食市
場を中心にご紹介させていただきました。日本にいると
意識しづらいですが、香港の実態や動きを少しでも感じ
てもらえれば幸いです。

6．こぼれ話
私が勤務していた 3年間、日本全国各地から特産物や

観光プロモーションに本当に多くの方が訪港されました
が、大きなレセプション等の挨拶の場でやってはいけな
い「あるある」を最後に紹介します。日本人の誰もが知っ
ている中国語「ニーハオ」、「シエシエ」これは普通話で、
香港で一般に使われる広東語ではありません。挨拶冒頭
でいきなり「ニーハオ」、挨拶の最後に「シエシエ」が出
ると、どんなに挨拶の内容が素晴らしくても、なんとな
く残念な雰囲気になります。香港人は「自分が中国人で
ある」という意識の前に「自分は香港人である」と意識
している人が多いので、彼らのアイデンティティを少し
意識し、普通話や北京語ではなく広東語を使用し、文字
は中国本土で一般に使われる簡体字ではなく、繁体字を
使うなどの振る舞いは香港人の心を掴むためには大切で
す。ちなみに、広東語での挨拶は、ダイガッホゥ（大家好：
みなさんこんにちはの意）やドージェ（多謝：ありがと
うの意）を使えば無問題（モーマンタイ）です。

図3　香港の食品輸入額の推移（輸入元国内訳） 写真4　アルコール見本市に参加する日本の酒造メーカー
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香港の水産物市場

１．はじめに
2017年1月22日～24日にかけて、某漁港の輸出促進
協議会における海外での試食評価会に同行する形で、香
港を訪問した。試食評価会の前後に現地のスーパーマー
ケット、魚市場を視察する機会を得たので、香港におけ
る水産物の小売、卸売市場の状況を報告する。

２．香港の小売店における水産物の販売
香港の小売は大きく、①地元市場（街市）、②現地系

スーパー・コンビニ、③日系スーパー、④高級スーパー
（日系以外）、⑤食品専門店　に分けられる。
これらの小売りのうち、2大スーパーマーケット

チェーンはWellcome（280店舗以上展開）と ParknShop

（260店舗以上展開）である１）。中級クラス以上、外国人を
ターゲットとしているWellcome系列の高級スーパーと
してはMarket PlaceやTh ree sixty、PerknShop系列の高級
スーパーとしてはGreatやTaste、fusion等が挙げられる。
また、その他の高級スーパーとしては、CitySuper、日系
のイオン、そごう等が挙げられる。

JETRO香港事務所２）に話を伺ったところ、香港では日
本食が人気であり、寿司・刺身は中級スーパー以上であ
ればほとんど取り扱っているが、必ずしも日本産の水産
物を使用しているわけではなく、コールドチェーンは日
本と比較すると良いとは言えないが、アジアの他国と比
べればよい方である、とのことであった。

今回、これらのスーパーマーケットのうち、香港島の
ビジネス街にある3店舗を訪問した。

2. 1　Taste：灣仔（ワンチャイ）地区
灣仔（ワンチャイ）地区は香港島の北部岸に位置する
エリアで、商業、住宅、官庁街となっている。警察本部・
税務当局など、隣接する中環と並んで香港の政治の中枢
が多く集まっている地区であり、九龍へ渡るフェリーの
乗場もある。昔ながらの幹線道路沿いには、香港特有の
ごちゃごちゃした商店街や住宅街が広がり、下町的な様
子であるが、高台には高級住宅街が広がっている。
視察したTasteは、高台に位置するジェトロ香港の入っ

ているビル、ホープウェルセンターの地下にある中級
スーパーマーケットである。食品や生活雑貨を取り扱っ
ており、品数は豊富である。日本のスーパーとは店内構
成（売場の並び順等）が異なり、魚介類はスーパーの奥の
方に位置していた。
パックに入って氷の上で展示されるイカ（約450円／
パック）やナマズ（約 270円／パック）、カキ（baby 

oyster約285円／パック）等の魚介類がある一方、フィリ
ピン産のハタ（約3,570円／1斤＝600g）やキハダマグ

報  告

中国における漁港・漁場・漁村の状況（香港、舟山、台湾）

小売店の種類 特徴

地元市場（街市）

・多くの地元庶民が利用
・ 中国本土からの農畜産物、地元でとれた魚
介類が中心

・ 従来は路上に立ち並ぶ露天であったが、
SARSの影響等から安全が強化され、ビ
ル内に移設された。

現地系スーパー・
コンビニ

・ 地元の一般庶民や現地駐在外国人も利用。
値段も手ごろ。

・ 中国産や他外国産の野菜の品ぞろえが豊
富。日本食品の取扱は少ない。

日系スーパー ・現地の富裕層、中間層、在住日本人が利用
・ほとんどの日本食品が揃う

高級スーパー（日系以外）
・現地の富裕層、中間層、在住日本人が利用
・ 日本食品の取扱が多い。日本以外の輸入品
も取り扱っている。

食品専門店 ・町の一角にある小店舗。
・日系専門の店舗もある。

スーパーマーケット名 地区
① Taste
ホープウェルセンター店 灣仔（ワンチャイ）地区

② Great
パシフィックプレイス店 金鐘（アドミラルティ）地区

③ CitySuper
IFCモール店 中環（セントラル）地区

表1　香港の小売店の概要３）

表2　訪問したスーパーマーケット

図1　訪問したスーパーマーケットの位置

③CitySuper

②Great

中環地区

金鐘地区

灣仔地区
①Taste
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ロ（約 2,970円／斤）、ノルウェー産サーモン（約 2,820

円／斤）は切り身で、量り売りとなっている。サーモン
やマグロ類等は、パックでも売られている。また、サー
モンの頭部（約375円／パック）や練製品等、用途に合わ
せた様々な魚介類が提供されている。練製品は鍋等の材
料として用いられるらしく、魚肉団子などは日本円にし
て1袋200円と手ごろな値段であった。

2. 2　Great：金鐘（アドミラルティ）地区
金鐘は中環（セントラル）、灣仔（ワンチャイ）にはさ

まれたビジネス街であり、世界的銀行の香港支店や、香
港を代表する企業の本社などが軒を連ねる。
視察したGreatは、3つのデパートや若者に人気のお洒

落なブティックなど約160店が入り、かつ、アイランド・
シャングリラをはじめとする３つのホテル、シネコン、
銀行なども入った巨大ショッピングモールのパシフィッ
ク・プレイスの地下に位置する高級スーパーマーケット
である。

Tasteと同じ PerknShop系列であり、やはり魚介類は
スーパーの奥の方に位置している。刺身コーナーが充実
しており、調理済みのアワビ（約 1,170円／ 2個）や刺
身用ホッキガイ（約810円／パック）、刺身用のタコ（約
900円／パック）、ノルウェーサーモンのサク（約 3,660

円／パック）、刺身の盛合せ（約5,820円）等も置かれて
いる。富裕層が住む高級住宅地に近い場所柄、高価格帯
の品揃えとなっている。

2. 3　City Super：中環（セントラル）地区
中環は、ヴィクトリア・ハーバーに近接していること
から、イギリス植民地時代の当初から金融センターとし
ての役目を果たし、香港返還後は行政上の中心としての
役目を担い、香港の中心商業地区であり、多くの国の領
事館が位置し、多くの多国籍金融機関の本部もある。
視察したCity Superは、銀行や証券会社など金融関係

の会社が入った二つのオフィスビルに併設されたIFCモー
ルという高級ショッピングモールに入っている高級スー
パーである。IFCモールは、エアポートエクスプレスの
香港駅の真上にあり、グランド・フロアには航空会社の
チェックイン・カウンターもあるなど、あらゆる公共交通
から便利にアクセスできる立地であり、映画館やホテル、
200近くの国際的なブランドが店舗を展開している。
このような場所柄、City Superのターゲットは富裕層
であり、豊富な品ぞろえ、充実したデリカテッセン、ゆっ
たりした通路等、日本のデパ地下のような雰囲気である。
各国の輸入食材を取扱っているため、日本製品も充実し
ている。店内構成は日本と近く、入口から近い場所に果
物や野菜、鮮魚が並び、華やかに演出されている。刺身
売場は充実しており、わさびやたまり醤油も同じ売場に
配置している。刺身の単価はGreatと同程度で、例えば、
ホッキガイが約690円／パック、サーモンの刺身が1,470

円／パック、キハダマグロのサクが約2,925円／パック
程度である。しかし、人気はサーモン、ホタテ、ウニ等で、
これらで作られた盛合せのパックは多い。

写真1　魚介類（パック物）

写真3　刺身（サク）

写真5　入口

写真4　刺身（盛合せ）

写真6　 わさびや醤油も陳列
されている刺身売場

写真2　魚介類
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３．魚市場における水産物の販売
Aberdeen Fish Marketは、香港島の南、香港仔（アバ
ディーン）地区にある香港最大の魚市場で、香港魚類統
営処（Th e Fish Marketing Organization, 以降、FMOと
する）が管轄している。FMOは漁業条例（Marine Fish 

(Marketing) Ordinance）の第291条に基づき、1945年に
設立された独立した非営利団体である。FMOは 7つの
魚市場を運営し、効率的で秩序ある卸売市場業務を漁業
者、卸売販売業者、バイヤーに提供している４）。
香港では漁業条例の下、活魚を除くすべての鮮魚は

FMOが運営する魚市場で売られることになっており、
許可なく総量 60kgを越える鮮魚を持ちこむこともでき
ない。これらの条例に違反すれば罰金 1万ドルか 6か月
の禁固刑である５）。
以前は沖合漁船が各自、漁港で魚を陸揚げしていた

が、現在は燃油コストと時間の節約のため、多くの漁船
では船上で収集エージェントに水産物を渡す。取引を素
早く行うため、エージェントがホームポートであるアバ
ディーンに帰り着くまでに漁業者はバイヤーに連絡し、
価格を協議する。価格が決められた水産物は卸売販売業
者や水産物商社に引き渡され、レストランや市場に送ら
れる。価格が決められていない水産物は卸売販売業者に
より魚種やサイズ、量によって選別されてタンクに入れ
られる。バイヤーはこれらを吟味し、卸売販売業者と直
接価格交渉を行う６）。
今回は、まだ取引が行われている9時にAberdeen Fish 

Marketを訪問した。

3. 1　市場
Aberdeen Fish Market周辺の道路は様々な車が駐車し、

荷物の積み下ろしをしている。養殖ぶりブランド「黒瀬
ぶり」の発泡もあり、日本からの水産物が入ってきてい
ることがわかる。トラックヤードにもぎっしりと駐車さ
れており、かなり混雑している印象を受ける。

岸壁の後ろに荷さばき所が配置されており、漁船が着
岸すると、籠に入った水産物をクレーンで陸揚げし、荷さ
ばき所内に運ぶ。漁船では次の漁のための器材等を積込
む作業も行われている。荷さばき所の床で仕分や一次処
理作業が行われているのは、日本の一般の漁港に多くみら
れる光景と同じだ。一方で、市場周辺の歩道には「食物環
境衛生署」と書かれた廃棄物容器が置かれており、衛生管
理に配慮されているようで、観光客の多い市場の外側と関
係者が主であろう市場の内側では印象が異なる。

写真7　刺身盛合せ（サーモン、ホタテ、ウニ約4,575円）

写真8　市場脇の歩道上におかれた黒瀬ぶりの
発泡。搬入されているものか。

写真9　市場のトラックバース

写真10　漁船が着岸。陸揚げと積込作業図2　Aberdeen Fish Marketの位置

Aberdeen Fish Market
香港仔地区
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荷さばき所に隣接して活魚水槽が連なるエリアがあ
る。水産物の多くは活魚で取扱われているようで、各卸
売販売業者毎に、活魚で販売している様子だった。

3. 2　市場周辺
Aberdeen地区は 7～ 9世紀に香港に来た蛋家（蛋民）
という水上生活者が有名な地区である。主に漁業で生
計を立てているが、水上レストラン等に雇用されるケー
スもある。
市場の端、公園の横の建物の上では海鮮レストランが

営業しており、階下で購入した水産物の調理をしてもら
える。更に、公園でも様々な水産加工品を販売している。
公園の護岸部分には、漁船やレストラン船が係留されて
おり、水産物の取引が行われていた。

４．おわりに
日本の水産物輸出先のトップである香港は、真珠や乾
燥ナマコ・干鮑・干貝柱等の伝統的水産加工品の輸出
先というイメージが強かったが、香港の高級スーパーの
鮮魚コーナーの品揃えは非常に多様であった。刺身コー
ナーも広く取られており、人気のほどがうかがえる。
高級スーパーは日本と同じく輸入食材が多い西洋風の
華やかな場所であるが、魚市場や、今回紹介できなかっ
た街市や上環地区の乾物屋街等はアジアの伝統的なスタ
イルで、雑多な活気がある。両極端の香港を一度に見、
異なる活気を味わうことができた訪問であった。

