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I. 生産者が抱える現場課題解決のための技術開発の背景・課題の整理 

① 対象領域における生産者のニーズ 

1) 種苗生産・育種 

内水面、海面共に魚病による斃死は問題となっており、病原体フリーや高耐病性種苗の生産が求め

られている。わが国の海面サーモン養殖の中心であったギンザケに替わって、高い取引価格が期待で

きるトラウトサーモン（海面養殖ニジマス）への期待が高まっている。また、サクラマスやサツキマ

スといった在来マスについても海面養殖が期待されているが、技術的改善が必要な点があり事業化

に至っている例はまだ少ない。一方、新興の海面養殖産地を中心として種苗の不足、海水馴致時の減

耗が問題となっている。このため海水適応性の高い大型種苗が求められている。さらに飼料の主原料

である魚粉の価格高騰に伴い、低魚粉飼料適合性の種苗開発も求められている。高価格で取引され需

要の伸びが大きい生食市場を睨んで、それらに対応できる高成長や肉質を有する系統の育種にも期

待が高まっている。養殖適温期間が短い西日本の生産地を中心として、海面での飼育期間延長に向け

て高温耐性の高い種苗の育種が求められている。 

2) 育成・飼料 

配合飼料の主原料である魚粉の価格高騰による飼料コスト増大が養殖事業の採算性に大きな影響

を与えており、魚粉に代わる安価な高タンパク質原料の開発が求められている。さらに、成長促進、

肉質改善、耐病性付与（免疫賦活作用）などの機能性を持った餌料添加物へも関心が高まっている。

育成においては海水馴致が重要な課題であり、歩留まりの高い馴致方法や種苗の開発が望まれてい

る。 

3) 魚病対策・健康管理 

内水面養殖では、ビブリオ病、伝染性造血器壊死症（IHN）、せっそう病、冷水病などが被害の多

くを占めている。海面養殖では、ビブリオ病、赤血球封入体症候群（EIBS），サケ科魚ヘルペスウイ

ルス病、新型ビブリオ病、IHN などの被害が出ており、海水馴致時における斃死が問題となってい

ることから、予防策が求められている。さらに経口免疫賦活剤の開発、高耐病性系統の育種などが期

待されている。 

4) 加工 

わが国の海面サーモン養殖は、沿岸域の海水温の関係から季節型の生産形態を取らざるをえない

ため、水揚げ時期に加工も集中し、残余期間は冷凍品による市場対応が求められる。しかし、ギンザ

ケで見られるような企業系や宮城県の大規模養殖事業を除いては、短期間に集中する大量の加工体

制を有している地域は少なく、養殖適期終了時までに鮮魚で売り切らざるを得ない。そのため相場の

影響を受けやすく収益性の障害要因となっている。これまでの主力であるギンザケは他種に比べて

冷凍耐性が低い身質のため、収益性の高い生食市場では、他種よりも低い市場評価を受けており、対

応策が求められている。 

5) 経営・ブランド化 

世界的なサーモン需要の高まりにより市場は堅調であり、西日本を中心に海面サーモン養殖への

期待が高まっている。これらの地域では、ブリ、マダイなど従来の海面魚類養殖生産が飽和状態にあ

り、これ以上の増産は価格下落を招くと危惧されている。そこで海面養殖業者からはブリ、マダイよ

り圧倒的に増肉係数が良く、飼育に適さない冬季間に養殖が可能なニジマス海面養殖（トラウト養

殖）が新たな兼業種目として期待されているが、種苗供給が不足している。内水面養殖も全体的には

同様に概ね堅調であるが、市場性の高い生食用大型魚生産のためには、海面よりも長期間の飼育と大



規模な施設が必要であることから、その恩恵にあずかっているのは大規模事業者のみである。一方

で、サケマス類の天然漁獲の減少により原料の価格高騰が起こり、これらを対象としてきた北日本地

域の加工業者は困難に陥っており、従来、魚類養殖への関心があまり高くなかった地域で、海面サー

モン養殖事業への期待が高まっている。 

 

② 生産条件の現状整理・将来構想 

1) 種苗生産・育種 

耐病性に着眼した育種は現状では行われておらす、内水面における雑種作成などで結果的に向上

が見られているのみである。ギンザケは、少なくとも既存の事業体については、種苗生産→中間育成

→成魚育成の事業者連合（シンジケート）が確立されており、この中では安定的な生産が見込まれ

る。しかし、国内での種苗供給体制はほぼ限界に近いと考えられており、生産物の市場性からみても

新規参入は難しいと言わざるを得ない。一方で、現在最も期待されているニジマス（トラウトサーモ

ン）については海水養殖に適合した種苗供給が不足している。海面養殖産地は自前の種苗生産、中間

育成拠点を持たず、種苗供給のほとんどを従来の内水面養殖事業者に頼っている場合が多い。わが国

の海面サーモン養殖では、海水温が養殖適性範囲に入る冬期に需要が集中する。そのため、種苗供給

業者側から見ると受託生産方式による生産魚の安定的な販路確保とは裏腹に、冬期の海面種苗一斉

出荷後にすぐに次の生産に移行できないといった育成池の稼働効率上の問題から、海面用種苗生産

を敬遠する内水面事業者も少なくない。また、生食需要を中心とする内水面生産も含めた相場の高止

まり傾向もその傾向を助長している。海水適応性の高い系統の育種のためには、海水飼育による選抜

と内水面での次世代作出が必要となるが、自然海面での飼育個体の内水面飼育施設への再移送は防

疫上の観点から難色が示されている場合が多い。低魚粉適合性種苗については国を中心としていく

つかの県において試験研究が実施されており、成果を挙げつつあるがまだ普及には至っていない。 

2) 育成・飼料 

生産現場レベルでは、未だに魚粉含量が高い配合飼料の利用が主である。魚粉に替わる安価なタン

パク質源として、大豆粕に代表される植物由来タンパクの利用を目指した飼料開発が進んでいるが、

成長性への影響が指摘され実用化には至っていない。これは動物性タンパク質とのアミノ酸組成の

違いや消化吸収阻害成分の存在によるものと考えられている。一方で、畜産や水産の食品加工残渣を

動物性代替ンパク質源として利用する試みでは良好な結果が得られているが、畜産用飼料との競合

などによりコスト面で十分とは言えない。そこで低魚粉でも成長可能な種苗開発に向けた選抜育種

がニジマスやアマゴで開始され、研究成果を挙げているが普及には至っていない。開発中の飼料の実

用化と低魚粉対応種苗の生産体制確立が期待されている。海水馴致については、希釈海水による段階

馴致が有効であることが確認されているが、多くの事業所では設備上の制限があり、対応に限界があ

るのが現状である。 

3) 魚病対策・健康管理 

現状は魚病対策として、卵消毒と病原体保有検査が中心であり、抗生物質投与も行われているが、

薬剤耐性菌の問題から使用を抑える方向である。現状でワクチンが存在するのはビブリオ病のみで

あり、他の疾病に対するワクチン開発が求められている。耐病性付与を目的とした育種については、

信州サーモンなど内水面養殖における種間雑種作出によって結果的に耐病性向上を実現した例があ

るのみで、系統だったものはない。魚体の健康状態を保持するために飼料メーカーを中心として経口

免疫賦活剤の開発が行われているがコスト面、効果の検証などで問題があり、十分な普及は実現でき



ていない。 

4) 加工 

わが国の海面サーモン養殖は、沿岸域の海水温の関係から季節型の生産形態を取らざるをえない

ため、水揚げ時期に加工も集中し、残余期間は冷凍品による市場対応が求められる。しかし、企業系

や宮城県のギンザケで見られるような大規模養殖事業を除いては、短期間に集中する大量の加工体

制を有している地域は少ない。トラウトについては、現状では生産規模が小さな事業体が多く、それ

らは水揚げ時期に鮮魚提供によって生産魚全てを売り切ってしまう場合が多い。 

5) 経営・ブランド化 

2017 年の養殖サケマス輸入量は実質約 15 万トンであり、これは供給過剰で大暴落した 2002 年

度と変わらない輸入量でありながらもこれまでない高価格を維持し、国内での供給不足を引き起こ

している状況にある。したがって輸入量の 10％程度に当たる 1.5 万トンを国産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。このような堅調な市況を背景にして全国的に地域活

性化の起爆剤として海面サーモン養殖へ期待が高まっているが、種苗供給体制が追いついていない

ために事業化に至っている地域は必ずしも多くない。内水面を中心に全国各地で地域性をアピール

した 100 近くのご当地サーモンが提案されているが、長野県の信州サーモンなど地域のエンドユー

ザー（流通、観光業界など）との連携によりブランド戦略に成功した一部を除いては苦戦をしてい

る。一方で、一年のうち出荷可能な時期が限られ集中が避けられないため、どうしても価格競争に巻

き込まれてしまいがちな海面養殖サーモンとは異なり、顧客のニーズに合わせた供給を行うことが

できるため、内水面事業者の中には独自の販売戦略によって高品質・高価格化を実現しているものが

ある。 

 

③ 技術開発に関する現状・課題・動向、将来想定 

1) 種苗生産・育種 

サーモン海面養殖の拡大に向けて高い海水適応性（海水馴致の歩留まり向上にとどまらず、海水中

での成長性、肉質、耐病性などの向上を含む）に優れた種苗の育種研究が重要である。防疫上の観点

から海面飼育による選抜は望ましくないため、防疫設備を完備した陸上飼育施設の利用が望ましく、

試験研究機関の施設を活用することが現実的と考えられる。近年、ゲノム編集などの遺伝子改変技術

の農林水産業への応用に注目が集まっているが、本法は標的遺伝子が特定されている場合にのみ有

効であり、優良形質の多くは複数の遺伝子の影響を受ける量的形質であることから、多くの場合に適

用は難しいと考えられる。一方、近年のゲノム解析技術はめざましく、膨大なゲノム情報の中から優

良形質に関連した遺伝子多型を発見することが可能となり、これをもとに選抜を行うしたゲノム選

抜という効率的な育種技術が開発されている。したがって、ゲノム情報解析技術を持つ研究者の養成

が重要である。 

すでに独自の生産・流通体制を構築している内水面養殖事業者にとっては、サーモン海面養殖のた

めの種苗生産は必ずしもメリットがあるわけではないため、彼らにさらなる種苗増産を期待するこ

とは難しい。したがって、廃業・休業した養殖場の利用や閉鎖循環型陸上養殖、沿岸部の遊休地の活

用等、全国的な中間育成場の適地調査が必要である。 

2) 育成・飼料 

成長促進、高または低水温による成長（摂餌・消化吸収効率）低下の軽減、免疫力強化などを生み

出す機能性飼料の開発が注目される。ポリフェノールなどの植物由来成分、昆虫由来の機能性多糖



類、腸内細菌類（プロバイオティクス）、摂餌促進物質などへの関心が高まっている。また、無魚粉

飼料の開発に向けた新たな飼料原料として、海洋微生物や昆虫ミールの利活用に関する技術開発が

期待されているが、わが国ではこれらの飼料原料に対する消費者の抵抗感が払拭できておらす、持続

可能性社会の確立に向けてこれらのあらたな養殖飼料についての啓発活動が重要になる。一方、地域

ブランド化に向けては地域特産の飼料原料の開発も期待される点であり、地域の異業種事業者との

連携も重要である。例えば、マダイやハマチなどで導入されている柑橘類など香気成分含有添加物な

どの利用も期待される。 

3) 魚病対策・健康管理 

魚病ワクチン開発については、医療用ワクチンと同様に承認審査に係わるコストが膨大であり、現

状の市場規模から国内メーカーは採算性の点で開発に消極的である。今後、国内における養殖生産の

増大に向けて、海外メーカー製品の輸入も視野に入れた、承認体制の低コスト化が求められる。薬剤

耐性アクションプランを背景にワクチン開発の補助事業などが動いているが、サーモン養殖に適用

されるかは不明である。一方で、魚病の発症を予防する上で、魚体の健康管理技術の必要性は今後さ

らに高まると予想され、その根拠となる免疫など生体防御能力についての知見の集積が重要である。

特に海面養殖では海水馴致時の発症リスクが課題となっており、浸透圧ストレスによる免疫力の低

下が原因と推察されている。したがってこのリスクを低減できる生理学的知見をもとにした海水馴

致法の開発や高い海水適応性を有する種苗の育種研究などが求められる。 

4) 加工 

わが国の海面サーモン養殖の主力であったギンザケについては、主要な事業者の努力によって、冷

凍耐性など他種と比べて市場での弱点となっている肉質を克服するべく、水揚げから冷凍加工にい

たる各プロセスに改善がなされ、冷凍生食市場でも評価が向上している。トラウトサーモンでは一部

の地域（福井、青森など）で加工・流通事業者が中心となった生産・加工・流通一貫体制の事業化が

行われており、冷凍品も良好な評価を受けているが、生産量が十分ではなく、一部の市場にとどまっ

ている。 

一方で、サーモンについては生食市場が堅調であることもあり、加工のほとんどは解体・冷凍など

の一次加工にとどまっている。この傾向は、しばらくは継続するものと推察されるが、将来的な生食

市場の飽和を見据えて、二次加工によりさらに高い商品性を付与するための研究を進める必要があ

る。例えば少子高齢化社会を見据えた、健康増進、嚥下・咀嚼性を向上させた加工食品の開発などが

挙げられる。また、若年齢層（脂乗り重視）偏重の市場性から高年齢層にアピールできる多様な商品

供給も重要である。そのために従来の食品成分分析や肉質と嗜好性との関連性について、認知科学

（味覚、嗅覚）などとの異分野連携が期待される。 

5) 経営・ブランド化 

国産サーモン養殖推進には、輸出拡大を目指したジャパン・ブランドとしての海面養殖ニジマスと

地域の観光客誘致や雇用創出を目指したご当地サーモンの両方の取り組みがあって、消費者に支持

される市場を獲得できる。輸入サーモン等との棲み分けについて、国産へのこだわりや高鮮度、旬の

感覚を求める顧客層をターゲットとしたジャパン・ブランドとしての海面養殖ニジマスの市場参入

により輸入サーモンより上位のマーケットを獲得し、さらに地域性や希少性、味等にこだわった上位

層、特にこれまで生食サーモンを購買してこなかったシニア層をターゲットとして全国各地でご当

地サーモンの取り組みを進めて行くべきである。みやぎギンザケの地理的表示(GI)認定はこのよう

な戦略の先駆けであり、今後、各地域の独自のブランド力醸成のために各種認証制度の活用は一つの



手段として期待される。そのために、より厳格な品質管理技術、エンドユーザーの多様なニーズにき

め細かく対応できる品質分析技術、それらによる客観的な根拠に裏打ちされた加工技術の開発が望

まれる。 

 

II. 技術開発・普及展望のとりまとめ 

① 対象領域の生産が将来持続可能になるような将来像の設定 

世界的な需要の伸びを背景として、国内外のサーモン（特に生食市場）は堅調な市況が続いてい

る。サケ科魚類の場合は、天然漁獲魚は寄生虫（アニサキス）を保持している危険性があるため、生

食用には利用できない。したがって、成長が著しい生食市場をまかなっていくのは養殖サーモンであ

る。従来、国内の生食用サーモンは、内水面養殖魚（ご当地サーモンなど）によって担われてきたが、

豊かな水源を有する内水面の養殖適地の多くはすでに利用されており、今後大規模な拡大は望めな

い。また、サケ科魚類は海水中で成長が促進されることが知られており、この性質を利用して発達し

てきたのがノルウェー、チリに代表される海面養殖である。以上の状況から、今後も伸び続けている

需要に応えるには海面あるいは臨海部の利用が重要になる。 

一方、わが国では大都市圏への人口集中によって、地方の多くは就業者人口減少に歯止めがかから

ず、将来的な存続すらも危惧されるところが出てきている。水産業が主幹産業である沿岸部ではこの

傾向が顕著な地域が多く、その一因として天然漁獲減少と共に漁業就労者人口不足が考えられる。過

酷な労働環境と不安定な収入のために地域の若年就労者層は都市部へと流出していく。このような

状況への対応策として、海面サーモン養殖事業に期待を寄せる地域が増え始めている。しかし、わが

国は比較的低緯度に位置していることから、沿岸海域でのサーモン養殖生産には時期など制約があ

り、今後、持続的生産を維持していくためには、解決すべき問題がある。以下にその概要を述べる 

まず、海水養殖への適合性を高めた種苗生産体制の確立が重要である。それに向けて解決すべき主

要課題は、１）短期集中型の種苗大量供給体制の確立（海面用種苗生産・中間育成に特化した新規養

殖地の開拓、短期集中型に対応できる種苗移送体制の確立など）、２）海水で飼いやすく収益性の高

い種苗の開発（海水適応性、成長性、耐病性、高温耐性、低魚粉耐性などの向上）、であろう。 

次に飼料コストの削減が必要である。サーモン養殖用餌の主原料である魚粉は天然漁獲の多獲性

魚類への依存が大きく、魚粉の価格高騰が養殖拡大の制限要因となっている。飼料中の魚粉含量を下

げるために、安価かつ安定的に入手できる代替タンパク質源の開発が重要課題である。また、生産物

の生産性向上（成長性や耐病性など）や付加価値（肉質向上や健康増進性など）を与える機能性原料

の開発もブランド化に有益である。 

他魚種とは大きく異なり、生食用サーモンの購買層は若年層に偏在している。そのため、彼らにア

ピールする低価格供給と脂乗りを重要視した生産戦略がとられてきた。逆に過剰とも言える脂乗り

が原因となって、高年齢層からは敬遠される傾向が強い。しかし、わが国をはじめとして先進国では

少子高齢化が進行しており、新たな市場開拓に向けて、今後、高価格購買が期待できるシニア層をタ

ーゲットとした養殖生産や加工品開発へも視野を拡げることが重要である。 

 

② 将来像を実現するために、対象領域において今後 10年に取り組むべき研究開発の目標と対応方針 

わが国において、海面でのサーモン養殖を念頭においた育種がなされたことは、宮城県のギンザケ

など一部の例外（大部分が試験研究段階）を除いてこれまでにはない。内水面においては、地域ブラ

ンド魚（ご当地サーモン）創出を目指した試みは、都道府県単位でなされてきただが、革新的成果に



至っている例は多くはない。重要なことは、現在、世界市場を席捲しているノルウェーのタイセイヨ

ウサケ（アトラン）養殖は長年の国を挙げた基礎研究の上に成立しているということである。したが

って、種苗生産研究においてまず着手すべきは国内に存在する系統（遺伝子資源）の遺伝的特性を把

握し、保存することである。そのための基盤となるゲノム情報を整備することである。 

現在、国内のサーモン養殖の主力となっているニジマス、ギンザケは外来種である。これらについ

ては海外の研究機関によってゲノム情報が明らかにされており、これを基にして、膨大な遺伝子資源

を抱える原産国の種苗企業によって、ゲノム育種など最先端の育種技術により効率的に優良系統が

産み出されている。その結果、国内の事業者の一定数は、種苗不足を補うためにこれらを輸入して事

業を営んでいる。しかし、輸入種苗は原産国による厳格な遺伝子資源管理によって二次繁殖禁止など

制限の上に販売されている。したがって、主力２種の育種については、国内各都道府県に分散保持さ

れている遺伝子資源を糾合して進めていく必要がある。まずはそのために地域間の連携体制が重要

であり、そのためのルール作りが急がれる。しかし、国外からの新たな遺伝子資源の獲得が難しい以

上、限られた遺伝子資源内での育種では長期的には限界に達する（海外種苗を越える系統の作出は難

しい？）ものと推察される。 

一方、サケ、サクラマス（ヤマメ）、サツキマス（アマゴ）はわが国の原産種であり、天然資源も

含めると国内の遺伝子資源は潤沢である。特にサクラマスと近縁種のサツキマスは肉質もよく天然

漁獲魚の市場評価も高い。したがって、中長期的にはわが国の海面サーモン養殖を支える中核魚種と

なりうると考える。また、近年では内水面養殖魚が生食市場にも投入されており、輸入サーモンを越

える市場評価を受けている。しかし、海面での養殖例は西日本にわずかにあるのみで、主要生息域で

ある北日本では河川放流が中心であるため、養殖を目指した育種はほとんど行われていない。そこ

で、サクラマス（サツキマス）をわが国の次世代サーモン養殖の中核魚種と位置づけ、ゲノム育種に

向けた基盤形成に着手すべきである。そのためには地域間連携はもとより、遺伝・育種研究者と生理

学研究者の連携が重要である。 

さらに内水面養殖のために開発された染色体操作魚（3倍体）や雑種魚などのバイテク魚の海面養

殖への展開もブランド形成のための有望な手段である。現在、バイテク魚は逃亡した場合の環境への

影響（自然繁殖など）に配慮して、不妊性を確認した上で閉鎖型内水面養殖事業に限定して利用が認

められている。これらバイテク魚は単一種内での育種では不可能な交配初代での新形質付与が可能

であり、種苗開発法としてゲノム育種に加えて検討すべきであると考える。 

種苗生産は成魚育成に比べて収益性が低く、その中でも膨大な時間と多額のコストを必要とする

育種は一部の大規模事業者を除いては実施不可能であり、採算性の観点からわが国の水産養殖では

本格的に取り組まれてこなかった。地域創生の起爆剤として各地でサーモン養殖の期待が高まって

きた今こそ、かつてのノルウェーのように国や自治体が育種研究を支援するべきである。その中で地

域の壁を越えての連携は重要な要素であり、その仲介役として大学・試験研究機関などの研究者間ネ

ットワークが役立つと考える。本事業でご支援いただいたシンポジウムでは、この点で大きな成果と

進展が得られ、その後いくつかの研究開発プロジェクトが企画、始動している。 

飼料研究については、メーカーを中心とした研究が継続されており、育種と比べて知見が多い分野

である。しかし、魚粉価格が高騰している現在、魚粉に代わる安価なタンパク質原料の開発と普及は

急務である。具体的には、１）農林水産物の加工残渣の有効利用、２）植物性タンパク質源の利用、

３）昆虫による農業廃棄物からのタンパク質生産、４）微生物機能を利用したアミノ酸生産、などが

研究されている。１）、２）、についてはすでに実用化段階に入りつつあるが、同様に飼料コストの問



題を畜産業との競合がすでに生じ始めている。一方で、３）、４）には持続可能性の高い食物供給に

向けて大きな可能性が期待されるが、わが国の消費者は新規技術への不安感を持ちやすい傾向があ

るため、資源循環型社会の構築に繋がる新規餌料への抵抗感を和らげる啓発活動も重要である。 

また、飼料メーカーは生産性向上（成長性、耐病性、肉質向上など）や健康増進作用（機能性食品

表示など）に資する機能性飼料の開発も進めており、地域特産の原料を利用することで地域ブランド

形成にも役立つと期待されるが、重要なことはこれらの効能について科学的根拠を提示することで

ある。魚体に対する効能については魚類生理学研究者（栄養代謝、免疫など）、消費者に対する効能

については認知科学や食品科学の研究者などとの連携が必要である。そのためにも水産養殖をキー

ワードとした異分野間連携に向けた情報交換を促進することが重要である。 

魚病・健康維持については予防を中心とした取り組みが重要であるが、少なくとも現状での国内メ

ーカーによる新規参入の可能性は低い。したがって、海外メーカーの製品の安全性評価と国内承認を

進めることになるが、こちらも手続きにかかるコストが大きいために民間による対応は難しく、資金

捻出について政策的な検討を行うべきである。同時に水産用ワクチンの承認簡素化についても検討

すべきある。そのためにも大学や試験研究機関による有効性・安全性評価研究を早急に推進すべきで

ある。ただ、感染実験など二次汚染の可能性をはらんだ研究分野であることから、研究施設上の制約

があり、閉鎖循環型養殖施設はこの分野にも有効かも知れない。一方、養殖魚の健康維持は生産の安

定化にとって重要な研究分野であり、基礎的知見の集積が急務である。そのため魚類免疫学を中心と

して、飼料学、魚病学の研究者の連携が重要である。 

輸入サーモンなどに代表される大規模事業では、最大の購買層（若年ファミリー層）をターゲット

にした画一的なマーケティング戦略が取られる傾向が強いが、今後さらなる拡大のためには、従来の

非購買層にもアピールできる、生産量と価格帯をにらんだ多様な商品提供を目指したきめ細かなマ

ーケティング戦略が重要である。わが国のきめ細かな養殖技術は、意識の高いシニア購買層をターゲ

ットにした高価格のプレミアム層商品で競争力が発揮されるものと考える。ここでも科学的根拠に

よる裏付けは重要である。 

わが国では近年、魚の家庭内消費は衰退し続けており、これに替わって外食での消費は伸びてい

る。そこで、飲食業や流通業などのエンドユーザーと連携したきめ細かな生産戦略が重要である。す

なわち、個々のエンドユーザーさらには個々の商品に対応して肉質などを制御できる養殖生産技術

の高度化が重要である。そのためには、これら事業者と生理学、食品科学、IT（AI など）技術など

の研究者の連携体制の構築が必要である。 

 

