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(2011) 第12号， 25-39 黒潮の資源海洋研究

管理ツール・ボックスを用いた沿岸漁業管理の考察

ーナマコ漁業の場合*1

牧野光琢*2 賢田将仁科.町口裕二*3

An application of the Management Tool box to coastal fisheries 

-a case of sea cucumber fisheries * 1 

Mitsutaku MAKINO * 2， Masahito HIROT A * 2， Y吋iMACHIGUCHI * 3 

(水産総合研究センタ-2009 http:// 

www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr20/21 0331/ ，牧野

2009)0本研究では，このうちの「管理の手法(施策)j

ナマコ資源を例として具体事例分析をおこ

詰命している

について，

なう O

漁業管理にはさまざまな手法(施策)がある o 盟

(独)水産総合研究センターは， 2009年3月末に発表

した「我が留における総合的な水産資源・漁業の管理

のあり方(以下「管理のあり方J と111告材、)jにおいて，

我が国水産業に適した総合的管理の考え方を提示し

た。そこでは r管理の目的j，r管理の評価j，r管理

の手法(施策)jという 3つの制面について詳しく
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管理施策の対象別 8分類.

* 1 

国 1

平成22年度"1'央ブロック資源・海洋研究会(平成22>1三9JJ :尚主rrr!Tlで「総合的沿路資源管理パッケージという考え}JJ と足立して口頭発

表した内谷の一部。

設く藤総合研究センタ-"1':1と水波研究所 〒236ω8647 争11ぷ!IIV県横浜市金沢区総ii!i2 -12-4 十 mail:mmakino@a妊rc.go.jp

National Research Institute of Fisheries Science， 2-12-4， Fukuura， Kanazawa-ku， Yokohama-shi， Kanagawa 236-8648， Japan 

*mz総合研究センタ-jJyi毎夜7j(if!21冴究所石組支所 〒907-0451 沖縄県万J:iJ.11r字符:海大l王1148-446

Ishigaki Tropical Station， Seikai National Fishe11es Research Institute， 148-446 Fukai-Ohta， Ishigaki-shi， Okin註wa907-0451， J apan 

ri.(;立す主管理IlJ と「資ilJ;t管理J の定義については，牧民 (2007b)のalを参照。また， i!i:il'-の漁梁管理主理論の関係的動向については Grafton

et al. (2010)。

* 2 

* 3 
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表 1 施策の内容とその性格.

I)~ f子 l~ )i)r 11，( ザA
生態系の秘j'!i. 

A lir;i主
生態系サービスのIIiJJ: !:1:.1J.~系保全を通じた多 liíi (l 0絞能が'5!H'!!でき 効果のH!支や1i!i!!JJが不Imm:o
(ii;) る。

資源のおやiilYJ {氏卜守したf訂版を人為的lこ Ir，j )W (101fiD;i低下を11目安己主主;じきる。1'i1;が HWil山係の変化や i立伝(10多 tfitl，なと !1.n.~系
BI;ぷ!JII. :fi}5'f iぷ力11. j;;~旋する 分かりやすく， HO，栄者の耳目併をfGやすい。 へのj;;.;:II.:~の把振がFQj"lí ，対象が添加技術の

開発iAに限定，丘、滅的資源低 Fへの対I:t、が
1~'I')\1i。

i.((JJif!l:の:r'i:SIJl Jゑ~~~の fTや :lii を 1JîiiiIJ ;!，L，liJt(10 . 1ご!vJ(J0~)J来がある。校長文の'i1ilJ;1会 柔軟に絞到u(10なti:}![[に司、jsIo1'h&j{';j::への効

来は[l\j必 íl0 で、詳 flIfiが r~d ):íi o 努力泣 . ;!uiH.'J} I 
C 

(入U) H、を品;]~Uこ IIHIとる。士、Hí: 'cl三物の~[jjíi 史(こ J;t，
じた対策がjjJíì~o 1f i限定HllIíや l見i/ilj のイ-~1í'{t尖 の把J~jがi司、Ji\ji な場合がある。
tJoにj[f[j述。

江主犯物の:r;;理[! i.((IJ生物の 1ft ゃ :j:: を 1J~fiiIJ 沢市!変動に止、じた絞到(10管理が可能。手法 放.IPの設定 執行コストが大きい。資源変

D (UHJ) が分かりやすし、045に越涜 広域分布資源 !fi1Jや ;iHllli~;P;;が大きいJ治合は効~t~が低減す
の:j"i:J'[!に.iili川しやすし、。 る。多f.(I，杭i旬、来て、はti:}'[!が11、J'Hio

EI i，王 'E~'Ni]:j丘の己.'1. ~ì'('l~ 資本設備の削減ゃim栄転 経常コストの削減ゃ， 1也の収入iJJ;¥が係{ilで ふl:umのJ:i)jfr，財政(J:fj[己)や残千H((!，J.:、才;の
J九三~flojぷ~~'~ きる。 f1tL!が大きい。関係漁業Hlとの副長がJ)，~波。

処JI[!・加r:. f.(I，11I1i . i'JJJllIllliill'[の向上， i魚JJや加工・流通栄のJlx入jIJJI".，漁業Jl!l5!x ffW;t-:t::への II'(J主 (10 な ~M誌の干:~I~)主:や IF\'JVJが不
F 流通の改行 手IJliJの効中化 への経済波及・ JiUJ 1\i 11l1\ 効 ~{~jj'qリH，')ーでき， IVJf，'{il。

ifjtT14の多よj、なニーズにも対応できる。

人(10' i，IU:&(l0 
G I {十:i!iIJの泣/，(化

信組!Iこf系る人材のi'{J&. 1J々 なiHJ:illに柔軟で右IJなに満ちた対応がIlJ 人材 Til& にはlI !ili\J がかかる。 ~IIU&がji'l! í(J 化
時保， ~，IL~;&の改変-出dヒ fiE。魅力ある j似点万三1&1こも:ilIHl~できる。 すると 1~i~守 (10 ・抗他(10 になりやす L 、c

R 干'!-''/， . J支WfJ反rm J支fi;f.1fi出Wfg台や It:.rL~1i日 rJr 長期的根本(10にil}j:lliをL1::i'~:;: .解決しう 1;~，.y1J(1似ー;]1必が|州市。初jりJJ立公が大きし、。JtJJ
1[;の主I!Wi'子iJ!1j・共有 るo;~l~~'~発Mの HIÍìJt! を j是ノj、しうる。 符したあ}i来がtUるかどうかは不硲尖。