（第１調査研究部　浪川 珠乃）
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写真11　荷さばき所の床で仕分と一次処理 写真14　市場の上の海鮮レストラン

写真12　活魚取扱いエリア

写真13　アバディーン魚市場の近く。奥にはコンテナヤードが見える

写真16　 公園の護岸に係留
された漁船

写真15　 市場に隣接した公園
で干物などを販売
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中国舟山市の浙江大学と沈家門漁港を訪ねて

1．はじめに
3月末に、中国浙江省舟山市の浙江大学海洋学院で開
催されたPACON2017に参加（詳細はニュース欄参照）
した機会を利用して、浙江大学及び、舟山市内の漁港を
訪れましたので、その概要を報告します。私にとって
久々の海外であり、中国に渡航するのは今回が初めてで
した。

PACON2017の開催国が中国であるという情報はあり
ましたが、開催地や時期等の詳細を知らずにいたところ、
年明けの1月に学会のホームページで情報を確認しまし
た。早速、上司の伊藤部長に相談したところ、参加する
ことが決まり、準備を始めることになりました。学会発
表用の英語原稿を作成することに加えて、もう一つの問
題は、会場までのアクセスでした。学会のホームページ
にはアクセス方法が書かれていないため、自分で調べる
必要がありました。上海や杭州は大都市で、観光地でも
あるため、国際空港が整備されていますが、そこからは
車で3時間以上を要することがわかりました。大学のあ
る舟山市には、群島内の朱家尖島に普陀山飛行場がある
ことがわかりました。ただし、地方空港なので、日本か
らの直行便はありませんでした。結局、上海経由で舟山
に行けることがわかったので、空路が決まりました。さ

らに、伊藤部長からも耳よりな情報を入手しました。日
頃お世話になっている東京海洋大学の婁小波教授より、
教え子である姜書博士（中国から東京海洋大学に留学
し、学位取得後、帰国。日本語も堪能。）が浙江大学に、
勤務していることを御紹介頂きました。事前にメールで
やりとりしたところ、空港まで迎えに来ていただけるこ
とになりました。また、学会の合間を利用して、舟山市
内の漁港漁村を視察したいと相談したところ、快く引き
受けて下さり、沈家門漁港周辺を散策することになりま
した。その際に頂いた資料や、帰国後に調べた資料とあ
わせて、舟山の漁業の状況についても併せて報告させて
頂きます。

2．浙江大学海洋学院
浙江大学は、本学が杭州市にあり、1897年創立の中国

国内でも歴史ある大学です。理工系では、清華大学、北
京大学に次ぐトップ大学だそうです。海洋学部は、2009

年に創設され、現在の建物は 2015年に完成したとのこ
とです。場所は舟山島の中央部に位置しており、普陀山
飛行場からは車で30～40分程度の場所に立地していま
す。海洋科学、海洋工学、船舶工学、海岸工学の4学科が
あり、学生は 2016年現在で、1,171名が在籍しており、
約半数が学部生で、残りの半数が大学院生であり、マス
ターコースには357名、ドクターコースには132名が在
籍しているそうです１）。
大学は、58haの敷地面積に 24haの建築面積があり、

茶色を基調とした落ち着いた外観の建築ですが、屋根の
部分に特徴があります（写真1）。また、大学構内にホテ
ルが併設（国際交流会館：Haiji Hotel）されているとこ
ろが日本と異なりました。学会開催中は関係者の宿泊や、
昼食会場としての利用に加え、2フロアにわたって大小
の会議室が多数設けられており、口頭発表の会場として
も利用しました。
舟山に到着後、ホテルで学会の受付をした日の午後か
ら、大学構内を案内するツアーがあるということで、参
加しました。学部生や院生とおぼしきボランティア学生
が真新しい学内を案内してくれました。それぞれ移動中図1　舟山市の位置（百度地図より作成）

図2　左：浙江大学海洋学院　右：沈家門漁港（百度地図より作成） 写真1　大学の建物（浙江大学ホームページ）
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のバス内でのアナウンスや、大学構内に着いてからの誘
導、そして建物や施設の説明を行ってくれました。参加
者は学会関係の 30～ 40名で、中国国内の参加者が最も
多く、海外組は、日本、韓国、イタリア等で、英語と中国
語で説明が行われました（写真2）。

説明に多くの時間を割いて頂いたのが、水理実験の施
設でした。中国語で海工館、水声館、近海館、円池館と
いった施設を見学させて頂きました。まず最初に見学し
た施設としては、直線距離で30mを超える造波水槽でし
た。丁度、施設内で実験の準備が進められているところ
でした（写真3）。何の実験をしているのかは、説明をし
てくれていますが、私のヒアリング力不足でよくわかり
ませんでした。

次に見学したのは水声館の中にある可動式の実験室
が備えられた巨大水槽です。この施設は4階建の建物に
なっていました。また、見学者用に中国語で施設概要を
説明したボードが用意されていましたので、写真を撮っ
て、帰国後、翻訳ソフトを用いて解読しました（以降も同
様です。）。この施設では、音響機器や水中観測機器の各
種試験や、ROVの航走試験、観測ブイ等の試験を行う施
設ということでした（写真4）。
次は、円池館と呼ばれる施設を見学しました。私自身

これまでみたことがない施設でした。直径45m、最大水
深 6mの巨大な水槽があり、中心には可動式のアームが
つけられるようになっていました。一見したところで
は、何を実験するものか想像がつきませんでしたが、船
舶の操縦性の設計や評価のための流体力学の実験を行う
ための装置ということでした（写真5）。この他にも深海
6,000mまでの水圧をかけられる内径3m、高さ4mの圧
力筒といった設備もありました。沿岸域から深海までの
実験設備を紹介して頂きました。
日本国内でも同様の施設はありますが、大学でこれだ
けの施設が集約されているのには驚きました。また、施
設によっては、中国国内の民間企業と大学が共同で開発
していると記しているものもありました。

3．舟山島の沈家門漁港周辺と漁業
学会の合間に浙江大学から車で 30分ほどの南東側に
ある沈家門漁港周辺を見学しました（図2）。前述の姜
さんと学内で待ち合わせ、車で沈家門漁港周辺を案内し
て頂きました。
舟山市の位置する舟山群島は、大小あわせて1,390の
島嶼から成り立っています。陸地面積は 1,440km2であ
り、海域面積は2.08万 km2です。この中で、舟山本島は
東西 44km、南北 18㎞で面積は 502km2です２）。東シナ
海にある舟山漁場は、中国最大の漁場であり、古くから

写真2　学内ツアーの説明風景

写真4　可動式実験室を備えた巨大水槽

写真5　円形水槽
写真3　造波水槽
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「東海の魚庫」、「祖国の漁都」と呼ばれているそうです３）。
大黄魚（フウセイ）、小黄魚（キグチ）、帯魚（タチウオ）、
イカという四大魚類をはじめ、500種類を超える水産資
源が漁獲されており、その中で沈家門漁港は舟山漁場の
中心地であり、生産・加工・販売拠点でもあります３）。
大学のある新興の学園都市から、海に向かって道路を

走っていると、旧市街といった佇まいの街並みに入りま
した。海岸通りに出ると、海には沢山の漁船がところ狭
しと係留されており、船上で漁網の補修をしている姿も
みえました（写真6、7）。また、通り沿いには、活魚水
槽をおいた海鮮料理の店が立ち並んでおり、観光客でに
ぎわっていました（写真8）。中国国内から、多くの観光
客が来るのだそうです。

今回は、時間の関係で訪問できませんでしたが、舟山
群等の中には普陀山と呼ばれる仏教の景勝地もありま
す。普陀山は、舟山群島の1つの小島で、中国四大仏教名
山（五台山、九華山、峨眉山、普陀山）の一つであり、「海
天仏国」とも呼ばれています。
次に、舟山の漁業の概要についてふれてみたいと思い

ます。2015年の舟山市の人口は115万人であり、漁業者
はそのうちの1割弱の10万人ほどを占めています（表1）。
そのうち漁船漁業が半数以上を占めており、加工業は
7％、養殖業は 5％となっています。漁船の隻数は 1990

年代にピークを迎え、1万2千隻を超えましたが、近年は
減少にあり、8,000隻程度になっています。一方で総トン
数は増加しており、大型化していることがわかります
（図3）。漁業生産量についてみると、海面漁船漁業が大
部分を占めており、2000年以降、海面養殖が増加してい
ます（図4）。また、漁業種類別には、2000年以降沿岸漁
業の生産量が頭打ちとなる中で、遠洋漁業が増加してい
ることがうかがわれます（図5）。漁獲される魚類のうち、
魚類は半数近くを占めており（図6）、主な種類としては、写真6　船溜まりに泊めてある漁船

図3　舟山市の漁船隻数と総トン数経年変化２）

図4　舟山市における漁業生産量２）

写真7　漁網の修理風景

図8　立ち並ぶ海鮮料理のレストラン

漁村集落 漁村世帯数 漁村人口 漁業者数
181 70,943 198,365 98,601

表1　舟山市の漁村の状況２）
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大黄魚（フウセイ）、小黄魚（キグチ）、タチウオ、サワラ、
マナガツオ等となっています。次いで、イカ類、エビ類、
カニ類と続きます２）。
既往知見によれば、近年、舟山漁場の漁業資源は量も質

も著しく低下していることが指摘されています。その原因
としては、乱獲と海洋汚染の二つが挙げられています３）。
特に、東シナ海の海洋汚染は、中国四大海区の中で最も深
刻であり、舟山漁場は、河口域に隣接しており、無機態窒
素の濃度が高く、富栄養化に伴う赤潮の発生等により漁
場環境が悪化しているようです。地図でみると、舟山群
島は、上海の横を流れる長江と杭州湾に注ぐ銭塘江が東
シナ海に流入している河口域に立地しています（図1）。
流路延長は長江が 6,300㎞、銭塘江が 688㎞であり、日
本で最長の信濃川が367㎞であることを考えると、これ
らの大河流域からの人間活動に伴う汚染物質の流入によ
る海域へのインパクトは想像を絶するものがあります。
このような、漁場環境の問題の一方で、舟山列島の経

済を支えている漁業のもう一つの側面として、伝統的な
漁業文化を利用した観光漁業の振興も近年、地域経済を
発展させる引き金となっているようです。既往知見によ
れば、舟山では 1988年以降、水産品の加工業や、観光
漁業が発展しているそうです。特に観光漁業の展開に
は、政府や民間が力を入れ、今では、観光漁業による経

済規模は、捕獲漁業を超えて、舟山市の大きな産業に発
展しているそうです４）。2009年の舟山列島への観光客は
1,680万人、観光収入は114億人民元であり、前年に比べ、
それぞれ11％、12％と増加しています。また、舟山市政
府は海洋文化の発掘や整理を重視しており、経費の投入
も増え、観光漁業のため大きな祭りは全て政府が行って
いるそうです。観光産業に利用するようになった漁業文
化としては、漁民の歌や踊り、舟山太鼓であり、鑑賞用に
なったものとしては、漁民の縄締め、漁船の飾り、漁民の
絵画などが挙げられるそうです４）。
中国では、観光漁業という言葉が示す通り、漁業地域
の地域資源を活用した観光産業に政府を挙げて取り組ん
でおり、近年急速に成長している分野でもあるようです。

4．おわりに
浙江大学の学生には、私の下手な英語につきあって頂
き、懸命に理解しようとする様は好感が持てました。舟
山で過ごした3日間で、中国の現地の方とのやりとりは
英語、中国語（百度翻訳ソフト等）、筆談を交えましたが、
私の語学力では、いずれも中途半端でした。そうした
状況下で、姜さんとは、日本語で様々な質問に丁寧に答
えて頂き、大変助かりました。また、車で舟山市内を案
内頂き、舟山の漁業事情への理解が深まりました。この
場を借りて改めてお礼を申し上げます。

（第2調査研究部　三浦 浩）

  参考文献  

1）浙江大学海洋学院　2016年報
2）舟山市統計年鑑2016

3） 胡毓瑜、三好恵真子：舟山群島新区海域における漁業資源の現状と海
洋生態の保護・修復への展望、日本生活学会第42回大会，2015

4） 韓興勇：漁業文化と観光漁業の関係 –中国舟山漁業文化の事例分析 –、
国際シンポジウム報告書Ⅰ、2010

図5　漁業種類別の生産量２）

図6　舟山市における漁業生産内訳２）

写真9　 現地を案内頂いた姜さんとPACON会場にて
（左から、伊藤部長、姜博士、著者）
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台湾東海岸に設置されている大型定置網漁業の
視察報告