③ 研究開発の目標に向けた道筋、進捗段階の目安となるスケジュールを示したロードマップ 

種苗生産・育種については短期的にはニジマス、中長期的にはサクラマス（サツキマス）を中核魚

種と位置づけた研究開発を行う。第一段階として 3 年以内を目標に、新規優良系統作出のための基

盤形成を行う。すなわち、全国に保持されている系統の海面養殖関連特性について情報収集（生理的

特性と遺伝的特性）を行うとともにサクラマスについてはゲノム情報基盤の整備を行う。ニジマスは

内水面においてある程度の育種が進められているので、既存の系統の中で比較的海水養殖に適応性

が見られる物の量産を進め、海面養殖事業への供給を図る。一方で、全国の関係機関の協力の下に精

子収集・凍結保存を行うことで、多様性に富んだ遺伝子プールを作成し、これを基に選抜育種を進め

るための基盤となる基礎集団を作成する。また、この間にこれに続く優良形質個体選抜のための生理

学的評価法の検討を行う。これらの過程は、国をはじめとして各地域の大学、試験研究機関、自治体、



産業界が一丸となった協力体制を築くことが重要である。第二段階（４から 10年目）として、第一

段階で形成された基礎集団と評価法をもとに選抜と継代を繰り返す。対象種の世代時間は 2 から 3

年であることから、期間に２から３回の選抜が可能である。この過程で優良形質に関連する遺伝マー

カーの探索を行うことで、ゲノム選抜の基盤形成を行う。これにより、優良形質の固定化と遺伝的多

様性を両立できる効率的な育種が可能になり、内水面養殖も含めたわが国のサーモン養殖全体に貢

献できる。 

育成についてはまず海面養殖に特化した種苗供給体制の確立が急務であり、短期的には廃業・休業

した養殖場の種苗生産拠点としての利用を進めながら、３年以内に新規生産拠点候補地探索を実施

する。また、今後生産量の大幅な拡大が望める海面養殖を支えるために、臨海部での閉鎖循環型陸上

養殖施設の活用も有効であり、中長期的（４から 10年以内）に整備を進める必要がある。そのため

に同施設に係わる技術革新は継続していくべきであり、現在も進められている省エネルギー技術や

IT（AI）スマート化技術研究などの研究者・技術者との連携がさらに重要になるだろう。このような

学際的な研究連携のために地域の大学が果たす役割は大きく、試験研究機関、自治体、事業者を巻き

込んだ研究開発コンソーシアムの形成が急がれる。同様に輸送コスト削減のために臨海部に近い中

間育成施設の整備が有効であり、希釈海水の入手が容易と考えられる河口部の遊休地を有力候補と

して地下水源探索を実施する必要がある。優良な水源が確保出来ない地域においては閉鎖循環型陸

上養殖施設の活用も視野に入れる。一方で、海水生存率の高い馴致法の確立も重要であり、サケ科魚

類の浸透圧調節についてのこれまでの基礎研究の成果を基にして、３年以内を目標としてより正確

な海水適応性評価技術を開発する。 

飼料についてはすでに開始されている低魚粉化に向けた試験研究を３年以内に実用化すべきであ

る。すでに既存の種苗でも比較的良好な結果が得られている農業廃棄物系動物性代替タンパク質源

が最も実用化に近い（一部実用化されている）が、これらは畜産業との競合が生じていることから、

中長期的には昆虫や微生物発酵など海洋資源に依存度が低い飼料原料供給が重要である。しかし、

｢天然指向性｣、｢新規技術警戒性｣が強いわが国の消費者にはこれらの技術が受け入れられるために

は、持続可能な社会形成に向けた地道で継続的な啓発活動（食料リテラシー）が必要である。そのた

めに、より詳細かつ客観的な食品安全性研究成果の蓄積が重要であり、医学（栄養代謝学など）領域

との連携を推進していくべきである。 

加工・マーケティングにおいては、エンドユーザーの多様なニーズに対応したきめ細かな戦略が高

価格購買層に向けたブランド化戦略に重要である。したがって、食品としての特性評価と商品として

の市場性を関連づけた研究開発が重要であり、加工、飲食などのエンドユーザーが主導し、これら関

連分野の研究者を巻き込んだ研究開発コンソーシアムの設立を促進する取り組みを継続的に進め、

生食市場に続く高価格市場の開拓を目指す。 

 

 

 



研究開発の目標に向けたロードマップ 

 

分野 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

育種 

種苗生産 

          

育成 

          

飼料 

          

加工 

マーケテ

ィング 

          

 

基盤形成 

 海面養殖関連特性について情報収集 

 サクラマスゲノム情報基盤の整備 

 育種基礎集団作成 

 生理学的選抜評価法確立 

優良系統作出 

 各地域の養殖条件による選抜・継代 

 ゲノム選抜による育種の効率化 

（2～3 年×2～3 代） 

 廃業・休業した養殖場の利用 

 新規生産拠点候補地探索 

 海水生存率の高い馴致法の確立 

 臨海部での閉鎖循環型陸上養殖施設 

 

 低魚粉化に向けた試験研究  海洋資源に依存度が低い飼料原料供給（昆虫や微生物発酵など） 

 

 持続可能な社会形成に向けた地道で継続的な啓発活動（食料リテラシー） 

 

 基盤となる新規評価システムを構築 

 個別の商品ニーズきめ細かく適合できる養殖技術や新規食品開発 

 

食品としての特性評価と商品としての市場性を関連づけた研究開発 



農研機構 技術開発・成果普及等推進事業 

（うち技術開発・成果普及等推進事業） 

「国内サーモン養殖の課題と解決策の集約」 

調査報告書 

第二部（活動資料集） 

 

① 普及・交流活動資料 
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① 普及・交流活動資料 

1. 本事業の背景と目的 

2. 事業実施概要 

3. 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～」 

1) 開催概要 

2) 講演概要 

3) 講演要旨 

4) 座長総括 

5) ポスター・展示概要 

6) ポスター要旨 

7) 基調講演・総合討論内容 

8) 会場アンケート調査 
 

② 課題背景整理・情報収集活動資料 

4. その他の活動 

1) 岩手県内水面水産技術センター魚類防疫講習会 

2) 宮崎大学サテライトワークショップ「サケマスの生理・生態学研究の最前線 ～基

礎研究から増養殖事業の展開まで～」 
 

③ 展望とりまとめ活動資料 

5. 国内サーモン養殖の現状と課題 

1) 種苗生産・育種 

2) 育成・飼料  

3) 魚病対策・健康管理 

4) 加工 

5) 経営・ブランド化 

6) 総括 

6. 事業外部評価 

7. 執筆担当者一覧 
 

④ 付属資料 

1) シンポジウム講演動画 

2) シンポジウム講演スライド縮刷 

3) シンポジウムポスター縮刷 

4) シンポジウムアンケート原票 

5) シンポジウムアンケート集計結果 

  



1. 本事業の背景と目的（平井俊朗） 

わが国では、少子高齢化、食の欧米化、就労人口減少などにより、水産物の生産・消費は減少傾向にあ

る。しかし、生食需要の増加を受けて全国各地でサーモン養殖が拡がりを見せており、さらには 70年ぶ

りの漁業法改正（漁業権の扱いの変更ほか）を控えて、全国の企業、団体、漁協等で組織する全国海面養

殖サーモン協議会が平成 30 年 9月に設立されるなど、さらなる広まりを見せている。一方で、これら大

企業等による養殖事業の展開とは異なり、地域発のサーモン養殖事業、いわゆる「ご当地サーモン」によ

る地域ブランド化・地域おこしも全国各地で進められてきた。このような中、これまで内水面において各

地で展開されてきたご当地サーモンについても海面への展開が見られるようになってきた。本事業の代

表機関である岩手大学三陸水産研究センターが立地する三陸沿岸地域では、水産業は地域経済を担う主

幹産業であり、東日本大震災による壊滅的な被害からの復旧は着実に進みつつある。しかし、震災以前か

らこの地域の水産業は構造的な問題を抱えており、さらには中核魚種であるサケの不漁などが追い打ち

となり、存亡が危惧される状況である。これを受けて、従来この地域では定着してこなかったサーモン養

殖に関心が集まりつつある。 

このような状況を受けて、本事業では同様の問題意識を持ち、サーモン養殖による地域振興に向けて行

動している他地域（北海道、福井、宮崎）とともに、その課題と展望について情報収集ならびに新たな連

携構築に向けた交流の場を形成し、シンポジウムを開催して生産事業者（成魚育成、種苗供給）のみなら

ず、関連する加工・流通事業者様、さらにはサーモン養殖による地域振興を検討している団体などに広く

ご参集いただき、今後、大学や試験研究機関が担うべき研究開発の方向性を探ることとした。 

 

2. 事業実施概要（平井俊朗） 

上記の目的を達成するために、本事業では以下の活動を実施した。 

 

1) 事業運営会議 

本事業の運営方針を議論するため、下記の通り２回の事業運営会議を開催した。 

 

第１回事業運営会議 

日時：平成３０年９月２７日 14:00-17:00，開催場所：岩手大学事務局１F 会議室 

参加者：内田、新田、高橋、平井、山内、山本 （陪席者：足立外部評価委員、NTTドコモ盛岡支店 

関ほか） 

審議内容：事業全体の運営方針を確認した後、平成 31年 1月末のシンポジウム開催内容について議

論した。また、NTTドコモ盛岡支店により、同社提供のネット会議サービスのデモンストレーション

があり、シンポジウムへの導入を検討することとした。 

 

第２回事業運営会議 

日時：平成３１年１月２７日 15:00-18:00，開催場所：岩手大学事務局１F 会議室 

参加者：浅見、内田、佐藤、高橋、末武、新田、平井、藤本、細川、山内、山本（陪席者：足立、松

山外部評価委員） 

審議内容： 翌日のシンポジウムについての確認を行った後に、事業報告書作成に向けての役割分担

について議論した。さらに本事業を契機とした今後の地域間連携の方向性について議論した。 

 



2) シンポジウム（普及・交流活動） 

平成３１年１月２７日岩手大学復興祈念銀河ホールをメイン会場として、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～」

を開催した。本シンポジウムは株式会社 NTTドコモの支援により、ネット会議システムによる盛岡、

函館、延岡の３サテライト会場との双方向中継により開催された。詳細は次節に示す。 

 

3) 関連集会参加・発表（課題背景整理・情報収集活動） 

下記の通り、関連集会２件について情報収集活動ならびに普及・交流活動を行った。詳細は第２章

に示す。 

 

内水面サケマス養殖業における魚病被害と対策状況に関する情報収集のため、平成３１年２月２

５日岩手県内水面水産技術センターにおいて開催された魚類防疫講習会に岩手大学三陸水産研究セ

ンター・佐藤琢哉特任研究員を派遣した。長野県水産試験場 増殖部・降幡充部長を招聘し、内水面

ニジマス生産１位の同県の状況について、IHNと冷水病の複合感染を中心にご講演いただいた。 

本事業の運営メンバーである宮崎大学農学部・内田勝久教授の運営により、平成３１年３月１日に

開催されたサテライトワークショップ｢サケマスの生理・生態学研究の最前線 ―基礎研究から増養

殖事業の展開まで―｣に岩手大学三陸水産研究センター・平井俊朗副センター長を派遣した。 

 

4) 展望取りまとめ活動 

当初の計画では、市場状況調査については Web アンケート、海外動向については当該国の関連研

究者への調査依頼を実施する予定であったが、本事業開始にあたり開催された運営メンバーによる

会議により、本事業の持つ｢異分野間、地域間の連携促進｣という特殊性に鑑み、シンポジウムによる

普及交流活動を最優先事項とすべきとの結論に達した。そこで、運営参加地域のみならず、幅広い分

野ならびに地域に参加を呼びかけることとなり、予想をはるかに上回る参加者を得るに至った。その

ため、シンポジウム開催（旅費ほか）とその内容とりまとめに多くの経費を使用せざるを得なくな

り、上記の項目については実施することが出来なかった。そこで、展望取りまとめについては運営委

員会内でそれぞれの専門分野について分担し、これまでの研究活動によって得られた知識を中心に

提案することとなった。しかし、経営・ブランド化について調査担当となった岩手県立大学、新田准

教授、山本教授には、岩手大学事務局との確認不足から、本事業に必要な調査活動経費を支出するこ

とが出来ず、自己負担していただかざるを得ない状況に陥ってしまい、報告書作成段階でのご協力を

断念せざるをえなかったことは大きな失態であった。 

 

  



3. 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～」（平井俊朗） 

 

1) 開催概要 

開催日時：平成３１年１月２７日 ９：００－１７：００ 

開催場所：岩手大学復興祈念銀河ホール（メイン会場） 

岩手大学理工学部テクノホール（サテライト会場） 

北海道大学水産学部（サテライト会場） 

宮崎大学農学部フィールドセンター延岡フィールド（サテライト会場） 

開催形態：メイン会場における講演およびポスター発表ならびにインターネット会議システムによるサ

テライト会場への双方向中継（協力；株式会社 NTTドコモ） 

開催内容：講演１０題（基調講演，一般講演９題），ポスター発表２６題，総合討論 

参加人数：岩手会場（メイン・サテライト）１４３名 

函館会場 ３１名 

宮崎会場 ４名 

 

 

2) 講演概要 

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 昼食休憩 兼 ポスター質疑 



 

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 氏（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   

 

 

  



3) 講演要旨 

 

基調講演 国内サーモン養殖の現状と展望 

 

小堀彰彦（全国養鱒振興協会・会長理事） 

 

 「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）－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，公設試験研究機関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験研究機関に

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，公設試験研究機関とメーカー

との共同の研究が求められるだろう。 

 

 

  



4) 座長統括 

 

基調講演 

 

座長 高橋禎（岩手県内水面水産技術センター） 

 

最初に基調講演として全国養鱒振興協会会長理事の小堀彰彦氏から「国内サーモン養殖の現状と展望」

として講演をいただいた。 

今般のニジマス海面養殖（トラウト養殖）勃興の背景について、2017 年の養殖サケマス輸入量は実質

約 15 万トンであり、これは供給過剰で大暴落した 2002 年度変わらない輸入量でありながらもこれまで

ない高価格を維持し、国内での供給不足を引き起こしている状況にあり、輸入量の 10％程度に当たる 1.5

万トンを国産プレミアム・サーモンで置換しても、十分に適正価格は維持できると紹介された。 

国内の海面魚類養殖業は、ブリ、マダイ生産量が飽和状態にあり増産すれば価格下落を招く恐れがある

ことから、海面養殖業者からはブリ、マダイより圧倒的に増肉係数が良く、飼育に適さない冬季間に養殖

が可能なニジマス海面養殖（トラウト養殖）を新たな兼業種目として期待が高まっていると紹介された。

1.5 万トンのトラウト海面養殖に必要な種苗供給量は 400ｇ種苗で 4,400トンとなり、現在の国内ニジマ

ス養殖生産量に匹敵する量で、今の生産量を倍増させる必要がある。しかし、内水面マス類養殖生産量は

1990-91年をピークとして減少し生産規模は 3割程度になっており、従来のニジマス生産・販売や在来マ

スなどの河川放流向け生産、ご当地サーモン等従来の需要に応えながら、11-12月に短期集中出荷するト

ラウト種苗を生産することは、現在の施設能力や生産効率面から難しいとし、廃業・休業した養殖場の利

用や閉鎖循環型陸上養殖、沿岸部の遊休地の活用等、全国的な中間育成場の適地調査が必要と指摘され

た。さらに、短期間に集中する大型種苗の輸送対策や海水馴致場所の確保、高水温・高塩分耐性、低魚粉

飼料対応等種苗の育種対策、海面と内水面との連携・分業体制の確立等多くの課題があることも指摘さ

れた。 

 最後に、現在全国各地で進められているご当地サーモンについて、水産研究・教育機構今井智氏の資料

により 2018 年 12 月現在全国 84 か所で取り組まれ３年間で 31 か所も増えていると紹介された。これら

のご当地サーモンと国産海面養殖ニジマス、輸入サーモン等との棲み分けについて、国産へのこだわり

や高鮮度、旬の感覚を求める顧客層をターゲットとしジャパン・ブランドとしての海面養殖ニジマスの

市場参入により輸入サーモンより上位のマーケットを獲得し、さらに地域性や希少性、味等にこだわっ

た上位層をターゲットとして全国各地でご当地サーモンの取り組みを進めて行くべきであるとし、生産

から販売、産官学の連携によりオールジャパンでサーモン養殖の推進する必要性を提言された。 

 国産サーモン養殖推進には、ジャパン・ブランドとしての海面養殖ニジマスとご当地サーモン両方の

取り組みがあって、消費者に支持される市場を獲得できるとのお話をいただき、ご当地サーモンに取り

組んでいる全国各地の生産者・研究者に対して将来展望を示していただいたものと認識した。また、国産

サーモン養殖推進の最大の課題が内水面の養殖生産能力の拡大であるとのことから、内水面養殖関係者

がいかにこの新規需要に対応できるか、その対応が問われている。 

 

  



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（北里大学海洋生命科学部） 

 

 本講演では、長野県、山梨県と北海道の内水面において実施されている内水サーモン養殖における実

情と今後の展開について、現場でご活躍されている３名の先生による講演であった。話題提供をしてく

ださった３カ所の養殖場は極めて水質が良く、安定した環境を最大限に活用するために、担当者が常日

頃から研究に勤しみ惜しみなく努力を継続し、その成果に基づいて、良質なサーモンを育成し、そのブ

ランド化に勤めていることを痛感した。 

 長野県の「信州サーモン」は、高成長かつ良質の肉質としての魚を生産しているばかりでなく、水産

養殖において、常に問題とされる感染症への対策にも注意を配り、稚魚期の伝染性造血器壊死症や成魚

期のヘルペスウイルスにもかかりにくいことも突き止められ、魚病によるロスが少なく、安全かつ安心

できるサーモンを供給していると言える。また、安定した品質と統一したブランド化した商品を供給す

るために生産者による「信州サーモン振興協議会」を設立し、さらに、「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の取り決めや積極的な販売促進など信州観光の一躍を担っている取り組み

であった。 

 山梨県では、これまでの 20 cmサイズのニジマスの生産に加えて、平成２３年度から大型の「甲斐サ

ーモン」の普及に取り組み、そのブランド力の強化を図っている。現在では、山梨県ならではの取り組

みとして、未利用資源である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配合した飼料

を給餌させて養殖する「甲斐サーモンレッド」のブランド化を図っている。さらに、最近、ニジマスと

マスノスケ（キングサーモン）を交配させた新たな養殖魚種の「富士の介」の育成にも力を入れ、国産

のみならず輸入サーモンと全く別物の食材としての特徴を打ち出し、山梨観光の一躍を担っている取り

組みであった。 

 北海道の内水面養殖におけるニジマスやサクラマスの生産量はピーク時の 1/7程度の 200t前後に減

少している反面、ホテルや百貨店などの引き合いが高まり、需要増が見込まれている。このような状況

下、これまで難しいと言われていたサケマス類を飼育する水のリサイクルやそのシステムに適した飼料

の開発などについて紹介された。今後、魚類養殖場から排出される飼育水の環境に与える影響につい

て、益々、議論される予想される問題の解決に結び付く、極めて重要な話題提供であった。今後の展開

が期待される。 

 本一般講演（１）において紹介された内容は、サケ・マス類を一つの食料資源として養殖して供給す

るのみならず地域の特性を生かして生産したご当地サーモンとして、地域の活性化の一端を担っている

取り組みといえる。今後、さらなる発展が期待されるとともに、他の地域で生産されているご当地サー

モンの特色やブランド力についてもお聞きしたくなる。今後、継続的なシンポジウムの運営を切に希望

する。 

  



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（水産研究・教育機構 東北区水産研究所） 

 

