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平成22年度水産工学関係研究開発推進特別部会水産業システム研究分科会
漁船漁業の生産性改善に向けた工学的アプローチ
開催主旨
漁船漁業は、魚価の伸び悩みや燃油高などの影響を受けて、厳しい経営を続けている。
しかも、就業者の減少と高齢化による労働力不足によって、生産基盤そのものが弱体化
している。こうした状況を改善するには、省人・省力化を中心とする現場作業の効率化、
すなわちムダ・ムリ・ムラの除去に早急に取り組む必要がある。
これまで漁船漁業において作業の効率化が進められてこなかったわけではない。ただ
しそれは、機器・装備類の高度化に重点を置いたものだった。漁業にかぎらず、産業に
おける生産は人が機器・装備類を使うことで成り立っているので、効率はハードウェア
だけでなく、作業の仕方によっても大きく左右される。このため、製造業をはじめとす
る他の産業では、「カイゼン」や「トヨタ生産方式」に象徴されるように、作業の改善
活動が盛んにおこなわれてきた。しかし漁船漁業では、こうした取り組みが充分に行わ
れてきたとは言えない。漁船漁業の生産工程は人手に依存する度合いが高い。したがっ
て作業改善に取り組めば、他の産業以上に効率化できる余地が大きく、生産コストの縮
減も期待できる。
本分科会では、生産性の点からみた漁船漁業の問題および効率化に取り組む際に必要
な技術について、他の産業での事例を参考にしながら論議する。
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漁船漁業の生産性改善の必要性
渡辺 一俊
独立行政法人水産総合研究センター

水産工学研究所

１．はじめに
産業の中で、漁船漁業は肉体労働に依存するところ
が大きく、きつい仕事である。また、あまりもうから
ないとも言われている。そのせいがあってか、就業者
の減少と高齢化が進行している。生産活動は、投入さ
れる労働力の量と労働者の身体機能に大きく依存する
から、今日の傾向がこのまま続くなら、漁船漁業に必
要な労働力はいずれ賄えなくなるにちがいない。この
ような状況は、まとまった数の若年層が新規に就業す
れば解消するが、それは現実には起こりそうにない。
となれば、少数で高齢の労働力でも充分に生産活動を
維持できるようにする工夫、すなわち作業を効率的に
するための改善が必要となる。
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図 1 漁業就業者数と年齢構成比の変遷
（第６～１２次漁業センサス）．

リ」を、繰り返し洗い出して対策をとり、作業効率を
向上させることにある。効率化によって期待できるの
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善の必要性を、就業の動向と労働生産性の観点から指
摘する。次いで、改善の手順のあらましを説明する。
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るところを述べて締めくくる。なお改善の方策や事例
などについては、他の講演のなかで、さまざまな切り
口から紹介されているので、あわせて参照されたい。
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とする。労働科学研究所資料）．

付加価値額

２．落ち込む労働力
就業者数は冒頭述べたとおり減っており、減少率は
1978 年からの 30 年間で 50％を超えている（図 1）。こ
れと同期するように、60 歳以上の就業者の構成比は、3

労働生産性＝

（漁労収入－物的経費）
最盛期の漁業従事者数

物的経費＝漁船・漁具費＋修繕費＋販売手数料＋租税公

倍に上昇している。原因は、どちらについても新規就

課負担＋減価償却費＋（その他の漁労支出×1/3）

業者、特に若年のそれが少ないところにある（水産庁
2010 ）。若年層が就業しない→引退者の減少分が埋ま
らない→就業中の漁業者は年をとり全体として高齢化
していく、というわけである。

注意！ 負債は計算に含めない（生産とは関係ない）

図 3 漁船漁業の労働生産性の算定法
（2008 年漁業経営調査報告）．

加齢にともなって、人の身体機能は、五感や平衡機
能を中心に全体として低下する（図 2）。したがって就
業者の高齢化は、作業能力においても漁船漁業の労働
力が落ち込むことを示している。
この問題は、労働力のより効率的な投入、すなわち
作業の改善によって解決していくのが合理的だと考え
られる。作業の効率化は、作業者の身体にかかる負荷
の軽減にもつながる。これは、就業者の主力を占める
高齢者にとって、特に望ましい。
３．低い労働生産性
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産業の力は、労働生産性を指標として評価すること
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漁業種類・トン数階層別の労働生産
性（2008 年漁業経営調査報告）．

ができる（図 3）。漁船漁業の労働生産性は、比較的大
型の漁船を運用する沖合底びき網やまき網漁業を除け
ば、製造業にはるかに及ばない（図 4）。ここで示した
漁業種類は、漁船漁業全体のごく一部である。とはい

付加価値

物的経費

ムダ・ムリの除去，管理の高度化

え、養殖業を除く沿岸漁業の経営体の生産額が 平均
415 万円程度であることからみて（水産庁

2010 ）、

漁船漁業の労働生産性はおしなべて低いと考えられる。
労働生産性は、投入する労働力を一定とすれば、

ブランド化，品質向上（鮮度，衛生状態）
ただし 価格は市場で決まる
物的経費が上積みされる

作業は経験・勘・度胸

改善の余地が大

より高い価格で買ってもらうか、投入する経費を節
減することによって、上げることができる（図 5 ）。

図 5 付加価値額の増やし方．

高くかってもらう 工夫としては、たとえばブランド
化がある。ただしこのようなやり方は、買い手次第であるため、出たとこ勝負のギャンブルになってし
まうおそれがある。これに対して、作業の効率化によるコストの節減は、本腰を入れて取り組めば実現
できる。
一方、付加価値額を一定とすれば、投入する労働力を減らすことで 、労働生産性は向上する。この場
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見える化：現状を知る

合には、一人当たりの作業量を増やさなければならな

現場に問題を探りにいく
現場の観察，記録

いから、それに応じた作業の効率化が重要となる。漁
船漁業では、労働力は調節して減らすのではなく、

分析：ムダ・ムリの発見

減ってしまっているのだが、一人当たりの作業量を増

何が，どこに問題があるか見つける
作業工程，

やす必要がある点で違いがない。
改善の実施・結果の判定

いずれにしても、労働生産性は、人間によって大き
く左右される（神代

対策を考え・実施する
作業負担の低減，整理整頓など

2008）。作業に無理や無駄がな

く快適であれば、労働生産性は向上する可能性が高い。 図 6 作業改善の手順．
したがって改善とは、人間が働きやすい作業方法や作
業環境を作ることだといえる。

考えてみる

ここが気になる

４．作業改善の手順
改善は、現状の点検、問題の発見、改善案の立案と
実施、そして再点検と、問題が解消されるまで繰り返
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しおこなう（図 6）。

作業環境にムリ・ムダ

まず現状の点検では、作業の内容と流れがどのよう

図 7 問題発見のポイント．

であるか観察し、結果を時間の流れにしたがって、箇
条書きや表として整理する。可能ならば、工程図を作

直に座る

ねじり

成してもよい（付図 1）。
漁船漁業では、熟練が重要である。何度も繰り返し
体で覚えた作業は、半ば無意識におこなわれる。この

深い前屈み
膝曲げ

おかげで円滑に作業ができる反面、意識して自身の仕

直に座る

事を見直すことはあまりないと思われる。この点から
も、現状を点検、見える化する意義は大きい。

70歳台の高齢者

次に問題点を探る。付図 1 に示したように、漁船漁

図8

業の作業は、かなり複雑な工程で成り立っている。ま

身体に負担のかかる作業姿勢（小
型底びき網漁業）．

た、日ごとの海況や漁獲の状況に応じて作業が変化す
る。ここから問題を見つけ出すときのポイントは、い
やだと感じる作業に注目することである（図 7）。この

同じ姿勢の継続
立ったまま，座ったまま
体に負担のかかる姿勢
前屈み，中腰

とき同時に、問題を無くするにはどうするのが良いか、
改善策の立案に向けて考える。
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実際に漁船の操業を観察すると、作業者が身体に負
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頻繁に現れる（図 8，9）。このようなことになるのは、
するからである。
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神代（2008）を参考に作成

担のかかる、いやな姿勢・動作をとっている場面が、
作業方法や作業環境に、非効率あるいは不合理が存在

W
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図9

問題のある姿勢・動作（左）と作業姿
勢による身体的負担の違い（右）．

改善の実施段階に移ったら、原因を解消するための
対策を練る。改善の内容は、現場ごとにさまざまにな
るはずだから、改善の要領を具体的に示すには無理が
ある。そのためここでは、産業を問わず重要だと考え
られている、一般的な改善のポイントを述べるにとど

図 10

める。姿勢・動作自体に問題が見つかったのなら、動

漁獲物選別台の導入による作業姿勢
の改善（愛知県小型底びき網）．

作経済の原則を参考に改善する（付表 1）。作業方法・
環境が、いやな仕事を作り出した原因であるのなら、
作業の省略や順序の入れ換え、機械・設備のレイアウ
ト変更、漁具を含む道具類の置き方の変更、あるいは
漁獲物などの運搬方法の変更をおこなう。変更の結果

キツイ
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ローラーコンベア

を現状分析に戻って検証し、問題が残っていれば修正

人力作業をライン 化

する。

ロー ラーコ ンベア
を活用

ラク

漁船漁業での改善を対象とする知見は蓄積に乏しい

ラク

が、姿勢・動作と作業方法・環境に関して、私たちの
調査した事例があるので、それぞれ１つあげる。図 10
は、小型底びき網での漁獲物の選別作業の様子だが、

図 11

サケ漁獲物の選別作業工程の改善
（北海道さけ定置網）．

漁獲物を載せる選別台を試験的に導入したところ、甲
板に直に座った、前屈みの姿勢が改善された（高橋他

健全経営の実現

2011 ）。さけ定置網では、大量の漁獲物を短時間で銘

コト（ソフト ）の

収益の上積み

柄分けする必要がある。北海道野付地域の漁業者は、
滑り台式の選別台とローラーコンベアを組み合わせた
選別ラインを考案して、労力と作業時間の縮減を果た
した（図 11）（渡辺他

2008 ）。このラインには、体

力の劣る女性も多数加わって作業している。また、効
率化によって浮いた時間を活用して、きず物のサケの
ドレス加工をおこなっている。値段の安いきず物を一

漁 業 技術開発

生産性の向上＝付加価値の増加
品質・鮮度管理の高度化
余力が発生
軽労化：ムリを解消
効率化：ムダを撲滅

図 12 期待される作業改善の効果．

次加工することで、高く買ってもらおうというのであ
る。
５．期待される改善の効果
生産性の高い産業は、もうかる産業である。漁船漁業をもうかる体質に変えていくためには、改善へ
の取り組みを通じた生産性の向上が欠かせない。就業者の減少と高齢化にともなう労働力の落ち込みは
たしかに難題だが、これも生産性の向上によって克服できるはずだ。
改善は、お金を使わず、知恵を出して、従来のやり方を変え、その結果、生産性や品質などが向上す
ることだとされている（岡田

2004）。漁船漁業において改善が進めば、非効率、不合理な作業が減っ

て、余力が生まれる。この余力を、消費者が強く求める食品安全を確保するための作業に投入すれば、

6

漁獲物の付加価値は上がり、もうかるようになるだろう（図 12）。実際、製造業では、改善を製品の付
加価値向上につなげてきた長い歴史がある。さすがに今日では、 改善の余地がかなり狭まってきたとの
指摘はあるが（中村

2010）、こと漁船漁業に限っては、改善はこれから取り組むべき課題である。

本稿では、作業の改善に重点を置いて、漁船漁業の生産性向上のあり方について述べてきた。生産性
は、漁具や設備類の導入・改良によっても向上が期待できる。しかし、これにはあえて触れなかった。
作業の非効率、不合理の所在がわからず、しかもそれらを抱えたままでのハードへの投資は、大きなリ
スクをともなうからだ。まず、改善が必要なのである。古人も言っている。「一利を興すは一害を除く
に如かず。一事を生ずるは一事を減ずるに若かず（耶律楚材）」と。ほかでもない、改善とは、このこ
とである。
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容器とその 容量
括弧内は容量（概数、
リットル）

