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【次年度の課題別実施計画案】 

課題番号 7—（イ）  研究実施期間 30-32 年度 

課題名 
ブリ・マグロ等を対象とした酸素充填解凍の実用技術の

確立 

実行課題名 
養殖ブリ類の養殖場の違いにおける酸素充填処理効果の

検証 

研究機関・研究室名 鹿児島県水産技術開発センター 

研究実施責任者氏名 小林勇太郎 

担当者職名・氏名 

研究員・小林勇太郎 

研究専門員・久保 満 

部長・森永法政 

協力研究機関名 なし 

委託元場所名 なし 

 
目的：  

鹿児島県ではブリ・カンパチ養殖が盛んであり，養殖ブリは全国一の生産量２４７百

トン（平成 26年漁業･養殖業生産統計）を誇っている。一方，養殖ブリの輸出は 2010

年の 4,139tから 2015年の 7,939ｔへと倍増しており水産物輸出の代表格となってい

る。また，総輸出量の 84％が米国向けでそのうち 86％が冷凍製品で，米国以外への

輸出は 16％と少ない。輸出には多くがフィレ加工にされて出荷され，一般的な冷凍流

通は約３ヶ月を要し，冷凍温度は-20℃であるため流通中に血合肉の褐変（メト化）が

進行するため商品価値が低下する。このため，酸素充填技術を用いてメト化を抑制す
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ることで商品価値を高め，米国以外への輸出量を促進する必要がある。 

鹿児島県におけるブリ類養殖の各養殖場では網絞りからフィレ加工までの出荷方法は

様々で鮮度の指標技術は大きく異なっているため，鮮度の指標となる魚肉中の ATP濃

度が異なることが分かっている。このため，ATP濃度の違いによる酸素充填技術の効

果を把握し，出荷方法の違う養殖場に適応できるよう酸素充填技術を実用化するため

の技術開発を行う。 

 

方法： 

鹿児島県内ブリ・カンパチ養殖場において，水揚げ出荷時に酸素充填技術を施した

後，フィレ加工し，魚肉中のＡＴＰ含有量の分析を行う。また，メト化抑制効果を把

握するため，３ヶ月間冷凍保管し，期間中における血合筋の撮影及び色調を測定する

ことで，ＡＴＰ含有量の違いによる酸素充填技術の効果を把握する。また，弾力測定

を行い肉質の変化を把握する。 

 

期待される成果：  

酸素充填技術がブリ・カンパチの血合筋メト化抑制効果を確認され，養殖場において

県内各養殖現場で実用可能な技術を確立することで米国以外への養殖ブリ類の輸出促

進が可能となる。 
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【研究実施計画書】                                                 

課題番号 2—（1）  研究実施期間 30-32 年度 

課題名 ブリ・マグロ等を対象とした酸素充填解凍の実用技術の確立 

実行課題名 ブリ・マグロを対象とした酸素充填解凍の実用技術開発 

研究機関・研究室名 

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 中央水産研究所，水産

物応用開発研究センター，安全性評価グループ，開発調査センタ

ー 

研究実施責任者氏名 今村 伸太朗 

担当者職名・氏名 

主任研究員・今村 伸太朗  

研究等支援職員・國吉 道子   

安全性評価グループ長・山下 由美子   

主任研究員・石原 賢司   

研究員・世古 卓也   

副所長・伏島 一平  

協力研究機関名 

日本かつお・まぐろ漁業協同組合 

熊本県海水養殖漁業協同組合 

●マリンハーベストジャパン株式会社 

委託元場所名 なし 

● ：次年度から参画機関に変更予定 

 