近年の生食サーモン需要の増加を受けてご当地サーモンのブランド数は海面と内水面を合わせて 100

を越え、今なお増加し続けている。海面養殖サーモンの対象魚種は宮城県のギンザケを筆頭にニジマス

（トラウトサーモン）が生産されており、新たにサクラマス、サツキマス、ベニザケなどが試みられてい

る。「海面における地域ブランドサーモン養殖」セッションではトップランナーの宮城県のギンザケから

「宮城県におけるギンザケ養殖のブランド化戦略」としてみやぎ銀ざけ振興協議会前会長・小野秀悦氏

にご講演を賜った。新興ブランドの福井サーモンと宮﨑サクラマスから「福井サーモンによる地域連携」

として福井県立大学・末武弘章氏、「宮崎サクラマスによる地域連携」として宮崎大学・内田勝久氏にご

講演を賜った。 

宮城県のギンザケ養殖は日本における海面サーモン養殖の草分けで有り、国内ギンザケ生産量約 15000

トンの約 9割が宮城県で生産される。ご講演では GI（地理的表示）「みやぎサーモン」取得、ブランドイ

メージの向上と製品の品質向上方策などが紹介された。福井サーモンは、現状と育成期間中の問題点と

して魚病対策を中心に紹介された。宮﨑サクラマスは宮崎大学発のブランドとして現状をご紹介いただ

いた。 

3人の演者からそれぞれの問題点や取り組みが紹介された。それぞれの戦略に基づいて取り組まれてい

るが、ご当地サーモンとしての共通の問題も見て取れた。一つは、種苗の確保という点である。生産規模

の大きいギンザケやニジマスは 1 年から 2 年を内水面で飼育し、海面での飼育は半年から 8 ヶ月程度で

ある。特にニジマスは、海面に出すサイズが大きく、内水面のニジマス養殖の出荷サイクルと相容れない

部分があり、近年の養殖量の増加に対応できていない。このために、複数の産地から種苗を集めることと

なり結果として製品の品質や歩留まりに問題が発生している。ギンザケは、海面養殖用に種苗生産され

ることが殆どであるが、種卵の国内供給体制に余力は無い。サクラマスは現時点では生産量が少なく問

題となっていないが今後生産量が増加すると問題として顕在化する恐れがある。この点は内水面との連

携や海面養殖地に近い場所で独自に種苗を生産する取り組みが必要であろう。二つ目は海面サーモン養

殖の生産時期が、魚種を問わず、日本近海では越夏できないために概ね 11月から翌年７月までに限定さ

れ、西日本では 6月上旬には出荷を終えるという点である。約 8ヶ月の飼育期間で出荷サイズの 1.5kg～

3kg まで成長させなくてならないために、高成長形質を有した種苗と高温耐性を持った種苗が必要とされ

ている。独自に取り組んでいるブランドもあるが、産官学で取り組み、加速化が必要であろう。三つ目は

病気の問題である。産官学で取り組んでいるが、一層の取り組みが求められる。 

現在のご当地サーモンのブランド数は増加し続けている。今後はブランド化に成功した後の生き残り

をかけた製品の質とブランドイメージの維持と向上という点が重要となってくる。また、ご当地サーモ

ンは出荷時期が 3 月下旬から 6 月に集中するため、ブランドの差別化が重要である。ブランドの維持に

は立ち上げ時以上の労力が要求される。宮城県では品質とブランドイメージの向上、販売強化のための

海外展開を見据えた取り組みを宮城県と漁協が一体となって進めている。差別化という点では、宮城県

では飼料の宮城県産原料化に取り組み、瀬戸内海ではミカンやハーブ、オリーブなどを飼料に加えて他

地域のブランドと差別化を図っている。これらの取り組みは自治体と漁協、生産者が一体となって継続

して取り組む必要があり、この成否がブランドの定着を左右する。このセッションのご講演で、このこと

の重要性を再認識することとなった。  



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） 

 

一般講演の第 3 セッションは「地域ブランドサーモンのブランド化戦略」と題して、下記の 3 題につ

いて報告が行われた。 

 「八幡平サーモンのブランド化戦略」、報告者：高橋愛 

 「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」、報告者：清水幾太郎 

 「ご当地サーモンの経営動向と課題」、報告者：新田義修 

地域ブランドサーモンは、主として海面養殖によるものと内水面養殖によるものとに大別することがで

きる。サケマス類は 20℃を超える水温に対する耐性がないため、飼育が可能なのも、生出荷が可能なの

も、養殖が行われる水域の温度がこれを超えない期間に限られてしまう。海面生簀で養殖されるサーモ

ンのすべてと、内水面でも西日本のほぼ全域や東日本でも低地では複数年にわたって飼育を行うことは

できない。需要は年間を通じてコンスタントに存在するにもかかわらず、供給できるのは長くても 5 ヶ

月間で残りは忘却期間になってしまう。その間も輸入サーモンの供給は続くため、失われた認知を回復

するため、短期間に集中的なリブランディングが繰り返し要求される。価格への訴求も避けられないこ

とは言うまでもない。 

清水報告は世界のサーモン市場を俯瞰的に展望し、ご当地サーモン養殖の経営に多大な影響を及ぼし

ている国際価格の激しい変動を抑えるためには、生産地の分散化と生産加工の分業化、そして天然魚に

よる補完やさまざまな加工技術を駆使した多様化の必要性について言及した。また、価格帯を縦軸に、鮮

度を横軸にとり、平面上に世界各国のサーモン製品のポジショニング示したマップを用いて、国産養殖

サーモンが今後獲得を目指すべき領域として、鮮度はどの製品よりも高く、価格はアトランティックサ

ーモンよりも安く、ギンザケよりも高いゾーンを挙げた。そして、無用な価格競争に巻き込まれないため

にも、行政や商工機関との連携の下、季節の行事や地域の食資源や観光資源との融合の重要性について

言及した。 

 新田報告は岩手県内で内水面養殖を行う 18 の経営体に対してアンケート調査を実施し、ブランド化、

安定生産、加工技術、業者間連携に対するニーズを有していたことを示した。個別経営体では困難な技術

開発や出荷規格の統一における公設試験研究機関の役割の重要性に言及した。高橋報告はこのように岩

手県で内水面養殖を家業として営む経営体が、いかにして製品差別化を図りブランド化において高い成

果を収めたのかに関するものであった。冷涼な北東北地方の中でも水源に近く周年育成が可能な立地条

件に恵まれ、独自の餌料を開発したり、長年にわたる経験から育成や育種選抜のノウハウに長けていた

りといったアドバンテージを有している。発眼卵から約 3 年間にわたり育成し、2kg 以上に生育した三

倍体ニジマスに「八幡平サーモン」という名称を冠して出荷している。 

 一年のうち出荷可能な時期が限られ集中が避けられないため、どうしても価格競争に巻き込まれてし

まいがちな海面養殖サーモンとは異なり、顧客のニーズに合わせた供給を行うことができる点が大きな

特徴であり、輸入サーモンをも上回る高品質・高価格化を実現している。料理店、ホテルといった特定顧

客を対象に、独自に築いた販売路線を通じて出荷している。どのような調理方法なのか、食べるタイミン

グはいつなのかに応じて、あえて熟成のための時間を設けるといったサービスも提供していて、ライバ

ル商品が水揚げから消費までのリードタイムの短縮ばかりに血道を上げている現状とも一線を画してい

る。例えば、生の食感を保ちながら余分な水分を除いて旨みを凝縮させるなど、調理技術は日進月歩で発



展しており、そうした料理人のイマジネーションにも応えられる食材の供給を果たしているという点で、

八幡平サーモンは「キロ当たりいくら」というコモディティを販売しているのではなく、料理人の課題解

決のためのソリューションを提供していると言っても過言ではない 

 ブランドが増え過ぎて差別化が困難になる一途のご当地サーモンの中にあって、高橋報告がもたらし

た示唆はきわめて重要なものである。とは言え、内水面よりも大きなスケールでより大きな市場を狙わ

なければならない海面養殖サーモンでは、より効果的にご当地ブランドとしての独自性を知らしめ、安

定的に購入してくれる固定客を得るためには、行政や商工機関と一体となって、それ相応の PR 活動や情

報発信を行っていく必要があろう。地域の特産品を餌料に添加して、機能的な価値の向上を図りながら、

輸入サーモンをはじめとする他の競合商品との差別化を推進するべきと考える。 

 

  



5) ポスター・展示概要（平井俊朗） 

 

ポスター発表・企業展示一覧 

 

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 

♢ 株式会社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 

  



6) ポスター要旨 

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） 

 

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  

  



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） 

  

【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。 

  

  



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） 

  

【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。 

 

  



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） 

  

【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。 

  



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） 

 

 【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。 

  

  



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） 

  

【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－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） 

 

【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。 

  

  



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） 

 

【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． 

  

  



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） 

  

 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。 

  

  



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） 

  

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。 

  

  



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） 

 

 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。 

 

 

  



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） 

  

【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。 

 

  



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） 

  

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。  

 

 

  



Ｐ－１５ 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－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） 

 

【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 

  



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） 

  

【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。 

 

 

  

  



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。 

  

  



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） 

  

【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。 

 

  

  



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） 

 

 【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） 

  



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） 

 

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) 

  



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） 

 

【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。 

  

  



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） 

 

【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。 

  

  



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） 

  

【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。 

 

 

  

  



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） 

 

【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。 

  



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） 

 

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。 

 

  



7) 基調講演・総合討論内容（平井俊朗） 

 

基調講演（小堀会長）ご講演内容記録 

 

