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平成23年度日本海ブロック水産業関係研究開発推進会議報告書 

 

会議責任者  日本海区水産研究所長 

 

１ 開催日時及び場所  平成23年12月15日（木）13：15～17：25 

         12月16日（金） 9：00～12：00  

チサンホテル＆コンファレンスセンター新潟（新潟市） 

     

２ 出席者所属機関及び人数：25機関37名 

 

３ 結果の概要 

議  題 結  果  の  概  要 

 

開会 

 

 

日本海区水産研究所業務推進部長が開会を宣言した。 

挨拶 

 

日本海区水産研究所長より、以下の内容を含む主催者挨拶があった。 

年末の多忙な中の参集に謝意。東日本大震災では日本海ブロック各県から東

北地方への支援や水研センターの放射能影響評価に協力いただき感謝。本会

議は日本海ブロックにおける研究開発の方向性と効率的な推進について協

議する場であり、研究開発ニーズへの対処案を再検討いただき、今後、取り

組む具体的な方針を決定していただきたい。今年度から北海道もメンバーに

加わり、より積極的な論議を期待。 

水産庁増殖推進部研究指導総括課長補佐より、以下の内容を含む来賓挨拶

があった。 

東日本大震災に関する復旧・復興への対応について、水研センターに迅速

に対処いただき、またブロック各道府県にも支援いただき感謝。 

行政刷新会議では農水省の研究開発独法の統合に関し議論が続いているが、

スケジュールが決まらない状況。水産庁の動向についても議事中で話した

い。 

I．報告事項 

１）水産業関係研究

開発推進会議運営規

程等について 

 

日本海区水産研究所業務推進部長より、推進会議運営規程・細目の変更に

ついて説明があった。 

２）情勢報告  

（１）水産庁 水産庁より、来年度新たに策定される水産基本計画や平成23年度の水産

関係予算、特に東日本大震災に関わる補正予算の概要、赤潮の動向や大型ク

ラゲ対策、資源管理・漁業補償、省エネ・省コストなどに関して説明があっ

た。また農林水産技術会議関係として、４件の委託プロジェクト研究、２件

の実用技術開発事業などについて報告があった。  
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（２）水産総合研究

センター 

 

理事より、道府県には日水研を始めとする水研センターの業務に対する協

力に感謝。センターとして、全国にある研究所の総力を挙げて東日本大震災

に被災した地域の水産業の復旧・復興に取り組む所存。予算削減、定数削減

など厳しい状況ではあるが、第3期中期計画に基づき研究開発を着実に進め

る。今後もブロック道府県と連携を強化していきたく、協力をお願いしたい。

水研センター本部より、下記の情勢報告があった。 

・センターは今年度より第3期中期計画に基づき、5つの研究課題に重点化

して研究開発を進めている。組織体制も、本部における研究主幹、社会連携

推進室の設置、さけますセンター、栽培漁業センターの研究所の組織の一元

化、国際水産資源研究所への名称変更等の組織再編などを行った。 

・大学との包括連携協定の締結、国際的な連携協力なども強化している。 

・東日本大震災への対応として、放射性物質の分析調査、さけます復興支援、

調査船の派遣、調査機材等の提供、その他の現場ニーズに即応した対応、補

正予算による各種調査・事業などを行っている。 

・行政刷新会議について、農水省関係独法の統合を主張されている等の現

状・スケジュール等が説明された。 

日水研より、組織の再編について報告があった。また、資源評価、大型ク

ラゲ・ヒラメ・ワムシなどの重点課題、東北復興支援に関する報告、混獲を

低減する底びき網の開発、サワラ実用化事業、次期実用化事業への課題案、

白濁ズワイガニ報告書、研究報告等のpdf化など地域・産業との連携状況、

国際的な動きへの対応、広報活動などが報告された。 

他水研の情勢については、各機関より提供された資料の配布により報告に

代えた。 

 

（３）ブロック内各

道府県試験研究機関 

 

