
 

 

 

 

 

 

 

 

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～ 
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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 

 

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（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 

  



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） 

 

１ 設立目的 

  東日本大震災により壊滅的な被害を受けた三陸地域の水産業を立て直すため、 

１）水産業界の人材の若返り、高齢化対応 

２）自然災害や事故に強い生産システム 

３）安定供給（質と量）と収益の安定 

４）市場（消費者）ニーズとのマッチング 

に対応することが必要であり、これらの課題に対応した産学官民金連携による次世代陸

上養殖システムの確立とフィッシュファクトリー構想の実現に向けて研究開発を行うこ

とを目的とした自由な議論の場として設置した。 

 

２ 参加メンバー（２０団体） 

株式会社エイワ、株式会社三陸技研、株式会社成瀬理工、株式会社三亥釜石支店 

釜石ヒカリフーズ株式会社、釜石湾漁業協同組合、藤勇醸造株式会社、 

石村工業株式会社、株式会社アイシーエス、株式会社東北銀行、 

東洋建設株式会社東北支店、三相電機株式会社、（株）NTTドコモ東北支社、 

（株）巴商会、（株）交洋、公益財団法人釜石・大槌地域産業育成センター、 

釜石市、個人２名、国立大学法人岩手大学三陸水産研究センター  

 

３ 運営プロデューサー（５名） 

釜石ヒカリフーズ株式会社 佐藤正一（代表）、 

岩手大学三陸水産研究センター 田中教幸 平井俊朗、 

株式会社東北銀行釜石支店 野村貴志、北海道大学名誉教授 山内晧平 

 

４ 主な事業内容 

(1)次世代陸上養殖システムを確立するための研究戦略、研究計画の策定 

(2)ビジネスモデルの構築 

(3) 陸上養殖試験施設の整備 

(4)知財情報の調査及び知財戦略の策定 

(5)勉強会、先進地視察調査、活動の情報発信及び新たなプラットフォーム会員の勧誘 

(6)その他「知」の集積と活用の場産学官連携協議会の活動への協力 等 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 管理運営機関 

国立大学法人岩手大学三陸水産研究センター  
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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 

 

小林健一郎°・兵藤則行（新潟県内水面水産試験場魚沼支場） 

  

【現状】 

輸入魚との競合や販売価格の低迷、生産経費の増大でマス類養殖経営は厳しい状況にあ

り、業界では、需要の掘り起こし、生産調整、観光と結びついた経営などの努力を続けて

いる。 

これまで、当場では、三倍体魚の不妊性を利用して、ニジマス×アメマス全雌三倍体魚

（以下、魚沼美雪ます：新潟県にじます組合商標登録）を開発した。H18 年から養殖が開

始され、色揚げ等品質向上に取り組み、出荷基準として、体重 1.5kg 以上、色見本 27 番

以上であることが定められている。近年の養殖生産量は 50 トン前後で推移している。 

【課題】 

魚沼美雪ますの基本的な養殖技術は確立したが、発眼率は 20％程度の低い値で推移して

おり、生産性の向上が求められている。 

発眼率が低い一因として、雄親に用いるアメマス偽雄尾数の不足が挙げられる。作出した

アメマス偽雄の多くは、輸精管癒着が生じ、精液搾出可能な個体の割合は、雄（外観および

腹部の触診より判定）のうち 12.7～21.7%（H28 年作出実績）と低い。このため、多くの個

体が使用するたびに開腹し殺さざるを得ず、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。 

【今後の取組】 

輸精管癒着を改善し、精液搾出可能で反復使用可能なアメマス偽雄を大量生産する技術開

発に取り組んでいる。加えて、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にも取

り組んでいく。 
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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） 

  

【当社のサーモン養殖】 

日本水産（株）グループでは、1988 年より南米チリ共和国の子会社 Salmones Antartica 

S.A.社において鮭鱒養殖事業を営んでおり、サーモントラウト中心に約 30,000(t)/年を生産、

主に日本に向けて輸出、販売を行っている。一方日本国内においては、1987 年より宮城県女

川町に銀鮭配合飼料の工場を設立、養殖生産者へ種苗と配合飼料を供給し、養殖頂いた銀鮭

を当社が加工して出荷した。しかし、2011 年の東日本大震災において施設が被災し、事業は

継続出来なかった。被災後、銀鮭養殖の候補地を策定し、2011 年 10 月よりフィジビリティ

ースタディを鳥取県境港市で開始した。2013 年 12 月同市で弓ヶ浜水産（株）を設立、同社

は 2015 年より新潟県佐渡市においても事業開始、2018 年には、両事業所において計 2,000

トン/年の水揚げを行っている。 

弓ヶ浜水産（株）では、日本海の冬期間の海況や波浪に対応する為、給餌の自動化、遠隔化

などの新たな養殖技術や漁具の開発をすすめることにより、生産の安定、規模の拡大を実現

してきた。 

【自社親魚について】 

 日本水産（株）中央研究所（東京都八王子市）、同 大分海洋研究センター（大分県佐伯市）

において、養殖に関する研究を行っており、これまで親魚の養成及び種苗の開発に力を入れ

てきた。南米チリの Salmones Antartica S.A.社では、自社親魚によるトラウトサーモンの周

年出荷、宮崎県黒瀬水産（株）においては自社親魚より年５回採卵し人工種苗を用いたぶり

の一貫養殖を達成し、生産性の向上を得ている。弓ヶ浜水産（株）では、親魚養成と発眼卵

生産に向けて 2018 年 10 月に鳥取県琴浦町に船上山採卵センターを開設した。 

【今後の展望】 

 国産海面養殖鮭鱒の競争力を増すためには、日本の環境に合わせたサーモンの養殖技術の

開発を進めていく事が必要である。 

今後、弓ヶ浜水産の船上山採卵センターでは、選抜育種や家系管理を踏まえた親魚の育成

と発眼卵の自社生産を進め、生産基盤の安定化や当社独自の成熟制御や育種技術を開発し、

製品の品質や生産性の向上に向けて取り組んでいく。 
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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） 

  

【背景と目的】 

ヒメマス（Oncorhyncus nerka）はマス類の中でも美味であることから、古くから養殖生

産へのニーズが高い魚種である。しかし、飼育が難しいこともあり、全国的にみても養殖の

取り組みは少ない。岩手県内水面水産技術センターでは 1982 年に十和田湖から卵を移入

し、30 年以上にわたる飼育実績がある。現在は岩手県内水面養殖漁業協同組合への種苗生

産･販売委託業務により生産している。近年のご当地サーモン養殖の拡大により、多くの魚

種で生食用の大型魚生産が試みられるようになり、新たな養殖対象種としてヒメマスも注目

されてきており、本発表では岩手県におけるヒメマス養殖の現状と課題についてまとめた。 

 

【現状と課題】 

当センターでは 2007 年には 2,331kg/年の成魚を生産したが、その後は増減を繰返し、近

年は 200kg/年前後まで減少している。小売価格は成魚で 1,800 円/kg と高値で取引されてい

る。 

 種苗生産に用いる親魚は 2 歳及び 3 歳で、採卵時期は 9 月～10 月、抱卵数は 500～900

粒/個体。各ステージでの生産歩留まりは、発眼率が 70～90％、浮上率が 40～70％、ふ化

から稚魚までの歩留まりが 50～70％、稚魚～成魚までの歩留まりが 50％程度であり、ニジ

マス等と比較して飼育が難しい状況にある。減耗の要因としては、スレに弱いこと、せっそ

う病や細菌性鰓病等の病気にかかりやすいことがあげられ、10kg/㎡以下の低密度飼育、選

別を行わない等の対策がとられている。また、直射日光下で飼育すると体表にミズカビが発

生しやすくなることから、親魚養成から出荷まで屋内で飼育している。 

 ヒメマスは水温 12℃の湧水で飼育すると、満 2 年の秋（300g）に雄の 2～3 割程度、雌

も一部が成熟し、満 3 年の秋（700～1,300g）には全て成熟する。現在、1 年～2 年の養殖

期間を経て塩焼き用（100～200g）、生食用（500～800g）で出荷しているが、生食用のニ

ーズに対応するには少なくとも 1kg 以上まで成長させる必要があり、養殖生産で最も大きな

課題となっている。試験的には 3 歳で成熟する親魚を選抜して種苗生産することにより成熟

が抑制される傾向が認められているが、系統としての確立には至っておらず、成熟抑制のた

めには全雌 3 倍体生産の事業化が求められている。 

 

