
食料生産地域再生のための先端技術展開事業

天然資源への影響を軽減した持続的な漁業・養殖業生産システムの実用化・実証研究

〔研究実施期間〕
平成２４年度～平成２９年度

〔分類〕網羅型実証研究（研究課題名 天然資源への影響を軽減した持続的な漁業・養殖業生産システムの実用化・実証研究）

研究の背景・課題１

研究の内容３

研究成果概要４

〔代表機関〕
（国研）水産研究・教育機構
〔参画研究機関〕
岩手県水産技術センター、（国）北海道大学、（国）岩手大学、
（国）東京大学大気海洋研究所、（学）北里研究所北里大学、
石村工業（株）

研究の目標２

 岩手県の水産業は、三陸の海が誇る世界有数の生産性に支えられ発展。東日本大震災の大津波
により、漁船や漁港など生産基盤に壊滅的な被害が生じるとともに、地盤沈下や海底地形の変化に
よる漁場環境への影響により、漁業や養殖業の持続性が危ぶまれる状況。

 岩手県水産業復興のため、基幹産業であるサケ漁業、ワカメ養殖業およびアワビ漁業に効率的な
生産システムを導入・実証し漁業、養殖業の早期復興を図る必要がある。

 サケの回帰数・回帰率向上のため、放流適期の的確な把握手法を導入するとともに、初期生残率
向上のための新たな稚魚放流方式を開発する。

 「三陸ワカメ」養殖の経営安定のため、手作業が中心となっている作業工程の機械化・省力化を図
るとともに、経営の大規模化等による生産コストの低減、収益率の向上を目指す。

 エゾアワビの新たな種苗生産工程をマニュアル化し、事業規模での実証を図る。また震災後の資
源状態に応じた適切な資源管理方策および効率的な資源添加方策を明らかにする。

 種卵の確保のため定置網で漁獲され市場に水揚げされたサケからの採卵法を開発し（図１）、回帰
率低下に伴う種卵不足に対応。またサケ稚魚が河川から海に降りるのに適した時期を把握するた
めに動物プランクトンモニタリングシステムを導入した観測の結果、従来よりも早期に放流できる可
能性を確認（図２）。

 ワカメの大規模養殖、共同経営化に向けて、ワカメ自動間引き装置と自動刈り取り装置を開発。
自動間引き装置の導入により作業時間を50-70％程度と大幅に削減できることを確認（図３，４）。

 エゾアワビ種苗生産工程における好適餌料珪藻の大量培養技術、珪藻給餌技術、浮遊幼生の採
苗技術を事業規模で確立（図５）。また、この珪藻を用いて事業規模で初期稚貝を飼育した結果、
従来法と比較して成長速度が20%、生残率が30%向上（図６）。

 サケについては近年放流した稚魚の回帰率が低迷していることから、新たな放流技術を導入して回
帰量の増大を図り、20％以上の生産性向上を目指す。また「三陸ワカメ」等の海藻養殖について、
手作業が中心となっている間引き・刈り取り作業等を機械化・省力化することなどにより生産コストを
低減し、30％以上の収益率向上を実証する。さらに、エゾアワビ資源の増殖のため、放流用稚貝の
生産工程について親貝飼育から初期稚貝飼育に至るコストの削減を図るとともに、震災後の資源状
態に応じた適切な漁業管理方策を提言して資源の持続的利用と収益性の増大を図る。



定置漁獲魚からの受精卵の確保や餌の
発生にあわせた早期放流が可能に！

東日本大震災ではサケの稚魚が大量に減耗し、
ふ化場も被災しました。この影響で2015年は河川
の遡上数が低迷し、通常の方法だけでは稚魚放
流のための卵が確保できない恐れがありました。
これに対応するため、いままで困難とされた定置
で漁獲されたサケからの採卵手法を確立、マニュ
アルを作成しました。さらに、サケ稚魚の餌となる
プランクトンの発生時期を調査した結果、これまで
よりも早期に放流出来る可能性が示されました。

「自動間引き装置」により作業時
間を50％以上大幅削減！

ワカメ養殖の海上作業で大
きなウェイトを占める 「間引
き 」と 「刈り取り 」作業の省
力化を図るため、 「自動間
引き装置」 「自動刈り取り
装置」を開発。 「自動間引
き装置」の導入により作業
時間を 5 0～ 7 0％程度と大
幅に削減可能。

