
  
  水産加工業の再生にかかる過程と再建の方向

  誌名 農業市場研究
ISSN 1341934X
著者名 廣田,将仁
発行元 筑波書房(発売)
巻/号 22巻3号
掲載ページ p. 15-26
発行年月 2013年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



［農業市場研究第22巻第3号（通巻87号） 2013. 12] 15 

〈論文》

水産加工業の再生にかかる過程と再建の方向

廣田将仁＊

Problem Identification and the Rebuilding of the Marine Products Processing 

Industries Post-3.11 

HIROTA, Masahito 

National Research Institute of Fisheries Science, Fisheries Research Agency 

Abstract: 

One purpose of this paper is to confirm the process of reconstruction of the fishing industry from a 

state of destruction suffered by the Great East Japan Earthquake of 2011, and the other is to suggest 

a reconstruction plan that will yield an integrated fishing industry. Despite widespread criticism that 

the reconstruction is too slow, the process and the actual state of progress is not generally well 

known, and the stakeholders who were affected by the disaster have not recognized their present 

situation or identified appropriate steps for suitable reconstruction. In order to confirm the state of 

the reconstruction process from the day of the disaster 2011 to February 2013, the research identities 

four "stages," classifying the action pattern in four "types," following the behaviors of the fisheries 

processors. On this basis, the research identifies the problems emerging due to late reconstruction as 

well as what should be done to address this situation and what should be done in the future. The 

research emphasizes the contribution of local industries and communities rather than focusing solely 

on measures of economic growth. In order to ensure that such contribution continues in the future, it 

is proposed that the industry have balanced functions regarding fish utilization along with balanced 

distribution of local fishing resources among local industries and communities. 

〔Keyword到 Fisheries,accumulation of fish processing industries, process of reconstruction, type of 

reconstruction, local industries 

I はじめに

東北地方太平洋沿岸は日本有数の水産業関連業

種の集積地である。この地域の沖合では北部太平

洋まき網という日本最大の漁業が周年操業し、こ

れに対応する水産加工業の集積も日本最大の規模

の生産を担ってきた。今回、水産加工業関連の被

害を受けた地域は、青森県八戸地区から宮城県に

至る三陸筋、福島県から茨城県に至る常磐筋と呼

ばれる地域で、沖合漁業のほか沿岸漁業や養殖業

も盛んだったところでもある。しかし、震災後2

ヶ年を経過した現在も従来の生産力を回復し切れ

ていないほか、水産加工業の中でも凍結・冷蔵庫

の新規着工がすすむ一方、特に食品製造業の復旧

が遅れるなど、やや不均衡な復興プロセスを辿っ
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ていることが明らかになってきた。

