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衛生管理型漁港について 

～漁港の衛生管理の現状と展開～ 
 

独立行政法人水産総合研究センター  
水産工学研究所  浅川 典敬 

 
 食に対する安全・安心への国民の関心が高まってから久しいですが、水産物を取り扱う

漁港の衛生管理は、どのような課題を抱えているのでしょうか。EU 等では既に標準となっ

ている衛生管理の基準は、実は我が国では未だ緒に就いたばかりです。全国有数の水揚げ

を誇る銚子にて、漁港の衛生管理の現状と展開をご一緒に考えましょう。 
以下の講演内容にて、パワーポイントを使って説明します。 

 
① 食の安全安心に関する国民の意識  
② 漁港における衛生管理  
③ 漁港において問題となっている事例 
④ 衛生管理漁港に関する行政の動向  
⑤ EU における衛生管理漁港  
⑥ 衛生管理型施設の導入事例 

                           写真-1 銚子漁港第１市場 

１．食の安全・安心に関する国民の意識 
 
 BSE、産地偽装など、食の安全にかかる事

件・事故が多発し、国民の意識が高まってい

ます。食の安全に関する意識調査（国政モニ

ター「食の安全性に関する意識調査」H15 食

品安全委員会調べ）の結果、約 7 割の方が食

の安全への関心を有しており、約 9 割の方が

食の安全性に対して、何らかの不安感を有し

ています。 
 行政の対応として、平成 15 年に内閣府に食

品安全委員会が設置され、平成 22 年に消費者

庁が設置されました。現在、食品安全庁の設

置、HACCP※１導入検討、GAP※２の推進等が

消費者基本計画に基づき検討されています。  
図-1 食の安全性に関する意識調査 

※１）HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、危害要因を効率的に管理する手法のこと。「危害要因

分析必須管理点」などと訳される。 
※２）GAP (Good Agricultural Practice)とは、農業生産工程管理のこと。各工程の正確な実施・記録及び評価による持続

的な改善活動のこと。
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２．漁港における衛生管理 
 
 漁港は、漁船から漁獲物が陸に揚げられる水産物流通システムの出発となる施設であり、

下図のように陸揚げ・荷捌き・搬出入などの作業が集中する衛生管理上重要な箇所です。

作業を通じて、危害要因となる物質が混入する可能性があることから、そのリスクを低減

させることが肝要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
漁港の衛生管理の基本三原則とは・・・ 

いれない！ つけない！ ふやさない！  
○いれない ： 長靴洗浄、手洗い、車両制限等 
○つけない ： 土間置き禁止、トロ箱踏み台禁止等 
○ふやさない： 氷の使用、直射日光遮蔽等 

 
 
３．漁港において問題となっている事例 
 
① 漁港周辺の環境保全 

・漁港水域の環境保全 
・廃棄物・排水の適正処理（漁獲廃棄物の投棄、船倉水・未処理水の港内排出） 

②作業環境の清潔保持  
・異物混入防止（施設老朽化による錆・コンクリート等の混入）  
・施設・設備・器材等接触面の清潔保持（使用水質、洗浄・乾燥不足）  
・従業員や出入り業者の清潔保持（長靴・手指の清潔保持・健康状態のチェック） 

③水産物の鮮度保持  
・温度管理（直射日光、氷不使用） 
・損傷防止（土間置き） 

 

販売 

図-2 漁港の作業工程 
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４．衛生管理漁港に関する行政の動向  
 
水産庁では、現行の漁港漁場整備長期計画（2007～2011）の中で、高度に衛生管理され

る水産物の出荷割合の向上を目指しています。（23％（H16)→概ね 50％ ）推進目標は、全

国の約１５０地区の流通拠点の整備です。また、平成 19 年度から衛生管理型荷捌き施設の

整備が漁港事業の補助対象に追加されています。さらに、平成 20 年６月、衛生管理型漁港

の基準を発出して、衛生管理型漁港の導入を促進しています。 
 
 
５．EU における衛生管理漁港  
 
 ヨーロッパのスペイン国のヴィゴ港とフランス国のギリビニック港をスライドにて紹介

します。 

 

