
 

公示 

 

 

  平成 28－29年度海洋水産資源開発事業（遠洋かつお釣り：太平洋中西部海域）に係る

遠洋かつお釣り漁船上における魚種、サイズ及び数量の自動計測の研究に関する委託事

業委託先の公募について 

     

 

 国立研究開発法人水産研究・教育機構では、「平成 28－29 年度海洋水産資源開発事業

（遠洋かつお釣り：太平洋中西部海域）に係る遠洋かつお釣り漁船上における魚種、サイ

ズ及び数量の自動計測の研究に関する委託事業」について、実施者を募集します。本委託

業務の受託を希望される方は、下記に従いご応募下さい。 

 

記 

 

 （１）事業名 

    平成 28－29 年度海洋水産資源開発事業（遠洋かつお釣り：太平洋中西部海域）に

係る遠洋かつお釣り漁船上における魚種、サイズ及び数量の自動計測の研究に関す

る委託事業 

 

 （２）事業実施の目的及び概要 

    ①目的 

     第 4 期中長期計画 2.研究開発業務重点研究課題(4)「漁船漁業の安全性確保と

持続的な発展のための研究開発」において実施している製品の品質安定及び販売

業務の効率化のため、遠洋かつお釣り漁船上において、魚種、サイズ及び数量を

自動計測する手法を検討することを目的とする。 

    ②概要 

     「画像データ取得方法に関する検討」、「画像解析技術に関する検討」、「遠

洋かつお釣り漁船上における魚種、サイズ及び数量の自動計測の検討」に係る研

究を実施する。 

 

 （３）予算規模 

    予算額（契約限度額）は、上限 15,000,000円（消費税を含む）を予定 

 

 （４）選定対象者数 

    本委託事業は、（２）に定める全ての事業を実施できる１者を選定するものとす   

る。 

 



 （５）応募資格 

    本ホームページに掲載する応募要領[PDF]をご参照下さい。 

      

 （６）契約期間 

    契約期間は委託契約締結日から平成 30 年 3月 31日までとする。 

 

 （７）参加表明書に関する事項 

    本委託事業への参加を希望する者は、本ホームページに掲載する応募要領を   

参照のうえ、申請してください。 

    ＜募集期間等＞ 

    平成 28年 9 月 5 日から平成 28 年 9月 26 日までの 22日間 

    受付曜日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 

    受付時間：10：00～12：00及び 13：30～16：30 

 

 （８）応募に係る事業等の内容について 

    本事業に関する内容は、本ホームページに掲載する応募要領[PDF]をご参照くだ   

さい。 

 

 （９）応募・照会窓口 

    〒220－6115 

    神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－３ 

        クイーンズタワーＢ 15 階 

        国立研究開発法人水産研究・教育機構 開発調査センター 

    開発業務課 販売係 木村 学 

    電 話：045－227－2728 

    ＦＡＸ：045－227－2705 



平成 28－29 年度海洋水産資源開発事業（遠洋かつお釣り：太平洋中西部海域）に係る遠洋

かつお釣り漁船上における魚種、サイズ及び数量の自動計測の研究に関する委託事業応募

要領 

 

1．事業名 

平成 28－29 年度海洋水産資源開発事業（遠洋かつお釣り：太平洋中西部海域）に係る

遠洋かつお釣り漁船上における魚種、サイズ及び数量の自動計測の研究に関する委託事

業 

 

2．事業実施の目的及び概要 

①目的 

第 4 期中長期計画 2.研究開発業務重点研究課題(4)「漁船漁業の安全性確保と持続的

な発展のための研究開発」において実施している製品の品質安定及び販売業務の効率化

のため、遠洋かつお釣り漁船上において、魚種、サイズ及び数量を自動計測する手法を検

討することを目的とする。 

②概要 

受託者は、上記目的のために、「画像データ取得方法に関する検討」、「画像解析技術に

関する検討」、「遠洋かつお釣り漁船上における魚種、サイズ及び数量の自動計測の検討」

に係る以下の項目について研究を実施する。 

 

