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未利用水産資源を利用する新漁業システムモデルと新型漁船（工船）の開発  

 

担 当 機 関 名  研 究 期 間 

はねうお食品株式会社 平成 16 年～平成 18 年 

 

３ヵ年の研究成果  

１．技術開発課題の目的  

 我が国に近い東北・北海道東方公海域にはカタクチイワシ、サンマなどの未利用水

産資源が膨大に存在している。本開発は、これらの資源を対象に高鮮度船上加工によ

るミール、魚油（現在、マイワシ不漁により払底状態であり、本開発では EPA 等の医

薬品原料も視野に入れる）、落し身（ミンチ）、高鮮度冷凍魚などの製品化を踏まえた

加工技術や諸製品の保蔵・流通方法を検討し、その結果を基盤として省人省力化漁船

を設計した。併せて、上記の加工システムに対応する高効率表中層トロール漁具等お

よび漁獲物を高鮮度状態で船内に取り込む技術を含む漁撈システムを開発し、加工・

保蔵設備と組み合わせた我が国特有の新しい漁船システムモデルの構築を目的とし

た。モデル構築後、周年操業に基づいた採算性シミュレーションを行い、設計・周年

操業計画等の要因変更に伴う検討を重ね、実用性が高く、民間が受け入れ易いシステ

ムモデルとして提示した。 

 

２．技術開発課題の内容 

（１）技術開発の実施に必要な事業 

 ア．基礎となる試験研究の概要及び技術開発の目的 

①「我が国周辺水域の漁業資源評価（魚種別系群別資源評価・ＴＡＣ種）」,第１分冊, 

平成 17 年 3 月,水産庁増殖推進部,独立行政法人水産総合研究センター．平成 16 年度

サンマ太平洋北西部系群の資源評価．沖合のサンマ資源開発について． 

【概要】サンマ資源は、現在のところＭＳＹ水準以下で利用されており、さらに沖合域にはほ

とんど漁業の対象となっていない膨大な資源がある。これらは、日本の現行の漁業システムで

は魚価が安くて採算がとれないため、開発対象と考えられていない。しかしながら、韓国と台

湾では沖合域のサンマを漁獲し冷凍品として水揚げしている。日本のサンマ漁業の主力である

棒受網漁業（特に大型船）は、サンマの資源状態が良好であるにもかかわらず、兼業している

鮭鱒流し網漁業やマグロ延縄漁業の不振から採算をとることが困難になってきており、今後の

漁業の継続が懸念されている。 
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 沖合の資源としてはサンマ以外にもカタクチイワシ、アカイカなどが大量に分布することが

わかっており、漁業の継続のためには、これらの漁獲も視野に入れた総合的な新しい漁業シス

テムの構築が必要であると考える。 

②「レジームシフトと水産資源管理」．多獲性浮魚資源を対象にした大規模漁業の構想．水産

学シリーズ 147．恒星社厚生閣．2005 年 10 月． 

【概要】我が国周辺沖合域の浮魚類は主に大中型まき網、サンマ棒受網、イカ釣りなどを中心

とする中小型漁船によって漁獲されているが、近年、漁獲対象資源の変動や乱獲による資源減

少、豊漁の場合の魚価の低迷など漁業経営を圧迫する諸要因により漁業経営は極端に悪化して

いると言われている。 

 一般にレジームシフトは漁獲対象魚種の長期的資源変動をもたらすため、漁業の側から見る

と資源状態のよい魚種が順次入れ代わっていくことになる。このため、色々な魚種を同じ基本

装備で漁獲できる漁法が経営上有利である。資源管理の観点からも、資源状態が悪くなった魚

種の漁獲を回避し、資源状態がよい魚種の漁獲を行うことが好ましい。このような漁獲を実現

できる漁法としては、まき網や日本では行われていないが北欧で盛んに行われている中層トロ

ールが該当する。本報告では、我が国沖合漁業の現状分析を基礎に置き、欧米において発達し

ている中層トロールを日本周辺漁場へ導入することを検討した例を示すとともに、検討の過程

で浮かび上がって来た日本の沖合漁業をとりまく構造的欠陥を指摘した。 

 

 本技術開発は、上記①資源的研究成果、②漁業システムの研究成果、に基づいて公

海域における新しい漁船漁業を構築することを目的とした。 

 イ．技術開発の内容等 

 （ア）技術開発の内容 

①  本事業では、サンマ・カタクチイワシなど沖合公海域に大量に分布する未開発・

低利用漁業資源を対象に表中層トロールシステムで効率的な漁獲を行い、漁獲物

を船上で直ちに高品質ミール・落し身（ミンチ）、高鮮度冷凍魚などに加工して付

加価値を高めて水揚げすることにより、大幅に利益を上げ得る新しい漁業システ

ムの提案を目指すものである。 

②  表中層トロールシステム（ソナー、ITI システムなどの探魚システムを含む）、基

本加工設備（ミール、落し身プラント、IQF 高鮮度冷凍システム）及び製品保蔵

設備を含んだ漁船の概念設計を行い、現在の魚価・流通量を基準に採算性を検討

し問題点（主に採算性）を把握する。 

 

