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巻頭言

就任のご挨拶
理事長
8 月 1 日付けで漁村総研の理事長に就任いたしました。
何卒よろしくお願いいたします。

髙吉 晋吾

の研究所」をモットーにされました。その精神は今日も、
所内にずっと引き継がれており、今後も大事にしていき

当研究所は昭和 57 年 9 月に「財団法人漁港漁村建設

たいと考えています。

技術研究所」として創設され、平成 15 年 8 月には社団法

私ども漁村総研は漁港漁場漁村のハード整備とそれ

人全国沿岸漁業振興開発協会が担ってきた漁場整備の業

らを舞台とするソフト施策の双方に対応できる団体で

務を引き継ぎ、
「財団法人漁港漁場漁村技術研究所」に改

す。特に近年は東日本大震災による被災漁村における水

組、さらには公益法人改革に伴い、平成 25 年 2 月に現在

産業振興の支援、魚市場を中心とする漁港の高度衛生管

の「一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所」となり、略

理、漁船避難や漁業地域の BCP 策定等漁港漁村の防災・

称を「漁村総研」とすることになりました。

減災、沿岸の藻場・干潟・サンゴ回復のためのビジョン

設立趣意書等には、二百海里体制が定着する中、我が

策定から沖合大水深漁場における整備効果の把握、漁業

国周辺水域の生産性を高めるため、例えば栽培漁業に対

集落排水施設の機能保全計画の策定、渚泊の推進や漁港

応した新たな形の漁港整備や漁村と都市との生活環境の

の再活用による漁村の活性化等に取り組んでいます。

格差是正が必要であることなど当時の状況が記述されて

地球温暖化の顕在化や異常気象の常態化、脱炭素社会

います。そして、国が施策の企画や基準を整備し、地方

への移行、本格的な少子・高齢化と人口減少社会の到来、

公共団体等が基盤整備や管理を行う上で、計画、設計、施

情報化の進展など大きな情勢変化のうねりが押し寄せる

工、管理運営に関する実用技術を確立するための組織が

中、今後とも様々な要請に的確に対応していくためには、

ないことが問題とされ、漁港漁村の整備に関する調査研

世の中の動きを常にキャッチするとともに、これまで取

究及び開発を官民一体で進め、その成果を普及するため

り組んできたテーマについての対応力をさらに深化させ

に当研究所を設立することとなりました。

ることはもちろん、各方面の研究成果や ICT、AI 等の新

設立以来 36 年が経過しましたが、当研究所が果たし

たな技術についても吸収する不断の努力が必要です。

てきた国の水産基盤関連行政のシンクタンクとしての役

このため、自分に課せられた使命は、まずは人づくり

割、政策を各地で実施に移す支援をする、いわば国と地

であり、各職員の能力向上を図るための環境整備をする

方をつないでいく役割、そして各地の漁港漁場整備や漁

こと、柔軟な組織対応力を発揮できるようにすること、

村振興に関連する様々な課題についてのよろず相談所と

そして「みんなの研究所」として親しんでいただけるよ

しての役割には変わりがありません。

う役職員全員がベクトルを合わせ、業務の遂行と成果の

当研究所の初代の理事長であった故根本清英さんは、

発信を行うことであると考えております。

国の行政や研究機関、地方公共団体、漁協、民間企業等が
自由に集まり、わいわいがやがやと議論したり、気軽に

これまで同様皆様方からのご支援・ご指導を賜ります
ようお願いいたしまして就任のご挨拶といたします。

相談できる研究所でありたいとの思いをもとに、
「みんな
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十年間のご支援に感謝
前理事長

影山 智将

8 月 1 日の任期満了をもって漁村総研の理事長を退任
いたしました。平成 21 年 6 月より 9 年余理事長職を務め
させていただき、その前の専務理事の期間 1 年を加える
と、10 年余にわたり漁村総研にお世話になったことに

余が経ち、復興まちづくりもようやく緒に就いた感じで

なります。この間、新しい法人制度への移行、東日本大

実、研究報告書の毎年発行、研究成果報告会・シンポジ

震災など様々なことがありましたが、無事に職務を終え

ウムの毎年開催等に取り組んできましたが、シンクタン

次の執行部に引き継ぐことができ大変嬉しく思っていま

クとしての発信力強化の観点から、本誌の発行にも特に

す。これもひとえに漁村総研の役職員の皆様、水産庁を

力を入れてきました。以前発行されていた新聞形式の研

はじめとする関係機関・会社・業界の皆様のご支援が

報は、紙面が限られていることもあり内容もニュース的

あったればこそと、深く感謝いたしております。

なものが主流で、読み物としては物足りない感じがして

す。道のりはまだまだ遠いとは思いますが、被災地の一
日も早い復興を祈っております。
さて、私は、漁村総研で、人材の育成、自主研究の充

私の在任中の最も大きな出来事は何といっても平成 23

いました。以前勤務した水産総合研究センター（現水産

年 3 月 11 日に発生した東日本大震災でした。漁村総研で

研究開発機構）が大変よい広報誌「FRA ニュース」を作っ

は、震災の前年末に津波をテーマとするシンポジウムを

ていたので、それに負けない広報誌を作ろうと思い努力

開催するなど漁村地域の津波防災に従来から高い関心を

しました。編集の方針は、①意見・主張のある誌面とす

有してきましたが、東日本大震災においては、水産庁、地

ること、②全て署名記事とすること（人材育成の観点も

元自治体とも協力し、初期の段階から被災地の復旧復興

含んでいます）③地方で頑張っている人に光を当てるこ

の支援に取り組んできました。また、専門家チームをつ

と④毎号必ず理事長が巻頭言を書くことです。また、一

くり提言として取りまとめ発表したことも漁村総研の重

般の人にもわかりやすく、面白いものとなる様心がけた

要な仕事だったと思っています。当時は「単なる復旧は

つもりです。髙吉新理事長の方針の下、本誌も衣替えを

意味がなく、創造的復興をしなくてはならない」という

することと思いますが、今後とも皆様に愛され親しまれ

意見が世の中の主流で、様々なところから漁村の生活を

る広報誌として発展されることを祈っております。

無視した復興案が「この際」とばかりに出されていまし
た。私どもは復旧を軽視する風潮に危惧を抱き、まずは、

めて御礼申し上げるとともに、今後とも漁村総研にご支

漁村の生活実態に併せたスピード感のある「復旧」こそ

援・ご協力を賜れますようお願い申し上げます。そして、

が重要であることに改めて注意を喚起しました。その主

漁村総研のますますのご発展とご活躍を心よりお祈り申

張は現在でも正しかったと思っています。震災から七年

し上げます。

03

報告

02

▲ ▲

01

パナマシティ滞在 報告
Topics

01

▲

第1調査研究部

02

▲

28

第2調査研究部

水産都市の活性化に向けた関係者間の連携について
ウスメバルの耳石の酸素安定同位体比による経験水温の推定

総務部
第19・20回理事会、第7回評議員会の開催
平成30年度研究助成事業の決定

第21回日韓漁港漁場漁村技術交流会議発表報告
第34回PIANC WORLD CONGRESSへの参加

▲

15

末尾にこれまで本誌をご愛読下さった読者の皆様に改

34

Interview Talk

地域に暮らす
−変わりゆく地域と継承したい地域のこころ−

3

4

漁港漁場漁村研報

Vol. 44

特別寄稿

01

海岸保全のためのモニタリング手法
について
東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 教授

田島 芳満

神奈川県藤沢市生まれ。1996 年東京大学工学部卒業後、2005 年まで五洋建設株式会社に在籍。在籍中に Massachusetts Institute of
Technology（ Dept. of Civil & Environmental Eng. ）にて M.S.（ 2001 年）および Ph.D.（ 2004 年）を修了。2005 年 9 月から東京大学
工学部社会基盤学科の専任講師、准教授を経て 2013 年より現職。

はじめに

夜によらず観測可能であるため、広域かつ比較的高頻度

総延長約 35 , 000 km に及ぶ日本の海岸線は、過去半世

な海岸線の観測への活用が待されるが、その適用性につ

紀以上にわたって海岸侵食問題が顕在化・深刻化し、海

いては十分には明らかになっていない。ここでは、JAXA

岸を保全するための様々な対策が講じられてきた。これ

の ALOS- 2 に搭載された PALSAR- 2 を対象に日本の海岸

らの対策は侵食域を直接防護する護岸工法や、離岸堤や

線モニタリングへの適用性を検討した筆者ら

突堤、ヘッドランドなどの構造物の設置が主流であった

例を簡単に紹介する。

1 〜 4）

の研究

が、1999 年の海岸法の改正に伴い、海岸の防護・利用・

SAR はセンサーから照射したマイクロ波の地表面の各

環境の調和的な改善に有利であると考えられる人工リー

点からの後方散乱強度を検出し、その平面分布から地表

フなどの没水型構造物や養浜などの適用例が増えてき

面の状態を観測するものである。一般に表面が滑らかな

た。また遮断された土砂の流れを人工的に補足して本来

水面からの後方散乱強度は陸上からのそれに比べて小さ

の自然な土砂移動の復元を促す固定式サンドバイパス工

く、この後方散乱強度の違いにより水域と陸域の境界線

法の米国や豪州での導入事例を参考に、日本においても

が抽出できる。しかしながら、砂浜は比較的平坦で後方

2014 年から静岡県福田漁港において初めて固定式サン

散乱強度が比較的小さく、一方、波打ち際周辺では波高

ドバイパス工法が導入されるなど、海岸保全対策やその

が比較的大きく砕波も伴い、後方散乱係数が相対的に大

期待される効果も多様化している。

きくなることが想定される。筆者らは海岸線を挟んだ砂

これらの多様化した海岸保全対策に加え、東日本大震

浜面および海面の矩形領域から後方散乱強度を表す後方

災の様な低頻度巨大災害に対する防災・減災策、気候変

散乱係数を抽出し、その大小関係を比較してその特性を

動に伴う将来の不確実なハザードへの対応策などに適切

検証した。その結果、砂浜面および海面からの後方散乱

に対応していくためには、ダイナミックに変化する海岸

強度は、砂浜を構成する砂や礫の粒径、沿岸域の波高、周

線や海浜地形を頻度良くモニタリングし、地域によって

期に加え、マイクロ波の入射方向と地表面鉛直方向との

異なるその特性を把握するとともに将来の変化を予測す

角（入射角）および海岸線水平法線方向とのなす角によ

る技術が必要不可欠である。また最近では護岸の整備等

る影響を受け、一般的には入射角は 30 度〜 50 度の範囲

により、海岸線の後退量のみでは海岸侵食の実態を捉え

で、砂礫の粒径が大きく波が小さいほど、砂浜面と海面

ているとは言いきれず、浅海域の水深変化も合わせてモ

からの後方散乱強度の差が大きくなることが分かった。

ニタリングすることも重要である。さらに海岸侵食の早

海岸線法線方向とマイクロ波とのなす角については、特

期検知や効率的で効果的な海岸侵食対策の検討という

に海から陸方向で法線と平行に入射するときのみ、他の

観点では、海岸地形に加え、それを引き起こす漂砂量フ

条件よりも顕著に後方散乱係数の差が大きくなることも

ラックスの実態を把握することも重要な課題の一つであ

分かった。以上の特性を定量的に表す指標として、砂浜

ると考えられる。以上の考察を踏まえ、本稿では筆者ら

面からの後方散乱係数が海面からのそれよりも大きくな

が取り組んできた様々な海岸モニタリングの例を紹介し

る確率 P を定義して定式化し、求められた P と各シーンを

その適用性について考えたい。

比較したところ、P の値と目視による海岸線境界の判別
可否には相関があり、P が 0 . 7 〜 0 . 75 よりも大きいとき

海岸線のモニタリング

に目視による海岸線の判別が可能となる確率が高いこと

海岸線位置は海岸モニタリングにおけるもっとも基礎

が分かった（図 1）
。また P が 0 . 7 以上となったのは、研

的なデータとなる。深浅測量や航空写真、衛星データ、定

究に用いた 348 シーンから抽出した 1297 の対象地点の

点観測カメラなどの様々なものがあげられるが、いずれも

うちの 3 割程度であった。日本の各海岸線のシーンの数

観測範囲や解像度、観測頻度などの点で長所・短所があ

は少ない地点でも年間 20 シーン程度あったことから、特

り、状況に応じた使い分けや組み合わせが必要になる。

に構成材料の粒径が大きい海岸などでは ALOS- 2 による

衛星 SAR
合成開口レーダ（ SAR ）を用いた衛星観測は、天候や昼

海岸線モニタリング手法が適用可能となることが期待さ
れる。
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筆者らは上記の P 値などを用いて選定した

SAR データから、海岸線位置を自動的に抽出す
る手法の構築も試みた。SAR における海岸線抽
出において問題となるのは、砂浜面と海面からの
後方散乱強度の差異に加え、同観測手法では不
可避となるスペックルノイズによる影響である。
筆者ら

1, 3）

はまずバイラテラルフィルターを用い

てスペックルノイズを除去し、岸沖方向に Haar
型、沿岸方向にはガウシアン型の wavelet を用い
て、岸沖方向の角度を変えながら各点で最大とな
る wavelet 係数を求めることにより、海岸線境界を
図1

抽出する手法を適用し、海岸線を自動的に抽出す
る手法を構築した（図 2）
。さらに Fuse & Otani

4）

異なるP値のSARによる後方散乱係数（右）と同地点における
Google画像（左）。

は画像分離の手法を用いてスペックルノイズや波
峰線のパターンを除去し、グラフカットの手法を
用いて海面と陸面に二値化することによって海岸
線位置を抽出する手法を提案し、筆者ら

1 〜 3）

の観

測結果に適用した。前者の手法は海岸線が比較的
滑らかであることを仮定しているのに対し、後者
の手法は海面と陸面のそれぞれで後方散乱強度
の特性が単調である必要はあるものの、海岸線の
形状については特段の制約がなく高い適用性が
期待される。

X バンドレーダ
図 3 は天竜川河口部近傍の西遠浄化センター
の屋上に設置した X バンドレーダによる撮影画
5）

像の例を示している 。この X バンドレーダは、
周期 2 秒で回転しながらマイクロ波（X バンド）を
照射し、その後方散乱強度を記録するものであ
る。2 秒間隔で図に示したような地表面や海面の
凹凸を捉えることができるため、海岸線だけでな
く波峰線の動きなども観測することが可能であ

図2

西湘海岸における SAR 画像（上）と wavelet 係数 C による海岸線位置
の判別例（下）
。

る。ただし、陸上に設置する場合には、陸から海
に向かって観測することになるため、前浜勾配の
急な海岸などの地形条件によっては海岸線を捉
えることができないこともあることや、特に波峰
線の動きを捉える場合には、全周囲の観測時間に
周期分（ここでは 2 秒）の時間差が生じることに
留意する必要がある。
定点観測カメラ
定点観測カメラによるモニタリングは衛星
データや X バンドレーダーに比べるとより高解
像度で詳細な情報が得られる反面、観測領域には
限界があるため、複数のカメラによる撮影画像を

図3

Xバンドレーダによる天竜川河口部における観測画像 5）

5
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組み合わせるなどの工夫が有効である。
撮影した画像内の任意の対象物の画素座
標と、実際の 3 次元座標を複数与えること
により、撮影画像は任意の二次元平面座標
に基づく画像へと変換することができる。
たとえば図 4 は 3 台の定点観測カメラの
撮影画像をそれぞれ平均潮位における水
平二次元平面座標上に変換し、それぞれを
重ね合わせた図を示している。同じ平面
座標系に変換することにより、複数の画
像を容易に重ね合わせることが可能にな
る。このような画像を用いることにより、
時々刻々と変化する海岸線の変化を詳細
にとらえることが可能になる。たとえば、
図 5 は台風の来襲に伴い砂州が決壊した
際における海岸線位置の変化を画像に基
図4

6）

づき抽出した結果 を示している。

3台のカメラ画像による天竜川河口砂州地形の観測例 6）

定点観測カメラに比べて UAV を持ちい
た観測は、ステレオ視を用いた海浜地形の
立体形状の観測や、より高い視点からの撮
影による座標変換精度の点において定点
観測カメラよりも有利である。一方で、強
風時の撮影を含め、定期的で高頻度の観
測を行うには定点観測カメラによるイン
ターバル撮影の方が有利であり、目的に応
じて両者を組み合わせた観測を行うこと
が望ましい。

沿岸域水深のモニタリング
特に侵食が進行し海岸防護施設が曝さ
れた海岸における海岸侵食などの海岸線
の変化には顕著に表れない海岸侵食の実
態を正しく把握するには、沿岸域の水深
のモニタリングが重要となる。以下、沿岸
域の水深計測におけるいくつかの研究事
例を紹介する。
シラス漁船を用いた水深計測
漁船には魚群探知機が搭載されており、
7）

操業時の水深を常に計測している。岡辺ら

は沿岸域で操業するシラス漁船にデータ
ロガーを設置して水深と水平位置座標を
記録することにより、沿岸域の水深情報を
高頻度にモニタリングする手法の構築を
7）

試みている。岡辺ら によれば、遠州灘海

図5 定点観測カメラによる天竜川河口砂州フラッシュの観測例 6）
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岸で操業するシラス漁船は約 150 隻で、そのうちの 10 隻

よる衛星データを活用し、複数の波長（バンド）の観測情

の漁船に設置したデータロガーに記録された数日間の情

報から、大気や水面における散乱成分、さらに、海底面の

報により、遠州灘海岸沿岸域の水深分布を推定可能であ

光学情報による影響を取り除き、残された水中散乱によ

ること、得られる水深の範囲は 5 m 〜 20 m 程度であるこ

る観測輝度の違いから水深を推定するものである（ SDB:

となどを確認している。5 m 以浅の水深を含む適用範囲

Satellite Derived Bathymetry ）。学習用データから回帰式

には課題が残るものの、沿岸漁業の盛んな海岸や、港口

や機械学習を用いて水深推定する手法が提案されている。

部や港内堆砂のモニタリングには極めて有効な手法であ

近年では World View などのバンド数の多い衛星データへ

ると考えられる。

の適用も進んでおり、特に透明度の高いサンゴ礁海岸など

静止画像に基づく水深推定
安価に広域の水深分布をモニタリングする手法として、

においてその高い適用性が確認されている

衛星画像に基づく水深推定技術の適用があげられる。こ

波の峰の分布から波長を推定し、波長が水深と周期の関

のような単一の衛星画像における水深推定手法としては

数としてあらわされることを用いて波長から水深を推定

大きく二つの手法があげられる。ひとつは、光学センサに

する手法である。この手法では、海面に波峰線の分布を

8, 9）

。

二つ目の手法としては、海面に観測することのできる

精度よく抽出できることが極めて重要
であり、様々な周期、進行方向の波が
複雑に重合しているような条件では
適用が難しい。その点において SAR で
は悪天候下における観測を含め観測頻
度を高められる点で有利である。図 6
はスリランカ北東部沿岸域における

