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「研究の栞（しおり）2017」の刊行に寄せて

「サイエンスコミュニケーション」とは専門家でない方々に対し科学的なトピックスを

伝えることです。科学の良さや面白さ、感動を皆様に伝えることにあります。伝えるだけ

だと一人よがりに陥る危険性があります。本当の目的はその先にあると私は考えます。す

なわち、皆様が私たちの研究の理解者、サポーターになっていただくことです。

私たち研究者は、なぜ研究するのか、どうやって研究するのか、どのように役立つのか、

をお伝えする義務を負っています。難しい言葉でいうと「説明責任」です。国民の税金を

使って研究していますから、説明責任は当然あります。

「研究の栞」は水産工学研究所の広報誌です。2006 年から毎年刊行しています。本誌の

編集ポリシーを改めてご紹介いたします。第一義的には、研究者が成果を読み手が理解で

きる言葉で語ることです。読者は高校生や大学生を含む世間一般の人々、同じ水産分野で

も専門の違う研究者を想定しています。原則注釈は付けず、中学卒業くらいの語彙力で理

解できることを意識しています。1 トピックス 1 ページ、文字は少なく写真や図を使い分か

りやすく簡潔に記載します。研究者がわかりやすい言葉で自身の研究を読者にアピールす

ることは、サポーターになっていただく上でとても大切なことだと私は思っています。

本誌はサポーターを増やすことを主眼においていますが、もちろん読者として専門家を

拒むものではありません。しかしながら専門家は本誌の top reader ではありません。なぜ

なら専門家は研究所の研究者と専門用語を駆使し情報交換します。学術論文を介して発信

者と双方でコミュニケーションしているからです。

「へぇ～、水工研ってこんなことを研究しているんだぁ。役に立っているんだぁ！」を

皆様から頂戴できるように、「成果を分かりやすく。サポーターになってくださる。」を心

がけて編集してまいります。本誌は研究所の見学者、所内一般公開や研究所が主催する会

議などで配布しています。本誌をお手に取った皆様には、ご意見、ご要望、お気づきの点

がございましたら、是非お寄せください。

今後も水産工学研究所をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

平成 29 年 10 月 1 日

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産工学研究所

所長 前野幸男
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1
津波来襲時に杭式桟橋に作用する

流体力
水産土木工学部 水産基盤グループ：大村智宏・古市尚基・杉松宏一

2
漁港における各種処理木材の

耐久性試験
水産土木工学部 水産基盤グループ：梅津啓史、生物環境グループ：南部亮元
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4
鹿島灘･九十九里沿岸の
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水産土木工学部
水産基盤グループ：杉松宏一
アルファ水工コンサルタンツ：遠藤次郎、防衛大学校：八木 宏

5 大津波でも倒れにくい防波堤をつくる 水産土木工学部 水産基盤グループ：古市尚基・大村智宏・杉松宏一

6 人工魚礁の効果を推定する 水産土木工学部 水産基盤グループ：井上誠章、生物環境グループ：南部亮元

7 石の安定質量算定法の高度化 水産土木工学部 生物環境グループ：川俣 茂

8 鹿島灘・九十九里沿岸の海底餌料環境 水産土木工学部
生物環境グループ：宇田川徹・渡辺一俊
水産基盤グループ：杉松宏一

9 ドローンによる広域藻場空撮手法 水産土木工学部 生物環境グループ：南部亮元・渡辺一俊、業務推進部：森口朗彦

10
GISによる空撮画像からの

藻場分布把握
水産土木工学部 生物環境グループ：南部亮元・渡辺一俊、業務推進部：森口朗彦

11
統計モデルによる

磯焼け対策適地選定手法
水産土木工学部 生物環境グループ：南部亮元・渡辺一俊、業務推進部：森口朗彦
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復活できるか？
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13
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水温・餌環境
水産土木工学部 生物環境グループ：多賀悠子

14
魚礁の増殖場機能評価

～流速低下が稚魚に与える影響～
水産土木工学部 生物環境グループ：多賀悠子

15 ディープラーニングを用いたロボット漁船 漁業生産工学部
漁船工学グループ：松田秋彦
神戸大学：橋本博公・谷口裕樹・Haiqing Shen

16 養殖作業船の燃料消費特性 漁業生産工学部 漁船工学グループ：溝口弘泰・三好潤・高橋竜三

17 クロマグロ小型魚を定置網から逃がす 漁業生産工学部 漁具・漁法グループ：越智洋介・山﨑慎太郎・高橋勇樹・藤田 薫

18
天皇海山漁場でのクサカリツボダイの

ターゲットストレングス測定
漁業生産工学部 水産情報工学グループ：澤田浩一・松裏知彦

19
サケ稚魚沿岸滞留時の

餌料、水温、塩分情報の提供
漁業生産工学部 水産情報工学グループ：澤田浩一・松裏知彦・長谷川浩平

20 魚を落ち着かせる栄養素とは？ 水産業システム研究センター
エネルギー・生物機能利用技術グループ：柴田玲奈
研究推進部：東 照雄、中央水産研究所：村田裕子

21 鹿島灘で二枚貝稚貝を収集する 水産業システム研究センター
生産システム開発グループ：伏屋玲子
水産土木工学部：杉松宏一・南部亮元・多賀悠子
業務推進部：森口朗彦

22 ドローン運用マニュアルの策定 業務推進部 業務推進課：森口朗彦

「研究の栞（しおり）2017」
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津波来襲時に杭式桟橋に作用する流体力
水産土木工学部

