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現場とのコミュニケーションを大切に
水産庁漁港漁場整備部整備課 課長

横山 純

近年、水産業を巡る情勢は大きく変化しています。私

が一人以下、また約 3 割で技術系職員がいないという状

は、前職において北海道開発局で水産課長をさせていた

況であることが分かりました。漁港は単に漁船を安全に

だいていましたが、新型コロナ感染症の蔓延から、それ

停泊させ、漁獲物を陸揚げする役割だけではないことは

まで漁村交流への取組が順調に進んでいた漁村で来訪者

周知のことと思います。特に現在は、漁港というストッ

が激減、また水産物の輸出の減少などから取り扱い単価

クを水産業や地域振興のために有効に活用しようという

の低下など、本当に大変ご苦労されている地元関係者に

動きが加速しています。また施設の老朽化も顕著になり

多く接してきました。それに輪をかけてサンマ、サケ、ス

始めており、こうした取組も待ったなしという状況です。

ルメイカなどの不漁問題です。先の見えない不安から、

こうした事態に、漁港漁場担当者、技術系職員が配置さ

いつまで我慢したら良いのか、さらに大変なことが起こ

れていない中で適切に取り組んでいくことができるので

るのではないか、今まで苦労してきてやっと成果が見え

しょうか。

始めてきたものが失われてしまうのではないか、など多

水産庁では、市町村支援に力を入れております。市町

くの方の心配の声を伺っています。こうした時であるか

村担当者向けの実務の手引きを作り、改良を重ねていま

らこそ、私たちは、現場の皆様からしっかりと声を聞か

す。また事業の円滑な実施に向けて、市町村等が行う場

せてもらい、一緒になって何ができるかを考えていく必

合の発注行為に対する支援制度も漁村総研をはじめ関係

要があります。新型コロナの影響が出始めてから２年近

団体のご協力を得て創設しました。加えて、水産庁整備

くが経過し、今では仕事のやり方もテレワーク、WEB 会

課内に「よろず相談窓口」を開設し、市町村等の担当者が

議という形が浸透してきています。対面で話しをするの

気軽にいつでも相談できるように体制を整えています。

と同じというわけには行きませんが、こうした制約を受

まだまだこれでは足らないと思いますが、皆様にお知

け入れつつ、皆様とのコミュニケーションを大切にして

恵を頂きながら、地域密着型の行政を目指し、しっかり

いきたいと思います。

と取り組んでいこうと思っています。

こうした中で、ある町長さんと話をしました。地元で

繰り返しになりますが、このような時だからこそ、こ

漁協さんとも相談しながらいろいろな取組を考えている

れまで以上に、関係する皆様と一緒になって、水産業、

が、市町村に水産業を担当する専門の方がいないので、

漁村が厳しい状況を乗り越え、希望のある明るい未来の

行政がどういった施策を支援してもらえるか相談しよう

姿を思い描きながら、取り組んでくことが必要です。そ

と思っても限界があるというものでした。これについて

のためには、現場の状況についての意思疎通を図り、自

は、水産基盤整備事業の円滑な実施という面でも課題と

由闊達に議論できる体制づくりが必要と考えていますの

なっています。昨年、水産庁で調査したところ、漁港管理

で、引き続き、ご指導、ご協力のほどよろしくお願い申し

者である市町村において約 5 割で漁港漁場担当者の配置

上げます。
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震災復興 10 年に思う
理事長

髙吉 晋吾

今年 3 月 11 日で東日本大震災の発生から 10 年が経ち

分け合うことになることを知っていたからであり、漁村

ました。発災当時私は水産庁の整備課長でした。膨大な

では「家は小さな村、村は大きな家、家に家風やシキタリ

災害査定や新たに国が行うこととなった漁港等の災害復

があるように、村にも村風や村のシキタリがある」と述

旧代行工事のため、水産庁だけでは職員が不足すること

べられています。車社会、高度情報化社会の今、漁業活動

から、北海道開発局、林野庁、農村振興局に協力を依頼

や漁村の姿は変化しても、漁村の伝統・文化やコミュニ

して職員を派遣してもらいました。代行工事の実施に当

ティの機能が維持されるように工夫し、各漁村の新しい

たっては、2007 年度から国直轄による漁場整備が始まっ

村風やシキタリを作っていくことが大事なのだろうと思

ていましたが、漁港自体の直轄工事の仕組みがなかった

います。

ため、急ぎ漁場整備の応用問題として実施体制・制度を

被災後は、漁港の集約の議論が起きたり、漁村再建の

整えました。もし直轄漁場整備をしていなければ相当な

姿について一から検討が始まりました。漁村再建の前提

困難を伴ったと思います。常に新たな事業・制度を企画

となる海岸堤防については、中央防災会議の専門調査会

していくことの大切さを痛感しました。

で、設計に用いる津波は発生頻度の高い津波を基本とす

さらに、全国の自治体に対し、被災自治体への漁港関

ることとされました。これをもとに各地で海岸堤防の

係技術者の派遣をお願いしました。各自治体ともに本来

高さや位置について議論され、意見集約に長い時間を要

業務に大きな影響が想定される中、多くの職員を派遣し

した地域もありました。南海トラフ始め、近い将来に地

ていただいたことは、今でも感謝しています。また、自治

震・津波発生リスクが高い地域では、高齢化や過疎化の

体職員が様々な業務に忙殺される中、発注者が行う業務

進行も踏まえて、将来の水産業や地域をどうするか、あ

に民間の力を活用する CM（コンストラクション・マネ

らかじめ考えておく必要があることは言うまでもありま

ジメント）の仕組みもこの時初めて知り、整備課職員と

せん。水産業の再開に向けた BCP の策定は進んできまし

一緒に勉強しました。漁村総研も関わった石巻漁港魚市

たが、2 年前の漁村総研のシンポで取り上げた「漁村の事

場整備などに活用されています。

前復興計画」の策定を進めてほしいと思います。
漁村総研では、復旧・復興の過程で、被災状況調査や

次に、漁村地域の復旧・復興について考えてみます。
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低地が災害危険区域とされた地域では、必然的により高

災害査定の支援、衛生管理型荷捌き所や漁業集落の復興、

い場所に住居を再建することになりました。漁村は漁

耐津波設計、漁船の避難計画など様々な業務を行ってき

港を中心に家々が密集している姿をよく目にしますが、

ました。近年の東北地方ではサケ、サンマ等の不漁によ

これが変化して大丈夫かが気になるところです。中には、

り、つくり育てる漁業への転換を目指してサーモン養殖、

高所に移転しても車で漁港に通うのでそれほど不便はな

漁港水域を利用したウニの増養殖など新たな取り組みが

いという声も聞かれるようです。漁村研究者の地井昭夫

始まっていますが、こういった新しい調査や試験にも私

先生は、漁師が海に向かって集住するのは、このような

たちは参加しています。これからも地域との絆を保って

形で軒を並べることが、海の幸をもっとも豊かに平等に

いきたいと思います。
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ヤリイカの資源動向と繁殖生態、
その資源増大のための漁場整備に向けて
（一財）函館国際水産・海洋都市推進機構
函館頭足類科学研究所所長（北海道大学名誉教授）

桜井 泰憲

1950 年 10 月、岐阜・高山生まれ。1973 年北海道大学大学院水産学部卒、同大学院を経て、1983 年より青森県営浅虫水族館勤務。
1987 年より北海道大学水産学部勤務、2015 年 3 月 31 日に特任教授を退職。専門は、海洋生態学、水産海洋学。浮き魚類、タラ類、イカ・
タコ類の繁殖生態と気候変化に応答する海洋生物の資源変動機構に関する研究。

１．はじめに

（岩手県〜千葉県）、中部（静岡県以西の本州）
、」および南

ヤリイカ（Heterololigo (Loligo) bleekeri）は、水産資源とし

部（四国・九州）に海域区分されている（図 1）。関東以

て重要なイカ類である。分類学的には、軟体動物の頭足

南の太平洋側では生息域は次第に深くなり、産卵も大陸

類（ Cephalopoda ）に属しており、ヤリイカは閉眼類（眼

棚上の底層の低水温域である。一方、それ以外の海域で

に薄い膜がある）、スルメイカは開眼類に分類されてい

は沿岸でふ化した幼生は、幼イカに成長するまで藻場で

る。ヤリイカ類には、ケンサキイカ（Uroteuthis (Photololigo)

生活し、次第に大陸棚海域へと浅深移動して索餌・成長

edulis）
、ジンドウイカ（Loliolus (Loligo) japonica）、アオリイ

する。そのため、スルメイカのような大回遊はせず、成

カ（Sepioteuthis lessoniana）が含まれている。ヤリイカの仲

熟後は再び沿岸へと回遊して産卵する地方系群を形成し

間は世界で 40 種ほどが知られ、いずれもスルメイカ類よ

ている（図 2）
。ただし、地方系群間での遺伝的分化は認

り高価で扱われている。スルメイカは、1998 年以降 TAC

められていないことから、各地方系群間での交流がある

対象種として「資源管理目標案等を提示した資源評価の

と推定されている

1, 2)

。

対象魚種系群」となっている。ヤリイカはケンサキイカ
とともに、2020 年に「資源管理目標案等を提示してい
ない資源評価の対象魚種系群」に追加指定され、太平洋
系群と対馬暖流系群の資源評価が開始している（ http://

abchan.fra.go.jp/ ）。
本寄稿では、ヤリイカの生態、その資源の動向をレ
ビューし、著者らが 1990 年代からのヤリイカの飼育実
験の成果（産卵、卵発生、ふ化幼生に至る繁殖生態、産卵
時の雌雄の行動特性、人工産卵基質の選択制など）と、こ
れらの成果をもとにヤリイカの資源増大に向けた漁場整
備の在り方について紹介する。

２．生活史、分布・回遊と漁獲動向
寿命が 1 年のヤリイカは日本周辺海域から朝鮮半島沿
岸に生息し、北日本では主に産卵のために沿岸に来遊し

図1

ヤリイカの分布と系群

＊資源評価報告書（ヤリイカ，http://abchan.fra.go.jp/）をもとに作成

た親イカが漁獲されている。2020 年から
開始したヤリイカの資源評価では、対馬暖
流系群は、大きく日本海の能登半島より西
部海域と北部海域の2群に区分されている。
ただし、青森県の主に日本海沿岸で産卵す
る冬・春生まれ群は、索餌・成長期の生息
域が津軽海峡から岩手以北の太平洋沿岸ま
で広がっていることから、資源評価では対
馬暖流（北部）系群として扱われている。
また、この群は、春から初夏にかけて北海
道日本海沿岸に沿って産卵群は次第に北上
し、一部はオホーツク海沿岸の漁港内で産
卵した年もある。一方、太平洋系群は北部

図２

ヤリイカの生活史の概要
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ヤリイカの漁獲量が最も多いのが青森県、次いで北海

前から雌に交接を行う。このときは雌の口の近くにある

道（道南地方）で、もっとも資源水準が高い群れは、日本

貯精嚢の近くに精莢を受け渡す。これを、頭と頭が向か

海北部を中心に分布する対馬暖流（北部）系群である。こ
の群は、ヤリイカ分布の北限に位置し、北海道南部と青
森県津軽半島の津軽海峡から日本海では、冬から春に漁
獲され、この時期は冬と春の産卵群が接岸して産卵する
時期と一致している。この群の索餌・産卵回遊の想定図
3)

と主な産卵場を図 3 に示した 。ヤリイカの漁獲量に関
して、能登半島以西から対馬海峡に生息する対馬暖流（西
部）系群は、1988 / 89 年の寒冷から温暖レジーム期への
シフトを境として、西部 2 そうびきによる漁獲量は 5 千
トン以上から数百トンレベルに極端に漁獲が減少してい
る（図 4）
。一方、対馬暖流（北部）系群は、この西部系群
と独立した漁獲の年変化を示し、1980 年代の寒冷レジー
ム期には千トン以下に減少したが、1990 年代以降は 2 千
トンレベルで推移していたが、近年は千トンから 2 千トン
の範囲で年変動が大きくなっている（図 5）
。

図３ ヤリイカ対馬暖流（北部）系群（冬・春産卵群）の索餌・産卵
回遊の想定図と主な産卵場（伊藤, 2007）

一方、太平洋系群の中部・西部海域
では 1990 年代以降の温暖レジーム期に
漁獲量が急激に減少しているが、北部
海域の房総半島以北〜岩手県沿岸では、

1990 年以降は千トン〜 4 千トンの間で
年変動している（図 6）
。以上のことか
ら、1990 年代以降は年変動がありなが
らも漁獲量が多い対馬暖流（北部）系
群、太平洋（北部）系群のヤリイカは沿
岸漁業でも重要となっており、資源予測
と資源管理、さらには資源培養に向けた
漁場整備や高鮮度流通などへの関心が
高まっている。

図４ 日本海西部海域における漁獲量の推移（1975〜2019年）
山口県ならびに島根県（1990 〜 2019 年）
，鳥取県〜福井県（1990 〜 2019 年）および西部 2 そう
びきの漁獲量と有効漁獲努力量（1975 〜 2019 年）を示す。資源評価報告書（ヤリイカ，http://
abchan.fra.go.jp/）より引用

３．30 年間の飼育研究からの知見
の活用
著者らは、イカ類の繁殖生態解明の
一環として、ヤリイカの産卵、卵発生、
ふ化幼生に至る繁殖生態、産卵時の雌
雄の行動特性、人工産卵基質の選択制
に関する研究を行ってきた。そこで、
資源増大に関わる飼育実験からの知見
の概要を紹介する。

3 . 1 ヤリイカの繁殖行動
ヤリイカの産卵に至るまでの一連の
繁殖行動を紹介する

4, 5, 6)

（図 7）
。雄は

雌よりも早く性成熟し、雌が成熟する

図５ 日本海北部海域における漁獲量の推移（1975〜2019年）
青森県（1975 〜 2019 年）と青森県を除く北部海域（北海道および秋田県〜石川県，1990 〜 2019
年）を示す。資源評価報告書（ヤリイカ，http://abchan.fra.go.jp/）より引用

5
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能性を見出している。ペアになった雄は、雌を下側から
抱きかかえ、精莢を握った交接腕をメスの外套膜に挿入
し、輸卵管の口の中に精莢の束を渡す

5, 8)

（図 8）
。この

交接は、雄と雌の体が平行な体勢で行うことから、male-

parallel 交接と呼ばれている。一方、雌とほぼ同じサイズ
の小型雄は、交接中のペアに割り込んで head to head 交
接で貯精嚢の近くに精莢を渡す。このような雄はスニー
カーと呼ばれる。雌はこれら複数のオスの精子を使って
卵を受精させていることは卵のう内の数十個の受精卵の
図６ 太平洋系群（北部海域，および中部・南部海域）の漁獲量の
推移（1975〜2019年）
資源評価報告書（ヤリイカ，http://abchan.fra.go.jp/）より引用

遺伝的な父性解析でも明らかになっており

1, 2)

、遺伝的多

様性を維持するうえで重要と考えられる。なお、冬産卵
群では、大型雄が胴長 40 cm を超えることがあるが、春
産卵群では、雌雄のサイズがほぼ同じになっている。

図７ ヤリイカの繁殖行動（各行動については, 本文中に記載,
Iwata, 2005）

図８ ヤリイカ雄（大型雄とスニーカー雄）の交接様式と雌の精子
貯蔵部位（Iwata他, 2005, 2011）

い合うような体勢で交接することから head to head 交接
と呼んでいる。その後、雌が成熟すると、産卵のために沿

3 . 2 産卵する場所の選択制

岸の産卵場へと回遊する。産卵場では、雄は雌を獲得す

ヤリイカ類の中で、岩礁域の岩棚や人工産卵礁の壁面

るため、雄同士で闘争する際、雄は体の側面に体色変化

に卵のうを産み付けるのは、著者が知る限りヤリイカだ

でラインを示して見せあう。次に 2 匹の雄は鰭（ミミ）の

けである。日本のジンドウイカを含む多くのヤリイカ類

先端をそろえ平行に並び鰭を合わせて泳ぐ fin beating と

は砂泥海底に卵のうの基部を埋め込み、まるで房状の白

いう競争をし、さらに闘争がエスカレートすると、追跡し

くて細いサボテンのようになっている。それでは、ヤリイ

たり、突進し掴みかかったりする威嚇・攻撃行動を行う。

カはどのように産卵基質を選択して卵のうを産み付けて

この時のディスプレイでは、体サイズを強調するような

いるのか、大型水槽で調べた結果の概要を紹介する 。

7)

体色模様や、先端をそろえて泳ぐ行動から、雄はサイズ比

前述の大型水槽内に 2 段組みの人工産卵礁を設置し

べをしていると考えられる。雌に対しては体側に黒いラ

た（図 9A）
。各段の上面にはパネルを配置した。その結

インを作って求愛する。

果、卵のうは下段のパネルの下面にのみ付着していた（図

最近になって、函館市国際水産・海洋総合研究セン

9B）
。こうした飼育実験は 3 段組、5 段組でも行ったが、

ター内に設置されている約 150 トンの大型水槽内でのヤ

いずれの場合も最下段のパネルの下面に卵のうが集中し

リイカの繁殖行動の観察から、産卵礁をめぐる雄同士の

た。この結果は、人工産卵礁の設計に際して、多くの段組

戦いによって優位な雄がそのエリアを縄張りとして雌を

みをしたとしても、下段以外の上部の段構造は産卵誘導

7)

