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カキ単品経営にかける情熱 

～ノロウィルス風評を乗り越えて～ 

 

株式会社ヒューマンウェブ 吉田琇則 

   

１．当社の目指すもの 

【経営理念】 
「すべての人にオイスタバー文化を」 
【No.1 Oyster 宣言】 
「Better Oyster Through Challenge!」 
（よりより牡蠣を提供する為、我々は常に挑

戦していく） 
 
２．当社の紹介 

・2001 年 東京 赤坂に第一号店 
「Water Grill Oyster Bar」（ウォーターグリ

ル・オイスターバー）を開業 
・2007 年 広島県呉市に、牡蠣専用の物流

センター（㈱日本かきセンター）を設立。 
・2009 年（現在） 全国の百貨店、商業施

設を中心にオイスターバーを「6 ブランド」

「18 店舗」を展開中 
 
３．全国のオイスターバーの状況 

（一店舗の個店は除く） 
・２店舗以上オイスターバーを展開している

会社は８社。 
・その合計の店舗数は約４０店舗。 
 
４．2008 年当社の「殻付き牡蠣」の取扱高 

・年間：約 280 ㌧/年  
 
５．当社店舗の概要 

・客単価： 
ランチ 2,300 円、ディナー5,200 円 

・客層：30 代～60 代の男女と非常に幅広い 
 
６．経営の変遷 

・2006 年のノロウィルスの風評被害の影響

で業績が低迷したものの、2008 年は大幅に

業績が回復した。 
 

７．この 1 年間の客数の伸び 

2007 年 46 万人→2008 年 51 万人 
（+5 万人 +11％） 

 
８．成功要因 

・牡蠣の安全性の追求 
・一貫した客数拡大作戦 
・日本のマーケットに合わせたオイ

スターバーの進化と深化 
 
９．当社の強み 

・「店舗」と「卸」を併せ持つ、独

自の流通網の確立 
 
10．飲食版 SPA モデル 

（SPA とは製造から小売までを統

合した も垂直統合度の高いアパ

レルの販売業態で、代表的な企業は

ユニクロなど） 
・圧倒的な牡蠣の販売量を誇る「店

舗」と、店舗に在庫を持たなくても

いい安定的かつ安全性を追求した

供給体制の「卸」を連携させる事で、

「高品質＆低価格の実現」 
 
11．オイスターバーの進化と深化 

・欧米スタイルのオイスターバー文

化と、日本古来の牡蠣の食べ方を融

合させた、日本オリジナルのオイス

ターバーの確立 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12．牡蠣の食文化の変化について 

・都市部では、生牡蠣の消費動向の変化が見

られる！ 
・むき身パック⇒ 殻付き牡蠣へ 
・冬場 ⇒ 一年中 
・自宅 ⇒ オイスターバーで etc 

 

13．近年の消費動向を踏まえた今後のご提案 

・むき身から殻付きへ 
・季節の一極集から、時期の分散へ 
・生産、卸、店舗で連携をとった安全性確立 
・時代の変化に対応すれば、消費量はまだま

だ増える。 
 



 
 

みんなでカキを食べれば健康、地球環境も守る？  

 

（独）水産総合研究センター西海区水産研究所 松山幸彦 

 

１．食品としてのカキの魅力 

 カキは「海のミルク」と呼ばれるように、

三大栄養素とビタミン、ミネラルなどがバラ

ンス良く含まれる完全食品です。しかも他の

二枚貝と比べて足糸や足などの固い組織が

なく、歯の弱いお子様やお年寄りでも簡単に

食べることができます。 

 食品としての栄養価のみならず、 近はそ

の機能性についても注目されています。血中

コレステロールを下げ、肝機能を高め、視力

回復にも効果のあるタウリンはイカやタコ

の倍以上。血栓防止効果のある EPA、貧血を

解消する鉄分、味覚障害に効果のある亜鉛、

甲状腺の機能を維持するのに必要なヨード

などの微量元素もたっぷり含まれます。また

諸外国における研究で、カキに抗腫瘍活性ま

で認められています。「カキを食べれば健康」

というのは科学的にすべて証明されていま

す。 

 

図１ 身入りの良い一粒カキ 

 

