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漁港における漁獲物取り扱い作業の労働安全に関する評価
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Evaluation of Occupational Safety on the Handling of 

Fish Catches in Fishing Ports 
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In this paper, based on the analysis of the process and work during the handling of fish catch, a 

questionnair巴onthe fatigue and awareness of danger on each work was conducted at two fishing ports. 

the questionnaire was prepared using SD (Semantic differential) method. As a result, it was shown that 

carrying h巴avybox containing fish made workers feel fatigued. The work associated with transporting 

the catch of fish with the forklift and the work on slippery floor gave rise to dangers. 

1.緒 吾＝吾

Eヨ
明し，身体負荷や安全の評価を実施した調査研究事例が

存在しない。

漁船と漁港における一連の漁獲物取り扱いの過程は， そこで本研究では，工程の非定型性を包含した記述や

漁獲物を極力高い商品価値を有した状態で販売すること 分析を可能とするような改良された工程・作業分析手法

を目指す。この行為を製造業と比較すると，製造業は組 を用いて，漁港における定置網漁業および底曳網漁業に

み立てが主体であるのに対して漁獲物取り扱いは選別が よる漁獲物取り扱いの工程と作業の構造が解明された事

主体であるという違いがあるが，搬入される原材料を， 例2,3）を基に，就労者らに対しSD法（Semanticdifferential 

工程を経由して商品にする点で共通している。従って製 method) 4・ 5lによるアンケ｝トを実施し漁獲物取り扱

造業と同様に労働生産性の向上が必須命題となる。それ いおよびそれに付随する作業について，就労者らの疲れ，

は単純に機械の稼働率の向上や作業速度の向上のみでは 危険等の意識を定量化して評価した。評価の悪い作業に

実現しない。作業者が不快と感じる作業を見つけ，好ま ついては個人属性との因果関係の分析，就労者への聞き

しい作業に改善して経済的な効果を高めるI）必要がある。 取り調査も実施して作業内容との関連性を検討した。ま

漁港では，漁獲物を魚種別，大きさ別に商品化する必 た，身体負荷の指標値である腰部椎間板圧迫力の推定値

要があるため，特に定置網や底曳網の多種多様な魚種を とも照合した。以上により評価が悪い原因を究明し，今

取り扱う場合において，その選別やロット調整の工程は 後の労働改善の方策を検討した。

日々の漁獲内容に応じて変化する非定型的なものとなる。 本研究で取り組む内容は，漁港の漁獲物取り扱いに関

この工程の中に含まれる作業を生産システム工学的に解 して，問題ある作業を一次的なスクリーニングする技法

2014年2月3日受付， 2014年6月3日受理

キーワード：魚市場，工程・作業分析， SD法，アンケート，労働安全
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に相当する。この技法を現場に適用し，作業の中に潜在

