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新任ごあいさつ

海洋水産資源開発センター

理事長川本省自

　最近における水産行政上の最も大きい出来事は、平成13年6月に水産基本法が成立し、これに基

づき、生産から流通・加工に至る水産業の振興に関する施策を総合的かっ計画的に推進するための水

産基本法が制定されたことです。

　特に今まで、我が国の水産業振興施策の中で体系的に位置づけられていなかった遠洋・沖合漁業の

振興が、この基本計画の中で総合的に位置づけられているのが大きな特徴であろうと思います。

　その中でも、水産物の安定供給の確保のため、排他的経済水域の内外の海域での水産資源の適切な

保存及び管理を行うこと、排他的経済水域以外の水域における漁場の維持及び開発を図ること、水産

業の健全な発展を図るため効率的かっ安定的な漁業経営の育成を図ること、の三点が明記され、J　A

MAR　Cが従来から実施してきた業務の位置づけが改めて確認されております。

　昨年7月に創立30周年を迎え、前述のように、水産基本法のもとで新しい一歩を踏み出そうとし

ていた矢先、水産総合研究センター、日本栽培漁業協会との一本化及び独立行政法人への移行が決定

されました。

　当面のJ　AMA　R　Cの最大の課題は、いかにスムーズにかっ現在の機能を維持しっっ独立行政法人

化するということです。

　水産総合研究センターとの統合は水産総合研究センターが現在保有している種々のデーターや知識

を活用できるという利点もありますが、他方企業化を図るというJ　AMA　R　Cの実戦的な性格が薄れ

ていくのではないかという懸念もあります。

　又、業績の評価という面から見ても、調査・研究に関する結果の評価手法と企業化事業の結果の評

価手法は異なっており、この面からも今後検討を行っていく必要があると考えております。

　ともあれ、日本の漁船漁業全体に閉塞感が強まっている現状において、独立行政法人化と水産総合

研究センターとの統合はJ　AMAR　Cにとって過去のしがらみを捨てて、まったく別の観点から、我

が国漁船漁業の振興にっいて寄与できるような事業の新たな展開を可能とする一っの機会としてとら

えることが必要であろうと考えております。

　今後とも各方面の御指導・御協力・御叱声を期待する次第です。
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き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヌ　大日本水産会関連産業部会業際懇談会50回記念シンポジウム

　“わが国漁船漁業の活性化と関連産業の活路”基調講演

日本の漁船漁業に課せられた緊急な課題

海洋水産資源開発センター前理事長島 一雄
　平成14年4月8日（月）石垣記念ホールに約200人の業界関係者が集まり標記シンポジウムが行わ

れました。その基調講演を、大日本水産会の承認を得て掲載します。

1．はじめに

　業際懇談会の記念すべき50回シンポジウムに

お招きいただき、お話する機会を与えていただ

き有り難うございました。

　本日のテーマは「わが国の漁船漁業の活性化

と関連産業の活路」であ、りますが、私のテーマ

は「日本の漁船漁業に課せられた緊急な課題」

であります。そもそも、本日の会合は土屋孟

大水関連産業部会長と小川豊業際分科会代表

の御発案によるものでありまして、それに到っ

たお気持ちは本日お配りしたプログラムの中に土

屋さんが次のように書いておられます。

　「わが国の漁船建造意欲は平成4年以降急速

に衰え、船齢が15年を超えるものが7割に達し

ている。このような状況を放置すれば、漁業の

経営改善を支援すべき工学システム技術も数年を

待たずに衰退消滅し今後の漁船漁業の再建は極め

て困難となり、わが国の蛋白食料自給率のさら’

なる低下が懸念される。関連産業部会が企画し

た今回のシンポジウムは、この深刻な事態を漁

業界の共通認識とし、その早急な打開策を協力

して見いだそうと呼びかけるものであり、今後

関係各方面の幅広いご指導、ご協力を切にお願

いしたい。」と述べられておられます。

　要約すれば「近年造船業界を始め漁船関連業

界は急速に衰微しており、このまま放置すれば、

漁業の再建にも支障がでることは明らかである。

いま何か手を打たなければならない。」という悲

鳴にも似た警鐘を発しておられるのであります。

今日までの漁業の発展は漁業と関連業界とが車の

両輪となってこれを支えてきたのであり、いず

れを欠いても漁業の健全な発展は期待し得ないの

であり、土屋さんの警鐘に私は全幅の支持を表

するものであります。

　さて、今年の年頭会見で上田大和日鰹連会長

が「漁船漁業の盛衰が自給率の要にあり、その

対策にっいて大水を柱に早急な取り組みを行うこ

と。」を訴えられています。

　また土屋海洋水産システム協会長は「漁船漁

業のあり方にっいて早急に戦略構想を作らなけれ

ば、国際競争力に太刀打ちできず、再起不能に

なってしまう。水産業の長期ビジョンに漁船漁

業を位置づけるべき。」と強調されています。私

も「漁船漁業の経営改革促進技術開発事業」（私

案）を発表し、「開発センターで得られた成果に

加え、欧米の最新技術を導入したモデル船型漁

船による企業化調査や新漁業生産システムの確立

を早急にはかち必要がある。」ことを提案してお

ります。

　私は、今回土屋会長からシンポジウムで漁業

と関連産業の橋渡し役として基調講演とシンポジ

ウムのコーディネーターのお話があった時、初

めはお断りしたものの75才の土屋会長と78才

の小川さんのお頼みでもあり、佐野会長も上田

会長も賛成して下さるということなので若輩の

66才の島がお引き受けした次第です。・

2．「魚をとる」ことは水産の原点

　さて、私は「魚をとる」、「鯨をとる」という

ことは水産業の原点であると思っています。し

かし日本の水産業鼻はこの原点をおろそかにして

はこなかったでしょうか。話は変わりますが、

先日ニューヨークの「車ずし」での話です。お

やじがいうには「島さん、ブリをどうにか輸入
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できるようにしてもらえませんか。米国には養

殖ハマチは輸入できるが、野生のブリは駄目だ

とアメリカの当局が言うんだそうです。養殖も

のについてはHACCP等の証明があるからいい

が野生生物であるブリにはないから、駄目だと

いうことらしいんですがねd」私は「そんな馬鹿

な」と答えましたし、勿論輸入業者とか何かが

入って事をややこしくしていると思っていますが、

やがて本当にそういう時代がやってくるような気

がいたします。それに備えて今から野生の魚を

とる側は対策を立てておく必要がありましょう。

3．楽観の10年、失われた10年

　ちょっと話がそれましたので、話を元に戻し

ましょう。200海里時代に入って、北欧諸国やス

ペイン、米国等の漁業者は200海里時代を正に

謳歌してきたにもかかわらず、日本の漁業者は

正に苦難の時代を経験させられたのであります。

それは何故でありましょうか。日本水産株式会

社の垣添社長の言によれば、日本の遠洋漁業に

ついて「80年代は楽観の10年、90年代は失わ

れた10年」と定義され、そのように至ったのは

水産業界がしっかりした戦略眼と、はっきりし

た国益にっいての考えがなかったためであると、

いわれておられます。このような見方は何も遠

洋漁業にとどまらず大方の日本漁業にあてはまる

ものではないでしょうか。

　80年代が楽観の10年、90年代が失われた10

年になってしまったのは、日本の漁業が200海

里の時代に入って全世界に展開していた遠洋漁業

を撤収し、減船と乗組員の整理にエネルギーを

使い果たし、将来ぺの発展的な展望を描く余裕

などなかったというのが、実状でありましょう6

更にこれにっけ加えることがあるとすれば、200

海里突入前後に大手水産会社が建造した大型トロー

ル船の失敗によるトラウマが各社に残ってはいな

いでしょうか。日水の宮島丸く筑前丸、大洋の

地洋丸シリ判ズ、日魯の77あけぼの丸等の失敗

によって「もう船を作るのは無駄だ、もう漁業

には希望がもてない。」という空気を漁業界に充

満させてしまったのではないか。もうひとっは

日本の独壇場であった日本の周辺の漁場が近隣諸

国の激しい追い上げによって失われ減少していっ

たことがあげられます6

　さて、私が開発センタrの理事長になった時、

ミナミダラやホキに係る新魚種・新漁場の開発に

貢献した深海丸の代船として、今度は主として

海山調査を目的とした調査船を建造すべきではな

いかと御意見申し上げたことがあります。日本

水産（株）の当時の國井社長は「僕も島さんの

考えはよく解るんだが、何せ日水の中の「技術

者』の連中が反対だというんでねえ。」というお

話でございましたし、、マルハ（株）の中部慶次

郎社長も「今の3000トントロールでは南氷洋の

オキアミ操業には大きすぎるので、1500トンな

いし2000トン級のトロールにして、南氷洋のオ

キアミ以外の時期をセンターの調査船に使ってい

ただくという考えは面白いかもしれませんね。」

ということでございました。1500トン型のトロー

ル船によるフルスケールの海山調査にっいては、

日本水産（株）の垣添社長や、大洋工一アンド

エフ（株）の藤井社長やマルハトロール（株）

の平瀬社長も御関心がおありのようでした。し

かし運行コスト10億円／年を10年間、 国が保

証するということが前提になります。

　「楽観の10年、それに続く失われた10年」

と日本の漁業が足踏みしながら調整をしている間

に欧米とりわけ北欧EUの漁業に日本の漁業は大

きく技術的に水をあけられてしまいました。

　日本の漁船技術は大手水産会社が中心となって

関連機器メーカーと協力して導入開発を同時に進

めてきたものであり、造船、機関、機器メーカー

等を育成してきたといっても過言ではありません。

やがて大手水産会社と関連機器メーカーが車の両

輪となって漁業の発展を支えてきたのであります。

そこで開発され実用化された技術や機器が中小漁

業へ更に沿岸漁業へと伝播普及してきました。

　世界における日本漁業の特殊性は、産業とし

て早くから一人立ちが認められた大手水産会社の

存在であり、大手水産会社は早い段階において

政府の支援の対象外に置かれてきたことです。

水産業全体が国の施策の対象となったのは昨年の
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水産基本法の成立によってであり、それまでは

法律に基づいて体系的に産業支援策が行われたの

は沿岸漁業等（等は巾小漁業）だけでした。従っ

て研究についても、政府系研究機関における研

究は主として中小・沿岸漁業を対象としたもので

ございました。1970年頃より海洋水産資源開発

促進法の成立の頃より、大手と中小の垣根が徐々

に取り払われ、OF　CFの事業においては全く

その垣根は取り払われ、「水産物の安定供給の確

保」と「健全な漁業経営の育成」が基本理念と

なった今回の水産基本法のもとで大手と中小の間

にあった垣根は取り払われたのであります。従っ

て海外協力事業等もその新たな理念のもとに抜本

的に見直す必要があるのではないでしょうか。

　200海里時代に入って大手水産会社は大きな転

進を遂げ多くの会社は漁労部門を廃止し、貿易

会社ないし食品会社となり、あるいは漁労部門

を合弁あるいは別会社として生き残りを賭けてい

ます。同時に大手水産会社はこの20年水産業の

原点である「魚をとる」ことに投資することを

止めてしまいました。，勿論投資は0ではありま

せんが、0に等しいと言えます。その結果、日

本の魚をとるということに関わる技術の進歩も止

まってしまいました。全く止まってしまった訳

ではありませんが、欧米の技術の進歩の大きさ

と早さを考えれば止まってしまったといっても過

言ではないのであります。

4．厳しい漁業金融
　ここでもうひとっ注目しておかなければならな

いのは金融の動きです。バブル崩壊以降、日本

の金融は厳しい冬の時代を迎えましたが、漁業

金融も例外ではありません。

　本年の水産経済新聞社の新春座談会の農林中央

金庫の上野理事長の言葉をお借りすれば「金融

の立場からみて、現在の漁業界の状況は非常に

厳しい。金融機関としても漁業者から融資を求

められても対応が難しく、相当の工夫をしても

らわなければ対応できない。業界を挙げて新し

い21世紀型の漁業を育て、光の見えるような構

造とするためには何が必要か、真剣に話す節目

の時期にきていると思う。この状況を変えるに

はどうしたらいいのか。この厳しい環境をのり

切るには公的援助、保証制度をどううまく活用

するかが現実の課題として大きい。」と言ってお

られます。

　漁業者と団体とメインバンクと信用機関が一緒

になって信用を如何に築きあげ知恵を如何にして

だすか、貸す方と借りる方のせめぎ合いは既に

始まっているのです。

5．なにをなすべきか

　今、我々に求められていることは、「ダメムー

ド」を打ち消し、不退転の決意をもってリスク

を負う勇気と決断でしょう。それがなければ何

事もなし得ないことは明らかであります。

　昨年6月、大日本水産会ほか8団体が水産庁

長官に提出した「漁業経営対策にっいての基本

認識と要望」の中で「業種別再編整備の下で各

業種の減船はかなり進んだが、これ以上の漁労

体の減少が進めば、国内漁業の供給力は衰退し、

自給率の維持向上という基本法の目標も果たせな

いことが懸念される。」と述べています。

　以上、述べてきたように漁船業界もかなり追

いっめられてきており、ある人は「現在の漁業

経営体、漁業従事者、漁獲量、漁獲金額、漁船

等が大巾に減少してきており、漁村や水産基地

が崩壊の危機に瀕している。このまま放置して、

自然淘汰を待っか皆で立ち上がるか。一度漁村

や水産基地が崩壊したら、その再建は難しい。」

と述べております。

　また、ある人は「現在多くの漁船が代船建造

期を迎えているが、70％の経営体が債務超過に

陥っており代船を造りたくとも造れない状況にあ

る。浸水、沈没、大破の危険に晒されている。」

と述べております。

　人命尊重と国民に日本国の主権の下にある500

万トンの食料資源を供給するという大義を実現す

るために早急な対応が必要であります。現在の

日本周辺の漁業の職場環境は良好なものとはいえ

ないので、代船を造る場合は良好で魅力ある職

場環境の船を造るべきです。これは少子高齢化
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の時代を迎え、資源はあっても、とる人がいな

