
攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

優良アコヤガイの導入等による真珠品質の向上と安定化の実証研究

〔分野〕水産業の効率化・生産性向上等を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

真珠の販売促進を通じた真珠産業の発展には、高品質のアコヤガイ真珠を効率よく生産し、消費者
に対する信頼を獲得してブランド化していく必要がある。このため、高品質真珠の安定生産、製品率の
向上を可能とする養殖方法の開発、一般消費者に真珠の魅力を伝える客観的評価を導入することが
不可欠である。

〔代表機関〕 独立行政法人水産総合研究センター

〔参画研究機関〕 三重県水産研究所、国立大学法人愛媛大学、愛媛県農林水産研究所、国立大学法人豊橋技術
科学大学、三重県真珠養殖連絡協議会、愛媛県漁業協同組合連合会、一般社団法人日本真珠振興会

〔研究・実証地区〕 三重県志摩市、南伊勢町、愛媛県宇和島市、愛南町

１ 高品質な真珠生産の実証

1-(1) 閉殻力で選抜した母貝の導入と真珠養殖実証試験

貝殻を閉じる力である閉殻力を指標に、活力のある疾病に強いアコヤガイを選抜して母貝に用いる。これにより、

養殖中に死亡或いは衰弱する母貝が低減することから、高品質真珠の割合と製品率の向上が期待される。

1-(2)雄寄り母貝の導入と真珠養殖実証試験
雄の真珠母貝の製品率は雌よりも顕著に高いため、雄の出現率が高い雄寄り化系統を母貝に用いることにより、

製品率の向上が期待される。

1-(3)真珠母貝の最大成長を引き出す飼育手法の実証

アコヤガイの成長に海流の流速が影響するため、適切な流速の漁場を利用することにより、真珠母貝の最大成長、

及び挿核後の真珠母貝の最大巻厚の実現が期待される。

1-(4)優良ピース貝系統の導入と、相性のいい母貝への真珠養殖実証試験

真珠はピース貝の貝殻真珠層の特徴を受け継ぐため、貝殻真珠層の干渉色等をもとにピース貝を選別することが

有効である。また、ピース貝系統と真珠母貝との相性を解析し、ピース貝系統の能力を最大限発揮できる母貝との

組み合わせを明らかにする。これらにより、高品質真珠の割合と製品率の向上が期待される。

２ 真珠品質計測システムの開発
消費者が分かり難かった真珠品質について、脳情報解析を利用した客観的評価を可能にする真珠品質計測システ

ムを試作する。これにより、真珠選別作業にかかる時間と労力の減少と、消費者からの信頼の獲得に貢献する。

２

・製品率（挿核数から貝の死亡数と不良真珠数を除いた製品にできる真珠数の割合）と高品質
真珠の割合の向上(1.2倍) 

・高品質真珠の割合が高い雄の出現率の向上(1.2倍) 
・真珠層の厚みの向上(1.2倍) 
・真珠選別作業にかかる時間と労力の減少



雄の真珠母貝の製品率は雌よりも顕著に高い

優良アコヤガイの導入等による真珠品質の向上と安定化の実証研究
高品質真珠の効率的な生産に貢献する研究 －美しいジャパンパールを目指して－

真珠核

外套膜片

真珠母貝ピース貝

（2）雄寄り真珠母貝の導入

（3）真珠母貝の最大成長飼育手法

（1）閉殻力を指標としたアコヤガイ選抜

（4）優良ピース貝系統の導入

２. 真珠品質計測システムの開発
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真珠層巻幅の季節変化

製品率の高い雄の割合を高める真珠母貝生産方法を

導入し、より高い雄寄り化を実現する。

１－２）雄寄り真珠母貝の導入と真珠養殖実証試験

1 高品質な真珠生産の実証

１－１） 閉殻力を指標としたアコヤガイ選抜と実証試験

貝殻を閉じる力(閉殻力)が強く活力の

ある元気な貝(スーパーアコヤガイ)は

死亡率が低いため真珠の生産性が向上

スーパー
アコヤ母貝

挿核

閉殻力の
強い貝を
選抜

英虞湾周辺海域の養殖漁場における実証試験

三重県水産研究所、 (独)水産総合研究センター増養殖研究所、

三重県真珠養殖連絡協議会(普及・実用化支援組織(協力機関))

従来の真珠母貝と比較し、

高品質真珠の割合、製品率

の割合、収益が向上するこ

とを確認する。

宇和海周辺海域の養殖漁場における実証試験

愛媛大南予水産研究センター・愛媛県漁業協同組合連合会

(普及・実用化支援組織(協力機関))

雄の真珠母貝の製品率は雌よりも顕著に高い



問い合わせ先：水産総合研究センター増養殖研究所 TEL：０５９６-５８ –６４１１

２ 真珠品質計測システムの開発
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（1）品質ラベル付けされた真珠サンプルセット

