
提案内容
背景

•燃料高騰の中、漁場への往来などに要する経費は漁業経営を圧迫している。また、水産生物は水質環境の変化によりしばしば
大量斃死を引き起こす。
•消費者はより安全・安心な食べ物を手軽に提供されることを望んでいる、また、海外からの観光客にとって新鮮な魚を現地で
食べることは大きな思い出となる。
•光ファイバーによるインターネット網は地上分野では高度に進化しているが、海洋利用は開発が遅れている。
事業の目的・内容
•漁業生産から水産物の販売・消費までを光ファイバー監視・通信システムを用いて遠隔地でも視認できるバーチャル生簀販売
システムを実現する。具体的には次の４サブシステムを構築する。
①定置網、養殖施設の水質環境、施設状況等をリアルタイムに広域に計測できる光ファイバー海洋環境計測システムを開発する。
②実海域で定置網に計測システムを設置し、水産物の揚網・出荷時期を調整する。
③網内の魚影を光ファイバーインターネット通信網を用いて小売店、飲食店と直接相対取り引きする。
④情報配信サイトを用いて網内の魚影を一般家庭、学校および海外にリアルタイムで公開するとともに、網内の魚は道の駅、
旅館等で販売する。

提案者名：(株)エコニクス、東日本電信電話(株)、古河電気工業(株)、日本コムシス(株)

提案事項：光ファイバーを用いた地域バーチャル生簀実証事業

「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、養殖業の操業コストの低減、出荷調整により、歩留りが向上するとともに水産物斃死が回避できる
・安全・安心、手軽さを向上した水産物の販売により、水産物需要が拡大する。
・漁業地域への来訪者が増加するとともに、宿泊などの地域経済効果が向上する。
・食育の推進により、潜在的水産物の購買層が拡大する。

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：２-１４

様式２

研究･実証地区：北海道根室市、神恵内村他、および札幌市

平成２６年度概算研究経費（千円）：１００,０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：７０,０００） 48



光ファイバを用いた地域バーチャル生け簀実証事業

１．『バーチャル生け簀』定置網モニタリングシステムの開発
２．光ファイバセンサー、海中資材の開発

ブイ
方式

養殖施設

定置網

岩礁

防波堤 沖合沿岸域

岩礁帯
砕波帯

構造物

光ファイバ
方式 定置網

光ファイバ
ケーブル

光ファイバケーブル

既設の光ファ
イバ網

平面図

断面図

●海洋環境モニタリングセンサ
（水温、塩分、流速、カメラ等）

防波堤

漁業者・漁協 ：操業コストの上昇、へい死の発生、魚食離れ
小売・飲食業等 ：安心安全な食の取引、安定供給
消費者 ：安心安全な食の要求 ・網入れ・揚収、網起こしの効率化

・出荷調整による歩留まり向上
・へい死の回避・抑制

インターネット

背景
漁協
漁業者

学校
一般家庭

飲食業
宿泊業

自治体
道の駅

入網情報
の提供

事業効果フロー

開発
テーマ

各地の定置
網等に設置

魚
食
の
増
加
に
よ
る
水
産
業
の
発
展

・安心安全な取引、安定供給
・安心安全な食の提供による
お客様の増加

・安心安全な取引、安定供給
・安心安全な食の提供による
お客様の増加

・来訪者の増加
・地域付加価値の向上
・地域経済の発展

・水産への関心度の向上
・水産文化の伝承

《期待される効果》

《期待される効果》

水質環境、施設状況
網内映像のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

漁業者・漁協 ：操業の管理、出荷調整
小売・飲食業等：安心安全な取引の実施
消費者 ：水産関連情報の入手

利用

将来
ビジョン

海の畑化による最適な漁業活動の実現
地質・水質・流況・生態系等モニタリングによる
安心安全な効率的生産・供給システムの確立

卸売業
小売業
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提案内容

和食文化の世界的な広がりで高品質マグロの世界的な需要が増えると予想される。一方、クロマグロの天然資源の枯渇が懸
念され、クロマグロの 大消費国である日本がどうその責任を果たしていくのかが問われている。人工種苗の安定供給を可能に
するクロマグロの完全養殖技術は天然資源への影響を低減しうる効果的なアプローチである。しかし、真に持続的なクロマグロ
養殖法を確立するためには、種苗の供給のみならず、クロマグロを育成し商品として流通させるクロマグロ養殖全体で効率化を
図る必要がある。

一般的な養殖クロマグロの出荷体重は35～70kgで、養殖期間は2～4年を要する。小型サイズのクロマグロでは肉質（色・歯ご
たえ・脂のり）の評価が低いことから商品価値も低く、現状では大型サイズまで育成せざるを得ない。しかし大型のマグロを長期
間飼育する場合、初期投資・飼料代に多額の経費を要することや、斃死等で発生する損害のリスクが高まる。また、大型マグロ
の出荷作業や加工においては手作業が非常に多く、マダイやブリ等の他魚種に比較して機械化が普及していない。これらのマグ
ロ養殖における問題は、中小の事業者にとって大きな参入障壁となり、クロマグロ養殖の普及を妨げている。

これらの問題を解決するため、一般的な出荷サイズよりも小型で、かつ養殖期間が短いながら、品質的には大型魚と同等以上
となるクロマグロ生産法について提案する。具体的には、フィールドでの飼育試験を軸に以下の3つの打開策、すなわち①小型魚
に特化した熟成方法、②機能性飼料による肉質制御、③代理親魚による高適性魚集団の作出を行うことにより、魚体重が20～
30㎏、養殖期間が2年未満であり、かつ大型魚と同等以上の肉質を有する小型クロマグロの生産を実現する。

提案者名：日本水産株式会社中央研究所

提案事項：肉質改善技術による小型マグロ養殖システムの確立

「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

養殖期間の短縮によって、斃死等で発生する損害のリスク低下や生産者の収益力向上等が期待できる。また、出荷サイズの小型化によ
って魚体重のバラツキの低減、出荷作業の労力低減、機械加工適性の向上、商品（マグロ）の輸送効率の向上および参入障壁の低下（他
魚種養殖からの転換が容易）等が期待できる。さらに、小型マグロにおける新たな商品カテゴリーの創出は、世界で勝負できるマグロ商材を
生みだし、日本産養殖マグロの輸出促進にも貢献する。加えて、小型マグロ養殖システムの確立と普及がなされれば、 小型マグロの安定
供給を可能にする人工種苗の利用を推し進め、天然資源に頼らない持続的クロマグロ養殖の実現をさらに促進する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 150,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：20,000千円）

番号：２‐１５

様式２

研究･実証地区：大分県（飼育試験などの主な試験）、東京都（品質評価試験など）

平成２６年度概算研究経費（千円）： 75,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）50



≪

≧

打開策① 小型魚に特化した熟成方法
小型マグロの肉の味を 大限向上できる保持温度や
保持期間を特定し、それらを事業スケールで安定して
再現できるシステム構築を行う。

打開策② 機能性飼料による肉質制御
配合飼料に機能性物質を添加することで、小型マグロの
肉質を制御する。

打開策③ 代理親魚による高適性魚の作出
熟成技術や機能性飼料の効果が高く表れる、あるいは
もともと若齢時から大型魚に近い肉質を持つ個体の
生殖細胞を凍結保存すると同時に、別のマグロ個体に
移植する。移植された代理親魚を介した配偶子生産と
その人工交配により、高品質化に適した個体集団を作出。

肉質改善技術による小型マグロ養殖システムの確立

作りやすさと美味しさが共存し、生産者と消費者が喜ぶ新しいマグロ商材の確立へ

小型サイズ商品化のメリット

小型化のメリットは多いものの、
肉質（色・歯ごたえ・脂のり）における
大きな差から、商品としての価値は
圧倒的に大型魚が高い。

養殖期間≦2年、
サイズ≦20kgの
クロマグロ商品化

テーマのゴール

1）養殖期間の短縮
・斃死等で発生する損害のリスク低下
・生産者の収益力向上

2）出荷サイズの小型化
・魚体重のバラツキの低減
・出荷作業の労力低減 ・機械加工適性の向上
・商品（マグロ）の輸送効率の向上
・参入障壁の低下（他魚種養殖からの転換が容易）

大型魚と同等の肉質、あるいは
小型魚ならではの高品質を実現し、
大型魚と同等以上の価値を持つ
小型マグロを作り出す！

そこで・・・

51



提案内容

全国各地に約13,500ヶ統（大型、さけ、小型定置網含む）ある定置網漁業は、沿岸域に季節的に来遊す
る多種多様な魚類を高鮮度で消費者に提供するわが国の重要な漁業である。しかし、近年多くの漁場で
は、漁獲不振、水産物の価格低下、担い手の不足、高齢化の問題に直面しており、安定した漁業経営を
続けることが困難な状態にある。これらの問題を解決するためには、定置網漁業の効率化を進め、機械
化による軽労化技術を取り入れるといった新しい操業形態への転換が必要である。

本提案は、定置網漁業を受動的かつ長時間・重労働な操業形態から、能動的かつ効率化・軽労化した
操業形態へ転換することを目的に、①陸上にて網形状と魚群の入網状況をリアルタイムで確認できる漁
具・魚群監視システムと、②魚群を自動的に追い込むエアー式自動揚網システムを開発し、現場に導入
して生産効率・収益性向上の効果を実証するものである。