２．養殖業としてのカキのメリット 

 カキ養殖はホタテガイ養殖業と並んで日

本の貝類養殖業のフロントランナーであり、

生産量で年間 22 万トン、額にして 351 億円

産業（平成 17 年）となっていまする。また、 

 

図２ 朝日で輝くカキ漁場（広島湾） 

 

ホタテガイ養殖業との違いとしては、北海道

から九州まで国内のすべての沿岸で養殖が

可能であること、軟体部すべてが可食部であ

り、基本的に廃棄物はカキ殻のみであること

があげられます。漁業者にとっても、無給時、

低コスト、病気がほとんど出ない、大量へい

死も非常に少なくて歩留まりが良い、手っ取

り早く現金収入になる、ということで、日本

中で盛んに養殖されています。 

 

３．カキ養殖の多面的機能 

 カキ養殖が日本中に普及した昭和３０年

代以降、養殖場が多く存在した内湾息で、多

量の工場排水、生活排水が流れ込み、赤潮や



 
 

貧酸素が頻発するようになりました。しかし

陸域から過剰に流入した窒素やリンによっ

て増殖した植物プランクトンを、カキ養殖は

逆手にとって海域浄化とタンパク質生産へ

と見事に転化してきたのです。すなわち、カ

キ養殖が拡大したことで、赤潮の発生そのも

のが抑制されたと言えます。 

 しかも立体的に配置されたカキ連には多

量の付着生物（藻類、甲殻類、魚類等）か

 

図３ カキのろ水量は莫大である 

 

ら成る小宇宙が見られ、これらが稚仔魚のゆ

りかごとして魚礁効果も発揮しています。 

 また有明海などでは、漁業者が育成したカ

キ床が、サンゴ礁ならぬ「カキ礁」として保

全されています。養殖器材を全く使わずに粗

放的な畜養を行うと同時に、サンゴ礁同様に

過剰な懸濁物の除去による水質浄化、二酸化

炭素の固定機能を担っているのです。 

このように、カキ養殖は単なる水産物の生産

現場だけでなく、自然共生型の物質循環と生

態系の一部さえも担っており、今後とも活か

して行かねばなりません。 

 

４．これからのカキ養殖 

 戦後のカキ養殖の展開は、産業育成、外貨

獲得という側面が強く、その後もスーパーや

外食産業などの小売りに効率的に製品を供

給することで発展してきました。しかし、現

在国内需要の約半数が輸入されたカキによ

って占められている現状では、価格下落によ

って厳しい生産活動を余儀なくされていま

す。 

 その一方で消費者のニーズは多様化し、カ

キそのものもマガキのみならず、夏場の需要

を牽引しているイワガキ、オイスターバーで

需要の高いシカメガキなど、様々なアイテム

が求められています。 

 また諸外国でカキは生食が基本であるが、

国内ではカキの生食は「あたる」という固定

概念に支配され、ほとんど敬遠されていて、

カキに対する需要の停滞要因になっていま

す。日本ほど魚介類の生食文化が発達した国

で、カキ本来の味を楽しむことができる生食

文化が定着しないのは残念です。冬場のカキ

による食中毒のほとんどがノロウイルスで

あることが既に分かっていることから、今後

は徹底したノロウイルス対策を行って、カキ

の生食文化を根付かせる施策が必要でしょ

う。  

 また食育の現場で、地元産のカキを消費す

ることが、地域の物質循環に自ら貢献するこ

とをもっと伝え、カキ養殖の必要性について

国民のコンセンサスを得て行く努力を続け

て行くべきです。 

 
図４ RT-LAMP 法による、マガキと漁場海水中

のノロウイルスの迅速検出法



 
 

安全・安心をより確実に 

～貝毒検査体制の現状と新たな貝毒分析技術の開発～ 

 

（独）水産総合研究センター中央水産研究所 鈴木敏之 

 