している危険性や疲労等の問題を評価値として就労者と

管理者が共有することにより，道具の改良のような自主

的な改善の動機づけとなったり，専門家が参画する根本

的な労働改善へと発展したりすることを念頭に置いてい

る。

2.調査・分析方法

1) 調査地の選定

調査地は，工程・作業分析がなされた次の2箇所とし

た。

－冬季の豊浜漁港（愛知県）における，伊勢湾内で営

まれる小型底曳網漁業の漁獲物取り扱い

－夏季の大船渡漁港（岩手県）における，大船渡湾周

辺で営まれる定置網漁業の漁獲物取り扱い

いずれも，沿岸漁場で漁獲された多様な魚種が陸揚げ

され，各魚種に対する買い受け人のニーズを考慮してき

め細かく選別して販売用の荷姿に整えている。但し，豊

浜の事例では漁業者およびその家族が自船の漁獲物を取

り扱うのに対し，大船渡の事例では陸揚げは定置網漁船

乗組員が行い，選別は市場職員と定置網漁船乗組員がと

もに行い，運搬および水や氷の取り扱いは主に市場職員

が担当する。この差異は，豊浜の底曳網漁業が家族単位

の経営なのに対し，大船渡の定置網漁業は漁協あるいは

会社組織による経営であることと，大船渡の方が1隻あ

たりの漁獲量が格段に大きいことに起因するといえる。

輸送機械の導入状況にも違いがある。豊浜では，漁獲

物陸揚げ用の滑り台と手押しの台車が使用される以外，

全ては人力に拠っている。大船渡では，陸揚げには漁船

のクレーンが，魚種選別にはベルトコンベヤーが，入荷

量の多い魚種の運搬にはフォークリフトが使用される。

但し入荷量の少ない魚種についてはトロ箱等に収めるな

どして人力で取り扱うことが一般的である。

2) 調査対象作業の選定

豊浜漁港の底曳網の漁獲物取り扱いについて， 2009年

12月の2日間における工程・作業分析2.3）をもとに，就労

者の代表的な作業を20個選出し6）調査対象とした。調査

対象とした作業をTableIに示す。以下の解説では，そ

れぞれの作業を＃TOI～20と称す。

大船渡漁港の定置網の漁獲物取り扱いについて， 2009

年6～8月の4日間における工程・作業分析2,3）をもと

に，市場職員の代表的な作業を30個選出し6）調査対象と

した。調査対象とした作業をTable2に示す。以下の解

説では，それぞれの作業を＃FOl～30と称す。

多様な作業を対象とすることから，漁港別に，調査対

象作業を網羅する少数個の作業特性（Characteristicsof 

works）を定め，各作業について該当するか否かを整理

した。

豊浜において設定した作業特性および該当する作業を

Table 3に示す。作業特性として，身体負荷の大きい動

作と思われる「挙上（Li創ng）」「運搬（C訂 rying）」「持

ち下ろす（Lowering）」「容器の中身をあける（Emptying）」

および比較的長時間行われる「選別（Sorting）」を設定

した。

大船渡において設定した作業特性および該当する作業

をTable4に示す。作業特性として，身体負荷の要因とな

りうる「挙上（L出ing）」「歩行（Moving)J「前屈（Bending

forward）」「けん引（Hauling）」，転落の危険がありうる

「高所作業（Highplace）」，接触事故等の危険がありう

る「フォークリフト操作（Operationof forklift）」を設

定した。

3) 就労者5に対するアンケートの方法

豊浜の20作業，大船渡の30作業に関してSD法4,5）によ

るアンケートを実施した。 SD法は心理学的測定法の一

つである。 10～30個程度の形容詞の言語について， 5段

階や7段階など奇数段階の評定尺度を設け，明るい一暗

い，上品なー下品な，重いー軽いなど，形容詞の反対語

を各段階の両端に位置させ，コンセプト（色彩，形状な

ど刺激として提示されるもの）の印象を被験者に評価さ

せて，この評価を各尺度上にプロットさせるものである。

本研究ではコンセプトに代えて就労者が日常行ってい

る作業を用い，形容詞に代えて4対の自覚症状項目（「疲

れる←→疲れない」「まちがいやすい←→まちがえない」

「退屈する←→退屈しない」「危険←→安全J）を用いた。

この4つの評価軸による 5段階評価色豊浜では2011年

9月に市場で漁獲物取り扱い作業を行う漁業者やその家

族計25名に対して実施した。大船渡では2010年9月に市

場職員19名に対して実施した。あわせて回答者の個人属

性（年齢，勤続年数，身長，性別）を調査した。質問票

をFig.1に示す。この様式でTableIおよび~Table 2に記

した全ての作業について質問した。

4) アンケートデータの分析方法

(1）方針

4つの評価軸それぞれについて評価の悪い作業を抽出

した。また，一部の個人属性においてのみ評価の悪い作

業を抽出し，評価の違いの有意性を検証した。

5段階評価の回答値を量的変数（-2. -1, o. 1. 2) 

ととらえて分析に供用した。回答者別の回答の平均値を

ゼロにそろえる標準化は行わなかった。

(2）評価指標

4つの評価軸ごと，評価の悪い作業を抽出するため，

式（1）による“マイナス指標”を定義した。

I 2x P2ー1×P1－－ N Pv ）
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Table 1 A list of the works that were the target of the survey in Toyohama. 

Work 作業内容（Work)

Retrie叫ngprawn etc. from the hatch using a 

scoop net 
入港後、タモあみを使い、魚倉からヱピなどを取り

出す作業

Retrieving the basket that has prawn etc. 

within it from the hatch 

Soはingprawn etc. on b伺同

入港後、魚倉から、ヱビなどが入ったカゴを取り出

す作業

入港後、甲板上で、ヱビなとを選別する作業

Caπying baskets with prawn etc. in them while入港後、甲板上で、エビなどが入ったカゴを持ち歩

on board 〈作業

1ilitng the bar干・eland placing their contents into入港後、甲板上で、タルを傾け、その中身をカゴに

baskets while on boa吋 移す作業

Lifting up the baskets containing prawn etc. エどなどが入ったカゴを持ち上げ、甲板からすべり

and placing them on the slide 台へと乗せる作業

Lifting up the baskets containing prawn etc. エどなどが入ったカゴを、すべり台から持ち上げる

官ひmthe slide 作業

Submerging the baskets containing p悶wnetc.エビなどが入ったカゴを、水槽にしずめる作業

in the water tank 

Trans俗rringthe官shcontained in the basket カゴに入っていた魚を、小さい水槽へ移す作業

into a small water tank 

Pushing the caは 台車を押す作業

Lowering the boxes containing fish etc.官om 台車から、魚などの入った箱を下ろす作業

the cart 

Drawing water骨oma water tank with buckets 水槽からバケツで水をくむ作業

Pouring the buckets of water into the tray バケツの水をトレイに注ぐ作業

Retrieving the baskets containing prawn etc. エピなどが入ったカゴを、水槽から取り出す作業

骨-oma water tank 

Retrieving百sh骨oma small water tank and 小さい水槽から、魚を取り出して、床上のカゴへ移

transferring them to a basket on the ground す作業

Lifting the basket containing fish from the 床上から、魚を入れたカゴを持ち上げる作業

ground 

Carrying the basket containing prawn etc. エビなどが入ったカゴを、持ち歩く作業

Placing the basket containi時 ediblemantis シャコなどが入ったカゴを、床に置く作業

shrimp etc. on the ground 

Turning over the 凶 sketcontaining fish etc. 魚などが入ったカゴをひっくり返し、中身をトレイに

and trans加ringits contents onto a tray 移す作業

Sorting the fish within the tray by size トレイの中の魚を、サイズ別に仕分ける作業

IN ：マイナス指標（Negativeevaluation index) 

P2 : 2評価をした人数

二極型の分布もありうることを考慮し，評価値の平均

ではなく上記の指標を用いた。

(The number of respondents who chose “一2”）

P2: -1評価をした人数

(The number of respondents who chose “一l”）

Pv：有効な回答を記載した人数

(The number of valid respondents) 

(3）判断基準

本研究では，評価値の良否を判断する基準は，どの現

場にも通用する基準を意図するのではなく，各現場の主

要な問題を効率的に抽出する一次的なスクリーニングの

ための基準と位置づけた。そのため， 2つの現場の回答

値の分布を参考にしてそれぞれ異なる関値を設定した。



96 水産工学 Vol.51 No. 2 

Table 2 A list of the works that were the target of the survey in Ofunato. 

