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Current situation of fishing industries 
and fishing villages in japan

We have various problems

• Global climate change / ocean current change
• Overfishing due to international fish diet spread
• Enlarging foreign fishing fleets and anticipating 

migratory fish
• Crisis of extinction of fishing ports and fishing villages 

in Japan
1) aging of fishermen
2) aging of fishing ports and Facilities
3) severe working environment
4) successor shortage



Fishery employment census in Japan



Number of fishery workers by age group

As of November 2017, the number of fishery workers was 160,000, a decrease of 
about 660 people compared to the previous year. It was one third as compared 
with 450,000 workers in 1970. Moreover, the aging is increasingly serious.



Case of activation of fishing port 
and fishing village
• Each prefecture established an educational 

institution for new fisherman‘s entrants

Trends in new fishing entrants



Case examples of activation method 
of fishing port and fishing village

● Fish-arena: Coexistence of fishing boat 

and pleasure boat

● Fish meal spreading facility: Seafood Restaurant

● Seafood direct sales place: Seafood market

● Warm bathing facilities and park: Hotspring

amusement facilities

● Waterfront facilities: Nature touching facilities

● Pleasure Pier: fishing pier and observation pier

● Entertainment：Variety of Fishermen’s Activity



漁港の種類と数（Types and number of fishing ports）

・我が国の海岸線には、漁業生産活動の根拠地として漁港漁場整備法に基づく
漁港が2.916港存在。
その種類は、漁船の利用範囲によって次のように分類。

第1種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの 2.206

第2種漁港 その利用範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港に属しないもの 496

第3種漁港 その利用範囲が全国的なもの 114

第4種漁港 離島その他辺地にあって漁場の開発または漁船の避難上特に必要
なもの

100

特定第3種
漁港

第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるも
の
・八戸（青森） ・塩釜（宮城）・気仙沼（宮城）・石巻（宮城）・銚子（千葉）
・三崎（神奈川）・焼津（静岡）・境（鳥取） ・浜田（島根）・下関（山口）
・博多（福岡） ・長崎（長崎）・枕崎（鹿児島）

13

（平成22年1月現在）

・平均海岸線12ｋｍ毎に漁港が存在

合計2.916



Many leisure boats (Illegal mooring) are 
more than fishing boats
in fishing port in Japan
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放置艇の問題点（Problems of Illegal mooringboats）

放置艇は、
①漁港施設の不法占拠による漁業活動への障害
②廃船、沈船による漁港機能の障害
③不十分な管理による、事故や犯罪の発生
④台風、高潮、津波等の被災時における二次災害の懸念
⑤違法駐車、油流出、ゴミの不法投棄、景観の阻害等社会問題の発生
等の問題を引き起こしている。

係船岸壁を不法に
占拠し私物化して
いる放置艇

漁業活動に障害
となっている大
型ヨット

漁港機能の障害
になっている廃船

船舶航行の障害
となっている沈船



Fisheries Agency:
Promoting orderly use of fishing ports

Set prohibited areas such as leaving abandoned 
pleasure boats

+
Set pleasure boat allowed area

Fisharina：Construction of 
mooring facilities and slips

Establishment of 
Fisharina Association

Legal support measures：法的支援
Fisharina facility plan：施設計画
Funding plan and support：資金計画



Pleasure boat mooring 
prohibited area.

Only Fishing Boat

・漁船は禁止物件では
ないので、係留可能。

・プレジャーボート
は禁止物件なので、
係留不可。

漁 港
・プレジャーボート
は許可されている
ので、係留可。

Functional arrangement of fishing port: 
Allocation model

Pleasure boat 
mooring place



32 locations of Fisharena as Nation wide



Fisharina

Fisharina(32) & Sea Station(161)

交付金等の
予算確保

１． 一般市民とのふれあいの場を有していること、又はその計画があること
２．プレジャーボート等の係留・保管施設を有すること
３．漁港内で一般市民が安全かつ自由に往来できる区域が明確であること
４．原則としてトイレおよび駐車場を有すること

フィッシャリーナの認定条件を満足する漁港（漁港管理者）

認定証交付
フィッシャリーナ
認定委員会へ申請

Register to Sea Station 

From "Fisharina" to "Seastation“ (support)

