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　国立研究開発法人水産研究・教育機構は、平成28
年４月１日に旧国立研究開発法人水産総合研究セン
ターと旧独立行政法人水産大学校が統合して発足し
ました。
　これまで水産総合研究センターが担ってきた研究
開発機能と、水産大学校が担ってきた人材育成機能
を維持しつつ、学生教育に最先端の研究成果や研究
所の施設を活用するなどにより相乗効果を発揮し、
我が国唯一の水産に関する総合的な研究開発機関と
して研究開発成果の最大化を図るとともに、新しい
日本の水産業を牽引する人材育成の中核的機関とし
て邁進してまいります。

　平成28年度から32年度までの５ヵ年を期間とし
て、農林水産大臣から新たな中長期目標が示された
ことを受け、法人として第４期中長期計画を策定し
ました。
　中長期目標および計画に基づき、研究課題の重点
化等による研究開発成果の最大化、人材育成業務に
おける教育内容の高度化に取り組むとともに両業務
の相乗効果の発揮を図り、業務を効果的かつ効率的
に推進するために、最適な組織体制とし、水産日本
の復活に貢献していきます。
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北太平洋海況予測システム
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■我が国周辺漁業資源の適切な管理のため
の研究開発を進めます。また、クロマグロ
等の国際資源について、加入量モニタリン
グの強化、分布・回遊変化の把握等に取り
組みます。
■種苗放流対象種等についても、資源評価
の精度向上と管理手法の高度化を進めます。
また、海洋生態系の影響や社会経済状況等
の視点も含めた資源管理手法の研究開発を
行います。

■資源分布や移動経路及び資源量の変動
を、気候変動や海洋環境との関連から明ら
かにし、漁業者からの現場情報も積極的に
活用して、漁海況予報等の高精度化を図り
ます。
■近年分布・回遊の変化が指摘されている
種について、従来の長期漁海況予報に加え、
高精度海洋動態モデルを活用した短期漁海
況予報の発信を実現します。

水産資源の持続的な利用のための研究開発

第４期中長期計画の重点項目 1

水産資源の持続的な利用・資源評価技術の高度化

資源評価、
管理手法の高度化

海洋環境、生産構造
予測の高度化
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省エネ化（LED漁灯）
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沿岸漁業の振興

■沿岸域や内水面の漁業の振興のために、
漁場環境の保全や修復などの研究を進めま
す。また、水産資源を増やすために、効果
的な種苗放流技術を開発します。
■養殖業の発展のために、クロマグロやニ
ホンウナギなどの種苗量産技術の開発や、
養殖に適した性質を持つ魚介類の作出、病
害予防技術、飼育技術、養殖経営の安定化
に繋がるための技術を開発します。
■漁業を中心に、省エネ･省コスト･省力化
の研究開発と、現場ニーズを的確に把握し
た防波堤などの漁港施設の整備・維持管理
や防災などに関わる技術開発を進めます。

■安全・安心な水産物の供給のため、海洋
生物の毒などを高い精度で分析する技術や、
産地偽装を防ぐために原産地などを判別す
る技術開発を行います。
■水産物の輸出を促進するための研究開発
を行います。

水産業の健全な発展と
安全な水産物の安定供給のための研究開発

第４期中長期計画の重点項目 ２

軽労化による
漁業振興

（アシストスーツ）

競争力の高い水産業の創生

漁場保全と
水産資源の造成

漁業の安全・省エネ
化とインフラ整備

養殖業と内水面
漁業の振興

水産物の安全・
安心と輸出促進

養殖業の振興（ウナギ種苗量産化）

優良種苗の選抜

安定採卵

優良種苗の量産

天然種苗に依存しない養殖へ



漁海況予測の高度化、
温暖化の予測などに活用
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■日本周辺海域の海洋・生態系モニタリン
グの着実な実施と、気候変動に伴う海洋生
態系の変動の把握を進め、得られたデータ
や情報、標本等を適切に収集・保存・管理
します。
■リモートセンシングや音響探査による先
進的な海洋モニタリング技術の開発ととも
に、データ統合システムや海洋モデルの開
発を進め、水産研究や産業で利活用します。

