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水産改革における今後の水産公共事業
水産庁 漁港漁場整備部長

吉塚 靖浩

現在、水産庁では、水産資源の適切な管理と水産業の

産生物に対象を絞った漁獲を行うなど、適切な資源管理

成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バラン

のための効率的な操業が求められ、また、養殖業におい

スのとれた漁業就業構造の確立を目指し、水産政策の改

ては、水質や波高の急激な変化や赤潮の発生等を事前に

革を推進しております。

察知し、飼育魚の斃死や生簀の破損等の被害を軽減させ

この改革の一環として、先の臨時国会において、資源

ることが求められていることから、海象や赤潮発生状況

管理措置や漁業許可制度等を一体的に見直す改正漁業

等の漁場・養殖場のリアルタイム情報の取得が可能とな

法等が成立しました。また、改革を後押しするために、

る漁場観測施設を設置し、ICT を活用して、操業予測情

平成三十年度補正予算と三十一年度当初予算を合わせ

報等の効率的な操業等が可能となるような情報の提供が

三千億円を超す予算が確保され、また、令和二年度概算

容易に得られるようにしたいと考えています。

要求においても、前年同様の三千億円を超える意欲的な
予算要求となっているところです。

更に、我が国の水産資源を適正に管理すると共に漁業
者の安全操業の確保を図るためには、漁業取締活動の強

この中で、水産基盤整備につきましては、産地市場統

化が重要であり、漁業取締船の増隻・大型化がなされて

合や養殖適地の確保など、水産改革と連動した基盤整備

いるものの、その基地となる施設の整備は、今だ地方自

とともに、漁港漁場整備長期計画に基づき、水産物の輸

治体任せとなっています。このため、まず、新市場の建

出促進や大規模自然災害に備えた対応力の強化などの課

設に伴い現在取締船が利用している岸壁が利用できなく

題に重点を置いて、漁港・漁場・漁村の整備を推進する

なる沖縄県糸満漁港において、取締船の大型化への対応

こととしています。加えて、今後、ICT を活用した漁港・

と併せて、漁業取締船が必要な時に機動的に寄港できる

漁場におけるスマート水産業の展開など、新たな取組み

専用岸壁・航路等を国自らが早急に整備する必要がある

も必要だと考えています。

と考えています。

具体的には、競争力のある流通構造の確立と資源管理

その他、我が国は広大な排他的経済水域 (EEZ) を有し

制度の実効性を高めるため、拠点漁港・産地市場におい

ているものの、遠隔水域は漁場として低利用な状況にあ

て、衛生管理や資源管理、トレーサビリティ等の実施に

り、我が国の水産資源を管理しつつ有効に利用するため

役に立つ情報を迅速かつ正確に収集できるよう、ICT 活

には、特に低利用となっている沖の鳥島など遠隔離島の

用のための情報通信施設を高度衛生管理型荷さばき所及

周辺海域における漁場としての開発の可能性を調査する

び計量・計測機器と一体的に整備することとしたいと考

ことも必要であると考えています。

えています。

これらの施策を推進していくため、今後とも、
（一財）

次に、適切な資源管理と漁業者の所得確保を両立させ

漁港漁場漁村総合研究所をはじめとした関係者の皆様方

ていくためは、科学的なデータに基づいた出漁判断や漁

のご支援、ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上

場探索等によって旬の時期の成魚など付加価値のある水

げます。
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「令和」時代を迎えて
−持続可能な水産業・漁村の実現を目指す−
理事長
新しい時代「令和」を迎えました。平成の 30 年間は世
の中の大きな変化や様々な出来事がありました。

髙吉 晋吾

者の減少に対しては、情報通信技術の進歩により、省力化、
省人化、スマート水産業などが一層進むと考えられます。

本格的な人口減少・高齢化社会が訪れ、
「地方消滅」
、
「限

④漁村の人口減少に対しては、日本社会が成熟する中、多

界集落」という言葉が話題になり、昨年は日本人の人口が

様な暮らしや働き方が求められており、漁村側も努力する

43 万人も減少しました。気候変動による猛暑、豪雨が常

ことにより、I、U ターンする人が増える可能性があります。

態化し、猛烈な台風が発生するようになり、海水温の上昇

また、交流人口を増やせば、水産業を介したプラスαの収

が生物の生息環境に深刻な影響を及ぼしています。地震

入や雇用が創出でき、地域で経済が循環します。 ⑤発生

災害も多発し、東日本大震災では多くの漁港、漁村が壊滅

が懸念される南海トラフ地震などに対しては、東日本大震

的被害を受けました。一方で、情報通信技術が大きく進展

災の経験を活かし、ハード・ソフトの防災・減災対策によ

し、パソコンさらにはスマートフォンが普及し、生活や仕

り、被害の軽減が可能です。過去、津波等の大災害に遭っ

事の進め方が大きく変わりました。

てもその度に立ち直る強靭さもあります。 ⑥漁村には、漁

水産業については、生産量がピーク時 (S 59 ) から 1 / 3 の

港の静穏水域や用地という、増養殖や交流など漁村活性化

430 万 t（ H 30 ）に、漁業就業者数が 30 年間で 6 割減の 15

のために戦略的に活用できるインフラが備わっています。

万人（ H 29 ）に､ 国民１人当たりの水産物消費量はピーク

また、水産業・漁村の持続可能性の確保は、2015 年

時 (H 13 ) から 4 割減の 24 kg（ H 29 ）になりました。
感じざるを得ません。四面を海に囲まれた我が国の水産

6 月に国連で採択された持続可能な開発目標（ SDG ｓ）に
も通じるものがあります。SDGs は国際社会が協調して取
り組むべき課題として 17 のゴールと 169 のターゲットが

業・漁村は水産物の供給の他に国境監視や海洋環境保全

定められています。漁村総研がこれまで実施してきた調査

など多面的な機能を発揮しており、このまま衰退してしま

研究には、目標に掲げられた【海の豊かさを守ろう】
、
【気候

このような状況を見ると、水産業や漁村の将来に不安を

うことがあってはなりません。漁村総研にとっての「令和」

変動に具体的な対策を】
、
【エネルギーをみんなにそしてク

における究極のテーマは、いかにして持続可能な水産業・

リーンに】
、
【安全な水とトイレを世界中に】等の達成に貢献

漁村を実現するかということにあります。

できるものが数多く含まれています。
新時代における持続可能な

困難な道のりではありますが、政府をはじめ水産関係者
の様々な取組により、課題の克服に可能性が見えてきてい

水産業・漁村の実現を目指し、

ます。①水産物の国内消費は減っていますが、鯖缶のよう

水産基盤の整備や漁村の活性

に健康、手軽、美味しいという消費者ニーズに合致した食

化に関する調査研究に一層邁

品は需要が増えています。人気のサーモンは輸入が多くを

進してまいりますので、皆様

支えていますが、高鮮度を売りに国内で新たに養殖に取り

方からの引き続きのご指導ご

組む地域が増えています。 ②一方、海外には旺盛な水産

鞭撻を賜りますようお願い申

物に対する需要があり、官民挙げて我が国の高品質な水産

し上げます。

物の輸出拡大への取組が進められています。 ③漁業就業
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漁業法改正を補完する里海の役割
近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科 教授

日高 健

1958 年生まれ。九州大学農学部卒業、慶應義塾大学経済学部卒業、神戸大学大学院経営学研究科修了。1980 年福岡県庁入庁、1998 年
近畿大学農学部専任講師、助教授、2007 年近畿大学産業理工学部准教授を経て、2011 年より現職。博士（水産学）、経営学修士（ MBA ）。

１．はじめに

第 1 条 この法律は、漁業生産に関する基本的制度を

「水産政策の改革」の中核をなす漁業
2018 年 12 月に、
法等の改正が国会で可決・成立した。すでに、2019 年度

定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁

の水産予算もこれを反映した大幅な増額予算が認められ

用し、もつて漁業生産力を発展させ、あわせ

ており、
「水産政策の改革」が本格的に進められることに

て漁業の民主化を図ることを目的とする。

業調整機構の運用によって水面を総合的に利

なった。今回の改革は 70 年ぶりの漁業法制度の大改革を
含むものであり、様々な意見や批判が出されているとこ

つまり、現行漁業法の最終目的は漁業生産力の向上と

ろである。この稿では、それらであまり触れられていない

漁業の民主化である。このうち、漁業の民主化の部分が

側面について取り上げる。特に著者が注目しているのは、

漁業調整機構とともに漁業法の改正によって目的から

沿岸漁場管理についてである。ここでは都道府県の管理

削除されてしまった。これによって、改正漁業法の目的

責任が明示されるとともに、漁協等による漁場管理を明

は漁業生産力の向上に絞られた。これは「水産政策の改

確化する仕組みや保全沿岸漁場なる新たな制度が提示さ

革」を貫く重要な理念であり、合理化と効率化によって

れている。この件について、著者の研究分野である里海

徹底的に効率を向上させ、漁業生産力をあげることを目

管理の視点から評価し、提言をしたい。

指すということである。
現行漁業法の目的である漁業生産力の向上と漁業の民

２．水産政策の改革と漁業法改正の主な内容と批判

主化は、実は非常に大きな矛盾を抱えていた。つまり、

「水産政策の改革」の目的は、水産資源の適切な管理と

漁業生産力の向上のためには効率化が求められる。生産

水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年

力の向上のためには無駄なものを省き、迅速に対応する

齢バランスの取れた漁業就業構造を確立することとなっ

必要があるからだ。効率的にものごとを進めるには、権

ている。そのために、次のような六つのポイントが示さ

限や資金のある者が物事を決め、下におろしていくシス

れている。

テムが有効だ。一方、民主化のためには関係者が十分な

①新たな資源管理システムの構築

議論を行い、合意（場合によっては総意）の上で物事を

②漁業者の所得向上に資する流通構造の改革

決める必要がある。皆が納得するには時間がかかる。そ

③生産性の向上に資する漁業許可制度の見直し

こで重要なのはコミュニケーションであり、関係者が納

④養 殖・ 沿 岸 漁 業 の 発 展 に 資 す る 海 面 利 用 制 度 の

得するまでコミュニケーションをしないといけないので

見直し

ある。このように、現行漁業法は効率化とコミュニケー

⑤水産政策の方向性に合わせた漁協制度の見直し

ションという相反する理念を持っており、この両立が問

⑥漁村の活性化と国境監視機能を始めとする多面的機

題であった。もちろん、漁業法制定当時の漁業民主化の

能の発揮

問題は、網元による封建的な漁村支配からの脱却である。

以上のうち、①・③・④・⑤は漁業法の関連、②は卸

共同漁業権が明治以前の漁村による漁場管理の慣行とそ

売市場法、⑤は水協法であり、漁業法の改正が「水産政策

れを法制化した明治漁業法による専用漁業権を引き継ぐ

の改革」の中核であることは明らかである（なお、⑥に対

もので、漁村総有による漁場管理を法制化したとする見

応する法制度は見当たらない）
。
「水産政策の改革」に対

方が多いが、実際には専用漁業権で網元や資本家への権

する批判も漁業法改正に集中しており、特に TAC の拡充

利や資源の集中と漁民支配が残っていた。現行漁業法に

や IQ 制度の導入を柱とする資源管理制度の改革と、法

よって封建制からの脱却という意味での漁業の民主化は

定優先順位をなくすことを中心とした区画漁業権の改正

達成されたのだが、漁業者が話し合って物事をきめると

に対する反対意見が多い。しかし、筆者は漁業法第 1 条

いう意味での民主化も現行漁業法下で進展し、これが効

で示された目的の改正に最も重要な点が含まれていると

率性と矛盾することになる。

考える。
そもそも現行漁業法の目的は、第 1 条に次のように記
されている。

これを解決するために生まれたのが資源管理型漁業
である、と私は考える。これは、簡単に言うと資源の状
況に対応した合理的・効率的な漁業管理を、関係者のコ
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ミュニケーションで実現していくというものである。資

として漁業権を保有する、などと言っておられなくなっ

源管理型漁業は、現行漁業法の孕む矛盾を解決し、効率

た。国⇒都道府県⇒漁協（漁業権者）という権限委譲と

性とコミュニケーションを両立させるという、言わば知

それに伴う義務とルールの明確化が行われたのである。

恵の結晶である。これが日本における漁業管理の特徴と

• 沿岸漁場管理
次に、新たに設けられた沿岸漁場管理の制度につい

もなっている。
しかし、全体としてみると、やはり効率化とコミュニ

て。これは、赤潮の監視や藻場の保全活動、密漁の監視

ケーションの両立は難しい（と水産庁は考えた）。最近の

などの漁場管理業務を抜き出し、この管理主体と対象漁

大きな自然的あるいは社会的な環境変化を考えると、こ

場ならびに管理内容を漁業権と同じく漁場計画に明記す

れらに迅速に対応するには効率化を徹底的に追及しない

るものである。これらの管理業務は従来漁協等が自主的

と漁業は生き残っていけないと考えるのは当然といえば

に行ってきたもので、今回の改正で管理義務を持つこと

当然である。そこで、漁業法改正に当たっては、従来の

になった都道府県が漁協等に委ねるものと説明されてい

相反する二つの理念を維持するのではなく、効率性の向

る。しかし、関連資料には出てこないものの、水産多面

上に徹底的にこだわることになった（と私は思う）
。この

的機能発揮対策支援事業（以下、水産多面的事業）で協

効率性の向上は改正案のいたるところに表れている。漁

議会として実施してきた各種の保全活動や漁協と関係者

業生産力向上のために、漁業法に基づく漁業制度の効率

が協定を結んで行ってきた遊漁管理なども含まれると思

性を向上させるという今回の改正は、制度としては極め

われる。管理主体となる沿岸漁場管理団体には漁協・漁

てすっきりしている。それが本稿で注目する海面利用制

連のほか一般社団法人や一般財団法人が当てられている

度、特に次の沿岸漁場管理にも表れている。

ことから、例えば水産多面的事業の協議会が法人化すれ
ば、管理団体と管理内容が漁場計画の中に記載され、そ

３．漁業法改正による沿岸漁場管理の変化

の管理は法的に正統化されるということである。管理内

海面利用制度の見直しは、区画漁業権の法定優先順位

容の中には管理費用も含まれ、管理団体の構成員以外の

の削除で注目されている部分である。区画漁業権につい

受益者が費用を負担する場合にはその額と算定根拠なら

ては他に譲り、筆者は漁業権者の責務、沿岸漁場管理、な

びに使途を明記することになっている。もちろん、漁業

らびに漁村の活性化の三点に注目する。

権と同じく活動内容を都道府県知事に報告しないといけ

• 漁業権者の責務
漁業権者の責務について、まず前提として、国と都道

ない。水産多面的事業は全国で積極的に推進されおり、

府県が水産資源の保存及び管理の適切な実施と漁場の使

現在の取り組み数は、全国で 706 グループとなっている
１）

（ 2019 年 8 月 19 日現在） 。また、その活動内容もほぼ

用に関する紛争防止と解決の義務を持つことが漁業法に

改正漁業法で示された内容である。水産庁の説明では、

明記された。また、漁業権者には漁業権漁場を適切かつ

漁業権管理の内容であれば沿岸漁場保全団体の認可を得

有効に活用する義務があることも明記され、活用状況の

る必要はないとのことであるが、水産多面的事業には漁

報告が義務付けられた。漁業権者が適切に活用していな

業権の対象外の活動、複数の漁業権漁場にまたがる活動、

い場合は、最悪その漁業権は取り消される。これは、漁

漁業権漁場の外部に及ぶ活動といった場合があり、その

村が慣習法に基づき浜を管理し、それを法制化した共同

ような漁業権管理を超える内容は認可の対象となる。

漁業権という発想とは全く異なり、国⇒都道府県⇒漁協

この水産多面的事業は、各地先で漁業者と漁業者以外

（漁業権者）という階層的な権限移譲の発想によるもので

が参加する活動組織を作ってこれを保全活動を実施する

ある。このようなトップダウン型の階層組織は、特定の

際の基本単位とし、活動組織を複数束ねる地域協議会を

目的達成のためには効率のよいものである。これまで、

設置して指導と調整を行うというものである。各活動組

共同漁業権の漁業権者としての漁協は公共物としての海

織の内容は著者が考える里海と近く、地域協議会は複数

面と共有資源である水産物に対して排他的な権利を付与

の里海が連携する里海ネットワークと同じ機能を持つ。

されたことに対する社会的責任として漁業権漁場内の資

地域協議会には、構成員として都道府県、関係市町村、漁

源や環境を保全する義務があると推量してきたのだが、

業者団体、学識経験者及び非営利団体等を含み、活動組

漁業法の改正によって国や都道府県から権限移譲された

織には漁業者以外の者の参加を必須としている。水産多

管理義務が法律として明記されることになった。適切な

面的事業の実施要領では「漁業者、地域住民その他関係

活用の基準はまだ国から示されていないものの、これで

者の理解及び協力並びに広く国民の理解を得ながら進め

階層的な管理システムが完成することになる。漁業者個

ることが重要」
（実施要領の第５） とされており、この

人が本源的な漁業権行使権を持ち、漁協は実在的総合人

点でも里海の考え方と合致する。日本水産学会の意見

２）

３）
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では、
「漁業権免許を受けている漁協・漁連のみが管理団

の成果を有効活用することを求めており、漁村地域の自

体となることを基本とすることが重要である」としてい

主的な活性化努力を推進するという意味で、浜プランは

るものの、海面や水産資源の公共性、ならびに漁村地域

注目すべき施策だと思う。さらに言えば、コミュニケー

における漁業者の割合を考えた場合、漁業者だけでは活

ションをベースに効率化を求めているということもでき

動の正統性を得にくく、実効性を考えた場合でも地域の

る。ただし、浜プランには漁業管理や漁場環境保全など

いろいろな人が関わる形態の方がよいと思う。

が含まれないという問題と、地域の漁業者以外の人たち

ただし、このような取り組みが、国⇒都道府県⇒漁協

が含まれないという問題がある。

（漁業権者）という権限委譲の下、予算（交付金）を伴う

以上のように、漁業権者の責任、沿岸漁場管理、漁村

トップダウンで効率性の向上という視点によって実施さ

の活性化という三点で、
「水産政策の改革」には懸念が残

れた場合、果たして有効な取り組みができるであろうか、

るのだが、これらをうまく解決する手段はないものか。

あるいは予算措置が切れても継続することが可能であ

資源管理型漁業が、漁業法による漁業生産力の向上と漁

ろうか、きわめて大きな疑問符が付く。このような漁業

業の民主化をうまく連結して日本独自の漁業管理形態を

者を始め、地域のいろいろな人たちが参加して地域の環

作ったように。そこで登場するのが、里海である。

境保全の活動を継続的に行っていくためには、関係者が
コミュニケーションをとり、了解の上で自発的・自主的

４．漁業法改正を補完する里海

に活動に取り組むことが不可欠である。この部分は、
「水

里海という概念は、1998 年に柳哲雄氏によって提案

産政策の改革」と漁業法改正の中で削られてしまったも

されたもので、その有名な定義は「人手が加わることに

のである。となると、水産多面的事業の豊富な活動の蓄

よって生物多様性と生産性が高くなった沿岸海域」
（柳、

積があり、漁業法改正で沿岸漁場管理制度の新設という

2006 ） である。これは管理の自然科学的な成果に着目

道筋は用意されたのに、その活動の実効性を担保するも

した定義であり、これだと効率性の側面しか見ていない

のが失われたということになる。

ことになるため、改正漁業法の弱点を補うことにはなら

• 漁村の活性化
最後に、漁村の活性化である。
「水産政策の改革」の六

ない。しかし、里海という言葉は様々な地域で様々な意

番目のポイントとして「漁村の活性化と国境監視機能を

たほどである。里海推進者の一人である松田治氏は、柳

はじめとする多面的機能の発揮」があげられている。漁

氏の定義は包括的概念規定であり、様々な概念があって

村振興を研究テーマの一つとしてきた筆者にとって関心

よいとしている（松田、2013 ） 。筆者は、里海のマネジ

のある項目であり、漁業関係者の多くも関心を持ってい

メントを研究してきた立場から「里海とは、沿岸域の住

ると思う。しかし、この項目に関する解説では漁業・漁

民や行政が協働して、沿岸域の環境や資源を持続的に利

村が持つ多面的機能のうち、国境監視機能のみが記述さ

用していくための組織と仕組み、あるいはそのような組

れ、漁村の活性化そのものには何も触れていない。何よ

織と仕組みで管理される沿岸域」とした。つまり、里海

りもこれを直接に推進するための法律がないのだ。改正

に関わるいろいろな人たちが協働して管理するための組

漁業法第 174 条に「十分配慮する」とされるだけである。

織と仕組みであり、里海づくりの途中過程に着目してい

漁業生産力の向上によって漁業者の所得が増加すれば、

る。ここで重要になるのはコミュニケーションである。

漁村活性化の問題は解決すると思われているようにうか

つまり、里海は効率性とコミュニケーションという異な

がえる。しかし、そもそも漁村という社会システムは多

る理念を持つ概念なのである。

４）

味合いで使われており、それを議論する機会も設けられ

５）

面的な性格を持ち、効率化だけで御せられるものではな

また筆者は、都市と漁村の関係を考える中で、沿岸域

く、漁村を維持するにはコミュニケーションによって関

では自然の生態環境と人間の経済活動、それに地域住民

係者が協働することが不可欠となる。

の生活や文化活動という性格の異なる三つの価値が同時
６）

この件に関して、水産庁は 2014 年から「浜の活力再

に実現されるべきであるとした（日高、2002 ） 。これを

生プラン」
（以下、浜プラン）の施策を積極的に展開して

沿岸域に形成される里海に当てはめると、里海では生態

きた。2019 年 8 月現在、水産庁に承認された浜プラン

環境の保全だけでなく、経済活動や生活文化の実現も求

は 660 件にものぼる。浜プランには中心的な取り組みは

められるということである。三つの価値の同時実現は、

あるものの、その内容は多面的であり、また漁業所得の

里海の重要な性格である。

1 割アップ（ 5 年間）を目標とし、何よりも浜の活力を成

以上のように、拡大された里海の概念は先ほどの「水

果目標としている。
「水産政策の改革」の中では触れら

産政策の改革」に対する懸念を払しょくする機能を持つ、

れていないが、日本水産学会は、意見書の中で浜プラン

と筆者は考える。これを実現するための政策ツールとし
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ては、先行する水産多面的事業と浜プランがあり、さら

