
食料生産地域再生のための先端技術展開事業

貝類養殖業の安定化、省コスト・効率化のための実証研究

〔研究実施期間〕
平成25年度～平成29年度

〔分類〕網羅型実証研究（研究課題名 貝類養殖業の安定化、省コスト・効率化のための実証研究）

研究の背景・課題１

研究の内容３

全国の20％を占めていた宮城県のカキ（マガキ）の養殖生産量は東日本大震災後大きく低下し、その
市場競争力も大きく低下していると考えられている。宮城県のカキ産業の復興と市場競争力を取り戻す
ため、地域特性を活かしながら、ブランド化が見込める高品質カキを効率的あるいは安定的に生産する
養殖技術を生産現場に導入・普及することで、生産現場の活力アップと市場価値を向上させることが重
要である。

 迅速・簡便なマガキ幼生判別手法を開発し、研修会により養殖業関係者に普及を進めた（図１）。

 種苗生産海域の海水流動モデルにより、過去の海況下でのカキ幼生輸送実態を推定した（図２）。

 天然種苗の大量採取と効率的な種ガキ処理により未産卵一粒カキの量産体制を構築し（図３、４）、
宮城県志津川産の生産物（あまころ牡蠣）の試食会と試験出荷を進めた（図５）。

 潮間帯干出カキ（あたまっこカキ）の量産化に向け、養殖施設の増設と生産域を拡大するとともに（図
６）、従来の施設を利用した新たな養殖技術の提案により、生産コスト削減と普及の足掛かりを作っ
た（図７）。

 オイスターバー来店者によるあまころ牡蠣の評価結果の分析から、他産地に比べ高い評価を確認す
るとともに（図８）、消費者が受容できる販売価格等の意識を明らかにした。

 市場で高く評価される生カキの呈味成分等の特徴を解明し、品質評価基準の原型を構築した（図９）。

 養殖カキの予約販売が可能な電子市場（おらほのカキ市場）を構築し、従来よりも高価格での取引を
実現した（図１０）。

研究成果概要４

 新しい高品質カキとして「一粒カキ」及び「潮間帯干出カキ」に係る新たな技術を確立・導入する。
 新技術導入範囲において東日本大震災の前の従来型カキ養殖業と比較して、収益率を2 倍にする。
 高品質カキのブランド化の推進のために、カキの品質評価法を確立する。
 新たな電子取引市場の導入により、参加した生産者の収益を参加前の約2倍とする。

〔代表機関〕
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
〔参画研究機関〕
宮城県水産技術総合センター、海洋エンジニアリング（株）、三洋テクノマリン（株）、国立研究開発
法人 産業技術総合研究所

 天然種苗確保のために、迅速、簡便なマガキ幼生判別手法を開発・普及するとともに、主要種苗生産
海域での海水流動モデルにより過去の幼生輸送の実態を解析する。

 翌年の産卵前に出荷する未産卵一粒カキを大量に生産し、試験販売とともに知名度向上を進める。
 潮間帯干出カキの量産体制の確立を目指した生産実験を行い、販売先と販売方法の検討を進める。
 多様な海域の生カキの呈味成分等の分析結果を蓄積し、市場で高く評価されるカキの品質評価基準
を構築する。生カキの品質維持・向上のための保管・流通条件を検討する。

 未産卵一粒カキの消費者評価結果を解析する。その生産導入による漁家経営への影響を把握する。
 養殖カキの予約販売可能な電子市場を構築し、生産者の収益性を改善する販売モデルを構築する。