（2）真珠の光学計測と特徴抽出

（3）真珠品質計測試作機の開発

１－４）優良ピース貝系統の導入と、相性のいい母貝への真珠養殖実証試験

○優良ピース貝系統の導入

真珠の単価と結晶層厚さ

1,000円 3,400円 2,300円/匁

高単価！
結
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層
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厚
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流速によるインスリン関連ペプチドの発現

アコヤガイの成長に流速が大きく影響を及ぼすことに

着目し、真珠層の厚い真珠を生産する。

１－３）真珠母貝の最大成長を引き出す飼育手法の実証

遺伝子マーカーを用い、相性の良いピース貝と

母貝との組み合わせを明らかにする。

○ピース貝と母貝の相性

真珠の製品珠と、クズ珠
（非製品珠）との間で、
発現が変化する遺伝子が
ある。

宇和海周辺海域の養殖漁場における実証試験

愛媛大南予水産研究センター

愛媛県漁業協同組合連合会

(普及・実用化支援組織(協力機関))

アコヤガイの成長に海流の流速が影響する

真珠はピース貝の貝殻真珠層の
特徴を受け継ぐ

愛媛県農林水産研究所

愛媛大学大学院理工学研究科

愛媛県漁業協同組合連合会

(普及・実用化支援組織(協力機

関))

従来のピース貝と比較し、高品質

真珠の割合、製品率の割合、収益

が向上することを確認する。

宇和海周辺海域の養殖漁場における実証試験

愛媛大南予水産研究センター

愛媛県漁業協同組合連合会

(普及・実用化支援組織(協力機関))

豊橋技術科学大学、三重県水産研究所、(独)水産総合研究センター増養殖研究所、一般社団法人 日本真珠振興会
(普及・実用化支援組織(協力機関))

2dμcosθ＝nλ (明条件)

d：真珠層の結晶層の厚さ、μ
：屈折率、θ：屈折角、λ：光
の波長、n：1,2,3・・・

この法則に
基づいて指
標を作成し、
ピース貝を
選抜・生産

真珠層における反射光の干渉

多層薄膜における光の干渉の
法則により、 ピース貝の貝殻真
珠層と真珠の干渉色が決まる。

これにより、真珠層の結晶層の
厚さが明らかになる。



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業　　　　　　　　　　　　　　　（様式３）

定品質で高い輸出競争力をめざした次世代型ブリ養殖管理システムの開発

〔分野〕　⑩水産業の効率化・生産性向上等を可能とする技術体系
〔分類〕　網羅型研究

　　研究の背景・課題１

　　研究計画の概要３

　ブリは我が国の海面養殖業における主要魚類で、農林水産省策定の「水産物輸出戦略」にお
ける重要品目にも位置づけられている。国内向けはもとより輸出を目指してブリの大規模養殖
を行うことにより、コスト低減を図り、定品質のブリを安定的に供給して、輸出力を向上でき
る次世代型ブリ養殖管理システムを開発する。

〔代表機関〕　一般社団法人 マリノフォーラム２１
〔参画研究機関〕　水口電装株式会社、西日本ニチモウ株式会社、福伸電機株式会社、有限会社冨髙水産
〔研究・実証地区〕　大分県佐伯市　

１管理支援システムの確立

1-(1)省人化可能な出荷構造を有する生簀の開発

　生産効率の向上に大型生簀採用が期待できるが、少人数で出荷作業が難しい。そこで少人数でも出荷作業の

可能な付加機構を開発して中小規模漁業者へ普及の糸口とする。

1-(2) 給餌管理システム開発

　マダイ用自動給餌機が普及している。ブリ用自発摂餌方式の自動給餌機を開発し、給餌作業時間の短縮と給

餌効率の向上を図り、飼育コスト低減をめざす。

1-(3) 水中カメラを応用した管理システム開発

　開発済の魚眼レンズを用いた水中カメラから動画像を伝送する機能を付加する。

２大規模ブリ養殖における管理法の開発

2-(1)動画を利用した管理法の開発

　陸上で動画像を受信し摂餌状況を観察して適切な自発摂餌方式を開発する。

2-(2)管理法と成育度の解析

　陸上で動画像を受信して飼育ノウハウを共有化することで要求される品質の揃った養殖魚生産をめざす。

３養殖管理マニュアルの作成

　動画像受信機能を活用した養殖飼育法を整理してマニュアルを作成する。

４普及支援業務

　漁場集約効果を地域に発信する。開発した製品を応用することで給餌コスト低減可能なことを広報して普及

に努める。

　　研究の目標２

 垂直統合型経営体として給餌コストの１５％低減
 少人数で大型生簀から出荷作業を実現する

佐伯市二栄

加工場

漁場(大入島高松浦)



