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番号 網羅・個別 組織 役職 提案者 頁 時間割 持ち時間 タイトル

1-1 網羅 (独)水産総合研究センター 増養殖研究所
養殖技術部育種グループ・主
任研究員

正岡　哲治 2 13:50-13:55 説明５分
優良母貝と客観的真珠品質評価技術の導入等
による真珠品質の向上と安定化

1-2 網羅 国立大学法人愛媛大学 南予水産研究センター・教授 三浦　猛 4 13:55-14:00 説明５分
高品質な真珠の養殖を可能とする真珠母貝・細
胞貝の生産技術

1-3 網羅
独立行政法人水産総合研究センター日本
海区水産研究所

資源生産部長 有元　操 6 14:00-14:05 説明５分 セミ･スマートな二枚貝養殖

質疑応答 14:05-14:08 3分

1-4 網羅 株式会社名邦テクノ 技術顧問 井上祥一郎 8
人工水底窪地を原因とする青潮発生の抑制方
法」を含むヤマトシジミ資源回復施策

1-5 個別 株式会社名邦テクノ 技術顧問 井上祥一郎 10
人工水底窪地を原因とする青潮発生の抑制方
法」による青潮対策

1-6 個別 国立大学法人北海道大学
大学院水産科学研究院・教
授

齊藤誠一 12 14:13-14:18 説明５分
ICT技術を応用したホタテガイの精密増養殖管理
支援システムの技術開発

1-7 個別 国立大学法人広島大学
大学院生物圏科学研究科・
教授

山本民次 14 14:18-14:23 説明５分
二枚貝養殖における生産性向上のための環境
改善技術の開発

質疑応答 14:23-14:26 3分

1-8 個別 国立大学法人島根大学 生物資源科学部・准教授 山口啓子 16 14:26-14:31 説明５分
水塊の成層構造を利用した環境コントロールに
よる二枚貝養殖の新技術

1-9 個別 山口県水産研究センター
内海研究部栽培増殖グルー
プ専門研究員

岸岡正伸
（発表：門永圭史）

18 ミルクイ大型種苗の低コスト大量育成技術開発

1-10 個別 山口県水産研究センター 内海研究部・専門研究員
多賀茂

（発表：門永圭史）
20 ミルクイの干潟養殖技術開発と普及展開

質疑応答 14:38-14:41 3分

（１）養殖二枚貝

14:08-14:13 説明５分

14:31-14:38 説明７分
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2-1 網羅
（独）水産総合研究センター水産工学研究
所

業務推進部部長 渡部
ワタナベ

　俊広 22 14:41-14:46 説明５分 定置網漁業における生産基盤強化体系

2-2 網羅
（独）水産総合研究センター中央水産研究
所

水産物応用開発研究セン
ター安全性評価グループ長

山下倫明 24 14:46-14:51 説明５分 新機能・高品質水産物の生産技術体系の確立

2-3 網羅 水産総合研究センター増養殖研究所 病害防除部部長 前野幸男 26 14:51-14:56 説明５分
ブリの高付加価値化技術と販売流通システム構
築による輸出促進

質疑応答 14:56-14:59 3分

2-4 個別 （独）水産大学校 海洋生産管理学科・講師 梶川和武 28 14:59-15:04 説明５分
イワシ棒受網漁業における新型漁業技術の実用
化

2-5 網羅 （独）宇宙航空研究開発機構
第一衛星利用ミッション本部
衛星利用推進センター参事

冨井　直弥 30 15:04-15:09 説明５分 沿岸漁業のための衛星情報等地上波利用実証

2-6 網羅 国立大学法人北海道大学
大学院水産科学研究院・教
授

都木靖彰 32 15:09-15:14 説明５分
農村から世界へ ～ 日本産高品質チョウザメの
ブランド化と世界展開

質疑応答 15:14-15:17 3分

2-7 網羅 国立大学法人筑波大学 生命環境系・助教 吉田　昌樹 34 15:17-15:22 説明５分
オーランチオキトリウム由来スクアレン・DHAを利
用した魚類養殖システム

2-8 網羅 国立大学法人九州大学
大学院農学研究院唐津水産
研究センター共同研究部門・
准教授

長野直樹 36 15:22-15:27 説明５分
海水井戸取水と機械化の組み合わせによる安
全安心な高効率養殖システムの開発

2-9 網羅 国立大学法人鹿児島大学 学長補佐、水産学部教授 木村郁夫 38 15:27-15:32 説明５分
養殖ブリ類のストレスレス水揚げシステムと大型
魚全自動高速魚体フィレ処理機開発

質疑応答 15:32-15:35 3分

2-10 個別 国立大学法人鹿児島大学 水産学部・准教授 小谷知也 40 15:35-15:40 説明５分
中小規模経営体におけるクロマグロ養殖用種苗
の人工生産

2-11 個別 国立大学法人愛媛大学
南予水産研究センター・客員
准教授

井戸　篤史 42 15:40-15:45 説明５分
高成長・摂餌誘導を実現する未利用水産残渣を
用いたブリの安定的生産技術

2-12 個別 愛媛県農林水産研究所
水産研究センター主任研究
員

山下　浩史 44 15:45-15:50 説明５分 柑橘フレーバーを活かした輸出用ブリ商品開発

質疑応答 15:50-15:53 3分

休憩時間 15:53-16:05 12分

（２）魚類養殖、定置網



目次‐３

2-13 個別 国立大学法人大分大学 工学部応用化学科・教授 石川　雄一 46 16:05-16:10 説明５分
「大豆煮汁の発酵液」によるスーパー御当地ぶり類養殖体系

の確立 － 駆虫能を持った機能性飼料添加剤

2-14 網羅  株式会社エコニクス 環境企画部 マネージャ 峰 寛明 48 16:10-16:15 説明５分
光ファイバーを用いた地域バーチャル生簀実証
事業

2-15 網羅 日本水産株式会社
中央研究所養殖基盤研究
室・研究室長

塩谷格 50 16:15-16:20 説明５分
肉質改善技術による小型マグロ養殖システムの
確立

質疑応答 16:20-16:23 3分

2-16 網羅 日東製網㈱
函館工場技術部総合網研究
課

細川貴志 52 16:23-16:28 説明５分 定置網漁業の操業支援システムの実証研究

2-17 網羅 日本アイ・ビー・エム㈱
リュウツウサービス・スマー
ター・コマース営業

渡辺一利 54 16:28-16:33 説明５分
地域と消費者を結ぶ “情報共有と発信”のICT基
盤

2-18 網羅 マルハニチロ食品
マルハニチロ食品商品技術
開発部・課長役

玉井　忠和 56 16:33-16:38 説明５分
カツオ/マグロ加工食品の高付加価値化と、加工
残渣の有効利用に向けた取り組み

質疑応答 16:38-16:41 3分

2-19 網羅 ㈱フロンティアエンジニアリング つくば研究所　常務取締役 星野　貴 58 16:41-16:46 説明５分 電界による殺菌装置の開発

2-20 網羅 株式会社イルヘッグ 代表取締役 古川誠悟 60 16:46-16:51 説明５分
液中プラズマを活用したスマート水産エネルギー
システムの構築

2-21 網羅 有限会社　コーギーズ 代表取締役 石田　和政 62 16:51-16:56 説明５分
瓦礫土砂・汚泥・製鉄スラグ・廃棄樹木等の完全
ﾘｻｲｸﾙによる海域再生事業提案

質疑応答 16:56-16:59 3分

2-22 網羅 一般社団法人マリノフォーラム２１ 技監 白石學 64 16:59-17:04 説明５分
輸出競争力の高い低コストをめざした次世代型ブ
リ養殖システムの開発

2-23 網羅 一般社団法人日本水産振興機構 理事 木村　栄一 66 17:04-17:09 説明５分
定置網漁業の生産性向上、効率化及び漁獲物
の高付加価値化による漁業収益性の向上技術

2-24 個別 国立大学法人富山大学
大学院理工学研究部（理
学）・教授

松田恒平 68 17:09-17:14 説明５分
脳ホルモン作用に基づき生産性向上を図る陸上
魚類養殖技術の開発

質疑応答 17:14-17:17 3分
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2-25 個別 東海大学 海洋学部水産学科教授 秋山信彦 70 17:17-17:22 説明５分
三保半島の地下浸透海水を活用した中間魚育
成基地の確立をめざす技術開発

2-26 個別 静岡県水産技術研究所 資源海洋科長 長谷川雅俊 72 17:22-17:27 説明５分
漁船のログデータを利用したネットワーク構築と
新漁業システムの開発

2-27 個別 ヤンマー舶用システム株式会社
海洋ソリューション推進部市
場開拓グループ

尾坂　滝太郎 74
誘導マークのいらない次世代種苗生産用水槽底
掃除機の開発

2-28 個別 ヤンマー舶用システム株式会社
海洋ソリューション推進部市
場開拓グループ

尾坂　滝太郎 76
次世代型養殖網水中洗浄機の開発（無人運転
機能の開発）

質疑応答 17:32-17:35 3分

2-29 個別 株式会社ナノクス 代表取締役社長 青木和茂 78 17:35-17:40 説明５分

 ①酸素ウルトラファインバブルを利用した新型閉鎖循環式陸

上養殖システム

 ②漁獲～水揚げ～出荷・流通過程における、窒素ウルトラ

ファインバブルによる鮮魚の長期鮮度保持技術

2-30 個別
一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所
（代表）

第一調査研究部次長 林浩志 80 17:40-17:45 説明５分
水産物の資源保護とトレーサビリティの情報発信
による水産物付加価値化

質疑応答 17:45-17:47 2分

2-31 網羅 国立大学法人三重大学
大学院生物資源学研究科・
教授

田丸　浩 82 資料配布
バイオマス発電の廃熱を利用した循環型陸上水
産インキュベーションプラントの構築

2-32 網羅 千葉大学
大学院融合科学研究科（ナノバイオ

ロジーコース）・客員准教授

宮本浩邦（兼務先：

日環科学株式会社）
84 資料配布

高健康機能性の農畜水産品の生産を実現する
次世代型資源循環システムの確立

2-33 個別
（公財）函館地域産業振興財団（北海道立
工業技術センター）

研究開発部　食産業技術支
援グループ　主任研究員

吉岡 武也 86 資料配布
スラリーアイスを利用した生鮮魚介類の高鮮度
スーパーチリング流通の実証

2-34 個別 山口県水産研究センター 内海研究部・専門研究員 天社こずえ 88 資料配布 トラフグ養殖モデルシステム構築研究

2-35 個別 国立大学法人広島大学 生物圏科学研究科教授 中井敏博 90 資料配布 マダイエドワジエラ病のワクチン開発

3-1 網羅 国立大学法人北海道大学 大学院水産科学院・助教 浦和寛 94 17:47-17:52 説明５分
磯焼けウニの全量食品化計画　～未利用ウニの高品質化と