uu 漁業と ~J:JL~系サービスの WI係については牧ll'f (2007a)を参!日し

Iは毎の中の生態系桜能や生物再生産から始まり，

消費地の食卓に j二がるまでの管理の対象を， A~H 

の8つの段階に分類したものである O また，表 1はA

~H を対象とした管理施策の内容と性格を整理した

ものである20「管理のあり方」では，生態系および社

会の変化や不確実性・多様性を前提とし，かつ，各管

理施策の;;!Elt生や有効範囲・限界などを踏まえたうえ

で，複数の施策を組み合わせることにより，相乗的で

頑健な効果を発揮させることの重要性を強調している30

本研究では，上記の整理をもとに，各地のナマコの

漁業管理施策を分類・整理しナマコ管理ツール・ボッ

クスを作成する Oこのナマコ管理ツール・ボックスは，

「どのような問題に対しては，どのような対処施策が

あり，どのような効果が期待出来るのか，その具体事

例はどこか」を…覧としてまとめたものである O いわ

ば，全聞のナマコ生産現場で個別に具体的な問題への

対処策を検討する|在に，取り得る施策の選択肢を提示

することを目的とする。つづいて，このf管理ツール・

ボックスに基づいて，各地の管理の現状を評価し，改

善のための追加的な方策を提案する。堀川・ II!J口

(2011) の提案した DPDI管理サイクルでは Plan回

mngに対応する O

2 (ìì:)に iJ、した丈 l:iI~より作成d

3 IlîJi守の ~Î1j:外文 1:立としては， Charles (2001)およびCharles(2007) 

いうまでもなく，特定の海域あるいは資源や漁業に

導入されている諮管理施策を，図 l の A~H の分類

のいずれかに純粋かつ排他的に帰属させうるような場

合は稀であり，一つの施策が複数の目的を有している

場合も多い。しかしながら，実際上の重複を認めたう

えで，各分類の相対的性格や全体の中での位置付けを

考察することは可能であり，また，我が箆|における総

合的な水産資源・漁業の管理の特徴をとらえるための

具体的作業として怠義が大きいと考える。

沿岸性で、定着性の強しづ!!f;ー脊椎動物の漁業管理にI"JiJす

る既往研究としてはホタテガイ Patinopectenyessoen但

szsやホッキガイ PscudocardiumsacJzαluzensisが有名で

ある七しかし，ナマコに関する考察はこれまでおこ

なわれていない。今回ナマコに着目した主たる理由は，

一時刻むな水産資源に比べて， 1)定着性の強い資源で

あり比較的管理しやすいこと， 2)比較的長い寿命を

もっていると考えられ生活史やサイズに応じた様々な

施策があること， 3) 地域によっては沿岸漁業経営上

の重要資源であること， 4) 国際市場および国際環境

保護の議論において近年注臼度がi曽していること(赤

嶺 2010)，の 4つである O これらの生態的および社会

的特徴が本研究の考察全体に与える理論的制約につい

ιi 代夫n0 な丈 I:J!、として，ホタテカイ j!~9th ~:J;lt~~ を考古j した 114 川(1973) ーや 1;';-1: ¥19791， J;'2 [19921， ド多・ド伐 [20021なとコそのlk I:U U， iJfヒ

に1，'1して，1:，)(1981)。ホッキカイについて'r"，i!i(1983)， 11，:ク<I::J(1990)なと
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ては，最終節で議論したい。

方法

本研究ではまず，我が国ナマコ漁業の代表的生産現

場において開き取り調査をおこない，具体的な管理施

策の現状把握をおこなった結果を持説する(3 . 1節

-3.3節)。対象海域は，北海道オホーツク海域，青

森県陸奥湾海域，長崎県大村湾海域である。さらに，

上記開き寂り調査結果により得られた具体的管理施策

を分類することにより，ナマコ管理ツール・ボックス

を作成する (3.4節)。第 4節では，このナマコ管理

ツ…jレ・ボックスに基づいて，現場鵡査をおこなった

各海域における管理状況を考察する。

現場調査の結果とツール・ボックスの作成

北海道枝幸漁協におけるナマコ漁業

1 調査の概要

2009年2月および7月に，北海道枝幸郡の枝幸漁協

ナマコ部会関係者，枝幸漁協指導課職員，北海道宗谷

支庁稚内地区水産技術普及指導所枝幸支所i隊員に開き

執り調査を実施した。また，当該泊、協や地元国語:館・

資*l館などで関連資料を収集した。なお，宗谷漁協や

猿払j魚、協など，オホーツク海域の近隣組合でも調査を

おこなったが， ksやIJfiiの都合上，本稿では主に枝幸漁協

で得られた結果を中心にまとめ， f也j魚、協の活動につい

ては必要に応じて言及するに留める O

2 校牢=海域における漁業の変遷とナマコ漁業の概要b

枝幸海域の漁業に関する公的な記録は，貞享年間

(1684-1687) に松前藩が宗谷場所を開設してから始

まっている。当時の代表的生産物は，ナマコ，アワビ，

サケ・マスなどであり 特にナマコとアワピはそれぞ

れ煎海鼠(乾燥ナマコ)と干アワビに加工され，長崎

俵物御用品として輸出されてきた60幕末安政年間頃

(1854-1859)からは全道的にニシン Clupeaμllasii

漁業が伸張し，枝幸海域の生産の中心も，春のニシン，

夏のマス，秋のサケと変化していった。明治中期ごろ，

ロシア南下政策に対する開拓使植民政策により，本ナ1'1

からの移住者が急増すると 枝幸地域の治、業が本格的

に発展する O 明治漁業法が成立した 2~午後の1903年に

は，枝幸水産組合が設立されている。

戦後，樺太などから多くの転入者を受け入れて人口

は再び増加し，現行水産業協同組合法成立の翌年， 1949

年には枝幸漁業協向組合が設立されている O しかし，

1955年前後よりニシンの資源水準が低下し，冬場の造

材出への出稼ぎなどで生活をつなぎながら新規漁業を

模索した結果，沖合刺網漁業やサンマ棒受け綿漁業，

ケガニ Erimacrus is仰 beckii・タラバガニ Paralithodes

camtschati，ωsi.魚、などが発展する。ホタテ漁業に関して

は，関知のように，猿払や常呂などの海域で1970年代

から放流事業の成功によるj語、獲成績の増大・漁獲金額

の向上なとマの成果が上がっていたが，枝幸では1986年

に枝幸ほたて漁業共同企業体を設立し，議員の大量放

流を開始した後，平成に入ってから同犠の成果を上げ

ている O

枝幸海域におけるナマコ治、業については，上述のよ

うに，江戸時代初期から盛んにおこなわれていた。現

在も，中国の市場ではi止界最高級ブランドとして流通

している O しかし，開き取り調査によれば， 1960年代

前半以降は着業者がおらず，約20年間のブランクが

あって， 1983年頃に再開したとのことである o 1980年

代は50人ほど(約25隻)がナマコ治、業を操業していた

が，各漁業者によるナマコ乾燥処理を組合が義務化し

たことにより着業者数が減少し， 2008年まで10年tj、上

は12隻での操業体制が続いたとのことである O しかし，

近年の乾燥ナマコ単価上昇により，組合内でナマコ

業の要望が高まった結果 2009年からは 5隻増隻して

17隻体制で操業している O 枚挙では，漁場豊度の地域

内再分配の観点から，基本的には，ホタテ漁業に従事

している漁業者はナマコ漁業を営むことができないと

いうルールがある O よって，典型的なナマコ油、業者は，

にホッキ桁締，夏にナマコ+昆布漁，秋にサケ定置

(共同経営)を組み合わせる経営が多い。その平均漁

獲金額は経営体あたり 1，500-2，000万円前後で，その

7-8割がナマコによるものと推定される O

2007年現在の枝幸漁業協同組合の正組合員数は276

名，受託販売取扱高は75億円である。主要生産品目は，

数量ではホタテ (21，000トン)，サケ (2，600トン)， 

タコ (810トン)，マス (800トン)などであり，金額

ではホタテ (36.5億円)，サケ(10.1億円)，毛ガニ (4.9

億円)，タコ (4.71j室内)，乾燥ナマコ (4.1億円)など

5 北海道水産協会(1935)，校さ;;ilUT(1967)，校栄漁協(1999) などを参考とした。

6 1M却の':l三度・流通についての研究は，宮本(1958)，ii';-J]( (1963)， 1=11幻(1965)，問中(1979) などに訴しい。
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である(枝幸漁業協同組合 2008)0

