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はじめに 

 

我が国の水産業では、漁業・養殖業や水産加工業に従事する労働者の減少・高

齢化が進んでおり、さらに、海洋環境の変動等の影響から資源量が減少する等に

より、漁業生産量についても減少が続いている。こういった現状を鑑み、水産庁

においては、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の

所得向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造を確立するため、「水産政策の

改革」を公表するとともに、漁業法の改正等、水産施策の抜本的な見直しを進め

ている。 

 

また、政府全体の動きとして、第４次産業革命の社会実装によって、現場のデ

ジタル化や生産性向上を徹底的に進め、様々な社会課題を解決できる持続可能

な社会システム「Society5.0」の実現を掲げており、関連施策を推進している。 

 

これらの動きを踏まえれば、我が国の水産業においても ICT やロボット等の

テクノロジーやデータの有効利用を普及・促進し、適切な資源管理を推進しつつ、

地域コミュニティの維持・所得向上を実現することで持続的な産業としていく

取組を推し進めていく必要がある。 

 

 このため、令和元年５月より、学識経験者・民間企業・都道府県・試験研究機

関・水産関係団体等の有識者からなる「水産業の明日を拓くスマート水産業研究

会」を開催した。本研究会では、スマート水産業を「ICT、IoT 等の先端技術の

活用により、水産資源の持続的利用と水産業の産業としての持続的成長の両立

を実現する次世代の水産業」と定義し、様々な知見からスマート水産業を社会実

装させていくための議論を重ねてきた。 

 

本とりまとめは、これまでの議論を踏まえ、今後の検討方向や検討すべき課題

等を整理したものである。研究会としては、今後、水産庁が本とりまとめの中で

提示した内容を踏まえ、我が国漁業や水産業関係者に資する施策へと具体化し

ていくことを期待するものである。 

 

 

水産業の明日を拓くスマート水産業研究会 

会長 宮下 和士 
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第１ 漁業・養殖業の生産活動のデジタル化に向けて 

（漁業・養殖業ワーキングチームとりまとめ） 

 

【背景・経緯】 

平成 31 年３月 18 日に開催された未来投資会議構造改革徹底推進会合では、

「スマート水産業の社会実装に向けた取組について」において、沖合・遠洋漁業、

沿岸漁業、養殖業等のそれぞれのスマート化について達成目標を掲げるととも

に、その推進に向けたロードマップが示されている。 

漁業・養殖業ワーキングチーム（以下、WT）においては、漁獲・養殖から流通・

加工まで全てを含めた水産システムとしてとらえる中で、漁業においては、水産

資源の持続的利用のための資源管理と漁場探索等の生産効率化との両立、また、

養殖業では生産と在庫管理の効率化をスマート化によってどのように進めてい

くのか、さらに、これらの技術や情報を踏まえて、漁業・養殖業をどのように成

長産業化していくのかという観点から議論を行ってきた。 

この最終とりまとめについては、WT で検討された課題・論点を整理するとと

もに、これらを踏まえた漁業や養殖業のスマート化を促進させるための方向性

について報告する。 

 

【論点】 

１．スマート化の技術とニーズの現状 

漁業・養殖業のスマート化の議論を行うにあたって、現場の詳細な情報を得る

ことを目的として、漁船漁業や養殖業のスマート化のための技術の現状や課題

及びそのニーズについて、全国の水産試験場や都道府県の研究機関等にアンケ

ート調査を行った。 

アンケート調査は、令和元年 8 月に実施し、42 都道府県（８県からは水産試

験場及び県庁から複数回答）から回答があった。 

アンケートの調査項目は、スマート化の取組の概要、スマート化の現場ニーズ、

水産以外との連携、スマート化の課題等である。 

スマート化の取組内容やニーズは、漁業や養殖業の地域ごとの特性に応じて

多様である。漁船漁業では、漁海況情報や漁場予測情報にかかるニーズが高く、

養殖業では、生産管理データをリアルタイムでスマートフォンに表示確認でき

るニーズが高い。 

また、定置網漁業では、省人省力化や生産管理（漁獲情報をスマートフォンで

把握など）などのニーズが高い。 
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農業の ICT 化では欠かせないドローンについては、内水面でのニーズ（カワ

ウ防除対策）の割合が高く、海面では、藻場調査や密漁監視などの利用ニーズが

ある。 

また、スマート化が進まない理由については、自由記述式で質問したところ回

答の多かった順から、初期コスト・ランニングコストが高い、高齢者が ICTを使

いにくい、操業位置や漁獲情報を出したくない、データ提供者へのインセンティ

ブが必要、機器の性能に不安、漁場予測情報の提供により乱獲・密漁に繋がるな

どの内容となっていた。 

さらに、スマート化が進まない理由について選択方式での調査を行ったが、漁

業、養殖業、流通業者ともに、コストが高く普及しないとの回答が多かった。 

流通業者は、既存のビジネスのやり方が損なわれそうであり普及しないとの

回答がやや多い傾向であった。また、普及しない理由として、業務が手一杯であ

ることやメリットが見出せないとの回答が多い。 

水産分野以外のデータ連携については、その対象となるデータとして、一般船

舶や調査船等が取得している水温情報、河川流量、沿岸地形、市場データなどの

利用についてニーズがあった。 

（最終頁：漁業・養殖業におけるスマートのニーズ等に関するアンケート調査結

果概要） 

 

２．スマート化技術の導入にかかる課題 

WT では、漁業や養殖業においては、地域の漁業や養殖業に応じた漁場予測情

報の提供や、スマートブイからの環境データの利用などが、一部では進みつつあ

るが、WT では、漁業・養殖業では、現場のスマート化がなぜ進まないのかとい

う課題（ボトルネック）について以下の整理を行った。 

 

１）漁業者とスマート技術開発者(企業･大学等)との信頼関係の構築に時間を

要すること 

２）データを部外者に利用されることに否定的な意見があること 

３）漁業者が ICTを使いこなせないという先入観があること 

４）スマート技術の現場ニーズについて漁協や地域によって温度差があるこ

と 

 ５）スマート技術の導入のコストが高いと考えられていること 

 ６）スマート化の技術を導入するインセンティブが不足していること 

 

３．スマート化技術のインセンティブ（資源管理と生産効率化との両立） 

漁船漁業において、スマート化を進めるにあたっては、漁業者や市場等からデ
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ータを提出してもらうインセンティブが必要である。 

