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地域漁業学会第 54 回大会
（京都大会：立命館大学）

◇場 所◇ 立命館大学衣笠キャンパス（京都市北区等持院北町 56-1）

◇１０月２７日（土）

個 別 報 告 ９：１０－１１：００

２会場に分かれて行われます。１報告１７分（１４分報告、３分質疑）です。

会 場：Ａ会場（敬学館２階２５０教室）

Ｂ会場（敬学館１階２３０教室）

特別 セッション １１：１０－１２：４０

会 場：Ａ会場（敬学館２階２５０教室）

ミニシンポジウム １４：００－１６：３０

会 場：Ａ会場（敬学館２階２５０教室）

総 会 １６：５０－１７：５０

会 場：Ａ会場（敬学館２階２５０教室）

懇 親 会 １８：００－２０：００

会 場：（諒友館地下食堂）

◇１０月２８日（日）

シンポジウム １０：００－１６：００

会 場：Ａ会場（敬学館２階２５０教室）

◇費 用◇

・大会参加費：２，０００円（要旨集代込み）

・懇 親 会 費：６，０００円（一般），４，０００円（学生会員）

・要 旨 集 代：２，０００円
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Ａ会場(２階：２５０教室） 個別報告 １０月２７日(土）

A-1 9:10 ～ 9:27 Salome V. Tupou-Taufa「The Distribution Channel for Fresh Tuna

from Pacific Island Countries to Japan：The case studies of

Tonga, Fiji and Solomon Islands」

A-2 9:27 ～ 9:44 Jokim Kitolelei・Takashi Torii・Satoru Nishimura・Kei Kawai「Current

challenges of managing coastal fisheries in Fiji：The case study

of Veivatuloa Village」

A-3 9:44 ～ 10:01 Lam My Lan ・Akiko Ikeguchi「Intensive pond culture of Tra catfish

(Pangasianodon hypophthalmus) in the Mekong delta, Vietnam」

A-4 10:01 ～ 10:18 池口明子・Lam My Lan・Duong Nhut Long「ベトナム・メコンデルタにおける

ナマズ養殖の再編とグローバル GAP の導入」

A-5 10:18 ～ 10:35 田村典江・大石卓史・有路昌彦「水産加工業における衛生管理手法の

導入の実態と課題」

A-6 10:35 ～ 10:52 津國 実「東京におけるハモ需要拡大の可能性と課題：

外食事業者などへのアンケート調査結果より」
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Ｂ会場(１階：２３０教室） 個別報告 １０月２７日(土）

B-1 9:10 ～ 9:27 寺田康久「旧明治漁業法における漁業権二重構造の形成：

従来慣行の認定に注目して」

B-2 9:27 ～ 9:44 玉置泰司「近年の琵琶湖の生態系異変現象と漁業への影響」

B-3 9:44 ～ 10:01 山崎憲治「復活への道：漁業地区に焦点を当てて」

B-4 10:01 ～ 10:18 吉村健司「沖縄県本部町におけるカツオ一本釣漁船団の操業実態と変容：

漁業日誌の分析をもとに」

B-5 10:18 ～ 10:35 末田智樹「西海捕鯨業地域の巨大鯨組の成立条件：

宝暦・安永期の益冨組の成長過程にみる」

B-6 10:35 ～ 10:52 川島葛偉悦「日本の人口減少と限界漁村のあり方」
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Ａ－１ The Distribution Channel for Fresh Tuna from Pacific Island Countries to Japan

- The case studies of Tonga, Fiji and Solomon Islands -

Salome V. Tupou-Taufa (Kagoshima Univ.)

The major tuna species imported by Japan from the Pacific Island Countries, PICs, ( excluding Australia,

New Zealand, and colonized Islands) are bigeye, yellowfin and albacore. In 2011, fresh albacore dominated

the tuna imports by Japan from PICs, followed by fresh bigeye (15%) and yellowfin (8%) respectively.

The distribution of fresh tuna from the PICs to major markets, such as Japan and US, has always been a

challenge for these small islands due to their small volume of economic activity. One of the major challenges

faced by many fresh tuna exporters is maintaining the high quality of the tuna until it reaches Japan. With its

small volume of economic activities, there are no direct flights available from these islands to the major fresh

tuna markets including Japan. All of the fresh tuna are shipped via New Zealand, Australia or Korea using

commercial airplanes, thus very limited cargo space. Better infrastructure such as ports for landings plays a

significant role in the distribution of fresh tuna which is the case in Fiji. Improvements in the tourism

industry are one of the contributing factors to the developments of a better distribution channel for fresh tuna

in the Pacific. An improved tourism industry will increase the frequency of the flights and can prompt more

direct flights to major hubs which may shortens the transportation time, maintaining a high fish quality and

thus, getting better returns to the tuna exporters. This impact of the tourism industry in the tuna industry is

very apparent in Fiji while Tonga and other small islands still struggle with the development of both their

tourism and tuna industry.
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Ａ－２ Current challenges of managing coastal fisheries in Fiji:

- The case study of Veivatuloa Village -

Jokim Kitolelei (Kagoshima Univ.)

Takashi Torii (Kagoshima Univ.)

Satoru Nishimura (Kagoshima Univ.)

Kei Kawai (Kagoshima Univ.)

There are many fisheries management system evident in the world and its effectiveness varies in different

coastal areas. Fiji has a dual system of fisheries management in which the government and the indigenous

people are responsible for managing their coastal areas. The people of Fiji are highly dependent on their coastal

resources for subsistence and economic activities. In recent years there are many arising threats and challengers

in managing coastal resources in Fiji. In a community there are multi-species and also different ecosystem from

coral reefs, mangrove ecosystem and tidal area ecosystem and managing resources should take into account all

this factors. Traditional system is still in existence and effective and well respected at the community level.

The research discusses dual system effects on coastal fisheries management. The discussion will be based on

property rights, government and traditional rules, activities of fishermen and the type of management practiced

in the community. Fishers are still confused about property rights and rightful ownership. Fisheries rule both

traditional and government is followed in different level. Fishermen activities are important to study for

management. The common management practiced in the community is having taboo areas. The discussion will

be based in Veivatuloa village a typical traditional Fijian village.
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Ａ－３ Intensive pond culture of Tra catfish

(Pangasianodon hypophthalmus) in the Mekong delta, Vietnam

Lam My Lan (Cantho Univ. , Vietnam)

Akiko Ikeguchi(Yokohama National Univ.)

Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) has been a traditional cultured fish species for cages in the

Mekong delta of Vietnam since 1960s. From 1996, this fish species has been stocked in ponds in many

provinces (Dongthap, Angiang, Cantho, Vinhlong, Tiengiang …). Pond areas range from 0.3 - 1.0 ha with the

depth 3.5 - 4.5 m. Fingerlings (30 - 80 fish/kg) are stocked at 30 - 50 fingerlings/m2. Fish are mainly fed by

pellet (22 - 28% crude protein. Feeding rates are 8 - 10% of body weight when fish is smaller than 200 g and

decrease to 1.5 - 3% of body weight at 700 - 1,000 g/fish. Feeding frequency is once or twice daily. Each pond

has feeding boat or floating feeding area for good management of feed. Water is exchanged at the rate of 10 -

30% by tide or pumps and biweekly for the first month after stocking; 1 - 2 times per week in the second

month; every 2 - 3 days for the third and fourth months and daily from fifth month until harvest. Discharge

water from Tra catfish ponds was collected into treatment ponds to reduce suspended solids, total nitrogen and

phosphorus … Because of high density of fish and feed supply, mud in the bottom of ponds was gathering and

it should be removed 2 - 3 times/culture cycle. Mud was storage in a private pond and used an organic

fertilizer for fruit gardens. Fish are cultured for 6 - 7 months. Marketable sizes of fish are 0.8 - 1.2 kg/fish. The

mean survival rate of fish was 82% (77 - 96%). Feed conversion ratio (FCR) range from 1.5 to 1.7. The mean

yield was 300 mt/ha (250 - 500 mt/ha/crop). Before harvest, fish was checked for meat quality (color, drug or

chemical residue …) by the processing plant’s staffs to meet the standards issued by international market. The

production cost was around 300,000 USD/ha. In 2011, there were 5,430 ha for Tra catfish culture in Vietnam.

The total production was 1,195,000 mt. Total Tra catfish product for export was 600,000 mt and the value was

1.805 billions USD. The main market for Tra catfish from Vietnam are EU, USA, ASEAN, Brazil …

Presently, in order to develop a sustainable Tra catfish intensive pond farming and supply the best quality of

products for the market, more farms in the Mekong Delta of Vietnam get the Global GAP, ASC or BAP

certifications.
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Ａ－４ ベトナム・メコンデルタにおけるナマズ養殖の再編とグローバル GAP の導入

池口 明子（横浜国立大学）

Lam My Lan (Cantho Univ. , Vietnam)

Duong Nhut Long (Cantho Univ. , Vietnam)

農産物の安全性や環境負荷低減をアピールした食品市場の拡大に伴い，国境を越えた生産工程の管

理が活発化しており，とりわけ生産コストが低い南側生産地域では欧米市場への輸出を目的に「適正

農業規範（Good Agricultural Practice: GAP）」の導入が盛んになっている．

この枠組みによる生産基準認証が従来の品質認証と異なるのは，加工段階のみならず，生産段階に

おける自然環境や労働環境も定義し，基準化しようとする点にある．この制度に関し，これまで指摘

されている問題として，基準化の過程で小規模生産者が排除あるいは周辺化されがちである点があげ

られる．「有機」品質の均質化，安定的供給を目的とした生産方法の限定や生産環境の数値化が，小規

模生産者の環境認識や持続性の理解との間にギャップを生むことなどが，その要因として挙げられて

いるが，2000 年代に始まったこの分野の研究ではいまだ十分な事例が検討されていない．

本報告は，メコンデルタにおけるナマズ養殖の再編過程，およびグローバル GAP の導入の影響につ

いて，実態調査にもとづいて検討するものである．現地調査は 2011 年 8 月および 2012 年 8 月におこ

ない，自治体・加工企業・生産農家・生産組合を対象に聞き取りを実施した．

Striped catfish Pangasianodon hypophthalmus ，ベトナム語「Ca tra」はメコンデルタの在来種で古く

から漁獲あるいはいけす養殖がされていたが，1990 年代後半以降，輸出向け商品として爆発的に生産

量が増大した．当初カンボジアと国境を接するメコン川上流部の各省で生産され，次第に下流へと生

産地が広がった．また養殖方法は同時期にいけす養殖から池中養殖へと転換した．いけす養殖は降水

量によって変化するメコン川の水質に生産が大きく影響されるが，池中養殖では水質管理がしやすい

からである．これによって本流から離れた地域にも生産は広がり，小規模農家から企業まで様々な規

模の経営体が生産に加わることになった．しかし，2008 年のリーマンショックを契機に小規模農家の

廃業や加工企業の契約農家化が進んだ．

こうした状況下で導入されたのが EU への輸出に不可欠となったグローバル GAP 認証である．ナマ

ズ養殖に適用される生産基準のうち，達成が困難なものとして排水処理施設の設置，水質など養殖環

境の数値化と記録，トレーサビリティの確保が挙げられる．排水処理施設として定着しているのは生

産用の池とは別に水処理用の池を設置することであるが，小規模生産者には用地確保が難しく，ある

省政府では 5ha 以上の養殖面積をもつ経営体を認証導入の対象として支援している．

以上の結果から，生産基準の導入はそれ自体がメコンデルタのナマズ養殖再編の要因とはいえない

ものの，リーマンショック以後の加工-生産の垂直統合を一層加速化させるものと考えることができる．
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Ａ－５ 水産加工業における衛生管理手法の導入の実態と課題