Question 

code 

#F01 

Work 

Sorting the自shcarri凶 bythe comeyor belt and throwing 

them into a tank or box 

作業の内容（Work)

ベルトコンベヤーで運ばれてくる魚を選別し，，，ンウやト

ロ籍に投げ入れる作業

Consolidating the官shin boxes after the con唱 yorbelt's ベルトコンベヤーでの選別が終わった後， ト口箱の魚をま
#F02 operation とめる作業

Lifting the boxes and transferring the fish inside of them intoトロ箱を持ち上げ、中の魚を告ンヲに移す作業
#F03 the tank 

Placing the boxes and baskets containing the fish onto the 魚の入ったトロ箱やカゴを，フォーウリフトにのせる作業
#F04 forkh貴

#F05 Hauling a large box with a hook-stick 

#F06 Hauling a small box with a hook-stick 

#F07 Hauling the basket with a hook-stick 

トロ籍（大｝を手かぎで引っ張る作業

トロ箱（小）を手かぎで引っ張る作業

カゴを、手かぎで引っ張る作業

Transferring the containe陪 broughtby t山cksto the forklift トラッヲで運Iまれてきた容器を，フォ－'Jリフトに移す作
#FOB 業

了間nsferringthe contents of the containers brought by the トラッウで運ばれてきた容器の中身を，カゴに移す作業
#F09 trucks to the baskets 

Stepping in the forklift tray and trans色rringthe官shin boxesフオークリフトの荷台に乗り、トロ箱の魚をう言ンクに移す
#F 1 O into the tank 作業

#F11 Packing ice into baskets骨omthe forkli世s フォークリフトからカゴの中へ，氷を落とし込む作業

Stepping in the forklift bucket and t問問飴耐ngthe ice in it フォークリフトのパケットに乗って，カゴの中へ，氷を落
#F12 into the baskets とし込む作業

Lifting the fish within the box，印刷ngit, and trans毎rring ト口箱の中の魚を持ち上げ，分類して、別の卜口箱に移す
#F 13 them to a sepa悶tebox 作業

Lifting the basket by hand and t問問侮rringthe百shand カゴを手で持ち上げ，中に入っている魚やイカを見ljの容器
#F14 squid they contain into a separate container に移す作業

#F15 Emptying the contents of the tank onto the so片ingtable 告ンクの中身を、選別台にあける作業

Moving the empty tank stacked in four layers t泊 another 4段積みになっている空の告ンヲを、フォークリフトで別
#F16 place糊ththe forklift の場所に動かす作業

#F17 Using a forkli世top凶 iceinto the tanks フオークリフトを使って＇ $tンウに氷を入れる作業

#F18 Putting water into the tank by holding a hose ホースを持って. $tンク！こ水を入れる作業

Placing two tanks containin哩waterand ice onto the forkl取 水氷の入った9ンウを二段重ねにしてフォーウリフトにの
#F19 and mo羽ngthem in the F陪 mises せ、場内を移動する作業

#F2o Pushing the恰nkcontaining water and ice with the fork Ii荘 水氷の入った空ンクを、フォーヲリフトで押す作業

Measuring the tank containing恥hand問co吋ingthe we喝ht魚の入った告ンクを計量して，重さを記録する作業
#F21 

Placing the tank containing自由 ontothe forklift and moving 魚の入った告ンヴをフォーウリフトにのせ．場内を移動す
#F22 it in the p陪 mises る作業

#F23 P川ngup the tanks containing冒shwith the forklift 魚の入った告ンヲをフオーウリフトで積み上げる作業

Holding a basket containing ice and putting ice into the box氷の入ったカゴを持ち， トロ箱に氷を入れる作業
#F24 

#F25 Putting water into the box by holding a hose 

#F26 Liftin唱a町田IIbox and pla口ngit onto the scales 

#F27 Lifting a large b似 andplacing it onto the scales 

#F28 Lifting a basket and placing it onto the scales 

#F2S Putting one官shat a time onto the scales 

#F3o Readin喧thenumber on the scales and 同co同ingit 

ホースを持って、トロ箱に水を入れる作業

ト口箱（小）を持ち上げて，ハカリに乗せる作業

トロ箱｛大）を持ち上げて，ハカリに乗せる作業

カゴを持ち上げて．ハカリに乗せる作業

魚を1尾ずつハカリに乗せる作業

ハカリの数字を読んで，記録する作業
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Classification of works in Toyohama. 