う枠組みが有効であろう。沿岸域の環境や漁業以外の産

に保全沿岸海域という制度が設けられた。これらをうま

業も関わることで、漁業者を中心に漁業者以外も参加す

く組み合わせることで、拡大された里海の実現を可能に

る取り組みとなると、行政としては水産部門だけでなく、

できるように思われる。

環境部門、経済部門、企画部門との連携と調整、あるい

両施策はいずれもプランの作成と実行の母体となる協

は壁を壊すことが必要となる。まち・ひと・しごと創生

議会を各地域で作成するようになっており、漁業者だけ

総合戦略のように、複数の省庁の所管に分かれる事業を、

でなく漁業関係者や行政も参加することが要件である。

当該地域の自治体で統合するような枠組みも有効かもし

しかし、海面や水産資源の公共性に加え、近年の漁村居

れない。

住者の状況（漁業者の割合の低下）、沿岸域での漁業以外

そのような施策を進めるには、関係省庁にまたがる里

の利用の増加、地域以外から来訪する沿岸域利用者の増

海推進法のような立法措置が必要である。この件につい

加を考えると、漁業者・漁業関係者だけで里海づくりを

ては、柳哲雄先生や松田治先生を中心に NPO 法人里海

行うには限界がある。先の三つの価値を実現するために

づくり研究会議で議論しているところである。近いうち

は、漁業者・漁業関係者だけでなく、地域の沿岸域居住

に、紹介することができればいいと考えている。

者、商工会や観光協会のような他の経済団体、学校、環境
保護団体なども参加する必要があるだろう。筆者は、こ

６．終わりに

のように地域の沿岸域に関わる可能性のある人たちが総

今回の水産政策の改革と漁業法等の改正は、70 年ぶり

がかりで里海づくりに取り組むことを、
「地域あげてのア

の大改正ということである。詳細は別にして、最も特徴

７）

プローチ」と称している（日高、2016 ） 。その典型的な

的なことは効率性の向上を貫徹し、漁業生産力の向上を

事例が岡山県備前市の日生に見られる。

目指しているところであろう。漁村を始めとする伝統的

日生は、里海発祥の地として知られているところであ

なシステムとは相いれないところが出てくるのは仕方が

る。一部の漁業者が始めたアマモの保全活動が漁協の取

ないところである。現在の日本漁業がそこまで追い込ま

り組みに拡大し、地域の様々な経済団体を巻き込み、地

れているということでもある。効率性の向上による漁業

元の中学校が参加し、活動の参加者が地域全体に及ん

生産力の向上が効果をあげることを切に希望する一方

でいる。活動もアマモの増殖から始まり、新たな経済活

で、効率性の向上のために置いて行かれたにしても、漁

動を生んだり、漁業や養殖の改善につながったり、さら

業や漁村にとって重要なものまで失うわけにはいかな

に内陸部の自治体との連携を進めたりというように活動

い。それは、既存の制度やこれまで有効だった事業をフ

８）

の領域が拡大している（田中、2017 ） 。この日生のよう

ルに活用し、新しい知恵を加えながら、現在の漁村に合

な活動は地域の状況に応じて行われるべきで、関わるべ

うようにリメイクすることが必要である。幸い、水産多

き人たちも地域によって異なるため、それぞれの地域で

面的事業や浜プランは 2019 年度の水産関係予算の中で

地域の状況に応じて組織や活動内容を決めないといけな

も重要視されている施策である。これらをうまく使い、

い。地域の人たちが自発的に動き、知恵を出し合うこと

間口を広げ、地域として里海づくりに推進できるように

でそれは可能になるのだが、各地域で一から始めていた

することが肝要であろう。

のではらちが明かない。また、隣接する地域で形成され
た里海との連携を図ることも必要となる。
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デンマークにおける漁港・市場の整備と
管理運営
東京海洋大学 先端科学技術研究センター 特任教授

中泉 昌光

1983 年東北大学工学部卒業、同年農林水産省水産庁入省、主に水産庁の漁港漁場整備事業、漁村環境整備に関わる業務に携わるほか、大
臣官房国際部、北海道開発局、国立研究開発法人海上・港湾・航空鵜技術研究所（港湾空港技術研究所）に出向、2017 年 2 月に退官。同
年 7 月より現職。ICT 技術の活用や国内に限らず海外も含めた現地調査を通じて、国際的な水産物消費に対応した漁港の整備と管理運営
や人口減少・高齢化が急進する漁村における滞在型旅行の推進に取り組んでいるところ。

はじめに

国際的な水産物需要が高まる中で地域経済における漁

国民への安全で安心な水産物・食品の提供と水産物の

港の役割・機能の維持・増大を図っていくには、衛生管

輸出拡大のため、流通拠点となっている漁港・市場では

理に加え、品質管理、資源管理、持続可能な漁業にも取

高度衛生管理の取組が行われている。一方、少子高齢化

り組んでいかなければならない。そこで欧州を中心に海

に伴う労働力人口の減少を背景に、長時間労働の是正と

外における漁港・市場の整備と管理・運営について、現

多様で柔軟な働き方の実現を目指す働き方改革が進め

地調査や既存資料等の収集を行い、海外の漁港・市場の

られている。一部の漁港を除き市場取引業務の電子化は

特徴を明らかにするとともに、我が国の漁港・市場の整

進んでおらず、手書き伝票が基本となっている。また販

備と管理・運営の在り方について考察することは極めて

売に係るデータがすべて記録・保存されているわけでも

有益である。本稿は、前回の英国に続き、同じく水産物・

ない。このため、販売原票の作成、入札・せり販売、販売

食品の輸出を主体としているデンマークの漁港・市場に

通知書等の作成・発行に時間を要するとともに、水産物

ついて調査研究した成果である。

の輸出に係る書類の作成に必要なデータの収集に時間を
要するなどの問題がある。欧州の市場では、EU 規則に基
づく衛生管理のための施設改良は 1990 年代中頃から始
まり、ほぼ 10 年で終了し、現在は市場取引業務の効率化、

１．デンマークの水産業
デンマークの国土は海に囲まれており、漁業国であり
輸出国である。同国の漁獲量は世界の漁業国中第 29 位

価格の安定・向上、陸揚げ量の維持・増大に向けて、品

で、EU 諸国内では第 5 位である。水産物の貿易ではデン

質管理、資源管理、トレーサビリティや持続可能な漁業

マークの輸出額は世界第 3 位である（数値：2017 年）。

で漁獲された水産物（商品）の販売に取り組んでいる。

海面漁業・養殖業生産量（図１）は 1990 年以降減少し続

欧州では、市場取引業務の効率化のため、30 年以上も

け、1997 年には半分以下になった。1998 年から 2007 年

前からその電子化が行われている。1980 年代にせり販

頃までは 70 万トン前後で推移し、2008 年頃からは、養

売に表示盤機械と有線または無線のリモコンからなる機

殖業生産量が 20 万トン前後で全体の生産量を底上げし、

械せりが導入され、1990 年代に機器類はコンピューター

漁業生産量も養殖業生産量も漸増傾向にある。漁場は、

にかわり、電子せりが普及した。2000 年代にブロード

北海、スケガラク海峡、カテガット海峡およびバルト海

バンド、2010 年代にスマホ、タブレットが普及し、通信

であるが、漁船の大型化に伴い、過去 10 か年間に北海で

スピードの向上とともに、現在はインターネット環境と

PC・タブレット等があれば、国内外のどこからでもせり
に参加できるオンライン・オークションも行われている。

図１

漁業・養殖業生産量の推移
FAO Online Query Panels より作成

図２

水産物需給（国内生産・輸出・輸入）

FAO Online Query Panels, UN Comtrade Database より作成
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の漁獲量の割合は 6 割から 7 割に増大している。
ノルウェー、グリーンランド、フェロー諸島等からは、
約半分は加工処理しない状態でかつ鮮魚のままで輸入さ
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テューボルン、ハンストホルムが続く。このように、主
要な漁場である北海とスケガラク海峡に近い港が主要な
陸揚げ港となっている。

れている（図２）
。輸出においては、約半分は加工処理し

食用（図４）は、2000 年以降減少し続け、2011 年には

ないまま規格別に詰替えて輸出している（図２）
。主な輸

半減し、以降は横ばいである。現在、主要な陸揚げ港と

出先国はドイツ、イタリア、フランスの水産物消費国で

なっているスカーイェン、ヒァツハルス、ハンストホル

ある。一人当たり食用水産物年間消費量は、25 . 5 kg であ

ム、テューボルンの陸揚げ量の割合は、2000 年の 49 . 3 %

り、世界平均 19 . 0 kg やヨーロッパ平均 21 . 9 kg（日本：

から 2016 年には 69 . 7 % に大きく増大している。産業用

48 . 6 kg ）に対してわずかに高い（数値：2013 年）。

は、2000 年以降減少し続け、2007 年には半減し、以降は

323 千トンから 880 千トンの間で大きく変動している。
２．陸揚げ港
港に陸揚げされる水産物は、その魚種と仕向け
先に応じて次の 3 つに分類される。
ⅰ 底魚・甲殻類（食用）：水産物は、陸揚げ港
で漁船から陸揚げされ、市場に搬入される、
または、他の（国内外の）陸揚げ港で陸揚げ
され、その後、当該港に陸送され市場に搬入
される。
：主にニシン・サバであるが、陸
ⅱ 浮魚（食用）
揚げ港で漁船から陸揚げされ、埠頭または岸
壁背後に立地する加工場にフィッシュポンプ
で直接搬入される、または、埠頭または岸壁
でトラック（保冷車）にフィッシュポンプで
積込み、港あるいは他の地域に所在する加工
場へ陸送される。
ⅲ 産業用魚：フィッシュミールやフィッシュ
オイルを製造する原魚であり、埠頭または岸

図３

壁背後に立地する加工場にフィッシュポン

漁港別陸揚げ量（2016年）
Yearbook of Fishery Statistics 2016 より作成

プで直接搬入される。加工場は、他の水産加
工場から出る加工残渣をトラック（保冷車）
で陸送して、加工原料とすることもある。
総海面漁業生産量が 897 千トン（数値：2016 年）
であるが、底魚・甲殻類、浮魚、産業用別に、それ
ぞれ 142 千トン、141 千トン、613 千トンである。
総海面漁業生産量のうち、デンマーク漁船が 552
千トン、外国漁船が345千トンとなっている。デン
マーク漁船は、デンマーク国内に 552 千トン、他
国に 110 千トンを陸揚げしている。
各港の陸揚げ量を図３に示す。浮魚に関して
は、ヒァツハルス、スカーイェンとギルライエが
主要な陸揚げ港である。底魚・甲殻類に関して
は、ハンストホルム、テューボルン、ヒァツハル
スとスカーイェンが主要な陸揚げ港である。産業
用については、テューボルン、スカーイェン、ハン
ストホルムが主要な陸揚げ港である。デンマーク
最大の陸揚げ港は、スカーイェンであり、これに

図４

港別陸揚げ量（食用）の推移
Yearbook of Fishery Statistics 2000 - 2016 より作成
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現在、主要な陸揚げ港となっているテューボルン、スカー

他の漁港からは入出港できない場合でも、テューボルン

イェンとハンストホルムの陸揚げ量の割合は、2000 年の

港では入出港が容易である。テューボルン港は、北海の

45. 6 % から 2016 年には 82 . 4 % に大きく増大している。

漁場に近いという強みがある。水産物貨物のトランジッ
トとしても利用され、陸揚げされた後、市場を経由せず

３．テューボルン（Danske Fiskeauktioner A/S）
⑴ 港の概要
テューボルン港は、ユトランド半島西側中央部に位置

に他の港や海外の市場へ輸送されるものもある。
テューボルン港では、漁船の修理も含め、漁業に必要
なサービスを提供している。これらの問合せや受付けは

し、水産業、バルク貨物荷役事業、海運サービス産業や

24 時間体制であり、漁業者が移動するための車両の駐車

沖合海洋事業には最良の港である。船舶修理施設、電子

場の長時間利用、無料 Wifi、宿泊施設、廃棄物・廃油処理、

や電気機器類・機械関係の会社があり、水・電気・燃料

水・電気・燃料などのサービス提供を行っている。

の提供など海運サービス産業は、長年にわたって発展し
てきたが、バルク貨物の荷役事業は過去 10 年で著しく増

⑶ 市場の配置と利用
市場の配置と利用を図６に示す。岸壁水深 6 m の直背

加し、デンマークの北海沿岸の重要な拠点となっている。

後にあり、市場建物と岸壁先端部の距離（岸壁エプロン

水産業に大きく依存しており、金額、数量では国内上位

幅に相当）は、一部を除くと 2 . 2 m 程度と我が国と比較す

漁港のひとつである。2001 年に港は国から地方自治体

るとかなり狭い。市場建物には庇は設けられていない。

へ売却され、公共企業体 Port of Thyborøn が独立採算制

水産物の集荷、選別・計量、陳列、搬出等販売に必要な

で管理運営している。

エリアを有する建物 1 F 面積は、およそ 6 , 000 m である。

⑵ 施設の配置と利用
テューボルン港の各施設の配置と利用を図５に示す。

事務室やせり販売室は、2 F、3 F に設けられている。岸

2

年間 4 , 500 隻の外国漁船や地元の大型漁船がテューボ

壁市場建物は、Port of Thyborøn が所有し、2006 年より
Danske Fiskeauktioner A/S（ DFA ）が管理運営している。

ルン港の市場やフィッシュミールその他水産加工場に陸

岸壁側から陸揚げ・場内搬入された水産物は、販売さ

揚げしている。水産業からの収入は、港の総収入の半分

れた後、反対側の搬出口およびトラック・ドックからト

以上を占めている。港は、リム海峡と北海を結ぶ地点に

ラック（保冷車）に積込まれて搬出される。なお、トラッ

位置し、港口は東側に向いている。北海沿岸が風や波で

ク・ドックは、市場建物側を周辺地盤より 1 m 程度掘り
下げてランプが設けられている。

図６

市場の配置と利用

⑷ 市場取引
テューボルンの市場は 1924 年の創設以降、ほぼ 1 世
紀の間、鮮度が高く品質の良い商品の販売に努めてきた
ことが今日の販売の基礎となっている。2001 年に Pefa

System を導入、2006 年に DFA が市場の管理運営を始め
てから、Pefe System を基本にさらに独自化させた現在
の市場取引システムとなっている。これにヴィデ・サン
図５

テューボルン港と各施設の配置と利用

ディとトースミンネの市場が関心を示し、2007 年、2008
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◆陸揚げ・場内搬入作業

は各市場で荷受けするが、オンライン・オークションに

漁船のクレーンを使って水産物の入った魚箱を吊

よるせり販売をテューボルンに一元化したところであ

り上げ、岸壁上のフォークリフトに載せて場内に搬入
（図８）する。船上で選別・計量されて箱詰めされてい

る。
かつては、隣接するハンストホルムには大きな加工場

る魚箱には、漁獲情報と計量結果を印刷しやラベルが

があり、水産業が産業として成り立っていたが、テュー

投函・貼付されている。魚箱は、鮮度保持のため、陸

ボルンには地元の小さい加工会社しかなかった。地元の

揚げ後すぐに低温管理のエリアに置かれる。

バイヤーが少なく、隣接するハンストホルム等からの大

◆選別・計量と販売カタログの作成

手バイヤーによって買値が決まることや、地元漁船も隣

アンコウは水分が多く、カレイ類は規格が多いこと

接する港へ陸揚げし、このままでは水産業が衰退し、地

から、陸揚げしてから選別・計量を行っている。これ

域も廃れてしまうという危機感があった。そこで、オン

らを除くと船上で選別・計量が行われ、その結果を記

ライン・オークションを導入してバイヤーを国内外か

載したラベルが魚箱に投函または貼付されている。こ

ら呼び込むとともに、陸揚げ量を増やし、品質の高い商

のときの電子データ（ラベルの内容に相当）は、販売

品を販売することで、販売価格の安定と向上を図り、漁

カタログの作成に使用されていない。市場職員は、水

業者とバイヤーの両者にとって魅力のある市場取引を実

産物を船別・魚種別・規格別にサンプル的に計量し、

現させたいと考えた。

水産物と重量が船主から提出された情報どおりかど

鮮魚の高い品質を維持するには、漁船からバイヤーま

うかを確認する。陸揚げしてから選別・計量を行うも

でに至るシームレスなコールドチェーンが重要である。

のについては、特定の魚種を除き、水産物の規格と重

船上では、魚の内臓を除去するとすぐに、施氷し冷蔵状

量を正確にするために、自動選別機を使用（図９）し

態で箱詰めが行われる。テューボルンを含め 3 市場は近

ている。船名、漁獲水域、魚種、規格等の情報を自動選

代的な市場建物構造を有し、最新の設備を整えている。

別機または選別台の計量計のパネルに入力し、漁獲情

DFA は、自動選別機の利用、品質の等級づけなど経験豊
富な職員の配置などを行い、荷受けから荷渡し・搬出（輸
送）までのコールドチェーンやトレーサビリティを確保
するとともに、市場としても MSC CoC 認証を取得し、

MSC 漁業認証の商品の販売に努めている。
◆陸揚げ情報の提供（公開）

DFA 傘 下 の 3 市 場 に お け る 陸 揚 げ 情 報 は、Pefa
System を通じて市場内のモニターと web サイトに公
開（図７）され、せり販売が開始する 7 : 00 までの 24 時
間以内に適宜更新される。陸揚げ情報には、魚種別や
船別の陸揚げ情報が含まれている。
図８

図７

陸揚げ情報の提供（公開）

陸揚げ・場内搬入

図９

選別・計量
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報と計量結果を含めて印刷出力したラベルを魚箱に投
函・貼付する。
場内温度は 2 ℃に低温管理されている。魚箱は統一

Pefa clock ）しか見ることができないが、DFA では、2
つの市場の Pefa Clock を見ることができる。各市場が
同時刻にせりを開始するのは、大手のバイヤーだけで

規格のもの（ Pack and Sea A/S ）を使用し、使用前に洗

なく、小規模なバイヤーの購入に配慮してのこと。

浄され、冷やされている。DFAは、品質管理者を配置し、

◆商品の荷渡し・搬出（輸送）

彼らは水産物の品質を厳しくチェックするとともに、評
価結果の品質等級を記載した紙を魚箱に投函する。

落札されると、自動的にラベルが印刷され、市場職
員はこれを商品の魚箱に投函・貼付する。このラベル

選別・計量が終わった魚箱は、船別にロットごとに

でどのバイヤーの商品か確認し、バイヤーごとにかれ

まとめて、漁獲してからの経過日数の短いものから順

らが購入した商品をまとめ置く。このラベルに記載さ

に並べ置きされる。市場職員は、ロット別に魚箱に投

れている QR コードをスマホ等で読み取ると、その内

函または貼付されたラベルの内容から必要な情報を

容（トレーサビリティ情報）を見ることができる。市

シートに書き取る。次に、事務室の職員がそのシート

場職員は、魚箱の個体管理のため、魚箱に貼付されて

の内容を PC 端末に入力して販売カタログを作成する。

いる RFID をスキャナーで読み取り、その商品のバイ

バイヤーは、事前に登録しておくことで、販売カタ
ログ（ロット別に船名、魚種、漁獲水域、漁獲日、規格、

。
ヤー名（番号）を入力する（図 11 ）
搬出（輸送）については、船主やバイヤーとの契約に

品質、数量等が記載）を電子メールで受け取ることが

基づき、市場側が輸送の手配を行うとともに、トラッ

できる。地域のバイヤーは、事務所や自宅でインター

ク（保冷車）に積込み、バイヤーの指定するところへ輸

ネットを通じてオンラインでせりに参加できるが、来

送される。ヨーロッパ各地の場合には、指定場所へ直

場して商品を下見することも、市場建物のせり販売室

接輸送されるか、あるいは国境付近の物流センターに

でせりに参加することもできる。

一旦運ばれ、そこで積替えてから最終目的地まで輸送

◆オンライン・オークション

される。

せり販売室（図 10 ）では、Pefa Auction Clock のク

商品の漁獲や販売に関する情報は、荷受け、販売を

ロックがスクリーンに映し出され（同じものが PC 等

通じて、電子化され市場のサーバーに記録・保存され

の画面にも映し出される）
、高値から始まり、バイヤー

ている。サーバーから必要な情報を取り出して販売通

が入札するまで一定のスピードで価格が下がる下げせ

知書等を作成することができる。その日のせりが終わ

り方式で販売が行われる。入札したバイヤーは、購入

ると、１時間以内に船主への仕切書、バイヤーへの販

したい数量をせり人に伝え、全量または一部を購入す

売通知書（請求書）を作成し、電子メールで送る。

ることができる。登録しているバイヤーは約 200 名（ 1
社で数名もあり）おり、その約 6 割は海外のバイヤー
である。Pefa System を導入しているヨーロッパ各地
の市場では、7 : 00 に同時にせり販売が始まる。基本的
には 1 台の PC、タブレット等で、一つの市場（一つの

図11

落札結果のラベル投函・荷渡し・搬出

◆販売結果の提供（公開）
その日のせりが終わると、仕切書、販売通知書（請求
書）を電子メールで送ると同時にその日の販売結果（相
図10

オンライン・オークション（せり販売室）

場情報）を web サイトに公開（図 12 ）する。
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表２ 品質基準

図12

販売結果（相場情報）の提供（公開）

⑸ 選別規格および品質基準
テューボルンをはじめとする

表１ 選別規格

DFA 傘下の 3 市場においては、
表１に示す選別規格に基づいて
選別が行われる。
また、Pefa System を導入して
せり販売を行っている欧州各
地の市場で使用されている表２
に示す品質基準に基づいて品質
の等級付けが行われる。オンラ
イン・オークションのため、全
国各地や海外にいるため商品の
下見ができないバイヤーへの便
宜を考え、EU 基準（ E,A,B の 3 分類）よりも細かい等級

