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地域漁業学会第 62回大会 

大会案内 

 
 

◇場所◇  WEB 開催（Dropbox 共有ファイル及びメール利用） 

 

 

◇大会日程◇ 

 

各種委員会 10 月 28 日（水）～10 月 30 日（金） 

理事会  11 月 2 日（月）～11 月 8 日（日）  メール審議  

一般報告 11 月 7 日（土）～11 月 9 日（月） 

総会 11 月 9 日（月）以降  メール及び会報を通じて総会資料を公表  

 

 

◇費用◇ 

 大会参加費  １，０００円         

*一般報告にエントリーされる方のみ 

 

◇お詫び◇ 

今年度は例外的に新型コロナウイルス蔓延防止の観点に立って，「トラブル発生を回避す

るために最小の環境を提供する」ことを最優先としています。そのため、今回のオンライン

での大会開催の目的・役割は、変則的な開催環境ではありますが「一般報告ができる場の確

保」と，それにより「学会誌を滞りなく刊行できる状況を確保すること」にあります。 

 また、事務局の限られた資源のなかで運営するため、トラブル対応やセキュリティー確保

等の観点から、閲覧パスワードは一般報告の報告者、座長、及び事務局のみに配信といたし

ます。会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解いただけますようよろしくお願

い申し上げます。 

 

地域漁業学会事務局 
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第 62回大会の一般報告の流れ 
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一般報告一覧 

 

 

座長 発表者 報告テーマ

1 原田幸子
林東薫・山本尚俊

・亀田和彦

ノリ養殖をめぐる経営形態の変化とそのメカ

ニズム　―福岡県柳川地区を中心に―

2 副島久実
阿部恵太・倪典夏・

常清秀

漁業生産者による電子商取引の仕組みと現状

分析―三重県のマダイ養殖業者を事例に―

3 鳥居享司 行平真也

水産物を活かしたキャンペーンによる観光振

興―大分県津久見市における2つのキャン

ペーンを事例として―

座長 発表者 報告テーマ

1 古林英一 山下東子 非食用水産物の有効利用に関する研究

2 鹿熊信一郎 猪又秀夫
「日本型」とは何なのか？：日本型経済シス

テムと日本型漁業管理の比較考察

座長 発表者 報告テーマ

1 中村亮 林紀代美
木曽・伊那地域における年取りでのブリ食の

実態と評価

2 吉村健司 田村典江・三谷曜子
北海道の漁業地域における海生哺乳類漁業被

害の枠組みの検討

3 甫喜本憲
鬼頭景子・佐野雅

昭・久賀みず保

新興国における水産高等教育カリキュラムの

実態　－ベトナム・日本の比較を中心に－

第１会場

第２会場

第３会場
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ノリ養殖をめぐる経営形態の変化とそのメカニズム 

―福岡県柳川地区を中心に― 

 

林東薫・山本尚俊・亀田和彦 

(長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科) 

 

１．問題意識 

2017 年の世界の干しノリ(スサビノリ∙アサクサノリ)生産量は 258 億枚で、うち 52%(135

億枚)を韓国、30%(78億枚)を日本が占める。日本はかつて 100億枚を超す最大の生産国で

あったが、色落ちを含む不作や国内消費の減退、養殖経営体数の減少により生産規模は漸

減している。この過程では、国内需要は縮小だけでなくその基軸の大衆化が顕著となった。

それはノリメーカーによる原料調達の対応∙行動は勿論、ノリ養殖業者の経営や業務のあ

り方に変化を迫ることも想定される。 

 

２．目的と課題 

本報告は、ノリ養殖経営形態の変容メカニズムを、市場の質的変化やそれと呼応した加

工メーカーの動きなど養殖経営上の与件変化と、これらへの適応∙対応と言う養殖経営内

部の事情∙課題の両側と絡めて捉えることを目的とする。まず、日本のノリ需要∙市場変化

に触れた後、国内最大のノリ養殖生産地である有明海の現況や特徴を、特に福岡県を中心

に概観する。その上で、同県柳川地区を事例に養殖経営の形態変化及び特徴を明らかにす

る。 

 