記号凡例
：魚を入れる容器（荷姿）

文字

漁獲

手持ちで

クレーンで

洋
上

：選別を行う装置

選別台

(サイズ大)

(サイズ小)

投下

：移送の手段
文字

沖締め、
鮮度保持の処置

すのこ

：仕分け、ロット調整など
商品価値を高める処置

文字

手持ちで／
バイスケに入れて

落下

小容器
(260～420)

文字

●活魚向けの魚種
●沖締めする魚種
●鮮度保持の特別な処置をする魚種

見て
魚種選別

ふるいわけ

魚倉
(4500)

：容器（荷姿）の変換

小タモ

すくい網

バイスケ
(80)

：計量
文字

魚倉（中）

魚倉（後）

コンテナ

魚倉（前）

大タモ
(800)

小容器

コンテナ
(1400～2700)

小タモで

細長容器

バイスケ

青トロ箱

クレーンで

手渡しで

クレーンで

青トロ箱
(80)

スコップで
／小タモで

小タモで

大タモ

岸
壁

コンテナ

魚倉（活魚）

魚倉（鮮魚）

スコップで

手渡しで

手渡しで

黄トロ箱
(80)

陸揚げ
細長容器
(190)

投入

投入

投入

コンテナ

ホッパー

（搬送）

投入
青トロ箱

コンテナ

コンテナ

積み重ねる
ことが多い

細長容器

活魚の工程

選別台の工程

魚種と量に応じて

青トロ箱

コンテナ（活魚）

青トロ箱

コンテナ（鮮魚）

ここに示す方法を

臨機に組合せ

小タモで

フォークリフトで持ち
上げ投入／小カゴ
ですくって投入

コンテナ（活魚）
投入
小タモで

選別台

自動選別機の工程
コンテナ（鮮魚）

大タモ

見て
魚種選別、
サイズ選別

見て
魚種選別、
サイズ選別

青トロ箱

投下
クレーンで
フォークリフトで

青トロ箱

小タモで

投下
ホッパー

バイスケ

トロ箱の搬送

自動選別機

青トロ箱

ふるい
わけ

市
場

天秤ばかりで
計量

・引き棒に引っ掛けて
・積み重ねてフォークリフトに載せて
・台車に載せて
・手持ちで

手持ち
で投入
活魚水槽

(サイズ小)

ベルトコンベアー
サイズ大と
同様の作業

(サイズ大)

見て
魚種選別

ベルトコンベアー

投下

床上での作業

ロット
の調整

青トロ箱
ライン末端
青トロ箱

青トロ箱

青トロ箱

または
コンテナ（鮮魚）

青トロ箱
一匹ごと手
持ちで
台ばかり上
のカゴ

トロ箱ごと
手持ちで
台ばかりで
計量

台ばかりで
計量

小カゴですくって／
容器を傾けて投入
黄トロ箱（販売容器）

手持ちで
手持ちで
青トロ箱

販売時の荷姿

付図１

黄トロ箱（販売容器）

コンテナ（鮮魚）

細長容器

青トロ箱

活魚水槽

大型定置網（鴨川市漁協）の操業・漁獲物処理の作業工程（佐伯他
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2009）

付表 1

ギルブレス－バーンズによる動作経済の原則，Ⅰ身体の使用に関する原則．藤田（ 1978）から
抜粋.

(1)

両手の動作は、同時に始め、同時に終わるべきである

(2)

休息時間以外は、両手を同時に遊ばせてはならない

(3)

両腕の動作は、反対方向に対称に同時に行うこと
この 3 つの原則は、互いに密接な関連を持っているので、併せて考えることが望ましい。
片手より両手を使った方がより効果的であることは明らかである。また、一般に、作業場所の左右両側に
類似町仕事を配置し、左手と右手が一緒に動き、同じ動作を行う方が効果的である腕を対称方向に動かす
とバランスがとれ、作業者はより少ない精神的、肉体的努力で仕事を行うことができる。

(4)

手や体の動作は、仕事を満足に行いうる最低の等級のものに限ること
手の動作は次の 5 等級に分けることができる。通常この等級に従って、時間、努力、疲労の度合が増加す
る。
① 指の動作
② 指と手首を含む動作
③ 指、手首、前腕を含む動作
④ 指、手首、前腕、上腕を含む動作
⑤ 指、手首、前腕、上腕、肩を含む動作〔姿勢をくずきなくてはできない〕

(5)

運動量〔惰性、はずみ〕をできるだけ利用すること。しかし、筋肉力によって、それに
対抗する必要のある場合には、運動量を最小にすること
運動量とは、移動する材料の重さ、移動する工具または装置の重さ、移動する身体部位の重さのように質
量と速度の積である。これらの運動量をうまく利用すると楽に仕事ができる場合が多い。

(6)

急な方向転換を含む直線的動作より、なめらかな連続動作の方が好ましい
急激な方向転換は時間を浪費する上，作業者の疲労が増大する。

(7)

弾道型の自然な運動の方が、制約された運動より早く楽で正確である
弾道型の運動においては，筋肉は運動が始まった時にのみ収縮 L-。その後は弛緩しているため疲労が少
なく力があり，かつ速くて正確である。

(8)

できるかぎり楽で自然なリズムで仕事ができるよう設定すること
動作が適切に配列されるとリズムが発生し作業者はそのリズムの助けをかりて、仕事を楽にかつ自動的に
行えるようになり、疲労が軽減される。

(9)

注視回数をできるだけ少なく、また注視点をできるだけ近接してまとめること
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生産システム工学的手法にもとづく漁業労働の改善
髙橋 秀行
独立行政法人 水産総合研究センター 水産工学研究所
1. はじめに
1970 年代に 50 万人近く存在した漁業就業者数は，平成 19 年には半分以下の 20.4 万人にまで減少した。
また，65 歳以上の高齢の漁業者の割合も 4 割に迫り，後継者のいる漁業者の割合は 2 割以下となった（水
産庁（2009）
，渡辺ほか（2009））。このまま漁業者が減少し続ければ，多くの漁業経営体の継続が困難と
なり，我が国の漁業が崩壊する恐れがある。
漁業就業者数減少の大きな要因として，漁業に職業としての魅力が失われつつあることが考えられる。
従来から 3K 職場（危険，きつい，汚い）と言われる厳しい労働環境に加え，近年の水産資源の減少や魚
価安によって厳しい経営を強いられる現状では，新規就業者が現れにくいのは当然であろう。
漁業が産業としての健全性を取り戻すための有効な手段として，生産システム工学の考え方を取り入
れることが考えられる。多くの陸上産業では，ものづくりの過程を生産システムとして捉え，これを工
学的な見地から検証し改善する生産システム工学的手法を導入・活用することで，労働環境の改善や生
産性の向上させている。このような手法は漁業生産の現場においても有効である。
本報告では，漁業を生産システムとして捉え，漁業生産システムが効率的に機能するために必要な要
素について議論する。そして，漁業生産システムを機能させるための重要な要素である生産労働力の問
題を改善するための筆者の取り組みを紹介する。
2. 漁業を生産システムとして捉える
生産システムにおける生産要素は，生産対象，生産手段，生産労働力，生産技術の 4 つに分類される
（人見，2009）。生産システムでは，各々の生産要素が有機的連関をなし，全体として望ましい形態とな
ることが求められる。
漁業（ここでは単純のため，漁船と漁具を用いて漁獲を行い，漁港に持ち帰るまでの過程を扱う）を
上記の生産システムの定義にあてはめると，生産対象は漁獲物，生産手段は漁船や漁具，漁労機械など，
生産労働力は漁業者，生産技術は操船や漁具を扱う技術や技能などに相当する（図 1）。
過去，水産の分野においては，生産対象である水産生物の生物学的特性や行動生態，生産手段である
漁船や漁港の設備などの性能や機能に関する研究が活発に行われてきた。対して，生産労働力である漁
業者や，生産技術である漁労技術や技能などに関する取り組みは少ない。漁業就業者の減少が深刻な問
題となっている我が国の漁業生産システムを改善しバランス良く機能させるために，生産労働力や生産
技術の問題の解決は不可欠である。
漁業生産は漁獲対象生物の行動生態に合わせた方法によって行われ，トン数規制によって制限された
漁船上の空間に漁業生産活動に必要な装備などを割り当てる。そのため，快適な作業のための空間の配
分は後回しにされがちであり，漁業の労働環境は他の多くの産業と比べて劣悪なものとなっている。し
かし，少数かつ高齢者の割合が高い労動力によって我が国漁業を支えていくためには，安全で快適かつ
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漁業を生産システムとして捉える
生産
労働力

（漁業者）

スペース（作業，休憩）
動線・設備の確保
装置類の操作方法

漁法・漁場の選択
選別時の扱い

サイズ，身体能力

生産技術
技術（知識）
技能（経験，カン）

生産手段 （漁船，漁具）

サイズ，速力，魚倉能力
漁具・漁労装置の仕様

生産対象

漁具に対する行動特性

（魚）

魚種，サイズ，行動特性
鮮魚 or 活魚 or 加工向

図 1 漁業を生産システムとして捉える
効率的な労働環境の整備が必要である。この問題は，生産システム工学的にみると，生産労働力と他の
要素との間の有機的連関を改善することで，生産システム全体の最適化を目指すことと解釈できる。
生産システム工学の実践にあたっては，生産管理工学（いわゆる IE）や人間工学など，様々な学問体
系で用いられる手法を駆使する。以降の章では，筆者がこれまでに取り組んできた調査事例や，調査に
おいて用いた分析手法などについて紹介する。
3. 漁業労働の実態を定量的に把握する
従来から，漁業は身体負担が大きく危険がともなう職業と言われてきた。しかし，実際に漁業の労働
環境がどのようなもので，どのような作業がどの程度の負担をともなうのか，そして何が高い身体負担
を生じる原因なのか，具体的なことはあまり知られていない。労働環境を改善するには，実際の労働を
正しく理解する必要がある。
漁業労働を定量的に把握するには，操業時の作業をくまなく観察することが肝要である。しかし漁業
では一回の操業が長時間に及ぶ場合が多く（例えば，多くの小型底びき網漁業の操業時間は 12 時間前後
である），これを肉眼で絶え間なく観察するのは事実上不可能である。そこで筆者は，操業時に船上で発
生する作業をビデオ撮影し，これを研究室に持ち帰り分析する方法を採った（図 2 に撮影装置の設置例
を示す）。
調査で得た船上作業のビデオから始めに取り出すのは時間の情報である。IE で用いられる時間研究で
は，生産の個々の作業に要する時間を測定し，その結果にもとづいて標準時間を設定して，生産管理を
進める。筆者の目的は生産管理ではないが，時間研究の考え方を応用して，作業に要する時間の情報を
得ることは，作業の実態をうかがう上で大変重要である。
作業が漁業者の身体に与える負担は，時間とともに作業実態を知る重要な要素である。作業負担を推
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UPPER LIMBS

Deck

HANDLING OBJECT

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

both limbs on
or below
shoulder level

one limbs on
or above
shoulder level

both limbs on
or above
shoulder level

less than 10kg

10kg or more
less than 20kg

(1)

(2)

Bridge

20kg or more

BACK

straight

(3)

bent

straight and
twisted

(4)

bent and
twisted

LOWER LIMBS

(1)

CCDカメラ

HDDレコーダ

図 2 小型底びき網漁船に設置した撮影装置の例

(2)

(3)

(4)

(5)

loading on both loading on one loading on both loading on one loading on one
limbs, straightl limbs, straight
limbs, bent
limbs, bent
limbs, kneeing