SAR 画像の例と波峰線分布に基づく
水深の推定結果とソナーによる観測結
果とを比較している。特に水深の大き
い領域において精度に課題は残るもの
の、衛星データの解像度の向上と合わ
図6

SAR（ALOS）画像（左）に見られる波紋に基づく水深推定結果（右）。右図の白

せた今後の発展も期待される。
また潮位差の大きな海岸では異なる

線は水深計測地点、左上は水深計測値と推定値の比較。

潮位条件における海岸線位置をモニ
タリングすることにより、詳細な地形
データを得ることもできる。図 7 は山
口県光市島田川河口部において一台の
定点観測カメラのインターバル撮影画
像から河口テラスの等深線形状をモニ
タリングした例である

10 ）

。

動画像に基づく水深推定
定点観測カメラ、X バンドレーダー、

UAV 等では、連続静止画像を用いるこ
とにより、波長ではなく波の伝搬速度
（波速）を直接推定することも可能であ
る。定点観測カメラでは、視点が低く
座標変換の精度が重要となるが、その
際の基準点を海上に設けることが難し
こともあり、適用性の観点で課題が残
図7

インターバル撮影画像による山口県島田川河口テラス地形のモニタリングの例 10）

る

11 ）

のに対し、UAV では観測時の風速

7
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や来襲波浪の条件等の制約は受ける
ものの、上空にほぼ静止した状態で
動画を撮影することもできるため、
波速に基づく水深推定精度の飛躍的
な向上が期待される。上記の波峰線
分布に基づく水深推定と同様に、周
期の短い波は相対的に大きな水深に
対する感度が小さく水深推定には向
いていないため、取得画像にフィル
ターをかけることによってうねり成
分のみを抽出して解析に用いる試み
などもなされている

12 , 13 ）

。

その他のモニタリング
海岸線や沿岸域水深などのモニタ
リングに加え、波の伝播特性や流れ

図8

UAV画像による風波およびうねり成分の波峰線位置の自動追跡 13）

などの沿岸部における動的特性の把
握も重要である。上述した UAV によ
る動画撮影では、時々刻々の波の遡上
端位置の変動も追跡することができ
るため、このデータと水圧センサーを
用いた砕波帯周辺での水位変動デー
タとを組み合わせて分析することに
より、砕波帯近傍での異なる周波数成
分の干渉による長周期波成分の生成
過程を捉えようとした研究例

14 ）

もあ

り、さらなる発展が期待される。
また、定点観測カメラ画像では出
水時や暴浪時における観測も可能で
あり、図 5 に示したような出水時の
砂州形状の変化に加え、インターバ
ル撮影画像を活用した動的特性の把
握も可能である。図 9 は天竜川河口
部での出水時における漂流物を追跡
して河口部での流を推定し、河道内
外の水位変化との関係を調べた例

15 ）

である。
海岸侵食の緩和には陸からの土砂
供給と沿岸方向、岸沖方向への土砂
移動の収支が重要となるが、土砂輸
送フラックスの観測は難しく、深浅
測量等の地形変化から推定する場合
が多い。よりマクロなスケールでの
土砂供給の変化をモニタリングする

図9 インターバル撮影画像による出水時の漂流物の追跡と流速の推定（天竜川河口部）15）
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手段の一つとして、筆者らは一日に二回の可視観測デー

の供給を直接モニタリングするものではないものの、土

タが得られる衛星 MODIS に着目し、ベトナム北部海岸

砂供給イベントの規模や頻度のマクロな時空間変化を把

における複数の河口部近傍の濁度の沿岸方向分布の時間

握する手段の一つとして有効であると考えられる。たと

16 ）

。図 10 にその例を示す。この様な可

えば図 10 からは、図の中央に位置する Red River 河口部

視衛星画像では、表層水の濁度の分布をモニタリングし

近傍での濁度は他の河口部と比べて相対的に小さく、ま

ているため、海浜形成に重要な粒径が比較的大きな土砂

た 2010 年頃から著しく減じていること、水系が異なる

変化を比較した

Ma River 河口部では 2010 年以降も
比較的高い濁度がみられることなど
が見て取れる。

おわりに
本稿では、海岸のモニタリングに
関する様々な手法とその適用例を示
した。それぞれ長短があり精度や汎
用性の観点で実用レベルに達してい
ない手法もあるが、特にデータの蓄
積が乏しい海外の海岸モニタリング
への適用も勘案しながら、複数の手
法やその他の現地観測データ、数値
モデルによる再現等を組み合わせ、
現象理解・把握の確度を高める技
術を構築していくことが重要である
図10

MODIS画像（中央）に基づく濁度推定結果（左）とその月別平均値の沿岸分布の

と考えられる。

時間変化（右）16）
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「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備
に係る海域の利用の促進に関する法律案」
に見る利害調整システムと漁業補償
放送大学 学長

來生 新

昭和 50 年 3 月北海道大学法学研究科博士課程単位取得退学。同年 4 月横浜国立大学助教授（経済学部）
平成 16 年 4 月同大学理事・副学長、平成 21 年 3 月 横浜国立大学退職、同年 5 月 放送大学教授、平成 23 年 4 月 放送大学副学長
平成 26 年 4 月 放送大学理事・副学長、平成 29 年 4 月 放送大学学長

はじめに
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域

臣が、農林水産大臣、環境大臣等との協議や、関係
者を構成員とする協議会等の意見を聴取した上で、

の利用の促進に関する法律案」
（以下、海域利用促進法

促進区域を指定し、
「公募占用指針」を策定する。

案と略）は、平成 30 年の第 196 通常国会に議案上程さ

③事業者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に公募占

れ、審議未了で廃案となった法律案である。この法案は、

用計画を提出する。

わが国において風力発電等の再生可能エネルギーの立

④経済産業大臣及び国土交通大臣は、発電事業の内容、

地を、沿岸域や港湾区域を超えてより沖合に展開し、諸

供給価格等により最も適切な公募占用計画の提出

外国で見られるウィンドファーム的な大規模な洋上風

者を選定し、当該公募占用計画を認定する。

力発電立地を可能にするために、空間的な管理権者不在

⑤事業者は、認定された公募占用計画の内容に基づき

のいわゆる一般海域における利害調整等を容易にし、立

FIT 認定を申請し、経済産業 大臣は「電気事業法に

1
地を促進することを目的とするものであった* 。廃案と

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

はなったがこの法案の持つ重要性を考えると、海域利用

置法」、いわゆる FIT 法に基づき認定をする。

法案が近い将来再度国会に上程され、実定法化される可
能性は高い。
本稿は、この法律案で採られた一般海域におけるさま

⑥事業者は、認定された公募占用計画に基づき占用の
許可を申請し、国土交通大臣は 30 年を超えない範囲
内において占用を許可する。

ざまな異なる産業利害の調整システムの概要を紹介し、
これまでとは異なる沖合で展開される漁業の補償問題に

２．内閣総理大臣による基本方針策定の意義

ついて、交渉コストの観点から分析を加えるものである。
この法案のシステムが実定法化されることによって、エ

⑴ 沖合の漁業補償の一般論
一般海域は公物管理法のような特定された「空間の管

ネルギー資源の開発業者にとっても、漁業者にとっても、

理者」が不在で、具体的な活動規制法がなければ自由使

利害調整の交渉コストが大きく節約できることとなる、

用が許され、漁業法等の規制法がある場合には、そこで

というのが本稿の結論である。

行われる個々の活動についてはその限りで人の自由使用
が制限される。その結果として、自由使用が制限された

１．海域利用法案の利害調整メカニズムの全体像

空間において、ある種の秩序形成が行われる海域である

この法案の基本的な仕組みは次のように要約される。

と言える。一般海域においては、同種の経済活動につい

「海洋再生可能エネルギー発電設
①内閣総理大臣が、

てはその内部で利害関係の調整が行われる可能性が高い

備の整備に係る海域の利用を促進するための基本方

が、異なる経済活動間での利害関係の調整は、法の調整

針」の案を作成し、政府が閣議決定により定める。

規定がない場合には、調整は当事者間の合意に委ねられ

②その基本方針の下で、経済産業大臣及び国土交通大

ることとなる。
漁業についていえば、漁業法によって漁業権漁業、自

*1 法案の条文については http://www8.cao.go.jp/ocean/policies/
energy/yojo.html を参照されたい。法案では、法目的を「海洋再生
可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要
性に鑑み、海洋基本法に規定する海洋に関する施策との調和を図り
つつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を
促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備
整備促進区域の指定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区
域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずる
ことにより、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向
上に寄与することを目的とする。」と定めた。

由漁業、許可漁業という法制度の下で、漁業者相互の利
害調整が行われる。しかし、沖合での許可漁業者と風力
発電の立地を試みる事業者との利害関係の調整は、漁業
法によるのではなく、現状では、漁業者と事業者の個別
の合意形成によって行われる。
沖合で異種の経済活動がたまたま同一の狭い空間で行
われることとなる事態の発生が稀であり、同種の調整が
繰り返し行われることとなる可能性が低い場合には、そ
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の調整を当事者に任せておけば良い。これまでの漁業と

合の洋上風力発電等の新たな海域利用にどのような姿勢

海底鉱物資源の探査・開発業者の利害調整は個別合意の

で臨むかが明らかになり、国の省庁レベルでの合意が形

形成によるものであったと考える。

成されることとなる。

11

このような個別合意による調整方式の最大の問題は、
事例が少なければ少ないほど、両当事者がそれぞれ合意
に至るコストの推定に苦労をする点にある。どのような
要素をどのように勘案すれば、双方の利害が均等化する
金額の合意に至るかの予想が困難なのである。
漁業補償で言えば、これまでのわが国の漁業補償の経
験は、沿岸域における漁業権の消滅補償の経験が圧倒的
な部分を占めており、沖合の許可漁業に関する影響補償
の経験はそう多くはない。許可漁業の調整は、漁業者同
士の許可の売買という形では存在したが、異なる産業間

３．海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
の指定等における利害調整
内閣が決定する基本方針にのっとって、経済産業大臣
と国土交通大臣がわが国の領海等の一定の区域を海洋再
生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定する。
指定の基準中で、漁業との利害関係の調整にかかる基
準は、以下の 2 つである。
①海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁
業に支障を及ぼさないことが見込まれること

の海洋利用との関係での調整は少ない。当事者双方の経

②漁港漁場整備法第 6 条第 1 項から第 4 項までの規定

験、情報量の蓄積が乏しいがゆえに、相互に不信感を抱

により市町村長、都道府県知事若しくは農林水産大

くという構造が存在するように思われる。

臣が指定した漁港の区域と重複しないこと

⑵ 海域利用基本方針
海域利用基本方針の内容とされる事項は、以下のよう
なものである。
①海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域
の利用の促進の意義及び目標に関する事項
②海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域
の利用の促進に関する施策に関する基本的な事項
③海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指
定に関する基本的な事項

また、指定の手続きとして、以下のような 5 段階の手
続きが規定されている。
①指定に先立つ、経済産業大臣及び国土交通大臣によ
る当該区域の状況調査
②経済産業大臣及び国土交通大臣の、指定する理由を
記載した書面を添えた、指定案の縦覧（ 2 週間）
③利害関係者による経済産業大臣及び国土交通大臣へ
の意見書提出
④経済産業大臣及び国土交通大臣による、利害関係

④海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域にお

者の意見書の写しを添えた、指定に先立つ農林水

ける海洋再生可能エネルギー発電事業と漁業その他

産大臣、環境大臣その他の関係行政機関の長への

の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並び

協議、および関係都道府県知事の意見の聴取、当該

に海洋の安全の確保との調和に関する基本的な事項

指定をしようとする区域について 9 条第 1 項に規

（下線筆者）
⑤海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管
理に必要な人員及び物資の輸送に利用される港湾に
関する基本的な事項
⑥前各号に掲げるもののほか、海洋再生可能エネル
ギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進を図る
ために必要な事項

定する協議会が組織されているときの、当該協議
会の意見聴取
⑤指定をした場合の、経済産業省令・国土交通省令で
定めるところによる、経済産業大臣及び国土交通大
臣名での、その旨及び当該指定をした海洋再生可能
エネルギー発電設備整備促進区域の公告
この手続きに従えば、許可漁業等を営む利害関係漁業

海域利用基本方針の内容は海洋基本計画と調和すべき

者は、指定案の縦覧を見て経済産業大臣、国土交通大臣

ことが定められ、海域利用基本方針策定の手続きは、内

に意見書を提出することができ、その意見については指

閣総理大臣が案を策定し、閣議が決定することとされて

定前に義務付けられている農水大臣への協議、関係都道

いる。

府県知事からの意見聴取の際の開示が義務付けられ、さ

基本方針を閣議決定することで、具体的な特定の海域

らに協議会が設置された時には協議会での合意形成の過

について指定される促進区域の選定に関する基本情報

程で当該意見について議論することが予定されている。

が、漁業者にも発電事業者にも、また環境を含めそれぞ

協議会の構成員は、①経済産業大臣、国土交通大臣及

れの事業を所管する省庁にも共有されることとなる。と

び関係都道府県知事、②農林水産大臣及び関係市町村長、

りわけ、発電事業と漁業その他の開発利用、環境保全、海

③関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、④学

洋の安全確保に関する基本的な情報が共有されることの

識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係

意義は大きい。異なる省庁間で、わが国が国として、沖

都道府県知事が必要と認める者である。漁業の利益は協

12
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議会が設置されれば直接利害関係者として主張すること

において既存の許可を手放したい漁業者と、新たに許

ができる。さらに、協議会が設置されずに指定が行われ

可を入手したい漁業者の総量によって形成される需給関

ようとする場合、関係都道府県知事は、経済産業大臣及

係で許可の価格が決まるという発想が定着している* 。

び国土交通大臣に対して、協議会を組織するよう要請す

その意味では売手・買手の双方独占のゲーム的状況で価

ることができ、要請を受けた経済産業大臣及び国土交通

格が決まる漁業権補償とは性格が異なる。

3

大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応ず

これまでの漁業者同士の調整とは異なり、今後問題と

ることを義務付けられる。関係行政機関の長は、海洋再

なるのは、非漁業的な諸活動が漁業に与える影響をどの

生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋

ように評価し、許可の売買ではない、影響補償の問題と

再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋

して合理的な整理を施しうるかということである。

再生可能エネルギー発電事業の実施に関し、協議会の構

事業者が一定の海域における占用許可を得て、発電施

成員の求めに応じて、協議会に対し、必要な助言、資料の

設の設置活動を行うことによって、当然当該水面での漁

提供その他の協力を行うことができ、協議会において協

業および周辺水域での漁業操業に影響が出る。関連する

議が調った事項については、協議会の構成員は、その協

すべての漁業者に対して自らの活動によって生ずる影響

議の結果を尊重する義務を負うこととされている。

の保障を行うことになる。占用許可を得て行うことが想

海域指定の具体的なプロセスにおいて、当該海域にお

定される活動と、それによる影響を受ける主体の特定、

ける漁業の具体的な利害が十分に主張でき、その主張に

それぞれの漁獲に与える影響の関係をどのように客観的

ついて他の利害関係者が合理的に検討をするための事前

に整理しうるか、これが理論的な課題である。

手続きは十分に整えられていると評価できる。

従来は、許可漁業がおこなわれている水域において占
用許可を得て、新たな海洋の利用をしようとする主体に

４．個別利害調整

とって、そもそも許可を得ている漁業者がどこの誰であ

⑴ 過去の利害調整との違い
これまで見て来たような手続きを経て、海洋再生可能

るのかの情報収集の困難さや、競合する海域における漁

エネルギー発電設備整備促進区域の指定がなされると、

報の迅速で正確な入手という実際的な問題のあることが

それを前提に経済産業大臣と国土交通大臣が、当該海域

指摘されていた。この点については、すでに見た通り、

において発電事業を行うべき者を公募により選定するた

海域指定のプロセスで利害関係を持つ漁業者についての

めに、基本方針に即して、公募の実施及び海洋再生可能

特定ははるかに容易になり、その分、このような法制度

エネルギー発電設備の整備のための「促進区域内海域の

が成立すると、施設設置事業者の調整コストが削減され

占用に関する指針」を策定する。それに従って、選定事

ることとなる。

業者となおうとする者が公募占用計画を提出し、その中

⑵ 許可漁業と補償についての基本的な考え方と補償基準
漁業法 39 条 5 項は、漁業法上の漁業権の変更若しくは

から最も適切なものが選定事業者として選定される。
選定された事業者が当該水域で施設設置を行う段階で、

獲の把握の困難さ等々、補償交渉を行う前提としての情

取消又はその行使の停止によって生じた損失を当該漁業

当該海域で漁業を行う漁業者との具体的な利害調整が始

権者に対し補償すべき旨定めている。しかし、許可漁業

まる。その利害調整の特徴は以下のようにまとめられる。

に対する補償を定める規定はない。

①領海の沖合遠い海域、場合によっては排他的経済水
域の利用が問題となること。
②埋め立てではなく、一定海域の海面、あるいは海底
の占用利用が問題となること。
③主として、許可漁業との調整が問題となること。
④そのような開発を行う主体は商社などの純粋民間企
業が多くなること。
⑤純粋の民間企業は、新規参入者として、市場におい
て陸域で生産される既存の財・サービスと競争して
海洋を利用した財・サービスを供給するために、補
償価格がいくらになるかが競争的な市場に参入する
かどうかの意思決定に重要な考慮要素となること* 。
2

これまで許可漁業の調整は、主として、許可を得た漁
業を行う者同士の内部的な調整として行われ、許可市場

*2 これに対して、過去、わが国で行われた沿岸域の埋め立てによる漁
業と他の産業の利害調整の特徴は次のようにまとめられる。
①沿岸域の陸に近い海域での利用がほとんどであったこと。
②公有水面の埋め立て利用が主であったこと。
③漁業権漁業との利害調整が中心となったこと。
④埋め立て主体は主として電力や公共団体であったこと。
⑤ そのような主体の特性として、埋め立て地での生産活動から生み
出される財やサービスについて、市場での競争を念頭に置く必要
がなく、埋め立てに要するコストは、製品やサービスの価格に当
然含ませうるという前提があったこと。
*3 漁業権制度が行政による権利の割り当てによって産業としての漁業の
秩序作りを行うのに対して、許可漁業の制度は、行政が許可条件の変
更を行う権限を残しつつ、基本的には、事実上期限のない個人の財産
に転嫁する「許可」の売買によって、許可漁業の操業主体の変更を実現
する実態を持ち、
「市場機構依存の権利配分方式」であると評価されて
いる。加瀬和俊「漁場経営と漁場利用制度」農林金融 2013 6 月 22 頁
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具体的な算定に当たって漁獲数量や魚種別価格をどう

