漁村総研30年のあゆみ

一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
平成 26 年 1 月

ご 挨 拶

創立 30 周年を迎えて
影山 智将＊

私どもの研究所は、昭和 57 年 9 月 13 日、農林水産大臣の許可を受け、「財団法人漁港漁村
建設技術研究所」として設立されました。その設立趣意書においては、「新しい時代の要請に対
応して、美しい自然に囲まれたよりよい漁港、漁村を整備していくためには、漁港、漁村整備関
係の研究成果及び実施例を活用しつつ、近年の大量情報処理技術等も積極的に取り入れて、
計画、設計、施工あるいは管理運営等に関する実用技術を確立することが前提」であり、このよ
うな問題に取り組む唯一の組織（研究機関）として設立することが謳われております。そして、こ
の設立趣旨に賛同いただいた地方公共団体、漁業関係団体、民間企業から多額の資金を拠
出いただきました。
爾後、平成 15 年 8 月には社団法人全国沿岸漁業振興開発協会の業務の一部を引き継ぎ名
称を「財団法人漁港漁場漁村技術研究所」に改称。さらに、平成 25 年 2 月 20 日からは、新し
い公益法人制度の下で、現在の一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所に移行いたしており
ます。
この間、漁業集落の整備計画に関する調査研究を始め、漁港施設・海岸保全施設の設計基
準、漁港漁村の防災・減災対策、海洋深層水の水産利用、水産基盤整備の費用効果分析、衛
生管理型市場の計画設計等漁港漁場漁村分野における技術的あるいは政策的に重要な分野
の調査研究を継続して行い、その成果を研究所が主催する調査研究発表会や各種学会にお
いて発表しています。また、毎年開催している地方公共団体の職員を対象とした技術者研修
会、地方公共団体等が開催する講習会への講師派遣という形での普及活動も行っています。さ
らに、東日本大震災に際しては、研究所独自の立場から、有識者をお迎えし、復旧復興につい
ての政策提言を行いました。研究所は、設立趣旨に賛同いただいた方々の期待に十分お応え
することができたものと自負しています。
設立以来 30 年が経過し、水産業あるいは漁港漁場漁村をめぐる状況もめまぐるしく変わって
きています。設立時には 1000 万トンを超える漁獲を誇っていた漁獲量は半減し、漁業就業者の
高齢化や漁船の高船齢化が深刻な問題となり、また、消費者の魚離れの傾向も顕著です。津
波対策など漁村の防災減災対策の重要性もクローズアップされています。それとともに、調査研
究の内容も、以前は施設を建設するための個別の技術的課題が中心だったものが、施設その
ものの必要性を問うもの、施設整備と施設運営のシステムの最適化を目指すものなどハードとソ
フトを組み合わせた総合的な調査研究課題へと変わっています。この趣旨で研究所の名称を
「技術研究所」から「総合研究所」に変更しました。
いずれにしましても、設立以来のモットーである「みんなの研究所」としての理念を大事にし、
誰もが気軽に相談できる研究所でありたいと願い、今後とも水産業と漁村地域の発展のため尽
力して参りたいと思っております。引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
＊ 理事長
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特別寄稿

創立３０周年に寄せて
田中 潤兒＊

漁港漁場漁村総合研究所創立３０周年を心よりお慶び申し上げます。
研究所が設立された昭和５７年は、日本の漁業生産の最盛期で、第７次漁港整備長期計画
が開始された年です。また漁港関係事業もそれまでの漁港や海岸の基本的な施設の整備だけ
でなく、昭和５３年に漁業集落環境整備事業、５５年に漁港環境整備事業が創設され、漁港や
漁村地域の環境改善まで行うようになり、これらの事業が各地に浸透し拡大していた時期です。
私は１０年ほど経った平成５年４月から平成７年９月までの２年６ヶ月間、当時の漁港漁村建
設技術研究所の第２調査研究部長として勤務いたしました。当時は設立後１０年以上経過して
業務が安定したのに加え、集落環境整備など漁村に関する調査・研究の依頼が多く業務が急
速に拡大していました。調査研究部を第１部と第２部に分け研究員も増やしたため赤坂の事務
所が手狭になり、神田に分室を設けた頃です。私は一ヶ月ほど赤坂に出勤していましたが直ぐ
に神田の事務所に詰めることになりました。総務部や第１調査研究部は赤坂に留まり、漁村の
計画や集落環境整備を担当する第２調査研究部のみが移っていました。当時の第２調査研究
部の皆さんはそれぞれ１０件近い案件を抱え多忙を極め、土日もないような忙しさでした。しかし
ながら理事長以下幹部の皆さんは赤坂に常駐しており週に２回ほど神田の事務所に顔を出す
だけでしたので、部長以下第２部の面々は忙しい中にも自由な雰囲気で仕事に励んでいまし
た。
この３０年の間に日本の水産業を巡る状況は大きく変わりました。低水準にある水産資源、漁
業の担い手の減少・高齢化に加え、燃油価格の高騰、消費者の魚離れ、魚価の低迷などあり、
水産業、漁村は大変厳しい状況にあります。水産基盤整備も量的拡大から質的向上（高度衛
生管理、老朽化対策）が求められ、防災・減災対策や漁村活性化などのソフト的な対策も課題と
なっており、研究所の調査・研究内容も時代の要請に変化に的確に対応していくことが求めら
れています。
漁港漁場漁村総合研究所は、その設立の経緯から現場と行政の中間の立場にあるべきもの
と考えております。現場の仕事をしているときはその土地、利用者の側に立って考え、発想し、
同時に各々の現場には他所の成果やそれまで培ったノウハウ等を伝えなければなりません。ま
た、行政には各現場の考え方、実情等の情報や現場の仕事を通じて得た新しい発想を提供し
なければなりません。現場の側に立った考え方、行政の側に立った考え方、そしてこれらの思
考や情報の中継ができる組織として、漁港漁場漁村総合研究所に対する期待は大きいと思い
ます。漁港、漁場、漁村に関する情報中枢、シンクタンクとしてのこれからの発展を心より願って
おります。

