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別紙１

政 策 評 価 結 果 書

平成１４年３月２９日

（最終改訂同年７月１０日）

水産庁漁政部漁政課長

政 策 分 野 技術の開発

政策分野主管課 水産庁 研究指導課

関 係 課 水産庁 加工流通課、漁場資源課、栽培養殖課

１ 目標値（目標年度）

目 標 値 ① 主要学会誌等掲載論文数 １．１件／人（当該年度）

② 提出報告書数 ３７５件（当該年度）

③ 特許出願数 ３０件以上／５年（平成１６年度）

④ 新たに開発した技術数の比率 ７０％ （当該年度）

【１３年度における目標】

目標値 ① １．１件／人、② ３７５件、③ ６件、④ ７０％

〈目標値算定の考え方〉

現行の技術開発基準を維持発展させる。

２ 評価結果

（１）有効性評価

目 標 値

１３年度実績 ①１．１件／人、②７５０件、③１３件、④７１．４％

達 成 状 況 ①１００％、②２００％、③２１７％、④１０２％

達 成 ラ ン ク ①Ａ、②－、③－、④Ａ

所 見

主要学会誌等掲載論文数、提出報告書数、特許出願数については、漁場資源の持続的

TACな有効利用に役立てるため 様々な魚種 太平洋系ｺﾞﾏｻﾊﾞやｽｹﾄｳﾀﾞﾗなど の適正な、 （ ）

設定を可能とする資源評価に関する報告の提出などにより、目標値と同程度もしくは大

きく上回って達成することができた。

報告書提出数については、有明海地域の養殖ノリ不作に関する第三者委員会及び鯨類

資源の適切な保存と有効利用を図るための国際捕鯨委員会の開催に伴い、本年度におい
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て増加した。

特許出願数については、年変動によるものと考えられる。

新たに開発した技術数の比率については、廃棄物となった甲殻類の甲殻からｷﾄｻﾝを精

製する技術、鮭の精巣から を抽出する技術等を新たに開発したことにより、目標DNA

値を達成した。

（２）必要性評価

水産物の安定供給の確保等のためには、資源の回復、経営コスト削減、環境保全、水

産物の付加価値向上等に資する技術の開発が必要である。

３ 改善の方向

政策分野と政策目標の整合性、独立行政法人水産総合研究センターとの関連性、民間

研究機関では困難な基礎的研究の必要性などを考慮に入れ、研究成果の課題解決への貢

献度を加味した国民への説明責任を果たすための目標等を検討する必要がある。
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（別紙様式１）
政 策 評 価 シ ー ト

政策分野 技術の開発

政策分野主管課 政策分野主管課：水産庁研究指導課
及び関係課 関 係 課：水産庁加工流通課、漁場資源課、栽培養殖課

目 標 目標年度 平成１６年度

目 標 値 現状値 （公表時の数値）①主要学会誌等掲載論
／人文数 １．１件

掲載論文数：１．０件／人②提出報告書数
報告書数： ３７４件３７５件以上
特許出願数：２５件③特許出願数
達成開発数の比率：３０件以上

６９．２％④新たに開発した技術
（平成１１年３月現在）数の比率（母集団を

目標年度までに終期
を迎えた技術開発の
総数とする）７０％

サブ指標 なし 現状値 なし

（水産基本政策大綱）関係者が取り組
①水産研究・技術開発戦略の策定むべき課題
②戦略に即した技術開発施策の重点的かつ効率的な推進
③資源回復、経営コスト削減、環境保全、水産物の付加価値向上等に資す
る技術の開発

目 年 度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
標

338人 人に 目 実績値 研究者数 研究者数345
①1.1件／人 件／人係 標 ①1.1
(論文数：382) (論文数：377)る 値
②476件 件各 ②750
③9件 件年 ③13