公共の福祉上の要請から法令によって一般的に禁止し、

算定するかという問題がある。しかし、被害率αをどう

これを特定の場合に解除するものに過ぎず、新たに権利

決めるかという問題はより大きな問題といえる。許可漁

が設定されるものではない。

業の実態との関係で、エネルギー資源開発のために許可

しかし、昭和 37 年 6 月 29 日閣議決定「公共用地の取得

された水域とそこでの活動が許可漁業者の水揚げに与え

「消滅させる漁業
に伴う損失補償基準要綱」17 条では、

る影響をどのように考えるのが合理的か。個別の許可漁

権、入漁権その他漁業に関する権利に対しては , 当該権

業とエネルギー開発の実態との具体的な関係で検討がな

利を行使することによって得られる収益を資本還元した

されねばならない。

額を基準とし , 当該権利に係る水産資源の将来性等を考

一つの特殊な例としての実例を挙げておこう。射撃や

慮して算定した額をもって補償するものとする」との規

砲撃演習といった特別な活動に伴う操業制限に関して、

定があり、同 2 条 5 項は ,「社会通念上権利と認められる

防官政 8252 通達は、次のように定めている。

程度にまで成熟した慣習上の利益を権利に含む」と規定

漁業所得に対する補償額は、全漁場（許可漁業及び自

されている（下線、筆者）。これを受けて、
「公共用地の取

由漁業については制限水域を含む当該漁業者の操業する

得に伴う損失補償基準細則」第 7 の 2（三）は、

漁場を、免許漁業については制限水域を含む当該漁業権

「その他漁業に関する権利」とは、許可漁業及び自由漁

等が設定されている水域をいう。以下同じ｡）における平

業（免許可以外の漁業）を当該漁場において反復継続し

年に通常得られたであろう漁業所得額から全漁場におけ

て営んでいること等当該漁業の利益が社会通念上権利と

る制限時の漁業所得額を差し引いた額の 100 分の 80 の

認められる程度にまで成熟しているものをいう」と規定

額とし、次の算式により算定するものとする。

する。したがって、許可漁業においても当該漁業の利益
が社会通念上権利と認められる程度にまで成熟している
場合には補償の対象になると考えてよい* 。
4

許可漁業との調整は、すでに見たように、20 世紀型の
沿岸での漁業権との統制が「消滅補償」を中心に展開さ

• Ｃ＝｛ ( Ｒ−Ｅ）−（Ｒ'−Ｅ') ｝× 80 ／ 100
• Ｃ＝漁業所得に対する補償額
• Ｒ＝平年の漁業粗収入Ｒ '＝制限時の漁業粗収入
• Ｅ＝平年の漁業経営費Ｅ '＝制限時の漁業経営費

れたのに対して、許可操業の対象海域の一部が一定の期
間エネルギー資源を開発する主体に占用されることから

生命の危険を伴うために、一定の期間完全に操業が排

生ずる「制限補償」を中心に行われることとなる。次に

除されるという軍事演習の特殊性が、8 割という高い被

制限補償の考え方について整理しておこう。

害率に影響を与えていると考えられる* 。
6

漁業補償に詳しいコンサルタント会社の資料には、漁

⑶ 制限補償の基本的な考え方
5
制限補償の算定式は次のようなものである* 。

業権の存在を前提にしたものではあるが、開発水域にお

「（平均魚種別漁獲数量×魚種別魚価−平均年間経費）
÷還元利率」を基準として、

ける補償金額を算定するための諸要素として次のような
ものが上げられている。
①漁業権等の調査
・漁業権等の免許内容、漁業調整規則、
（調査項目）

水産資源の将来性を考慮し算定‥‥‥Ａ
n

（算定式）Ａ×α× {( １＋ｒ ) −１ } ／ ( １＋ｒ )

n

α：被害率（漁業権等の行使が制限されることによ
り生じる純収益の平均減少率
ｒ：還元利率
ｎ：制限期間年数（留意事項）
恒久的に立入制限水域を設定する場合、工作物等の

漁業権行使規則、漁業協同組合定款等
（調査先）県・市等の水産課、漁協等
②漁獲数量の調査
（調査項目）漁法別・魚種別漁獲数量、出漁日数、着
業統数等
（調査先）農林水産統計年報、県・市等の水産課の統

設置により狭小な閉鎖水域等となり漁獲の回復が困難
と認められる場合は、Ａ×α
事業の施行に起因する水質の汚濁・振動の発生等に
より漁業権等に社会生活上受忍すべき範囲を超える損
害等が生ずる場合

30 年を限度として補償可
従来の漁獲を維持しうる程度に魚族を復元すること
が可能な場合は、制限補償に代えて復元費用の補償可

*4 漁 業 法 研 究 会『逐 条 解 説 漁 業 法』
（水 産 社 2008 年 改 訂 版）552 頁
名古屋地裁平成12年2月27日 漁業補償請求事件判決インターネット
判例 http:// インターネット判例 .com/chihou/2002/02/27/50262
第 3 当裁判所の判断２（2）許可漁業に対する漁業補償。
*5 長崎総合鑑定 漁業補償
http://www.soukan.co.jp/01PDF/2-1-5PDF.pdf
*6 長崎総合鑑定
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計資料・漁協、組合員、ビク調査、浜売り等出荷先

断できるほど、資源価格が高騰するか、資源の量が豊富

での実態調査

で、先行きの見込みが十分すぎるほど存在しなければ、

③魚価の調査

深海底の資源や沖合での洋上エネルギーの開発は、開発

（調査項目）魚種別、業法別、漁業規模別の時価

業者が進んで踏み出しにくい条件に満ちている。それが

（調査先）農林水産統計年報、魚卸売市場の市場価

政府の介入のない場合のマーケットに任せた場合に予想

格、新聞市況、漁協の台帳等
④漁業経営費の調査
（調査項目）漁法別漁船・魚網・漁具・建物・工作物

される事態である。
これらのコストの削減を可能にする制度的な工夫がな
い限り、わが国の洋上風力発電や、深海底のエネルギー

の減価償却費・修理費、燃料費、種苗費、餌代、雇

開発は進まず、わが国の 200 カイリ水域、大陸棚に眠る

用労働費、自家労働費、公租公課等

豊富な資源は、宝の持ち腐れになり、そのための技術開

（調査先）農林水産統計年報、県・市等の水産課の統
計資料・漁協、組合員、ビク調査等の実態調査・水
産試験場等専門家意見
⑤漁業依存度率の決定
漁業種類別操業面積、着業統数、出漁日数等を基
準とし、専門家の意見を参酌して決定
⑥依存度率の決定

発も行われず、国際競争に負ける結果が必然的に生ずる
ことがかねてから指摘されてきた。
逆に、漁業の側から問題を見ても、特定の海域で自ら
が行う許可漁業と他の資源開発の関係の全体像が見えな
ければ、当該海域における漁業によって上がっていた利
益に対する影響の評価もできないことは明白である。漁
業と他の資源開発の関係の全体像は、まず、国レベルで

操業面積（全体）に対する消滅等面積割合、着業統

総理大臣主導により閣議を経て「基本方針」の形で決ま

数、出漁日数等を基準とし、専門家の意見を参酌し

る。その「基本方針」を受けて特定海域における、具体的

て決定

な「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」の

⑦消滅・制限区域等の決定
漁業権の種類、漁業実態等と工事計画、工事工程、
施工方法等を総合的に判断して決定

指定の手続きに移った時には、大枠としてその指定が漁
業に支障を及ぼさないことが条件となっている。さらに、
漁業者は国土交通大臣・通商産業大臣に対して利害関係
者としての意見を申し出ることができ、国土交通大臣・

許可漁業の制限補償においても②以下の諸項目や調査

通商産業大臣は、その意見を添えて農林水産大臣や都道

先は同じように調査対象となると考えられる。

府県知事と協議をすることを義務付けられている。

⑷ 合意形成コストの評価と海洋資源開発
エネルギーを含む海洋資源開発は、陸上の資源開発と

は、利害関係者が集まっても受けられる協議会で行われ

比較すると、コスト面での不利益を負う環境にある。距

ることも想定されている。

さらに、ほとんどの場合は、漁業と他の利用との調整

離と深さを克服する資源探査、採掘その他の生産、輸送

このような仕組みがあれば、漁業サイドも自らに対す

に関する新技術の開発コストがかかるからである。それ

る他の利用の影響を、段階的にしっかりと主張すること

に対して、これらのコストは陸上ではほとんど問題にな

ができ、具体的な海域での漁業から見た影響被害に対す

らず、投資の意思決定に不確定要素はない。深海底はそ

る補償の合意形成コストは大いに削減に削減され、しか

の不確定要素が大きい。

も透明性をもって行われる。

洋上風力発電も浮体式であるか、固定式であるかにも
よるが、このような問題を共通に抱えるといってよい。
のみならず、それに加えて、既存の海域利用者に後発
の利用者が損害を与える場合の補償の合意形成コストが
陸上との比較ではるかに大きいという問題もある。まず、

海域利用促進法案はこのような効果を発揮することを
想定するものであった。残念なことに審議未了で廃案と
なったが、これまで検討してきたように、この法案の持
つ意義は大きい。
この法案の方式が法律上確定した後に、最後に残るの

補償対象者の特定が必要となり、そのコスト、それぞれ

は、実際の許可漁業の影響を客観的に把握する方法の確

の影響主張の妥当性評価のコスト等々、数え上げればき

立であろう。海底石油の開発ですでに先行事例がないわ

りがないほど、陸上とは異なる不確定性とそれに伴うリ

けではない。それらのケーススタディも含めて、今後の

スク、コストが存在する。

実質的評価の客観的枠組みに関する研究が進展するこ

したがって、これらのコストをかけてもペイすると判

とを期待して、本稿のまとめに代えたい。
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第 21 回日韓漁港漁場漁村技術交流会議発表報告

はじめに
「第 21 回日韓漁港漁場漁村技術交流会議」が平成 30 年

からなっており、これらを漁港施設といっている。
漁港施設の大半は、国の補助金により地方公共団体が

6 月 27 日（水）に公益社団法人全国漁港漁場協会と一般

整備しており、これらの漁港にある未利用地について、水

財団法人漁港漁場漁村総合研究所との共催により、神戸

産物直売所、食堂（レストラン）
、養殖施設、プレジャー

コンベンションセンターにて開催されました。

ボートの陸上保管施設、一般向けの有料駐車場、ダイビン

今年は、
「漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわ

グや遊漁船等の関連施設、宿泊施設、等を設置したいと考

いの創出」をテーマに日韓両国から計 5 件が報告され活

える地方公共団体がある。

発な議論が行われました。

1 . 3 漁港ストックの有効利用にかかる規制

ここでは、日韓両国から報告された5件の報告の概要を
紹介します。

これらのニーズに答え、地域経済の活性化を図ること
は重要であるが、国の補助金が交付された国、地方公共
団体が公共に供する財産であることなどから３つの規制

1

がかけられている。

漁港ストックの有効活用の制度と
考え方について
水産庁漁港漁場整備部計画課 課長補佐 牧野 稔智

1 . 1 漁港ストックの有効活用の背景
これまで、生産・流通の面から漁港利用の一体性を有
する地域において、陸揚・集出荷機能等を拠点漁港に集
約化してきたが、人口減少社会の到来や港勢の動向が変
化する中、現状の漁港の利用形態が続くと、機能分散した
ままとなり、維持管理・更新費の増大が懸念されている。

①国、地方公共団体が公用又は公共用に供する財産、
いわゆる行政財産は、貸し付けは禁止、漁港施設を
占用しようとするものは、漁港管理者の許可が必要。
②水面は、国民共有のものであり、法令に基づく管理
の対象。漁港の水面を占用しようとするものは、漁
港管理者の許可が必要。
③国の補助金を交付した財産は、国の承認なしで貸し
付け、占用は禁止。

このため、漁港においては、さらなる流通構造改革の

1 . 4 規制緩和の経緯
1997 年頃から公共施設の有効活用が議論の対象とな

推進や施設の維持管理・更新費の増大の抑制のため、漁

り、政府が設置した有識者からなる委員会より、様々な

港機能の集約化とあわせ既存ストックの有効活用が課題

意見が答申された。

となっている。

①補助対象資産である施設に係る行政需要が設置当時

このような中、地域漁業の情勢変化等を踏まえ、漁港

から変化したような場合において、一定期間経過後、

水域や用地を増養殖や水産物直売のために活用するなど

他の公共施設・公用施設への転用。
（ 1997 年７月、

漁港の有効活用により漁業所得の向上を図りたいとの声
が増しており、今後、民間活力の導入も視野に入れ、これ
ら取り組みが進展すれば、新たな雇用の場の創出など地
域経済の活性化も期待される。

1 . 2 漁港ストックの有効活用にかかるニーズ
漁港は、防波堤、岸壁、道路、荷さばき所等様々な施設

地方分権推進委員会第２次勧告）
②目的外使用を促進するため、補助金等にかかる予算
の執行の適正化に関する法律等を弾力的に見直す。
（ 1999 年 2 月、経済戦略会議からの答申）
③転用・譲渡等における用途や相手方が強く制限され
るなど、措置状況は十分とはいえない。
（2007年11月、
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地方分権改革推進委員会「中間的とりまとめ」）

1 . 5 行政財産の管理にかかる規制の緩和

もの（長期利用財産）については、地域活性化等を
図るもののために貸し付ける場合には、収益の補助

政府の各委員会の答申を受け、次の規制緩和が行われた。

金相当額を返還すれば（従来は時価額の補助金相当

①民間事業者に対する漁港施設の貸付けについては、

額）、2008 年より貸付け等ができるようになった。

2007 年、漁港漁場整備法改正により、漁港施設の運

返還額が時価額から収益となり、実質、減額となる。

営者の資力及び信用、漁港管理者の認定等を条件に

1 . 6 今後の課題

行政財産を貸し付けることができることとなった。

既に国の補助金の交付のあった財産について、規制緩

）の貸付け
②民間事業者に対する行政財産（土地に限る。

和により民間事業者に貸付けできるようになったが、こ

については、2008 年、国有財産法、地方自治法改正に
より、行政財産の上に堅固な建物等を整備する場合で
あって、土地の供用の目的を効果的に達成する場合は、
行政財産である土地を貸し付けることができる。
また、2005 年、PFI 事業法改正により、民間施設を整
備する場合についても、行政財産を貸し付けることがで
きることとなった。
③国の補助金が交付された財産（用地を除く。）であっ
ても、補助目的に従った利用により 10 年を経過した

2

名品漁村創出のための特化漁港開発方案
‑ 美しい漁港造成事業を中心に ‑
海洋水産部 水産政策室 漁村漁港課 施設事務官 宋 章鉉

2 . 1 緒論
韓国の漁業生産額は 2014 年を基点として足踏み状態

の他、以下の課題がある。
①民間事業者に対する漁港施設の貸付けの対象が限定
されている。
②漁港施設の占用の許可期間が原則３年と短い。
③漁港の水面の占用の許可期間が原則 1 年と短い。
なお、平成 29 年３月に策定された漁港漁場整備長期計
画（ 2017 年度〜 2021 年度）において、漁港ストックの
適切な維持、更新や整備と併せ、その最大限の活用を図
ることとしている。

高度化（漁船利用、水産物の生産・加工・流通など水産拠
点漁港の開発）
、美しい漁港造成（周辺の自然景観、漁村
の文化・芸術と融合したテーマ空間としての造成）
、漁村
マリーナ域の造成（小規模ヨット係留施設など、漁業以外
の所得増大の役割と機能）
、清浄漁港造成（水産物の安全・

であり、漁業人口及び漁家数については継続的に減少し

衛生管理）などの事業が実施されている。

ている。また、水産物の輸入額は 2009 年以降持続的に増

2 . 3 美しい漁港造成事業

加し、市場開放の加速化によって漁村経済の不確実性が
増加している。
また、漁業関連事業経営漁家の漁村観光及び釣り案内
業の増加にも関わらず、水産物
加工・流通業漁家が大幅に減少
している。
このような状況下で韓国で
は 漁 港 開 発 政 策 方 向 [ 2014 〜
2018 ] を策定し事業等を進めて
いる。

2 . 2 特化漁港開発事業
漁 港 開 発 政 策 方 向 で は、漁
港を地域経済の中心として育成
するため、付加価値を創り出す
ための特化漁港開発として、多
機能漁港の開発（観光、レジャー
等に特化した開発）
、漁港機能の

ここでは特化開発事業のうち、美しい漁港開発では
景観的価値、生態的価値、感性的価値、文化的価値に着
目し、美しいプロムナード（漁港／漁村観光の新たなプ
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ラットフォーム）を目指している。
美しい漁港開発は、水山港、格浦港、
彌助港、金寧港等で進められており、以
下に水山港の事例を紹介する。
（開発方向）
• 旧漁港の自然的な景観を復元するた
めに物揚場内の自然岩盤復元
• 背後緑地と連携される漁港景観の復
元として魚付林の中の韓国的な美港
の造成
• 水産漁村体験村の活性化のために伝
統の宿泊体験など、観光客の便宜施
設の拡充
•港内施設及び景観整備によるク
リーン漁港を実現するために港内歩
行動線の改善
①自然岩盤海岸復元

自然岩盤海岸の復元によって、水
山港の景観を回復、また、自然岩盤区
域の復元によって、水山港の代表的
な親水空間を演出した。
②魚付林の復元

350 年前の魚付林を復元し、森と公
園の中の美しい漁港として造成、ま
た、村の裏にある既存の魚付林が自然
に溶け込むよう公園を造成した。
③背後敷地活用

既存漁具倉庫（全焼状態）の敷地を
活用した、漁具倉庫及び観光休養空
間として複合的活用し、立体的な構
造として今後推進される韓屋村から
提供し、さらに背後進入道路、丘陵
地、防波堤と繋がっている中心的な親水休養空間とし

持続可能な漁村・漁港活用による名品漁村・漁港の創

て造成した。

出を目指している。

④駐車場整備

背後敷地の景観成果の商店街の利用利便性のために

期待される効果としては、漁村６次産業を中心とした
空間造成により、漁港自生力の強化、地域経済の活性化、

駐車空間を分散配置し、また、商店街利用客のための

水産物付加価値の創出による漁業者所得増大への貢献

路上駐車を村全面道路に均等に配置した。

がある。また、漁港の美しさ、アメニティの向上及び漁

⑤漁港空間／海洋レジャーの空間分離

村・漁港の物語を作って漁港を観光商品として開発し、

漁業活動と海洋レジャー活動空間分離を通じて安全

地域ブランドとしての活用価値を向上させることで、２

性を確保し、活動主体ごとの利害関係者間の葛藤の最

次観光需要の増大が期待される。更には先進国型海洋レ

小化（従来の漁業活動支障を最小化する）
。

ジャー活動を誘導するための海洋観光・レジャー商品開

2 . 4 結論
韓国では、漁村・漁港を巡る急速な環境変化と新しい
パラダイムへ対応すべく、特化漁港の開発を進めており、

発及び広報によって、レジャー人口の底辺拡大と漁港の
訪問客の増加によって漁業以外の所得増大に貢献し、雇
用創出の効果も期待できる。
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漁港ストックの有効利用事例について
一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 主任研究員 後藤 卓治