１．はじめに
台湾では日本が統治した明治時代から日本の漁業者

による定置網漁業が営まれ ,伝統的漁業として受け継が
れている。現在、台湾東部の宜蘭県・花蓮県・台東県の
3県では30ヶ所以上の大型定置網漁業が営まれている。
今回は平成 27年 4月に宜蘭県（光栄・新協発定置網）・
花蓮県（佳豊・朝金定置網）の4箇所（図1）の定置網漁
業を視察したので、その概要を報告する。

２．台湾東海岸の地理的特徴と各漁場の生産状況
宜蘭県は台北に近く、沿岸域は岩礁地帯が続き古くか

ら漁港が整備されている（写真2）。漁港があるので、港
から 19t型の漁船により水揚げが行われている。一方、
花蓮県は沿岸域から急激に3,000m級の山脈が連なって
おり、沿岸域は狭く日本の駿河湾のように急深で岸近く
に黒潮が流れている。海岸は砂浜であり、漁港は整備さ
れていない（写真3）。漁港がないことから、水揚げには
漁船は使えず砂浜から、塩ビパイプ製（パイプを10本ほ
ど束ねた構造）の木の葉ような運搬船により水揚げをし

なくてはならない（後述）。
また、各定置網の平成26年の漁獲量、生産金額は図２

に示すとおりである（台湾漁業署）。各漁場の定置網の統
数は新協発漁場が3ヶ統、その他は2ヶ統である。
各漁場の漁獲量は579～724t（平均658t）の範囲にあ

り、佳豊漁場でやや少ないものの漁場間で大きな差はみ
られない。各漁場とも上期に漁獲量が多いが、これは台
風時期の下期当初を休漁としていることが関係している。

4地区の生産金額は134～183百万円（平均160百万円）
の範囲にあり、光栄漁場の生産金額がやや少ない。朝金
漁場は、通常、年間200百万円以上の水揚げがあるが、平
成26年は不漁で163百万円にとどまった（図3）。

図1　視察定置網の位置

写真1　宜蘭県（光栄・新協発定置網）

写真2　宜蘭県の漁港の風景

写真3　花蓮県の定置網

図2　漁場別の漁獲量（平成26年）
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各定置網の主な漁獲物は地域によって異なり、北部の
光栄漁場、新協発漁場の主な漁獲物は、サワラ類、ソウダ
ガツオを含むカツオ類、タチオウ類等であり（写真4）、
台湾中部の佳豊漁場、朝金漁場では黒潮流域が沿岸間際
まで迫っておりマンボウ類、タイワンサワラ、シイラ、ア
カアジ等の漁獲量が多く、北部と中部では漁獲物の組成
は全く異なる（図4）。
●光栄定置網及び新協発定置網（北部漁場）
【漁場条件】

台湾東海岸の定置網の多くは水深45～50ｍに設置さ
れている。西海岸の漁場水深は浅く 30ｍ前後のことが
多い。網は日本の日東製網の定置網が多く使われてきて
いる。漁期は 9月下旬から 6月まであり、台風時期には
網を撤収する。漁港が整備してあるので19t型の漁船に
より水揚げがなされている。
【操業状況】

光栄漁場では 2ヶ統、新協発漁場では 3ヶ統が稼働し
ている。複数の漁場を持たないと採算割れをするとのこ
とであった。また、新協発漁場では漁港が整備されてい
ることから、19t型の漁船2隻で水揚げを行っている。乗
組員は船長を含め 1隻あたり 6～ 7人。うち 4人はイン
ドネシア人である。賃金は月給制で台湾人が4～5万元、
インドネシア人はこれよりも少ない。新協発漁場では 6

時と16時の2回水揚げを行う。作業時間は1時間程度で
ある。北部地区の水揚げ風景は日本の古い漁村と全く変
わらない感じであった。また、市場としては台北が近い

こともあり、漁獲すればするだけ利益が上がるとのこと
であった。
●佳豊定置網（中部漁場）
【漁場条件】

大規模な砂浜海岸に定置網が設置されている。定置網
は距岸約 300ｍにあり、ここでの水深は 40～ 70ｍと急
深である。漁場水深は北部漁場より 10～ 20ｍ深い。宜
蘭県に比べると黒潮が岸近くを通っており、水色が濃い。
このため、漁獲物も宜蘭県とはかなり異なっている。漁
獲物もマンボウが主な漁獲物であり、次にアカアジマ、
タイワンサワラ、シイラ等が続く。マンボウの漁期は周
年と言っても良い。総生産量の約 1割を占める。魚価は
100元（390円）／㎏である。マンボウは肉以外に腸、皮

写真4　新協発漁場

写真5　新協発定置網で漁獲された太刀魚姿焼き

図3　漁場別の生産金額（平成26年）

図4　各漁場における主な漁獲量（平成26年9～3月）
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も中華食材として商品となる（これは非常に美味かった）
（写真6）。
【操業状況】

当漁場は定置網の水揚げをする漁港がない。母船を漁
場に常時停泊させ水揚げをして、揚がった漁獲物を塩ビ
パイプ製（パイプを10本ほど束ねた構造）の木の葉よう
な運搬船に積み替え、砂浜に陸揚げしている（写真7）。
波に押されて汀部に近寄った運搬船の舳先に浜からロー
プを掛け、ブルドーザで引き上げるという方法をとって
いる。定置網の様子は陸上から望遠テレビカメラで絶え
ず監視されている（写真8）。定置網に入った魚を海の上
で売るという事件が多発したためこのような監視システ
ムを採用しているとのことであった。母船による水揚げ
は、主に中華人民共和国の者（以下中国人）が行ってい
る。中国人は台湾国内で労働が許されていないことから
上陸できず、洋上生活をしている（中国人が上陸しない
よう警察官が常勤で監視している）。但し、台風時のみ避
難上陸が許されている。運搬船と陸上作業には台湾人と
インドネシア人が携わっている。水揚げは通常 1日（朝
から夕方）に3回行う。漁の多い時はさらに19時、23時
にも揚げる（港もないのに3～5回／日は非常にきつい）。
●朝金定置網（中部漁場）
【操業の条件】

佳豊漁場同様、漁場の水深は70ｍと深い。漁場の流速
は通常1ノット以下であり、2ノットを超えることはない。

【操業状況】

漁港のない砂浜域に設置された定置網であり、操業方
法、監視方法は先に記した佳豊漁場と同様である。水揚
げは5時、10時、16時、20時と1日に4回も行われている。
漁獲物で佳豊漁場同様、特徴的なものはマンボウである。
マンボウはほぼ周年漁獲され、総生産量の約1割を占め
る。魚価は100元（390円）／㎏である。
【漁業経営】

台湾で最も漁獲金額の大きい定置網で、年間 6千万元
（2億3千万円）を上げている。ただし、平成26年度は不
漁で4.2千万元（1億6千万円）に止まった。
普段の採算ラインは水揚げ金額3百万元（1億2千万円）

写真7　 花蓮県（佳豊・朝金定置網）水揚げ風景
（塩ビ管の船による水揚げ）

写真6　 朝金定置網で水揚げされたマンボウ（上）
マンボウの中華炒め（下）
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／月である。
年間の漁業経費は人件費を含めて 1.5千万元（5千 9

百万円）である。うち、修理代は百万元（390万円）程度で
ある。網などの実質の耐用年数は日本製で8年程度である。
人件費の詳細は外国人作業員としてインドネシア人5

人と中国人 6人を雇用している。台湾人は 2人。インド
ネシア人の給料は労働基準法で2万元（7万8千円）／月
と定められている。中国人への報酬は労働基準法の対象
となっておらず、月 3.5万元（13万 6千円）を支給して
いる。また、これとは別に食事、住居を与えている。
当漁場の網の規模は大型の部類に属し、1ヶ統の価格

は設置費を含めて3千万元（1億2千万円）である。網の
製作費は1千万元（3千9百万円）。小規模な定置網は1.5

～2千万元（6～7千8百万円）程度で設置できる。漁獲
量が多すぎると大漁貧乏となるので、2ヶ統のうちの片

方しか揚げないなどして出荷調整が行われている。

3．おわりに
台湾の定置網漁業の視察を行い、日本と台湾の歴史の
一端を垣間見ることが出来た。台湾の網元でも年齢を重
ねた人たちは日本語が通じ、日本からの漁業技術の導入
によって現在の漁業があることに感謝していた。また、
現在も定置網の新規導入では日東製網製のものが採用さ
れており、私が視察を行った際も、現地で担当者が営業
（一緒に懇親会に参加）に廻っていた。日本発の漁業技術
が台湾に根づいていることに感銘を受けた。また、花蓮
では、急深な海であるためか、港が整備さていない。魚
の水揚げも人海戦術で行っていた。厳しい環境であり、
日本では考えられないような体験をすることが出来た。

（第2調査研究部　伊藤 靖）

写真9　鰹の刺身とたたき写真8　望遠テレビカメラ（密漁監視）
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TOPICS

