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（３）地域の伝統的な知識システム 

ア 日南かつお一本釣り漁業の成り立ちと飫肥林業との関わり 

① 日南かつお一本釣り漁の発祥 

この地域のかつお漁に関する最も古い記述として残されているのは、平安時代の

朝廷に納める特産品を定めた法令集「延喜式（えんぎしき）」である。これには「堅

魚」とあり、「堅魚」を納める１０カ国の一つとして日向（宮崎県）と記されてい

る。「堅魚」はかつおを意味することから、この頃にはすでにかつおを漁獲してい

たと推測される。 

当地域におけるかつお一本釣り漁は、江戸時代中期から後期にかけて始まったと

され、江戸時代中期に紀州藩（和歌山県）で発祥したかつお一本釣り漁法が、江戸

時代後期までには四国を経て九州南部の飫肥藩（日南市）に伝わったと考えられて

いる。 

飫肥藩では、かつお漁やかつお節の製造を藩の専売とし、油津、細田、大堂津、

目井津の漁民が藩庁に納め、かつお節は大阪などに出荷されていた。1822（文政 5）

年に大阪で発行された｢諸国鰹節番附表｣には、前頭として、日州・宮崎節、興行を

図 10 オビスギの品種（葉の違い） 

（宮崎県林業技術センター作成のオビスギ群の品種一覧を改編） 
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仕切る勧進元に日向（宮崎県）の文字が記されて

いる（写真 24）。 

その一方で、飫肥藩は造船材として優れた特性

を持つ飫肥杉も藩の専売としていた。 

植林の奨励や造船材に特化した育林法の研究が

行われた結果、飫肥杉造船材（弁甲材）はブラン

ド価値を持つようになり、「日向弁甲」や「杉弁甲」

と称され、江戸時代後期から西日本を中心として

木造船に使用された 26）。この弁甲材の搬出には、

飫肥藩により建設し整備された総延長 1,500m に

も及ぶ堀川運河が利用されていた。山から切り出

され、弁甲材として加工された飫肥杉は管流しの

途中で舟筏に組まれて広渡川、酒谷川を下り、堀

川運河まで運ばれて簡便に搬出された。 

当地域では、木造船の時代、特に藩政時代は多

数の造船所が存在し、かつお船をはじめとした漁

船や運搬船の造船が盛んに行われていた。日南地

方の伝統的な木造船であるチョロ船（写真 25）は、

一般的には全長 7、8 メートルの小型の和船である

が、かつお釣り船の場合、全長がチョロ船の数倍、

八挺櫓立（はっちょうろだち）位の大きさであり、

沖に出て帆走もした。当時のかつお一本釣り漁は、櫓漕ぎの和船に 15～20 人が乗

り込み、隣接する宮崎市青島から鹿児島県内之浦沖合までを漁場とし、日帰りや 2

～3泊の漁を行っていた。この操業方法は、漁船が動力化する大正初期まで続けら

れた 27）。 

このように、当地域のかつお一本釣り漁業は、造船材に特化した人工造林を行う

という特殊な飫肥林業と密接に絡み合い発祥し、発展を遂げたものである 28）。 

 

② 弁甲材｢飫肥杉｣が支えたかつお一本釣り漁 

明治維新以降、飫肥藩の専売制は撤廃

され、農業から漁業に進出する者が相次

ぎ、油津では 150隻のかつお船が操業し、

2 万円以上(現在の約 4 億円)の水揚高を

挙げるまでに発展する（写真 26）。しか

しながら、全国的にかつお船が急増した

ため漁場の獲り合いとなり、油津のかつ

写真 25 飫肥杉が使われた 
櫓漕ぎの和船(チョロ船) 

写真 26 戦前の油津港 

写真 24 諸国鰹節番附表 
【写真提供：若林良和】 
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お船は半減してしまうが、一部の漁師は船を大型化させ操業拠点を奄美大島や沖縄

県更には台湾に移し、現地にかつお節の製造工場を建設する｢根拠地漁業｣に取り組

んだ。 

大正時代になるとかつお船は、地元産の

飫肥杉を使った 15～19トンほどの小型船が

中心となり、船型はかつお船の動力化とと

もに改良され、船首付近が長く突出するホ

ースヘッドや集魚用の散水器が設置され、

現在のかつお船の原型となった。 

昭和に入ると漁船の動力はトラブルの少

ないディーゼルエンジンが一般的となり、

昭和 30年以降、自由操業に使う船の上限が

40トン未満に引き上げられ、多くの船が 39

トン型へ移行する（写真 27）。さらに昭和 40

年代中ごろからは 59 トン型となり鋼鉄船や

FRP（繊維強化プラスチック）船への移行が

始まり（写真 28）、現在では、高速船の 119

トン型 FRP船が主力となっている。 

かつお船の性能向上と県水産試験場の調

査船｢みやざき丸｣の研究結果等により、昭和 40 年代には三陸漁場が開拓され、現

在の南西海域から三陸沖までかつおの群れを追って北上し、千葉県の勝浦や宮城県

の気仙沼など、全国複数の港で水揚げを行う現在の操業パターンが確立された 29）。 

    

イ 人から人へと継承される日南かつお一本釣り漁 

日南かつお一本釣り漁は、船の右側を風上に向けた状態に保ち、舵を操る「船頭」

と餌を投げ込む「餌投げ」以外の乗組員全員が左側に立って、疑似餌をつけた竿で

一匹ずつ釣り上げる。また、釣り能力の高い順に序列が存在し、船首付近からの席

順（ポジション）には名称がある。漁獲は伝統的なルールに従ったチームプレーで

行われる。 

この伝統漁法は他地域でも見られ、船の片方の側で釣り込みを行うことについて

言えば、高知や当地域は、船の左側で、静岡では船の右側で行われている。また、

地域によって呼称は異なるが、ポジションに名称があることや漁具など、複数の地

域で類似している。 

しかし、かつお一本釣りの漁業種別は、当地域が近海、高知が沿岸、他は遠洋が

主流となっているため、釣り込み人数においては、地域間で差が生じている。 

近海の場合は 19～150トン船で 8～20人で釣り込みを行い、沿岸は 5～15トンで

写真 27 かつお船（木造） 

写真 28 かつお船（FRP船） 
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5～8人、遠洋は 400～600トンの冷凍船で、22～28人で行うのが一般的である。 