そのインセンティブとして、その地域の水産資源の持続的利用が考えられる。 

資源の持続的利用をインセンティブとする成功事例として、北海道留萌市の

ICTを活用してマナマコの資源を「見える化」することにより、漁業者の資源管

理意識を醸成し、資源回復した事例があげられる。 

この成功事例は、資源回復したことがインセンティブの１つとなったが、漁協

職員や専門家の長期にわたる尽力があって成功した側面がある。 

資源の持続的利用を目的とするだけでは、漁業者からデータを取得するため

の強いインセンティブにはなりにくく、漁業者の後押しをする追加的な措置が

重要となると考えられる。 

沖合遠洋漁業では、衛星情報等による漁海況情報等を提供し、その代価を徴収

することで情報提供者はそのコストを回収し、漁業者はその情報を用いて漁場

探索等を効率化させ、コストを低減させている実態が既に存在する。 

沿岸漁業においても、漁場予測情報の提供がインセンティブになり得ること

は同様である。 

上記のアンケート調査においても、漁船漁業のスマート化の共通するニーズ

として、地域の漁船漁業における漁場予測情報の提供があげられる。 

資源評価や管理を行う上では、国による漁獲報告に関する制度設計が必要で

ある。 

この場合、漁業者等がより正確でかつ負担にならない漁獲報告をする上でイ

ンセンティブが重要であり、この点、制度としての漁獲報告と、漁場予測情報等

を提供することなどがその候補になると考えられる。 

一方で、養殖業においては、水温や塩分濃度などの情報をリアルタイムで把握

したいなどのニーズから、民間企業によりスマートブイが除々に現場に導入さ

れつつある。 

WT では、データ連携によって海域データやビッグデータが誰でも利用できる

ようになった場合、民間企業の活動についても、データポリシーを確立した上で

活用を図ることが重要であるとの意見もある。  

  また、WT ではインセンティブとして付加価値向上対策が議論になったが、ス

マート化をしただけでは水産物の浜値が自動的に上昇するわけではなく、スマ

ート化の結果として水産物の品質向上など消費者が評価できるポイントがない

と浜値は上昇しないとの議論もあった。 

このような中では、スマート化のインセンティブとしては、付加価値向上対策

ばかりでなく、むしろ漁業・養殖業の操業コストの削減に傾注すべきとの意見も

あった。 

 



- 5 - 

 

４．漁業、養殖業におけるスマート化の方向性 

漁業・養殖業に、新たな技術を導入する際には、個々の漁業や養殖業が地域的・

社会的あるいは漁業種類、経営規模に基づく背景により、自ずと解決すべき課題

も異なっている。 

これらの課題や将来あるべき姿などを検討した上で、導入可能な技術は何か

を検討していく必要があり、スマート化の技術はその一つある。 

 

（１）協調領域と競争領域の２面性 

WT では、漁船漁業における漁船の位置情報や漁獲情報は、漁業者個人や仲

間だけで扱う情報であることから、社会実装を進めていくには、協調領域と

競争領域の２面性が存在していることを認識する必要があり、デジタル化や

漁業者等へフィードバックが進んでも「漁業管理」にデータが利用されると

いうだけで協力が得られなくなるとの意見や、さらに漁獲情報は、内部で協

調する場合はよいが、競争者には渡したくないという二面性があることが議

論された。 

この点で、国の制度化により漁獲情報を報告することと、漁場予測情報等を

提供するなどのインセンティブの使い方の工夫が重要である（操業効率化と

インセンティブ）。 

一方で、養殖業では、漁場情報のニーズは高いが、その情報を他者と共有し

てもあまり意味がないとの意見があり、どのようなインセンティブを見出す

かがポイントである。WT では、行政への報告は書類の種類が沢山あるので、

これをデジタル化して一本化し、作業負担を低減することがインセンティブ

になるとの意見があった。 

 

（２）スマート水産業の社会実装（横展開） 

WT においては、上記２のスマート化の課題を踏まえて、スマート水産業の

社会実装（横展開）について議論がなされた。 

そのポイントとして、 

① 地域性等を踏まえたスマート化により漁業・養殖業に付加価値を生じ

させ、市場性（企業が儲かること）を確保することとコスト削減を実現す

ることが重要。 

② その上で、導入しやすい現場で成功事例をつくって横展開を図ってい

くべき。 

③ ベストプラクティスとして共感してもらえる人（キーバーソン）を増や

すことが重要。 

④ 現場にスマート化を分かりやすく伝えることが必要であり、それを実
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践していく人を育成していくことも重要、さらに 

⑤ 操業の効率化ばかりではなく資源管理評価への対策としてのスマート

化のための技術導入 

が必要である。 

漁業・養殖業は、地域の状況や特定に応じて、また、経営規模や社会的背景

等により、解決すべき課題は千差万別である。 

それらの課題や地域の将来のあるべき姿などを検討し、明確にした上で、そ

れを解決するための技術や手段を総合的に検討し、精査する必要がある。 

その結果、スマート化の技術導入がその課題を解決する有効な手法となり

得る場合、または、他の有効な手段と総合的に機能して解決策となり得る場

合、そのスマート化の技術の社会実装を進める（横展開）にあたって、その方

法について以下の３つに整理した。 

 

〔新技術を知る〕 

漁業・養殖業のスマート化によって得られるメリットについて漁業者・養殖業

者の理解を深めるためには、まずは地域の課題等を解決するための技術をよく

知ってもらうことが重要である。 

スマート化の取組は、地域の特性等によりその内容も異なり、このため、あら

ゆる関係者がスマート化の技術に関する情報発信を行い、全国レベルで情報共

有化を図ることが重要である。 

更に、データを部外者に利用されることへの漁業者等の懸念を解消させるた

めに、部外者によるデータアクセスを制限する技術的な仕組みの概要を知って

もらうとともに、データの取扱方針の一般事例なども知ってもらうよう努める

ことも重要である。 

 

〔新技術を試す〕 

スマート化の成功事例をつくって横展開を図っていくためには、地域特性や

ニーズに応じて技術を実証する必要がある。 

実証にあたっては、技術的・収益面から分析し、その効果を「見える化」する

こと、更には漁業者・養殖業者による作業の負担を軽減する対策が重要である。 

また、漁業者等とスマート技術開発者（企業・大学等）との信頼関係の構築を

図るよう努めることも重要となる。 

 

〔新技術を導入する〕  

スマート化の新技術は、地域特性やそのニーズに応じて展開していく必要が

あり、このためには、現場の実情によく精通し、スマート化を牽引するキーパー
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ソンの存在が重要である。 

彼らがスマート技術の開発者との仲介役になり、現地にわかりやすく伝える

ことによって、高齢の漁業者等が ICT を使いこなせない、現場ニーズについて

漁協や地域によって温度差があるなどの課題解決に努め、更には、可能なインセ

ンティブを構築していくことが重要である。 

また、このようなキーパーソンの人材育成や、彼らが企業等から必要な専門知

識を収集できる仕組みも重要である。 

また、導入後は、スマート技術の導入で得られた便益を評価し、導入のコスト

と見合うものであったかなどを検証し、スマート化技術のコストは高いという

懸念に応えることも重要である。 

 

（３）その他 

以上の整理に加えて、WT 委員から、水産業という枠組みだけに留まらず、

発想を変えて操業の際に取得したデータが他業界に役立ち付加価値を生むよ

うな仕組みを検討し、漁業者の収入増に繋がるような取組が重要との意見や、

スマート技術を用いて、漁業者や養殖業者の暗黙知である現場の勘と経験に

基づく技術を測定しデータに残すことで技術の継承を確保し、若い世代の新

規参入が重要などの意見もあった。 
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【参考資料】スマート化のニーズ 

  

１ ． 漁船漁業 

1)漁場予測 2)ド ローンの利用
3)省人省力化・

　 漁獲物画像処理等
4)市場・ 流通関係 5)資源管理

２ ． 養殖業

1)生産管理（ 品質管理） 2)省人省力化・ ロボッ ト 化 3)リ スク 管理 4)ド ローンの利用 人材育成・ 技術継承

３ ． 定置網漁業

1)省人省力化・ ロボッ ト 化 2)生産管理（ 品質管理） 3)漁場予測 4)リ スク 管理 5)資源管理

４ ． 内水面漁業

1)ド ローンの利用 2)生産管理（ 品質管理） 3)リ スク 管理 4)省人省力化・ ロボッ ト 化

※自由記述方式で27県から 回答があり 、 その内容について述べ県数と し てカ ウント し たも の。

※自由記述方式で18県から 回答があり 、 その内容について述べ県数と し てカ ウント し たも の。

※自由記述方式で9県から 回答があり 、 その内容について述べ県数と し てカ ウント し たも の。

※自由記述方式で7県から 回答があり 、 その内容について述べ県数と し てカ ウント し たも の。

17県(63%)
10県(37%)

