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動調整してしまうような農業ハウスの技術は，自然

Ⅰ．目的
の海に依拠した海面漁業ではできにくいことによる。
本論の目的は，三陸沿岸地域の漁業の地域性を統

そのため，漁業の復興とはまず震災前の漁業経営を

計的に検討することである。大津波の災禍から 1 年

回復することであり，漁協が反対する水産特区で意

半が過ぎた 2012 年夏頃から，壊滅した漁業インフ

図される民間企業の参入も既存の漁業種目を容易に

ラの復旧が各地で着手されつつあるが，なお拠点漁

変革できるとは思われない。

港を中心とする応急や仮復旧の段階が多く，小漁港

こうした点からみて筆者は，今後本格化するであ

では船を接岸できずに沖に停泊させる状況が今も続

ろう漁業復興のあり方やプロセスの理解には，震災

いている。漁業生産の復興に関しては，大半が失わ

前の漁業の地域性を認識しておくことがまず必要で

れた漁船については共同利用漁船の予算措置で回復

あると考える。

しつつあるものの，前例のない大量発注で造船がお

II．方法・手順・対象範囲
いつかず，11 月下旬時点での宮城県漁協へのヒアリ
ングでは，受注隻数に対する完成配備隻数の割合は

１．方法・手順

まだ 2・3 割程度という。陸上用地やインフラの制約

本分析で用いるデータは主として漁業センサスの

を受ける加工処理機能の復旧はさらに遅れ気味で，

現時点での最新版である 2008 年のものである。そ

中小企業向けのグループ補助金の有用性が認知され

のデータが示す状況は，大津波で壊滅状態となった

るようになった 2012 年度になってようやくまとま

現状とはかけ離れている。しかしながら，震災直前

った対応が出てきている状況である。

までどんな漁業を行っていたのかの認識なしに，復

筆者は，沿岸の被災地を歩くにつけて，復興の現

興も語れないだろうと考える。

れ方には被災前の漁業の特徴がどう反映するのかと

以下，はじめに対象地域を確認して全体的傾向を

いうことを地理学徒として思わざるをえない。そう

概観（Ⅱ章）した後，漁業の地域性理解のために基

した観点から興味深いのは，始まったばかりの復旧

本的と考える諸統計項目について分布図を作成して

過程において，漁協主導の岩手県と漁民がグループ

その地域傾向を検討する（Ⅲ章）
。さらにそれらのデ

をつくっての対応が目立つ宮城県という違いがある

ータ群に主成分分析を適用して，三陸漁業の地域性

と指摘されることである。また，同じく壊滅的被害

の大枠を規定している次元について解釈する。そし

を受けた沿岸の農業との対比でみた漁業の特徴とし

て最後に（Ⅳ章）
，見出された結果の復興への含意に

て，稲作やトンネル栽培の土耕イチゴからトマト養

ついて考察を加えたい。

液栽培やイチゴ高設栽培の巨大施設に転じるという

なお，以下の図表において，データの付記のない
ものは漁業センサス 2008 年版を使用している。

仙台湾岸平野各地でみられるような大変化は，漁業
では考えにくいということである。
これは海面漁業は漁場と漁法が漁業権で制約され

２．対象範囲

ていることや，海面養殖においても漁場の収容力の

図１は，2012 年 4 月に農林水産省が発表した被災

微妙なバランスの上に成り立っていて種目や規模の

1 年後時点の再開漁業経営体の割合を分布図化した

大幅な変更はできにくいこと，施設内部の環境を自

ものである。3m 以上の大津波は根室から九十九里
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まで及び，そのうち生活・生業基盤の両面で壊滅的

。その一方で，沿
面影もないほどまで減った（図 3）

被害をうけたのは概ね岩手県野田村から福島の双葉

岸部門では，養殖業の経営体数は減少を免れなかっ

海岸あたりまで及んだ。さらに福島県内では放射能

たものの，沿岸漁業層経営体数（図 3）や養殖業生

被害によって全県操業自粛となった。そうしたこと

産額ではむしろ増加傾向の部分もみられる（図 2）。

がこの時点での再開率に反映している。本論では，
このうち被災の中心地域となったいわゆる三陸リア
ス海岸を含む岩手・宮城両県に焦点をあてつつ，隣
県の主要港である八戸から相馬わたる沿岸域を分析
の対象とする。

図 2 部門別漁業生産額
（漁業養殖業生産統計年報による）

図１ 市町村別漁業経営再開率（2012 年 3 月 11 日）
（農林水産省統計部の調査による）

図 3 部門別漁業経営体数

III．全般的傾向
はじめに全体的趨勢を確認しておきたい。漁業の
生産および就業構造を概観する基本指標として，こ
こではひとまず部門別生産額と経営体数（図 2･3）
，
，自営漁業の専兼別個人
販売金額別経営体数（図 4）
経営体数（図 5）
，自営雇われ別漁業就業者数（図 6）
を示した。
これらから読み取れる三陸漁業の趨勢は，第一に
90 年代以降の縮小であり，特に遠洋・沖合部門の著
しい減少である（図 2･3）
。とくに北洋サケマス漁業
図 4 販売金額別漁業経営体数

が多かった岩手県の中小・大規模経営体数は昔日の
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次に漁業依存度の大きさからみてみると，まず販