3 管理施策の内容

国 1，表 l の A~H の註分に基づいて，枝幸を中

心としたオホーツク海域におけるナマコ漁業管理の内

容をまとめる O

A.生態系の維持・修復について，枝幸漁協では

1983年から，婦人部の主導により水産資源のための植

樹活動を実施している O 現在は水産庁および北海道の

経済的支緩もうけて継続されており，枝幸漁協・道・

東都生協(東京)の 3者により，枝幸「魚つきの森』

植樹協議会が組織され，全国植樹祭への参加など，積

強的な活動がすすめられている(校事漁協女性部

2008)0 特に，東京の消費者組織と連携した活動をお

こなっている点が注自される O

B.資源の積極的添加・培養について，種苗放流あ

るいはナマコ礁設置などの積極的な資源添加・培養は

現段階では枝幸海域では実施されていないが，宗谷漁

協では人工種苗の生産・放流に取り組んでおり，北海

道としても「ナマコ資源増大推進事業(平成19-25ん

を実施し，種苗生産・放流・放流効果推定などの情報

共有を進めているところである O

C.漁獲圧の管理(入口管理)については「ナマコ

部会訳りきめ事項」により明文化された自主規制があ

る。たとえば操業期間については，漁業権行使規則の

内容(6月16EI ~ 11月30日)が6月16EI ~ 8月12日に

短縮され，春j魚、を禁j魚、としている O また，操業時間(午

前4時~午後 3A寺まで)，休j魚、日(日 11翠)， ì，~立船サイズ

規制(7トン以下の動力船のみ)，会費徴収 (10.000

円/年)なども導入されている Oなお隻数制限について，

漁業権行使規制上のナマコ桁絹の枠数は100隻である

が，既述のように， 2008年までは12隻体制で操業され，

現在は 5隻増隻して17隻体制となっている O 最後に漁

場について，公式には宗海共第 7号ー共同漁業権漁場区

域(距岸I、500mi::J、内)がナマコ潟、;場である O しかし，

部会の取りきめにより，ウニ生息、海域(lOmiJ、浅)や，

ホタテガイ養殖海域 (20m以深)・定置網近辺では操

業を自粛している。この漁業種間の漁場調整が，結果

的に，浅i毎域を好む稚ナマコと， より深い;毎域をな子む

親ナマコそれぞれの保護尽になっている可能性が大き

いと思われるO 特にホタテガイは 4年の輪採制がとら

れているため 4年のうち 3年間は親ナマコにとって

完全な禁漁区になっている。

D.漁獲物の管理(出口管理)についても rナマ

コ部会取りきめ事項」により，最小サイズ (100g)， 

年間漁獲量制限(平成20年までは120トン，平成21年

からは148トン)が設定されている。さらに，譲渡可

能性が付与されていない船別ナマコ漁獲量割当(現地

ではノルマと呼称)を2008年から導入されている。2009

年の割当は，既存ナマコ漁業者12隻が9トン，新規の

5隻が8トンに設定されている O 開き寂りによれば，

腕の良い漁師は漁期終了前にノルマを取り終わるが，

遅い人はノルマを取りきらないとのことであった。ま

た，ノルマ制になって平均漁獲サイズがひとつあがっ

たという意見もあった。なお，年間漁獲量制限はこの

割当の接算値で、あり，資源水準に対応して毎年設定さ

れるものではない。

E.経営構造について，校幸のナマコ漁業着業者の

代表的な周年操業内容は，春のホッキ桁絹，夏のナマ

コ桁絹および昆布H丸秋のサケ定置(共同経営)の組

み合わせで、ある O 吉くからのナマコ着業者によれば，

今のナマコ単舗は異常に高いので新規若業在力が発生

し 5隻を増隻したが，たとえ単価が1，OOOP]/kgで

あっても，もともと着業していた加は十分やっていけ

るとのことである o 2009年から参入した 5隻は，ナマ

コ桁言語用の漁船(7トン以下)の他に大きな船も持っ

ているため，その維持費を考えると，将来的にナマコ

の価格が下がったj授には，ナマコ漁業から退出する人

も出るだろうとの意見であった。

F.処理・加工・流通過程について，採捕設のナマ

コは，その全部を各漁業者自身で乾燥加工することが

義務付けられ，加工放の製品を組合が買い取る方式と

なっている O 加工法については，組合が作成した大ま

かなマニュアルが存在する。聞き取り調査をおこなっ

たナマコ漁業者は，自宅付近のバラック小屋に加工用

の設備を設置し，パート従業員の主婦らを 6名ほど雇

用して，桁綿操業後すぐに加工作業をおこなっていた。

乾燥ナマコの単価については，組合が配布する乾燥ナ

マコのサイズ別価格表(番立表)に基づいている O 一

斤 (600g)あたりの乾燥ナマコ数50粒を基本とし，粒

数が増減するごとに単価が増減する方式が採られてい

た。さらに，乾燥ナマコの品質(加工の質・見た目な

ど)に応じて A品， B品， c品に区分され，組合買

い執り時の単師が設定される仕組みとなっている O

G.枝幸における，人的・組識的体制は，潟、協ナマ

コ部会が仁I~心的役割を果たしている O 毎年の許可証交

付の際は指導会議を開催し，管理内容の普及・徹底を
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期すとともに，水揚げ時には漁協が漁獲量をチェック

し，また操業日誌を水産技術普及指導所に提出するこ

とになっている。部会取りきめ事項の違反者に対する

罰則規定も定められている O

H.最後に，科学・技:fi!lf的知見の整備については，

2007年より枝幸泊、協と水産技術普及指導所で資源調査

を共問実施している O 上述の操業日誌も水産技術普及

指導書で分析されるとともに，海区ごとの資源最の把

握を目的とした桁網調査も実施しているにしかし，

これらの資源調査はまだ 3年呂のため，明確な資源変

動・動向の把握には至っていない。

膏森県山内町漁協におけるナマコ漁業

1 調査の概要

2009年 2月および8月を中心に，青森県陸奥湾のJII

内町漁協，むつ市漁協，野辺地町漁協，横浜町漁協，

田村漁協において，漁協職員，ナマコ漁業関係者，

青森県水産総合碗究センター増養殖時究所 (2009:9三 4

月より地方独立行政法人青森県産業技術センター水産

総合研究所)職員らに開き取り調査を実施した。また，

当該漁協や地元閣書館・資料館などで関連資料を収集

した。紙幅の都合上，本稿では主にJlI内閣I漁協で得ら

れた結果を中心にまとめる O

2 I注実湾海域における漁業の変遷とナマコ漁業の

概要8

青森県水産史に掲載されている穂別将軍家への献上

記録によれば，江戸初期・中期における南部落の主要

魚介類は，土星蔵サケ，塩議タラ，ニfIV~ ， glヨアワピ，主主

漁鼠(乾燥ナマコ)，コンブなどである O 特に長111奇{表

物のーっとしての乾操ナマコは，蓬田村に津軽藩から

製造役が指名され，名字苦刀が計二されていたという O

明治に入り， 1884年に東京上野で開催された第一回水

産博覧会では， JlI内村の金浜口住八氏のナマコが，青森

県からの出品中最上位となる 3等賞を受賞している O

明治漁業法制定後には湾内各海:域で漁業組合が設立さ

れ， JlI内でも 1903年に紐合が設立されている O 陸奥湾

は，遠浅の地形で自然条件に恵まれていたこともあり，

明治以降ホタテガイ漁業が盛んとなっていく o 1890年

代にはホタテガイ保護区や禁治、期， l.魚、具漁法の制限が

設定され，大正初期までは豊治、が続いて地域経済を支

えていた。ホタテガイに関する試験・研究も，オホ

ツク海域より平く発展し， 1937年には青森県水産試験

場が天然採菖試験事業を実施，その数年後には東北大

学の青森水産実験所で、人工種苗生産の研究が始まって

いる o 1956年からはJlI内漁協でも天然採苗試験がおこ

なわれ， 1960年からは，組合寵営体制の下でホタテガ

イ養殖が実施されている O

上述のように，江戸時代から良質の乾燥ナマコ

海域として評価の高かった陸奥湾であるが，近年は養

殖ホタテガイを中心とした漁業が営まれており，乾燥

ナマコについてはしばらく生産が途絶えていたとい

うO しかし，ホタテガイ単価が1995-何年ごろから低

迷し，また生産量の変動も大きくなったため， J 11内町

漁協ではナマコ資源の有効利用に向けた取組を開始し

た。組合長が1996年に海外市場を視察し，また閣内の

加工業者・オホーツク海域の漁協などにナマコ乾燥加

工技術を学びながら試験生産を開始した。横浜中華街

の料理府から品質についてのアドバイスもうけなが

ら， 2000年より組合自営の乾燥加工を本格的に事業化

し，現在は輸出業者との誼接取引も確立して安定的な

生産が軌道に乗っている O また後述のように，資源管

理富・加工面・流通面にわたり完成度の高い管理施策

を自主的に導入しており， 2004年には農林水産祭にお

いて水産部門で、初の天皇杯を受賞している O こうした

管理実績は，特に香港の市場において高く評価されて

おり， 所所‘謂}川jリ!内ブブブ、や、ラン iドごとして言

平成1凶9(位20∞07η)主年下現在の}川lけi内初軒n.治漁烏魚、業協同組合の正組

合員数lは土144名，受託販売取扱高は7.6億円である O

要生産品目は，数量ではホタテ (2，330トン)，ナマコ

(127トン)，アカガイ Anadαrabroughtoni (87トン)