に商品を国内外の各地に輸送することができる。

が設けられている。

⑵ 施設の配置と利用
各施設および漁港の配置と利用を図 13 に示す。港に

４．ヒァツハルス（Fiskeauktion.DK）

陸揚げされる水産物は、その魚種と仕向け先に応じて次

⑴ 港の概要
ヒァツハルス港（図 13 ）は、2001 年に国から地方自治

の 3 つに分類される。
ⅰ 底魚：カレイ類、タラ類やアンコウなど底魚は、港の

体に売却され公共企業体 Port of Hirtshals が管理運営し

西側に位置する市場に陸揚げされる。せり販売の後、

ている。2010 年以降は、スカンジナビアにおける貨物と

商品はバイヤーの水産加工場へ輸送される。そこで

水産物の国際複合物流拠点を目指し、定期航路の増便、

フィレ等に加工や詰替えて、トラック（保冷車）で国

ビジネス誘致のための用地造成、港と周辺を結ぶ道路整

内外の消費地（ 90 - 95 % は輸出向け）へ輸送する。

備などを進めてきた。
ヨーロッパ西海岸、グレート・ブリテン、スカンジナ
ビア、バルト諸国間の海上交通輸送路に近接し、豊かな
漁場に近く、かつヨーロッパの自動車交通網の起点に位
置するという地理的優位性を有している。また、インフ
ラやロジスティクスが整備されており、運輸・交通、漁
業や海事サービスに対応した港である。港内には直接高
速道路が入っている。フェリー航路が、ノルウェー、ア
イスランドやフェロー諸島との間で開設されており、近
年はトラック・貨物と観光客による定期航路の利用が高
まったことで、フェリーからの収益が最も多くなった。
漁業、水産物・食品の物流に関しては、漁場の近いこと
や、陸揚げ・販売し、加工・詰替えした後、24 時間以内

図13

ヒアツハルス港と各施設の配置と利用
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ⅱ 浮魚：サバやニシンなどの浮魚は、ヒァツハルスの

Fiskeauktion.DK という組織を設立した。当時、大手会社

水産業の重要な部分を占める。浮魚漁船の主要船

だけに購入され価格が抑えられていたこと、取扱量が減

団はヒァツハルスに登録しており、7 隻の大型漁船

少していたことから、市場取引量の維持・拡大と販売価

から構成されている。国内に陸揚げされるサバの

格の安定・向上が課題であった。そこで、5 市場が協力・

95 % はヒァツハルス港に陸揚げされている。岸壁・

連携し、地元漁船のほか、外来漁船の入港・陸揚げの受

埠頭で陸揚げしトラック（保冷車）に積込み、周辺

入環境を整備し、船主（生産者）とバイヤーの両者に魅

地域の水産加工場まで輸送される。

力ある市場にすることを目指すこととなった。具体的に

ⅲ ノルウェー産養殖サーモン

a．岸壁・埠頭でトラック（保冷車）に積込み、周辺

は、市場の整備や、低温管理、自動選別機等の導入を進
めるとともに、Fiskeauktion.DK の web サイトを通じて、

地域の水産加工場まで陸送輸送し、そこでフィ

ⅰ）陸揚げ情報、販売結果（相場情報）の公開、ⅱ）船主

レ等に加工や詰替えて、再びトラック（保冷車）

やバイヤーへの仕切書・販売通知書等の電子化、ⅲ）選

に積込んで輸出する。

別規格の統一、ⅳ）MSC 漁業認証の対象水産物（商品）

b．ノルウェーからトラック（保冷車）がフェリーに

の公開、ⅴ）販売カタログの作成、ⅵ）トレーサビリティ

乗って上陸し、そのまま国内外の各地に向かう。

情報を含むラベルの印刷、魚箱への投函・貼付などを

c．加工船内で加工処理したものを陸揚げし、水産

行っている。5 市場が基本的に同じ電子化システムを挿

加工場に搬入し、そこで詰替えて輸出する。

入していることで、市場と船主、バイヤーが情報を共有

⑶ 市場の配置と利用
市場の配置と利用を図 14 に示す。かつては 4 つの市

できる。しかし、市場が互いに協力・連携して市場の機

場に分散していた。市場取引の効率化と品質保持のため、

わりはない。

既存の市場を取り壊し、2006 年に現在の場所に市場を

能を高めていく一方で、互いに競争関係にあることに変
現在の市場取引のシステムは 2007 年頃に導入された。

新設した。新設に際して、衛生管理、室温・湿度管理、騒

それ以前は伝票に手書きして記録し、これらをまとめて

音、運送、鳥の糞害などを考慮して、規模、配置・構造、

PC に入力していた。

設備等を検討した。市場には庇が設けられているが、こ

◆せり販売

れは鳥の糞の落下を避けるためである。水産物（または

Fiskeauktion.DK 傘下の市場では、商品陳列エリアに

魚箱）を 30 m 超えて移動させることなく、各作業が行え

バイヤーが集まり、商品を前にしてせり人が発声して

るように計画・設計されている。床は、搬出口が高くなっ

せり販売を行う従前のスタイル（上げせり方式）でせ

ている。市場には、関係者間の協力体制の構築と情報の

り販売が行われている。販売量が多いことから、せり

共有化を図るため、各市場関係者の事務室も設けられて

販売の対象となっている商品（ロット）の情報や販売

いる。日帰り操業や 2，3 日航海して漁獲した水産物が市

が終了した商品（ロット）の結果は、リアルタイムで場

場に陸揚げされている。

内の壁にプロジェクターで投影することでバイヤーへ

⑷ 市場取引
2000 年 に、ス カ ー イ ェ ン、ヒ ァ ツ ハ ル ス、ハ ン ス

便宜を図っている。せり販売結果は、各商品（ロット）

ト ホ ル ム、ス ト ラ ン ド ビ ュー、グ レ ー ノ の 5 市 場 は、

入力して記録する。PC 端末に入力する際に誤りがな

が落札されると同時にその場で市場職員が PC 端末に
いように、せり人はマイクフォンを携行して録音し、
問題が生じた場合に備えている。
◉ Fiskeauktion.DK の web サイト
・5 市場の陸揚げ情報・販売結果（相場情報）の公開
・ログインすることで、せり販売を通じて記録され
るデータベースをもとに伝票（仕切書・販売通知
書等）の作成、市場と船主およびバイヤーとの伝票
等の送信
◉各市場の web サイト
・陸揚げ情報・販売結果（相場情報）の公開
・選別規格の公開
・MSC 漁業認証、CoC 認証の取得状況の公開

図14

市場の配置と利用
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◆陸揚げ情報
中・大型漁船は、衛星通信機器を搭載している。船
上から市場へ次のような方法で漁獲情報等が送られる。
ⅰ 船主は船上で市場の管理運営会社（ Fiskeauktion

Nord Hirtshals ）の web サイトにログインし、漁獲
情報を入力。
ⅱ 船主は船上で選別・計量して、漁獲情報と計量結
果を印刷したラベルを魚箱に投函・貼付するが、
同じ情報が市場の管理運営会社のサーバーへ送
信。
市場では、上記 2 つの内容を確認してから、陸揚げ
情報として web サイトに公開する。

図16

選別・計量

◆陸揚げ・場内搬入作業
陸揚げ・場内搬入の状況を図 15 に示す。市場は 24

る場合には、まずは選別レーン上で魚種別に仕分けす

時間体制で荷受けすることとしているが、実際は事前

る。魚種別に規格が決まっている。自動選別機あるい

に船から連絡が入り、その時間に合わせて魚箱や氷な

は選別レーンを使って手作業で選別する場合には、最

どを準備する。陸揚げは主に前日の 18 : 00 - 24 : 00 の

初に船名、漁獲日、漁獲水域、漁具・漁法、魚種を計量

時間帯で行われている。ノルウェー・ロブスター漁の

計のパネルに入力する。選別が進むにつれて、各規格

シーズンのときには当日の早朝に入船があり陸揚げを

の容器の水産物が一定重量になると、計量結果は自動

行う。

的に記録されていることから、計量計のパネルに漁獲
情報を入力すると、漁獲情報と計量結果を記載したラ
ベルが印刷される。これを魚箱に投函・貼付する。
選別・計量が終ると、魚箱に投函・貼付されたラベ
ルの内容は市場のサーバーに送られる。また船上で選
別・計量されたものについても、魚箱に投函・貼付さ
れたラベルの内容は市場のサーバーに送られている。
市場職員は、6 : 30 に販売カタログの作成を始めるが、
図15

陸揚げ・場内搬入

市場のサーバーに既に送られてきているデータは使用
することはせず、魚箱に投函・貼付されたラベルの内

◆選別・計量と販売カタログの作成

容と実際の魚箱、水産物を見て、漁獲情報や計量デー

市場には、船上で選別・計量された水産物と陸揚げ・

タを PC 端末に入力する。ラベルの内容や既に市場の

場内搬入してから選別・計量されるものがある。選別・

サーバーに送られているデータに誤りがある場合があ

計量エリアでは、労働環境を考慮し室温が 12 ℃以下に

ることや、せり販売するために市場側としてロットの

管理されている。ここでは、魚体の温度が 2 ℃を超え

大きさなどの判断やその他入力しなければならない

ないように下氷をした魚箱に水産物を入れている。せ

データがあるためである。

りエリアと搬出ドックエリアは 2 - 3 ℃に低温管理され

◆せり販売と荷渡し・搬出

ている。

せり販売は、7 : 00 に始まる。せり人と PC 端末にせ

選別・計量の作業（図 16 ）は、真夜中（ 0 : 00 ）から始

り結果を入力する記録者の一組でせり販売を行ってい

まり、せり販売の開始時間（ 7 : 00 ）までには終了するこ

る（図 17 ）。通常 12 人程度のバイヤーが来場する。バ

とにしている。数量が多いときには、前日の 18 : 00 ご

イヤーは、主に大手 5，6 社のために商品を購入してい

ろから始める。基本的には、せり販売の開始時間に近

るが、購入した商品を自社で加工や詰替えて販売する

い時刻に選別・計量作業が終了するように開始時間を

場合もある。通常、販売数量 40 トン（ 1 , 300 箱）がせ

決めている。自動選別機は 2 年前に導入され、カレイ類

り販売され、1 - 2 時間程度で終了する。商品の搬出は

の選別に使用される。中・大型の漁船でもカレイ類に

逐次行われ、せり販売全体が終了してから 30 分程度で

ついては、船上で選別・計量は行わず、陸揚げしてか

場内からの搬出も終了する（図 18 ）
。

ら自動選別機で行っている。様々な魚種が混じってい

市場からの搬出（輸送）は、バイヤーが委託する運
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その日の販売結果（相場情報）を Fiskeauktion.DK と
Fiskeauktion Nord Hirtshals の両webサイトに公開する。
⑸ 選別規格および品質評価基準
市場においては、選別規格に基づいて選別が行われる。
また、EU 基準（ E,A,B の 3 分類）に基づいて品質の等級
付けが行われる。

５．漁港・市場における陸揚げ・販売の動向
⑴ DFA 傘下の市場および市場が所在する港
テューボルン、ヴィデ・サンディ、トースミンネの漁
港における陸揚げ量について、テューボルンは産業用も
食用も突出し、ヴィデ・サンディがこれに続いている。
図17

発声せり、落札結果のPC端末入力

テューボルンの産業用の陸揚げ量（陸送も含む）は、10
万トンから 30 万トンの間で大きく変動している。平均
価格は、上昇傾向にあり、2016 年の平均価格は、2000 年
のおよそ 3 倍までに上昇（陸揚げ量は 3 割程度減少）して
いる。市場で取り扱う底魚・甲殻類の陸揚げ量（図 20 ）
は、Pefa System を導入した 2001 年以降、15 千トン以上を
維持していたが、2005 年以降はそれを下回り、減少が続

図18

搬出（輸送）

いた。3 市場が DFA 傘下になった 2009 年以降は、陸揚
げ量が増加に転じるとともに、平均価格も上昇傾向を示

送会社が行っている。市場内には、プリンターが設置

している。

されており、バイヤーがセンサーにチップをかざすと、
それまでに購入した商品のリストが印刷出力される
（図 19 ）。
正式な販売通知書（請求書）などの書類は、せり販売
全体が終了した段階で作成・発行している。発行は、
せり全体が終わってから1時間程度の後にⅰ）バイヤー
へファイルを電子メールで送る、ⅱ）バイヤーが市場
の Fiskeauktion.DK の web サイトにログインし、ダウン
ロードする方法で行われ、船主への仕切書についても
同様である。
◆販売結果の提供（公開）
仕切書、販売通知書の発行と同時に、市場職員は、

図20

テューボルン市場の陸揚げ量と平均価格

⑵ Fiskeauktion.DK 傘下の市場および市場が所在する港
スカーイェン、ハンストホルム、ヒァツハルス、スト
ランドビュー、グレーノの漁港の中で、総陸揚げ量では、
スカーイェンが突出し、ハンストホルムがこれに続いて
いる。産業用についてはスカーイェンが最も多く、ハン
ストホルムがこれに続いている。食用（ニシン等）につ
いては、スカーイェンが最も多く、ヒァツハルスがこれ
に続いている。食用（底魚・甲殻類）についてはハンス
トホルムが最も多く、ヒァツハルスがこれに続く。
スカーイェン：浮魚（ニシン等）の陸揚げ量は、2000
図19

購入商品リストの取得

年以降横ばいで推移していたが、2010 年以降は 8 万

特別寄稿
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ハンストホルム市場への陸揚げ量と平均価格

トンから 15 万トンの間で変動している。

図22
表３

ヒァツハルス市場への陸揚げ量と平均価格

各市場における主要魚種の平均価格

平均価格も同様に横ばいで推移していた
が、2010 年以降は 2.9 Kr./kg から 5. 4 Kr./kg
の間で変動している。
ハンストホルム：市場で取り扱う底魚・甲
殻類の陸揚げ量（図 21 ）は、2000 年以降、

28 千トンから 41 千トンの間の小幅で変
動している。平均価格は、陸揚げ量に応じ
て 11 Kr./kg から 18 Kr./kg の間で変動して
いたが、2013 年以降は、陸揚げ量が増加
するとともに、上昇している。
ヒァツハルス：市場で取り扱う底魚・甲殻
類 の 陸 揚 げ 量（図 22 ）は、2000 年 か ら

2009 年までは 12 千トンから 17 千トンの
間で変動しているが 2010 年以降は 8 千
トンから 10 千トンの間で変動している。
平均価格は、陸揚げ量に応じて、前者の期
間では 17 Kr./kg から 22 Kr./kg、後者の期
間では 19 Kr./kg から 26 Kr./kg の間で変動
している。
⑶ 主要市場における魚種別平均価格
陸揚げ量の多い 5 市場における主要魚種の
平均価格を比較した結果を表３に示す。2000
年と 2016 年を比較すると、魚種の 3 分の 2 に
ついて価格が上昇している。最も高い価格で
購入された魚種の数が多い市場は、2000 年は
ヒァツハルスであったが、2016 年にはテュー
ボルンになった。
⑷ MSC 漁業認証、規格および品質等級による
価格差
現地調査期間中における、MSC 漁業認証
の有無、品質等級および規格による販売価格
の例を表４に示す。同一の市場、販売日、魚
種、品質等級、規格の商品について、MSC 漁

表４ MSC、品質等級および規格による販売価格
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業認証の取得の有無による販売価格の差違を見ると、一

ギルライエは Pefa system を導入し、オンライン・オー

部を除き、MSC 漁業認証のある魚種の価格が数 % から

クションでせり販売している。2019 年 5 月 16 日の計測

約 30 % の幅で上昇している。同一の市場、販売日、魚種、

結果では、底魚について、1 回のせり販売に要する時間

規格、MSC 漁業認証の取得の有無の商品について、品質

は、16 秒と算出された。ノルウェー・ロブスターについ

等級の差違による販売価格の差違を見ると、品質等級 E

ては、14 秒と算出された。

は品質等級 A よりも価格が数 % から約 40 % の幅で上昇

以上より、1 回のせり販売に要する時間に関しては、

している。同一の市場、販売日、魚種、品質等級、MSC

オンライン・オークションの場合には、16 秒、14 秒、11

漁業認証の取得の有無の商品について、規格の差違によ

秒であるが、せり人の発声によるせり販売の場合には 14

る販売価格の差違を見ると、その傾向は魚種によって異

秒を要していることから、電子せり（オンライン・オー

なるが、数割から最大約 2 倍の販売価格の差違が見られ

クション）の導入による時間の差違はないものと言える。

る。

７．考察：漁港・市場の整備と管理運営の特徴
６．市場におけるせり販売時間

7 . 1 漁港・市場

◆ DFA 傘下の市場
2019 年 5 月 22 日に計測し、せり販売に要する時間を

⑴ 漁港の役割・機能
港は、商港、工業港、乗客船港、漁港またはマリーナ

算出した結果を表 5 に示す。3 市場のせり販売は、テュー

から構成される総合的な港と認識されている。漁港の

ボルンで一元的に行っている。この日のせり販売時間は、

役割・機能については、明文化されたものは見当たら

2 時間 2 分で終了した。販売数量約 66 千トン（333kg/ ロッ
ト）が 667 回のせりで販売された。小型漁船から集荷し

ないが、総じて『持続可能な形で、国内や世界の消費者

て一括して販売する数量は、中・大型漁船のそれよりか

あり、漁業、水産加工業、物流産業、電気機械設備・修

なり小さい。中・大型漁船の 1 ロットは 5 つ程度に分割

理等船舶への海事サービス業、観光・レジャー産業な

されてせり販売されている。1 回のせり販売に要する時

ど地域経済の維持・発展に寄与すること。』と認識され

間は、11 秒と算出された。

ている。
「持続的な形」や「品質の高い」の部分が強調

◆ Fiskeauktion.DK 傘下の市場
2019 年 5 月 20 日にスカーイェン、5 月 22 日・23 日に

されている点は我が国と異なる。漁業・養殖業の拠点、

ハンストホルム、5 月 24 日にヒァツハルスにおいて計測

重要であるが、加工原料の確保と水産物・加工品の輸

、
した結果では、各販売数量は、9 千トン（ 143 kg/ ロット）

出など港湾物流機能、海事サービス機能である物流、

219 千トン（ 1 , 146 kg/ ロット）、127 千トン（ 846 kg/ ロッ
ト）、16 千トン（ 203 kg/ ロット）とかなり大きく、1 ロッ

海洋スポーツ・レジャーの拠点等と密接に連携するこ

ト当たりの数量も大きい。せり回数が明らかになってい

湾物流機能等の密接な連携を図りやすい。

るのは5月22日のハンストホルムのみであったことから、

⑵ 整備と管理運営の基本的考え方
主要な港はかつて国が整備し所有・管理運営して

1 回のせり販売に要する時間は、14 秒と算出された。

に対して、品質の高い水産物・食品を供給することで

流通・加工業の拠点として水産業を支える機能が最も

とも重要である。また、総合港であることは漁港と港

いたが、2001 年頃に地方自治体に売却され、
表５ DFA傘下の市場におけるせり時間

港の管理運営は、公共企業体が独立採算制で
行っている。市場については、港が所有し卸売
会社や集荷会社が管理運営する場合と、卸売
会社が所有、管理運営している場合がある。
地域の水産業の現状と今後の見通しから、
漁港がどのような役割を果たしているのか、
あるいはどのような役割が求められるのかに
応じて、漁港の整備や管理運営の見直しが必
要となる。具体的には、将来ビジョン、整備計
画・管理運営計画の策定と実施であるが、こ
れは港別計画であり、我が国のような国全体
の整備計画はない。予算は基本的に自己資金
と銀行や地方自治体からの借入金である。借
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入金は、港の収益から返納することになる。欧州漁業

導入し、テューボルンを中心に 3 市場を一元化してい

基金 EFF を活用する場合もある。予算に関しては国の

る。オンライン・オークションには購入商品の輸送の

補助事業制度が確立されている我が国と異なる。

仕組みが不可欠であり、市場は、バイヤーの指定する

⑶ 施設の配置・構造と利用
歴史的に漁港として整備された港が多く、その後拡

輸送先までのトラックの手配と商品輸送を行うなど、

張整備されたことから比較的港奥の静穏度が良いエリ

る。Fiskeauktion DK 傘下の市場では、市場取引業務は

アが漁港として利用されている。ただし、港奥は、岸

販売カタログを中心に電子化されている。せり人が商

壁・水域の水深が浅いことから、加工場に搬入するも

品を前にして発声によりせり販売を行い、記録者が販

のも含め大型船の陸揚げは、商港の岸壁で行われ、直

売結果を PC 端末に入力する。陸揚げ情報、販売結果は

接加工場に搬入されるか、一旦トラックに積替え、加

web サイトで公開されている。このように電子化によ

工場に陸送・搬入する。特に、漁船の大型化に対応し

り市場取引の効率化と透明性が図られている。

た岸壁等の整備や利用が課題となっている。魚種と仕
向け先（底魚・甲殻類と浮魚、産業用）に応じて、陸揚

⑵ 衛生管理および品質管理の取組
EU 衛生管理規則に基づく施設構造や設備の整備・

げする漁船と港の利用形態が異なる。

改良は、1994 年頃から行われ、2005 年頃までに終了

販売とロジスティクのプラットフォームを提供してい

岸壁幅もしくは岸壁前面位置から水産物を搬入する

している。我が国は、2000 年頃から衛生管理に対応し

市場までの距離は、数 m から 20 m 超までと市場によっ

た漁港・市場の整備を進めているところである。デン

て異なる。ヒァツハルスを除き、市場庇も岸壁上屋も

マークに限らず欧州の市場の建物構造は、元来閉鎖型

ない。船または岸壁に設置されているホイストを使っ

構造であることが施設整備・改良や運営に速やかに移

て船倉から魚箱に入った水産物を陸揚げし、台車や

行できた理由である。また、前日に陸揚げ・場内搬入

フォークリフトに載せて場内に搬入する。迅速かつ安

され当日の朝のせり販売時間まで半日以上陳列・保管

全に陸揚げ・搬入することが重要であるという認識は

しておくことから、衛生管理、鮮度保持等品質の維持

我が国と同じであるが、岸壁前面から市場までの距離

のために、24時間市場全体を低温管理する必要がある。

については、明確な根拠は得られなかった。我が国の

各魚種について 5、6 の規格を設けているが、我が国

場合は、岸壁に陸揚げしてからの作業の内容に応じて

の市場でのそれよりは少ないと言える。中・大型船で

岸壁幅を決め、岸壁上屋や市場庇の設置を検討してい

は船上で選別・計量が行われるが、陸揚げ・場内搬入

る。

してから選別するものの多くが自動選別機で行われて

市場は閉鎖型建物構造であり、場内は低温管理（ 2 ℃

いる。品質等級付けには、EU 基準の 3 分類（E、A、B）を

〜 4 ℃）されており、これにより衛生管理と鮮度等品

用いるが、オンライン・オークションでせり販売され

質向上を行っている。市場内は、①搬入エリア、②集

る市場では、商品を下見することのできないバイヤー

荷または選別・計量エリア、③商品陳列・保管または

に配慮して、EU 基準より細かい等級を設けている。

せり販売エリア、④搬出エリアまたはトラック・ドッ

選別規格や品質等級の違いによる販売価格の差違は

ク、⑤事務室・施設設備 - 管理事務室、控室、せり販売

明確である。このことは、市場側が厳格に選別し、品

室、製氷・清浄海水・電気・排水処理等の設備・施設、

質等級付けをしているとともに、バイヤーもその違い

魚箱洗浄保管施設等 - から構成される。各エリアは壁

による価格評価を厳しく行っていることを意味する。

で仕切られ、シャッターを開閉して出入りする。

一方、我が国は高度衛生管理に取り組んでいるところ

我が国の場合は、船倉から搬出・陸揚げ、入札・せ

であるが、この衛生管理には施氷、岸壁上屋の設置、清

り販売を経てバイヤーへ荷渡すまでの時間を短くす

浄海水の利用などの品質管理も含まれている。しかし、

ることで、水産物（商品）の鮮度の維持を図っている。

市場内全体の低温管理や市場による品質等級付けは

前日に陸揚げするようなことはなく、入札・せり販売

行っていない。

の時間にあわせて陸揚げしている。冷蔵庫（低温管理
室）を使用するのは加工品など限られ、その規模も比

⑶ 資源管理、トレーサビリティおよび持続可能性
環境や食品安全に対する消費者の関心の高まりか

較的小さい。

ら、トレーサビリティや持続可能な漁業で漁獲された

7 . 2 市場取引

水産物（商品）の販売に取り組んでいる。
水産当局は、漁獲可能量や漁獲割当の設定、IUU 漁

⑴ 市場取引業務の効率化および透明性
DFA 傘下の市場では、市場取引業務は電子化されて

業対策といった資源管理や水産統計の作成のために、

おり、さらにせり販売はオンライン・オークションを

操業・陸揚げや販売に関する情報の報告を船主や市場
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に義務付けている（図 23 ）
。電子報告については、船主