定品質で高い輸出競争力をめざした次世代型ブリ養殖管理システムの開発

１．１．管理支援システムの確立管理支援システムの確立

1-(1) 省人化可能な出荷構造を有する生簀の開発

大型生簀
省人化可能な出荷構造

自動給餌機
自発摂餌式

水中カメラ

養殖管理システム

大規模ブリ養殖における管理法

養殖マニュアル

大 規 模 化
漁 場 集 約
適 切 な 給 餌
収 容 密 度 増
省 力 化

コ ス ト ダ ウ ン

コンプレッサ

模型実験

中
継
局

リ
モ
ー
ト
局

携帯
(スマートフォン）

ＰＣ

インターネット

1-(3) 水中カメラを応用した管理システム開発

船上から空気を送り浮上させる

水中画像イメージ



問い合わせ先：一般社団法人マリノフォーラム２１　　TEL：０３-６２８０ –２７９２

定品質で高い輸出競争力をめざした次世代型ブリ養殖管理システムの開発

２．２．大規模ブリ養殖における管理法の開発大規模ブリ養殖における管理法の開発

３．３．養殖管理マニュアルの作成養殖管理マニュアルの作成

・陸上で動画像を受信し摂餌状況を観察して適切な自発摂餌方式を開発する。

・陸上で動画像を受信して飼育ノウハウを共有化することで要求される品質の揃った養殖魚の生産をめざす。

・動画像受信機能を活用した飼育法を整理してマニュアルを作成する。

　　適切な飼育密度

　　適切な給餌回数、他漁業者を協調した給餌

　　自発摂餌センサが感知したときの適切な給餌量（季節、水温、魚体の大きさ、飼育密度、餌仕様、自発周期）

1-(2) 給餌管理システム開発

自発摂餌センサ

給餌機・発信機
伝送装置

環境モニター用センサ

インターネット

監視モニター 携帯電話
(スマートフォン）

ＰＣ

サーバ

餌移送機

タンクイメージ

餌移送機

給餌管理システム

コントローラ



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

養殖ブリ類のストレスレス水揚げシステムと大型魚全自動高速魚体フィレ処理機開発

•〔分野〕水産業の効率化、生産性向上等を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

日本の養殖ブリ類ではグローバル市場が拡大しているが、厳しい現場作業が人手により行わ
れている労働作業の非効率性や鮮度維持およびグローバル流通での冷凍品品質維持に課題があ
る。本研究開発ではこれらの課題解決に取り組み、日本と世界市場において高品質で適切な価
値評価が得られる養殖魚商品の提供ができる高度なスマート養殖魚加工事業の実現を目指す。

〔代表機関〕 国立大学法人 鹿児島大学

〔参画研究機関〕 国立大学法人鹿児島大学、東洋水産機械株式会社、ニチモウ株式会社、黒瀬水産株式会社、
鹿児島県水産技術開発センター

〔研究・実証地区〕宮崎県串間市、大阪府堺市、山口県下関市、鹿児島県鹿児島市、鹿児島県指宿市

１ ストレスレス水揚げ・活き〆システムの開発

１－１）電気刺激装置の試作

電気刺激装置を活用して暴れる前に養殖魚の活動を停止（気絶）させる装置を開発する。

１－２）電気刺激装置を用いた活き〆システムの開発

養殖魚に外傷を与えにくい取網を用いて〆生簀に誘導し，電気刺激装置で活き〆するシステムを開発する。

１－３）効率活き〆機開発

電気刺激装置を用いた活き〆システムに追随する高速活き〆機（1500尾/h）を開発する。

２ 全自動高速魚体処理システムの開発

２－１）高速処理ヘッドカッターの開発、 ２－２）高速処理内臓処理機の開発、

２－３）高速処理ヘッドカッターと内臓除去機を連動した一体型魚体処理機の開発

時間当たり1500尾の処理能力を有する高速ヘッドカッターと内臓除去機が連動した一体型魚体処理機を開発する。

３ 高濃度ATP含有冷凍品の生産・検証
３－１）各処理システムのATP 維持効果解析、３－２）冷凍品の品質検証、
３－３）国内（チルド）・国外（冷凍）市場への流通実証試験

各開発処理システムのATP維持効果の評価およびATPを高濃度で維持するための温度管理と時間との関係を明らか

にする。高濃度ATPを含有する冷凍品の品質保持効果を明らかにし、国外市場への流通実証試験を行う。

４ 普及支援業務

各共同研究機関により得られた成果をマニュアル化して，養殖ブリ業界へ技術の普及を図る。

２

１）ストレスレス水揚げ・活き〆システムの開発
（ストレスの少ない水揚げ法、高速活き〆機（1500尾/ｈ）の開発）
２)全自動高速魚体処理システムの開発
（全自動ヘッドカッター・内臓除去機一体型装置（1500尾/h)の開発）
3)高濃度ATP含有冷凍品の生産・検証 （ATP維持による冷凍保存性向上、死後硬直遅延技術構築）