(6)

body is moved
by the limbs

(7)

both limbs
hanging free

図 3 OWAS 法で用いる姿勢コード

定する方法には，筋肉の活動度を測定する筋電位計測法や，人体を力学的に表したバイオメカニカルモ
デルを用いて関節等への負担を推定する方法，概略の姿勢情報から作業負担度を導出する簡易的な方法
などがある。筆者の目的は，船上作業のビデオからおおよその作業負担を知ることであるから，概略の
姿勢情報から作業負担度を導出する代表的な手法である OWAS 法（Ovako Working-posture Analyzing
System，Karhu et al.（1977））を用いている（図 3）。OWAS 法では，人体を上肢，胴体，下肢の 3 部位に
分け，各部位の姿勢を類型化された姿勢コードから選択するとともに，取扱荷物重量を 3 段階の選択肢
から選ぶ。全ての作業姿勢と取扱荷物重量の組み合わせに対して，作業の改善度を示す AC 判定値が与え
られる。AC 判定値は AC1 から AC4 の 4 段階で，数値が大きくなるほど作業方法改善の要求度が高くな
る。船上作業のビデオから一定の時間間隔で静止画を抽出し，そこに写る作業姿勢から AC 判定値を導出，
AC 判定値の出現頻度を見ることで，作業が身体に与える負担の程度を推定することができる。
分析の結果，作業に要する時間が長く，身体負担の大きい作業が検出されれば，作業方法ないし作業
環境の改善を検討する。改善方策はケース・バイ・ケースで検討する。例えば，漁具の扱いに関する問
題であれば，漁具の構造，漁労装置の仕様や配置などの変更を検討するし，漁獲物の選別に関する問題
であれば，選別を行う場所の位置や広さ，使用する設備などの変更を検討する。ここで再び生産システ
ム全体を俯瞰して，生産労働力と他の生産要素との間の有機的連関を改善し，バランス良く機能するよ
うに意識することが重要である。
4. 小型底びき網漁業における調査事例の紹介
我が国を代表する沿岸漁業種の 1 つである小型底びき網漁業は，全国に一万あまりの経営体を有し，
使用する漁船や漁具，漁労装置などの形態のバリエーションも多い。筆者は，小型底びき網漁業の全国
的な労働実態を把握し，労働環境を改善する有効な方策を見出したいと考えている。ここでは，筆者が
これまでに調査した事例（髙橋（2009），水産工学研究所（2008，2009））のいくつかを紹介し，小型底
びき網漁業の労働環境の問題点を探る。
図 4 に，筆者が調査した 4 例の小型底びき網漁業において，主要な作業に要する時間を測定した結果
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AC1

AC2

AC3

AC4

千葉県銚子（板びき）

愛知県豊浜（板びき）

三重県赤須賀（桁びき）

三重県鈴鹿（板びき）

図 4 小型底びき網漁船 4 事例の主要な作業に要する時間の割合
投網

千葉県銚子（板びき）

揚網

524min.(33%)

選別

その他

愛知県豊浜（板びき）

1590min.

303min.(42%)

717min.

三重県赤須賀（桁びき） 11min.(16%)*

69min.

三重県鈴鹿（板びき）

172min.(28%)

613min.

*船上では粗選別のみ
（陸でさらに選別）

図 5 小型底びき網漁船 4 事例の選別作業における身体負担
を示す。小型底びき網漁業では一般に，漁獲物とともに漁獲対象でない生物やゴミなどが入網するため
これらを選別する作業が必要であるが，この選別作業に要する時間の割合が高く，漁業者の作業の様態
を規定する重要な要素となっていることが伺われる。
そこで次に，それぞれの事例の選別作業に着目して，OWAS 法を用いて作業負担を推定した（図 5）。
結果，作業台と椅子を用いて選別作業を行う事例では AC1 が主体であったが，他の事例では AC2 ないし
AC3 が主体であり，改善が望ましいことがわかった。これらの事例に共通する問題は，漁獲物を甲板上
で扱う作業が主体のため，上半身を前屈させ，足を蹲踞（しゃがみ）ないし跪いた作業姿勢を強いられ
ることである。
普段の生活でも，上記のような姿勢での作業（例えば草抜きなどの庭仕事）を行うと，腰や背中など
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に凝りや痛みを覚える方は多くおられるだろう。このような作業を日常業務の中で延々と続ければ，職
業病として慢性的な腰痛などを患うリスクが高い。そして最悪の場合，生産活動に従事することが不可
能な状況に陥ってしまう。したがって，身体負担の少ない選別作業のあり方を検討する必要がある。
5. 小型底びき網漁業の漁獲物選別作業の改善方策
長時間，身体負担の大きい姿勢を強いられる選別作業は，多くの小型底びき網漁業に共通する問題の
ようである。そこで，選別作業の改善方策について，漁業生産システムを俯瞰しながら検討してみる。
そもそもなぜ選別作業が必要なのだろうか。入網物の中には多少なりとも市場価値のない生物や無生
物が含まれており，少なくともこれらと市場価値のある生物とを分離する必要があるからである。逆に
考えると，市場価値のある生物だけが入網すれば，選別の手間は大幅に低減できる。したがって，ひと
つの改善方策として，市場価値のある生物だけが入網する選択式漁具の開発が考えられる。選択式漁具
に関して言えば，水産資源の適正管理などを目的とした多くの研究開発が実施されている。今後は，漁
業者の作業負担軽減を意識した漁具開発にも期待したい。
選択式漁具で分離できなかった入網物は，漁獲後に選別しなければならない。では，いつ，どこで選
別すれば良いだろうか。作業スペースの観点から言えば，漁船上よりも岸壁上の方に余裕がある。あえ
て船上で選別する理由がない場合には，帰港後に岸壁で選別することを検討すべきである。漁船上で選
別する合理的な理由としては，次のようなことが考えられる。①一度上陸させた入網物は廃棄が困難で
あるから，市場価値のない入網物は帰港前に選別し海に戻す必要がある，②帰港後，セリまでの間に全
ての選別作業をできないので，船上である程度の選別を済ませておく必要がある，③漁獲後直ちに何ら
かの処理が必要な漁獲物が存在する（例えば，一部の活魚は漁獲後直ちに曝気された水槽に投入する必
要がある），④曳網中の待ち時間を有効に利用するために選別作業を行う。これらの理由が陸上で選別す
る理由に勝る場合には，合理的な船上での選別作業方法を検討する。
最後に，船上で選別作業を行う場合に，身体負担を軽減する方策を考える。前出の例で身体負担の高
かった事例は，いずれも床に置かれた漁獲を扱う作業が主体であった。床より高い位置で漁獲物を扱え
るような，漁船の構造やレイアウト，甲板上の設備などを検討すべきである。図 6 に，船上での選別作
業方法の改善を試みた例を示す。この事例では，上半身を前屈させ片膝を着いた姿勢で床に置かれた漁
獲物を選別していた。そこで，
作業台を試験的に導入した

甲板上での選別作業

作業台を用いた選別作業

ところ，上半身の前屈が改善
され，OWAS 法による判定
も AC1 主体となった。作業
台の導入は，シンプルかつ低
コストで実施できる改善方
策であり，選別作業が必要と
なる多くの漁業で導入を検
討する価値がある。

AC1

AC2

AC3

AC4

図 6 作業台による姿勢改善効果
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6. 労働環境を改善するメリット
筆者の経験では，労働環境の改善の
重要性は認識しているものの，そこに
お金をかけるかというと躊躇する漁業

健康

時間
余裕

体力

鮮度

者が多い。労働環境の改善にお金を使
う価値はないのだろうか。実は，労働
環境の改善は生産者自身の利益，ひい

就業
日数

安全

休養

生産
活動

売上

ては生産性の向上につながっている
（図 7）。
労働環境の改善による直接的なメリ
ットは，作業負担の軽減と作業時間の
短縮の 2 つに大別される。

医療
費減
図 7 労働環境の改善は生産性の向上につながる

作業負担が軽減されれば，生産者自
身の健康状態が向上し（怪我や職業病のリスクが低減），体調不良等による出漁日数減少のリスクが低減
され，売上の向上に寄与する。また，作業負担の軽減により体力に余裕を残すことができれば，これを
他の生産活動などに費やすことで，生産者に収入増の機会ができる。
作業時間が短縮されれば，余った時間を休憩にあて健康状態の向上に寄与する，あるいは他の生産活動
にあて収入増に寄与するなど，作業負担の軽減と同様に生産性向上の機会ができる。さらに，健康状態
の向上は医療費の低減につながる。
このように労働環境の改善は，長い目で見れば生産者自身の利益につながる。長期的視野に立ち，漁
業生産システム全体を見わたして，バランス良く適切な投資を行うことが重要である。これからの漁業
を担う生産者の皆さんには，是非このような視点を持っていただければと考える。筆者は生産者の皆さ
んが正しい判断をするのに役立つ情報やツールを提供できるような研究を進めて参りたい。
参考文献（アルファベット順）
人見勝人（2009） 生産システム工学

第 4 版，共立出版

Karhu, O., Kansi, P. and Kuorinka, I.: Correcting working postures in industry: A practical method or analysis.
Applied Ergonomics, 8(4), pp.199-201, 1977.
水産工学研究所: 平成 20 年度 沿岸漁業現場対応型事業導入調査検討事業報告書, 2009.
水産工学研究所: 平成 21 年度 沿岸漁業現場対応型事業導入調査検討事業報告書, 2010.
水産庁（編）: 水産白書 平成 21 年度版, （財）農林統計協会, 2009.
髙橋秀行: 千葉県銚子市における小型機船底曳網漁業の漁労作業分析, 水産工学, 46(1), 1-8, 2009.
渡辺一俊・髙橋秀行・佐伯公康・長谷川誠三: 外房地方沿岸の漁業地域の人口地理学的分析, 平成 21 年
度日本水産工学会学術講演会講演論文集, 111-114, 2009.
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質 疑 応 答
★

上 田 （ 福 岡 県 海 洋 技 術 セ ン タ ー ）： 漁 業 者 が 、 さ け 定 置 網 の 選 別 作 業 の 改 善 に 取 り 組 む
ようになった動機は、何だったのか。現場で漁業者に改善の必要性を説明する際に、
そうしたことがわかっていれば、納得してもらいやすい。
高橋（水工研）：私たちが調査したときには、すでに紹介したような選別工程が確立して
いた。何が発端となったかは、確かめられなかった。
生田（水工研）：鴨川市漁協の定置網の選別

★★

は、漁獲された魚種の構成や漁獲量に応じ

て作業グループの人数やメンバーが自在に調節されているように見えた。これには、
作業を指揮するリーダーがいるのか。
高橋（水工研）：リーダーはいないようだった。各作業者の判断と自発的な行動が総合さ
れて、全体として統制のとれた作業が進められているのだと思う。
坂本（鴨川市漁業協同組合）：私たちは、50 ～ 60 種の魚種と、8 ～ 9 段階の銘柄（サバの
場合）の選別作業をおこなっている。もし選別しなければ、買受人がそれをおこなう
ことになり、その手間賃の分だけ競りの落札価格は低く抑えられる。私たちが細かく
選別することで、落札価格を高くでき、収入が増える。
選別作業は確かに複雑だが、毎日これをおこなうなかで各自が訓練され、状況に応
じて適切に判断・行動できるようになっていく。
高橋（水工研）：実際の仕事のなかで、必要な技術、能力、知識を習得していく（On-the-Job
Training）ということか。
坂本（鴨川市漁業協同組合）：そうだ。