第1調査
研究部

漁業集落排水施設のダウンサイジング検討

1．はじめに
漁業集落排水施設は規模が小さく、維持管理費を受益者か

らの下水道料金で賄うことはできません。不足分は一般会計

からの繰入れになります。漁村では高齢化・人口減少（図１）
が進行し、料金収入が減少し、繰入金が増えています。

類似施設である農業集落排水施設では近接する施設を統合

するか（どちらか一方に集約）または下水道施設への接続を

計画しています。

一方、漁業集落は漁港背後に形成され、都市部からは遠く、

また津々浦々にあることから、統合や下水道接続は難しい状

況です。

以上のことから、当研究所では漁業集落排水施設は統合よ

りも系列数の休止等による「ダウンサイジング」の需要があ

るものと考え、取組みを始めました。

2．内　容
⑴ ダウンサイジング導入検討の発端
ダウンサイジングの取組みを始める発端とした離島部に位

置する二つの漁業集落排水施設の事例を紹介します。この離

島はもともと独立した事業主体でありましたが市町村合併に

より一つの行政区になりました。離島の汚水処理施設の維持

管理は市内よりも割高で、市内の料金との差額が大きく、ま

た住民の高齢化が顕著であることから、水量比率（流入汚水

量／計画汚水量）は50％を下回り、施設のダウンサイジング

に踏み切りました。

⑵ ダウンサイジング
対象とした両施設の処理方式は大きく違いました。それぞ

れ生物膜法（接触ばっ気法２系列、図２）、浮遊法（長時間ばっ
気法1系列、図３）でした。
前者は２系列のうちの１系列を休止（非常用水槽として維

持）し（図４）、後者は電気代の大部分を消費するばっ気槽を

高効率型の処理方式に変更（図５）しました。
高効率型の処理方式は担体流動法を採用しました。本法は

槽内に流動担体を浮遊させ処理を行う方式です。担体は微生

▲図1：漁村の人口・高齢化の推移

▲図2：接触ばっ気法

▲図3：長時間ばっ気法

▲図4：事例Ⅱ：2系列→1系列
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2）エコシステム

処理水の放流先である河川は農業用水利用やホタルの棲息

地となるほどの清流となっておりました。今後、処理水量が

減少すると、過剰ばっ気により処理水のpH低下等、水質の悪

化も予想されます。このため処理工程の末端にはpH低下対

策の調整装置を設置してあります。

3．終わりに
今後、漁村の人口は高齢化により減少していきます。

漁業集落排水施設はその地理的条件から統廃合に加えてダ

ウンサイジングを検討していくことが必要と考えます。

ダウンサイジングの課題には機能保全計画策定事業との関

係や休止となる設備の活用方法等今後解決すべき課題があり

ます。

また、ダウンサイジングの効果を上げるにはPDCAサイ

クルを回し、維持管理の削減効果を検証していく必要があり

ます。

事例では担体流動法を使用しましたが、海外で採用の多い

膜分離活性汚泥法等進歩的な水処理技等についても導入検討

もしていく予定です。市町村並びに水処理技術の開発に携わ

る皆様のアイディアも頂きたいところです。

（第１調査研究部　大賀 之総）

物を高密度に付着させることが出来るため、従来の方式より

生物処理槽をコンパクトに出来ます。

また槽内を撹拌する動力も小さくなり、電気代は安くなり

ました。

⑶ 環境配慮
1）自然エネルギー

ダウンサイジングだけでも維持管理費は削減されますが、

本設計では余スペースに太陽光発電装置を設置しました。

当地区にはメガソーラー設置の計画もあり、地域的な整合

性もありました。本装置は処理施設の電力を一部賄い、維持

管理費をさらに削減してくれるものと期待しています。

▲図5：事例Ⅰ：処理方式変更

▲図6：担体流動法

▲写真1：太陽光発電装置
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TOPICS

第2調査
研究部

サンゴ礁域の漁場整備に向けて
～造成技術のいま～

1．はじめに
「サンゴ礁」と聞くと、澄んだ青い海と白い砂、そしてサン

ゴのまわりに色鮮やかな熱帯魚が群れている、美しい光景

が浮かぶ方も多いでしょう。サンゴ礁は美しいだけではあ

りません。熱帯雨林にも匹敵するほどたくさんの生物が生

息する海の生産の場であり、水産環境の観点からも大変重

要な場です。

しかし近年、サンゴ礁を形成する造礁サンゴが地球規模で

急速に減少しており、わが国も例外ではありません。要因と

して、沿岸域の開発、高水温によるサンゴの白化やサンゴを

食べるオニヒトデの大発生による食害、赤土の流出などがあ

ります。また近い将来、温暖化による台風等災害の激甚化、海

洋の酸性化等により、サンゴにとって、より厳しい生育環境

となることも懸念されています。

水産庁の新たな漁港漁場整備長期計画においては、豊かな

生態系の創造と海域の生産力向上が重点課題として挙げられ、

海水温上昇等に対応した漁場整備への取組も実施目標の一つ

となっています。今年の6月に策定された「気候変動に対応し

た漁場整備方策に関するガイドライン」(水産庁、29年6月）

では、当研究所も関わり、造成漁場における気候変動に対応し

た漁場整備方策に関する具体的な適応計画を整理しました。

今後、サンゴ礁域においても気候変動に対応したサンゴ礁の

造成・漁場整備がいっそう求められることになります。

ここでは、サンゴ礁を形成する造礁サンゴの生態、増殖技

術、現在行われているサンゴ礁の造成技術について、事例を

簡単にご紹介します。

2．サンゴの生態と生活史
⑴ サンゴは植物のようで動物
サンゴの表面には小さな突起がたくさん見えます。この突起

1つ1つをポリプといい、これがサンゴの最小単位です。1つの

ポリプが分裂を繰り返してサンゴの体を形成していきます。

サンゴはクラゲやイソギンチャクと同じ仲間で、ポリプか

ら触手を伸ばして動物プランクトンなどを捕まえて食べる動

物です。また、体内には褐虫藻と呼ばれる藻類が共生してお

り、光合成を行っています。

⑵ サンゴの生活史
サンゴは年に一度、有性生殖を行います。成熟した親サン

ゴの多くは体内で卵と精子を作ります。沖縄では初夏、満月

の大潮の夜に多くの種が一斉に産卵します。産み出された卵

は海上を漂いながら受精し、その後プラヌラと呼ばれる幼生

になります。幼生はしばらく浮遊した後、基盤に着底し、ポ

リプになります。ポリプはすぐに分裂や出芽で増殖していき

ます。

また、卵と精子を用いない無性生殖も行います。これは台

風時などにサンゴの体の一部が折れて、この折れた断片が再

び別の場所に固着し、ポリプの分裂で成長する方法です。こ

の場合、サンゴはいわば自身のクローンを別の場所に作って

いることになります。

3．サンゴの増殖技術
⑴ 無性生殖によるサンゴ増殖技術
前に述べたようにサンゴの断片が他の場所で固着して増え

ることがあります。これまで行われているサンゴの移植のほ

とんどは、この性質を利用しており、生きたサンゴ群体の一

部（断片）を採取し、移植先に運び接着剤等で基盤に固定しま

す。この方法は、様々な実施主体が行っており、エコツアーや

各種イベントなどで一般のダイバーが移植を行う機会も増え

ています。

この方法の問題点としては、ドナーとなる親群体を損傷す

ること、移植後に生き残る確率が低いこと、一度に広範囲を

修復できないことなどです。仮に海域の再生方針無しに、親

群体の入手しやすさだけを優先してしまうと、特定の種や群

体に偏ってしまい、種の多様性が確保しにくく、移植先に不

自然なサンゴ群集が成立してしまう可能性が指摘されてい

ます。

拡大拡大

▲サンゴのポリプ（表面の小突起）

▲サンゴの生活史（有性生殖によるサンゴ増殖の手引きより）
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ています。この事業でサンゴの飼育や種苗生産の技術はほぼ

確立されています。

沖縄県中部に位置する恩納村漁協では、モズクの養殖技術

を応用した、無性生殖によるサンゴの養殖が行われています。

養殖したサンゴは断片化して地先へ移植しています。漁業者

によってこの地先における移植適地の選定や養殖・移植技術

がほぼ確立されており、移植後の生残率も高まっています。

最近では、種の多様性確保や受精率向上のため、サンゴの遺

伝子解析を行い、高度な移植場所の選定や有性生殖にも取り

組んでおり、無性生殖のデメリットとされたことが克服され

てきています。恩納村地先では、昨年度までに県の事業で約

3haの移植に成功しています。

5．おわりに
サンゴの生態と増殖技術、造成事例を簡単にご紹介しまし

た。現在はサンゴの増殖技術が進展し、サンゴが衰退してい

る現場に応用する段階に入りつつあります。しかしサンゴの

成長には様々な環境条件が複雑に絡み合って影響しており、

全ての現場に技術をそのまま適用することはできません。同

様に移植後の生残率の向上も課題として残っています。

今後、水産環境整備の面からサンゴの再生を図るときには、

増産対象の水産生物に合わせた整備を行う必要があり、より

高度な技術が必要となります。場の環境特性を把握した上で、

再生方針に沿って適用する技術を見極め、技術の改良・組み

合わせを行いながら、順応的管理を行っていくことが求めら

れます。

（第2調査研究部　柴田 早苗）

  参考文献  

・ 有性生殖によるサンゴ増殖の手引き－生育環境が厳しい沖ノ鳥島におけ
るサンゴ増殖－、水産庁、21年3月
・ 沖縄県サンゴ礁保全再生事業総括報告書、沖縄県環境部自然保護課、29

年3月

⑵有性生殖によるサンゴ増殖技術
この方法では、卵を水槽などの施設で幼生に育成し、これを

基盤に着生させてサンゴ種苗を作り、基盤ごと海域に移植す

る方法です。また目的によっては、産卵前に基盤を海域に設

置しておくことで、自然に幼生を着生させる方法もあります。

この方法では、ドナーを損傷する心配が少なく、一度に多

くの種苗を得られます。海域の再生方針によって、増殖させ

たい特定の種を選択することも可能ですし、特定の種ではな

く産卵海域の親群集に近い群集を得たい場合にも対応できま

す。しかし、断片移植に比べて、飼育に時間と手間がかかりま

す。また、サンゴの生残率を高めるという課題は無性生殖に

よる方法と共通します。

4．サンゴ増殖によるサンゴ礁造成の取組事例
前に述べたように、増殖技術にはそれぞれのメリット、デ

メリットが存在します。最近では、要素技術の進展による技

術の効率化、生残率の向上のほか、目的によって無性生殖と

有性生殖を組み合わせるなど、応用や使い分けが行われるよ

うになり、デメリットが克服されてきています。

サンゴ礁造成の取り組みを2例ご紹介します。

水産庁では、サンゴ増殖技術の開発・確立及び他地域への

普及を進めるため、サンゴ

を沖ノ鳥島へ移植するなど

の取り組みを平成18年度

から実施しています。具体

的には沖ノ鳥島で採取した

親サンゴを、船で1,000㎞

以上離れた沖縄の陸上種苗

生産施設へ搬送し、有性生

殖によってサンゴ種苗を作

り、再び沖ノ鳥島に移植し

▲断片サンゴの移植状況

▲恩納村のサンゴ養殖場（Google水中ストリートビューより）

▲ 沖ノ鳥島に移植された稚サン
ゴ（有性生殖によるサンゴ増
殖の手引きより）
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TOPICS