3 . 1 漁港ストックの有効利用の概要
漁港を利用する漁船隻数は、漁業情勢の変化等により、
概ね 30 年前をピークに減少し、陸揚げ量も減少している。
また、漁村人口も減少し高齢化率も日本全体と比べて

3 . 3 具体事例の紹介
ここでは漁港の既存ストックを有効に利用している具
体的な事例を紹介する。
• 砂地海底を活用したナマコ漁場形成
• 出荷調整用蓄養水面と回転寿司店
• ウニ等の資源有効利用と直販・漁業体験施設
• 漁業体験・磯学習の場

10 % 程度高い 37 . 2 % となっており、今後は情勢の変化

• 荷捌所の冷却システムとして雪氷熱利用

に応じた漁村活性化を図る必要がある。

• 漁港間の機能再編による漁港水域の増養殖適地の拡大

このような情勢の中、漁業生産力の向上や漁村のにぎ
わいの創出等に関連した、漁港の新たな利用へのニーズ

3 . 4 まとめ
漁業情勢の変化に対応した漁港の既存ストック有効利

が高まっている。これらニーズに柔軟に対応するため、

用の事例が増えてきているものの、地域によっては、関

政府においても従来の漁港整備の目的に囚われること無

係する漁業者や水産関連業者が従前の漁港利用を変化さ

く既存の漁港ストックを有効利用することが可能となる

せることに対する抵抗感が強いことから、有効利用が進

よう規制緩和等が進められている。

まないケースもある。

3 . 2 有効利用のパターン
①漁港水域の利用

このような地域では、有効利用による影響や得られる
効果について、関係者間で十分な協議を行い慎重に進め

漁港には係留施設や航路の静穏度を確保するために防

る必要がある。その際、漁港の既存ストックを有効利用

波堤が整備され、漁業で利用する泊地や航路以外にも静

することで、漁業や地域の活性化に寄与した事例を紹介

穏水域が存在し、新たなニーズに対応した有効利用が可

することも有効である。

能である。
漁業生産の場としては、港内の水域が波浪等
による影響を受けにくく安定した漁業生産に向
けた増養殖、魚価安定のための蓄養などに利用
できる。
また、静穏水域であるため安全に海と触れ合
うことが可能で、漁業体験やダイビングの講習
等のレクリエーションの場としても利用可能で
ある。
②漁港用地の利用

漁港用地は、一般市民でも安全に海に近づけ、
非日常の景観を楽しめる適地であること、及び
水産物が直接陸揚げされる場であることをメ
リットに直売店やレストランで新鮮な水産物も
提供できることから、観光客を誘致することで、
漁業者所得の向上のみならず地域雇用の創出な
どの効果も期待できる。
また、海水を多く利用する陸上での増養殖に
ついても、漁港用地が海に近いことからコスト
面で大きなメリットとなる。
その他、利用度が低下した上屋施設は一部改
良を加えることで、安価に新たな利用への転換
が可能である。

報告
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大韓民国漁村観光の育成政策考察
韓国漁村漁港協会帰漁帰村総合センター長 宋 英澤

19

業の生産量低下といった漁業勢力の弱体化、高齢化や漁
家人口の減少を踏まえた漁村の共同化、生産基地から物
流・流通・観光等の総合的な空間への漁港機能の高度化、
漁村／水産業に対する肯定的な社会トレンドがある。

4 . 1 漁村観光に対する理解
漁村観光は漁村の様々な資源を活用して行われる観光
で、観光から所得を生み出すことで漁村の活性化に寄与
し、漁村を維持させることができる。
漁村観光の特徴は、以下の 5 つに整理される。すなわ
ち、①漁村の住民が主体、②漁村契

Vol. 44

※1

4 . 2 漁村観光開発の歴史
※2
漁村分野では、1970 年代にセマウル運動 レベルの
農漁村生活環境整備が始まり、1990 年代に農漁村総合対
策が樹立されて本格的な開発が始まった。主要な事業の

あるいは村単位で

一つとして「所得源開発」が挙げられ、漁村観光に集中的

実施、③漁業体験、海洋レジャー・スポーツ活動、農業体

な投資が実施された。この当時は刺身センター等のハー

験も含む、④競争力が高い、⑤漁村の環境、生態、景観、

ド中心の投資であり、漁業者の直接運営は 19 ％にとど

文化の維持・保全が必要、という事である。

。そこで 2000 年初めには、
まった（ 2000 年の点検結果）

漁村観光の台頭の背景には、漁船の減少傾向や近海漁

漁村体験村の造成事業が始まり、2004 年に漁村観光振興
総合対策を樹立、2005 年には漁村漁港法が制定され、本
格的な漁村観光の活性化施策がとられ、ソフトウェア的
なアプローチが採択された。

漁港分野では、1969 年に漁港法が成立、1970 〜 80 年
代に漁港建設が進められた。1990 年代になると漁村と漁
港が連携した総合開発方式に方向転換し、漁港を水産業
活動及び流通基地、さらに、漁村定住生活の基盤という視
点でとらえることにより、観光機能を付加するようになっ
た。2004 年には漁村観光進行総合対策が樹立し、多機能
漁港開発概念が導入、観光漁港のモデル別開発が推進さ
れた。2005 年の漁村漁港法の制定、第一次漁村漁港発展
の基本計画（第 1 次及び第 2 次）を経て、2018 年には小規
模の漁港機能の改善にあたって観光を含めることとする
漁村ニューディール 300 プロジェクトが進められている。
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4 . 3 漁村観光関連法の規定
漁村観光関連法の柱は 3 つの法律である。まず、漁村
漁港法で、漁港区域内に漁村観光区域を設定でき、基礎
調査項目に観光資源に関する内容を含み、漁港の開発計
画の内容にレジャー観光開発計画を含めることができる
ようになっている。
都市と農漁村間の交流促進に関する法律には、農漁村
体験村の業者の指定、事業の管理、評価や格付け、専門人
材の活用等が定められている。
農漁村整備法は、民宿事業に関する規定で、届出義務
や遵守事項等について定められている。

4 . 4 漁村観光運営の現況
「暮らしたい、行きたい豊かな漁村」をキャッチフレー
ズに、政府は様々な施策を展開している。
漁村体験村造成事業は 2001 年から始まり、全国で 134
箇所造成され、現在は 112 の村を運営している。2010 年
から実態評価制度を採り入れ、不十分な村の指定解除を
行っており、2016 年までに 28 カ所が指定解除されてい
る状況である。
関係組織は、海洋水産部、地方自治体、漁村体験村およ
び漁村体験村連合会であり、韓国漁村漁港協会の支援のも
と、海解説士協会やコンサルティングの専門家等の協力を
得ながら、漁村観光の対国民サービスが提供されている。
広報については、目標を定めると同
時に、シーズンイシューの先導、国民
体感型の広報、コンテンツの発掘・拡
散を行い、メディアミックス戦略を展
開している。また、海洋観光ポータル
サイト『海旅行』を運営し都市と漁村
の交流及び漁村観光の活性化、漁業外
所得の増大に貢献している。漁村体験
村の広報支援や、運営力強化のための
専門家によるコンサルティングサポー
ト、観光客誘致のサポート、海解説士
の 運 営、漁 村 体 験 村 間 の 競 争 を 促 す
コンテストの開催等を行っている。

2017 年の体験客数は 130 万人を超
える等、漁村体験村は成果を挙げてき
ているが、今後は自立が課題となって
いくと考えられる。

注 1）日本統治時代に朝鮮総督府が進めた農村振興運動をモデルにした韓国の地域開発運動

*1 漁村契：
「契」とは相互扶助、親睦、利殖を目的とする民間組織で、
「漁村契」は、戦後、沿岸漁村に定着していた漁村の自治組織を沿岸漁村の漁業管理の一
つの機構として活用するために水産業協同組合法の中に位置付けられたもの。
*2 セマウル運動：セマウルは「新しい村」という意味で、1970 年に朴正煕大統領が提唱した地域開発運動。韓国政府は 1971 〜 1978 年に約 500 億円をセ
マウル運動に投入している。世界的評価も高い運動で、運動の記録はユネスコ世界記録遺産にも登録されている。
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5 . 2 垂水漁港の紹介

垂水漁港の概要
神戸市経済観光局農政部農水産課水産漁港係長 天野 勝明

垂水漁港は神戸市の南西部に位置し、大阪湾に面した
市街地にある典型的な都市型漁港である。
背後には国道 2 号が通り、JR 垂水駅等鉄道に近接し、都

5 . 1 神戸の紹介
神戸は、都会的なイメージがあるが、食でも有名であ

市開発と平行して整備した漁港で、西側には明石海峡が

る。農漁業生産でも 100 万人以上の都市としては第 1 位と

あり、明石海峡大橋を目の前にする絶好のロケーションを

なっている。神戸の農畜産物としてはこうべ旬菜、梨、神

誇っている。水産物荷捌所、水産加工施設、給油施設、製

戸ビーフ等が有名であるが、水産物としては須磨海苔が

氷・冷蔵施設、漁具保管施設、水産物直売所等がある。直

有名である。須磨海苔の生産量は年 1 億枚、その他イカナ

売所では「いかなごの釘煮」等の加工品を販売している。

ゴが年間 1500 ｔ、シラスが年間 2200 ｔの生産量を誇る。

利用漁船は 178 隻、陸揚げ量は 4070 t で、主な魚種はシラ
ス、ブリ、マダイ、イカナゴ、タチウオ、ノリである。

垂水漁港

神戸では 50 種類以上の様々な魚が水揚げされている。
観光漁業も盛んで、平磯海釣り公園、地引網等も行われ
ている。

水産物直売所

1960 年代に漁港の指定を受け、神戸市域の漁業生産及
び流通の拠点となる中核的な漁港を整備するため、国の
漁港整備長期計画の採択を受け、建設が始まる。1973 年、
漁港が竣工するとともに、荷捌所、水産加工場などの施
設が整備された。

1980 年代には、京阪神地域に活魚を出荷するための活
魚の陸揚基地としての機能及び不足する漁港機能施設を
整備するために、新たに「南港」の整備の採択を受けて、
整備を行った。

1995 年１月、阪神・淡路大震災により多大な被害を受
平磯海づり公園

け、災害復旧を行う。
また、新たな水産業の振興と地域の活性化を目的とし
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被災状況

た「マリンピア神戸」が整備された。これは、
「人と海と

商業施設（アウトレット）

魚のふれあいの場」をテーマに漁港区域内に設置された

5 . 3 漁港の機能強化
2012年より、漁港施設機能強化事業により、南海トラフを

約 18 . 5 ha の都市型漁港施設で、敷地内には水産体験学

震源とする地震対策として、主要岸壁の耐震強化，漁港か

、神戸フィッシャリーナ（ 2001 年）
、三
習館（ 1998 年）

ら幹線道路までの道路等の液状化防止対策を進めている。

井アウトレットパーク（ 1999 年）が設置され、その他に
ラグーン、駐車場、緑地や遊歩道がある（ 2017 年：年間
452 万人、車 97 万台）。
2002 年 3 月に第３種漁港の指定を受けた。

南海プレート地震に対する対応：主要岸壁の「耐震化」

マリンピア神戸

南海プレート地震に対する対応：主要岸壁の「耐震化」

神戸フィッシャリーナ

南海プレート地震に対する対応：輸送施設の「液状化対策」
水産体験学習館

（第 1 調査研究部 後藤 卓治）

報告
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第 34 回 PIANC WORLD CONGRESS への参加
パナマシティ滞在 報告

１．はじめに

３．Congress

5 月 7 日から 11 日にかけて、国際航路会議（ PIANC
WORLD CONGRESS ）に参加しましたので、その概要

クニカルセッションにおいてプレゼンが行われ、日本か

について報告します。

らは、13 件の発表が行われました。そのうち、漁港漁場

Congress では、港、浚渫、環境、物流など各分野毎のテ

国際航路会議は、PIANC の活動の一つとして 4 年に 1

関係として、水産庁整備課の不動課長補佐、水産工学研

回開催されるもので、今回はパナマ共和国の首都パナマ

究所の古市研究員、東京海洋大学の中泉教授などから発

シティにおいて開催されました。国際航路会議の前段に

表が行われました。発表者及び発表タイトルは表のとお

開催された年次総会（ AGA、毎年開催）を含め、各国の会

りです。日本からサンゴの保全対策について 2 件の発表

員が参加し、日本からも PIANC 副会長、国土交通省大臣

がありましたが、環境関係でも内容が非常に限定的であ

官房技術参事官、水産庁漁港漁場整備部整備課長をはじ

るにも関わらず、各国の会員が高い関心を持って聴講し

め、約 50 名が参加しました。パナマに在留する日本人は

ており意外に感じました。

約 400 人と言われており、一時的に日本人が 1 割以上増
えたことになります。

２．PIANC とは

Permanent International Association of navigation
Congresses の略で、日本語では国際航路協会と呼ばれて
います。
港湾・漁港、航路等の技術的課題に関する調査研究、
開発途上国への技術援助など、幅広い活動を行う非政治
的・非営利な国際機関であり、国連の諮問機関に指定さ
れています。
人類の福祉のために、内陸港及び海洋港の航路、港湾

Congressでの発表の様子

施設の設計、建設、改良、維持及び運営に関する発展を図
るとともに、沿岸地域の開発を図ることによって、水上

発表は主に英語で行われますが、PIANC では、フラン

交通の維持・発展を推進することを目的としています。

ス語と英語が公用語となっているため、相互の同時通訳

本部はベルギーに置かれており、65 カ国から団体会員
約 450、個人会員約 2 , 000 の団体です。漁村総研も団体
会員として活動しています。

がなされました。
発表以外にも、情報交換の場として、セッションの合
間のコーヒーブレイクと、企業等がプレゼン等を行う
ブースが開設されており、各会員が熱心にコミュニケー
ションを図っている様子が見られました。

表

敬称略

Congress in Panama での発表論文リスト

タイトル

発表者

桟橋工事における BIM（Building Information Modeling）の適用

野口哲史（五洋建設）

漁港建設のための作業船位置情報システムの構築と運用

長野晋平（はこだて未来大学）

漁業生産物輸出促進のための港湾機能についての研究

中泉昌光（東京海洋大学）

リモートセンシングを用いたサンゴ礁分布把握手法の開発

片山悦治郎（国際航業）

サンゴ幼生の培養、輸送、定着を通したサンゴ繁殖技術の開発

不動雅之（水産庁）

防災施設と海洋環境

吉塚尚純（日建工学）

日本の遠隔離島におけるレベル２地震津波への対策についての提案

斎藤正文（オリエンタルコンサルタンツ）

護岸堤防への津波外力に関する実験的研究

古市尚基（水産工学研）

津波の越流時に防波堤ケーソンに作用する水圧分布

鈴木高二朗（港空研）

津波防護及び長周期波吸収のためのコンクリートブロックに係る新技術

久保田真一（不動テトラ）

日本の港湾における漂砂埋没現象についての特性分析

中川康之（九州大学）

AI ターミナル構想 −最新の IC 技術を用いた港湾の管理運営の刷新可能性−

小野憲司（阪神国際）
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からは併走するパナマ運河やそこを通行する船舶が望め
ます。
コロン市に到着後、アグア・クララ閘門に向かい、船
舶の通行の様子や管制の様子等を見学し帰路につきまし
た。実際に見る施設は近代的で予想以上に大きく、また
コーヒーブレイクの様子

大型船が浮き上がる様は若干の感動を覚えました。

企業等のブース

４．テクニカル・ツアー

５．パナマ運河

最終日の 11 日にはテクニカル・ツアーが企画され、主

パナマ運河は、太平洋側と大西洋側を結ぶ南北アメリ

にパナマ運河の見学を目的として 4 つのコースが設定さ

カ大陸を結ぶパナマ地峡が最も細くなる部分に築かれた

れていました。私はパナマ運河の大西洋側の閘門を見学

長さ約 80 km の運河で、スエズ運河とともに世界の物流

するツアーに参加しました。このツアーは、太平洋側に

にとって重要なものとなっています。

位置するパナマシティから、パナマ運河鉄道で大西洋側

当初、スエズ運河の建設者レセップスがスエズ運河完

のコロンまで行き、新たに建設されたアグア・クララ閘

成後、パナマ地峡に海面式運河の建設を計画し、フラン
スの主導で 1880 年に建設を開始しましたが、黄熱病の

門を見学するものです。
早朝、ホテルのロビーに集合し大型バス数台で駅に向

蔓延や工事の技術的問題と資金調達の両面で難航し計
画を放棄しました。フランスは運河建設から事実上手を

かいパナマ運河鉄道に乗り込みます。
パナマ運河鉄道は、パナマ市とコロン市を結ぶ、全長

引くこととなり、運河建設はアメリカ合衆国によって進

約 77 km と、鉄道としての規模は大きなものではありま

められることとなりました。太平洋と大西洋にまたがる

せんが、パナマ運河より 60 年ほど前の 1855 年に開通し

国土を持つアメリカにとって、両洋間を結ぶ運河は経済

ています。大西洋と太平洋を繋ぐこの鉄道の開通は、当

的にも軍事的にも必須のものであると考えられたためで

時の物流や人々の移動に大きな影響を与えたそうです。

す。アメリカ合衆国は、運河の建設権と関連地区の永久

列車の外観や内装はクラシカルでオシャレ。コーヒーと

租借権などを取得し、建設工事に着手しました。運河地

スナックをいただきながら約１時間の列車の旅で、車窓

帯両岸の永久租借地にはアメリカの軍事施設がおかれ、

列車の外観

列車内の様子

路線図

アグア･クララ閘門

アグア･クララ閘門

管制の様子

報告

Vol. 44

南米におけるアメリカの軍事拠点となっ
ていましたが、1999 年 12 月 31 日にアメ
リカは全ての施設を返還し、アメリカ軍は
完全に撤退しました。現在のパナマ運河
は、パナマ共和国が管轄しています。市内
からミラフローレス閘門に向かう車窓か
らは、アメリカ軍が残した施設が見られ、
タクシードライバーが笑顔で案内してく
れたことが印象的でした。
運河は、最高点となるガトゥン湖の海
抜が約 26 ｍと高いため、閘門によって船
の水位を上下させて通過させています。
水の階段 とはよく言ったものだと感じ
ます。カリブ海側に流れる川をせき止め
てできた人造湖であるガトゥン湖と、ガ