連 携
・
支 援

・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
・強い水産業づくり交付金
・漁村再生交付金 等

Fisharina certification committee

To certify

・全国「海の駅」連絡協議会

・各地域の｢海の駅」設置推進会議
への参加 等

MLITFishery Agency



市民が希求する海の駅の役割

海の伝統文化の継承の場

環境・生涯教育の場

健康維持・潤いの場 地域活性化の場

人間の享受欲求の場

地域固有の伝統文化の継承の場としての海の駅

体験学習・生涯学習・自然環境学習の場としての海の駅

心身の鍛練、健康維持、オープンスペース
効果による癒し、心の潤い、ストレス解放、
生きがいを生む海の駅

交流人口の増大を期待する
地域活性化の場としての海の駅

行動享受欲求、自然享受欲求、
文化享受欲求などの人間の
基本的行動欲求を担保する海の駅



Pleasure boat mooring facility in fishing port: Fisharea

■【塩釜漁港】（宮城県塩釜市） ■【大津漁港】（茨城県北茨城市） ■【地御前漁港】（広島県廿日市市）

■【内の浦漁港】（和歌山県田辺市） ■【福間漁港】（福岡県福津市） ■【焼津漁港】（静岡県焼津市）



Fish meal spreading facility: Seafood Restaurant

■できたて館【黒部漁港】
（富山県黒部市）

■ばんや【保田漁港】
（千葉県鋸南町）

■市場食堂【大津漁港】
（茨城県北茨城市）

■どんぶりハウス【用宗漁港】
（静岡県静岡市）

■海洋交流センター【田尻漁港】
（大阪府泉南郡）

■はまゆう【三崎漁港】
（神奈川県三浦市）



Seafood direct sales place: Seafood market

■大漁屋【窪津漁港】
（高知県土佐清水市）

■お魚センターうみがめ【津屋崎漁港】
（福岡県福津市）

■萩しーまーと【萩漁港】
（山口県萩市）

■うらり【三崎漁港】
（神奈川県三浦市）

■とれたて館【黒部漁港】
（富山県黒部市）

■江口蓬莱館【江口漁港】
（鹿児島県日置市）



Warm bathing facilities and park: 
Hotspring amusement facilities

■しおさい【豊浦漁港】
（北海道虻田郡）

■豊浦フィッシャリーナ【豊浦漁港】
（北海道虻田郡）

■ばんやの湯【保田漁港】
（千葉県鋸南町）

■炬口フィッシャリーナ【炬口漁港】
（兵庫県洲本市）

■箱崎フィッシャリーナ【箱崎漁港】
（岩手県釜石市）

■用宗フィッシャリーナ【用宗漁港】
（静岡県静岡市）



Waterfront facilities: Nature touching facilities 

■【江口漁港】（鹿児島県日置市） ■【福間漁港】（福岡県福津市） ■【追直漁港】（北海道室蘭市）

■【江口漁港】（鹿児島県日置市） ■クレセントビーチ【箱崎漁港】
（広島県福山市）

■豊浦フィッシャリーナ【豊浦漁港】
（北海道虻田郡）



Pleasure Pier: fishing pier and observation pier

■水橋フィッシャリーナ【水橋漁港】
（富山県富山市）整備中

■【福間漁港】（福岡福津市）

■脇田フィッシャリーナ【脇田漁港】
（福岡県北九州市）整備中

■石田フィッシャリーナ【石田漁港】
（富山県黒部市）

■伊達漁港フィッシャリーナ【伊達漁港】
（北海道伊達市）

■豊浦フィッシャリーナ【豊浦漁港】
（北海道虻田郡）



Offer delicious seafood: Traditional Japanese cuisine 



Entertainment：Fishermen’s Daily Activity

■【三崎漁港】（神奈川県三浦市）

■【窪津漁港】（高知県土佐清水市）

■【伊達漁港】（北海道伊達市） ■【大津漁港】（茨城県北茨木市）

■【佐野漁港】（大阪府泉佐野市） ■【石津漁港】（大阪府堺市）



漁港施設の活用に関する法制度の整理

漁港施設用地等利用計画平面図[例]