総務部
第16回理事会、第6回評議員会の開催

第5期事業年度第16回理事会を平成29年7月11日（火）

に東京都千代田区コ－プビルに於いて、吉塚水産庁計画課長

を来賓として迎え開催、第6回評議員会を平成29年8月1日

（火）に東京都港区帝国ホテルに於いて、岡水産庁漁港漁場整

備部長を来賓として迎え、それぞれ開催致しました。

第16回理事会では、第5期事業年度 事業報告及び決算報

告書（案）の承認の件（平成28年6月1日から平成29年5月

31日までの期間）、第6回評議員会開催及び提出議案の承認

の件、第6期事業年度収支予算書の変更（案）の承認の件など

平成29年4月1日より総務部職員としてお世話になってお

ります 乾（いぬい）智美と申します。どうぞよろしくお願い

致します。

私は山形県酒田市の出身で、高校卒業まで酒田で過ごしま

した。その後、群馬で一人暮らしをしながら経済学部生とし

て大学生活を送り、就職を機に東京に上京しました。

新卒で入社した会社では、システムエンジニアとして一般

企業向けの会計システムを導入するプロジェクトに多く従事

しました。そこである程度の経験を積んだのちに別の会社へ

移り、今度は同じく会計システムを導入するプロジェクトの

管理者として研鑽を積みました。そして、結婚を機に退職し

たものの、様々な会社で経理担当の方々と働かせて頂いた経

験を活かしていきたく仕事を探していたところ、偶然ハロー

ワークで漁村総研の求人を拝見し今に至っております。

現在は、総務のお仕事に加えて、少しずつ経理のお仕事を

教えて頂いております。今後は前職の経験を活かして少しで

も皆様に貢献できたらと考えております。

さて先ほども申し上げましたとおり、私は高校まで酒田で

過ごしていましたが、実は身近に漁業に携わる方がいなかっ

たこともあって、恥ずかしながら漁業の街としての酒田につ

いてはほとんど何も知りませんでした。こちらに勤務してか

を審議し、承認されました。

また、第6回評議員会では、第5期事業年度 事業報告及び

決算報告書（案）の承認の件、第6期事業年度の役員の報酬額

の総額の承認の件、役員等候補選出委員会の委員選出の件な

どを審議し承認され、役員等候補選出委員会委員については

越善靖夫評議員、近藤健雄評議員を再任、新委員として髙橋

征人評議員が選任されました。

（総務部　川崎 直子）

ら、折にふれて具体的な取り組みを教

えて頂き、地元を再発見しているとこ

ろです。読者の皆様の方がずっと詳し

いのではと思います。

昨年は、豊かな海づくり大会が、酒

田とその周辺で開催されました。また、

今年5月には、酒田港にスルメイカを水揚げする中型イカ釣

り船を誘致するため、ふるさと納税制度を活用した寄付の呼

びかけを行っていました。私も僅かながら寄付しました。集

まった寄付金は、イカ釣り船団出航式や、船主への水揚げ要

請活動、入港船団への支援に充てられたそうです。残念なが

ら目標額には達しなかったようですが、6月3日に無事、出航

式が行われました。私は返礼品として「いか尽くしコース」を

選択し、酒田港に水揚げされた船凍イカの刺し身などを頂き

ました。3回か4回くらいに分けないと食べ切れないほどの

量でした。とても美味しかったです。

このように、酒田出身であることがお仕事に結びつく日が

来るとは考えていませんでしたので、これも何かの縁だと感

じております。お仕事は不慣れなことも多く、いろいろとご

迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、今後ともどう

ぞよろしくお願い致します。
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TOPICS

総務部
平成29年度研究助成事業の決定

■趣旨
漁業地域は漁業の生産基盤、地域住民の生活基盤としての

役割に加えて、周辺水域、沿岸域の高度で効率的な活用や海

洋性レクリエーションの場の提供等の多様な機能を有してお

り、今後とも我が国の水産物の安定供給の礎として機能を発

揮し続けられるよう、時代の要請に合わせて維持・発展して

いくことが求められています。

これらを総合的・効率的に推進するために、重点的に取り

組む課題や実施の目標等を示した、新たな漁港漁場整備長期

計画（平成29年度～平成33年度）が平成29年3月28日に

閣議決定されました。ここでは、水産業の競争力強化と輸出

促進、豊かな生態系の創造と海域の生産力向上、大規模自然

災害に備えた対応力強化、漁港ストックの最大限の活用と漁

村のにぎわいの創出が重点的に取り組む内容として掲げられ

ています。

一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所は、こうした新しい

時代における多様な要請等に対応した漁港漁場漁村の整備等

に関する調査研究及び成果の普及等の活動を行っている法人

であり、その研究活動の一環として、漁業地域の振興、生活環

境改善、漁港・漁場の整備等に係る創造的な調査研究に対し

て助成を行っております。

■助成の対象
漁港漁村地域の振興、生活環境改善、漁場の整備等に係わ

る先進的な技術の調査研究や先進的な政策の調査研究であ

り、かつ、以下の２つの要件を満たすものを対象とします。

【要件1】
研究開発の内容が、我が国の漁港、漁場、漁村の整備及びそ

れらの保全・利活用を通じて水産業・漁村地域の振興を図っ

ていく上で今後必要になると思われる新たな視点を有するも

のであること。

【要件2】
研究開発の成果が、次のいずれかに該当するもの。

① 漁港漁場整備事業の計画立案、評価、設計、施工、管理運

営に関する技術の向上に寄与するもの。

② 防災、景観形成、環境整備など漁村における生活の快適、

安全の向上に寄与するもの。

③ 沿岸漁業・漁村地域の構造分析や漁村地域の活性化手法

の開発に寄与するもの。

④ 効率的・効果的な水産基盤整備や漁村地域の振興を推進

するための幅広い政策提言に寄与するもの。

■平成29年度の応募結果
今年度は、継続3件、新規20件の応募がありました。応募

された研究内容について審査委員会の審査を経て、下記の通

り決定致しました。多数のご応募有難う御座いました。

1．平成28年度継続研究題目　3件（申込件数3）
1-1.  津波・高潮による漁港周辺施設・設備の脆弱性評価手

法の構築

国立研究開発法人海洋研究開発機構

技術研究員　今井 健太郎

1-2.  魚類廃棄物の有効利用による循環型資源生産力向上技

術の事業化を目指した社会実験

国立大学法人香川大学工学部

教授　末永 慶寛

1-3.  個別要素型避難モデルを用いた漁港・漁村の津波被害

リスク評価手法の開発

国立大学法人東京海洋大学学術研究院

教授　岡安 章夫

2．平成29年度新規研究題目　3件（申込件数20）
2-1.  南九州西岸地域における副振動発生予測に向けた海洋

長波監視システムの構築

鹿児島大学理工学研究科

教授　山城 徹

2-2.  定置網や養殖海域等における小規模波力発電浮体シス

テムの係留方法と発電性能の最適化および電力利用

に関する基礎研究

日本大学理工学部

教授　居駒 知樹

2-3.  地域の資源を生かした持続可能な漁村のあり方の研究

―超高齢化、過疎化を前提に

東京農業大学国際食料情報学部

教授　吉野 馨子

（第１調査研究部　後藤 卓治）
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この人に聞く

関
い ず み

の
小川 ひかりさん

合同会社とびしま

小さな島からの熱いメッセージ
ー合同会社とびしまの試みー

小川 ひかり 【おがわ・ひかり】

山形県東根市生まれ。東北芸術工科大学卒業。大学在
学中から飛島に通い続け、卒業後に飛島の介護施設に
就職。その後、島の若者たちと共に、合同会社とびし
まを結成。島のツアー企画やガイドを行う、とびしま
コンシェルジュを務める。また、民宿を改修したミュー
ゼアム澗の館長を務め、島の人々への聞き書きを中心
に、島の暮らしや文化、歴史の記録を行っている。現在、
島の魅力を発信するために、仲間たちと奮闘中。

日本海に浮かぶ、山形県唯一の離島、飛島。酒田港か
ら船で 1時間 15分。周囲 10キロメートル余りのこの小
さな離島が、今とても熱い。熱の源は「合同会社とびし
ま」だ。現在、合同会社とびしまは、2名の島出身者と 6

名の Iターン、計8名の若者によって運営されている。設
立時からのメンバーの一人、小川ひかりさんは、学生時
代から飛島に通い、卒業と同時に移住した。今回は、小
川さんの仕事や島への想いについて語っていただいた。

高校生の時から心に引っかかっていた「飛島」
出身は山形県東根市。宮城県との県境にある内陸の地

域です。飛島のことは、大学に入る以前から気になって
いました。大学をどこにしようかと考えているときに、
飛島でフィールド調査ができる、という話を聞いて、山
形市にある東北芸術工科大学への入学を決めました。
飛島へは、大学 1年の時から通ってきました。卒業論

文は、飛島の女性たちの暮らしをテーマに選びました。
卒業論文のための調査では、島の女性たちにいろいろお
話を聞いたのですが、何しろ島の人たちは働き者で、な
かなか話を聞く時間がなくって。そんな時に、島でたっ
た一つの介護施設があるのですが、そこを紹介していた
だき、ディサービスを利用している年配の方のお話を聞
くことができました。
大学 4年になって、卒業したらどうしよう、飛島に行

きたいな、と漠然と考えていた時に、介護施設の方にこ
こで働かないか、と声をかけていただいて、それで最初
は介護の仕事で飛島に移住することになりました。

偶然の出会いから
島で暮らし始めた時、震災を機に島に戻っていた本間
当さん（飛島の出身で、大学からは仙台に行きそこで就
職していたが、2011年の東北大震災で会社が罹災したた
め、飛島に戻ってきていた）、緑のふるさと協力隊で飛島
に来ていた山口県出身の松本友哉さん、そして飛島出身
で酒田のNPO（パートナーシップオフィス）で活動して
いた渡部陽子さんがいました。他に若い人もいなかった
ので、自然にこの4人が時々集まってご飯を食べたり飲ん
だりするようになりました。そういう中から、ここで何
かやりたいね、という話をするようになって、2013年に
「合同会社とびしま」ができました。

「しまかへ」始まる
NPOや市民、大学などの島の応援団や市、県が集まっ

て飛島のことを考える、とびしま未来協議会（事務局は
NPO法人パートナーシップオフィスに置かれている）と
いうのがあるのですが、その事業の一つとして、「しまか
へ」が始まりました。島のカフェです。協議会へは2013

年から合同会社とびしまも参加して、カフェは合同会社と
協議会が共同経営している形になっています。カフェの
売り上げの一部は協議会の活動費に充てられ、東北公益
文科大学と共同で島の防災計画づくりをしたり、山形県事
業である移住体験プログラムに協賛したりしています。カ
フェの店長は渡部さん。担当は遊佐出身、飛島2年目の三
浦由人さんと、東京出身で飛島3年目の栁澤春菜さんです。

合同会社とびしまのメンバー（後列向かって左側が小川ひかりさん）
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カフェなんですけど、島の人はカフェって
言えなくて「かへ」になっちゃうんで、島の人
たちにも親しみを持って呼んでもらえるよう
に「しまかへ」という名前にしました。4月の
終わりころに開店して、10月の初めくらいか
ら冬休みに入ります。

島から発信する
2015年 10月には、「しまかへ」の姉妹店が

酒田市内の方にオープンしました。「炭かへ」
（正式には、「島の炭火焼きカフェ＆バル 炭か
へ」）です。ここでは飛島の海産物を炭火焼き
で提供しています。島から本土への進出です。
「炭かへ」を仕切っているのは庄内町出身でや
はり飛島の介護施設で3年くらい働いていた
三浦慎平さんです。彼が島を出て酒田に行く
ことになったので、「炭かへ」を任せることに
なりました。
島には、来た人が買って帰れるようなお土産

もありませんでした。そこで、お土産にもなる
ような加工品づくりもやっています。トビウオ
の焼き干しやイカの塩辛です。ここは離島な
ので、昔から保存食の技術がありました。味付
けは保存目的なのでちょっと塩辛いです。そう
いう昔から島の人たちが作ってきたものを継
承したくて、島のばあちゃんたちから手順を習
いながら作っています。加工品作りは春と秋
冬に、時間を見ながら手の空いている人がやっ
ています。でも、今年はトビウオが不漁で、原料があまり
なくて、焼き干しはほとんど作れませんでした。
新しいものも作ってます。トビウオ焼き干しだしのア

イスクリームとか、ゴドイモのアイスクリームとか。ゴ
ドイモっていうのは、飛島で採れる男爵イモで、昔から
島の食生活を支えてきました。アイスクリームは米沢の
会社に委託して製造してもらっています。「しまかへ」や
「炭かへ」で食べるか、WEBSHOPで注文してもらわな
いと食べられませんが。

島の暮らしを記録する
島の聞き書きも続けています。島の人や暮らし方を記

録したいと思って、学生の時から続けています。最初の
ころは、お話を聞かせてください、と訪ねて行ってかし
こまって聞いていましたが、今は日常会話の中から自然
に聞き書きができるようになりました。島の人との距離
が近くなったということかな、と思っています。
合同会社を立ち上げたすぐ後に、民宿だった空き家を

改修した「島のミューゼアム澗（にま）」を開設しました。
ここでは、季節ごとにテーマを設定して展示しています。
澗というのは、自然の岩場を利用した船着き場のこと
で、様々な人やものが集まり、交流した場所のことです。

ミューゼアム澗も、島の歴史や文化をもとに多くの人や
情報が集まる場になってほしいという思いを込めていま
す。今展示しているのは、島の野鳥の写真です。鳥が好
きで島に通ってくる人たちの作品です。飛島は渡り鳥の
中継地点になっているということで、300種類くらいの
野鳥が見られるそうです。だから、春と秋の渡りの季節
は島中がバードウォッチャーの方々で賑わいます。

とびしまクリーンツーリズム2017
とびしまクリーンツーリズムは、山形県の事業で、合
同会社とびしまは島内スタッフとして関わっています。
県内の小中学生を対象に、親子で飛島に 1泊 2日しても
らい、スノーケルをしたり海岸清掃をしたりして、海の
ごみ問題や海の大切さを学んでもらおうというツアーで
す。今年で4年目。最初の年は23回も開催して本当に大
変でした。今は年6回のツアーを開催しています。フリー
スクールの子供たちの受け入れも、3年目になりました。
親子のツアーは、1回につき 16組 32名を募集してい
ます。1日目は朝の便で島に渡ってもらい、今回（8月1日、
2日に行われたツアー）は、島の南側の小松浜という海
水浴場でスノーケルと夜の磯観察会を行いました。2日
目は小松浜の反対側にあるソデの浜までちょっとしたト

船着き場のそばにある「しまかへ」
島の伝統食品を活用した

アイスクリーム

島のミューゼアム澗（にま）
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レッキングをし、みんなで海岸清掃をしました。拾った
ごみをみんなで分類したり、浜から戻ってからは座学を
してごみ問題について考えました。
このツアーは、リピーターがとても多くて、4年連続で
来た子もいます。募集人数が定員を超えると抽選になる
ので、毎回くじ運が良いですよね。

とびしまコンシェルジュ
ツアーの時には、とびしまコンシェルジュとして、ガ

イドをやっています。今回一緒にガイドをしていたのは、
やはり飛島コンシェルジュの増田綾奈さん。彼女は栃木
県出身で、飛島在住2年になります。
本当は、私は人と話をするのはどちらかというと苦手、

かもしれませんが、島のことを話してあげると、子供た
ちが楽しそうに聞いてくれるので、それはとても嬉しく
感じます。小さい時の体験は絶対にその人の中に残るも
のだと思うので、沢山の子供たちに、飛島って楽しかっ
たな、と思ってもらえれば大成功だと思っています。
飛島の人口は200人と言われていますが、実際に住ん

でいるのは140人くらいかな。だからみんな知り合いで
す。そういう人と人との関係や島の人自体の魅力は、島
の人と関わることで実感できます。島のことをもっと知
ることもそうですし、島にいないとわからない感覚を大
事にして、ガイドを深めていきたいと思っています。

島にきて新たなことに挑戦していく
山口出身の松本さんは今、漁師見習いとして修行中で

す。所属は合同会社とびしまのままですが、今は毎日親
方と一緒に磯見漁などをやっています。会社にとっても、
漁師さんがいなくなってしまうと、私たちの加工やお店
もできなくなってしまうので、漁業の技術が若者に受け
継がれていくことはとても大事なことです。
私たち以外にも、島で新たな人生を送り始めている人

がいます。私たちは山形県の移住体験プログラムの事務
も担当しています。1週間から1カ月くらい、島の暮らし
や漁業、旅館の手伝いなどを体験してもらうのですが、
今年度は8人程がお見えになりました。昨年、65歳の男
性が島に実際に移住することになり、今は空き家をご自
分でリフォームして住んでいます。

ここより面白いところはない
最初のころは、島の人に何やかやと嫌味を言われた
り、変な噂をたてられたりということもありました。で
も、だんだんそういうことを気にしなくなってきました。
図々しくなってきた、ということかもしれないですね。
島に来て、私は気持ちが緩くなった、というか怒ること
が少なくなりました。今は島の人と、これまでよりずっ
と深く付き合えるようになってきたと感じています。
いつも言っているのですが、飛島に飽きるまでここ
にいる。だけど、ここ以上に面白そうなところがあれば
そっちに行ってしまうかもしれない。でも今は、ここよ
り面白いところはないと思っています。