１.  課題目標（期間全体） 

 養殖ブリ・マグロ等を対象とした実用的な技術を開発する。水産研究・教育機構が開発した

凍結まぐろ用の技術（特開 2015-15946）を養殖ブリに適用した結果、冷凍ブリ血合筋の褐変

を抑制する作用を持つことが見出された。ブリの場合は、漁獲後 1日以内に酸素充填処理し、

血合筋内部まで酸素を浸透させ、ブライン凍結装置等で急速に凍結し、-40℃以下で保存、

流水等で急速に解凍する方法が最適である。しかし、血合筋内部まで酸素を浸透させる方法

がなく、有効な酸素浸透法の開発が急務となっている。フィレーもしくはロインに適用するた

めに、まず、高圧ガス置換処理、インジェクション等の技術の適用を検討する。酸素ガス圧

力、酸素濃度、インジェクション処理時間等を調節し、血合筋の色調と褐変を指標に処理

条件の最適化を行う。協力機関の協力を得ながら、最適な方法を確定する。 

 

 

 

 



 63 

全体計画 

課題名 

研究実施

年度 研 究 内 容 

30 31 32 

 

2. ブリ・マグロ等

を対象とした酸素

充填解凍の実用技

術の確立 

・ブリ・マグロを

対象とした酸素充

填解凍の実用技術

開発 

 

    

 

 

① 養殖ブリ・マグロを対象とした酸素充填解凍

の実用技術開発 
② 酸素充填処理されたブリ・マグロ肉の品質評

価  
③ 組織への酸素透過性を向上させるため方法

の開発 

 

 

2.課題実施計画と成果概要 

(1)30 年度計画（目的・方法・期待される成果） 

目的： 

 養殖ブリ及びマグロを対象とした実用技術の開発に取り組む。養殖ブリは、課題とな

っているブリ血合筋内部までの酸素ガスの浸透方法を開発する。また、凍結マグロは、消

費者や飲食業で利用しやすい製品加工技術の開発に取り組む。 

方法： 

・ 養殖ブリについては、酸素ガスのブリ血合筋への浸透方法を検討しており、すでに、

酸素ガスの加圧処理、インジェクション等の技術を適用したが、効果は限定的であ

った。さらに、最適な処理条件の設定、浸透方法の検討を行い、血合筋の色調と

褐変を指標に処理条件の最適化を行う。 

・ 開発された技術を用いて、ブリ血合筋の品質評価を実施する。新規性のある技術

が見出された場合は、養殖ブリ等の血合筋褐変防止技術に関する特許を出願す

る。 

 

期待される成果： 
・ 酸素充填技術の実用化技術の確立において、養殖ブリ・マグロ等を対象とした実用技

術開発を実施する。酸素充填処理されたブリ・マグロ肉の品質評価を実施する。 

・ 組織への酸素透過性を向上させるための処理条件を検討し、最適化する。 
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(2)30 年度成果概要 