小型から大型の定置網まで幅広く適用可能な新しい操業支援システムの確立により、持続可能な漁業
経営の実現に寄与し、安定的かつ高鮮度な漁獲物を消費者に提供することが可能となる。

提案者名：日東製網株式会社 技術部 細川貴志

提案事項：定置網漁業の操業支援システムの実証研究

「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
魚群の入網状況と潮流による網形状を陸上で確認し、操業を判断することによる生産効率の向上
揚網作業の自動化による網作業時間の短縮、揚網作業人員の省人化
軽労化による労働力不足・高齢化問題の解消
潮流・海象条件に強い漁具性能への改善による操業回数の増加と収益増

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：２‐１６

様式２

研究･実証地区：静岡県

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）：５０,０００） 52



定置網漁業の操業支援システムの実証研究

魚群を陸上で確認し、自動で漁獲 ⇒ 生産効率・収益性の向上

背景・課題

漁獲不振

水産物の価格低下

担い手・高齢化問題

長時間・重労働な作業

⇒ 安定した漁業経営が困難に

⇒ 新しい操業形態への転換が必要

①漁具・魚群監視システム

②エアー式自動揚網システム

① 漁具・魚群監視システム

ソナーを使用した監視機器で、陸上にて網形状・魚群

の入網状況をリアルタイムで把握。入網した魚を可視化

して、能動的かつ効率的に漁獲することが可能になる。

実証
研究

② エアー式自動揚網システム

高密度ポリエチレンパイプを網底部に配置し、内部へ

の空気と水の置換により浮沈動作を可能にする。魚群は

パイプの挙動によって魚捕部へと追い込まれる仕組み。

陸上の監視機器 画像から魚群確認

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝからも確認 海上のｿﾅｰ・ｱﾝﾃﾅ

通常時

エアー揚網時

HDPEパイプの加工

水深70mから浮上
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提案内容

提案者名：日本アイ・ビー・エム株式会社 流通サービス スマーターコマース営業 渡辺 一利

提案事項：地域と消費者を結ぶ “情報共有と発信”のICT基盤

「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 生産者は情報を消費者に発信することにより、安心、安全だけでなく、商品、産地情報を届けることが
できる。消費者の要望に応じた商品を提供することにより、競争力のある高付加価値、高収益の新規商品が開発でき
る。消費者においては、好みに応じた状態の商品を受け取り、ICTクラウド基盤を利用していつでもどこでもレシピ情報な

どが得られ新規のメニューを提供できる。情報の流通により、観光への展開、食材の適量採取による資確保、新規市場
の開拓など地域活性化、水産業の発展が期待できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：80,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：２‐１７

様式２

研究･実証地区：東京、岩手県

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

飲食店
小売店
取引業者

生産者

一般消費者

出荷情報
食品情報
産地情報

取引情報
消費者情報

生産履歴情報
情報蓄積・解析

鮮度管理
目利き情報
レシピ情報

消費者ニーズ
評価

食品情報
安全・衛生情報
産地情報

取引情報
商品情報

小売情報
要望要求
消費者情報

出荷単位での商品鮮度管理

市場分析による戦略的経営

商品ブランドの開発

インターネット
(クラウド)

情報基盤事業主

産地
消費者

配送状況
温度情報

配送状況
温度情報

ヒト、モノすべてが
つながるネット
ワーク

・ソーシャルネットワー
ク (ヒトのつながり）

・商品の情報や荷動
きの見える化 (モノ
のつながり）
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提案内容
①背景/課題
カツオ/マグロは、焼津、枕崎、および山川を中心に水揚げされており、食品用として主に、刺し身、缶詰、および鰹節等に加工される。
また、その加工残渣はさらに、フィッシュミールや魚油に変換され、飼料用に供される他、特に魚油は、DHA/EPA等の重要な原料となる。
これら加工食品や加工残渣の高付加価値化/有効利用には、漁船/漁港/加工施設のHACCP化を図り、国内市場はもとより、先行する欧米市場を視野に
入れることが重要である。
特に、現在では漁港/加工施設のHACCP化が遅れており、それを達成することによって、加工食品や、DHA/EPA等加工残渣由来品の品位を高めることが
でき、また海外への輸出が可能となる。
因みに、日本では水産食品の消費が減少傾向にあるが、世界市場では消費が伸長している。また、健康価値が明確なDHA/EPAにおいては、既に米国
市場は日本の約 6 倍の規模に達しており、有望な輸出市場として期待できる。
②技術開発要素
山川地区における漁港/加工施設のEU‐HACCP認定に向けて、環境、建物、生産設備、および生産システムの、経済的かつ効果的な整備の在り方につい
て実証研究する。
具体的に次の取組を想定している。
当地は、近隣に大規模な家畜舎が有ることで、ハエ等昆虫類の侵入防止が課題になるし、
加工設備としての残渣分別装置の改良/導入等により、省人化とともに衛生面の向上を図る必要が有る。
さらに具体的には、DHA/EPA原料としての質的向上のために、魚体頭部/内臓の分別装置の考案も必要である。
一方、企業としても、世界で勝ち抜ける高品質のDHA/EPAの生産に向け、抽出技術のレベルアップが必要となる。
これらの取り組みは本来の生産品である鰹節にも適応されることになり、世界に広く日本食が認められる中、鰹節等の輸出に向けた取り組みに繋がる。

提案者名：マルハニチロ食品

提案事項：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。

「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 ) HACCPにより品質保証されたDHA/EPA製品の、日本、および海外市場への供給。

( 2 ) DHA/EPAの国内供給強化により、日本国民におけるDHA/EPA摂取不足の緩和に貢献。

( 3 ) 以上により、山川地区の水産業振興に寄与し、同時に、DHA/EPA生産企業の技術力向上を図る。

( 4 ) DHA/EPAの輸出に限らず、日本食に必須な鰹節の欧米輸出を促進する。

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：港湾/加工施設、企業サイド）

番号：２‐１８

様式２

研究･実証地区：かつお・まぐろが揚がる漁港地区→鹿児島地区

平成２６年度概算研究経費（千円）： 100,000
(研究実証施設・大型機械の試作に係る経費：港湾/加工施設、企業)56



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。

近年、世界的な日本食の評価の高まり、アジア諸国等の経済発展に伴う富裕層の増加等により、安全で高品質な我が国水産物
に対するニ－ズが海外で大きくなっています。我が国水産物の輸出拡大が水産業の更なる成長に必要となっています。

水産物の輸出に当たっては、水産加工・流通施設が輸出先国の求める衛生条件を満たすことが必要であり、世界に通用するＨＡ
ＣＣＰ基準等を満たすための施設の改修が輸出促進にとって急務です。これを受け、輸出拡大を目指す水産加工・流通業者が行
う輸出先国のＨＡＣＣＰ基準等を満たすための施設の改修整備を進めるものです。

山川地区は畜産業も盛んで、残渣抽出
工場の近隣には大規模な家畜舎があり、
ハエなどの昆虫類が飛来する恐れもある
ため、畜産業との共存を図る意味でも、
HACCP構築の基盤となる工場の衛生面
の強化を図る。

マルハニチロのDHA/EPAはカツオ/マグロからの残渣から作られます。海外のカツ
オ/マグロ原料は熱処理された缶詰からの残渣であるから品質が充分でないのに
対し、マルハニチロのカツオ/マグロ残渣は鰹節やさしみ等の残渣が多いため、品
質が良好です。しかし、残念なことに、国をあげてのＨＡＣＣＰ体制が遅れており、
貴重な原料を活かしきれていません。そこで、

● ＥＵ‐HACCPに対応した DHA/EPA生産を実証研究する。
●残渣分別装置の改良/導入等により、省人化とともに衛生面の向上を図る。
●DHA/EPA原料としての質的向上のために、魚体頭部/内臓の分別装置の考

案。

1985年以降、漁獲高は減少し続け、
漁業者は現在約20万人と過去40年
間で3分の1以下に減り、現在働いて
いる漁業者の約30%が65歳以上の
高齢者となっています。また、船など
の居住・労働設備も老朽化し、日本
の漁業は危機的な状況にあります。
一方、日本人の魚の消費量は世界
一を誇っていますが、年々消費量は
減り続けています。また、水産物輸
入額は世界全体の約20％で、世界
第１位の水産物輸入国でもあります。

「日本人の子供が欧米人の子供
にくらべて知能が高いのは、日本
人が魚を多く食べてきたことがそ
の理由のひとつである」と英国ク
ロフォード博士により 1989年に発