３．内容とまとめ 

国内の主なノリ産地は東日本、瀬戸内海、有明海である。有明海産ノリは国内生産量の

57％を占める。その産出品(板ノリ)の約 8割は、CVS∙SM∙回転寿司などの業務需要に対応す

る 10～15円/枚の価格帯に分布している。これには国内ノリ市場の縮小下で進む贈答用な

ど高級需要市場の縮減と基軸需要の大衆化が反映されており、このことはノリ養殖業者に

とっては経営与件の変化に他ならない。市場価格が低位安定するなかで、生産者には労務

負担や設備投資への対応、コスト抑制や採算確保がいっそう問われている。 

元々、ノリ養殖は種苗生産と養殖、加工の全工程を個別経営が担っていた。しかし 1990

年代後半には、普及していた全自動ノリ乾燥機の老朽化と更新時期を迎え、生産者は数千

万円の投資判断に直面することとなる。加工施設への再投資は後継者の存在や生産規模の

維持∙拡大が前提となり、労働負担と資金に余力がある経営体は施設投資と養殖面積の拡

大など規模の経済性を追求する一方で、独自の対応の限界に直面する業者も現れ始めた。

それらの経営体には共同経営や加工場の共同利用など協業に活路を求めるものも現れた。

福岡県では個別生産者の独自意識が強くて協業化が進まなかったという評価もあったが、

柳川地区ではノリ加工団地の形成や佐賀県での共同加工の成功を機にその流れも一変す

る。2009 年からは地元漁協が特定の零細経営体(3∼4 経営体)の加工業務を肩代わり集約∙

受託する取り組みも始まっている。さらに、種苗生産の外部化も見られる。福岡県の種苗

生産の外部化率は現在 7 割と言われている。これは国内市場の大衆化や共販を巡る取引寡

占化の動きと関連した市況の低位安定が種苗の自家生産への投資意欲∙動機の減退を誘発

していることを示すと考えられる。 

大衆需要の基軸化など国内市場の変容、言い換えれば経営与件の変化が、特にそれへの

独自の順応が難しい零細経営層を中心に、種苗生産から加工出荷迄を事業範囲とした従来

の日本型の養殖経営のあり方を変質させる(経営の見直しが特定業務の切り離しや外部依

存を伴い進む)状況に今日の特徴がある。 

キーワード：ノリ、養殖経営、変化のメカニズム、外部化 
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漁業生産者による電子商取引の仕組みと現状分析 

―三重県のマダイ養殖業者を事例に― 

阿部 恵太＊・倪 典夏＊・常 清秀 ＊＊ 

(＊三重大学大学院 ＊＊三重大学) 

１．問題意識と課題設定 

近年、電子商取引市場の拡大に伴い、品質管理が難しいとされる生鮮農水産物の電子

商取引でさえも増加傾向にある。その増加要因は、消費者の「顔が見える」流通へのニー

ズと、生産者の中間流通コストの削減による所得向上への期待があるためである。しか

し、実際にこのビジネスモデルが生産者の経営改善にどの程度効果を示すのかに関する実

証研究がほとんどなされていないのが現状である。 

本研究は、漁業者を対象として、ケーススタディーを通じて生産者の所得向上におい

て電子商取引が果たす役割を明らかにすることを目的とする。研究目的を達成するために

以下の三つの具体的検討課題を設定した①漁業生産者による電子商取引の仕組み②電子商

取引の営業実績とその動向③漁業生産者の視点から現行電子商取引システムにおける問題

点を明らかにする。 

２．調査対象と調査方法の設定 

事例研究の対象は三重県南伊勢町のマダイ

養殖者 A 者に設定した。選定理由として、①

A 者は家族労働力を中心とする沿岸漁家経営

の代表的存在であること。②電子商取引を積

極的に行っている業者であること。調査はオンラインインタビューの実施による。 

 

３．調査結果・分析・考察 

（1）漁業生産者による電子商取引の仕組みについて（図１参照）A 者のモデルは EC サ

イト管理会社の専用アプリに登録し、自社商品を消費者に直接販売する仕組みである。主

力商品は養殖マダイ、物流は他社物流を使用。取引全体の流れは図１に示した通り。 

（2）電子商取引の営業実績とその動向 

今年４月から販売し始めてから注文が殺到し、売上が順調である。注文を受けてから出

荷するまでにかかる総コストを差し引いて、出荷商品単位当たりの純利益は約 719 円であ

る。これは、従来の流通ルートでの販売価格（浜値：670 円/kg）より上回っていることが

明らかである。一方、今の経営規模では、これ以上の対応ができないのは現状である。 

（3）現行電子商取引システムにおける問題点 

①漁業者が顧客管理できないこと②決済期間が長いこと③責任の所在が曖昧であること。 

キーワード：電子商取引 取引の仕組み、決済、商流・物流

生産者 配送業者 購入者
⑤配達

③商品加工
・魚の〆(発送日の朝)
・下処理
・魚を冷蔵庫で冷やす
・梱包

②
購
入
者
の

情
報
送
信

①注文ECサイト
管理会社

②受注連絡
⑥売上入金

④商品発送

※商品が届くまでには4～14日必要
※購入者と商品受取者は異なる場合がある
※売上の入金は2カ月後(卸売市場では2週間後)

