
農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 
（網羅型研究） 

研究実施期間：平成25～29年度 

地域特性を活かした高品質マガキの新たな養殖技術と商品価値を高める加工・流通
技術の導入で、宮城県産マガキの生産者の収益と市場価値を高める 

貝類養殖業の安定化､省コスト･効率化のための実証研究 

地域特性を活かした新たな
高品質カキ養殖の導入 

生産者の収益性向上と宮城県産マガキの市場価値の回復・向上 

消費者ニーズにあった新しい 
加工・流通法の実践 

天然種苗からの未産卵一粒ガキの
生産と周年出荷 

高品質評価法開発と美味しさアップ 
する新たな加工・流通法の導入 

高水温に強い潮間帯干出ガキの生産 新しい養殖カキ導入によって最大収益
を得るための生産・出荷戦略の推定 

宮城県外 

宮城県内 

 

■研究代表機関 独立行政法人水産総合研究センター 

■共同研究機関 
 (公立試験研究機関） 宮城県水産技術総合センター  
 (民間) 芙蓉海洋開発株式会社 

■普及・実用化支援組織 
 宮城県漁業協同組合 
 日本オイスター協会 
 みやぎ生協   



研究の概要 

１．貝類養殖業の安定化、省コスト・効率化のための実証研究 

（１）宮城県の海域特性を活かしたマガキ養殖技術の開発と実証 （独立行政法人水
産総合研究センター・宮城県水産技術総合センター・芙蓉海洋株式会社） 

 宮城県海域で採取できる豊富なマガキ天然種苗を用いてシングルシード（一粒ずつ
バラバラな種苗）を生産し、カゴ養殖によって形のそろった高品質の養殖カキ（一粒ガ
キ）を産卵前に出荷する技術を開発、実証します。一方、干出を与えることによって特
有の形状や味覚成分を有する潮間帯カキの生産技術を導入するとともに、干出処理
によって高水温でのへい死防止効果を検証します。こうしたことから地域特性のある
多様な宮城県産養殖カキを増産し、多様な市場でのシェア回復を目指します。 

マガキ幼生の簡便か
つ的確な検出技術の
導入、計数手法の確
立、的確な採苗器導入
時期の決定 

マガキ幼生同定手法の確立と実証 

専用稚貝付着器とカ
キ収集機の導入 
による天然シングル
シードの大量かつ効
率的生産方法の開
発と普及 
 
 

シングルシード生産方法の開発と普及 

○付着物のつきにくいカ
ゴによる未産卵一粒ガキ
の安定的な垂下養殖法
の開発 
○産卵抑制手法や高品
質冷凍技術の導入によ
る周年出荷方法の確立 

未産卵一粒ガキの生産技術の確立と 
周年出荷の実現 

○高水温での再成
熟(過熟)とへい死
との関連の解明 
○干出が生残に与
える影響を整理し、
安定的生産のため
の養殖手法の検討 

○様々な干出条件下での 
形質や成長から、基本的
な干出養殖手法を検討 
○干出条件の違いによる
呈味成分等の品質への影
響の検討 

高品質カキを安
定的、効果的に
生産する技術の
確立 

殻体運動計測による産卵
行動確認(イメージ) 

干出を与える養殖手法の検討 

高水温による大量へい死への対策 

干出による高品質カキの 
養殖技術の開発 

天然種苗からの一粒ガキ養殖 潮間帯で干出を与えるマガキ養殖 



（２）マガキのブランド評価法の開発と新たな加工・流通システムの創造 （独立法人
水産総合研究センター・芙蓉海洋開発株式会社）    

 高品質マガキの品質特性（美味しさ、食感など）を機器分析等で科学的に把握し、
品質評価基準を確立します。マガキの浄化、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、美味しい生カキを供給できる加工、流通システムを開発
します。また震災前後の供給・流通状況の変化を把握・解析したうえで、新たな技術
により生産・加工された高品質カキが生産者サイドの収益と市場に及ぼす影響を評
価します。これらの成果から、今後のカキ養殖業の発展と安定的経営をもたらす生
産、流通、販売戦略を立案します。 

