
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：２０１９年１月２７日（日）９：００－１７：００ 

会場：岩手大学復興祈念銀河ホール 

主催：岩手大学三陸水産研究センター、水産オープンイノベーション研究ネットワーク 

後援：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援セン

ター「革新的技術開発・緊急展開事業（うち技術開発・成果普及等推進事業）」 

  



 

 

プログラム 

 

９：００－９：１０       開催挨拶 岩渕明 氏（岩手大学 学長） 

趣旨説明 平井俊朗 氏（岩手大学農学部・三陸水産研究セン  

ター） 

 

基調講演 

座長・高橋禎 氏（岩手県内水面水産技術センター 所長） 

９：１５－９：４５   「国内サーモン養殖の現状と展望」 

小堀彰彦 氏（全国養鱒振興協会 会長理事） 

 

９：４５－１０：００  ―休憩― 

 

一般講演：（１）内水面における地域ブランドサーモン養殖  

座長・森山俊介 氏（北里大学海洋生命学部） 

１０：００－１０：３０ （１）－１ 長野県の信州サーモン養殖ブランド化戦略 

川之辺素一 氏（長野県水産試験場） 

１０：３０－１１：００ （１）－２ 山梨県のサーモン養殖ブランド化戦略 

三浦正之 氏（山梨県水産技術センター忍野支所） 

１１：００－１１：３０ （１）－３ 北海道におけるサーモン養殖 

佐藤敦一 氏（道総研さけます・内水面水産試験場） 

 

１１：３０－１３：００ ―お昼休憩― 

ポスター質疑時間（ポスター発表者は質疑応答に対応できる

ようポスター付近で待機してください） 

 

一般講演：（２）海面における地域ブランドサーモン養殖  

座長・二階堂英城 氏（水産研究・教育機構 東北区水産研究所） 

１３：００－１３：３０ （２）－１ みやぎサーモンとＧＩ取得による国内外市場への

展開 

小野秀悦 氏（前みやぎ銀ざけ振興協議会会長） 

１３：３０－１４：００ （２）－２ ふくいサーモンによる地域連携 

末武弘章 氏（福井県立大学海洋生物資源学部） 

１４：００－１４：３０ （２）－３ みやざきサクラマスの生産を通じた地域との連携 

内田勝久 氏（宮崎大学農学部フィールドセンター・延岡フィ

ールド） 

 

１４：３０－１４：４５  ―休憩― 



 

 

 

一般講演：（３）地域ブランドサーモンのブランド化戦略  

座長・山本健（岩手県立大学総合政策学部） 

１４：４５－１５：１５ （３）－１ 八幡平サーモンのブランド化戦略 

高橋愛 氏（有限会社清水川養鱒場 統括マネージャー） 

１５：１５－１５：４５ （３）－２ サーモン養殖の国際動向とサケ類生産システムの多

様化 

清水幾太郎 氏（水産研究・教育機構 北海道区水産研究所） 

１５：４５－１６：１５ （３）－３ ご当地サーモンの経営動向と課題 

新田義修 氏（岩手県立大学総合政策学部） 

 

１６：１５－１６：２８  ―休憩― 

 

総合討論 

１６：２８－１６：５８ 地域密着型サーモン養殖のために研究者は何をすべきか  

司会   ：平井俊朗 氏（岩手大学） 

パネリスト：小堀彰彦 氏（全国養鱒振興協会） 

      内田勝久 氏（宮崎大学） 

新田義修 氏（岩手県立大学） 

 

 

１６：５８－１７：００ 閉会挨拶   

 

 

 

 

 



 

 

基調講演 

国内サーモン養殖の現状と展望 

全国養鱒振興協会  会長理事 小堀彰彦 

 