くなる可能性を踏まえれば当然のことです。

　これから、いよいよ今年度から水産基本法の

もとで、水産基本計画が実施されます。資源回

復計画も動きだします。このような中で、漁船

漁業のためには何をしなければならないか。そ

のための私の考えを具体的に述べます。

（1）上記資源回復計画と並行して「鯨類を含む

　資源一括管理」を実施する。

（2〉200海里内資源にっいては、まき網で平成丸・

　北勝丸、底びきでやまぐち丸、北海道機船連

　のかけまわしのような新しい操業形態を追求す

　る。

（3）公海にっいてはパーサー・トローラなどによ

　る試験操業を国の全額負担で実施する必要があ

　る。

（4）E　Uの行っているロメ協定にならって、高

　額で経営を圧迫している入漁料補助の可能性を

　探る6

（5）魚価対策としてI　TQ制度の部分導入を検討

　する。

　私のささやかな考えですが、このような対策

を真剣に考えるときがやってきたと思います。

苦しい状況の中、漁業、造船、金融が一体になっ

て漁業の再建にむけて大同団結していくべきと考

えています。

本講演での説明資料

「漁獲量からみた世界の漁業の動き（1970－2000年）」

FAO漁獲統計より1970年から2000年までの世界の魚介類生産量の推移を示した。いわゆる、魚類、甲殻類、

軟体動物類を足しあげた数値をもとにしており、海藻類等は含んでいない。漁獲量と養殖業生産量を合わせた魚

介類生産量はこの30年間に約2倍に増加した。そのなかで大きく増加したのは養殖業生産量で、内水面で15倍

（主として中国による）、海面養殖業で12倍に増加した。一方、漁獲量にっいては、内水面漁獲量で1970年の462

万D・から880万トンに（1．9倍）、海面漁獲量で5，808万トンから8，546万トンに（1，5倍）増加しており、増加

率は養殖業に比べ低いことがわかる。
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FAOの漁業統計における世界の海域区分図を示した。世界の3大漁場と言われているのが大きな円で囲った、

南米湧昇域を含む南東太平洋87海区、北海を含む北東大西洋27海区、そして最大の生産力を有し、我が国周辺

海域である北西太平洋61海区である。我が国として最も重要な北西太平洋61海区を、主な漁場としている主要

漁業国の漁獲量にっいて見ていきたい。

我が国として最も重要な北西太平洋61海区における1970年と2000年の国別漁獲量割合を示した。総漁獲量は

この30年間に約2倍に増えている。1970年には我が国が約56％、中国が18％を占めていたが、2000年には、

中国が62％、我が国が18％となり、ちょうど入れ替わった形になった。それ以下の割合や順位はほぼ同じになっ

ている。中国の漁獲量の増加が顕著である。
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我が国の海面漁獲量は、1980年台後半をピークに減少を続け、2000年には世界第3位の漁獲量489万トンとなっ

た。この減少はフランス、スペインなどが、200海里外での自国生産量の維持にある程度成功しているのと対象

的である。海域的には、1970年以降、北西太平洋61海区と米国水域67海区を主体として、文字通り世界の海で

漁業を行っているわけだが、1980年代後半に北東太平洋67海区のスケトウダラ漁獲がなくなった後は全漁獲の

9割近くを北西太平洋61海区から得ている。

中国の魚介類生産量は1970年には200万トンであったが、1980年代以降急激に増加し、1995年に1000万トン

を超え世界第1位となった。1998年以降は1400万トン台で横這いで推移している。1985年までは61海区のみ

の漁獲であったが、1986年以降は漁業海区を増加させている。それでも漁獲量の99％は61海区による。同国の

漁獲量にっいては、61海区の漁業生産可能量をどのようにみるか、また、三峡ダムの建設などによる生産力へ

の影響、等々漁業海区や統計上の諸点も含めて注意深く見守る必要がある。いずれにせよ、同国を含んで東アジ

ア海域の漁業資源管理にっいて話し合わなければならない時期にきているといえる。
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ロシア共和国の魚介類漁獲量は1988年の770万トン以降、1994年350万トンまで減少し、その後1996年までいっ

たん増加した後再び減少しており、2000年は世界第7位の368万トンを漁獲している。これは、主に全漁獲の6

～7割を占める北西太平洋61海区の漁獲動向を反映したものである。一方、27海区の漁獲は1991年以降70万

トン以上で推移しており、全体に占める割合が増加している。

韓国の魚介類漁獲量は、1970年には70万トンであったが、1975年までの急激な増加の後も増加傾向で推移し19

86年には261万トンとなった。1990年代後半は減少傾向に転じ、2000年の漁獲は181万トンとなり、以降200

万トン台で推移している。これは、主に北西太平洋61海区の漁獲量の変化を反映している。また、北西太平洋6

7海区の漁獲がなくなるのと前後して、中西太平洋71海区と南西大西洋41海区の漁獲も行われるようになって

いる。
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■く一欄㎜一顎伽～一一
海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針について

　　　　水産庁漁政部企画課松井博人

”　　　　一一㎜一はじめに

　今回、海洋水産資源開発促進法に基づき、新

たに平成24年度を目標年度とする「海洋水産資

源の開発及び利用の合理化を図るための基本方

針」（以下単に「基本方針」と記述します。）が

定められ、3月29日付けで公表されました（官

報告示）。

　なお、これまでの基本方針は、5年後を目標

年度として漁業生産の増大目標等を定めてきまし

たが、今回は、水産基本法に基づく水産基本計

画における水産物の自給率目標と密接に関連する

ことから、相互の整合を図った上で、自給率の

目標年度と同じく、おおむね10年後（平成24

年度）を目標年度としております（表1）。

表1　海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針の概要

　　　年次
分

第1次基本方針第2次基本方針第3次基本方針第4次基本方針第5次基本方針第6次基本方針第7次基本方針

目標年度 昭和50年度 昭和55年度 昭和60年度 平成2年度 平成7年度 平成13年度 平成24年度

公表年次 昭和46年10月 昭和50年8月 昭和56年7月 昭和61年3月 平成3年3月 平成8年7月 平成14年3月

［内　容］

1増殖及び養殖の

推進 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン

○生産増大目標 魚介類22 魚介類31 魚介類44 魚介類43 魚介類34 魚介類24 魚介類22

海藻類　9 海藻類10 海藻類8 海藻類11 海藻類　6海藻類　1 海藻類　0

計　　31 計　、41 計　　52 計　　54 計　　40 計　　25 計　　22

○対象魚種 魚　　類10 魚　類13 魚　類15 魚　類19 魚　類21 魚　類24 魚　類27
その他13の動物 その他16の動物 その他18の動物 あ錨2・ その他25の動物 その他31の動物

あ鋤31

海藻類4 海藻類4 海藻類　5 海藻類　5海藻類　5 海藻類　5海藻類　6

計　　27 計　　33 計　　38 計　　44 計　　51 計　　60 計　　64

2新漁場における

漁業生産の企業

化の促進 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン

○生産増大目標 40 32 23 19 17 14 8

○予定海域 9漁業種類 9漁業種類 10漁業種類 12漁業種類 12漁業種類 6漁業種類 5漁業種類

40海域 63海域　　　■ 81海域 79海域 73海域 39海域 23海域

［参考］

生産増大目標の
万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン

合計 71 73 75 73 57 39 30
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基本方針の位置付け

　我が国の漁業生産量は、昭和59年の1，282万

トンをピークに、その後は遠洋漁業、沖合漁業

の減少が著しく、平成12年で638万トンとなっ

ております（図1）。

　このような状況にあって、昨年6月に制定さ

れた水産基本法では、「国民に対する水産物の安

定供給」と「水産業の健全な発展」という2っ

の理念を実現する際の共通の基礎条件として、

資源の適切な保存管理と持続的利用の確保を位置

づけております。

　一方で、基本方針が目的とする「海洋水産資

源の開発及び利用の合理化」とは、

①水産動植物の増養殖及び新漁場における漁業

　生産の増大を図ること、

②漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な

　管理により、水産動植物の採捕の方法、期間

　等を適切にすることにより、海洋における安

　定的な漁業生産を確保すること、

を内容とするものであり、基本方針は、水産基

本法の理念に沿い、かっ、それを具体化するた

めの政策指針として位置付けられるものです。

基本方針策定の経緯

　基本方針を定めるに当たっては、従来どおり、

水産政策審議会（資源管理分科会）に、各専門

分野の有識者で構成される沿岸増養殖専門委員会、

新漁場・新漁業生産方式専門委員会、資源管理

専門委員会の3っの専門委員会を設置し、平成

13年10月から平成14年1月までご議論をいた

だき、漁業生産の増大目標を含めた基本方針の

作成を行いました。

　なお、今回の議論に当たっては、水産政策審

議会の企画部会において併行して検討が進められ

ていた水産基本計画の自給率目標の設定作業と歩

調を合わせる必要がありました。

水産物の消費、生産等の見通し

　基本方針は、海洋水産資源開発促進法上、「水

産物の需要及び生産の動向」に即して定めると

されております。前回までの基本方針は、旧農

業基本法（同法律は、平成11年に食料・農業・

農村基本法となりました。）の「農産物の需給と

生産の長期見通し」の参考付表として公表され

ていた、「水産物の需給の見通し」を踏まえて策

定してきましたが、今回は、水産基本法の下で、

水産物の自給率目標が定められることとなったこ

とに伴い、水産物の需給等の見通しにっいては、

この水産物の自給率目標の策定における見通しを

踏まえたものとし、

図1　漁業部門別生産量等の推移

生産額兆円
　　　　　　　昭和57年生産額ピーク
　　　　　　　（2ヨ匠9，772億円）
生産量万トン

平成12年生産額
（1兆8，753億円）

3．0

1，400

1，200

1，000

800

600

400

200

二遠洋漁業：

昭和59年生産量ピーク
（1，982万トン）

0
　35　　　　40　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　60

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」等

平成12年生産量
（638万トン）

　　　　　　内水面漁業
　　　　　　　・養殖業
7　　12年
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（1）水産物消費の見通しについては、、

　①　食用魚介類にっいては、経済の発展に伴

　　う国民の所得水準の向上等を背景に増加傾向

　　にあったが、近年では、栄養の充足や食生

　活の多様化等により、平成11年831万トン、

　平成12年851万トンであり、消費量は横ば

　いで推移しており、今後もこの傾向が継続

　するものと見込まれる。

　②海藻類にっいては、健康志向の強まりを

　背景に、繊維質やミネラルに富む低カロリー

　食品として増加傾向で推移してきたが、平

　成11年112万トン、平成12年103万トン

　とほぼ横ばいで推移しており、今後ともこ

　の傾向が継続するものと見込まれる。

（2）漁業生産の見通しにっいては、

　①　遠洋漁業にっいては、200海里体制への移

　行に伴う漁場の縮小～資源状態の悪化等に

　伴う公海漁業規制の強化等から生産量は減少

　傾向にあり、今後も、この傾向で推移する

　ものと見込まれる。

②沖合漁業にっいては、マイワシ資源の増

　大等もあり、昭和60年前後までは生産量は

　大きく増加してきたが、その後、マイワシ、

　マサバなど多獲性魚類の資源変動、底魚類

　の資源水準の悪化等から生産量は大きく減少

　したが、近年ではゆるやかな減少となって

　おり、今後は、ほぼ横ばいで推移するもの

　と見込まれる。

③沿岸漁業にっいては、サケ、ホタテガイ

　等の増殖により増加した一方で、底魚類は

　資源水準の悪化等が見られ、今後は、ほぼ

　横ばいで推移するものと見込まれる。

④　海面養殖業（藻類を除く）にっいては、

　新たな養殖技術の開発・導入等により生産量

　は増加してきたが、近年では、主要魚種の

　需要の減退、過密養殖による漁場環境の悪

　化等により生産は横ばいであり、今後も、

　ほぼ横ばいで推移するものと見込まれる。

⑤　海藻類については、養殖の拡大を背景に

　生産量は増加傾向であったが、近年は、漁

　場環境の悪化等により、やや減少傾向にあ

　り、今後も、やや減少の傾向で推移するも

　のと見込まれる。

以上のような動向を考慮し、平成24年度を目

標年度とする基本方針を定めま1した。

基本方針の概要

1．沿岸海域における水産動植物の増殖及び養

　殖の推進

（1）対象生物にっいては、今後、増養殖の事業

　が可能な魚類として、サワラ、スギ、アイゴ

　が新たに追加され、対象魚種を58種類とし、

　海藻類には、オゴノリが新たに追加され、6

　種類となりました。

（2）増大目標については、現在及び将来におけ

　る種苗生産放流計画の状況、増養殖技術の開

　発の見通し等を考慮し、魚介類22万トン、海

　藻類0万トンの合計22万トンとしました。

（3）その他の、①自然条件に関する基準、②基

盤整備に関する基準、⑧生育環境の保全に関

する事項にっいては、それぞれ必要な基準等

　が定められました。

2．海洋の新漁場における漁業生産の企業化の推進

（1）増大目標にっいては、公海漁業は国際的な

　協議の場を通じて、公海生物資源の利用・管

　理体制を確立し、資源の有効利用を図って行

　くことが重要であり、このような状況におけ

　る今後の企業化の展開を考慮し、8万トンとし

　ました。

（2）新漁場の予定海域にっいては、これまでの実

　施状況等を踏まえ、今後の開発に対する業界等

　の要請も考慮し、5漁業種類23海域としました。

（3〉漁業生産の企業化に関する事項については、

　前回の基本方針と同様としております。

3、海洋水産資源の自主的な管理の促進

（1）基本的な指針にっいては、漁業者団体等が

行う自主的な資源管理の方法として、昨年漁

業法が改正され、我が国周辺水域における資

源管理を的確に行うために広域漁業調整委員会

　が設置されましたので、この委員会の活用を
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　新たに加えました。