用地が造成される場合に、どの漁港施設の用途として利用するか土地利用計画を
策定することが規定されており、利用計画に沿って用地を利用しなければならない

漁港施設用地等利用計画

単独用地

補助用地

漁港施設用地
以外の用地

漁港施設用地



漁港施設の活用に関する法制度の整理

単独用地：A fishing port facility site that local governments and fishery cooperatives
independently created / acquired

補助用地：The fishing port facility site which was created and acquired with the subsidy 
of the country

●Since it is the object of grant issuance, it must obey the purpose of use such as land use 
plan

漁港関連施設用地： Facilities for facilities other than fishing port facilities, facilities 
related to fishery

漁村再開発施設用地：Facilities related to regional revitalization through fishery
promotion （シーフードレストラン、直売所、休憩所）

Classification of land Use

●Country subsidies have not been introduced, making land change plan easier to change

それ以外の用地：Site other than fishing port facility site 

漁業外所得を目的とした漁港施設の有効利用には、単独用地および漁港施設以
外の用地の積極的な活用が重要となる

●Possible to sell land to private business operators



研究結果（２）：漁港施設の活用に関する法制度の整理

「補助用地」の施設整備に関して条件を付して可能となる

１．地方公共団体等（地方公共団体または漁業協同組合等）

２．地方公共団体等以外（社団法人、財団法人、第三セクターまたは中小企業等協同組合
漁港管理者が選定した民間事業者、共同事業体）

整備を許可する対象者

１．地方公共団体等：「強い水産業づくり交付金に係るメニューのガイドラインについて」
「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領」

２．地方公共団体等以外：漁港管理者が当該漁港の機能上特に必要と認める漁港施設

整備を許可する施設

（農林水産物直売・食材提供供給施設など）

・単独用地との等価交換 ・土地利用計画の変更（漁港施設以外の用地として）

平成１９年：「国庫補助事業により取得した漁港施設用地の有効利用について」（水産庁）

承認条件：補助金の返納（補助目的に従って利用し、１０年以上が経過した補助用地は除
漁港区域内に交換する単独用地がない場合

水産庁によって補助用地の規制緩和がされているが、承認基準があるため、
必ずしも目的外に利用できるわけではない



研究結果（３）：漁港施設を活用した事例に関する土地利用形態の分析

調査対象漁港一覧

水産庁
「漁港を活用した海と国民の
ふれあい推進マニュアル」

No. 施設名 漁港名 所在地

1 温泉宿泊施設「しおさい」 豊浦漁港 北海道虻田郡豊浦町

2
魚食普及食堂「第１ばんや」
魚食普及食堂「第２ばんや」
温浴施設「ばんやの湯」

保田漁港 千葉県安房郡鋸南町

3 多目的施設「うらり」 三崎漁港 神奈川県三浦市

4
漁協直営「しらす直売所」
飲食店ー「どんぶりハウス」

用宗漁港 静岡県静岡市

5 うみえ～る焼津 焼津漁港 静岡県焼津市
6 海鮮レストラン「丸長」 内の浦漁港 和歌山県田辺市
7 田尻海洋交流センター 田尻漁港 大阪府泉南郡田尻町
8 道の駅「萩しーまーと」 萩漁港 山口県萩市

9
物販施設「大漁屋」
飲食施設「海鮮館」

窪津漁港 高知県土佐清水市

10 飲食・物販施設「江口蓬莱館」 江口漁港 鹿児島県日置市
11 魚食普及食堂「第３ばんや」 保田漁港 千葉県安房郡鋸南町
12 魚の駅「生地」 黒部漁港 富山県黒部市

