
第Ⅰ章　特集　水産業に関する技術の発展とその利用
� ～科学と現場をつなぐ～

第１節　水産業に関する技術の発展の歴史

○我が国水産業は、明治期に先進的な外国の技術を取り入れ、その後、国内の様々な技術が発展。
　戦後の経済復興を目指す中で、より遠方の漁場へ進出し、世界有数の漁業国に発展。

○�その後、200海里時代の到来による遠洋漁業の縮小や資源変動による漁獲量減少など、我が国の水産業が厳しい
状況に直面する中で、水産物の安定的供給のため、様々な技術が水産業に適用するための創意工夫を伴って活用。

「魚群探知機」と「全球測位衛星システム（GNSS）」

　戦後まもなく海中の魚群を見つける「魚群探知機」
が開発。その後、サーチライトソナー、スキャニング
ソナーが開発され、魚群を発見するチャンスが拡大。
　また、人工衛星からの電波を受信するGNSSの運用により
自船位置の把握（現在では衛星数が増加し、どの場所にお
いても24時間連続して測定）が可能となり、運航ルートや漁
獲した場所を記録することで飛躍的に効率的な操業に寄与。

コラム

（写真提供：古野電気（株））

自船
マーク
（白丸）

航跡
（赤線）

GNSSから取得した自船の位置の記録魚群探知機からのデータ（最新）

下層は小魚が
密集、その上
に大型魚が群
がり、下降し
ている様子

海底

水産業に関する技術の発展の歴史

分野 ～近世 明治期 大正～昭和初期 戦後の昭和期 平成期

漁労（漁船、漁具等）

・�製塩、海運等と
の兼業
・�地曳網、定置網
等
・�魚肥のためのイ
ワシ漁
・麻糸漁網

・�動力漁船（ノル
ウェー式捕鯨
業、英国式ト
ロール漁船、カ
ツオ漁船）
・外来綿糸漁網
・動力式編網機

・�母船式遠距離捕
鯨
・�動力漁船（タラ、
カニ、サケ・マ
ス、マグロ漁業）
・�沿岸小型漁船の
動力化
・�冷蔵・冷凍運搬
船
・漁網大型化

・�捕鯨、マグロ漁
業、北洋漁業
・�魚群探知機・ソ
ナー
・�冷凍機（－25℃
→－55℃）
・FRP小型漁船
・アルミ漁船
・ディーゼル機関
・�漁労機器の動力
化等
・GPS航海装置

・�環境調和型漁業
技術
・低コスト化技術
・LED集魚灯

養殖・増殖

・コイ養殖
・カキ養殖
・ノリ養殖

・ニジマス養殖
・ウナギ養殖
・真珠養殖

・�ノリ養殖、カキ
養殖、真珠養殖
の全国的な普及

・�ハマチ小割生簀
養殖
・ノリ人工採苗
・ワカメ養殖
・ノリ網冷凍保存
・�クルマエビ、マ
ダイの種苗生産
・中間育成
・配合飼料
・�養殖技術の多様
化（ギンザケ、
シマアジ等）

・�バイオテクノロ
ジー
・陸上養殖
・�クロマグロ完全
養殖
・�ニホンウナギ完
全養殖

加工・流通

・干・塩蔵・節物
・�市場（大坂、江
戸等）

・�流通拡大（鉄道
輸送、汽船輸送）
・サケ缶詰製造

・急速冷凍技術 ・�魚肉ハム・ソー
セージ
・冷凍すり身
・�コールドチェーン
・活魚流通
・�無菌充填等包装
技術
・�スーパーチルド
（氷温冷凍技術）

・�DHA、EPAの
商品化
・HACCP

漁港・漁場整備
・船溜の整備 ・漁港大規模化 ・�沿岸漁場の改良・

造成
・�高度衛生管理型
荷さばき所
・�沖合域への漁場
整備の展開

資料：各種資料に基づき水産庁で作成
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第２節　海洋環境や資源状況の情報とその活用状況