5県(19%)
7県(26%)

4県(15%)

13県(72%)

5県(28%)6県(33%)7県(39%)

1県(6%)

2県(22%)
3県(33%) 2県(22%)

4県(44%)
2県(22%)

2県(29%)

6県(86%)

2県(29%)

1県(14%)

※ 令和元年８月９日付けで、各都道府県の水産試験場・水産研究センターのＩＣＴ担当

者に対し、スマート化の現状、ニーズ及び課題などについて、アンケートを実施、４２

都道府県から回答(６県からは水産試験場及び県庁から複数回答あり） 
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【参考資料】スマート化の課題 

 

  

①　 初期コ スト が高いラ ②　 高齢者はICTを扱えな ③　 操業位置情報や漁獲 ④　 データ 提供者への何 ⑤　 機器の性能に不安が

　 ンニングコ スト がかか 　 い、 扱える者の養成が必 　 情報はだし たく ない 　 ら かのメ リ ッ ト が必要 　 ある

　 る 　 要

⑥　 漁場予測情報を提供 ⑦　 遊漁者に漁場情報をだ ⑧　 情報共有で風評被害 ⑨　 データ の統一化が必 ⑩　 その他

　 すると 乱獲・ 密漁・ 違 　 すのは好まし く ない 　 が広がる 　 要

　 反等につながる

9県(28%) 7県(22%)
11県(34%)

6県(19%) 5県(16%)

4県(13%) 3県(9%) 3県(9%) 3県(9%)

15県(47%)

※ 令和元年８月９日付けで、各都道府県の水産試験場・水産研究センターのＩＣＴ担当者

に対し、スマート化の現状、ニーズ及び課題などについて、アンケートを実施、４２都道

府県から回答(６県からは水産試験場及び県庁から複数回答あり） 
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第２ 水産バリューチェーン産地の構築に向けて 

（流通・加工ワーキングチームとりまとめ） 

 

【背景・経緯】 

 「未来投資戦略 2018-Society5.0実現に向けて（2018年６月 15日閣議決定）」

において、水産流通・加工分野に関連したスマート水産の項目として「ICT 等の

先端技術を活用し、生産から流通・加工・販売までの関係者が連携して、作業の

自動化・省力化や商品の高付加価値化に取り組む水産バリューチェーン産地の

構築・実践に取り組む」と記載された（2023年度までに 10カ所以上）。 

これを踏まえ、「水産業の明日を拓くスマート水産業研究会」流通・加工ワー

キングチームでは同戦略によって高まった我が国水産業のスマート化に向けた

モメンタムを活用し、新しい水産流通プラットフォームたる「水産バリューチェ

ーン産地」の構築による流通・加工の生産性向上に向けて議論を展開してきた。 

特に、同ワーキングチームの協議テーマとして、①洋上と陸上（産地市場）を

どう繋ぐのか、②流通・加工の現場の省人・省力などの合理化をどのように進め

るのか、③輸出拡大を視野に品質面・コスト面で競争力のある水産流通プラット

フォームを ICT・IoTを活用してどう構築するのか、について焦点を当ててこれ

まで研究会を４回開催し、現状・課題及び今後の方向性について議論した。 

 本とりまとめにおいては、これまでの研究会によって俎上に上がった論点を

まとめるとともに、水産業の明日を拓く鍵を担う「水産バリューチェーン産地」

の構築に向けた今後の方向性について報告する。 

 

水産バリューチェーンを活用して目指すべき産地のビジネスモデルの展開方向 

【 現 状 】・産地の水産流通業・加工業における ICT・IoT・AI等の先端技術の活用の実態

として、一部ではタブレット等の活用事例も出てきているものの、未だ正確

性・効率性に課題のある紙媒体での情報伝達が大宗を占め、十分に活用され

ているとは言えない。また種類・サイズが不確実な天然資源に臨機応変に対

応しているため、作業は依然として人手が基本であるため、先端技術の活用

による発展余地が大きい。 

【環境変化】・上記先端技術の活用が、より容易に、より高度に、より安価に行えるように

なりつつあり、技術的には水産流通・加工現場の改善に役立つものが散見さ

れる。 

・近年、加工や荷さばき、輸送を担う人手不足が深刻となり、このことが浜の

生産力の限界値を決める事態が生じつつある。 
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・グルメブームの中で魚介類の生産履歴にも消費者の関心が高まるとともに、

持続可能性を追求する流れの中で、商社・量販店・外食店などでは、確かな生

産履歴のあるものを提供しようとする動きが生じており、川上から川下、川

下から川上への双方向の情報流の構築がより一層求められるようになってい

る。 

【展開方向】・以上を踏まえ、水産バリューチェーン産地では、 

①ICT、IoT、AI等の先端技術がバリューチェーン関係者間で漁獲情報や市況等

のデータが共有される形で活用できるよう、整備されるとともに、こうした

技術に対応できる人材の育成・確保が図られるほか、 

②情報流のスピードアップ・双方向性・高機能化に対応できる、流通・加工機

械の省人・省力・スピード化が図られることを想定。 

・このことにより、産地の水産バリューチェーン関係者が、潮流や水温等の環

境変化の影響を受ける加工原料に係る魚種の漁海況や所得や人口の変化等で

刻々と変化する内外マーケットの状況に、１つの企業体の様に一体で対応で

きる環境を構築し、“ムダ・ムリ・ムラ”を省き、コストを下げるとともに職

場環境の改善を図りつつ生産性を上げることで、水産バリューチェーン全体

としての競争力の向上を目指す。 

【留意点】我が国漁業・加工等の経営資源や経営の脆弱性に配慮しつつ展開することが必要。 
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【論点】 

 １．洋上と陸上をどう繋ぐか 

（１）川上から川下へのスムーズな情報伝達 

① 現状と課題 

漁船の漁獲情報の電子データ化とそれに伴う産地市場へのスムーズなデ

ータ転送については、産地市場における漁獲物の受入や輸送に関する体制

を整える上で非常に有効であり、将来的には産地市場への水揚前にセリや

入札を行うことも可能となりうる。 

一方、現状として沖合漁業などでは高額な通信コストがかかることや、通

信コストを負担している漁業者にとって魚価向上による収益改善といった

メリットが見えづらいことから、漁業者がデータを提供する動機は低く、漁

業者に電子化に向けたインセンティブをいかに付与するかが課題。 

また、産地市場と消費地市場との間についても、出荷業者や加工業者が仲

介する情報流は存在しているものの、川中・川下の取引情報などが漁業者や

産地市場と共有されることはまれであり、その利活用が課題（ボトルネッ

ク）となっている。 

② あるべき方向性 

   沖合漁業での高額な通信コストが発生する要因としては衛星を利用した

通信システムにかかるコストが上げられる。 

右コストについては基本的には通信サービスの提供企業の価格戦略に依

るところが大きいが、データの圧縮技術の活用や多くの通信料を必要とし

ない文字情報での伝達などの効率化により、負担を軽減できる可能性があ

る。 

また、産地市場と消費地市場との間における情報についても、出荷業者や

加工業者が仲介する情報流があるものの、その情報が漁業者や産地市場と

共有されることは稀である。 

したがって、水産バリューチェーン産地を構築する上で、この情報流につ

いても消費者の求める情報を漁業者や産地市場に提供するという、双方向

のデータネットワークを構築していくことが重要な要素であり、優良事例

の発掘や構築に取り組むとともに、横展開を図ることが求められている。 

なお、検討に際しては、これらの既存の市場を中心とした情報流に加え、

漁業者による産直やインターネットを活用した鮮魚流通（Electric 

Commerce）などのデータネットワークと連携し、データネットワークを拡大

していくという視点もあわせて検討することで、データプラットフォームが

より充実したものとなることにも留意する必要がある。 
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（２）産地市場の電子化 