（2〉調査の方法に関しては、昨年の行政改革に

　より独立行政法人となった、水産総合研究セ

　ンター（旧水産研究所）と都道府県及び海洋

　水産資源開発センターとの連係のあり方にっい

　て位置付けを整理しました。

4．その他の事項としては、世界的に200海里

体制が定着した現在において、漁業合弁事業

は大きな役割を果たしており、合弁事業に参

加しようとしている我が国漁業者に対して、

引き続き情報提供を行うこととしました。

水産物の自給率目標との関係

（1）水産基本法においては、我が国の漁業生産

　及び水産物の消費に関する指針として、水産

　物の自給率目標を定めることとなっており、

　平成14年3月に策定された水産基本計画の中

　で、平成24年度の自給率目標が設定されたと

　ころです。

　基本方針とも密接に関連する分子となる漁業

　生産量にっいては、平成11年度を基準年とし、

　原則として、漁業種類別のトレンドにより、

　平成24年度のすう勢を算出し、このすう勢に、

　漁業生産の増大等に向けた実現可能な努力を見

　込むことにより、平成24年度の目標値（持続

　的生産目標）としました（図2、表2・3）。

［参考］水産物の自給率の算出方法

　　　　　　　　我が国の漁業生産量（トン）
水産物の自給率（％）＝　　　　　　　　　　　　　×100

　　　　　　　水産物の国内消費仕向げ量（トン）

薩灘禦難灘欝量1

（2）基本方針の増大目標と基本計画の自給率目標

　との関わりにっいては、

　①基本方針では、増養殖による生産の増大

　を、魚介類で22万トン、海藻類で0万トン

　を見込んでいますが、これが魚介類の自給

　率目標設定における沿岸漁業と海面養殖業の

　生産増大と海藻類の生産増大の中に反映され、

　②また、基本方針における新漁場開発によ

　る生産増大の8万トンについては、魚介類

　の自給率目標設定における遠洋漁業の生産増

　大の中に反映されております（表2）。

（3〉このように、今回の基本方針の目標値は、

　基本計画の自給率目標の設定にそのまま活用さ

　れており、この基本計画と水産基本計画の自

給率目標とは、相互に整合がとれた計画となっ

　ています。今後、この基本方針における目標

　達成に向け、関係者の具体的な取組が期待さ

　れています。その目標達成は、水産基本法の

　理念の実現、水産物の自給率目標の達成にも

　直結する重要な課題として位置付けられたと言

　えるでしょう。

図2　魚介類の生産量の推移と目標（参考資料）
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表2　水産物の自給率の目標
（単位：万トン、％）

　　　　年度
分

（基準年）

1年度

（参考）

2年度
（すう勢）

4年度
（目標値）

4年度
魚介類

給率（全体）

うち　食用仕向け

56

5
53

3
52

1
66％
5％

生産　量
ち食用仕向け

595

61

574

53

568
34

＋114　→682万トン
　　　　526万トン

遠洋漁業 71

（新漁場開発等）

＋8　→79万トン

沖合漁業

83

80

86

59

（資源回復等）

＋69→342万トン
沿岸漁業
海藻類を除く） 149

273

（資源回復、種苗放流等）

＋29→170万トン
海面養殖業
海藻類を除く） 70

146

0

141

（新魚種導入等）

＋8　→78万トン
内水面漁業・養殖業

13 13

70

2
（漁場環境の改善等）

＋1　→13万トン
消費量

ち　食用

1，066

31

1，086

51

1，082

48
1，037万トン

06万トン
海藻類

　給率
61 63 63 70％

生産量 68 65 65
（漁場保全等）

＋2　一一＞67万トン

消費量 112 103 102 96万トン

表3　海洋水産資源基本方針と自給率目標との関係

海洋水産資源開発基本方針 自給率目標

増養殖（魚介類）

成11年度に比べて22万　トン増

沿岸漁業平成24年度目標値　　170万トン
一平成24年度すう勢値に比べて29万トン増）

平成11年度に比べて　　　　　21万トン増）F

うち増養殖によるものは　　　14万　トン増

海面養殖平成24年度目標値　　78万トン
一平成24年度すう勢値に比べて　8万トン増）

平成11年度に比べて　　　　8万　トン増）

増養殖（海藻類）

成11年度に比べて0万　トン増

海藻類　平成24年度目標値　　67万トン
一平成24年度すう勢値に比べて　2万トン増）

平成11年度に比べて　　　　　0万　トン増）

新漁場開発

成24年度すう勢値に比べて8万　トン増

遠洋漁業　平成24年度目標値　　79万トン

＝平成24年度すう勢値に比べ　　8万　トン増）

㈱　海洋水産資源開発基本方針にっいては、

①新漁場開発にっいては、平成24年度すう勢値からの増大量
②増養殖（魚介類、海藻類）にっいては、従来から、目標年の生産量のすう勢値からの増大量ではなく、

　基準年の生産量からの増大量を記載（この場合の基準年は平成11年度）

一13一



層　．

海洋水産資源開発センターに関する国の平成14年度予算について

水産庁増殖推進部漁場資源課中奥龍也

：脚脚脚榔灘榔鐸榔脳鰹溺灘脚脚榔脚脚脚脚榔灘脚榔榔脚鞠灘脚脚灘榔榔脚簿膨灘脚榔榔榔榔脚灘榔榔灘脚榔脚脚溺脚脚脚脳鰹

1．はじめに

　海洋水産資源開発センターの業務は、設立根

拠法である海洋水産資源開発促進法（昭和46年

法律第60号）の第35条第1項に規定されてい

る業務（いわゆる本来業務）と同法同条第2項

に規定されている業務（受託業務）に大別する

ことができます。

　これに対する国の予算措置としては、開発セ

ンターの運営及び本来業務に対して、海洋水産

資源開発費補助金が交付されています。

　また、受託業務にっいては、国から開発セン

ターに各種調査を委託しているほか、国が独立

行政法人水産総合研究センターに一括して委託し

ている資源調査等の業務のうち、一部が開発セ

ンターに再委託されています。

2．特殊法人等改革等の動き
　認可法人である開発センターの事業及び予算に

っいては、累次の閣議決定による特殊法人等の

整理・合理化、事業の縮減という政府全体とし

ての既定方針の下、これまでも縮減・合理化を

求められてきました。

　さらに平成13年度においては、平成12年12

月に閣議決定された「行政改革大綱」を踏まえ、

平成17年度末までの集中改革期間内において、

特殊法人及び認可法人の集中的かっ抜本的な改革

を推進するための「特殊法人等改革基本法」が

平成13年6月に制定されました。

　「特殊法人等改革基本法」は、特殊法人等の

改革に関し、その基本理念を定めるとともに、

国の責務を明らかにし、特殊法人等整理合理化

計画を策定すること等を柱とするものであり、

平成13年12月には同法に基づく「特殊法人等

整理合理化計画」が閣議決定されました。

　この「特殊法人等整理合理化計画」の中で、

開発センターにっいては、業務に関しては、他

の調査・研究開発法人と横並びで「費用対効果

分析による資源の重点配分を図る」等の指摘を

受けるとともに、組織見直しにっいては、「廃止

した上で独立行政法人水産総合研究センターに統

合する」こととされました。

　加えて、14年度予算編成においては、平成13

年6月に閣議決定された「今後の経済財政運営

及び経済社会の構造改革に関する基本方針」を

踏まえ、平成14年度予算を「行革断行予算」の

初年度と位置付け、国債発行額を30兆円以下に

押さえるとの大目標の下、歳出全般にわたる徹

底した見直しと縮減及び重点化を図るという政府

の方針が示されました。

　特に、特殊法人等向けの財政支出の削減にっ

いては、「行革断行予算」の目玉の一っとして、

特殊法人等の改革における事業の見直しと財政面

での見直しを一体・共同で行うこととされ、平

成13年度の5兆3千億円から1兆円を削減する

という首相方針が出されました。

　このような厳しい状況の下、認可法人である

開発センターに対する補助金等にっいても、農

水省内における検討の段階から大幅な縮減を余儀

なくされ、最終的には別表のとおり、国からの

補助金と委託費（水研センターからの委託分は

除く）を合わせた平成14年度予算額は3，693百

万円と、平成13年度に比べて511百万円（12％）

の大幅な削減になりました。

3．平成14年度予算の概要
（1）補助金

　補助金にっいては、運営費補助金と事業費補

助金を合わせて3，591百万円と、平成13年度に

比べて465百万円（11％）の減額となっており、

各事業毎の内容にっいては以下のとおりです。
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1）沖合漁場等総合開発調査事業

　　引き続き、・小型いか釣り漁業の光力と漁獲

　の関係の解明、，ふぐ延縄漁業における漁法の

　違いによる漁獲特性の解明といった資源管理に

　資するための調査及び近海かっお・まぐろ漁業

　にっいて、我が国E　E　Z内の水深2千～3千

　メートルの大水深海域において中層型浮魚礁に

　よる漁場造成手法を開発するための調査を実施

　します。

2）海洋水産資源利用合理化開発事業

　　引き続き、まぐろはえなわ漁業、海外まき

　網漁業、いか釣り漁業、かっお釣り漁業につ

　いて、漁場の開発調査に加え、より高品質な

　漁獲物の生産による付加価値向上、エルニー

　ニョ現象等の大規模な漁場環境の変動に対応し

　た漁場形成パターンの解明、海洋生態系への

　配慮といった観点に立った企業化調査を実施し

　ます。

　　なお、前述したとおり開発センター予算の

　大幅な縮減を余儀なくされる中で、必要な事

　業規模を確保するため、やむを得ず平成14年

　度は本事業の補助率を3分の2から10分の6

　に削減することとしました。

3）新漁業生産システム構築実証化事業

　　引き続き大中型まき網漁業、沖合底びき網

　漁業、遠洋トロール漁業にっいて、漁獲から

　市場上場までの実態に応じた最新の漁労技術・

　機器を応用した省人・省力化及び付加価値向上

　等により、対象となる資源と漁業経営に見合っ

　た、より合理的な漁業生産システムの実証化

　調査を実施します。

　　なお、大中型まき網漁業のうち東海・黄海

　については、近年の同海域における対象資源

　の急激な減少等によって調査の継続が困難となっ

　たことから、平成13年度をもって調査を終了

　することとし、沖合底びき網漁業にっいては、

　従来から実施している「二そうびき」に加え

　て、新たに「かけまわし」（後述）を追加する

　こととしました。

（2〉委託費

　委託費にっいては、引き続き国からの委託に

より科学オブザーバーの育成体制整備等の3事業

を実施することとし、平成14年度予算額は102

百万円と、平成13年度に比べて47百万円（31

％）の減額となっています。

　このほか、引き続き独立行政法人水産総合研

究センターからも、資源評価調査等の2事業が

委託される見込みとなっています。

4。新規事業等の概要

　平成14年度から、新漁業生産システム構築実

証化事業の巾で、新たに沖合底びき網漁業（か

けまわし）を実施することとしていますが、そ

の概要は以下のとおりです。

（1）趣旨

　我が国沖合漁業の巾核をなしている沖合底びき

網漁業は、地域漁業における重要な地位を占め

ているが、近年、資源水準や魚価の低迷、多人

数を要するコスト高な操業システムのため、経

営は極めて厳しく、漁業生産システムの見直し

による経営面での改善が必要になっています。

　このため、沖合底びき網漁業の中で、最も着

業隻数が多い漁法でもある「かけまわし」にっ

いて、操業方式の合理化や漁具の改善による操

業コストの削減を図るとともに、労働環境の改

善を図る等、新たな漁業生産システムを構築す

るための洋上実証化調査を行う必要があります。

（2）事業内容

　沖合底びき網（かけまわし）にっいて、漁網

の軽量化、投網・揚網の機械化、フィッシュポ

ンプの導入による水揚システムの改善等、作業

の省人・省力化による徹底的な生産コストの削減

を図るとともに、労働環境の改善を図る等、総

合的な検討を行い、新たな漁業生産システム構

築に向けた実証化調査を行うこととしています。

（3）実施期間

　平成14～18年度（5力年問）

5．今後の課題等

　これまで述べたとおり、平成14年度の開発セ

ンター予算にっいては大幅な削減となりましたが、

引き続き政府が推進する財政構造改革の下で、
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・今後の開発センター予算にっいてもより一層厳し

い状況が予想されます。

　また、特殊法人等整理合理化計画に基づく水

産総合研究センターとの統合に向け、さらなる

業務や人員体制の見直しが求められることは確実

です。

　このような状況の中で、水産基本法の基本理

念である「水産物の安定供給」と「水産業の健

全な発展」の実現を図るために、将来にわたっ

て開発センターが果たすべき役割を再認識し、

自らの存在意義を確立していくことが益々重要で

はないかと思います。

別表 海洋水産資源開発センター関係の国の予算概要

区分 平成13年度 平成14年度 前年比

千円 千円 ％

海洋水産資源開発費補助金（A） 4，055，879 3，591，301 88．5

1　海洋水産資源開発事業運営費補助金 488，277 490，565 100．5

II海洋水産資源開発事業費補助金 3，567，602 3，100，736 86．9

1．沖合漁場等総合開発調査事業費 467，495 395，280 84．6

（1）資源管理型沖合漁業推進総合調査費 213，123 171，834 80．6

（2）大水深沖合漁場造成開発事業費 254，372 223，446 87．8

2．海洋水産資源利用合理化開発事業 1，868，834 1，590，347 85．1

まぐろはえなわ 263，077 236，839 90．0

まき網（インド洋） 464，791 390，333 84．0

まき網（中部太平洋） 392，589 332，192 84．6

いか釣（大型いか） 225，930 203，341 90．0

いか釣（あかいか） 190，698 130，211 68．3

かっお釣 331，749 297，431 89．7

3．新漁業生産システム構築実証化事業費 1，231，273 1，115，109 90．6

大中型まき網（北部太平洋） 504，393 504，393 100．0

沖合底びき網（二そうびき） 161，973 160，736 99．2

沖合底びき網（かけまわし） 0 280，286 一

ハイブリット・トローラー 198，565 169，694 85．5

大中型まき網（東海・黄海） 366，342 0 0．0

委託費（B）※水研センターからの再委託は除く 148，840 101，885 68．5

1　漁業資源調査等委託費 91，840 58，648 63．9

国際漁業条約科学情報収集調査費 26，458 45，667 172．6

科学オブザーバー育成体制整備事業費 17，695 12，981 73．4

みなみまぐろ保存のための条約に基づく操業情報収集調査費 34，183 0 一

小型魚国際資源管理対策事業費 13，504 0 一

II　水産業振興事業委託費 57，000 43，237 75．9

海洋生物混獲防止対策調査事業費 57，000 43，237 75．9

補助金・委託費の合計　（A＋B） 4，204，719 3，693，186 87．8

一16一



8 8 o 8 8

図

督

艇

製

怜

綱

雁

蟹

世
ε

督

貯

9
9

o じ

『

9、

54’