度 ④90% ④71%
の
実 達 成 単年度 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
績 ①100%①100%
値 状 況 ②200% 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％②127%
及 ③217%③150%
び ④102%④129%
達 累 計
成 ③183%
状

サ 実績値
ブ
指
標 達 成 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
値 ％

状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％

目標値と実績値の推移
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新たに開発した技術の比率
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平成１２年末時点の目標については、概ね達成された。
達成状況に対す １２年度 本年度においては、試験及び研究に関する業務を行う試験
るコメント 研究機関の活動と水産生物の遺伝的多様性の解明等、漁場機

能や漁船漁業の改善等、漁船の操業安全、海洋構造変動開発
等に関する技術開発に対する取組に対する支援が行われた。
今後は、政策分野と政策目標の整合性、独立行政法人水産

総合研究センターとの関連性、民間研究機関では困難な基礎
的研究の必要性などを考慮に入れ、政策手段、目標を検討し
ていく必要があり、もって国民生活に有用な技術開発を行う
こととする。

主要学会誌等掲載論文数、提出報告書数、特許出願数につ
１３年度 いては、漁場資源の持続的な有効利用に役立てるため、様々

な魚種（太平洋系ｺﾞﾏｻﾊﾞやｽｹﾄｳﾀﾞﾗなど）の適正な 設定TAC
を可能とする資源評価に関する報告の提出などにより、目標
値と同程度もしくは大きく上回って達成することができた。
なお、提出報告書数については、有明海地域の養殖ノリ不

作に関する第三者委員会及び鯨類資源の適切な保存と有効利
用を図るための国際捕鯨委員会の開催に伴い、本年度におい
て増加したものであり、特許出願数については、年変動によ
るものと考えられる。
また、廃棄物となった甲殻類の甲殻からｷﾄｻﾝを精製する技

術、鮭の精巣から を抽出する技術等を新たに開発したDNA
ことにより、目標値④新たに開発した技術数の比率について
は、目標値とほぼ同程度の比率を達成することができた。

１４年度

１５年度

１６年度

参考指標 目標値の過去の実績値
＜平成12年度＞ ＜平成13年度＞

①主要学会誌等掲載論文数 ： １．１件／人 １．１件／人

７５０件②提出報告書数 ： ４７６件

１３件③特許出願数 ： ９件

１％④新たに開発した技術数の比率 ： ９０％ ７

サブ指標値の過去の実績値

備 考
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政策分野及び政策目標値算出の考え方

政策分野 技術の開発

目標年度 平成１６年度

目 標 値 ①主要学会誌等掲載論文数 １．１件／人
②提出報告書数 ３７５件以上
③特許出願数 ３０件以上
④新たに開発した技術数の比率（母集団を目標年度までに終期を迎えた
技術開発の総数とする） ７０％

なし上位計画

目標年度 平成 年度

目 標 値

〔政策分野の全般的考え方〕

我が国漁業は、水産資源状況の減少、高齢化・少子、３Ｋ職場、環境の汚染、国際競争力の
低下、漁業地域の地盤沈下、漁業事故の増加等の厳しい環境に直面しており、これらの問題を
打開をするためには、資源の回復や選択的漁獲、省人・省力化、省エネルギー化による経営コ
スト削減、環境保全、水産物の付加価値向上等に資する技術の開発が重要となっている。
第１５３国会において可決された水産基本法においては、国は水産に関する技術の研究開発

及び普及の効果的な推進を図るため、研究開発目標の明確化、国、独立行政法人及び都道府県
の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた水産に関する技術の普及事
業の推進その他必要な施策を講ずることとなっている。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

我が国水産業を安定的・持続的に発展させ、水産物の安定供給の確保等のためには、資源の
回復、経営コスト削減、環境保全、水産物の付加価値向上等に資する技術の開発が必要かつ優
先すべき施策である。
これらの施策を効果的・効率的に展開していくための手段として、