田村典江（（株）自然産業研究所）

大石卓史（（株）自然産業研究所）

有路昌彦（近畿大学）

（背景と課題）

- 生物に由来する食中毒や健康被害について、近年、深刻な事故の発生が相次いでおり、食品製造

業において衛生管理の徹底はきわめて重要な課題となっている。

- 衛生管理の手法論については、国際的に見て、コーデックス委員会の HACCP ガイドラインにも

とづく方式の採用が主流となりつつある。わが国においても、平成 7 年の食品衛生法の改正や平

成 10 年の HACCP 法の制定などを契機として、HACCP 手法の普及啓発が図られてきた。

- これまで、特に水産業界においては、HACCP 手法の導入は、(1)対米・対 EU 輸出を目的として

取り組むケース、(2)地域 HACCP として取り組むケースなどが注目を集めてきた。しかしながら、

流通消費傾向の変化をうけて、6 次産業化や農商工連携、産地直売などの取組が進み、生産から

消費までのフードシステムが多様化する現在では、これまで以上にフードシステムの各段階の事

業者が自覚的かつ自発的に HACCP 手法の導入に取り組み、衛生管理レベルを高めるとともにフ

ードシステムを通じて、食品安全を確保することが必要である。そこで本研究では、現時点での

水産加工業における衛生管理手法の導入実態を把握し、今後の課題について整理することを試み

た。

（方法と結果）

- HACCP 手法の導入実態については、すでに一定程度、国による実態調査が進んでいることから、

本研究では既往の実態調査結果の総合的な分析を行うことによって、実態の把握を試みた。具体

的には農林水産省食品産業局による「食品製造業における HACCP 手法の導入状況実態調査」、水

産庁による「漁業センサス」、厚生労働省厚生労働省医薬食品局食品安全部による「食品の高度衛

生管理手法に関する実態調査」等を分析の対象とした。

- 分析の結果、以下のようなことが明らかとなった。

Ø 水産食料品製造業では 20 ％程度の事業者において HACCP 手法が導入されている。導入状

況をみると、従業員規模が大きくなると、導入割合が高くなる傾向がある。ただし導入割合

は規模に比例して一律に高くなるというわけではなく、従業員規模 30 人および 100 人を境

として、飛躍的に高まっている。そのため、上記の従業員数を境界として、水産食料品製造

業事業者を HACCP 手法の導入度合いによって 3 つのセグメント（低位グループ、中位グル

ープ、高位グループ）に大別し、プロフィールを整理することが可能と考えられる。

Ø HACCP 手法の導入理由としては、リスク削減やイメージ向上が重視される一方、製品ロス

の削減についてはそれほど重視されていない。また導入が進まない理由としては、資金の問

題をあげる回答が多く、特に初期投資に関する問題意識が高い。しかし、実際の導入・運用

コストに関する設問からは、低コストで運用・導入している事業者も一定程度存在している

ことがわかり、実態と認知にズレがある可能性がある。

- HACCP 手法の導入実態は事業者の属性によって差異があることが明らかとなった。大多数を占

める小規模な事業者では、HACCP 手法の導入以前に認知そのものが低い傾向がある。衛生管理

に対する意識そのものを高めていく必要がある。

- 特に地域振興の観点から、直売や生産者加工に取り組む際には、マーケティングやプロモーショ

ン等の施策と同時に、衛生管理についても意識の引き上げをはかることが重要と考えられる。
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Ａ－６ 東京におけるハモ需要拡大の可能性と課題

－外食事業者などへのアンケート調査結果より－

津國 実

１．研究目的と方法

本研究の最終的な目標は、「水産物ハモの食文化とそれを支える経済システムの現状と課題」を明らか

にすることである。そのために、「ハモ料理」用商品ハモに関して国内外のハモの生産・流通・消費の状

況を聴き取り調査やアンケート調査により把握し検証してきた。その中で国内の流通・消費面について

は、過去に京都や大阪での一般市民に対する郵送アンケート調査、卸売市場関係者への聴き取り調査、

水産物流通統計や卸売市場年報などのデータ分析を行い、その結果を学会発表してきた。そこで今回の

発表では、2012年1月から3月にわたって行った京都、大阪、東京の日本料理店や鮮魚販売店などの事業

者に対するハモの取扱に関する郵送アンケート調査結果を比較検証し、東京におけるハモ需要拡大の可

能性と課題を明らかにしたい。

２．研究経過と成果

ハモの流通・消費面に関する過去の調査では、次のような点を明らかにしてきた。それは、①京都と

大阪のハモ需要は全国の約7割を占め、さらに市民1人当たりの年間ハモ食事回数でみると京都は大阪の

約2倍で、中央卸売市場での平均単価も京都の方が大阪より1.5から2倍高い、②中央卸売市場での取扱数

量では東京が京都の6分の１以下にもかかわらず、その平均単価は東京の方が高い、③京都では韓国産ハ

モが高価格で取引され、大阪では安価な中国産が多く取引されてきたが、東京の中央卸売市場では京都

であれば低い価値のハモが高値で取引されているように、地域により異なる商品評価がある、などであ

る。

３．今回の報告概要

アンケート回答事業者のうち京都と大阪ではほぼ全てがハモを取り扱っているが、東京では約 3 分の 1

は取り扱っていない。本要旨で、それらの回答のうち単純集計結果のみを述べると以下のようである。

各地域での商品ハモの価格認識はウナギとほぼ同等であるが、京都・大阪より東京の方がハモのイメ

ージを高級魚としてより強くとらえている。ハモを使った料理種類の頻度的割合をみると京都では「湯

引き」が圧倒的に高いが、大阪では「照り焼き」、東京では「土瓶蒸」が「湯引き」以外にも高い割合で

あることが大きな特徴である。ハモの大きさ別価格評価は、京都と大阪では 1 尾あたり 300 ｇから 700

ｇが高く、東京では 500 ｇから 1 ｋｇが高いが、実際の仕入では大阪のみ 300 ｇから 1 ｋｇの範囲で評

価とは異なる大きさまで幅広く仕入れている。ハモの状態別価格評価では、「活け」「活け〆」のものが

高価値であると強く意識されている点は、いずれの地域も同じである。日本産、中国産、韓国産のハモ

の価格評価は、京都と大阪では韓国産が非常に高く、東京では日本産の方が極めて高いが、大阪で実際

に仕入れている量は韓国産より日本産の方が多い。実際の仕入評価と若干の違いがあるものの国内産地

のうちハモの価格評価が高い府県は、京都と大阪では兵庫、徳島、愛媛となっているが、東京では兵庫

が抜き出ている以外はほぼ同じである。実際に仕入れる際の数量割合が高い仕入ルートは、いずれの地

域も卸売市場が圧倒的に多いが、東京ではそれが顕著である。

以上のように、単純集計でもハモの需要傾向が京都と大阪と東京では異なる。さらに細かく分析する

と、東京がさらに大きく異なっている。したがって、東京におけるハモの需要拡大の余地は十分あるが、

その課題の一つは京都・大阪とは異なる傾向に合わせて適切に商品ハモを供給することであるといえる。
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Ｂ－１ 旧明治漁業法における漁業権二重構造の形成
－従来慣行の認定に注目して－

寺田康久（茨木市立西陵中学校）

【問題の所在】鹿児島県トビウオ漁の主要漁場は種子島の馬毛島と屋久島の沿岸とであった。1901 年

旧明治漁業法(以下,旧法)により，馬毛島の漁業は 1906 年に専用漁業権の中で慣行証書添付を必須と

した慣行漁業権(専登 181 号)を，屋久島の漁業は 1908 年に専用漁業権の地先漁業権(専登 1553,1554

号)を取得した。トビウオ漁では同等の漁業履歴と漁獲量を有した両地域を慣行漁業権と地先漁業権に

区別した旧法の漁業権の構造を，上部構造(法令)の変遷と下部構造(漁村と漁民)の対応とを総合的に

把握して論証する。さらに既往文献で欠落した論点である旧法における従来慣行の認定規準を論証す

る。

【旧明治漁業法の法令における漁業権の構図】

【第３条(定置・区画・特別)漁業権】法令は，専用漁業権に比べ，個人有の第３条漁業に容易な漁業

権取得の方途を付与する。①知事申請願書の告示日から個人による第３条漁業願書の申請が可能であ

る。②法 32 条(看做し規定)は従前の漁業取締規則による第３条漁業の免許を承継し，さらに漁業税規

則による免許も認証する。

【第４条専用漁業権】①施行規則第 56 条による知事許可漁業の告示日から第３条漁業を含めた漁業組

合の漁業権申請作業が始まる。その告示の遅れは慣行漁業権の取得機会の喪失となる(福島，鳥取，佐

賀県)。②漁業組合認可(知事)，漁業権申請決議認可(知事)，専用漁業権認可(農商務大臣)の度毎に「享

有行為セムルトスル漁業権」の精査が行われる。③専用漁業権の漁業種類は第３条漁業及び知事許可

漁業を除く全てであり，手繰網を慣行漁業権として認可する(富山県)。地先漁業権の漁業種類は，1900

年第二回漁業法政府案の根付磯付漁業に限る農商務省の方針により限定される。④法令は従来慣行の

及ぶ範囲である｢自然村｣を漁業組合の地区とする。行政村を漁業組合地区とすることは従来慣行の喪

失に繋がる故に，｢自然村｣を地区とする漁業組合は共有に因り広域漁業を含む慣行漁業権を取得する。

【旧法における従来慣行の原由】

【布達期】① 1873 年地所名称区別は公有地を規定した。内務省は 1874 年に地所名称区別の主管とな

り，官有地池沼の利用に賦課金を課す内務省達乙 55 号を布達する。同年の地所名称区別改定は河海を

官有地第三種と規定し，公有地を民有地第二種と官有地とに区分した。公有地の再編は林野入会権に

対する法的処分であり，その再編指針は秣永山永を所有(民有地)の認定規準としなかった。② 1875 年

太政官布告第 23 号雑税廃止は，その後の税を｢一般ニ課税スヘキ分｣と｢差向収税無之テハ営業取締差

支候類ハ当分地方ニ於テ改テ収税ノ筈｣の分と｢内務省達乙 55 号が適用される官有地の分｣とに区分し

た。雑税廃止布告により内務省達乙 55 号に基づく｢借区制｣漁業(愛媛県)と「営業取締差支候類」に基

づく｢慣行による営業権｣漁業(鹿児島県)が併存することとなる。③ 1875 年 12 月 19 日太政官布告第

195 号及び同日達第 215 号と 1876 年 7 月 18 日太政官達第 74 号が布達される。

【地方漁業取締規則】①達第 215 号の本文は実質的に空文化し，その｢借区制｣漁業の多くは 1878 年の

三新法により法人化した府県による漁業取締規則の免許制に擬態化し事実上移管する。②したがって，

旧法制定に至る間には三つの漁業形態が併存する。第一は達第 215 号に基づく｢借区制｣漁業であり，

第二は達第 74 号に基づく｢慣行による営業権｣漁業であり，第三は府県漁業取締規則による免許制漁業

である。③旧法における従来慣行の認否は，第一の漁業を達第 215 号の空文化により否認し，第二の

漁業を税が所有に係る権利でない故に否認し，第三の漁業に限り認証する。④第一及び第二の漁業を

施行する府県漁業取締規則では，漁業法第一回政府案が提出された 1899 年前後に，旧法第３條に該当

する漁業に関する免許制を規定し，法 32 条への事前対応を実施する(静岡，長崎，鹿児島県)。

【旧法における従来慣行の規準】

旧法は従来慣行の規準を公有地再編に準拠させ府県漁業取締規則の免許制と旧藩の公証とに限定する。

【熊毛郡のトビウオ漁】｢慣行による営業権｣漁業が行われた鹿児島県における慣行漁業権は，その慣

行書証が旧藩の公証に限定された故に，種子島家私領地の種子島のみが取得する。

【旧明治漁業法の性格】

旧法の漁業権制度に関する通説は，幕末における漁場利用関係を継承し，それを固定し，これを近

代法的な法概念規範で規律したとする。しかしながら，旧法漁業権は第３条漁業と第４条漁業，慣行

漁業権と地先漁業権の間に維新後の漁業政策を反映させた二重構造を有するのである。そして，旧法

は漁業入会権・総有漁業が内在する｢借区制｣漁業と｢慣行による営業権｣漁業を専用漁業権の地先漁業

権に規定し，そのゲルマン法理的要素を漁業種類認否の実施により法的に最終処分したのである。
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Ｂ－２ 近年の琵琶湖の生態系異変現象と漁業への影響