研究の背景・目的

2011年3月の東北地方太平洋沖地震による大津波で被災した漁港では、重力式や矢板式、浮き桟

橋式などの岸壁で多数の損壊が発生しました。一方で杭式桟橋（陸地に平行に設置された横桟橋（図

１）は、比較的軽微な損傷に留まり、桟橋上部工の沈下を嵩上げし、漁業活動の早期再開に繋がった

事例がありました。杭式桟橋は地震・津波に対する防災・減災対策として有効な構造形式と言え、災

害時における漁村への物資輸送や迅速な応急・復旧工事、漁業活動の早期再開が期待できます。し

かし津波来襲時に杭式桟橋に作用する流体力（津波によって桟橋で生じる水圧や力）は解明されてい

ないことから、水理模型実験を行って流体力を明らかにしました。

研究成果

杭式桟橋に対して一定流速の流れを作用させた場合の流体力を調べました（写真１）。①桟橋の上

部工上面の水圧（水の流れによって生じる圧力）が静水圧（水が動かない場合の、水深に比例する水

圧）よりも低下することや、②上部工の上面と下面の圧力差によって揚力（浮き上がる力）が生じるこ

と、③その揚力が桟橋に作用する水平方向の流体力よりも大きくなることがわかりました。上部工の

上面と下面に作用する流体力の分布と揚力の算定方法も示しました。実際の津波は一定流速の流れ

ではないことから、現実的な条件を設定して検討を進めていきます。

波及効果

杭式桟橋に対して一定流速の流れを与えた実験を行い、流体力を明らかにしました。今後検討を

進めてゆくことにより津波に対する杭式桟橋の設計手法として一般化を図り、漁港設計に反映するこ

とで、防災・減災に資する漁港整備への貢献が期待されます。

（本研究は「岩手県田老漁港耐震性能照査業務委託」で得られた実験データを使用しました。）

写真１ 水理模型実験の状況

（水産基盤グループ：大村智宏・古市尚基・杉松宏一）

図１ 直杭式横桟橋の構造（断面図）
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国立研究開発法人

漁港における

木材の適正な利用は炭素貯蔵につながり、地球温暖化対策としても有効な手段

でも、魚礁に木材を取り付けて魚を集める効果を増大

いますが限定的です。原因として、

（図）の食害が考えられます。そこで、

施し長期耐久性試験を行い、食害防止効果を調査しました

未処理の木材と 5 種類の処理木材

材は、1年半後には食害により崩壊

1年半後から食害を受け始め、3年後には崩壊

220℃で 2 時間半熱処理をした木材（

いました。フェノール系樹脂で処理

わかりました。

木材に各種処理を行うことで、海

施設の材料として有効利用が図られることから

対策を施した処理木材は魚を集める効果が低下していることが予想され、用途に応じた処理木材

の利用を考える必要があります。

引用：原色動物大圖鑑，北隆館

図 フナクイムシ(上)とキクイムシ(下)

写真1 クレオソートR（浸漬）

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

における各種処理木材の耐久性試験
水産土木

研究の背景・目的
利用は炭素貯蔵につながり、地球温暖化対策としても有効な手段

に木材を取り付けて魚を集める効果を増大させるなど、木材利用の取組が進められて

、海岸施設で木材を使用する場合、フナクイムシやキクイムシ

そこで、漁港での木材利用拡大を目的に、現場で各種処理

、食害防止効果を調査しました。

研究成果
種類の処理木材（表参照、材料はいずれも杉材）で試験しました。

崩壊しました。クレオソートRに 3日間浸漬した木材

年後には崩壊しました。クレオソートRを加圧注入した木材

をした木材（写真2）は、3 年後に食害が観察されましたが、

理した木材（写真3）は 3 年後も食害を受けず耐久性

波及効果
、海中で長期間にわたり耐久性を付与することができれば、

有効利用が図られることから、木材の利用拡大につながります。

対策を施した処理木材は魚を集める効果が低下していることが予想され、用途に応じた処理木材

（水産基盤グループ：梅津啓史、生物環境グループ：

未処理

クレオソートR（浸漬） 3日間浸漬

クレオソートR（加圧注入） 加圧1.3MPaで3時間注入

フェノール系樹脂
ヒドロキシメチルフェノールモノマーを主剤とす

る保存薬剤を250kg/㎥以上の割合で注入

熱処理（220℃） 220℃の水蒸気で2.5時間熱処理

熱処理（237.5℃） 237.5℃の水蒸気で5時間熱処理

表：木材の処理の種類

写真2 熱処理（220℃） 写真3 フェノール系

http://nrife.fra.affrc.go.jp/

各種処理木材の耐久性試験
水産土木工学部

利用は炭素貯蔵につながり、地球温暖化対策としても有効な手段です。水産分野

取組が進められて

フナクイムシやキクイムシ

各種処理を木材に

ました。未処理の木

浸漬した木材（写真1）は、約

を加圧注入した木材および

が観察されましたが、原形を留めて

耐久性が高いことが

付与することができれば、漁港

、木材の利用拡大につながります。一方、食害防止

対策を施した処理木材は魚を集める効果が低下していることが予想され、用途に応じた処理木材

生物環境グループ：南部亮元）

加圧1.3MPaで3時間注入

ヒドロキシメチルフェノールモノマーを主剤とす

る保存薬剤を250kg/㎥以上の割合で注入

220℃の水蒸気で2.5時間熱処理

237.5℃の水蒸気で5時間熱処理

フェノール系樹脂
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漁港の岸壁に生ずる変形の解明
水産土木工学部

研究の背景・目的
漁港の施設のうち「矢板式係船岸」は、地中に鋼製の板（矢板）を打ち込み漁船を係留する岸壁

です（図１）。矢板には陸地（土）からの圧力が働き、地震で振動すると特に大きな力が働き矢板が

変形します。変形が大きくなると地表に亀裂や段差が生じ、矢板が大きく曲がり岸壁として使用で

きなくなります。これまで比較的浅い（5m前後）水深における矢板式係船岸の地震による変形の実

態がわかりませんでした。そこで数値計算により地震動を矢板式係船岸に作用させその実態を解

明しました。

研究成果
変形の形状と、矢板を曲げる力（曲げモーメント）の分布がわかりました（図 2）。変形の形状は、

水深の深い矢板式係船岸(図 3）とは異なり、最も下の部分の傾きが大きくなりました。この違いに

は、水深と矢板を打ち込む深さが影響していると考えられます。

波及効果
得られた地震時の変形や曲げモーメントの分布を参考に、大きな力を受ける部分を補強したり、

打ち込む深さを変えたりすることで地震時に働く力に適合した設計が可能になります。

（本研究は、水産庁水産基盤整備調査委託事業により民間企業との共同で実施しました。）

（水産基盤グループ：佐伯公康）

（港湾空港技術研究所資料No.912から引用）

鋼製の矢板

鋼製の棒

鋼製の杭

土の圧力

図1 矢板式係船岸

ａ:矢板の変形 ｂ:矢板の曲げモーメント

図2 解析結果くの字型 前傾くの字型 前傾型

図3 水深の深い矢板式係船岸の変形
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鹿島灘･九十九里沿岸の流れ、水温および塩分
水産土木工学部