機能食品化による藻場回復と漁村の復活～

3-2 個別 公益財団法人函館地域産業振興財団
研究開発部食産業技術支援
グループ研究主査

木下康宣 96 17:52-17:57 説明５分
伝統的な和食素材“コンブ”の新たな生産体系構
築と市場創出による産業新生

3-3 網羅 宮崎大学 農学部・教授 酒井正博 98
高品質・低コストのエビを作る －世界に勝てるエ
ビを日本で育てる－

質疑応答 17:57-17:59 2分

17:27-17:32 説明５分

（３）その他



（１）養殖二枚貝
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提案内容

アコヤガイ真珠は主要な輸出品であったが，漁場環境の悪化や貝の弱体化等による真珠品質の低下，海外養殖真珠
との競合，不況により，生産額，生産量ともに数分の１に減少している。さらに，高品質真珠の割合は１５％以下と少ない
ため，養殖業者は大量のアコヤガイを養殖し，生産効率と漁場環境の悪化を招いている。このため，真珠養殖現場では
養殖規模の縮小や廃業も見られ，養殖技術の継承や地域経済の維持も危ぶまれている。

このような現状を打破し，真珠産業(生産，加工，流通，販売，輸出)の経営状態を改善するには，環境にも配慮して他
の真珠と差別化できる高品質のアコヤガイ真珠を効率よく生産し，消費者に対する信頼を獲得してブランド化していく必
要がある。特に高品質の真珠であれば国内外の富裕層に高い需要があり，真珠の品質が保証されれば消費者は真珠
を安心して購入することができるため，消費者にとってもメリットがある。

そこで，客観的な評価技術が無く消費者にも分かり難かった真珠品質について，脳情報解析を利用した客観的真珠品
質評価を可能にする真珠品質計測システムを開発する。また，閉殻力(貝殻を閉じる力)を指標にして開発した優良母貝
(スーパーアコヤ母貝)の真珠生産試験を行い，品質評価により真珠品質計測システムと優良母貝の有効性を確認する。

これにより，高品質真珠の効率的生産を促進させ，日本独自のより美しい真珠を通じて真珠産業を復活させる。

提案者名：(独)水産総合研究センター 増養殖研究所 養殖技術部 育種グループ 正岡哲治

提案事項：優良母貝と客観的真珠品質評価技術の導入等による真珠品質の向上と安定化

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
・真珠品質の客観的評価による消費者の信頼の獲得(ジャパンブランド，地域ブランドの確立)
・真珠選別作業の効率化
・真珠養殖技術の開発やアコヤガイ育種の効率的かつ適切な推進による，高品質真珠の効率的生産の促進
・より美しいジャパンパールの生産

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：74,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 52,000 ）

番号：１‐１

様式２

研究･実証地区：三重県，愛知県

平成２６年度概算研究経費（千円）：39,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 27,000 ） 2



高品質真珠の効率的生産

優良アコヤガイと真珠品質計測システムによる真珠品質の向上と安定化

真珠品質計測システムによる光沢と干渉色測定優良アコヤガイによる真珠生産

高品質真珠，消費者の嗜好にあった真珠

選別作業にかかる労力と
時間の大幅な軽減

消費者からの信頼の獲得

(ジャパンブランド，地域ブランドの確立)

真珠品質にもとづく効率的かつ適切な

アコヤガイの育種と養殖技術の改良

真珠品質向上サイクル

高品質真珠の効率的生産の促進

外套膜組織片

供与貝 母貝移植(挿核)

真珠核

真珠

光沢

干渉色

真珠の 重要品質は
脳が合成したイメージ

より美しいジャパンパールの販売促進による真珠産業の復活

日本独自の品質保証

3



提案内容

真珠養殖では、真珠母貝や、ピース（外套膜片。真珠核とともに母貝に挿入して真珠を形成する。）を取得するための
細胞貝により真珠の品質が大きく左右される。愛媛大学南予水産研究センター及び愛媛県農林水産研究所水産研究セ
ンターでは、地域の生産者と共同で研究開発を行ってきた。これまで確立した技術として、以下を提案する。

（1） 真珠母貝の成長を 大限に引き出す育成技術、及び雄寄り化技術

真珠母貝の生産では環境要因が成長に大きく影響する。水温・水深・流速やネットの目合がどのように真珠母貝の成
長に影響するかが詳細に検討されており、それらのデータから真珠母貝の成長を 大限に引き出すことが可能となった。
また、真珠母貝は、雌よりも雄の方が生産された真珠の製品率が高いことが明らかとなった。育種条件及び環境操作に
より雄の比率を高める雄寄り化に成功しており、本技術を現場に導入することで真珠母貝生産の 適化が図られる。

（2） 真珠の品質の指標となる遺伝子マーカーと、それを利用した細胞貝選別技術

品質のよい真珠と品質の悪い真珠、それぞれの真珠袋で真珠形成関連遺伝子の発現をマイクロアレイで網羅的に解
析したところ、発現が大きく変化する遺伝子が特定され、prismalineやmsi31等の稜柱層で発現する遺伝子が影響する可
能性が示されている。これらの遺伝子発現は、真珠母貝と細胞貝との相性解析のマーカーとして利用できる。真珠形成
遺伝子の発現を指標とした細胞貝選別技術を導入し、優れた細胞貝の精子凍結による系統保存及び生産を行う。

提案者名： 愛媛大学南予水産研究センター ・ 教授 ・ 三浦 猛

提案事項： 高品質な真珠の養殖を可能とする真珠母貝・細胞貝の生産技術

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
・ 科学的知見に基づき、真珠養殖・真珠母貝養殖技術の底上げを図ることができる。
・ 母貝の成長率や生残率の向上、真珠の製品率の向上や高品質化により、収益の改善が期待される。
・ 持続的な産業となることで、後継者を確保し、漁村地域が活性化される。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：120,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：0）

番号：１‐２

様式２

研究･実証地区： 四国、東海等

平成２６年度概算研究経費（千円）：60,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：0） 4



高品質な真珠の養殖を可能とする真珠母貝・細胞貝の生産技術

（1） 真珠母貝の成長を 大限に引き出す育成技術、及び雄寄り化技術

（2） 真珠の品質の指標となる遺伝子マーカーと、それを利用した細胞貝生産技術

左：♂の母貝 右：♀の母貝

＋

真珠核

外套膜片

真珠母貝

細胞貝

低
品

質
真

珠
（
♀

）

高品質真珠（♀）

外套膜片が形成する真珠袋で発現する真珠形成関連遺伝子のうち、品質に
影響するものをマイクロアレイを用いた網羅的解析で見出した。（右図）。

○ 細胞貝と真珠母貝との 適な組み合わせを示すマーカーとして導入し、さ
まざまな系統の細胞貝から、母貝との相性のいい貝を選別することが可能。

環境要因が真珠母貝の育成に与える影響を解析し、さらに製品率が高
い雄の母貝の確率を増やす技術（“雄寄り化”）を確立した。

○ 「 大成長」・「雄寄り」の、真珠母貝生産技術の導入
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提案者名：独立行政法人水産総合研究センター 日本海区水産研究所 資源生産部 有元 操

提案事項： セミ･スマートな二枚貝養殖

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

①とりがいの大型化と早期出荷による増収、②ほたてがい養殖の付着生物除去作業の軽減、③種苗の低コスト化、供
給増加によるあさり・いわがき養殖の収益向上

＊本紙＋イメージ図１枚まで：全体図
お願いします。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 15,000 ）

番号：１‐３

様式２

研究･実証地区： 青森県 青森市 京都府 京丹後市

兵庫県 室津 島根県 隠岐 広島県 大崎上島 山口県 田布施

大分県 姫島 熊本県 長崎県 佐世保市・長崎市

平成２６年度概算研究経費（千円）：75,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 15,000 ）

提案する技術 とりがい ほたてがい あさり・いわがき

飼育水深の
スマート選択 ◎ ○ ？

垂下飼育資材の
付着生物対策 ◎

遊休池・大型水槽等の
生産力の有効利用 ◎

目標とする増収倍率 2.0 倍 1.3 倍 1.4～1.7 倍
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収益の制約要因と技術対策
対象種 地域 制約要因 技術対策

とりがい 京都 高水温・貧酸素化・低塩分 ・飼育水深のスマート選択

ほたてがい 青森 付着生物除去作業
産業廃棄物処理費
高価な生物付着防止剤

・養殖開始時期の選択
・飼育水深のスマート選択
・養殖資材の改良

あさり 西日本５県 高価な種苗 ・低コスト種苗の供給体制

いわがき 島根、長崎 種苗の不足 ・種苗の増産

とりがい ほたてがい いわがきあさり

金
額
（
百
万
円
）

利益

費用

利益 利益

費用費用

利益

技術導入による経営体の収益構造改善の試算例

利益向上型 作業負担軽減型 費用低減型 投資拡大型 7



提案内容

提案者名：井上祥一郎

提案事項：特許第4842781号「人工水底窪地を原因とする青潮発生の抑制方法」を含むヤマトシジミ資源回復施策

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
ヤマトシジミの、衣食住環境併行整備による二枚貝資源の安定供給。
宍道湖全漁場に換算した場合、年間漁獲目標9,000ｔ、資源維持30,000ｔ
（本施策を貧酸素状態の淡水湖で実施する場合は、「変える」部分が好気化泥による貧酸素障害軽減効果になる。）

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：130,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 20,000 ）

番号：１‐４

様式２

研究･実証地区：宍道湖（島根県）

平成２６年度概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 5,000 ）

提案内容
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提案内容

提案者名：井上祥一郎

提案事項：特許第4842781号「人工水底窪地を原因とする青潮発生の抑制方法」による青潮対策

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
汽水域において、酸性硫酸塩土を好気処理した改善泥（赤鉄鉱含有）を撒き戻すことによる青潮の解消と
硫化水素障害の低減 (効果目標 生残率85％）

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：15,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：5,000 ）