① 魚肉中の酸素分圧と色調の関係 

 ブリ及びマグロ肉の表層と深部の酸素分圧と色調の関係を調べた。ブリ血合筋では、

鮮赤色となった表層では酸素分圧が約 180mmHg であったのが、暗赤色の深部では約

25mmHg と極めて低い値のままであった。この結果は、マグロ肉においても同様で、継

時的な観察の結果、酸素分圧が約 50mmHg 以上に上昇すると赤みが上昇し、鮮赤色と

なることが明らかになった。 

② 酸素分圧によるメトミオグロビン生成 

 表層のみ鮮赤色となったブリ血合筋を凍結・解凍すると、表層は良好な色調を示し、メ

トミオグロビン生成が抑制された。一方、深部は色調が良好ではないものの、メトミオグロ

ビン生成は抑制された。ところが、表層と深部の中間帯において激しい褐変が生じ、メト

ミオグロビンが生成された。この結果は、酸素分圧が高い場合と低い場合はメトミオグロ

ビンが生成されにくいが、酸素分圧がやや高い部分ではメトミオグロビン生成が促進さ

れることを示している。過去の報告（田中、1995）の報告と一致する結果が得られた。こ

の結果から、血合筋の深部まで十分酸素を浸透させ、酸素分圧をあげる必要があること

が明らかになった。 

③ 酸素ガスを用いたガス置換包装による組織浸透性 

 普通筋と比較して、血合筋の酸素ガス浸透性は極めて低いことが明らかになった。ブ

リ刺身及びロインに対して酸素ガス置換包装した結果、４℃1 時間の処理では 2mm しか

浸透しなかった。刺身では 9mm まで、ロインでは 12mm まで浸透させる必要がある。 

④ 高圧処理による酸素ガス浸透性 

 CIP ラバープレス（日機装、独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所保有）で

酸素ガス包装したブリ血合筋を加圧した。50—1000kg/cm2で 5-30 分加圧したところ、

100kg/cm2で 30 分処理が最も浸透し、約 7mm まで浸透した。しかし、加圧による筋肉の

収縮と変性が見られ、また、本装置は冷却能力を持たないことから、品温上昇（約 20℃）

の影響も考えられた。そこで、所属機関が保有する超高圧処理装置（神戸製鋼、Dr. 

CHEF）を修理し、条件検討を行った。50-100 kg/cm2で 30—720 分処理したところ、100 

kg/cm2で 120 分処理によって 6.5mm 浸透した。この条件では変性及び収縮は軽微で

あった。再度、装置が故障したが、年度内に修理が完了する予定である。 
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図５-１.生鮮ブリ血合筋における表層と深部の酸素分圧の違い 
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図５−２. 凍結まぐろ肉の表層と深部の酸素分圧の違いと色調との関係 

 
 

 
 
 
図５−３. 冷解凍後のブリ血合筋におけるメトミオグロビン生成 
酸素分圧が高い表層と酸素分圧が低い深部ではメトミオグロビン生成割合が低かった

が、表層と深部の中間帯においてメトミオグロビンの生成が増加した。この結果か

ら、表層のみならず、深部まで十分酸素ガスを浸透させる必要があることが明らかに

なった。 
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図５−４. 酸素ガス置換包装による血合筋への酸素ガス浸透性（4℃、１時間） 
刺身及びロインに対して酸素ガスを用いたガス置換包装を 4℃で１時間したところ表

層のみで、深部まで酸素化されなかった。 
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図５−５. ラバープレス機を用いた高圧処理による血合筋への酸素ガス浸透の促進 
酸素ガス置換包装したブリ血合筋をラバープレス機で加圧した。加圧によって血合筋

が内部まで酸素化された。しかし、表層に若干のタンパク質変性が確認された。ま

た、冷却機能を有さないため、処理後の品温が 20℃近くまで上昇した。 
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表 2-1 ラバープレス機を用いた高圧処理による血合筋への酸素ガス浸透性 

 
 

 
図５−６. 超高圧処理装置を用いた高圧処理による血合筋への酸素ガス浸透の促進 
超高圧処理装置は冷却機能を有する。冷却によって処理時間を長くすることが可能に

なり、変性を抑制することができた。 
 
3. 今後の問題点等 

・ 特になし 
 

4． 成果の公表 

・特になし 
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【次年度の課題別実施計画案】 

課題番号 7—（イ）  研究実施期間 30-32 年度 

課題名 ブリ・マグロ等を対象とした酸素充填解凍の実用技術の確立 

実行課題名 ブリ・マグロを対象とした酸素充填解凍の実用技術開発 

研究機関・研究室名 

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 中央水産研究所，水

産物応用開発研究センター，安全性評価グループ，開発調査セ

ンター，マリンハーベストジャパン株式会社 

研究実施責任者氏名 今村 伸太朗 

担当者職名・氏名 

主任研究員・今村 伸太朗  

研究等支援職員・國吉 道子   

安全性評価グループ長・山下 由美子   

主任研究員・石原 賢司   

研究員・世古 卓也   

副所長・伏島 一平 

マリンハーベストジャパン株式会社 伴 圭司 

協力研究機関名 
日本かつお・まぐろ漁業協同組合 

熊本県海水養殖漁業協同組合 

委託元場所名 なし 

 

目的：  

養殖ブリ・まぐろ等を対象とした実用的な技術を開発する。血合筋内部まで酸素を浸

透させる方法を開発する。 

 