玉置泰司（水産総合研究センター中央水産研究所）

琵琶湖では漁業環境・生態系の悪化により、漁業生産量の減少が継続しているが、特に近年、様々

な生態系異変現象が起こり、漁業への影響が生じている。これらの現象のうち、特に影響が大きいと

考えられる、水草の異常繁茂と、漁網等への藻類の付着について、実態と漁業への影響について整理

するとともに、今後必要な施策について検討を行う。なお、本報告には環境研究総合推進費による支

援を受けた成果を含む。

１．琵琶湖の漁業の現状

漁業環境・生態系の悪化による資源の減少、魚価の下落・燃油等費用上昇による経営悪化、これに

伴う漁業経営体数の減少・高齢化が生じている。

２．近年の琵琶湖の生態系異変現象

（１）水草の異常繁茂

南湖を中心とした水草の異常繁茂は、1994 年の大渇水以降に始まり、2002 年以降は南湖全体の水草

の現存量は約１万トン（乾燥重量）とされている。水草の異常繁茂により、操業場所の減少、漁具へ

の絡まりによる操業妨害、漁船の航行障害などが生じている。

（２）漁網等への藻類の付着

漁網等への藻類の付着は、エリ網では 1997 年から北湖の一部で発生し、1998 年には北湖全域に拡

大した。1997 年～ 2003 年はフォルミィデｨウム等糸状藍藻類が主体であったが、2004 年以降はクチビ

ルケイソウ等付着珪藻に優占種が変化している。刺し網ではヒザオリモ属の糸状緑藻が主体である。

藻類の付着により、エリ網では漁網目詰まりによる漁獲効率の低下、漁網の重量増加による操業妨害

・重労働化、漁網清掃・交換による操業時間の減少、漁期の短縮による水揚げ減少等が生じている。

３．生態系異変現象への対策

現在、水草については国や地方自治体の予算措置により、刈り取り等が行われているが、駆除が繁

茂のスピードに追いつかず、改善が見られない状態である。一方、漁網・漁具への藻類の付着は漁業

者の自己負担による個別対応しか行われていない。漁業者の高齢化・経営悪化の下、これらの現象へ

の対応がますます漁業者を苦しめている。琵琶湖漁業の崩壊は、漁業による多面的機能の損失ととも

に、様々な生態系サービスを失わせるものであり、漁業存続のための施策の実施が望まれる。
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Ｂ－３ 復活への道

－漁業地区に焦点を当てて－

山崎憲治（岩手大学・非）

1 津波と地域

津波被害を知るには、地域の漁業の実態と課題を把握することが必要である。災害は異常な自然現象

を素因に、それぞれの地域が持つ課題を一気に顕在化させる。漁業の復興においてもそれぞれの地域が

持つ特色を活かすことが肝腎であり、これを展開できない場合、当該地域の漁業生産が持続不能な状況

に追い込まれることが予想される。

２ 漁業被害の概要とこの研究の方法

沿岸地域では水産業が地域の中核の職場を提供してきたが、これが壊滅的打撃をうけた。岩手県、宮

城県における津波による水産に関わる被害状況を概観してみる。漁船の流失は岩手 13,271 隻、宮城 12,023

隻、養殖施設では岩手 25,841 台、宮城 65,158 台、港湾施設で岩手 108 漁港すべて、宮城 213 箇所。被害

金額で岩手 564,939 百万円、宮城 675,751 百万円と算出されている。漁船の大半を失い、養殖施設の新た

な敷設が求められ、いずれの漁港も大きな痛手を受けている。ここではこれらの数値を論じるのではな

く、それぞれの地域の漁業が持つ課題を平成 20 年漁業センサスから各漁業地区の特色や課題を明らかに

し、それが津波で増幅することを論じることとする。

３．地域の漁業の特色を漁業地区から探る

漁業地区ごとのデータ分析が、被害の構造把握に不可欠となる。3 県では 118 の漁業地区を数えること

ができる。漁業地区ごとに経営体数はことなり、1 地区最大 500 経営体から最小 3 まで多様である。県

別の漁業地区数は岩手県 38、宮城県 58、福島県 22 である。高齢従事者が県平均値以上に高い地区 60 の

うち、後継者の確立が県平均値以上の地区は 17 である。高齢化に直面する地区の 28.2 ％にすぎない。年

間販売金額 300 万円未満の経営体が地区の経営体のうち 50%以上を占める状況にある漁業地区は 39 を数

える。このうち 34 地区が高齢化と後継者不足に直面している地区である。このような状況にある漁業地

区を津波が襲ったのだから、漁業の継続は危機的状況にあると言える。一方、漁業従事者の高齢化が県

平均値以下で後継者が県平均値以上に育っており、かつ年間販売金額が 300 万円を超える経営体が 50 ％

を超える地区は 34 ある。岩手県重茂地区を事例に、この地区の重茂漁協が漁業生産を継続させるため被

災後直ちに積極的対応をとった動きを紹介する。

4．重茂漁業組合の対応

重茂漁協の優れた点は、事業再開に向け、被災直後から有効な具体的行動を起こしている。組合幹部

は３月中に日本海沿岸の漁協を回り、中古のサッパ船を集めている。4 月 9 日には組合員全員協議会を開

き、１）サッパ船の共同利用、２）養殖施設の共同利用、３）共同利用権の行使、等を組合員の負担ゼ

ロで進める方針を確立。時には 1 隻に数世帯が乗り込み、共販体制の徹底した実施、配分金の地区ごと

での協議と平等化を図る方針の確立である。この協議会で 5 原則が確認された。①仲間意識、②相互扶

助、③互譲の精神、④互恵の精神、⑤自らの努力、であった。津波被災を地域の共同の力で乗り越えて

いく原則である。サッパ船を例に挙げれば、受け取った保険金の 25 ％を漁協に入金。新規取得に必要な 100

万円から 10 万円を引いた 90 万円は、水揚げ代金の 10 ％相当額を 90 万円になるまで漁協に支払う。つ

まり、100 万円相当のサッパ船が、10 万円で手に入り、保険金の 30 万円が手元に残り、借金せずに船を

入手できる。しかも希望者全員に船が渡るまでこの事業は継続実施することであった。被災直後にこの

ような漁民の負担なしにサッパ船や養殖施設を組合員全員に用意する体制がつくられていった。後に、

施設整備の代金の 8/９ を政府・県から支援することになるが、重茂漁協が組合員に示した復旧案は、政

府の復興計画に先行するものであった。全員協議会を経て、共同作業を中軸に据えた、共販体制の一層

の確立をすすめることで、漁業復興への道が用意されていった。
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Ｂ－４ 沖縄県本部町におけるカツオ一本釣漁船団の操業実態と変容

−漁業日誌の分析をもとに −

吉村 健司（総合研究大学院大学）

沖縄県のカツオ一本釣漁業は 1901 年に座間味島で開始され、その後県内各地へ伝播した。本部町にお

けるカツオ漁の歴史は 1903 年の宮崎県船の入漁に始まる。その後、高収入を見込める業種として有望視

され、漁船数を増やし、本部町の基幹産業となった。1917 年に 36 隻までカツオ船は増えるものの、その

後、漸減し 1997 年には第十一徳用丸（徳用丸）1 隻となった。徳用丸は餌の採捕からカツオの釣獲までを

同一船団内で完結させる、沖縄のカツオ漁船団の典型である。徳用丸は本部町全体の漁獲高および水揚高

において３割近くを占め、町の水産経済に貴重な貢献を果たしてきた。また、雇用の面においても伝統的

な操業スタイルを維持し続けることでも重要な社会的役割を担っていた。さらには町民の嗜好を満たして

きた点において文化的重要性を認めることができる。ところが、徳用丸は 2010 年まで操業を続け、船団

は解散となった。

本部町は沖縄県内でも「カツオ漁の町」として、県内紙などを通して知られている。また、近年ではブ

ランド化に取り組むなど、徳用丸の解散後も「本部のカツオ」のイメージ戦略は継続している。それにも

関わらず、本部のカツオ漁の実態についてはあまり多くは知られていない。本部のカツオ漁に関する研究

は南洋群島への出漁に関する船員のライフストーリーに関する研究や、沖縄県水産試験場の資料における

餌の採捕に関する資料があるものの、カツオ釣獲の実態についての資料は残っていない。

そこで本研究では本部町で最後の近海カツオ一本釣漁船団であった徳用丸の現存する漁業日誌（2000 年

～ 2010 年）の分析から本部町のカツオ漁の操業実態を再構成し、船団の操業特徴を明らかにすることを

目的とする。なかでも本発表では、2000 年と 2010 年の操業実態についての比較から、徳用丸の操業実態

の変容を報告する。

本発表データに使用する徳用丸の漁業日誌は原則として船長によって記載されている。記載内容はカツ

オ漁の漁場、漁場（群れ）の状態などが記載されているほか、餌採捕の漁場、餌の魚種、数量といったカ

ツオ釣獲および餌採捕の状態のほか、休漁の場合はその要因が記載されている。また、配当の詳細、具体

的には配当までの出漁日数、水揚げ量、売上金額、平均単価、一人当たりの配当額が基本的に記載されて

いる。

徳用丸の漁場は母港の渡久地港から直線距離にして 60 ㎞～ 80 ㎞圏（南部漁場群）と 80 ㎞～ 100 ㎞圏

（北部漁場群）の 2 つに漁場が集中していた。2000 年では北部漁場群を中心に、渡久地港からもっとも遠

方の漁場での操業も確認できた。一方、2010 年時は北部漁場群での操業はほとんどさらなくなり、南部漁

場群での操業に集中していた。

餌の確保からカツオの釣獲まで自船団で完結させる徳用丸では、餌の不足による休漁が 2000 年と比較

して 2010 年は増加しており、餌の確保が大きな問題となっていたことがわかる。

2000 年から 2010 年までに利用された餌の漁場は全部で 15 ヶ所あったが、このうち 2000 年は 11 ヶ所、

2010 年は 8 ヶ所となった。また、2000 年時に利用した餌の魚種はミズンとタレクチ（カタクチイワシ）

が優位種であったが、2010 年時ではミズンのみが優位種となり、タレクチの資源量の減少が示唆された。

本研究は徳用丸の操業実態の特徴およびその変化を詳細に分析していくことで、本部町のカツオ漁業史

に対して、資料的貢献を果たしてうるものと考えられる。
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Ｂ－５ 西海捕鯨業地域の巨大鯨組の成立条件

－宝暦・安永期の益冨組の成長過程にみる－

末田智樹（中部大学）

近世日本の捕鯨業は、紀州、土佐、長州、西海の 4 つの地方において盛んとなった大規模な漁業の

１つであり、これに専従した集団は「鯨組」と呼ばれた。本報告は、4 地方のなかで平戸藩、五島藩、

大村藩、唐津藩、対馬藩、福岡藩など、複数の藩領国にわたる広範囲な海域で活動した西海地方の鯨

組に焦点をあてる。具体的には、近世中期から後期にかけて日本最大の鯨組と言われた肥前国平戸藩

生月島の益冨又左衛門組の捕鯨業活動について、同組の１次史料を使用して分析する。

17 世紀初頭に紀州地方の太地浦で編み出された捕鯨技術は、ほどなく西海地方へ伝播した。そこで

平戸オランダ貿易で成功した平戸藩の初期特権商人が、莫大な資金を元手に突取法による捕鯨業を開

始した。

17 世紀後半には、鯨捕獲の新技術となった網取法が紀州地方と西海地方において開発された。それ

に西海地方の問屋商人の資本力が加わることで、西海捕鯨業は一大産業にまで飛躍した。

18 世紀中葉以降には、西海地方の中小鯨組のなかより組織規模が格段に異なる巨大鯨組の出現をみ

た。その最たる鯨組が、享保 10（1725）年創業の生月島御崎浦を本拠地とした益冨又左衛門家を組主

する鯨組であった。益冨組は元文・寛延期（1736 ～ 50）頃から経営の軌道に乗り始めた。本報告では、

とくに宝暦・安永期（1751 ～ 1780）の益冨組の成長過程を明らかにしつつ、西海捕鯨業地域の巨大鯨

組の成立条件について解明を試みる。

益冨組は元文・寛延期に２組から３組へ増加した。益冨組は、宝暦・安永期に平戸藩領域の屈指の

捕鯨漁場すべてを運上による浦請で手中にした。すなわち、益冨組は生月島御崎浦から壱岐瀬戸・勝

本の両浦へ、そして隣接する的山大島ならびに平戸島津吉浦に捕鯨業活動の地域を拡大し、３組を同

時に経営するまでに至った。御崎、壱岐、的山大島、津吉の各浦における益冨家とその一族である別

当畳屋による経営展開は、この時期までの益冨組の成長度合いを端的に示している。益冨組は西海捕

鯨業地域において、そのほぼ中央に位置する御崎浦を拠点に平戸藩領域の南北の捕鯨漁場へ進出した。

益冨組による平戸藩への巨額な鯨運上と同族団経営が、それを可能とさせる条件となった。

平戸藩領域の捕鯨漁場を押さえた益冨組は、天明・寛政期（1781 ～ 1800）以降、同藩領域を越えて

北部の対馬藩、南部の大村・五島藩の漁場にわたって、５組を同時に展開する藩際経営を確立した。

益冨組は、近世後期の西海捕鯨業地域において最大規模を擁する巨大鯨組に成長し、万延元（1860）

年まで存続した。その契機が宝暦・安永期にあった。
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Ｂ－６ 日本の人口減少と限界漁村のありかた