ブロック内各道府県の試験研究機関より、地域水産業の情勢、組織・定員・

予算・調査船等の情勢、今年度および来年度以降の研究開発課題・事業等の

トピックスなどについて、以下の説明があった。 

北海道立総合研究機構水産研究本部函館水産試験場より、ホタテ養殖施設

が東日本大震災の津波により甚大な被害を受けたこと、今年度のスルメイ

カ・ブリ・ニシンについては前年より漁獲増であること、サケの来遊状況は

前年よりさらに減少傾向にあること、水温などの海況、24年4月までに職

員を5名採用予定であること、来年度、調査船の予算要求について計画して

いること、27年からの第2期中期計画期間にはさらなる予算削減が懸念さ

れること、今年度は大学等と6課題の共同研究を行っていること、来年度以

降コンブの現存量把握調査方法の開発を行う計画で、課題構築を行っている

ことなどが報告された。 

青森県産業技術センター水産総合研究所より、地域水産業については、県

全体として23年1～8月の漁獲量、生産額は大幅減少であったこと、日本海

側漁業では平年並みであったこと、太平洋北区での大幅減は22年の高水温

によるホタテガイの大量へい死と震災の影響などにあること、サケの漁獲量
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は11月時点で前年比大幅減であること、ホタテガイ貝毒検査の特区申請を

行ったが不採択となったこと、調査船については老朽化が進んでいること、

来年度調査費を要望していること、予算の削減で厳しい状況であること、今

年度は技会予算の猛暑時のホタテガイの養殖技術の開発や震災復興への対

応を重点的に行っていること、来年度以降も同様な課題に取り組むこと、来

年度から次期中期計画の作成に着手することなどが報告された。 

秋田県農林水産技術センター水産振興センターより、地域水産業について

は、ハタハタの漁獲対象資源量を7100トンと推定し漁獲可能量は2800トン

としたこと、1-10月の総漁獲量は前年比やや減少、特にハタハタ・ホッケ・

タコ類・ベニズワイガニ等で減少、クロマグロ・マガレイ・ツブで増加した

こと、組織・定員については厳しい状況で、現在の3部体制を2部体制に再

編する検討を行っていること、調査船については24年12月に代船が竣工す

る予定であること、震災対応としてワカメやアユの種苗等を被災県に提供す

ること、次年度以降ハタハタの種苗生産は大幅縮小すること、新規事業とし

て藻場・磯根資源の維持増大等に関する課題を開始する予定であること、底

びき網にヘドロ状の物質がかかり漁業被害があることなどが報告された。な

お、ヘドロ状の物質は福井県でも事例のあったことが福井県水産試験場より

報告された。 

山形県水産試験場より、１-11月の漁獲量は6200t、生産額は25億円でほ

ぼ前年並みであること、引き続き「ワニザメ」の被害があること、イワガキ

の実入りが悪く漁獲量が減少していること、組織・定員については今年も見

直しが行われていること、調査船については調査費を要求したが認められな

かったこと、調査研究については、クロマグロ関連調査を行っていること、

来年度以降はサワラの鮮度保持技術開発に着手する予定であることなどが

報告された。 

新潟県水産海洋研究所より、地域水産業については、ヒラメ・マダイ等の

魚価低迷が常態化していること、前年に比べスルメイカ・サワラ・イワガキ

の漁獲量（生産量）が少ないこと、大ブリ（7kg以上）が豊漁であること、

組織・定員については、24年度は現状維持であること、調査研究について

は、ホッコクアカエビの2010年級群が卓越年級群である可能性が高いこと、

板曳網の省エネ化に取り組んでいること、次年度以降はイワガキ漁場の回

復、植食動物の除去による藻場回復試験、サゴシなど県産水産物を利用した

練り製品の開発などに取り組む計画であること、佐渡加茂湖のヘテロカプサ

については3年連続して発生しているが被害はなかったことなどが報告さ

れた。 

富山県農林水産総合技術センター水産研究所より、地域水産業について

は、漁獲量は11月中旬で昨年比2割増であること、ブリが豊漁であるが価

格が低迷していること、震災でサンマ・さけます漁船が8隻被災したが全隻

復活予定であること、調査船については、水産系高校実習船の小型化に伴い

船員が3名異動してきたこと、キジハタの種苗生産に着手したこと、栽培漁
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業センターのヒラメ生産施設が増強されることなどが報告された。 