表されました。魚に含まれるＤＨＡ
が一躍脚光を浴びることになりま
したが、日本人のお魚離れは深
刻で、特に、若年層でその傾向は
顕著です。

●市場への効果
⇒国民の健康増進、輸出促進

●産業への効果

一次生産者による
残渣提供

企業による
DHA/EPA生産

DHA/EPA市場の
拡大

●実証研究
今回検証を行いたい

山川水産加工業協同組合

畜産場が隣接する中で
衛生管理はまだまだ不十分

●魚介残渣からの高付加価値魚油の抽出

魚の消費量減少
ＤＨＡ摂取量低下

残渣の付加
価値化

新規原材料
提供の期待

技術力
の向上

新規事業
の拡大

鰹節残渣の
有効利用 養殖業での利

用

子供の
健やかな成長

魚食減少
の補完

壮年期の
成人病予防

高齢者の

認知症予防
Made  in Japan
Japan Quality

輸出促進

国内一貫
生産体制

一次二次産業
の活性化

● HACCPの基盤としての衛生管理に関し微生物の防御システムを実証研究する。
●水揚げから保管・生産加工・物流にいたる低コストかつ高品質を維持する温度管理システム の実証研究
●物流における円滑かつ高品質の維持のための実証研究を行う。

従来の残渣 イメージ

HACCP対応の残渣
・鮮度など品質
・衛生管理

ＨＡＣＣＰ対応の港湾 / 加工施設で作った水産加工品
(鰹節など)及びそこから出た魚介残渣で生産したDHA/EPA
⇒ 国内市場はもとより、欧米市場を視野に入れる。

・国内DHA/EPA市場： 200億円
・米国 DHA/EPA市場： 12億米ドル
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提案内容
牡蠣加工品の現状
①現在牡蠣は､全国で約200,000tの生産量があり加工食品や生食用として多くの日本人に好まれ食されている。しかし
その一方、有害プランクトンの発生による牡蠣の毒化や、病原性微生物が原因の病原性大腸菌Ｏ－１５７(毒素型)や腸
炎ビブリオ(感染型)によるもの、小型球形ウイルスによる食中毒の報告がされている。
②元来牡蠣などの水産物は、生の状態にて食される事が多く、加熱殺菌を行うことで食品としての安全率は上がるが、
生食としての価値はなくなり加熱殺菌はできない。
③牡蠣は、生食用であれば殺菌水などに浸漬し牡蠣表面の殺菌を行い、加工品であれば加熱による殺菌を行っている
が、十分な問題の解決がされていないのが現状である。
本技術開発での提案内容
①本技術開発では、高い電界に極僅かな時間牡蠣を晒すことで牡蠣内部の殺菌も可能になり、通常の加熱殺菌に比べ
効率の良い殺菌や減菌が可能になる。
②旨み成分の熱変性を 小限に抑える事が可能になるため、生食に近くより安全且つ高品質の食材が提供できる。
③牡蠣内部の減菌により、安全率を上げることで、消費期限の延長や長期保存が可能になる。

開発体制 ①運営管理団体 ②大学等研究機関③産地食品加工メーカー④弊社

提案者名：株式会社ﾌﾛﾝﾃｨｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

提案事項：電界による殺菌装置の開発

「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

・安全性が高く、旨み成分の熱変性を 小限抑えた牡蠣を使用し、高付加価値の加工品の製造や新たなチルドや冷凍食
品の開発が期待され、国内消費や海外への輸出拡大の可能性が期待できる。
・本技術開発では牡蠣を使用したが、他の水産加工品への応用も期待できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：35,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：35,000 ）

番号：２‐１９

様式２

研究･実証地区： 西日本地区

平成２６年度概算研究経費（千円）：17,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：15,000 ） 58



水産物
(被殺菌物)

電極板
電界効果：電気的な殺菌

電界効果により死滅大腸菌・腸炎ビブリオ等

・高い電界に微生物を晒すことで、通常の熱殺菌に比べ効率の良い殺菌を実現

・旨み成分の変性を 小限に抑え、効率的な殺菌を行った高品位牡蠣加工品の生産

少ない電力で、効率の良い殺菌が可能

「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」

本技術開発にて期待される効果

・牡蠣内部減菌により、消費期限や保存期間の
延長が期待できる。

・安全性が高く、旨み成分の熱変性を 小限に
抑えた牡蠣を使用し、様々な高付加価値の加
工品の製造や新たなチルド冷凍食品の開発が
可能になり、国内消費や海外への輸出拡大の
可能性が期待できる。

・本技術は、他の水産加工品への応用が期待
できる。
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提案内容

次世代型陸上養殖施設は、エネルギー、飼育水、飼料、種苗、加工、流通をトータルにシステム化することにより実現できる。我々は、この
システムを構築することを 終目標としている。

その実現のための課題の一つはエネルギーの問題である。現在の陸上養殖及び水産加工施設では運用に多くのエネルギーを必要として
おり、このエネルギーコストを限りなく削減することが両施設の効率化にとって極めて大きな、しかも喫緊の課題である。

本提案の液中プラズマ（愛媛大学が現特許を保有、共同研究を行う。）によるエネルギー発生システムでは、水産廃棄物、廃油、また家畜
の糞尿などを分解して、多量の水素ガスを発生させるというこれまでと異なる技術である。その水素ガスを利用した発電システム及びその
他のサスティナブルエネルギーシステムを融合することによるエネルギーシステムを異分野融合である農工連携によって実用開発化する。
即ち、太陽光、太陽熱、風力、地熱等の自然エネルギーと液中プラズマによるエネルギー発生システム、蓄電システム等を統合し、陸上養
殖用のスマートシステムとしてシステム化する。

従って、このシステムを用いれば、現行のエネルギーコストは極めて低減し、かつ水産および畜産廃棄物をエネルギーに変換させるという
新しいスマート水産ゼロエミッションエネルギーシステムが構築される。

更に、我々のグループではプラズマによる無触媒反応の応用による燃料電池触媒の問題の解決も可能であり、更なるエネルギーコストの
低減も見込まれる研究も進めている。他にもプラズマ遺伝子導入法によるiPS細胞作成条件のデータバンク化等、様々な応用技術の研究も
進んでおり、その成果を取り入れることで新しい種苗生産技術を開発し、より革新的な次世代型閉鎖型スマート陸上養殖システムの実用化、
限りなくエネルギーコストを低減した次世代型スマート水産加工施設の実用化への展望が開かれる。

提案者名： 株式会社 イルヘッグ

提案事項： 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

「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) 次世代型水産スマートエネルギーシステムより、エネルギーコストが削減され、陸上養殖および加工によって作ら

れる生産物は、環境にやさしく、かつＴＰＰに備えることができ、海外との競争力を付ける。
更に、本システムにより大量に排出される廃棄物処理問題も解決する。

(2) 日本発の次世代型水産スマートエネルギーシステムとして海外にビジネス展開できる。
(3) 気象条件に左右されない安定した養殖が可能である。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 150,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 50,000千円）

番号：２‐２０

様式２

研究･実証地区： 全国

平成２６年度概算研究経費（千円）： 75,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 30,000千円）60



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

エネルギーシステムの構築
（サスティナブルエネルギーと
液中プラズマ利用システム

との融合）

次世代型スマート陸上養殖システム

陸上養殖施設

水産加工施設・飼 料
・飼育水
・種 苗

廃棄物

廃棄物

風力・太陽光・
地熱等の利用

スマート

システム
による

エネル
ギー制御
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わが国の沿岸地域は、長年にわたり磯焼けが広がり沿岸漁業を脅かしており、そこにこの度の津波震災の影響は陸上の被災に限らず海域、特に海底に大きな変化
をもたらしたと考えられ、地震による軟弱地盤地域の地盤強化が急務です。 一部にはリフレッシュされ、養殖に良い影響が出ています。しかし、海中の環境が変化した
ことには変わりがなく、漁業者にとっては変革の時期が来たと考えられます。千葉県沿岸も例外ではありません。

また、津波による瓦礫・不燃土砂、汚濁による汚泥、立ち枯れ樹木、製鉄スラグ等の廃棄物の処理は地球温暖化にも悪影響をもたらしており、その無害化・処理は急
務であります。
以上を踏まえ津波被害を新たな漁業振興に転換する技術の導入と、基盤となる港周辺の地盤改良により安定した地域産業と生活を活性化させることができます。

土砂・汚泥、立ち枯れ樹木、製鉄スラグ等の処理と魚礁（藻場）への再利用を提案いたします。

１．現状と目的
（１）現状・・・津波によって打ち上げられた瓦礫不燃土砂（以下土砂）の処理が確定していない理由には、

①土砂のほか有害物質が含まれている疑念。 ②塩分を含んでいる。 ③木片、タイル、化成品等の破片が混在している。
などが主な理由と考えられる。

（２）目的・・・これら土砂を利用して海域の再生（藻場の再生、沈下護岸の再建等）に寄与する技術とその方法を以下に提案する。
２．不燃土砂・汚泥・製鉄スラグ等の再活用による魚礁造成

処理基材――ＩＳＤ（多機能性無機無害固化促進液）：廃棄物固化リサイクル
・潮かぶりの土砂・貝類及び海水による固化が充分可能
・固化物からの有害物質（重金属等）不溶出

３、被災樹木利用海中林
全国の老朽木、津波による立ち枯れ木、倒壊木、火災による枯れ木等をそのまま切り出しアンカーを付けて海中に投入することで
海中に魚礁としての海中林を造成する。