川島 葛偉悦（カネリキ物産(株)）

＜我が国における人口動態の現状と課題＞

国立社会保障･人口問題研究所の推計によれば、日本の人口は ２０１０年の１億２８０６万人をピ

ークに減少を始め、２０６０年には ８６７４万人まで減ってしまい、この間の年少人口割合と生産

年齢人口割合減少し、老年人口割合が上昇することになる。この推計は、人口について、 国の政策

に左右されず、現在の傾向が将来的にも続くということを前提にしている。

しかし、諸外国では 子育て関連の家族手当や税制優遇措置等の政策により、出生率が回復した事

例もある。例えばフランスでは９０年代には １．７を下回った事もある出生率が家族政策によって

上昇し、２００８年には２．０２にまで回復した。人口の減少は国家の衰退につながるので、日本で

も人口増加を 政策目標とし、子育て関連の家族手当を大幅に増やして積極的に人口の増加を図るべ

きである。人口増大につながる社会的ネットワークの構築と安心安全な出産・育児の環境を整備し、

母性を守り育くむ社会の早急な確立が必要である。また、非婚化、晩婚化などの状況についても、将

来につながる不安感を払拭できる社会環境を整えることも人口増につなげる方策である。

＜限界漁村における人口増大策と地域医療再生＞

農山漁村において、限界集落の用語が一般化しているが、現状では、高齢化や人口減少を原因とす

る医療問題等の各種社会問題が深刻化しており、コミュニティの存続が困難となる状況である。限界

漁村存続のためには、漁業の担い手確保や 生産力向上の前提として、地域独自の人口増大策と、高

齢者が健康と自立した生活を送るためのコミュニティの確立と、保健、医療、介護、地域振供、交通

網整備など地域において必要な対策が効果的に実施される必要がある。

人口増大策については、子供を 地域コミュニティーで育てる仕組みを作ることによって、親と自

治体の負担が大きい現状を変革し、低コストで 親身な子育て支援を一般化することが重要である。

また、地域医療についても、社会的に高コストで、利用者の待ち時間が長い高齢者向け治療中心の「お

任せ医療」から、予防中心の「地域医療の自助共助」を重視し、生活習慣改善やワクチン接種、定期

検診と適切なケア等の活動を地域ぐるみですすめるべきである。

多くの限界漁村では 地域コミュニティが 根強く生き残っており、漁業生産等に活用されている。

今後は、限界漁村に於ける子育てや 高齢者の健康と長寿のためにも、「地域医療の自助共助」のそ

の力が 発揮されることが 期待される。

限界漁村の「地域医療自助共助」が 日本の社会保障政策を変革する一因になる事を期待する。

健康で長寿の漁業者の力を生かし、日本の漁業促進、維持するためにも、藻場作りと沿岸漁業を促

進する必要がある。
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開催趣旨

最近，里海をめぐる議論が活発になっており，里海への関心と里海創生の動きは広がりつつある。2009

年 10 月，九州大学において，共同研究集会「日本における里海概念の共有と深化」が開催された。日

本各地で里海に関わる 13 名が講演を行った結果，里海には，物質循環改善などの技術的な課題だけで

なく，理念，制度，文化，交流に関する多くの課題があることがわかった。これに続き各地で里海に

関する会議が数多く開催された。また，里海の概念は，日本だけでなく世界に広まりつつある。2008

年は中国（上海），2009 年はフィリピン（マニラ），2010 年は日本（金沢），2011 年はアメリカ（ボル

チモア）で Satoumi ワークショップが開催された。2010 年の愛知 CBD-COP10（生物多様性条約第 10

回締約国会議）でも，Satoumi は多くの場で話し合われた。今後，特にアジア太平洋で Satoumi はさら

に広まっていくと考えられる。

現在日本では，環境・水産・国土交通など様々な分野で様々なアプローチにより里海創生の取組が

進められている。水産庁は，里海と深く関係する「環境・生態系保全対策」を 2009 年度より開始し，

現在，全国で漁業者を中心とする 293 の活動組織が藻場・干潟・サンゴ礁などの保全活動に取り組ん

でいる。

「里山」のアナロジーとして生まれた「里海」の概念自身は新しいものであるが，その実際的な取

組みはすでに広く行われている。柳が 2006 年に『里海論』で「人手をかけることで，生物生産性と生

物多様性が高くなった海」と里海を定義して以降，「人が直接的に関与することで，海の生物多様性が

高くなることはない」という批判もあった。しかし，その後の調査で，人手により生物多様性が高く

なる事例が数多くあることがわかった。また，日本各地に里海はあり，その姿はきわめて多様である

ため，里海のとらえ方もきわめて多様である。しかし，それらのとらえ方は対立するものではないの

で，排他的に里海を定義するのではなく，各地の里海の多様性を維持したまま発展させるべきだと考

えられる。里海研究は，言葉の定義や「里海は生物多様性を高めることができるか？」といった問に

答える段階を超え，具体的な里海創生の方法を議論する段階に入っている。同時に，里海が形成され

る沿岸域の漁業者や漁村がどのように関わるかを整理することも喫緊の課題となっている。

日本の漁業者の数は急速に減ってきており，高齢化も進んでいる。このため，非漁民（地域住民や

市民）の里海づくりとその管理に果たす役割は大きくなっている。しかし，里海づくりの主役は，あ

くまで海と最も密接に関わっている漁業者であるべきだろう。これまで，物質循環の改善など環境保

全「きれいな海」をめざす取組が多かったが，今後，もう一つの重要な目的である生産性向上「豊か

な海」をめざすことも重要である。その上で，漁業者の果たす役割は大きい。

依然として日本各地の多様な里海の事例を調べ，これを多角的に分析していく必要があるものの，

今回は，特に制度的・文化的な課題に注目し，本学会の理念である地域性，学際性，国際性の視点か

ら「里海」を議論していきたい。

（コーディネータ 鹿熊信一郎）
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里海づくりの課題とそのツールとしての海洋保護区

鹿熊信一郎（沖縄県）

2009 年の共同研究集会「日本における里海概念の共有と深化」で提示された概念や当時の里海の課

題は，定義，利用，制度，文化，交流，技術という 6 つのテーマに整理された（鹿熊 2011a）。このう

ち，里海づくりにおいては，漁業権と慣習の関係，地域住民や市民の関わりかたなど，コモンズやロ

ーカルルールに関する多くの課題があるため，制度的課題の優先順は高い。

「人手をかけることで生物多様性が高くなる」事例は，数多く示されてきている。しかし，埋立

や護岸整備など人手による開発が，生産性が高く産卵場や稚魚の生息場となる藻場・干潟・サンゴ

礁を消滅させてきた事実もある。このことが，里海という言葉がこれほど使われるようになった理

由の一つと考えられる。それにもかかわらず，里海という言葉が安易な沿岸開発に利用される恐れ

もあり，それが里海に対する批判の一つになっている。当面，里海づくりは地域主体・住民活動レ

ベルの規模で実施し，里海づくりの理念的課題について共通認識が進み，技術がある程度確立され

た後に，その規模を拡大していくべきだろう。

今後，環境保全（＝きれいな里海）と生産性向上（＝豊かな里海）をめざす上で，MPA（海洋保護

区）が里海づくりのツールとして重要である。2010 年に愛知で開催された CBD-COP10（生物多様性

条約第 10 回締約国会議）では，少なくとも海域の 10%を MPA に設定するという愛知目標 11 が決議

された。このため，世界中で MPA の設定は進むと考えられるが，たんに MPA の面積を増やすだけで

は意味はない。MPA は総称であり，規制のレベルは様々であるとともに，どんなに大きな MPA を設

定しても，ルールが守られなければ効果はないからである。今後は，効果的な MPA を増やしていく

必要がある（鹿熊 2011b）。また，沿海に多くの人が住み，海の資源に深く依存しているアジア太平洋

では，できるだけ人手を取り除く西欧型の MPA ではなく，資源の持続的利用をめざすアジア太平洋

型 MPA ＝里海的 MPA の設計・管理の方法を開発する必要がある。

里海的 MPA は，政府のトップダウン規制による MPA ではなく，漁業者などの自主管理による MPA

の形態となることが多いだろう。また，このような MPA は，監視・取締が有効に機能するため効果

的なものが多い。日本には，漁業者自主管理の禁漁区やこれを法的に支持するものが 1000 以上ある。

そして沖縄の自主管理 MPA には，周年ではなく，産卵期など特定の時期だけを禁漁にして効果を上

げている地区もある。今後，沖縄と同じようにサンゴ礁に囲まれるアジア太平洋諸国に，このような

MPA をツールとした里海づくりを広めていく必要があるだろう。

文献

鹿熊信一郎（2011a）「里海の課題－里海とはどのようなものか？ どうすれば里海をつくれるか？－」，

『地域研究』8，沖縄大学地域研究所．1-16.

鹿熊信一郎（2011b）「サンゴ礁を守る取り組み」日本サンゴ礁学会編『サンゴ礁学』，東海大学出版

会，314-337.
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里山創生論
－岡山県日生地先での試み－

柳 哲雄（九州大学）

１．里海とは何か

里海とは「人手を加えることで生物多様性と生産性が高くなった沿岸海域」（柳 1998; 2006）を意

味する。里海に対する人手はその海域の生物多様性を高くするように加えられなければならない。あ

る沿岸海域の生物多様性は適度な人手（擾乱）と適度な栄養状態で最大値をとるからである（柳 2009）。

里海は生産をしながら，自然を保全する場なので，里海を支える主役は海の生産者である漁民で

ある。しかし，日本の漁民人口は約 20 万人で，総人口のわずか 0.2%に過ぎない。残りの 99.8%の

非漁民に，漁民と同様，沿岸海域を大事な場と考えてもらい，海を汚さない，豊かな生態系を保全

する意識を持ってもらう必要があるが，どうすれば非漁民の海域利用者にそのような意識を持って

もらえるかが問題である。子供に対する浜辺の環境教育を初め，様々な活動を行うことが必要であ

るが，そればかりでなく，大人による漁村体験や海岸調査活動なども行う必要がある。また，都市

近郊の運河沿いに階段状の人工干潟を設け，その干潟の生態系変化を地元小学生とともにモニタリ

ングするというような都市型里海を設置するアイデアも有効であろう。そして，問題となる沿岸海

域の管理者・利害関係者（Stakeholder）・科学者が全員集まった協議会を立ち上げ，その沿岸海域の

どのような使われ方が人々に最大の生態系サ－ビスを与えるかを議論して，順応的管理方式で試行

錯誤しながら，その沿岸海域への最良の関わり方を決めていかなければならない。

２．岡山県日生における里海創生

岡山県日生町漁業協同組合では平成初期から 20 年以上にわたって，アマモ場を復活する運動を漁

民が自主的に行ってきている。このような人手を加えることで，アマモ場が回復し（付図），減少して

いた定置網の漁獲量が増加した。さらに漁民は，底引き網を用いた海底のゴミ回収作業，春季のカキ

養殖場底泥の耕耘作業も継続して行っている。日生海岸沿いに繁茂したアマモ場は，多種多様な魚介

類の子供を産み育て，腐植食物連鎖を通じて豊かな植物・動物プランクトンを生み出し，滋養溢れる

牡蠣を育む。多くの島に囲まれた静穏な日生水域一帯には牡蠣養殖筏の群れが広がり，牡蠣筏から吊

り下がった牡蠣連は，アマモ場を巣立った育ち盛りの魚たちの絶好の餌場，遊び場になっている。そ

して，魚たちは大きくなるにつれて，沖合いに旅立つ。かつては均一で平坦な泥場で，生き物の少な

い砂漠のような海だった。そこに人の手によってオアシスが創られた。すなわち，牡蠣殻堆・貝床・

人工礁などによって多様なエコトーンが創出され，新たな生態系が出現し，そこに棲み付いた生き物

たちによって新しい豊かな世界がつくりだされていく。さらに，この海で生み出されたものが，自然

の力と人の手でバランス良く循環し，その繰り返しの中でさらに自然が豊かになっていく。

また，日生では岡山県・日生漁協・岡山生協・里海づくり研究会（NPO）が協定を結んで，生協組

合員がアマモづくりに協力し，日生の魚を食べることの意味を考える活動を開始した。このような異

分野協働により里海創生を成功させようとしている。
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付図 人手を加えることで回復した日生のアマモ場