【今後の取り組み】 

近年、養殖生産量は減少傾向にあるが、生食用に適した 1kg 以上のサイズの養殖が出来る

ようになれば、新たなブランドサーモンとしての販路拡大が期待できる。今後はヒメマス全

雌 3 倍体生産による成熟抑制と大型魚の生産技術の確立を目指して、偽雄作成の技術開発に

取り組む予定である。 
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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） 

 【背景】 

ヤマメ（Oncorhynchus masou masou）は河川で生育する陸封型と、海に降り回遊する降

海型（サクラマスと呼称される）の 2 つの生活史を持つサケ科魚であるが、宮崎県に生息す

るヤマメはすべて陸封型である。宮崎大学農学部の内田研究室は、宮崎県五ヶ瀬産の内水面

養殖ヤマメが秋に銀化し、海水適応能を有することを示し、この銀化ヤマメを冬季（12 月～

4 月初旬）に海面養殖する（サクラマス化）技術を開発している。これにより、魚体重の劇的

な増加や、魚肉の機能性成分の増加といった水産学的な付加価値を見出している。また、海

面養殖個体を再び淡水で育成すると、サクラマスは秋に成熟し、より大粒の黄金色の魚卵が

たくさん採卵できることから、種苗生産から海面養殖を経た循環型のサクラマス養殖システ

ムを構築している。現在、宮崎県の新たな地域ブランド魚の発信を目指し、産学官連携によ

り試験的にヤマメ（サクラマス）の海面養殖を実施している。しかし、内水面と海面養殖の

生産の連携が難しいことから海と山での生産システムの連携や、販路開拓やブランド戦略等

の販売に関して包括的に統制する「まとめ役」の不在という課題にも直面している。 

【事業モデル】 

 サクラマスの生産・販売を円滑にするため、サクラマスの生産を統括する会社の設立を目

指している。本事業では、これまでも協力関係にあった内水面のヤマメ生産者（(株)やまめの

里）の生簀をレンタルし、海面養殖に供する種苗生産・育成を行う。冬季にはブリ・カンパ

チ等の養殖生簀をもつ海面漁業者へ銀化種苗の販売や委託による海面養殖を行う。海面養殖

は、県内沿岸域に生簀をもつ生産者すべてを対象としており、将来的には生産規模の拡大も

可能であると考えている。 

12 月から翌年 4 月までの期間で出荷適正サイズ（800g 以上）となったものは生食や冷凍

フィレ加工用商材として出荷し、適正サイズ以下（400g-800g）のものは缶詰などの加工品、

さらに小さな個体（400g 以下）は内水面で再養殖し、メスはイクラの生産、オスは燻製に加

工することで付加価値をつけ販売を予定している。また、海面養殖で特に大きく育ったもの

は「高成長系」として、育種用の親個体とする。生産できたサクラマス製品には自社ブラン

ドの名前を付け、生産者に卸売業者や料理人等の流通に関わる事業体を含めた協議会を立ち

上げ、販売・末端価格の適正化や販売戦略や品質のブラッシュアップなどの協議を指揮・統

括する。 

【展望】 

生産や流通システムを整えた後、内水面施設に研究拠点を構え、選抜育種や種苗の高成長化技

術の改良などといった技術開発を行い、大学の基礎研究と生産現場が直結した事業体制を整えた

い。また、販売については、これまで日本の水産業に根付いてきた“もの売る「プロダクトア

ウト」”から“マーケットの求めるものを作る「マーケットイン」”への思考転換を我々が実

践することで、地域水産業の新たなビジネスモデルの創出に繋げたい。 
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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） 

  

【目的】 

ホシガレイは増養殖対象種としての期待が高いが，人工種苗の生産単価が高く，事業化に

至っていない。本研究では，健全な人工種苗を低コストで大量に供給できる生産体系の確立

を目的に，親魚養成に閉鎖循環飼育，種苗生産にワムシ培養管理型ほっとけ飼育，中間育成

に特定波長光（緑色 LED 光）照射飼育を革新技術として導入し，実証規模での飼育試験を行

い，従来法とコストを比較した。 

【材料と方法】 

親魚養成では，50kL 水槽（実水量 20kL）2 面を用い，試験区として閉鎖循環区と流水区

（従来法，流水 600％／日）を設け，各試験区 42 尾（平均全長 46cm，平均体重 1.7kg，雌

雄比 1：1）の親魚を収容して 1 年間の飼育試験を実施し，採卵成績とコストを比較した。 

種苗生産では，6kL 水槽 4 面（実水量 4kL）を用い，試験区としてほっとけ飼育区（n=2）

と流水区（n=2，従来法）を設けて約 60 日間の種苗生産試験を行い（各水槽 4 万尾のふ化仔

魚を収容），飼育成績や生産コストを比較した。 

中間育成では，50kL（実水量 20kL）2 面を用い，試験区として緑色 LED 光照射区と自然

光区（従来法）を設けて中間育成試験を実施した。各試験区に TL3.5cm の種苗 3 万尾を収容

して 90 日間の飼育を行い，飼育成績や生産コストを比較した。 

【結果】 

親魚養成では 1 年間の飼育試験後に採卵を実施し，閉鎖循環区で流水区と同様に安定的に

良質な受精卵が得られた。1 年間の海水使用量は流水区で 63,875kL，閉鎖循環区で 120kL と

なった。使用量の大幅な削減により加温経費も削減でき，経費の約 30％を削減できた。 

種苗生産では，試験終了時の生残率は，ほっとけ飼育区で 77.5％と 92.8％，流水区で 68.9％

と 87.4％となり有意差は認められなかった。飼育期間中の作業時間は，ほっとけ飼育区は 300

時間，流水区は 870 時間となり，作業時間を大幅に削減できた。 

中間育成では，試験終了時の全長及び体重は，緑色 LED 区で 102mm，14.3g，自然光区で

96mm，12.0g となった。さらに飼育期間を 15 日短縮でき，緑色 LED 光照射飼育の成長促

進効果を明らかにした。飼育期間の短縮により経費が削減された。 

以上の結果より，生産単価は従来法では 181.9 円／尾であったが，新技術の導入で 109.3

円／尾となり，生産コストを約 40％削減した。 

本研究で開発した生産技術の向上と生産コストの大幅削減により，東北太平洋沿岸域に約

50 万尾の大量放流が可能となった。ホシガレイの資源造成による漁獲量増大に漁業者から大

きな期待が寄せられており，今後も大量放流試験を継続して実施し，事業化に向けて検討を

続ける。また，閉鎖循環飼育や緑色 LED 光照射飼育は，陸上養殖にも転用が可能な技術であ

り，さらに安価な人工種苗が入手できるようになる。これにより，被災地東北からの新産業・

ホシガレイ陸上養殖の創出につなげていきたい。 

 

P-7



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） 

 

【目的】我が国の魚類養殖生産量は 24.5万トン（平成 27年）で、ギンザケ養殖（1.4万
トン）は、ブリ類、マダイ、クロマグロに次いで第４位の生産量であり、その９割以上は宮
城県で生産されている。ギンザケ養殖のコストの６割はエサ代であるが、そのほとんどを輸
入原料に依存している。近年、原料となる魚粉の価格が国際的に高騰しており、養殖業者の
経営を圧迫している。そのため「国際相場の変動に影響されにくい国産原料の調達」が喫緊
の課題となっている。さらには、ギンザケの国内需要の拡大のみならず輸出力強化のために
「国産であることを解りやすく理解してもらえるような差別化」を行う必要がある。 そこ
で本研究は、これまで使用されてこなかった日本の代表的な穀物である米を飼料原料とする
ことで、海外産のサーモンとの差別化を図る。更には、有数の米産地でもある宮城県産米を
使用することで、地域としての特徴付けも可能となると考えられ、日本産の特徴をアピール
することができれば、海外マーケットへの販路拡大を目指す。そのための飼料開発と生産実
証試験を行っている。 
 
