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巻頭言

浜プランの今後の取組について
水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課長
我が国では、多種多様な漁法で多様な魚介類を対象と
した漁業が営まれており、各地域（浜）や経営体が抱える

竹葉 有記

優良な取組事例を他の地区にマッチした形で導入できる
ようにも取り組んでいます。

課題に対応していくためには、トップダウンによる画一

「浜プラン」も今年度には、見直し、更新の時期を迎え

的な方策ではなく、地域ごとの実情に即した具体的な解

ています。今後とも浜プランの取組を高度化していくこ

決策を地域の漁業者自らが考えて合意形成を図り、解決

とが重要です。人材、販路網、新技術など豊富な経営資

のための取組を実践していくことが重要です。

源、ノウハウを有する異業種企業と連携しつつ、新たな

このため、浜ごとの資源や特性を生かし、漁業所得を 5

漁業・養殖業の創設、漁獲から加工・販売まで一貫した

年間で 10 ％以上向上させることを目標に、鮮度向上、ブ

取組、浜と浜との連携による漁獲物供給の安定化など一

ランド化、消費者ニーズにマッチした加工品開発、未利

層の所得向上に向けた取組が求められます。少子・高齢

用資源の活用など収入向上対策、燃油削減、協業化など

化が急速に進む中で、担い手の不足を解消するためにも

コスト削減対策を内容とした「浜の活力再生プラン」
（浜

異業種との連携は必要と考えています。
また、ICT、AI など新技術を活用し、地域で漁場・漁

プラン）を浜ごとに策定・推進しているところです。
平成 30 年 3 月現在で、全国で 657 地区が浜プランを策

獲・市場情報を迅速に把握する体制を整備し、作業の機

定し、これらの取組を推進した結果、平成 28 年度では、

械化を進め、楽で効率的な漁業を実現するなど水産業・

策定した地区の約 7 割で、年度別の所得向上目標を上回

漁業スマート化を図り、コスト削減に取り組むことも肝

るなど一定の成果が得られています。

要です。

一方、3 割の地区では漁獲量の減少等により所得向上

さらに、地域によっては漁業体験学習の場として人気

目標に達していない状況です。浜の漁獲対象魚種は回遊

が高まっています。最近、訪日外国人旅行者は増加し続

性魚種も多く、環境変化等による来遊変動があるなど他

け、平成 29 年には約 2 , 900 万人に達し、宿泊及び飲食消

律的な要因が影響することから、少ない漁獲量でも付加

費額のみの消費額でも約 2 . 1 兆円となっています。訪日

価値向上などで所得を安定化させることが大切です。ま

外国人へのアンケートでは、日本食を食べること、自然・

た、浜の漁獲量の変動が大きければ、安定供給を求める

景勝地を観光することなどの人気が高く、自然体験ツ

市場から敬遠され取引が不安定化することもあるので、

アー・農漁村の体験も希望が高くなってきています。国

地域性の強い魚種などしっかり資源管理に取り組み、漁

内旅行者だけでなく、訪日外国人が大量に訪れる時代が

獲量を安定させることも求められます。

来ています。このような状況を活用し、消費拡大、地域

資源管理の取組とともに、浜プランの取組内容を改善

の活性化も重要です。
漁業の成長産業化、浜の活性化を図るため、地域での

していくため、浜ごとに取組と成果について分析・評
価を進め、課題の整理、改善に取り組んでいます。また、

話合いを進め、浜そのものが一つの企業として、新たな

浜プランの全国会議やブロック会議の開催、浜プランの

取組への挑戦を継続していけるよう、我々としてもしっ

表彰制度により、各浜間で密に情報の交換・共有を図り、

かり支援していかなければならないと考えています。
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日韓の共通インフラとしての漢字
理事長

影山 智将

平昌オリンピック・パラリンピックが終了し、日本選

ても、日本と同じように、漢字ハングル混じり文が使わ

手の活躍に胸躍らせ感動した人も多いだろう。特に、女

れていたのだが、戦後、民族意識が強くなりハングル表

子スピードスケートの小平奈緒選手と韓国の李相花選手

記を原則とするようになったのだ。漢字語には中国由来、

の友情、日韓の女子カーリングチームの活躍は両国民に

日本由来、韓国独自のものがあり、日本由来のものには、

爽やかな感動をもたらしたようだ。カーリングチームは、

近代日本が西洋の概念を導入するのに際し漢字で翻訳造

日本は北海道の北見、韓国は慶尚北道の義城という共に

語したものが多く含まれている。私の乏しい知識ではあ

田舎町の出身でありながら、世界のトップレベルに達し

るが、同じく漢字を使っている中国語と日本語の関係よ

たという点が農山漁村応援団である私には嬉しく、
「そだ

りも、韓国語と日本語の方が関係が強いように思われる。

ねー」に代表される方言丸出しで両国のチームが話して

例えば、
「株式会社」のことを、中国語では「股份有限公

いたことも何ともほほえましく感じられる。

司」というが、韓国語では日本語と同じ「株式会社」であ

さて、韓国のカーリングチームのスキップ（主将）であ

る。明治日本の漢字造語により日本語には同音異義語が

る金恩貞さんは韓国では「アンギョン・ソンベ」の愛称

数多くできた。この弊害の影響は当然韓国語にもある筈

で親しまれているそうである。日本の報道では、
「めがね

であるが、
「韓国語では分かち書きをするので弊害はな

先輩」と翻訳？報道されていたが、実はこの韓国語には

い」と強弁しているようだ。にわかには信じがたい。

漢字があり「眼鏡先輩」と表記する。何と漢字に直すと

漢字はかつての支配者の用いた文字であり使うことに

日本語と同じになってしまうのである。日本人にとって

抵抗があることは理解できる。しかし、韓国の歴史、文

韓国語というとなじみのない幾何学模様の文字で表記さ

化を考えるならば、わだかまりを捨てて漢字を復権させ

れた理解しがたい言葉と思っている人々も沢山いると思

るべきではないのか。また、表意文字である漢字を標識

われるが、実は韓国語にはこの様に漢字に直すと日本語

や看板に使用することによって、中国、日本など東アジ

と表記も意味も同じで読み方だけが違うという言葉が実

アの人々にとっても親しみのわく国になるのではないか

に多いのである。それも、とてつもなく多い。私が韓国

とも思う。漢字は日韓共通の文化インフラであり、私た

語を学び始めて驚いたのは、そのことであった。

ちはそれを大事にしたいものだ。
さて、今、日本で流行りの「忖度」という言葉がある。

ハングルは表音文字であり、現在の韓国語は、日本語
で言えば、漢字を使わず全てひらがなで書いているよう

同じ言葉は韓国語にもあり、
「チョンタク」と読む。これ

なものだが、韓国語の 50 % 余が漢字語と言われる漢字

程よく似た国民同士がいがみあうのは馬鹿らしいと思い

表記のある言葉だと言われている。かつては韓国におい

ませんか？
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水産現場に教えられたこと
国立研究開発法人 水産研究・教育機構／水産大学校 代表

鷲尾 圭司

1952 年京都市生まれ。京都大学大学院農学研究科博士課程単位取得退学。1983 年林崎漁業協同組合にて漁場調査のほかイカナゴのく
ぎ煮やノリの恵方巻きの普及などに取り組む。2000 年京都精華大学人文学部環境社会学科教授、2009 年（独）水産大学校理事長、2016
年（研）水産研究・教育機構理事（水産大学校代表）現在に至る。

はじめに
日本の漁業就業者数が 15 万人程度と、半世紀前の 2 割

円プレーヤーの漁師が道しるべとなってくれるだろう。
テレビの旅番組などでは、漁村を訪ねて地元のグル

にまで減少してきたと報じられている。これを見て「じ

メを楽しみ人情を味わうというのが定番になっている。

り貧産業」だとあきらめ口調の人がいたり、もっと補助

そのスタイルがいっこうに飽きられることなく続いてい

金を注ぎ込めという人もいる。統計数字を見ると漁業経

るのは、都市住民のあこがれとして海辺の暮らしが位置

営体の平均収入は 200 万円とか 300 万円とか、これでは

づけられているからだろう。しかし一方では、かつては

食っていけないと嘆き節が聞こえてくる。

小中学校で行われてきた「臨海学校」も教育委員会や保

しかし、ものは考えようで、わが国の水産水揚げ数
千億円を漁業就業者が分け取りをすると考えると、単純

護者の安全志向から開かれなくなり、家族で行った「海
水浴」も死語になりそうだという。

計算では 25 万人いた頃には一人あたりが 2 百数十万円

このギャップは何だろうか？世の中の関心は様々に多

程度だが、15 万人だと 4 百万円になる。一般世帯の収入

様化し、どちらかといえば経済的な価値観を中心に動い

が 5 百万円もあれば標準的だと考えれば、もう一息であ

ているようだ。しかし、本当の豊かさはお金では得られ

る。人が減ったことを嘆くより、一人あたりの働き場が

ないと気づいた人々もいるようで、水産はどうも後者に

大きくなったと考える方が前向きではないだろうか。

人気があるのではないだろうか。

全国津々浦々の漁村を訪ねると､ 地域ごとに､ 漁村ご

世間が思っている水産業界の平均的なイメージと､ 現

とにその収益形態は異なり、多様な漁村のあり方を見て

場で散見する実態とがこれだけ乖離している中で、水産

とれる。かつては栄えただろうが寒村と化した漁村もあ

教育を語るのは難しい。人材不足だから人材育成を進め

れば、若い漁師が闊歩する漁村もあり、観光客が訪れる

てくれと言われても、安い労働力を流動化させて、いつ

賑わった漁村もある。これらを十把一絡げに評価するの

でも手軽に雇用し、区切りをつけたいときには解雇でき

は無理があることに気づく。

る労働力を求めているのか、その人の人生を生き生きと

筆者がかつて職員をしていた兵庫県明石の漁協では、

活性化させる教育や機会を提供することを求められてい

ノリ養殖を基軸に、船引き網や小型底引き網とたこつぼ

るのか、漁村という限界集落の生き残りのためのお助け

漁が盛んだった。明石海峡の生産力が頼りだが、それを

隊が求められているのか、何のためにかを見定める必要

生かした漁業を組み合わせて、年間水揚げ金額は 40 億円

がある。

台にある。漁協組合員数は 2 百人あまりだから、一人あ
たりだと 2 千万円近くなる。もちろん経費もかかるから

ここでは、筆者自身の経験から、水産現場に教えられ
たことを考えてみる。

満額が手取りではないが、陸のサラリーマンに引けをと
らない収入を得ている。

１．水産人となるために出会った人たち

各地のサカナ場を巡るのを趣味にしているが、こんな

筆者は京都人で水産とは特に関係なく育っていた。そ

事例はあちこちにある。冒頭の生活も困難な漁業世帯と

れが大学で水産学科に入ったものだから、海洋開発や水

いうイメージは、誰が作っているのかといぶかしくなる

産物への興味などから水産世界に踏み入ってきた。半世

ほどだ。思うに、国からの漁業補助金をもらうために､

紀前の当時は各地の公害事件など環境問題が大きく取り

わざと厳しい様子を訴えるための泣き言（脚色）かと思

上げられていたから、海を守るためには､ 海とつきあい

われても仕方がない。

の深い漁師に学ぶ必要があるだろうと、浜歩きを中心に

水産大学校で水産人育成を続けているが、水産業界の
不景気な話とは裏腹に､ 若い元気な学生たちが毎年定

各地へと出向いた。思えば、これが「サカナ場放浪記」の
始まりだった。

員の数倍も入学試験に臨んでくる。そして 4 年後にはほ
とんどが就職して、そのうち 85 ％ほどが水産関連業界に
進んでいる。水産業界からの求人も増えており、都会暮

① 浜歩きの先輩
浜歩きという取材方法を教えてくれたのは大学の先輩

らしより田舎暮らしに馴染みそうな若者も一定数いてく

だった。学生運動が盛んな頃、多くの学生が世間の耳目

れる。彼らが将来付き合う現場には、あちこちに 1 千万

が集まる焦点に出向いて行った。そんな時、ある先輩が
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「人の行くところは人に任せて、人の行かないところに

関係性を学ぶ必要があることを教えられた。この視野

目を向けることも大切ではないか」と物事の見方を教え

の広がりが､ 後になって人文学部で環境社会学を教える

てくれた。

きっかけにもなった。

浜歩きでは、こちらの目的や考えをアピールすること
より、現地の暮らしに寄り添って相手の関心事を聞かせ
てもらうことを第一にすることや、自主的な水産研修と

④ 漁業協同組合の参事さん
浜に行くとまず漁協を訪ねてどんな漁業をしているの

称して現場の荷さばきの手伝いやごみ掃除に始まり、得

かを教えてもらう。飛び込みで訪れることが多いので、

意種目だった潜水の特技を生かして定置網の修繕など、

たいていは会計主任という浜帳（売上伝票）の整理をし

その漁村をまるごと見つめる視点の重要性を教えても

ている人に会うことが多い。話が漁協が抱える課題は何

らった。

かと核心に迫っていくと、それは組合長か参事に聞いて
くれと役割分担があることを知った。漁協の事務職は､
漁村という限られた社会では人材不足は昔からあって、
専任の職員のいるところもあれば、そろばん塾の先生が
掛け持ちでやっているところもあった。
明石を訪れたとき、漁村で生まれ育ち、若者たちの
リーダー格で参事になった方に出会った。いきなりか
ら漁業のあり方や社会制度の問題などを熱く語られ、漁
協職員も世間の企業並みの見識が必要だと、レベルアッ
プを強く意識されていた。裏返せば、漁村の後進性に危
機感を募らせていたものだ。
その人と語り合って、漁村社会の閉塞性や後進性を知
り、単に水揚げを伸ばせばよいという漁業指導ではなく、
「漁師の社会的地位を向上させる」という大きな目標を持

② 他大学の先生
これも浜歩き仲間に入るが、他の大学で沿岸漁業の研

たなければならないことを教えられた。
この影響を受けて、お隣の漁協に就職することになった。

究をされている先生と知り合い、同じ地域に出かけると
きのカバン持ちをさせていただいた。①の体験が現場飛
び込み型だったのに対して、こちらは現地課題にどのよ

⑤ ノリ養殖業者との出会い
この明石でノリ養殖に出会った。教科書では見ていた

うに助言を与えるかという指導的な役割だった。

が、現場で見ると農業と見まがう規模と機械化の進んだ

しかし、指導という上から目線だけではなく、現場の

様子に圧倒された。そして黒い札束が続々と生産され出

老漁師に教えを請いながら､ 最近の科学的な調査研究の

荷されていく。しかし、この頃は過剰生産の時代を迎え、

成果も引用しながら解説していくという相手を尊重する

設備投資を回収するのが困難な状況でもあった。生産の

取り組み方を教えていただいた。科学的知見は対象とす

基盤となる海の環境を調べ、ノリ芽の病気を診察し、お

る場所によって､ その影響が異なることに気づき、正解
は一つではないことを実感させていただいた。
③ 住民運動の指導者
浜を歩いていると、各地に公害事件や大規模な開発行
為など環境を揺るがす問題があって、小さな漁村でも
頭を悩ましている事例にたくさん出会った。そんな住民
運動のリーダーの中には、
「魚は人の手では作れない」と
人と自然の関係性を深く考えた哲学をもって多くの支
持を集めていた人がいた。
現代は科学の時代で、自然科学的な技術で何でもでき
ると考えがちだったが、技術を用いる以前にそれぞれの

5
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いしい製品に仕立てていくばかりではなく、他産地の動
向や相場、消費動向など、生産から加工流通消費に至る

⑦ 居酒屋のおばちゃん
明石は魚どころで、明石鯛や明石だこはトップブラン

まで、たくさんのチェックポイントや課題があることを

ドになっている。高いお店に行けば美味しい魚を楽し

教えられた。

めるが、なぜ美味しいのかはうかがい知ることはできな

幸い就職した漁協には多くの生産グループがあり、協

い。漁協の競り場でいつも高値で仕入れていく仲買人に

業生産という集団管理が進んだ取り組みがあり、その

聞いても教えてくれない。当然の企業秘密なのだろう。

リーダーたちからノリ養殖のイロハを教えてもらった。

悔しい思いをしていたある日の夕方、その仲買人がふら

同時に各地の先進地にも視察に行かしてもらい、全国的

りと居酒屋に入るのを見つけた。後で入ってみると、お

な課題を知ることができた。

ばちゃんの営む居酒屋で地魚を上手に食べさせてくれ

与えられた課題は、限られた漁場に多くの着業者がい

る。仲買人は常連で、自分が食べたい魚を競り落として

て、他産地に比べて生産性が低くなっていることだった。

店に持ち込むらしい。やがて私も常連となって信用を得

単純に生産性を高めるためには､ 規模拡大によって効率

て、魚の善し悪しから扱い方、明石秘伝の活け越しの技

的な生産体制に持って行けばよいのだが、瀬戸内海のこ

などを教えてもらうきっかけになった。

とであり空間的な漁場拡大は困難で、人数を減らす算
段をしなければならない。
漁村社会学的にいうと、ノリ養殖を発展させるために、
犠牲になってやめてもらう人を出さないといけなく
なるわけだ。そんな案は漁村の中では通用しないの
で苦心した。様々な聞き取りをする中で、ノリ漁期が
済んでから行われるイカナゴ漁が話題になった。
⑥ 漁協婦人部のおばちゃんたち
養殖漁業のえさとして出荷されるイカナゴは大漁貧
乏漁業の典型で、労多くして実入りの少ない仕事だっ
た。折から海砂採取の影響で資源が急減してきており、
安い価格を大量漁獲で補う方式は限界に来ていた。
そんなころ、漁協婦人部の定例行事の魚食普及活
動でイカナゴの漁村料理を紹介するイベントがあっ
た。昔からイカナゴ漁に従事してきた漁村だけに、
えさや肥料にされるイカナゴでも､ 鮮度がよければ
おいしく食べられることを教えてもらった。しか
し、力仕事をして汗をよくかく漁師の口に合わせた
料理なので、少しなら良いがたくさんは食べられな
いという味の濃いものだった。
それを工夫して仕立てたものが「イカナゴのくぎ煮」
であり、新たな用途開拓につながった。そこで、漁協
で工場を作って売り出そうという案もあったが、設備
投資資金や費用対効果を考えると難しかった。そのと
き、おばちゃんの一人が「鍋とガス台は各家庭にある
から、皆が家で作れば良い」という妙案をつぶやいた。
「それそれ」とひらめいて、水揚げされたイカナゴを魚
屋に運び、調理方法を書いたチラシと一緒に販売を始
め、公民館や生協を巡ってイカナゴ教室を次々と開催
していった。これが手作りのイカナゴくぎ煮が普及し
ていった始まりとなった。

⑧ 新聞社の編集者
漁協の職員として様々に経験する中で、消費者に直接

特別寄稿

Vol. 43

販売する機会があったが、それを取材に来ていた新聞記

そんなとき、日本の魚食文化を伝えるノウハウが交流

者と知り合いになった。その人はやがて紙面の編集者と

に役立つことを実践的に教えてもらった。大陸ではな

なり、地域紹介面で魚の話を書いてくれと依頼してきた。

ぜ生魚を食べないのか、お出汁の文化は日本ならではな

下手な文章を書いて送ると、丁寧に添削して読みやす

のか、などの疑問に答えられるようになるきっかけでも

い文体に整えてくれる。そんな赤ペン先生から作家と

あった。

呼んでもらえるようになるのに隔週連載で 2 年かかった。
ひとえに明石の魚のおいしさと東京以外から発信する魚
料理の珍しさが書かせてくれたものだった。

⑩伝統食品研究家
魚離れが問題になっており、わが国伝統の魚食文化は
どこに行ってしまうのかと心配はつきまとうが、この国

⑨ 料理研究家
イカナゴのくぎ煮を普及する過程で、家庭料理研究家

の風土と伝統に見合った米と野菜と魚をベースにした和

に出会った。関西系の手料理を子供たちに教える達人で、

共感する仲間として日本伝統食品研究会に加わってい

様々な食材の特徴を熟知して､ 作って食べることの喜びを

る。伝統というだけで古くさいと思われる時勢だが、発

教えていただいた。一緒に旅に出ることも多くなり、韓国、

酵食品など食品を熟成させる時間というものの役割は見

台湾やインドネシア、スリランカまで足を運び、様々な食材

直されようとしている。

に関わる達人たちにもお会いすることができた。

食は､ 私たちの体と暮らしに適応している。その自信を

研究会に集まる人々と、各地の伝統食品を発掘し、そ
の食品にまつわる物語をたどっていくと多くの志
士に出会える。専門はそれぞれ多様な食材だが、
魚の話をすると皆が応援してくれる。水産ファン
の集団に出会えるのも､ この会の楽しみの一つに
なっている。
以上、筆者を育ててくれた人々を紹介してきた
が、いわゆる水産研究者が少ないことに驚かれる
だろう。水産を学ぶには水産学では小さすぎて、
日本の多くの分野の背景や奥底に海幸彦が幅広く
埋め込まれていることを知っていただければ幸い
である。

２．水産大学校で語りかけている言葉
毎年新入生に語っていることは、水産世界の広
がりと面白さによって、多くの地域社会と関われ
るチャンネルになっていることであり、全国津々
浦々でやる気のある若者が待たれているという現
実を伝えている。そして、生きていく上で、飯のタ
ネを確保しつつ生きがいを大切に、金持ちより人
持ちの面白さや、しなやかにしたたかに暮らす知
恵を持ってもらいたいと願っている。
水産学の教育は？と問われると、それは専門の
先生方をそろえた水産大学校が担っており、文科
省の大学改革支援・学位授与機構や日本技術士協
会の JABEE 教育の認定などを受けており、一流の
教育体制が整えられている。筆者は、そこに浦浜
で生きる哲学を加味できればと願っている。
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サンゴの移植：
さんご礁の保全と修復再生を目指して
東京海洋大学 名誉教授

大森 信

1937 年（昭和 12 年）、大阪府生まれ。北海道大学水産学部卒、米国留学後、東京大学海洋研究所、カリフォルニア大学スクリップス海洋
研究所、ユネスコ自然科学局を経て、東京水産大学教授。日本プランクトン学会会長や阿嘉島臨海研究所所長をつとめた。現在東京海洋
大学名誉教授、水産学博士。移植によるさんご礁の保全と修復の分野で世界をリードする存在である。平成 21 年度から 29 年度に行われ
た水産庁の「厳しい環境条件下におけるサンゴ増殖技術開発実証事業」では、検討委員会の委員長としての役割を担い、沖の鳥島におけ
るサンゴの移植や「有性生殖によるサンゴ増殖の手引き」の改訂版のとりまとめに貢献した。

はじめに
さんご礁は地球の海洋総面積のわずか 0 . 17 % にすぎ

術である。それは以下の 4 つに大別される。1．直接移植。

。
の生物が棲んでいると言われている（ Fisher et al. 2015 ）

2．無性生殖によるサンゴ増殖（中間育成を含んだ無性生
殖法）
。3．有性生殖によるサンゴ増殖（中間育成を含ん
だ有性生殖法）
。4．移設。この内、移設は沿岸開発や港湾

さんご礁は海の熱帯雨林と呼ばれるほどの高い生物多様

施設の建設のために破壊される予定のサンゴをそのまま

性を有し、海岸を波浪による浸食から護り、漁業生物を

別の場所に移植して、保護しようとするミチゲーション

育て、観光産業にも大きな利益をもたらすなど、人類に

事業で、サンゴ群集を直ちに増やすことにはならない。

ないが、そこには 830 , 000 種以上（海洋全体の約 30 % ）

豊かな生態系サービスを提供している。地球全体でさん

移植によるさんご礁の修復再生のための研究と技術開

ご礁生態系が生み出す富は年間約 300 億ドルと言われ、

発は、海外では 1980 年代、日本では 1990 年代から始まっ

1 億人を超える人々が、その恵みを受けて暮らしている。
しかし、さんご礁は、今、20 世紀後半からの人間活動の

、さん
た。地球規模のサンゴの白化現象が起き（ 1998 年）
ご礁の危機が意識されはじめた 2000 年頃からは、それ

増大に伴う地球温暖化や沿岸の開発などによる急激な環

までの親株から切り取った種苗（断片）を直接基底（海

境の変化のために、年々減少し、その 75 ％が絶滅の危機

底）に植込む直接移植に加えて、種苗を中間育成してか

にさらされているとまで心配されている。こうしたさん

ら植込む無性生殖法が開発され、さらに、有性生殖法の

ご礁の危機は行政や社会一般にもある程度認識されては

研究も始まった。そして、各地で移植事業がさかんに行

いるものの、対策の効果はそれほどあがっていない。

われるようになったが、喧伝されるほどの修復効果はあ

サンゴの中で体内に褐虫藻を共生させて、成長が速く、

がらず、さんご礁の生態系機能の回復が認められるまで

さんご礁の形成に役立つものを造礁サンゴという。さん

には至ってはいない。その原因は、移植の技術が未完成

ご礁は造礁サンゴ（以後、本文中ではサンゴと呼ぶ）や有

であるにもかかわらず、それを容易なものと考えて移植

孔虫や石灰藻などの石灰質の遺骸が長年にわたって積み

事業に関わる人びとが少なくなかったことによる。また、

重なって作られた地形である。通常、さんご礁にはサン

失敗した事例はあまり報告されず、その原因についての

ゴが繁殖し、多様な魚類や無脊椎動物が生息している。

解析や反省がなかったことも技術の遅れにかかわってい

さんご礁の保全と修復の方法は 3 つに分けられる。1

るように思われる。移植は容易な技術ではない。費用も

は地球規模および地域的な人為的ストレスをできるだけ

かかる。またこれまで、何を成功とするかという明確な

除去・軽減するもの、2 は積極的なサンゴの移植によっ

基準がなかった。

て回復を促進するもの、そして 3 は状態のよいさんご礁

移植によって修復できるさんご礁の面積は、地球規模

域のいくつかを海洋保護区に指定し、その中での人間活

で減少が続いているさんご礁の面積に対して、あまりに

動を制限してサンゴを守るものである。それらの中で、1

も小さいから、それだけで地球のさんご礁が修復できる

がもっとも重要であることは言うまでもない。もともと

とはだれも考えないだろう。そのため、移植の効果につ

サンゴのないところにサンゴを移植してもサンゴは育た

いては疑問視する研究者が依然少なくないが、ある程度

ないし、悪化しているさんご礁の環境を改善できないま

大規模に移植したサンゴが成長して、毎年産卵（放卵放

まに、サンゴを移植しても、順調に成長して繁殖するも

精）すれば、周辺に運ばれた幼生が広い範囲に着生して

のではない。しかしながら、さんご礁の減少に歯止めが

修復再生を促進するだろうという考えが一般に認められ

効かない現在、私たちはさんご礁の環境回復を第一義に

てからは、周辺からの幼生供給量が大幅に減ってしまっ

考えながらも、人為的にさんご礁生態系を維持するため

たさんご礁域に、移植によって幼生供給基地を造成する

の積極的な研究と努力を続ける必要がある。

ことが期待されるようになった。

サンゴは有性生殖と無性生殖で増える。移植は有性
生殖と無性生殖を利用して種苗を育てて、適当な方法で
傷んださんご礁に植込み、その回復や再生を期待する技

直接移植
天然のサンゴ群体や養殖で増やしたサンゴ親株から切
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り取った断片や、波浪などで折れ落ちた断片をそのまま