3.11 大津波はこうした中で襲い，大漁港だけでな

売金額別経営体数では，100～500 万円層が分解軸と

く，魚価低迷に耐えながら生産を維持してきた沿岸

なって，1,000 万円以上層はむしろ増加傾向にあっ

漁村を広範に破壊しつくした。

たことが分かる（図 4）
。専業・兼業別の個人経営体

IV．地区別分析
数でみると，減少の多くを占めてきたのは兼業経営
体であって，専業経営体はむしろ増加傾向にあった

本章では，漁業センサスの漁業地区別統計によっ

ことが分かる（図 5）
。さらに漁業就業者数では，全

て，本題である三陸漁業の震災前の地域性を読み取

般に減少する中でも特に「漁業雇われ」の就業者が

ってみたい。周知の通り漁業センサスは漁業経営体

大幅減少したの対して，
「自営漁業のみ」の就業者数

を対象とする統計で，少数の主要漁港を除けば，そ

。
の減少幅は小さかったといえる（図 6）

の大多数は養殖や沿岸漁業を営む「漁家」である。
したがってそれを分布図に表すと，大漁港の沖合・
円用漁業よりも，沿岸漁村の漁業からみた地域性が
よく描出されることになる。従ってそれは，沿岸漁
業地帯が広範に破壊された今回の大津波被災地域の
漁業の基本的特徴を知る上で，みておかなくてはな
らないデータであるといえる。
分析の単位地区については，概ね戦後合併以前の
旧市町村の範囲が多い「漁業地区」を主としている
が，その地域スケールは，単一集落の狭小地区から
戦後合併市町村の範囲の場合もあるなど不統一であ

図 5 自営漁業の専業･主従別個人経営体数

る★1。特に集落程度の地区の場合は，経営体数も僅
少で，三陸全体を表す分布図上では判読困難になる。
逆に宮古，大船渡，女川のように，漁港部と周辺の
養殖漁村という異質の地域が含まれて，地域性が不
鮮明になってしまう地区もある。本論の目的は三陸
沿岸全体の地域性の確認であるため，分析単位地区
については概ね戦後合併前の旧市町村程度の範囲に
なるよう，狭小な漁業地区を合体させて扱うことと
した★2。また，大船渡と平田（釜石市）はそれぞれ
51 および 77 経営体を擁しながら隣接地区の経営体
が僅少で秘匿扱いとなっているため 2003 年センサ

図 6 自営漁業・雇われ別漁業就業者数

スの数値で代替した★3。以下，漁業種類，経営形態，
以上の傾向をひとことで言い表すと，沖合・遠洋

経営規模，兼業状況，労働力状況の順にみていく。

漁業の大幅な縮小とそれに起因する「漁業雇われ」
や兼業経営体の減少の一方で，沿岸漁業と養殖業は

１．漁業の種類

堅調であって，零細層の減少・淘汰を進行させなが

1）
）部門別漁業経営体数

らも，生産額の面では増加さえ認められ，その結果

まず，各地区の主とする漁業形態を 4 部門別構成

として自営漁業の就業者数はなんとか減少率を小幅

でみてみる（図 7）
。緑で示した海面養殖を主とする

にとどめ，専業経営体数ではむしろ増加の傾向にも

経営体の割合が多いのは，山田湾，気仙海岸，気仙

あったと総括することができる。

沼，志津川，女川，牡鹿半島，松島湾など，多くは

3

している。今回の震災でも漁協主導のいち早い復活
が各種メディアで報道されていた。一方，黄色は漁
船漁業を主業とする経営体が多い地区で，そのうち
大規模漁業層が集まる地区は沖合・遠洋漁業の経営
体が集まる主要漁港をもつ漁業地区である。

陸上の薄線は戦後合併
前の旧市町村界

図 7 主とする部門別経営体数

図 8 主とする養殖部門別経営体数
※久慈以北は養殖経営体数僅少（2 以下）のため省略

深い湾入部をもつ地区である。しかし他方で，岩手
県北部の田野畑や重茂のような内湾に恵まれない立

2）
）海面養殖の
海面養殖の地域性

地にあっても，外洋養殖技術を活用して養殖を発展

次に，三陸の沿岸漁業で重要な地位を占める海面

させた地区もある。とりわけ重茂は，漁協主導でワ

養殖を主とする種類別にみる（図 8）
。北からおおむ

カメをはじめとする養殖経営や定置網を発展させて

ねコンブ，ワカメ，カキ，ノリという分布がみられ

きたことで知られ（浜崎,1988；阿部,2001）
，以下の

るが，実際にはノリ以外は兼業が多く，三陸各地で

図でも周囲の地区からは突出した生産性の高さを示

ホタテ，牡鹿半島ではホヤも加わって多様である。

4

また魚類養殖はこの地域が国内生産のほとんどを占

これをみると，ギンザケ，カキ，ノリは大半が主業

めるギンザケ養殖が大半である。

として行われること，ホタテとワカメは過半が主業

この主業とされるか副業とされるかについては，

であるが副業とされる場合も相当数あることが知れ

「主とする漁業種類」と「営んだ漁業種類」を対照

る。また岩手県に多いコンブと宮城に多いホヤは副

させることで把握できる。表 1 はこれを海面養殖に

業的な位置づけである。カキは浅海が適地でホタテ

ついてみたもので，
「主とする」が「営んだ」経営体

はそれよりも大深度に，またワカメは養殖法の工夫

数の半分以上の場合を赤字で示してある。

でそれらより湾央や外洋側が適地とされる★4。
養殖の経営規模
規模については，主な養殖種目の規模
規模
別経営体数が 1998 年の漁業センサスまで公表され

表１ 「主とする」と「営んだ」養殖経営体数

ていた（図 9）
。それによると，ワカメでは湾入部が
少ない重茂，歌津，十三浜で大規模経営が目立つが，
これは外洋養殖技術が開発されたワカメ養殖の特性
を反映している（河上,1971,75）
。
ホタテは 1960 年代の導入期に中心となった山田
町と大槌湾の経営体数が多いが，規模が大きいのは
吉浜，越喜来，綾里の岩手県南 3 地区と，歌津と雄
勝を中心とする宮城県内である。カキは旧石巻東部
漁協などの牡鹿半島沿岸の規模が大きい。そして全
般的には，岩手県の零細性が目立つ★5。

