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平成２７年度水産工学関係研究開発推進会議 

漁業生産技術部会・水産業システム研究部会-合同部会報告書 

～漁業生産現場における労働問題の今～ 

 

主催責任者：水産工学研究所長 

１．開催日時及び場所 日時：2015年 11月 13日（金）13:00～18:00 

場所：エッサム神田ホール 3階 大会議室 

２．主席者所属機関及び人数：46機関 78名 

３．結果の概要 

議  題 結 果 の 概 要 

１．開会宣言 

 

２．挨拶 

 

 

 

３．水工研関係部署の紹

介 

 

４．趣旨説明 

（及び事務連絡） 

 

５．講演 

 

 

 

 

 

 

 

（１）山内 精（水産庁企

画課課長補佐）〔基調講

演〕 

 

 

 

 

 

水産業システム研究センター高橋秀行主任研究員より、開会を宣言。 

 

前野所長より、講演者および出席者に会議開催に当たっての協力に対し

てお礼が述べられた。また、会議開催の意義と背景について紹介し、テー

マ選定の経緯についても簡単に述べた。 

 

 東部長より、漁業生産工学部及び水産業システム研究センターの現中期

計画における業務内容や担当が紹介された。 

 

上野センター長より本合同部会の趣旨説明が行われた。 

 

 

本合同部会では、まず、水産庁企画課山内課長補佐から漁業労働の実情

と課題について総括的な講演をいただき、次に、有識者（全国漁業就業者

確保育成センター 木佐貫業務部長）から漁業におけるリクルート活動に

ついて紹介いただいた。続いて、底びき網漁業での労働に関する調査事例

紹介や職場改善活動、軽労化、漁船及び漁労機械の安全性について、基本

的な考え方の紹介や、各現場において取り組まれている事例を報告し、総

合討論の題材とした。 

 

「漁業労働の現状と課題」 

我が国では、漁業の経営体数・就業者数とも減少しており、高齢化も進

行している。新規就業者数は近年では毎年概ね 2,000 人程度と横ばいで推

移している。漁船の災害発生率は、陸上全産業の約 6 倍であり、水産庁は

安全対策の強化のためライフジャケットなどの着用励行等諸政策を取っ

ている。多くの漁業現場が人手不足となっているため、遠洋漁業について

は、マルシップ方式等により、沖合漁業及び沿岸漁業（養殖業を含む）で

は、技能実習制度により外国人を雇用している。技能実習の在留資格は 3
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（２）久宗周二（高崎経

済大学） 

 

 

 

 

 

 

 

（３）沖野 晃（島根県水

産技術センター）・金坂敏

弘・室崎拡勝（島根県機

船底曳網漁業連合会） 

 

 

 

 

 

 

（４）木佐貫正博 

（全国漁業就業者確保育

成センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）渋谷 正弘（首都

大学東京）  

 

 

年以内と定められている。現在、政府内では、管理監督体制の強化を前提

に技能実習生制度を拡充する方向で見直しが進められている。 

 

「WIB（船内向け自主改善活動）の広がり」 

船員労働災害の発生率は他産業に比べ高く、個々の船舶において自主的

な改善が求められる。ILO（国際労働機関）が作成した WISE（中小企業

自主改善活動）を船内向けに応用した WIB（Work Improvement on 

Board）は、自主的にリスクをチェックし、良好な事例を参考にして、低

コストで、無理せずに、改善ができる一連の活動である。本報告では WIB

活動の具体的な進め方と水産業におけるその推進に関する考え方につい

て述べた。 

 

「沖合底びき網漁業の労働の問題」 

島根県の沖合底びき網漁業（２そうびき）7 船団 16 隻の労働時間、漁獲

作業、選別作業を調査した。労働時間では、各船 1 日 4 回の網入れ作業を

行うため、連続した睡眠が取れないことが大きな問題である。漁獲作業で

は、曳索の移動時に曳索の先端に取り付けたレットを相手の船に投げ入れ

る作業が危険である。約 240 種と多岐にわたる漁獲物を魚種と銘柄別に仕

分ける選別作業は、長時間を要する重労働であるが、機械化等による作業

量の削減が難しく、人件費削減の阻害要因ともなっており、改善が必要で

ある。 

 

「漁業就業支援の現状と課題」 

全国漁業就業者確保育成センターでは、漁業就業を希望する者と、それ

らの人材を雇用する漁業者とのマッチングを支援している。本報告では、

主にマッチングの現状と、新規就業者確保の課題について述べた。漁業就

業支援フェアは、漁師になるための合同就職説明会であり、主な開催地域

は東京、大阪、福岡、仙台となっている。漁業就業支援フェアでの求職は、

雇用型が９割程度で独立型は１割以下である。来場者の中で雇用者側から

内定が出るのは２割程度である。新規就業者の育成支援として、漁業未経

験の人材を受け入れた漁業者を対象に、人材育成支援のための補助を実施

している。漁業安全の確保推進としては、漁労作業の安全を推進する漁業

者となる安全推進員の育成等に取り組んでいる。 

 

「職場改善のノウハウと漁業現場への応用」 

演者らは、製造業を対象に職場改善手法の研究および普及活動を行って

きた。安全性・生産性の向上と労働者の健康増進の両立を目指し、作業管

理の考え方に基づいた職場改善を実践できる「作業管理士」を認定してい
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（６）田中 孝之（北海

道大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）田丸 修（水産工

学研究所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）髙橋 秀行（水産

工学研究所） 

 

 

る。高齢化と後継者不足が深刻な農林水産業への職場改善の普及が急務で

あると考える。しらす陸揚げ作業の「計量場への運搬」作業についてエル

ゴマ（人間性と生産性の融合）アプローチで分析したところ、シラスの入

ったカゴをより少数ずつ運搬することにより作業時間を３割程度削減で

きることが試算された。高齢化が進む職場では作業負担の軽減を図るため

に KAIZEN（作業者主体の業務改善活動）が必要である。KAIZEN を実

施すると生産量の増加が図れるが、漁業の生産量は水揚げした分だけであ

り、地上での作業効率を上げても収益は増えない。このことは、KAIZEN

に係るコストを回収できないことを意味する。お金をかけない KAIZEN

案の検討が望まれる。 

 

「軽労化研究の意義と漁業への応用」 

軽労化の概念と、その具体例として各種の軽労化スーツを紹介した。作

業時において身体負担を軽減する技術は、作業員を専用機械やロボットに

置き換える「機械化・自動化」と、作業員の肉体的、身体能力的な補助を

行う「アシスト技術」とに大別される。さらに、アシスト技術も「増力化

技術」と「軽労化技術」に分けられる。演者らが開発した筋力補助スーツ

「スマートスーツ」および「スマートスーツ・ライト」は、元々の作業形

態を維持可能な「装着型軽労化技術」である。高橋（水工研）らとともに

様々な作業姿勢に追従しうる新たな弾性材を用いた漁業用スーツを試作

し、その基本性能を評価している。漁業や農業など人の手による作業にお

いて、軽労化の概念に則って、作業者の疲労を軽減しつつ、基礎体力を維

持することで、長く健康に働ける社会づくりが実現できるものと考える。 

 

「漁業生産システムと作業改善」 

近年では我が国の水産業においても労働環境の改善に目が向けられ始

めている。本発表では、水産業に携わるステークホルダーの各々の立場に

おける労働環境改善のメリット、デメリットについての検討を通じて、水

産業における労働環境の改善のあり方について考察した。ある地域や漁業

種類に携わる人々ができるだけ労働環境の改善によるメリットを享受で

きるような方策を検討するにあたっては、水産業全体をシステムとして俯

瞰的に扱い、課題やニーズの抽出、労働を規定する要素間の相互作用、得

られる効果の予測等を行うことが必要である。 

 

「漁労作業の特徴と改善方策の考え方」 

漁労作業を改善して作業者が安全、快適に働ける場を提供することは、

漁業が健全な産業として維持、発展していくのに不可欠である。これには、

陸上産業で活用されている人間工学や生産システム工学などの手法の応
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（９）三好 潤（水産工

学研究所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）田山 潤・冨塚 

義尚（株式会社 興洋）・

長谷川勝男（水産工学研

究所） 

 

 

 

 

 

 

用が有効である。演者が漁業現場を観察してきた経験を踏まえて、漁労作

業の特徴を述べた上で実例を示し、考えられる改善方策を検討した。陸上

産業等で用いられる分析手法は漁業にも有効であるが、漁労作業の特殊性

を考慮する必要がある。例えば、漁業では漁獲物の内容によって作業の質

と量が変化するので、分析結果も大きく変動しうることに留意する必要が

ある。作業の効率化に有効な方策は、スペースの制約の厳しい漁船上での

実践は難しいことが多いが、近年では、作業手順やレイアウトの効率をバ

ーチャルに検証できるソフトウェア技術が発達し、実用的なレベルに達し

つつある。このような技術を応用して、実際の漁船を改造する前にレイア

ウト変更の効果を仮想的に検証できる。我が国の漁船は総トン数で大きさ

を制限されており、働きやすい作業環境を構築する上では、ボトルネック

となっていると思われる。 

 

「労働安全を考慮した漁船船体設計の考え方」 

わが国漁船の労働環境、特に沖合・沿岸漁船の甲板上の作業スペースが

狭隘なことは良く知られている。一般に漁船の基本設計は、造船所で建造

経験を有する類似船型の中から、許可された総トン数の中でもっとも生産

性が高くなるように進められる。このような設計環境では、必然的に生産

性に直接関係する魚倉や燃料タンク、エンジンや漁労機器などのサイズや

配置が優先され、充分な空間容積を確保した作業環境や居住環境は実現さ

れにくい。一方で近年、作業環境や居住環境、船体の安全性を考慮した漁

船設計が志向されている。水産庁においても漁獲能力を増大させないこと

を条件に、居住性及び安全性に関する増トンが個別審査の上で許可され

た。演者は、非線形計画法による最適設計手法を用いて、作業スペースの

拡大、船体安全性、船価、漁獲努力量の維持をバランス良く成立させる船

体主寸法の算出手法を考案した。小型底びき網漁船を対象とした試算で

は、従来船型と比較して船幅が広い漁船が提案された。 

 

「漁労作業機械の安全対策技術」 

漁船漁業では様々な漁業用作業機械が使用されているが、機械への巻き

込まれや衝突等の労働災害の発生は減っていない。事故要因は人的エラー

と機械の要因に区分されるが、漁業現場ではさらに環境要因も加わるた

め、漁業労働特有の安全対策が重要である。船上の漁労機械配置、漁法お

よび作業形態を俯瞰的に分析する総合的視点からの安全対策が必要であ

る。沿岸漁業の漁労作業の安全対策技術の具体例として、ホタテガイ桁曳

網漁業における桁網の投入装置と、船曳網漁業におけるボールローラーの

非常停止装置を紹介した。ボールローラーの普及初期においては、一人作

業時に作業員が機械に挟まった時の対処の方法はなかったが、現在では、、
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６．総合討論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急停止弁のレバーにふれると油圧モータのメカブレーキ機能により非

常停止する装置や、実際に挟まれたときにゴムタイヤの空気圧を瞬時に低

下させ挟まった腕等の痛みを軽減する緊急排気弁などを装備している。ま

た、V ローラーについても安全確保のための装置を紹介した。 

 

中央水研神山： 生産性向上のための分析の仕方の基本は何か？ 

回答（首都大渋谷）： 作業映像で各人の動作を洗い出し、働いていない

時間を分別する。従来の手順・方法を変えることに反発が出ることもあ

る。人が楽になるように治具が必要になることもある。一つ一つの作業

を丁寧に観察することに尽きる。ムラがなく標準的作業に置き換えられ

るように考えることにより作業計画が立てられる。 

 

水工研上野： 型式認定の基準改訂は行われているか？ 

回答（システム協会平石）： 型式認定の認識が異なっている。1985 年当

初は省エネのためのエンジン性能の認定であった。平成 6-8 年の基準見

直しはシステム協会の独自事業で行い、安全基準も入れた。最近は LED

集魚灯が行われたのみで新しい機器・技術が出ないため、見直しの予定

はない。 

 

システム協会長島： 渋谷先生に質問する。生産性向上と労働環境改善の

どちらの比重が高いか？ 

回答（首都大渋谷）： 生産性向上が前提である。生産性が上がらないと

改善コストが回収できない。人員を 5 人から 4 人に減らすのではなく、

配置転換を考える。時間を削るだけでなく、最終的にはお金に換算する

必要がある。 

 

水工研高橋： 現場の意見を聞きたいので各県の方にコメントを求める。 

（以下討論） 

千葉県五味： 就業者確保が難しいので、経験者も対象にするなど長期研

修条件の国等の緩和を求める。 

神奈川県旭： 新規就業者が辞めていく率や理由を調べていただきたい。 

水工研高橋： 私もそう思う。木佐貫氏に伝えたい。 

佐賀県野口： 独立型は 3 年後に独立必要があるが、船を持つなど資金面

での問題がある。漁労作業の改善は何十年も従事している人には伝えに

くいので、就業 5 年以内の若手に普及していくべきと考える。 

水工研高橋： 私もそう感じている。ベテラン漁業者は調査には協力して

いただけるが改善の提案は受け入れられない。若い人とコンタクトが取

れるルートの協力をお願いしたい。まとまった結論を出す場ではない
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７．閉会 

が、今後の研究の材料となる話があった。これにてシンポジウムを終了

する。 

 

寺脇業務推進部長より御礼の挨拶とともに、閉会が宣言された。 

その後の処理等 当日の配付資料をもとに議論の詳細等を追記し、再整理した上で、報告

書として関係者に配布する予定である。 
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水産工学研究所 漁業生産工学部・水産業システム研究センターの紹介 

 

東 照雄 

 

国立研究開発法人 水産総合研究センター 水産工学研究所 漁業生産工学部長 

 

  

本合同部会 担当部門

所長

業務推進部

水産土木工学部

漁業生産工学部

水産業システム研究センター

特任部長

水産工学研究所

省エネ型漁業に必要な漁具・漁法技術の開発

底びき網漁業等における省力・軽労化技術の開発

広帯域音響技術を中心とした漁場探索技術・
対象種識別技術の開発

漁灯の合理的利用技術の開発

漁具

Ｓ開

情報/
技術

技術

漁船漁業の安全性向上技術の開発

漁船漁船漁業の燃料消費削減技術の開発

漁船の船体性能向上技術の開発

交付金一般研究課題（実施細目）水産業システム研究センター 研究内容＆担当者

エネルギー・生物機能利用技術グループ

水産生物の行動制御 柴田・高山

生産システム開発グループ

養殖生産システム開発 高木* ・伏屋

センター長： 上野

漁船漁業・養殖業の軽労化 高橋秀

漁業生産システム研究 田丸

*グループ長
パッシブ音響技術開発 多賀・高橋竜

漁業生産工学部 研究内容＆担当者

漁船工学グループ

漁具・漁法グループ

漁具特性研究・漁法改善 越智*・藤田・山崎・高橋勇

水産情報工学グループ

音響資源探査技術高度化 澤田*・安部・今泉・松裏・福田

部長： 東

主幹研究員： 川田

*グループ長

船型研究 三好

機関研究 長谷川*・溝口

航行安全性研究 松田・寺田

安全性と経済性を兼ね備えた漁船漁業を目指

して、漁場探索から漁獲、水揚げに至る各段階

において、安全性確保、省エネ、省コスト、省人、

省力及び軽労化を図るとともに、資源への影響

や環境負荷を低減するために漁業生産システム

を改良し、また、新しいシステムを開発する。

研究の位置づけ（交付金事業）

省エネルギー・省コスト技術の活用による効率的な
漁業生産システムの開発 (23〜27年度)
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ロボット漁船-安全・省エネ自動操縦システム-の開発
農林水産技術会議事業

