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収容定員

　
  震災未利用地等において栽培の草葉を起源とした餌料生産によって、循環型内水面
養殖の確立を目指す。生物・環境・情報工学の融合により新たな養殖法を開発し、経
営学や人間学の視点も取入れて事業化や人材育成に繋げるもので、震災復興に資する
と共に地域の産業や雇用創出も期待できる。地域資源に着目し新たな結合によって産
業創出等へ繋げていく研究は、被災地に在る大学としての使命であり、今後とも堅持
すべき独自色でもある。
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２．事業内容（２ページ以内）

石巻専修大学

（１）事業目的

（２）期待される研究成果

<事業の目的>
　本事業の目的は、地域が直面する様々な課題等に対して、本学で行われている理工学・社会科学・人文
科学の研究活動を横断的に結び、基礎的な試験、開発、調査結果等に基づき、新しい技術や知識を体系化
させ、地域特性を活かした産業創出に向けた育成や展開が期待できる研究として発展させることである。
<大学の現状・外部環境・社会情勢等>
　石巻専修大学は、平成元年の開学以来、一貫して「社会に対する報恩奉仕」を念頭に、石巻圏域の振興
を目指した多くの教育研究活動に取り組んでいる。宮城県北部にある高等教育機関として、石巻市・東松
島市・女川町・登米市の行政機関との間で包括連携協定を、地元の石巻信用金庫との間で連携協力に関す
る協定を締結し、地域社会の発展と人材育成及び学術の振興に寄与してきた。
　平成８年度から（公財）石巻地域高等教育事業団の補助金、平成22年度から石巻市の補助金を受け研究
活動を行い、定期的な報告会を開催して、地域に研究成果を還元している。大学の知見も広く市民に開放
すると共に、産学官協力体制の推進と地域産業の振興を図る大学開放センターや、課題解決を研究プロ
ジェクトとして推進する共創研究センターによって、地域課題と結びつけ、石巻圏域に還元させている。
　さらに、東日本大震災以降は、津波被害を最も受けた地域の真只中に位置する大学として、地域から震
災復興に対する支援や役割も求められている。平成23年３月には被災地域の防災と復興に関する事業を展
開する復興共生プロジェクトを立ち上げ、地域で活躍する教育者や人材を養成する人間学部を平成25年４
月に開設するなど、地域の要請を踏まえた活動を積極的に展開してきた。現在は、３学部（理工学部・経
営学部・人間学部）２研究科（理工学研究科・経営学研究科）の体制で研究及び教育活動を行っている。
　石巻圏域は水産業が活発な町として知られているが、水産資源や漁業従事者の減少等の問題を抱え、抜
本的な拡大を望める状態にはなく、水産業関係の復興も震災以前の状態に戻っていないのが現状である。
また、水産業関係の衰退に伴い沿岸付近では、多くの地方が抱える高齢化、人口流出や産業の空洞化に
よって、地域コミュニティの衰退という課題に直面している。東日本大震災の津波被害にあった東松島市
では、耕作放棄地や農業の衰退で作付けされない農地も多く見られる。一刻も早く、若い就労希望者にも
魅力的な「故郷に根ざしつつ、全国的に活躍できる働きの場」の創設が待ち望まれるところである。この
ためにも、地域が抱える課題等の解決と結びつけ、戦略的な研究を展開し、地域特性を活かした産業創出
や付加価値の高い地域商品づくり等、地域経済の持続的な発展に努めていくことが重要である。
<研究テーマの設定と適切性>
　本事業で行う研究テーマは、「草葉起源による内水面養殖業の創出」で、震災等で増えている未利用農
地を使い餌料の原料となる植物（草葉）を生産し、食物連鎖を利用して地域特産化を目指す商品価値の高
い魚類を内水面（飼育水槽）で養殖するシステムの開発である。
　本研究では、理工学部が餌料用の植物について生物科学的なアプローチで葉の成分、栄養素、発酵プロ
セスの検討を行う。水質環境学・生物科学的な手法により、その植物をもとにして細菌類から原生・後生
動物へ、さらに小型甲殻類の増殖を介し、魚類生産へと展開していく。対象とする閉鎖循環型の内水面養
殖では、養殖条件の制御要素が多く、環境工学・熱流体工学を基礎に、水の流れや拡散をベースとした諸
水質環境の最適化を図ることができる。この利点を追求するため、水の物理・化学的特性が生物の生理活
性に及ぼす効果に着目した実験的研究を進める。これらは、魚介類の「臭み」「食感」「美味しさ」等
と、養殖環境全体の関係を明確化するもので、本研究以前には同種の報告例は見当たらない。成果は、養
殖環境下で物理・化学的変化に対応する食糧としての魚介類価値への新たな知見となり、新規養殖産業創
出の切り札になると考えている。
　このように理工学部全体で本研究の一翼を担うだけでなく、魚介類は経営学的観点からマーケティング
の検討を加えて選定する。内水面養殖技術の確立後は、事業化と普及に向けて、地域での起業化や技術習
得のための研修が必要になる。そのため、社会学・教育学の手法によって、地域性を踏まえつつ基本的仕
組みから実際の起業方法、実務作業から事業運営全般・会計処理まで、長期間研修していく実習プログラ
ムを構築することとしている。本養殖技術は、既存の漁業権や販売権に左右されずに、新規従事者による
起業も可能で、研究テーマとして適切である。
　