（※漁労におけるモデル構築には、これまでに各種事業で検討されてきた表中層トロ

ール漁具システムのほか、漁獲物を高鮮度にて船内に取り込む方法として、ブレーラ

ーコッドエンド、フィシュポンプおよび冷海水装置を込み合わせたシステムを調査船
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における実操業調査および模型実験により得られたモデルを加えることとする。表中

層トロールの漁獲効率が採算に合わない場合は、他の適切な漁具・漁法を開発する。） 

 

③  調査船等で試験的に漁獲された原魚を用いて、船上で高鮮度ブラウンミール、魚

油、IQF を用いた高鮮度冷凍魚、落し身（ミンチ）、スリミ等の高鮮度加工素材等

の試作、あるいは加工方法の検討を行い、品質の評価および現状商品との比較検

討を行い、未利用水産資源を用いた製品の有用性・市場性を把握する。 

 ブラウンミール・魚油については、実際に小規模なミールプラントを試作し

て、製品を生産してみる。（実際に未利用水産資源が存在する海域で採捕され、

鮮度が保持された原魚を用いて試作することに意義を有す。品質の比較は、

各地沿岸域で水揚げされた原魚を用いて陸上で加工されたものと行う。） 

 調査船等の船上で IQF に準じた高鮮度冷凍品の試作を行い、品質・流通性の

検討を行う。（品質の比較は、現在のサンマ棒受網漁業で処理されたものと行

う。） 

 サンマ・カタクチイワシ等の沖合性赤身魚の素材加工形態（落し身、フィッ

シュボール、イワシスリミなど）について商品の流通性を把握し、市場に受

け入れられる製品を考慮して試作を行う。 

 試作品は国内外のバイヤーに提供して、市場性（価格と需要）についての評

価を受ける他、品質・加工方法改善などについてアドバイスも受ける。また、

販路の調査・開拓も試みる。 

 

※本開発では試験船で実験可能なミニプラント（プラント・ラボ）を試作し、製品サ

ンプルを生産する予定である。ミニプラントは、省人省力的な船上加工機械の開発に

も活用する。 

 

④  これらの製品の有用性・市場性の検討結果に基づき、船上加工・保蔵設備の内容

と規模に関する設計変更それに伴う漁船システム全体の再設計を行い、再びシミ

ュレーションにより問題点の摘出・採算性の検討を行う。 

⑤  摘出された問題点を克服するため、関係者で合議して、設計・操業計画の変更を

行い、再度採算性の検討・シミュレーションを行う。このプロセスを数回繰り返

して実現性の高い漁船（表中層トロール工船）の基礎設計と漁撈計画作成を行う。 

⑥  最終的には、これらの検討結果に基づき、漁撈・加工・保蔵設備を含んだ数種類

のモデルを検討して、新たな漁船システムを（工船）設計する。 

⑦  それぞれの基礎設計について、資源状態・操業計画も含んだ採算性の検討・シミ

ュレーションを行い、問題点を摘出する。 
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このプロセスを数回繰り返して実現性の高い漁船（工船）の基礎設計と漁撈計画作成

を行う。 

 

 （イ）技術開発の担当者 

主任研究員  是村忠良   はねうお食品株式会社       社長 

研究員    跡部 孝   ニチモウ株式会社 食品第一営業部 チームリーダー 

研究員    樋口晴一   ニチモウ株式会社 食品第二営業部 チームリーダー 

研究員    竹川恵清   ニチモウ株式会社 機械営業部   課長 

研究員    佐々木 溥  ニチモウ株式会社 下関研究室   技術部長 

研究員    木下弘実   ニチモウ株式会社 下関研究室   室長 

研究員    近藤好樹   新潟造船株式会社         部長 

研究員    矢吹一夫   ニチモウ株式会社 海洋第一営業部 部長 

研究員    熊沢泰生   ニチモウ株式会社 下関研究室   主事 

 

他よりの技術開発指導・協力者 

上野康弘 独立行政法人水産総合研究センター東北区水産研究所八戸支所 

資源生態研究室長 

稲田博史 東京海洋大学 海洋科学部 海洋生物資源学科     助教授 

渡部俊広 水産総合研究センター 水産工学研究所 漁業生産工学部  

漁法研究室長 

松下吉樹 長崎大学 水産学部 助教授 

 

 （ウ）技術開発の実施場所 

ニチモウ株式会社 下関研究室 

 〒750-1136 山口県下関市小月小島 2-3-17 電話：0832-82-2955 

 

 ウ．技術開発の実施結果 

事業は,産学官（根室さんま棒受網部木根部会長,日本トロール底魚協会,ニチモウ㈱,新

潟造船㈱,東京海洋大学,水産大学校,北海道区水産研究所,東北区水産研究所,水産工学研

究所,水産総合研究センター開発調査部,海洋水産システム協会など）の連携により対象と

する未利用水産資源の潜在量の把握，衛星情報に基づく漁場選定ツールの開発, 適切な漁

法の開発と実証，選定海域における漁獲魚の成分分析,製品の試作,評価および輸出を含め

た販路調査，漁船の概要設計などを行い得られた全ての知見から対象海域における工船漁

業の経営シミュレーションを実施して漁船像の有効性を追求した。平成 16 年度から 18 年
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度に実施したの取り組み方法のフローチャートを図 1 に示した。 