＊ 公益社団法人 全国漁港漁場協会 会長
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特別寄稿

漁港漁場漁村総合研究所の、
今までの、そしてこれからの
30 年に寄せて
長野 章＊

漁港漁場漁村総合研究所の歩みは多面的で、多様な活動の歩みであると思います。科学技
術を対象とした研究所はいろいろな要素から構成されています。例えば、構成要素を 3 つ挙げ
てみると、研究員、研究対象及び研究範囲になります。すなわち、その構成要素ごとに多面的
で、多様な活動であることが漁港漁場漁村総合研究所のこれまでの 30 年の歩みです。
一つ目の研究員は、公務員、製造業、建設業及びコンサルタント業界から集まった人たち
で、しかもそれぞれの業界でも大手、中小そして得意とする分野が異なった人で構成されてい
ました。このような研究員が 2 から 3 年でどんどん交代していました。二つ目の研究対象は、研究
所の名前が示すように、漁港、漁場及び漁村でそれらごとに、我が国の津々浦々の数だけ多様
性を示しています。三つ目の研究の範囲は、地域的な広さ、対象項目の多さもさることながら、
歴史という時間的範囲での広さがあります。今回の東日本大震災においても、1000 年単位の歴
史の中で津々浦々の漁村の防災を研究しました。このような多面的で多様な活動の歴史を、漁
港漁場漁村総合研究所は持っています。
この多面的で、多様な活動の歴史を持つ漁港漁場漁村総合研究所は、多くの人を排出した
と思っています。研究員、研究対象及び範囲の多様性は、研究所組織としての強さを生み出
し、我が国の漁港漁村漁場研究分野では、当然のごとく、第一に指折られる組織となっていま
す。そして、排出した人材も研究所の調査研究を中心に構成した論文で、10 人の博士を輩出し
ています。この 10 人の方の水産科学、農学及び工学の博士論文は、我が国の縁辺の漁業地
域が抱える漁港、漁村及び漁場の社会科学的な意味合いを持った科学技術論を展開してお
り、それぞれの分野においても特異な研究分野での研究結果であります。さらに、実践的な技
術分野での最大の権威ある資格での技術士も、関係した専門研究員を含めると 50 人以上の資
格者を輩出しています。このように漁港漁場漁村総合研究所の 30 年間の多面的で、多様な活
動は、多大の成果を収めています。
さて、私の修行している剣道の世界には、守破離と言う言葉があります。修行段階の言葉で、
まずは型を守り、型を破り、最終的には師や先人の枠から離れると言う意味です。また、旧日本
軍の失敗の原因を探る研究書である「失敗の本質」（1984 年、戸部他、ダイヤモンド社）にも先
人の画一的な学習を棄却し自己変革を目指す多様性を持った組織が生き残るとあります。
従って、私は、これからの 30 年の漁港漁村漁場研究所は、現在の環境だけに効率的に適応
した恐竜より、多様性を持ち自己変革できる組織として歩んでゆく必要があると思います。その
ことにより、我が国の縁辺で、世界第 6 位の経済水域を利活用しながら、漁業を生業として生
き、日本なかでも最も多様性のある人々すなわち漁業者のためになる研究所となるでしょう。そ
の結果、これからの海洋に囲まれた我が国の維持発展に貢献する漁港漁村漁場研究所となる
ことが出来ると思います。
＊ 一般社団法人 全日本漁港建設協会 会長
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特別寄稿