などであり，金額でもホタテ (342百万円)，ナマコ (285

百万円)，アカガイ (69百万円)となっている O なお，

ナマコ漁業者辻ホタテガイやアカガイの養殖と兼業す

ることが多く，開き取り鵡査によれば 1経営体あた

りの漁業収入はおおよそ900-1，000万円程度であると

推察される。

3 管理施策の内容

A.生態系の雄持・修復の活動は， JlI 内町漁協海域

では特におこなわれていない。しかし，近隣のむつ市

漁協では，アマモ場を{呆護区に設定し，桁鰐の操業を

禁止している o r援奥湾では桁線に次いで耕し鰐がナマ

7 校卒漁協 -f三十及指導所 (2008・2009)，校卒漁協・ 41-及指i務所 (2009)。

8 JlI 内IIITi.((¥楽協同組合(1984)，Ntr愉(1982)，j'j'森=県水政試綴場(1991)，守系県(1999)，JlI f"'Jl町漁業協同総合 (2003) などを参考とした。
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コの主要漁業種であるが，アマモ場では刺網が構造上

操業できないため，ナマコ資源培養の直接的効果も期

待されている O なお，むつ市漁協i隊員によれば，アマ

モ場付近のナマコは肉厚で水が出ず，質が高いとのこ

とであった。また，同じく陸奥湾内の蓬田村漁協では，

8~9 年前から森づくり活動を実施している O

B.資源の積撞的添加・培養のための施策として

は， 1950年代から投石事業を実施しており，また近年

はコンク 1)一ト撃さのナマコ;li¥gや，ホタテ貝主立によるナ

マコ漁場造成事業も実施されている o JllPqlHT漁協で、は

ホタテ用ネットの垂下による天然採i'i'iに加え，人工種

苗生産の試験・研究もおこなわれている O

C.漁獲庄の管理(入口管理)について，川内lllT漁

協海域では，青森県漁業調整規則により沿岸500mは

ナマコ禁漁区とされており，またナマコ漁期!は10月か

ら4月まで， ~~己実引i寺聞は 7 ~llll寺に ilìlJI浪されている O

さらに自主規制により，上で述べたナマコ礁，ホタテ

貝殻延長等の設置錨所は保護区に指定され，ナマコj魚が

禁止されている。漁法については，桁綿 (50隻)と組

合自営の潜水に制限している O さらに桁網漁船50隻を

4斑に編成し，順番にグループ操業をおこなうことに

より j魚獲圧を制御している O

D.一方，漁獲物の管理(出口管理)について，川

内lllT漁協では毎年i，((¥期前の11月に資源評価をおこな

い，その結果に基づいて漁業者が話し合い，年間漁獲

量を設定している。また，漁獲サイズは120g~300g 

に設定している。サイズの上限が設定されている理由

を組合職員に尋ねたところ，親ナマコの保護と，市場

ニーズに}担らして売りやすいサイズであること，の 2

つであった。なお， JII内町漁協では，後述のように，

組合でナマコ乾燥加工場を自営している O この乾操加

工場を効率よく自転させるため，一人-[1当たりの漁

獲量 (50kg~60kg) も設定し，水揚げ平準化をおこなっ

ている O

E.経営構造を改善するための施策として， JlI内IIIT

漁協で、は，ホタテガイ生産の変動をネ~l関するために乾

燥ナマコを組合として推進してきたことはと述の通り

である O さらに，次はアカガイの養殖により，一層の

経営安定化を目指したいとのことであった。

F.処理・加工・流通過程の改善について，川内IlIT

9 1長4心i的u:，桁J与Jザ己県zよ~ (は18ω96ω).1長之丸的:'j沙尚ザ己以】ALνはyオ水rj(ωFぷi王:会 (り1936ω). 上長白之おIl!l~ω:

では組合による乾燥加工工場の自営事業が注目され

るO 「ごまかしができず、安心」で「変なものを混ぜら

れる恐れが燕しりので，ブランド維持のためにも，乾

燥ナマコ重視で良いものを作り続けたいとのことで

あった。

G.人的・組織的体制の強化について， JlI内IIlT潟、協

では1999年にJlI内日ITナマコ資源有効利用推進協議会を

設霞し，資源調査，漁獲量管理，販売業務，加工業務，

などをおこなっている O さらに，組合で密泊、監視船を

購入し，監視員を 2名濯って密潟、防止策をとっており，

その費用は2008年の場合約500万円である(JlI内可漁業

協同組合 2008)。また，こうしたナマコ管理について

は， 2000年， 2003年と，全国青年・女性漁業者交流大

会で発表しており，さらに2004年には農林水産祭で天

皇杯を受賞。この業績は海外市場でも大きな評価をう

けている O

H. i設設に，科学・技術的知見の整備については，

まず，上述のナマコ資源有効利用促進協議会による資

源量調査がd二日される O 前査結果の解1'1i-作業にはlELか

らの支援も重要な役割を果たしている O これらの調査

費用は， 2008年の場合約68万円ほどであるけ11内UIJ漁

業協同組合 2008)。青森県水産総合研究センター (2009

年度より青森県産業技術センター水産総合研究所‘)に

よるナマコ資源・生態調査も活発におこなわれてお

り，特にナマコ礁やホタテ貝殻礁については，設置の

ためのガイドラインが作成・配布され，また近年は人

工穂高生産についても，試験研究.'1育報共有がすすめ

られている O

長崎県大村湾漁協におけるナマコ漁業

1 調査の概要

2009年 6月および9月に，長崎県西被杵郡の大村湾

漁業協同組合，長崎県庁水産部，佐世保市水産センター

で関係者に昂き取り調査をおこなった。また，当該漁

協や地元図書館・資料館などで関連資料を収集した。

2 大村湾における漁業の変遷とナマコ治、業の概要9

大村湾は中 liI:から天然真珠の産地として広く知られ

た海域である O 江戸時代には大村落痘申告の真珠採取事

として，玉lTV.奉行による生産管理や貝の保護策が実

施され，天和元(1681)年以降は 4輪栽ffjlJも導入され

たと記録されている。しかし，明治維新後は藩による

i之むIIi山μ芯f介f!水1(1必守径主i:て試l駁;4zジfL詰 (2005幻). 1主 I!JI~f~l!~ JJ(ドiUiIl(2008) なとを参考とした。
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管理がなく乱獲がすすんだため，大村伯爵家の主導に

より 1914年に大村湾真珠養殖所が設立され，のち

珠養F造業が盛んとなっていった。

採捕漁業では，江戸時代以降，ナマコ，クルマエピ

Marsupenaeus japonicus，ヨシエピ Metapenaeus仰 SIS，

マダイ Pagrusmajor，クロダイ Acanthopagrusschlegeli， 

カレイ，ボラ MugilcePhalus cePhalus，マイワシ，カ

タクチイワシ，などが採られてきた。現在は小型底引

き網，京11*将，小型定量，延縄かごなどにより，カタク

チイワシ，マアジ Trachurusjaponicus，イサキ Para-

pristかomatrilineatum，マダイ，イカ類，エピ類，サ

ザエ類，ガザミ類，モズク，ナマコなどが生産されて

いる O また，頼山陽が「琴idnJと詠ったことで知られ

るように，湾内は穏やかな環境に恵まれていることか

ら，真珠以外の養殖業も盛んであり，現在はカキ，ブ

1) Seriola quinqueradiata，マダイなどの養殖もおこな

われている O しかし，閉鎖的な海域で，潮位差も小さ

いため，高度経済成長期以降は赤潮やニガシオ(貧酸

素水塊)などの問題が頻発し，今日も大きな漁業被害

が発生している O

現在の大村湾におけるナマコ漁業は，桁縞，鉾突き，

素i替り，ナマコかけ(ニ本つぎの竿でかけ取りする漁

法)などによっておこなわれる。漁業への依存度は様々

であるが，平均値でみると正組合員一人当たりの年間

漁獲金額は約20万円程度であり，第 2種兼業漁家とし

てj語、業以外に主要な収入を有する場合が多い。また，

ナマコは全生産金額の約20%程度であり，鮮魚類(そ

の魚種は多岐にわたる)やモズクなど，多様な漁獲対

象の一部としての位置づけである O

長崎県によって，ナマコを対象とした各種の事業が

おこなわれており「資源を育む長崎の海:づくり事業(大

村湾地域(アオナマコ))J や「長崎県大村湾ナマコ資

源閤復計酪J により，築磯事業や増殖場造成事業，ア

オナマコ種苗放流事業などが実施されてきた。しかし，

大村湾j魚、協幹部への開き取り調査によれば，一部の専

業的漁業者をi注いて，多くの組合員は漁業への経済的

依存度が低く，細々と末永く副業として漁業を操業し

たいという意見が多いため，強い勢いを伴った管理運

動は生まれにくいとのことであった。

平成20(2008)年現在の大村湾漁業協同組合の正組

合員数は449名，委託販売取扱高は約8，400万円である O

主要生産品目は，数量では鮮魚類 (69トン)，ナマコ (20

トン)，モズク(3トン)であり，金額では鮮魚類 (65

百万円)，ナマコ (17吾万円)，モズク(1.4百万円)