潜在資源  

北太平洋公海域における未利用水産資源は、主にサンマ、カタクチイワシ、アカイカな

どである。2004 年から 2005 年および 2006 年の潜在量推定を図 2-1、-2 に示した。潜在資

源量は、事業開始年度と比較して若干減少しているが、2006 年現在に至っても依然として

サンマ約 400 万トン強、カタクチイワシ約 82 万トン（過小評価）、アカイカ約 14 万トン（過

小評価）と推定されている。 

 

 

     

 

 

  

 

図 2-1 北太平洋の未利用水産資源    図 2-2 北太平洋の未利用水産資源 

(2004 から 2005 年)              （2006 年） 

各魚種の潜在資源量の他に漁獲効率、製品単価などを考慮して具体的な活用方法を検討

した。その結果、未利用水産資源として利用できる有望な魚種としてサンマを選定し、技

術開発を進めた。 

２００海里水域２００海里水域

140E 180E170E160E150E

アカイカ漁場：7-12月
2003年サンマ棒受け船
の漁期通算の漁獲位置

約 460 万トン 

約 100～115 万ト 約14～24万トン

２００海里水域２００海里水域

140E 180E170E160E150E

アカイカ漁場：7-12月
2003年サンマ棒受け船
の漁期通算の漁獲位置

約 400 万トン 

約 82 万トン 約 14 万トン 
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衛星情報を用いた漁場探査ツールの開発 

事業開始以後，北西太平洋の公海域では台湾，韓国によるサンマ漁業，アカイカ漁業が

盛んに行われるようになってきており，その水揚げ量は 10 万トン以上に達しているとの観

測もなされている。極東各国のサンマ漁業の状況を表 1．に示した。これら外国の漁船は 5

月頃から北西太平洋の公海域に出漁し，11 月頃までサンマ漁業に従事していると推測され

るが，その実態（隻数，漁場など）ははっきりしない。本調査は，人工衛星によるリモー

トセンシング技術を用いて 2005 年における北西太平洋北部海域の集魚灯点灯位置の調査

を行うことにより，両国漁船の操業位置の分布を把握できるシステムを開発した。また，

これらの技術は我が国漁船が公海域に出漁する場合の探査に十分に活用できると考えられ

る。リモートセンシングの結果の一例を図 3 に示した。 

表 1．近年の極東各国のサンマ漁業の現状 

  2001 2002 2003 2004 水揚げ形態 
1995-2004 の年間

生産量 
備考 

日本 231 231 226 220 生鮮水揚げ 13-27 万トン 
全部 200 総トン未満、小型船

が多い、さけます・鮪兼業 

ロシア 20～30 隻漸増傾向？ 
船上加工（冷凍・缶

詰）、生鮮 
1-6 万トン 

旧日本漁船の他、大型船もあ

り、兼業状況不明 

韓国 25 21 19 16 隻前後 冷凍 2-5 万トン 

400-800 トンの大型船主体、

専業あるいはいか釣り兼

業？ 

台湾 50 前後 50～60 前後 75 隻 冷凍 1-9 万トン 
400-800 トンの大型船主体、

いか釣り兼業 

中国   -  -  - 7 隻前後 冷凍 
昨年７千トン程

度か 

400-800 トンの大型船主体、

いか釣り兼業 

2005.10.28

40N

44N

48N

36N

140E 150E 160E

日本沿岸のサンマ・イカ漁場

沖合漁場（サンマ・アカイカ）

2005.10.28

40N

44N

48N

36N

140E 150E 160E

日本沿岸のサンマ・イカ漁場

沖合漁場（サンマ・アカイカ）

 

     図 3 リモートセンシングの例 

人工衛星（DMSP）の可視画像か

らみた日露 200 海里外の集魚灯

と思われる光点。台湾、韓国、

中国、日本などのサンマ・アカ

イカ漁船のものと推測される。
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漁獲試験 

漁獲試験は、調査船北光丸（北水研）により表中層トロール漁具を用いて 2004 年から

2006 年の間に 3 回行われた。2004 年および 2005 年は国内水域によるサンマを対象に試験

を行い、2006 年には人口衛星情報から探査した図 4 に示した公海域漁場、東経 156～165

度、北緯 41～44 度において試験を行った。2006 年の試験ではサンマ棒受網漁船船頭窪田

さんに乗船頂き、操業指導を頂いた。使用した表中層トロール網は、網口：50m×30m＝1500

㎡である。結果、60 分の曳網を 18 回実施し、サンマ約 20 トン、シマガツオ約 0.6 トン（1

回の曳網での最大漁獲は 12 トン）などを漁獲できた。曳網回数 15 回目の魚群反応を図 5、

その魚群反応に対して曳網されたときの漁獲物を図 6 に示した。魚群反応を見つけて曳網

を行えば試験で使用した漁具規模でも 10 トン以上の漁獲が見込めると考えられる。また、

図 7 に身網部に目刺さりしたサンマを示した。目刺さりは 60mm 目合に最も多く肉体長

28.5cm のサンマの場合約 5％が目刺さりすることが推定できた。これらの知見は漁具設計

に活用した。 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 漁獲試験の海域          図 5 15 回目の魚群反応 