図９ 主な養殖種目の経営規模別経営体数
（1998 漁業センサスにより作成）
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表２ 「主とする」と「営んだ」経営体数

次に，沿岸漁業の種類別の経営体数を図にしてみ
たものをいくつか示す。なおここでは，岩手・宮城
両県の特徴を把握するため，隣接の八戸と相馬も含
めて図示してある。いうまでもなく，漁業種類の分
布は三陸全体で一様というわけではなく，地域によ
る違いがみられる。
まず曳網系
曳網系（図
10）は，好漁場を形成する大陸棚
曳網系
が広い仙台湾南部に多い。小型底曳の漁獲対象は，
漁業種別・魚種別の漁獲統計によれば，カレイ，タ
ラ，貝類，タコなど底生生物である（以下の魚種の
類推も同統計による）
。底生生物は海底の泥に凝集す

1998 年以降，これらの養殖の経営構造に大きな変

る放射能の影響を長く受けやすいとされる。また相

化があったような報告は特段なされていないことか

馬・双葉地方のに集る船曳網
船曳網は，イカナゴとシラス
船曳網

ら，こうした経営規模の地域性は，震災直前の状況

が主な漁獲対象である。他方，リアス海岸域では曳

と大差ないとみられる。

網系以外
以外の
。主なものは流し
以外の網漁業が多い（図 11）

3）
）沿岸漁業（養殖以外）
沿岸漁業

網のサケのほか，タラ，カレイなどの底刺網である。

海面養殖以外の沿岸漁業は多様であるが，その特

縄・釣り系（図 12・13）をみると，宮古や山田湾

徴を包括的に捉えるため，漁業種類別に主業・副業

を中心とする岩手県に多い。主な漁獲対象はサケと

の状況を整理したのが表２である。これによると主

マダラである。イカ釣りは主要漁場の八戸沖★6 に近

業が多いのは小型底曳と定置網であるが，地域差が

い宮古以北が多い。
「その他の釣り」は大多数が副業

明瞭で，小型底曳は宮城県，定置網は岩手県で主業

であり，この漁獲量も統計に計上されてこないほど

とされるケースが多い。

僅少である。

図 10 曳網系の沿岸漁船漁業経営体数

図 11 刺網・その他網系の沿岸漁船漁業経営体数
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14）は，大型が岩手県，小型が宮城県
定置網（図
定置網
に多い。大型定置は，岩手県沿岸の基幹となる漁業
で（宮田,2007）
，主な漁獲対象は，かつてはブリ・
マグロが多かったが，近年ではサケマス，サバ，イ
ワシ，ブリが主な漁獲対象である（山内,2006）
。牡
鹿半島沿岸で着業する岩手県の漁業会社もある。一
方，宮城県に多い小型定置ではイワシとサバが主な
漁獲対象である。定置網で漁獲されるイワシや小サ
バはカツオマグロ漁業のエサとしてと重要である。

図 12 延縄系沿岸漁業の経営体数

図 14 大型・小型定置網の経営体数

採貝採藻（図
15）はリアス海岸部で広くみられる
採貝採藻
磯の恵みで，魚種別・漁業種類別漁獲統計では，岩
手県でコンブ，宮城県ではアワビとアサリが多い。
大半が副業の位置づけであるが，漁家にとっては貴
重な収入源でもある。図をみると，広田湾，宮古湾，
種市海岸では主業とする経営体も少なくない。特に
地先に干出岩盤が広がる種市海岸では増殖場を設置
してウニ・アワビ資源の開発に力が注がれてきた（酒
井,1985；原子内,2001）
。そのため多くの高齢者や女
図 13 釣り系沿岸漁船漁業の経営体数

子労働力が従事するなど，次節以下で示すように，
リアス海岸地帯とは異なる特徴が表れる。

7

潜水器漁業（図
16 左）は，スキューバなどの潜水
潜水器漁業
器具を装着して海底生物を採取する磯漁で，零細経
営の多い福島県の漁協が県栽培漁業センターの種苗
放流事業と一体となって取り組まれてきた経緯があ
る★7。より生産力の高い漁業種に恵まれた三陸リア
ス海岸部では僅少である。
「他
他の漁業」
漁業 （図 16 右）に含まれるのは，専用漁
具を利用してのタコ壺，アナゴ筒，ウニ漁など多様
である。その多くは小規模な漁業でも，ローカルな
海浜環境と資源状況の中で沿岸漁民によって見出さ
れ，彼らの年間漁業暦の中で貴重な操業機会となっ
ていることを忘れてならない。