【実証試験】ギンザケ（体重約 300g）を対象に、ギンザケ配合飼料に含まれる小麦粉とデ
ンプンをうるち米ともち米の米粉に置換した試験飼料を試作した。試験区は対照区、うるち
米区、もち米区とし、円形 2kLFRP水槽で給餌飼育を行い成長・増肉係数を比較し、さらに
筋肉の臭い・味を分析した。その結果、試験終了時の体重と肥満度に有意差はなく、飼育
期間中の増肉係数は 1.0 を下回る極めて良い結果となった。一般に増肉係数は飼育期間中
に増えた体重（湿重量）を給餌量（乾燥重量）で割ったもので、ギンザケ養殖の一般的な
増肉係数は 1.4 前後であり、小規模飼育の場合１．０程度となる。この試験の増肉係数は
極めて効率の良い飼育であったことを示し、米粉飼料が従来の配合飼料と遜色ないもので
あることを示している。 
筋肉を臭いセンサーと味センサーによって分析し、主成分分析に供したところ、臭いと
味の双方が対照区、うるち米区、もち米区で違いが見られた。これは、香りや味の善し悪
しを示すものでは無く、飼料に含まれる小麦粉や米粉によって違いが有り、飼料によって
香りや味の傾向を差別化できることを示している。 
 
【米粉飼料の実証・普及】この飼育試験で得られた知見を基に実証試験飼料を作成し、平
成 29年からみやぎ銀ザケ振興協議会主導で、宮城県志津川町と女川町のギンザケ生産者が
実証飼を実施している。従来飼料と比べて成長に差はなく、市場の評価も高い。平成 30年
5月 29日、宮城県産飼料米配合みやぎサーモンとしてお披露目会を開催し、生産したみや
ぎサーモンは、5月 30日から宮城県内で販売開始し高評価を得た。 
 
【今後の展開】米由来原料の検討を進め、造粒性や原料の調達性を確保し宮城県産米由来原
料を多用することで宮城県産ブランドの定着を進めている。さらに製品の海外展開を狙った
冷凍・解凍技術・販売戦略を進めている。 
 
 
本研究は農林水産技術会議「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）「米中心飼料による純国産ギンザケ養殖技術開発と凍結・解凍技術の革新による輸出の
拡大」で実施しているものです。 
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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） 

 

【背景と目的】サクラマス（Oncorhynchus masou）は我国の水産重要種であるが，資源管理

や増養殖に資する遺伝学的知見はまだ不十分であり，特に，本州集団の知見は北海道集団に

比べ少ない．そこで，三陸岩手のサクラマスの遺伝特性を鋭敏に捉えることのできる高多型

性のマイクロサテライト(ms)DNAマーカーを独自に開発し，それらのマーカーを用いて，三

陸岩手のサクラマスの遺伝特性分析を行った． 

【材料と方法】三陸岩手の 4河川遡上標本集団(安家川，小本川，閉伊川，気仙川)および 4沿岸採

捕標本集団(久慈，宮古，重茂，大船渡)から計 412個体を採集した．また，比較対象として，富山県神通

川，北海道千歳川，標津川，徳志別川の河川遡上標本集団を用いた．採集された個体から全ゲノム

DNAを抽出し，新規に開発した msDNAマーカー15座の遺伝子型を決定した．得られたデータを基に，

遺伝分化指数(FST)の算出や STRUCTUREプログラムによる個体クラスタリング等を行った． 

【結果と考察】個体クラスタリングを行った結果、北海道、富山県、三陸沿岸南部と北部といった 4つ

の遺伝的クラスターを形成していた．加えて、河川遡上集団間において FST値を推定した結果、全ての

集団間で遺伝的分化がみられた．これらのことから，三陸岩手のサクラマスは，県外集団とは異なる固有

の系群であり，県内でも南部と北部の２つのサブグループに分かれ，さらに，県内の河川間でも少しずつ

遺伝特性が異なっていると考えられる． 

次に， FST値から岩手県沿岸で漁獲されたサクラマスについてみると，北海道や富山県の河川遡上集

団と遺伝的に異なること，岩手県の河川遡上集団とほとんど分化していないこと，さらに，沿岸漁獲集団

間でも分化していないことが示唆された．このことは，個体クラスタリングの結果からも支持された．以上の

ことから，三陸岩手沿岸で漁獲されている資源はいずれも岩手県の河川で再生産したものであることが示

唆された． 

現在，増殖事業の改良へむけて，同一河川内の春遡上と秋遡上群の遺伝特性の把握等を行ってい

る． また、このような系群情報は増殖事業の改良だけでなく，遺伝的系群に基づき発育や生理等の生物

特性を比較・把握することで新品種作成における有用な系群選抜など，他方面への応用も期待される． 
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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） 

  

 育種は遺伝を基本とし，対象生物の経済形質の改善を目的として行われる。そのため，養

殖で用いる魚には，生産性向上に寄与する高成長性や耐病性，消費者の嗜好に適した肉質な

どの形質を育種により付与することが求められる。育種では親世代から目的形質が優良な個

体を親魚に用い，子世代での形質の改良を行う選抜育種が基本となる。この選抜を何世代に

も渡って行うことで，優良な形質が遺伝的に固定された系統を作出できる。サケ科魚類では，

選抜により作出された高成長性のタイセイヨウザケやニジマスが養殖に使用されているが，

選抜育種により優良な系統を樹立するには長期間を要する。一方，短期的に優良な個体を得

る方法として，種間の交雑による雑種強勢を利用した雑種強勢育種や遺伝子組換えやゲノム

編集が有用な育種技術となる。近年，遺伝子組換えタイセイヨウザケが米国食品医薬品局

（FDA）により遺伝子組換え動物では世界で初めて食品として認可され，北米では市場に流

通している。また，我が国ではゲノム編集により筋肉量が増えたマッスルマダイの作出が報

告されている。しかしながら，遺伝子組換えやゲノム編集を使用した個体は，日本国内での

養殖への利用の可能性は未知数である。 

 一方，交雑による雑種強勢育種は様々な魚種で試みられ，サケ科魚類では同属異種の組合

せだけでなく異属間の組合せなど多数が試みられている。サケ科魚類雑種の生存性は父親種

と母親種の組合せに強く依存し，正逆交雑で異なる生存性を示すこともある。また，通常の

交雑で生じる二倍体雑種（母親ゲノムと父親ゲノムを各１つ持つ）は致死性であるのに対し

て，染色体操作により三倍体雑種（異質三倍体：母親ゲノムを２つと父親ゲノムを１つ持つ）

にすることで生存性を回復する組合せもある。そして，雑種では親魚の有する優れた形質を

併せ持つことが期待され，高成長性や耐病性，肉質改善が 1 世代だけで達成することができ

る。三倍体雑種は国内の養殖品種として用いられており，ご当地サーモンとして長野県，愛

知県，新潟県，山梨県ですでに生産，販売されている。これらの養殖品種はすべて海外原産

のニジマスが母親種に用いられているのが特徴である。我々も北海道大学北方生物圏フィー

ルド科学センター七飯淡水実験所で飼育されている多様なサケ科魚類を用いて雑種を誘起し，

その生物学的特性を調査している。その中でも養殖品種の候補として，サクラマスを雌親魚

に用いることにより北海道としての特色を出すともに，山梨県水産技術センターより分譲さ

れたマスノスケを雄親魚に用いた交雑種を作出し，現在，その生物学的特性を調査している。 

 育種によって樹立した系統や育種途上の個体群，あるいは雑種強勢育種に用いる親魚は，

非常に重要な遺伝資源であり資産でもある。そのため，育種研究には遺伝資源の凍結保存が，

育種支援技術として必須である。現在，我々は精子凍結保存を中心とした凍結保存技術の改

良・開発に取組んでおり，日本各地に存在するサケ・マス魚類の遺伝資源の保存と，それら

の育種利用に貢献したい。 
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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） 