レ『

4く

ワ碑
●●●●●●●
●●●●●●●
●●●●●●●
●●●●●●●

　● ●●●●●●●●
●●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●
●●●●●

‘，

　●●●●　　●●◎　●●

●

●●●●●
●●●

●●

●

●

畝

97

ひ♪

　　’

♪　、

輪為
ρ

監

　　　　　ク

　　，

綱麗蝋証翠圏如旺解嘆慰駆慰初耗桶蓼t昧眞輿

綱驕細証華騨如旺碇聴翻瓶紀一遡o蚤灸叛叛痩姻

認

o

〃

“

轟

N1
蛎

o

8

タ

8
戸

ooo
，

u』

oN

8

一17一



平成14年度調査予定海域図

．4

新漁業生産システム構築実証化調査
沖合底びき網（かけまわし）

新漁業生産システム構築実証化調査
大中型まき網

1し

333．
●3●●

●　　●●

レ

資源管理型沖合漁業推進総合調査
するめいか

新漁業生産システム構築実証化調査
沖合底びき網（2そうびき）

o
レ

6

¶

〃
ヤ4

’

資源管理型沖合漁業推進総合調査
ふぐ類等．

ご

4
！
o

q

大水深沖合漁場造成開発調査

▲

亀4

一18一



””1””””IIHl“羅”””””””闘“”匿”””””1””””11”1“””1””II””1”1”1”””1”””II”””1”””II””11”””1”1””””駆匿””1””［”闘””III］1“””””””””ll”””1””””””厘口口””””

　　　　　　　新漁業生産システム構築実証化事業

沖合底びき網漁業（かけまわし）調査について

　　　　　　　　　　海洋水産資源センター開発部開発調査第一課小河道生
11””111”””1”II一”””1IlIll””””睡”1””””””1””1””””111””””1翼””””””””””翼”ll””1”””1””匿”””11””11鍾1醐”匪””1”””””1””亘””””””””””1璽”“”””””1””厘”1”1””

1．はじめに

　我が国の沖合底びき網漁業は、1そうびきと

2そうびきに分けられる。1そうびきには、網

口開口板を使用したオッタートロール漁法と網口

開口板を使用しないかけまわし漁法がある。我

が国における沖合底びき網漁業を漁法別にみると、

1そうびきは、北海道全域と日本海側の島根県

以東、太平洋側では徳島県以東に、2そうびき

は、日本海側では島根県以西と太平洋側では岩

手県と徳島県以西にそれぞれ存在している。

　最近の当開発センターによる沖合底びき網漁業

の調査には、オッタートロール漁法を対象とし

て、平成7年度～11年度に北海道道東沖におい

て実施した新操業形態開発実証化事業がある。

現在では、2そうびきを対象として、平成12年度

から5力年間の計画で、日本海西部海域で60トン

型新造船（第1『・2やまぐち丸）を使用して新漁業

生産システム構築実証化事業を実施中である。

2．事業の背景
　我が国の沖合底びき網漁業の生産量は47万ト

ン（平成11年）で、我が国の海面漁業（524万

トン）の占める生産量は、まき網漁業（157万ト

ン）の次に多く、重要な漁業種類である。特に、

北海道ではその重要度は高く、全国の沖合底び

き網漁業総生産量の約70％を占めている。

　北海道における沖合底びき網漁業は、昭和51

年には198隻が着業していたが、200海里時代の

到来による規制強化や対象資源の減少などが起因

し、平成13年には55隻にまで減少したが、こ

のうち39隻が図1に操業方法を示したかけまわ

しで、今でも北海道における漁業の主力となっ

ている。一方で、当該漁船の平均船齢は18年と

既に代船の時期にきているが、漁業経営は、魚

価の低迷や人件費を含めた諸経費の高騰により益々

厳しく、代船は困難な状況である。当該漁業の

存続を図るためには、現状の経営コストを削減

するとともに、漁獲物の付加価値向上による高

い収益性を維持する等、漁業経営の根本的な改

善を行うことが急務となっている。

　業界は、これを実現するための方策として、徹

底した省人化による操業コストの削減や高齢化の

進む乗組員に係る労力の軽減並びに漁獲物の付加

価値を高めることを目的とした新しい藻業形態の

確立を切望していた。開発センターでは、これを

受けて平成14年度から5力年計画で、当該漁業

が将来的に持続可能な漁業生産システムに移行す

るための具体策を模索する「新漁業生産システ、ム

構築実証化事業」をかけまわし漁法の漁業根拠地

である小樽地区において実施することとした。

一／’

マ＼

尋＼》／ヂ

　　図1

＼＼0

1そうびき（かけまわし）の操業方法
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3．調査事業の目的　　　　　　　　　。

　新しい漁労機器を導入して省人・省力化による

操業コストの削減及び労働負担の軽減を行うとと

もに、資源水準に対応した適正漁獲による資源

の有効利用を図りながら、漁獲物の付加価値向

上による高い収益性を確保した新しい生産システ

ムの構築を目指す。

4．調査事業のねらい

　上記の目的を具現化するためには160トン型

の新船を使用して以下に掲げる課題に対し、表

1に示した年次計画に沿って事業を展開していく

こととしている。

1）ネットリール、パワーブロックの漁労機器

　を導入して省人化を行い、少ない人員で投揚

　網作業、漁獲物選別作業が実施できることを

検証する。

2）水揚げにおいては、従来のモッコに代わり

　フィッシュポンプを採用し、箱物も含めた新

　しい水揚げ方式を確立する。

3）曳網ロープの材質及び構造を見なおすとと

　もに、複数の魚種に対応できる兼用型漁具を

　開発し、漁具経費を削減する。

4）　資源保護並びに漁獲物選別作業にかかる労

　力軽減の観点から、小型魚等を海中選別でき

　るような選別式底びき網を開発する。

5）大型のスケソウダラ、ホッケ等を鮮魚とし

　て生産し、付加価値向上による総体的な生産

　金額の増加を図る。

6）　当該生産システム採算分岐点を2億6千万

　円として、上述した手法によりその採算性を

　検証するとともに、当該漁業における適正船

　型を模索する。

表1　新漁業生産システム構築実証化事業（沖合底びき網漁業＝かけまわし）の年次計画

　　　　　　　　　　年度

査項目

　初年度

成14年度

　　2
成15年度

　　3
成16年度

　　4
成17年度

　　5
成18年度

備考

1．基礎資料収集 既存船への乗船調査

陸地区かけまわし乗船調査

（1）各作業工程（水揚げ含む）の把握 1→1

（2）ゴミ類混獲の実態把握 1→1

（3）製品形態 1→1

（4）他水域実態把握 1→1

2．習熟

操船技術及び漁労機器操作の習熟 1→ ←1

3．漁獲物選別処理

船内の生産ラインの確立 1→ ←1

4．水揚げ方式’

フィッシュポンプの実用化 1→ ←1

5．漁具改良及び開発

漁具モニターの導入

数魚種に対応させる

冠酢業の軽減及び資源保護

（1）曳網ロープの改良 1→ ←1

（2）汎用性漁具の開発 1→ ←1

（3）選別式底びき網の開発 1→

6，その他

経費節減プラスチック製コンテナの導入に関する検討及ひ導入 1→ ←1

7．システムの検証及び適正船型の模索 採算性の検証

（1）システムの検証 1→←1
（2）適正船型の模索 1→←1
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5．調査事業に使用する160トン型新船の概要

新船は、楢崎造船株式会社で建造されること

になっており、8月31日に竣工の予定である。

従来船と新船との船体構造の比較を表2に示した。

（1）船型の特徴

本事業の目標は、省人・省力化を推進し現行

の18人体制から13人体制で全ての作業が完結

できることを実証することにあり、船体はこれ

を具現化することを目的として設計されている。

船型は、寒冷地と冬季での操業時における気

象・海象条件を勘案して、従来船と同等の二層

甲板160トン型とした。本船は、投揚網作業に

おいて省人・省力化のために新しい漁労機器を導

入することにより、従来船に比べて船の幅が0．3

m広くされている。

漁獲物の鮮度保持のために冷海水倉22㎡を新設

することから、魚倉容積は、従来船の30％減と

なっている。

（2）各種装備

投揚網作業にかかる労力を軽減するために、

甲板上には、ネットリール、パワーブロックを

設置する。また、水揚げにおいては、衛生面及

び同作業にかかる労力の軽減を図るために、フィッ

シュポンプを導入することとしている。

表2　従来船と新船との比較

項　　目 従来船 新　　船

船　　　　　　型 全通二層甲板 全通二層甲板
船 総　　ト　ン　数 160トン 160トン

体 全　　　　　　長 38．35m 37．26m

主 幅 7．60m 7．90m

要 深　　　　　　さ 4．61m 4．67m

寸 満　載　喫　水 3．33m 3．35m

法 定　　　　　　員 19名 16名

居住区面積 1．87㎡／人 2．06㎡／人

各 燃　　料　　槽 109．41㎡ 85．35㎡

倉 清　　水　　槽 8．01㎡ 8．70㎡

仕 魚　　　　　　倉 122．08㎡ 94．10㎡

様 冷　海　水　槽 一
22．00㎡

主
主　　機　　関

　　ロ　　ペ　　ラ

1，400PS×1基
3，200mm

1，400PS×1基
3，000mm

機 発　　　電　　機 180KVA×2 220KVA×2
関 最　大　速　力

　海　速　力
14．1kt

2．Okt

13．5kt

2，0kt

トロールウインチ　　， 11t×150m／min2台 8t×140m／min2台

漁 センタードラム
ットウインチ

15t×100m／min1台　　｝

15t×50m／min1台
．5t×50m／min1台

労 パワーブロック 一 1t×50m／min1台
装 荷役クレーン 一 2t×30m／min1台
置 漁労クレーン

用ウイ　ンチ
一一 2t×30m／min1台

t×40m／min2台
綱　送　り　機 一 200k×60m／min1台

冷 魚倉保冷温度 一5℃～一15℃ 一5℃

凍 海水製氷機 一 日産5t
装 紫外線殺菌機 一

20㎡／h
置 工場内空調機 一 5．5KW1台

袖　　網　　長
スケソウダラ 65。75m 58．00m

漁 ホッケ、カレイ類

　　網　　長
64．23m 55。00m

旦ノ、

スケソウダラ 46，62m 40．00m

関 ホッケ、カレイ類 34．84m 30，00m

係 　　綱
ットエンド目合

56φ×2900m 52φ×2600m

スケソウダラ 90mm 67mm（角目）

ホッケ、カレイ類 75mm 62mm（角目）

経済性 乗　組　員　数
間生産量
算分岐点

　均　単　価

　19名
，220トン

3．8億円・44円／k

　13名
，700トン

．7億円

8円／k
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・6．今年度の調査について

　小樽地区における沖合底びき網漁業の禁漁期間

は毎年6月16日から9月15日までとされてい

る。新船は禁漁期あけの航海から就航する予定

である。本事業の初年度に当たる平成14年度で

は以下の事項にっいて調査を実施することとして

いる。

（1）調査のねらい

1）　既存船の操業実態に関する基礎資料ゑ収集

　する。

2）　新船に対する操船技術の習熟を図り、運行

、の安全性を確立する。

3）ネットリール、パワーブロックの新しい漁

　労機器類の操作に関する習熟を図る。

4）船内における漁獲物選別処理方法を確立し、

　製品単価の向上を図る。

5）新しい水揚げシステムの可能性を追求する。

（2）調査水域及び対象魚種

　調査水域を図2に示した。主調査水域は、当

業船の既存漁場である前浜で、スケソウダラ、

ホッケ、カレイ類を対象とする。
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図2調査海域（斜線部）
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新漁業生産システム構築実証化事業（沖合底びき網1二そうびき）

第1・2やまぐち丸の省人化対策等について

海洋水産資源開発センター開発部開発調査第一課 諏訪英博
はじめに

　我が国における沖合底びき網（2そうびき）漁

業は歴史も古く、地域経済に大きな役割を果し

てきた。他方、過剰な漁獲努力量が資源の悪化

を招くと共に魚価の低迷、人件費、燃油等の諸

経費の高騰、漁船の老朽化、乗組員の高齢化等、

非常に厳しい環境におかれている。この現状を

克服するため山口県では県、業界が一丸となっ

て、将来の新船建造に関して検討を行い60トン

型のモデル船が建造されることとなった。

　本船は平成12年9月7日起工、主船が「第1

やまぐち丸」、従船が「第2やまぐち丸」と命名

され、平成13年2月28日竣工、山口県以東機

船底曳網漁業協同組合に引き渡された。平成13

年3月より開発センターが用船し、経営収支の

改善、資源管理型漁業の推進、労働環境の改善

等を目的とした「新漁業生産システム構築実証

化事業」の調査を日本海西部海域で実施するこ

ととなった。

　従来、当業船では乗組員20～21名であるが、

第1・2やまぐち丸では人件費の削減の目的で6

～7名減員し14名の乗組員体制で省人化を行っ

ている。今回、調査開始より約1年が経過した

ので、第1・2やまぐち丸が取り組んでいる各作

業に関しての省人化及び漁獲物の付加価値向上対

策にっいて紹介する。
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1．やまぐち丸と当業船との主要目の比較