Characterisics of works 

Carrying Lowering Emptying 。

Table 3 

Sorting 

。。。。
Lifting 。。

Question code ( # T一）

09 
01, 02, 06. 07. 12, 15. 16 
04, 17 
11, 18 
05, 19 
03, 20 
08, 10, 13, 14 

Characterisics of works 

Bending 
forward 

0 
0 
0 

0 

Classification of works in Ofunato. Table 4 

Operation 
High place 

of forklift 

。

。

一
O
O
O
一

Hauling 

。。
。。

Walking 

。

一
O
O
O
一

Lifting 

0
0
0
0
一

Question code ( # F ) 

24 29 

09 10 
02 03 13, 14 27 
26, 28 

04 
05, 06, 07 
18, 25 
12 
08 
15 
16 17 19 20 21 22 23 

01. 11. 30 

いど いど
え ち 目・u え ち
ばら ：－，，・ 工 fまら ;II: 
か土 7 か そ常

t と~t ~ .t zに
！：. も ！：. ,_ 

体が疲れる骨 士 . 土 土 土争体が疲れない

まちがいやすい骨 え え λ ム 士 争まちがえない

長い時間つづ〈と退屈する骨 士 土 土 土 λ＋退屈しない

危険を感じるときがある母 ム 人 二 人 二＋安全だ

※『私はこの作象をほとんどは品、ので、分からないJ と曹は、 rn~乱Q 凶o r. ”。．品ミ1

賃lllllこ！主主与えずに‘右のカツコ！こマルをつけてください． I J 

【質問】 この作業をする野手
どのように感じていますか？
マルをつけて答えてください．

魚の入ったタンクをフォークI）フ卜
で積みよ｜ずる作業です。

業

3

作

2 訓
常
に

そ
う
だ

それぞれの人数は 「9人，10人，6人」となった。身長

を「146～158cm,159～165cm, 166～172cm, 173～ 

180cm」で区分した。それぞれの人数は「5人， 7人，

10人，3人」となった。

2) 分析結果

(1）作業別の評価値

豊浜における 4つの評価軸の作業別のマイナス指標の

値をFig.2に示す。なお，図示における縦横の評価軸の

組合せには特別な意図は無い。

(2） 評価の悪い作業

Fig. 2の分布を参考に，豊浜においては，マイナス指

標の値が一0.7を下回った作業を評価の悪い作業として

Fig. 1 Style of survey sheets. 

1) 回答データの分析前処理

のべ80の質問 （20作業 ×4つの評価指標）を行った。

回答者数25名に対して質問別の有効回答数は最小で19,

最大で25であった。無効回答の76%は，「私はこの作業

をほとんどしないJにマルをつけたものであった。

回答者の性別は男性が17名，女性が8名であった。

その他の個人属性は，分析の便宜のため次のように区分

した。年齢を 「34～49歳， 50～59歳，60～71歳」で区分

した。それぞれの人数は「8人，11人， 6人」となった。

勤続年数を「10～25年， 26～40年， 41～55年」で区分した。

3.豊浜漁港における結果
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Bored（ー）～notbored(+) 

-------Criteria of works that were円egativelyassessed 

Fig. 2 The value of “Negative evaluation index" on the answers at Toyohama. 

Fatigued(-) -not fatigued(+) 

(3）評価の悪い「作業と被験者階層との組合せ」

作業別かつ個人属性の階層別 （年齢，身長，性別，勤

続年数）の評価平均値に着目し，関値を 一0.85として，

平均値がこの値を下回る階層を抽出した。評価平均値が

-0.85を下回る階層が存在する作業については，階層別

の評価の差異の有意性を判定した。

評価軸 「疲れる～疲れないJについては， 6作業で，

評価平均値が閥値 0.85を下回る階層が存在した。

Table 6において，関値を下回った階層を強調して示す。

年齢階層については，関値を下回る階層が現われた3

抽出した。

その結果，評価軸 「疲れる～疲れないJについては，

Table 5に示す4作業のマイナス指標が一0.7を下回った。

作業特性は特定のカテゴリーに集中せず，漁獲物入り容

器に対する 「挙上」 「運搬」「持ち下ろす」が1作業ずつ

あった。残る l作業は容器へバケツで水を入れる作業で

あった。

他の3つの評価iliJlJについてはマイナス指標が一0.7を

下回る作業が無かった。

Works that were negatively assessed in Toyohama. 

Type 

of 

works 

”Negative 
evaluation 

index” 

Table 5 

Question 

code 
Workers’comments 

「多く入れると20kg程度になる。男

が多く魚を入れてしまい，それを持
つ女の人が重たい思いをする。近い
~e:灘と思って無理をしてしまう。 」

Fatigued 

自 0.76

「重さはまちまちである。量が多いと
台車を使う（＃T10）ことが多い。」

ー0.75

「ほlま満杯で10～15kg弱程度にな
る。3段積みする時もあり，多い時は
30個くらい下ろす。 J

-0.71 

「ホースを使う方法が一般的だが，
それができないことによる気分的な
疲れがあるように思う。」

0.72 #T13 

Type of work: L:Lifting C:Carrying W:Lowering E:Emptying S:So巾 ng

Note: This table shows works whose index value is less than -0.7. 

Picture 

#T16 L 

#Tl? c 

#Tll w 
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Table 6 Categories with mean assessment values under -0.85 in Toyohama. 

