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新型コロナは、私たちの仕事や生活に大きな影響を与
えています。水産庁では、新年度早々からテレワークを
拡大し、出勤する職員を半分以下に絞る措置をとり、およ
そ2か月続きました。この間、同じ班の仲間でも一週間以
上顔を合わせず、朝の挨拶が「久しぶり！」という状況も
ありました。緊急事態宣言の解除に伴い、役所でもいろ
いろな仕事が動き出し、外に出向く仕事も戻ってきまし
た。この時期には、ほぼフルメンバーが出勤して対処し
ました。7月になると再び全国的に感染者数が増加したこ
とから、省全体で出勤の抑制や通勤時の混雑回避に取り
組むこととなり、当課では、班ごとに業務や生活の状況に
応じて、半日／終日テレワーク、オフピーク通勤を行うこ
ととし、多くの職員が取り入れて、現在に至っています。
この5か月の経験から二つのことを感じました。これ
まで役所の仕事は、出勤してこなすのが当たり前で、テ
レワークやフレックスなど制度はありながらも、特別な
勤務形態という意識がありました。一つ目の気づきは、
コロナ禍にかかわらずとも、意外にテレワークでこなせ
る仕事もあると思いました。資料を読み込んで、思案し、
自分の考えをまとめるといった具合に、一人で行う作業
には集中して取り組むことができ、メールや電話である
程度の意思疎通もでき、これからの仕事にも取り入れて
いくことは可能だと思いました。二つ目の気づきは、我々
の仕事において、ヒアリングや会議など対面の機会を通
じて、いかに多くの情報を得ていたか、そして現状把握
や意思疎通を行ってきたか、改めてこれらの大事さを感

じています。同時に、コロナ禍ではこれらの機会が全国
的に減っていることを危惧しています。例年 5月から 6

月にかけて、都道府県等の皆様から来年度の要求内容を
お聞きする概算要求ヒアリングを行うことができません
でした。コロナの状況が落ち着いたら、なんとか総括的
なお話だけでもお聞きしたいと思い、7月に計画しまし
たが、再び東京と地方の往来が懸念される状況となり、
数県の実施にとどまったのは残念でした。
水産庁では、例年9月に国概算要求等の説明を行うた

め、全国担当者会議を開催していますが、今年は例年ど
おりの開催が困難となっています。それでも何とか開催
したいと思い、10月に広い会場を確保し、3密にならな
いように 2回に分けて行うこととしました。令和 3年度
概算要求とともに、次期長期計画の策定に向けた検討状
況などをご説明し、地方公共団体、関係団体等の皆様と
の意見交換を行います。また、今年度後半には、お許しを
頂ける地域に水産庁が出向き、関係者の皆様から地域の
声をお聞きする機会を設けたいと考えております。もと
より、感染症の拡大防止には十分注意を払う必要があり
ますので、一定の制約の下での開催となりますが、ご理
解とご協力のほどお願い申し上げます。
ウィズ・コロナの下でも、基盤整備や漁村振興におけ
る地元／現場重視の姿勢は変わるものではなく、このよ
うに社会情勢が大きく変化しようとするときこそ、地域
とのコミュニケーションをより一層大事にしていきたい
と思います。
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巻頭言

新型コロナの経験から漁村を考える
理事長　髙吉 晋吾

新型コロナウィルス感染症は、世界中からそれまで当
たり前だった日常を奪うこととなりました。わが国では
緊急事態宣言が 4月 7日に発令、5月 25日に解除、その
後徐々に社会経済活動のレベルを引き上げていくことと
されましたが、7月からは再び東京を中心に感染者が大
きく増加しました。水産業については外食や観光の自粛、
輸出の減少等により、高級魚介類を中心とした需要の減
少、魚価の低下など大きな影響が出ました。また、マス
クの不足に代表されるように、経済原理だけで海外に極
端に依存するリスクが明らかとなり、今後は食料も含め
国民の生命を守るのに必要な物資については最低限の自
給力の確保が重要であるとの認識が形成されたように思
います。これは、水産業や漁村の振興を進めるうえでも
大きな意味を持ちます。
我が国は、巨大地震等と同様に幾度も感染症の災禍に

見舞われてきました。約 100年前のスペイン風邪では、
日本の死亡者数は39万人と関東大震災の10万人をはる
かに上回りました。驚くことに、まだウィルスが原因と
分からなかった当時にあっても、飛沫防止のためのマス
ク着用、人混みを避ける、患者とは別に生活せよなど、今
回と同様の対策が様々推奨されています。
地震、台風など外力により被害を及ぼす災害と異な

り、感染症は静かに襲ってくる災害ともいえます。人と
の接触を減らす必要がありますが、過度な自粛は経済的
な破綻につながります。行政からの経営や雇用への様々
な支援が欠かせませんが、私たちは大きな制約の中で、
当面は手探りしながら感染症との共存を図らざるをえ
ません。
新型コロナを経験し、世の中が大きく変化するとの見

方があります。ICTの目覚ましい発展をもとにした、テ

レワーク、オンラインでの会議、診療、授業、飲み会など
が代表的です。移動時間をかけて出かけていく必要がな
い、仕事をしながらもっとゆったりとした暮らし方がで
きることに気づきました。都会から自然豊かな地方に移
住しようかと考える人も増えているようです。産地を応
援するため、ネット通販により獲れたての魚介類を消費
者に直接届け、魚の捌き方を動画で配信するなど、巣ご
もり生活を豊かにするような取組も行われました。他に
は、感染症の拡大は気候変動にも関係があり、環境と共
生しながら持続可能な社会、SDGsの目指す社会を実現
すべきとの声もあります。
これらのことを踏まえると、過疎化、高齢化に悩む
漁村に変化が起きる可能性があると思われます。アフ
ター・コロナの水産業・漁村を持続可能なものとする
ために、漁港漁場漁村の関係者は何を進めていくべきで
しょうか。
感染症の予防の観点からは、衛生的な住環境特に漁業
集落排水施設等の機能を確実に維持する必要がありま
す。ICTについては、水産業のスマート化、漁港・市場
から消費地に至る各種情報のデジタル化、EC（電子商取
引）の展開、漁村の人・食・文化等の魅力情報の発信、
そして条件不利地域における医療や教育環境のハンデ
改善など大いに活用の可能性があります。また、手洗い、
マスクの着用など国民の衛生意識が高まっていること
から、拠点的な漁港に限らず品質・衛生管理の取り組み
の一層の拡大、さらには気候変動を緩和するため、水産
業への再エネ活用や温室効果ガス吸収源ともなる藻場
造成などを進めなければなりません。漁村総研としても
「禍（わざわい）転じて福となす」に貢献したいと考えて
います。
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特別寄稿

01 津波荷重評価高度化への取り組み

中央大学研究開発機構 客員教授　松冨 英夫
1953年山口県下関市生まれ。中央大学大学院博士前期課程修了。秋田大学助手、助教授、英国ブリストル大学客員研究員（文部科学省長
期在外研究）、教授を経て、現在は秋田大学名誉教授、中央大学研究開発機構客員教授、秋田県男鹿市防災アドバイザーなど。1976年か
ら沿岸や陸上の津波を主な対象として挙動、波力、氾濫流速、流木衝突力、海岸林の効果、漂流物を伴う氾濫流、建築物への波力、氾濫水
密度、移動床下の氾濫流の抵抗則などの研究を行ってきている。

はじめに
津波災害に限らず、災害はハード面とソフト面のバラン

スのとれた対応が重要である。ただし、そのバランスがど
うあればよいかは各人各説でなかなか定まらない。バラン
スは災害の種類、地域、経済、時間依存性などがあり、も
ともと定まらないものかもしれない。

2011年東北地方太平洋沖地震津波により漁場や漁港、
漁村も甚大な被害を受け、水産庁管轄の諸構造物に対し
ても津波荷重評価の見直しや高度化が行われた 1）。今後の
津波荷重評価のさらなる高度化に向けていろいろな取り
組みが行われている。本稿ではハード面の堅い話題で恐
縮だが、筆者の高度化への取り組み例を中心に紹介する。

密度の影響
津波が来襲して沿岸や陸上で土砂を巻き込めば、海水

密度（以下、氾濫水密度）ρが高くなり、津波荷重の増大
が予想される。ただし、土砂を巻き込むことで流勢が弱
まるため、実際はどうだか不明である。氾濫水密度は津
波荷重ばかりでなく、津波遡上高、ひいては歴史津波や
想定津波の規模評価にも影響する。したがって、氾濫水
密度そのものや氾濫水密度の津波荷重などへの影響を検
討しておくことが是非とも必要である。
⑴ 氾濫水密度はどのくらいまで？
図1に氾濫水密度ρ（比重ρ/ρw）の入射フルード数Friへ

の依存例を示す 2）。ゲート急開による氾濫流（非定常流）実
験で得たもので、入射フルード数は入射氾濫流の先端移動

速度と最大水深で定義している 3-5）。図中の破線は年毎の
実験値（年毎に実験水路の斜面勾配や水路長などを変更）
によく適合させた理論曲線 2）で、K（=fM/8=c1f/8で、fMと fは
氾濫流と定常流の別定義の摩擦損失係数）はそのときの移
動床下の氾濫流の摩擦損失係数である。図から、氾濫水密
度ρは、実験ケース間の中央粒径d50や粒度分布の差が小さ
く、土砂粒径の影響差が現れにくい実験条件下のものであ
るが、現実的な津波氾濫流の入射フルード数Friから推して、
上限として1.2g/㎤程度を考えればよいであろう。この値
は根拠を示していない米国連邦緊急事態管理庁（FEMA）
の当初の推奨値（2019年に1.13g/㎤に改定）でもある 6）。
⑵ 遡上高（距離）はどうなる？
図2に土砂水の遡上距離LRと清水の遡上距離LRWの比

LR/LRWの氾濫水密度ρへの依存例を示す。ゲート急開に
よる氾濫流実験で得たもので、hTは実験水路に敷いた初
期土砂層厚（土砂層域長は0.85～3.01m)、実線は実験値
に対する暫定曲線である 3-5)。図によれば、氾濫水密度が
高くなるにつれて、遡上距離比LR/LRWは急激に減少する。
図2は小規模移動床実験の結果であるため、スケール
効果が危惧される。理論的な検討例 7）を以下に示す。
図3と4に氾濫水密度ρと摩擦損失係数Kを連動させ
ない場合の氾濫流先端位置 aの理論解例を示す。h1は沖
から段波が勾配 iの斜面上に入射し、汀線に達したときの
入射段波高である 8, 9）。図から、①最大遡上距離 amばかり
でなく、最大遡上に要する時間や遡上継続時間（a>0の
時間）も摩擦損失係数に依存すること、②摩擦損失係数
と氾濫水密度が連動せず、氾濫水密度だけが変化する場

図1　 氾濫水密度ρの入射フルード数Friへの依存例（記号d50の
そばの数値は実海岸で採取した実験土砂の中央粒径） 図2　遡上距離比LR/LRWの氾濫水密度ρへの依存例
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合、遡上への氾濫水密度の影響は予想に反して小さいこ
と（図2参照）が判る。②は移動床下の土砂を含む氾濫
流の先端位置 aの評価では氾濫水密度と摩擦損失係数の
連動が重要であることを示唆している。摩擦損失係数を
一定にした土砂を含む津波の遡上解析では（数値シミュ
レーションを含む )、最大遡上距離や遡上高を精度よく評
価できても、遡上継続時間などの遡上過程を精度よく評
価できない可能性がある（逆も真なり )。
図5に氾濫水密度ρと摩擦損失係数 Kを連動させた場
合の氾濫流先端位置 aの理論解例を示す。ただし、氾濫水