である(大村湾漁業協同組合 2009)。

3 管理施策の内容

大村湾で、は貧酸素水塊(ニガシオ)の発生がナマコ

資源に悪影響を与えている O 特にここ数年.は台風が大

村湾上空を通過しなくなり，ニガシオの大規模発生が

頻発しているという。この問題への対策の一環として，

海底環境改善のため耕うんを実施している (A.生態

系の維持・修復)。組合幹部の見解では，賞酸素水塊

という環境問題を解決しない限り，資源管理の効果は

安定しないとのことであった。また，値if直の高いアオ

ナマコの天敵駆除という観点から，クロナマコを駆除

する事業を県主導で2004年度より実施している(後述

のように現在は有効活用)。その効果として，徐々に

クロナマコの比率はさがってきたとのことである O

B.資源の模様的添加・堵養の施策としては， 2004 

年度から実施された「資源を育む長崎の海づくり

(大村湾地域(アオナマコ)) J，および2005-2008年

に実施された「長崎県大村湾ナマコ資源閤復計踊」に

より，築磯事業や増殖場造成事業，さらにアオナマコ

種萌放流が実施されている O 特に佐世保市水産セン

ターでは，資源問復計商期間中は年間約100万個の穂

高生産を実施してきた。ただし，資源回復計画ーが終了

した現在は，資金的理由により，人工語苗放流はほと

んどおこなわれていないとのことである O

C. 魚、獲庄の管理(入口管理)について，まず大村

湾におけるナマコ漁業は，戦前は鉾突き・潜水がゆ心

であったが，現在は小型機船底引き網漁業刊誌開)， 

なまこ鉾突き漁業，なまこ素i替り漁業の 3揺のみに制

限されている O 長崎県漁業調整規出により 4月18-

10月31日は禁漁とされているが，各漁協では追加的な

自主的漁期が設定されており，さらに資源国復計画に

より，漁期は12月と 1月のみとなった(湾市東部の海

域はその前後日自開ずつも操業可)。資源面復計画終

了後は，湾全体で漁期を12月と 1月のみに統一するこ

とに成功しており，資源問復計画の大きな成果として

注目される O 禁漁区・保護区は長崎県の「資源を育む

長崎の海づくり事業(大村湾地域(アオナマコ))J に

より湾内に多数設定され，中間育成後の種苗を移植し

ている O 大村湾漁協海域にも 6カ所設置されている。

D. 漁獲物の管理(出口管理)について， 1本

重100g以下のアカナマコおよびアオナマコは，資源

問援計酪および委員会指示により採捕禁止となった。
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この措置は資源回復計調終了設も継続されている O

E.経営構造について，ナマコ桁網漁業者は，他に

刺綿，龍などを操業する;場合が多い。また，経営安定

化の一策として，ホタテガイの養殖を現在検討会・試行

しているとのことである O

F.処理・加工・流通過程の改善について，大村湾

産の生鮮ナマコは年末年始の生食用として高いブラン

ド価値を有している O このブランド維持のため，船上

での取り扱いに注意し，採捕後はすぐに洗浄・

投入するように組合が指導している O また生鮮食用と

して質の低いクロナマコについては，生!脱出荷が禁止

されている O クロナマコは，以前は駆除対象であった

が，現在は薄切り加工し「スライスナマコ」として販

し，また2004年ごろからは乾燥加工し中国へ輸出す

るなど，未利用資源の有効活用にも寂り組んでいる O

また，組合自営により，このわた，このこなどの加工

品を製造・販売し，さらにはナマコを使った新商品

(せっけんなど)の開発・販売も実施している。

G. 人的・組織的体制lの強化について， 1990年代よ

り，大村湾内各j魚、協青年部による勉強会が実施されて

きた。資源回復計画立案段階では湾内のj魚、協関係者

と研究機関・行政による漁業者協議会が設立されてい

る。資源回復計酪の実施中は，公費による種菖放流支

援や駆除支援等支援もおこなわれた。なお，大村湾で

も密j魚、が深刻な問題となっており，県・市IIf]'村の援助

により，大村湾全体のj魚、協で密ifd監視協議会が設立さ

れている O

H.最後に科学・技術的知見の整備については，

1990年代より，大村湾内各漁協青年部による各種試験

が実施されてきた。 2003-2005年は長崎県総合水産試

験場によるナマコの資源評価や基礎的知見整備が実施

され，成長式，桁網漁業の漁獲効率，操業商讃，漁獲

平均体重，資源量の推定，および資源回復措置の効果

予測などがおこなわれている O

ナマコ管理ツール・ボックスによる整理

以上の現場調査結果および関連文献等を基に，ナマ

コ管理の具体的施策を以下の58種類に整理した。

A.生態系の維持・修復について

く具体事例のあるもの〉

1.植樹活動(北海道枝幸，青森県蓬罰)， 2. 保護

区の設量(青森県むつ)， 3. 天敵・害獣駆除(長崎

県大村湾)， 4. 海底耕転(長崎路大村湾)

く具体事例は無いが効果が期待されるもの〉

. f!lT口

5.流砂・土砂の管理(ナマコ初期発生場である浅海

域の管理)， 6. ランドスケープレベルや集水域単位

での取組(環境問題としての水質管理)

B.資源の積極的添加-培養について

く具体事剖のあるもの〉

7. 漁場造成(青森県川内1I1J，長崎県大村湾)， 8. 

天然採苗・放流(青森県川内町・野牛・大関・脇野沢

村，長崎県大村湾など。徳島県では竹林礁により効果

を確認(浜野他 2009))，9.人工穣高開発・放流(長

崎大村湾，青森県J11内町)

く具体事例は無いが効果が期待されるもの〉

10.撞内多様性の確保(統計的解析によれば，青森県

産マナマコの形状は憎体によりばらつきがあり，一部

には北海道産マナマコに近いか同等の物がある(松尾

他 2011))0

C.漁獲庄の管理(入口管理)

〈具体事例のあるもの〉

11.潟、期・漁具・漁法.i.魚、場 .i.告知数・漁船サイズ・

操業時間などの規制J(多数の漁協で漁業権・漁業許

可・漁業課整規則などの公的手法に加え，漁業権行使

規則や部会内規など自主的規定により上乗せ規制を

施)， 12. 単位漁労時間の制限(青森県蓬田村では個

体の損傷1坊止のため一国の曳網時間を10分に制限)， 

13.禁漁区の設置(青森県川内町，長崎県大村i寄)， 14. 

輪採1M(青森県むつ市・蓬田村では 3輪採iljlJを導入)， 

15. グループ操業(青森県J11r今日IJ)， 16. 賦課金・会

費徴収(北海道枝幸)， 17. 漁業種間jでの操業海域調

(北i毎道枝幸)

く具体事例は無いが効果が期待できるもの〉

18. 曳網囲数の制限(操業時間の制限よりも丁寧な操

業が期待できる)， 19. 目合の拡大， 20. 仕向けに応

じた漁獲時期・漁獲場所の工夫(時期や漁場により品

質に差がある)， 21. i毘別努力量割当 (IEQ) や譲渡

可能個別努力最割当 (ITEQ)

D.漁獲物の管理(出口管理)について:

漁獲量・サイズなど

く具体事例のあるもの〉

22. サイズ規制(北海道枝幸，青森県川内IIIJ，長崎県

大村湾をはじめ多数)， 23. 年間漁獲量規制(北i毎道

枝幸，青森県川内町)， 24.一日あたり漁獲量制限(青

森県J11内阿)， 25. 個別割当(北海道枝幸)， 26. ?昆獲

個体の買い取り・再放流(青森県野辺地町では夏にホ

タテ底びきで混獲されるナマコを漁協が買い取り，保
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護区に再放流)

〈具体事例は無いが，効果の期待できるもの〉

27. 漁期別(成熟度に応じた) TAC. IQ. ITQ (特

に北海道の夏漁は乾燥加工工桂で日光が重要だ、ったか

らであるが，現在は機械乾'燥が進んでおり，また乾燥

作業をおこなわない場所も多いことから，検討に値す

る)， 28.品種別 TAC. IQ . ITQ， 29.サイズ5JUTAC . 