の水産物（商品）が、非認証のものと混じらないように販

（船長 12 m 以上の漁船）は、衛星通信を利用して船上

売し、トレーサビリティを確保している。陸揚げ情報や

で専用の web サイト eLog にログインし、漁獲情報を入

販売結果（相場情報）の web サイトへの公開においても、

力して水産当局へ報告している。漁船側が報告する数

MSC 漁業認証であることを明示している。MSC 漁業認

量と市場が報告する数量の差は 8 % 以内とされている。

証の有無による販売価格の差違は明確である。我が国で

漁船が帰港し、加工場へ陸揚げ・搬入する際にも同様

は MSC 漁業認証の取得は限られており、MSC CoC 認

に専用の web サイトにログインして入力する電子報告

証を取得している市場は見当たらない。

が行われている。

7 . 3 整備と管理運営の効果
DFA 傘下の 3 市場に登録しているバイヤーの約 6 割は
海外のバイヤーである。オンライン・オークションを導
入したことで、広く国内外のバイヤーを呼び込むことに
成功したと言える。テューボルンの市場については、他
の主要市場と比較して、高い価格で購入される魚種が多
くなった。3 市場とも、2000 年以降、陸揚げ量が減少傾
向にあったが、DFA 傘下に入ってからの 2009 年以降は、
陸揚げ量が増加すると同時に価格も上昇している。

Fiskeauktion.DK 傘下の主要 3 市場では、2000 年以降、
陸揚げ量の変動とともに価格も変動し、2007 年頃には陸
揚げ量が落ち込んでいた。ハンストホルムについては、
図23

資源管理・水産統計等に関わる報告

2008 年の電子化以降は、陸揚げ量が増加するとともに、
2013 年以降は、同時に価格も上昇している。

市場では、市場取引業務を通じて、次のように船主か

市場関係者からは電子化について、読み間違いや記載

らバイヤーまでの間のトレーサビリチィを確保してい

の誤りがなくなった、商品を正確かつ容易に管理するこ

る。

とができる、販売通知書等の作成・発行や水産当局への

ⅰ 市場は、船主から水産物を荷受けし、選別・計量し

報告等が速くなった、などの効果が指摘されている。

て商品をバイヤーへ販売する。これら情報はロット
別（ 1 ロットを複数のバイヤーが購入した場合には
さらにバイヤー別）に識別番号が自動付与されて、
市場のサーバーに記録・保存される。

おわりに
デンマークにおける漁港は、商港、工業港等が同じ港
にあるという強みを生かし、港湾物流機能（国際複合物

ⅱ 市場は、漁獲や販売に関する情報を記載したラベ

流）
・サービス機能と連携して、漁港の機能を高め、そ

ルを魚箱に投函または貼付して、バイヤーへ荷渡し

の役割を果たしている。品質向上のため、漁船からバイ

する。ラベルの情報を読み取ることで、バイヤーへ

ヤーまでのシームレスなコールドチェーンを確保してい

商品のトレーサビリティ情報が伝達される。

る。また消費者が求めているトレーサビリティや持続可

ⅲ ⅱのラベルに記載されている漁獲情報、販売情報

能な漁業に関係者が連携して取り組んでいる。こうした

は、船主、バイヤーに対して各々電子的に発行する

取組の効果は、選別規格や MSC 認証による価格差に明

仕切書、販売通知書に盛り込まれているが、これら

確に現れている。市場取引業務の電子化はその効率化に

伝票を船主、バイヤーそして市場が保存（電子化）

資するとともに、選別規格や品質向上、MSC 認証などの

することでトレーサビリティを確保している。

取組とともに陸揚げ量の増大や価格の上昇に寄与して

我が国では、市場取引業務が電子化されている市場は

いる。特に販売後の輸送システムとともにオンライン・

限られている。紙媒体での記録・保存が多く、漁獲に関

オークションを導入し、広く国内外からバイヤーを呼び

するデータの欠落もあり、必要な漁獲・陸揚げデータを

込み陸揚げ量の増大と価格の上昇を実現した DFA の取

容易に提供できる体制には至っていない。

組は注目すべき成功例であると言える。

主要な市場は MSC CoC 認証を取得し、MSC 漁業認証
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フランスの漁港・市場の紹介
第１調査研究部 林 浩志

2019 年 6 月 22 日から 30 日まで、フランスの西
海岸に位置する漁港・市場おいて、衛生管理や市
場業務等の電子化・ネットワーク化の現状につい
て調査を行ってきました。
調査は表１、図１に示すとおり、７地区の魚市
場と水産加工場（缶詰工場）1 ヵ所の計 8 か所と
なりますが、ここでは、個人的に魅力的な取り組
みを行っていると感じたギルヴィネック魚市場に
ついて紹介します。

１．調査行程
調査は、6 月 23 日にモンパルナス駅から TGV
でラ・ロシェル駅に移動し、24 日のラ・ロシェ
ルの魚市場から車で北上しながら最後のロクテュ
ディの魚市場までの 5 日間、調査を行いました。

図１ 調査位置図

２．ギルヴィネックの魚市場

表１ 調査行程
調査日

ギルヴィネックの魚市場は、1959 年に建設さ

調査地区

れ、その後、1993 年に欧州の要件に対応するため

6 月 24 日

①ラ・ロシェル魚市場（La Rochelle）
②レ・サーブ = ドロンヌ魚市場（Le Sables d'Oloone）

6 月 25 日

③ロリアン - ケロマン魚市場（Lorient-Keroman）
○水産加工場（Cosnerverie La Belle Iloise）

6 月 26 日

④コンカルノー魚市場（Concarneau）

至っています。魚市場はカンペールの商工会議所

6 月 27 日

⑤ギルヴィネック魚市場（Guilvinec）
⑤魚市場ガイドツアー（Haliotika La Cite de la Peche)

によって管理され、１日に数回、壁と床は洗浄さ

6 月 28 日

⑥サン＝ゲノレの魚市場（Saint-Guenole）
⑦ロクテュディの魚市場（Loctudy）

2

魚市場を拡大し、さらに、1994 年には 700 m の
2

冷蔵倉庫が建設され、現在 7 , 200 m を占めるに

れ、魚箱はプラスチック製、その他容器と選別機
械はステンレス製を使用し、錆を防ぎ、最高レベ
ルの衛生状態を維持しているとのことです。ま
た、市場や港湾には、バイヤーや港湾労働者など
約 250 人が働いているそうです。
市場は、月曜日から金曜日まで営業しており、
毎日 2 回（時々 3 回）セリが行われています。漁
獲された水産物の陸揚げ時間は、おおよそ次のと
おりです。

写真１

ギルヴィネック魚市場
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写真２

水産物の陸揚げ

写真３

電子セリの状況

16：00：操業 2 〜 3 日間の漁業で漁獲されたもの（最
大 3 日間操業）
17：00：その日に漁獲された鮮魚（沿岸漁業）
18：30：鮮魚（トロール漁業）
トロール漁業は、8 〜 14 日間操業し、5 〜 25 トンを漁
獲し、氷で鮮度を保ち帰港後、陸揚げされます。 陸揚げ
作業に 5 〜 8 時間、その後、魚種、サイズ、品質の選別に

5 〜 6 時間を要するそうです。
計量は、魚を販売する前に、各魚箱ごとに計量・登録す
るとともに、漁船名、ロット番号、種、サイズおよび重量の
情報を含む「計量チケット」を印刷し、魚箱に投入します。
そして、翌 6：00 にオークションが開始されます。128
のバイヤーが、ギルヴィネック魚市場のオークションに
①ロット番号
②漁船名
③価格 / kg
④最終価格（未達）
⑥販売されるバイヤー名
⑦ロット重量
⑤回収価格
⑨魚の大きさ
⑩魚の状態
⑧魚種
⑪品質のグレード（ Extra/Alive/A=good 良い）
⑫前の二つの販売情報
⑬次の二つの商品情報

写真４

電子セリのモニターと掲示情報

参加する許可を与えられているそうです（バイヤーの比
。
率：現場 50 ％、インターネット経由 50 ％）
ギルヴィネック魚市場では、2009 年 6 月から「ダッチ
オークション」と呼ばれる販売方法を採用しています。
バイヤーが電子端末のボタンを押すまで、価格は下がり、
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2Fデッキからも見学者がいっぱい

見学ツアー等の料金表

ガイドによる説明（手に持っているのはアンコウ）
写真５

オークション見学ツアー

ボタンを押された時点で、そのバイヤーに販売されます。

）
した。
（オークションの見学は 7 . 5 € です。

複数のバイヤーが同じロットに関心を持ち、同時に送信

衛生管理は当然のことですが、電子化やネットワーク

機を押すと、残りのバイヤーが一人になるまで価格が再

化は、これまで紹介されてきたとおり、一概には言えま

び上昇します。ロットが最終的に販売されると、セリ人

せんが、我が国はかなり遅れているのではないでしょう

は販売チケットにバイヤーの名前を印刷します。また、

か。訪れた市場の方々には、効率性は向上したが、昔の

入札価格をゼロまで下げることはできません。地元の

方が活気はあったと懐かしむ話も聞きました。我が国の

「 Breton Fisheries 」によって、種とサイズごとに最低販売

市場と比べ、大小はありますが、どの市場においても人

価格があります。誰もロットを買わない場合、魚は慈善
団体に与えられるか、漁業で使用されます。

が少なかったような気がします。
その一方で、オークションの見学ツアーは、我が国にお

また、ギルヴィネック魚市場では、夕方の陸揚げ、セリ

いても漁港・漁村の活性化の一つの方策として活用でき

に合わせて、有料ですがオークションの見学ツアーが行

るのではないでしょうか。衛生管理は部外者が市場内に

われています。ガイドによるオークションのことや陳列

入れないことを原則としますが、衛生管理が担保されれ

されている魚について、とても愉快に説明してくれます。

ば、人を入れることも一つの方法と思います。
（この時に

そして、希望者が、岸壁で陸揚げされた水産物を市場内

頭に浮かんだのが、新湊漁港の午後からのベニズワイガ

の計量するレーンまで運ぶと、手長エビをバケツ一杯い

ニの販売でした。
）

ただけるとのことです。この日は、オークションの見学
ツアーには、大人から子供まで多くの参加者がおり、ま
た、水産物の運搬の手伝いにも多くの人が参加していま

まとまりのない文章となってしまいましたが、これで
報告を終わります。
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第 22 回日韓漁村漁港漁場技術交流会議発表報告
第１調査研究部 後藤 卓治

「第 22 回日韓漁村漁港漁場技術交流会議」が平成 30 年

6 月 26 日（水）に韓国漁村漁港公団の主催、韓国海洋水産
部の後援により、韓国済州市の Ramada Plaza Jeju Hotel に
て開催されました。
今年は、
「漁村漁港の再生方向」をテーマに日韓両国か
ら計 4 件が報告され活発な議論が行われました。
ここでは、日韓両国から報告された 4 件の報告の概要を
紹介します。

1

「漁村 New Deal 300 事業推進方向」
韓国漁村漁港公団 漁村・漁港再生事業推進支援団長 南光 薫

2000 年 以 降、韓 国 の 漁 村 は

従来の漁村漁港開発事業と比べ、漁村ニューディール

300 事業の特徴は大きく 4 つに区分できる。詳細は以下の

様々な国内外の環境変化によ

通りである。

り、沈滞しつづけている。漁家

①統合空間環境のデザイン管理
漁村漁港を統合空間として、空間環境の統合マスター

および漁家人口の減少が続き、

2010 年と 2017 年の漁家人口を
比べると約 30 ％減少しており、
漁村の高齢化率は 35 . 2 ％で、韓
国の高齢化率の 2 . 6 倍にもなる。
近年、社会的な余暇の拡散によるレジャー観光需要の増
加により、海洋観光は、雇用創出と地域経済への寄与度が
高い有望な産業として注目されている。
漁村は海、島、海洋レジャー、水産資源など、様々な海
洋観光資源を保有し、成長の可能性面では非常に有利であ
るが、基本的なインフラおよびコンテンツは不足している
のが実情である。
これらを踏まえ、漁村の産業構造を水産業中心から海洋
観光レジャーなどに多様化し、漁村地域の住民の力量を強
化、持続可能な成長の基盤を築こうと、韓国政府は「漁村
ニューディール 300 事業」を今年から推進している。従来
の漁港と漁村の二元的な事業推進システムを補完すべく、
漁港と隣接する背後漁村を統合開発することにより、漁村
地域の事業の相乗効果を高める計画である。

3 大実践課題として、第一に、旅客船が出入港する小規
模な漁港と入り江の劣悪な海上交通の安全インフラを革
新し、漁村へアクセスしやすくする。第二に、漁村が保有
する様々な観光資源を活用して、海洋観光コンテンツを発
掘育成、漁村地域に新たな活力を促す。第三に、地域ガバ
ナンスの構築および漁村の自生力と競争力の強化を通じ
て、漁村地域の持続可能な革新成長の基盤を用意するとい
う計画である。
この事業は、5 年間で 300 カ所の事業を目標とし、今年
は最初の 70 カ所の対象地を選定し、事業を推進している。

プランを樹立
②地域住民の役割の拡大
住民参加型の開発、自生力の強化、住民主導の継続的
な成長を誘導し、持続可能な地域固有の資産になるよう
育成する。
③現場密着型の専門家諮問団を運営
圏域別の総括調整者および各対象地別に担当する専
門家諮問団を運営することで、持続可能な漁業漁港再生
の生態系を造成

報告

④他事業との連携を通じたシナジー効果の創出
漁村ニューディール 300 事業と他事業間の連携およ
び協業により、漁村漁港再生のシナジー効果を向上させ
る。これらが主な内容である。
本稿では「漁村ニューディール 300 事業」の推進の方向
性と特徴について紹介している。

2
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現在、事業を着手した段階であるため、事業の施行およ
び持続可能な運営管理の体系の構築のためには、今後も多
くの検討が必要とされる。
今後、漁村ニューディール 300 事業を通じて、漁村地域
が活力あふれる魅力的な空間に生まれ変わることを期待
する。

漁村ニューディール 300 事業の人文的考察
チーズビル・アカデミー院長
漁村ニューディール 300 事業総括調整者 李 鎭河

韓国も日本も、漁村でも農村
でも産業化が進むことで、生活
の問題は改善されるが、もう一
つの課題として人口の減少、高
齡化、空洞化に直面する。
このように、必然的に伴う現象
は、地球がまっすぐに立っている
のでなく、23 . 5 度傾いているため、その差から風雨が発生
するのと同じ論理であるという考えにたどり着く。
韓国の漁村も 1970 年から「豊かに暮そう」という産業
化の過程を経て、衣食住は改善されたが、漁業人口の減少、

民（住民）の自発的な参加を導き出すことで、持続可能な
新しい漁村に生み変えなければならない。
さらに、日韓両国の持続可能な漁業・漁港再生の共通課

高齢化、空洞化の問題に直面しており、これを克服しよう

題も、方式の技術交流を越え、韓国人と日本人が出会う人

と、漁村ニューディール 300 事業を企画し、進めている。

文的交流に発展することを期待したい。

社会心理学者であるニューヨーク大学の Jonathan Haidt
は、産業化の過程で発生する物質的な価値の研究において
次のように主張した。第 1 次産業である伝統的漁業に留ま
れば、生存から抜け出せず、第 2 次の漁業の価値を世俗化
して理性的価値に産業化すれば、生活の問題は克服でき
るものの、その後の産業経済は、第 3 次産業化の過程であ
るサービス経済と革新経済に移る時点で、機械ではなく、
人に直面するというものだ。筆者はこれに同意し、漁村
ニューディール 300 事業の目標を達成するために、東医宝
鑑を基にした人文的なアプローチを試みようと思う。
東医宝鑑は、許浚（ 1539 〜 1615 ）が著したものではな
く、宣祖（朝鮮 14 代目の王、1567 〜 1608 ）の要請で編纂
されたという。
それまで、中国と朝鮮に散在していた醫書（黃帝內經、
傷寒論、孫真人の千金方など）を網羅し、まず、病を新し
い方法で分類し、次に、病への接し方を新たに定め、そし
て、藥の用法を新たにまとめたもので、これは精・氣・神
に基づいている。
このことから、今日、私たちが 推 進 する漁 村ニュー
ディール 300 事業においても、産業化の過程を経て発生し
た問題を断片的に解消しようとするのではなく、許浚の東
医宝鑑のように、まず、漁村、漁港・漁業への接し方を新
たな視点で分類し、次に、漁村再生の方法を漁村と都市を
連結して、互いを生かす養生とし、そして、その中心に漁
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漁村・漁港再生の基本方向について
公益社団法人 全国漁港漁場協会顧問・
東京海洋大学 客員教授 影山 智将

日本の漁業生産量は 1984 年の
1282 万トンをピークに大幅に減
少し、現在はピーク時の約 1 ／ 3
の 440 万トン程度で推移してい
る。これに伴い漁船、漁業就業者
も大幅に減少している。また、漁
村は高齢化が進んでいる、高齢化
率は全国平均より 10 ％高い 40 ％弱となっている。一方、
漁港においては、施設の老朽化が進んでいる。
これらの状況を受け、新しい漁港漁場整備長期計画
「漁港ストックの最大限の活用
（ 2017 〜 2021 年度）では、
と漁村のにぎわいの創出」を重点課題の一つに位置付け、
漁港漁村の再生のため、各般の施策を展開している。

長、貸付対象施設の拡大、補助金返還緩和措置の拡大等の
措置を本年 4 月 1 日より講じている。
地域の再生のためには、共同化、協業化などの漁業者間
の連携、6 次産業化のための水産加工業等他産業との連

具体的な施策の展開方向を①機能の再編と既存ストッ

携、都市計画部局や観光部局との行政連携など各種連携

クの有効活用②規制緩和③連携④新たな需要の創出⑤担

が不可欠である。現在、漁港行政の分野では都市計画部局

い手の育成支援の五つの側面から紹介する。

との連携を模索中である。

機能の再編等に関しては、
「地域においてそれぞれの漁
港の役割を明確にし、産地市場、荷捌所、給油・給氷施設
などの生産・流通機能の再編・集約を進め、地域全体で漁
港の生産・流通機能の強化を図る」
（漁港漁場整備基本方
針）こととし、再編により使われなくなる既存施設につい
ては、蓄養殖関係や都市漁村交流等に活用することとして
いる。
機能再編に関連し、漁港におけるプレジャーボートと漁
船の利用調整が課題となるが、一定の評価基準を設けプ
レジャーボートの受け入れの可否を判断することとしてい
る。プレジャーボートを受け入れる場合には、漁船以外の
船舶の漁港利用を原則禁止とした後、許可船舶のみに使用
許可を与える方式を設けている。

漁村・漁港の再生のためには、漁村・漁港に対する新

規制緩和に関しては、漁港における地域活性化に資する

たなニーズの創出、発掘も必要である。都市漁村交流需要

民間企業等による活動を促進するため占用許可期間の延

やインバウンド観光需要を漁村地域に導入するため、漁村
地域への滞在型観光である「渚泊」を推進することとし、
地域資源の観光コンテンツへの磨き上げなどのソフト対
策や古民家等を活用した滞在施設への改造等のハード整
備を支援している。
担い手の育成支援の観点からは、漁業者自らが漁業所得
の向上とコスト削減のための具体的な対策に取り組む「浜
の活力再生プラン」の取組を平成 25 年（ 2013 年）より推
進している。
漁村・漁港の再生は日韓両国にとって共通の重要課題
であり、差異は差異として認識した上で、相互に意見交換、
技術交流することは大変有益であると考えている。
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地域資源を活かして漁港・漁村の再生を図っている事例

4

漁港・漁村の再生に関する事例紹介
一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 第１調査研究部
主任研究員 後藤 卓治