① 現状と課題 

大規模な産地市場の中には、入船情報、商品情報、セリ・入札、仕切書等

の作成といった一連の卸売業務の電子化が、開設者の市場整備事業により

進められてきたところがある。 

これらの市場では、担当職員を大幅に縮減するなどの省人・省力化が図ら

れ、また販売までの事務処理時間が短縮されるなどの効果が発現しており、

導入されている市場では関係者に好意的に受け入れられている。     

特に、東北地方の大規模な産地市場においては、インターネットを利用し

た入船情報の公開が行われており、地元仲買人や物流関係者のみならず消

費地の実需者からも参考にされている。 

他方、気仙沼市魚市場や大船渡魚市場においては、カツオ・マグロ類を米

国へ輸出する際に必要となる“ドルフィンセーフ認証制度”に基づく漁業者

（船長）の署名が必要となる書類を発行しているが、書類の電子化推進にあ

たっては、主導的に導入を推進する主体が明らかでないなど電子化への移

行体制が整えられていない。 

また、産地市場の電子化は、補助があれば取り組むが、必要性を感じ自発

的に取り組むところは、未だ少ないのが実情。 

翻って小規模な市場では、旧態依然とした紙媒体での処理が大宗であり

電子化が進んでいないのが現状となっている。 

② あるべき方向性 

全国的な展開を図っていくためには、電子化による卸売業務の省人・省力

化実現、事務処理時間の短縮といったメリットに加え、ICTを導入して上手

に運用することにより、産地市場の情報発信（または集約）の機能を高める

ことが出来る可能性などを丁寧に説明し、関係者の理解・協力を促す努力が

求められる。 

また、入船情報の積極的な公開による効果は、市場の受け入れ態勢の準備

が予めできることだけではなく、物流効率化や価格の安定化に貢献してい

ると思料されるが、現時点でこれら諸効果の定量化は困難である。 

しかし、広範囲又は主要な産地市場での入船情報の見える化が行われれ

ば、トラックの効率的な手配に資することによる物流効率化だけではなく、

論理的には価格形成の安定化に資すると考えられる（短期の漁海況情報の

提供が加わることで更に価格形成の安定化に貢献すると考えられる）とこ

ろ、これらの充実が期待される。 

さらに、入船情報の見える化は、漁獲物が沖合で魚艙にある時点から入札

を可能ならしめる等、新たな取引の契機になるものとして期待される。 
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２．流通・加工の現場の省人・省力などの合理化をどのように進めるのか 

① 現状と課題 

流通・加工の現場における省人・省力化については、少子高齢化が進む漁

村地域における労働力不足の深刻さが増す中で、積極的に取り組んでいく

必要がある。 

しかし、現状として水産流通・加工を取り巻く厳しい経営環境下では、高

額なイニシャルコストが導入の障壁となっている、又は補助金を利用して

施設を整備したものの思ったように業績を上げられていない経営体も少な

くない。 

また、省人・省力化を実現するにあたり必要となる機器・設備等について

は、生産ラインがパッケージとされている訳ではなく、導入する事業者が自

ら開発している実態があり、導入を難しくしている要因となっている。 

② あるべき方向性 

省人・省力化に資する機器・設備等の導入については、個々の事業者の経

営状況のいかんに依るところが大きく、また最適な生産ラインの開発につ

いても、同様に優れた技術者の存在に依るところとなり、挑戦的な課題であ

る。課題の解決のためには、やる気のある事業者に対する公的な支援に加え、

一部の先進的な地域で見られるような産学官の連携した取組や協業化の取

組等の推進といった方策が考えられるが、水産の現場に加え加工機械メー

カー等の関連産業の実態を把握した上で、引き続き検討していく必要があ

る。 

 

３．輸出拡大を視野に品質面・コスト面で競争力のある水産流通プラットフ

ォームを IT・IoT を活用してどう構築するのか 

（１）電子商取引の普及 

① 現状と課題 

電子商取引については、事業規模の大小に関わらず業務効率化の観点か

ら広く普及することが望まれるが、水産物流通については産地市場と消費地

市場の２段階流通であることによる情報の流れがスムーズでないこと、また、

同じ魚種・サイズでも品質が異なる等多様な商品とその規格が流通している

ことから、商品コードの標準化が進んでいない状況が続いており、結果とし

て普及が進んでいない。 

② あるべき方向性 

今後、水産業のスマート化を進める中で、資源評価を主目的とした魚種名

の標準化といった取組が予定されているが、流通・加工の分野もこれらの動

きに合わせて対応すべく準備することが望まれる。 
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また、ブロックチェーンは、「取引当事者間で相互合意された内容に改ざ

んがないこと」を保証し、その事実を第三者が確認することを可能とする技

術である。商品コード等の標準化がなされていない状況においても、当事者

間で予め決められた手順や書式に基づいて、正当な取引が行われたことを

証明できる。流通過程において本技術を応用したシステムが利用されれば、

流通過程における取引正当性の連鎖状態の追跡が可能となることから、こ

うした技術の活用についても排除せずに研究していくべきである。 

 

（２）トレーサビリティ 

① 現状と課題 

水産物の流通におけるトレーサビリティの確保が求められている中で、

新たな通信技術（ブロックチェーン）について、情報を集中管理する必要な

く相互に交換できる、産地・消費地間の銘柄名称の違いも解決されうる、川

上からも川下からも情報をトレースできるといった有効性と導入可能性を

確認した。 

ただし、事業化には実効性確保の観点から、商品の流通可能性のある川上

から川下までのコンソーシアムの構築から着手する必要があり、個別の事業

者にとっては事業への投資効果がわかりにくいことが課題である。 

② あるべき方向性 

今後、政府（水産庁）における実証事業等の実践を通じて、実用化される

ことが期待される。 

実用化するためには、個別事業者にとって事業参加への投資効果（メリッ

ト）が分かるように配慮する必要があるとともに、商品のバリューチェー

ン関係者一体に対する導入検討の働きかけなど、社会実装の進め方につい

ては留意ありたい。 

 

