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政策手段（事業） 水産業振興事業調査等委 政策手段所管課名 水産庁研究指導課

名 託費

（水産業構造改革加速化

技術開発事業費）

(1) 自給率の向上 「食」の安心・安全性に対する国民の信頼の確保とい( )目 的1 、

った課題を抱え、担い手の高齢化、高コスト構造、漁場環境の悪化等

の厳しい条件下、食料産業の一翼を担う水産業についても、新たな戦

略産業として育成するための政策手段として、技術開発の効果的な実

施が重要となっている。施

(2) この一環として、平成１１年度より行政サイドが課題の設定を行う

従来型の技術開発事業の一部を見直し、民間企業等から課題提案を行

う新たな方式を取り入れ、地域独自あるいは異業種独自の創意と工夫策

のある技術開発への支援を行った結果、ユニークかつ水産業に直結す

る技術開発成果を得ることができた。

(3) この取り組みを引き続き実施するとともに、更に、より革新的な技の

術開発成果を得ることにより、水産業がより高い競争力を獲得できる

よう、平成１５年度から事業を見直し、水産業の構造改革を加速化す

る。概

( )内 容 〔施策の対象〕2
要 委託先：民間団体

補助先：民間企業等（水産業振興総合対策推進指導費補助金により支出）

) 提案公募方式により、民間企業等が主体となり単独又は他機関との連1
携により以下の様な技術開発を実施。（研究期間：１～３年）

① 水産業の技術を活用した新事業の創出等に資する技術

② 異業種の新技術を活用した水産業の新たな発展に資する技術

② 地域のニーズに対応し、活性化に資する技術

２） 上記の事業の効果的な推進のため、技術開発課題の募集・選定、技術

開発の進行管理、知的財産の権利化支援等を実施。

( )達成目標 １）成果指標 ①新たに開発した技術の数3
②特許等出願数

２）目標値 ①３件／年 （平成１５～１９年度）

②２件／年 （平成１５～１９年度）

政策目標との関連

政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及

（目標年度） び 達成 ラ

ンク

水産技術の ①新たに開発 ①１１６件 ①

開発 した技術の 以上

数 （ )H14-18
②特許等出願 ②８１件 ②

数 以上

（ )H14-18
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事業効果と政策目

標等との関係（概 民間企業主導の技術開発

念図）

実用的な技術の開発、特許等の出願

水産技術の開発

事業予算等の推移

（直近３カ年） １３年度 １４年度 １５年度

予算額（執行額）

委託費 千円12,125
( 千10,630

補助金 円)

千円91,875
( 千81,169

円)

地区数 ６（課題）

事業の効率性を示す

指標の推移

事業のこれまでの 平成１５年度の技術開発の結果、具体的に得られた成果としては、

具体的成果

①沿岸域で操業する漁船の海難事故や捜索時の合理化及び密漁を防止

するために、僚船及び陸上基地局等に自船の位置、緊急メール及び航速

情報等を発信する緊急通報装置を開発した。

（本技術について評価すべき具体的成果）

・最も事故が多く、安全装備も難しい小型漁船に焦点を当てている。

・汎用のパケット通信、インターネットなど使いやすく安定した通信網を利

用している。

②海産物食品加工産業廃棄物を対象とし、有害重金属を除去し再資源化を

図る技術を開発した。

（本技術について評価すべき具体的成果）

・海産食品加工産業廃棄物から簡便かつ低コストでほぼ完全にカドミウム

等の除去が可能となる。

・環境負荷を極力抑え、海産物食品加工産業廃棄物の高度リサイクルが

図られる。

③従来の氷蔵に海水シャーベット氷を併用するワカメの鮮度保持技術を開発

するとともに、色彩色差計によるワカメの色相、彩度による鮮度判定法確
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立した。