パナマ運河の概要

、ペデロ・ミゲル閘門
トゥン閘門（ 3 閘室）
（ 1 閘室）、ミラフローレス閘門（ 2 閘室）の

3 か所の水門が存在します。船舶が多くの
閘門を利用して徐々に上昇していくため、
パナマ運河は「船が山を越える」と評され
ることもあるそうです。
パナマ運河を通過できる船の最大のサ
イズはパナマックスサイズと呼ばれてい
ます。閘門のサイズにより、通過する船

ミラフローレス閘門

舶のサイズは、全長：294 . 1 メートル、全
幅：32 . 3 メートル、喫水：12 メートル、
最大高：57 . 91 メートル以下に制限され
ていましたが、通航量の増大や船舶の大型
化の流れを受けて、2006 年に運河拡張計
画がパナマ運河庁より提案され、国民投票
により実施されることが決定されました。

2016 年の拡張工事完成後は、それぞれ最
大全長：366 メートル、全幅：49 メートル、
喫水：15 . 2 メートルまでの航行が可能となり、通過可能

水位調整前

水位調整後

６．パナマ共和国

船舶の範囲が大幅に拡大しました。これにより、一隻に

パナマ共和国は、北アメリカ大陸と南アメリカ大陸を

積載できるコンテナ数が 2 . 5 倍以上となり、単純に考え

結ぶ地峡に位置し、西はコスタリカ、東はコロンビアと

れば、今までは 3 隻必要だったところが 1 隻で良くなり、

それぞれ接しています。人口は約 403 万人。国土は約 7 . 5

コストの削減に寄与することになります。

万平方キロで（北海道よりやや小さい）東西に細長い国

運河の通航料は船舶の形状や積荷によって規定されて

土のほぼ中央を貫くパナマ運河が、太平洋と大西洋（カ

おり、基本的には重量に応じて決定されるようです。大

リブ海）を接続する役割を果たしており、パナマは地政

型の船舶の通航料金は数千万円にも及びますが、それで

学的に極めて重要な国と言えます。気候は熱帯性で、4

も航行距離と日数を減らすことができ、総合的に経済的

月下旬から 12 月上旬にかけて雨期を迎え、カリブ海沿

になるようです。ちなみに、泳いで通航した場合のそれ

岸の年間降雨量は 3 , 270 ミリに達します。公用語はスペ

は、1 ドル以下になるようです。

イン語で、スーパーやファーストフード店であっても英
語はほとんど通じませんでした（筆者の英語力の問題か
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もしれませんが）。
パナマでは、自国の紙幣を発行しておらず、正式名称

⑵ 水産市場、漁港
パナマシティの新市街地と旧市街地との間に「水産市

のみを「バルボア」として、米ドルがそのまま使われてい

場（ Mercado del Masisucos ）
」が建設されています。これ

ます。硬貨は米国のものとパナマのものの両方が流通し

は、今回参加されていた国土交通省の浅輪技術参事官が

ています。

パナマに在留されていた当時に日本の水産無償資金協力
によって計画、建設されたものだそうです。
「それまでは、
パナマで鮮魚を購入し調理するといったことは、考えられ

⑴ パナマシティ
会場となった RIU ホテルのある市街地に近づくと、突

なかったが、この施設ができて、少し考え方が変わった」

如として高層ビル群が現れます。とても中米とは思えな

とおっしゃっていました。市場入り口にはパナマと日本の

い光景で、さながら、ミニマンハッタンと言った感じです。
とても個性的なデザインの高層ビルも散見されます。
また、アメリカのスーパーやファーストフード店も多く、
不便を感じることはほとんどありませんでした。
これら新市街地の治安は、それほど悪くありませんが、
高層ビル群の合間にはスラム街が残っているようで、大
通りから道を一本外れると、雰囲気が一変する場所も多
くありました。また、ビル群からほど近い公園などでは、
民族衣装を着た女性が民芸品を売る姿なども見られ、急
激に経済成長を遂げ近代化が進む傍らで、色々な側面が
見られる都市だと言えます。
水産市場の外観

パナマ

個性的なデザインのビル

新市街地

スラム街

報告

国旗がならんでいます。市場内には、たくさんの鮮魚販売
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店が並んでおり、整然と魚介類が並べられ、施氷もされて

⑶ スーパーマーケット
パナマ滞在中に、何度かスーパーマーケットを散策し

います。衛生的な取り扱いに努める様子が見て取れます。

てみました。日本でも、スーパーに出向けば鮮魚売り場

建物内に冷蔵倉庫やレストランも併設され、また、市場を

が気になるもの。パナマではどんな魚が売られているの

取り囲むようにレストラン街が形成されており、観光地の

かと…探せど探せど魚売り場が見当たりません。パナマ

一つとして機能しているようです。

の人たちは魚を食べないのかとも思いましたが、そんな

水産市場の目の前には、パナマ湾に面した漁港があり

ことは無いだろうと考えを巡らし、冷凍食品売場を見て

ます。潮位差が大きいせいか、桟橋の天端がものすごく

いないことに気づきました。後日確認したところ、やは

高く感じます。

り冷凍物が主流のようで、サーモンやエビ、貝など、種類
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も限定的でした。
パナマは急激な経済成長を遂げ近代化も進んでいます。
物価の水準も、日本とそれほど変わりは無いようです。日
本の新鮮で多様な水産物の輸出先として、少なからず可
能性はあるのではないかと思いを巡らしたところでした。
ちなみに、スーパーマーケットで販売されている物で
価格を比較してみたところ、卵（ 6 個入り約 1 ＄）、牛乳
、水（エビアン 1 . 59 $ ）など、ほとんどが日本
（ 1 L 1 . 35 $ ）
と同水準でした。

水産市場内の様子

スーパーマーケットの冷凍水産物売場

７．おわりに
パナマは急激な経済成長を遂げており、市内の激しい
交通渋滞や建設中の高層ビルを見るにつけ、さながら、
日本の高度成長期やバブル期を想像させます。また、パ
ナマ・ビエホやカスコ・ビエホなど、市街地からほど近
陳列された鮮魚

い場所に世界遺産に登録された文化財が存在します。さ
らに、手つかずの自然も残されています。人々も陽気で
親切で、魅力あふれる国であったと帰国後、しみじみと
感じます。
（ロシアワールドカップは、密かに応援をしましたが、
残念な結果に終わってしまいました。
）
今回、国際会議に出席させていただくとともに、最大
級の土木構造物である運河も眼前で見ることができ、さ
らに異文化にも触れられ、とても貴重な経験をさせてい
ただきました。快く派遣していただくとともに、サポー
トをいただいた関係者の皆様にこの場を借りてお礼を申
し上げます。

漁港の様子

（第 1 調査研究部 部長 高原 裕一）
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水産都市の活性化に向けた
関係者間の連携について

１．はじめに

て好立地であり、まちづくりとしての有効利用も期待される。

水産都市においては、水産振興に資する施策として安全・

ここで、漁港区域の漁港施設用地以外では民間が所有する

安心な水産物の安定供給と輸出促進等が進められている一方

土地も含まれている。漁業が盛んな時には水産関連企業や漁

で、近年、漁業者及び水産関係事業者の減少、港勢の変化、水

業者の利用が主で、一般住民との利用の輻輳は少なかったが、

産関係施設の老朽化等の課題のほか、まちづくりにおいては、

漁業者や水産関連企業が減少すると、未利用な施設や土地に

高齢化の進展、居住密度の低下、都市機能の分散化、公共交通

なっていたり、一般住民が利用する施設（住宅や商業施設等）

のサービスレベルの低下等の課題が生じている。

に変化し、漁業及び水産関連業と一般住民との利用が混在し、

また、漁港区域では市場や加工場等の生産機能と、商業施
設や生活道路等の都市機能が混在して立地しているため、双
方の機能が十分に発揮できない例もみられる。

交通輻輳等の支障を来しているケースも見受けられる。
また、漁港利用では、高度衛生管理への対応や輸出の促進、
周辺漁港からの集荷機能の強化などを図るにあたり、漁港施

このため、水産都市においては、情勢の変化に対応するため

設用地の再編だけでは土地が不足し対応出来ないケースも考

水産施策とまちづくり施策との連携により、また、必要に応じ

えられる。このような場合には、民間の土地も含めた周辺土

て民間活力を活用しつつ、漁港区域及び周辺の市街地区域を

地の再編を行うことが必要となる。

一体として捉え活性化方策を展開することが重要である。
ここで、水産庁漁港漁場整備部と国土交通省都市局では全

以上、漁港及びその周辺で生じている事象に対応するため
には、漁港のみならずまちづくりも含めハードとソフトの両

国の水産都市の活性化に取り組もうとする関係者にとって有

面での検討が必要である（図 1）
。

用かつ実践的な情報提供に資するよう、
「民間事業者等との連

⑵ 連携した施策の基本的な考え方

1）

携による水産都市の活性化方策の手引き（案）」 を平成 30 年

水産施策及びまちづくり施策双方の視点から、水産都市の

6 月に連名で策定し、ホームページで公開するとともに沿海

活性化方策を策定するには、施策連携の必要性、ニーズを十

の都道府県及び市町村の水産部局と都市部局に配布した。

分に把握し、連携による相互のメリットを明確化することが
重要である。

２．内容
⑴ 水産都市における連携の必要性
水産都市の明確な定義はないが、漁港区域と都市計画区域
が重複又は隣接している地区については、水産部局と都市部

このためには、行政内の関係部局の協働及び民間事業者の
協力・参加による官民連携の事業実施が重要である（図 2）
。
なお、水産部局と都市部局が連携した施策を実施すること
で、以下のような事が実現可能になると考えられる。

局とが連携した活性化方策による効果が期待される。
これら地区において都市計画に
おける漁港区域の用途地域の指定
状況は様々であるが、その多くが
準工業地域など産業の場として位
置付けられているケースが多く、
交流する場としては計画されにく
い状況となっている。
しかし、現状としては情勢の変
化により、漁港の利用が生産の場
だけでなく地域の活性化を図る場
としてのニーズが高まっているた
め、都市計画においても単なる産
業の場としてだけでなく、人が交
流する場として位置づけること
で、より多彩な活性化方策が実現
可能となる。また、漁港は海に面
していることから、交流の場とし

▲図1：都市型漁港における水産都市活性化の背景
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は、以下のような地区で適用可能と考えられる。
①漁港区域と都市計画区域（市街化調整区域は除外）が重

②民間事業者との連携・協働による地域経済への貢献

複する区域（今後区域設定の可能性がある場合を含む）

③漁港区域及び周辺市街地における土地利用や交通の混乱

及び計画上密接不可分な周辺地区

解消による魅力的な水産都市の形成
④漁港・水産側、都市・まちづくり側双方にメリットのあ
る一体的な都市型ウォーターフロントのまちづくり

②以下の状況が顕在化している漁港区域（場合によっては
密接不可分な周辺地区）
イ）漁港機能の再編に伴い新たな用地利用のニーズがあ
る地区

これら水産都市の活性化に向けた発意は、水産部局から都
市部局に打診する場合、都市部局から水産部局に打診する場
合の双方が考えられるが、いずれの場合においても、初期段
階から当該地区の課題や連携の必要性等について情報共有し
ていくことが重要である。

ロ）老朽化施設が顕在化しつつある地区
ハ）都市的利用の混在が発生している地区

等

③漁港区域における課題を認識し、連携施策により効果の
発現が期待できる地区
このような地区では、従来、両部局が検討範囲としてきた

ここで、水産都市の活性化に向けて障害となる課題とその

区域が重複していることと、漁港区域の土地利用とまちづく

対応の認識が、水産部局と都市部局で異なる場合も想定され

りにおける課題やニーズが共通している場合には、両部局が

る。そのような場合において、一方の部局だけでは解決不可

連携して活性化方策を検討することによる効果がより期待で

能な課題であっても、双方の所管する事業等を組み合わせる

きると考えられる。

ことで解決が可能となる場合もあることから、両部局間の調
整が重要である。

⑷ 対象となる問題点・課題と対応方針

⑶ 検討対象となる地区
水産都市での水産部局と都市部局とが連携した活性化方策

連携した活性化方策を検討する対象につい
て特に規定はなく、水産振興及び都市計画上の
問題点・課題を解決する策を、水産部局と都市
部局及び必要に応じて民間事業者が協議し、一
つの目標を設定しそれぞれが出来うる対策を
講じることとなる。
図 3 には、一般的に想定される問題点に対し
ての対応方針の基本的な展開イメージを示す。

３．おわりに
ここまで、水産部局と都市部局とが連携した
活性化方策についての導入部分を紹介したが、
▲図2：連携施策の基本的な展開イメージ

漁港及びその周辺で生じている問題点・課題及
び新たに生じているニーズに対応するために
は、両部局及び民間事業者等が実施可能な策を
寄せ集めることが効果的であるため、まずは、
関係者間で実態の共有を図る場を設けることが
重要である。
（第１調査研究部 後藤 卓治）
参考文献

1 ）水産庁漁港漁場整備部・国土交通省都市局「民間事業
者等との連携による水産都市の活性化方策の手引き
（案）」平成 30 年 6 月

▲図3：地区の課題と対応方針
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ウスメバルの耳石の酸素安定同位体比による
経験水温の推定

１．はじめに

釣りにより、ウスメバルを採捕しました。ウスメバルの体長

ウスメバルは、3 歳以上になると水深 80 〜 150m の海域で

を計測、体重を秤量した後、耳石を取り出しました。耳石を樹

生息します。そのため、ウスメバルの滞留状況や移動経路の

脂に包埋し、厚さ 1mm の切片を作成した後、表面を研磨し

解明は困難でした。試行錯誤の結果、適切な採捕や処置を施

ました。実体顕微鏡下で各年齢の不透明帯および透明帯の表

し、発信機を装着してバイオテレメトリー調査を実施するこ

面をマイクロドリル（φ 400 μ m）で約 100 μ g 切削し（写

とで、魚礁やその周辺におけるウスメバル 3 歳魚以上の分布

真 1）
、分析試料としました。耳石の酸素安定同位体比の分析

や行動を直接的に把握できるようになってきました。しかし、

には、前処理装置 GasBench 付きの質量分析計（DELTA Ⅴ

個体の行動への影響を考慮すると、発信機の重量は、体重比

Advantage、Thermo Fisher Scientiﬁc社製）を用いました

（発信機の空中重量／魚体の空中重量）を 2 〜 3% 以下にする
必要があります。そのため、バイオテレメトリーで発信機を

（写真 2）
。

⑵ 経験水温の推定

装着し、追跡できるウスメバルの年齢は、発信機のサイズの

水温と耳石の酸素安定同位体比の関係は、これまで水槽実

制限を受けることとなります。本研究では、ウスメバルの耳

験により様々な魚種について示されていますが、ウスメバル

石の酸素安定同位体比を分析、解析することでバイオテレメ

についての知見はありません。そこで、ウスメバルの採捕海

トリー調査が困難な 3 歳魚未満の若齢魚の経験水温を推定す

域と同じ日本海で、底魚のハタハタを対象にした水温と耳石

ることを目的としました。

の酸素安定同位体比の関係を参照し、ウスメバルの耳石酸素
安定同位体比から経験水温を推定しました。

２．検討内容
⑴ 耳石の酸素安定同位体比の分析
青森県深浦町地先に設置された高層魚礁（水深 85m）およ
び風合瀬沖の天然礁において 2017 年 4 月から 6 月にかけて

▲写真1：耳石の切削箇所

３．検討結果
⑴ 耳石の酸素安定同位体比の分析
年齢別の耳石酸素安定同位体比を図 1 に示します。同じ年

▲写真2：GasBench付き質量分析計
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された経験水温と概ね一致していることが確認できました。

て高くなりました。異なる年級群間においても、同年齢時で

調査海域の海底における水温分布の季節変化を考慮する

は、耳石の酸素安定同位体比は概ね同じ値を示し、0 歳から 3

と、耐温性の低いウスメバル稚魚は、着底後、7 月から 10 月

歳にかけて増加し、3 歳以降では年齢に伴う耳石の酸素安定

頃にかけて水温が上昇する時期に沖方向に移動すると考えら

同位体比の変化はみられませんでした。このことは、個体や

れます。その後、翌年の春まで滞留し、再び水温が上昇する秋

年級群に関わらず、ウスメバルの経験水温は、年齢によって変

季にかけて、さらに沖方向に移動する。この移動を 3 歳まで

化することを示しています。なお、魚類の耳石の酸素安定同

繰り返すものと考えられます。

位体比は、一般的に水温と負の相関があるとされております。

⑵ 経験水温の推定

４．おわりに

成長に伴う経験水温（推定値）の変化を図 2 に示します。ウ

耳石の酸素安定同位体比を分析、解析することにより、ウ

スメバルの年齢ごとの経験水温は、年平均で 0 歳 19 ℃、1 歳

スメバルの経験水温を推定することができました。バイオテ

16 ℃、2 歳 14 ℃、3 〜 5 歳 11 〜 13 ℃と推定され、ウスメバ

レメトリー調査が困難な 3 歳魚未満の経験水温は、0 歳から 3

ルの経験水温は、0 歳から 3 歳にかけて段階的に低下するこ

歳にかけて段階的に低下することが示唆されました。対象海

とが示唆されました。

域の水温分布の季節変化と照らし合わせることにより、さら

別途実施した漁獲調査では、2 歳から 3 歳にかけて分布水深
が深くなることが示されており、酸素安定同位体比から推定

に詳細なウスメバルの分布や行動を検討できるものと考えら
れます。

される経験水温の変化を裏付けるものでした。また、2016 年

なお、本報は、平成 29 年度水産基盤整備調査委託事業「有

に実施した設置型調査（Passive Tracking）により、ウスメ

用魚種の行動解析に基づく漁場整備の検討」の成果の一部を

バル 3 歳魚の滞留が確認された水深 100m における年間平均

取りまとめたものです。

水温は、概ね 12.5 ℃であり、耳石酸素安定同位体比より推定

▲図1：年齢別の耳石酸素安定同位体比

（第２調査研究部 當舎 親典）

▲図2：成長に伴う経験水温（推定値）の変化
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第 19・20 回理事会、第７回評議員会の開催