４．その他 

（１）共同配送システム 

① 現状と課題 

水産物流通全体のコスト圧縮が必要になっている。情報流の合理化・効率

化を進めるだけでなく、それに対応した物流システムの構築が重要。 

一方、現状では、物流業者（トラック運転手）が不足しているとともに、

山間へき地を走れる小型トラックを個別にチャーターして配送するなど、

スピード化・効率化に課題があるのみならず、物流経費も嵩んでおり、産地

の水産流通・加工の将来を考える上では、物流の合理化・効率化も課題とな

っている。 
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② あるべき方向性 

今次研究会にて、川上から川中（消費地市場）との間と川中（消費地市場）

から川下（小売）との間において同業他社とも共同で荷を積んで一括配送す

る「共同配送システム（そのための管理ソフトも含む）」の導入が有効であ

ることが確認された。これを踏まえ、水産物の物流実態や優良事例を更に検

討しつつ、その合理化・効率化について、今後検討を進める必要がある。 
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第３ 水産業データ連携基盤の活用に向けて 

（連携基盤ワーキングチームとりまとめ） 

 

【背景・経緯】 

 平成 31 年３月 18 日に開催された未来投資会議構造改革徹底推進会合に水産

庁が提出した「スマート水産業の社会実装に向けた取組について」において、

2020 年までに適切な資源管理、効率的・効果的な操業・経営を支援する連携基

盤を構築・稼働することが掲げられた。 

これを踏まえ、水産業の明日を拓くスマート水産業研究会（以下、「研究会」

という）連携基盤ワーキングチーム（以下「WT」という）では、2020 年までの

「水産業データ連携基盤」の構築・稼働に向けて、零細漁業者や産地の水産業関

係者等が広くメリットを享受できる仕組みとしていくため、豊富な知見・経験を

有する委員・有識者により、生産現場等におけるデータ活用ニーズや農業分野に

おいて稼働している農業データ連携基盤の現状把握、新たなシステムの構築に

向けた課題の整理等を実施してきた。 

特に、研究会で設定された WTの協議テーマとして、 

① 「水産業データ連携基盤」構築に向けて、優先的にどのようなデータの提供

を準備しておくべきか  

② 「水産業データ連携基盤」構築の際に、どのようなケースでデータ連携のテ

ストを実施しておくべきか 

③ 令和２年度に「水産業データ連携基盤」を稼働する際のデータ利用規約や運

用主体について 

に焦点を当て、WT を４回開催し、現状・課題及び今後の方向性について議論し

た。 

 本取りまとめにおいては、WT や研究会及び他のワーキングチームで上記協議

テーマについて検討された課題・論点を整理するとともに、これらを踏まえた水

産業データ連携基盤の構築・稼働の方向性、今後の取組の方向性について報告す

る。 

すなわち、水産業データ連携基盤は水産業の成長産業化に向けた効果が期待

される一方で、本取組を社会実装させていくために特に重要なのは、「データ提

供・活用のメリット」、「データポリシーの確保」及び「零細な経営体等における

情報化の推進に向けたサポート（底上げ）」であると考えられる。 

これらに関する意見については、研究会や他のワーキングチームでも挙がっ

ており、取組を推進するためにはこの点を特に意識する必要がある。 
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また、農業データ連携基盤と共通仕様としながらも、水産資源の評価と管理へ

の活用や公的機関が担う役割等は水産独自のものであるため、これらを踏まえ

た「水産業データ連携基盤」を構築する必要がある。 

 

【論点】 

 １．優先的にどのようなデータの提供を準備しておくべきか 

（１）現状と課題 

海洋環境や気象データの多くは公的機関が収集・蓄積しており、水産業デ

ータ連携基盤の構築・稼働の際には、これらを経営支援やビジネスに活用

していく方策を考えていく必要がある。 

また、水産業データ連携基盤を通じた取組を発展させていくためには、民

間企業や生産者からのデータ提供が重要であり、これを可能とするためデ

ータを提供するメリットを解りやすい形でアピールしていくとともに、零

細な経営体等における情報化推進のサポート（底上げ）や、スマート水産

業の取組に参加するためには多額のイニシャル・ランニングコストがかか

るというイメージの払拭も必要である。 

 

（２）あるべき方向性 

適切な資源管理、効率的・効果的な操業・経営を支援するために必要なデ

ータは様々あるが、既に一部の民間企業や大学法人等において始まってい

るデータを活用した取組を踏まえれば、漁場の環境情報が漁業者等の利用

ニーズが高いと考えられる。 

その他、洋上及び水揚港における日々の漁獲位置、漁場環境、魚種別漁法

別の漁獲量等についても有効な利用が可能と考えられることから、これら

のうち、公的機関が収集・蓄積しているデータについては、当該データの

保有機関やデータ提供源である漁業者等と協議を行い、合意の得られたも

のについてはデータ提供を可能としていくことが、データ連携の取組を推

進していく上で重要である。 

一方、民間企業や生産者からのデータについては、研究会や他のワーキン

グチームでの検討結果も加味すると、生産地の漁業協同組合や市場とこれ

を管轄する地方自治体や他の公的機関の連携等により、データ提供者に対

してメリット（漁業者の負担となっている漁獲報告の簡素化等を含めて、

単なる省力化だけでなく、生産地としてあるべき姿（スマート化すると何

が変わるのかと、それに向けたアプローチ・技術・コストを含む））を示す

ことによりインセンティブを喚起しつつ、スムーズなデータ収集を目指す

ことが重要である。 
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２．どのようなケースでデータ連携のテストを実施しておくべきか 

（１）現状と課題 

2020 年までに水産業データ連携基盤を構築する必要があることから、

今後、広く民間企業等がデータ連携の取組によりビジネスモデルを構築

し、これによるスマート水産業の展開を推進していくため、本格的なデー

タ連携の取組を行う前提として、実践的なデータ連携のユーステストを

行い、様々な関係者がかかるコストを押さえつつ、メリットを享受するこ

とを実証し、アピールしていくことが可能な取組モデルを構築すること

が必要である。 

 

（２）あるべき方向性 

データ連携によるメリットを示す取組モデルの候補として、WT の議論

を経て以下の５事例を提案として取りまとめたところであり、来年度の

取組として、これらから２事例程度を選定し、ユーステストにおいて公に

アピールしていける取組モデルを構築することを目指すべきと考える。 

その際、社会実装への課題（ボトルネック）を特定し、その解消に向け

てインセンティブに結びつく取組内容とすることが重要である。 

① 全国の定置網の水揚げデータを集め、それをアニメーションとして

魚群の動きとして可視化し、来遊予測を行うシステムを構築する。 

② まぐろ延縄漁船団におけるマーケットインを考慮した位置情報、漁

獲情報の共有を可能とし、漁獲物を高価値で販売可能な環境を提供す

る。 

③ 複数定置網等（鮭など）での環境情報等の収集・共有による、新たな

ビジネスモデルの創出への基盤を構築する。 

④ 全国の養殖事業者間のデータ連携により、給餌量を最適化し、育成期

間の短縮など、コストとリスクの削減を図る。 

⑤ 試験研究機関の有するブイデータと民間企業の情報提供システムの

連携による高精度情報提供システムを構築する。 

    また、これらの取組のほか、生産地の漁業協同組合や市場における各種

漁業（養殖業を含む）の日々の漁場位置（洋上から報告）、漁場環境、魚

種別漁法別の漁獲量（水揚量）等のデータについて、当該生産地を管轄す

る地方自治体や他の公的機関の連携等により可能な範囲で集め、資源評

価・資源管理への活用方法を検討するとともに、生産者のデータ提供のイ

ンセンティブ醸成と併せた取組を進めていく必要がある。 
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３．データ利用規約や運用主体について 

