シンポジウム
国内サーモン養殖による地域振興に向けた課題と展望
～地域発サーモン養殖を支える研究開発の方向性～

ポスター発表 縮刷集

質疑応答日時：２０１９年１月２７日（日）１１：３０－１３：００
会場

：岩手大学復興祈念銀河ホール

2階

発表演題中の掲載ポスター
Ｐ－２

次世代陸上養殖システムによるフィッシュファクトリー創造プラットフォ
ーム
田村直司°（岩手大学地域連携推進部三陸復興支援課）

Ｐ－３

新潟県における魚沼美雪ます養殖の現状と課題
小林健一郎°・兵藤則行（新潟県内水面水産試験場魚沼支場）

Ｐ－５

岩手県におけるヒメマス養殖の現状と課題
高橋禎°（岩手県内水面水産技術センター）

Ｐ－６

大学発サクラマス研究成果を基盤とした事業化ビジョン－地域一体型の新
たな水産事業モデルの創出を目指して－
上野賢°（宮崎大学大学院農学研究科）・内田勝久（宮崎大学農学部）

Ｐ－７

新技術導入によるホシガレイ人工種苗の量産・低コスト化～大量放流・陸上
養殖に光～
清水大輔・前田知己・二階堂英城°（水産研究・教育機構 東北区水産
研究所）

Ｐ－８

飼料米を利用したギンザケ用配合飼料の開発～ギンザケに米を食わす～
二階堂英城° （水産研究・教育機構 東北区水産研究所）

Ｐ－１０ 雑種形成技術のサーモン養殖への応用
藤本貴史°（北海道大学大学院水産科学研究院）
Ｐ－１１ 国産マス類の選抜育種の進め方の一考察
岡本裕之°（水産研究・教育機構 増養殖研究所）
Ｐ－１３ さけます類の陸上養殖に向けた研究
佐藤琢哉°・平井俊朗（岩手大学三陸水産研究センター）
Ｐ－１４

革新的技術を集約した次世代型閉鎖循環式陸上養殖生産システムの開発と
日本固有種サクラマス類の最高級ブランドの創出
椎名康彦°・國友新太（マルハニチロ株式会社・株式会社キッツ）

Ｐ－１５ 浮沈式養殖技術の開発
細川貴志°（日東製網株式会社）
Ｐ－１６ 大規模沖合養殖システム実用化研究
狩谷卓郎°（新日鉄住金エンジニアリング株式会社）
Ｐ－１７ 水産資源調査・管理に向けた水中ロボットの研究開発
三好扶°（岩手大学理工学部附属 SPERC 農林水産ロボティクス研究グ
ループ）佐藤亘・高橋伸和（岩手大学理工学部）
Ｐ－１８ 海洋モニタリングセンサを備えた多機能水中カメラ
上田重貴°・鹿糠幸雄・筒井浩之・田村勝（株行会社エコニクス）

Ｐ－１９ みやざきサクラマス可食部における栄養成分ならびに抗酸化能の評価
田中竜介°・内田勝久・石丸真美・伊藤芽以子・松本直人・田岡洋介・
幡手英雄（宮崎大学農学部）
Ｐ－２０ みやざきサクラマスを用いたアンセリン強化魚醤油の生産
梅津和歩・田中竜介・内田勝久・田岡洋介°（宮崎大学農学部）
Ｐ－２５ 岩手県内内水面養殖業者による 6 次産業化推進！
新田義修°（岩手県立大学総合政策学部）
Ｐ－２６ ご当地サーモンの経営動向と課題
新田義修・山本健°（岩手県立大学総合政策学部）
展示ブース
■岩手大学×ドコモ：サクラマス陸上養殖 ICT システム
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新潟県における魚沼美雪ます養殖の現状と課題
〇小林健一郎、兵藤則行（新潟県内水面水産試験場）

課題

魚沼美雪ますとは
全雌三倍体ニジマス×アメマス

XX全雌

ミユキマスの基本的な生産技術は確立したが、

ふ化後一定期間
ホルモン浸漬によ
り性転換

発眼率は、20％程度の低い値で推移。
アメマス偽雄尾数の不足が一因と考える。

⇒作出したアメマス偽雄の多くは、輸精管癒着
♀：ニジマス XX
温度処理

♂：アメマス偽雄 X
遺伝的雌だが精子作る

媒精後の卵を12℃前後の飼育水で10分間吸水
その後、26℃の温水に20分間浸漬
ミユキマス
XXX

背景・特徴・現状

が生じ、精液搾出可能な個体の割合が低い
H28年アメマス偽雄生産実績
①MT0.5μg/L週３回２時間浸漬

雄化率
40.6%
（58尾/143尾）

精液搾出率
21.7%
（10尾／46尾）

〇マス類養殖は輸入魚との競合や販売価格低迷
により生産経費増大で養殖経営は厳しい状況

②MT0.2μg/L週３回２時間浸漬

〇地域特産品として付加価値のある新魚種による

雄化率
34.4%

地域振興を目指す
○ミユキマスは内水面水産試験場で作出。

（67尾/195尾）

精液搾出率
12.7%
（7尾／55尾）

養殖業者に卵を配布し養殖開始（H18年～）
○色揚げ等、品質向上に取組み、現在に至る。
120

魚沼美雪ます生産量（聞き取りによる）

生産量・トン

100

・多くの個体が使用するたびに開腹し殺さざるを得ない
・反復使用ができないため、受精に必要な尾数の精液
が確保できていない。

近年は、50トン前後

80

生産量

60

今後の取組

40
20

○偽雄の効率的生産技術開発

0
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

〇商標登録：
新潟県にじます組合
〇出荷基準：
・体重1.5kg以上
・色見本27番以上

・輸精管癒着の改善により、偽雄の反復利用可能
・稚魚期生残率向上により、偽雄大量確保可能

〇民間でも容易に実施できる温度処理作業
マニュアル作成
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