る。遺伝的多様性を高く維持するためには、恩納村（沖

基底の岩場や砂礫地に植込む方法である。比較的少ない

縄県）の親株サンゴ育成場のような施設（写真 1）を作っ

費用で容易にできることから、関心のある住民も事業に

て、できるだけ多くの、遺伝子の異なる親株を育てると

参加しやすいが、天然のサンゴ群体を採取する方法では

か、植込み方法を工夫して、高い遺伝的多様性を保つ必

生産できる種苗数に限りがあるので、大規模な移植事業

要がある。恩納村漁業協同組合では沖縄県の特別許可を

は困難である。地域によっては〔沖縄県など〕天然のサン

得て、周辺のさんご礁から小さな天然群体を採取し、砂

ゴの採取は禁じられている。

礫底に打ち込んだ鉄棒の頂部（ 50 cm 高）に取り付け、親

種苗（断片）は、それらがもともと得られた場所の近
くや、周辺に同種のサンゴが育っている、あるいは過去

株に育てている。こうすることで親株には飛砂や転礫に
よる被害が及ばず、堆積物も少なくなる。

にたくさんあった場所を選んで植込む。そして、水質が
良好で流れがあり、基底が安定している場所の、海底か
ら 50 cm 以上高い小塚の突出部分や側面が望ましい（比
嘉ほか 2017 ）。窪地や谷間や海底が平坦で岩礁が丸みを
帯びているような場所は、波や流れによって海底の砂礫
が移動しやすい場所なので避ける。植込みはまた、台風
シーズンの直前や海水温が最も高い時期を避けるほうが
。断片は釘やステンレス鋼の針
よい（大森・岩尾 2014 ）
金やケーブルタイや各種のエポキシ樹脂水中接着剤など
で岩場に固定するが、固定したはずの断片が波浪などに
よって少しでも動くようだとサンゴは活着しない。
一般に、天然の同じサイズの群体に比べて断片の成
長率と生残率は低く、また卵巣内卵数も減少する。これ
は、断片が傷口の修復と基底への活着のために多くのエ

写真1

親サンゴの養殖施設（恩納村漁業協同組合、比嘉義視氏
の好意による）現在、約2万株が養殖されている

ネルギーを要することが主な原因と思われる。Clark and

Edwards（ 1995 ）は 3 種のサンゴの断片の成長率が移植
後 7 か月間低下したと報告している。生残率も植込み直
後から 1 年目頃までは低下する。このために、移植後に

チを使って切り取って形を整える。ミドリイシ類では、

サンゴの被度は一旦下がり、元に戻るまでに数年かかる

は中軸ポリプが見られるようになる。親株からの断片の

ことが多い。移植後の生残率は一般に小さい断片ほど低

切り取りは、種によっては 10 ％以下にとどめるべきだと

い。これは活着や生存のためのエネルギーの蓄積が少な

されているが、別の種では 75 ％を切り取っても親株の成

いことに加えて、魚類などの食害と飛砂や転石による破

長と生残には影響がなかったという報告もある。

壊を受けやすいことによる。

サンゴの断片は、親株からハンマーとたがねやペン
親株の傷口は 1 か月以内で組織に覆われ、約 3 か月後に

断片は人工基盤に活着させてから中間育成することが
多い。通常、ミドリイシ類の断片はほぼ 2 週間〜 1 か月

無性生殖によるサンゴ増殖
（中間育成を含んだ無性生殖法）
採取した断片から種苗を作り、中間育成施設で一定期
間育成して、移植に適したサイズまでに大きくしてから

で基盤に活着するが、活着に要する時間は種類よって異
。
なる（ Guest et al. 2009 ）
中間育成施設にはいろいろな構造が考えられている、
例えば、Rinkevich らは紅海の Eilat 湾の海底上 14 m、深

。これは陸上植物
植込む技術である（ Rinkevich 1995 ）

さ 6 m に棚を浮かせた施設を作って、数種の枝状サンゴ

の苗作りに準ずるもので、Gardening concept による種

群体をその上で育成している（ Rinkevich 2006、Shafir

苗生産とも呼ばれる。中間育成は大きな水槽のある陸上

et al. 2006 ）。棚が流れによって動くことで堆積物が溜

施設や、波の静かな海中の施設で行なわれていて、種苗

まりにくく、また育成に適した適当な照度や水温が得

の基盤への活着を強め、光や空間をめぐる種苗間の競争

られるように深さを調整できることやサンゴ食の無脊

や食害を軽減できる効果が確かめられている。リュウ
モンサンゴ Pachyseris speciosa とハナヤサイサンゴ Pocillopora

椎動物が近づきにくいことが利点であった。Nedimyer

実験では、後者の最大径は前者のそれの 1 . 8 〜 2 . 7 倍に

et al.（ 2011 ）は 浮 き を 付 け た ロ ー プ に 数 本 の PVC パ
イプを横に取り付け、それに断片を垂下する coral tree
nursery を考案し、近年、各地で用いられている（写真2）。

なった (Afiq-Rosli et al. 2017 )。

台風などがしばしば来襲するために、そのような施設が

damicornis の断片を用いて直接移植と中間育成を比較した

数の限られた親株から断片を採取すると、種苗の遺伝

設置しにくい場所では、海底に固定式の棚状の施設を作

的多様性が低下するから、サンゴは移植後の環境ストレ

る。棚の高さは海底から 50 cm 程度である（ Shaish et al.

スに同じ反応を起して白化や病気の蔓延を起す恐れがあ

（写真 3）
。吊り下げ式と海底固定
2008 , 比嘉ほか 2017 ）

9
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有性生殖によるサンゴ増殖
（中間育成を含んだ有性生殖法）
有性生殖法による種苗生産は、主に日本の研究機関
が開発し、世界に広まりつつある技術である。筆者らが

2009 年、卵から群体までの増殖に世界で初めて成功し、
移植したウスエダミドリイシ Acropora tenuis が成長して産
）写真4）
。
卵したことが広く報道された（Iwao et al. 2010（
この方法は、ミドリイシ類の一斉産卵を利用して、卵と
精子の塊であるバンドルを採取して受精させ、幼生を基
盤に着生させて海中や陸上施設で育てて、種苗を作るも
のである。有性生殖を利用したサンゴ増殖は天然のサン
ゴを傷つけることもなく、サンゴの遺伝的多様性を高く
写真2

Nedimyerほかによる垂下式サンゴ断片の中間育成
（Erich Bartels氏の好意による）

保ったまま、一度に大量の種苗が生産できる。

写真4
写真3

海底固定式施設によるサンゴ断片の中間育成
（比嘉義視氏の好意による）

有性生殖によるサンゴ増殖で卵から育った
ウスエダミドリイシ（阿嘉島臨海研究所）

サンゴの多くは雌雄同体で、発生には放卵放精型とプ
式を用いた中間育成を行い、Acropora cervicornis の 10 ヵ月間

ラヌラ幼生保育型がある。放卵放精型は卵と精子を海中

の成長を比較したところ、前者は後者の 3 倍以上に達し

に放出して体外受精を行う。一方、幼生保育型は体内受

た（ O Donnell et al. 2017 ）
。

精を行い、受精卵は胃腔内でプラヌラ幼生になって体外

中間育成の期間は種や断片の大きさや施設のある場所

に放出される。放卵放精型の産卵は普通、年一回に限ら

の環境（水温や食害生物の存在）によって変わる。また、

れるが、幼生保育型の産卵は複数回で、数か月続くこと

管理費用も、期間を決める要素になる。植込みに適した

が多い。有性生殖によるサンゴ増殖は放卵放精型と幼生

大きさは、ハマサンゴ類では 4 〜 5 cm、ミドリイシ類で

保育型いずれのサンゴでもできるが、まず、対象の種の

。水中に浮かせ
は 7 〜 10 cm であろう（ Shafir et al. 2010 ）

産卵時期あるいはプラヌラ幼生の放出時期を知らなけれ

た施設で中間育成をはじめたときの断片の長さが 2 cm 程

ばならない。地方によっては、それらが明らかになって

度のミドリイシ類が約 4 cm に成長するには 5 ヵ月かかる

いないところもあるが、ひとつの場所での産卵時期や産

（ Shafir et al. 2006 ）。
この無性生殖を利用した種苗生産とは別に、一つの
サンゴ群体から小断片（ nubbin と呼ばれる数個のポリ

卵時間が毎年ほぼ一定なので、調査を重ね、それを基に
。
作業計画を立てる（ Guest et al. 2010 ）
放卵放精型の種では野外観察で群体の成熟を判定し、

プだけからなる微小断片）を多数切り取って一つの基盤

産卵直前に海中でサンゴ群体の上に漏斗状のバンドル

に並べて張り付けると、クローンである断片間の癒合が

コレクターを設置したり、あらかじめ群体の一部を採取

起こって短時間でサンゴが著しく大きくなることが知

して室内の水槽で産卵させることによって、容易にバン

。Forsman et
られている（ Raymundo and Maypa 2004 ）

ドルを採取できる（写真 5）
。幼生保育型サンゴでは、野

al.（ 2015 ）はこの方法で生産された種苗を野外の移植事

外で幼生の放出時間を特定することが難しいので、現場

業に用いることを考えているが、植込み段階には至って

で幼生を採取するより、親株やその一部を室内の水槽に

おらず、無性生殖を利用した移植技術としては未完成で

移して、やがて放出された幼生を集める方が容易である

ある。

。
（大森・岩尾 2014 ）
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立体的な構造をもつものや捕食動物による食害や匍匐動
物による破壊から逃れやすい突起やくぼみを持つものが
よいが、基盤上の稚サンゴの着生数が計測しにくい。タ
イル状基盤は着生数を測定するには容易だが、運搬にス
ペースを要して扱いにくく、さらに植込み作業に手間が
かかる。
基盤に着生した稚サンゴは、網で囲ったカゴに並べ、
藻類の繁殖を抑制するためにサラサバテイ Trochus niloticus
の幼貝を入れて海中に垂下したり、藻食性魚類とともに
陸上の流水水槽施設で飼育したりして、適当な大きさに
なったら移植場所に植込む（写真 6,7）
。
サンゴの一斉産卵で生まれる膨大な量の幼生を効率よ
写真5

バンドルコレクター（服田昌之氏の好意による）と
ウスエダミドリイシの産卵

く海底に着生させ、これまでの移植作業のように多くの
人手と時間を要せずに、遺伝的多様性に富んだサンゴを
大規模に増やすことができるかどうか、多くの研究者が

6

精 子 は 10 個 /ml 程 度 の 濃 度 で、受 精 率 が 最 も 高 ま

その技術開発に挑戦している。Dela Cruz and Harrison

（ Oliver and Babcock 1992、
る（多 く の 場 合 80 % 以 上）

Nozawa et al. 2015 ）。受精卵は正常な発生過程を経て、
やがてプラヌラ幼生になって水中を泳ぎはじめる。
幼生保育型の種の幼生は親株から離れると直ちに基底
に着生するが、放卵放精型の種の幼生が着生能力を持つ
までには、26 〜 27 ℃で、ミドリイシ類では 5 〜 5 . 5 日、
キクメイシ類では 2 〜 3 日かかる。幼生を基盤上に着生・
変態させるには、その種の着生能力のピーク時に合わせ
て、着生作業を行う必要がある。基盤を並べた水槽に着
生能力を持った幼生を入れると、早ければ 1 日で、遅く
とも 5 日程度で基盤に着生して変態する。幼生の密度が

100 〜 130 個体 / Ｌであれば、60 % 以上が 1 日で着生す
。
るだろう（大森・岩尾 2014 ）
幼生の着生にはいろいろな基盤が用いられているが、
着生は基盤の素材や形状に影響されるものではない。多
くのサンゴ幼生は基盤の表面に生じたサンゴモ（無節石
灰藻）やバクテリアフィルムからの特定の化学シグナ
。その
ルに応じて着生し、変態する（ Morse et al. 1996 ）
ため、種苗生産の際には、基盤を海中や陸上の流水水槽

写真6

海水中に垂下した籠の中でのサンゴ種苗の育成
（小林裕幸氏の好意による）

写真7

サンゴの植込み（小林裕幸氏の好意による）

にあらかじめ 4 〜 8 週間沈めておいて、サンゴモやバイ
オフィルムを基盤上に発生させておき、幼生の着生と変
態を促すのが通常の方法である。沈水時間は長いほど効
果がある。Webster et al.（ 2004 ）はコエダミドリイシ A.
microphthalma 幼生の着生率が、沈水時間 2 週間の基盤では

10 ％以下であったのに、8 週間の沈水で 41 ％に増加した
と述べている。
着生・変態直後の稚サンゴの死亡率は高く、その数を
安定的に保ちにくい。これが種苗生産の上でのボトル
ネックである。種苗生産にあたって、水槽内では病気が
蔓延することがあるし、野外では魚類のひと齧りで失わ
れるし、藻類や堆積物に覆われることもある。基盤上の
着生密度は高いほどよいというものではない。経験的に
2

は、0 . 5 〜 1 . 5 個 /cm が適当である。
基盤はタイル状のものより、懸濁物が堆積しにくく、
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（ 2017 ）はフィリピンのルソン島北西部で海底に設置
した 4 つの網囲いの中に A. tenuis の幼生を 40 万個以上

で森林は増え、守られた。即ち、森林の豊かさはトップ

流し込んだ。基底に着生した幼生数は初めに激減した

れたのである。ところが、サンゴの移植は住民の経済活

が、稚サンゴ数は 5 ヵ月後には安定し、3 年後には平均

動への刺激にはなりにくいから、ボトムアップ方式での

2

ダウンとボトムアップの両輪が同時に機能してもたらさ

2 . 3 株 /m が生き残り、それらの多くが成長して 3 年後

さんご礁保全や回復は、なかなか期待しにくい。行政が

に産卵した。この実験では、実用範囲は小さいが、サン

補助事業などを通じて住民をもっと啓発し、彼らにサン

ゴ幼生を直接さんご礁に導入する技術の有意性が示され

ゴの移植活動に参入してもらうきっかけをつくってほし

ている。また、陸上に飼育施設のない所ではサンゴの産

いものである。

卵時に数株の親株を円筒形のネットで囲って、その中に

私たちの現在の能力では、サンゴを移植した場所が期

バンドルを集めて受精させ、ネットの中で幼生を基盤に

待したようなさんご礁になるかどうかはまだわからない

着生させて、中間育成する方法が提案されている（水産

が、生態系修復の概念をもとにすれば、自然の遷移に似

。
庁漁港漁場整備部 2018 ）

せて小さな移植の中心場所を作って、そこからのサンゴ

無性生殖法と有性生殖法による移植の過程は二つの段

群集の成長と広がりを待てば、やがて魚類や無脊椎動物

階に分けられる。種苗生産と中間育成が第一段階、植込

が棲みつくようになる。どこに移植すればサンゴ群集の

みが第二段階である。上述のように、前者に関しては多

広がりが期待されるかを予測することは、サンゴの移植

くの技術開発がなされてきた。しかし、後者（第二段階）

事業にとって最も重要な要素に一つである。幼生の拡散

に関しては、基盤の選択、植込み方法、種や適地の選択、

と着生場所の予測には多くの物理学的観測とシミュレー

植込みの距離間隔、遺伝子の多様性を保持した種苗の組

ションを取り入れる必要がある。

み合わせなど、いまだ多くの課題が残っている。また、

サンゴの多くは自家受精しないため、植込んだサンゴ

重要なことは移植後のモニタリングである。観察期間は

がクローンの場合、それらが成長しても次世代を残すこ

3 〜 4 年で、植込んだサンゴが産卵する時まで観察を続

とはできない。有性生殖によるサンゴ増殖は、遺伝的多

けて記録を残し、結果を将来の技術開発に反映させたい

様性を高く保てるし、自然のさんご礁を傷めないなどの

ものである。

点で無性生殖によるサンゴ増殖に勝っている。しかし、
現在はまだ高い技術と労力と経費がかかる。コストの低

これからのサンゴ移植について考える
世界的にみてもサンゴの移植の歴史は 40 年足らずで

減の方法を探るためにも、技術開発と研究をさらに進め
ることが望まれる。

ある。これまでの約 10 年間に沖縄では 30 万本を超える

水質環境が悪くなりつつある沿岸で、成長は速いが死

サンゴが移植された。多くが直接移植（一部は移設）と

亡しやすいミドリイシ類の移植が、これからも移植の本

無性生殖を利用したサンゴ増殖による移植である。しか
し、限られた報告によると、それらの植込み 3 年後の生

流であってよいかどうか。塊状や被覆状のハマサンゴ属
（ Porites ）やサザナミサンゴ科（ Favites や Platygyra ）などの、

残率は 30 ％以下で、場所によっては 10 ％以下になって

成長は遅いが、比較的生存率が高い種類はこれまであまり

いる。このような状況では移植によるさんご礁の修復に

移植の対象にはされなかった。しかし、長期にわたるさん

大きな期待はできない。移植技術がまだ進歩の途上にあ

ご礁生態系の回復と保全を期待するとき、塊状や被覆状

るにもかかわらず、安易に移植を社会的貢献と考えて進

のサンゴ類を加えた移植を展開することが望ましい。

めた人が少なくなかったためであろう。すべての移植事

これからのさんご礁の保全にとって最も深刻な問題

業は移植に関わってきた優れた研究者の助言を受けなが

は、地球規模で進みつつある温暖化と海洋の酸性化だと

ら進めるべきである。関係者はもっと真剣に移植技術の

いうひとが少なくない。一部の研究者はサンゴを生理的

向上に努め、植込み 3 年後のサンゴ生残率 40 ％以上を確

限界近くの環境で育成することによって耐性の強いサン

。そう
実に約束できるようになってほしい（大森 2016 ）

ゴを作って選抜したり、遺伝的手法を用いて高温に強い

でなければ、移植事業は開発のための単なる免罪符で、

クレードの褐虫藻を持つサンゴを創出したりすることを

環境保全措置とはなりえないという批判までうけること

提言している。高温や海洋酸性化に強いサンゴ（スー

。
になる（大久保 2017 ）

パーサンゴ）を探し出して、それらの遺伝子の特性を確

サンゴの移植を考えるとき、よく対比されるのは陸上
での植林である。世界を旅して気がつくのは日本の森林

かめようとしている研究者もいる（例えば Palumbi et al.

2014 , van Oppen et al. 2015 ）。

の豊かさであるが、日本の森林資源は徳川政権の上意布

スーパーサンゴは紅海や湾岸域の様な特殊な環境だけ

達によって管理され、植林に関する科学的知識が体系的

ではなく、沖縄県読谷村でも確認されている（写真 8）
。

に発展した。宮崎安貞の「農業全書」
（ 1697 年刊）には、

現在のさんご礁を形成しているイシサンゴ目の出現は約

育林についての技術が盛り込まれている。そしてこの時

2 億 4000 万前に遡ると言われるが、長い進化の歴史の中

代、他方で、農民や商人が木を植え、自分の子孫に森林の

で、サンゴはすでに何度も温暖化や酸性化の影響を受け

利用権を継がせて長期的な経済的見返りを期待したこと

てきたので、種内に生き残りのための特定の遺伝子を保
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Capacity Building for Management Program. St Lucia, Australia.
9 ）比嘉義視・新里宙也・座安佑奈・長田智史・中村良太・謝名堂聡・大
森 信 ( 2018 ) 沖縄県さんご礁サンゴ保全再生事業における無性生殖を
利用したサンゴの種苗生産と植込技術の段階的進歩，日本サンゴ礁学
会誌 20 , 1 - 17．
10 ）Iwao, K., Omori, M., Taniguchi, H. and Tamura, M. ( 2010 )

写真8

沖縄県読谷村のウスエダミドリイシ。高温耐性を持つ
株（右）と持たない株（左）（金城浩二氏の好意による）

持しているサンゴがいて、強烈な日光と暑さに耐えて生
きているのかも知れない。白化現象を一度経験したサン
ゴが高温に対する順応性を高めるらしいことが、各地で
。このように
報告されている（例えば Guest et al. 2012 ）
高温耐性を強めたように見えるサンゴの中には、これま
で隠蔽されていた高温に強い遺伝子を持つ群体が含ま
れ、その存在が顕在化したのではないかと思われる。
特定の遺伝子型をもつ群体を増やして移植に用いると
いう提案は今後も増えるだろう。しかしながら、そのよ
うなサンゴには成長が遅いとか生存率が低いとかの代償
特性があるかもしれない。また、不確実な環境変動予測
にもとづいて保全するサンゴの種類を狭く限定すること
の危うさについては既に指摘されている（ Webster et al.

2016 ）。
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第 11 回調査研究成果発表会
平成29年12月19日に当研究所主催による第11回調査研究成果発表会を開催しました。このうち第二部「みんな好き、きっ
と好き、日本の漁港・漁村 〜「渚泊」の推進による漁業地域の活性化〜」について、千葉大学大学院園芸学研究科 大江 靖
雄先生の基調講演と韓国漁村漁港協会 理事長 柳 青 魯 氏、当財団の技術審議役 髙吉 晋吾による講演の要旨、その後行われ
たパネルディスカッションを紹介します。

基調講演

農泊とコミュニティ・ベース・ツーリズムの
取り組みと課題
千葉大学大学院園芸学研究科 教授

大江 靖雄

氏

昭和 55 年北海道大学大学院環境科学研究科修士課程修了後、北海道主事、農林水産省北海道農業試験場研究員、同中国農業試験場農村シ
ステム研究室長を経て、平成 10 年より千葉大学園芸学部助教授、現在に至る。博士（農学）。研究テーマは、農村ツーリズムおよび農村経
済多角化の経済分析を通じて、農業や農村資源の新たな可能性と役割を明らかにすること。現在、農林水産省農山漁村振興交付金評価委
員会委員長。著書は「都市農村交流の経済分析」農林統計出版（平成29年)、
「グリーン・ツーリズム−都市と農村の新たな関係に向けて−」
、
「農業と農村多角化の経済分析」農林統計協会（平成 15 年）
、など。The Sohn Hai-Sik Award (Asia Pacific
千葉日報社（平成 25 年）
Tourism Association, 2010 ）、農業技術功労者表彰（農林水産技術会議会長賞、平成 26 年）、地域農林経済学会賞（平成 16 年）など 。

私は、グリーンツーリズム、最近、農水省はグリーン

当に、そのとおりだと思っています。

ツーリズムとは言わなくなりましたが、その研究を 92

そして、
「これまでの高齢者の小遣い稼ぎから、専業的

年から始めております。当時、私は広島にある農水省の

経営活動の確立が必要」ですが、これまでの都市農村交

中国農業試験場に勤務しており、ここで初めてグリーン

流は、高齢者の小遣い稼ぎといったような場合が少なく

ツーリズムのことを聞き、グリーンツーリズムを研究

はなかったと思います。これが悪いわけではありません

テーマとしました。その当時、グリーンツーリズムを研

が、今の若い世代の人たちは、自らの生活の糧にできる

究テーマにしていると言うと、同僚から鼻で笑われたこ

ような、専業的な経営活動の確立というものを求めてお

とがありました。それほどグリーンツーリズムというの

り、農水省も、やっとそちらに舵を切ったということだ

は際物扱いをされていたかと思います。それから約 25

と思います。これは、私の持論になりますが、これまで、

年経ちましたが、何とか日本でもグリーンツーリズムと

経営政策が必要だと申してきました。今、ようやく、そ

いうものが知られてきたように思います。

の端緒が開かれようとしているのではないかと思ってい

今日の話は、農泊とコミュニティ・ベースです。私は、

ます。ただし、これは非常に難しいことです。

水産のことは専門外です。私が話せるのは、農業での観
光の取り組みについてですので、私の話が少しでも皆さ
まの参考になればと思っております。
農水省は、民泊の農村版として、農泊というものを提

今日、話すキーワードの 1 つが、コミュニティ・ベー
ス・ツーリズム（ CBT ）です。日本でも、農業の分野に
おいて地域経営という言葉があり、1980 年代ぐらいに、

唱しています。従来のグリーンツーリズムと農泊が、ど

随分と使われました。いわゆる地域、コミュニティ・ベー

のように違うのか、農水省は「 2020 年までに 500 軒の自

スと一緒です。地域でツーリズム活動をマネージメント

立した経営体を育成する」という目標を掲げています。

していくというかたちです。

これが一番大きな違いと思います。

なぜ、今、あえてコミュニティ・ベースという言葉を

従来は交流ということに重点が置かれ、その場合、儲

使うのか、今年の 8 月にタイのプーケットで、ASEAN の

かれば、それに越したことはないけれども、儲けなくて

コミュニティ・ベース・ツーリズムの会議があり、私も

も損をしなければ良いというような雰囲気があったよう

参加し、日本の事例について話したのですが、ASEAN で

に思います。

も、農村のコミュニティ・ベース・ツーリズムの振興を

その結果、日本では依然として、経営体がツーリズム
で自立する形態、ファミリービジネスとして育ってきて

図ろうと舵を切っており、世界的に関心が高まっている
問題です。

いないという現状があります。それを変えようとしてい

そのキーワードは、地域社会のソーシャルキャピタル

るのが、今回の農泊の新しいポイントと思います。より

と言われる地域のつながり、
「社会関係資本」などとも言

ビジネスオリエンテッドな展開を図ろうとしているとい

いますが、そこでお互いの経験を共有するということが

うことで、私は、このような意識で研究してきたので、本

1 つの出発点になると思います。ただし、農村地域、漁村
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地域も含めて、高齢化、人口減少の大きな困難に直面し