【小堀】 皆さん、おはようございます。大変寒い中、随所からお集まりいただき、ありがとうございま

す。ただ今ご紹介いただきました、全国養鱒振興協会の小堀と申します。本日はこのシンポジウムの基調

講演ということで、大変な役を仰せつかりました。本来、本日のテーマは地域ブランドのサーモンのお話

ですが、そこからもう少し広げて全体の話もしたいと思います。今、なぜサーモン養殖なのか。特にニジ

マスの海面養殖が既に始まっていますが、その辺りのお話を中心に、問題点等を説明させていただきた

いと思います。 

 ニジマスは 1877 年に日本に輸入されて、今、ちょうど 142 年になろうとしているところです。140 年

にして新たな展開が出てきました。その一つは、今まで日本のニジマスは淡水でずっと育ってきたわけ

ですが、今度は海へ行こうとしているわけです。これが非常に大きなエモーションとして起こってきて

います。（その辺の背景）日本のニジマスを含めたサケ・マス類、輸入のサーモンを含めて、今、なぜそ

れが注目されているのかという、その辺りの背景を探ってみたいと思います。それから特にトラウトサ

ーモン（と呼ばれるものです。）ここでトラウトと呼ぶのは、国産の海面養殖のサーモンと、見ていただ

ければ良いのですが、その養殖における問題点の概要。そして、その種苗生産は内水面で行うわけです

が、種苗生産の供給の問題点。そして出来上がった国産の海面養殖ニジマス。｛、｝トラウトサーモンの目

指すべき商品性や今後の展望について、大変短い時間で大きなテーマですが、ざっと説明したいと思い

ます。 

 まず左側のグラフは世界のサケ・マス類の生産量ですが、1990 年代後半に養殖生産量が天然漁獲量を

上回るようになりました。天然漁獲量はその後ほぼ一定程度で、既に限界が来ています。ところが養殖生

産は伸び続けている格好です。ただ、ここへ来て、少し停滞感があります。サケ・マスの養殖そのものが、

今後これからまたさらに伸びていくのか。あるいは維持、あるいは少し落ちていくのか。この辺りはまだ

見極めができないところです。サケ・マスでいきますと、右のグラフは天然漁獲量ですが、大西洋では昔

からほとんど漁獲されていません。恐らく増殖放流も行われていないと思います。ほとんどが北太平洋

で漁獲されて、ロシア、カナダ、アメリカ、そして日本。この辺りがサケの消費文化を持っています。特

に日本は重要な位置にあるのではないかと思います。養殖も 2001年、2002年、世界の養殖生産がぐっと

伸びたときがあります。それから 2012年の辺りです。2011年、2012年の辺りです。ここもやはりぐっと

伸びています。実はうんと伸長したときは大暴落にもつながっています。2002 年は世界の養殖生産がぐ

っと伸びました。ノルウェーとチリ。特にノルウェーです。ノルウェーがぐっと伸びました。ところがマ

ーケットがなかったのです。そのために暴落を起こしました。それから 2011年は震災の年で、ここは日

本の要因も絡むのですが、チリはかなり増産していて、こういう結果になりました。生産量は伸びていま

すが、不幸によって非常につらい時期もあったということは知っておいてください。 

 このグラフは黄色いバーが国内のニジマスです。100パーセント内水面養殖ですが、内水面養殖のニジ

マスの生産量を示していて、オレンジのグラフは輸入のトラウトサーモンのドレスの量です。統計で出

ているのは恐らくドレスの量だと思いますが、このような推移で来ています。1988 年からですが、1980

年代前半の日本のサケ・マス養殖は世界一です。それが後半からは北欧に抜かれていきます。先ほど言っ

たように、2001 年、2002 年辺りにはとんでもない量。8 万トンぐらいの量が入ってきて、折れ線グラフ

は通関価格ですが、非常に暴落をしたときがあります。2012 年も同様です。ところが、今はこのように



トラウトサーモン自体は輸入量がどんどん減っています。もちろん減っていっているからということも

言えますが、（一時期）月別に見ると、ドレスの価格でも 1000円を超えることが起きています。これは一

昨年、2017年の価格ですが、1000円に近いです。今まで 500～600円ぐらいの価格だったものが、1.5倍

以上になってきて、完全に（ちょっと）別世界になってしまっています。これはニジマスだけではありま

せん。2017年の統計値でいくと、国内のニジマスの生産量は 4800トンぐらいです。それから輸入につい

ては、これはドレスの通関料ですが、1 万 2600 トン。価格は 951 円です。これは年間平均の価格ですか

ら、年間平均で 950円というのは、われわれがずっと扱ったり、見てきたりした中では、とんでもない価

格です。ひどいときには 200 円ぐらいになるものですから、少しおかしなことです。 

 これはノルウェーとチリの生産量のグラフです。トータルですが、やはり下降気味です。ただし、2012

年から統計値が出ていますが、この間、ぐっと落ちています。実はここではトラウトサーモンは、特にフ

ィレで輸入されるケースが多くなっているのです。これはほとんどチリです。それをドレスに換算する

と、このような落ち方ではありません。フィレの 1.4 倍をドレスの量として換算すると、ここでは 2 万

トン少しですが、2012年でも 10万トンを超えるぐらいの量になります。これはあくまでも私の計算なの

で、正確な数字ではないのですが、それでも量的には落ちてきています。フィレの場合はチリがほとんど

ですが、落ちているということです。 

 一方でタイセイヨウサケ。アトランティックサーモンです。これはフレッシュのもので、古いものです

けれども、近年は少し落ち込み気味です。しかし、まあまあの量です。2万トンぐらいがずっと入ってき

ています。ここ 1年と少し。これは本年 11月までの数値ですが、昨年は恐らく下回ると思います。12月

のひと月では挽回できませんから、これを下回ると思いますが、アトランティックサーモンの場合、本年

は少ないということもありますが、最高価格です。今は 1090円で。年間平均にしても、12月の統計が間

もなく出ると思いますが、あまり変わらないところにあると思います。これもここから、震災以後です

が、とんでもない価格帯に上がってきています。 

 これはギンザケです。トラウトサーモンとアトランティックサーモンというのは、国際的なマーケッ

トがある魚ですから、国際価格が上がれば、日本の価格も上がるということは、もちろん考えられます。

ギンザケの場合は消費のほとんどが日本なので、あまり国際市場価格には影響がない魚だと思いますが、

それでもギンザケもチリからの輸入量は落ち気味です。しかし、これも 2002年、2012年、2013年。2011

年は三陸の国内の養殖ギンザケがなくなった年ですが、ここでも暴落をきたしています。年の平均価格

は 400円を超えていますが、実際にひどいときがありました。これも 500円ぐらいの価格だったものが、

700 円を超えるところまで来ています。震災まで私もこれを見て、データを取っていました。ギンザケの

日本の輸入許容量は 7万トンぐらいで、7万トンを超えると価格は下がってしまいます。7万トンのライ

ンは赤い線ですが、7万トンを超えると価格は下がるよというパターンで来るのです。2011年は国産で 1

万 5000トンのギンザケはなかったわけですが、この辺りから変わってきます。今は 7万トンをはるかに

超えているのに、史上最高値が出ています。この辺りはサーモンの現状がよく分かる数字だと思います。

つまり、日本へ入ってくる量的には少なくなっていますが、代表的な 3魚種のどれを取っても、非常に高

い価格になっていると言えます。特にギンザケのデータを見る限りでは、国内でのサーモンの需要が伸

びています。そうとしか説明ができない現象ではないかと思っています。 

 これはチリからいただいたデータです。オレンジ色がギンザケです。ここがそうです（コーホーです

ね）。ブルーがアトランティックサーモン、それからグレーがトラウトサーモンです。2009年、2010年と

かなり減らしていますが、ここで実はチリでアトランティックサーモンをだいぶやめたのです。やめた

というのは、ISAというサケの貧血症の影響があって、一時、生産をやめたのです。ここで（実は）アト



ランティックサーモンをやめて、トラウトサーモンは一定の量を作っていましたが、ギンザケを少し増

やしています。先ほど言ったように、ギンザケは日本にしかマーケットがないものですから、（それが）

震災後にどんと入ってきて、暴落をきたすということが起きたわけです。最近ではチリを見ても、トラウ

トサーモンよりアトランティックサーモンになっています。ギンザケも非常に飼いやすい優れた魚です

から、それも捨てがたいところです。日本に一定のマーケットがあるものですから、それも捨てがたいの

です。トラウトサーモンはどちらかというと縮小傾向にあります。アトランティックサーモン｛を｝（は）

再び増やしているのが現状です。 

 これは 2017 年のチリの製品の仕向け先です。トラウトサーモンはそれでも 56 パーセントが日本へ行

っています。日本では圧倒的なシェアを持っています。ギンザケは 79パーセントです。私は少し意外だ

ったのですが、ちょうど震災があった頃は、95 パーセントが日本へ行くと聞いていました。もちろんタ

イ辺りへ行っているものが、加工されて日本へ来ることは考えられますが、2017 年にそれでも約 8 割が

日本へ来ています。それからギンザケの消費は、まだほとんど日本だと見てもいいと思います。一方、ア

トランティックサーモンは世界中に需要があります。アトランティックサーモンにおいて、これはチリ

の輸出量ですが、日本の場合はノルウェーからフレッシュで入ってくるものが圧倒的に多いです。2万ト

ン強が入ってきます。その中でもチリの輸出量からすると、アメリカが一番多く、日本のシェアは 2.5パ

ーセント程度です。 

 今までの結果、2001年と 2002年。この辺りで暴落がありました。それからもう一回、2012年に暴落が

ありました。このときの年間平均通関価格がいくらだったかというと、アトランティックサーモンの場

合は 2001 年が一番下がっていますが、593 円です。このときはトラウトサーモンのドレス、ギンザケの

ドレス、それからアトランティックサーモンの生鮮。これを合わせると 20万トンを超えています。これ

で大暴落を起こしています。2002 年も 19 万トンで、このときのギンザケは 200 円台です。280 円です。

トラウトサーモンも 325 円です。このときはトラウトサーモンもミドルで通関ということが起きていま

した。このとき 19万トンですが、それから 10年後の 2012年、震災の翌年も暴落しています。ここでは

19（１８）万トンという数字になっています。それから先ほど言ったように、冷凍のフィレで入っていま

すから、それをドレス換算した量を加算すると、トラウトサーモンは 4 万 1000 トンですが、実は 10 万

7000 トンぐらいになってしまうのです。これは 2012 年です。それを加算すると、ここは 18 万トンにな

っていますが、実は 24 万 7000 トンぐらい入っていたのです。さすがにこれだけ入れば暴落もするとい

う理屈は分かりますが、20 万トンぐらいが入ってきて、それを超えるとやはり暴落をするのです。 

 一方で 2017年の暴騰と言っても良いのですが、暴騰したシーズンはどうかというと、トラウトサーモ

ンは 1万 2000トンですが、これをドレス換算して加算すると、4万 4500トンぐらいになります。ギンザ

ケも 7 万トンが先ほど許容量と言いましたが、実は 8 万 3000 トンも入っていて、かなり良い値段です。

アトランティックサーモンは 2 万トン前後で、これは比較的安定しています。前と比べてずんと落ちて

いるわけではないのですが、やはりかなりの価格です。2017年はここが約 25万トンです。実質的に 2017

年は 15 万トンぐらいあります。10 万トンの差がありますが、価格がとんでもないことになっています。

例えばギンザケだけを見れば、暴落した年と 2002年を比較しても、数量は大して変わっていません。大

して変わっていませんが、価格は 2.6倍になっています。トラウトサーモンは確かに落ちていますが、こ

れは 3 倍ぐらいになってしまっています。ここをどう見るかです。これも私は国内の需要がかなり上が

ったのだろうと考えています。この 15万トンの差。暴騰時と暴落時の差が 15万トンです。ここで 15万

トン入って、非常に高い値段が出ていますが、15万トンのうちの 10パーセント。つまり、1.5万トンを

国産で新たに創造するサーモン。トラウトサーモンです。それを追加しても、この価格はまだ維持できる



のではないか。あるいは追加しなくても、国産に置き換え、高価格なものに置き換えるだけでも、十分に

いけるのではないかという想像をするところです。それでは 1.5 万トンという数字はどういう数字かと

いうと、今の国産ギンザケの生産量にほぼ匹敵する数字ですので、ギンザケの場合は十分産業規模にな

っていますから、新しい産業として、トラウトサーモンの養殖ができる可能性はあると考えています。 

 今までのことをまとめると、一つは本日のテーマでもあります、内水面養殖のスペシャル・トラウト。

地域の特色を持つ魚。これは絹姫サーモンというもので、私が昭和の終わりに開発して、平成に入ってす

ぐ世に出したものです。本日も各地のスペシャル・トラウトが講演で示されると思いますが、それぞれの

コンセプトの下に、地域限定のブランドを始めました。これがご当地サーモンというところまで発展し

て、今はある程度定着して、話題にもなっています。この辺りでサーモンの人気が出てきているのはある

と思います。それから海面養殖です。養殖ブリとマダイは既に種苗の導入も宣言されて、計画生産になっ

ていますが、これ以上作っても日本では需要がないので、輸出に行くと思います。これ以上作って国内で

売ろうとすれば、価格下落を招くことが分かってきたので、その調整を行っています。先ほど言ったよう

に、サーモンは国内において、特に外食を中心にマグロもエビも落ちている中で、サーモンだけは伸びて

いるという現実があります。この辺りが一番大きなきっかけになっているのではないかと思います。国

際的に見ても、輸入価格は上昇しています。それから消費者の評価としても、子どもからお年寄りまでサ

ーモンの場合は食べやすいということで、非常に評価が上がっています。そして海の養殖においても、ブ

リやマダイに比べると増肉係数、飼料効率が良いことが魅力のようです。それからブリやマダイを冬季

飼育できない場所では、サーモンを利用することが生産の増加につながります。このような背景から、

今、海面養殖サーモンが注目されているのです。 

 ただし、トラウトサーモンに関して種苗は内水面養殖で作りますが、内水面養殖の種苗供給のほうに

いろいろな問題点があります。種苗の需要に対して、生産力が圧倒的に不足しているのが一つの問題で

す。これは後で説明しますが、ギンザケの養殖を開始するときとは全く違う状況があるということです。

それから内水面養殖では 400～500グラムの中型サイズを、海面養殖用の種苗として出すのが一般的かも

しれませんが、そのときに飼育面でのメリットが非常にあります。昔からわれわれはその辺りのサイズ

を周年で売ることを目標にしていますが、海面養殖の場合は周年で売れるわけではなく、11月、12月の

本当に限られた期間に 1 品出すのです。それが 1 年間の生産増につながるかというと、決してそうでは

ないという問題もあります。それから今は縮小してしまいましたが、内水面養殖の淡水のニジマス、ある

いは在来マスは、活魚、鮮魚、加工品。それぞれ多様なサイズを多様な需要先にあてています。この規模

を維持しながら、海面養殖種苗も行っていかなければいけませんが、これが果たして可能なのかという

こともあります。 

 最初の例につながりますが、冬の 1、2 カ月の間に出荷してしまうと、特に今の河川水の養魚場では餌

もあまり食べない状況になっていますから、先に出荷する魚がないということも起こりかねて、実際は

デメリットにもなってしまいます。そして今まであったような輸入のサケ・マスの変動リスク。これは日

本国内の消費の問題だけではなく、他でも起こり得ます。そうすると種苗を作っていても、もし海に行け

なければどうするのかという問題があります。もしそういうことがあれば、大変なことになってしまい

ます。それから海面の病気が内水面へ入ってくる。海水から淡水へのウイルスの移動も気を付けなけれ

ばいけません。全体としてのトラウトサーモンの量的なものが確保されたときに、今まで内水面養殖で

先行していたスペシャル・トラウトをどう位置付けるか。この辺りも大きな問題だと思います。海面養殖

の問題点もいろいろあります。実質的にこのようにいろいろな問題がありますが、これは飛ばせていた

だきます。 



 先ほど言いました、ギンザケの養殖の勃興期とは全く違うことを示したいと思います。これは国内の

ニジマスの養殖生産量です。ニジマスの養殖生産量は、1981年、1982年が統計的にはピークです。昭和

57 年、58年が一番多かった年です。この他に養鱒業者は在来マスも行っています。在来マスを加算する

と、これも 1982年、1083年です。この辺りがピークになります。ここから生産量が少なくなって、傾斜

が急になってきますが、ここが内水面における養鱒の最盛期だったと思います。この他にギンザケの種

苗も養鱒業者は行っています。それを加算すると、このような形になります。これはギンザケが海面へ行

って、10 倍になったと仮定したものです。内水面養殖のギンザケの生産量は正確に出ていません。ギン

ザケ種苗の生産量は出ていないので、海面養殖の生産量の 10分の 1を内水面養殖が作っていると仮定し

て、それを加えるとこのようになります。ニジマスの養殖は 1982 年、1983 年がピークと言いましたが、

実はここがピークです。1990 年辺りがピークになります。ギンザケの海面養殖の生産量を見ていくと、

ちょうどニジマスの内水面養殖がピークの頃から、海面養殖のギンザケ養殖は伸びています。このとき

のことを養鱒業界で知っている人はいなくなってきていますが、かなり販売に苦労していました。たく

さん作れたのですが、売り先がなくて困っていたのです。そこへギンザケという救世主が現れて、東北、

北関東を中心にギンザケ養殖へ一部転換していきました。生産量を維持、あるいは少し伸ばしながら、ギ

ンザケに一部が転向することによって、非常に救われたという局面があります。ギンザケもこの辺りか

ら落ちていきますが、それに合わせて淡水のニジマス。養鱒のトータルの生産量も落ちているのが現状

です。ここでギンザケの海面養殖が起こりましたが、ここでトラウトサーモンの海面養殖が起こっても、

このときの状況とは全く違います。件数も違いますし、生産量も 3 分の 1 になっています。これをきち

んと作らなければいけないと思っています。 

 それから課題として他にあるのは、先ほど言ったように、中型サイズの生産は飼育面でメリットはあ

りますが、全体の増産につながるかというと、必ずしもそうではありません。これは後で説明しますが、

生産サイクルを見直していく必要があります。（それから）冬の間の短期間の大量出荷がもたらすデメリ

ットは先ほど言いました。冬の間、前は湧き水というか、地下水で行っている所でフルセンサーにする

と、魚の行き場がなくて冷凍にしていたのですが、今、冬は（ルアー、）フライ等の需要があります。本

当に最近では、都市部の遊泳用のプールを利用した釣り堀ができて、そちらで（ある程度）消費する形も

取れています。冬の間の活魚の需要が創成されて、案外バランスが取れてきているところです。 

 それから冬季、成長しない（ような）河川水では（、）真冬。（の）特に年越しの在庫の数量をピークに

持っていくことが、一番増収につながる手段でしたが、その前に種苗として 11月、12月に出してしまう

と、それができなくなってしまいます。1 月、2 月、3 月の 3 カ月分のほとんどは、在庫もなしに遊んで

いなければいけなくなります。そうすると、そのときの固定費に困ることになります。これも同じことで

す。つまり、在庫のピークを秋に持っていくということは、夏にも在庫を持っていなければいけません。

結構な量を持っていなければいけないのです。今は夏場を超すリスクが非常に大きくなっています。水

温の比較的低い東北や北海道ではあまり問題になりませんが、われわれの所の中部では、昨年の夏は 23

度ぐらいまで上がり、生きているのがやっとで、へい死が始まるぐらいになっていました。そこである程

度の量的な在庫を持つのは、リスクでしかないわけです。 

 それから先ほども言ったように、ニジマスというのは、主産県の輸出で生産が拡大してきた魚です。他

の養殖魚とは、そういう意味では少し違うと思います。輸出需要を失った後も、都市部のスーパー、ある

いは活魚の需要に応えながら、生産は減少していますが、多様な需要を持ち、それに応えながら、何とか

行ってきています。今はそれが余っているかというと、決してそうではありません。需要分に足りないと

いうことが起きています。その中で増産ができるのかも考えなければいけません。このような状況があ



るからスペシャル・トラウトが生まれて、その地位を確立したと言えると思います。従って海面養殖種苗

はこのようなことを踏まえて、増産しなければいけないのです。今のマーケットを捨てて、こちらへ行く

ことは、私がかなり危険だと思っています。新たな種苗生産地を作っていく必要があるのではないかと

思っています。 

これが海面養殖サーモンの生産サイクルです。一般的には秋というか、晩秋に産卵（採卵）します。こ

の間、黄色と緑の間は淡水にいます。海水はニジマスでもギンザケでも大体同じ期間です。圧倒的に淡水

のほうが多いわけです。この間をどうするかというのは非常に問題で、やはりここが核になる部分だと

思います。今、言ったようにニジマスのいわゆる冬卵。普通卵を使って、普通卵で 700～800グラムまで

持っていく。春から海面に持っていく場合は 2 キロぐらいで出せますが、700～800 グラムまで持ってい

くと必ず成熟してしまいます。二倍体ぐらいです（では）。そうすると三倍体に付け（していか）なけれ

ばいけないという問題もあります。これは私の所で行っている方法ですが、春卵を持っていき、400～500

グラムで出す。これも一部は、特に(＃＃＃＃＠00:35:18)（夏至前）の体重を押さえておかなければ、一

部はかなり成熟してしまいます。ギンザケはどうかというと、これは非常に良い魚です。こうして考えて

みると、本当に良い魚です。秋に採卵というか、冬の 12月ぐらいに卵が入って、（丸）1年で出せるので

す。その直前の夏も高密度で飼わなくても良いのです。1回目の夏は別にして、在庫が極大になるところ

は一緒です。これらは直前の夏に（2）、3 回あります。また、ニジマスにとってこれまでの夏は別ですが、

この夏とこの夏は非常にリスクの高い夏です。ギンザケはそれほど過密に飼わなくてもいけるというこ

とで、ギンザケはメリットがありますが、ニジマスはそういう面で非常に厳しくなっています。従って、

全メス二倍体や全メス三倍体。そういうものを利用していかなければ、なかなか難しいのではないかと

思います。 

 産業化の規模として 1万 5000トンぐらいに設定すると、どのくらいの種苗が要るかを計算してみると、

海面養殖での増重倍率。ギンザケは 10倍、11倍と言いますが、トラウトサーモンの場合は 5倍ぐらいを

見ておかなければいけません。出荷サイズを 1尾当たり 2キロとすると、海水中での歩留まり 70パーセ

ント。70パーセントは現実的ではありません。今はもっと悪いと思います。しかし、一応 70パーセント

とすると、種苗は 4400トン要るわけです。400グラムの種苗でも 4400トン。1100万尾が要ります。4400

トンというと、今、淡水で作っているニジマスの生産量。これは小さい魚も含めて 4800トンです。つま

り、これにプラス 4400トン。要は倍増させなければ追い付かないところになると思います。従って、既

存の養殖場の増産では到底追い付かないのは分かり切っていることですから、新しい種苗生産用の養殖

場を新設していかなければいけません。新設できるのか。適地はどれだけあるのか。今後調査をしていく

ことになりますが、これが必要になってきます。私が一番期待しているのは、九州や中国地方、それから

東北と北海道。この辺りは今までニジマスや在来マスを作っても、マーケットがなかった所です。養殖適

地ではあっても、需要がないので売れず、諦めていた所です。この辺りを開拓すれば、かなり可能性はあ

るのではないかと思っています。現実には廃業や休止した養魚場を利用することが考えられます。 

 また、新たな役割として、内水面養殖の場合は海へ運ぶのに、かなり大型のトラックが出入りできなけ

ればいけません。道も相当整っていなければできないのです。適地はなかなかないと思います。それから

さまざまな機械を使いますから、基本的に通信や生活のインフラが整っている所でなければ、これから

の養殖は難しいと思います。他にもいろいろな条件がある中で、一つ期待したいのは、今、非常にブーム

になってきている、閉鎖循環型の陸上養殖です。立地条件が緩和できれば良いと思います。しかし、コス

トの面、排せつ物の処理について、私は聞いたことがありません。私が一番重要視しているのは、排せつ

物の処理をどうするかです。ここを重要視していますが、この辺りが解決できるかどうかという問題も



あります。それから今考えているのは、沿岸部の遊休地もそれなりにあるので、なるべく海に近い所で、

しかも海水で種苗を作ることです。想定では内水面の既存施設でも、15 グラムの幼魚の飼育をする余力

はあるのではないかと思います。中間サイズを作っていくのは難しくても、小さいサイズはまだ作れる

かもしれません。早めに海水に入れて、海の近くで中間種苗を作り、それを海面養殖に持っていく。そう

いうことができないかと思います。 

ギンザケを運ぶのと同じ時期に、4400 トンの大きなトラウトサーモンを運んだり、種苗を運んだりす

るのは現実的に無理なので、輸送距離も考えれば、なるべく海のそばで行ったほうが良いと考えていま

す。 

 これはギンザケと移動の時期が重なってしまうということです。大型種苗を 700～800グラム。三倍体

で 700～800グラムを必要とすると、運搬回数は倍になりますが、今、ドライバーがいるのか。それから

輸送距離についても、東北から瀬戸内海に持っていくのはかなりストレスがかかりますし、水温差も出

てきてしまいます。この辺りをどうするのかです。そして本日は研究者の方が多いですから、育種の問題

です。これを絶対に解決していかなければいけません。特に私が重要視しているのは高水温耐性です。こ

こをしっかりと行えば、もう少しできるのではないかと思います。それを行っていくには、先ほどの内水

面養殖のほうで、種苗を作る人とその前の稚魚を作る人。既存と新設できちんとした分業ができる体制

を取る形が必要です。ただ、それぞれの段階において、適切な利潤が確保できる形にならなければ継続で

きません。海面養殖も含めて、それぞれの段階で利益が出て、きちんと商売が保証されるようなシステム

を作らなければ、この事業は成り立っていかないのです。ギンザケはそれが既にできていると思います。 

 これは国内のブランド鮭鱒の養殖マップです。瀬戸内海区水産研究所の今井さんからいただいた、昨

年 12 月の一番新しいバージョンです。（これ）いくつ｛ありますが｝（あるとおもいますか？）、83 はあ

ると思います。既に 100はあるのではないかと｛言われて｝（言って）いました。これは絹姫サーモンで

す。私が昭和の終わり。昭和 63 年に仕掛けたものが、今、こういう所まで広がってきたということで、

非常に感慨深いところがあります。名前だけ付けているものもあるかもしれませんが、こういう形で、

今、非常にブームになっています。その推移ですが、2015年 12月当時はこのぐらいです。これでもかな

りありますが、それが今はどうなっているかというと、2015 年 12 月当時に 53 カ所あったものが、この

3年間で84カ所に増えています。特に新たに生まれているご当地サーモンは瀬戸内海を中心とした区域。

こちらでは淡水の種苗の陸上養殖。この辺りの地理的条件は、今後一番拡大が見込まれる領域ではない

かと思います。ここは既に始めていますけど、北へ展開できれば、非常に面白いものになってくるのでは

ないかと思っています。 

 最後に位置付けです。それぞれの位置付けとして、どういうものを狙っていくのか。ニーズを狙ってい

くのかです。スペシャル・トラウトはそれぞれの地方のニッチなところになるので、かなりの特徴付けが

必要だと思っています。その下に一つ、これから行っていこうとしている、海面養殖サーモンを入れてい

かなければいけません。国産へのこだわり、高鮮度、地域性、旬の感覚を求める。このように高い顧客層

が必ずいます。その位置付けとして、国産ギンザケは少し下になっています。下へ行くほど低コストで、

しかも需要が多いところになります。今、国産ギンザケは全国に展開されていますから、国産ギンザケと

比べればコストは高くなります。だから、それより高い価格で売れるマーケットを、トラウトサーモンは

作っていかなければいけません。そして最後には物量でも価格でも、われわれは輸入サーモンと勝負で

きません。スペシャル・トラウトのコンセプトとして、こことは絶対に勝負できないが、品質であれば勝

負できるということで行ったわけです。ここがベースを作り、その上にこういうものが成り立っていく。

ここを狙っていければと、個人的には考えています。これからのトラウトサーモンは、スペシャル・トラ



ウトとはまた別に、ジャパンブランドとして、育種から全部オールジャパンで取り組んでいく。全てと連

携をするのです。そういう形で進めていければ良いのではないかと思っているところです。以上で基調

講演を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 

【高橋座長】 小堀会長、どうもありがとうございました。内水面が…｛音声不明瞭のため未確認｝…（分

野の）中で、実際的にというか、目からうろこではないのですが、非常に参考になるお話を聞かせていた

だきました。まさに基調講演として素晴らしいコメントをいただけたと思います。あらためて小堀会長

に拍手をお願いします。 

 

  



総合討論内容記録 

 

【平井】 まずこのお話をしていく前に、これまで 10題のご講演をいただきました。非常に多角的なお

立場から、地域密着型サーモン養殖についてご提言をいただきました。フロアの皆さまから、10 個のご

講演について、まだここをもう少し聞きたいということについて、ご質問を受け付けたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いします。いかがですか。大丈夫ですか。 

 

【川之辺】 長野県水産試験場の川之辺です。八幡平サーモンの高橋さんは三倍体の卵を入れていると

いうことですが、もしよろしければその入手先を教えていただけますか。また、餌にこだわられているよ

うですが、例えば魚粉の割合が高い等、そういうこだわりがあるかどうかを教えてください。 

 

【高橋愛】 卵の入手先は言える部分と言えない部分とあると思います。餌にはこだわりがありますが、

あえて先ほどの発表ではお伝えしていませんでした。あえてというのは、いろいろあります。三倍体の卵

は岩手県水産技術センターからいただいたり、とある所からスチールヘッドの卵をいただいたりしてい

ます。サケの神経締めや熟成技術と言っていますが、やはり神経締めです。八幡平サーモンはニジマスの

三倍体と言っています。例えばドナルドソンやスチールヘッドは何それとは明言していません。それは

正直に言うと、熟成に向いているか、向いていないかということもありますし、お客さまの好みもありま

すし、フレンチで使うのか、イタリアンで使うのか、和食で使うのか。お客さまのニーズや料理に合わせ

て、魚の系統を変えています。 

 餌については、餌メーカーがたくさんある中で、父はその配合比率を 45年かけて編み出したので、そ

の辺りはお伝えできません。このようにブランドサーモンが飛び交う中で、決め手は水や餌が一番だと

思います。そこで言ってしまうと、全部が同じ味になってしまうのではないかと思うのです。だから、例

えばかんきつ類を入れたり、何それを入れたりというのが、各地域の差別化につながっているかと思い

ます。よろしいですか。 

 

【川之辺】 ありがとうございます。 

 

【平井】 ありがとうございます。その他、いかがですか。よろしいですか。（サテライト会場の方）も

よろしいですか。 

 

【渡邉】 海洋生物環境研究所の渡邉と申します。先ほどのお話でたくさん出てきている、魚（養）殖を

するための種苗の供給先の問題があると思います。現段階でこれからサーモンを行っていく中で、十分

に供給できる種苗を生産するための検討を国等で行われているかどうか。あるいは実際にサーモン養殖

をされている方たちの中で足りているのかどうかという、現状をお聞きしたいと思い、質問をさせてい

ただいたのですが、いかがですか。 

 

【平井】 このご質問はどなたにお答えいただけばよろしいですか。演者の方では、国というと清水さん

ですか。小堀会長がよろしいですか。それでは小堀会長、一言お願いします。 

 

【小堀】 どこまでお話して良いか分からないのですが、今の時点で海面養殖用の種苗は圧倒的に足り

ないと聞いています。私は今までのマーケットは絶対に守っていくべきだと思っていますが、それでは

市場の要求量に応えられているかというと、生産がだいぶ減ってしまって、時期によってはショートし



てしまっているという現実があります。急激に需要が出ましたが、われわれはどのようにそれを組み入

れていくのか。既存の生産体制の中で、今まで作ってきたものを切らさずに、供給をしながら、海面養殖

用のスモルトを作るにはどうしていかなければいけないか、非常に悩んでいるところです。ただ、スピー

ド感を持って、対応しなければならないと思っています。そうすると新しいスモルト生産に特化した場

所を探していかなければなりません。あるいはそういう設備を作っていかなければいけません。これは

必須だと思っています。今までは既存のマーケットがなかったために、養殖の立地の要件を満たしてい

ても、売り先がなかった所が多くあると思います。例えば西日本の養鱒業者は少ないです。数字のところ

でも伊豆のほうがあるようです。また、土地や養殖の方法についても、今は閉鎖循環式陸上養殖という方

法も出てきていますから、そういうものを加味して考えていけば、可能性は非常に高いと思います。 

 私が今の方法でもいけるのではないかと思っているのは、東北と北海道地域です。特に東北と北海道

はマス養殖業者の件数が多い所ですし、現状でも多いです。今まで売り先がなく、辞めていかれたり、縮

小されたりしている方が多いのであれば、もし北の海に漁場が展開できれば、非常に期待できる所では

ないかと思っています。そのための調査は必要だと思いますし、国もそう動いてくれるのではないかと

思っているところです。 

 

【平井】 ありがとうございます。北海道というお話が出ましたが、岩手県もそうです。 

北海道も他の地域の養殖に種苗を供給している地域ですが、佐藤さんから北海道として他の地域への種

苗について、ご発言をいただければありがたいです。 

 

【佐藤敦ー】 既に先ほどご報告させていただいたとおり、北海道ではギンザケの種卵は多いです。本州

の方面にお送りすることもあります。スモルトサーモンの増産に対しては、北海道の内水面資源部の部

内ではありますが、今後新たなもうけにつながるのであればという視点で、どのように体制を構築して

いけば良いかという検討を開始しているところです。実際に内水面養殖の方にも入っていただきながら、

どうすれば良いかを検討している段階にあります。 

 

【平井】 ありがとうございます。岩手県の内水面の髙橋所長いかがですか。急に振ってすみません。 

 

【高橋禎】 岩手県はもともと歴史的に種苗供給県だったので、そういうキャパシティーも潜在的な要

素もありますし、種苗が量産できるのであれば、内水面養殖業者も一つの新たなチャンスがやって来る

ので、期待はあります。しかし、直接の海にある 500 グラムオーバー等、大型サイズになってくると池の

面積が足りません。もう一つ中間育成場所ができれば、種苗供給は可能になってくるのではないかと思

います。 

 

【平井】 ありがとうございます。他、ご質問はいかがですか。 

 

【尾崎】 水産研究・教育機構の尾崎です。先ほどから種苗供給のことで、今後どうするのかというお話

が出ているかと思います。われわれがこういうことを言うのも、少し的外れかもしれませんが、一時的な

供給不足であれば、海外から発眼卵を持ってきて、それぞれの適性に合った種苗を一時的に使うという

考え方は難しいのですか。 

 



【平井】 今、ご発言ありましたが、どなたかご意見のある方はいますか。 

 

【鈴木】 日本水産の鈴木と申します。海外からの発眼卵輸入についてです。私どものグループは南米の

チリでサケの養殖の会社をしています。そちらでは海面の生産という意味で、非常に優秀な親魚を持っ

て、卵を作ることができている状況です。一方で日本となると、海の話になってしまうのですが、成長速

度が速く、生産性の良い系統は見つからない状況があります。私どもとしても、そういうものを作ってい

きたいですし、各都道府県は世界に負けない生産性の良い新魚を作っていただきたいと思っています。

もちろん海外から入れるのもあるかと思いますが、私はやはり日本人ですので、日本でそういうものを

作っていければ良いと思っています。皆さんと頑張って作っていければ良いと思っています。 

 

【平井】 ありがとうございます。他、いかがですか。 

 

【大森】 宮城県で桜銀というご当地ブランドを手掛けさせていただいています、大森と言います。今回

のテーマは地域ブランドのサーモンですが、生産する者の 1人として、ブランドとは何かということを、

日々考えながら生産しています。私なりに考えまして、ブランドとは日々変わる生産技術と決して変わ

らない方向性ではないかと考えて、魚と毎日真摯に向き合っている状況です。本日、大変勉強になる内容

で、わざわざ宮城県から出てきて良かったと思いました。最後にパネリストの先生がたにお聞きしたい

ことがあります。今後必要とされるブランドサーモンの方向性。こうしたら良いのではないか。こういう

ことを大事に作っていけば良いのではないかということがあれば、ぜひ教えていただきたいと思い、質

問をさせていただきました。 

 

【平井】 ありがとうございます。座長が言うべきことを言っていただき、大変助かります。今まさにそ

ういうところから、3人のパネリストの方にご意見を伺おうと思っていたので、非常にありがたいと思い

ます。私がお願いしたパネリスト。小堀会長は生産者の代表、内田先生は生産技術の研究者、それから新

田先生は経営学です。それぞれ違うお立場から、サーモン養殖についてお話をいただきました。それでは

小堀会長から、今のお話についてご提言をいただければと思います。 

 

【小堀】 ご当地サーモンというか、私は絹姫サーモンを昭和の終わりに仕掛けましたが、輸入サーモン

ははっきり言って、食べてもまずいのです。あの土地（時？）はアトランティックサーモンがまだ入って

いなくて、それはニジマスですが、本当のニジマスはもっとおいしいのに、なぜこれが評価されてしまう

のかというところがありました。その頃はニジマスをたくさん作っていたときですから、ニジマスは安

いものという固定観念が世間にできていたのです。業界ではニジマスの名前を捨てなければいけないの

ではないかという議論もあったぐらいです。そしてニジマスという名前を消して、しかも決定的に味の

違うものを作ろうということで、ハイブリッドにいきました。そこから他の県もいろいろな研究をされ

る中で、バイテクを応用したものも出てきて、今は 100近いご当地ブランドができました。そうしたとこ

ろまで来て、初めて一般に認識されるようになったわけです。だから、これを消さないためにも、生産ベ

ースをしっかりと作らなければいけません。それは内水面ではできないと思うので、海面の生産力を使

い、ある程度のベースになるものを作らなければいけないと思います。既にギンザケは産業化できてい

ると思いますし、価格的にも海外のものに十分対応できていますし、さらにその上の品質を目指してい

る部分もあります。 



 もう一つ、トラウトサーモンを考えたときに、それよりコストがかかるわけですから、一つ上のもう少

し特徴付けたものを作っていくべきだと思います。先ほど言ったように、日本にニジマスが入ってから

140 年がたっています。いろいろな形質のものが各地にありますが、もう一度、ジャパンブランドのニジ

マスを作る形で、育種を考えていかなければいけないと強く思っています。まず行うべきことは、ご当地

サーモンという一つのカテゴリができていますから、これを何とかしっかりと確立するように、ベース

のある生産量を上げるべきだと考えています。 

 