■ゲノム情報と生命現象を一体的に解析す
るオーミクス解析技術の導入をすすめ、育
種、環境診断・修復、資源評価等に資する
技術開発を行います。
■他分野と積極的に連携するとともに、気
候変動への適応、漁業人口の減少、エネル
ギー転換等、水産業が抱える課題に対応す
るため、水産現場でのロボット、ICT、再生
可能エネルギー等の利活用技術の開発を行
います。

海洋・生態系モニタリングと
次世代水産業のための基盤研究

第４期中長期計画の重点項目 3

ほかの重点研究課題や次世代水産業の発展に貢献

モニタリング、
モデリング

オーミクス
技術の活用

ICTやロボット
等の活用

人工衛星に
よる情報収集 海洋

モニタリング
匠の技

シミュレーションに
よる環境変化の予測

データベース化

技術の伝承とロボット化

遺伝情報などを調べ
生命現象を解明

LC-MASS

育種や餌料の
開発に活用



〇水産の専門家として活躍できる人材育成の
ため、以下を実施。
・低学年での動機付け教育から高度の専門教
育までを体系的かつ総合的に実施！
・練習船、実験実習場等を活用した実地体験
型教育の充実！
・最新の行政・産業ニーズ等の動向を的確に
反映した教育の実施！
・問題解決に向けた企画から実施、解決に至
る一連の取組を主導できる能力を育む教育
の実施！

〇現場で不可欠な上級海技士資格を有する水
産系海技士として活躍できる人材を育成。
★二級海技士免許筆記試験受験者の合格率
80％を目指す！

〇水産業及び水産政策の重要課題解決に向
け、専門性の高い知識と研究手法に関する
教育・研究を行い、高度な技術指導や企
画・開発業務で活躍できる人材を育成。
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【教育機関としての認定の維持】
水産の専門家として活躍できる人材を育成
するため、独立行政法人大学改革支援・学
位授与機構による認定及び一般社団法人日
本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）によ
る技術者教育プログラムの認定、並びに国
土交通大臣による船舶職員養成施設として
の登録を維持します。

【水産に関する学理及び技術の教育】
水産資源の持続的な利用、水産業の担い手
の確保、安全な水産物の安定供給など、水
産業の課題や水産政策の方向性を踏まえ、
水産に関連する分野を担う有為な人材を供
給するため、水産業、水産政策の重要課題
に的確に対応する幅広い見識と技術、実社
会での実力を発揮するための社会人基礎力
を有する、創造性豊かで水産の現場での問
題解決能力を備えた人材の育成を行います。

【就職対策の充実】
水産大学校で学んだ水産に関する知識や技
術を就職先で活かせるよう、就職対策の実
施に当たり、水産関連企業、地方自治体等
との連携・取組を充実させ、水産業及びそ
の関連分野への就職割合が75％以上確保さ
れるよう努めます。 

【自己収入の拡大と教育内容の高度化及び学
生確保の強化】
裨益する水産業界等を含めた取組により、
教育内容の高度化や自己収入の拡大を目差
す他、少子化の影響から大学進学者数が減
少するなか、水産業を担う中核的な人材を
育成するための教育が持続的に行えるよう、
意欲ある学生の確保対策を強化します。

人材育成

第４期中長期計画の重点項目 4

水 産 大 学 校

本　科

専攻科

水産学
研究科

水産流通経営学科

海洋生産管理学科

海洋機械工学科

食品科学科

生物生産学科

船舶運航課程

舶用機関課程

水産技術管理学専攻

水産資源管理利用学専攻
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　各研究所および水産大学校では、一般公開、
公開講座、出前講座などの各種イベントや広
報・体験施設を活用し、市民の皆様との双方
向コミュニケーションに務めています。

広報活動広報活動

　地域及び産学官の連携を推進するためのハ
ブ機能を果たし、研究開発による科学的知見
を提供して水産行政及び水産業に貢献してい
ます。また、水産業界の研究ニーズ・シーズ
を考慮した共同研究等を通して開発した技術
を都道府県及び民間企業と連携して水産業界
へ移転・普及しています。水産現場との双方
向コミュニケーションによる研究戦略と知的
財産マネジメント戦略に基づいた社会実装を
加速化し、地域・産業・科学技術に貢献する
社会連携活動を実施しています。