図３ 開発した「ワカメ自動間引き装置」定置網船などに装着して使用できます

従来の手作業収穫

図１ 定置網漁獲魚からの採卵方法の開発

図２ サケ稚魚の餌にあわせた放流適期の把握

定置船を活用したワカメの自動間引き ワカメの自動刈り取り装置

図４ 導入前後の作業効率の比較
（100mを間引くのに要する労力）

問い合わせ先：（国立研究開発法人水産研究・教育機構中央水産研究所、045-788-7671）
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三陸サケ回帰率向上のための放流技術を高度化

ワカメ等の大規模海藻養殖
の効率化システムの実証

好適餌料珪藻を使った事業規模での
採苗・飼育技術を確立

採苗板に付着させる

継代培養

図１．好適餌料珪藻を用いた採苗板の作成法を開発

拡大培養

図２．好適餌料を与えた時の成長

採
苗

←好適餌料珪藻（針型珪藻、細胞長約1/100ミリ）

針型珪藻を摂餌する
初期稚貝（0.5 mm）

好適餌料珪藻の大量培養技術、
浮遊幼生の採苗技術を事業規
模で確立（図５）。

この珪藻を用いて事業規模で
初期稚貝を飼育した結果、従来
法と比較して成長速度が20%、
生残率が30%向上（図６）。

新たな好適餌料を用いたエゾアワビ種苗生産技術の確立

図５ 好適餌料珪藻を用いた種苗生産

図６ 好適餌料での成長



食料生産地域再生のための先端技術展開事業

地域資源を活用した省エネ・省コスト・高付加価値型の水産業・水産加工業の実用化・実証研究

〔研究実施期間〕
平成２４年度～平成２９年度

〔分類〕網羅型実証研究（研究課題名 地域資源を活用した省エネ・省コスト・高付加価値型の水産業・水産加工業の実用化・実証研究）

研究の背景・課題１

研究の内容３

●岩手県は三陸沖の豊かな漁場を有し、サバ、サンマ、サケ、スルメイカなどが多く漁獲されたが、鮮
魚あるいは加工用原料としての出荷が多く、高次加工はほとんど行われていなかった。
●東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県の水産業・水産加工業の復興のためには、地域で水揚
げされる資源について生産から流通に至るまでの各過程に省エネ・省コストあるいは高付加価値を目
的とした先端技術を投入することにより、水産食料生産地域としてこれまでには無かった新しい水産業・
水産加工業を興すことが求められている。

●船上活〆および高酸素含有シャーベット氷使用によるスルメイカの高鮮度商品化により、漁業者収
入が最大で2倍程度に増加する試算が得られた。

●船型の改良により省エネ船型の小型兼業漁船を設計し、抵抗低減のため現役船で改良可能な形
状・構造付加物を選定。シミュレーションにより航海速力10.5ノットでは約30%馬力減少（省エネ）。

●釜石湾内に設置した海上生簀にて、ゴマサバの海上蓄養試験を実施。蓄養魚の高鮮度凍結試作品
の開発やアニサキス検出精度の向上により、蓄養技術体系の確立に目途。

●ウニ・イクラ用、イカ加工用、ワカメ・メカブ用の通電加熱装置を加工場に実装して製造実証試験を開
始。イカ加工実証試験では新たな加工製品（商品名「ふわっとイカ」）を開発。メカブの通電加熱では
エネルギー消費量を従来の約40％に軽減。

●介護食品用イカシートや、加工端材を利用したサンマ魚醤（エキス）、海鮮饅頭「海まん」などを商品
化して試験販売開始 。

●加工場では月次エネルギーレポートの提出により、原単位（消費電力量あたりの製品量）が前年度
比で３１％減少。また、加工組合8社の実績情報（最大需要電力、営業日／休業日、天候）と予測情
報（営業日／休業日、天候）より算出した需要予測の誤差率が概ね１０％以下を達成。

研究成果概要４

生産段階（漁獲，市場，原料加工）におけるコスト削減および生産から高次加工・流通段階に至る全過
程での高品質化・高付加価値化による収益増を可能とする、新たな水産食料生産システムを開発し、
収益率の倍増を目指す。