★ 講演では紹介したが、報告文では省略。渡辺の報告文に概略の説明がある。
★★講演では紹介したが、報告文では省略。渡辺の報告文に工程図が掲載してある。
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作業負担軽減のための軽労化支援用具
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
工業試験場製品技術部 吉成 哲
1. はじめに
日本は世界に先駆けて、まだどの国も経験したことの
ない超高齢化社会に入りつつある。第一次産業の現場に
おいても、高齢化による労働力不足は、生産基盤そのも
のを揺るがす大きな問題となっている。生活や職場での
筋負荷や身体疲労を軽減し、人々が安心して暮らし働け
ることが、今後ますます重要になると思われる。
そこで我々は、作業負担軽減のための軽労化支援用具
を開発している。今回は、農作業を支援する身体装着型
用具の「アシストスーツ」と、既存用具の形状改良によ
り除雪作業を支援する「ユニバーサルデザインスコップ」
の事例を紹介する。
2. 農作業支援の背景
農業の機械化は徐々に進んでいるが、使用上の制約や
費用の点から機械化の難しい作物もあり、人手による重
筋作業が少なからず残っている。特に収穫作業における
前かがみ姿勢や出荷作業における重量物の運搬等は健康
維持の観点から問題が多い。その一方で農家の高齢化、
女性化は着実に進んでおり、平成 27 年には 65 歳以上が
６割を占めると見込まれている。現在でも、労働力の中
心をなす昭和ひと桁世代高齢者の体力では作業が難しく
なることが引退や離農の大きな要因となっており、農作
業の軽労化支援が求められている。
そこで、重量野菜であるキャベツの収穫作業に着目し、
動作の記録と表面筋電位の計測を行った（図１）
。その結
果、作業中は深い前屈姿勢をとっている時間が長く、体
幹屈曲伸展動作時には脊柱起立筋及びハムストリングス
の筋活動が大きくなることが確認された。また、空知農
業改良普及センター空知南西部支所の調査によると、収
穫期と植え付け期が重なる７～８月の労働負荷が高く、
だるさやねむけ等の自覚症状が出るとともに、特に疲労
度が高い部位として腰や下肢があげられており、何らか
の対策が望まれている。
身体負荷の軽減方法としては、介護分野などを対象に
多数研究されているパワードスーツがあげられるが、そ
の多くは大型で高出力な外骨格型装着装置であり、農作
業における収穫のような速い動作と長時間同じ姿勢を保
つことの両方に適したものは少ない。そこで、作業中の
動作を妨げず
に身体負荷を
軽減すること
を目的として、
弾性部材を用
いたアシスト
スーツの開発
に取り組んだ。
図１ キャベツの収穫作業
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3. 農作業用アシストスーツ
キャベツの収穫作業における生体情報計測の結果から、
腰部の負担軽減が効果的であると考え、腰部の筋力を補
助するアシストスーツを試作した。使用する弾性部材は、
次の条件を満たす必要がある。
・体幹屈曲動作範囲で必要アシストカが得られること
・作業時の体の動きを大きく妨げないこと
・弾性部材自体の重さが身体の負担とならないこと
これらの条件を満たす３タイプを試作し、表面筋電位
計測等による評価を行った。
3．1 ゴムバンドタイプアシストスーツ
つなぎ服にゴムバンドを固定するループを設け、平ゴ
ムバンドを身体背面任意の位置に付け替え可能な構成と
した。図２に示す位置にゴムバンドを左右対称に計４本
取り付けたところ、深い前屈姿勢から体幹を引き起こす
動作において脊柱起立筋の筋電位が 15％減少した。
また、背面に背負うパイプフレームの後方下端と両膝
パッド間をゴムバンドで連結する構成も試作した（図３）
。
前屈姿勢時にゴムの張力が働き、腰部の筋力を補助する。
90°前屈した場合にアシスト力が 37N 発生するよう設定
している。5kg の砂袋を持ち前屈角 60°で静止状態を保
持する試験において、脊柱起立筋の筋電位が 17%減少し
た。

ゴム

図２ つなぎ服タイプ

図３ フレームタイプ

上記２タイプ共、ゴムバンドの配置や張力設定の自由
度があり、用途に応じた調整が可能である。
3．2 弾性板タイプアシストスーツ
軽量で強度と弾性に優れた CFRP を用いて弾性板を製
作した。弾性板は前屈運動に対し受動的にアシスト力を
発揮するため、前屈角度が深くなるにつれてアシスト力
も大きくなる。そこで、弾性板は脊柱の左右、体幹後部
から大腿後部まで配置し、胸部及び大腿部に補助力調整

用のベルトを取り付けた。
弾性板を用いた農作業用アシストスーツの負荷軽減
原理を図４に示す。前屈姿勢における L5/Sl 回りのモー
メントの釣り合いを考える。上半身の重量を W、上半身
の重心から L5/Sl までの水平距離を D とし、姿勢を維持
するための筋張力を Fm、筋張力 Fm のモーメントアーム
を Dm とすると、モーメントの釣り合い式は、DW‐DmFm=0
となる。一方、同姿勢で弾性板によるアシストを行った
場合の筋張力を Fm'とし、アシストカを Fa、Fa のモーメ
ントアームを Da とすると、モーメントの釣り合い式は、
DW‐DmFm'‐DaFa=0 となる。
同じ姿勢では、W および D は変化しないため、次式を
得る。
Fm-Fm' = Fa

ぞれをアシスト無しの値で除し正規化した。弾性板は、
90°前屈姿勢時のアシスト力Fa が31.5N と18.5N の強弱
２タイプを各２枚組として使用した。
図６に筋電位平均値比を示す。アシストスーツの着用
により、計測した脊柱起立筋の全ての筋電位が減少して
おり、脊柱起立筋６点の平均でアシスト強の場合約 16%、
アシスト弱の場合約 12%の軽減効果が確認された。図示
していないが、90°前屈姿勢と立位を４秒間１サイクル
とし 25 回繰り返す連続動作においても、同様の結果とな
った。

Da
Dm

ここで、Da>Dm>0、かつ、Fa>0 であるため Fm'<Fm とな
り、弾性板によるアシストカの付与により、筋張力が減
少することがわかる。これにより、筋張力、重力などの
合力として作用する L5/Sl 椎間板の圧縮力が減少する。
また、Fa は重力による椎間板剪断力を打ち消す方向に作
用することから、アシストカの付与により L5/Sl 椎間板
の剪断力も減少する。
図６ 45°前屈姿勢維持時筋電位
また、圃場での実作業におけるスーツ着用感について
主観評価を行い、収穫作業時に上半身を起こす伸展動作
について 80％、前屈姿勢を保つ時に 50％の被験者が負担
が軽減したと回答した。同時に、スーツ着用の有無によ
る作業効率への影響を調査したところ、キャベツ収穫か
ら箱詰めまでの工程にかかる時間は同等であった。
今後は最適なアシスト量と着用負担感の少なさを両立
するための改良を加え、完成度向上と実用化に向けた検
討を進めていく。
図４ アシストスーツ負荷軽減原理
5. コンブ作業軽労化支援の検討
漁業においても、揚網機など機械化が進んでいる工程
がある反面、例えばコンブ漁業では、採取作業やコンブ
乾燥作業など人手を要する作業が多く残っている。そこ
で、家族労働や人手不足を補うため干し子を雇うなどで
対応しているが、近年高齢化による生産力の低下や干し
子の確保が困難な状況となっていることから、漁業に適
したアシストスーツの開発が求められている。
コンブの生産地帯は、全道一円であるが、短いコンブ
のリシリコンブ等と長いコンブのナガコンブ等に大分さ
れ、コンブ干し作業姿勢も異なる。短いコンブはコンブ
の頭と葉の部分を持ち、前屈みになってコンブを並べる

4. 弾性板タイプアシストスーツの評価
試作したスーツ（図５）の効果を検証するため、キャ
ベツ収穫作業において頻度の高いキャベツ箱の持ち上げ
動作による被験者実験を行った。被験者は農業従事者の
女性７名(平均年齢 53
歳)とし、アシスト強・
弱・無の３条件で、左
右の脊柱起立筋(Th5・
Th12・L2)、左ハムスト
リングス(HAM)、左腓腹
筋(GAS)の表面筋電位
を計測した。測定は、
足部位置を動かさずに
8kg の重りを入れた箱
を持ち、45°前屈姿勢
５秒間保持と立位５秒
間保持を６回繰り返し
た。前屈姿勢安定後２
秒間における筋電位の
平均値を算出し、それ
図５ CFRP アシストスーツ

図７ 干し作業（左：利尻コンブ 右：長コンブ）
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動作であり、長いコンブはコンブの頭部分を持ち、後ず
さりしながらコンブを引っ張り、前屈み・膝を屈曲しコ
ンブを並べる動作が多い（図７）
。そこで、今年度は作業
時の生体情報測定等に取り組みその特徴を抽出したが、
今後は調査結果を反映したスーツを試作し、実地試験を
行う予定である。

が体中心から遠いこと、雪をすくい上げる時に前屈かつ
側屈姿勢を取らざるを得ないことなどが問題点であった
ため、様々な形状の柄を試作し改善を図った。

6. 除雪作業支援用具
雪かきは降雪地区において日常生活を送る上で欠く事
の出来ない日課だが、成人男性でも身体への高負荷を伴
う重労働であり、大雪の日には作業時間も長くなりがち
である。また、そうした作業の多くは体力的に不利な女
性や身体機能の低下した高齢者が従事している。運動強
度をメッツ（安静時の酸素摂取量の何倍に匹敵するかで
あらわす指標）でみる
と、雪かきは６メッツ
で、テニスのダブルス
や水泳と同じぐらいの
レベルとなる（図８）。
体力のある若年層には
良い運動であるが、日
常生活の中では階段上
りのような短時間の運
動を除き、このような
高強度の運動はほとん
図８ 酸素摂取量計測
ど見られないことから、
特に高齢者は注意が必要となる。
通常、雪かきは前かがみになって雪をすくい上げるが、
持ち上げる際の支点となるのは腰椎である。一回にすく
い上げる雪の重さは数 Kg 程度でも、スコップの柄が長い
ため、その数倍の負荷が腰椎にかかる。加えて体重の半
分以上を占める上半身も腰で支えるため、椎間板にかか
る力が２KN を超えることもある。
腰への負担を軽くするためには、なるべく上半身を伸
ばし前傾角度を浅くすることが推奨される。雪をすくう
際は膝をしっかりと曲げ、脚の力を使って持ち上げる動
作となる（図９）
。ただ、あまり脚を使いすぎると疲労す
るため、適度なペースで行う必要がある。また、負荷が
左右均等にかからないことから、片側の筋肉がより早く
疲労するので、スコップを持つ方向を時折変えることも
効果的である。

図９ 除雪姿勢（左：通常 右：膝屈曲）
体の負担を少なくする作業姿勢を心がけることは重要
だが、道具の工夫で負担自体を軽減する試みとして、新
たな除雪スコップの開発に取り組んだ。偏荷重である雪
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図 10 動作計測による柄形状評価
試作品を用いた実験による酸素摂取量、動作計測（図
10）
、
生体内力計算、
筋活動などのデータを設計に反映し、
最終的には、下部をＳ字状に曲げた柄を採用（図 11）す
ることにより、体の前方や側方への傾きを浅くするとと
もに、雪を持ち上げる際の負担軽減を実現できた。
このスコップは除雪作業用として開発したが、類似の
作業姿勢を取る畜舎内清掃・給餌作業用としても流用さ
れていることから、漁労作業（図 12）をはじめ様々な分
野への適用可能性があると思われる。

図 11 開発したスコップ

図 12 漁労作業

7. まとめ
作業負担軽減のための軽労化支援用具として、身体装
着型のアシストスーツと屈曲柄除雪スコップを取り上げ
紹介した。ここで、軽労化技術とは、人の力で行える作
業を支援し、疲労や負担を軽減するアシスト技術である。
機械で人の作業を代行する自動化・機械化や、人ができ
ない作業を可能にする増力化などももちろん必要である
が、これらは一般に良く知られている。一方、軽労化は
今まであまり認知されていないが、大がかりではなく少
ない費用で一定の効果が得られる可能性があるため、作
業改善等を検討する際の選択肢のひとつとなることが期
待される。