提案者名： 有限会社 コーギーズ

提案事項：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

「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、瓦礫土砂・汚泥・製鉄等のスラグ・廃棄樹木の無害化処理と再利用
２、漁礁・藻場・湧昇流喚起による漁業・水産業の再建
３、磯焼けの解消及び河川・海域の浄化
４、新規事業と漁業・水産業の再建による雇用の創出

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：５０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：３０，０００ ）

番号：２‐２１

様式２

研究･実証地区： 千葉県

平成２６年度概算研究経費（千円）：１００，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：７０，０００）62



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フロー
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提案内容
ブリ養殖業はわが国 大の海面養殖業（約１６万トン）で、主要な産地は鹿児島、愛媛、大分県である。ブリは日本近海でのみ成育する日本固有種で

あり、サーモンを上回る脂質をもった有力な輸出可能な魚種である。 国内向けの他に輸出をめざして次世代型養殖業によりでコスト低減を計り、輸出競
争力を高めたい。

大分県佐伯湾の養殖業者の漁場（約40,000m2の未利用海域）にて、ＩＴ無線式動画、環境モニター等により養殖生簀内の管理養殖システム
を確立させる

①生簀群に環境モニターを整備し陸上から、養殖場海域の海洋環境を監視、確認
②生簀内に設置するカメラから陸上へ動画伝送し、尾数、大きさ、行動等を監視、確認

赤潮対策、給餌量制限など連動
③大型給餌機を使用した自動・自発給餌システム

・従来は浜から生簀まで都度船で運び給餌している。大型給餌機を設置することで作業効率化を図りコスト低減へつなげる
・脂肪分調整餌料による肉質調整の検証

・短期間にて肉質調整ができる餌料の検証を実施し、仕上げに掛かる飼料コストの削減を図る
④現場の海況により浮沈式生け簀を活用

上記養殖システムを開発し実施することで、コスト低減による養殖ブリの安定供給を目指す。
・スキンパック・ガス置換包装による長期・鮮度保持可能な技術の実用化による高鮮度出荷

提案者名：一般社団法人 マリノフォーラム２１ 技監 白石 學

提案事項：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

「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

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：75,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 35,000）

番号：２‐２２

様式２

研究･実証地区：大分県佐伯湾の養殖生簀で実施

平成２６年度概算研究経費（千円）：70,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：35,000 ）

期待される効果
・生産の大規模化によるコスト低減と管理ｼｽﾃﾑの活用による労働条件の緩和

現在の給餌は船上か行われ、水中の摂餌状況が分からないまま投餌が行われている。水中画像を見ながら投餌する本ｼｽﾃﾑにより適正な行われ餌
量を節約でき、生産コストの削減になる。
・水温の変化等により生簀内の魚の健康状況、斃死魚の把握も可能となり生簀内の環境の改善と残存尾数を正確に把握し経営安定に寄与する。
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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

インターネット

監視モニター
・円周型魚眼カメラ
環境モニター
・水温、塩分、DO

潮流など

生簀内の動画像や
環境情報など携帯電話回線、WiFi等

携帯
(スマートフォン）

情報習得
・環境情報
・警報など

スマートフォン、携帯メール

作業船

網洗浄、尾数確認、
水上げの効率化など

大
型

給
餌
機

発
信
器

大
型

給
餌
機

発
信
器

※条件によっては浮沈式生簀を使用

事務所、主要な従業員宅

ＰＣ

操作可能
・給餌

・環境確認

スキンパック・ガス置換包装
による長期・鮮度保持可能な

技術の実用化

陸上・船上での運用

鮮度維持

生簀環境を
いつでも、どこでも

見れるようにし
コスト削減を図る
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提案内容

定置網漁業は回遊してくる魚類を縦網によって誘導し金庫網へ集める漁法であるが、金庫網から魚を取り出
す際に、作業時間が長いこと、重労働であること、作業者の高齢化が進んでいること等によって、作業効率が悪
いと同時に安全面でも問題を抱えているのが現状である。また、金庫網を起こすための起こし船やタモ網による
漁労作業が必要であり、漁労に伴う経費がかかる原因にもなっている。一方、魚類の高付加価値は鮮度の良さ
で決まるが、窮極の鮮度の良さとは活魚化を図ることである。定置網では、金庫網から取り出す際のタモ網等に
よるストレスが原因で歩留まりが悪いことや、本来活かすことを前提としていない漁業体系から活魚化が困難で
あることから、高付加価値化が図れない大きな原因となっている。

そこで、本提案では、定置網漁業の作業効率を上げるとともに、漁獲した魚類のオール活魚化を実現すること
によって、高付加価値で安全安心な魚類を市場および消費者へ供給するための技術とこれらの技術を結ぶシス
テムを構築することを目的とする。具体的には、定置網（金庫網）からの魚類を活魚のまま採捕する技術、採捕
した活魚を蓄養生簀へ運搬する技術、蓄養して出荷する際の技術および消費地へ搬送する技術等の活魚化に
伴ういくつかの技術とこれらの技術を結びつけるシステム化を構築をするための実証試験を実施する。

提案者名： 一般社団法人日本水産振興機構 （共同研究機関：東北大学農学部，（有）杉山水産）

提案事項：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

「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

定置網漁業の作業効率を上げるとともに作業者の安全が確保され、漁獲された魚類の活魚化による高付加価値化を
実現し、定置網漁業者の経営改善を行うことによって後継者の育成を図るとともに六次産業化へ向けたモデルケースを
構築する。

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：２‐２３

様式２

研究･実証地区：宮城県石巻市

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）：40,000） 66



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

定置網漁業

作業効率が悪い

活魚化が困難 活魚の安定供給

漁業経営の改善
漁業経営が困難

高付加価値化

後継者育成

生簀漁業

蓄養漁業

現 状 新たな取り組みの結果

作業効率の改善

安全性に問題あり

タモ網等によるストレス

安全性の確保

六次産業化へ向けた検討

活魚移送技術が未完成

共同研究機関：東北大学農学部，（有）杉山水産，（一社）日本水産振興機構

労働条件の改善

鮮度の確保

出荷調整と安定供給

曳航生簀による活魚移送

後継者不足

水産資源の持続的有効利用
漁獲から消費までの一貫した活魚管理
安全・安心・地産地消・安価な活魚の安定供給
水産物のブランド化

実
証
試
験

オール活魚化

長時間労働・重労働・高齢化
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提案内容 陸上養殖は、飼育環境の人為的管理が可能であり、我が国が有する技術力を活かすことで、従来の海面養殖に比

べて高い生産性を実現することが期待されている。しかし、事業化に向けた 大の課題として収益性の確保が挙げられる。サク

ラマスは富山名産「ますの寿し」の原材料に用いられるなど需要ニーズが極めて高いが、近年における本種の漁獲量は年間

1,000トン余りであり、養殖生産量もわずかである。このことから、本研究は、革新的技術により安全で高品質なサクラマスを効率

的に生産できる収益性の高い陸上養殖技術の開発・推進を目的とする。

提案者は、魚類の食欲が脳ホルモンによってコントロールされることを世界に先駆けて発見している（Matsuda, 2009; Matsuda,
Ann NY Acad Sci 2011）。また、有害な環境は脳ホルモンの機能不全を起こし、餌などに対する探索・摂餌行動の低下と不安・攻

撃・逃避行動の増大を招くことも見出している（Matsuda et al., Neuropeptides 2012; Matsuda et al., Gen Comp Endocrinol 2013）。

養殖環境の改善は養殖個体の安定した成長など養殖の高効率化に直結するものの、科学的エビデンスに基づいたリサーチと事

業は乏しい。近年、緑色波長光が魚類の過剰な遊泳や興奮を抑え、体重を増加することが報告されている（Yamanome et al., J
Exp Zool 2009; Volpato et al., PloS One 2013）。また、生薬の陳皮による抗不安作用が見出されている（Loscalzo et al., Eur J
Pharmacol 2008）。そこで、本研究ではサクラマスの成長に及ぼす光環境と餌成分の影響を精査すると共に、食欲や情動に関与

する脳ホルモンの脳内変動の動態を分子レベルで分析する。これらの科学的裏付けに基づいて、市場価値の高い2kg以上のサ

クラマスに成長促進させるための実証研究を展開する。

提案者名：富山大学・大学院理工学研究部 松田恒平

提案事項：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

「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 魚類の成長は、摂餌頻度や摂取量と密接に関連している。しかし、養殖業の現場では、積年の経験
則に基づいた飼育・養殖法が未だに主流である。本研究では、脳ホルモンを指標にして、サクラマスの食欲を促し精神
生理学的に安定した環境を構築することによって、科学的裏付けに基づいたサクラマスの革新的養殖技術を確立する。
また、本研究の展開によって、産業上重要な他の養殖魚種の生活環境・飼育環境設備をデザインするための新規技術
としての発展と活用も大いに見込まれる。