密度を一定とした場合のものである。実際は摩擦損失係
数と同様に氾濫水密度も経時変化する。図中の実線は摩
擦がない、すなわち土砂を氾濫流中に巻き込まない場合
のものである。図によれば、氾濫水密度が高くなるにつれ
て、最大遡上距離 amばかりでなく、最大遡上に要する時
間や遡上継続時間も短くなる。これらの傾向は遡上と戻
り過程の全体にわたって摩擦損失係数を一定とし、摩擦
損失係数だけが大きくなる場合の図3と同じである。し
かし、図3の結果との詳細な比較から、図5の結果は最
大遡上距離の割に遡上継続時間が短いことが判る。これ
は氾濫流の流況 2）（=Fri）に応じた時々刻々に変化する摩
擦損失係数を用いる必要がある 10）ことを示唆している。
図6に斜面勾配 iをパラメータとした場合の無次元遡
上高Rm/h1の理論解例を示す。氾濫水密度ρと摩擦損失係
数Kを連動させた場合のものである。図から、①無次元
遡上高Rm/h1が氾濫水密度と斜面勾配に大きく依存する
こと、②曲線群の傾向が図2の遡上距離比LR/LRWに関す
る実験結果の傾向と似ていることが判る。
⑶ 津波荷重はどうなる？
視覚的に理解が可能な次元量で論じる。無次元量で論
じたものは文献 11, 12）を参照されたい。
図7に建築物模型における水平力Fxと前面浸水深hの

関係例を示す。ゲート急開による氾濫流実験で得たもの
で、実験水路幅は30㎝、開口率Op=0%の建築物模型幅B

は 7㎝、LUはゲート上流側の貯水長で、貯水深とともに

図3　 氾濫流先端位置 の摩擦損失係数Kへの依存例（汀線での入
射段波高h1=0.09m、斜面勾配 i=0.05、ρ/ρw=1.1）

図4　 氾濫流先端位置 の氾濫水密度ρへの依存例（汀線での入射
段 波 高h1=0.09m、 斜 面 勾 配 i=0.05、 摩 擦 損 失 係 数
K=0.008）

図5　 氾濫流先端位置 の氾濫水密度ρへの依存例（汀線での入射
段波高h1 =0.09m、斜面勾配 i=0.05）

図6　無次元遡上高Rm/h1の氾濫水密度ρと斜面勾配 iへの依存例

図7　 建築物模型における水平力Fxと前面浸水深hの関係例（開口
率Op=0%、床高hB=0.5cm）
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波周期Tに関係する 11, 12）。水平力は入射氾濫流が建築物
模型へ衝突した初期に発生する衝撃的な最大水平力後の
準定常部でのもので 13）、前面浸水深は建築物模型前面の
中心と両端の3点での平均値を採用している。図中には実
線で前面浸水深と床高hB（=水路底面と模型底面の隙間高）
から計算される清水の前面全静水圧 13）

(=ρw g(h-hB)
2
B/2で、

gは重力加速度）が示されている。図によれば、実験デー
タが少ないが、水平力は前面浸水深が大きくなれば、また
氾濫水密度ρが高くなれば、大きくなる。
鉛直力も浮力を考えれば想像がつくように氾濫水密度ρ

の影響を受ける。鉛直力の影響例については文献 11-13）を
参照されたい。

非定常の影響
津波は長周期波ということで、その実験は度々定常

流を用いて行われる。実際の津波は非定常で、沿岸域で
は孤立波（ソリトン波列）が形成されることもあり、非定
常性が無視できない場合も多いと考えられる。
⑴ 前面浸水深係数はどうなる？
構造物前面（建築物を含む）における最大浸水深hと入

射氾濫流の最大水深hiの比h/hiを前面浸水深係数と言う。
図8に入射フルード数Friと建築物模型における前面浸
水深係数h/hiの関係例を示す。矩形断面の胸壁越流後の
清水の氾濫流と定常流の実験で得たもので 14）、実験水路
幅や使用建築物模型、その設置方法は図7の場合と同じ
である。ただし、前面浸水深hは建築物模型前面中心で
のもので、ζは広義のエネルギー損失係数 13）である。
図によれば、氾濫流による前面浸水深係数h/hiは大き

く散らばっているが、入射フルード数 Friが 2程度におけ
る前面浸水深係数から理解されるように、定常流による
ものより顕著に大きい。入射氾濫流の非定常性が強くな
れば、前面浸水深係数が大きくなると言える。この傾向は
孤立波 15）（ζ=3.0）や押し波初動の半周期波 16）（ζ=1.7）
の実験においても確認され、過去に指摘 17）されてもいる。
⑵ 津波荷重はどうなる？
図9に建築物模型における水平力Fxと前面浸水深hの

関係例を示す。ゲート急開による氾濫流実験で得たもの

で、貯水長LUが顕著に異なる場合のもの、すなわち氾濫
流の継続時間（波周期 Tと言ってもよい）が顕著に異な
る場合のものを示している 12）。実験水路幅や使用建築物
模型、その設置方法はこれまでの実験と同じである 11-13）。
図から、水平力は、①波周期が長くなれば、大きくなり、
前面全静水圧程度に近づくこと（図中の矢印参照 )、②波
周期が短くなれば、水平力が小さくなる分、氾濫水密度
の影響度が大きくなることが判る。
上記の②は、波周期 Tが短くなれば、氾濫流の非定常
性が強くなり、入射フルード数Friと前面浸水深係数h/hi

が大きくなるため 13-15）と考えられる。例えば、波周期や
土砂水と清水の別に関係なく前面浸水深hが同じ場合を
想定する。土砂水の場合に比べて、清水の場合は土砂を
巻き込んでいないので、入射氾濫水深hiが小さく、入射
氾濫流速、ひいては入射フルード数と前面浸水深係数が
大きく、非定常性が強いと判断される。したがって、波
周期が短くなれば、入射フルード数と前面浸水深係数が
一段と大きくなり、より弱い流勢（～比力）の氾濫流が入
射するとともに清水の場合の非定常性が強いため、氾濫
水密度の影響度が大きくなると考えられる。
清水の氾濫流と定常流を用いた実験結果例も示す。
図10はこの場合の建築物模型における水平力Fxと前面
浸水深hの関係である 14）。実験条件は図8の場合と同じ
である。図によれば、前面浸水深が同じ場合、氾濫流に
よる水平力は定常流によるものより大きい。この傾向は
図9における非定常性に関する結果と逆である。この理
由の一つとして、氾濫流と定常流で得た水平力の読み取
り時における建築物模型周りの流況の違いが考えられ
る。両流れにおいて前面浸水深hが同じ場合を想定する。
両流れにおける読み取り水平力発生時の建築物模型背面
浸水深は氾濫流の場合が小さく、圧力勾配は氾濫流の場
合が大きい。建築物模型周囲水の加速度は当然のことな
がら氾濫流の場合が大きい。
非定常（波周期）の影響を検討する場合、異なる有限
周期の波や流れによる検討、有限と無限周期の波や流
れによる検討で逆の結果を得ることがあり、注意を要
する。

図9　 建築物模型における水平力Fxと前面浸水深hの関係例（開口
率Op=0%、床高hB=0.5cm）

図8　 入射フルード数Friと建築物模型における前面浸水深係数
h/hiの関係例（開口率Op=0%、床高hB=0.5cm）
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抵抗則の影響
移動床や流れの非定常性は抵抗則に影響し、ひいては

氾濫水密度ρや津波荷重、津波規模評価などへ影響する。
移動床下の底面せん断応力の評価、換言すれば抵抗則

の解明は定常流の場合でも難しい 18）。ましてや、非定常
性がからむとその難しさはなおさらである。
固定床下の沿岸域以深の津波に対する非定常性を考

慮した抵抗則は議論されてきている 19）。沿岸域以深と
いうことでか、移動床下のものは議論されていない。陸
上域の氾濫流に対しては移動床と非定常性の両方を考
慮した議論が開始されはじめた 2）。その成果の一部を紹
介する。
図11に図1に示した実験値によく適合させた移動床

下の氾濫流と定常流の摩擦損失係数比 fM/fの入射フルー
ド数Friへの依存例を示す。実験データが少ないが、摩擦
損失係数比 fM/fは 1.2～ 2.6（平均値は 2.0）で、氾濫流
における摩擦損失係数が大きい。また、入射フルード数
が大きくなれば、摩擦損失係数比 fM/fは小さくなってい
る。氾濫流と定常流における違いは摩擦損失係数に限っ
たことではない。これまでの議論のとおり氾濫水密度ρ
や遡上高、前面浸水深係数h/hi 、津波荷重なども違って
くる。

おわりに
津波荷重評価の高度化に向けた最近の筆者の取り組み

例を中心に紹介した。氾濫水密度、非定常性、移動床下
の氾濫流の抵抗則に関する取り組みは何れも難易度が高
く、どれが具現化されるか判らない。氾濫水密度、非定
常性、抵抗則は連動しており、一体化して津波荷重評価
の高度化が図られることが望ましい。この高度化は今の
筆者のチャレンジの一つであり、希望である。
少ない実験データでの議論であったが、少しでも読者

の参考になれば幸いである。
謝辞： 紹介した諸取り組みに対し（一財）漁港漁場漁

村総合研究所の 2015年度研究助成と科研費
（24510244、17K01320、20K05041）の助成を受
けた。謝意を表する。

図10　 建築物模型における水平力Fxと前面浸水深hの関係例
（開口率Op=0%、床高hB=0.5cm）

図11　摩擦損失係数比 fM/fの入射フルード数Friへの依存例
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02 水産教育に関するテーマ
～水産学科から水産大学校まで

京都大学名誉教授 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 理事（水産大学校代表）　荒井 修亮
1957年京都市生まれ。1980年京都大学農学部水産学科卒業。同年農林水産省入省、統計情報部、水産庁、科学技術庁で行政官。1993年
京都大学農学部助手、情報学研究科准教授、農学研究科およびフィールド科学教育研究センター教授。2020年国立研究開発法人水産研
究・教育機構理事（水産大学校代表）現在に至る。京都大学博士（農学）、京都大学名誉教授。

はじめに
この 4月に水産大学校に着任した直後、漁港漁場漁村
研究所の I部長から電話が掛かってきました。I部長と
は、バイオテレメトリーによる魚類の行動生態調査など
で、東京での会議や現場視察などをご一緒させていただ
いたこともあり、原稿の依頼も二つ返事で安請け合いを
してしまうことになりました。後日、事務局からいただ
いたお題が、「仮題：水産教育に関するテーマ」。本稿で
は、私自身が水産学科で受けた「水産教育」、その後、霞
が関や神戸での役人としての経験、そして京都大学での
研究・教育を通じての「水産教育に関するテーマ」を振
り返りたいと思います。

農学部水産学科
京都市内で生まれ、大学卒業まで京都で生活したので、

水産の現場との関わりはほとんどありませんでした。小
型底引き網漁業を営んでいる遠縁が舞鶴市内にいること
は聞いていましたが、そのことは大学進学にはまったく
関係なく、消去法で選んだのが水産学科でした。いわゆ
る200海里問題が巷間話題になりつつあるころ、なんと
なく、これからは「海だ！」という直感だったのかもしれ
ません。
大学では1回生、2回生はアルバイトに明け暮れ、水産

教育とは程遠い生活をしていました。3回生からは午前
中は水産学科の専門科目の講義と午後は実験・実習とい
うカリキュラム。ようやく大学生らしくなった感じがし
ました。当時、水産学科は、水産物理学、水産生物学、水
産化学そして水産微生物学の 4講座で、それぞれ教授、
助教授、講師による講義が行われていました。加えて、
漁業経済学、水産資源学、水産法律学など、いわゆる水産
学全般にわたる集中講義がありました。水産実験所（現：
舞鶴水産実験所）での実験・実習（海洋観測、漁業実習、
製造実習など）も楽しかったし。
同級生は 25名。その多くは大阪、兵庫（神戸）など都

会育ち。京都は私ひとり、一応、都会育ち。なかにはカツ
オ船に乗りたいという夢があって、地元の水産学部に行
けばよかったのに、京都の方が立派な練習船があるに違
いないと思い込み（ありません）、私たちの同級生になっ
たという、話もあります。いずれにせよ大半は、水産の
現場については全くの白紙状態で、2年間の空白（いわゆ

る教養課程）を過ごした結果、さすがにこれではイケナ
イと目覚め、新しい知識に飢えた状態で水産学科の専門
教育が始まるという、おおらかな時代の誠に素敵な教育
システムであったと考えられます。