文献
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環境に配慮した里海創生に向けて

秋道智彌（総合地球環境学研究所）

１．津波復興と海の共同利用

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は三陸地方の沿岸部を中心に壊滅的な打撃をあたえた。

復興にさいして，これまで各自治体でさまざまな取り組みがなされてきた。たとえば，岩手県の津波

復興計画は大きく 3 原則から構成される。すなわち，(1)「安全」の確保，(2)「暮らし」の再建，(3)

「なりわい」の再生である。宮城県では，11 項目の緊急重点事項を挙げ，被災者の生活支援，ライフ

ラインの復旧，災害廃棄物処理，農林水産業の初期復興，原子力災害への対応など，大枠では総合的

な見地からの立案がなされている。また宮城県では，津波による壊滅的な打撃からの水産業の「原形

復旧」はきわめて困難であるとの認識がある。

水産業における岩手・宮城両県の取り組みとして注目すべき点は，漁船・漁具・養殖施設の共同利

用システムの構築である。漁業協同組合が一括してインフラを整備し，漁業者に貸出して共同利用，

協業化する方式である。たとえば，わかめ養殖業で少数の漁船を共同で利用し，得られた利益を平等

分配する場合（岩手県田老町），カキ稚貝の養殖業者間で分配する場合（宮城県石巻市万石浦），冷凍

冷蔵移設の共同利用（宮城県南三陸町）などがその例である。また，宮城県は国の基本方針に基づき，

津波による被災地を水産業復興特区とし，民間資本の活用による漁業協同組合再編の推進を課題とし

ている。

共同利用が水産業復興にとり，かぎられた資本や設備を活かす方策としては有効な施策といえるだ

ろう。しかし，三陸における水産業の復興が制度やインフラの整備にのみ特化し，海という自然の「恩

恵と災禍」をふまえた復興のグランド・デザインがほとんど欠落している点に大きな疑問を呈したい。

この点で今回の里海シンポジウムは，震災をもふまえ，自然再生と地域振興を目指す里海再生に関す

る問題提起をすべきと考える。

２．環境配慮型の里海再生

柳による里海論（柳 2006）では，「人手が加わることによって生産性と生物多様性が高くなった海」

を構築するモデル論が提唱された。ここではそれを踏まえて新しい里海のコモンズ論を提案したい。

森から川を経由して輸送される栄養塩の重要性や魚付き林における陸ー海相互作用の重要性が指摘

されてきた（畠山 2006；山下 2006；白岩 2011）。ただし，河川を媒介とした物質輸送に加えて，地

下水を媒介とした物質輸送や海底湧水が沿岸域にもたらす栄養塩類についての意義が注目されている。

とくに沿岸藻場が魚類の産卵場・仔稚魚の養育場となることから，森里海連関（連環）を沖合から深

海にまで拡張して理解すべきである。秋田県，山形県における湧水と沿岸資源の関係についての報告
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がその例である（谷口 2008；Akimichi & Sugiyama 2010）。こうした循環の視点は津波復興の計画では

まったく配慮されていない。岩手県では大槌町，宮古市における湧水の調査が復興に資する資料を提

供している（森 2008；谷口 2012；大竹 2011）。

もっとも上記の森里海連関では，物質循環のみに力点が置かれ，文化的・制度的な要因が考慮され

ていない。しかし，里海の維持と環境保全には地域独自の利用慣行やしきたりが大きく関与してきた。

すなわち，ローカル・コモンズとして地域ごとに育まれてきた里海の利用に関する制度や慣行につい

ての錯綜したモザイクの理解こそが地域独自の里海づくりの取り組みを推進することにつながる。

里山と同様に，人為的な介入を通じて「モザイク」化した「権利の束」の場としての海を里海とみ

なすと，沿岸域の固定漁具である定置網や養殖施設に注目した。すでに，小型・大型の定置網が「持

続的な漁業」にとって有効であることが世界的にも知られ，氷見市の定置網技術の海外移転（SEAFDEC

2003）や，石干見漁業の持続的な意義についての指摘がある（上村 2010；田和 2010；Akimichi 2011）。

さらに，定置網が一定空間を占拠することから生じる紛争とその解決方法，あるいは輪番制や「なわ

ばり」（Akimichi 1984），抽選制度（Feeny et al. 1992），泥干潟における定置漁具のもつ多様な生態系

サービスの指摘など，里海を維持するための多様なアイデアがある。以上の 3 点から，里海論を物質

循環，コモンズ論と漁業権のモザイク，定置漁具（なわばり）に注目し，里海の崩壊と持続に関与し

た自然的・人為的な要因を解析し，今後の新たな里海論を構築する試論としたい。

３．沿岸の統合的管理と里海の未来

里海の再生にむけて取り組むための具体策としては，統合的沿岸管理，海辺の環境学習，海岸清掃，

海の文化の保全，藻場，干潟，サンゴ礁の再生，森での植林活動，流域の管理と保全など，多面的な

方策とネットワーク作りが喫緊の課題となっている。これらは海のつながりを再生することにほかな

らない。それと同時に，禁漁区，魚附林の保全，海の観光地と漁業区域の仕分けなど，なわばりの設

定をきめ細かく行なうことも肝要である。「つながり」と「なわばり」の両者は，里海の再生にとって

車の両輪となることを十分理解しておくべきであろう。

４．明治漁業法の専用漁業権

かつて瀬戸内海に面する香川県では，明治漁業法に登録された専用漁業権は 145 あった。さらに，
郡長・市長の許可を得て鑑札を持って行う漁業が 233，免許や許可はないが届出鑑札を有して行う漁
業が 251 あった（香川県 1981）。全部で 629 の単位で多様な漁業が行われていたことになる（秋道
1991）。瀬戸内海だけではない。明治 41 年の江戸湾（現在の東京湾）における漁場図には，沿岸域に
多くの藻場や干潟があり，そこでは多種類の貝類，海藻類，沿岸魚類が生息していたことがわかる（中
島 2008，泉水 1908）。しかし，明治以降の近代化と戦後の高度経済成長が，日本の里海に断絶と孤
立をもたらしてきた。
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里海をどうやってマネジメントするか
－里海マネジメントの組織と仕組み－

日高 健（近畿大学）

１．目的と視点

里海という概念は新しいものであるが，その沿岸域を共同で利用し，管理するという形態は昔から

みられる。その意味での里海は今でも全国に多数存在し，その形態も多様である。柳教授は，それら

の里海が持つ「人手が加わることによって生物多様性と生産性が高まる」という特徴に着目して里海

概念を提起した。これは里海の自然科学的側面を切り取ったものである。一方，里海は人里近くに形

成されるがゆえに社会や文化などと深く関わっており，この点を見逃すわけにはいかない。さらに里

海を作り守っていくためには，里海をマネジメントする組織や仕組みが重要である。この報告では里

海をマネジメントするための組織と仕組みについて，いくつかの事例分析を通して明らかにする。

２．里海マネジメントの課題

里海が形成される沿岸域の特徴は，海や海岸の多くが国有財産（みんなのもの）であり，水産資源

は無主物（誰のものでもない）であるということであり，それを管理する法制度がないということで

ある。このため，誰が，何を，どのように（どれだけ）利用するかを決めなければ，資源は崩壊する。

浅い沿岸域はほとんど共同漁業権漁場であるから，従来，そこには漁場利用のルールが存在する。し

かし，近年の特徴として漁業者以外（地域外を含めて）・漁業以外の利用が増えてくると従来のルール

では対応できなくなり，新たな状況に対応したルールを作ることが必要となる。それを誰がどのよう

に決めるかというのが，里海マネジメントの第一の課題である。

また，里海は人里近くにあって人々の生活や経済活動に深く関わるものであるから，生態的価値（生

物学的価値）と同時に，生活文化の面からみた価値，経済活動によって生じる価値も欠くことはでき

ない。これら三つの価値を守り，さらに高めていく必要がある。これが里海マネジメントの第二の課

題である。

３．里海マネジメントを担う組織と仕組み

第一の課題を解決するためには管理組織が必要である。ただし，それは管理者が権限を持ち，組織

が制度的に確定している組織（例えば港湾管理者や漁業権管理者）のようなものではなく，里海に関

わる多様な利用者が緩い紐帯でつながったフラットでネットワーク構造の組織となる。また管理者と

言っても明確な権限は持たない。ここで関係者の利害が調整され，全体の方向性が定められ，ルール

作りが行われる。その組織は中間支援機能を持つ非営利組織であり，共通の理念とそれを共有するた

めのシンボル，第三者としての性格とシャトルネゴシエーターとしての機能を持った事務局を持つも

のである。著者は，これを里海管理のための新しい沿岸域コミュニティと呼ぶ。

第二の課題に対応するためには，多様な参加者の利害を調整するだけでなく，従来とは異なる外部

からの視点によって異なる価値観を持ち込むことが必要である。さらに，海で活動する人達と陸上で

活動する人達をつなげ，海と陸上の循環を作りだすことも求められる。上記の三つの価値をバランス

よく存在させるだけでなく，外部からの視点をもとに新たな価値を創造することによって里海の価値

は守られるのである。

以上のような里海マネジメントの目的を達成するためには，狭い範囲の里海，つまり「目に見える

範囲の里海」を設定することが重要である。その中でこそ，上に記した機能を持つ里海の管理が可能

になる。しかし，太く長く滑らかな物質循環を確保するためには「目に見える範囲の里海」では不十

分であり，地先の状況に応じた小さな里海をいくつも作り，これらをつなげるとよい。そのためには，

中間支援組織による小さな里海のネットワーク化が必要となる。
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４．里海ビジネス

小さな里海とは言っても，それを創造し管理するためにはコストを要する。そのための資金は補助

金に頼らず，里海管理の中で捻出することがベストである。そのためには，里海を創造したり管理し

たりするための行動を新しいビジネスシステムを持ったソーシャルビジネスあるいはコミュニティビ

ジネスとして展開することが必要である。このような里海の創造と管理のために行われる新たな形態

のビジネスを「里海ビジネス」と呼ぶことにする。里海ビジネスは，これからの新たな漁村産業の一

つになりうる。また，里海創造への投入資金は身の丈であること，さらに地域に密着した地縁技術で

あることが重要である。大規模な人手の投入は，例えそれが生物多様性や生産性を増加させる場合で

も，地域や利用者と無縁の状態で行われる場合には里海の概念からはずれる。

発表では，以上の点を沖縄県白保地区，京都府琴引浜，大分県中津干潟等の事例分析から導き出す

とともに，漁業者が里海にいかに関わるべきかについて私見を述べる。
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ミニシンポジウム

テーマ ： わかさ美浜のヘシコを育てる女性たち
―伝統的な魚食文化を活かす―

コーディネータ：河原典史（立命館大学）

コメンテータ：李 善愛（宮崎公立大）

司会：副島久実（水産大学校）

第１報告：金田久璋（若狭文化研究会）

「へしこの話：文学と民俗・町おこし」

第２報告：金森悦子（美浜町観光協会）

加藤美樹子（へしこ作りの女将の会）

伊達美鈴（美浜町商工観光課）

「美浜町名物料理開発事業：「へしこ」による町おこし」
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趣旨説明

