
漁業の時期と海域について

海洋調査を円滑に実施するためには、漁業との競合を回避することが必要です。以下の

とおり、日本近海における主な漁業の漁場情報をとりまとめましたので、「操業海域図」と

併せ、調査観測海域と研究実施計画を決める際に十分考慮いただきたいと思います。

１．沿岸漁業

日本沿岸の共同漁業権が設定されている海域とその近傍では、小型漁船等による各種

漁業が周年で行われているため、共同漁業権内での調査はできるだけ避けるよう御配慮

下さい。更に水深 100m 以浅においては、大型定置網や多数の小型漁具が設置されてい

ます。100m 以浅での調査は、原則行わないようにして下さい。 

２．沖合底曳網漁業

操業海域図に、主な操業海域（漁場）を示します。水深 800m（海域によっては 1,500m）

くらいまでの海域では、15 トン以上の底曳網漁船による漁業が行われているので、この

海域の海底へ観測機器を設置することは、漁具へ損害を与える恐れや、観測機器の損傷

あるいは観測機器を失ってしまう危険性があります。沖底は、全国規模で 7～8 月を休漁

としていますが、その期間に沖底の操業海域に出漁する小型漁船や底刺し網等の他の漁

業種があるので注意を怠らないようにしなければなりません。

３．流し網漁業

操業海域図に、サケ・マス流し網漁業の操業海域（漁場）を示します。4～7 月の間は、

50 隻近い漁船が操業するので、この間の調査はできるだけ避けて下さい。ただし、早朝

から午後 2 時頃までは網が海中に設置されていない場合もあるので、調査手法によって

は、この時間帯に絞って調査が可能となる場合もあります。また、北緯 40 度以南の太平

洋沖合海域は、8 月から年末頃にかけてカジキ等流し網漁業の漁場でもあるので、調査行

動に際しては十分な注意が必要です。

４．イカ釣り漁業

 操業海域図に、スルメイカ釣り漁業が行われる海域・時期を示します。最近は昼夜

の操業が行われており、操業海域での調査は極めて困難となっています。操業の少な

い冬季 1～2 月及び 3～4 月の全国規模での休漁期での調査が望ましいと考えます。た

だし、昨今は漁場形成の時期・場所の変動が大きく、調査実施直前には必ず操業状況

の確認を要します。
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５．マグロはえ縄漁業 
  操業海域図に示したマグロはえ縄漁業の操業海域（漁場）は、ある特定の漁業団体に