第 6 期事業年度第 19 回理事会を平成 30 年 7 月 17 日（火）

第 7 回評議員会では、第 6 期事業年度事業報告及び決算報

に東京都千代田区コ−プビルに於いて開催致しました。第 7 回

告書（案）の承認の件、理事の選任の件などを審議し、承認さ

評議員会を平成 30 年 8 月 1 日（水）に東京都千代田区帝国ホ

れました。

テルに於いて、岡漁港漁場整備部長を来賓として迎え、また、

第 20 回理事会では、評議員会の理事選任を受けて、理事長、

第 7 回評議員会終了後、第 20 回理事会をコ−プビルに於いて、

専務理事及び常務理事の選定の件について審議し、理事長に

吉塚水産庁計画課長を来賓として迎え、開催致しました。

髙吉晋吾氏、常務理事に吉竹正明氏が選定され、平成30年8月

第 19 回理事会では、第 6 期事業年度事業報告及び決算報告
書（案）の承認の件（平成 29 年 6 月 1 日から平成 30 年 5 月 31

1 日付けで就任致しました。また、同日付けで影山智将理事
長、長元雅寛常務理事は退任致しました。
（総務部 川崎 直子）

日までの期間）
、第 7 回評議員会開催及び提出議案の承認の件
などを審議し、承認されました。

評 議 員
氏 名

越善 靖夫

榎本 武利

近藤 健雄

高橋 征人

長野 章

馬場 治

藤本 昭夫

理 事・監 事

平成30年8月1日現在

所 属

一般社団法人 青森県漁港漁場協会 代表理事
東通村長

前鳥取県港湾・漁港協会 副会長
前岩美町長

日本大学理工学部 名誉教授

神奈川県水産振興促進協会 会長
神奈川県漁業協同組合連合会 代表理事会長

一般社団法人 全日本漁港建設協会 会長

東京海洋大学海洋政策文化学科 教授

一般社団法人 大分県漁港漁場協会 会長
姫島村長

平成30年8月1日現在

区 分

氏 名

所 属

理事長

髙吉 晋吾

一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
理事長

常務理事

吉竹 正明

一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
常務理事

理 事

橋本 牧

公益社団法人 全国漁港漁場協会 会長

理 事

森田 正博

一般社団法人 全日本漁港建設協会 常務理事

理 事

濱田 研一

公益社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
専務理事

理 事

長屋 信博

全国漁業協同組合連合会 代表理事専務

理 事

早田 宰

早稲田大学社会科学総合学術院 副学術院長

理 事

田島 芳満

東京大学大学院
工学系研究科社会基盤学専攻 教授

理 事

山下 東子

大東文化大学経済学部 教授

理 事

髙橋 昌幸

北海道漁港漁場協会 会長 神恵内村長

理 事

大村 益男

一般社団法人 岩手県漁港漁村協会
専務理事

理 事

大川 雅登

茨城県漁港協会 専務理事

理 事

尾山 春枝

富山県漁業協同組合連合会 代表理事会長
富山県新湊漁業協同組合 代表理事組合長

理 事

小柳 哲朗

一般社団法人 福岡県漁港漁場協会 副会長
山門羽瀬漁業協同組合 代表理事組合長

理 事

比田勝 尚喜

一般社団法人 長崎県漁港漁場協会 会長
対馬市長

監 事

紺谷 和夫

元 財団法人
港湾空港建設技術サービスセンター 参与

監 事

藤井 富美雄 全国漁業信用基金協会 専務理事
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平成 30 年度研究助成事業の決定

■趣旨

■平成 30 年度の応募結果

漁業地域は漁業の生産基盤、地域住民の生活基盤としての

今年度は、継続 3 件、新規 23 件の応募がありました。応募

役割に加えて、周辺水域、沿岸域の高度で効率的な活用や海

された研究内容について審査委員会の審査を経て、下記の通

洋性レクリエーションの場の提供等の多様な機能を有してお

り決定致しました。多数のご応募有難うございました。

り、今後とも我が国の水産物の安定供給の礎として機能を発
揮し続けられるよう、時代の要請に合わせて維持・発展して
いくことが求められています。
これらを総合的・効率的に推進するために、重点的に取り

1．平成 29 年度継続研究題目 3 件（申込件数 3 ）
1-1. 南九州西岸地域における副振動発生予測に向けた海洋
長波監視システムの構築

組む課題や実施の目標等を示した、新たな漁港漁場整備長期

鹿児島大学理工学研究科

計画（平成 29 年度〜平成 33 年度）が平成 29 年 3 月 28 日に

教授

閣議決定されました。ここでは、水産業の競争力強化と輸出

山城 徹

1-2. 定置網や養殖海域等における小規模波力発電浮体シス

促進、豊かな生態系の創造と海域の生産力向上、大規模自然

テムの係留方法と発電性能の最適化および電力利用

災害に備えた対応力強化、漁港ストックの最大限の活用と漁

に関する基礎研究

村のにぎわいの創出が重点的に取り組む内容として掲げられ

日本大学理工学部

ています。

教授

一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所は、こうした新しい
時代における多様な要請等に対応した漁港漁場漁村の整備等

居駒 知樹

1-3. 地域の資源を生かした持続可能な漁村のあり方の研究
― 超高齢化、過疎化を前提に

に関する調査研究及び成果の普及等の活動を行っている法人

東京農業大学国際食料情報学部

であり、その研究活動の一環として、漁業地域の振興、生活環

教授

吉野 馨子

境改善、漁港・漁場の整備等に係る創造的な調査研究に対し
て助成を行っております。

2．平成 30 年度新規研究題目 3 件（申込件数 23 ）
2-1. 微細な海中粒子の増大する環境下における藻場が受け

■助成の対象
漁業地域の振興、生活環境改善、漁場の整備等に係わる先
進的な技術の調査研究や先進的な政策の調査研究であり、か
つ、以下の 2 つの要件を満たすものを対象とします。

【要件 1 】

る影響および藻場の再生手法の検討
東京海洋大学海洋資源環境学部海洋環境科学
教授

荒川 久幸

2-2. 豊かな海の実現に必要な水質 ( 窒素・リン濃度の下限
値 ) の定量化調査

研究開発の内容が、我が国の漁港、漁場、漁村の整備及びそ

京都大学

れらの保全・利活用を通じて水産業・漁村地域の振興を図っ

名誉教授

ていく上で今後必要になると思われる新たな視点を有するも
のであること。

【要件 2 】
研究開発の成果が、次のいずれかに該当するもの。

藤原 建紀

2-3. 佐田岬半島に点在する漁村における空間と生業の変容
をふまえた集落の自立性に関する研究
東京大学大学院工学系研究科・都市工学専攻
特任教授

窪田 亜矢

①漁港漁場整備事業の計画立案、評価、設計、施工、管理運
営に関する技術の向上に寄与するもの。
②防災、景観形成、環境整備など漁村における生活の快適
性、安全性の向上に寄与するもの。
③沿岸漁業・漁業地域の構造分析や漁村の活性化手法の開
発に寄与するもの。
④効率的・効果的な水産基盤整備や漁業地域の振興を推進
するための幅広い政策提言に寄与するもの。

（第１調査研究部 後藤 卓治）
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盛合 敏子 さん

関
い ず み
の

全国漁協女性部連絡協議会 会長

この人に聞く

地域に暮らす
−変わりゆく地域と継承したい地域のこころ−
重茂生まれ、重茂育ち
私は重茂生まれ重茂育ちです。実家は漁業をしていて、

重茂を支えた先人
私は宮古の高校に行って、それから仙台の短大に行き

私が小学校のころまでは天然物の採貝藻、ウニやアワ

ました。教員免許も取って、学校への臨時採用も決まっ

ビを採っていました。昭和 30 年代後半にワカメの養殖

たんですが、漁協さんから重茂にいるなら漁協に勤めな

が始まりました。私の家でも私が中学生になるころには

いかといわれて。家から近いし通うのにはその方がいい

養殖を始めました。それでみんな収入が増えて、当時は

かなと思って漁協に就職することにしたんです。

400 世帯くらい養殖をやっている家があったんじゃない

重茂漁協の初代組合長、西舘善平さんは教育にとても

でしょうか。その頃は市役所の支所や漁協に勤める人は

熱心な人でした。子供たちに教育を受けさせたいけれど、

いたけれど、ほとんどの家が養殖漁業をしていたように

重茂は不便な場所だからバスで通学するのも大変だった

思います。今はどうでしょうか。だんだん減っていって

ので、組合長は宮古商業高校の近くに女子寮を作ってく

当時の 3 分の 1 くらいのものでしょうか。

れたんです。私もそこに入って、土曜日には重茂の家に

進学率が高まったことや子供を町へ出す家も増えてき

帰って、また月曜日には学校に戻っての寮生活をしてい

たということかな。後継者が残っていない、お嫁さんも

ました。善平先生は小学校や中学校に教育振興基金のよ

来ない。私たちの時代は、高校へ行ったのは同じ中学の

うなものを創って、学校運営に充てるというようなこと

同級生の 4 分の 1 くらいのものでした。長男のように家

もして下さったようです。私の夫は漁協に入った時に善

の漁業を継ぐ人たちは中学出て漁業に就いて、それで地

平先生の家に何年かお世話になったんですよ。私も漁協

域の漁業を盛んにしていってくれました。

の職員で働き始めた時には、とてもかわいがってもらい
ました。

常に仕事をしていた
漁協には 3 年程勤めました。そこで出会った夫と結婚
しました。その後、海洋冷食工場（漁協の加工施設）がで
きたので漁協の臨時職で働かないかなどといろいろお声
がかかって、ちょこちょこ働きに出ていました。
その後出産し、子供の身体が弱かったりしたこともあ
りしばらく間が空いてしまいましたが、県の出先機関の
知人からお話があって、非常勤職員ということでまた勤
めだしました。保健福祉の部署で相談員をやっていまし
た。数年前までそこにいたんですよ。20 年勤めさせてい

盛合 敏子【もりあい・としこ】

ただきました。
その職場は本当はやめたくなかったのですが、いわゆ

岩手県宮古市重茂生まれ。全国漁協女性部連絡協議会
会長。実家はワカメ養殖漁家で、子供のころから漁業に
親しんできた。短大卒業後は重茂漁協に勤務。その後、
県の非常勤職員として長く勤めた。全国漁協女性連の
会長として、漁村女性の地位向上のための発言を続け
ている。岩手県漁協女性部連絡協議会会長、重茂漁協女
性部部長。

るパワハラにあって、家に帰ったら、もうお父さん、私耐
えられないって。そうしたらお父さんが「そんなにされ
てまで仕事すっことねぇから」
って。
実家のワカメ養殖は、外で働きながらもずっと手伝っ
てきました。30 年前に甥っ子が引き継いでやってますの
で、もちろん今も手伝っています。
夫は漁協の職員ですが、30 くらいの時に組合員の資格
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なったと思いますけど、他の地域の方からは祭りもにぎ
やかだし、若い人が多いな、と言われます。最近は当青
年部の部長職も短期間の交替制になったようです。その
位若手の人材がいるのだと思います。私たちの女性部も
県の大会に行くとやはり若くって、こういう若い人たち
が地域を守ってくれているということは本当に心強く思
います。

変わっていく地域

20 年前は、みんな志が一つというか、私たちがやって
いかなければ、という時代でした。後継者も、長男は中
学、高校を卒業したら誰に言われなくとも自分が後を継
復興の工事が進む港で、漁師の夫婦が作業をしていた

ぐっていう。養殖漁業も定置も盛んで潤っていた時代だ
から、みんな気持ちにも余裕があったのかもしれません。

も取って、採貝藻の開口には出漁します。

戦後生まれの私たち世代が新しい時代を作っていこうと
いう気持ちもあってか、みんなの気持ちが一つという感

女性部に入る

じですごく暮らしやすかった。

女性部に入ったのは平成 2 年です。母親が 60 代になっ

今は、気の合う人合わない人というのが見えるように

て「代わっぺし」って言って。最初は無理無理、とても

なってしまっているのかな。女性部の集まりでも、あの人

じゃないけどできないからって断ったんです。外で働

が行くなら行かないとか、そういうこともはっきり言う

いていましたし。でも、
「名前だけでもいいから、会費

ようになってきている。昔より女性部員の人数は減って

は払っておくから、浜掃除のときには代わりに出っか

いるとはいえまだまだ多いので、まとめるのは大変です。

ら」、なんて母親が言うもんだから、じゃあ名前だけねっ

よそからお嫁さんに来る人も増えてきました。特に重

て母親に代わったの。そうしたら一年経って役員改選に

茂の女性は中学高校を卒業するとよそに出て行ってしま

なって、ここらは地区ごとに代表を出すんだけど、前の

う。重茂が培って守ってきたものも、受け継がれればよ

役員さんが 3 日間通って代表になってくれって。それは

いけれどそういかないことも度々見受けられます。それ

無理だからって断ったんだけど、あんなに通ってきてく

でも、私は重茂地区には昔ながらの結の精神

れるんだからと母親に言われて。当時の漁協は潤沢な資

だ残っているということは感じています。

※1

がまだま

金があって女性部の予算もポンとつけてくれて。その会
計を任せられてしまった。それからもうずっと役員人生。

働き手の確保も難しい

、下閉伊地域の会長に
その内部長になって（平成 15 年）

定置網の乗組員は確保されていると思います。養殖を

なって、県の役員になって、県の女性連の会長になって

継いでいる甥っ子の息子も、養殖時期は父親の養殖を手

（平成 20 年）。重茂漁協女性部の部長としては 5 代目です。
平成 15 年には指導漁業士にも認定されました。

伝い、それ以外の時期は定置網に乗っています。
でも加工場は働き手を確保するのがこれからは大変に
なっていくような気がします。私の姉が 67 歳の時に、漁

若い人は地域の力

協の加工所の定年を 67 歳にしたのですが、私はこれから

今の女性部員は 280 名くらいです。部員は世帯から一

働く人が少なくなってくるのに、67 歳で定年にしたら働

人。年齢は 50 歳代、60 歳代が中心ですが、県の中では若

く人がいなくなるのに、って思いました。案の定、ベテ

手が多い女性部になってます。それは、お嫁さんたちに

ランの人が次々と辞めていって生産性は上がらなかった

早めにお財布を持たせるという家庭が増えているからだ

と思います。今は 80 歳でも現役で働いている方がいま

と思います。その方が若い人のやる気が出る。30 歳代で

す。頼もしいと思います。

親世代から引き継いでいるようです。如何にして収入を
得ていくか、漁業を繋いでいくか、ということだと思い

平成 23 年 3 月 11 日

ます。私が女性部に入ったころは部長さんや役員さんは

震災後 1 カ月は炊き出しをしましたし、支援物資の配

大先輩の方々で、年齢も高かったですが、今は私が役員

布もやりました。そういう中で思ったのは、震災っていう

の中で最年長。ちょっとショックです。でも、80 歳代の

のが人の気持ちを変えるということでした。人間の弱い

大先輩の部員の方もいらっしゃいますので心強いです。

ところが一番出てくるというか、そういう人の嫌な面を

青年部さんは定年が 40 歳です。今青年部は 100 人く

いろいろ見たり聞いてしまったり。ある日自衛隊さんか

。昔に比べたら本当に少なく
らい（組合員 500 人余り）

ら毛布が届き、それを配布していました。家族構成も大
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体わかっているのでそれに合わせて配っていたら、
「お

て東北や北海道で船を集めさせたわけです。それで船が

めぇ何やってんだよ」と怒鳴られました。地区の人のそ

何艘か集まった時に、組合員が 4 人でも 5 人でも乗って、

れぞれの状況に応じて配ってますよ、と言ったら黙って

まず漁をしようということで、みんなで天然ワカメを採

帰られましたけど、すごいおっかなかった。それで、バ

りに行ってみんなで作業して出荷してお金にした。やっ

ザーをやったり運動会やら作品展を企画しました。みん

ぱりおら達は海で生きていぐんだ、ということを心に

なの気持ちを一つにしないと、という思いでした。あの時

刻んだり、そのことを力にしていったことはよかったと

は何をやっても褒められるでも感謝されるでもなく、い

思います。ただ、船がそろってきたらみんなすぐ１艘、1

ろいろな人がいると思いました。やはり辛かったですね。

艘にもどりましたが、みんなで協働でやったね、という
気持ちはみんなの中に残っていると思います。
でも、共同経営のような形というのはなかなか出てこ
ないです。そういうことを知る機会というのもあまりな
いのではないでしょうか。そうやっていけば、また面白い
何かが出てくるような気もします。何人かで組んで会社
組織にするとか、そういうところからまた違う楽しみも
出てくるのかな、とは思うけれど、重茂は漁協がしっかり
しているので返ってそういう話が出てこないのかもしれ
ません。でも、それぞれの漁家の競争心はすごいですよ。

震災後、再建されたアワビの種苗センター。
斜路には船外機船が泊まっている。

最近の女性部活動
女性部では毎月浜の清掃活動をやってます。地区の放
送でみんなに声掛けします。来る人も来ない人もいます

震災から 7 年

けど、何人でも集まった人でやってます。震災後には漁

この地区では夫婦船で女性も一緒に漁に出たり、タモ

港に立派なトイレも作ってもらいました。これは役員

などで女性が獲っている家もあります。私の両親もそん

さん中心で毎週掃除しています。養殖やらで漁港で働く

な風に海に出ていました。でも震災で組合員だったご主

人も使いますし、釣りに来た人なんかも使います。

人が亡くなったり、後継者であった息子が町へ働きに出

石鹸活動

※2

は昔から熱心に行っています。石鹸を買っ

たり、という家もあります。ご主人が亡くなって女性だけ

た伝票を取っておいてもらって、女性部の総会までに

で操業して、というのはちょっと難しいかもしれません。

みんなの伝票を集めて、誰が何個使ったか報告します。

震災の時はみんなこれからどうしていこうかというこ

一番使った人には金一封を差し上げています。スーパー

とで、必死に考えました。船がないことには重茂は生き

に行けば、合成洗剤を買っている人もいますけど、それ

ていけない、ということで当時の組合長がお金を持たせ

はまぁ、見ないふりをします。でも、全国で見れば岩手
県はわかしおの利用が一番多いですし、岩手の中では重
茂地区が一番の実績を持っています。わかしお

※3

がで

きたばかりの頃は、私たちの先輩方は各家庭の台所まで
入っていって点検したりしたそうですが、昔はそこま
でやっても、文句を言う人もなかったんでしょうね。今

平成23年の津波記念碑。地区内には以前の津波記念碑もある。

重茂は昔から熱心に石鹸運動に取り組んできた。

INTERVIEW TALK

そんなことをしたら大変です。
昔は生協さんとの繋がりが密接だったような気がしま
す。生協さんがやっている石鹸フォーラムに参加したり
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した活動をするというのは、どうしてもだめ。何度もそ
ういうことがあって、結局いろいろやってみたい活動も
あったのですが、出来ず仕舞いになってしまいました。