２．経営状況
1）
）経営組織別
既述のように，漁業経営体には大半を占める個人
経営体のほか，会社，漁協，生産組合，共同経営が
あるが，これらの分布を示したのが図 17 である。図
をみると，漁協直営，生産組合，共同経営が多い岩
図 15 採貝採藻の経営体数

手県と，会社経営が多い宮城県という明瞭な違いが
みられる。これは，岩手県で多い大型定置網が漁協
の直営や漁協と任意組合との共同経営で行われるこ
とが多いことが主因である（山内,2006）
。宮城県で
は，会社経営が大漁港だけでなく漁村地域でも多い。
これは気仙沼，女川，鮎川，石巻などを根拠とする
沖合・遠洋漁船漁業の会社の存在や，投資額の大き
いギンザケ養殖が集まる志津川，女川，網地島で会
社組織が多くなっている。
2）
）販売金額
こうした両県の違いは販売金額別経営体数にも表
れている。漁業経営だけで存立可能な販売額の最低
ラインを 1,000 万円程度と見積もり★8，金額階級を
4 区分にして図化した（図 18）
。1,000 万円以上の部
分に着目すると，重茂，歌津，女川沿岸，牡鹿半島
の表浜，万石浦，宮戸，松川浦で販売額の大きい経
営体が多く，その多くは養殖の経営規模が大きい地
域と対応している。
一方，地域漁業者の上位階層を構成する遠洋漁船
の経営体は 5 億円以上層に含まれ，主要漁港に集ま

図 16 潜水器，その他の漁業の経営体

っていることが読み取れる。
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図 17 経営組織別漁業経営体数

図 18 販売金額別漁業経営体数

3）
）出荷先

雄勝，志津川湾で 30～100 程度，小売業者への出荷

2008 年の漁業センサスでは「出荷先別延べ経営体

は唐桑，大島，女川で 30 経営体程度みられる。また

数」という項目が新たに盛り込まれている。被災漁

海辺に道の駅の直売所をもつ大谷，観光地の松島で

村の復興の新たな動きとして漁民による会社や生産

は直売所に出荷する経営体数も多い。

組合の立ち上げが報道されている。その成功の鍵は

逆に岩手県では漁業以外に出荷する経営体は非常

ひとえに系統出荷とは異なる独自の出荷先の確保で

に少ない。その背景には，定置網やワカメ加工など

あることから，この項目にも目をとめておきたい。

の直営事業を持つ漁協が多いこと，また市場に定着

これを分布図にしてみると，図 19 のようである。

している「いわて三陸ワカメ」のブランド力に代表

確かに宮城県では多様で，自家販売が各地でみられ

される漁協の共販力の強さがあるといえる。

るほか，流通・加工業者に出荷する経営体が女川，

9

この統計項目の両県の値を比べたのが表 3 である。
漁協共販の岩手県と多様な販路を持つ経営体が多い
宮城県の違いが再確認できる。こうした震災前の出
荷形態の違いは，復興プロセスにどのように反映す
るのか，興味深い問題であろうと考える。

３．労働力特性
1）
）年齢構成
年齢構成
初めに漁業者の年齢構成を，65 歳以上と 44 歳以
下の 2 層に代表させてみておく。まず 65 歳以上率
（図 20 左）では，八戸，気仙沼，石巻，塩釜といっ
た都市漁港で低いのは必然といえるので，漁村部に
着目すると，半数が高齢者という地区が岩手県北の
種市海岸（49.4～53.5％），山田から気仙沼沿岸にか
けてのリアス海岸
（織笠 53.5，釜石東部 48.9，唐桑 51.6，
大島 55.6 など）
，
雄勝東部
（53.7）
，
そして江ﾉ島
（59.7）
，

網地島（64.8）
，田代島（47.1）や松島湾内の島嶼部
に見られる。その一方で，30％以下という地区も，
普代，田野畑，重茂，山田湾，綾里，米崎，宮城県

図 19 系統以外の出荷先別延べ経営体数

表３

図 20 漁業就業者の 65 歳以上率と 44 歳以下率
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では歌津から牡鹿半島の沿岸にかけて集まる。これ
らは，大型定置網をもつか，集約的な養殖が行われ
ている地域である。
次に 44 歳以下率（図 20 右）をみると，概ね 65
歳以上率の裏返しということになり，重茂（32.5），
牡鹿半島の表浜（34.8），石巻東部（35.6），鮫浦湾
，そしてノリ養殖の鳴瀬（28.8）などで高率
（30.4）
を示す。青年層の多いこれらの地区は，既述の経営
規模が大きく販売金額の高い地区に相当している。
宮城県の農業就業者の 65 歳以上率が 60％を超える
ことを考えると，これらの地区では農業に比べて 1
まわりも若い世代によって支えられていることにな
る。全般的に進行する担い手の高齢化の中にあって
も，若年層をつなぎとめる沿岸漁業の存在は，漁業
地域の復興を考える上で注目されるべきである。
2）
）従事者の
従事者の属性
図 21 は，海上従事者（11 月 1 日現在）および陸
上従事者（最盛期）の家族・雇用従事者の構成を示
したものである。家族か雇用者かに注目すると，八
戸，気仙沼，石巻，塩釜の都市漁港では雇用者が多
数を占め，その多くは海上従事者つまり漁船乗組員
である。それ以外の中小漁港や漁村部では家族従事
者が多く，海上・陸上別では陸上従事者が多数を占
める。漁業センサスの用語解説（2003 年版）によれ
ば，漁業の陸上作業には，
「貝のむき身作業，のり，
ワカメの干し作業，漁獲物の運搬・箱詰め作業，自
家生産物を原料とする加工品の製造作業」が含まれ
ることから，そうした作業を要する養殖業や採貝採
藻では陸上作業従事者が必要である。陸上雇用の多
い船越湾，大槌，綾里，末崎，広田，歌津，表浜，
鳴瀬などは，ホタテ，ワカメ，カキ養殖の隆盛地で
図 21 海上および陸上従事者の家族･雇用者別数