“陸域からの集客により地域活性化が
図られている漁港“から選定 単独用地

補助用地



漁港施設を活用した事例に関する土地利用形態の分析

漁港施設を活用した事例の土地利用形態
用地の利用形態

No. 1

漁港名 豊浦漁港
種別 第２種
所在地 北海道虻田郡豊浦町
漁港管理者 北海道

漁港施設用地面積[m2] 41,059

陸揚額[百万円](H.18) 841

温泉宿泊施設「しおさい」 魚食普及食堂「第１ばんや」 魚食普及食堂「第２ばんや」 温浴施設「ばんやの湯」

写真 写真 写真 写真

用地の分類 町有地 漁村再開発施設用地 漁村再開発施設用地 漁港厚生施設用地
開設年度 平成12年 平成７年（改装年度：平成14年） 平成１２年 平成１５年

整備事業名
温泉利用施設整備事業
（海浜公園整備事業）

漁協単独事業 東京湾漁業総合対策事業 漁協単独事業

事業資金 豊浦町 漁協 県・町・組合 漁協

土地の所有者 豊浦町
施設の所有者 豊浦町
運営者 加森観光（指定管理者）

用地の利用形態

No. 3 5

漁港名 三崎漁港 焼津漁港
種別 特定第３種 特定第３種漁港
所在地 神奈川県三浦市 静岡県焼津市
漁港管理者 神奈川県 静岡県

漁港施設用地面積[m2] 255,501 1,077,298

陸揚額[百万円](H.18) 25,184 49,383

多目的施設「うらり」 漁協直営「しらす直売所」 飲食店「どんぶりハウス」 うみえ～る焼津

写真 写真 写真 写真

用地の分類 漁港関連施設用地 荷捌所用地 漁具保管修理施設用地 公用・公共用施設用地
開設年度 平成１３年 平成元年 平成１９年 平成１９年

整備事業名
食品流通構造改善施設

整備事業
水産業協同施設整備事業 - 強い水産業づくり交付金

事業資金 国、県、三浦市、㈱三浦海業公社 県、市、漁協 なし 国・県・市

土地の所有者 神奈川県 焼津市
施設の所有者 ㈱三浦海業公社 焼津市
運営者 ㈱三浦海業公社 焼津漁協

静岡市
静岡漁協

静岡漁協

4
用宗漁港
第３種漁港
静岡県静岡市

静岡市

3,218

599

単独用地を利用

単独用地を利用

施設名

鋸南町保田漁業協同組合

376

施設名

鋸南町
鋸南町保田漁業協同組合

千葉県安房郡鋸南町
鋸南町

42,163

2
保田漁港
第２種



漁港施設を活用した事例に関する土地利用形態の分析

漁港施設を活用した事例の土地利用形態
用地の利用形態

No. 6 7 8 9

漁港名 内の浦漁港 田尻漁港 萩漁港 窪津漁港
種別 第１種漁港 第１種漁港 第３種漁港 第２種漁港
所在地 和歌山県田辺市 大阪府泉南郡田尻町 山口県萩市 高知県土佐清水市
漁港管理者 田辺市 大阪府 山口県 高知県

漁港施設用地面積[m2] 10,239 6,380 101,515 20,982

陸揚額[百万円](H.18) 2 33 1,787 444

海鮮レストラン「丸長」 田尻海洋交流センター 道の駅「萩しーまーと」 物販施設「大漁屋」

写真 写真 写真 写真

用地の分類 漁協用地 町有地 漁村再開発施設用地 漁協所有地
開設年度 平成８年 平成８年 平成１３年 平成１２年

整備事業名 民間事業者による整備
田尻町の海洋交流センター建設

事業
食品流通構造改善施設整備事業 高知県水産業総合支援事業

事業資金 民間事業者 田尻漁協
国・県・市

ふるさと萩食品協同組合
県・市・漁協

土地の所有者 新庄漁協 田尻町 山口県 窪津漁協
施設の所有者 丸長水産㈱ 田尻漁協 ふるさと萩食品協同組合 窪津漁協
運営者 丸長水産㈱ 田尻漁協 ふるさと萩食品協同組合 窪津漁協

用地の利用形態

No. 9 10 11 12

漁港名 窪津漁港 江口漁港 保田漁港 黒部漁港
種別 第２種漁港 第２種漁港 第２種 第２種漁港
所在地 高知県土佐清水市 鹿児島県日置市 千葉県安房郡鋸南町 富山県黒部市
漁港管理者 高知県 鹿児島県 鋸南町 富山県

漁港施設用地面積[m2] 20,982 61,212 42,163 37,840

陸揚額[百万円](H.18) 444 773 376 794

飲食施設「海鮮館」 飲食・物販施設「江口蓬莱館」 魚食普及食堂「第３ばんや」 魚の駅「生地」

写真 写真 写真 写真

用地の分類 漁協所有地 市有地 漁村再開発施設用地 漁船修理場用地
開設年度 平成１８年 平成１５年 平成２０年 平成１６年

整備事業名
新漁村コミュニティー基盤整備事

業
漁村コミュニティ基盤整備事業

農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金

漁業振興資金活動活用事業

事業資金 国・県・市・漁協 国・県・市 国・漁協 黒部市

土地の所有者 窪津漁協 日置市 鋸南町 富山県
施設の所有者 窪津漁協 日置市 鋸南町保田漁業協同組合 くろべ漁協
運営者 窪津漁協 江口漁協（指定管理者） 鋸南町保田漁業協同組合 くろべ漁協