みんなで海岸清掃ソデの浜までトレッキング 海のごみ問題について学ぶ

合同会社とびしまの本間さんは、自分たちの仕事について、
新しいものを作る、というよりは、今までにあるものの上
に新たなものを積み重ねていく活動、と話されていました。

また、若い人がちゃんと生活できるんだ、ということを証明し
ないとだめだ、とも。そのために島の人たちを巻き込みながら、
仲間と一緒にアイディアを出しあい、様々なことに挑戦してい
るのだと思います。この素敵な若者たちの活動のことを知った
のは3年前だったでしょうか。何回か小川さんとお会いし、そ
のたびに必ず飛島に行く、と言い続け、やっと今回実現させる
ことができました。今回はとびしまクリーンツーリズムに同行
させていただいたのですが、スノーケルでは酒田市のダイビン
グショップの方が指導したり、ショップの常連の人たちがボラ
ンティアで参加していたり、周囲を巻き込んだ活動をされてい
るのだな、ということがよく伝わってきました。まだまだこれ
から、と言うけれど、合同会社とびしまの若い力が飛島を大き
く支える柱になっていることは間違いないと感じました。

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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N E W S

平成29年7月26日に都市漁村交流推進協議会主催の『トー

ク＆トーク　まちに元気を！』が開催されました。

開催概要

日時： 平成29年7月26日（水）14：00～16：00
場所： エッサム神田ホール 3F

会議室（東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2）

プログラム

■講　演：『渚泊について』

中西 豪 氏　●水産庁漁港漁場整備部防災漁村課

■取組事例紹介

『 島を繁盛させる観光協会の宿戦略

～これまでの10年、次なる10年～』

芦原 昇平 氏　●一般社団法人海士町観光協会

『家島諸島における渚泊の取組』

池田 智則 氏　●JTB西日本

主催者挨拶

藤本 昭夫　大分県姫島村長　●都市漁村交流推進協議会 会長
本日は、平成29年度トーク＆

トークにご参加いただきありが

とうございます。毎年、本協議

会の活動の一環として、都市漁

村交流の展開を探るための意見

交換の場として、会員だけでな

く、都市漁村交流活動に関心を

お持ちの多くの皆さんにご参加

いただき、開催致しております。

本年度は新たな漁港漁場整備長期計画において「漁港ス

トックの最大限の活用と漁村の賑わいの創出」が施策の柱と

して掲げられ、また、渚泊の推進対策予算が新たに計上され、

都市漁村交流に国を挙げて取り組むことになった節目の年と

いってもいいのではないかと思います。そこで、今回は渚泊

をテーマに、これから渚泊に取組んでいかれる方々の参考に

なるようなシンポジウムを考えたわけです。本日の講演内容

が皆様方の活動の一助となれば幸いです。

また、皆様の中で私どもと一緒に都市漁村交流活動を活性

化しようとお考えの方がいらっしゃれば、ぜひこの協議会に

参加していただければ幸いです。よろしくお願いします。

来賓挨拶

岡 貞行　●水産庁漁港漁場整備 部長
開会に当たりまして一言ご挨

拶させていただきます。

農山漁村は観光の重要な受け

皿として期待されており、漁港

漁場整備長期計画においても新

しい重要課題として漁村のにぎ

わいの創出を掲げ、都市漁村交

流人口を5年間で100万人増と

いう野心的な目標を立て、渚泊

推進事業でハードからソフトに至る一連の支援策を用意した

ところです。そこで水産庁として漁村の活性化に向けて感じ

ていることをいくつか話したいと思います。

一つ目は都市漁村交流の輪を拡げるということでこの協議

会の会員を増やしていけないか、二つ目は日本全体が連携し

ていつでもどこでも漁村の魅力に関する情報が手に入る仕組

みを皆さんと一緒に作っていきたいという事、三つ目は渚泊

推進事業を活用して良い事例を作っていただき、先ほどの情

報ツールに載せていきたいという事、四つ目は農泊やみなと

オアシス、海の駅のような様々な施策とも連携して日本全体

の観光の活性化に寄与していければということです。

今年は新たなスタートと意気込んでいますので、皆さんの

ご支援とご協力で日本の漁村を良くしていただければと思い

ます。

■講演：『渚泊について』
中西 豪 氏　●水産庁漁港漁場整備部防災漁村課
本日は、渚泊について、その

制度の生い立ちや概要、申請に

あたっての留意点等についてお

話させていただきます。続く事

例報告と合わせて、今後地元に

持ち帰っていただき、どういっ

たことができるかについて一緒

に考えていければと思います。

【制度の生い立ちと概要】
本年3月に策定された新たな漁港漁場整備長期計画では、

重点課題が4つあり、その4つ目の柱として、今回のテーマの

「漁村ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの創出」があ

ります。漁村のにぎわいを創出するためには、漁業所得を向

上する浜プランと併せて地域の資源をフルに活用して都市漁

『平成29年度都市漁村交流推進協議会のトーク＆トーク
 まちに元気を！』開催報告
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村交流や水産業の6次産業化等を推進する必要があることか

ら、漁業地域の資源を活かした交流人口の増大と浜プラン等

の施策の連携が実施の方向性となります。浜プランに基づく

取り組みや直販所や漁業体系施設の整備を通じて地域活性化

を図っていくということです。

成果目標は、都市漁村交流人口の増加数として概ね100万

人を5年間で増加していこうというものです。漁業センサス

によれば、漁村に来訪している都市部の人は1000万人を超

える規模で、過去5年間でも70万人ほどの伸びを見せている

ことから、その1.5倍程度の100万人を今後5年間の目標と

して設定したものです。

漁港漁場整備長期計画とは別の動きとしては、昨年3月に

官邸主導で「明日の日本を支える観光ビジョン」が策定され、

訪日外国人の数を増やしていこうとしています。また、昨年

12月に観光インフラプログラム整備が策定され、滞在型旅行

をビジネスとして実施できる地域を農林水併せて500地域に

創出していこうとしています。このうち、漁村における滞在

を渚泊と呼び、水産業、漁業に関する方々に取り組みをお願

いしているところです。

渚泊推進については平成29年度予算としてソフト対策、

ハード対策併せて10億円を用意しました。ソフト対策として

は、渚泊を推進するための体制構築、観光コンテンツの磨き

上げとしてビジネスとして実施できる体制の構築、漁村の魅

力を広く発信するためのストーリーづくり、ホームページ制

作等です。ハード対策としては、1/2補助でして、宿泊施設や

漁業体験施設、農林漁家レストランを整備するというもので、

改修も含まれます。船舶離発着施設や直売所も関連対策とい

う位置づけとなっています。

渚泊については既に２次公募が行われていますが、１次公

募に採択された15地区の取組事例を資料に示しています。私

たちはソフト対策として800万円定額助成できますと宣伝し

ていますが、何をすればよいかとよく聞かれますので、こう

いったことに使えるのだなという取組の参考としていただけ

ればと思います。

【申請にあたっての留意事項】
続いて、申請書の書き方です。まず、地区の現状・課題と将

来像を書いていただきますが、それぞれに審査の観点という

ものがあり、これに沿って採点していく事になります。今年

度は、申請が相当数にのぼったということもありヒアリング

無しの書類審査のみとなっていますので、書類をいかに書き

込むかが採択へのポイントとなってきます。

審査の観点の一つに「振興交付金の趣旨・目的を理解し、

これらに沿ったモデル性のある取組みであるか」とあります

が、これは、法人化やビジネスとして独立して地域で回して

いけるのかが問われているところです。また、泊まるという

要素を見せる必要があります。

合意形成の手法や農泊を実施する体制の適格性、マーケ

ティング手法の有効性も審査点です。合意形成については地

域との連携がしっかり書かれていれば良いのですが、体制に

ついては、ノウハウを持った人材や従業員の確保についてビ

ジネス化に向けた具体的検討が求められます。地域で雇用す

る以外にも、今いる方に学んでもらう等が書かれていればポ

イントが高くなるところです。

ソフト経費の活用事例としては、協議会の開催経費や先進

地視察等もあります。最も金額的に多いのはモデルツアーの

実施です。ホームページやパンフレットの作成、首都圏等に

おける販売促進活動にもお使い頂いています。

人材活用支援事業は、ソフト事業にプラスして250万円ま

で支援するもので、地域外の人材や専門的スキルを活用する

ということで研修員の雇用や専門家の招致に使えます。

渚泊推進事業を作るにあたり、日本観光振興協会と話をす

る中で「観光地域づくり研修なび」というものがあることを

知りましたので、ご紹介いたします。

最後に、漁村の魅力の発信に向け、水産庁では、SNSとホー

ムページの特性を組合せた新たな情報発信システムを検討中

ですので、できましたら、また皆さんにお知らせしたいと思

います。

■取組事例紹介：『島を繁盛させる観光協会の宿戦略』
芦原 昇平 氏　●一般社団法人海士町観光協会
一般社団法人海士町観光協

会は島ファクトリー、隠岐桜

風舎、離島キッチンという子

会社を運営しています。事務

局長は海士町役場交流促進課

の課長が兼任し、観光協会の

事務所に 14 人、都市部に離

島キッチンがあるという形態

です。

私どもの大きなミッションは島を繁盛させることで、島外

から獲得する“外貨”を島の端々まで流通させる構造を作ろ

うとしています。その中で「商品を知る」「お客様を知る」「窓

口の充実」を大事にし、この10年は宿泊業に特に力を入れて

事業を進めてきました。

36 漁港漁場漁村研報 Vol. 42



N E W S

私たちの商品である島内の宿を知るため、職員研修で宿を

泊り歩き、特徴のある宿を「島宿」として売り出そうと考えま

した。その中で、宿のお風呂やトイレが汚いというお客様の

声を知り、商品に責任を持つという点から、週に1回、宿のト

イレやお風呂の清掃をしています。また、送迎やタオル等の

アメニティーの拡充も担うことで、宿泊単価や宿泊数のアッ

プに成功しました。廃業して困っていたリネンサプライ業を

担う島ファクトリーも立ち上げましたが、これは規模の経済

が働く業種であることがわかり、一周回ってお客を呼ぶ方に

も力を入れています。

その他、神社の講堂を利用した団体客の受入、旅行商品の

開発、視察旅行の受入、季節に応じて忙しいところに人を派

遣するマルチワーカーの取組、離島キッチン等の様々な取組

を行いましたが、これらにより、宿の数を維持できたこと、

若者等の人材の受け入れができたこと、離島キッチンという

ネットワークができたことが大きな成果だと感じています。

ただ、各プロジェクトの収益性の確立に課題を抱えているた

め、今後は、「宿業の確立」「人材の流動性」「離島を売る」に力

を入れていきたいと思っています。

今回、渚泊の事業を使って空き家を改修し、きれいな所に

安く泊まりたいというニーズに応える宿を作ろうとしていま

す。宿泊予約システムづくりにも取組む予定です。

離島キッチンもさらに展開し、日本全国で各島が責任を

持ってアンテナショップを作っていけるような構想を抱いて

います。隠岐だけではなく、日本中の島を繁盛させるような

事業を行っていけたらと思います。

■取組事例紹介：『家島諸
島における渚泊の取組』
池田 智則 氏　●JTB
家島は砕石業と海運業、漁

業の島でしたが、第3の事業と

して観光業が注目され始めた

10年前に市町村合併があり、

新たに家島観光事業組合が立

ち上げられた時にJTBに声がかかりました。その頃JTBで

も観光の着側で観光コンテンツを発掘し、地域と共に磨いて

世に出していこうという地域交流ビジネスを進めようとして

おり、ニーズが合致したのです。

まず島の魅力を商品化するため、島全体を巻き込んで家島

諸島都市漁村交流推進協議会を立ち上げ、島中の人から話を

聞いて集めた多くのコンテンツのうち商品化して売れる26

に絞って「家島遊び本」を作りました。次にモニターツアー等

を行い、「家島しまたび博覧会」も実施しました。

事業を進める上で苦労したのは誘客と受入体制です。誘客

については、SNSやWEBコンテンツを整備したうえでPR

していったのですが、受入体制については、当初は島の人々

の理解や協力が十分に得られませんでした。受入体制を整備

していく上でキーになったのはお金と感謝の言葉です。観光

客から受けるありがとう後の言葉に少しずつ意識が変わり、

観光業が認められてきたと感じています。

次のステップとして、宿泊客の増加をめざし、渚泊事業す

なわち漁家民泊の取組をはじめました。当初はなかなか賛同

いただけませんでしたが、周防大島への視察で、普段の生活

が観光コンテンツになること、観光客との交流がやりがいに

なること等を知り、意見が変わり始めました。同時に宿泊を

前提とした受入コンテンツとするため、漁協さんの協力を頂

きながら早朝の漁業体験等コンテンツを増やしていきまし

た。今年は、新しいコンテンツの開発や、本当に売れる商品づ

くりを一生懸命にやっています。

観光資源が無いと言うところは食に走りがちですが、もて

なすのも物を売るのも、来るのも人なので、人という財産を

どれだけ活用するかが重要です。5,000人の島民全員が家島

の代表だと思いながら島を動かしていくことを目指したいと

思います。渚泊事業で人材の育成をしながら自分たちで輝く

島を作っていくのがゴールかと思いますので、これからも一

生懸命やっていこうと思います。

※本稿は、当日お話し頂いた内容を抜粋し、とりまとめたものです。

（第１調査研究部　浪川 珠乃）
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1．はじめに
2017年3月27～30日4日間、中国浙江省舟山市の浙江大