あり，種市海岸もまた既述のように採貝採藻の隆盛
地である。
なお，陸上作業にはこの他に漁船や漁網の修理や

いう漁業労働の特殊性から，漁業就業者の多数を占

整備，漁具や食料品の積み込み作業も含まれ，八戸

めるのはいうまでもなく男子である（図 22 左）
。と

に集積する雇用の陸上作業従事者はこの範疇に入る

りわけ漁船漁業の拠点漁港の地区では女性の漁業就

ものとみられる★9。

業者は 10％にも満たない。しかし養殖業が主となる

3）
）女性の
女性の参画

重茂から牡鹿半島にかけての沿岸地区では女性が漁

筋肉労働と危険性を伴う船上作業，そして長期間

業就業者の 3 分の 1 程度を占める（重茂 33.0％，白浜
浦 36.6，唐丹 34.8，出島 33.0 など）
。

あるいは未明のうちから家をあけて海上で過ごすと

11

漁業センサスにおける漁業就業者は「満 15 歳以上

なお陸上作業で最高の女性率を示すのは種市海岸で

で過去 1 年間に漁業の海上作業に年間 30 日以上従事

あるが（種市 49.4，宿戸 40.3，有家 36.7 など）
，これは

した者」と定義されており，陸上作業の従事者は含

既述の採貝採藻との関連が想像される。

まれない。そこで次に，陸上作業従事者の女性率を
みると（図 22 中）
，海上作業とは大きく異なる状況

４．個人経営体の兼業構造および後継者有無

が把握される。すなわち陸上作業では，漁船漁業の

本節では個人経営体，すなわち「漁家」の兼業構

基地である主要漁港で低率のほかは，漁村部の多く

造と後継者の有無状況をみておきたい。

で女性比率 40～60％台と男子と拮抗している。養殖

1）漁家の
漁家の兼業構造

業を初めとする沿岸漁村部では，陸上作業において

農家の 3 分の 2 が第二種兼業になってしまった農
業★10 に比べると，漁家漁業では自営漁業専業と主

女性の参画が重要であることを物語る。
また，陸上作業者の多くを占める雇用者のうちの

業の割合が多く（図 5）
，自家漁業従の漁家の割合は

女性比率をみると（図 22 右）さらに高率となる。養

岩手県で 33.5％,宮城県では 22.4％にすぎない。自営

殖や採貝採藻を代表とする漁村の沿岸漁業の陸上作

漁業専業と主業の割合が多い地区は（図 23）
，普代，

業において，女性は，家族内ではもちろんのこと地

田野畑，重茂，山田湾，釜石東部，吉浜，越喜来，

域内の漁業を支える重要な労働力であるといえる。

綾里，広田，歌津，志津川，牡鹿半島で，これらは

図 22 漁業就業者，陸上従事者，陸上従事雇用者の女性率
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図 23 自営漁業の専兼別個人漁業経営体数

図 24 兼業種目別個人経営体数

養殖が盛んな一方で農業基盤が弱い「純漁村」であ

が多い地区に該当する。そのほか，大型定置網の地

る。他方で「漁業従」の漁家率が高いのは，種市海

区では「共同経営に出資・従事」
，また宮城県を中心

岸や宮古湾，広田湾，唐桑など，海岸まで迫る段丘

に民宿や遊漁船を兼業する漁家が多い。他方で，都

上に一定面積の農地が展開して自家消費分を超えた

市部に近い仙台湾沿岸で「漁業外雇われ」が少ない

半農半漁が可能な地域にあたる。

のは，漁家世帯と一般通勤世帯とが分離した結果で

兼業種目の構成をみると（図 24）
，この半農半漁

あろうと推察される。

の地区は，自家農業を含む「その他の自営」の兼業
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2）後継者