安全・省エネ運航アルゴリズム
の開発

漁船の安全・
省エネ航路算
定手法の開発
と検証

安全航行 ＋ 省エネ航行

はじめて両立！

GPS

AIS（自動船
舶識別装置）
などの活用

衝突を未然に
防ぐ実証技術
の確立

衝突防止システムの開発

漁船工学グループ
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漁具・漁法グループ

【実証地】
青森県深浦

定置網に入網したクロマグロ幼魚の放流技術の開発

クロマグロ資源管理
定置網における選択
的放流技術

画像イメージ 音響カメラ

箱網内での遊泳層や逃出頻度
→ 他魚種と異なる可能性

網内での魚群行動観察（水工研）

① 来遊条件の把握
• 環境要因との関連性

② 積極的放流技術の開発
• 網の改造（スレ防止等）
• 放流後の生残率調査（畜養試験）

③ 自然排出技術の開発
• 他魚種との行動の違いに基づく

（青森産業技術セ水産総合研究所）

（株式会社ホリエイ：定置網事業者）

（東京海洋大，水産工学研究所）

研究内容

（共同研究）農林水産技術会議事業

波形発生

送受波切替器

信号処理器 （新規開発）

受信部

魚からの反射信号の処理

アナログ－デジタル変換
パルス幅圧縮処理 ほか

プリアンプ

パワーアンプ

低周波広帯域
音響送受波器
（新規開発の目玉）

送信部

水中

高分解能を利用した高精度魚体長推定

反射信号の周波数スペクトル解析による
魚種判定

送受信機（新規開発）

次世代型計量魚探機の開発
水産庁事業水産情報工学グループ

漁業用軽労化支援スーツの開発

北大，(株)スマートサポート，道総研の協力のもとで試作品を開発

生産システム開発ループ

道総研版(農業)がベース
弾性材は板バネ(GFRP)
腿部にスライド機構

支持力と柔軟性を両立する弾性
材S-FRP*を採用

ライフジャケット装着可

H24年度 H25年度 H26年度

漁業者の意見を
取り入れた
構造・形状

S-FRPの改良

競合する研究等との差別化，漁業向けの仕様
H27年度にひとつの完成形を目指す

* ストレッチFRPアクチュエータ
北大，SS社，道総研の出願特許

海洋生物の遠隔的種判別技術の開発

科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 (JST CREST)

水産情報工学グループ／エネルギー・生物機能利用技術グループ

②能動的に音を
当てて種を判別

③情報をあつめ
地図上に再構築

スタート

ゴール!

①受動的に聴い
て種を判別

海底ケーブルシステム

構想

海洋生物の遠隔的種判別技術

が、もしあったら

ブレークスルー

海洋生物の音響リモートセンシングを目指して
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平成 27 年度水産工学関係研究開発推進会議合同部会開催趣旨説明 

 

上野康弘 

 

国立研究開発法人 水産総合研究センター 水産工学研究所 水産業システム研究センター長 

 

 

我が国の漁業は，主要資源水準の低下，魚価の低迷，生産コストの増大，担い手の不足など多くの課

題を抱えている。このような中で，最も重要かつ緊急に取り組まなければならない課題でありながら，

問題点の整理や対策活動の組織化が遅れているのが，漁業労働の問題であろう。漁業労働の問題は大き

く分けて，(1) 労働者のリクルート，(2) 生産活動の効率化，(3) 軽労化（作業負担の適正化），(4) 労働

現場の安全性の確保，の 4 つに絞られる。本推進会議では，漁業労働の問題に対する実践的な方策につ

いて議論し，改善に向けた糸口を得ることを目的とする。漁業労働にまつわる現場の様々な問題を取り

上げ，陸上産業等における労働環境改善のノウハウを活用するなどして，漁業労働の問題を改善に導い

ていくための有効なアプローチを探る。
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漁業労働の現状と課題 

 

山内 精 

 

水産庁 漁政部 企画課 

 

 

1. 漁業経営体と漁業就業者の現状 

 漁業経営体数は年々減少しており，平成 26 年には平成 15 年から 33%減の約 8.9 万経営体となった。漁

業経営体 8.9 万経営体のうち，個人経営体が 95%を占めており，また，販売金額が 300 万円未満の零細な

経営体が全体の半分以上を占めている。 

漁業経営体の減少に伴い，漁業就業者数も年々減少しており，平成 26 年には平成 15 年から 27%減の

約 17.3 万人となっている。そのうち，60 歳以上の就業者が 48％，65 歳以上が 35％を占めており，高齢

化が進行している。他方，40 歳未満の若手の就業者の占める割合は微増傾向にある。 

新規漁業就業者数は平成 21 年以降横ばいで推移しており，毎年概ね 2,000 人程度が新たに漁業に就業

している。新規漁業就業者は比較的若い世代が多く，平成 26 年に漁業に就業した者のうち，40 歳未満の

者が 6 割以上を占める。 

水産庁では，意欲ある若者が漁業に新規参入し，継続して漁業に携わるための環境を整えるとともに，

漁業の高付加価値化を担う人材を確保・育成するため，新規漁業就業者総合支援事業を実施している。同

事業では，漁業学校等で学ぶ若者に対する就業準備資金の給付や，漁業の就業相談会の開催，漁業現場で

の実地研修等を支援している。 

 

2. 安全な漁業労働環境の確保 

平成 26年の海難事故による船舶種類別の死者・行方不明者数は 100 人となっており，うち漁船が 65 人

と全体の約 7 割を占める。また，平成 25 年における漁船の災害発生率は，陸上全産業の約 6 倍であり，

一般船舶と比較しても約 2 倍である。このように，漁業は，他産業と比較して危険性の高い労働環境にあ

るといえる。     

このようなことから，水産庁は，漁船の安全対策を重要な政策課題と認識しており，平成 24 年 3 月に

閣議決定された水産基本計画においても，「水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策」8 項目のうち

のひとつとして「漁船漁業の安全対策の強化」を位置づけている。 

具体的には，安全な漁業労働環境確保事業において，漁業者を対象とした安全対策の講習会やライフジ

ャケットの着用推進を支援するとともに，毎年 10 月の「全国漁船安全操業推進月間」期間中，関係省庁，

関係団体と連携して，安全操業の徹底を呼びかけている。 

 

3. 漁業における外国人の現状 

上記のように，我が国の漁業就業者は年々減少していることから，多くの漁業現場が深刻な人手不足の

状況となっている。このため，遠洋漁業については，外国人漁船員を使用している。我が国の遠洋漁船に

外国漁船員が乗り込む方式としては，我が国に上陸しないという条件の下，船籍を変えないまま海外の
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港で外国人漁船員が乗り組む海外基地方式と，我が国の漁業会社が外国法人に一旦漁船を用船した上で，

外国の法令の下で外国人漁船員を配乗し，元の所有者である我が国漁業会社に定期用船するマルシップ

方式があるが，現在はマルシップ方式が主流となっている。現在，遠洋まぐろ，遠洋かつお，近海まぐろ，

大型いか釣り，遠洋底びき網，以西底びき網，大中型まき網，大西洋はえ縄の各漁業において，マルシッ

プ方式により外国人漁船員を受け入れている。 

他方，沖合漁業及び沿岸漁業（養殖業を含む）では，一部の業種において，技能実習制度により外国人

を雇用している。技能実習制度とは，我が国の企業との雇用関係の下で，より実践的な技能・技術・知識

を修得することにより，これらの技能等の開発途上国等への移転を図り，当該開発途上国等の経済発展

を担う「人づくり」に寄与することを目的とした制度である。 

技能実習の在留資格には，基礎的な技能を修得するための 1 号と，1 号で修得した技能を習熟させるた

めの 2 号があり，在留期間は 1 号が 1 年以内，1 号と 2 号を合わせて 3 年以内と定められている。1 号か

ら 2 号へ在留資格を変更するためには，対象となる作業ごとに，技能検定基礎 2 級に相当する技能評価

試験に合格することが必要である。現在，漁業関係では，漁船漁業 8 作業（かつお一本釣り，まぐろはえ

縄，いか釣り，まき網，底びき網，流し網，定置網，かに・えびかご），養殖業 1 作業（ほたてがい・ま

がき養殖）の合計 9 作業が 2 号移行対象作業として指定されている。 

技能実習制度をめぐっては，以前から，「国際貢献という本来の目的から外れ，安価な労働力の確保の

手段とされている」，「技能実習生の人権が侵害されている」といった内外からの批判があった。他方，産

業界からは，実習期間の延長や受入枠の拡大など，制度の拡充を望む根強い意見がある。このような声を

踏まえ，現在，政府内では，管理監督体制の強化を前提に制度を拡充する方向で見直しが進められてい

る。 
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【質疑応答】（敬称略） 

 

前野（水工研）：技能実習生の賃金に関する情報があればお聞かせいただきたい。 

 

山内：制度上は日本人と同等かそれ以上と規定されており，実態としては最低賃金レベルのケースが多

いのではと思慮されるが、漁船漁業の場合は、労働組合と漁業団体の間で取り決めている。労務管

理について，技能実習生は労働組合に加入しており，処遇等は労働協約もとづいて担保されてい

る。 

 

 

髙橋秀（水工研）私が見た現場では，技能実習生が身体負担の大きい作業を担当している印象があった。

労働条件の管理体制が重要と考えるが，今後，具体的に体制をどのように強化するのか。 

 

山内：管理体制の強化については、現在、法務省と厚生労働省が新法を国会に提出しており，監理団体は

許可制，実習実施者は届出制，技能研修計画は認定制とすることとなっている。また、外国人技能

実習機構という新たな法人を立ち上げ、実地検査を行う権限を与えることとしているほか、通報窓

口や罰則等を整備することとしている。 
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WIB（船内向け自主改善活動）の広がり 

 

久宗周二 

 

高崎経済大学 経済学部 教授 

 

 

１．船員の労働災害 

船員労働災害の発生率は，他の産業に比べ高くなっている。平成 25 年度の船員の休業 4 日以上の労働

災害発生率は労働者千人ごとに 13.5 人であり，全産業 2.3 人の約 5 倍である。平成 25 年度の船員の死亡

災害発生率は労働者千人ごとに 0.2 人であり，全産業の 0.04 人の 5 倍となっている。船舶は，船種，大

きさ，海域により仕様，船内設備が大きく異なり，個々の船舶毎に自主的に船内を改善することが必要で

ある。 

 

2. 船内向け自主改善活動 WIB について 

船内向け自主改善活動 WIB（Work Improvement on Board）は ILO（国際労働機関）が作成した WISE（中

小企業自主改善活動）を船内向けに応用したものである。全員が簡単にリスクチェック，良好な事例を参

考にして，低コストで，無理せずに，改善活動ができるリスクアセスメントとカイゼン提案が行われる一

連の活動である。 

自主改善活動の基本的な考え方は，自分の職場は自分自身が一番分かっていると考えて，被害を受ける

前に全員で予防をする。働く人一人一人自らが安全対策を作り，労働災害の未然防止を図る。 

WIB 船内向け自主改善活動の特徴 

・良い改善事例をみんなで選択することで，共通の認識ができる。  

・チェックリストを使って船の設備，環境，状況に合わせて船員自らが，全員で改善案を提案できる。 

・短時間でできる。（点検・話し合いは 30 分～1 時間 30 分程度） 

・全員でリスクの点検ができる。 

・職歴に関係なく，若手も参加することにより安全意識も高まる。船員の労働災害発生率は陸上労働者よ

り高く，特に漁船員で高くなっている。船員の労働災害を減らす為には，個々の船舶に応じたカイゼン対

策を行っていく必要がある）。 

国土交通省が船員の労働安全衛生を推進するために，水産庁は平成 25 年度より 5 か年計画の補助事業

で「安全な漁業労働環境確保事業」を開始した。漁業者が安全に関する知識を得る他に，自主改善活動の

手法を学び現場で安全を進める「安全推進員」を育成する事業で，計画では 5 年間に 2500 人を育成する

計画である。また，国土交通省では平成 25 年度よりはじめられた第 10 次船員災害防止基本計画におい

て，主として中小船舶所有者を対象とした船内向け自主改善活動（WIB）の普及啓発が計画にあげられて

いる。 
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3. 船内向け自主改善活動 WIB の現場での成果 

 「安全な漁業労働環境確保事業」では，平成 25～26 年度に北は北海道紋別市から，南は沖縄まで全国

39 箇所で講習会を行い，約 1500 人が安全推進員となった。 

安全推進員の講習会について，参加者の無記名によるアンケート調査を行った（n=951）。「わかりやす

さ」では，「わかりやすい」が 83.4％，「わかりにくい」は 2.5％，「どちらでもない」は 14.1％であった。

「役に立った（有効性）」は 87.6％，「役に立たない」1.5%，「どちらでもない」は 10.9％だった。自主改

善活動については（n=354），「わかりやすい」が 83.5％，「わかりにくい」は.2.5％，「どちらでもない」は

14.0％であった。「役に立った（有効性）」は 85.7％，「役に立たない」0.9%，「どちらでもない」は 13.4％

だった。安全推進員の講習，自主改善活動のいずれにおいても「わかりやすさ」，「有効性」は高い値を示

し，否定的な意見は少なかった。 

講習会の後に参加者が，実際に漁船

の点検をして改善案を出すプログラム

を 2014年 8～10月に 10カ所で行った。

110 隻（または，グループ）が参加して，

228 件（平均して一隻あたり約 2.1 件）

の改善案が提案された。 

提案された改善案を，「作業方法改

善」，「設備改善」，「教育」，「安全確認

の徹底」，「注意喚起」の 5 種類の対策

に分類した結果(図 1)，「作業方法改善」

10.6％，「設備改善」75.2％，「教育」3.1％，

「安全確認の徹底」10.2％，「注意喚起」

0.9％となり，設備改善などの実用的な

改善が多数を占めた。改善内容から改

102

自主改善活動の成果

青森 ホタテ漁船のライトをLEDに変えたところ、前のライトは
620Wでしたが、カイゼンしたところ356Wに削減でき、船上も明
るくなり作業しやすくなった。

改善前 改善後

10.6 

19.9

18.8

75.2 

13.1

16.2

3.1 

17.9

17.7

10.2 

21.5

19.5

0.9 

27.5

27.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

WIB漁船改善

災害報告漁船

災害報告商船

作業方法改善

設備改善

教育

安全確認の徹底」

注意喚起

図 2 青森での具体的改善例 

図 1 改善案（事故対策案）の分析 
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善に必要な費用の概算を「費用がかからない」，「費用が 1 万円未満」，「費用が 1 万円以上」の 3 つに分