研究の目標２



問い合わせ先：国立研究開発法人水産研究・教育機構（東北区水産研究所） TEL: 022-365-1191(代）

天然採苗の安定化・効率化のための技術の検討

図１カキ幼生の検出法の現場普及

未産卵一粒カキ・潮間帯干出カキの生産技術の実証・確立・普及

図３天然種苗の効率的採取と低コストのカゴ養殖

カキの品質評価
基準の構築

あまころ牡蠣の
消費者評価

おらほのカキ市場
のシステム構築

図２主要採苗海域での海水
流動モデルの開発により、カ
キ幼生の輸送実態の推定が
可能に。
（赤丸は緑丸から輸送された
仮想幼生の5日後の位置）

図４ 翌年の産
卵成熟前に収獲

あまころ牡蠣

図９ 各産地のカキの甘味アミノ酸量
と官能検査で認められた呈味の特徴

図5 試食会と試験販売

増設した養殖棚でカキを飼育

あたまっこカキ

丸カゴは潮間帯の高さ
を目安に吊す

カキを入れた丸カゴ

図６ 養殖棚ネット
飼育による潮間帯干
出カキの量産化を推進

図７ 従来養殖施設を利用した潮間帯干出カ
キ生産方式の提案

図８ あまころ牡蠣と他産地カ
キの要素別品質評価結果の例 図10 予約取引可能なカキの電

子商取引市場

（注）あまころ牡蠣・あたまっこカキは含まず



研究成果概要

食料生産地域再生のための先端技術展開事業

サケ科魚類養殖業の安定化、省コスト・効率化のための実証研究

〔研究実施期間〕
平成２５年度～平成２９年度

〔分類〕網羅型実証研究（網羅型研究課題名 サケ科魚類養殖業の安定化、省コスト・効率化のための実証研究）

研究の背景・課題１

研究の内容

研究の目標

３

 魚の消費が全国的に減少傾向がある中、生鮮生食サケの消費は伸びており、ギンザケを生食用サ
ケとして流通させる有効性が確認された。また、活締め+シャーベット氷を用いることにより、生食用と
して輸送に2日間かけられること，電気ダモシステムにより活締め作業効率を大幅に向上させられる
ことが明らかになった（図１）。

 試作した低コスト飼料で養殖したギンザケは，成長倍率は通常飼料にやや劣ったものの増肉係数と
飼料コストが改善し概算収支は大きく上回った（図２）。

 高成長系統魚は，種苗生産段階で1.2倍程度の成長向上（図３）。EIBSウィルスに対する簡便な検査
法を開発し，幼魚期に一度感染して免疫を獲得した種苗を判別可能になった。さらに，ワクチンを試
作中。ビブリオ病ワクチンの使用方法を再検討し，注射法の方が効果期間が長い傾向（図４）。

※（EIBS: Erythrocytic inclusion body syndrome：赤血球封入体症候群）ビブリオ病に次ぎ、ギンザケ被
害第２位の病気。幼魚期に一度感染して回復した種苗は，免疫獲得により海面で再発しない傾向。

４

〔代表機関〕

(研）水産研究・教育機構
〔参画研究機関〕
宮城県水産技術総合センター、（株）ニチモウマリカルチャー、日本農産工業（株）、
（国）東京大学、（国）九州大学

２

●販売・生産戦略の提示、飼料の改善と鮮度保持による高品質化により浜値の30%向上。
●効率給餌により生産コストの10％削減。
●高成長家系魚による早期出荷（成長効率１．４倍）と防疫手法の開発による死亡魚の抑制（海面で発
生する死亡の９０％防除）。
●以上により、ギンザケ養殖業において生産者の収益率２倍を目指す。

宮城県におけるギンザケ養殖は地域の基幹産業であったが、東日本大震災で生産・加工基盤の大
半を失った。加えて、宮城県産養殖ギンザケ市場の多くは生産を再開するまでの間に外国産養殖サ
ケ類に置き換えられ、地域の基幹産業としての存続が危ぶまれている。このような危機的状況にある
宮城県のギンザケ養殖を復活させるには、生産の効率化とともに市場ニーズにあった良質な養殖ギ
ンザケを安定的に供給することが必要である。

●社会経済的な視点からの市場調査をもとに、我が国のサケ市場における宮城県産養殖ギンザケの
位置（市場価値）を明確化し、販売戦略を提示する。また、外国産養殖サケに市場を席巻されている生
食分野（刺身・寿司商材）への供給が可能な高品質養殖サケを目指して良質なサケの育成と収穫後
の品質保持・向上を図る。
●生産性と収益の向上を目指して、一連の養殖生産体系を見直す。
●収量に影響を及ぼす成長や歩留まりを向上させるための高成長魚の作出。稚魚期（淡水）から海面
での育成期を通じて生残率に影響を及ぼす病害の防除。



市場ニーズの把握、販売・生産戦略の提示
飼料の改善と鮮度保持による生産性UPと高品質化
高成長系統ギンザケ作出による早期出荷
魚病被害防除手法の開発

量販店バイヤーの多くが
サーモンの生食市場はま
だ伸びるとの見立て

活〆シャーベット氷・簡易脂肪分
測定の導入

高付加価値化のための活〆・鮮度保
持と品質評価技術の開発（図1）

日本全国が生食出荷圏内に

活〆シャーベット氷で鮮度保持時間延長

K値２０以下が
生食の目安

電気ダモシステムで活〆作業の大幅
な効率化を達成

3回選抜した
高成長系統
は種苗生産
段階で約1.2

倍の成長

高成長系統の作出（図３）

大項目 小項目

数量
単価（円
/kg）

金額(千
円)