も数多くある。
ここでは、各地域で漁港・漁村の再生に向けて取り組ま
れている運用面での取組内容と来訪者に提供しているメ

全国には 2,823 もの漁港（2018

ニューについて紹介する。また、各地域ではこれら取組の

年 4 月 1 日現在）があるが、その

うち、地域の実情に応じて複数の取組を組み合わせ実践す

多くでは漁業者・漁船、生産量の

ることで、漁港・漁村の再生が図られており、ここでは地

減少など、全盛期と比べて利用が

域ごとで実践されている事例を紹介する。

低下し、漁業形態の変化や交通

①北海道寿都町

②北海道根室市

インフラの整備により、水産物の

③三重県鳥羽市

④和歌山県太地町

生産・出荷形態も変化している。

⑤大阪府田尻町

⑥徳島県美波町

また、漁港背後の漁村においては、漁業者の減少に伴い
人口が減少し、地域の生産活動が低下している。
一方、水産物を供給する観点として、より安全で安心な

今回紹介した事例は、全国で取り組まれているほんの
一部の事例ではあるが、地域によって取組内容は様々で
ある。

水産物を提供されることが求められ、地域産業としては漁

漁港・漁村の再生を実現するためには、地域住民と行

業のみならず、観光客を誘致する等により地域住民の所得

政、必要に応じて地域外の方々とが連携し、その地域で必

向上や就労機会の創出等を図り、漁港・漁村を再生するこ

要な取組、実施可能な取組について議論を交わし、地域の

とが求められている。

実情に応じた取組を実施することが重要である。

ここでは、現状のニーズに対応して、漁港・漁村を再生
した取組事例を紹介する。
⑴ 機能の再編や既存ストックを有効活用した漁港・漁
村の再生の事例紹介
漁港・漁村の再生にあたっては、漁港の従前の利用を変
更することが考えられる。
ここでは、漁港の利用形態を見直すことで再生を図った
事例を紹介する。
①高知県田ノ浦漁港
従前、小規模な市場が点在し、それぞれの市場の取
扱量が減少していたが、市場統合によりロットを確保し
販路の拡大を図った。また、集約した市場では、消費者
ニーズに対応するため高度衛生管理に対応した荷捌き
所を整備し、魚価の向上を
実現した。
②千葉県保田漁港
魚価低迷により経営が厳
しくなった漁協が、漁港用
地を有効活用して、地元の
魚を活用した直売所やレス
トラン事業を行うとともに、
漁業体験や宿泊等の事業を
展開し、近隣の「道の駅」と
も連携し、水産物の高付加
価値化や来客数の増加を実
現した。
⑵ 地域資源を活用した漁港・
漁村の再生の事例紹介
前節では漁港整備を伴う漁
港・漁村の再生事例を紹介し
たが、その他、地域の住民自
らが、漁港・漁村が保有する
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最大有義波高の経年変化と設計沖波への影響

１．はじめに
近年、大型台風や爆弾低気圧による高波などにより多くの
漁港で被害が発生しています。また、温暖化に伴う気候変動

全国の年最大有義波高の変化傾向を整理した結果を図２に
示します。全国的に上昇傾向にあり、特に日本海側に比べ太
平洋側の上昇量が大きいことがわかります。

により、災害リスクの増大が懸念されています。
漁港の設計沖波の推算には最大有義波高を用いており、最大
有義波高の増大が設計沖波の推算に影響をあたえることから、
日本沿岸の最大有義波高の経年変化について整理し、最大有義
波高変化による漁港の設計沖波への影響と設計沖波の変化に
よる構造物の安定性への影響について検討を行いました。

２．観測資料による波浪の長期変動
波浪の長期変動傾向の解析には、ナウファス（全国港湾海
洋波浪情報網：NOWPHAS）観測資料を用い、年最大有義波
高に着目しました。2017 年時点において、過去 10 年以内に
既往最大有義波高を観測した地点は、全 78 地点中 53 地点で
あり、過去 5 年以内に絞っても 35 地点でした。
全国の波浪観測データのうち 10 年以上観測されている箇
所を抽出し、年最大有義波高の変化傾向を一次回帰にて整理
しました。整理事例として図１に八戸港、金沢港の例を示し
ます。年最大有義波高はそれぞれ 1 年あたり 6.2cm、2.6cm
の有意な増加傾向にありました。

▲図1：年最大有義波高の変化例（八戸港・金沢港）

▲図2：年最大有義波高の変化傾向（※：上昇量に対するt検定から有義水準５%で統計的に有意と判断された地点）
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図３は 1988 年〜 2017 年の観測値を対象として、10 年ご
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４．漁港構造物への影響

との年最大有義波高の変化傾向を整理したものです。20 〜

算定した設計沖波を用いて、A 県・B 県のモデル漁港にお

30 年前に比べて、最近 10 年間あるいは 10 〜 20 年前の上昇

ける漁港構造物への水平波力を算定、比較しました。図４に

量が大きい地点が多く、特に東北・北陸地方の日本海側にお

モデル 2 地区における水平波力の変化率を示します。防波堤

いて 10 〜 20 年前の上昇率が大きい結果となっています。

などの漁港構造物の安定照査で用いられている安全率は 1.2
であることを考慮すれば、10 年経過すると従前の波力の 1.2
倍を超える恐れがあることが示唆されました。

▲図3：年最大有義波高の10年ごとの変化傾向

３．設計沖波の推算と変化傾向
A 県・B 県の前回推算された設計沖波との変化傾向につい
て整理しました。前回の沖波を設定した年からの経過年数、
算定前後の設計沖波波高の差、１年あたりの上昇量（波高の
差／経過年数）を表１に示します。30 年確率波高の上昇量は、
本調査における近年の気象擾乱を含む沖波波高と前回調査の

▲図4：経年変化による水平波力の増加率

沖波波高を対象とした全ての波向の平均値として整理しまし
た。設計沖波は近年の擾乱を追加検討したことにより増加し
ており、年最大有義波高の増加傾向の影響が示唆されます。
（ただし、前回と今回の波浪推算における推算精度の向上効果
も含まれていることに留意する必要があります。）

５．おわりに
年最大有義波高は全国的に上昇傾向にあり、近年、既往最
大有義波高を更新した地点が多いことが判明しました。
また、概ね 10 年程度で従前の設計波力の 1.2 倍を超える恐
れがあり、適切な時期に設計沖波を見直すことが漁港構造物

▼表1：A県・B県の30年確率波高の上昇量
地区

経過年

30 年確率波高の
上昇量 (m)

1 年あたりの
上昇量 (cm/year)

A県

25 年

+0.94

+3.76

B県

8 年、29 年

+1.91

+23.88

の合理的な設計には必要であることが示唆されました。
最後に本報告の成果は、水産庁より発注された業務成果の
一部をとりまとめたものであり、ご協力をいただいた検討委
員会委員各位、水産庁関係者に謝意を表します。
（第１調査研究部 岩瀬 浩之）
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田野畑村島越漁港におけるナマコ増殖場造成試験

１．はじめに
岩手県田野畑村では、平成 28 年度から 29 年度にかけて村
内水産業関係者による「田野畑村水産振興マスタープラン策

線の 1m2 毎に生息するマナマコの個体数を体長 0 〜 5cm、
5 〜 10cm、10 〜 15cm、15cm 以上に区分して計数しま
した。試験区と調査測線を図２に示します。

定協議会」を設置し、村の基幹産業である水産業の復旧・復
興、今後の持続的発展を目指した水産振興マスタープランの
検討、策定が行われました。
平成 30 年度にはこのマスタープランに基づいた 6 つの重
点プロジェクトが推進されており、その 1 つが新魚種の生産
に向けた取組です。現在、ナマコは中国や香港などの好景気

試験場所

を背景に輸出が盛んで、高単価で取扱いされていることから、
田野畑村でも積極的な増殖が望まれています。そこで、ナマ
コ漁業の振興を図るために、島越漁港内に放流した稚ナマコ
の生残、成長に寄与する増殖場の整備を試験的に行うことと
しました。

２．試験内容
⑴ 試験年月日
事前調査：平成 30 年 10 月 23 日

▲図1：試験場所

貝殻ネット設置・マナマコ種苗放流：平成 30 年 11 月 6 日
第 1 回効果調査：平成 31 年 2 月 8 日
第 2 回効果調査：平成 31 年 4 月 25 日

⑵ 試験方法
①試験適地の選定
島越漁港の南港及び北港において、底質調査、底生生物
調査、水質調査を行い、マナマコの生息場や夏眠場となる
投石場が多いこと、マナマコの生息数が比較的多いことか
ら、島越漁港南港を試験地として選定しました（図 1）
。
②貝殻ネットの敷設とマナマコ種苗放流
試験区周辺にはマナマコと珪藻等の餌料を競合するキタ
ムラサキウニやエゾバフンウニの生息が多く見られたた
め、ホタテガイ貝殻を詰めたネトロンネット（貝殻ネット）
の敷設前にこれらの除去を行いました。
貝殻ネットを 50 個製作し、試験区 2 箇所（Ａ区、Ｂ区）に
各 25 個を設置しました。
試験区Ａ区に平均体長約 30mm のマナマコの種苗約
6,000 個体を潜水作業により放流しました。
③調査方法
マナマコ種苗の放流地点を中心に調査測線を設定し、測

▲図2：試験区と調査測線
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３．試験結果
⑴ 放流マナマコの移動状況調査
放流マナマコの移動状況を図３に示します。マナマコの生
息密度はライン 1 からライン 3 の平均値です。放流 3 ヶ月後
の 2 月には、放流地点から 9m の範囲までマナマコが観察さ
れました。放流約 6 ヶ月後の 4 月には放流地点から 21m の地
点まで分布が拡大しています。

▲図5：マナマコの分布範囲と体長

示します。放流地点から 10m 以上移動しているマナマコは、
10m 以下に比べて体長 5cm 以上の個体の割合が多いことが
わかります。

⑷ 放流マナマコの生残率の推定
2 回の調査時にマナマコが観察された範囲を生息範囲と仮
▲図3：放流マナマコの移動状況

定した場合の放流マナマコの生残率を表 1 に示します。第 1
回調査（2 月）は約 97 ％、第 2 回調査（4 月）は約 79 ％と推定

⑵ 貝殻ネットのマナマコの生息・成長状況調査

されました。

試験区Ａ区から回収した貝殻ネットに生息していたマナマ
▼表1：放流マナマコの推定生残率

コの平均体長は 4 月には 2 月の 1.1 倍の 33.1mm、平均重量
は 2.3 倍の 2.7g となっていました。貝殻ネット上のマナマコ
の状況を図 4 に示します。

⑶ マナマコの分布範囲調査

放流時

第１回調査

第２回調査

（２月）

（４月）

個体数

6,000 個

5,809 個

4,723 個

生残率

ー

97%

79 ％

4 月の調査時のマナマコの分布範囲と体長について図 5 に

４．おわりに
貝殻ネットを敷設した試験区にマナマコ種苗を放流した
結果、マナマコの分布範囲の拡大、マナマコの成長が確認さ
れ、放流 3 ヶ月後及び 6 ヶ月後の推定生残率は約 97 ％及び約
74 ％となり、高い値が示されました。
これは、貝殻ネット内に形成された複雑な空隙が放流直後
のマナマコ種苗の棲み場、隠れ場となり、魚類等の食害によ
る初期減耗を防ぐことができたためと考えられます。
なお、本報は「地域資源利活用促進支援事業」
（田野畑村）
の成果の一部をとりまとめたものです。
▲図4：マナマコの状況（4月）

（第２調査研究部 廣瀬 紀一）
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第 23 回理事会、第８回評議員会の開催

総務 部

第 7 期事業年度第 23 回理事会を令和元年７月 11 日（木）
に東京都千代田区コープビルに於いて、中村水産庁計画課課

日までの期間）、第 8 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。

長補佐（総括班担当）を来賓として迎え開催、また、第 8 回評

また、第 8 回評議員会では、第 7 期事業年度事業報告及び決

議員会を令和元年 8 月 1 日（木）東京都千代田区帝国ホテルに

算報告書の承認の件、補欠監事の選任の件、第 8 期事業年度

於いて、吉塚水産庁漁港漁場整備部長を来賓として迎え、そ

の役員の報酬額の総額の承認の件などを審議し承認され、補

れぞれ開催致しました。

欠監事の選任については、紺谷和夫監事の辞任に伴い、山本

第 23 回理事会では、第 7 期事業年度事業報告及び決算報告

三夫監事が選定されました。
（総務部）

書（案）の承認の件（平成 30 年 6 月 1 日から令和元年 5 月 31

評 議 員
氏 名

越善 靖夫

近藤 健雄

馬場 治

藤本 昭夫

長野 章

高橋 征人

理 事・監 事

令和元年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

日本大学理工学部 名誉教授

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

令和元年8月1日現在

区 分

氏 名

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

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

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

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

大川 雅登

茨城県漁港協会 専務理事

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

藤井 富美雄 全国漁業信用基金協会 専務理事

監 事

山本 三夫

姫島村長

所 属

一般社団法人 全日本漁港建設協会 会長

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

一般財団法人 みなと総合研究財団 理事
兼 クルーズ総合研究所所長
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総務 部

2019 年度研究助成事業の決定

■趣旨

■ 2019 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 1 件、新規 18 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御座いました。

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 30 年度継続研究題目 1 件（申込件数 1 ）
1-1. 微細な海中粒子の増大する環境下における藻場が受け
る影響および藻場の再生手法の検討

組む課題や実施の目標等を示した、漁港漁場整備長期計画（平

東京海洋大学海洋資源環境学部海洋環境科学科

成29年度〜33年度、平成29年3月28日閣議決定）において、

教授

荒川 久幸

水産業の競争力強化と輸出促進、豊かな生態系の創造と海域
の生産力向上、大規模自然災害に備えた対応力強化、漁港ス
トックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出が重点的に取
り組む内容として掲げられています。
一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所は、こうした新しい

2．2019 年度新規研究題目 3 件（申込件数 18 ）
2-1. 水産業に見るフードチェーン・アプローチの充実の
課題 ―グローバル産業化に向けた産地と企業の挑戦
を通じて―

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

広島大学大学院統合生命科学研究科

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

名誉教授

であり、その研究活動の一環として、漁業地域の振興、生活環
境改善、漁港・漁場の整備等に係る創造的な調査研究に対し
て助成を行っております。

2-2. 生活基盤としての漁港の再評価と漁港・港湾ネット
ワークの総合化に関する研究
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科
教授

■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

山尾 政博

寺田 一薫

2-3. ブルーカーボン推定に資する海草藻場分布の特微量の
モニタリング手法と変動要因の考察

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

東京大学大学院新領域創成科学研究科

つ、以下の２つの要件を満たすものを対象とします。

教授

佐々木 淳

【要件 1 】
研究開発の内容が、我が国の漁港、漁場、漁村の整備及びそ
れらの保全・利活用を通じて水産業・漁村地域の振興を図っ
ていく上で今後必要になると思われる新たな視点を有するも
のであること。

【要件 2 】
研究開発の成果が、次のいずれかに該当するもの。
①漁港漁場整備事業の計画立案、評価、設計、施工、管理運
営に関する技術の向上に寄与するもの。
②防災、景観形成、環境整備など漁村における生活の快適
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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「水産基盤整備・維持管理に係る市町村支援の
連絡協議会」の設立とその活動内容について

総務 部
１．はじめに

２．市町村支援の具体的内容（冊子）の紹介

多くの市町村で水産基盤整備事業が実施されていますが、
水産庁アンケート結果（図１参照）によると、これら市町村の

市町村支援の内容は、各団体の具体的な支援内容の一覧表
と団体別総括表及び支援内容の個表で構成されています。

うち半数近くの市町村では１名（管理職を除く）の職員で水

まず、一覧表では、市町村で行われている業務段階に応じ

産基盤の整備・管理に関する業務を担当し、また、３割程度

て、各団体の支援内容を、①技術力の確保、②企画・立案、③事

の市町村では技術系職員がおらず事務系職員（管理職を除く）

業の実施、④維持・管理、⑤災害復旧という 5 項目に分類し、

が、これら業務を担当している実態が明らかとなっています。

それぞれの団体が取り組んでいる具体的な支援の事項を整理

このような市町村における技術職員の減少・不足に伴い、
施設の整備、災害時の対応及び維持管理を円滑に行うことが
難しくなっているという状況が見受けられます。
そのため、漁港・漁場等に関係する５団体〔
（公社）全国漁
港漁場協会、
（一社）全日本漁港建設協会、
（一社）漁港漁場新
技術研究会、
（一社）水産土木建設技術センター及び（一財）

しています。
次に、団体別総括表では、団体毎の支援内容を業務段階に
応じて具体的な支援の事項を一覧表で整理し、次に、主要な
ものについて個表を用いて支援の具体的な内容や実績を理解
しやすいように紹介しています。
この冊子については、漁村総研のホームページ〔http://

漁港漁場漁村総合研究所〕が結集し、水産基盤整備事業の実

www.jiﬁc.or.jp/

より水産基盤整備・維持管理に係る市町

施等において市町村が直面する課題に対して必要な支援を実

村支援のための連絡協議会〕をクリックしていただくと、リン

施できるようにすることを目的に、
「水産基盤整備・維持管理

ク先（別サイト）にてご覧になれます。

に係る市町村支援のための連絡協議会」を平成 31 年 4 月 24
日に立ち上げました。
こうした中、本協議会の第一弾の取り組みとして、令和元

３．今後の活動
本協議会の目的は、技術者の不足する市町村が行う水産基盤

年 6 月 17 日、各団体が行っている市町村支援の具体的な内容

整備事業の実施、関連施設の維持管理等が円滑に実施できるよ

を取りまとめました。

うにするため、市町村に対する支援を行うことにあります。

今後、水産庁と連携を取りながら、これらの支援内容を広

今後は、利用者の意見を反映した市町村支援の具体的内容

く周知するとともに、技術者が不足する市町村の要請に対し

（冊子）のバージョンアップはもとより、研修会・講習会の開

て必要な支援を推進してまいります。

催方法の改善など、協議会として取り組むこととしておりま
すので、市町村等の皆様に支援策を有効に活用して頂ければ
幸いです。
（吉竹常務）

図１‑１ 市町村（全 402 管理者）における
漁港漁場担当職員数（管理職除く）

図１‑２ 市町村（全 402 管理者）における
漁港漁場担当技術職員数（管理職除く）

▲図1：市町村における漁港・漁場整備等担当職員数の現状（平成31年1月水産庁アンケート結果）
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山下 良平 さん

関
い ず み
の

庄内地区アマモ場研究会 監査役

この人に聞く

未来に向けた浜名湖の再生に挑む
−アマモ場研究会の活動−
浜名湖の 3 代目漁師
昭和 40 年に、浜名湖周辺の 17 漁協が合併して浜名漁
業協同組合ができました。私の祖父はその初期メンバー
だったと聞いています。大正生まれの祖父は、敗戦後、
畑仕事や漁業もやっていたようですが、浜名漁協ができ
て本格的に漁業を始めたのだと思います。定置網やツボ、
アサリ漁などをやっていました。父は会社員として働い
た後、祖父と漁業を始めました。ですので、自分は 3 代目
になりますね。
自分は大学を出た後、最初は神奈川で就職しました。

24 歳の時付き合っていた彼女、今の妻ですが、彼女がつ

写真１

アサリ漁の様子

いてきてくれると言ってくれたので、そのタイミングで
こちらに戻ってきました。現在はアサリ漁と定置網を

なったという感じです。

やっています。浜名湖では定置網でシラスウナギを獲っ
ていますが、これは父と一緒にやっています。特に強く
漁業を継ごうというような気持ちはなかったのですが、
子供のころから漁業が身近にあったので、自然とそう

アサリが獲れない
今回のインタビューは、浜名漁協庄内地区アマモ場研
究会の関係者の方々にも集まっていただきました。メン
バーの伊藤貴之さん（定置網、アサリ漁等）
・倉橋泉さん
（アサリ漁）
・田中仁さん（定置網、アサリ漁等）
・高山成
顕さん（定置網、アサリ漁等）、高山剛司さん（定置網、ア
サリ漁等）、そして漁協職員の一瀬さんです。
浜名湖は定置網、アサリ漁、ツボ漁、刺網、タキヤ漁、
養殖など多様な漁業が行われています。特にアサリ漁は
盛んで、ピーク時には 1000 人くらい従事していました。

山下 良平【やました・りょうへい】
静岡県浜松市生まれ。青山学院大学卒業。卒業後は神
奈川県の企業に就職し、サラリーマンとして働いていた
が、24 歳の時に家業の漁業を継ぐために浜名湖に戻る。
現在はアサリ漁と定置網に従事している。浜名漁業協
同組合白洲支所所属。仲間と共に立ち上げた「庄内地区
アマモ場研究会」の監査役を務めている。

写真２ 参加してくださった皆様（後列左から、田中さん・伊藤さん・
倉橋さん・山下さん・高山（成）さん、前列左から、高山（剛）さん・一瀬さん）
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アサリ漁一本で生計を立てることもできたんです。現

に獲り過ぎということではなくて死に過ぎで、これは環

在も 520 名ほど免許を持っている人はいますが、実際に

境に起因する何かが原因なんだろう、と考えています。

漁をしている人はその一部。いろいろな漁業を組み合せ
ないと食べていけなくなっています。

アサリ漁を専業でやっていた人もいましたが、だん
だんそれだけでは経営が厳しくなってきて、現在は様々
な漁業を組み合わせています。湖内の漁業が悪化してか

アサリは年々獲れなくなっています。H 21 年

らは、漁に出られない漁家も増えています。今は出漁し

には 6 , 000 トン、21 億円の水揚げがありましたが、平

てもせいぜい３割くらい。若手漁業者は他の仕事に行く

成 30 年は 1 , 798 トン、6 億 9 千万円まで減少しました。

人もいて、一層生産量が減少しています。アサリは死に

漁協としては 3 , 000 トンくらいまでは復活したいとい

過ぎなので、対策は規制ではなく、分析を中心にしない

う目標を立てています。

と意味がない。

一瀬さん

アサリの保全活動
一瀬さん

平成 16、7 年にはツメタガイが増えてきまし

た。そこで、平成 17 年から全員参加でツメタガイの駆

アマモの湖、浜名湖の変化
メンバー 湖の変化にはいろいろな要因が考えられます。
都田ダムの建設や周辺の養鰻池の衰退、下水道の完備

除を始めました。潮干狩りで一般の方々がアサリを獲

などは、浜名湖の塩水化や貧栄養化に拍車をかけてい

る風習もあったので、市の条例で規制して、資源を増

るだろうし、湖岸の石垣がコンクリートに代わってき

やそうとしていきました。昔は九州や山口の稚貝を入

ていることや、今切口の形状からくる潮流の変化など

れていたこともあるけど、他県産の貝を入れると生態

も生態系に影響を与えているのではないでしょうか。

系に影響が出るということで、そういうこともやめて、
湖内の貝を移植しながら漁場を広げていこう、という

かつて浜名湖はアマモが生い茂っていました。漁船の

こともやってきたけれど、平成 23 年くらいからは移植

ペラ（スクリュー）に巻き付いて、邪魔になるくらいで

できるほどの大きさの貝がなくなってきました。

した。一年草のアマモは時期になると抜けていくので、

高山 ( 成 ) さん

稚貝は湧くんだけど育たない。米粒、豆

それを集めて畑の肥料として農家に売っていました。こ

粒くらいの稚貝はあるけれど、成長しないで死んでし

れをモクトリと言っていましたが、まさに売るほどアマ

まうアサリが多いんです。

モがあった。アマモは平成 25 年の台風あたりから減少
し、平成 26 年に若干回復が見られましたが、昨年一挙に

漁をしている時に、ツメタガイのような食害生物も

消失したと感じています。

入ってくるので、それは持ち帰って陸揚げ、焼却処分を
します。アサリ漁があれば、漁師はみんなそうするので、
結局漁に出ること自体が駆除にもなる。もちろん、休漁
日のツメタガイ駆除もずっと続けてやっています。