　諸外国の大学や研究機関と積極的な交流を
行い、共同研究やシンポジウムなどを通して
国際的な課題解決に取り組んでいます。さら
にクロマグロなどの国際資源の管理に関する
地域漁業管理機関への協力や、国や国際機関
からの要望に応えて専門家を海外に派遣し、
諸外国からの研修生受入を行うなどの国際協
力活動を行っています。特に、東南アジア漁
業開発センター（SEAFDEC）とは研究協力覚
書に基づき、数名の長期派遣を含め積極的な
研究者派遣・研修生受入を行い、東南アジア
地域の持続的な水産業に貢献するため国際協
力を進めています。

社会連携・国際協力活動社会連携・国際協力活動

一般公開(左)と公開講座(右)

社会連携活動の概念図 ベトナムにて船体3D形状計測方法の現地指導

広報誌「FRANEWS」と
　ニューズレター「おさかな瓦版」

　最新の研究成果や業務内容について、ホー
ムページや広報誌、メールマガジンなどを利
用し、サイエンスコミュニケーションの手法
を活用して、漁業関係者のみならず、学生や
一般の方々にも分かりやすくお知らせしてい
ます。

行政施策
反映

大学・公的研究機関

ニーズ・シーズ調査とその反映

都道府県・漁業関係機関・民間企業

科学的知見
行政施策へ提供

水産行政
貢献

地域・産業・科学技術への貢献

【水産研究・教育機構】
＜地域・産学連携推進のハブ機能＞
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北光丸によるスケトウダラトロール調査 サケの稚魚

　親潮の恵みを受け、世界有数の漁場
である北海道周辺とそれに連なる亜寒
帯水域において、（１）地球温暖化の影
響を含む海洋生態系のモニタリングと
その変動機構や観測精度向上の研究、
（２）海洋環境の影響などを考慮した
スケトウダラ、マダラ、スルメイカなど
重要水産資源の持続的利用の研究およ

び現場への情報発信、（３）沿岸漁場環
境の保全・修復並びにウニなど沿岸重
要水産資源の増養殖の研究、（４）さけ
ます類の個体群維持のためのふ化放流
および放流技術の改善と民間への普及
並びに資源の維持管理のための研究を
行っています。

　東北地方太平洋側地域の水産業の振
興に貢献するため、以下の課題に関す
る研究や技術の開発を行っています。
（１）サンマ、ズワイガニ、イカ類など
の沖合の重要魚種の生態や資源管理、
（２）海洋環境の変動特性と予測、動植
物プランクトンなどの生態や生産のし

くみと海洋生態系、（３）ヒラメ、ア
ワビ、藻類など沿岸資源の生態、資源
量変動のしくみ及び沿岸環境保全、
（４）人工種苗生産や放流、養殖生産、
（５）サケのふ化放流及び資源・環境・
生態。また、これらの成果を生産現場
へ普及しています。

表中層トロールによるサンマ資源量調査 藻場に生息するエゾアワビ成貝

研究所のご案内

拠点のご紹介  －研究開発－



研究所のご案内

下痢性貝毒検査LC-MS/MS法
（国内公定法に採用） 数値モデルを用いた海況情報の把握

　全国の水産研究所の共通基盤、黒潮域
と沿岸域、内水面の水産研究を推進して
います。（１）水産資源生物量の変動機
構解明と予測、（２）海洋の物理、化学、
生物環境のモニタリングと変動予測、（３）
衛生管理、産地判別技術開発、利用加工
技術の高度化、水産物放射能モニタリン

グ、（４）ゲノム情報を活用した増養殖や
資源管理技術、（５）食料市場・流通の適
正化、競争力ある経営体育成、地域社会
の振興、安全安心な水産物供給、（６）河
川や湖沼、沿岸の水産資源管理、増養殖、
漁場管理、ウナギ資源生態研究等の様々
な研究開発を実施しています。

　年々、海の様子が移り変わりますが、
冬は決まって波が荒い日本海。そこに
は様々な魚介類がくらし、また、季節
とともにやって来ます。海洋・河川環境、
資源の特徴、産業の形態に応じた、よ
り効率的で合理的な水産業をめざして、
（１）浅海から沖合までの海洋環境の把

握、地球温暖化など環境変化が海洋生物
に与える影響評価、（２）重要魚介類の
資源評価の実施と精度向上、資源管理・
漁業操業方法の高度化、サケの放流技術
の開発と普及、（３）重要魚介類の飼育
手法の開発と生態調査、初期餌料生物の
保存と育種などに努めています。