に強い、いわゆる地縁的な社会資本が強固に残っている

ているのは、どこでも同じです。ASEAN でも、ヨーロッ

ところです。それがベースとなり、集落単位での活動が

パ、北米でも同じことです。

始まりました。集落にある小学校の校庭には、樹齢 700

そこで、農村でのコミュニティ・ベース・ツーリズム

15

年くらいのクスノキがあり、このクスノキはご神木でも

の取り組みついて話をするのですが、渚泊のことも少し

あり、地域の象徴的な場所となっていました。そして、

紹介しようと思い調査をしました。しかし、成功事例と

この小学校に対する地域の方たちの思い入れが非常に強

して取り上げづらく、この部分のトーンは弱くなってい

く、それが廃校になるとなったとき、自分たちのシンボ

ます。

ルが無くなることは非常につらい、何とか小学校を残そ
うということで、いろいろな議論が集落内で起こり、最
終的に、宿泊施設としてリノベーションして、改修して
使っていこうというかたちになりました。

今日は、3 つの事例について話します。これは、社会関
係資本と言われる、地域の中のつながりを、概念的に示
したものです。
まず、地域のつながりの基本になるのは、農村では集

1 階建ての長い校舎を改修して、元々、市の小学校なの

落だと思います。これを最初のケースとして紹介します。

で、施設自体の所有は市が、その管理運営を市から管理

次に、もう少し広い、市町村ベースでの事例です。そし

委託を受け集落が行っています。

て、市町村を跨いだ、より広いネットワークを作って活
動している事例です。

「くす
「くすの木」は、設立してから 20 年になります。
の木」
（の代表）は、基本的に集落ベース内の活動なので、

まずは、１つ目の事例です。南房総市の事例です。房

集落の区長が自動的に会長になります。つまり、地域内

総半島の南に位置する南房総市の集落です。そこでは、

の行政組織と、この運営組織が整合的になっているとい

小学校が急速に無くなってきています。その廃校になっ

うところが、この集落ベースの特徴となっています。

た小学校を修復して、集落ベースでツーリズム活動を
行っている事例です。2 つ目は、市町村ベースで行って
いるところ、鳥取県の智頭町です。山村に入ると
思いますが、ここは林業が盛んで、木材加工が中
心のところです。ここでは、森林セラピーツーリ
ズムというものを行っており、それに民泊を組
み合わせている事例です。そして、3 つ目は、よ
り広い、市町村を跨いだネットワークを作り活
動している宮城県の栗原市の事例です。先々週
にネットワークの方からメールを頂いて、また
賞をもらったということでした。最近たくさん
賞をもらっている、非常に活発なところです。
それでは、最初の事例を紹介します。ここは、
「くすの木」という名前のコミュニティ・ベース、
集落ベースで農村ツーリズムを行っています。
特徴は、過疎の地区で高齢化が進んでいるとこ
ろですが、伝統的に地域社会の結びつきが非常

また、運営体制ですが、この集落の区長が会長を兼ね、
住民がパートタイムで雇われ、食事のサービス、宿泊
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サービス、クリーニングなどを 29 人で行っています。最

ピーツーリズムというものを行っており、これは、エビ

近、高齢で働けない方もいるので少し減っています。

デンスに基づく活動で、森林セラピーに来たお客さんは

サービスは、各教室を和室に改修し、48 人宿泊可能で、

町内の民泊に泊まってもらっています。1 , 500 人ぐらい

基本的に和室で宿泊するようになっています。これは、

が来訪しており、鳥取市を始め近隣あるいは京阪圏から

子供の団体の、例えばボーイスカウトや少年野球などの

訪れています。

受け入れが多いので、このような形にしています。2 食

この森林セラピーによってビジネスを創出するという

付きで一泊 5 , 500 円、体験サービスは 10 人以上まとまっ

アイデアは、90 年代までよく言われていた多面的機能に

たときに提供しています。田舎なので星もきれいに見え

よるものです。農業者や林業者が、生産活動をすること

ますし、農業体験、食文化体験、工芸体験など、ある程度

で付随して生じる社会への便益、副産物ということです。

どこでもやっているようなものです。

ただ、多面的機能それ自体ではお金は生まないので、そ

財政状況についてですが、収入は宿泊代 45 %、食事代

れを活用したビジネスを生み出して、所得に変えていく

55 %、市からの委託費が 10 ％、支出は労働費用 41 %、食

必要があります。智頭町が行っているのは、この多面的

材費 24%、光熱水道料 10%、管理費 21% となっています。

機能を森林セラピーというかたちで所得化しようとした

需要のピークは、7、8 月の学校が休みのときで、約 1 万
人前後の来訪者となっています。震災後は少し減少しま

ことが発想の原点です。
この森林セラピーというプログラムが始まったのは

したが、最近は回復してきています。青少年の団体客が

2004 年です。現在、森林セラピー基地というのが、全国

多く、外国人の来訪はほとんどありません。約 6 割がリ

に幾つかできていますが、15 年現在で 55 地区ありまし

ピート客で、大半が県内あるいは関東圏ということです。

た。さらに、NPO の森林セラピーソサイエティというと

課題は、
「くすの木」の従業員は集落の方々で、
「くすの

ころで、森林セラピーガイドとセラピストを育成して、

木」の仕事に関わることで地域の自信を深めるなど、取

今 1 , 000 人ぐらいいます。ネットの通信教育で実習でき

り組み自体には満足をしているのですが、発足して 20 年

るシステムで、ガイドとセラピストの違いは、より森林

も経ち、次の世代にどのように繋げていくか、今、真剣に

セラピーの知識を持った人がセラピストとなります。

議論しているところです。現状の活動水準では、専業で

基地認定の条件は、アクセス条件や滞在面での管理等

若い人を雇用するというレベルまでの収益には至ってい

の条件、そして大事なのはエビデンスです。現地で、そ

ないので、あくまでもパートタイムの雇用しかできない

の森林セラピーのプログラムを実際に実行して、それで

というところが 1 つのジレンマになっています。

心理的な効果を計測します。これらが計測されて初めて

もう一つは、必ずしもビジネス的に成立しているわけ
ではないということです。経営者能力自体に自信がある

森林セラピーと認定されます。心理効果としては、心拍
数、血圧、脈拍数、ストレス度合いの評価をします。

わけではなく、NPO を作るという議論もあるのですが、

私は、この成果を海外のジャーナルに発表したのです

集落のこだわりが非常に強く、意思決定には集落のコン

が、おそらく世界的にも、このようなツーリズムはなく、

センサスを経なければならず、それとの整合性が、次の

初めての論文だと思います。

展開を図るのに 1 つの制約になっています。集落に立脚
しながらも、もっと自由度を高めていく必要があるので
はと思っています。
そこで、若い世代を確保するためには、
自由度を高めていくということが必要と
なってくるのですが、集落依存の意思決
定システムとどのように両立していくの
か、よりビジネス志向を育成していくと
いうことが今後の課題となっています。
次に 2 つ目の智頭町の事例です。町の
リーダーシップが非常に大きいところで
す。90 ％が森林で、木材加工業と農業が
伝統的な産業です。ここも人口減少と高
齢化が非常に進んでおり、高齢化率が 30
〜 40 ％ に な っ て い ま す。た だ し、智 頭
町は、地域社会のネットワークを元にし
たボトムアップ方式で、ユニークな農村
活性化として全国的に知られている所で
す。森林の資源を有効活用した森林セラ

このようなかたちで実験を行います。今回の特徴は、
セラピー前に職場で計測をし、それからセラピー現地に
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来て計測、そして、さらに終わった後、どのくらい効果が

きました。そして、その効果は 3 〜 5 日程度続くのではな

続くのかということも計測します（第１図）
。

いかということです。つまり、1 泊、2 泊のプログラムで

被験者は、東京と大阪の、公務員、会社員など、いわゆ

すから、1 回来ていただければ 1 週間ぐらいは持続すると

る勤労者の方です。血圧が比較的高い方、130 以上の方を

いうことです。このようなことは、これまで観測されてこ

抽出して実験しました。職場での計測、そして現地での

なかったので、このようなエビデンスベースのツーリズ

計測です。森林セラピストが付いて案内をし、宿泊して

ムを行っていくべきなのではないかと考えています。

もらいます。3 日前、そして 1 泊、2 泊のプログラムを行っ
て、それから 1 日後、2 日後、5 日後に計測をします。
その結果が第２図です。最高血圧と最小血圧、白い棒
グラフが前、グリーンが現地でのもの、灰色がその後の

これは、これまでのグリーンツーリズムと違うかたち
だと思います。昔は、単にスローガンでした。これから
は、エビデンスベースで行う、それがマーケティングで
より強力な武器になると考えています。

効果です。一目瞭然ですが、森林の体験をすると下がる

しかし、需要はそれほど大きくはなく、ニッチなマー

のです。必ず下がります。その効果は、最高血圧の場合

ケットとして成立させる必要があります。今後は、科学

は 3 日後でも続いています。それから、主観的な心理状

的なエビデンスの蓄積をさらに進め、どのような人にど

態の変化も計測しています。これは、朝食前に図ったも

のようなメニューが一番効果を得られるのか、より科学

のです。縦軸は値が上がるほど悪くなり、下がるほど心

的に、より説得力のあるメニューを準備するということ

理状態が改善しているということになりますが、やはり、

が必要と思います。

森林セラピーをやっていると良くなります。

17

最後に、栗原市の事例で、NPO「栗原ツーリズムネッ

森林に来ると効果があり、それが、無限ではありません

トワーク」( 以降 KTN とする ) が主体に活動をしている

が、一定程度続いていくということが分かりました。つ

ところです。ここは、NPO としての特徴がうまく生かさ

まり、血圧の高い人が来ると下がっていき、主観的な心理

れ、水平的なネットワークを形成し、KTN がハブとして

状態、ストレスも軽減されていくということが分かって

機能しています。先ほどの集落ベースのものは、クロー
ズドな社会関係資本でしたが、これは、より
オープンな社会関係資本を形成し、それを元
に活動をしています。設立は新しく 2010 年、

NPO が作られたのは 2016 年です。
地域内の人々に会員になってもらい、会員
の農家、民宿経営、レストラン経営、直売所、
ホテル、大工、陶芸、畳屋、能面制作などの
方々、他の NPO といった様々な人々、地域の
多様な能力を持っている人たちを、水平的に
結びつけているというところです。
主な活動は、体験プログラムの開発、また、
ここ最近有名になったので、いろいろな視察
が来るのですが、視察もきちんとお金を取っ
て、自分たちの次の活動につなげています。
研修旅行の受け入れ、民泊ツアーの企画、そ
して物販もやっています。そんなに数はない
のですが、手ぬぐい、T シャツ、木工品など、
地域のいろいろな商品を自分たちで販売し
ています。また、地域の資源調査、広報活動、
ウェブサイトや SNS の広報といったことも
行っています。
この、KTN が重視している点は、地域の生
きている伝統文化を、より高めていくことで
す。日常の地域の文化自体が、本来はもっと
も魅力的で、一番競争力のあるものだと彼ら
は考えています。それこそが本物で、自分た
ちのアイデンティティに結びついている、そ
こを大事にしているということです。した
がって、住民の日常の仕事や趣味が、本物の

18
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体験サービスに有効に活用できる、そこを重要視してい

問題はありますが、知識と技能を持つ、志のある人たち

ます。偽物ではなく本物、地域にあるものを使っていく、

と結びついていくということです。人口が減っていると

地域の人材を活用していくということです。また、団体

いっても、地域にはいろいろな方がいらっしゃるわけで

ではなく、少人数、短時間で提供していくというかたち

す。本物のサービスを作っていくということ、そして、

です。マスなツーリズムではありません。これも新しい

もう一つは、特に KTN が明確にしているように、どこ

時代の在り方だと思っています。マスではなく、少人数

のマーケットを標的にすべきなのかということが大事で

です。マスツーリズムを志向しない、人数で稼がないと

す。ダウンマーケット、つまり、安かろう悪かろうのマー

いうことです。

ケット、マスなマーケットなのか、あるいはアップマー

そして、3 つの事例を比較すると、このようなかたちに

ケットなのか。私は、新しいかたちの農村ツーリズムは、

整理できると思います。集落ベースの特徴は、非常に伝

アップマーケットを目指すべきだと思います。数ではな

統的な強い人と人のつながり、顔見知りの地縁の関係、

く、クオリティで所得を上げていくのです。そんなに忙

これが先ほどの「くすの木」の原動力となっています。

しくしなくてもいいと思います。あとは、国内なのか、

その結果、強固な分、ネットワークの範囲が狭いので、若

外国人なのか、両方ということもあるかもしれません。

い世代が入りにくいという問題が生まれます。やはり、

最後に、渚泊のことはほとんど知らないのですが、勝

経営者能力、ビジネスの能力も高めていくこと、また現

浦の調査を行ってみました。しかし、まだ成功例とは言

段階では、財政的な支援も一定程度は必要と思われます。

いがたいところがあり、比較のみとなります。渚泊とい

次に自治体ベースですが、これは、自治体が非常に強

うのは、地域固有の漁業資源や漁村の伝統など、非常に

力なリーダーシップを取ったところです。ただ、強力す

ポテンシャルは高いと思います。むしろ農泊のポテン

ぎるリーダーシップは、みんなが頼ってしまうという部

シャルよりも高いのではないかと、勝浦などを見ていて

分が実際にはあると思います。民泊は、ビジネスとして

思います。しかし、マーケティングや PR という点では、

は十分に自立できるところまでは来ていない、退職者の

やはり農泊のほうが進んでいると思います。

お小遣い稼ぎにはなっているというのは間違いないと思

最後になります。農村ツーリズム、農泊、いろいろな言

いますが、それを、どうやって自立した経営にしていく

葉がありますが、私は農村ツーリズムという言葉を使っ

のかというところが難しいところです。

ています。私は役人ではなく研究者であって、世界的に

そして最後に、KTN の例ですが、ここは非常に柔軟で

は、農村ツーリズム、ルーラル・ツーリズムという言葉

オープンなネットワークで行っています。短所としては、

が一番一般的に使われていますので、この言葉を使って

やはり、それをマネージメントしていく人が非常に大変

いますが、これは、自分自身と地域を再発見するプロセ

であるということ、今のリーダーは、それを喜んで、楽

スだと思っています。現在、外国人の受け入れや、農泊

しんでやっている方なので、それができていますが。今

の振興が図られているわけですけれども、たとえば語学

後の課題としては、民間公共部門との共同協力をさらに

の問題をどうするかとか、ハラル認証をどうするかとか、

深めていくことが必要と思います。

テクニカルな話から入ることばかりに議論が集中してい

これまで、3つの事例を見てきましたが、やはり、コミュ

るきらいがありますので、それでは森を見ることを失っ

ニティ・ベースのコアというのは、地域のアイデンティ

てしまう可能性があるのではないかと、今、感じており

ティの問題であると思います。私はどこから来たのか、

ます。この中でも申し上げたように、都会では得られな

どこに立脚すべきなのか。そして、立脚すべきなのはこ

い豊かな生活、その満足感を来訪者に感じてもらうとい

こであり、都会ではない、ということと思います。そこは

うことこそが、まずは第一なのではないかと思っていま

共通しています。伝統文化と地域資源を踏まえると同時

す。そして、今後の農村ツーリズムにとってのキーワー

に、地域の明確なアイデンティティ、それは最初から明確

ドというのは、やはり健康と環境なのではないかと思っ

にあったものではなく、やりながら明確になってきた部

ています。これは、ヨーロッパでも、そういう傾向がどん

分があると思います。いかに地域の生活が豊かで満足の

どん強くなってきています。重要なのは、それを単なる

高いものであるのかということを、活動を通じて示して

スローガンではなく、エビデンスとして提示していくと

いく、体で、背中で示していくということが、やはり訪問

いうことです。それをマーケティングと一緒に組み合わ

者の満足につながっていくのではないかと思います。

せていくということが非常に重要な、強力なツールにな

「ああ、こういう生活あるんだね。都会じゃ絶対にでき

ると私は思っています。

ないよね。」だから、また行きたくなるのではないでしょ

そして、できないところは、若者、よそ者の力を借り

うか。満足している顔の人たちを見ると、やはり、それ

ればよいと思います。ウェブ、マーケティング、語学の

が、次にまた行ってみたいという気持ちにさせて、リピー

問題もそうです。それで都会にはない、地元の本物を生

ターをもたらす 1 つの大きな要因ではないかと思います。

かす、そういったことから始めてみてはどうだろうかと

また、これを発展させるためには、いろいろと難しい

思っています。
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韓国における漁村観光の取り組みについて
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こんにちは。日本語で講演することになりましたが、日

すので、このような文化的な要素と体験村をつなげて、

本語を使っていたのはかなり前のことなので、少々言葉が

何とか観光商品を作ろうということと、また、民宿を村

浮かばないかもしれませんが、よろしくお願いします。

別に政府の支援で開発して、観光とつなげるということ

韓国の漁村観光について話す前に、韓国の水産業につ
いて説明します。韓国の漁業生産量は 90 年代をピーク

です。
主に、こういう事業が体験村を中心に、融合というか、

に 2000 年の初めぐらいにかけて漁獲量が急激に減り、

統合というか、村単位で、いろいろな政府の事業が入っ

最近は 2016 年に 350 万トン程度となっています。少し

てきますけれども、それを統合管理するのが、うちの協

増える傾向にあります。漁業自体は増えていないのです

会や体験村の事務長などの仕事になります。体験村の事

が、養殖が少し増えたため年間の生産量が増加した状況

務長の基本的な給料は、うちの協会を通って政府が支援

となっています。養殖といっても、韓国の養殖は、魚類

するようなシステムになっています。

は非常に少なく、ほとんどノリやワカメ、昆布といった

都市との交流システムでは、会社の一社一村と、学校

海藻類が主です。漁船の数も、生産量と同じで、2000 年

の一校一村というつながりを活発に動かして、何とか、

に入って、4 分の 1 ぐらい減らしたのですが、それにして

学生たちが漁業と漁村を理解するように、また、会社が

も漁獲量や沿岸の資源管理にはいろいろと問題が残って

漁村に行って体験しながら、その村の製品を持続的に

おり、まだまだ減らそうという感じです。

買ってあげたり、また、会社が持っている才能を寄付し

次に、水産物の輸出と輸入についてですが、輸出・輸
入が増加しています。日本も同じですが、韓国政府も輸
出に関して力を入れており、特にノリの輸出が急激に増
加しており、今年の輸出量は 5 億ドルを超えました。

たりするようなシステムで、活性化の原動力にするとい
うものです。
韓国の人の旅行に対する関心が、国内観光にもあって、
これらの観光に対する関心を漁港に向けるように、どの

農家と漁家の所得ですが、農家よりも漁家の所得が高

ような政策を作るかということが問題です。1 人あたり

くなっています。全国世帯所得の平均に対して、漁家は

の水産物の年間消費量は韓国が世界一ということを、韓

90 ％ほどの所得、農家は 70 ％ぐらいになっています。

国では盛んに言われています。ノルウェーが 2 位で、日

それで漁師のほうが金持ちだといつも言っています。漁

本が 3 位という感じですけれども、私の頭の中では、い

業人口も減少してきており、現在は 13 万人ぐらいの漁家

つも、日本人が一番たくさん食べるのではないか？と感

人口となっています。

じています。

こういう状況のもと、漁村をどのよう
に賑やかにするか、所得を増やすかとい
う政策が作られています。政府の漁村政
策ビジョンでは、住んでみたい、訪れて
みたい、豊かな漁村という感じでスロー
ガンを掲げて、定住環境の改善、国家漁
港の管理の強化、特化漁港の開発、多目
的漁港の開発など、いろいろと周りとの
つながりなども考えながら開発すること
としています。また、漁村観光活性化と、
漁村文化共栄発展の都市文化との交流を
主な政策として推進しています。
漁村観光は、漁村体験村と、体験村事
業をさらにレベルアップしていくこと、
そして、韓国でも漁業文化遺産を毎年指
定して、それを管理することをしていま

20
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漁村漁港の機能の高度化ということで、生産物の生産

産的な性格を持っています。村単位で共同財産を持って

基地を、漁村、漁港をどのように、観光、物流、YouTube

運営をするのです。ですから、村の前の漁場も、その村

などの総合機能空間として使えるようにするか、そして、

の漁村契の権利になっており、それを誰かに与えると、

どのように変えていくのか、いろいろな政策を作ってい

その報酬を村でもらう、漁村契でもらって、そこで資

ます。漁村観光の定義としては、漁村観光は、漁業者の生

産を管理するので、韓国の漁村で何かを行うとしたら、

活空間と、漁業生活活動空間である漁村の様子を維持し

漁村契と話し合いができないといけません。また、都市

ながら行わなければならない、ということです。漁村とい

の人が漁村に住んでみたいと言っても、すぐには漁村契

う空間に、新しい都市の資本やレジャータウンなどの観

には入れません。資産、管理があるので、都市の人が入っ

光資本が入ってきて、漁村の元々の機能を壊したら、それ

てきて、そのお金をすぐに一緒に使えるようにはなりま

は、我々が言っている漁村観光ではないということです。

せん。それには、いろいろと条件が付いていて、国の政

漁村観光の要件は、地域が漁村であるということ。主

策を実施するときにも問題になります。

体が、非漁業者もできますが、漁業者や漁村居住者であ

そして、活性化の効果ですが、経済的に、交流の活性

るということ。材料は、こういう漁村にある美しい資源

化、社会的な活性化、文化的な活性化、いろいろとありま

と伝統的な人文資源です。また、韓国では人口が減って

すが、主なものは、漁師さんの漁以外の収入をどのよう

いますから、人をどうやって増やすかということを中心

に増やすかが、国の政策の主な評価指標になっています。

にいろいろと行っています。
また、韓国の「漁村契」というものについて話します。
村別に漁村契という漁民の組織があって、これは共同財

体験村を中心に、いろいろなデータを紹介します。体
験村の造成事業は、2001 年から始まり、最初は 134 村を
指定して、今は 112 村、その間、22 村が途中の評価で政
府の支援対象から外れました。いろいろ
な評価システムがあって、予算も最初と
比べて減っていますが、国と地方、また、
漁 村 契 を 合 わ せ て、い ろ い ろ と 事 業 を
行ってきています。
最初は、会場や宿舎を建てたり、いろい
ろなハードウェアを主に支援したのです
けれども、最近は、ソフトウェアを中心に
支援を行っています。過去はインフラ支
援のみだったものが、今は人を育成すると
か、教育など、いろいろなシステム作りに
予算を使うようになっています。主な組
織は、政府の海洋水産部、自治体の地方政
府があって、私ども協会が海洋水産部の
予算を直接いただき管理するようになっ
ています。体験村の 112 村に対して、主に
漁村観光、国民サービスをするようになっ
ていますが、この団体が作っている漁村
体験村連合会という組織もあり、私ども
の協会が教育しながら、その地域の海を
うまく解説するような人を育てて「海解説
士」という資格の認定をしています。
管理体系についてですが、PDCA を作
り、政府と私ども協会が一生懸命工夫し
ながら、また、最近流行っているコミュニ
ティ・アイデンティティ・プレーンとい
う、漁村別に、どういう特性を持って行っ
ていくかということです。韓国の海は、
西と南と東で性格が全然違い、漁業の環
境や様子も違います。いろいろと考える
とおもしろいですし、やり方も変えない
といけません。

講演

Vol. 43

そして、毎年、事業別に計画を作り、いろいろな活動を

というものを行っています。体験村になっていない村で

しています。主なものは、事務長の採用と支援です。事

もいいので、韓国の漁村の人は、みんな来てください、と

務長が主に体験村をリードする人なので、彼らの教育と

いった漁村大会を行って、そこでいろいろなテーマを作

管理に関して、非常に細かく神経を使っています。また、

り、ワークショップを行いながら、ようするに教育プロ

国の海洋水産部に海洋観光ポータルという、海辺の観光

グラムを行って、漁村の人たちの能力を上げるといった

に関する総合データを作って、私ども協会がその運営し

ことをしています。また、制度改正に関するいろいろな

ながら、データベースを直したり改善したりしています。

意見を聞いたり、教育をするといったワークショップも

また、漁村観光候補も、村別にどういう特性があるかな

行っています。また、良好な村を選んで、高評価を得て

ど、体験村を中心にしたホームページを作って管理した

いる海の解説士や村のリーダー、体験村の事務長の方々

り、体験の申し込みや支払いなどができるようにシステ

など、政府から、いろいろな賞が受賞できるシステムも

ムを作って支援しています。

あります。

また、人的力量強化というか、そういう人の能力が本

広報管理体系について、つまり、マーケティングシス

当に大事で、それによって村の様子が変わります。村の

テムをどのように支援するかということです。観光と帰

漁村契のリーダーと体験村の事務長と 2 人でほとんど全

漁、帰村の活性化、文化をどうやって拡散させるかとい

てを行っていますから、この 2 人の能力によって全然違

うことで、いろいろな広報システムを使っています。こ

う村になってしまいます。ですから、政府のお金の支援

れは、私ども協会と政府の支援で行っており、現場と繋

よりは、人の能力を上げるようなプログラムを協会では

げるシステムとなっています。

行っています。

成果として、毎年、体験客が増えています。また、体験

体験客の募集については、これも一生懸命の村もあり

による所得も上がっています。今、成果のある事業とし

ますが、村に任せずに、国と協会でネットワークを作り、

て評価されていて、農村と漁村と、また韓国のいろいろ

全国の大学生を相手に募集をしたり、外国人の学生を募

な政策の中で、かなり良い評価を受けており、成功した

集したり、大使館の人に推薦してもらったり、体験客の

政策と言われています。

募集に関して、いろいろとプログラムを作っています。

成功するための要因は、いろいろな要因がありますが、

また、外部資源の推進ということで、海の解説士を育

大きく 2 つです。一番の要因は人です。村のリーダー、事

成しているのですが、その解説士が体験村にいて、その

務長の能力によって変わるということです。成功事例とし

村への採用を希望すると、彼らの基本的な経費は、国が

て 2 つの村を紹介します。1 つは釜山の近くにある巨済市

負担しますが、その費用は協会を通じて支援していま

多大村という、慶尚南道のところです。この村は、三星重

す。また、村で何か問題があれば、協会に連絡すると、専

工業との姉妹村で、会社も近いのですけれども、こちらで

門家を派遣し、直接コンサルティングできるシステムを

25 名が体験村の仕事に就いています。そして、これらの

作っています。

方々が、ここに住むので村の人口も増えます。ここの特徴

このような活動自体を評価するために、ランキング付

は、共同体企業を設立して、体験村の事業をしながら企業

けなども行っており、一生懸命支援をしますが、運営状

になって、透明な会計で、韓国の漁村の中で税金を一番た

況についてもチェックしています。

くさん払う漁村として有名になっています。

いろいろな改善についてですが、毎年、漁村前進大会

21

そして、ソウル近くの京幾道華城市百味里村です。こ
こは、干潟を生かした事業をして、韓国で
一番成功した村です。ここも、漁村契長
と事務長が、韓国で一番有名で、リーダー
シップが非常に強い方々です。ここは昔、
この事業をする前は、漁村の中でも一番貧
乏な漁村でした。それを、この 2 人が今や
韓国の漁村の中で一番お金持ちの漁村に
したという成功事例です。
これからの漁村開発は、住民の幸せが目
的にならないといけません。私は今、漁師
さんと会うと、幸せに生きていく勉強をし
ないといけない、不満がたくさんあるとい
けない、幸せになる勉強をしましょう、と
いうことをいつも言っています。
※役職名等については、平成 29 年 12 月の講演時点の
ものです。
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イタリアの漁村観光について
〜ペスカトゥリズモとイッティトゥリズモ〜
漁村総研 技術審議役