もともと水産業が漁獲物を効率的に処理するた

めの機能、例えば餌料や輸出用に大量凍結する機

能、食品用として水産加工品を製造する機能、あ

るいはイワシ類などの多獲性の魚種や加工残滓を

受け入れるフィッシュミール製造業などのバック

ァップ機能は水産加工業の産地集積の中で常に一

体のものであった。この「機能」は、天然資源で

あり地域の生産物である漁獲物を効率的に処理し

ていくために形成されてきたものでもあった。復

興の遅れについては、地盤沈下や岸壁の破壊の程

度によっても岩手県と宮城県では復興スピードが

異なったし、二重ローンや工場再建についてもそ

の制約として取りざたされてきた。しかし、そも

そも水産業が円滑に水揚げされた漁獲物を処理す

るためにもともと必要としてきたこのような機能

のバランスのとれた再建こそがいち早い復興のた

めに最も注意を払わなくてはならない要件である

と考えている。水産業は環境に影響された資源変

動や生態的な理由からくる魚種交代現象など天然

資源特有の影響を受けやすい産業である。この天

然資源を対象にした産業がこのような生産の変動

のみならず、今後の経済の変動により頑健に復興

していくためには、冷凍工場などある一つの機能

のみ復興させるのではなく、水産食品製造や、フ

ィッシュミールなどのバックアップ機能がバラン

スよく復興されることが大切である。さらには同

業・異業種を問わず水産物に関わる多様な業者間

の連携も必要になろう。変動しやすい漁獲量を効

率的に循環させるためには、これらの機能をバラ

ンスよく分担することができる一体的な復典プロ

セスを想定しなければならないということが報告

者の基本的な意見である。

しかしその一方、水産加工業は、今や前浜の漁

業資源に依存せず広域的な同業者ネットワークに

依存して業務を行っている。そのため個々の水産

加工業の再建と水揚げ産地の復典は必ずしも一致

しないという実態もある。この見方については、

前浜資源に依存しない水産加工業のビヘイビアと

して既に1990年代に脱資源型水産加工産地の概念

が提唱されて以来（秋谷[1 ]) I)、水産経済研究

領域にも定着していたはずだが、復興プロセスを

検討する際に顧みられていない。

実態に即せば、水産加工業は水産業を構成する

ものではあるけれど、漁業とは異なる商工業的性

格が強い機械産業であり、必ずしも天然資源に従

属するものではない。われわれは、食品加工や凍

結、ミールのような漁獲物を効率的に処理・利用

するための機能が包括的に語られなかったという

指摘の他に、このような資源から自律的である商

工業産業のビヘイビアが復興を主導しているとい

う現実も確認しておかなくてはならない。ただ

し、水産加工業だけが地域や資源に関わることな

く復興すればよいということにはならない。なぜ

なら水産業には、雇用や地域コミュニティの基礎

として地域に果たす役割、天然資源である水産物

を食品として利用しながら大切に管理していく社

会的な役割があるからである。そのためには、漁

獲された資源を利用する水産加工業のあり方とし

て、バランスのある復興プロセスに注目すべきで

ある。

これを踏まえた上で、改めて「漁業」を基にし

た水産加工業の再建はどのように達成されるべき

かということを考えたい。漁業の生産特性に合わ

せて、且つ地域産業として、今日的な産地集積に

整備されるべき機能を改めて検討することは、地

域経済や沿岸を含む漁業資源、水産物の効率的な

利用という文化の肯定という側面において必要な

提起であるし、その市場の有り様を考察する際の

基礎として必要である。

II 水産業の陸上セクター被害と影響の実情

1 水産加工集積の被害と実情

東北地方太平洋沖地震による水産加工業の被害

は、主に宮城県、岩手県および福島県に集中し、

宮城県に至っては439工場のうち大半に当たる328

工場が全壊し、機能は壊滅に至った。とりわけ水

産加工集積の拠点である石巻、気仙沼、女川など

の破壊は凄まじい。その一方、銚子・波崎と八戸

地区の水産加工業関連の被害は、損壊率と被害額

の面からも比較的軽微であった。

しかし公表されたデータはあくまで建屋損壊数

であり、調査の過程においてより深刻な経営内部

の実情が認識されるようになった。経営に関する

実情とは、熟練従業者のスキル・ノウハウの棄損



水産加工業の再生にかかる過程と再建の方向 17 

表 1 水産加工施設被害状況(7道県の太平洋側）水産復興マス タープラ ン（水産庁）より抜粋
（平成23年12月26日現在）

加工場数 損壊率 被害状況 （県等からの報告） 被害額
（漁業センサス）

北海道 570 5.4% 一部地域で被害（半壊4、浸水27) 100百万円

青森県 119 47.9% 八戸地区で被害 （全壊4、半壊14、浸水39) 3,564百万円

岩手県 178 80.9% 大半が施股流出・損壊 （全壊128、半壊16) 39,195百万円 I
，宮城県 439 86.1% 半数以上が壊滅的被害（全壊323、半壊17、没水38) 108,137百万円