Mean value("Fatigued（・）制notfatigued(+)) 
Question Age Sex Year of service 
code 34-49 50"'59 60"'71 female m百le 10--25 25-40 
#Tl2 0.14 -0.09 -0.83 0.38 ・O 13 0.22 -0.22 
存Tl3 -0.63 一0.18 一0.83 ー038 一0.53 -0.11 -0.50 
符TlS 0.75 。ω 0.67 0.38 -0.35 0.44 0.30 
#Tl6 二 週 -0.27 -0.83 ・0.50 ・0.65 ・0.56 -0.50 
杯Tl7 -0.29 。ω下三 -0.63 -0.50 -0.25 0.40 
#Tl8 。∞ 。ω 0.50 0.06 。∞ ー0.20

つの作業それぞれについて，年齢3区分による一元配置

分散分析を行った結果，漁獲物入りのカゴを持ち歩く作

業＃Tl7についてはFig.3のようになり， F検定で年齢階

層による差が有意 (p=0.00叩）と判定され， Tukey-Kramer

盟国国lessthan -0.85 

「
4

4

i

（＋
）古
山
コ
回
一
宮
山
』

Question 

code#T17 

のHSD検定（ α＝0.05）で 134～59歳｜と 160～71歳1 g 0 

の関に有意差があり59歳以下に比べて60歳以上の評価が

有意に低いことが示された。作業番号＃Tl6と＃Tl8につ

いては， F検定で年齢階層による差が有意ではない（ρ＞

0.05）と判定された。

勤続年数については，関値を下回る勤続年数階層が現

れた2つの作業それぞれについて，勤続年数3区分によ

る一元配置分散分析を行った結果，いずれも， F検定で

勤続年数階層による差が有意ではない（ρ＞0.05）と判定

された。

身長については，＃Tl2. #Tl3, #Tl5, #Tl6では低

身長から高身長の階層に向けて評価値は減少と増加を交

互に繰り返しており，＃Tl7, #Tl8では159～165cmの

階層を底とする二次関数に近似している。いずれも身長

から評価結果への因果性を説明することは困難である。

性別については，閥値を下回る性別階層がなかった。

「疲れる～疲れない」以外の3評価軸については，全て

の作業において，関値を下回る階層は存在しなかった。

3) 評価の悪い作業に関する就労者5の見解

アンケート集計後の2011年11月，底曳網漁業者4名に

対し評価の悪かった作業およひ；評価の悪い年齢階層

が存在した作業について，その要因を把握するための聞

き取り調査を行った。

その結果，作業別に得られた指摘を前掲のTable5に

示す。以下，作業特性と就労者の意見を照合してみる。

漁獲物入り容器の「挙上」「運搬」「持ち下ろす」がl作業

ずつあり，内容物の重量がまちまちで，重い場合には疲

れも大きいことがうかがえる。また「運搬」の＃Tl7に

ついては台車を使うことで回避できるということだが，

台車を使う場合には＃Tllと同様の作業が発生するので

疲れを完全に回避できるわけではない。また＃Tl3の指

摘にあるホースを使えない場合とは，給水パイプが他経

営体により使用されて空きが無い時や，他経営体の作業

場所を避けて自らの場所にホースを回すことが困難な時

であり，主に心理面に起因する疲れであることがうかが

4
4
4

司
J
’』

’
）
古
山
コ
∞
一
刺
市
川
比

34~49 so~sg 

Age 

60~71 

Note: 

一？！↓五γ に e山町ks：…
• group mean± <fす） 12 x Cl/2 

・A horizontal line through the graph is total response 
sample mean. 
・Thehorizontal extent of each group along the x-axis( the 
horizontal size of the diamond) is proportional to the 
坦 mplesize of each level of the x variable. 

Fig. 3 The result of one-way ANOV A related to the awareness 
of fatigue by age (Work#Tl7 at Toyohama). 