みんなの研究所としての
役割に期待する
鹿田 正一＊

創立３０年、誠におめでとうございます。
小さな事務所からスタートした研究所は、漁村の生活環境の整備、費用対効果分析等の事
業評価、漁場の造成、都市と漁村の交流、漁港の衛生管理対策、漁港漁村の地震津波対策な
どその時々の新たな課題に果敢に取り組み、この３０年間着実に成果を積み上げてきました。
漁港漁場漁村に関する総合研究所として、水産基本法の理念である水産物の安定供給と水
産業の健全な発展を支えるために、漁港漁場漁村がそのハードウエア―・ソフトウエア―として
の役割をいかに果たすべきかを考え、数々の有益な提案をしてきたわけです。
いま日本の水産業は、食の多様な形態への適応、輸入水産物との競争の中でいかに生き残
っていくのか、また漁業の現場では、水産資源の低水準の中で、資源の持続的な利用や漁村
における雇用の確保という課題といかにバランスを取りながら漁業経営の安定という課題に応え
ていくか、なかなか難しい状況に立たされています。
一方津々浦々では、地先の海域環境を再生し水産資源を増やす、地元特産の魚を従来の
大量生産大量流通とは異なるルートで売り出す、水産業・漁業という枠を超えて観光業などと一
体化した産業に挑戦するなどの動きが見られます。魚を取ってなんぼという考え方から脱却し
た、新しい地域産業と地域づくりへの挑戦です。
こうした先進的な取り組みこそが、先に述べた困難な状況を打ち破る尖兵になるものだと思い
ます。漁村総研は、津々浦々の現場において、親身になって相談に乗り地域の皆さんの取り組
みを支えてきましたが、このような「みんなの研究所」としての役割はますます重要になるわけで
す。今後とも多くの現場でますます頼りにされる研究所であることを期待しています。
さて時々、漁村総研と私どもの水産土木技術センターは何が違うのだと聞かれます。水産土
木技術センターは、漁港漁場漁村整備に係る施工管理技術に関する仕事を目的として設立さ
れたものですが、最近は、施工管理技術から派生したいろいろな技術も求められるようになり仕
事の幅が広がりました。例えばいま力を入れている技術開発は、藻場、干潟、サンゴ礁の再生、
漁港施設の長寿命化、魚礁に関する情報のＩＴ化などです。こんなところが、漁村総研と区別が
つきにくいのかもしれません。いずれにしろ、漁港漁場漁村に関する技術ということでは、目指
すところは同じで、今後とも力を合わせて現場の皆様のお役にたつ活動をしていかなければな
らないと考えています。何かあればどちらにでも結構です、気軽にご相談くださいますようにお
願いする次第です。
最後に重ねて、これからますます重要となる「みんなの研究所」として漁村総研が活躍されま
すことを祈念して、創立３０年のお祝いの言葉とさせていただきます。

＊ 一般社団法人 水産土木建設技術センター 理事長
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特別寄稿

（一財）漁港漁場漁村総合研究所の
３０周年によせて
橋本 牧＊

（一財）漁港漁場漁村総合研究所（以降「漁村総研」と呼びます。）が創設３０周年を迎えられ
るにあたり、心よりお祝いを申し上げます。また、漁村総研を漁港漁場整備のシンクタンクとして
発展させてこられた影山理事長をはじめとする役職員の皆様、歴代の役職員の皆様、そしてこ
れを支えて下さった多くの関係者の皆様に、敬意を表する次第です。
また、私は昨年７月より漁港漁場新技術研究会の会長をさせていただいていますが、それぞ
れの研究部会にアドバイザーを派遣いただくなど、兄貴分である漁村総研から多くの支援をい
ただいております。併せて御礼を申し上げます。
創設以来の様々な活動により漁村総研は、多岐に亘る漁港漁場整備の技術的課題に的確
に応えてくれる、相談しやすく信頼の置ける組織となりました。私も水産庁におりました頃から、
新たな政策課題にチャレンジするときや、早急に解決しなければならない難問が発生したとき
は、決まって漁村総研に知恵を借り、ずいぶんとお世話になりました。
記憶に残る例ですが、2008 年冬、富山県や新潟県などで大きな被害を出した日本海の寄り
回り波の分析を行い対応策を立てる必要に迫られました。波浪の再現等が技術的に困難で、
隣接する建設海岸等との連携を図りながら早急な結論が求められる厳しい調査でしたが、漁村
総研の努力によって、短期間で結論をまとめ、適切な復旧につなげることが出来ました。また、
東日本大震災においても、発生した直後から、現地の被災状況の把握に努め、現在に至るまで
被災した漁港・漁村の復旧・復興に係る計画策定等で大車輪の活躍をされてきました。被災地
の住民や漁業者の方々の大きな力になったことと思います。
漁村総研が創設された昭和 57 年は、昭和 53 年度から漁業集落環境整備事業が、そして昭
和 55 年度から漁港環境整備事業が発足して、漁村に住み、漁港で働く人たちの生活環境向上
の必要性がクローズアップされた時代でもあります。その後、関係者の努力等もあって、漁村の
生活環境の水準は格段に向上しましたが、平成 22 年度にこれらの予算が交付金化されてか
ら、住みやすい漁村整備についての技術的な検討等が徐々に下火になってきたように感じま
す。その影響もあるのか、東日本大震災では、漁村が大きな被害を受け、安全で豊かな漁村の
復興が迅速に図られなければならなかったのですが、地方公共団体やコンサルタントに漁村計
画の知見を有する技術者が極めて少ないことが、復興の足かせとなりました。今後、危惧されて
いる南海トラフ地震・津波等からの地域の被害を減じるため、漁村計画の技術者を育成し、確保
していくのも漁村総研を始めとする水産基盤関係者の大切な仕事の一つであろうと思います。
今後とも漁村総研が益々ご発展されますことをお祈り申し上げ、創設３０周年のお祝いの言
葉といたします。