福島県 135 77.8% 浜通りで被害（全壊77、半壊16、浸水12) 6,819百万円

茨城県 247 31.2% 一部地域で被害（全壊32、半壊33、浸水12) 3.109百万円

千業県 420 7.4% 一部地域で被害（全壊6、半壊13、浸水12) 2,931百万円

計 2.108 39.0% 全壊570、半壊113、没水140 16,3855百万円

注： 1)被害状況は、 北海道、青森県、宮城県、茨城県、千菜県は水産加工団体から、岩手県、福島県は

県庁から聞き取り 。
2)被害額は水産加工団体から聞き取り 。なお、共同利用施設に係るものも含まれる。

など組織能力の問題、市場対応の遅れによるキャ

ッシュフ ロー など資金循環に関わる問題などであ

る。水産加工業では、震災前から経営内容の悪化

はささやかれていたが、この経営悪化を人的な力

で補いながら事業を継続してきた。 しかし、その

経営と人材の両面が激しく棄損したということで

ある。これに加え福島第一原発事故の影響は大き

く、食品の安全性に対する検査コスト負担が大き

く、食品製造業の再建スピー ドが遅れる要因とな

っている。放射能に関連するコス トの増加は、食

品製造業の場合、副原料などにも及ぶ。また、聞

き取 り調査の範囲では、その時間的なロスも大き

いという声も多かったようである。

2 放射能事故等に起因する影響

水産加工 ・流通業者が認識する風評被害を含む

放射能対策にかかる負担は、安全証明発行による

コス ト、 放射線基準超えによる流通停止の潜在的

リスク、 市場による代替 ・競合材シフ ト脅威であ

る。「安全証明コス ト」は、モニタ リングコスト、

結果判明までの時間的コス ト、 収束の遅れを原因

とした信用低下によるコス トの増大として関係者

に認識されている。「潜在的 リスク」については、

買い控え被害拡大や、加えて将来発生・報道され

るかもしれない基準値超えに対する不安などであ

る。「代替・競合材シフト脅威」については、諸

外国の輸入禁止による冷凍在庫の回転率の低下、

太平洋産の養殖用餌科が西日本産のイワシ類へ代

替され凍結原料の不良在庫化 と価格低下を招くな

ど在庫 リスクを意味していると考えている。

宮城県を含む常磐筋で特に深刻だったのは、風

評被害による「安全証明コス ト」と「潜在的 リス

ク」であり、これに伴い水産加工業経営に生じた

リスクとコス トは大きい。小山報告にも触れられ

たが、これに関する公的なルールが設定されてお

らず、現場では今なお混乱する場面も多い。三

陸 ・常磐筋の水産加工業の今後の再建方向を規定

する大きな一つの要因として原子力発電所事故に

伴う課題は避けられず、期待していた海外輸出や

国内市場向けの食品加工などの領域でも2013年の

現在でもなおネックとなっている。

m 漁業生産と水産加工業のすがた

三陸 ・常盤筋における沖合漁業漁獲物は、サバ

類やイワシ類、サンマなどのいわゆる青物類を中

心 として沖底漁業のイカ類、タラ類が続く 。特に

サバ類などは、同 じ北部太平洋海域の中でも、回

遊スケジュールに応じてサイズ、脂質含量など品

質的要素が異なる。また、大消費地との距離など

地理的条件によっても産地の機能は異なる。ここ

ではまず、震災被害からの復興方向を考察する前

に、震災前の各水産加工集積とこれに対応した漁

業の特徴はどのようなものだったのかを確認する

ことにしたい。

北部太平洋まき網漁業（北 まき漁業）は日本最

大の漁業である。その水揚拠点である銚子・波崎、

石巻、八戸漁港を擁する三陸 ・常磐筋の水産加工

業の生産力は高く 、各地区の水産加工生産額 2)

は八戸地区で701億円、銚子・波崎地区1,312億
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震災前におけるサパ類の

漁業と流通

図1 北まき漁業の主要水揚げ拠点港における水産加工集積の機能別類型

円、石巻660億円、気仙沼432億円という規模であ

り、他地域の大型産地である焼津地区1.186億円、

境港地区の372億円と比較してより巨大である。

これら地域の水産加工集積の特徴と概要を図 1に

示した。これに沿って、以下、 1)凍結能力など

漁獲物処理能力に関すること、 2)水産食品の製

造に関すること、 3)魚類養殖用の冷凍餌料やフ

ィッシュミールなど非食用加工に関すること、ま

た、 4)輸出条件に関することなど、流通集積が

司る 4点の「機能」から説明したい 3)。

1 千葉県、茨城県 （銚子・波崎）の水産加

工業の機能

三陸・常磐筋において最大の生産規模 (1,312

億円）を持つ銚子・波崎地区の特徴は、凍結能力

に由来する非食用傾斜および輸出を志向するとこ

ろにある。ここは春夏にはイワシ類、秋冬にはサ

バ類と棒受網によるサンマが供給されることか

ら、 1年を通じて切れ目なく多獲性魚類の凍結を

行うことが可能で、凍結機能が著しく発達してい

る。この旺盛な凍結処理能力があることから、北

まき漁業の全漁獲量のうち約60%が銚子漁港に集

中することになる (2010年実績）。当地区の日産

の凍結能力は常磐・三陸筋全体の約35%もあり、

ストックカは日本でもっとも高い。しかし、食品

製造業では原料の多くを輸入と他の地域からの移

入物を依存しており地元漁業との関係が小さい。

そのため、漁業生産と食品加工業の繋がりは限ら

れており、むしろ魚類養殖用の餌など非食用流通

を軸に産地が成立してきた。さらにサバ類やサン

マ類などは、いまや全体の約 7割が輸出に向けら

れている。

銚子・波崎地区では、巨大な冷凍工場に見られ

るように装置化された凍結力と非食用、そして輸

出など大型化された産業財の生産に偏り、その

点、経済効率は高い。しかし、このようなかたち

は、業種 ・業態・規模の多様性に乏しく（図 2)、

価格の暴騰と暴落を引き起こしやすく、経営が安

定しにくいり。 つまり、この産地は経済性にはす

ぐれるが、産地としてはバランスを欠き、経済、

資源の変動に対して不安定になりやすいという特

徴を持つ。

2 宮城県石巻地区の機能

八戸と銚子・波崎の中間に位置する石巻地区

は、「中間漁場 ・中間漁期に対応した緩衝（バッ

ファー） ・バランス型の集積」の機能がある産地

として整理した。石巻沖の漁場は、北部太平洋海

域の中でも中間に位置している。このことから、

北まき漁業のほか沖合底引き網漁業や近隣の沿岸

漁業からの漁獲物の集積地として一年を通して多

様な魚種・漁業種に応じた食品加工、凍結 ・ミー

ル機能のバランスを持ち、南北の漁場移動に即し

た中間地点の受け皿に当たる産地である。
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銚子・波崎地区：凍結偏重型 八戸地区：食品中心のバランス配置