高知県に残る「カツオ一本釣り絵馬」（1865 年）にも描かれるとおり、日本の伝

統的なかつお一本釣り漁の特徴として、15 人前後の人数で行われていたことが挙

げられるが、近海かつお一本釣り漁は、釣り込み人数において伝統的に行われてき

た形式を継承したものといえる。そして、2018漁業センサスでは、全国の近海かつ

お一本釣り漁船のうち 57％が当地域の船であり、高知県が 11％、残りが他県とな

っている。 

当地域のかつお一本釣り漁は、時代と漁場の変化に対応し、漁船や機器の性能は

進化しても、日本のかつお一本釣り漁が持つ伝統形式を高度に継承しており、釣り

の技術や道具の作製は、熟練の漁師が若手漁師に教え込み、技術の熟練過程は船上

で人から人へと伝えられてきた。 

また、魚群全てを獲り尽くさないことから水産資源への負荷が小さく、その発祥

から発展、現在に至るまで、飫肥林業という特殊な林業と深く結びつき、豊かな山

林資源と森林の多面的機能を活用し続けるこの持続的な漁法システムは希少で貴

重であり、未来に継承すべきものといえる。 

以下、特徴的な伝承方法や代表的な技術等を紹介する。 

 

① 一子相伝の技術継承「船主船頭制」 

当地域のかつお一本釣り漁船では、まず、後継者（船頭の息子）を船内での順

位が最下位である甲板員として乗船させる。 

そして、10年程度経験を積んでから、船長に昇格させ、船頭である親は、操船

技術や長い歴史に裏付けられたかつおの群れを探す技術、漁場の位置、漁の方法

および水揚げ（販売）する港の選定など、漁労全般を教え込む。 

その数年後、船長から船頭に昇格し、事業継承を終える。 

親は事業継承後、船主（経営者）となり船頭（息子）の相談役となりながら、

餌の確保や市場との調整などサポートを行う。 

当地域ではこのように船頭という現場監督を務めた親が会社社長となって漁

船経営にあたる「船主船頭制」が綿々と続けられており、現場と経営が親族で繋

がれ、事業と技能の継承がスムーズに行われていることが、当地域に多くの近海

かつお一本釣り漁船が残っている要因の一つとなっている。 

近海の規模のかつお一本釣り漁船を維持するためには、船上での漁労技術の継

承だけでなく、多岐にわたる業務が求められる。船主船頭制は一子相伝の継承で

あり、経営ノウハウを含めた多大な業務を長年かけて引き継ぎ、親族が協力して

船を維持している。 

他地域では、漁船経営の企業化（大規模化）や小規模化が進み、この制度は見

られなくなってきているが、当地域では、かつお一本釣り漁船 23隻のうち 17隻
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（74％）が船主船頭制により親から子へと事業継承されており、出漁前の風習も

含め、かつお一本釣り漁業の伝統的な技術や精神が受け継がれている。 

 

② 席順（ざどこ） 

かつおは非常に警戒心の強い魚で、釣り損ねて傷ついた個体が群れの中にいる

と、おびえて捕食をやめてしまう。そのため、釣り込みの位置（ざどこ）は昔か

ら釣りの力量によって決められており、腕の立つ漁師が船先で釣り込みを行う。 

釣り込み位置の名称は地域によって異な

るが、当地域では、この席順は、船首右前か

ら左回りに「風之（カザエ）」「中（ナカ）」

「大頭（オガシラ）」「２番脇」「３番脇」と

呼ばれ、大頭は将来有望な若者が座るエー

ス級のポジションである（図 11）。たまに入

れ食いとなる船尾には比較的高齢なベテラ

ンが陣取る 30)。 

伝統的に 15 人前後の大人数で挑む漁形

式の場合、厳格な序列の存在は釣果を左右するものであるため不可欠であり、こ

れにより、多くの先輩やライバルが存在し、脈々と培われてきた釣り技術は薄れ

ることなく継承されてきた。 

当地域の船では、この伝統的な席順が現在も残存しており、船上での呼称も続

けられているほか、座決めの儀礼の風習も残る。当地域のほとんどの船は初出航

の約 1週間前に三社参りを行い、その後の酒宴時に、船頭がその年の席順を決め

ている。 

 

③ かつお一本釣り船員の役割 

現在のかつお一本釣り漁船では、船頭（漁労長）、船長、機関長、無線局長、料

理長、甲板員、機関員の役割に基づき操業が行われている。櫓漕ぎの和船の頃の

かつお船も 15～20 人の船員それぞれが役割を持ち、自身の仕事を確実に遂行す

ることが求められたが、船が動力化された現在においても、それは変わっていな

い。 

   ■乗組員の役割 

（一本釣りの漁獲作業は、船頭以外ほぼ全員で行う） 

 

船  頭：漁労長とも呼ばれる。漁場や漁の方法、販売先の選定も行うなど漁に関する

全ての責任者。漁場での潮の流れ、色など考慮し、このまま漁を続けるか止

めて次の群れを探すか、市場の動向を考慮し水揚げの見極めの判断など漁

風之 
（カザエ） 

２番脇 

大頭 
（オガシラ） 

中（ナカ） 

３番脇 

図 11 日南かつお一本釣り船の 
席順（ざどこ） 

船 首  
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④ 魚群探索技術と漁業者間における漁場等の情報共有 