漁業は、海上での漁撈と陸上での水揚・保存や流通などが有機的に関わって成立している。前者は

男性がほとんどを行なうが、後者では女性が活躍することも少なくない。とりわけ、加工については、

主婦の役割は小さくない。つまり家庭で炊事を任う彼女たちは、代々受けつがれてきた食文化を活用

し、市場へ出荷する水産加工品に付加価値を添付する可能性を秘めている。彼女たちの活躍は、とき

には伝統的な水産加工品の復活や、新たな製品の開発を惹起するのである。

一方、漁村では釣や海水浴、そして近年ではいわゆるグルメを目的とした観光客の需要もみのがせ

ない。彼らの宿泊施設として兼業漁家の民宿は看過できず、その「女将」となる女性の役割は重要で

ある。彼女たちは顧客のニーズを収集し、それらに常に応えようとしている。彼女たちの活動範囲は

漁業、水産加工業や観光、さらには食文化や食育にまで関わっているのである。

このミニシンポジウムでは、福井県美浜町において伝統的に製造されてきたサバ（鯖）のぬかづけ、

いわゆる「ヘシコ」を事例に、その伝統的な食文化を見直すとともに、これを地域振興に活用した女

性たちの活動について学際的に検討する。

（研究企画委員会委員長 河原典史）
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へしこの話
－文学と民俗・町おこし－

金田久璋（若狭文化研究会）

俗に「へしこで五杯」という言葉がある。へしこを焼く香ばしい匂いでまずご飯を一杯、次いでほ

どよく糠漬けをした飴色の魚肉で二杯、骨酒のように身をほぐした後の骨をお茶漬けにして一杯、最

後に焼け焦げた糠で一杯、というもので、農作業や漁業に明け暮れた往時の重労働を癒し食欲を賄う

保存食としてのへしこへの嗜好・愛着を物語る俚諺として伝えられてきた。へしこの町で生まれ育ち、

日々生活を営む者にとって、郷土が誇る食文化としてのへしこについて、以前『広報美浜』に書いた

拙稿（『あどうがたりー若狭と越前の民俗世界』所載）を以下に引用する。

「へしこというのは、魚を糠づけにしたもの。まあ、魚の沢庵漬けと思ってもらえばいい。若狭で

は、秋末になると、鯖、鰯を買いこんで、樽につける。はらわたをぬいたあと、糠と塩をつめ、何匹

も、まるごと大根のように漬けるのだが、重石を置いておくと、魚は平べったく身がしまって糠にま

ぶれる。これを、正月あけ頃からとりだして焼くのだが、糠のついたまま焼くと、香ばしい糠のこげ

る匂いが立ちこめる。魚の汁が糠にしみこんでいるから、焼けた黒い糠もおいしいのだった。/水上勉

の随筆「へしこの話」（『閑話一滴』）の一節である。さすが若狭人、へしこの匂いが行間からたちの

ぼってくるような文章で、空腹時の食欲をそそる。遊びほうけて家路をたどると、たそがれがしのび

よる村の通りに、どこからともなくへしこを焼く匂いがただよってきて、いっそう夕食が待たれた子

どもののころの思い出は、若狭の人間なら誰にでもあるはずだ。いわば若狭人の食をめぐる原風景の

ひとつであり、大仰なことをいえばアイデンティティともなっている。故山をはなれたものにとって

は、なおさらへしこの味覚や風味は、懐郷心をそそることだろう。まるでへしこの匂いは、条件反射

として私たちの心にインプットされているかのようだ。/さて、へしこはどこにでもありそうだが、そ

うでもない。「へしこの話」には、軽井沢の別荘を訪れた新宮出身の作家故・中上健次が、紀州にはへ

しこがないといって、その珍味に舌鼓を打ったエピソードが出ている。天才的な作家であった中上健

次は、平成四年に腎臓癌で劇的な生涯を閉じたが、「巨漢が舌なめずりするように、恋しがった」若狭

のへしこを、熊野にねむる氏の墓前に供えてあげたいものだ。/ところで、へしこの語源について調べ

ようとしても、天下の『広辞苑』にさえこの言葉は掲載されていない。わずかに「へし（圧）」として、

「おすこと。おもし」とあり、『日葡辞書』から「ヘシヲカクル」という言葉を引用している。また、

「へし（減）」はへらすこと、へること。さすがに全十巻本の『日本国語大辞典』には、「へしこ（方

言）鰯などを米糠と塩で漬けたもの」とあり、富山県砺波郡鷹栖と福井県大飯郡の地名が分布図とし

てあげられている。特に語源の説明はないが｛へしこむ（圧込）」として「押しつけて入れる、押し込

む」意とある。/へしこといえばもっぱら鯖が連想されるが、鰯はもとよりふぐやシイラ、いか・ふく

らぎ・サンマも漬け込んだ。
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美浜町名物料理開発事業
－「へしこ」による町おこし－

金森悦子（美浜町観光協会）

加藤美樹子（へしこ作りの女将の会）

伊達美鈴（美浜町商工観光課）

１ はじめに

美浜町でしか食べられない希少性と個性を活かした名物料理を活用して美浜町の観光活性化を図ろ

うと始められた旅館民宿の女将で構成される名物料理検討委員会の活動。現在、「へしこの町・美浜町」

のブランド力により、へしこは約４億円の産業まで拡大するとともに、雇用の増加、定住促進など地

域経済の活性化に大きな成果。

２ 美浜町の概要・課題

美浜町は、福井県の南西部に位置し、北は若狭湾国定公園である若狭湾に面している。若狭湾はリ

アス式海岸特有の変化に富んだ海岸線を有し、「名勝三方五湖」「水晶浜」など豊かな自然に育まれた

観光資源の宝庫である。人口は、昭和６０年以降減少傾向にあり、現在は１０，４７６人（平成２４

年９月時点）となっている。また、少子高齢化は県平均より上回っている。

美浜町の主要産業である観光については、夏季の海水浴を中心とした日帰り観光が主体であり、平

成２年のピーク時の観光入込客数は約１８７万人を数えたが、海水浴離れと団体旅行の減少、観光客

のニーズの変化などを要因として年々減少し、平成２３年には、約８２万人まで減少している。その

ため、美浜町の豊かな自然に恵まれた地域資源を活かした滞在型の観光に変えていくことが課題の一

つとなっている。

３ 名物料理開発事業の取組に至った経緯

美浜町では少しでも美浜の観光を滞在型に変え、観光客の減少を抑えるための方策を検討するため、

平成 9 年に「美浜町観光ビジョン」を策定。

同ビジョンでは、

①名物料理でもって、夏冬を問わず年中客を引きつけるものを作っていく

②スポーツ民宿等の活性化を図り、閑散期における旅館、民宿の稼働率を引き上げ、

年間営業を目指す

③海鮮レストランを作り、新鮮な魚や海を売り物として漁村日向を売り出す

④久々子湖に大噴水をつくり、夜の観光が出来るよう整備する

の４本柱が提案されており、１点目の名物料理を開発するために結成されたのが、「美浜町名物料理検

討委員会（後年、美浜町名物料理ＰＲ委員会に名称変更）」である。

同委員会は、年々減少しつつある観光客を呼び戻すため、美浜でしか食べられない希少性と個性を

生かした名物料理を研究・開発し、その観光資源を活用して美浜町の知名度を向上することを目的と

して設置され、平成１１年度に各地区の旅館民宿の女将さんたち（１３ 名）が町長から委員として委

嘱されている。名称を一部変更しつつも名物料理の研究・開発だけでなく、行政と一体となって町お

こし活動を１０年以上にわたって展開している。

４ 名物料理開発事業の概要

名物料理検討委員会では、平成１１年度から食資源の発掘・整理、名物料理の研究・開発、調理実

習、アンケートの実施や講習会等に取組み、多くのメニューを開発している。平成１３年度には名物

料理の集大成としての「若狭美浜うまいもん図鑑」の第１版が発行されている。うまいもん図鑑は毎

年更新され、現在は保存版として発行されている。名物料理・体験観光・観光名所・年中行事が一体

となった同冊子は旅行会社からも見やすい資料と好評を得ている。

平成１６年度からは名物料理の更なる普及を目指して商工会、菓子組合、漁協女性部、ＪＡ女性部、

飲食店組合等の町内関係団体と連携し、保存食として古くから若狭地方に伝わる「へしこ」を町の特

産品として前面に押し出し料理、菓子及び土産物等様々な分野への展開を図っていくことに意見の一
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致を得、へしこを素材にした料理レシピの作成、町内外の各種イベントのレセプションへの出役・も

てなし料理の提供、小学校でのへしこ作りの体験学習など、「へしこの町美浜町」発信に向けて活発に

事業を実施するとともに、委員自身が「三方五湖遊覧船」でのガイドをしながら美浜町のＰＲ活動を

実施。また、同委員会は、平成２０年度に観光協会女性部として自立化してからは、観光ＰＲキャラ

クター「へしこちゃん」関連グッズの製作・販売にも取り組み、美浜町の観光振興に大きな役割を果

たしている。

５ 名物料理開発事業の推進に向けた取り組み

当時、名物料理検討委員会の事務局を担っていた美浜町商工観光課の担当者は、平成１３年にグル

メ冊子「うまいもん図鑑」を作成するに当たって、名物料理事業を理解してもらうため、美浜町の全

地区（丹生地区から日向地区の８地区）に対し事業説明を行い、地区によって旅館民宿が提供する料

理の考え方や観光に関する意識等に温度差がある中で、１年近くかけて地道に合意を得る努力を行っ

ている。

また、委員の中には女将さん一人が段取りしている小さな民宿もあり、時には宿のお客さんをキャ

ンセルしてまで参加してくれる委員に対しての礼儀として、毎回の会議に箸袋の作り方や行政の仕組

み・予算などの情報提供を積極的に行い、委員会に「出たら得する会議」になるよう工夫を行うなど

のきめ細かな配慮を行っている。行政側でも、「へしこ」を地域が誇る伝統食として守り伝えるととも

に、地域の活性化や観光ＰＲ、名物料理の研究・開発などに活用していくために、平成１７年に「へ

しこの町」宣言、「へしこの町」の商標登録、町単独予算のＰＲ強化事業を活用したへしこをモチーフ

にしたキャラクター「へしこちゃん」の製作、ＰＲ曲・ポストカードの製作等、「へしこの町・美浜町」

のブランドの情報発信力強化に向けて次々と事業を展開。委員会と行政が一体となって「へしこの町

・美浜町」のＰＲ活動に取り組んでいる。

なお、美浜町では、名物料理検討委員会の設立当初から、委員会が主体性をもって活動を実施する

ように運営を誘導してきており、平成２０年度には美浜町観光協会女性部（名物料理検討委員会のメ

ンバーを中心に、現在２３名）が発足。自立的組織として活動を継続している。町でもこの動きを応

援するため、観光協会女性部の活動費を観光協会の補助金に計上して支援している。

６ 名物料理開発事業の成果

「へしこの町・美浜町」の知名度が上昇するとともに、へしこを求めて美浜町を訪れる観光客も増

加。テレビ放映効果や平成１５年に福井県立大学の赤羽教授によるへしこの血圧抑制効果の研究が発

表され、折からの健康ブームとも相まって全国から注文が寄せられるなど、へしこの生産量は年々増

加している。平成１８年度においては、福井県内のへしこ生産量約５１万本の内、美浜町で約２１万

本以上を生産。県内生産量の約４割を占めるにいたり、約４億円の産業まで拡大している。

企業化グループも増え、町が把握しているものでも平成１５年では６社だったものが、平成１８年に

は８社、平成２１年は１２社になっている。漁村の女性グループや旅館民宿の女将さんの企業化など、

女性自立の手本となっている。

また、都会に出ていた息子さんが地元に帰り、へしこを作る一員（後継者）となったり、比較的生

産数の多いへしこの生産業者は、塩漬けや本漬け時にシルバー人材センターに依頼することにより一

次的な雇用増加が図られるなど、定住促進、地域経済の活性化に大きく寄与している。

７ 今後の課題と展望

へしこ事業者が増えていく中で、「へしこの町・美浜町」のブランドを徹底・確保していくことも今

後の課題となっている。また、今までの活動の結果、「へしこ」のみのイメージが強くなったが、原点

に返り、再度、若狭の食材の良さ、地産地消の徹底、へしこのみならず、今まで開発してきた美浜名

物料理の活用の一層の強化に向けた取組が課題である。
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シンポジウム