【平井】 どうもありがとうございます。会長から育種が望ましいというお話がありましたが、本日は水

産研究・教育機構の方も来られています。皆さんもよくご存じのように、今、世界を席巻しているノルウ

ェーサーモン、アトランティックサーモン。これはかつてノルウェーが国策で育種を行った成果です。彼

らは国を挙げて戦略を練り、何十年も時間をかけて、今があるわけですが、日本もそういうことを行うべ

きときに来ているのだろうと思います。それを踏まえて、水産研究・教育機構の岡本さんにご発言をいた

だきたいと思います。 

 

【岡本】 どうもありがとうございます。まさにわれわれも本日のお話を伺っている中で、全国的な育種

の枠組みが必要ではないかと考えています。もちろん地域ごとの育種もこれまでされてきたかと思いま

すが、基礎となる基本的な形質。例えば成長です。特に海面ですか。海面の成長等の基本的な性質を持っ

た、基礎となる系統は国。そして国だけではなく、ここにいる皆さんのご協力や連携の下、オールジャパ

ンで行っていきたいと考えています。今現在、そういうことを検討している状況です。何か捕捉はありま

すか。そしてまた産官学ということで、小堀会長や協会のお力をお借りしながら、また県の皆さんのお力

もお借りしながら、進めていきたいと考えています。よろしくお願いします。 

 

【平井】 ありがとうございます。このシンポジウムの企画者としてお願いしたいのは、もちろん国策と

して、チリやノルウェーに対する国際競争力も、国としては非常に重要であることは分かっていますが、

それ以前からご当地サーモンということで、地域で規模は小さいながらも、頑張ってこられた方がたく

さんいるわけです。例えば高橋さんのようにプライベートブランドで、独自の経営戦略をされている方

もいます。そういう方たちをぜひ応援できるような基盤を、国として作っていただきたいとお願いしま

す。それでは技術の面から、内田先生にお願いします。 

 

【内田】 本日お話を聞かせていただき、私もご当地サーモンというところで苦労していますが、先ほど

からお話があるように、各地域のニーズに対応できる種苗を作っていかなければいけません。育種をし

ていかなければいけないという重要性を感じました。海面養殖のことを考えると、高い海水適応がある

等、特性としては高温耐性。高い水温に適応できたり、病気に対して高い耐性能を持っていたり、高成長

であったり、あるいは肉質のところまで含めて等、いろいろあるとは思いますが、それぞれの地域が求め

ている育種や種苗というものを、そこの土地だけで開発するのではなく、地域間の連携が非常に大事に

なってきます。その上でお互いに情報交換をして行います。それから技術的なところでいえば、国もそう

だと思いますし、自治体もそうだと思います。それから大学の研究者。こういうものが地域の垣根を外し

て、先ほどからお話がありますが、オールジャパンという一つの枠組みの中で、それぞれの地域の種苗の

生産、あるいは海面の生産力を上げていくための技術というものが、これから必要になってくると思い

ました。 



 

【平井】 ありがとうございます。それでは今度は経営の面から、新田先生です。先ほど少しご提言があ

りましたが、もう一度、あらためてよろしくお願いします。 

 

【新田】 技術の面でいうと先ほど話したとおりですが、基盤になる技術を他の部内（分野）でも作って

いますので、ぜひここでも作ってほしいと思っています。それが先ほど話した内容です。生産者という視

点で見ると、これから先はおいしいものがどんどん出てきたので、次の段階は飽きがこない商品をどう

作るかではないかと思います。おいしいものを取っていくと、上から 10 パーセントや 20 パーセントは

それで売れると思いますが、それ以外の部分をどう売るかが、これから先は課題になると思います。その

ときに今まであまり見てこなかった業務用のサーモンを、どのレベルまで落としても大丈夫なのかを考

えることが、将来必要になってくると思います。私の専門は農業なので農業でいうと、例えばミカンでも

リンゴでも何でも、最初はなるべく甘い物を作るのですが、甘い物を食べ続けると飽きられてしまいま

す。それ以外に例えば風味、あるいは意外と知られていないのですが、ある程度の酸味もなければ、消費

者に飽きられることが分かっています。サーモンの場合に飽きがこない商品を考えても、それが何か私

には分かりませんが、飽きのこない商品とは何だろうというところを、ぜひ考えてほしいと思います。 

 

【平井】 ありがとうございました。お三方のご提言に対して、ご意見ありましたら、よろしくお願いし

ます。 

 

【吉川】 日清丸紅飼料の吉川と申します。先ほどから育種というお話がありました。確かに成長の面も

そうですが、餌のコストの話もあります。私たちは餌屋なので、ずっと代替魚粉や低魚粉の試験をしてい

ますが、いまだにこれといったものは出てきていません。その中で魚自体も、低魚粉でも育つ育種も、ぜ

ひ行っていただきたいと思います。 

 

【平井】 ありがとうございます。他、いかがですか。 

 

【三浦】 山梨県水産技術センターの三浦です。先ほど育種。低魚粉でも育つ魚というお話をされまし

た。昨年、既に学会では発表していますが、山梨県で増養殖研究所と一緒に研究をしています。魚粉が 5

パーセントしか入っていない餌で大きく育ったニジマスから子どもを取ると、1世代で低魚粉でもよく育

つ魚を選抜できるという実験結果が出ています。アマゴでも同じような研究をされています。これも増

養殖研究所と行った研究ですが、きちんと効果がありました。マスの場合は自分の所。民間の養殖場が自

ら継代飼育している所が多いのですが、自分の養場でもそういう育種ができると考えていますので、そ

ういう点で全国的に低魚粉への意識が高まれば、日本全体で低魚粉飼料に強い魚ができてくると思って

います。 

 

【平井】 ありがとうございます。ちなみに低魚粉に適合した魚の味はいかがですか。 

 

【三浦】 適合した魚の味という点では検討していませんが、低魚粉飼料で育てれば、魚臭さはなくなっ

ていきます。魚らしさを好む人は、そちらのほうが良いかもしれませんが、逆に魚が苦手な人は、低魚粉

飼料のほうが好きという人もたくさんいると思います。低魚粉飼料が駄目という言い方ではなく、低魚

粉飼料にはこういう利点があって、こういうおいしい魚になるという PRもしていくべきだと思っていま

す。 

 



【平井】 マーケットの細分化という感じですか。それぞれもう少しきめ細かくターゲットを見据えた

生産をしていくということですか。 

 

【三浦】 はい、そう思っています。 

 

【平井】 ありがとうございます。他、いかがですか。ありがとうございます。それでは最後にこのシン

ポジウム全体について、ご感想やご意見があれば承りたいと思います。どなたかいますか。よろしくお願

いします。 

 

【佐藤正一】 本日は共催という形で参加させていただきました。岩手県の沿岸部、釜石市から参りまし

た、釜石フィッシュファクトリーの佐藤と申します。震災後約 8年たち、インフラ整備はかなり進んでい

ますが、産業振興という点では 1 歩遅れているのが現状です。そうした中で地域からは、水産業や水産加

工業に新たな取り組みを行いながら、地域を興こしてほしいとご要望が出ているのも現実です。本日は

10 名の先生たちから、長時間にわたっていろいろな勉強をさせていただきました。本当にありがとうご

ざいました。 

 その中で思いを強く感じさせていただいたのは、地域の企業、われわれの企業。それから漁師たち、あ

るいは漁協たち。あるいは地方自治体の皆さん。それぞれのお立場やそれぞれの利害はありますが、その

垣根を越えて、一丸となって進んでいかなければいけないと強く思いました。そしてスペシャルブラン

ド。ご当地ブランドを大切にしていきながら、ジャパンブランドを目指すというところに、非常に共感を

覚えた次第です。小堀先生、内田先生のお話。水研機構の皆さまも同じお話をされていたので、全くその

とおりかと思いました。そういった意味では国や県や地方自治体、それから大学の皆さんには、取り組み

を推し進めるための潤滑油になっていただきながら、今後もぜひ進めていただければと思います。そし

てこうしたシンポジウムはとても大切だと思いました。あらためて本日は北海道から宮崎県まで、いろ

いろなサーモン養殖の勉強をさせていただき、ますます横軸の連携も必要ではないかと思いました。本

日は参加させていただき、大変ありがとうございました。 

 

【平井】 佐藤会長。座長が言うべき締めを全て言っていただき、大変ありがとうございます。まさにそ

のとおりです。締めを言っていただきましたので、最後に私個人の感想を言わせていただきます。普通は

こういう学会のような所ですと、育種の学会は育種の方だけ、経営の学会は経営の方だけというふうに、

同業者だけの意見交換になってしまいますが、今回はご当地サーモンというキーワードの下、非常に多

様な方にお集まりいただき、普段なかなか聞けないようなお話だったり、意見の交換ができたりしたの

は良かったと思っています。こういうところから、新しいイノベーションが起きていくのではないか。今

までなかったアイデアが出てくるのではないかと期待しています。このような場をつくっていただいた

農研機構生研支援センター様にあらためて感謝するとともに、また一つよろしくお願いしますと申し伝

えまして、この会を閉めさせていただきます。どうもありがとうございました。パネリストの方、どうも

ありがとうございました。 

 

  



8) 会場アンケート調査（佐藤琢哉） 

 

シンポジウム参加者向けアンケート 

 

1. まず、あなたについてお教えください。 

a. お住まいまたは事業地域の都道府県についてお答えください。 

回答欄（        ） 

b. お歳をお教えください。 

回答欄（       歳） 

c. 性別をお教えください。 

回答欄（        ） 

d. 本シンポジウムにどのようなお立場で参加されましたか。以下の選択肢の中から適当なも

のに○をおつけください。（複数選択可） 

① 養殖事業者（参入予定・検討中を含む） 

② 加工・流通関係 

③ 行政関係 

④ 研究者・技術者 

⑤ 学生 

⑥ 報道関係 

⑦ その他（              ） 

 

2. 本シンポジウムの開催をどのようにお知りになりましたでしょうか。以下の選択肢の中から適

当なものに○をおつけください。（複数選択可） 

① 開催チラシ・ポスター 

② ネットによる開催告知 

③ 知人から 

④ その他（                               ） 

 

3. 本シンポジウムの対象である「サーモン」や「養殖」に関心をお持ちになった理由についてお教

えください。 

 

4. 日常生活の中で、サーモンをどの程度食べられるかお聞かせください。 

（記入例； 週 1回焼き魚、月 2回寿司 など； 複数可） 

 

5. 養殖魚、特に養殖サーモンについてあなたが持っておられるイメージをお聞かせください。 

 

 

（裏面に続きます。） 

  



6. これまでご当地サーモン（地域発ブランドサーモン）についてご存じでしたか。以下の選択肢か

らどちらかをお選びいただき、○をおつけください。はいとお答えの方はご存じのご当地サーモ

ン名をお教えください。 

選択肢； はい・いいえ 

ご存じのご当地サーモン（複数可） 

 

7. 本シンポジウムの全体的な印象について以下の 5 段階から一つお選びいただき、○をおつけく

ださい。 

評価段階； ①とても良い・②やや良い・③普通・④やや良くない・⑤良くない 

 

8. 興味を引いたご講演がありましたらその講演番号と理由（ご意見や質問など）をお書きくださ

い。（複数可） 

 

 

 

 

9. 興味を引いたポスター展示がありましたらその講演番号と理由（ご意見や質問など）をお書きく

ださい。（複数可） 

 

 

 

 

10. その他、本シンポジウムのご意見・ご感想などがございましたら、お書きください。 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 



シンポジウムアンケートのまとめ 

佐藤琢哉（岩手大学・三陸水産研究センター） 

（アンケート回収枚数７８） 

 

1. シンポジウム参加者におけるアンケート回答者の概要 

このアンケートは盛岡会場と函館サテライト会場で回収されたものである。盛岡会場の回収数は 59 枚

と参加者（約 120 名；当日スタッフを除く）の半分以下となっている。一方、函館サテライト会場は多

数の学生が参加し、19 枚のアンケートが集まっている。このこともあり、参加者の居住地または事業活

動地は北海道が 25 と最も多くなっている（図１）。次いで、開催県である岩手県が 18 名、宮城県が 10

名、講演やポスターなどで参加してくださった宮崎県が 5 名である。以下、東京、新潟、神奈川と続く。

年齢でみると、アンケート回答者は学生や大学院生を含む 20 代が最も多いが、40 代、50 代もそれぞれ

18 名、19 名であり、様々な年齢層の方が回答していただけた（表１）。養殖業界は肉体労働も多く男性

が多い印象であるが、回答結果もそれを反映しており 9 割以上にあたる 71 名が男性であった（表２）。

参加者の業種としては、講演者やポスター演者の数が多かったためか研究者・技術者が 26 名と多かった

（表３）。養殖業者やそれに付随する加工・流通業者はそれぞれ 10 名、7 名であった。参加者の大半が研

究や業務においてサーモンに関わっている、もしくは今後関わる予定のある方であった。 

 

2. 参加者のサーモンの消費頻度 

サーモンの消費方法として例示したように焼き魚、寿司、刺身が大半を占めたためこれらを食べる頻度

をそれぞれまとめた（図２）。焼き魚では週 1 回が 10 人と最も多く、次に月 2~3 回が 5 人とよく食べら

れている傾向が示された。生食である寿司は大半の方が外食で食べられることも予想され、月 1が 15名、

月 2 が 5 名であった。刺身は寿司より回答数が少ないが、週 1 が 6 名、月 1 が 4 名、月 2 が 3 名であっ

た。 

養殖サーモンのイメージとしては、脂質が多い、生食可能である、品質が一定、刺身の味が悪い、脂っ

こい、凍結解凍品の味が劣化しやすい、国産は味が良いといった評価が得られた。 

 

3. 参加者の興味の引いた講演およびポスター発表 

講演のどれも好評で参加者が興味をもっていただいたがが、とりわけ基調講演（国内サーモン養殖の現

状と展望）、1-(1)（長野県の信州サーモン養殖ブランド化戦略）、2-(3)（みやざきサクラマスの生産を通

じた地域との連携）、(3)-1（八幡平サーモン®のブランド化戦略）がそれぞれ 17、14、15 そして 20 票で

あった（表５）。具体的には、基調講演は国内、国外の供給や国内養殖サーモンの現在の課題をわかりや

すくまとめている点、信州サーモンの発表はわかりやすさおよびブランド化という点、宮崎サクラマス

の発表は淡水と海水を利用している養殖および売り出し方、事業化という点、八幡平サーモンはブラン

ド化の具体的な取り組み方や育てた魚の売り出し方やその情熱に感動したという点での感想が多かった。 

ポスターでは P-6 の宮崎サクラマスの事業化のポスターが 5 票で人気であり、次いで P-4（日本水産、

サーモン養殖事業紹介と自社親魚の重要性）、P-8（東北水研、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～）、P-15（日東製網、浮沈式養殖技術の開発）、P-16（新日鉄住友エンジニ

アリング、大規模沖合養殖システム実用化研究）、P-18（エコニクス、海洋モニタリングセンサを備えた

多機能水中カメラ）、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、岩手大学

SFRC）が 3 票で好評であった（表６）。傾向としては、南限における大学からの新規の事業化（P-6）、



企業による独自の技術を用いた大規模養殖の例（P-4、P-15、P-16）や新たな餌とその肉質の関係性（P-

8 と P-23）、養殖事業で必要になる海中カメラに対する興味（P-18）といった理由であった。 

 

4. シンポジウム全体の評価 

⚫ 全体として好評であり、悪い評価がなかった。（図２、有効回答数） 

⚫ 様々な発表が見られた等、好意的な意見感想が多かった。 

⚫ アンケートの回答では次回開催の希望も 6 件ほど見られた。 

⚫ 会場について、ポスターも含めて狭いとの意見が 2~3 件あった。 

⚫ 別会場の様子を見たいとの意見も 2~3 件あった。 

⚫ 会場のポスター要旨やポスター縮刷について、web 上にあげたがやはりその情報が伝わっていな

かったようで、見られない、ポスター要旨の希望、縮刷 pdf の希望等の意見が 6~7 件ほど見られ

た。午前の発表が終わるときに数分だけでもスライドでご案内を出すべきであった。 

 

 

  

表１．年齢構成 

20-29 21 

30-39 8 

40-49 18 

50-59 19 

60-69 11 

70 以上 1 

 

 

  

25

18
10

5

4

3

2 11

居住地または事業活動地

北海道 岩手 宮城 宮崎

東京 新潟 神奈川 その他

図１ 参加者の居住地または事業活動地 

*北海道の参加者のうち 19 名は函館会場参加者 



表２．性別構成 

男 71 

女 7 

 

表３．参加者の業種（複数回答あり） 

養殖業者（参入予定・検討中を含む） 10 

加工・流通関係 7 

行政関係 9 

研究者・技術者 26 

学生 17 

報道関係 0 

その他 17 

 

 

図２ 参加者のサーモンの消費頻度 

 

図３ シンポジウム全体の評価（有効回答数 64） 
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シンポジウム全体の評価
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表５． 参加者の興味を引いた講演（有効回答数 58、複数回答あり） 

基調講演「国内サーモン養殖の現状と展望」 17 

(1)-1 長野県の信州サーモン養殖ブランド化戦略 14 

(1)-2 山梨県のサーモン養殖ブランド化戦略 7 

(1)-3 北海道におけるサーモン養殖 7 

(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 5 

(2)-2 ふくいサーモンによる地域連携 4 

(2)-3 みやざきサクラマスの生産を通じた地域との連携 15 

(3)-1 八幡平サーモンのブランド化戦略 20 

(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 5 

(3)-3 ご当地サーモンの経営動向と課題 3 

 

表６．参加者の興味を引いたポスター 

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 2 

Ｐ－４ サーモン養殖事業紹介と自社親魚の重要性 3 

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－ 
5 

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～ 3 

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- 2 

Ｐ－１０ 雑種形成技術のサーモン養殖への応用 2 

Ｐ－１１ 国産マス類の選抜育種の進め方の一考察 2 

Ｐ－１２ サーモン養殖における魚病対策の必要性 2 

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 
1 

Ｐ－１５ 浮沈式養殖技術の開発 3 

Ｐ－１６ 大規模沖合養殖システム実用化研究 3 

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 1 

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 3 

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 2 

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 1 

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 3 

Ｐ－２５ 岩手県内内水面養殖業者による 6次産業化推進！ 1 

Ｐ－２６ ご当地サーモンの経営動向と課題 1 

 

  



農研機構 技術開発・成果普及等推進事業 

（うち技術開発・成果普及等推進事業） 

「国内サーモン養殖の課題と解決策の集約」 

調査報告書 

第二部（活動資料集） 

 

② 課題背景整理・情報収集活動資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年 3月 

 

岩手大学三陸水産研究センター 

 

 

  



4. その他の活動 

1) 岩手県内水面水産技術センター魚類防疫講習会（佐藤琢哉） 

 

開催案内 

 内 水 第 6 0 号 

平成 31 年 1 月 28 日 

   各位 

 

岩手県内水面水産技術センター所長  

 

平成 30 年度岩手県魚類防疫講習会について 

 平素から岩手県における魚類防疫業務にご協力いただきありがとうございます。  

 さて、当センターでは県内の魚類防疫の推進を目的として講習会を開催しております

が、今年度も長野県水産試験場の降幡部長様をおまねきし、次により開催いたしますの

で、ご参加いただきますようよろしくお願いします。  

参加を希望される場合は別紙申込書をＦＡＸ又は担当者へのメールで報告願います。  

 （なお、本講習会は魚類防疫士連絡協議会の講師派遣事業を利用して実施するものです。） 

 

記  

 

１．期日：平成 31 年 2 月 25 日（月） 13:30～15:30 

２．場所：岩手県内水面水産技術センター 会議室  八幡平市松尾寄木第 1 地割 474 

３．講習内容： 

 (1) 講演「マス類の魚類防疫に関して（仮題）」 

講師 長野県水産試験場 増殖部 部長 降幡 充 

  ＊ IHN と冷水病の混合感染対策等を中心にご講演していただく予定です。 

 

(2) 水産用医薬品の適正使用に関して 

      岩手県内水面水産技術センター 上席専門研究員 小林俊将 

 

 (3) 意見交換 

 

  

担当：岩手県内水面水産技術センター 

    上席専門研究員 小林俊将 

 TEL   : 0195(78)2047 

 FAX   : 0195(78)2549 

 Email : t-kobayasi@pref.iwate.jp 



魚類防疫講習会報告（平成 31 年 2 月 25 日） 

 

岩手大学三陸水産研究センター・特任研究員 佐藤琢哉 

 

冷水病、IHN（伝染性造血器壊死症）は養殖場で発生しやすく、H28 年の総診断件数でも混合感染を

含め、上位３位を独占している。IHN は病理組織学的に造血器官や脾臓が壊死しており鰓や肝臓、腎臓

に貧血症状がみられ酸欠になりやすくなる。一方、冷水病は尾部の欠損や潰瘍、腎臓の肥大が症状の病気

である。IHN にかかった発眼卵は死亡するため除去し、かかっていない卵をヨード剤で洗卵することで

感染防止することができる。冷水病は卵に感染しても死亡しないために受精前の吸水前洗卵によって病

気の感染リスク低減ができる。屋内で飼育する場合は UV 殺菌水や器具や道具を消毒することで防除で

きるが、河川水などを利用した屋外水槽での飼育は水中に含まれる菌やウイルスに感染する可能性があ

る。 

IHN と冷水病の感染時の対応策として IHN の場合は酸欠になりやすいために餌止めが基本であり、

冷水病の場合は投薬による対処が基本である。しかし混合感染の場合、餌止めのみ、投薬のみ、餌止め+

投薬と業者によって対応策がわかれ、さらに投薬の仕方もすぐ行うか、特定のタイミングで行うかの 2 通

りに分かれる。そこで、長野県の水産試験場では、混合感染に対するスルフィソゾールナトリウム製剤の

投薬効果を調べた。ニジマスを用いて３回試験をしたところ、いずれでも累積死亡率は投薬区の方が有

意低くなった。死亡魚の病原体を調べたところ、投薬によって冷水病や混合感染の死亡割合が減り IHN

の単独感染による死亡の割合が増加していた。すなわち、混合感染の対応策として投薬が被害量の低減

につながることが示された。次に、投薬のタイミングについて餌止め後が効果的なのかどうか調べた。そ

の結果、餌止め後に投薬するより、すぐに投薬をする方が累積死亡率は低減した。これらの結果から、混

合感染の対応策としてスルフィソゾールナトリウム製剤をただちに投薬することが被害量の低減に効果

的であることが示された。 

一方、このスルフィソゾールナトリウム製剤は対象魚種がニジマスのみにしか適応されていなく、他の

マス類やイワナでは認められていない。食用や放流に使用しない実験用や観賞用であれば利用可能であ

るが、産業として使うためには許可は国の方での認可が下りることを待つしかないのが現状である。 

今回紹介されたスルフィソゾールナトリウム製剤をはじめとした抗菌剤を購入する場合、「水産抗菌剤

使用指導書」が必要であり、それは抗菌剤を使用する養殖する施設などが所在する都道府県の魚類防疫

員等に申請を行い交付してもらう。岩手県の場合、申請する先は内水面水産技術センターの魚類防疫員

になる。この申請は平成３０年１月１日から必要であり、病気の発生後の大量斃死を防ぐためにも業者

に対しては使用指導書を事前に入手しておくことが勧められている。岩手県の業者の中には複数の県に

養殖池を確保している業者もおり、岩手県で購入したものが他県での利用が可能なのかどうか質問があ

った。このように今の養殖の現場のニーズとこの通知による取り決めがあっていないことが問題である。 

 