漁労電子機器が開発される昭和初期まで、かつお漁師は江戸時代とほとんど変

わらない操業を行ってきた。360 度視界を遮るもののない大海原で、自分の目を

頼りにかつおの群れを捜索する。目安となる海鳥やジンベエザメ、クジラ、流木

などのほか、かつおが表層近くを泳ぐことで変化する海面の状態を注視していた。 

昭和中期以降、海鳥を探すレーダーや魚群探知機などが開発され、かつおの群

れを探す機能は格段に向上したが、世界最大の海流と言われる黒潮を漁場とする

近海かつお一本釣り漁業では、大海原へ闇雲に船を走らせても、かつおの群れに

遭遇する確率は低い。そのため、当地域のかつお一本釣り船は一日に 4回、定時

に互いの位置情報や漁獲状況について無線を通じて情報交換を行っており、船団

を組んで操業している。この無線を使った情報交換はかつお一本釣り漁船の全国

共通ネットワークに加え、無線化される前から存在する当地域の船団の地縁に基

づいたローカルネットワークも駆使される。とはいえ、現在でも、最も頼りにな

るのは人の目であり、江戸時代から受け継がれてきた技術である。 

これらの情報をもとに大きな群れを形

成する｢なぶら｣と呼ばれるかつおの群れ

を探索するが、予定した漁場に近づくと

船に設置された見張り台から船員 7～8人

が双眼鏡を使用し「鳥山」と呼ばれる海鳥

の群れなどを探索する（写真 29）。 

鳥山は、かつおに追い立てられ水面近

くに集まったイワシなどの群れを、カツ

労業務全般を指揮している。 

船  長：船舶航行の責任者。航海全般の安全確保を第一に操船を行いながら船頭（漁

労長）のサポートも行う。 

機 関 長：エンジンや船の運航、操業に必要な各種機器の保守・整備の責任者。エンジ

ンや発電機、魚倉の冷却装置などの機器類を機関員とともに管理している。 

無線局長：陸上との連絡や他の船の位置や釣果などを記録し、船頭へ伝達する。 

料 理 長：船員の食事調理の責任者。食材の手配等、食事の調理を通して船員の体調管

理を担当している。 

甲 板 員：一本釣りでの釣り込みや漁獲した魚の保存、水揚げ作業、自動操舵中の見張

りなどを行う。 

機 関 員：機関長とともにエンジン等の機器の保守を行う。 

 

写真 29 鳥山 
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オドリなどが狙って集まってきている状態を指す。かつおの食いつきを左右する

鳥山の状態の見極めなどの探索技術は現代も重要なものであり、人から人へと継

承されている。 

 

■かつおの群れ「なぶら」の種類 

素群 

（スナムラ） 
カツオだけの群れ。 

鳥付 

（トリツキ） 

カツオの群れが襲っているイワシ等を横取りしようと海鳥がその上

を舞っている群れ。漁船がカツオ群の存在を知る手がかりとなる。海

鳥の種類はカツオドリ・グンカンドリが多い。 

鮫付・鯨付 

（サメツキ・ 

クジラツキ） 

鮫付：ジンベエザメと一緒に泳いでいる群れ。 

鯨付：クジラと行動をともにしている群れ。 

木付 

（キツキ） 
流木などの漂流物の下にいる群れ。 

瀬付 

（セツキ） 

海潮流がよく通り水温が高く、沿岸の水の影響が少なくて、天然の餌

が豊富な離島や礁の周りに一年中生息している。この群れは大型魚

または成熟魚でしめられているが、個体は割合に痩せている。日本近

海では南西諸島・伊豆南・小笠原諸島付近。 

 

 

⑤ 竿 

    かつお一本釣り漁師は、自分の道具は自分で作り

管理している。竿は、素材が竹からグラスファイバ

ーに代わった以外、原型は昔と同じである（写真

30）。 

現在は船員一人につき約 20 本の竿を所有し、魚

の大きさや漁の状況に応じ使い分けている。12～

20kg もある大型のかつおやビンナガマグロの群れ

に当たると、2～3人の竿の釣り糸を、先の方で一本

により合わせ針を付け、協力して釣り上げる「二丁

跳ね」「三丁跳ね」で対応することもある。これは、

漁師同士の息が合わないと魚が釣り上がらないた

め、より熟練した技術が求められる。 写真 30 竿 
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⑥ 釣り針（疑似餌：シャモ） 

もともと、シャモ（にわとりの一種）の毛を釣り針に巻いたことから、この呼

び名がついたとされる。海中で小魚が泳いでいるような形に見せるため、釣り針

の頭部分には、錫で鋳造した金具が取り付けてあり、さらに、白やピンクの鳥の

羽、魚の皮などが巻きつけられている。かつお船の漁師はそれぞれにこだわりが

あり、漁場へ移動中などに自作している。 

普通、釣り針はひらがなの「し」の形で、かかった魚が外れないように「かえ

し」が付いているが、かつお一本釣りに使う釣り針は、カタカナの「レ」の形で

「かえし」が付いていない。返しが無く、角度が大きく開いている針であるため、

竿を引き上げた時にかつおが跳ね上がり、釣り手の頭上あたりで釣り針がはずれ

るようになっているのが特徴である（写真 31）。 

また、当地域のかつお一本釣漁師は、石を削って自作した釣り針の頭部分の鋳

型を持っており、現在も漁場への移動中などに鋳造し、手作りしている。このよ

うな個人での針の製造は、他地域では見られなくなってきているが、当地域では、

この地域にかつお一本釣漁が定着したころからの伝統が今でも受け継がれてい

る（写真 32）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 餌まき 

かつお一本釣り漁業では、餌を投げ込む

専門職「餌投げ」がいる（写真 33）。かつお

の群れに向かって好物の生きたイワシを投

入し、船から海水を噴射して海面に多くの

泡を作り出すことで、海面に追い詰められ

逃げ惑うイワシを演出し、かつおの食い気

を誘い、興奮状態に陥らせる。 

餌を撒くタイミングで、かつおの興奮状

写真 32 鋳型での針の鋳造風景 

写真 33 餌投げ（餌まき） 

写真 31 シャモ（疑似餌） 
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態をいかに持続させるかが大漁の鍵となり、非常に重要な役割となっている。 

 