１ 基礎的、応用的試験及び研究に関する業務を行う独立行政法人水産総合研究センター
の運営に必要な経費の交付

２ 技術開発の基盤整備及びリサイクル技術に関する技術開発事業
３ 水産物の遺伝子等に関する技術開発事業
４ 水産物の品質保持に関する基礎調査事業
５ 漁場機能の改善、漁船漁業の改善等に関する技術開発事業
６ 漁船の操業安全等に関する技術開発事業
７ 漁場形成の予測に関する技術開発事業
８ 海洋構造変動解析等に関する技術開発事業
９ 水産総合研究センター及び大学等の研究機関等の研究成果を利用した水産業に関する
技術開発事業

10 バイオテクノロジー等高度先端技術の実用化に関する技術開発事業
等を実施していくとともに、これらの事業の効果を把握するため、独立行政法人が行う試験研
究ついては、 民間企業等が行う主要学会誌等掲載論文数、提出報告書数及び特許出願数を、

新たに開発した技術数の比率を目標値として設定している。技術開発については、

〔政策目標値の算出方法〕
１．論文数に係る目標数値

対象とする「主要学会誌等掲載論文」は、毎年、独立行政法人水産総合研究センター（平
成１２年度までは水産庁研究所）から報告された中から「当該場所が発行する印刷物（研報
等）に掲載された原著論文 「当該場所以外が発行する印刷物（研報等）に掲載された原著」、
論文 「学会等が発行する印刷物（講演要旨は除く）に掲載された原著論文 （いずれもレフ」、 」
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リーを受けたもの）を計数する（プロ研報告、事業報告書、水研ニュース等は除く 。）
目標数値は研究者数の増減も考えられることから、単年度の研究者一人あたり論文数で設

定する（平成１０年度の１人あたり論文数１．０件（総論文数３２３件／研究者総数（管理
職を除く）３２８人 。））

、 「 ． 」 。これらのことを勘案して 目標年度において１人あたり論文数を １ １件以上 とする

２．水産行政施策に対応し提出した報告書数に係る目標数値
独立行政法人水産総合研究センター（平成１２年度までは水産庁研究所）においては、成

果を論文として出せるプロジェクト研究等のみでなく、水産行政施策の実施の一部を担う事
業等を多く実施しているが（平成１０年度水産庁研究所関連予算総額約１１０億円、うち水
産庁事業関係予算約２０億円 、これらの対応は政策の推進に資する重要な本来業務の一つで）
あることから、評価する必要がある。

対象とする「報告書」は、毎年、独立行政法人水産総合研究センター（平成１２年度まで
は水産庁研究所）から報告された中から「国（水産庁）等が主催する国際、国内会議に提出
した文書（会議で報告されるもの。提出文書としてリストアップされるもの 「水産庁に）。」、
提出した文書（資源調査関係、その他 」を計数する（資源評価表やレッドデータブック等魚）
種別に報告されているものは、それぞれ個別に計数する 。）

目標数値は組織としての対応が求められることから独立行政法人水産総合研究センター全
体での報告書数で設定する（平成１０年度の報告数は３７４件 。）

これらの業務は、独立行政法人化後も引き続き十分な対応が必要な業務であるが、水産庁
における事業数はスクラップアンドビルドが基本であることから増加は見込めず、会議数に
ついても基本的に大幅に増加する性質のものではないので、現状値を勘案して、目標年度に
おいて報告数を「３７５件以上」とする。

３．特許出願数に係る目標数値
水産に関する研究においては、水産生物の資源量の推定及び海洋物理現象や水産資源生物

の生理・生態の解明など直接的な技術開発ではない分野の占める割合が大きい。そのため、
特許に結びつきにくく、国内特許出願数については独立行政法人水産総合研究センター（平
成１２年度までは水産庁研究所）は２５件（直近５年間合計）と農業関係試験研究機関の７
７６件に比べて極めて少ない。