研究の背景・目的
鹿島灘・九十九里沿岸は、広大な砂浜と利根川の河口を有する沿岸性の特徴と、黒潮系・

親潮系の水塊が入り乱れる外洋性の特徴を併せ持ち、基礎生産は高く水産資源にとって重要

な海域です。この海域の水温・塩分や海流などの物理現象を再現するために数値モデルを構

築しています。しかし、この海域では現地観測データが少ないため、数値モデルによる結果が

実際の環境を反映しているかどうか、よくわかりません。そこで、調査船たか丸により連続観測

装置(図 1、2、3)を設置して観測データを蓄積し、数値モデルによる再現性を検証しました。

研究成果
現地調査から低気圧の通過や季節風などにより、およそ海岸線に沿う方向の流速が卓越し

(図 5 の上図)、この流れは数値モデル上にもよく再現されました。冬季の水温低下など季節的

な特徴は良く再現されましたが、淡水供給量や黒潮系の水塊の侵入などに起因する影響は数

値モデルと観測値に違いが認められ(図 4，5)、今後の改良へ課題が残りました。

波及効果
本成果は、鹿島灘・九十九里沿岸の物理環境を把握するための重要な知見であり、魚介類

の卵や稚仔魚の分布予測に貢献します。

（水産基盤グループ：杉松宏一、アルファ水工コンサルタンツ：遠藤次郎、

防衛大学校：八木 宏）

図 1 鹿島灘･九十九里浜沿岸の観

測ライン(赤)と連続観測点(青丸)
図 2 設置した観測装置の

概要

海面

超音波流速計
濁度

塩分・水温

流況観測点
(水深42m)

抗トロール測流装置

42m

図 4 2014 年 2 月 19 日の表層塩分

(数値モデル結果)

図 3 調査船たか丸による連続観測装

置設置の様子

図 5 海底付近の流れと水温・塩分の時系列(水深 42m)



研究の栞 2017-05

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

（水産基盤グループ：古市尚基・大村智宏・杉松宏一）

大津波でも倒れにくい防波堤をつくる
水産土木工学部

研究の背景・目的
東日本大震災では、図 1 左に示すように、来襲した津波が防波堤を越え、背後への落水に

よって基礎部分が洗掘されて堤体部がずれたり、倒れたりします。その結果、漁港内に甚大な

被害が生じました。大規模震災への備えとして、数十年から百数十年の間に発生する津波に

対して防波堤の安定性を確保するとともに、想定を上回る津波に対して倒れにくく、全壊に要

する時間を延ばすことで一定の減災効果を期待する「粘り強い」構造が求められます。水理模

型実験を行い、図 1 右に示す基礎部分をブロックで覆い（被覆ブロック）、防波堤頂部を部分的

に高くする（パラペット）構造が防波堤の安定性向上に果たす役割を調べました。

研究成果
防波堤を越える津波の高さ（越流水深）やその背後（港内側）の水深を変化させ（図 1 右、写

真 1）、パラペットが被覆ブロックの安定性に及ぼす影響を調べました。パラペットを設置するこ

とで津波外力に対する被覆ブロックの安定性は高まり（図 2）、パラペット幅と堤体部幅の比を

0.3 以上にすれば、越流水深が 15%程度高くなっても被覆ブロックが動かず、防波堤は安全に

保たれることがわかりました。

波及効果
今後も実験を重ね知見を一般化していくことで、防災・減災に資する防波堤整備への貢献が

期待されます。 （本研究は水産研究・教育機構運営交付金研究及び水産庁委託事業により実施しました。）

写真 1 水理模型実験の風景 図 2 被覆ブロックの安定性に関する実験例

図 1 大規模津波来襲時の被災メカニズム（左） パラペット・被覆ブロックによる対策のイメージ（右）
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国立研究開発法人

人工魚礁の効果を推定する

人工魚礁は沿岸域の漁場形成や資源量の増大のために重要だと考えられてきました。

後半から2000年初期までに5600

の全海域面積の 12％以上に人工魚礁が設置されています。

果を評価することは難しく、「どのような人工魚礁をどのように

できるのか？」という疑問に正確に答えることは

魚礁の利用状況（人工魚礁が設置された海域で

与える効果を正確に推定すること

長崎県海域での操業データ（長

各魚種の漁獲量に対する人工魚礁の効果を推定しました。高級魚であるメダイの漁獲量は

の総操業時間に対する人工魚礁での操業

メダイの漁獲量を増大させる効果があると考えられました。

い漁獲量が人工魚礁からも得られることがわかりました。

主な魚種の漁獲量に人工魚礁が

どこに設置すればより効果的か、既存の人工魚礁をどのように改良すればよい

します。

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

人工魚礁の効果を推定する

研究の背景・目的
人工魚礁は沿岸域の漁場形成や資源量の増大のために重要だと考えられてきました。

5600億円以上をかけて人工魚礁が設置され、現在では沿岸

以上に人工魚礁が設置されています。人工魚礁が漁業や水産資源に与える効

「どのような人工魚礁をどのように設置すれば魚を効率よく

できるのか？」という疑問に正確に答えることはできていません。これまでのデータを活用して

設置された海域での漁業の実態）を明らかにし、人工魚礁が

正確に推定することが求められています。

研究成果
長崎県海域での操業データ（長崎県より提供）をもとに、漁業情報を整理して解析することにより、

漁獲量に対する人工魚礁の効果を推定しました。高級魚であるメダイの漁獲量は

人工魚礁での操業時間の割合が高くなるほど大きくなり（下図）

があると考えられました。またマダイの場合は、天然

人工魚礁からも得られることがわかりました。

波及効果
人工魚礁が与える効果を明らかにし、今後はどのようなタイプの人工魚礁を

既存の人工魚礁をどのように改良すればよいかなどの

（水産基盤グループ：井上誠章、生物環境グループ：南部亮元

http://nrife.fra.affrc.go.jp/

水産土木工学部

人工魚礁は沿岸域の漁場形成や資源量の増大のために重要だと考えられてきました。1970 年代

現在では沿岸200 m以浅

水産資源に与える効

効率よく増やすことが

これまでのデータを活用して人工

人工魚礁が漁獲量に

解析することにより、

漁獲量に対する人工魚礁の効果を推定しました。高級魚であるメダイの漁獲量は、航海中

（下図）、人工魚礁は

またマダイの場合は、天然魚礁と遜色な

うなタイプの人工魚礁を

かなどの情報を提供

環境グループ：南部亮元）
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国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