 
            写真-2 ヴィゴ港とギルビニック港 
 
 
６．衛生管理型施設の導入事例 
 
  最後に国内の衛生管理型施設の導入事例をスライドにて紹介します。 

スペイン国ガリシア州ヴィゴ港

フランス国ギルビニック港
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魚食を取り巻く環境と消費の変化
小売業の現場から

（有）フード・サポート

代表取締役 細川 良範

Ⅰ．食消費構造の変化

１．人口構成の変化・・・ 高齢化、少子化

団欒欠如 ⇒孤食、個食

２．日本の伝統食 ・・・ 守る物、改善する物

倣食 崩食 飽食 ⇒ 褒食

1

倣食、崩食、飽食 ⇒ 褒食

３．小売業の変化 ・・・ 専業店、GMS、SM

通販、ネット販売

対面⇒セルフ⇒無店舗⇒対話

Ⅱ．現場での売れ筋

１．少子高齢化

① 柔らかさ

② 減塩、薄味

③ 楽しさ、豊富さ

・刺身・すし
・魚卵
・ぶり
・さけ
・えび

2

２．料理時間短縮

① 主婦の社会進出

② 知識と技術のギャップ

③ ゴミと在庫

えび

・煮魚
・洋風炒め物
・揚げ物
・吸い物
・自家製干物

☆ 何が売れているか

☆１．骨なし魚 ： 骨取りアジ・サバ

☆２．切りたら子 ： 明太子切れ子

☆３．剥きエビ ： 大型剥きエビ

☆４ 切りカニ ： 釜ゆでカニ
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☆４．切りカニ ： 釜ゆでカニ

☆５．マグロ ： 養殖本マグロ

☆６．ぶり ： しゃぶしゃぶ

☆７．サケ ： 養殖トラウト・銀

☆８．〆サバ ： 国産・カナダサバ

１．買い負けの実態 ： 中国、韓国、ロシア

米、欧州

（マグロ、サケ、北方凍魚、エビ、カニ、

サバ 太刀魚etc )

Ⅲ．水産物供給の障害

4

サバ、太刀魚etc.)

２．流通在庫 ： 在庫を持つ所がない

商社、卸、問屋？？

⇒ 役割分担
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魚食を取り巻く環境と消費の変化
小売業の現場から

（有）フード・サポート

代表取締役 細川 良範

３．現場の障害 ： MP・MHの不足

MP=マンパワー（人的能力）

MH＝マンアワー（投入人時）

⇒ 省力化商品の導入

４．総菜・肉との比較 ： "高い？？"

5

テーブルメニューでの比較

（フライ、豚肉の切身vs魚の切身、丸物一尾）

値頃を押さえる

☆スーパーの売価の付け方

◎ 売価＝原価÷0.6 ⇒ 約 原価×1.67

☆１．値入率 ＝（売価ー原価）÷ 売価×100

☆２ 値入率 ＝ロス率＋荒利益率
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☆２．値入率 ＝ロス率＋荒利益率

☆３．利益率 ＝荒利益率ー販管費

販管費：水光熱、家賃、人件費他

☆４．経常利益率＝２～３％（対売上）

１．景気後退 ⇒ 家庭内食の広がり
購買頻度向上 52週展開
週2回に合わせた量目、メニュー

２．外食の多様化 ⇒ 商品開発が容易

Ⅳ．魚消費の追い風

7

料理技術の簡素化＝付加価値加工の余地

３．健康志向 ⇒ 魚のメリット表示
高蛋白、低カロリー
富栄養＝EPA、DHA、ミネラル

Ⅴ．誰に売るか？

１．値打ちの表現は対象で変わる

・安心安全 ・産地、メーカー

・価格 ・美しさ

・規格 ・管理のし易さ

8

・鮮度、美味さ ・単位

・用途、メニュー ・便利

・栄養

２．店長が困っている、BYが困っている、

主任が困っている、消費者が困っている
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「もっと食べてね」銚子の魚 

～銚子の魚を有効に利用するために～ 
                 （独）水産総合研究センター中央水産研究所 
                    利用加工部    村田 昌一 
 