 

    

図 6 15 回目曳網サンマ約 12 トン    図 7 60mm 目合に目刺さりしたサンマ 
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漁具設計 

公海域における漁獲試験を参考に実物漁具の設計を行った。網規模は漁獲試験で使用さ

れた漁具の間口約 4 倍（85m×70m＝5950 ㎡）とした。必要となる曳網力は 3000 馬力であ

る。また、オッターボードは水工研で開発された浮魚を効率的に漁獲できるサイドトーイ

ング曳網ができる仕様を組み込んだ。漁具の推定漁獲効率は、1 回の曳網で約 8 トンの漁

獲以上である。網漁具を図 8、オッターボードを図 9、漁具構成を図 10、サイドトーイン

グ曳網方法を図 11 に示した。 

  
図 8 設計した表中層トロール網      図 9 設計したオッターボード 

 

図 10 漁具構成             図 11 サイドトーイング曳網 

 表中層トロール漁具における漁獲物処理の最適化を目的として浮魚類用に新しいコッド

エンドを開発した。設計は、欧米で使用されているブレーラーコッドエンドの仕様を参考

とした。設計したコッドエンドを図 12 に示した。特徴は、網を縫い合わせる縮結の割合と

レーシングラインを取り付けない点である。設計後、コッドエンドの網成り観察と内部流

速測定を行った。コッドエンドの網成りを図 13 に示した。従来の国内大型コッドエンドと

比較して網成りは膨らみを維持でき、内部流速も末端に至るまで流速変化が少ないことが

わかった。開発したコッドエンドは未利用水産資源を漁獲する場合に有効であることが示

唆された。 

従来のトロール網

新しいトロール網

オッターボード

曳綱

オッターボードに矢印の
方向の力が発生して網
の口を開かせる

トロール網 調査船

船が航走することによって
波や流れが発生する

１枚のオッターボードのみを用いること
によってことによって，船が通過する場
所から網を離して曳ける
（サイドトーイング表層トロール網）

従来のトロール網

新しいトロール網

オッターボード

曳綱

オッターボードに矢印の
方向の力が発生して網
の口を開かせる

トロール網 調査船

船が航走することによって
波や流れが発生する

１枚のオッターボードのみを用いること
によってことによって，船が通過する場
所から網を離して曳ける
（サイドトーイング表層トロール網）



 9

   
図 12 設計したブレーラーコッドエンド  図 13 ブレーラーコッドの模型実験 

漁労機械 

 設計した漁具に対応する漁労機械を選定した。ワープウインチを図 14、ネットウインチ

を図15に示した。ワープウインチは20トン×80m/min、ネットウインチは16トン×60m/min

である。 

    

図 14 ワープウインチ       図 15 ネットウインチ 

 

操業方法 

 操業方法は図 16 に示したトロール操業を選定した。内容は、先に示した北光丸漁獲試験

で試された操業方法と同様、トロールソナーで網を監視できるシステムである。また、魚

汲み方法は欧米のフィッシュポンプを用いる方法とした。魚汲み方法を図 17 から 19 に示

した。コッドエンドには、開発したブレーラーコッドエンドを用いることが可能である。 

   

図 16 トロールソナーを用いた操業     図 17 フィッシュポンプ操業(1) 
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図 18 フィッシュポンプ操業(2)      図 19 フィッシュポンプ操業(3) 

 

 操業に用いるフィッシュポンプを図 20、専用クレーンを図 21 に示した。 

 

   図 20 フィッシュポンプ       図 21 フィッシュポンプ専用クレーン 

 

未利用水産資源の成分分析 

 未利用水産資源として有望なサンマの品質を確認するために北太平洋公海域で漁期前調

査において漁獲されたサンプルの成分分析を行った。脂質含量の結果を図 22、DHA 含量の

結果を図 23 に示した。北緯 40 度より以北の資源は脂質含量が 25％以上であり冷凍品に有

効な原料と言える。また、北緯 40 度より以南の資源は脂質含量が少ないが DHA の含有率が

高いことから加工品に適した原料と言える。 

 

選定したフィッシュポンプは、14 イン

チタイプ、能力は 1500 トン/h、重量

250kg である。クレーンは 3 トン×

10m/min 3 5 トンの重量
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    図 22 脂質含量の割合           図 23 DHA 含量の割合 

 