もしていました。今も重茂のワカメを生協で扱っていた
りもしますけれど、現在は実質的に生協さんと交流する
こともなくなりました。

次のステージが楽しみ
この前孫の学校給食の献立表を見たら、魚がないし、
あってもいろいろ手を加えて調理したものばかりで、素

重茂的精神を継承したい

材の良さを生かしたものがなくて、このまま魚が日本人

女性部の活動も、全体で行うことが難しくなってきた

から離れていくのかな、という気持ちになりました。周

と思います。皆さんに意見を求めても、意見を出さない。

りを見れば、そもそも生産する人が減ってきている。国

各支部の活動報告を受けて、ああこれいい活動だと思っ

は漁業者が減ったらやりたい人にやらせればいいという

ても、そういう情報が伝わっていかない。役員になって

方針のようですが、だからこそ今、浜のみんなが頑張ら

も、その期間だけこなしていけばいいというか、そうい

なければいけない時なんだと思います。

うのを感じてしまいます。世代間ギャップというのが出

これからのステージ、また新たにやりたいことが見え

てきたような気がします。友達同士のつながりが強く

てくるのではないか、できるのではないか、という気が

なって、女性部のような活動にはなかなか出てきてもら

しています。

えない。この前も漁港の清掃活動の前日に放送したけれ
ど、集まった人は本当に少なかった。
清掃活動は日曜日の朝にやるので、みんな疲れているし
お休みなのにどうして出ていかなければならないんだ、と
いうことだというのはよく解りますけどね。でも、重茂的
精神をどう継承していくかというのは課題だと思います。
男性たちは、重茂出身者がほとんどですが、地区の活
動には無関心かな。ただ、小学校や中学校の体育祭には
一生懸命で、そこのところは頼もしいと思います。軸足

*1 結の精神
多くの労働力を要する仕事をする際に、互いに人手を貸し合い、協力し
合う相互扶助の精神
*2 石鹸活動
合成洗剤の使用をやめ粉せっけん（天然石鹸）に切り替えることを
働きかけた環境保全活動。1970 年代より盛んになり、漁村では漁協女
性部が中心となって活動を推進した。
*3 わかしお
ヱスケー石鹸株式会社が製造し、全国漁協女性部連絡協議会が JF
ブランドとして販売している、天然油脂を原料とする石鹸。

は地域ではなく家族になっている。それは当然ですが、
それでも以前は、地域の活動にももっと参加者が多かっ
たと思います。

女性をもっと活用して
女性の登用ということは大事だと思います。でも、そ
のためには、自分たちももっと勉強しないとだめ。自分
の考えを持ってきちんと意見を言う、自分で考えて行動
する、そういうことがないとだめだと思う。これまで女
性部がやってきたことやその意義をきちんと継承して
いってほしいと思います。
全国の女性連では、末席でもいいから女性を理事の中
に入れてほしい、ということを言い続けてますけど、全
く叶わない。県北では 2 名程役員になっている女性がい
るけれど、それは男性がやりたくない、ということで、そ

を終えて

インタビュー

海とくらし研究所

関 いずみ

一昨年の 9 月に盛合さんを訪ねようと盛岡まで行ったので
すが、ちょうど台風 10 号が東北を直撃した直後で県の道路
があちこち寸断され、重茂に行きつくことができませんで
した。2 年越しのリベンジで、今回久しぶりに重茂に行くこと
ができました。
仕事や人間関係で辛かったこと、怒り心頭だったこと、泣い
たり笑ったりしてお話を伺っているうちに、驚くほど時間が
経っていましたね。本当に長時間お邪魔しました。柔らかな雰
囲気の中に凛とした芯がある、というのが盛合さんに対する私
のイメージですが、その「芯」は長年地域や職場、家庭の中で頑
張ってこられことの証なのだと思います。女性部の研修や会合
で、東京あたりでお会いする機会が多いのですが、また重茂で
お会いしましょう。

こをたまたま組合員になっている女性が穴埋めしている
ということのようです。

20 年前に、食堂を作りたいと言ったことがあります。

関 いずみ プロフィール

学校給食の話が市役所から来て、やりたいということも
言ったけど、すべて漁協から却下されました。どうして
浜の母さんたちにそんなことができるものか、という気
持ちが当時の漁協にあったのではないでしょうか。漁協
の考える範囲の活動をしている限りでは補助金も出し
てくれるし女性部に協力的だけど、そこから一歩踏み出

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。
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The 15th International Coastal Symposium ICS2018
の参加報告
はじめに
2018 年 5 月 13 〜 18 日に韓国釜山において
「The 15th International Coastal Symposium
2018」が開催され、当研究所から伊藤、三浦が参
加しましたので報告します。
ICSは、The Coastal Education & Research
Foundation(CERF)

と

The Journal of

Coastal Reserch(JCR) が 1990 年 に デ ン
マ ー ク で 開 催 し た こ と に 始 ま り ま す。今 回 は
KIOST(Korea institute of Ocean Science &
Technology ）と KSCDP(Korean Society of
Coastal Disaster Preventation) の共催による
ものです。今回の募集テーマは「気候変動や沿岸
開発の下での安全な海岸」であり、アジアで開催
されるのは今回がはじめてだそうです。

学会の概要
学会は、釜山広域市内の海雲台海岸に隣接す
る海雲台グランドホテルで行われ、初日はホテ
ル で の 受 付 後、ウ ェ ル カ ム レ セ プ シ ョ ン が 行
われました。2 日目の午前中はホールにおいて
オープニングセレモニーが行われ、CERF の副会長の Chris

発表の内容

Makowski 氏及び、大会議長の Chun Insik 氏の開会挨拶が

私の発表は、
「日本沿岸の気候変動に対応した藻場造成につ

行われ、学会の推移や韓国の海域環境についての紹介が行わ

いて」と題して、日本沿岸の藻場について現状と将来予測に

れました。また、同ホテルにおいて 14 〜 17 日の午前中の 4

ついて整理し、気候変動に対応した藻場造成の今後の方向性

日間にわたり、計 5 名の基調講演がありました。基調講演の

について考察しました。慣れない英語でのプレゼンでしたが、

後はホテル内の 5 会場に別れて、16 テーマ、約 180 名の口

無事に？終えることができました。会場からは、日本国内に

頭プレゼンテーションとポスター発表 150 編が行われまし

おけるブルーカーボンへの取組等の質問が出ました。

た。日本からは我々を含め、京都大学、大阪大学、大阪市立
大学、金沢大学、港湾空港技術研究所、日立造成㈱等の約 15
名が参加しました。

最後に
漁村総研では、近年、韓国政府や研究機関との交流事業等
により、人の往来が多い今日この頃ですが、私自身は初めて
の韓国訪問でした。国内旅行よりも安い旅費で滞在できまし

日時：平成 30 年 5 月 13 日（日）〜 18 日（金）

たが、会場は釜山の中心部から地下鉄で 30 分程の場所に立地

場所：釜山 海雲台グランドホテル

するビーチリゾートの一角に立地していました。広大な砂浜

テーマ：①河川・河口域、②潮流口、③砂浜・海岸・沿岸、

には、多くの観光客や散歩やジョギングをしたりする市民が

④沿岸生物学・生態学、⑤沿岸地質、⑥大陸棚・

集い、超高層マンションの建設の傍らで、海産物を売る露店

斜面、⑦サンゴ礁、⑧気候・潮位変動、⑨海岸線と

があったりと活気に満ちていました。宿泊先から、学会会場

汽水域の移行過程、⑩ブルーカーボン、⑪沿岸災

まで数日間そのような風景を横目に歩いた日々が懐かしく思

害、⑫流体力学、⑬海岸工学、⑭海洋再生可能エネ

い出されます。

ルギー、⑮沿岸域管理、⑯釜山の海岸管理

（第２調査研究部 三浦 浩）
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韓国海洋科学技術院でのシンポジュームの開催
（KIOST：KOREA INSTITUTE OF OCEAN SCIENCE & TECHNOLOGY）
KIOST の特任研究委員・PIANC 理事長である安 熙道博士

び FIRA（韓国水産資源管理公団）研究者に対して、釜山にほ

より日本の高層魚礁について講演依頼があり、韓国 KIOST に

ど近い対馬・壱岐地区での高層魚礁の設置状況と効果調査に

おいてシンポジュームを行ったので報告します。韓国釜山に

よる蝟集状況等の紹介を行った。また、高層魚礁の製作や沈

おいて 5 月 13 日より国際海岸シンポジューム（ICS2018）が

設に当たっての技術的な紹介を併せて行った。参加者との意

開催され、当研究所より伊藤・三浦が参加した。参加にあた

見交換があり、参加者からは海域としても釜山に近い場所で

り安博士より釜山に来るのであれば、釜山では日本のような

の紹介であり、参考になった。次年度以降予算化できれば取

高層型の人工魚礁に興味があり今後事業にしたいとの要望も

り組んでいきたいとのことであった。

あるので日本の紹介を行ってもらいたいとの要望であった。

（第 2 調査研究部 部長 伊藤 靖）

そこで、5 月 16 日 KIOST 会議室において KIOST の研究者及

▲長崎県対馬・壱岐地区における主な高層魚礁

▲前左から安博士（KIOST）、伊藤、金昌吉博士（FIRA）、
明博士（KIOST）、三浦
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IUCN（国際自然保護連合）世界海洋極地プログラム副部長
フランソワ・シマール（SIMARD François）氏 来会報告
フランソワ・シマール氏は 1980 年代にフラン
スから来日し、日本に 8 年間在住した。
日本では東京海洋大学の客員教授を勤めるとと
もにフランス大使館に勤務しながら、日本と東ア
ジアの養殖や伝統漁法および人工魚礁について研
究活動を行った。筆者とは人工魚礁研究を通して
知り合い 30 年以上の交友がある。また、漁村研
究の中で漁港事業にも精通しており水産庁漁港漁
場整備部の歴代部長をはじめ現岡部長とも交流が
ある。
日本からフランスに帰りモナコ海洋博物館・水

▲左から髙吉理事長、坂井さん、フランソワ・シマールさん

族館に副ディレクターとして 12 年間勤めた。そ
の後 IUCN の地中海の海洋プログラムコーディ
ネーターを勤め、現職では海洋保護区・海洋政
策・気候変動などを担当している。
今回の来日（3 月 25 日〜 31 日）は、辺野古大
浦湾のシンポジュームの講演を沖縄で行い、そ
の後 28 日に当研究所に来所された。当研究所で
は、モナコの海岸の整備に伴うミチゲーションに
ついての情報交換が目的であった。モナコの海岸
線の延長は 4km 程度と狭いが一部を埋め立てた
い。その場所にはアマモが繁茂しているのでその
アマモを周辺に移殖し、移殖場所周辺をＭPA（海
洋保護区）にしたいと考えている。ついては、日

▲手前から長野さん、シマールさん

本の水産環境整備の考え方を参考にプラン作り
をしたいので、資料提供とモナコ生態系推進委員
会に参画してもらいたい。更に、プラン造りを進
め 2019 年にはモナコにおいて本プランのシンポ
ジュームを開催するので当方に参画してもらいた
いとの要請があった。
（第 2 調査研究部 部長 伊藤 靖）
PS 来所され旧友達と懇親会を行いました。

▲左から筆者、大島さん、幡谷さん、影山前理事長
（写っていませんが富田さん、川崎さんが参加しました）

IUCN とは
IUCN（国 際 自 然 保 護 連 合）は、1948 年 に 設 立 さ れ た、国 家、政 府 機 関、非 政 府 機 関 で 構 成 さ れ る 世 界 最 大 の 国 際 的 な 自 然 保 護 ネ ッ ト ワ ー ク。
IUCN は International Union for Conservation of Nature の略。約 1200 の組織（200 以上の政府機関、900 を超える非政府機関）が会員で、世界 160
カ国から 11,000 人科学者・専門家が所属している。本部はスイスのグラン。
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日本水産工学会 2018 春季シンポジューム「漁港漁場分野に
おける ICT 活用の現状と技術開発・導入の課題」の開催
1．はじめに
日本水産工学会 2018 春季シンポジュームが
5 月 14 日に東京海洋大学品川キャンパスにお
いて開催され、大学・研究機関・国・地方自治
体・漁港漁場関係団体・メーカー等 200 人以
上が出席した。シンポジュームは ICT やロボッ
ト技術を活用した、漁港漁場施設の施工の効率
化、漁港施設の機能保全及び漁港漁場施設の管
理の高度化ついての講演であり、当研究所より
漁港漁村分野で第 1 調査研究部の奥野主任研究員が講演し、
漁場分野では第 2 調査研究部部長の伊藤が講演および漁場分
野の総合討論のコメンテーターとして参加した。

⑵「漁港漁村分野の総合討論」
総合討論は、漁港における ICT 活用のニーズや可能性は、
ICT 活用を推進するうえでの課題はなにか、どのように対応
すべきか、について討論者や会場の参加者からご意見をいた

2．内容

だきながら行われた。

最初に水産庁漁港漁場整備部整備課の不動課長補佐より
「漁港漁場整備事業の推進における ICT の活用の方向性」題し
て基調講演が行われ、漁港漁場整備事業長期計画等を推進す
るうえでの ICT の重要性や方向性について説明があった。そ

⑶「漁場分野の講演」
①「石材投入施工管理システムを活用したマウンド礁築造技術」
加藤 直幸

●東洋建設㈱

②「 GPS データロガー搭載漁船の操業記録からみた人工魚

の後、漁港漁村分野と漁場分野のテーマ毎に講演と総合討論

礁の利用実態（長崎県沿岸域での事例）
」

が行われた。

桑本 淳二

⑴「漁港漁村分野の講演」
①「漁港情報クラウドシステムと施設の管理運営」
橋本 牧

●漁港漁場協会

②「スマートフォンを活用した漁港施設点検システムの構
築と運用」
奥野 正洋
金井 紀暁

●漁村総研

●アルファ水工コンサルタンツ

④「音響機器を用いた水中可視化技術の水産分野への応用」
古殿 太郎

●いであ株式会社

⑤「無線 LAN ボートを用いた桟橋上部工下面の点検・診断
システムとその運用」
本山 昇

③「漁業者ニーズに対応した漁場環境情報の一元化システ
ムの自主開発と運用」
高坂 祐樹

●五洋建設㈱

⑥「漁港港湾工事における作業船位置・回航・気象情報シ

●青森産技水産総合研究所

④「漁場施設情報データベースの活用方策」
伊藤 靖

③「漁港施設等の維持管理における UAV 活用の方向性」

●水産土木建設技術センター長崎支所

●漁村総研

⑤「漁業者が活用しているマナマコ資源管理支援システム
とその展開」
佐野 稔

●北海道立総合研究機構稚内水産試験場

⑥「ドローンを用いた広域藻場分布の把握手法」
佐藤允昭（水産工学研究所）
以上 6 テーマで発表があった。
⑷「漁場分野の総合討論」
討論の中では、コメンテーターを務めた伊藤より「漁場
ではかなり以前から ICT やロボットの技術が活用されてき

ステムの構築と運用」

た。技術が進むと比較するものも変わり、過去との比較が

長野 晋平

難しくなるので補完する仕組みが必要」とコメントした。

●公立はこだて未来大学

⑦「漁港の管理運営における ICT 活用（国内外事例の分析
中泉 昌光

また最近はセンサーなど機器の価格も安くなり、ICT 活用
も広がりを見せているが、今後は制度的な面や活用のため

より）」
●東京海洋大学

以上 7 つのテーマで発表があった。

のニーズ把握をどうするか整理していくべきなどの指摘が
あった。
（第 2 調査研究部 部長 伊藤 靖）
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第 21 回日韓漁港漁場漁村技術交流会議
1．はじめに
日韓両国の漁港漁場漁村技術の発展と水産関係者の友好関
係の増進を目的とした「第 21 回日韓漁港漁場漁村技術交流会
議」
（公益社団法人全国漁港漁場協会、一般財団法人漁港漁場
漁村総合研究所の共催）が平成 30 年 6 月に兵庫県神戸市で開
催されました。

▲ 影山 智将 前理事長

▲ 牧野 稔智 課長補佐

特殊法人韓国漁村漁港協会の崔鳴鏞理事長を団長に、韓国
海洋水産部や PIANC-KOREA から総勢 10 名が来日し、会議
に出席頂きました。日本からは、公益社団法人全国漁港漁場
協会の橋本牧会長、水産庁

②「名品漁村創出のための特化漁港開発方案（美しい漁港
造成事業を中心に）」
宋章鉉【韓国】 ●海洋水産部水産政策室漁村漁港課 事務官

漁港漁場整備部の岡部長の

③「漁港ストックの有効活用について」

他、行政、関係団体及び民間

後藤 卓治【日本】 ●漁港漁場漁村総合研究所第一調査研究部
主任研究員

企業からの一般参加者も含
めると 50 名程度の方が参加
され、総勢 60 名での会議と
なりました。

▲ 橋本 牧 会長

2．内容

2 . 1 第 21 回日韓漁港漁場漁村技術交流会議
（ 6 月 27 日 10 : 00 〜 12 : 30 神戸国際会議場）
「漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出」を
テーマに日韓両国の代表者が発表を行い、活発な意見交換が

▲ 宋章鉉 事務官

▲ 後藤 卓治 主任研究員

④「大韓民国漁村観光育成政策の考察」
宋栄澤【韓国】 ●韓国漁村漁港協会漁村本部
帰漁帰村総合センター長

行われました。
次第は次の通りです。

⑤「垂水漁港の概要」

【開会式】＜挨拶＞

天野 勝明【日本】 ●神戸市経済観光局農政部農水産課

橋本 牧

●全国漁港漁場協会 会長

崔 鳴鏞

●韓国漁港漁村協会 理事長

岡 貞行

●水産庁漁港漁場整備部長

水産漁港係長

▲ 宋栄澤 センター長

▲ 天野 勝明 係長

最後に記念撮影をして、会議は終了となりました。
▲ 崔鳴鏞 理事長

▲ 岡 貞行 部長

【発表】
発表は、一般財団法人漁港漁場漁村技術研究所の影山智将
前理事長を座長として進められました。発表毎に質疑の時間
が設けられ、活発な質疑応答、議論が展開されました。
発表タイトルと発表者は次の通りです。
①「漁港ストックの有効活用の制度と考え方について」
牧野 稔智【日本】 ●水産庁漁港漁場整備部計画課 課長補佐

▲ 記念写真
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2 . 2 現地視察
会議後は、神戸市の方々に垂水漁港をご案内頂きました。
⑴ 神戸市立平磯海釣り公園（6 月 27 日午後）
垂水下水処理場の海側に平磯海釣り公園があります。昭和
59 年に開園した公園で、東西に 1400 ｍ延びた釣台になって
います。背後には約 400 台の専用駐車場、売店や軽食堂、バー

▲垂水フィッシャリーナ

▲桟橋の端まで見学

ベキュー場等があります。視察当日は曇っていてはっきりと
は見られませんでしたが、淡路島や明石海峡大橋等も眺めら
れる景観に優れた場所で、通常は多くの釣り客で賑わうとの
ことです。整備方法や利用ルールに関する説明を受けました。