拡張版日本海海況予測システム（JADE2）
で予測された水温と流れ 調査船によるズワイガニの資源調査
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拠点のご紹介  －研究開発－
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クロマグロ幼魚への標識装着 太平洋久慈沖のカマイルカ（鯨類目視調査）

　太平洋クロマグロをはじめとしたか
つお・まぐろ類、かじき・さめ類、外
洋域の底魚類及び日本周辺の鯨類資源
等を対象とし、その持続的利用を推進
するために、（１）資源状態の評価や加
入量の早期把握のための調査研究、（２）

かつお・まぐろ類や底魚類を管理する
国際機関及び国際捕鯨委員会への対応、
（３）海亀や海鳥などの漁業混獲種の保
全に向けた研究や外洋生態系における
高次食物網の構造把握など、資源管理
に関する研究開発を行っています。

　瀬戸内海域での（１）海洋環境の動
態とその影響評価、藻場と干潟などの
機能及び魚介藻類の生理・生態、（２）
有用水産資源の評価と管理、漁況予測、
種苗放流等による増殖技術や新たな養
殖技術、及び全国の海域での（３）有
害・有毒藻類の生理・生態と被害軽減

技術、化学物質の海域での動態と水生
生物への影響評価、有害化学物質の除
去技術、（４）アサリ・クルマエビ等
の有用海産無脊椎動物の増養殖技術に
関する研究開発を行っています。

研究所のご案内

左：タイラギ浮遊幼生(殻長約220µm)
右：稚貝(殻長約1cm)

干潟の生産力評価のための生物調査

拠点のご紹介  －研究開発－



　東シナ海及び隣接する海域や九州西
岸・沖縄八重山諸島の沿岸域における
水産業の振興及び水産物の安定供給に
役立てるため、これらの海域における

（１）あじ類、
さば類、い
わし類、タ
チウオ等の
水産重要種

研究所のご案内11

ハイブリッドモックネス
ネットによる採集調査 陸上水槽内を泳ぐクロマグロ

　「安全で高品質な魚介類の安定供給」
と「水産養殖業の振興」のため、（１）
ニホンウナギ種苗の安定的な大量生
産、（２）ブリ類などの重要養殖魚介
類の育種、（３）栄養生理に基づいた
経済性等の高い養殖用飼料、（４）魚
介類の病気の予防や治療、精度の高い

魚病診断技術、（５）養殖環境の改善
などによる持続的な養殖生産システ
ム、に関する研究開発を行っています。
また、魚介類の病気を診断する技術の
普及にも努めています。

ニホンウナギのレプトセファルス幼生 三重県五ヶ所湾内の養殖場

の持続的利用のための資源生態・資源
評価、（２）沖合・沿岸域における海流、
水温・塩分、栄養塩等の水質環境、餌
料生物である動物プランクトン等の生
物環境、貧酸素水塊、赤潮、藻場・サ
ンゴ礁保全等の漁場環境、（３）のり、
貝類、ブリ、クロマグロ、ニホンウナ
ギ等の重要種の増養殖などに関する研
究開発に取り組んでいます。

拠点のご紹介  －研究開発－
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拠点のご紹介  －研究開発－

研究所のご案内

開発中の軽労化支援スーツのテスト 漁港の被災調査

　水産物の安定供給と健全な水産業の
発展に工学的側面から貢献するため、
（１）漁港・漁場の整備、機能の高度化
を図るための研究開発、（２）漁港施設
を低コストで長寿命化する研究開発、
（３）東日本大震災の経験を踏まえ、
漁港・漁村の防災・減災機能を強化す

るための研究開発、（４）漁船漁業にお
ける安全性確保、省エネ、低コスト化、
軽労化、操業の効率化に関する研究開
発を行っています。また、（５）漁業
が与える生態系や資源へのインパクト
や地球環境への負荷を低減し、適切に
資源を利用するための漁業生産システ
ムの改良・開発を行っています。

　海洋水産資源の開発及び利用の合理
化のために、（１）漁場探索の効率化、
操業の省エネルギー・省コスト化、漁
獲物の高付加価値化などの技術開発に
取り組み、漁船漁業の収益性の向上を
図ります。また（２）混獲削減や合理的