石川県水産総合センターより、地域水産業については、1-11月の水揚げ

は平年並みであったこと、マダラ・ケンサキイカ・マイワシが好調、スルメ

イカ・クロマグロ・サゴシ・アオリイカ・シイラが不調、ズワイガニは前年

なみであったこと、今年度はカキ種苗確保技術の開発、「いしる」の加工残

滓の有効利用、トリガイ養殖技術開発試験等に取り組んでいること、ホッコ

クアカエビの2010年級群が卓越年級群だと確認されたこと、来年度以降は

競争的資金の獲得をめざしアカモク養殖技術等に関する課題を構築し応募

する計画で日水研と協議予定であることなどが報告された。 

福井県水産試験場より、マイワシが中羽を中心として漁獲があったこと、

秋の 初のサゴシの漁が遅いこと、ズワイガニが好調であること、ブリもま

とまって定置に入ったが価格が低いこと、放射能検査については長年環境モ

ニタリングとして行っており精度が高いためマダイ養殖魚等からセシウム

134などが検出されているが風評被害には至っていないこと、来年度研究職

員の定数が削減されるためアウトソーシングも検討したが困難で、嘱託職員

でまかなうことを検討中であること、今年度はトラフグの成長・生残に雌雄

差があるかどうかの研究、ヒラメの放流調査、ナマコの種苗生産などを行っ

ており、次年度以降はハザードマップの作成（日水研とともに実用化事業に

応募）やズワイガニ漁場形成要因の解明などを目指した研究開発を行う計画

であることなどが報告された。 

京都府農林水産技術センター海洋センターより、漁獲量は前年とほぼ同様

少漁であること、特にマアジ、カタクチイワシが不漁であること、マイワシ

は増えているがサワラが減っていること、養殖トリガイは昨年の高水温の影

響で不調、イワガキは好調、予算は厳しいこと、府立海洋高校では平成24-25

年に代船建造の予定であること、今年度はサワラの実用化技術開発、ハマグ

リ養殖、イワガキ天然採苗、底引網漁業の混獲軽減に向けた漁具開発等の課

題を重点として取り組んでいること、来年度以降サワラの高品質化、アカモ

クの生産拡大技術開発などに取り組む予定であることなどが報告された。 

兵庫県立農林水産技術総合センター但馬水産技術センターより、22年度

の漁獲量、漁獲金額は前年比やや減。カレイ類・ハタハタ・ズワイガニ・ホ

タルイカ・ソデイカが低調、ケンサキイカ・サザエが好調であったこと、今

期も同じ傾向であること、増養殖は技術開発を中止することになったこと、

今年度は、小型魚や大型クラゲの混獲防止網の開発、アカガレイの凍結技術

開発などを重点的に行っていること、次年度以降は計量魚探を用いたホタル

イカ・大型クラゲの分布・来遊量評価技術の開発について予算要求中である

ことなどが報告された。 

鳥取県水産試験場より、地域水産業については、年末年始の大雪で多数の

漁船が沈没したこと、マイワシの増加、太平洋クロマグロ資源管理計画の策

定に伴う総漁獲量規制、ケンサキイカ・ウルメイワシ・マダラの漁獲が好調

であること、豊漁の際にはまき網が自主休漁を行っていること、ハタハタの
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ブランド化についてなどが報告された。今年度の重点課題については、沿岸