平成13年2月の時点で山口県以東機船底曳網

漁業協同組合に所属している2そうびき漁船は

15統（30隻）存在する。設備については各船で

若干相違する所があるが、総体的には大きな差異

はなく全て総トン数75トンの同型タイプの2そ

うびき漁船である。やまぐち丸と当業船との主要

目の比較を表1に、一般配置図を図1に示した。

やまぐち丸は従来の当業船に比べ、総トン数

を15トン減トンし小型化したため、船の長さは

約4m短くなっているが、幅及び深さはほぼ同じ

でありズングリとした船型となっている。1航海

3～5日操業を想定し》魚倉・燃料タンク及び清

水タンクは当業船の約1／2とし、その分、居住

区及び作業場のスペースを広くした。主機関は、

燃料費節約のため、操業に支障が出ない程度に

小さく、出力は4／4負荷の1000回転時に1000

馬力（735．5kw）であり、揚網時における主機関

の急激な負荷増大を緩和するため自動スリップ制

御装置付クラッチを装備している。

表1　やまぐち丸と当業船の主要目の比較

項　　目 やまぐち丸 当業船

船の総トン数 60トン 75トン

L×B×D 23．05×5．9×2，45 27．5×5．8×2．45

速　　　　力 9，5ノット（主機関3／4負荷時） 10ノット（主機関4／4負荷時）

主　　　機 1000ps×1000rpm 1000ps×375rpm

補助機関 100ps×1800rpm 125ps×1200rpm

発　電　機 80KVA 100KVA

魚倉容積 39．2㎡ 70．23㎡

燃料油槽 14．54㎡ 28．22㎡

清　水　槽 5．15㎡ 11．55㎡

乗組員数
14名（予備員2名含む）

最大搭載人員8名／隻）
　　18～21名
最大搭載人員12名／隻）

出
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2．2そうびき漁法の操業概要

　2隻で一っの漁具を曳く2そうびきでは、漁労

長の乗船している主船とその指示に従う従船とに

役割分担されている。主・従船は全くの同型船

であるがジャイロ、GPSプロッター、潮流計、

ネットレコーダー等の操業に関する主要機器は主

船のみに装備している。主・従船の曳網中の船

間距離は約0．3マイル（556m）である。曳網は

この間隔を保持して主船に乗船している漁労長の

指示に従い適宜変針・変速しながら行う。投揚

網の度に片船の曳綱の受け渡しがあり、これら

を行うため両船は、5～20m近くまで接近する必

要がある。通常、揚網直後、片船が投網作業に

入り、投揚網は主・従船交互に繰り返し行う。

曳網中の網丈は3．0～4．Omで曳網速度は2．8～3．1

ノットである。揚網開始から投網終了までの所

用時問は約40分問で、曳網時間は各網120～150

分である。操業1日当たりの曳網回数は8～9回

で、1航海当たりの操業日数は3～7日である。

　2そうびき漁法の漁具の特徴として、図2に示

すように駆集用としてCPR（コンパウンドロー

プ）を使用している。曳綱はワイヤーとCPRで

構成され、曳網中は水深に関係なくワイヤー800

m、CPR550m、計1350mを常時伸出した状態

で曳網している。また、網の特徴として袖網部

分に比べて身網部分が短く、揚網中にコッドエ

ンド内の魚が戻ってこないようにフラッパー

（逆戻り防止網）を身網の中間付近に取り付けて

いる。山口県沖合では、イカ類、カレイ類、マ

アナゴ等の比較的小型魚を主対象に操業しており、

網目規制がないため、全般的に網目サイズが小

さく、特にコッドエンドの網目サイズは38～40

mmと小さい。

　ワイヤー　　　　　　　　　　　　　　　　ペンネント
W．R、6XWS（31）　　　　　　　　　　　手木板

20㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コツドエンドa〕O　m

　　　　　　　　　　じ　ド　　　　　　　　　C．P．R．　　　　　　　54m諭　　65囎　　　袖網　　身網
　　　　　　　500m　　30～5〔）m

図2　2そうびき（75トン型〉の漁具構成

3．各作業の省人化対策
　2そうびきに限らず沖合底びき網漁業で洋上に

おいて、定期的に乗組員の労力及び時問を必要

とする作業をあげると（1）投揚網作業（2）漁獲物

の選別処理作業の2っに大別される。

　2そうびき漁法では漁獲物は全て鮮魚で処理し、

前述したように1回の操業における曳網時間が短

く、操業回数も多いため、操業中は連続した2

時間以上の就寝が不可能である。従い、乗組員

一人当たりの労働負担も大きいため、省人化し

たやまぐち丸では（1）の作業にっいては機械化、

（2〉の作業にっいては効率化で対応している。

（1）投揚網作業における省人化対策

　当業船は揚網時に曳綱を捲く場合、ワーピン

グローラーを介し、曳綱専用リールに巻き取る

問接巻き取り方式であり、袖網、身網及ぴコッ

ドエンドも同様にワーピングローラーにより手動

（手巻き）で巻き上げている。揚網時の甲板作業

泌

難ρ　

職」

当業船の揚網作業（袖網揚網中）

磯、鹸
　　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　｝

　1■　・，・

．亭　一帽

岬しロ

纒
当業船の揚網作業（コッドエンド揚網中〉
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員は8～9名で揚網開始から終了までに35～45

分を要す。

　やまぐち丸では曳綱は直捲きウィンチを使用し

た直接巻き取り方式であり、袖網、身網、コッ

ドエンドの巻き上げは、専用の袖捲きウィンチ

4基、センターウィンチ1基によりハンドル操

作で巻き上げている。調査開始当初は乗組員が

省人化した本システムに不慣れのため、時問を

要したが徐々に本システムに慣れ、揚網時の甲

板作業員は5～6名で揚網開始から終了までに30

～35分を要すが、当業船に比べ5～10分の作業

の短縮が可能となった。

第1やまぐち丸（揚網中）

やまぐち丸の袖捲きウィンチとセンターウィンチ

（2）漁獲物の選別処理作業の省人化

　日本海西部海域を漁場としている2そうびき漁

船の漁獲主要魚種はタイ類、カレイ類、イカ類

で、これらの魚種で年間漁獲量の約50％以上を

占めており、アナゴ、アンコウ、カワハギ類等

の底魚がこれに続く。これらの漁獲物は全て鮮

魚で処理され、高鮮度・高品質を保持するため

効率的及び迅速な選別処理作業が要求される。

1回の操業における漁獲量はO，5～1トンと少量

であるが極めて魚種が多く、処理方法も魚種、

サイズ別に多種多様に亘っているため、機械化

を困難にし省人化の妨げとなっている。従い、

省人化したやまぐち丸では下記、イ～ロの対応

を行い作業の効率化を図った。

パ轡翼

当業船の製品（ケンサキイカ11段立て〉

i…叢葬肇譲

、、 薦＝．

当業船の製品（ヤナギムシカレイ〉
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イ．洋上での選別処理作業の効率化

当業船の現状 やまぐち丸の対応

魚溜めが作業甲板に有るため、魚溜めから 魚溜めと選別処理作業台を一体化し、省人

選別処理作業台に魚を揚げるのに2名の作 化を図った。

業員を必要とする。

魚函として発泡スチロール、木箱（厚）及 作業を簡素化するため、魚函の種類を発泡

び木箱（薄）の3種類を使用し、魚種、サ スチロールと木箱（厚）2種類に限定し、

イズ別に適宜木枠を用い製品仕立てを複雑 製品処理を行った。

化している。

コッドエンドの網目サイズは38～40mm 小型魚の入網を減じるため、コッドエンド

を使用しているが、豆アジ、豆ムッ等の商 の網目サイズを60mmに変更した。

品価値の低い小型魚の入網が多く選別処理

に時間を要している。

通常、1回の揚網において必要な氷の量は 魚倉からの氷揚げ作業の省人・省力化を図

300～500kgである。当業船では選別作業 るため、平成14年2月に作業甲板上に日

を終了し、箱詰めする前に魚倉より手作業 産3トンの海水用船舶製氷機を両船に設置

で氷を揚げている。この作業が重労働で4 した。（写真29ぺ一ジ）

～5名の乗組員で約10分間を要している。

当業船の選別処理作業 やまぐち丸の選別処理作業

ロ．選別処理作業の陸上化

　洋上での選別処理作業の省人・省力化を目的と

し、陸上選別処理に移行する可能性を追求する

ため、平成13年11月に第1回目の陸上選別処

理テストを実施した。実施に当たっては作業場

所の確保や作業台等の事前準備が必要なため、

業界関係者と十分な打ち合わせを行い、入港日

時、作業場所、陸上作業員及び作業台の手配等

を決定した。

　今回初めての試みであり、持ち戻り魚種はム

シガレイに限定し、数量は製品で40ケース程度

とした。また、ムシガレイの規格が10数段階あ

るため、洋上で3～6段立ての粗選別処理を行

い、氷蔵にて持ち戻った。

　陸上作業員として2そうびき乗船経験者を時間

給（3000円／時間）で4名雇用し、他2名（機

船組合）の計6名で行った。陸上選別処理の作

業工程及び作業配置を図3に示した。作業台を

中心に箱、氷、洗浄タンク等の置場及び箱詰め

した製品の積み付け場所の確保ため、広い場所

が必要であった。
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洋上にて3段、4段、5段、6段仕立て用に粗選別

計量コンテナにて入量測定後、氷蔵にて持ち戻り

号
荷役終了後、陸揚げ

◎
3段、4段は規格が5～7規格あり、

　　大、中、小別に粗選別

◎

入量計測を行いながら入尾数を決定

國囲

◎

國

選別処理台

囲

製品置場

縫i

ii…礁場

箱詰め、規格別積み付け
やまぐち丸

図3　ムシガレイの陸上選別処理工程（左）と作業配置（右）

　規格選別は予め作成しておいた各規格に色分け

した体長測定板を使用して行い、箱詰め作業は

経験した作業員を使用．したので比較的順調に推移

した。陸揚げ開始から箱詰め、積み付け終了ま

での所要時間は60分であった。また、洋上品と

比較するため陸上品は別積みとし、セリにかけた。

　洋上仕立て品と陸上仕立て品の平均単価の比較

では、発泡スチロール仕立ての大、中サイズで

洋上品は869円／kg、陸上品で774円／kgで価

格差は95円／kgあり、木箱仕立ての小サイズ

では洋上品で233円／kg、陸上品で216円／kg

で価格差は17円／kgであった。この価格差の

要因は鮮度落ちであるとの仲買人の意見であった。

　経費の比較では、陸上品39ケース生産、総経

費37，378円、製晶1ケース当たり958円（箱代

は除く）、販売金額に対する経費率は27．9％であっ

た。他方、洋上品は1，534ケース、474，140円、

309円、7，1％であった。陸上品の経費率の大き

な要因は、陸揚げ数量が228kg（39ケース）と

少ないため、人件費（4名×6000円）が総経費

の64％を占めたことである。

4．漁獲物の付加価値向上対策

（1）マリンスケールの導入

　当業船では箱詰めの際、入り尾数を重要視し

ており、洋上で製品重量を測定しないため製品

重量にバラッキが多くクレームの要因となってい

る。従い、当業船との製品の差別化を図るため、

電子天秤「（マリンスケール）を導入して全ての

製品重量を測定し、尾数と入量表示を行った。

その結果、徐々に市場や仲買等の関係者から信

用を得ることが出来、平均単価もアップした。

（2）専用活魚水槽

　タイ、ヒラメ、エビ類を活魚で持ち戻ると、

鮮魚の3～5倍の単価アップとなるため、専用

活魚水槽を装備し高級魚の活魚生産アップを図っ

た。

（3）製品仕立ての変更

　箱の種類を2種類に限定したのに伴い、製品

仕立てを変更した。当業船ではアナゴ、アンコ

ウ、小型カレイ類等は下氷を使用せず、箱一杯

に箱詰めするため品質劣化を招いている。本船

では全ての製品において、鮮度保持に下氷を使
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用し、入量表示を行い発泡スチロールに箱詰め

した。

凶臼揖・剛’1甲一，
・・ 　　　　い’殉’～・蜘G＝

欝・

／l．
議
　　ヌ1

ノ．，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翠

擁旨秘　鹸》
やまぐち丸（ムシガレイ12尾，5kg入り）

やまぐち丸（中アナゴ，10kg入り）

㌃鰹鷺・

長崎送りのカナガシラ

作業甲板に設置した製氷機
（4）低価格魚の有効利用

　カナガシラは低価格のため洋上投棄していたが、

長崎出身の乗組員の情報では、節分の日に長崎

ではカナガシラを食する習慣があり、当日は価

格が急騰するという情報を得たので、カナガシ

ラを対象とした操業を行い、節分に合わせて下

関漁港に入港し長崎送りとした。その結果、下

関中央市場では箱単価500円であるが長崎市場

では平均箱単価が6，888円であり、実手取りで

20倍の金額を得た（表2）。

表2　カナガシラの販売比較

下関（推定）

販売経費

（単価／箱）×（個数）×（消費税）

　500×157×1．05＝　　82，425円

　　　　　　　　　　　　一32，193円

実手取り ＝　　50，232円

長崎（実売）

販売経費

（単価／箱）×（個数）×（消費税）

　6，888×157×1．05＝1，135，470円

　　　　　　　　　　　　一127，484円

実手取り ＝1，007，986円

手取り差額 1，007，986－50，232＝　　957，754円

おわりに

　将来の2そうびきのモデル船として建造した第

1・2やまぐち丸を用船し、調査開始より約1年

が経過した。調査開始当初はトラブルが多発し、

満足のいく調査が出来ないのではないかと危惧し

ていたが、乗組員及び関係者の努力により、大

きなトラブルも無く比較的順調に推移した。

　沖合底びき網漁業（2そうびき）の省人化に

っいて、今回は投揚網作業と漁獲物の処理作業

にっいて述べた。投揚網作業は直捲きウィンチ

及び袖捲きウィンチの装備により、14名（2隻）

体制で十分可能であるということが、この1年

問で実証された。他方、漁獲物の選別処理作業

については本調査では洋上作業の効率化及び同作

業の陸上化により対応し、調査も進行中である。

しかしながら、沖合底びき網漁業の省人化につ

いては、これらの作業に限らず、破網時におけ

る漁具修理作業や入港時の水揚げ作業のような乗

組員の労働負担の大きい作業等も含めた総合的な

省人化対策を行うことが、今後の調査の課題で

あると考えられる。
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㎜く願ウー照遜㎜㎜州｛く｛“＝帽帽一一㎜一㎜＝鼎”誠姫罵・：弼鮒＝や＝・罰

