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事業概要 

 

１ 研究趣旨 

立地を選ばない「陸上養殖」は、持続的な養殖業の確立に向けた養殖場の多様化に資するも

のとして水産基本計画にも位置づけられており、漁村における新たな地域産業の振興や、専

門的な知見が活用できる雇用機会として、養殖業者の積極的参画が期待される。また、世界

の水産物需要が増大する中、海面・内水面に比べて高い生産性を実現し得る陸上養殖に対す

る需要は、世界的に高まることが予想され、なかでも「閉鎖循環式陸上養殖」は、飼育環境

を人為的に管理することにより、生産性の高い養殖が可能であるとして注目されている。し

かしながら、我が国では、個々の要素技術は一定レベルにあるものの、施設建設や運転にか

かるコスト高等の問題があり、普及が進んでいない状況にある。このため、コスト低減等を

目指し、各要素技術の高度化に加え、システムの統合環境制御を取り入れ、技術の有機的・

効果的な連携を実現するための実証試験等を実施する。これにより、次世代型の閉鎖循環式

陸上養殖の先進事例を創出し、養殖業者の参画を得つつその横展開を図ることにより、輸出

を視野に入れた将来の水産物の安定供給に貢献する。 

 

２ 事業内容 

  飼育水の循環ろ過、温度調整、残餌の処理等の要素技術の高度化に加え、システムの統合

環境制御等の新技術を取り入れ、技術の有機的・効果的な連携を実現するための実証試験を

行う。 

 

３ 研究内容及び実施体制 
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IMTグループの研究開発内容 

（株式会社アイ・エム・ティー、ＪＦＥエンジニアリング株式会社、株式会社リバネス） 

A-1：生物ろ過システムの検証・改良 

A-2：硝化細菌の生物学的解明及び利用方法 

A-3：機械ろ過方式の検証・改良 

A-4：物理ろ過方式の検証・改良 

A-5：複合ろ過システムによる育成検証・改良 

A-6：生産コスト低減につながるリモートセンシング＆コントロールシステムの開発 

A-7：事業評価マトリクスの開発 

長崎グループ研究開発内容 

（長崎県総合水産試験場、株式会社ジャパンアクアテック、株式会社ワイビーエム、荏原実

業株式会社） 

B-1：低コスト化・高生産性を実現する新規ろ過システムの開発 

B-2：自然エネルギー等利用による低コスト温度調整システムの開発 

B-3：飼育環境水の測定・評価と自動制御システムの開発 

B-4：市場価値の高いクエ・トラフグを用いた陸上飼育技術の開発 

 

４ 達成目標及び期待される成果 

持続的な養殖業の確立に向けた養殖場の多様化に資し、高い生産性を実現し得る「閉鎖循

環式陸上養殖」は、コスト高等の問題があり普及が進んでいない。コスト低減等を図った次

世代型の陸上養殖の先進事例を創出し、将来の水産物の安定供給に貢献する。 
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Ⅰ．研究開発の目的 