髙吉 晋吾

氏

昭和 32 年生まれ。昭和 57 年九州大学大学院工学研究科水工土木学専攻修了、同年農林水産省水産庁入省。水産庁のほか、運輸省第三港
湾建設局、国土庁、在ペルー日本国大使館、長崎県水産部に出向。平成 29 年 1 月、漁港漁場整備部長を最後に水産庁を退官、5 月から現職。

はじめに

トゥリズモですが、ペスカというのは「漁業」という意

こんにちは。ご紹介いただきました漁村総研の高吉と

味で、トゥリズモは「ツーリズム＝観光」で、これらの造

申します。韓国の事例の発表がありましたけれども、私

語になっています。具体的に言うと、漁船に乗って、プ

のほうからは、もう一つ外国の事例として、イタリアの

ロの漁師さんと一緒に一日体験観光をすることが、この

漁村観光について報告します。イタリアは、ヨーロッパ

概念です。たとえば、実際に漁業を見せてもらったり、

の中でもっとも熱心に漁村観光に取り組んでいます。

船の上で魚料理を食べたり、ほかにも、沿岸の景観を楽

ペスカトゥリズモ､ イッティトゥリズモという聞き慣

しんだり、船から直接海に飛び込んで海水浴をしたり、

れない言葉だと思いますが、ペスカトゥリズモは海で漁

こういったことを一日を使って観光する仕組みになって

船を使って行う観光です。一方、イッティトゥリズモは

います。観光を行うことができる漁業種類、乗船可能人

陸上で魚料理を食べたり、漁業者の自宅等に宿泊すると

数、年齢制限、活動時期に応じて備えるべき構造、救命手

いった観光です。漁業者が行う海の観光と陸の観光とい

段、保険加入、航海範囲などについての規定があります。

うふうにご理解いただきたいと思います。

制度が整備されたのは 1982 年です。

今日お話しする内容は、イタリアの漁村観光の概要、

また、イッティトゥリズモは、イッティオが「魚」とい

サルデーニャ州の現地調査の結果、イタリアの漁村観光

う意味で、魚の観光ということになりますが、陸上で行

の実施体制、施設整備への支援制度、漁村観光の推進組

う漁村観光のことです。漁師の家や所有する建物を利用

織とその具体的な取組事例、最後に、イタリアの調査を

して、その家族と触れ合ったり、暮らしを体験するとい

踏まえてのわが国の渚泊推進へのヒント、こういった

うのが定義となっています。具体的には、漁師が自分た

話をしたいと思います。

ちでレストランをしたり、自宅を改良して宿泊施設を運
営したり、漁業の準備作業等の見学、加工の手伝い、地域

イタリアの概要
イタリアの人口は日本の半分の約 6 , 000 万人ですが、

の漁業文化、環境保全等についての学習などを組み合わ
せて行うこととなっています。今回見てきた中では、レ

外国人観光客の数は 5 , 000 万人で日本の 2 , 400 万人の倍

ストランだけ、宿泊だけ、といったものもあります。自

以上という観光大国です。漁業生産は 35 万トンと日本

宅等の広さに応じて備えるべき台所等の基準や、食品を

の 1 割弱ですが、いろいろな魚料理があり、魚をよく食

扱うので衛生条件等の規定もあります。イッティトゥリ

べる国という印象です。漁村観光に取り組んでいる理由

ズモは 2006 年、ペスカトゥリズモよりも後に制度が整

ですが、水産資源が減少しており、持続的に漁業を続け

備された比較的新しい取り組みです。

ていくためには、漁業者が資源管理によって漁獲量を減
らしても生活ができるように、経営の多角化を進める必
要があるからです。また、漁船や漁獲物などを使う観光

サルデーニャ州における現地調査
現地調査先としてサルデーニャ州を選定しました。サ

なので漁業者が取り組みやすいということもあります。

ルデーニャには漁村観光に精通している民間コンサル

それから、大江先生のお話にもありましたけれども、最

タントのペスカツアー代表ジャンナ・サバさんが在住し

近の観光客は、本物の自然と触れ合いたいとか、人々の

ており、彼女に依頼して調査スケジュールをアレンジし

ありのままの暮らしを体験したいといった傾向がありま

てもらいました。

すので、ちょうど両者のニーズに合致しています。イタ

サルデーニャ州の概要をご紹介します。人口は 166 万

リアは、ヨーロッパの中でもっとも早くから漁村観光に

人、面積は九州の 3 分の 2、四国よりも大きな島で、イタ

取り組み、法制面の整備をした国であることから、今回

リアの自治州です。そして、世界一長寿の島と言われて

の調査対象に選定しました。

います。農畜産業も盛んで、オリーブオイル、チーズ、ワ
イン、柑橘類などが生産されています。観光客は 288 万

ペスカトゥリズモとイッティトゥリズモとは
二つのツーリズムについて説明します。まず、ペスカ

人ですから、人口よりもずっと多く、観光地です。観光
客の半分がイタリア人、半分が外国人、6 月から 8 月の
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夏場に過半数が集中し、平均滞在日数は 4 . 7 泊です。サ

アドバイザーを見て来るお客さんが多く、フェイスブッ

ルデーニャの水産業は、海面で行う漁業と、海岸線をは

クを自分で行っており、現地の看板などでも集客してい

さんだ陸側に入り江のようになったラグーンで行う漁業

るということです。サルデーニャ州には一応評価制度が

の二つに大きく分けられます。就業者数は、海面が 3 , 300

あり、その三つ星を持っています。イカリマークを 3 つ

人、ラグーナが 800 人です。コーペラティバと呼ばれる

並べたものですけれども、最高ランクは五つ星です。た

協同組合があるのですが、日本の漁協と違って少ない人

だし、これは申請主義で、誰かが評価に来るのではなく、

数で作ることができます。3 人以上であれば作れるとい

自分でこういうところまで準備したということを申請す

うことで、それが 210 あります。こういった協同組合な

れば、星を幾つ持っているかということを名乗れるとい

どが漁村観光に取り組んでいます。主な水産物は、タコ、

うことです。台所やトイレ、救命具の整備をしています。

タイ、カジキの類、イカ、貝などです。州都のカリャリの

将来はイッティトゥリズモでレストランをしたいとの希

市場では、こういった魚介類がたくさん売られていまし

望があります。陸の上であれば、歳をとってもできるか

た。水産加工品としてはボラやマグロの卵から作るカラ

らということでした。また、お孫さんも跡を継ぎたいと

スミであるボッタルガがあります。

言っているそうです。なお、サンペイという名前は、釣

サルデーニャの漁村観光の実施状況については、ペス

りキチ三平のファンだからだそうです。非常に賑やかな

カトゥリズモを行っている船が 81 隻、乗船可能な人数

夫婦です。われわれが行った日は海が時化ていて海に出

は計 678 名です。イタリア全体では 700 事業者ぐらいで

られなかったので魚料理ではなく地元産のパンやチーズ

はないかということです。また、イッティトゥリズモは、

が準備してありました。イタリア語ですがパンフレット

まだ数が少なく、レストランが 15 事業者、宿泊施設は 3

も作っています。

事業者で部屋数はそれぞれ 2 部屋、4 部屋、10 部屋となっ
ています。
今回、事例調査を行ったのは、サルデーニャ島の南部
です。ペスカトゥリズモを2カ所、イッティトゥリズモは、
レストランが 3 カ所、宿泊施設が 1 カ所です。参考として、
少し内陸になりますが、古民家を改修した宿泊施設の事
例がありましたので、それも報告したいと思います。
ペスカトゥリズモの事例の一つ目ですが、写真の青年
が行っており、6 月から 9 月は、観光だけ、それ以外は漁
業を行っています。お客さんは 7 割がイタリア人、残り
がフランスやドイツなどの外国人です。9 時半に出航し
て 5 時半に帰ってきます。漁業体験、沿岸の遊覧や海水
浴をして、船の上でランチをして帰ってくる、といった
感じです。一番人気は船上での食事だということです。
料金は 75 ユーロ、約 1 万円です。1 万円で一日食べて遊

次に、イッティトゥリズモのレストランの事例を紹介
します。

ぶことができます。集客については、ホームページは専

一つ目は、ペスカトゥリズモで紹介した青年のお店で

門家に頼んで作ってもらい、フェイスブックを自分で

す。ここは、彼の両親とお姉さんのほか雇用している人

やっています。現地の看板を見たり、口コミで来たりす

で組合を作っており、組合営で行っています。料理は、

るお客さんが多いそうです。設備投資の内容は、船への

お母さんと雇用者が担当です。お父さんの持っていた

台所の設置、トイレの改良、救命具の整備などですが、こ

家を州の公募に応募してレストランに改装しました。組

れらには EU の資金支援制度があります。彼は別途レス

合員の仲間が漁獲した魚も使うので、ほとんど自分たち

トランをイッティトゥリズモとして始めており、これに

の魚だけで料理を作ることができます。また、ワインや

も力を入れていきたいということでした。

パスタも地元産です。彼が一番喜んでいたのは、市場に

ペスカトゥリズモの事例の二つ目です。サンペイとい

出すとほとんど値段が付かないメルルーサなどの魚は、

う名前の船で、夫婦で行っています。ここは 1997 年、制

すり身にするとかなりの付加価値が付くということで、

度ができる前から、取り組んでいます。今は息子さんも

それが非常にいいのだと言っていました。平日の昼間に

始めたので、2 隻で行っています。4 月から 10 月は観光

行ったのですが、地元のお客さんで満員でした。カニや

中心で、残りは漁業を行い、収入の 7 〜 8 割は観光収入、

タコ、サルデーニャのパスタである丸い小さなパスタ、

お客さんはイタリア人と外国人が半々で、いつも満員だ

エビのフライなど非常にシンプルな料理でした。

ということです。10 時に出航して 4 時半に帰ってきま

レストランの事例の二つ目です。ご夫婦でやっている

す。料金は先ほどと一緒の 75 ユーロで、ここはトリップ

レストランです。ご主人が漁師で食材調達やサービスを
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だけで、あとは漁師がやっているかどうか分からないよ
うな、一般のホテルのような感じです。朝ご飯は、魚料
理はまったくなく、お菓子，パン、チーズ、ヨーグルト、
果物などしかないのです。これでいいのかと聞くと、漁
師の経営多角化ということでやっているから、漁師の収
入が上がればいいのだ、ということでした。ご主人はカ
ジキマグロの漁師で、お客さんは、漁師がやっているホ
テルということを分かって来ているそうです。ご主人
は漁に出る日であっても、朝晩は必ずホテルに来て、い
ろいろと漁業の話をします。ウェブサイトは専門業者
に頼んで作り、フェイスブックは奥さんが朝食の写真な
どを頻繁にアップしています。また、ブッキング・ドッ
ト・コムを見て来る人が 7 〜 8 割ということです。お客
担当し、奥さんが料理をします。概観は普通の家で､ 中

さんの 6 割がイタリア人、4 割が外国人です。

は個室で最大 12 名しか入れません。デザート、飲み物込
みで 35 ユーロ、順番に出てくる仕組みです。地元のお客
さんが多いのですが、夏場は、リゾート地ですから観光
客も結構来るそうです。ネットや口コミで来るお客さん
が多いとのことです。食材は地元産を徹底しており、基
本的にゼロキロメートルの所から来るものを使っている
と表現していました。ワインだけは州内の 20 キロ離れて
いる所から持ってくるそうです。イソギンチャクで作っ
たぬるぬるしたパスタが出てきましたが、味は非常にお
いしかったですね。
レストランの事例の三つ目です。ここは、ラグーンで
カキ、アサリ、タイなどの養殖を中心に行っているとこ
ろです。90 ヘクタールのラグーンを使い 14 人で組合を
作り漁業をしています。お店は 70 人収容できます。レス
トランを始めた理由は組合長の友達がレストランをやっ

最後に、漁村の観光ではないのですけれども、古民

て儲かっていたので自分も始めようと思ったということ

家を改装して宿泊をしている地域を見せてもらいまし

でした。レストランを始めて 4 年目で売り上げが 5 割増

た。ここは 1940 年代の古民家を B ＆ B に改良しています。

の 40 万ユーロ、お客さんも倍になり、今は、組合収入の

この地区には使われていない古民家がたくさんあったの

7 割がレストラン収入です。飲み物込みで 30 ユーロ、前
菜 5 種、メイン 2 種、デザート、お酒などです。料理は普

で、そのうちの 7 軒を改築して B ＆ B にしています。7 軒

通の家庭料理で、イソギンチャクのフライや生カキ、か

でいます。共通のユニホームを着ています。グループに

らすみなどが出されました。

入る条件は簡単で、古民家を使っていること、地域の産

次に、イッティトゥリズモの宿泊施設の事例です。サ

でグループを作り、協力しながら、品質向上に取り組ん

物を使っていることなど、難しい決まりはありません。

ルデーニャには 3 軒しかないのですが、その一つに宿泊

地元の伝統の織物や植物を飾るとなどの工夫をしていま

しました。ご夫婦でやっている宿泊施設です。ここも協

す。古民家ですが、エアコンや浴室などがきちんと整備

同組合を作っており、夫婦とお姉さんに漁業専業の人た

され、清掃も行き届いており快適でした。伝統舞踊と伝

ちの計 6 名です。漁業だけだと生活が苦しいので始めた

統音楽の演奏によるおもてなし、伝統料理である子豚の

ということでした。B ＆ B、ベッド・アンド・ブレック

丸焼きを作るところやヤギのチーズ作りの様子を見せて

ファーストで、宿泊と朝食だけを提供しています。部屋

くれたり、サルデーニャパスタという小さなパスタの手

数は 10 室、今年の 6 月から始めたばかりですが、7、8 月

作り体験などもありました。B&B は EU の農業関係の資

は満室で、こんなにお客さんが来るとは思わなかったそ

金援助を得て改築をしたそうで、それを示す看板が家の

うです。建物の改装に要した費用は 25 万ユーロで、EU

前に掛けられていました。

から 8 割の補助があるのですが、上限が 7 万 5 , 000 ユー
ロです。施設は作ったばかりで、食堂、ベッドルームは

以上、事例の紹介をしましたが、まとめをします。漁

白で統一され非常にきれいです。バス、トイレも清潔で

船による観光であるペスカトゥリズモのほうは、かなり

した。唯一あった漁師風の飾りは漁業用のロープの写真

多くの漁業者が取り組みを始めています。ただ夏場中心
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の取り組みですので、それ以外の時期は漁業をしていま

です。
「ブルーエコノミー・アンド・ベスト・プラクティ

す。朝港を出て昼食をはさんで夕方に帰ってくるという、

ス」というタイトルですが、内容は漁村観光のガイドラ

体験から食事まで、いろいろな活動を丸一日楽しむこと

インです。第 1 章は、ペスカトゥリズモとイッティトゥ

ができます。特に、プロの漁業を見ることや、獲れたて

リズモの定義とそれぞれに適用される規定を紹介してい

の魚料理などに観光客は喜ぶということでした。イタリ

ます。第 2 章は、法規則ではないのですが、注意すべき点

ア人は陽気な人が多い印象なので、誰でも取組やすいの

などの手引きです。船に関し、乗船客にどう対応するか

ではないかと思っていたのですが、人付き合いが苦手な

や注意すべき構造など、家に関しては、お客さんに満足

人も結構いるので、漁師にも向き不向きがあるそうです。

してもらうための構造上の工夫やおもてなしの仕方など

それから、漁船の改良には EU からの資金援助がありま

が書いてあります。第 3 章は観光教育で、観光と合わせ

す。集客は、ウェブサイト、SNS、口コミ等々、各自の努

てお客さんにいろいろな学習をしてもらうための知識移

力でやっています。イッティトゥリズモのレストランな

転。最終章がマーケティングで、インターネットの活用

どを組み合わせると経営がさらに安定するのではないか

です。支援事例の二つ目は、滞在型のモデルコースの提

と思われます。また、女性や若者の役割が重要だと思い

示です。島の東側で七つのコースを提示しており、例え

ます。情報発信などをきめ細やかにやってくれるのは女

ば、3 日間ここに滞在するとしたら、ペスカトゥリズモ

性だと言っていました。

ができる場所、レストランの場所、港の場所、シュノー

イッティトゥリズモの方は、レストラン経営はだん
だんと取り組みが増えてきています。やはり鮮度や家庭
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ケリングができる場所、博物館の場所、こういったコー
スを紹介しており、滞在型観光を支援しています。

料理が魅力になっており、水産物以外のワインや果物、
チーズといったものも地元産をしっかりと使っていま

おわりに〜日本の渚泊推進へのヒント〜

す。これまで値段の付かなかった魚にも付加価値が付く

結びに、イタリアの調査から得られたヒントをお話し

というのが魅力だということです。宿泊施設は、まだ数

して終わりたいと思います。イタリアも、日本同様、漁業

が少ないのですが、漁師の話を直接聞くことができると

生産の減少、高齢化の進行、後継者不足といった問題を

いうことが魅力になっているようです。

抱えています。漁業者の背中を押して、いかに観光に取
り組んでもらうか、そして、より良い品質、安全安心の確

漁村観光の資金支援制度と推進組織

保をしてもらうかということに対する支援が必要です。

EU の資金支援制度について簡単にご紹介したいと思
います。欧州海洋漁業基金（EMFF）が支援をしています。

そのため、イタリアで行われていることとしては、一つ

支援対象のテーマがいくつかあり、そのうち沿岸地域社

スカツアーのような専門家が、法規制を解説してあげた

会の経済の多角化支援の一環として、ペスカトゥリズモ、

り、補助金をもらう手続きなどのガイドラインを作った

養殖、レストラン、沿岸観光などに支援をしています。

り、セミナーを開催したりしています。また、地域ぐる

は専門家による支援です。われわれを案内してくれたペ

漁村観光を推進する組織については、まだ十分ではな

みで進めることが重要であり、FLAG という地域の関係

いのですけれども、EU に FLAG（フラッグ）という組織

者が取組を始めつつあるということ。それから、古民家

が あ り ま す。Fisheries Local Action Groups の 頭 文 字 を

の事例で紹介したように地域内での共通のもてなしの努

取っており、漁業地域活動グループとでも訳したらいい

力をすることも重要です。サルデーニャには自主申告に

のではないかと思います。FLAG の設置は EU 全体で進ん

よるサービスレベルの表示制度はありますが、まだ第三

でおり、現在 332 のグループが承認を受けています。構

者による評価制度はできていません。今後の検討課題だ

成メンバーは、漁業者のほかに、行政の担当者、加工流通

と思います。漁業体験、レストラン、宿泊などを組み合

業者、地域の観光業者など漁業以外の関連産業の人たち

わせて行うことが望ましいのですが、最初は個別に取り

の代表などです。地域からのボトムアップで、漁業や沿

組み、将来は広げていくように段階的な発展を目指して

岸地域の持続的発展を進めていくことを目的としていま

もよいと思います。漁業観光だけであれば一日で終わっ

す。イタリアには現在 35 の FLAG があります。

てしまうので、滞在型となるよう地域の歴史文化を学習

サルデーニャ州では、島全体を四つに分けて、それぞ

するために博物館を巡ってもらったり、農業等ほかの観

れに FLAG が既にできています。その中の一つであるサ

光資源を体験したりと、それらを連携させたコースを設

ルデーニャ東部 FLAG は、54 人のメンバーで構成されて

定して提案することが必要です。情報発信は、一括の検

おり、13 の沿岸自治体、漁業関係者、観光等の漁業と社

索サイトはありませんが、ウェブサイトを作成したり、

会的つながりを持つ企業の人で構成されています。

SNS の活用等各事業者の努力も重要だということが分か

サルデーニャ東部 FLAG が具体的に漁村観光に対して
行っている支援事例を二つご紹介します。まず一つ目は、
漁業者が漁村観光に取り組むためのガイドラインの作成

りました。説明は以上です。どうも、ご清聴ありがとう
ございました。
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パネルディスカッション

座長

みんな好き、きっと好き、日本の漁港・漁村
〜「渚泊」の推進による漁業地域の活性化〜

パネリスト

パネリスト

福守 剛

▶ 鳥羽市

▶ 一般社団法人 まつうら党交流公社内

パネリスト

▶ 札幌大谷大学
教授

江崎 貴久
エコツーリズム推進
協議会 会長

山下 成治

松浦市食と観光のまち推進課 体験交流担当
参事

パネリスト

パネリスト

影山 葉子

中西 豪

髙吉 晋吾

▶ 株式会社 JTB コーポレートセー

▶ 水産庁漁港漁場整備

▶ 漁村総研

ルス 霞が関第一事業部 ソーシャ
ルソリューション事業推進担当

部防災漁村課
課長補佐

技術審議役

本日のパネルディスカッションは、3 つの視点で

漁師を痛めつければよいのかというと、そうではありま

行いたいと思います。一つは、どのような方々が漁村に

せん。漁師がいるから魚が捕れるので、担い手の漁業経

来てくれるのか。

営の対策が必要です。このためには、消費者である我々

山下

次に、6 次産業化に向けて、グリーンツーリズムの場合

から、お金が彼らに戻らないといけないので、漁師さん

は土地がありますから、受け入れは比較的楽なのですが、

とイーブンになるように、流通確保、消費対策があると

漁師の場合は、海に出ています。そのときにお客さんが

いうことです。こういうものが水産基本法のベースにあ

来られたらどうするのか。6 次産業化はなかなかうまく

るのではないかと思います。

行きません。こういう問題で、受け入れ側はどうなって

そ し て、2003 年 の 水 産 基 本 計 画 で す。今 は 新 バ ー

いるのか。最終的には、渚泊というものを、どうやって

ジョンになりましたが、初めは漁業振興を中心にして、

ブランド化すればいいのか、こういう話に持っていきた

それで資源回復によって漁獲量が増大すれば、少数精鋭

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

の経営体によって漁業が活性化し、それによって地域が

物事の始めというのは、やはり、どこから始めるの

生きてくるだろうと考えていました。ところが、漁業就

かを考えないといけません。日本人が、なぜ渚泊を考え

業者が半減すれば、どうやったって回収できません。と

なければいけないのか、から始めます。領海面積が領土

いうことで、漁村振興が出てきました。つまり、帰村で

面積よりも大きい国を見ると、ポルトガル、フランス、イ

す。この部分に取り組まない限り人は増えません。それ

ギリス、ニュージーランド、日本、チリとなります。統計

で、今まで少し嫌がっていた海洋レクリエーション、地

の取り方では、日本が逆転することもあります。

場ならばいいのではないかとなり、都市交流や、海業と

しかし、上位のポルトガル、フランス、イギリスは、植
民地政策時代の島々を手放しておらず、多くの島々を

いうものが出てきたり、海洋性レジャーが出てきたり、
今の流れになっていったと思います。

所有しています。では、残りのニュージーランド、チリ

渚泊というかたちの中で行うとき、一番大切なのは、

はどうなっているでしょうか。この二か国は 2006 年に

浜の人間がどうやって生きていくのかということです。

TPP をスタートさせた 4 か国のうちの 2 か国です。とい

魚がいなければお客が来なく、細々とした中でも、水産

うことは、日本だけが、ある意味で、海岸の資源、海の資

物、魚介類があって、そこに文化、食文化があり、それを

源を長きにわたって使用している、そうして、我々は各

ベースに、われわれは、これから渚泊をどうやって作っ

地で魚の文化を発展させてきました。そういう海洋性の

ていくべきか、これを皆さんと共有しながらお話を進め

ある国なのです。

ていきたいと思います。

2001 年に発表された水産基本法は、魚が豊かなのだ

それでは、パネラーの方々に自己紹介をしていただき

から、これが子や孫の時代まで使えるように資源管理を

ながら、今、何をやられているのか、どんなお客さんが来

しましょうというものです。資源を管理するためには漁

ているのか、どのように対応しているのか、そして、どう

業を管理しなければなりません。では、漁業を管理して

いう組織があるのか、そういった話をしていただければ
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ありがたいと思います。自由で結構ですので、よろしく