（１）現状と課題 

データの取扱については、個々の操業位置や水揚げ金額等センシティブ

なデータ種類も多くあることから、知的財産や水産業におけるデータ活用

に専門的な知見を有する者による検討を行い、データの提供・活用に関す

るルールをしっかりと確立していく必要がある。 

また、データを利用するニーズは必ずしも民間企業や生産者だけではな

く、水産資源の評価・管理の高度化の観点から、都道府県や試験研究機関

等の公的機関にも存在しており、これらの者も参画していくことを念頭に

データの利用に関するルールや仕組みを考えていく必要がある。 

 

（２）あるべき方向性 

令和３年度以降の本格的なデータ連携の取組の推進に向けて、令和２年

度はメリットを示すための取組モデル構築といった限定的な運用に注力し、

関係者が安心して広くデータの利活用を可能とするためのデータポリシー

の確立に向けた準備を進め、併せて、データの提供・活用の根幹となる生

産現場における電子化・情報化や漁業者を含むステークホルダーの情報リ

テラシーの向上についてもどのように推進していくかを整理することが重

要である。 

また、運用主体については、令和２年度においては、主要なデータ提供機

関、利用機関及びデータ連携の仕組み作りやデータの適切な利用に向けて

専門的な知見のある機関のコンソーシアムが望ましいと考えられ、令和３

年度以降については、令和２年度の取組状況等も踏まえつつ検討を行う必

要がある。 
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【参考資料】連携基盤ワーキングチームにおけるユーステスト提案 
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第４ スマート水産業の社会実装に向けて 

 

我が国の水産業は、持続的かつ魅力ある産業へと転換するため、ICT等の先端

技術の有効利用やデータを駆使することにより、科学的評価に基づく水産資源

の管理・利用の実施、生産性の向上や操業・経営の過程において要するコストの

削減、新規就業者の確保等、主たるボトルネック（課題）を解消することが求め

られている。 

例えば、 

① 水揚げデータや漁場環境データ等を、現場の生産者等から迅速かつ負担

の少ない形で電子的に収集し、水産資源の持続的利用に向けた資源評価・管

理を進めていくとともに、そこで得られたデータを漁業者の生産性の向上

や新規ビジネスの創出につなげていくこと 

② 漁業については、ICTの活用を通じてデータの取得・活用を推進し、効率

的な漁場探索等を実現することにより、所得の向上や新規就業者の確保を

実現していくこと 

③ 養殖業においては、養殖業成長産業化総合戦略等と連携し、ICTを活用し

てスマート化を推進し、生産性を高めていくこと 

④ 加工流通業においては、生産と加工・流通が連携して水産バリューチェー

ン全体の生産性向上が図られること 

が重要である。 

そして、これらの取組を一層推進するため、一連の活動において得られたデー

タを相互に共有・活用できるようにし、データのフル活用を可能とすることも重

要である。 

さらに、このような生産から流通における取組を連携させ、一体的に機能させ

ることで水産資源の持続的利用と成長産業化の両立を目指していく必要がある。 

しかし、そのために、上記のような具体的な目的に基づく個別の技術開発や、

これを活用した試験的な取組等が進む一方で、生産者等が自主的にデータや先

端技術を活用していくための、社会実装に向けた基盤が十分とはいえない。 

 各ワーキングチームにおけるとりまとめや研究会における議論を踏まえれば、

それぞれの分野で、成功事例の創出・拡大、データポリシーの確立、データの標

準化、インセンティブ（見返りや奨励策）の醸成、啓発普及・人材育成という「共

通した課題」が存在する。このため、スマート水産業を社会実装していくにあた

っては、まず、これら「共通した課題」の解決を優先事項と定め、これらの取組

をあわせて円滑に取り組むことを可能とするための基盤を作ることが重要であ

る。 



- 23 - 

 

 

１．現場の生産者等が積極的にスマート水産業に取り組みたくなるような成功

事例の創出・拡大 

 我が国水産業は独自の手法・ルールや長年にわたって培われてきたノウハウ

等に基づき営まれているという特徴を持つ。このことを踏まえると、水産業にお

いて ICT の導入やデータの利活用を進めていくためには、利用者が明確にメリ

ットを認識し、「見返りや奨励策」が醸成される必要がある。 

 このためには、資源管理の推進による持続可能な利用の達成というメリット

だけでは不十分であり、例えば、データをフル活用した漁場形成予測モデルの可

視化による燃油コストの削減、荷受け・販売業務の電子化による労働時間・内容

の軽労化、洋上と陸上の ICT ネットワーク構築を通じた、需要と供給の最適化

による過剰生産の抑制等、日々の操業・経営に対するメリットに繋がる具体的な

取組のモデルケースを示すとともに、これらの取組を自主的かつ継続して行う

ためのきっかけとなるよう、行政による制度的、財政的な支援を行うことが重要

である。 

 また、我が国水産業の構造は、高齢者が多く、また、規模の小さな経営体が多

くを占めていることを踏まえれば、次世代を担う若手漁業者やこれらの経営体

が円滑にスマート水産業の取組に参画することが可能となるよう、特に人材育

成に注力することが社会実装に向けて重要である。 

 一方、生産現場においては、スマート水産業の取組に興味はありつつも、初期

投資費用や取組に参画した後の維持・管理費用等を支払うことが困難という声

や、先端技術の活用は「費用がかかるもの」いうイメージにより、そもそも選択

の余地がないと判断されるケースも懸念される。 

 これらの懸念を払拭するためには、生産現場のニーズに応じて、導入・利用に

低価格かつ取り扱いが簡易で利便性の高い技術の開発・実装や既存技術を効果

的に活用した成功事例を創出し、「見返りや奨励策」の醸成を通じて、スマート

水産業の取組の普及・拡大に繋げていくことが重要である。 

 

２．データ利活用の推進に向けたデータポリシーの確立、データの標準化 

 水産業において利活用されているデータについては、極めて個人情報に近い

取り扱いがなされるもの（操業位置、魚群探知情報、航跡、水揚げ金額等）が多

い。 

これらデータは漁業者が培ってきたノウハウに当たるものであり、他者に対

してデータを提供・共有することには慎重となることが想定され、さらに、水産

業は農業における「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」のように、デー

タの取り扱いや利用契約に関する統一的な基準が存在しないこともデータの利
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活用の大きな妨げとなっている。このため、上記１で述べたデータの利活用によ

るメリットが漁業者に分かるよう示していくことに加え、農業のように広く水

産業のデータ流通に適応する統一的な基準を確立するなど、漁業者や民間事業

者等が安心してデータの提供・共有・利活用を行える環境を整備する必要がある。 

また、生産現場においては、同じ魚であっても地域によって呼び名に違いがあ

り、同じサイズであっても規格の基準が異なる等の特色がある。このため、電子

商取引の普及やトレーサビリティの確保等を進めるためには、データの標準化

が必要である。 

さらに、行政においても、資源評価の対象魚種を拡大していく上で、今後、よ

り多くの魚種に関する水揚げデータ等を収集する必要が生じることも予想され

る。そのため、官民双方におけるデータの利活用の推進を図る観点からも、デー

タの標準化を図ることが重要である。 

 