誘導することが明らかとなった 。つまり、実際の産卵

と卵のう付着には効果が少ない可能性がある。つまり、よ

場でも産卵のための岩礁や人工産卵礁には、必ず優位な

りシンプルで砂泥などの海底に沈みこまない形状の角形

雄が縄張りを形成すること、ただし優位雄は 4 〜 5 日で

コンクリートブロックなどに、海底への沈み込みを考慮

死亡して、次の優位雄が占拠し、これが繰り返される可

して、下層に 2 面程度の産卵用パネルを取り付けるだけの

特別寄稿

Vol. 50

低く、この間、接岸して漁獲されるヤリイカは激減してい
る。その後、1990 年代になって 6 〜 7 ℃以上になると漁
獲量が増加している。一方、産卵した卵のう中の卵の発
生は、7 ℃で約 150 日、9 ℃で約 100 日、11 ℃で約 60 日と
環境水温が高いほどふ化が早まる。ただし、6 ℃では、発
生卵は卵のう中からふ化できず、5 ℃では発生途中で死亡
する

12 , 13 )

。

以上のことから、ヤリイカの産卵活性と卵発生とも6℃
から 7 ℃が限界最低水温であることが判る。なお、上限
水温は約 15 ℃と推定される。この水温条件は、ヤリイカ
図９ 実験水槽の俯瞰図（水深3m, 水量150トン）
（左上）および
人工産卵礁（左下）
，並び産卵礁の下段の上面パネル（右上）
に産卵された卵のう（右下, 時岡, 2018）

の人工産卵礁などの設置による漁場整備の際には、重要
な環境条件と言える。一般に、北日本のヤリイカの産卵
場は水深50m以浅の沿岸岩礁域であり、地域によっては、
冬〜春の間に沿岸水温が 6 ℃以下になることが多ければ、

構造が有効と考えられる。なお、ヤリイカが産卵基質とし

人工魚礁の設置による漁場整備の効果は得られないこと

て岩礁の岩棚などを選択する要因として、ふ化までに数

になる。

か月間もかかり、この間に潮通しが良く、太陽光を避けて
藻類の付着繁茂を防ぐ場所をヤリイカが能動的に選択し
ている。ヤリイカの人工魚礁設置による漁場整備の際に

４．海洋環境変化に順応したヤリイカの漁場整備に
向けて
日本海では、能登半島以西の対馬暖流（西部）系群は、

は、このような環境条件を考慮する必要がある。

3 . 3 産卵行動と卵発生に対する低水温の影響
北日本のヤリイカの繁殖期は 12 〜 6 月にわたり、ヤリ
イカは水温が下降する 12 〜 2 月には南下し、水温が上昇
する 3 〜 6 月には北上することが知られている。また、

1988 / 89 年の寒冷から温暖レジーム期へのシフトを境と
して、漁獲量は数百トンレベルにまで激減している。一
方、対馬暖流（北部）系群は、近年でも千トンから 2 千トン
の範囲で漁獲されている。関東以南の太平洋系群では、

このような繁殖期の移動様式から、ヤリイカの産卵適水

1990 年代以降の温暖レジーム期に漁獲量が急激に減少し

温は 7 〜 15 ℃であると推定されている。北海道沿岸海域

ており、この状況からの復活の可能性は非常に少ないと

は、ヤリイカの分布の北限に位置し、水温は冬期に 7 ℃

判断される。これに対して、北部海域の房総半島以北〜

以下になる。そのため、当海域ではヤリイカの産卵場は

岩手県沿岸では、1990 年以降は千トン〜 4 千トンの間で

沿岸水温によって移動するため、低水温が
沿岸への来遊量と漁獲量に強く影響すると
考えられる。
産卵時のヤリイカを低水温下で飼育した
飼育実験では、6 ℃で産卵は可能であるが、
数日間行動が抑制されること、行動活性は

7 ℃以上の水温で活発になり、雌の行動活性
は雄に 1 〜 2 日遅れて活発になることが明ら
かとなっている

9 , 10 )

。また、漁獲量と水温の

関係と飼育実験の結果から、ヤリイカの繁殖
には、6 ℃台が移行水温、7 ℃以上が好適水
温であると推定している。これを裏付ける事
例として、1980 年から 1999 年の間の、北海
道松前沿岸でのヤリイカ漁獲量と冬〜春の
11 )

。
間の沿岸水温との関係を示した （図 10）

1984 年から 1989 年の最低水温は 5 〜 6 ℃と

図10 1980-1998年の間における北海道松前沿岸での漁期中（11月ｰ5月）の沿岸
水温（水深5m）とヤリイカ漁獲量との関係（桜井，2004）

7

8
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漁獲が続いている。加えて、対馬暖流（北部）系群は、津

周辺の藻場環境のマッピングなどの試験事業へと展開す

軽海峡を経て太平洋沿岸にも生息域を広げている。

る必要がある。

最近は、親潮第一分枝の岩手県沿岸への接岸が弱まり、

本寄稿で紹介した研究成果の一部は、
（一財）漁港漁場

ヤリイカ産卵群は下北半島から岩手県沿岸まで南下可能

漁村総合研究所の調査事業と共同研究の支援を受けてお

となっている（図 11）
。さらに、2021 年春には、下北半

り、ここに厚くお礼申し上げます。

島沿岸域でのヤリイカ親魚の定置網による漁獲が 6 月ま
で続き、沿岸での産卵も確認されている。図 11 に示す
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温は、2015 年以前であれば 6 ℃以下となっており、親潮
の青森・岩手沿岸への接岸によって、太平洋側で摂餌・
成長したヤリイカは津軽海峡を経て日本海沿岸域の産卵
場に回遊するか、岩手以南へと南下回遊していたと推定
される。ところが、2020 年、2021 年 3 月上旬の青森・岩
手沿岸の水温は 6 ℃以上で、明らかに太平洋沿岸での産
卵が可能となっている。ただし、このような年が今後も
続くかは不明であるが、日本周辺の海水温の右肩上がり
の上昇傾向は継続する可能性が高い。
以上のことから、かつての日本海と太平洋沿岸のヤリ
イカの産卵場を含む生息域の中心は、西日本沿岸域の海
水温の上昇、親潮の南下勢力の弱まりなどによって、次
第に北偏しつつあると考えられる。しかも、青森・岩手
沿岸では太平洋系群と対馬暖流系群の交流を妨げる親潮
の接岸が弱くなっており、こうした海域での新たな生息
域の重複と産卵場の形成が今後も起きる可能性が高い。
ヤリイカの人工魚礁設置による産卵資源の確保と加入資
源の増加を促し、近接する沿岸域の幼イカ期の育成場で
ある藻場造成を計画実施する場合には、6 〜 7 ℃を境と
する冬〜春の沿岸水温のモニタリングが不可欠である。
加えて、この水温が確保されている沿岸域の岩礁域での
産卵が確認できた場合には、試験的人工産卵礁の設置、

図11 2003年以降の3月上旬の北日本周辺海域の沿岸水温の比較（気象庁「海洋の健康診断表」より）
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東日本大震災津波から 10 年を振り返って
〜激動の平成 23 年の話を中心に〜
（一社）岩手県漁港漁村協会専務理事

大村 益男

1955 年岩手県生まれ。1978 年岩手大学工学部卒業、同年 4 月に岩手県入庁。2008 年 4 月より農林水産部水産振興課技術主幹兼振興担
当課長、2009 年 4 月より久慈地方振興局水産部長、2011 年 4 月より農林水産部漁港漁村課総括課長、2013 年 4 月より農林水産部水産
担当技監兼漁港漁村課総括課長を歴任し、2015 年 3 月退職。同年 6 月より（一社）岩手県漁港漁村協会専務理事。

１．はじめに

いました。幸いロッカー、書棚類は数日前に転倒防止器

平成 23 年 3 月 11 日（金）に発生した東日本大震災津

具を備えていたので転倒はありませんでした。これは絶

波から 10 年半が経過しました。その時の体験・経験を

対津波が来ると確信しましたが、気象庁からは 3 メート

思い起こしながら、私はどのように感じ、どのように心

ルとの予報があり、この地震でこれ位の津波なのかと不

で思っていたのか、そして私の愚かさなどオブラートに

思議な感じがしておりました。

包まずリアルに記述してみようと思いました。読者の皆

職員の安否確認は内示日の関係で、全員無事が速やか

様には、大災害の出来事について、これは役立つ情報と

に確認されましたが、海辺の漁協で協議していた一人だ

思っていただけるか、このような失敗はしないようにし

け、公用車で高台に避難したとの連絡が携帯電話に入っ

なければとか、少しでも参考となれば幸いです。

たので、海の近くも通る国道を利用して合同庁舎まで戻

大震災時は岩手県の県北沿岸の久慈市にある出先機関

るのも危険なので待機するように指示したものの、その

の水産部で勤務しておりました。3 月 11 日は新年度の定

後、携帯電話が不通となり連絡は遮断されました。幸い

期人事異動内示の日で、私は、9 時に県庁農林水産部漁

にも、その日の夜に合同庁舎に戻ってくることができて、

港漁村課総括課長への内示を受けたところでした。その

職員全員がホッとしたものでした。

後、4 月 1 日に県庁に赴任して平成 27 年 3 月 31 日に退職

地震が収まってからは、停電、断水等インフラが不通

するまでの 4 年間、災害復旧業務の陣頭指揮を執ったこ

となりましたが、合同庁舎では非常用発電設備があり、

とになります。思い入れの強いこの 4 年間を中心に振り

テレビを見ることはできました。その映像は俄かに信じ

返ってみます。

がたく、現実ではないのではないかとさえ思われました。

なお、資料関係は、県農林水産部漁港漁村課所管の資料
で公となっているものを了解のもと使用しております。

津波の予報は 3 メートルから 6 メートルとなり、最後は

10 メートルを超える大津波警報と切り替わりましたが、
住民の方々は防災無線等も破壊されており、この情報を

２．大震災の前触れ

聞いていないとのことで、車を運転中の方はラジオで聞

平成 23 年 3 月 9 日（水）三陸沖を震源とした地震が発

いたようです。さて、岩手県の南の海岸から津波が到達

生、最大震度は 5 弱、岩手県の沿岸域は震度 4 で津波注意

して、いよいよ岩手県北の地域に迫ってきました。水産

報発令、岩手県で最大 55 センチの津波が観測されました

部は 6 階にあるので付近を見渡すことができますが、河

「前震でなければいいけどね。」と皆が軽口、冗談を言い

川敷を散歩している人がいるなど情報を知らない方々は

合っていたものでした。
「結構揺れても津波注意報が発

切迫感がないのです。3 メートルの予報しか聞いていな

令されてもこの程度では、誰も信じなくなるね。狼少年

いので、ここなら安全と思っていたのでしょう。消防分

にならなければ良いよね。」と話していたところ、この 2

団の方々が危険を知らせ逃げるよう声を張り上げており

日後に大地震と大津波が襲来するとは、その当時は全く

ました。テレビでは、岩手県沿岸の中央より南側に位置

想像もしていませんでした。

する釜石漁港付近のライブ映像が始まっており、巨大津
波が漁船等を陸上に打ち上げるなど、映画の世界か悪夢

３．大震災直後の状況（出先の水産部長での経験）

としか思えませんでした。そして間もなく久慈地域にも

内示の日であったことから、職員には禁足令ではあり

津波が襲ってくることを覚悟しました。久慈の港では、

ませんが現場（海域）には行かないように指示しており、

次々漁船の沖出しが始まっており、これもテレビでのラ

内示後の午後には、数人が漁協への打ち合わせのため外

イブ映像が映し出され、既に津波が到達しており操船が

出しておりました。運命の大地震は突然始まりました。

難しい中、防波堤の港口から脱出できた漁船もありまし

所謂、立っていられない位の強い揺れに襲われたのです

たが、不幸にも津波に呑まれた漁船もありました。やが

が、揺れが弱くなりかけたと思った瞬間、さらに物凄い

て、外は真っ暗闇となり明かりがあるのは、ここ合同庁

揺れに襲われ、私の脇のホワイトボードが落下したので、

舎のみとなり避難所に指定されてはいないものの、付近

大声で「出口確保のためドアを開けろ」と怒鳴ってしま

の住民が明かりを頼りに逃げ込んできた人達もいまし
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た。急遽、6 階の大会議室に段ボールを敷いて一夜を明

河川を遡上した津波により家屋や人的被害もあり大変な

かす避難所としたのでした。我々水産部職員は、3 月は

状況となっておりました。ここでは、車で避難中に渋滞と

まだまだ寒い時期でもあり全員防寒着を着て机の下に潜

なり津波に呑みこまれた被害もありました。河川に沿っ

り込んで、一夜を明かすことになりました。ここで一番

た住宅街の被害箇所では自衛隊が人力により行方不明者

困ったことは情報が全くない、全く情報を得ることがで

の捜索にあたっており、地方ならではと思いますが誰が

きないことでした。携帯電話が繋がらないことの不便さ

住んでいていたかは直ぐにわかり不明者の数もわかって

が分かりました。ここで私事ですが、私は内陸の盛岡市

いたので、全員のご遺体が発見されたことに伴い、大型重

に妻子を残しての単身赴任でしたので、私の無事を伝え

機を入れて瓦礫処理が迅速に行われたのでした。

ることと妻子の安否確認をしたかったのですが、全く繋

数日が過ぎましたが、県庁の対策本部も混乱状態であ

がりません。ところが、札幌に居る長男とは繋がり、盛

り、そもそも、情報収集ができていないので、次の対策を

岡に居る妻とも札幌は繋がることが分かり、札幌が中継

打ち出そうにもできない状況であったと思います。現場

となりお互いの確認が取れたのでした。

からは現地調査するにあたって、粉塵用マスクを希望し

一夜明けて、まず、昨夜から何も食べてないので、若い

ましたが、なかなか届かず、大型の衛星電話が 1 台届き

職員達にお金を渡して近くのコンビニで食料を買ってく

ましたが役には立ちませんでした。管轄内の状況は概ね

ように指示して待っていたところ、買ってきたのは何と

把握できましたが、テレビなどからの情報では、被害が

クッキーとポッキーだけ。コンビニ内の食料品が空っぽ

大きく、また全く情報が伝わってこない管轄外の久慈地

という状態であったとのことで、他のお店も缶詰やパン、

域以南の状況を把握できないかと思い、公用車で向かう

そして停電用のローソクが真っ先になくなったとのこと

こととしました。隣の管轄にある田野畑村の第 4 種島の

でした。ポッキーを食べながら被害状況を調査する方法

越漁港では信じられない状況が待ち受けておりました。

など今後の方針を検討することにしました。兎に角、現

漁港内は破壊しつくされ自動車が泊地に沈んでいる状況

場を見なければ始まらないと思い、公用車を車庫から出

でしたが、漁港背後を見ると三陸鉄道の高架橋の橋台が

そうとしたら、地震により車庫が壊れており車庫内の公

破壊されており津波の凄まじさがわかりました。目的地

用車は全て使えないことが判明しました。幸いにも、合

はさらに南の宮古市（旧田老町）なので車を進め、町が眼

同庁舎前に青空駐車していた水産部の公用車が１台あ

下に迫ったときは茫然となりました。町中何もかも破壊

り、まず、これを活用して一番近くの漁港に向かい被害調

されておりました。道路が瓦礫で塞がっているので、探

査を行いました。何と防波堤の上に漁船が乗りあげ、泊

索はできませんが、防潮堤から遥か遠くにある山際にあ

地は瓦礫で埋め尽くされ、水産加工場は爆破されたかの

る家屋も無残に破壊されておりました。しかしながら、

ように破壊された惨状でした。これでも、震源からは遠く

海からの距離に関係なく所々に壊れないで残っている家

津波の威力も久慈市以南に位置する地域よりは弱いだろ

屋があるのです。これらの家屋に共通することは土台が

うという判断はできました。依然、テレビからの情報が頼

1 m 程度、周りより盛土したところに建ててありました。

りで盛岡市にある本庁や管轄の市町村とも情報交換がで

越波した後の水位は、低いところから高いところへ向

きない状態でした。ふと考えたことは、我々も被災者では

かっていることが分かり、逃げる際は「より高く」が、
「よ

ないのか、今までは被災者を何とかしなければならない

り遠く」へよりも優先されるべきであると感じとりまし

とだけ考えていたが、我々も食べるものがないではない

た。暗くなる前に合同庁舎に戻り各方面へ報告しました

か、と。そこで、自衛隊に連絡して、おにぎりをお願いし

が、この惨状を復旧するのに、どこから手を付けてどう

たのでした。何とおにぎりの美味しいこと。ポッキーが

すれば最善かを考えておりました。

不味いと言っているのではありませんが。腹ごしらえを

ここで、田老町での後日談を 2 つほど紹介します。1 つ

して管轄内の漁港へ行こうとすると、今度は公用車が食

目は、漁協の職員が暫くして山手のほうに走って逃げだ

べものを欲してきて、つまりガソリンが欲しいと。今度

したのですが、ふと漁協に参事が一人残っていることを

はガソリンが入荷してこないという事態が発生している

思い出して、漁協に戻った直後に大津波に襲われたとの

ことが判明したのでした。予期せぬことが次々起こりま

ことで、あのまま逃げていれば津波に呑まれて此処には

す。幸い市役所の手配によって、公用車へ優先的にガソ

居なかったというもの。2 つ目は、防潮堤を越えた津波

リンを入れていただけることとなりましたが、一般車へ

の逃げ場がなく、一時的に堤内地がプールになり、津波

の供給は不足したままでタンクローリ車が来ると後を付

に呑まれた人が瓦礫をよけながら泳いで助かったという

けて何処のガソリンスタンドに向かったのかを確認する

もので、他地域では引き波が強く家屋ごと海の方へ流さ

という状況でした。久慈市から南に位置する野田村では

れていく映像が残っております。これらの例からも、
「よ
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り遠く」よりは、
「より高く」が優先であり、防潮堤が引
き波を弱めたことが推察されます。
ここまでが、津波現場での体験です。
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私のところに、岩手県漁港建設協会の当時の佐藤一男
会長（故人）さんが訪ねて、
「会社の存続を諦めようと考
えている」との弱気の話だったので、
「頼りにしているの
で何とか漁港を復旧させてほしい。災害協定があるので、
今すぐにでも指示書を出すので復旧に力を貸してほし
い」と懇願したところ、
「わかった、頑張ってみる」と言っ
て、現地に戻られました。後で分かったのですが、面会後
早速中古の起重機船等を購入すべく手配したとのことで
した。水産庁からは、応急工事を認めるとの話を伺って
いたので、特に、漁港泊地を埋め尽くした瓦礫の撤去を優
先すべく準備をしていたのですが、地元建設業者も被災
者であり簡単には事が進まないのでありました。辛くも
津波から逃れて沖出していた漁船が、海上に流出・堆積
している瓦礫のため漁港に戻れない状況もありました。