質 疑 応 答
小宮（ヤンマー）：アシストスーツの装着感はどのようなものか。
吉成（北海道立総合研究機構工業試験場）：体を前屈しているときには、上体が吊り下げ
られるような感じが若干する。体を起こすときには、起こす動作が助けられるような
感じを受ける。
小宮（ヤンマー）：私が住む地区（宮崎）では、かつお一本釣りが主力漁業になっている。
釣り上げる魚は、ときには 20kg ほどにもなる。アシストスーツを利用すれば釣りの
動作が楽になるだろう。ただ、スーツの腿の部分は、船内を歩行したりする場合には
動きの邪魔になって、場合によっては転落などの事故につながりそうに思う。
吉成（北海道立総合研究機構工業試験場）：そうした懸念については、現場で試験しなが
ら確認・対応していく必要がある。
小宮（ヤンマー）：竿尻の受け具が付いた腰ベルトを使っている例もあると聞いている。
吉成（北海道立総合研究機構工業試験場）：竿のサポート具も含め、さまざまなアイデア
があるだろう。それらを試しながら、実用的な作業支援用具を開発していきたい。
小宮（ヤンマー）：実用化を、大いに期待している。
渡部（水工研）：アシストスーツを製品化する際に、価格設定はどの程度になるのか。
吉成（北海道立総合研究機構工業試験場）：農業向けのものについては、数万円程度が農
家の値ごろ感に合う。農業向けの作業ジャケットは、高いもので 2 万円程度するので、
農家としては、これに少し上積みした価格ならば受け入れられるということなのだろ
う。漁業者の値ごろ感については、これから確かめる必要がある。
渡部（水工研）：いつごろ市販するつもりなのか。
吉成（北海道立総合研究機構工業試験場）：作業支援用具と称するものは、これまでいく
つも現れたが、あまり使われずに消えていった。体に合わない、というのが主な理由
になっている。そこで今後しばらくは、身体適応性の検証をおこなっていきたい。市
販化は、そのあとになる。
渡部（水工研）：できれば、漁業の現場でアシストスーツの効果を共同して試してみたい。
その場合、スーツは提供してもらえるか。
吉成（北海道立総合研究機構工業試験場）：特に問題ないと思うので、具体的な要望があ
れば、相談に応じたい。
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本日の内容








レクサー・リサーチとは？
GP4の紹介
製造業におけるGP4での生産性向上
部品棚、作業棚の作成と作業性検証
サービス業での生産性向上
漁業での展開可能性
まとめ
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レクサー・リサーチとは？

LEXER RESEARCH





日本のベンチャー（本社：鳥取市）
バーチャルリアリティ研究から製品開発まで
バ
チャルリアリティ研究から製品開発まで
GP4を2007年に製品化、製造市場へ投入
製造領域で活用が広がる





自動車
電機
プラント製造
造船

：車両組立てライン、パワートレイン
：セル生産ライン
：生産工程計画
生産工程計画
：ブロック建造計画
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レクサー・リサーチとは？

会社概要
■株式会社 レクサー・リサーチ ( LEXER RESEARCH Inc. )
代表者
設立
資本金
住所
沿革

代表取締役 中村昌弘
1993年3月
30,000千円
東京オフィス／東京都千代田区東神田3-1-2東神田金子ビル2F Tel.03-5821-8003
鳥取本社／鳥取市千代水2丁目98番地
Tel. 0857-37-3333
1993年3月 設立
1993年
バーチャルリアリティソフトウェア「aWORLD」発表
1997年
東京都台東区にサイバー・メディア・ラボ、設置
1997年
「aWORLD sceneSCAPE」, 「aWORLD virtualSCAPE」発表
1998年
東京都千代田区岩本町へ移転
1999年
東京都千代田区東神田へ移転
1999年
VR作業指示システム「AsseyWORK」発表
2001年
対話型WEBバーチャルリアリティ 「eReality」 発表
2007年
生産準備システム「GP4」シリーズ発表

Fax.03-5821-8098
Fax. 0857-37-3334

■取引実績
ダイハツ工業
三洋電機
富士フィルム
ＮＴＴ／情報通信研究所
パナソニック電工

トヨタグループ
ダイヘン
ブラザー工業
防衛庁／海上自衛隊
NTT Docomo

工業技術院／電子技術総合研究所
ダイキョーニシカワ
セイコーエプソン
富士ゼロックス
東芝、
その他多数
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Manufacturing Reality from
GP4 の紹介

GP4 とは？
事象予測型の作業プロセス計画技術
作業指示を与えると人の動作 姿勢を自動的に生成
作業指示を与えると人の動作、姿勢を自動的に生成
レイアウトに対応して作業時間や姿勢評価が変わる





製品

仮想量試

工順

仮想空間での
量産試作
生産性や作業性を予測できる
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GP4 の紹介

GP4 による仮想カイゼン




実トライが不可能な工程に挑戦
数値で各種性能評価が可能
プランの理論的可能限界を取得

目標値を獲得
（ここまでは実現できるはず）

Best Practice
改善プロセス

改善のイノベーション

改善プロセス
理論限界

理論限界
どこまで行けるか、やって
わ
みなければわからな
い・・・
ステップ・バイ・
ステップで改良
意識改善
が本質

最善手を選択可能

＜従前の改善＞

強力なパワー・
アシスト

＜GP4による改善＞

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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GP4 の紹介

プランを定量比較、合意形成を加速
Plan

A

B

C

目的

ローコスト化

生産能力向上

コンパクト化

担当

・・・

・・・

・・・

ﾎﾟｲﾝﾄ

簡易設備利用

コンベアを追加

複合設備を導入

評価値

生産能力 ・・・
設備投資 ・・・
面積
・・・

生産能力 ・・・
設備投資 ・・・
面積
・・・

生産能力 ・・・
設備投資 ・・・
面積
・・・

WEB/Wiki
/

日時

Plan A

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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GP4へリンク

Plan C
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製造業における
GP4 での生産性向上
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Manufacturing Reality from
製造業におけるGP4 での生産性向上

自動車、電機等で大幅な生産性向上
改善が進んでいるはずの自動車
でも １５％の生産性向上を達
従来、試作で行っていた検証を
従来
試作で行 ていた検証を でも、１５％の生産性向上を達
GP4化し、早期化・低コスト化 成！
15%
m

23.8″

30

24.9m

25

25

秒

20.1″

20
19.8m

20

15

15

歩行距離
歩行時間

10

10

計画段階で15%性能
5
向上したので、15%高
0
い生産性で量産を開始
できる。

5
0
改善前

自動車・偽装ラインの内装部品組み立て工程
ラインサイドの部品供給位置、複数作業者の
作業分担の設計など、従来、量産試作を経な
ければ作業を仮想化し、効率化を実現。

改善後

自動車・偽装ラインのドアパネル組み立て工程

自動車製造でも、まだまだ、生産性は上が
る！

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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製造業におけるGP4 での生産性向上

セル生産での劇的な効果
従来は見えなかったムダを発見、
現場一体となったカイゼンで
４０％の生産性向上を達成！
改善前／GP4で問題発見

改善後／定量的に効果把握

作業手順、サブ組みレ
イアウト などを変更

改善前

Click to Play

歩行動線長

All Rights Reserved. Copyright LEXERサイクルタイム
RESEARCH inc. 2011

改善後

１７４．１ｍ

１３３．５ｍ

５５秒

３９．６秒

30

Click to Play
12
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Manufacturing Reality from
製造業におけるGP4 での生産性向上

プロセス系生産の編成、物流の最適化
ケアできていない作業者の役割分担、動線、物流を仮
想検証、人当たり、場所当たりの生産性を向上

１時間あたりの総歩行距離

歩行時間合計
5000.0

120.0

100.0

4500.0

99.1
91.3

4000.0

3500.0

80.0

50.7

距 離 （m）

時 間 （分 ）

3000.0

60.0

2500.0

2000.0

40.0
1500.0

1000.0

20.0

500.0

0.0

現行

みずすまし無 案
レイアウト案
歩行時間合計

みずすまし 有 案

0.0
レイアウト案

現行

みずすまし無 案

みずすまし 有 案

キタムラ１号

キタムラ２号

モリカワ１号

モリカワ２号

モリカワ４号

桐葉菓１号

桐葉菓３号

桐葉菓４号

桐葉菓５号

桐葉菓６号

せんべい

モリカワソフマン
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部品棚、作業棚の作成と
作業性検証
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部品棚、作業棚の作成と作業性検証

作業台の仮想設計と作業性検証
作業性検討

部品棚寸法修正

作業者が部品を取る

寸法調整ができる

作業者の姿勢が分かる
All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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部品棚、作業棚の作成と作業性検証

部品ピッキング場設計と作業性評価


GP4Rackによるピッキング場の半自動生成


All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011

GP4MFGによるピッキン
グ生産性の評価・検証
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サービス業での
生産性向上
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サービス業での生産性向上

病院内業務の生産性向上
＜Approach＞
 院内業務プロセスモデリングによる全体スループット視点へ




業務流動のフローモデルの検討
務
デ

概念的業務計画から作業レベル、動作レベルへ


IEベースの原単位予測技術、院内レイアウト、設備構成の影響

＜Output＞
 目標とすべき定量的指標の獲得




「生産性／品質／コスト」のWell Balanceな業務プロセス




病院全体の稼働率を高める組織体制と業務スキーム設計

物流、ストックの院内業務稼動に及ぼす影響




３つの希少資源（能率／稼動率／歩留まり）との関係性

業務効率向上のための適正在庫、ＳＰＤへの要求仕様検討

「見える化」による院内スタッフの合意形成


院内業務の改善活動、ＰＤＣＡループの効率的な展開

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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サービス業での生産性向上

適用の指針


部分改善（ミクロモデル）


各種作業 効率
各種作業の効率化、ムダ取り
ダ






手術準備業務プロセスの標準化
回診業務の効率化
診察室レイアウトの標準化

全体改善（マクロモデル）


業務プロセス改善による病院全体
業務プ
改善
病院全体
のスループット向上



救急⇔外来 のエスカレーションレベル
各診療部門の負荷平準化

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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サービス業での生産性向上

適用テーマ









手術の準備プロセス標準化とレイアウト最適化
外来治療室のレイアウト標準化
看護業務計画の負荷平準化による適正編成
ISOの実体・詳細化による医療品質のコントロール
教育～新人、外国人看護士へのskill transfer
院内物流～医薬品ストック場の適正在庫導出
院内物流
医薬品ストック場の適正在庫導出
定形型業務～給食、検診業務などの生産性向上
新規病棟建設～レイアウト、動線、物流検証

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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サービス業での生産性向上

部分最適の実施例


オペ室業務（器械だし準備作業）をGP4化
対象の設定
業務分析
GP4化
検

証

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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サービス業での生産性向上

部分最適の実施例／実施内容
現状

手順入替

67.8 m

作業時間：15.3分


40.1 m

9.5m
削減

18.2m
削減

キット化
レイアウト変更

キット化

49.6 m

作業時間：14.4分

手順入替

13.1 m

27.0m
削減

作業時間：13.8分

作業時間：12.2分

現状のオペ室業務（器械だし準備）に対して、「手順入替」、「必要物品
のキット化」、及び「手順入替＋キット化＋レイアウト変更」という３つの
対策案を立案し、GP4上で実施した。

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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サービス業での生産性向上

分析結果
オペ室業務（器械だし）作業時間

最大２０％削減可能。

前日器械だし作業
18.0
15.3分

15.0
作業時
時間（分）

3.6
12.0
9.0

67
6.7

６％削減

１４％削減

13.8分

3.4

12.2分

3.0

60
6.0

3.4

5.7

5.0

6.0
3.0

２０％削減

14.4分

2.2

2.2

1.5

1.4

2.8

2.8

2.9

2.4

現状

手順入替

キット化

＋レイアウト

その他
移動
保持
配置・展開

0.0
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漁業での展開可能性
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「漁業エンジニアリング」？


テーマ


設備の高度化



業務プロセスの検討



生産性のカイゼン









船舶設計と業務フローの関係
作業環境の変更による作業の効率化

作業性のカイゼン




設備改善による生産性 作業性の向上
設備改善による生産性、作業性の向上

高齢者対策～負担のかからない作業方法

対象業務


漁船漁業作業



水揚げ作業、市場作業





漁獲、選別、運搬
選別、配送

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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漁船漁業での生産性、作業性の向上


GP4技術を活用し、計画段階で評価・検証を行う

計画を策定し、入力する

作業の流れ

生産性

作業 環境
作業の環境

作業性
様々なプランを、
事前検証できる

設備設計、レイアウト
の設計、変更
All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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Manufacturing Reality from

LEXER

設備変更による作業性の検証


動線（歩行、作業）で動きが記録される

作業棚

従前
All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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Manufacturing Reality from

LEXER

定量的な効果予測が可能

作業棚

従前
All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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Manufacturing Reality from

LEXER

まとめ


作業性、生産性検証は、古くて新しいテーマ






製造業ではグローバル化で人的労働が拡大
サービス業では、人的作業の生産性が勝負
漁業では、従事者の作業性支援が急務

「仮想量試」での検証は効果的




設備等の試作を行う必要がない
現場を計測する必要がない
定量的に評価できる

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011
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Manufacturing Reality from