<研究によって期待される成果等>
　循環型内水面養殖システムの確立は、餌料用の植物（草葉）の生産、餌料生産、養殖と種苗生産、流通
と企画の４分野に波及していく。未利用の農地を活かした新たな産業が創出され、新たな雇用が生み出さ
れ、将来的には全国の過疎地への適用も可能である。植物を起源にした餌料への適用研究や、生物科学的
及び栄養学的な見地から、細菌類、小型原生・後生動物、小型甲殻類、魚類等を育てる環境を最適化する
制御技術が発展する。基礎から応用に亘る研究を行うことで、地域振興にも貢献しうる知見が得られると
共に、総合的な研究、学術分野を横断する研究を通じて、異分野融合的な学術交流が加速される。
<全学的な優先課題としての適切性>
　本学は、宮城県北部の唯一の高等教育機関として、研究及び教育活動を軸に地域との相互理解を図って
きた。東日本大震災後、地域連携の取り組みが活発化しているが、各教員の専門領域を起点にした研究活
動は、地域の持続的な発展や新しい文化の形成に向けた力強い推進力とは必ずしもなっていない。

　

　

　

　

　

　



石巻専修大学

<研究の独自性、研究を足がかりに打ち出そうとする大学の独自色>
　今回、本学が打ち出す研究における独自色は「震災復興から地域資源の新結合による産業創出へ」であ
る。本研究は、津波被災地以外の地域にも適用できる独創的なもので、大型水槽の水質と流れや拡散・浄
化レベルが、魚介類の生理と「臭い」「食感」等の品質へ及ぼす影響の総合的な評価は、新規で学術的に
高い内容を含み、同時に内水面養殖の最適化制御へ直接つながっていく。
　宮城県北部の唯一の高等教育機関である本学は、多面的な地域貢献を行う必要がある。地域ニーズと大
学の知的資産のより円滑なマッチングが期待される。こうした研究成果をやがて産業創出へとつなげる。
　東日本大震災では、本学が被災地の復旧に向け、施設提供・人的提供・知的資源の提供・地域貢献等を
積極的に行ってきた。この経験を踏まえて、地域の復興・活性化に向けた事業を実施している。本申請
は、上記取り組みで積み重ねた地域とのパートナーシップを基に、本学が知的リーダーシップを発揮しな
がら地域特性に立脚する産業創出を提示するものである。
<社会的意義を広報する方法・研究成果との関連性>
　研究の進捗状況は、定期的にホームページ上で公開するとともに、地域の行政機関等と定期的に開催し
ている諸会議（圏域首長・議長懇談会、圏域高等学校との懇談会等）で報告する。成果は、本学研究紀要
で公開すると共に、地域住民等を対象にしたシンポジウムで報告する。また、それぞれの研究分野では成
果を学術論文として報告する。開学時から一貫しているのは、地域資源に大学の資源を総合的に結びつ
け、地域振興に役立てることである。このため、今後も継続していく研究の方向性として「震災復興から
地域資源の新結合による産業創出へ」を独自色とした。地域資源は、農産物などに限らず自然や文化等の
多岐に亘る。本学に蓄積された知識は、開放講座等で市民に還元し、学術と日常生活との関わりや学術が
もつ意味に対する理解を深める機会としている。本研究は、植物、微生物、魚等の地域の生物資源に焦点
を当てることから、地域と大学間において相互理解を図る必要がある。この取り組みによって、復興や地
域活性化に対する本学の姿勢が一層強まる。
<事業を大学のブランディングにつなげていく展望>
　資本や人的資源に乏しい石巻圏域にとっては、最新の研究成果に基づく産業創出と企業活動の展開が重
要である。ブランドを足がかりとして目指す大学運営の方向性は、今回の事業を進める中で得られる学部
学科間や地域との連携、研究から事業化までの様々な課題解決のための手法について、今後の研究活動は
勿論、学部等の教育課程・内容・方法にも反映させる。本学の研究者が行う研究において、べクトルが今
回掲げたブランドを意識したものとなるよう、全学的な取り組みを推進していく。