るのではなく、おいしいを作っているたくさんの背景を

お願いいたします。

知ってほしいと思っています。そのためには、今まで人

江崎

私は、漁業者の方がどうするかという視点だけで

が行かなかったお店に行って職人や流通事業者の努力を

はなく、漁業と観光業という産業の連携、それをベース

知ってもらうために作ったのが、
「鳥羽の台所つまみ食い

に、その地域全体の振興ということを中心に紹介させて

ウォーキング」です。さらに漁村や市場に行って漁村の

いただこうと思います。私の住んでいるところは鳥羽市

努力を知ってほしくて作ったのが、
「漁師町の島ランチ

で、伊勢志摩国立公園の中に位置しています。伊勢志摩

ツアー」
、
「海女の国スピリチュアルツアー」
、
「砂浜ラン

国立公園は、鳥羽市と志摩市、伊勢市、南伊勢町の 3 市 1

チツアー」といったツアーです。さらに、それだけでは

町から成り立っているところで、その中で私は、旅館の

漁師さんの本当の姿には出会えない、漁村を歩いている

女将をしています。そして、ガイドの仕事をしています。

漁師には会えても、漁師の技などは見られないというこ

「海島遊民くらぶ」という、ガイド会社を作っています。

とで、
「お魚ざんまい釣りツアー」や「無人島たんけんツ

また、いろいろなところに行きますので、そういう知識

アー」というようなツアーを作っています。何を見せて、

などを教えてほしいということで、委員会の委員をさせ

何を知ってほしいのかということを目標にしてツアーを

ていただいています。

作るというスタイルに、徐々に変えていっています。

それからもう一つ、こう見えて女子大生で、三重大に
も通っており、職業は観光が専門なのですが、あえて私
たちの観光のベースである漁業の勉強をするために、漁
業経済を三重大で勉強させてもらっています。こう見る
と、全然違うことをたくさんしていますが、これは地域
の現状を非常に表していると思います。今、人が全然い
ないので、皆さん、とてもたくさんの掛け持ちすること
で地域を運営しているのが実情です。
しかしその共通点は、私は、日本の魅力や伊勢志摩の
魅力を伝えることで、みんなが幸せになる仕事、人を幸
せにする仕事をしていると思っています。まさに無理を
せずに観光のかたちを作っていくということです。
鳥羽市では、これまで漁業者が減り続けてきたのに、
なんとこの 5 年間で初めて増えました。これは、おそら

今まで、地域のストーリーというものが非常に魅力に

くソフトとハード両面の、戦略的な基盤整備がたくさん

なっているので、体験やガイドをベースとしてきました

の皆さんの取り組みによってなされてきたので、理由は

が、私が、今後一番観光で行うべきこと、観光だからでき

ひとつではなく、いろいろな成果の現れとして、今、非常

ることは、その人の努力に光を当てることだと思ってい

にうれしく思っているところです。

ます。そこには、皆さんが守りたいものや、誇りにして

そんな中で、私は、鳥羽市エコツーリズム推進協議会

きたものがあるので、そこに光を当てていくということ

の会長をしています。私の仕事はとても単純で、地域に

が大事で、ここ 2 〜 3 年で、こういうことが商品として実

ある資源、地元の人たちだったり、地元の食材だったり、

現してきたように思います。以前は、楽しい体験がした

この大好きなものをみんなに知ってもらいたく、これら

いとか、おいしいものを食べたいということでしたが、2

の商品作りを行っています。もう一つは、将来にわたっ

回目、3 回目ともなると、社会問題や漁村が抱えている問

て、これらを経営資源として確保しなければならないの

題に一緒に取り組みたい、たとえば、藻場の再生事業や

で、そのためには地域への貢献も必要となってきます。
しかし、これを別々に行っていると、人も時間も、お金も
足りないので、同時に両立させるためにエコツーリズム
というシステムを使った観光を行っています。
海島遊民くらぶの話をします。ここにはいろいろな人
が参加しています。まず、女性の専門ガイドが 5 人いま
す。そこに、漁業者の方や町の人たちが一緒に参加して
くださって、プログラムができていきます。専門の人と、
お手伝いの人という、参加のスタイルを分けています。
そして、お客さまに楽しい商品を作ることは観光として
当然のことですがそれだけではなく、地域に来てもらっ
た人たちに、なぜおいしいのか、おいしいだけで済ませ
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稚魚の放流など、本当に理解した上で一緒に行いたいな

ありますが、実際に受け入れするのは 13 地区で、そこと

どを要望される方が多くなってきています。

連携して、主に修学旅行の受け入れを行っています。

海島遊民くらぶは、いろいろな人々とつながっています。

続いて 3 つ目、定期的なインストラクター講習会の実

いろいろな依存関係ができています。そこから言えること

施、体験民泊に対応する賠償責任保険の加入など、一番

は、経済活動や生活文化など社会の仕組みとして定着する

基本となる安心安全に対する備えです。毎年、最低 1 回、

ためには、地域に「持ちつ持たれつの関係」として相互依存

全ての民泊受け入れ家庭、体験インストラクターは、安

することが重要です。一方、行政に依存してしまうことは、

全衛生講習会を受講して、自己研鑽しなければいけない

持続可能性の観点から違うと思っています。それをするため

ことになっています。

の協議会としてエコツーリズム推進協議会ができています。

次に、農山漁村の民泊における規制緩和についてです。

最後に、この鳥羽市エコツーリズム推進協議会とは別

長崎県で、農林漁業体験民宿推進方針ガイドラインが制

に、ようやく伊勢志摩全体として 3 市 1 町での伊勢志摩国

定されまして、旅館業法、食品衛生法、浄化槽法等の規

立公園エコツーリズム推進協議会として、広域に広げる

制緩和がされていまして、その規制緩和の中で、これを

ことになります。私の 3 年間の念願です。やはり、輪を広

クリアしたところについて、簡易宿所の営業許可、この

げていかないと、地域のリピーターや、本当に理解のある

保健所の許可を取得したご家庭でなければ民泊はできま

お客さまを増やしていけないからです。

せん。それから、先ほど申しました、まつうら党主催の

福守

安全衛生講習会を受講した家庭でなければ民泊はできな

長崎県松浦市食と観光のまち推進課の福守です。

平成 27 年から一般社団法人まつうら党交流公社におい

い、ということにしています。

て、主に修学旅行、インバウンドの受け入れの担当をし

私共は、主に修学旅行を対象にした教育旅行というこ

ています。この事業は平成 15 年に始まったのですけれ

とで実施していまして、松浦党で民泊体験等を行った生

ども、私の家も農村地域で、民泊の受け入れ家庭として

徒さんたちが得られる教育的効果を挙げております。環

実際に活動しております。

境の異なる地域、他の世代との交流により視野が広が

それでは、松浦党の里ほんなもん体験の取り組み、活

り、多様な価値観を形成することができます。この辺り

動内容について紹介します。まず、
「ほんなもん」という

は田舎ですが、厳しい自然と過疎化の中で懸命に生きる

のは、松浦の方言で、本物という意味です。ありのまま

方々を学ぶことで、社会や生活への興味、関心、意欲が向

の、本物の体験を、お客さまに提供するということで、こ

上します。それから、人間関係を深めていただき、コミュ

のネーミングにしております。

ニケーション能力が高まります。そのほか、さまざまな

松浦党の里ほんなもん体験、受け入れに関する 3 つの

教育的効果が生まれているものと考えております。

特徴をお話しします。まず 1 つ目は、約 80 種類の豊富な

次に、体験受け入れの効果ということで、上段に受け

農林漁業体験プログラムと、漁村泊というのは、渚泊と

入れ数が書いてあります。平成 15 年、7 校約 1 , 000 人か

いうものになるのでしょうか、漁村農村民泊については、

らスタートしまして、その後、順調に受け入れを伸ばし

1 日最大 1 , 700 人の受け入れが可能です。体験プログラ

ております。平成 24 年には 185 校、3 万 5 , 000 人、これ

ムについては、農家、漁家の生業をプログラムとした農

がピークでした。3 万 5 , 000 人を実際に受けたのですけ

林漁業体験、昔から地元で食されている伝統料理をプロ

れども、担い手の方には比較的高齢な方が多いので、連

グラム化した味覚体験、それから、北松浦半島という所

日連夜の受け入れに、かなりお疲れになったということ

が活動エリアなのですが、ここの豊かな自然を生かした

で、25 年以降は、約 3 万人程度に抑えて受け入れを行っ

アウトドア体験等があります。
次に、受け入れエリアです。九州
の西の端、長崎県、その北部に北松
浦半島があり、そこが体験エリアで
す。松浦市、平戸市、佐世保市の 3 市
で広域連携をして活動しています。

2 つ目に、民間主導のコーディ
ネート組織、一般社団法人まつう
ら党交流公社ですが、松浦市など
の行政がバックアップする、いわ
ゆる官民共同という受け入れシス
テムが特徴です。行政の支援を受
けながら、コーディネート組織で
あるまつうら党交流公社が、各担
い手組織、13 地区／団体と書いて
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要があります。その上で、その地域の課題に合った打ち
手を提案して、実行していくことになります。観光振興
は人流作り、農林漁業の活性化においても、人流を作る
ことによって農林漁業の収益化をしていき、自立可能な、
持続的な地域作りの実現をしていくということをビジネ
スとして行っております。
具体的には、地域の人作り、事作り、ツアーというコン
テンツを作って、それをマーケティングして売ってい
く、これを、高付加価値を付けて収益モデルを作ってい
くということになります。都市部の旅行者、そして海外
の旅行者、これに合った場を作っていくことが、私共が
担うところで、一方、地域のパートナーとしては、直接、
ています。また、24 年に 3 万 5 , 000 人を受け入れたと

農林水産省の方々や、観光事業者や行政の方々、そして、

きの経済効果ですけれども、民泊体験料、先生や添乗員

企業、首都圏の大きな企業などもパートナーとして巻き

さんが泊まられるホテルや旅館の宿泊代、お昼の弁当

込んで、一緒になって観光振興をしていくというビジネ

代、離島に行くフェリー代金、上記以外に、民泊家庭の方

スをしています。

は、夕食の食材調達で地元のスーパーで買われますので、

食農の地域作りということで、地域の課題としては、

その辺りも含めて、かなりの経済効果がありました。ま

人材育成、周遊ルートを作ったり、プロモーションを

た、精神的な効果として、先ほど申しましたが、生徒さん

作ったり、地域のブランディングをしたりといったこ

は、力強く生きる力、豊かな心、人格、人間力の成長、ま

とをしています。しかし、これは、すぐできることでは

た、受け入れ側については、将来、日本を担う青少年の人

なく、2 年、3 年掛けて、地域と伴走しながら一緒になっ

格をはぐくむ運動になっているという、生涯学習と言う

て考えて行っています。

のでしょうか、自信、社会貢献の喜びや誇り、生きがいが
効果として上がっているのではないかと思います。

一方、今、旅行社が求めている新しい旅のかたちは、
旅行というのは、ひと昔前までは非日常を求めていまし

最後に、これは、どのお話でも出てきますけれども、や

た。日常から離れて、豪華な旅館に泊まるとか、おいし

はり日本の農村、漁村というのは、過疎高齢化が進んで

いものを食べるとか、すばらしいものを買うとか、そう

います。少子化、私の住んでいる地域も数年前に小学校

いったものでした。それが今は、生き生きとした地域と

が統廃合になり、なくなりました。やはり、そこに住民

出会いたいとか、生活体験をしたいという、異日常、自分

の喜びを与えるとか、そういう経済的なものも含めて、

の日常とは違った人の日常を体験したい、テーマ性の強

地域活性化、地域振興を図る必要があるのではないかと

い旅をしたいとか、交流をしたいといったものになって

思います。

います。一点豪華主義ではなく、やはりコストパフォー

私は行政側ですが、やはり行政はもとより、第一次産

マンスも重要で、自分の身の丈にあったプログラムに

業をはじめ、あらゆる地域産業や人を巻き込み、地域一

入っていきたいということです。皆さんご存じだと思い

丸となって取り組む志とモチベーションの共有が必要で

ますが、団体から個人へ変わってきています。やはり今

はないかと思っています。

は、観光地に行きたいわけではなく、異日常空間が味わ

影山

私共の会社が取り組んでいる全体の話と、各論

える生活地を求めて、ライフスタイルツーリズムという

で、地域で開発したプログラムの話をします。私共は創

ところに進化をしています。着地型観光、着地型体験を

業 100 年を超える旅行会社で、今は北海道から沖縄まで

推進することによって、その地域がオンリーワンの地域

地域分社化をしているのですが、来年の 4 月に、また 1

になっていくというところを、地域に入って一緒に開発

つに戻り、新たに全国を 1 つに統一した会社となります。

しています。

そのときの事業ドメインを、交流創業事業と銘打って、

一方、これは私共の統計ですが、これは、ここ 2014

旅行を販売するということではなく、JTB ならではのソ

年から 2016 年まで、1 年に 1 回 9 月にある、ビジット・

リューションの提供により、地球を舞台に、あらゆる交

ジャパン・トラベル・アンド・マイス・マートという、

流を創造して、お客さまの感動と共感を呼び起こすとい
うこと、要は、世界を舞台にしてツーリズムを作ってい

JNTO が主催する、海外の旅行会社が 400 社、日本の地
域が約 600 地域、一気に 3 日間掛けて商談をするという

くという事業ドメインに変えようとしています。

イベントがあります。ここには農林水産省の支援があっ

その中で、今、農林水産業と観光のプロジェクトを、私

て、観光地ではない農山漁村地域の方々も何人も参加し

も含めて全国のメンバーで行っています。地域に入って

ています。このようなところと商談をした海外の旅行会

ツーリズムを作るときには、地域のあるべき姿というも

社に聞いたところ、農山漁村に興味があるかという質問

のを、きちんと理解して、共感を得られるものを作る必

に対して、2014 年では 65 ％、それでも、興味を持ってい
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ちんと地域と連携してくれて、気仙沼市がすばらしいの
は、今はもう DMO になっていますけれども、そういっ
た組織がきちんとオペレーション、マネージメントをし
てくれるので、私たち旅行会社としても非常に作りやす
く、こういったおもしろいプログラムを作っています。
こういうことから、地域のほうでも、旅行会社依存で
はなくて、自分たちの資源をきちんと見直して、自分た
ちでプログラムを作っていくということで、水産の町で
すので、漁具屋さん、先ほど異日常とありましたが、私た
ちは、釣り具屋さんではなく、プロの漁具屋さんに入っ
てみて、漁具を見せてもらったり、氷屋さんに行って、
氷の製造過程を見せてもらったり、造船所に行ったり、
ると思ったのですが、2016 年では約 9 割の旅行会社が、

こんなことが着地型体験プログラムとして、地域で頑

そういったところにとても興味がある、情報が欲しい、

張って作って、継続しているということです。

とニーズが大きく高まってきています。

山下

ありがとうございます。非常に広域的に取り組ま

では、私たちの事例についてです。宮城県の気仙沼市

れていますね。本当に、どのお客さんがどこに行くかと

で行ってきたことを話します。震災以降のことになり

いうマッチングは、なかなか難しいと思うのですが、ノ

ます。私共が気仙沼市に入り、震災復興に向けて、もち

ウハウのようなものはあるのですか。

ろん漁業の町ですから、漁業の方、水産加工業の方、行政

影山

の方、観光事業者も含めて、チーム気仙沼というものを

グですね。きちんとマーケティングをして、どういっ

作り、地域として「海と生きる」をテーマとしたまちづ

たお客さまが、どういったことを望んでいるかという

くりをしてきました。私たちは外目線として、旅行者に

ことを、客観的に見ながら、私たちが取っている全国の

とって、それがどれだけ魅力的な商品かという磨きあ

データもありますので、それを見ながらプログラム作り

げを一緒にしてきました。

に活かすということになります。
山下

私たちは、ノウハウというよりも、マーケティン

その辺りのノウハウが知りたいところで、目に見

えるような、効果のデータをお持ちで、これにはこれを
つなぐ、といったかたちになっているのでしょうか。
影山

そうですね。元々、旅行会社ですので、どういう人

が、どこから動いて、どこで泊まって、何をして、というデー
タはずっと蓄積していますので、それを使っております。
山下

なるほど。この辺りから、だんだんとバトルに入

りましょう。福守さん、JTB さんを使って来たことはあ
りますか。江崎さんにもお聞きします。
福守

修学旅行ですが、JTB さんも、近畿日本ツーリス

トさん、日本旅行さん、大手の方々は、ほとんど教育旅行
部門を持っていらっしゃいますので、そこで大変お世話
になっております。
具体的には、ワークショップを行い、カキとワカメの

山下

やはり、力として、タイアップしたほうが絶対に

養殖の漁師さんだったり、行政の方であったりと、一

いいというパターンも出てくるのですね。

緒になって勉強したり考えたりして実証検証をしまし

福守 そうですね。

た。その結果生まれたプログラムが、2014 年、これ 1 回

山下

きりでしたが、気仙沼は遠洋漁業の町でもあるので、遠

すが、大手の人というのは、大量に送り込んで、それこそ

洋漁業のマグロ船が、新造されたときに乗船する体験ツ

先生がおっしゃっていた、マスになってしまっていたの

アーを作りました。また、海中貯蔵旅という、これは今

かと思っていたのですが、最近は違うのですね。

も継続をしていますが、町の酒蔵の社長さんと漁師さん

影山

とが一緒になって、お酒を 1 年間カキ棚に吊して沈めて、

ろん、マスツーリズムで大量消費という構造があったの

貯蔵するという内容です。旅行者が、お酒を沈め、また

ですが、先ほど申し上げたように、もう市場のニーズが

1 年後に引き上げる、必ずツーリズムとして帰ってくる

変わってきていますので、それに合わせて私たちのビジ

という仕組みを作っています。酒蔵と漁師さん、漁家民

ネスモデルも変えていかなければいけないということ

宿も関わっているのですが、こういうところで漁師がき

で、今は転換期です。

なるほど。私はまた、JTB さんだけではないので

そうですね。これまでのビジネスモデルは、もち
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山下 なるほど。江崎さんはどうですか。

訪問者の増加に向け、政府全体のみならず農村漁村につ

江崎

そうですね。そういう意味で言うと、リアルエー

いても、滞在型旅行をビジネスとして実施できる地域を

ジェントと言われる旅行会社は、JTB さんや近ツーさん

500 地域、創出するということにしています。この、ビジ

になるのですが、そういう方たちの中では、JTB さんが

ネスとして行っていくことがポイントで、他からの支援

ずば抜けて、そういう考え方をされているので、お付き

がなくても独自で行える体力のあるところを作っていこ

合いしやすい旅行会社さんだと思っています。私たちが

うということです。

リアルエージェントと付き合うときに絶対やらないの

この支援策として、渚泊推進対策があります。農泊推

は、募集型です。募集型という、この日に、これだけ不特

進対策の中でやらせていただいています。ソフト、ハー

定多数の人を集めるので、やって下さい、というものは

ドについて、今年度から新たに立ちあげております。ソ

全てお断りさせていただいています。個人のお客さまや、

フトについても、定額で上限 800 万円まで支援すること

企業さんなど、お客さんを持っていらっしゃる方、そう

が可能です。ハードについても、約 2 分の 1 で、漁業体験

いう決まっているお客さまへのご提案はするのですけれ

施設、レストランの改修を支援することが可能です。

ども、募集型は集まるかどうかわからないため、2 日前、

では、事例を 2 つほどご紹介します。北海道の寿都町

3 日前、1 週間前になってキャンセルされるようなお客様

の事例です。夏はサイクリングやウニの体験、海鮮バー

とはお付き合いしないということにしています。また、

ベキューといったものを提供するほか、サイクルツーリ

募集型は不特定多数の集団となりますので、それぞれの

ズムというものを組み合わせて体験プログラムを提供し

お客様の好みや目的にばらつきが目立ちます。そうする

ています。また、バーチャルリアリティの映像配信をし

と、同時に得られる理解や満足度が下がります。JTB さん

て観光客を引き寄せたり、近くにニセコのスキー場があ

は、その辺りがやはり固くて、とてもいろいろな付き合

りますので、そういった所からもお客さんを呼んだりし

いがあるので非常におもしろいです。

ていきたいということで、今、事業に取り組んでいただ

あとは、やはり、そうは言っても、うちのデータを見る
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いています。

と、グループ系は JTB さんなどが多いのですが、個人のお

次に、福井県の若狭町の事例です。真ん中上のほうに

客さまは、ほとんどネット検索で来ていらっしゃいます。

ある岬小中学校が去年廃校になりまして、鉄筋コンク

山下

また、後でお話を聞きたいと思います。では、中

リートの相当しっかりした建物がありますので、それを、

西さん、この辺りのことを全国調査から感じられている

下の平面図にあるように泊まれるように改修しました。

と思いますので、このことをお聞きしたいと思います。

合わせて、福井工業大学と協定を結びまして、福井工業

どういう客が渚泊に来たいのか、それも含めて、水産庁

大学の学生さんに、ここに来てもらって泊まってもらい、

の思いをお願いします。

朝は釣り、もしくは定置を引いてもらい、捕れた魚を調

中西 水産庁の中西です。私のほうからは、少し堅い話と、

理体験してもらって、海に触れていただくというような

水産庁で今何を行っているのか具体的なことを話します。

事業をやっていただいています。

漁港漁場整備長期計画という、計画があるのですが、

そして、漁村側での受け入れ体制の整備のみならず、

今年閣議決定され、漁村の賑わいの創出、漁村の活性化

やはり、こういった地域が受け入れ可能であるという情

について新たに柱を立てて、これを強力に推進すること

報を発信しないと来てくれないということがあります。

としています。

現在、開発中なのですが、ホームページは情報をたく

この賑わいの創出の中で、成果目標
として掲げているのは、都市漁村交流
人口の増加数です。5 年間のこの計画
の中で 100 万人をさらに上乗せしよう
という意欲的な目標を掲げています。
そのために、渚泊の事業や、水産庁が
持っている補助事業、調査事業をフル
に活用して、これを達成していこうと
考えています。これを達成するための
事業量として、漁村への訪問者増加に
資する施設の整備をおおむね 100 地
区で達成していこうとしています。こ
れを全国ベースとして達成していきた
いと考えています。
また、政府全体の観光インフラプ
ログラムというものもあり、外国人
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さんストックできるという優位点が
ありますし、フェイスブックやインス
タなどは瞬時に情報を発信できると
いうメリットがあります。それを組み
合わせつつ、広くいろいろな人に漁村
の情報を発信していくようなシステ
ム作りをやっているところです。
さらに、今日、ここに来られている
方は、既に渚泊の事業に取り組まれて
いる方や、来年度から行いたいと考え
ておられる方も多くいらっしゃると
思いますので、その参考となる情報に
ついてお知らせいたします。今年の 7
月から 5 日間掛けて、500 人の、主に
都市部に在住する方に、漁村の情報発
信方法をどのように改善をするかと
いうことを目的にしてアンケートを実施しました。

清潔であること、安いこと、広さが十分あること、漁家らし

「漁村地域のご出身ですか」との問いには、ほとんどの方

さがあるということ、という順になっています。やはり値

が「違う」との回答で、このアンケートの回答者のほとんど

段というところを気にしている方が多いという結果です。

が漁村をあまり知らない方々でした。
「普段、観光しようと

ということで、都市住民の方に対するアンケートでは、

する場合、どのような方法で情報を得ているか」では、ホー

このような結果となりました。今後、漁村地域をどのよ

ムページ、テレビ、雑誌、旅行代理店のパンフレットの順

うに作っていくか、どのように発信していくかにあたっ

ですが、やはり、まだ少ないのが SNS、フェイスブック、

て参考になるかと思います。

インスタ、ツイッター、こういったものの情報入手という

山下 一番大切なところが出てきました。先ほどまでは、

のは、まだ限られているのが現状で、いまだにホームペー

体験型、to do 型だという話でしたが、一般の人は、お金、

ジやテレビなどの発信に頼っているということでした。

食べ物、1 泊 2 日だという結果になっています。これはマ

「漁村に行こうとした場合どんな情報が必要か」では、

スツーではないですか。影山さん、この結果をどう思わ

多い順に、交通情報、魚の旬に関する情報、魚介類が食べ

れますか。渚泊を PR していただきたいのですが、まず

られるレストラン、宿泊施設、となっています。やはり、

お客さんのほうを知りたいのです。この結果が代表性を

魚を食べるという情報を欲しており、あとは、どのよう

持っているかどうかは分からないのですが、影山さん、

に行くのかという情報が大事なようです。そのほか、直

どう思いますか。

販施設、青空市の開催情報、周辺にある観光施設等々の

影山

順に並んでいます。

ズムに興味のある人、ない人、一般的な調査となってい

そうですね。インターネット調査なので、ツーリ

「漁村地域にどのくらいの頻度で行くか」では、一番多

て、こういう結果になったかと思います。おそらく、普

いのは、行っていないという答えでした。そして、数年に

段から旅行にもっと行っている人たち、旅行情報を常に

1 回ぐらい、1 年に 1 回程度という、1 年に 1 回行くかど

求めている人たちの調査をすると、もう少し違う価値を

うかというイベントというのが特徴的だと思われます。

求める結果になるのではないかと思います。

「誰と一緒に行きたいか」では、一番多いのは、家族で
行きたいという答えでした。
「漁村地域に行きたいと思う理由は何ですか」では、

山下

ということは、松浦や鳥羽のように、馴染みのリ

ピーター客みたいな人が年中いてくれると、こういうか
たちにはならないのでしょうか。

魚を安く食べる、魚を安く買える、海の風景を見る、ドラ

影山 そうですね。

イブ、海浜浴といったものが続きます。ここでも、やは

江崎

り食べる、買うということが特徴的でした。次に、
「漁村

ありますよね。漁村地域と限定されていると、やはり文

地域に行く場合どのくらい滞在したいか」では、1 泊 2 日

化、食になります。でも、海、島と言った瞬間に、自然、

が一番多く、その次が日帰りという順でした。

癒しとなりますので、そこで全然変わってくるのではな

「漁村地域に行く上で何が条件として必要か」では、ま
ず交通が便利であること、魚介類の料理が充実している

少し思ったのですが、これは、漁村地域と書いて

いかと思います。
山下 質問の内容ですか。なるほど。
漁村なら 1 泊だろうと思います。そこに、きちんと

こと、全体的な費用が安価であること、宿泊施設が衛生

江崎

的であること等々、こういった結果となりました。

海や島が入ってくると、長期滞在になってくると思います。

「宿泊する場合の条件として何が必要か」では、やはり

山下 どうでしょうか。
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ありがとうございました。では中西さん、続きを