LEXER

有難うございました。


株式会社 レクサー・リサーチ







http://www.lexer.co.jp
E-mail info@lexer.co.jp

「生産エンジニアリングの革新力」


JIPMソリューション



http://erescue.jipms.jp/asp/ItemFile/10000981.html

「生産の本質と構造（仮題）」


日経BP、３月出版予定

All Rights Reserved. Copyright LEXER RESEARCH inc. 2011

30

39

質 疑 応 答
明田（水研センター本部）：小型底びき網漁船の作業シミュレーションを準備するのにか
かる手間は、どれほどか。
中村（レクサーリサーチ）：ここで紹介した程度の簡単なものならば、1 ～ 2 時間あれば
作れる。
渡部（水工研）：作業工程のシミュレーションは、現場のレイアウトと作業手順がわかっ
ていれば、漁船甲板上の作業にも容易に適用できると理解してよいか。
中村（レクサーリサーチ）：基本的にはその認識で結構だ。ただし作業性評価の観点では、
製造業の評価モデルと漁業のそれとの違いを考慮した取り扱いが必要になる。漁業の
作業性評価モデルについて、検討すべきだろう。
渡部（水工研）：一本釣りを対象にしたシミュレーションもできるのか。
中村（レクサーリサーチ）：それは可能だ。だが、一本釣りの作業全体として、何をめざ
して最適化するのか、はっきりさせておくことが先決だ。

40

人・モノの動き・時間を「見える化」、作業分析ソフトOTRS

斉藤雅昭
株式会社

ブロードリーフ

-241

42

「OTRS」説明資料
Operation Time Research Software

株式会社ブロードリーフ

Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd. All
Rights Reserved.
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Broadleaf会社概要
社名
株式会社ブロードリーフ
創業
2005年12月
設立
2009年9月
資本金
55億5,305万円（2010年3月1日現在）
役員
•代表取締役社長 大山 堅司

売上高
161億8,153万円（単体・2009年度12月期）
従業員数
956人（2009年12月現在）
本社所在地
東京都品川区東品川4-13-14 グラスキューブ品川8F
TEL 03-5781-3100（代表）
TEL.03-5781-3100（代表）
事業所
営業・サポートネットワーク：全国36拠点（2010年3月現在）
開発拠点
札幌、東京､福岡：全国3拠点（2010年3月現在）

事業内容
【各業界・業種別システムパッケージの開発・販売事業】
•自動車整備システム「スーパーフロントマン」をはじめとする各種自動車業界向け業務用システムパッケ
ージや、自動車以外の各種業界・業種別の業務用システムパッケージ（在庫管理、顧客管理、見積・売上・
請求書管理等）およびデータベースの開発・販売、サポート。
【各種
【各種ITソリューション事業】
リ
シ 事業】
•上記各システムパッケージに関連するさまざまな次世代システムの開発・販売・運営管理・サポート。
•自動車中古車部品を中心とした自動車リサイクル部品共有在庫ネットワーク「パーツステーションNET」
の運営管理および安心できる自動車を買いたい、効率良く販売するための支援を行う、自動車検索総合
サイト「CarPod.jp」の運営
［対象業界・業種］
•自動車補修・販売・買取等アフターマーケット全般、旅行業、機械工具関連、携帯電話販売、大手IT関連企業等

・OTRSソフト 導入社数 １，２００社（ライセンス数 ３，７００ライセンス） 2010年12月現在
Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd. All
Rights Reserved.
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OTRSとは
従来製造業での業務改善を行う場合、人と機械（マンマシン）の動きをストップウォッチにて計測し、作業員の動作を
正味作業・付帯作業・ムダ作業の3つに区分しムダ作業を減らすことで業務効率・稼働率の向上を図っております。
しかしながら、これらの作業は手作業によるアナログ集計である為、非常にコストと時間がかかります。
OTRSはこの作業をビデオ取りし、パソコンに取り込むことによってパソコン画面上で分析作業を行い、分析作業時
間の短縮（手作業の1/2～1/3）が可能な為分析作業にかける費用も大幅に削減することが可能です

Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd. All
Rights Reserved.

3

1‐1要素指定方法
【正味作業】
映像再生中に画面上で左クリックすることにより動作分析が開始され（開始始点）、再度クリックすることにより
（終了点）動作が区分けされます。（開始始点から終了点までの区間が一つの動作として表示。）
【ムダ作業】
分析された上記の正味作業中で右クリックすることによりムダ作業部分を指定することが出来ます。
（右クリックにてムダ作業開始始点、再度右クリックすることによりムダ作業終了点となります。）
【【付帯作業】】
上記2つの区分けされた以外の映像は黄色く表示され付帯作業として表示されます。
これらの分析指定はマウスホイールによる映像のコマ送りをしながらの指定が出来る為、映像1フレーム毎の
詳細な分析結果を得ることができます。（OTRS独自機能）
正味作業

ムダ作業

Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
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付帯作業

4

1‐2入力作業

赤枠で表示された映像部分をスキップするよう再生
方法を指定できる為、ムダ作業を除いた理想的な
作業動作をシュミレーションできます。

正味作業、ムダ作業に区分けした映像の画面枠は
それぞれの作業内容に合わせた色で表示される為
映像を再生しつつ作業の意味を直感的に理解する
ことができます。
作業項目を入力する場合はワードピックアップ
機能を利用し、入力作業を簡素化することが
出来ます。人による名称の違いを統一化する
ことが出来ます
Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
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1‐3集計機能

種別毎集計表
・任意に類別した要素毎集計はCSV形式にて
吐出し保存が可能ですのでプレゼン用データ
分析した作業項目は正味作業、ムダ作業、付帯作業から
資料としての活用や、様々な視点での分析に
なる画面枠での色分け表示以外に、任意で作業種別に
お役立ちいただけます。
区分することが可能です。
Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
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1-4作業毎のコメント表示機能
①動作要素毎にコメントを入力することが出来るため
映像を再生しつつ作業毎の注意点を確認することが
できます。

①

映像にナレーションをつけることも出来ますので目と耳で何度
でも作業を確認することが出来ます

コメント欄には画像、PDF等の設計書等も貼り付けることが可
作成したコメントから作業レポート、エクセル
能です
データとして保存したり、メール添付用のPDF
Broadleaf.Co.,Ltd.
ファイルとして作成、保存が可能ですCopyright©2005-2010
All Rights Reserved.
7

2-1作業マニュアル（画像付きマニュアル）
・分析と同時に作業レポートを作成し、保存することが出来ますので、別途作業指示書などの
作成手間が省けます（PDFファイルにて保存可能の為メール配信可能です）
・エクセル出力（CSV形式）も可能な為自社独自フォーマットへのレイアウト変更も容易に可能
です。

図面付き作業指示書

コメント付き作業指示書

Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
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2-2動画マニュアル

比較再生による便利機能
①作業者別の作業動画比較
②同一作業者による改善前、改善後動画比較
③無駄取り前（無理作業改善前）、無駄取り後（無理作業会前後）の作業動画比較シュミレーション

Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
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2‐3比較再生機能を使った新人教育、技能伝承
近年は派遣やパート・アルバイトといった短期雇用の作業員が増え、教育期間も短く
技能等の細かい動きや熟練した作業を全て伝えることは困難です。
その点、ＯＴＲＳは映像による作業教育、技能伝承が行えるので、作業者の能力、習熟度に
合わせた映像作業訓練が可能です。
最近では海外現地工場を積極的に展開する企業も多く、教育研修を兼ねた海外労働者の
受け入れを行っている企業も増えている為 作業者の母国語に合わせたナレーション付き
受け入れを行っている企業も増えている為、作業者の母国語に合わせたナレーション付き
映像マニュアルを作成し、現地の言葉を使ってよりわかり易く指導している企業様が増えています。

○新人、熟練作業者の作業の違い
○同一作業者による異なるアングルからの撮影、動作比較
○同一作業者による改善前、改善後の動作比較
○何度でも再生し、繰返し動画確認
○同一作業における１対複数人作業による作業分析の確認

Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
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2-4比較再生機能を利用した改善事例

事例紹介 ビデオ画像

11

3‐1チャート作成機能
【標準作業組合せ票とは】
ＯＴＲＳで分析した「人と機械の動作」を折れ線グラフを使って表現することが出来ます。
同時に二つのグラフを表示できますので同一作業者による改善前と改善後、新人作業
員と熟練工での作業時間の比較や改善の成果を可視化できます。
員と熟練
での作業時間の比較や改善の成果を可視化できます。
又、タクトタイム（標準時間）の設定が出来ますので、作業員への意識改革につなげる
ことが出来ます。
【作業編成表とは（山積み表）】
ラインバランスを可視化する機能です。
最大で２０ラインの作業負荷を比較することができ、タクトタイムを超えた作業について
は別ラインへの作業の移動（平準化）が行えます。
移動した作業を確認しながらの映像入れ替えが可能な為、段取り換えにおけるシュミ
レーションが行えます。
が
す

Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
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3‐2チャート作成機能・・・標準作業組合せ票
標準作業組合せ票

改善前作業
改善後作業

○改善前、改善後データから標準作業組合せ票
を簡単作成

○改善前、改善後データを可視化
短縮した作業時間が一目で確認できます

○標準作業組合せ票はエクセル形式にて簡単
Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
作成、保存が出来ます
All Rights Reserved.
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3‐3標準作業組合せ表を利用した改善事例

比較画像

Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.

49

14

3‐3チャート作成機能・・・作業編成表（山積み表）

分析作業２

分割した動作要素毎にを入れ替え

分析作業１

ライン工程
ライン
程

入れ替えた分析要素を通しで再生可能
れ替 た分析 素を通
生 能
作業の映像シュミレーション

○動作要素を入れ替えて平準化を自在に作成
○組み換え後の作業を動画にてシュミレーション
○作業編成表はエクセル形式にて簡単作成、保
存が出来ます
Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.

ユーザー事例

15

パラマウントベッド株式会社 様

病院・介護施設向け、在宅介護向け、コンシューマ向けと3つの領域でベッドを製造するパラマウントベッド株式会社。
特に病院・介護施設向けおよび在宅介護向けベッドにおいては、国内シェアトップを誇っており、その主力製品を生
産する千葉工場では2006年より、病院・介護施設向けを同期ライン、在宅介護向けを同調ラインとする同期・同調
一貫生産ラインを構築。
さらに株式会社ブロードリーフの製造業向け現場改善ツール「OTRS（Operation Time Research Software）」を
導入し、組立工程における作業効率の向上を徹底的に追求し、大幅なコストダウンと生産力強化を同時に実現
導入し、組
程 おける作業効率 向 を徹底的 追求し、大幅な
ダウン
産力強化を同時 実現

・１ラインにおける10工程作業を9工程作業へと工程削減し、ラインタクトから逸脱したバラつきが目立つ工程作業時間を平準化。
・ボトルネック作業の解消を実現。
Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
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ユーザー事例

導入効果

Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
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〒140-0002東京都品川区東品川4-1３-１４
グラスキューブ品川

Copyright©2005-2010 Broadleaf.Co.,Ltd. All
Rights Reserved.