番号：１‐５

様式２

研究･実証地区：宍道湖（島根県）

平成２６年度概算研究経費（千円）：5,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：1,000 ）

提
案
内
容
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提案内容

【目的】
ＩCＴ水産業により省エネ・省燃費を実現し、かつ付加価値の高い水産物を低環境負荷で生産するとともに、海洋空間情
報を活用した手法を確立し、安定した食料供給に貢献する次世代スマート水産業モデルの実証。
MSC認証に加え、さらなるブランド価値の確立、維持を図り、所得の安定化を行う。これにより、担い手確保を進め、食
料生産基盤を維持、拡大する。

【実施内容】
北海道の主要増養殖業のホタテガイ（二枚貝）に焦点をあてる

ホタテガイは垂下式養殖（道南沿岸、サロマ湖）と地まき式養殖（オホーツク海沿岸）を対象
衛星情報、ブイ観測情報など海洋環境計測ユニットを統合した海洋環境モニタリングシステムを対象海域に開発
ホタテガイの３次元成長モデルの開発とその出荷計画調整への応用技術の開発
リアルタイムの海洋環境情報をデータ同化するシミュレーションモデルの開発とダウンサイジング運営
高精度海洋空間情報を利用した増養殖海域の統合的管理による省エネルギー型スマート増養殖業管理手法の開発

提案者名：北海道大学 大学院水産科学研究院 海洋生物資源科学部門 齊藤誠一

提案事項：ICT技術を応用したホタテガイの精密増養殖管理支援システムの技術開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
成長予測に基づく施設計画による環境負荷を軽減した増養殖業の実現

センサーネットワークや予測モデルを統合したＩCＴ水産業への移行による水産資源の適正管理と収益の確保を両立させる漁業経営管理
手法の確立及び食料供給の安定化
海洋環境の計測・予測を基にしたトレーサビリティによるブランド価値の向上
ICT技術による省力化や生産者収益の向上による担い手の確保

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ２，０００ ）

番号：１‐６

様式２

研究･実証地区：北海道

平成２６年度概算研究経費（千円）：１０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３，０００ ）10



ICT技術を応用したホタテガイの精密増養殖管理支援システムの技術開発

MSC認証に加え、さらなるブランド価値
の確立、維持を図り、所得の安定化戦略

垂下式 地まき式

海洋環境の計測・予測システム

 リアルタイムの海洋環境情報をデータ同化
するシミュレーションモデルの開発とダウン
サイジング運営

適育成海域選定とホタテガイの３次元成長
モデルの開発

海洋空間情報を活用した管理手法の確立

出荷計画調整への応用技術の開発

成長予測に基づく施設計画による環境負
荷を軽減したホタテガイ養殖業の実現
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提案内容

我が国の水産物生産のうち，45%が養殖業を含む沿岸域からの水揚げである．しかしながら，近年，瀬戸内海など一

部の海域では貧栄養化が著しく，魚介類生産量は激減し，漁業者人口の減少の一因となっている．陸上農業が土質改
善や肥料を与えつつ高収益を上げているのと同様，二枚貝の増養殖も底質改善と施肥という，まさに「攻めの水産業」
にステップアップする必要がある．

ただし，海域は媒体が水であるので，安易に大規模な施肥を行うと赤潮を誘発する危険性がある．したがって，局所的
に適切な施肥を行う必要があり，そのため科学的裏付けがしっかりとなされた革新的な技術開発が必要である．我々の
グループでは，これまでの数年間にわたる研究から，Feイオンを十分に溶出させることで，干潟底泥中の硫化水素を抑
制し，N, P, Si, Zn, Mnを適切な比率で溶出させる画期的環境改善材を開発した．すでに，予備的な小規模現場実証試験
を行い，アサリの生残率を3～9倍，カキ個体重量を11%上げるという成果を得，実用化に目処を立てている．

今回のプロジェクト申請では，次の3点について行うことを提案する．①現場実証試験を行い，科学的検証に耐えうる

データを得ることで，技術を確固としたものとする（環境項目の連続測定，統計処理）．②効果の持続性と，対象環境に
合った環境改善材の適正施用量を見積もる（数値モデルの適用）．③カキ養殖用施肥具の開発・改良（サイズ，形状，摩
耗性）．これらにより，2年間で確実な商品開発を行う．

提案者名：広島大学大学院生物圏科学研究科 教授 山本民次

提案事項：二枚貝養殖における生産性向上のための環境改善技術の開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
Feイオンを十分量溶出する材料を泥干潟に適用することで，干潟泥中の硫化水素を抑制してアサリの生息環境を改

善する．また，N, P, Si, Zn, Mnもバランス良く同時に供給する材料なので，浮遊・底生微細藻の増殖を促進する．これに

より，アサリの成長を促進する．また，筏につるす施肥具を開発することでカキの成長を促進できる．アサリ生産量目
標：瀬戸内海で現状の10倍（1万トン）の増産＝54億円の増収，カキ生産量目標：20%増産＝広島県で15億円の増収．

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 4,700 ）

番号：１‐７

様式２

研究･実証地区：中国

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 4,700 ）12



二枚貝養殖における生産性向上のための環境改善技術の開発

ダブルの機能を持った材料（開発済，特許申請中，学会口頭発表済，論文投稿中）

①干潟の底質改善： Fe溶出により，硫化水素ゼロに（H2S + Fe2+ → FeS + 2H+）
②二枚貝の増殖促進： 施肥効果：N, P, Si, Zn, Mnをバランス良く供給

研究内容

期待される効果

・環境に応じた改善材の適正な調合割合の検討
・施肥具の材質，形状，摩耗性の検討

室内
実験

・干潟H2S抑制の確認
・Fe, N, P, Si, Zn, Mnの濃度測定
・付着微細藻類の種類と量の測定
・アサリの生残・成長の確認

アサリ実証
試験

・Fe, N, P, Si, Zn, Mnの濃度測定
・浮遊微細藻類の種類と量の測定
・カキの生残・成長の確認

カキ実証
試験

・データの統計処理による効果の有意性検定
・効果の持続性の見積もり
・適正施用量の割り出し

統計処理と
数値モデル

・干潟の環境改善（H2S抑制）とアサリの
生残率上昇で，現在の10倍の生産増
（瀬戸内海全体：1千トン→1万トン）

・カキの成長促進により，20%増重
（広島県：1.6万トン→2万トン）

・漁業者の生活の安定
（瀬戸内海アサリ54億円，広島県カキ15億円）

・アサリの輸入量減
・カキの輸出
・食の安全・安心

微細藻増殖，アサリ9倍生残，カキ11%増重を確認
予備試験
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提案内容

本提案では、閉鎖性水域の問題点である成層構造を逆に利用して、養殖上の問題となる環境変動や付着物を回避する新しい飼育手法を

試験的に行い、実用化に向けた装置およびシステムの構築と制御プロトコルを開発する。具体的には、閉鎖性水域では表層の低塩分化と

下層の貧酸素化が、また、一般に汚損付着生物による被覆が、二枚貝の垂下養殖を安定的に行う上で大きな問題となっている。これらを回

避するため、水質をモニタリングして、本システムの一部である自動昇降機にて、随時適合する水深に飼育籠を上下させる。特に、この制御

には二枚貝のもつ環境耐性を利用する。対象種としてアサリ・サルボウガイなどがあげられ、貧酸素に弱いアサリは貧酸素とならないギリギ

リの水深を、また、貧酸素には比較的強いが低塩分に弱いサルボウガイは低塩分化しない躍層付近を、貧酸素状態が長期化しないように

コントロールして飼育する。実際には貧酸素が長期化することがあり、これを防ぐため、高濃度酸素溶解装置（WEP）の改良機を必要時に稼

働して特定の層に酸素を一時的に供給する。また、汚損付着生物に対しては、自動昇降機を利用して、一定時間、飼育籠を水面より上に保

持する、あるいは貧酸素水塊へ一時的に沈積することで、付着を回避する。養殖筏に設置可能な、わずかなエネルギー供給（太陽電池）で

対応できる①低エネルギー低コストWEPの開発と②管理システム（水質計と水深コントロール設備）開発を行い、その操作条件を現場試験

することで、システムとしての新技術開発をする。さらにこの新しいWEPは必要に応じて海底まで下ろすことができ、養殖施設による海底の

有機汚染や貧酸素化・硫化水素の発生の抑制にも利用できる。なお、今回研究・実証は地区として中海で行うが、本水域は始めに述べた

閉鎖性水域の問題が深刻であり、かつ成層が非常に顕著な水域であるため、実証試験場所として 適である。

提案者名： 島根大学 生物資源科学部 山口 啓子

提案事項：水塊の成層構造を利用した環境コントロールによる二枚貝養殖の新技術

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

本提案で示す新技術は、閉鎖性水域として、同様の問題を抱える水域（東京湾・伊勢湾・有明海など）にも適用でき、水域毎の環境特性
や対象二枚貝種を変化させて応用ができる。また、一般に漁労人口が高齢化しており、重労働である飼育籠の上げ下げ作業の機械化が
低コストで出来る様になれば、作業の効率化だけでなく、若者の参入も期待され、水産業の振興につながる。また、このような閉鎖性水域
では、貧酸素化は夏期中心であり、冬季は解消する。その冬季は水塊下層の方が水温が高く、また、植物プランクトン遺骸が集積するなど
の閉鎖性水塊ならではの環境特性もあり、これを利用して冬季の二枚貝生産性を上げることもできると期待される。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：２０、０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： １１、０００ ）

番号：１‐８

様式２

研究･実証地区：島根県（中海）

平成２６年度概算研究経費（千円）： １４，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ９､０００ ）14



ヘドロ・硫化水素発生

フロート

養殖籠

水質計

酸素有 低塩分化

貧酸素~無酸素

塩分躍層

コントローラ

自動昇降装置

酸素供給

太陽電池

改良型
ＷＥＰシステム

設置した水深の海水を取り込み、
酸素を溶解させて元の水深へ吐出
＝成層状態で特定水深に有効的に酸素供給

①ＷＥＰシステム改良

貧酸素水塊

改良点：空気を溶け込ませることで
太陽電池で駆動出来る程度に省エネ・低コスト化

適正な水深へ
養殖籠を移動

ヘドロ

②飼育水深環境管理システム開発

①自動観測による水質の鉛直分布の把握
②適正な塩分・酸素・餌料環境の水深を判断
③養殖籠の水深移動制御
④貧酸素を回避するためＷＥＰ作動制御

＋α

底層の還元環境改善

硫化水素上昇抑制

飼育水深の酸素が
十分なときはＷＥＰを
底近くへ移動

昇
降

DO
mg/L

餌の多い水深

成層しやすい閉鎖性水域の
特徴を利用して、二枚貝養殖の

垂下水深を管理

ＤＯ断面図

貧酸素化

低塩分化

アサリ･サルボウガイ・
ウネナシトマヤガイなど

③成長・生残の変化
を把握・効果の検証

＋α 干出・一時貧酸素化
汚損生物の付着回避

水塊の成層構造を利用した環境コントロールによる
二枚貝養殖の新技術
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提案内容