  



2) 宮崎大学サテライトワークショップ「サケマスの生理・生態学研究の最前線 

 ～基礎研究から増養殖事業の展開まで～」 （内田勝久） 

 

サテライトワークショップ 

サケマスの生理・生態学研究の最前線  

―基礎研究から増養殖事業の展開まで― 

 

日  時：平成 31 年 3 月 1 日（金） 13：00 ～ 16：50 

場  所：宮崎大学農学部講義棟 L109 講義室 

     〒889-2192 宮崎市学園木花台西 1-1  TEL 0985-58-2875 

 

プログラム 

3 月 1 日（金）13:00~ 

座長：内田 勝久 （宮崎大学） 

13:00~13:30   棟方 有宗（宮城教育大学） 

「太平洋サケの銀化変態期可変性の機構を探る」 

13:30~14:00   清水 宗敬（北海道大学） 

「サケマスの成長指標としてのインスリン様成長因子結合蛋白」 

14:00~14:30   森山 俊介（北里大学） 

「サケ科魚類の成長や海水適応能を促す飼料の開発」 

14:30~15:00   宮西  弘 （宮崎大学） 

「仔稚魚期の海水経験における成長促進と応用可能性」 

 

15:00~15:20   休憩 

 

座長：宮西  弘 （宮崎大学） 

15:20~15:50   兵藤  晋 （東京大学） 

「三陸のサケ：東日本大震災後の大槌湾での研究活動を中心に」 

15:50~16:20   内田 勝久（宮崎大学） 

「日本最南限におけるサクラマスの養殖の現状と課題、将来展望」 

16:20~16:50   平井 俊朗（岩手大学） 

            「地域発サーモン養殖を支えるために研究者は何をすべきか 

（盛岡シンポジウムの報告）」 

16:50~17:20   総合討論 

  



要旨 

 

サテライトワークショップ 

 

サケマスの生理・生態学研究の最前線 

―基礎研究から増養殖事業の展開まで― 

 

 

 

 

 

2019年 3月 1日（金） 13：00 ～ 17：20 

宮崎大学農学部講義棟 L109講義室 

 

  



宮崎大学農学部主催サテライトワークショップ 

「サケマスの生理・生態学研究の最前線-基礎研究から増養殖事業の展開まで-」 

 

太平洋サケの銀化変態期可変性の機構を探る 

 

棟方 有宗（宮城教育大学生物学教室） 

 

 サクラマス（Oncorhynchus masou）などの太平洋サケは、一般に１歳半の春に銀化変態（スモルト化）

を行ったのちに降海する（春スモルト）。しかし近年、東北地方などの一部の川では従来よりも半年ほど

早い 0 歳の秋に銀化変態を行う、秋スモルト個体群がいることが示されている。本研究で調べている宮

城県では、両者が生息する川は河口間で南北に 20 km 程度しか離れていない。 

 ではなぜ、これらは異なる時季にスモルト化するのであろうか。可能性の１つは、サクラマスが進化の

過程で幾つかの個体群に分かれた際、それぞれの生息環境に合わせて秋スモルト、春スモルトに分化し

たというものである。両者を宮城県水産試験場の同条件下で飼育すると、秋スモルト個体群は春スモル

ト個体群よりも成長が早く、10 月に甲状腺ホルモン（スモルト化を誘起するホルモン）が高い値を示し

た。対して、春スモルト個体群では春に甲状腺ホルモンが増加した。この実験から、両者は遺伝的に秋・

春スモルトに分化している可能性が示唆される。 

また、秋スモルト個体群の方が成長が早いことに注目すると、成長の良さがスモルト化の早期化に寄与

している可能性も考えられる。つまり、遺伝的に分化しているのは成長であり、それによって早く成長し

た個体が秋にスモルト化している可能性も考えられる。そのように考えると、さらに一部の個体群は秋

と春の両方にスモルト化するポテンシャルを持ち、生息環境や成長速度に合わせてどちらでスモルト化

するかを選択しているという仮説も成り立つ。事実、東北地方では最近になって秋スモルトが見られる

ようになったと考えられる川もあり、この仮説を支持する。 

一方、マクロな地理的スケールで捉えると、秋スモルトはサクラマスの生息域の中でもより南側に分布

すると考えられる。このことをふまえると、より南側の生息域において稚魚の成長が良いことで秋スモ

ルトが出現（増加）している可能性が考えられる。その一方で、サクラマスでは川に残留することができ

なかった劣位の個体がスモルト化や降海行動を発現することがわかっている。このことをふまえると、

これらの地域では一部の稚魚の成長が良いと同時に、これらに秋にスモルト化（降海）せざるを得ない別

の要因が働いている可能性も考えられる。 
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サケマスの成長指標としてのインスリン様成長因子結合蛋白 

 

清水 宗敬（北海道大学大学院水産科学研究院） 

 

 近年、世界的なサケマス類の需要の高まりから養殖生産、特に海面養殖が急増している。我が国でも、

ギンザケに加えてニジマスやサクラマスの海面養殖が各地で行われている。海面養殖では、サケマス幼

魚をストレスなく淡水から海水へ移行させ、十分に成長させることが重要である。しかし、幼魚は高塩分

に加えて、高密度、高水温などのストレスにさらされ、成長が停滞するリスクを抱えている。また、シロ

ザケは我が国の重要な増殖対象種であるが、大部分が降海直後に成長に依存した減耗を受けると考えら

れている。そのため、野外でシロザケ稚幼魚の成長を評価することは重要である。我々は成長を司る内分

泌系に着目し、構成する因子の役割を明らかにするとともに、各因子を成長やストレスの指標として用

いることを試みている。 

 魚類を含む脊椎動物の成長にはインスリン様成長因子（IGF）-I が重要である。その IGF-I の活性は複

数存在する IGF 結合蛋白（IGFBP）により調節されている。サケマス類の血中には主に 3 種類が存在し、

それぞれ IGFBP-2b、-1a および-1b と同定されている。IGFBP-2b は十分摂餌している個体で血中量が高

く、IGF-I と共に変動することから、IGF-I の運搬を担うと考えられる。一方、IGFBP-1a と-1b はストレ

ス、絶食など成長が停滞する状況で血中量が増加することから、IGF-I 活性を阻害すると考えられる。し

かし、これらの機能は証明されていない。現在、組換え IGFBP を作製し、機能解析を行っている。 

 我々は、血中 IGFBP の成長やストレスの指標としての有用性にも着目している。これまでに IGFBP-1b

の時間分解蛍光免疫測定系を確立し、生理学的な反応を調べてきた。結果、サクラマスやシロザケにおい

て血中 IGFBP-1b は個体の成長率と負の相関を示すことが明らかになり、ストレスや成長停滞の指標とし

て有用であると考えられる。一方、血中 IGF-I は正の成長指標とされている。両者を組み合わせることで、

対象魚の成長を正と負の両側面から高感度かつ高精度に評価・診断することが可能となるかもしれない。

例えば、血中 IGF-I が低く IGFBP-1b が高い場合は、餌量不足や慢性ストレス環境下にある可能性がある。

一方、血中 IGF-I と IGFBP-1b が共に高い場合は、餌環境は良いが急性ストレスにより成長にブレーキが

かかった状態であると推察される。 

 このようにサケマス類の成長調節機構の理解という基礎研究を行いながら、その過程で得られるツー

ル（測定系）や知見（成長との相関）を増養殖事業へ応用していきたい。 
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サケ科魚類の成長や海水適応能を促す飼料の開発 

 

森山 俊介（北里大学海洋生命科学部・三陸臨海教育研究センター） 

 

 シロサケ、サクラマスやギンザケなど殆どのサケ科魚類は、淡水で生まれ、一定期間を河川で過した

後、春から初夏にかけて体側に小判状の黒い斑紋のあるパーの状態から体色が銀化した魚となり海に降

りる。サケは海洋で数年間を過した後、生まれた河川に遡上し、産卵をしてその生涯を終える。このよう

にサケ科魚類は索餌、成長あるいは産卵を目的として、河川と海洋といった塩分濃度の極端に異なった

環境を移動する。近年、サケ科魚類の消費は、日本のみならず欧米など世界各国においても拡大し続けて

いる。このような状況下、サケ科魚類を需要に応じて安定して大型かつ高品質のサケ科魚類を効率よく

生産することが求められ、サケ科魚類を増産するための増養殖業の果たす役割は、益々大きくなると考

えられる。 

 我々は、サケ科魚類の成長や海水適応において、下垂体の成長ホルモン（GH）および肝臓や筋肉など

体組織のインスリン様成長因子（IGF）を介する情報伝達系により統御されることに基づいて、成長や海

水適応能を高める飼料の開発を行っている。本サテライトワークショップでは、我々が実施しているサ

ケ科魚類の成長や海水適応能を促す飼料の開発について紹介する。 

 サケ科魚類の生産性を向上させる上で、健康で大型の種苗および短期間に淡水から海水に移行できる

魚を育成することは極めて重要である。この問題を解決するために、まず最初に、サケ頭部残滓から採取

した脳/下垂体から GH 粗抽出液を調製し、この溶液を添加および配合した飼料のニジマス、シロザケお

よびギンザケなどの稚魚の成長促進効果および海水適応能について調べた。次に、サケ頭部残滓から成

長や海水適応脳を促す機能性成分の活性を保持したサケ残滓由来の魚粉を試作し、これを配合した機能

性飼料のサケ科魚類の成長および海水適応に及ぼす効果について調べた。 

 近年、増養殖対象魚のブランド化として、果物のポリフェノールや機能性脂質を添加した飼料を与え

て養殖する魚が流通するようになってきている。我々は、これらの研究成果に基づいて、排出されるサケ

の内臓、また、脂質成分を絞った後のツノナシオキアミ（通称：イサダ）や機能性成分を採取した後の植

物などの残滓を配合した機能性飼料のサケ科魚類の稚魚の成長促進効果および海水適応について調べた。 

 今後、これまでに得られた研究成果に基づいて、食品加工後に残滓として処分されている未利用資源

を有効活用することにより、健康で大型のサケが魚類の種苗のみならず短期間で海水適応能を獲得でき

ることに繋がる機能性飼料を開発し、その実用化に結び付く研究を進めていくよていである。 
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仔稚魚期の海水経験における成長促進と応用可能性 

 

宮西 弘（宮崎大農学部） 

 

 「海水経験」とは、淡水環境を主とする時期に海水環境を人為的かつ一時的に経験させることを指す。

二ホンメダカは淡水および海水に馴致可能な広塩性魚類であるが、淡水から海水への直接移行では死に

至る。しかし、生まれてから一度も海水を経験していない個体を、一度海水に馴致した後、再び淡水に馴

致した海水経験メダカは海水適応能の上昇を示す。つまり、「海水経験」は、海水適応能を上昇させる新

たなツールと期待できる。 

 本研究では、この「海水経験」をサケ科魚類であるヤマメ（Oncorhynchus masou masou）に応用する。

本学では「宮崎サクラマス」の生産に成功しており、海面養殖により、淡水養殖個体に比べ体長は約 2 倍

に、体重は約 7～10 倍に増大する。数種において海水での飼育は成長促進を示す報告があるが、殊にサ

ケ科魚類では顕著な効果が期待できる。しかし、より効率的かつ大規模な養殖事業への発展を目指す上

で、海水移行過程の省略化と海水養殖時の生存率の向上は重要な課題である。そこで、海面養殖より以前

に海水を経験させることが、海水適応能の向上と成長促進に繋がるかを評価することが本研究の目的で

ある。養殖場が多い山間部での実施を想定すると、より小さな個体で「海水経験」を行うことが省スペー

スかつ低コストでの実施のためには望ましい。そこで、発生・成長段階における海水適応能を検討した。

発生段階において、淡水から海水（50 %～100 %）への移行実験を行い、生存率および体液浸透圧の変化

によって評価した。その結果、孵化直後の、仔魚では、50 %海水においても生存できず、海水適応能が全

く備わっていないことが分かった。しかし、孵化後 2～3 週間後の仔魚では 50 %海水への移行が可能とな

ったが、卵黄嚢吸収が終了する以前の仔魚では、70 ％海水での飼育には耐えなかった。一方で、卵黄嚢

吸収終了後の稚魚では、50 %海水を通して 70 %海水への移行では約 9 割の個体が移行可能となり、卵黄

嚢吸収が終わるステージから海水適応能が上昇することが分かった。そこで、70 %海水を 1 か月経験さ

せた群を再び淡水に戻した後、飽食条件下で飼育を行った。その結果、海水経験群では未経験群と比べ、

体長・体重ともに増加し、最大で約 3 割の体重増加が認められた。 

初期稚魚段階での海水経験によって成長促進が期待でき、最小のスペースと低コストで海水経験が行

えることから、山間部を含む全国的に実施可能であると考えている。また、淡水飼育で発生する疾病に対

する予防効果も期待できる可能性がある。今後は、成長促進に関わる成長因子の動態の解析をはじめ、海

水適応能の上昇について評価を行う予定である。 

本発表では、「海水経験」におけるメダカでの基礎知見を紹介し、水産有用魚種としてのヤマメへの応

用について紹介する。今後も基礎研究としての生理学的知見を基盤に、その中から応用事業への発展の

可能性を探りたい。 
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三陸のサケ：東日本大震災後の大槌湾での研究活動を中心に 

 
○兵藤 晋、野畑 重教、日下部 誠、北川 貴士、黄 國成、峰岸 有紀 

（東京大学大気海洋研究所） 

 

 大気海洋研究所の沿岸海洋研究センターは岩手県大槌湾の北西岸に立地し、サケ親魚や稚魚の回遊行

動、体液調節、ホルモン制御など、国内のサケ研究拠点のひとつとして長年貢献してきた。そのような中、

2011 年の東日本大震災による三陸沿岸への被害は甚大で、大槌湾でも湾内の生態系や漁業施設に加え、

大槌川、小鎚川、鵜住居川に整備されていた孵化場は大きな被害を受けた。津波が襲った 3 月中旬はサケ

稚魚の放流・降海の初期に相当したことから、震災によるサケ資源への影響が懸念された。そこで大気海

洋研究所の研究チームでは震災による回帰親魚への影響をモニタリングするとともに、湾内での親魚の

回帰行動や稚魚期の生態を把握することを通して、サケ資源の回復に向けて貢献することを目指してき

た。 

 2012 年には定置網漁も一部復旧し、捕獲された親魚の年齢構成や血中ホルモンなどを 2012 年から毎年

調べたところ、震災年に降海した 2010 年級群が回帰しはじめる 2013 年には 3 歳魚の割合が減少し、2010

年級群が主群となるべき 2014 年には 4 歳魚の回帰尾数が大きく減少した。このような現象は津波により

甚大な被害を受けた孵化場をもつ他の河川でも同様であったことが報告されており、回帰資源に対する

孵化放流事業の重要性をあらためて示すものとなった。ただし、2014 年は、例年よりも 5 歳魚（震災前

年の 2009 年級群）の来遊数が多く、総回帰尾数への大きな影響はなかった。血中性ステロイドホルモン

濃度の季節変動パターンにも変化がみられたものの、回帰親魚の年齢構成の変動が原因であった。この

ような回帰親魚の年齢構成への影響は現在では回復しているものの、岩手県沿岸の秋サケ資源量は依然

として減少傾向が続いている。 

 大槌湾には、河口を共有する大槌川と小鎚川、ならびに鵜住居川の 3 河川が注いでいる。湾央の定置網

で捕獲された親魚に発信器を取り付けて放流し、湾内での行動追跡を行ったところ、湾央に入ったサケ

でも半数以上は大槌湾を出ていってしまうこと、川に入った個体の多くは湾内を時計回りに移動して母

川に向かうことなどが明らかとなり、この遡上行動には湾内の河川水の流れが影響していることが示唆

された。津波ならびに復興工事にともなう河川水の流れに変化があった場合には、回帰親魚の行動にも

影響が出ることが懸念される。一方、離岸前の湾内での成長が稚魚の生残、ひいては親魚の回帰数に影響

すると考えられている。そこで近年では、環境 DNA による広範囲での生息調査を 1 月から 6 月まで継続

しており、湾内でのサケ稚魚生息の時空間変動がみえてきた。プランクトンの環境 DNA 調査も開始して

おり、サケ稚魚と餌生物の分布の関係が明らかになると期待される。 
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「日本最南限におけるサクラマスの養殖の現状と課題、将来展望」 

 

内田 勝久（宮崎大学農学部・フィールドセンター） 

 

【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。 

【現在の課題と展望について】 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。 

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圏内へ流通させたい。 

  



宮崎大学農学部主催サテライトワークショップ 

「サケマスの生理・生態学研究の最前線-基礎研究から増養殖事業の展開まで-」 

 

地域発サーモン養殖を支えるために研究者は何をすべきか 

（盛岡シンポジウムの報告） 

 

平井 俊朗（岩手大学・三陸水産研究センター） 

 

世界レベル人口増加に伴って、食料資源としての水産物に注目するようになり、その結果、水産物の漁

獲生産は限界に近づき、持続的可能な資源管理が求められている。漁獲によってまかないきれない水産

物生産を充足するために、養殖による生産は増加を続けており、世界レベルではついに漁獲生産を上回

るに至った。これに対して国内では、少子高齢化、食の欧米化、就労人口減少などにより、水産物の生産・

消費は減少傾向にある。しかし、このような状況下でも、サーモンの世界的な需要の高まりや国内での刺

身需要の増加を受けて、全国各地でサーモン養殖が拡がりを見せている。さらには 70 年ぶりの漁業法改

正（漁業権の扱いの変更ほか）を控えて、全国の企業、団体、漁協等で組織する全国海面養殖サーモン協

議会が平成 30 年 9 月に設立されるなど、さらなる高まりを見せている。一方で、これら大企業等による

養殖事業の展開とは異なり、地域発のサーモン養殖事業、いわゆる「ご当地サーモン」による地域振興も

全国各地で進められている。 

三陸沿岸地域は世界 3 大漁場の一つを有し、わが国の水産業の根幹を支えてきた地域であり、東日本

大震災により壊滅的な被害を受けてもなお、水産業は地域経済を担う主幹産業である。しかし、震災以前

からこの地域の水産業は構造的な問題を抱えており、近年の漁獲量低下が追い打ちをかける形となって

人口流失が止まらず、地域の存亡が取りざたされる状況になりつつある。これを受けて、岩手大学は水産

業を核とした地域の再生に資するべく、開学以来、初めて盛岡地域外にキャンパスを設置した。三陸水産

研究センターは釜石キャンパスの中核施設として 1）従来の水産業の抱える問題点を克服するための高度

化、2）従来の水産業と並立しうる新たな水産業の創生、という目標を掲げており、従来この地域では定

着してこなかった魚類養殖についての教育研究を展開している。 

地域が抱えるこのような状況は、全国各地に共通の問題である。そこで、同様の問題意識を持ち、サー

モン養殖による地域振興に向けて行動している複数の地域（北海道、福井、宮崎）とともに生研支援セン

ターの革新的技術開発･緊急展開事業（うち技術開発・成果普及等推進事業）に応募・採択され、去る 1

月 27 日シンポジウムを開催することができた。当シンポジウムでは、生産事業者（成魚育成、種苗供給）

のみならず、関連する加工・流通事業者様、さらにはサーモン養殖による地域振興を検討している団体な

どに広くご参集いただき、生産現場の抱える問題点とその解決に向けた展望について多面的に議論する

ことができた。その内容をご紹介するとともに基礎研究分野の皆様と今後、研究者は何をすべきかにつ

いて議論したい。 



農研機構 技術開発・成果普及等推進事業 

（うち技術開発・成果普及等推進事業） 

「国内サーモン養殖の課題と解決策の集約」 

調査報告書 

第二部（活動資料集） 

 

③ 展望とりまとめ活動資料 
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岩手大学三陸水産研究センター 

 

 

  



5. 国内サーモン養殖の現状と課題 

1) 種苗生産・育種（藤本貴史） 

現在，国内サーモン養殖において必要とされている魚は刺身用商材としての大型魚である。内水

面養殖では大型魚の生産のためには，長期の養殖期間を要するとともに大型の池が必要である。一

方，海外でのトラウト（ニジマス）やアトランティックサーモンのように海面養殖では，成長を加速

し短期間で大型魚を養成することが可能となる。例えば，ギンザケでは晩秋に 200g前後の魚を海水

移行することで，約 6～8ヶ月間で出荷サイズの 2kgにまで仕立てることができる。国内でサーモン

の海面養殖を効率的に行うためには，遡河回遊という特性をもつサケ科魚類に特有の生活史に適合

した種苗生産と育種を行う必要がある。それぞれの生活史フェーズにおける現状と課題を下記にあ

げる。 

 

【淡水生活期】 

現在の国内におけるサーモン養殖の主な種はニジマスとギンザケある。ギンザケは既に海面養殖

による生産が体系的に行われているが，ニジマスにおいても海面養殖による生産拡大が求められて

いる。これまでの国内におけるニジマス養殖では，内水面養殖での刺身用商材の他に，加工品，塩焼

き，釣り用種苗などの生産が行われてきた。現在でもこれらの需要は一定数あるため，海面養殖用の

種苗はこれまでの生産から増産することにより対応する必要がある。しかしながら，現在可動して

いる養鱒場を利用して早急に増産することは，人員，池や水，親魚，種卵収容の面から困難であると

思われる。そのため，海面養殖に用いる種苗生産の増産に対応するためには，既存の養鱒場への人的

な投資や設備投資だけでなく，廃業した内水面養殖施設の再開発や新規の養殖施設の開発をおこな

い，ベースとなる生産力を増強する必要がある。 

一方，種苗生産する親魚の増産については，現在の養鱒場で飼養されている種苗を親魚に用いる

ことで対応できると思われるが，今後，海面養殖による効率的な生産を目指すためには，海面養殖に

適した系統を樹立するための育種が必要である。まず，第一の形質としては，海面養殖に移行する種

苗の大型化にある。種苗を大型化することにより，最終的な生産物の出荷サイズの大型化が可能と

なり，商品としての価値を高めることができる。そのためには，内水面における高成長形質を育種に

よって高める必要がある。しかしながら，高成長個体では成熟に向かう雄個体が出現するため，晩熟

性を形質として付与することが求められる。あるいは，全雌生産による雄個体の出現を回避するこ

とが考えられる。 

 