潮流ブイの設置、改良沖合底曳網の実証試験、ベニズワイ漁場の一斉調査な

ど、次年度以降は沖底の改良網の追試等、漁業者ニーズが高かったクロザコ

エビの活魚流通試験などを行う計画であることなどが報告された。 

鳥取県栽培漁業センターより、被災したギンザケの養殖に対し支援を行っ

ていること、アワビキセノハリオチスについて現在は収束していること、組

織が今年度から水産試験場から再々分離・独立したこと、今年度の課題とし

てはキジハタの大量生産に成功したこと、アユカケの養殖試験の開始、ヒラ

メ放流試験の再開、湖山池の汽水化に取り組んでいること、来年度以降は湖

山池の漁場環境回復試験、未利用海藻の掘りおこし、高級魚資源調査などを

行う予定であることなどが報告された。 

島根県水産技術センターより、地域水産業の情勢については、漁業構造改

革プロジェクトへの参画、県東部のマイワシや秋漁でのケンサキイカ・シイ

ラ・マアジが好調であったこと、宍道湖のシジミが不漁であったこと、調査

船の調査費を要求したが認められなかったこと、予算は施設の維持管理費以

外は昨年なみであったこと、中海二枚貝プロジェクトでは、貧酸素水の影響

か生残率が低かったこと、次年度以降は引き続き沖底の構造改革、有用小型

藻類の養殖、ベニズワイの黒変防止（実用化事業に応募予定）などに取りく

む予定であることなどが報告された。 

山口県水産研究センターより、漁獲はあまりよくない状況、キジハタの種

苗生産施設を建設中であること、アカアマダイは山口県栽培漁業公社に技術

移転を行ったこと、組織・定員について、23年度は２名減、養殖員の現業

職を廃止したこと、予算が激減していること、今年度はマグロ資源調査、ア

カアマダイの代替としてのメダイ釣りの推進、LED集魚灯利用調査等を行っ

ていること、来年度以降は定着性魚類の漁場造成、藻場造成等に取り組む予

定であることなどが報告された。 

 

３）昨年度のフォロ

ーアップ 

 

 

前年度のブロック推進会議における協議事項のフォローアップ状況につ

いて、日水研業務推進部長より以下の説明があった。 

・VMS（船位位置報告装置）を導入した大臣許可漁業の漁船について、漁場

形成位置の把握での利用は不可能である。 

・白濁ズワイガニについては、「体液が白濁したズワイガニ調査実施要領」

及び「体液が白濁したズワイガニ調査結果のとりまとめ」を作成し関係機関

へ配布した。今後も継続して動向を把握していく。 

・漁船の漁獲能力の変化については、日水研は三重大学と共同で漁獲能力の

標準化を目指した新たな試みを開始した。 

・アカアマダイについては、日本海資源生産研究部会傘下となったアカアマ

ダイ分科会において技術開発等に関する検討を行う。 

・スルメイカについては、水産庁事業資源変動要因分析調査において継続し

て問題を検討中である。また、サワラについては 終年度のとりまとめ課題
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として供給量予測手法の開発に関する小課題を実施中である。 

・沿岸域における海況変動モデルについては、高度化が図れるよう課題化を

進めている。 

・これまで交付金で実施していた5府県による9月の沿岸定線観測について

は、23年度から委託費（資源評価調査）で実施することになった。 

海洋観測の重要性・必要性については、機会ある毎に引き続き関係機関に働

きかけていきたい。 

・ヒラメの環境収容力研究については、第3期中期計画において、日水研で

は資源生産部と資源管理部が協力し、環境収容力を考慮した課題内容として

いる。 

・海藻研究については、今年度、資源生産部生産環境グループが中心となっ

てメーリングリストを作成し、情報交換を進めることで、問題点や協力して

取り組める課題などについても検討して行くこととしている。 

 

４）部会報告 日本海漁業資源・海洋環境合同部会（平成23年11月17日開催）につい

て、日水研資源環境部長より報告があった。平成22年度要望事項に係る対

応状況、平成23年度の研究実施概要および平成24年度の研究計画概要、研

究会の活動状況についての報告、平成23年度研究成果情報候補課題、部会

への要望事項（大型哺乳類による日本海スルメイカ漁への影響調査、サメの

生息域調査と駆除方法の検討、漁況予測システムの高度化研究、日本海の魚

類相の解明）への対応について検討され承認された。また、西部日本海ブロ

ック場・所長会要望「海域に応じた海洋拡散モデルの構築」への対応、全国

水産試験場長会懸案事項「広域回遊性種の資源評価の高度化」への対応等に

ついて説明があった。 

 

日本海資源生産研究部会（平成23年11月11日開催）について、日水研

資源生産部長より、平成22年度協議事項である研究開発ニーズについて、

日本海で今後実施すべき研究および体制等について報告された。また、ヒラ

メ分科会、増養殖研究会、アカアマダイ分科会、平成23年度ヒラメ・アカ

アマダイ共同研究の概要などについての報告、平成23年度研究成果情報候

補課題、西部日本海ブロック場・所長会および北部日本海ブロック水産試験

場連絡協議会からの要望への対応、日本海で今後実施すべき研究及び体制に

ついての意見交換などが行われたと説明があった。 

  