ミルクイは北海道から朝鮮半島、九州に分布する高級二枚貝であるが、全国的に天然貝が激減している。山口県では
1960年代から増養殖事業が試みられているが、生産増大に大きく寄与する段階に至っていないのが実情である。この原
因の一つに、生産現場において現場展開の容易な30mmサイズまでの効果的な育成手法や30mm種苗の購入先がない
ことが考えられる。すでに殻長3mm前後の人工種苗生産技術は確立されているが、殻長3mmの種苗を現場展開可能な
30mmサイズまで大量に育成するためには、大量の餌料プランクトンが必要になるため、海上のロープ筏に垂下篭を用
いて中間育成する方法など、海域の生産力を利用した育成が行われている。しかし、垂下篭による中間育成は定期的
な篭掃除と密度調整に多くの労力が必要であったり、地域によっては垂下養成に適した海面がない場合もあり、このこと
が障壁となって増養殖事業が軌道に乗らない一因と考えられる。

一方、平成23～25年に実施した農林水産技術会議の競争的資金（新たな水産業を推進する実用技術開発事業）にお
いて、遊休化したクルマエビ養殖池を用いたアサリの施肥養殖技術を開発し、大規模かつ粗放的なアサリ生産が可能に
なった。この技術は他の二枚貝にも応用可能であると考えられ、事業としての採算性を高めるためにはアサリより販売
単価の高いミルクイなどの種に応用することが望まれる。

そこで、遊休化した1.5ha前後の大型池に殻長約3mmの人工種苗を移植し、施肥することにより餌となる植物プランクト
ンを繁殖させながら、 30mmサイズのミルクイ種苗を大量育成する粗放的な技術を開発する。

提案者名：山口県水産研究センター内海研究部 岸岡正伸

提案事項：ミルクイ大型種苗の低コスト大量育成技術開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
すでに垂下篭等を利用してミルクイを成貝まで育成する技術は開発されており、種苗として現場展開可能な30mm種

苗が大量、かつ安価に出回れば、収益性の高い養殖対象種として普及することが期待される。
秋期に30mm種苗を漁場に被覆網等で保護しながら展開すれば、1年半程度で商品サイズに育成可能と考えられ、干

潟域での増養殖種としても有望化する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： ２０,０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ９，０００ ）

番号：１‐９

様式２

研究･実証地区：山口県山口市秋穂二島

平成２６年度概算研究経費（千円）：１０,０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ４,０００ ）16



ミルクイ大型種苗の低コスト大量育成技術開発

広大な遊休池でミルクイ中間育成

（山口県の漁獲量）
1971年：1,400トン
→2000年以降：0 トン

激減したミルクイ

ミルクイ増養殖の推進

30mm種苗の不足

（3mmを30mmに育成）
篭による育成
→高コスト、重労働

低コスト育成手法の開発

遊休化した大型築堤池
（試験池：面積1.5ha)

研究内容

遊休池での粗放的ミルクイ育成技術

・3mm種苗を30mmに育成
・当才貝の育成環境
・稚貝の移動対策
・広大な池管理システム

到達目標

ミルクイ30mm種苗を大量かつ安価に生産
・目標単価：10円／個以下
・生産目標：3kg／ｍ2（750個／ｍ2）以上
・生産規模：50万個（2トン）以上

3mm種苗

30mm種苗

移植

現場展開

取上

技術シーズ

・ミルクイ種苗生産・育成技術
・遊休池での二枚貝養殖技術
・面積1.5haの大型築堤池を保有

重労働の
垂下篭育成

遊休池での
施肥養殖技
術を応用

販売

問題点

現場での普及
が進まない

遊休クルマエビ養
殖池で大規模・粗
放的に二枚貝生産
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提案内容
山口県のミルクイは、昭和40年代～50年代に100ｔ以上漁獲されたが、近年ではほとんど漁獲されなくなった。ミルクイ

は、高価格にもかかわらず養殖には至っておらず、ミルクイ養殖を実現させれば、攻めの水産業の一翼を担うことができ

る。

ミルクイは、砂等の基質に20㎝以上潜って生息しており、主な可食部である水管は、十分に潜らなければ発達しない。

海面垂下養殖を行うためは、潜るための砂を多量に必要とし、重たくなった養殖籠が作業の負担となり事業化には至っ

ていない。そこで、潜るための砂が自然に存在し、養殖管理可能な干潟養殖の実現を図る。

ミルクイは、干潟において夏期に干出する場所での生残は見込めないが、干出しない地盤では、生残率が90%を超え

る場合も見られる。ただし、地先毎に差も見られるため、適地解明が重要である。また、他の二枚貝同様に食害の影響

も大きく、保護が必要だが、干出時間の短い場所では保護施設に付着する生物の影響で保護効果を持続させにくい。

そこで、底質、干出時間、海水温等の違いによるミルクイの成長と生残を把握し、ミルクイ養殖に適した干潟環境の解

明に取り組む。また、付着生物の影響を 小限にとどめる食害防止技術を開発し、生産性の向上を目指す。開発された

養殖技術は、既に干潟でアサリ保護管理漁業の実績を持つ漁業者に普及させ、迅速な展開を図る。

提案者名：山口県水産研究センター 内海研究部 専門研究員 多賀 茂

提案事項：ミルクイの干潟養殖技術開発と普及展開

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

干潟でのミルクイ養殖が実現されれば、全国初のミルクイ養殖漁業となり、ミルクイ漁獲量の増大が見込まれ、ブラン
ド化も可能となる。すでに漁業者が取り組んでいるアサリ保護管理漁業との相乗効果により、二枚貝漁獲量の増大が
見込まれる。 また、干潟漁業の活性化については、全国的な課題であり、本事業による成果は干潟漁業が衰退してい
る全国の干潟漁場での活用が見込まれる

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：１‐１０

様式２

研究･実証地区：山口県瀬戸内海

平成２６年度概算研究経費（千円）： ５，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）18



干潟でミルクイ栽培
適な

養殖環境

食害
防止策

養殖密度と
収穫サイズ

ミルクイ
収容筒

ミルクイの海面垂下養殖

・籠に厚さ10㎝超の砂を敷設
・頻繁な籠掃除

海面垂下養殖の問題点

・籠が重たく重労働となる
・籠の目詰まりによる環境悪化

解決策

干潟をそのまま養殖場に

既存技術
被覆網保護は

目詰まりが問題

ミルクイの干潟養殖技術開発と普及展開

研究内容

到達目標

干潟養殖環境解明： 適な底質、干出、水温、塩分の解明

食害防止対策 ：食害防止策の開発、付着生物への対応

目標密度 ：３ｋｇ/㎡(20個/㎡)以上

目標規模 ：１０経営体で３ｔ以上

目標サイズ：殻長９㎝(150g)以上
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（２）魚類
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提案内容

定置網漁業は沿岸漁業の中でも極めて重要な漁業であり、地域の雇用を生み出す重要な産業として我が国の漁村の
中核を担ってきた。しかし、自然災害や魚価安などによって漁業経営は近年低調に推移しており、新たなチャレンジにト
ライする余裕を失いつつある。こうした現状を打開するためには、経営上のマイナスを減らし、プラスを生み出す新たな
技術開発が必要である。漁業経営を圧迫する 大の要因として、急潮による漁具被害が挙げられる。沿岸域では流れ
が急激に速くなる急潮がたびたび発生し、破網や流失などの漁具被害が年間数回から十数回程度発生しており、時に
漁業経営に致命的な被害をもたらす。急潮の発生を予測し、いち早く漁業者に知らせるなど効果的な防災策のためには
、観測した流速や水温データや漁船からの水温情報をリアルタイムで研究機関に送り、迅速に解析して情報を提供する
新たな「急潮予測システム」の構築が不可欠である（千葉県地区）。また、直接的被害だけではなく、過去の急潮や台風
によって被害を受けた定置網の部材（残骸）が海中に残されているために、網やロープへの悪影響や操業の障害となっ
ている場合がある。こうした障害の存在は、網構造や敷設位置の改善など積極的な経営を推進する際の妨げにもなる。
巨大構造物である定置網において障害部分の特定や現状の網との位置関係などを詳細に調査するためには、GPSと自
航式水中カメラを用いた 新の「漁場診断システム」の構築が必要である（神奈川県地区）。さらに、漁業経営にプラスす
る項目として、漁業者の高齢化対策や新規就労支援のための作業の省力化や国民の関心が高い高品質化・サイズの
均一化などに対応する技術開発が必要である。漁労作業を行う洋上において、きめ細かく正確な選別を可能とする船上
型選別装置や鮮度低下防止のためのクラゲ類排出網などのデバイスを開発することにより、漁業者や市場のニーズに
対応した先進的な「高品質・省力化システム」の構築が急務である（京都府地区）。

提案者名：独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所 業務推進部 渡部俊広

提案事項：定置網漁業における生産基盤強化体系

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
定置網漁業の急潮被害軽減、効率的な操業および漁獲物の高品質化による収益性の向上

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 90,000 円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： １１０,０００ ）

番号：２‐１

様式２

研究･実証地区：千葉県、神奈川県、京都府

平成２６年度概算研究経費（千円）： 50,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：７０,０００ ）22