 「ご当地サーモン」という総括的名称で、全国各地で養殖されている大型鮭鱒がマスコミにも

取り上げられるようになった。国産ニジマスの地位向上と差別化を目指して、昭和の終わりから

内水面養鱒業界が進めてきたスペシャル・トラウトが評価を得て一定の地位を確立し、各地で特

色のある「ご当地サーモン」が誕生している。近年は特に西日本や日本海側での海面サーモン養

殖の取り組みが報告されるようになり、同時に閉鎖循環式陸上養殖も注目を集めている。 

 背景には、海面養殖の主要魚種であるブリやマダイの国内需要の限界、輸入鮭鱒類の価格高騰

が考えられる。現在トライアルも含めて、海水養殖するサケ科魚類は多様化しており、産業化し

たギンザケの他に、増産が進むニジマスやサクラマス、サツキマスもある。国産大型養殖鮭鱒の

商品性を確立するためには海面養殖でのボリューム確保が必要であり、今後はそのうえで内水面

のスペシャル・トラウトをどう位置付けるかが重要な課題でもある。 

 ニジマス海面養殖（トラウト養殖）勃興の背景 

 トラウト・ギンザケ・アトランの 3種の輸入養殖鮭鱒は、2001-2002年と 2012年に大暴落を

経験した。そのときの輸入量は 2001年では 20万トン、2012年は実質的には 24.7万トンにな

る。一方、2017年の輸入量は実質的には約 15万トンで、3種とも史上最高値の相場を記録し、

しかも価格帯はこれまでとは違う未体験ゾーンに突入している。 

 消費がほぼ日本に限られるギンザケは他の 2種とは異なり国際価格の影響は受けないと思われ

るが、2017年の輸入量は暴落した 2002年と変わらない。ところが価格は 2.6倍にもなった。ト

ラウトについても暴落した 2012年とほぼ同等の数量でも価格は約 3倍になった。これは養殖サ

ーモンの国内需要が急速に伸長していることを示している。 

 輸入 15万トンで供給不足と価格高騰を引き起こしている現状から、この 10％程度の国産サー

モンを追加しても、あるいは生食用に特化した国産プレミアム・サーモンで置換しても、十分に

適正価格は維持できると考えられる。1.5万トンは現状のギンザケ生産量に匹敵し、十分産業規

模になる。 

 海面養殖サーモン(トラウト)増産のカギを握る種苗供給の課題 

 内水面のマス類養殖生産量は 1982-83年にピークになった。しかし、このとき養鱒業界は過剰

な生産物の仕向け先に苦慮していた。そこに救世主として現れたのがギンザケ養殖だった。東

北、北関東の一部養鱒業者はギンザケ種苗生産に転向し、最盛期には主産県にまで拡大した。し

たがって内水面養鱒の実質的な生産ピークは 1990-91年ということになる。 

 しかし、今回のトラウト種苗の需要創成は、ニジマス生産最盛期に起きたギンザケ種苗の需要

増とは違う状況下で起きている。内水面域での生産規模は 3割になっているからだ。増産余力の

ある生産者は少ない。現在の需要を維持しながら新たな需要に対して対応することは非常に難し

いのが現状だ。 

 ニジマスは卵から大型魚まで多様なサイズを多様な需要に向けて生産してきた。在来マスなど

の河川放流向けも重要な需要だ。加えてバイテク魚を中心としたスペシャル・トラウトも区別し

て飼育しなければならない。トラウト種苗は成熟前の中間サイズであり、このサイズの生産は最

も効率が良い。しかし、11-12月の短期間に集中出荷することになると、これを組み込むには全



 

 

体の生産サイクルを見直す必要があり、必ずしも増産には繋がらない。また、春夏の既存需要を

満たせなくなることも考えられる。 

 現在では海面での最終出荷サイズも大型化しており、このためには 700-800gの大型種苗が必

要になる。二倍体 2年魚ではほとんど成熟してしまう。海に行けない成熟群の処理も大きな問題

となる。また、夏場の高水温、渇水期に現状より多くの池中在庫を持つ必要があり、河川水養殖

では限界がある。 

 産業化の目標生産量を 1.5万トンとすれば、400ｇの種苗が 4,400トン必要になる。現在の生

産量を倍増させる必要があるが、はたしてこの量を海へ運ぶ輸送手段はあるのかも重要な課題

だ。種苗生産施設の新設もこうしたことを考慮しなければならない。種苗の育種などとともに解

決すべき課題は多い。 

 

  



 

 

一般講演 （１）－１ 

長野県の信州サーモン養殖ブランド化戦略 

 

川之辺素一°（長野県水産試験場） 

  

【開発の経緯】 

長野県には多くの観光地がありますが、旅先の楽しみの一つである夕食で提供される刺身

はマグロを中心とした海産物でした。そこで、「信州に来たら信州の食材を食べていただきた

い。」と刺身で使える大型魚として新たな魚種の開発に取り組み、平成 16 年に水産庁の特性

評価を受け、信州サーモンがこの世にデビューすることになりました。信州サーモンは、四

倍体ニジマスの雌とブラウントラウト性転換雄の交配種です。信州サーモンは四倍体ニジマ

スを事業規模で所有する長野県水産試験場でなければ生産できないオリジナル品種です。 

【信州サーモンの強み】 

①信州サーモンも多くの全雌三倍体種と同様に、成熟しないという特徴をもっています。成

熟に伴う成長の停滞や肉質の低下は生じず、一年中安定して出荷できます。また、全雌三

倍体ニジマスと違い、他には無い品種なのでアドバンテージがあります。 

②ニジマス養殖において問題となっている成魚期のＯＭＶＤ(サケ科魚類のヘルペスウイル

ス病) 、稚魚期のＩＨＮ(伝染性造血器壊死症)のウイルス病について、信州サーモンはニジ

マスよりもかかりにくいため、魚病によるロスが少ないです。 

③信州サーモンの飼育は、基本的にマス類の飼育管理技術や施設をそのまま利用できるため、

新たに池を作る必要はありません。よって、ニジマスからの魚種転換が容易におこなえま

す。 

【種苗供給及びブランディング】 

① 信州サーモンの種苗は全て長野県水産試験場が生産しています。秋から冬にかけて採卵作

業をおこない、6 月頃から 2g 以上の稚魚を養殖業者へ出荷します。現在、水産試験場か

ら年間約 36 万尾の種苗が出荷されています。養殖業者は 2～3 年程度飼育し、2kg 前後

で出荷します。 

② ブランド化には安定した品質と統一した商品の出荷が必要です。そのために、平成 22 年

5 月に生産者による「信州サーモン振興協議会」が設立され、品質管理研修会や販売促進

活動をおこなっています。平成 30 年現在、養殖業者の会員数は 41 業者です。品質管理

については「信州サーモン養殖管理指針」に基づく肉色や出荷方法などを取り決め、販売

促進活動についてはロゴマークおよび地域団体商標の取得、県産品商談会への参加などさ

まざまなブランド強化の取組みをおこなっています。 

③ 養殖業者は、地域の仲卸業者や宿泊施設等への個別販売を主体に出荷しています。近年で

は県内大手スーパーマーケットへの出荷も増えています。養殖漁協を通じて 3 大都市圏

へ出荷する業者もいます。そういった地道な販売への取り組みと協議会の PR 効果によ

り、生産数は順調に伸び、平成 29 年の出荷量は 395ｔになりました。今後は、新たな信

州ブランド魚である「信州大王イワナ」（全雌三倍体イワナ）との紅白刺身盛りを売りに

して、信州観光の一躍を担っていきたいと考えています。 

 