数量
単価（円
/kg）

金額(千
円)

導入数量
（kg） 4,000 1,000 4,000 4,000 1,000 4,000
平均サイズ
（g） 153 171

給餌量 合計 62,200 237 14,743 75,040 256 19,216

18,743 23,216

369 408

出荷量（ｋ

ｇ） 50,812 437.3 22,218 56,843 449.8 25,568

出荷平均サイ
ズ（kg） 2.35 2.67

22,218 25,568

3,475 2,351

成長倍率 12.7 14.2
増肉係数 1.33 1.42

概算収支（Ｂ－Ａ）

kgあたり生産経費

(円/kｇ）

出荷

売上合計（Ｂ）

養殖

デー

ター

低コスト飼料区 通常飼料区

種苗

経費合計（Ａ）

魚粉の一部を
チキンミールに
置換した低コス
ト飼料（約10％
コスト削減）に
よる概算収支
は通常飼料の
1.4倍となった

低コスト飼料による養殖結果（図２）魚病被害防除手法の開発（図４）：ビブリオ病とEIBS病が魚病被害の９０％

ビブリオワクチンを使っているのに
被害が減らないのは何故？？

現場で流行している型とワクチン
が一致していないのでは？

H25年に養殖場で流行した菌株を
調べた結果ワクチン株と一致

ワクチンの効果は？

ワクチンの使い方を比較 希釈しすぎると浸漬法で
は効果なし

注射の方が持続期間が
長い可能性

ワクチンの効果とコスト
のバランスを考えた使
い方を検討中

問い合わせ先：（国立研究開発法人水産研究・教育機構 北海道区水産研究所 0154-91-9136(代））

低コスト飼料での養殖結果（図２）



研究成果概要

食料生産地域再生のための先端技術展開事業

研究の背景・課題１

研究の内容

研究の目標

３

４

２

低・未利用、低価格魚介藻及び加工残渣を原料とした加工品の開発等による水産加工の
省コスト化・効率化、付加価値向上等に関する実証研究

〔分類〕網羅型実証研究（低・未利用、低価格魚介藻及び加工残渣を原料とした加工品の開発等による水産加工の省コスト化・効率化、
付加価値向上等に関する実証研究）

〔研究実施期間〕
平成２５年度～平成２９年度

〔代表機関〕
国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校
〔参画研究機関〕
（国）東京海洋大学、日本大学、（国）東北大学、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究
機構食品研究部門、（株）阿部善商店、協同水産（株）、（株）小野万、（株）白謙蒲鉾店、
（株）木の屋石巻水産、（株）モリヤ、（有）マルヨ鈴木商店、（株）フロンティアエンジニアリング、
マルハニチロ（株）中央研究所、（株）タイヨー製作所、宮城県水産技術総合センター

宮城県は日本屈指の水産加工地域であり、震災前の水産食料品製造業生産額は２３９８億円と全国
第３位（約８％）を占めていた。しかし、震災後の加工品が出荷できない間に市場を失ってしまった。
失った市場を取り戻すべく、従来にはない新たな付加価値の付与、生産性の向上、機能性を付与した
新規商品の開発、加工残滓の有効利用などの技術導入により水産加工業の復興を加速化する必要が
ある。

連続通電加熱技術、魚肉結着技術、酸ゲル化技術、新規発酵技術、過熱水蒸気加熱技術、高圧食
品処理技術、魚油乳化技術などの先端技術を宮城県の水産加工業に導入することにより、これまで有
効利用されていなかった加工残滓や低価格魚等から新規食品を開発することにより、被災前の生産体
系と比較して、生産コストの５割削減又は収益率の倍増を達成することを目標とする。

 鮮魚を原料としてフィーレ加工や切身製造業に対する技術の実証研究
 すり身製造業と水産練品の製造業に対する技術の実証研究
 低・未利用魚介藻類や加工残査への発酵技術の応用による製品製造の実証研究
 健康増進、嚥下・咀嚼し易さ、そして簡便性（ファストフィッシュ）など機能性を付与する新たな食品加
工技術の実証研究