流況ブイ設置（急潮把握）

水温観測（銚子地域，勝浦地域）

高精度海況図・気象予測データの利用
（黒潮の離接岸状況）

急潮危険度情報の発信

安全 注意 危険！

碇綱の交差

網の破れ

定置網漁場の健全性評価手法の開発

船上型選別装置

●急潮による
被害軽減

●残留物によ
る漁具被害の
軽減

●漁獲物の高
鮮度化による
収益の向上

●千葉県での
急潮情報が下
流域の神奈川
県、静岡県で
活用

海上風を入れた
数値モデルの開発

急潮対策

被害低減のための敷設状態の把握

漁獲物の高鮮度化

定置網漁業における生産基盤強化体系

漁船を用いた海洋デー
タ収集システムの構築

残留ブロック
型アンカー
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提案内容

•マグロ類血合肉，血液，ブリ類内臓，加工残滓，カツオ煮汁等を原料として利用

•有機セレンの製造技術開発，酵素処理，加熱・濃縮，安定化試験，ペレット化

•健康機能性評価，マウス，ラット等安全性評価試験，糖尿病，がん等の生活習慣病予防効果の検証

•高機能食品素材，サプリメント剤，飲料，食品等の開発，ヒト介入試験による効果検証

•セレンによるレドックス機能とストレス耐性を強化した高品質・高機能養殖魚（ブリ類，マダイ等）の開発

•セレン抗酸化剤を用いる魚肉の褐変防止技術

•酸素充填解凍技術による高品質冷凍マグロの開発

•近赤外分光分析，レドックスセンサー等を用いる養殖魚の品質評価技術

•血合肉のメチル水銀を低減化したすり身素材化

•無機ヒ素を低減化したヒジキ加工品の製造

•加工食品，マグロ刺身食材，養殖魚などの試作品販売，試験販売

提案者名：水産総合研究センター 中央水産研究所水産物応用開発研究センター 安全性評価グループ長 山下倫明

提案事項：新機能・高品質水産物の生産技術体系の確立

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

 加工残滓の新たな用途開発・付加価値向上技術を生み出す。

 食の安全・安心を確保する技術開発を行う。

 レドックス機能および生活習慣病予防効果を高めた養殖魚および加工食品を消費者に提供する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 100,000）

番号：

様式２

研究･実証地区：鹿児島県

平成２６年度概算研究経費（千円）：80,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：50,000 ） 24



新機能・高品質水産物の生産技術体系の確立 水産総合研究センター中央水産研究所

まぐろ、あじ、さばなど赤身魚に多く含まれる強力なラジカルスカベンジャー

新しい抗酸化物質“セレノネイン”

マグロ類，カツオ，ブリ類等の加工残滓冷凍マグ
ロの血合肉，カツオ煮汁等
セレノネイン抽出プラントの開発
血合肉のすり身素材化
飼料素材化

水産加工残滓の高度利用

1トンの原料から抽出・濃縮
↓

約1グラム程度
セレノネイン
50〜100万円

期待される成果
水産加工残滓の新たな用途開発・付加価値向上技術を生み出す。
食の安全・安心を確保する。
 レドックス機能を高めた養殖魚・加工食品を消費者に提供する。

特許出願中：特開2011-121914

selenoneine
2-selenyl-N,N,N-trimethyl-L-histidine

健康機能性を付与した食品
セレノネインを高含有する食品
糖尿病，がん等の予防食
安全性・機能性評価
機能性成分のデータベース化
バイオマーカーの開発
ヒト介入試験 酸素充填法によるマグロ肉の解凍技術

抗酸化能を強化した高品質な養殖魚の開発
近赤外分光分析による品質評価
ヤケ肉・メト化防止技術開発
ヒジキ加工品のヒ素低減化・機能性素材化

高品質な水産物の提供
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提案内容

提案者名：（独）水産総合研究センター増養殖研究所 病害防除部 前野幸男

提案事項：ブリの高付加価値化技術と販売流通システム構築による輸出促進

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

背景：
健康に対する意識の高まりで、先進国はもちろん新興国においても寿司および刺身などの和食に対する人気
の高まりは顕著である。また、TPPは養殖製品の輸出拡大に追い風となる。（独）水産総合研究センターが
開発した高度なブリ養殖技術は今後良質・高成長が期待できる輸出商材として大きな優位性を持ち、海外市
場のニーズを捉えた新たな流通システムにおいて飛躍的な輸出の増大が期待される。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）: １５０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：２‐３

様式２

研究･実証地区：南九州暖海域

平成２６年度概算研究経費（千円）： ７５，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

問題点：
・開発したブリの早期種苗を成長が良い海域で短期間で育成し、儲かる輸出商材として仕立てるか。
・グローバルニーズにマッチした新たな流通システムを構築するか。

解決策
・ブリ早期種苗を温暖で清浄海域で育成し、短期間で海外消費者の嗜好にあった製品まで生産する。
・冷凍輸送可能な製品の褐変防止法などグローバルニーズに対応した加工・輸送技術を確立する。
・ネット直販などによるICT（情報通信技術）活用した販売システムを構築する。

１．養殖製品の輸出増大による「攻めの農林水産業推進」に大きく寄与できる。
２．ブリの高付加価値養殖業を成長産業として普及できる。
３．輸出養殖製品の新たな流通販売システムを普及できる。
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ブリの高付加価値化技術と
販売流通システム構築による輸出促進

海外での和食人気
TPPの追い風 高度な養殖技術

問 題 点
・儲かる輸出商材の生産手法
・グローバルニーズにマッチした流通システム

１．早期種苗を清浄海域で育成法
２．海外消費者の嗜好にあったブリの生産手法
３．冷凍輸送可能な製品の褐変防止法
４．グローバルニーズに対応した加工・輸送技術
５．ICT（情報通信技術）活用した販売システム

１．輸出養殖製品の増大による「攻めの農林水産業推進」
２．高付加価値養殖業の成長産業化
３．新たな販売流通システムの普及 27



提案内容
山口県の日本海沿岸域で着業しているイワシ類を漁獲対象とした棒受網漁業は、本県の基幹漁業の１つであるが、燃

油高騰化により厳しい経営が強いられている。そこで、本提案では、本漁業による漁業経営の改善のために、経営コスト
の削減と、水揚げ金額の上昇を目指して、本漁業における新型漁業技術の実用化に向けた実証実験を行う。

提案者らは、文部科学省補助事業・地域イノベーション戦略支援プログラムで、既存灯の1/10の消費電力でありながら、
既存灯と遜色なく蝟集させ、シラスを選択的に蝟集させ、かつ、比較的表層近くに高密度の魚群を形成させることができ
る青緑色および白色を組み合わせたLED集魚灯の開発に成功した。また、船上灯の活用により、網内のカタクチイワシを
効果的に浮上させることも確認した。このことにより、漁獲物の傷みを軽減させられることが期待でき、価値を高めること
が期待される。さらに、音響機器による魚群識別技術に関する技術シーズも有している。

そこで、本提案では、① 音響機器の魚群識別技術の導入による迅速な漁場の選択、② LED水中灯によるシラスの選
択的な集魚、③ 魚群の分布水深に合わせて小型化した漁具による漁獲、④ 船上灯の活用による漁獲物の船内取り込
みの、4つの要素技術の組み合わせを新型漁業技術として、実際の漁業において実施し、その効果を検証する。具体的
には、平成26年度は、複数隻の棒受網漁船に、上述の新型漁獲技術を導入して、一定期間操業を行い、1.経営コストの
削減について、2.水揚げ金額の上昇について、2つの観点から検証を行うと共に、実用化に向けた知見の収集を行う。平
成27年度は、平成26年度に実施した実証実験の結果を受けてこれらの要素技術の見直しを行い、普及に向けての新型
漁業技術の高度化を図る。

提案者名：水産大学校 梶川和武

提案事項：イワシ棒受網漁業における新型漁業技術の実用化

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

新型漁業技術によって、イワシ棒受網漁業の漁業経営の安定化が実現できれば、シラスを市場に安定的に供給する
ことができると期待される。さらに、これに伴い、加工や小売などの関連産業の雇用の確保が期待できる。

また、本提案における新型漁業技術における各種要素技術は、他の集魚灯漁業においても応用でき、他の漁業への
普及の可能性がある。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：30,000（千円）
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 10,000（千円）

番号：２‐４

様式２

研究･実証地区：山口県日本海沿岸海域

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000（千円）
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：5,000（千円）28



イワシ棒受網漁業における新型漁業技術の実用化

（省力・省コスト漁業，収益増大，安全で美味しい食の確保，持続的な漁業生産，水産資源確保）

鮮度が良い選別された魚を
そのまま市場や消費者へ！

漁獲対象魚を安定的に供給する新型漁業技術

“Smart Fishery”

漁具の小型
化

船上灯の活用

選択漁獲用
水中集魚灯

従来 新型
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提案者名：独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 第一衛星利用ミッション本部 衛星利用推進センター 冨井 直弥

提案事項：沿岸漁業のための衛星情報等地上波利用実証

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

提案内容
１．背景・目的

近年の温暖化による高水温現象や急潮により沿岸漁業や養殖業に多くの漁業被害が出ている。沿岸漁業は零細経営が多く資
本も少ないため対策も遅れている。また、沿岸域は陸域の影響も受けるため時空間的な海況変動も大きく、効率的な漁業の実現
には沿岸域の詳細な海況情報の提供が不可欠である。衛星などによる沿岸域の海況情報を、ワンストップで提供することにより、
出漁の判断や漁場への効率的なアクセスなどの計画操業を支援し、更に気象・海象、船舶航行などの情報を提供することで安全

な操業を実現する。加えて、捕獲した魚の販売促進等により成果の普及啓発を図る。
２．実証内容

沿岸漁業・養殖業を対象に衛星データ等を使った海況、漁場探索の情報による漁獲から、消費者への販売促進、漁業者の為の
各種情報の普及・啓発までの一連の流れを実証する。

漁業情報サービスセンター（以下「JAFIC」という）、水産総合研究センター、水産試験場などの協力を得て、沿岸漁業（特にカツ
オやイワシシラス、定置網）や養殖業を対象に、衛星やブイなどからの水温や海流の海況予報情報、各種統計情報を基にした黒
潮流系の特性を踏まえた漁場探索情報の統合・開発、更に気象、航行船舶など容易に利用できる地上波携帯端末によるこれら情
報のワンストップサービスを開発し、漁業現場での実践支援による実証を行う。捕獲魚を漁業協同組合や商工会などが販売促進

を行い、消費者に対し衛星による漁業探索についての普及啓発を図る。和歌山県を軸に黒潮流系の日本南岸各県の沿岸漁
業・養殖業に展開する。将来的には、従来衛星より4倍の分解能を有し詳細に観測できるJAXA観測衛星（GCOM-C1：28年度打上
げ予定）を利用し、漁場探索の鍵となる「潮目」等の可視化のため、海色や水温と魚種との関係性など、より高度な利用技術開発
に繋げていくことで、漁業従事者数約17万人の内、9割超の国内沿岸漁業・養殖業従事者へ海況情報の全国展開を図ることで、効
率・効果的な漁業操業の実現を促す。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：136,000
（平成27年度：73,000千円）