 

 

一般講演 （１）－２ 

山梨県のサーモン養殖ブランド化戦略 

 

三浦正之°（山梨県水産技術センター忍野支所） 

  

山梨県は内陸に位置し海がないが，富士山をはじめ南アルプスや秩父山塊などの 2,000～

3,000ｍ級の山々を有し，県土の約 8 割が山林であるため，清冽な湧水や河川水に恵まれてい

る。特にミネラルウォーターの出荷額は全国第 1 位で総出荷額の約 3 割を占める（平成 26 年

工業統計調査）。その恵まれた水はマス類養殖にも活用されており，ニジマス，ヤマメ，イワ

ナなどのマス類の養殖生産量は常に全国上位に位置している（ニジマス第 3 位，その他サケ・

マス類第 2 位：平成 29 年度漁業・養殖業生産統計）。 

本県のマス類養殖では，管理釣り場等向けのレギュラーサイズ（20cm 程度）を中心に販売

が行われてきた。県全体のマス類生産量はピーク時の平成 4 年には 2,300t を超えていたが，

平成 20 年以降はその半分以下の 1,000t 程度で推移している（山梨県農業および水産業生産

額実績）。生産量減少の背景には，日本における景気低迷に伴う管理釣り場などのレジャー産

業向け需要の減少や魚食文化の衰退などいくつかの要因があるが，それでも現在に至るまで

1,000t 程度の生産量を維持できているのは，本県の養鱒業者各々がレギュラーサイズの販売

ルートを懸命に維持してきた経営努力の賜物であり，今後もその努力は継続されていくであ

ろう。このことから，本県での大型マス類（ご当地サーモン・スペシャルトラウト）の位置付

けは，ピーク時からの生産量減少分または今後起こり得るレギュラーサイズ需要の減少や価

格暴落に対する補填的な意味合いが強い。このため，生産量を急激に増やすことは難しく，

これを勘案したうえで販売戦略を立てていくことが重要となる。 

本県は大型マス類の地産地消や地産訪消という面での取り組みが他の生産県と比較してか

なり遅れてスタートした県であると言っても過言ではないが，これは生産者が前述のとおり

レギュラーサイズの活魚出荷に重点をおいてきたことや，本県の特徴とされるマグロ消費の

文化により，県民自らがマグロを好んで消費するだけでなく，県外からの観光客などに対し

てもマグロを振る舞ってきたといった背景に起因している。しかし，我々は逆にこれを伸び

しろがあると捉え，平成 23 年から山梨県養殖漁業協同組合と連携する中で，大型マス類普及

の取り組みをスタートさせた。 

本講演では，山梨県産大型ニジマス「甲斐サーモン」を皮切りに始まった大型マス類普及

の基礎的な取り組み，「甲斐サーモン」に山梨県産ワインの醸造残渣から製造したぶどう果皮

等粉末を給餌し，山梨県の独自性と付加価値を付与させブランド力向上図った「甲斐サーモ

ンレッド」，さらに，今後一般への流通を控えたニジマスとキングサーモン（マスノスケ）を

交配させた新たな養殖魚種「富士の介」の近況などを紹介する。なお，普及に際しては，本県

のこれらの大型マス類のみならず，国産サーモンの多くは鮮度や給餌される飼料などの面か

ら輸入のサーモンとは全く別物の食材としての特徴があることを念頭に入れ，両者の味の違

いを知っている我々がそれを知らない多くの消費者にその特徴を上手に伝えていくことが肝

要であると考えている。 

 

  



 

 

一般講演 （１）－３ 

北海道におけるサーモン養殖 

 

佐藤敦一°・浅見大樹（道総研さけます・内水面水産試験場） 

  