IQ' ITQ， 30. 漁具別 TAC'IQ. ITQ 

I 経営構造の改善について

〈具体事例のあるもの〉

31.兼業魚種の組合せ・開発(北海道枝幸，青森県川

内IUJ，長崎県大村湾)

〈具体事例は無いが，効果の期待できるもの〉

32. 生産規模に合わせた漁業資本や加工資本の縮小，

33. 漁業資本や加工資本の共有， 34. 協業化， 35. 減

給

F.処理・加工・流通過程の改善について

く具体事例があるもの〉

36. 船上処理の改善(鮮度は乾燥後の形状の良否に影

， 37.品種別の仕向け規則の策定(長崎県大村湾)， 

38. 加工品質基準や加工マニュアルの作成・明修の実

施(北海道枝幸)10，39.組合自営工場による加工(青

森県川内町，長崎県大村湾)， 40. 市場ニーズの把握

と製品への反映(青森県川内関口， 41.出待時の選別

の実施(青森県JlI内町)， 42.査接取引ルートの確立(青

森県川内町)， 43. トレ…サピリティー・システムの

導入(青森県野辺地町では平成19年より生鮮ナマコに

導入し QRコードにより生産者の氏名，顔写真，船名，

漁法などが表示される)， 44.組合による流通管理(北

海道宗谷では泊、獲量把握の徹底を目的として市場への

水揚げ義務化，北海道枝幸では乾燥加工・組合出荷の

義務化)， 45.新商品の開発(長崎県大村湾)， 46. 

利用資源や残浮の有効利用(大連水産学院の誹究では

ナマコ煮汁から機能性を有する多糖類を抽出できる可

能性を指摘。中国のナマコ関連商品の情報を参考に加

工時に発生する粉や残淳の有効利用も要検討)

〈具体事例は;縫いが，効果の期待できるもの〉

47. 加工作業の精度を上げるための奨励金・謀徴金，

48. MEL-]註panやMSCなど第三者認証の活用による

ブランド価値の維持・創出， 49. 衛生基準の取得・設

(特に大村湾など生食用の流通が主体となる海域)， 

50. 中国本土における直接的販売縞の創設.PR 

G.人的・組織的体制の強化について

く具体事例のあるもの〉

51.新たな管理組識の設立・実施(青森県JlI内阿，長

崎県大村湾)， 52. 管理内容の普及(北海道枝幸，長

崎県大村湾)， 53.操業B誌の義務化(北海道枝幸)， 

54. 密漁監視体制jの強化(青森県川内町，長崎県大村

湾)， 55. 活動内容の発信(青森県川内町，長崎県大

村湾)， 56. 公的機関との連携による事業の実施や体

制の整備(北j毎道の「北海道ナマコ栽培技術検討協議

会j や「ナマコ資源増大推進事業(平成19 25)J， 

森県の「地先型増殖場造成事業調査(マナマコ)J，長

崎県の「長崎県大村湾ナマコ資源囲復計画(平成17

20)J 

H.科学・技術的知見の整備について

く具体事例のあるもの〉

57.生態機序・資源動態の調査・把握(北海道枚挙，

青森県)11内町，長崎県大村湾など多数)， 58. マニュ

アルの作成(北海道および青森県ではナマコ資源管理

や漁場造成のための現場マニュアルを作成・配布)

なお，同じ自的と内容をもった管理施策であっても，

理論的にはさまざまな導入方法がある。たとえば植樹

活動の場合，行政による指示や義務化などによって導

入することも可能であるし，経済的手法(補助金や助

成金)を活用することもでき，また漁協内部における

自主的な活動としても実施が可能である。漁期.i.魚

.潟、法等の規制であれば，行政的手法(権利や許可)， 

自主的手法(漁協内部での自治的寂り決め)，その t情

報発信による消費者への PRや，関係漁業者らへの普

及・啓発，さらに違反者に対しては法的手法も適用で

きる。以上の観点から，導入方法別の整理をおこなっ

た結果が表 2である。図 1および表 1にまとめた「ど

こに効く施策なのか」という整理を表側に，表 2の「ど

のように導入しうるのか」という整理を表頭に配寵し

て，以上の58施策を分類した結果が，表 3のナマコ管

理ツール・ボ、ツクスである。

考察

前節で作成したナマコ管理ツール・ボックスを用い

て，現場調査を実施した 3つの海域における現在の管

理内容を考察した。

10 漁獲後の保有司法やJJI1工法が乾燥製!~11 ，こ与える彩殺にi到する分析として，成!刃 (2009)。
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表2 施策の導入法別分類とその性格11

i勾 草子 1'<: )Tjf |浪 界

行政的手法 政府がi去に基づきl直J主的に災筋。法に 泣;に主主づくため正当性-安定性がお 対象が分散・小口-多様なj会合EI視が
よる保護1 ~trfíT，規制，指導，命令な い。 }E]B好的なl)J]iillへの早期対策として l手!難。多くのjL7合他の手法よりコスト
ど。 有効。 が?，~lJい。桜動的対応が困却し

経i斉rl0手法 補助金-助成金や，課徴金・税など， 機動慨が向い。各主体の創立工夫-イ 施策日r;;?への直接的効果が不確実。分
2 経済インセンテイブで間接的に誘導。 ノベーションが促進。行政的手法より 配而への考肢は別途対策が~，~o

コストが低い。
↑IJ~f.長約手法 ー般市民参加耳'!プログフムの笑施や， 生産者やiドH'(者の意思決定に資する情 正確なh';続発信がなされるための担保

ο η 第三者認誌の活用，事業報;去のずと行， 卒[1を広く共有・把擦できる。 fEiifが必姿。
マスコミによる PRili[(lJなど。

司法的手法 司法判断に基づく慾苅や命令など。 it.判例に基づくため正当校・安定性 問題発生後の救済rJ0i!!IJfinが強く， I時間
4 がおい。同様の|問題の:fJ"llii山こ効来的。 的.{t銭fiWIIJが大きい。うさNiEJ.'d壬が

負担となりやすい。

51 I当主的手法 関係者が自治的に施策を実施。 {間別具体的状況に柔軟に対応。行政資 多くのJ:J)j合客観(19j;財処や拘束力-強制
用が低い。 カが弱い。同僚迷成が子{三縦突。

表3 ナマコ管理ツールボックス.

1 行政的手法 2.経済的手i去 3. 十i'íNHI~手法 4 .司法的手法 5. 自主的手法

A. Jt態系のj妥結 段上 1， 5， 6 1， 5， 6 1， 5， 6 5， 6 1， 5， 6 
続長j'!j.・ jl)';j支 i毎't' 2， 3， 4， 5， 6 2， 3， 4， 5， 6 2， 3， 4， 5， 6 2， 3， 5， 6 2， 3， 4， 5， 6 

B. ln原の弘主主的添}JJI'.t自主主 7， 8， 9， 10 7， 8， 9 7， 3， 9， 10 3， 9 7， 8， 9， 10 

C 人 IJ(漁終 11， 12， 13， 14， 15， 13， 14， 15， 16， 18， 11， 12， 13， 14， 17， ll， 12， 13， 14， 15， 11， 12， 13， 14， 15， 
16， 17， 18， 19， 20， 

すれl~!の 1N2ií~
庄のUJl!l) 16， 17， 18， 19， 21 19， 20， 21 18， 19， 20， 21 16， 17， 18， 20， 21 

21 

D. 11¥口(i，(('，Iを 22， 23， 25， 27， 28， 22， 24， 25， 26， 27， 22， 23， 24， 25， 26， 21， 22， 23， 24， 25， 22， 23， 2.1， 25， 26， 
物の給活D 29， 30 28， 29， 30 27， 28， 29， 30 27， 28， 29， 30 27， 28， 29.30 

E.経常総迭の改話 31， 32， 33， 31， 35 31， 32， 33， 34， 35 35 33， 34， 35 31， 32， 33， 31， 35 
Ilfu. 36 36 36 36 36 

f.処J!g・加工-
37， 38， 40， ，11， 43， 39， 40， 41， 43， 44， 37， 38， 39， 40， 41， 37， 38， 39， 40， 11， 

流通のと土-i[f. 水ぬ:γf長
44， 19， 50 45， 46， 17， '18， 19， 13， 11， 15， 46， 48， 37， 38， 44 42， 13， 1.1， 45， 46， 

50 19， 50 17， 48， 19， 50 

G.人的.~f[絞 ri0{o(， ílìlJ の.tTil，l:fヒ 51， 52， 53， 54， 56 5 J， 52， 53， 54， 55， 51， 52， 53， 54， 55， 
53， 54 51， 52， 53， 54， 55， 

56 

ll.利や・技術のJ長野J 57， 58 57， 58 

枝幸漁協の場合

枝幸海域における現在のナマコ漁業の管理について

第一の特徴は，伝統的な C.入り口管理に加え， D. 