石の安定質量算定法の高度化
水産土木工学部

研究の背景・目的
石は漁場造成でよく用いられる材料で、高波でも移動しないよう、最低限必要な質量（安定

質量）を算定しています。現在用いられている設計法では、石を単体で設置した場合の安定質

量をかなり過大に算出するという問題がありました。そこで適切な安定質量算定のため、水理

模型実験により算定式を見直しました。

研究成果
様々な現場の条件下で、石１個分以上移動した石の割合（図 1）を予測できる実験式をつくり

ました。これまでの算定式では安定質量を最大流速のみで表してきましたが、想定される漁場

造成海域における流れは、往復流でも作用時間や最大流速は異なり（図 2）、また海底の摩擦、

石の密度や大きさも石の移動に影響することがわかりました。今回、見直した提案式は、現地

実験（図 3）によって検証されつつあります。

波及効果
この成果は、漁港・漁場の施設の設計手法の改訂に反映され、石の安定質量算定の適正

化に寄与することが期待されます。
（本研究は水産庁委託事業「漁港・漁場の施設の設計手法の高度化検討調査」と徳島県との共同研究により実施しました。）

（生物環境グループ：川俣 茂）

図 1 実験例（造波水槽内の試験区を上から撮影）

波の作用後

試験床 1個分以上移動

波の作用前

図 2 波動流速の波形

従来の算定式では最大流速 Umax の

みで石の移動しやすさを表していた

が、提案式では Uminと Tzpも参照して

波動流速の非対称性の影響を評価。

maxU

minU
zpT

0

流
速

時間

図 3 現地実験で設置された約 1～3 トンの石（左写真；徳島県棚田教生氏提供）と最大流速発生時

の流速波形（右図）。最大流速は 3.5m/s に達したが、1 個分以上の移動は観察されなかった。
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国立研究開発法人

鹿島灘・九十九里沿岸の海底

海底をすみかとする魚介類の餌料環境を調べるため

水深 10 m と 30 m との海底表面

類や底魚類などの好漁場です。

二枚貝の餌となるとともに、エビ・カニ類や底魚類

ると考えています。

海底表面の微細藻類の量は、

多いこと、九十九里沿岸の水深

海底表面の微細藻類の量は

の量は生き残りや成長を通して生物の数や量に影響します

のチョウセンハマグリなど二枚貝の

（生物環境グループ：宇田川徹

図 1 鹿島灘・九十九里沿岸の

調査定点

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

九十九里沿岸の海底餌料環境
水産土木工学部

研究の背景・目的
海底をすみかとする魚介類の餌料環境を調べるため、2013 年から鹿島灘

表面の微細藻類量を調べています。両海域とも

。海底表面の微細藻類は、チョウセンハマグリや

エビ・カニ類や底魚類に食べられるゴカイ類など

研究成果
、鹿島灘より九十九里の方が多いこと、両海域とも水深

の水深 30 m では変動の大きいことがわかりました。

波及効果
海底をすみかとする魚介類の餌料環境の指標となります。

を通して生物の数や量に影響します。本成果は、この海域の重要資源

二枚貝の資源変動の原因解明に貢献することを目指しています

（生物環境グループ：宇田川徹・渡辺一俊、水産基盤グループ：杉松宏一

図 2 2013 年～2016 年の海底表面の微細藻類量

http://nrife.fra.affrc.go.jp/

餌料環境
水産土木工学部

鹿島灘・九十九里沿岸の

両海域とも貝類・エビ類・カニ

チョウセンハマグリやウバガイなど

食べられるゴカイ類などの餌にもなってい

両海域とも水深30 mで

。

の指標となります。餌

。本成果は、この海域の重要資源

資源変動の原因解明に貢献することを目指しています。

、水産基盤グループ：杉松宏一）

表面の微細藻類量
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国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

ドローンによる広域藻場空撮手法
水産土木工学部

研究の背景・目的
藻場は魚の子供たちが成育する場として重要です。藻場の回復手法を考えるには、藻

場の分布を把握する必要があります。従来の潜水観察は広大な藻場に対して点の情報

でしかなく、くまなく調査することは現実的ではありません。衛星画像の解析も試みられて

いましたが、雲などで覆われると画像の入手は困難です。そこで、最近、性能の向上が著

しいドローンを活用した空撮手法を検討しました。

研究成果
直径約 1m の比較的大きいマルチコプター型のドローン(写真 1)にミラーレス一眼型カメ

ラを搭載し、レンズを真下に向けて空中から海面を撮影しました。調査対象は、北海道の

美国漁港から古平漁港の間の海域です。飛行高度は 150m 未満とし、1 画像で 200m×

160m の範囲を撮影しました。2.5 秒に 1 回シャッターを切るよう設定し、海岸線に沿って

50m 沖合を往復 500m 飛行し、撮影しました。飛行時間は 10 分未満で 100 枚の空撮画像

が撮影できました。写真を合成して 600m×300m の空撮画像を作成できました（写真 2）。

波及効果
ドローンは年々操作性が向上し、安価で入手できます。魚群の追跡や赤潮の発生状況

など漁場での活用も期待されます。

(本研究は農林水産技術会議委託プロジェクト研究「生態系ネットワーク修復事業」の一環として実施しました。)

(

（生物環境グループ：南部亮元・渡辺一俊、業務推進部：森口朗彦)

写真 1 沿岸で空撮中のドローン

写真 2 撮影された画像（奥）と合成された広

域藻場分布画像（手前）
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国立研究開発法人

GIS による空撮画像からの藻場分布把握

研究の背景・目的
ドローンにより比較的容易に広範囲

像だけでは藻場の位置情報や分布規模を把握できません。

用することで、空撮画像に地理

の情報を統合することで、広範囲

海岸線の空撮画像に、GIS に記録されている

空撮画像に地理情報が付与され、

よる藻場の被度、種組成、位置情報を

わせ、空撮画像の色調で藻場の種組成や被度を予測できます

を画像全体に引き延ばし、藻場ごと

所に生息する無節サンゴモと褐藻の

した（写真 2）。

広域の藻場分布や種組成の

ることがわかりました。このような情報は、藻場の維持や回復を行う際に、重要な

るので積極的な利用が期待されます。

(本研究は農林水産技術会議委託

(生物環境グループ：南部亮元

写真 1 空撮画像データの GIS

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

による空撮画像からの藻場分布把握
水産土木

研究の背景・目的
容易に広範囲な藻場の画像を得ることが可能に

や分布規模を把握できません。GIS(地理情報システム

用することで、空撮画像に地理情報を与え、また、潜水調査で得た藻場の被度や

統合することで、広範囲な藻場の面積や種組成を明らかにすることができます

研究成果
に記録されている海岸線の位置情報を重ね合わせ

空撮画像に地理情報が付与され、長さや面積を求めることができます(図

位置情報を入力します。空撮画像と潜水調査の情報を重ね合

藻場の種組成や被度を予測できます（教師付分類）

藻場ごとの分布範囲を求めました。例として、

と褐藻の 1 種であるケウルシグサが分布する

波及効果
や種組成の情報が、GIS を使うことによって、比較的

このような情報は、藻場の維持や回復を行う際に、重要な

が期待されます。

委託プロジェクト研究「生態系ネットワーク修復事業」の一環として実施しました。

生物環境グループ：南部亮元・渡辺一俊、業務推進部：森口朗彦

GIS への取り込み 写真 2 画像から抽出された

ケウルシグサ

無節サンゴモ

http://nrife.fra.affrc.go.jp/

による空撮画像からの藻場分布把握
水産土木工学部

画像を得ることが可能になりましたが、画

地理情報システム)を利

の被度や種組成

を明らかにすることができます。

重ね合わせることで、

図 1)。潜水調査に

空撮画像と潜水調査の情報を重ね合

（教師付分類）。予測結果

、「磯焼け」した場

する範囲がわかりま

を使うことによって、比較的容易に把握でき

このような情報は、藻場の維持や回復を行う際に、重要な情報とな

」の一環として実施しました。)