＊ 漁港漁場新技術研究会 会長
ⅴ

目

次

ご挨拶
特別寄稿

創立 30 周年に寄せて

１．沿革と 30 年間の調査研究内容の推移 ...................................... 1
（１）調査研究部門の沿革 ................................................... 1
（２）過去の主な調査研究内容の推移 ......................................... 1
（３）近年の調査研究の動向と今後の展望 ..................................... 3
１） 第一調査研究部 ..................................................... 3
２） 第二調査研究部 ..................................................... 6

２．30 年間の調査研究業務 .................................................. 9
（１）受託調査研究業務の推移 ............................................... 9
（２）調査内容分類別の受託調査件数 ........................................ 10
（３）地域別受託調査件数 .................................................. 12

１．沿革と 30 年間の調査研究内容の推移
（１）調査研究部門の沿革
当研究所は、「財団法人漁港漁村建設技術研究所」として昭和 57 年（1982 年）9 月 13 日に農
林水産大臣の許可を受けて設立されました。その後、平成 15 年 8 月 12 日から、社団法人全国沿
岸漁業振興開発協会が行ってきた漁場造成に関する調査研究を引き継ぎ、名称を「財団法人漁
港漁場漁村技術研究所」に変更しました。さらに、公益法人改革に伴い、平成 25 年（2013 年）2
月 20 日から「一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所」に変更し略称を「漁村総研」としました。
その設立当初の目的は、「漁港施設の建設及び漁村環境の整備にかかる科学技術に関する
調査、研究及び開発並びにその成果の普及啓発を行うことにより、機能性と安全性を備えた漁港
の建設と豊かな漁村の整備を推進し我が国水産業の発展に寄与すること（寄付行為第 3 条）」で
した。その後の諸情勢の変化を踏まえ、現在では「漁港、漁場、漁村に関する総合的・科学的な
調査研究及び漁村地域の活性化に携わる多様な活動主体との連携・支援を行うとともに、それら
の成果の普及啓発を行うことを通じ、安全で機能的で賑わいのある漁港、効率的で安定的で豊
かな漁場及び安全・安心で快適で活力ある漁村の形成を推進し、もって我が国水産業と国土の
均衡ある発展に寄与すること（定款第 3 条）」を目的としています。
この目的を達成するため、各種の調査研究を行うとともに、それらの調査研究成果をとりまとめ、
当研究所の調査研究成果発表会や水産工学会、土木学会、水産学会、PIANC（国際航路会議）、
CARHA（国際人工生息場会議）等の各種学会に参加・論文発表を行うなど、国、地方公共団体、
水産関係者、民間会社、さらには、一般の方々へも広く公開し、その利用に供してきております。
発足当初は、総務部と調査研究部の構成でスタートしました。調査研究部門は 1 部体制でした
が、平成時代に入ると、漁村の生活環境等の整備や漁村振興に関する調査研究ニーズに応える
ため、平成 5 年（1993 年）4 月に“第二調査研究部”を発足させ、“第一調査研究部”においては
主として漁港の計画、技術に関する調査研究を行う 2 部体制となりました。その後、多種多様な情
報の収集と調査研究成果の普及啓発のために、平成 13 年 4 月に“海とくらし情報室”が設置され
2 部 1 室体制となりました。
平成 15 年 8 月に引き継いだ漁場造成に関する調査研究については、当初は第一調査研究部
が、平成 18 年 4 月から“海とくらし情報室”を改組した“漁場と海業研究室” が担当しました。次い
で、平成 23 年 4 月に 2 部 1 室から 2 部へ体制を見直し、第一調査研究部において漁港と漁村に
関する調査研究を、第二調査研究部において漁場に関する調査研究を担当することとし、現在
に至っています。