ブランド評価法の開発と 
加工・流通技術の改善 

高品質マガキの品質基準の確立 

アミノ酸（呈味成分）の分析 

高品質マガキの美
味しさ特性を機器分
析等により把握し、
高品質基準を確立 

生ガキの品質が向上する 
加工・流通方法の開発 

別課題で生産される
一粒ガキ、潮間帯干
出ガキのブランド化促
進と消費者ニーズに
あった美味しい生ガキ
供給方法を提案 

浄化、加工、流通に
おける諸条件と美
味しさとの関係把握
と品質が向上する
生ガキ加工・流通シ
ステムの開発 

保管庫温度、浄化水の
水温、塩分の制御 

官能評価室 

成分組成・食味（官能） 
評価、販売試験 

高品質マガキの品質評価とブランド化促進 

新たな養殖生産カキが 
市場へ及ぼす影響の評価 

産地 

宮城県産カキの消費
者評価、各市場・市
況調査、各種販路先
調査による宮城県産
カキの市場内位置づ
け及びニーズの把握 
 消費者 

市場 

最大収益を得
るための新し
い養殖カキの
生産・出荷戦
略の推定 

震災前後の宮城県産カキ 
流通量の変化の把握 

新技術導入 

新たな生産物や技術導入が 
もたらす市場への影響評価 

新しい養殖カキが
生産者や流通業
者の収益に及ぼす
影響を分析・評価 

カキ養殖業の発展と安定経営をもた
らす生産・流通・販売戦略の解明 



 
■ 担当 ：（独）水産総合研究センター 東北区水産研究所  
 特任部長 神山孝史 
■ 住所 ：〒985-0001 宮城県塩釜市新浜町３－２７－５ 
■ 電話 ：022-365-1191（代表） 
■ FAX  ：022-367-1250 
■ E-mail：kamiyama@affrc.go.jp 

問合せ先 

研究目標 

研究課題間の連携 

 生産収益率が倍増するような高品質な一粒ガキおよび潮間帯干出ガキの養
殖技術体系を確立し、前者については養殖期間の短縮を、後者については夏
季高水温等によるへい死の低減を目指します。また、新しい加工・流通技術の
導入によって従来の生ガキ販売よりも販売収益率の向上を目指します。 

中課題１ 
 

連携による効果 
●新たな養殖カキのブランド化促進 
●最大収益と安定経営をもたらす新しい手法
によるカキ生産、流通、販売戦略の解明 

材料・収益データの提供 
成分分析・経済分析 

天然種苗からの 
一粒ガキ養殖 

潮間帯で干出を与える
マガキ養殖 

中課題２ 
 

ブランド評価法の開発と
加工・流通技術の改善 

新たな養殖生産カキが 
市場へ及ぼす影響の評価 

開放型研究室（オープンラボ） 
本課題の内容を以下の施設内でご覧できます（平成25年度）。 

住所 〒985-0001 宮城県塩竈市新浜町3丁目27-5  
（独）水産総合研究センター 東北区水産研究所 
URL: http://tnfri.fra.affrc.go.jp/ 
電話 022-365-1191（代）  Fax 022-367-1250  
【交通アクセス】ＪＲ仙石線：東塩釜駅より宮城交通バス「水産加工団地入
口」下車徒歩13分 ＪＲ東北本線：塩釜駅よりタクシー約１５分（約 5.6km）
自動車：仙台駅から国道45号線利用で約４０～５０分  