（３）ブランディングの取組

　

　

　本学が、石巻圏域から誘致された経緯を踏まえ、地域振興を図る成果を生み出せる研究活動を推進する
ためにも、本研究は優先課題として適切である。
<地域の発展等への寄与、ブランディング事業としての適切性>
　本研究の成果は、循環型内水面養殖の確立だけでなく、新技術結合より生まれる付加価値の高い魚介類
生産は地域ブランドとして新産業や雇用を創出させ、地域の持続的発展に寄与すると共に、本学の研究活
動の強化や学際的教育研究分野の開拓に資する。石巻圏域行政のまちづくり計画や将来計画等の総合戦略
には、中長期に人口減少が進むと予測されているが、克服する戦略策定の一つとして、新たな地域ブラン
ド、新産業や雇用を創出させる本研究が適切であり、産学官一体で研究を推進していく必要がある。
　石巻市、東松島市、女川町、登米市では、本学との積極的な連携により地域振興を図るため包括的な連
携協定の締結を行い、行政計画の中に本学との関わりによる活性化施策を盛り込んでいる。石巻市、東松
島市、女川町の首長・議長との懇談会でも、産学連携や地域を担う技術系・ビジネス系・幼児教育・文
化・社会等の分野の人材育成・振興を期待する意見が出されている。
<計画の実現可能性、研究成果の測定方法>
　本事業の研究で基盤とするのは、研究リーダーを務める教員が、駿河湾特産の漁獲直後の桜えびを「密
集状態で生かす」技術において培われたものである。この基盤技術を基に、魚介類の成長要因の餌料生
産・成長から魚介類増殖の要因を水の物理化学的条件を見直し養殖産業の制御要因に活かしていく計画で
ある。
　本研究が計画通りに進捗した場合、地域や社会への影響は大きく様々な可能性も広がる。１つ目は「耕
作放棄地や未利用地の活用」の可能性が飛躍的に高まり、２つ目は「新たな産業創出や雇用の創出」の期
待、３つ目は「環境にやさしい安心・安定生産」という新しい生産の仕組みが生まれるなどである。本研
究では、所管の共創研究センターにおいて、行政機関や有識者を学外委員に加えて、定期的に進捗状況等
の報告を受け検証を行う。
<自己点検・評価及び外部評価の実施体制>
　学内の検証・評価体制としては、自己点検・評価全学委員会が全学的な評価活動方針等を示し、これを
受けて各個別機関が点検・評価活動を行っている。共創研究センターも個別機関の１つとしてＰＤＣＡサ
イクルに基づく書類を提出し、大学全体の報告書として評価・検証され、さらに外部の有識者で構成する
外部評価委員会においても評価・検証が行われる。このため、先ずこの体制の中で進捗状況を報告する形
で評価・検証する。さらに、共創研究センターでは、本学の研究プロジェクトの評価に関するルールに則
り、学外委員も加えて評価・検証することとしている。