Ⅴ．類型分析
最後に，
「後継者のある個人漁業経営体」の割合をみ
る（図 25）
。これによれば、全般に岩手県が低い一

以上のような各指標に表れた地域性の検討から，

方で，宮城県では歌津から牡鹿半島にかけて後継者

都市漁港と漁村部，そして漁村部においては経営規

ありの漁家率が 30％を超える地区が集まる。のり養

模の大きい宮城県のカキやノリをはじめとする養殖

殖の矢本や鳴瀬も，漁家数は僅少で目立たないなが

地帯，規模の小さい岩手県のワカメを主とする養殖

らも，後継者ありが 50％前後にのぼる。

地帯，そして岩手県に目立つ大型定置の共同経営地

後継者あり漁家率が全般に低い岩手県では，重茂，

帯，種市海岸の採貝採藻地帯，小経営の多い岩手県

綾里，赤崎は 38～39％の値を示す。しかし，宮古以

内でも漁協主導で沿岸資源を開発してきた重茂，な

北の大型定置網や採貝採藻の地帯，山田湾や釜石か

どといった地域性が把握される。本章では，これら

ら大船渡にかけての内湾養殖地帯では後継者ありの

が数量的にはどのような類型にまとめられるかにつ

漁家は低率にとどまる。

いて，主成分分析によるより一般的な傾向の把握と，
成分得点を利用した漁業地区の類型化によって確認
してみたい。

１．主成分分析による一般傾向の把握
1）
）変数の
変数の選択
選択した指標は，前章でみたような経営組織，主
な経営種目，主な養殖種目，販売金額，個人経営体
および就業者の基本属性，陸上・海上従事者の属性
（家族,女性）
，そして出荷先を含む 23 のセンサス指
。
標とした（表３）
2）
）分析結果
77 地区×23 指標のセンサスデータに主成分分析を
適用し，解釈可能な 4 つの主成分を得た。その負荷
量構成が表３，得点分布を示したのが図 26 である。
これらから，各主成分は以下のような漁業経営の特
性と地域分化の傾向を示すと解釈できる。
Ⅰ「経営規模・
：経営規模の対比に関する
経営規模・企業性」
企業性」
指標群と「漁業雇われ」率が高い負荷を示し，成分
得点では気仙沼，石巻，塩釜の大漁港が突出し，経
営体あたりの販売金額が大きくなる漁船漁業を主と
する釜石，牡鹿，閖上，荒浜，相馬原釜などの地区
がそれに続いている。三陸の主要漁港の 1 つである
宮古の得点が低いのは，地区内に養殖漁村を広く含
むためである。
Ⅱ「自立的養殖」
：養殖業と他の沿岸漁業の対比を
自立的養殖」
示しているが，後継者ありの経営体率や陸上従事者，
宮城県に多いカキ養殖率が高い正値，逆に 300 万円
図 25 個人経営体の後継者あり率

未満層がマイナス値を示すことから，自立的養殖と
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表３ 成分負荷量

零細な沿岸漁業との対比を示す成分と解釈できる。
高得点は宮城県内に多い。
Ⅲ「共同経営・
：共同経営と定置網経営体
共同経営・定置網」
定置網」
率の負荷量が高いことから，これらと連動する特性
を示すものと解釈する。高い得点分布は大型定置
網が集まる岩手県北の野田，普代，田野畑，宮城県
南端の磯浜にみられる。
Ⅳ「小規模･
：ワカメ養殖経営体率が高
小規模･兼業養殖
兼業養殖」
養殖」
い負荷量を示し，対極には専業経営体率や資本装備
の高いノリ養殖があることから，
「小規模･兼業養殖」
と解釈する。高得点の分布をみると，岩手県南から
宮城県北のワカメやホタテを主な養殖種目とする地
帯に集まる。これらは図 9 や図 18 でみたような，小
経営の集まる地域と概ね符合する。
分析は，投入変数を少しずつ変えて 10 ケースほど
試行したが，負荷量・得点のパターンは大差なかっ
たので，この 4 つの主成分が三陸沿岸の漁業の地域
性を概ね集約し得ているものと考える。

図 26 主成分得点の分布
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２．漁業地区の類型分析
対象とした 77 漁業地区の 4 主成分の得点値を用
い，次の手順で類型化を行った（表４）
。

表４ 類型化の手順

各類型の意味内容は，主成分の解釈と対応させる
と，それぞれ表５のように表現できると考える。

表５ 類型化の手順

これらを分布図に表したのが図 27 である。図をみ
図 27 地域類型別分布図

ると，これまでみてきたように，岩手県と宮城県の
違いが目立つ。宮城県では経営体数が少いながらも
ノリ養殖に特化する矢本や鳴瀬も含めて B・B’の「自

これらに対して，E「複合型」は，負荷量の多く

立的」養殖漁村が多いのに対して，岩手県では南部

がどの主成分に対してもマイナス値で，正値は最大

を中心に D・D’の「小規模・兼業」養殖漁村が多い。

でも 0.236 にとどまり★11，特性の解釈が難しい。
「複

A の都市的な漁港，A’の雇われ従事者の多い漁船漁

合型」としたのは，宮古，大船渡といった漁港と養

業の地区，C の定置網を多くもつ地区も前章でみた

殖漁村の異質の地域を包含する地区や，唐桑，大島，

状況に比較的よく沿って布置している。

江島，網地島，田代島，閖上といった養殖や沿岸漁
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業をベースとしつつも拠点漁港の近隣の雇われ率が