写真1

田老町漁協から見た黒い津波が防潮堤を越波する状況

私の思いは、未曾有の大災害なので「復旧は災害査定
なしでできる」と本気で思ってましたが、そう甘くはな
く、いつもと同じように被害額を確定させる必要があり
ます。職員の不休の努力により 111 漁港のうち 108 漁港
で壊滅的な被害を受けたこと、漁船や漁具、共同利用施
設、背後の漁業集落も甚大な被害を受けたことなどが判
明し、その被害額がまとまりました。

写真2

田老漁港の堤外地から魚市場方面を見た状況
（この奥にも防潮堤があり背後に町が形成されていた）

４．県課長としての初動対応

4 月 1 日（金）県庁漁港漁村課に出勤し、対応を協議す
写真3

ることとしました。
県庁対策本部には水産庁から吉塚さん（現水産土木建

表1 被害額一覧表

設技術センター理事長）が詰めており、ヘリコプターか
区 分

ら見た岩手県沿岸の情報を得ました。

結成しました。直前まで被災現場に勤務していたので、

産業被害

現地では、ご遺体搬出のほか人道支援を第一に行ってお
り、被災直後の調査は一定程度進んでいたものの海岸保
全施設の調査まで手が回らず被害状況を把握することは
困難であると考えたからです。幸いにも、職員一同も同
じ意見であり、土日、ゴールデンウイークはないものと
思って活動するよう指示を出しました。朝、
「盛岡から
弁当を買って公用車で現地に向かい、夕方には県庁に戻
る」を繰返しながら、被害調査を行ったことになります。

被害額
農業

早速、被害状況を把握する必要があり県庁スタッフを

2 班に分けて、海岸保全施設（防潮堤等）の現地調査隊を

崎浜漁港泊地の瓦礫の状況

公共土木施設
被害

林業

296 億円

水産業、漁港

5,649 億円

商工業

1,335 億円

観光業
（宿泊施設）

326 億円

河川、海岸、
道路施設等

1,723 億円

公園施設

405 億円

港湾関係施設

445 億円

教育施設被害

学校等

334 億円

その他
公園等被害

公園等

19 億円

合

計

備 考

688 億円

1 兆 1,220 億円

漁港 4,527 億円
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水産・漁港の被害額は約 5 千 6 百億円で岩手県全体の

この大切な命（漁船）を守るのが漁港の役割である。そ

被害額約1兆1千億円の約半分を占めることとなりました。

して、前浜に漁場がある。この 3 点セット（漁船、漁港、

私は現場調査に時々同行する傍ら、専らマスコミ対応

漁場）があることによって、漁業者が生活することがで

と来客対応に追われておりました。特にマスコミは地元

きて、漁村が成り立ってきているのである。沿岸地域は、

社ではなく、地元社の応援ということで遠くは関西方面

水産業が基幹産業であることは言うを待たない訳で、漁

からも取材がきており、岩手のことは地理さえも分から

港を復旧しなければ、漁業が成り立たず漁村が衰退する

ない位ですから、只でさえ、忙しいのに説明する方はイ

どころか消滅して、地域社会が成り立たなくなることは

ライラが募ります。防波堤と防潮堤の違いも分からず、

必定である。港湾みたいに大物流のため集約大規模化す

説明しても理解しようとすらしない態度で、いろいろ話

ることは効率が良く、コスト削減になるという考え方も

していると、瓦礫処理が遅いことをターゲットにしてい

ありますが、そこに暮らし・集落・漁村と一体となって

ることは明白でありました。また、私から言わせれば似

いる地域では話が違うということを理解することが大切

非学者で、自分の考えだけを押し通して復旧・復興のあ

と考えております。
「漁村潰すには刃物は要らぬ。漁港を

り方を主張する人、更には、詐欺師で 100 億円持ってい

無くせばよい！」と言うことです。車社会だから離れた

るので有効に使いたいから融資するとか、様々な訪問者

漁港に自動車で通えば良いとの意見がありました。
「で

が来るのでした。そのような中でも、首相、大臣、副大臣

は、あなたが 1 , 000 万円のベンツを所有していて、自宅

などの重要な視察団への対応がありますので、行程案の

に駐車場がなく離れた河川敷に駐車することになった場

作成、被害写真や関連資料作成など吟味しなければなり

合、泥棒の心配のほか、大雨や台風の際、どんな気持ちに

ません。水産庁からは、その同行者として橋本さん（現

なりますか。自宅から見えない青空駐車のベンツが心配

全国漁港漁場協会長）
、髙吉さん（現漁港漁場漁村総合研

で心配で。小型の漁船でもフル装備で 1 , 000 万円はしま

究所理事長）
、岡さん（現全日本漁港建設協会長）が来ら

す。想像してみてください、イマジンです」と。

れて、大変お世話になりました。特に、国会議員団を花

岩手は全て漁港を復旧するとの情報が流れ、マスコミ

巻空港でお出迎えしたときのことは鮮明に覚えており、

から取材攻撃が始まりました。東京の大手新聞社からは、

議員団が下りてくる前に、内閣府と書かれた作業服の

「それって、方針ではないですよね。壊れたから、ただ直

方々が急ぎ長靴を持って降りてきて弁当とともに大型バ

しますってことだけですよね。」と馬鹿にした電話。説明

スに運んでいる姿を見ていました。続いて議員団の方々

する気力もなくなり、受話器を置きました。ガシャ。

が降りてきたので、一人一人にご挨拶をしながらバスの

今度は、ウオールストリートジャーナルの記者が通

方へ誘導していたところ、なんと最後に降りてきたのが、

訳を伴い、県庁に来ました。被害状況や被害額など通

水産庁の橋本漁港漁場整備部長（当時）で長靴を履いた

訳を介して進めておりましたが、水産業や漁港の専門用

姿でありました。東京から長靴を履いてくるとは、被災

語を通訳できているのか心配でしたが、
「結局、全ての漁

地が分かっている流石と思いました。

港を復旧する方針について聞きたいから来たんでしょ。」

次に勃発したのは、漁港の復旧に関しては集約化すべ

と構えておりました。案の定、この質問が来ましたので、

きとの議論でした。私は被災者が仮設住宅も無く、体育

待ってましたと、一気呵成に持論を交えて答えました。

館等で暮らしている姿を目の当たりにしてきておりまし

暫く沈黙後、財源の見通しはありますか、との質問。
「国

た。親、兄弟、親戚等を亡くし、失意のどん底にいる漁

庫負担法があるので大丈夫。」と自信をもって答えまし

業者に対して、勇気と希望、つまり未来に向かって進め

た。最後、
「幸運を祈る。」と言われ、握手して別れました

るよう、一刻も早く働く場である漁港を復旧しようと考

が、記事になったかどうかはわかりません。

えておりました。むろん全ての漁港の完全復旧を。辛い

さて、いよいよ、災害査定の準備をしなければなりま

ことがあったけれど漁港が早期に復旧することがわかれ

せん。災害査定は原則、年内に終了しなければなりま

ば、漁業者自らが動き出し、躊躇なく漁船や漁具の手配

せん。そこで、職員を集めて災害査定を年内に終了する

などを行うことができ、水産業の再開が可能となり、皆

方針を伝え、早速、副知事協議に入りました。副知事から

で協力してまちづくりを頑張り再出発するであろうと予

は「漁港全てを復旧すること、災害査定は年内に終了す

想できるからであります。以下に、持論を述べます。

ることの了解」を受けて、漁港漁村課に戻ってきたので

漁業者にとっては、漁船が最も大切なものです。命の

すが、職員からは、
「査定件数は約 1 千件を軽く超えるほ

次に漁船が大事ではなく、命と同じくらいに漁船が大事

ど膨大ですし、応急工事を実施しながらの査定への対応

なのです。新しい漁船を造るときは、漁船の中に魂を入

は、現在の要員では無理ですし、市町村管理漁港もあり

れることからも、漁業者の命と同格ということになる。

市町村の対応もありますよ。」と。ここから 12 月末まで
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まったのでした。まず、全国知事会に支援職員の派遣を

後から 2 番目の週で問題が発生したのでした。この週は、
12 月 23 日（金）が天皇誕生日の祝日ということで、1 日

要請したほか、水産庁には派遣調整等をお願いしました。

少ない週ということもあり心配はしておりましたが、何

北は北海道から南は九州・沖縄まで順次派遣をしていた

と申請した件数が日没により終了できないとの電話が

だきました。本当に全国の皆様に感謝しかありません。

担当者から入ってきました。
「持ち越しでいいでしょう

の約半年間、災害査定を完了させるべく新たな戦いが始

何しろ、現地での宿舎は劣悪な状況下であり、ブラッ

か？」との問いに私は平然として「明日の祝日に災害査

ク企業みたいですが、平日には災害査定対応、土日には

定をやれば良いんじゃないの。」と。
「着替えもないし何

査定設計書を作成するという日々の繰り返しとなり、夏

とかなりませんか？」
「査定官に話して 1 日出張を伸ばせ

の風物詩であるさんさ踊りや秋祭りへの参加もなしと、

るか、交渉してみて。」
「査定官は良いと言っています。」

全く季節感ゼロとなってしまい「おもてなし」もゼロの
状況でした。

「次に財務の立会官の意向は？」
「仙台の課長が了承すれ
ばと言っています。」
「わかった、仙台には私が電話して

ついに、6 月から県北部の種市漁港で初の災害査定が始

了解を得る。水産庁へも電話して了解を得るので、兎に

まりました。最初ということもあり、カメラ付きでマスコミ

角、もう一泊する準備をするように。」まるで「終わるま

が大挙取材にきて放映されましたが、急遽インタビューさ

で帰ってくるな。」のごとき冷たい対応。担当者の帰りた

せてくれというので、水産庁の査定官に無理やりお願いし

いコールに対して、外堀を埋めるようなことをしたので

て対応していただきました。むちゃぶり、すみませんでした。

した。本当に申し訳ないと思っております。次の日の祝

一方、この勢いで順調に進むかと思いきや、査定設計

日金曜日は、お昼には帰ってくると思い、職員で出迎え

書の作成が進まなくなりました。何と、岩手県の中部か

ようと待っていましたが、なかなか来ない。結局、真っ

ら南部にかけて地盤が約 20 ㎝から 80 ㎝沈下しているこ

暗になってから県庁に帰還したのでした。翌週はいよい

とが判明し、原形断面復旧から安定計算が必要な施設が

よ 12 月の最後の週ですが、12 月 26 日（月）から 28 日（水）

増大して、設計書の作成作業が一段と複雑になったから

と 3 日間しかなく、この 3 日間で全ての災害査定を終了

でした。

すべく全力投球したのでした。12 月 28 日の夕方に現地

残り 2 か月で進捗率が 4 割弱とのことで、副知事から

から最後の設計書に朱が入ったとの連絡が入り、大急ぎ

呼び出しがあり「大丈夫か？」との問いに「大丈夫です。
」

で待機していただいていた副知事に報告しました。その

と答えたものの大ピンチとなりました。そこで考えたの

概要は、査定件数 1 , 300 件超え、決定金額 3 , 000 億円越

が、査定設計書の大括り化です。沖防波堤も内港防波堤

えというものでした。ほっとしたのと達成感に浸ってい

も全部外郭施設として大括りして設計書を作成する手法

る間もなく、今日は御用納めの日であったので、職員に

でやるしかないと、それから、1 週間の災害査定の件数を

労いの言葉と「何か希望があるか？何でも聞きますよ。」

100 件とすることを目標にラストスパートをかけまし
た。申請額が数億円は当たり前、何と 1 件の申請額が 50

と言いました。今日くらいは飲みに行って奢ってくださ

億円を超えるものもありました。こんな時には、神様が

で土日なく、年次休暇もなく過ごしてきたので、年次で

現れるものです。財務関係の立会官も応援職員が派遣さ

休みがほしい。」との発言。私の悪い癖で「そうか、わかっ

れてきていて、遠く近畿財務からの応援など全国から立

た。特別に明日から 1 月 3 日まで休みとします！」と宣

いと言うと思っていたところ、職員からは何と「今日ま

会官として災害査定対応を行っていただきました。遠く

言したので、全員ズッコケ、のおまけつきで、平成 23 年

からきた一人の立会官は気仙沼市でボランティア活動を

は終了しました。

行った経験があるとのことで、
「あの被害状況から察す

明けて、1 月 4 日御用始めからは、本格復旧に向けて発

るにここまで災害査定設計書を作成したことは、どれだ

注業務を本格化しなければなりません。岩手県の復旧計

け努力したのかはわかります。私は、何も言いません。

画では概ね 5 年間で漁港の復旧を完了することとなって

100 ％査定でも良いと思っています。」と。何という神様

おり、膨大な件数の工事を発注しなければなりません。

が現れたものでしょう。私からは「実施にあたっては詳

最初に考えたのは、5 億円以上の発注は議会に諮る必要

細に事前調査を行い施工しますので、よろしくお願いい

があり、それ以下の金額に比べて約2か月位発注に時間を

たします。」と答えました。南にある市管理の漁港で他の

要します。そこで、県総務部に掛け合って特別ルールで

査定官が行った災害査定では、細かいところの手直しが

20 億円以上にしてほしいと要望しました。総務部は議会

入り 2 日間徹夜をしたとの話を聞いていたので、なおさ

側と協議するとの回答でしたが、協議の結果、一部議員

ら、素晴らしい方だと思った次第でした。

から議会軽視との意見があり不採択となりました。その

12 月に入り急激に災害査定の進捗が進み、12 月の最

後は 1 件ずつ議案として提出して説明することとなり、
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細かい質問もあり苦労の連続でした。しかし、一番困っ