類したところ，「費用がかからない」は 31.1％， 「費用が 1 万円未満」は 29.7％，「費用が 1 万円以上」

は 39.2％となった。 

講習会を開催した後に実際に改善活動を行った結果の報告を受けている。図 2 は，青森県ホタテ漁船

の改善事例で，灯火を LED に替えたことにより，足元が明るくなり，作業をしやすくなったとともに，

消費電力が低下した。2014 年度で最も開催数，参加者数の多かった岩手県では，岩手県労働局，岩手県

定置網協会の協力の下，2015 年も安全講習会が県下 5 か所で開催されると共に，各地で改善活動が行わ

れている。甲板に滑り止めを施すなどの具体的な改善が行われると共に，所管の労働基準監督署の指導

のもと，「機械操業計画」などが提出され，着実に効果が表れている。 

 

4. 船内向け自主改善活動 WIB 式船内労働安全衛生システムについて 

労働安全衛生マネジメントシステムは，労働者の安全を守るために，ILO 2001 年条約に従って進めら

れている。厚生労働省の管轄である沿岸漁業では，「労働安全衛生規則」，第八節の二 自主的活動の促進

のための指針（自主的活動の促進のための指針）第二十四条の二において， 

「 厚生労働大臣は，事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過

程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。 

  一 安全衛生に関する方針の表明 

 二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及び

その結果に基づき講ずる措置 

 三 安全衛生に関する目標の設定 

 四 安全衛生に関する計画の作成，実施，評価及び改善」と定められている。 

船員法の管轄の国土交通省においても同様に，「船内労働安全衛生マネジメントシステム」が進められ

ている。しかし，現実には中小の漁業会社や，漁業組合では専門のスタッフを雇い入れることも，専門知

識の得る機会や，時間も限られており労働安全衛生マネジメントシステムの導入は難しい。 

一方で，ILO の労働安全衛生マネジメントシステムを推進させるためツール，「OSH Management 

System: A tool for continual improvement（労働安全衛生マネジメントシステム：持続的な活動のためのツー

ル）」の中の，「小規模事業」の項目において，小企業の場合は最小限の必要項目をできることから実施す

るように述べるとともに，「中小企業向け自主改善活動，（WISE），小規模農業向け自主改善活動（WIND），

および商業労働貿易組合向け自主改善活動 POSITIVE などのトレーニングパッケージが，ILO によって

広く開発されて，実行されている。」と述べている。 

WIB(船内向け自主改善活動)式船内労働安全衛生システムは，ILOの中小企業向け自主改善活動（WISE）

を基に，参加型改善活動を作成した小木和孝博士（元 ILO 労働環境局長）の指導を受けて船内向けに開

発したものである。ILO の Senior Specialist 他，国内外の研究者より WISE の海上版と評されており，WIB

労働安全衛生マネジメントシステムは，ILO 2001 年条約の労働安全衛生マネジメントシステムの中小企

業向け考え方に沿ったものと考えられる。現場の漁業者，事務担当者の負担が少なくなるように，本質的

な項目だけを精査してフォーマットを作り，わかりやすい解説を示している。その概要を以下に示す。 
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方針の表明 

安全方針 

・ 労働災害が起きない働きやすい職場を作る 

* 安全な輸送体制の継続的確立 

推進メンバーの 

役割と責任 

 

社長  ○○ ○○ （総括安全衛生管理者） 

監督  □□ □□ （総括安全担当者） 

（事務局，システムの監査） 

船長  △△ △△ （船毎のリーダー） 

安全衛生目標 

＊安全重点施策（安全目

標） 

・ 労働災害を減少させるために点検・改善の推進 

* リスクを評価して安全性の向上 

活動計画 

・書類は議事録，WIB チェッ

クリスト，改善進め方シート

は別途保存の事 

・全員で安全点検を行うこ

とにより，船員の意見の反

映が促進されます。 

*運輸安全マネジメントシス

テム対応項目 

・ミーティング （1 回 ／月・年） 

 

・職場点検（ＷＩＢなど ）（ 2 回 ／月・年 ） 

 

・改善の実施 （ 2 回 ／月・年 ） 

 

・講習会  （ 1 回 ／月・年 ） 

* ヒヤリ・ハットの収集・分析をする  

* 外部の講習会を受けた 

活動内容の確認 

・記録は別紙 

同時保存 

 

 

良くできた・ややできた・ややできなかった・あまりできなかった 

（備考） 

・ミーティング 1 回／月・年） 

・職場点検（ＷＩＢなど ）2 回 ／月・年 6，12 月 

・改善の実施  2 回 ／月・年 ７，１月 

・講習会  1 回 ／月・年 12 月 ） 

・ 災害の発生 

・ 災害発生時の原因調査及び改善手順の制定（書類の整備） 

（振り返り） 職場の点検は全員が積極的にやってくれた 

 改善活動が少なかった 

 (備考) * ヒヤリ・ハットの収集・分析 * 外部の講習会を受けた 

 

表 1 WIB 船内向け自主改善活動マネジメントシステム計画書の記入例 
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次の活動へ  （振り返り） 

（良くすべき点） 改善の時間と予算を増やす 

 改善活動の機会を増やす 

目標 

労働災害の防止と健康増進，さらにすすんで快適な職場環境を作り，職場の安全衛生水準の向上を目指

す。ILO（国際労働機関）の労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）を基に作成する。 

 方法 

事業者は労働者の協力のもとに「計画（Plan）－実施（Do）－評価（Check）－改善（Act）」（「PDCA サ

イクル」といわれます）で安全衛生管理を継続的，自主的に進める。 

WIB 方式の導入のメリット 

・ 働く人の労働安全衛生の意識が高まり，労働災害の減少・疾病の減少が図れる。 

・ 労働安全衛生活動の記録を組織的に残し，会社の管理責任を明らかにできる。 

・ 社内外に対して取り組みをアピールすることができる。 

・ 一般社団法人 自主改善活動協会によるサポート，認証制度がある。 

・ 中小の事業者でも無理なく，効率的にシステムが運用できる。 

会社の役割 

 表明・目標・組織・計画等の様式は A3 版一枚にまとまっている。マニュアルを読めば経営者と担当者

で 1～2 時間で記入できるようになっている。年度末のふりかえり，次年度の計画も同様に，マニュアル

を読めば，経営者と担当者で 1～2 時間で記入できる。方針，目標，計画の作成ができたら，一定期間掲

示して船員さんの意見を聞き，必要に応じて修正をする。一月に一回程度簡単な記録（10 分程度で記入）

を議事録残してください。その他，法令で定められた書類の作成と保管をする。 

 船員の役割 

 年に一度以上，WIB チェックリストによる改善案の提案をする事と（30 分程度），提案した改善案の中

で自分たちが直せるものは，時間が空いた時に船内を改善していく（必要な資材は会社負担）。自分達で

は難しい，専門的で，大規模な修繕などは専門業者が実施する。 

実施事例 

 現在，島根県の漁業会社が平成 27 年 3 月より取り組みをはじめており，計画を作り，WIB 自主改善方

式のリスクアセスメントを行い，毎月ミーティングを行って，着実に労働安全衛生を推進している。船員

に周知，徹底させるために，WIB 船内向け自主改善活動マネジメントシステム計画書を事務所ばかりで

なく，船員が利用する船内のトイレにも貼り付けて意識の高揚を図っている（図 3）。 
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5. おわりに 

水産庁の事業は，水産庁の「平成 25 年の水産の動向」の他，内閣府「交通安全白書」でも紹介されて

いる。その成果は 2015 年世界労働衛生会議，国際海上衛生学会，国際人間工学会などで学会発表を行う

とともに，国際海上衛生学会誌で論文を発表して評価を得ている。詳しい資料が必要な場合は，「全国就

業者確保育成センター」の HP より，テキストや，チェックリストなどがダウンロードできる。また，国

土交通省でも貨物船，旅客船向けに WIB は船内労働安全衛生マネジメントシステムを推進するための方

法として紹介されており，実施のためのチェックリストと漫画マニュアルがダウンロードできる。WIB

式船内労働安全衛生マネジメントシステムについては，船内労働安全衛生マネジメントシステムの導入

促進をするために，有効な方法として，平成 27 年 4 月の国土交通省交通政策審議会海事分科会船員部会

で報告され，労使から支援を得ている。 

 安全推進員講習会は当初，漁業協同組合などが開催するとこを考えていたが，現在はそれらに加え，全

日本海員組合，船員災害防止協会，海上保安庁，厚生労働省労働基準監督署など，海事に関連する日本の

多くの機関の協力で行われている。今後も WIB 自主改善活動による改善活動とともに，WIB 式船内労働

安全衛生マネジメントシステムを促進することにより，経営者と船員が一体となって安全で健康的な労

働環境が形成され，船員の労働災害の減少と目指していく。 
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【質疑応答】（敬称略） 

 

上野（水工研）：水産分野で島根県の他に事例があれば教えていただきたい。 

 

久宗：マネジメントまで行っている事例はないが，改善活動は全国的に行われつつあり，特に岩手県の定

置網では 8 カ所程度で導入され，県の支援も得て成果が挙がりつつある。 

 

 

髙橋秀（水工研）：WIB は今の形で完成形か，今後も改良するのか。改良する場合の方向性についてどの

ように考えるか。 

 

久宗：PDCA を回すために改良が必要と考える。漁業種別に WIB を作成する，現場毎の写真を用いるな

ど，寄せ集めではなく個別具体的に取りまとめ，漁業者が講師になれることを目指す。 

 

髙橋秀：WIB はすぐに始めることが可能で，現場の人が改善に取り組むきっかけ作りになると思うので，

現地でご活用いただければと思う。 
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沖合底びき網漁業の労働の問題 

 

沖野 晃１＊，金坂敏弘２，室崎拡勝２ 

 

1島根県水産技術センター 2島根機船底曳網連合会 

 

 

1. はじめに 

 本県の沖合底びき網漁業（2 そうびき：以下沖底）は，7 船団 14 隻が操業を行っており，平成 26 年の

漁業生産金額は約 20 億円と県全体の約 10％を占め，重要な基幹漁業となっている。しかし燃油の高騰，

魚価低迷，漁船の老朽化による維持費の増大などにより経営状況は厳しい。 

水揚げされた漁獲物は，鮮魚，水産加工原料として利用されている。そのうち，沖底で漁獲されるカレ

イ類の約 7 割が加工向け原料となっており，特に浜田産カレイ塩干品は全国生産量の 40％のシェアを占

め，漁業のみならず，関連産業を含めた地域経済を支える重要な産業となっている。 

現在沖底の基地である島根県浜田市では漁業者，加工流通業者，地方金融機関，地域行政が一体とな

り，国の「漁船漁業構造改革総合対策事業」を活用して浜田地域水産業構造改革推進プロジェクト協議会

を立ち上げ，地元沖合底びき網漁業を存続させるため地域一体となった取り組みを進めている。その取

組の一環で，漁業の実態調査として沖合底びき網漁船に乗船する機会を持った。そこで乗船調査時に気

付いた問題点，(1) 労働時間，(2) 漁獲作業，(3) 選別作業について紹介する。 

 

2. 労働の問題点 

(1) 労働時間 

2 隻 1 組で操業を行う本漁業は，投網開始から次の投網までの 1 サイクルが約 6 時間となる。各船 1 日

4 回の網入れ作業を行い，自船の曳網中 2 時間が乗組員の睡眠時間である。そのため 2 時間×4 回＝8 時

間が睡眠時間で，その他の時間は主に漁労作業や選別作業の労働時間である。このような労働時間のた

め肉体的，精神的負担が大きく，若者の継続した就労を妨げ後継者不足を生む原因ともなっている。しか

し一方で，2 隻の漁船が交互に網入れを行う漁労には漁獲を行っていない時間がほとんどなく，高い漁労

効率を確保することができる。問題の解決には 1 船 2 交代制での操業なども考えられるが，現在の船の

規模では寝台の確保が難しく，また人件費の増加となる。 

(2) 漁獲作業 

 本漁業は 2 隻それぞれに底びき網を積載しており，それぞれの自船の網の投揚網を交互に繰り返す。

網を曳く曳索は，ワイヤーやコンパウンドロープ等を組み合わせて構成され，2 隻の船で 3 本の曳索を使

用する 3 本打投揚網法である。曳網時には 1 船 1 本の曳索を曳き，揚網時には網揚げ側の船が 2 本の曳

索を巻き上げる。曳索の移動の際には船同士を接近させ，曳索の先端に取り付けたレットを相手の船に

投げ入れる。そのため海上の状況によっては危険の伴う作業となっている。しかし，2 隻の船で一つの網

を曳く方法は船間を調整することで常に袖間隔を一定に保つことができ，また狙う魚種により容易に袖

間隔を調整することが可能である。曳索の受け渡しに伴う危険防止方法としては，舫索発射機や投げ手

の熟練などが考えられる。 
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(3) 選別作業  

沖底での漁獲物は約 240 種と多種にわたり，この漁獲物のうち 10～50％（重量比）が出荷対象外のゴ

ミ類である。そのため船上に水揚げされた漁獲物は甲板上で出荷対象物とゴミ類に仕分ける選別作業が

必要となる。沖底での選別作業はコッドエンドの漁獲物を甲板を仕切った水槽内に解放した後，魚種と

大きさにより仕分ける 1 次選別と，1 次選別で分けたカレイ類をストックし再度目盛を刻んだ測定板によ

り細かく分類する 2 次選別を行う。1 次選別では掬い手側と選り手側に分かれ，掬い手がタモ等で水槽か

ら掬った漁獲物を個々の選り手のトロ箱（木箱）の中に入れ，選り手は魚艙の上に並べたトロ箱の中に魚

を仕分けて入れる。トロ箱内に残ったゴミは船中央部の 1 か所の廃棄口へその都度投棄する。掬い手は

選り手のトロ箱の中の漁獲物がなくなるタイミングで常に漁獲物を掬い入れなければならず，水槽内の

漁獲物がなくなるまで繰り返す重労働となっている。2 次選別は主に練者が担当し，カレイ類だと大きさ

別で 20 種類以上の銘柄に分けてゆく。この 2 次選別は魚艙内にストックしたカレイ類を再び甲板上にも

どし，時間をかけて選別することになるため，気温の高い時期や大量漁獲があった場合には，選別時間が

かかるため冷却した漁獲物の魚体温を上昇させ，鮮度低下の要因となっている。これら選別作業が沖底

の漁労作業の大部分を占め，乗組員の大きな労働負担であり，また船上での機械化等による作業量の削

減が難しいため，人件費削減の阻害要因ともなっている。しかし，この過度とも言える細かな銘柄選別も

長年加工業者とのつながりの中で行われてきた経緯があり，加工業者にとっては希望する大きさの原魚

を手に入れることができ，漁業者側にとっては生鮮向きでない，150g 以下の中小型魚でも加工原魚とし

て高値で販売できるメリットがある。これら選別作業の改善方法として選別台等の導入，選別時間を短

縮する方法として漁獲物選別の順番や導線の見直し等が考えられる。また 2 次選別の改善方法としては，

1 次選別のみで帰港し陸上での選別機を用いた選別があるが，選別機の購入費や設置場所，セリの方法と

水揚げから加工までの時間の延滞などの問題も残る。 

 

3. おわりに 

 浜田地域水産業構造改革推進プロジェクト協議会では，沖底の経営改善策の一つとして，平成 26 年度

までに 3 船団が，残りの 2 船団も導入予定である冷却海水装置により，漁獲物の高鮮度化への取り組み

を進めている。高鮮度処理された漁獲物は，従来加工向けであった漁獲物を鮮魚で出荷できるため，単価

の高い販売が可能となる。現在浜田市，水産事務所と共同でこれら高鮮度の漁獲物販売を促進するため，

鮮度状態の検査，流通，飲食店，消費者への PR，ブランド化等を推進している。 

沖合底びき網漁業の存続のためには，このような経営の改善のほか，乗組員の確保，資源管理等種々の

問題の解決が必要となる。そのなかでも新船の建造，すなわち代船問題が迫っている。所属船の船齢はど

れも 25 年以上となっているが，プロジェクトの目玉であるリシップ（大規模修繕）により代船時期を延

ばすことができている。しかし 10 年以内には代船を行わなければならず，それまでに，いくつかの労働

問題を解決するための方策を講じ，漁船の設計に組み込んでいく必要がある。 

 

参考文献（アルファベット順） 

金田禎之 日本漁具・漁法図説 増補二訂版，(株)成山堂書店，2005. 