⑧ 水揚げ 

    水揚げは、魚艙に鮮度保持されたかつおを傷つけ無いよう一本一本持ち上げな

がら丁寧に行う。この水揚げ方式もかつお一本釣り漁が定着してからずっと続い

ている伝統的な方式である。 

また水揚げ後、日南かつお一本釣り船には、「出し分け」という制度があり、船

員１人に１尾ずつ、かつおを渡すしきたりがある。 

この「出し分け」も日南のかつお一本釣り船団に昔から伝わる独自の伝統であ

る。 

 

ウ 海の生物相を維持する一本釣り漁業 

かつお一本釣り漁業（図 12）は、群れを一

網打尽にするまき網漁（図 13）と異なり、群

れの 2割程度とも言われる海面表層を泳ぐか

つおのみを対象としていることから、海洋資

源の保護に有効な漁法である。 

漁船や機器の性能は時代とともに進化し

てきたが、漁法は江戸時代から変わらず引き

継がれ、あえて取り残すことで、かつお資源

の継続を図ってきた。 

また、近年では、日本近海に北上してくる

かつお資源の減少を受け、平成 20 年度より

自主的に休漁期間を設けるとともに、漁獲量

に上限を設定することで、かつお資源の維持

に取り組んでいる。 

一本釣り漁法自体が資源にやさしいエコ

な漁法であるにもかかわらず、自主休漁を設

けていることは、古い歴史を持った、当地域のかつお一本釣り漁師の水産資源に

対する意識の高さと、それを将来につなげていく思いが表れたものである。 

また、2017年 12 月 3日から 7日まで、マニラで開催された中西部太平洋にお

ける高度回遊性魚類（マグロ、カツオ、カジキ類）資源の長期的な保存及び持続

可能な利用を目的とした、WCPFC（中西部太平洋まぐろ類委員会）の第 14 回年次

会合に当地域内の 2漁協（南郷漁協、日南市漁協）の漁業者が出席した。 

この会合では、主に太平洋クロマグロの保存管理措置について、次期回復目標、

漁獲制御ルールなどについて協議が行われたが、かつおの資源保全のために日南

図 13 まき網漁法 
【ｲﾗｽﾄ引用：WWFジャパンウェブサイト】 

図 12 一本釣り漁法 
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のかつお一本釣り漁の漁業者が参加したことは、会合参加国にそれなりのインパ

クトを持ってとらえられたようである（写

真 34）。 

今後も、かつお資源に優しく、和食を支え

る生鮮食用かつおの生産技術である日南か

つお一本釣り漁業の価値を世界に発信し、

資源に対する考え方や生鮮食用に向けた漁

のあり方について理解を求めていく必要が

ある。 

 

エ 飫肥林業を発達させた技術と飫肥杉資源の循環利用 

日南かつお一本釣り漁業システムは山林資源を背景に循環するシステムであり、

当地域で 400年の歴史がある飫肥林業と密接に関連している。かつおは黒潮の流れ

に乗って回遊する性質を持つため、国内のかつお一本釣りは黒潮に面した地域で行

われてきたが、伝統の林業構造には差があり、当地域は特色がある。 

九州南部に位置し、暖流黒潮が流れる温暖多雨な気候に恵まれている日南地方で

は、杉の成長が他地域よりも優れており、最も早く成長する。 

また、古くから山林資源が豊富であり、外浦港や油津港が遣明貿易等により活用

されていたため、15世紀頃には既に高い造船技術が存在したと考えられているが、

和船の棚板（船体外周を構成する部材）には、ほとんどの場合に杉材が使用された。

その理由は、木目が荒いため浮力があり、油分が多いため水を弾く性質からであり、

中でも特に、年輪の幅が広い、つまり、成長の早い杉が求められた。 

飫肥林業ではその需要に着目し、造船に適した幅広板が取れる太い杉を生産する

ため、この地に合う成長の良い杉品種を選抜し、疎植することで幹の肥大成長を促

す育林が行われるようになった。成長が早い、油分が多くて腐りにくい、曲げやす

い、水切れが良い、比重が小さいという特性を備えた飫肥杉は、昭和 30 年頃まで

造船用材に特化した生産が行われた。 

日本の人工林林業は、江戸時代に当時の二大消費地である上方と江戸へ舟運、海

運の便がよく、杉の好む温暖湿潤な気候に恵まれた太平洋側を中心に、いくつかの

産地が成立した。西川林業（埼玉県）、天竜林業（静岡県）、尾鷲林業（三重県）、吉

野林業（奈良県）、木頭林業（徳島県）などであり、飫肥林業もその一つであった。 

国内の林業では、建築用材としての生産を目的に年輪を詰めて生育させるのが一

般的であるが、飫肥林業では、杉の成長がよいという利点を最大限に生かすべく、

肥大成長を重視して生産するという独自の育林技術を確立した。吉野林業の杉樽丸

（酒樽用材）や木頭林業の杉割柱（柾目の出る柱）など、特定の用材で名を馳せた

林業地の事例はいくつかあるが、造船用材でブランド化をした林業産地は後にも先

写真 34  WCPFC会合の様子 
【写真提供：宮崎県漁業協同組合連合会】 
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にも飫肥林業だけである。 

造船材としての需要が少なくなった現在で

は、建築用材等としての生産を行っているが、

当地域の造船所では、かつお一本釣り漁船や

その他の漁船の型枠や骨組みなどに飫肥杉が

使用され、部分的にではあるが造船材として

の用途が継承されている（写真 35）。 

飫肥杉の用材としての生産過程は、育苗か

ら伐採まで 50年程度かかるが、その間、以下

のような管理が必要とされる。 

 

① 育林技術 

ａ 育苗 

   大正初期までは、親木から採った穂木を直接造林地

に挿し付け（直挿し）していたが、以後は苗畑に挿し

付けたものを 1～2 年育苗した床挿苗を造林地に植付

けている 31）（写真 36）。 

 