、 「 」 。これらのことを勘案して 目標期間内において全体の特許出願数を ３０件以上 とする

４．技術数の目標数値（ただし他の政策に包含される技術開発事業は除く）
（過去の実績値）
＜平成１０年度＞ 事業数：１１件、開発数：２６件、達成開発数：１８件

達成開発数の比率：６９．２％

上記の政策目標値を補完するサブ指標については特に定めない。なお、本政策手段をもって
実施した事業により新たに開発されたシステム等の費用対効果について数年にわたり追跡調査
等を行いその効果・影響について検証を行うよう今後検討する。
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政 策 手 段 シ ー ト

（ ）政 策 分 野 技術の開発 １／２

政策手段等 施 策 の 内 容 実績及びそれに対する所見
（目標、サブ指標との関連）

独立行政法人水産総 ・水産に関する総合的研究を行 ・独立行政法人水産総合研究センタ
合研究センター運営 う運営費、施設整備費及び調査 ーの運営費を交付した。
費交付金 船の建造費 ・海外伝染病研究棟(養殖研究所)を

( ,513,846千円) （目標 ①、②、③） 新築整備した。3
独立行政法人水産総 ・漁業調査船「俊鷹丸 （ ﾄﾝ）を」 887
合研究センター施設 建造した。
整備費補助金

( 千円)337,070
俊鷹丸代船建造費

(1,776,156千円)
[水産庁研究指導課]

水産総合研究調査等 ・技術開発の基盤整備に関する 試験研究会議の開催( 回)、ﾃﾞｰﾀﾍﾞ16
、 、委託費 (86,288千円) 調査及びリサイクル技術に関 ｰｽの整備 遺伝情報利用技術の開発

[水産庁研究指導課 する技術開発 品質保持基礎技術の開発を行った。
加工流通課] （目標 ④）

水産業振興事業調査 ・水産生物の遺伝子等に関する 魚介類遺伝的特性及び近親交配の評
等委託費 技術開発 価技術の検討、魚介藻類配偶子の冷

(34,858千円) 凍保存及び発生技術の開発、衛星に
。[水産庁研究指導課] （目標 ④） よる漁船識別の技術開発等を行った

水産物流通加工対策 ・水産物の品質保持に関する基 品質劣化メカニズムの解明、品質評
等委託費 礎調査 価手法の開発、高度品質保持技術の

19 4 5(12,179千円) 開発等( 課題)について、 大学
[水産庁研究指導課] （目標 ④） 県の試験研究機関において行った。

、水産業振興総合対策 小型漁船の衝突予防装置の試作及び・漁場機能の改善、漁船漁業
推進指導費補助金 陸上・海上における実用化試験の実の改善等に関する技術開発

(713,671千円) 施、近海まぐろ延縄漁業の人工餌及
[水産庁研究指導課] （目標 ④） び餌付け装置の開発、技術開発課題

の公募( 件採択)、漁業関係情報の11
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化及び短波帯による 送画FAX
実験等を行った。

地域水産加工品の加工・保存条件水産業振興総合対策 ・ に関する地域水産加工技術
、推進事業費補助金 技術開発 別による品質保持期限の試験検討

化学的・微生物学的ｺﾝﾄﾛｰﾙによる(37,038千円)
加工技術の高度化等を 都道府県[水産庁加工流通課] （目標 ④） 16
水産試験場等において行った。

漁況海況情報サービ ・漁場形成の予測に関する技術 マイクロ波データの解析方法の開発
ス費補助金 開発 等を行った。

(47,000千円)
[水産庁研究指導課] （目標 ④）
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政 策 手 段 シ ー ト

（ ）政 策 分 野 技術の開発 ２／２

政策手段等 施 策 の 内 容 実績及びそれに対する所見
（目標、サブ指標との関連）

都道府県農林水産業 ・海洋構造変動解析等に関する 都道府県において実施した。29
関係試験研究の助成 技術開発
に要する経費

(54,203千円) （目標 ④）
[水産庁研究指導課、

漁場資源課]