いろと多様性に満ちているのだろうと思っています。実

お願いします。そういう意味で、目的が出てきますよね。

は、こういう傾向だということを自分の家で、妻に聞い

中西

てみたのです。そうすると妻も、そんなに裕福ではなく、

行っております。先月、Fish − 1 グランプリというもの

子供の数も多いので、やはり、車で行って、さっと食べら

が日比谷公園で開催され、この中で渚泊を宣伝しました。

続けますけれども、渚泊の PR については私共も

れて、でも、子供に海を見せたいし、魚も食べさせたい
し、ということで、今日は天気がいいからドライブに行
こう、というように、ささっと行けるのがいいという意
向なのです。ほかの方々もいろいろとあると思いますが、
それに結構似ているなというのが私の印象です。当然、
分析対象などで変わってくるかもしれません。
山下

ということは、セグメントというか、お客さんの

ニーズによって違うのでしょうか。SNS の話も、若干で
すが使っているところもあって、インスタ映えするよう
なところだけを狙ってくるようなお客さんもいるでしょ
う。松浦のような、広域にやっているところでは、ある
程度こういう傾向になるのでしょうか。修学旅行なので、
少し違うかもしれませんが。
先ほど修学旅行の数字を言いましたが、一般の方

全国、各都道府県を通じ、こうした場で提供していた

も少ないのですが 500 人ほどは来られています。そのう

だけるパンフレットを取り寄せました。最初、並べただ

ち 150 人ぐらいが外国の方です。どうでしょうか、この

けではお客さんが来なくて、どうしようかと思ったの

項目には当てはまらない部分が多々あるのではないかと

ですが、遊撃部隊を出して配布しました。そうするうち

いう感じはします。

に、お昼になるにつれて人がブースに集まってきました。

山下

この辺りは、大江先生、どうなのでしょうか。グ

パンフレットを手に取っていただいて、あっという間に

リーンツーリズムは、ルーラルとアグリの 2 つに分けられ

パンフレットはなくなりました。また、昨年、フェイス

ていると思うのですが、やはり、こういう傾向でしょうか。

ブックを作りました。フェイスブックの案内もチラシと

福守

大江 同じような傾向を示していると思います。10 年以上

共に配布しました。Fish − 1 グランプリ自体は夕方まで

前に同じような調査を行っていましたが、その後まったく

あったのですが、1 時半ぐらいには全てなくなり、来年は

調査を行っていないので、こういう調査は継続的に行って

また数量を増加して行いたいと思っています。

ほしいと思います。それはいいとして、基本的に、その当時
の答えとほとんど同じだなと、懐かしく見ていました。
そのときの調査は、都市側と農村側に、同じ質問をし
ていまして、そのギャップが非常におもしろかったです。
都市側が求めているのは、先ほど出てきたような情報で
す。ソフトウェアを求めていて、自分のニーズを投げた
ときに、うまくキャッチしてほしいというニーズが多い
のですが、農村側が感じるのは、どちらかというと、ハー
ドウェアのほうに行っていて、施設がないとか、そうい
うところに行くことがあります。そこの部分で、やはり
ソフト系に対する認識が弱いというのが、その 10 年ぐら
い前の調査で、はっきり出ていました。その辺りの、都
市と農村の認識のギャップを、もっと解消していくとい
うことも大事なのではないかと思います。
山下

先生がおっしゃるように、ツールそのものに入る前

ブースに来た人からは、子供が行っても安全かとか、

に、認識のギャップ、いわゆるマーケティングで言うと 4P4C

漁業体験ができるのか、おいしい魚を食べられるところ

のズレを、まずたたかないといけないということですね。

の情報が少ないとか、そういった声がありました。やは

大江

そうですね。ようするに、ニーズにただ応えてい

り、参加して良かったと思っています。実際に来ていた

ればいいというものでもないと思いますので、先ほど江

だける方も、東京近郊の方ばかりでしたので、そういった

崎さんが言われたように、目的をしっかりしていくとい

方々の感触を得ることができました。個人の方というの

うことは非常に大事なポイントだと思います。

は、自分たちで行ってみて、自分たちで体験、食べてみる
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というニーズも、まだまだ強いのではないかと思います。

ば、みんな競争相手になるわけですが、そこでは、こうい

山下

ベースがあるということですね。

う取り組みをしてはどうかという話し合いをして、よりい

中西

そうです。当然、先ほどおっしゃったライフスタ

いレベルに持っていこうとしています。ただ、非常に仲良

イルに応じて、いろいろな体験をしたいというニーズも

く見えたのですが、よくけんかもすると言っていました。

ある一方で、そういう潜在的なニーズも強いのではない

やはり、ぶつかるところは、ぶつかるのですけれども、最

かと感じました。

後には、良くしようという方向に行くということでした。

山下

山下

ありがとうございます。ベースラインとして、ま

けんかするときは、料金設定だとか、その辺りで、

だまだ行ったことがないという人ばかりなので、それが

同じ日程で同じことをやっているのに、こちらが幾らか

1 回行けば、こういうものがあるのか、こういう体験もあ

高い、といったことがあるかもしれませんが、JTB さん

るのかという話になってくるわけですね。柳先生の韓国

は、ある意味で、そういうものも調整できるような能

では、それをある意味では強制的に PDCA で回すように

力を持たれているのですか。

なっているわけですね。髙吉さんの報告にあったイタリ

影山

アの場合は、1 人 1 人がいろいろなメニューを使って頑張

私たちというよりも、やはり地元の DMO なり観光協会

そうですね。事業者さん同士の調停というのは、

ろうとしていました。上から押さえるのか、下から上が

さんなりが、普段の付き合いの中で丁寧にやっていく部

るのか、これもわれわれは議論をしておくべき事なので

分だと思います。ただ、地元の人たちだと、どうしても

はないかと思っています。髙吉さん、いかがでしょうか。

地元理論になってしまって、力関係があるので、何の関

髙吉

イタリアの事例でご紹介したように、組織的な取

係もない私たちが外から発信して、こうでしょうと一言

り組みとしては、FLAG という組織があります。FLAG

言ったら、さっと片付いたという事例もあるので、うま

も、やはり地域がボトムアップで、漁業や漁業地域の振

く使ってほしいと思います。

興を考えようということで、上からというよりも、下か

山下 そういうことがあるのですか。

ら盛り上げていこうという動きをしています。これまで

影山

は個人個人の取り組みがベースだったのですけれども、

れないということで、先ほどのようなマーケティングの

そうですね。地元の方たちで調整しても調整しき

その FLAG の人たちは、これからは地域連携で、漁業だ

データを出して、やっぱりこうだよねというロジックで、

けでなく、ほかのものも入れて地域の魅力を高める、そ

「お客さんがこう思っているのだから、こうですよね。」

して滞在してもらうという取り組みに変えていきたいと

というふうに言うと、いろいろあるのでしょうが、納得

いう考えでした。FLAG のメンバーが、われわれと一緒

していただいたという事例もあります。

にずっと回ってくれたのですが、彼らもだんだんと、そ

山下

ういう考えに染まったというのか、お互いに確信したと

おっしゃっているエビデンスを持ってくるということ

いうのか、やはり、そういった地域全体でお客さんを招

ですね。データで語れば調停ができる、まさに DMO、

く、満足してもらう、そのために品質を高める取り組み

DMC ですね。江崎さんのところも、結局は DMC に近

が大事だということです。

くなってきていると思いますが、どうですか。

山下

江崎

一人一人が個々に行っていると、フィールドは同

逆に、外から第三者が見て、まさに大江先生も

調整の一例として、価格設定も話題に上がります。私

じ海ですから、似たようなメニューになってきてしまい

が他地域にアドバイザーなどで訪問した際にも、よくある相談

ますよね。そうすると、あるところでは施設が整備され

です。そもそも隣同士の宿でも、体験でも、受け入れる人の個

ている、あるところでは船がいいとか、そこで、ある意味

性が商品に大きく影響するため、同じように見えても違ったカ

での差別化はするけれども、お互いに引っ張り合ったり

ラー、違った良さになります。ですので、料金を調整する必要

するようなところはありませんか。

はあまりないと思います。むしろそれは、お客様が判断するこ

髙吉

漁船の観光を見にいったところで聞いた話なの

とで調整されていきます。船が似ているとか、そういう話では

ですが、同じ港で 4 隻ほどやっているので、やはりお客

なくて、同じように釣りに行っても、その乗っている方のサー

さんの引き合いになるそうです。それで、自分は別の港

ビスや時間も違ってくるので、やっていることが違うのですか

に船を持っていって、お客さんを乗せているということ

ら値段が違うのは当然で、あとは、売れるか売れないかの話

でした。あそこは観光客が本当に多いので、単純に日本

ですのでいいと思うのですが、むしろ、地域の資源を使うの

に当てはめるのは難しいかもしれませんが、そういった

で、その資源を痛めないようにすることが大事だと思います。

恵まれた環境の中だから、うまくやっているのかなと思

観光から言えば、たとえば漁業も地域資源ですし、自然も地

います。ただ、お互いに切磋琢磨してレベルを上げてい

域資源です。そういうものを痛めずに使っていくという考えが

くという意味で、いい方向に行けばいいなと思います。

必要なのですが、観光というのは、資源がなくならないという

山下

発想があるのです。漁業は、資源がなくなるかもしれないとい

地域全体が、いわゆるそのツーリズムの中で盛り上

がっていけるので、まだキャパ的にはあるということですね。

う発想が元々あるのですが、観光はコンサルや専門家の地域

髙吉 まだあると思います。それで、古民家宿泊の話をし

振興の入り口的な手法によって、地域資源は掘り起こせばい

ましたが、古民家も、7 軒でやっているので、見方によれ

くらでもあるという固定概念が普及されていますが、使い方に
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に引っかかってしまっていけないとか、そういうところ
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あなたたちが使えば地域資源がなくなるのかもしれないとい

は、抱き合わせで相談に乗っていただけるのでしょうか。

うことを、きちんと踏まえて、そこを調整することのほうが、観

中西

光をやるときには大変だと思います。漁業の資源管理と同じ

は、各県で違いまして、長崎県のように許可がいる県と、

実は、その辺りの簡易宿所営業や旅館業法の運用

く、観光も受け過ぎるな、使うなというような調整をやってい

そうでない県と、県ごとにかなり運用が違うところがあ

かないといけないというところがあります。

ります。農山漁村の民宿に泊めるという場合に限っては

山下

いらないとか、各県によって運用がまちまちで、そこをわ

魚というものと似たような、ソフトの中の、景観

なども含めて、枯渇性があるということですね。

れわれのほうで全て押さえているわけではないのです。

江崎

山下 ケースバイケースなのですね。

そうです。以前のように、自分たちで作った経営

資源なら良かったのですが、今は地域と一緒にやってい

中西

はい。その許可を取るために、消火器を置かなけ

るので、自然を使っている漁業などを資源にするなら、

ればならないとか、環境を良くしなければいけないとか、

当然そこに連動しますよね。

トイレに石けんを置かなければいけないとか、そういう

山下 守らないといけないということですね。中西さん、

指導を保健所が行うところもあります。その辺りは、本

まだ全国事例は少ないですが、そういう観点で、広域な

当に各県ごとに違うというのが実状です。

のだけれども、ずっと循環できるようなかたちを組まれ

山下

ているという事例はどこになるでしょうか。

ないといけないのですね。髙吉さん、イタリアの事例だ

中西

とどうなのですか。最後の陸上のレストランなどは、勝

影山さんから話のあったチーム気仙沼ですが、組

そうすると、やはり、まだ個別に担当部局とやら

織的なバックアップもできていますので、広くいろいろ

手に食べさせているわけではないのですよね。

な人が関わって行っていくということは大事だと思いま

髙吉

す。先ほど福守さんからもお話があったように、やはり

検査を受けると言っていました。日本で言えば、厚生労働

受け過ぎると、地元の方も疲れてしまうというところが

省系の衛生部局もあれば、イタリアにはもう一つ、警察の

あって、餅は餅屋的なところがあるのかと思います。受

衛生部局があるらしくて、それも回ってくるそうです。そ

け入れる専門の人、マーケティングをする人というよう

このチェックを受けてやっているということでした。いず

に、分業的なところをやれば、持続性というものが出て

れにしても、衛生面の検査を受けなければいけません。

くるのではないかと思います。

山下 勝手にやっているわけではないということですね。

山下

人的資源も枯渇してしまいますよね。年を取り、

疲れて、楽しくもない、といったこともあります。

船で食べる場合もそうですが、やはり、衛生部局の

今度は受け側のほうで、いろいろな問題が出てきてい
ます。来るお客さんが、一応セグメントになったとして

個人でやるには、あまりにもストレスがあったり、敷

も、受ける体制を作るまでが結構大変だということです。

居が高かったりするけれども、そこにグループを作って

大江先生、イタリアのアグリツアーもやられていますが、

やればブレイクできるということですね。松浦はおもし

この辺りの問題は、比較的昔から解消されているように

ろいところですが、先ほども出たように規制緩和という

思いますが、どうでしょうか。

ものがあって、うちもそうなのですが、衛生法などで、

大江

お客さんにしてお金を取ってしまうと、これになってし

が、イタリアでも、もう 20 年前から、アグリツーリズムを

いくつかメモを取らせていただいているのです

まうのですが、あれはよく規制緩和できましたね。漁師

やる農家の数は、3 〜 5 ％ぐらいだろうと言われていま

さんが作って、それを提供してお金を頂くというのは、

す。先ほどもあったように、適性がありますし、やはり

どうやって規制緩和をしたのですか。どこの規制を緩和

ホスピタリティの活動ですので、相手の方が喜んでいる

したのでしょうか。

のを見て自分が喜べるというタイプの方でないと、なか

福守

なか苦しいと思います。これは、いい悪いではなくて、

一番のメインは、いわゆる、上げ膳据え膳という

のはお宿になりますから、共同調理をして、一緒に食べ

向き不向きです。ようするに、資源の有効活用という意

るということで、食品衛生法の関係になりますけれども、

味で、一番適材適所ということだと思いますので、全て

朝食、夕食は共同調理をするということでクリアできる

の方がやる必要はありません。私は、こういうツーリズ

という考え方です。

ムの話をさせていただくと、たとえば農家の方から、
「お

山下 それは、長崎県が解除したのですか。

前は観光業者の回し者か。」と言われることもよくあり

福守 はい。長崎県の推進方針の中でやりました。

ます。そういうときに必ず申し上げるのは、お父さん世

山下

代はいいのです。お父さんは、こういう会議に出てきて、

なるほど。中西さん、渚泊とは少し違うのですが、

これをメニューとしてプロモートする場合は、いろいろ

こんなものはできないとすぐに決めつけてしまいます。

なことをやらないといけないと思います。漁師が来たら

それはなぜかというと、自分は既に持っているからで

とか、宿泊が掛かったりとか、いろいろなものがあって、

す。自分の技術なり、農業、あるいは漁業で持っている

私のところに行くと、たとえば 6 次産業化するのでも、

から、いいのです。でも、奥さんや若い娘さん、自分の後

昆布の煮物は作れるのですが、それを売るときは販売法

継者、彼らは、自分の親の領域ではなくて、自分の領域を
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作りたいといつも思っているのです。ですから、彼らの

の地域の事情に応じてネットワークを広げていくことが

新しい可能性を伸ばして開花させるという意味では、こ

大事であり、有効なのではないかと思います。

のツーリズムの活動というのは、その機会をもたらす

あと、レストランのことなのですけれども、レスト

チャンスになると思っています。ですから、次の世代の

ランは、農業でも漁業でもそうなのですが、季節性を制

ことを考えてくださいと、私はいつも必ず申しあげてい

限するという意味では、非常に大きな役割を果たします。

ます。次の、新しい若い世代、あるいは女性の方々が、自

どうしても農業や漁業は季節性に規定されてしまいま

分たちの可能性を広げること、それが地域の可能性を広

す。でも、レストランというのは、年間営業して、週末、

げていくことにつながっていくということを、やはり考

冬場でもお客さんに来てもらえます。ただ、その場合、

えていただきたいといつも申しあげています。

地域の食材がなくなることがありますけれども、それは

それから、では、どうやって伸ばしていくのかとい

仕方がないと割りきって、この時期は地域の食材は出せ

うことがあると思うのですが、私は、段階的イノベー

ないということを明記すればいいと思います。その季節

ションというものを申しあげています。つまり、一気に

性を少しでもならすという意味でのレストランの重要性

は行かないということです。こういう活動というのは、

はあると思います。

必ずステップアップしていくのです。もう 10 年ぐらい

また、資格の問題なのですが、これは確かに、エント

前ですけれども、松浦で調査させていただいいた経験を

リーモデルだと、いつも私も申しあげています。初めてや

元にアンケートをやって見出したのですけれども、ス

る方が、最初にビギナーとして入ってくるには非常にいい

テップを 5 つぐらいに分けて質問しました。そうすると、

のですが、規制緩和の問題点もあると思います。それは、

こういう交流活動をやって最初に一番感じるのは、レ

クオリティの高度化のモチベーションがなくなるという

スポンスがあって、子供たちに感謝されてうれしい、と

ことです。やはり、それを高めるためには、資格をきちん

いうことです。それが自信になるのです。それが一番多

と取っていって、それに応じたクオリティに上げていくと

い回答でした。その次があると、地域内でのいろいろな

いうステップが長期的には必要になってくると思います。

ネットワークが進んでいきます。それが進んでいくと、

山下

地域資源の発見があります。こんな資源が使えるのか、

いかないと次がないということで、まさに進化社会学的

ということです。その間に外とのネットワークも広がっ

な解釈の仕方ですね。先生が調査されたところですけれ

ていくのですが、最終的に、それが実際の活動につな

ども、福守さん、当事者がやり始めたときも、5 段階にわ

がっていくという、そういうステップがあるということ

たっていろいろな問題を起こしたと思うのですが、その

ありがとうございます。食農としても、進化して

が分かりました。私はこれを段階的イノベーションと申

辺りの事例やジレンマをご紹介いただけませんか。

しあげているのですが、ただ、本当に実際の活動に結び

福守

つくという例は 1 割もありません。5 ％とか、そのくらい

入れ地域の中の 1 つを、立ちあげから、ずっと携わって

です。でも、そういうふうにステップを踏んでいくとい

きたのですが、やはり組織作りということが重要なのか

うことは、間違いなくあると思いますので、まずは身近

なと思います。先ほども、組織作りが難しいというお話

なところからやって少しずつ自信を付けていって、そし

がありましたが、そこの地域のリーダーの方、キーパー

て、いろいろな人とのネットワークを広げて、力を借り

ソンは、いい意味での、ばかになる方、松浦のほうでは、

実は私も、この公社に入る前、13 地区ある受け

ていくということだと思います。その場合に大事なのが、

「のぼせもん」と言いますけれども、そういう方や、打た

社会的なネットワークです。それは、いろいろなかたち

れ強い方が地域のリーダーになられたほうがいいよう

で作れると思います。人材がいれば地域の中で作れると

に思います。やはり、その地域のリーダーをまず捕まえ

思いますし、そうでなければ地域の外で広げていくとい

た上で、地区内の仲間作り、担い手作りから始めました。

うことも可能だと思います。今日、私は 3 つの事例を申

それから、この事業による地域活性化、経済的効果、儲か

しあげましたが、別にそこに縛りはありませんので、そ

るのだということ、日本の将来を担う青少年の人格をは
ぐくむ運動に参加しているのだということ、その辺りも、
じっくり話しました。また、15 〜 16 年前ですが、当時の
スタッフは、土日祝日かかわらず、夜昼かかわらず、かな
り地元に入られて、熱心に組織作りをされました。ただ
地域の動きを待つのではなく、事務局は相当ご苦労され
たようです。これからやられるところは、その辺りも含
めて頑張っていただきたいと思います。
それから、先ほど大江先生の話にもありましたが、や
はり、始まった当初は、目新しい事業ですから、変人扱
いというか、実際にやっていて冷ややかな目というのは、
かなり私も感じていました。役所内でも、何してるのと
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いう感じがありましたけれども、こうやって成功したこ

取り組みができそうですね。

とによって、やはり、頑張れば、成果があれば、そういう

影山

ことがあるのかなということです。

ところとパートナーになって作っていくという役割で

山下 では、江崎さん、様を見ろ女将というかたちで、今

す。それで、1 つだけ宣伝をさせてもらってもいいです

まで、立ち上げるまで非常に苦労されたと思います。絵

か。皆さんにお配りしている資料の最後に、フードツー

はきれいですが、その辺りのスライドか何かありますか。

リズムの開発講座というものが載っていますが、これは、

江崎

何をやっていいのか分からないという地域の方たち向け

全体として言えるのは、私は夏目漱石さんの「私

そうですね。私たちは、しっかり地域ができた

の個人主義」という本がとても好きだったのですが、

のもので、これからツーリズムを作る人たちを育成しよ

何を言っているかというと、中身を作ってから外見を作

うというときに、まず観光とは何かとか、価値創造とは

れという話なのです。それは、どこかの講義でされた話

何かとか、そういったところから入って、2 日間、3 日間

なのですが、やはり、皆さん、先に枠組みばかり作ろう

にわたってやっています。要は場作りです。この内容も、

とするのです。今、言われていたことも、おそらく、組織

もちろんそうなのですが、先ほど言ったように、協議会

の話というのは、要は中身が大事だという話だと思うの

で集まろうと言っても、目的もないと、集まって同じよ

ですが、お客さんが来ないのに準備ばかりしていても、

うな話をずっと繰り返していても仕方がないので、外の

みんな盛り下がります。それで体制ばかり作って、説明

講師が行って、きっちり2日間教え込むということもやっ

会などをして、
「皆さん、ぜひ、これからやりましょう。」

ていますので、こういうものも、渚泊のことで利用して

と言っていて、ちっともお客さんが来なくて、そのうち

いただければと思います。

忘れてる、という感じです。

山下

山下 疲れてしまうのですね。

えば、江崎さんのところで 3 日間ぐらいやる、というよ

江崎

そうなのです。それよりは、本当に小さなことか

影山さん、これ自体が渚泊になりませんか。たと

うなものです。

らやって、本当にお客さんを 1 つ入れてみるということか

影山

ら、
「来るから、やろう」ぐらいの感じでやっていくと、あ

うということですか。そうですね。まず地域で勉強して

まり深く考えずに、みんなが付いてきやすいと思います。

もらって、その後みんなで視察に行くとか、そういうア

山下 実際に成果が見えますからね。

レンジは、どんどんしていきたいと思います。やはり、

江崎

そうですね。そういう感じがしますし、うちが協

先ほどおっしゃったように、人が来ないと盛り上がらな

議会を作るとき、会社と協議会で圧倒的に違うのは何か

いということはあるので、それなら、待っていても来な

というと、会社のときは、必要性が出てきて、お願い、と

いなら、まず最初はモニターから始めようとか、キャン

いう感じなのです。船を運転してほしいとか、家を見せ

ペーンを張ってみようとか、企業とタイアップしてみ

てほしいとかいうように、必要性があるから、何をするか

ようとか、そういった手段の提供はできるので、地域を

江崎さんのところで、視察も含めてやらせてもら

決まっているから、相手に声を掛けるのですが、協議会だ

しっかり固めていただいて、ご相談いただければ、手段

と、まだその人に対する必要性がない中で集めますよね。

は提供いたします。

山下 円卓になってしまうわけですね。

山下

江崎 そうなのです。そうすると、いつこの人が必要か分

ですが、中西さん、水産庁のホープ、渚泊を引っ張ってく

結局、人なのだということですね。そろそろ時間

からないけれども、可能性を探るという意味ではおもし

ださい。一言、頂けますか。

ろいのですが、ずっと出番がない可能性もあります。その

中西

ときに、どのようにしてやっていくかということが非常に

ていくか、作っていくかということで、やはり問題点の

大事です。そのためにやってきたのが、何のためにやるか

見つけ方ですね。今までも議論になってきたように、外

という理念作りです。そこを、行政の人たちと、夜中まで

の人から何かを言っていただくというのもアプローチ

話をして作りました。循環と連携というものを、ぱっと出

の 1 つだと思います。北海道の歯舞でも、毎年干潟に来

しましたが、あれを出すのに、ものすごい時間と能力を掛

る鳥がいるのですけれども、地元の人は何とも思ってな

けています。それをやっているから、うちは行政の担当が

くて、それが実はオーストラリアの野鳥家にとっては大

異動するのも OK と思っていて、異動するからどうせい

変珍しいことで、1 〜 2 カ月滞在する、といったこともあ

なくなると地域の人は言うのですが、むしろ 2 年ほどの間

ります。地元の人は何も感じていないようなものが、実

に、私たちがやっている循環と連携の考え方を、しっかり

はものすごく価値があるのだという、そういう外の人の

と行政の人たちに教え込んで、次に異動してもらって、そ

目線を入れてみるのも、解決の糸口になるのかなと思い

の異動先で同じ考えの元に花開いてくれるので、それを

ます。そういったところを、どんどん作っていきたいと

20 〜 30 年続けたら、きっと全体として良くなるのではな

思っています。

いかという、人材育成というところをやっています。

山下

山下

います。

まさに、そこですね。人作りですね。それは哲学

ですね。影山さん、そういう地域だと非常におもしろい

ありがとうございます。やはり、地域をどう育て

ありがとうございます。新しいかたちになると思
※役職名等については、平成 29 年 12 月の講演時点のものです。
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UAV を活用した漁港施設の点検手法の
普及に向けた検討

１．はじめに
UAV（Unmanned aerial vehicle；無人航空機）を用いた

２．主な着眼点
⑴ 漁港施設の点検で要求される精度

調査では、カメラの画角や解像度、UAV の飛行高度の設定に

「水産基盤施設機能保全計画策定の手引き」では、老朽化の

より調査対象物の俯瞰撮影から詳細な視認まで行うことがで

判断基準として凹凸やひび割れ等の寸法の目安値が示されて

きます。漁港施設の日常管理においては、点検業務に従事す

います。要求精度が最も高い老朽化度 c ランクに相当するも

る専門職の不足、高所等の立入困難な場所での危険性、およ

のとして、重力式（無筋コンクリート）では幅 10mm のひび

び調査者の個人差に伴う評価・判定のばらつき等の問題に対

割れ、重力式（鉄筋コンクリート）や矢板式（上部工）では幅

し以下の改善効果が期待できます。

3mm のひび割れが挙げられています。

①短時間で広域に渡る写真撮影が可能となるため点検作業
の省力化が図られる。
②人の立ち入りが困難な消波工や天端幅の狭い護岸、胸壁、
陸から隔てられた沖防波堤、水域施設等における点検を
安全かつ効率的に行える（図 1）
。
③取得した画像データの客観的な解析・分析により変状の
規模・形状の計測精度を一定に確保できる。
平成 29 年度水産基盤整備調査委託事業「水産基盤施設の長