所属する近海マグロはえ縄漁船のある年の操業実績です。海域別に海洋調査が可能であ

る時期は次のとおりです。 
1） 四国、紀伊半島沖海域 

6、7、8、9、10 月は、調査可能です。 
2）沖縄トラフ周辺海域 

1 月及び 9、10、11、12 月は、調査可能です。 
3）薩南海域（種子島・屋久島周辺）及び日向灘 

盆と正月の時期のみ、調査可能です。 
上記で可能とした海域・時期であってもマグロはえ縄漁船が全くいないわけではあり

ませんので、漁具の設置状況には常に注意しなければなりません。 
 
６．漁業法等による諸手続きについて 

海洋調査を実施するに当たり、その調査内容や手法によっては漁業法や水産資源保護

法に基づき事前に各種申請を行い、許可を得る必要があります。この諸手続きにつきま

しては、サンプルの権利所有者（サンプルを取得利用する研究者の所属機関）にて行っ

ていただくことになりますので、御留意ください。 

１）特別採捕許可（別添１ 参照） 

各都道府県では、水産資源の保護培養等を目的として、「漁業調整規則」により、採

捕の期間、水産動植物の種類・大きさ・数量、漁具及び漁法、採捕の区域等について、

制限や禁止とする事項を設けています。一般に漁業調整規則では、「試験研究、教育実

習又は増養殖用の種苗（種卵を含む。）の供給（自給を含む。）のための水産動植物の

採捕について、知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。」

等により適用除外規定が設けられています。制限や禁止の適用除外を受けるためには、

あらかじめ知事から許可を受ける必要があり、この許可が「特別採捕許可」です。 

２）岩礁破砕許可 

漁業権（共同漁業権など）が設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土

砂若しくは岩石を採取しようとする場合（ピストンコア等の堆積物採取も含む。）にお

いては、当該県の知事に申請し、事前に許可を受ける必要があります。 

申請者の氏名又は名称及び住所、破砕又は採取する場所、目的、時間及び期間、破

砕又は採取に伴う補償の措置、その他参考となるべき事項を記入した申請書を作成し、

漁業権者の同意書を添えて、当該県の農林水産部水産課などの担当部署宛てに申請す

ることになります。漁業権者によっては、同意取り付けが極めて困難な場合がありま

すので、調査海域設定を検討する段階から、前広に現地の事情を調べる必要があると

考えなければなりません。 



 
７．その他 
   漁業調整は調査海域に関係する都道府県ごとに行う必要があり、調査海域が広範囲

に指定されれば調整先の都道府県が増え、更に具体的な調整先である各県の漁協数が

膨大になり調整に時間を要することになります。また、調査実施に当たって条件を付

けてくる漁業種等が出てくる可能性もあり、結果として調査が円滑に実施できなくな

ることもあり得ます。 
   調査海域に漁場が形成された場合、希望どおり調査することは到底不可能となるこ

とに留意すれば、禁漁期の調査実施が最も望ましいと考えます。また、沿岸域である

ほど漁業との競合の可能性は高くなるので、調査海域を必要最小限の範囲に設定する

ことは調査の成功につながる重要なポイントと考えます。例えば、相模湾及び駿河湾

において別添 2 のとおりの海域（ただし、石花海及び金洲海域を除く。）であれば、漁

業調整はこれまで比較的スムーズに行えています。 
   また、東京都水産課より、東京都が管轄する海面において取得した生物映像、水産

有用種の種類及び生息地の情報がメディアに公表されることにより発生する密漁を防

止するため、別添 3 の「お願い」を受けておりますので、順守するようお願いします。 
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～特別採捕許可申請について～ 

 

各都道府県には漁業法第 65 条第 1 項及び水産資源保護法第 4 条第 1 項の規定に基づき、

漁業調整及び水産資源の保護培養などを目的として、各県の漁業調整規則に定められた、

水産動植物の種類ごとの大きさ・採捕期間・区域・使用する漁具漁法についての制限又は

禁止に関する規定があります。これらの規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗

の供給を目的として水産動植物を採捕する場合に限り、知事から適用除外の許可を受ける

ことができます。この許可が「特別採捕許可」です。県ごとに規則が異なるため、調査を

行う海域を管轄する県の規則に則った対応が必要になります。許可を受けずに採捕を行っ

た場合、許可内容に違反した場合は、懲役若しくは罰金、科料の罰則が適用されます。 

 

○ 特別採捕許可申請の必要な調査航海と調整期間 

水産動植物の採捕を行う調査航海では、海域を管轄する県の水産課などの担当部署を

通じて「特別採捕許可」を受ける必要があります。都道府県ごとに異なる「特別採捕許

可」の運用に対応するため、少なくとも調査航海開始 3 ヵ月前までには、許可申請に着

手する必要があります。 

（許可申請から許可証発給までに要する期間だけでも最低 1 ヵ月を要し、過去には漁業

者の了承を取り付け、漁協の同意書を取得するために八丈島まで出向かなければなら

なかった事例もあります。） 

 

○ 特別採捕許可申請の必要書類（東京都の例） 

1. 特別採捕許可申請書 

2. 採捕従事者名簿 

3. 調査計画書 

4. 調査地点図 

5. 漁具図 

6. 漁協の同意書 

7. 船舶検査証書の写し 

8. その他の必要書類 

≪注意事項≫ 

・採捕従事者名簿は申請後の追加・変更はできません。 

・調査計画書、調査地点図、漁具図は実施要領書を提出しています。通常実施要領書に

記載する内容に加え、採捕対象生物と量（例：甲殻類 10 ㎏）を記載して下さい。また

漁具図については、漁業に用いられる漁具（網、カゴ等）の他、ハイパードルフィン



等の探査機やスラープガンも漁具と見なされるため申請が必要です。使用する漁具に

ついては大きさや使用法等を詳細に記載して下さい。また、漁具についても申請後の

追加・変更はできません。また、申請していない漁具での採捕は行えません。 

・漁業者の了承が必要な海域では、漁協の同意書が必要になります。基本的には、関係

する漁協に対し調査内容を説明し同意を得ますが、必要に応じて主席研究員等調査航

海の責任者が調査内容について説明しなければならない場合があります。また、共同

漁業権内や盛漁期に漁場と調査海域が重複する場合は、同意が得られない場合があり

ます。 

・その他、水族館の展示スペースにある水槽で飼育実験等を行う等の特殊な場合は、上

記の 1～8 の他に、理由書の提出を求められることがあります。理由書の内容に不足が

ある場合は、主席研究員等責任者からの説明が求められる場合があります。また、県

水産課などの担当部署が不適当と判断した場合には、許可されない、あるいは問題視

された箇所を除いての許可となることが考えられます。 

 