【背景】 

北海道の内水面養殖業は、ニジマスやサクラマスなどマス類が近年 200 トン前後養殖生産

され、ピーク時の生産量の約 1/7 となっている。しかしながら、道内養殖業者への聞き取り

調査によると、ホテル、百貨店などの引き合いが確実に高まっており、養殖マス類の需要増

大が十分期待できる状況となっている。また、養殖ギンザケの種卵生産が精力的に行われ、

全国で使用する養殖ギンザケ種卵の 7～8 割を生産するといった重要な役割を担っている。 

【問題点と現在取り組んでいる課題】 

魚類増養殖を行う上では、飼育水、飼料、種苗、疾病対策が重要であるが、このうち、本シ

ンポジウムでは飼育水と飼料について当場で取り組んでいる試験研究の概要を報告する。 

★飼育水★ 北海道におけるサケ科魚類の養殖方法は、従来、河川水ないしは湧水を用

いた掛け流し方式で行われてきた。当水試を含め湧水を用いる養魚場の水温は 10℃前後

であり、本州の養魚場と比較して低水温である。また、河川水を用いる場合は摂餌量が

低下する冬期間が本州よりも長く、養殖サイクルなどの面で不利となっている。また、

サケの増殖事業では稚魚は放流するまでの約 1か月間掛け流しで飼育されているが、サケ稚

魚の好適水温である 8℃前後の湧水量には限界がある。 

これらのことから、道総研では、飼育水の節約及び温度調節が可能であるために国内外で

研究が進められている循環式飼育システムを検討している。簡易に脱窒を促進する新たな生

物ろ過システムを産学官共同で研究中である。また、リサイクル水の使用割合を既報の知見

より高めても、掛け流しの場合と同様なサケ稚魚を生産できる循環式飼育システムを並行し

て開発中である。 

★飼料★ 近年、養魚用飼料の主原料となる魚粉の価格が高騰しており、マス類の養殖事業

経費の 5割は餌料費が占めることから、餌料費の削減が喫緊の課題となっている 

大豆粕など植物性原料は安価で高タンパク質の原料であり、飼料への利用が期待される。

しかし、これら植物性原料には魚類における栄養素の代謝や機能を阻害する抗栄養因子（フ

ィチン酸など）が含まれている。また、配合率を高めることにより魚の摂餌量や成長の低下

が顕著となる。道総研では、大豆粕の抗栄養因子を低減した魚粉代替タンパク源に注目し、

研究を進めている。また、飼料の低コスト化では魚粉だけではなく、魚油の代替が必須であ

ることから、代替油脂に関する検討も民間企業と共同研究中である。 

【今後の展開】 

以上、飼育水リサイクル技術と飼料開発研究を進めると同時に選抜育種に関する研究も必

要であり、これらの知見を総合して北海道に適した魚類養殖システムの開発につなげたい考

えである。また、サーモンの海水養殖振興では、スモルト種苗の安定供給が重要であり、道

内における内水面漁業者間の連携強化が必須であることから、体制構築に向けた検討を開始

している。 

  



 

 

一般講演 （２）－１ 

みやぎサーモンとＧＩ取得による国内外市場への展開 

 

小野秀悦°（前みやぎ銀ざけ振興協議会会長） 

  

【みやぎ銀ざけ振興協議会の設立】 

昭和 51 年から宮城で始めたぎんざけ養殖は、全国に拡がり、ピーク時宮城県内で 342 経

営体、22,338 トン、水揚金額は 13,915 百万円をあげるまでに急成長した。その後、イワシの

減少による餌代の高騰、輸入鮭鱒の増大等があり、平成 7 年には、平均単価 320 円/kg まで

落ち込み生産者の数も 113 経営体まで減少した。その後、県漁連をはじめ、各系列のブラン

ド化によるPR、飼料の全量ペレット化により、徐々に消費者にも受け入れられ、生産量12,000

～15,000 トン、平均単価 400～460 円でほぼ宮城県のみで生産されていた銀ざけ養殖も落ち

着きを見せていた。 

東日本大震災により、出荷間近の全生簀が流され壊滅状態になるも内水面に稚魚が残って

いたことと何としても立ち直るという漁業者の意欲が強く、国に働きかけ、「がんばる養殖事

業」を立ち上げて頂いた。震災翌年の輸入鮭鱒の状況により単価が下落することが予想でき

ていたので、この事業がなければ、今の宮城の銀ざけ養殖はなかったと思料される。 

漁協をはじめ、各系列とも輸入鮭鱒と対抗するための将来への危機感を共有しており、消

費者への宮城ブランドとしての銀ざけの浸透を第一に念頭においた。 

そのためには、宮城の銀ざけ業界に携わる人たちの一体となった取り組みが必要との共通

認識から、国・県の指導協力の下、稚魚をつくる内水面業者をはじめ・飼料会社・生産者・魚

市場・買受人・加工業者まで会員としたオールみやぎの銀ざけ振興協議会を立ち上げた。 

 

【みやぎサーモンのブランド化】 

それまでの各系列別のブランドではなく、宮城の銀ざけは皆同じ、どれを買ってもおいし

いと消費者に認識してもらうことを第一に考え、宮城で生産される銀ざけのトップブランド

を作ろうとの思いで、各系列のブランド魚のうち、神経締め・活〆したものだけに「みやぎ

サーモン」のブランドの冠をつけて売り出す。その管理は、事務局である宮城県漁協があた

る。PR にかかる経費は、会費・および手数料から初年度約 20,000 千円を支出した。 

結果、消費者への認知度も上がり、平均単価も 500 円台を回復することとなる。 

 

【地理的表示(GI)制度への登録】 

この機を逃さず、宮城県が発祥の地である、宮城の銀ざけ養殖、昔からの活き締めを引き

継いだ「みやぎサーモン」を国の地理的表示(GI)制度への登録を目指し、県の協力もあり、平

成 29 年 5 月 26 日、宮城県で初めて、水産では全国 3 番目となる特定農林水産物等に登録さ

れた。 これにより、海外への輸出にも一層力を注ぎやすくなり、香港・シンガッポールで

の PR 活動へとつながっていった。 

 

【今後の課題】 



 

 

 協議会への経費の捻出と PR 活動、全量活き締め「みやぎサーモン」での出荷等、課題は多

いものの県や自治体の協力を得ながら国内産養殖銀ざけとして認知度を高めていきたい。 

 

  



 

 

一般講演 （２）－２ 

ふくいサーモンによる地域連携 

 

末武弘章°（福井県立大学海洋生物資源学部） 

  