  ｂ 植付け 

   藩政時代から明治期にかけての植林は、直挿しであったことから１ha 当たり

3,000～5,000本を挿し付けたが、枯れるものが多く、活着した本数は 1,000～1,500

本に減少した。 

大正中期から直挿しに代わって活着の良い床挿し

苗の植付けが一般化すると、弁甲材生産に求められ

る肥大成長を促すため、植付け本数は 800～1,300 本

に激減し、昭和初期から 20 年代頃までも 1,500～

2,000本と疎植であった。 

その後、一般建築材としての需要が増加し、弁甲

材生産が減少すると１ha当たり 2,500～3,000本と

なり現在に至っている 32）（写真 37，表１）。 

 

   表１ 飫肥林業における植栽本数の推移（民間） 

年  代 植 付 方 法 ｈａ当たり本数 

藩政末期～明治中期 山地直挿 3,000～5,000 

明治中期～大正初期 〃 2,000～3,000 

写真 36 育苗（苗畑） 

写真 37 植付け 

写真 35 現在も船の型枠として使用
される飫肥杉 

【出典：宮崎県林業史】 
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大正中期～大正末期 床挿苗植栽 800～1,300 

昭和初期～昭和 20 年代 〃 1,500～2,000 

昭和 30年代以降 〃 2,500～3,000 

  

 ｃ 保育 

   飫肥地域は、温暖多雨で杉の生育には極めて良好であるが、その反面雑草木の繁

茂も著しいため、植栽後 1～3 年は年 2～3 回、10 年

生頃までは年 1回の下刈りを実施し、つる切りを徹底

して行っていた。その後、11年生頃に造林地に発生し

た灌木を除去するため、除伐を実施している。 

   現在の 2,500 本/ha の植付けでは、6 年生頃で下刈

りを終えている 33）（写真 38）。 

   また、枝打ちは行っておらず、20年生頃から必要に

応じて、杉の種間競争を緩和するため、間伐を実施している。 

 

 ｄ 収穫 

   弁甲材生産では大径材が求められたことから、標準

的な伐期は 50～70 年と長かった。一方、建築材等の

生産を行う現在では、40～50年での伐採となっている

（写真 39）。 

収穫までの時系列は図 14に示すとおりである。 

 

 

写真 38 保育（下刈り） 

写真 39 収穫（伐採） 

図 14 杉の育林体系図（35年伐期・70 年伐期） 
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② 造船材（弁甲材）の造材で使用された道具 

杉の荒皮を剥いで木材の両面を平らに削り、側面はそのまま残す特殊な形をし

た弁甲材が作られるようになったのは、造船材として不要な部分を最初から削り

取ることによって、搬出において積荷の安定を図るためであった。 

また、木材の内面を表に出すことで材質の鑑定と品質の保証が容易にできるた

め、取引をも有利にすることができた。飫肥杉の丸太から弁甲材に加工するため、

はつりよき等の道具が用いられた（図 15）。 

 

 

 

図 15 弁甲材造材に使われた道具類 

【万力】 
まんりきと言い、木材を回転さ
せる道具 

【５尺定規と回しづな】弁甲材を測る時に使用する 

【木挽ノコ】 
この 2 種のノコは、昭和初期まで使用された 

【よき】 
オノとも言い、枝払いなどに使用 

【つる】 
テコの応用で木材を少し
ずつ移動させるのに使用 

【皮はぎき】 
表面の皮をはぎ取る 

【とび】 
切り倒した木材を転がすと
きに使用 

【はつりよき】 
このはつりよき及び皮剥ぎで、
弁甲材造材を行っていた 
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③ 資源循環型林業への取組 

飫肥林業では、安定的な生産を行うため、飫肥藩の時代から独特の植林システ

ムが引き継がれてきた。 

飫肥藩では、財政的理由から杉の植林を大々的に行い、藩の指導のもと、領主

と領民が利益を分ける「杉山分収法」という独特の制度を活用して、武士も農民

も一緒になって藩有地に杉を植えていた。この部分林制度は、森林の健全な整備、

循環を維持するうえで優れた仕組みであったため、明治になると国に引き継がれ、

官と民の分収制度となった。 

近年、宮崎県では大型製材工場や木質バイオマス発電施設の稼働により、伐採

量が増加している中、「伐って、使って、植える」という資源循環型林業を展開す

るため、平成 29年に「山村地域の持続的発展推進南那珂地区協議会」を設置し、

森林組合や民間林業事業体、製材業、日南市、串間市、県、国等の関係者が連携

して、飫肥杉の再造林対策や林業担い手対策などに取り組んでいる。 

    特に、再造林対策では、施業の効率化が図られる伐採と造林の一貫作業システ

ムの導入や、夏場の過酷な作業である下刈りの省力化に努めており、伐採後 7～

8割は再造林が適切に行われている。 

    日南かつお一本釣り漁業システムは、このように育まれる豊かな山林資源と森

林の多面的機能を活用し、循環を続けている。 

 

 

（４）文化、価値観及び社会的組織 

 ア かつお漁にまつわる神社と祭礼 

宮崎県は日本最古の歴史書である古事記・日本書紀にも地名が多く登場する、日

本発祥にまつわる神話の舞台となっている。海幸彦、山幸彦に関する伝承はまさに、

当地域のかつお一本釣り漁業と飫肥林業の関係を想起させる物語となっている。 

当地域には、かつお船の漁師たちが信仰する神社が数多くある。代表的なものは、

その多くが海幸彦山幸彦を祀る神社であり、大漁と航海の安全を祈り神事が行われ

る。林業者も漁業者も山と海の恵みに感謝し、共に生きる人々の心は今も昔も変わ

らない。 

 

① 鵜戸神宮 

創祀の年代は不詳となっているが、古来より海洋信仰の聖地で、社殿によれば、

本殿の鎮座する岩窟は豊玉姫が主祭神を生むための産屋を建てた場所で、その園

医より崇神天皇の御代に「六所権現」と称して創祀され、推古天皇の時代に岩窟

内に社殿を創建し鵜戸神宮と称したと伝えられる。 
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御祭神は日子波瀲武鸕鷀草葺不合尊（ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこ

と）、大日孁貴（おおひるめのむち）（天照大御神）、天忍穂耳尊（あめのおしほみ

みのみこと）、彦火瓊々杵尊（ひこほのににぎのみこと）、彦火々出見尊（ひこほ

ほでみのみこと）、神日本磐余彦尊（かむ

やまといわれひこのみこと）（神武天皇）

である。 

平成 29 年度に一帯が「鵜戸」の名で

国の名勝に指定された「鵜戸神宮」（写真

40）は、全国から崇敬を受ける天下絶勝

の神域であり、昭和中期まで、船祝や新

船の初出港時に神参りとして船で本殿

沖合まで出港し航海安全、豊漁祈願が行

われていた。 

 

② 潮嶽（うしおだけ）神社  

飫肥林業の中心地であった北郷地域

の山間部には、「海幸彦(日闌降命：ほす

せりのみこと)」｢山幸彦(彦火々出見命：

ひこほほでみのみこと)｣｢火明命(ほあ

かりのみこと)｣を御祭神とする潮嶽神

社がある。神武朝の創立とされており、

現本殿は天保 2 年(1831 年)造営。山幸

彦を主神として祀る神社は、全国に多数

あるが、海幸彦・火明命の 3兄弟を主祭

神に祀るのは潮嶽神社だけと言われている（写真 41）。海上安全･五穀豊穣の神と

して信仰を集めており、2 月 11 日の春大祭では、海幸彦山幸彦の神話を舞う｢魚

釣り舞｣が演じられる。また、神武東征の折、別れを惜しみ里の乙女が舞ったこと

に由来する御神子舞も舞われる。 

 

③ 霧島神社と恵比寿まつり 

元和元年(1615 年)創立で、御祭神は「伊弉諾尊(いざなきのみこと)」｢伊弉冉

尊(いざなみのみこと)｣、｢彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと：山幸彦)｣。漁

業･諸業繁栄･病気平癒の神として信仰を集めている。 

新年を迎えた 1 月 10 日、当地域かつお船最大の母港である目井津港のすぐ側

にある霧島神社では、豊漁、航海の安全を祈念し、漁師たちによる十日えびす神

楽が執り行われることが恒例となっている。 

写真 40 鵜戸神宮 
国の指定名勝ともなっている 

写真 41 山間部にある潮嶽神社 
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午前 9時から始まって、神武の舞（航海安全）、

霧島の舞（五穀豊穣、豊漁）、鵜戸の舞（豊漁）、

杵舞（子孫繁栄）、手力の舞等、十番が奉納され、

漁師たちは輪になって、お神酒を酌み交わす。 

えびす神楽の準備は、毎年輪番制で漁師たち

15軒ほどが大宿（うやど）となる。2、3日前か

ら男たちは竹を切ってお神酒を入れる酒桶を

造り、女たちはご馳走造りに奔走する。 

この漁師たちによるえびす神楽は、霧島神社

が建立された江戸時代初期から 400年続いてお

り、漁師たちは現在においても、えびす神楽を

終えるまでは出漁しない（写真 42）。 

 

④ 船霊（ふなだま）さま 

常に危険と隣り合わせの漁に従事するかつお一本釣り漁師は、昔から信仰を心

のより所にしてきた。その代表的なものが「船霊さま」である。 

かつお船には、ブリッジの祭壇中央

に社が構えてあり、「船霊さま」を祭っ

ている。船霊さまは、新しく船を造った

ときに船大工の棟梁が設置する。以前

は、船霊を入れる際、真夜中に棟梁が船

主を呼び出し、誰にも見つからないよ

うにして入魂したと言われている。 

漁師は航海ごとに祭壇にサカキやお

神酒、魚、水、塩、米などのお供え物を

新しいものにかえ、大漁と航海安全を

祈願している（写真 43）。 

船霊さまは女神と言われており、かつお船に女性が乗ると嫉妬して不漁になる

という言い伝えがあり、今でも女性が船に乗ることを嫌う船主もいる。しかしな

がら、あまりに不漁が続いたりすると、わざと女性の話をしたりして船霊さまの

興味を引き、嫉妬させて漁模様を好転させようとすることもあったそうだ。 

 

イ 受け継がれる港町の文化・風習 

① 船主と船員の家族的な絆 

当地域の港町は、津波や台風等の風水害を避けるため、居住地が砂浜後方の小

高い丘などに密集している。家並みを縦横に伸びる狭い路地が造られ現在の形と

写真 43 かつお船ブリッジ内での 

「船霊さま」祈願 
【写真提供：(有)福徳水産】 

写真 42 恵比寿まつりで舞う
「漁祈念十日えびす神楽」 
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なり、そこで特有の価値観や文化が形成され現在に受け継がれている。かつお一

本釣り船員は親類や集落民で構成されおり、船員家族は船主宅の近所に住み、家

族的なつながりで船主を中心に助け合い港町を守ってきた。 

毎年出航前の 1月中に、船主、船員全員が信仰している神社に参拝して航海安

全、豊漁を祈願する「船祝」では、その日の夜は船主宅で乗組員の家族も集まり

酒宴を開き、今後 1年間の大漁を願い、乗組員、家族間の絆を深めている。 

また、漁業は常に危険と隣り合わせの仕事であり、漁の成果も運に左右される

ことを漁師たちは不可避的に認識しており、今なお港町の生活の中に儀礼や信仰

となって息づいている。 

 

② 歌い継がれる子守歌 

目井津漁港がある南郷地域では、「目井津子守船歌」が歌い継がれている。こ

れは 1970（昭和 45）年に南郷小学校に勤務していた教員が作詞・作曲したもの

であるが、その背景には、かつお漁船が最短 3か月、最長 1年の間、母港の目

井津漁港に帰港しないことがある。歌詞

は目井津漁港の出港時にかつお漁船を見

送る母子の心情を表現し、その情景を残

すべきだという思いでつくられた。当時

の南郷町はレコード化して普及に努め、

現在もこれが継承されている。同校の学

習発表会などの行事では、児童らの合唱

やこれを用いた踊りが披露されるなど、

地域のかつおを幼少期から身近に感じな

がら、その歴史や文化として継承されて

いる（写真 44）。 

 