霞が関での役人生活
深い考えもなく、農学部水産学科に入学。将来のこ
とを真剣に考えることなく、これも消去法、つまり何と
なく民間企業は性に合わないということで受験した国
家公務員試験に合格。時はまさに200海里問題で日本の
遠洋漁業が縮小を余儀なくされようという時代背景の中
で、霞ヶ関での社会人生活がスタートしました。本当は
大学院に残って研究を続けたかったものの、公務員試験
に合格した途端に、大学院への意欲が薄れ、試験勉強も
やる気が失せ、見事に不合格。また霞が関での面接では
面接官にいわれるがまま、不本意ながらも行政職への配
置に同意…。当時は公務員試験合格者からも約半数が研
究職として全国各地に配置された水産研究所に採用され
ることが普通でした。そしてそれを心の底では希望して
いたのですが…。
不本意ながらの霞ヶ関役人生活も慣れてくるとそれな
りにやりがいのある仕事。最初は統計を作る部署での計
数処理。明けても暮れても壁に貼った統計表の縦横の計
算のチェック。当時はパソコンなどなく、備品として各
自 1個、算盤がありました。もちろん、算盤は小学生の
時にいやいや触ったぐらいで、使えません。電卓が唯一
の武器。200海里問題がありつつも、一方で、マイワシ
の資源が急速に回復していくことで、我が国の漁獲量が
1千万トンの大台を超え続けるという統計書を作る機会に
恵まれました。ちなみに現在の我が国の漁獲量は442万
トン（平成30年）。その頃の日本の漁業は世界一。世界の
漁獲統計を取りまとめているFAOへの報告書の作成も任
され、まさに世界の漁獲統計の一翼を担っている、という
充実感がありました。　

初めての海外出張
2年間の統計業務のあとに配属されたのはかつお・ま

ぐろ漁業の担当班。日本近海はもちろん、世界中の海へ
日本のかつお・まぐろ漁船は展開しており、様々な国と
の漁業交渉を行いつつ、毎年の入漁条件を決めていくと
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いう業務の担当となりました。南太平洋のソロモン諸島
とキリバス諸島での入漁交渉が社会人としての初めての
海外出張となりました。当時は出張旅費に加えて支度金
が支給されたので、サムソナイトのスーツケースを新調
しての出張は、不安を抱えつつも内心わくわくしたもの
でした。しかし、交渉はどちらも決裂、次回の交渉日程を
決めるに留まるという結果に。当時、キリバスの首都タ
ラワへの飛行機は 1週間に一便、ということで、次回交
渉日程を決めるだけの交渉にまる1週間を費やしたこと
になります。それでも最初の頃の交渉に比べると環境は
ずいぶん良くなったのだと、一緒に出張した業界の人が
教えてくれました。入漁交渉が始まった当時は、日本へ
の連絡手段がなかった、つまり国際電話がかからなかっ
た。いまのインターネット社会では想像もつかないこと
ですが、仕方ないので、水産庁の取締船をタラワ沖に停
泊させて、その無線で日本との連絡を行ったという。す
ごい時代があったものです。
さて漁業交渉は切った張ったのやり取りを想像します

が、実際そのとおりの場面があるのは事実です。しかし、
その背景には厳密な科学的データに基づく議論がある
のも事実。漁業交渉に当たっては、水産研究者の地道な
データの解析結果と各種統計を交渉担当者は持っていま
す。研究者が自ら漁業交渉の場において科学的な議論を
行いその研究成果が交渉の帰趨を制する重要な要因にな
る。実際の漁業交渉の現場において、水産学の研究成果
が活かされているのを目の当たりにしたことは、大学で
水産学を学んだ駆け出しの行政官にとっては目からウロ
コでした。研究のための研究ではなく、研究の成果が現
実の水産の現場で活かされる。本来研究職を希望してい
た者として、これは大きな出来事でした。ある研究所か
らの勧めもあり、研究者になれないかと考えるに至り、
大学の大先輩でもある上司への直訴に及ぶ、まさに若気
の至り。結果、研究者への配置換えは叶わないものの、
水産研究行政を担当する部署への配置換えが叶うことに
なりました。

研究行政
水産研究行政は主に、水産庁直轄の水産研究所（現在

の水産研究・教育機構）と都道府県の水産試験場が国の
予算で実施する研究課題や研究所間の調整などを執り
行い、具体的には水産業の現場に即した研究課題を設
定し、それに要する予算を獲得するという仕事です。当
然、研究課題の内容についての理解が必要であるのに加
えて、研究所や試験場の研究者との意思疎通が鍵となり
ます。建前で物事は進んでいきますが、最後の最後は人

間関係ということは良くあること。水産行政に資する研
究課題を立て、実現できる予算を獲得し、研究者のモチ
ベーションを保ちつつ実行していくという過程で、この
人間関係が最も大切であると身をもって感じることにな
りました。
この後、科学技術庁（現在の文部科学省）に出向。より
幅広い科学技術行政、特に海洋開発にかかる研究行政の
仕事です。今度は、水産研究所だけでなく、広く日本に
おける海洋研究に関する研究所との調整が主な業務でし
た。特に科学技術振興調整費の担当者として大きな研究
プロジェクトの立ち上げ、予算要求などを経験すること
になりました。一番印象に残ったのは、水産庁、海上保安
庁水路部、気象庁、JAMSTEC（現在の海洋開発研究機構）
の大型調査船を繰り出して、太平洋の決められた観測線
に沿って、表面から海底（6000m）までの水温、塩分の精
密測定を行うという世界海洋大循環実験（通称WOCE）
の予算化に成功したことです。近年、天気予報の精度が
とても良くなったことにお気づきでしょうか。WOCEに
よる海洋の詳細なデータが、気象の予測モデルに大きな
貢献を果たしたと言っても過言ではありません。

瀬戸内海漁業調整事務所
2年間の科学技術庁への出向のあと、再び水産庁に。人

事担当課長からは内々に在外公館への異動もあるのでそ
の積もりで、と言われていたのが、蓋を開ければ辞令は
瀬戸内海漁業調整事務所。瀬戸内海は古くから漁業が発
達した海域で、漁業の発展とともに様々な漁業調整問題
が多発。このため、県間調整を行うための国の出先機関
が設けられており、漁業調整とともに漁業取締などの業
務を行っています。着任早々に起こったのが、播磨灘に
おけるサワラ流し網漁業の調整問題。サワラは暖かい海
に生息する回遊魚です。東部瀬戸内海では、初夏、紀伊水
道を北上したサワラは 5月には大阪湾から播磨灘、そし
て備讃瀬戸へと回遊。サワラ流し網漁業は、その回遊す
るサワラを流し網で漁獲。播磨灘は兵庫県、香川県、徳島
県そして岡山県の漁業者がサワラ流し網を操業する海域
となっています。一般的に海上における県境は、地方自
治法には、「従前の例による」とされているだけで、事実
上、定められていません（ごく例外的に法律で海上に境界
が引かれているところもありますが）。播磨灘も関係県間
において合意された境界はなく、漁業種類毎にそれぞれ
が主張する境界があるだけ。サワラ流し網についても兵
庫県と香川県が主張する海域に重複があるのに加え、当
時はサワラの回遊量が多く、両県とも以前に増して多く
の漁船が出漁するという、一触即発の状況にありました。
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漁業調整は、大変地味な仕事、つまりは胃の痛くなる
仕事で、かつ、あまり報われない仕事と、かねがね諸先
輩から聞いていました。自分がその当事者になるとは
思っていなかったところに降って湧いた洋上での衝突
事件。まずは、両県の担当者を呼んでの事情聴取。しか
し、両県とも一歩も引く気配なし。県庁の担当者間での
話し合いでは解決不能と判断、漁業者間の話し合いを提
案、神戸に漁業者代表を呼んでの協議を行うことになり
ました。いきなり両者を引き合わせたところで解決の
糸口はつかめるとは思われないので、漁業者に直接会っ
て、彼らの本音を聞いて回ることにしました。いわゆる
浜回りです。幾度か浜回りをしていると、徐々に彼らが
何を望んでいるのか、望んでいないのかが伝わってく
る。つまり、お互い次の漁期までには秩序を回復して安
全に漁をしたい。しかし、そのために自分たちだけが一
方的に譲ると言うわけにはいかない。10月から始まった
漁業者協議会は翌年 4月の漁期を前に第 5回目、最後の
話し合いの最終場面。お互いが主張する海面での操業を
いかにして調整するかが最後まで折り合えません。流し
網という漁業の特性上、網を入れる場所をピンポイント
で決めても、流れがあるとその位置は刻々と変わってい
く。そのため、何処までが主張する海面であるといって
も、現実的にはそれほど厳密には決められないし、決め
ても意味がない、というところまでは両者とも納得。で
は、それをどう表現するかがまとまらない。このまま続
けても収拾がつかないと判断し、両県の代表者 1名ずつ
と水産庁だけの膝詰め会談を提案、表現を巡っての最終
調整を行うことに。厳密に場所を決められない以上、表
現は「○○付近」とすることで合意。次は「付近」の解
釈。この時、咄嗟に思いついたのが、「A地点とB地点が
あった時、『A地点付近』とは、A地点とB地点との中間
点よりもB地点に近い地点はA地点付近とは言わない」。
私の説明に一瞬虚を突かれた感じでしたが、最終的には
納得して貰いました。播磨灘での衝突があってからほぼ
11ヶ月後のことでした。
神戸での 2年の勤務が終わり、霞ヶ関に戻ることに。
初めて海外出張を経験した同じ課。ただし、担当は異な
り今度は遠洋底引き網漁業を担当する課長補佐。長官か
ら辞令を受け取り関係者への挨拶回りを終え、自分の机
に戻った瞬間、外線に大学の恩師からの電話。用件は人
事の話、研究室の助手に来てくれないかと。しかも、こ
の電話でイエスと言って欲しいとのこと。一瞬逡巡した
ものの、これが最後のチャンス。その場でイエスと答え
ました。

学位論文と南極地域観測隊
恩師からの突然の、そして、予想もしなかった電話から

1年後、13年間の役人生活にピリオドを打って、母校に戻
ることになりました。当時、研究室では和歌山県南部町
に産卵上陸するアカウミガメを研究対象としたフィール
ド調査が行われていました。神戸の海洋測器メーカーと
共同開発した超小型水温計・水深計（データロガー）をア
カウミガメの甲羅と胃内部に装着し、潜水に伴って低下
する環境水温に対して、胃内の温度が数度高く保たれて
いるということが明らかになりました。ウミガメの研究
はこの後、タイでの研究に繋がっていきます。
さて、私の研究課題は、海洋生物の生活履歴を何らか
の方法で解析できないか、というものでした。そもそも、
データロガーは、彼らの生活履歴を刻々と記録するため
に開発されたものです。しかし、それによって行動が影
響を受けることも考えられます。可能であれば、何も装
着することなく彼らの生活履歴が得られるのが理想。そ
こで着目したのが生物によって作られる鉱物（バイオミ
ネラル）です。骨はその代表。魚類の場合、体表の一部
である鱗や平衡感覚や聴覚を司る耳石がその例となりま
す。特に耳石は魚類の誕生から死に至るまで蓄積形成さ
れると言われており、魚類の生涯に亘る履歴情報を刻み
込んでいる可能性があると考えられます。主にマダイを
対象とした鱗と耳石の解析で学位論文をまとめることに
なりました。
学位をいただくと同時に、第 39次南極地域観測隊

（ペンギン調査）への参加と、新設予定の情報学研究科へ
の転任が決まりました。南極は子供の頃からの憧れでも
あったし、消去法で水産学科を決めることになる一因で
もありました。ナンキョクオキアミが俄然、水産資源と
して世間の注目を浴びることとなっていたので。さて南
極の話を語るには少々紙面が足りないので、ここでは無
事にミッションを達成してシドニー経由で帰国したこと
だけを記しておきます。

ウミガメ・ジュゴン・メコンオオナマズ
南極から帰国、そして情報学研究科への転任を契機に、

農学（水産学）の範疇を超えた研究テーマの設定が求め
られることになりました。理解ある上司に恵まれたこと
と、現役受験のとき、実は情報工学科が第一志望だった
ということもあり、情報学研究科はとても馴染める環境
でした。またCOE、GCOEと都合 10年間、継続的に研
究費が得られたので、バンコクに駐在事務所を開設しな
がら、ウミガメ、ジュゴン、メコンオオナマズのプロジェ
クトを進めることができました。
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そもそもタイでのウミガメの研究は、農学研究科の恩
師がタイ水産局からの要請に応えて始まりました。その
頃、タイなど東南アジア諸国でのエビトロールによるウ
ミガメの混獲問題から生じた、いわゆる「エビ・ウミガ
メ事件」が深刻な経済事案となっていました。これはメ
キシコ湾でのケンプヒメウミガメの減少がエビトロー
ルによる混獲が原因で、その防止のためにウミガメ排除
装置（TED）の装着を米国は義務付けたことに起因する
事件でした。TEDを装着していない漁具で漁獲された
エビは米国内で流通できなくなったことから、米国のバ
イヤーが東南アジア諸国からのエビを買い付けを停止
したことから生じた事件です。この事件をきっかけとし
てタイでのアオウミガメの回遊経路の調査が始まり、ア
ルゴス送信機による追跡で産卵後のアオウミガメの行動
が見事に明らかになりました。タイを始め、周辺国の関
係者はこの結果を踏まえ、ウミガメの保護は一国だけで
は効果がないということを改めて認識することになり
ました。そこで始まったのが South East Asia Sea Turtle 