「FISHING2002」を視察して

　　　　　　　　海洋水産資源開発センター開発部開発調査第二課長廣川純夫

㎜｛一召一㍗㎜欄鞭一ン㎜”㎜㎜一躍欄㎜一，卜㎜
　2002年4月18～20日、英国グラスゴーで開催

された「FISHING2002」に、開発調査第一課

諏訪英博とともに視察する機会を得たので、そ

の概要を報告する。

　今回、視察するにあたり関係団体に声を掛け

たにもかかわらず参加の希望者はなく、総武線

会々員である飲み友達同士の二人旅となり、回

りからはどんな珍道巾になるのやらと疑いの目で

見られながら、4月17日成田を発った。同日遅

くロンドン・ヒースロー空港経由で目的のグラス

ゴー到着、まだ寒いと聞いていたので厚手のジャ

ンパーを持参したにも拘わらず、日本と比べて

やや涼しい程度の気候であった。ホテルでチェッ

クイン後、遅い晩飯をとるべくパブ兼レストラ

ンに行くとビール片手の大男が大歓声をあげてい

る光景が目に入り、「スワッ、何事、俺等の歓迎

にしては多すぎる」と思いきや、この夜は日本

でもコスタリカとの試合があったように、サッ

カーW杯を控えEU出場各国のテストマッチが

組まれ、地元スコットランドも練習相手に選ば

れて試合があり、みんなテレビ中継に夢中なっ

ているだけであった。

　翌18日朝、シドニーのオペラハウス（行った

ことはないが）を思わせる独特の建物であるコ

ンベンションセンターへ。キルトの正装で吹く

18日の開場風景

バッグパイプの生演奏が響く中、少なからぬ行

列もできて午前10時開場。この博覧会には世界

各地から21ケ国348社が参加し、ブース数は

190。国単位では、地元英国、漁業国のノルウェー、

デンマーク、アイスランド、オランダあたりが

かなり大きなスペースを占めていた。

　会場で先ず目に入ってきたのはマリンスケール

の種類の多さ。水中に入れて防水性を強調する

ものやら斜めに回転させても目盛りは振れないと

精度を誇るものやら。そしてすぐ側にあるのが

自動（重量）選別機と製品管理システム。マネ

キンによれば、カウントした選別製品をパソコ

ンで管理し、それを携帯電話を通じて陸上に送

信可能とのこと。造船関係では、ノルウェーを

中心にデンマーク、オランダ等から新船の売り

込みのほか、「For　Sale」の付いた巾古漁船のパ

ネルもかなり目立った。聞くところによるとEU

でも環境問題や資源保護の絡みで漁船漁業がかな

りいじめられているとのこと。そのせいかどう

か廃業する経営者もあるようで1997年建造の比

較的新しいトロール漁船も「For　Sale」札が付

いていた。これらの情報はネット上でアップデー

トに紹介している由。ネットといえば、Electronic

Auctionもあった。これは、洋上の漁獲・製品

量をネットに載せ、各港間で入札を行い価格の

高い販売先を決定し水揚げする民間システムで、

ノルウェー、デンマークあたりでは普通に行わ

れているようであった。

　漁法関係で、トロール漁業はッインリグが主

流となっており、トリプルリグも研究が進んで

いるようであった。ツインリグはシングルに比

べ網抵抗が少なくその分水戸口を広くできる利点

があるが、ワープが3本となるためそのテンショ

ンを保っべく3基の自動制御ウィンチが必要と

なり、これらにスキャンマーやウェスマーを取
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り付け水戸口の高さ、幅、前方の魚群や海底状

況を把握する自動監視システムが完成している。

また、曳網後はコッドをサイドにまわしフィッ

シュポンプで漁獲物を吸い込む方式で、18イン

チの大口径フィッシュポンプが展示されていた。

まき網関係では、ヨーロッパ方式である平成丸

の操業形態から技術的には進んでいないようで、

探索のためのスーパーソナー（古野製が主流）、

スキャンマー同様、投網後の網間隔、水深、水

温等を把握する監視システムが目新しく写った程

度であった。会場には、ワークボート、舶用ク

レーン、オッターボード、プロペラ等展示され

華やかさを出していた反面、漁携関係のカゴ、

はえなわ（リール）も出展されていたが、いず

れも規模が小さいものであった。隣で開催され

ていた「Aquaculture2002」と合わせ、18～20

日の3日間じっくり見学させてもらった博覧会

であった。

　折角の外国行きということで、この機会を有

効に使うべく博覧会終了後は可能な限り現地の造

船、漁業事情を調査しようと、日本を発っ前、

唯一単独でブースを設けていた古野電気（出展

は現地法人のFumno　U．K．）に紹介をお願いし

ていたところ、22日に東海岸のAberdeenを中

心に視察する機会を得た。Fumno　U，K：．の

Mr，」，Stewartの案内で最初に訪問したところは、

Aberdeenから車で1時間ほど北に上った

Peterhead港。ここはU．K，の中でも水揚げ・金

額とも一番の漁港で、20数隻ほどが在港してお

　　　　　　　　　　　　り、運良く「Buddi

　　　　　　　　　　　　ng　Rose号」でス

Budding　Rose号

キッパーのPeter

さんから話を聞くこ

とが出来た。B．R

号は、船齢12年、

乗組員5名（全員地

元民）の2そうび

き漁船で、1航海約

10日、Cod、Haddoc、

Plaiceを主体に操

Peter氏、Stewart氏、筆者業し航海あたり20

～25トン水揚げする由。1操業4時間曳きによ

る漁獲物（サイドからのコッド揚げ）は、内臓

除去した後7段階にサイズ選別し45kg入りのプ

ラ・ケースに氷蔵で水揚げ、船の月聞経費は邦

貨で2，400万円、乗組員の年間収入は800万円ほ

どになるとのことであった。次に向かったのは、

車で1時間ほど走ったFraserburgh港で、トロー

ルやまき網の大型漁船が休漁期間中で係船してい

た。同港で目を引いたのは、ノルウェーで建造

されて2年目の大型トロール船「Enterprise号」。

残念ながら乗組員から直接話を聞くことは出来な

かったが、Mr．Stewartによれば、現在一番成

績が良いトロール船とのことで、対象魚種はま

き網漁船と同じアジ、サバ、ニシンで乗組員は

約20名とのこと。船上の漁労機器のみチエック

したが、甲板上に18インチのフィッシュポンプ

が置かれており、3連のワープウィンチ2基、ネッ

トウィンチ2基、ITIかウェスマーのソナーの有

線専用ウィンチ1基、身網をサイドに巻き寄せ

るウィンチとコッドエンドの端を船上に巻き上げ

るウィンチがそれぞれ1基、船首部にフィッシュ

ポンプを船内外に取り込む巨大な作業用クレーン

が1基それぞれ装備されていた。漁具は陸揚げ

されてチエック出来なかったが、両舷のシンカー

が1600～2000kgであったことから、網丈は100

mを優に越すと思われた。最終訪問地はFraser

b皿ghから更に車で1時間のMacduff港。ここ

で船齢17年目の小型トロール船のデッキ回り、

ブリッジを見学したが、同港で目に付いたのは

ビームトロール船。これは両サイドからビーム

を張り出し着底させ、砂をまきあげながら驚い

て飛び出すホタテやカレイ類を鉄製の棒状グラン

ド後ろの網で漁獲するもので、海底を荒らすこ

とから環境団体のやり玉にあがっているとのこと

であった。

　約1週間の長いようで短い英国（実際はスコッ

トランド）滞在であったが、今回見聞きした技

術なり機器類など今後のセンター事業に生かして

行くべく努力していく所存である。

Fishing2002展での入手資料は当センター展示
資料室で閲覧可能です。
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　調登みどックズその7

　　　　　新漁業生産システム構築実証化事業のハイブリッドトローラー

　　　　　第7安洋丸の平成13年度の製品販売
　　　　　　一甘えびは外販、カラスガレイなどの冷凍魚は塩釜に搬入・内販一

　　　　　　総務部総務課浦源二郎　　開発部開発調査第一課斎藤哲

　平成12年度から北大西洋西部海域で第7安洋　　　　　第7安洋丸内地搬入製品の販売結果

丸（280トン1写真）により実施しているこの調　　　　　　　　　（塩釜；H14．3，19－20）

査は、異なる漁法（トロールと底延縄）を同一

船で行うことにより、漁場の荒廃防止と操業の

効率化および資源の有効利用を図ることをねらい

　としている。調査船はもともとトロール漁船だ

が、底延縄の操業もできるように改造されてい

　る。

　このほど平成13年度調査の漁獲製品215．9ト

　ンを販売した。ホッコクアカエビ130．2トンは外

地販売し、残りの冷凍魚85．7トンを冷凍コンテ

　ナ4本で塩釜に搬入し販売した（表）。このなか

から3製品を紹介する。

漁法 魚種 製品
数量

kg）

販売
価（円／kg） 金額

円）

トロール

カラスガレイ ドレス 66，140 368 24，342，800

アカウオ ドレス 2，820 245 692，300

ナメタカレィ ラウンド 3，120 187 582，800

シロカレイ ドレス 3，180 275 875，800

その他 38 500 19000　，

小計 75，298 352 26，512，700

底延縄

アカウオ ドレス 5，868 584 3，429，720

アツカワダラ ドレス 3，996 150 599400　，

ノ！ フイーレ 594 150 89，100

小計
10458　， 394 4，118，220

合計 85，756 357 30，630，920

！！
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第7安洋丸（280トン）（ラスパルマスで橋本明彦撮影）
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1．ホッコクアカエビ（甘えび）

　北大西洋ではタラ漁業の衰退と入れ替わって

1980年代後半から本種（PαηdαZαsわorεα傭）

を対象とするトロール漁業が拡大し、最近5年

問（1995～1999年）の平均で年間、約30万トン

が漁獲され、主な漁獲国はカナダ、グリーンラ

ンド、ノルウェイ、アイスランド、ロシアなど

である。また、これらは北欧産甘エビとして、

刺身用に我が国へ輸出されており、2001年の我

が国の輸入量は23，600トンであった。なお、北

欧産甘エビはかなりの量がタイ・中国などで殻む

き加工され、日本に再輸出されている。

　本調査での本種を対象とした操業では、カナ

ダ製エビ網を購入して操業を行った。なお、日

本漁船によるNAFO3M海域での本種を対象と

した操業は初めてである。

　今回の販売では、国内の需要の低迷等の悪条

件があり、また、冷凍コンテナによる搬入経費

がキロあたり約70円かかること等から、全製品

を最終入港地ロングポンド（カナダ）で単価132

円／kgで外販せざるを得なかった。景気の回復

とそれに伴う、甘えびの市況の回復に期待した

いものである。写真の製品（1Kg詰L，Mミック

ス）は内地搬入したサンプル品であるが関係者

による試食では好評であった。

2．アツカワダラ

　本種（．Brosmε扉os濡θ（Muller，1776））は

タラ科の魚で背鰭が1基であることが特徴である。

体と各鰭は非常に厚い皮に覆われることが和名の

由来となっている。（次頁写真）

　従来、カスク（Cusk）という英名のままで大手

水産会社のトロール漁獲物が内地搬入されたこと

があるが、底延縄での製品は今回が初搬入である。

　今回販売した製品は、54～60QN、28～35。W

のレイキャネス（Reyklanes）海嶺（地図）の

水深472～981mで行った底延縄操業で漁獲した

ものである。59回の操業で本種は9．4トン漁獲

され、アカウオの漁獲11，3トンと合わせると、

全体の73％を占めた。体重4．Okg（体長70cm

程度）が平均的な魚体であるが、12kgをこえる

ものも漁獲された。

グリーンランド

vイキ過鱒
　　↓

0
、

　　アイスランド

2・。。謬00暢

70“

　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ　　　　　　　　　　　　　　　　ご｝夕
e　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　｝甲
0ゆ　　　　　　　　　　　一4　　　60N

％，靱，癬
　　　　　　　oゆ≦
　　　　　　　　SO～〉

レイキャネス海嶺およびアカウオ、アツカワダラ漁獲位置（櫓）

ホッコクアカエビ製品（外箱・1kg入詰LMミックス）
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　調査船での試食では、刺身でも食べられるが、

特に揚げ物、バタ焼きは美味しいと報告があっ

た。3月19－20日、塩釜で製品4．6トンを販売し

たが、市場評価が未確定なこともあり、販売平

均価格はドレス、フィレーとも150円／kgに終

わった。関係者による試食ではマダラの肉質に

似て美味しいとのことであり、今後市場価値が

でる新製品と期待する。

3．アカウ才

　底延縄でアッカワダラよりも多く漁獲されたの

はアカウオである（写真）。今回の漁獲物は、体

長60cmから80cmまでの大型魚が、8割を占め

る組成であった。製晶（ドレス5．9トン）は塩釜

市場で、魚体の大きさと色目、肌外観が美しい

ことが評価され、平均584円／kgと、底延縄ゆ

えの高い評価を受けた。

アツカワダラ（第7安洋丸で斎藤撮影）

アカウオ（第7安洋丸で斎藤撮影）
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　　海洋水産資源利用合理化開発調査（大型いか）第3新興丸