漁獲技術の開発に取り組み、漁業が生
態系や資源に与える影響を減らし、適
切で持続的な資源利用の実現に貢献し
ます。実際の調査では、現実の漁業ス
ケールで操業し、得られた漁獲物の販
売までを行い、開発した技術の採算
性・費用対効果も検証しうる説得力の
ある普及促進を図っています。

海外まき網操業調査 LEDによるいか釣り操業調査

拠点のご紹介  －研究開発－



漁業調査船

漁業調査船13

水産研究・教育機構は、大小さまざまな９隻の漁業調査船を擁し、日本の沿岸域のみならず外洋域においても調査研究を行って
います。これらの調査研究は、水産資源の現状を調べること、生態系の仕組みや変動メカニズムを調べて予測すること、生態
系の状態のタイムリーな把握、新漁場や漁獲技術の開発、および新技術や機器の開発・高度化などに大きく貢献しています。

若鷹丸
わかたかまる

蒼鷹丸
そうようまる

北光丸
ほっこうまる

俊鷹丸
しゅんようまる

しらふじ丸
　　　　　　　　まる

みずほ丸
　　　　　　まる

陽光丸
ようこうまる

たか丸
　　　　まる

こたか丸
　　　　　　まる

拠点のご紹介  －研究開発－



14水産大学校のご案内

小野臨湖実験実習場 毎年８月に行うオープンキャンパス

　水産大学校は、我が国で唯一「水産」の
名を冠した専門の高等教育機関であり、
国が策定する水産基本計画に本校の果た
すべき役割として明記されている、「水
産業において指導的役割を果たす人材の
育成」を中心とした教育を行っています。
　これまでに、国内外の水産業及びその
関連分野の第一線で活躍する多くの優秀
な卒業生を送り出し、我が国水産業の発
展に貢献してきました。
　学位の取得についても、本校の本科は
４年制大学の学部に、水産学研究科は修
士課程に相当するとして、（独）大学改革
支援・学位授与機構の認定を受けており、
本校卒業生及び修了生は、それぞれ学士
及び修士の学位を取得することができま
す。

　また、専攻科においては、海技士資格
の取得を目指すことができるなど、水産
のエキスパートを育てるための教育環境
が充実しています。

水産大学校   http://www.fish-u.ac.jp/
〒759-6595　山口県下関市永田本町２丁目７-１　TEL：083-286-5111（代表）　FAX：083-286-2292（代表）

「水産大学校の教育課程」
本　　　　科

　・水産流通経営学科
　・海洋生産管理学科
　・海洋機械工学科
　・食品科学科
　・生物生産学科

専　　攻　　科
　・船舶運航課程
　・舶用機関課程

水産学研究科
　・水産技術管理学専攻
　・水産資源管理利用学専攻

天鷹丸耕洋丸

練　習　船

国際総トン数●2,703トン
航海速力●14ノット
定員●109名

国際総トン数●1,020トン
航海速力●12.5 ノット
定員●83名

拠点のご紹介  －人材育成－

こうようまる てんようまる



国立研究開発法人　水産研究・教育機構

http://www.facebook.com/fra.go.jpFacebookもチェック

さかなと森の観察園・おさかな情報館

本部案内図

水産研究・教育機構の展示・体験施設
千歳さけますの森　さけます情報館

〒231-1661
栃木県日光市中宮祠2482-3　中央水産研究所日光庁舎内
電話：0288-55-0055
開園：3月20日～10月31日　9：00～17：00
　　　11月1日～11月30日　9：00～16：00
休園：冬期間12月1日～翌年3月19日
http://www.fra.affrc.go.jp/nikko/

〒066-0068
北海道千歳市蘭越9番　北海道区水産研究所千歳さけます事業所内
電話：0123-23-2804
開館：10：00～16：00
休館：月曜日、年末年始12月27日～1月5日
http://hnf.fra.affrc.go.jp/sakemori/

日光の雄大な自然の中
で、たくさんのマス類
の生態を観察できます。
森から海に至る生き物
の結びつきや、日本の
水産に関する様々な情
報も展示しています。

さけます類のふ化放流事業の
歴史やしくみ、調査研究の成
果などの展示をしています。
大型水槽や体験型の映像展示
物などで楽しく学べます。

http://www.fra.af
www@fra.af frc.go.jp

frc.go.jp