図2 主要水産加工産地 （銚子・ 波崎地区、 八戸地区）における業種別・ 規模別の分布

資料：「セフティー（各年）」食品速報社、推計

震災前の石巻地区の凍結能力は約1,500トン／日

であり銚子・波崎地区にくらべれば劣る。しか

し、カツオ ・マグロ類とサンマの取り扱いを近接

する塩釜・気仙沼へ、女川にはサンマの処理機能

をそれぞれ分担しており、これら地域全体の能力

を合わせると銚子 ・波崎など常磐筋にある水産加

工産地と同程度の能力があった。食品製造業で

は、缶詰加工をはじめ地区内の水産加工業者数は

150社を超え、規模 ・業種ともに多様度は高い。

この多様性は春夏季のイワシ類、秋季のサバ類

や、沖底漁業や搬入ものなどここで取り扱われる

多様な原料の種類に応じたもので、原料の魚種の

ほか塩蔵、漬魚、塩乾、珍味、缶詰など多様な製

品種類がつくられていた。そのことからも数社の

寡占になるのではなく、多様な業種と幅広い規模

の水産加工業者が成立していた。

さらにこの産地は、三陸・常磐筋で最大のミー

ル生産能力が残されておりイワシなど多獲性の漁

業資源に対応する性質を残していたといえよう 。

一方、凍結・輸出の規模は大きくはなく、全体と

して食品製造業を中心とした、多様性を伴ったバ

ランスのよい機能を有していたと整理している。

3 青森県八戸地区の水産加工業

北まき漁業や沖合底引き網漁業に対応した装備

を持つ産地として、 三陸 ・常磐筋最北に位置する

八戸地区の水産加工業は「食品加工型集積」と類

型化できる。ここは、シメサバを中心に、イカ釣

漁業や沖合底引き漁業からもたらされる原料を組

み合わせながら、石巻地区と同じく業種、水産加

工業の規模の多様性が高い。八戸沖におけるマサ

バ漁場形成時期は 9月から11月と短いが、この時

期は脂肪分量も多く、食品原料として優れている。

「八戸前沖サバ」というプランドは有名である。

八戸の水産食品加工では、特にシメサバの利益

率が高く、 1990年代のマサバ資源が後退し、八戸

でのサバ類の水揚げが約10年間途絶えても、ノル

ウェ ーサバを利用しながら、幅広い規模の食品加

工業者群が維持された。

しかし、その反面、食用加工 ・単一魚種だけに

照準を絞ってきたことから、銚子 ・波崎のように

冷凍能力を上げ経済的な効率性を高めていくとい

う方阿はない。しかし、石巻地区と同様に、前浜

から供給される漁業資源に連動した食品製造業

と、業種・業態 ・規模の多様性が維持された産地

である。経済性は小さいながらも価格の高騰、暴

落などの負の面は生じにくい産地として発展して

きたという整理を行っている。

IV 水産加工業復興の経過

2011年3月11日の東日本大震災とその津波被害

により三陸・常磐筋の水産加工業の様相は一変し

た。 しかし、漁船や漁港に復興施策が集中し、よ

うやく行われた水産加工業の復旧施策は、地盤沈

下した漁港周辺の工場跡地の嵩上げ、漁港付帯設
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図3 震災後 1年間の水産加工業における再建プロセスと4つの復興タ イプ

