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1.業務概要 

1.1 背景および目的 

これまで行われてきた魚礁、増殖場等の漁場整備はその手法においては「点」的な整備であり、対象と

する水産生物の集団としての空間の広がり、成長段階ごとに利用される生息環境の連続性を踏まえた生

息環境空間としての整備は行われてこなかった。 

水産庁においては、平成 21 年 8 月に策定された「海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方中間と

りまとめ」を踏まえて、平成 22年には今後の漁場整備の技術的な課題を解決するため、有識者及び行政

関係者から成る「海洋・沿岸域における水産環境整備の技術検討会」(座長磯部雅彦 東京大学大学院教

授)を開催した。4回にわたる議論を踏まえ、12月には「水産環境整備の推進に向けて」が策定され、そ

の方向性に沿った事業展開が喫緊の課題となっている。本とりまとめの基本方針として、「環境基盤の重

視」、「点から空間へ」、「資源や環境の変動への対応」の 3 本柱が示され、その事業推進に向けて対象範

囲ごとに事業を推進するとともに、資源・環境の変動の予測が現在の知見では限界があることから、計

画(Plan)－実施(Do)－検証・評価(Check)－改善(Action)という PDCA サイクルに従って進めることとさ

れた。 

こうした背景をふまえ、本業務では、水産生物の生活史に対応する広域的な水産環境形成手法を開発す

るとともに、種苗放流・資源管理との連携を踏まえた漁場の管理・運営手法を検討し、漁場の連続性を

確保した、より効果的な漁場環境の形成を目指すことを目的とする。 

 

 

1.2調査全体計画 

本事業では、水産生物の生活史に対応した効率的な漁場環境形成手法を検討するとともに、種苗放流・

資源管理との連携を踏まえた漁場の管理・運営手法を検討する。全体事業期間は 5 カ年とし、以下に全

体の調査の概要と実施年度を示す。なお、実施にあたっては、有識者による委員会および各対象海域の

ワーキンググループを組織し、調査計画並びに調査結果取りまとめ等について委員会の指導・助言を受

けることとする。 

水産生物の生活史に対応した効率的な漁場環境形成手法の検討については、東京湾海域のマコガレイ・

イシガレイ、播磨灘海域のマダイ・ヒラメを対象魚種として検討を進める。当該モデル海域において海

域の環境情報、対象魚種の生活史を把握するため、既往知見の整理、漁業者や水産試験場等へのヒアリ

ング、現地調査、数値シミュレーションを用いた解析を実施する。その成果を GIS(Geographic Information 

System：地理情報システム)によって漁場環境情報を可視化し、対象海域における成長段階別の水平分布

をとりまとめた「成長段階別分布図」を作成する。さらに、対象魚種について HSI モデル(Habitat 

Suitability Index Model:生息場適正モデル)を作成し、生息環境空間を評価し、効率的な漁場整備方策

について検討する。これらの成果を踏まえ、産卵場や育成場等の適切な配置計画にかかる効率的な環境

形成手法を検討するものとする。 



 

2 

 

一方、種苗放流・資源管理との連携を踏まえた漁場の管理・運営手法の検討については、対象魚種の種

苗放流規模や放流位置、魚種別の漁獲量等の現状を把握するとともに、これらの結果と効率的な環境形

成手法検討結果をリンクさせ、放流適地検討手法、資源水準を維持向上させる漁場管理・運営手法を提

案する。 

最終的な成果目標としては、水産生物の生活史把握のための調査手法および調査結果の考え方、種苗放

流・資源管理との連携を踏まえた漁場の管理・運営手法をとりまとめ、自治体の漁場整備担当者を利用

対象者としたマニュアル(ガイドライン)を作成する。図-1.2.1に調査全体フローを示す。 
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図-1.2.1 調査全体のフロー 
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1.3 検討委員会 

本事業の実施に当たっては、有識者による検討委員会を設置し調査計画および調査結果について助言を

受け、課題の解決に資する。 

 

1.3.1 委員会体制 

モデル海域ごとの特性をより専門的に検討するために、昨年度に引き続き委員会の下により詳細な検討

を行うためのワーキンググループを設ける。 

 

 

 

 

 

 

図-1.3.1 検討委員会とワーキンググループの関係 

 

1.3.2 委員会体およびワーキンググループの検討課題 

 