24



 

【質疑応答】（敬称略） 

 

佐伯（水工研）：選別作業の大変さに衝撃を受けた。現在は木製のトロ箱を使用しており，人手で運べる

代わりに労力が大きくなっている。将来的に漁船か漁港に荷役機械を導入し，トロ箱による小ロッ

トの扱いをなくせば労力を減らせるのではないか。 

 

沖野：大型ケースだと魚倉に入らない。木箱だと，カレイを立てて入れるのに大きさがちょうどよい，水

が浸みるので冷やしやすい，安価で修理して再利用できる，といった利点があり，用いられてい

る。 

 

 

渡邉（茨城県水産試験場）：厳しい労働環境がある中で，どのように乗組員を確保しているか。 

 

沖野：苦労している。外国人もいる。水産高校に行って人員確保の努力をしている。 

 

渡邉：定着率はどれくらいか。 

 

沖野：不明である。 

 

 

田丸（水工研）：もし船上作業全般に必要な人数が，選別作業に必要な人数より多ければ，選別作業を改

善しても経費は削減できず，経営者は改善を志向しないように思うが如何か。 

 

沖野：2 隻で 20 名の船員がいるが，船長以外は全員が選別作業に従事する。常に選別作業をしている状

態なので，作業を改善して少しでも休憩時間を取りたいと考えている。 
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漁業就業支援の現状と課題 

 

木佐貫 正博 

 

一般社団法人 全国漁業就業者確保育成センター 

 

 

1. はじめに 

 全国漁業就業者確保育成センターでは現在，漁業就業を希望する漁業未経験者と，それらの人材を雇

用，育成する漁業者とのマッチング及び指導・育成を支援することで，新規漁業就業者の確保の促進に取

り組んでいる。 

 ここでは，主に漁業就業希望者と求人している漁業者のマッチングの現状と，新規漁業就業者確保の

課題について発表する。 

 

2. 全国漁業就業者確保育成センターの成り立ち 

「全国漁業就業者確保育成センター」（以下「全国センター」という）は，水産庁の補助事業を活用し

新規の漁業就業者確保に取り組むため，平成 19 年度に大日本水産会の中に設置された。 

平成 22 年度に一時的に民間企業内に全国センターを移したが，その後，平成 24 年 1 月に一般社団法

人として，大日本水産会，全国漁業協同組合連合会，沖合・遠洋漁業の全国団体の幹部を役員に設立，人

材と，これまでのノウハウを受け継ぎ，平成 24 年度から水産庁補助事業の新規漁業就業者確保支援事業

等を実施し，現在に至っている。 

 

3. 全国センターの主な取り組み 

全国センターでは主に 3 つの業務に取り組んでいる。漁業就業支援フェアの開催，新規漁業就業者の

育成支援，漁業安全の確保推進である。 

漁業就業支援フェアは，求人している漁業者と漁業就業を希望する人材がマッチングできる，いわば漁

師になるための合同就職説明会であり，主な開催地域は東京，大阪，福岡，仙台となっている。仙台会場

は震災復興の一環として開催している。 

新規漁業就業者の育成支援は，漁業未経験の人材を受け入れた漁業者を対象に，人材育成支援のための

補助を実施している。また，漁業就業するための学校等で学ぶ人材に対する給付金事業も実施している。 

漁業安全の確保推進としては，漁労作業の安全を推進する漁業者となる漁業安全推進員の育成，そのた

めの講習会の開催等に取り組んでいる。 

以降，主に漁業就業支援フェアによるマッチング支援について，説明する。 

 

4. 漁業就業支援フェアの概要 

漁業就業支援フェア（以下「漁業フェア」という）は，求人している漁業者と漁業就業を希望する人材

がマッチングできる，漁師になるための合同就職説明会である。 

東京，大阪，福岡，仙台等のイベント会場で，沿岸，沖合・遠洋の求人ニーズのある漁業者がブースを
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出展，そこに主に開催地域周辺に居住する漁業就業希望者が来場し，自分の関心のあるブースを自由に

訪れ，漁業の仕事の内容や労働条件，就業環境等について漁業者から直接説明を受ける。出展している漁

業者も，ブース来訪者の漁業就業の意思や持っている能力について聞き取っている。 

フェアの後，漁業者の方から採用したい人材に対し連絡を取り，双方合意に至れば，雇用，育成するこ

ととなる。雇用に至る前に現地訪問と面談，体験乗船等を経る場合が多くなっている。 

 

5. 都市部でマッチング支援を行う背景 

漁業フェアでは，集客の主な対象者を，都市部に住んでいる漁業就業を希望しているがその方法がわか

らない人たちとしているため，東京，大阪，福岡等で開催している。 

来場者の多くは，漁業の経験はもちろん漁業者とのコネクションもなく，漁業と接点を持たない人たち

である。漁業フェアは，このような漁業と接点がないものの漁業就業を希望するする人材と，求人してい

る漁業者とのマッチングの場となっている。 

漁業フェアによるマッチングの背景は，漁業の担い手確保のあり方の変化による。 

漁業の新規就業者は従来，漁師の子供や親戚等の血縁，漁村育ちの地縁等により確保されてきた。遠洋

漁業であっても基本的に同様であり，また水産高校等の教育機関とのつながりの中で，各漁業者が独自

に人材を確保していた。 

しかし魚価低迷など，以前にくらべ漁業者の収入が厳しくなる一方で，漁村の若者も都会で仕事を求め

るようになり，子供に跡を継がせる漁師が減少，血縁，地縁等による担い手確保が難しくなっている。 

その一方で，地方の一次産業就業に関心のある都市部の人々が現れたが，漁業と接点を持たない人がほ

とんどで，漁業就業の入り口が見つからない状況となっていた。 

このようなことから，担い手確保が課題となっている漁業者と，漁業就業を希望するがその入り口が見

つからなかった都市部の人材をマッチングできる場として，漁業フェアは実施されている。 

 

6. 漁業フェアにブース出展する求人漁業者（平成 27 年 3 月東京会場の状況） 

最近の漁業フェアとして平成 27 年 3 月に東京で開催された際のブース出展した漁業者等は，83 団体で

あった。その内訳は沿岸漁業 58 団体，沖合・遠洋漁業 25 団体となっている。沿岸漁業のうち 39 団体は

雇用される漁業就業者の募集であり，定置網漁業や旋網漁業等の一人としての求人となっている。19 団

体は沿岸漁業の独立型を含む募集となっており，これは主に漁協が窓口となり，一定期間実地研修を行

った後に独立漁業者となる人材の募集となっている。沖合・遠洋漁業はすべて雇用型であり乗組員の募

集である。 

フェアに出展する漁業者は，漁業の概要，労働条件，地域の状況等を記載した様式を作成，提出してお

り，来場者にはそれが冊子として配布される。来場者はそれを見て，希望する条件にあった漁業者のブー

スを訪問している。 

 

7. 漁業フェアへの来場者数の推移 

最近の漁業フェアとして平成 27 年 3 月に東京で開催された際の来場者数は，382 名であった。これは

見学者や付き添いの家族は除いた数であり，漁業就業を希望する，あるいは関心のある，という人たちの

人数である。 
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全国センターとして漁業フェアを開催するようになった平成 19 年度から東京会場での来場者数を見る

と，最初は 137 名，平成 21 年度に 200 名を超えるようになり，平成 25 年度に 300 名を超え，382 名はこ

れまでの最多の来場者数となっている。 

 

8. 漁業フェアへの来場者の属性（平成 27 年 3 月東京会場の状況） 

来場者の属性は，10 歳代～30 歳代が 7 割近くを占め，平均年齢は 30 歳代前半，ボリュームゾーンは

20 歳代後半から 30 歳代前半となっている。 

性別は男性がほとんどであるが，最近は数名，女性の来場者もいる。 

現在の職業は，会社員が 3 割強と最も多く，「契約・派遣社員」と「パート・アルバイト」を合わせた

非正規雇用は約 2 割，「学生」は 2 割弱，「離職中」は 1 割強である。 

漁師経験者，漁師になるための研修や体験乗船など，これまで漁業とそれなりの接点のあった人は 1 割

強で，来場者のほとんどは漁業について全く未経験である。 

 

9. 漁業フェアへの来場者の漁業就業への考え方（平成 27 年 3 月東京会場の状況） 

来場者の漁業就業への希望であるが，「すぐにでも漁師になりたい」人は 2 割強，「近い将来漁師になり

たい」という人と合わせると 5 割弱が漁師になりたいという希望を持って来場している。 

漁業フェアの認知であるが，約 5 割の人が「今回初めて漁業フェアを知った」としており，「以前から

フェアを知っていて，今回初めて参加した」人と合わせると『初参加』の人が 7 割強となっている。 

漁業に興味を持ったきっかけは，「釣りが好き」が 5 割弱，「自然の中で働きたい」が 4 割強，「海での

仕事に就きたい」が 4 割強となっている。 

漁業就業する場合に重視することは，「漁業種類」が約 5 割，「場所や地域」が 4 割強，「収入の条件」

が約 4 割となっている。 

漁業のイメージは，「夢がある」が約 5 割で最も多く，次いで「危険・きつい・つらい」が 4 割強，「か

っこいい」が約 3 割である。 

 

10. 漁業フェアへの来場者の参加の結果（平成 27 年 3 月東京会場の状況） 

フェアでためになったプログラムは，「出展団体ブースで直接漁業者と話ができたこと」が 4 割強で最

も多い。「ためになったプログラムがあった」人は 9 割以上に上る。 

フェア参加後の気持ちの変化は，「漁業に就業したいと思った」人が 4 割強である。 

滞在時間は平均 120 分弱程度であり，中でもすぐにでも漁師になりたい人は，全体平均と比べて滞在

時間が長くなっている。 

来場者一人がブースを訪問した数は，平均約 2 団体程度である。 

そして，出展している漁業者がフェアの後，連絡をとりたいとした人数は，来場者の約 2 割であった。 

 

11. 漁業フェア情報の来場者の入手方法（平成 27 年 3 月東京会場の状況） 

漁業フェアへの来場者は年々増加しているが，漁業フェア開催情報の入手方法は，「漁師.ｊｐ（ホーム

ページ）」が 5 割弱と最も多く，続いて「電車の車内広告」が 2 割強，「ハローワーク等」が 1 割強，「友

人・知人，身内からの紹介」が約 1 割となっている。 
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全国センターが運営する漁師になるためのホームページ「漁師.ｊｐ」は，漁業フェアの開催案内だけ

でなく，様々な漁業の解説や未経験から漁師になった人の事例紹介，漁業の動画など，漁業就業を希望す

る人に向けて総合的な情報発信を行っている。また，常時，漁師の求人情報も掲載している。 

現在，インターネット検索のグーグルにおいて「漁師」というキーワードで検索すると，トップの登場

し，「漁業」というキーワードで検索するとウィキベディアに次いで 2 番目に登場する。閲覧はパソコン

だけでなく，スマートフォンからでも見ることができる。 

このため，インターネットにアクセスできる人が漁業就業に関して検索すれば，ほとんどの場合，「漁

師.ｊｐ」がヒットすることとなり，閲覧されていると考えられる。 

漁業フェアへの集客，増加においては，「漁師.ｊｐ」が大きな役割を果たしていると考えられる。 

 

12. 今後に予定される漁業フェア 

今後の漁業フェアであるが，「漁業就業支援フェア 2015 漁師の仕事！まるごとイベント」ということ

で，以下のように予定されている。 

●東京会場 

日時：12 月 5 日（土）12：30〜16：00（受付開始 12：00，受付終了 15：30） 

プログラム：漁業ガイダンス 12：30〜 

会場：ベルサール半蔵門 2 階ホール（東京都千代田区麹町 1-6-4）  

●福岡会場 

日時：12 月 12 日（土）12：30〜16：00（受付開始 12：00，受付終了 15：30） 

プログラム：漁業ガイダンス 12：30〜 

会場：福岡ビル 9 階大ホール（福岡県福岡市中央区天神 1 丁目 11 番 17 号） 

となっている。 

 

13. 漁業就業支援の課題 

このように漁業就業の希望者と求人する漁業者のマッチングが進む中で，未経験から着業した人材の

就業継続が課題となっている。 

これまで漁業と接点がなかった人材が多いため，実際の現場は想像とのギャップが大きく，継続を断念

する例が多く見られる。受け入れた漁業者にとっても，子供や縁者と違い，漁業の現場を全く知らない人

材育成の経験は充分ではない場合が多く，ギャップを埋めることに苦心していると考えられる。 

また，沿岸漁業着業の場合，漁業に適合することに加えて，漁村地域の暮らしに合わせることも求めら

れる場合が多い。 

漁業就業が継続されないことは，本人にとっても受け入れ漁業者にとっても大きな損失である。そのた

め，事前でのより現実的な漁業実態の情報の提供，漁業者側での着業前の面談，漁業体験等の充実，受け

入れ体制の強化，指導能力向上，漁協等の地域側の協力等をより充実させることが必要である。 

漁業者の減少が続く中，都市部からの人材確保を望む漁業者は増え続けると考えられ，マッチング促進

とともに，漁業就業継続の対策強化が今後，より求められる。 
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【質疑応答】（敬称略） 