福井県は日本海側には貴重な内湾を持ち、大消費地である関西や中京と近い養殖適地であ

るが、これまで養殖生産量はわずかであった。このことから福井県の環境に適した魚種の養

殖技術の確立が求められてきた。そこで、近年のトラウト需要の高まりと福井県の環境条件

に適していることから、「ふくいの水産業基本計画」に基づき、トラウトサーモン（海面養殖

ニジマス）の養殖事業を開始した。さらに、事業を進める中で顕在化した生残歩留の改善や、

成長の向上などの課題を解決した養殖技術を確立することを目指し、福井中央魚市（株）を

中心に、福井県水産試験場、水研機構日本海区水産研究所、福井県立大学、また協力機関と

して福井県水産課、福井県漁連から構成される福井県内の産官学が一体となった「福井県産

トラウト生産技術開発コンソーシアム」を設立し、2016 年から 3 年間生研支援センターの革

新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プロジェクト）の支援を受け、トラウト養殖拡

大に向けた実証試験に取り組んできた。本シンポジウムでは私たちの取り組みとこれまでに

得られた成果について紹介する。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

一般講演 （２）－３ 

みやざきサクラマスの生産を通じた地域との連携 

 

内田勝久°（宮崎大学農学部フィールドセンター・延岡フィールド） 

  

【これまでの成果概要】 九州山系に生息するヤマメは、すべて河川残留型（陸封型）であり、内水面

養殖魚として親しまれ、食されている。ヤマメの生産においては、冬季の低水温による種苗の成長停

滞が大きな課題であるが、宮崎県沿岸域では、冬期（12月～4月初め）に限り、サケ科魚類を養殖可

能な至適水温（14～19℃）が整っている。私たちは、2014年の秋から、陸封型ヤマメのなかに海水適

応能力を持つ個体がいないかを調査し、初秋にヤマメ模様の明瞭な個体（非銀化個体）に交じって、

体表がわずかに銀白色化する個体（銀化個体）が出現することを見出した。両者を区別し、希釈海

水（70％海水）で数日間馴らせた後、完全海水（100％海水）中で飼育したところ、非銀化個体は、希

釈海水で馴らしても、100％海水中では生存できないが、銀化個体は、希釈海水で数日間馴らせば、

約 8割が完全海水中で生存できることが判明した。 

また、冬季に海面養殖した個体の体重は約 10倍に増え、巨大化することから、海で育んだ巨大ヤ

マメを“みやざきサクラマス”と名付け、宮崎県の新しい地域ブランド魚として、その生産体制を整えて

きた。みやざきサクラマスの魚肉は、ほんのり桜色を示し、寄生虫などが確認されず、魚肉はお造り

やお寿司などの生食商材として利用できる。さらに、ヤマメに比べ、筋肉中の脂質含量や、生活習慣

病の予防によいとされる不飽和脂肪酸（オレイン酸、DHA など）の含量も増加することから、みやざき

サクラマスは脂がのり、“食べて美味しく、健康に良い”という学術的成果を得ている。 

 一方、水温が 19℃を超えると海水で養殖できないため、4月初旬には商材として出荷するほか、一

部の個体は内水面での養殖を再開する。これらの個体は、梅雨の頃から徐々に卵巣を発達させ、10

月には黄金色のイクラが採卵できる。サクラマスの魚卵は、淡水で育成したヤマメと比較して、卵径

が約 1.3 倍に、採卵数は約 7 倍に増えることから、ヤマメの海面養殖生産は、魚肉だけでなく、魚卵

の生産性も飛躍的に増大させる。この様なヤマメの種苗生産から海面養殖（サクラマス化）、採卵を

見越した内水面での再養殖を継続する循環型サクラマス養殖は、国内でも珍しい取組みである。 

【現在の課題について】 宮崎方式の循環型サクラマス養殖体制は未だに小規模であり、九州圏内

への流通を見据えた生産体制には至っていない。その要因として、以下の 4 つが挙げられる。①．

海面養殖に供する銀化種苗の生産量が低い。②．日本最南端の温暖海域での生産であるため、海

での養殖期間の短さや、魚病対策の不備による歩留まりの悪さがある。③．販路や加工法といった

出口戦略が定着しておらず、生産コストを大きく上回る収益を生んでいない。④．良質の魚肉や魚卵

の情報発信（PR活動）が遅れている。 

【今後の展望】 上記の課題を解消するための活動として、①．給餌制御による種苗の高成長化促

進技術の開発、②．高温・高塩分耐性種苗の育種、③．プロバイオティクス技術等による耐病性強化、

④．生産物に対する栄養成分や機能性を探索し、商材に付加価値を生む、⑤．海面養殖事業者の

確保と技術育成、⑦．魚肉や魚卵、加工残渣を用いた加工品等の開発、⑧．大学発ベンチャー企

業を創出し、海と山での生産体制の連携を強化しながら、販路開拓やブランド戦略等を展開すること

などを想定している。それらにより、宮崎県におけるサクラマス生産の効率化が図られ、収益性の高

い生産物、鮮度の高い安心安全なサーモン商材を九州・アジア圏へ流通させたいと考えている。 

  



 

 

一般講演 （３）－１ 

八幡平サーモン®のブランド化戦略 

 

髙橋 愛（有限会社清水川養鱒場 統括マネージャー） 

 