【海水生活期】 

大型ニジマスを短期的に生産するためには内水面から海面への移行が必要となる。しかしながら，

淡水から海水への海水馴致では，その環境変化が魚体に対して大きな負荷を与えることから斃死の

リスクが存在する。そのため，海水移行時におけるスモルト化率を高め，海水適応能を付与した種苗

を作出する必要がある。ニジマスには降海型の個体（スチールヘッド）が存在する為，海水移行サイ

ズでの海水適応能を有する系統を育種により樹立することが可能であると考えられる。 

サケ科魚類の海面養殖における制限要因となるのは季節的な環境水温の変動である。内水面では

湧水等の利用により水温の調整が比較的容易であるのに対して，海面では海水温の季節変動や養殖



海域特有の水温変動があるため，養殖適期が限られてくる。しかしながら，海面には内水面にはない

スケールメリットがあり，大型魚の量産に適している。養殖に適した水温は養殖に用いる個体に依

存するため，養殖魚が幅広い温度帯に適する能力を有することにより養殖可能な時期や海域を拡大

することができる。特に，高温域は斃死のリスクがあるため，高温耐性の付与が望まれる。一般的に

サケ科魚類は適水温帯以外では成長が鈍るが，高温耐性の付与と高温域でも成長する形質を併せて

もつことにより，高い生産能力を有す個体が期待される。本形質は淡水生活期においても夏季の高

水温期の斃死リスクや低成長を回避するためにも有効である。実際に宮崎県では高温耐性ニジマス

系統が作出されており，比較的高水温の環境下でも飼育できることが確認されている（Ineno et al., 

2008）。我が国は南北に伸びる列島からなるため，本邦に分布するサケ科魚類では，それぞれの地域

に固有の遺伝的特性をもった地域集団の存在が予想される。そのため，ニジマスだけでなく，サクラ

マス等の新規養殖魚種においても選抜育種を行うことで，高温耐性をもった系統を樹立し，養殖へ

応用できる可能性がある。 

 

【生活史全般】 

サケ科魚類の養殖では給餌が必須であるため，餌が全養殖コストにおいて一定の割合を占める。

また，餌に用いられている魚粉の価格高騰により餌のコストが上昇している。そこで，魚粉の配合割

合を少なくした低魚粉飼料の開発が行われている。低魚粉飼料の利用と同時に，低魚粉飼料に適合

した魚の育種を並行して行うことで，飼料効率の高い養殖魚を開発することが期待される。 

 

【研究開発の目標】 

以上の育種形質や耐病性は，中間育成から海面養殖までの様々な養殖地域に適合した養殖品種を

樹立する上で重要な形質である。これらの形質をあわせ持つ系統の樹立には相応の期間を要するた

め，まずは各形質に着目した系統を樹立する必要がある。そして，それらを親魚として交雑した F1

がヘテロシスを示す場合には，F1 を養殖品種として利用することが当面の間の有効な養殖種苗とな

ると思われる。あるいは，魚種そのものが高成長や高い海水適応能を有する場合には，種間交雑によ

る雑種の養殖利用も短期的には有効であると考えられる。また，突発的な事故に備え，育種途上の遺

伝資源を凍結保存などによって適宜バックアップを備えておくことが必須である。 

 

【参考文献】 

Ineno T., Endo M. and Watabe S. Differences in self-feeding activity between thermally 

selected and normal strains of rainbow trout Oncorhynchus mykiss at high temperatures. 

Fish. Sci. 2008; 74: 372-379 

 

  



2) 育成・飼料（内田勝久） 

【配合飼料から低魚粉飼料の活用へ】 

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 、サケマス類の養殖事業経費の半分

近くが飼料費として占めている現状が報告され、飼料経費の削減が緊急の課題である。魚粉に代わ

る安価な高タンパク質原料として、大豆粕などの植物性飼料の利用が期待されている。しかしなが

ら、これらの植物性原料には、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）が含まれており、植物性原料の配合率を高めれば高めるほど、養殖魚の摂餌量や成長の低下が

顕著になるという課題がある。道総研さけます・内水面産試験場では、大豆粕の抗栄養因子を低減し

た魚粉代替タンパク源を利用し、市販のサケマス飼料と同等の摂餌性をニジマスで見出している。

全国のご当地サーモン生産地には、飼料原料として有用と思われる農作物残渣や未利用な動物タン

パク源が埋もれている可能性が高く、それらを発掘することで、高品質かつ低価格な低魚粉飼料の

開発と実用化を加速させる必要がある。 

 

【低魚粉でも育つ魚種の育種研究】 

水産研究教育機構・増養殖研究所と山梨県水産技術センターは、低魚粉飼料の利用を育種研究に

導入し、低魚粉飼育の選抜育種により、１世代目から明瞭な効果があることをアマゴやニジマスで

明らかにしている。具体的には、魚粉が 5 パーセントしか入っていない餌で大きく育ったニジマス

やアマゴ親魚から子どもを取ると、1 世代目でも低魚粉でよく育つ魚を選抜できるという成果を得

ている。飼料業界でも、長年、代替魚粉や低魚粉飼料の試験を実施しているが、未だにこれといった

製品が生み出されていない現状を考えると、低魚粉でも育つサケマスの育種も、今後、是非、進める

べき方向性と考えられる。全国的なご当地サーモンブームのなか、生産者の低魚粉への意識が高ま

れば、民間の養殖場レベルで低魚粉飼料に強い魚種が育種できると考えられた。 

低魚粉飼料で育てたニジマスやアマゴは、魚臭さが軽減される。魚らしい味わいを好む場合には

デメリットとなる反面、魚が苦手な人にとっては、低魚粉飼料のほうが好きという人ことになる。低

魚粉飼料による養殖サーモンにはこういうメリットがあり、かつ、おいしい魚になるという PR 活動

も低魚粉利用への意識づけになると考えられた。 

 

【機能性飼料の開発へ】 

サケマス養殖において、成長の促進、高水温による魚体の成長への影響の軽減、抗生物質の軽減を

見据えた免疫力の強化などを生み出す機能性飼料の開発と実用化が必須であると考えられた。北里

大学の森山らは、産卵回帰したシロサケ頭部残滓から採取した脳下垂体から成長ホルモン粗抽出液

を調製し、この溶液を添加および配合した飼料がニジマス、シロザケおよびギンザケなどの稚魚の

成長を促進する効果があることを見出している。また、サケ頭部残滓から成長や海水適応能を促す

機能性成分の活性を保持したサケ残滓由来の魚粉を試作し、これを配合した機能性飼料の開発にも

着手している。さらに、シロサケの内臓残渣、や脂質成分を絞った後のツノナシオキアミ（通称：イ

サダ）、機能性成分を採取した後の植物などの残滓を配合した機能性飼料についても、稚魚の成長促

進効果や海水適応能について検証を進めている。この様に、食品加工後に残滓として処分されてい

る未利用資源を有効活用することにより、健康で大きく育つ種苗の生産のみならず、短期間で海水



適応能を獲得できる生理学的効果にもことに繋がる機能性飼料を開発し、実用化することが、今後

の国産サーモンの養殖生産の拡大に必須であると考えられた。 

 

【無魚粉飼料の開発に向けて】 

古くから魚粉代替源の探索に関わる研究はなされてきたが、それらの多くは、大豆など植物タン

パクの利用などが主流であった。上述したように、植物由来のタンパク源には、プロテアーゼインヒ

ビターなど、栄養吸収阻害を示す成分の存在や構成するアミノ酸組成の問題から、完全魚粉代替飼

料の開発・実用化はまだ道半ばである。 

海洋性真核微生物ラビリンチュラ（ヤブレツボカビ）は著量の脂質を細胞内に貯蓄する。脂質内に

DHA といった機能性脂肪酸を高濃度合成する種も知られているため、機能性脂肪酸もしくは石油代

替としてのバイオ燃料生産微生物として期待されている。一方、この海洋性真核微生物ラビリンチ

ュラからオイルを抽出した後には、細胞残渣（固形分）が排出されるが、本画分の利用に関する研究

は殆ど実施されていない。宮崎大学の田岡らは、ヤブレツボカビオイル抽出残渣（固形分）を養魚飼

料のタンパク原料としてリサイクルするシーズを開発している。ヤブレツボカビのタンパク質は、

動物性タンパクと同様に、必須アミノ酸を網羅しており、魚粉のそれと近似している。さらに、この

ヤブレツボカビ残渣を用いた魚粉完全代替飼料を作出し、コイを用いた飼育試験を実施したところ、

魚粉飼料と同等の成長を示すことも見出している。オイル抽出残渣をベースとしていることから、

オイルの使用用途により、タンパク画分の生産性が制限されるという課題は残されているものの、

サケマス稚仔魚期用飼料のタンパク源の生産に絞るなど、用途と必要量とのバランスを考えた事業

プランを今後期待したい。 

宮崎県内には、イエバエ由来のタンパク源を魚粉に代替えする企業シーズも認められる。サケマ

スへの利用は試みられていないが、ある魚種では、餌への誘因効果、成長促進、抗病性の向上などが

示されている。宮崎県は家畜生産が盛んであり、その様な背景から、イエバエ由来の昆虫ミールの開

発が加速したと考えられる。家畜糞に限らず、食品残渣、鮮魚や野菜の加工残渣など、資源循環型社

会の構築を目指して利活用すべきものは日本中いたる所にあると言える。その様な素材を使って、

昆虫ミールを開発し、サケマス飼料へ導入することも、国産サーモン養殖の今後の展望のひとつで

あると考える。 

 

【味上げによる付加価値探索】 

東京大学の金子らは、「淡水の魚と海水の魚はどっちが美味しいか？」といった素朴な疑問を浸透

圧調節の観点から分析し、淡水魚や低塩分飼育魚の高塩分水への短期的な移行により、魚肉中のア

ミノ酸含量を一過的に上昇させて味を向上させる「味上げ」技術を開発してる。飼料そのものの開発

という視点ではないものの、環境の浸透圧の変化を利用した肉質の味上げの技術も、特に、内水面で

大型化したトラウトやイワナ等の付加価値を高めるうえで効果的であると考えられる。 

 

  



3) 魚病対策・健康管理（末武弘章，笠井久会） 

サーモン養殖において内水面での各地のご当地サーモン養殖に加えて、最近では海面養殖サーモ

ンが急激に増大しつつある。海面養殖用の種苗の供給が内水面養殖における増産の要請に拍車をか

ける状態が予想される。こうした中で、安定的な内水面、海面養殖の継続のためには、魚病対策は

喫緊の課題である。 

 

【内水面養殖】 

これまでに内水面ではVibrio anguillarumによるビブリオ病、伝染性造血器壊死症（IHN）、せっ

そう病、冷水病などが主要な問題となっていた。水産試験場等の診断記録によると，養殖サケ科魚

類の疾病のうち年間診断割合が有意に増加した疾病はサケ科魚ヘルペスウイルス病，せっそう病，

連鎖球菌症，冷水病であったa)。このうち、一度発生すると対応が難しいウイルス病は大きな問題

である。いくつかのご当地サーモンでは各種の交雑種を利用することにより、これまでに問題とな

っていたこれらの疾病に対する抵抗性を持つものが作られている。現在では、予防法としては消毒

やワクチンが主要な対策であるが、ビブリオ用のワクチンが開発されているものの十分とは言えな

いのが現状である。また、薬剤耐性アクションプランにより、抗生物質の使用が制限される中、ワ

クチンの開発、普及が期待される。 

 

【海面養殖】 

海面におけるサーモン養殖はこれまでにギンザケが中心に行われてきたが、Vibrio anguillarum

によるビブリオ病や赤血球封入体症候群，サケ科魚ヘルペスウイルス病等が発生し問題となってき

た。最近はニジマスやサクラマスなどの海面養殖が行われるようになってきた。こうした中から、

これまでに見られなかった魚病が顕在化してきており、今後も海面における未知の疾病の出現が予

測される。今回のシンポジウムや筆者の経験から、海面における未知のビブリオ病が複数の場所で

現れていることが明らかになってきている。その中で最近、Vibrio tasmaniensisが病原体の１つ

であることが報告され、海水馴致が発症リスクとなることが示された。実際に、多くの海面養殖に

おいて海水馴致時の斃死が際立っており、海水馴致の適切な手法の開発や主要な病原体の同定が必

要であると考えられる。ギンザケではせっそう病原因菌Aeromonas salmonicidaおよびOMV感染稚魚

が海水移行後に海面で発症・死亡した例が報告されているb,c)。サケでは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

ているd)。海面に導入する種苗の健康状態の把握は重要であり，海水適応ストレスによる発症およ

び不顕性感染個体内での病原体の挙動の解明が待たれる。また、小型魚で主に発症すると考えられ

ていたIHNが海面養殖の大型魚に発生することが知られるようになってきている。これらの由来や

対策が今後大きな課題となるであろう。また、内水面と同様に抗生物質の使用から、ワクチンへの

シフトが求められるようになっており、新規のワクチンの開発普及が求められる。 

内水面、海面、共通の課題として、特定疾病などの防疫体制をしっかり整備することが大切であ

る。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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4) 加工（于克鋒，袁春紅，山下哲郎） 

養殖は飼育管理することにより天然漁獲魚と比較して安定した生産をすることが可能だが、消費

者からは養殖水産物の安全性と味について更なる向上が求められている。１９９０年代には、マダ

イなどの養殖魚の品質を向上させるため、適切の体脂肪の乗り具合目的で飼餌料の改善および運動

飼育など様々な観点から研究がなされていた。養殖クロマグロに関しては肥満度、旨み成分などを

科学的指標による評価を行うことで、養殖技術の発達に寄与していた。ギンザケの成長と脂質にお

よぼす飼料脂質の影響など、魚類脂質に対する飼料脂質の影響に関しては多くの研究が行われた。

配合飼料で養殖されたハマチの肉色、脂質総量と脂肪酸組成、肉質の物性値および筋肉の組織構造

がハマチ生肉の食味特性に及ぼす影響について検討されていた。また生餌による養殖とペレットに

よる飼育のヒラメの物性、各種成分の差異等を用いて品質評価を行われたことが報告されていた。

更に、マダイの脂質蓄積に及ぼすスピルリナの効果、養殖ブリの血合筋の褐変化を抑制する高い抗

酸化作用を有するオリーブ葉の効果など、飼料添加物の肉質改善についても研究が行われていた。

これらの様々な取り組みによって、近年養殖魚が格段においしくなってきた。 

最近，国内においてもサーモン養殖が注目されており、その主対象は生食（刺身）市場である。し

かし消費が若年層に偏在しており、脂のりに偏った養殖生産が行われていることから、今後、高年齢

層にアピールできる肉質を持った養殖サーモンの開発など、エンドユーザーの要求にきめ細やかに

対応し、高付加価値化を可能にする生産体制が必要であると考える。本事業シンポジウムにおいて

紹介されたご当地サーモンの中には、清水川養鱒場のようにそのような戦略を実践しているものも

あったが、生産現場における多大な労力によっているため、そのままでは大規模化は難しい。今後、

このような方向性を推進するためには、品質を客観的に捉え、制御するための技術開発が重要と考

える。 

岩手大学で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、養殖生産と食

品分析の研究者が連携研究を開始し、従来の官能性試験に加えて品質特性を生化学分析等による客

観的な品質評価基準の確立を目指している。そこで、異なる飼育条件下が生産魚の肉質に及ぼす影

響ついて、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、肉質制御にむけた着眼点を明らかにしたいと考えている。また、香気成分についてもオミ

ッション法分析技術により、この分野において先端的研究を行っている山下教授らのグループ

との連携を図ることで、食材としての物理・化学的性質だけでなく、より多面的な観点から｢美

味しさ｣を評価する技術開発を目指す。 

さらに水揚げ後の品質管理技術や生食以外へのマーケット拡大も重要である。味、鮮度などに関

する魚の品質は，畜肉などに比べ，死後速やかに変化することが知られている。養殖生産されたサー

モンの高付加価値化のための鮮度保持と品質評価技術に関する研究を行うことで、塩分や温度など

の諸条件と品質との関係を把握し、美味しい生食商材を供給できる加工、流通システムを開発する

必要がある。また、加工過程で発生する未利用資源からの商品開発、新規魚肉練り製品の開発、健康

増進、嚥下・咀嚼し易い高齢者向け食品、機能性食品の開発などの高付加価値新規商品の開発も重要

であると考える。 
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5) 経営・ブランド化 （執筆担当：平井、山本） 

全国養鱒振興協会・小堀会長による基調講演によると、2017年の養殖サケマス輸入量は実質約 15

万トンであり、過去の大暴落時と同等水準でありながらも国内外共に高価格を維持しており、国内

市場では供給不足が続いているとのことであった。これは生食を中心とした需要の持続的拡大によ

るものであり、小堀氏はこれを根拠として｢輸入量の 10％程度に当たる 1.5 万トンを国産プレミア

ム・サーモンで置換しても、十分に適正価格は維持できる｣と予想された。このような状況を受けて、

西日本の養殖業者からは、市場が飽和に近づきつつあり生産調整なども行われているブリ類やマダ

イへの補完魚種として海面サーモン養殖への期待が高まっている。しかし、現状では上記の 1.5 万

トンの国産プレミアム・サーモン増産に必要となる種苗の供給体制が整っていない。海面サーモン

養殖では、種苗生産に加えて内水面における中間育成が必要であり、多くの場合、最終生産者である

海面養殖事業者とは別の内水面事業者がそれを担っている。国内のサーモン養殖は、海面水温が飼

育可能範囲となる冬期間に限定されるために種苗の供給も一定時期に集中することとなる。これは、

内水面成魚生産や遊漁用放流種苗生産など従来の業態を抱えている多くの内水面事業者にとっては、

従来の経営体制を揺るがしかねない危険があることから、現状の施設能力や生産効率面から彼らに

これ以上の種苗増産を期待することは難しいかもしれない。したがって海面養殖のための種苗生産

施設を増設が求められ、廃業・休業した養殖場の利用や閉鎖循環型陸上養殖、沿岸部の遊休地の活用

等、全国的な中間育成場の適地調査が必要であると考えられる。また、短期間に集中する大型種苗の

輸送対策や海水馴致場所の確保、高水温・高塩分耐性、低魚粉飼料対応等種苗の育種対策、海面と内

水面との連携・分業体制の確立等多くの課題がある。 

 

  



6) 総括 

 

総括１： 地域振興に向けて 

 

山内晧平（水産オープンイノベーション研究ネットワーク会長・日東製網 KK 技術顧問） 

 

この度、岩手大学が主体となって、これまでサーモン養殖による地域振興に向けての情報交換をして

きた地域である北海道、福井県、宮崎県とともに、生物系特定産業技術センターの「革新的技術開発・

緊急展開事業」の支援のもと、「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

ンを支える研究開発の方向生〜」と題したシンポジウムを開催した。表題にあるとおり、本シンポジウ

ムでは地域振興がキーワードであるため、水産関連研究者および魚類養殖生産業者、水産関連団体、水

産加工業者・流通関係者等の参加を広く得て、サーモン養殖駆動型の地域振興に果たす研究の在り方や

課題につて論議が出来た事は今後の活動に繋がると思われる。この議論の場には、実験的であるが NTT

ドコモ（岩手大学と学術協定を締結）の支援でネット会議システムを取り入れた。それは、参加申込み

がメイン会場の収容人数を越えたことに加えて、他地域の人で興味があっても会場にこれなかった人た

ちのために、盛岡市、延岡市、函館市の三カ所にサテライト会場を設けて多地点中継を行った。このシ

ステムは上記の地域の人たちに好評であり、今後、本格的に本システムを導入して、全国レベルで同時

に情報交換をして連携を深めて行ける可能性を見いだしたことは大変有意義であった。今後、NTTドコ

モの協力を得て、本システムを使い勝手のいいものにしていけたらと思う。 

一般講演に先立ち行われた全国養鱒振興協会会長理事小池彰彦氏の「国内サーモン養殖の現状と展

望」と題する基調講演は実に示唆に富んだ内容であり、今後の我々の活動にとって多くの可能性を示す

ものであった。中でも、ニジマス養殖には海面養殖ニジマスと内水面のご当地ニジマスがあるが、いず

れも消費者に受け入れられる、との将来展望を述べられたことは、関係者の生産意欲を掻き立てるに十

分であった。ただし、現在の内水面の生産能力はかってのピーク時よりかなり減少しているため、海面

養殖のための種苗供給はかなり難しいのが現状であるようだ。その生産能力をどう拡大するかがこれか

らの大きな課題であるとの指摘は大変重い。恐らく、この問題は、各地域の連携のもと、オールジャパ

ンレベルで解決する必要があるものと思われる。そのためには、常日頃の地域どうしの信頼関係が大事

になってくるのであろう。これのことは、我々が常々望んできた事である。 

一般講演は①内水面における地域ブランドサーモン養殖（長野県、山梨県、北海道）、②海面におけ

る地域ブランドサーモン養殖（宮城県、福井県、宮崎県）、③地域ブランドサーモンのブランド戦略

（岩手県）とサーモン養殖の国際動向・ご当地サーモンの経営動向、の３つのセッションに分けて行わ

れた。何れの地域も若く将来を担う担当者が地域の振興のために情熱を注いで奮闘していることが窺い

知れて感動を覚えた。 

第一セッションの三県が目指している大きな共通点は観光と結びつけていることであろう。まさしく

地産地消によって地域を活性化する良いアイデアである。これは、養殖という単独分野だけで地域活性

化を目指すのではなく、他分野を巻き込んで地域全体で取り組んでいく方が活性化に広がりを見せるこ

とを良く示している。その成功ためには、地域内で目的意識を共有して協力体制、連携がとれるかが鍵

となるであろう。 



第二セッションの共通の課題は二つあると思われた。一つ目は種苗の確保をどうするか、ということ

であった。ギンサケやニジマスは淡水中で 1~2年飼育したサイズの大きいものを海水移植する必要があ

る。しかし、現状では、近年の養殖量の増加にも十分に対応出来ていない状況にあり、これ以上の生産

量の増大は難しい。内水面業者との話し合いが必要だが、これは当事者同士だけで解決できる問題では

ない。オールジャパンレベルの話し合いの場の設定が必要であろう。二つ目の重要な課題は育種であ

る。今後の効率的な養殖生産のためには、先端技術を用いて、高成長、高温耐性、耐病性などの機能を

持つ稚魚をどう作り出していくのかが重要である事が提示された。この課題は養殖魚全体に共通する極

めて重要な課題でもあろう。 

第三セッションでは八幡平サーモンのブランド戦略とサーモン養殖の国際動向およびご当地サーモン

についての興味深い発表があった。清水川養鱒場はブランドの八幡平サーモンを直販で特定の業者に、

彼らが望む魚を提供するという、きめ細かな戦略で販売している。これから重要になって来る消費者指

向型の養殖生産を先取りしている。また小規模ながらも加工も手がけ、食堂も経営するなど、一種の 6

次産業化を取り入れて業績を上げている。個別経営体では成功している良い例である。残りの二課題は

国内または国際の経営動向に関しての紹介と提言であった。新田氏は個別経営体では困難な技術開発や

出荷規格の統一の重要性に言及し、それには公設試験研究機関の役割が重要性であること説いた。一

方、清水氏は輸出を考えた場合の国際動向を丁寧に説明したのに続いて、国際価格の激しい変動を抑制

するためには、養殖システムの多様化及び生産地の分散化、流通システムの分業化およびサケ類生産の

多様化などのアプローチの必要性を論じた。何れも示唆に富んだ重要な指摘である。 

以上の発表を受けた総合討論では、研究の方向生を示す、次のことが確認された。即ち、①近年の国

際的なサーモン養殖の高需要は確実に国内のサーモン養殖への関心を呼び起こしている。②このサーモ

ン養殖の高まりを持続可能な産業とするためには、研究組織、分野、地域などの既存の枠を乗り越えた

新しい連携で、育種や餌料のイノベーションを行う必要性を確認できた。特に、②は困難が待ち受けて

いると思われるが、是非とも成し遂げられるようにこれからの連携のあり方を模索していくことが求め

られる。 

さて、本シンポジウムで得られた成果を今後にどう活用して行けば地域貢献に繋がって行くのだろう

か。直ちに、今回の成果だけで地域貢献に導いていくのは極めて難しいと思われる。これまで、多くの

地域では、個々に得られた成果が、次の活動に活かされず、結果として得られた成果は活用されずにお

蔵に入ったままになっているように感じている。何故活かされないのか。その主要な原因のひとつが地

域の将来に対する思いに地域住民の一体感が不足していることが挙げられるかもしれない。成果を活か

して行くためには、地域住民が、自分たちが望む将来の姿、即ち、地域の将来ビジョン（理念）を持つ

事が極めて重要である。このビジョンが、地域住民の共通意識を育み、持続可能な取り組みを連続的に

生みだして来るものである。例えば、一つのプロジェクトが終わったら、ビジョンに向かって行くため

には、成果を次のプロジェクトにどう活かして行くべきか、そして活かすための組織間の協力体制をど

うすべきかを検討して行けば、次のプロジェクトは自ずと生まれて来るであろう。そのようにして、成

果の持続可能な活用が生まれてきて、次々と地域活性に寄与する活動が繋がって行くと思われる。将来

ビジョンがないと身近な問題を解決する事が目的化し、それを続けていると思わぬ方向にいってしまう

ことが多々あるものである。大変難しい課題であるが、地域のビジョンの重要性を肝に銘じて本シンポ

ジウムの成果を活かして行きたい。 



総括２：シンポジウムを通して 

 