渡辺一俊、業務推進部：森口朗彦)

画像から抽出された藻場分布

ケウルシグサ

無節サンゴモ
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国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

統計モデルによる磯焼け対策適地選定手法
水産土木工学部

研究の背景・目的
藻場があった海域に海藻がなくなり、海藻が着生していた石や岩に無節サンゴモで覆

われてしまう現象を「磯焼け」と呼び、そのような海域では、①生産性は著しく低下し、②魚

などがいなくなります。対策として海藻を食べるウニ類の除去や砂地に海藻が着生できる

ような石材を投入していますが、思うように効果が上がらないことがあります。藻場の回復

を効率的に進めるため、統計モデルによる対策適地を選定する手法を考案しました。

研究成果
北海道の美国漁港から古平漁港にかけての 15km の海域を対象に、水深、波浪、底質

等の物理環境および海藻の植生とウニの分布を調査しました。得られたデータを統計モ

デルで解析することで、物理環境と海藻やウニの生息状況の関係を予測できました。ウニ

を除去した場合（図 1）、石材を設置した場合（図 2）、藻場の回復効果が大きい場所がわ

かりました。対策手法に応じた適地の選定が可能になりました。

波及効果
ウニなどの食害生物の除去や石材の投入など磯焼け海域に応じた方策を選択するこ

とで効果的かつ効率的な藻場回復が期待されます。

(本研究は農林水産技術会議委託プロジェクト研究「生態系ネットワーク修復事業」の一環として実施しました。)

(生物環境グループ：南部亮元・渡辺一俊、業務推進部：森口朗彦)

図 1 ウニ対策適地

（赤く示した海域が適地）

図 2 底質対策適地

（赤く示した海域が適地）

美国漁港

古平漁港

美国漁港

古平漁港

効果小

効果大

効果小

効果大
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国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

小石を撒いて江戸前アサリを復活できるか？
水産土木工学部

研究の背景・目的
近年、日本全国でアサリの漁獲量が減少しています。アサリ資源の厳しい現状に対し

て、漁場に小石（砕石）を撒くことで、アサリ稚貝の定着が促進され、漁獲につながる事例

が三重県で報告されています。千葉県船橋市のアサリ漁場では、着底した稚貝が波浪で

岸へ移動し、浜に打ち上げられ死亡する事例が報告されています。アサリの移動を、漁場

に砕石を敷設することで抑制し、江戸前のアサリ資源復活に取り組んでいます（図 1）。

研究成果
事前調査では、アサリは100～2,120個体/m2の密度でした（図2）。稚貝が多くいる一方

で、成貝はほとんど見られませんでした。引き続き、アサリの分布調査を行い、砕石設置

の効果を検証していきます。

波及効果
三重県だけでなく、船橋地先でも砕石による漁場造成が、アサリ資源の増大に効果が

認められれば、資源の減少が報告されている各地に広めていくことができます。

(本研究は委託事業「船橋地区における砕石造成によるアサリの定着促進の検証調査」の一環として実施しました。)

（生物環境グループ：佐藤允昭・南部亮元、水産基盤グループ：井上誠章、

水産土木工学部：桑原久実）

図 2 事前調査で採集されたアサリ稚貝

図 1 砕石（上）と漁業者による砕石散布（下）
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国立研究開発法人

