
ミネラパウド添加飼料を
食べ続けた魚では、

体表の粘液量が約２倍！

ミネラパウド添加飼料を
食べ続けた魚では、

体表粘液の殺菌力も約２倍！

体に病原体がくっつきにくい

体に病原体がくっついても、
体内に入る前に殺菌できる

地域資源の利活用システム構築による産業創出・地域活性化

野生植物から抽出したミネラル製品の用途開発
①水産増養殖・畜産用機能性餌料 ②天然由来の食品加工材料

地域資源の利活用による産業創出・地域活性化 ～島根大学の産学連携事例～

佐藤 利夫・大島久満 （島根大学 産学連携センター／生物資源科学研究科）
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ホンダワラ

ヒノキ葉

イタドリ若芽
ヨモギ ワカメ

竹枝葉

野草類 海草類

樹木葉

●高齢者パワーの活用

●森林・里山再生，林業活性化

●高齢者パワーの活用

●漁業・漁村活性化

■食品加工材：食品鮮度保持効果 等
■水産用餌料：養殖魚の免疫向上効果 等
■畜産用餌料：健常性維持・精子増加効果 等

■サプリメント ■化粧品

中山間地域活性化
（面積８４％、人口４１％）

漁村地域活性化
（２００ｋｍ以上の沿岸部）

（Key Word） 安全・安心・高品質な食料生産

地域銀行の支援
（直接的・間接的）

スギ葉

スギナ

活力ある地域創出
(雇用創出)

（ U･Iターン）

行政の支援
（産業・地域振興担当）

植物抽出ミネラル

（株）やつか
・島根県農業技術センター
・島根県中山間地域研究センター
・（有）山本粉炭工業 ・石央森林組合

連
携

・水産技術センター
・島根県松江市片句地区
・島根県隠岐郡海士町

連
携

産学官連携による オ－ル島根構想

地域資源の利活用
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植物抽出ミネラル製品群の産学連携による用途開発スキ－ム

製品名：フィッシュミネラパウド

イリドウィルスに感染したマダイの生残率

ミネラパウド投与群では、
生残率は100％を維持

イリドウィルスに対する
マダイの抵抗性向上
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水産増養殖用機能性餌料の効果

畜産用機能性餌料の効果 製品名：

アニマルミネラパウド

ミネラパウドを豚の体
重に対し0.01％混合し
給餌

● 精子の生産機能が20％～30％向上
● 精子活性も増加

夏場の精子数・精子活性の増加が可能！！

夏季（6月～9月）は精子数、精子活性が低下
⇒ 生産農家の収入減

子牛への経口投与結果

免疫力が向上
⇒ 疾病の発症率（特に下痢）が低減

子牛の歩留り（生産性）が向上

離乳直後に免疫力が低下 ⇒病気になりやすく、歩留まり低下

ミネラパウドを牛の
体重に対し0.01％混
合し給餌（3週間）

種豚への経口投与結果（大手製薬メーカー、北里大学、宮城農業共済協会）

（大手製薬メーカー、北里大学、宮城農業共済協会）

食品加工材料の実用例①（塩タラコ）

従来品；シュリンクしている。

原卵，ミネラル添加品
；シュリンクせず表面がなめらか

従来品水溶性ミネラル添加原 卵

230μm230μm230μm

拡大倍率
5,000倍

従来品；微細孔を確認。

原卵，ミネラル添加品
；微細孔は観察されず。

拡大倍率
10,000倍

3μm 3μm 3μm

拡大倍率
130倍

タラコ試料の走査電子顕微鏡（SEM）観察写真

ミネラルの併用により
卵の膜構造が強固になり保護

（詳細）濾胞細胞層が剥離せず
卵膜上に維持されている

タンパク質の劣化が起こりにくいタラコ製品（魚卵製品）を製造可能

製品名：水溶性ミネラル

○ ミョウバン処理

● 水溶性ミネラル処理

身崩れ・変色を遅延、食味も本来の甘みがある食味

･･･

･･･

処理直後 １日後 ２日後 ３日後 ６日後

○：変色・身崩れ食品加工材料の実用例②（ウニ）

冷凍焼けは軽度 （質感は加工直後に近い）冷凍焼け（冷凍劣化）を確認 （乾燥・退色等）

水溶性植物ミネラルを使用することにより、冷凍焼けを軽減可能

未使用品 水溶性ミネラル使用品

アジ

ノドグロ

食品加工材料の実用例③（干物製品）

水溶性ミネラル水溶性ミネラル総合ミネラル総合ミネラル
無機成分全体を抽出

多菌種に対し殺菌効果
（強い還元力）
一般には酸化力

水溶性濃縮ミネラル水溶性濃縮ミネラル

健康食品ヒト（臨床試験実施）

防菌防黴学会発表
（H20年、21年9月）

干物・ビン詰め製品
カット野菜・冷凍果物
（日持ち向上・
変色遅延）

飼料用ミネラル【水産増養殖分野】

肥料用ミネラル 微量ミネラル類を多種類・豊富に含む

・ヒト（臨床試験実施）
・ミネラルバランスに
特徴（体内水分）

清涼飲料水

ヒト・ペット・家畜・水産動物
（皮膚疾患の改善）

水産学会発表（H19年9月）
島根大学医学部でも実験を実施予定

原料卵・
辛子明太子製品
（日持ち向上・高品質）
日本海水学会論文発表
（H20年2月、21年6月）

ウニ
（ミョウバン代替）
水産学会（H20年3月）

加工食品分野への応用
飼料用に再開発

【畜産分野】

配合・設計

日本海水学会論文発表
（H21年6月、10月）

月刊養殖H21年4月号、5月号掲載

獣医師学会
（H22年1月発表）

・免疫機能の向上効果
・ストレスの軽減効果
・体色、肉質の改善効果

・免疫機能の向上効果
・精子数、精子活性の

向上効果

大手通販会社と契約

島根県水産試験場にて
アカアマダイ稚魚試験実施中