冷凍品の検討 

 公海域で漁獲されたサンマの船上における処理方法の比較を行うために A.漁獲後に－

20 度魚倉保存、B.漁獲後冷海水（－1 度程度）処理→－20 度魚倉保存、C. 漁獲後冷海水

処理→－40 度凍結→－20 度魚倉保存、D. 漁獲後冷海水処理→－40 度凍結→－40 度魚倉保

存、E. 漁獲後冷海水処理→－80 度凍結→－20 度魚倉保存、F. 漁獲後冷海水処理→－80

度凍結→－80 度魚倉保存の各方法別の脂質含量と脂質過酸化について分析を行った。サン

プルは上述した北光丸漁獲試験時に作成した。保蔵方法別の脂質含量を図 24、脂質過酸化

を図 25 に示した。 

図１.　脂質含量
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C 冷水→-40℃冷凍庫→魚倉
D 冷水→-40℃冷凍庫
E 冷水→-80℃冷凍庫→魚倉
F 冷水→-80℃冷凍庫

 

図２．組織あたりの脂質過酸化
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B 冷水→魚倉
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D 冷水→-40℃冷凍庫
E 冷水→-80℃冷凍庫→魚倉
F 冷水→-80℃冷凍庫

 

    図 24 保存方法別の脂質含量       図 25 保存方法別の脂質過酸化 

 

保存方法による脂質含量の変化は各方法について優位な差はないが、脂質過酸化は保存

方法 C. 漁獲後冷海水処理→－40 度凍結→－20 度魚倉保存が有効な結果となった。 

従来の研究では低い温度で凍結し、低い温度で保管することが品質を維持できることが

報告されている。本試験の結果は、処理方法 D.E.F.の値が期待と異なる内容である。この

点については今後さらにサンプルを増やして分析を行う必要があると考えられる。 

また、解凍後の魚肉細胞の光学顕微鏡写真を図 26 に示した。解凍後の魚肉細胞の復元

は、冷海水処置後極力低い温度で凍結し、保蔵する方が良い。脂質過酸化の結果と費用効

果を考慮すると「C. 漁獲後冷海水処理→－40 度凍結→－20～40 度魚倉保存」が適切な処
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理と考えられる。この結果は、工船における冷凍品製造方法に活用できる内容である。 

 

   

A.漁獲後に－20 度魚倉保存   D. 漁獲後冷海水処理→      F. 漁獲後冷海水処理→ 

－40 度凍結→－40 度魚倉保存   －80 度凍結→－80 度魚倉保存 

図 26 凍結方法が異なる場合における解凍後の魚肉細胞 

 

洋上すり身の試作と評価 

実験は，三陸沖漁場における水産工学研究所が行ったサンマ漁獲効率推定試験において，

用船調査船日本海洋株式会社所属第七開洋丸 499 トンが漁獲したサンマを船上で加工試験

に供した。第七開洋丸を図 27 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 第七開洋丸       図 28 ラボの積み込み   図 29 洋上すり身ラ

ボ 

 

すり身実験ラボは，図 28 に示したように八戸港において本船船首側に積込み，ワイヤ

ーを用いて固定した。搭載したすり身実験ラボの寸法は，4.2ｍ×2.0ｍ×2.3ｍで原魚処理

能力は 80kg/バッチである。すり身実験ラボの配置図を図 29 に示した。実験ラボ内には，

魚肉採取機，晒しタンク 1 機，遠心脱水機，裏漉機，ブレンダーを配置した。 

サンマすり身は，添加物や晒し方法を変えた 4 種について 30～40kg の計 140kg を 

試作した。試作したすり身の添加物と晒し方法は以下の通り。 

A． 添加物：砂糖 6％，リン酸塩 0.25％，晒し方法：1 次，2 次とも清水晒し 

B． 添加物：砂糖 6％，リン酸塩 0.25％，晒し方法：1 次重曹添加，2 次清水晒し 

C． 添加物：砂糖 6％，リン酸塩 0.25％，卵白 1.2％，晒し方法：1 次，2 次とも清水晒し 

添加物：砂糖 6％，リン酸塩 0.25％，卵白 1.2％，晒し方法：1 次重曹添加，2 次清水晒 
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 すり身の試作は，概略原魚 45.6kg に対してオトシミ 15 ㍑（約 22.5kg），裏漉し肉 11.6kg

となった。裏漉し肉がほぼ製品となるので歩留りは，11.6／45.6≒25.3%となった。これは

通常より高いが，サンマは相対的に頭部が小さいためと推察された。 

試作した 4 種類のすり身の評価を表 2 に示した。評価は，株式会社中央すり身研究所で

行った。洋上サンマすり身は，スケソウダラすり身と比較して，色が黒く，黒皮は A 級程

度，水分低く，強度は B 級程度，坐りはほとんどなく，pH が低い結果となった。しかし、

摺りあげ時に重曹を添加することで pH を高め，ゲルの折り曲げ，保水性を向上させること

が可能であることを確認した。陸上品と洋上品との比較においては，洋上試作の方が白色

度，弾力，白度，明度については優るが，黒皮含有量や坐りについては劣る結果となった。

黒皮含有量は，採肉時の工程改善により緩和することが可能と考えられる。坐りについて

は，酵素活性を抑えることにより改善できると考えられる。 

 現状，これまでに述べてきたサンマすり身は，単独で市場を構成するのは難しく，需要

が最も多いスケソウダラすり身の混ぜ物としての活用が考えられる。そしかし，サンマす

り身は赤身魚の特徴である脂質含有量の多さや食した場合の風味豊かな旨み等既存の商品

と比べて差別化できる特徴は有しており，さらに本研究で示した重曹を添加してゲルの性

能を高める方法等を普及することにより新しい需要を創出していくことは可能と考えられ

る。 

 