チョウセンハマグリ浮遊幼生に適した

チョウセンハマグリは鹿島灘～九十九里沿岸における重要な水産資源で

近年大規模な資源加入がなく長期減少傾向にあ

いことが知られていますが、その変動要因は明らかでは

源変動の解明に向けては、浮遊幼生

る鹿島灘～九十九里沿岸海域の水温やクロロフィル

動があることが野外観測や低次生産モデルより明らかとなって

た水温・餌環境を飼育実験によって調べました。

産卵期のチョウセンハマグリの

浮遊幼生の生残との間に明確な関連はみられ

20℃よりも 25℃の方が良かったです

では濃度が高いほど成長が良いものの、それ

図）。

浮遊幼生の成長に最適な沿岸海洋環境は、夏から秋にかけての長期間かつ広範囲に

ぶチョウセンハマグリの産卵期、産卵海域のすべてに当てはまるわけではないこと

した。チョウセンハマグリ浮遊幼生の

チョウセンハマグリの加入量変動の解明に

左図：チョウセンハマグリ

右図：採卵 5 日目の浮遊幼生の殻長と飼育水温、クロロフィル

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

チョウセンハマグリ浮遊幼生に適した

水温・餌環境

研究の背景・目的
チョウセンハマグリは鹿島灘～九十九里沿岸における重要な水産資源で

近年大規模な資源加入がなく長期減少傾向にあります。チョウセンハマグリ

が、その変動要因は明らかではありません。チョウセンハマグリ

源変動の解明に向けては、浮遊幼生（左図）の生態への理解が重要です。

る鹿島灘～九十九里沿岸海域の水温やクロロフィル a 濃度（餌密度の指標）

動があることが野外観測や低次生産モデルより明らかとなっていることから、浮遊幼生に適し

た水温・餌環境を飼育実験によって調べました。

研究成果
チョウセンハマグリの産卵海域で観測される水温やクロロフィル

明確な関連はみられませんでした。浮遊幼生の成長は

かったですが、クロロフィル a濃度は、水温 20℃

では濃度が高いほど成長が良いものの、それを超えると成長が遅くなることが分かりました

波及効果
浮遊幼生の成長に最適な沿岸海洋環境は、夏から秋にかけての長期間かつ広範囲に

の産卵期、産卵海域のすべてに当てはまるわけではないこと

浮遊幼生の分布・低次生産モデルと本成果とを組み合わせることで、

加入量変動の解明に貢献することができます。

（生物環境グループ：多賀悠子

チョウセンハマグリの浮遊（D 型）幼生。

日目の浮遊幼生の殻長と飼育水温、クロロフィル a 濃度との関係

http://nrife.fra.affrc.go.jp/

チョウセンハマグリ浮遊幼生に適した

水産土木工学部

チョウセンハマグリは鹿島灘～九十九里沿岸における重要な水産資源ですが、鹿島灘では

チョウセンハマグリは資源変動が大き

チョウセンハマグリの資

が重要です。浮遊幼生が生息す

（餌密度の指標）には、季節的な変

いることから、浮遊幼生に適し

水温やクロロフィル a 濃度の範囲では、

浮遊幼生の成長は、水温が

℃、25℃とも 0.3μg/Lま

ことが分かりました（右

浮遊幼生の成長に最適な沿岸海洋環境は、夏から秋にかけての長期間かつ広範囲におよ

の産卵期、産卵海域のすべてに当てはまるわけではないことが分かりま

・低次生産モデルと本成果とを組み合わせることで、

生物環境グループ：多賀悠子）

濃度との関係。
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国立研究開発法人

魚礁の

～流速低下が稚魚に与える影響

これまで魚礁設置の第一目的は

ました。魚礁には成魚だけでなく

殖場としての機能が期待されて

への稚魚の生息に影響を与えている可能性があります。そこで、

ゴ、ヒラメの稚魚が振動流（波）の条件

稚魚が餌をとれないほど流れの速い海域であっても、

の稚魚で毎秒全長の約 3.5 倍以下

を制御できれば（左図）、稚魚が

図）。

稚魚が生息できる流速が明らかにな

整備計画に活用が期待されます

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

魚礁の増殖場機能評価

流速低下が稚魚に与える影響
水産土木工学部

研究の背景・目的
設置の第一目的は、漁獲対象となる成魚を集め、効率的に漁獲することにあり

く仔稚魚も多く生息していることが分かってきており、

殖場としての機能が期待されています。魚礁を設置すると周囲の流速が低下

に影響を与えている可能性があります。そこで、魚礁に生息するメバル、カサ

の条件下で生息できる流速を調べました。

研究成果
ないほど流れの速い海域であっても、そこに魚礁を設置し、

倍以下、ヒラメの稚魚で毎秒長の約 5.5 倍以下

稚魚が餌をとることができ、生息可能となることが分かりました

波及効果
できる流速が明らかになることで、増殖場機能を期待した魚礁の設計や

ます。

（生物環境グループ：多賀悠子

左図：振動流下での稚魚の摂餌頻度と

の約 3.5～5.5 倍/秒を超える流速を境として、

餌がとれなくなる。

右図：魚礁の設置によって、稚魚の生息

期待できる。

http://nrife.fra.affrc.go.jp/

流速低下が稚魚に与える影響～
水産土木工学部

を集め、効率的に漁獲することにあり

も多く生息していることが分かってきており、魚礁の増

低下しますが、魚礁

魚礁に生息するメバル、カサ

そこに魚礁を設置し、メバルとカサゴ

倍以下まで波の最大流速

ることが分かりました（右

増殖場機能を期待した魚礁の設計や漁場の

生物環境グループ：多賀悠子）

摂餌頻度と流速との関係。全長

流速を境として、稚魚は

生息可能環境の創出が
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国立研究開発法人 水産研究・教育機構水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

ディープラーニングを用いたロボット漁船

漁業生産工学部

研究の背景・目的
船舶においても無人化(ロボット化)に向けた研究開発が行われています。ロボット化技術は

衝突防止などにも有効です。安全に航行できるロボット漁船の実現に必要な要素技術を開発

しています。当面は海難事故を防ぐための操船補助装置として活用することを目指していま

す。

研究成果
ディープラーニングと呼ばれる、システムがデータの特徴を学習して事象の認識や分類を

行う「機械学習」の手法を用いて衝突を未然に回避する避航操船技術を人工知能に学習させ

ました。学習回数が増えるにつれ、衝突回数が減少し、28 万回の学習を行った段階で衝突が

発生しなくなることを PC 上のシミュレーションにより検証しました（図 1）。さらに、大型水槽で 3

隻同時航走の模型実験を行い、衝突せずに自律航行することを確認しました（図 2）。

図 1 :シミュレーション結果 図 2 :模型船の航跡

波及効果
得られた知見は将来の船舶自動航行のための要素技術にもなります。

（漁船工学グループ：松田秋彦、神戸大学：橋本博公・谷口裕樹・Haiqing Shen）
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国立研究開発法人 水産研究・教育機構水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

養殖作業船の燃料消費特性
漁業生産工学部

研究の背景・目的
沿岸・沖合・遠洋漁船の省エネルギー化のために、燃料消費量がわかる（「見える化」）装置

を開発し、様々な漁船漁業の燃料消費特性を明らかにし、改善策を提示しています。生簀養

殖業で使用されている作業船の燃料消費特性を明らかにし、省エネルギー化を進展させま

す。

研究成果
19 トン型の養殖作業船に「見える化」装置を搭載し、燃料消費量を計測することにより養殖

作業中の燃料消費特性を明らかにしました（図）。航走時の消費量は生け簀での作業時の 5

倍以上と養殖作業船の燃料消費量の変動はとても大きくなります。

図 養殖作業船の燃料消費量

波及効果
生簀間移動や給餌作業工程における燃料消費特性を解析し、現場でできる省エネルギー

方法を構築し、現場説明会などで普及に努めます。CO2 排出量の削減や水中雑音の低減な

どを目指す電動養殖作業船の開発を進めていく上で、本研究成果は電気推進器の推進力や

搭載機器の出力を決定する資料となります。

(漁船工学グループ：溝口弘泰・三好潤・高橋竜三)