農林水産業・食品産 ・大学及び研究機関の研究成果 有用成分(ｺﾗｰｹﾞﾝ･ )の抽出技術DNA
業等先端産業技術開 を有効活用した水産業に関す 及びﾎﾀﾃ貝の除毒、毒力の定量分析法
発事業費補助金 る技術開発 の開発を行った。閉鎖循環式陸上養

(438,502千円) 殖ｼｽﾃﾑによってﾄﾗﾌｸﾞ養殖等に成功し
[水産庁加工流通課、 （目標 ④） た。

研究指導課、
栽培養殖課]

先端技術等地域実用 クローン魚による優良形質固定化技・バイオテクノロジー等高度
化研究促進事業の助 術の開発、染色体操作に関する技術先端技術の実用化に関する
成に要する経費 開発を 都道府県の試験研究機関に技術開発 22

(74,488千円) おいて行った。
[水産庁研究指導課] （目標 ④） また、国が開発した基礎的かつ先

導的な新技術の研究成果を都道府県
段階で実用化し、農林水産業の現場
に迅速に技術移転するために必要な
研究開発を 都道府県において行っ29
た。
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平成１３年度実績（主要学会誌等掲載論文数、提出報告書数、特許出願数）

独立行政法人 論 文 数 報 告 書 数 特 許 出 願 数
水産総合研究センター

北海道区水産研究所 ２１ ９２ ０

東北区水産研究所 ３０ ８９ １

中央水産研究所 ７９ ８０ ５

瀬戸内海区水産研究所 ６６ ５１ １

西海区水産研究所 ２３ １２７ ０

日本海区水産研究所 １３ ６０ ０

遠洋水産研究所 ２９ １８０ ０

養殖研究所 ８５ ６６ １

水産工学研究所 ３１ ５ ５

３７７件 件 件合計 ７５０ １３
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北海道区水産研究所
【主な論文】
著者 タイトル 掲載誌
本田 聡 漁業者ｱﾝｹｰﾄに基づく北海道太平洋沿 水産総合研究ｾﾝ ﾀ ｰ研究報

岸におけるｽｹﾄｳﾀﾞﾗ０歳魚の分布およ 告，(2)
び移動

Yamamura O, Yabuki Spring cannibalism on 1-year wally Journal Fish Biology, 5
K, Shida O, Watanab e pollock in the Doto area, northe 9, 645-656, 2001
e K, Honda S rn Japan: is it density dependent?
安藤 忠、長澤寛道 Development of a time-resolved flu Gen. Comp. Endocrinol.,

oroimmunoassay for insulins and it 125, 365-374, 2002
s application to monitoring of ins
ulin secretion by feeding in the b
arfin flounder, Verasper moseri.

【主な報告書】
著者 タイトル 掲載誌
八吹圭三・本田 聡 全国資源評価票（ｽｹﾄｳﾀﾞﾗ） 全国資源評価報告書ｽｹﾄ ｳ

ﾀﾞﾗ，平成13年8月
福若雅章・鈴木俊哉 Early sea mortality of chum salmon NPAFC Technical Report

juveniles in open coastal waters , 2, 7-8, 2001Apr
of the Japan Sea

坂西芳彦 ﾅｶﾞｺﾝﾌﾞ群落の成立限界水深を考える 育てる漁業, 342, 3-6,
－「必要とする光」と「利用できる
光」の関係から－

【特許】
出願番号 発明の名称
なし

東北区水産研究所
【主な論文】
著者 タイトル 掲載誌
Suzuki, T., L. Mack Pectenotoxin-2 seco acid: a toxin Toxicon, 39(4), 507-51
enzie, D. Stirling, converted from pectenotoxin-2 by t 4, 2001.
and J. Adamson. he New Zealand Greenshell mussel,

Perna canaliculus.