（２）過去の主な調査研究内容の推移
当研究所では、その時代の要請に対応する漁港、漁場、漁村に関する調査研究を行ってきま
した。ここでは、水産基盤整備長期計画期間毎に調査研究内容の推移を概観します。
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１） 第7次漁港整備長期計画と第2次沿岸漁場整備開発計画（昭和57～62年度）
当研究所の設立直後の主要な調査研究課題は、昭和53年度にモデル事業としてスタートした
ばかりで、漁村に適した計画策定技術並びに整備技術が未確立だった漁業集落環境整備事業
の計画策定手法の検討及び各漁村の計画策定調査、並びに漁業を核とした漁村振興計画や港
別の漁港計画調査、漁業とプレジャーボートの漁港利用を調整する施設整備手法の検討、２１世
紀を見据えた将来の漁港漁村の整備構想検討等の調査研究を行いました。
当時、全国的に解決を求められていた漁港整備技術課題である、漁港の静穏度解析、漂砂問
題、設計沖波の算定、大潮位差地域でも利便性の高い浮体式係船岸の開発等の調査研究に取
組みました。
さらに、昭和58年に発生し漁村地域に甚大な被害を及ぼした日本海中部地震津波防災対策
調査を、また、次期計画の主要事業となる広域多機能防波堤に関する調査研究に取組みまし
た。
２） 第8次漁港整備長期計画と第3次沿岸漁場整備開発計画（昭和63～平成5年度）
前計画期間中の水産庁のマリノベーション構想や２１世紀をめざした漁港漁村整備構想及び
民活法やリゾート法に対応したNTT無利子貸付制度の創設を踏まえ、その実現化のための調査
研究として、ふれあい漁港漁村整備計画調査、美しい村づくり計画調査、都市型漁港高度利用
計画調査、海洋性レクレ－ション関連調査等が行われました。また、モデル事業から一般事業と
なった漁業集落環境整備の調査研究が年を追う毎に増大しました。
整備技術開発の点では、漁港静穏度解析プログラム、漂砂プログラムの改良開発を行うととも
に、漁港周辺生態環境との調和に配慮した環境保全型漁港構造物調査や魚の住む港づくり調
査等が開始されました。
また、次期長期整備計画向けた漁港漁村整備計画調査や漁港静穏度解析プログラムの活用
による調査研究が行われました。さらに、平成５年に発生した北海道南西沖地震津波は漁村地域
に甚大な被害をもたらし、その復興に向けた調査研究を行いました。
３） 第9次漁港整備長期計画と第4次沿岸漁場整備開発計画（平成6～平成13年度）
生活大国５カ年計画や環境基本法制定をふまえた環境の質の向上が求められる中で、条件不
利地域の漁村のナショナルミニマムの整備を推進する漁港漁村総合整備事業の開始に対応する
とともに、新マリノベーション構想、新・美しい村づくり対策、都市と漁村の交流に対応した漁港交
流広場の整備等に関連した調査研究並びに親水性漁港構造物設計マニュアルや漁村景観設
計手法の検討等の調査研究を行いました。さらに、阪神・淡路大震災の復興対策調査に取組む
とともに、震災被害を契機とした漁港漁村地域の防災対策のあり方や計画手法及び施設の耐震
基準の見直し等の調査研究を行いました。自然環境の質の向上が求められる中で、良好な環境
を形成するための沿岸域計画方策や、自然調和型漁港づくり推進調査に取組みました。
整備技術の面では、地域ごとの課題を解決する、流氷海域における水産基盤施設整備方策、
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就労環境を改善する防風雪対策施設調査、蓄養等漁港水面多目的利用調査等の調査研究を
行いました。
また、公共事業の透明性、効率性を図る観点から、広域漁港漁村圏整備計画調査、費用対効
果分析手法の検討、再評価、事後評価等の事業評価に関する調査研究を行いました。さらに、
安全・安心な水産物を供給する上で重要な、環境・衛生管理型漁港づくりのマニュアルをとりまと
めるとともに、海洋深層水利用及び漁村の情報化の推進に関する調査等が開始されました。

（３）近年の調査研究の動向と今後の展望
水産基盤整備に関する長期計画制度は、平成 13 年度の漁港漁場整備法の改正により、漁港
と漁場整備に関する長期計画が一本化され、平成 14 年度から 5 カ年間を計画期間とする漁港漁
場整備長期計画に基づき、漁港、漁場、漁村の整備が推進されています。ここでは、調査研究部
毎に近年の調査研究の動向と今後の展望をご紹介します。
１） 第一調査研究部
1-1）主な調査研究事項
第一調査研究部では、漁港・漁村における水産基盤整備等の計画・設計に関し、自主研究に
より、あるいは水産庁や地方公共団体等からの委託事業等により、調査研究と技術開発を行って
きました。
具体的な調査研究の内容は次のとおりです。
①

計画立案技術及び計画評価技術に関する調査、研究及び開発
漁港については、効率的な整備の推進、安全で安心な水産物の供給等の見地から、水産基

盤整備の計画及び評価技術等に係る調査、研究及び開発を行いました。
また、漁村については、水産業の振興、地域の活性化及び生活環境の改善等の見地から、地
域振興等に関する調査、研究及び開発を行いました。
ア）自主研究事業
・ 漁港関係としては、食の安全に対する関心の高まりを受け、衛生品質管理基準に対応し
た漁港施設の計画及び整備基準に関する調査を実施しました。また、漁港内の安全性
や利便性の維持・向上を図るため、漁港の漂砂問題に関しシミュレーション等を行いなが
ら港内・航路の埋没に至るメカニズムの解明や必要とされる対応策の提案を行いました。
・ 漁村関係としては、多面的な機能を担う漁村を維持し、活性化していくことが喫緊の課題
として認識されるようになってきたことから、商品開発やブランド化等を通じた６次産業
化、都市との交流による地域活性化等の調査を実施しました。
・ 水産物流通等の観点からは、漁業地域における産業連関分析、水産物のトレーサビリテ
ィ、地域経済への波及効果を踏まえた集出荷圏域の設定に関する調査を実施しました。
・ その他、魚食普及、漁港・漁村の情報化等の調査を実施しました。
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イ）補助事業
・ 省エネルギーに資する衛生管理技術の開発や、漁業地域で創設された産地協議会の
活動支援を実施しました。
ウ）受託調査研究事業
・ 漁港関係としては、漁港の特定事業計画に係る計画策定業務を行った他、特定第３種
漁港については衛生管理対応の流通拠点として整備するための計画策定業務を行いま
した。
・ 水産関係公共事業については、事業実施過程の透明性と客観性の確保、効率的な事
業執行の実現を目的とした費用対効果分析手法の検討業務や、これらに基づく事後評
価の支援業務等を行いました。
・ 漁村関係としては、水産物の安定供給、漁村文化の継承、環境保全等の多面的な機能
を担ってきた漁村が、引き続きこれらの役割を担うことができるよう、活力ある漁村づくり、
生活環境の改善施策のあり方、漁村の総合的振興方策の実現に向けた課題解決と適正
評価等の業務を行いました。
・ その他、プレジャーボートの収容施設に係る実態調査、漁港内の水質改善調査、漁港整
備に係る圏域設定手法の開発等に関する業務を行いました。
②