 

田丸（水工研）：過去に漁業者が多すぎるという議論が起きたことはあるのか。 

 

木佐貫：多すぎたということ把握していない。資源量の枯渇と関係して，適正人数はどのくらいかという

議論はある。独立漁業者はライバルになるため，受け入れや育成を漁業者が行うにあたってはクリ

アすべき問題がある。これ以上漁業者が減少すると漁村経済が成立しなくなるような場合には，独

立漁業者の育成も行われる。 

 

 

旭（神奈川県）：漁業就業支援フェアにおける指名率 2 割の後の就業率はどれくらいか。 

 

木佐貫：指名に結び付いた 2 割の半分程度，全体の 1 割程度である。 

 

 

矢野（全国漁業無線協会）就業後に漁船の操船免許等の資格取得の支援はあるか。 

 

木佐貫：資格取得支援事業を行っている。安全講習も行っている。 

 

 

千代窪（福島県水産試験場）：①賃金の条件が違うことが原因で離職した事例はあるか。②沿岸漁業では

どのような漁業種で就業支援が成立しているか。 

 

木佐貫：①歩合の要素の影響がある。最低賃金に近いレベルなので，賃金で人は呼べない。②定置網が多

い。他に旋網，小型底びき網。独立系では佐賀関の一本釣りがある。 
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職場改善のノウハウと漁業現場への応用 

 

渋谷 正弘 

 

首都大学東京 システムデザイン学部 

 

 

1. はじめに 

著者らは，製造業を対象に職場改善手法の研究および普及活動を行ってきた。職場改善のノウハウを一

般公開する目的で職場改善支援システムを開発し，2002 年より（独）高齢・障害者雇用支援機構へのア

クセスで利用可能となっている[1]。5 年前より，安全性・生産性の向上と労働者の健康増進の両立を目指

した健全な企業（ヘルシーカンパニー）の実現を企図し，より生産的で誰もが働きやすい職場づくりのた

めに作業管理の考え方に基づいた職場改善を実践できる「作業管理士」を認定している[2]。しかしなが

ら，製造業以外の分野への普及はあまりできていない。特に，高齢化と後継者不足が深刻な農林水産業へ

の普及が急務であると考え，まず，どのような問題があるか考察した。 

 

2. 労働生産性と農林水産業 

日本生産性本部がまとめた主要産業の労働生産性水準によると農林水産業は就業 1時間あたり 1,111円

（全産業 4,026 円）と圧倒的に低い[3]。ちょっと古いが内閣府政策統括官室がまとめた産業構造と労働生

産性の分析では，図１に示すように従事する人の割合が高いほど，労働生産性が低いという傾向がみら

れる[4]。これは，農林漁業，建設業，医療・福祉業，公務に共通する傾向となっている。この報告書で

は，各地域の労働生産性を高めるための課題は，労働生産性の低い産業から高い産業へ人を如何にして

移動させるかということと，労働生産性の低い産業の労働生産性をいかに高めるのか，とまとめてある

が，前者に力をいれると農林水産業は消滅してしまうので後者を検討することにする。 

 

図 1  産業構造と労働生産性の分析（内閣府政策統括官室資料より抜粋） 

 

労働生産性は，「生産量」を「投入した人によって費やされた時間」で割ったものである。この式は「作

業パフォーマンス」と「工数稼働率」の積に変形することができる。この 2 つの変数を我々が提唱してい

るエルゴマアプローチ手法をつかい考察する。 
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3. 考察 

しらす陸揚げ作業の「計量場への運搬」作業（図 2a）について考察する。しらすの入ったカゴ（約 20kg）

が 6 個あるとする。作業員は 6 名とする。作業員は通常 2 名 1 組カゴを受け取る。カゴを手渡しされた

作業員は，これを専用の台車に載せる。全てのカゴの積載が終わると，台車を曳いて，漁獲物の計量を行

う場所に運搬する。場所付近に到着すると，台車を傾けてカゴを滑らせて床面に降ろす。 

・工数稼働率について 

図 2b に台車 1 台に 6 箱まとめて運搬する場合と，小さな台車 3 台に 2 箱ずつ運搬する場合の稼働時間

の推移を示した。水色の 1 マスは 2 名 1 組が台車に乗せる時間を示し，灰色が運搬時間を示している。

まとめて運ぶ方式の運搬時間が 1 分長くなっているのは 6 箱積載すると 120 キロを超えるため運搬時間

が掛かると想定しているためである。単純なシミュレーションであるがまとめて運ぶ方式では 11 分係る

のに対して，分けて運ぶ方式では 8 分となる。正味作業時間が約 3 割削減できる。 

・作業パフォーマンスについて 

エルゴマアプローチでは，①運動・調整機能（握力，下腿周長，運動強度など），②生理的機能（心拍，

血圧など），③精神・感覚機能（フリッカー，自覚症状調べなど）を調べ，作業負担に関わる機能への影

響を分析する。今回は，ビデオ分析のため実施していないが，立ち作業であることと重量物を扱うことか

ら下腿部の負担が大きいと思われる。また，作業姿勢を観察すると一方向にのみ力が掛かっており（体が

伸びた状態）腰痛や筋肉痛，両手指の痛みなどが心配される。 

 

a. カゴを台車に載せて計量場へ運搬する様子   b. 台車に載せるカゴを変えたときの予想値 

図 2  「計量場への運搬」作業 

4. まとめ 

高齢化が進む職場においては，作業員の作業負担の軽減を図るために KAIZEN が必要である。KAIZEN

を実施すると生産量の増加が図れるが，漁業では水揚げ量は取ってきた分だけであり，地上での作業効

率を上げても増えない。このことは，KAIZEN に係るコストは回収できないことを意味する。お金を掛け

ない KAIZEN 案を考えることが望まれる。 

 

参考文献 

1．(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構 http://kaizen.elder.jeed.or.jp/# 

2．産業保健人間工学会 http://soshe.umin.ac.jp/shikaku03.html 

3．日本生産性本部 http://www.jpc-net.jp/jamp/data/JAMP03.pdf 

4．内閣府政策統括官室 http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr07/chr07_2-3-2.html 

稼働時間（分） 10

まとめて
運ぶ方式

分けて
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2 4 6 8
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【質疑応答】（敬称略） 

 

上野（水工研）：漁業では生産量が予測できない特徴がある。雇用の扱いをどう考えるか。 

 

渋谷：工業においても変種変量の問題はある。正社員から期間工への変更による対応，天候によって変動

する消費に応じた生産量調整などを行っている。 

 

 

長谷川（水工研）：生産性向上の取組の中で，機械の故障等の想定外のトラブルに対するリスク管理はど

のように扱うのか。 

 

渋谷：機器の故障も想定してリスク管理に組み込んでおく必要がある。 
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軽労化研究の意義と漁業への応用 

 

田中 孝之 

 

北海道大学 大学院情報科学研究科 

 

 

1. はじめに 

本講演では，軽労化®の概念と，その具体例としてスマートスーツ®，S-FRP スーツなどの軽労化スーツ

を紹介する（軽労化とスマートスーツは株式会社スマートサポートの登録商標，以下省略）。これらの軽

労化スーツは情報ロボット技術を活用したアシスト技術である。漁業分野への応用研究および今後の展

開について述べる。 

作業支援，生活支援を目的としたアシスト技術の研究開発が国内外で盛んに行われ，実用化も進んでい

る。我々は，人の手による作業において作業者の身体負担の軽減を目的とした筋力補助スーツ「スマート

スーツ」，「スマートスーツ・ライト」を開発してきた。これらは，作業者の動作を妨げずに，人の力の一

部を補助するように設計されている。このように，人が主体の作業において，人の作業形態を可能な限り

維持し，労力や疲労を軽減するためのアシスト技術を，我々は「軽労化技術」と呼んでいる。軽労化技術

を含むアシスト技術を広く社会に普及させるためには，筋力補助効果などの短期的な効果だけでなく，

長期的な視点に立った効果を検証しなければならない。我々は，軽労化技術の開発コンセプトとして，3S

アシストを提唱している。つまり，安心・安全に（Secure），持続的に（Sustainable），さりげなく（Subliminal）

作業支援するアシストである[田中 2011]。 

 

2. 軽労化の概念 

各種作業において人の負担を軽減する技術は，作業員を専用機械やロボットに置き換える「機械化・自

動化」と，作業員の肉体的，身体能力的な補助を行う「アシスト技術」とに大別することができる。さら

に，アシスト技術も 2 つに大別でき，すなわち「増力化技術」と「軽労化技術」である（図 1(a)）。 

増力化技術とは，人の力を増幅することで，人の身体能力では実行不可能な作業を実現するためのアシ

スト技術である。例えば，重量物搬送や組み付けなどの工場作業を支援するバランサやパワースーツ，歩

行訓練リハビリのためのパワースーツなどがあり，これらは人の身体能力を機械的に増幅し，人ができ

ないことをできるようにするための技術と言える。 

一方，軽労化技術とは，人の身体能力の一部を補助し，人の能力で実行可能な作業において，人の労力

や疲労を軽減するためのアシスト技術である。人の作業形態を変えずに，人ができることを楽にできる

ようにするための技術である。作業においては，人の能力が主体となる。軽労化技術おいても多くの例

で，他のアシスト技術と同様に，情報ロボット技術（IRT）や情報通信技術（ICT）に基づき，人間中心の

設計・開発が行われている。我々は，軽労化技術のコンセプトとして以下の 3 項目からなる「3S アシス

ト」を提案している。つまり， Secure assist（安全なアシスト）, Sustainable assist（持続的なアシスト）, 

Subliminal assist（さりげないアシスト）である。 

特に，過度なアシストは作業者の基礎体力を衰えさせる危険性が懸念されている。我々は，アシスト効
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果と筋力低下との関係について実験的に調査し，過度なアシストを行った場合，筋力低下が生じること

を確認し，作業負荷と筋力増減との関係を数理モデル化した[Ando 2014]。軽労化では，基礎体力を維持

しつつ，疲労を軽減することを目標としている（図 1(b)）。 

 

3. スマートスーツ 

我々が開発した筋力補助スーツ「スマートスーツ」および「スマートスーツ・ライト」は，人の作業形

態を維持可能な「装着型軽労化技術」である。いずれも弾性材を補助力源とし，受動要素によるバックド

ライバビリティを持つことで基本安全な補助機構を実現している。 

スマートスーツ（図 2(a)）には，弾性材の補助力を電動モータで調整するセミアクティブアシスト機構

を搭載し，筋骨格動力学モデルによって導出した，動作と筋力との関係に基づいて，ユーザの筋力に調和

した，動作に最適な補助力を出力することができる[Kusaka 2009]。 

また，スマートスーツ・ライト（図 2(b)）は弾性材のみによるパッシブな筋力補助スーツであるが，後

背部の筋力補助だけでなく，体幹を安定化させる機能を併せ持っている。動作と筋力，弾性材の伸長量と

HumanCentric

Engineering
軽労化技術のコンセプト

アシスト （たすける） ／ リスク回避 （まもる）

人の手による作業を持続的に安全かつ快適に行えるように身体にかかる
負担と疲労を軽減することで疾病リスクを低減すること

トレーニング （きたえる・たもつ）

継続的な作業によって得られる適度なトレーニング効果が体力（筋力・
持久力・気力）の維持・増進に寄与し、作業者の労働意欲を高めること

 

(a) アシスト技術の中の軽労化          (b) 軽労化技術のコンセプト 

図 1 軽労化の概念 

    

(a) スマートスーツ            (b) スマートスーツ・ライト 

図 2 軽労化スーツ「スマートスーツ」 
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の関係から，弾性材の配置と特性を最適化するモーションベーストアシスト技術によって設計している

[Imamura 2011]。 

スマートスーツ・ライトのようなパッシブ型アシストシステムには，装置の構造と補助力源の特性によ

って得られる補助効果が一意に決まるという特徴がある。これまで，アクティブ型アシストシステムで

は生体をセンシングすることにより筋負担に合わせた能動的な補助力制御が行われているのに対し，パ

ッシブ型では静的条件や拘束条件などからアシスト力が設計され，動的な負担が考慮されていなかった。

しかし，特定の動作に合わせた補助を行うためには，その運動負荷を考慮に入れた装置の設計が必要で

ある。現在，身体筋骨格系の負担を定量的に評価し制御則等の設計を行う手法として，身体力学系をモデ

ル化する解析手法が多く用いられるようになってきている。 

我々は身体力学系モデルを用いた動作解析により動作と身体負担の関係をあらかじめ定量化すること

で，介護作業の動的な負担に対して所望の補助効果を実現する，情報ロボット技術に基づくスマートス

ーツ・ライトの弾性材特性と配置の最適設計手法，モーションベーストアシスト技術を開発した（図 3）。 

図 2(b)に示すスマートスーツ・ライトは，移乗介助において後背部筋群の負担を 25%軽減するように

設計した試作品である。擬似的な移乗介助動作の被験者実験において，設計値どおりに背筋の負担が平

均 24。4%軽減していることを確認した（図 4(a)）。また，介護現場での臨床試験において，スマートスー

ツ・ライト着用によって疲労感を軽減しても，筋力ほか基礎体力を低下させないことを確認し（図 4(b)），

開発コンセプトとして掲げる疲労軽減と身体機能の維持を実現した[今村 2015]。 

 

    

図 3 情報ロボット技術を用いた軽労化スーツの設計 

   

(a) スマートスーツ・ライトの補助効果     (b) スマートスーツ装着による筋力変化    

図 4 スマートスーツ・ライトによる軽労化の実現 
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4. S-FRP 軽労化スーツ 

スマートスーツ・ライトはゴムベルトを用いた軽労化スーツである。ゴムベルトはその柔軟性から体表

面の変形に柔軟に追従することができる。しかし，低剛性であるため腰部補助力の伝達効率に問題があ

った。一方，吉成らが開発した CFRP アシストスーツ [吉成 2009] は CFRP 板材を用いて腰部屈伸を補

助するスーツである。CFRP は補助力源となるとともに，その高い剛性により骨格構造を成すことが可能

である。しかし，腰部屈伸時には体表面の長さや形状が変化するが，高剛性の CFRP ではその変形に十分

に追従することができなかった。そこで，より補助効果と実用性の高い農作業用腰部サポートスーツを

開発するために，複合弾性材を用いた軽量かつ柔軟性の高い革新的な新たなパッシブアシスト機構とし

てストレッチ FRP（S-FRP）アクチュエータを開発した。 

試作した S-FRP（図 5(a)）は，互いに摺動可能な FRP ロッドとパイプを柔軟なシリコンゴムで連結し

た複合弾性材である。FRP 材がもつ剛性とゴム材がもつ柔軟性を併せ持っている。S-FRP は伸縮および

屈曲・回旋が可能であり，それぞれの復元力はゴムと FRP の弾性力の特性によって調整することができ

る（図 5(b)）。 

試作した S-FRP を用いて，水産業における水揚げ作業などの中腰姿勢や腰部屈伸運動，背屈運動を補

助する S-FRP 軽労化スーツを開発した。腰部に脊柱に対称に後背部に 2 組の S-FRP を配置している。従

来開発した CFRP アシストスーツでは腰部屈曲時の体表面の変形に追随することができなかったが，図

示するとおり屈曲時にも十分に追従できていることが分かる。また，スマートスーツ・ライトでは屈曲時

    