⑶ 炬口漁港（6 月 28 日午前）
淡路島に宿をとり、翌日は淡路島内の漁港を視察しました。
まず、洲本城跡から視察先の炬口漁港を望みながら、洲本市
の方から概略の説明を受けました。
バスで移動し、炬口海水浴場へ。緩やかな階段護岸と背後
の松が美しい海岸です。隣接する炬口漁港には、
「浮体式陸閘
ゲート」が設置されておりました。浸水時に浮体構造となっ
ている扉体が浮力により起立し、開口部を閉じるもので、韓
国の方々も興味深く見学されていました。炬口フィッシャ

▲神戸市立平磯海釣り公園

▲説明を聞く現地視察一行

リーナも訪れました。

⑵ 垂水漁港（6 月 27 日午後）
次に、垂水区のアウトレットモール「マリンピア神戸」の東
にある垂水漁港を訪問。垂水漁港は第３種漁港で神戸市が管
理者です。漁業協同組合直売所もあり、鮮魚ではなく、様々な
水産加工品が売られています。春先にとれる新鮮ないかなご
を浜揚げしてすぐに醤油、三温糖、生姜で炊き上げた「いかな

▲洲本城跡から望む炬口漁港

▲炬口海水浴場

▲浮体式陸閘ゲート

▲炬口フィッシャリーナ

ごの釘煮」は垂水発祥の料理で、農林水産省の日本の農山漁
村の郷土料理百選にも選定されています。垂水漁港では、阪
神淡路大震災で被災した岸壁の復旧工事についても説明を受
けました。

⑷ 北淡震災記念公園・野島断層保存館（6 月 28 日午前）
最後に、北淡震災記念公園を訪れ、野島断層を見学しまし
▲神戸市漁業協同組合直売所

▲復旧工事の説明を聞く一行

た。地震の少ない韓国の方々にとり、大きなインパクトが
あったようです。

次に、
「マリンピア神戸」のなかにある神戸フィッシャリー
ナへ移動しました。2001 年にオープンし、
「こうべたるみ」

3．おわりに

海の駅にもなっています。整備・運営には PFI 制度が活用さ

天候のため一部予定していた漁港には行けませんでした

れており、選定された民間事業者（ヤマハ発動機㈱）が、神戸

が、都会的な神戸から自然豊かな淡路島とそれぞれの特徴が

市から占用許可を受けた水域にプレジャーボートの係留施

生かされた漁港を視察できました。会議での活発な議論とと

設等を建設して維持管理をしています。営業時間は 9:00 〜

もに、日本の漁港の多様性を韓国の方々にお楽しみ頂けたの

17:00 で、営業時間外は桟橋への扉はロックされてしまいま

ではないでしょうか。

す。給水設備はありますが、給電設備は無い等、利便性が高い
とは言えませんが、明石海峡大橋が眺められるため、眺望の
良さで知られています。

（第１調査研究部 浪川 珠乃）
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影山前理事長オススメ！

頑張っています定置漁村
〜定置網は海上サラリーマン
◎松浦 勉・玉置 泰司・清水 幾太郎 著
農林統計出版 本体 2,800 円 + 税
（ISBN:978-4-541-04175-3）

わが国の沿岸漁業は、近年、高齢化の進展や漁業者の減少

協自営、村張り的会社組織の３つに区分しています）が重要

に加え、気候変動等による資源状況の悪化により大変厳しい

な役割を果たしてきました。しかしながら、時代の要請やみ

状況に置かれています。漁業を含む地域産業の不振は地方の

なし法人規定を削除した 2001 年漁業法の改正により村張り

過疎化高齢化を加速し、
「限界集落」と言われる今後維持する

的任意組合は、しだいに、漁協自営あるいは会社組織に移行

ことが危機的な状況にあると思われる集落を多数生み出して

する傾向があるとのことです。

います。

さて、近年、定置網に就業する若者が増加しているそうで

このような中、著者たちは、大型定置網漁業（漁業法第 6 条

す。著者は、その要因として、①若者の価値観が多様化し、就

第 3 項に定義される定置漁業）を営んでいる漁村に比較的元

業の場として漁業が注目されていること、②季節網から周年

気な漁村が多いことに着目し、その要因について事例調査を

網へ転換する定置網が増加したため、周年雇用により若者を

通じて分析をし、本書にまとめました。調査対象としたのは、

雇用しやすくなったこと、③省人省力化機器の開発により重

定置経営体が多い道府県や、定置網を活用した漁村活性化事

労働から解放されたこと、④沖合漁業・遠洋漁業の縮小、船

例が多いと思われる北海道、岩手県、千葉県など 12 道府県で

員の年金支給年齢の引き上げ、65 歳までの定年延長や再雇用

す。本書では、これら調査した個別の事例が豊富に紹介され

によって従来行われてきた地元定置網への年配漁業者の還流

ています。

が途絶したこと、⑤任意組合から法人組織へ移行したため、

「定置漁村」とは耳慣れない用語ですが、漁村研究の泰斗で

社会保険に加入する経営体が増加したことなどをあげていま

ある小沼勇は、日本の漁村を類型別性格により、定置漁村な

す。賃金そのものも歩合制から固定給付歩合制に変わり、そ

ど８つに区分しており、定置漁村の特徴として、漁場の生産

の水準も若者に魅力のある比較的高いものになってきている

力が最重要で、所有と労働配分とを 1 つにしておくことが、

とのことです。
「定置網は、日帰り操業であり、陸上企業と雇

体制を維持するために必要と指摘しています。定置網は 10 人

用・労働形態が似ているので、
「海上サラリーマン漁業」とい

前後かそれ以上の人数による集団操業であることに大きな特

えるようになった」と筆者は書いています。

徴があり、このため、定置経営組織では、他の漁業形態にはほ
とんどみられない漁村共同体を中心とした経営組織（本書で
は「村張り的な組織」と呼び、村張り的任意組合、村張り的漁

本書は事例が豊富です。沿岸漁村の活性化に取り組んでい
る人、関心のある人にはおすすめの一書だと思います。
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山田主任研究員オススメ！
●●●●オススメ！

トラフグ物語
−生産・流通・消費の構造変化−
◎松浦 勉 著
農林統計協会 本体 2,800 円 + 税
（ISBN:978-4-541-04124-1）

トラフグといえば、皆様はどのようなイメージをお持ち

一方、本書にはフグにまつわるコラムが随所に掲載され

でしょうか。私にとっては、 とても美味しい高級魚、され

ています。少しご紹介しますと、私の故郷である尾張名古

ど恐ろしき猛毒あり…命おしけりゃ素人が手を出すな と

屋は、フグ食を禁止した豊臣秀吉の出身地であるため、江

いったところです。そして更にいえば、某かの祝い事で運よ

戸時代の尾張藩ではフグ禁制を犯した武士に対する処罰が

く料亭に出向く機会でもなければ、なかなか口にすること

他藩に比べて厳しく、その対象は武士だけでなく庶民にも

がない存在…いやはや残念。さて、私に限らず、日本国内に

及んだとのことです。このためか、名古屋では 1980 年代ま

おいてトラフグといえば、数ある魚介類の中でも高級食材

でフグ料理に縁がなかった人が多かったそうであり、
「なる

としてかなり有名だと思います。しかしながら、その食文化

ほど、自分がフグ料理に縁遠いワケは、元を辿ればそういう

にまつわる歴史については、あまり知られていないような

ことかっ！」と思わず膝を叩き、妙に納得。その他にも、フ

気がしますが、如何でしょうか。

グ毒で命を落とした歌舞伎役者や大阪みなみのフグ料理店

本書はそのようなトラフグに代表されるフグ食文化の歴

「ずぼらや」など、興味深い話が沢山紹介されています。詳

史・動向を解き明かした、フグ研究の集大成といえるもの

細な図表資料でちょっと読み疲れたら、コラムでコーヒー

です。著者の松浦勉氏は、フグの本場・山口県のご出身であ

ブレイクというあんばいで、上手い構成になっています。コ

り、お父様はフグ延縄漁船の船主というご家庭に生まれま

ラムから著者の豊富な知識を拝借すれば、ウンチク話の小

した。長崎大学水産学部を卒業して水産庁へ入庁されてか

ネタとして役立つかもしれません。

らも、永年に渡ってフグに関わる仕事に携わってこられた、

著者は「フグ消費の拡大」と題した最終節で、フグ料理の

まさにフグの専門家です。本書を読み進めると、トラフグの

盛りつけの美しさ、獣肉に近い独特な身質、小骨がない口

生産、流通、消費の観点から歴史的経緯が述べられる中で、

当たりの良さ、白子の栄養価など数々の魅力をとても熱く

漁獲量、養殖生産量、価格などの数値データや図表資料が非

語って本書を締めくくっています。半生をかけたといえる

常に充実していることに気づきます。さすがは中央官庁ご

フグを、今以上に多くの方に知ってもらい、もっとフグ食文

出身の著者が、史実に基づきまとめていて、その内容の信頼

化を発展させたいという熱い思いが込められた本書を、是

度はお墨付き。なかなか読み応えある一冊です。本書のタ

非、皆様もご一読下さい。そして卑しき私めは、 高級料亭

イトルは「トラフグ物語」ですが、その物語は充実したデー

の絶品トラフグ料理 に舌鼓を打ちながらウンチク話を披

タに基づいて詳細に語られており、内容的には統計データ

露する機会を期待というか妄想（笑）しつつ、本書を更に読

資料集という一面も持ち合わせています。

み込み、知識の定着を画策している次第です。
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◎ 新任挨拶

◇常務理事

平成 30 年 8 月 1 日に開催されました一般財団法人漁

特に、平成 23 年 3 月（水産経営課

港漁場漁村総合研究所（漁村総研）の評議員会、同理事

勤務）の東日本大震災（津波）による

会で承認、選任されました常務理事の吉竹正明と申し

多大な人的・物的被害の発生です。

ます。よろしくお願いいたします。

漁協組織・漁協組合員の被害状況の

今年の 3 月末、41 年間勤務した水産庁を退職し、縁

把握から始まり、緊急支援物資の要

ありまして新たな職域で第二の社会人人生を歩むこと

請対応、漁協系統組織を中心とした

になりました。

復旧・復興の業務を経験しました。

吉竹 正明

水産庁在職時を振り返りますと、漁村総研に身近な

防災・減災対策推進の一当事者として、多くの尊い

ことでは、〇漁村振興の企画立案や事業実施、〇漁港

命が奪われたことは非常に残念でありました。大地震

漁場整備法（漁港法）の企画法令業務、〇沿整の事業実

は長い周期で繰り返し発生、今後、東海・東南海・南

施、このほか、〇人事管理・組織定員や水産予算の総

海地震などの発生確率が高まる中、できることから早

括、〇水産業税制や国税庁との個別協議、水産業協同

急に防災・減災対策を推進していくことが重要だと

組合法の一部改正やその運用、〇漁業取締業務（東日

思っています。

本などの漁港、港湾にも寄港）です。
一番記憶に残るのは、平成 17 年 4 月からの 3 年間、
防災漁村課漁村企画班の担当でした。着任早々、予算

また、防災、減災対策の推進を進める中、予算がない
ので何もできませんと言われたことも印象に残ってい
ます。予算がなくても、知恵を絞り、地域特性を踏ま

要求の検討、省庁連携汚水交付金の新規事業実施、平

え、ソフト対策だけでも人命被害を防げることができ

成 19 年度からの漁港漁場整備長期計画の検討となり

ると思っているからです。

ました。また、政策評価や公共事業評価の実施、災害に

水産業の振興、漁業地域の活性化と防災・減災対策

強い漁業地域づくりガイドライン（初版）の策定や漁

の推進とは両輪で進めることは当然ですが、漁業者等

村リフレッシュ運動（生活基盤整備率の向上）なども

漁村住民の安心・安全の確保なくして水産業、漁村は

あり、盛り沢山な部署、時期でした。

成り立たないと思っております。

漁村総研との業務関係では、〇漁業集落排水施設か

今般、漁村総研にお世話になることとなりましたが、

らの排水による漁業への影響や同施設の延命化、〇漁

これまでの業務経験を活かしつつ、漁村総研の内部・

港漁村の防災、地域資源の活用による漁村の振興に向

外部における関係者各位との連携・協力関係を良好に

けた漁港漁場整備長期計画の検討、〇災害に強い漁業

保ち、一般財団法人の役割、設立目的を踏まえた「みん

地域づくりガイドラインの策定（初版）
、漁村振興の類

なの研究所」
「よろず相談所」として、時代の要請に応

型化など、漁村総研への業務委託の成果を水産行政へ

じた漁港漁場漁村の整備と漁業地域の活性化のため、

活用させていただきました。また、都市漁村交流など

精励努力してまいります。

の活動にも支援をいただき、漁村総研の事業、存在の
重要性を感じています。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

INFORMATION

◎ 新任挨拶

◇第2調査研究部 主任研究員

平成 30 年 4 月に第 2 調査研究部に着任いたしました

が目の前の海のことを一番よくご存

當舎親典と申します。よろしくお願いいたします。苗

知であるということです。そのよう

字も名前も読みにくいのですが、
「當」は常用漢字「当」

な漁師さんが感じられている現象に

の旧字体であり、トウシャシンスケと読みます。堺（大

ついて、調査で得られるデータ等に

阪）の出身です。初対面の方にしばしば出身地に多い

より科学的に説明し、問題の解決の

姓かとご質問をいただきます。堺に特別多い姓という

お手伝いをすることが責務と考え、

訳ではありませんが、関西や中国地方に同姓の方が少

従事してきました。

ないながらも、いらっしゃるようです。祖父が生前、
ルーツを調べたところ、ゆかりの地は兵庫県の西宮の
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また、生態系に関わる調査を通じて、当たり前のこ
とではあるのですが、食（餌）は生物の個体や個体群の

方にあるようでした。インターネットの情報では、江

成長、生き残りにとって非常に重要な要素であるとい

戸時代中期に西宮ではイワシ漁が盛んでしたが、西宮

うことも思い知り、漁業、水産業の尊さを再認識する

港を風浪から守るため、當舎屋金兵衛が約 1 km に及ぶ

こととなりました。美味しい水産物を享受できる日本

築堤を企て、安全に貢献されたそうです。私はこれま

に生まれ、育って良かったと感謝すると同時に、人間

で、民間の海洋調査会社にて、主に漁場における調査

にとって重要な食の源の 1 つである水産物に関わる重

に従事して参りました。當舎屋金兵衛との血縁関係に

要な仕事をさせて頂いていると感じております。

ついては不明ですが、漁港、漁場そして漁村にわたる

これからは、生産の場である漁場を豊かに、持続可

までを対象とする当財団に着任させて頂きましたこと

能で効率的な漁業の実現に向けて知恵を絞り、身体を

に勝手ながら因果を感じております。

使うとともに、水産物や環境のインターフェースでも

前職では、主に二枚貝類や魚類の生息地の評価、整

ある漁港、そして水産業に携わる方々の生活基盤であ

備適地の選定やバイオテレメトリー等を用いた魚類の

る漁村の振興に貢献できるよう知識を広げ、総合研究

生活史の解明に関する仕事に携わって参りました。現

所の研究員として精進していく所存です。今後とも何

地調査で漁師さんとお話をさせて頂くときに痛感する

卒、よろしくお願い申し上げます。

のは、日々、五感を働かせて海と接されている漁師さん

03

◎ 活動報告（平成30年4月〜30年8月）
◎ 平成 30 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品質・衛生管理講習会「山川水産加工
業協同組合」講師派遣（海洋水産システム協会）
（30.5.21）
◎ 平 成 30 年度水産工学技士（水産土木部門）養成講習会 沖縄会場

講師派遣（大水・FIDEC）
（30.4.17、18）

◎ 平成 30 年度水産工学技士（水産土木部門）養成講習会 青森会場

講師派遣（大水・FIDEC）
（30.6.5､ 6）

◎ 漁港漁場事業研修会講師派遣（兵庫県漁港漁場協会）
（30.6.22）
◎ 平成 30 年度第 1 回サンゴ礁の面的保全・回復技術検討委員会オブザ−バ−（FIDEC）
（30.7.31）

The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成30年4月〜30年8月）
The 15th International Coastal Symposium ICS
2018（Busan,Republic of Korea）
（30.5）
「Construction of Climate Change-Adapted Seaweed Beds
on the Japanese Coast」
韓国海洋科学技術院（KIOST：KOREA INSTITUTE OF OCEAN
SCIENCE & TECHNOLOGY）でのシンポジウム（30.5）

「日本の高層魚礁について」
平成 30 年度日本水産工学会学術講演会（30.5）
「バイオテレメトリ−によるウスメバルの摂餌行動の把握」
「炭素・窒素安定同位体化を用いた年齢別のウスメバル餌料の解析」
「ウスメバルの耳石の酸素安定同位体比による経験水温の推定」
平成 30 年度日本水産工学会 春季シンポジウム（30.5）
「漁場施設情報デ−タベ−ス
（漁場 GIS）
の活用方策」
第 21回日韓漁港漁場漁村技術交流会議（30.6）
「漁港ストックの有効活用事例について」

平成 30 年度沿岸域学会 研究討論会（第 31回）
（30.7）
「漁港海岸における東北地方太平洋沖地震による海岸保全施設の災
害復旧構造に関する実態に関する考察」
「イタリアで実践されている資源管理に資する漁村観光の実態につ
いて〜ペスカトゥリズモとイッテｨトゥリズモ〜」
「海水浴場の利用ル−ルの成立における地域の対応」
第 43 回海洋開発シンポジウム（30.7）
「津波来襲時に操業中の漁船避難に関する実証的研究」
（共著論文）
水産工学 第 55 巻 第１号（30.7）
「鹿児島県阿久根沖の人工マウンド礁に集まるイサキ

Parapristipoma trilineatum の滞留時間と遊泳水深」
36th International Conference on Coastal
Engineering 2018（30.8）
「A DESIGN METHOD OF THE SEA WALL AND WATER
APRON BY THE TSUNAMI」

編集 後 記
研報 No.44 号もようやく完成となりました。執筆頂いた皆様、お忙しい中、ありがとうございました。巻頭言やインフォメーションにもあ
ります通り、漁村総研では、8月1日より髙吉理事長や吉竹常務理事を迎え、新たな体制がスタートしました。これまで研報の発行においては、
影山前理事長の肝いりで毎号編集会議を開き、テーマや執筆者の人選を行って進めて来ました。また、所内の執筆者においては誌面の構成や、
読みやすさといった観点で書き直しをお願いした方も少なからずいました。漁村総研の広報誌として、前理事長の編集方針を引き継ぎ、新体
制においても全国津々浦々の旬な情報をお届けできるよう、引き続き努力する所存です。

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。

（H.M）

JR秋葉原駅
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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。
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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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