Yamashita, Y., M. T Ecophysiology of juvenile flatfish Journal of Sea Researc
anaka, and J.M. Mil in nursery ground. h, 45(3-4), 205-218, 20
ler. 01.
Saito, H. and T. K Factors influencing feeding rates Journal of Plankton Res
i?rboel. of : prey size, swi earch, 23, 1385-1398, 2Sagitta elagans

mming behavior and samll scale tur 001.
bulence.

【主な報告書】
著者 タイトル 掲載誌
東北区水産研究所八 平成13年度北西太平洋ｻﾝﾏ長期漁況海
戸支所 況予報
清水勇吾 海洋構造変動ﾊﾟﾀｰﾝ解析技術開発試験 特定研究開発促進事業研

事業に関する文書 究推進成果概要書
斉藤憲治・林崎健一 ﾏﾀﾞﾗ系群解析のためのDNAﾏｰｶｰの開発 平成１３年度遺伝情報利
（北里大） と活用 用技術開発事業成績概要

書（ｹﾞﾉﾑ事業）
【特許】
出願番号 発明の名称
特願2001-159739 日本産ｻﾊﾞ属の種判別方法

中央水産研究所
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【主な論文】
著者 タイトル 掲載誌
Y.Murata, N.U.Sata, Determination of a Novel Bitter Am Fisheries Science, 67
M.Yokoyama, R.Kuwa ino Acid, Pulcherrimine in the Gon

hara, M.Kaneniwa, ad of the Green Sea Urchin
Hemicentrotus pulcherrimusI. Oohara

M. Yamashita, K. Uc Stress response and apoptosis in z Aquatic Genomics, Sprin
hino, Y. Taguchi, ebrafish embryos ger Verlag
S. Imamura, D. Uchi
da, T. Yabu, M. Hoj
o, and N. Ojima
K.Nakata,S.Koyama a Interannual variation in spring bi Fish. Oceanogr., vol10
nd Y.Matsukawa omass and gut composition of copep

ods in the Kuroshio current
【主な報告書】
著者 タイトル 掲載誌
三谷卓美・石田実・ ｺﾞﾏｻﾊﾞ太平洋系群 平成13年度魚種別系群別
上原伸二・梨田一也 資源評価報告書
秋山秀樹・斎藤 勉 14年1~6月の中央ﾌﾞﾛｯｸ海況予報 中央ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ長期漁海況予

報、116
中山一郎・丹羽一樹 平成1 3年度補正予算先端技術を活用 平成13年度補正予算先端

した有明ﾉ ﾘ養殖業強化対策研究委託 技術を活用した有明ノリ
事業 養殖業強化対策研究委託

事業報告書
【特許】
出願番号 発明の名称
2001-191784 海藻発酵食品およびその製造方法
2001-190428 海藻漬け物床及びこれを使用した漬

け物の製造法
2002-031384 環境ｽﾄﾚｽを強化した魚類
2001-35880 低温誘導型ﾌﾟﾛﾓｰﾀｰ
2001-29611 生物用の生分解性標識

瀬戸内海区水産研究
所
【主な論文】
著者 タイトル 掲載誌
Yoshida G, Yoshikaw Artificial seedlings of Sargassum Fish. Sci., 67, 352-35
a K and Terawaki T macrocarpum developed from adventi 4.

ve embryos.
Yamaguchi, M., Itak Nutrition and growth kinetics in n Phycologia, 40, 313-31
ura, S. and Uchida, itrogen- or phosphorus-limited cul 8.
T. tures of the “novel red tide”di

noflagellate Heterocapsa circulari
squama (Dinophyceae).