わが国で問題となっている貝毒は麻痺性貝

毒（図１）と下痢性貝毒（図２）である。この

2種類の貝毒については，毒生産プランクトン

及び二枚貝の毒力のモニタリングが極めて効

果的に機能しており，市場に流通した二枚貝に

よる食中毒事例は皆無と言ってよい。貝毒規制

のための公定法であるマウス毒性試験は（１）

測定精度や感度の悪さ，（２）偽陽性・偽陰性

反応（毒に対する特異性の低さ），（３）生き

た動物を検査に利用するという倫理的な問題，

など諸問題が指摘されている検査法である。し

かし，わが国の貝毒による食中毒のリスクは，

毎年報告されている規制件数から推測して極

めて高いにもかかわらず，市場に流通した二枚

貝による食中毒がほとんど発生していないこ

とは，マウス毒性試験が食品衛生検査法として

有効に機能していることを裏付けている。つま

り，精度等の分析化学上の諸問題は，マウス毒

性試験が食品衛生検査法として利用できない

ことを意味しているものではない。この点は，

二枚貝生産者，流通業者，貝毒行政に携わる検

査者は混乱せずに整理しておく必要がある。マ

ウス毒性試験はCODEX（ＦＡＯ/ＷＨＯ合同食品

規格計画）等の国際機関も支持しているため，

当面，わが国も含めて世界的に利用され続けて

いく可能性が高い。 

以上の点を踏まえた上で，将来起こりうる貝

毒検査体制の変化について述べる。2008年にノ

ルウェー（トロンハイム）で開催されたCODEX

第29回魚類・水産製品部会において，各種貝毒

の食品中の許容量が定められた（表１）。麻痺

性貝毒は，食品1kgあたりの許容量がサキシト

キシン（STX）で0.8mg以下であり，この値はわ

が国の許容量である４MU/ｇ（可食部）とほぼ

同じである。一方，下痢性貝毒ではオカダ酸

（OA）群の許容量が0.16mg以下と定められた。

この値はわが国の許容量である0.05MU/g（可食

部）とほぼ同じであるが，ペクテノトキシン
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図１．麻痺性貝毒の化学構造 

図２．下痢生貝毒の化学構造 



 
 