(1)検討委員会 

・水産生物の生活史に対応した広域的な漁場環境形成に関するマニュアルを作成 

・水産生物の生活史に対応する広域的な水産環境形成手法 

・種苗放流・資源管理との連携を踏まえた漁場の管理・運営手法 

・漁場の連続性を確保したより効果的な漁場環境の形成 

 

(2)東京湾海域ワーキンググループ 

・東京湾におけるマコガレイ、イシガレイの生活史に対応する広域的な水産環境形成手法 

・東京湾に関する種苗放流・資源管理との連携を踏まえた漁場の管理・運営手法 

 

(3)播磨灘海域ワーキンググループ 

・播磨灘におけるマダイ、ヒラメの生活史に対応する広域的な水産環境形成手法 

・播磨灘に関する種苗放流・資源管理との連携を踏まえた漁場の管理・運営手法 

 

検討委員会 

播磨灘海域ワーキンググループ 東京湾海域ワーキンググループ 
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1.3.3 委員会体およびワーキンググループのメンバー 

(1)検討委員会 

水産生物の生活史に対応する広域的な水産環境形成手法、種苗放流・資源管理との連携を踏まえた漁場

の管理・運営手法に関する有識者を選定した。平成 22年度は対象海域を東京湾のみとしていたのが、平

成 23年度以降は播磨灘を対象海域に加えたこともあり、委員会を検討委員会と東京湾ワーキンググルー

プへと改組した。 

 

表-1.3.1 検討委員会(平成 22年度) 委員名簿 

 
所  属 ・ 役  職 氏  名 備 考 

 
横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 教授 佐々木 淳 委員長 

 東京都島しょ農林水産総合センター 振興企画室 主事 小泉 正行  

委 員 千葉県水産総合研究センター 資源研究室 主席研究員 石井 光廣  

 神奈川県水産技術センター 栽培技術部 主任研究員 工藤 孝浩  

 
独立行政法人 水産総合研究センター  

瀬戸内海区水産研究所 生産環境部 主任研究員 
堀 正和  

 ＮＰＯ法人 海つくり研究会 理事・事務局長 木村 尚  

 

 

表-1.3.2 検討委員会(平成 23～26年度) 委員名簿 

 
所  属 ・ 役  職 氏  名 備 考 

 

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 教授

(H23-24) 

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授(H25-26) 

佐々木 淳 委員長 

委 員 元日本海区水産研究所 所長 安永 義暢  

 
独立行政法人 水産総合研究センター  

瀬戸内海区水産研究所 生産環境部 主任研究員 
堀 正和  

 

 

(2)東京湾海域ワーキンググループ 

東京湾に関して水産生物の生活史に対応する広域的な水産環境形成手法、種苗放流・資源管理との連携

を踏まえた漁場の管理・運営手法に関する有識者を選定した。このワーキンググループ設置期間は平成

23年～24年度である。 
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表-1.3.3 東京湾海域ワーキンググループ 委員名簿 

 
所  属 ・ 役  職 氏  名 備 考 

 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院  教授 佐々木 淳 所属・役職は

H23～24 

 東京都島しょ農林水産総合センター 振興企画室 主事 小泉 正行  

委 員 千葉県水産総合研究センター 資源研究室 主席研究員 石井 光廣  

 神奈川県水産技術センター 栽培技術部 主任研究員 工藤 孝浩  

 ＮＰＯ法人 海つくり研究会 理事・事務局長 木村 尚  

 

 

(2)播磨灘海域ワーキンググループ 

播磨灘に関して水産生物の生活史に対応する広域的な水産環境形成手法、種苗放流・資源管理との連携

を踏まえた漁場の管理・運営手法に関する有識者を選定した。このワーキンググループ設置期間は平成

23年～26年度である。 

 

表-1.3.2 平成 25年度 播磨灘海域ワーキンググループ 委員名簿(案) 

 
所  属 ・ 役  職 氏  名 備 考 

 
独立行政法人 水産総合研究センター  

瀬戸内海区水産研究所 生産環境部 主任研究員 
堀 正和  

 
兵庫県 農政環境部 農林水産局 水産課  

水産課漁場整備係 主査 
中桐 栄 H23-24 

 
兵庫県 農政環境部 農林水産局 水産課  

水産課漁場整備係 主査 
森本 利晃 H25-26 

委 員 岡山県 農林水産部 水産課 漁港漁場班 技師 岡崎 智治  

 

香川県 農政水産部 水産課 漁港・漁場整備グループ 

主任 
松岡 聡 H23 

 香川県 農政水産部 水産課 課長補佐 本田 恵二 H24 

 香川県 農政水産部 水産課 課長補佐 向井 龍男 H25-26 

 