方法：  

都道府県の参画機関及び協力機関に技術を移転し、実証試験を実施することで，販売

に即したブリ製品を作製するための実用技術が作られる。 
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期待される成果： 

凍結マグロの消費者や飲食業で利用しやすい製品加工技術の開発に取り組む。本事

業ではブリ血合筋の品質評価法を組織間で共有する予定である 

 

 

 

研究実施計画書】                                                 

課題番号 4—（1）  研究実施期間 30-32 年度 

課題名 

消費者や厚生労働省等への酸素充填解凍技術の正確な情報提

供 

実行課題名 安全性試験 

研究機関・研究室名 

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 中央水産研究所，

水産物応用開発研究センター，安全性評価グループ 

研究実施責任者氏名 今村 伸太朗 

担当者職名・氏名 主任研究員・今村 伸太朗  

協力研究機関名 なし 

委託元場所名 なし 

 

１.  課題目標（期間全体） 

本事業で得られた安全性に関する科学的データーを厚生労働省に提供し、評価

を受ける。消費者や厚生労働省等への酸素充填技術の正確な情報提供等において、安

全性試験を実施し、酸素充填技術が CO処理とは異なり、人体に影響がなく安全であ

り、かつ、外観と品質が乖離していないことを証明し得る情報を収集するとともに、

酸素充填技術の使用に対する懸念材料の収集とその解決方法について検討する。酸素

充填処理された水産物の安全性評価を実施する。ブリ及びまぐろ類等を酸素充填処理

し、微生物の増殖、脂質の酸化に関する安全性を評価する。 
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全体計画 

課題名 

研究実施

年度 研 究 内 容 

30 31 32 

 

4. 消費者や厚生労

働省等への酸素充填

解凍技術の正確な情

報提供 

・安全性試験 
 

    

 

 

①課題 1 もしくは課題 2 においてサンプルが作ら

れた段階で、安全性試験（過酸化物価，生菌数

測定）を実施する。 

 

 

 

2.課題実施計画と成果概要 

(1)30 年度計画（目的・方法・期待される成果） 

目的： 

・ 本年度は実施していない。 

・ 課題 1もしくは課題 2においてサンプルが作られた段階で、安全性試験（過酸

化物価，生菌数測定）を実施する。安全性に関する試験は外部機関に委託する

こととなっている。  

・ 成果が得られた段階で，厚生労働省に対して科学的データーを提供する。 

 

期待される成果： 

本事業で得られた安全性に関する科学的データーを厚生労働省に提供し、評

価を受ける。消費者や厚生労働省等への酸素充填技術の正確な情報提供等におい

て、安全性試験を実施し、人体に影響がなく安全であることに関する情報を収集す

るとともに、酸素充填技術の使用に対する懸念材料の収集とその解決方法について

検討する。 
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【次年度の課題別実施計画案】 

課題番号 7—（ウ）  研究実施期間 30-32 年度 

課題名 

消費者や厚生労働省等への酸素充填解凍技術の正確な情報提

供 

実行課題名 安全性試験 

研究機関・研究室名 

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 中央水産研究所，

水産物応用開発研究センター，安全性評価グループ・衛生管

理グループ 

研究実施責任者氏名 今村 伸太朗・大島 千尋 

担当者職名・氏名 
主任研究員 今村 伸太朗 

任期付研究職員 大島 千尋  

協力研究機関名 なし 

委託元場所名 なし 

 

目的：  

・課題 1もしくは課題 2においてサンプルが作られた段階で、安全性試験（過酸化物

価，生菌数測定）を実施する。安全性に関する試験は外部機関に委託することとなっ

ている。  

・成果が得られた段階で，厚生労働省に対して科学的データーを提供する。 

 

期待される成果： 
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本事業で得られた安全性に関する科学的データーを厚生労働省に提供し、評価

を受ける。消費者や厚生労働省等への酸素充填技術の正確な情報提供等において、安

全性試験を実施し、人体に影響がなく安全であることに関する情報を収集するととも

に、酸素充填技術の使用に対する懸念材料の収集とその解決方法について検討する。 
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