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）： 5,000 ）

番号：２‐２４

様式２

研究･実証地区：富山大学五福キャンパス・堀岡養殖漁業協同組合・富山県射水市

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）： 5,000 ） 68



脳ホルモンは魚の心（気分）も支配する

脳科学と水産（養殖）業のコラボ

サクラマスがすくすくと成育できる革新的養殖技術の開発
脳科学と水産（養殖）業のコラボ

サクラマスがすくすくと成育できる革新的養殖技術の開発

脳ホルモンは魚の食欲を支配する

サクラマスの成育に適した脳ホルモンの作用を引き出す養殖技術の確立
～経験則に基づいた飼育・養殖法からの脱却と革新的技術の導入による収益性の高い陸上養殖の実現～

・特定波長光（緑色光）による成長促進作用の科学的実証
・生薬（陳皮）配合飼料による抗不安作用の科学的実証
→食欲を亢進する脳ホルモン（オレキシン・グレリン）の活性化
→脳ホルモンによる精神安定作用（不安緩和）の活性化

<産官学の地域連携>
堀岡養殖漁業協同組合・富山県射水市・富山大学 他 （飼料メーカーやLEDメーカー）

堀岡養殖漁協の
サクラマス養殖水槽

もっと食べたい！ ハッピーな
気分で元気

脳科学と水産（養殖）業のコラボレーション

・ 脳ホルモンの発現解析 ・ 成長量や摂餌量の把握
・ 脳ホルモン分析による ・ 安全・安心なサクラマス

ストレス度の把握 の提供

脳科学と水産（養殖）業のコラボレーション

・ 脳ホルモンの発現解析 ・ 成長量や摂餌量の把握
・ 脳ホルモン分析による ・ 安全・安心なサクラマス

ストレス度の把握 の提供

富山大学 堀岡養殖漁協
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提案内容

・提案者は年間を通して17～21℃の一定水温である地下海水を取水可能な三保地区の養殖研究を進めてきた．病原菌や付着
生物のない清浄な「地下浸透海水を利用してクロマグロ・アワビ・カワハギ・マス類などの陸上養殖とブリ類の蓄養を研究してきた。

・三保半島の静岡市認定の地域資源である清水三保地下海水（地下浸透海水）を活用した中間魚育成事業を完全閉鎖循環式で
はなく温調コストのかからない半循環式陸上養殖システムを開発することで実現をめざす。ここでは、クロマグロを例に説明する。

・クロマグロ人工種苗の必要性：日本がクロマグロ・ミナミマグロの７～８割を消費している。太平洋クロマグロの資源保護強化の
一環として種苗（ヨコワ）漁獲制限でマグロ養殖業者は種苗確保が難しくなっている

・クロマグロ人工種苗が販売されるようになった。天然種苗を補う点で有効であるが、生産期の終盤に作られた種苗は海水温の
低い海域では冬を越せないことが指摘されている。

・ほとんどの人工種苗需要家が施設を所有する海面の冬期水温が低く、自身で改善の可能性がほとんどない。

↓

・クロマグロ人工種苗を陸上で育成し、冬を越して成長させた人工種苗をマグロ養殖業者に提供する。

・クロマグロのみならず他魚種の中間魚育成基地の事業化をめざす。 地下海水を用いることで加温，冷却コストがかからず、半
循環方式を採用すれば地下海水の取水制限内でも育成が可能。

提案者名：東海大学海洋学部水産学科 教授 秋山信彦

提案事項：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

「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
・マグロ養殖業者の不満の多い遅い夏に産卵した人工種苗を活用して、活入れ数の増大をめざす。
・陸上水槽から海面生簀に移動する時に、「大きく育てた健苗」を養殖業者に提供できる。
・マグロ養殖業者の経営安定に寄与：健康な種苗の安定確保、歩留まり向上、養殖施設(生簀)の有効活用（半年以上）
・ブリ類他の養殖魚の中間魚育成にも応用でき、海面養殖業者の経営安定に寄与できる。

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）：100,000 ）

番号：２‐２５

様式２

研究･実証地区：静岡県（中間魚育成）→愛媛県、大分県（養殖）

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）：300,000 ） 70



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

地下浸透海水
・年間を通して17～21℃
・清浄

研究成果
・クロマグロ，マス類，カワハギ養殖
・アワビ養殖
・ブリ類畜養

マグロ養殖業者の不満
・弱い、歩留まりが悪い
・海水温が低いと冬を越せない
・出荷まで1年長い

陸

上

で

中

間

魚

育

成

クロマグロ人工種苗 マ グ ロ 養 殖 業 者

三保半島＝中間魚育成基地 構想の実現
・病原菌やウイルスなどが飼育槽内に混入する恐れがない
・加温コスト不要

他魚種にも応用
・ブリ類

健苗

・歩留まり改善
・活入れ種苗数の安定確保
・経営安定

地域資源活用

成果応用

天然・人工種苗資源が不安定

クロマグロで事業性の確立

半循環式陸上養殖システムの確立
掛け流し式と完全循環方式の中間

従来：秋
今後：春

研究実証施設

静岡市地域資源認定＝清水三保地下海水

地域資源を活用した新事業の創出
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提案内容

提案者名：静岡県水産技術研究所 資源海洋科 長谷川雅俊

提案事項：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

「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 魚群量データの蓄積で、資源評価→漁獲可能量→漁業者による漁業管理の実施→安定的な漁業経営の実現。
２ 魚群量マップを利用して適正な日々の操業を確立

→効率的な漁場探索が可能となり燃油代の軽減や時間の短縮 炭酸ガス軽減による地球温暖化対策
３ 安定的な漁獲供給で、サクラエビ・シラスの輸入に対抗しつつ地域の水産加工業や流通業の振興に貢献できる。

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）： ０ ）

番号：２‐２６

様式２

研究･実証地区：静岡県由比・大井川地区(サクラエビ）、用宗・吉田地区(シラス）

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 ）

問題点

①サクラエビ漁業は駿河湾で行われ、漁獲金額を均等配分
する総プール制を実行しているが、資源は自然変動の影響
を受けているため、安定した漁獲維持が求められている。

②シラス漁業は重要な沿岸漁業として太平洋沿岸で広く行
われているが、漁場探索に多大な経費（燃油）を要している。

漁業の問題解決へのポイント
・サクラエビ、シラスとも２周波魚群探知機(魚探）

で魚群の種類と量を漁業者が判断して操業－す
ぐ捨てられてしまう！
・捨てられているビッグデータを利用しよう！

そこで

・既存の魚探情報を収集する技術に
取り組んできた→製品化には至ら
ず、普及に課題が残った。

・魚群量の解析ソフトでは海底識別
に問題が残るとともに、漁業協同組
合での実用化に至っていない。

今後の研究内容
①漁船が得ている位置，魚探等の情報を収集する装置の製品化。

②収集したデータから、漁業協同組合がタッチレスで計算処理、魚群量の
マッピングまで行うソフトの開発。
③魚群量データの標準化を行い、分布量の絶対値を推定する技術の開発。
④燃油削減を狙う操業システムの確立
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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

小型漁船からの魚探情報収集装置
魚探、ＧＰＳ等からのデータを収集するとともに水揚
時に漁協事務所に無線LANでデータも水揚！漁業

者の労力をかけず、捨てられていたビッグデータを
利用。

サクラエビの魚探反応

低周波 高周波

魚群量解析ソフトウェア
収集したデータから、漁協職員や漁業者がタッチレスで計算
処理、魚群量のマッピングまで行う。多忙でも解析。

魚群量データを利用した操業と漁業管理
①資源量推定→TAC漁業管理

→漁獲増→安定的な漁業経営
②魚群量マップ→操業システム→燃油削減

魚群量マップ
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小型漁船の魚探等航海機器
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○提案内容

１．誘導マークなしで、多様な形状の水槽を清掃できる次世代型の種苗生産用の水槽底掃除機を開発する。

２．種苗生産施設で使用されているヤンマー水槽底掃除機は、２５年前に開発し、都道府県栽培漁業センター等

の魚類種苗生産施設で多数（累計納入台数約２５０台）採用され、省力化と種苗の安定大量生産に寄与

してきた。

３．しかし、当時の先端技術を導入した装置も陳腐化し、将来、部品供給が困難になることが予想されるため、

新たな水槽底掃除機の開発が不可欠である。

４．次世代の水槽底掃除機は、誘導マークが不要で、水槽形状にあわせて設定したルートを清掃できるものとする。

○解決すべき課題

１．電波が使用できない水中での位置検出⇒超音波により現在位置を正確に把握するハード・ソフトの開発

２．現在位置情報と、設定した走行経路情報とで、自動的に底掃除を行うハード・ソフトの開発

提案者名：ヤンマー舶用システム㈱海洋ソリューション推進部 尾坂滝太郎

提案事項：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

「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．誘導マーク施工費、誘導マークの維持管理費を不要とすることで、維持コストを低減するとともに、多様な水槽で

マーク施工を行うことなく使用が可能となる。
２．次世代型として設計を刷新することで、２０年後まで安定して装置・部品の供給を継続できるようにする。

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）： ３０,０００‐）

番号：２‐２７

様式２

研究･実証地区：都道府県栽培漁業センター（汎用性を確認するため複数のセンターでの実証試験を希望）

平成２６年度概算研究経費（千円）：１５，０００‐）
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ２０，０００‐） 74



ポンプ

超音波送受信機

誘導マーク式

次世代誘導マークなしタイプ コントロールボックス
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○提案内容