1.4 調査実施の体制 

本業務は、一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所

の 2社による共同体制である。体制の模式図を図-1.4.1に示す。 

本事業の実施にあたり、一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所の管理技術者が独立行政法人水産総合研

究センター水産工学研究所および現地調査再委託業者管理技術者と調整を図りつつ、事業全体の統括的

管理を行う。 
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図-1.4.1 調査実施体制 

 

2.業務内容 

2.1水産生物の生活史に対応した効率的な漁場環境形成手法の検討 

モデル海域を播磨灘および東京湾として対象魚種の生活史を把握する。加えて、生息環境との関係を解

析するため、モデル海域における対象魚種について、生活史の各段階における分布域の情報を以下に示

す手法により収集・整理する。 

 

(1)対象水産生物の生活史の把握 

東京湾の対象魚種をマコガレイ・イシガレイ、播磨灘の対象魚種をマダイ・ヒラメとする。これらの対

象魚種の生活史を把握するとともに、生息環境との関係を解析するため、生活史の各段階における分布

域の情報を以下に示す手法により収集・整理する。 

 

①既往知見の整理、漁業者・水産試験場・遊魚船等へのヒアリング 

対象魚種の生活史段階ごとの分布海域を把握するとともに、HSI モデルによる解析に必要な環境要素の

空間分布等について既存の文献調査、漁業者、水産試験場、遊魚者等に聞き取り調査を実施する。 

 

②現地調査(マコガレイ、マダイ、ヒラメ：着底場調査等) 

生活史として不確定な部分を確認するため現地調査を実施する。マコガレイは着底卵期、マダイは浮遊

仔魚期、ヒラメは稚魚期を対象とし、生息場把握調査を実施する。 

 

③数値解析の活用 

数値解析により、マダイの浮遊卵や浮遊仔稚魚の移動経路および着底場所の予測検討を行う。また、信

頼できる環境観測データが無い場合の数値解析結果の活用について検討する。 

検討委員会 

（報告） 報告・協議 （指示） 

（財）漁港漁場漁村技術研究所 

発注者（水産庁） 

   

総括・調査結果整理解析 

（独法）水産総合研究センター 
水産工学研究所 

数値解析および活用方法 

東京湾ワーキンググループ 播磨灘ワーキンググループ 
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(2)効率的な環境形成手法の開発 

上記調査結果や、東京湾におけるマコガレイ・イシガレイを対象として検討・作成を進めてきた成長段

階分布図などを踏まえ、HSIモデルの汎用性について検証を行う。さらに、これまでの結果を踏まえ、産

卵場、育成場の適切な配置計画等の効率的な環境形成手法の検討を行う。 

 

①対象魚種の成長段階別分布図の作成 

既往知見等から対象海域の物理環境、対象魚種の生態情報、漁業の情報を収集・整理するとともに、現

地調査結果を加え、GISにより可視化した成長段階分布図を作成する。 

 

②HSIモデルによる解析 

上記の調査結果を踏まえ、対象水産生物の HSI モデルを作成し、成長段階別の生息環境の評価を行う。

GISソフトで空間分布図を作成し、対象海域における対象種の適正な生息域を求める。 

 

③効率的な環境形成手法の開発 

成長段階分布図と HSIモデルを重ね合わせて、効率的な環境改変に関する適地選定の手順を検討・提案

する。 

 

2.2種苗放流・資源管理との連携を踏まえた漁場の管理・運営手法の検討 

「2.1」で得られた結果を踏まえて、種苗放流、資源管理を連携させた漁場の管理・運営手法を検討す

る。 

(1)種苗放流・資源管理と環境形成手法のリンク 

過年度には、種苗放流・資源管理を連携させた漁場の管理・運営手法を検討するに必要な種苗放流実績

数量および地域、漁獲量及び地域を取りまとめた。本年度はこれらの空間分布と効率的な環境形成手法

検討結果をリンクさせ、放流適地検討手法、資源水準を維持向上させる漁場管理・運営手法を提案する。 

 

(2)マニュアルの検討 

これまでに検討した結果を取りまとめて、「種苗放流・資源管理との連携を踏まえた漁場の管理・運営

手法の構築」を行うとともに、「水産生物の生活史に対応した効率的な漁場環境形成手法の検討」のマニ

ュアルを作成する。 
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