※平成26年以降については、宮城県水産技術総合センター内（宮城
県石巻市渡波字袖ノ浜97-6）に移設予定。 
 



■研究代表機関 

 (独）産業技術総合研究所  

■普及・実用化支援組織 

 宮城県漁業協同組合 

農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 
(個別要素技術型研究） 

研究実施期間：平成2５～2７年度 

養殖カキの共販事業における 
予約取引市場に関する実証研究 

養殖カキを予約販売可能な電子市場を構築し、 

カキ生産者の収益性を改善する販売モデルを構築する。 

新たなマーケット展開 



研究の概要 

バイヤーへのメリット セラーへのメリット 

多くのセラーと直接、商品が
取引できる。 

ネットによる 
メリット 

全国のバイヤーへの販路開拓
が低コストで実現。 

予約ができるので長期での
調達計画が立てやすくなる。 

予約による 
メリット 

受注を確認してから出漁・生産
調整ができるため、コストを合
理的にコントロールし乱獲・値
崩れも防げる。 

調達量不足を多数のセラー
との取引でヘッジできる。 

多対多取引に
よる 
メリット 

小規模生産者でも大口注文の
一角を担うことが可能に。 

実現 



 

■担当 産業技術総合研究所 主任研究員 宮下和雄 
■Tel: 029-861-5963 
 E-mail： k.miyashita@aist.go.jp 

問合せ先 

研究目標 

・生産地から消費地への多様な出荷形態の実現 
・生産原価の明確化 
・消費者からの情報フィードバックと生産への反映 

継続可能なカキ養殖業の実現 

より、本質的には 



市場ニーズに合った高品質なギンザケを、最新技術の導入で効率よく生産すること
によってギンザケ養殖生産者の収益と市場価値を高める 

サケ科魚類養殖業の安定化､省コスト･効率化のための実証研究 

■研究代表機関：独立行政法人水産総合研究センター 
■共同研究機関：宮城県水産技術総合センター・ニチモウマリカルチャー・日本農産工業・下関市立大学・東京大学          

■普及・実用化支援組織：宮城県漁業協同組合・みやぎ生協・太協物産(協力）  

コスト削減・収益アップを 
目指した技術の導入 

生産者の収益性向上と宮城県産ギンザケの市場価値の回復・向上 

消費者ニーズにあった品質と 
高い鮮度で流通の実践 

身質向上と低コスト飼料の開発と 
適正給餌法の導入 

EIBSワクチンの開発と病気に強く、 
成長の早いギンザケを育成 
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宮城県の養殖ギンザケは市場の 
グローバル化と震災で存続の危機 
 
チリからの輸入量は１０万トン以上 
ノルウェーサケは日本の刺身市場に
広く浸透 
 
いかにして養殖産業を復興？ 
 

宮城県外へ 

ニーズにあったギンザケ供給と、新たな
ニーズ開拓を目指した販売戦略 

刺身・生食市場の
開拓を！ 

高付加価値化のための活〆・鮮度保持と 
品質評価技術の開発 

輸入サケ類との 
差別化は？ コストを抑えながら 

品質を向上を！ 

EIBSの診断法 
ワクチンの開発 

高成長家系魚 

活〆 
シャーベット氷 
ブライン凍結 

簡易脂肪分測定 
の導入 

農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 
研究実施期間：平成2５～29年度 



農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 
(個別要素技術型研究） 

研究実施期間：平成2５～2７年度 

養殖ギンザケの高付加価値化のための 
効率的なピンボーン除去システムの開発 

刺身用ギンザケの流通量増加を目的としたピンボーン除去システムの開発 

■研究代表機関 

  東洋水産機械株式会社 

■共同研究機関 

 (民間) 

  ぜんぎょれん食品株式会社 

■普及・実用化支援組織 

  ぜんぎょれん食品株式会社 



研究の概要 

１．ピンボーン除去システムの開発 

（１） 養殖ギンザケ用ピンボーンリムーバーの開発研究 
（東洋水産機械㈱・ぜんぎょれん食品㈱） 

身質が柔らかく傷みやすい養殖ギンザケは非常に取り扱いにくく
手作業で行ってもダメージを与えてしまいます。また既存の機械で
は水揚げ後２４時間以内の高鮮度の魚では除去率が著しく低下し
ます。そこで東洋水産機械株式会社が開発した秋鮭用のピンボー
ン除去技術を活用し新たなピンボーンリムーバーを開発。 
 