３．事業実施体制（１ページ以内）
<全学的な事業の実施体制>
　学内の実施体制については、学長のリーダーシップにより全学的な研究の基本方針等を審議する「石巻
専修大学研究推進委員会」の下で本事業は決定され、今後の推進も図られる。具体的な研究の実施につい
ては、地域の課題研究を目的に設置された共創研究センター（センター長は学長が指名）が担っていくこ
ととしている。センター内には、多分野の研究者から成る研究プロジェクトを立ち上げ、３つの研究グ
ループを設ける。第１研究グループは「内水面養殖システムの構築」、第２研究グループは「流通とマー
ケティングの確立」、第３研究グループは「研修システムの確立」をそれぞれ分担する。
<自己点検・評価体制、外部評価体制>
　本学の自己点検・評価の体制としては、自己点検・評価全学委員会において全学的な点検・評価の方
針、評価活動等の審議がなされ、これを受けて個別機関がＰＤＣＡサイクルを念頭においた点検・評価活
動を行っている。研究に係る個別機関も同様で、各年度の報告書は自己点検・評価全学委員会に集めら
れ、大学としての報告書にまとめ、さらに外部の有識者で構成する自己点検・評価専門委員会の外部評価
委員会においても評価・検証している。
　今回の事業については、毎年度、進捗状況等をこうした既存の体制にも報告し評価・検証する他、本学
の研究プロジェクトの評価に関するルールに則り、共創研究センターにおいて、学外委員として行政機関
及び有識者も加えて評価・検証することとしている。
具体的には、①事前評価として研究の必要性、達成すべき目標、研究の実施体制、自己評価結果等に関す
ること。②中間評価として研究の進捗状況、研究計画の修正の必要性、自己評価結果等に関すること。③
事後評価として研究の成果、自己評価結果等に関すること。④その他必要な事項、としている。
　また、間接的ではあるが、地域の各機関等と定期開催している各種の会議（圏域首長・議長懇談会、圏
域高等学校との懇談会等）においても進捗状況等の報告を行い、そこで出た意見等をその後の事業に活か
す予定である。
<学外との連携体制>
　本学は、石巻市等からの誘致や校地提供等、多大な支援の下で開学している。宮城県北部の唯一の高等
教育機関として、石巻圏域の行政機関や学校に対して多くの委員を派遣すると共に、様々な事業を協同し
て行っている。さらに、東日本大震災直後においては教職員と学生が被災者支援を行い、復旧活動への施
設提供、復興に係る事業に対する教員の派遣等を行ってきた。これらは、国内では他に例を見ない密な連
携である。
　今回の事業では、実際のフィールド（田畑）を使うのは、石巻圏域の東松島市内である。東松島市とは
石巻市や女川町と同様に包括連携協定を締結し、様々な分野で連携活動を展開している。毎年度定期開催
している圏域首長・議長懇談会の構成メンバーでもある。また、今回の事業推進、さらには事業評価に際
しては、東松島市の支援・協力も確認している。

石巻専修大学

研究推進委員会

学長

共創研究センター

自己点検・評価全学委員会

外部評価委員会

有識者

広報委員会

理工
学部

経営
学部

人間
学部

東松島市

ブランディング事業の実施体制

研究プロジェク

ト評価

研究プロジェクト実施
（研究グループ）

石巻地域・有識者



４．年次計画（２ページ以内）

石巻専修大学

平成28年度

平成29年度

　本研究では、３研究グループが連携して、高い付加価値を有する内水面養殖システムの構築か
ら流通・研修の確立までを目指す。平成28年度は、研究全体が円滑に進むように初期の擦り合わ
せや調整を十分に行うことから始める。グループ毎の詳細は次のとおり。
○第１研究グループ（内水面養殖システムの構築）：
　平成28年度は、餌料候補草葉の魚介類嗜好性確認から、１次生産の単位面積当たりの植物収穫
量(wet kg/dry kg)を基準に、効率よくタンパク生産へつながる生態系利用変換システムの検証
を行う。草葉を起源とする微生物生態系の発生から小型甲殻類等の生産へのつながりへの主要水
質影響要因を捉え、摂餌速度の変化と物質収支から基礎生産力の検討を進め、高品質位で安全な
魚介類生産に向けた餌料の生産条件の整理を目標とする。
○第２研究グループ（流通とマーケティングの確立）：
　養殖魚介類における市場性確立のための要件を把握する。得られた知見を第１研究グループ、
第３研究グループと共有し、研究の初期段階から市場化を意識した取組みになるようグループ間
の擦り合わせを行う。
○第３研究グループ（研修システムの確立）：
　平成28年度は研修システム確立のための効率的研究手法の確定を目標とする。

　「餌料生産」の基礎を確立する上で必要な初期研究段階で、マーケティング情報を参考に付加
価値の高い魚介類生産を目指す。また、流通手法や研修システムの基礎情報の整理を始める。グ
ループ毎の詳細は次のとおり。
○第１研究グループ：
　草葉を原料とする魚介類養殖生産における基礎情報として、魚介類嗜好に合う植物選定、次に
１次生産から上位生物への変換効率を指標に餌料生産に取り組む。餌料特性の把握から「好みの
餌」の情報整理を進める
次年度へ向け魚類/小型甲殻類養殖用の水槽開発に向け机上計算と設計を進める。
○第２研究グループ：
　養殖魚における市場性確立のための要件を文献調査により整理する。次に、精査された論点に
基づき、養殖魚の高付加価値化に成功した先進地域の視察調査を実施する。
○第３研究グループ：
　本事業展開の方針を「若者の働く意欲を喚起する職場構造」と捉え、地域の雇用創出と地域活
性化の方向を探るために、先進地域の視察調査を実施する。

