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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

政 (1)目的 水産基本法にある国民に対する水産物の安定供給の確保のためには、

策 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

手 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

段 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、

の 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

概 させ、競争力強化等を図る必要がある。

要 なお、国産わかめについては、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おり、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いる。その最大の要因は、輸入の増加による過剰

供給にあるものと考えられることから、価格を適正なレベルに回復・維

持させるためにも、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。

また、漁場環境保全の面から見ても、わかめ養殖は環境浄化作用（海

域の環境負荷（窒素・リン）を吸収）といった効果があり、養殖適地が

全国にまたがることから、全国の魚類養殖等と一緒に実施することで、

魚類養殖等から排出される環境負荷（窒素・リン）を削減することが可

能となる。よって、わかめ養殖の維持増大を図ることが養殖漁場環境保

全につながり、我が国海面養殖業全体の持続的な養殖生産の確保に資す

ることにもなる。なお、平成１１年に養殖漁場の改善等の推進を図るた

め制定された「持続的養殖生産確保法」第３条により国が定める「持続

的な養殖生産の確保を図るための基本方針 に基づき漁協が作成する 漁」 「

」 、 、場改善計画 において 魚類養殖等に加えて海藻養殖を行うことにより

漁場環境の改善を目指している漁協がある。

(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新

たな用途開発

委託先：都道府県（岩手県、宮城県）

独立行政法人水産総合研究センター

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。
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(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、生産コスト削減と作業の省力化等を実現するために、わか

めを自動的に刈り採る機器、塩蔵ボイルわかめの自動製造機器の開発を

目指す。更に、品質の維持・向上のための優良種苗の開発及び、わかめ

の市場拡大に繋がる新たな消費形態（食品以外の用途も含む）等の開発

を行い、養殖業者自身による生産構造改革・経営革新を支援する実用的

な技術の開発を本事業の目標とする。

なお、本事業の達成で得られる各種技術について、全国のわかめ養殖

業者等にフィードバックすることにより、競争力強化が図られる。

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

(目標年度) 達成ランク

つくり育てる 関係漁業生 平成１８年

漁業の推進 産量（主な 度（2,016

栽培漁業対 千トン）

象魚種、海

面 養 殖 業

等）の維持

及び増大

平成１５年度政策評価結果はまだ取りまとめ中である。
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事業効果と政策目

標等との関係（概 作業の省力化のための機器開発

念図）

我が国 品質向上のための優良種苗開発

わかめ養殖業

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

成 国民へ安全で新

つくり育てる漁業の推進 （政策目標） 鮮かつ良質な水産

果 物を合理的な価格

で安定的に供給で

きる

わかめ輸入・養殖比較（生産量）

単位：円

平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年

輸入単価 42           34           31           26           25           22           

生産単価 163         187         186         138         128         157         

※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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わかめ輸入・養殖比較（単価）

事業予算等の推移 13年度 14年度 15年度

（直近３カ年） 予算額 執行額 － 84,000千円 77,600千円（ ）

(74,686千円) (68,662千円)

地区（件）数 － ３ ３

事業の効率性を

示す指標の推移 － － －

※15年度は当初予算額

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 を実現するためのわかめ自動刈取機 塩蔵ボイルわかめ自動製造機開発

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。平成１５年度においては、引き続き機器開発及び優

良種苗の開発、並びに消費形態の開発に取り組んだ。

なお、本事業の実施にあたっては、水研機関評価会議にて外部評価を

行いながら進めるとともに、現地での検討会、実証試験において製造業

者、養殖業者とともに進めることにしており、適切かつ効率的な事業が

可能になるよう努めているところである。

平成１５年度の事業の結果、具体的に得られた成果の例としては、

①わかめ自動刈取機について、前年度開発した刈り取り機を改良すると

ともに、巻き上げ機、刈り取り機、桁送り機の３段階で構成された総合

的なわかめ刈り取りシステムを試作し機能試験を実施したが、いくつか

単位：kg

平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年

輸入量 221,288,308       225,535,154       252,486,740       245,969,443       253,909,222     295,565,000     

生産量 70,052,000        70,669,000        77,064,000        66,676,000        56,977,000       53,813,000       

※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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の課題も見つかった。例えば、わかめの成長に応じた円筒刃直径の調製