備（荷捌き等）の整備、水産加工団地の再整備な

ども依然として制約が多い。雛災から 2年が経過

した今、上記の諸施策は依然として課題の解消に

至らず、復典の遅れに拍車をかけている。これに

対して、被災各地の中核的な水産加工業者は、復

興施策の遅れとミスマッチを許容できず独自に操

業を開始するものが後を絶たない。このような実

際の復典プロセスを時系列的に整理すると次のよ

うな 4つのタイプに類型することができる（図

3)。

すなわち「緊急避難型」、「機能特化・再配置

型」、「ネッ トワーク型」そして「単純復旧 ・団地

型」である。「緊急避難型」の定義は、震災後、

数か月後、資本・資金の回転が止まることを恐

れ、当面の間、被害が比較的軽微だった地区の水

産加工業者の保有する遊休設備を利用し再開しよ

うとした民間主導型のもの。「機能特化 ・再配置

型」の定義は；石巻の復興に際し他の重要地区と

の機能の連携を想定した広域的な効率性を向上さ

せるために集中的機能整備を行おうとする行政主

導型のもの。「ネットワ ーク型」の定義は、被災

した水産加工産地の中でも規模的に中核的な企業

を中心に、地域を超えた同業者同士のネットワー

クの元でその会社の工場の一角を使用しつつ操業

を再開した民間主導型のもの。そして「単純復

旧 ・団地型」の定義は、ネッ トワーク型にすすむ

ことができない小規模業者を中心にして、意見集

約を行いながら1980年型と 同様の団地再建を目指

す行政主導型のものである。この再建タイプ類型

の各定義を踏まえてその経過を三段階のステージ

に分けて以下に整理した。

1 第 1ステージ （震災直後~2011年夏）

震災直後の2011年6月頃には、水産加工業者は

被害の小さかった塩釜地区や八戸地区の空きエ

場、協力関係にある遠隔地の同業者に対して協力

を要請し、取引・事業の継続を優先するために自

社の操業ラインの確保に動いた ことが観察され

た。この動きは、上記の定義の ようにストップさ

せないための 「緊急避難型」に相当するものであ

る。また、夏頃には、特に被害の程度が激しかっ

た石巻や気仙沼地区の復興方向について機能再編

のあり方が関係者間で議論された。各地で参集さ

れていた復興会議などもこれに当たる。 とりわ

け、被害の大きかった宮城県や岩手県について

は、被害が軽微であった八戸地区と銚子 ・波崎地

区との広域的な連携を視野に入れた議論があっ

た。そこでは、被害の少なかった両産地に対して

安定生産と供給を維持するという名目において、

原料供給拠点のための凍結機能の重視、食品原料

と輸出商材の円滑な移出機能の整備という積極的

な物流整備に注目した 「機能特化・ 再配置型」が

議論された。しかし、広域的な産地の連携に基づ

く国土 ・産業政策的な機能再編という中長期的な

戦略的なアプローチは、早急な操業再開と再建と

いう短期的な課題解決が求められた当時において

は机上論の域を出ないとされ、結果的に政策とし

て 「機能」に配慮した戦略的な再建アプロ ーチは

霧消した。
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2 第2ステージ (2011年後半）

復興の道筋が示されないまま、実際には、それ

ぞれの水産加工業者は当年度の盛漁期（鮭鱒、サ

ンマほか）である秋に備えて整備をすすめていた。

この時期にまず、再建の目途が付き始めた業者に

よる凍結機能の修理・新設と、内陸部への工場の

移転・整備がすすんだ。一方、多くの食品製造業

では放射能風評の拡散によりコスト増となったこ

ともあり、再建は進みにくく、新増設に踏み出す

よりも、他地域の協力同業者の工場の一角を使用

しながら操業再開を試みた。この再建のタイプは

「ネットワーク型」と定義され、実態としてはも

っともスピードの早い再建のタイプとなった。水

産加工業では、いまや資源の変動や減少のリスク

のある前浜漁業だけに軸足を置くことはしない。

また、その多くはある特定の魚種や製品の製造を

経営の中に選択的に集中し、市場から求められる

多品目、小ロットの加工の要求に対しては、協力

関係にあるネットワークに外部化し、コストとリ

スク低減を図ろうとしている。つまり、前浜の水

産資源に依存するというよりも、広域的な同業者

ネットワークとの分担・連携に依存するようにな

っている。他方、行政に主導される再建プランに

おいては、このような実態に反して前浜に水揚げ

される漁業生産ありきで議論が終始している。そ

れゆえ、復興は40年前と同じような水産加工団地

の復旧を議論;,)するため、専ら「単純復旧・団

地型」の調整になる。しかし、当然ながら、いち

早く復興・再建を主導してきた中核的な水産加工

業者はもはや「ネットワーク型」で動いているた

め、「単純復旧・団地型」の復興施策は、その多

くが進捗しない。従って被災地にある水産加工産

地では、復興の進捗が遅れただ時間が経過してし

まう。

3 第3ステージ (2012年度以降）

2012年度に入るとネットワーク型の水産加工業

者は、さらに工場や機能を吸収・買収しながら経

営を拡大的に再編しようと試みるものも出てき

た。広域的に協力関係にある同業者のネットワー

クを使用して再建を図ろうとする段階（第 2ステ

ージ）から、一歩先に進んだかたちである。資金

カの潤沢なネットワーク型企業は、具体的には復

旧断念した工場や撤退を決めた工場の買収などで

拡大再編路線を計画し、その他のネットワーク型

業者は引き続きネットワークと市場性との兼ね合

いを見ながら慎重に再整備の内容を計っている。

他方、被災地域である漁港周辺に残された小規

模業者は、依然として操業を再開できないまま行

政との調整に二の足を踏んでいるものが多い。懸

念されるのはこのような資金調達も困難な中小の

水産加工者であり、既に 2年以上の操業空白期間

が生じており、再開は事実上、困難となってき

た。本来ならば地域産業の担い手として、また漁

業資源の受け皿としてこれらの水産加工業者らが

中心となり、復興が実行されなければならない。

しかし、漁業や地域を超えて活動するネットワー

ク型の水産加工業者が主導する復興の現実があ

る。そのような中、宮城県などでは冷蔵庫などの

装置型の工場の建設が先行し、中小の食品製造業

の再整備が遅れ、機能の不均衡を生じさせている

段階に至るのである。

4 第4ステージ (2012年度後半）

本論文では、このような水産加工産地における

機能の不均衡な復典状況について特に注目し、水

産業の復興の遅れの主な要因としている。第 2章

において被害の実情に触れたとおり、北部太平洋

海域に面する都道府県のうち、宮城県と岩手県の

水産加工業における被害は特に甚大だった。しか

し、 2012年度後半に至り、両県の復興のプロセス

に差が生じていることが明らかになってきてい

る6)。

宮城県の代表的な加工集積地である石巻地区の

水産加工復興状況に関する現地調査では、特に

2012年の後半期の段階において、冷凍工場の新設

が目立つ一方、漁港周辺に立地した水産食品製造

関連の工場の再建が遅れているという聞き取り結

果を得た。この結果を裏付けるように、水産加工

業の機能別の再建進捗率を分析したところ、宮城

県では冷凍工場の再建が震災前に比べて100%か

それ以上の復興実績を示したのに対して、食品製

造や鮮魚出荷業者では100%以上の再建を果たし

た業者は未だ少なく、いまだ10-30%、40-60%

の復興ペースに止まっている業者が数多くあるこ

とが明らかになった。これに対して岩手県におい
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図4 水産加工業における機能別（食品／冷凍）の再建進捗率(2012年2月）