〔代表機関〕 （国研）水産研究・教育機構
〔参画研究機関〕 岩手県水産技術センター、（株）ニチモウ、（株）高砂熱学工業、
（一財）函館国際・海洋都市推進機構、久慈市漁業協同組合、（公財）函館地域産業振興財団、
（国）広島大学、（株）西日本流体技研、釜石湾漁業協同組合、（国）岩手大学、（国）東京海洋大学、
（有）泉澤水産、（株）釜石ヒカリフーズ、大船渡湾冷凍水産加工業協同組合、（学）日本大学、
（株）フロンティアエンジニアリング、（株）マルサ嵯峨商店、（株）井戸商店、（株）川秀、
協同組合マリンテック釜石、（株）三陸いりや、（株）ミツイワ

●漁業体系の改良等による漁獲～水揚げ～出荷までの高鮮度の維持、効率的生産技術の開発
●蓄養技術を用いた市場環境に応じた出荷調整による漁獲物の付加価値向上
●通電加熱技術を利用した高次加工品や食品素材の開発、省コスト化、販売実証
●介護食、学校給食等向けの食品・素材等消費ニーズに対応した水産加工品の開発による岩手県産
水産物の付加価値向上

●水産加工施設等におけるスマートコミュニティー化技術の実用化
（注）通電加熱：食品に直接電気を通すことにより、食品自らが発熱すること

研究の目標２



問い合わせ先：（国研）水産研究・教育機構（中央水産研究所） TEL045-788-7662

漁船漁業の省コスト化、蓄養技術や鮮度管理等による水産物の高付加価値化

蓄養技術による高付加価値化

高次加工品、新規加工食品製造技術開発と普及
通電加熱技術による食品素材の開発

次世代型省エネ小型兼業漁船の開発シャーベット氷の活用によるイカ鮮度の維持

船上活〆と高酸素
含有シャーベットに
よる高鮮度スルメイ
カの製造販売実証
を久慈漁協にて開
始。漁業者収入の
最大2倍程度の増
加が見込まれる。

介護食、学校給食用の食費加工
素材の開発

②船尾幅の
絞り込み

③船尾
付加物

①船首
バルブ

対象漁船の側面図

効果検証済

抵抗低減のため現役船で改良可能な形状・
構造付加物を選定。航海速力10.5ノットで
は、約30%馬力減少（省エネ）。

釜石湾内に設置
した海上生簀に
て、海上蓄養試
験を実施。試算
により蓄養導入
で収益の2倍増
が見込まれる。

蓄養したゴマサバ
を即殺・脱血処理
（首折れ処理）した
高鮮度凍結試作
品の製造。

紫外線蛍光法落射光(目視) LED透過光法

超音波診断装置、LEDブラックライト
（波長 375 nm）蛍光、LED白色透過
光などでサバのアニサキスを検出。

イカ加工用通電加
熱装置の自動製造
ラインを構築、商品
を開発（商品名：ふ
わっといか）。

トンネルフリーザー

ベルト式
通電加熱装置

水産加工施設等におけるスマートコミュニティー化技術の実用化

介護食品用イカシートや、
加工端材を利用したサン
マ魚醤（エキス）、海鮮饅
頭「海まん」などを商品化
して試験販売開始 。

イカシート 海まん

サンマ魚醤

メカブを通電
加熱すること
により、エネ
ルギー消費
量は従来の
約40％に軽
減できる。

 従来（ボイル加熱） 通電加熱 

メカブ処理量 5.67 ton/5day 108 kg/h 

エネルギー消費量 灯油：200 L 電力量：11829 Wh 

熱量（メカブ 1 kg あた

り） 

1295 kJ =309.0 kcal 394 kJ =94.1 kcal 

温度上昇ΔT 80 ℃ 62 ℃ 

エネルギー消費率 3.86 cal/g・℃ 1.52 cal/g・℃ 

従来法との比較 ― 39 %（=1.52/3.86 ） 

 

電力使用状況、省エネ行動によるコストメ
リット及び行動変容案を提示し、消費電力
量（kWh）あたりの製品量を前年度比31％
削減。

上振れ誤差率
（実績＜予測）
は最も大きい
7～8月で10%

を下回る。
9月以降は減
少傾向。

月次エネルギーレポートによる原単
位の低減

需要予測精度の改善