などをどうするか検討しながら進めました。ここまでは、

たのは、議会に諮る以前の入札不調の問題でした。岩手

一定程度順調でしたが一番困ったことが用地取得の問題

県は設計額を公表しての電子入札ですが 1 社入札は認め

です。地主さんが防潮堤に反対しているのではなく、登記

ないという規定でした。沿岸の建設業者も被災しており

簿上の人がお亡くなりになっており、相続の関係を登記し

入札数も膨大ですので、1 社入札は数件ありましたが、

ていないことから、実質管理の人の印鑑だけでは完了し

やり直しとなり請負業者がなかなか決定しないので、総

ないので、相当の労力をかけて、この件を解決しないと用

務部に掛け合い、特別ルールの 1 社入札を認めてもらい

地買収ができないという事案が多数発生しました。この

ました。しかし、今度は入札者ゼロということなり、思

課題の解決には、今後も議論が必要と思います。

うように復旧工事が発注できない事態となりました。こ

このようなドタバタがありながら、大震災から 4 年経

れに対する特効薬はなく、大括り化入札や起重機船を持

過した平成 26 年には、被災した 108 漁港のうち 54 漁港

つ県外大手に頼るほかありませんでした。これらの設計

が完了、漁場施設は 34 施設のうち 32 施設完了、海岸保

書を作成するために、都道府県からの派遣職員による支

全施設は、復旧対象の 53 漁港海岸のうち 3 漁港海岸が完

援のほか任期付き職員の採用、さらには、
（一社）水産土

了したのであります。

木建設技術センターと委託契約を締結し 15 名の職員を
現地に派遣するなどマンパワーを増強して対応しまし

５．反省点や課題と対応

た。工事発注の増加に伴い、今度は生コンクリートや石
材などの建設資材の不足が顕著化し、工事進捗が図られ

①被害状況等の情報収集
大災害の際は、人命救助、人道支援からも被害状況等

ない事態がおこりました。港湾工事、道路工事、その他

の把握が最も優先されますが、電話・メール等の通信手

工事が一斉に発注になった訳ですから資材の取合です。

段が寸断し、現地の情報収集がうまくできませんでした。

幸い、各省庁間の資材に関する連絡調整会議を開催しな

また、現地に行こうにも陸路が寸断、海上から向かうに

がら、工事を進めることができました。

も瓦礫が漁港を埋め尽くし、ヘリコプターの利用では安

続いて、防潮堤の復旧の考え方を整理しなければなり

全なヘリポートがないなどの課題がありました。常に陸

ません。災害査定では、岩手県津波防災技術専門委員会

（道路）海（港）空（ヘリ）のどれか一つでも手段があれば

の審議を経て、24 の地域海岸ごとに決定した代表堤防高

と思います。現在は、スマホの普及やドローンの活用が

に基づき申請し、査定決定をいただきました。一方、私個

できますので、改善されるものと思います。

人の考え方としては、現状の高さでの復旧が妥当と考えて
おりましたが、L 1 高さ（数十年から数百年に一度の津波

②行政関係事務所の安全
市役所・漁協等の建物が被災したところは、その後の

高さ）での復旧が基本との考え方が国等から示されたこ

復旧作業に大きな支障がでました。さらに書類やパソ

とにより、地元の判断・決定に任せるのが 1 番と考えまし

コン内のデータ等が失われたことは大きな痛手となりま

た。つまり、住民に集まっていただき、例えば、
「 1．復旧

した。今後は、事務所の耐震化に努め、パソコン等のハー

、
「 3．
高さは大震災前の高さ」
、
「 2．復旧高さは L 1 の高さ」

ド機器は 2 階以上に、データは別の安全な場所で管理す

防潮堤は要らない」
、の 3 案から選ぶというもので、住民

るなど出来ることから改善していけば良いと思います。

が集まって決定するような手法をとり、最後は地元市町村
長が地区ごとの意見をまとめて県に提出し、県では内部

③緊急応急対策工事
先に述べた情報収集や人命救助などのためにも、陸上

委員会により防潮堤高さを決定したのでした。住民説明

からも海上からもアクセスが可能となるように速やかな

会でのやり取りでは、被災された住民はもっと高く L 2 に

瓦礫撤去や仮橋設置などの仮復旧体制等を構築する必要

してほしい、自宅まで津波が到達しなかった住民は現状

があり、災害協力協定などの締結により、普段から協力

で良い。住宅がかなり山手の方にある人は要らないとの

体制の整備をしていくことが肝要と思います。

意見であったようですが、数回議論を重ねるうちに方向性
が見えてきて決定されたようでした。最終的には、集団で

④漁船等の沖出し
漁船の沖出しについては、実際の映像を見ましたが遅

高台の方へ移るので防潮堤は要らないと決定したところ、

れをとると生命に関わる危険な行動と背中合わせとなり

背後の盛土道路で護るので現状の高さで良いと決定した

ます。当時の県水産技術センターの所長は、所有する船

ところ、安心して暮らしたいので高い防潮堤を選択したと

舶を船長に沖出しするよう命令したところ、釜石湾の沖

ころなど、各地域の事情を相応に勘案したうえで、防潮堤

防波堤の直前で全出力にしても前に進むことができな

の高さをそれぞれ決定したので、その後の防潮堤の設計

くなり、大混乱に陥ったものの、やっとのことで沖に脱

に当たっては、地元と協議し法線と構造、陸閘の位置や数

出したとのことで、所長が退職後も命令したことへの後

特別寄稿

悔を話されておりました。
この件の対応については、後輩たちが頑張っておりま
すので後述します。
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10 年経過し漁港は全て完了し、防潮堤も用地に悩まさ
れながらも完了の目途が立つなど、よくぞ後輩たちが頑
張ってくれたと思います。
特にも、壊れた施設の復旧・整備のほかハードとソフ

⑤工事発注時及び進捗管理
大災害の復旧の際は、マンパワーの不足、入札不調、資

トの両面からの対策にも力を入れてくれました。例えば、

材不足など様々な課題が生じましたが、他県との人材派

漁港から迅速かつ円滑に避難できる津波避難誘導デッキ

遣での連携、期間限定での特別ルール入札、他省庁間調整

の整備や防潮堤の水門・陸閘の自動化などに取り組んで

会議による資材の調整などの対応が考えられます。また、

おります。先に話のあった沖出しの問題については、岩

全国からの支援職員に支えられた訳ですが、第一線で活

手県一律に基準を定めるのではなく、
（一財）漁港漁場漁

躍している即戦力として大いに活躍していただきました

村総合研究所の力を借りながら、地域ごと漁港ごとに漁

が、労働環境は悪く住居についても満足のいくものを提

業者等と話し合い、その地域に合った沖出しのガイドラ

供できず申し訳なく思っております。仮設住宅が完成し

インを設定すべく取り組んでおりますし、さらには BCP

てからは、空きがあれば特別に入居できることとなりま

の策定にも意欲的に取り組みながら、漁業地域の復興を

したが、現場からは離れているので公用車通勤してもら

図っております。

いました。ここは北国、スタッドレスタイヤで雪道での運
転経験がない職員もおり、雪道運転教習なるものも登場

６．おわりに

しました。更に市町村が管理している漁港では、マンパ

本誌をお借りして、東日本大震災津波の発災直後から

ワーが不足しているので大きな課題として残ります。あ

の実体験を交えながら失敗談、課題や取組などをご紹介

る村長から漁港復旧に係る技術屋がいないので県で代行

させていただきました。

してもらえないかと相談にきました。代行制度がないの

岩手県庁の水産関係部は、水産庁から出向の形で次長

で県で実施用の設計書を作成するので、村で発注して契

と漁港課長をお願いしていた期間が暫くあり、歴代の水

約して欲しいと答え納得して貰いました。私は勝手に「お

産庁 OB の漁港課長さんたちは、何時かは津波が来るだ

もいやり代行」と名付けました。工事を請負う側の建設

ろうと漠然に思っていて、私が赴任している期間は来な

業者さんも同じように人員確保が課題であり、遠く南か

いでほしいと思っていたとの話や諸先輩や我々が築き上

らきた下請けの人達は、朝晩の寒さに驚いておりました。

げてきた漁港が壊滅したと涙ながらに話していたことを

そういえば、沖縄県からの支援職員は夏でも長袖の作業

思い出します。それだけ、岩手の水産業振興、漁港整備

服を着ていたのを思い出しました。それから重機類も全

に力を注いでいただいたとの思いを強く感じました。昨

国から輸送されてきましたが、トラックについては、全国

日まで普通の生活をしていたのに、命が、町が、生活が消

から運ばれてきており、いろいろなナンバーを見かけま

え去ったような大震災から 10 年が経過し、復旧・復興に

したが、私が見た一番遠くは京都ナンバーでした。隣の

向けて、何とか心が折れないで頑張ってくることができ

青森県の冬の風物詩である市街地のトラックによる除雪

たのは、水産庁のご指導はもちろんのこと、全国の皆様

がトラック不足というニュースがあったとか。

からの励ましやご支援によるものと、この場を借りて感

⑥退職後の状況
大震災津波発生直後から県庁時代の 4 年間の出来事を

謝を申し上げます。感謝しきれませんが。今はコロナ禍

ダラダラ紹介させていただきました。岩手県の復興計画

ら是非、岩手県の沿岸の復興状況を視察していただけば

では 5 年間で漁港等をすべて復旧するとの計画でしたの

と思います。現地では、経験話をしてくれるボランティ

で、残り 1 年を残して退職することとなりました。後輩

アから貴重な話が必ずや聞けるものと思います。

たちには重い責任を残して退くこととなり誠に申し訳な

でもあり、出張・視察はできませんが、落ち着きました

大災害は、受けないに越したことはないのですが、全

い気持ちでした。議会では「期間内に必ず復旧させます」

国何処かで発生していることからも、普段の準備・心構

と答弁を繰返しておりましたから。退職が近づいてきた

えが必要と思います。ここまで読んで付き合ってくれた

ある日、ある人たちから、
「まさか、この大災害からの復

皆様にとって、何らかの一粒の参考になることがあれば

旧から逃げないでしょうね」と言われたのを覚えており、

幸いです。このような機会をいただきましたことに髙吉

縁あって（一社）岩手県漁港漁村協会に勤めることとな

理事長に感謝申し上げるとともに、重ねて全国の皆様の

りました。今度は、後輩たちが少しでも仕事がやりやす

温かいご支援に心から感謝を申し上げ、筆をおかさせて

く、課題解決にも力を貸すことができればと思いながら

いただきます。

主に復旧・復興の後方支援をする立場となりました。
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コロナによる都市漁村交流活動への影響調査
〜都市漁村交流推進協議会アンケート結果から〜
第２調査研究部 浪川 珠乃

1．はじめに
新型コロナウィルス感染症の流行は、地域経済に大

④国等の支援策により回復したもの
国などの支援策により回復したものとしては、個人旅

きな被害をもたらしました。特に、観光や飲食が大きな

行の宿泊、食堂・レストランの個人客、土産物店や直販

ウェイトを占めていた地域では、イベントの中止や旅行

店が挙げられます。

GOTO キャンペーンにより集客できたという意見が

者自体の減少が大きな影響を与えています。地域観光の
けん引役となっていたインバウンドも期待できない中、

ありました。反対に、回復に至らなかったという意見も

この状況をどのように打開すべきか、必死の模索が続い

見られます。
（表 4）

ている状況です。
表1

産直や体験漁業等を行う等、息長く続けられてきた都

回答者の地域分布

市漁村交流についても、コロナ禍により多大な影響を受

地 域

回答団体数

地 域

回答団体数

けており、飲食店の自粛に伴う魚価の低迷も加わり、漁

北海道

57（6）

兵庫県

1（1）

青森県

村は甚大な危機に直面していると言えます。

和歌山県

岩手県

このため、都市漁村交流推進協議会として、会員の皆

1（1）

島根県

宮城県

様の地域における都市漁村交流活動に対する影響を把握

茨城県

するとともに、ウィズコロナ、アフターコロナの都市漁

神奈川県

村交流活動のありかたについて、皆様とともに考えてい

新潟県

きたいと考え、アンケート調査を実施しました。

富山県

4（4）

石川県

1（1）

大分県

2（2）

福井県

2．アンケートの結果

香川県

1（1）

愛媛県

1（1）

高知県

2（2）

福岡県

1（1）

宮崎県

静岡県

①回答者の地域
北海道漁港漁場協会様のご尽力により、北海道からの

1（1）

徳島県

1（1）

2（1）

東京都（団体）

三重県

計

75（23）

※（ ）内は回答数のうち会員からの回答数を示す

回答が多く寄せられ、会員数以上の回答を得ることが出
表2

来ました（表 1）
。なお、結果表は全て
回答数で示しています。
②コロナ禍により影響を受けた都市と
漁村の交流に係る活動
2020 年 1 月〜 3 月時点では約半数
だった影響有という回答が、4 月以降、
増加し、7 月〜 9 月には 3 / 4 の方が影響
有と回答されています。
影響を受けたのは、イベントの開催、

時 期

回答数

1 月〜 3 月
4 月〜 5 月

影 響

影響を受けたイベント等

有

無

直販 朝市 イベント 宿泊 体験 その他

60

31

29

13

5

16

16

8

2

65

43

22

22

11

27

25

18

2

その他の内容

清掃活動の中止等

ツアーの中止等

5 月〜 6 月

63

45

18

22

12

31

25

21

2

漁港清掃・植樹活
動の中止

7 月〜 9 月

67

57

10

22

8

47

26

22

3

GOTO で 道 の 駅
の利用者増

10 月以降

62

48

14

23

9

40

23

18

3

感謝祭中止等

表3

コロナ禍でも大きな影響がなかったもの

次いで、宿泊です。一方、GOTO で道
の駅の利用者が増えたという意見もありました（表 2）。
③コロナ禍でも大きな影響がなかったもの
コロナ禍でも大きな影響がなかったものとして、マ
リンスポーツ、体験漁業等、屋外でのレジャー活動が挙

①レジャー

②宿 泊

げられます。マリンレジャー業界からは参加者が増えて
いるという話も聞いておりましたので、その話を裏付け

③食堂・
レストラン

るような状況と思われます。物販では、通信販売が挙げ
られます。直販店については GOTO の影響もあると考
えられます。また、全てに影響があったという意見も多
くみられました（表 3）
。

コロナ禍による影響

④物 販

⑤その他

マリン
スポーツ

体験漁業

その他

7

5

2

個人旅行

団体旅行

就学旅行

その他

1

1

1

1

個人客

団体客

2

1

土産物店

直販店

通信販売

その他

1

4

7

1

28

※すべてに影響があった、等の意見

報告

表4

①レジャー

②宿

泊

③食堂・
レストラン
④物 販

国等の支援策により回復したもの
マリン
スポーツ

体験漁業

その他

⑧国や地方自治体に対する今後の要望等
国や地方自治体に対する今後の要望については、情報

1

1

4

提供や感染防止対策といった、新型コロナウィルス感染

個人旅行

団体旅行

就学旅行

その他

症に関わる要望の他、コロナ禍に対する経済的な支援と

11

5

0

0

して、地域の直売所やレストランでの雇用保障の充実や

個人客

団体客

17

6

土産物店

直販店

通信販売

その他

等、都市漁村交流の要ともなる機能を維持するための支

9

4

0

援が挙げられました。また、観光支援策や都市部での PR

14

⑤その他

Vol. 50

自粛しているレストラン取引する事業者等に対する支援

※ GOTO キャンペーンにより集客でき
たという意見、回復できなかったとい
う意見有

32

17

イベントへの支援、個人消費の回復や魚食普及等、コロナ
禍前から依然としてあったと考えられる支援策も挙げら
れていました。
今後のウィズコロナ、アフターコロナを見据え、野外イ

⑤回答者自身、あるいは、関係団体が実施した対策
感染対策はもちろん、地域独自で、商品券やクーポンの

ベントを行う際の対策指針の提示、等も挙げられていま

発行、支援金・補助を行っているという意見がありました。

した。

（主な意見）
感染対策の徹底、オンライン会議の導入等、地域住民を守る活動を行った
感染対策を施した上でのイベント（軽トラ市、ドライブスルー）等の実施
地域の水産物の販売促進に向けた、商品券、クーポンの発行（地域住民・
観光客を対象）
コロナの影響の大きい事業者への支援（支援金、補助）※冷蔵庫保管料の
補助等も
国等の支援策の紹介と活用の促進
等

⑥ウィズコロナ、アフターコロナの時代に、引き続き、都
市と漁村の交流を推進していくために必要だと思う対
策、支援策（複数回答可）
通信販売への展開支援、旅行促進・飲食店利用促進、お
取り寄せに対する補助を求める声が半数以上ありました。
表5

国等の支援策により回復したもの

①旅行促進、飲食店利用促進策

36

②お取り寄せに対する補助等

33

③通信販売への展開支援策

40

④バーチャルツアー等に対する支援策

9

⑤クルーズ船等の誘致等

4

（主な意見）
情報提供
（より正確な情報の適切かつ迅速な提供）
感染防止対策
（ワクチン接種・治療体制についての整備）
コロナ禍に対する経済支援
（コロナ禍が終息するまで継続的な経済支援、直売所・レストラン等の雇
用保障の充実や事業者に要する費用に対する支援・補助、助成金の強化、
対象を絞った追加的支援策、国や県が主体となった漁師の所得を直接向上
するような給付金）
景気回復策
（個人消費の回復に向けた施策の推進、都市部における PR イベントの実
施等に対する支援、都市と漁村の交流正常化への支援、魚食文化の拡大、
キャンペーンの強化、支援策の充実、きちんと制度設計されコロナの感染
状況に柔軟に対応できる観光支援策、一般の方が利用し易い施設として
の漁港環境整備施設の再整備・利用促進に対策する対策・支援）
指針等の提示
（野外イベントを行う際の対策指針の提示）
その他
（農村漁村振興交付金（渚泊事業）の再活用（誘致活動）
、今後生じる可能
性のある同様の混乱に対応できる実行支援策）
等

3．おわりに
会員に対する小規模なアンケートでしたが、コロナ禍

⑥交流活動の行動指針の作成

25

によりイベント開催や宿泊が影響を受けたこと、その一

⑦移住者、リモートワーク受入れ支援策

17

方で、マリンスポーツや通信販売等は影響を受けなかっ
たことが分かるとともに、地域独自の商品券やクーポン

⑦都市漁村交流推進協議会に対し、今後望む活動
都市漁村交流推進協議会の主要な目的である情報提

の発行、地域の支援や補助等、各地で様々な工夫を凝ら

供・情報交換に加え、イベント支援、移住・漁業就業者

感染症の流行による自粛要請という初めての状況を経

受入れ支援等が挙げられました。

している状況が浮かび上がりました。
験しましたが、都市漁村交流を続けていくため、イベン
ト時の行動指針や対策指針、オンラインでのイベント等、

（主な意見）
情報提供、情報交換の場の提供
（ウィズコロナ優良事例・コロナの支援策で非常に効果が出た施策の情報
提供、各地での取り組み事例の紹介、コロナ禍でも都市漁村交流活動を
行っている地域・地区の情報、会員間の交流イベント等の実施、オンラ
インによる講演会・情報交換の場の提供）
イベント支援（イベント活動を通した都市と漁村の積極的な交流）
移住・漁業就業者受入れ支援
（過疎地への移住促進、イベント開催、漁業就労者の受入れ支援策、漁業
就業を希望する移住者に係る総合的な支援 [ 金銭的支援 マッチング機会
の提供 ]、全国優良事例の紹介等）
）
その他支援
（業界、店舗への助成・支援、旅行会社等民間の漁業体験を組み込んだツ
アー企画・運営に対する国からの支援要望 等）
等