II．協議事項  

１）西部日本海ブロ

ック場・所長会およ

び北部日本海ブロッ

ク水産試験場連絡協

議会からの要望 

・ヒラメの放流効果研究への日水研のリーダーシップについて 

今年度のヒラメ分科会において、ミニシンポ「日本海におけるヒラメの資

源管理と種苗放流による資源造成への展望」を企画・実施し、日本海での現

状と問題点に関して共有することに努めた。今後も本分科会等を利用して、
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 沿岸資源グループ長をリーダーとし、日水研として回収率低迷原因の解明、

外部資金獲得に向けた課題提案への検討などについて取り組む方針である

との説明がなされた。 

・小型海藻類の増養殖研究について 

日水研資源生産部生産環境グループが各機関の担当者の協力を得て、これ

までにメーリングリストを作成し、情報交換を開始し、実用技術開発への提

案課題として「売れる日本海特産海藻をつくる生産支援システムの開発

（案）」を作成し、複数県と検討しているとの説明があった。 

なお、石川県が同じアカモクを対象に実用化事業への提案を検討されてい

たことから調整を行った。その結果、石川県の提案はそのままとし、日水研

の提案は、アカモク以外の小型海藻類を含めた課題とし、それぞれ単独で応

募することとなった。なお、日水研の提案課題について、健康成分としての

フコイダンではすでに抽出法に関する特許があること、目標としている多回

収穫や粗悪品の混入対策など、具体的内容が明確でないとの指摘があり、今

後さらに検討することとなった。 

・海域に応じた海洋拡散モデルの構築 

高精度のモデル開発を進めるため、外部資金獲得を目指して日水研、関係

府県および九州大学等と山陰～北陸海域における急潮等による沿岸漁業被

害ハザードマップ作成を目的とした課題化を進めていくこととなった。 

・委託事業の履行期限について 

本部研究支援課長より、委託事業の履行期限は委託元が定めるものである

が、履行期限日には事業を完了する必要があり、事業全体の実績報告書が完

成していることが必須であるため、県からの実績報告書の提出期限を早めに

設定せざるを得ないこと、県から正確で分かりやすい実績報告書が提出され

なければ短期間で事業全体の実績報告書を取りまとめることはできないこ

と、また委託元の水産庁から実績報告書や証拠書類を精査され厳しく検査が

行われていることが説明された。事務レベルで、どこまで後倒しが可能か要

望に関する検討を行うが、非常に厳しい状況であることをご理解いただきた

いとの説明があった。 

一方県側からは当初計画されていた海洋観測および魚体調査を履行期限

外で行うと所要経費は全て県が負担しなければならなく、データは無償で提

供することとなり大きな問題になるとの意見もだされた。 

 

２）全国水産試験場

長会 平成23年度

地域の抱える懸案事

項 

・広域回遊種の資源評価と資源管理の高度化について 

西水研所長より、資源評価および資源管理の高度化については、資源評価

調査部会にて、また、栽培対象種については、栽培ワーキンググループにて

検討を進めているとの説明があった。日本海ブロックよりマアジについて検

討してほしいとの要望（鳥取水試場長発言）が出たことを受け、検討すると

の回答が同所長よりあった。 

また、資源管理部長より、広域回遊性種であるマイワシ資源に増加の兆し
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が 近みえることから、今後マイワシ資源の動向について注視すること、今

年度の資源研究会でマイワシ資源に関するミニシンポを開催することが説

明された。 

 