長濱嘉孝（自然科学研究機構・基礎生物学研究所 名誉教授） 

 

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～」は、「技術開発・成果普及推進事業実施企画提案書」の普及・交流活動の一環とし

て実施された。当日の発表や議論をもとに、国内におけるサケ・マス養殖の現状と課題、そして展望につ

いてまとめる。 

国内における養殖生産量は横ばいで、養殖産業を取り巻く状況が厳しいなか、近年、特に東日本大震災

をきっかけとして、「ご当地サーモン養殖」は全国的な広がりをみせ、現在 100 以上のブランドで販売さ

れている。本シンポジウムでは、内水面サケ・マス養殖である「絹姫サーモン（愛知県）」、「信州サーモ

ン（長野県）」、「甲斐サーモン（山梨県）」「八幡平サーモン（岩手県）」などが紹介されたが、いずれも、

対象とするサーモン種や地域の強みを最大限に生かしつつ、独自のブランド戦略を展開することで成功

を収めており、地域振興に大きく貢献している。これらの地域では、将来にそなえての新養殖魚種の開拓

なども着々と進められている。サーモン内水面養殖の新たな取り組みとして、北海道では、飼育水の節約

及び温度調節が可能となる循環式飼育システムの実証試験が続けられている。岩手県では、新たな養殖

対象種として、マス類の中でも美味なヒメマスを養殖する試みがなされている。生食用に適した 1 Kg以

上のヒメマス作出のための努力が続けられており、今後の進展が期待される。全国的に拡大したご当地

サーモン養殖の今後については、他のブランドとの差別化、生産コストの低減化、ICTの導入などを実現

しつつ、地域貢献を通して地域社会と適切な関係を保ちながら持続性のある産業とし育っていくことが

求められよう。 

国内における本格的サケ・マス海面養殖は、1976 年に宮城で始まったギンザケの海面養殖が最初であ

る。東日本大震災では、津波による全生簀の流出という壊滅的打撃を受けながらも、「がんばる養殖事業」

の支援を得ての復興、及びその後の「みやぎサーモン協議会」の設立、トップブランド魚（みやぎサーモ

ン）の販売、地理的表示（GI）取得による国内外市場への展開など、オールみやぎを結集しての取り組み

が紹介された。一方、宮崎大学によるサクラマスの海面養殖は、大学主導の新たな試みとして注目され

る。冬季に海面養殖した個体の体重が内水面養殖個体に比べて約 10倍に増えたのは驚きである。この大

型サクラマスを“みやざきサクラマス”と名付け、ご当地サーモンとしてブランド化した。さらに、近い

将来における九州･アジア圏への流通を視野に入れ、高温・高塩分耐性種苗の育成や新加工品などの開発、

販路開拓やブランド戦略などについて検討されている。サクラマスの海面養殖は 1980年代に北海道で行

なわれたが、成長の悪さなどが障害となり、継続的な産業としては成功しなかった経緯があるので、宮崎

大学の取り組みの今後の展開が注目される。また、これまで国内では海面養殖が行なわれたことがない

ベニザケについても、根室市と市内４漁協が協力して、根室湾でベニザケ海面養殖の実証試験を開始す

るという新聞報道がなされている。 

今後の方向として、ジャパンブランド化によるサーモン養殖のさらなる拡大も望まれる。その対象モデ

ル種として季節や地理的制約が少ないニジマスが有力候補と考えられるが、本シンポジウムでも、産学

官が一体となったトラウトサーモン「ふくいサーモン」の紹介があった。内水面養殖と海面養殖を併用し

たニジマス養殖は、青森県（海峡サーモン、ドナルドソンニジマス）や香川県（讃岐サーモン）などのご



当地サーモンとしてすでに大きな成果をあげ、地域振興にも貢献している。“みやざきサクラマス”の例

でもみられるように、一般的にはサケ・マス類は海水環境で大きく成長することが知られている。ただ、

日本では海水温の関係でサーモン海面養殖は冬季に限定され、周年にわたって海面養殖が可能なノルウ

ェーなどと比べると決定的に不利となる。したがって、高温耐性の高い品種（種苗）の作出が、一年を通

しての安定供給には喫緊の課題である。同様に、海水馴致（適応）能の高い種苗や病気に強い種苗の作出

も不可欠であることはいうまでもない。そのためには、海水環境での成長促進・浸透圧調節機構などニジ

マスの海水環境における生理的・遺伝的知見を十分に集積する必要がある。また、これらの学術的基盤を

優良種苗の作出に繋げるためには、これまでの選別育種に加え、種間の交雑による雑種強勢を利用した

雑種強勢育種やゲノム編集による育種により、短期的に優良個体を得る工夫が求められる。また、陸上に

おける種苗基地、災害に強い海面養殖施設（生簀）、養殖適地の拡大、国際市場への進出には HACCPに対

応した施設の整備なども必要になる。 

このように、国内におけるニジマス（サケ・マス）の効率的海面養殖の確立には課題が山積する。今後、

このような課題を一つずつ克服することにより、安定したニジマス養殖の全国的展開が実現するのみな

らず、他のサケ・マス養殖やご当地サーモン養殖への水平展開も可能となる。幸い、昨秋、水産庁や養殖

業者が協力して、養殖方法や消費活性策などを議論する「全国海面サーモン養殖推進協議会」を発足させ

た。日本の海洋環境に適した品種の選定に関する研究など、ジャパンブランド化に必要となる基盤研究

は是非とも国主導で推進して欲しい。このように産官民が一体となり協力し合うことにより、ジャパン

ブランド化した“養殖サーモン”の安定供給がはじめて可能となり、ニジマス新養殖魚の世界展開や、近

い将来における日本のサケ・マス養殖業の成長産業化の実現にも繫がるものと期待される。 

  



総括３：今後の活動の方向性について 

 

細川貴志（日東製網株式会社・水産オープンイノベーション研究ネット事務局） 

 

 「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」をテーマとして開催された今回のシンポジウムでは、各地で先行するご当地サーモンの関係者が

登壇して、具体的な取り組み内容とともに、生産者側が抱える課題について生の声を聞くことができ

た。参加者はこれまで知り得なかった他の地域の動向について、研究者・企業・行政等のそれぞれの立

場から情報を得ることができた。定期的なシンポジウムの開催を希望する声がアンケート結果に多く寄

せられたことからも、このような情報交換の場を設けることが、今後の国内サーモン養殖の発展にとっ

て重要であることが示されたといえるだろう。 

今後の活動の方向性としては、第一に今回のシンポジウムのような情報交換の場を定期的に提供しつ

つ、全国規模のサーモン養殖ネットワークを構築することである。これまでは情報を共有する場もな

く、各地でそれぞれ独自に活動を行っていたが、ネットワークとして繋がることで、情報や技術につい

て相互に補完できる可能性がある。地域発のサーモン養殖は、大企業による親魚の保有、採卵・孵化、

中間育成、成魚までの飼育、販売までを一気通貫として行う垂直統合型の養殖経営とは異なり、産学官

がそれぞれの役割を担い、分担して 1 つの事業を形成する分業型となる。資本や人材など規模で下回る

ため、特に研究開発に関しては各地が連携することで、それぞれが生き残る戦略が考えられる。 

第二に組織化することによって、国への働きかけを行うことである。種苗の増産、優良形質の育種、

低魚粉の飼料開発といった課題がシンポジウムでは出てきたが、サーモン養殖のさらなる発展のために

は、提言として各地域の意見をまとめ、それを国策として実行に移す必要がある。その受け皿としての

活動が考えられる。そうすることで各地域がまとまってオールジャパンとしての研究開発の方向性が定

まり、大企業による一極集中とは異なるオルタナティブな国内サーモン養殖としての立ち位置が確保さ

れ、結果として地域の多様性が持続可能な形として維持されるのではないだろうか。 

第三にこれから新規で地域振興に向けたご当地サーモン養殖を行おうとする活動に対して、サポート

する役割である。サーモン需要の高まりとともに将来的な可能性のある産業として、各地でサーモン養

殖がさらに進むと考えられる。シンポジウムには関心をもつ地方自治体の担当者が複数参加しており、

またすでに試験レベルからではあるが事業化を決定した地域も出てきている。先に述べたように、ご当

地サーモンは産学官の分業型であることが多いため、1 組織がやりたくても事業として成立せず、事業

化を進める上で難しい面がある。また、規模の面で小さいため付加価値を高める必要があり、ブランド

化が不可欠で、そのために地域の特性を活かした商品を出口とする必要がある。そのような活動の初期

段階に対して、資材や種苗、販売等についてアドバイスとサポートする役割もまた、サーモン養殖の発

展に資する活動といえるだろう。 

  



総括４：おわりに 

 

平井俊朗（事業代表・岩手大学三陸水産研究センター） 
 

少子高齢化ならびに首都圏一極集中などにより人口減少が顕著となってきた現在、地方にはその存続

をかけて独自の戦略が求められている。その中で地方の大学、研究機関にはそれぞれの地域の状況に資

する人材育成や技術開発へのニーズが高まっている。このような状況下で、今般、生研支援センターの

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）のご支援の下、岩手大学が代表

となり、サーモン養殖による地域振興を目指す複数の地域（北海道、福井、宮崎）が連携して、「国内

サーモン養殖の課題と解決策の集約」という課題に向けて調査活動を実施できたことは、誠に時機にか

なったものであった。 

本事業の最重要項目であるシンポジウムでは、参加者数や所属分野の多様性からもサーモン養殖への

地域や各業界からの期待がうかがわれ、総合討論では非常に熱心な議論が交わされた。その中で、近年

の世界的需要増を背景として、既存の事業者のみならず、新規参入を目指す事業者、さらには漁獲量減

にあえぐ地方の産業界など、国内サーモン養殖への関心の高まりはわが国の水産業に大きな可能性を持

たしうることが再認識された。しかし、そのためには優良系統育種（成長性、海水適応性、耐病性、低

魚粉耐性など）や育成技術（養殖施設関連技術、低魚粉飼料開発など）などについてのイノベーション

が必須であり、それらの実現に向けて研究組織・分野間、地域間、業種間など既存の枠組みを越えた連

携が重要であることが確認された。これを受けて水産研究・教育機構の岡本氏からは、｢国だけではな

く、地域の皆さんのご協力や連携の下、オールジャパンで取り組んで行きたい（国や水研機構はそれを

支援していく）。｣との力強い発言があった。実際にこれを受ける形で水産庁委託事業による全国レベル

のサケマス養殖種苗育種プロジェクトが企画されていることは誠に喜ばしいことである。さらに、小堀

会長、新田氏などからマーケティング戦略を念頭に置いた養殖技術開発戦略の重要性が指摘され、エン

ドユーザー（流通事業者、食品加工事業者など）と連携した新たな養殖事業展開の必要性が確認され

た。現在、世界のサーモン市場を席捲しているノルウェーサーモンはかつて国を挙げてそのような取り

組みを行った成果の上にあることを忘れてはならない。総合討論の最後に、本シンポジウムの共催者で

ある、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の佐藤会長より、

｢国や県や地方自治体、それから大学の皆さんには、取り組みを推し進めるための潤滑油になっていた

だきたい。こうした（立場の垣根を越えた関係者が一堂に会する）シンポジウムはとても大切で今後も

開催すべきである。｣という発言があり、参加者からも多くの賛意が示された。 

一方、調査活動については限られた資金、期間という厳しい条件下で、各担当の運営委員の多大なる

ご尽力により各テーマについて的確な現状分析と課題提案がなされたことについては深く感謝する次第

である。また、本事業の活動を通して、月刊養殖ビジネス誌 4 月号掲載予定のシンポジウム特集記事、

水産経済新聞 3 月 11 月号における震災特集記事など、マスコミからの関心も高まっている。これらを

追い風として、地域間の交流・連携を進めながら｢サーモン養殖による地方創生｣が進むことを切に願

う。また、地域の大学に籍を置く者として、これに資する研究ならびに人材育成によりその仲立ちとな

る使命を再認識させていただいた。。 

最後にこのような機会をご提供いただいた農研機構生研支援センターの関係各位に深謝して、本報告

書を結ぶ。  



6. 事業外部評価 

 

外部評価１ 

 

足立伸次（北海道大学大学院水産科学研究院・教授） 

 

本シンポジウムは「地域発サーモン養殖を支える研究開発の方向性」に焦点を当て開催された。これま

で長期低迷していた内水面養殖については、秋サケの不漁や輸入サーモンの価格高騰を受け、地域ブラ

ンド（ご当地）サーモン養殖の反転拡大が再認識された。特に、長野県の「信州サーモン」や山梨県の「甲

斐サーモン」などの養殖ブランド化戦略は県の確固たるビジョンと生産者との強い連携を感じさせ、高

く評価できた。こうした取り組みは徐々に東北、北海道へも広がりつつあることも感じられた。一方、海

面サーモン養殖は民間主導で展開されているが、「みやぎサーモン」のように、品質管理によるブランド

化は内水面養殖の取り組みと共通していた。また、「ふくいサーモン」による地域連携では、民間を中心

に水試、水研、大学、漁連から構成される産学官が一体となった生産技術開発コンソーシアムの取り組み

として注目された。さらに、大学が主導する循環型「みやざきサクラマス」養殖体制は大学発の新たな取り組

みとして、今後の展開が大きく期待された。地域ブランドサーモンのブランド化戦略の講演では、一民間養鱒

場が「家族力」により成し遂げた「八幡平サーモン®」のブランド化は、人と熱意の重要性を再認識させ

た。また、サーモン養殖の国際動向やご当地サーモンの経営動向と課題についても議論され、経済的側面

からも情報共有することができた。 

以上のように、本シンポジウムでは、連携、情報共有、関わる人の熱意や継続性の重要性が再認識され

た。一方、多くの課題も明らかになった。南北に長く、多様な環境を有する我国では、少数の品種や系統

によるサーモン養殖よりも、多数の品種や系統を育種し、それぞれの環境に適したサーモン養殖を行な

うこともひとつの方向性であろう。また、今後拡大すると予想される海面養殖においては、内水面との連

携による種苗の安定供給と中間育成場所の確保や疾病対策に関して、民間のみでは対応が困難であり、

国、都道府県、市町村および大学の役割が大きく感じられた。こうした状況の中、本シンポジウムの総合

討論では、水研機構がオールジャパンで取り組んでいきたいと表明したことは大変意義深いことであっ

た。今後、輸入サーモンに頼ることなく、秋サケ漁獲量の減少を国内の海面および内水面養殖サーモンが

補うことが望まれ、その結果としての国内生産の増加が豊かな地方都市の創生に繋がる必要があり、そ

れをコントロールできるのは官、特に、国である。 

本シンポジウムでは、岩手大学という地域貢献型大学が主催し、地域発サーモン養殖に焦点を当てたこ

とは極めて高く評価できる。こうしたシンポジウムにより情報共有と連携を促進することは極めて重要

なことであり、今後は国が予算措置をすることで、全国各地で定期的に開催すべきであろう。 

 

  



外部評価２ 

 

松山倫也（九州大学農学研究院・教授） 

 

標題事業の外部評価者として、岩手大学釜石サテライトで平成 30 年 12 月 17 日に開催された平成 30

年度第 2 回勉強会、ならびに平成 31 年 1 月 27 日に岩手大学（盛岡市）で開催された本事業のシンポジ

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～」に参加した。以下に、主にシンポジウムを通して得られた本事業の感想を記す。 

メイン会場の岩手大学のみならず、宮崎県延岡市、北海道函館市にもネット中継によるサテライト会場

を設け、養殖関係研究者のみならず、生産事業者、加工・流通事業者、機材・技術関連企業、自治体関係

者等、我が国におけるサーモン養殖事業の近年の高まり、広がりを背景にして、200名近くの関係者が参

集した熱気のあるシンポジウムとなった。 

最初に小堀彰彦氏（全国養鱒振興協会）の基調講演「国内サーモン養殖の現状と展望」があった。国内

サーモン養殖の課題とそれに向けての解決策が提言されており、現行の国内サーモン養殖産業全体像と

本事業の立ち位置を俯瞰できる、分かり易い講演であった。続いて「、内水面における地域ブランドサー

モン養殖」、「海面における地域ブランドサーモン養殖」、および「地域ブランドサーモンのブランド化戦

略」に関して、それぞれ各 3 題ずつ計 9題の講演があり、各事業体のもつ優位性、特異性と抱える課題等

が披露され、活発な質疑応答がなされた。さらに別途ポスターでも 27題の発表があった。 

現在、国内のご当地サーモンブランドは 80を超えるというが、事業として成功し、持続した成長産業

として定着させるためには、多くの課題が山積している。総合討論でも一部出されたが、特に、優良系統

（高成長、海水適応性、耐病性、低魚粉耐性等）の育種や ICT等を活用した養殖関連施設による生産管理

と製品の標準化および生産者能力の育成、低魚粉飼料開発等についての技術革新は必須であり、そこに

大学を含む公的機関における取組みが必要となってくる。先のことになるだろうが、国内各地における

独自のサーモンブランドの生産拠点の確立と、製造、在庫管理、販売、配送までを含んだサプライチェー

ンのデザイン、および消費者の好む品質を供給するマーケティングという、いわゆる市場におけるバリ

ューチェーンの全体構想についての必要性、重要性も、総合討論の最後に指摘された。サーモン養殖をキ

ーワードとしたシンポジウムであったが、我が国の水産養殖業全般に共通する課題を多く含んでおり、

将来の我が国の養殖産業の育成に大きく寄与していくべき、既存の枠組みを越えた連携がさらに必要に

なることが改めて確認された、意義のあるシンポジウムであった。 

 

  



7. 執筆担当者一覧 

 

平井俊朗  岩手大学三陸水産研究センター 副センター長・教授 （①普及・交流活動資料，③展望

とりまとめ活動資料 5)経営・ブランド化，同 6)総括，同 7.執筆担当者一覧） 

高橋禎  岩手県内水面水産技術センター 所長 （①普及・交流活動資料 4)座長総括） 

森山俊介  北里大学海洋生命科学部 教授 （①普及・交流活動資料 4)座長総括） 

二階堂英城  国立研究開発法人 水産研究・教育機構 東北区水産研究所 資源増養殖グループ長 （①

普及・交流活動資料 4)座長総括） 

山本健  岩手県立大学総合政策学部 教授 （①普及・交流活動資料 4)座長総括，③展望とりまと

め活動資料 5)経営・ブランド化） 

佐藤琢哉  岩手大学三陸水産研究センター 特任研究員 （①普及・交流活動資料 8)会場アンケー

ト調査，②課題背景整理・情報収集活動資料 1)岩手県内水面水産技術センター魚類防疫

講習会） 

内田勝久  宮崎大学農学部 教授 （②課題背景整理・情報収集活動資料 2)宮崎大学サテライトワ

ークショップ，5.国内サーモン養殖の現状と課題 2)育成・飼料） 

藤本貴史  北海道大学大学院水産科学研究院 准教授 （③展望とりまとめ活動資料 1)種苗生産・

育種） 

末武弘章  福井県立大学海洋生物資源学部 准教授 （③展望とりまとめ活動資料 3)魚病対策・健康

管理） 

笠井久会  北海道大学大学院水産科学研究院 准教授 （③展望とりまとめ活動資料 3)魚病対策・

健康管理） 

于克鋒  岩手大学三陸水産研究センター 特任研究員 （③展望とりまとめ活動資料 4)加工） 

袁春紅  岩手大学三陸水産研究センター 准教授 （③展望とりまとめ活動資料 4)加工） 

山下哲郎  岩手大学農学部 教授 （③展望とりまとめ活動資料 4)加工） 

山内晧平  水産オープンイノベーション研究ネットワーク 会長，日東製網株式会社 技術顧問 

（③展望とりまとめ活動資料 6)総括） 

長濱嘉孝  自然科学研究機構基礎生物学研究所 名誉教授 （③展望とりまとめ活動資料 6)総括） 

細川貴志  日東製網株式会社，水産オープンイノベーション研究ネットワーク事務局 （③展望とり

まとめ活動資料 6)総括） 

足立伸次  北海道大学大学院水産科学研究院 教授 （③展望とりまとめ活動資料 6.事業外部評価） 

松山倫也  九州大学農学研究院 教授 （③展望とりまとめ活動資料 6.事業外部評価） 