平成 21 年の統計で銚子は水揚げ高が日本一であり、各種の魚種が水揚げされている。

特にまいわし、さば、あじ、さんま等はドコサヘキサエン酸やエイコサペンタエン酸

等の各種の高度不飽和脂肪酸が含まれており、健康に良いとされています。本セミナ

ーでは銚子で水揚げされるこれら魚類の健康機能性を中心にご紹介するとともに、銚

子の魚を効率よく利用する方法についてもお話をいたします。  
 
１．魚類の健康機能性 

近年、食品素材に体調を整える（体調調節）作用を有する成分「機能性成分」が含

まれることが明らかとなり、食品の機能性に注目が集まっています。食品中の体調調

節機能が初めて明らかにされたのは日本型食生活の主要な食品素材であり、かつ、近

年その摂取量が減少傾向にある魚介藻類でした。魚介藻類を好む日本人は海藻類約 20
種、魚類 100 種、その他、エビ、カニ、タコ、イカ、貝類を合わせると約 200 種近く

を摂取していると推定されています。従って、日本人の健康に水産生物由来食品素材

が大きく寄与していると考えられます。事実、厚生労働省研究班が全国 4 万人を対象

として行った調査の結果、魚を週 8 回食べる人は 1 回しか食べない人に比べて、心筋

梗塞を発症するリスクが約 6 割低いことがわかりました。 
演者らは、これら水産食品についてその機能性を明らかにし、これら指針や推奨に

対する国民への理解と、さらに詳細な健康のための食生活情報の提供が必要と考え、

水産物を主体とする食事が健康へ果たす役割を明らかにすることを目的とした実験を

行ってきました。 
 
１．魚食（魚をたべること）は血栓（血のかたまり）の形成を調節します 

 動脈硬化症が致死的疾患へ進展するかは血管の中で血栓が形成されることが危険因子の

一つと考えられ始めています。また、脳梗塞や冠動脈性心臓疾患（心筋梗塞）の原因は血

液中に血栓ができ、その血栓が脳や心臓の血管を詰まらせることにより、血液が流れなく

なった脳細胞や心臓筋細胞が死ぬことに起因します。よって、これら疾患の予防には血液

が固まること（血液凝固）を抑えること（抑制）と余分な血栓を溶かすこと（線溶（せんよ

う））が重要であると考えます。 
これまで魚食は EPA 等の高度不飽和脂肪酸が血液凝固を抑制することで血栓形成を防

ぐ（血栓形成抑制）と報告されてはいますが、一部の研究者たちは、それだけの理由で魚

食の血栓形成の抑制作用は説明できないと考えています。そこで、私たちは、魚食による

血栓形成抑制作用が高度不飽和脂肪酸の作用だけではないと想定し、魚の何の成分が、ど

のような働きで血栓形成を抑制しているかを実験することにしました。 
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２．魚のタンパク質に血栓を溶かす働きが見つかりました  
 イワシから純度の高いタンパク質を調製し、実験動物（ラット）に食べさせ、血液が固

まる時間（血液凝固時間）や血液が凝固するためのいろいろな因子量（血液凝固因子活性）、

できた血栓を溶かす能力への影響（血液線溶系因子活性）を測定し、魚の油（28%の EPA
を含む）のみを含むエサを食べたラットのそれと比べました。 
その結果、魚の油はこれまで複数の研究者が報告しているように、血液の凝固を抑える作