  

いま全国で国産マス類*の海面養殖の動きが広がっている。これらのマス類について、海面養殖

あるいは陸上施設での海水養殖に適した種苗の育種を例に、どのような体制とやり方が実際的か

考えたい。はじめに簡単に各魚種の生息地や由来の違いについて述べると、まずニジマスだが、

ご承知の通り北米原産で日本には人為的に移入されたものである。したがって、全国各地で自然

繁殖している集団も元をたどれば北米原産ということになる。その遺伝的多様性は、1877 年に水

産伝習所（現在の水産研究・教育機構）に移入されたシャスタ系統とワシントン大学から移入さ

れたドナルドソン系統にほぼ制限される。一方、サクラマス及びサツキマス（一般に在来マスと

いうと、琵琶湖のビワマスも加えた 3 亜種となる）は、もともと国内に天然集団が存在している。

しかしながら一部の河川においても天然で遡上（再生産）する個体数は減少し、元来生息が報告

されていた河川に現在も変わらず天然集団が生息しているかという問いに対しては、心もとない

返事しかできないのが実情でなかろうか？その一方で、ニジマス、サクラマス、サツキマス、い

ずれも各県における増殖事業で継代された家系や系統が存在する。どんな選抜育種を進めるにも、

まず選抜を始める元となる集団（基礎集団）を定めることが必要であるが、遺伝的多様性に富ん

だ基礎集団を用いることが持続的な選抜効果を得るために必要である。そのため理想的には各地

の天然集団と継代集団を交配させることが望ましいが、防疫上の観点などから簡単には地域間で

魚の移動ができない問題がある。本発表では、今後もし国産マス類の全国的な育種プログラムを

検討するならば、必ず必要となる基礎集団の作出について、具体的にどのように各地の様々な遺

伝的集団から一つの基礎集団を作出するか、具体的な方法の一例を紹介しつつ、今後の国産マス

類育種の進め方について、国産マス類養殖関係者間で議論を深めたい。 

 

＊国産マスとは本稿では、ニジマス、サクラマス（ヤマメ）、サツキマス（アマゴ）とする。 
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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） 

 

 近年，国内におけるサーモンの海面養殖が注目されており，ギンザケ  Oncorhynchus 

kisutch をはじめとして，ニジマス O. mykiss やサクラマス O. masou の海面養殖が試みら

れている。一般的なサーモン海面養殖において，種苗は 10～11 か月程度内水面で育成された

後に海面に移行されるが，移行時のストレスにより疾病が発生しやすく，海水移行後の減耗

が問題となる。サケ O. keta 放流事業においても同様の懸念があるが，魚類病原体の感染や

寄生を受けたサケ稚魚の海水移行後の減耗の可能性について詳細な研究がなされた例は，イ

クチオボド症ならびにトリコジナ症に限られる。イクチオボドの寄生を受けたサケ稚魚は海

水中に移動すると浸透圧調節ができずに大量死することが感染実験で明らかにされており，

イクチオボド感染魚は放流後海洋へ移動したときに海水馴致できずに大量死する可能性が指

摘されている (Urawa 1993)。一方で，トリコジナの寄生を受けたサケ稚魚は，海水適応能力

に有意な影響を受けないとされた (Urawa 1992)。その他，細菌性鰓病に罹患している可能

性の高い飼育群は，海水移行 24 時間後の血中ナトリウムの濃度が有意に高い値を示し，結果

として生残率が低下したという報告もある (伴 2014)。さらにギンザケでは，Aeromonas 

salmonicida に感染した種苗を海面に移行した直後に発病が誘発され大量死が起こり，加え

て海面養殖におけるサケ科魚ヘルペスウイルス病の発生が種苗期の感染に起因する可能性が

指摘されている (絵面ら 1984; Suzuki et al. 2017)。 

さらに，サーモン養殖においては種苗および親魚の移動による感染症の拡大も懸念される。

ニジマスの伝染性造血器壊死症は 1970 年頃に北米から日本に持ち込まれ，その後種苗の移

動とともに全国に広まり，現在も各地で被害が出ている。最近では，平成 27 年 3 月に石川県

にて持続的養殖生産確保法に基づく特定疾病であるレッドマウス病の発生が国内で初めて確

認され，封じ込めの対策が採られた。種苗の移動は未発生地域への感染拡大に繋がるため，

検査済の種苗を導入する等の対応が必須であろう。今後新たな病原微生物に増養殖業が脅か

されないためにも，国内未侵入の疾病に対する防疫体制を整えると共に，国内でも既知病原

体の未侵入地域に対しては同様の対策を講じる必要があると考える。 
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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） 

  

【背景】さけます類の世界的需要は増えているが、主要生産国であるチリやノルウェーの海

面養殖生産は魚病や赤潮などの影響で不安定である。そのため、海面養殖より安定した生産

方法が望まれ、その一つとして陸上養殖が注目されている。しかしながら、陸上養殖はイニ

シャルコスト、メンテナンスコストが共に高く、採算をとるには効率的な養殖が必要である。

本研究センターでは三陸におけるさけます類の陸上養殖生産の可能性を検討すべく、以下２

つの研究に取り組んでいる。 

①光周期を用いたシロザケの成長試験 

【目的】タイセイヨウサケ（Salmo salar）やニジマス（Oncorhynchus mykiss）では長日周

期による成長促進効果が知られており，前者の陸上養殖ではスモルト促進時期を除いた全期

間にわたって常時照明飼育することで，2 年で出荷サイズまで育成可能となっている。一方，

孵化後すぐに降海するシロザケやカラフトマスでは，飼育環境下における光周期と成長の関

係はほとんど調べられていない。本研究では比較飼育実験により，異なる光周期条件がシロ

ザケの成長に及ぼす影響を調べた。【材料と方法】片岸川孵化場（釜石市）生産のシロザケ稚

魚を海水馴致した後に 100 尾をランダム抽出し，尾叉長および魚体重を測定した。これらを

25 尾ずつ 4 試験区に分割，人工照明装置を設置した遮光水槽（対照区は遮光無し）に収容，

異なる光周期条件下（①24L，②16L:8D，③8L:16D，④自然日長； L：明期，D：暗期）で

飼育した。【結果】シロザケ稚魚では，少なくとも初期段階においては短日が成長を促進する

が，その後成長に伴って短日は抑制的に作用するようになり，替わって長日による成長促進

効果が現れる可能性が示唆された。 

②酸素供給装置を用いた効率的な養殖生産の検討 

【目的】陸上養殖はコストが高いため、それに見合う魚種選定や生産効率が必要となる。生

産効率上昇の一つの方法として高密度飼育が挙げられ、エアーではなく酸素供給が必要とな

る。また、溶存酸素濃度をあげればあげるほど成長促進効果があるという報告も一部である

が、高い溶存酸素濃度はガス病を引き起こすことも知られている。そこで、本研究では酸素

供給によって高密度養殖が可能かどうか検討するために、まずシロザケを用いて酸素供給に

よって成長促進効果があるのかどうか予備的に検討した。【材料と方法】片岸川孵化場（釜石

市）生産のシロザケ稚魚を海水馴致した後に 10 月まで飼育した後 100 尾をランダム抽出し，

尾叉長および魚体重を測定した。これらを 50 尾ずつエアレーション区および酸素発生装置

による酸素供給区の 2 試験区に分割し，試験開始から 1 ヶ月間 17℃で飼育し、その後一月は

20℃、22℃で飼育した。 【結果】17℃の水温では酸素供給区およびエアレーション区に成長

差は得られなかったが、20℃以上では酸素供給区の方が有意に成長した。20℃以上ではエア

レーション区は摂餌量も減少し、溶存酸素濃度が 6.5mg/L 未満であったために、酸欠の影響

が考えられた。以上の結果、酸素供給によって成長促進効果が得られるのは水温が上昇し呼

吸代謝が増え、溶存酸素濃度が低下した条件下のみであると示唆された。 
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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） 

  

 

我々のコンソーシアムでは、2017年2月1日より「国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合

研究機構 生研支援センター」から委託を受け、「知」の集積と活用の場による研究開発モデル

事業として、「革新的技術を集約した次世代型閉鎖循環式陸上養殖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」をめざした共同試験研究を実施している。 