１） 画像データ取得方法に関する検討 

① 概要 

船上における画像データ取得のために必要となる撮影機材及びそれらの設置位置

と利用法、並びに画像解析用の PC等について検討する。 

② 方法 

開発調査センターは、遠洋かつお釣り漁船上における撮影環境の情報及び移送経路

上を移動する漁獲物の動画等、船上における画像データ取得に係る情報を受託者に提

供する。受託者は、画像解析プログラムを準備し、開発調査センターが提供する情報

を基に必要とされる機材、設置位置及び方法、取得する画像データの画質等を検討し、

開発調査センターに提案する。この提案に基づき、開発調査センターが実際に船上に

て画像データを取得し、受託者を中心に課題を抽出して改善策を考案、これに基づき

開発調査センターが、再度、船上で画像データを取得する。こうしたサイクルを繰り

返すことにより、本事業の目的に適う画像データを取得する方法を明らかにする。 

２） 画像解析技術に関する検討 

① 概要 

船上において漁獲物が移送経路を移動する状況を撮影した画像データを用いて、画

像解析プログラムにて漁獲物の魚種、サイズ及び数量を計測し、画像データ取得方法

と合わせて評価及び改善を図る。 

② 方法 

自動計測により判別する魚種は、カツオ及びビンナガの 2 種類とし、メバチやキハ



ダ等はまとめてその他のカテゴリーとして分類する。サイズに関しては、尾叉長及び

体高を計測することとし、主固有の特徴を示す部位に関する計測手法も検討する。数

量は尾数を計測する。 

受託者は、魚種判別、サイズ及び数量計測に関する基本的なアルゴリズムを準備す

る。開発調査センターが以下の情報を提供するので、受託者は画像解析技術について

機械学習手法等を導入してアルゴリズムの改善を図る。ア)漁獲物の移送経路上を移

動する漁獲物の動画データ及びそのときの魚種、サイズ及び数量情報、イ）関係業者

の魚種判別及びサイズ選別時の着目点等の判断基準に関する情報、ウ）魚種特有の形

態的な特徴に関する情報、エ）その他必要と考えられる情報。計測結果における正確

な数に対する誤差率は、魚種に関しては 90％、サイズ（尾叉長及び体高）に関しては

±10％、数（尾数）に関しては±5％を目標とする。中間目標として、魚種に関しては

60％、サイズ（尾叉長及び体高）に関しては±30％、数（尾数）に関しては±20％を

達成し、残りの期間で精度改善を図るものとする。 

また、開発調査センターから、尾叉長及び体高等から体重を求める換算式を魚種別

に提示するので、受託者は画像解析を当該換算式に適用するためのアルゴリズムを作

成し、精度を検証する。 

全ての画像解析は、画像データ取得後に行う。データ取得と並行してリアルタイム

で行うことは考慮しない。 

３） 遠洋かつお釣り漁船上における魚種、サイズ及び数量の自動計測の検討 

① 概要 

上記１）及び２）の検討を基に、遠洋かつお釣り漁船上において魚種、サイズ及び

数量を自動計測する方法を検討する。さらに、漁獲物の魚種別サイズ別漁獲量をリア

ルタイムで求める手法について検討する。 

② 方法 

上記１）及び２）の結果を総合的に評価し、遠洋かつお釣り漁船上において魚種、

サイズ及び数量を自動計測する方法を検討し、これに必要とされる要件を取りまとめ

る。操業中に、リアルタイムで行うための検討も合わせて行う。さらに、魚種、サイ

ズ及び数量の自動計測結果から、魚種別サイズ別漁獲量を自動で算出することを試行

し、水揚げ時に市場に提示する情報として活用するために必要となる課題を抽出し、

改善策を整理する。 

 

3．予算規模 

予算額（契約限度額）は、15,000 千円（消費税を含む）を予定する。 

 

4．委託事業実施期間 

委託契約締結日から平成 30年 3 月 31 日 

 

5．選定対象者数 

本委託事業は、1及び 2 に定める全ての事業を実施できる 1 者を選定するものとする。 

 



6．選定対象者数 

資格を有する者は、次の①及び②の双方に該当する者とする。 

①対象者 

独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体、民間団体（公益法人を含む）、民間企業 

②参加資格  

次の各号の全てに該当する者  

1）国立研究開発法人水産研究・教育機構契約事務取扱規定（平成 13 年 4 月 1 日付け

13水研第 65 号）第 12 条第 1 項及び第 13 条の規定に該当しない者であること。  

2）平成 28・29・30 年度国立研究開発法人水産研究・教育機構競争参加資格または全

省庁統一資格の「役務の提供等契約」の業種「調査･研究」または「その他」で「A」、

「B」、「C」または「D」いずれかの等級に格付けされた者であること。ただし、地方公

共団体を除く。 

3）水産研究・教育機構理事長から物品の製造契約、物品の販売契約及び役務等契約指

名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、全省庁統

一資格に格付けされている者である場合は、国の機関の同様の指名停止措置要領に基

づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

4）本委託事業に関するノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に

必要な人員を有している者。 

5）本委託事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について

十分な管理能力を有している者。 

 

7．契約期間  

契約期間は委託契約締結日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。  

8．参加表明書に関する事項  

本委託事業への参加を希望する者は、参加表明書（応募要領様式第１号）を 22．の「応

募・照会等窓口」に持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。なお、郵送に

より提出する場合は次の期間必着とする。 

 

＜募集期間等＞ 

平成 28 年 9 月 5 日から平成 28 年 9月 26 日までの 22 日間  

受付曜日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）  

受付時間：10:00～12:00 及び 13:00～16:30 

 

9．応募に係る説明会の開催について  

本委託事業に関する説明会への出席を希望する者は、平成 28 年 9 月 15日に説明会を開

催するので、「事業企画に関する説明会出席届」（応募要領様式第 2 号）を平成 28年 9月

13日までに 22．の「応募・照会等窓口」へ提出すること。 

 