設計技術、施工技術及び管理運営技術に関する調査、研究及び開発
漁港施設及び漁港海岸施設に関する統一的な技術の確立に資する調査、研究及び開発を行

いました。
ア）自主研究事業
・ 漁港関係としては、これまでに整備されてきた漁港施設の老朽化が進み、今後多くの漁
港施設で機能や安全性の低下が懸念されていることから、老朽化構造物に対する補修
技術や機能保全に関する調査を実施しました。
・ 漁村関係としては、海に近い厳しい環境下に整備されることの多い漁業集落排水施設の
機能保全対策の他、漁業集落排水施設特有の問題として、処理槽内の硫化水素による
コンクリート腐食に関しその対策を検討しました。
・ この他、地球温暖化防止・温室効果ガス排出量の削減等の観点から、今後、漁港・漁村
においても太陽光、風力発電等の再生可能エネルギーの導入が求められるものと考えら
れたため、漁港・漁村における再生可能エネルギーの利活用に関する調査を行うととも
に、雪氷熱エネルギーの利活用について調査を実施しました。
イ）受託調査研究事業
・ 漁港関係としては、施設の設計に関し、国際化への対応や性能規定化など、設計基準
の見直しに係る業務を行いました。個別の施設についても、漁港の基本施設に係る設計
の他、衛生管理型魚市場や防風防暑施設等の設計業務を行いました。
・ 水産基盤整備事業をとりまく諸情勢の変化や個別の課題に対応するものとして、漁港施
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設のストックマネージメント手法の開発、環境に配慮した整備手法、再生可能エネルギー
の利活用、自然調和型の漁港づくり、漂砂対策、設計沖波の見直し、漁港の静穏度解
析等の業務を行いました。
・ 漁港海岸関係としては、設計の手引きの性能規定化、地球温暖化に対応した整備技術
の検討、漁港海岸における土砂管理の推進に関する調査業務を行いました。
・ 漁村関係としては、漁港施設と同じく既存施設の老朽化に対応するものとして、漁業集
落排水施設の機能診断や機能保全計画の策定業務を行いました。
③

防災技術に関する調査、研究及び開発
漁港・漁村における防災対策を強化するため、地震・津波に対する漁港施設の新たな設計方

法、避難のあり方など、ハード・ソフト両面の対策について調査、研究及び開発を行いました。
ア）自主研究事業
・ 我が国における地震の発生頻度や過去に繰り返し発生した甚大な津波被害を踏まえ、
災害に強い漁業地域づくりの検討をはじめ、地震・津波に対する各種施設の安全性評
価、沿岸漁業者の津波避難訓練、漁業集落の孤立の危険性等について検討しました。
・ 特に、東日本大震災後は、被災状況の調査を行うとともに、得られた様々な教訓を今後
に生かすため、地震・津波に対する防災減災対策とその効果、津波発生時の漂流物対
策等について検討しました。
・ 地震・津波以外の現象として、あびき発生のメカニズムや港内副振動への対応策につい
て検討しました。
イ）受託調査研究事業
・ 漁港・漁村における防災減災対策を強化していくため、津波シミュレーション等により具
体の被害を想定し、その対策を検討しました。また、災害発生後における市場等の機能
維持や業務継続を目的とした防災・減災計画に関し、地域主体の計画策定を促すマニ
ュアル作りの業務を行いました。
・ 特に、東日本大震災後は、水産関係施設等の被害状況調査や防災対策の緊急点検業
務を行った他、漁港施設や漁業集落排水施設の災害復旧に係る設計業務、被災集落
の復興に係る基本計画の策定、市場の復旧に係る基本計画、漁港の復旧・復興に係る
圏域設定手法に関する業務を行いました。
・ この他、堤防の耐震化に係る設計業務等を行いました。
1-2）今後の調査研究の展望
第一調査研究部では、引き続き漁港・漁村に関する計画策定や新たな技術開発等を行うことと
しています。
これらの調査、研究及び開発の推進にあたっては、国の施策等を踏まえつつ、水産庁や地方
公共団体から助言を頂き、連携を図りながら実施していくこととしています。
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漁港漁場整備長期計画（平成 24 年 3 月 24 日閣議決定）を踏まえて整理した今後の調査研究
に関する具体的な内容は次のとおりです。
①