注：水研センターおよびNHK仙台放送局による調査分析

ては、多くの食品製造や鮮魚出荷業者も70-90

%、100%あるいはそれを超える製造能力の再建

を果たしており、冷凍工場の建設に偏った宮城県

との違いが浮き彫りになった。

このような機能のバランスを欠いた再建は、復

興を遅らせる主要因になっている。冷凍工場は規

模•投資額も大きく、高い稼働率を維持しておか

なくてはならないため、原料を無理に買い付ける

ことになりやすい。そのため、浜値は実需に沿わ

ない高い価格となり、他の食品加工製造業者はも

ちろん、買い付けた冷凍工場の経営もまた圧迫す

ることになる。

このアンバランスは、売上高の回復のペースに

も影響を及ぽしているようである。図5は震災後

2年目に当たる2012年2月時点における売上高の

回復の程度(%)を、食品、鮮魚、冷凍のカテゴ

リ （機能）ごとに比較したものである。これによ

ると、岩手県ではおおむね50-90%水準以上の売

上高の回復を果たしているものの、宮城県におい

てはその多くが窟災前の50%水準以下の売上高に

止まっている。原料高による経営の悪化は、放射

能被害とともに売り上げ減少の一因となり、再建

を遅らせる原因となっていると考えられる。

このように冷凍工揚だけが再建したとしても、

その沖合漁業など大量の水揚げをバックアップす

る機能の再建が進まなければ、魚価の異常高騰な

ど、産地をかく乱し経営の改善を妨げることにな

る。その結果、産地全体の浮揚・再建を遅らせて

いるというのが最近の復典ステージの現況であ

る。つまり、水産加工業の復興はバランスが大切

であり、冷凍加工場とともに、食品製造業やフィ

ッシュミ ールなど多様な機能をバランスよく再建

しなければ、結果として水産業の復興にマイナス

となることは指摘されておかなければならない。

仮にこのまま冷凍工場だけが突出すれば、後述

するように、機能（カテゴリ）の様性の小さい産

地集積となり、地域経済への貢献と変化に対する

頑健性が小さくなるということも懸念される。特

に漁業生産や地域経済に密接な関係をもつ「単純

復旧 ・団地型」の復興プロセスにおいては、この

スパイラルによる影響は大きい。地域社会と産業

に関係の深いこの復興タイプの進捗を改善させる

ためには、水産加工産地内の機能のバランスに配

慮した復興プランが速やかに実行されなければな

らない。

v 水産加工業再建プロセスの論点

1 復興プロセス停滞の背景

今回の被害に対する復興のあり方を考えると

き、漁業にとっては前浜資源を活用するバランス

のある水産業集積の循環システムを前提とするべ

きであり、基本的に「機能特化・再配置型」と

「単純復旧・団地型」による復興が望ましい。し

かし、震災から 2年が経過し、実際は「緊急避難

型」が先行し、やがて「ネットワーク型」に収束

し、その後、広域的な買収を含む一部企業による

拡大再編が民間主導で進んでいる。一方、漁業生

産の拠点である漁港周辺の水産加工業集積地で
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図5 震災 2年後の機能別の売上高の回復状況（食品加工／鮮魚／冷凍） (2012年2月）（石巻・気
仙沼・大船渡•宮古、 合計108社より回答）