 

 

 

 

 

 

(a) S-FRP アクチュエータ        (b) S-FRP アクチュエータの変形と復元力 

図 5 複合弾性材 S-FRP アクチュエータ 

    

(a) S-FRP 軽労化スーツ        (b) アクチュエータ本数と補助効果 

図 6 S-FRP 軽労化スーツの補助効果 
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だけしか効果が得られなかったのに対して，S-FRP 軽労化スーツでは背屈や側屈に対しても補助効果を

得ることができる。 

腰部屈曲運動における背筋および腹筋の筋活動をスーツ装着および未装着でそれぞれ計測し，比較し

た。図 6(a)のように，手先に 5kg の負荷をかけて 0.5Hz の繰り返し屈伸運動を 2 分間行い，筋活動を計測

し，その積分値によって評価した。その結果を図 6(b)に示す。スーツ未装着時を 100%とした際の筋活動

積分値を表している。図示するとおり，S-FRP 軽労化スーツを装着することで 20%の筋負担軽減効果が

みられている。また，腹部にも補助効果がみられており，S-FRP がもつ骨格構造によって，体幹全体に補

助効果が表れていることが確認できた。 

 

5. 漁業用軽労化支援スーツ [高橋 2015a, b] 

従来から 3K 職場と言われる漁業においても，軽労化支援スーツなどの軽労化技術の導入によって，新

規就業や高齢漁業者の就業継続が促進されることが期待される。漁業では，軽労化支援スーツの効果が

期待される荷役などの作業は他の作業と混在することが多いが，板バネ方式の漁業用スーツは，このよ

うな作業状況下では十分に効果を発揮できないばかりか，作業性を低下させる恐れもある。そこで，高橋

らは様々な作業姿勢に追従しうる新たな弾性材として S-FRP アクチュエータを用いた漁業用スーツを試

作し，その基本性能を評価している。 

前述の S-FRP アクチュエータはシリコンチューブで FRP ロッド，パイプを連結したものであるが，高

い補助効果と耐久性，塩水環境下での作業への適用を考慮し，図 7 のように，ポリカーボネードパイプと

 

図 7 漁業軽労化支援スーツ用改良型 S-FRP アクチュエータ 

   

図 8 漁業用軽労化支援スーツ 
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FRP ロッドをスプリングで連結した改良型 S-FRP を開発した。改良型 S-FRP アクチュエータを搭載した

漁業用軽労化支援スーツを開発した（図 8）。実験室レベルで補助効果を確認したほか，漁業現場での実

証試験を実施しているところである。 

複雑な姿勢への追従性や一定の補助効果を確認できており[高橋 2015]，今後，装着性の向上などスー

ツ構造を改善するほか，補助対象作業の見定めを行い，漁業者へ軽労化に対する理解を増進すべく，啓も

う活動を実施する予定である。 

 

6. まとめ 

漁業や農業など人の手による作業において，軽労化の概念に則って，作業者の疲労を軽減しつつ，基礎

体力を維持することで，長く健康に働ける社会づくりが実現できるものと考える。既に到来している少

子高齢社会では，労働者の確保が急務とされており，様々な分野で定年延長，高齢者労働の必要性が言わ

れている。本講演で紹介したスマートスーツや S-FRP スーツなどの軽労化技術が，そのような社会づく

りの一助になればと考える。筆者らは，産学共同研究体「軽労化研究会」を組織し，各分野への「軽労化」

に対する理解促進に努めている。本講演を通じて，軽労化に対する理解が深まれば幸甚である。 
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【質疑応答】（敬称略） 

 

渡邉（茨城県水産試験場）：漁業用軽労化支援スーツは，体格，筋力，作業内容や強度によるチューニン

グを必要とするか。 

 

田中：必要であり，メーカーの対応，カスタマイズ体制を整えていくべきと考える。 

 

 

佐伯（水工研）：例えば慢性疾患を持つ就業者への支援スーツの着用の可否を判断するなど，専門家によ

る個人への指導はどの程度必要と考えるか。 

 

田中：現状では装着者に「痛みが和らぐことはない」ことをご理解いただいた上で使用してもらってい

る。産業医と連携してサポート体制を整えていきたいと考えている。 
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生産システムと労働環境 

 

田丸 修 

 

国立研究開発法人 水産総合研究センター 水産工学研究所 

 

 

1. はじめに 

これまで我が国の水産業というのは，きつく，汚く，危険な，いわゆる 3K 労働であるのが一般的な姿

であった。しかしながら，他の多くの産業や欧米の水産業の労働環境が様々に改善されていくなか，近年

では我が国の水産業においても労働環境の改善に目が向けられ始めている。では，水産業における労働

環境の改善というのは誰のために，また何のために行うものなのだろうか。本発表では，水産業に携わる

ステークホルダーの各々の立場における労働環境改善のメリット，デメリットについての検討を通じて，

水産業における労働環境の改善のあり方について考察する。 

 

2. 労働環境の改善は何のために行うのか 

水産業における労働環境改善に関連する主なステークホルダーとしては，経営者，労働者，水産行政の

担当者等が挙げられる。経営者側が労働環境の改善に期待するものとしては，作業効率の向上による雇

用人数の削減や，生産性の向上による収入増等があげられる。一方，労働者側が労働環境の改善に期待す

ることは，労働負荷の低減や作業の簡素化により，これまでと同じ作業をできるだけ楽に，かつ短時間で

安全に終わらせることであろう。また，行政側が期待するのは，作業負荷を減らすことで現在の漁業就業

者の引退年齢を数年遅らせて就業者数の減少を先送りすることや，生産性の向上による域内の活性化，

3K 労働環境の改善により新規就業者を確保すること等があると考える。 

 

3. 作業改善を繰り返せば良いのか 

一見すると，労働環境を改善すれば，経営者，労働者，行政のそれぞれのステークホルダーのすべての

期待に応えられるようにも見えるが，果たしてそうだろうか。 

例えば，ある作業時間を改善することで労働時間が短縮できた場合，一般的な経営者であれば，手の空

いた労働者を効率的に活用するために新たな作業を組み込むだろう。その結果，労働者側が期待する，楽

に短時間で作業を終えることはできなくなってしまう。また，例えばこれまで 10 人で従事していた作業

が 9 人で行えるように改善されてしまうと，誰か 1 人分の雇用が奪われることになってしまう。このよ

うな場合，経営者側には人件費削減の効果があるものの，地域の雇用機会を減らしてしまうことにも繋

がりかねず，労働者側，行政側にとっては都合が悪い。反対に，これまで 10 人で従事していた船上作業

を計算上では 9。5 人で処理することが可能になったとしても，これまで通り 10 人を乗船させる必要が

ある。このような場合，乗組員の作業は楽になるものの，人件費の削減にはつながらない。 

このように，水産業に関連するステークホルダー同士でも立場や視点が様々に異なり，労働環境の改善

に対して求めるものも異なる。したがって，単発的な労働環境の改善を繰り返すだけでは，それぞれが期

待するような結果には繋がらない可能性がある。 
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4. 水産業を一括りでは扱えない 

同じ水産業であっても，過疎化や高齢化等により漁業就業者の確保が困難な地域，若年層の雇用の場が

不足している地域，漁家経営がひっ迫しており緊急の対策が必要な地域，資源が豊富にあり生産性を改

善することで漁獲量を増やせる可能性のある地域や漁業種類，漁獲量の増加は期待できず経費の削減を

目指すしかない漁業種類，甲板における漁労装置や漁具の占有率が高く作業スペースに制約がある漁船，

漁船サイズの拡大が可能で作業スペースの確保にフレキシブルに対応できる漁船，一部の作業を機械に

より代替できる漁業種類というように，地域や漁業種類により抱える問題は多種多様であり，画一的に

扱うことは難しい。そのため，それぞれの地域，漁業種類，経営体，漁船の特性にあった労働環境の改善

策についても議論を始める必要があると考える。 

 

5. システムとしての水産業と労働環境の改善 

これまで述べてきたように，一口に水産業の労働環境改善といっても，携わる各々の立場や状況によっ

ても作業改善に期待することや，得られる利益は大きく異なる。また，あるステークホルダーにとって都

合の良い労働環境の改善をすることが，必ずしも他のステークホルダーに利益をもたらすとも限らない。

そのため，ある地域や漁業種類に携わる人々ができるだけ労働環境の改善によるメリットを享受できる

ような方策を検討するにあたっては，水産業全体をシステムとして俯瞰的に扱い，課題やニーズの抽出，

労働を規定する要素間の相互作用，得られる効果の予測等を行うことが必要である。 
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【質疑応答】（敬称略） 

 

寺田（水工研）：モデルの妥当性の検証はどのように行うのか。 

 

田丸：一つ一つの要素が正確に繋がっていて，全体としてあり得ない選択肢を選んでいないかを確認す

る。今回は共通の認識を繋ぎ合わせるとどうなるかを示したものであり，検証は行っていない。 
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漁労作業の特徴と改善方策の考え方 

 

髙橋 秀行 

 

国立研究開発法人 水産総合研究センター 水産工学研究所 

 

 

1. はじめに 

 いわゆる 3K（きつい，危険，汚い）と言われる漁労作業を改善して作業者が安全，快適に働ける場を

提供することは，漁業が健全な産業として維持，発展していくのに不可欠である。漁労作業の改善は，

日々の作業の効率化や身体負担の軽減に寄与するのみならず，間接的に漁業者の労働寿命の延長や生涯

収入の向上，ひいては Quality of Life の向上にも寄与しうると考えられる。 

漁労作業の改善を考えるにあたっては，既に様々な改善が実践されている一般的な陸上産業で活用さ

れている，人間工学や IE（Industrial Engineering），生産システム工学などの学問分野で提案されている処

方箋を参考にすることが有効と考えられる（ご興味のある方に，入門書として，神代 2008，藤田 1978，

人見 2011 を紹介する → 参考文献）。しかし，これまで漁業において作業者の安全性や快適性を主眼に

置いた改善が普及しなかった原因として，漁業という産業の特殊性の存在がある。陸上産業等で用いら

れる手法を杓子定規に漁業に適用することは早計であり，漁労作業の特性を理解した上で，効果的なア

プローチを検討すべきである。そこで本稿では，筆者がこれまでに漁業現場を観察してきた経験を踏ま

えて，漁労作業の特徴について述べた上で，考えられる改善方策を検討する。 

 

2. 漁労作業の特殊性 

一般的な陸上産業の作業と漁労作業の間には様々な違いが存在するが，取り扱う対象物と，生産活動の

場の特性は，その最たるものと考えられる。また，作業者の考え方の違いも無視できない。 

取り扱う対象物について，一般的な陸上産業では，生産計画にもとづいて原材料を仕入れて加工する。

例えば製鉄業では，原材料として鉄鉱石，石炭，石灰石を工場に搬入し，鉄鉱石の焼結，コークスの生成，

高炉による製鉄という工程を経て鉄を生成する。一方の漁業では，例えば小型底びき網漁業の場合の取

り扱う対象物は，漁網に入った入網物となる（図 1）。底びき網の入網物には漁獲対象である利用生物，

漁獲対象でない非利用生物と無生物が含まれる。したがって，小型底びき網漁業の場合の生産工程は，入

網物から商品となる利用生物を選り分け，さらに必要に応じて利用生物を雌雄やサイズ等によって選別

したものを洗浄し，魚倉に納める，という流れとなる。しかし，製鉄業の場合には生産計画に合わせて原

材料の仕入れ量を調節できる一方で，小型底びき網漁業の場合には網を曳いてみないと入網物の組成や

量がどのようになるかはわからない。入網物の種類や量が変われば，それに応じて作業内容も変更しな

ければならない。さらに，漁業の商品は生ものであるから，入網物はその場で迅速に処理され，少なくと

も出荷までに商品価値が失われないようにしなければならない。鮮度保持の方法は魚種や出荷形態等に

よって異なる。すなわち，漁労作業の特殊性の一つとして，原材料にあたる入網物の量や組成を制御でき

ず，それらを商品に仕立てるまでの作業内容も完全に固定できないことが挙げられる。 
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生産活動の場に着目すると，一般的

な陸上産業では，ある工程で機械装置

が必要な場合にはその装置を設置す

るスペース場所を確保して導入する。

これは一見当然のことのように思わ

れるが，漁業，特に漁船上となると，

作業スペースの制約が非常に厳しい

ため，有効な機械装置であっても導入

できないことが多い。特に小型の沿岸

漁船では，手作業であってもそれを行

うための十分なスペースを確保する

ことは難しく，窮屈な場で危険と隣り

合わせの状況での作業を強いられる

ことも多い。 

さらに無視できない要素として，漁業における作業の成立過程と，作業に対する漁業者の考え方の問題

がある。多くの漁労作業にはマニュアルは存在せず，漁業者はそれぞれの創意工夫や経験の積み重ねに

よって作業方法を構築している。そのため，現状より良い作業方法があるとしても，その変更を容易に受

け入れない傾向があるように思われる。また，危険と隣

り合わせの環境で仕事をしていることに関して，漁業者

としての矜恃を抱いている者も多いように思われる。い

ずれの要素も，安全や身体負担の軽減を目的とした作業

方法等の変更を受け入れにくいものとしている。 

 

3. 作業分析にもとづく改善箇所の検出 

現場作業の改善を考えるとき，改善すべき作業が明確

であれば良いが，そうでない場合には客観的な判断基準

が必要となる。このようなとき，一般的な陸上産業等で

用いられる分析手法の多くは漁業にも適用可能であり，

その結果は改善すべき箇所を検出するのに役立つ。 

例えば，作業の効率化を考えるのであれば，現場で発

生する様々な作業にかかる時間を測定する。複数人数が

携わる場合には，各々の作業時間を積算する。作業ごと

に要する延べ時間を求め，値の大きい作業ないし工程を

見出したら，それを優先的に効率化する方策を考えれば

良い。 

あるいは，腰痛予防などの観点から，身体負担の大き

い作業の改善を考えるのであれば，作業姿勢分析が有効

である。簡便で広く知られている手法として，OWAS 法 図 2. OWAS 法の作業姿勢分類 

図 1. 小型底びき網の入網物の例 
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（Karhu et al. 1977）（図 2）やつらさ指数（（財）高年齢者雇用開発協会 1983）などがあるが，いずれも