○ 特別採捕許可証の取扱いについて 

特別採捕許可証は調査航海の期間中、船長が預かります。また、採捕終了後は採捕結

果の概要報告書（任意様式）を添付し、許可証を速やかに返納する必要があります。報

告書には、下記の事項を必ず記載して下さい。 

1. 採捕実施日 

2. 採捕実施場所 

3. 採捕方法（使用した漁具の列挙） 

4. 採捕結果 

≪注意事項≫ 

・採捕結果について採捕した水産動植物の種類別数量を個別に記載して下さい。また、

魚類等で測定後放流したものと、調査用に持ち帰ったもの、両方がある場合は、調査

用に持ち帰った数量を別途記載して下さい。 

 

○ 特別採捕許可証について 

特別採捕許可証は調査航海の出港までに船長に御提出ください。特別採捕許可証が提

出いただけない場合、採捕は行えません。 

 

○ その他 

・特別採捕許可は “試験研究” のため漁業調整規則の適用除外を受けるものです。主席研

究員はそのことを理解し、他の乗船者を含め SNS やブログ等への投稿は極力避け、ど

うしても必要な場合は誤解を招くような表現を使わないよう指導して下さい。 

・使用する漁具によっては水産庁に対して特別採捕許可申請をする場合があります。 



・特に東京都が管轄する海面では、プランクトンや深海生物も特別採捕許可申請の対象

となりますので御注意下さい。 

 

【参考】 

・漁業法第 65 条第 1 項（漁業調整に関する命令） 

農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締りその他漁業調整のため、特定の種類の

水産動植物であって農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む

漁業若しくは特定の漁業の方法であって農林水産省令若しくは規則で定めるものによ

り営む漁業（水産動植物の採捕に係るものに限る。）を禁止し、又はこれらの漁業につ

いて、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道

府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。 

・水産資源保護法第 4 条第 1 項（水産動植物の採捕制限等に関する命令） 

  農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認める

ときは、特定の種類の水産動植物であって農林水産省令若しくは規則で定めるものの

採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であって農林水産省令若しくは

規則で定めるものにより営む漁業（水産動植物の採捕に係るものに限る。）を禁止し、

又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林

水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができ

る。 
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～相模湾及び駿河湾において、スムーズに漁業調整を行える海域～ 

 

 

相模湾 

[35°07´N 139°13´E]、 [35°07´N 139°25´E]、 [34°54´N 139°25´E]、 
[34°54´N 139°13´E]、 [35°02´N 139°08´E]  の各点で囲まれる範囲。 
※ただし、陸域を除く。 

 



 

駿河湾 

[35°05´N 138°36´E]、 [35°05´N 138°43´E]、 [33°50´N 138°43´E] 
[33°50´N 137°50´E] の各点で囲まれる範囲。 
※ただし、石花海、金洲は除く。 
石花海：駿河湾南部の湾口中央よりやや西寄り、大井川河口の南東方沖合にある南北

二つの浅堆のこと。北堆の最浅水深は 32m。南堆の最浅水深は 71m。 
金洲  ：御前崎の南南東約 20 海里にある急にせり上がった水深 50m 程の浅瀬を中心

とした周辺の海域のこと。 
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～東京都海面（※1）で取得された生物映像をメディア公表する場合のお願い～ 

 

標記の件について、水産有用種の種類、生息地情報が公表されることにより発生する密

漁を防止するため、東京都水産課より「お願い」を受けておりますので以下のとおりお知

らせします。 

 

① ｢宝石サンゴ類｣（※2）「キンメダイ」が撮影された場合は、その動画、静止画及び

撮影場所（位置座標）について、テレビ等で公表、プレス発表等は、原則行わない

で下さい。 

② ｢宝石サンゴ類｣「キンメダイ」以外の「水産有用種」の映像を、テレビ等で公表、

プレス発表等で使用する場合は東京都水産課に意見を伺う場合があります。生物撮

影の計画時及び公表前に海務調整グループへお知らせ下さい。 

③ ②項の結果によっては、東京都水産課より撮影海域の名称を特定できないよう「お

願い」されることがあります。（例：明神海丘→伊豆諸島海域） 

④ 東京都より特別採捕許可を得て採捕した生物の映像をテレビ、インターネット

（SNS）等で公開する際は画面に 

｢JAMSTEC（場合によっては他機関）が東京都から特別採捕許可を得て撮影され

たものです。｣ 等の記述を入れて下さい。 

 

 以上を順守するようお願いします。 
 
 
  ※1 ： 東京都海面とは東京都（島しょ部を含む。）の沿岸よりおよそ 30 海里以内。 
      ただし、30 海里以遠であっても漁業操業が多く行われている海域は都水産課よ

り「お願い」をされる場合があります。 
 
 ※2 ： サンゴの中でも骨格が宝飾品に用いられるものを宝石サンゴと呼びます。 



 

 