 

コンソーシアムは、マルハニチロ株式会社、株式会社キッツ、JXTG エネルギー株式会社、JX 

ANSI株式会社、水産研究・教育機構、山形県農林水産部、香川高等専門学校の「産・官・学」の

7つの機関で構成され、山形県遊佐町に陸上養殖実証施設を建設し、2017年9月からサクラマスの

実証飼育試験を行っている。 

  

本研究開発モデル事業では、「サクラマス類の至適飼育条件の探索」、「革新的陸上養殖シス

テムによるサクラマス類の養殖実証」、「ゼロエミッション型陸上養殖の実証」、「高品質化可

能な新規餌料開発」について、それぞれ2021年3月まで研究を行う予定となっている。それらの

研究成果をもとにして、陸上養殖で生産するサクラマス類について、ASCなどの養殖国際認証を

取得し、「最高級品質のサクラマス類の国際ブランド化」を図っていきたい。  
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浮沈式養殖技術の開発 

 

細川貴志°（日東製網株式会社） 

  

【背景と目的】 

 国内の海面養殖では、台風などの自然災害による被害が度々発生し、増加傾向にある。ま

た、養殖に適した静穏な海域はほぼすでに利用されており、水産物のさらなる増産のために

は、既存の漁場よりも厳しい海象条件となる未利用海域での養殖が不可欠となる。 

 上記背景から、魚を飼育した状態で沈める⇔浮かせる機能を有した自然災害に強い養殖施

設を設計し、より厳しい海象条件でも養殖を可能にすることを目的として、浮沈式養殖技術

の開発を行っている。一方で、耐波性の高い構造の養殖施設を想定した場合、著しいコスト

の増大が予想され、普及が困難になる。そこでコストを抑えつつ高い耐波性をもたせるため

に、既存の養殖施設を浮沈式生簀に改良することで、荒天から避難できる設計にした。 

 

【期待される効果】 

 浮沈式生簀は、浮体となる高密度ポリエチレンパイプ内の水と空気の置換によって浮力と

沈降力をコントロールすることで生簀全体を浮上・沈下させる機能を有する。具体的には、

生簀はバルブを開放することで浮体に水が流入して海中に沈下し、コンプレッサーで浮体に

空気を入れることで海面まで浮上する。当技術は 2008 年から 2013 年にかけて実施された水

産庁補助事業「クロマグロ養殖効率化技術開発事業」（管理団体：一般社団法人マリノフォー

ラム 21）によって開発され、特許取得済である（浮沈構造体：特許第 5757477 号）。 

 浮沈式生簀は、台風や時化の際に生簀を沈下させることで、波浪による被害から養殖施設

と飼育魚を守ることを目的としているが、その他にも対象魚の適水温域飼育、赤潮・濁水か

らの回避、紫外線による日焼け対策といった効果も期待される。また、開発事業で実施した

クロマグロ養殖だけではなく、日本海でのサーモン養殖のほか、海外ではハタ類、サバヒー、

マルコバンといった魚種でも飼育実績がある。 

 

【フィリピン台風被災地への導入】 

 2013 年 11 月に観測史上最高風速の台風ヨランダがフィリピンを襲い、死者・行方不明者

が約 8 千人となる甚大な被害をもたらした。JICA（国際協力機構)は、レイテ島・サマール島

の被災地域の復旧・復興支援プロジェクトを実施し、その支援策の 1 つとして浮沈式養殖技

術の導入・普及による被災漁民の生計支援活動が行われた。事業では、現地で入手可能な資

材と労働力で浮沈式生簀を製作/設置し、フィリピン政府や地方自治体、現地企業の協力を得

て、現地の文化に適合した台風に強い養殖施設の普及を目指した。 

 2019 年 1 月までに、レイテ島・サマール島の 3 漁場に全 52 基の生簀を設置済で、3 度の

台風でも養殖施設に被害はなく、漁民による養殖活動は続いている。なかには半年で 180 ト

ンを生産して 4,500 万円を売り上げた漁場もあり、浮沈式養殖技術は被災地域の復興に貢献

している。 

  

P-15



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） 

 

【背景】 

I. 日本の海面魚類養殖業は 1990 年頃から生産量約 25 万トンで頭打ちである。この原因と

しては、①養殖適地（沿岸の静謐な海域）が飽和状態であること。②漁業就業者が減少・

高齢化していること。③労働集約的生産方法であること。等が挙げられる。 

II. 日本の海面魚類養殖業は個々の事業者が長年蓄積してきた経験と勘（所謂“匠”の技術）

に大きく依存し、技術伝承や品質均一化に課題を抱える。 

【目的】 

上記背景を受けて、以下の実現を目的に、大規模沖合システム実用化研究を推進中である。 

I. 従来は養殖を実施することができなかった海象の厳しい沖合域において、大規模かつ省

労力での生産を可能にする。 

II. IoT・クラウドサーバー・AI に係わる技術を取り入れ、養殖手法の標準化・効率化を進め

る。 

【方法・内容】 

上記目的達成のため、大型生簀・自動給餌・最適生産管理の各システムの開発・実用化に

向けた改善改良、ならびに、これらシステム活用に際して環境調和を実現する養殖方法の設

計を実行中である。 

① 大型生簀システム：（縦）50m×50m×20m＝50,000m3（生産量 500 トン程度）の生簀

を海面下 15m 程度に沈下させ、最大有義波高 7m・潮流 2 ノットに耐える構造とする

ことで、沖合域での養殖を可能にする。 

② 自動給餌システム：プラットフォーム上のサイロに貯蔵された配合飼料を海底配管を通

じて空気圧送することにより、給餌作業の省力化、高波浪時の餌切れ予防を可能とする。 

③ 最適生産管理システム：IoT を用いて、養殖場の環境条件、魚の成長状態、給餌条件と

いったデータを蓄積し、それを解析することによって、AI が最適な給餌量・タイミン

グを自動決定する。 

④ 環境調和養殖設計：養殖の環境影響評価と適正な飼育密度の推定を行うための養殖環境

ソフトウェアを開発し、養殖業の持続可能性向上を追求する。 

【「ご当地サーモン」発展への貢献】 

本セミナーのテーマである「ご当地サーモン」の発展に向けては、上記の各システムや養

殖設計を適切に組み合わせることにより、生産現場が抱える課題の内、特に、人手不足解消、

労働環境改善や生産性向上に貢献できるものと考える。 

また、更なる期待として、沈下状態の生簀を活用することにより、海水温の上昇を抑制し、

国内では通年飼育が困難なサーモンの飼育期間延長を実現したい。 

以上 
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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） 

  

【目的】 

漁業・水産業は労働集約型産業構造であり、東日本大震災によってより顕著となった人手

不足・後継者不足の課題解決にはロボットシステムの運用が期待されている。我々のグルー

プでは、水中ロボットによる水産資源調査・管理を達成すべく、作業内容の精査と当該作業

を達成可能となる自律型水中ロボット（AUV）、遠隔操作型水中ロボット（ROV）を研究開

発してきた。これらの研究成果をベースに、現在は小型水中ロボットの複数台展開による水

産資源調査・管理システムの構築を進めている。本稿ではその一端を紹介するとともに、今

後の展望について論じる。 

【材料と方法】 

水産資源調査はビデオトランセクト法および＊＊法が採択される。ビデオトランセクト法

は海中に引かれたラインに沿ってその近傍に分布する資源量を調査するが、これを水中ロボ

ットに置き換えるため、海中でのライントレースが可能となる自律型水中ロボット（AUV）

を開発した。＊＊法は潜水枠取り調査とも言われ、2m 四方に枠取られた領域内の資源を全量

回収するが、岩陰や狭小空間内の資源量調査は不可能である。このため狭小空間への侵入を

可能とする柔軟アームを装備した遠隔操作型水中ロボット（ROV）の運用により、狭小空間

や岩陰奥の資源量調査を達成するシステムの構築を実施している。 

水産資源管理は養殖棚や海中設備等の維持・管理を目的とし、複数台の ROV 展開による水

中ロボット協調制御システムや、潜水士との協調作業を可能とするシステム構築を実施した。 

【展望】 

本研究の最終目標は、複数台の小型 ROV や AUV と人間が協調して資源調査や管理を行う

ことである。この実現に向け、散見される様々な課題を精査し、1 歩ずつ着実に水中ロボット

の研究開発を進め、持続可能な海洋産業の構築を目指す。 

【謝辞】 

本研究は平成 29 年度公益財団法人釜石・大槌地域産業育成センター「水中ロボットによる稼働観

察業務委託事業」および科研費 17K08029「2 台の小型水中ロボットによる海中協調作業用制御

アルゴリズムの構築」として実施している。また、これまでに本研究に直接的、間接的に関与し

た三好研究室学生一同に記して謝意を示す。 
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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（株式会社エコニクス） 