の必要性、刈り取り効率上昇による刈り取り後のわかめの船上における

整理整頓法を考慮する必要性などがある。

②ほぼ全ての工程を手作業で行っている塩蔵ボイルわかめ製造につい

て、前年度に試作した芯抜き機、ボイル機に加え、冷却機、塩蔵機を試

作し、生産工程の簡略化と省力化に重点をおき機能試験を行った。その

結果、実用化を想定した場合の課題も明らかになった。例えば、実用化

するにあたり、芯抜き機の精度、処理速度、刃の調製の容易さ等を検討

する必要がある。

③わかめ優良種苗の開発では、対馬産種苗の栽培試験の結果、地元産を

、 、 、上回る成果を示し 早期出荷用として有効であることが確認され また

メカブが縦長の形態を発現した三重産の種苗において、メカブの収穫増

大を可能とする種苗作出のための交雑素材としての有効性が示唆され

た。

④新たなわかめの消費形態の開発の一つとして、即食わかめ（水戻し不

用）開発を行った。その結果、保存条件に課題が残った。例えば、通常

より柔らかい早採りわかめを使用し、その有利性を生かすためにボイル

用水には通常使う食塩水ではなく清水を使用し、加熱殺菌せずに冷凍保

存することが有効と判断されたが、清水でボイルした場合には退色の可

能性があるので、検討する必要がある。

⑤わかめを餌料としてあわびの飼育実験を実施した結果、市販配合飼料

よりも成長性、品質等について優れていることが確認された。

以上のような２年目の成果を踏まえ、平成１６年度は、総合的なシス

テム開発・調査を推進し、最終的に現場にフィードバックできる実用的

技術を開発する。

なお、本事業の結果により見込まれるコスト削減効果を推定すると以

下の通りである。

（わかめ自動刈取機）

現行のわかめ刈り取りについては、人手のみの作業で１日４時間・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、２名の作業で約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人で賄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％にすることが可能と

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。

（経営の安定に対する有効性の推定）

・省力化機器整備による人件費削減効果 ８０％

・１経営体あたりの人件費 １８８．７千円（H13漁業経営調査報告）

・１漁協あたりの平均経営体数 約３０経営体/漁協（H14各県調査）

以上のことからより省力化機器１式を整備した場合の１年間あたり

のコスト削減額を推定すると

①１８８．７千円×約３０経営体/漁協×８０％＝４，５３０千円

・省力化機器１式に必要な額 ３，０００千円（開発コストから推定）

・１漁協当たりに必要と思われる機器数 １～５セット

・１漁協当たりの機器整備額

１～５セット×３，０００千円＝3,000千円～15,000千円

・省力化機器の耐用年数 ４年

・省力化機器整備による１年間あたりの支出は

3,000千円～15,000千円/４年＝750千円～3,750千円 ②

・ ３，７８０千円～７８０千円①－② ＝

よって年間あたり３，７８０千円～７８０千円のコスト低減が推定

され経営の安定に対する有効性が見込まれる。

(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

評 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

価 となっている。現場のわかめ生産者から「機械化が必要である 「開発」

されれば是非利用したい」など、機械化・省力化機器開発を必要とする

結 意見があった。また、都道府県の調査で、今のわかめ生産方式の改善点

として、収穫作業、芯抜きを含めた湯通し・塩蔵作業の省力化があげら

果 れており、そのため、省力化機器の早急な開発が強く望まれている。そ

のことから、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。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。
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(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

品に対する競争力の強化等を図ることが出来る。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

促し、わかめの市場拡大を図ることが出来る等、わかめの養殖の今後の

経営等にとって有効な手段といえる。

独立行政法人水産総合研究センターによる水産工学研究所機関評価会

議にて、試作機を制作して実験を行った結果、各装置の完成度は高まっ

たということで、目的に沿って順調に進行されていると評価された。

(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と効率的な経営に資する

こととなる。なお委託先に岩手県と宮城県を選定したのは、この２県は

全国第１位、２位のわかめ主要生産県であり、全国の収穫量の約７割を

占め、関係漁協数も多いことから、わかめ養殖業に関するデータが豊富

であり、データを分析・評価できる人材も豊富であることから、両県に

委託することが適切である。

(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 するためのわかめ自動刈取機、自動塩蔵ボイルわかめ自動製造機開発等

及びその理由 を実施し一定の成果を得ることが出来たが、実用化に向けた課題も明ら

かになったことから、１６年度においてはこれらの課題をクリアするた

め、効率的な事業の実施に努め、当初の目標を達成することとする。

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処して、国産わかめ養殖業の構造調

の所見 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。

しかしながら、当初想定されていた主要課題は、１５年度までにおお

むね順調に解決されており、１６年度には現場に導入するために必要な

システム開発調査を実施することとしていることから、平成１７年度以

降、引き続き本事業を実施する必要性は低下している。

(２)有効性

１５年度までに、わかめ養殖業の構造調整に資する機器開発、優良種

苗、新たな用途の開発（水戻し不要のボイルわかめ等）が行われたとこ

ろ、試作機については、独立行政法人水産総合研究センター水産工学研
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究所機関評価会議において 「各装置の完成度は高まっている」との評、

価を受けていることなどから、本事業の有効性は認められる。

また、１６年度をもって必要なシステム開発調査が終了する見込みと

なっており、引き続き本事業を継続する有効性は認められない。

今後、１６年度中に、開発された施策の安全性も含め、実用化に向け

た調査を行うとともに、１７年度以降は、本事業を継続するよりも、本

事業の成果を地方自治体、生産者等に公開することにより、技術の評価

を受けることが適当である。

(３)効率性

、 、 、当初想定されていた目標は概ね達成したことから 今後は 国と地方

、 、民間との適切な役割分担により 本事業の成果の有効性を検証した上で

導入・普及を行うことが必要である。

(４)総括意見

【廃止】

本事業の目的はおおむね順調に達成されており、今後は、実用化に向

けて、本事業の成果を広く関係者に公開することにより、技術の評価を

受けることが適当であることから、廃止を前提に検討する必要がある。