【はじめに】 

近年におけるサーモン需要の高まりとともに、サーモン養殖が将来にわたる発展に資する

ため、生産量の大型化を目指した“閉鎖循環式陸上養殖”や新規事業としての“海面サーモ

ン養殖”、グローバル化を目指した“認証制度の取得”、“スマート漁業の推進”などが全国各

地で取り組まれている。 

一方、弊社は家族 5 人で営む小さな養鱒場。昔ながらの養殖方法（手蒔き給餌、自然のま

まに養殖池に水を引き込む等）で内水面養殖を営んでいる。主な事業の柱は、①宮城のギン

ザケ養殖と青森の海峡サーモンへの種苗供給事業、②マス類の活魚出荷（北東北、北関東な

どの管理釣り場や観光施設等）、③直営管理釣り場（ユーランド清水川）、④自社ブランドニ

ジマス『八幡平サーモン®』の鮮魚販売である。ここでは表題の通り、他地域の例と異なり自

社で独自のブランド化戦略を打ち立てた弊社の取り組みや思想について述べたいと思う。 

 

【たかがニジマス。されどニジマス。】 

 この言葉は、私が幼き頃からよく耳にしていた父の言葉。父はあくなき探求心で、64歳と

なる今でも現役で日々魚たちと真摯に向き合っている。40年余り研究と改良を重ねた弊社オ

リジナル飼料が完成したわずか 1 年後、東日本大震災が起こる。弊社は山間地で直接的被害

は少なかったが主要お取引先は沿岸部が多く、被災県である本県全体が、日本全体が震災直

後の不安と暗いムードに包まれていた。父はトラックでお取引先の地域へ支援物資を運ぶ度、

被災地の現状に心を痛めていた。「内陸部から沿岸部に、岩手に元気を届けたい」という信念

のもと一念発起し、自社ブランドニジマス『八幡平サーモン®』が誕生した。 

 しかしながら、弊社サーモンはご当地サーモンの後発組。当時、市場には 20余りものご当

地サーモンが軒を連ねる。地元（八幡平市）では昔からニジマスを食べる風習があり、「ニジ

マスなのに何故サーモンと名付けたのか」とか、当時の世間では産地偽装問題から波及した

『ニジマス・サケ・サーモンの違い』を執拗に問いただす業者も少なくなかったため、商品

そのものの美味しさを確かめる（試食）までに至れず、岩手県内での販路拡大に苦戦してい

た。 

 

【他社を知る。自社の強み・弱みを知る。】 

 美味しさは太鼓判。どこにも引けを取らない品質への自信と、どこにも負けない魚への愛

情と情熱。八幡平サーモン販売事業を一任された私は販路拡大を目指し、商圏を岩手県から

首都圏に切り替えることを決意する。ブランド化にあたり他社（ライバル）を知り、自社を

知ることが重要と捉え、情報収集と分析を繰り返す。当然のことながら、どこもかしこも「安

心・安全・上質な水・高品質な餌・品質へのこだわり」がキャッチコピー。他社に無く、自社

にあるものは何かと考えた末、「家族力」や「育てる人」など私たち自身にスポットを当てた。



 

 

また、下記の通り目標を掲げ、拡販活動に取り組んだ。 

①３年以内にミシュラン星付きレストランとのお取引を開始する。 

②５年以内に自社加工施設を設立する。 

③１０年以内にブランディングを確立させ、自社の魚を提供できる飲食店を開業する。 

 

現在は“生産者”という言葉が飛び交い当たりまえのようになっているが、当時はその走り

であったため優位的に作用し、また、美味しさを認め、広げてくれる料理人の皆様に恵まれ、

目標であった①は、わずか 1 年で達成し着実に販路を広げることができ、それを契機として

岩手県内の料理人の皆様からも支持を得た。 

 

【魚を売るな、人柄を売れ。】 

 この言葉は、私が営業活動をするにあたり大切にしている言葉で、どんな仕事にも通ずる 

ことと思う。どんなに美味しいものであっても、どんなに良いものであっても、どんなに良

い空間であっても、それに携わる人に魅力が無ければ、真摯でなければ、良いものも普通も

しくはそれ以下になってしまう。弊社の養殖施設は他地域に比べ水温が低く、魚の成長にも

時間がかかる。重ねて、生産量を超える需要により新規のお客様を長い間お待たせしてしま

うという不便さやご負担をおかけしてしまうケースも過去にあった。「最長で２年待ち」そん

な気が遠くなるような待ち時間の提示に対して「その時がくる日を楽しみに待っています」

といい、本当に待っていて下さった料理人。２年後にお取引が開始され、現在でも定期的（リ

ピート）にご愛用いただけるケースは少なくなく、生産者冥利に尽きる。これだから、魚の

仕事は辞められない。世の中が IoT とかスマート化とか、機械化が進む中、時代を逆行して

いる言葉かも知れないが、買い手は「機械」ではなく「人」。２０年先の世の中がどうなって

いるのか私にはわからないが、当面のあいだはこの言葉を胸に地域貢献の一助となれるよう

邁進する所存である。「八幡平サーモン®」を介して、これまでたくさんの人達と出会い、ご

縁をいただき、仲間（家族）とともに切磋琢磨することが出来た。結局のところ、「私（たち）

が魚を育てている」ではなく「魚たちが私（たち）を成長させてくれた」のである。 

 