Associative Research since 2000（SEASTAR2000）です。
第 1回のワークショップを京都で開催、それを皮切りに
毎年、タイまたは京都で研究集会を開催することになり
ました。幸い、研究室には優秀な学生たちが集まってい
たことで、研究集会の準備、運営、そしてプロシーディン
グスの査読と編集作業を続けることができました。そも
そも学会は、志を同じくする研究者の集まりです。学生
たちに研究集会やプロシーディングスの発刊など、その
プロセスを経験させることは、その後、多くが研究者と
して育ったことを思うと、大いに役に立ったのではない
かと考えています。
アオウミガメの回遊経路が明らかになったことで、タ

イの水産局から別のオーダーが来ました。メコンオオナ
マズの追跡です。メコン川固有のメコンオオナマズは最
大体長3ｍ、体重300kgにも成長する最大級の淡水魚で
す。その生態の謎を整理すると、次のとおりです。メコン
川の流量が最も少なくなる4～5月にかけてタイの北部
の小さな村でのみ捕獲される。捕獲されるのはすべて成
熟した個体。稚魚や幼魚は捕獲されない。そして不思議
なことに産卵後の親魚がどこにいるかが分からない。こ
うした謎に挑戦してみないか、というのが水産局の担当
者からのお誘いでした。記念すべき最初の放流追跡実験
はナコンパノムのメコン川で実施しました。この時の様

子を撮影したビデオが世界淡水魚園水族館アクア・トト
ぎふのメコン川の展示コーナーで今も流されています。
一か八かの実験でしたが放流した 10尾中 5尾の追跡に
成功しました。
ウミガメとメコンオオナマズはタイ側からのリクエス
トに応えたプロジェクトでした。一方、ジュゴンは日本
側からタイ側にお願いをして始めたプロジェクトです。
ジュゴンが海に生息する哺乳動物というぐらいしか知ら
なかった者がジュゴンの研究を行うことになるとは、一
本の電話が掛かってくるまで夢にも思いませんでした。
その電話は沖縄に生息するジュゴンを定置網や刺し網な
どの沿岸漁業による混獲から守るための技術開発を行い
たいので手伝って欲しいというものでした。これは内閣
府の予算で水産庁からの委託事業。さてどうすればジュ
ゴンの混獲を防ぐことができるのか、そもそもジュゴン
という動物の生態は分かっているか、等々を議論する委
員会に加わって欲しいと。こうした経緯でジュゴンを対
象としたフィールド調査が始まりました。そもそも沖縄
ではジュゴンを見つけることも困難な状況、そこでタイ
の研究者に協力をお願いして始めたのが、タイにおける
ジュゴンの鳴音調査です。この調査の成果を基にして、
現在、沖縄本島の周辺にはジュゴンの鳴音を録音する装
置が24時間体制で稼働しています。

おわりに
とりとめのない昔話にお付き合いいただき、ありがと
うございます。私自身が水産学科で学んだこと、社会人
として現場で経験したこと、そして大学での研究を通し
て育っていった学生たち。共通して言えることは身を
持って体験したことは得難い原体験として記憶に刷り
込まれ、場面は異なれど応用動作として活かされてい
る、ということでしょうか。字数の関係で水産大学校ま
で辿り着きませんでしたが、本稿をしたためながら、水
産教育に関わらず、あらゆる教育の現場では身を持って
体験することが大切であるということを再確認した次第
です。新型コロナとの共存を余儀なくされる現在、身を
持って体験することを如何にして実現させられるか。い
ま、大きな課題に直面しています。
最後になりましたが、学生時代の恩師、役人時代の先
輩・同僚・後輩、そして大学へ戻ってからの学生・院生
の皆さんに改めて感謝いたします。
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報  告

岩手県大槌町「サケマス類養殖事業化試験」の取り組み
第2調査研究部長　伊藤 靖01

１．背景
魚類養殖は国内では瀬戸内海や九州地区が多く主にブ

リ、ハマチ、マダイ、マグロなどが行われています。サケ
マス類は海面では宮城県漁連や日本水産（株）が鳥取県の
境港や新潟県の佐渡島で行っているほか、ご当地サーモン
が流行りで全国70か所以上内水面も含め行われています。
一方、国は水産業の成長産業化を推進するために輸

出を促進する政策を展開しています。

２．大槌町の漁業
大槌町の漁業は秋サケが主体の定置網やワカメ・コン

ブなどの海藻類やホタテ・カキなどの貝類無給餌養殖が
主体です。しかし近年秋サケの不漁は長期化し漁協の経
営にも大きな影響を与えています（スルメイカやサンマ
も全体的に不漁が続いています）。

３．大槌町と自分の関わり
大槌町は自分の故郷です。大槌で何かしなければと

考えたのは東日本大震災後、町から 2012年水産業復興
のための「大槌町水産業アクションプラン作成業務」の
依頼を受けたのが始まりです。その後、アクションプ
ランを展開する①漁業担い手部会（漁業者学校による新
規漁業者の受け入れ）、②魚市場部会（サンマ廻来船の誘
致や衛生管理）、③水産加工流通振興部会の運営を依頼さ
れ水産業振興のお手伝いをさせて頂きました。しかし、
復興予算は自治体が中心で進むため漁協等の地元受け入
れは中々難しいものがあり、役に立ったとは言いがたい
ものでした。

４．復興事業の終了と地場産業
現在、復興予算が終期を迎え今後の地元産業（水産業

と土木建設業）を考えたとき水産業（特にワカメ養殖等
の人員確保のために）と地元建設業者とのコラボができ
ないかと考えていました。一方、水産庁から平成30年度
～令和元年度委託調査事業で「漁港ストックの有効活用
調査」を受託し、その中で漁港水域の養殖業について調
べる機会を頂きました。その調査の対象となった一つが、
日本水産（株）グループの弓ヶ浜水産（株）が鳥取県境港
で行っているギンザケの海面養殖でした。その調査事業
の中で、「養殖に関する意見交換会」のメンバーに日本水
産（株）も入って頂いた関係もあって、日本水産（株）か
ら大槌町でサケマス類の養殖を行いたいと当方に相談が
ありました。そこで思いついたのが、今回の新おおつち
漁協・復興社協同組合（地元建設業等のグループ）・日本

水産（株）と（一財）漁港漁場漁村総合研究所が共同研究
協定を結び地元の企業が参加できる仕組みです。

５．調査研究事業
令和元年から度々の議論を重ね、調査研究事業は令和
元年12月に新おおつち漁協理事会で承認され、速やかに
岩手県からの許可を受け令和 2年1月に4社プラス日本

連携協定式（令和2年1月7日）

協定の仕組

事業化試験の概要
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試験魚種
（尾数、飼育試験開始サイズ） 使用する飼料（生簀別に記載）

ギンザケ   50,000尾
(平均重量約150g／尾)

↓
水揚げ　約40,000尾
（平均　2.5㎏程度）

○改良飼料使用（前年使用に対し）
日本農産工業（株）　サーモンEP（または入札により同等品）
【飼 料 サ イ ズ】 6㎜～10㎜。海面導入時（6㎜）～2㎏以上（10㎜）等、

魚体サイズにより、同配合でサイズを変更。
【原材料配合比】 動物性飼料：45％、植物性飼料：22％、穀類：16％、

その他：17％。
【前年から改良点】・浮上性、低水温期対応等の改良飼料
　　　　　　　　 ・ 場合により、岩手県産品を使用した仕上げ飼料の使用

（ワカメ等）
○自動給餌機の設定
自動給餌システムを導入。食欲把握センサーで摂餌活性を把握し、適切な給
餌量を設定。

トラウト　 50,000尾
（スチールヘッド系ニジマス)
（平均重量約350g／尾）

↓
水揚げ　約40,000尾
（平均　3㎏以上）

【上記ギンザケと同条件で試験実施】

女川
大槌

佐渡
境港

各地域での養殖期間
大槌　養殖期間（10月中旬～８月中旬）10ヶ月
境港6.5ケ月・佐渡7.5ケ月・宮城9ケ月

令和3年度の事業化試験の内容

大槌町吉里吉里海域での試験生け簀

水産（株）のグループ企業である弓ヶ浜水産（株）を加え
た 5社で協定を結び、2か年の試験事業に進むことが出
来ました。
初年度はトラウトサーモン（33,000尾）とギンザケ

（24,000尾）の種苗を 2つの生け簀（25mサークル生け
簀）に収容し、6月中旬にギンザケから水揚げを開始し、
7月下旬までに全ての水揚げを完了し100t程度の水揚げ
がありました。
大槌でのメリットとしてはサケマスの限界水温 20℃
になる時期が遅いため飼育期間を長くし、水揚げ時期を
7月まで遅くできることです。魚体の大型化や他地域と
の出荷時期の調整が可能となります。

６．今後の事業化に向けて
本研究事業は事業化した際、サケマス孵化場による稚
魚育成は地元復興社協同組合、海面養殖は弓ヶ浜水産
（株）、地元への水揚げは漁協市場を通して地元出荷、日
本水産（株）分の加工は地元の加工場（未解決）、販売は
日本水産（株）と、地元の企業が販売戦略の一部分を担い
実施する体制づくりです。令和2年度の調査計画は下表
に示す通りです。事業化は令和5年度が区画漁業権の改
定時期ですが、試験期間をできるだけ早く終えて日本水
産（株）が弓ヶ浜水産（株）で行っている2,000t～3,000t

程度の水揚げ規模の目標で進んでいます。
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報  告

浜田漁港高度衛生管理型7号荷捌所の完成
第１調査研究部 主任研究員　沖田 幸恵02

1．はじめに
平成 27年度策定の浜田地区高度衛生管理基本計画を
受け、基本設計から実施設計、そして設計監理の一連で
業務に携わることになりました。その業務は品質・衛生
管理マニュアルの作成業務も含まれ運用面まで関わる事
となっています。その竣工引渡までの業務過程と高度衛
生管理を中心に基本計画から基本設計、実施設計､ そし
て完成に至る経過を報告いたします。

2．高度衛生管理計画の基本方針
⑴ 高度衛生管理計画の基本方針
基本計画においては、現地調査、現状と課題の明確化、

そしてその課題解決のための検討を経て高度衛生管理の
基本方針が示されています。
［現状と課題］
①水産物､人､車両の動線の輻輳と専用スペースの不足
② 日射による水産物の温度上昇と雨･鳥糞などの危害
混入

③上屋内への外部車両進入等による異物混入
④ フィッシュポンプ､ 選別機や活魚水槽に未処理の海
水使用

⑤岸壁､建屋で発生した汚水の未処理
⑥水産物の床への直置き及び木箱の使用
⑦上屋内での喫煙などの非衛生行為
［基本方針］
①水産物の流れを一方向とし､交差のない動線の確保
②閉鎖型建屋を整備
③市場内への入場制限と車両の場内侵入禁止
④清浄海水取水施設を整備
⑤排水施設の整備
⑥木箱を使用禁止とし、蓋付魚箱あるいはパレット使用
⑦衛生管理についてのルールづくりと普及・啓発

⑵ 漁業種類毎の高度衛生管理の基本方針
次に漁業種類毎に現状と課題を整理し、それに対する
対応方針が示されています。
～まき網漁業 : 7号荷捌所～

[現状と課題 ]

〇大中まき網漁船の受入れ体制が不十分
〇 既存 5号上屋では、衛生管理に必要となるスペース
が確保不可

[対応方針 ]