える。

このほか，60～71歳の階層において疲れるという評価

が多かった作業＃Tl8（シャコなとーが入ったカゴを床に

置く作業）について，「シャコの場合で重くて15kg程度

である。60代以上で腰を悪くしている人が悪く評価した

のだろう。狭い場所の作業のため余計に疲れる。ホース

があったりして思うように運べない。」との指摘がなさ

れた。

4.大船渡漁港における結果

1) 回答データの分析前処理

のべ120の質問（30作業× 4つの評価指標）を行った。

回答者数19名に対して質問別の有効回答数は最小で14,

最大で18であった。無効回答のほとんどは， 「私はこの

作業をほとんどしない」にマルをつけたものであった。

このうち，全ての作業について「私はこの作業をほとん



る1つが「高所」で「けんヲUする作業であった。退屈

すると評価された作業は 1つで，作業特性は「歩行」で

あった。危険と評価された作業は6つで，その作業特性

は， 4つが「フォークリフト操作」， 1つが「高所jで

の「前屈J. 1つが「高所」での「けん引」であった。

(3）評価の悪い「作業と被験者階層との組合せ」

Table 7に示した作業について，個人属性の階層別

（年齢，身長）の評価平均値をTable8に示す。これより，

関値を－ 1βとしこの値以下の階層を抽出した。評価

平均値が－ 1.0以下の階層が存在する作業については，

階層別の評価の差異の有意性を判定した。

「疲れる～疲れない」の評価では， 6作業中5作業が評

価平均値一1.0以下の年齢階層を有していた。この5作

業それぞれについて，年齢階層による一元配置分散分析

(F検定）では階層による有意差はない（ρ＞0.05）と判

定された。また， 6作業中5作業が評価平均値 1.0以

下の身長階層を有していた。この5作業それぞれについ

て， F検定では階層による有意差はない（戸＞0.05）と判

定された。

「退屈する～退屈しないjの評価では，＃Fl8は評価平

均値が－ 1.0以下の年齢階層を有し， F検定から年齢階層

聞に有意差がある（ρ＝0.0480）と判定されたが， Tukey-

KramerのHSD検定（α＝0.05）では，年齢階層間に有意

差は見いだせなかった。また，＃Fl8は評価平均値が

1.0以下の身長階層を有していたが，身長階層によるF検

定では階層による有意差はない（ρ＞0.05）と判定された。

「危険～安全」の評価では， 6作業すべてが評価平均値

一1.0以下の年齢階層を有していた。この6作業それぞ

Vol. 51 No. 2 学

どしない」と回答した l名を分析対象外とし残る18名

の回答を分析対象とした。

分析対象とした回答者の性別は全て男性で、あった。そ

の他の個人属性は，分析の便宜のため次のように区分し

た。年齢を「18～29歳， 30～49歳， 50～62歳」で区分し

た。それぞれの人数は「4人， 5人， 9人」となった。身

長を「159～165cm, 166～172cm, 173～179cm」で区分

した。それぞれの人数は「7人， 7人， 4人jとなった。

勤続年数は，年齢との間に強い相関（勤続年数＝ 17.7 

+0.98×年齢） (R2=0.997）が見られたことから，区分を

設定しなかった。

なお，一つの作業（＃Fl5）について，回答の回収後，

調査票の写真に当該作業のみならず別の作業がもう一つ

写っていることに気づき，回答の正確さに疑義が生じた

ため分析対象外とした。

2) 分析結果

(1）作業別の評価値

大船渡における4つの評価軸の作業別のマイナス指標

の値をFig.4に示す。なお，図示における縦横の評価軸

の組合せには特別な意図は無い。

(2）評価の悪い作業

Fig. 4の分布を参考に，大船渡においては，マイナス

指標の値が 1 0以下の作業を評価の悪い作業として抽

出した。

その結果，マイナス指標がーLO以下となったのはTable

7に示すのべ13作業であった。疲れると評価された作業

は6つで，その作業特性は， 3つが「歩行」して「けん

引」する作業， 2つが「前屈jで「挙上」する作業，残

工産水100 
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れについて，年齢階層によるF検定では階層による有意 3) 評価の悪い作業に関する就労者5の見解

差はない（ρ＞0.05）と判定された。また， 6作業すべ アンケート集計後の2011年11月，大船渡魚市場の職員

てが評価平均値一10以下の身長階層を有していたが， 5名に対し，評価の悪かった作業および，評価の悪い年

この6作業それぞれについて，身長階層によるF検定で 齢階層が存在した作業について，その要因を把握するた

は階層による有意差はない（ρ＞0.05）と判定された。 めの聞き取り調査を行った。

Table 7 Works that were negatively assessed in Ofunato. 

Type I 
• I Question 

or ! code 
worKSI 

1・Negativeevaluation index" 

Piζtu re 
Fatigued Bored Dangerous 

Workers' comments 

-1.17 
r魚体に傷をつけないよう，手かぎを使わな
いため，手を低位置に下げてから持ち上げ
なくてはならない。』

-1.00 『持ち上げる高さが高い。」

・l.28 

「昨日6や＃F071こ比べて重量が大きい。』
「＃F06や＃F07では容器に付けられた紐を
引っ張るが ＃FOSの容器には紐がないた
めI 手かぎを待つ手の位置が低くなり，つら
い姿努になる。j

-1.06 

一1.06

・l.11 「さぼっているように見られてしまうバ

-1.12 「足もとが滑って危ない。」

『中身が重い。また，パヶ、ノトょが滑りやす
い。滑りやすいことは物の出し入れのため

1.00 
には良いが？足が滑るから踏ん張れない。』
「滑って転びやすいので危ない。」

が
居
：

前
付
加

し
ι

力
士

な
目
れ

危
も
け

』

削
げ
、
酌
ふ

側
川
知
叫

み
L
，
ン
す

積
咽
告
沖

地

μ
九
州

J

S
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。U
J
H
1

パ
ゆ

み
泳
品
川
一

積

h
v
q
h

段
え
な
引

h

川
見
か
引

1
 

4
 

1
 

#F19 

『水の振動が加わるぷんI 空の跨よりもヲン
ー1.19 クの安定性が悪く舗装がでこぼこの箇所

を走る時の振動でずれやすい。」

符F22

「周りに人が寄ってくるのが危ない。＇：＞ンク
1.13 の数が多く2つ重ねで運ぶ時は。前方の見

通しが悪いぶん危険が増す。 j

f前方の状況に意械を集中させる必要があ
-1.07 る。そのため周囲に人が歩いていても注意

が行き届かない。」

Type of works L:LiftiηE W:Walking B:Bending forward A: Hauling H:High place F:Operation of forklift 

Note: This table shows works whose index value is -1.0 and under 
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Table 8 Mean assessment values by age and height 
category in Ofunato. 