番号：２‐５
様式２

研究･実証地区：茨城以南鹿児島までの日本南岸各県

平成２６年度概算研究経費（千円）：63,000

期待される効果
１．衛星等漁場探索情報による燃料費削減、二酸化炭素排出量削減。漁場への計画操業支援に伴う省力化・収益性向上。
２．ワンストップ情報提供による操業中での容易な利用。安全・安心、地上波携帯でのコスト低減。高水温や急潮情報による養殖、

定置網の被害軽減に伴う生産・収益性の向上。
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衛星でのエコ漁業操業として消費
者への新たな価値提供
実証成果の他県への普及･啓発

手狭な船内で容易に利用可能。
船舶航行情報から安全性向上。
市況情報から水揚げ市場選定に
よる収益性向上。

カツオ衛星探査漁場マップ

船舶航行マップ

沿岸漁業のための衛星情報等地上波利用実証

JAFIC

これまでは主に通信料が高価な船舶用電話・FAXで情報取得

J
A
X
A

（衛星等海況＋安全・安心＋市況）×情報×地上波での
スマート漁実現へ

沿岸漁業操業者
（漁船）

地上波
インターネット回線 沿岸漁業・養殖業向けポータルサイト

ワンストップ情報の提供

実証１：沿岸漁業・養殖業のため
の衛星など海況・漁場探索情報

水温、海流など現況・予報海況情
報、漁獲位置など統計解析による
漁場探索情報の利用実証

実証２：ワンストップ情報による漁
業操業

地上波携帯端末による海況、気象、
船舶航行、市況など漁業者ポータ
ルサイトによるワンストップ情報に
よる沿岸漁業での利用実証

実証3：販売促進・普及・啓発
衛星で漁場探索した捕獲魚の販売
促進や実証成果の他県普及

計画操業支援の実現に伴う燃料
費削減、二酸化炭素排出量削減。
高水温や急潮による定置網や養
殖の被害軽減。これらに伴う生
産・収益性向上

実証項目 期待される成果・効果

実証地区：和歌山県
実施体制：JAXA、JAFIC、水産
総合研究センター、和歌山県
水産試験場、和歌山東漁協、
南漁協、串本町商工会、すさ
み町商工会、串本町役場、す
さみ町役場

成果反映

実証地区：茨城～鹿児島まで
の日本南岸各県

© MarineTraffic.com

水産総合研究
センター

水産試験場
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提案内容： キャビアを産するチョウザメはワシントン条約にリストされたため世界中で養殖が進んでいるが，低繁殖率，
長期養成に伴う高コスト，天然魚と比較した低品質が問題である。一方提案者らは，①世界トップレベルのチョウザメ生
殖生理学研究成果（北大），②地域資源活用型技術体系（北海道立総合研究機構等）， ③食品加工と加工残渣活用技
術（特許あり，道立工業技術センター，大学等），④実証地区となり得る北海道美深地区（すでに小規模チョウザメ養殖
を実施）とを併せ持つ。これらと日本の豊富で清浄な「水」を活用して，以下の実証試験をおこなう。

（1）繁殖率の向上による種苗生産の低コスト化

（2）地域の遊休施設（休耕田や廃止漁港等）を活用した淡水・海水委託養成システムや農林水産廃棄物を餌やエネル
ギーとして活用した地域循環型の低コスト養殖技術と，六次産業化を担う養殖・加工・販売基地の形成

（3）「日本独自」 の飼育・加工技術を駆使し，安全・安心で繊細な味・機能性成分を十分に引き出した食品，加工残渣も
有効利用した多様な高付加価値製品の開発

これにより，世界市場を狙える超高級ブランド製品の創出を実証する。養殖適地は過疎化が進む全国の
中山間地であるため，実証後の全国展開により，

『チョウザメ輸出による農村の活性化（魚で農村興し）』 が可能となる

提案者名：北海道大学 大学院水産科学研究院 都木靖彰

提案事項： 農村から世界へ ～ 日本産高品質チョウザメのブランド化と世界展開

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果： チョウザメの養殖管理は軽作業なので，委託養成により高齢者向け新規産業の発展が期待できる。
地域の農水産物特産品とのコラボ商品開発・観光資源との連携により（来て，観て，食べて），地域興しの起爆剤となる
ことも期待される。これは北海道地域振興のための計画実現に資するものともなる。1養殖ユニット（毎年300尾のキャビ
ア魚を出荷，2名での養殖管理を想定，）が生産する製品の売り上げ予想はキャビア，食肉等の素材で1億5千万円程度，
各種加工製品を含む売り上げはその2倍程度になると試算される。全国展開による経済効果は大きい。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： １００，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：２０，０００）

番号：２‐６

様式２

研究･実証地区： 北海道（美深地区）

平成２６年度概算研究経費（千円）：５０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：１０，０００） 32



農村から世界へ〜⽇本産⾼品質チョウザメのブランド化と世界展開

ハードル ●低繁殖率 ●⼤きな設備投資 ●⻑期間養殖のコスト

メリット ●世界に市場を持つ超⾼級品（キャビア・⾁）●中⼭間地に適した養殖産業

⾷⾁・加⼯⾷品，料理 健康⾷品，バイテク医療製品など
（残渣の有効利⽤）キャビア

販売 超⾼級ブランド製品群の
世界展開

⽇本独⾃の「繊細な」飼育・加⼯技術＝⾼付加価値化（農産品とのコラボなども）

親⿂確保・育成
低コスト種苗⽣産

雌雄判別
１次養成（２年）
製品開発・販売

養殖・加工・販売基地

参画機関：北⼤，（地独）北海道⽴総合研究機構，東⼯⼤，（株）美深振興公社 等

養成施設

地域循環型の低コスト養殖
地域の農水産廃棄物の活用（餌・エネルギー）
休耕田，休止マス養殖場，廃止漁港等の活用

⾁⽤⿂の短期養成，キャビア⽣産

委託
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提案内容
魚類や甲殻類において、脂質はエネルギー源、必須脂肪酸、脂溶性ビタミン供給源としての役割を持つ。特に養殖魚類にあっては、成長速
度および活力の向上、体色や卵質の改善、飼料に占めるタンパク質の節約効果など、事業の経済性を左右する多くの要素に直結している。
また魚類に含まれるDHA・DPA等のω-3脂肪酸には、ヒトに対する脳機能活性化､抗血栓作用など様々な有用性が見出されており、健康食
品やサプリメントの成分として世界的に需要が高い。通常､魚類はω-3脂肪酸を蓄積しているが､多くの魚類はこれらの合成能を欠き、前駆
体あるいはそれ自体を餌に依存している。従って養殖魚類の生産性および品質向上のためには、養魚飼料へのω-3脂肪酸の配合、そして
ω-3脂肪酸の安価かつ安定的な供給が不可欠である。
筑波大学が保有する海産従属栄養性藻類オーランチオキトリウム（Aurantiochytrium）は、高い増殖速度と脂質産生能を持ち併せ、かつそ
の脂質はDHAに富んでいる。また炭化水素であるスクアレンを産生する株（PCT/JP2011/073603）をも保持しており、これの養魚飼料への
応用は養殖魚類に新たな価値を与える可能性がある。スクアレンは石油の代替として良質な燃料特性を備えるが、同時に保湿効果や免疫
賦活作用、医薬品のアジュバントなど、外用・経口を問わず多彩な機能用途を持つ物質である。これらの有用脂質産生藻類を養魚飼料に配
合することにより、前記課題の解決に資するとともに、全く新規の付加価値を備えた商品の展開が期待できる。

現時点で藻類を用いたDHA・スクアレンの生産コストは2000-4000円/kg前後である。コストの大部分は培養に要する炭素源および窒素源に
由来し、これをいかに下げるかが事業の 大のポイントとなる。筑波大学はオーランチオキトリウムの有機物源を様々検討する中で、焼酎
廃液が非常に優れていることを既に見出している（特願2013-142143）。これの活用を考えるならば、九州・鹿児島に地盤を持つ養殖漁事業
者と連携し、水産･食品加工残滓の利用技術を確立してゆくことが競争力ある水産業の実現に結びつくと考え、本提案を行う。

提案者名： 筑波大学 生命環境系 吉田昌樹

提案事項：オーランチオキトリウム由来スクアレン・DHAを利用した魚類養殖システム

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
本事業の効果として、DHAの安定供給による飼料コストの削減、商品品質の改善、高DHA・スクアレン含有による付加
価値等が期待され、魚類養殖における包括的な生産性の向上が見込める。また水産･食品加工残滓の利用技術を確
立することで、養殖を含む地場産業全体の活性化に寄与する。本事業で確立された藻類の培養技術は、藻類由来の高
価値脂質の飼料・健康食品・医薬品への展開を促し、農水産業としての藻類産業の振興の基盤となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 110,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円） ： 25,000  ）

番号：２‐７

様式２

研究･実証地区： 鹿児島県

平成２６年度概算研究経費（千円）： 55,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ） 34



オーランチオキトリウム由来スクアレン・DHAを利用した魚類養殖システム

オーランチオキトリウム Aurantiochytrium
スクアレンやDHA、DPA等を含む脂質を大量に蓄積する
従属栄養性の藻類。光合成は行わず、周囲の有機物を
吸収して増殖する。

顕微鏡写真

90Lジャーファーメンター

乾燥ペレット・抽出オイル
水産廃棄物

スクアレン

DHA

抽出・精製

高付加価値製品の生産・
生産コストの削減

医薬品・栄養補助
食品・化粧品など

高付加価値・ブランド魚介の
生産、コスト収支の改善

マダイ、ブリ、トラフグ、
クルマエビ、アワビなど

水産養殖

九州・鹿児島の
特色を活かした

培養技術

屋外・屋内養殖

乾燥しペレットに配合

抽出残渣（タンパク質・核酸）

農業・地場産業との連携

焼酎残滓

そのまま培養液を利用

コスト削減
環境負荷

低減

窒素源

炭素源
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提案内容

水温変動が少ない海水井戸からの取水と、ICTを活用した遠隔操作による魚のモニタリング・自動給餌システム、紫外
線殺菌装置、高濃度酸素水供給装置、自動計数・選別機、水質モニターなどを組み合わせ、疾病のリスクが極めて少な
く、高成長が期待できるとともに、作業の負荷と人員を大幅に軽減できる陸上養殖システムを構築するための実証試験
を、佐賀県唐津市の玄海地区においてマサバを使って実施する。

