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政策手段(事業)名 わかめ養殖業構造調整支 政策手段所管課名 水産庁栽培養殖課

援技術等緊急開発調査事

業

(1)目的 国民に対する水産物の安定供給確保のためには、つくり育てる漁業の

推進により養殖水産物等の生産量の維持及び増大を図る必要がある。こ

のため、本事業ではつくり育てる漁業の１つであるわかめ養殖業の生産

量の維持及び増大に資することを目的としており、それを実現するため

には、その基盤となるわかめ養殖業者の経営を安定させ、競争力強化等

を図る必要がある。

政 このため、本事業により、わかめ養殖に必要な基礎的技術等の開発に

策 よる生産体制の合理化及びわかめの新たな用途の開発による販路拡大等

、 。手 の取組みによる わかめ養殖業の競争力の強化等を図ることとしている

段

の (2)内容 〔施策の対象〕 わかめ養殖に必要な基礎的技術等の開発及びわかめの

概 新たな用途開発

要 委託先 都道府県、民間団体：

生産コスト削減 作業の省力化等を実現するための生産システム等 機、 （

器、漁場利用方法等）の開発、品質の維持・向上のための優良種苗の開

発等、養殖業者自身による生産構造改革・経営革新を支援する技術の開

発に取り組み、輸入品に対する競争力強化等を図る。

また、わかめの新たな消費形態（食品以外の用途も含む）開発の可能

性を模索し、わかめの市場拡大を図る。

(3)達成目標 国産わかめ養殖業の現状については、輸入の増大等により、価格の低

迷があり経営は非常に厳しい状況に置かれているとともに、依然として

、 、小規模・零細経営が多く 生産プロセスのほとんどを手作業によるなど

非効率的な生産体制となっており、その生産体制の合理化による競争力

の強化等産業の構造調整を早急に進める必要がある。

このため、生産コスト削減、作業の省力化等を実現するための機器、

品質の維持・向上のための優良種苗の開発等、養殖業者自身による生産

構造改革・経営革新を支援する技術の開発に取り組むことで、輸入品に

対する競争力強化等を図り、わかめ養殖生産量の維持及び増大に資する

ことを目標とする。
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政策目標との関連 政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及び

（平成14年度） (目標年度) 達成ランク

つくり育てる 関係漁業生 平成１８年 406％

事業の推進 産量(主な 度（2,016 1 , 9 9 5千 －

栽培漁業対 千トン） トン

象魚種、海

面 養 殖 業

等)の維持

及び増大

平成１４年度政策評価結果はまだ取りまとめ中である。

事業効果と政策目 作業の省力化のための機器開発

標等との関係（概 我が国

念図） わかめ養殖業 品質向上のための優良種苗開発

技術等の

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 新たな消費形態の開発の可能性調査

養殖わかめの競争力強化・市場拡大

わかめ養殖生産量の維持・増大

つくり育てる漁業の推進（政策目標）
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事業予算等の推移 12年度 13年度 14年度

（直近３カ年） 予算額 執行額 ー ー 84,000千円（ ）

）( 74,686千円

地区数 ー ー ー

事業の効率性を ー ー ー

示す指標の推移

事業のこれまでの 平成１４年度から、わかめ養殖業の生産コスト削減、作業の省力化等

、 、具体的成果 を実現するためのワカメ自動刈取機 塩蔵ボイルわかめ自動製造機開発

わかめ輸入・養殖比較（生産量）
単位：kg

平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年

輸入量 205,915,270       221,288,308       225,535,154       252,486,740       245,969,443     253,909,222     

生産量 78,368,000        70,052,000        70,669,000        77,064,000        66,676,000       56,977,000       

※１　資料 　輸入量…財務省『貿易統計』
　生産量…農林水産省『漁業・養殖業生産統計年報』

※２　輸入量については原藻へ換算…換算率は、乾燥２５倍、常温保存３倍　（全漁連調べ）
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わかめ輸入・養殖比較（単価）
単位：円

平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年

輸入単価 38           42           34           31           26           25           

生産単価 149         163         187         186         138         128         

※１　資料 　輸入量…財務省『貿易統計』
　生産量…農林水産省『漁業・養殖業生産統計年報』

※２　輸入単価算出の基礎となる輸入量については原藻へ換算…換算率は、乾
燥２５倍、常温保存３倍　（全漁連調べ）
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品質の維持・向上のための優良種苗の開発 わかめの新たな消費形態 食、 （

品以外の用途も含む）開発の可能性を模索し、わかめの市場拡大のため

の調査を開始したところである。

平成１４年度の調査の結果、具体的に得られた成果の例としては、

現在手作業で行われているワカメ刈取り作業工程を自動化するための①

刈取機を試作した。現場での実証試験の結果、本試作機が養殖現場での

作業に基本的に対応できることが確認できたがいくつかの改善点も見つ

かった。

現在手作業的な工程が存在する塩蔵ボイルわかめ製造について、省力②

化を図るための自動製造機器を試作した結果、本試作機が現在の製造工

程の一部を自動化できる可能性があることが示唆された。

わかめ優良種苗の開発では、地先自生種からの優良種苗の作出試験、③

日本各地の種苗の探索・試験を実施した結果、対馬産種苗が早期生出荷

用としての有効性が示唆され、優良種苗開発の基礎となる種苗の１つが

得られた。

生わかめの商品化試験により、わかめが生きた状態で保存できる状態④

について試験を行い 「光」及び「水流」の必要性が示唆され、生わか、

めの商品化に必要な知見が得られた。

わかめを餌料としてエゾアワビの飼育試験を実施した結果、成分配合⑤

の割合により成長が良好な例が見られ、わかめを餌料として利用できる

可能性が示唆された。

以上のような１年目の成果を踏まえ、平成１５年度以降は養殖現場、

各工程での実証試験、調査を推進し、最終的に現場にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸできる

実用的技術を開発する。

なお、本事業の実施により省力化機器が開発されることで見込まれる

コスト削減効果を推定すると以下のとおりである。

（ワカメ自動刈取機）

現行のワカメ刈り取りについては、人手のみの作業で１日４時間の作業

で２名で約２トンの収穫である。これを機械化することにより収穫効率

が上がり、１日４時間の作業で２名で約６～１０トンの収穫が可能とな

る。よって、機械化により、同時間、同人数で３～５倍の収穫が可能と

なる。つまり、労働力コストを１／３～１／５にすることになり、現行

の人件費コストの約６０～８０％が削減可能となる。
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（塩蔵ボイルわかめ自動製造機）

現行の塩蔵ボイルわかめ製造工程においては、１１人で作業を実施して

、 （ ） 、いるが 一部工程 芯抜き を機械化することにより作業効率が上がり

現行と同じ処理量を４人でまかなうことが可能となる。よって、機械化

により、加工工程全体の労働力（人員）を約３６％にする事が可能とな

る。つまり、現行の人件費コストの約６０％が削減可能となる。

(1)必要性 国産わかめについては、輸入の増大等により、平成１２年漁期におい

て価格が急落して以降、価格の低迷が続いている。このため、国内のわ

かめ養殖業者の経営は非常に厳しい状況に置かれており、関係者（生産

者団体、地方自治体）は、国に対し、セーフガード措置の発動と経営対

策の強化を求めている。我が国わかめ養殖業は、小規模・零細経営が多

く、生産プロセスのほとんどを手作業によるなど、非効率的な生産体制

となっており、その生産体制の合理化による競争力の強化等産業の構造

調整を早急に進める必要がある。したがって、国としても、かかる構造

調整の推進に必要な基礎的技術等の開発に取り組む必要がある。また、

国産わかめを輸入品よりも優秀なものにするため、その優良種苗を開発

するとともにわかめの消費拡大を図るため、わかめの新たな用途の開発

に着手する必要がある。

また、近年わかめ養殖の主要産地である三陸沿岸において冬場の低気

圧によるわかめ養殖業への被害が発生しており、地元より作業の省力化

評 が図られる合理的なワカメ養殖施設の開発等の要望も出ており本事業の

実施によりこの問題に対しても適切に対応していく必要がある。

価

(2)有効性 わかめ品質の維持・向上のための優良種苗の開発等に取り組み、輸入品

結 に対する競争力の強化等を図ることができる。また、わかめ成分・効能

等の基本的な研究を行うことにより、わかめの新たな消費形態開発を促

果 し、わかめの市場拡大を図ることができる。

(3)効率性 わかめ養殖業経営が改善され持続的経営が可能となれば、現状の生産規

模の維持が可能となるとともに、わかめの新たな消費形態等の開発によ

る市場拡大により、さらなる生産規模の拡大が期待できる。

(4)その他 特になし

( ､ )公正性 優先性等

政策手段の改善の 本事業では、わかめ養殖業の生産コスト削減、作業の省力化等を実現

必要性、その内容 するためのワカメ自動刈取機、自動塩蔵ボイルわかめ自動製造機開発、

及びその理由 品質の維持・向上のための優良種苗の開発、わかめの新たな消費形態開

発の可能性調査を実施しており、初年度にわかった改善点としては、例

えば、ワカメ自動刈取機については、ワカメ刈り取り装置部分とワカメ

ロープ牽引装置の速度の調整の必要性、ワカメロープ牽引装置の捕捉力
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強化に伴うロープについたフロート（浮き玉）を回避する装置の検討の

必要性、ロープにわかめ刈り残しがみられたため刈り取り装置の改善の

必要性などがあり、他の技術開発等も含めて、多く存在する改善点等を

今後修正しつつ、効率的に事業を実施していく必要性がある。

なお、本事業の最終年度（平成１８年度）の後に、最終的に得られた

結果、技術等をわかめ養殖現場にフィードバックし、我が国わかめ養殖

生産量の維持及び増大に資する。

政策評価総括組織 (１)必要性

（企画評価課長） 増加傾向にあるわかめの輸入に対し国産わかめ養殖業の経営を安定さ

の所見 せるため、構造調整を進めるための新技術、品質向上のための優良種苗

の開発等を行う本事業の必要性は認められる。

(２)有効性

本事業により、わかめ養殖業の生産コスト削減等のための機器開発が

進められているが、その開発された機器導入によってもたらされる経営

全体の安定に資する有効性が示されていないことから、今後検証する必

要がある。

(３)効率性

事業の効率性のデータが示されていないことから、今後、検証が必要

である。

(４)総括意見

本事業については、必要性は認められるものの、平成１４年度が事業

初年度であり、有効性、効率性を客観的に示すデータがないことから十

分な検証ができない。

このため、有効性、効率性を示す定量的目標を設定し、検証できる仕

組みを整備した上で、今後検証を行う必要がある。