施設名

単独用地を利用 補助用地の利用

単独用地を利用

施設名



温浴施設「ばんやの湯」： Hota Fishing Port（千葉県鋸南町）

漁港施設を活用した事例に関する土地利用形態の分析

漁協直営「しらす直売所」 ： Mochimune Fishing Port（静岡県静岡市）

荷捌所用地
に直売所を整備

[福利厚生施設]
漁業者の宿泊所、浴場など

[荷捌所用地]
荷捌所

単独用地を利用した事例（漁港施設の利用）

野積場用地
｜

土地利用計画の変更
↓

福利厚生施設用地

100ｍ

100ｍ

本来は漁業者のための施設であったが、利用者の制限が無いため観光客が来訪
観光施設として成立 ⇒ 名目上の漁港施設となっている

ばんやの湯

しらす直売所



従来から民間事業者が漁協の准組合員として所属
↓

漁協との合意形成をスムーズに図ることができた

単独用地を利用した事例（民間事業者による施設整備・運営）

漁協所有の用地
｜

民間事業者による借り入れ
↓

レストランを整備

海鮮レストラン「丸長」 ： Uchino Ura Fishing Port（和歌山県田辺市）

100ｍ

丸長

漁港施設を活用した事例に関する土地利用形態の分析



目的外使用による補助用地を利用した事例

漁港施設を活用した事例に関する土地利用形態の分析

漁具保管修理施設用地（補助用
地）

↓

魚食普及食堂「第３ばんや」 ： Hota Fishing Port（千葉県鋸南町）

｜
土地利用計画の変更

↓
漁村再開発施設用地

魚の駅「生地」 ： Kurobe Fishing Port（富山県富山市）

100ｍ

船舶修理場用地
｜

土地利用計画の変更
（目的外使用の承認）

↓
農林水産物直売・食材提供供給施設
（農山漁村活性化プロジェクト

支援交付金の利用） 100ｍ

第３ばんや

生地

目的外使用の承認により
船舶保管施設用地（単独用地）と等価交換

・漁港施設用地の土地利用計画の変更（目的外使用の承認）が認められた
・漁港管理者が積極的に漁協の事業提案に対する支援をしたことで実現



魚食普及食堂「ばんや」 土産物店「ばんや横丁」

「ばんやの湯」

第３「ばんや」

ビジターバース 遊覧海中透視船「ばんや丸」

撮影日；2008.7.28.

【Hota Fishing Port】 (第2種)Kyonan Machi Manage.：安房郡鋸南町



「ばんや」の賑わい 「ばんや」メニュー 「ばんや丸」観光客

第３「ばんや」団体予約客 「ばんや」食事 ビジターファミリー

「ばんやの湯」 子供プール 保管許可艇



【Hota Fishing Port】 (第2種)Kyonan Machi Manage：安房郡鋸南町

Equal exchange of single site and auxiliary land

第3「Ban-ya」

■食堂「ばんや」に訪れる客が急増し、経営が安
定化したため、事業の拡大が検討され、漁具保
管修理施設用地（補助用地）と船舶保管施設用
地（単独用地）を等価交換し、2008年4月に
「第3ばんや」を開業させた。
資金的には、農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金（交付率1/2）が活用された。

■予約で訪れる団体客は「第3ばんや」、個人客は
従来の「ばんや」を利用することで顧客満足度を
高めた。

■漁港管理者である鋸南町の協力のもと、土地利
用の変更手続きが迅速に進められた。

第３「ばんや」

第３「ばんや」団体予約客



【Hota Fishing Port】 Number of visitors and sales to the Ban-ya restaurant 
作成；2009.11.11.
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【Hota Fishing Port】 Number of visitor boats accepted & sales trend
作成；2009.11.11.
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【Kurobe Fishing Port】 (第2種)富山県管理：黒部市生地