災害に強く安全な地域づくり
・ 東日本大震災で被災した漁港・漁村の復興の推進に関する調査研究及び被災地におけ
る将来的な漁業地域のあり方について調査研究を行うこととしています。
・ 南海トラフ地震では、太平洋側において甚大な津波被害が想定されるため、東日本大震
災で得られた教訓を生かし、多重防護や粘り強い構造物等による防災減災対策について
調査研究を行うこととしています。

②

水産物の安定的な提供
・ 水産物の安定的な提供に資するため、漁港機能の適切な保全に資する既存施設の補
修・改修、魅力的な地域資源を活用して新たな付加価値を生み出す６次産業化の推進、
漁村の生活・労働環境と漁港の水域環境の改善に関する調査研究を行うこととしていま
す。

③

国際化に対応できる力強い水産業づくり
・ 日本の水産物の競争力を高め、輸出の促進を図るため、生産コストの縮減、鮮度の保持、
衛生管理対策の推進に関する調査研究を行うこととしています。

２） 第二調査研究部
2-1）主な研究業務
第二調査研究部では、 社団法人全国沿岸漁業振興開発協会より引き継いだ漁場整備関係
の計画、設計、事業評価に関する調査研究と技術開発を担当し、自主研究、あるいは水産庁や
地方公共団体などからの委託事業により実施しています。
➀

フロンティア漁場整備の計画・整備技術の開発
ア．我が国の排他的経済水域を対象に、国が直轄で漁場整備を行うフロンティア漁場整備
が平成 19 年度より開始されました。その際に、我が国周辺海域の広域的な漁場利用や
漁場整備の効果等を調査し、基礎資料としてとりまとめました。
イ．フロンティア漁場整備の第１弾として実施された日本海西部地区のズワイガニ等の保護
育成礁の整備に際し、適地や構造物の選定、施設の利用管理および事業評価手法等
について検討し、直轄漁場整備マニュアルをとりまとめました。さらに、日本海西部地区
における効果調査を行うとともに、ズワイガニ資源を効果的に保護育成する魚礁の設計
や配置の検討を行いました。
ウ．また、湧昇マウンド礁について、東シナ海や日本海の海域において物理環境調査（流
速・水質）などを行い、計画策定の基礎資料をとりまとめるとともに、既設の湧昇マウンド
礁の増殖について生物調査や物理環境調査を実施しました。
エ．なお、北海道武蔵堆周辺海域でスケトウダラを対象とした増殖可能性調査を実施してい
ます。
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②

水産環境整備事業の創設に向けての検討および計画立案等への技術開発
ア．これまでの漁場整備は、沿岸漁業生産の下支えとして一定の役割を果たしてきましたが、
平成 22 年 12 月に、生態系全体の底上げを目指し、水産生物の生活史に対応した良好
な生息空間を創出する整備を推進していくことを理念とした「水産環境整備の推進に向
けて」がとりまとめられました。
イ．水産環境整備事業の全体計画（マスタープラン）を、計画（Plan）－実施（Do）－検証・評
価（Check）－改善（Action）の PDCA サイクルに沿って推進する手法について検討しマ
ニュアルを策定しました。その中で、「環境基盤の重視」の観点から、漁場整備は環境基
盤整備であるとの視点に立ち、物質循環に着目し生態系全体の嵩上げを事業効果とす
ることを検討しました。さらに、モニタリングの方法や順応的管理、評価方法については
引き続き検討を行っています。
ウ．複数県における総合的な漁場整備手法については、播磨灘地区（兵庫、岡山、香川県）
を対象にマコガレイを指標種として、「産卵場～着底場～育成場～漁場」までの生活史
を踏まえ、関係県の役割を整理し、産卵場保護、着底場の整備、夏期の滞留場の整備と
いった整備メニューとゾーニングをとりまとめた「播磨灘地区水産環境整備マスタープラン」
が、全国の第１号として承認されました。なお、事業開始後に設立された、３県で構成す
る行政・研究連絡協議会に参画し、モニタリング結果の評価等を支援しています。
さらなる連携事業の推進に向けて、「本州日本海北部地区（青森、秋田、山形県）マス
タープラン（案）［指標種：ウスメバル・ハタハタ］」をとりまとめました。

③

漁場整備事業へのリサイクル材等の活用のための技術開発
ア．循環型社会形成推進基本法が平成 12 年に成立し、廃棄物リサイクル対策が全国的な
運動として様々な分野で進められるようになりました。この様な背景を受けて公共事業と
して行われている水産基盤整備事業において、部材として利用することが有効であると
判断される材料に着目し、各種利用マニュアルを作成しました。
イ．ホタテガイ・カキ類の貝殻の有効利用を図るため、漁場造成への利用の適応範囲の検討
を行い、具体的にはナマコ増殖場への利用および粗放的なホタテ地まき漁場への利用
に関する研究を行い、リサイクルガイドラインとしてとりまとめました。
ウ．平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災により発生したコンクリート瓦礫などの廃棄物の
漁場施設への有効利用を図るため、藻場造成に使用する基質としての有効活用実験お
よび養殖施設のアンカー材としての活用試験を実施し、マニュアルをとりまとめました。
エ．FRP 漁船の魚礁事業への活用について検討を進めています。
オ．全国の 17 地域協議会が取組んでいる木材を活用した増殖技術開発について、その効
果のとりまとめや指導などを行っています。
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④