という限界である。個別の統計指標の分布傾向，既

高い地区が含まれるためである。また，ウニ・アワ

存の文献等の既知情報，そして現地で収集した諸事

ビの採貝採藻で高い生産額を持つ種市海岸は，今回

実とあわせて，具体性を失わない，また逆に個別例

の投入指標では独立成分とはならなかった。

に埋没しすぎない，
「メソスケール」の類型的理解が
求められると考える。

３．問題点

Ⅵ．展望
ここで，以上の分析から得られた地域性の類型的
把握の限界を確認しておきたい。その第一は，
「主と

方法論的な問題点はともかくとして，前章で抽出

する」漁業に基づく集計値がもつ限界である。特定

した地域の類型的特性は復興プロセスのあり方にど

少数の魚種と漁法に依拠する沖合・遠洋漁業の経営

のように反映するであろうか。本章ではこの点につ

体とは異なり，三陸地方の養殖や沿岸漁業の担い手

いて考察して，まとめにかえたい。

となる漁家は，漁協や集落共同で行う各種漁業権の

① 都市漁港 … 主要な水揚げ基地である拠点漁港

行使スケジュールにあわせて複数の漁業種目を兼営

は，周知のとおり多数の漁業支援・サービス機能が

して生計を立てている場合が多い。そうした漁業内

集まる産業コンプレックスをなして水揚げを支えて

兼業の存在こそが，農業に比べて専業・主業が多い

きた。主要漁港の復興プロセスはまさにそうした機

所以である。またそれは，年間の海洋生物の生育ス

能の復活のプロセスとなる。諸機能が壊滅した気仙

テージにあわせて資源を持続的に利用し，同時に自

沼，女川，石巻では市場や製氷・冷蔵などの最低限

然の海況変化により変動する漁獲量のリスク分散戦

の水揚げ施設が 2011 年の夏頃までに仮復旧され，

略という面もあわせもつ。
「主とする」ものをベース

その後，本格復旧に移行しつつある。そして漁業生

とする統計値ではこうした実際の沿岸漁村の姿は，

産に携わる漁船の補修・新造・寄贈などの支援も受

「営んだ漁業」の項目で目配りできても，相当程度

けて，水揚げは復活してつつある。しかし本格的な

埋没してしまわざるを得ない。また「主」といって

復興には，市街地の嵩上げ，加工団地の形成，都市

も 100％に近いのか 50％に近いのかで漁家経済にお

インフラの整備をまたねばならず，これにはさらに

ける意味は異なるが，そうした点も評価できない。

長い時間がかかる。さらに，水揚げを支える水産加

第二は、単位地区内の同質性に関する問題である。

工業は私企業としてグループ補助金等の制度資金の

本分析で依拠したのは「漁業地区」をベースとする

獲得には一般企業との競合になり，これまでは競争

地区は，概ね岩手県では漁協，宮城県では県漁協の

相手であった企業のグループ化・協業化への工夫が

支所と重なり，それらは地先漁業権の管理主体とあ

求められる。さらにはこうした補助制度への申請す

る程度重なるという点では，一定の合理性を持つ。

ることもできずに廃業する零細加工場もある。都市

しかし例えば同一漁業地区の内湾でも，深さや潮の

漁港の復興プロセスとは，港と町のインフラ自体の

流れ，静浪度といった海況は微妙に異なることを背

再生と，漁業と関連産業の担い手復興のプロセスと

景として漁家への漁場割り当てを集落単位で行う場

なる。

合がむしろ一般的である。また既述の通り拠点漁港

一方，漁村部の復興は，次に述べる沿岸漁業の特

と漁村という異質な地域を含む地区もある。そうし

色を反映したプロセスとなると考える。

た単位地区の同質性の限界についても注意を向けて

② 自立的養殖漁村
自立的養殖漁村 … 歌津から松島湾に至る宮城

おかなくてはならない。

県内の養殖地帯と，岩手県の重茂や山田湾など一部

第三は，多様な個別情報から少数の合成指標を抽

漁村がこの類型に含まれる。ここで目立つのは，宮

出して普遍性の高い共通傾向を見出すという多変量

城県内での民間ファンドやオーナー制の支援・利用

解析のもつ限界，つまりは抽象度を高めることは現

をうけた有志漁民のとりくみや新たな協業体の組織

実の多様な姿を背景に押しやることになってしまう

で，中には漁業権の民間企業への開放を掲げる水産
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表６ 漁民有志による会社化・組織化の動き

。またこれらの
特区構想に賛成する浜もある（表６）

その一方で，零細経営を構造づけられてきたこの

地域には震災前から企業経営化していたギンザケと

地域の養殖業は，かえって養殖密度が下がって生産

ノリ養殖も含まれる。そうした企業化，あるいはい

性が向上する効果も期待できる。この機会に生産性

わゆる「6 次産業化」を指向する復興プロセスは，

のより高い経営に脱皮できるかどうかの歴史的分岐

補助金獲得のための一時的な動きなのか，あるいは

点にあるといえ，限られた漁場で効率的と品質を高

長く持続する動きになるのかが注目される。一方で

める地域営漁計画の策定をはじめとする漁協の指導

岩手県では，再々テレビ等で報道された重茂など，

力が試されることになる★15。

漁協主導の動きが鮮明である。

以上，今後の復興プロセスにおいて要点となるみ

③ 共同経営・
共同経営・定置網漁村
定置網漁村 … 大型定置網をはじめ

られることについて若干の考察を行ったが，沿岸漁

とする共同経営漁業は，小規模な自家漁業を補う漁

村にかかわる②～④類型について述べた内容は，各

村内就業機会であり，漁協や各組織の財政基盤を得

類型だけのものとは考えられない。それは、既述の

るためにも重要で，経営主体である漁協や集落をベ

ように現実の漁村は，依存度はそれぞれ異なるけれ

ースとする生産組合が補助主体となっていち早く再

ども，複数の漁業種目を組み合わせて存立している

建に向かう事例が紹介されている★13。宮城県内でも

ことが多いからである。三陸漁業地域の具体的な復

新たに共同経営体を組織して補助を得て復活に乗り

興のプロセスも，上述の視点を組み合わせて複合的

出す動きが急増している★14。このタイプの漁業は，

に理解されるべきと考える。

また換言すれば，こうした共同経営基盤を持たない
漁村の復興プロセスとの違いはいかなるものかとい

＜注＞
★1：漁業地区は 1963 年の第三次漁業センサス時の沿岸地

う点にも着目していく必要があると考える。

区漁協の範囲を基本としており，範囲は集落，島，戦後

④ 小規模･
小規模･兼業養殖
兼業養殖漁村
養殖漁村 … 担い手の高齢化が進
む小規模沿岸漁業にあっては，震災前から進行して

合併前の市町村，戦後合併市町村とまちまちである。

きた漁家の淘汰は，復興のプロセスにおいてさらに

★2：本分析では以下の「 」内の地区を 1 つに合体させ

進むことは避けられない。岩手県南に多い本類型で

た：
「玉川，戸類家，宿戸，八木」
，
「小子内，有家，中

は，とりわけその点が問題になるとみられる。

野」
，
「寄磯，前網，鮫浦，谷川，泊浜」
，
「荻浜，月浦，
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桃浦，小竹浜」
，
「沢田，渡波，佐須浜」
，
「宮戸，宮戸西