本技術開発事業の仕様書にもあるように、世界的に注目され、一部の地域ではビジネス化が

進んでいる閉鎖循環式陸上養殖であるが、我が国では個々の要素技術は一定レベルにあるもの

の、高コストが課題となり、普及が進んでいない。 

世界的にビジネス化が進んでいる一方、我が国では普及が進んでいない原因は主として以下の

要素であると考えられる。 

１．我が国の電気代に代表されるエネルギーコストが高水準であり、システムの運転及び飼育

水の温度調整のためのコストが高くなってしまう。 

２．特に飼育水の温度調整コストは、我が国の年間の気温差が大きいこともあり、コスト高に

なってしまう。 

３．我が国は地震国であり、また防火/防災などの基準も厳しく、施設整備（建築物のコスト、

機器類の設置コスト、防火/防災対策費）に諸外国と比較し高いコストが必要となる。 

４．陸上養殖に必要な機器類は、普及が進んでいる諸国、地域では、安価で効率的な専用の機

器が開発、販売されているが、我が国ではそのような機器を販売するメーカーが殆ど無く、

他産学用（例えば医学用）を転用するなど機器類の価格が高水準になっている。 

以上の原因を踏まえ、本技術開発では、主要なコスト高要因に対して、コスト低減方法を取り

入れることで、陸上養殖での生産コストを削減する。 

更に、我が国が優れている、リモートセンシングや事業評価マトリクス技術を活用し、世界的

に見ても新規性のある安定した効率的な魚類の育成方法も開発し、コスト削減に貢献する。 

この目的を達成するためには、本技術開発に参加する主体のみならず、近年、陸上養殖ビジ

ネスへの参入に興味を示して来ている多くの新規参入者（特に新たに陸上養殖用の施設、機器

などを製造、販売しようとする業者）の知見を収集し、最も効率的な技術の組み合わせによる

生産コストの削減を図り、事業性の高い陸上養殖システムを開発することとする。 

なお、現在の陸上養殖システムに比較してのコスト削減効果のチェックと、海面養殖やかけ

流し養殖との生産コスト比較を行う意味で、これまで蓄積データが最も多い「トラフグ」を供

試して技術開発を行うと共に、将来の戦略的魚種として「クエ」を使った養殖実証実験も行う

こととする。 
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 Ⅱ．技術検討委員会 

実証試験や技術開発の基本的方向、本事業の実施や取りまとめに向けた指導や助言及び結果

の総括や評価を受けるため、下記 5名を委員に委嘱し、技術委員会を設置した。委員会は、

下記陸上養殖確立・普及研究会における検討も踏まえ、実際の普及を念頭に置いた技術開発

を行うように、指導を行った。委嘱にあたっては、発注者と協議を行った。 

・東京海洋大学 竹内 俊郎教授 

・(一社)大日本水産会 重 義行専務理事 

・(独)水産総合研究センター 武井 篤理事 

・(独)水産総合研究センター 屋島庁舎 山本 義久グループ長 

・(株)フジキン 超ちょうざめグループ 平岡 潔グループリーダー 

 

・第 1回技術検討委員会 

日時：平成 26年 8月 5日 13:30～17:00 

場所：長崎総合水試会議室 

委員会の開催にあたり、マリノフォーラム２１から守秘義務の説明と確認を行ったのち、

委員長に東京海洋大学教授 竹内俊郎先生を選出してから、計画の協議を行った。各課題担

当者から計画説明を行ったのちに、質疑と協議が行われた。主な検討結果を以下に記載する。 

（１）長崎グループの研究開発内容について 

 低コストで飼育できるシステムの構築と製品の高付加価値を目指すこと、養殖密度 8 

0kg/m3 の実証とコスト評価を目指すこと、電気分解を効率的に行う制御システムの構築を

目指すこととなった。 

（２）IMTグループの研究開発内容について 

 物理ろ過については今までに使用されていない機器･技術を選別した上で検証しコストダ

ウンを実施する。飼育方法やデータ取りについては長崎グループと統一することとした。

硝化細菌の生物的解析についてはキット化まで検討すると、より良いとの意見を頂いた。

リモートセンシングについては、カメラ機能が実験を通しどこまで拡張するかを確定する

こととした。事業評価については、飼育環境が異なる地域でも新規参入できるように細か

なマトリクス作成を検討することとした。 

（３）総合討論 

 当事業で行う技術開発は、漁業者をないがしろにせず海面養殖の飼育段階で、陸上養殖を

取り入れる複合的な方法も検討することとした。また、当事業はコスト削減の評価方法、

数値目標を明記することは難しいが、評価マトリクスを利用し当事業の目標を発表できる

ように計画を進めて欲しいとの指摘があった。 

 

・第 2回委員会 

日時：平成 26年 11月 27日 13:30～15:00 

場所：伊豆大島町役場会議室 

第 2 回委員会では、計画の進捗報告を各課題担当者から説明を行った後に、質疑と協議を

行った。主な検討結果を如何に記載する。 
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（１）長崎グループの研究開発内容について 