注 ：水研センターおよぴNHK仙台放送局による調査分析

は、冷凍工場の新設に偏るという不均衡を生じさ

せているのみで、地域産業としての一体性は些か

も顧みられない。

このような状況に収束している理由は、水産加

工業の推進力の中核部分である有力な水産食品製

造業が漁業から既に自立していること、またこれ

らの中核的な水産加工業者は、今回のような漁獲

の中断を伴う市場問題に対してもこれまでの前浜

資源を前提とした産地集積内部の同業者の関係よ

りも 、地域を超えた広域的な同業者ネットワ ーク

の連携で凌ぐことができるからである。ただし、

この動きが加速して単純労働による雇用が生まれ

たとしても、地域経済への影響という面からは、

かつての水産加工産地にあったような漁業と加

エ ・流通の統合 ・総合力による波及効果が期待で

きない。例えば起業やクラスターに伴う知識の創

造など、地域が連続的な活力を得るための社会的

なシステムは形成されないだろう。その面から、

現状の復興プロセスは、地域経済に貢献する力が

小さいと考えている。水産加工業の課題と論点に

おいては常にこのような、市場性に対応した資本

の合理性と、地域産業としてどのようにして地域

経済の中に役割をインプットすべきかという、相

反する理想と現実がある。このことから、地域に

住む人々にとって、あるいは国民にとって何がも

っとも良いかという解を得にくい まま、 素早い復

興が要求されるという苦悩が現場担当者にはある

と思う 。

さらに「機能特化 ・再配置型」や「単純復旧・

団地型」など漁業生産を含む一体的な地域産業の

有り様を起点とした調整が進展しないもう一方の

理由は、復典の議論の中に食品と凍結、ミールな

どの集積にインプットされるべき「機能」バラン

スが存在しないからである。ここでいう「機能」

を理解するために、上記において三陸 ・常磐筋に

展開する銚子・波崎、石巻、八戸という大規模な

水産加工産地における特徴をそれぞれ定義し、漁

業と関連陸上セクター全体の長所と短所を概観し

た。そのいずれもが、漁業と地域経済の連携の程

度とその結果を示しているが、そのバランスの中

心を どこに置くのかも重要な論点である。産業や

地域に対して経済性を最優先した見方をするの

か、あるいは漁業などの生産セクターとの一体的

な発展を望ましいと考え、経済的な尺度からだけ

図るのではなく、経済性は大きくはないものの資

源や社会の変化に対して頑健な地域産業を大切に

するという見方をするのか。地域産業としての水

産加工業を考えるとき、そのいずれの立場から見

ていくのか、施策立案者や研究者にと って避けて

通れない課題である。本報告において強調したこ

とは、水産業のもつ天然資源としての性格と環

境、地域社会との共生を重視するならば、後者が

より社会的により求められる課題であるというこ

とである。

2 漁業生産に応じた復興のあり方

(1) 機能と必要なインフラ

表2に、 4つの再建のタイプの各機能に対する

有効性、特徴、対応策を整理した。本稿における

基本的な立場として、漁業を起点にした積極的な
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表2 再建「型」の特徴・内容一対応策の整理

機能

再建タイプ
凍結 食品 ミール 特徴・内容 対応策

冷蔵 加工 餌料・

資源とこれに伴う請！：程に属しないt:業

ネットワーク型 X ◎ X 的な企業行動に基づく。原料一佑用ー情 品質等の選択的漁獲

報の個別企業共有に基づく。

漁業の生産事情に伴う機能の分担に基づ

機能特化・再配置型 ◎ X X くもので、地域間・地域内の機能バラン 凍結・物流インフラ等の集中的整備

スを直視しつつ戦略的に再編する。

緊急避難型 X 

゜
X 業者間の既存ネットワークを使川する。

単純復旧・団地型

゜゜゜
旧米からの水揚げ受動的な自然集積（戦 ネットワーク促進要素の禅入

略なし）の復in

復興・再建の端緒は、「機能特化・再配置型」と

「単純復旧・団地型」によらなければならないと

考えている。前者は拠点港（銚子・波崎一八戸）

間の機能バランスに配慮するもの、後者は地域内

の集積バランスに配慮するものである。漁業生産

を起点にした復興は、この漁業起点の「機能」

と、今日的に必要な「インフラ」の二つを同時に

整えることを第ーステップとし、第ニステップと

して、広域的なネットワークとの関係を構築する

ことにより達成されるべきである。

では、水産加工業者の復興において今日的に必

要な「インフラ」とはそのようなものだろうか。

私見によれば、現状として調整に苦慮し遅々とし

て進まない「単純復旧・団地型」は、今なおその

モデルとなっている1970年代当時の中小業者集積

のための共同効率化などではない。それよりも、

今日的な水産加工業の実情に即した広域的なネッ

トワークのための「情報」、「開発・試作」そして

「検査・分析」インフラが見直されるべきである

と考えている。情報システム整備・導入が農業分

野よりもはるかに遅れている水産業では、情報ネ

ットワーク、小規模業者間の企画・開発能力の向

上につながりやすく、今日の放射能対策や証明書

作成など品質保証に対しても有効であると同時に

検査・分析への対応力の強化が必要になるであろ

う。放射能被害に対するコスト発生の実態につい

てはすでに整理したとおりである。

(2) 再建・復興のステップの考え方

「単純復旧・団地型」の再建方向については、

（検査・分析、試作、情報インフラ）

検査・分析、試作、情報システムなど今日的に必

要なインフラの整備を推進し、地域産業に貢献す

る主体としての中小加工業者の「育成」と経営力

「強化」を図ること。また先行するネットワーク

型の水産加工業との連携においては、中小水産加

工業者の集積するインフラの相乗効果が図られた

のち、ネットワークにおいて市場競争力を発揮す

る水産加工業者を漁業生産とその集積に連携させ

るというプロセスを想定している。

ここでの漁業を起点とした復興のプロセスのあ

り方の基本となるものは、 1)地域内の中小零細

の水産加工業者の多様性が維持される（地域内集

積の堅持）、 2)且つ、これら中小零細の水産加

工業者による広域的なネットワークとの連携、

3)同時に前浜資源・漁業から供給される幅広い

品質の漁獲物に対して、多様性のある水産加工業

者により選別・分配機能が発揮されることであ

る。これを図るためには中小零細規模の水産加工

業者の「育成」は不可欠である。

水産業は、天然資源を対象とするため、漁業と

漁獲物の多様性に従って選別・分配システムの維

持が重要な条件となる。これを保証するのは、産

地に叢生する多様な規模、多様な業種および副資

材等の関連業種からなる産業の多様性に他なら

ず、これが適正な漁獲物の処理・循環を保証す

る。ちなみにネットワーク型が過剰に進行すると

経営合理性のある漁獲物の組成（規格・脂質等）

にのみ集中することになり、結果として陸上セク

ターは多様性を失い、成長が頓挫すればリスクが

高まる可能性が高い。これはすでに水産加工業に
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おいて明らかにされたことである m。