（本技術について評価すべき具体的成果）

・収穫時の鮮度保持が困難な海藻の流通期間を大幅に延長できる。

・現在、感覚で行われているワカメの鮮度を客観的に評価できる。

④有害赤潮藻に対し、特異的殺藻活性を有する選択的ウイルスを用いた生

物学的防除技術を実験室内の閉鎖系において確立した。

（本技術について評価すべき具体的成果）

・赤潮殺藻ウイルスについて、ほぼ実用化の前段階まで到達しており、こ

のウイルス製剤による予防、拡大防止策が実用化すれば、養殖業の安

定経営、作業の省力化に大きく寄与する画期的な方策となる。

・今後、実海域でのウイルス利用のガイドラインの策定、ウイルス利用につ

いての漁業者を含む一般国民の理解醸成を求めていくために本技術開

発の成果は重要である。

⑤光力可変電子光源を用いた省エネルギー型イカ釣り漁法の開発におい

て、青色発光ダイオード集魚灯が、現行のメタルハライド集魚灯と遜色な

い釣獲効果があることを確認した。

（本技術について評価すべき具体的成果）

・この新型集魚灯が実用化、普及すれば、大容量発電機の小型化による

イニシャルコストの低減、漁船の安全性の向上、発電用燃料消費の大幅

な削減によるコストの軽減等漁業経営の大きな改善に寄与する。

⑥飼育用水の殺菌、排水量の低減と清浄化とを一括処理する殺菌システム

の設計・製作を行い、パイロット装置の運転データを取得し、装置実用化

の可能性を確認した。

（本技術について評価すべき具体的成果）

・飼育用水の改善による生残率の向上等、生産効率の改善が図られる。

・排水負荷低減（排水量の低減と殺菌）により、長期的には周辺環境の改

善が図られる。

(１)必要性 ９０年代の我が国経済の低迷、新興漁業国の台頭により、我が国の国際

競争力は低下しており、水産業においても、担い手の高齢化、高コスト構造、

漁場環境の悪化等の厳しい条件下にある。

このような中、国民に対する安全で安心な動物性タンパク質の供給に大き

評 なウエイトを担う水産業を、新たな戦略産業として育成していくにあたって、技

術開発の強化が重要性を増しているとともに、技術開発にあたっては、水産

技術にこだわらず、異業種の技術も取り入れ、より即応性のある実施が必要

となっている。

特に、基礎研究から商品開発の完了までの各段階の中で、基礎研究の成

価 果を実用化に結びつける段階が、開発規模が大きくかつ効果が不透明なこ

とから、民間では最も研究開発資金の調達が困難であると指摘されており

（米国においては、いわゆる「死の谷」の問題として議論され、公的資金拠出

の根拠となっている）、この克服のためには、政府の資金援助が不可欠であ

る。

結

(２)有効性 平成１５年度は、前述のとおり、操業の安全性向上、食の安全・安心の確

保、環境への配慮等の課題が選定されており、国民に対する安全で安心な

動物性タンパク質の供給を行う上で必要な技術開発が実施されている。

民間企業等の単独試験研究開発に対する提案公募型の競争的資金の支

果 援は平成１１年度より実施しており、支援を受けた民間企業等は、おおむね１
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～２年の研究開発期間で実用的な技術開発の成果及び関連する知的財産