養殖ブリ類のストレスレス水揚げシステムと大型魚全自動高速魚体フィレ処理機開発

・養殖水産業での水揚げから流通における課題を解決し、高付加価値化を実現する

1 ストレスレス水揚げ・活き〆システムの開発

1－1) 電気刺激装置の試作、１－２）電気刺激装置を用いた活き〆システムの開発

１－３）効率活き〆機開発

取網の構造

水揚げ時の課題
①生簀網を絞ると激動
②品質の低下（ヤケ肉）
③ATP濃度の低下
（速い死後硬直）
＊品質低下の要因
④人手を要し低生産性

魚体加工時の課題
①人手を要し低生産性
②熟練者の減少
③魚体処理に手間取ると

ATP濃度の低下。
④高濃度ATP含有商品化
が限定。

流通時の課題
①冷凍品の-20℃流通では
血合肉の褐変化が発生。
②冷凍解凍後の肉質の低下
→有効な方法が無い。
③チルド流通では、死後硬
直遅延技術が必要。

電気刺激装置の実用システム

電気刺激による養殖魚の鎮静化

生簀内の養殖魚を開発・試作した取網を用いて電気刺激装置を設置した場所へストレスを与えず誘導できるよう
に①生簀網と電気刺激装置を繋ぐトンネル網と電気刺激を効率的に行うことができる洋上における空間（電気刺
激ボックス）を設計開発する。また、時間当たり1500尾の処理能力を持つ効率活き〆機を開発しこれらのシ
ステムを連動させる。

効率活き〆機
1500尾/h



問い合わせ先：国立大学法人 鹿児島大学 TEL：099- 286 - 4210

養殖ブリ類のストレスレス水揚げシステムと大型魚全自動高速魚体フィレ処理機開発

・養殖水産業での水揚げから流通における課題を解決し、高付加価値化を実現する

2 全自動高速魚体処理システムの開発
２－１）高速処理ヘッドカッターの開発、 ２－２）高速処理内臓処理機の開発、
２－３）高速処理ヘッドカッターと内臓除去機を連動した一体型魚体処理機の開発

1

高速ヘッドカット・内臓除去機 装置のイメージ図 処理能力1500尾/h

３ 高濃度ATP含有冷凍品の生産・検証
３－１）各処理システムのATP 維持効果解析、３－２）冷凍品の品質検証、
３－３）国内（チルド）・国外（冷凍）市場への流通実証試験

内臓除去機

高濃度ATP含有 チルド流通
国内：死後硬直遅延
高品質流通域の拡大

急速凍結

高濃度ATP含有冷凍品 -20℃保存流通でも
高品質刺身を実現
→世界のどこにでも
高価値市場を形成



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

セミスマートな二枚貝養殖技術の開発と応用

〔分野〕応募研究課題名 水産業の効率化・生産性向上等を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

背景：世界的な水産物需要の増加に伴い、日本食や寿司の人気が高まっている。国内外におい
て、二枚貝類の需要は高く、新たな養殖産業の創出、輸出産業として期待されている。

課題：二枚貝の安定生産のためには、自然任せではなく養殖環境を監視するシステムの導入と
人工種苗の安定生産技術、新たな養殖システムとして複合養殖技術が必要とされている。

〔代表機関〕 独立行政法人 水産総合研究センター
〔参画研究機関〕 京都府農林水産技術センター海洋センター・兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術

センター・島根県・山口県・大分県農林水産研究指導センター・熊本県水産研究センター・佐世保市
・長崎大学水産学部・東北大学農学研究科生物海洋学分野・株式会社東京久栄

〔研究・実証地区〕 京都府漁協（京都府京丹後市）・㈱拓水（山口県周防大島町：エビ池アサリ養殖）
・室津漁協（兵庫県たつの市）・赤穂市漁協同（兵庫県赤穂市）・漁業協同組合JFしまね（島根県松江市）
・海士町漁業協同組合（島根県海士町）・山口県漁協田布施支店（山口県周南市）・(株)KS商会（広島県大崎上島町）
・姫島車エビ養殖株式会社（大分県姫島村），○長崎市水産センター（長崎県長崎市）

１．環境ＩＴ技術の活用（トリガイ）
1)海中垂下による二枚貝養殖において，成育に適した水深帯を判別する情報をリアルタイムで得るために，水深
ごとの環境変化を常時モニタリングし情報を発信するシステムの開発を行う。