（１）海洋環境の把握

○我が国では、100年以上前から海洋観測により、海水温などの海洋環境と魚の分布や漁獲との関係を調査。
定線観測を現在まで継続して実施。漁業者向けの海況情報の提供も継続して行われ、昭和47（1972）年か
ら漁業情報サービスセンター（JAFIC）がその業務を遂行。海洋環境情報、漁獲物情報等の漁海況情報を発信。

○1980年代に米国海洋大気庁（NOAA）衛星による海面水温観測データの利用が可能となり、昭和60（1985）
年から人工衛星から見た広域の海面水温マップの提供がJAFICにより開始され、漁業者はFAX通信を介して、
漁場で最新の海面水温の詳細な分布把握が可能となり、衛星データ利用時代が到来。

○1990年代以降、NOAA衛星からのデータは試験研究機関などでもリアルタイムで受信し、利用が拡大。また、
洋上でのデジタル通信の普及により、インターネット経由で直接利用する方法に変化。

○我が国においても、平成24（2012）年にマイクロ波放射計を搭載した人工衛星「しずく」により、雲に覆
われた海域の海面水温観測が可能となり、他の衛星データとの併用により海面水温観測の精度向上に貢献。

○平成27（2015）年には「ひまわり８号」により、高頻度の海面水温観測データが利用可能となり、海洋分
野への利用も開始。平成29（2017）年には「しきさい」が打ち上げられ、高解像度で海面水温、海色の観
測が可能となり、海況情報の質的な向上が期待。

○海洋の状態を知るためには、海面だけでなく海中の水温や塩分情報も必要であり、調査船等により、定期的
な海洋観測を実施。

○1990年代以降、現場観測による水温、塩分データ、衛星観測による海面水温、海面高度のデータを統合し、
海洋構造を再現する技術や数値モデルを用いた海況予測システムの開発が進展。

○我が国でも、気象庁、水産研究・教育機構などで２か月先までの海況予測情報を定期的に発信。水産研究・
教育機構では我が国周辺のイワシ類やスルメイカの漁況予測にも活用。

○漁業活動の効率化を進めるため、海洋観測データに加え、漁業活動の機会を利用した漁業者による観測の実
施等により現場観測データの拡充を図ることが効果的。

○特に、複雑な海況の影響を受ける沿岸域の漁業に対しては、海況予測モデルを活用した、解像度の高い海況
予測情報の提供が期待。

衛星観測データと調査船やアルゴフロート等の現場海洋観測データの活用

予測結果

海況予測計算

① ①衛星観測

②調査船調査

③ ②

③アルゴフロート
④水中グライダー

④

流れ流れ 塩分塩分 水温水温
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（２）資源状況の把握
（ア）計量魚探の活用

○資源評価を実施する上での基礎情報が、漁業によって得られる漁獲量等のデータ。

○一方、漁業から得られる情報には制約があるため、調査船による調査により、漁業とは独立した情報を収集。

○近年、実施している魚群探知機調査は、高性能の計量魚探を用いて資源量等を推定。

（３）海洋環境の変化と水産資源との関連
（ア）海洋環境と資源変動

○水産資源の資源量は、水温、海流、餌量等の海洋環境の影響を強く受けて変動。中でも水温は測定が容易で
情報量が豊富なため、多くの資源について資源変動との関係を調査・報告。

○北太平洋の水温には、レジームシフトと呼ばれる数十年規模の変動があり、我が国周辺水域では、温暖レジー
ムにはカタクチイワシやスルメイカ等の漁獲量が増え、逆に寒冷レジームにはマイワシ等の漁獲量が増える
傾向。近年、マイワシの資源量が増えており、寒冷レジームに移行しつつある可能性。

○マイワシ仔魚の方がカタクチイワシ仔魚よりも成長に好適な水温が低いことが確認されており、これが寒冷
レジームにおいてマイワシは増えるがカタクチイワシは減る一因となっている可能性等が示唆。

魚種交替がみられる魚種の漁獲量の推移

資料：�（研）水産研究・教育機構
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（イ）気候変動による影響と適応

○気候変動は、地球温暖化による海水温の上昇等により、水産資源や漁業・養殖業に影響。例えば、近年のブ
リやサワラ等の分布域の北上、陸奥湾でのホタテガイの大量斃死等が報告。分布域が北上した魚種について
は現地での利用の促進を、ホタテガイの大量斃死については水温が20℃を超えた際には、養殖施設を水温
の低い下層に移すなどの対策を検討。