出口管理として総漁獲可能量の設定と船別割り当て

(ノルマ)が自主的に設定されていることである O さ

らに， F.処理・加工・流通の施策として，乾燥加工

が組合により義務付けられていること，加工法につい

ては組合でマニュアルが作成されていること，加工後

は組合で買い上げること，その品質やサイズによる価

格差についてのルールも明記・公開されていること，

などの組合指導力が注目に値する。 A.生態系の維

持・修復についても，漁協婦人部を中心に実施してい

る森作りの活動は昭和58年に開始された先進的な取組

である O この活動には公的助成金も活用されている O

枝幸における管理については，現在のところ，資源

水準および漁業経営ともに顕著な問題は発生していな

い。しかしながら，今後問題が生じたときに備えて，

56 56 

57， 58 57， 58 

A~ 況の項目ごとに，今後強化しうる施策，追加的

に導入しうる管理施策を考察した。

まず A.について，現在実施している森作りの活

動は情報的手法を用いて広く PRするに値する活動で

ある O また，森作り以外にも，北海道に適した海中で

の施策について検討の価値がある o B.については，

現在のところ特に取組がおこなわれていない。たとえ

ば陸奥湾のように，深場・増殖場の保護・造成が北j毎

道品積fft仔ナマコの発生促進・{呆護に役立ちうるのか

どうかの検討も可龍であろう O なお，宗谷漁協では20

年近く前からナマコ人工種苗生産・放流試験をおこ

なっている O その結果によっては，枝幸海域でも一つ

の選択肢となりうるだろう oC.およびD.については，

2009年の 5隻増隻により，資源管理・漁業管理上の懸

念が発生することも考えられる O その場合には， B. 

の施策や，採捕最小サイズの厳格化，小型{固体を取り

残すための漁具規制(網目サイズなど)，資源調査に

11 ノ1z泌総合ii}f究センデー (2009 http://www.fra.a飴c.go・jp/pressrelease/pr20/2103311)を去に{乍成。
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基づく総漁獲可能量の削減などが検討できる。また，

ナマコの生態調査に基づき，再生産上主主要な海域・時

期を禁漁区(保護区)に設定することも考えられる。

なお，これらの施策を資源回復計翻として導入する場

合は経営支援措置も活用できる O 管理内容を厳しくし

た結果として遵守本が低下した場合には，現在の自

的管理の内容を公的管理に切り替え(資源利用協定化

や委員会指示の発出など)や，違反者の提訴も選択肢

の一つである。なお，海外輸出を意識した情報的手法

としては，上記のような管理施策の内容を英語で整理

しWebなどの媒体で公表すること，あるいは第一

認証の取得による持続可‘能性の PRも効果が期待でき

るoE.について，ナマコへの高い依存度を考躍すると，

ナマコ管理の向上により経営上のリスクを下げるとと

もに，ナマコ以外の収入改善の方策が有効である i20

一方でコスト面については，船別割当(ノルマ)の導

入により先取り競争が緩和されたことから，安全面に

影響のない範間で漁船設婦の小型化・簡易化をすすめ

ることが検討できる O 加工施設についても，現在は基

本的に一隻あたりひとつの処理施設を所有している

が，一部の施設を共有化することも考えられよう O こ

れらの施策は，組合や行政の指導により，あるいは助

成金などの活用も検討できる o F.については，船上

処理について検討の余地がある O 現在は船上で組合指

定の容器にできるだけたくさんの漁獲物を詰め込む

が，氷や散水機等の徳用による品質向上効果を検討す

ることは有効で、あろう O また，加工について，現在は

組合作成のマニュアルの内容の他に，各加工場で工夫

したさまざまな技街が発達しているようである O 今授

は科学的な評価に基づいてさまざまな加工法を評価・

共有することにより，組合の全体的な加工技術の底上

げを図り，枝幸産乾燥ナマコブランドの品質のばらつ

きを小さくすることも有効である。また，上記の船上

処理や加工法の改善について，成果に応じた奨励金や

課徴金の導入など，経済的な手j去を用いた実施が効果

的かもしれない。加工品の品質を組合や第三者機関が

評価し，その認証をラベルとして製品に添付すると

いった手法や，製品のトレーサピリティーの確保など，

清報的手法も検討に値するであろう。 G.については，

既存の体制下で安定的生産がおこなわれており，また

ナマコ部会内部および関係漁業種との開に問題が生じ

ていないこと等に鑑みれば，現状の管理を進めること

が妥当であろう。今後，枝幸周辺のナマコの資源動態、・

群集解析や，ナマコを含む海域生態系の研究が進み，

近隣漁協との共同管理を実施することが妥当な場合に

は，あらたな組織を設立することになろう。また，万

が一，将来的に資源利用・漁場利用上の紛争が生じ，

その解決を組合内部でおこなうことが不可能な場合に

は，行政的手法や可法的手法を用いて解決することに

なる O 最後に孔科学・技術的知見の整備について，

操業日誌や試験操業による科学的な資源調査が始まっ

たばかりである O 今設もデータの蓄積をすすめ，将来

的にはナマコ資源評髄の実施と，その結果の関係者へ

の潤知および管理内容への反映が望まれる O また，

述のように，加工法の冊究・試験を充実させることも

効果的であり，試験研究機関や指導機関との連携が不

可欠である O

j:)上の考察をもとに，ツール・ボックスを色分けし

た結果を間 2に整理した。図 3(JlI内阿漁協の場合)， 

間4 (大村湾漁協の場合)も間接に，灰色は現在施策

が実施され十・分に効果が顕れている部分，斜棋は施策

の実施により追加的効果が期待できる部分(改善の余

地がある部分)，あるいは将来問題が生じた際に検討

が可能な部分を示している。

山内町漁協の場合

川内If汀におけるナマコ管理の特徴は，漁協の強い指

導体ilJlJ(J11 内町ナマコ資源有効利用推進協議会)の下

で幅広い自主的施策を実施している点である O 特に資

源管理樹および加工・流通面で組合が強いリーダー

シップを発揮し，資源量の推定や年間漁獲量の設定，

加工場の運営，販路の開拓を実施している点について

は，特筆に値する。そもそもホタテ資源への過度な依

存に対する危機感から，経営安定化にむけた取組とし

てナマコの有効活用を展開してきたわけで、あるが，現

在はさらにアカガイなど新規資源についても組合主導

で検討をおこなうなど，経営意識の高さは全国の模範

となる事例である。

今後さらに強化しうる施策の候補や，万が一問題が

発生したときの対応策は以下のものが考えられる。ま

ずA.について，他漁協でもおこなわれている寵場造

成・保護や，水質改善のための取組も，効果の有無を

ふくめた検討がありうる O 行政による指導や経済的補

lZ オホーツク海主主で経営上のリスクを下げるために有効な施策の内容についての定反分1Jrは，牧野 (2011) を参m¥o
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図2 枝幸漁協における管理.

図 3 JlI内11庁漁協における官二理.