約１０年前に自走式養殖網水中洗浄機を開発し、１３０台以上を納入し、海面養殖業における３Ｋ作業の

改善や飼育環境の改善に寄与してきた。特に、マグロ養殖には不可欠な機器となっている。

今回、この養殖網水中洗浄機に無人で運転できる機能を追加することにより、洗浄機操作の省力化をはかる。

○解決すべき課題

従来オペレーターがモニターを見ながら長時間手動操作を行う必要があった。

汚れの程度にもよるが、マグロ養殖いけす（５０mＸ７０m生簀１基）で５日間を要していた。

○解決すべき技術課題

・水中位置の把握と自動走行を行うための、センサー類、ハード、ソフトの開発

・水中での異常情報の把握、処置（停止、回避）、通報 （ロボットの動作異常など）システムの開発

・船上での異常情報の把握、処置（停止）、通報 （高圧ポンプ、エンジン、船体の異常など）システムの開発

提案者名：ヤンマー舶用システム㈱海洋ソリューション推進部

提案事項：次世代型養殖網水中洗浄機の開発（無人運転機能の開発）

「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
○生産コストの低減：人件費１人５００万円／年Ｘ０．８削減（設置回収は有人）＝４００万円／年
５年間で２０００万円の削減（オペレーターは、他の養殖作業にあたることができる）
製品価格は現状価格＋１０００万円程度を目標とし、２年で価格アップ分の投資回収を可能とする。

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）：３５，０００－）

番号：２‐２８

様式２

研究･実証地区：大分県南地区他（多様な養殖生簀で実用性を評価する。）

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）：２５，０００－）76



僚船：運転状況受信
事務所：運転状況受信・遠隔監視

運転状況発信

無人運転
設置・撤収は有人

水中洗浄機

オペレータ常駐
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提案内容

① 閉鎖型循環式陸上養殖システムに、ラモンドナノミキサー（特許保有）を用いた酸素ウルトラファインバブル技術を
導入することにより、溶存酸素量を高レベルに維持することで、飼育魚の活性化・餌食いの向上を実現し成長を促
進し過密養殖も可能となる。また、ウルトラファインバブルが有する洗浄力・殺菌力により、飼育水槽や飼育水を浄
化することで、飼育魚の罹病を防止し斃死率を低減する。

② 漁船、水揚げ市場、集荷・出荷市場に対し、窒素ウルトラファインバブルを用いた超低酸素海水生成技術による鮮
魚の長期鮮度保持システムを導入することにより、漁獲魚の付加価値を向上させる。魚倉内の冷却水や集荷魚の
保存に超低酸素ウルトラファインバブル海水を使用することにより、魚体の油脂分酸化を強力に抑制するとともに、
好気性一般生細菌を抑制し、且つ、魚体表面の褪色や褐色変化を抑制する。

提案者名：株式会社 ナノクス

提案事項： 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

「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 飼育魚の成長促進による養殖コストの低減、飼育効率の向上（飼育量の増加）。飼育魚の斃死率低減による歩
留向上。収益の向上。

② 鮮度保持による魚価の向上。長期鮮度保持効果による遠隔地・海外へのチルド出荷可能による売上高・収益向
上。出荷調整によるロスの向上。

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）： ）

番号：２‐２９

様式２

研究･実証地区：広島県尾道市（養殖）及び福岡県北九州市（鮮度保持）

平成２６年度概算研究経費（千円）：15,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）78



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と
鮮魚の長期鮮度保持システム
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提案内容
消費者（店舗）に、資源保護への取り組み情報と資源保護が行われ適正に漁獲された水産物の履歴（トレーサビリティ）情報を

発信し、水産物の付加価値を向上させるシステムを提案する。そのために、モニタリングを含む資源保護への取り組み情報を構
築と蓄積するとともに、漁獲された生産物のトレーサビリティシステム（生産流通）の構築と運用、そして、トレーサビリティを行うた
めに必要な水産物に添付するQRコード付きのカードの印刷の効率化及び偽造防止に関する３つの技術開発を行う。

第１の資源保護への取り組み情報の構築と蓄積は、該当水産物に関する資源保護要素（自然環境、保護区、漁法、漁期、漁獲
制限等）をサーバーに体系的に構築・蓄積する。第２のトレーサビリティは、スマートフォンによりサーバーにアクセスし、陸揚げさ
れた水産物の写真撮影、さらに、魚種、状態等のコメントを入力し、生産履歴情報とする。なお、水産物の写真にはＥｘｉｆ情報とし
て、撮影場所・時間が付帯されており、生産履歴情報として利用する。これら情報をサーバに送信すると、サイトのURLのQRコード
と撮影した水産物の画像がスマートフォンに表示され、この画像をカードに印刷し、水産物出荷時に封入する。加工段階がある場
合は封入されているカードのQRコードを読み取り、加工情報を追加し、新たなカードを発行する。スーパー等の量販店や直売所
においては、水産物を販売する際に消費者へこのカードを渡す。居酒屋等ではカードを渡すと共に、タブレット型PCを設置し、カー
ドから読み込んだサイトをその場で閲覧する。消費者は、購入した水産物の画像とともに生産履歴情報と水産資源の保護活動情
報を知ることができる。第３の印刷の効率化は、陸揚げされた水産物が対象となることから、耐水性を有し、かつ、効率的に印刷
できるシステムを開発するとともにカードの偽造防止を行い、水産物のトレーサビリティを確保する。

提案者名：一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 第一調査研究部 林 浩志

提案事項：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

「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

レストラン等の食材偽装表記事件の多発により、水産物のトレーサビリティならびに食への安心・安全が高まってきている。併
せて、世界的な漁業への動向から、水産物の資源管理とエコ活動への関心も大いに高まってきている。このような中、このシス
テムは、水産物の生産地での適正は資源管理と偽装表記防止のトレーサビリティの情報発受信がスマートフォンで可能となる。
この結果、水産物の付加価値を高め、漁業経営改善につながる。

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：２‐３０

様式２

研究･実証地区：長崎県対馬市（生産地）、福岡市（消費店舗）、京都市（消費店舗）

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）： ）80



水産物の資源保護とトレーサビリティの情報発信システム

印刷の効率化
カードの耐水性と
偽造防止

対馬海洋保護活
動区で漁獲された
魚をスマホで撮影

トレーサビリティ情報の送信

QRカードの発行wifi接続

カード
封入

市場

魚の流れ

データの流れ

QRコードの流れ

量販店 居酒屋 消費者へQRカード配布

タブレットやスマート
フォンでQRコードを読
み込み、トレ－サビリ
ティー情報を閲覧

消費者

出
荷

資源保護情報の構築と蓄積

対馬の海洋保護活動
区域での漁獲物

海洋保護活動情報
・自然環境 ・資源保護活動の内容
・漁場区域、漁法、漁期、漁獲制限

日本海対馬暖流系

・生産地、消費地情報

スマートフォンによるトレーサビリティシステムの構築と運用 サーバー

アンケート回答送信

３つの視点
1.資源保護情報の

構築と蓄積
2.トレーサビリティ

システム
3.印刷の効率化,

耐水性,偽造防止
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提案内容

三重エネウッド株式会社は、三重県松阪市内の林業関係６社により木質バイオマス発電を目的に設立された事業者で、
同市で主として三重県産の未利用材（間伐材および林地残材）を燃料に出力5800kw 規模の木質バイオマス発電に取
組んでおり、平成26年11月の発電開始を目指している。一方、橋本電子工業株式会社も三重県松阪市にあり、これまで
に三重大学と共同で「ゼブラフィッシュを活用した創薬支援に関する研究開発」を行ってきた実績があり、平成21-23年度
科学技術振興機構（JST）先端計測分析技術・機器開発事業では提案者らとともに「ハイスル―プットタンパク質生産シ
ステム」を開発し、高い評価を得ている。また、提案者らはキンギョ（水泡眼）を用いた抗体生産に成功しており、本技術
はJSTの支援でPCT出願を完了している。さらに、平成25年度日本学術振興会「頭脳循環を加速する若手研究者戦略
的海外派遣プログラム：生物資源の多面的高度利用のための国際的教育研究拠点の形成」に採択されたことから、オラ
ンダ・ワーゲニンゲン大学と大型藻類を用いたバイオリファイナリーで共同研究を行っている。

そこで本プロジェクトでは、バイオマス発電時に発生する廃熱（40度以下）の有効利用の一環として、①トラフグ養殖で
実績のある近畿大学水産研究所の指導・協力の下で地産地消のベースで付加価値の高い“松阪ふぐ”の生産、ならび
に、革新的技術の緊急展開として、② “ゼブラフィッシュ・キンギョ”を活用した創薬標的タンパク質およびそれに対する
抗体医薬開発、③三重県特産“青のり”をバイオマスとしたバイオリファイナリー研究開発、以上の３つの事業展開を行う
ための循環型陸上水産インキュベーションプラントの構築を目指す。

提案者名：三重大学大学院生物資源学研究科 田丸 浩

提案事項：（10）水産 ②魚類

「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

農林水産業の振興と地域経済の活性化に資する再生可能エネルギー事業が目指す新たな「バイオ・エコタウン」 構
想が実現可能になることで、新たな雇用創出が期待できる。さらに、 “林野分野”と“水産分野”の 先端技術に加えて、
生育環境や生育状況をモニタリングするＩＴが融合することで１次産業の活性化を目指すとともに、大学発ベンチャーが
取組む魚類を用いた創薬支援開発やバイオリファイナリーを事業化することで「水産業の新たな方向性」を提示できる。