近年、マサバの資源量は低水位で横ばいの傾向にあり、高品質な養殖マサバは活魚・鮮魚としての需要が高いことか
ら、西日本を中心に種苗生産および養殖技術の開発が行われている。使用するマサバ種苗は、九大と唐津市が共同研
究で開発する周年採卵技術により、年２回の池入れを実施して周年出荷可能な生産体制とする。

また、出荷時の取り上げも作業の効率化と魚体のスレ防止などを目的として、脱着式の魚道型誘導システムの開発な
どに取り組む。

提案者名：九州大学大学院農学研究院 唐津水産研究センター共同研究部門 准教授 長野直樹

提案事項：海水井戸取水と機械化の組み合わせによる安全安心な高効率養殖システムの開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
・水質の安定した清浄な環境において、病気のリスクが極めて少ない、安全安心な無投薬養殖が期待できる。
・食中毒の原因となる寄生虫（アニサキス）への感染機会が無くなり、アニサキスフリーのマサバ生産が期待できる。
・水温が一定で、高濃度の酸素供給が可能なため、 短で１年未満で出荷できる高成長が期待できる。
・通常作業はモニター室で可能なため、労力と人員の削減とともに病原菌の持ち込みリスクの低減が期待できる。
・年２回の種苗生産と池入れにより周年出荷が可能になる。
・唐津市では養殖マサバを使った料理開発とブランド化を推進する計画があり、漁業の活性化と地元の活性化への貢
献が期待できる

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：100,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：200,000 ）

番号：２-８

様式２

研究･実証地区：佐賀県唐津市玄海沿岸地区

平成２６年度概算研究経費（千円）：50,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：150,000 ）36



高品質
（周年旬魚生産）

②ICTモニタリング、
自動給餌

（省力化・機械化
・効率化）

①地下海水、UV処理、
完全養殖

（無投薬・無寄生虫
・光熱費削減）

③高濃度酸素水
供給装置

（高成長・収容力増
・出荷期間短縮）

周年採卵
（安定供給）

周辺技術

低コスト飼料製造
（生産コスト削減）

海水井戸取水と機械化の組み合わせによる
安全安心な高効率養殖システムの開発

低塩分海水飼育
（高成長）

不妊化技術
（高品質・高成長）
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提案内容 「養殖の強みは水揚げ量の調整など 適鮮度管理が可能なことである。これを活かす技術開発を行う。」
１）「養殖生産流通の課題」

養殖魚生産流通での技術課題は、①「水揚げ時の魚体へのストレス負荷による品質劣化」、②「魚体処理が人手で行
われており、人手をかけないで迅速な処理速度でのフィレ生産が必要」、③「グローバル流通のためには、冷凍技術の
開発が必要である。冷凍品の一般的な保蔵流通温度の -20℃では、魚肉物性の低下や保蔵１ヶ月程度で血合肉の褐
変が発生する。現状の対策は-35℃以下の超低温保蔵や一酸化炭素（CO)処理（これは米国等ごく限られた国への輸出
品として許可。日本では禁止）であるが、これに代わる新規冷凍保持技術の開発が求められている。」 が挙げられる。
２）「技術開発の内容」

１）－③の「-20℃保蔵中の魚肉物性の低下や血合肉褐変（ミオグロビンメト化）抑制技術については、生体内に元々含
まれているATPのタンパク質変性抑制機能を利用し、-20℃保蔵後も高品質刺身の提供が可能な 技術を実現する。」
そのためには、フィレの冷凍処理時に肉中に高濃度のATPが残存している必要がある。死後の魚肉中のATP濃度が急
激に低下する原因としては、１）－①の水揚げ時に生け簀の網を締めることによる激動で強いストレスが発生することに
よるので、ストレスが発生しにくい水揚げシステム（ストレスレス水揚げ、効率〆処理機）について開発する。また、１）－
②の迅速なフィレ処理が必要である。魚体重が数キロのものを対象とした全自動フィレ処理機は開発されていないので
本技術開発で実現する。

提案者名：鹿児島大学水産学部 木村郁夫

提案事項：養殖ブリ類のストレスレス水揚げシステムと大型魚全自動高速魚体フィレ処理機開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
①ストレスレス水揚げシステムが確立し、水揚げ時の激動による「ヤケ」防止、活〆後の筋肉内ATP濃度が高濃度に維
持されるため死後硬直の遅延、高濃度ATP存在下での冷凍品製造が可能となる。②ブリ等大型魚用全自動高速魚体
フィレ処理機が開発され、作業の効率化、省人化、高衛生・安全な製品製造が可能となる。 ③高濃度ATP含有冷凍品
の生産が可能となり、‐20℃流通での品質劣化が抑制され、低コスト・高品質なグローバル流通が可能となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：19,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 55,000 ）

番号：２‐９

様式２

研究･実証地区：「研究開発」 東洋水産機械・ニチモウ・黒瀬水産・鹿大水 実証地区：宮崎県串間市（黒瀬水産）

平成２６年度概算研究経費（千円）：48,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：60,000 ） 38



養殖ブリ類のストレスレス水揚げシステムと大型魚全自動高速魚体フィレ処理機開発

ストレスレス水揚げ

効率活き〆機

全自動高速魚体処理システム

高濃度ATP含有

急速凍結

-20℃保存流通でも
高品質刺身を実現

グローバル商品化
・CO処理など特別な

処理をしていない。
・一般的な-20℃流通が

可能に。
→世界のどこにでも

高価値市場を形成

①ストレスのない水揚げ・活き〆システム
（高濃度ATP維持可能に・ヤケ防止）

②全自動高速魚体処理システム
（処理迅速、省人化、高効率、高衛生の実現）
③高濃度ATP含有冷凍品
（高品質刺身性状を維持した-20℃グローバル流通

を可能に）

ATP維持
冷却

高濃度ATP含有冷凍品39



提案内容

クロマグロの養殖種苗は非常に高価で、その生産量は自然条件に大きく左右されている。現在行われているクロマグ
ロ養殖は天然種苗に依存した”畜養”方式が主流だが、大規模経営体は大型の設備と生産体制による人工種苗生産に
よる種苗確保の安定化を試みている。一方、中小規模の経営体は大規模な設備を有しておらず、人工種苗を小規模な
設備で効率よく生産する手法と体制を確立していない。このような状況が中小規模の経営体による安定したクロマグロ
養殖生産を圧迫している。そこで本プロジェクトでは養殖クロマグロの安定生産を目標とした技術を開発し、実証試験当
該地域の養殖企業での技術導入による生産・経営状況の評価を行い、中小規模経営体における安定したクロマグロ養
殖のモデルケースを提案する。この実現のため、小規模設備による種苗生産技術の開発に取り組み、クロマグロ養殖種
苗の安定供給を促進する。また、種苗の沖出し後より中間育成時に想定される斃死の要因を明らかにし、歩留まりを向
上させる飼育設備とコストパフォーマンスに優れた餌飼料を開発する。さらに、これらの技術導入による生産状況を調査
し、コスト試算によるクロマグロ養殖の高効率生産・経営モデルを構築する。

提案者名：鹿児島大学 水産学部 小谷知也 （協力者：地元養殖企業、地元漁協、飼料メーカー（全て参加承諾済み））

提案事項：中小規模経営体におけるクロマグロ養殖用種苗の人工生産

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
1）小規模飼育において斃死を防除できる飼育設備が実現出来る。
2）中小規模経営体によるコンパクト化されたクロマグロ養殖生産モデルを提示できる。
3）クロマグロ養殖経営モデルの提案から、同様規模の他企業でのクロマグロ養殖への着手が可能となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 20,000 ）

番号：２‐１０

様式２

研究･実証地区：鹿児島県南部地域

平成２６年度概算研究経費（千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：13,000 ） 40



中小規模経営体におけるクロマグロ養殖用種苗の人工生産

規模縮小（100ｔ→10t）

病死沈降死

？

斃死抑制

種苗生産

生物餌料

給餌

給餌方法の検討

沖出し

1．沖出し方法の検討
2．沖出し後の斃死抑制

1．斃死抑制方法の検討
2． 適飼育装置の開発
3．給餌モデルの提案

陸上飼育後、効率的な沖生け簀への移動方法
や、沖出し後の斃死抑制方法について検討する。

小規模水槽において沈降死や病死といった斃死を
抑制する方法を検討し、これに基づき、生残率を向
上できる飼育装置、給餌モデルの提案を行う。

コスト算出

現状の生産

1．生産・経営状況の評価
2．経営モデルの提案

事業期間中に明らかになった種
苗生産および沖出しにおけるコ
ストの算出を行う。さらに現状の
生産体制で発生している生産・経
営コストから、人工種苗生産を抱
えた養殖体制に 適な経営モデ
ルを提案する。 41



提案内容

ブリ等の養殖魚の安定生産のためには、天候や季節に左右されることなく高成長を維持する技術が必要である。愛媛
大学南予水産研究センターでは、未利用の加工残渣であったイカ内臓を用いて、ブリの高成長・摂餌誘導を実現する飼
料の開発に成功した。本提案技術のポイントは以下の通りである。

(1) 競争吸着法（特許第4000346号）によるカドミウムの効率的除去（北海道大学水産学部）

イカ内臓は、有害な重金属であるカドミウムが多く蓄積するため（20 ppm～200 ppm／飼料安全法の基準は1ppm未
満）、ほとんど利用されてこなかった。北海道大学・関らは、イカ内臓からカドミウムを効率的に除去する競争吸着法を開
発した。現在、北海道函館市及び青森県八戸市の2箇所で試験プラントが稼働している。

(2) ブリの嗜好性を引き出すイカ内臓の熱処理方法の開発（特願2014-011913）（愛媛大学南予水産研究センター）

競争吸着法で脱カドミウムされたイカ内臓は、マダイの嗜好性は非常に高く、成長性や摂餌を顕著に高める。その一方
で、ブリの嗜好性は極めて低いことが知られていた。愛媛大学では、イカ内臓に適切な処理を行うことで、ブリの嗜好性
を引き出すことに成功し、高成長・摂餌誘導を実現した。本提案技術により、低水温期でも確実に成長を見込めることか
ら、ブリ安定生産に寄与し、輸出の促進に貢献することができる。

提案者名： 愛媛大学南予水産研究センター ・ 客員准教授・井戸 篤史

提案事項： 高成長・摂餌誘導を実現する未利用水産残渣を用いたブリの安定的生産技術

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

○ ブリの人工種苗は、成長が見込めない低水温期に導入されることから、導入初期に成長させる必要がある。本提案
技術により、その課題を解決することができる。
○ 増肉係数が大幅に低下するため、給餌回数を削減することができ、漁業者の高齢化にも対応できる。
○ 環境に配慮したブリ養殖（人工種苗の導入・未利用残渣の活用）として、海外に発信することができる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：0）

番号：２‐１１

様式２

研究･実証地区： 九州、四国等

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：0） 42



未利用残渣（イカ内臓、ホ
タテウロ等）の有効利用

高成長・摂餌誘導を実現する未利用水産残渣を用いたブリの安定的生産技術
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対照区 脱Cdイカゴロ(1％) 本技術の脱Cdイカゴロ(1％)

*: p<0.05

イニシャル 1週間

特許技術により成長・
摂餌が大幅に促進!!!