表 2 洋上で試作したサンマすり身の評価 

弾力 試料 製造

月日 

種類 重量 

(kg) 

水分 

(％) 

pH 黒皮

(ヶ)

白色

度 強度

(g) 

凹み

(mm)

白度 明度 加水

(％)

A 2005 

10/28 

無塩 

－即 

5.70 66.8 6.41 100/

10g 

52.9 289.3 7.9 30.9 65.0  

  無塩 

－坐 

    67.2 131.3 8.0 36.5 69.4 30 

B 2005 

10/31 

無塩 

－即 

5.45 61.6 6.41 96/ 

10g 

58.1 441.0 6.2 25.6 59.8  

  無塩 

－坐 

    65.1 230.3 6.1 33.7 67.3 30 

C 2005 

10/31 

無塩 

－即 

5.21 63.4 6.62 65/ 

10g 

62.1 505.3 8.6 29.7 64.3  

  無塩 

－坐 

    68.0 293.0 9.5 37.3 70.4 30 

D 2005 

11/1 

無塩 

－即 

5.50 65.4 6.54 110/

10g 

62.3 441.0 9.3 29.6 64.8  

  無塩 

－坐 

    67.1 243.3 9.3 36.0 69.7 30 
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洋上ミール・魚油の試作と評価 

洋上ミール魚油プラントを第七開洋丸に搭載して漁獲直後のサンマを用いてミールと

魚油を試作した。ミールラボ機の積み込みを図 30、ミールラボ機を図 31、ミールラボにお

けるクッカー・ドライヤー部を図 32、魚油精製機を図 33 に示した。 

 

図 30 ラボの積み込み           図 31 ミールラボ機 

   

 図 32 ラボ内のクッカードライヤー       図 33 魚油精製機 

 

 搭載したラボ機の仕様は、Cooker＆Drier：煮熟と乾燥をバッチ運転で交互に行った。加

熱は缶外周の電気ヒーターで過熱し、ラセン状の羽根で攪拌した。処理容量は 60kg/バッ

チ程度であった。 

工程：原魚→粉砕（サイレントカッター）→煮熟（Cooker＆Drier）→固液分離（遠心脱水

機）→固形分→乾燥（Cooker＆Drier）→粉砕（サイレントカッター）→ミール 

  →液分→油水分離（高速遠心分離機）→魚油 

制御：全てバッチ式の手動操作 の通りである。 

原料処理は、A.15 時間常温放置後、B.漁獲直後、C.漁獲直後ドレス処理、D.16 時間放

置後（小型ジャミ含む）、E.氷蔵 3.5 日後、F.27 時間常温放置後の計 6 種類である。試作

の結果、ミールの歩留まりは 23％程度、魚油の歩留まりは 13％程度であった。 

飼料品質表示基準の必要項目として、水分、粗たんぱく質（CP）、粗脂肪（CF）、粗灰分、

粗繊維について測定した。結果を表 3．に示した。ラボ機の能力が十分とは云えず、成分
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評価を行うのは適切とは云えなかった。何れも、実機では解消出来る問題であり、サンマ

ミールとして問題となるものは無かった。 

高鮮度原料が製品に及ぼすメリットを調べるため、酸化 AV および過酸化物価 POV、揮発

性塩基性窒素 VBN、ヒスタミンについて調べた。結果を表 4．に示した。高鮮度原料の効果

が発揮された良好なミールが得られ、ラボ機の目的を果たした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚油の EPA、DHA について原料処理状態の A～E について分析結果を表 5．に示した。ほ

ぼ五訂と同じ値を示した。原料処理の方法によりあまり違いは無かった様である。 

 

 

 

 

これらの結果から洋上でミール・魚油を加工することが未利用水産資源活用に有効であ

ることが示唆された。 

 