目的外使用の承認:Approval for non-target use

■魚価の低迷、後継者不足などを背景に、くろべ
漁協は、利用されなくなった船舶修理場用地を、
漁港管理者の富山県と協議のうえ、「国庫補助
事業により取得した漁港施設用地の有効利用に
ついて」（平成13年水産庁漁港漁場整備部長通
達）を活用し、「補助金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律」（目的外使用）の承認を受け、
直販施設「とれたて館」と飲食施設「できたて
館」で構成される魚の駅「生地（いくじ）」を建
設し、平成16年10月に開業した。

■来訪者数は年間20万人。「とれたて館」の売り
上げは3億8.500万円、「できたて館」の売り上
げは5.100万円をあげている。

■直販事業の利益が組合総事業利益の7割を占める
までになり、漁協の大きな収入源になっていると
ともに、30人ほどのパート従業員の雇用も創出
している。

「とれたて館」

「できたて館」



【Kurobe Fishing Port】 (第2種)Toyama Pref. Manage.：黒部市生地

目的外使用の承認

■利用されなくなっていた「船舶修理場
用地」（約3.000㎡）の一部



漁船泊地 漁港内プレジャーボート

「とれたて館」

生地中橋（旋回橋）

斜路

撮影日2008.10.14.

「できたて館」

【Kurobe Fishing Port】 (第2種)富山県管理：黒部市生地



「できたて館」内 海鮮丼「とれたて館」内

撮影日2008.10.14.

【Kurobe Fishing Port】 -2(第2種)富山県管理：黒部市生地



“Tanabe Sea Station”【Uchinoura FP】 (第1種)田辺市管理：田辺市新庄町

漁協の単独用地を水産会社に貸し付け

■漁協の准組合員である丸長水産は、内之浦漁港
で養殖いかだを設置しているが、漁協の土地（約
2.000㎡）を借り受け、海鮮レストラン「丸長」
を平成8年から開業。
海鮮レストランの利用者は年間10万3.000人ほど。
観光客の利用も多い。

■丸長水産は、レストランのほか、養殖いかだを
使った海上釣り堀、レンタルボートクラブを展開
し、開放的な雰囲気を創出。漁業との共生を実現
した。

■「たなべ海の駅」に登録され、関西からのクルー
ジング艇の寄港地として利用され、知名度が向上
した。

■漁協にとっても、鮮魚を買い上げてくれるほか、
土地の貸付料が漁協の安定的な収入源となってい
る。

レストラン「丸長」

釣り堀レンタルボート受付



遊漁船係留 プレジャーボート係留

NPO法人事務所・駐車場

プレジャーボート係留

斜路

撮影日2008.11.05.

漁船係留

“Tanabe Sea St.”【内の浦漁港】 (第1種)田辺市管理：田辺市新庄町



ビジターバース・レンタルボート トイレ・シャワー

藻場（アマモ）

釣り堀レンタルボート受付

ファミリー釣り堀・海上釣り堀

撮影日2008.11.05.

レストラン「丸長」・丸長御前

“Tanabe Sea St.”【内の浦漁港】-2 (第1種)田辺市管理：田辺市新庄町



Marine IOT

海洋情報戦略と新ビジネス

日本大学名誉教授 近藤健雄

戦略的企画創造工学研究室

Institute of  Strategic and Conceptual 

Engineering



◆ 海洋開発の変遷とMIOT革命の方向性

第１次海洋開発

海洋資源開発と軍事的海洋利用

第２次海洋開発

地球環境問題と沿岸域管理 CZM

第３次海洋開発

60年中頃～80年代中頃

80年代中頃～’00年代中頃

‘00年代中頃～’20年代中頃

第４時海洋開発：MIOT? 