 微生物機能を生かしたサメ肉臭気成分の低減化および加工化技術の実証研究

 棒状やシート状の食品を連続的に加熱できる技術（布ベルト式連続通電加熱技術）により、ギンザケの切身加工時
に発生するサケ頭部から、おにぎり具材用の棒状食品を開発した（図１）。

 魚肉タンパク質を加熱を行わず、酸でゲル化する技術（酸ゲル化技術）により、ヨシキリザメのすり身から新しい食感
を持ち賞味期限の長い魚肉ゼリー食品や魚肉ドレッシングを開発した（図２、３）。

 布ベルト式連続通電加熱技術により、ヨシキリザメやスケトウダラのすり身から、魚肉シート食品を開発した（図４）。
 米麹、酵母、乳酸菌を用いた新規発酵技術により、ツノナシオキアミから、臭みを抑えたツノナシオキアミ魚味噌
を開発した。また、ツノナシオキアミ魚味噌を加えることで旨みとコクを増強したイカ塩辛製品を開発した（図５）。

 微細水滴を含む過熱水蒸気（アクアガス）による加熱技術と、減圧・加圧水蒸気加熱技術を組み合わせて、骨を柔ら
かくし、骨ごと食べられる焼き魚を開発した（図６）。

 魚肉すり身に対して魚油を微小な油滴サイズで乳化させる技術（魚油乳化技術）により、魚油成分（DHA）の消化吸
収性が高い介護食用魚肉ムースを開発した（図７、８）。

 乳酸菌・酵母・食塩・砂糖からなる発酵糠汁を製造し、その浸漬処理により臭気成分を１/３程度まで
軽減したサメ肉加工品を開発した（図９）。



図５ ツノナシオキアミ
魚味噌入りイカ塩辛

●酸ゲル化技術により、ヨシキリザメのすり身から、
新しい食感を持ち賞味期限の長い魚肉ゼリー食
品（図２）や魚肉ドレッシング（図３）を開発.

●シート状に成型
したスケトウダラ
とヨシキリザメの
魚肉すり身を布
ベルト式連続通
電加熱技術によ
り加熱して魚肉
シート食品を開発
（図４）

●ツノナシオキアミを、米
麹、酵母、乳酸菌を用い
て発酵することで臭みを
抑えた魚味噌を製造
●ツノナシオキアミ魚味噌
を加えることで旨みとコク
を増強したイカ塩辛製品
を開発（図５）

魚の切身やフィーレ加工で発生する低未利用資源からの食品開発

魚肉ゼリー食品や魚肉シート食品などの新規魚肉練り製品の開発

健康増進、嚥下・咀嚼し易さ、簡便性などの機能性を付与した食品開発

●アクアガス加
熱 技 術 と 減
圧・加圧水蒸
気加熱技術を
組み合わせて、
骨を軟化した
焼き魚を開発
（図６）

魚肉ソーセージモデル

問い合わせ先：（国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校、TEL 083-286-5111）

●棒状やシート状の食品を連続的に加
熱できる布ベルト式連続通電加熱装置
を開発
●ギンザケ切身加工時に発生するサ
ケの頭部を一度ペースト状にして、布
ベルト式連続通電加熱技術により、連
続的に加熱・成型して、おにぎり具材用
の棒状食品を開発（図１）

図２ ヨシキリザメとホヤの魚肉
ゼリー食品

図４ スケトウダラとヨシキリザメの魚肉
すり身から作った花かまぼこ

図６ 骨ごと食べられる焼き魚
（上: イワシ、下: サバ)

図８ 介護用魚肉ムース試作品

図１ ギンザケ頭部から製造した棒状の食品

ギンザケ頭部
布ベルト連続通電加熱装置による

加熱成型

図３ ヨシキリザメ肉
ドレッシング

10μm10μm

図７ 魚油を乳化したすり身（左図）とその顕
微鏡写真（右図）。魚油乳化すり身は色が
白く、油滴が小さく均一に乳化している。

●加工場にある真空
攪拌装置で、魚油
を魚肉すり身で乳
化させることに成功
（図７）
●魚油乳化技術で製
造した介護用魚肉
ムースは（図８）、魚
油成分（DHA）の消
化吸収性が高い

図９ 発酵糠汁処理したサメ
肉から製造した加工品

発酵技術を用いた食品の開発

●乳酸菌・酵母・食塩・砂
糖からなる発酵糠汁を
開発し、その浸漬発酵
液処理したサメ肉を用
いて臭気を軽減させる
とともに肉質や食味を
改善した新規加工品を
製造（図１０）