学海洋学院において「25th　PACON-International」が開

催され、当研究所から、伊藤、三浦が参加しましたので報告し

ます。

PACON（Pacifi c Congress on Marine Science and 

Technology）は、海洋科学技術に関する太平洋会議として

35年前にハワイのホノルルで創設され、1984年に同所にお

いて初めての国際会議を開催しました。以来約10か国で24

回の会議が開催されており、海洋の科学技術の研究者、技術

者、関係機関、企業等が一堂に会し、日頃の研究、教育、先端

技術の成果を発表すると共に様々な情報を交換、発信してい

ます。前回は、2014年8月に東京で開催され、当研究所から

も私を含め2名が発表いたしました。

今回の会議では、「グローバルな変化の時代における太平洋

を越えた協力」をテーマに気候変動、エネルギー、海洋汚染、

食料生産、環境保全、海洋開発等の分野について情報を共有

すること目的としており、世界各国から200名以上の参加者

が集いました。

2．学会の概要
学会は、浙江大学海洋学院で行われ、初日はホテルでの受

付後、ボランティアの学生による大学内の施設見学ツアーが

行われました。2日目の午前中は大ホールにおいてオープニン

グセレモニーが行われ、議長である中国科学院南海海洋研究

所の唐丹玲教授の開会挨拶が行われ、過去の推移や内容につ

いて紹介が行われました。その後、参観者全員による記念撮

影が行われました。また、同会場において28～29日の午前

25th PACON－Internationalの参加報告

中の2日間にわたり、計10名の基調講演がありました。28

～29日の午後からは会場を大学構内に併設されている国際

交流会館（Hai Ji International Hotel）において12テーマ、

約130名の口頭プレゼンテーションとポスター発表29編が

行われました。日本からは我々を含め、日本大学、民間企業等

の約10名が参加しました。

3．発表論文
私の発表は、「金浦漁港沖防波堤マウンドにおける藻場造

成」として、秋田県金浦漁港において、約6年にわたって整備

した沖防波堤の背後マウンド部において実施した藻場造成に

よる藻場の形成状況と、それに伴う付着生物・魚類の出現状

況や産卵状況等の効果と今後の課題に関して報告を行いまし

た。以下が発表時の写真です。

当初、学会公式サイトから予約したホテルに泊まれなかっ

たり、プログラムの変更により、自分の発表会場と時刻が直

前までわからなかったりと、ハプニングがありましたが、なん

とか発表にこぎつけました。私の発表したセッションでは、

中国沿岸域の海洋環境に関する発表が多く、参加者の多くが

中国の大学や研究機関の方でした。質疑応答が活発で、持ち

時間を超えて討議が行われました。会場からの質問としては、

造成後の藻場の繁茂状況や、造成方法の違いによる効果比較

及び、流れ藻の利用の有無等の質問がありました。拙い英語

でなんとか説明しましたが、もう少し丁寧に説明できる語学

力の必要性を痛感いたしました。

（第2調査研究部　三浦 浩）
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影山理事長オススメ！

帝国日本の
漁業と漁業政策

◎  伊藤 康宏、片岡 千賀之、小岩 信竹、中居 裕　編著
北斗書房　　3,000円 +税
（ISBN: 978-4-89290-039-6）

本書は、戦前、わが国が「大日本帝国」と名乗っていた時代

の漁業及び漁業政策について12名の著者がそれぞれの専門

分野毎にテーマを起こし執筆したものです。水産史の研究者

が少なく、発表する機会も研究する機会も限られていること

から、2007年に立ち上げた水産史研究会が10周年を迎える

のを機に企画され著されたとのことで、研究会の活動成果報

告書としての側面も有しているようです。このためか全体と

しての統一感の不足は否めませんが、それでも個々のテーマ

については十分興味深い内容が含まれており一読に値すると

思います。

戦後70年余りが経ち、大日本帝国の時代は既に歴史の世

界に入りつつありますが、「温故知新」。今一度わが国漁業近

代化の経過とその功罪を振り返ることは、現在のわが国漁業

の立ち位置を確認する上で決して無益なことではないでしょ

う。その時代、わが国の漁業は現在のわが国周辺水域のみな

らず、朝鮮半島、樺太、台湾等の植民地や委任統治を行ってい

た南洋諸島、カムチャッカ半島等のロシア領海域、公海漁場

へと広がっていました。当時、漁業の近代化とは、漁業の外延

的拡大＝遠洋漁業の奨励と概ね同義でした。このため、本書

では、相当な部分がいわゆる外地における漁業の記述に割か

れています。すなわち、「第1章日本と植民地の漁業制度」、「第

4章蟹工船との断片的「対話」」、「第5章戦間期樺太のニシン

漁業」、「第6章戦前期における塩鮭鱒の市場と流通－露領漁

業産品を中心に－」、「第8章日本統治期初期の朝鮮水産開発

構想－庵原文一を中心に－」、「第11章カツオ漁業の南洋進出

―黎明期における衆議院議員原耕の南洋漁場開拓事業を中心

に－」。また、「第7章近代におけるイワシ漁業の発達」では朝

鮮におけるイワシ産業が取り上げられています。

特に興味深かったのは、これらの外延的拡大が無動力船（帆

船）の時代から行われており、漁船に動力船が普及するのは

1920年代末、昭和の初めになってからだということでした。

日清、日露、第一次世界大戦と続く戦争で「帝国海軍」が活躍

した雄姿を映画やドラマで見てきたので、当然漁船も動力船

だと勘違いをしていたようです。

「第3章戦前漁港修築国庫補助制度研究の到達点と課題」で

は、漁港の整備について取り上げています。本章では、戦前は

1918年漁港修築奨励費、1925年漁業共同施設奨励金、1929

年小漁港整備費の三つの制度をもとに国庫補助が行われ、漁

港修築奨励費は沖合・遠洋漁業奨励、漁業共同施設奨励金は

漁村の保護、小漁港整備費は中間的規模の漁港整備が目的と

されたと指摘しています。漁港整備と動力漁船の普及の間に

は大きな関連性が見られる様です。

専門書はどうもという方には、本書は各章が独立している

ので、興味のある章から読み進めるのがお勧めです。
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◎ 佐藤 可士和 著
日本経済新聞出版社　1,500円 +税
（ISBN-10: 453219587X）
（ISBN-13: 978-4532195878） 

佐藤可士和の超整理術

奥野主任研究員オススメ！

この本は、大手の衣料品や飲料メーカーの広告デザイン、

地場産業のブランド化などを手がけていることで有名なアー

トディレクターが著したもので、近ごろ巷に溢れている“お

片付けブーム”のものとは一線を画し、整理術によって「楽し

く、速く、いい仕事をして、人に喜んでもらって、自分もハッ

ピーになりたい」というクリエイティブな内容に及んでいま

す。著者は芸術家としての感性やエゴイズムの押し付けは一

切控え、クライアントが商品を売るための思いや抱えている

悩みを聴くコミュニケーション力と整理術を武器に仕事をし

ているようです。仕事場には余計なモノを一切置かず、快適

な空間で効率的に仕事をして良い思考を生む環境を保持して

います。その中で創造されるアートデザインは、抽象的な情

報や思考を整理し形になるビジョンを線形や色で表現したも

のになります。

著者は、「空間」「情報」「思考」の3つの整理術についてレ

ベル段階順に述べています。

レベル1の「空間」の整理については、職場の空間、机の上

や引き出しの中、カバンの中、PCのフォルダ作成。ネーミン

グ方法までに及んで、モノを少なくしながら分類整理をする

手順を述べています。整理の対象は必要なものか否かの判断

が容易なものが多く、要らないモノや作成途中の段階の資料

やファイルなどは潔く捨て、現在進行中もしくは過去の成果

物などについて分類・整理をすれば良いとのことです。その

ため本段階はさほど難易度は高くないのですが、整理によっ

て得られる“気持ちよさ”を体で大いに実感することが良い

思考を生む環境を作る上で大変重要だとのことです。

レベル2の「情報」の整理は、クライアントとのコミュニ

ケーション（著者はこれを「ドクターがクライアントに対し

て行う問診」と表現している）を通じ問題の本質、プライオ

リティ、目指すべきビジョンを探るものです。レベル1とは

異なり分類方法が自ずとは見えないため、視点や仮説を持ち

込んだり、俯瞰的あるいは他人の立場になって物事を見つめ

ることが必要であると書いています。

レベル3の「思考」の整理は最も難度が高く、無意識の中に

あるものや漠然とした心理、心の奥底にある大切な想いなど

のを言語化し確固たる信念としていく作業となります。レベ

ル2以上に「問診」を繰り返すとともに、自分の哲学や思い込

みを排除することも必要とのことです。

詳しいことについては本を読んでみてもらいたいのです

が、我々の日常の仕事場の環境づくりや、さらには漁港等の

計画や設計の仕事にも通ずるものと思います。例えば近年の

性能規定型の技術体系は従前の仕様規定型に比べて設計者の

考えや判断の入る余地が増えたといわれますが、決して自分

勝手な考え方やエゴイズムを持ち込むものではなく、クライ

アント（発注者、及び不特定多数の利用者ら）の声に真摯に向

き合いながら問題の本質を見極め、解決するための思考を形

にする能力が一層問われているものと思います。

まずは机周りを綺麗にする一歩からはじめ、快適な職場づ

くりと良い仕事をしていきたいと思います。
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●●●●オススメ！

◎  ながさき 一生　著
秀和システム　1,500円 +税
（ISBN-10: 4798046612）
（ISBN-13: 978-4798046617）

外食で美味しくて安全な魚を食べる方法

五種盛りより三種盛りを頼め

田村主任研究員オススメ！

本書は、忙しい現代人の生活でも美味しく魚を食すために

「おさかなコーディネータ」として、魚楽団体「さかなの会」

代表を務められているながさき一生氏がまとめられた知恵本

です。

はじめに、この「五種盛りより三種盛りを頼め」という題

名について、一体なんの話だろうか、どうして三種なのか、

などと疑問を持たれるかと思います。しかし、新潟県の漁村

で生まれ底引網の漁家で育ち、大学では水産業を学び、築地

市場の卸売りから（なんと）IT企業まで幅広い経験を持つ著

者が、こうしたトピックセンテンスを通して水産の専門的な

知識の少ない初心者にも分かりやすく、今日の食事から使え

る「美味しい魚を食べるための知識」の数々を披露してくれ

ています。

まず著者は、日本人の食生活の変化に伴って近年増加する

外食（お店の魚料理や定食等）や中食（総菜やお弁当等）にお

いて、いかに美味しい魚を食べるか、その術に的を絞って紹

介しており、ここで自身の経験から魚の美味しいお店の特徴

は３つあると冒頭で述べています。はじめに日々の魚の状況

変化に臨機応変に対応できる柔軟性（心構え）があること。次

に「魚の回転率」が良く、鮮度を保つ技術があること、要は魚

をすぐに売って、また仕入れての回転状態があること。最後

に材料を無駄にせず、仕入にお金を回し、使える魚の選択肢

を広げるための仕入れ力があることです。これら三つの特徴

を主軸に具体的な事例を挙げています。

例えば、サラリーマン等のオフィスワーカーには馴染みが

深い定食屋や夜の居酒屋で美味しい魚にありつくための処

世術について、日替わりや定番の魚料理メニューを例に、メ

ニュー名の長さや手書き・日付の有無等から読み取れる仕入

れた魚の品質との関係、また「獲れたて」「産地直送」「旬」「〇〇

産」等のよく目にする謳い文句が意味するところを水産物流

通や消費者ニーズと絡めて述べており、私達の実生活の中で

身近に目にする魚メニューの見方を改めて考える良い機会を

与えてくれます。

さらに著者は、店先や店内の営業状況と美味しさのポイン

トとの関係についても挙げています。例えば、店先の看板、

店内の通路の広さ、外の発泡スチロール等の間接的な情報を

基に分かる「魚の在庫状況」「魚の回転率」「日々の水揚げに

対する柔軟性」等々の飲食店事情にも触れられており、美味

しい魚のお店の見分け方やテクニックを紹介しています。こ

こでは、漁獲時に鮮度が良く高品質な水産物であっても、最

終的に私達の手に届くまで多くの人の手が加えられ、かつ全

ての処理の結果として「魚が美味しい」の是非が決定する流

れを一般の消費者にとっても分かりやすい内容で説明されて

います。

本書は、全6章72項目のトピックから成り、幅広い読者を

対象に、興味のある項目を掻い摘まんで読めるように構成さ

れています（もちろん「五種盛りより三種盛りを頼め」の理由

についても）。気軽に読める内容ですので、気になる方は一度

お手に取ってみてはいかがでしょうか。



本年5月1日から技術審議役として勤務をしている
髙吉晋吾です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
以前は、水産庁で漁港漁場漁村の整備等に携わって