テーマ ： 琵琶湖の「漁業環境」を考える
－湖国と古都の関わりから－

コーディネータ：河原典史（立命館大学）

司会：増崎勝敏（大阪府立旭高校）

第１報告：東 幸代（滋賀県立大学）

「前近代琵琶湖水産資源の採捕と流通」

コメンテータ：伊藤康宏（島根大学）

第２報告：井村博宣（日本大学）

「滋賀県におけるアユの種苗全国供給と養殖業の地域的展開」

コメンテータ：前潟光弘(近畿大学)

第３報告：塚本礼仁（滋賀県立大学）

「琵琶湖産淡水魚介類の流通と加工」

コメンテータ：玉置泰司（中央水産研究所）

第４報告：香川雄一（滋賀県立大学）

「琵琶湖沿岸域の変遷と漁業者に見る環境保全の役割」

コメンテータ：佐久間美明（鹿児島大学）
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趣旨説明

琵琶湖は日本最大の湖で、その面積は滋賀県の約 6 分の 1 を占める。古来、琵琶湖では、さまざま

な内水面漁業が行われ、多くの漁法・魚種がみられた。コイやフナなどを対象とし、増水時に行われ

る水田漁撈も重要である。また、近世では水棲の鳥類を対象とした狩猟も展開していたことは看過で

きない。このような複合的な生業は、現在でも一部にみられる。

琵琶湖で漁獲された魚介類は、鮮魚ではなく水産加工品として流通することが多い。それは、内陸

に位置する古都・京都との密接な関係性から生じたものである。多様な食文化が育まれ、保存・加工

技術の発達や、それに関わる流通構造の変化と密接に関わってきた。ときには、消費者の嗜好にも相

互に影響を与えてきた。その一方で、琵琶湖やそれに注ぐ河川では、アユをはじめとする稚魚の養殖

も行われてきた。和歌山県紀ノ川や徳島県那賀川などと競合しつつも、市場経済に占める琵琶湖のア

ユ養殖業の重要性は大きい。すなわち、漁業をとりまく環境は、水質をはじめとする漁場の自然的な

環境だけでなく、市場経済や社会条件などの人文的なものからも考えねばならない。このような、い

わば「漁業環境」は時間の経過、つまり歴史的変化によって変化し続けるのである。

このような「漁業環境」は、近年では大きく変化している。かつて指摘された水質問題は改善され

つつあるが、むしろ人文的要因による変化が著しい。それは漁業者の高齢化や後継者不足などだけで

はない。京都に近接する地理的関係による人口増加とコミュニティの変化から生じる「漁業環境」に

ついても、解決されねばならない問題点は少なくない。これらに関わる漁業（関係）者とその周辺の

人々について、歴史・地理・民俗・社会学的アプローチ、そして経済学からの学際的な検討を行うこ

とが、今回のシンポジウムの目的である。

（研究企画委員会委員長 河原典史）
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前近代琵琶湖水産資源の採捕と流通

東 幸代（滋賀県立大学）

本報告は、近代以前における琵琶湖の水産資源の採捕と流通の特質について、特に江戸期の魚介類

を中心に検討するものである。

江戸期の琵琶湖では、魚介類のほかに、水鳥類、藻類が採捕され、利用されてきた。このうち、水

鳥類は、他の季節に漁業を行なっている漁師が、冬季に猟を行なっていたが、現在は禁猟となり、そ

の姿をとどめていない。また、藻類は、田畑の肥料として用いられていたが、化学肥料に代替されて

その役割を終えている。報告では触れえないものの、前近代の琵琶湖について考える場合、生業の場

として重層的に利用されてきた経緯があることを確認しておきたい。

報告に先立ち、以下の 3 点のポイントをあげておく。

（1）江戸期における琵琶湖の魚介類

江戸期に採捕されていた魚介類として、19 世紀の書物にあげられているものは、「こひ・ふな・ま

す・みこひ・わたか・はす・うぐひ・ひいを・こあゆ・おほあゆ・なまつ・うなき・きき・どちやう

・やつめうなき・むつ・あぶらこ・もろこ・はえ・さこ・かまつか・いしぶし・ちちむこ・はぜ・か

じか・いさざ・いとうを・うきんす・あまご・いはな・ぢざま・ぎんさば・がれむす・ししみ・どろ

がひ・田にし・小判貝・にら貝・こえび・さんしやううを・かめ・かはかめ・かに」（注 1）などであ

るという。現在も採捕され、食卓にのぼっている魚介類が既に採捕対象となっている。

（2）前近代社会における魚介類の意義と流通

前近代の魚介類には、食料にとどまらない意義があった。権力者に対する供進物としての政治的意

義である。琵琶湖の魚介類は、古代・中世では京都の朝廷や寺社へ供進され、江戸期には江戸幕府へ

献上された。これらは権力側から魚種を指定されており、その調達には特段の注意が払われた。

一方で、江戸期になると、食料としての魚介類のブランド化が進展し、各地に名産品が生まれた。

琵琶湖の魚介類のいくつかも、名産品として評価されるとともに、その味についても、評価を受けて

いる。食料として琵琶湖の魚介類が京都に運ばれていたことは、中世から確認できるが、江戸期に美

味とされる魚介類は、やはり京都に運ばれている。史料的制約から数量を追うことが難しいものの、

琵琶湖の魚介類の流通は、京都との関係を抜きにしては語れないようである。

（3）琵琶湖の漁場利用

前近代の琵琶湖では、宗教的・政治的な理由から、水面に殺生禁断（禁漁）区域が設定されており、

全水面を漁場として利用できたわけではなかった。また、湖岸の村々は、半農半漁の状況にあり、漁

場は基本的には自村地先で、漁業の対価として小物成（漁業税）を幕藩領主に上納していた。これは

一般的な江戸期の海岸の漁村と共通の性格である。しかし、琵琶湖には、前代以来の由緒により、自

村地先にとどまらない広域操業を行なうことができた村もあった。

村々の間では、水産資源の分配をめぐり、漁場争論が展開したが、江戸期の漁場争論は、必然的に

対象村々を支配する幕藩領主による審議や調停を要請することとなるのが常であった。同一領主の領

地内の村々で漁場争論が発生した場合、その解決は領主の漁業に対する方針が反映される。また、領

主違いの村々の間の漁場争論は、江戸幕府の裁判機関に持ち込まれることとなっていた。閉鎖水域で

ある琵琶湖でも、もちろん漁場争論は頻繁に起こっている。しかし、琵琶湖の場合、一領主が統一的

な漁業政策をおし進めることは不可能であった。なぜなら、琵琶湖の湖岸には、＜図＞のように多く

の領主が配されており、琵琶湖沿岸全域を一円的に支配する領主が存在しなかったためである。かと

いって、全ての漁場争論が幕府裁判機関に持ち込まれたわけでもない。にもかかわらず、江戸期の
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琵琶湖は、「慣行制度に重きを置き、新に漁業権を得るは困難なりしものの如し」（注 2）と評される

状況であった。漁場利用秩序は、どのように維持されてきたのであろうか。

注 1：『彦根市史 中冊』（1962 年）

注 2：農林省水産局編纂『旧藩時代の漁業制度調査資料 第 1 篇』（農業と水産社、1934 年）

図 近江国の所領配置図(木村至宏編『図説 滋賀県の歴史』、河出書房新社 1994 年、より転載)
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滋賀県におけるアユの種苗全国供給と養殖業の地域的展開

井村博宣（日本大学）

1．研究目的

わが国の河川漁業において，アユは最も重要な魚種となっているが，その資源量を自然遡上の種苗

だけで賄える河川は殆どなく，種苗放流により維持されている。近年まで，河川放流用種苗を独占的

に供給してきたのが滋賀県であり，日本の河川漁業は，琵琶湖のコアユ（湖産種苗）によって支えら

れてきたと言っても過言でない。そこで本研究では，滋賀県における湖産種苗の全国供給，およびこ

れと強く結びついて成立するアユ養殖業の地域的展開過程について，安曇川平野を中心に地理学の立

場から考察した。

2．琵琶湖のアユ

琵琶湖は，わが国最大の湖（面積 693.5km
2
）で，豊かな漁業資源と水資源を有する。滋賀県で盛ん

な漁業は，コアユ（湖産種苗）を採捕する魞・簗・追叉手網漁等である。安曇川平野は河川放流用種

苗の全国供給，アユ養殖の生産の中心地域となっている。ちなみに当該地域の漁業・養殖業において

核心地区となる北船木は，京都の上賀茂神社（賀茂別雷社）の御厨が置かれていた歴史をもつ漁業集

落である。

琵琶湖のアユは，明治末頃まで，本当は同一種類であるが，流入河川へ遡上するオオアユ（成魚体

長 20 ～ 30cm）と，湖にとどまるコアユ（同 7 ～ 10cm）が生息していると考えられていた。オオアユ

は従前より高級魚として京都へ出荷されていたが，コアユは 1920 年代前半まで甘露煮の材料（雑魚）

や干鰮（肥料）・煎子（出汁）などの低質な代用品に利用される存在に過ぎず，分布量は多いがその経

済的価値は低いものであった。

また，湖産種苗の全国供給と関係が強い水資源の開発としては，1972 年から実施された琵琶湖総合

開発が挙げられる。同開発で琵琶湖の水位は，渇水時に基準水位（B.S.L）の-1.5m まで低下すること

になったため，アユの生態系への影響が危惧された。そこで事業主体の水資源開発公団は，主要琵琶

湖流入河川の総仔魚流下数より多い，70 億尾の孵化・流下能力をもつ施設（安曇川人工河川・姉川人

工河川）を建設した。1981 年以降，琵琶湖のアユ資源は，この人工河川を用いて維持・管理されるよ

うになっている。

3．種苗の全国配給と養殖業の地域的展開

明治期以降，全国的にアユの需要は増加したが，河川の供給力は各種治水利水工事や都市化の進展

等で伸び悩みを示した。この状況の下で琵琶湖のコアユは，1908・1909 年の池中飼育試験と，1914・

1915 年の多摩川移殖試験で大型化が実証され，さらに 1930 年の活魚輸送技術の確立により，河川放

流用種苗（漁業資源）として経済的価値を高めた。滋賀県は，1924 年の京都（清滝川）・県内河川へ

の供給を手始めに，1930 年以降，コアユ（湖産種苗）の全国供給を県営事業（1963 年以降，滋賀県鮎

苗漁業協同組合連合会）として本格化させた。滋賀県は，豊富なコアユ資源を背景として急速に事業

規模を拡大し，独占的な供給（1990 年頃の全国占有率は約 70 ％）を行った。この湖産種苗の供給は，

全国の河川漁業・遊漁等の発展を支えるとともに，滋賀県内においては種苗用のコアユを採捕する漁

業，さらに出荷前の畜養を通してアユ養殖業の成立・発展を助長した。

アユ養殖業は，1950 年代まで種苗販売等の副業として，地元川魚問屋（地元や京都に販売）に販路

を有するものか，甘露煮に加工し自販するものなど極少数にとどまっていたが，1960 年頃からは，日

本経済の高度成長下でアユの需要を急増させた大都市の中央卸売市場へ出荷することを目的とした新

規参入者が増え，安曇川平野では北船木の漁家層等が湧水を得やすい扇端付近に養殖池を造り，主に

大阪市等の中央卸売市場へ出荷する経営を展開し，全国に先駆けて産地形成の進展がみられた。

1973 年の第一次石油危機以降，アユ養殖業では生産費の高騰が生じ，量産技術をもつ新興産地の徳

島・和歌山が生産規模の拡大で生産費の軽減を図ったため，価格の低下，産地間競争の激化が進み，
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根本的にアユの成長を通して生産費に影響を及ぼす水条件の優劣（経済的適温期間）を反映する形で，