  

【背景】 

水産業においては，漁港の統廃合，流し網漁業の禁止，安定的な漁獲の確保などの理由か

ら，蓄養殖事業の拡大が進むなか，蓄養殖管理の合理化，省力化などの対策，密漁対策など

が急務となっている。これらの対策の一つとして，蓄養殖施設のモニタリング（映像配信）

による管理方法の導入が期待されているが，水中の映像を撮る技術としては水中カメラを用

いたダイバーによる撮影が主であり，定点における連続的な映像の提供は皆無に等しいのが

現状である。また，海水温や潮位などの物理的環境についても合わせてモニタリングしたい

との要望がある。本技術は，物理的環境を計測するセンサ類を兼ね備えた映像配信システム

を構築し，水産業の活性化に寄与するものである。 

【課題および開発内容】 

海中における映像配信は，カメラ用ハウジングの耐水・耐圧性，耐腐食性の問題，映像信

号の遠距離伝送の問題などからリアルタイムで行っている事例は少なく，必要に応じダイバ

ーが潜水し撮影しているのが現状である。 

開発した水中カメラシステムは，ハウジング，カメラ，センサシステムから構成される。

ハウジングは，プラスチックなどの樹脂性材料を利用し原材料および加工に係る費用を削減

するとともに，耐腐食性を兼ね備えたものを設計，試作した。カメラは，一般的に普及した

陸上用監視カメラを採用することにより，低価格で高機能な水中カメラシステムを構築した。

製品には，普及型の安価なカメラと，暗視機能などを備えた比較的高性能なカメラを選択で

きるものとした。センサシステムは，制御部を共通化し市販のセンサと組み合わせることに

より，最大 3 種類のセンサを搭載可能とした。製品は，カメラの種類，センサの有無を選択で

きるシステムとし，価格，機能面でさまざまな顧客ニーズに対応するシステムを開発した。

また，映像および計測データの光信号化を図り，インターネット回線網から最大 10km 程度

離れた場所との通信を可能とした。このことにより，漁港など通信インフラ網が確立されて

いない場所にも本製品が設置可能となった。 

試作品は，市販の塩ビ製配管材料を加工してハウジングを作成し，カメラは普及型の安価

なカメラを用い，2017 年 9 月に函館港周辺海域に設置した。2019 年 1 月まで試作品を海中

に連続して設置し実証試験を行った結果，耐水性などの設置状況，映像データの配信状況な

どについて，問題ないことを確認した。 
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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） 

  

【目的】 

みやざきサクラマスは九州地方の山間・渓流域に生息する陸封型ヤマメを、サケ科魚類の

至適水温条件（15～19℃）が整っている冬季に、宮崎県沿岸域に人為的に運び、希釈海水で

海水馴致を行った後、海面養殖を約 4 ヶ月行うことによって巨大化させたものである。淡水

のままで養殖したものと比較すると体重は 5～10 倍程度に増大することから、ヤマメまたは

サクラマス養殖の関係者で期待が高まっている。しかし、食材としてのみやざきサクラマス

に関する栄養成分や機能成分に関する報告は少ない。本研究では、みやざきサクラマスの可

食部に関する栄養・機能成分（一般成分、脂肪酸、ビタミン E、カロテノイド、遊離アミノ

酸）ならびにエキス成分の抗酸化能評価を行った。 

【材料と方法】 

宮崎県五ヶ瀬町で淡水養殖されたヤマメ 1 歳魚を用いた。2014 年 12 月に銀化（スモルト

化）したヤマメ（約 400 匹）を 30％海水に入れ宮崎県延岡市の海面養殖場に輸送し、70% 海

水で 1 日馴致後、養殖いかだ内（100%海水）で 2015 年 4 月まで飼育した。この期間の海水

温度は 16～18℃であり、餌は 1 日 1 回、サケ・マス育成用の人工飼料（淡水養殖時と同じも

の）を与えた。海面養殖終了後、直ちに試験魚を回収し、魚肉（可食部）を採取し、栄養・機

能成分ならびにエキス成分の抗酸化能評価を行い、淡水養殖ヤマメとの比較を行った。一般

成分は AOAC 法、脂肪酸はガスクロマトグラフィー法、ビタミン E、カロテノイド、および

遊離アミノ酸は高速液体クロマトグラフィー法、エキス成分の抗酸化能は DPPH ラジカル消

去能で評価した。 

【結果】 

 海面養殖ヤマメ（以下、サクラマスと呼ぶ）は淡水養殖ヤマメと比較すると、体長、体重、

および肥満度は増加し、特に体重は 7.73 倍の 632.00 ± 172.42 g に増加した。それに伴い、脂

質含量は 2.26 倍の 79.2 ± 6.7 mg/g muscle を示したが、タンパク質ならびに灰分については変

化しなかった。また、脂質含量の増加に起因して、脂肪酸量、トリアシルグリセロール、ビ

タミン E の増加も見られた。また、肉色に関わるカロテノイド色素についても増加し、特に、

サケ・マス類に多く含まれるアスタキサンチンは著しく増加した。次にエキス成分の一つで

ある遊離アミノ酸に着目すると、アンセリンならびにヒスチジンが著しく増加した。エキス

成分の抗酸化能を DPPH ラジカル消去能で比較したところ、約 2 倍の抗酸化能が示されたが

これは、抗酸化能を有するアンセリンならびにヒスチジンに起因するものと示唆された。 

 以上の結果、みやざきサクラマスは、単に体重の著しい増加に伴う魚肉の生産性が増大す

るだけでなく、栄養・機能性成分の増加により、食品としての付加価値も向上し、今後、新

たなブランド魚としての収益性の向上も期待できる。 
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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） 

 【目的】 

宮崎大学農学部海洋生物環境学科の内田勝久教授らのグループは、水温が降下する冬季に

ヤマメを延岡沿岸で養殖することにより、サクラマスを巨大化させる技術を開発した。海面

養殖により、短期間で巨大化させたサクラマスを“みやざきサクラマス”と命名し、産学官連

携で、新たな水産ブランド・地場産業の創出を目指している。サクラマスは可食部を生食や

燻製などの加工品として、卵を黄金いくらとして生産、販売しているが、その加工プロセス

から排出される残渣が存在する。本研究では、みやざきサクラマスを“余すことなく利用する”