〇既存5号上屋の機能を7号新設建屋に機能移転
〇トラックスケール販売とセレクター販売を併用
【セレクター販売】
〇電動フォークリフト等でトラックに積込み搬出
【トラックスケール販売】
〇見本品の陳列場所（閉鎖型）を設置
〇積込待機、搬出待機（血水処理）場所を上屋内に設置
〇防鳥ネットを設置
〇トラックへ積込後は荷台へのシート掛けを実施
以上が既存5号荷捌所から機能を移転する7号荷捌所
の主な機能となっています。
～沖合底曳き網漁業・いか釣り漁業・定置網漁業
一本釣漁業・陸送物 : 4号荷捌所～
［現状と課題］と［対応方針］が示されていますが、紙
面の関係で今回は割愛する事とします。

３． 基本設計から実施設計へ(平成28年9月～平成
30年2月)
基本計画の高度衛生管理基本方針に沿って、各スペー
スを把握の上、平面計画、断面計画、構造方式の検討を繰
り返し、平面図､ 立面図､ 断面図を作成し､ 電気設備、機
械設備、清浄海水施設の計画、設計を行いました。
各計画の確定にあたっては建設コスト及び維持管理費
の比較検討書も盛り込み基本設計図書としています。

⑴ 平面計画
基本計画における 1階平面計画は大中旋網船の配置

より西側から血水抜きスペース、見本セリスペース、選
別・陳列スペースの配置とし、選別・陳列スペースには
フィッシュポンプとホッパー、選別機（8出口）の 2ユ
ニット配列した平面配置（図 1）としていましたが、基
本設計では突堤東側角は角波が高くなりやすいという
理由から、見本セリスペース、血水抜きスペース、選別・
陳列スペースの順に配置計画が変更されました。
そして衛生管理のための入退管理諸室は東西両端と中
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〇 電気設備は他の施設と同様に受変電、幹線、動力、中
央監視設備、電灯・コンセント設備、放送、インター
ホン、TV共同､ LAN、AV、自動火災報知、セキュリ
ティー、電気時計の各設備の設置が計画されています。
〇 高度衛生管理情報設備として人入退場、映像記録、
帳票記録、統合管理の各設備の設置が計画されてい
ます。

⑷ 機械設備計画（清浄海水施設）
機械設備計画は衛生設備と空調設備の二つですが、そ
れに加え清浄海水供給設備・排水処理設備が計画されて
います。以下はその概略フローです（図4）。

央の3ヶ所配置しています（図3）。
2階平面計画では管理諸室を 4号荷捌所にも近い東側
端に配置し、入船状況を目視で確認できるよう管理室の
壁3面ともガラス窓としています。
⑵ 断面計画（図2）
階高の設定は経済性を優先し､ 選別機の高さにて決定

しています。ホッパーからの傾きによる選別機の最高高
さに選別機のメンテナンススペースを確保した天井高さ
とし、天井裏のPSメンテナンススペースも考慮し、階高を
決めています。また外壁は、ハザードマップによる津波
の想定高さ（1.0m～1.5m）をRC壁とし、その上を耐候
性パネルで構成しています。さらに、電気室は2階に上げ
た計画としました。排水側溝を海側に配置し、床勾配に
よりプラットフォームの高さが決まる事から、作業性か
らは1％未満としたいところでしたが1.5％とし、プラッ
トフォームの地盤面からの高さ25㎝を確保しています。
⑶ 電気設備計画
電気設備計画は電気設備と高度衛生管理情報設備
の大きく二つに分けられます。

港内取水

海水ろ過
処理

紫外線
殺菌処理

電解次亜
殺菌処理

床排水

荷捌所

漁獲物収納容器
（スカイタンク等）

魚体選別機用
海水

床・機材
洗浄

図1　1階平面図（基本計画）

図2　断面図（実施設計）

図4　概略フロー

図3　1階平面図（実施設計）

※1

※2 ※3

※1、2、3　入退室管理諸室

15Vol. 48報告



サニタリー室

選別機 ホッパー（受け台） フィッシュポンプ

衛生的で効率的な荷捌所

各作業エリアを配置し、水産物の流れを一方向に統一。
作業動線と作業スペースを確保することにより交差を最
小限とし危害の混入を防ぎます。荷捌所内の床面は勾配を
設け、排水溝を適切に配置し、床面の細菌繁殖を防ぎます。

ICカードによる入場管理
荷捌室へはサニタリー室にて、手洗い、足洗の上、自動
手指消毒器で消毒を行い、登録された ICカードにより
入場します。

電動フォークリフト

荷捌室内では､ 高度衛生管理に対応の閉鎖型施設となる
ことから排気ガスを排出しない電動フォークリフトを使
用します。

プラットフォーム

搬出エリアをプラットフォーム式にすることでトラック
等の車両を場内進入禁止とし、車両による危害を防ぐと
ともに、荷捌室内は、場内専用の電動フォークリフトの
み使用します。

選別機

まき網漁業において、魚種はアジ、サバ、イワシであり、タモ網やフｨッシュポンプで受け台に
揚げ、選別機で魚体サイズ選別後、魚種を手選別し、タンク、プラ箱等に入れ、セリを行います。
セリ後フォークリフトでトラックに積み込まれます。

４． 実施設計から完成へ(平成30年2月～令和2年3月)
平成30年2月に実施設計を開始し､ 8月にその設計図

書が納入され、12月には工事業者選定､ 平成 30年 12月
に着工されました。
着工直後より鉄骨部材の調達不足や新型コロナ感染拡

大による工事への影響が懸念されましたが、工事は順調

に進み今年3月24日に建築主体工事が竣工引渡しとなり
ました。その後外構工事も完成し、浜田漁港高度衛生管
型7号荷捌所が竣工の運びとなり、7月4日　落成式を迎
えました。
以下に落成式における配布用に作成されたパンフレッ
トにより7号荷捌所の施設を紹介いたします。
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研修室

高度衛生管理に対する意識を共有

衛生管理の必要性など、普段から水産物の衛生管理に対
して関心を高めるよう、講習会や研修会を開催します。

清浄海水施設

荷捌所での使用する海水は、魚介類には紫外線殺菌装置
による清浄海水を用い、施設や器具等の洗浄に用いる海
水は、電解殺菌の清浄海水を使用します。

清浄海水施設（ろ過タンク､ 受水槽）

取水配管

トラックスケール

漁獲された魚類が単一組成の時には漁船のクレーンを
使ってトラックに直積みされた後、荷台にたまった血
水を抜き取り、トラックスケールで魚類の重量を計り搬
出されます。

管理事務室

2階の管理事務室は市場運営の中心的機能を有し、漁業
協同組合 JFしまね浜田支所が運営にあたります。衛生
管理の中心的設備として衛生管理記録表の ICT化と共
に、消防設備含む各種機器の中央監視設備も設置してい
ます。

衛生管理用サーバー

中央監視盤

管理事務室
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ブリ選別機器（選別コンベアー）

衛生管理型荷捌室に対応したブリ選別機を設置してい
ます。

7号荷捌所（外観）

砕氷定量供給装置

水氷タンク準備作業の省力化及び軽減化をはかるため導
入されました。

南東面
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南東面（夜景）

北面

北面（夜景）

５．おわりに
今年に入り新型コロナ感染が徐々に地方にも拡大しま

したが、3月までは島根県内には感染者がなく､無事に竣
工引渡しが出来ました。感染拡大が懸念される中、荷捌
所の運営にあたっても､ 魚介類の取り扱いばかりではな
く、人の入退に関して一層の衛生管理が求められるよう
になってきています。本施設はその衛生管理に対して将
来にわたって対応できる施設であり、品質・衛生管理マ
ニュアルに沿った運営を継続して頂けるものと確信して
おります。

平成28年9月に基本設計に着手してから今年3月の完
成引渡しまでの約 4年間、7号荷捌所の建設に関わる事
が出来たことは、大変貴重な経験となりました。
最後に浜田漁港高度衛生化施設整備検討委員会関係
者をはじめ、事務局の浜田市水産振興課（漁港活性化
室）を中心に、建築住宅課､建設整備課の方々、運営され
る JFしまね浜田支所の方々、そして建設工事に携われた
各 JV工事関係者の方々に感謝申し上げまして報告と致
します。

（第1調査研究部　沖田 幸恵）
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TOPICS

第1調査
研究部

漁港・市場におけるICTの活用について

１．はじめに
一般的に漁場で漁獲された水産物は漁船に積み込まれ、漁

港に帰港(寄港)後、陸揚げ、選別、計量、陳列の過程を経たの

ち、販売（入札・セリ等）され、漁港(市場)から出荷されてい

きます。この間、水産物の情報、つまり、漁獲情報（いつ・ど

こで・何を・どれだけ獲れたのか）や販売情報（何を・どれ

だけ・いくらで売ったのか）等は、前者は無線・電話・FAX

で伝えられ、一方、後者は紙の伝票が用いられています。この

ため、情報の聞き間違い、書き誤り、誤入力のおそれがありま

す。また、販売後の伝票処理では、同じ情報を重複入力してい

るため、時間と労力を費やしています。

また、近年、水産物の安全安心や水産物輸出促進などのニー

ズから、高度衛生管理や水産物のトレーサビリティの確保が

求められ、漁港・市場における情報管理の高度化が課題と

なっています。

これらの情報が電子的に記録・蓄積されれば、情報の確

度が高まるとともに、情報の抽出・出力が容易に行え、資源

管理対象魚の水揚量報告（TAC: Total Allowable Catch / 

TAE: Total Allowable Eff ort）に活用できます。そして、資

源管理対象以外の魚種であっても、これら漁獲情報が電子的

に蓄積されれば自主的な資源管理となります。

ここでは、漁港・市場等の業務の省力化・省人化を図るた

めの情報電子化・ネットワーク化、並びに、水産物のトレー

サビリティや水産資源管理への活用について紹介します。

２．市場取引業務の現状と課題
漁港・市場における水産物に係わる情報等は、情報の性格や

用途等により、図1に示す①入船予定情報、②市場取引情報が
中心となります。これら情報の現状と課題は次のとおりです。

⑴ 入船予定情報の現状と課題
船上での作業は大きく制約されるため、船から陸上への入

船予定情報は、入船日時、魚種、数量等に限定されています。

一方、小型漁船による沿岸漁業については、経年的な情報の

変化が少ないことから、情報伝達していない市場が多いです。

現状、買受人は市場に出向いて入船情報を確認しなければ、

購入計画を立てにくいことが課題です。

⑵ 市場取引情報の現状と課題
市場取引業務の流れとしては、荷受け・選別、計量から始

まり、販売原票の作成を経て入札・セリによって商品が荷渡

しされます。その際、事務手続きに必要となる仕切書／販売

通知書が、販売原票を基に作成されます。

これら業務の各段階においては、伝票への手書き、読み取

り転記、セリでの聞き取りなどの、人的作業が複数回にわたっ

▲図1：市場取引業務の現状
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▲

表1：電子化・ネットワーク化の概要て介在するため、ヒューマンエラーによる取引トラブル

の発生が懸念されます。

因みに、多くの漁業では、荷受（卸売業者）から受け

取った販売情報（紙伝票）が漁獲情報となっているため、

誤入力等が発生すると不正確な情報となる恐れがあり

ます。

更には、手作業による事務処理に長時間を要すること

は、商品鮮度への影響も課題として挙げられます。

３．電子化・ネットワーク化に向けた取組方法 
これらの課題を解決する取り組み方法として、漁港・

市場におけるICTの活用すなわち電子化・ネットワーク

化を図ることになります。表1にその概要を示します。
これらのシステムを導入することにより、市場職員を中

心に省力化・省人化が図られるとともに、情報の正確性

を担保することが可能となります。

４．資源管理やトレーサビリティへの活用
電子化・ネットワーク化された市場取引情報に、漁獲

情報（漁船名、漁業種類、漁獲水域、漁獲日及び期間）を

記録・保存することで、TAC 制度における情報提供も

効率的になるものと考えられます。

また、市場取引のたびに輸出水産物トレーサビリティに

おける必要事項を併せて記録することで、食品トレーサ

ビリティおいて漁獲段階まで遡ることも可能となります。

５．おわりに
水産物の流通拠点漁港である漁港・市場において、市

場取引業務を中心に電子化・ネットワーク化を推進する

ことで、省力化・時間短縮、情報の正確性の確保を実現

するとともに、記録・保存された情報に基づき、トレー

サビリティや資源管理にも対応できるようになります。

このため、これらシステムの導入が早急に求められると

ともに、システムの導入・普及により今後も漁港・市場

の役割・機能を確保し維持していくことが期待されま

す。漁港・市場におけるICT活用をご検討される際は、

是非、当研究所へご連絡下さい。

（第１調査研究部　山田 卓生）

作業項目 内容

①入船予定情報の収集 入船予定情報のインターネット・電子報告

②入船予定情報の提供 webサイト掲載、場内モニター表示、買受人・市場
職員のタブレット閲覧

③ 漁獲情報の収集と
提供 漁獲情報のインターネット・電子化

④荷受け・選別
タブレットよりサーバー内の漁獲情報から荷受け・
選別データを引き出し、確認した後、販売情報に自動
追加と印刷または紙に記載し投函・貼付

⑤計量 規格容器の個体管理、自動的に計量結果がサーバー
の販売情報に追加

⑥陳列 入札またはせり場に陳列

⑦販売原票の作成

タブレットよりサーバー内の販売情報を引き出し、
商品と貼付されている紙のデータを確認しながら、
読み取り、入札・せり番号、ロット番号を追加してタ
ブレットより入力し、販売原票（販売情報）を作成