H. Ichihashi, Y. Na Multielemental conxentrations in t Arch. Environ. Contam.
kamura, Y. Kannan, issues of Japanese common squid (T Toxicol., 41, 483-490.
A. Tsumura, S. Yam odarodes pacificus).

asaki
【主な報告書】
著者 タイトル 掲載誌
薄 浩則・重田利拓 広島県大野瀬戸のｱｻﾘ増殖漁場におけ 介類情報第40号：35－36

るナルとびエイによる食害
永井達樹 瀬戸内海産ｻﾜﾗの資源動向と資源管理 第87回瀬戸内海連合海区

について 漁業調整委員会議事録、
9-29

角埜 章・藤井一則 海産魚を用いた全生活史および次世 内分泌かく乱物質等漁業
代影響試験法の開発 影響調査報告書（海産生
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物再生産影響評価技術開
発事業）

【特許】
出願番号 発明の名称
特願2002-27978号 赤潮ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝに特異的に感染して増殖・溶藻しうる小型ｳｲﾙｽ、該

ｳｲﾙｽを利用する赤潮防除方法および赤潮防除剤、並びに該ｳｲﾙｽ
の単離方法、抽出方法、継代培養方法、保存方法および濃縮方
法

西海区水産研究所
【主な論文】
著者 タイトル 掲載誌
Kurihara.T Kosuge.T Spatial and temporal fluctuation i Bulletin of Marine Scie
Kobayashi.M Katoh. n densities of gastropods and biva nce 68(3), 409-426, 200

M Ito.K lves on subtropical cobbled shores 1
Abe.K Cd in the western equatorial Pacif Marine Chemistry 74, 19

ic 7-211, 2001
Yano.K Ochi.Y Shimi Diurnal swimming patterns of the d Biotelemetry 15, 108-11
zu.H Kosuge.T iamondback squid as observed by ul 6, 2001

trasonic telemetry
【主な報告書】
著者 タイトル 掲載誌
渡辺康憲 圦本達也 栄養塩供給の変動過程と収支の把握 「有明海の海洋環境の変
藤吉栄次 化が生物生産に及ぼす影

響の解明」平成１
３年度研究報告 p. 16-
17, 2002

檜山義明 吉村 拓 平成１３年ﾏ ｱ ｼ ﾞ対馬暖流系群の資源 平成１３年度資源評価報
伊藤正木 大下誠二 評 告書､2002
大坂幸男 山本圭介 価
依田真里
吉村 拓 ｲｾｴﾋﾞ増殖場の造成と管理のための技 平成１３年度水産基盤整

術開発 備調査委託事業年度末検
討会資料、2002

【特許】
出願番号 発明の名称
なし

日本海区水産研究所
【主な論文】
著者 タイトル 掲載誌
渡邊達郎 High-salinity Intermediate Water o Journal of Geophysical
平井光行 f the Japan Sea in the eastern Jap Research,106(C6),2001.
山田東也 an Basin 6,11437-11450p.p.
伊藤祐子 日本海の浅海岩礁域で優占する植食 日水誌67(6),2001,1089-
林 育夫 性巻貝３種の日周行動 1096p.p.
【主な報告書】
著者 タイトル 掲載誌
奥村卓二 ﾄﾔﾏｴﾋﾞの生殖周期 養殖38(12),2001.12,118

-121p.p.
藤井徹生 DNA分析の栽培漁業への応用 さいばい,2002
【特許】
出願番号 発明の名称
なし

遠洋水産研究所
【主な論文】
著者 タイトル 掲載誌
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Iwasaki, T. and Kub Northbound migration of a humpback Mammal Study 26(1), 77-
o, N. whale alon 82, 2001Megaptera novaeangliae

g the Pacific coast of Japan.
Okamura, H., Kiyot Quantitative analysis of paired co Japanese Journal of Bio
a, M. and Hiramats mparison data using the Bradley-Te metrics 21 (2), 1-14, 2
u, K. rry model with a normal distributi 001

on.
Takeyama, H., Chow, Mitochondrial DNA sequence variati Journal of Fish Biology
S., Tuzuki, H. and on within and between tuna 58 (6), 1646-1657, 200Thunnus
Matsunaga, T. species and its application to sp 1