ピンボーン 

（２） ピンボーン検査装置の開発 
（東洋水産機械㈱・ぜんぎょれん食品㈱） 

これまで人力で行っていた残留ピンボーンの検査作業を効率化す
るため、食品の異物検査で使用されているX線を用いた異物検出
技術の活用を検討する。X線の利用条件を検討するため、X線異
物検出装置を用いて魚肉中のピンボーンの検出レベルを明らか
にする。これによりX線検査装置の最適な利用条件を検討。 
 



研究の概要 

（３）ピンボーン処理システムの実証 
（東洋水産機械㈱・ぜんぎょれん食品㈱） 

開発したピンボーン処理システムを塩釜市のぜんぎょれん食品株
式会社工場に設置し各機械の接続試験、ピンボーンリムーバーの
除去試験、X線異物検出装置の検出試験を行う。これで得た情報
を基に処理速度等システムとしての最適な運用条件を検討すると
ともに、現場レベルで利用できるシステムとして作業員の削減人
数や増産量の効果を検証し収益性の評価を行う。 

 

■担当：東洋水産機械株式会社 技術部 田中 
■Tel: 072-273-9351 
 E-mail：h.tanaka@tosuiki.co.jp 

問合せ先 

研究目標 

平成２９年度までに、養殖ギンザケの高付加価値化のため、最新の自動制御技
術の導入や他の魚種で開発されている最先端の魚体処理技術を活用したギン
ザケ用ピンボーン除去装置の開発、Ｘ線技術と魚体整列技術を利用したピン
ボーン検査装置の開発を行う。さらに、これらの最適な運用条件を検討し、現場
レベルで利用できるシステムを開発することにより、ピンボーン除去作業を軽減
し被災地の水産加工業で深刻化している従業員不足を解消し高鮮度なフィレー
生産の出来高向上に貢献する。 



農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 
（網羅型研究） 

研究実施期間：平成25～29年度 

既存の先端加工技術を宮城県の水産加工業に導入して、低・未利用資源などを 

有効活用した食品製造開発を行うことで復興を支援します。 

低・未利用、低価格魚介藻及び加工残渣を原料とした加工品の開発等による 

水産加工の省コスト化・効率化、付加価値向上等に関する実証研究 

 
■研究代表機関  (独) 水産大学校 

■共同研究機関 
 (独法研究機関） (独)農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所 

 (公立試験研究機関） 宮城県水産技術総合センター  

 (民間)     (株)阿部善商店、 (株)小野万、協同水産(株) 、 (株)白謙蒲鉾店、   
(株)フロンティアエンジニアリング、マルハニチロ(株) 

 (大学）    東京海洋大学、日本大学、東北大学 

■普及・実用化支援組織    (株)阿部善商店、 (株)小野万、協同水産(株) 、    
(株)白謙蒲鉾店 

オキアミ魚味噌 かまぼこ醤油 骨柔らかサバ 

魚の切身やフィーレ加工で発生する
低未利用資源からの食品開発 

低・未利用水産資源からの新規
発酵食品の開発 

魚肉ゼリー食品や魚肉シート食品
などの新規魚肉練り製品の開発 

切り身製造産業に、定量切断技術や
通電加熱技術を導入して、重さがそ
ろった切り身や再成型魚肉などを開発
します。 

再成型魚肉 削り肉の加熱ゲル 

魚肉練り製品やすり身製造産業に、酸
ゲル化技術や通電加熱技術を導入し
て、新しい練り製品を開発します。 

通電加熱技術 魚肉スナック 

ツノナシオキアミ、アカモク、かまぼこ
切れ端から新規発酵食品を開発しま
す。 

健康増進、嚥下・咀嚼し易さ、簡
便性などの機能性食品の開発 

過熱水蒸気加熱技術や魚油乳化技術
を導入して、ファストフィッシュや機能性
食品を開発します。 

魚油乳化ソーセージ 

 