⑧入札販売情報の提供 場内モニター表示、買受人・市場職員のタブレット
閲覧

⑨商品の下見 モニターまたはタブレット情報を見ながら買受人が
下見

⑩入札（電子入札）
市場職員による移動スクリーン操作と買受人のタブ
レットによるせり参加、自動開札（落札者と数量が決
定し、サーバーの販売情報に自動追加記録）

⑪せり（電子せり）
市場職員による移動スクリーン操作と買受人のタブ
レットによるせり参加、自動開札（落札者と数量が決
定し、サーバーの販売情報に自動追加記録）

⑫入札結果の公表

入札結果を記載したチケットまたはラベルを印刷出
力し投函または貼付
場内モニター表示、買受人・市場職員のタブレット
閲覧

⑬商品の荷渡し 入札結果を記載したチケットを印刷出力し、これに
該当する商品の容器に投函または貼付

⑭ 仕切書・販売通知書
等の作成

PCよりサーバー内の販売情報を引き出し、生産者、
買受人ごとに仕切書・販売通知書（識別番号として
文書番号が付与）を作成
文書には、ロット番号も記載
陸揚量を集計し漁獲情報に追加入力

⑮ 仕切書・販売通知書
等の発行

仕切書・販売通知書等の紙媒体発行→ボックス投函・
郵送
仕切書・販売通知書等の電子発行→PDF、Excel、
CSV形式ファイル
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第2調査
研究部

伊万里湾における漁場環境改善対策の
効果検討について

１．はじめに
長崎県と佐賀県にまたがる伊万里湾では、平成29年７月に

発生した大規模なカレニア赤潮により、大量の養殖魚が斃死

し、長崎県では約６億円の被害が生じました。伊万里湾では

近年、赤潮発生に伴う養殖魚への被害が定期的に発生してい

ます。そこで、伊万里湾の底質を改善し、海底からの栄養塩の

溶出を抑えることで、赤潮の発生及び拡大の抑制に繋がる可

能性も考えられるため、長崎県では水産庁の「水産基盤整備

調査費補助」を活用し、平成29～31年度の3ヶ年で赤潮に

対する底質改善の効果等を調査・検討しました。当研究所で

は、長崎県からの委託により業務の一部をお手伝いしました

ので、その概要について報告します。

２．調査概要
⑴ 調査場所
伊万里湾内の東西約20km×南北約30kmの範囲としまし

た。さらに、本業務では伊万里湾の海域特性等をふまえ、湾内

を湾口東、湾口西、湾央東、湾央西、湾奥に５区分し、検討を

行いました（図1）。

⑵ 調査方法
大規模赤潮が発生した平成29年と令和元年の２ヵ年のカ

レニア赤潮の増殖・拡散状況、水質変化、気象変化、栄養塩の

供給源（図2）等について既存資料や現地調査等から、数値シ
ミュレーションモデル（流動モデル、粒子追跡モデル、水質モ

デル）を開発しました（図3）。さらに、カレニア赤潮の初期
発生海域であり、底質からの栄養塩の溶出量が多い「湾奥」を

対象に、底質改善を実施した場合の魚類養殖被害の軽減に及

ぼす効果を試算しました。

基礎資料の収集

流動計算

流動計算の再現性検証

水質計算

水質計算の再現性検証

対策検討計算

評価

赤潮を粒子に見立てた
漂流計算

▲図1：市場取引業務の現状

▲図2：伊万里湾における栄養塩の供給源

▲図3：数値シミュレーションモデルの作業フロー

栄養塩濃度の低減により
植物プランクトンの増殖を抑制
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⑶ 検討委員会
本業務の実施にあたっては、有識者による委員会（表1）を
開催し、検討結果について、指導・助言を求めました。委員会

は平成29年度に1回、平成30年度に3回、令和元年度に3回

の計7回開催しました。

３．調査成果
⑴ 伊万里湾内の海域別の栄養塩の供給源とその割合
伊万里湾内の栄養塩の供給源とその割合を整理した結果、

赤潮初期発生海域と考えられる湾奥や湾央東での赤潮増殖に

関係する栄養塩（DIN）のうち、底泥からの寄与率は湾奥で

26％、湾央東で34％と推定されました（図4）。また、上層か
らの寄与率がいずれも高く、その多くは河川由来であること

が明らかになりました。

⑵  カレニア赤潮の発生源別の流出特性や、養殖施設まで
の到達時期
カレニア赤潮の発生海域、拡散特性（図5）及び滞留状況を
明らかにするとともに、発生海域から養殖施設への到達日数

を試算したところ、6～10日後に到達し、8～14日後にピー

クとなることが明らかになりました。 

⑶ 底質改善による効果算定
赤潮の発生海域である湾奥において100ha、1,000haの2

ケースの覆砂を実施した場合を想定し、底泥からの栄養塩の

溶出削減によるカレニア細胞数の濃度変化を予測し、魚類養

殖被害軽減に及ぼす効果を試算しました（表2）。以上の結果、
いずれも効果が限定的であり、要する費用に対し、十分な効

果が認められないことが判明しました。

４．おわりに
本検討の結果、底質改善による効果が限定的と判断されま

したが、得られた知見に基づいて、効果的な赤潮防除剤の散

布方法や養殖生簀の退避場所について引き続き検討を行うと

ともに、今後、養殖漁場の再編整備、長崎県総合水産試験場に

よる赤潮動態予測や改良粘土の開発等の技術開発に取り組む

ことになりました。

（第２調査研究部　三浦 浩）

▲

表1：検討委員会の委員

▲

表2：R元年赤潮における1,000haの底質改善の効果予測

▲図4： 赤潮初期発生域における5ｍ以深（カレニア増殖層）の栄
養塩（DIN）の供給源とその割合（抜粋）

▲図5：赤潮の発生海域別の拡散特性

区　分 氏　名 所属・役職

委員長 松岡 數充 長崎大学　環東シナ海海洋環境資源研究
センター　名誉教授

副委員長 松山 幸彦
国立研究開発法人水産研究・教育機構　
西海区水産研究所　有明海・八代海漁場
環境研究センター　主幹研究員

委員 瀬戸 雅文 福井県立大学海洋生物資源学部　教授

委員 鈴木 誠二 長崎大学大学院工学研究科システム科学
部門　准教授

委員 増田 裕二 佐賀県玄海水産振興センター　副所長

委員 平野 慶二 長崎県総合水産試験場　場長

海　域 地点名
養殖魚のへい死レベル

（2,000cell/mL）の日数
現　状 対策後 差

湾奥
No.13 92 68 24

No.14 77 54 23

養殖場
海域

No.6 8 8 0

No.5 22 17 5

No.2 0 0 0

No.1 0 0 0

※敬称略、所属・役職はH31年時のものです。

湾央東

DIN総量：13トン

上層
65.6

底泥
34.2

養殖
0.2%

DIN総量：70トン

底泥からの溶出
養殖漁場から
他の海域から
上層から

湾奥

上層
45.1

底泥
25.7

他
海域
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総務部
第26・27・28回理事会、
第9回評議員会について

第8期事業年度第26回理事会を令和2年7月16日（木）に

東京都千代田区コープビルに於いて開催致しました。また、

第27・28回理事会及び第9回評議員会は新型コロナウィル

ス感染拡大の現下に鑑み、法人法の規定に基づき書面決議を

行いました。

第26回理事会では、第8期事業年度事業報告及び決算報告

書（案）の承認の件（令和元年6月1日から令和2年5月31

日までの期間）、第9回評議員会の開催及び目的である事項の

承認の件などを審議し、承認されました。

第27回理事会では、第26回理事会において原案どおり

承認された「第9回評議員会の開催について」を決議及び報

告の省略（書面決議）に変更する件を書面審議し承認されま

した。

第9回評議員会では、第8期事業年度事業報告及び決算報

告書の承認の件、次期の評議員、理事、監事の選任の件、第9

期事業年度役員の報酬額（総額）の承認の件を書面審議し承

認されました。

第28回理事会では、評議員会の理事選任を受けて、理事長、

専務理事及び常務理事の選定の件について書面審議し、理事

長に髙吉晋吾氏、常務理事に吉竹正明氏が選定され、令和2

年8月4日付けで重任致しました。

（総務部）

▲

評議員

▲

理事・監事

氏　名 所　　属

越
えちぜん

善 靖
や す お

夫 （一社）青森県漁港漁場協会 代表理事　東通村長

近
こんどう

藤 健
た け お

雄 日本大学理工学部 名誉教授

馬
ば ば

場  治
おさむ

東京海洋大学海洋政策文化学科 教授

藤
ふじもと

本 昭
あき お

夫 （一社）大分県漁港漁場協会 会長　姫島村長

高
たかはし

橋 征
まさ と

人
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

岡
おか

 貞
さだゆき

行 （一社）全日本漁港建設協会 会長

塚
つかもと

本 亨
とおる

 
東京都漁港漁場協会 専務理事
東京都漁業協同組合連合会 専務理事

濵
はまかみ

上 勇
はや と

人 兵庫県漁港漁場協会 会長　香美町長

椎
しいき

木  巧
たくみ

山口県漁港漁場協会 会長理事　周防大島町長

泥
ひじや

谷 光
みつのぶ

信 高知県漁港漁場協会 会長　土佐清水市長

区　分 氏　名 所　　属

理事長 髙
たかよし

吉 晋
しん ご

吾 (一財)漁港漁場漁村総合研究所 理事長

常務理事 吉
よしたけ

竹 正
まさあき

明 (一財)漁港漁場漁村総合研究所 常務理事

理事 尾
おやま

山 春
はる え

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

〃 小
こやなぎ

柳 哲
てつろう

朗
（一社）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

〃 山
やました

下 東
はる こ

子 大東文化大学経済学部 教授

〃 大
おおむら

村 益
ます お

男 （一社）岩手県漁港漁村協会 専務理事

〃 髙
たかはし

橋 昌
まさゆき

幸 北海道漁港漁場協会 会長　神恵内村長

〃 橋
はしもと

本  牧
おさむ

（公社）全国漁港漁場協会 会長

〃 濱
はまだ

田 研
けんいち

一
（公社）全国豊かな海づくり推進協会
専務理事

〃 大
おおかわ

川 雅
まさ と

登 茨城県漁港協会 専務理事

〃 早
そうだ

田  宰
おさむ 早稲田大学 社会科学総合学術院 教授

早稲田大学 社会科学総合学術院 副学術院長

〃 比
ひ た か つ

田勝 尚
なお き

喜 （一社）長崎県漁港漁場協会 会長　対馬市長

〃 八
や ぎ

木  宏
ひろし 防衛大学校 システム工学群建設環境工学科 

教授

〃 大
おおもり

森 敏
としひろ

弘 全国漁業協同組合連合会 代表理事専務

牧
まきの

野 稔
としのり

智 （一社）全日本漁港建設協会 事務局長

監  事 藤
ふじ い

井 富
ふ み お

美雄 全国漁業信用基金協会 専務理事

〃 山
やまもと

本 三
みつ お

夫
（一財）みなと総合研究財団 理事
兼 クルーズ総合研究所 所長

（令和2年8月4日現在） （令和2年8月4日現在）
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総務部
令和２年度研究助成事業の決定