図１. A社電子商取引全体の流れ

直接連絡
(アフターサービス)
(クレーム)
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水産物を活かしたキャンペーンによる観光振興 

―大分県津久見市における 2 つのキャンペーンを事例として― 

行平真也＊・吉谷地裕＊＊ 

(＊九州産業大学、＊＊津久見市観光協会) 

１．問題意識 

 大分県津久見市は日本有数の漁場である豊後水道に面し、古くから水産業が盛んな地域

として知られており、大分県の市町村においては 2018 年の海面漁業生産統計調査におい

て第 2 位の漁獲量を誇っている。また、保戸島は古くからマグロの漁業基地として栄

え、現在でも 14 隻のマグロ漁船を有しており、マグロの島として市内外に広く知られて

いる。 

津久見市では 2017 年 3 月に津久見市観光戦略が策定し、それに基づいた観光振興に取

り組んでおり、その観光戦略における観光資源として活用可能性が高い地域資源として

「質」が自慢の津久見の食が挙げられ、「津久見のマグロ」「津久見のモイカ」「津久見の

地魚」「津久見みかん」の 4 つが取り上げられている。上記の 3 つがいずれも水産物であ

ることから、津久見市の観光振興の核となる「食の魅力」は水産物にあるといえる。 

この津久見市の食の魅力を活かしたキャンペーンとして「津久見ひゅうが丼キャンペ

ーン」と「津久見モイカフェスタ」が行われている。津久見市ひゅうが丼とは、マグロの

赤身を醤油・砂糖などを入れた特製のゴマだれと和え、ご飯の上にのせた郷土料理であ

る。「津久見ひゅうが丼キャンペーン」は 2013 年度から始まり、毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日の 3 ヵ月間において実施され、2019 年度は市内 10 店の飲食店が参加している。 

また、「津久見モイカフェスタ」は津久見特産であるモイカ（標準和名アオリイカ）を

用いたメニューを提供するキャンペーンであり、2011 年度から始まり、毎年 10 月 15 日

から翌年 1 月 15 日の 3 ヵ月間において実施され、2019 年度は市内 11 店の飲食店が参加

している。いずれのキャンペーンも津久見市の観光において極めて重要であり、水産物を

活かしたメニューを核として観光振興を図っており、漁業と観光の連携を推進している。 

 

２．目的と課題 

 本報告の目的は、津久見市で行われている「津久見ひゅうが丼キャンペーン」と「津久

見モイカフェスタ」の取組を事例とし、水産物を活かしたメニューを核とした観光振興の

効果を把握するとともに、漁業と観光の連携について考察することである。具体的には、

両キャンペーンにおける利用者を対象に実施した質問紙調査を実施した結果について整理

し、利用者の属性などを把握するとともに、キャンペーン間の差異の分析を行う。そし

て、それらを踏まえた上で、今後の津久見市における観光振興について展望する。  

キーワード：地域振興、地方自治体、漁業と観光の連携 
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非食用水産物の有効利用に関する研究 

山下東子＊ 

(＊大東文化大学) 