Question 

code 

#F03 

#FOS 

肝06

樗F07

#FOB 

#F29 

Mean value(Fati<ued(-) -not fati<uedl+ll 

Age 

30"'49 

-Lα~· 
-1. -0.78 

・114 ~ 
-1.00 0.86 

ー0.71 -0.43 

-0.86P -.L14 

Mean value(Bared卜）匂notbored(+ll 

。∞
。∞
一0.67

-1.00 

Question I Age I Person's height (cm) 

code I lS-29 30"'49 S0--62 I 159～165 166～172 173～179 

#Fl8 I -1.釦 －L印 0.111 -0.86 -0.43 -1.00 

Mean value(Dangerousl-1向日fe(+ll

Question Age I Pe日on'sheight (cm) 

code lS-29 30"'49 so可2 I 159～165 166～172 173～179 

#FOB 。∞ .:t,.oo -o.日 －0.33

#Fl2 -0.75 -1.00 

#fl6 一一司 -l 67 

#Fl9 -1.00 -1.67 

#f22 0.67 -1.00 

#F23 -133 

田園・・・-1.0 and under 

作業別に得られた指摘を前掲のTable7に示す。以下，

作業特性と就労者の意見を照合してみる。

疲れると評価された作業のうち，「歩行」 して 「けん

51」する 3つの作業はけん引する容器が異なっている。

評価値は＃F05が最も悪く，その理由として，容器の大

きさに伴う内容物の重量の大きさのほか，容器に紐が無

いことが作業姿勢に影響するという指摘がなされた。

「前屈」で「挙上」する 2つの作業については，対象物

の低さあるいは高さに合わせた動作を要求されることが

疲れの原因に挙げられた。「高所」で「けん号｜」する作

業については，高所であることは疲れの原因となってお

らず，床面の滑りやすさと対象物の重量が原因となって

いるようであった。

退屈すると評価された作業は「歩行Jだが，ホースを

持ちつつ歩行と立ち止まることを繰り返す単純な作業に

関する不満が挙げられた。

危険と評価された作業の4つを占める「フォークリフ

ト操作」は，危険の原因として，周辺の歩行者の存在，

視界の悪さ，地表の凹凸およびタンクの劣化に伴うタン

クの安定の悪さが挙げられた。残る 2つは「高所作業」

だが，高所だから危険ということではなく，床面の滑り

やすさが危険の原因となっていた。なお，＃Fl6, #F22, 

#F23で周囲に寄ってくるのは，主に，入札前にタンク

内の魚体サイズなどを確かめようとする買い受け人であ

り，フォークリフトでの運搬中に近づく行為が危険との

指摘がなされた。

5.疲れる作業に関する腰部椎間板圧迫力推定値

との照合

疲れる作業のうち魚体あるいは漁獲物入り容器を持つ

作業について，別報7）において従事者の腰部椎間板圧迫

力を次のように推定している。

豊浜の調査で疲れると評価された作業のうち漁獲物入

り容器を持つ3作業について腰部椎間板圧迫力を推定し

ている。うち作業＃Tllは容器を台車から持ち上げるシ

ーンと容器を地表面に置くシーンのそれぞれについて推

定している。また，有意差は無かったが60～71歳の疲れ

の評価が目立った作業＃Tl8についても推定している。

調査対象者のプロフィールをもとに，推定値を49歳女性

における許容値と比較している。

大船渡の調査で疲れると評価された作業のうち，魚体

を持つ作業＃F29について腰部椎間板圧迫力を推定し

同市場の平均的な年齢（45歳）の男性における許容値と

比較している。

結果は次の通りであった。作業＃F29，作業＃Tllの2

つのシーンおよび作業＃Tl8について腰部椎間板圧迫力

は許容値を上回る。作業＃Tl6および＃Tl7については許

容値を下回る。但し作業＃Tl6は挙上する重量が18kg以

上の場合に許容値を上回る。また作業＃Tl7は就労者が

60歳以上の女性の場合に許容値を上回る。

すなわち，疲れると評価された，魚体あるいは漁獲物

入り容器を持つ作業は，おおむね，許容値を上回る腰部

椎間板圧迫力が生じていることが推定された。

6.考 察

本研究では，漁港でなされる漁獲物取り扱いおよびそ

れに付随する労働を対象として， 2つの現場の工程 ・作

業分析の結果に基づいてSD法によるアンケート調査と

聞き取り調査を実施し作業中の疲れ，危険等の問題を

定量化して評価した。

2箇所のうち豊浜では， 容器の陸揚げに用いる滑り台

と手押しの台車以外には輸送機器類が使用されていない。

実態として漁獲巴物入り容器の手持ちによる運搬が多くな

されており，このことが就労者に疲れを感じさせていた。

また，作業場所が多数の経営体に区分して割り 当てられ

ているために作業が思い通りにできないことも疲れの一

因となっているようであった。危険と評された作業は無

かった。一方，大船渡ではフォークリフトやベルトコン

ベヤーが導入されているが，工程全体には多くの人力に

よる作業があり， けん引や挙上を伴う作業が就労者に疲

れをもたらしていた。また，人が立つことを想定してつ

くられていないフォークリフトのパケット上で立ち作業

をすることが就労者に危険や疲れをもたらしていた。さ

らに，市場職員がフォークリフトを使ってタンクを運搬
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するのと同じ空間で，買い受け人が業務上の目的のため