用があることがこの実験でも確かめられました。しかし、魚の油には血栓を溶かす作用は

見られませんでした。一方、魚のタンパク質を食べたラットで、わずかな血液凝固を抑え

る作用はみられたものの、魚の油に比較すると弱い作用でした。しかし、魚のタンパク質

に、できた血栓を溶かす作用があることがわかりました。これらのことから、魚食による

血栓形成を抑える作用が、魚に含まれる油が血液の凝固を抑える作用と、魚のタンパク質

ができた血栓を速やかに溶かす作用が組み合わさった（複合的）作用によることを世界で

初めて明らかにしました。この研究により、魚を丸ごと食べる食生活が脳梗塞や心筋梗塞

などの余分な血栓の形成が原因となる疾病の予防や治療に有効な食生活であることが科学

的に解明できたと考えています。 
 
３．生活習慣病予防のための日本型食生活のすすめ 

近年、食品中に機能性成分が見いだされて以降、これらの研究の成果として、これ

ら成分を抽出し、純度を高めた機能性食品や特定保健用食品が数多く市場に出ていま

すが、これら製品に対して、ほんとうに効果があるのか、安全性は確保されているの

か、多量に長期間食べても安全か等、各種の疑問が消費者、関係機関、研究機関等か

ら指摘され始めています。演者らは原則として、食品に期待する機能性成分は食品あ

るいは素材の形で、すなわち食生活の中で機能性成分を摂取することが最善であると

考えます。さらに本実験でも特別な成分に注目し、それを含む食品に固執して摂取し

なくても、日本食に使われる素材を食事に積極的に取り入れるだけで、生活習慣病の

予防に十分効果的であることを実証したと考えます。日本人には、これまで培われて

きた日本の食材を使用した食事構成が最も体に合った食事ではないでしょうか。 
日本人は豊富な海の幸を食し、健康を維持している数少ない民族の一つだと考えられま

す。私たち日本人はもう一度、水産食品の機能性を見直すとともに、有効成分のみに固執

することなく、各種生活習慣病の予防のために、水産食品を中心とした多種多様な食品素

材で構成される日本型食生活を見直すべきだと考えます。 

 

その他、本日のセミナーでは、銚子の魚を効率よく利用する方法として、さんまのす

り身化技術、かつおの中骨からのコラーゲンの抽出技術と応用についてもお話をいた

します。 
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カタクチイワシ頭方向揃え装置の開発

千葉県水産総合研究センター流通加工研究室 小林 正三

研究の背景

カタクチイワシは，大きいものでも長さが

16cm くらい，重さが 20 数グラムの小さなイ

ワシです。千葉県のカタクチイワシ水揚量は，

年によって変動がありますが，年間 10 万ト

ン程度で全国１位です。たくさん獲れるカタ

クチイワシですが，食用になるのは全体の２

～３割しかありません。食用としては，鮮魚

の他，煮干し，丸干し，胡麻漬，みりん干し

などの加工品があり，残りは非食用で，ほと

んどが養殖魚の餌となっています。

カタクチイワシが食用に向けられない理由は，魚体が小さく加工に手間が掛かるからだ

と考えられます。加工の手間を減らすために，カタクチイワシを処理するフィレーマシン

や壺抜き機が開発されていますが，機械への魚の供給が手作業であるため，効率的な機械

処理が出来ていないのが現状です。手作業の内容は，魚の方向を揃え，機械処理部へ魚を

供給するコンベアベルトに並べるという動作です。機械の処理能力が高くても並べる速度

が遅ければ，魚をたくさん加工することはできません。

そこで，カタクチイワシ処理機に迅速に魚体を供給するため，魚体の頭方向を揃える装

置の開発を行いました。

１．魚の頭方向を揃える従来の技術

魚の頭方向を揃える技術は，多くの特許が公表されています。これらのうちの多くは，

魚のウロコの付き方を利用しています。魚をまな板の上に置き，魚を持ち上げず，引きず

って移動させようとすると，頭の方向には

簡単に動きますが，尾ひれの方向には簡単

に動きません。これは魚を後ろに動かそう

とすると，ウロコがまな板に引っ掛かるた

めです。多くの技術はこの原理を利用して

います。例えば，図１のように表面に突起

がある平板を水平方向に振動させ，その上

に魚を置くと，魚は頭の方向に移動します。

突起が魚の尾から頭方向に動くときにウロ

コに引っ掛かるからです。 図１ 頭方向揃え技術の例
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しかし，カタクチイワシは漁獲や水揚げ後の運搬などでウロコがはがれやすく，加工す