新たな行動が求められています。
都市漁村交流推進協議会では、これらについて勉強し、
情報提供、情報交換の場を設けていきたいと思っています。
今後とも、都市漁村交流推進協議会の活動にご協力頂
きたいと思います。また、都市漁村交流推進協議会は、
会員を募集中です。私たちとともに都市と漁村の交流を
進めていきたいと思われる方は、ぜひ、入会してくださ
い。よろしくお願いいたします。
（第２調査研究部

浪川

珠乃）
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地域性を考慮した漁業集落排水施設の
ダウンサイジング実践例

１．はじめに
漁業集落排水施設（以下、
「漁集排施設」という。）の機能保

者や維持管理者の携帯電話やパソコンから、時間・場所を選
。
ばずに必要な情報を監視することが可能になりました（図 2 ）

全計画策定の目的は機能診断調査の結果に基づき、計画的・

ま た、こ れ ら の 情 報 は デ ー タ セ ン タ ー に 設 置 さ れ た 監 視

効率的な保全工事を実践し、施設を延命化することにありま

サーバーに保存・管理することにより、冠水被害によるデー

す。しかし計画作成の過程では少子高齢化等の社会の状況や

タの損失を受けることが無く、安全性を確保することができ

立地環境等への考慮が必要になってきました。本報ではこれ

ます。さらには OS の更新費用の負担も節減することができ

らの課題への解決事例として「汚水処理施設の広域化・共同

ます。

化とクラウド型監視通報システム（以降クラ
ウドシステム）の導入」と「合併浄化槽への変
更と塩害対策としての高台移転」の二つの事
例を報告します。

２．事例紹介

2 . 1 広域化・共同化とクラウド型監視通
報システムの導入
⑴ 広域化・共同化
半島先端に位置する二つの漁集排施設は供
用開始から 20 年以上が経過し、流入汚水量の
減少に反して、改築更新需要が増加しており、
施設経営の悪化が懸念されていました。これ
らの事情から、機能保全計画の策定において
ライフサイクルコストを削減するために漁集
排施設を公共下水道に接続し、汚水処理を広
域化・共同化する計画を考慮しました（図 1）。

▲図1：漁業集落排水施設の下水道への接続検討例

⑵ クラウド監視通報システム
市内の汚水処理施設の広域化・共同化を図
るにあたり、維持管理情報の一元化を図る必
要がありましたが、各施設は異なる監視通報
ステムが設置されていましたので以下のよう
な課題がありました。
施設の稼働状況を正確に把握するために
は現地まで赴かねばならない
監視サーバーが排水処理施設の管理室に
設置されているため、津波・高波による
データ損失の恐れがある
OS ソフトの更新に多額の費用がかかる
これに対して昨今、導入事例の増えている
クラウド型監視通報システムでは , 施設管理

▲図2：クラウドサービスによる監視事例

TOPICS

2 . 2 合併浄化槽によるダウンサイジングと塩害対策と
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としました。高台に移転すると、集落の汚水を２台のマンホー
ルポンプで揚水することになり、処理水を地先海域に急こう

しての高台移転
本事例は、市内と２本の橋で結ばれた島に立地する漁集排

配で放流させることになります（図 3 ）
。この放流管は耐衝撃

施設の処理施設の合併浄化槽への変更と塩害対策としての高

性の管種を選択することにしました。このことにより、汚水処

台（小中学校グラウンド跡地）への移転事例です。汚水処理施

理施設はコストダウンできるものの、管路施設のコストアッ

設は沿岸部と集落との境に位置しており、荒天時の波浪によ

プが予想されたので、既存施設を長寿命化する従来の計画と

る塩害を長年受け続けていました。このため施設は塩分の付

の経済比較を行い、本計画の経済的な優位性を確認しました。

着を防ぐため、木材により防護されていましたが、本施設を
初めて見た時、
「木造？」と思われるほどの外観でした。それ
でも、施設内部への塩分の侵入は防ぎきれず、各設備の腐食
が激しく進行し、設備の更新費用が増加していました。

3．終わりに
以上の事例のように漁集排施設の機能保全計画において
は、社会状況の変化や立地環境も考慮して、施設の適正化を

また、施設は供用開始後、30 年近く経過し、地区住民の老齢

図ることが必要と考えます。今後の課題としては、ダウンサ

化による人口の減少によって流入汚水量は計画汚水量の半分

イジングによって汚水処理施設の一部または全部が遊休施

以下になり、施設の運営に支障を来すようになっていました。

設とならないような活用・転用する方法を検討する必要が

これらのことから汚水処理施設を中型浄化槽にダウンサイ

あります。

ジングしたうえで高台に移設するための計画を検討すること

▲図3：排水処理施設の高台移転計画図

（第１調査研究部 大賀 之総）

20

漁港漁場漁村研報

Vol. 50

TOPICS
第 2 調査
研究部

漁港水域における増養殖の取組について

現在、国の漁港漁場整備長期計画（H29 〜 R3）において、
「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
課題として位置付けされています。これを受けて、各地域での漁港水域を活用した増養殖の取組が行われています。本報では、
当研究所が関わった岩手県と青森県での２事例についてご紹介いたします。

事例１

岩手県内の漁港水域におけるウニ蓄養について

１．はじめに

ニーズ把握調査：漁業関係者、水産関係以外の異業種関

岩手県では、磯根資源等を活用した漁村の活性化を目指し、

係者を対象に、ウニの蓄養等に関する取組状況や、漁港

漁港の多目的利用を推進する取組を推進しています。具体的

の多目的利用に関するニーズ、ウニの販売方法や、イベン

には、近年、冬季海水温の上昇等に伴うウニの活性化により

トの開催状況等について聞き取りやアンケートを行いま

県内の藻場が減少し、ウニの身入り不足等が生じていること

した。また、都市部の住民に対し、WEB アンケートを実

から、モデル地区において、漁港内の静穏域を活用したウニ

施し、漁港・漁村の旅行先としての認知度や、訪問の時

の蓄養を行うとともに、事業化に向けた手法等について検討

期、期待する内容、必要な情報等をとりまとめました。

を行っています。

②漁港・漁場・漁村における課題等の整理・検討

当研究所では、令和２年度よりこれらの業務を受託し、漁

①の結果をふまえ、各漁港におけるウニの移植範囲や移植

港水域におけるウニ増養殖の実証試験の支援を行っておりま

ウニの活用方法の検討、ウニの移植方法・コストの検討、漁

す。本報告では、令和２年度に実施した取組内容と、それらの

港泊地での給餌等の肥育方法（期間、種類、入手方法等）の検

結果について紹介したいと思います。

討を行いました。
③実証試験の実施・運営

２．内容

ウニの移植から漁港泊地を活用した肥育までの手法別の試
験を行い、痩せウニの身入り状況の回復等を確認しました。た

⑴ 業務場所
岩手県内を、県北、県央、県南部の３つの地区に分け、それ
ぞれからモデル漁港を選定しました（図 1 ）。
県北地区：堀内漁港（普代村漁協）
県央地区：重茂漁港（重茂漁協）
県南地区：越喜来漁港（越喜来漁協）

だし、日常の給餌等の管理は地元漁業協同組合に依頼し、身入
り状況や呈味等の確認は岩手県と協力して実施しました。
④検討会の開催
地元漁協、地元市村、岩手県（研究機関を含む）等を構成員
とする漁港多目的利用に関する検討会を各地区で２回開催し
ました。検討会では、合意形成を図れるよう、当研究所がコー
ディネーターとなり、参考となる試験方法や情報を提示しま
した。

⑶ 調査結果
昨年度に実施した各漁港での実証試験の概要（表 1 ）につい
て報告いたします。
①堀内漁港（普代村漁協）
実証試験の実施内容を決めるまでの合意形成に時間を要し
たことから、３月からのスタートとなりました。ウニの移植
方法は身入りの悪い一般漁場から、漁業者によるタモ採りに
より実施し、蓄養方法は、カゴ（垂下式）としました。餌料は、
▲図1：対象漁港

地区で生産している養殖ワカメの残渣とし、給餌間隔は１週
間程度としました。成育試験では、ウニの体重や大きさや生

⑵ 業務の内容

殖巣の重量等を測定し、歩留り（生殖巣重量／体重× 100）を

①資料収集・整理

算出しました。

既往資料の収集整理：３地区の漁港、漁場等に関する資
料、地形データ等を収集・整理を行いました。

これらの結果、身入りが向上し、一般漁場と比較しても遜
色ない結果が得られています。
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▲

表1：実証試験の概要

堀内漁港

重茂漁港

越喜来漁港

ウニの種類

キタムラサキウニ

キタムラサキウニ

キタムラサキウニ

移植時期

令和３年３月１日

令和２年 11 月 1 日

令和２年 10 月 28 日

移植方法

タモ採り

タモ採り

潜水

ウニ移植量
（収容量）

約 500 個体

約 10,000 個体

約 500 個体

蓄養方法

カゴ（垂下式）
／円筒カゴ

地まき

カゴ（垂下式）
／円筒カゴ

蓄養場所

漁港泊地

漁港静穏域

漁港泊地

給餌期間

令和３年３月〜

令和２年 12 月〜
令和３年２月

令和２年 11 月〜

餌料海藻

養殖ワカメ残渣

〜令和３年２月中旬：塩蔵ワカメ・コンブ
令和３年２月中旬〜：養殖ワカメ・コンブ残渣

塩蔵コンブ

給餌間隔

１週間程度

１週間程度

１週間程度

給餌量
（実績値）

１〜 20kg ／カゴ

600 〜 1,500kg ／回

0.9 〜 5.4kg ／カゴ

水質：水温、塩分等
水質：水温、塩分等
底質：粒度、COD 等
底質：粒度、COD 等
生息量：ウニ密度
身入り：殻径、重量、生殖巣重量、歩留、色、
身入り：殻径、重量、生殖巣重量、歩留、色、
食味
食味

成育試験
項目

▲図2：カゴ（垂下式）の収容状況

②重茂漁港（重茂漁協）

水質：水温、塩分等
底質：粒度、COD 等
身入り：殻径、重量、生殖巣重量、歩留、色、
食味

▲図3：成育試験の実施状況

の委託により実施しました。蓄養方法は、カゴ（垂下式）とし

漁港内の静穏域に 6,000 ㎡程度の投石とブロックを設置し

ました。餌料は、塩蔵コンブを購入し、塩抜きして行いまし

た増殖場が整備されたことから、この一部の範囲において、

た。給餌間隔は１週間程度としました。成育試験は堀内漁港

地まき方式で蓄養を行うことになりました。身入りの悪い一

と同様の項目を実施しました。

般漁場から、漁業者のタモ採りにより、約 10,000 個体を移植
しました。給餌は、地区で生産している塩蔵ワカメ・コンブ

今回の試験の結果から、水温が低下する冬季においても身
入りが改善することが実証されました。

等を用いて、１回につき 600 〜 1,500 ㎏程を定期的に給餌し、
堀内漁港と同様に成育試験を実施しました。また、地まき方
式では、試験区外へのウニの移動等を考慮して生息量の調査
もあわせて実施しました。
これらの結果、塩蔵ワカメ、コンブ等を用いた給餌により、

３．おわりに
実証試験は、今年度も新たな課題を設定して継続中です。
ウニの呈味を左右する遊離アミノ酸の分析も実施していま
す。また、モデル地区での検討結果を踏まえ、事業化に向けた

冬季においても一般漁場と比べて身入りが改善することが実

課題を整理するとともに、県内の他地区に横展開する際の参

証されました。

考となる手引きを作成する予定です。

③越喜来漁港（越喜来漁協）
ウニの移植方法は身入りの悪い一般漁場から、潜水業者へ

（第２調査研究部 三浦 浩）
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漁港水域における増養殖の取組について

青森県の漁港内における魚類養殖、蓄養試験

１．はじめに
青森県では、漁港泊地内を活用したマツカワの養殖試験に
より、その可能性や効率的な給餌方法についての検討がされ
ています。また、ヒラメを長期間蓄養し、出荷時期を調整した
ときの費用対効果を検証する取組みを行っています。
当研究所では、令和元年度よりこれらの業務を受託し、漁港
水域における魚類増養殖の試験の支援を行っております。こ

▲図2：漁港内に設置した生簀とマツカワ種苗の収容

こでは、令和元年度、２年度に実施した取組内容と、それらの
結果について紹介したいと思います。
⑶ 結果

２．内

容

試験の結果、マツカワは漁港内に設置した生簀で成長、生残

2 . 1 漁港内におけるマツカワの養殖試験

し、青森県の小泊漁港の泊地でマツカワを養殖することが十

⑴ 実施場所

分可能であることが示されました。

青森県小泊漁港内に、10m × 10m の生簀３基（１基あたり

異なるパターンで給餌した試験の結果、成長量の観点から

４区画の小割生簀）を設置し、マツカワの飼育試験を実施しま

は毎日給餌した区の増重量が良好でした。一方で、効率性の観

した（図 1 ）
。

点（増肉係数：増重量に対する給餌量）からは、１日おきに給
。
餌した区が良いことが示唆されました（図 3 ）

▲図1：マツカワ養殖試験の実施場所

⑵ 試験の内容
小泊漁港内に設置した生簀に青森県産業技術センター水産
総合研究所で生産されたマツカワ種苗（2018 年産、2019 年
産）を収容しました（図 2 ）
。

▲図3：マツカワの増重量と増肉係数

収容したマツカワに対し、収容後から令和２年３月までの
間、無給餌期間や給餌量が異なる 10 ケースの給餌方法で試験

2 . 2 漁港内におけるヒラメの蓄養試験

しました。餌料は配合餌料 ( 乾燥 ) としました。

⑴ 実施場所

各条件におけるマツカワの成長を把握するために、マツカ
ワの全長を計測、体重を秤量しました。

青森県佐井漁港内に、5m × 5m の生簀２基を設置し、ヒラ
メの蓄養試験を実施しました（図 4 ）
。
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あったものの、単価の低い時期に漁獲されたヒラメを漁港内
で蓄養し、単価が高騰する時期に出荷することで収益を伸ば
せることが示唆されました（図 6、図 7 ）。
また、水中灯を用いた試験では、点灯区で、カイアシ類等の
プランクトンが多数出現し、また、アジの稚魚等の小型魚類
の出現も対照区に比べて多くなりました。さらに、数個体で
はあるものの、試験区のヒラメ胃内容物中には魚類がみられ、
水中灯による効果が示唆されました。

▲図4：ヒラメ蓄養試験の実施場所

⑵ 試験の内容
供試するヒラメは佐井村沖で漁獲されたものを用い、収容
尾数は１基あたり 20 尾としました。
収容したヒラメに対し、価格調査時まで給餌しました。給
餌量は体重の 3% を目安としました。餌料には、小型定置漁
▲図6：ヒラメの成育状況

業等で漁獲されたアジ・サバなどを冷凍保存し、適宜解凍、
餌の体サイズに応じてカットしたものを用いました。
ヒラメ魚価の上昇が期待される時期にヒラメ５個体を活〆
し、市場まで搬送して、競りにかけて価格調査を実施しました。
また、天然餌料を活用することをねらいとして、１基の生
簀内に水中灯を点灯する試験を実施しました（図 5 ）。効果把
握のために、釣りによる小型魚類を採捕、生簀内の海水をポン
プ採水し、プランクトンを採集しました。

▲図7：ヒラメの単価の推移

３．おわりに
▲図5：漁港内に設置した生簀と水中灯の点灯状況

マツカワの養殖については、試験を実施した小泊漁港や佐
井漁港で漁協が主体となって試験が行われています。また、ヒ

⑶ 結果
漁港内での蓄養試験では、給餌に用いた解凍餌料をヒラメ
が摂餌する様子が窺えず、体重が減少したものの、ヒラメは
試験期間内では生残することを確認しました。体重の減少が

ラメの蓄養試験については、今年度も新たな課題を設定して
継続して試験することとなっております。
（第２調査研究部 當舎 親典）
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第 31 回理事会、第 10 回評議員会について

総務 部

第 31 回理事会を令和３年７月 21 日（水）に東京都千代田

書（案）の承認の件（令和２年６月１日から令和３年５月 31

区エッサム神田ホール 1 号館に於いて、田中水産庁計画課長

日までの期間）
、第 10 回評議員会の開催及び目的である事項

を来賓として迎え開催しました。また、第 10 回評議員会を

の承認の件などを審議し、承認されました。

令和３年８月 10 日（火）に東京都千代田区エッサム神田ホー

第 10 回評議員会では、第９期事業年度貸借対照表、正味財

ル１号館に於いて、矢花水産庁漁港漁場整備部長を来賓とし

産増減計算書及びこれらの附属明細書等の承認の件、第 10 期

て迎え開催しました。新型コロナウィルス感染症拡大の現下

事業年度役員の報酬額（総額）の承認の件、役員等候補選出委

に鑑み、理事会、評議員会ともに会場と Web 会議システム

員会の委員選出の件などを審議し、承認等されました。
（総務部 鵜沼 陽一朗）

（Zoom）を併用しました。
第 31 回理事会では、第９期事業年度事業報告及び決算報告

▲

▲

理事・監事

区 分

氏 名

所

属

理事長

髙吉

晋吾

常務理事

吉竹

正明 （一財）漁港漁場漁村総合研究所 常務理事

理 事

尾山

春枝

富山県漁業協同組合連合会 代表理事会長
新湊漁業協同組合 代表理事組合長

〃

小柳

哲朗

〃

山下

東子

〃

大村

益男 （一社）岩手県漁港漁村協会 専務理事

( 一財 ) 漁港漁場漁村総合研究所 理事長

〃

髙橋

昌幸

（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

北海道漁港漁場協会 会長 神恵内村長

橋本

〃

大川

雅登

〃

早田

宰

〃

比田勝尚喜 （一社）長崎県漁港漁場協会 会長 対馬市長

〃

八木

宏

〃

大森

敏弘

〃

牧野

稔智 （一社）全日本漁港建設協会 事務局長

〃

牧 （公社）全国漁港漁場協会 会長

藤井富美雄
山本

三夫

氏 名
近藤 健雄
馬場

治

藤本 昭夫
高橋 征人
岡

茨城県漁港協会 専務理事
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 学術院長

防衛大学校
システム工学群建設環境工学科 教授
全国漁業協同組合連合会 代表理事専務

全国漁業信用基金協会 専務理事
（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

塚本

令和 3 年 8 月 4 日現在
所

貞行

大東文化大学経済学部 教授

〃

監 事

評議員

令和 3 年 8 月 4 日現在

亨

属

日本大学 名誉教授
東京海洋大学 名誉教授
（一社）大分県漁港漁場協会 会長 姫島村長
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
（一社）全日本漁港建設協会会長
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