３）要望事項等 ・アカガレイのX細胞症 

 アカガレイX細胞症の発生状況に関するアンケート調査結果について、日

水研から報告があった。本症については引き続き各機関において情報収集に

努めて、担当者間で情報を共有することで合意された。 

・現在開発中の高精度海況予測モデルについて 

資源環境部長より、水研センターでは、ROMS（Regional Ocean Modeling 

System）を基盤とした北西太平洋の海況予測システムの開発を進めてきたと

説明された。今後の改良作業の進捗を踏まえ、適切な時期にFRA-JCOPEの後

継の海況予測システムとしての本格運用を開始する予定であると報告され

た。 

・水産物の放射線モニタリング体制について 

 資源環境部長より、日本海における放射能物質のモニタリングについて、

日水研では文科省の委託を受けて水産物および海底堆積物のサンプルを長

期に亘り毎年収集・分析していること、また、今年度については、上記の従

来の調査に加えて、水産庁補正予算による放射性物質影響解明調査事業（調

査船による海水･プランクトン採集物の分析、漁船等で漁獲された水産物の

分析）を中央水研および関係機関の協力のもと実施し、福島原発事故の影響

把握に努めていると説明された。今後も、日本海ブロック所属機関と密接に

連携を図りながら、放射能能物質のモニタリングを実施していきたいと述べ

られた。 

・栄養分添加による藻場造成に関する研究 

資源生産部長より天然海域への施肥等による微量金属や栄養塩の添加に

ついては，地先海底における藻場造成への長期的かつ安定的効果に関する実

証試験に基づいた科学的な知見が乏しく、また、浅海岩礁生態系全体への影

響を考慮する必要があると説明された。今後、情報交換の場として日本海資

源生産研究部会の日本海ブロック増養殖研究部会や海藻・海草類研究に関す

るメーリングリストなどを活用し、現在公的機関等にて実施中の試験結果等

を比較検討することが重要であるとの発言があった。 

 

・海藻の増養殖や藻場造成の情報交換の場の確保 

資源生産部長より、水研センターとして重要な問題と位置づけており、第

3期中期計画において「沿岸域の漁場環境の保全および修復技術の開発」を

交付金一般研究として課題化し、藻場などの機能評価とその維持・回復に向

けた技術開発に取り組むこととしているとの説明があった。また、日水研と

しては資源生産研究部会の下部機関である日本海ブロック増養殖研究会を

これらの問題の情報交換の場としたいとの説明があった。 
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・キジハタの基礎生態の解明 

資源生産部長より、水研センターではキジハタに関係する機関の情報交換

の場として、瀬戸内海水産業関係研究開発推進会議の下部組織である増養殖

部会のキジハタ分科会は海区を超えて開催され参加が可能であること、ま

た、日水研においては、資源生産研究部会の下部機関である日本海ブロック

増養殖研究部会を日本海関係機関の情報交換の場としており、そのような場

を利用して関連する研究等の積極的な発表、討議をお願いしたいとの発言が

あった。 

・アワビの不明疾病、資源状況 

資源生産部長より、キセノハリオチス感染症がこれまでの天然資源の減少

の原因であるかどうかを解明することは困難であること、この問題は全国的

な問題としてとらえる必要があることから、増養殖研究所が事務局となって

1月下旬に中央水研横浜庁舎において開催が予定されているアワビ研究会に

おいて、専門家を交えて都道府県の皆様と検討することになっていると説明

された。 

  

III．その他 

１）水産試験場報告

書等のpdf化につい

て 

 

平成23年度西部日本海ブロック場・所長会および北部日本海ブロック水

産試験場連絡協議会の決定に基づき、日水研にて府県の研究報告など刊行物

のpdf化を進めているとの説明があった。 

 

２）日本海ブロック

における開発調査セ

ンターの取り組み 

 

開発調査センター所長より、日本海ブロックにおける開発調査センターの

取り組みとして省人化を目的とした「小型底びき網漁業における操業方式の

改善」の実施状況および結果概要について説明がなされた。また、資源管理

型漁具の開発を目的とした「沖合底びき網漁業における資源の合理的利用」

の実施状況および結果概要についても説明された。さらに、ビジネスモデル

研究会が助言と進行管理を行っている持続的な沿岸漁業と国民への高品質

な水産物の安定供給を目指した「沿岸域における漁船漁業を対象とした開発

調査事業」についても紹介された。 

 

３）東日本大震災に

関する東北ブロック

からの情報提供 

 

 冒頭、東北水研所長より震災支援に対して謝辞が述べられた。続いて、東

日本大震災からの水産業の復旧・復興への取り組みとして青森県産業技術セ

ンター水産総合研究所・食品総合研究所・下北ブランド研究所、岩手県水産

技術センター、宮城県水産技術総合センター、福島県水産試験場・福島県水

産種苗研究所、茨城県水産試験場および東北水研の経過と現状、取り組みに

ついて説明された。また、定線調査の実施と今後の予定および今後の漁海況

モニタリングについて説明がなされた。 

 

閉会挨拶 

 

日本海区水産研究所長より閉会の挨拶がなされた。 

 