 システム検証を正確に行うために小規模な水槽で育成実験を行ってはどうかとの意見があ

った。またコスト削減の方法としてランニングコスト、イニシャルコストの削減だけでは

なく販売時の単価アップも検討することとした。 

（２）IMTグループの研究開発内容について 

 稚魚の搬入について失敗は許されないこと、ろ材の立ち上げに約 3 ヶ月必要であること、

機械ろ過装置を循環系に組み込むこととの指摘があった。硝化細菌の生物的解析について

は硝化能力が高い菌の特定も重要であるが、負荷に強いことも必要であるとの意見を頂い

た。リモートセンシングについては、アラームが作動する基準と項目を精査することとし

た。 

（３）総合討論 

  3 年間という期限のなかでは出来ることは限られてくる。その中で販売価格を上げる目標

は必要であり、将来的には販売価格を上げる技術開発も考えた方が良い。当事業では机上

の空論ではなく実証すべき技術開発を行っていくべきだと考えるとの意見があった。 

 

・第 3回委員会 

日時：平成 27年 3月 10日 13:30～16:00 

場所：マリノフォーラム２１会議室 

第 3 回委員会では、成果報告を各課題担当者から報告した後に、質疑と検討を行った。主

な検討結果を以下に記載する。 

（１）長崎グループの研究開発結果について 

 保温のための蓋が過剰になっているかもしれないとの指摘があった。IMT グループとの連

携はデータがもう少し集まる次年度以降に対応することとした。また、ランニングコスト

の削減は計画通り進んでいるとの意見があった。 

（２）IMTグループの研究開発について 

 機械ろ過装置（アクアビーム）の浄化機能については同ワット数の紫外線殺菌装置と同程

度の殺菌効果がないかもしれないため次年度以降は改良し進めて欲しいとの意見があった。

コントロ－ルシステムについては分散型、集中型のどちらかが良いという話ではなく「陸

上養殖」に必要なリスクと対応方法について整理して欲しいとの意見があった。リモー

トセンシングについては、水研センターでも同様な実験を実施しているため別途問い合わ

せて進めて欲しいとの意見があった。評価マトリクスについては生産コストが 3,000円/kg 

 では海面養殖魚に太刀打ちできないため、付加価値を付けて生産する仕組み作りを念頭に

進めて欲しいとの意見があった。 
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Ⅲ．成果の要約 

＜アイ・エム・ティーグループの目標＞ 

各メーカーの国内外の陸上養殖に関わる、要素技術を検証、評価し、最新のシステムの比

較実証運転を行った。 

 

A-1：生物ろ過システムの検証・改良 

 海水における硝化菌の立ち上げは、淡水に比べて 3倍の時間が掛ることが判明した。故に

新規のろ材の立ち上げは、事前に別の場所でろ材を準備する必要がある。ろ材密度(30％、

50％)による硝化能力の差は 50％密度の方がいくらか良いことは判明したが、諸事情によ

り完全にろ材の熟成が完了していない段階での実験結果なので、具体的な硝化能力の差が、

密度と比例しているのか、今後の検討が必要である。 

 

A-2：硝化細菌の生物学的解明及び利用方法 

長崎総合水試、および民間の淡水エビ養殖施設より、汚泥およびろ過担体をサンプリング

し、微生物叢構造解析を行うための輸送や DNA抽出手法の検討等、基礎的条件の検討を行っ

た。次年度より実施予定である微生物叢解析にあたり、解析手法の確立を行うことができた。 

 

A-3：機械ろ過方式の検証・改良 

(有)イールド社の「アクアビーム」は光触媒と紫外線、超音波の 3つの要素を組み合わせ

た水質浄化装置である。この機械が水産養殖に使用できる能力を持っているかを検証し、

その有効性は確認した。また水産に使用する場合の改善点を検討した。 

 

A-4：物理ろ過方式の検証・改良 

アメリカから導入した渦巻分離型沈殿方式（Setteler）とスクリーンボックス方式の物理

ろ過装置を設置し、その性能を評価した。また、IMT独自開発のスクリーンボックスにつ

いても設置検討を行った。 

 

A-5：複合ろ過システムによる育成検証・改良 

IMTが所有する育成ろ過一体型システムをベースに、既製品の 8トンレースウェイ水槽を

改良して、シンプルで安価・省エネルギーな複合ろ過システムを開発した。 

 