19 トン型 養殖作業船

搭載機器

油圧クレーン

給水ポンプ、排水ポンプ

投餌機
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国立研究開発法人

クロマグロ

太平洋クロマグロの資源回復

魚の漁獲抑制に取り組んでいます

ごとに漁獲量の上限を定めてい

入網するのを待ち受けて漁獲する

ロマグロ小型魚だけを逃がす技術が必要

魚種の遊泳行動の違いを利用して

めの技術を開発しています。光学カメラによる

ており、遊泳層の違いを利用して

多くの魚種で昼夜では遊泳層が異なるため

は行動への影響が避けられません

別が可能であり、照明を用いずに行動を観察できる

（本研究は東京海洋大学

定置網におけるクロマグロ小型魚の漁獲

て岩手県釜石地区では岩手大学

（漁具・漁法グループ：越智洋介・山﨑慎太郎

図2 光学カメラによる昼間の

［定置網に入網したクロマグロ幼魚の放流技術の開発］

（平成26-27年度農林水産業の革新的技術緊急展開事業）

国立研究開発法人 水産研究・教育機構水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

クロマグロ小型魚を定置網から逃がす

研究の背景・目的
回復のために、各国が小型

に取り組んでいます。日本では漁法・地域

ていますが、さまざまな魚が

のを待ち受けて漁獲する定置網（図 1）では、ク

技術が必要です。

研究成果
魚種の遊泳行動の違いを利用して定置網に入ったクロマグロ小型魚を他の魚種と選別して

光学カメラによる昼間の観察から、クロマグロは表層

の違いを利用してからクロマグロだけを逃がす可能性があること

多くの魚種で昼夜では遊泳層が異なるため夜間の観察も必要ですが、照明を用いた光学カメラ観察で

が避けられません。そこで、音響カメラを用いた結果、体型や遊泳

が可能であり、照明を用いずに行動を観察できることがわかりました（図3）。

（本研究は東京海洋大学、青森県産業技術センター水産総合研究所、株式会社ホリエイと共同で実施し

波及効果
クロマグロ小型魚の漁獲抑制は全国的な課題です。この研究

岩手大学等と連携した取り組みを始めています。

（漁具・漁法グループ：越智洋介・山﨑慎太郎・高橋勇樹・藤田

昼間の観察例

［定置網に入網したクロマグロ幼魚の放流技術の開発］

年度農林水産業の革新的技術緊急展開事業）

図3 音響カメラによる夜間

［定置網に入網したクロマグロ小型魚の

（平成28-30年度農林水産業・食品産業科学

http://nrife.fra.affrc.go.jp/

逃がす
漁業生産工学部

を他の魚種と選別して逃がすた

表層をブリは底層を遊泳し

ることを見いだしました（図 2）。

照明を用いた光学カメラ観察で

遊泳方法によって魚種判

株式会社ホリエイと共同で実施しています）

この研究の成果を活用し

・高橋勇樹・藤田 薫）

夜間の観察例

魚の選別・放流技術の開発］

・食品産業科学技術研究推進事業）

図1 定置網
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国立研究開発法人

天皇海山漁場

ターゲットストレングス測定

研究の背景・目的
天皇海山漁場ではトロール漁業や刺し網漁業が行われています。

用するためには、現存量を把握し漁獲

った現存量推定では 1 尾あたりの

要ですが、クサカリツボダイのような深海魚は

る状態での測定例がほとんどありません

いる漁場で音響光学複合生物観測システム（

ダイに近づけて TS 測定を行い

J-QUESTχを調査船から垂下し、

いました。引き続き、釣獲試験を行い多くのクサカリツボダイ

J-QUESTχ で測定した自然状態

を得ることができました。

図１．(a) J-QUESTχ 本体、

クサカリツボダイ魚群

体長と平均 TS の関係式から

テレオビデオカメラの解析を進め

の体長分布、遊泳姿勢分布、行動など

クサカリツボダイ魚群

(a) (b)

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

漁場でのクサカリツボダイの

ターゲットストレングス測定
漁業生産工学部

研究の背景・目的
ではトロール漁業や刺し網漁業が行われています。資源を

現存量を把握し漁獲管理を行うことが重要です。計量魚群探知機

尾あたりのターゲットストレングス（音響反射強度：

クサカリツボダイのような深海魚は TS の直接測定が難しく、自然

測定例がほとんどありませんでした。そこで、数年前から禁漁区に指定されて

音響光学複合生物観測システム（J-QUESTχ と略す；図１．(a)

いました。

研究成果
調査船から垂下し、クサカリツボダイの TS 測定と動画撮影

釣獲試験を行い多くのクサカリツボダイを獲り、それら

自然状態の TS から現存量推定に必要な平均 TS

本体、(b） J-QUESTχ（センサ深度 306m）から

クサカリツボダイ魚群のエコーグラム、(c) 魚群の水中画像（背方向）

波及効果
から、計量魚群探知機を用いた現存量の推定ができ

進めることにより、現存漁の推定精度向上のために必要な魚

姿勢分布、行動なども把握できます。

(水産情報工学グループ：澤田浩一

クサカリツボダイ魚群

(c)

http://nrife.fra.affrc.go.jp/

クサカリツボダイの

漁業生産工学部

資源を持続的に利

計量魚群探知機を使

：TS と略す）が必

自然に遊泳してい

数年前から禁漁区に指定されて

(a)）をクサカリツボ

動画撮影(図１．(c)）を行

り、それらの体長分布と

TS と体長の関係式

）から観測した

（背方向）

現存量の推定ができます。ス

精度向上のために必要な魚

澤田浩一・松裏知彦)
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国立研究開発法人

サケ稚魚

餌料、水温、塩分情報の提供

太平洋岸では、サケの回帰率の低下が

大型動物プランクトンが高密度

を設置し、2013 年から観測し

ータの読み取りは測器回収後とな

で本研究では動物プランクトン

ムを開発することを目的としま

研究室からデータアクセスができる

190W のソーラーパネルと 12V

い、外部からのアクセスに応じてデータ

動物プランクトンと水温・塩分

続けることができました(図 1

図 1．(a) オンラインプロファイラー

(b) 2017 年水温データの変動（青）

水温、塩分および動物プランクトン分布密度の

ータと比較することで動物プランクトン

ムは様々なセンサーの増設が

だけでなく、定置に入る魚の

(水産情報工学グループ

(a)

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

サケ稚魚沿岸滞留時の

餌料、水温、塩分情報の提供
漁業生産工学部

研究の背景・目的
太平洋岸では、サケの回帰率の低下が大きな問題です。サケ稚魚が

密度で分布する時期を把握するシステムを開発し

してきました。本システムはデータ蓄積タイプであったため、デ

回収後となり、リアルタイムのデータ提供はできませんでした

動物プランクトンの情報、水温・塩分情報を漁業者に毎日

することを目的としました。

研究成果
データアクセスができる無人計測システムを開発しました。

12V バッテリーから電力供給を得て、連続的に

い、外部からのアクセスに応じてデータ送信ができます(図 1．(a))。このシステムを使って、

水温・塩分の情報を 2017 年 1 月 21 日から半年間漁業者

1．(b))。

オンラインプロファイラー計測システムの外観

の変動（青）。2014 年～2016 年の観測結果とあわせて表示

波及効果
動物プランクトン分布密度のデータを蓄積し、過去の水温・塩分のデ

動物プランクトンの種組成や来遊時期などを予測

が容易です。センサーの増設・変更により、

定置に入る魚のモニタリングなど用途が広がります。

水産情報工学グループ：澤田浩一・松裏知彦・

(b)

http://nrife.fra.affrc.go.jp/

餌料、水温、塩分情報の提供
漁業生産工学部

が降河後、餌となる

システムを開発し、湾内に定点

データ蓄積タイプであったため、デ

提供はできませんでした。そこ

毎日提供できるシステ

システムを開発しました。本システムは

的にデータ収録を行

このシステムを使って、

漁業者に毎日配信し

計測システムの外観。

年の観測結果とあわせて表示。

、過去の水温・塩分のデ

などを予測できます。本システ

、動物プランクトン

・松裏知彦・長谷川浩平)
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魚を落ち着かせる栄養素とは？
水産業システム研究センター