2)実証養殖海域において，開発した監視装置から送信されるデータを判断材料として，二枚貝の垂下水深を調整し
ながら養殖試験を実施する。

２．複合養殖技術の開発（アサリ）
1)植物プランクトンが大量に発生するクルマエビ養殖場において，クルマエビと二枚貝を組み合わせた複合的な養
殖技術を開発し、稚貝を1年以内に出荷可能なサイズ（アサリ：殻長30mm）に成長させる養殖手法を考案する。

2)養殖池の管理技術を開発するために，水質，餌料環境をモニタリングし，栄養塩と餌料生物の動態を把握する。
3)複合養殖の生産性を左右する生物間の捕食・被食関係を把握するとともに，付着生物除去や底泥の撹拌浄化等の
池環境の健全化や安定化に寄与する生物機能の効果について検討する。

３．二枚貝種苗生産の低コスト化（アサリ・イワガキ）
1)養殖用稚貝を低コストで大量に生産する技術を開発するために，遊休化した陸上水槽とエビ養殖池跡地を利用し
た二枚貝の幼生と稚貝の飼育試験を行う。

2)施肥により自然発生した植物プランクトンまたは粗放的に培養した単一種を二枚貝幼生と稚貝の餌に利用する飼
育試験を行い，幼生～稚貝の成長，生残状況を調査する。

3)エビ養殖池跡地では，上記の陸上水槽で生産した二枚貝稚貝を用いて，池内への収容方法（稚貝のサイズ，収容
場所，収容密度）と飼育容器や被覆網の利用技術を開発する。

２

養殖環境自動監視装置の開発（トリガイ養殖水深の調整システム）・・・・生残率50%以上（2倍の収益）
複合養殖技術の開発（クルマエビ養殖池の利用）・・・・・・・・・・・・・アサリ4kg／㎡の生産
稚貝生産技術の低コスト化（遊休施設の有効利用）・・・・・・・・・天然に依存しない安い稚貝の大量生産



世界的な水産物需要の増加
日本食、寿司の人気の高まり
水産物の地域特産化（ブランド）

養殖産業には追い風が吹いている

日本に適した新しい二枚貝養殖技術の開発と普及
少ない設備投資、低コスト、省作業
各地で展開可能な汎用的な技術

Smart aquaculture（工業的生産）ではなく、
自然と共存するセミスマートな養殖方法

1 環境IT技術の活用（トリガイ）

水温

塩分

酸素

植物プラ
ンクトン

最適な水深

水

深

植物プラ
ンクトン

付着生物
の幼生

とりがい ほたてがい

悩ましい・・・

養殖開始時期の
選択や資材の
改良などと
組み合わせる

飼育環境のモニタリングシステムの開発
水深ごとの水質の常時観測
飼育に適した水深の選択

(1)トリガイ養殖に適した環境条件の解明

(2)漁場環境自動監視装置の試作

(3)モニタリングデータの活用と解析

(4)トリガイ養殖場における海水中の

植物プランクトン種組成の把握

(5)トリガイ消化管内の植物プランクトン

種組成の把握

2 複合養殖技術の開発（アサリ）

(1)クルマエビ養殖池を利用したアサリ
養殖技術の開発

(2)生物の行動特性解明と利用技術の開発

(3)餌料環境の解明と有効利用システムの開発 クルマエビ養殖池を利用した複合養殖
養殖池に自然発生する大量の植物プランクトンを利用

複合生産による収益アップ

クルマエビ養殖場
（アサリ＋クルマエビ）



開発した種苗生産，養殖技術の他種への活用
各海域の環境特性に対応した技術への改良と普及

国産二枚貝の生産量増加！
安全でおいしい二枚貝を消費者に提供

地域活性化 日本ブランドとして海外進出

3 二枚貝種苗生産技術の低コスト化（アサリ・イワガキ）

(1)遊休施設の活用技術

1)陸上遊休水槽の有効活用
（アサリ・イワガキ）

①種苗生産技術の開発

②中間育成技術の開発

2)遊休クルマエビ池の活用
（アサリ）

①内陸型養殖池の利用技術

②築堤式養殖池の利用技術

クルマエビ養殖池魚類・甲殻類生産水槽

飼育排水，養殖池に大量に発生する
植物プランクトンを二枚貝の餌に利用
遊休化した大型水槽（養殖池）の活用

イワガキ稚貝の低価格・安定生産
アサリ稚貝販売の新しい産業の創出

低コストで省力的に
大量の稚貝を生産

省力的・低コスト稚貝生産技術

３つの技術の融合・複合利用

問い合わせ先：独）水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 TEL：０８４８- ７３ – ５０２０



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

二枚貝増産のための革新的環境改善技術体系の確立

〔分野〕水産業の効率化・生産性向上等を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究の目標

研究計画の概要３

アサリ、カキなど二枚貝の生産量が全国で低下している。その原因の一つとして、沿岸域で
の貧栄養化による窒素・リン等の栄養塩不足に加え、鉄イオンの不足が分かってきた。