体重60kgσ）アメリカオオアカイカ漁獲！
　　一ペルー沖で自分よりおおきなイカに遭遇した調査員のおはなし一

開発部開発調査第一課牟田 稔

1．はじめに

　みなさんは、自分より大きなイカを食べたこ

とがありますか。いっも食べている魚介類は、

どんな人がどのようにとって、どのように加工

されているか、意外と知っているようで知らな

い様だ。私もこの漁業に関わる仕事に就くまで

は考えたことがなかった。ただ漠然と、漁業者

の人が獲って、魚屋さんに並んで…。なんて考

えていた。この話を読んでいただくと「そんな

大きなイカが海にいるのか、そして日本人は知

らないあいだにそのイカを食べているのだ」と

納得がいくだろう。

は底延縄でニシシマガツオやメルルーサを引き上

げるときに食いっいてきて困っているという情報

もある。

　この話は、当事業の一環として、平成12年度

より実施しているペルー海洋研究所（IMARPE）

とのペルー200海里水域内イカ資源に関する共

同調査での話である。ここの海域は、現在アル

ゼンチン200海域水域内とともに大型いか釣り

漁船の重要な漁場となっており、当調査では、

当該漁場のイカ資源の分布と回遊状況を把握し、

漁場探索手法を確立するとともに漁場の開発を図

るために行っている。

2．事業の概要
　当開発センターでは、海外いか釣り調査事業

として海洋水産資源利用合理化開発事業（いか

釣りく大型いか＞）及び（いか釣りくあかいか

＞）を行っており、現在、＜大型いか＞の事業

では熱帯太平洋東部海域（主にペルー沖）でア

メリカオオアカイカを対象に、南大西洋西部海

域（主にアルゼンチン沖）でマッイカとアカイ

カを対象に、＜あかいか＞の事業では北太平洋

中・東部海域でアカイカと対象にそれぞれ行って

いる。

　私は、現在く大型いか＞の事業で熱帯太平洋

東部海域のアメリカオオアカイカを主に担当して

いる。

　アメリカオオアカイカとは外形がスルメイカ型

のイカで、魚体は大きく鰭も大きい。触腕は長

く、先端は細くなっており、見た目にはアカイ

カに似ているが、小吸盤が100～200個あり、ア

カイカの30～50個と大きく違うことで区別され

る。大群を作り、時にはペルーやチリの海岸に

打ち揚がり大量に艶死する。チリの漁民の話で

3．調査内容

　この調査は、当業船（いわゆる普通の日本の

いか釣り漁船）を用船し、それに開発センター

の調査員が乗りこみ、水温、塩分、透明度など

を測定する海洋調査、一時間あたりの釣り糸一

本あたりの漁獲量（CPUE（kg／（糸・時））の算

定、体重、外套背長（イカの筒状の部分の長さ

で身長に相当する）の測定、胃内容物の測定記

録、熟度（子供か大人か）の記録等を行う操業

調査等で構成されている。わかりやすくいうと、

ペルー200海里水域内のどこで、どのくらいの、

どんなイカが、どんな生活をしているかを調べ

るのである。

4．調査開始、そしてジャンボイ力出現

　この調査に行く前に、前任の調査員から「ペ

ルーの調査にくる前に十分に筋力トレーニングを

したほうがよい」と連絡があった。当然、私に

は何のことかさっぱりわからなかった。前任調

査員が、ボディービル選手権の優勝者だったの

で、　“筋力”といわれても彼の趣味の範疇くら
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・いにしか考えなかった。　“体力”といわれれば

理解できたのだが…。

　ペルーへ行き、開発センターが用船している

いか釣り漁船第3新興丸の乗組員から話を聞いて

みると、ペルー沖には想像を絶するほど大きい

イカがいるという。最初のうちは、初めてのい

か釣り調査の調査員を脅かしているのかと思って

いたが、どうもそうではないらしい。その証拠

に普通のいか釣り針の他にジャングル針と呼ばれ

る茶筒くらいの大きさの針も用意している（写

真）。

　さて、ペルー200海里水域内での調査が始まっ

た。一回目の調査点からジャンボイカ（外套長

50cm以上のアメリカオオアカイカを開発センター

ではこう呼んでいる）のお出迎えを受けた。外

套背長は67cm～80cm足まで入れるとおそらく

120cm位のイカになるのではなかろうか。体重

は大きな物で約25kgであった。次の調査点では

外套背長が100cmを越える物が漁獲され、さら

に次の調査点では外套背長が105cmを越える物

が漁獲された。

　この海域には同じアメリカオオアカイカでも、

アカイカやスルメイカの様に小さな物もたくさん

いる。では、なぜこんなに大きさの差があるの

か。実は残念ながらこれはまだわかっていない。

ペルー沖では、ジャンボイカと小さなイカが混

ざって生息しているらしい。

　ジャンボイカは、小さな針では釣れず（針を

取られてしまうことも多い）、小さなイカは、ジャ

ングル針では釣れない。従って調査点でジャン

ボイカがいるぞ！となると、両舷で約10本とい

う少数のジャングル針を釣り機10台に装備して

運転しイカを待っ。ここで乗組員の苦労がある。

そもそも現在の機械化されたいか釣り漁船では、

いか釣り機で甲板上までイカを釣り上げ、イカ

は製品の仕立てを行う工場甲板まで、樋（シュー

ター）のうえを流れてくる、っまり人力に頼る

場面がない。しかし、ジャンボイカは釣れると、

重すぎて調査船のイカ釣り機では水面まで引き上

げることができても船上までは引き上げることが

できない。そこで水面から船上までは乗組員が

人力で、ドッコィショと引き上げる（写真）。

　また、ジャンボイカは測定するのもまた大変

なのだ。前任調査員の筋力の話がようやく納得

できた。各調査点で120尾のイカの外套背長を

測定し、さらに20尾のイカを解剖する場所まで

運び、秤に乗せて体重を量り、解剖をする。も

ちろん、小さなイカばかりの時もあるがジャン

ボイカが釣れるときはそればかりである。

　調査を開始して10日目の2001年11月18日、

今日もジャンボイカ操業だと張り切っていると明

らかに今までのものより大きなイカが上がってき

た（写真）。測定結果は、外套背長112．4cm、体

重60．2kgで平成12年度にこの海域の調査を始

めてから最も大きい。足まで入れると推定体長

は約190cm。これより身長が大きい人はそうそ

ういないだろう。

5．ジャンボイカの用途
　この様なジャンボイカも、当然、製品として

加工される。足、耳（三角形の鰭部分、本来の

聴覚機能のある耳ではない）、軟骨（足と胴体の

間の部分）、身（筒状の部分、耳取開きと呼ぶ）

に分けられ、大きさ分別の上、1パン11Kgにパ

ン立てして急速冷凍する。そして、冷凍状態の

まま日本に運ばれ、全て加工用とされる。

　加工業者の話では、足は乾燥させてカップラー

メンの具や唐揚げ、お好み焼きの具、耳は酒の

肴として、軟骨は潰し、乾燥させて珍味に、身

は、冷凍海鮮ミックス、イカフライ、イカステー

キ、イカの天ぷらとして加工される等、イカの

部位によって用途は異なるが、イカの大きさを

活かした様々な用途が開拓されっっあるようだ。

　なお、当センターの展示資料室には第3新興

丸が漁獲した外套背長75cmのアメリカオオアカ

イカのレプリカが展示されているので、ぜひお

立ち寄りください。
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左ジャングル針右アカイカ用通常針 体重60．2kgのアメリカオオアカイカと著者

　　　　（lMARPE調査員撮影）
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ジャンボイカを釣り上げる深川由松漁掛長
　（平成13年度調査で原田誠一郎撮影）
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　調登みどoックズ　その3

アメリカ・カナダの漁業科学オブザーバープログラムの実態調査

　　　　　　　　一科学オブザーバー育成体制整備事業から一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発部開発調査第三課　原　田　誠一郎

　当センターは漁船に乗船して科学的情報を収集

する科学オブザーバーの募集・育成と登録を行う

上記事業を水産庁から受託して行っている。こ

のほど、科学オブザーバー育成の先進地である、

米国の担当部門を訪れ、聞き取り等に．よる実態

調査を行ってきたので、その概要を報告する。

　調査は、平成14年3月13日から3月17日に

かけて行った。当センターから私（原田）及び

山中完一が下記に示したロングビーチの米国N

MFSとオブザーバー派遣会社を訪れた。なお、

水産庁からも水産庁漁場資源課国際資源班の担当

者、加藤秀樹氏が同行した。

訪問先および担当者

1）National　Marine　Fisheries　Service（NMFS）

　Southwestern　Reg・ion（at　Long　Beach）

　担当者：Donald　A．Petersen（Observer

　　　　Program　Coordinator）

　　　　Lyle　S．Enriques（Observer　Pro

　　　　－gram　Data　Coordinator）

2）FRANK　ORTH：and　associates（オブザー

　バー派遣会社）

NMFSでは次の話を聞くことができた。

1）オブザーバーの募集・育成

　募集は、要綱を定めてインターネット、大学

で行っている。Websiteからの応募が最も一般

的である。

　トレーニングはNMFSが行っている。年に2

回トレーニングを行っており、1回につき10～

20人が受講している。大学在学中及び卒業後の

最初の職業として応募してくるケースが多く、

年齢は20～25歳で約25％が女性である。初心者

の場合トレーニング期間は流し網乗船予定者が2

週間、はえなわ乗船予定者が3週間である。経

験者は1週間。

　講師は、NMFSの担当者2名のほかに、博物

館や沿岸警備隊等から招いている。

　トレーニング内容は、データ収集方法、魚類・

鯨類・サメ類・カメ類・鳥類の識別等の情報収集

関連の講義・実習だけでなく、船位決定法、船

舶復元性、緊急医療、海上安全、乗船心得など

の付帯講習も組まれている。特に安全教育には

カを注いでいて、サバイバルスーッと救命筏に

っいてはビデオ講習、屋外実習を行なっている。

加藤　　Petersen　Enriques 山中 原田
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NMFSでの聞き取り調査

トレーニング期間中随時試験を行う。乗船前に1

週間のブリーフィングを行なっている。

2）経費

　年間予算は約800，000US＄である。オブザー

バーにかかるトレーニング経費、乗船経費等す

べての費用をNMFSが負担しており、漁業会社

は負担していない。

　オブザーバー派遣会社は入札によって決定して

いる。10社ほど応札する。

派遣にかかる費用はオブザーバー派遣会社が支払

い、請求に応じてNMFSが払い戻している。

3）対象漁業及びカバー率

　オブザーバーを乗船させている漁船は現地はえ

なわ船、ハワイから入域のはえなわ船及び流し

網船の3種である。いずれも主対象魚種はカジ

キ類である。ハワイから入域のはえなわ船と流

し網船のオブザーバーは強制乗船である。現地

はえなわ船も将来的には強制乗船にする予定であ

る。

漁船種 現地はえなわ船
ハワイから入域

はえなわ船
流し網船

船舶数 30 100 100

船舶の長さ 70～100ft 70～100ft 40～70ft

乗組員数 6 6 2

航海日数 30日 30日 7～10日

オブザーバー乗船の義務 なし（将来強制） 強制 強制

オブザーバー乗船数 2 20 20

カバー率 6．7％ 20％ 20％

　本来のデータ収集のほかに、はえなわ船で亀

の混獲を、流し網船では海産哺乳類の混獲を監

視している。カバー率は努力量をベースにして

いる。船によっては50％のこともある。

4）データ処理・評価

　オブザーバー乗船後1～2航海データチェック

を行ない、データ収集に問題がないか確認して

いるQ

　船が小さいので、アラスカのように船上でパ

ソコンにデータを入力しそれをそのまま電子デー

タとして送付することはしていない。データは

紙に記入し、それを持ち戻って入力している。

　下船後ディブリーフィングを行い、業務評価

をしている。以前は点数により評価をしていた。

現在は点数による評価や能力によるカテゴリー分

けはしていない。合格か否かを判断している。

不合格になれば次から採用しない。オブザーバー

を能力によるランク付けしていないので、彼ら

の報酬は乗船日数で決まる。

　得られたデータは、ホノルルとラ・ホヤの研究

所で管理している。研究者や大学がデータを使っ

ている。加工したデータを提供していて、生デー

タは使用できない。．

5）その他

　これまで2隻の船が海難にあった。しかしオ

ブザーバーの生命に異常はなかった。オブザー

バーに対する脅迫、いじめ、その他の事例が報

告されている。
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〈センター事業の動き〉

　　　　　　　　　　（平成13年11月1日～平成14年5月31日）

平成13年

11．8　　島理事長　高知県漁連石油部新入職員講習会で講演　　　　　　　　　　　　　　　（高知）

　　8．9　科学オブザーバー育成体制整備事業　海まきオブ講習会　　　　　　　　　　　　（清水）

　　9　　温帯性まぐろ資源調査（資源加入状況モニタリング調査）検討会　　　　　　（センター）

　　9－11第40回農林水産祭「実りのフェスティバル」に出展　　　　　　　　（東京ビックサイト）

　　10－18アルゼンティン国立漁業研究所（INIDEP）とのいか釣共同調査協議　　（アルゼンティン）

　　　　　（水谷専務他、11月14日覚え書き調印）

　　10　　新漁業生産システム構築実証化事業　大中型まき網（北勝丸）事業内検討会　　　（石巻）

　　21－24SEAFDECミレニアム国際会合展示会に出展　　　　　　　　　　　　　　　（バンコック）

　　21－24科学オブザーバー育成体制整備事業　オブザーバー募集説明会　　　　　　（仙崎、下関）

　　30・小型魚国際資源管理対策事業　水揚地報告会　　　　　　　　　　　　　　　　　（焼津）

12．5－6科学オブザーバー育成体制整備事業　大西洋まぐろオブザーバー講習会　　　　　　（清水）

　　7－16インド洋マグロ類委員会（10TC）年次会議出席（廣川2課長）　　　　　　（セイシェル）

　　10　　海洋生物混獲防止対策調査事業　サメ品質評価分科会　　　　　　　　　　　　　　（仙台）

　　12　　資源評価調査　スケトウダラ音響調査検討会　　　　　　　　　　　　　（北大水産学部）

　　19　　特殊法人等整理合理化計画　閣議決定

　　19　　島理事長　外務省国際シンポジウム「捕鯨紛争と海洋管理」で講演　（外務省7階会議室〉

平成14年

1．16　　理事懇談会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（センター）

　17　　年頭記者会見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（センター）

　22　科学オブザーバー育成体制整備事業マニュアル検討会（ミナミマグロ）　　　（センター）

　23　科学オブザーバr育成体制整備事業マニュアル検討会（ナンキョクオキアミ）　（センター）

　28　　海洋生物混獲防止対策調査事業　サメ品質評価分科会　　　　　　　　　（東京麹町会館）

　28　　資源評価調査（ズワイガニ）検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（センター）

　29－2．1島理事長　NAFO年次会議出席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（デンマーク）