漁場整備や漁港施設の漁場としての有効活用に関する技術開発
ア．費用対効果分析手法の検討（費用対効果分析マニュアル）
イ．人工魚礁の効果指標の検討調査（人工魚礁蝟集量調査マニュアルの作成）
ウ．魚礁における増殖機能の便益計測マニュアルの作成
エ．藻場・干潟における炭素固定効果の検討
オ．漁港施設をイセエビやナマコなど生物の生活史の一部の生息場として活用するための
検討

⑤

都道府県等などからの調査研究
ア．瀬戸内海の家島諸島沖の第 2 の鹿ノ瀬構想の策定では、新たな増殖場として石材を用
いた増殖礁を整備するための調査研究、完成後の評価等を実施
イ．水産環境整備の個別マスタープランの策定
ウ．木材増殖礁地域協議会からモニタリング調査
エ．藻場やアサリ増殖場等の適地選定、造成計画の策定

⑥

漁場施設研究会の設置運営
自主研究として、漁場施設の蝟集機能や増殖機能などに関する研究及び漁場・増殖場造成に

関する研究を行うことを目的に平成 16 年度に研究会を設置し、現在、民間会社 31 社が会員とな
っています。毎年、定例研究会を開催し、国、都道県職員の参加を得て、当研究所及び会員の
研究発表を行なっています。
2-2）今後の調査研究の展望
ア．新たなフロンティア事業での対象種や対象海域の設定に関する研究
イ．水産環境整備事業などの漁場整備に関する評価手法の開発・簡便化の検討
ウ．モニタリング技術の高度化
エ．水産環境整備事業に対応した漁場整備に関するマニュアル等（現在の人工魚礁計画指
針、および各種増殖場造成計画指針）の改訂
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２．30 年間の調査研究業務
（１）受託調査研究業務の推移
当研究所が設立された昭和 57 年度から平成 24 年度の間の国、地方公共団体、水産業協同
組合、民間会社等からの受託調査（国の補助事業を含む。以下同じ。）の件数、受託額の推移を
図 2.1 に示します。なお、各年度の期間は、平成 23 年度までは 3 月までを、平成 24 年度は一般
財団法人移行に伴い会計年度が 5 月までの一年間に変更されたため、平成 24 年 4 月から 25 年
5 月の期間としています。
受託調査件数の推移
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図 2.1 受託調査の件数及び受託額の推移
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（２）調査内容分類別の受託調査件数
図 2.2 に、昭和 57 年度から平成 24 年度の間の調査内容別件数（総計）を示します。漁港整備
技術に関する調査が 1113 件と最も多くなっており、沖波推算、港内静穏度解析、港内埋没防止
のための漂砂解析等の調査が行われています。2 番目に、事業評価を含む漁港計画・構想に関
する調査、3 番目に漁業集落環境整備事業や都市漁村交流の推進等の地域・漁村の計画・振興
に関する調査が 900 件台となっています。なお、これらの地域・漁村の振興・計画と漁港の計画・
構想を合計するといわゆる振興・計画分野が全調査件数の約半数を占めています。
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図 2.2 調査内容別件数（総計）
次に、図 2.3 に調査内容別件数の推移を示します。各年度の調査件数は、昭和 60 年度～平
成 2 年度は 100 件程度、平成 3 年度～平成 17 年度は（ピークの平成 4 年度を除き）、200～140
件程度、平成 18 年度以降は 100～50 件の間で推移しています。調査内容別にみると、地域・漁
村の振興・計画・整備関係調査は、平成 6 年度の 104 件をピークに平成 16 年度までの間 50 件
以上の調査を行っています。漁港関係調査は、計画策定、事業評価、沖波推算、港内静穏度解
析、港内埋没防止のための漂砂解析等の調査内容を、平成 4 年度の 231 件をピークに平成 17
年度までは 50 件以上の調査を行っています。漁場関係調査は、平成 15 年度以降概ね 10～20
件の調査を行っています。なお、平成 23 年度以降には、東日本大震災からの漁港・漁村の復旧・
復興に向けた調査に取り組んでいます。
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図 2.3 調査内容別件数の推移
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（３）地域別受託調査件数
表 2.1 及び図 2.4 に、昭和 57 年度から平成 24 年度の間の都道府県別の調査件数（総計）を
示します。
表 2.1 都道府県別調査件数（総計）
地域名
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
その他
計

調査件数
182
195
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91
20
42
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15
78
66
55
50
109
104
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2
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7
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3,947

調査件数
0

50

100

150

200

250

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
地 京都府
区
大阪府
名
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

図 2.4 都道府県別調査件数（総計）
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