本研究の技術的課題としては、研究代表者らが開発した窒素・リン・鉄イオン等をバランス
よく溶出させる環境改善材の現場への適用技術、効果の持続性の評価と適正施肥量の見積りで
あり、これらを現場実証試験により検討を行う。

〔代表機関〕 国立大学法人広島大学
〔参画研究機関〕 日の丸産業株式会社、横山製網株式会社、一般財団法人広島県環境保健協会

東広島市産業部農林水産課、早田原漁業協同組合、安芸津漁業協同組合
牛窓町漁業協同組合

〔研究・実証地区〕 広島県東広島市安芸津町（アサリ干潟実証試験、カキ養殖実証試験）
岡山県瀬戸内市牛窓町（カキ養殖実証試験）

1. 施肥具の改良

（1）吊り下げ袋の試作、摩耗性試験、実用的施肥具への改良

耐久性を高める試験を行い、施肥具の耐久性の向上を図り実用的施肥具への改良を達成する。

2.アサリ干潟での実証試験

（1）現場調査、化学分析、データ解析

試験区の干潟において、環境改善材使用によるアサリの成長促進に関する生育試験を行う。現地底泥、間隙水、

直上水およびアサリの成分分析を行い、施肥材の効果について統計的解析を行う。

3.カキ養殖実証試験

（1）現場調査、化学分析、データ解析

秋（10～12月）と翌年春（4～6月）に、施肥具使用によるカキの成長促進に関する現場調査を行う。現地海水お

よびカキの成分分析を行い、施肥材の効果について統計的解析を行う。

4.環境改善材の効果に関する評価

（1）適正施用量の見積もりおよび効果の持続性に関する評価
数値モデルにより現場実証試験を再現するとともに、感度解析により効果の持続性を評価するほか、周囲の環境

に対する影響評価、および適正施用量を見積もる。

5.普及支援業務

（1）普及勉強会

現場実証試験を行う広島県東広島市および岡山県瀬戸内市での普及活動に加え，各県漁業協同組合連合会を通し

ての普及活動（勉強会）も行う。

２

アサリ生産量の10倍増
養殖カキの個体重量20%増
環境改善材の効果の持続性および適正施用量の見積もり



二枚貝増産のための革新的環境改善技術体系の確立
環境改善材（施肥材）による二枚貝成長促進効果の検証

1. 施肥具の改良

（1）吊り下げ袋の試作、摩耗性試験、実用的施肥具への改良

室内実験 ・施肥具の材質、形状、摩耗性の検討

・干潟H2S抑制の確認
・Fe,N,P,Si,Zn,Mnの濃度測定
・付着藻類の種類と量の測定
・アサリの生残・成長の確認

アサリ
実証
実験

・Fe,N,P,Si,Zn,Mnの濃度測定
・浮遊微細藻類の種類と量の測定
・カキの生残・成長の確認

カキ
実証
実験

・データの統計処理による効果の有意性検定
・効果の持続性の見積もり
・適正施肥量の割り出し

統計処理と
数値モデル

f
e
e
d
b
a
c
k

①筒状メッシュ
テープ作成

②袋状に加工
③施肥材の投入 ④完成

調査干潟：安芸津町木谷地区、風早地区
（広島県）

調査時期：春（平成26年5月～7月）、秋
（平成26年9月～11月）

調査項目
①測定項目：泥温,ORP,pH,砂面変動,アサ
リ（個体数ほか）
②分析項目
・AVS,硫化水素,付着藻類（底質）
・クロロフィルa（底泥、直上水、沖側海
水）
・NH4,NO2,NO3,PO4-P,Si,Fe,Zn,Mn（間隙
水、直上水、沖側海水）
・遊離アミノ酸ほか（アサリ）

2.アサリ干潟実証試験

（1）現場調査、化学分析、データ解析

凡例） 食害防止網 未耕耘区

底質調査、間隙水調査、直上水調査

◎沖側水質調査

砂面変動調査

試験区の設置図（木谷地区）

対照区1（散布無） 対照区2（玉石） 陸側
（環境改善材）

3.0ｍ 2.5m 2.5m 2.5m 2.5m 2.5m

5m

1m 1m
1.5m 1.5m

◎ 海側

試験区



問い合わせ先：広島大学大学院 生物圏科学研究科 水域循環制御論講座 TEL：082-424-7945

二枚貝増産のための革新的環境改善技術体系の確立
環境改善材（施肥材）による二枚貝成長促進効果の検証

4.環境改善材の効果に関する評価

（1）適正施用量の見積もりおよび効果の持続性に関する評価

モデルのフレームワーク
計算結果（例）

開発した数値モデルは、
プロジェクト終了後に考
える他の二枚貝類の増産
技術の開発にも適用して
いく。

5.普及支援業務

（1）普及勉強会

普及・実用化支援組織（東広島市産業
部農林水産課、早田原漁協、安芸津漁
業、牛窓町漁協）と連携して、普及勉
強会を開催し漁業者への本研究内容の
普及・促進活動を展開する。