○今後、中長期にわたって進行した場合の影響評価も行われており、日本海のスルメイカや北太平洋のサケ（シ
ロザケ）は、2100年頃に向けて夏季の分布域が北上するとの予測。

○気候変動は、海水の鉛直混合等や海洋の酸性化の進行に影響。調査船や人工衛星を用いた観測によりモニタ
リングしていく必要。

○気候変動に対して、温室効果ガスの排出抑制等による「緩和」と、避けられない影響に対する「適応」の両
面からの対策が重要。

○適応に関しては、例えば、ノリ（既存品種では水温が23℃以下にならないと安定的生産ができない）の
24℃以上で２週間以上生育可能な育種素材の開発等を推進。

○今後も、新しい技術を活用して、海洋環境や資源状況に関する研究を進め、漁業者に信頼度が高い情報を提
供することにより、持続的な漁業につながることを期待。

（４）情報の収集・活用の重要性

2050年、2100年頃のスルメイカの分布変化

温暖化による水温予測結果を用いた7月の日本海に
おけるスルメイカの分布密度予測図

資料：�地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応
技術の開発（プロジェクト研究成果シリーズ483）

2000年 2050年

少ない 多い

2100年
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第３節　ICTの活用

ノリ養殖の取組（有明海）

　養殖ノリの品質や収獲
量向上のため、漁業者は
水温等を測定するブイを
養殖場に設置し、データ
を遠隔で把握する取組を
実施。また佐賀県有明海
域では、ドローンで養殖
場を撮影した映像等を蓄
積・管理し、AIで画像解
析を行い病害の発生検知
結果や赤潮発生状況を、漁業者に早期に伝えることによ
り、的確な対策の実施への貢献が期待。

事例１

ナマコの資源管理（北海道留萌市）

　タブレット端末による
操業日誌のデジタル化に
より、漁業者がリアルタ
イムで送信した漁獲デー
タ等を基に水産試験場が
資源量を推定。その結果
を漁業者に報告するシス
テムとし、漁業者が資源
状況を実感することで、
減少していたナマコの資
源回復への取組に寄与。

事例１

漁場予測システム（九州北部水域）

　漁業者参加型の海域観測網を整備し、その観測データも利用した高精度の沿岸海域での漁場形成予
測モデルを開発し、予測情報を漁業者に提供する仕組みを構築中。そのため、漁業者自身が出漁した
海域の水温、塩分等の情報を取得できる小型計測機器や、予測情報を漁業者の携帯端末等に配信する
アプリの開発に着手。これにより「漁場の見える化」を図り、経験が少なくてもより効果的な漁業が
できることを期待。

事例３

ブリ養殖の取組（鹿児島県東町漁協）

　多数の経営者からなる
東町漁協では多様な販売
先の要望に的確に対応す
るための仕組み作りが急
務。　このため環境デー
タや養殖管理データを生
簀上からタブレット端末
に入力するシステムを試
験的に開始。また、生簀
に水中カメラを設置し、
体長と個体数を自動的に計測する画像処理システムなど
生産過程を正確に可視化するためのシステム開発を推進。

事例２

効率的な定置網漁業の取組（宮城県東松島市）

　定置網に設置した海中
カメラの画像から出漁の
必要性の有無等を判断。
海洋データを計測するブ
イを設置しその海洋デー
タと過去の漁獲データの
解析により漁獲予測を行
う取組や漁獲情報等をバ
イヤーにオープンにし直
接取引する取組を推進。

事例２

（１）養殖業におけるICTの活用

○無給餌養殖では、計画的な育成のための水温等のデータ把握が不可欠。これらの測定と、その結果をいつで
もどこでも見ることができるシステム開発が試みられ、的確な養殖作業の実施への貢献が期待。

○給餌養殖では、水温等のデータ把握に加え、給餌量や成長速度等のデータの蓄積により、最適な給餌方法を
模索し、餌代削減などの生産管理の実現に期待。また、生簀の中の養殖魚の数を自動的にカウントして、よ
り正確に把握する手法の開発も進められ、着実な経営と省力化が期待。