イニシャル 1週間イニシャル 1週間

ブリはイカ内臓を好まないことが知られて
おり、有効に活用されてこなかった。

［特願2014-011913］

競争吸着法による脱Cdプラント
（北海道函館市、青森県八戸市）

北海道大学が開発した競争吸着法（特
許第4000346号）により、イカ内臓のカド
ミウムを効率的に除去

愛媛大学南予水産研究センターに
よって、高成長・摂餌誘導に優れた
飼料原料の開発に成功!!!

愛媛大学で研究開発を実施

○ ブリ養殖の人工種苗の導入
低水温期に高成長が求められるが、本
技術により課題解決が可能。

○ 漁業者の高齢化
増肉係数の低下により給餌回数の削減
が可能。

○ 海外輸出の拡大による攻め
のブリ養殖の実現

人工種苗・未利用残渣の活用により、
環境に優しい養殖として発信。

本技術による現場の課題の解決

*

増肉係数は20%改善
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提案内容

柑橘フレーバーを有するブリ「柑橘ハマチ」は、ブリ独特の魚臭さがなく、さわやかな柑橘の香りを楽しめることや血合筋の褐変（
メト化）が抑制されることから、大手飲食店などで採用され、人気商品となっている。また、海外、特に北米などでは柑橘フレーバ
ーは健康志向のイメージとマッチし、大きな市場形成が期待される。 しかし、現在行われている搾汁残滓を直接飼料添加する柑
橘ハマチの作製手法では、増重率の低下や飼料原料確保が問題となり、季節を問わない生産体制の構築には至っていない。
そこで、提案課題では新たな製法で抽出した成分を利用することにより、上記の問題を克服する生産技術を確立するとともに、海
外のニーズに合わせた商品作りをおこない、北米や東南アジアでマーケット形成できる商品開発をおこなう。本提案技術の技術
的なポイントを下記に示す。

（1）柑橘抽出成分を用いた効率的柑橘ブリ作出技術の開発 （愛媛県農林水産研究所）

柑橘から新たな製法で抽出した成分を飼料に添加することにより、現在の果皮を飼料に配合した場合と同等の品質を有する「
柑橘ハマチ」を作出する技術を確立している。本抽出成分と果皮を併用することにより生産コストの上昇を抑えることができ短期
間で柑橘ハマチを作出できるとともに、増重率の低下も抑制できる。

（2）他魚種への展開

果皮を直接添加する従来の手法では、白身魚に対しては香りの移行が困難であった。しかし、柑橘抽出成分を効率的に用いる
ことにより、マダイやヒラメといった白身魚にも応用可能であることを確認している。

提案者名： 愛媛県農林水産研究所水産研究センター 主任研究員 山下浩史

提案事項：柑橘フレーバーを活かした輸出用ブリ商品開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
○ 「柑橘ハマチ」を作出する際の問題点である増重率の低下を抑え、利益率の高い商材が作出可能になる。
○ 飼料原料（搾汁残滓）の保管が容易になり、周年出荷可能な商材になる。
○ 海外展開が容易な日本ブランドの商材になりうる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：0）

番号：２‐１２

様式２

研究･実証地区： 九州、四国等

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：0） 44



新たな製法で抽出した成
分を効率的に用いる。

○柑橘フレーバーを活かした輸出用ブリ商品開発

愛媛県農林水産研究所が開発した新商
材「柑橘ハマチ」。（イヨカン搾汁残滓を
利用）

増重率の低下や原料確保の問題点
を克服し、周年出荷可能な輸出用
商材の開発。

○ 増重率低下・周年出荷
短期間での作製で成長改善。また、保管

スペースを要しないため周年利用可能。

○ ブリの価格低迷
差別化商品として流通可能なため、価格

維持に貢献

○ 海外輸出の拡大による攻め
のブリ養殖の実現

健康志向イメージとマッチした、日本ブラ
ンド産品として海外展開。

本技術による現場の課題の解決

国内市場では、年間5億円以上の市場獲得。

イヨカン果皮を用いた柑橘ハマチ作製工程

柑橘抽出成分

成長率改善
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提案内容
なぜ、水溶液の「大豆煮汁」？

大分県の味噌醤油業は、九州一の生産量を誇り、西日本でも 大級の原料大豆を使用している。乾燥大豆は、お湯で煮てから味噌の製
造に使用されるため、大量の大豆煮汁が発生している。この水溶液は、極めて腐敗しやすいため、日本のほぼ全ての味噌業界で産業廃棄
物として処理されている。この大豆煮汁液を嫌気発酵させた溶液は、アミノ酸、オリゴ糖、免疫調整機能を持つ生きた乳酸菌と有機酸に加え、
イソフラボンなどの抗酸化性のポリフェノールを含む（没食子酸換算で4.6 g/L 濃度含まれる）ため魅力的な飼料の素材である。この発酵液
を養殖ブリとカンパチのペレット餌に0.5～1.0wt.%含浸させて数ヶ月投与したところ次の①～⑤の効果を確認した：

大豆煮汁発酵液の二歳魚ブリへの投与効果（①～④ 再現性確認）、カンパチの寄生カリグスに与える効果 （⑤ 単年度の評価）
①低温でも活発な補食活動 （増肉、内臓重増加､肝機能向上）が投薬量軽減と増肉となり、生産性改善、コスト削減につながった。
②切り身（血合い部ヘム）の抗酸化能向上になり、棚持ちが向上した。 ③食味モニター評価で明確な肉質変化が認められた。
④ω-3脂質 (DHA/EPA) 含有率の増加となり保健成分が向上してプレミア化につながった。
⑤カンパチに寄生したカリグス数が3ヶ月間（4～6月）45回の投与で 10.6 匹/尾から1.1 匹/尾へと減少する（7尾平均）ことを確認した。

本事業での展開内容
カボスぶり、柚子ぶりなど柑橘の投与により養殖ぶりの肉質を改変した御当地ぶり市場が盛んになろうとしている。柑橘を投与した場合、

身質の改変と引き替えに、餌の食いが落ちる欠点がある。このような御当地ぶりの養殖上の欠点を克服すると同時に、ＤＨＡなどの保健成
分を増し、棚持ちも向上させ、寄生虫の減少につながる飼料添加剤を、陸の未利用廃棄資源である大豆煮汁の乳酸発酵から得る。本事業
では、上記①～⑤の効果を御当地ぶりで確認する。可能であれば、マグロ養殖業者様と連携してマグロ身質の高品質化につなげたい。

提案者名： 大分大学 工学部 応用化学科 石川 雄一、 （株）サン・ダイコー 中村 晴久、瀬戸崎 浩

提案事項： 「大豆煮汁の発酵液」によるスーパー御当地ぶり類養殖体系の確立 － 駆虫能を持った機能性飼料添加剤

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果 飼料中のタンパク質含有量が少なくても良い添加剤（特開2013-55949, 東京海洋大学）や植物性タンパク質を原料
とする飼料（特開2010-227128, 日本水産(株)）など飼料コスト削減や品質向上を意識した技術が発表されている。大豆煮汁発酵液はそれ

ら先端技術の範疇に含まれる素材である。通常の養殖ブリで観察された効果が、カボスぶりなど御当地ぶりでも認められた場合、補食活
動の活発化と強健化とカリグス減少などの駆虫能は 生産コストの削減に、抗酸化活性の向上は品質安定化に、DHAなどの保健成分の含

量向上はプレミア化につながり、現在以上の御当地ぶりを凌ぐ品質のスーパー御当地ぶりとなり、同時に、その生産安定性につながる。当
然、陸上で廃棄されている大豆資源の循環となり、大豆発酵産業にとっても循環型ビジネスとして貢献できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：２‐１３

様式２

研究･実証地区： 大分県の臼杵地区、佐伯地区、 鹿児島県の垂水地区

平成２６年度概算研究経費（千円）： 10,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

陸で廃棄されている水に溶ける大豆成分 駆虫、嗜好性、抗酸化能、身質（味）の向上
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「大豆煮汁の発酵液」によるスーパー御当地ぶり類養殖体系の確立

［ 現状 ］

みそ、醤油

産廃 煮汁
水に溶ける
大豆成分の
濃縮

大
豆

特 徴 (ブリ２歳魚への投与効果 10月～11月)
・ 低温でも活発な補食活動 （増肉、内臓重増加､肝機能向上）

=> 薬量、餌の投与量軽減 、生産性改善、コスト削減

・ 切り身（血合い部ヘム）の抗酸化能向上 => 棚持ち向上

・ ω-3脂質 (DHA/EPA) 含有率の増加 => 保健成分向上

・ 駆虫効果（カンパチ寄生カリグス数の減少、 4月～6月）

乳
酸
発
酵

大豆煮汁の乳酸発酵液
・生きた乳酸菌、酵母
・乳酸、オリゴ糖、アミノ酸
・ポリフェノール
（没食子酸換算 15 g/L）

・グルタチオン 207 mg/L

ブリ（九州大分県臼杵）

大豆発
酵液区

対照区

御当地ぶり （かぼすブリ、
柚子ブリ、スダチぶり、オ
リーブぶりなど）

スーパー御当地ぶり
生産効率向上

高DHA魚など訴求力向上

大豆煮汁発酵
液の養殖

駆虫、高品質化

飼料添加
0.5 wt.%

是非、お試しください

効果例 みそ味、おいしい！
ムシ君、逃げちゃった

食べたく
な～い！

大豆の力で元気に！さら
に柑橘で身質を向上！

カリグス君、
離れないや

固形残渣 – 大豆粕
魚粉餌振替品として研究例多数
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