３．将来に渡ってスマート水産業が自主的・自立的に取り組まれていくための

人材育成・啓発普及 

 将来的に、公的支援がなくとも自主的・自立的にスマート水産業の取組が普

及・実施されていくためには、上記１及び２で述べた環境整備や生産者・民間事

業者等の努力に加え、意識改革も重要である。すなわち、現状の漁業経営に対す

る課題解決の手段として、産学官が連携し、漁業者等が自ら先端技術の活用を選

択するような「見返りや奨励策」の醸成や啓発普及を積極的に行うとともに、ス

マート化のメリットを十分に理解し、現場の意見を集約・牽引できる生産現場の

リーダーや次世代を担う若手漁業者、スマート化を円滑に現場実装していくた

めの指導・啓発普及を行う普及・指導員といった人材を育てていく必要がある。 

また、現場の生産者等がイメージだけでスマート水産業の取組を判断するこ

とがないよう、スマート水産業の取組を率先して行っている地域の事例に触れ

て、自らがそのメリットを理解することができる機会や、将来の水産業を担う若

手漁業者等が参加して、地域が抱える課題解決に向けたスマート水産業の取組

に関する意見交換を行うような場を設けることも重要であり、産学官が密接に

連携し、このような機会を継続的に催していくことを可能とする枠組みが必要

である。 

 

 上記１から３の環境整備には専門的な知見や経験を有する者や様々な関係業

界との連携により必要な取組を進めることが必須となる。したがって、行政にお

いては、現場の状況に精通した者と連携し、関連施策の充実を図るとともに、こ

れを適切かつ円滑に進めていくため、スマート水産業の取組に専従する人員体

制の強化や関係機関との緊密な連携体制を確保することが重要である。 
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 さらに、水産業は水産資源を継続して利用できることが前提で成り立ってい

る産業であることを踏まえ、操業・経営を支援する取組のみならず、行政が適切

な資源評価・資源管理を実施していくために必要となる取組についてもスマー

ト化を推進し、所要のコストを抑制しつつ、より効果的で広範な水産政策、行政

サービスを展開していく必要がある。 

 加えて、水産業の各分野におけるニーズとこれを満たす上で解決すべき課題

を正確に把握し、対応可能な要素技術のマッチングを図りつつ、欠落している事

項に対処可能な技術の開発や実証等を関係省庁・関係機関等と連携して進める

必要がある。 

これらを総合的に推進し、基盤とすることがスマート水産業の社会実装に向

けて必須であり、行政が率先して生産現場のスマート化を後押しすることで、地

域コミュニティが維持・発展し、その先にある水産政策の改革で掲げる「水産資

源の適切な管理と水産業の成長産業化」が実現する。 

本とりまとめで述べた点を十分に考慮した上で、今後の行政政策を立案、推進

するとともに、本研究会における主要検討課題とした「漁業・養殖業の生産活動

のデジタル化」、「水産バリューチェーン産地の構築」及び「水産業データ連携基

盤の活用」に向けて、各ワーキングチームで挙げられた各論点についても引き続

き検討を進めていただきたい。また、本研究会において提言した事項に関するフ

ォローアップや、問題提起はされたが具体的な議論に至らなかった分野や事項

に関する意見交換等、定期的に有識者による協議を行う場の設置について検討

いただくとともに、民間等におけるこのような取組に対しても支援いただきた

い。 

併せて、スマート水産業に関する取組を施策化するに当たっては、先にも述

べたスマート水産業を実現するために解決すべき課題を再確認し、それらの課

題を解消するための技術・手段がどのようなものか事前の精査が重要である。

その上で必要不可欠であると判断された技術・手段に対して適切かつ効果的に

投資することで、初めて社会実装への道が拓けるものと確信する。新しい技術

や手段の開発のみを追求するのではなく、真に我が国水産業の持続的発展へ貢

献する取組を推進していただきたい。 

 

－以上－ 
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【参考資料】社会実装に向けたフロー、系としてのスマート水産業の確立 
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水産業の明日を拓く スマート水産業研究会 

設置要綱 

 

 

第一 研究会設置の趣旨 

未来投資戦略 2018‐Society5.0 実現に向けて（2018 年 6 月 15 日閣議決定）においては、

水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バラン

スのとれた漁業就業構造を確立することを目指して、水産政策の改革を推進することが示さ

れている。 

これらの改革を後押しするため、先端魚群探知機等を活用した官民連携による資源量把

握、ICT を活用した迅速・的確な資源管理を進めつつ、生産から流通にわたる多様な場面で

得られたデータを集積・共有する基盤となる「スマート水産データベース（仮称）」を 2020 年ま

でに構築・稼働させるとともに、スマート水産データベースに集積されたデータを活用し、生

産・流通の効率化等を進め、水産バリューチェーン全体で生産性向上を図る取組を促進する

こととしている。 

これらの取組を推進するためには、水産業界におけるニーズや課題を様々な知見から議

論し、水産業の成長産業化に資するスマート水産業のグランドデザインの設計・アクションプ

ランの構築を行うことが重要であることから、学識経験者や有識者等による産学官連携の協

議の場として「水産業の明日を拓く スマート水産業研究会」（以下、研究会）を設置する。 
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第二 研究会の使命 

水産庁は平成 31 年 3 月 18 日開催された未来投資会議構造改革徹底推進会合においてスマ

ート水産業の推進に向けたロードマップを公開し、以下の通り目標を定めた。 

  

本研究会は、これらの目標を実現するため、次の主要検討課題について、一定の結論を得ると

ともに、とりまとめ結果を水産庁に提言することとする。  

 

① 漁業・養殖業の生産活動のデジタル化を進めていくために必要な取り組み 

② 水産バリューチェーン産地の構築に向けて必要な取り組み 

③ 水産業データ連携基盤の活用に向けて必要な取り組み  

２０２０年までに 

・漁業・養殖業現場の生産活動をデジタル化するとともに、取得したデータを関係者間で共有・

活用するデータプラットフォームを構築・稼働する 

・生産・加工・流通を通じた複数の連携プロジェクトの構築や、電子取引の標準コード推進に着

手するとともに、事業成果の横展開に向けた関係者間の協力の枠組みを構築する 

２０２７年までに 

・全国の主要な漁業・養殖業現場の全てにおいて生産活動がデジタル化され、有用魚種の水

揚げ量を電子的に把握・資源評価・管理に活用されるとともに、ほぼ全ての漁業・養殖業者が

複数のデータに基づき分析された情報を活用して効率的・効果的な操業を実践 

・水産バリューチェーン産地を全国の主要産地に横展開 
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第三  研究会の構成と役割 