【小さな養鱒場が求めるもの】 

 後継者不足といわれる中、弊社は現在のところ後継者（弟夫婦、私）に恵まれている。弟夫

婦も子宝に恵まれ、幼い頃から養殖場につれて行き、仕事をする背中を見せ、給餌のまねご

とをさせ、魚と触れ合う機会を設けている。私の両親も私たち兄弟に同じようなことをして

くれた記憶がある。そのような環境の中で育つと自然と「未来の後継者の種」は蒔かれ、現

在では“魚の仕事がしたい”と言ってくれるほどである。しかしながら、彼女、彼ららはこれ

から様々な経験を積み、新たなる将来の夢が生まれてくるであろう。いずれは弊社も後継者

不足に見舞われるかもしれない。女系の家系ゆえ、いずれはスマート漁業への選択肢も出て

くるかと思う。小さな養鱒場は大企業と違い、大型の設備はあまり求めていない。ひいては

設備投資もできるだけ最小にとどめたい。大型化も結構だが、私個人としては、スモール・

スマートな漁業をテーマに研究が進めばと願っている。 



 

 

一般講演 （３）－２ 

サーモン養殖の国際動向とサケ類生産システムの多様化 

 

清水幾太郎°（水産研究・教育機構 北海道区水産研究所） 

 

【はじめに】 サケ類の国際消費需要の増加に伴いサケ類養殖生産量は著しく増大し，グロー

バルに流通するようになった。冷水性魚類であるサケ類の養殖適地は限定され，特定の国（地

域）に生産が集中化するとともにリスクが拡大してきた。国際サケ市場では大規模生産地と

消費地がネットワークのようにつながっているため，一旦生産が停止すると供給不足の影響

が連鎖し価格上昇を招き，大きな経済的損失を引き起こすようになった。本報告では生産が

集中化する養殖サケ類による経済リスクを軽減するための処方箋として，サケ類生産に関わ

るシステムの多様化が必要であることを述べる。 

【サーモン養殖の国際動向】 現在，養殖と漁業を合わせたサケ類の年間生産量は 400万トン

に達し，養殖生産が 70％を占め，漁業生産が 30％になっている。少なくとも 1980年代以降，

サケ類の漁業生産量は変動しつつもある幅をもって推移してきたが，養殖生産量は顕著に増

加してきた。養殖されている最多の魚種はアトランティックサーモン（アトラン）で，ノル

ウェー，チリ，スコットランド等で生産され，国際的需要増に対応して今後も養殖生産の拡

大が見込まれる。サケ類養殖生産の集中化は生産効率を上げるために進んできた側面がある。

マーケティングによって需要を生み出し，新たに開拓した市場に対して供給量を増やしてき

た。ノルウェーとチリの２大生産国による生産量は今後も増加が予想されるが，サケ類の養

殖生産に問題がない訳ではない。過密養殖などが原因で起こるウィルス疾病（ISAや SRS）や

サケジラミの寄生，養殖環境の富栄養化に起因する赤潮による大量斃死，気象災害や管理上

の問題により生簀からの逸出が発生し生産が滞る事態がしばしば起きている。生産地域では

大規模な経済的損失が生じ，生産量の変動が国際需要と価格に影響を与えてきた。サケ類養

殖生産の集中化の歪みとして起こる供給量減少による国際サケ市場に与える経済リスクを軽

減するためには，3つのアプローチが考えられる。キーワードは分散化，分業化，多様化であ

る。 

【サケ類生産システムの多様化】 1つめは養殖システムの多様化で，生産地域を現在の沿岸

域から沖合域と陸上域に分散する方法である。イランやトルコではすでにニジマスの陸上淡

水養殖を行っているが，ノルウェーではアトランの種苗生産の一部をアイスランドの陸上施

設に移すなど分業化を開始し，陸上海水養殖も進めている。沖合域での養殖はサケジラミ寄

生防除と選別が大きな目的で様々な形態の大型施設が開発されつつある。もうひとつが生産

地域の分散化でスコットランドにおける生産量拡大が該当し，ノルウェーとチリの二極化に

風穴をあける動きとして注目される。２つめは流通システムの分業化で，生産地と消費地を

つないでバッファー的役割を担う。生産地での供給量に停滞が生じても生産物や価格の変動

の影響を極力避けるやり方である。三陸沿岸域の水産加工場では従来原料加工から製品加工

まで一貫生産するやり方を採用してきたが，東日本大震災後に原料加工から製品加工用原料

を生産する加工場と製品加工用原料を加工して最終製品を生産する加工場に分業化が進んだ。

これによって在庫を抱えるリスクが減少した。同様に国際流通においても主に加工用原料を



 

 

生産する加工地域（国）と最終製品を生産する加工地域（国）に分業化することによってリ

スクを軽減できる。そして３つめがサケ類生産の多様化である。サケ類生産の主流になった

養殖生産は種苗，施設維持，餌料のコストは避けられない。一方，サケ類漁業生産は野生産，

ふ化場産とも天然生産力に依存するため資源の変動はあるが，コストが少ないというメリッ

トがある。流通経済システムにおいては養殖生産の補完的役割を担っており，サケ類の漁業

生産を維持していくことはサケ類生産全体にとっても必要である。さらに４つめは多様化を

発信する地方からの視点の重要性である。「東洋のガラパゴス化」の発想で，他の国では体験

できない日本独自の食と観光をキーワードに，地域の多様なブランドサケ養殖を基点にイン

バウンド需要を拡大していく方法も重要ではないだろうか。 

 

  



 