3.カキ養殖実証試験

（1）現場調査、化学分析、データ解析

多項目水質計

セル籠
（カキ10個/籠）

施肥具

カキ筏の設置図（試験区）

カキ筏の配置平面図

 

100ｍ 100ｍ 

試験区2
（施肥具600 g区）

試験区1
（施肥具300 g区）

対照区
（施肥具なし）

10ｍ

20ｍ

100ｍ 100ｍ

採水地点

多項目水質計

調査海域：安芸津町（広島県）、牛窓町（岡山県）
調査時期：秋（平成26年10月～12月）、春（平成27年4月～
6月）
調査項目
①現地測定項目：水温,濁度,クロロフィルa,カキの殻高・
重量
②分析項目：NH4,NO2,NO3,PO4-P,Si,Fe,Zn,Mn,植物プランク
トン,カキ身肉成分分析（遊離アミノ酸ほか）



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

定置網漁業の操業支援システムの実証研究

〔分野〕 水産業の効率化・生産性向上等を可能とする技術体系
〔分類〕 網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要３

近年多くの定置網漁場では、漁獲不振、水産物の価格低下、担い手の不足、高齢化の問題に直
面しており、安定した漁業経営を続けることが困難な状態にある。これらの問題を解決するため
には、定置網漁業の効率化を進め、機械化による軽労化技術を取り入れるといった新しい操業形
態への転換が必要であり、生産者からも求められている。
本提案では、定置網漁業を従来の多人数による長時間・重労働な操業形態から、機械化による

効率化・軽労化した操業形態へ転換することを目的に、魚群を自動的に追い込むエアー式自動揚
網システムを研究開発する。

〔代表機関〕 一般社団法人 海洋水産システム協会
〔参画研究機関〕 日東製網株式会社、東京大学生産技術研究所、網代漁業株式会社
〔研究・実証地区〕 静岡県熱海市

１ 揚網装置《部分揚網》の製作（平成２６年度）

１－１）小型・大型模型水槽実験/シミュレーション解析

揚網装置の模型を作成して各種実験・シミュレーション解析を実施し、適切な構造か検証を行う。

１－２）数値解析モデルの開発

模型水槽実験から得られた揚網装置の挙動を数値解析・モデル化することにより、適切な設計に反映させる。

１－３）製作・設置

サブスケールモデルを設計し、実証地区にて製作・設置する。

１－４）操業試験

揚網装置を使用した操業試験を実施し、評価および再設計へのフィードバックを行う。

２ 揚網装置《全体揚網》の製作（平成２７年度）

２－１）小型・大型模型水槽実験/シミュレーション解析

サブスケールモデルの結果を反映してモデルを作成し、各種実験・シミュレーション解析を実施する。

２－２）数値解析モデルの開発

模型水槽実験から得られた揚網装置の挙動を数値解析・モデル化することにより、適切な設計に反映させる。

２－３）製作・設置

箱網全体を揚網する装置を設計し、実証地区にて製作・設置する。

２－４）長期間の操業試験

揚網装置を使用した長期間の操業試験を実施し、効果を実証する。

研究の目標２

多くの人員と時間を必要としていた従来の操業に対し、エアー式自動揚網システムの導入によって、
大型定置網において10名での操業形態を確立するとともに、軽労化の実現を目標とする。
汎用品の高密度ポリエチレンパイプを使用することによって、小型から大型までのすべての定置網
に適用可能な技術を開発し、広く一般に普及可能なシステムを構築する。



問い合わせ先：一般社団法人 海洋水産システム協会 TEL：０３-６４１１-００２１

定置網漁業の操業支援システムの実証研究
魚群を自動的に追い込むエアー式自動揚網システムの研究開発

① 小型・大型模型水槽実験/ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ解析 ② 数値解析モデルの開発

揚網装置が適正な構造か、各種実験から検証 挙動を数値解析・モデル化し、適切な設計へ反映

③ 製作・設置 ④ 操業試験

汎用品のHDPEパイプを加工し、漁場に設置 長期間の操業試験にて評価し、効果を実証

１ 揚網装置《部分揚網》の製作（平成２６年度） ２ 揚網装置《全体揚網》の製作（平成２７年度）

特許出願中の高密度ポリエチレン（HDPE）パイプの浮沈構造「段階式注水沈下方式」を備えた揚網装
置（上図の赤丸箇所）を網底部に配置。海上ブイから給気・排気することによって揚網装置内の空気と
水を置換し、浮沈動作を可能にする。魚群はパイプの挙動によって魚捕部に追い込まれる仕組み。
平成２６年度は箱網を部分的に、平成２７年度は全体を揚網する装置を開発する。