濵上 勇人

兵庫県漁港漁場協会会長 香美町長

泥谷 光信

高知県漁港漁場協会会長 土佐清水市長
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総務 部

令和３年度研究助成事業の決定

１．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

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。

な水産物の需要の増加、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〜令和３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

３．令和３年度の応募結果
今年度は、継続２件、新規 13 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。

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。また、現在はコロナ禍の影響により国民生

⑴ 令和 2 年度継続研究題目 2 件（申込件数 2 ）
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

活が一変し、様々な分野で従来とは違った取り組みが求めら

層の生物環境の応答

れております。

九十九里沿岸漁場への影響の評価−

漁村総研は、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

− 2019 年台風 19 号の鹿島灘・

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産技術研究所 環境応用部門 水産土木工学部
主任研究員 宇田川 徹

として、漁業地域の振興、生活環境の改善、漁港・漁場の整

②気 候 変 動 後 を 見 据 え た 漁 港 の 機 能 保 全 に 関 す る 研 究

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。

−ビックデータと数値モデルによる航路埋没の監視と予

２．助成の対象

三重大学生物資源学部 水産実験所 准教授

測−
岡辺

拓巳

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

［要件 1 ］
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・漁業地域の振興を図っ

⑵ 令和 3 年度新規研究題目 3 件（申込件数 13 ）
①二枚貝の化学組成分析に基づく無給餌養殖漁場の生産性
評価手法の開発
東北大学大学院 工学研究科 准教授

坂巻

②三陸沿岸の漁港ストックと水上飛行機を活用した「水産

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

観光」の整備に関する研究

のであること。

日本大学理工学部海洋建築工学科 助教

［要件 2 ］

寺口

敬秀

③海洋水産ビッグデータ構築に向けた産地魚類市場におけ

研究開発の成果が、次のいずれかに該当するもの。

る水産物取引のデジタル化

①漁港漁場整備事業の計画立案、評価、設計、施工、管理運

鹿児島大学水産学部 准教授 江幡 恵吾

営に関する技術の向上に寄与するもの。

隆史

（第１調査研究部

後藤

卓治）
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足立 久美子 さん
株式会社国際水産技術開発 代表取締役

この人に聞く

グローバルな視点で
ローカルな暮らしを捉える
水産を学ぶ
魚を食べることが好きだったことがきっかけで、生物

青年海外協力隊員としてバングラデシュへ
私が学生の頃は、ちょうど海外のエビ養殖で、環境問

に関することを学ぼうと、東京水産大学（現東京海洋大

題や労働搾取の問題が取りざたされていたときでした。

学）の資源管理学科に入学しました。資源管理学科がで

日本人の食は他の国々の犠牲の上に成り立っているのだ

きて 4 年目の時でした。大学案内のパンフレットには、

ろうか、ということを自分の眼で確かめたいと思ったの

生物学的、社会・経済学的なアプローチで水産を総合的

が、協力隊に応募した大きなきっかけでした。バングラ

に考える、画期的な学科というふうに紹介されていたの

デシュでは、そういう状況のところに行ったわけではな

で、ここならば、将来的にも広がりがあるな、と感じて進

いので、当初の目的は果たせませんでしたが。

学しました。4 年生の時は資源解析学の研究室に所属し
ていました。学部卒業後は大学院に進み、日々キンメダ

バングラデシュでの仕事は養殖指導ということでした。
対象は淡水魚の養殖で、ほとんどが自家用、余りが出れば

イの耳石を調べ、キンメダイの成長解析をテーマに研究

販売する程度のごく小規模な養殖農家さんに、より適し

していました。

た養殖技術を指導するというのが仕事の内容でした。

博士課程 1 年目の時に青年海外協力隊に受かったので、

実際に現地に赴任するまでに、3 か月間の研修期間が

9 月で大学院を辞めて、翌年 4 月から 2 年間バングラデ

ありました。研修では外国での試練に耐えられるような

シュに派遣されました。最初に行き先がバングラデシュ

精神力や体力づくりと、国際協力に関すること、そして

に決まったときは、そんな国がどこにあるのかもよくわ

ベンガル語（バングラデシュの公用語）について学びま

からず、地図帳を開いたらちょうど折り目のところに

した。バングラデシュでは英語も通じないし、私は一人

なっていてよく見えず、という状態でした。でも、とに

で地方に行くので、特に言葉はちゃんと覚えていかない

かく行けるのならいいや、という思いでした。

と生きていけないよ、と脅かされ、生きて帰るために必
死に勉強して、とりあえず片言のベンガル語をしゃべれ
るようになって行きました。赴任後は首都のダッカで 3
週間ほどのホームステイがありました。この期間はまさ
に任地に赴くための助走期間という感じで、風習や習慣
の違いに衝撃の日々でした。

足立 久美子【あだち・くみこ】
横浜出身。株式会社国際水産技術開発 代表取締役。
東京水産大学大学院博士後期課程中退後、1998 年から

2 年間、青年海外協力隊員としてバングラデシュで養殖
普及活動に携わる。帰国後、株式会社国際水産技術開発
入社。様々な国で養殖普及や漁村女性のジェンダーと
開発に関する業務に従事。2020 年 5 月より現職。
養殖農家に招かれて

INTERVIEW TALK

乾季は農業と養殖、雨季は漁業
派遣されたのは、ナトール県のシングラ村というとこ
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バングラデシュの女性の社会的地位
最初に村に入ったときに感じたことの一つに、男尊女

ろでした。ここは、乾季と雨季があって、乾季には水が

卑ということがあります。そもそも村に入るにあたって、

ほとんどなくなってしまうのですが、雨季になるともの

村の事務所（マイクロクレジットの事務所）の担当者か

すごい量の雨が降り、川は氾濫して陸との境目はなく

ら、何もしないで、と言われたりもしました。特に治安

なってしまうし、田畑も何もかも全部湖のようになって、

が悪かったわけではないですが、女性の一人暮らしは危

いたるところで魚が獲れるようになります。そういうと

ないので、日が暮れてからはドアを開けるなとか、一人

ころですから、地面を掘ってその土を盛り土して、そこ

で絶対に出歩くな、ということもよく言われました。

に家を建てるので、それぞれの家の裏には池ができます。

私の前任者は男性の協力隊員でしたが、宗教的な理由

乾季が近づくとだんだん水がなくなって、地面を掘った

から、男性は男性にしか養殖の指導ができませんでし

後の池に残った魚が集まります。つまり、乾季は池とし

た。私は女性なので、私が男性に養殖の指導をするとい

て残ったところで魚に餌をやって養殖をしていて、雨季

うようなことはありえないことでした。ですので、最初

にはそこら辺にいる天然の魚を獲るわけです。人によっ

はずっと事務所に座っていました。その事務所には、村

て、雨季にも池が水没しないで残るところもあれば、家

人がお金を借りたり返済したりしに来るのですが、内訳

ごと沈んでしまうところもあり、それぞれの状況に合わ

は女性 8、男性 2 といったところだったので、そこでたく

せて養殖のアドバイスをしました。雨季でも沈まない池

さんの女性と話すことができました。中には、家にはた

には、行商人から淡水魚の稚魚を購入して入れるように

め池があるという人もいましたし、養殖をやりたいとい

したり、そうでないところでは、特に雨季には養殖もで

う女性もいました。それで、私は女性に養殖を伝えよう

きないので、鶏でも飼うように助言したりしていました。

と考えて、村の女性たちのところに通うようにしました。

村人の多くは自分の家と裏の池を所有しているだけ

バングラデシュでは、大学までの高等教育を受けてい

で、他には土地を持っていません。多くの村人が乾季に

る男女と、小学校くらいまでの教育しか受けていない

は農業をやっているのですが、彼らは一部のお金持ちが

人々との間には、考え方に大きなギャップがあると感じ

所有する農地に雇われて耕していました。

ています。私はどちらかというと、後者の人々と仕事上
でも交流をもってきましたが、驚いたのは、家庭の中で 5
歳前後の男の子が母親に向かって横柄な態度をとるとい
うことを見た時です。女性を下に見るような態度を日常
的に男性が見せていると、子供もそれが当たり前のよう
になってしまうのかもしれません。私がバングラデシュ
にいた頃は、女性が車やオートバイを運転するなんて
とんでもない、という風潮もありました。大学を出てマ
イクロクレジットの事務所で働いていた女性は、私がバ
イクに乗っているのを見て自分も乗りたいというので教
えていたのですが、家で猛反対されて、バイクに乗るこ
とを断念せざるを得ませんでした。でも、この 20 年の間
にかなり変わってきたのではないかと思います。

中間育成した魚を収穫

2008 年くらいに、別の仕事でバングラデシュに行っ
たときに、休みをもらってシングラ村に 10 年ぶりに里帰
りしました。皆覚えていてくれて、歓迎してくれました。
特に交流があった二人の女性は、自分の池で魚を飼って
いるし、鶏も飼っていますよということで、当時助言し
たことが続いているのが分かって嬉しく思いました。

村の人たちの好奇心
村社会では、ものすごく情報が早くて、私がいつどこを
歩いていたとか、どこでお茶を飲んでいたとか、そうい
うことはもうすぐに広まってみんなが知っていました。
特に外国人は珍しがられ、どこへ行っても子供たちに触
られるし、部屋は覗かれるし、という感じでした。最初の
頃は、村長やら議員の奥さんたちがやって来て、家の中を
中間育成した魚

見せてとか、荷物を見せて、というようなこともしょっ
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ちゅうありました。そこで、隣の家のお手伝いさんに来

性が虐げられているということはありませんでしたが、

てもらって、食事の支度やお掃除などをしてもらうよう

ジェンダー研究者によると、家族代表は男性になるので、

にしました。そうすると、そのお手伝いさんが私の情報を

例えば土地の登記には男性が行くことになり、妻の土地

近所中にばらまいていくので、近所の人の好奇心が満た

であっても名義が夫の名前になってしまっているという

されて必要以上に興味を持たれなくなりました。

ような問題が結構あるようです。けれど、認識的には養

青年海外協力隊の任期は最低 2 年でした。私は延長を

殖池の実質的な所有者は女性で、夫を雇って養殖作業を

希望したのですが、JICA の担当者から、これからもっと

させている、というケースもよく見られました。ラオス

いろいろな経験をしなさい、ということで 2 年の任期で

で養殖しているのは、ティラピアや中国ゴイ、それから

帰国しました。養殖も 2 サイクルしか体験していないし、

フナのよう魚がいました。形態としては、ごく小規模な

女性の養殖にももっと関わりたかったので、心残りはあ

ところは自給自足、それより少し大きい規模のところは

りましたが、生活にはちょっと疲れていたこともあり、戻

村内の市場に出荷しています。オートバイや小型トラッ

るときは寂しいというような感情はありませんでした。

クで周辺の町に運んだり、首都の市場に出荷する規模の
大きな養殖業者もいます。私たちが見ていたのは、小規

海外コンサルの会社への就職
当時は「ジェンダー」という言葉も良く知らなかったの

模な家族経営の兼業農家が中心でした。
バングラデシュはもともとヒンドゥーの階級社会で、

ですが、バングラデシュの仕事の中で、例えば女性たち

現在はイスラム教という国です。ラオスとミャンマーは

は稚魚を買う交渉をさせてもらえなかったり、私自身も

もう少し柔らかい感じがします。この両国は仏教国で、

女性であることで仕事がやりにくくなる経験をしました。

社会の中では女性故の制限があったりはしますが、家庭

そこで帰国した時は、何かこれまでとは別のことを勉強

内では女性の地位は確立しているし、バングラデシュと

した方が良いのではないか、という思いから留学をしよ

はだいぶ異なっています。

うかと漠然と考えていました。けれど、学生の時に研究

日本の女性の立ち位置は、また少し異なるような気が

論文でお世話になった方が、私の経歴に興味を持ってい

します。特に日本の漁村の女性は、ものすごく地域の責

るということだったので、帰国の挨拶に行ったとき、うち

任を負わされている感じがします。国内での調査で出会

の会社に入りませんか、と誘っていただきました。留学

う女性たちが主に漁協女性部のメンバーだったりすると

の話をすると、勉強は仕事をしながらするものだ、と諭さ

いうこともあるかもしれませんが、海外ではもっと個人

れ、入社を決意しました。それが現在の会社です。当時は

としてのことが優先されているように感じます。

国際協力の分野で女性の水産専門家というのがまだ珍し
い時代でした。入社してすぐに、JICA のジェンダー研修
が始まったり、タイミング的にも自分がやるべき仕事と
いうものがどんどん出てきた時だったように思います。
入社して最初の海外業務は、2001 年のスリランカで、

赴任先での食事事情
ラオスの主食はもち米で、日々の食事は焼鳥や焼魚な
ど素朴なものが多かったです。隣接するベトナムはフ
ランスの植民地だったので、ラオスにもフランスパンを

これは 10 日ほどの調査でした。ジェンダー研修に来た

使ったベトナム風のサンドイッチなどがあって、これは

スリランカ人が、漁村女性のための支援に関するアク

とてもおいしかったです。タイとも隣なので、タイ風の

ションプランを作ったので、それをサポートするために

スープなどもよく食べました。また、ラオスでは虫もよ

調査に行きました。

く食べます。私もコオロギや繭を取った後のお蚕様な

その後、ラオスで足掛け 3 年仕事をしました。1 年目

どを食べましたが、何でもおいしかったです。コオロギ

は 3 か月、2 年目は 4 か月、3 年目は 5 か月現地に行きま
した。淡水養殖のプロジェクトでしたが、私は女性の養
殖活動の支援をしました。それ以外にも数か月単位で、
マーシャル、ブルキナファソ、東ティモール、フィリピン
などで仕事をしました。東ティモールでは、水産ではな
く、水田の水利組合に関する仕事をしました。2014 年か
らは 5 年間ミャンマーに赴任し、2019 年に帰国したとこ
ろです。

様々な国の女性の立ち位置
ラオスでは最初、女性が養殖活動にどのように関わっ
ているかという調査をしました。ラオスには多くの民族
が暮らしていますが、私が関わっていたのは多数派の民
族で仏教徒でした。この民族は母系社会で、表立って女

仕事の仲間と食事（ミャンマー）
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の素揚げは川エビのようでビールのつまみに最高でし
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コロナ禍での仕事のあり方と今後の展開

た。カエルもよく食べました。焼いたり揚げたり、小さ

国際コンサルの会社なので、コロナ禍で動きが取れな

いカエルで、養殖をしていました。スープはコラーゲン

い状態です。長期で各国に滞在している社員は、コロナ

たっぷりでつるんつるんな食感でした。

以降帰国できずに赴任地に留まっています。JICA の場合

ミャンマーでは、カレーが主流でした。油で魚や肉、

29

は強制的に帰国になりましたが、最近、職員は戻りまし

野菜を煮て、ターメリックなどの香辛料で味付けをしま

たし、コンサルも国によっては出張ベースで往来を開始

す。スパイシーというより、油のコクがあっておいしい

しているようです。会議や研修はオンラインになってい

という感じです。主食はお米ですがパサパサしています。

ますが、それで賄える部分と、やはり対面でなければカ

沿岸域の人々以外は淡水魚を揚げてこのカレーにいれて

バーできない部分があると思います。特に研修は、オン

食べています。また、サラダと言って、お茶の葉を発酵

ラインのための資料作りの負担が膨大な割には、研修員

させたものをおかずとしてもお茶うけとしてもよく食べ

の満足度はどのくらいなのか、という疑問も残り、何と

ています。

も消化不良な感じがします。

ミャンマーでは、4 年間は一軒家を借りて住んでいま

現在、当社の社員は 10 人、2 名が長期で海外に出てい

した。大家さんの家族のご飯をお裾分けしてもらってい

ます。先日一人が短期で出発しましたし、来月も一人出

ましたが、大家さんの奥さんは中華系の方だったので、

かけます。先日出かけた社員は、日本でワクチンを打ち、

野菜炒めなど中華料理的なものが多かったです。

PCR で陰性を確認して出発しました。向こうについて
5 日くらい政府の隔離があり、検査を受けて、それから

ラオスでの「ふぃっしゃー・まむ」活動

やっと動けるという状況で、まだまだ通常通りとはいき

2008 年に、当時神奈川県長井町漁協の女性部長さんを
団長とする 4 名のメンバーから成るチームがラオスに派
遣されました。これは、JICA の研修（漁村開発における