アマモ場研究会を作る
研究会の正式な名称は、
「浜名漁協庄内地区アマモ場研
究会」と言います。2018 年の暮れあたりから研究会につ

アサリ漁に関する制限も厳しくしています。これまで

いて話し合いを持つようになって、2019 年 2 月 1 日に立

一日一人 110 Kg が上限だったのを 66 Kg に。操業時間も

ち上げました。メンバーは 13 人。11 人は村櫛支所の所属

日の出から 15 時までが 13 時までになり、現在は日の出

です。私は白洲支所の所属なのですが、村櫛支所の堀野

から正午まで。獲って良いアサリの大きさの基準も引き

さんと伊藤さんにアマモのことを一緒にやってみないか、

上げました。そこまで規制しても減少が止まらない。単

と声をかけてもらい、研究会のメンバーになりました。
伊藤さん

私は定置網とアサリ漁をやっています。研究

会のきっかけは、去年、アマモがどこを探してもない、
ということと、湖内の土が臭う、つまり湖の底質が悪く
なっているということに気が付いたことです。そこで
最初はアマモがなくなっているところに、あるところか
ら持ってきて植えてみようと考えました。
アマモ場の減少と底質の悪化は顕著です。アサリも獲
れない、クルマエビも獲れないということになってきて
見渡したら、アマモの減少と関係がありそうだった。そ
こから何かやらなければ、という気持ちになり、話をす
写真３

駆除されたツメタガイの卵塊「砂茶碗」

るうちに仲間が集まり研究会の立ち上げにつながってい
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なモニタリングも実施していこうと考えています。

アマモがあると、そこに魚が隠れたりできるので、アマ

他県では、行政が入ったり、企業の寄付が入ったりし

モがあった方が漁獲量も上がる、ということは解ってい

て、大々的にアマモ保全をやっているところもあります。

ました。ですから、環境的な観点からもそうですし、水揚

ですからアマモに関する情報はたくさんあります。でも、

げを増やしたいということからも、大事なアマモ場を増

浜名湖の情報は今のところないし、他県のやり方がその

やしたいな、ということです。それでみんなに声をかけ

まま浜名湖に当てはまる、ということもありません。一

たら、そう思う、という人たちが集まった。

年目の活動では、とりあえずどのような状況なのかとい
うことを知りたいと思っています。

一瀬さん

平成 17 年に浜名郡だったのが浜松市になり、

農林水産課の水産グループが舞阪に事務所を開きま

少ない若手漁業者

した。そこの担当者の方が熱心に現場を見てくださっ

研究会のメンバーは若手が多くて、平均年齢は 40 歳を

たんです。そこで、アマモのことなども相談したとこ

きるかもしれませんが、若手がこんなに集まるというの

ろ、市の「元気な農林水産活動事業」という補助金の

はあまりないことです。この研究会だけ見れば若手が多

ことを教えてくれました。村櫛支所の会合で事業のこ

いと感じるかもしれませんが、支所全体、漁協全体の集

とを話し合い、それじゃあこういうグループを立ち上

まりになると、平均年齢は一挙に上がると思います。漁

げよう、ということになって、堀野さんと伊藤さんが

協全体（ 770 名）の平均年齢は 60 歳オーバーといったと

代表になって、メンバーを募っていきました。

ころでしょうか。もちろん毎年新たに入ってくる人もい

浜名湖地域で漁業者の有志がグループを作って何か

るでしょうが、年齢的に廃業していく人の方が多くなっ

に取り組むというのは、浜名湖では初めてのことだと

ていると思います。白洲や村櫛のような小さな支所は高

思います。

齢化が特に著しく、漁業者数の減少も急激です。今は失
業率も低く、漁師をやらなくても仕事があるので、若い

研究会の活動
研究会を立ち上げ、今年度はまずアマモ研究の先進地、

人が入って来にくい状況なのかもしれません。僕や高山
さん兄弟が漁業に従事しているのは、親を見ていて漁業

三重県志摩市に視察に行きました。また、漁師から情

という仕事をイメージしやすかったということがあるか

報を集め、浜名湖のアマモ分布図も作っています。アマ

らかもしれません。

モの種取りも行いました。アマモを播種した後の定期的

写真５

アマモ分布図を囲んでの話し合い

これからの浜名湖漁業の姿
一瀬さん

浜名湖のアサリが復活しないことには、漁業

が続かない。
アサリ資源が回復すればいいな、と思いますが、絶対
量が激減しています。湖の環境をアサリが良く獲れてい
た時に戻せなければ、漁業の改善は難しいでしょう。で
もこれは、漁師の力だけではもうどうしようもできない
ところに来ているのではないか。
写真４

漁師たちの情報を集めて作成しているアマモ分布図

そういう状況の中で、６次産業化の視点からも、直接販
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売をするようなことも考えていかないとダメですね。漁
協や仲買との関係もあるので、難しい部分もありますが。
漁協にも、もっと対外的に折衝するような部署があって
もいいと思います。これまではそれでも何とかその場を
しのいでこられたけれど、これからはもうそうはいかな
い。中長期でものを考える職員や漁師が少ないというの
も現実です。そういう中で、こういう仲間が集まって考え
たり実践したりしていることを、きちんと吸い上げてくれ
るような仕組みがあってもいいと思う。漁協も漁師も外
から自分たちを見つめて、現状を直視することから始め

写真７

アマモの種子

ないといけません。
いなと思っています。データ収集や種採りは何年かやっ

アマモ場研究会のこれからの意義
湖の環境変化の原因はいろいろあると思います。今回

てみて判断すれば良いと考えています。
危機感はみんなが持っていると思うので、漁師として

立ち上げたのは「アマモ場研究会」なので、アマモの減少

できることはみんなでやっていく。でも、内輪だけでやっ

の原因を知りたいということと、減ったアマモを増やせる

ていくのではなく、漁師の力だけではできないところは、

のか、ということについて実証実験をすることを目的に活

こちらの情報を発信しながら周囲を巻き込んで協力を得

動しています。浜名湖のアマモのデータをとりたいです。

ていく、そういう形を作っていきたいと思います。それが

メンバー

結局は浜名湖のためになるのではないでしょうか。

感覚で減った、増えたと言っても説得力がな

い。きちんとデータを取ったうえで話をしなければ、
建設的な議論になりません。
浜名湖のアマモに関するデータは、平成 12 年から 14
年に県の水産試験場が調査をしていますが、それ以外は

写真提供（写真 1,3,5,6,7）は『浜名湖・遠州灘の魅力を発信する㈱海老仙』
様よりご提供いただきました。

見つかりませんでした。アマモが潤沢にあったので、調
査をする必要もなかったのかなと思います。予算がとれ
ないと動かないとも言われました。
先日採った種を、今冷凍庫で保管しています。10 万粒

を終えて

インタビュー

海とくらし研究所

関 いずみ

位採れました。発芽してしまったものや死んでしまった

今年の 6 月、久々に浜名湖を訪れ、漁船に乗せていただいて

ものもあるのですが、6 万から 7 万粒は蒔けるのかなと

ぐるりと湖を回って驚いたのは、アマモ場がすっかり姿を
消していたことでした。ツメタガイの卵塊駆除に参加した

思っています。秋にはいろいろな方法で蒔いていこうと
考えています。今年始めたばかりなので、成功するかど
うかわかりませんが、成功すれば来年以降の活動にも弾
みがつくと思います。実際にはお金もかかることなので、
補助金の有無で活動が左右されることは否めませんが、
数年は補助の範囲でこじんまりとでも活動ができれば良

10 年ほど前は、鬱蒼と生い茂るアマモ場が続いていたことを
思い出したのですが、その面影は全くなくなっていました。そ
れでも市場には多種多様な水産物が並び、活気も感じられたの
ですが、毎日そこで暮らす漁師たちは、湖の変化をずいぶん以
前から感じ取っていたのだと思います。その時に紹介していた
だいたのが、山下さんであり、アマモ場研究会のメンバーのみ
なさんでした。
中長期的な視点で、浜名湖の変化の要因を一つ一つ解明して
いく。誠実に取り組む山下さんたちの言葉や姿に、浜名湖が抱
える環境問題の深刻さを思うと同時に、こんなに素敵な若手が
担うこれからの漁業に光を観た気がしました。
アマモの専門の方がいらしたら、是非研究会とつながって
ほしいと思います。私は知識や技術では無理ですが、移植作
業などでできることがあれば、学生という助っ人を連れて馳
せ参じます。

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。

写真６

アマモの種子の選別作業
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第 22 回日韓漁港漁場漁村技術交流会議
１．はじめに

影山 智将【日本】 ●公益社団法人 全国漁港漁場協会顧問・
東京海洋大学 客員教授

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 22 回日韓漁村漁港漁場技術交流会
議」
（主催：韓国漁村漁港公団、後援：韓国海洋水産部）が令

第４主題：「漁港漁村の再生に関する事例紹介」
後藤 卓治【日本】 ●一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
主任研究員

和元年 6 月に韓国の離島である済州市で開催されました。
同会議には、日本側から公益社団法人全国漁港漁場協会の
橋本牧会長を団長とし総勢 12 名が出席しました。韓国側は韓

発表後には質疑応答の時間が設けられ、活発な議論が展開
されました。

国漁村漁港公団の崔鳴鏞理事長を団長とする 16 名の代表団
の他、済州特別自治道や済州市より８名、一般参加者として
大学関係者や民間企業から44名の総勢68名が出席しました。

２．内容

2 . 1 第 22 回日韓漁村漁港漁場技術交流会議
（ 6 月 25 日 10 : 00 〜 12 : 30 Ramada Plaza
Jeju Hotel ）
会議の次第は下記のとおりで、
「漁村漁港の再生方向」を
テーマに日韓両国代表者がそれぞれ 2 件の発表を行い、活発

2 . 2 現地視察
当日は、運悪く済州島が梅雨入りした日でしたが、韓国漁
村漁港公団の方の案内で、会議前後に済州島各所を視察しま

な意見交換が行われました。
【開会式】＜挨拶＞

した。

崔 鳴鏞

●韓国漁村漁港公団 理事長

橋本 牧

●全国漁港漁場協会 会長

⑴ 東門市場（6 月 25 日午後）
成田空港から釜山空港経由で済州空港に到着し、済州島中
心市街地に位置する、済州島で最大の市場である、東門市場
を視察しました。
市場内には仲買業者の店舗が並んでおり、イカ、ヒラメ、タ
コ、アワビ、ホヤ、ナマコ等が各店舗に備えられた活魚水槽
で、鮮魚は一部刺身用の切り身もありましたが、タチウオ、ア
マダイ、カサゴ、ヌタウナギ等がまるの状態で販売されてい
ました。

▲ 崔鳴鏞 理事長

▲ 橋本 牧 会長

【主題発表】
発表は、韓国漁村漁港公
団の前理事長で釜慶大学の
柳靑魯名誉教授を座長とし
て進められました。
▲ 柳靑魯 前理事長

⑵ 済州市水産業協同組合の産地市場（6 月 26 日早朝）

【発表】
第１主題：「漁村 New Deal 300 事業推進方向」
南光 薫【韓国】 ●漁村漁港再生事業推進支援団長
第２主題：「漁村 New Deal 300 事業の人文的考察」
李 鎭河【韓国】 ●チーズビル・アカデミー院長
漁村ニューディール 300 事業総括調整者

第３主題：「漁村・漁港再生の基本方向について」

済州の中心市街地にある産地市場を視察しました。
視察前日にホテルから海を眺めると漁船の漁火が無数に
灯っており、日本だとイカ釣り船のイメージが強いですが、
ここでは全て太刀魚漁の漁船とのことでした。
翌朝、市場に行くと所狭しと太刀魚が並んでおり活気があ
りましたが、木箱を使用していたり、魚が魚箱から飛び出し
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ていたり、衛生管理への意識は、まだまだこれからだと感じ

れていました。その他施設整備としては、散策路、休憩所、海

ました。

女小屋、体験施設等が計画されています。

翌日、太刀魚料理店で太刀魚を、醤油ではなく韓国のタレ

韓国でもここまで大規模に観光用に施設整備をしている漁

（コチュジャン）をつけて食べたのですが、これが白身の太刀

港は数少ないとのことでしたが、今後はこのような漁港を増

魚との相性が良く、日本に帰ってから他の白身魚でも試して

やしていきたいとの説明がありました。

みようかと思いました。

⑶ 城山日出峰（6 月 27 日午前）
済州島でも有数の観光スポットである、城山日出峰には多
くの観光客が訪れるのですが、その一画にある海女小屋を視
察しました。
ここでは、海女体験が出来るほか、その場で獲れたてのア
ワビ、サザエ、ナマコ、ホヤを食べることが出来きました。盛
り付けは豪快でしたが、新鮮が故にホヤの臭みもなくとても
美味しく、日本でもこのように新鮮な美味しい本物の水産物

凡例
土木部分
造景部分

を現地で提供できる場所が増えたら水産物消費も増えること
に繋がるのではと感じました。
汚水引入

堆積土砂浚渫

上水引入

舗装整備
舗装整備

西防波堤

フェンス撤去

舗装 舗装整備
整備

海女造形物C
1式

連結道路堤防及び
海水交流口
プレキャスト
コンクリート増高

東
防波堤 海女造形物B
1式

湧泉水周辺
解説板及び
石椅子１か所

境界フェンス
釣、
海女体験場
舗装整備

海岸散策路

ヨット庭園
尹氏ハルパン堂
休憩場

舗装整備
金寧庭園
環境
（堤毎）
造形物1か所

⑷ 金寧港（6 月 27 日午後）

西側進入 駐車場
道路整備

金寧港では、国家漁港として観光客を誘致するための施設

私有地

パーゴラ2か所

灯台形展望台
海女造形物B
1式

海女造形物A
1式

整備が計画されており、現在その工事が進められている状況
を視察しました。
施設としては、港の中央部に海水交換可能なタイドプール

３．おわりに

のような安全に海水を親しめる水域を整備し、その水域は釣

今回、会議に参加し済州島の視察を行いました。済州島が

りや海女体験も出来るよう区分けして利用することが計画さ

韓国のハワイと呼ばれているようにもともと観光が中心的な
産業になっていることもあると思いますが、漁村漁港に観光
客を呼び込むことに非常に力を入れている印象を受けまし
た。今後、韓国に先を越されないよう日本でも渚泊事業など
漁村活性化に向けた取り組みが一層進むよう頑張らなければ
ならないと感じました。
（第１調査研究部 後藤 卓治）
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『令和元年度都市漁村交流推進協議会のトーク＆トーク
まちに元気を！』開催報告
令和元年 7 月 23 日に都市漁村交流推進協議会主催の『トー
ク＆トーク まちに元気を！』が開催されました。

いします。
本日はお忙しい中をご参加いただきまして、本当にありが
とうございました。どうかよろしくお願いします。

開催概要
来賓挨拶
日時：令和元年 7 月 23 日（火）13：30 〜 15：30
場所：エッサム神田ホール 2 F
多目的ホール（東京都千代田区神田鍛冶町 3 - 2 - 2 ）

中奥 龍也

● 水産庁漁港漁場整備部 防災漁村課長

開催にあたり一言ご挨拶を申
し上げます。まず、都市漁村交
流推進協議会の藤本会長をはじ
め、会員の皆様、本日ご参集の

プログラム
■講 演：『 三陸の当たり前をステージに
三陸の当たり前を誇りに 』
鈴木 良太 氏

● 共和水産株式会社 取締役専務

より都市と漁村の交流促進、漁
村の活性化に向けてご尽力をい
ただくとともに、水産行政の推
進につきましてもご理解、ご協

■取組事例紹介

力をいただいていますことを、この場をお借りして御礼申し

『熊野市とさんま寿司』
尾谷 剛 氏

皆さまにおかれましては、日頃

● 熊野市水産商工振興課

『深浦マグロステーキ丼の取組み』
鈴木 マグロ― 氏

● 青森県深浦町深浦マグロ料理推進協議会
事務局長

上げます。
平成 29 年に閣議決定された漁港漁場整備長期計画では、漁
村の賑いの創出を重点課題の 1 つに掲げ、漁村の滞在型旅行
である渚泊を推進しているところですが、やはり地元の食と
いうのを大きな観光コンテンツとして考えています。ぜひ、

主催者挨拶
藤本 昭夫

大分県姫島村長

● 都市漁村交流推進協議会 会長

今日のシンポジウムの内容を地元にお持ち帰りいただき、各
地の取組に生かしていただきたいと思います。また、漁村な

本日は、令和元年度トーク＆

らではの料理を漁港めしと呼び、水産庁で進めている漁村情

トークにご参加いただきありが

報発信ポータルサイトで紹介し、漁村に来ていただこうとい

とうございます。また、水産庁

う取組も実施しているので、このサイトについてもぜひご活

防災漁村課の中奥課長さまに

用いただきたいと考えています。

は甚だお忙しい中、ご出席を本

最後になりますけれども、本日の会が皆さまにとって実り

当にありがとうございます。毎

あるものとなりますことを祈年しまして、ご挨拶とさせてい

年、本協議会の活動の一環とし

ただきます。よろしくお願いします。

て、都市漁村交流の展開を探る
ための意見交換の場として、会

■講演者紹介：『宮古市のマダラ』

員だけでなく、都市漁村交流活動に関心をお持ちの多くの皆

伊藤 靖

さんにご参加いただき、開催しています。本年は「食べる」を

● 一般財団法人漁村総研 第２調査研究部長

事務局の伊藤です。イカ王子の鈴木さんをお呼びした経緯

テーマに、各地の名物、ご当地グルメ等の取組をご紹介する

をご紹介するため、宮古のマダ

ことにしています。本日のシンポジウムが、皆さま方の活動

ラの話をします。

の一助となれば幸いです。

昨年、宮古市のマダラの販促

最後に本協議会から皆さま方にお願いがあります。本日は

の取組に関する調査をする中

会員の皆さま以外の方も多数のご参加をいただいています

で、宮古のマダラが 7 年連続で

が、皆さまの中に私どもと一緒に都市漁村交流活動を活性化

日本一の水揚を誇るほどたく

しようとお考えの方がいらっしゃれば、本会の会員の参加申

さん取れていることがわかり、

し込みをしていただきたいと思います。どうかよろしくお願

外に出すとともに地域に来ても
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らって食べるという取組みにも可能性があることが分かりま

8 年前の東日本大震災で、弊社の工場等は無事で、設備や

した。ただ、宮古市にあまり加工業がないため、宮古で水揚

従業員も無事だったのですが、その年に原材料や製品が 1 億

されたマダラは石巻で加工原料となっており、価格は石巻が

3,000 万円分流されました。ちょうどその年に私は事業を継

決めているという状況です。宮古のマダラは、はえ縄で取る

承したので、1 億 3,000 万円の借金が自分に降り掛かってく

大型のものは高級食材として金沢にいきます。トロールは一

るという体験をしました。私はこの借金を楽しもうと思い、

般に価値が低いとされますが、宮古の場合は 2 時のフェリー

初めて自分でアクセルを踏むことができ、イカ王子と自分で

に間に合うように帰港するため翌日の朝に市場に出すことが

名付けて活動をするようになりました。まず SNS の発信か

でき、非常に鮮度の良いものです。それなのに、わざわざ石巻

ら始まって今に至るのですが、岩手県のローカルテレビで生

にもっていき加工原料となるということが非常にもったいな

中継なども結構やっていまして、普段は王冠をかぶって話し

い、と考えました。このトロールで漁獲されるマダラをうま

ます。岩手大学の農学部に水産コースがあるのですが、私は

く宮古で活用できれば、価値が上がるのではないかと提案し

そこでイカ王子として講師登録もしており、現場の楽しさを

ているところです。宮古のマダラの強みは、高鮮度、日本一の

学生たちに教えたりしています。

量、水揚期間が長いといったことがあります。弱みは、加工

共和水産では解凍して食べるだけというカップに入った冷

の処理能力がないということです。この強みをどのようにし

凍のイカそうめんを作っています。主な販売先は生協の共同

て生かしていくか、ブランド化を考えていますが、マダラ祭

購入や JA、オイシックスなどの宅配事業で売り上げの 6 割を

り等を開催して地域でマダラの価値を認識し、地元食として

占めます。解凍したての無添加のイカそうめんを売るために、

いくストーリー作りが必要だろうというのが昨年の取組で分

食材宅配を中心にしています。工場は HACCP を取得し、最

かったことです。昨年の調査の中で知り合った漁火という 4

終商品を一部輸出しています。NY のスーパー片桐、LA、オー

人ぐらいのグループに鈴木さんがいらっしゃり、様々な取組
を皆でやっていくというのが大事なことだとご提案をいただ
いたので、本日、それらの取組の一部をご紹介いただければ
ということで講演をお願いしたというのが経緯です。

ストラリア、タイ、台湾にも出荷しています。
【イカ王子プロジェクト】
イカ王子プロジェクトは 5 年半前に立ち上げました。地元
の若手経営者、水産業、印刷業、デザイン会社が揃って宮古の
水産を発信することで、ウィンウィンの関係になって、各企

■講演：『 三陸の当たり前をステージに ” “ 三陸の
当たり前を誇りに ”』

業の成長につなげようということです。

鈴木 良太

加工会社は非常に苦しい状況にあります。そのような中、地

氏

● 共和水産株式会社 取締役専務

魚価が高騰する中、末端の売価はなかなか変わらず、水産

初めまして。岩手県宮古市か

域に魚が残らず地域外に流出する産地も多いですが、水産の

らまいりました、共和水産の鈴

町で何も手を加えずに地域外に出るのはどうなのか、地域の

木良太と申します。本日はこの

雇用はどうなるのか、町には安くておいしい魚があるほうが

ような会にお声を掛けていただ

いいのではないか、水産業の誇りはどこにいったのか、と感

いて誠にありがとうございま

じるようになりました。

す。
【イカ王子と共和水産の紹介】
私は、東日本大震災後からイ
カ王子という名前で活動してい
ます。私はもともと共和水産株式会社というイカの会社の人

産地の加工メーカーがやるべきことは、物量任せから付加
価値上昇への転換で、イカ王子プロジェクトはこういったこ
とをシンボルにしています。私たちは三陸のおいしい水産の
象徴を作り、地域と共に成長したいのです。
【タラフライの取組】