概略の作業姿勢から身体にかかる負担の程度を推測できるので，改善すべき作業の検出に役立つ。 

他にも様々な分析手法が存在するので必要に応じて利用すれば良いが，これらの手法の適用にあたっ

ては，前述したような漁労作業の特殊性を考慮する必要がある。すなわち，漁業の場合には漁獲物（入網

物）の内容によって，作業の質と量が変化するので，分析結果の変動も大きくなることに留意しなければ

ならない。1 回の作業の分析を厳密に行うよりは，複数回の作業について簡単な析を行い，入網物と作業

内容，そして分析結果との関連性に着目する方が，作業の理解と改善の検討に有効であろう。もっとも，

漁業の場合にはこのような作業分析を行った結果自体がほとんど存在しない。難しく考えずに，その場

でできる範囲の観察や分析を行うだけでも参考となる結果は得られるだろう。 

 

4. 改善方策の検討と問題点 

改善を検討する作業が決まったら，次に具体的な改善の方策を考える。ここでも基本的には一般的な陸

上産業における改善のあり方を参考に，漁労作業の特殊性を踏まえつつ方策を検討する。 

例えば作業の効率化を考えるときには，作業順序や人員配置の見直し，作業動線に配慮した作業場のレ

イアウトの見直し，作業内容に応じたスペースの確保，あるいは新たな作業補助設備や自動化装置など

の導入を検討する。作業負担の適正化（過重な作業負担の軽減）を考えるときには，適切な作業姿勢で行

えるような作業方法の変更，単純作業や重筋作業の機械化などを検討する。あるいは作業の安全性向上

を考えるときには，危険な作業（高所作業や漁労機械付近での作業など）の方法の変更，ヘルメットやラ

イフジャケットの着用，漁労機械類の安全対策の追加などを検討する。 

 

5. 改善方策の実践の限界と展望 

しかし，漁労作業の特殊性を考慮すると，前述した改善方策の多くは，実践することが容易でない。 

例えば作業の効率化に有効な方策は，スペースの制約の厳しい漁船上での実践は難しいことが多い。ま

た，漁船上でのレイアウトの変更は大きなコストとリスクをともなうため，その実践にあたっては極め

て慎重な判断が求められる。しかし近年では，仮想空間内で作業手順やレイアウトの効率を検証できる

ソフトウェア技術が発達し，実用的な

レベルに達しつつある（高橋ほか 

2012）（図 3）。このような技術を応用

して，実際の漁船を改造する前にレイ

アウト変更の効果を仮想的に検証す

ることができれば，漁業者が負うリス

クを軽減させることができる。 

作業負担の適正化については，経験

的に確立された作業方法の変更の困

難さや，スペースの制約からの機械設

備類の導入の困難さなどの問題がと

もなう。作業方法を変更できない場合

の処方箋として，軽労化技術の応用が 図 3. 仮想空間における作業動線の検証 
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考えられる。軽労化技術とは，人の手による作

業を持続的に安全かつ快適に行えるように身

体にかかる負担と疲労を軽減する技術のこと

を指し（軽労化研究会 2014），具体的には身体

に装着することで作業時の腰部負担を軽減す

るスーツなどが提案されている（図 4）。漁業者

がこのようなスーツを装着して作業にあたる

ことで，腰痛などのリスクの低減が期待され

る。 

 作業の安全性の向上において，漁船上のスペ

ースの制約は大きな足枷となる。例えば，網を

甲板上に積み上げると歩行スペースが不足す

るため網の上に乗ってしまう，あるいは，力量

の大きい油圧装置が危険だと分かっていても，

スペースがなければ装置から距離を置くこと

はできない。このような問題の根底には，漁業

者の意識の問題が潜んでいる。網の上に乗ったり，油圧装置の至近で作業したりすることが危険だと分

かっていても，作業のスピードを重視するあまり，自らの身の安全をつい後回しにしてしまう。このよう

な漁業者の意識を変えていくためには，地道な啓発活動が必要である。現在，水産庁事業において船内向

け自主改善活動 WIB（Hisamune and Kogi, 2015）をベースとした普及啓発活動が実践されており，将来的

な効果の発現が待たれるところである。このような啓発活動は継続的に行われることが肝要であり，長

期的な展望を持って実践されることを期待したい。また，漁業者の安全意識の向上とともに，漁労装置な

どの安全対策の向上も必要であり，漁労機械メーカーの奮起にも期待したい。 

 これまで述べてきたことの全てに共通する問題として，漁船上の作業スペースの制約が厳しいことが

あげられる。我が国の漁船は，総トン数という，船の容積に相当する量によって，その大きさを制限され

ている。これは，船の容積がおおよそ漁獲能力に比例するという考えによるものである。しかし，働きや

すい作業環境を構築する上では，この制約は大きな足枷となっていると言わざるを得ない。漁船の大き

さ制限のあり方について，今一度検討を行うべき時期が来ているのではないだろうか。この問題が解決

ないし改善されれば，前述した作業改善における制約の多くは緩和され，一般的な陸上産業に近い改善

のあり方が漁船上においても実現できるだろう。 

 ここで示した処方箋は，いずれも一朝一夕に実現するものではないし，実現してもすぐに効果を発揮

するものばかりではない。10 年先を見据えて，関係諸氏が各々の領域でできることを，地道にかつ継続

的に実践していく必要がある。 

 

参考文献（引用順） 
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図 4. 軽労化支援スーツの例 
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【質疑応答】（敬称略） 

 

田中（北海道大学大学院）：水産分野で軽労化等を研究する専門家を育てる取組についてどのように考え

るか。 

 

髙橋秀：一研究員の立場では人事に直接関与できない。水研センターとして考えるべき問題と認識して，

上司と相談している。 

 

上野（水工研）：軽労化は水研センターとしては初めての仕事である。今後，人の補充や研究の重要さを

伝えていきたい。 

 

 

長島（海洋水産システム協会）：小型底びき網漁業における選別作業改善の試験で，作業台が採用されな

かった理由は何か。 

 

髙橋秀：試験対象船の固有の事情であるが，段差の上り下りが大変であること，デッキの大部分を嵩上げ

するため船尾甲板が狭くなることなどから導入されなかった。また，確立された作業方法を変えた

くないという心理も働いたものと推察する。 

 

長島：改良普及事業などを行う仲間を増やす必要がある。 

  

54



 

労働安全を考慮した漁船船体設計の考え方 

 

三好 潤 

 

国立研究開発法人 水産総合研究センター 水産工学研究所 

 

 

 わが国漁船の労働環境，とくに沖合・沿岸漁船の甲板上の作業スペースが充分でないことは良く知ら

れている。とくに一層甲板船では，同一甲板上に漁労機器や漁具が設置され，残されたわずかなスペース

で漁労作業や選別作業が行われている。ブリッジ横の通路にいたっては極めて狭小な場合が多い。また

休息や寝食のための居住スペースも充分とはいえない。一般に漁船の基本設計は，船主の仕様要求や支

給品を踏まえ，造船所の過去の建造経験を有する類似船型の中から，許可された総トン数の中でもっと

も生産性が高くなるように設計が進められる。このような設計環境においては，必然的に魚倉や燃料タ

ンク，エンジンや漁労機器といった生産性に直接関係するもののサイズや配置が優先され，充分な空間

容積を確保した作業環境や居住環境は実現されにくい。漁獲が競争的に行われるオリンピック方式にお

いては，採算性最大を志向すると必然的にこのような設計手順となる。 

一方で近年，後継者や新規参入者の確保を重視する傾向や，漁船の労働・設備に関する国際条約（ILO 

C188, 2007），安全性に関する国際条約（IMO, 2012）の採択により，作業環境や居住環境，船体の安全性

を考慮した漁船設計が志向されている。水産庁においても漁獲能力を増大させないことを条件に，居住

性及び安全性に関する増トンが個別審査の上で認められることになった。漁業管理においても，総トン

数や出漁日数，隻数の管理といった入口管理主体から，資源管理型漁業や試験的な個別割当制（IQ）制度

の導入等による出口管理が取り入れられるようになっている。このような漁業経営や制度，漁業管理が

進む中で，これまでとは異なる新しい漁船設計の可能性を見出すことができる。また設計の段階でそれ

を実現するための工学的なアプローチが求められる。 

そこで本報では，漁業管理や制度，漁業経営を考慮して，工学的アプローチにより作業性向上となる漁船

の船体設計の考え方を示す。ここでは個別具体的な船体主要目の決定や，船型設計の手法などは従来か

らの造船工学・設計に委ねることとし，概念設計もしくは上流設計に位置する船体主寸法（長さ，幅，深

さ）の決定手法に着目する。労働安全の向上を作業スペースの確保，すなわち甲板面積の拡大と考え，長

さと幅の積（フロアーナンバー）の増加で定義する。漁獲努力量は魚倉や燃料タンク容積に比例する主寸

法の相乗積（キュービックナンバー）と出漁日数，隻数で定義する。船体の安全性は，漁船法の動力漁船

の性能基準で用いられていた主寸法比により定義する。船価は船殻重量に比例する船体表面積（サーフ

ェスナンバー）で定義する。これらを用いて非線形計画法による最適設計手法によって，作業スペースを

拡大した漁獲努力量が現状よりも大きくならない，安全で船価の安い船体主寸法の算出手法を示す。 
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【質疑応答】（敬称略） 

 

高尾（水研センター）：安全面の観点からは北欧型のような船型が正しいということか。 

 

三好：静的な復原性の面からは正しい。波浪中については船が使用される海域の特性に依存するため個

別に検討する必要がある。漁業管理的には別に検討する必要がある。 

 

 

髙橋秀（水工研）：この事例は一般化可能か。他の漁業種の漁船でも作業スペースの拡大は可能か。 

 

三好：最適化の定義の仕方によってどのようにもなるので，ある程度の狙いを定めて定義をすることに

なる。他の漁業種でも船価をできるだけあげずに作業性や安全性を改良することは可能と考える。 
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漁労作業機械の安全対策技術 

 

田山 潤 1・冨塚 義尚 1，長谷川 勝男 2 

 

1株式会社 興洋，2国立研究開発法人 水産総合研究センター 水産工学研究所 

 

 

1. 漁労作業機械と安全対策 

  漁船漁業では漁業種類に応じて様々な漁業用作業機械が使用されています。人手で行っていた作業

を機械に置き換えることで漁業者は重労働から解放され操業効率は格段に向上しました。しかし一方で，

機械への巻き込まれや衝突等の労働災害の発生は減っていません。事故要因として人的エラーと機械の

要因に区分されますが，漁業現場ではさらに環境要因も加わりますので，漁労作業時の労働災害をゼロ

にするには漁業労働特有の安全対策とその教育的啓蒙の取り組みが必要です。 

陸上の工場生産現場の安全対策のノウハウをそのままの形で直接漁業現場に応用することは難しいの

が実状です。その理由は，船上の漁業者は 1 台の作業機械の運転・操作のみに専念すれば良いのではな

く，複数の作業機械をシスティマチックに組み合わせて揚網等の漁労作業をしています。さらに，漁船の

運航も同時に行うとすれば，操船と見張りの作業も加わります。従って漁労作業機械の安全対策は，船上

の漁労機械配置，漁法および作業形態を俯瞰的に分析して総合的視点からの取り組みが必要です。 

漁船で使用される漁労作業機械の駆動源として，電動または油圧が利用されています。例として，底び

き網漁業ではワープウインチやネットウインチを使用して，ロープの巻き上げや揚網が行われます。刺

し網漁業ではつづみ型の揚網機を使用しています。これらの漁具揚収工程は，張力のかかったロープや

網を回転する機械で巻き取りますので，機械やロープ，網の操作をする作業者にとって危険を伴う作業

となります。労働災害として，挟まれや巻き込まれの事故が報告されています 1)。特に 1 人乗りの漁船で

は死亡事故にまで至る場合があります。漁船の操業では，船体動揺や過大な入網など様々な条件が加わ

ることから，悪条件が重なると思わぬ災害に至る可能性があります。そのため，フェイルセーフ機能を付

加した安全対策技術の開発が求められます。 

  漁業用作業機械は様々な機器が販売され漁船に搭

載されていますが，水産庁補助事業として（社）漁船

協会（現在は海洋水産システム協会）は，漁労機械装

置の安全認定と型式認定を実施しています。平成 7 年

度および 8 年度の水産用機器型式等認定基準策定事

業実施報告書 2,3) には，漁労機械各種機器の作業安全

について，日本各地の労働災害事例の調査分析を行

い，事故防止のための安全装置等についても調査し，

機器の型式認定基準の策定に向けた検討が行われて

います。漁労機械の型式認定は沿岸漁業改善資金の融

資条件の一つになっています。漁業用作業機械の型式

認定合格型式名一覧表（平成 17 年 6 月 30 日現在）に

図 1 ホタテガイ桁曳網の投入作業 

八尺投入機にセットし，この後，反転させて

投入します。 
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は，漁業用揚網機，漁業用投・揚縄装置，自動釣機，漁業用巻き取りウインチ，漁業用クレーン等の区分

で認定された機器の製作者，型式，種類，定格力量と合格証交付番号，交付年月日が記載されています。

この水産用機器型式等認定基準策定事業も漁業用作業機械の安全性向上を促す取り組みの一つです。 

  沿岸漁業の漁労作業の安全対策技術の具体例を二つ

紹介します。一つは，ホタテガイ桁曳網漁業で桁網（八

尺とも呼ぶ）の投入装置です。これまで約 400kg の重量

の八尺を船上から反転しながら投入する際，2 名の人力

で行っていましたが，海中転落等の事故があったことか

ら，油圧駆動の投入機（正確には投入補助機）が開発さ

れ，現在ではホタテガイ桁曳網漁船の不可欠な装備とな

っています。八尺の投入作業について，講演では動画で

紹介します（図 1）。二例目は，常磐海域で盛んな船曳網

漁 業 で

使 用 さ れているボールローラーについてです。漁獲

対 象 は シラス，コウナゴ，オキアミなどです。船尾

に 装 備 した二組のボールローラーにより，船曳網の

ロープ，袖網，袋網を巻き上げることが可能です（図 2，図 3）。ボールローラーの力量が大きくなること

で，オキアミ操業が可能となったり，網の大型化により漁獲性能が向上した一方で，ローラーに巻き込ま

れた事故の発生件数が増加するなど危険性も増しています 1)。 

このボールローラーの安全対策技術の詳細については次節で（株）興洋が紹介します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 船曳網漁業の操業模式図（文献(2)から転載） 

図 2 船尾にボールローラーを装備した船

曳網漁船（4.9 トン型） 
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2. ボールローラーの安全対策技術（（株）興洋における取り組み） 