ませんが、もう少しコロナが落ち着けば、私もラオスに

ジェンダー主流化）に参加したラオスの水産技官の女性

アイデアが生まれたり新たな動きが出てくることはあ

が、帰国後にフォローアッププロジェクトの一環として

ると思います。ですから私はこれからも、関わってきた

提案したもので、私もオーガナイザーとして参加しまし

国々の人たちに対して、そういうきっかけになりたいと

た。日本での研修時に、長井町漁協の女性部長さんが研

思います。そして、私たちが海外で仕事ができるのは、

修員と深く交流したことで、ラオスからの招聘の要請へ

日本の水産業が世界に誇れるからです。そのためには、

とつながり、JICA と国際水産技術開発が協力して企画

日本の水産業全体も盛り上げていけるような何かを探し

が実現したのです。企画の目的は、一つの材料（魚肉の

ていきたいと考えています。

すり身）から多様な調理品ができることを伝えたり、食
欲がわくような美しい盛り付けを提案するといったこ
とで、地元の魚食文化を豊かなものにするきっかけづく

行く予定です。
外から来た人が何らかの刺激になって、そこに新たな

※「ふぃっしゃー・まむ」の写真は、以下より転載いたしました。
永澤雅子・足立久美子『ラオスにおける「ふぃっしゃー・まむ」
活動への取組』
、NPO 法人アジア農山漁村ネットワーク、2009 年

りでした。国は違っても、漁業に関わる女性たちにはた
くさんの共通点があると思います。食を通して互いの文
化の一端を理解し学び合えたことは、とても貴重な機会
だったと思います。

を終えて

インタビュー

（一社）うみ・ひと・くらしネットワーク
（
社）うみ ひと くらしネ トワ ク

関 いずみ

まだ神奈川県の三崎に JICA の研修施設があったころ、水産
のジェンダーの研修の講師で呼んでいただいたところから、
足立さんとのお付き合いが始まりました。その後もこの研
修は続き、国内の視察として愛媛から高知県の女性部や女性起
業活動を何年も一緒に回ったことは本当に楽しい思い出になっ
ています。仕事柄、コロナの影響は大きいと思いますが、そのさ
なかに代表取締役に就任されて、ますます大変なことでしょう。
でも、みんなと一緒に頑張るので、と笑う足立さんの表情には、
長年この世界で精いっぱいやってきたこと
に裏打ちされた自信が見えた気がします。

関 いずみ プロフィール

「ふぃっしゃー・まむ」の活動

東京生まれ。博士（工学）。
（一社）うみ・ひと・
くらしネットワーク代表理事、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。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。令和2年に仲間たちと（一社）うみ・
ひと・くらしネットワークを立ち上げる。
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漁業集落排水施設に関する長崎県松浦市との災害支援協定の
締結について
1．はじめに

４．災害協定の概要

漁村総研は、松浦市と漁業集落排水施設に係る災害支援に

本協定においては、
「災害関連漁業集落環境施設復旧事業実

関する協定を結びました。漁村総研が締結する全国初の協定

施要綱及び要領の運用について（平成４年４月９日付 4-2222

となります。本協定は、地震、津波、浸水等により漁業集落排

水産庁漁港部長通知）
」１に規定する災害速報及び被害報告に

水施設が被災した場合に、漁村総研が担当者を派遣して、施

必要な資料の作成、応急工事又は復旧工事が完了するまでの

設の機能の迅速な回復を図るために必要な支援を行うことを

間、暫定的にその機能を確保するために行う仮復旧工事に関

目的としています。

する設計・監理、災害査定に必要な設計図書その他の関係資

漁業集落排水施設は、漁村住民の生活の早期再建、海域へ
の汚水流出による汚染の防止のため、被災後に早期復旧が必
要です。

料の作成及び災害査定への協力等、包括的な支援を行うこと
としています。
（第一調査研究部 大賀 之総）

漁村総研では、本協定の締結を機会に、漁業集落排水施設
の長寿命化計画の策定などを通じて知見を有する市町村等と
の間で、漁村水環境研究会 ( 漁業集落排水に関する技術につ
いて調査・研究を行う民間企業からなる組織 ) とも連携しな
がら協定締結を進めていきたいと考えています。

２．協定締結日
令和３年３月 24 日

３．協定対象施設
災害協定の対象とする施設は以下の福島管内１施設、鷹島
管内４施設です。
福島管内

鷹島管内
2．阿翁浦地区漁業集落排水施設

1．鍋串地区漁業集落排水施設

3．日比地区漁業集落排水施設
4．殿ノ浦地区漁業集落排水施設
5．船唐津地区漁業集落排水施設

▲松浦市での協定締結
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第１回岩手大槌サーモン祭り
吉里吉里フィッシャリーナで開催
１．はじめに
大槌町は、岩手県のほぼ中心部に位置する人口約 11,400

育った生でよし焼いてよし、味一番の岩手大槌サーモンを県
民の皆さんに楽しんでもらうためにイベントの準備をした。

人（2021 年現在）の水産業が盛んな町です。秋サケが主体の

サーモンを味わい、購入等して大いに楽しんで欲しい。」と挨

定置網やワカメ・コンブ等の海藻類やホタテ、カキ等の貝類

拶がありました。新おおつち漁業協同組合の平野組合長から

の養殖が行われてきました。東日本大震災によって壊滅的な

は、
「こんなに大勢の人が集まるとは思わなかった。岩手大槌

被害を受けましたが、その後復旧を行ってきました。近年、温

サーモンの盛り上がりを感じる。」との挨拶があり、第１回岩

暖化に伴う磯焼けや秋サケ不漁の長期化等によって、大槌町

手大槌サーモン祭りが開会しました。

の水産業は多大な影響を受けています。

1,000 食限定のサーモン寿司、さらに新おおつち漁業協同

漁村総研では、東日本大震災以降、
「大槌町水産業アクション

合組合女性部によるサーモンのお吸い物が無料でふるまわ

プラン作成業務」をはじめ大槌町の水産業振興のお手伝いを

。
れ、新鮮なサーモンを味わうことができました（写真 1、2 ）

行ってきました。その延長線上にあるのが鮭鱒
類の養殖事業化です。漁獲量が大幅に減少し
た秋サケの代わりに、鮭鱒類の養殖を行うこ
とで大槌の水産振興に貢献するというもので
す。新おおつち漁業協同組合、大槌復光社協同
組合（地元の建設業等のグループ）
、日本水産
（株）
、日本水産のグループ会社である弓ヶ浜水
産（株）
、漁村総研の５者で協定を結び、令和元
年度からトラウトサーモン及びギンザケの海上
での試験養殖が始まりました。初年度はトラウ
トサーモンとギンザケあわせて 100t 程度の水
揚げがあり、現在では「岩手大槌サーモン」の
ブランド名として売り出しています。大槌町で
サーモン養殖を実施するメリットとしては、サ
ケマスの生息限界水温 20 ℃になる時期が遅い
ため飼育が長期間できることです。それによ

▲写真1：サーモンお寿司に舌鼓

り、魚体の大型化、出荷時期をずらすことがで
き、他地域との差別化が図れます。
今回開催された「岩手大槌サーモン祭り」で
は、町内で養殖した「岩手大槌サーモン」を県
民に味わってもらうために、今回初めて開催さ
れました。イベントの様子をご報告します。

２．開催概要
日時：令和３年６月 13 日
会場：吉里吉里フィッシャリーナ
来場者数：約 3,000 人
会場となった吉里吉里フィッシャリーナは、
東日本大震災後、初めてのイベント使用となり
ました。町内外から老若男女、大勢の客が訪れ
ました。
平 野 町 長 か ら は、
「大 槌 川 の 恩 恵 を 受 け て

▲写真2：新おおつち漁業協同組合女性部によるお吸い物の提供
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トラウトサーモンのつかみどりやタモすくい、淡水ギンザ

さらに、地元販売業者による岩手大槌サーモン大特売会が

ケのルアー釣り等のイベントも開催され、大賑わいでした（写

行われました。市価より安く購入できるということで多くの

真 3 〜 5）
。生け簀の中を悠々と泳ぐトラウトサーモンは圧巻

来場者がサーモンを買い求めていました（写真 6 ）。

でした。サーモンつかみ取りは、子供達が水浸しになりなが
らサーモンの捕獲に悪戦苦闘していました。立派に成長した

３．おわりに

（約 60cm）サーモンを捕獲できた際には、周囲から大きな歓

初の開催であった「岩手大槌サーモン祭り」は大盛況で幕を

声があがりました。見事捕獲したサーモンは、その場で締め

閉じました。イベントを通じて、多くの県民に「岩手大槌サー

てもらい一匹丸のまま、お土産としてお持ち帰りができます。

モン」の魅力を伝えることができたのではないでしょうか。
現在は試験養殖中ですが、令和３年には区画漁業権の変更、
令和５年には事業化を目指しています。事業の本格化を目指
すにあたり、漁場の調整、種苗生産の方法、加工業者の確保
等、様々な課題が挙げられますが、漁村総研は養殖体制づく
りに取り組んで参ります。
実はサーモンが苦手な筆者ですが、このイベントに参加し
て実際にサーモンを味わうことで、サーモンに対する印象が
大きく変わりました。臭みがなくとても美味しい「岩手大槌
サーモン」を多くの人に知って、食べて頂きたいです。今回の
イベントは県内向けの PR イベントでしたが、事業拡大を見

▲写真3：トラウトサーモンつかみどりに苦戦中

据えると「岩手大槌サーモン」を全国に向けて発信する必要
があると感じました。
大槌町の新たな特産品として全国へ広がるよう、そして町
の水産業が盛り上がるように引き続き支援を行います。
（第１調査研究部 淺井 貴恵）

▲写真4：淡水ギンザケのルアー釣り

▲写真5：地魚のガラ掛け

▲写真6：サーモン大特売会
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小型漁船で操業する漁業者への防災情報の伝達について
１．はじめに

３．防災計画上の課題・問題点

東日本大震災以降、全国各地で防災・減災の取組が進めら

根室市では、ハード・ソフトともに十分な対策を講じてい

れ住民が生活する集落については市町村が策定する地域防災

ますが、沿岸で操業する漁業者から現状では避難勧告等が発

計画や地域の自主防災組織などによる自主防災計画の策定が

令されても避難することが出来ないとの声が挙がっています。

進んでいるものの、漁船で操業したり漁港で作業している漁

歯舞漁協で大半を占める船外機船は昆布漁や採介藻に代表

業者を対象とした避難については検討が十分であるとは言い

されるように、沿岸部の水深が浅い広範囲を漁場として操業

難い状況です。

しています。船外機船は船体が小さく操舵室が無いことから

漁船の避難に着目すると、津波高、津波到達迄の時間や避

大型漁船で装備されている漁業無線を搭載しておらず、また、

難場所までの距離等を明記した避難マップを作成する等避難

避難勧告等が発令された際、陸域での多重な情報伝達手段と

計画が策定されている地区もあります。ただ、ここでの避難

異なり、携帯電話への緊急速報メールが主な伝達手段となっ

計画は津波警報等が発令されたことを漁業者が認識出来るこ

ています。令和２年 12 月８日に、昆布漁場における携帯会社

とが前提となっているのですが、津波来襲時に最も危険な沿

の電波状況を歯舞漁協の漁場監視船で確認した結果、陸から

岸域で操業する漁業者の多くは、無線機を搭載していない小

6km程度の巽沖漁場においても電波状況は良好でありました。

型船で操業しており、津波警報等の防災情報に気が付かず避

しかし、操業中は以下の事象により携帯電話への避難勧告

難を開始することすら出来ない状況となっています。

等を認識し難い状況が想定され、結果として、陸域よりも危

ここでは、小型漁船への防災情報を伝達する手段について

険な場所に居る漁業者に避難勧告等の防災情報が伝達されな

北海道歯舞地区で取り組んだ、小型船で操業する漁業者に確

い恐れがあることが問題点として挙げられます。昆布漁の操

実に防災情報を伝達するシステムについて紹介します。

業状況を図 1 に示します。

２．歯舞地区の概要
⑴ 歯舞地区の漁業
北海道東端に位置する根室市歯舞地区の人口は令和２年末
時点で 1,987 人、総戸数は 646 戸で約 86.9% が歯舞漁協の
組合員（562 漁家）として漁業に従事しています。
主な漁業は、昆布、秋さけ定置網、さんま、かれい刺網、う
に漁業等で主力漁業である昆布漁業の第１種共同漁業権の行

▲図1：歯舞地区での昆布漁の操業状況

使数 301 漁家です。地区内の漁船隻数 959 隻のうち、船外機
船が 833 隻と漁業無線を搭載していない船外機船が 87 ％を

移動を繰り返し操業するためエンジン音が響いている

占めています。

海上では風や波の音が騒音となる
船上では海水を被るため、携帯電話を鞄やポケットにし

⑵ 想定災害と防災体制
根室市のハザードマップでは、歯舞地区には沿岸最大水位
15.5m、第１波到達時間 21 分の津波が来襲することが想定

まう必要がある
操業中はカッパ、救命胴衣を着用し体を動かしているた
め、着信音やバイブ機能に気が付かない

されています。
根室市では平成 27 年６月に津波災害に対応した「避難勧告
等の判断・伝達マニュアル」を策定（平成29年９月に一部改正）

４．小型漁船で操業する漁業者への防災情報伝達方法
沿岸で操業する漁業者へ陸域同様に防災行政無線で情報

し、漁業従事者、沿岸の港湾施設等で仕事に従事する者、海水

伝達することは、沿岸域沿いに相当数かつ沖合までサイレン

浴客等については津波注意報が発表された場合に注意喚起を

音を到達させる必要があり、費用面からも現実的とは言えま

発令することが明記されています。避難勧告等の伝達方法は、

せん。そこで、操業中の漁業者が J アラート情報が配信され

防災行政無線の他、TV、ラジオ、携帯電話利用者への緊急速報

たことを認識出来るようにし、詳細な情報はスマートフォン

メール、登録制メール、ホームページや SNS による情報発信

で確認する「沿岸漁業者安全情報支援システム（仮称）
」を漁

等、複数の媒体により情報伝達する体制が構築されてます。

船用通知装置と合わせ開発しました。J アラート等防災情報
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の発信から、漁業者が防災情報を確認するまでのシステム概

対象とした避難計画を策定し、迅速に避難行動が実施出来る

要を図 2 に示します。

ようにすることが重要です。

①根室市の J アラート受信機が緊急情報を受信した際自動
で支援システムに緊急情報をメール配信

以上ご紹介したシステムが、全国各地でこれまで盲点と
なっていた小型漁船や養殖施設等で操業する沿岸漁業者への

②同 シ ス テ ム か ら 事 前 に 登 録 し た 漁 業 者 等 の ス マ ー ト
フォンに防災情報を発信

防災情報の伝達に寄与し、津波からの避難の一助となれば幸
いです。

③漁業者の携帯電話へ本システムから通知を送信

最後になりましたが、歯舞地区では今後も本システムの本

④通知を受けた漁業者の携帯電話と Bluetooth で接続した

格運用に向けて関係行政機関とも連携しながら検討を継続

漁船用通知装置（図 3 ）を鳴らす。

することとしており、同様の課題を抱えている地域の方々の

※漁船用通知装置は既製品にスマートフォンと Bluetooth

ニーズも踏まえ全国で利用可能なシステムへと改良して行け
たらと考えていますので、本システムにご関心のある方はお

で連携するための IC チップを装着
⑤漁業者がスマートフォンで災害情報の詳細を本システム

問い合わせ頂けたら幸いです。

のアプリ画面で確認（図 4 ）

（第１調査研究部

後藤卓治）

なお、本システムでは、J アラー
トが発信された場合には自動的に
システムが作動しますが、漁協担
当者等システムを管理する者が手
動で情報を提供できるようにし、
津波注意報や警報等の解除や災害
発生後の陸域の状況等の情報も迅
速に伝達する機能を追加しました。
このため、緊急速報メールとその
他情報とを音で見極められるよう、
サイレンの動作パターン及び動作
時間を設定できるよう工夫してい
ます。

▲図2：小型漁船の漁業者への防災情報伝達システム概要図

５．おわりに
今回、北海道歯舞地区において津波からの
避難に対して課題となっていた小型漁船で操
業する漁業者への避難勧告等の防災情報を伝
達する手段について検討し、実海域で実証し
た内容を紹介させて頂きましたが、通知装置
を養殖施設に設置すれば養殖漁場でも対応可
能です。
また、本システムはあくまでも防災情報を
確実に伝達し避難行動を開始するためのもの
ですので、防災情報を入手した後、どのような
避難行動をすれば良いか等操業中の漁業者を

▲図3：漁船用通知装置

▲図4：通知される画面
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髙吉理事長オススメ！
●●●●オススメ！

進化するサバ缶詰
―サバ缶ブームによる新しい変化−
◎松浦 勉 著
出版社： 農林統計協会
ISBN-10：4541043297
ISBN-13：978-4541043290