間で、主に、前浜で水揚されたスルメイカやヤリイカ、八戸で

魚はこだわって食べたいという消費者の皆さまが多いので

水揚されるセンドウイカ、本ムラサキイカなどを使用した生

すが、手軽に買える本物はありません。本物を食べるにはお

食を加工しているメーカーです。前浜のライブ感を全国に、

寿司屋さんにいかなければならず、日常使いはできません。

と、浜での買い付けから最終加工品までの一貫生産をするこ

ささやかなぜいたくに何か食べられるような加工品を作るこ

とで、産地のストーリー性を出して、首都圏を中心に販売し

とで生きる道があるのではないか、すぐそこで水揚されてい

ています。従業員数が 50 名です。

る鮮度抜群のマダラを石巻に飛ばさず宮古で何か手を加える
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ことができるのではないかと考えました。
活用されていなかった地域資源は、
「マダラの水揚日本一」

生管理が生きた場面です。輸出にも効果的でした。
失敗談としては、たくさん食べさせたいという思いからタ

です（昨年は釧路に抜かれましたが）
。震災後、水産業者は

ラフライが大き過ぎたことです。
「家庭で揚げられないでしょ

ずっと知っていたのですが、手を加えないメーカーさんが多

う」と怒られたというようなことがありました。

いので、選別して下氷して発泡でどんどん出荷してしまい、

おいしさのポイントは、ワンフローズン加工です。水揚さ

日本一の水揚量があってもマダラが一匹も残らないといった

れたその日にタラフライの加工までして、1 回のみの凍結で

状況でした。

仕上げているのです。骨取りも、切り身加工も、パン粉付けも

このプロジェクトでは、まずは宮古市内でたくさん消費で
きて安価でおいしいマダラをずっと食べられるように、地域
性のある商品を作っていこうと考えました。
【商品づくり】
商品づくりには、メリットとデメリットを考えます。まず、

全て手作業です。一切れ一切れが全部不格好で、不定形です
が、逆に産地感が出ていいと思います。
【タラフライの販促】
基本的には冷凍のタラフライは宮古でしか売っていま
せん。その他、居酒屋やお弁当屋さん、外食チェーンなどと

弱い点ですが、①鮮度落ちが早いです。宮古はマダラをお刺

いったところとコラボして、なるべくそこでお金を落として

身で食べる文化がありますが、足が早くて同じ岩手県でも内

いただくような取組をしています。

陸では刺身で食べられません。②冬しか売れません。イメー

水産を基幹産業といっている産地の水産関係者の皆さま

ジが鍋の素材になっており、量販店も冬しか売りませんので、

には、地元のイベントイコール面倒くさいという、人目に付

冬しか値が付かず、漁師さんも頑張って取りにいきません。

くようなところに出たくないとおっしゃる方が多いです。で

③脂がありません。これは魚の性質です。④地域外流出は先

も、そこに打って出ないと、宮古でタラフライを食べられる、

ほど述べました。⑤歩留まりが悪いです。頭が大きく、冬は

本当にマダラの町とうたえるシーンというのは来ないだろう

白子を蓄えるので、白子で単価は取れますが、身だけで考え

思い、いつも 3 人でイベントに出店しています。 イベント

るととても歩留まりが悪い魚です。⑥地元で食べる場所がな

はお金をいただきながら食べていただける、口コミを増やす

いというのは「産地あるある」です。

チャンスだという発想の転換です。

では、どうしましょうか。弱い点を逆手に取りました。

タラフライは揚げたてしか出していません。昨年 11 月末

①鮮度落ちが早いことは、産地の鮮度をうたえます。②冬

には日比谷公園のフィッシャーマンズフェスにも出店しまし

しか値が付きませんが、加工業としたら通年加工できます。

た。キャッチーで消費者の方が買いやすいため、イベントで

欠品なしに原材料を手当てできます。③脂がありません。で
も、油との相性はすごく良く、ヘルシーです。④地域外流出
というのは、物量や価格競争力があるということです。売る
ときにすごくいいことです。⑤歩留まりが悪いということは、

はフィッシュ・アンド・チップスで販売しています。
【地域でのコラボレーション】
イベントは地域を巻き込むチャンスです。巻き込みの結果、
岩手県内で様々なコラボレーションが生まれました。

生をさばくよりも加工品を買ったほうが得という心理が生ま

全国チェーン店の大戸屋ホールディングスさんの宮古店と

れるため加工品の出番が来ます。⑥地元で食べる場所がない

釜石店ではイカ王子とコラボして、
「さっくり真だらのフライ

のは競合がないということです。

定食」を昨年の 9 月から販売しています。めちゃくちゃ大き

【タラフライの開発】

いフライなのですが、これもこの岩手県の沿岸でしか食べら

開発にあたり、まず地元で愛されている食べ方を調べまし

れません。魚部門でこの宮古店と釜石店が昨年の3月からずっ

たら、やはり刺身でした。でも、刺身にすると食べる層がお

と 1 位です。他でももっとやりたいという声があったのです

酒を飲める人になってしまいます。日本一の物量があるので、

が、それはお断りさせていただいています。岩手県の沿岸に

小さいお子さまからお年寄り、インバウンド需要で増えるだ

来ていただきたいからです。そういうきっかけにしてほしい

ろう外国人といった層にも受けるものがいいと思い、タラフ

ので、宮古と釜石店のみとしています

ライにしました。
共和水産自体が生食の工場で、生食の管理をしているため、

ケンミン SHOW などにもよく出るコッペパンが有名な盛
岡の福田パンともコラボしています。タラフライを挟んだ

刺身で食べられるグレードのマダラをあえてタラフライにす

パンで、三陸の沿岸を知るきっかけを作るということです。

ることができ、鮮度感を伝えることができました。日頃の衛

岩手県は広く、盛岡から宮古まで車で 2 時間かかるため、岩
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手県に旅行に来るお客さんは約 95 ％が内陸で泊まって終わ
りということもあり、人が来る盛岡に宮古のおいしい水産物
を発信することも大事です。

出ていないのが現状です。
今後の展開としては、三陸の当たり前を商品化して家庭の
食卓へということです。私が大事にしているのは、誰に売り

岩手県には三陸の魚を使いたいという事業者さんも多い

たいのか、誰に訴え掛けるのかということです。マダラは水

ですが、人手不足で生からの魚はさばけません。ごみがたく

揚量が日本一でした。そういうマダラであれば、その当たり

さん出る、鮮度管理がわからない、市場から買えないという

前の食べ方が一番おいしいはずなのです。その当たり前の

ような悩みがあるところに打って出るチャンスです。

食べ方にさらにメスを入れて、どうしたら加工品でも本物が

さらに、巻き込みの結果、地域での口コミが地域外へ飛び

できるか、どのように話したらお客さんに伝わるかといった

ます。昨年 9 月はサンドウィッチマンの伊達さんが、イカ王

ことを、やはり加工業の自分がやっていかなければ駄目だと

子のタラフライがすごくおいしいと、揚げてあるからカロ

思っています。

リーゼロといってくださいました。今、ネット販売は 2 カ月

漁師さんはもっと高く買ってほしいといわれます。大変な

待ち、イベントでもすごい行列です。宮古でフィッシュ・アン

思いをして、油をかけて取りにいっていますので。私はそこ

ド・チップスを販売すると、わざわざ福島から食べに来てい

で、高いなりのものを作ってきてほしいといいます。水揚量

ただいたりもします。たった 1 個の魚のフライでもこういっ

が多いときはそれなりの水揚ですが、量が半分でもしっかり

た観光になるのです。

した活締め等をやってくれれば私が全部買いますと。そうし

【本物かどうかが重要】

ていかないと、今後水揚量が減少したときに生産者も加工業

条件が 1 個あります。やはりおいしいかどうか、本物かど

者も苦しくなります。全員がいいものを作るという意識、自

うか、こだわっているかどうか、自分たちがきちんと自分の

分たちが取った魚、作った魚が地域でしっかり食べられると

声で発信しているかどうかです。

いう意識がすごく大事だと思います。

人が来ないから、魚が取れないから、会社がなくなってい

だから、本物のマダラを、タラフライを食べたいのであれ

いのか。そうではありません。自分は水産業なので、魚を通

ば、やはり宮古に来なければ駄目です。そこで岩手県を、宮古

してもっとメッセージ性を出していきたいと思います。

を、三陸を知ってもらって、お金を落としてもらうようなきっ

ツイッターなどのフォロワーが増えて、タラフライは地域
の本物になりました。宮古のイベントではフィッシュ・アン

かけにもなれるのです。
水産業は観光業です。すごくパワーを持った産業なのです。

ド・チップスに私の手作りのタルタルソースを付けています。

ですので、私はもっと産地に目を向けて、当たり前をこのよ

そしたら今度は困ったことにタルタルがおいしいとなってい

うにブランド化していきたいと思います。

ます。
「宮古って何がおいしいですか」
、
「あのタラフライ知っ

ご清聴ありがとうございました。

てる？」、
「これ食べないと宮古に絶対来た意味ないよ」、
「イ
ベントだと揚げたて食べれるんだよね」
、
「タルタル付いてる

■取組事例紹介：『熊野市とさんま寿司』

よ、宮古に来れば」など、そういったフォロワーが増えまし

尾谷 剛

た。これも時代の流れです。
【産地が目指す方向性】
産地が勝っていくためには、海がすぐそばにあって新鮮な
魚があることが強みです。強いのです。でも、これが当たり
前だから、地域外流出してしまいます。10 年前はたくさん魚

氏

● 熊野市水産商工振興課

三重県の熊野市役所水産商
工振興課の尾谷です。熊野市と
さんま寿司をテーマに話したい
と思います。
【熊野市の概要】

が水揚されたのでそれで良かったのですが、今はそのような

熊野市は奈良県と和歌山県に

潤沢な魚は一つもありません。復興して補助金で工場をばん

囲まれた三重県の南部に位置

ばん建てても一つもないのです。これからもっと減ってきま

し、名古屋市からは高速道路で

す。

2 時間半です。冬でも暖かいた

でも、観光で求められているのは新鮮な魚介を代表とした

め、スポーツ合宿が積極的に行われています。

食です。地域でこのような食べ方があるのに食べられる場所

世界遺産の熊野古道、日本最古の神社である花の窟（いわ

がないなどということがあります。三陸のおいしい食は表に

や）
、世界遺産の獅子岩や鬼ヶ城、300 年余りの歴史がある熊
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野大花火大会などが観光資源です。花火大会には、人口 1 万
7,000 人足らずの町に約 15 万人が訪れます。また、日本の棚

水揚げゼロと書かれています。非常事態です。
さんまの不漁は漁業者にとって大打撃ですが、同時にさん

田 100 選にも選ばれた丸山千枚田、天空の城として注目を集

ま寿司が作れなくなってしまうという問題も出てきます。

める赤木城跡、湯ノ口温泉や入鹿温泉、その間を通るトロッ

さんま寿し保存会の会長で喜楽という店の松山さんは、熊野

コ電車など、観光資源が豊富にあります。

市外からさんまを仕入れて販売を続けたとのことです。熊野

郷土料理としては、今回のテーマのさんま寿司、高菜漬け

のさんまの味に少しでも近いよう、脂の抜け具合などが一番

で白米を包んだめはりずし、さんまの丸干しやさんまじょう

近い宮城県のさんまを仕入れ、さんま寿司の継続のために試

ゆなどもあります。
【さんま寿司】
さんま寿司は酢飯の上にさんまが乗っているお寿司です。

行錯誤をしながら販売を続けられています。
【さんま寿司の今後】
今後さんま寿司を継承していくためには後継者が必要との

三重県の南部や和歌山県で、主にお正月にお節料理と一緒に

ことで、一番深刻な問題です。さんま寿し保存会も、設立当初

食べるようなものとして代々受け継がれてきています。

の 14 事業所から、高齢化や後継者不足により 7 事業所に減っ

さんま寿司の発祥の地は、一説としては、熊野市といわれ
ています。イザナミノミコトが火の神カグツチノミコトを
産んだという言い伝えがある産田神社で古くからおこなわれ
ている祭礼に奉飯という膳が振る舞われますが、その中に骨
付きのさんま寿司が入っています。

ているそうです。私たちも、昔からある店をなくさないよう
に考えていかないといけないと感じています。
ただ、さんま寿司を商売にする人は減るかもしれませんが、
家庭のさんま寿司は廃らないと松山さんはいいます。
私たち行政はお店を減らさない努力と同時に家庭の味を伝

さんまは、秋から春にかけて北海道から南下し、熊野灘に

えていくことも大事だと強く感じました。さんま寿司を当た

着く頃には痩せ細って脂が抜けていますが、この状態が、砂

り前のように食べてきている私にとっては、さんま寿司がな

糖や酢がなじむため、おすしには最適といわれています。

くなることが想像ができません。食卓に今までどおり出して

熊野市以外でも三重県や和歌山県等様々な地域でさんま寿

いくということも重要かなと思います。

司が食べられていますが、それぞれの地方や家庭によって作

今回は発表させていただく機会をいただき、家庭の味を残

り方が異なります。例えば、熊野市から南のさんま寿司は背

していくということを真剣に考えることができ、良い機会に

開きのため、両側に背中の部分が来て頭もついています。尾

なりました。どうもありがとうございます。

鷲市から北では、腹開きのため、真ん中に背中の黒い部分が

このシンポジウムに参加されている方も、その地域ならで

きます。作り方も異なり、熊野市から南では巻きすを用いて

はの食や、また家庭ならではの食を後世に引き継いでいただ

形を整えるため、断面はおにぎり型になりますが、尾鷲市か

けたらと思います。ご清聴ありがとうございました。

ら北の地方では、四角形の木の型を用いて押しずしのように
作ります。その他、例えば酢飯にゴマを混ぜたり、薬味として

■取組事例紹介：『深浦マグロステーキ丼の取組み』

シソの葉やショウガを使ったり、各家庭で様々な工夫を施し

鈴木 マグロ―

家庭の味が作られているようです。

氏

● 青森県深浦町深浦マグロ料理推進協議会
事務局長

【さんま寿し保存会】
この熊野のさんま寿司を守っていこうと、平成 15 年 12 月

青森県深浦マグロ料理推進

20 日に熊野市さんま寿し保存会が設立されました。販売者と

協 議 会 事 務 局 長 で、深 浦 町 役

そこに卸している魚屋からなる組織で、活動内容は、産田神

場の観光課に勤務している鈴

社の祭礼時のさんま寿司の奉納、参拝者の方にさんま寿司の

木 マ グ ロ ー と 申 し ま す。新・

提供、さんま祭りなどのイベントへの参加です。

OMOTENASHI ご当地グルメ

【さんまの不漁と対応】

提唱者のリクルート社のヒロ中

さんま漁の全国的な不漁に伴い、熊野市でもさんまの漁獲

田先生に、マグロステーキ丼の

量が減少し、平成 18 年では 2,500 トンあったものが、10 年

デビューと同じ年にマグローと

後の平成28年度以降3年間ほぼ0トンになってしまいました。

名付けられ、深浦町の吉田町長の賛同もあって名刺も鈴木マ

当時の新聞にも、さんま 50 年ぶり不漁、あるいは熊野さんま

グローとして活動しています。
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マグステ丼は、ジンギスカン鍋、刺し身、3 つの小丼を 3 つ

【開発の経緯】
私どもの深浦町は青森県の西の端にあり、人口が約 8,100

のたれで食べるのですが、マグロを焼くということで、当初、

人、主な産業は、漁業、農業、そして自称観光の町です。世界

漁師の皆さんから大ひんしゅくを買いました。そんなものは

遺産白神山地の恵みと、津軽の西海岸というところで、山海

絶対応援しないと。なので漁港で写真を撮るのも一苦労でし

の幸が非常に豊富な町です。

たが、1 年後には「いくらでも撮っていいぞ」と。マグステ丼

青森県では、6 〜 7 年前 B 級グルメが花盛りで、深浦町も探

がヒットしたからです。マグステ丼のおかげで、自分たちが

したのですが、良いものがなく、どうせなら地元が儲かる魅

取ってきたマグロを食べているお客さんを見ることができる

力ある商品を作りたいと、リクルート社のヒロ中田先生の講
演を聞きにいき、地元の食材を徹底的に使った新しいグルメ、
新・ご当地グルメの開発に乗り出しました。
町長等へのプレゼンで、冒頭、私は、
「観光客の皆さんに深
浦でおいしいものを聞かれたら、町長は何と答えますか」と
尋ねました。町長は「何て答えればいいんだろう」と。
「それ

ようになり、それがうれしいという話をされていました。
【深浦町に夢と希望を】
マグステ丼によって、観光振興、水産振興、中小企業振興が
起きますが、一番うれしかったのは、町長や町民の皆さんが、
「深浦でおいしいものを食べたい」というと、
「マグステ丼」と
答えられるようになったことです。

を 1 年かけて町の人たちと一緒になって考えていきたい」と

マグステ丼は 6 年たった今でもお客さまにご愛顧いただい

いうことで、予算を付けていただきました。1 年かけて完成し

ていますが、ブームは必ず終わります。でも、われわれはブー

たのが深浦マグロステーキ丼です。

ムが終わることは「へでもない」と思っています。なぜかとい
うと、ゼロからこのマグステ丼を関係者の皆さんと作り上げ

【開発の経緯と効果】
あまり知られていませんが、青森県のマグロの水揚げナン
バーワンは大間町ではなく深浦町です。そこで大間町の許可

てきた、挑戦する心、積み上げてきたもの、様々なノウハウ、
そして皆に養われた思いがあるからです。

深浦町はマグロの水

「人口減少や観光客の少なさを町のせいにしていたが、マグ

揚げ青森県ナンバーワン！」をキャッチコピーとして、深浦

ステ丼に関わったことで、自分たちが頑張ればお客さまは来

マグロステーキ丼（マグステ丼）をデビューさせました。

るのだと感じた」、マグステ丼デビュー 1 年後に 1 人の料理人

も得て「マグロは大間だけじゃない！

マグステ丼を提供する店は 7 店舗ありますが、この 7 店舗
の仲が悪く、開発に向けたアイデア出し会議は、連日お通夜
状態が続き、折れそうになった時期もありました。
デビュー後は、寄せられた様々な苦情を共有化して改善す
るため、毎週、店舗と定例会議をし、毎日の食数報告もしてい
ます。6 年以上続けています。
デビューしてから 6 年 1 カ月、2,227 日で 22 万 5,219 食販

が言ったことです。
最後に、アフリカのことわざを皆さんに紹介します。
「早く
行きたければ一人で行け、遠くまで行きたければ皆で行け」。
友人から教わり、感動したことわざです。
ローカル地域に夢と希望をということで、今日は皆さまに
お会いできてとても感動しています。ぜひ深浦にお越しくだ
さい。歓待します。本日はどうもありがとうございました。

売しました。1日101食です。厳しい冬も含めて、人口は8,100
人の町でこの数字が出ているのです。
マグステ丼の経済波及効果はリクルートの算出方式で 12

■その他
一般社団法人全日本漁港建設協会より『漁村情報発信ポー

億 2,338 万 9,608 円、96 ％が町外のお客さまなので、外貨獲

タルサイト』
（http://nagisa-portal.jp/）が紹介されました。

得としては 11 億 7,445 万 4,023 円になります。これが、1 つ

（第１調査研究部 浪川 珠乃）

1,500 円のマグロステーキ丼が 6 年間に与えた効果です。
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26 PACON − International の参加報告
１．はじめに
2019 年 7 月 16 〜 19 日の 4 日間、ロシアのウラジオストク
において「26th PACON International」が開催され、当研
究所から、伊藤、當舎が参加しましたので報告致します。
PACON（ Paciﬁc Congress on Marine Science and
Technology）は、海洋科学技術に関する太平洋会議として
37 年前にハワイのホノルルで創設され、1984 年に同所にお
いて初めての国際会議を開催しました。以来約 10 か国で 25
回の会議が開催されており、海洋の科学技術の研究者、技術
者、関係機関、企業等が一堂に会し、日頃の研究、教育、先端
技術の成果を発表すると共に様々な情報を交換、発信してい

務局からはタクシーでの移動が推奨されていました。私たち

ます。

もこれに従い、タクシーで移動しましたが、1,500 ルーブル
（約 3,000 円）と日本では考えられない値段でした。市内の公
共交通機関はバスが中心のようですが、見慣れない文字との
格闘を避け、大学までの移動にはタクシーを利用しました。
Yandex.Taxi というタクシーの配車アプリがあり、スマー
トフォンで目的地を入力すると、現在地に近いタクシーを見
つけ出し、目的地までの運賃が表示され、事前に決済も可能
であり、あとは、地図上に表示されるタクシーの位置を確認し
つつ、近くに来たらナンバープレートを確認、念のため行先を
ドライバーに伝えれば、乗り込むだけで OK です。行先の伝
え違いの不安もなく、明朗会計と、インバウンドには有難い、
ICT・IoT の恩恵に授かりました。ただし、ウラジオストクの

２．学会の概要
学会は、極東連邦大学（Far Eastern Federal University）
で開催され、13 名の基調講演、11 のセッション（191 の口頭

運転は全体的に荒めであ
るということを付け加え
て お か ね ば な り ま せ ん。

発表）
、136 のポスター発表がありました。日本からは私たち

最初の大学への移動時に

を含め、香川大学、金沢大学、東京大学、日本大学、明治大学

は乗車していたタクシー

や民間企業からの参加がみられました。会場となるキャンパ

がスピード違反か何かで

スは、2012 年の APEC の会場としてルースキー島に建設さ

捕まるというハプニング

れたもので、敷地内には公園や噴水、スタジアムなどのリク

にも見舞われました。

リエーション施設の他、宿泊施設もあり、非常に広大でした。
私の講演は「安定同位体比によるウスメバルの分布と行動
7 月 15 日に技術士の試験があったため、開催日の 16 日に