本調査では、幅 3 〜 10mm のひび割れを視認することに
照準を定め、十分な分解能を得るためのカメラキャリブレー
ションの手順を検討しました。

⑵ 漁港特有の現場条件への留意
漁港では、漁業者をはじめとする様々な利用者がいます。
また、岸壁等に係留されている漁船、上屋等の建築物、水面に
設置されている筏、照明施設等の障害物があります。
本調査では、これらの漁港特有の現場条件を踏まえた安全

寿命化対策検討調査」では、現場でのモデル検証を行いなが

対策上の注意事項を抽出し整理しました。

ら本調査手法の普及に向けた検討を行ったので報告します。

⑶ 遵守すべき法令等
UAV の飛行に際しては、航空法をはじめとする法令・ルー
ルを遵守する必要があります。
本調査では、調査計画時に確認すべき関係法令等について
把握し整理しました。

▲図1：立ち入り困難な消波工や海底部の状況把握の事例
（三崎漁港諸磯湾地区、飛行高度70m、オルソ画像1））

▲図2：UAVの高度と確認可能な分解能の関係の例

TOPICS

３．主な留意事項
⑴ カメラキャリブレーションについて
UAV に搭載しているカメラは焦点距離の調整が出来ない
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⑶ 法令遵守、手続き等
航空法では、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行さ
せるため、飛行の許可が必要となる空域及び飛行の方法にか

単焦点レンズであるため、飛行高度の変化に伴う画角設定に

かるルールを定めています。また、人又は物件(第三者の建物，

より 1 画素あたりのサイズを調整し，調査対象物を視認する

自動車など ) との間に 30m 以上の距離を保って飛行させなけ

ために要求される精度を満足させる必要があります。また、

ればならず、これによらず飛行させる場合には地方航空局の

現場ではカメラの性能による分解能（図２）に加え、被写体の

許可・承認が必要となります。

日照条件や保水状態等により計測精度が異なることに留意す
る必要があります。

さらに、万一の落水等の後に生じる海上作業を想定し事前
に海上保安部に対策を確認する必要があります。

カメラキャリブレーションのモデル検証では、実際に計
測・マーキングしたひび割れの側にクラックスケールを設置

４．その他

し、撮影高度 50m 程度から 5m 毎に下げながら視認しました

⑴ 日常及び臨時点検における活用

（図３）
。

⑵ 漁港内の作業上の安全対策
図４は UAV の飛行高度による調査環境の違いを示すもの

本調査では主に定期点検で要求される精度に対応する
UAV の飛行高度と分解能に主眼を置きましたが、日常及び臨
時点検において、高高度からの俯瞰的な撮影により変状や被

です。10m よりも低い高度になると照明灯などの施設・設

災の有無を確認するための活用も有効です。

備に注意した操作が必要となり、5m 程度以下では人の頭上

⑵ ひび割れ以外の変状の観測

に近くなりより高度な操作技術が求められます。現場条件に

沈下や凹凸等の鉛直方向の変状は平面的な画像からの視認

よっては一つの設定に拘らず、複数の飛行高度の設定や人力

が難しくなります。本調査では、対応策の一例として三次元

作業（踏査、目視）を組合せることが現実的です。

撮影及び 3D モデル画像解析を試行しました。
（元第１調査研究部 奧野 正洋）

▲図3：カメラキャリブレーションの実施例
（飛行高度5m：クラック幅1〜10mmを十分に視認）

▲図4：飛行高度による調査環境の違い
（鷲別漁港；上段：地上10m，下段：地上5m）
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第 2 調査
研究部

漁場施設情報データベース（漁場 GIS）の
活用方策

１．はじめに

理することにしました。台帳に収録するフォーマットは表１

近年、技術進展が著しい ICT などの先端技術の活用は、水

の通りです。

産業の成長産業化に向けて、強力な推進力となることが期待

構築したデータベースをわかりやすく可視化する手段の

されています。水産インフラにおいては、セリ情報の電子化

１つとして、人工魚礁や増殖場等の漁場施設情報データベー

や海域環境の把握、漁場施設の管理等への活用が想定されま

ス に 地 理 情 報 シ ス テ ム（ GIS ：Geographic Information

す。そこで、本報ではこれまで紙ベースや個別ファイルで管

Systems）を加え、様々な作業の効率化を検討しました。過

理されてきた漁場施設情報を電子化することによる漁場施設

年度の水産基盤整備委託事業で構築した漁場施設情報データ

情報データベースの活用方策について紹介します。

ベースを基本に、各都道府県にアンケートを実施し、漁場施
設情報データベースを GIS システムで作動できるように改

２．検討内容

良を行いました。なお、使用したソフトは QGIS としました。

補助事業として設置した人工魚礁や増殖場等の漁場情報

本ソフトは無償ですが、地理情報システムの閲覧、編集、分析

（位置、緒元等）を収集し、漁場施設情報のデータベースを構

機能を有しており、全国の自治体で導入にあたってコストが

築にあたり、人工魚礁や増殖場などの漁場施設台帳を電子化

かからない特徴を有しています。

し、位置情報、事業年度・事業主体、対象生物等の一覧表に整

▼ 表１：漁場施設台帳フォーマット

No

フィールド名

No

フィールド名

No

フィールド名

No

フィールド名

1

設置緯度

11

計画施設

21

管理規定

31

利用状況計画 A

2

設置経度

12

計画工事種目

22

管理委託

32

利用状況実績 B

3

上位水深（ m ）

13

単位

23

管理内容 都道府県

33

利用状況 B ／ A（％）

4

下位水深（ m ）

14

計画数量

24

管理内容 市町村

34

都道府県の指導監督状況

5

都道府県名

15

備考

25

管理内容 _ 漁協等

35

取得年月日

6

漁場名

16

報告区分

26

管理経費（千円）_ 都道府県

36

事業名

7

所管

17

実施年度

27

管理経費（千円）_ 市町村

37

自由欄 1

8

事業主体名

18

事業費（円）

28

管理経費（千円）_ 漁協等

38

自由欄 2

9

関係市町村名

19

事業量

29

管理経費（千円）_ 計

39

自由欄 3

対象生物

20

事業量単位

30

利用状況項目

40

自由欄 4

10
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＜設計・施工時＞

漁場施設情報データベースのイメージは図１の通りです。
地図上に表示された漁場施設について、台帳情報（例えば、
施工年数、位置情報、構造や規模、管理内容等）について即座
に閲覧・利用が可能となります。また、漁場施設台帳の基本

◆漁場施設の台帳情報に加えて、施設安定計算表、計画図、
出来型管理図等をライブラリに保存し、一元管理が可能
となる。

＜検証評価および維持管理時＞

情報に加えて、拡張部分として、各種図面、効果調査データや

◆ GPS を搭載した漁船の位置情報の記録を入手し、施設位

写真、設計条件等をライブラリとして保存して閲覧できるよ

置と重ね合わせることで、魚礁や増殖場の利用状況を把

うにしています。さらに、オプション情報として、藻場・干潟

握・分析することが可能となる。

の分布や漁場環境情報等をリンクすることにより、情報の統

◆効果調査の写真、動画及び音響調査結果（マルチビーム、

合や分析を行うことが可能となります。これらは、水産環境

サイドスキャンソナー等）結果をライブラリに保存する

整備マスタープラン、藻場・干潟ビジョン等を検討する際の

ことにより、情報の可視化や分析が可能となる。

ベースとしても活用でき、漁場整備の効果的かつ効率的な推
進に寄与するものと考えられます。

◆データベースの一元管理により、迅速・適切な維持管理
ができる。

以下に GIS で表示することのメリットをまとめました。

４．おわりに

＜計画時＞
◆漁場整備計画時に、既存漁法や増殖場の位置や施設の情
報が把握できる。
◆藻場干潟ビジョンや水産環境整備マスタープランの策定
時に既存の藻場や干潟の分布や面積が把握できる。
◆耐用年数を経過した魚礁の位置、年代別の魚礁位置等、
新規漁場開発の参考になる。

開発したデータベース（試行運用版）を全国の漁場管理者
に配布し、今後も改良を重ねていく予定です。また、今後の課
題として取得した情報の開示範囲、データの維持・更新等の
管理システムの構築等があげられます。
なお、本報は、平成 29 年度水産基盤整備調査委託事業「漁
港漁場分野における ICT 技術の活用検討調査」の成果の一部
をとりまとめたものです。

▲図1：漁場施設情報データベースのイメージ

（第 2 調査研究部 三浦 浩）

42

漁港漁場漁村研報

Vol. 43

TOPICS

総務 部

平成 29 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

【研修生数】

水産庁と財団法人漁港漁場漁村技術研究所の共催で、昭和

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

58 年度から国（北海道開発局、沖縄総合事務局）都道府県及

府県及び市町村から漁港漁場整備事業関係技術担当者 85 名

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

が参加されました。

た技術者育成研修会を毎年実施しています。
平成 29 年度も同研修会を開催し、全国各地の漁港整備事業

全講義を受講された方も 82 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。

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。

【講義題目および講師】

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、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 29 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。

平成 29 年 9 月 25 日
① 特別講義
講師：水産庁 整備課長 山本 竜太郎
② 漁港漁場整備の計画・調査
講師：第一調査研究部長 高原 裕一
平成 29 年 9 月 26 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 性能規定係員 井手 努
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 29 年 9 月 27 日

【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。

⑥漂砂対策
講師：水産工学研究所
水産土木工学部長

【開催日時】
平成 29 年 9 月 25 日（月）から 9 月 29 日（金）までの 5 日間

⑦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

【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）

桑原 久実

佐伯 公康

⑧漁港施設の地震・津波対策）
講師：水産庁整備課 漁港漁場専門官

野上 巧一

TOPICS

⑧防波堤等の設計（演習含む）
講師：水産庁整備課 漁港漁場専門官 野上 巧一
平成 29 年 9 月 28 日
⑨藻場・干潟の計画
講師：第二調査研究部 上級研究員 三浦 浩
⑩人工魚礁の計画
講師：第二調査研究部長 伊藤 靖
⑪漁場造成の設計論
講師：水産工学兼研究所 水産業システム研究センター
センター長 明田 定満
⑫ 漁場造成の設計演習

▲水産庁山本竜太郎整備課長挨拶

講師：水産工学兼研究所 水産基盤グループ
研究員 古市 尚基
⑬ 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 29 年 9 月 29 日
⑭ 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 中村 浩介
⑮ 水産基盤等のストックマネジメント
講師：水産庁整備課 係長 薄衣 真一郎
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
25 日には、懇親会も開催し、漁港管理者の意見交換の場と

▲受講風景

なっていました。
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 30 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。

▲修了式風景
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富山 俊二 さん

関
い ず み
の

黒部都市漁村交流推進協議会 会長

この人に聞く

地元の資源を活用し、
地域のファンをつくりだす
北洋漁業のまち、生地

て、冬になるとこちらに戻ってなにがしかの漁業やら仕

富山県は北前船の時代から北海道とのつながりが深

事をする、という人がたくさんいて、そこそこ裕福な土

く、特に生地のように昔から漁師がたくさんいた地域

地柄でした。それでこの辺りには金融機関も集まってい

では、みんな北洋漁場に出掛けて行ったんです。道東辺

ましたし、温泉旅館も 2 軒ありました。現在は１軒になっ

りの漁村は、富山県出身者が非常に多いんですよ。でも

てしまいましたが、北洋漁業から一稼ぎしてお父さんが

残念ながら、北海道の漁場開拓は遭難の歴史だ、と僕は

帰ってくると家族みんなで湯治をして、子供たちは旅館

思っています。この町の人もたくさん亡くなっています。

から学校に通う、なんていうこともあったわけです。北

戦後になると、北方四島に暮らしていた日本人がみん

海道で、コンブ漁をやっている人もいました。家族を連

な引き揚げてきます。富山県出身者もたくさんいて、引

れて行っている家もあって、コンブは春から秋で漁期が

き揚げてオホーツク沿岸辺りに残った人もいるけれど、

終わるので、その間だけ子供たちは北海道の学校に転校

こちらにも大勢の人が戻ってきました。生地は北方領土

して、10 月くらいになるとこちらの学校に戻ってくる、

からの引揚者が一番多い町なんです。それで、こちらで

というようなこともありました。

は北方領土返還運動が今も盛んです。
戦後、北洋漁業が再開され、夏場は北海道で漁業をし

僕の親父も北洋漁業の船長をしていました。親父の兄
貴の経営する船に乗っていたのですが、僕が小学生に上
がる前の年に、遭難して亡くなりました。この船には親
父の妹の婿さんも一緒に乗っていて、やはり亡くなって
います。

YKK の進出と漁業
昭和 34 年に YKK が生地に工場を建てました。漁業は
やはり遭難などの厳しい状況があり、親たちは子供にあ
まり漁業をさせたくないという気持ちもあったと思う
し、安定した収入ということも魅力で、この時期に陸に上
がった漁師は結構います。北洋漁業から戻って冬の間だ
け工場で働いていた人が、やはりこちらの方がいいとい
うことで、漁業を辞めて勤めに出るというようなことも

富山 俊二【とみやま・しゅんじ】
昭和 27 年富山県黒部市生まれ。黒部都市漁村交流推進
協議会会長。学生時代に上京し、東京で就職したが、そ
の後地元に戻り黒部漁業協同組合に就職。平成 10 年に
漁協が合併し、くろべ漁業協同組合の参事として、直販
施設、魚の駅「生地」を立ち上げる。平成 22 年には魚
の駅「生地」の支配人となり、施設の運営を支えてきた。
漁協を退職後、黒部都市漁村交流推進協議会を立ち上
げる。他に六次産業化ボランタリープランナー（農林水
産省）
、地域活性化伝道師（内閣府）などに就任し、地域
活性化の仕掛人として活躍中。

ありました。YKK の進出以来、様々な周辺企業も立地し
て、漁業としては低調になっていったとも言えますが、仕
事もあるし経済的に割と豊かなところだったと思います。

漁協職員になる
大学は日大の理工学部で、精密機械を専攻していま
した。就職するときに、理系だからこそ営業をやればい
いんじゃないかと考えて、あるメーカーの富山にあった
販売店に内定しました。でも、ちょうど卒業の前に社内
に労働組合ができて、僕もそこに引っ張り込まれて、半
年くらい労働運動をやっていました。名古屋の支社や東
京の本社にビラ配りに行ったりしてね。

INTERVIEW TALK

でも、お袋も心配したものだから、先輩たちが会社と
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ランティアガイドが再結成され、研修なども徹底させて、

示談交渉に入った時に会社を辞めて地元に戻ってきまし

まち歩きをやっています。生地には清水（しょうず）と

た。そうしたら近所の人が、漁協に入らないか、と声を

呼ばれる湧水が至る所に湧いています。僕らはそこで野

かけてくれて、それから漁協で働き始めました。一昨年

菜を洗ったり、洗い物をしたりして暮らしてきました。

に退職するまで、42 年間漁協でやってきました。

家を建てるときは業者に井戸を掘ってもらって、その

最初は漁協の信用事業を担当しました。特に貸付業務

水を家にも引いて使っています。この辺りの家はみんな

が中心だったんですが、ちょうど高度経済成長の時代で、

家の裏に第二の台所があって、そこで井戸の水を使って

漁師の皆さんが、木造船から FRP 船にどんどん新造し

魚の下処理なんかをしていました。そうすれば、家の中

ていました。当時は資源も豊富だったのでしょう、そう

の台所はそんなに散らかさないで済む。まち歩きでは、

やって新造船を造って、エンジンも馬力アップして、そ

そんな暮らしのありのままの姿を見てもらっています。

れでもすぐにペイすることができたんです。でも、過剰

余所の人たちにまち歩きなどを体験していただくと、

設備ということは感じましたし、商人の人たちの暮らし

こちらが気付かなかったことを指摘してもらえます。中

方と比較すると、漁業の方は、あまり資産を残すような

にいると、当たり前になってしまっていたことが、実は

やり方をしていなくて、ちょっと問題もあるな、と思っ

外からみたらすごく価値があるということを教えても

ていました。それともう一つ、流通が課題だということ

らっています。

は強く感じていました。

直販で漁家所得を上げていきたい
平成 15 年頃、検討委員会を立ち上げて、直販施設の建
設を検討していきました。漁業の問題は、若い人たちが
漁業に入ってこないことと、資源は減少傾向にあるのに、
資源管理意欲がなかなか徹底しないというところにある
と思っています。これは結局漁家所得が伸びない、とい
うことが大きな原因になっているのではないでしょう
か。漁業者の所得問題は、漁協の経営にも結び付いてき
ます。そこで、直販の目的は、漁家所得の向上だ、と位置
付けました。
ちょうど同じころ、YKK の当時の社長が黒部まちづ
くり協議会を立ち上げました。いろんな人を外から連れ
てきて、フォーラムやらパネルディスカッションやらを

まちの至る所に湧き出る清水

やって、地域の中で議論する機会を作っていったのです
が、その中で社長が、魚が美味しいというけれど、どこで

生地の塩もん

見て、どこで買って、どこで食べられるの、ということを

黒部の漁業は少量多品種ですから、量販店の流通には

言われたんですね。それで、僕らはなるほどと思いまし

乗りにくいところがあります。だから、自分たちで売っ

た。どうも自分たちは、獲るところは一生懸命考えてい

ていく部分を創ろうという気持ちはもともとあって、平

たけれど、その後は商人任せにしていたなと思ったわけ

成 12 年に女性部さんと一緒に漁協の倉庫の片隅で一夜

です。

干しの加工をやって、市役所の出先や給食センターなど

そこで、販売するものは鮮魚や加工品、地場産品。食

に売りに行きました。その時、加工をやっている倉庫で

べるということでレストランをやろう。見せるというと

販売したらどうか、という話が出て、夕方 4 時から 6 時

ころでは、まちづくり協議会で観光関係の人をたくさん

に販売することになりました。販売が始まるというの

連れてきてくれて、そういう人たちと議論する中で、地

で、女性部さんと倉庫を掃除していたとき、彼女たちは、

域そのものを見て回るという地域観光が大事だという話

こんなのが売れるのかな、と半信半疑だったのをよく覚

になって、漁業資料や生産現場、まち歩きという考え方

えていますが、朝獲れの一夜干しが買える、というので

が生まれてきました。

これはウケました。まち歩きが始まってからは、旅館を
チェックアウトしたときにはまだ販売所が開いていない

清水（しょうず）のまち
生地のまち歩きは、本格化してきたなと思います。ボ

から買い物ができないとか、他の土産物も一緒に扱って
ほしいというようないろいろな要望が出てきました。そ
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こで、平成 14 年くらいから、土日祭日は朝 10 時からの

もあるということがやってみてわかりました。

販売にしました。売り上げはあっという間に 6 , 000 万円

そうこうしていくうちに、売り上げは 4 億 5 千万円く

ほどになりました。そうこうするうちに、お茶でも飲ん

らいまで伸びました。でも、そのことよりも僕が自負す

でゆっくりできるように椅子とテーブルを置いたり、町

るのは、1 , 200 世帯、5 , 000 人のこの生地のまちで年間

の造り酒屋の酒を置いてみたり、蒲鉾屋さんの商品を置

20 万人が来訪する施設になった、ということです。

いてみたり、いろいろ広がっていきました。
販売が好調になっていったので、商品名を考えようと

未利用魚を浜の食文化に

いうことで、生地では昔から一夜干しや塩干品を塩物

魚の駅では、浜ではおいしいと評価されているものの、

（しおもん）と言っていました。そこから、
「生地の塩物

量販店が扱わないので一般にはあまり知られていない、

（しおもん）」と呼ぶことにしました。生地、とわざわざ

いわゆる未利用魚を、浜の食文化として提供してきまし

つけたのは、市町村合併で地域の名前が無くなっていく

た。そこから陽の目を見るようになった魚も沢山ありま

ことを意識していたからです。その後、
「しおもん」とい

す。そういう魚の使い方は、やはり漁師に聞くのが一番

う言葉が富山のあちこちで使われるようになり、
「生地

です。例えば、魚の駅をオープンしたときに、キジハタ

の」とつけたことは先見の明があったなと思っています。

がたくさん獲れていました。それで店に並べたけれど
まったく売れないんです。漁師に聞くと、キジハタは煮
物が一番、というので、レストランの方で煮ものにして
出したり、店頭でも煮ものにするとおいしいよと言って
出したら、よく売れました。
タナカゲンゲという魚は、山陰ではババちゃんと呼ば
れていますが、ちょっと見てくれの悪い魚です。でも、
魚津市のある地区ではよく食べられているというので、
そこでどうやって食べられているかを聞いて、挑戦した
りもしました。カタクチイワシは安い魚ですが、長野県
でキムチを作っている業者さんから頼まれて融通しまし
た。彼らは魚醤油を作ってキムチの隠し味にしています。
魚の駅ではその魚醤油を仕入れて販売しています。
現実にはまだ資源を利用しつくしていない部分もあり
ますが、そのままでは値段のつかない魚も、手を掛けれ

まちの解説をする富山さん

ば何倍もの値段になる。だから漁業者も、獲った魚にも
うちょっと手を掛けてもいいんじゃないかという気が

魚の駅「生地」の開店

します。

魚の駅の前身ともいえる干物屋は、設備投資はゼロ。
しかも、魚の値段が下がると、加工材料として買い支え
ることができたので、漁業者にも喜んでもらうことが
できました。売り上げも上がっていたので、漁協の収益
としても重要になっていきました。そういう積み重ね
があったので、魚の駅の構想が出た時も、みんなが割と
すんなり了解してくれました。漁業振興と地域の活性
化を目的として、魚の駅「生地」は平成 16 年 10 月にオー
プンしました。
最初、レストランの方は今ひとつ流行らなかったんで
す。地元の若い人たちに聞いたら、いつも家で食べてい
るような料理しかないって言われました。余所から来る
人にはそれでよかったのですが、地元の客が少ないから
夜は閑散としている。それで、マリネやカルパッチョを
メニューに加えました。地元で食べられてきた形で提供
するという考えで始めたのですが、それではダメな部分

生地ふるさと暮らし推進協議会による、
短・中期滞在施設「住定夢の館」

INTERVIEW TALK

地域資源を外に向けて発信する
まちの中には、空き家も非常に増えてきました。市で
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活動の広がりと想い
退職してから、加工品や朝どれの魚を全国に送る仕事

は今、その 1 軒を住定夢（ジュテーム）の館と名付けて、

も始めました。黒部新鮮倶楽部という名前で活動してい

1 週間くらいの単位で貸すようなことも始めています。

ます。新幹線の駅にも卸していますし、月に 1 回くらい

普通の民家なんですが意外と人気があるようです。清水

は高崎に知り合いを頼って行商にも行っています。その

もそうですし、北洋漁業の歴史、温泉、イベントなど、地

時々で、たくさん獲れて安くなっている魚などを買って

域資源にはいろいろなものがあります。でも、やはり一

きて、酢締め、昆布締め、みりん干し、甘露煮などを作っ

番は食べ物だと思います。僕は料理教室を年間 30 回く

ています。退職してからあちこち行って感じたのは、と

らいやってきました。それは鮮度の良い魚を体験しても

にかく手をかけずにすぐ食べられるものが売れるという

らえることと、浜の情報を伝えることができるというメ

ことです。作り方は自分でネットで調べたりして、研究

リットがあるからです。今年の夏も臨海学校として東京

しながら作っています。締めサバを昆布締めしてみたり、

あたりから親子を呼んで魚に触れてもらう企画を考えて

あまり一般の業者が作っていないようなものを商品開

います。去年は世田谷でカニの食べ方教室の出前講座を

発をしていますが、結構好評です。新たな人とのつなが

やりました。

りも出来てきて、そういうつながりから、高崎の人がこ
ちらに遊びに来るようになったり、法事の料理を頼まれ

黒部都市漁村交流推進協議会

たりと、活動もどんどん広がっていっています。

退職してから、地元関係者、行政の人、旅館組合、女性

何をするにも、自分たちで足を踏み出そうという気持

部さんなどいろいろな人を 20 人くらい集めて、黒部都市

ちがなければ、何も動きません。具体的な手法や地域資

漁村交流推進協議会という任意の団体を作りました。富

源は、それぞれ異なるので、一概には言えませんが、そこ

山湾の魚で食事をしてもらう、という「富山湾づくしの

にあるものをどう活用するか、というのが大きなポイン

食事会」という企画を昨年からやっています。今年（平

トだと思います。ブルドーザーでかき集めて大きく儲け

成 30 年）も何回か予定していて、今度の 2 月には日本橋

る、というようなことは現実的ではありません。やはり

の居酒屋で本ズワイガニの刺身というテーマで開催しま

小さなスプーンで少しずつ砂を積み上げていって塊を

す。実は、この地域の人でもカニの刺身を食べたことの

作っていくしかないのだと思います。

ある人はそんなにいないんです。去年の会では、参加し
た地元出身者が、昔は食べたことがなかった、と言って
いました。刺身の作り方は漁業者に習いました。魚の駅
のコンセプトにつながりますが、とにかくそういう地域
の漁業や魚、食文化などの情報が行き渡っていないんで
す。間違った情報が伝わっていることもあります。です
から、正しい情報を内外に向けて発信していくこと、そ
して地域をブランディングし、ファンを作っていくこと
が大事だと思っています。

を終えて

インタビュー

海とくらし研究所

関 いずみ

以前から富山さんのバイタリティには恐れ入っていました
が、今回ますますパワーアップした富山さんにお会いする
ことができました。まち歩きも案内していただきましたが、
そこここで滾々と湧き出る清水と、その水を大切に利用した地
域の暮らしの一端を垣間見るのは、とても楽しい体験でした。
最近は、加工品の製造、販売まで始められたということで、滞
在中に差し入れていただきましたが、その美味しいこと！本当
にごちそうさまでした。美味しい魚と、そしてやはり富山さん
のお人柄に沢山の人が惹きつけられて、生地へ足を延ばすのだ
と思います。また違う季節にお訪ねしたいと思います。