ecies identification.
【主な報告書】
著者 タイトル 掲載誌
Yamada, H. and Take Estimation of population size of P 第２回 I A T T C科学作業部
uchi, Y. acific bluefin tuna, using a tunin 会, 5p., 2001

g VPA.
Uehara, K., Takahas Comparison of recruitment variabil ICCAT Workshop on the e
hi,M. and Inagake, ity of Pacific bluefin tuna with g nvironment and tuna rec
D. lobal atmospheric-oceanic conditio ruitment. (SCRS/2001/3

ns associated with El Nino-Souther 5), 12p., 2001
n Oscillation (ENSO) phenomenon.

Okamura, H., Yatsu, The development of the ecosystem m 第53回国際捕鯨委員会（S
A.,Miyashita, T. a odel for the western North Pacific C/53/O9), 36p., 2001

nd Kawahara, S. area off Japan.
【特許】
出願番号 発明の名称
なし

養殖研究所
【主な論文】
著者 タイトル 掲載誌
Ototake, M. Vaccinations of ayu Plecoglossus a Fish Pathology, 35: 11

ltivelis against coldwater disease 0 (2001)
and bacterial hemorrhagic ascites

Tanaka, H., Kagawa, Production of leptocephali of Japa Aquaculture, 201: 51-6
H. and Ohta, H. nese eel (Anguilla japonica) in ca 0 (2001)

ptivity
Ishihi, Y., Yamada, Influence of dietary fat and carbo Fisheries Science, 67:
Y., Ajisaka, T. an hydrarte levels on growth and body 367-369 (2001)

d Yokoyama, H. composition of raibow trout Oncor
hynchus mykiss under self-feeders
condition

【主な報告書】
著者 タイトル 掲載誌
鈴木伸洋・山本剛史 新給餌法による飼餌料環境負荷影響 平成１３年度増養殖適正
・古板博文・島 隆 調 化総合調査委託事業調査
夫 査 報告書（H14.3）
Yoshinaga, T., Kama Neoheterobothrium infection in wil Int. Comm. Symp. 70th A
ishi, T. and Ogawa, d nniversary of JASFA，
K. Japanese flounder. 講演要旨集

正岡哲治・小林敬典 核ｒRNA遺伝子領域を用いたｱｺﾔｶﾞｲ属 日本 D N A多型学会第１０
における系統関係 回学術集会抄録集，p.7 9

（２００１）
【特許】
出願番号 発明の名称
特願2002-053478 給餌装置及びこれを使用する給餌ｼｽﾃ

ﾑ
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水産工学研究所
【主な論文】
著者 タイトル 掲載誌
澤田浩一 魚のﾀｰｹﾞｯﾄｽﾄﾚﾝｸﾞｽの高精度推定に関 水産総合研究ｾﾝﾀ ｰ研報 N

する研究 o.1
川俣茂 北日本沿岸におけるｳﾆおよびｱﾜ ﾋ ﾞの 水産総合研究ｾﾝﾀ ｰ研報

摂食に及ぼす波浪の影響とその評価 No.1
井上喜洋 木下弘実 ｿﾌﾄ･ﾄﾛｰﾙ漁具開発 水工研技報 Vol.24
【主な報告書】
著者 タイトル 掲載誌
佐伯公康 平成１３年度 海岸構造物の老朽化

危険度評価手法の開発 報告書
【特許】
出願番号 発明の名称
2001-186612 ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ･ ﾎ ﾙ ﾀ ﾞ ｰおよびこれを用いた旋網

の操業方法
2001-186611 旋網およびこれを用いた操業方法
2001-249044 ｻｲﾄﾞﾄｰｲﾝｸﾞﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑ
2001-127161 ﾄﾛｰﾙ拡網体
2001-256281 水中の映像を長期間にわたって記録

する方法及びその方法に使用する水
中映像記録装置