実
施
計
画
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標

目
標

　平成29年度は、養殖環境と「魚介類臭」や「食感」との結びつきの解明に特に力を入れる。ま
た、３研究グループで認識を統一し研究を進める。グループ毎の詳細は次のとおり。
○第１研究グループ：
　平成28年度を引き継ぎ「安全・安心」を基礎の付加価値とした研究に加え、さらに「魚介臭が
無く食感の良い」の魚介類生産を、さらなる付加価値に加えた研究目標とする。魚介類の「臭
い」、「食感」の発現メカニズムに関わる養殖環境の諸要因を整理し、流動状態や水質制御との
関係を求めることも目標とする。
○第２研究グループ：
　養殖魚における市場性確立のための要件を文献調査により整理する。次に、精査された論点に
基づき、養殖魚の高付加価値化に成功した先進地域の視察調査を実施する。本研究の成果として
生産されうる魚種について、その市場特性を把握する。
○第３研究グループ：
　平成28年度の研究課題を引き継ぎ、効率的な研修システムのための情報収集を実施するととも
に、本企画の成否に関わる諸要因を考慮して研修システム構築に向けた手法を探る。

　平成29年度における本研究の実施計画は、消費者共通の嗜好性を根拠として平成28年度設定の
付加価値以上の魚介類生産へ向け、養殖環境と制御で変化する魚介類の商品価値を整理する。グ
ループ毎の詳細は次のとおり。
○第１研究グループ：
　養殖環境が魚介類の品質に影響することは知られている。平成29年度は大型水槽と現地水槽の
２系統で並行実験し、本研究の特徴である水の動きと養殖環境の制御を整理する。

　

　

　



石巻専修大学

平成32年度

平成30年度

平成31年度
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　大型水槽内で水の流動状態を制御パラメータとした実験を行い、流動状態（ADCP；３次元流速
計で計測）が水質や摂餌量へ与える影響を詳細にモニタリングし、流動制御が水質を介し魚介類
の「臭い」・「食感」に与える効果を調べる。水の流動状態、物理・化学的特性及び生物活性と
の関係性を整理することで、内水面養殖システム管理に必要な制御情報のデータベース化を進め
る。養殖環境下の魚介類と物理・化学的特性との関係性を定量化した研究成果は、前例の無い新
たな知見を与え、新規産業創出への切り札となる。また、内水面養殖産業創出への大きな貢献と
なる。
○第２研究グループ：
　市場ニーズ、流通や販売チャネルについて、聞き取りを行う。大都市居住者の消費性向、嗜好
の調査も実施する。
○第３研究グループ：
　他地域の起業的活動や産学協同・共同事例へのヒアリングを実施し、事業展開の諸課題や、若
者雇用の可能性、研修システムの方策を探り、地域活性化のための知見の集積を行う。現地調査
の対象を水産に限らずに、広く農産物加工やその他地域資源を利活用する取り組み事例とする。

目
標

　平成30年度における本研究の目標は、平成28年度、平成29年度研究の継続と事業化へ向けた３
年間の研究総括とする。グループ毎の詳細は次のとおり。
○第１研究グループ
　３ヶ年の研究成果をまとめ、草葉起源の餌料生産から内水面養殖管理や制御手法をまとめる。
○第２研究グループ
　事業化に向けた具体的な検討を進め、事業化の全体像を示す。
○第３研究グループ
　研修システムの具体化に向けた検討を進め、研修の全体像を示す。

目
標
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○第１研究グループ
　平成29年度研究の継続から、本プロジェクト事業の成功を目指した実験研究結果を総括し、
　　・魚介類養殖へ適した草葉の生産
　　・草葉から初期餌料への転換効率の良い製造手法
　　・養殖魚介類に「臭い」が無く「食感」に優れた養殖水槽内管理と制御
　　・市場性のある内水面養殖魚介類の流通と販売への展望　などをまとめる。
　実験３年目は、それまで蓄積した内水面魚介類養殖を事業化へ向け実証する。養殖水槽の最適
制御等を通し魚介類の成長速度や商品価値を確認する。
○第２研究グループ
　石巻圏域の地域産業として確立していくために、地域関係者（生産の担い手、流通業者、マー
ケティング担当者等）との協議会を立ち上げる。最終的には、事業化に向けたロードマップを作
成する。
○第３研究グループ
　それまでの事例調査やヒヤリング等から得られた知見等を踏まえ、事業実施地の地域住民・行
政機関を受講対象に想定した研修システムの全体像をまとめる。
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