(3) 結論

結論として、漁業と地域経済の連動を重視した

水産加工業の再建は、まず漁業生産の特徴に由来

する「機能」と、今日的に適切な「インフラ」が

考慮され、先行する水産加工業のネットワーク

と、育成された産地集積地内の産業多様性が一体

となったバランスが達成されなければならない。

地域産業として地域社会の底上げを伴った復興を

目指し実現していくことが大切である。そのため

には、漁業と水産食品製造業、冷凍．冷蔵保管

業、そのほか産地として変動する水産資源を安定

的に社会に還元する多様性の高いバランスのある

復典プロセスが重要である。水産加工業の復興プ

ロセスを想定する時には、漁業生産だけに偏った

復旧や水産業集積の経済効率性だけに着目するの

ではなく、このような陸上セクターを形成する水

産加工業や流通業が担う重要な機能のバランスに

対しても目を配る必要がある。そして地域社会に

貢献するための地域産業の持続的な発展のため

に、資源や経済などのさまざまな変動要因に対し

ても将来的に頑健な力を発揮できるような水産加

工業のかたちを想定した復興プロセスが検討され

なければならない。なお、本稿は、漁業経済学会

第59回大会シンポジウム「東日本大震災からの被

災漁業地域復輿の現状と課題」での報告をベース

にして2012年から2013年にかけた復興プロセスの

実清を加筆して作成したものである。

注

1)秋谷重男[1 J。水産経済研究の領域におい

て、漁業からもたらされる前浜資源を利用せ

ず、海外や地域外から移入させた原料を使用

して水産加工製品を製造し市場に投入する形

態を指す。 1980年代以降、資源の減少と魚種

交代によりこれが進行したことから、主に漁

業経済学会などで議論されコンセンサスを得

た概念である。

2)各地区の水産加工業生産額統計は、銚子・波

崎地区は2009年、気仙沼地区は2008年、釧路

市は2007年の数値であり「構造再編下の水産

加工業の現状と課題一平成21年度事業報告書

ー」（社団法人東京水産振典会、平成22年 6

月）より引用。石巻地区は2006年の数値であ

りhttp://www.pref.miyagi.jp/ et-sgsin/Suigyo 

/suisankakou/toukei.html (2011年12月30日）

を参考に、焼津市はhttp://www.city.yaizu. 

lg.jp/toukei/documents/2010£.pdf (2011年12

月30日）を参考に2009年の数値。

3)拙稿[6]。ここでは、東日本大震災後の北

部太平洋海域に面した水産加工業の復興プロ

セスについて2012年前半までの期間を対象に

整理を行い、震災前の各水産加工産地の機能

に関する整理を行った。この目的は、諸産地

の機能が震災前後でどのように変化したのか

を概観するためである。なお、本稿はここで

の整理をベースにして作成したものである。

4)「構造再編下の水産加工業の現状と課題一平

成22年度事業報告書ー」社団法人東京水産振

興会、平成24年 7月。これらの論文では、震

災発生前の2010年から銚子・波崎地区および

八戸地区の水産加工業の産業構造を調査し 3

ヵ年にわたって調査を行った結果を整理し

た。特に銚子・波崎地区は水産物の処理能力

は高いものの、冷凍工場など装置型産業集積

にかかる固定費が制約となり実需に沿わない

価格が形成されやすいことが明らかになっ

た。これを関係者間では「仕事買い」と称し

資源の変動において問題が生じやすく経営上

の課題となっている。

5)昭和40年代後半から50年代末にかけて水産加

エ団地形成事業がすすめられ、それぞれ漁港

周辺に自然発生的に立地した水産加工業者の

移転・改築が政策的に推進された。ここでの

目的は、第一に排水処理などの衛生インフラ

の整備、第二に施設の共同利用による効率化

などである。ただし、広大な用地確保のため

全国的にも内陸部に水産加工団地が整備され

るケースがあり、漁業生産との物流上のつな

がりが制約になった。

6)両県の行政担当者や水産加工業者への聞き取

り調査において、宮城県と岩手県の復典スピ

ードの違いが生じているという情報が確認さ

れた。その理由としては、宮城県の沿岸部の

ほうがより地盤沈下の程度と範囲が広く、地
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盤の嵩上げ工事など要するということもある

が、民間ベースで再建を認め後押しする岩手

県と、行政ベースで綿密な産業計画に沿って

再建を試みるという行政姿勢の違いによるも

のとの意見がある。両者は一長一短である

が、本稿での趣旨のように宮城県では特に水

産物処理にかかる機能においてバランスを欠

いた再建がすすみ、必ずしも産業政策が功を

奏していないこともある。

7)拙稿 [7]。この論文では、昭和50年代にす

すめられた水産加工団地形成事業のあとの水

産加工産地衰退の経過を整理したもので、過

度の施設共同化がすすむことにより同質化

し、やがて水産加工業者間の資金融通が常態

化したことを指摘した。このことにより、大

型連鎖倒産を招き、産地全体の衰退が急速に

進むプロセスを整理した。
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