漁船(工船)設計 

潜在資源、漁具・漁法、加工の知見から未利用水産資源を活用するための漁船（工船）

を設計した。種類は単価の高い冷凍品加工を中心に「冷凍工船」、「冷凍＋ミール魚油工船」

表 3． 分析結果と評価 

分析結果 評価 分析結果 評価 分析結果 評価 分析結果 評価 分析結果 評価 分析結果 評価 ○ △ ×

水分 ％ 4.1 × 5.2 ○ 4 × 3.2 × 1.8 × 3.6 × 5-8 8-10 ＜5、10＜

粗たんぱく質 ％ 67.5 △ 65.6 × 70.6 ○ 65.6 × 61.1 × 63.8 × 68＜ 68-67 ＜67

粗脂肪 ％ 22 × 21.2 × 21.8 × 23.8 × 31.9 × 26.7 × 8-10 10-12 ＜8、12＜

粗繊維 ％ 0.1未満 ○ 0.1未満 ○ 0.1未満 ○ 0.1未満 ○ 0.1未満 ○ 0.1未満 ○ ＜0.2 0.2-0.5 0.5＜

粗灰分 ％ 8.6 ○ 9.4 ○ 5.4 ○ 8.5 ○ 7.2 ○ 8.2 ○ ＜14 14-16 16＜

揮発性塩基性窒素 mg％ 40 ○ 30 ○ 20 ○ 40 ○ 30 ○ 60 ○ ＜80 80-140 140＜

酸化 4.87 △ 4.51 △ 3.13 △ 4.71 △ 3.34 △ 4.68 △ ＜3 3-5 5＜

過酸化物価 meq/kg 32.4 × 23 × 60.1 × 24 × 9.7 ○ 4.7 ○ ＜10 10-18 18＜

ヒスタミン mg％ 3.1 ○ 3.3 ○ 2.7 ○ 4.3 ○ 5.8 ○ 6.7 ○ ＜30 30-70 70＜

分析： (財)日本食品分析センター 　注：AV、POVは06.12.14一部修正

ﾆﾁﾓｳ入荷基準
試験項目

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

 

表 4． 国産他社および輸入品との比較 

分析結果 評価 ○ △ ×

水分 ％ 3.65 × 9.8 △ 7.9 ○ 10 △ 6.1 ○ 5-8 8-10 ＜5、10＜

粗たんぱく質（CP） ％ 65.7 × 69.05 ○ 69.89 ○ 67 △ 71.2 ○ 68＜ 68-67 ＜67

粗脂肪 ％ 24.7 × 9.14 ○ 9.57 ○ 10 ○ 8.9 ○ 8-10 10-12 ＜8、12＜

粗繊維 ％ 0.1未満 ○ ＜0.2 0.2-0.5 0.5＜

粗灰分 ％ 7.9 ○ 12.62 ○ 12.93 ○ 15 △ 13.8 ○ ＜14 14-16 16＜

揮発性塩基性窒素（VBN） mg％ 36.7 ○ 79 ○ 77 ○ 120 △ ＜80 80-140 140＜

酸化（AV） 4.21 △ 16.92 △ 16.05 △ ＜3 3-5 5＜

過酸化物価（POV） meq/kg 25.7 × 9.51 × 10.18 × ＜10 10-18 18＜

ヒスタミン mg％ 4.32 ○ 100 × 13 ○ ＜30 30-70 70＜

注：AV、POVは07.1.24一部修正

試験項目
A～Fの平均値 ニチモウ入荷基準参考資料（○△×はニチモウ入荷基準により評価）

国産ホールミール ペルー チリー

表 5． サンマの魚油の EPA と DHA 

五訂 A B C D E
EPA 6.4 7.0 6.9 6.5 6.9 6.7
DHA 10.6 10.2 9.8 9.7 9.8 9.9  
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および昨年度検討した「冷凍＋すり身工船」の 3 種類を設計した。漁船規模は、新船建造

後減価償却できる採算性を考慮して 300～350 トン程度、漁船馬力は 3000 馬力とした。加

工機械は、漁獲効率 35 トン/日を目安として生産能力を設定して設計した。設計した工船

の主要目を図 34 に示した。また、各工船の一般配置図を図 35、36、37 に示した。 

冷凍工船の冷凍能力は 47 トン/日（稼動率 75％の場合 33.75 トン/日）、省力化を考慮し

て自動箱詰め機の搭載を計画した。冷凍＋ミール魚油工船には原魚処理能力 0.8 トン/h、

ミール生産能力 0.184 トン/h、魚油生産能力 0.104 トン/h のプラント搭載を計画した。「冷

凍＋ミール魚油工船」には原魚処理能力 2.5 トン/h、生産能力 0.625 トン/h のプラント搭

載を計画した。 

  

 図 34 設計した漁船（工船）の主要目        図 35 冷凍工船 
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図 36 冷凍＋ミール・魚油工船       図 37 冷凍＋すり身工船 

 

採算シミュレーション 

 漁船設計後、図 38 に示した航海計画、製品単価を設定して採算性をシミュレーションし

た。製品単価は、冷凍サンマ大 100 円/kg、中小 80 円/kg、冷凍サバ大 120 円/kg、中小 100

円/kg、ミール 120 円/kg、魚油 100 円/kg、すり身 250 円/kg と設定した。乗組員数は 24

名である。漁場距離は、東北沿岸から 528 マイル（東経 165 度付近までを範囲）とした。 

 

     図 38 航海計画          図 39 各工船の採算性 

 

減価償却期間を 9 年（法定）と 15 年として採算性を検討した結果を図 39 に示した。冷凍

5 月から 1 月 サンマ操業 

2 月後半から 3 月上旬 ドック 

3 月下旬から 4 月末 サバ・アカイカ操業
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工船は、償却期間が 9 年の場合に純益約 0.4 億円、15 年の場合純益約 1 億円の結果となっ