るときにはウロコがなくなっている場合がほとんどです。そこで，ウロコがなくても頭方

向を揃えることができる方法を検討しました。

２．頭方向を揃えるための着目点

①魚は尾より頭の方が重いので，重心は頭寄りにあるこ

と。

②魚を平面上に置くと，その接触面積は尾ひれで大きい

こと。

この２つに着目し，装置を考案しました。すなわち，

図２のように傾斜面の上から魚を滑らせると，頭側は重

いので速く滑り落ちようとし，尾側は尾ひれと傾斜面の

接触面積が大きく，摩擦が大きいので滑り落ちる速度が

遅くなり，魚は頭を先にして滑り落ちるだろうと考えま

した。

図２ 考案した頭揃えの原理

３．実験の方法と結果

右に示した装置（図３）を作成し，魚

を進行方向に対して横向きにしてベルト

コンベアで移動させ，傾斜シュートに落

としました。

この操作の条件として，傾斜シュート

の角度はどれくらいがよいか，また，傾

斜シュートに落とす魚を散水で濡らす場

合と濡らさない場合を比較しました。

この実験の結果，水で十分に濡らした

魚を，30 ～ 36 度に調節した傾斜シュー

トに滑らせるのがよいことが分かりました 図３ 傾斜角度の実験装置

（表１）。

表１ 傾斜シュート角度と頭を先に滑り落ちたカタクチイワシの尾数

魚体への 傾斜シュートの角度

散水の有無 24 27 30 33 36 39 42 45 50

有 36(11) 50(0) 48(0) 49(0) 50(0) 49(0) 49(0) 48(0) 48(0)

無 6(44) 24(23) 38(10) 39(10) 47(3) － － － －

＊供試尾数は 50 尾

表中の数字は，50 尾中で頭を先に滑り落ちた尾数，（ ）内は傾斜途中で止まった尾数

傾斜シュートの全長は 80cm
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次に傾斜シュートに落とすときの魚の角度が，頭方向が揃う確率にどのように影響する

かを調べました。図３の装置を使い，図４に示すようにベルトコンベアに乗せる魚の方向

を４通りにして，頭方向が揃う確率を比べました。魚の角度は 45 度（進行方向に対して

頭が斜め前方を向いている），90 度（横向き），135 度（尾ひれが斜め前方），180 度（尾

ひれが進行方向を向いている）の４通りです。

この実験の結果，傾斜シュートに落とす魚の角度が小さいほど，すなわち頭が進行方向

に近い程，頭方向が揃う確率が高いことが分かりました。しかし，どの角度で傾斜シュー

トに落としても，80 ％以上の魚体が頭の向きを先にして滑り落ちました。なお，尾ひれ

を切り取った魚を 90 度で落とす実験も行いま

したが，尾ひれがないと頭方向を揃えること

は出来ませんでした（表２）。

この結果から，ベルトコンベアから傾斜シ

ュートへ供給する魚の角度は，装置を実用化

するにあたって進行方向に対して 90 度（横向

き）にするのがもっとも効率的だろうと考え

ました。 図４ 魚の供給角度の実験方法

表２ 傾斜シュートに供給されるカタクチイワシの角度と頭揃えの成功率。

頭が先に落ちた尾数／供試尾数 成功率

魚の供給角度 1 回目 2 回目 3 回目 （％）

45 度（頭が斜め前向き） 50/50 50/50 50/50 100

90 度（進行方向に対し垂直） 46/50 47/50 47/50 93

135 度（尾が斜め前向き） 44/50 41/50 40/50 83

180 度（尾が進行方向） 44/50 35/50 41/50 80

90 度（尾鰭をカットした魚体） 24/40 24/40 20/40 57

４．頭方向揃え装置の試作

以上の実験結果を基にして，図

５のような装置を試作しました。

魚は濡らす必要があるので，装

置下部の水槽に投入し，そこから

横向きの仕切りを付けたコンベア

ベルトでくみ上げ，傾斜シュート

の上部から魚を落とすようにしま

した。

この装置を用いて実際にカタク

チイワシの頭揃えを行ったところ，

９割以上の確率で頭方向を揃える

ことができました（写真１，２）。 図５ 試作した頭方向揃え装置
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写真１ 傾斜シュートを滑り落ちる魚 写真２ 傾斜シュートを滑り落ちた魚

写真３ カタクチイワシ処理機との接続例

＊処理機は壺抜き（頭と内臓を除去）をする機械
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