図4 大村湾漁協における管理、

助も有効に活用し，これらの取組を PRすることによ

り，現在海外で高く評価されているJlI内ブランドの価

値をさらに高める効果も期待できる。 B.については，

現在潟、協で人工穂高生産の検討が進められており，ま

た，県でも試験研究がすすめられている。なお，松尾

ら (2011) が指摘したように，陸奥湾産マナマコは形

状的にばらつきが大きしミ。蹟田 (2011) が指摘したよ

うに，大連産ナマコとの質の競合を前提にすれば，こ

の種内多様性を確保することが生態的にも経営的にも

重要となる。 C.およびD.については，現時点でも資

源評価に基づく年間漁獲量の設定をはじめとした高度

で11I日ひろい収組がおこなわれている。今後の検討可能

施策としては，表 3にあるように，輪採制の導入や，

漁獲努力量あるいは漁獲量の価別割り当て，一回の曳
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締時間の制限などが考えられる O これらの取組の積極

的PRをおこなうとともに，万が一，乱獲状態に結っ

た時には，これらの取組を強化し，また行政指導や司

法的手法を活用することが可能である。 E.について

は品質の高い乾燥ナマコを安定的に供給しつづけるこ

とが，既存の山内ナマコのブランドを高め，また経営

を安定させるために重要である O アカガイをはじめと

する地の資源活用については，行政による技術的・経

済的支援も有効である。また，マ 1)ン・エコラベル・

ジャパン (MEL]apan)や MarineStewardship Council 

(MSC) など持続可能な水産業のための認証取得も十

分に可龍な水準の管理体制lが確立しているので，その

資源銀全面や経営安定化への寄与も検討に値しよう。

現在おこなわれているグループ操業をさらに発展さ

せ，可能な限りでの資本共存によりコストの削減も検

討できる o F.については，漁獲直後の船上での車り

扱いの改善， トレ…サピリティーの導入，などが考え

られる。また，出荷特に品種ごとの選別を実施するこ

とにより，平均単価の向上も期待できる。 G.は，特

に智治、について，漁協という民間レベルでは導入しう

る対策も限られることから，国.¥与しなどの公的な対策

強化や1'111:去の活用が望まれる o H.については，漁協

独告の先進的取組が非常に高く評価されるべきであ

り，消費者にも PRすべきである O 上述の第三者によ

る水産認証などはその一つのツールである O 今後も行

政・研究機関と協力しながら一層の知見菩棋をすすめ

ることが期待される O 以上の結果を図 3に整理した。

大村湾漁協の場合

大村湾におけるナマコ管理の特徴は，過去に県の指

導体制の下で「資源を育む長崎の海づくり事業ム「長

崎県大村湾ナマコ資源回復計輯J などの公的施策が

A.B.C.を中心に実施され，その一部が現在は自主規

1111Jとして定着している点である O 特に人工種苗生産に

ついては全閤最大規模の取組がおこなわれ，それを支

持する研究・種苗生産体制も撃っている O もうひとつ

の特徴は， F.についての自主的取組である。年末年

始の生食用ナマコを中心としたブランドの維持のため

に，水揚げ後の取り扱いの指導や，低品質品混入思避

などがおこなわれている。ナマコ関連加工品(このわ

た，このこ，なまこせっけん)の生産・販売や，クロ

ナマコの有効活用においても組合の指導力が発揮され

ている。ただし，大村湾地域の平均的換業者は漁業依

存度が低くナマコからの収入も小さいことから， 111内

や枝幸のような専業的漁業者による強力な資源管理体

制の確立には至りにくい。また，貧酸素水塊など環境

要因がナマコ資源水、準に大きな影響を及ぼしていると

考えられる点も，積極的な資源管理活動の展開につな

がらない要閣であろう。

今後さらに強化しうる施策としては，まずA.につ

いて，貧酸素水塊(ニガシオ)の発生が深刻な影響を

及ぼしていることを勘案すれば，陸上もふくめた集水

域単位での環境改善の取組も重要であり，そのために

は関・県など公的機関の主導的役割も必要である。万

が一，陸上の活動が起因して水質等に被害がでた際は，

司法的手法も活用すべきである o B.については，資

源屈復計画終了後の人工種苗放流が停滞している O 竹

林礁による天然種苗採集などのようにコストの小さな

施策を検討するか，あるいは行政による支援が必要で

ある O 特に，大村湾産ナマコのブランド内容を前提に

すれば，生食用としてより質の高い個体をいかに増や

すか，という見地からの取組が重要である o C.およ

びD.については，年間漁獲量の設定や，一日当たり

漁獲量の制限，グループ操業による漁獲庄の管理，輪

採i/JUの導入，一国の曳網時間のilJlJ限，さらには， i.弟、獲

努力量あるいは漁獲量の館別割り当て，などさまざま

な施策が考えられるが，少ない努力量で実施可能な施

策の選択が求められるであろう。関係漁業者のナマコ

漁業への依存度が低いことに鑑みれば，むしろ E.に

ついて，公的資金の活用も視野にいれながら，漁業資

本の共有やグループ操業などによるコストの削減も有

効であると思われる。 F.については，生食としての

需要が大きいことから，公的試験研究機関とも連携し

て，鮮度維持技術の改善， トレ…サピリティ…・シス

テムや，衛生基準の導入.PR，などが考えられる O

G.については，資源回復計画の立案・実施に際して

組織された人的ネットワークの持続的活用を検討する

べきであろう O 現在も密漁対台三で全湾的取組がおこな

われているが，ナマコ資源管理や湾内環境保全につい

ても，ひきつづき行政とともに組織的対応を促進すべ

きである O 最後に H.については，これまで県を中心

に実施してきた各種調査研究の成果が，資源面復計翻

の実施を通じて関係漁業者に普及している O 今後も全

国の行故・研究機関と情報を共有しながら，一層の知

見蓄額と管理への適用をすすめることが期待される O

特に，資源問復計画実施期間は毎年約100万個の人工

種苗を放流し，現在その活動がほぼ停止しているとい
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う状況に着目し，人工種苗位流の効果や貧酸素水塊の により，各海域生態系の特性に応じた管理に閲する検

影響を定量的に検証することにより，貴重な知見が得 討をすすめたい。

られると思われる o j;j、上の結果を図 4に整理した。 本研究は農林水産技術会議事業「乾燥ナマコ輸出の

高吉 三五
口口

水産科学は，海洋物理や生物・生態から利用加工，

流通・消費に至るまでの過程を対象とする総合科学で

ある。この各過程に関し，各学問分野の知見と分析を

深めていくことの重要性は言を侯たない。しかしなが

ら，これまでの水産科学では，総合科学としての全体

的フレームワークに閲する整理や，現実の問題解決の

ための各学問分野の役割分担および連携方法に関する

議論が十分に重ねられてきたとは言えなし、。「管理の

あり方」は， (独)水産総合研究センターにおける総

合科学としての水産科学のあり方を模索する一つの試

みである O 特に本研究は，全過程を貫く概念としての

管理施策に着iヨし，定着性資源のナマコを例にその考

察方法の提示を試みた。

本稿では，管理施策の列挙と分類によりツール・

ボックスを作成し，各現場の評価をおこなったが，こ

れはあくまで定性的考察である O よって，たとえば関

2-4で同じ凡例に区分されている施策でも，それら

の地域開・異時点間比較をおこなう場合や，現場での

人1]0・資金的・時間的制約を前提とした具体的提案を

おこなうためには，施策導入の程度や効果の追いを定

量的に比較することが必要となる O 以上の観点から，

別稿ではツール・ボックスのIやのどの施策を優先的に

導入すべきか，どの海域ではどの程度の効果が期待で

きるのか等について，数理モデルを吊いたシミュレー

ション分析により検討している(牧野 2011)0 またそ

こでは，本稿で、は扱っていない「管理の目的」の側面

についても説諭している O 併せて参照されたい。

第一節でふれたように，具体事例としてナマコとい

う沿岸資源を選択したことから，本研究の考察全体が

理論的制約を受けていることは否めなし、。特に，移動

性の高い資源や寿命の短い資源については，別途考察

が必要である O また，たとえば沖合資源では， A.の

施策内容も大きく異なる。本研究の理論的枠組みを修

正しながら，引き続き事f)iIJ分析を重ねていくことによ

り，…投化を進めていく作業が重要である O さらに，

図 2-4で示された海域による管理施策内容の差異

は，その基盤である海域生態系の違いに由来するとこ

ろが大きいであろう O 自然科学系諸分野との共同期究

ための計画的生産技術の開発(平成19-21年度)Jの

成果の一部を加筆・修正し 論文としたものである O
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