研究の背景・目的
人の心を落ち着かせるホルモンのセロトニン、セロトニン生成の元となるアミノ酸がトリ

プトファン（Trp）です。マウスや豚に Trp を与えた実験では、セロトニンと同様に攻撃抑制

効果が報告されています。高密度で飼育する魚の種苗生産の現場では、共喰いが問題

です。Trp が魚にも落ち着かせる効果があれば、共喰いを抑えることが期待できます。そこ

で、トラフグに Trp を与えて攻撃抑制効果を調べました。

研究成果
配合餌料に Trp を混ぜた添加区と配合餌料のみの対照区を設けました。実験は実験

魚の体長サイズを変えて 2 回行いました。試験区にはトラフグ稚魚を 6 尾ずつ収容し、給

餌直後、10 分後、3 時間後、6 時間後に、攻撃行動（追尾＋噛み合い）の回数を比較しま

した。その結果、添加区では対照区より、1 個体当たりの攻撃行動が少ない結果が得られ

ました。さらにトラフグの脳内の Trp 量を調べた結果、添加区では対照区に比べ多いこと

が分かりました（図）。

波及効果
魚類の攻撃性を抑制できれば、稚魚を効率的に生産できます。生残率を向上させるた

めのサイズ選別作業を省くなど、種苗生産現場の省力化に貢献することにもつながりま

す。

（エネルギー・生物機能利用技術グループ：柴田玲奈、

研究推進部：東 照雄、中央水産研究所：村田裕子）
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図 脳内におけるトリプトファン（Trp）量の比較

脳内における Trp 量は、対照区より添加区の方が多い。
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鹿島灘で二枚貝稚貝を

茨城県の大洗岬から千葉県の犬吠埼にかけて

ぶつかりあうため、この海域で

浜域に生息するチョウセンハマグリ

浪環境の厳しい海岸域で、二枚貝幼生の着底や稚貝の生態について調査された例がありま

せんでした。そこで、鹿島灘で稚貝調査を行うための採集器を開発しました

漁協の皆さんからの「鹿島灘

テンレスフレームのカゴに樹脂ネットでカバーし

ヤーで固定したものを作製しました（図

レスワイヤー等を使用して設置

ろ、どの場所でも二枚貝の着底

図 1 幼生・稚貝採集器

鹿島灘の波浪に耐えうる二枚貝稚貝

獲量の減少が深刻な問題となっているチョウセンハマグリの

ることで、着底期の生態が明らかになることが期待できます

明するための移殖試験も可能となりま

（生産システム開発グループ：

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所 http://nrife.fra.affrc.go.jp/

鹿島灘で二枚貝稚貝を収集する
水産業システム研究センター

研究の背景・目的
から千葉県の犬吠埼にかけて広がる海域を鹿島灘といい

この海域で漁獲される水産物は豊富です。茨城県ではこの

チョウセンハマグリを「鹿島灘はまぐり」として売り出しています

二枚貝幼生の着底や稚貝の生態について調査された例がありま

鹿島灘で稚貝調査を行うための採集器を開発しました

研究成果
鹿島灘の波浪に耐えうる強度が必要」というアドバイス

テンレスフレームのカゴに樹脂ネットでカバーし、砂などの異なる基質が数種類

を作製しました（図1）。波崎海岸・漁港岸壁および平井海岸・岸壁

設置しました（図 2）。大潮ごとに交換し、基質を

着底稚貝がみられました（図 3）。

図 2 設置した場所

図 3 観察された二枚貝の稚貝

波及効果
二枚貝稚貝採集器を開発しました。今後はこ

が深刻な問題となっているチョウセンハマグリの稚貝を継続的

が明らかになることが期待できます。稚貝を用いて

試験も可能となります。
（本研究は、平成 28 年度所裁量経費所内プロジェクト研究により実施しました）

生産システム開発グループ：伏屋玲子、水産土木工学部：杉松宏一・南部亮元

業務推進部

http://nrife.fra.affrc.go.jp/

する
水産業システム研究センター

広がる海域を鹿島灘といい、黒潮と親潮が

茨城県ではこの外洋に面した砂

しています。これまで、波

二枚貝幼生の着底や稚貝の生態について調査された例がありま

鹿島灘で稚貝調査を行うための採集器を開発しました。

アドバイスをいただき、ス

が数種類入った袋をワイ

および平井海岸・岸壁にステン

基質を顕微鏡で調べたとこ

今後はこれを用いて、近年、漁

継続的、広域的に調査をす

稚貝を用いて、好適な環境を解

年度所裁量経費所内プロジェクト研究により実施しました）

南部亮元・多賀悠子、

業務推進部：森口朗彦）
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ドローン運用マニュアルの策定
業務推進部

研究の背景・目的
近年ドローンの普及により事故も多発するようになりました。そのような背景から 2015

年 12 月に航空法が改定され、無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルールが定め

られました。法律では運用者に飛行および運用のマニュアルの作成が求められています。

当所では 2013 年からドローンを用いた藻場の空撮調査に取り組んできたことから、ドロー

ンの飛行/運用マニュアルを策定しました。

研究成果
航空法では(A)地表または水面より 150m 以上の高さの空域、(B)空港周辺の空域、(C)

人口集中地区の上空は原則飛行禁止で、飛行させる場合は国土交通大臣の許可が必

要です（図 1）。いずれの空域においても①日出から日没の間、②目視の範囲内、③第三

者または第三者の建物・車両などとの間に距離（30m）を保つ、④多数の人が集まる催し

場の上空は除く、⑤危険物を輸送しない、⑥物を投下しないこととされており、該当する飛

行を行う場合は別途、同大臣の承認が必要です（図 2）。海上の船から離発着する場合、

飛行経路に他船等がない限り上記③に該当しませんが、陸域で建物等の近くから離発着

を行う場合は該当します。許可・承認の申請には運用マニュアルの添付が必要です。申

請を必要としない空域であってもマニュアルを遵守し、安全な調査実施に努めています。

波及効果
水産関係研究機関において調査研究にドローンの導入が計画されています。飛行およ

び運用マニュアルを作成する際は当所のマニュアルが参考となると思います。

図 1 国土交通大臣の許可が必要（航空局「安全な飛行のためのガイドライン」より引用）

図 2 国土交通大臣の許可が必要（航空局「安全な飛行のためのガイドライン」より引用）

(業務推進課：森口朗彦)
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