研究の概要 

切身・刺身・寿司ネタ 

〇ジュール熱結着 
〇酵素利用 

 切り身製造産業に、定量切断技
術や表面・部分凍結技術を導入し
て、重さがそろった冷凍魚でも生
鮮魚に匹敵する製品を開発しま
す。また切れ端や切屑の発生を
低減する技術の開発をします。 

 

 サケの頭部や切れ端などから、
通電加熱技術により、おにぎりや
フライの具材ならびに節製品など
として利用できる再成型魚肉を製
造開発します。 

１． 低価格魚の高付加価値化技術の実用化実証研究                                 
（（独）水産大学校、（国）東京海洋大学、（国）東北大学、宮城県水産技術総合セン
ター、（株）フロンティアエンジニアリング） 

２． 未・低利用魚からすり身と新規食品を製造する技術の実用化実証研究                          
（（国）東京海洋大学、（独）水産大学校、宮城県水産技術総合センター、（株）阿部善
商店、協同水産（株）、（株）白謙蒲鉾店、（株）フロンティアエンジニアリング）   

低利用魚すり身 

魚肉ゼリー食品 

 サメなどについて、無晒しすり
身製造技術などの新規魚肉す
り身製造技術導入を導入して、
低利用魚のすり身を製造開発し
ます。 
  
 サメのすり身などから、酸ゲル
化技術により、新食感を持つ魚
肉ゼリー食品を製造開発しま
す。 
 
 サメのすり身などから、布ベル
ト通電加熱技術により、ソー
セージ・ジャーキーやスナック菓
子などに利用できるシート状の
中間素材を製造開発します。 

再成型生魚肉 サケの頭部 

重さが不ぞろいな切り身 

魚肉シート食品 

酸ゲル化技術 通電加
熱技術 



ツノナシオキアミ 魚味噌 

アカモクの硬い茎 柔らか発酵海藻食品 

かまぼこの切端 

ツノナシオキアミから、自己消化
酵素を利用した発酵技術により、
魚味噌魚味噌を製造開発しま
す。 
 
 アカモクやワカメの硬い茎から、
納豆菌を利用した発酵技術によ
り、柔らかい発酵海藻食品を製造
開発します。 
 
 練り製品の加工残滓から、大豆
麹などを用いた新規発酵技術に
より、発酵調味料を製造開発しま
す。 

過熱水蒸気
加熱技術 サンマ、サバ、

サワラ、イワシ 

 サンマ、サバ、イワシなどから、
過熱水蒸気加熱技術などの先
端技術により、簡便で、骨までた
べられるファストフィッシュの製造
開発を行います。 
 
 低利用魚のすり身から、魚油
乳化技術により、柔らかいかま
ぼこやパテ、テリーヌなど健康増
進、嚥下・咀嚼し易さなどの機能
性を付与した食品を開発します。 
 
 アカモクから、フコキサンチンな
どの機能性成分を含む海藻ド
レッシングや柔らかくて食べやす
い食品を製造開発します。 

３． 低利用魚介藻類の微生物・酵素を利用した発酵食品を製造する技術の実用化実
証研究  （（独）水産大学校、宮城県水産技術総合センター、（株）小野万） 

４．低利用魚介藻類を利用した機能性食品を製造する技術の実用化実証研究 
 （日本大学、（国）東京海洋大学、（独）水産大学校、（国）東北大学、（独）農業・食品
産業技術総合研究機構食品総合研究所、宮城県水産技術総合センター、マルハニ
チロ（株））   

発酵調味料 

魚油乳
化技術 

テリーヌ 

骨軟らか焼きサバ 

低利用の魚すり身 

海藻ドレッシング アカモクの硬い茎 

超臨臨
界抽出
技術 



■担当  ：（独）水産大学校 水産学研究科 教授 前田俊道
■住所  ：〒759-6595 山口県下関市永田本町二丁目7番1号
■電話  ：083-281-5111（代表）
■FAX  ：083-286-7434 
■E-mail ：toshima@fish-u.ac.jp