１．研究の背景と目的 

 水産経済学においては食用水産資源の保存、管理、有効利用に着目することが多い。一

方で非食用利用を目的とした漁業生産や、食用利用後の加工残滓の非食用利用もある。そ

こで本報告では非食用水産物市場に焦点を当て、その水産資源としての位置づけ、魚粉を

例とした歴史的変遷、および、より付加価値の高い利用を実現するための課題についての

研究成果を報告する1。 

２．水産資源としての位置づけ 

 水産資源は食用のほか、肥飼料、医療・美容など、筆者分類によると８種類以上の用途

がある。すべての非食用水産資源がこれらの用途に利用されているわけではなく、世界的

には漁業・養殖業生産量 1.71 億トンのうち 12％が非食用用途に向けられるほか、別途

8％に相当する陸揚げ後の廃棄が生じている2。日本でも、国内供給量 729 万トン（2018

年）のうち、20％が飼料用で、これに食用のうちの非可食部分 46％を加えると、国内供

給量の 6 割以上が非食用水産物ということになる3。このように、非食用水産物の漁獲量

に占める位置づけは重く、食品ロスの削減は国内外において喫緊の課題である。 

3．魚粉の歴史的変遷 

 魚粉（魚粕を含む）は古くから農業用肥料や家畜の飼料として利用されてきた。1930

年の日本の総漁獲量は 180 万トンで、うち魚粕になったニシンとイワシは 80 万トンと高

い割合を占めていた4。今日においても、養殖魚の生産量の増加に伴い、魚粉市場が常に

ひっ迫している。そのため、多獲性魚を用いた魚粉生産に加え、水産物残滓も魚粉用途の

引き合いが増加しており、他用途との競合が生じている。 

4．高付加価値化・ゼロエミッション化の課題 

 水産物からの有用成分の抽出に関する研究が進展し、魚油などの医薬・健康需要が高ま

っている。これが従来型の魚粉供給を減少させる要因にもなっている。食用・非食用を含

めたフードシステム全体としての高付加価値化とゼロエミッション化が課題である。 

 

キーワード： 魚あら、水産加工残滓、魚粉、魚油、フードシステム 

 
1 本報告は、科学研究費補助金（基盤 C 19K06213）「水産加工残滓のゼロエミッショ

ン化―日本型フードシステムの経済性・先進性の検証―」の研究成果の一部である。 
2 FAO（2018）SOFIA, p.47,50 による 
3 農林水産省（2018）「食糧需給表」による 
4 高橋周（2004）「両大陸間における魚粉貿易の逆転ー在来魚肥の輸出品化と欧米市場」

『社会経済史学』70（2） 
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「日本型」とは何なのか？：日本型経済システムと日本型漁業管理の比較考察 

猪又 秀夫 

(水産大学校) 

 

我が国の漁業管理制度には、政府の公的管理と資源利用者の自主管理が組み合わされ

た共同管理の特性が備わっており、「日本型」と呼ばれている。漁業以外に視野を広げる

と、「日本型」には、日本型経済システム（日本型経営、日本型雇用）、日本型食文化な

ど、多くの事例が見受けられ、それらは、それぞれの分野において、欧米諸国と対比した

日本の独自性を認める傾向がある。場合によっては、社会経済の国際化（均一化）が進む

中にあって、日本固有の制度や実態が優れているという価値判断に踏み込むこともある。 

特に日本型経済システムについては、日本論・日本人論とも関連して、多くの学術報

告があるが、その中では、日本型経済システムは 1960 年代からの日本の高度経済化に伴

い形成されたという説明から、マクロヒストリカルに見ると鎌倉時代からの儒教の影響を

受けているとの指摘、あるいは、巷に喧伝されているような日本型の機能は実のところ存

在しなかったという仮説まで、様々な議論がなされている。 

日本型漁業管理についても、確かに歴史的な背景に裏付けられた顕著な性質を有して

いるが、欧米との二項対立的なパラダイムを与える考えから、幅広く連続的なバリエーシ

ョンの中の一つの形態、という異なる説明があり得る。また日本型漁業管理は、日本型経

済システムという大きなカテゴリに内包されるサブカテゴリの一つという整理もできる

し、あるいは両者は本質的に異なる事象を説明していると考えることもできる。 

このような様々な主張・解釈が可能となる原因として、人間の作り出す制度が、多元

的な多くの要素から構成され複雑な構造を有していること（＝複雑系）から、学術的なア

プローチにあたって認識の枠組みや分析の視座が多数あり得、その設定や考察の仕方によ

って異なる結論が導き出されると考えることができる。特に、「日本型」という言葉は、

ある分析対象を認識し説明するために有効ではあるが、場合によってはその言葉自体が独

り歩きし、「日本型」という世界観を社会的に構築している部分もある。この点について

は、経済社会のグローバル化が進展する現代社会において日本のアイデンティティを再確

認しようとするあまり、客観的な分析と、主張としての「べき論」との境界が曖昧になっ

ているところもあるのではないだろうか。 

このように「日本型」を巡る議論は、日本論・日本人論にとどまらず、人文・社会科

学において、どのようにすれば客観的で価値中立的な分析が可能となるのか、あるいは、

何が本当に価値中立的な分析なのか、という深遠な問いかけを孕んでいる。 

 