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）： 200,000 ）

番号：２‐３１

様式２

研究･実証地区：三重県津市・松阪市

平成２６年度概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 300,000 ）82



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

バイオマス発電プラント

三重エネウッド㈱

廃熱
松阪ふぐ

“水産業活性化”

地域活性化のための“バイオ・エコタウン”構想

間伐材

再生可能
資源循環

ゼブラフィッシュ

橋本電子工業㈱

松阪市

キンギョ

“新産業創成”

創薬
支援

組換えタンパク質

抗体医薬三重大学

魚工場

協力：近畿大学水産研究所

陸上養殖

青のり
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提案内容

提案者名：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 （日環科学株式会社）

提案事項： 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

「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

千葉大学、並びに日環科学を中心としたグループは、未利用海産資源や植物残渣を原材料とした高温発酵飼料を開発

している。当該発酵飼料を動物に投与すると、①内臓脂肪の蓄積抑制と成長促進、②肉質（卵質）の抗酸化力の増強、
③免疫力の増強などの機能を発揮することが明らかになっており、大手畜水産業者に供給している。その機能性を検証
するために、慶応義塾大学（医学部)、理化学研究所（横浜）、東京大学（新領域）らとの共同研究を推進しており、 新の

研究データでは、飼料中の好熱性微生物が、宿主由来の腸内の乳酸菌などの有用な菌種を増加させていた。同時に腸
内免疫系や肝臓の代謝系を改善させており、このような生理的な変化が畜水産品の健康機能成分を増加させる要因とし
て考えられた。さらに、副次的な効果として、腸内環境の変化によって畜糞の臭気が軽減し、畜糞堆肥の品質向上をもた
らすことが明らかになっている。また、この堆肥を用いると、減農薬化が可能な作物生産が可能となり、作物の品質を改
善させる傾向にあった。一方、水産分野では、病気の発症予防と品質向上のみならず、養殖場の水質を改善し、養殖場
付近の他の水産物を高品質化する波及効果が確認された。本技術開発では、このように現場の知見において、発酵飼
料の有効性が明らかである個々の案件を包括的に捉えながら、食材の高品質化とそれに伴う環境改善の指標を生産の
各段階で明確化するために高度な学術的なエビデンスを蓄積する。これらのデータを踏まえて、世界を凌駕する健康機
能性の高い農畜水産品をつくるための、次世代に繋がる資源循環システムとしての基盤の確立を目標とする。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：135,900
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 32,000 ）

番号：２‐３２

様式２

研究･実証地区： 全国（養鶏・養豚：千葉・群馬・茨城）（養殖：九州大分・四国愛媛）

平成２６年度概算研究経費（千円）：69,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：28,000 ）

本テーマは、既に大手スーパーなどで流通実績を有する農畜水産品の機能性を明確化するための「エビデンス・ベー
スト・アグリカルチャー＆メディスン」としての位置づけにある。さらに環境に優しい一次産業のシステムを包括的に捉え、
その環境機能性を評価する点で従来にない、社会全体への波及効果のある網羅的な開発と言える。このような視点は、
世界に通用するロハスの概念を内包した健康機能性食材の生産システムとして国際基準となりうるものと言える。
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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
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提案内容

◎スラリーアイスを利用して、スーパーチリング温度を安定的に維持することにより、従来よりも高鮮度で低コストな
生鮮魚介類の保管・輸送を実証する。

・スーパーチリングは食品の氷結点付近の温度域（０〜－５℃）を指し、低温性を利用した水産物の鮮度保持が８０年
代に盛んに研究された。微生物の不活化や酵素反応の抑制により、氷蔵の２倍の鮮度保持が可能との報告があるもの
の、流通現場での精密な温度制御（±０．５℃以下）が困難で実用化には至っていない。

・スラリーアイスはマイナス温度の流動性海水氷で、冷却能力に優れることの他に、温度変動が全くないという特徴が
ある。温度は水と氷の化学平衡に基づくもので、塩濃度により任意に調節できる。スラリーアイスから塩水を除いた
脱水氷は、軽量でハンドリングが良く、同様の温度を容易に作り出すことができる。

・すなわち、スラリーアイスや脱水氷を用いることにより、特殊な輸送設備を必要とせずに、簡単に発泡スチロール容
器内にスーパーチリング環境を作り、漁獲物を高鮮度に運搬することが可能となる。

・本プロジェクトでは、定置網漁業者、鮮魚出荷業者、機械メーカー、包装資材メーカー、研究機関の技術をオールジ
ャパンで結集し、 スラリーアイスから脱水氷を連続的に製造する装置や、液漏れしない専用発泡スチロール箱の開発
、および各魚種に応じた最適な輸送温度のノウハウ構築をおこない、販売テストをとおして高鮮度で低コストな生鮮
魚介類のスーパーチリング流通の実証をおこなう。

提案者名： （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 主任研究員 吉岡武也

提案事項： 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

「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

・定置網漁獲物の価格向上 → ブリ、マイワシ、シロザケ等の高鮮度化（消費者ニーズへの対応）
・遠距離輸送による商圏の拡大 → 出荷日＋2日地区への販売（関西・九州、アジア圏への輸出も視野）
・コストの軽減 → 氷の自己生産（氷コスト50％軽減）、特殊設備を必要としない保管と輸送

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）： ）

番号：２‐３３

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）：20,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）86



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

スラリーアイス製造装置
（開発済み）

スラリーアイス

定置網（大謀網）

スラリーアイスを用いた
急速冷却による鮮度保持

（取組中）

＋

ブリ、マイワシ等漁獲物 液漏れ防止専用箱

脱水氷

○連続式脱水氷製造
装置の開発

○専用発泡スチロール
容器の開発

塩濃度調節による任意の
温度設定

液漏れの防止（航空機搭載可）
保温性と強度の確保

新しい仕立て法による
消費地に向けた出荷

○各魚種の特性に応じた 適な輸送・保管条件の開発
食品生化学的、微生物学的な知見の導入

輸送・販売テストによる有効性（コストと価値）の実証
漁業者の収益アップに寄与

★ハード開発

★ソフト開発

スーパーチリング（-1〜-3℃）の適応

塩
水
を
除
去
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提案内容

山口県瀬戸内海側の魚類養殖業においてトラフグは も重要な魚種である。しかし、養殖場の環境悪化や、寄生虫症による歩
留りの低下や成長不良の発生、さらには赤潮による被害などが経営に悪影響を与えている。下松地区では、若手の後継者がトラ
フグ養殖を営んでおり、後継者育成のモデル地区として、当県のトラフグ養殖を振興するシステムを構築する。

（１）二枚貝類による水質環境改善機能および複合養殖としての利用

トラフグに寄生する様々な寄生虫は養殖場で感染環が確立していると考えられているが、それらの寄生虫の感染時期は浮遊期
である幼生期と言われている。貝類などのろ過性生物をトラフグと同じ海域で飼育することにより、幼生の密度を減らし、寄生虫の
被害を軽減する方法について開発する。あわせて、二枚貝類による赤潮等に対する水質環境改善機能の確認と利用、二枚貝類
を複合養殖の対象としての利用を図る。

（２）赤潮早期警戒システムの構築

本県瀬戸内海側では、夏場を中心に年間10件前後の赤潮が発生し、畜養中または養殖中の魚介類がへい死する漁業被害が
散発している。トラフグ養殖が盛んな下松地区をモデル海域として、連続観測用クロロフィルセンサーを設置し、人工衛星のクロロ
フィルデータおよび採水・検鏡した赤潮データの関係から赤潮のリモートモニター技術を開発して、発生した赤潮に適切に対処し、
漁業被害を軽減するシステムを構築する。

提案者名：山口県水産研究センター内海研究部 天社こずえ

提案事項：トラフグ養殖モデルシステム構築研究

「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

トラフグ養殖の歩留まり向上、成長促進による生産性の向上、二枚貝類の複合養殖により漁家所得の向上が見込まれる。これにより、中
核的な漁業者の育成につながり、モデルプランとして他地区への波及も見込まれ、養殖業（産業）振興、トラフグ産地育成、養殖場環境の改
善による食の安全・安心のＰＲにつながる。当地区で検証した赤潮早期警戒システムについて、さらに広域に連続観測用クロロフィルセン
サーを設置することにより、赤潮の発生と動向を早期に、かつ広域的に把握し、広報することにより、一般漁業者や養殖業者に対する漁業
被害を軽減して漁業生産性の向上に寄与することができる。