51

18

質 疑 応 答
渡部（水工研）：改善事例で紹介された、工程のボトルネックの解消と作業者数の削減を
実現する際に、どのようなアプローチをとったのか。
斉藤（レクサーリサーチ）：改善では、現場の作業者を納得させることが、最大の課題に
なる。どこの現場でも作業者のプライドは高い。「改善」という言葉自体が、そのプ
ライドを刺激し、拒否感を持たせてしまう。
紹介した改善事例では、工程のどこに問題があるのか、実は以前からわかっていた。
ところが、人員削減と作業量の増加を警戒した現場の強い抵抗によって、改善に取り
組めなかったいきさつがある。もちろん、彼らのプライドも邪魔をした。
私たちがおこなった改善では、まず作業のビデオ映像から、非効率な作業方法を洗
い出した。そして、問題点を取り除いた場合の作業方法をビデオ映像にして、問題あ
る作業とあわせて現場に見せた。目に見える形で改善の効果を示したことで、現場は
納得し、改善は実現した。こうしたアプローチは、特に、プライドが高い海外の技術
者に対して大きな効果がある。

52

沿岸イカ釣り漁業における操業システムの把握
田丸 修
(独) 水産総合研究センター 水産工学研究所 任期付研究員
はじめに
近年の燃料代高騰により，沿岸漁業経営体は大きな被害を受けた。馬場(2008a-c)は，日本は過
去にも 2 度のオイルショックを経験しているが，これまでのオイルショック期において漁家経営
が危機的状況にならなかったのは，現在と比べて個々の経営体に余力があったことと，魚価が比
較的高水準であったことが理由であると指摘している。今後，余力の少なくなってきた沿岸漁業
経営体が存続していくには，社会情勢の変化に対応し，状況に応じて最適な操業を行うことが必
要であると考える。
しかしながら，燃油代の高騰，魚価の変動，漁場の条件，スルメイカ資源状況の変動等，多く
の要因を考慮した上で最適な操業方法を選択するのは非常に困難である。ノーベル経済学賞を受
賞したアメリカの心理学者であり，行動経済学者でもある Daniel Kahneman らは，人間はそれ
ぞれが効率的であると思う選択肢を選んでいるだけに過ぎず，状況が悪化している場合には効率
的な選択肢よりも，リスクを好んで選択するようになることを指摘している(Kahneman and
Lovallo, 1993; Tversky and Kahneman, 1992; 菊澤, 2006; 古山, 2008)。このことは，経営が悪
化している沿岸イカ釣り漁業においても，近年の大きく変動する社会情勢の中で，期待値として
経営的に最適な選択肢を選ぶことなく，リスキーな選択をしている可能性があるとことを示して
いる。そのため，効率的な沿岸イカ釣り漁業の経営を目指すには，沿岸イカ釣り漁業における操
業の定量評価手法の開発が必要であると考える。
1970 年代後半の第 2 次オイルショックから，1980 年代後半のバブル景気，1990 年代前半のバ
ブル崩壊とデフレ不況，近年の燃料代高騰と社会情勢は大きく変化しており，沿岸イカ釣り漁業
においても過去と同様の操業方法では同程度の所得を得ることができなくなっている。そのため，
沿岸イカ釣り漁業においても所得の決定要因となっている魚価，人件費，燃油単価等の年次変動
を考慮した上で，状況ごとに最適な所得向上策を立てる必要があると考える。
また，漁業操業中の操業条件は時々刻々と変化しており，更に社会的な情勢も変化していくた
め，モデルケースの積み上げによって操業の効率化を目指すには，膨大な時間と経費がかかるこ
とが予想される。その上，更なる社会情勢の変化により燃料代やスルメイカ単価が乱高下した場
合にも，早急な対応が必要であると考え，本研究では操業条件や社会情勢に関する変数を自由に
設定可能である，シミュレーション手法に着目した。
以上より，本研究は沿岸イカ釣り漁業における資源面，環境面，経営面を考慮した操業シミュ
レーションモデルの構築を行い，社会情勢や操業条件の変化に伴う所得や環境負荷の変化を明ら
かにすることを目的とした。

試料および方法
社会情勢の類型化

社会情勢の変化による所得変化を明らかにするため，A 重油，生鮮スルメ

イカ水揚単価，乗組員人件費等，漁獲量の経年変化から，年次別の社会情勢を類型化した。社会
情勢を類型化には，年次別の生鮮スルメイカ実質単価，A 重油実質単価，乗組員実質人件費を成
分とした階層的クラスター解析を用いた。その際，非類似度にはユークリッド距離を用い，群平
均法により 5 つのクラスターに分割した。その後，各クラスターの特性を定量化するため，年次
別の生鮮スルメイカ実質単価， A 重油実質単価，乗組員実質人件費を成分とした主成分分析を行
い，クラスター解析結果に従った類型化を行った。また，生鮮スルメイカ単価が生鮮スルメイカ
水揚量から受ける影響を明らかにするため，生鮮スルメイカ水揚量と生鮮スルメイカ実質単価（以
下，生鮮スルメイカ単価とする）の比較を行った。
操業シミュレーションモデルの構築

漁場までの距離や燃料単価，スルメイカ単価が変化した

場合の操業を通した所得変化を定量化するため，操業シミュレーションモデルの構築を行った。

結果
変数の推移

図 1 に A 重油単価の年次変動を示す。これによると A 重油実質単価は大きく変動

していることが分かる。特に，1974 年に始まる第一次オイルショック，1979 年に始まる第二次
オイルショック，近年の原油高騰である 2004 年～2008 年の第三次オイルショック期においては，
A 重油実質単価は高水準を推移していた。
次に，生鮮スルメイカ実質水揚単価の年次変動を図 2 に示す。生鮮スルメイカ実質単価は，昭
和 50 年代～60 年初頭までの高水準な単価と比べて，近年では半値から 1/3 程度と下落している
のが分かる。
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図1 A重油小売価格（年平均値）の年次変動

社会情勢の類型化

図2 生鮮スルメイカ水揚単価（年平均値）の年次変動

生鮮スルメイカの水揚げ単価，A 重油の単価，人件費を成分とした階層的

クラスター解析を行った。切断レベルは 1.5 とし，5 つのクラスター数に分割した。第Ⅰクラス
ターは 1975～1979 年と 1983～1986 年，第Ⅱクラスターは 1980～1982 年，第Ⅲクラスターは
1987～1991 年，第Ⅳクラスターは 1992～2002 年，第Ⅴクラスターは 2003～2008 年であった。
図 3 に生鮮スルメイカ水揚単価，A 重油単価，人件費を成分とした場合の年次別の主成分分析

結果を示す。第一主成分の正方向は，
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図3 クラスタ解析および主成分分析による社会情勢の類型化結果

水揚量と生鮮スルメイカ単価の
図 4 に生鮮スルメイカ水揚量と生鮮スルメイカ水揚単価の関係を示す。この図から，生鮮

関係

スルメイカ単価と水揚量の間には一般的な供給曲線と同様に，供給量が増加すると単価が下落す
る傾向があることが分かる。
次に，供給量と単価の関係が漁獲金額に及ぼす影響を明らかにするため，図 5 に生鮮スルメイ
カ水揚量と水揚金額の関係を示す。この図から，生鮮スルメイカ水揚量と水揚金額の間には相関
は確認されず，生鮮スルメイカ水揚量の増加は，漁獲金額の増加には結びつかないことが示唆さ
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漁場間距離と燃料消費量およびガス排出量

0

50,000

100,000

150,000

200,000

TotalWeight
weightofof
catch
(ton)
catch
(ton)
図5 生鮮スルメイカ総水揚量と総水揚金額の関係

表 1 に漁場までの距離を変化させた場合の燃料消

費量，ガス排出量を示す。この表から，漁場までの距離が短ければ短いほど操業を通した燃料消
費量は減少しており，距離 40km 時の燃料消費量と比較すると，距離 30km では 95%，20km で
は約 91%，10km では約 86%となっていた。

表1

漁場までの距離別燃料消費量およびガス排出量
emission of CO2 (kg)

fuel consumption (kg)

Distance from harbar to fishing
ground (km)

move

operation

move

emission of NO2 (kg)

operation

move

operation

10

69,900

509,886

252,744

1,823,874

3,743

24,570

20

139,800

470,664

505,488

1,683,576

7,486

22,680

30

209,700

431,442

758,232

1,543,278

11,228

20,790

40

279,600

392,220

1,010,976

1,402,980

14,971

18,900

図 6 に漁場間距離，漁獲量，社会情勢に関する変数を変化させた場合の所得変化を示す。漁場
間距離が 40km である場合最も高所得なのは，不漁の場合はデフレ期，不漁気味であった場合は
オイルショック前後で，平均以上の漁獲があった場合はオイルショック期となった。一方，最も
所得が低かったのは漁獲量に関係なく燃料高騰期であり，不漁の場合には赤字になることが分か
った。
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図6 漁場選択および社会情勢の変化によるイカ釣り漁業所得の変化

40km

考察
図 3 に示す各変数の主成分分析結果によると，第 2 次オイルショック期には生鮮スルメイカ単
価，A 重油単価共に高騰していることが分かる。その後 A 重油単価は下がるものの，スルメイカ
の単価は維持し，バブル期に入ると A 重油単価，スルメイカの単価共に緩やかに下落していくこ
とが分かる。バブル崩壊から近年までは，燃料代は緩やかに高騰するものの，スルメイカの単価
は低水準にあることが分かる。以上のことから，イカ釣り漁業においても馬場(2008a-c)の指摘と
同様に，魚価の低迷と A 重油単価の高騰が，近年の漁家経営における経費割合の増加を引き起こ
しているものと考えられる。
次に，生鮮スルメイカ水揚量と生鮮スルメイカ水揚単価の関係について考察を行う。平成 20
年度版の水産白書では，近年の輸入海産物の増加と，需要と供給のミスマッチにより，総水揚量
の減少が単価の上昇に繋がりにくくなっていることが指摘されており，図 5 から推察される，水
揚量の減少が水揚単価の上昇に繋がりにくいという傾向と一致している。そのため，漁獲量を向
上させるだけでは沿岸イカ釣り漁業における所得向上には繋がりにくく，現状と同水準の漁獲量
を維持しつつ経費の削減を行うことが必要であると考える。
漁場までの距離が短い方が燃料消費量は少なく，距離の増加に従って増加した。これは，工程
別にみた 1 分あたりの燃料消費量が，外海移動時はイカ釣り操業時の約 2 倍であることが理由で
あると考えられる。そのため，燃料消費量の削減には漁場までの移動距離を短縮することが有利
に働くことが分かる。
図 6 に示す所得面の結果から，社会情勢の変化による生鮮スルメイカ単価や A 重油単価に関わ
らず，同じ漁獲量であれば漁場間距離が長い方が所得は減少することが分かる。また，不漁の場
合，燃料高騰期には漁場間距離に関係なく赤字となっている。漁場までの距離が増加した場合の
損失が大きいのは，オイルショック期と燃料高騰期であり，このことは A 重油単価の上昇により
他の時代と比較した場合の移動経費が大きいことが原因であると考えられる。オイルショック期
の所得は，漁獲が少ない場合には低水準であるが，漁獲が平均以上になると他の時代と比較して
も高水準になることが分かる。一方，近年の燃料高騰期の所得は，距離や漁獲量の条件に関わら
ず他時期と比較して最も低くなった。このことは，過去のオイルショック期よりも魚価が低水準
であったために漁家経営が危機的状況になっているとする指摘(馬場, 2008a-c)を定量的に表現し
ており，漁業者が感じている近年の経営状態の悪化という現状を良く表していると考える。
他漁業種では，山下(2003)はウニ漁業の生産技術要素を明らかにし，それらの組み合わせ方法
の改善によるウニ漁業の効率化を提案した。本研究による操業の定量化手法をこのようなシステ
ム工学的研究に組み込むことにより，沿岸イカ釣り漁業以外の漁業種類においても操業の効率化
をはじめとする，生産システムの最適化が望めるものと考える。また，山下(2003)は気象海象条
件や漁場豊度，作業者の技能等により多様に変化し，想定されなかった規定因子が作業システム
を大きく変貌させることがあるとしている。そのため，今後は実操業との比較検証を行うととも
に，適切な変数設定によるシミュレーションの精度向上を行う必要があると考える。
一方，現状ではその日の漁獲量を操業前に予測することはできないため，操業シミュレーショ