10．応募する企画提案（企画提案書）の内容  

①８．の参加表明書を提出した者（以下「参加者」という）は、「企画提案書」（応募



要領様式第 3 号）を作成するものとする。 

②企画提案書には次の項目及び内容を提案するものとする。  

1)事業計画、実施体制、実施スケジュール及び内容を提案するものとする。  

2)見積書（積算内訳）（応募要領様式第 4 号）  

3)購入（予定）物品一覧（応募要領様式第 5 号） 

 

11．その他提出書類  

参加者は、企画提案書及び見積書（積算内訳）の他、次に掲げる書類を作成するものと

する。 

①参加資格を明らかにするもの  

②過去の事業実績等（様式任意）  

③その他参考となる資料 

 

12．企画提案書及びその他の書類の提出期限・提出先・提出部数  

①参加者は、企画提案書及びその他書類（以下「企画提案書」という）を 1 部、平成 28 

年 9 月 26日までに郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。  

②提出する企画提案書等は、1 者につき 1 点に限る。また、企画提案書等を上記期日ま

でに提出しなかった参加者については、失格とする。 

 

13．審査方法  

①企画提案会  

1）企画提案書等の審査を行うため、必要に応じて、参加者が企画提案書等の内容につ

いて説明する企画提案会を開催することがある。開催するときは開催日時及び場所等

の詳細を参加者に対して連絡する。 

2）前項の企画提案会への出席を拒んだ参加者は失格とする。 

②契約候補者の選定等  

企画提案会での説明を踏まえ、提出された企画提案書を 14.の審査基準に基づいて採

点・審査を行い、審査基準に基づいて選出された参加者を委託契約予定者として採択す

る。 

なお、審査は非公開とする。 

 

14．審査基準  

企画提案書等の採点及び契約候補者の選定は以下の基準に従って行う。  

①応募資格  

5.の応募基準を満たしているか。  

②経理処理能力の有無  

本委託事業の目的を達成するための、管理部門の構成は適切か。また、専属の担当

を決められるか。 

③事業の理解度  

本委託事業の目的を的確に理解しているか。  



④事業の実施手順  

本委託事業の実施手順及び各項目の必要日数は適切か。  

⑤事業実施に関する知見  

本委託事業を適切に実施するうえで必要な知見・知識を有しているか。  

⑥事業の実施計画  

本委託事業の目的に対して実施計画は適切か。  

⑦経費の妥当性  

事業にかかる経費が事業内容と比較して適切かどうか。 

⑧事業目的達成の実現度  

以上を勘案の結果、事業目的の達成の実現度はどれくらいか。 

15．審査結果の通知  

審査結果は、全ての参加者に通知する。 

  

16．企画提案に要する費用の負担  

企画提案に要する費用は参加者が負担する。 

  

17．企画提案書等の返却の可否等  

①提出された企画提案書等は返却しない。 

②企画提案書等は採点等本委託事業にかかる事務手続き以外の目的で提出者に無断で

使用しない。 

 

18．企画提案書等に使用する言語  

企画提案書等に使用する言語は日本語とする。  

19．成果品（著作権等）の帰属  

本委託事業にかかる研究の成果に関する次の各号に掲げる権利等（以下「特許権等」と

いう）は、水研機構理事長が継承するものとする。  

①特許を受ける権利または当該権利に基づく特許権  

②実用新案登録を受ける権利または当該権利に基づく特許権  

③意匠登録を受ける権利または当該権利に基づく意匠権  

④品種登録を受ける地位または育成者権  

⑤著作権  

 

20．その他 

本委託事業にかかる契約は、委託契約予定者と委託契約の協議が整い次第、国立研究開

発法人水産研究・教育機構との間で締結する。ただし、契約条件が合致しない場合には、

委託契約の締結ができないこともある。 

 

21．契約に係る情報の公表  

（1）公表の対象となる契約先  

次の①及び②いずれにも該当する契約先  



①  当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は

課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等※

注１ として再就職していること  

②  当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている

こと※注２  

 

※注１ 「役員、顧問等」には、役員、顧問のほか、相談役その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言すること等により影

響力を与えると認められる者を含む。  

※注２ 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に

掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における

取引の実績による。 

 

（2）公表する情報  

上記（1）に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、

契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 

①  当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職

名及び当機構における最終職名  

②  当機構との間の取引高  

③  総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次 の区分

のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又

は3分の2以上  

④  一者応札又は一者応募である場合はその旨  

  

（3）当機構に提供していただく情報  

① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及

び当機構における最終職名等） 

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

（4）公表日 

契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内（4月に締結した契約について

は原則として93日以内） 

 

（5）その他  

当機構ホームページ（契約に関する情報）に「国立研究開発法人水産研究・教育

機構が行う契約に係る情報の公表について」が掲載されているのでご確認いただく

とともに、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しく

は応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。  

なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていた

だきますので、ご了知願います。 

 



22．応募・照会窓口  

〒220‐6115  

神奈川県横浜市西区みなとみらい2‐3‐3  

クイーンズタワーB 15 階  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 開発調査センター  

開発業務課 販売係 木村 学 

電話：045‐227‐2728  

F A X：045‐227‐2705 


	00.委託公示（自動計測）
	H28自動計測委託応募要領