（２）沿岸漁業におけるICTの活用

○沿岸漁業において、ICTは、養殖業と同様に水温等のデータを測定することに加え、過去の漁獲データを基
にした漁場予測、漁獲予測、資源管理等のための活用に期待。

海洋観測ブイからのデータを
タブレット端末で確認

（写真提供：KDDI株式会社）

CTD試作機
（写真提供：九州大学）

海洋観測ブイ
（写真提供：NTTドコモ）

タブレットを活用した生産管理
（資料提供：（研）水産研究・教育機構）

タブレット端末での漁獲情報の入力
（写真提供：公立はこだて未来大学）
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（３）沖合域におけるICTの活用

○沖合域において、漁場予測システムや漁労活動にかかるICTの活用がスタート。燃油の節約や生産性の高い
漁具の導入などにより、漁業経営の安定化が図られることが期待。

（５）ICTを活用した流通・加工

○流通・加工分野においてもICTの活用を開始。水産物の電子商取引の拡大、加工現場における作業の効率化・
省力化や精度の高い品質管理等につながることが期待。

（４）多様な漁業分野におけるICTの活用

○様々なICTの活用。様々な分野で省力化等につながることが期待。

密漁監視システム（ナマコ密漁対策）

　青森県陸奥湾のナマコ
密漁対策として、15台の
監視カメラを設置し、AI
が画像から密漁船と判断
すれば自動的に関係漁協
等に警報が発信される仕
組みを構築。24時間365
日リアルタイム監視が可
能で、ナマコの資源回復
が期待。

事例１

アカイカ漁場予測システム（北西太平洋）

　北西太平洋のア
カイカ漁において、
漁海況情報を基に
アカイカの好適な
生息域を推定する
漁場予測モデルの
開発、予測結果の
漁船への配信。さ
らに現場のリアル
タイムの漁獲状況と漁場予測のずれ・原因を把握し、漁
獲推奨海域を漁船にフィードバックするシステムを試行。

事例２

遊漁券オンラインシステム「フィッシュパス」

　福井県竹田川漁協では、オンライン遊漁
券購入システムを導入することにより、こ
れまで不十分だった遊漁者からの遊漁料の
徴収の解消や現場の見回り活動時間の短縮
を実現。

事例２

ロボットによるホタテのウロ除去

　ロボットによるホタテのウロの除去作業により、品質
維持と作業員不足問題を解消。
　ホタテを撮影し画像処理してロボットがウロを取る向
きを調整。「挟み込んでつかみ取る動き」を再現。

事例２

監視カメラ
（写真提供：青森県漁業協同組合連合会） スマートフォンのフィッシュパス　アプリ画面

（株式会社フィッシュパスウェブサイトより）

（写真提供：株式会社石巻水産鉄工）

おらほのカキ市場（電子卸売市場）

　宮城県漁協では、殻付
きカキの産直販売を促進
するための電子商取引市
場を開発。
　首都圏のバイヤーとの
電子商取引を実現。また、
むき身作業を行う者が減
少する中で、生産量を維
持し、生産者の収益改善
が期待。

事例１

（おらほのカキ市場（宮城県漁協
直営）ウェブサイトより）

遠洋かつお・まぐろ漁業のビッグデータ化の取組

　漁船上で取得される
海洋環境や漁獲物の
データを集約し陸上に
伝達し分析すること
（ビッグデータ化）に
より、海況予測や魚群
の来遊予測等への活用
につながる技術開発
（カツオ自動釣り機、
画像解析よる漁獲物の
判別等）に着手。

事例１

（写真提供：（研）水産研究・教育機構）
3Dモーション（上級者と初中級者）

（資料提供：海洋研究開発機構）

衛星通信
アカイカ
ウェブサイト

アカイカ漁船

アカイカ漁場予測

操業位置、漁獲量
リアルタイムで報告

インターネット回線

水温・塩分・流速予測

漁海況
情報

予測
情報
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第４節　科学と現場が一体となる水産業の持続的な発展に向けて