著者の松浦勉氏は、本誌44号で２冊の本をご紹介したように、

方が多様化、②サバ缶の健康情報が増加（血液さらさら、中性脂

水産行政、研究に従事された経験等をもとに、多くの著書を執筆

肪などの改善、骨の強化や認知機能の改善などいいことずくめ

されています。今回ご紹介する本のテーマは、現在勤務されて

です）、③サバ缶料理のレシピ数が大幅に増加、④サバ缶の販路

いる水産缶詰業界に関係の深いサバ缶に関するものです。

や価格帯の変化（私の知る範囲では、長崎県に 1 缶 1,000 円の高

記憶に新しいサバ缶ブームは 2009 年に始まり、テレビ番組に
様々取り上げられ人気が急上昇していきました。有名な EPA や

級サバ缶があります）
、⑤ついにサバ缶が機能性表示食品となっ
たことなど。

DHA 等を多く含むことによる健康面、非常時の備蓄食料として

また本書には、サバ缶のみならず水産缶詰全般についての解

の優位性などが評価され、2018 年にそのピークを迎えることに

説や多くの興味深いコラムが掲載されています。例えば、水産

なります。クックパッドの食トレンド大賞、ぐるなび総研の今

缶詰の歴史については、日本では北洋サケ缶に始まったこと､ 世

年の一皿に ｢鯖｣ が選ばれました。

界的にはナポレオン時代にフランス人によって軍用食品貯蔵法

本書では著者による地道な調査分析作業の結果が紹介されて

として瓶詰めとして始まり、その後ブリキ缶の缶詰がイギリス

います。サバ缶のレシピ本やテレビ番組の時系列・一覧化、横

人の手で生まれたとのことです。また、
「世界一缶詰を愛する国」

浜の小売店におけるタイプ別のサバ缶の販売状況などです。ち

と呼ばれるポルトガルの缶詰事情が紹介されています。以前、

なみにサバ缶の売れ行きは定番の①水煮、②味噌煮、③味付けの

東京のポルトガル料理店に行った際に､ 自家製缶詰なるものが

順。最近はトマト、ゆず胡椒、バジルレモンなど様々な味付けも

料理のメニューにあり不思議な感じがしましたが、本書を読ん

増えているそうです。さらにはサバ缶を使った郷土料理やサバ

で納得しました。

缶を使ったレシピ・写真の紹介やサバ缶をツイートする ｢サバ
子さん｣ が食べた缶詰の分析結果もあります。
タイトルにある「サバ缶の進化」とは何かについては、次のよ
うに整理されています。①和食以外でも洋食や中華などに使い

皆様も本書を通じて身近な食品である水産缶詰・サバ缶につ
いて学び、コロナ禍で増えた「おうちご飯」にサバ缶を使ってみ
てはいかがでしょうか。
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丸山主任研究員オススメ！

師弟

棋士たち

魂の伝承

◎野澤 亘伸 著
光文社文庫 2021.02.20 初版
本体 680 円＋税
（ISBN 978-4-334-79157-5）

はじめに

士奨励会）という将棋プロの養成機関に入らなければならず、

私は小学生の時に将棋を覚え、現在も趣味の一つであ

その条件として一般的にはプロ棋士の推薦が必要となる。こ

る。以前は毎週日曜日の NHK のテレビ対局や新聞記事の

の推薦する棋士が師匠にあたる。つまり、プロ棋士に素質を

片隅以外、素人はほとんど目にする機会のかなった将棋

認められ弟子として迎えられることがプロ棋士への第一歩と

も、昨今のインターネットの普及により、動画サイトなど

なるわけだ。

でいつでも観ることができるようになった。トッププロ

書籍の中では、親子かそれ以上に年が離れ、なんの縁もな

が YouTuber となり普及活動を行うようにもなった他、ス

かった二人が出会い、師弟として互いに大きく影響しあい、

マートフォンの無料アプリも豊富で今や将棋は誰にでも身

時には盤を挟んだライバルとして、一人の棋士が育つ過程を

近な存在になった。

様々な角度から紹介している。将棋に詳しくなくとも、十分
に楽しめる内容である。

空前の将棋ブームとその火付け役
このような背景のもと、いま空前の将棋ブームとなってい

将棋の師匠は AI になっても

る。大きな理由の一つに、2016 年に史上最年少でプロ棋士

近年、急速に発達した AI（人工知能）は、将棋界にも一大

デビューした藤井聡太二冠（王位・棋聖）の活躍である。そ

旋風を巻き起こし、もはや現役名人でも現時点での最強 AI に

れと同時に注目を集めたのが彼の師匠である杉本昌隆八段

はまったく歯が立たない。将棋はもはや師匠や他の棋士など

だ。プロ入り当時まだ中学生だった藤井二冠がなるべくメ

人間 から教わるのではなく、AI から教わるものになったと

ディアの矢面に立たないよう、師匠がフォローしていたため

いっても過言ではない。実際、ほとんどの現役棋士が自分の

だ。そして次第にこの二人の師弟関係に注目が集まるよう

研究に AI を導入しており、AI 導入に抵抗感がなく積極的に取

になっていく。このような書籍が上梓されるのも、きっとこ

り入れている棋士が軒並み好成績をあげている。

の二人の良き師弟関係に世間が注目したからであると思う。

そのような状況においても、なお師弟関係というものが存
在し、その関係が注目を集めているのは不思議な感覚である。

将棋の師弟

そこにはきっと将棋を教える、教わる、奨励会に推薦すると

将棋にはプロの世界（公益社団法人日本将棋連盟という

いった表面的な関係ではない、二人の人間同士による人間ら

組織、対局ごとの手当や勝った時のスポンサーからの賞金に

しい、師弟二人だけの何か特別な関係 魂の伝承 があるに違

よって稼ぐ）があり、現在、現役のプロ棋士は概ね160名いる。

いない。ぜひこの書籍からそれを少しでも感じてみてほしい。

将棋のプロになるためには、まず奨励会（正式には新進棋
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犬丸主任研究員オススメ！

魚たちの愛すべき知的生活
―何を感じ、何を考え、どう行動するか
◎ジョナサン・バルコム（著）
出版社：白揚社
ISBN-10：4826902042
ISBN-13：978-4826902045

本書では、陸に生活する私たちがなかなか目にすること

り、協力して狩りをおこなったりします。さらには社会を形

のできない魚の世界について堪能できます。また、水の中

成して互いに意思を伝え、協力関係を気づき、騙したり騙さ

に棲む魚たちは、いったいどんなふうにこの世界を知覚し、

れたりもするようです。そんな生きものの多彩な生活が水中

どんな工夫を凝らして生きているのかご存じでしょうか？

で繰り広げられているのを知ると、目を開かれたような思い

サケは生まれた川に帰ることやマグロが海を回遊してい

をしました。このようなあまり知られていない魚たちの世界

ることは有名です。しかし、サケが母川のほんの微量なに

と生態を科学研究の成果と個人のエピソードを織り交ぜて紹

おい物質を嗅ぎつけてたどっていくこと、マグロが対向流

介してくれる内容が豊かな本です。しかし、それだけにとど

熱交換システムで体全体を温め、冷たい水のなかを効率よ

まりません。

く泳いでいることなどは、あまり知られていないかもしれ

著者が魚も社会生活をもって個として生きる存在であり、

ません。また、自ら発電して電磁場をつくり、その電磁場の

その点では陸に生きる獣や鳥とまったく同じだと粘り強く繰

変化から障害物を感知してよけるデンキウナギ。可視スペ

り返しているのは、大切なメッセージを伝えようとしている

クトルが広いおかげで、人間には見えない模様を見分けて

からです。それは、私たち人間から見た魚の地位が不当に低

仲間を識別するニセネッタイスズメダイ。嗅覚の鋭い犬や

いこと、生きものの仲間として魚をもっと尊重すべきだとい

夜間も視力の利く猫などと同じように、魚はその生息環境

うことです。この本のページをめくるうちに、魚が豊かな生

に適した五感を発達させています。繁殖と子育ての戦略も

活を営んでいること、知覚し、意識し、苦痛を感じる生きもの

バラエティに富み、状況に応じて性転換したり、卵や子を口

であることがわかりました。この本を読むとこれまでと違っ

のなかで守り育てたり、はてはある種の鳥のように托卵し

た目で魚をみるようになるはずです。最後に、魚に限らず生

たりする魚までいます。魚は学習し、計画し、道具を使った

き物に興味がある人にはおすすめの 1 冊です。

りするし、音楽を鑑賞したり、私たちと同じ錯視を経験した
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◎ 新任挨拶
令和 3 年 4 月 1 日より第 1 調査研究部に新卒で着任

◇第1調査研究部

海老原 碧

の 大 変 さ を 実 感 し ま し た。

いたしました海老原碧と申します。採用時に新卒は約

漁村総研は東北の復旧・復

20 年ぶりとのことを聞いていたので、上手くやってい

興に関して多くの調査を実

けるか不安がありましたが、実際に勤務してみると所

施しており、これらの仕事に

内は和気あいあいとしていて、笑い声が聞こえない日

携わることができることか

がないくらい賑やかな、まさに「みんなの研究所」と

ら身の引き締まる思いで取

いう環境で安堵しています。

り組んでいます。

私は、江東区深川地区出身の江戸の文化が息づく下

大 学 で は ウ ォー タ ー フ

町で育ち、自宅の真横が川（汽水域）のため東京に生

ロント都市工学を専攻して

まれ育ちながらも幼少期から水と親しみがあり、ボラ

おり、港およびその背後地の活性化や、多目的利用の

やチヌ、ハゼやクラゲ等の生物を眺め、フナ虫と戯れ

可能性について研究を行っていました。修士論文で

ているような幼少期でした。父が釣り好きで、母との

は、港を玄関口とした地域振興を行うことを目的に、

新婚旅行はカナダでトラウト釣行という親の元に生ま

離島に寄港するクルーズ船の現状や課題について調

れたため、小さい頃から家族で海やアウトドアなどに

査を行っており、実際に様々な離島へ視察やヒアリン

行くことが多くありました。そのおかげなのか人形遊

グで訪れました。現地に訪れることで地元の雰囲気を

びやゲームなどより、貝殻集めや石集めが好きで未だ

体感し、机上では把握することができなかった様々な

に宝箱の中に大量の貝殻と石が眠っています。
（今で

生じている問題に気づき、地域振興の重要性を実感し

も海に出向いた際には貝殻を拾い集めてしまいます。）

ました。入所後は、現地視察が必要であるものの、コ

また、幼少期から毎年 2、3 回ほど家族と宮城県観光を

ロナ渦でなかなか現地に行くことが難しい状況が続い

しており、見慣れた土地が被災したことは未だに鮮明

ていますが、現地に行けるようになった際には現状や

に覚えています。発災時は中学 2 年生のちょうど春休

実態の把握、課題の解決に尽力していきたいです。

み中で友人とカラオケで遊んでいました。急に大き

これまでの経験を踏まえ、現場や関係者の方々から

い揺れが続き、急いでカラオケルームを出て、その後

信頼してもらえるような研究員を目指していきます。

なんとか家に帰宅しました。テレビに映し出された津

コロナ渦での社会人がスタートし、なかなか上手くい

波の映像の衝撃は今でも忘れられません。震災の年や

かないことが多々ありますが、社会人としても、水産

翌年には行けませんでしたが、震災から 2 年後に久し

の知識も、まだまだ勉強中のことが多く、至らない点

ぶりに宮城県に訪れることができました。閖上から塩

もあるかと存じますが、一日も早くみなさまのお役に

竃を通って南三陸まで車で北上し、発災してから 2 年

立てるよう精一杯努めます。どうぞよろしくお願いい

もの月日が経過したにも関わらず、まだなお残ってい

たします。

る津波の爪痕をみて、災害の恐ろしさ、復興すること

INFORMATION

◎ 新任挨拶
令和 3 年 4 月に第 2 調査研究部に着任いたしました、

◇第２調査研究部

元気に生きているではない

す。これまでは主に、イカ類の生息環境に対する生活

ですか。この発見により、無

史の応答特性の解明や、定置網内での生物行動情報の

事に学位論文をまとめるこ

可視化による高精度な魚種判別手法の確立に関する研

とが出来ました。

京都市内で生まれ育ち、大学は工学部だったので、

髙原 英生

たところ、なんと 1 ヶ月後も

髙原英生と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

究に携わってまいりました。
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卒業後は、全国を転々とし
ながら、様々な研究に携わっ

二十歳過ぎまでは海や水産業との関わりはほとんどあ

てきました。前職では約 6 年

りませんでした。海水浴といえば、お隣滋賀県の琵琶

ぶりに函館に戻り、研究機関

湖での湖水浴でした。大学卒業後は、大学院進学に伴

や地域民間企業との連携研究に向け、異分野の研究を

い函館に移り住み、本誌に特別寄稿をしていただいた

結びつけ、新たな研究領域の創造を探るとともに、新

桜井先生のもとで、学位を取得しました。水産の現場

産業や新技術開発のための共同研究事業の提案に取り

については全くの白紙状態だった大学院時代に、桜井

組んでいました。また、函館の「市の魚」に制定され

先生とともに多くの水産現場を訪れ、漁業関係者や水

ているイカを極める「函館イカマイスター」認定制度

産加工業者の方々と接したことや、調査船での 1 か月

の運営も行っていました。函館イカマイスターは、イ

に及ぶ船内生活は、非常に貴重な経験となり、今でも

カについての幅広い知識を身につけることができる、

研究活動の礎となっています。

全国的にも珍しいご当地検定で、もちろん私もマイス

大学院では、近年話題のアニサキス科線虫の幼虫が

ターです。

どのようにスルメイカへ寄生するのかを、野外調査と

最後になりましたが、漁村総研では魚礁などの人工

飼育実験を組み合わせて研究しました。ここでの成果

基質による漁場や保護区の整備に関係する業務に、積

の 1 つに、市販の 3 個 100 円の某プリンで、アニサキ

極的に携わっていきたいと思っています。近年は、各

スの幼虫を飼育したことがあります。飼育実験によ

地域で漁獲される魚種に大きな変化が起きています。

り、幼虫が餌からスルメイカ体内での寄生に至るまで

このような変化をいち早く予測し、新たな漁場整備方

のプロセスを解明しようと試みたのですが、そのため

策の提案や、漁業から流通、加工にまで反映させる柔

には多くの幼虫が必要でした。そこで、函館の某市場

軟な水産業の提案にも取り組んでいきたいです。これ

内にあるイカ専門店にご協力いただき、幼虫を収集し

まで築いてきた漁協や漁業関係者との交流・連携か

ました。しかしながら、集めた幼虫を海水で飼育する

ら新たな潜在ニーズを掘り起こし、多様な研究分野の

と、1 週間も経たずに死んでしまい、実験に用いる数

方々と協働し、地域貢献・地域創生を常に意識した研

がなかなか揃いませんでした。どうしたもんかと、プ

究をスピード感をもって実行し、迅速に現場へのニー

リンを食べながら悩んでいた時に、ふと、そのプリン

ズに応えていけるよう努力してまいります。今後とも

の表面とタラの肝臓（幼虫はタラの肝臓にも寄生して

どうぞよろしくお願いいたします。

いる）の表面って似てるな…と思い、幼虫を置いてみ
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学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（令和３年４月〜令和３年９月）
2021年度日本水産工学会学術講演会（令 3.6）
「日本海西部海域におけるズワイガニの標識放流結果と移動特性」
「洋上風力発電施設稼働時の水中音と魚類の行動」
「浮魚礁とその周辺におけるカツオの行動」
日本沿岸域学会令和 3 年度「研究討論会」
（第 33 回）
（令 3.6）
「北海道根室市歯舞地区における小型漁船で操業する漁業者への防災情報伝達に関する研究」
「離島振興に寄与するクルーズ船寄港の効果と課題に関する研究」
「漁業地域・漁港におけるクルーズ船受入れ可能性に関する研究」
「日本における小規模漁業存立の重要性」
第 46 回海洋開発シンポジウム（2021）
（令 3.6）
「津波到達時間が短い場合における操業中の漁船避難に関する考察」
「サンゴ礁域における木材増殖礁の水産増殖効果」
2021年度日本建築学会大会（東海）
（令 3.9）
「
「海の駅」
の登録による効果と課題に関する研究」

活動報告（令和３年４月〜令和３年９月）
◎ 令和３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3.6.15
合学校特別講義 講師派遣【全国漁業協同組合学校】令和3.8.30, 9.6, 9.13

◎ 全国漁業協同組

◎ 海の宝アカデミックコンテスト2021全国大会‑海と日本

PROJECT 審査員派遣【北海道大学大学院水産科学研究院 マリン・ラーニング事務局】令和３.9

編集後記
コロナウイルス第５波も全国的に収束に向い、緊急事態宣言の解除に続いて、東京都では飲食店への時短要請も解除され、少しずつ日常
が戻りつつあります。予防接種も進む中で、発症者ゼロを連続して更新している県もあり、これまで、控えていた出張も解禁となりました。
こうした中で No.50 号が完成いたしました。執筆頂いた皆様ありがとうございました。
かくいう私も約２ヵ月ぶりの地方出張では、漁船に揺られて調査を行い、漁業関係者と久々にいろいろな話をしました。また、出先の事務
所において研報が並べられていることを発見して、お礼を述べたところ、過去の記事への感想が聞けたりすることもありました。夜は、美味
しい魚介類を銘酒とともに味わうこともできました。少し前の当たり前が大変貴重な時間に思えました。WEB 会議も便利な反面、地域に出
向くことによってこそ感じられることも沢山あることを改めて認識しています。来るべき第６波をやり過ごし、このままの生活が長く続くこ
とを願うばかりです。

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

（H.M）

JR秋葉原駅

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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東京メトロ日比谷線秋葉原駅

和泉橋

トナカイタワーズビル

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

この印刷物は、
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