ため、採卵後の個体を用いた“みやざきサクラマス魚醤”生産技術の開発を目指す。従来、

魚醤は高濃度の塩を添加し、常温で数ヶ月以上という長期間の熟成を必要とする。生産効率

を高めるため、本研究では、高温下で自己消化を誘導し、塩分無添加の条件で、短期間で魚

醤を生産する“速醸魚醤”の作成を試みた。 

【材料と方法】 

採卵後のみやざきサクラマスを破砕し、粗酵素液を抽出した。粗酵素液を塩分無添加の条

件で、50℃、55℃もしくは 60℃の条件でプロテアーゼ活性を測定した。プロテアーゼ活性の

測定評価を基に、みやざきサクラマス破砕物を 60℃で 7 日間処理し、タンパク質の自己消化

を誘導した。自己消化過程のタンパク質分子量の分布を、SDS-PAGE によりモニタリングし

た。自己消化試料を 100℃で 20 分間加熱処理し、遠心分離により得た上清液を、魚醤試料と

して回収した。魚醤中の遊離アミノ酸組成を、液体クロマトグラフ-質量分析装置で測定した。 

【結果】 

粗酵素液中のプロテアーゼ活性は、反応温度が高まるにつれ有意に上昇し、60℃で最も高

い値を示した。SDS-PAGE による解析の結果、自己消化開始前には、5 kDa 付近とゲル最下部

に低分子のバンドが見られた。反応 1 日目には 35 kDa、20 kDa、16 kDa 付近にバンドが認め

られ、反応が進むにつれ 20 kDa、16 kDa 付近のバンドは薄くなり、5 kDa 付近のバンドも消

失した。魚醤中の遊離アミノ酸組成を LC-MS で測定したところ、総アミノ酸に対するアンセ

リン含量が 30%以上と、著しく高い割合を示した。 

 以上の結果より、 

 ・食塩無添加、60℃の条件で、サクラマスのタンパク質自己消化を誘導できた。 

 ・一週間の自己消化により、アンセリンを高含有する特徴的な魚醤の作成に成功した。 

 

サクラマス魚醤で検出された高濃度のアンセリンは、筋肉増強効果で知られる機能性アミ

ノ酸である。宮崎県では産官学連携プロジェクトの一環として、食の観点からロコモティブ

シンドローム（通称ロコモ）予防を検討しており、本魚醤油はロコモ予防向けの調味料とて

開発を進めたい。尚、高濃度のアンセリンに着目し、来たるべき東京オリンピックに向けた、

アスリート向けの商品開発も期待できる。 

（*e-mail: yousuketao@cc.miyazaki-u.ac.jp） 
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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） 

 

私たちの周りに存在する食品や化粧品の多くのにおいは、単一の化合物からなるにおいで

はなく、数百の化合物が混合している複合臭から形成される。そのため、あるにおいを調べ

る際、単一の化合物だけを確認する従来の方法では限界があった。そこで当研究では、複合

臭中のある化合物がにおい形成に重要かどうかを調べるオミッション法に着目した。オミッ

ション法は、化合物を混合して元のにおいを再現する際に、着目した化合物を除いたものも

調整して元のにおいと同じか調べ、変われば除いた化合物が重要と分かる。しかし、オミッ

ション試料作成には、化合物の同定や標品の準備、複雑な組成比を調合する必要があり手間

が掛かった。そこで我々は、複雑な化学組成の複合臭でも容易にオミッション試料を作製で

きる全自動オミッション試料作製装置を開発した。 

今回は、柑橘系精油でのアプリケーションを報告する。柑橘類は、独特の爽やかな酸味を

感じる香気であるが、共通してリモネンと言う化合物が含まれている。本実験では、リモネ

ンを取り除いた状態で、柑橘の中でもユズの香気に焦点を絞り、ユズらしさに寄与している

香気成分の同定を試みた。 

この装置は、複合臭中から単一化合物や複数の化合物を同時に取り除いてにおいを再現す

ることが容易であり、また微量な単一化合物だけを精製することも可能だ。この装置使用用

途は多岐にわたっている。今後、海産物での有用性を検証することで、国内の海産物への貢

献につなげたい。 

  

▲オミッション法の手順を記した図(すべての化合物が存在するとバラのにおいを再現できるが、化合物２を

取り除くと元のにおいを再現できない) 
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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） 

【目的】 

青果物の栽培において労力を削減できることなどから水耕栽培が注目されている。しかし，

一度根部病害が発生すると被害が拡大しやすい欠点があるため，培養液の殺菌が必要となる。

放電プラズマを用いた殺菌作用として，プラズマで発生するオゾンなどの化学的活性種があ

る。本研究では，水耕栽培に用いるプラズマ処理装置を構築し，トマトの水耕栽培下の培養

液に対して 4 ヶ月間の連続処理を行い，生育への影響を評価した。 

農産物の輸送において，輸送コスト削減のため，同一コンテナ内に異なる種類の青果物を

積載する混載輸送が行われている。その際，特にリンゴなどの青果物から放出されるエチレ

ンガスの対策が課題となっている。エチレンは，植物ホルモンの一種であり，青果物の成長

を促進させる効果があるが，柿などのエチレン感受性の高い青果物に対しては，過度な成熟

が品質の低下につながる。そのため，長期輸送時には，コンテナ内のエチレン濃度を低減さ

せる必要がある。本研究では，青果物輸送コンテナ内に実装する誘電体バリア放電を用いたエチ

レン除去装置を製作し，放電特性およびエチレン除去性能について調べた。  

【装置】 

水耕栽培用プラズマ処理装置には，複数の細孔が開けられたガラス製の円筒内部に線電極

を配置した。円筒内部にはコンプレッサによって空気を注入し，養液内に設置した。安価な

交流電源を用いることによって円筒管内部でコロナ放電を発生させ，そこで発生する化学的

活性種を細孔から流出する空気とともに養液内に溶出させ殺菌を行った。 

エチレン分解装置には，ステンレスロッドとセラミック管を組み合わせた誘電体バリア構

造とし，小形の交流電源を用いることによって装置内電極部に一様にプラズマを発生させた。

電極部前面にはファンを設けることによってコンテナ内空気を電極部に流入させた。電極部

後方には酸化マンガン系の触媒を設置し，プラズマの副生成物であるオゾンを除去すること

によって，青果物のオゾン障害の発生を防止した。 

【結果】 

① トマトの栽培下で 4 ヶ月間，本システムで連続処理を行ったところ，根部病害の発生，生育障

害は認められない。また，一般生菌数および青枯病菌数は期間中，十分に低減することができ

た。本システムは水耕栽培における殺菌処理方法として有効であることが確認した。 

② 青果物輸送コンテナ内の環境を想定してエチレン除去試験を行った結果，エチレン除去量は

初期エチレン濃度の増加に伴って増加し，高湿度の場合でもエチレン除去が可能であること

が確認された。また，実験結果を用いて時間経過に対するコンテナ内エチレン濃度を計算した

結果，エチレン除去装置により青果物輸送時のコンテナ内エチレン濃度を目標値の 1ppm 以

下に抑え，青果物の鮮度保持が可能であることが示された。 

これらの技術は，青果物の栽培・鮮度保持だけではなく，種々の対象物(液体・気体)中の殺菌

や有機物分解，臭いの除去などにも有効であり，今後様々な応用が期待できる。 
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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） 

 

【目的】 

サクラマス Oncorhynchus masou masou は日本に生息するサケ科魚類である。北日本で

は、1 年半の河川生活の後に、海に下るスモルト（降海型）と河川に残るパー（河川残留型）

に分かれる。河川残留型（ヤマメ）については完全養殖技術確立されているが、大型化しな

いために最近需要拡大が著しいサーモン生食市場への展開は限定的である。一方で、北日本

沿岸域で漁獲されるサクラマス（降海型）はシロザケと比較して稀少で、味もよいことから、

高価格で流通しており、海面養殖サーモンとしての期待が高まっている。 

岩手大学三陸水産研究センターではサクラマスなどサケ科魚類の陸上飼育施設による飼育

試験を行っている。われわれは生産魚の高付加価値化のために養殖環境と品質との関連に着

目して研究を開始し、従来の官能性試験に加えて品質特性を機器分析等による客観的な品質

評価基準の確立を目指している。そこで、異なる飼育条件下での生産魚の肉質について、肉

の旨み成分、硬さ、色、脂の乗り具合などを数値化して官能性試験結果との照合を行うこと

で、肉質と養殖条件の関係を調査して肉質改善にむけた着眼点を明らかにすることとした。 

【材料と方法】 

岩手県内水面技術センターより輸送されたサクラマス１＋スモルト約 200 尾を海水馴致後、

海水で半循環型レースウェイ水槽および海水掛け流しで約 1 年間飼育した。当初マス用育成

飼料を給餌したが、飼育開始 7 カ月後から色揚げ効果のある親魚飼料に替え、さらに 1 か月

後にこれらのうち 50 尾を別水槽に移し油分含量の比較的多いギンザケ育成用飼料を与えた。

最終飼料への転換後約 4 か月後に、活締め後に刺身に加工し、官能評価および遊離アミノ酸

分析に供した。飼育試験魚に加えて、比較対象として市販のチリ産トラウトサーモン、ノル

ウェー産アトランティックサーモン、青森産海峡サーモンおよび宮城産ギンサケを使用して

官能評価及び遊離アミノ酸分析を行った。 

【結果と考察】 

総合的に飼育サクラマスは油乗りが少なくで、歯ごたえがあり、全体としてさっぱりした

味わいとの評価結果となった。遊離アミノ酸分析では、飼育魚の中に旨味酸味を持つアスパ

ラギン、甘味を持つグリシンとアラニンの含有量が高い個体が観察された。今後タンパク質、

脂質、物性、その他のエキス成分などの分析を行い、養殖サクラマスの肉質評価の鍵となる

成分の特定を目指す。また、加工、流通時の塩分や温度などの条件と品質との関係を把握し、

美味しい生サクラマスを供給できるシステムや新規魚肉練り製品、高齢者向け食品機能性食

品などの高付加価値新規商品を開発へと結びつけたいと考えている。 
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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） 