（１）「獲る道具」の技術から「海を把握する」技術へ

○我が国の漁業は、明治期以降、漁船の動力化・大型化、漁具素材の耐久性の向上、冷凍技術の導入による水
産物の長期保存など、魚を多く獲り、流通させるための「道具」を発展。

○従来から、海の状況把握のために海洋観測を続けてきたが、通信機器の発展及びセンサーによる海水温の把
握や人工衛星情報の活用により、海洋状況をより的確に把握。

○魚群探知機等の開発も含め、魚がいる場所を推測する技術開発が進展。近年は、IoTやＡＩを活用して魚の
いる海域や漁獲量を予測する技術開発も開始。「海を把握する」技術の開発がより進展していく可能性。

○従来から漁業者が培ってきた漁業現場での勘と経験に、これらの技術が加わることにより、従来にも増して
効率的な操業の実現が期待。

（２）漁業という特殊性に適応したICTの活用

○漁業分野では、移動する魚類が対象であることや海洋での機器使用は電波が届きにくいなどの不利な環境条
件に加え、広大な面積を有し、目まぐるしく変化する海洋の様々なデータを取得すること自体、技術・コス
ト面でハードルが高いという特徴。

○ICTを活用するためには、小さな漁船にも搭載可能で低コストな機器の開発や、海洋・漁場情報や漁獲量報
告などの漁業現場における作業について、本来の漁労活動を妨げないよう、操作が簡単な機器や短時間で入
力が終わるようなシステムにすることが必要。

○漁業者は漁獲情報をリアルタイムでオープンにすることに大きな抵抗感。これは自分で見つけた良い漁場を
他の漁業者の知るところとなり、競合相手を増やす可能性があるため。そのため、情報の公表に一定の配慮
を行う必要。

○このように、ICTを漁業分野に導入するに当たっては、漁業の特性を十分に理解し、漁業者の理解・協力を
求めていくことが重要。

（３）省力化による生産性の向上や労働環境の改善

○ICTの活用は、作業時間を短縮したり、不足しがちな労働力を補うなどの効率を有し、漁業経営の面でも有益。

○特にAIは、生産性の向上に加え、監視システム等への活用など、活躍する場が今後増える可能性。

○水産加工は陸上で行われることから、ICTが活用しやすい環境であり、効率化・省力化を目的としたICTの
導入が今後進んでいく見込み。

（４）データをフル活用したスマート水産業の構築に向けて

○漁業・養殖業者、流通・加工業者、試
験研究機関の間でデータを共有し、活
用する取組を進めていくため、今後、
集約的なデータプラットフォームを構
築し、幅広いデータの取得・共有・活
用を促進し、バリューチェーン全体の
生産性向上等の実現の可能性。

○水産庁では、新しい情報通信技術等を
実装し、データに基づく効率的・先進
的な水産業に転換し、漁業の実態を見
える化することで、国民に理解される
水産施策を展開していく予定。

デ
ー
タ
の
入
手

公的機関・試験研究機関漁業者・養殖業者
漁業・海洋データの効
率的な取得による
資源評価の精度向上、
資源評価対象種の拡大

保有するデータの提供

スマート水産データベース（仮称）

保有する公的データ
の提供

市場・加工・流通

資源量気象・海況統計

漁場環境の見える化と
漁場探索の効率化

漁場水温 漁場位置 操業回数

漁獲量 漁場環境

資源調査・
管理の連携

データの蓄積

デ
ー
タ
の
入
手

デー
タの
蓄積

水揚データのリアルタイ
ムの把握、水揚・選別・
市場内処理の迅速化

水揚データのリアルタイ
ムの把握、水揚・選別・
市場内処理の迅速化生産と加工・

流通の連携
水産エコラベル認証取得に必要な
データの収集、効率的な出力
水産エコラベル認証取得に必要な
データの収集、効率的な出力

標準情報コード
の検討

単価 需要量・種

生産コスト 仕入れ
消費

・ICT機器を活用した漁場・養
殖場の海況のセンシング
・生産データの迅速な蓄積・
送信

デー
タの
蓄積

データの蓄積

データの入手
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