海底石油と石油代替エネルギー開発

海中ロボット開発AUV・海洋深層水

海底レアメタル開発と節水鉱床探査

海洋風力発電と魚類一貫生産



◆ MITの機器開発分野

1.AUV制御 Program 開発

2.Anti-Pirate（警備）

3.資源・環境調査

4.癒し・健康系

5.海洋環境 Data Processing



Diversification and higher order 
strategies of the fishery industry

水産業の高次化・多様化
• Development of complete aquaculture technology

（ Integrated management production from egg

laying to adult fish production ）畜養と養殖：IOT

• Branding of captured fish species

（ Pride fish for fishermen ⇒ One and only for 

consumers ）：多様化

• Sixth industrialization of fishery industry

（ Primary industry x secondary industry x tertiary 

industry: producer ⇒ consumer ）：高次化



Smart City & Eco City in the 
Ocean

1滴の海水に含まれる海洋生物の遺伝子

海洋生物の種類、生物の密度、成熟度

完全管理型漁業



IOT for the fishing port & Villages
-Something New Concept-

•New Trend of Port function of the World:

Fishing port for super yacht port

“Increasing fishermen's incomes and vitality”

•Creation of fishery futures exchanges:
Development of aquaculture technology and   

mechanism of risk avoidance

“The first attempt in the world”



Project for Taiwan

Use fishing port for 
super yacht harbor



What is super yacht

● Luxurious and large cruiser
● Purchased by super rich people as posted in Forbes
● Super Yacht definition : Overall length of 24 m or more

and less than 50 m
● Mega yacht: Over 50 m long and less than 100 m
● Giga yacht: A large cruise ship of 100 meters or more
● 13,000 vessels are built worldwide
● The main shipyard is Italy and its average size is 36 m
● Most of the super yachts are charter boats
●The average usage fee is 2 million yen per week



ポール・アレン氏
マイクロソフト社共同創業者

オクトパス号（ケーマンアイランド登録）
２００３年建造、約１万トン、１２６×２１×５．６m



戦艦武蔵を発見した
ギガヨット・オクトパス

ポール・アレン氏の資産
２兆１千８００億円以上



Number of  people in the world by Forbes 

in 2015

(Over 1 billion dollars)

●American:５３６ ●Chinese:１５２ ●German:１０３

●Indian:９０ ●Rocian:８８ ●English:５３

●Frenchi:４７ ●Taiwanese:３３ ●Korean:３０

●Japanese:２４



Top 10 Countries（2011）

1st：Italy（309隻）

2nd：Turkey（69隻）

3rd：Netherlands（66隻）

4th：USA（64隻）

5th：UK（51隻）

6th：Taiwan（34隻）

7th：China（25隻）

8th：Germany（18隻）

9th：France（15隻）

10th：New zealand（11隻）



○メガヨット級の大型ヨットの
建造実績が確実に増加
⇒今後もこの傾向は継続

○インバウンド観光客の増加
⇒スーパーヨット
台湾・日本寄港ニーズも大きい

Increasing Super Yacht Market(Siper yacht13,000)



【寄港地における意義】Benefits of Super Yacht calling
①経済的波及効果：Economic effect

・メガヨットが購入する飲食料、ケータリング、
・衣服・リネン等の洗濯、
・乗組員の購買･消費
・メガヨットを見学する観光客と消費の潜在的増加による

地域形成の活性化

②文化･景観的波及効果：Cultural ·landscape spillover effect
・高質な国際リゾート･レクリエーション空間への展開

③地域住民への波及効果：Ripple effect on local residents
・人々の世界観の変貌
・青少年に夢と希望と誇りを醸成
・国際化への飛躍

・新規雇用創出：New job creation
58

The spar yacht market is on the upward trend



59

図８ スーパーヨットのチャーター数と時価
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 Charter business is mainstream