た。冷凍＋ミール・魚油工船は、償却期間が 9 年の場合に純益約－0.25 億円、15 年の場合

純益約 0.4 億円と償却期間によって収益分岐することがわかった。冷凍＋すり身工船は償

却期間に関わらず採算が得られないことがわかった。 

 エ．考察 

 北太平洋公海域の未利用資源を活用するために「潜在資源」、「漁場探査方法」、「漁獲技

術」、「漁獲魚の成分分析」、「処理方法の確立」、「加工方法」、「加工機械の設計」、「漁船の

設計」、「採算性」における一連の課題を解決することにより工船による実用的なシステム

モデルを開発することができた。 

工船の設計は、「冷凍工船」、「冷凍＋ミール魚油工船」、「冷凍＋すり身工船」の 3 種類

について行った。採算性は「冷凍工船」と「冷凍＋ミール魚油工船」が有効であることが

わかった。ただし、採算性は製品の単価によって大きく影響を受ける。本事業が選定した

製品（冷凍品、ミール、魚油、すり身）は昨今国際的に単価上昇傾向を示しており、採算

性が悪かった冷凍＋すり身工船も含め、今後採算性の向上が期待できる。 

 

 オ．まとめ 

  （本技術開発事業で得られた成果及び事業化の見通し（出来れば事業化に必要な 

   想定期間を記す。）と、残された課題に関する今後の取組について、具体的に 

   記述する。） 

 本事業の実施により北太平洋公海域の未利用水産資源を活用するために必要な漁船（工

船）を用いた新しい漁船漁業のシステムを構築できた。内容は新船を建造し、減価償却も

考慮した上でも採算が成り立つものである。昨今本事業が対象とした海域にはすでに中国、

台湾、韓国、ロシアが利用し、国際漁場へ変貌しつつある。本事業の結果は、我が国がそ

の漁場へ参画する場合に最も有効なシステムである。 

 一方、現在の我が国における漁業者は、新しい漁船への初期投資をできる余裕は少なく、

事業化への課題は残る。また、未利用資源として有望なサンマは我が国特有の漁業制度に

より管理されており、今後それらとの棲み分けを慎重に進めていく必要があると考えられ

る。 

 本事業の実施により技術的、経営的な問題は解決されたが、今後既存漁業との共存、漁

業制度上の位置づけなどを解決していくことが課題と言える。 

 

 カ．特許出願、学会発表等 

   （ア）知的財産権等 特になし 

   （イ）学会発表 等 

・平成 17 年度 5 件 
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1.成果発表会「みやぎ産官学研究成果発表研究会」，平成 17 年 11 月 4 日，仙台国際センタ

ーポスター発表． 

2.平成 18 年度日本水産学会発表：「我が国サンマ漁場における表層トロール操業実験」．松

下吉樹（水研セ水工研），平山完（ニチモウ），三木孝明（元松沢漁業㈱），武内要人（海

洋大），大島克幸（水研セ北水研）．高知大学． 

3.平成 17 年度サンマ等小型浮魚資源研究会会議発表．独立行政法人水産総合研究センター

東北区水産研究所．「我が国におけるサンマ漁場における北光丸による表層トロール操

業実験結果」．松下吉樹（水研セ水工研），三木孝明（元松沢漁業㈱），大島克幸，長谷

川誠三（水研セ北水研），武内要人，稲田博史（東京海洋大），上野康弘（水研セ東北研），

渡部俊広（水研セ水工研）,平山完，熊沢泰生（ニチモウ）．東北区水産研究所八戸支所． 

4.平成 17 年度サンマ等小型浮魚資源研究会会議発表．独立行政法人水産総合研究センター

東北区水産研究所．「漁期前調査において漁獲されたサンマの脂質性状について」．和田

俊，松井大輝,後藤直宏（東京海洋大），巣山哲,中神正康,上野康弘（水研セ東北研），

峰良二,保木本悟史，熊沢泰生（ニチモウ）．東北区水産研究所八戸支所． 

5.平成 17 年度サンマ等小型浮魚資源研究会会議発表．独立行政法人水産総合研究センター

東北区水産研究所．「三陸沖合海域におけるサンマを用いた洋上すり身の試作と評価」．

佐々木溥,熊沢泰生（ニチモウ），渡部俊広（水研セ水工研）,上野康弘（水研セ東北研），

稲田博史（東京海洋大）．東北区水産研究所八戸支所． 

 

・平成 18 年度 4 件 

1.平成 18 年度東京大学海洋研究所共同利用研究集会．漁業管理におけるリスク評価と合意

形成のための社会経済的アプローチ．サンマ棒受網漁業と資源．上野康弘，熊沢泰生．

東京大学海洋研究所講堂． 

2.平成 19 年度日本水産学会（予定） 

 「太平洋中緯度公海域における表層トロール操業実験」 

3.平成 19 年度日本水産学会（予定） 

 「太平洋サンマ群の異なる回遊域における脂質組成の相違」 

4.平成 19 年度日本水産工学会(予定) 

 「表中層トロール漁具におけるブレーラーコッドエンドの開発」 

 