趣旨
漁業地域は漁業生産活動や流通加工の基盤、地域住民の生

活基盤としての役割に加えて、我が国周辺水域の高度な利用

や海洋性レクリエーションの場の提供等の多様な役割を果た

しており、時代の要請に応じて維持・発展していくことが求

められています。

現在、我が国の水産業・漁業地域は世界的な水産物需要の

増加、地球温暖化に伴う気候変動、自然災害の激甚化、本格的

な人口減少社会の到来等の変化に直面しています。

このような中、現行の漁港漁場整備長期計画（平成29年度

～平成33年度）では、「水産業の競争力強化と輸出促進」、「豊

かな生態系の創造と海域の生産力向上」、「大規模自然災害に

備えた対応力強化」、「漁港ストックの最大限の活用と漁村の

にぎわいの創出」が重点的に取り組むべき課題として掲げら

れています。

漁村総研では、こうした新しい時代における多様な要請等

に対応した漁港漁場漁村の整備等に関する調査研究及び成果

の普及等の活動を行っている法人であり、その研究活動の一

環として、漁業地域の振興、生活環境の改善、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います。

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。

令和2年度の応募結果
今年度は、継続3件、新規15件の応募がありました。

応募された研究内容について審査委員会の審査を経て、下記の通り決定致しました。多数のご応募有難う御座いました。

下記の結果は応募時の所属を記載しております。

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。

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。

要
件
①

要
件
②

2019度継続研究題目3件

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―

広島大学大学院　統合生命科学研究科
名誉教授　山尾 政博

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　寺田 一薫

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

東京大学大学院　新領域創成科学研究科
教授　佐々木 淳

令和2年度新規研究題目2件（申込件数15）

① 大規模な陸起源細粒土砂流入に対する開放性沿岸漁場底層
の生物環境の応答
－2019年台風19号の鹿島灘・九十九里沿岸漁場への影響
の評価－

水産工学研究所水産土木工学部
主任研究員  宇田川 徹

② 気候変動後を見据えた漁港の機能保全に関する研究
－ビックデータと数値モデルによる航路埋没の監視と予測－

豊橋技術科学大学
助教　岡辺 拓巳

25Vol. 48TOPICS



N E W S

はじめに
漁村総研は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（品

確法）第21条第4項の定めに基づき、水産関係公共工事等の

発注者を支援するため、水産庁が設置する水産関係公共工事

等発注者支援機関認定協議会より「水産関係公共工事等発注

者支援機関」に認定されました（令和2年7月30日付）。

内容
漁村総研は、これまで、国、地方公共団体等からの業務受託

を通じて、水産基盤整備事業、漁港海岸事業、災害復旧事業等

に関する調査・設計・積算等の発注者支援業務を担い、全国

的に豊富な技術や経験を培ってきました。

このような業務実績などが評価され、このたび水産関係公

共工事等（※１）の発注者（国又は都道府県、市町村等の補助

事業者）を支援するための発注関係事務（※２）を公正かつ適

正に行うことができる機関として「水産関係公共工事等発注

者支援機関」の認定を受けました（図１）。
この支援機関は、技術者の不足する市町村等が行う発注関

係事務の適正かつ円滑な執行に寄与することを期待されて

います。

※１： 水産関係公共工事等とは、水産基盤整備事業、農山漁

村地域整備交付金、漁港海岸事業及び水産関係施設の

災害復旧事業に係る公共工事及び公共工事に関する調

査等をいう（水産庁資料）。

※２： 発注者支援事務とは、仕様書及び設計書の作成、予定

価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手

方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中及び完成

時の施工状況の確認及び評価その他の事務をいう（品

確法第７条）。

おわりに
水産関係公共工事等の発注担当者の皆様におかれまして

は、当研究所に発注事務実施に必要な調査・設計・積算等に

ついてお気軽にご相談ください。

漁村総研ホームページ（図２）において、①ニュース項目
（8/21掲載）をご覧いただき、②ページ下部の「お問い合わ

せはこちらから」のタブをクリックしていただくと、簡単に

メールでの相談や問い合わせができますので、ぜひご利用く

ださい。

（常務理事　吉竹 正明）

「水産関係公共工事等発注者支援機関」に認定されました

▲図1：認定証

▲図2：漁村総研ホームページ　http://www.jifi c.or.jp/

クリック

クリック

①

②
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はじめに
平成29年3月に閣議決定された漁港漁場整備長期計画で

は、漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出に

重点的に取り組むこととされています。また、平成30年6月

に決定された農林水産業・地域の活力創造プランにおいて

は、養殖業発展のための環境基盤の取組として、漁港の水域

や陸域を養殖場として有効活用することを積極的に進めるこ

ととされています。こうした背景をふまえ水産庁では、漁港

管理者や漁業者等が漁港水域等で増養殖を実施するにあたっ

ての留意点や現段階での技術水準、参考事例をとりまとめた

「漁港水域等を活用した増養殖の手引き」を作成し、令和2年

9月に公開しました。当研究所では、水産庁の委託を受けて

検討委員会を開催し、事務局としてとりまとめに携わりまし

たので、概要を紹介いたします。

検討委員会
手引きの策定にあたっては、専門分野の知見を有する学識

経験者を委員とする委員会を設置し、構成や記載内容に関し

て、検討委員会での議論を経て、手引きに反映しました。

手引きの概要
手引きは2部構成となっています。Ⅰ部の共通編において

は、漁港水域で増養殖を実施する際の一般論を整理していま

す。具体的には、漁港水域の環境特性や増養殖を行う場合に

考慮すべき特性をまとめました。また、増養殖を実施する際

※敬称略、所属は令和元年時のものです。

の体制づくりや計画フローを整理しました。Ⅱ部では、事例

集として、全国各地の漁港水域等で行われている増養殖から

15事例を取り上げ、対象魚種別、増養殖のタイプ別に紹介し

ました。

おわりに
本手引きの活用により、漁港水域を活用した増養殖が推進

され、漁村の活性化の創出の一助となることを期待していま

す。紙面の関係で手引きの概要紹介のみとなってしまいまし

たが、水産庁のホームページに全文（150p.）が公開されて

いますので、参考にして下さい。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/seibi/zouyousyoku_

tebiki.html

最後に、手引きの策定にあたり、お世話になった検討委員

各位、事例の取材等でお世話になった漁業者、企業、漁港関

係者の皆様にこの場を借りて、お礼申し上げます。

（第２調査研究部　三浦 浩）

「漁港水域等を活用した増養殖の手引き」の紹介

役　職 氏　名 所属・役職

委員長 佐々木 淳 東京大学 大学院新領域創成科学研究科　
環境学研究系社会文化環境学専攻教授

委　員 瀬戸 雅文 福井県立大学海洋生物資源学部　教授

委　員 櫻井 泉 東海大学生物学部海洋生物科学科　教授

委　員 中泉 昌光
国立大学法人東京海洋大学　先端科学技術
研究センター漁業地域再生プロジェクト　
特任教授

委　員 相原 正樹 北海道水産林務部水産局漁港漁村課　課長

▲

検討委員一覧

▲

目次構成

Ⅰ　共通編（一般論）

１．はじめに（背景、目的、適用範囲）
２． 漁港水域の環境特性と利用形態（物理化学的特性、
生物的特性、増養殖の利用形態）

３． 漁港において増養殖を行う場合に考慮すべき特性
（種苗放流、中間育成、蓄養、養殖、増養殖を実施す
る場合の留意点）

４． 増養殖の実施（基本的な考え方、計画フロー、個別課
題に対する対策）

Ⅱ　事例集（漁港水域を活用した増養殖の参考事例）

１．事例集掲載内容
２． 漁港水域における増養殖の実証試験（合意形成によ
る漁港水域の有効活用に向けた実施事例、ICTを活
用した港内養殖の事例）

３． 漁港水域における増養殖の事例（ウニ養殖・種苗放
流、ナマコ種苗放流、マダイ中間育成、アサリ養殖、
ブリ養殖等の９漁港の事例）

４． 陸上養殖の事例（海ぶどう、サクラマス養殖、ヒラメ
養殖、クエ養殖の４漁港の事例）
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 e-book のため、無料でダウンロードできるものです。
ぜひ、TBTI のサイトにアクセスし、眺めてみてください。

◎  TBTI-Japan のサイト
https://tbtiglobal.net/tbti-japan/

◎  e-book のダウンロードサイト
http://toobigtoignore.net/in-the-era-of-big-
change/

In the Era of Big Change
( ｢大｣ 変化の時代における ｢小｣の意義)

浪川上級研究員オススメ！

世界の漁獲量（海面及び内水面）の約半分を占める小規模漁業

は、世界の約300万人の漁業者の90％以上を雇用している上、

加工や流通などの関連業種を含めるとさらに8400万人を支援し

ています。また、小規模漁業者及び関連労働者の95％以上が開

発途上国に住んでいるため、水辺で生活する人々の経済を支え、

社会的・文化的な価値に貢献していると考えられます。しかし、

これらの小規模漁業コミュニティーの多くは不安定で脆弱な生

活および労働条件にあります。小規模漁業の重要性を認識した研

究者らは世界規模の小規模漁業研究ネットワークを形成、TBTI

（Too Big To Ignore）として知られるようになりました。

TBTIは、小規模漁業（SSF）への注目を高め、国内外の政策に

おける小規模漁業の周縁化に反対し、世界的な漁業の課題に取

り組むための研究と統治能力を開発するために設立された研究

ネットワーク、知識の実践のパートナーシップです。80ヵ国を超

える500近くのメンバーで構成され、世界小規模漁業会議を4年

おきに開催しています（2010年に第1回開催）。TBTIは、小規模

漁業に影響を与える主要な懸念事項を特定し、協調的な研究を促

し、政策の注意を向けることを目的としています。FAO第31回

水産委員会（COFI31）で承認された「食料安全保障と貧困撲滅

の文脈において持続可能な小規模漁業を保証するための任意自

発的ガイドライン」 (SSFガイドライン)の推進も６つの目標の

うちの一つとして挙げています。そして、近年では、ブルーエコ

ノミー関連政策において、小規模漁業が疎外されないように、適

切な政策やガバナンスのあり方を訴えるブルージャスティス概

念を提唱しています。

小規模漁業への関心が高まる中、日本でもTBTI-Japanを発足

することになり、最初の事業としてこの本が作られました。

この本では、48人の寄稿者を招待して、日本の小規模漁業（こ

の本では沿岸漁業としています）を取り巻く様々な側面をエッセ

イ形式で紹介しています。日本の小規模漁業を世界規模で紹介

し、位置づけようと意図している本のため、英文となっています。

内容は多岐にわたっています。

第1部は導入部として、小規模漁業の意義、日本の小規模漁業

について概観し、第2部は日本の小規模漁業の制度的側面として、

日本の漁業制度における漁協の役割、女性の貢献の重要性、漁業

法改正、里海の考え方、沿岸利用における漁業者の役割、ジェン

ダー政策、政府のサポート等について紹介しています。第3部は

日本の小規模漁業の現状として、伝統と文化、海女、小型捕鯨、漁

業安全システム、漁港整備、産地市場、漁場整備、防災、就業状況

等について、第4部は新たなイニシアティブ・概念として、六次

産業化、ブランド化、都市漁村交流、渚泊、浜の道具箱、浜の活力

再生プラン、水産物活用技術について紹介しています。第5部は

国際比較という視点から、タイ、マレーシア、カンボジア、フィリ

ピン、ベトナム、中国、台湾、マーシャル諸島、マラウィ、米国、カ

ナダの各国の小規模漁業と日本の小規模漁業を比較しています。

第6部はグローバル化の視点から日本の小規模漁業について、海

洋温暖化、再生可能エネルギー、環境教育、海洋保護区、SSFガイ

ドライン、SDGs、超学際的アプローチ、パートナーシップ、ブルー

ジャスティス、TBTI-Japanの各視点から考察を加えています。

筆者も編集者の一人となっており、漁村総研の職員も寄稿して

いるので、手前味噌な言い方ではありますが、日本の沿岸漁業を

小規模漁業という視点から紹介した初の本です。多様な分野を

網羅しているため、興味のある分野を拾い読みすることもできま

す。多くの分野をキーワードでくくっているため、漁業地域の活

性化の動きなどは、六次産業化や渚泊、都市漁村交流等の様々な

視点から執筆されており、複数の流れを追うこともできます。世

界の小規模漁業の状況を日本と比較して理解するにも役立つと

思います。ぜひ、ご覧下さい。
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竹山主任研究員オススメ！

◎ 一般社団法人 みなと総合研究所クルーズ総合研究所（監修）
成山堂書店　2,860円（税込）
（ISBN-10 : 4425394917）
（ISBN-13 : 978-4425394913）