１ 本研究会は、研究会（親会）とその下に設置する「漁業・養殖業」「流通・加工」「連携基盤」の

ワーキングチーム（以下「WT」）、及び研究会事務局（以下「事務局」）により構成する。 

２ 研究会は、スマート水産業の推進に向けた取り組みの方向性を示すため、協議結果をとりま

とめ、水産庁に提言する。 

３ 研究会（親会）は各 WT で検討するテーマを設定し、各 WT での協議結果に基づいて、協議

を行う。 

４ 「漁業・養殖業」WT は前項の主要検討課題①「漁業・養殖業の生産活動のデジタル化を進

めていくために必要な取り組み」について、「流通・加工」WT は②「水産バリューチェーン産地

の構築に向けて必要な取り組み」について、「連携基盤」WT は③「水産業データ連携基盤の

活用に向けて必要な取り組み」について、研究会が設定したテーマに基づき具体的な協議を

行う。 

５ 研究会（親会）及び各 WT は、 学識経験者（水産資源学、水産経済学、情報処理学等）、水

産関係団体からなる委員（以下「委員」）と、スマート水産業に知見を持つ民間の有識者（以

下「有識者」）で構成する。 （別紙１）  

６ 研究会発足時の親会及び各 WT の委員・有識者は、水産庁が事前に水産関係者等と協議の

うえ選出し、事務局が委嘱する。 

７ 研究会の会長・副会長は、研究会（親会）において委員の協議に基づき選出する。WT長につ

いては、研究会（親会）を構成する委員の中から事前に選出し、事務局が委嘱する。 

８ 親会及び各 WT を構成する委員・有識者は、会長・副会長・WT 長の協議に基いて、追加・変

更を行うことができる。事務局は、この提案に基づき、委員・有識者の委嘱を行う。 

９ 研究会（親会）及び各 WT には、スマート水産業の推進にかかる公的機関から、オブザーバ

ーが出席することができる。（別紙２） 

１０ 会議については、研究会（親会）及び各 WT とも原則として非公開とする。ただし、研究会（親

会）の開催とその議事要旨については公表される。また、研究会（親会）については、会長・

副会長・WT 長が協議を行い、スマート水産業の推進のため、有用と認めた場合、傍聴するこ

とができる。 

１１ 事務局は、資源・漁獲情報ネットワーク構築委託事業共同実施機関（代表機関 国立研究開

発法人 水産研究・教育機構）に置く。 
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第四 研究会の運営 

上記以外の研究会の運営に関する取り決めについては、別途研究会運営細則に定める。 

 

附則 

この要綱は 2019 年 4 月 1 日から施行する。  
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スマート水産業研究会 委員・有識者一覧  

氏名 現職 

宮下 和士 

（会長） 

 

北海道大学 教授 

八木 信行 

（副会長 兼 

漁業・養殖業 WT 長） 

東京大学 教授 

濱田 武士 

（流通・加工 WT 長） 
北海学園大学 教授 

和田 雅昭 

（連携基盤 WT 長） 
公立はこだて未来大学 教授 

田中 健吾 水産研究・教育機構 理事 

和田 時夫 漁業情報サービスセンター 会長 

田中 要範 全国漁業協同組合連合会 漁政部長 

提坂 猛 全国水産加工業協同組合連合会 常務理事 

平石 一夫 海洋水産システム協会 専務理事 

佐野 稔 北海道立総合研究機構 主幹 

長谷川 琢也 

ヤフー株式会社  

社会貢献事業本部ＣＳＲ推進室 

Ｇｙｏｐｐｙ！プロデューサー 

田丸 修 

ヤンマー株式会社 中央研究所  

バイオイノベーションセンター 

 マリンテックグループ 主幹 
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漁業・養殖業 WT 委員・有識者一覧 

氏名 現職 

八木 信行 

(WT 長) 
東京大学 教授 

広瀬 直毅 九州大学 教授 

上原 伸二 
水産研究・教育機構  

漁業情報解析室 室長 

渡邉 一功 
漁業情報サービスセンター  

漁海況部 副部長 

岩田 佳之 
海洋水産システム協会  

研究開発部兼設計部 技師補 

渡慶次 力 宮崎県水産試験場 主任研究員 

山下 伸吾 東町漁業協同組合 参事 

小葉松知行 

富士通株式会社 公共・地域） 

ビジネスクリエーション統括部  

地域イノベーションビジネス推進部 

 マネージャー 

小泉 拓也 
バイオロギングソリューションズ株式会社  

代表取締役 

山本 圭一 
株式会社 ＮＴＴドコモ  

地域共創・ＩＣＴ推進室 課長 

古野 清志 
古野電気株式会社 舶用機器事業部 

 国内営業部長 
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流通・加工 WT 委員・有識者一覧 

氏名 現職 

濱田 武士 

（WT 長） 
北海学園大学 教授 

婁 小波 東京海洋大学 教授 

廣田 将仁 
水産研究・教育機構 開発・調査センター  

資源管理開発調査グループリーダー 

岡野 利之 海洋水産システム協会 部長代理 

宮下 和雄 

産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 

人間情報研究部門  

ニューロテクノロジー研究グループ  

主任研究員 

大友 俊一 株式会社 ＳＪＣ 取締役 

杉井 靖典 カレンシーポート株式会社 代表取締役 

山本 徹 株式会社フーディソン 代表取締役 CEO 

山田 雅之 株式会社魚力 代表取締役社長 

 山田 雅之 中央魚類株式会社 取締役執行役員 

岡村 恒一 株式会社オカムラ食品工業 代表取締役 
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連携基盤 WT 委員・有識者一覧 

氏名 現職 

和田 雅昭 

（WT 長） 
公立はこだて未来大学 教授 

大関 芳沖 水産研究・教育機構 顧問 

斎藤 克弥 漁業情報サービスセンター 漁海況部 部長 

酒井 拓宏 
海洋水産システム協会 研究開発部 部長 

 

柏岡 秀紀 

国立研究開発法人情報通信研究機構 

ソーシャルイノベーションユニット 

戦略的プログラムオフィス 地域連携・産学連携室 室長 

 

伊東 淳 

株式会社 日立ソリューションズ東日本 

第二ソリューション統括本部  

シニアコンサルタント 

庄内 道博 
エコモット株式会社 開発本部 

データアナリスティック部 部長 

竹内 一浩 
いであ株式会社 国土環境研究所  

水環境改正部長 

和泉 雅博 

日本事務器株式会社 事業推進本部 

バーチカルソリューション企画部  

シニアマーケッター 

阿部 博則 

ＫＤＤＩ株式会社  

ビジネスＩｏＴ推進本部 

地方創生支援室長 
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水産業の明日を拓くスマート水産業研究会の開催状況 

 

 

○ 水産業の明日を拓くスマート水産業研究会（本会） 

 第１回 平成 31年５月 29日（水） 研究会の趣旨・政策の方向性を共有 

 第２回 令和元年９月 13日（金） WTの議論結果を共有、テーマ決定 

 第３回 令和元年 12月 16日（月） WTの議論結果を共有、テーマ決定 

 第４回 令和２年３月 26 日（木） とりまとめ（案）を決定 

 ※ 第４回については、新型コロナウイルス対策の措置として、開催を見送り、

オンライン上による協議を経てとりまとめを決定した。 

 

○ 合同ワーキングチーム 

 第１回 平成 31年５月 29日（水） 研究会の趣旨・政策の方向性を共有 

 

○ 漁業・養殖業ワーキングチーム 

 第１回 令和元年７月 16日（火） 検討課題について議論 

 第２回 令和元年 11月１日（金） 中間とりまとめ（案）について議論 

 第３回 令和２年２月 25日（火） WTとりまとめ（案）を議論、決定 

 

  

○ 流通・加工ワーキングチーム 

 第１回 令和元年７月 18 日（木） 検討課題について議論 

 第２回 令和元年 10月 23日（水） 検討課題について議論 

 第３回 令和元年 11月 28日（木） 中間とりまとめ（案）について議論 

 第４回 令和２年１月 27 日（月） WTとりまとめ（案）を議論、決定 

 

  

○ 連携基盤ワーキングチーム 

 第１回 令和元年７月２日（火） 検討課題について議論 

 第２回 令和元年９月９日（月） 検討課題について議論 

 第３回 令和元年 11月 8日（金） 中間とりまとめ（案）について議論 

 第４回 令和２年２月 14日（金） WTとりまとめ（案）を議論、決定 