キーワード：制度研究、日本型経済システム、日本型漁業管理、パラダイム、社会的構成 
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木曽・伊那地域における年取りでのブリ食の実態と評価 

林 紀代美＊ 

(＊金沢大学) 

１．研究の目的・方法 

筆者は先に，岐阜県飛騨地域での人々の年取魚ブリの消費動向や認識を考察した（林 2019・

2020）。本課題は，これに続く取り組みとして，長野県の木曽・伊那地域を対象として，住

民への郵送アンケートにより年取り慣習とそこでのブリ消費の実態を把握し，「年取魚ブ

リ」に対する認知や評価観点を見える化することを目的とする。 

２．結果の概要 

 ここ 5 年間の年取りでのブリの摂食は，5 年とも意識して食べた者が全体の約 7 割，食

べていたものが 8 割を超えた。ただし，若年層は意識して食べた者は 5 割であった。6 割

の者は，30 年前の摂食頻度を現在も維持している。献立は，木曽地域では照り焼き（6 割

強），塩焼き（約半数）の順で多く，伊那地域では照り焼き（5割強），粕汁・粕煮（4割強）

であった。各地域・世代とも，刺身が 2～3 割利用されていた。利用したブリは，天然品と

養殖品とが拮抗し，切身での購入が 85％だが半身や丸での購入も 15％みられた。約 6 割

は量販店，約 3 割は鮮魚店，5％は通販で購入していた。過去に飛騨地域から塩鰤が流通し

ていた時代の名残は見られず，「塩鰤」での販売・消費や「飛騨鰤」名称の利用・認知、鰤

街道の存在の認知はほぼみられなかった。高山方面からの「塩鰤」の流通が明治期に途絶

え，年取りにブリを食べることのみが継承され，交通インフラの改善や量販店の進出が進

んだ 50 年前には既に無塩ブリ（冷凍・生鮮）の利用が主流であったとみられる。 

長野県での年取りでは、ごちそうを食べること、その中で魚が重要であり、多様な魚種・

献立が年取りの品として認識、利用されている。また、サケなども年取りで多用される。

そのこともあり、ブリは年取魚のなかでも特に重要・高級な一品として認識されているが、

必ずしも年取りの食卓でブリが選択されるとは限らず、産地や伝統的な食べ方へのこだわ

りは飛騨地域での結果と比して薄かった。  

キーワード： 年取魚，ブリ，木曽地域，伊那地域 

付記： 調査にあたり，「公益財団法人アサヒグループ学術振興財団 2020 年度学術研究助

成」を利用した。 

参考文献： 

林 紀代美 2019．飛騨地域におけるブリ・サケ消費と年取魚ブリへの認識．E-journal 

GEO14-1,130-151. 

林 紀代美 2020．鰤街道沿線地域における今日のブリ・サケ利用実態と「越中・飛騨鰤」

の真正性に関する考察．食生活科学・文化、環境に関する研究助成研究紀要 33，121-137． 
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北海道の漁業地域における海生哺乳類漁業被害の枠組みの検討 

田村 典江＊・三谷 曜子＊＊ 

(＊総合地球環境学研究所、＊＊北海道大学) 