に歩行していることが接触の危険を感じさせていた。

次に，以上の問題の背景にあるシステム的要因を検討

する。本研究に示した定置網や底曳網の漁獲物取り扱い

では，日々の魚種と漁獲量の変動が大きい。かっ我が国

では， トロ箱等に漁獲物を少量ずつまとめたものが販売

単位となり，売買においては，漁獲物のサイズなどの客

観的数値に拠るだけではなく，買い手がじかに漁獲物を

視認し，品質に関する買い手の見識を強く反映させた値

付けがなされる。そのような売買を可能にするためにき

め細かい選別がなされ，それに伴い多数の運搬も発生す

るといえる。

次に改善策を検討する。豊浜のような機械類が導入さ

れていない現場から疲れる作業を無くすには二つの方向

が考えられる。一つは，経営体ごとに行っていた作業を

集約して機械化することである。但し豊浜の例ではシャ

コなとサ舌カ保持に細心の注意が必要な生物種を扱ってお

り，集約化においては各経営体の品質保持の努力が販売

価格に的確に反映されるような運用上のシステム設計も

伴わねばならない。また，汎用的な機械を多様な入荷状

態に対応させようとすると機械で出来ない部分を人聞が

補うことになり，大船渡と同様の危険が生じることが考

えられる。もう一つの方向は，現在のような経営体別の

区割りを継続するが，作業空間を拡げ，給水栓を多数配

置して地表を這うホースを減らすなど漁港施設を改変す

ることにより，台車，架台等の器材を導入しやすい環境

を整え，疲れる作業の発現頻度を減らすことである。

一方，大船渡ではフォークリフトとベルトコンベヤー

が導入されている。それらは市場全体での疲れる作業の

発現回数を大きく減らしているといえる。しかし漁獲物

の量および魚種構成が日々変化することから，機械では

実現できない部分を就業者の身体機能によって補ってい

て，そうした作業で危険や身体負荷が生じている。機械

を使用できる作業であっても人力で、行ったほうが早く済

む状況においては身体負荷の大きい作業が発現しやすい。

またフォークリフトの導入により，買い付けのために場

内を歩き回る仲買人などとの接触という新たな危険が発

生している。この危険を解消するには荷さばき所の施設

形状あるいは空間利用方法の見直しという根本的な対策

が必要と考えられる。

現在，豊浜漁港では岸壁の改良・拡幅工事が，大船渡

漁港では新市場の建設工事が進められており（2014年1

月現在），こうした施設の変化が疲れや危険を減らす契

機となる可能性がある。

最後に，漁港の漁獲物取り扱い作業における危険や身

体負荷の改善を実現する汎用的な技法について検討する。

本研究で示した，工程・作業分析に基づく SD法での

作業評価と腰部椎間板圧迫力推定により，作業の中に潜

在する危険性や疲労等の問題を，評価値として就労者と

管理者が共有することができる。これらの技法を労働改

善に向けた問題ある作業の一次的なスクリーニングに利

用することで，次の二種類の改善の道が関かれると考え

られる。一つは道具の改良のような自主的な改善である。

すなわち，悪く評価された作業について就労者と管理者

が改良策を話し合い，それを実践することにより自主改

善の実現が期待できる。もう一つは専門家も参画する根

本的な労働改善である。すなわち，スクリーニングされ

た作業について，専門的な知見をもとに継続時間，発現

回数等も考慮して身体負荷や危険性を詳細に評価し，改

善の必要性を客観的に判断して，新たな作業機械の開発

や，空間利用と販売方法も含めて漁獲物取り扱いのシス

テム的な見直しを実現することが期待できる。

システム的な見直しにおいては，作業空間をレイアウ

トし直して機械と就労者の役割分担をシミュレーション

することが必要であり，機械メーカー，人間工学の専門

家，漁港管理者らの協働で取り組むことが望まれる。同

様な漁港を多数有する都道府県程度の広域行政の課題と

して取り組むことも考えられる。

謝 辞

本研究は，北海道大学審査学位論文「漁港の労働改善

に向けた漁獲物取り扱い時の工程・作業評価に関する研

究」の一部である。

現地調査においては，豊浜漁業協同組合の底曳網漁業

者およびその御家族の皆様，大船渡魚市場株式会社の職

員の皆様に御協力を頂きました。ここに謝意を表します。

参考文献

1) 神代雅晴編著：職場改善～産業保健人間工学の知

恵と妙技～， pp.35-37，日科技連， 2008.
2) 佐伯公康・木村暢夫・藤森康澄・安閑洋樹．漁港

の労働改善に向けた漁獲物取り扱いの工程・作業

表記技法の開発，北海道大学水産学部紀要， 55

(112）・ 107-132,2013. 
3) 佐伯公康：漁港における漁獲物取り扱いの工程・

作業分析事例， http://saekidocument.a.la9.jp/

Work_Analysis_Saeki一Kimiyasu.pdf
4) 日本建築学会編：建築人間工学事典， p.217，彰

国社， 1999.
5) 日本建築学会編：よりよい環境創造のための環境

心理調査手法入門， pp.19-24，技報堂出版， 2000.

6) 佐伯公康：大船渡および豊浜における工程・作業

分析結果とアンケート対象作業との対応表，

http://saeki-document.a.la9.jp/Correspondence_ 

Work Questionnaire Saeki_Kimiyasu.pdf 

7) 佐伯公康・木村暢夫・藤森康澄・安問洋樹・久宗

周二：漁港における漁獲物運搬時の腰部椎間板圧

迫力の推定，水産工学， 51(2) : pp.133-137, 2014 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