問合せ先

研究目標

研究課題間の連携

  既存の先端技術（魚肉の定量切断技術、魚肉結着技術、過熱水蒸気加熱
技術、高圧食品処理技術、超臨界抽出技術、酸ゲル化技術、過冷却冷凍技
術、新規発酵技術など）を宮城県の水産加工業に速やかに導入することに
より、平成２９年度までに、被災前の生産体系と比較して、生産コストの５割
削減又は収益率の倍増を達成することを目標とします。 

 各中課題は加工原料や中間素材の授受ならびに開発技術の共有など、密
接に連携して研究を進めます。そのため宮城県水産技術総合センターが全
ての課題に参画しています。 

１．低価格魚の高付加価値化
技術の実用化実証研究 

２． 未・低利用魚からすり
身と新規食品を製造する
技術の実用化実証研究  

３． 低利用魚介藻類の微生物・
酵素を利用した発酵食品を製
造する技術の実用化実証研究 

４．低利用魚介藻類を利用した機能性
食品を製造する技術の実用化実証研究 



農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 
(個別要素技術型研究） 

研究実施期間：平成2５～2７年度 

サメ肉のアンモニア臭抑制加工技術実証研究
 気仙沼地域で水揚げされるサメ肉を食品素材として幅広く利活用するために、 

独創的な新規サメ肉製品を開発し、サメの町・気仙沼の再ブランド化を図る 

■研究代表機関

国立大学法人
東京海洋大学
 海洋科学技術研究科 

■ 普及・実用化支援組織
国立大学法人
東京海洋大学 産学・地域連携推進機構

漁獲後 
アンモニアの生成 

サメ肉（モウカザメ） 

水揚げ前 
多：少 

水揚げ後 
少：多 

尿素 
ｱﾝﾓﾆｱ 

尿素 
ｱﾝﾓﾆｱ 

サメ肉の普及が 
足踏み状態！！ 

気仙沼沿岸および宮城県産発酵食品に潜むアンモニア分解微生物および糖質を用いたアンモ
ニア臭の低減かつ肉質改善効果を有する新規サメ肉半調理品（粕漬け・糠漬け様ならびにテ

リーヌ様）の実用化試験の実施 

気仙沼地域の生産者や食品加工業界とのネットワークを活用して、気仙沼地域本サメ肉半調
理品をベースにしたサメ肉関連食品の一大拠点に躍進させる。 

異臭の 
発生 

キーワード：アンモニア分解微生物と糖質 



研究の概要

１．サメ肉のアンモニア臭抑制加工技術実証研究

（１） アンモニア分解細菌および酸化細菌を活用したアンモニア臭除去サメ肉からの
粕漬け・糠漬け様半調理製品の製品化実証研究       （東京海洋大学）

 宮城県三陸沿岸地域（主として気仙沼市沿岸）の海水から分離したアンモニ
ア分解能および酸化能を有する微生物および宮城県産発酵食品から新たに
分離した乳酸菌・酵母を用いて、近海の流し網で漁獲されるモウカザメ（ネズミ
ザメ）を対象に、サメ肉含有アンモニア臭の軽減を可能とするつけ汁および発
酵工程のマニュアル化を行う。その際、発酵過程における有害危害因子の発
生の有無を調べ、安全性の評価も同時に行なうことによって、市場製品化（粕
漬け・糠漬け様半調理製品）した場合の安全面の問題を解決する。