 

一般講演 （３）－３ 

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） 

 

【目的】 

岩手県内では，豊富で冷涼な河川水や地下水を養魚地に引き込んで，ニジマス，ヤマメ，

イワナ等冷水性マス類を中心に淡水養殖業が主に中山間地において行われてきた。近年は，

消費者の淡水魚離れや余暇ニーズの多様化等による需要低下，飼料（餌）価格の上昇，養殖

業者の高齢化により収益性が悪化し，業者の減少に拍車がかかっている。そこで，本研究で

はご当地サーモンの経営動向と課題を調べた。 

【方法】 

まず，2013 年漁業センサスを用いて東北・北海道地域，岩手県の概要をまとめ，地域の漁

業生産構造を明らかにした。次に，岩手県内の全経営体（49 経営体）へのアンケートによる

調査を行った。アンケートは，2017 年 5 月 25 日に 49 通発送し，6 月中に 18 通（回収率

36.7％）回収した。さらに，岩手県内の代表的な事例を調査した。 

【結果と考察】 

①内水面経営体平均面積と養殖池数の比較を行うと，岩手県の養殖池数が最も多く，秋田

次に，宮城，青森であった。これら三県では，養殖面積でも福島，北海道，山形などと比

較して小さいという結果であった。 

②アンケートの結果から，サーモン養殖は主に，大規模経営体によるものであった。大規

模経営体では，ブランド化，安定生産，加工技術，業者間連携などのニーズが見られた。 

これらの結果から，ご当地サーモンの技術開発は，市場流通を念頭に置いたロットの確

保を前提とした技術体系の確立より，ニッチな市場への対応が求められることが示唆され

た。現状では，個別経営体による技術開発は困難であるため，公設試による適用技術の開

発が重要になるだろう。 

主な生産技術の課題は，出荷規格が県内で統一されていないことである。そのため，「ご

当地サーモン」としての品質に差が生じていることが予想される。ただし，長野県のよう

に公設試による稚魚の生産を生産基盤としている産地の場合，規格が統一されるために市

場に対するブランド確立をロットも含めて行うことができたと予想される。次に，養殖池

が「分散零細錯池」の状態であるために作業のための移動コスト（時間×距離）が嵩むこ

とも課題となっていた。その結果，池の見回りに労働時間が割かれ，販売対応を行う時間

を確保することが難しい状況にある。そのため，販路開拓や既存の魚種（主にイワナ）か

らサーモンへの品種変更など新技術の導入をためらうケースが多く見られた。 

また，生産費のかなりの部分を占める餌代を削減する技術開発を種苗メーカーと協力し

て開発する必要がある。特に，魚粉主体による餌を先進県でみられる発酵植物原料を利用

した餌に代替させることによって，コスト削減を図る必要がある。それに伴う肉質の低下

がどの程度か，サーモンの代替品として想定されるサケとの食味の差にどの程度影響する

のかについて，公設試とメーカーとの共同の研究が求められるだろう。 

  



 

 

ポスター発表 

会場：岩手大学復興祈念銀河ホール２階  

 

Ｐ－１  活動紹介 

野上英治°（農研機構生研支援センター） 

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－４  サーモン養殖事業紹介と自社親魚の重要性 

鈴木龍生°（日本水産株式会社） 

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－９  三陸岩手サクラマスの遺伝特性-河川遡上集団と沿岸海域漁獲集団-  

塚越英晴°（岩手大学三陸水産研究センター） 

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－１２ サーモン養殖における魚病対策の必要性 

西川翔太郎°・笠井久会（北海道大学大学院水産科学研究院） 

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－２１ 自動オミッション試料作製装置を活用した柑橘系フルーツから特徴的な香気物質

の探索  

樋澤舞雪°（岩手大学農学部）・喜多純一・木下太生・井上隆明（島津製作所

分析計測事業部）・山下哲郎・宮崎雅雄（岩手大学農学部） 

Ｐ－２２ 高電圧・放電プラズマの農業への応用-放電プラズマを用いた養液栽培培養液の殺

菌装置と青果物由来エチレン分解装置の開発- 

高橋克幸°・高木浩一（岩手大学理工学部） 

Ｐ－２３ 陸上サーモン養殖と食品分析の連携による高品質サーモンの創出 

于克鋒°・袁春紅・佐藤琢哉・平井俊朗（岩手大学三陸水産研究センター） 

Ｐ－２４ 三陸産イサダを全利用した高付加価値素材の効率的生産体系構築 

四戸啓太郎°・山田秀俊（公益財団法人岩手生物工学研究センター） 

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 

♢ ＮＴＴドコモ 

■岩手大学×ドコモ：岩手大学及びドコモによるＩＣＴを活用した地域創生の推進に

関する連携協定 

■岩手大学×ドコモ：サクラマス陸上養殖 ICT システム 

■ドコモ５G 活用事例：「匠の技」を活用した IoT 技術指導モデルの展開事業 

■ドコモ５G 活用事例：画像認識 AI が切り開く水産業の未来～画像認識 AI による生

簀内の養殖魚出荷数量の測定～ 

■ドコモ５G 活用事例：重機遠隔操作システム 

■ドコモ５G 活用事例：日本初５G 伝送による生中継実証実験（みやぎ復興マラソン） 

■働き方改革：メール・会議・スケジュール管理・etc...オールインワンの G Suite でモ

バイルワークを実現 

 



 

 

 

 