箱網にエアー式自動揚網システムを導入

定置網

従来の操業方法
多くの人員と時間が必要

新しい操業方法
自動で揚網 省人・軽労化



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

定置網漁業における生産基盤強化システムの開発

〔分野〕水産業の効率化・生産性向上等を可能とする技術体系
〔分類〕個別型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

定置網漁業は沿岸漁業の中でも極めて重要な漁業であり、地域の雇用を生み出す産業として
我が国の漁村の中核を担ってきた。しかし、自然災害や魚価安などによって漁業経営は近年低
調に推移しており、新たなチャレンジを行う余裕を失いつつある。こうした現状を打開するた
めには、経営上のマイナス要因を減らし、経営基盤を強化する新たな技術開発が必要である。
漁業者の高齢化対策や新規就労支援のための作業の省力化のために、タモ網等を使用して漁
獲物を定置網内から魚倉へ収容する際に、選別装置を通過させることにより、サイズ毎に漁獲
物を選別して魚倉に収容する装置により、効率的な冷却処理（高品質化）や帰港後の選別時間
の短縮（高品質化）ならびに選別作業の軽減（省力化）が可能となる。また、全国的に問題と
なっている春季から初夏にかけて大量に定置網に入網するクラゲ類（ミズクラゲ、サルパ類な
ど）について、漁獲物を取り上げる前にクラゲ類を定置網の外へ排出する装置により鮮度低下
を防ぎ、漁獲物の「高品質化・高付加価値化」ならびに操業の省力化が可能となり、これらの
技術を開発することによって、定置網漁業の生産基盤を強化し、沿岸漁業の振興を図る。

〔代表機関〕 独立行政法人水産総合研究センター 水産工学研究所
〔参画研究機関〕 京都府農林水産技術センター 海洋センター
〔研究・実証地区〕 京都府京丹後市久美浜町

１漁獲物の高品質化および作業の省力化技術の開発

１－１）定置網箱網内におけるクラゲ類の行動観察

音響カメラを用い，網内におけるクラゲ類と漁獲対象種との混在状況が操業の進行につれてどのように変化

するかを観察して，クラゲ類排出装置の基本構造検討の資料とする。併せて、当該観察結果を用いて，クラゲ

類の入網量を数量化し，開発されたクラゲ類排出装置の性能評価に供する。

１－２）クラゲ類排出装置の開発

クラゲ類排出装置開発のための基礎データとして、第２箱網内のクラゲを無選別にサンプリングして種組成

を明らかにするとともに、主な出現種の傘径を計測して傘径分布を明らかにする。また、「定置網箱網内にお

けるクラゲ類の行動観察」による第２箱網内におけるクラゲ類の行動観察結果から、クラゲ排出装置の構造、

位置を検討し、実証実験を経てクラゲ類排出装置を開発する。

１－３）船上型選別装置の開発

漁獲量データから季節毎に主な出現魚種を明らかにし、漁業者への聞き取り 調査や現場における調査から

選別すべき時期や魚種を明らかにする。また、漁獲物の体長及び体側を測定し、選別装置のスリット幅を決定

し、実証実験を経て船上型選別装置を開発する。

２

クラゲ類排出装置と船上型選別装置を開発して、
・クラゲ類排出装置により作業時間の短縮率30％以上
・クラゲ類排出装置により漁獲物中のクラゲ類の排出率50％以上
・船上型選別装置により選別作業時間の短縮率30％以上
・船上型選別装置により漁獲物の選別率60％以上



問い合わせ先： TEL：０４７９－４４－５９２９ 水産工学研究所

定置網漁業における生産基盤強化システムの開発

漁業者の高齢化対策や新規就労支援のための作業の省力化のために、サイズ毎に漁獲物を選別し
て魚倉に収容する装置と、全国的に問題となっている、春季から初夏にかけて大量に定置網に入
網するクラゲ類を効率的に定置網の外へ排出する装置を開発する。

1 漁獲物の高品質化および作業の省力化技術の開発

１－１）定置網箱網内におけるクラゲ類の行動観察

定置網漁獲物の高付加価値化

品質低下
の防止

銘柄（規格）
の精度向上

出荷の早期
化

揚網時間
の短縮

小型魚
保護

より丁寧な
選別・箱立て

・箱ごとのサイズのバラツキがなくなる。
・作業が楽に早く終わる。 漁獲物の高鮮度・高付加価値化
・夏場に鮮度が落ちない。
・市場に早く持って行ける。

船上型選別装置 クラゲ類排出装置

音響カメラ等を用いたクラゲ類の行動観察

１－２）クラゲ類排出装置の開発 １－３）船上型選別装置の開発