　31　　海洋水産資源利用合理化開発事業　いか釣り　イカ加工機械現地検討　　　　　　　（函館）

2．1　　新漁業生産システム構築実証化事業沖合底びき網（かけまわし）現地検討会　　　（小樽）

　　　新漁業生産システム構築実証化事業沖合底びき網（二そうびき）現地検討会　　　（下関）

　　　科学オブザーバー育成体制整備事業　スケトウダラオブザーバー講習会　　（晴海開洋丸）

　4－6新漁業生産システム構築実証化事業　沖合底びき網（二そうびき）　　　　　　　（下関）

　　　やまぐち丸への製氷機設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下関）

　2　　新漁業生産システム構築実証化事業　大中型まき網（北勝丸）事業内検討会　　（小名浜）

　7　　資源管理型沖合漁業推進総合調査（スルメイカ）検討会　　　　　　　　　　　　　（新潟）

　15　　資源管理型沖合漁業推進総合調査（フグ類等）検討会　　　　　　　　　　　　　　（福岡）

　19　　海洋生物混獲防止対策調査事業　海産哺乳類分科会　　　　　　　　　　　　　（センター）

　20　　まき網漁業専門委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（センター）

　26　　海洋水産資源利用合理化開発調査　かっお釣り人工餌検討会　　　　　　　　（センター）

　26　　海洋生物混獲防止対策調査事業　混獲生物分科会　　　　　　　　　　　　　　　（名古屋）

　27　　いか釣り漁業専門委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（センター）
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27　　チリ共和国水産監督庁長官ほか来所

3．ユ　　，小型魚国際資源管理対策事業　検討委員会・水揚地報告会

3．1－3　島理事長　境港水産振興協会主催講演会で

　　　「21世紀の水産を考える一国際的視点から一」と題し講演

　4　　企画・評価委員会

　5　　中国西日本漁業交流団　来所

　5－12島理事長　チリ水産事情調査

6
7
8

11

12

14

15

かっお・まぐろ漁業専門委員会

海外まき網漁業専門委員会

沖合底びき網漁業専門委員会

トロール漁業専門委員会

科学オブザーバー育成体制整備事業　マニュアル検討会（ミナミマグロ）

資源評価調査　スケトウダラ音響調査検討会

沖合漁場等総合開発調査専門委員会

13．17科学オブザーバー育成体制整備事業　オブザーバープログラム実態調査

　18

　19

　27

　28

4．8

　11

海洋生物混獲防止対策調査事業　運営委員会

国際資源調査等推進対策事業総合推進検討会

第87回理事会

第72回評議委員会

17－24Fishing2002展視察等漁業事情調査

　23

5．4

　14

　30

　31

（センタ、一）

　（枕崎）

　（境港）

　（センター）

　（センター）

　　　（チリ）

　（センター）

　．（センター）

　（センター）

　（センター）

（水産庁船員詰所）

　（センター）

　（センター）

（ロングビーチ）

　（センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（虎ノ門パストラル）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（センター）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（麹町会館）
島前理事長　大日本水産会　業際懇談会50回記念シンポジウムで基調講演　（石垣記念ホール）

資源管理型沖合漁業推進総合調査（スルメイカ）検討会　　　　　　　　　　（センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（グラスゴー）
第73回評議員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（麹町会館）

新漁業生産システム構築実証化事業　大中型まき網（北勝丸）事業内検討会　　　（石巻）

資源評価調査　スケトウダラ音響調査検討会　　　　　　　　　　　　　　　　（センター）

大水深沖合漁場造成開発事業　沖合漁場造成三県協議会　，　　　　　（鹿児島県霧島町）

資源評価調査　ズワイガニ現存量調査検討会　　　　　　　　　　　　　ヒ　（センター）

〈外国船情報〉

開発センターの調査船により視認された外国船

（平成13年11月1日～平成14年5月31日視認）

開発丸（調査海域＝太平洋中・東部海域〉

月日 発見位置 風向一風力 水温（℃） 国籍及び船名 t数別隻数 操業状態等報告事項 備　　考

14年
2．25

05－41N

67－00W
NE－4 28．4

韓国 1隻

台湾 数隻

2．27
05－48N

67－00W
NE－4 28．3 韓国 10隻
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第18太神丸（調査海域：熱帯太平洋中部海域）

月日 発見位置 風向一風力 水温（℃） 国籍及び船名 t数別隻数 操業状態等報告事項 備　　考

14年
2．14

01－49N

58－58E
Calm 30．1 韓国 1隻 まき網船

2．18
01－47S

6246E WNW－4 29．9 韓国 3隻 まき網船

2．19
01－46S

62－19E NW－4 29．9 スペイン 1隻 まき網船

2．20
01－43S

62－19E NNW－5 29．9 台湾 1隻 まき網船

2．23
01－18S

62－03E
N－2 29．9

台湾
77九龍）

1隻 まき網船
船名符字

PEBT）

　　韓国
ROLDO　HERITAGE

1隻 まき網船

3．1
01－33S

68－38E NNW－5 30．0
国籍不明

KOOSIOI）
1隻 まき網船

5．9
05－59N

68－33E
E．3 29．6 中国 1隻 はえ縄船

5．17
04－04N

75－08E
SE－2 30．1 台湾

富冠707）
1隻 まき網船

FUKUAN　Nα707
リ搭載型

5．17
04－04N

75－53E
SE－2 30．1 台湾 1隻 スターントロー

タイプ改造船

5．20
03．3iN

76－04E
W．1 30．4 台湾 数隻 まき網舶

第3新興丸（調査海域：南大西洋西部及び熱帯太平洋東部海域）

月日 発見位置 風向一風力 水温（℃） 国籍及び船名 t数別隻数 操業状態等報告事項 備　　考

13年
1．26

06－00S

4－00W
SSE－3 20．3 ペノレー 1隻 シイラ釣船

餌のイカ釣り

業中

14年
．3

46－47S

0－51W WNW．4 12．8 60隻 いか釣船
台湾・韓国船と

われる。

3．8
46－17S

0－18W
NNW－3 11．7

韓国 数隻 トロール船

20隻 いか釣船 主に台湾

3．9
45－47S

0－14W
W．3 12．1

ロシア 1隻 トロール船

40隻 いか釣船

3．18
43－47S

0－14W
E．3 13．5 アルゼンチン

300トン
トロール船

1隻

4．1
47－05S

0－43W
NNW－4 9．8 韓国 60隻 いか釣船

4．2
46－33S

0－59W
W－5 11．3

韓国 50隻 いか釣船
中　国

4．3
46－33S

0－22W NW－4 10．4
韓国 いか釣船 』船団操業中

中国

4．15
42．03S

7－57W
NN：E－3 10．4

韓国 日本船も含め

60～70隻
いか釣船

中　国

5．6
41－55S

8－06W WNW，3 9．1 韓国 30隻 いか釣船

スペイン 数隻 トロール船
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月日 発見位置 風向一風力 水温（℃） 国籍及び船名 t数別隻数 操業状態等報告事項 備　　考1

13年
1．7

3645N
24－00E

N．3 16．8 韓国 1ケ統

11．13
35－25N

25－20E
NWN．5 15．5

バヌァッ共和国
靴ADI撚STRA別mSKY）

1500トン
　11隻

　1隻
トロール船 錨泊中

月日 発見位置 風向一風力 水温（℃） 国籍及び船名 t数別隻数 操業状態等報告事項 備　　考

14年
1．27

03－35S

9－35：E
W．2 28．4 台湾 マグロ船

月日 発見位置 風向一風力 水温（℃〉 国籍及び船名 t数別隻数 操業状態等報告事項 備　　考

14年
1．15

36－40S

56－06E
SSW－2 19．6 STAR　FIRE 1隻 かご船の模様

月日 発見位置 風向一風力 水温（℃） 一国籍及び船名 t数別隻数 操業状態等報告事項 備　　考

13年
2．16

33－24N

28－36E NW．2 19．5 韓国 5隻 たて縄船

14年
．18

34－59N

30－37E WNW－5 14．6 韓国 1隻 かけまわし船

月日 発見位置 風向一風力 水温（℃） 国籍及び船名 t数別隻数 操業状態等報告事項 備　　考

14年
1．19

34－54N

30－37E
NE－4、 16．6 韓国 1隻

平成丸（調査海域＝東海・黄海海域）

日本丸（調査海域＝熱帯インド洋海域）、

第18日之出丸（調査海域、太平洋中．西音区海域）

第t2やまぐち丸（課査海域：日本海西音β海域）

倉栄丸（調査海域，東シナ海海底）『

晶友丸（調査海域：東シナ海海域）

月日 発見位置 風向一風力 水温（℃） 国籍及び船名 t数別隻数 操業状態等報告事項 備　　考

14年
1．31

34－55N

30－34E
N．3 14．6 韓国 1隻

2．1
34－55N

30－35E
N．2 14．4 韓国 2隻
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熊本丸（調査海域＝東シナ海海域）

月自 発見位置 風向一風力 水温（℃） 国籍及び船名 t数別隻数 操業状態等報告事項・ 備　　考

14年
5．12

29－14N

27－03E NE－3 24．1 中　国 数隻 刺，網船

5．13
28r23N
26－37E

E．3 24．8 中国 底びき船

5．18
26－27N

22－54E
NNE－3 24．3 中国 多数

5．20
26－10N

22－42E
E－4 24．6 中国 多数

5．21
26－22N

23－39E
ESE－6 24．6

中　国

湾
多数

北勝丸（調査海域：北部太平洋海域）

月日 発見位置 風向一風力 水温（℃） 国籍及び船名 　　　　　唱数別隻数 操業状態等報告事項 備　　考

14年
5．8

・33－26N

39－56E SW．4 22．5 中国ほか
200～250トン

　　2隻

いか釣船
トロール船型）

航走中

5．13
33－48N

41－00E
E－3 22．2 　中国

漁遠東？60i）

150～200トン

　　1隻
　　1隻

いか釣船
マグロ船型）

航走中

5．14
33－31N

41－15E SW－5 24．3
中国
漁641
漁642

150～200トン

　　1隻
　　1隻

いか釣船
船尾帆装備型）

航走中

〈役職員の異動〉

（平成13年11月1日～平成14年5月31日）

年月日 氏　　名 前　　職 異動 現　　職

役員
H14．3．31 島　　一一雄 理事長 退任

H14．5．1 川本省　自 水産庁次長 新任 理事長

職員
H13．11．30 江之島岳友 開発調査第二課 退職 水産庁漁政課船舶予備員『

H14．1．16 岡本平太 水産庁漁政課船舶予備員 採用 開発調査第二課

嘱託調査貞

H13．12．1 佐久間秀行 宝幸水産（株） 採用 開発調査第一課

H14．1．15 伊加　　　聖 福一漁業（株） 採用 開発調査第二課

H14．3．31 白　澤壽昭 開発調査第二課 退職
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強藁き亜き糞きききき編集後記
燃照一一

○　当センター事務所のある剛堂会館の南西側の公務員宿舎（紀尾井町住宅）の新築工事に

　ともない、プリンス通りからこの住宅敷地に至る通路が清水谷公園のわきを経て紀尾井町

　通りへ出られるよう延長・整備されました。既に赤坂プリンスホテルの敷地内には、プリ

　ンス通りかう紀尾井町通りヘショートカットできる通路が「公開空地」として平成13年

　に整備されています。これらの通路により、清水谷公園などの大樹の緑を見ながら散策で

　きる周回コースができました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．T）

欝蔓㈱藁㈱渇㈱藁㈱藁㈱藁㈱藁㈱遷㈱翼欝翼㈱藁㈹翼劔魁藁（㈹畳（騰藁心魁藁劔欝翼（欝藁（猷魁ζ㈱藁㈱蔓劔ゆζ㈹憂㈹｛劔欝藁（㈹藁（㈹瓦㎝丈

表紙写真：バラハナダイ（πo偽罵h∫αsゐα鰐α肌α‘）

　　　　平成12年度資源管理型沖合漁業推進総合調査〈（ふぐ類等）のうちあまだい＞

　　　　（東シナ海海域）第5良栄丸で底はえ縄により漁獲　山下秀幸調査員撮影
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饗簿　海洋水産資源開発センター

〒102－0094東京都千代田区紀尾井町3番27号

　　　　　　　剛堂会館ビル6F

　　　　　　　2至　　03－3265－8301

　　　　　　　FAX　O3－3262－2359
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印刷 及川印刷有限会社
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愉快な名前のおさかな紹介一

纏翻麟

和名ニミナミオロシザメ

英名：Pricklyd・gnsh

学名：0柳n砿郷6捌ni6n5Z560g／1伽18％フ

図鑑＝「ニュージランド海域の水族一深海丸により採集された

　　　魚類・頭足類・甲殻類一JAMARCl990」より

　この図鑑作成時に本種の同定を担当した矢野和成博士（現西海区水産研究所石

垣支所）によると、「本種の鱗（皮歯）の形態がおろし金のようにザラザラしていることか

ら命名しました。その他の名前の候補として、顔がタヌキのようなので、オロシタヌキにしよ

うかダイコンオロシザメにしようかと迷いましたがシンプルなオロシザメとし、南半球（南太

平洋）に分布する種類なので、ミナミを付けました。なお、著書（サメー軟骨魚類の不思議

な生態一東海大学出版会1998）にそのエピソードを書いてあります。」とのことです。