ウ かつお漁師の教訓、知恵の伝承 

 漁師たちは、安全な航海や漁をする上で教訓となる言葉を使って後継者や後輩に

伝えてきた。また、留守を預かる家族や地域住民に対しても、海や漁での経験によ

り培った気象に関する知恵や心構えなどを伝承してきており、このことは防災への

意識向上や減災につながっている。 

   かつお漁師には航海安全と大漁満足の願いがあり、当地域においてもそれらに関

する教訓が伝承されている。その伝承は地域の情景や実在するものを用いている。 

 

① 航海安全に関する伝承 

安全な航海のためには、風雨や潮の干満、天候など様々な自然的な要因を十分

写真 44 「目井津子守船歌」に合わせ 
踊る子供たち（南郷小学校） 
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に留意すべきことを教訓として知らせている。 

【例】「輿の御前の御神輿様と北の風は、十時にならんと 降りてこぬ」 

：これは、アオキタ（秋に吹く強い北風）が朝方に凪いでいても、10時頃

になると吹くことから注意すべきだという伝承である。 

※輿の御前･･･目井津地区の輿の御前神社を指す 

 

② 自然条件に関する伝承 

大漁に導くには、自然条件や人間関係、普段の準備や入念な注視を心掛けるべ

きだという伝承が多く存在する。 

【例】「今日の一匹 明日の千貫」 

：夕方にかつおが１匹釣れたなら、今日は漁がなくても明日は大漁になる

から、その準備を怠らないようにという戒めが含まれている。 

 

エ かつおが育んだ食文化 

かつおは日持ちが悪く、臭いの素となる血合肉も多いことから、他の国内外では

かつお節やツナ缶等に加工されることが多いが、当地域のかつお一本釣り漁業にお

いては、かつおを生鮮食材として鮮度にこだわってきたことから生まれた食文化が

ある。 

 

① かつおに合う甘い醤油 

日南市の人口は約 5万人であるが、市内には 5社の醤油メーカーがある。中で

も、当地域かつお船団の母港である大堂津港を有する大堂津地区は、古くから醤

油や焼酎の醸造が盛んで、現在でも 3 社がこの地域独自の醤油等を造っている。 

同地区の 100を超える井戸からは、清涼な真水がわき出している。この豊かな

湧き水は、飫肥杉の山に降った雨が地下に浸透したものに他ならず、豊かな山の

恵みである。また、かつてこの地域には塩田が広がっており、製塩も盛んに行わ

れていたが、この真水と塩、林業の小場作（伐採跡地の飫肥杉造林地を簡単に開

墾して農作物を栽培すること）で収穫

された大豆を使い用い、飫肥杉の樽を

使って始まったのがこの地区の醤油醸

造である 34）。 

中でも「株式会社宮田本店」は 1804

年(文化元年)創業と、まさに日南かつ

お一本釣り漁業の歴史とともに発展し

てきた醤油メーカーである（写真 45）。 

日南市では、家庭料理において甘い 写真 45 文化元年創業 宮田本店の醸造蔵 
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醤油を好んで食しており、この甘い醤油は、混合醸造した醤油に甘味料を加えて

製造される。かけるだけで美味しい甘い醤油は、かつお船の漁師が海の上でもそ

のままかつおを食べることができ、かつおとの相性も良く、かつおの日持ちの悪

さや臭いといったマイナス面を見事に打ち消してくれることから、漁師たちに重

宝され、そこから家庭料理へとつながって発展してきたと言われている。 

 

② かつおを使った漁師料理 

昔から伝わる漁師料理の「かつおめし」（写

真 46）は、かつお一本釣りの漁師が船上で自

分たちが釣ったかつおを刺身にして食べた

後、残りをご飯の上に乗せ、熱いお茶を注い

でかき込んだのがはじまりと言われている。 

日南市では、家庭料理でもかつおを刺身よ

り厚目に切り、甘い醤油を使用した「漬けだ

れ」に漬けた「かつおの漬け」（写真 47）を

熱々のご飯にのせて食べることが多い。 

「焼っ切り」はかつおを皮付きのまま強火

で皮の部分だけをさっと炙り、醤油でそのま

ま食べる。軽く炙ることで皮も気にならず、

余熱と香ばしさもあり、生に近いとはいえ、

完全な生食である刺身とは異なるおいしさ

があり、日南市の港町の伝統料理として親し

まれている。 

日南市では、刺身や焼っきりを食べる際、甘い醤油の中で泳がすように、たっ

ぷりと醤油を付けてから食べるのが普通である。醤油蔵が 5社も存続できている

ことは、甘い醤油を多量に消費する食文化が根付いていることを裏付けている。 

 

オ かつお一本釣り漁業を支える社会的組織 

   日南かつお一本釣り漁業システムが維持されるためには、漁業調整や資源管理、

漁場保全、飫肥杉人工林等の森林整備及び漁業後継者の育成等、副次的な側面も重

要である。当地域にはそのような機能を担い、当該システムを支える組織が複数存

在する。 

 

① 漁業協同組合 

漁業者の組織として、当地域には、日南市漁協、南郷漁協、栄松漁協、外浦漁

協の４つの漁業協同組合が存在する。各漁協では、組合員審査、漁場利用調整、

写真 47 かつおの漬け 
【写真提供：宮崎てげてげ通信】 

写真 46 かつおめし 



別添：地域概要書 

 

36 

 