漁労機械の中でも今回は弊社（（株）興洋）製ボールローラーに絞り，漁労機械の安全対策について述

べます。ボールローラーの機械の仕組みは，最大 2k の空気圧により牽引物を把持できる 2 ケの球形のゴ

ムタイヤを油圧モータで駆動することで，網やロープを海より揚げる機械で，先代の社長である高村大

五の発明品です。吊り下げ式で使用されるボールローラーのゴムタイヤの直径は，小さいもので 150mm

（150 型），大きいもので 450mm（450 型）とあり，福島県北部の相馬，茨城県の大津，南は大洗，鹿嶋

の漁船に 230 型から 300 型，350 型のボールローラーが使用されています。 

ボールローラーに安全装置を付ける背景として，従来の甲板上に取り付けられた V ローラー方式から

吊り下げて使用できるボールローラーへと漁法が変わった事により操業が効率化されています。従来の

V ローラー方式では 1 人で船に乗って漁を行うことは不可能でしたが，吊り下げ方式のボールローラー

は１人作業を可能としました。しかしながら，普及初期において，一人作業時に作業員が機械に挟まった

時の対処の方法はありませんでした。近年では後継者不足など人がいないという理由で 1 人作業になる

ケースが増えています。 

現在，用意している安全装置の一つが緊急停止弁です。通常操作する油圧切換弁とは別な位置，すなわ

ちゴムタイヤの付近に設けられています。海よりロープを揚げる場合，切換弁の操作レバーを倒し，ゴム

タイヤが正転方向に回転，それによりロープを巻き上げます。機械の回転中に海側（すなわちロープなど

の進入側）に作業員が立つ事は非常に危険な行為ですが，そのような行為はなかなか減らないのが現状

です。そのときロープ，網などに身体，カッパ，ナガ靴などがひっかかり巻き込まれ当該機械に挟まれそ

うになったとき，緊急停止弁のレバーにふれると油圧モータのメカブレーキ機能により停止する様にな

っています。 

また，万が一挟まれたときに使用するのが緊急排気弁です。一部の仕様，エアーサプライ（＝自動エア

ー供給）装置がついている機械には，三方バルブを回すと 2k ほどの空気圧で物体を把持していたゴムタ

イヤの空気圧を瞬時に低下させ，挟まった腕等の痛みを軽減することが出来ます。さらには，遠隔操作ハ

ンドルによりスタンド直下にある油圧切換弁のレバーを船尾方向から制御し，逆転側にハンドルを倒し，

身体の挟まれが解消されます。これらの安全装置は，弊社冨塚が大津港の漁船で実際にあった被害の話

を聞いて，出来上がったものとなっております。 

弊社製造の油圧切換弁のリリーフには正転側と逆転側で単独でリリーフ設定値が決められるようにＷ

リリーフとし，逆転側の値を必要以上高い値としないことにより，万が一の場合にでも身体にあたえる

ダメージを小さくしています。油圧切換弁のハンドル操作に着目すると，ゴムタイヤの逆転側回転は非

常に危険を伴うため，ハンドルを握った状態から手を離すと中立に戻る“逆転側のみスプリングリターン”

仕組みを設け，漁の作業効率を維持しながら安全性を保つ機能も油圧切換弁に備えています。  

その他の漁業種になりますが，V ローラーの操作を油圧遠隔操作とし，さらに V ローラーの周囲を柵

で囲み作業員の進入を許さないなどの技術と工夫や，網の進入側の網こぼれ防止の縦コロの方向移動を

油圧遠隔操作にすることにより，危険な位置での作業自体をなくす工夫もあります。これらの安全対策

の導入に際しては，甲板上の機器配置や網，ロープの進入方向など当該漁船に合わせた施行をする必要

があります。 
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【質疑応答】（敬称略） 

 

髙橋秀（水工研）：ボールローラーの非常停止装置はオプションか。 

 

田山：基本的に標準装備であるが，要望に応じて外して出荷することもある。 

 

 

平石（海洋水産システム協会）：導入を検討中の歩行者・作業者検知警戒システムについて，現状の課題

や今後の見通しをお聞かせいただきたい。 

 

田山：防水性や価格などの面で問題が残されているが，解決して実用化に繋げたい。 

 

 

千代窪（福島県水産試験場）：ボールローラーのゴムの耐久性を改良する取組はしているか。 

 

田山：ゴムメーカーと意見交換して技術向上している。 
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総合討論（敬称略） 

 

 

神山（中央水研）：渋谷先生にお聞きしたいが，生産性向上のためどのような分析をすれば良いか。参考

となる事例はあるか。 

 

渋谷：作業を撮影したビデオで各人の動作を洗い出し，働いていない時間を分別する。従来の手順や方法

を変えることに反発が出ることもある。人が楽になるように治具が必要になることもある。一つ一

つの作業を丁寧に見ることに尽きる。ムラのない標準的な作業に置き換えられるように考えるこ

とにより，作業計画が立てられるようになる。 

 

 

上野（水工研）：漁労機械の安全性については型式認定とも関連があると思われる。海洋水産システム協

会の方にお聞きしたいが，型式認定の基準改訂は行われているか。 

 

平石（海洋水産システム協会）：型式認定の認識が異なっている。1985 年当初は省エネのためのエンジン

性能の認定であった。平成 6-8 年の基準見直しはシステム協会の独自事業で行い，安全基準も入れ

た。最近は LED 集魚灯が行われたのみで新しい機器・技術が出ないため，見直しの予定はない。 

 

 

長島（海洋水産システム協会）：生産性向上と作業環境改善の双方の課題に並行して取り組むことが重要

と感じた。制度的な制約もあるが，具体的な技術の導入や設計等，技術面からの提案を継続すべき

である。今後の研究の発展に期待する。渋谷先生にお聞きしたいが，生産性向上と作業環境改善の

どちらの比重が高いか。 

 

渋谷：生産性向上が前提である。生産性が上がらないと改善コストが回収できない。人員を 5 人から 4 人

に減らすのではなく，配置転換を考える。時間を削るだけでなく，最終的にはお金に換算する必要

がある。 

 

 

髙橋秀（水工研）：現場の意見を聞きたいので各県の方にコメントを求める。 

 

五味（千葉県）：就業者確保が難しいので，経験者も対象にするなど長期研修の条件緩和を求める。 

 

県旭（神奈川県）：新規就業者が辞めていく割合や理由を調べていただきたい。 

 

髙橋秀：同感である。木佐貫氏に伝えたい。 

 

63



 

野口（佐賀県）：独立型は 3 年後に独立する必要があるが，船を持つなど資金面での問題がある。漁労作

業の改善は何十年も従事している人には伝えにくいので，就業 5 年以内の若手に普及していくべ

きと考える。 

 

髙橋秀：同感である。ベテラン漁業者には調査には協力していただけるが，改善の提案は容易に受け入れ

られない。若い漁業者とコンタクトが取れるルートの開拓において関係各位のご協力をお願いし

たい。 
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参考資料 

プログラム 

 

 

平成 27 年度水産工学関係研究開発推進会議 

漁業生産技術部会・水産業システム研究部会―合同部会 

 

テーマ: 漁業生産現場における労働問題の今 

 

【開催日時】平成 27 年 11 月 13 日（金） 13:00-18:00 

【開催場所】エッサム神田ホール 3 階 大会議室 

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-2-2  TEL：03-3254-8787 

 

【議  事】（司会進行：水産工学研究所 髙橋 秀行） 

13:00 開会挨拶 

水産工学研究所所長 前野 幸男 

（5 分） 

13:05 水産工学研究所 漁業生産工学部・水産業システム研究センターの紹介 

水産工学研究所 漁業生産工学部長 東 照雄 

（5 分） 

13:10 平成 27 年度水産工学関係研究開発推進会議合同部会開催趣旨説明 

水産工学研究所 水産業システム研究センター長 上野 康弘 

（5 分） 

13:15 漁業労働の現状と課題 

水産庁 漁政部 企画課 課長補佐（漁業労働班担当） 山内 精 

（発表 25 分・質疑 5 分） 

13:45 WIB（船内向け自主改善活動）の広がり 

高崎経済大学 経済学部 教授 久宗 周二 

（発表 25 分・質疑 5 分） 

14:15 沖合底びき網漁業の労働の問題 

島根県水産技術センター 漁業生産部 海洋資源科長 沖野 晃・ 

島根県機船底曳網漁業連合会 金坂敏弘・室崎拡勝 

（発表 15 分・質疑 5 分） 

14:35 漁業就業支援の現状と課題 

全国漁業就業者確保育成センター 業務部長 木佐貫 正博 

（発表 20 分・質疑 5 分） 

15:00 職場改善のノウハウと漁業現場への応用 

首都大学東京 システムデザイン学部 准教授 渋谷 正弘 
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（発表 25 分・質疑 5 分） 

15:30 軽労化研究の意義と漁業への応用 

北海道大学大学院 情報科学研究科 准教授 田中 孝之  

（発表 25 分・質疑 5 分） 

 

（16:00-16:10 休憩） 

 

16:10 漁業生産システムと作業改善 

水産工学研究所 水産業システム研究センター 研究員 田丸 修 

（発表 15 分・質疑 5 分） 

16:30 漁労作業の特徴と改善方策の考え方 

水産工学研究所 水産業システム研究センター 主任研究員 髙橋 秀行 

（発表 15 分・質疑 5 分） 

16:50 労働安全を考慮した漁船船体設計の考え方 

水産工学研究所 漁業生産工学部 主任研究員 三好 潤  

（発表 15 分・質疑 5 分） 

17:10 漁労作業機械の安全対策技術 

株式会社 興洋 田山 潤・冨塚 義尚 

水産工学研究所 漁業生産工学部 漁船工学グループ長 長谷川 勝男 

（発表 15 分・質疑 5 分） 

17:30 総合討論 

（司会進行：水産工学研究所 髙橋 秀行・上野 康弘） 

18:00 閉会挨拶 

水産工学研究所 業務推進部長 寺脇 利信 
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平成 27 年度水産工学関係研究開発推進会議 

漁業生産技術部会・水産業システム研究部会―合同部会 

参加者名簿 

 

番号 氏名 役職 備考

1 渡邉直樹 主査

2 千代窪孝志 主任研究員

3 圓谷　啓 副主査

4 岸原達也 主任

5 岩崎俊祐 主事

6 旭　隆 技師

7 米本武史 総括課長代理

8 野口浩介 主査

9 村上哲士 専門研究員

10 相澤　康 主任研究員

11 加藤充宏 主査

12 沖野　晃 科長 講演者

13 杉野浩二郎 研究員

14 小林憲一 上席研究員

15 髙田伸二 技師

16 堀　敏宏 副主幹

17 五味勇気 館山水産事務所 普及指導員

18 久宗周二 教授 講演者

19 田中孝之 准教授 講演者

20 渋谷正弘 准教授 講演者

21 小栗謙司 指導部　次長

22 金坂敏弘 会長

23 宮本　聡 総務部次長

24 藤平聡司 職員

25 石井良夫 弁理士

26 中島修一 課長

27 松橋　章 営業　副本部長

28 鈴木善人 代表取締役

29 江森浩司 取締役

30 鹿島一則 設計部設計1課

31 山中章平 設計部設計1課

32 古野清士 東京支店　支店長

33 藤原啓修 東京営業所　所長

34 秋山佳光 技術本部　次長

35 田山　潤 営業課　係長 講演者

36 冨塚義尚 技術顧問 講演者

37 佐藤友亮 営業

38 佐々木紀弘 生産技術班専門官

39 山内　精 課長補佐 講演者

40 笠原光仁 漁業監督指導官

41 齋藤春夫 課長補佐

大分県水産振興課

所属

（都道府県）

福岡県水産海洋技術センター

静岡県経済産業部水産業局水産振興課

静岡県水産技術研究所

福島県水産試験場

神奈川県水産課

新潟県農林水産部水産課

東京産業労働局農林水産部水産課

佐賀県生産振興部水産課

福島県水産試験場

福井県水産課

茨城県水産試験場

神奈川県水産技術センター相模湾試験場

島根県水産技術センター

神奈川県水産技術センター相模湾試験場

神奈川県水産技術センター相模湾試験場

（漁業会社/漁業協同組合／漁業関連団体）

日本かつお・まぐろ漁業協同組合

島根機船底曳網連合会

（大学）

高崎大学経済大学　経済学部

北海道大学大学院 情報科学研究科

首都大学東京 システムデザイン学部

株式会社　東京久栄

株式会社　スマートサポート

株式会社　スマートサポート

株式会社　光電製作所

はさき漁業協同組合

はさき漁業協同組合

（民間会社）

特許業務法人　もえぎ特許事務所

日本無線株式会社

株式会社　光電製作所

古野電機株式会社

古野電機株式会社

株式会社　中央技術コンサルタンツ

株式会社　興洋

水産庁　研究指導課

株式会社　興洋

株式会社　東陽テクニカ　海洋技術部

（水産庁）

水産庁　漁政部　企画課

水産庁　管理課

水産庁　漁政部　企画課
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42 黒田　潤 記者

43 井貫晴介 代表理事会長

44 矢野京次 専務理事

45 小川　翼 業務課長

46 平石一夫 専務理事

47 長島徳雄 顧問

48 酒井拓宏 研究開発部長

49 田口博人 技術顧問

50 木佐貫正博 業務部長 講演者

51 秋本真彦 業務課長

52 髙尾芳三 本部 研究開発コーディネーター

53 桑原久実 本部 研究開発コーディネーター

54 樽井義和 東北区水産研究所 主任研究員

55 神山龍太郎 中央水産研究所 研究等支援職員

56 山下秀幸 開発調査センター 底魚・頭足類開発調査グループ　 リーダー

57 小河道生 開発調査センター 資源管理開発調査グループ リーダー

58 前野幸男 水産工学研究所 所長

59 寺脇利信 水産工学研究所 業務推進部 部長

60 山本　潤 水産工学研究所 業務推進部業務推進課 課長

61 白土康俊 水産工学研究所 同 情報係長

62 東　照雄 水産工学研究所 漁業生産工学部 部長

63 川田忠宏 水産工学研究所 同 主幹研究員

64 長谷川勝男 水産工学研究所 漁業生産工学部漁船工学G グループ長 講演者

65 寺田大介 水産工学研究所 同 主任研究員

66 溝口弘泰 水産工学研究所 同 研究員

67 三好　潤 水産工学研究所 同 主任研究員 講演者

68 今泉智人 水産工学研究所 漁業生産工学部水産情報工学G 研究員

69 越智洋介 水産工学研究所 漁業生産工学部漁具・漁法G グループ長

70 藤田　薫 水産工学研究所 同 主任研究員

71 髙橋勇樹 水産工学研究所 同 研究員

72 上野康弘 水産工学研究所 水産業システム研究センター センター長

73 髙橋秀行 水産工学研究所 水産業システム研究C生産システム開発G 主任研究員 講演者

74 伏屋玲子 水産工学研究所 同 主任研究員

75 田丸　修 水産工学研究所 同 研究員 講演者

76 柴田玲奈 水産工学研究所 水産業システム研究Cエネルギー・生物機能利用技術G 主任研究員

77 髙橋竜三 水産工学研究所 同 研究等支援職員

78 佐伯公康 水産工学研究所 水産土木工学部水産基盤G 主任研究員

一般社団法人　マリノフォーラム２１

（水産総合研究センター）

一般社団法人　海洋水産システム協会

一般社団法人　大日本水産会

一般社団法人　全国漁業就業者確保育成センター

一般社団法人　日本トロール底魚協会

一般社団法人　全国漁業無線協会

一般社団法人　全国底曳網漁業連合会

一般社団法人　海洋水産システム協会

一般社団法人　海洋水産システム協会

（報道機関）

日刊　水産経済新聞

（団体等）
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