（２）糖質添加サメ肉および微生物含有糖質添加サメ肉のテリーヌ様半調理製品の
 製品化実証研究   （東京海洋大学）

 気仙沼地方で水揚げされるモウカザメ（ネズミザメ）を用い、サメ肉のアンモ
ニア臭抑制効果と肉質改良効果をともに有する糖質含有塩漬処理方法を開
発する。すなわち、スクロースをはじめとする各種糖質を添加した塩漬溶液を
各種調製し、アンモニア臭を抑制する最適条件を見出すことで、新規サメ肉工
品としてのテリーヌ様製品の研究開発を実施する。さらに、（１）の研究中課題
で得られたアンモニア低減菌および宮城県産発酵食品から新たに分離した乳
酸菌・酵母を用いた併用効果についても実証研究を行ない、アンモニア臭を
最小限度に抑制した新規サメ肉半調理品の製品化を図るとともに、肉質の改
善につながる試作品の試験販売まで着手する。

ア バ 

ア：アンモニア 

バ ア 

ア 
ア 

ア 

ア 

バ 

バ：アンモニア 
 分解細菌， 
 乳酸菌など 

サメ肉半加工素材の提供
気仙沼地域での
加工食品の製造・販売

気仙沼地域での
サメ肉のブランド化

サメの町－気仙沼－



 

■担当：（国立大学法人東京海洋大学海洋科学技術研究科、准教授、石崎松一郎） 
■Tel: 03-5463-0614     E-mail：ishizak@kaiyodai.ac.jp 

問合せ先 

研究目標 

現地実証地までの交通アクセス 

研究課題間の連携 

多種多様な加工品への応用が可能となるサメ中間素材ができれば、サメの 
利用拡大が図れるとともに、気仙沼市内の水産加工業界の活性化に貢献で 
きる。したがって、現地加工業者が製造しやすい半調理素材を提供したい。 

本個別型研究は国立大学法人東京海洋大学海洋科学技術研究科内ですべ 
て実施するため、課題間の連携は比較的スムーズに行うことができる。重要 
な点は、開発した試作品を現地気仙沼にていかに製造・販売を普及・推進し 
ていくかに尽きる。この点においては、今後サメ肉の取扱業者、サメ肉の加工 
業者、サメ肉の普及推進団体を交えた連携強化を図っていく予定である。 
さらに、網羅型要素型研究との連携についても随時行ない、相互の意見交換 
や情報の共有、あるいは技術の相互提供を図りながら、本研究を推進してい 
く予定である。 

試作品開発現場：〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 
            国立大学法人東京海洋大学海洋科学技術研究科 
            食品生産科学部門（品川キャンパス3号館303号室） 
           ・JR線・京浜急行線 品川駅港南口(東口)から徒歩約10分 
           ・東京モノレール天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り正 
            門まで約15分 
           ・りんかい線天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り正門 
            まで約20分 
現地連携企業：〒 988-0076 宮城県気仙沼市川口町1-124 

          かねひで吉田商店 
          ・南気仙沼駅から徒歩約15分 
          〒 988-0007 宮城県気仙沼市中みなと町131 
          有限会社ヤマジュウイチ畠山商店 
          ・鹿折唐桑駅から徒歩約7分 



イカの加工副次産物を活用し、DHA結合型リン脂質を基材とする食品乳化剤を作出 

農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 
(個別要素技術型研究） 

研究実施期間：平成2５～2７年度 

イカの加工副次産物を原料とした 
健康機能性食品乳化剤の開発実証研究 

■研究代表機関 
 国立大学法人北海道大学大学院水産科学研究院 

■共同研究機関 
 地方独立行政法人大阪市立工業研究所 
 学校法人関西大学化学生命工学部 
 フィトファーマ株式会社 

■普及・実用化支援組織 
   (有)コスモインターナショナルも支援し、雇用の創出、今迄捨てていた残滓 
 の高度利用 
   

イカ皮や
サケ頭

DHA,EPA結合型リン脂質

DHA,EPA結合型リゾ
リン脂質

酵素処理

添
加

DHA,EPAをパフォーマ
ンスの高い形態で摂取
脳にDHAが届き易い
血液を改善し易い
細胞応答を高め易い

提案概要

超高
DHA含有

高水中
分散性
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