いました。漁村総研の前身である財団法人漁港漁村建
設技術研究所ができたのは、私が水産庁に入省したの
と同じ昭和57年です。公務員生活を終え、今度は漁村
総研の職員として水産基盤整備や漁村の振興に携るこ
とができ大変幸せに思います。
私の本籍は両親の出身地の鹿児島県で、生まれは福

岡県、現在空き家となってしまった実家は佐賀県にあ
ります。途中大分県湯布院（現由布市）の温泉に 5年
ほど浸かっていました。ということで九州人です。
思い出深いのは､ 小学生時代を過ごした湯布院で、

今では全国的に有名になりましたが、約 50年前は
まったくの田舎の温泉地で、あちこちに共同温泉が
あり、誰でも入ることができました。友達と遊びに行
く先々で、好きなときに温泉に入って騒ぎ、入浴中の
おじいさんによく叱られたものです。家の近くには
お湯が流れている小川があり、冬になっても蛙の鳴
き声が聞こえることがありました。ここ 5～ 6年にな
りますが、湯布院旅行が我が家の恒例行事として定
着しています。
さて、水産庁に入省した後は、漁港漁場整備関連の

予算、計画、調査、設計基準、災害復旧などを一通り経
験しました。東日本大震災発生後の対応、漁港整備と
漁場整備の一本化に関連する予算や法制度の見直しの
ためのタコ部屋勤務などが大きな思い出となっていま
す。その間、他の省庁や地方公共団体で勤務する機会
が4度ありました。
神戸にある旧運輸省の出先機関では、直轄港湾整備

に関連する様々な調査や水理模型実験、施設設計など
技術面の勉強ができました。また同じ港の仕事をする
港湾局の多くの人たちと知り合うことができたこと
は、その後いろいろな場面で役立ちました。結婚後す
ぐの赴任でもあり、異国情緒がある都市環境と自然環
境の双方に恵まれた神戸での生活は良い思い出になっ
ています。その一つが六甲全山縦走大会で、夜明け前
に須磨を出発し、宝塚までの 50数キロの山を歩くの
ですが、事前に職場の仲間と行程をいくつかに分けて
練習をし、何とか歩き通すことができました。

国土庁では、複数の公共事業関
係省庁が一緒に地域開発計画の
検討を行う調査費の配分などを
担当しました。それまでは海の仕
事が中心でしたが、内陸の他の公
共事業の現場に行くことができ
ました。様々な省庁からの出向者からなる寄り合い所
帯であったにもかかわらず、まとまりがあり、和気あ
いあいと仕事をすることができました。
また、南米のペルー大使館では、スペイン語に悪戦
苦闘しながら､日本漁船の入漁、国際協力案件の推進、
経済情勢のとりまとめ、日本からの経済ミッションと
ペルー側との協議支援などを行いました。赴任後、初
めのうちは治安が悪く、プールなど外で子供たちを
安全に遊ばせることができる場所がゴルフ場でした
ので、週末はよくゴルフに行きました。長期休暇には
レンタカーを借りてアメリカ各地を回ったりしました
が、今思えば怖いもの知らずだったなと思います。ペ
ルー料理のお店は東京にも何軒かありますが、日本人
の口によく合います。ぜひ一度チャレンジしてみてく
ださい。
最後は、長崎県に出向しました。壱岐、対馬、五島な
どの離島をはじめ県内各地を何度も訪ね、水産業・漁
村の現状を知ることができ、また県や市町村、漁業関
係者など多くの方々と知り合うことができました。県
議会の各種委員会での質問通告なしの答弁も貴重な経
験になりました。
思い出話ばかりになってしまいました。現実に戻り
ますと、当研究所の職員は現地出張が多く、ほとんど
人がいない日もあります。その間にレポートをまと
めたり､ 学会発表用の論文を書いたり、シンポジウム
の企画をしたりと大変なようですが、それでも皆助け
合って明るい雰囲気の職場です。
私もできるだけ現地に出かけ、地域の皆様のご要望
やご意見をお聞きし､ これまでの経験を活かしなが
ら、水産業や漁村の課題解決に微力を尽くす所存です。
「みんなの研究所」が当研究所のキャッチフレーズで
すので、漁港・漁場・漁村のハード・ソフトについて
のよろず相談所としてご活用ください。ご連絡をお待
ちしています。
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は、労を惜しまず全国各地を飛び
回っています。私も機会を捉え、
現地で見聞きすることに努める
こととしています。時には「お役
所の人には言えないけど」と前置
きありの話を聞かせていただけ
ます。
漁港・漁場・漁村整備の分野に関するシンクタンク

として、また、漁業地域のみなさんの良き相談相手とし
て、一層信頼される「みんなの研究所」を目指し、漁業
地域の振興、活性化のため微力ながらお役にたてるよ
う努めて参ります。
余談になりますが、私の出張が増えたことを機に、小

学生の娘が壁掛の日本地図を購入しました。出張先に
シールで印をつけて楽しんでいるようです。社会科の
良い教材となっています。近い将来、疎まれることとな
るであろう父（私）と日本地図への興味をつなぎとめる
ために、出張の際には本来の用務に加え、地域の名産
品を購入することが重要なミッションとなります。皆様
のところに伺った際には、地域の誇りや悩みなどいろい
ろなお話をお聞かせください。あわせて、娘の心に響く
産品の紹介をお願いします。

この4月より、第1調査研究部を担当しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
学生時代でのアルバイトを除けば、国の機関以外で

の勤務は初めてとなります。前職は、水産庁の計画課
に 3年間。漁港漁場整備事業の個別計画はもとより、
長期計画の検討、事業評価、衛生管理対策、輸出促進
など、漁村総研と関係の深い業務に携わってきました。
加えて、多くの方々からのご協力に支えられ、漁村総
研での業務を比較的スムーズにスタートできたと感じ
ています。
そんな中、改めて感じるのは、漁村総研の調査・研究

にあたっては、机上の理論を優先すること無く、現場を
知ることから始めることが重要であるということです。
地域の課題等に向き合う際には、地域を知り、地域の

実情に基づいた分析を土台に、何が必要なのかを考え
て行かなければ、決して有効なものとならないというこ
と。他方で、行政における施策の立案や予算要求の際に
は、具体的な事例による説明が不可欠であるとともに
説得力を持ちます。漁村総研が行政と地域との橋渡し
の役割を担うためにも、これらの蓄積が非常に重要と
なります。
現場主義がDNAに刻まれている漁村総研の研究員

紙面最後にスペースをいただいたので、とりとめのない
話を。趣味や座右の銘など披露できるだけのものを持ち合
わせていないので、幼少期より私の頭の中に深く刻まれてい
る言葉をとっかかりとして紹介したい。
『厭離穢土　欣求浄土』
元は仏教用語のようだが、徳川家康の馬印に用いられ
たことで知られている。「えんりえど　ごんぐじょうど」
と読む。
私は、岡崎市立「大樹寺」小学校の出身であり、卒業生は
例外なく、徳川家康の遺訓とともに、諳んじることができ
る言葉である。ことあるごとに校内で見かけたと記憶して
いる。
漁村総研には、歴史好き、歴史通が多い。そのため、徳川
家康生誕の地である岡崎市出身者がいることがきっかけと
なり、色々と話が広がる。
この歴史通曰く「大樹寺」とは、徳川家の祖先である松平

家の菩提寺であり、歴代徳川将軍の等身大の位牌が祭られ
ているとのこと。また、桶狭間の戦いで「大樹寺」に逃げ延
び、先祖の墓前で自害を試みた家康に、住職が前述の『厭離
穢土　欣求浄土』と説いて思いとどまらせたことなど、色々
と教示いただいている。そんなことも知らないのかと言わん
ばかりの視線には慣れた。漁村でも、地域の魅力を地元の人
ほど気づかないことが多いことと似ているなと、自らの不勉
強を棚に上げ言い聞かせている。
最後に、歴史通でも知らないことがないかと、つたない知

識を絞り出して、とりとめの無い話を終えたいと思う。
大樹寺小学校の校歌に「南の門の真ん中に、岡崎城も絵の

ような」という一節がある。本堂から三門、総門（現在は大
樹寺小学校の南門）を通して、その真中に岡崎城が望める様
子をうたったものだ。菩提寺から誕生の地を望めるように
と、三代将軍家光の計らいのようだ。現在もこの歴史的眺望
は保存されている。

もうひとこ
と
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The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成29年4月～29年8月）

編集後記

９月下旬となり、研報No.42号もようやく完成いたしました。執筆頂いた関係者の皆様ありがとうございました。年２回の発行ではありま
すが、今回は舞台裏を少し紹介させて頂きます。編集作業も大詰めになると、執筆者とのやりとりが頻繁になります。入稿期限前にきちんと
提出してくれる人もいますが、どちらかというと入稿期限を過ぎてからが本番です。印刷会社の担当者S氏から、そろそろ原稿をいただかな
いと…と催促がきます。こちらも通常業務の合間をみて執筆者とやりとりし、いつまでに入稿できるか、腹の探り合いが始まります。ある時
は直接出向き、催促の名刺交換!?という日もありました。また、ある時は出張先の宿から執筆者とメールでやりとりをしたところ、敵？（で
はありませんが）もさる者で、機内で原稿を仕上げ、海外出張先から数分前に入稿という日もありました。今となっては良き思い出です。無
断で紹介させて頂きました執筆者の皆様、お許し下さい。 （H.M）

平成29年度日本水産工学会学術講演会（29.5）
「バイオテレメトリ－を用いたウスメバルの行動特性および生態の把握」
「水産環境整備マスタ－プランの効果検証に関する－考察－播磨灘海域における適用例－」　　
日本沿岸域学会「研究討論会」（第30回）（29.7）
「津波越流時の水叩き設計手法に関する－考察」　
「漁港における品質・衛生管理対策の効果把握に関する研究」
「漁業地域において必要な防災減災機能のあり方に関する研究」　
「漁業地域における防災減災機能の向上に関する研究」
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JIFIC Vol.42 2017.10
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当研究所は漁港・漁場・漁村に関するさまざまな要請に対して、研究・開発など、
幅広い活動を進めるため、農林水産大臣所管の“公益法人”として設立されました。
新しい技術の導入と実用化を図り、さらに、漁村の生活や環境問題についても
考察し、これらの成果を多くの漁港・漁村関係者に普及するなど、“みんなの
研究所” として新たな課題に取り組んでいます。

私達は、皆様と一緒に、漁港・漁場・漁村
の未来（豊かな沿岸域環境の創造）を考えたいと
思います。

この印刷物は、環境に配慮した紙とインクを使用しています。

JR秋葉原駅
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靖 国 通 り
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東京メトロ日比谷線秋葉原駅
美倉橋

トナカイタワーズ

愛媛銀行
都営地下鉄新宿線
　　岩本町駅

神田
平成
通り

A5

A4

4

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

一般財団法人　漁港漁場漁村総合研究所

活動報告（平成29年4月～29年8月）

◎平成29年度水産工学技士（水産土木部門）養成講習会沖縄会場講師派遣【大水・FIDEC】29.4.18､4.19　　◎第２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】29.4.25　　◎第３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】29.5.23　　◎水産食品品質高度化協議会第21回委員会【大水】29.5.30　　◎平成29年度水産工学技士（水産土木部門）
養成講習会札幌会場講師派遣【大水・FIDEC】29.6.6､6.17　　◎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】29.6.14､6.21　
◎平成29年度第１回神奈川県水産審議会委員派遣【神奈川県環境農政局】29.7.25　　◎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先
進地視察【鳥取県農林水産部振興局】29.7.30～31　　◎ジャカルタ（インドネシア）漁港内市場海外調査専門家派遣【JICA】29.8.29～30　　
◎第45回漁港漁場漁村担当職員研究会講師派遣【島根県漁港漁場協会】29.8.29～30　　◎平成29年度第5回山口連携勉強会講師派遣　29.8.30
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