A-6：生産コスト低減につながるリモートセンシング＆コントロールシステムの開発 

１）リモートセンシングの開発 

複数の養殖場を専門家が遠隔地からモニタリングを行い、養殖業者に適切なアドバイスを

行うことを目的に、安価で、システムの拡張性が容易に出来るリモートセンシングシステ

ムを大島に設置し、遠隔地からパソコン上にグラフを表示させ、監視できるシステムを開

発した。 

２）コントロールシステムの開発 

伊豆大島陸上養殖実験場（12.5トン規模の育成水槽４基）を想定してコントロールシステ
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ムのコスト試算を行った。自律分散型の初期コストは集中制御型の約 2.5倍となったが、

故障リスク等を考慮すると自律分散型にもメリットがある可能性がわかった。 

 

A-7：事業評価マトリクスの開発 

水質、水温、酸素濃度、育成密度、給餌量などの成育に関する最適条件を保つためのア

ルゴリズム開発を行い、どの条件が一番事業的に優位になるかを関連付ける各要素技術

の最適条件アルゴリズムを検討し、これらを組み合わせた事業評価マトリクスを開発す

る。 

＜長崎グループの目標＞ 

アイ・エム・ティーグループと連携し陸上養殖システムを構成する。各要素技術の高

度化を図り、既存施設を用いて低コスト化を実証する。さらに養殖魚種の高付加価値

化技術等を開発し、地域における陸上養殖システムを構築する。 

 

B-1：低コスト化・高生産性を実現する新規ろ過システムの開発 

電気分解ろ過等の新技術導入により高効率で安定的なシステムを開発するとともに物理ろ

過、生物ろ過装置等や循環動力機器の小型化に取り組み、設備費、ランニングコストの軽

減を図った。 

 1）新方式の電気分解ろ過装置の開発を行い、魚が排泄したアンモニアに対するろ過能力を

確認した。 

 2）電気分解ろ過と生物ろ過を組み合わせたハイブリッド型ろ過方式を開発した。 

 3）一次ろ過（沈殿槽、フィルターマット槽、急速ろ過、泡沫分離）の設置及び改良を行っ

た。 

 

B-2：自然エネルギー等利用による低コスト温度調整システムの開発 

地中熱ヒートポンプシステムの熱効率を高めるため、効率的な熱交換方式を開発し、その

評価を行った。また、地中熱以外の熱源利用として空気熱ヒートポンプシステムを開発し、

加温試験を行い運転コスト等を地中熱ヒートポンプシステムと比較した。 

さらに水槽上部を蓋で覆い断熱効果を実証・評価した。 

 1）地中熱ヒートポンプシステムにおける効率的な熱交換方式を開発した。 

 2）エアーヒートポンプシステムを用いた温度調節システムを開発した。効果的な断熱対策

を実施した。 

 

B-3：飼育環境水の測定・評価と自動制御システムの開発 

飼育環境水中の溶存有機物、細菌数の測定、浄化系のトリハロメタンの測定を行い、飼育

試験における各浄化装置の能力を評価した。また、アンモニア、塩素濃度の測定値等と連

動した制御システムの開発を行った。 

 1）飼育水の水質環境測定および浄化能力を評価した。 

 2）飼育水環境に連動した統合制御システムを検討した。 
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B-4：市場価値の高いクエ・トラフグを用いた陸上飼育技術の開発 

上記により開発した陸上養殖システムを用いた加温によるクエの成長促進と、2t水槽での

夏期の冷却によるトラフグの成熟促進（白子重量増加）による付加価値の高い養殖魚の生

産及び収容密度を高めた飼育技術の開発を行った。また、養殖過程で発生する寄生虫疾病

に対する防除方法の研究を行った。 

  1）閉鎖循環式陸上養殖によるクエの高成長飼育のデータ集積を行った。 

  2）閉鎖循環式陸上養殖によるトラフグの高付加価値化のデータ集積を行った。 

  3）閉鎖循環式陸上養殖における寄生虫防疫対策技術の研究を行った。 

 

 