の推定」として、酸素安定同位体比と炭素・窒素安定同位体

成田を出発、ウラジオストク国際空港には夕方に到着しまし

比を用いた研究事例を発表しました。前者については、バイ

た。ウラジオストクは日本から一番近いヨーロッパとも言わ

オテレメトリー調査では追跡が困難な若齢魚の分布に関し

れており、その緯度は北海道札幌、経度は島根県石見と同じ

て、耳石の酸素安定同位体比から経験水温を求め、ウスメバ

くらいで、2 時間程度のフライトでした。2017 年から電子ビ

ルの経験水温は年齢とともに低くなることが分かり、海域に

ザ（e-VISA）が導入され、日本人観光客も急増しているそう

おける分布域を推定した例を紹介しました。後者については、

です。

ウスメバルと餌料生物の炭素・窒素安定同位体比から、ウス
メバルの餌料の寄与率を求め、成長とともに、プランクトン

空港と 50km 離れた市街地を結ぶ電車もありますが、1 日

から魚類などより高次の餌を捕食するようになることを紹介

5 便のみの運航で到着時点で既に終電も出ており、学会の事

しました。同じセッションでは、ロシア科学アカデミーの研
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究者たちによる、航海調査で捉えた深海生物の動画や、汽水
域における貧酸素の発生メカニズムに関する発表がありまし
た。初めての英語での発表であったので、準備に苦労した部
分もありましたが、異国での学会では刺激を受け、またどこ
かでチャレンジし、成果を発信したいと思いました。

サーモンの他、タラやホッケといった私たちにも馴染みのあ
る日本海の魚が目立ち、魚以外では、カニやエビ類も多く並ん
でいました。
ルースキー等に向かう際にも通る斜張橋、通称；黄金橋は
ウラジオストクの観光名所の一つで、展望台からの景色を楽
しみにしていましたが、来る日も来る日も霧。最終日にかす
かに晴れたものの、写真のような状態で少しばかり残念でし

３．あとがき

たが、また訪れる理由ができたこととして後にしました。

数日間の滞在でしたが、ウラジオストクの人々は親切で親
日的な感じも受けました。食事
は、味付けも良く、香草も効いて
いて美味しく、リーズナブルでし
た。宿泊中のホテルの朝食のラ
インナップは変わりませんでした
が、ニシンのオイル漬けを毎日美
味しく戴きました。
土曜日には広場で市場が開か
れ、海のものから山のものまで陳
列され、多くの人で賑わっていま
した。海産物については、魚では

最後に、私事ではありますが、発表の日は 41 回目の誕生日
でした。この時期は現地調査が多く、これまで、島嶼部や様々
な場所で仕事仲間と過ごした思い出がありますが、まさかロ
シアで過ごす日が来るとは思ってもいませんでした。発表後
には部長にお祝いして頂き、忘れることのできない 1 日とな
りました。
（第２調査研究部 當舎 親典）
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當舎主任研究員オススメ！

海洋保護区で魚を守る
〜サンゴ礁に暮らすナミハタのはなし
◎名波 敦・太田 格・秋田 雄一・河端 雄毅 著
恒星社厚生閣 本体 2,500 円 + 税
（ISBN: 978-4-7699-1626-0）

生物多様性の保全や持続可能な資源利用等の管理の手法の

ハタの行動を中心に展開されます。中でも特筆すべきは、傷

一つとして、近年、
「海洋保護区」に注目が向けられています。

を付けずにナミハタを捕まえる方法です。バイオテレメト

本書の前段では、サンゴ礁を生息の場や産卵の場として利用

リー調査では、健全な個体を確保しないことには調査ができ

するナミハタを主人公として、海洋保護区の必要性（第 1 部）、

ませんが、筆者らが編み出した方法は、なんと、水中で（潜っ

海洋保護区の検証（第 2 部）について解説され、後段（第 3 部）

て）釣りをするというもの。これを経て把握された、ナミハタ

では、海洋保護区をめぐる活動（設定のプロセス）が筆者らの

の非常に興味深い行動の数々が紹介されておりますので、普

経験に基づき、具体的に紹介されています。ナミハタの生態

段見ることのできない海の中の生き物の暮らしぶりに興味の

等について分かりやすい図や写真が随所に配置されているた

ある方々には一読の価値ありです。

め、全くといっていいほどナミハタの知識のなかった私にで

第 3 部では、海洋保護区を設定する上で、近年その価値が見

も、主題である海洋保護区のねらいや設定に際してのポイン

直されている Local Ecological Knowledge（地域特有の生

ト等にフォーカスして読み進めることができました。

態の知識）を有し、地先のプロフェッショナルである漁業者

第 1 部では、ナミハタの海洋保護区を設定する上で重要と

とのコミュニケーションや調査結果の共有、すなわち、科学

なる「産卵集群（ふだんは群れを作らない種類が、産卵のと

と社会活動の融合、科学から政策への橋渡しの重要性が経験

きだけ特定の場所に集まってできる群れ）」をはじめとする

談を交えて示されています。そのため、本書はナミハタの保

生態、漁業や資源について紹介されています。ナミハタの生

全に取り組んだ社会学的研究事例としての側面もあります。

態については、耳石の輪紋を用いた年齢査定、生殖腺の観察

このように本書では、ナミハタの生態や行動について、基

による生物学的最小形や性転換等ベーシックな手法による生

本的な調査方法やバイオテレメトリー等新しい技術により解

態の把握について解説されています。分布や資源量の把握に

説されていますが、いずれも平易な表現で説明されておりま

は、漁獲統計や漁業の実態を知ることの重要性について指摘

すので、専門的な知識を持ち合わせていなくても、理解しや

され、ここからみえるナミハタの行動について考察されてい

すい本だと思います。また、日頃から生態調査等に取り組ま

ます。さらに、これらのデータに基づく Virtual Population

れている方々や、これから特定の生物を対象とした保全や環

Analysis（VPA）という数理解析手法を用いて、複数の保護

境整備について調査、検討される方にとっても、必要な視点

方法による資源量の予測結果の比較についても分かりやすく

やプロセスが紹介されており、手引書としても大変参考にな

紹介されております。

ると思います。

第 2 部では、バイオテレメトリー調査により分かったナミ
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石山総務部長オススメ！

なぜ、
魚は健康にいいと言われるのか？
◎鈴木 たね子 著
成山堂書店 本体 1,800 円 + 税
（ISBN:978-4-425-88012-6）

著者、鈴木たね子さんは、水産庁東海区水産研究所の研究

こんなことにも効く「魚の医力」では、認知症を予防する

者として、日本がまだ戦後と云われている頃から、魚介類の

ための魚の食し方、本当に「おいしい魚」の見つけ方、見分け

加工技術や鮮度を初めとする魚の品質、栄養成分などの研究

方？では、鮮度判定に使われる「K 値」の解説や活きの良さと

調査に携わって来られ、現在も「世界一受けたい授業」等テレ

食味の関係などが分かり易く解説されています。

ビにも数多出演されると同時に、県、地方都市主催のシニア
向け講演会講師としてご活躍中であります。

また、冷凍魚の凍結方法や解凍の方法、昨今人気のさば缶
をはじめとした缶の中身全てを利用できる、文字どおり健康

「魚が健康にいい」という事実は、既に言い古されていると

が詰まった魚の缶詰や、カマボコ等練り製品について昔よく

思いますが、魚が人間の身体に与える健康効果、どんな魚を、

云われた全くの誤解から生じた話等も興味深く説明されてい

どのようにして食べれば良いか、或いは、数多く語られる魚

ます。

の健康効果について、その根拠を科学的に、分かり易く、丁寧

さらに、本書は、これらアカデミックな内容に終始するこ

に解説した日本で最初と云っていい、魚の健康効果を解説し

となく、
「健康に良いお酒の肴をみつけましょう」など、私た

た書籍です。

ち左党にとっても、健康に有効なお酒の飲み方等興味深い説

「魚をよく食べる人は長生き」から始まり、魚油の効能、例
えば、冷めた食肉の油成分はろうそくのように固まりますが、
魚油のそれは、冷めた後もサラサラとした液体のままとなり

明が随所にちりばめられており、思わず本書に入り込んでし
まうこと請け合いです。
「魚を全部食べ尽くす日本人」
、
「魚を骨まで愛する日本人」

ます。食肉が健康に悪い食物ということではなく、バランス

は、数多おられることと思っておりますが、本書は、そんな

良く色々な食物を摂取するのが良いことは言を待つまでもあ

人々の仲間入りをするために、また、健康な人生を全うする

りませんが、魚油が食事によって体内に入ってからの循環過

ために、今後どんどん魚を食べたくなるような一冊です。

程を考えれば、血液中の効能を考えただけでも、魚油の効能
は明らかに素晴らしいものと云えるでしょう。
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大賀主任研究員オススメ！
●●●●オススメ！

消えゆくアジアの水上居住生活
◎畔柳 昭雄 編著
市川尚紀・舟岡徳佑 共著
鹿島出版会 本体 2,500 円 + 税
（ISBN:978-4-306-07345-6）

ここ数年、漁業集落排水施設の機能診断の現場において集

を建築学の新しい概念である CASBEE の概念を活用し、周

落を回る機会が多くなり、漁業集落に関する本を探していた

囲が厳しい気候にも関わらず、室内や集落内が微気候性であ

ところであり、最寄りの書店で本書が目に留まった。本書は

り、居住空間として良好であると評価している。このような

アジアにおける水上居住の変化と日本の水辺の暮らし編とし

調査は我が国の漁業集落においても必要な調査ではないかと

て舟小屋、牡蠣船に関する調査報告である。前者が主たる内

考える。

容であり、後者は Appendix 的なものになっている。
私が初めて水上居住を見た場所は JICA の海外協力専門家

しかしながら、これらの地域は住居エリアが限られている
ことから、人口を抑制するための家族計画を勧めている地区

養成研修でマレーシア国サバ州コタ・キナバルである。日本

もある。また、漁業資源の減少や水質汚濁等、環境的な課題も

の漁業集落を見慣れた者にとっては衝撃的な景観であったこ

抱え、陸域への移住が進められ、その存在が危ぶまれている。

とを覚えている。また、日本の水辺の暮らし編「舟小屋の変

一方、これらの地区は中間育成を行い魚価の向上を図るこ

化」で紹介される若狭地域、伊根町等は業務先であった。牡蠣

とや、レストランを設置し欧米からの観光客を誘致するなど、

船については、牡蠣の主産地と知られる広島市の屋形船程度

６次産業的な活動も行っており、我が国の漁業集落の将来の

の認識しか持っていなかった。

方向性との共通性も感じられた。

本書は水上居住地域及びそれらを構成する住居単体の特性

船小屋編では全国の船小屋の分布、構造・外観等を分析し

を文化人類学や民俗学、及び気候、風土の特性の調査を踏ま

ているが、伊根町の舟屋の構造と集落景観について紙面を多

え建築学的視点から分析している。

く割き、当地区の気候風土や集落共同体の特性から舟屋の構

序論では世界の水辺居住の分布とその概要、アジアの水辺

造機能とその変遷から景観の特異性を分析し、最後に舟屋の

の現状及び消えゆく水上居住をさまざまな角度で記録するこ

将来に向けての課題を述べている。この節で「世界文化遺産

との重要性を説く。本編の「アジアの水上居住の変化」では

の指定を受けたもののなかには建築物の内部を今日的な用途

フィリピンバラワン島、インドネシアフローレス島、タイ・

に改変している例が増えている。」とあるが、伊根町の舟屋に

バンイ島、カンボジアトレサップ湖、インドネシアテンペ湖

おいても観光客相手のカフェと宿泊施設に転用された事例が

の五つの事例が報告される。各地域の高床式住居、浮家等の

あった。

構造機能や床下空間やテラスの機能性等を分析する。床下空
間やテラスは密居空間にも関わらず水上居住を快適生活にし
ていることを述べている。また、本書ではこれらの家屋、集落

水上居住の快適性を思い浮かべると同時に後世まで維持し
ていくにはどうしたらよいかを考えさせて頂いた本である。

52

漁港漁場漁村研報

01

Vol. 46

◎ 新任挨拶
平成 31 年 4 月 1 日より総務部に配属されました、山
下律子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
私は石川県出身です。石川県は水産資源が豊富で、

◇総務部

般事務や経理事務といった職種で仕
事を行ってきました。今までの経験
や知識を活かしつつ、新しいことを

そのため、四季を通して新鮮な魚介類が食卓に並びま

たくさん吸 収していこうと考えて

した。春は、サヨリ、メバル、カレイ、夏は赤いか、さ

います。まずはしっかりと丁寧に仕

ざえ、アワビ、秋は、甘えび、サバ、冬はぶり、たら、カ

事を覚えていきたいです。

ニなどです。

山下 律子

現在、担当している仕事のひとつに、出張旅費の計

なかでも毎年カニが解禁になると香箱（コウバコ）

算があります。研究員の出張が多いため、出張旅費の

ガニを食べるのがとくに楽しみでした。石川県では、

費用精算書を作成しているうちに、色々な場所へ行っ

メスのズワイガニは、香箱ガニと呼ばれており、オスの

たような気分になることがあります。行ったことのな

ズワイガニに比べて小ぶりですが、外子と呼ばれてい

い場所への経路に詳しくなりました。今後、やり方に

るつぶつぶの卵や、内子と呼ばれている蟹味噌は、濃

創意工夫をもって取り組んでいきたいと思っており

厚で旨味が強く、地元で人気があります。カニを食べ

ます。

るのは面倒だからあまり好きではない方もいらっしゃ

仕事とプライベートを両立させて、どちらもおろそ

ると思いますが、ご興味ありましたら、是非お試しくだ

かにしないということ、自分らしく働いていける環境

さい。

で、自分の考え方にもっと自信をもっていくことが、い

また、学生時代は、小学校の時にミニバスケットボー
ルを始め、中学校、高校もバスケットボール部に所属

ま私が目指していることです。
また、水産資源に恵まれた環境で育ちましたので、

しておりました。大きな怪我もなく過ごせたのは良質

漁港施設の建設、漁場及び漁村環境の整備に関する調

なタンパク質源である魚をたくさん食べていたからか

査研究を行っている研究所で働けることを嬉しく思っ

もしれません。最近話題の八村塁選手の今後の活躍を

ております。至らぬ点も多々あるかと存じますが、ど

とても楽しみにしているひとりです。

うぞよろしくお願いいたします。

ところで、私はこれまで、オフィスワーク、主に一

02

◎ 新任挨拶
令和元年 5 月に第 1 調査研究部に着任しました岩瀬

◇第１調査研究部

岩瀬 浩之

前職は、大学の技術職員として 7

浩之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

年間、次いで民間のコンサルタント

私は内陸で生まれ、育ちました。海と言えば、年に 1 度、

に 17 年間勤めていました。技術職員

夏休みに家族旅行で海水浴場へ行くことがとても楽し

の在職時代は、学科事務と水理実験

みでした。今でも海を見るとドキドキするのは秘密で

室の管理・運営を行いながら、先生

す。私が育った地域では、養蚕業も盛んだった事もあ

の指導の下で津波シミュレーション

り、周りには蚕を育てる農家が沢山いました。桑畑も

の開発も行いました。コンサルタントの在職時代は、

多く存在し、学校帰りに桑の実を食べては口の周りを

高潮・津波、波浪変形や河川流動などの計算モデル改

真っ赤にしていました。服に付いた桑の実の果汁は、

良や解析業務を主に行い、水理模型実験による構造物

洗濯ではなかなか落ちず、母親に良く叱られたことも

への検討業務も行ってきました。面白い業務としては、

記憶しています。子供の頃の身近な魚と言えば鯉でし

古文書の解読やヒアリングなど行いながら過去の津波

た。近くを流れる坂東太郎（利根川）で釣り上げた鯉を

記録を辿る歴史津波の痕跡調査もありました。シミュ

祖父が自宅の風呂場でさばき、お味噌汁の具として良

レーションでは、実際の現象をよく観察するとともに、

く食べていました。海の魚、特にお刺身は高級な食材

モデルの特性（仮定）内容と適用範囲を把握すること

であったと記憶しています。

が非常に重要であると考えています。コンサルタント

INFORMATION

の在職期間中に発生した東日本大震災は、私にとって
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漁村総研では、今までの実務経験を踏まえながら、

非常にショッキングな出来事でした。当時、私は久里

さらなる分野の知識、知見そして経験を増やしていき

浜におり、地震発生と同時に町が停電となったため、

ます。難しい専門用語を避け、だれにでも分かりやす

暗闇の中に渋滞する車のライトの列を頼りに歩いて帰

い説明ができるよう日々努力を続けてまいります。積

宅しました。震災後に訪れた被災地で、何も無い所に

極的に現場へ足を運び、良く話を聞き、詳細に見て、沢

家のコンクリート基礎だけが残っていた光景が今でも

山食べます。今後の漁業発展に微力ながら寄与ができ

脳裏に焼き付いています。津波防災に関わってきた一

るように精進して参りますので、これからもご指導を

技術者として多くの事を考えさせられ、少しでも今後

賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

の地域防災に貢献しようと強く決意をしました。

◎ 新任挨拶

◇第1調査研究部

令和元年 7 月 1 日に漁港漁場漁村総合研究所（漁村

卒業後は、人と海が密接に関わる

総研）第 1 調査研究部に着任いたしました竹山佳奈と

沿岸域環境の保全や自然再生に関わ

竹山 佳奈

申します。出身は、親の転勤の都合で全国各地を移転

りたいという思いでマリコンに入社

しており様々な地域文化に触れながら育ったため、未

しました。具体的には、海上工事に

だにどこと答えてよいのか分かりません。幼少期は、

よる濁りや水中騒音・振動などが周

長野県松本市で北アルプスの山々に囲まれながら、

辺海域の海洋生物や環境へおよぼす

田んぼでドジョウやカエルを捕まえる日々を過ごして

影響に関する調査・検討などの現場での環境案件対応

いました。そのため、海への憧れがとても強く、海辺の

業務、藻場・干潟造成等の自然再生および水産環境保

生き物の本を眺めては、潮が引いたら陸地に変化する

全等に関する技術開発業務を中心に携わって参りまし

魔法をかけられたような場所（干潟やタイドプール）
、

た。

そしてそこに生息するまだ見たことがない生き物た

漁村総研に着任し、改めて水産分野の立場から沿岸

ちに思いを馳せていました。その後、転勤先の福島県

域環境を考え、現場の漁業従事者の方々と直接関り合

いわき市では小名浜漁港の市場で、キラキラと光る魚

いながら課題に取り組む機会を得ることができたこ

やイカ、樽に入った丸々としたカツオの美しさに心を

とを、大変嬉しく思います。また、自身がそうであっ

奪われたことを鮮明に覚えています。思春期を過ごし

たように、幼少期に得た体験や記憶というのは、その

た名古屋と船橋では、海を身近に感じることはできま

後の人生に対して非常に大きな影響を与えると思いま

せんでしたが、その分、池や川など身近な水辺の環境

す。二児の母親として、子供たちが海で囲まれた日本

に対する関心はますます深まっていきました。

ならではの貴重な沿岸域の環境や漁港・漁村ともっ

そのような思いを抱いたまま入学した東京水産大学

と密に関ることができ、海やそこで営まれている水産

では、水産生物学や増養殖学を学ぶ学科を専攻し、無

業をもっと身近に感じることができるような機会を得

脊椎動物学研究室に所属してからは、アサリの食害種

ることができないか、業務の合間に考えてきたいと感

で有名なツメタガイ（巻貝）類の研究に没頭していま

じております。

した。砂中に潜っている貝を採集するために、全国各

今後とも、知識の向上に努めると共に多くの経験を

地の干潟でザルを片手に砂を篩い続けて地域ごとに異

積み、人との出逢いを大切にしながら、漁村総研の一

なる干潟を自身の目で確かめてきたこと、2 週間近く調

員として精進していく所存です。どうぞよろしくお願

査船に乗船して水深 1 , 000 m のドレッジで生物採集を

いいたします。

おこなったことなど、今ではなかなかできない経験は、
自身の貴重な財産となっています。
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The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成31年4月〜令和元年8月）
「大船渡地域における東日本大震災津波からの水産物の生産・流通

2019 年度日本水産工学会学術講演会（令元 .5）

復旧過程の分析」

「サンゴ礁の魚類の育成場としての機能」
2019 年度日本水産工学会 春季シンポジウム（令元 .5）

「津波来襲時の漁船の避難海域設定に関する研究」

「気候変動に対応する漁場整備」

PACON 26TH INTERNATIONAL CONFERRENCE
（令元 .7）

第 22 回日韓漁村漁港漁場技術交流会議（令元 .6）

「安定同位体比によるウスメバルの分布および行動の推定」

「漁村・漁港の再生方向」

2019 年度日本沿岸域学会 研究討論会（第 32 回）
（令元 .7）

第 44 回海洋開発シンポジウム（令元 .7）

「被災後の復旧曲線を用いた水産物の生産・流通機能の事業継続

「鮮魚の昇温リスクと漁港施設配置計画に関する研究」

計画
（BCP）
検討手法に関する研究」

「水温上昇に対応した漁場整備方策に関する一考察 −山口県
油谷湾におけるキジハタ幼稚魚を対象としたケーススタディ−」

「都市近郊における小規模漁業の社会的価値」
2019 年度国際漁業学会大会（令元 .8）
「海洋観光政策の展開と
『渚泊』
の意義」

活動報告（平成31年4月〜令和元年8月）
◎ 平成31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】31.4.16、17
養成講習会 岩手会場 講師派遣【大水・FIDEC】令和元.6.4､5

◎ 平成31年度水産工学技士
（水産土木部門）

◎ 平成31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（産地関係）講師派遣【海洋水産システム協会】令和元.6.3、令和元.8.30
◎ 茨城県漁港協会 講習会 講師派遣令和元.8.26

編集 後 記
９月に入り、頂いた原稿の校正作業のやりとり、まだ届かない原稿の催促等をしていると、あっという間に10月になってしまいました。よ
うやく研報 No.46 号が完成いたしました。執筆頂いた皆様、お忙しい中、ありがとうございました。最近の傾向として、漁村総研の外部から
の投稿は、比較的予定通りの進捗となりますが、内部からの投稿は遅れがちになります。通常業務の合間に原稿をお願いしている手前、無理
も言えないところですが、こちらの心中を察してか、そろそろ限界という頃を見計らって入稿。なんとか印刷ということの繰り返しです。次
号もよろしくお願いいたします。

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。

（H.M）

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

神 田 川

美倉橋

千葉銀行
A4

靖国通り
愛媛銀行
都営地下鉄新宿線
岩本町駅
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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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