★12：尾中（2011）
，出村（2011）のレポートによる。

部」
，
「浦戸，浦戸東部」
，
「七ケ浜町内の 7 地区」
。

★13：宮城県農林水産部によれば，震災前はサケの人工孵

★3：2003 漁業センサスの経営体数は，平田 93，大船渡 59

化放流に限られていた漁業生産組合の設立が，震災以降
15 件を数え，そのうち定置網を操業するものが 8 経営体

で，2008 年はそれぞれ－16.2,％ －6.8％。
★4：1960 年代の養殖ワカメ導入後の漁場複合化のパター

を数えている。

ンについては河上（1971,1975）が紹介している。

★14：清水（2002）や山口（2011）において，それぞれ広
田町と岩手県における養殖業をめぐる同様の状況と対

★5：岩手の養殖規模が小さい理由として山口（2011）は，

応策が紹介されている。

岩手県内の漁協では養殖施設をできる限り平等に配分
するために施設台数に上限を設けてきたこと，漁場配分
を集落単位で行うために居住集落以外の漁場が利用で

＜文献＞

きず経営規模の拡大が難しかったことを指摘している。

河上 税（1971）
：水産業の地域的特色と近代化．
『日本地
誌 4』
（二宮書店）33～36

★6：三木（1996）によれば，東北・北海道の太平洋岸は

河上 税（1975）
：リアス式湾入部の水産養殖．
『日本地誌

伝統的にスルメイカの漁場で，そのうち八戸から恵山沖

3』
（二宮書店）444～445

合の道南海域が主漁場とされてきた。

酒井好博（1985）
：ウニ増産を通じてのまちづくり．地域

★7：福島県水産事務所の「青年・女性漁業者交流大会活

開発，1985 年 8 月号，37～41

動事例」ページ（http://www.pref.fukushima.jp/
suisanjimusyo/jirei.htm#16uk3）に次の事例が紹介さ

浜崎礼三（1988）
：漁協と生協との提携 -- 岩手県重茂漁協
の事例．協同組合経営研究月報, 419, 23～31

れている：いわき市漁業協同組合小浜支所小浜採鮑組合

三木克弘（1996）
：イカ釣漁業の戦後展開．北日本漁業 24，

「磯根漁業の操業安定化に向けて」
（2006）
，相馬双葉漁
協新地支所青壮年部「磯根漁業の確立を目指して」
（2004）

31～52
阿部貞明（2001）
：小さくてもキラリと光る重茂漁協．協

★8：農業経済調査（2010）で公表されている漁労所得率

同組合経営研究月報, 577,463～51

が，漁船漁業の東北平均で 26％，全国のカキ養殖で 29％
であることから，1,000 万円の 4 分の 1 から 3 割相当の

原子内新一（2001）：こえているウニを目指して．漁村，
67-11, 21～29

250 万～300 万円程度を，漁業のみで存立できる販売額

清水幸男（2002）
：広田町漁協におけるワカメ養殖協業化

の最低ラインと見積もった。

への取り組み．日本水産工学会秋季シンポジウム，14，

★9：図 22 をあわせてみると、八戸の陸上従事の雇用者の

13～16

大多数は男性であることが分かる。東北農政局の現地統
計事務所にこれらの点について問い合せたところ，本文

山内愛子（2006）
：漁協自営定置を中心とする漁業権所有

に記したような回答が得られた。しかし一方，同じく拠

形態の変化と利益配分の実態．漁業経済研究，51-1, 1～

点漁港の気仙沼と石巻の陸上従事者数は八戸の 10 分の

20

1 程度であることから，この部分の説明についてはさな

宮田 勉（2007）
：漁協自営定置網漁業の役割．漁業と漁
協，2007-1, 16～19

らる吟味が必要である。

出村雅晴（2011）：岩手県の定置網漁業とその被災・復旧

★10：農業センサス（2010）では，岩手県の第二種兼業農

動向．農林中金総研「論文･レポート」2011 年 7 月

家率は 65.5％，宮城県は 70.4％と算出される。
★11：田老，宮古，大船渡，唐桑，大島，大谷，雄勝東部，

尾中謙治（2011）
：K 漁協における産地魚市場早期復旧と

江島，網地島，田代島，浦戸諸島，閖上，新地 大谷地

漁業再開への取組み．農林中金総研「論文･レポート」

区の主成分Ⅲ「共同経営・定置網」の負荷量である。確

2011 年 10 月
山口浩史（2011）：地域営漁計画に基づく養殖漁場の効率

かに大谷は大型定置網で知られており，C’類型に属させ

的な利用について．漁業経済研究，55-1, 77～82

ても，地区の実態と大きくは乖離しないであろう。

19