権を得ている。

これまでに特許出願がなされた件数は１８件にのぼっており、その中に

は、平成１４年度に開発された、水産加工業のコスト削減に大きな効果をもた

らす、世界初の「魚骨取り機」があり、商品化され多数の販売実績が挙がっ

ている。

このように、わずか、１～２年程度の短い期間で上記のような成果が得ら

れていることからも、有効性が確認できる。

(３)効率性 民間企業等に対し提案公募を行う新たな方式の技術開発を補助事業とし

て国が実施するために必要な課題の募集・選定、各課題の実施の進行管理

等の実務には、次のような特殊性がある。

① 民間企業から提案される技術開発課題の内容は、既存の水産分野

にとどまらす、有効な技術開発のために必要とするあらゆる異業種分野

をも対象としているため、開発課題の選定に当たっては、極めて広範囲

な分野の専門的な知見が必要となる。

② 採択された課題の技術開発を実施する段階では、本事業の趣旨が実

用的な技術開発成果を得ることであることから、科学的かつ技術的な観

点からの評価・指導だけではなく、経営経済的な観点からの評価・指導

が必要となり、これらの分野の専門的な知見が必要となる。

③ 技術開発の成果は特許等の知的財産権に結びつくことが多々ある

が、技術開発の成果を事業主体等による企業活動の収益に寄与させる

ためには、当該知的財産権の保護及び適切な管理が不可欠であり、こ

れらに関して事業主体を指導するためには、特許法等の実務的な知識

・経験が必要となる。

（社）海洋水産システム協会は、平成１３年５月、漁船及び水産業に展開さ

れる機器・設備及びこれらを有機的・系統的に構築した技術体系の改良発達

並びにこれらの操作に従事する者等の資質の向上を図ることを目的として設

立され、主な事業として漁船・水産業に用いられる工学システムに関する調

査研究や新技術の開発を実施している団体である。多くの特許出願の実績

があり、技術の実用化に関する知見も有している。特に漁船漁業、水産加工

分野については長年の調査研究により技術に関するデータが豊富に蓄積さ

れ、かつ、これらデータを分析、評価できる人材も豊富である。また、（社）海

洋水産システム協会には、全国の主要な漁船造船所、機関メーカー、漁労機

器メーカー等が会員となっていることから、高い情報収集能力を有している。

また、（社）マリノフォーラム２１は、昭和６１年７月、我が国漁業の発展と水

産物の安定供給に寄与することを目的として設立され、主な事業としてつくり

育てる漁業に関する調査研究や新技術の開発を実施している団体である。

多くの特許出願の実績があり、技術の実用化に関する知見も有している。特

に水産増養殖、海洋環境保全分野については長年の調査研究により技術に

関するデータが豊富に蓄積され、かつ、これらデータを分析、評価できる人材

も豊富である。また、（社）マリノフォーラム２１には、全国の主要な水産、鉄

鋼、電機、化学関連企業等が会員となっていることから、高い情報収集能力

を有している。

したがって、これら民間団体を活用し、水産政策及び知的財産を含む科学

技術政策の知見を有する国の指導の下で実施する本施策は効率性が高い

ものと判断される。

(４)その他 民間企業等から提案のあった課題について、民間団体内に設置された外
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(公正性、優先 部専門家で構成する第３者委員会が中立・公正に審査し、採択課題を決定し

性等) ている。

平成１５年度においては、３４課題の提案があり、（社）海洋水産システム

協会において、漁船漁業、流通加工システム等の分野として３課題、（社）マ

リノフォーラム２１において、つくり育てる漁業、漁場環境保全等の分野として

３課題の合計６課題を採択している。

政策手段の改善の ① 公的試験研究機関における基礎的・先導的な研究成果を民間企業にお

必要性、その内容 ける産業利用に円滑に移転する官の役割が重要となっており、本事業に

及びその理由 おいても、従来の民間企業等単独の技術開発に加え、民間企業等主体は

維持しつつ独立行政法人等と共同の技術開発の強化にも取り組む必要が

ある。

このことにより、公的試験研究機関に蓄積された基礎研究の成果が生

かせるため、より革新的な技術開発成果及び基本特許権等が期待でき

る。

なお、共同研究の実施に当たっては、共同研究契約の工夫により、民間

企業等に知的財産権を１００％帰属させ、事業活動への有効活用が促進

されるよう措置する必要がある。

② 本事業において得られた知的財産権については、我が国水産業の国際

的な競争力を維持する観点からも国内外の特許出願を行うことが必要で

あるが、特許の出願には多額の経費が必要となる。

しかしながら、本事業の実施主体の多くは中小企業であり、単独では経

費の負担が困難な状況にあることから、特許出願等の経費についても事

業の対象となるよう検討していく必要がある。

この様な取り組みにより、我が国水産業の競争力が国内外を問わずよ

り効果的に強化できることになる。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 担い手の高齢化、高コスト構造、漁場環境の悪化等の厳しい条件下で水

の所見 産業の発展を図るためには、水産業の健全な発展に資する研究開発とその

実用化活動を効率的かつ効果的に推進する必要がある。

しかしながら、基礎研究の成果を実用化に結びつける段階は、開発規模

が大きく、効果が見通しにくいことから、民間のみでは研究開発資金の調達

が困難な場合がある。

本事業は、水産業の構造改革に資する技術開発を促進するため、基礎研

究の成果を実用化に結びつける研究開発資金の調達の困難性を解消しよう

とするのものであり、必要性は認められる。

（２）有効性

提案公募方式による個々の技術開発においては、緊急通報装置の開発

等の成果が得られており、有効性が認められる。

しかしながら、本事業全体の有効性については、個々の技術開発の成果

が水産業の構造改革に有効に活用されたか、また、民間団体が行う技術研

究課題の募集・選定、技術開発の進行管理、知的財産の権利化支援が効果

的に行われていたかについて、一定期間経過後において検証する必要があ

る。

（３）効率性

本事業の技術開発課題は、漁船漁業、流通加工システム等の分野は（社）

海洋水産システム協会において、つくり育てる漁業、漁場環境保全等の分野

は（社）マリノフォーラム２１において、それぞれの法人の専門的知識を活用
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し募集を行い、選定された課題について進行管理を行っている。技術開発課

題の選定に当たっては、第三者委員会により中立・公正な審査を経ており、

１５年度は３４課題の提案のうち６課題が選定された。

以上のことから、一定の効率性は認められるが、本事業全体の効率性に

ついては、本事業全体の有効性も踏まえて検証する必要がある。

（４）総括意見

本事業の必要性は認められ、個々の技術開発の有効性は認められるもの

の、本事業の有効性は、個々の技術開発の成果が、水産業の構造改革にど

のように活用されたかを検証した上で、民間団体の行う事業の有効性、効率

性を含めて評価を行う必要がある。したがって１８年度に改めて評価を行うこ

ととする。