ンにおいて実際の漁場条件に関する変数を設定することはできない。これまで，漁場予測に関す
る先行研究として，カツオ漁場の分布が温度による影響を受けることを明らかにした研究や(原ら,
2009)，人工衛星の海面高度偏差図から得たプランクトンの分布情報からマグロの漁場を予測しよ
うとする試み(吉永ら, 2004)が行われてきた。また，スルメイカの分布が水温による影響を受けて
いることを明らかにした研究(鈴木ら, 1974)や，スルメイカ漁の漁獲量が水温の鉛直分布に影響を
受けていることを示唆した研究(深田ら, 1991a-b)も行われている。さらに，沿岸イカ釣り漁業に
おける漁場探索技術（為石, 1999）の発達や，漁場条件に関する情報の高度な共有化（和田と畑
中, 2009）に関する研究もされている。そのため，スルメイカの分布や操業を通した船下資源量
等を決定している要因を明らかにすることで，イカ釣り操業前や出港前に所得を予測し，最適な
操業方法や操業場所を選択できるようになると考える。
また，農業分野では，作付計画問題において数理的手法を用い，不確実性を考慮した上で期待
収益を最大にする研究(伊藤, 2006)も行われており，漁獲量やスルメイカ単価等といった不確実な
要素を含んだままでも，状況に応じた効率的操業策を構築することが可能になると考える。
これまでは，燃料高騰と魚価低迷のイカ釣り漁業への影響は個別に論じることしかできなかっ
たが，本研究により構築したシミュレーション手法を用いることで，勘や経験のみでは予測が困
難であった，操業方法が経営に与える影響を算出することが可能となった。
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質 疑 応 答
日比野（愛知県水産試験場）：説明を聞いて、大量に漁獲したからといって、必ずしも高
い収益を期待できるわけではないことが理解できた。
底びき網漁業では、多数の魚種が漁獲される。漁獲物の中から、どの魚種をどの程
度の割合で持ち帰れば、高い売り上げが期待できるかを、シミュレーションで提案で
きるか。
田丸（水工研）：可能だが、ある魚種が漁獲物中に占める割合と、それを持ち帰りたい割
合との関係ついて、扱い方を検討する必要がある。ただ、計算のプロセス自体は、あ
まり複雑なものにはならないと思う。
日比野（愛知県水産試験場）：操業現場で、高く売れると期待して大量に持ち帰った魚種
に安値がついてしまったり、せっかく獲った魚を安いだろうと考えてして捨ててしま
ったりすることが、よくある。シミュレーションで最適な持ち帰り方を示してもらえ
れば、そうした損をせずに済むようになるだろう。
田丸（水工研）：最適化については、漁業者の減少も考慮する必要がある。人数の減った
漁業者が、最小のコストで最大の漁獲金額を手にするためには、集団操業の形で、全
体として漁獲金額の最大化をめざす方がよいと考えられる。今後は、このような最適
化の方法についても検討していきたい。
日比野（愛知県水産試験場）：相変わらず漁業者は、魚をたくさん獲りたがっている。彼
らの意識を変えるには、目一杯獲らなくても漁獲金額を最大化できること示す必要が
ある。操業最適化シミュレーションは、そのための手段として非常に有効だと思う。
小宮（ヤンマー）：かつお一本釣り漁業でも、とにかく魚をたくさん獲ろうと、航走や漁
場探索に相当な燃油・時間を消費しながら、競争を続けている。このままで経営が成
り立っていくのか、不安さえ感じる。だから、かつお釣りにおいて経済的に最適な操
業の仕方を、集団操業する場合も含めてシミュレーションする方法の開発に取り組ん
でほしい。数値があれば漁業者は納得するし、これまでのやり方を変えようとも考え
始めるだろう。
田丸（水工研）：魚価形成の過程と漁場利用の仕方をさらに重視して、モデルの開発を進
めていきたい。
川口（全国遠洋沖合いかつり漁業協会）：水揚げ量および魚価とそのデフレーターとして
用いた資料は、何か。
また、説明では、灯下に集まったスルメイカの量と漁獲量との関係が線形になると
していたが、一方で漁獲量は集群量の 1 ～ 2 割程度で飽和するとの報告がある。なぜ
こうした食い違いがあるのか。
田丸（水工研）：水揚げ量には主要漁港についての集計値、魚価には漁業・養殖業生産統
計年報の集計値、そしてデフレーターには消費者物価指数を、それぞれ過去 25 年に
遡って引用した。このほか乗り子の賃金として、漁業就業者確保育成センターの資料
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を、農業のアルバイト賃金の変動で補正した値を用いた。
私のシミュレーションでは、1 日当たりの漁獲量を前提に計算したが、ご指摘の過
去の報告例は 1 時間当たりの漁獲量を分析したものだ。集群量が多ければ、1 時間で
は獲りきれず飽和してしまうことが、当然起こりうる。1 日当たりでみれば、飽和す
るほどの多量に集群することは、殆どないと考えられる。したがって、線形とみなし
て差し支えないだろう。
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総 合 討 論
渡辺（水工研）：本日は、現場での問題発見と改善（部分最適）から作業工程全体や操業
全体を効率化する手法（全体最適）まで、さまざまな切り口から講演がおこなわれた。
これらについて、意見はあるか。
生田（水工研）：漁船漁業は、不確定な要素をかなり含んでいるため、作業工程も生産量
も日ごとに変化する。製造業の中にも、これに似た特徴をもつ業種はあるのか。また、
絶えず変化する生産を最適化する手法はあるのか。
渡辺（水工研）：中小の部品産業では、めまぐるしく変わる受注に応じた、可変的な生産
がおこなわれていると聞いている。
★

中 村 （ レ ク サ ー リ サ ー チ ）： 製 造 業 で は 、 サ イ ク ル タ イ ム の 長 さ に よ っ て 生 産 形 態 が 異
なる。サイクルタイムが短い、自動車のように量産度の高い製品を作る業種では、作
業の標準時間がきっちりしており、生産管理を容易におこなえる。一方、サイクルタ
イムが長い、造船業のような業種では、受注ごとに仕様や納期の違うものを単品生産
する。その作業内容は多くが属人的で、作業者のやる気、能力などに依存するところ
が大きいため、作業時間は振れる。これと似た状況はサービス業にあるし、おそらく
水産業でもそうなのだろう。
この問題への対策として確立した管理手法は、無い。現状では、ムダ取り、作業性
の向上、そして改善に向けた合意形成を図る、といったアプローチに止まっている。
詰まるところ、基礎づくりと動機付けのための意識教育を地道に続けていくことが大
事だといえる。
生田（水工研）：改善は、漁船漁業だけでなく、他の産業においても難しい場合のあるこ
とが、とがよくわかった。
渡辺（水工研）：漁業には、組織で運営されるものと、個人によって営まれるものとがあ
る。組織的な漁業では、製造業のように、組織の枠組みの中で改善に取り組めるだろ
う。個人がおこなう漁業は組織ではないから、置かれた環境はかなり違う。個人漁業
の現状あるいは問題点について、意見はあるか。
上田（福岡県海洋技術センター）：当県の漁業では、沖合底びき網やまき網と個人の零細
な漁業との間に、生産への意欲の面で大きな違いがある。前者は生産性が高く、生産
増に向けた意欲も高い。これに対して後者は生産性が低く、改善や変化を好まない雰
囲気がある。とにかく、現状でなんとか生き残れる漁業者が、漁業を続けている状況
だ。この背景には、漁業者の高齢化がある。
こうしたなかでも、販売面を強化する取り組みがおこなわれている。私たちとして
は、経費削減も促したいと考えている。それには、参考になる事例を利用するなどし
て、漁業者の意欲をうまく引き出すことが課題になる。

★１つの作業が完了してから、次の作業が完了するまでの時間
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舛田（長崎県総合水産試験場）：長崎では多くの離島で釣り漁業が営まれている。その漁
獲対象の魚種は、時期や状況によって変わる。田丸氏のシミュレーションは、単一の
いか釣り漁業を取り上げていたが、実情に即して、複合的な操業形態を想定したモデ
ルも開発する必要があるだろう。
田丸（水工研）：私は以前、南茅部（函館市の一部）で営まれている漁業種類の組み合わ
せを調査したことがある。この地区では 13 ～ 14 種類の漁業がおこなわれており、各
漁家はその中のいくつかを組み合わせた経営形態をとっている。その組み合わせパタ
ーンは、所得に占める割合の上位 2 つをとった場合は 32 ～ 33、3 つをとった場合は 130
～ 140 通りにものぼる。これらを全部組み込んだ最適化モデルは、相当に複雑になる
と予想される。現状でそうしたモデルを組むのは、かなり難しい。とはいっても、指
摘の趣旨は尤もだし、到達目標としてもそこを目指したい。
渡辺（水工研）：パレート分析のような考え方で、収入の大半を占める、少数の漁業種類
の組み合わせに限定してモデルを組むことが、今後の方向になるかと思う。
渡部（水工研）：漁船漁業の技術は、熟練の技だ。後継者不足と高齢化が続くなかでは、
この技をいかに継承するかが重要だと考える。本日、紹介・提案された手法を利用す
れば、技を見える化、さらにはマニュアル化もできる。技を見える化し、それを多く
の人の目に触れる機会を増やすことによって、習得、継承は容易になるだろう。そう
なれば、新規参入者の増加も期待できる。
渡辺（水工研）：漁船漁業は、工夫次第でまだまだ展望が開けること、すなわち改善を通
じた生産性の向上が必要であることを、漁業者に納得してもらわなければならない。
上田氏の発言にあったような、改善に関心を示さない高齢化した零細漁業者は、わが
国の漁船漁業を象徴するものだと思われる。漁船漁業の存続にとっては、こうした漁
業者から意欲を引き出すことが鍵になる。試験研究機関の役割は、改善の意義と効果
を漁業者に示してやる気が出るよう促し、あわせて改善への取り組みを支援すること
にあると考える。
これを以て、本分科会のまとめとしたい。
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平成22年度水産工学関係研究開発推進特別部会水産業システム研究分科会

テーマ：漁船漁業の生産性改善に向けた工学的アプローチ
開催日時： 平成 23 年 1 月 19 日(水） 13:00 ― 17:00
開催場所： 南青山会館（〒 107-0052 東京都港区南青山５丁目７―１０）

開催主旨
漁船漁業は、魚価の伸び悩みや燃油高などの影響を受けて、厳しい経営を続けている。しか
も、就業者の減少と高齢化による労働力不足によって、生産基盤そのものが弱体化している。
こうした状況を改善するには、省人・省力化を中心とする現場作業の効率化、すなわちムダ・
ムリ・ムラの除去に早急に取り組む必要がある。
これまで漁船漁業において作業の効率化が進められてこなかったわけではない。ただしそれ
は、機器・装備類の高度化に重点を置いたものだった。漁業にかぎらず、産業における生産は
人が機器・装備類を使うことで成り立っているので、効率はハードウェアだけでなく、作業の
仕方によっても大きく左右される。このため、製造業をはじめとする他の産業では、「カイゼ
ン」や「トヨタ生産方式」に象徴されるように、作業の改善活動が盛んにおこなわれてきた。
しかし漁船漁業では、こうした取り組みが充分に行われてきたとは言えない。漁船漁業の生産
工程は人手に依存する度合いが高い。したがって作業改善に取り組めば、他の産業以上に効率
化できる余地が大きく、生産コストの縮減も期待できる。
本分科会では、生産性の点からみた漁船漁業の問題および効率化に取り組む際に必要な技術
について、他の産業での事例を参考にしながら論議する。

プログラム
開

会

挨

拶

13:00
津端英樹 水産工学研究所長

13:00 - 13:05

主旨説明 渡部俊広 水産業システム研究センター長
講

13:05 - 13:15

演
・漁船漁業の生産性改善の必要性

渡辺一俊（水産工学研究所）

・生産システム工学的手法にもとづく漁業労働の改善

13:15 - 13:45
13:45 - 14:15

髙橋秀行（水産工学研究所）
・作業負担軽減のための軽労化支援用具

14:15 - 14:45
吉成哲（北海道立総合研究機構

—

休

憩

工業試験場）

14:45 - 15:00

—

・漁業エンジニアリングへ向けての業務プロセス計画技術

15:00 - 15:30

中村昌弘（株式会社レクサーリサーチ）
・人・モノの動き・時間を「見える化」、作業分析ソフトＯＴＲＳ

15:30 - 16:00

斉藤雅昭（株式会社ブロードリーフ）
・沿岸イカ釣り漁業における操業システムの把握

16:00 - 16:30
田丸修（水産工学研究所）

５．総合討論

16:30 - 17:00

６．閉 会

17:00
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