  

【研究の概要】 

三陸（岩手県、宮城県）沿岸はオキアミの 3大漁場の一つであり 1970年代からイサダ（ツ

ノナシオキアミ）漁が行われてきた。三陸漁業の閑散期である 3、4月に漁が行われるイサダ

は、安定した漁獲が見込める水産資源であり、三陸地域漁業者の安定収入に貢献していた。

しかし、国内の魚餌用イサダ需要低下と安価な輸入品の影響によって、水揚げ高は 9 分の 1

以下まで減少している。イサダ漁で得られる漁業者の収入が大幅に減少したことで、漁の存

続自体が危ぶまれる事態に陥っている。この状況を打破するため、イサダの高付加価値化と

利用用途拡大による需要増加が喫緊の課題である。 

現在我々は、農研機構・生研支援センター・革新的技術開発緊急展開事業（経営体強化プ

ロジェクト）にて、イサダから得られる機能性脂質成分、動物性蛋白質、香味・旨味成分を体

系的に抽出し素材化する技術開発に取り組んでいる。プロジェクトの概要および成果につい

て紹介する。 
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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） 

 

【目的】 

岩手県の漁業の現状は，サケ，アワビ，ホタテ，ワカメなど「三陸の海」として知られる海

面漁業と比べて，八幡平市，滝沢市，花巻市などでイワナ，ヤマメ，ニジマスなどが生産さ

れている内水面漁業は，生産者数，生産量共に相対的に少数，少量である。しかしながら，

国内の産地としてみると，一定の役割を果たしている。 

本県内水面養殖業の振興を図るため，付加価値の高い魚種の導入とともに，地域関係者と

の連携による販路拡大や新たな付加価値創造の取り組みを進める必要があり，養殖経営規模

や魚種，地域特性に応じた６次産業化の取り組み方策の提案を行うことが必要となっている。

本研究では，内水面養殖業の６次産業化に関する現状と課題を明らかにし，今後の方向性を

示す。 

【方法】 

研究方法として，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。そして，県内の代表的な事例を調査した。具体的には，清

水川養鱒場，岩姫養魚場，岩手県内水面養殖漁業協同組合，岩手県内水面水産技術センター

への調査を行った。予備調査では，内水面漁業の現状と課題についてお伺いした後，アンケ

ートを用いて，調査を行った。これと並行して実態調査を行った。 

【結果と考察】 

①岩手県の養殖業経営体数は，食用の他，種苗が多いことが明らかになった。アンケート

結果から大規模（ブランド化），小規模（販売向上）共に販売対応にニーズがあることが

明らかになった。 

②内水面の養殖業経営体数をみると，アンケート結果と関連付けると小規模経営体は，ま

す類を生産していた。これに対して，大規模経営体は，にじますを主に生産している。こ

うした生産組織の規模の違いが将来展望や要望に大きな差をもたらしている。 

③「八幡平サーモン」に代表される地域ブランドの育成が必要であるという認識を強く持

った。これには，バリューチェーンの確立が組織的な対応として必要である。そのため

には，経営管理能力の向上に加えて，トラウトサーモンの「三倍体」を基幹魚種として育

成し，ロットを確保した上で販売先を開拓する必要がある。 

これらの結果から，本研究で得られた成果を活用して，生産技術と並行して販売技術のイ

ノベーションを図るための研究が必要であるという結論に至った。 

残された課題として，養殖業の付加価値向上につながるトラウトサーモンの生産技術を活

かした産地化について今後検討を加える。当面，ニッチ市場での競争力を確保する必要があ

り，先行事例として位置づけられる長野県，山梨県など組織的に対応している研究成果を参

考にしながら，技術面でのキャッチアップを図る必要があろう。 

【謝辞】調査実施にあたり，ご協力いだいた岩手県内の養殖業者の皆様に全面的に協力して

いただきました。ここに記して感謝いたします。 
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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） 

 

回転ずしの寿司ネタ人気ランキングでサーモンが 7 年連続して首位を獲得している。その

大半はノルウェーやチリで生産されたものであるが、それらに負けじと日本全国で誕生して

いるのがいわゆる「ご当地サーモン」である。養殖事業者と地元行政や商工支援機関が連携

して生み出されるご当地サーモンは 50 種とも、100 種を超えるとも言われる。本研究は、こ

うしたご当地サーモンが次々と誕生する背景を、特に経営面に注目して把握し、今後の展開

と課題について考察を行うことを目的に、文献調査ならびに研究機関、行政機関、養殖事業

者への実地調査、聞取り調査を行い、以下のような結果を収めた。 

養殖形態を大別すると海面養殖、内水面養殖、閉鎖循環式陸上養殖の 3 つに大別すること

ができる。海面養殖は海上生簀に種苗を放し給餌しながら育てるもので、イニシャルコスト

が低く、区画漁業権の問題さえなければ参入や拡大の余地も比較的大きく、低ランニングコ

ストで大量生産を図ることができる。内水面養殖はサケマス類に限っては大半が河川水を利

用した養殖池で行われ、高地や北部では水温が高くならないため複数年にわたる養殖が可能

で高品質化を図ることができる。閉鎖循環式陸上養殖はまだ例は少ないが、出荷が周年で可

能になり、集排水にかかるコストもゼロに等しく、風水害や疫病リスクが少ないというメリ

ットを持つ。 

近年特に、ご当地サーモンが全国で生み出されている背景として挙げられるのが、円安、

世界人口の増加と途上国経済の発展による需要増、魚粉価格の高騰、産地における大規模な

病害の発生によって養殖サーモンの国際価格に連れて卸売価格が高止まりしている点である。

生産面からの理由としては、染色体操作技術の確立と普及が進み、短期間で大きく育ち、食

味にも優れた雌だけを育てることが可能になった点が挙げられる。さらに成長に優れた魚種

と疾病に強い魚種との異種交配の定着も要因の一つとなっている。そして「ご当地」の名の

ごとく、狭い地域ごとに多数のブランドが並立するようになったのは、地方創生の流れの中

にあって、市町村単位でご当地サーモンの開発やブランド化に予算が付くようになったため

である。 

 養殖施設で回収された排泄物や二酸化炭素は、有機肥料や光合成を促進させるための用途

に向けることにより地域の農家とともに循環型社会を形成することができる。廃校のプール

や廃業した温泉旅館といった遊休施設を小規模な陸上養殖施設に転用して地域再生の一助と

する可能性も開ける。養殖用餌料にも発展の余地が残されていて、肉質の向上、機能性の付

加、あるいは高価で資源管理上の問題も大きい魚粉に代わるたんぱく源としての未利用・低

利用原料の活用のために研究や開発が進められている。このような発展可能性を持つ反面、

輸入サーモンと比べると未だに高コストで、大口で安定的な販路の開拓も十分とは言えない。

生産効率を向上させて消費価格を安定させなければならない。乱立する競合の中から差別的

優位性をいかに獲得して、そのことを認知してもらうかが、個々の経営体にとっては大きな

課題となる。 
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