（PTX）群及びエッソトキシン群（YTX）につい

ては許容量が定められなかった。このことは，

これまで下痢性貝毒として規制対象となって

いたPTX群とYTX群が規制の対象から外れたこ

とを意味している。 PTX群とYTX群の国内基準

値については，今後，各国の判断に委ねられる

ことになる。これまでの知見では，PTX，YTX

両群ともに動物に対する経口投与では，下痢原

性も含めて顕著な毒性が見られないことを示

すデータが蓄積されている。したがって，この

両群については，今後，わが国でも規制対象外

となるか，規制値を定めるとしても，現状より

もかなり高めに設定され，規制緩和の方向に進

む可能性が高い。 

2003年から2006年までの4年間で，(独)水産

総合研究センターを中核機関として，先端技術

を活用した農林水産研究高度化事業「現場即応

型貝毒検出技術と安全な貝毒モニタリング体

制の開発」において，下痢性貝毒OA群，YTX群，

麻痺性貝毒STX群の簡易測定キットが開発され

た。OA群の簡易測定キット（酵素阻害法）につ

いては，(株)トロピカルテクノセンターから市

販品を購入することができる。麻痺性貝毒キッ

ト（ELISA法）については，市販化を目指して

国内及び海外のキットメーカーと調整中であ

り，近い将来，キットの販売が実現する可能性

があるが，その時期については未定である。と

ころで，これまでに国内外でも麻痺性貝毒や下

痢性貝毒の簡易測定キットが開発され，一部市

販品も供給されてきたが，これらのキットが生

産現場で貝毒規制のために利用されたという

例はほとんどない。マウス毒性試験が公定法と

定められている限り，キットの利用はおのずと

制限されるのであるが，キットの用途が明確に

示されてこなかったことが，利用者に支持され

なかった原因であろう。キットを普及させるた

めには，公定法前段のスクリーニング試験とし

て位置づけ，その利用範囲等について緻密なデ

ータの集積をモニタリング海域ごとに実施す

る必要がある。当プロジェクト研究では，機器

分析法による高精度な検査手法についても研

究が行われた。その結果，麻痺性貝毒に対する

液体クロマトグラフィー（LC-FLD）蛍光検出法

がマウス毒性試験に替わる検査法として利用

可能であることが再確認された。さらに，わが

国の二枚貝から検出される主要下痢性貝毒を

対象に液体クロマトグラフィー/質量分析

（LC-MS）法による一斉分析法が開発され，マ

ウス毒性試験に替わる検査法として利用可能

であることが実証された。簡易測定法をスクリ

ーニング検査に利用し，機器分析法を確定検査

に利用すれば，動物試験に依存しない貝毒モニ

タリング体制を整備することができる。また，

利用者の立場としては，これらの手法を貝毒検

査のコスト削減や効率化のための技術として

捉えるのではなく，二枚貝の安全性を向上させ

るための技術として捉えることも必要である。 

マウス毒性に替わる新たな検査法の精度

や検出限界値等の特性を的確に捉え，緻密な

研究を展開すれば，将来，動物試験に依存し

ない貝毒検査体制を構築し，二枚貝の安全性

をより一層向上させ，水産物の安全性確保の

規範とすることも可能であろう。

表１ CODEX（FAO/WHO 合同食品規格計画）第 29 回魚類・水産製品部会で定められた 
貝毒の許容量（規制基準値） 

貝毒 貝の可食部 1kg あたりの許容量 

麻痺性貝毒 サキシトキシン（STX）群 0.8 mg 
下痢性貝毒 オカダ酸（OA）群 0.16 mg 

記憶喪失性貝毒 ドウモイ（DA）酸群 20 mg 
神経性貝毒 ブレベトキシン（BTX）群 200 マウスユニット 

アザスピロ酸（AZA）群 0.16 mg 



 
 

環境に優しい農業へ 

カキ殻の肥料への活用 

 

          石川県立大学客員名誉教授  長谷川 和久 

 

地域における安心、安全な食料生産と耕地、

緑環境の保全と維持に排出される生物性未

利用資源の肥料化が求められる状況を説明

する。次に事例として、能登半島七尾西湾カ

キ殻の肥料化とその多様な効果の実際につ

いて述べる。 

 

七尾西湾におけるカキ養殖の副産物であ

るカキ殻は年間 3千トン近くに達し、その有

効利用法が模索されてきた。カキ殻の主成分

である炭酸カルシウムは、植物の栄養補給と

酸性土壌の改良に有効であることに着目し、

民間企業と共同で肥料化の研究開発に着手

した。試作したカキ殻肥料(カキ殻配合ケイ

酸肥料・造粒品)を用いて石川県内で野菜を

栽培した結果、生産量が増加するとともに、

病害虫の被害を軽減させる効果も認められ

た。 

また、カキ殻肥料の水稲コシヒカリへの施

用効果を例示すると、加賀平野の沖積水田で

表 4.5 の比較試験では表 4.6、図 4.7 のとお

りであった.穂数(茎数)増という形でプラス

の効果が現れた。また、わら中のカルシウム

含有率が高まった。 

このような試みによって、地域の生物生未

利用資源を地元で有効に利用する「循環型地

域社会」の実現に一歩近づくことが出来た。 

 

なお、詳細は拙著新刊「環境保全型農業の理

化学」(養賢堂刊)を参照下さい。 

 

 

 

 

  

図 4.7 茎葉中のカルシウム含有率. 

試験区名 処理（a当たり施用量）

 A　窒素・籾殻堆肥・カキ殻・ケイ酸施用区  窒素添加籾殻堆肥50kg、カキ殻入りケイ酸肥料20kg

 B　窒素・籾殻堆肥施用区  窒素添加籾殻堆肥50kg

 C　籾殻堆肥・カキ殻・ケイ酸施用区  籾殻堆肥50kg、カキ殻入りケイ酸肥料20kg

 D　籾殻堆肥施用区  籾殻堆肥50kg

 E　カキ殻・ケイ酸施用区  カキ殻入りケイ酸肥料20kg

 F　対照区  無処理

表4.5  水稲の栽培試験（1999年).

              表4.6  水稲の収量調査結果（2000年).

対照区 カキガラケイ酸施用区

 大草丈（cm/茎） 84.8 86.1

 稈長（cm/茎） 66 66.4

 穂長（cm/穂） 20.4 19.7

 茎数（本/株） 23.9 26.8

 一穂着粒数（粒/穂） 88.6 88.8

 登熟歩合（%） 86.9 85.5

 玄米千粒重(g) 23.3 23.3

 1株当たり玄米重(g) 42.9 47.4

 精米収量(g/株） 38.6 42.7

 刈取日：2000年9月13日.
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