漁業権の審議、港の維持管理などを行っている。 

また、かつおの魚食普及活動、生鮮かつおの普及拡大を行うなど、かつお一本

釣り漁業の維持発展に取り組んでいる。 

加えて、各かつお船が母港に水揚げする際には、漁協の出荷担当者が立ち会い、

資材発注やトラックの手配などのサポ

ートを行うほか、出荷先との交渉も代

行して行っている（写真 48）。 

当地域のかつおは、昭和 50年代後半

までは鹿児島県の山川や枕崎漁港に加

工用として出荷されており、価格は

100円/kg前後でしかなく、かつお一本

釣り漁業の経営は厳しい状況が続いて

いた。南郷漁協は、この状況を打開す

るため、鹿児島県に水揚げしていたか

つおを地元に揚げ、鮮魚で地元港から

トラックで県外市場に陸送出荷を行う「かつお鮮魚出荷体制」を構築した。この

流通改革により、当地域のかつお一本釣り漁業の経営は大きく改善されただけで

なく、小売店等での刺身販売にも鮮度の良いかつおを提供できるようになり、消

費を大きく伸ばすことができ、かつおの生食文化が全国に広まった。 

当地域の４漁協では、互いに出荷先の情報を共有することで、九州圏内を中心

とした全国への出荷を組織的に支援している。 

 

② 宮崎県かつお・まぐろ漁業者協会、かつお船船主組合、宮崎県鰹部会 

当地域のかつお一本釣り漁業者は、宮崎県かつお・まぐろ漁業者協会を組織し

ており、全国近海かつお・まぐろ漁業協会と連携して、かつお資源維持の要望活

動等を行っている。 

また、当地域にある 3つのかつお船船主組合は、地域内および地域間（海外を

含む）の漁業調整を行う大切な役割を担っており、それらの団体によって組織さ

れるかつお船三組合船主委員会は、目井津漁港での餌積みの予約調整を行ってい

る。 

その他、宮崎県鰹部会では、全国のかつお一本釣り船で共通して使われる暗号

の管理が行われており、このような組織が日南かつお一本釣り漁業を支えている。 

 

③ 南那珂森林組合 

日南市及び串間市を管轄する南那珂森林組合は、森林所有者が森林の保全や林

業に関わる事業を共同で行うために設けられた団体であり、伐採や造林・下刈り・

写真 48 地元水揚げと陸送出荷体制 
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間伐等の森林整備、木材加工等に取り組んでいる。 

飫肥杉の森林資源を循環利用し、将来にわたって適切に維持管理していく上で

不可欠な組織であり、その事業活動を通じて森林の水源涵養機能等を高め、豊か

な海づくりに貢献している。 

また、青少年を対象に木工教室等を開催するなど森林・林業の大切さについて

の PRにも努めている。 

さらに、「漁民の森」の造成に当たっては、漁業者と森林組合が共同で植栽や下

刈り等の保育作業を行ってきている。日南かつお一本釣り漁業は、山の資源を活

用した循環型漁業システムであり、このような社会組織は、漁業者と林業者との

絆を保ち、海と山の繋がりを保持することにも寄与している。 

 

④ 目井津地域活動組織 

当地域内で最もかつお水揚げが盛んな目井津漁港がある目井津地区には、目井

津地域活動組織がある。この組織は平成 25 年に漁場の保全活動を行うために結

成されたものであるが、もともと、地域の漁業者が自主的に港や海岸の清掃活動

を行っていたことが発端となっている。目井津地域活動組織は、水産業・漁村の

持つ多面的機能が将来にわたり良好な状態で発揮できる取組みとして、目井津漁

港や海岸への漂着物の清掃等を行っている（写真 49）。海岸の清掃は年 3回程度、

漁業者約 70名、漁協関係者等約 30名により行われ、漂着物の処理総量は 4トン

に上ることもある。 

さらに、目井津漁港内の漂着物をい

つでも回収できるように、長尺のタモ

（網）を設置するという細部まで徹底

した取組をしている。 

漁業者を中心に結成されたこのよ

うな組織の地道な活動は申請地海域

でのかつお餌資源の涵養に繋がって

いる。当地域のかつお漁師たちは、恵

みをもたらす海への強い愛着と自然

環境に対する高い意識を持っており、

それがこのような活動の基盤となっている。 

 

⑤ 宮崎県立高等水産研修所等における担い手育成 

日南市には、昭和 13 年に漁業に必要な技術を習得させる県の研修施設が設置

され、かつお一本釣り漁業の担い手育成に大きな役割を果たしている。このよう

な漁業就業者育成研修施設は、全国に 4か所しかなく、日本各地から研修生が集

写真 49 目井津地域活動組織による目井津

漁港周辺の清掃活動 
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まっている（写真 50）。 

県水産試験場の調査船「みやざき

丸」でのかつお一本釣り漁業実習に当

たっては、研修生自らが擬似針を製作

し、餌の積み込み、魚群の探索、一本

釣り、水揚げまでの全ての作業を実習

する。 

  1 年間の研修を終えた研修生の中

には、当地域の近海かつお一本釣り

漁船に就職する者が最も多い。研修

所ではこれまでに約 1,300名の卒業生を輩出しており、担い手対策として効果を

十分に発揮している 35）。 

   

【外国人漁業実習生】 

また、この地域では、平成 4年度南郷町商工会が受入窓口となり、全国初とな

る外国人かつお漁業研修生（現在の実習生）の受け入れを開始した。その翌年度

から平成 21年度までは、日南市（旧南郷町含む）が受入主体となり、平成 22年

度からは、各漁協が受入主体となった。 

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会と

の調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転

を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とす

るものである。 

全国的な少子高齢化が進む中で、日南かつお一本釣り漁業の現場ではインドネ

シアからの外国人漁業実習生が大きな

戦力となり、活躍している。 

地域のかつお船では、船長や船頭（漁

労長）などは日本人だが、釣り手の 3

～4 割は実習生となっており、毎年、

インドネシアから 50～60 名の実習生

が乗船し、かつお船の操業を維持して

いる。 

実習生たちは、成人式に出席する

（写真 51）ほか、商工会主催の地域イ

ベントでは漁の実演や体験者の案内をするなど、当地域の大切な一員となってお

り、特に船主家族とは温かな絆で結ばれている。 

令和元年度までに受け入れた実習生は 1670 名で、中には帰国後も漁業を続け

写真 50 宮崎県立高等水産研修所 

写真 51 成人式に参加する実習生 