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

番号：２‐３４

様式２

研究･実証地区：山口県下松市 下松地区トラフグ養殖グループ（試験区：下松市栽培漁業センター）

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）：１０，０００ ） 88



寄生虫

貝による濾過
（水質浄化）

虫卵

成虫
（寄生）幼生

（浮遊期）

二枚貝が寄生虫を
浮遊期に取込み

二枚貝養殖

有害プランクトン

クロロフィル濃度を目安に
赤潮の接近を24時間監視

送信ユニット

データの自動送信
（異状の検知）

二枚貝養殖技術開発
（山口県水産研究センター）

養殖に適した二枚貝の探索、
養殖方法の開発、データの蓄積

室内試験によるデータ蓄積
（山口県水産研究センター）

飼育（曝露）試験、
寄生虫の生態解明

【リスク－２】
有害プランクトンの
赤潮によるへい死

【リスク-１】
寄生虫による成長不良・へい死

クロロフィル
センサー

早期対策
（餌止め等） トラフグ養殖筏

トラフグ養殖モデルシステム構築研究

フィールド試験
（下松市栽培漁業センター）

養殖業者・水試等

山口県の魚（ふく）
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（３）その他
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提案内容

緊急課題
・北海道南西部の日本海側沿岸地域ではウニによる食圧の原因とされる磯焼け海域が拡大しウニ漁獲量は減少している。
・海藻群落である「藻場」は「海の揺りかご」とも呼ばれ、磯焼け海域ではウニ以外の沿岸漁業資源量に多大な影響を及ぼしているため、「藻
場」の回復は急務である。

現在の対応策
・磯焼け海域からウニを駆除 ・海藻群落の形成を促すコンクリートブロックの設置 ・魚肉や雑海藻を用いた餌の探索

しかし・・
・食味が悪く磯焼けのウニを商品化させる餌の開発に至っていない。

申請者らの研究成果
・磯焼けのウニを2ヶ月で食味に優れ肥大した生殖巣にする水産産業廃棄物を利用した餌の開発に成功した。
・ウニ生殖巣に有益なEPAやアラキドン酸を含有、さらに、近年注目されている抗炎症作用を持つフラン酸を含有することを明らかにした。
・疾患モデルラットを用いてウニ生殖巣が、腸内乳酸菌を増殖させると共に腸内フローラを整える健康機能を持つことを明らかにした。

提案内容

・開発した餌を用いて漁港内で蓄養実証試験を行うと共にウニ生殖巣が持つ健康機能解明を動物およびヒト介入試験により行う。

提案者名：北海道大学大学院水産科学院・浦 和寛

提案事項：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～

「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．磯焼け海域を持つ漁村の漁師の収入増加に伴う加工業者を含めた地域経済の活性化
２．水産産業廃棄物を用いたウニ用高機能人工餌料の開発に伴う産業廃棄物の削減
３．磯焼け海域のウニを取り上げることにより「藻場」の回復という環境改善の一助
４．「食」であるウニ生殖巣を用いたヒトの健康、予防医療への寄与

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１１００００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：３‐１

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）：５００００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：１３０００） 94



磯焼けのウニ

肥大した生殖巣

高齢で肥大しない生殖巣

高級食材

健康機能
サプリメント
など

ウニ生殖巣に健康機能の科学的エビデンスを持たせる

完全全量
食品化

細胞・動物試験

ウニ生殖巣が持つ
健康機能の探索

ビタミン
脂肪酸
タンパク質
など

ウニ生殖巣の健康機能解析

ウニ用高機能
人工餌料

無餌 コンブ 開発した餌

「攻めの水産業」に向けた提案
・磯焼け海域に生息する未利用の
ウニの生殖巣を高齢者でも
短期間（2－3ヶ月）で高品質化可能な
革新的ウニ蓄養技術の開発
・ウニ生殖巣が持つ知られざる
健康機能を解明することにより、
磯焼けウニの完全全量食品化

波及効果
・磯焼け海域をもつ漁村地域の

経済活性化
・水産産業廃棄物の削減
・磯焼け海域の環境改善の一助
・ヒトの健康、予防医療への寄与

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/3713/isoyake1.JPG

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～
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提案内容 春のコンブの柔らかさを活かした養殖生産を興し、国内外で即効性の高い市場形成が期待されるサラダ

素材などの生鮮利用用途を創出することにより、より力強いコンブ産業への新生を図る取組を提案する。

【背景】コンブは我国で古くから利用されてきた代表的食材。乾燥熟成で芳醇な旨味が醸成されることから、乾燥流通の発達がダ

シ用途を不動のものとし、和食文化を形成してきた。しかし、その流通形態は今もほぼ変わっていない。コンブ生産は従来、

我国以外で殆ど見られなかったが、現在は、中国や韓国でも大規模養殖されている。消費は生産国以外に拡がり、近年は

元々食習慣がある台湾のみならずロシアなどにも拡大。一方で、我国の生産量は減少が続いている。

【現状】国内生産の９割が北海道。この１／３を担う函館市では養殖が盛ん。これは良質のダシコンブを仕立てるためのもの。ダシ

用途のコンブは十分な生育を待って夏場に収穫。一方、漁業者の間では春のコンブの柔らかさが好評。春は漁獲量が減っ

て収入が低減する時期。また春は、野菜の価格高騰が起こりやすく、流通側から安定した食材供給を求める声もある。

【課題】食のグローバル化や嗜好の多様化が進む中で競争力を強化し生産性を向上させるためには、ダシコンブと競合しない新

たな需要を喚起し、国内外の実需者ニーズに合った生産体系への変換を図ることが必要。

【目的】我々はこれまでに、間引きコンブを活用した生鮮利用技術を開発し、産業化を進めてきた。本件では、間引きを行わずに

ロープごと春に収穫するコンブの生産体制構築を図り、１次産業振興、６次産業化推進の先導的取組を行う。

【内容】①生育把握、②生育に応じた利用適性把握、③塩蔵品の利用技術開発を通し、春採り生産による売上向上を実証する。

提案者名： （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 木下康宣

提案事項：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

「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
○直接的効果：売上向上（H27年度終了時目標）～1億円アップ（原藻：3千万円、湯通塩蔵品：4千万円、高次加工品：3千万円）
○間接的効果：他地域への波及～生鮮品の市場形成による他地域の売上向上（海面養殖生産が行われている三陸地区、湾

内養殖が試みられている関東東海地区、陸上養殖が試みられている北陸地区他）
○その他 ：ジャパンブランドの形成～産地間連携の進展による海外に向けたジャパン・ブランドの確立

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）：2,000（ﾛｰﾌﾟ設置管理））

番号：３‐２

様式２

研究･実証地区：北海道函館市

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）：1,000 96
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提案内容

私たちは、これまでに生研センターの異分野融合研究の経費を得て、「 先端クルマエビ養殖技術の構築—安全・安心・健康なエビを作る-」の研究を
行い、次の技術を開発した。

１）クルマエビの新しい免疫賦活剤、ワクチンおよびプロバイオティクスの開発

２）遺伝子を用いた簡便な疾病診断法

３）親エビの配合飼料に必要な栄養成分の解明

４）完全閉鎖循環式飼育システム内でクルマエビを交尾・産卵の成功

なお、これらの技術を用いて、パイロット的に完全閉鎖循環式飼育システムを養殖場に設置し、病原体フリーのクルマエビを交尾・産卵させることに成
功している。 近、温暖化によって、我が国で従来棲息していなかったブラックタイガーが宮崎で採捕されるようになり、本県で養殖できる可能性が出て
きた。しかしながら、このブラックタイガーは、世界的に広く養殖されているが、腸炎部ブリオ菌の感染症で深刻が被害が出ている。

本提案は、これまでの研究成果を生かしながら、このブラックタイガーの種苗生産技術も新たに取りいれ、さらに、 新のゲノム研究や魚粉を用いない
配合餌料の開発等の新規技術を加え、飼育環境を制御できる完全閉鎖循環式の水槽中で、病原体フリーのクルマエビおよびブラックタイガーの親エビ
を飼育し、成熟・交尾・産卵・孵化を行い、安全で安心な種苗生産技術の確立により、これを世界中に供給することを目的としている。

提案者名：宮崎大学農学部 酒井正博

提案事項：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－

「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．エビの疾病予防を中心とした海洋生物保全ビジネスの創出

今回の研究で、より安価で鋭敏な新しい診断法が確立される。さらに、有効なワクチンや免疫賦活剤を開発することが予定されている。これらの技術は、単にエビ類に
留まらず、全ての海洋生物の保全に利用することが可能で、養殖以外にも新しい海洋生物保全産業を創出することが予想される。
２．栄養面から考えた新しい無脊椎動物用餌料ビジネスの創出

これまで用いられてきた飼料成分を、より安価なものに置きかえることによって、新しい飼料を作製することができる。されに、栄養段階に必須な成分を加えることによ
り、今までにない無脊椎動物用餌料を製品化することが期待される。
３．環境に優しくローコストの飼育装置ビジネスの創出

低コストの完全閉鎖循環式飼育システムを開発することによって、環境に負担がかからない養殖が実現することとなる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：７６，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：３‐３

様式２

研究･実証地区：宮崎県

平成２６年度概算研究経費（千円）：３８，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）98



健康エビ

PCR

ウイルス
感染エビ

健康エビ
WSSV

感染耐過エビ
V. penaeicida
感染耐過エビ

遺伝子名

EF1α
Toll
Tollip
STAT
p53
IAP
Caspase
Dicer2
Argonaute2
NOS
Nox

99 99