クルーズポート読本

公園のスワンボートに始まり、釣り船、大学の実習船、大

型フェリーなど、様々な船に乗船してきましたが、クルーズ

船は自分と全く縁のないものだと思っていました。そんな私

が、業務でクルーズ船に関わるようになり、初めて手に取っ

た書籍がこの「クルーズポート読本」です。クルーズポート

というのは、クルーズ船の寄港する港のことですが、近年で

は、客船ターミナルなどクルーズ船の受入れ設備を持った港

だけではなく、港湾の物流岸壁や、漁港などでもクルーズ船

の受入れが検討・実施されています。

本書は、クルーズ船の誘致を目指す自治体、港湾関係者、

観光業者におすすめの一冊とされていますが、クルーズ船に

乗ってみたいと思う人にとっても十分魅力的な内容になっ

ています。第１章では、2017年に開催された「クルーズポー

ト・セミナー」の講演内容を中心に、クルーズの歴史、クルー

ズマーケットの現状と将来、クルーズ産業の仕組みなど、ク

ルーズに関する多くの事項が網羅されており、クルーズ初心

者の私でもとてもわかりやすくまとめられています。第2章

では、国土交通省が2017年に提示した「物流ターミナル等

における訪日クルーズ旅客の安全かつ円滑な受入れに関する

ガイドライン」を紹介しており、本格的なクルーズ船受け入

れ施設を持たない港湾が、既存物流施設等を利用しながらの

クルーズ船受入れについて提示されています。第3章では、

クルーズ関係用語やQ＆Aが掲載され、第4章では、2018

年6月に国土交通省から発表された、日本のクルーズ動向に

関する最新データの掲載と、今後さらにクルーズ業界が発展

するための提言を述べられています。

クルーズ船というと「大型の豪華客船で高額」というイ

メージを持つ方も多いかと思いますが、乗客100人以下の少

人数のラグジュアリーな小型船から乗客1,000人以上のファ

ミリーで気軽に楽しめるカジュアル船、そして、北極や南極、

ガラパゴス諸島等の秘境探検クルーズまで様々です。旅行

というと、車、電車、飛行機が主で、なかなかクルーズ船と

いう選択肢を選ぶ人は少なく、日本ではまだまだクルーズ文

化は浸透し始めたばかりですが、欧米では昔から旅の選択肢

の一つとしてクルーズ文化が培われています。1989年のク

ルーズ元年以降、クルーズ人口は過去20年間ほぼ横ばい状

態が続いていましたが、近年、ようやくクルーズ船が浸透し、

2017年に初めて30万人を突破し、過去最多となっています。

クルーズ船はリピーターが非常に多いと聞きますが、交通

の便の悪い場所でも、乗換え時間を気にせずに船に乗ってい

れば連れて行ってくれ、滞在中の食事やエンターテイメント

も含まれ、さらに海上からしか見ることのできない景色を

朝から夜まで好きな時に楽しめるというのは、非常に魅力的

に思えます。今後、現在の状況が落ち着いた後、これまでと

違ったまた新たなクルーズ船ならではの旅の在り方が見え

てくるかもしれません。私もいつか本書で得た知識を思い出

しながらクルーズ船に乗船できる日が来ることを楽しみに

しています。



令和２年４月で新たに調査役を拝命いたしました中
西と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こ
こでは、これまでの経歴と今考えていることなどを織
り交ぜてご紹介させていただければと思います。

１． 出身は、兵庫県神戸市、神戸製鋼のすぐ近くで生
まれ育ちました。平成７年１月、阪神淡路大震災
の時には、自分の叫び声がかき消されるくらいの
轟音と激しい揺れに見舞われました。被災のその
日に口にしたのはおにぎり一つのみ、電気は１週
間止まったままでしたが、普段何の防災対策をし
てこなかった我が家が生きながらえることができ
たのは幸運だったと、当時を振り返ればそのよう
に感じます。その後、北海道西方沖地震、東日本大
震災や台風・大雨・高潮による災害などが後を絶
ちません。防災・減災に関する知見は積み重ねら
れ、それら知見をどのように現地に着地させ、実
践し、漁村の安全・安心に結び付けていくか、と
いうことが重要と考えています。

２． 水産庁では、実際に漁師の方の家に若手職員を派
遣し、漁業を体験し、寝食を共にする、という研修
があります。私は長崎県対馬の最西南端の豆酘（つ
つ）という場所で定置網や飼付漁、一本釣り漁な
どを体験させていただきました。その中で印象的
なのは「飼付漁」というもので、「ある一定の場所
に毎日餌を投入し続けていれば魚がいつくように
なる」という習性を利用した漁です。魚のつり上
げ自体は一本釣りで行うのですが、リールだと作
業効率が悪いので、「手釣り」で３～４キロあるブ
リ・ヒラマサを一日数十本つり上げ、一日で手が
ボロボロになって二日目以降はテーピングを巻い
て漁に臨んでいたのが印象的です。体力を必要と
する漁業でしたが、それでも大量に漁獲できた時、
対馬沖に沈む夕日を見ながら冷たいリポビタン
Dを流し込んで「今日も一日頑張ったなぁ」とい

う達成感は今でも忘れること
ができません。そのような魅力
いっぱいの漁業が続けていくこ
とができれば、と考えています。

３． 水産庁に職を得て以来、ハード
整備の仕事というより「地域振興系」の業務に携
わった機会が多いような気がします。15年ほど前
に担当したときは地域のイベントに対して補助を
行うと業務でしたが、その後「地域振興」をめぐる
手段は大きく様変わりしました。アドバイザーの
派遣、中核組織の法人化、民間企業との連携…、な
ど、多数のキーワードが挙げられますが、その中
でも「SNSの普及による人とのつながり」が大き
いのではないかと思っています。私も 10年ほど
前からFacebookを始めていますが（最近ほとんど
更新していませんが、）、これの持つMessenger機
能（アプリ？）を使って数十年ぶりとなる同級生
と再会したり、メールだと形式的になりすぎてフ
ランクに聞けない相談ができたり、コミュニケー
ションのツールが大いに変わってきていると思い
ます。加えて、地方での活躍の場を模索する都市
部の若年層にも、地域が SNSで発信される情報が
届いており、移住につながるケースもあり、ある
種「人の心を動かし、さらに行動させる」ツールに
まで発展したのだなぁ、と思う次第です。

　最後に、漁村総研は、漁港・漁場・漁村に関わる
「みんなの研究所」です。そして徹底した現場主義を
掲げる研究所です。昨今の水産業・漁村を取り巻く
厳しい状況はあえて申し述べませんが、皆様の思いを
実現するべく、所員一同、微力を尽くしてまいりたい
と思います。お気軽にお声をかけていただければ幸
いです。
改めて、どうぞよろしくお願いいたします。
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令和2年4月1日付けで総務部事務主任を拝命いた
しました鵜沼陽一朗と申します。よろしくお願いいた
します。
私は東京生まれの、東京育ちです。保育園・小学

校・中学校・高校・大学もすべて東京で、就職も東京
都千代田区霞が関の水産庁と、緑豊かな山々や青々と
した海など大自然とは縁遠く、光化学スモッグ注意報
が毎日発令されるコンクリートジャングルにずっとお
りました。しかし、父親が築地市場で仕事する機会も
あったことから、小さい頃から魚への興味は多分にあ
りました。当時は上野動物園内に水族館があり、祖母
や弟とともに都バスに乗って、パンダを横目に、ずっ
と水族館で魚たちを見ていたほどです。自分で飼うこ
とも大好きで、金魚、メダカ、鯉、熱帯魚をはじめ、フ
ナ、タナゴ、モツゴ、ドジョウ、ナマズにウナギ、今は
規制されていますがブラックバスも当時はペット屋で
買え、500円の大金を払い買って飼ってました。蛇足
ですが、子供の財力では到底買えませんでしたが、そ
の横でウミガメの赤ちゃん達が普通に陳列されていた
のを子供心に強く残っています。また、後楽園球場の
横にあった上州屋（釣具屋）にお年玉を握りしめ、竿
やら仕掛けを吟味し、静岡県の伊豆の海や何も無かっ
た時代の東京のお台場でハゼ釣りにも熱中していまし
た。大学生時代には小型船舶免許も取得し、バス釣り
も楽しんでいました。
諸事情により 10数年で水産庁を退職しましたが、

在職中は、企画法令や調整係、漁船特会の経理等総務
畑が長く、漁港関連では漁港漁場整備部計画課の管理

班で漁港の管理を３年間担当してい
ました。そのとき、東日本大震災が
発生し、管理担当としてどんな震災
対応ができるのか、どんな復旧・復
興をしていけばいいのかを毎日考え
仕事をしていました。そして現在も、
これから何ができるのか、何をするべきかを常に考え
仕事をしていこうと思っております。
また、ずっと東京の霞ヶ関で仕事をしていたわけで
はなく、青森県の津軽半島北東部に位置する外ヶ浜町
に２年間、人事交流で赴任しておりました。陸奥湾で
獲れるトゲクリガニやヒラメに養殖ホタテ、津軽海峡
のイカやマグロ等々に目を輝かせ、漁協の方々や漁師
の皆様と交流できたこと、漁港や漁村の有り様を直に
感じられたことは、仕事する上で、また人生の大きな
財産となりました。
今般のコロナ禍は、生活様式や経済システムに急激
な変化をもたらしています。社会インフラとしての漁
港、生活基盤としての漁村にも、中長期的に影響を与
えていくと考えられます。また気候変動に伴う漁場へ
の影響も日々対応、整備されているところです。この
ような大きな変動と、間近できめ細やかに臨機応変す
るもの、それぞれにしっかり対応するべく、これまで
の業務経験と確固とした職業意識をもって、漁村総研
のビジョンである「海で“暮らす”“働く”“育む”を支
える『みんなの研究所』」の一助を担うべく、精励する
所存にございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（令和２年４月～令和２年８月）

編集後記

東京では7月の長雨と、8月の猛暑、9月に入り残暑と長雨が続きました。コロナウイルスはいまだ収束しない中、当研究所においては、テレワー
クの継続やオンライン会議の機会が増えるようになりました。一方、出張については関係先と調整しつつ、出かける機会も増えています。巷
では、Go Toキャンペーン等が開始され、週末を中心に行楽地の人出が増加し、通勤電車も以前より混むようになり、新しい日常が動きつつ
あります。こうした中で、No.48号が完成しました。執筆頂いた皆様、お忙しい中、ありがとうございました。
今号では、令和2年4月以降の行事等から記事を作成しておりますが、コロナ禍で、人の集まる行事が軒並み中止となっています。学会関

係の講演会や、当研究所で開催する都市漁村交流のシンポジウム等も中止となり、掲載できる記事が例年になく少なくなりました。また、毎
回連載頂いた関先生のインタビューについても、取材先の都合でキャンセルとなり、今号については中止させて頂きました。
これから、冬にかけてインフルエンザの流行とともに、再びコロナウイルスも蔓延するのでは、という懸念もあります。withコロナの生活は、

もうしばらく続くと思いますが、次号が出る来春には、どんな日常になっているのかと思いをめぐらせているこの頃です。  （H.M）

第45回海洋開発シンポジウム（令2.7）　※シンポジウム中止、論文投稿
「水産物の生産・流通機能の早期再開に向けた対策優先度の検討手法に関する研究」
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〒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
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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。

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

この印刷物は、環境に配慮した紙とインクを使用しています。
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■都営地下鉄新宿線「岩本町駅」A5、A4出口…徒歩2分
■東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」4番出口…徒歩3分
■JR線「秋葉原駅」昭和通り口…徒歩6分
■首都高速道路1号線本町ランプ…400m

一般財団法人　漁港漁場漁村総合研究所

活動報告（令和２年４月～令和２年８月）

◎令和2年度第1回くまの灘地区漁港再編整備検討委員会 委員派遣（くまの灘地区漁港再編整備検討委員会）令和2.7.1　　◎積丹町（国の交付金事
業申請に係る助言） 講師派遣 令和2.7.7　　◎令和2年度地下海水を用いた陸上養殖適地調査事業第1回検討委員会 委員派遣（（一社）マリノフォーラ
ム21） 令和2.7.27　　◎第1回鎌倉市腰越漁港指定管理者選定委員会　委員派遣（鎌倉市） 令和2.7.27