養殖地域の再編成が進行した。安曇川平野のアユ養殖地域は，地下水温が低く生産費が高いため産地

間競争に敗れ，また湖産種苗の販売を経営の中心におき，地元川魚問屋への販売や甘露煮に加工し自

販する形態に戻っていった。

なおこの間，湖産種苗の需要は養殖用を中心に増大した。湖産種苗の供給量は人工河川の本格稼働

により高い水準で推移したが，元々河川放流用に構築された鮎苗漁連の供給体制では，早期指向の強

い養殖用の需要には十分機能できず，1990 年代中頃崩壊に至った。また 1990 年頃から琵琶湖ではア

ユ冷水病が蔓延し，湖産種苗の供給を通して全国的に拡散，蔓延する事態を招いた。冷水病は高い致

死率を示すため，湖産種苗に依存し発展してきた滋賀県の漁業・養殖業は元より，全国の河川漁業・

遊漁・養殖業も大きな被害を受け，いずれも顕著な生産の後退がみられる。現在，湖産種苗の全国占

有率は 25 ％ほど（2010 年，主な出荷先は地元・京都等）に低下，コアユは種苗としての経済的価値

を減じており，漁家・養殖業者とも，また甘露煮の材料（雑魚）に利用する形態が顕在化している。

4．まとめ

以上のように，わが国の河川漁業・養殖業（アユ）は，産卵段階から人間が管理するコアユ（湖産

種苗）の全国供給により支えられ発展してきた。近年の冷水病の蔓延は，琵琶湖一箇所に依存すると

いう効率性に潜むリスクの大きさや，都道府県を超えた広域的・全国的な安全性に関する監視体制と

危機管理体制構築の重要性等を示している。
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琵琶湖産淡水魚介類の流通と加工

塚本礼仁（滋賀県立大学）

１．はじめに

本報告では、琵琶湖および滋賀県産淡水魚介類をめぐる地域的なフードシステムの姿を可能な限り

明らかにしたい。具体的には、漁業生産（琵琶湖漁業、滋賀県の内水面養殖業）の現況にふれたうえ

で、地理学的な手法を用い、水産物の流通・加工・消費の地域構造をとらえていくことにする。

２．漁業生産

琵琶湖における漁獲量は、1990 年代以降の“漁業環境”の悪化とともに減少し、2011 年では 1990

年のおよそ 3 分の 1 にあたる 1,305t であった。漁獲物別にみると、ふな・はぜ類（いさざ等）・もろこ

・えび・しじみの不振が目立つ。そうしたなか、底引き網・刺し網・魞（定置網）といった主な漁法

の漁獲努力は、こあゆ（2011 年：542t）に集中してきている。また、滋賀県の内水面養殖業は、あゆ

をメインとしてきた。ただし、その生産量は、1980 年代末のピーク時に比べ半分ほどにまで落ち込ん

でいる（2011 年：512t）。

３．流通構造

琵琶湖・滋賀県産の水産物は、図 1 に示したような経路で流通しているとみられる。漁獲物（以下、

湖魚と総称する）・養殖生産物のうち、鮮魚の大部分は滋賀県内で加工され、やはり滋賀県内を中心に

消費されている。活魚で流通するのは、おもに魞で獲られた稚あゆであり、県内外の河川放流やあゆ

養殖（種苗）で用いられる。なお、湖魚は、歴史的につながりの深い京都市へも流れる。全体として

の量は少ないが、京都でもなじみのあるこあゆやもろこは、滋賀県からの移出率、京都市場での占有

率・魚価いずれも高い。

４．水産加工

湖魚の加工について、滋賀県農林水産統計から傾向をみると、「つくだ煮」の 3 割強がこあゆ、「塩

蔵品」のほぼすべてがふな塩切り、「漬物」のほぼ全量がふなずし、「冷凍」の約 6 割があゆである。

地域産業としてのそれらは、琵琶湖の漁港付近に“湖魚業者”が集まり、活魚・鮮魚の取り扱い、つ

くだ煮の製造、ふなずしの製造、その他の加工、内水面養殖を兼ねる形で展開している（図 2）。原料

調達の面では地域差（南低北高）があり、委託加工や専業漁業者からの“舟買い”といった業界内で

の連携もみられる。

５．地場消費

滋賀県において、湖魚は高級食材ではなく大衆・日常食材である（消費機会：もらったとき 55.5%、

普段の食事 35.8%、祭り・法事 34.7% 購入先：スーパー 61.8%、道の駅 51.4%、つくだ煮店 40.0%―

滋賀県水産課『びわ湖産魚介類に関する県政モニターアンケート』―）。しかし、魚食離れなどによる

市場の縮小が懸念されており、滋賀県は、農林水産物の地産地消を促進するべく、2008 年に「おいし

がうれしがキャンペーン」をスタートさせた。湖魚を扱うキャンペーン登録店は、県下一円に拡大し

てきている（図 3）。

６．おわりに

湖魚のフードシステムは、閉鎖水域の漁業資源と限定された地場需要、そしてそれらをつなぐ地域

産業（流通、加工）によって成り立っている。ただし、本シンポジウムで指摘した“漁業環境”の変

化は、微妙なバランスを保ってきた局地的フードシステムに何らかの影響を及ぼすであろう。今後の

動向も注視していきたい。
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注：太字の業態のいくつか、またはすべてを兼ねる業者もみられる。

図 1 琵琶湖・滋賀県産水産物の流通構造

滋賀県水産課資料（『滋賀の水産』）および聞き取り調査をもとに作成。

図２ 湖漁業者の業態と分布 図３ おいしがうれしがキャンペーン登録

滋賀県南郷水産センター資料及び聞き取り調査をもとに作成。 推進店の分布（湖魚とその加工品を

扱うもの）

滋賀県食のブランド推進課資料をもとに作成。
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琵琶湖沿岸域の変遷と漁業者に見る環境保全の役割

香川雄一（滋賀県立大学）

１ はじめに

琵琶湖の環境問題は高度経済成長期の後半から注目されてきた。滋賀県、そして近畿地方の水源と

しての琵琶湖において、水質の悪化や水不足は日常生活においても深刻な問題となる。琵琶湖の環境

を誰が守っているのかを考えてみると、管理主体として滋賀県や国土交通省などもあるかもしれない

が、琵琶湖の歴史や日々の変化を見守ってきた、琵琶湖に一番近い存在として、琵琶湖の漁業者に注

目してみたい。

環境問題をどのように解決するかという課題においても、環境管理主体としての漁業者に目が向け

られるようになっている。共有資源における環境管理の事例として漁業者による資源管理方法が分析

され、沿岸域管理という視点からも漁業の存在が見直されつつある。

琵琶湖の環境は赤潮が発生したり、石鹸運動が話題となったりした 1970 ～ 1980 年代と比べれば、

良くなったと言われているが、まだまだ水資源や漁業資源としての問題は山積みである。琵琶湖の沿

岸域の変化を踏まえ、琵琶湖の漁業集落が変貌しつつあるなか、環境保全における役割を琵琶湖の漁

業者に見出していくことにする。

２ 琵琶湖漁業の現在

琵琶湖での漁獲量は一時的な増減がありながらも減少傾向を示している。生産額は 1980 年代にピー

クを迎え、以降は急激な低下もあって減少している。漁獲量も生産額も急減するのは、1990 年前後で

あった。琵琶湖の環境問題が大きく注目された 1970 ～ 1980 年頃には、漁業は減少傾向にあるものの

比較的穏やかな減少幅であった。

琵琶湖の漁業がこうした変化を示した理由として、「琵琶湖総合開発をはじめとする湖岸の開発」や

「外来魚」の問題などによる「漁業を支える在来魚介類の減少」が原因であると指摘されている。

琵琶湖の漁港は湖岸全域に広がっている。これらの漁港は防波堤などのコンクリート護岸によって

整備されているという共通性と、漁船の数や周囲の風景に漁港別の特徴が見られる。個別に漁港を注

目することによって、過去の漁村の実態を記した資料と比較できる。

３ 琵琶湖の漁港と漁業者

（１）堅田漁港

堅田漁港は、江戸時代には「諸浦の親郷」と呼ばれ、琵琶湖漁業や湖上交通の中心地であった。堅

田の漁業者の話によると、昭和 30 年代くらいまでは、先祖代々で漁業を継続してきたのが当たり前だ

ったそうだが、今となっては漁業者の平均年齢が 60 歳近くにまで上がり、漁業を継ぐ人も少なくなっ

たという。漁業者が減る理由は、工場の建設や都市化によって就業先に変化が生じたことがあり、琵

琶湖の湖岸整備や住宅地の開発によって水質の悪化したことも影響しているようである。

（２）木浜漁港

守山市の木浜漁港は、30 年ほど前までは琵琶湖の葦帯だった。湖岸の埋め立ての結果、1 キロほど

内陸にあった漁港が移ってきた。木浜の漁業者の話によると、生育環境として、野洲川や琵琶湖で魚

を釣りながら育ち、祖父の代から続く漁師になったという。子どもの頃には周りに多かった漁師の数

が、だんだん少なくなったそうである。漁業の重労働と、農漁業以外の仕事に就けるようになったこ

とがその理由だった。

（３）菖蒲漁港

菖蒲漁港は野洲市にあり、北湖に面していて、漁船だけではなくレジャー用のボートにも使われて

いる。菖蒲の漁業者の話によると、漁業を始めた頃は「琵琶湖に魚がたくさんいるとか少ないとか考

えるまでもなく、魚がいるのは当たり前だった」とのことで、シジミ漁を中心に漁業をしていた。琵
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琶湖が変わってきたのは、昭和 50 年前後で、周辺の農地整備と琵琶湖総合開発事業が記憶に残ってい

るようだった。菖蒲漁港では昭和 60 年頃から漁業者が減るようになり、平成 10 年頃の鮎の激減が、

漁業者の生計を追い詰めることになったそうである。

（４）尾上漁港

琵琶湖北部の漁港において漁業者や漁獲高が、南部より多い訳ではない。尾上漁港で、漁業者から

話を聞いてその理由を確かめてみた。琵琶湖自体だけではなく、周囲の人々の生活や流入する河川が

変わったということが大きいとのことである。工場や住宅からの排水の影響もあるが、「琵琶湖の生命

線」としての河川の変化が強調されており、ダムの例を出すまでもなく、給水と排水の分離が疑問視

されていた。

（５）沖島漁港

琵琶湖の中で人が常住しているのは沖島だけである。沖島の漁業者の話によると、やはり 30 年ほど

前から漁業への就業者が減少してきたそうである。他業種への就職や島外への移住、さらには嫁不足

などの問題もあって、漁業の後継者が失われていった。

４ 琵琶湖漁業の課題

琵琶湖の漁業を漁港別に見ていくと、琵琶湖の変化は、沿岸の景観の違いにかかわらず、ここ 20 ～ 30

年間に起きてきていたことが分かる。

琵琶湖の沿岸域の変化に大きな影響を与えたきっかけとしては琵琶湖総合開発事業がある。琵琶湖

に関わるさまざまな開発事業が実施された結果、湖岸の生活は便利になり、利水のための水資源の確

保にも効果はあった。しかし漁業に対する影響を吟味する必要がある。

琵琶湖の沿岸における変化は、琵琶湖の生物にも影響を与えている。琵琶湖における外来魚は在来

魚やその稚魚を捕食するため、水産資源だけでなく生態系への影響も心配されている。漁業とレジャ

ー産業が対立することもある。さらに琵琶湖沿岸には不法投棄廃棄物の問題もある。

琵琶湖の漁業は漁獲量や漁獲高が減少傾向にあるのに加えて、漁業者数も減り続けている。漁業か

らの転業と漁業者の高齢化が主な理由であり。高度経済成長期以降の産業構造の転換、琵琶湖総合開

発事業による漁業補償、漁獲高の低減による漁業収入の減少といった、漁業から離職する要因がある。

そうした困難を抱えつつ漁業を続けてきた人々も、家族に後継者を期待していない場合が多い。

こうした琵琶湖漁業の衰退は、琵琶湖の歴史とともに水産資源を管理してきた人材を失ってしまう

かもしれないという不安を生じさせる。琵琶湖の環境管理という観点からの琵琶湖漁業が存続できる

ような条件の整備が望まれる。