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。

くろべ牧場まきばの風から冬の富山湾を臨む
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「効率的なズワイガニ資源保護国外専門家招請会議」参加報告
はじめに
2016 年 6 月に韓国水産資源管理公団（以下 ,FIRA）が来所
し、日本における①水産環境整備の内容、②フロンティア漁

製作を専門の会社で、材料として韓国最大の火力発電会社で
あるポスコグループからスラグを安価に供給を受けていると
のことです。

場整備事業（ズワイガニ保護礁・マウンド漁場造成事業）の
効果について意見交換を行いました。韓国での情報として漁

「効率的なズワイガニ資源保護国外専門家招請会議」

場造成は、藻場造成・海洋牧場・種苗放流などで概ね 100 億

漁業者を中心としたにワークショップ「効率的なズワイガ

円程度の予算規模ということでした。また、資源管理の目的

ニ資源保護国外専門家招請会議」が韓国浦項の浦項工科大学

でズワイガニ保護礁を小規模に実施しているとの事でした。

校において 2017 年 11 月 16 日開催された（参加者約 40 名）
。

今回、FIRA 主催で日韓ワークショップ「効率的なズワイガ

日本で行われている保護礁の効果を学び、韓国においても成

ニ資源保護国外専門家招請会議」を韓国浦項において 2017

体ガニの資源保護を目的とする保護礁の設置を漁業者に理解

年 11 月 16 日に開催したいとの要請があり、当研究所から伊

してもらう試みが始まりました。今後もワークショップ等を

藤が参加したので報告します。

重ね事業として実施して行きたいとのことです。

Chang Shin 工業開発㈱での保護礁の視察

あとがき

FIRA では、年間 1 億 5,000 万円程の予算でズワイガニ保

11 月 15 日に日本を出発し、釜山空港に 12 時頃着一路車に

護礁を水深 100 ｍ程度の海域で行っているとのことです。日

て 15 時頃目的地の浦項に到着した途端、韓国には珍しい地震

本では 250 ｍを中心に産卵雌ガニの保護や、更に深い海域で

に見舞われました。浦項が震源地です。震度４程度なので日

雄ガニを対象に行っているわけですが、韓国では操業海域で

本では大したことの無い地震でしたが、韓国ではかなり大き

構造物を入れることに漁業者から、まだ理解を得られいない

な地震で民衆は慌てふためいていました。欠陥住宅が多いよ

ことから、稚ガニの保護を主眼に行っているとのことでした。

うで住宅が崩れたり、道路が陥没したり大変な騒ぎでした。

保護礁に使用されている保護礁を製作している Chang Shin
工業開発㈱で製品の見学をしました。Chang Shin は魚礁の

（第 2 調査研究部 伊藤 靖）
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国際学会「CARHA 11 」の参加報告
はじめに

カムパーティーが開かれ、

2017 年 9 月 10 〜 13 日の 4 日間、マレーシア・トレンガ

Nor Aieni Mokhtar 副 学

ヌ州のマレーシア・トレンガヌ大学（以下，UMT）において

長の歓迎挨拶があり、さら

「The 11 th International Conference on Artiﬁcial Reef

に学生による郷土芸能など

and Related Aquatic Habitats」が開催され、当研究所か

が披露されました。

ら伊藤が参加したので報告します。
CARHA は 1974 年にアメリカ・テキサス州ヒューストン

講演の内容

市で第 1 回会議がもたれ、4 年おきにオーストラリア、アメリ

私の講演は「鹿児島県阿

カ（3 回）
、日本、イタリア、アメリカ、ブラジル、トルコを経

久根沖に造成された人工マ

て約 40 年の歴史の中、11 回目としてマレーシアで開催され

ウンド礁に蝟集するイサキ

ました。

の滞留期間と遊泳水深」と

私は、4 回目の参加ですが、今回の会議への日本からの参

して、超音波バイオテレメ

加は私を含め、福井県立大学大竹教授、北海道福島町の山内

トリー技術による魚類の行

さん、
（一社）水産土木建設技術センター武田さん、荒川長崎

動研究から水中構造物の蝟

支所長、橋本さん、水工研南部さん、井上さん、㈱国際航業の

集機能、その有効範囲および水中構造物への滞留時間を定量

石田さん、
（有）自然環境調査の田所さん総勢 10 人が参加い

的に把握した事例をもとに、このような情報が人工魚礁を利

たしました。

用した漁場造成や増殖場造成の有効性について報告を行いま

▲ Nor Aieni Mokhtar副学長

した。下が講演時の写真です。

最後に
2 度目のマレーシアでしたが、前回はクアラルンプールや

学会の全体概要

西海岸のペナン島・ボルネオ島のコタキナバルでした。イス

学会は UMT の Dr Jarina Mohd Jani 教授を議長として

ラム教で非常に優しく食べるものもおいしい国という印象で

UMT の講演会館にて行われました。参加者は全体で約 90 人、

した。その印象は変わらないのですが、今回は行った東海岸

36 の口頭プレゼンテーションと 9 つのポスタープレゼンテー

のトレンガヌは前回とは異なり、イスラム教が厳しくホテル

ションが行われました。

にもアルコール類は一切無く、アルコール持ち込み禁止の表

9 月 10 日にはワークショップが開催されるとともに、11

示もあり、ホテル内の音楽もコーランがずっと鳴っていまし

日から 13 日の 3 日間会議が開催されました。開会の後、最初

た。ウエルカムパーティーもブドウ液のジュースしかなく、

に基調講演として Muhammad Lukman 博士より「サンゴ

リゾート地として楽しみは、日本から行った 10 人のおっさん

域 を 守 る 意 義 と 課 題」

達には残念な異国でした。ただ、その中でもどうにか探し出

に つ い て 講 演 が あ り、

すのが日本人で、中華街にある飲食店 2 軒ではビールがおい

その後7つのセッション

てあるところを見つけ通い続け、どうにか眠りにつくことが

とポスター会場での報

出来ました。

告が行われました。
初日はプレゼンの後、
会場を変えてウエル

（第 2 調査研究部 伊藤 靖）
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平成 29 年度 日本水産工学会 秋季シンポジウム
藻場干潟ビジョンの策定の現状と技術的課題
プログラム

１．はじめに
平成 29 年 12 月 9 日（土）に東京海洋大学の楽水会館にお
いて、日本水産工学会秋季シンポジウム「藻場干潟ビジョン
の策定の現状と技術的課題」が開催されました。当研究所か
らは、伊藤部長が企画や当日の司会進行等の運営に携わりま
した。本シンポジウムでは、平成 28 年 1 月に水産庁より公表
された藻場干潟ビジョンを受けて、地域での取組が進められ
る中、現時点での取組状況や技術的課題について関係者が一
堂に会して議論を行いましたので、その概要について報告い
たします。

■ 開会挨拶
大竹 臣哉

●日本水産工学会 会長

■ 趣旨説明
伊藤 靖

●漁村総研

■ 第１部（座長：伊藤 靖）
藻場・干潟の望ましい保全のあり方
松田 治

●広島大学 名誉教授

藻場干潟ビジョンの策定について
朝倉 邦友

●水産庁 漁港漁場整備部

■ 第２部（座長：綿貫 啓）

２．開催概要
【企画趣旨】
（抜粋）
平成 29 年度から水産庁では長期計画として、１）水産業
の競争力強化と輸出促進、２）豊かな生態系の創出、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
の活用と漁村の賑わいの創出を重点課題としている。このう
ち、２）豊かな生態系の創出においては、藻場、干潟、サンゴ
礁の面的な整備の重要性が指摘され、5 年間で概ね 75 海域、
7,000ha の藻場・干潟を造成する計画である。こうした背景
から、当シンポジウムでは、藻場干潟ビジョンを策定するこ
とに至った経緯やその目標、留意事項について、委員会での
議論を総括し、水産庁の取組方針について説明して頂く。次
に先進的に藻場干潟ビジョンを策定した自治体の計画や、実
施にあたっての課題について紹介頂く。その後、総合討論で

北海道の藻場干潟ビジョンの紹介と技術的課題
松永 靖

●北海道水産林務部水産局

青森県における藻場干潟ビジョンの策定に向けた取り組み
と漁場整備のあり方
藤川 義一

●青森県農林水産部水産局

福岡県における藻場干潟ビジョンの考え方
篠原 直哉

●福岡県農林水産部水産局

長崎県藻場回復ビジョンの概要と技術的課題
浦賢 二郎

●長崎県水産部漁港漁場課

■ 総合討論（座長：伊藤 靖）
藻場干潟ビジョンの策定に関する技術的課題
■ 閉会挨拶
酒井 久治

●日本水産工学会企画 理事

注）発表者の所属は当時

は、効率的に藻場・干潟の保全・創造を推進するための技術
的課題について議論を行う。

３．主な発表内容
第 1 部では、平成 28 年 1 月に策定された藻場干潟ビジョン
主催：日本水産工学会

において、検討会の座長を務めた広島大学名誉教授の松田先

日時：平成 29 年 12 月 9 日（土）13：00 〜 17：30

生より、藻場干潟に関連する多様な施策と最近の関連の動き

場所：東京海洋大学 楽水会館

や、今後の望ましい保全のあり方について講演があり、藻場
干潟ビジョンに期待する想いが語られました。水産庁の朝倉
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氏からは、藻場干潟ビジョンの概要の紹介と各地域での展開
に向けた留意事項について講演がありました。
第２部では、藻場干潟ビジョンの策定に関係する自治体か
らの発表として、全国の４地区の事例が報告されました。北
海道からは、南西部海域において策定した藻場ビジョンが紹
介されました。藻場の衰退要因として、ウニの食圧過剰、ウニ
の食圧過剰 + 海藻のタネ不足、基質不足の３つを挙げ、衰退
要因に応じたハード・ソフト対策候補が示されました。青森
県からは、水産業の現状と課題及び平成 28 年度末から取組ん
でいる藻場干潟ビジョンの策定に向けた調査について紹介が
あり、将来的には日本海、津軽海峡、陸奥湾、太平洋の４海域
においてビジョンを策定する予定であることが示されまし

▲シンポジウム風景

た。福岡県からは、筑前海における藻場と有明海における干
潟を例とした報告がありました。藻場においてはウニ駆除に
関する取組事例と過去に造成した漁場の機能回復について、
干潟においては、アサリ漁場を対象とした覆砂事業による底
質改善や維持管理手法、モニタリング体制に関する紹介があ
りました。長崎県からは、磯焼けの現状と藻場回復ビジョン
の概要として、ハード事業及びソフト事業の内容と目標達成
に向けた取組として、日頃の漁業活動の中で藻場を観察しな
がら、磯焼けの原因を特定し、その回復等の保全活動を行う
「藻場見守り隊」を漁業協同組合単位で結成すること等の報告
▲総合討論

がありました。
総合討論では、藻場干潟の面積の測定方法、藻場の減少要
因、流動に配慮した藻場干潟の造成、ハード・ソフトの連携
等について、発表者及び会場の参加者とで、意見交換が行わ
れました。

４．おわりに
藻場干潟ビジョンの理念に沿って、全国的な取組がはじま
る中で、地域によって異なる衰退要因と対応策及びモニタ
リングや実施体制等について、今後も情報共有できる仕組み
が必要であると思いました。なお、当日の講演内容について
は、日本水産工学会誌に掲載される予定です。
（第２調査研究部 三浦 浩）

▲総合討論

Vol. 43

51

52

漁港漁場漁村研報

Vol. 43

N

E W S

漁場施設研究会第 14 回研究例会を開催しました
はじめに

（
（一財）漁村総研）

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

2）餌料生物量による漁場の評価方法（（一財）漁村総研）

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

3）北海道旧南茅部町地先におけるマコンブの着生効果他

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

（広和㈱）
4）貝殻魚礁に蝟集する魚類と餌料動物との関係
（海洋建設㈱）
5）浮泥海域における多孔質藻場の効果事例
（神鋼建材工業㈱）

ています。

6）アオリイカ アカイカ型の生態と人工産卵礁について

開催概要

（㈱中山製鋼所）

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 73 名の参加で開催しました。最初に会長で

5．総合討論（30 分）
6．閉会

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
備部計画課宮本課長補佐のご挨拶がありました。その後、当

事例報告

研究所の伊藤より、これまでの研究会の経過報告を行い、そ

1）調査手法と魚礁効果：魚礁のモニタリング調査手法に

の後、事例報告に入りました。

つ い て、事 務 局 側 か ら、深 所 に 分 布 す る ウ ス メ バ ル の

事例報告では、1）調査手法と魚礁効果、2）増殖効果のテー

バイオテレメトリーによる行動追跡に関して複数の手

マ別に 11 課題の発表が行われ、各テーマの終わりに質疑応
答、最後に総合討論が行われました。

開催日時：平成 30 年 3 月 16 日（金） 13：00 〜 17：00
場所：エッサム神田ホール 2 号館

4 階大会議室

プログラム
1．開会

会長挨拶

2．水産庁挨拶
3．これまでの経過報告
4．事例報告

▲ 来賓挨拶

①調査手法と魚礁効果（80 分）
1）バイオテレメトリーを用いたウスメバルの行動特性
および生態の把握（
（一財）漁村総研）
2）漁場施設情報データベース（漁場 GIS）の活用方策
（
（一財）漁村総研）
3）FP 魚礁で観察されたマイワシ群の事例について
（海洋土木㈱）
4）機械学習による漁獲量予測手法の開発
（㈱シャトー海洋調査）
5）4 台のカメラによる 4 分割水中映像
（㈲アアク・ファイブ・テレビ）
②増殖効果（90 分）
1）サンゴ礁域での藻場・干潟ビジョンについて

▲ 発表風景
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法 に つ い て 事 例 報 告 が あ り ま し た。ま た、漁 場 施 設 情

と餌料動物の関係、浮泥海域における多孔質藻場の効果、

報データベース（漁場 GSI ）の活用方法について、デー

アカイカ型アオリイカの生態及び人工産卵礁についての

タ の 現 状 と 活 用 の 可 能 性 に つ い て 報 告 を し ま し た。

報告がありました。

会 員 か ら は、機 械 学 習 に よ る 漁 獲 量 予 測 手 法 の 開 発、
ROV 調査によるマイワシ群の魚群量推定、また、4 台
同時撮影や全方位カメラによる水中映像の観察方法の
紹介等の報告がありました。
2）増殖効果：事務局側からは、サンゴ礁域での藻場・干潟ビ

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。1 つ目は、これまでの漁場整備の効果は、人工魚
礁であれば漁獲原単位を用いて、漁獲量で評価を行ってきまし

ジョン、餌料生物による漁場評価法について報告しまし

た。一方、増殖場では有用魚類の生息密度差や、餌料性物量か

た。会員からはマコンブ着生効果、貝殻魚礁における魚類

ら資源特性値を用いてやはり漁獲量で評価がされてきました。
しかし、近年、漁業者の減少・生産力の低下から、特に浅場で
の漁場評価が難しく、事業実施が困難な事例が見られていま
す。そこで、今回の提案では「餌料生物を直接貨幣化する方法
を提案し事業主体出席者を中心に意見交換を行いました。そ
の中では、効果を見積もれるのは有り難いが、漁業者に説明
がしにくい。水産環境整備マスタープランの評価として考え
る方がすっきりするなどの意見が出されました。
また、データベースの活用や AI を活用した漁獲量予測技
術については、今般の漁港漁場整備計画の目玉になってお
り大いに関心があるとの評価を受けました。その他の発表
も興味深い内容が多く活発な質疑がなされ閉会の運びとな
りました。
（第２調査研究部 伊藤 靖）

▲ 総合討論

▲事例報告１

バイオテレメトリーを用いたウスメバルの行動特性
及び生体の把握

▲事例報告２

漁場施設データベース（漁場GIS）の活用方策

54

漁港漁場漁村研報

Vol. 43

B

O O

K

影山理事長オススメ！

食糧も大丈夫也
〜開戦・終戦の決断と食糧
◎海野 洋 著
農林統計出版 本体 5,500 円 + 税
（ISBN: 978-4-89732-343-5）

筆者の海野洋さんは、元農林水産省の官僚（水産庁では資

取り上げています。

源管理部長等としてご活躍）です。霞が関の多忙な日常業務

昭和 14 年の朝鮮大旱魃により朝鮮が内地への供給余力を

の中で、業務とは直接関係のない本テーマについて、よく資

失ったことにより、わが国の食糧需給は逼迫し、海外からの

料を集め、まとめられたものだ、という素直な驚きと感動が

食糧供給に頼らざるを得ないという脆弱な生産体制にあっ

本書を読んだ第一の感想でした。本書の特色はその構成にあ

たこと、陸海軍担当部局自らが数ケ月前に、また、OB を含

り、まず各章の初めに設けられた「はじめに」において、筆者

む関係者、外部シンクタンク・識者が繰り返し、内外地の農

の問題意識、論点を提示した後、続く本編では、各論点につい

業生産力に不安があり、輸移入の基礎となる海上輸送力維持

て各種資料に基づく数量的検証を行った上で一定の結論を導

にも疑問があるとの声を上げていたことなどが紹介され、こ

き出し、最後に「まとめ」においてその章の論証の要約をす

れらの意見に一切耳を傾けることなく「食糧も大丈夫也」と

る、という形をとっています。従って、各章の「はじめに」と

断じ対英米戦争を始めたのは何故か。その底流には、朝鮮大

「まとめ」を辿れば、筆者の思考と意見のアウトラインを把握

旱魃を境に需給状況が一変していたにもかかわらず、
「豊葦

することができることになっています。また、膨大な「註」も

原瑞穂の国」の神話に加え、
「神国日本は不敗、帝国陸軍は無

本書の特色と言えるでしょう。全部で 487 にも及ぶ註に読者

敵、帝国海軍は不滅」というもう一つの神話がまかり通って

は圧倒されますが、その中には、筆者が当時の農商務省、陸海

いたと言わざるをえない、というのが筆者の見解です。すな

軍の関係者から直接取材した貴重な証言も含まれていて大変

わち、どう考えても合理的な判断をしたと考える余地はない

興味深いものがあります。

ということでしょう。一方、終戦の判断に関しては、食糧問

さて、表題の「食糧も大丈夫也」とは、対英米戦開戦一カ月

題が大きな理由の一つであり、戦争を継続していたら食糧を

前の昭和 16 年 11 月 4 日の閣議において鈴木貞一企画院総裁

めぐる混乱と餓死者が多数発生したことは間違いないと結

が発言したとされる言葉です。対英米戦争については、一説

論しています。

には戦没者の約 6 割が餓死、戦病死であったとされる無謀な

「戦争は銃ではじまるが、決着をつけるのは常にパンであ

戦争であったことは明白で、このような戦争をどのような勝

る」とは本書で紹介されたフーバー元米国大統領の言です。

算を持って時の為政者は始めたのか、そして、その後の戦局

本書は、戦争への危機が懸念される昨今、エネルギーや食糧

の推移に対して、どのように対応し破綻したのについて、本

の多くを輸入に頼るわが国の進むべき道について、きっと何

書は食糧（主として米穀）の需給という切り口から批判的に

らかのヒントを与えてくれる良書だと思います。
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●●●●オススメ！
高原部長オススメ！

魚屋の基本
◎石坂 智惠美 著
ダイヤモンド社 本体 1,400 円 + 税
（ISBN-10: 4478090483）
（ISBN-13: 978-4478090480）

「角上魚類」というお店をご存じの方も多いと思う。一見、

の魚に対する認識・知識が薄いことが売上不振の問題であ

四字熟語と見間違うが、今話題の鮮魚店である。
「魚離れ」が

るとし、多種多様な魚のさばき方や調理のコツをお客にレク

取りざたされて久しい中、創業以来右肩上がりの成長を続け

チャーすることでこの問題を栁下氏は解決した。この対面販

ている。新潟の寺泊から始まり、今では全国に直営店を 22 店

売こそが「角上魚類」の基本なのである。

舗を展開している。
本書は、創業者の栁下浩三氏を、新潟県をベースに活動す

経営方針として「消費者目線」、
「顧客視点」というフレーズ
を最近良く耳にするが、これを共有し、継続し続けることは

るフリーライターが 2 年間にわたり取材しまとめたものであ

並大抵のことではない。それを徹底して行うのが「角上魚類」

る。事業成功の秘訣はもとより、栁下氏の人となりも分かり

である。良いものを提供することに妥協することなく、組織

やすくまとまっている。

として明確なビジョンを全員で共有し、徹底して行動してい

第 1 章『
「魚屋の基本」から生まれた独自のビジネスモデル』

く姿勢を貫く。企業的効率よりも「お客様に喜んでもらう」こ

では、具体的なデータを引用し、労働分配率が高く設定され

とを追求している。栁下氏のモットー、
「鮮度は良いか」
「値段

ているにも関らず相応の営業利益が確保されていることなど

は良いか」
「配列は良いか」
「態度は良いか」この4つの良いかー

「角上魚類」の経営上の特徴が述べられている。

が徹底した「顧客視点」をよく表している。

第 2 章では、栁下氏の少年時代から現在にいたる半生が『栁

栁下氏は、経営者である前に、魚を扱うプロ（職人）なので

下浩三ものがたり』と題して述べられており、単にビジネス

ある。故に、時に大胆に、時に繊細に、職人として自分の信じ

の成功者として紹介しているだけでなく、人間味あふれる面

た道を突き進む。また、栁下氏は課題・問題点に対峙した際

がうまく描写されている。

の対応力がずばぬけている。鮮度の良いものを安価に提供す

第 3 章『経営方針と店舗の運営の秘訣』では、独自の経営方
針が、組織に定着させるプロセスを通じて述べられている。
地元寺泊で魚卸業をしていた栁下氏は「海なし県に日本海
の新鮮な魚を持ち込めば間違いなくヒットする」との思惑で

ることにこだわった結果、今では当たり前になっている発泡
スチロールの魚箱を発明した。現在の鮮魚流通の礎を築いた
人物といっても過言ではないだろう。栁下氏が残した数々の
エピソードの一つである。

群馬県の高崎市に出店する。しかしながら、この思惑は見事

「魚離れは売る側が悪い」と言い切る栁下浩三氏の揺るが

に外れるのである。なぜならば海なし県がゆえに、鮮魚を調

ぬ信念…水産業界に身を置く者として一読の価値ある書で

理する文化が根付いていなかったからだ。そこで、地域住民

ある。

The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成29年9月〜30年3月）
平成 29 年度三重県漁港漁場研修会（29.9）

第16 回全国漁港漁場整備技術研究発表会（29.11）

「漁業地域における防災減災について」

「漁港の特性を考慮した沖波推算手法について」

地域漁業学会大会 ミニシンポ（29.10）
「高齢漁業者を生かした地域づくり・浜づくり」

活動報告（平成29年9月〜30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】29.9.1､9.6
進議員連盟事務局】29.9.9~10

◎ 漁港漁場漁村整備促進議員連盟の漁港等視察【漁港漁村整備促

◎ 平成29年度水産物輸出倍増環境整備対策事業のうちHACCP認定加速化支援に係る産地関係者を対象とした品

質・衛生管理講習会「宮城県漁業協同組合志津川支所」講師派遣【海洋水産システム協会】29.9.19
備事業者選定委員会委員派遣【鳥取県農林水産部振興局】29.9.25

◎ 第４回鳥取県境漁港流動海水氷製造装置整

◎ 平成29年度積算技術情報検討委員会【FIDEC】29.10.11

◎ 平成29年度

水産物輸出倍増環境整備対策事業のうちHACCP認定加速化支援に係る産地関係者を対象とした品質・衛生管理講習会「佐世保魚市場協会、博多漁港
高度衛生管理検討協議会、福岡鮮魚市場、有田簑島漁業協同組合」講師派遣【海洋水産システム協会】29.10.3、10.4､10.17
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】29.10.24､10.25
評価委員会委員派遣【漁港漁場新技術研究会】29.11.13

◎ 平成29年度水産工

◎ 平成29年度第１回水産公共関連民間技術の確認診査・

◎ 韓国ズワイガニ保護礁ワ−クショップ講演依頼【韓国水産資源管理公団】29.11.15 〜 18

◎ 平成29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】29.11.28､11.29
検討調査」第２回検討委員会オブザ−バ−
【全日本漁港建設協会】29.11.28

◎「効果的な漁村の魅力的発信方策

◎浜の活力再生交付金事業申請にかかる助言のため【積丹町】29.12.7 〜 8

◎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】29.12.3〜5

◎ 平成29年度水産公共関連民間技術の確認診査・評価委員会「銚

子漁港でのカルシア改質技術の実証試験第１回見学会委員派遣【漁港漁場新技術研究会】30.1.19

◎ 平成29年度水産物輸出倍増環境整備対策事業

のうちHACCP認定加速化支援に係る産地関係者を対象とした品質・衛生管理講習会「伊豆漁業協同組合」講師派遣【海洋水産システム協会】30.1.19
◎ 平成29年度ながさきSUISAN・ウインタ−スク−ルコ−ディネ−タ−派遣【長崎県漁港漁場協会】30.1.30
ング調査勉強会【地独 青森県産業技術センタ−】30.2.2
究会】30.3.13

◎ 平成29年度第２回神奈川県水産審議会【神奈川県】30.3.20

同組合】30.3.20

◎ 平成29年度第２回漁場モニタリ

◎ 平成29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【漁港漁場新技術研
◎ 第２回奈屋浦水産業BCP協議会委員派遣【三重県外湾漁業協

◎ 平成29年度漁港漁場講習会 講師派遣【全国漁港漁場協会】30.3.27

◎ 第３回くまの灘地区漁港再編整備検討委員会委員派

遣【三重県外湾漁業協同組合】30.3.29

編集 後 記
平成 30 年度がスタートして１ヵ月が経過しようとしておりますが、研報 No.43 号もようやく完成となりました。年度末の多忙なスケジュー
ルの合間に執筆頂いた関係者の皆様には心よりお礼申し上げます。春は異動の季節でもあり、当研究所においても数名の入れ替わりがありま
した。思い思いのゴールデンウィークを過ごし、新たなスタートを切ってほしいと思います。

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。

JR秋葉原駅

4

当研究所は漁港・漁場・漁村に関する調査・研究・開発などを進めるため、
設立された非営利型の一般財団法人です。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。

JIFIC

（H.M）

神 田 川

美倉橋

千葉銀行
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愛媛銀行
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一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
〒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

東京メトロ日比谷線秋葉原駅

和泉橋

トナカイタワーズ

通り

平成

神田

■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
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