 20% of  the super yacht is a 

charter boat

 Charter fee is $ 200,000/W,    

average run 30 weeks/Y

 Total annual turnover is about $ 5 

billion

 The super yacht is 3.5m in draft, 

so it can be accepted at most 

fishing ports

Trends of  the world on super yachts

Super yacht business



Taiwan is a relay point in Asia



In Case of  Yokohama Bayside Marina

Super yacht with a total length of  45 m 

moored on a 50 m piea



How much total expenses
super yacht in YBM

●An annual mooring fee of  50 m pier is 

about 100 thousand dollars,

●Guarantee fee is 150 thousand dollars 

●Electricity, water supply charge is 50 

thousand dollars, 

●Captain expenses and engineer salary

sum total 120 thousand dollars

●Total expenses: 470 thousands dollars

●Fuel fee as additional cost



Riches come by private jet so you need 

an airport nearby

Keelung Port is a good location as a super 

yacht port near Songshan Airport



Proposal on establishment of pearl futures 
trading and e-commerce



Consumption fields based on pearls

Accessories

イヤリングやネックレスなど、外観の美しさか
ら高い人気を誇る

Medicine

真珠層には、豊富な炭酸カルシウムとカルシ
ウムの吸収率を高めるコンキオリン(真珠たん
ぱく質)が含まれている

Cosmetics

真珠に含まれるコンキオリンアミノ酸は、人間の皮
膚にあるコラーゲン繊維に似た性質を持っており、
細胞の活性化、肌の保湿など、多くのメリットを有し
ている

美容と健康にも活用され需要が安定

外観の粗悪なものが医薬品、化粧品に利用される

http://www.shop-tasaki.ne.jp/asp/sch0031.asp?Hinban=E__2476_WG
http://www.shop-tasaki.ne.jp/asp/sch0031.asp?Hinban=E__2476_WG
http://www.shop-tasaki.ne.jp/asp/sch0031.asp?Hinban=UR65
http://www.shop-tasaki.ne.jp/asp/sch0031.asp?Hinban=UR65


Trends in Japan's B to C-EC market size



Social background

・Benefits of e-commerce
Simplified distribution route and cost reduction

Suitable for global environment
Transaction and settlement speed are quick

・The Ministry of AFF is promoting e-commerce
Development of products for new electronic transactions

To e-commerce instead of spot trading of marine products

The amount of e-commerce transactions 
will increase in the future



Problems of marine product trading

・水産物におけるeＭＰ

Current status
● The Internet has only the minimum 
information required 現物主義

Next Stage 先物主義

● Since it is not possible to see the 
product by hand, it tends to take a 
sample strongly

Civilism

●Create various contents

●Determine criteria for products
Futritionalism



Conditions handled in e-commerce

②Stable supply：安定供給

③Mass transactions are possible：大量取引が可能

④ Standardized：規格化

①There is demand：需要がある

⑤ Quality preservation is possible：品質保持

表－１ 水産物における電子商取引適性状況

需要 安定供給 大量取引 品質保持 規格化

鮮魚(サンマ、イワシ等) ○ ○ ○ × ×

冷凍・加工水産物 ○ ○ ○ ○ △
Quality preservation, unified standardization is
important 



Pearl selection criteria

Types of pearls

Akoya White Black Mabe Freshwater 

2～11(mm) 9～17(mm) 8～16(mm) 10～20(mm) 2～16(mm)

・Evaluation points of pearls

Size

Shine

Winding

color

･･･

･･･

･･･

･･･

･･･

･･･

Big is better

Brilliance from the inside

Scratch situation（length, deepness, etc.）

Shape

Scratch

Due to the diversity of pearls, it is difficult for buyers to judge

International evaluation criteria and evaluation institution required

Perfect circle

Mysterious rainbow color

Mary is thick



Margin on the distribution path and distribution process of pearls

浜揚げ 国内取引 海外取引

一貫業者 一貫業者 直売

系統機関 インポーター

生産者 加工・輸出業者

ブローカー ディテーラー

加工業者

10～15％ 25％ ８～10％

Shipping
stage

Distribution margin rate

Pickup 
stage

Processing 
stage

Outline of distribution route of pearl

Distribution path is complicated, 50% is margin

Jewelry has a large processing margin



Challenges for project success

Pearl farming is an extremely risky fishery industry

Therefore, it is awaited to open a futures exchange for 

risk avoidance by e-commerce

● It is established anywhere in the world

Taiwan? Why not

● Where, when and who will the Pearl Futures Exchange open

・

Factors enabling e-commerce of pearls

We need to make reliable global standards



養殖漁業支援システム

消費者

仮想市場
水産物先物取引所

投資家

商社

蓄養業者活魚運搬業者

卸業者及び
小売店

冷凍冷蔵庫業者
小売店

生産者 (養殖漁業者)

•新魚種開発（ハイブリッド新種開発）
•養殖魚餌開発（幼稚子の餌を開発）
•養殖環境管理システム開発（海の環境管理）



Future prospects

② Stable supply
③ Mass transactions

④ Standerdized

① Demand

⑤ Quality preservation

⑥ Significant price fluctuation occurs when
the production volume declines sharply

Conditions handled in e-commerce

A need arises to avoid risk

Fulfillment of listing conditions on futures trading market

Risk management is possible