１．背景と目的 

 北海道の沿岸漁業地域において、トド、アザラシ、オットセイなどの海生哺乳類は、漁

獲物の食害や漁具の破損などの漁業被害をもたらし、漁業と資源をめぐって競合する「害

獣」である。北海道庁の「海獣類被害状況」によると平成 30 年度の被害額は約 14 億円

にのぼるが、被害は特定の海域や漁業種類に集中しており漁村地域によっては深刻な影響

を受けている。被害金額が大きい一方で、被害を受ける地域・漁業種類に偏りがある。 

海生哺乳類は、かつて毛皮や肉を目的とする乱獲の対象になり、個体数が激減した。

現在、個体数は回復基調にあるものの、依然として絶滅が危惧される状態にある。また、

高度に回遊を行うため保全には国際的な連携が求められ、沿岸漁村地域のみの問題として

扱えない状況にある。本研究では、北海道沿岸漁業地域における海生哺乳類漁業被害問題

を整理し、被害構造の枠組みについて検討する。 

２．結果と考察 

 海生哺乳類の漁業被害について整理したところ、以下が明らかとなった。(1)制度的錯

綜：種ごとにガバナンスが異なり、全体を一体的に取り扱う制度的フレームワークがな

い。(2)被害に対する認識：沿岸漁業地域における被害の認識は必ずしも被害金額と比例

していない。 被害金額が大きくとも深刻視していない地域・漁業者も認められる。(3)地

域との関係性：エコツアーなど、新たな生態系サービスとしての価値を見出している地域

がある。 

「海生哺乳類による漁業被害」とは、社会および生態系の文脈に依存して表現される

状況であり、絶対的な被害―加害関係とはいいがたいことがわかった。漁業種類の変化や

新たな価値の認識によって漁業被害やその認識が中和されている地域もあることを踏まえ

ると、海生哺乳類の漁業被害とは当該種と漁業者・漁業行政間のみで完結する問題ではな

く、多くの利害関係者が関わり単純な解決が存在しない「厄介な問題(wicked problem)」

であるとみなすことができる。したがってその解決に向けては、システム思考を取り入

れ、地域社会や都市部住民、環境保護団体、研究者、異なるレベルの行政主体など、幅広

く利害関係者を想定し、超学際的に取り組む方向性に展望があると考えられる。 

検討の結果、筆者らは、漁業被害の社会問題化は、地域の沿岸漁業に対する見通しの

なさの表出ではないかという仮説を立てる。この仮説を検証するために、今後、従来の生

態学・行動学的研究に加え、地域社会に着目した分析に取り組みたい。 

キーワード： 漁業被害、海生哺乳類、生態系サービス、厄介な問題(wicked problem)、

超学際 
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新興国における水産高等教育カリキュラムの実態 －ベトナム・日本の比較を中心に－ 

鬼頭景子＊・佐野雅昭＊＊・久賀みず保＊＊ 

(＊鹿児島大学大学院連合農学研究科、＊＊鹿児島大学水産学部) 

 

１．問題意識 

 これまでの研究では、日本における近年の大学水産教育は、広義の水産業のニーズに見

合ったカリキュラムを構築していく必要性があることが明らかになった。また、ヨーロッ

パでの大学水産教育では「職業としての専門性」を追求し、大括りな産業志向のカリキュ

ラムを提供していることが明らかになった。従って、日本でも水産業の発展に役立つ人材

育成を行うためには、学外からの意見を聞き入れ、産業をベースとした大括りな教育の提

供を検討すべきと結論付けた。 

 日本の水産業は、労働力不足などの社会変化を背景に衰退が懸念されている一方で、世

界の漁獲量は増加しており水産業を発展させている国がある。ノルウェーなどの先進国で

は水産業の効率化を技術力やマーケティング力により達成している一方、漁業新興国であ

る東南アジアでは 2000 年頃より特に養殖業が急速に発展し、フィリピン・ベトナム・マ

レーシアの 2018 年の漁業・養殖生産量は世界 8 位・4 位・18 位となった。この背景に

は、水産教育による人材育成が大きく寄与していると想定される。漁業新興国各国での水

産教育と産業発展の関連性を明らかにすることで、このような国の大学水産教育の優れた

点を日本の水産系学部にも反映できると考えられる。では、これら東南アジアの水産業を

発展させている漁獲量上位の国では、近年どのような水産教育が行われているのか。各国

での大学における水産教育は実業に寄与できているのだろうか。 

２．目的と課題 

 本報告では、水産業の発展がめざましい東南アジアでの事例を分析対象とし、水産系学

部での人材育成のあり方を明らかにした。具体的には、フィリピン・ベトナム・マレーシ

アを調査対象として、第 1 に、対象国での人材育成の実態を明らかにするため、水産系学

部での教育体制やカリキュラムを調査し、水産教育の現状を整理・分析した。第 2 に、日

本の水産系学部のカリキュラムとの比較・分析し相違点を見出した。ここからどのような

人材育成を目指すのかを探求したうえで、日本の大学水産教育の改善点を考察した。 

 東南アジアの水産系学部では、産業における持続可能性を意識した目標を掲げている

が、カリキュラムの構成や教育内容と水産業との関連性はそれぞれ異なっていた。養殖業

で急成長しているベトナムでは、養殖の技術者・管理者育成を重視したカリキュラムを提

供するとともに、在学中・卒業後ともに水産系学部と産業との連携が強いことが明らかと

なった。 

キーワード：水産高等教育、カリキュラム、東南アジア、専門的人材 


